
R1.12.13

市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

むつ市 有限会社むつ中央トラック　本社 青森県むつ市大字奥内字中道２３ 0175-26-2365

むつ市 佐川急便株式会社　下北営業所 青森県むつ市大字奥内字大室平１０－３６ 0175-26-3100

むつ市 日本通運株式会社　青森支店むつ営業所 青森県むつ市下北町１６－１ 0175-22-2381

むつ市 ヤマト運輸株式会社　むつ支店 青森県むつ市若松町９１－２ 080-5044-1916

五所川原市 佐川急便株式会社　五所川原営業所 青森県五所川原市大字金山字亀ケ岡４６－１６ 0173-35-4444

弘前市 カメイ物流サービス株式会社　弘前 青森県弘前市大字境関字富岳２４－７ 0172-27-8760

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 青森三八五流通株式会社　弘前 青森県弘前市大字堀越字川合１２５－１ 0172-27-5113

弘前市 北海道東北名鉄運輸株式会社　弘前支店 青森県弘前市大字堀越字柳田２４５－１ 0172-28-5050

弘前市 有限会社桜庭運送　本社 青森県弘前市大字金属町５－２ 0172-88-0021

弘前市 有限会社茜運輸　本社 青森県弘前市大字茜町一丁目３－１０，３－１１ 0172-35-3853

弘前市 有限会社弘和運輸　本社 青森県弘前市大字浜の町西１丁目３－１４ 0172-34-3074

黒石市 有限会社藤商陸送　本社 青森県黒石市上十川北原３番１４－１０ 0172-53-5491

黒石市 株式会社桜青建設　本社営業所 青森県黒石市角田７３の８ 0172-53-2321

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 株式会社北日本流通センター　本店営業所 青森県黒石市大字境松字村井１５１－１、１５４ 0172-53-6635

黒石市 東来運送株式会社　本社営業所 青森県黒石市相野８４番地 0172-53-1111

三沢市 寺下運輸倉庫株式会社　本社 青森県三沢市南町４丁目３１－３４６１ 0176-53-5050

十和田市 三八五エクスプレス株式会社　十和田営業所 青森県十和田市東三番町１０－８９ 0176-23-3567

十和田市 株式会社みどり　本社 青森県十和田市大字相坂字高清水７８－４５５ 0176-23-9199

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

十和田市 佐川急便株式会社　十和田営業所
青森県十和田市洞内字井戸頭１４４－１２３，１４４－１

２４，２３５
0176-27-2222

青森市 青森綜合警備保障株式会社　青森警送支社 青森県青森市第二問屋町三丁目１－６３ 017-739-9794

青森市 青森問屋町配送株式会社　本社営業所 青森県青森市第二問屋町４丁目５－６８ 017-739-8191

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 武蔵貨物自動車株式会社　青森支店 青森県青森市大字合子沢字松森２５９－１５ 017-728-0634

青森市 ヤマトボックスチャーター株式会社　青森支店 青森県青森市野木字野尻３７－７０１ 017-762-2072

青森市 株式会社塩原貨物　本社 青森県青森市大字野木字野尻３７－７１５ 017-773-8433

青森市 北東北福山通運株式会社　青森支店 青森県青森市大字高田字川瀬２２４－１ 017-739-0456

青森市 栗林海陸輸送株式会社　青森営業所 青森県青森市青柳１丁目１６－９７ 017-773-7744

青森市 鎌田配送株式会社　本店営業所 青森県青森市大字浜田字玉川１４３－１９ 017-723-2520

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）

1／3　ページ　



市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

青森市 ＳＢＳフレイトサービス株式会社　青森営業所 青森県青森市原別７丁目６－２６ 017-736-3411

青森市 グローブ物流センター株式会社　本社 青森県青森市大字平新田字森越１２－２８ 017-737-3611

青森市 丸運十和田運送株式会社　東青森 青森県青森市大字古舘字安田８－２ 017-743-2561

青森市 カメイ物流サービス株式会社　青森 青森県青森市富田４丁目２８－３８ 017-781-0225

青森市 関東運輸株式会社　青森営業所 青森県青森市柳川２丁目１１－１１ 017-752-6477

青森市 船川臨港運送株式会社　青森営業所 青森県青森市柳川２丁目１１－８ 017-766-7574

青森市 青森港運株式会社　本社営業所 青森県青森市大字三内字丸山３９３－２１４ 017-763-0092

青森市 佐川急便株式会社　青森営業所 青森県青森市大字三内字丸山３８１－７３ 017-781-7741

青森市 青森三八五流通株式会社　本社営業所 青森県青森市大字新城字平岡１６０－５７６ 017-787-3342

青森市 東北商運株式会社　青森営業所 青森県青森市大字新城字山田１１５－１ 017-788-4231

青森市 日本通運株式会社　青森警送事業所 青森県青森市大字油川字柳川６７－１ 017-788-4441

青森市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　青森営業所 青森県青森市浪岡大字大釈迦字沢田１１３－２３７ 0172-69-2580

青森市 アサヒロジスティクス株式会社　青森営業所 青森県青森市浪岡大字徳才子字山本１６２－１ 0172-88-8733

青森市 株式会社協和配車センター　本社営業所 青森県青森市浪岡大字北中野字北畠３０ 0172-62-1200

青森市 大日運送株式会社　本社 青森県青森市大字野内字菊川６－６ 017-726-3166

八戸市 有限会社菱倉運輸　本社 青森県八戸市大字十日市字下谷地２２－１ 0178-96-3412

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 有限会社ヤジマ運輸　本社 青森県八戸市新井田字西平１２－２４ 0178-31-5873

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 八戸通運株式会社　八戸貨物
青森県八戸市大字長苗代字下亀子谷地２３－１０，２３－

１１
0178-28-2501

八戸市 日本通運株式会社　八戸貨物営業所
青森県八戸市大字長苗代字下亀子谷地２０－１，２３－１

１，２３－１２
0178-28-1501

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 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 八戸運輸倉庫株式会社　本社 青森県八戸市大字河原木字海岸４－５９ 0178-28-2401

八戸市 八戸通運株式会社　製錬 青森県八戸市大字河原木字浜名谷地７６ 0178-28-3121

八戸市 佐川急便株式会社　八戸営業所 青森県八戸市大字河原木字浜名谷地７６－４３１ 0178-28-9999

八戸市 八戸通運株式会社　タンクローリー出張所 青森県八戸市大字河原木字宇兵エ河原１０－１４ 0178-47-9898

八戸市 カメイ物流サービス株式会社　八戸 青森県八戸市豊洲２番３８ 0178-41-2902

八戸市 ＳＢＳフレイトサービス株式会社　八戸営業所 青森県八戸市八太郎５丁目２０－２５ 0178-29-3888

八戸市 青森三八五流通株式会社　八戸配送 青森県八戸市大字市川町字赤川下４１－１ 0178-52-7755
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八戸市 釜渕運送有限会社　八戸
青森県八戸市大字市川町字赤川下４２－８．４２－１．４

１－２
0178-52-5711

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 八戸通運株式会社　海運部　倉庫 青森県八戸市大字市川町字下揚１－１ 0178-52-7611

八戸市 株式会社百石貨物運送　本社 青森県八戸市桔梗野工業団地二丁目７－２５ 0178-28-9558

八戸市 丸大運輸株式会社　八戸営業所 青森県八戸市桔梗野工業団地三丁目一番３１ 0178-28-0100

平川市 有限会社白川林産　本社営業所 青森県平川市柏木町東田２７０番１ 0172-88-8846

平川市 北東北福山通運株式会社　弘前営業所 青森県平川市大坊竹原２３３－１ 0172-43-1818

下北郡 株式会社トラスト　本社営業所 青森県下北郡大間町大字奥戸字小奥戸２０４番地１ 0175-37-5910

三戸郡 三八五エクスプレス株式会社　本社 青森県三戸郡三戸町大字川守田字下比良１－２ 0179-22-1211

三戸郡 株式会社釜淵商事　本社 青森県三戸郡田子町大字田子字下田子下モ平３３－１ 0179-32-2732

上北郡 トラスト物流株式会社　東北営業所 青森県上北郡おいらせ町青葉５丁目５０－１９７８ 0176-51-4422

上北郡 日本チルド物流株式会社　東日本事業部　青森事業所 青森県上北郡百石町松原２－１３２－１０ 0178-79-1290

上北郡 シンナナ運輸株式会社　本社 青森県上北郡七戸町字大沢５７－４３ 0176-62-3119

上北郡 中長運送株式会社　本社 青森県上北郡七戸町字寒水３９－１ 0176-62-2097

上北郡 東管工業株式会社　本社 青森県上北郡東北町字柳沢５９－２１ 0175-63-4450

上北郡 佐川急便株式会社　野辺地営業所 青森県上北郡野辺地町字前平４ 0175-64-9999

上北郡 株式会社上組　六ヶ所 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字沖付４－９０ 0175-71-4876

上北郡 日本通運株式会社　青森支店六ヶ所事業所 青森県上北郡六ヶ所村大字鷹架字発茶沢１３３－６８ 0175-72-2280

上北郡 大泉運輸株式会社　本社 青森県上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎１１５７ 0175-74-2488

東津軽郡 ヤマト運輸株式会社　平内センター 青森県東津軽郡平内町大字小湊字新道４６－２０５ 080-5044-1875

南津軽郡 有限会社東西物流　本社 青森県南津軽郡藤崎町大字榊字和田３２番地１ 0172-65-3911

南津軽郡 丸運十和田運送株式会社　弘前営業所 青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎字浅田９－１ 0172-89-4605

北津軽郡 有限会社今井貨物　本社 青森県北津軽郡板柳町大字五幾形字飯田２３５－１３ 0172-88-7560
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