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
いなべ市
いなべ市
いなべ市
伊賀市
伊賀市
伊賀市
伊賀市
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
亀山市
亀山市
亀山市
亀山市
亀山市
亀山市
亀山市
桑名市
桑名市
桑名市

事業所名
岡興産運輸株式会社 本社
株式会社田中運輸 本社
株式会社トヨカサービス 員弁営業所
株式会社東和商事 三重営業所
愛知陸運株式会社 いなべ営業所
三岐通運株式会社 粉粒体事業部
三岐通運株式会社 環境資源事業部
由原運送株式会社 本社営業所
上野運送株式会社 七本木営業所
三重近交運輸株式会社 本社営業所
三重近物通運株式会社 上野営業所
日進高田運送株式会社 島ヶ原営業所
株式会社関本商事 本社営業所
創建運輸株式会社 本社営業所
有限会社ユウケイ物流 本社営業所
株式会社金澤物流サービス 本社営業所
京阪運輸株式会社 三重営業所
株式会社丸吉運送 三重営業所
三重センコーロジ株式会社 伊勢営業所
三重近物通運株式会社 本社営業所
三岐通運株式会社 伊勢営業所
有限会社北武運輸 本社営業所
ダイセーエブリー二十四株式会社 亀山ハブセンター
Ｏｄ株式会社 本社営業所
株式会社オーネックスライン 三重営業所
株式会社夢生商会 本社営業所
柳河物流株式会社 亀山営業所
大同商運株式会社 亀山営業所
有限会社明和物流 鈴鹿営業所
株式会社多摩流通 桑名営業所
三岐通運株式会社 Ａ・Ｐ第二事業部
有限会社フミコーポレーション 桑名

安全性優良事業所

（三重県）

住所
三重県いなべ市藤原町大字下野尻字中島８６，８７
三重県いなべ市北勢町畑毛字井戸尻１０５０番地２
三重県いなべ市大安町南金井字石佛東２５５７－６
三重県いなべ市大安町石博下字辻内１６４－２
三重県いなべ市北勢町阿下喜字惣作３４３６－１
三重県いなべ市北勢町大字瀬木字川向５７５
三重県いなべ市北勢町瀬木字川向５７５
三重県いなべ市員弁町松之木字岡辰１１２
三重県伊賀市上之庄字西谷３３８８－４
三重県伊賀市小田町１７５１番５号
三重県伊賀市西明寺３１５１番地
三重県伊賀市島ヶ原１６７６１－２
三重県伊賀市西之澤１４２８番地１
三重県伊賀市千歳字野添９２２番地の１
三重県伊賀市千歳１４０８番地７
三重県伊賀市荒木字野々宮１１８４－７，１１８４－１
三重県伊賀市上之庄４６－１
三重県伊賀市佐那具町字高野１７８
三重県伊勢市下野町字徳田新田６５３番１５・１６
三重県伊勢市小俣町湯田２０３番地
三重県伊勢市小俣町宮前２
三重県伊勢市小俣町宮前７０８－１
三重県亀山市関町萩原字山神７５０番地１
三重県亀山市住山町字笹尾５０５－１
三重県亀山市白木町押之尾６０－２８
三重県亀山市菅内町６３３番地２
三重県亀山市和田町字上城１０１２番地
三重県亀山市井尻町字貝蔵１４６５
三重県亀山市栄町字萩野１４８８－２１７
三重県桑名市多度町力尾字沢地４０３０
三重県桑名市多度町力尾字沢地４０７３
三重県桑名市大字東汰上字大代７９０
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電話番号
0594-46-2039
0594-72-2301
0594-82-6410
080-6902-4793
0594-41-3337
0594-72-4081
0594-41-3737
0594-74-2362
0595-20-1766
0595-22-1321
0595-48-6110
0595-59-9006
0595-45-3855
0595-48-6744
0595-23-8861
0595-24-4078
0595-48-6883
053-485-5864
0596-63-8240
0596-22-4412
0596-25-2161
0596-26-1306
0595-97-8024
0595-97-3824
0595-96-8051
0595-83-1711
0595-84-2235
0595-82-1344
0595-96-8977
0594-82-5586
0594-82-7707
0594-25-9900

R3.12.17
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
桑名市

柴田運送株式会社

事業所名
本社

桑名市

三代サ－ビス株式会社

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

吉岡商店株式会社 本社営業所
株式会社栄友ライン 本社営業所
寺倉運送有限会社 本社営業所
株式会社播磨運送 本社営業所
カトーレック株式会社 中部支店
株式会社星川産業 四日市営業所
野呂水産運輸有限会社 本社営業所
塩浜運送株式会社 本社
池畑運送株式会社 四日市支店営業所
朝日運輸株式会社 四日市営業所
センコーエーラインアマノ株式会社 ＫＹＮ中部セン

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

中部

ター
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 四日市支店
ヤマト運輸株式会社 四日市インター営業所
近物レックス株式会社 四日市支店
亀山トランスポート株式会社 四日市営業所
株式会社荒川急送 四日市営業所
ヤマト運輸株式会社 三重主管支店
トランコムＤＳ株式会社 四日市センター
小西運送株式会社 本社営業所
テーエス運輸株式会社 四日市営業所
菱化ロジテック株式会社 中部支店
久志本運輸有限会社 本社営業所
日本郵便輸送株式会社 四日市営業所
熊本交通運輸株式会社 中部営業所
日本通運株式会社 三重支店 四日市ロジスティクスセ
ンター

四日市

Ｆ－ＬＩＮＥ株式会社

三重物流センター

四日市
四日市
四日市

四日市いづみ運輸株式会社 本社営業所
ダイセル物流株式会社 四日市営業所
トナミ第一倉庫物流株式会社 四日市営業所

住所
三重県桑名市大字和泉ホの割５７９－３
三重県桑名市多度町香取２１２２－１００シティコーポ
多度１－２号室
三重県桑名市東正和台５丁目９番地８
三重県桑名市大字東金井字立長１２４６
三重県桑名市大字矢田４２８
三重県桑名市大字播磨字岸西下２５２３－１３
三重県桑名市大字福岡町４７４－４
三重県四日市市内堀町１１８－１
三重県四日市市富双二丁目１－３７
三重県四日市市大字塩浜字里浦６０１－１
三重県四日市市新正３丁目１１０，１１１
三重県四日市市末広町２３－１２
三重県四日市市御薗町２－５０－１
三重県四日市市新正３丁目９５－２
三重県四日市市智積町字清水道６２０７－１
三重県四日市市東茂福町２－３１
三重県四日市市垂坂町字山上谷１３４０
三重県四日市市広永町１１７７－１
三重県四日市市中村町字半谷２２９３番１４
三重県四日市市富士町１－１５
三重県四日市市大井の川町一丁目１５９４番地５
三重県四日市市霞１丁目３２番地１
三重県四日市市海山道町１丁目１４２１－１
三重県四日市市西末広町４番７号
三重県四日市市智積町字城丸６１４２
三重県四日市市あかつき台１丁目３番６８
三重県四日市市垂坂町字山上谷１３４０－８
三重県四日市市小古曽東２丁目５８３－１、５８４－
１、５８５－１
三重県四日市市大字羽津字新起乙９２５
三重県四日市市六名町字東起８６１－１，３５
三重県四日市市天カ須賀新町１－３０
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電話番号
0594-22-5454
090-3677-7472
0594-24-3383
0594-82-6980
0594-21-2639
0594-21-8461
0594-25-9001
059-337-9885
059-363-0001
059-345-1381
059-353-7566
059-354-2636
059-346-2013
059-329-5380
080-5043-5993
059-365-6111
059-334-7676
0593-63-5285
059-361-7902
059-234-2030
059-328-5248
059-365-7881
059-345-7079
059-353-0567
059-327-1076
059-340-7155
059-330-3301
059-346-6021
059-332-6814
059-328-2755
059-363-3448

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
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

事業所名
株式会社西野 本社
マルイ運送株式会社 志摩営業所
有限会社山口商事 本社営業所
亀山トランスポート株式会社 松阪営業所
池畑運送株式会社 松阪支店営業所
株式会社ウイング 本社
有限会社東出運送 松阪営業所
ドリームロジテック株式会社 本社営業所
株式会社橋本商事冷凍輸送 三重営業所

松阪市

株式会社名孝高速

松阪市
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

株式会社三重物流 本社営業所
有限会社伊藤運輸 久居
朝日物流株式会社 三重営業所
ヤマト運輸株式会社 一志営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 津支店
株式会社ＮＢＳロジソル 三重
株式会社アサヒセキュリティ 三重
三重近物通運株式会社 津営業所
有限会社富屋物流 本社営業所
株式会社美鈴急送 本社営業所
株式会社サカイ引越センター 津支社
株式会社Ｈ・Ｎ・Ｃ 本社営業所
ジャパンパレック株式会社 三重営業所
株式会社今西商運 本社営業所
岩田運輸株式会社 久居営業所
秋山運輸株式会社 津営業所
日本通運株式会社 三重支店 津ロジスティクスセン

津市
尾鷲市
名張市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市

三重営業所

ター
トランコムＤＳ株式会社 紀北センター
ヤマト運輸株式会社 名張朝日営業所
株式会社ＮＢＳロジソル 鈴鹿営業所
佐川急便株式会社 鈴鹿営業所
ヤマト運輸株式会社 鈴鹿磯山営業所
株式会社マーリス 鈴鹿営業所

住所
三重県四日市市大矢知町字姥ケ谷１９１３－４
三重県志摩市磯部町沓掛体ノ谷７－２
三重県志摩市阿児町国府４１６７－１
三重県松阪市嬉野天花寺町６４７－２８
三重県松阪市市場庄町１１４２－２
三重県松阪市曽原町堀ノ内１７８－１
三重県松阪市曽原町字辰新田１９１７番地５
三重県松阪市大口町字子ノ新田５３２番１
三重県松阪市中道町字浜新田７２１
三重県松阪市大口町字北堀田３５６番地１，３５７番地
１
三重県松阪市伊勢寺町２８２５－３
三重県津市戸木町字東羽野５４５２－４
三重県津市河芸町東千里１０６３－１０
三重県津市一志町片野北浦４４７－１
三重県津市雲出本郷町字一ノ割１８２９番地
三重県津市庄田町字八王子田２１１７－２、４
三重県津市芸濃町椋本２７２７－２
三重県津市あのつ台１丁目１番３号
三重県津市河芸町東千里５７－１
三重県津市あのつ台一丁目１番地８
三重県津市高茶屋小森上野町１３６６
三重県津市河芸町上野１３２１番地１
三重県津市高茶屋小森町字四ツ野１４３０，１４３１
三重県津市雲出本郷町字二ノ割１８４６－４
三重県津市森町１９４５番地３
三重県津市高茶屋７丁目３－３
三重県津市雲出本郷町字根成１－１
三重県尾鷲市中川２－９０
三重県名張市朝日町１５１４－１
三重県鈴鹿市東玉垣町字井沢３００番地１
三重県鈴鹿市伊船町字東境塚１９６２番６
三重県鈴鹿市磯山３丁目１６７２－１
三重県鈴鹿市伊船町２０１４－１０
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電話番号
059-364-6211
059-234-7785
0599-44-8508
0595-82-0759
0598-56-5318
0598-56-7408
0598-56-9120
0598-31-1081
0598-56-9909
0598-52-3103
0598-58-1111
059-375-1600
059-244-0003
080-5068-2428
059-238-0190
059-255-7923
059-266-1755
059-253-7445
059-245-5386
059-253-7893
059-238-2228
059-253-3541
059-235-1826
059-234-6286
059-363-2211
059-234-3741
059-235-3881
059-234-2030
080-5045-7937
059-381-0818
059-371-3811
080-5451-8733
059-371-8215

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
員弁郡
三重郡
三重郡
三重郡
三重郡
三重郡
三重郡
三重郡
多気郡
度会郡
南牟婁郡

事業所名
鈴鹿インター株式会社 鈴鹿第一事業所
株式会社エヌ・エス 御薗営業所
中央ガスサービス株式会社 東海営業所
株式会社東液供給センター 鈴鹿事業所
株式会社ホンダロジスティクス 三重営業所
株式会社髙伸サービス 本社営業所
旭新運送株式会社 三重営業所
森洋運輸株式会社 四日市営業所
ヤマト運輸株式会社 三重菰野営業所
川越運送株式会社 本社営業所
大川運輸倉庫株式会社 本社営業所
株式会社エヌティーシー 本社営業所
株式会社山運 三重営業所
三岐通運株式会社 Ａ・Ｐ第一事業部
トランコムＤＳ株式会社 松阪センター
伊勢志摩陸運有限会社 本店営業所
大井運送有限会社 本社営業所

住所
三重県鈴鹿市国府町字貝下１５０６－３
三重県鈴鹿市御薗町字小深田４５４４
三重県鈴鹿市一ノ宮町字屋佐縄１１５９
三重県鈴鹿市河田町７８９
三重県鈴鹿市庄野羽山３丁目３２１６－１９
三重県鈴鹿市平田東町１０－７
三重県員弁郡東員町大字山田３６１６－４
三重県三重郡川越町大字高松字中島８３４－１
三重県三重郡菰野町大字竹成字弥八１３３６．１３３７
三重県三重郡川越町亀崎新田１１６
三重県三重郡川越町大字亀崎新田７７－３１
三重県三重郡菰野町大字小島４５２－２２
三重県三重郡菰野町大字千草字央畑５１４１－４
三重県三重郡菰野町大字田口新田字北沢８４０－２
三重県多気郡多気町西山２８２－１５
三重県度会郡玉城町坂本字細井原２３番地１
三重県南牟婁郡御浜町大字志原字赤崎１７６１－２１
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電話番号
059-379-0079
059-372-8080
059-369-3800
059-382-1215
059-378-1008
059-371-6633
0594-76-1375
059-361-7501
080-5068-2674
059-364-3622
059-364-0671
059-396-5000
0593-94-7255
059-396-5888
059-234-2030
0596-58-8060
05979-2-0212

主な輸送品目（任意掲載）

