貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
甲州市
甲斐市
甲斐市
甲斐市
甲斐市
甲府市
甲府市
甲府市
甲府市
甲府市
甲府市
甲府市
甲府市
甲府市
山梨市
山梨市
山梨市
中央市
中央市
中央市
中央市
中央市
中央市
中央市
中央市
笛吹市
笛吹市
笛吹市
笛吹市
笛吹市
都留市
都留市

事業所名
成増運輸株式会社 山梨営業所
平沢運輸株式会社 竜王営業所
ヤマト運輸株式会社 甲斐支店
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 山梨支店
有限会社上野油店 本社営業所
富岳通運株式会社 甲府支店
甲府トラック運送株式会社 本社営業所
株式会社サカイ引越センター 山梨支社
有限会社南口運輸倉庫 本社営業所
株式会社鈴与ガスあんしんネット 甲府事業所
山梨重量株式会社 本社営業所
有限会社甲南物流 本社営業所
有限会社森田運送 本社営業所
中部食品株式会社 本社営業所
山梨通運株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 山梨石和支店
有限会社八幡運輸 本社営業所
株式会社山梨広告運送 本社営業所
株式会社ジャストロジスティクス 山梨営業所
レンゴーロジスティクス株式会社 甲府営業所
山梨総合運輸株式会社 本社営業所
株式会社コーエイ 流通団地営業所
山梨貨物自動車株式会社 甲府営業所
株式会社トーショー 甲府営業所
甲府通運株式会社 田富営業所
有限会社早川運輸 本社営業所
株式会社大月陸送 甲府営業所
山梨配送有限会社 本社営業所
株式会社小泉運輸松本 山梨営業所
高橋運輸興業株式会社 甲府営業所
株式会社東和 都留営業所
トランコムＤＳ株式会社 都留センター

安全性優良事業所

（山梨県）

住所
山梨県甲州市勝沼町綿塚６９６－１
山梨県甲斐市竜王新町５５０
山梨県甲斐市大字大下篠字深田３１７ー１
山梨県甲斐市名取字河原６０９－１
山梨県甲斐市下今井８９
山梨県甲府市西下条町字中河原１０９４－３
山梨県甲府市上阿原町３１０番地２号
山梨県甲府市上今井町１０３１－１
山梨県甲府市朝気３－２１－９
山梨県甲府市朝気３－２２－１０
山梨県甲府市上曽根町２９３０－１
山梨県甲府市白井町１９８１－１
山梨県甲府市下曽根町１１３８－１
山梨県甲府市大里町字大北耕地１００１－１
山梨県山梨市上石森１０４８－１
山梨県山梨市万力字大代８１２－４
山梨県山梨市南１０１０－１
山梨県中央市西新居３３０－７
山梨県中央市馬籠９４１
山梨県中央市布施３５８
山梨県中央市臼井阿原１６４１－１６
山梨県中央市臼井阿原字葮原１６４１ー１
山梨県中央市山之神流通団地２４７３－１１
山梨県中央市大字山之神字流通団地３１６２－３７
山梨県中央市山之神流通団地３２１１－１４
山梨県笛吹市一宮町新巻１５７－２
山梨県笛吹市八代町北２１８８－１
山梨県笛吹市八代町南４７２４
山梨県笛吹市八代町永井字長慶寺１４８１－１
山梨県笛吹市境川町藤垈３５６３－３
山梨県都留市四日市場６４４－２
山梨県都留市与縄５９６－３
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電話番号
055-344-2702
055-276-8629
080-5044-3699
055-260-7580
0551-28-2035
055-241-4451
055-232-1414
055-242-0501
055-233-5746
055-235-2361
055-266-5035
055-262-0717
055-242-7005
055-228-4111
0553-22-1611
080-5044-3727
0553-22-9092
055-274-3822
055-230-7680
055-274-5647
055-274-5773
055-273-4333
055-273-6167
055-273-5641
055-273-0961
0553-47-0162
055-265-3300
055-269-5255
055-265-4174
055-266-4970
0554-56-7310
070-2231-8957

R1.12.13
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
都留市
都留市
南アルプス市
南アルプス市
南アルプス市
南アルプス市
南アルプス市
南アルプス市
南アルプス市
南アルプス市
韮崎市
韮崎市
富士吉田市
富士吉田市
富士吉田市
北杜市
北杜市
北杜市
西八代郡
中巨摩郡
中巨摩郡
南巨摩郡
南都留郡
南都留郡
南都留郡

事業所名
ヤマト運輸株式会社 山梨都留センター
有限会社都留運送 本社営業所
株式会社さんけい 本社営業所
白根運送株式会社 今諏訪営業所
野呂川運輸有限会社 本社営業所
株式会社新和運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 山梨櫛形センター
有限会社トランスポートノナカ 本社営業所
早川運輸株式会社 山梨営業所
山新運輸有限会社 釜無営業所
有限会社砂畑建材 本社営業所
国土興産株式会社 本社営業所
都留貨物自動車株式会社 富士吉田支店
ヤマト運輸株式会社 富士吉田支店
株式会社フジプロダクション 本社営業所
有限会社プログレスカンパニー 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 小淵沢センター
エムカンパニー株式会社 本社
甲信越福山通運株式会社 甲府支店
株式会社アルプスウェイ 山梨営業所
山梨三和物流株式会社 本社営業所
六郷運送有限会社 本社営業所
山梨名鉄運輸株式会社 富士吉田営業所
株式会社大崎 富士配送営業所
ヤマト運輸株式会社 山梨西桂センター

住所
山梨県都留市小野５２０番地
山梨県都留市法能字西山２７７６－３
山梨県南アルプス市下高砂１１８０－１
山梨県南アルプス市上今諏訪１１３３－１
山梨県南アルプス市有野４１２０－１
山梨県南アルプス市桃園１５０２－１
山梨県南アルプス市小笠原字中畑４３２－１
山梨県南アルプス市下市之瀬１５３５番地３
山梨県南アルプス市藤田２６０５
山梨県南アルプス市下今諏訪１５８１
山梨県韮崎市穂坂町宮久保１１７
山梨県韮崎市中田町小田川８０２－１
山梨県富士吉田市下吉田６－２－１
山梨県富士吉田市上吉田東５丁目５－１
山梨県富士吉田市上吉田東５－１０－３０
山梨県北杜市長坂町富岡２７９１－１
山梨県北杜市長坂町大八田字塚田１５４４－１
山梨県北杜市武川町牧原６８３－４
山梨県西八代郡市川三郷町大塚１１０８
山梨県中巨摩郡昭和町築地新居８７７－１
山梨県中巨摩郡昭和町築地新居１５９８－１
山梨県南巨摩郡富士川町天神中条６０５番地１
山梨県南都留郡富士河口湖町小立４８９８
山梨県南都留郡山中湖村山中１０５０
山梨県南都留郡西桂町小沼２４８番地７
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電話番号
080-5045-8737
0554-43-2846
055-285-5088
055-285-6311
055-280-0186
055-282-3250
080-5044-3663
055-282-9424
055-298-6831
055-225-5858
0551-22-8856
0551-25-5353
0555-22-2181
080-5044-3601
0555-22-7591
0551-32-6393
080-5044-3755
0551-20-3088
055-272-5261
055-288-8393
0552-75-9445
0556-22-5205
0555-73-8100
0555-62-4343
080-5045-8738

主な輸送品目（任意掲載）

