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むつ市 ヤマト運輸株式会社　大畑営業所
青森県むつ市大畑町上野９７－４２，４３，７８，１１

２，１８３，１８６
0175-34-2564

五所川原市 勅使川原産業株式会社　青森営業所 青森県五所川原市大字金山字亀ヶ岡４６－１９ 0173-39-2231

弘前市 青森定期自動車株式会社　弘前営業所 青森県弘前市大字石川字中川原１７０ 0172-92-2828

弘前市 丸喜重量運輸青森株式会社　本社営業所 青森県弘前市大字賀田１丁目７番地２ 0172-82-3316

弘前市 日興運輸株式会社　定温センター営業所 青森県弘前市大字石川字泉田３１－１ 0172-92-2211

弘前市 有限会社桝形運送　本社営業所 青森県弘前市大字高田３丁目６－１０ 0172-27-3211

弘前市 ロジトライ東北株式会社　弘前事業所 青森県弘前市大字高田４丁目３－８ 0172-28-0967

弘前市 西濃運輸株式会社　弘前営業所 青森県弘前市大字石川字中川原１８９ 0172-92-2600

黒石市 泉運輸株式会社　青森営業所 青森県黒石市追子野木２丁目３５３番２ 0172-55-8955

黒石市 黒石貨物自動車株式会社　本社営業所 青森県黒石市大字浜町５０番地 0172-52-8871

三沢市 丸運十和田運送株式会社　三沢営業所 青森県三沢市大津２丁目１２－３７０ 0176-54-4891

十和田市 丸運十和田運送株式会社　十和田営業所 青森県十和田市大字三本木字野崎４０－８８ 0176-23-5141

十和田市 株式会社平産業運輸　青森営業所 青森県十和田市大字三本木字野崎４０－１３４ 0176-58-5196

十和田市 ヤマト運輸株式会社　十和田営業所 青森県十和田市大字洞内字後野１０３－７ 0176-27-3082

十和田市 トヨタ小野グループサービス株式会社　本社 青森県十和田市大字三本木字千歳森３５５ 0176-23-6231

青森市 有限会社中西運輸　本社 青森県青森市浪岡大字増館字富岡２９番地１ 0172-55-6875

青森市 丸運十和田運送株式会社　青森営業所 青森県青森市大字新城字平岡１６０－４２４ 017-787-1031

青森市 カナック株式会社　青森営業所 青森県青森市三内丸山３８１－２８ 017-718-1475

青森市 青森定期自動車株式会社　本社営業所 青森県青森市大字荒川字成瀬１４番地６号 017-739-6666

青森市 青森定期自動車株式会社　青森西営業所 青森県青森市大字新城字平岡１６０－５７７ 017-762-7422

青森市 太陽運送株式会社　本社 青森県青森市大字幸畑字阿部野１６３－２３ 017-738-2293

青森市 東日本エア・ウォーター物流株式会社　青森営業所 青森県青森市大字三内字丸山３８１番地 017-761-6890

青森市 株式会社ＮＩＣＨＩＵＮ　本社 青森県青森市大字野木字野尻３７－７１９ 017-773-8282

青森市 株式会社エネックス　青森営業所 青森県青森市大字油川字柳川５４－９ 017-788-7521

青森市 株式会社ビー・アイ運送　青森ロジスティクス 青森県青森市合子沢松森２５９－９ 017-752-1628

青森市 有限会社赤石貨物　青森営業所 青森県青森市大字野木字野尻３７－６９８ 017-762-5661

青森市 ワールドトランス株式会社　東北支店　青森営業所 青森県青森市沖館３丁目１０番３０号 017-752-0855

青森市 有限会社山田運輸　本社 青森県青森市大字大野字玉島３０－６ 017-739-8582

青森市 株式会社ライフサポート・エガワ東北　青森営業所 青森県青森市問屋町１丁目３番２１号 017-763-5007

青森市 ホクブトランスポート株式会社　青森支店 青森県青森市大字油川字岡田１４６－４ 017-788-3415

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（青森県）
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青森市 ヤマト運輸株式会社　青森主管支店 青森県青森市大字野木字野尻３７－６８４ 017-739-9804

青森市 株式会社バイタルエクスプレス　青森営業所 青森県青森市第二問屋町１丁目３－５ 017-739-7136

青森市 日本通運株式会社　東青森営業課 青森県青森市南佃１丁目１４－２、１３－１、１４－２先 017-742-3110

青森市 株式会社ニヤクコーポレーション　青森事業所 青森県青森市柳川２丁目１１－１６ 017-766-4155

青森市 第一貨物株式会社　青森支店 青森県青森市大字金浜字伊吹１０８－２ 017-729-2231

青森市 有限会社トワダ運送　本社 青森県青森市大字新城字山田１７３－１ 017-788-5871

青森市 日本通運株式会社　青森物流センター事業所
青森県青森市大字三内字丸山３９３－２１４、３９３－２

１５
017-763-0255

八戸市 日本通運株式会社　青森警送事業所八戸警送係 青森県八戸市八太郎５丁目２１番２１号 0178-20-4040

八戸市 八戸陸送株式会社　本社 青森県八戸市大字河原木字海岸３６－１３ 0178-20-2408

八戸市 トランスパック株式会社　青森営業所 青森県八戸市北インター工業団地５丁目１－１４ 0178-51-6972

八戸市 みちのく流通株式会社　八戸 青森県八戸市卸センター１丁目１５－２０ 0178-21-1165

八戸市 有限会社正豊運輸　本店営業所 青森県八戸市大字妙字西平７番地４５ 0178-25-8885

八戸市 株式会社ビー・アイ運送　八戸ロジスティクス 青森県八戸市大字長苗代字狐田４５－２ 0178-51-8080

八戸市 第一貨物株式会社　八戸支店 青森県八戸市大字河原木字宗斎久保５－１ 0178-28-3455

八戸市 柳田運輸株式会社　八戸営業所 青森県八戸市北白山台２丁目８－１４ 0178-70-3305

八戸市 東奥陸送株式会社　八戸営業所 青森県八戸市河原木字北沼１－１０３ 0178-28-7095

八戸市 株式会社フジフィールド　八戸営業所 青森県八戸市大字河原木字蓮沼１８番地２６ 0178-20-9430

八戸市 大泉運輸株式会社　八戸営業所 青森県八戸市西白山台五丁目１３番地４ 0178-32-6325

八戸市 東磐運送株式会社　八戸支店 青森県八戸市大字河原木字海岸１８－７ 0178-28-2714

八戸市 ファースト運輸株式会社　八戸営業所 青森県八戸市大字河原木字海岸１８－５ 0178-51-8244

八戸市 福山エクスプレス株式会社　八戸営業所 青森県八戸市桔梗野工業団地３丁目４－３５ 0178-21-3351

八戸市 大協運送有限会社　本社
青森県八戸市大字白銀町字佐部長根２４－３１５，２４－

３２９，２４－３３０
0178-33-7862

八戸市 株式会社ライフサポート・エガワ東北　八戸営業所 青森県八戸市長根四丁目９番３号 0178-32-0975

八戸市 株式会社アストモスガスセンター八戸　本社 青森県八戸市大字河原木字宇兵衛河原１０－２６ 0178-24-1030

八戸市 日本郵便株式会社　八戸西郵便局 青森県八戸市長苗代字二日市４－１ 0178-27-2805

八戸市 北海道西濃運輸株式会社　八戸営業所 青森県八戸市大字河原木字浜名谷地７６－４６８ 0178-29-1537

八戸市 大陸運送有限会社　本社 青森県八戸市大字新井田字外久保１８番地４ 0178-25-0168

八戸市 株式会社ツーワン輸送　本社営業所 青森県八戸市桔梗野工業団地二丁目１０番２１号 0178-20-6961

八戸市 関東運輸株式会社　八戸営業所 青森県八戸市北白山台２丁目６－２７ 0178-70-2350

八戸市 龍北運輸株式会社　八戸 青森県八戸市築港街２丁目６－２ 0178-33-5145

八戸市 はちえきペトロサービス株式会社　本社 青森県八戸市沼館３丁目６－５ 0178-24-2177
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八戸市 株式会社バイタルエクスプレス　八戸営業所 青森県八戸市西白山台６丁目８－５ 0178-70-1553

八戸市 株式会社ネット　本社 青森県八戸市下長８丁目１－１４ 0178-28-6878

八戸市 日通八戸運輸株式会社　本社 青森県八戸市豊洲３－１７ 0178-20-9251

八戸市 日本通運株式会社　八戸港ロジスティクス営業所 青森県八戸市八太郎５丁目２１－２１ 0178-20-4040

八戸市 ヤマト運輸株式会社　八戸営業所 青森県八戸市石堂３丁目４－１１ 0178-20-4752

八戸市 ヤマト運輸株式会社　八戸東営業所 青森県八戸市湊高台２丁目２３－１７，２３－１８ 0178-35-2736

八戸市 ヤマト運輸株式会社　八戸北営業所 青森県八戸市大字河原木字小田平７－１５－２ 080-5044-2005

八戸市 三八五ロジステックス株式会社　本社営業所 青森県八戸市沼館３丁目６－１０ 0178-47-3851

平川市 株式会社和光　本社 青森県平川市猿賀南田６５－１５ 0172-57-4605

三戸郡 川内運送有限会社　本社 青森県三戸郡五戸町大字上市川字御兵糧１０－５ 0178-68-2241

三戸郡 有限会社小笠原運送　本社 青森県三戸郡五戸町字苗代沢３番地６５９ 0178-62-4427

三戸郡 新潟運輸株式会社　八戸支店 青森県三戸郡五戸町大字豊間内字地蔵平１－６３９ 0178-62-3351

上北郡 有限会社八戸急行　本社営業所 青森県上北郡おいらせ町松原二丁目１３２－４５ 0178-52-7500

上北郡 株式会社ＮＩＣＨＩＵＮ　八戸事務所 青森県上北郡おいらせ町松原２丁目１３２－４２ 0178-52-3374

上北郡 下田町運送有限会社　本社 青森県上北郡おいらせ町字神明前２－５ 0178-56-2174

上北郡 八戸運送　企業組合　本社営業所 青森県上北郡おいらせ町阿光坊１０５－３０２ 0178-20-7361

上北郡 ヤマト運輸株式会社　野辺地営業所 青森県上北郡東北町字山添３－２ 0175-64-5271

上北郡 七戸貨物株式会社　本社営業所
青森県上北郡七戸町字影津内３８－１，３８－２，３８－

５，３８－６
0176-62-2165

上北郡 はちえきペトロサービス株式会社　七戸 青森県上北郡七戸町字荒熊内６６－１５１ 0176-68-4113

西津軽郡 ヤマト運輸株式会社　津軽西営業所 青森県西津軽郡鰺ケ沢町大字舞戸町字鳴戸３３９－３ 0173-72-2081

西津軽郡 ヤマト運輸株式会社　深浦営業所 青森県西津軽郡深浦町広戸字家野上１３２－１ 0173-84-1013

南津軽郡 新潟運輸株式会社　弘前支店 青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎字中豊田６－２ 0172-75-5511

南津軽郡 ヤマト運輸株式会社　大鰐営業所 青森県南津軽郡大鰐町大字八幡館字畳田４５－１ 0172-47-9625

南津軽郡 ヤマト運輸株式会社　青森常盤営業所 青森県南津軽郡藤崎町榊字和田３７ 0172-69-5201
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