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甲州市 有限会社寺田運輸　本社営業所 山梨県甲州市勝沼町休息１７６５ 0553-44-1109

甲州市 株式会社東栄　本社営業所 山梨県甲州市塩山熊野１４６，１４５－２ 0553-32-1700

甲斐市 ヤマト運輸株式会社　双葉営業所 山梨県甲斐市下今井２５８７－２ 080-6609-3542

甲斐市 新潟運輸株式会社　甲府支店 山梨県甲斐市西八幡字御林尻４１０６－１他８筆 055-279-0311

甲斐市 有限会社山八運送　本社営業所 山梨県甲斐市富竹新田１８１２－３ 055-279-2031

甲斐市 有限会社田中運送　本社営業所 山梨県甲斐市島上条字石原田５０７ 055-277-2151

甲斐市 株式会社クリーン環境センター　本社営業所 山梨県甲斐市西八幡３４８３－１ 055-276-2407

甲府市 有限会社ガレージヒット　本社営業所 山梨県甲府市国玉町９７６－２ 055-225-5255

甲府市 株式会社ホームエネルギー西関東　甲府営業所 山梨県甲府市朝気３－２２－１０ 055-222-1461

甲府市 日本郵便輸送株式会社　甲府 山梨県甲府市小瀬町１３１３ー１ 055-243-5501

甲府市 有限会社協和陸送　本社営業所 山梨県甲府市緑ヶ丘２丁目１０９６ 055-251-5631

甲府市 ヤマナシ流通株式会社　本社営業所 山梨県甲府市住吉４－２－２２ 055-235-3130

甲府市 有限会社内田運送　本社営業所 山梨県甲府市上石田１－６－７ 055-222-9223

甲府市 ヤマト運輸株式会社　甲府下石田営業所 山梨県甲府市下石田２丁目４０４番 080-6604-6188

山梨市 佐々木商運有限会社　本社営業所 山梨県山梨市西字真渡２１１９－１ 0553-22-4547

上野原市 丸十運送株式会社　本社営業所 山梨県上野原市八ツ沢２１９３－２５２ 0554-63-2256

大月市 有限会社西室運送　本社営業所 山梨県大月市七保町下和田６７－１ 0554-22-1707

大月市 ヤマト運輸株式会社　大月営業所 山梨県大月市大月町真木４８－１ 080-5044-3585

中央市 みのり運輸株式会社　本社営業所 山梨県中央市大鳥居４５４０－１ 055-269-3361

中央市 フジ運輸株式会社　本社営業所 山梨県中央市一町畑６４１－２ 055-276-8502

中央市 山梨貨物自動車株式会社　本社営業所 山梨県中央市山之神流通団地３２１１－１１ 055-273-6167

中央市 玉穂運輸有限会社　本社営業所 山梨県中央市一町畑８９２ 055-273-1220

中央市 株式会社ジャストロジスティクス　山梨営業所 山梨県中央市馬籠９４１ 055-230-7680

中央市 小林運送株式会社　本社営業所 山梨県中央市山之神流通団地３１６２－４２ 055-273-5631

中央市 西濃運輸株式会社　甲府支店 山梨県中央市大字中楯字ナメシ８６７－１ 055-273-1812

中央市 山梨名鉄運輸株式会社　甲府支店 山梨県中央市山之神流通団地３０４９－７ 055-273-0111

笛吹市 株式会社美和運輸　山梨営業所 山梨県笛吹市御坂町八千蔵４１４－１ 055-262-3700

笛吹市 大和運送株式会社　本社営業所 山梨県笛吹市一宮町坪井２０５８－５ 0553-47-3381

笛吹市 青伸産業運輸株式会社　石和営業所 山梨県笛吹市石和町上平井８０２―３ 0553-47-3500

笛吹市 株式会社小泉運輸松本　山梨営業所 山梨県笛吹市八代町永井字長慶寺１４８１－１ 055-265-4174

笛吹市 高橋運輸興業株式会社　甲府営業所 山梨県笛吹市境川町藤垈３５６３－３ 055-266-4970

笛吹市 有限会社酒折運輸　本社営業所 山梨県笛吹市石和町東油川２９５－１ 055-262-1251

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（山梨県）
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笛吹市 株式会社直井運送　本社営業所 山梨県笛吹市石和町井戸字豊岡７９－１ 055-262-5584

笛吹市 有限会社森沢運送　本社営業所 山梨県笛吹市石和町上平井１０２８ 055-263-4447

笛吹市 株式会社渡邊商事　本社営業所 山梨県笛吹市石和町東油川２８２番地１ 055-263-8686

笛吹市 エルテックサービス株式会社　本社営業所 山梨県笛吹市一宮町国分１００４－１ 0553-47-3611

笛吹市 有限会社大成物流　本社営業所 山梨県笛吹市八代町南５０２ 055-265-2923

都留市 株式会社李候実業　本社営業所 山梨県都留市下谷４－２－４２ 0554-43-1162

都留市 有限会社上田屋商会　都留営業所 山梨県都留市鹿留１２１９－１ 0554-45-0373

都留市 佐川急便株式会社　都留営業所 山梨県都留市大幡カラ沢４８２９ 0570-01-0696

都留市 株式会社大月陸送　本社 山梨県都留市大原１８７－１ 0554-43-1231

南アルプス市 有限会社三ヶ所陸送　本社営業所 山梨県南アルプス市沢登９７７－２ 055-283-2563

南アルプス市 協力運送有限会社　本社 山梨県南アルプス市鏡中條４６４７－１ 055-283-8405

南アルプス市 山新運輸有限会社　釜無営業所 山梨県南アルプス市下今諏訪１５８１ 055-225-5858

南アルプス市 有限会社丸一青柳建材　本社営業所 山梨県南アルプス市徳永１８７８番地 055-224-6948

南アルプス市 エムズ物流株式会社　開国本店 山梨県南アルプス市上今諏訪２８１ 055-298-6900

南アルプス市 株式会社トーリク　山梨営業所 山梨県南アルプス市徳永１６０６ 055-285-7571

南アルプス市 株式会社野呂川　本社営業所 山梨県南アルプス市有野２７２３－９１ 055-285-1848

南アルプス市 峡西運送有限会社　本社営業所 山梨県南アルプス市飯野３６２８－６ 055-283-4511

韮崎市 株式会社ニヤクコーポレーション　韮崎事業所 山梨県韮崎市龍岡町下條南割９９５－３５４ 0551-30-4081

韮崎市 東名輸送株式会社　山梨営業所 山梨県韮崎市竜岡町下條南割５１０番地 0551-22-3572

韮崎市 新山梨陸送株式会社　本社営業所 山梨県韮崎市一ツ谷１９９５ 0551-22-8631

韮崎市 塩川運輸株式会社　本社営業所 山梨県韮崎市中田町大字小田川字屋敷添１４９９－１ 0551-25-5633

北杜市 有限会社八交運輸　本社営業所 山梨県北杜市長坂町夏秋３５－１ 0551-32-3604

北杜市 株式会社髙根運送　本社営業所 山梨県北杜市高根町村山東割６９４－４ 0551-47-4711

北杜市 ヤマト運輸株式会社　小淵沢営業所 山梨県北杜市長坂町大八田字塚田１５４４－１ 080-5044-3755

北杜市 清里トランスポート株式会社　本社営業所 山梨県北杜市高根町長澤４３７－１－２ 0551-20-7077

北杜市 梅田運輸倉庫株式会社　白州営業所 山梨県北杜市白州町白須字所帯４３９９－１ 0551-35-2153

北杜市 有限会社美駒運輸　本社営業所 山梨県北杜市白州町白須４４００ 0551-35-2916

西八代郡 株式会社マルエスフリージングジャンクション　本社営 山梨県西八代郡市川三郷町大塚１１２５ 055-278-8111

西八代郡 山梨陸送有限会社　　本社営業所 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門５９４ 055-272-0090

中巨摩郡 サントリーロジスティクス株式会社　甲府事業所 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居字大島１７６８－１ 055-268-5051

中巨摩郡 株式会社ＴＡＭＡＹＡロジスティクス　本社営業所 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居大神６９１、６９３ 055-273-6165

中巨摩郡 有限会社丸沼運輸　本社営業所 山梨県中巨摩郡昭和町押越１９０４－１ 055-275-6636

南巨摩郡 中央運輸有限会社　本社営業所 山梨県南巨摩郡南部町南部字南田９４７３ 0556-64-2222
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南巨摩郡 株式会社東栄　早川営業所 山梨県南巨摩郡早川町新倉字前下川原１５４ー２ー１ 0556-42-7037

南巨摩郡 藤運送有限会社　本社営業所 山梨県南巨摩郡富士川町長澤４４３－３ 0556-22-5377

南巨摩郡 有限会社芦澤運輸　本社営業所 山梨県南巨摩郡富士川町最勝寺２１１６ 0556-22-1624

南巨摩郡 有限会社樋口運送　本社営業所 山梨県南巨摩郡富士川町青柳町２００－１、２０２ 0556-22-1188

南都留郡 不二運輸株式会社　河口湖営業所 山梨県南都留郡富士河口湖町勝山字中白木２９５５ 0555-72-9712

南都留郡 山梨名鉄運輸株式会社　富士吉田支店 山梨県南都留郡富士河口湖町小立４８９８ 0555-73-8100

南都留郡 ヤマト運輸株式会社　船津営業所 山梨県南都留郡富士河口湖町船津７４１２ 080-5044-3687

3／3　ページ　


