貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
寒河江市
寒河江市
寒河江市
寒河江市
寒河江市
山形市
山形市
山形市
山形市
山形市
山形市
山形市
山形市
山形市
山形市
山形市
山形市
山形市
酒田市
酒田市
酒田市
酒田市
酒田市
酒田市
酒田市
酒田市
酒田市
上山市
新庄市
新庄市
新庄市

事業所名
有限会社エヌ・オー通産 山形営業所
司企業株式会社 山形寒河江営業所
相互運輸株式会社 寒河江営業所
株式会社スカイ運輸 寒河江営業所
菊池商事株式会社 本社営業所
寒河江物流株式会社 山形営業所
山形運送株式会社 本社営業所
物産ロジスティクスソリューションズ株式会社

山形営業

所
菊池商事株式会社 山形支店
郡東エクスプレス株式会社 山形営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 山形支店
仙台オート輸送株式会社 山形営業所
株式会社エフエス二十一 本社営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 山形営業所
名鉄運輸株式会社 山形支店
株式会社ティスコ運輸 本社営業所
鮫川運送株式会社 山形営業所
日軽物流株式会社 山形営業所
泉運輸株式会社 本社営業所
株式会社小松商事 本社営業所
結城運輸倉庫株式会社 酒田営業所
日本通運株式会社 酒田営業所
有限会社八幡軽運送 本社営業所
佐川急便株式会社 酒田営業所
東北三八五流通株式会社 酒田営業所
株式会社バイタルエクスプレス 酒田営業所
アートコーポレーション株式会社 庄内支店
三喜運輸株式会社 山形かみのやま営業所
株式会社富士興業 山形営業所
株式会社佐藤運送 本社営業所
第一貨物株式会社 新庄支店

安全性優良事業所

（山形県）

住所
山形県寒河江市西根高畑２１－１、２２－１
山形県寒河江市中央工業団地４５
山形県寒河江市中央工業団地３６６－６
山形県寒河江市中央工業団地１５５－１４
山形県寒河江市中央工業団地１６８番地
山形県山形市流通センター４丁目１－１
山形県山形市流通センター４丁目６－１

電話番号
0273-83-0771
0237-85-1419
0237-85-0341
0237-83-3004
0237-86-5581
023-665-5525
023-633-2241

山形県山形市流通センター４丁目１－１

023-627-2346

山形県山形市流通センター４－６－４
山形県山形市平久保３９－１
山形県山形市流通センター２丁目６－１
山形県山形市漆山字梅の木１９８５－２
山形県山形市大字漆山字東８５４
山形県山形市大字十文字字中河原１４２３－９
山形県山形市花岡１１９
山形県山形市漆山字大段１８５９番地４
山形県山形市蔵王松ヶ丘２－１－１１
山形県山形市鋳物町 ９－２
山形県酒田市大字宮海字明治９９－１１
山形県酒田市宮海字新林５７２－１９
山形県酒田市大字宮海字新林５７２－１２
山形県酒田市宮海字新林５７２－４
山形県酒田市北浜町１番３５０
山形県酒田市京田２－１－１
山形県酒田市大字広栄町１丁目２番地の１
山形県酒田市東両羽町７－４
山形県酒田市こがね町１丁目１０番地の１
山形県上山市みはらしの丘１６－２
山形県新庄市五日町字宮内２７６－１－５３０
山形県新庄市大字鳥越９８３－８
山形県新庄市大字鳥越字駒場１４８８－２６

023-633-2528
023-674-6017
023-615-4881
023-686-2911
023-685-6066
023-686-3866
023-687-2415
023-686-9860
023-674-9275
023-687-1899
0234-33-7760
0234-34-7341
0234-33-0577
0234-33-0232
0234-33-5008
0234-31-3331
0234-31-3851
0234-25-8605
0234-23-0126
023-679-5742
0233-29-4308
0233-22-3938
0233-22-6066
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R1.12.13
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
新庄市
村山市
長井市
鶴岡市
鶴岡市
鶴岡市
鶴岡市
鶴岡市
鶴岡市
鶴岡市
鶴岡市

事業所名
佐川急便株式会社 新庄営業所
日神機工株式会社 山形営業所
株式会社丸の内運送 置賜営業所
近物レックス株式会社 庄内支店
荘内運送株式会社 本社営業所
株式会社丸市運送 庄内営業所
有限会社ピーシー・コックセンター
有限会社本間産業 本社営業所
日本郵便株式会社 鶴岡郵便局
株式会社小松商事 藤島営業所
有限会社菅原運送

本社営業所

本社営業所

天童市
天童市
天童市
天童市
天童市
東根市
東根市
南陽市
南陽市
南陽市
尾花沢市
米沢市
米沢市
米沢市
米沢市
米沢市
米沢市
米沢市
米沢市
西村山郡

カメイ物流サービス株式会社 山形営業所
佐川急便株式会社 山形営業所
ロジトライ東北株式会社 山形事業所
ベア・ロジコ株式会社 本社営業所
両羽ロジスティクス株式会社 山形営業所
三星運輸株式会社 本社営業所
ジェイロジスティクス株式会社 山形営業所
ヤマラク運輸株式会社 南陽営業所
菊地運輸株式会社 本社営業所
有限会社ダイエイサービス 本社
株式会社大地物流 本社営業所
株式会社バイタルエクスプレス 米沢営業所
佐川急便株式会社 米沢営業所
近物レックス株式会社 米沢営業所
東北西濃運輸株式会社 米沢営業所
日通山形運輸株式会社 米沢営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 米沢営業所
日本通運株式会社 米沢航空貨物センター
カメイ物流サービス株式会社 米沢営業所
株式会社成沢運輸 山形営業所

西置賜郡

ヤマト運輸株式会社

山形小国センター

住所
山形県新庄市大字福田字福田山７１１－８５
山形県村山市大久保寄込３９７６－２
山形県長井市今泉５６６
山形県鶴岡市宝田１－９－１０
山形県鶴岡市茅原字草見鶴５０
山形県鶴岡市丸岡字鳥飼２７番地７
山形県鶴岡市下山添字一里塚６５（旧東田川郡櫛引町）
山形県鶴岡市大字下川字堰下１１３
山形県鶴岡市山王町４－１５
山形県鶴岡市藤浪三丁目９０番地（旧東田川郡藤島町）
山形県鶴岡市大半田字丁野田３番地１（旧東田川郡藤島
町）
山形県天童市石鳥居一丁目１－１５４
山形県天童市石鳥居１丁目４番８号
山形県天童市石鳥居二丁目１－１０９
山形県天童市大字芳賀字楯丿城４５７－１
山形県天童市大字蔵増字長沼３１７４
山形県東根市大字蟹沢１９３６
山形県東根市大字羽入字西野１００７
山形県南陽市宮内７１５番地３
山形県南陽市池黒字前田５９３－１１
山形県南陽市竹原３２７３－１
山形県尾花沢市大字荻袋字堂ヶ塚 １３１８－２０１
山形県米沢市窪田町窪田字中谷地３５１７番地の３
山形県米沢市窪田町窪田字唐屋敷３１３
山形県米沢市中田町字高橋壱６２５－３
山形県米沢市中田町字前川原六１４０４－１３
山形県米沢市中田町字北川原壱１２４８－１
山形県米沢市八幡原５丁目４８６２－１３
山形県米沢市八幡原５－３９４８－７
山形県米沢市窪田町窪田字下紀之国田１０７３－５
山形県西村山郡河北町大字吉田字花ノ木２１５０ー７
山形県西置賜郡小国町大字町原字馬道堀添１－３５９－１
０
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電話番号
0233-22-3611
0237-48-6850
0238-87-0788
0235-22-7615
0235-29-2211
0235-78-7267
0235-57-2885
0235-33-1040
0235-22-0401
0235-64-4411
0235-23-3042
023-655-2078
023-655-5757
023-655-4245
023-655-2126
023-651-8891
0237-43-3711
0237-47-3292
0238-47-7511
0238-45-2151
0238-47-3411
0237-25-2025
0238-36-0251
0238-37-5500
0238-37-3030
0238-36-1560
0238-36-0234
0238-28-0131
0238-28-5911
0238-37-7221
0237-72-7030
080-5044-1590

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

東田川郡

両羽ロジスティクス株式会社

東田川郡

株式会社ひさげ運輸

北村山郡

トヨタライン株式会社

庄内営業所

本社営業所
虹ヶ丘営業所

住所
山形県東田川郡庄内町常万一本木字西６６－１（旧余目
町）
山形県東田川郡庄内町余目字月屋敷２１９番１（旧余目
町）
山形県北村山郡大石田町大字今宿６５０
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電話番号
0234-43-4891
0234-42-0202
0237-35-4048

主な輸送品目（任意掲載）

