貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
いなべ市
いなべ市
いなべ市
いなべ市
いなべ市
いなべ市
伊賀市

事業所名
カリツー株式会社 三重いなべ営業所
柘運送株式会社 三重営業所
株式会社日本陸送 北勢営業所
株式会社田中運輸 本社
株式会社アムール 本社営業所
株式会社ロジス・ワークス 三重事業所
株式会社日本陸送 伊賀営業所

伊賀市

セイノースーパーエクスプレス株式会社

伊賀市
伊賀市
伊賀市
伊賀市
伊賀市
伊賀市
伊賀市
伊賀市
伊賀市
伊賀市
伊賀市
伊賀市
伊勢市
伊勢市
伊勢市
伊勢市
亀山市
亀山市
亀山市
亀山市
亀山市
亀山市
亀山市

滋賀近交運輸倉庫株式会社 三重支店
長田産業株式会社 三重営業所
株式会社豊永 本社営業所
有限会社和田商店 本社営業所
樹通商株式会社 本社営業所
三重運輸株式会社 本社営業所
株式会社中田商事 本社営業所
三重近交運輸株式会社 本社営業所
白鳳運輸株式会社 本社営業所
中部急送株式会社 三重営業所
脇田運輸株式会社 三重営業所
株式会社ロジックス東海 本社営業所
三重センコーロジ株式会社 伊勢営業所
愛知陸運株式会社 伊勢営業所
三重交通株式会社 伊勢営業所
佐川急便株式会社 伊勢営業所
ＡＣＴライナー株式会社 亀山営業所
明和運輸株式会社 本社営業所
伊鈴実業有限会社 本社営業所
西川運輸株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 亀山営業所
株式会社オーネックスライン 三重営業所
株式会社ＦＡＲＷＥＳＴ 鈴鹿営業所

安全性優良事業所

（三重県）

住所
三重県いなべ市員弁町岡丁田字和里山１９９６－１
三重県いなべ市大安町大井田外辻２２７８－１
三重県いなべ市北勢町京ヶ野新田字留尻６５
三重県いなべ市北勢町大字畑毛字井戸尻１０５０－２
三重県いなべ市北勢町西貝野４５番地５
三重県いなべ市北勢町麻生田１３２６－１
三重県伊賀市佐那具町字濁屋池１８０６－８
伊賀上野営業所 三重県伊賀市千歳下水８１－１
三重県伊賀市三田字東大町４１０番地５
三重県伊賀市長田字西岡７６０番地１
三重県伊賀市猪田６２５７番地の４
三重県伊賀市阿保９２５の３８番
三重県伊賀市西明寺２７８９番地の１
三重県伊賀市西明寺３２０６
三重県伊賀市荒木字野々浦８９３－１
三重県伊賀市小田町１７５１番５号
三重県伊賀市安場１７３０－３３
三重県伊賀市治田３６３３
三重県伊賀市柘植町字沓垣内５７２６
三重県伊賀市川東字鳥屋２１７０－１５
三重県伊勢市通町５２０－１
三重県伊勢市小木町字箕曲１２０－１、１２１－１
三重県伊勢市神田久志本町１５００－１
三重県伊勢市朝熊町字子良ケ江古４１４９－１
三重県亀山市和田町字西野１３７０－２
三重県亀山市井尻町字貝蔵１４６５
三重県亀山市菅内町字植松１２４０－１
三重県亀山市天神２－３５９９－１
三重県亀山市布気町５５０番地４
三重県亀山市白木町押之尾６０－２８
三重県亀山市川崎町１６１５－２
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電話番号
0594-84-1140
0594-77-0411
0594-72-6757
0594-72-2301
0594-72-2678
0594-72-6861
0595-22-1181
0595-24-2977
0595-21-8841
0595-26-1677
0595-24-1782
0595-52-0049
0595-22-8277
0595-21-0948
0595-26-3535
0595-22-1321
0595-39-0016
0595-20-9980
0595-45-9543
0595-45-8805
059-369-0064
0596-36-3506
0596-25-7131
0596-20-8599
0595-98-5071
0595-82-5855
0595-84-5233
0595-82-7132
0595-84-1250
0595-96-8051
050-3734-3937

R1.12.13
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
亀山市
亀山市
亀山市
亀山市
桑名市
桑名市

事業所名
有限会社中野瀬物流 本社営業所
吉井運送株式会社 亀山営業所
株式会社ムロオ 関センター
株式会社シンク 東海営業所
株式会社日新トランスポート 桑名営業所
株式会社日立物流中部 三重営業所

住所
三重県亀山市川崎町字上垣内３１０３番地
三重県亀山市田村町１７７９－１４
三重県亀山市関町市瀬１－１
三重県亀山市関町木崎９５－４
三重県桑名市多度町香取字高割３６８－１
三重県桑名市多度町字御衣野字金ケ谷３６４６－１
三重県桑名市大字東汰上字助治縄１１５，１１４，１２２

桑名市

北進運輸株式会社

本社営業所

桑名市
桑名市
桑名市
桑名市
桑名市

株式会社マイティ
北勢運送株式会社
東海運送有限会社
吉岡商店株式会社
城田運送株式会社

本社営業所
本社営業所
本社営業所
本社営業所
本社営業所

桑名市

三代サ－ビス株式会社

四日市
四日市
四日市
四日市
四日市

株式会社ニヤクコーポレーション
阿倉川運送株式会社 本社営業所
大日運輸株式会社 本社営業所
株式会社かぶと運送 本社営業所
平和急送株式会社 本社営業所

中部支店桑名事業所

四日市

株式会社ニヤクコーポレーション

中部支店四日市事業所 三重県四日市市千歳町１－１８

四日市
四日市
四日市
四日市
四日市
四日市
四日市
四日市

伊勢湾倉庫株式会社 四日市港営業所
朝日運輸株式会社 四日市営業所
株式会社サカイ引越センター 四日市支社
池畑運送株式会社 四日市支店営業所
日本通運株式会社 三重警送支店 四日市警送事業所
三銀ビジネス・サービス株式会社 四日市営業所
株式会社エネックス 四日市営業所
伸友物流有限会社 本社営業所

四日市

センコーエーラインアマノ株式会社

四日市
四日市

塩浜運送株式会社
上野輸送株式会社

－１
三重県桑名市大字江場字貝戸５４０－１，５４０－５
三重県桑名市大字安永字六区割９４６
三重県桑名市大字西別所字倉持３２８
三重県桑名市東正和台５ー９－８
三重県桑名市大字芳ケ崎字西クタラギ１３２０
三重県桑名市多度町香取２１２２－１００シティコーポ多

中部

本社
四日市事業所

度１－２号室
三重県四日市市八田３丁目８７９
三重県四日市市富士町２２６４番地４
三重県四日市市午起２丁目３－１７
三重県四日市市高浜町８１２－３
三重県四日市市滝川町１０－５

三重県四日市市千歳町４番地
三重県四日市市末広町２３－１２
三重県四日市市昌栄町１－６
三重県四日市市新正３丁目１１０，１１１
三重県四日市市新正３丁目９８－２、９９－２
三重県四日市市鵜の森２丁目４番１５号
三重県四日市市千歳町４の１
三重県四日市市大井の川町一丁目３８３７番地３

ＫＹＮ中部センター 三重県四日市市御薗町２丁目５０－１
三重県四日市市大字塩浜字里浦６０１－１
三重県四日市市塩浜里浦５５８番地
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電話番号
0595-85-8800
0595-85-2299
0595-96-1300
0595-96-3350
0594-49-2588
0594-48-7310
0594-23-2333
0594-24-1616
0594-23-3355
0594-25-2058
0594-24-3383
0594-31-2532
090-3677-7472
059-365-7261
059-331-5594
059-332-1368
059-331-3402
059-331-5257
059-357-5900
059-354-7535
059-354-2636
059-352-1141
059-353-7566
0593-59-2259
059-351-8333
059-350-8150
059-349-3637
059-346-2013
059-345-1381
059-345-0199

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
四日市
四日市

事業所名
ドリーム物流株式会社 四日市営業所
阿倉川物流株式会社 本社営業所

四日市

阿倉川運送株式会社

四日市

有限会社宏栄商会

四日市

株式会社サンキュウ・トランスポート中部

四日市
四日市
四日市
四日市
四日市
四日市
四日市
四日市
四日市
四日市
四日市
四日市
四日市
四日市
松阪市
松阪市
松阪市
松阪市
松阪市
松阪市
松阪市
松阪市
松阪市
松阪市
松阪市
津市
津市

住所
三重県四日市市内堀町字東浦２７７番地１４
三重県四日市市内堀町２７７－１５
三重県四日市市内堀町字東浦２７７－１５，２７７－１

四日市営業所

６，２７７－１７
三重県四日市市河原田町字福角５２５－１

本社営業所

四日市営業所 三重県四日市市河原田町字溝東１０７７－１

阿倉川運送株式会社 大治田営業所
福山通運株式会社 四日市支店
有限会社加藤中央運輸 本社営業所
東電運輸株式会社 本社営業所
三昌運輸倉庫株式会社 本社営業所
株式会社ニュージェイズ 本社営業所
野呂水産運輸有限会社 本社営業所
日本通運株式会社 名古屋国際輸送支店コンテナ輸送事業
所四日市コンテナグループ
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 四日市支店
完和運輸有限会社 本社
大阪三興物流株式会社 四日市営業所
株式会社日本陸送 四日市営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 四日市支店
ＴＳトランスポート株式会社 本社営業所
株式会社ファイン流通 本社営業所
ドリーム物流株式会社 本社営業所
東海運株式会社 松阪営業所
マルケイ運輸有限会社 本社営業所
株式会社三定物流 本社営業所
吉村急送有限会社 本社営業所
日本郵便輸送株式会社 松阪
トナン輸送株式会社 松阪営業所
株式会社ウイング 本社
有限会社東出運送 松阪営業所
藤松運輸株式会社 本社営業所
株式会社樋廻産業運輸 本社
近畿福山通運株式会社 津営業所

電話番号
059-325-7101
059-346-8822
059-346-8822
059-347-1800
059-347-3911

三重県四日市市大治田２－１９－３
三重県四日市市日永東３－４－３２
三重県四日市市生桑町字高田５３９
三重県四日市市小古曽東２丁目５４８
三重県四日市市采女町字春雨３２１８－３
三重県四日市市小古曽３丁目９９６－１
三重県四日市市富双二丁目１－３７

059-346-9822
059-347-1122
059-331-8556
059-347-0515
059-346-3733
059-349-1800
059-363-0001

三重県四日市市垂坂町字山上谷１３４０－８

059-334-3460

三重県四日市市新正３丁目９５－２
三重県四日市市鹿間町字東山５０－２
三重県四日市市中野町２０４４
三重県四日市市中野町字西岡２１１５－１
三重県四日市市平津町字猿ヶ谷６０３－７
三重県四日市市大鐘町六路山１５３９－３
三重県松阪市小黒田町字西沖２８６
三重県松阪市大口町字子ノ新田５３２番１
三重県松阪市大口町字沖ス１１６２－３８
三重県松阪市高町字上汐田４６４－３
三重県松阪市大津町字戸ノ本８１４－１，８１５－２
三重県松阪市上川町字大西山２５１５－１
三重県松阪市新松ヶ島町字小寄１８２－３
三重県松阪市小野江町字飛戸８０５
三重県松阪市曽原町堀ノ内１７８－１
三重県松阪市曽原町字辰新田１９１７番地５
三重県松阪市曽原町２４６
三重県津市河芸町南黒田５８０
三重県津市あのつ台一丁目８－５

059-329-5380
059-328-2061
059-340-3539
059-339-1568
059-363-0022
059-338-5511
0598-21-0834
0598-31-2071
0598-53-3444
0598-51-6151
0598-51-7441
0598-61-2211
0598-51-0551
0598-56-9992
0598-56-7408
0598-56-9120
0598-56-4647
059-245-2775
059-233-0292
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
津市
津市
津市
津市
津市
津市
津市
津市
津市
津市
津市
津市
尾鷲市
尾鷲市
名張市
名張市
名張市
名張市
名張市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
桑名郡
三重郡
三重郡
三重郡
三重郡

事業所名
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 津支店
三生運輸株式会社 津営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 津航空営業所
名鉄急配株式会社 津営業所
トランコムＤＳ株式会社 津南センター
小川運送株式会社 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 津支店
久居運送株式会社 本社営業所
三恵運送株式会社 本社営業所
大信運輸倉庫株式会社 三重営業所
株式会社ＮＢＳロジソル 三重
有限会社和合運輸 本社営業所
佐川急便株式会社 尾鷲営業所
山信運送有限会社 本社営業所
新日本輸送株式会社 名張営業所
深山運送有限会社 本社営業所
三糧輸送株式会社 名張営業所
トランコムＤＳ株式会社 伊賀センター
株式会社山中運輸 三重営業所
株式会社三重サービス 本社営業所
アスターリズムキャリー株式会社 本社営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 鈴鹿営業所
多貴商運株式会社 本社営業所
三重センコーロジ株式会社 鈴鹿営業所
株式会社ベスト・トランスポート 三重営業所
三重執鬼株式会社 本社営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 鈴鹿センター営業所
株式会社日本陸送 鈴鹿営業所
株式会社伸栄サービス 本社営業所
岩崎産業株式会社 本社
中川運輸株式会社 四日市
日本梱包運輸倉庫株式会社 菰野出張所
株式会社プライド物流 菰野営業所
大和物流株式会社 三重支店

住所
三重県津市雲出本郷町字一ノ割１８２９番地
三重県津市雲出本郷町字一ノ割１８３０
三重県津市雲出本郷町字山の越１６０３番１
三重県津市高茶屋小森町字大新田２８９２－３９
三重県津市高茶屋小森町字中山１３１８－１
三重県津市高茶屋小森町字大新田２８７７－４
三重県津市久居北口町４９０番１
三重県津市久居井戸山町字東興１６－２
三重県津市戸木町東出７０４３
三重県津市森町字北谷１９１８
三重県津市庄田町字八王子田２１１７－２
三重県津市芸濃町萩野字前興４５－２
三重県尾鷲市瀬木山町４７７１番地の６
三重県尾鷲市大字向井字村島１２－６
三重県名張市長瀬１４０５番地
三重県名張市東田原字頭界２６１７－１
三重県名張市東田原字頭界２５５１－１，２５５１－２
三重県名張市八幡奥入野１２３２－３
三重県名張市新田８００
三重県鈴鹿市稲生塩屋３－２０１６－２
三重県鈴鹿市小田町字宮上道４４２－１
三重県鈴鹿市高塚町字広瀬野１４５１－１５８
三重県鈴鹿市上田町字牛飼場１４２４－２
三重県鈴鹿市飯野寺家町字筋違２９５－２
三重県鈴鹿市庄野羽山３丁目３２１６－１９
三重県鈴鹿市地子町字金生水５２３－２
三重県鈴鹿市国府町石丸７６５１番地１１
三重県鈴鹿市国府町字石丸７６５１－２１
三重県鈴鹿市伊船町字鈴木田 ５３１－６７
三重県桑名郡木曽岬町大字和富８－５
三重県川越町大字当新田字中通５０１－１
三重県三重郡菰野町大字川北字西岡２３９０
三重県三重郡菰野町大字神森字大連４８８番地５
三重県三重郡菰野町大字竹成字下雁沢３４７５－１
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電話番号
059-238-0190
059-235-2500
059-234-1148
059-238-2700
059-234-2030
059-234-7788
059-993-0123
059-255-5171
059-256-3061
059-252-2189
059-255-7923
059-265-2857
0597-22-9691
0597-23-0616
0595-62-6020
0595-65-7216
0595-65-4474
059-234-2030
0595-67-1160
059-386-4900
059-379-1326
059-378-3122
059-373-2000
059-369-0064
059-379-4725
059-384-0003
059-378-9112
059-378-3327
059-371-8040
0567-68-2935
0593-65-7385
059-394-2322
059-391-1505
059-396-0751

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
三重郡

事業所名
株式会社暁興産

本社営業所

三重郡
三重郡
三重郡
三重郡
多気郡
度会郡
度会郡
南牟婁郡

大日運輸株式会社 川越営業所
森洋運輸株式会社 四日市営業所
株式会社プライド物流 本社営業所
株式会社益生小型運送 本社営業所
株式会社ベーシック 本社営業所
伊勢志摩陸運有限会社 本店営業所
中川運輸株式会社 本社営業所
株式会社ムロオ みはまセンター

北牟婁郡

三重近物通運株式会社

長島営業所

住所
三重県三重郡川越町大字当新田字宮前６２１、６２２－
１、－２－３
三重県三重郡川越町大字当新田字宮前６３５－１
三重県三重郡川越町大字高松字中島８３４－１
三重県三重郡川越町大字高松９６９番地２
三重県三重郡四日市市中村町字中尾２４１６－７
三重県多気郡明和町大字有爾中字堀田１１５５番地５６
三重県度会郡玉城町坂本字細井原２３番地１
三重県度会郡玉城町佐田字大久保道北７３３－１
三重県南牟婁郡御浜町阿田和定念坊３５３３番
三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島区長島１７９６－４７、４
８
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電話番号
059-364-2020
059-364-8848
059-361-7501
059-361-2071
059-364-7611
0596-53-2010
0596-58-8060
0596-58-6336
05979-2-3961
0597-47-0503

主な輸送品目（任意掲載）

