貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
甲州市
甲州市
甲州市
甲州市
甲斐市
甲斐市
甲斐市
甲府市
甲府市
甲府市
甲府市
甲府市
甲府市
甲府市
甲府市
甲府市
甲府市
甲府市
山梨市
山梨市
山梨市
上野原市
中央市
中央市
中央市
中央市
中央市
中央市
中央市
笛吹市
笛吹市
笛吹市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 塩山センター
有限会社松里運送 本社営業所
有限会社内田運送 本社営業所
勝栄運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 双葉センター
有限会社アクティブ丸井 本社営業所
株式会社玉川運輸 本社営業所
株式会社坂本建運 本社営業所
株式会社城南ロードサービス 本社
三ツ輪運輸株式会社 甲府営業所
株式会社ミナミトランスポート 山梨営業所
トランコムＤＳ株式会社 甲府センター
日本郵便輸送株式会社 甲府営業所
日本通運株式会社 西東京警送事業所 甲府センター
ヤマト運輸株式会社 甲府東支店
株式会社ホームエネルギー西関東 甲府営業所
甲府日通興業株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 甲府中央郵便局
株式会社グリーンハートエクスプレス 本社営業所
拓大運輸有限会社 本社営業所
株式会社大光物流運輸 本社営業所
青伸産業運輸株式会社 上野原営業所
玉穂運輸有限会社 本社営業所
株式会社中部 本社営業所
有限会社丸新運輸 本社営業所
株式会社中央ミルク 本社
藤進運輸株式会社 本社営業所
山梨西多摩株式会社 田富営業所
都留貨物自動車株式会社 甲府支店
大和運送株式会社 本社営業所
太平洋陸送株式会社 甲府営業所
甲菱運輸株式会社 本社営業所

安全性優良事業所

（山梨県）

住所
山梨県甲州市塩山大字下於曽字正泉６５５－１
山梨県甲州市塩山三日市場７９５－１
山梨県甲州市勝沼町菱山２７１６－１
山梨県甲州市勝沼町綿塚５９５－１
山梨県甲斐市下今井２５８７－２
山梨県甲斐市下今井１０２１－１３
山梨県甲斐市玉川１３７６
山梨県甲府市富士見１－２２－１１
山梨県甲府市西下条町１３３０番地
山梨県甲府市横根町１８０－１
山梨県甲府市増坪町６０９
山梨県甲府市落合町５９－２
山梨県甲府市小瀬町１３１３－１
山梨県甲府市上今井町椀面７４０－３
山梨県甲府市住吉４丁目２２番１５号
山梨県甲府市朝気３－２２－１０
山梨県甲府市湯田２－１９－２
山梨県甲府市太田町６－１０
山梨県山梨市下栗原３７４－５
山梨県山梨市歌田８１－１
山梨県山梨市正徳寺字天神前５２８番地１
山梨県上野原市上野原９１７５－１
山梨県中央市一町畑８９２
山梨県中央市一町畑９１２－１
山梨県中央市臼井阿原１６４１－１５
山梨県中央市西花輪４４６８
山梨県中央市山之神字流通団地３－６－１
山梨県中央市山之神字流通団地３１６２番地３６
山梨県中央市山之神字流通団地２４７３－１１
山梨県笛吹市一宮町坪井２０５８－５
山梨県笛吹市石和町松本４５４－１
山梨県笛吹市石和町井戸２２１

1／3 ページ

電話番号
080-5044-3676
0553-33-5114
0553-44-0351
0553-44-2004
080-6609-3542
055-225-3201
055-279-1422
055-253-1000
055-243-4311
055-235-6461
055-241-0937
090-9949-6302
055-243-5501
055-243-1251
080-5044-3652
055-222-1461
055-233-5995
055-235-3466
0553-23-4747
0553-22-9046
0553-22-5153
0554-62-6877
055-273-1220
055-273-1771
055-274-5201
055-273-9270
055-273-6551
055-273-6181
055-273-5661
0553-47-3381
055-262-4792
055-262-7100

R2.12.14
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
笛吹市
笛吹市
笛吹市
笛吹市
笛吹市
笛吹市
笛吹市
都留市
都留市
南アルプス市
南アルプス市
南アルプス市
南アルプス市
南アルプス市
南アルプス市
南アルプス市
南アルプス市
南アルプス市
韮崎市
韮崎市
韮崎市
韮崎市
韮崎市
韮崎市
富士吉田市
富士吉田市
富士吉田市
北杜市
北杜市
北杜市
北杜市
北杜市
北杜市
西八代郡

事業所名
ヤマト運輸株式会社 石和東油川センター
甲斐物流株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 御坂センター
株式会社福島運輸 八代営業所
株式会社キデン運輸 本社営業所
株式会社コントラクト・ロジスティクス・フクシマ

住所
山梨県笛吹市石和町東油川字北畑３００番１
山梨県笛吹市御坂町金川原１５番地１
山梨県笛吹市御坂町栗合１８２－１
山梨県笛吹市八代町北前田１９２５
山梨県笛吹市八代町増利沢又木３９８－１

社営業所
青伸産業運輸株式会社 石和営業所
有限会社上田屋商会 都留営業所
佐川急便株式会社 都留営業所
有限会社名取通商 本社営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 山梨営業所
株式会社ニチカ 本社営業所
日正運輸株式会社 甲府営業所
白根運送株式会社 本社営業所
有限会社大建 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 山梨白根センター
日本郵便株式会社 南アルプス郵便局
有限会社辻建材 本社営業所
株式会社輿石運送土木 本社営業所
韮崎本町運送株式会社 本社営業所
有限会社クリーン・トレード 韮崎営業所
有限会社昭和総業 本社営業所
有限会社石田運送 本社事務所
有限会社三枝商事 本社営業所
株式会社シンクラン 富士吉田営業所
日本郵便株式会社 富士吉田郵便局
ヤマト運輸株式会社 山梨松山センター
株式会社高根運送 本社営業所
有限会社長坂運輸 本社営業所
有限会社八交運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 須玉センター
大阪運輸倉庫株式会社 白州営業所
鴻池運輸株式会社 山梨営業所
日本郵便株式会社 峡南郵便局

本

山梨県笛吹市境川町藤垈３２７０－５
山梨県笛吹市石和町上平井８０２－３
山梨県都留市鹿留１２１９－１
山梨県都留市大幡カラ沢４８２９
山梨県南アルプス市下高砂字宮東１３
山梨県南アルプス市徳永１５９１
山梨県南アルプス市徳永１６１４－２
山梨県南アルプス市六科字北新田４５０－１
山梨県南アルプス市在家塚７５４
山梨県南アルプス市飯野２８０７－２
山梨県南アルプス市飯野３４３０－５
山梨県南アルプス市下宮地５６３－４
山梨県南アルプス市川上２５１
山梨県韮崎市水神２－７－２１
山梨県韮崎市本町４－４－２３
山梨県韮崎市栄２丁目１番１号
山梨県韮崎市竜岡町下条南割字西原４８９－１
山梨県韮崎市旭町上條南割字大御勅使１２２－１
山梨県韮崎市清哲町青木２１３１番地
山梨県富士吉田市下吉田５８３６－１
山梨県富士吉田市中曽根３－１－１
山梨県富士吉田市松山５丁目１０７７番５
山梨県北杜市高根町村山北割３２６３番地
山梨県北杜市長坂町大八田１５８４
山梨県北杜市長坂町夏秋３５－１
山梨県北杜市須玉町大豆生田字獅子河原１７７０－８
山梨県北杜市武川町三吹９０４－１
山梨県北杜市白州町上教来石３－３－２
山梨県西八代郡市川三郷町岩間９２８
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電話番号
080-5045-8725
055-261-5011
080-6604-6175
055-265-4862
055-269-9100
055-266-5585
055-298-6070
0554-45-0373
0554-45-2881
055-285-4851
055-280-0085
055-285-5510
055-285-8801
055-285-6311
055-282-4690
080-5451-5863
055-283-4049
055-282-2821
0551-22-2335
0551-22-1849
0551-23-1132
0551-23-3939
0551-30-4200
0551-22-7598
0555-24-6301
0555-22-3401
080-5045-8733
0551-47-4711
0551-32-6023
0551-32-3604
080-5018-0268
0551-26-2922
0551-35-2939
0556-32-2001

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
中巨摩郡
中巨摩郡
中巨摩郡
中巨摩郡
中巨摩郡
南巨摩郡
南巨摩郡
南巨摩郡
南都留郡
南都留郡

事業所名
ヒタチ株式会社 甲府ハブセンター
サントリーロジスティクス株式会社 甲府事業所
株式会社小渕沢運送店 昭和営業所
佐川急便株式会社 山梨営業所
日本通運株式会社 山梨自動車事業所
鰍沢貨物自動車有限会社 本社営業所
県南運輸株式会社 本社営業所
株式会社ミノブ運輸 本社営業所
有限会社上田屋商会 本社営業所
株式会社河口湖梱包流通 本社営業所

住所
山梨県中巨摩郡昭和町河西１０１９－１
山梨県中巨摩郡昭和町築地新居字大島１７６８－１
山梨県中巨摩郡昭和町築地新居８７７－１
山梨県中巨摩郡昭和町築地新居字大島８８９－１
山梨県中巨摩郡昭和町築地新居字大島８４７－１
山梨県南巨摩郡富士川町青柳町１０１１－１
山梨県南巨摩郡南部町南部７９３１－５
山梨県南巨摩郡身延町下山９２６３、９２６４
山梨県南都留郡富士河口湖町船津字掘休場２１０４－２
山梨県南都留郡鳴沢村７０２３－１
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電話番号
055-275-8281
055-268-5051
055-275-3983
055-275-2872
055-275-0202
0556-22-0979
0556-64-3345
0556-62-3111
0555-72-0373
0555-28-5740

主な輸送品目（任意掲載）

