貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
いなべ市
いなべ市
いなべ市
いなべ市
いなべ市
伊賀市
伊賀市
伊賀市
伊賀市

事業所名
トヨタ輸送株式会社 いなべ営業所
ＴＢ物流サービス株式会社 いなべ営業所
ヤマト運輸株式会社 いなべ支店
三重執鬼株式会社 いなべ
有限会社いなべ物流サービス 本社営業所
佐川急便株式会社 伊賀営業所
トナン輸送株式会社 三重営業所
三重執鬼株式会社 伊賀
株式会社アイルライン 本社営業所

伊賀市

ヤマト運輸株式会社

伊賀支店

伊賀市
伊賀市
伊賀市
伊賀市
伊賀市
伊賀市
伊勢市
伊勢市
伊勢市
伊勢市
伊勢市
伊勢市
伊勢市
亀山市
亀山市
亀山市
亀山市
亀山市
亀山市
亀山市
亀山市

トナミ運輸株式会社 上野営業所
近物レックス株式会社 伊賀支店
ヤマト運輸株式会社 伊賀阿山センター
有限会社柘植運送 本社営業所
名阪エクスプレス株式会社 本社営業所
株式会社日硝ハイウエー 名阪営業所
ヤマト運輸株式会社 伊勢御薗センター
西濃運輸株式会社 伊勢支店
日本通運株式会社 三重支店伊勢営業所
ヤマト運輸株式会社 伊勢内宮前支店
日本郵便株式会社 伊勢郵便局
ヤマト運輸株式会社 伊勢支店
株式会社ホームエネルギー東海 伊勢センター
埼九運輸株式会社 鈴鹿営業所
有限会社ドリームライナー 本社営業所
亀山急送株式会社 本社営業所
豊栄物流有限会社 本社営業所
アスカ急送株式会社 本社
株式会社日商 本社
東海西部運輸株式会社 三重営業所
株式会社カワキタエクスプレス 本社営業所

安全性優良事業所

（三重県）

住所
三重県いなべ市員弁町市之原１０番
三重県いなべ市員弁町大字大泉字藤谷２１８１－５９
三重県いなべ市大安町石博東北野１８５２－１６
三重県いなべ市大安町南金井１７１３－８
三重県いなべ市北勢町北中津原１００９番地１
三重県伊賀市佐那具大字馬屋谷１９０２番地の４
三重県伊賀市土橋字堂木１８番地
三重県伊賀市字洪田８８４－１
三重県伊賀市問屋町１１番地１
三重県伊賀市四十九町字鍋澤２６８４－２，２６８５－
１
三重県伊賀市安場字鳥喰１４４７－２
三重県伊賀市安場字八十苅１８１１
三重県伊賀市円徳院字南中溝４５１－３
三重県伊賀市柘植町字口中山２６６２－１４
三重県伊賀市中柘植字宮谷１１９１，１１９５
三重県伊賀市山畑１６５－３
三重県伊勢市小木町字出渕６８５番地１
三重県伊勢市通町字平松４０１
三重県伊勢市神久２丁目９２７、９２８－３
三重県伊勢市宇治浦田２丁目６１８
三重県伊勢市岩渕３丁目６－１０
三重県伊勢市小俣町宮前６８６－１，６８６－５
三重県伊勢市小俣町湯田４８６－２
三重県亀山市田村町字鳶ヶ尾６５９－３
三重県亀山市菅内町字折越１６５２番９
三重県亀山市野村町字大古場１７９５－２
三重県亀山市野村町字太古場１７８９－９０
三重県亀山市布気町字日原１６１４－１
三重県亀山市布気町字道野５５０番４
三重県亀山市白木町貝下１８６６－２
三重県亀山市白木町字押之尾６０番地２１
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電話番号
0594-74-5011
0594-84-2614
080-5045-7830
059-384-0003
0594-82-1502
0595-23-6911
0595-26-3232
0595-24-3199
0595-51-7709
080-5045-7932
0595-39-1073
0595-39-0785
080-5045-7915
0595-45-3602
0595-45-2477
0595-45-6322
080-5481-6346
0596-23-1341
0596-28-2115
080-5043-5908
0596-28-6350
080-5043-5890
0596-23-2296
0595-83-5219
0595-84-1233
0595-82-0759
0595-82-3011
0595-82-7237
0595-84-2424
0595-84-1133
0595-83-1690

R2.12.14
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
亀山市
亀山市
亀山市
亀山市
亀山市
熊野市

事業所名
三糧輸送株式会社 鈴鹿営業所
ヤマト運輸株式会社 亀山川崎センター
澁澤陸運株式会社 三重ターミナル
山川運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 亀山関センター
ヤマト運輸株式会社 熊野支店

桑名市

池畑運送株式会社

多度支店営業所

桑名市
桑名市
桑名市
桑名市
桑名市
桑名市
桑名市
桑名市
四日市
四日市
四日市
四日市
四日市
四日市
四日市
四日市
四日市
四日市
四日市
四日市
四日市
四日市
四日市
四日市
四日市
四日市
四日市

株式会社ムロオ 桑名営業所
ヤマト運輸株式会社 桑名播磨支店
ヤマト運輸株式会社 桑名支店
株式会社東海通商 本社営業所
名阪急配株式会社 桑名定温センター
ヤマト運輸株式会社 桑名星川センター
有限会社宏栄商会 長島営業所
秋山運輸株式会社 本社営業所
株式会社日硝ハイウエー 四日市営業所
株式会社引越社 三重営業所
鈴江陸運株式会社 四日市事業所
株式会社ホームエネルギー東海 四日市センター
東陽興業株式会社 四日市営業所
末広運輸株式会社 本社
中部シティフレイト株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 四日市新正センター
三糧輸送株式会社 四日市営業所
浅井東海物流株式会社 本社営業所
株式会社中田商事 四日市営業所
サーラ物流株式会社 ＬＰ配送グループ四日市営業所
アートコーポレーション株式会社 三重営業所
西鉄運輸株式会社 三重支店
ヤマト運輸株式会社 四日市支店
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 三重
昌和商事株式会社 四日市営業所
坂本運輸有限会社 本社営業所
旭運輸有限会社 本社営業所

住所
三重県亀山市川崎町字上垣内４９０７
三重県亀山市田村町字東條４４４－１
三重県亀山市田村町字西山１８８８－１６
三重県亀山市関町市瀬３４－１
三重県亀山市関町大字鷲山字石塲１８４－１
三重県熊野市有馬町字松原５６２２－１
三重県桑名市多度町香取４４８－１セジュール多度１０
１号
三重県桑名市多度町御衣野字金ヶ谷３６３９－２
三重県桑名市大字東方字尾弓田９６１－１
三重県桑名市大字江場字長折４５５番３
三重県桑名市大字江場字貝戸５４０－５
三重県桑名市陽だまりの丘５丁目２０２
三重県桑名市大字額田字惣作３４０番１
三重県桑名市長島町大字押付字小六５３２番１０
三重県桑名市大字赤尾６０
三重県四日市市羽津中２丁目１６７１
三重県四日市市金場町３－２
三重県四日市市白須賀１丁目１５－２７
三重県四日市市午起２丁目４－１３
三重県四日市市千歳町１－５６
三重県四日市市末広町７－４
三重県四日市市末広町８番８号
三重県四日市市曙町１３、１３－１、１３－２、１４
三重県四日市市曙町７－７
三重県四日市市鹿間町字天王１２１９番地
三重県四日市市新正４丁目６番１６号
三重県四日市市新正３－１１－８
三重県四日市市新正２丁目１５－２
三重県四日市市楠町本郷３０番地
三重県四日市市赤堀南町２２６８－１、２２６９－１
三重県四日市市西伊倉町３－３
三重県四日市市海山道町１丁目９１番地２
三重県四日市市大井の川町２丁目１５８７番地
三重県四日市市大字塩浜字里浦５７２－１

2／6 ページ

電話番号
0595-85-8820
080-5481-7909
0595-85-1138
0595-96-0333
080-5481-6345
080-5045-8120
0594-49-2477
0594-48-7444
080-5045-7947
080-5045-7829
0594-24-7474
0594-33-1350
080-6692-1421
0594-41-1800
0594-31-3741
059-373-7711
0593-34-7788
059-331-1276
059-332-6811
059-352-6109
059-353-1256
059-352-7710
080-5451-7652
059-351-2311
059-328-2840
059-355-7400
059-356-8090
059-354-0123
059-397-3021
080-5045-7831
059-350-6914
059-329-5671
059-346-5343
059-346-7136

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
四日市
四日市
四日市

事業所名
株式会社グリーンサービス 四日市営業所
菱江ロジスティクス株式会社 四日市物流センター
三重農水株式会社 本社営業所

四日市

大宝運輸株式会社

四日市支店

四日市
四日市
四日市
四日市
四日市

日本アルコール物流株式会社 四日市営業所
向島運送株式会社 四日市営業所
ヤマト運輸株式会社 四日市六呂見センター
セイノースーパーエクスプレス株式会社 四日市営業所
日新冷凍運輸株式会社 本社

四日市

ヤマト運輸株式会社

四日市
四日市
四日市
四日市
四日市
四日市
四日市
四日市
四日市
四日市
四日市
四日市
四日市
四日市
四日市
志摩市
志摩市
松阪市
松阪市
松阪市
松阪市
松阪市
松阪市

飛騨運輸株式会社 四日市営業所
アキタ株式会社 四日市営業所
岩田運輸株式会社 四日市営業所
近畿石油輸送株式会社 営業部
ヤマト運輸株式会社 四日市霞支店
松岡満運輸株式会社 四日市営業所
株式会社エスラインギフ 四日市営業所
有限会社三英物流 本社営業所
株式会社サントクピース 本社
ヤマト運輸株式会社 四日市生桑センター
エービー産業株式会社 本社
株式会社イワサワ 四日市営業所
株式会社スリーエス物流 四日市営業所
日本郵便株式会社 四日市西郵便局
谷口運輸有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 志摩支店
三重近物通運株式会社 志摩営業所
鈴定運輸株式会社 本社営業所
ドリームライン株式会社 本社営業所
藤原運輸株式会社 松阪出張所
三重海運株式会社 本社営業所
大西運輸株式会社 松阪営業所
ワイズロジシステム株式会社 本社営業所

四日市日永支店

住所
三重県四日市市中里町２９－３
三重県四日市市内堀町字東浦３２２－１
三重県四日市市河原田町字相名１５１２番地１
三重県四日市市河原田町字溝東１０７７－１０，字畔道
１０４５－６
三重県四日市市大治田三丁目３－７１
三重県四日市市大治田３丁目５１２
三重県四日市市大字六呂見字甚九郎田９３９－１
三重県四日市市日永１－９３５－１
三重県四日市市日永東２丁目１２３４－１
三重県四日市市日永西３丁目３５８７－１，３５８８－
１
三重県四日市市小古曽東２丁目３－１６
三重県四日市市小古曽３丁目１－１６
三重県四日市市天カ須賀新町１丁目２７
三重県四日市市天ヵ須賀新町１番地２０
三重県四日市市茂福町２００７－１，２００８－１
三重県四日市市大矢知町１９２５
三重県四日市市大矢知町字大沢１９７６
三重県四日市市大矢知町字大沢１９７８番地
三重県四日市市大矢知町１９２５
三重県四日市市生桑町字高田６５３－１
三重県四日市市波木町３９９－１
三重県四日市市中村町２２９３番地２４
三重県四日市市大鐘町六路山１５３９－３
三重県四日市市智積町６２２７
三重県四日市市大井の川町二丁目１５８７番地１
三重県志摩市阿児町鵜方字金谷２９４４－１０１
三重県志摩市阿児町鵜方２０１６番地１
三重県松阪市大口町１６４８－１５
三重県松阪市大口町字子ノ新田５３２－１
三重県松阪市大口町字新地１１６２－３８
三重県松阪市大口町１３９８
三重県松阪市大口町字子ノ新田４３８－８
三重県松阪市大口町字新地１４７８－１２
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電話番号
059-346-3121
059-349-1818
059-347-2876
059-345-8280
059-349-6161
059-347-4383
080-5043-5748
059-345-6611
059-346-2851
080-5043-5742
059-348-7440
059-346-3223
059-363-2211
059-364-7624
080-5045-7832
059-364-0841
059-361-7174
059-361-7330
059-364-5155
080-5068-0791
059-328-8700
059-336-6511
059-336-2022
059-327-1165
059-324-5408
080-5043-5939
0599-43-0046
0598-51-5551
0598-31-3200
0598-53-3431
0598-53-3434
059-851-8105
0598-51-2308

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
松阪市
松阪市
松阪市
松阪市
松阪市
松阪市
松阪市
松阪市
松阪市
松阪市
松阪市
松阪市
鳥羽市
津市
津市
津市
津市
津市
津市
津市
津市
津市
津市
津市
津市
津市
津市
津市
津市
津市
津市
津市
津市
津市
津市

事業所名
株式会社川口運輸 本社
丸亀運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 松阪支店
ヤマト運輸株式会社 松阪立野センター
有限会社丸重運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 松阪松ヶ島センター
松阪運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 松阪三雲支店
三重近物通運株式会社 松阪営業所
ドリームサポート株式会社 本社営業所
中山商運有限会社 本社営業所
日本郵便株式会社 松阪郵便局
ヤマト運輸株式会社 鳥羽支店
株式会社加藤工業 本社
株式会社パスコ・エクスプレス 津営業所
日本通運株式会社 三重警送支店
ヤマト運輸株式会社 津支店
株式会社ハイブリッジライン 本社営業所
日本郵便株式会社 津中央郵便局
安濃急送有限会社 本社
ヤマト運輸株式会社 津河芸支店
近物レックス株式会社 津支店
株式会社立松 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 津御殿場支店
トランコムＥＸ西日本株式会社 津共配センター
資昇運輸株式会社 本社営業所
西濃運輸株式会社 津営業所
三重西濃運輸株式会社 津営業所
マルイ運送株式会社 本社
株式会社山博運送 津営業所
株式会社松島運送 本社
マルエイ物流株式会社 本社営業所
日本図書輸送株式会社 三重営業所
ヤマト運輸株式会社 津岩田センター
ヤマト運輸株式会社 久居支店

住所
三重県松阪市郷津町１６２－３
三重県松阪市上川町字どんど２７３９－３６
三重県松阪市下村町字北婦久３３１－６
三重県松阪市立野町字卯月田６０１－１番地
三重県松阪市小黒田町字北田４９８－４
三重県松阪市新松ヶ島町字小寄１８６－３
三重県松阪市塚本町１３１
三重県松阪市曽原町字堀ノ内１６２番地１
三重県松阪市松崎浦町字中ノ坪１５７番地４
三重県松阪市嬉野津屋城町字横堤１３５－１
三重県松阪市嬉野井之上町２１１－１
三重県松阪市南町１７８－１
三重県鳥羽市鳥羽４丁目２３６９－１
三重県津市河芸町西千里１６６０番地３
三重県津市河芸町東千里５２７番地３
三重県津市桜橋３丁目４０２
三重県津市住吉町７９８
三重県津市住吉町１４－２８
三重県津市中央１－１
三重県津市安東町字足入２０３５－１
三重県津市白塚町字鎌田３９７５、３９７６－１
三重県津市あのつ台１丁目１番３、１番６
三重県津市あのつ台３丁目１１番地８
三重県津市雲出長常町字東浜垣内１０７０－１
三重県津市雲出長常町字四ノ割１１２３－１
三重県津市雲出本郷町字榎縄１８０５－１３５
三重県津市雲出本郷町字山の越１６０３－１
三重県津市雲出本郷町字山の越１６０３－１
三重県津市雲出本郷町字榎縄１８０５－１４０
三重県津市雲出本郷町字榎縄１８０５－１２７
三重県津市香良洲町字海面高砂３９５２－２８
三重県津市高茶屋小森町字大新田２８９２－３２
三重県津市高茶屋小森町字若林１５７５－４
三重県津市幸町３２２番地２
三重県津市久居井戸山町字大口８４２番２
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電話番号
0598-52-2112
0598-28-5688
080-5045-7860
080-5068-3959
0598-26-0487
080-5043-5865
0598-51-6625
080-5098-1246
0598-51-8099
0598-48-0801
0598-42-1851
0598-21-7167
080-5043-5919
059-245-7836
0592-45-1366
059-228-9164
080-5043-5837
059-222-7775
059-226-0330
059-225-6265
080-6698-9625
059-236-6020
059-264-7827
080-5043-5817
059-234-1880
059-234-9966
059-234-9738
059-256-6511
059-234-7785
059-234-9911
059-234-0007
059-234-0044
059-235-5720
080-5068-0806
080-6698-9056

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
津市
津市
津市
津市
津市
津市
津市
津市
津市
津市
津市
尾鷲市
名張市
名張市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市

事業所名
中部北港運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 久居榊原センター
株式会社ヤマト 美里営業所
株式会社関本商事 芸濃営業所
三糧輸送株式会社 津
トーケントランスポート株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 三重芸濃センター
株式会社日硝ハイウエー 安濃
株式会社小林運輸 本社営業所
株式会社ＳＤＳライン 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 三重白山センター
近物レックス株式会社 尾鷲営業所
ヤマト運輸株式会社 名張支店
有限会社川商ライン 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 鈴鹿支店
鈴鹿日梱株式会社 本社営業所
マルイ運送株式会社 鈴鹿営業所
株式会社マルタカ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 鈴鹿湾岸支店
センコー株式会社 三重支店鈴鹿車輌センター
ヤマト運輸株式会社 鈴鹿三日市支店
有限会社大嶽商会 本社営業所
長野第一物流株式会社 鈴鹿営業所
松下運輸株式会社 鈴鹿営業所
有限会社伊藤運輸 本社営業所
株式会社宝輪 本社営業所
ホンダ運送株式会社 中部事業所鈴鹿センター
神勢産業有限会社 本社営業所
日本通運株式会社 三重支店鈴鹿ロジスティクスセン

鈴鹿市
鈴鹿市
員弁郡

ター事業所
株式会社弥生運輸
鈴峰運送有限会社
新興運輸株式会社

中部
本社営業所
本社営業所

員弁郡

株式会社速水運輸

三重

住所
三重県津市新家町５３０番地１
三重県津市戸木町長硲８５０２番７
三重県津市美里町穴倉４３８
三重県津市芸濃町椋本字藤ノ山３７９３－３
三重県津市芸濃町椋本５５２２－７
三重県津市芸濃町椋本字山中５１０１－１
三重県津市芸濃町萩野前川原８２８－１
三重県津市安濃町２３８８－１０
三重県津市あのつ台１丁目８－１１
三重県津市安濃町今徳字山出７７１番地１
三重県津市白山町南家城野添８４８－２
三重県尾鷲市桂ヶ丘７２－７
三重県名張市西原町字井之上２７５０－１
三重県名張市八幡塩塚１６６８－１
三重県鈴鹿市野町東一丁目１１０１番
三重県鈴鹿市御薗町３２３２番地の１
三重県鈴鹿市河田町７８９
三重県鈴鹿市一ノ宮町字三反長１０６８－５
三重県鈴鹿市下箕田３丁目３８５－７，３８８－２
三重県鈴鹿市飯野寺家町字筋違２９５－２
三重県鈴鹿市三日市町北烏野１８９６－２
三重県鈴鹿市算所一丁目１０１３－８
三重県鈴鹿市大池３－１０－３８
三重県鈴鹿市庄野町字四反田１０８１－１
三重県鈴鹿市国府町字石丸７６５７－２
三重県鈴鹿市国府町５６９６－１
三重県鈴鹿市国府町字石丸７７５３
三重県鈴鹿市下大久保町字美良２３５２

電話番号
059-256-7090
080-5068-0799
059-279-3311
059-266-2339
059-266-1610
059-266-0067
080-5481-8565
059-267-0050
059-264-7600
059-268-3466
080-5045-7844
0597-22-1630
080-5045-7945
0595-64-7812
080-5451-8734
059-389-6920
059-234-7785
059-382-2828
080-5045-3971
059-382-2112
080-5043-5785
059-379-1953
0593-78-0013
059-378-0321
059-375-1600
059-378-2818
059-378-1145
059-373-2112

三重県鈴鹿市東庄内町３９２７－１

059-371-6601

三重県鈴鹿市深溝字南浦４１６０番２
三重県鈴鹿市伊船町字南畑ヶ田１４７９－２
三重県員弁郡東員町大字六把野新田字新起１３０２－２
三重県員弁郡東員町大字六把野新田５１番３プレジール

059-373-3391
059-371-1411
0594-76-2449

イワタ１０２号
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0594-76-9690

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
桑名郡
桑名郡
桑名郡
三重郡
三重郡
三重郡

事業所名
大輝株式会社 本社営業所
日本ルートサービス株式会社 桑名事業所
平木運送株式会社 中京営業所
大洋荷役株式会社 四日市
鈴鹿日梱株式会社 菰野営業所
菰野運輸株式会社 本社

三重郡

有限会社裕進運輸

本社営業所

三重郡
三重郡
三重郡
三重郡
三重郡
三重郡
三重郡
三重郡
三重郡

古川物流株式会社 本社営業所
太陽急配株式会社 四日市営業所
株式会社グットキャリーミエ 菰野営業所
ヤマト運輸株式会社 三重川越センター
桑栄運輸株式会社 朝日営業所
石井運輸株式会社 名四営業所
株式会社杉孝 四日市営業所
川越商事有限会社 本社営業所
ロジトライ中部株式会社 四日市事業所

三重郡

株式会社共栄ロジックサービス

本社営業所

三重郡
多気郡
多気郡
度会郡
度会郡
度会郡
度会郡
度会郡
南牟婁郡
南牟婁郡

伊井運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 多気支店
ヤマト運輸株式会社 三重大台センター
ドリームライン株式会社 南伊勢営業所
ヤマト運輸株式会社 南勢伊勢路センター
株式会社森本通商 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 伊勢玉城センター
寿運輸有限会社 本社営業所
ドリームライン株式会社 紀南営業所
ヤマト運輸株式会社 熊野御浜センター

北牟婁郡

ヤマト運輸株式会社

北牟婁郡

ドリームライン株式会社

紀伊長島センター
紀北営業所

住所
三重県桑名郡木曽岬町大字富田子字提外１３０－１
三重県桑名郡木曽岬町大字三崎６０１－１
三重県桑名郡木曽岬町大字和富８－８
三重県三重郡菰野町４１３６－４
三重県三重郡菰野町大字川北字西岡２３９０
三重県三重郡菰野町大字菰野字辰己野９９４－７
三重県三重郡菰野町大字千草５０１１－４，４９９２－

電話番号
0567-68-5044
0567-69-2985
0567-68-5922
059-325-3565
059-394-2496
059-394-1133
059-335-2077

７
三重県三重郡菰野町大字永井３０６７番地の９３
三重県三重郡菰野町大字永井字北柿ノ木３０６８－３３
三重県三重郡菰野町大字竹成字追上２７０－３
三重県三重郡朝日町大字縄生字八反河原３６８－１
三重県三重郡朝日町大字縄生字小向新貝５５
三重県三重郡川越町大字当新田字宮前６３３－１
三重県三重郡川越町亀崎新田８０番地１
三重県三重郡川越町大字亀崎新田１１６番地
三重県三重郡川越町大字高松字葭野１５３２－１
三重県三重郡川越町大字高松字萩葉１６７－１，１６８

059-399-2750
059-399-3600
059-337-9705
080-5451-4161
059-377-2720
059-361-6666
059-361-1850
059-364-3022
059-365-8121

－１
三重県三重郡川越町豊田５８１
三重県多気郡多気町色太９４７－２３
三重県多気郡大台町高奈尾崎９６１
三重県度会郡南伊勢町内瀬字新木場１９６５番地
三重県度会郡南伊勢町伊勢路沖田６１０－４８
三重県度会郡度会町麻加江字古御堂８２３番地２
三重県度会郡玉城町玉川字東浦３０１
三重県度会郡玉城町中楽字墓添６８０－２
三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和２１７０－２
三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和字這上り３５９８－１
三重県北牟婁郡紀北町長島字加田１７１５番地４、１７

059-365-6336
080-5045-7886
080-5045-7878
0599-67-8836
080-5045-8996
0596-64-0173
080-5481-6344
0596-25-6128
0597-92-3803
080-5045-8120

１６番地１
三重県北牟婁郡紀北町海山区中里４０８－１
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059-365-0965

080-5045-6122
0597-35-0022

主な輸送品目（任意掲載）

