貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
和歌山市

事業所名
日本郵便株式会社 和歌山中央郵便局
コウノイケ・エキスプレス株式会社 本社事業所
鴻池運輸株式会社 和歌山陸運営業所
光運輸株式会社 本社営業所
有限会社マルジョー 本店
株式会社丸上運送 本社事業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 和歌山支店
河西運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 和歌山北支店
ヤマト運輸株式会社 和歌山岩橋センター
阪和郵便輸送株式会社 本社営業所
有限会社金谷運送 金谷運送
秋山逓送株式会社 和歌山営業所
長栄物流株式会社 本社
酸和運送株式会社 本社営業所
浅川組運輸株式会社 大浦倉庫
アートコーポレーション株式会社 和歌山営業所
熊野小型運送株式会社 本社
株式会社オプラスロジス 本社営業所
株式会社ムロオ 南近畿支店
岩崎運送株式会社 小倉営業所
佐川急便株式会社 和歌山営業所
株式会社アストライン 本社営業所
有限会社野嶋運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 和歌山西ノ庄センター
高尾運輸興業株式会社 和歌山営業所
株式会社渡辺産業運輸 本社営業所
丸肥運送株式会社 本社営業所
有限会社滝川運輸 和歌山営業所
新栄陸運株式会社 本社営業所
株式会社和歌山システム発送 本社営業所
株式会社Ｍ＆Ｍ 本社営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

安全性優良事業所

（和歌山県）

住所
和歌山県和歌山市一番丁４
和歌山県和歌山市栄谷２－１
和歌山県和歌山市栄谷２－１
和歌山県和歌山市永穂２７１番地
和歌山県和歌山市岡山丁３０番地
和歌山県和歌山市岡山丁３０番地
和歌山県和歌山市下和佐７２－２
和歌山県和歌山市梶取２４６－１、２４５－２
和歌山県和歌山市梶取字吉原２２５－１，６
和歌山県和歌山市岩橋字高橋１３３７番地１
和歌山県和歌山市紀三井寺字鷹場新田７４２－１１，２
０
和歌山県和歌山市栗栖３９５
和歌山県和歌山市元町奉行丁２－３－１－５０１
和歌山県和歌山市雑賀崎２００５－１
和歌山県和歌山市雑賀崎２０１７番地２９
和歌山県和歌山市雑賀崎泊り新開２００５－１
和歌山県和歌山市三葛２７２－３
和歌山県和歌山市小雑賀６７７－２７
和歌山県和歌山市小倉４０５－１
和歌山県和歌山市小倉９－２
和歌山県和歌山市小倉字柳原４７９－１
和歌山県和歌山市上三毛字北原１１１０－１
和歌山県和歌山市新中通４丁目３７番地
和歌山県和歌山市西庄５１６－１
和歌山県和歌山市西庄字早房３８３番２、３８３番３
和歌山県和歌山市西庄字妙見４２３－１
和歌山県和歌山市西田井２０６－１
和歌山県和歌山市西浜１６６０－５２９
和歌山県和歌山市西浜１６６０－５９８
和歌山県和歌山市西浜１６６０－６８９
和歌山県和歌山市西浜１６６０番地１０４
和歌山県和歌山市西浜１６６０番地の２０１
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電話番号
073-422-0050
073-451-4151
073-455-4101
073-462-6670
073-422-1922
073-422-1922
073-477-1346
073-453-1731
073-451-8981
080-6604-5158
073-447-3200
073-471-3358
073-499-4011
073-446-4555
073-448-4788
073-444-2050
073-448-0123
073-428-3152
073-465-3335
073-477-5110
073-477-4937
073-477-1701
073-433-2278
073-455-1530
073-480-5575
073-454-3451
073-462-2258
073-446-0707
073-446-9951
073-444-7391
073-447-1551
073-445-1111

H30.1.12
主な輸送品目（任意掲載）

事業所名

市区郡名
辻岡運輸株式会社
日本通運株式会社
日本通運株式会社
向島運送株式会社
日本通運株式会社
有限会社丸新物流

本社営業所
和歌山警送支店
中央物流事業所
和歌山営業所
臨海物流事業所
本社営業所

株式会社酒本運送 和歌山営業所
酒本物流有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 和歌山東支店
有限会社南洋興業 本社営業所
和扇運輸株式会社 本社
有限会社ニューズネット 本社営業所
日通和歌山運輸株式会社 本社営業所
有限会社坂口運送 本社営業所
和歌山名鉄運輸株式会社 和歌山支店
株式会社宝樹 本社営業所
株式会社創運社 本社営業所
株式会社鳥羽 本社
株式会社和田物流 本社営業所
株式会社ファーストライン 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 和歌山主管支店
岡崎運輸株式会社 本社営業所
根岸運送株式会社 本社営業所
有限会社ＭＩＹＡＫＥ 本社営業所
株式会社鳥羽運送 本社営業所
有限会社三宅運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 和歌山南インター支店
綜合警備保障株式会社 和歌山支社
西濃運輸株式会社 和歌山支店
株式会社ライズトランスポート 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 和歌山府中センター
八大運輸株式会社 和歌山営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
和歌山県和歌山市西浜１６６０番地の６８３
和歌山県和歌山市西浜７９６－１
和歌山県和歌山市西浜７９６－１
和歌山県和歌山市西浜字中川向ノ坪１６６０－４７６
和歌山県和歌山市西浜字中川向ノ坪１６６０番６２５
和歌山県和歌山市西浜字中川向ノ坪１６６０番地１２８
和歌山県和歌山市西浜字中川向ノ坪１６６０番地の５５
４
和歌山県和歌山市西浜字中川向ノ坪１６６０番地の５５
４
和歌山県和歌山市太田字神ノ畔１１９番１
和歌山県和歌山市築港３丁目１１番地
和歌山県和歌山市築港４－１
和歌山県和歌山市築港４丁目１番地の３【利兼】
和歌山県和歌山市築港６丁目３番地
和歌山県和歌山市築港６丁目５番地７
和歌山県和歌山市中３３番地
和歌山県和歌山市直川１６０－２０
和歌山県和歌山市直川１６０－２０
和歌山県和歌山市直川１６０番地３１
和歌山県和歌山市直川１８５番地の１２
和歌山県和歌山市直川１８５番地の１２
和歌山県和歌山市直川字中川田１８５－１，１８５－
７，１９４－５
和歌山県和歌山市吐前９９８－６
和歌山県和歌山市土佐町１－３１－２
和歌山県和歌山市冬野１６０４番地の４
和歌山県和歌山市冬野１８８番地の１
和歌山県和歌山市冬野字丸山１６０４番地の４
和歌山県和歌山市冬野字大白１４３９－１，２
和歌山県和歌山市東鍛冶屋町４９番地２
和歌山県和歌山市祢宜１１００
和歌山県和歌山市布施屋９３６番地
和歌山県和歌山市府中字高井田２６番２
和歌山県和歌山市北島４２５番地２
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電話番号
073-447-3711
073-423-8274
073-431-3101
073-447-1781
073-448-0111
073-446-2382
073-447-6788
073-444-8881
073-475-0570
073-402-3577
073-422-5393
073-423-1563
073-423-8511
073-422-4507
073-455-5181
073-464-4010
073-464-4030
073-464-0100
073-461-3333
073-461-0777
073-499-4564
073-477-5188
073-424-2431
073-479-9246
073-464-0100
073-479-1119
0734-79-3352
073-428-1112
073-477-3243
073-477-7228
073-461-6001
073-455-8818

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
日本通運株式会社 コンテナ課

有田市

岩出市

海南市

近物レックス株式会社 和歌山支店
株式会社シンク 本社営業所
有限会社キワ・ゼネラルサービス 本社営業所
イズミ運輸株式会社 本社営業所
株式会社喜多陸送 本社営業所
株式会社湊組 和歌山営業所
株式会社紀洋 湊
株式会社吉建 和歌山営業所
日本郵便輸送株式会社 和歌山営業所
株式会社サカイ引越センター 和歌山支社
ヤマト運輸株式会社 和歌山中央支店
マルイシ運輸株式会社 和歌山営業所
株式会社キング・ライン 本社営業所
新潟運輸株式会社 和歌山支店
株式会社昭南物流 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 紀州有田中央センター
株式会社ハヤシ運輸 本社営業所
成川運送株式会社 本社営業所
有限会社浜井運送 本社
株式会社リョーウンエキスプレス 和歌山センター
株式会社さくら運送 本社営業所
北野運送株式会社 本社
有限会社サザン 本社営業所
阪神トランスポート株式会社 和歌山営業所
マルエーフレイトサービス株式会社 本社営業所
南星運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 紀の川支店
株式会社明光 本社営業所
堀田運送株式会社 本社営業所
有限会社宮井運送 （有）宮井運送営業所
ヤマト運輸株式会社 紀州海南野上センター
株式会社オプラスエキスプレス 本社営業所
株式会社オプラス 本社営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
和歌山県和歌山市満屋字西側１３０－１０，１３７－
１，１３９－２，１３９－４ （１Ｆ）
和歌山県和歌山市湊１１０６番３
和歌山県和歌山市湊１１０６番地２６
和歌山県和歌山市湊１１１５番地の８
和歌山県和歌山市湊１３４２－４
和歌山県和歌山市湊１８２０番地
和歌山県和歌山市湊１８５０
和歌山県和歌山市湊１８５０番地（新日鐵住金構内）
和歌山県和歌山市湊１丁目２２５番地．２２６番地
和歌山県和歌山市湊御殿３－５－２３
和歌山県和歌山市湊御殿３丁目３－５
和歌山県和歌山市湊字青岸坪１４１４－１，９
和歌山県和歌山市湊北町３－８
和歌山県和歌山市湊薬種畑１１１５－３２
和歌山県和歌山市和佐中字下神戸１６１－１他２筆
和歌山県有田市宮原町須谷３６２
和歌山県有田市宮崎町字箕川５０
和歌山県有田市初島町里９１９－５
和歌山県有田市新堂２６１－１
和歌山県有田市千田６０５
和歌山県岩出市根来２２７４－９
和歌山県岩出市根来２３４７－２２０
和歌山県岩出市根来８２４－２
和歌山県岩出市根来９６３番地１
和歌山県岩出市西野字保田１４４番１
和歌山県岩出市中島４０５－１
和歌山県岩出市野上野６０－１
和歌山県岩出市野上野字沼ノ上２５３番１
和歌山県海南市下津町下津字沖山３０８０番地の１
和歌山県海南市下津町上１２００－３
和歌山県海南市下津町大字丸田５３０
和歌山県海南市阪井字中ノ坪１７５６番地
和歌山県海南市小野田１６３６－１５２
和歌山県海南市小野田１６３６－１５２
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電話番号
073-477-7220
073-436-3151
073-427-7400
073-402-7000
073-431-4233
073-455-7666
073-451-5185
073-451-3111
073-455-4191
073-422-1337
073-427-1141
073-425-8011
073-422-1266
073-422-2193
073-477-3121
0737-88-6220
0737-82-1017
0737-82-2191
0737-82-2309
0737-83-5315
0736-67-6411
0736-63-2100
0736-62-3670
0736-63-5533
073-669-1310
0736-61-5856
0736-63-2808
0736-69-1115
073-492-1426
073-492-1155
073-492-3655
073-499-5734
073-487-4785
073-465-3010

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

紀の川市

御坊市

新宮市

事業所名
株式会社グリーン・トランスポート 小野田営業所
ヤマト運輸株式会社 海南支店
株式会社ラントランス 本社営業所
日本通運株式会社 海南営業支店
株式会社湊組 海南営業所
株式会社農協物流わかやま 本社営業所
伊那運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 紀州桃山センター
株式会社シンクラン 打田営業所
和歌山名鉄運輸株式会社 紀の川営業所
株式会社大十ロジスティクス 本社営業所
福山通運株式会社 和歌山支店
有限会社三栄運輸 本社営業所
有限会社大原運送 本社営業所
株式会社豊運輸サービス 本社営業所
有限会社丸打運輸 本社営業所
トランスポートホーエイ株式会社 トランスポートホーエ
イ株式会社
サザントランスポートサービス株式会社 紀北営業所
近物レックス株式会社 北和歌山営業所
こおの交通株式会社 本社営業所
レンゴーロジスティクス株式会社 和歌山営業所
堀田運送株式会社 和歌山営業所
丸西運送有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 紀州粉河センター
株式会社谷口通商 和歌山営業所
秋山逓送株式会社 本社営業所
和歌山名鉄運輸株式会社 御坊営業所
ヤマト運輸株式会社 御坊支店
ヤマト運輸株式会社 紀州日高センター
紀勢運輸株式会社 本社営業所
近物レックス株式会社 御坊営業所
佐川急便株式会社 新宮営業所
ヤマト運輸株式会社 紀州熊野川センター
有限会社鈴木運輸社 本社営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所

電話番号

和歌山県海南市小野田３０
和歌山県海南市船尾字矢ノ島３７８－１
和歌山県海南市大野中７２０番地
和歌山県海南市藤白字有田屋浜１９９－３
和歌山県海南市日方字新浜１２９４－１０
和歌山県海南市日方新浜１２９４－２１
和歌山県紀の川市東野字辻前６６－１，２，６９－１
和歌山県紀の川市下井阪字赤塚１２１－１
和歌山県紀の川市花野２０
和歌山県紀の川市花野３５４－１
和歌山県紀の川市貴志川町井ノ口１５２０番地１
和歌山県紀の川市貴志川町丸栖１３７９
和歌山県紀の川市貴志川町丸栖１４１１－２
和歌山県紀の川市貴志川町神戸２３－１
和歌山県紀の川市古和田５０３－１
和歌山県紀の川市西大井５１１－１

073-485-2366
073-483-0060
073-482-7981
073-482-1001
073-482-6143
073-482-5157
0736-73-7355
0736-77-4099
080-3636-3175
0736-77-5721
073-499-6577
0736-64-2000
0736-65-3885
0736-64-2120
0736-77-5887
0736-77-0269

和歌山県紀の川市西大井５６８－１

0736-77-6390

和歌山県紀の川市東国分４４８－１
和歌山県紀の川市東国分字里上４０２－１
和歌山県紀の川市桃山町調月１６２４番地６
和歌山県紀の川市桃山町調月字奥新田１６４５－７
和歌山県紀の川市桃山町調月字北出島２８２２－１３
和歌山県紀の川市粉河４７７４－２
和歌山県紀の川市粉河字古壱里山５６３番１８
和歌山県紀の川市北勢田５８９－１
和歌山県御坊市薗１９４番地
和歌山県御坊市島字桑木下新田１００５－１
和歌山県御坊市島字向川原７６９・７７０－１
和歌山県御坊市湯川町富安字神後田１７２８－３
和歌山県御坊市名屋１７６
和歌山県御坊市名屋町３丁目６－５
和歌山県新宮市王子町３－１５－１３
和歌山県新宮市熊野川町宮井字下音河２２８－１，２２
９－１，２３０－１
和歌山県新宮市佐野３－５０２－１

0736-78-2280
0736-77-7485
0736-67-6142
0736-64-1050
0736-66-3921
0736-73-6438
0736-74-2240
0736-78-2330
0738-22-0046
0738-22-0990
0738-23-3396
0738-23-5156
0738-22-1185
0738-22-0937
0735-21-3088
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0735-46-0007
0735-31-7398

主な輸送品目（任意掲載）

事業所名

市区郡名

田辺市

橋本市

有田郡

紀南運輸株式会社 本社営業所
近物レックス株式会社 新宮営業所
株式会社西野 新宮営業所
ヤマト運輸株式会社 新宮支店
ＳＢＳゼンツウ株式会社 新宮営業所
龍神自動車株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 田辺支店
佐川急便株式会社 田辺営業所
近物レックス株式会社 田辺支店
和歌山名鉄運輸株式会社 紀南支店
日本通運株式会社 紀南営業センター
日本郵便株式会社 田辺郵便局
ヤマト運輸株式会社 紀州田辺新庄センター
有限会社宮森運送 本社営業所
高野口物流株式会社 本社営業所
高野口運送株式会社 本社営業所
和歌山名鉄運輸株式会社 橋本支店
ホンダ運送株式会社 中部事業所 鈴鹿センター
室
カキウチ商事株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 紀州橋本センター
有限会社海邦ライン 本社営業所
佐川急便株式会社 高野口営業所
豊興サービス株式会社 和歌山営業所
有限会社大浦運送 本社営業所
日本郵便株式会社 湯浅郵便局
近畿福山通運株式会社 和歌山有田営業所
有限会社出水運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 有田支店

東牟婁郡

前川運輸株式会社 和歌山営業所
ヤマト運輸株式会社 串本支店
ヤマト運輸株式会社 紀州那智勝浦センター

伊都郡

有限会社丸隆運輸 本店

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所

橋本分

電話番号

和歌山県新宮市佐野三丁目１２番１８号
和歌山県新宮市三輪崎字稲荷町３０１０－２
和歌山県新宮市新宮３４６６－１
和歌山県新宮市新宮字清水元５０１９－１
和歌山県新宮市緑ヶ丘１－９－７
和歌山県田辺市あけぼの３７番の２０
和歌山県田辺市稲成町字東皆代２１９－１，２３２－５
和歌山県田辺市上の山１丁目１４番１８号
和歌山県田辺市上の山１丁目９番８号
和歌山県田辺市上万呂字後呂地３２６－３５
和歌山県田辺市新圧町田鶴１７４５－３
和歌山県田辺市中屋敷町１－９
和歌山県田辺市東山２丁目８１２番３
和歌山県田辺市文里二丁目３７番１１号
和歌山県橋本市学文路１５４－７
和歌山県橋本市学文路１５４－７
和歌山県橋本市学文路字福塚１８７－８，１０，１１

0735-31-7224
0735-31-5021
0735-28-1196
0735-23-2371
0735-21-7114
0739-22-2100
0739-25-5416
0739-25-0120
0739-22-5352
0739-22-3980
0739-22-1230
0739-22-4836
0739-23-5232
0739-22-2929
0736-33-5005
0736-33-4678
0736-32-1151

和歌山県橋本市紀ノ光台２丁目１４－１

0736-26-5150

和歌山県橋本市境原４９９－３
和歌山県橋本市隅田町下兵庫字中田５３９－１
和歌山県橋本市高野口町小田５４６－１
和歌山県橋本市高野口町大字伏原字池田２７１番地１
和歌山県有田郡湯浅町大字山田１９５１－３
和歌山県有田郡湯浅町大字田３４５－１
和歌山県有田郡湯浅町大字湯浅１５２０－１
和歌山県有田郡有田川町水尻６９９－３
和歌山県有田郡有田川町大字歓喜寺２３３－３
和歌山県有田郡有田川町大字明王寺字僧正４４・４４番
地先同所五反田１２８－１
和歌山県有田郡有田川町大字野田１７０
和歌山県東牟婁郡串本町字笠嶋生１５３１－１４，１５
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字湯川字甫子浦８９７－
２０４
和歌山県伊都郡九度山町大字九度山５８９－４

0736-36-7867
0736-33-1219
0736-43-0611
0736-43-2672
0737-64-1355
0737-62-2919
0737-62-2050
0737-53-2980
0737-52-3745
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0737-52-6323
0737-52-2500
0735-62-3947
0735-52-1221
0736-54-3686

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
ヤマト運輸株式会社 伊都支店
築野運輸株式会社 本社営業所
丸久運輸株式会社 本社営業所

日高郡

ヤマト運輸株式会社 紀州橋本西センター
南洋運送株式会社 由留木営業所
日本郵便株式会社 田辺郵便局 気佐藤分室
ヤマト運輸株式会社 紀州みなべセンター
近畿福山通運株式会社 和歌山みなべ営業所
前川運輸株式会社 前川運輸株式会社日高営業所

西牟婁郡

有限会社富田川運送 本社営業所
株式会社オプラスエキスプレス 田辺営業所
ヤマト運輸株式会社 白浜支店

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字大藪字長玄田１４０－
１，１４０－２
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字丁ノ町２２２２－１
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字島字カゲノ井田３８２－
１
和歌山県伊都郡高野口町小田字柳５２５番２
和歌山県日高郡印南町島田字由留木２２３８－２
和歌山県日高郡みなべ町気佐藤１７３－２
和歌山県日高郡みなべ町大字気佐藤字新殿開１７３－３
和歌山県日高郡みなべ町東吉田６１０
和歌山県日高郡日高町大字荊木字村沢１３２２－２，１
３２３
和歌山県西牟婁郡上富田町生馬字両新田７２０番地１
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来４０５１－４２
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来字里田１３７４
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電話番号
0736-22-1731
0736-22-6727
0736-22-4398
0736-42-0333
0738-43-0850
0739-22-4836
0739-72-5990
0739-84-2921
0738-63-3411
0739-47-5481
0739-47-1811
0739-47-1301

主な輸送品目（任意掲載）

