貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
青森市

事業所名
南貨物自動車株式会社 青森営業所
ＳＢＳフレイトサービス株式会社 青森営業所
株式会社青南エクスプレス 青森営業所
株式会社尾崎運輸 本社
アートコーポレーション株式会社 青森
ヤマト運輸株式会社 青森西支店
株式会社東北高速道青森 本社
青森通運株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 青森西郵便局
ヤマト運輸株式会社 青森東支店
丸運十和田運送株式会社 東青森
株式会社協和輸送 青森支店
北東北福山通運株式会社 青森支店
武蔵貨物自動車株式会社 青森支店
佐川急便株式会社 青森営業所
鮫川運送株式会社 青森営業所
東北商運株式会社 青森営業所
ロジトライ東北株式会社 青森事業所
盛運輸株式会社 本社営業所
株式会社佐々木運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 青森青葉支店
北海道東北名鉄運輸株式会社 青森支店
レンゴーロジスティクス株式会社 青森
グローブ物流センター株式会社 本社
西濃運輸株式会社 青森支店
東日本ライフ輸送株式会社 本社営業所
青森東邦運輸倉庫株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 青森主管支店
株式会社ゼロ・プラス東日本 八戸カスタマーサービス
センター青森デポ
ヤマトボックスチャーター株式会社 青森支店
株式会社塩原貨物 本社
株式会社新日本物流 本社
八甲サービス有限会社 本社

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

安全性優良事業所
住所

（青森県）
電話番号

青森県青森市卸町１－１
青森県青森市原別７丁目６－２６
青森県青森市戸門字山部５０，４８
青森県青森市港町三丁目９番地１
青森県青森市篠田１丁目２１番２１号
青森県青森市篠田３丁目１３４－５，１３１－２
青森県青森市新城字福田１５６－１
青森県青森市新城字福田１６２－１
青森県青森市石江岡部４８－１
青森県青森市大字古館字大柳５３－１
青森県青森市大字古舘字安田８－２
青森県青森市大字荒川字藤戸１２０番１
青森県青森市大字高田字川瀬２２４－１
青森県青森市大字合子沢字松森２５９－１５
青森県青森市大字三内字丸山３８１－７３
青森県青森市大字三内字丸山３９４－１０３
青森県青森市大字新城字山田１１５－１
青森県青森市大字新城字平岡２５８－８０
青森県青森市大字新町野字薄井５８－６
青森県青森市大字石江字三好１６７－２
青森県青森市大字東大野２－７－１
青森県青森市大字馬屋尻字清水流１３－１
青森県青森市大字浜館字科４８番地４
青森県青森市大字平新田字森越１２－２８
青森県青森市大字野内字菊川２７－１
青森県青森市大字野木字山口１６４－５２
青森県青森市大字野木字野尻３７－３４０
青森県青森市大字野木字野尻３７－６８４

017-764-3277
017-736-3411
017-763-1337
017-741-6181
017-766-0123
017-782-8331
017-787-3830
017-787-3311
017-781-0600
017-741-9639
017-743-2561
017-729-1130
017-739-0456
017-728-0634
017-781-5555
017-761-5634
017-788-4231
017-788-0970
017-738-4211
017-781-4661
017-739-4295
017-726-6231
017-742-5421
017-737-3611
017-726-3311
017-762-1533
017-739-6354
017-739-9220

青森県青森市大字野木字野尻３７番地６９５

017-739-0404

青森県青森市大字野木字野尻３７－７０１
青森県青森市大字野木字野尻３７－７１５
青森県青森市大字野木字野尻３７－７９２
青森県青森市大字野木字野尻４４－１

017-762-2072
017-773-8433
017-718-1988
017-762-4030
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H31.2.1
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社エネックス 青森営業所
日本通運株式会社 青森警送事業所
弘前倉庫株式会社 油川輸送センター
ホクブトランスポート株式会社 青森
株式会社バイタルエクスプレス 青森営業所
青森問屋町配送株式会社 本社
青森綜合警備保障株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 青森中央郵便局
カメイ物流サービス株式会社 青森
青森小型貨物自動車運送株式会社 本社営業所
龍北運輸株式会社 青森営業所
日本通運株式会社 青森中央事業所
株式会社ライフサポート・エガワ東北 青森営業所
株式会社サカイ引越センター 青森支社
青南運送株式会社 本社
上野輸送株式会社 青森営業所
大日運送株式会社 本社営業所
株式会社ビー・アイ運送 青森営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 青森支店
関東運輸株式会社 青森営業所
ヤマト運輸株式会社 青森北支店
船川臨港運送株式会社 青森営業所
株式会社東北デイリーサービス 青森営業所
株式会社ニヤクコーポレーション 青森事業所
青森郵便自動車株式会社 本社営業所
縫友運送株式会社 青森営業所
日の出運輸企業株式会社 青森営業所
みちのく流通株式会社 青森
株式会社協和輸送 本社営業所
株式会社協和配車センター 本社営業所
有限会社参喜運送 本社
有限会社棟方運送 本社
近物レックス株式会社 青森支店
株式会社大坂組 本社
丸與運輸有限会社 本社
第一貨物株式会社 青森支店

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
青森県青森市大字油川字柳川５４－９
青森県青森市大字油川字柳川６７－１
青森県青森市油川字岡田３－１
青森県青森市大字油川字岡田１４６－４
青森県青森市第二問屋町１丁目３－５
青森県青森市第二問屋町４丁目５－６８
青森県青森市第二問屋町三丁目１－６３
青森県青森市堤町一丁目７－２４
青森県青森市富田四丁目２８番３８号
青森県青森市本町４－９－１７
青森県青森市本町４丁目６－１７
青森県青森市本町４丁目８－９
青森県青森市問屋町１丁目３番２１号
青森県青森市問屋町１丁目７－７
青森県青森市問屋町２丁目３－１５０
青森県青森市野内字浦島１６－１
青森県青森市野内字菊川６－６
青森県青森市野木字山口１６４－１８
青森県青森市野木字野尻３７－６８５
青森県青森市柳川２丁目１１－１１
青森県青森市柳川２丁目１１－２９
青森県青森市柳川２丁目１１－８
青森県青森市柳川２丁目１１番１２
青森県青森市柳川２丁目１１－１６
青森県青森市里見二丁目１３－５
青森県青森市浪岡大字徳才子字山本１１７－７
青森県青森市浪岡大字徳才子字山本１６８－１
青森県青森市浪岡大字徳才子字山本１７１
青森県青森市浪岡大字北中野字北畠３０
青森県青森市浪岡大字北中野字北畠３０
青森県青森市浪岡大字増館字宮元９５番地１
青森県青森市浪岡大字浪岡字細田１５９－９
青森県青森市原別５丁目２０番１号
青森県青森市諏訪沢字岩田５１－１
青森県青森市大字羽白字沢田５１３
青森県青森市大字金浜字伊吹１０８－２
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電話番号
017-788-7521
017-788-4441
017-763-1581
017-788-3415
017-739-7136
017-739-8191
017-739-9791
017-775-1623
017-781-0225
017-722-2525
017-777-3111
017-723-1106
017-763-5007
017-764-2090
017-738-3010
017-726-3723
017-726-3166
017-739-9025
017-739-8444
017-752-6477
080-6699-0129
017-766-7574
017-763-5303
017-766-4155
017-781-8036
0172-62-7855
0172-62-8080
0172-62-9620
0172-62-3000
0172-62-1200
0172-62-2173
0172-62-2297
017-736-7551
017-726-2461
017-788-5325
017-729-2231

主な輸送品目（任意掲載）

事業所名

市区郡名
株式会社キョーヤ

本社

日本通運株式会社

青森物流センター事業所

有限会社伊藤流通センター

本社営業所

株式会社八洲陸運

本社営業所

日本通運株式会社

東青森営業課

南貨物自動車株式会社 本社営業所
有限会社藤商陸送 本社
株式会社北日本流通センター 本店営業所
ヤマト運輸株式会社 黒石支店
泉運輸株式会社 青森営業所
佐川急便株式会社 弘前営業所
黒石貨物自動車株式会社 本社営業所
五所川原市 佐川急便株式会社 五所川原営業所
日本通運株式会社 五所川原営業所
ヤマト運輸株式会社 五所川原支店
株式会社丸清起業 本社
つがる市 丸加運輸有限会社 本社営業所
十和田市 株式会社タイシフレッシュサービス 本社営業所
田中車輌株式会社 本社営業所
本社

株式会社みどり 本社
株式会社小政 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 十和田支店
佐川急便株式会社 十和田営業所
有限会社龍運送
八戸市

電話番号

青森県青森市大字荒川字柴田１０２－１
青森県青森市大字三内字丸山３９３－２１４、３９３－
２１５
青森県青森市大字滝沢字住吉２８－５
青森県青森市大字滝沢字住吉３４－１、２８－１、３２
－１、２５３－２

017-729-0922
017-763-0255
017-726-7608
017-726-8400

青森県青森市南佃１丁目１４－２、１３－１、１４－２先 017-742-3110

黒石市

トヨタ小野グループサービス株式会社

住所

本社

盛運輸株式会社 八戸営業所
株式会社丸祐運送 八戸営業所
上野輸送株式会社 八戸営業所
株式会社百石貨物運送 本社営業所
武蔵貨物自動車株式会社 八戸支店
中央トラック運送株式会社 本社営業所
八戸通運株式会社 自動車営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

青森県黒石市松原１４２
青森県黒石市上十川北原３番１４－１０
青森県黒石市大字境松字村井１５１－１、１５４
青森県黒石市大字追子野木３丁目１３６－６
青森県黒石市追子野木２丁目３５３番２
青森県黒石市追子野木３丁目４１０，４１１
青森県黒石市大字浜町５０
青森県五所川原市大字金山字亀ケ岡４６－１６
青森県五所川原市大字漆川字鍋懸１５１－２３
青森県五所川原市中央四丁目１０１番地
青森県五所川原市大字豊成字田子ノ浦６４－７
青森県つがる市森田町上相野柾木２８
青森県十和田市相坂字下前川原２５－１
青森県十和田市大字三本木字中掫４３番地４

0172-52-2361
0172-53-5491
0172-53-6635
0172-53-2353
0172-55-8955
0172-52-8888
0172-52-8871
0173-35-4444
0173-35-2171
0173-33-9627
0173-29-3777
0173-42-3911
0176-21-4165
0176-20-6210

青森県十和田市大字三本木字千歳森３５５

0176-23-6231

青森県十和田市大字相坂字高清水７８－４５５
青森県十和田市大字藤島字蛇林１２－１
青森県十和田市大字洞内字後野１０３－７
青森県十和田市洞内字井戸頭１４４－１２３，１４４－
１２４，２３５

0176-23-9199
0176-28-3777
0176-27-3082

青森県十和田市深持字長下１８７－６

0176-21-4777

青森県八戸市卸センター１丁目４－１７
青森県八戸市卸センター１丁目７－５
青森県八戸市河原木字宇兵エ河原１０－８
青森県八戸市桔梗野工業団地２－７－２５
青森県八戸市桔梗野工業団地２丁目７－１
青森県八戸市桔梗野工業団地２丁目７－２３
青森県八戸市桔梗野工業団地３丁目１－５５

0178-28-9292
0178-51-2185
0178-43-9726
0178-28-9558
0178-28-2641
0178-28-9105
0178-28-9611
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0176-27-2222

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
北東北福山通運株式会社 八戸支店
福山エクスプレス株式会社 八戸営業所
丸大運輸株式会社 八戸営業所
株式会社ビー・アイ運送 八戸営業所
日本郵便株式会社 八戸郵便局
アートコーポレーション株式会社 八戸支店
八戸通運株式会社 タンクローリー
ファースト運輸株式会社 八戸営業所
東磐運送株式会社 八戸支店
八戸運輸倉庫株式会社 本社営業所
株式会社共同物流サービス 第２営業所
八戸通運株式会社 製錬
佐川急便株式会社 八戸営業所
八戸通運株式会社 海運部 倉庫営業所
株式会社丸善配送 本社
八戸通運株式会社 三菱
セキウン株式会社 本社営業所
株式会社八戸急行 本社営業所
三八五ライン株式会社 本社営業所
丸運十和田運送株式会社 八戸営業所
日本通運株式会社 八戸貨物営業所
八戸通運株式会社 八戸貨物
青森三八五流通株式会社 八戸貨物
セイノースーパーエクスプレス株式会社
青森三八五流通株式会社 八戸営業所

八戸営業所

株式会社ライフサポート・エガワ東北 八戸営業所
大協運送有限会社 本社営業所
ヤマダイ興業運輸株式会社 本社営業所
株式会社エス・ネット八戸 八戸営業所
中央トラック運送株式会社 鮫営業所
青森郵便自動車株式会社 八戸営業所
青森通運株式会社 八戸

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所

電話番号

青森県八戸市桔梗野工業団地３丁目４－３５
青森県八戸市桔梗野工業団地３丁目４－３５
青森県八戸市桔梗野工業団地三丁目一番３１
青森県八戸市沼館１丁目１－２
青森県八戸市城下四丁目２５－９
青森県八戸市石堂３丁目９番８号
青森県八戸市大字河原木字宇兵衛河原１０－１４
青森県八戸市大字河原木字海岸１８－５
青森県八戸市大字河原木字海岸１８－７
青森県八戸市大字河原木字海岸４－５９
青森県八戸市大字河原木字神才２０－１
青森県八戸市大字河原木字浜名谷地７６
青森県八戸市大字河原木字浜名谷地７６－４３１
青森県八戸市大字市川町字下揚１－１
青森県八戸市大字市川町字長者久保１－２５
青森県八戸市大字市川町字浜２－２
青森県八戸市大字市川町字浜２－２
青森県八戸市大字市川町字和野前山１７－１７
青森県八戸市大字市川町赤川下４１番３
青森県八戸市大字長苗代字上亀子谷地２－２
青森県八戸市大字長苗代字下亀子谷地２０－１，２３－
１１，２３－１２
青森県八戸市大字長苗代字下亀子谷地２３－１０，２３
－１１
青森県八戸市大字長苗代字亀子谷地２３－２
青森県八戸市大字長苗代字前田８６－７
青森県八戸市大字長苗代字上中坪３５－１
青森県八戸市大字売市字小待８４－４、８０、８１、８
３、８７－１、８８－１、８１先、８８－１先、（売市
第２土地区画整理地内３１ブロック１１ロット、２ロッ
ト、１２）
青森県八戸市大字白銀町字佐部長根２４－３１５
青森県八戸市大字白銀町字砂森４６－１
青森県八戸市大字白銀町字昭和町９－１
青森県八戸市築港街１－１
青森県八戸市長苗代三丁目４番６号
青森県八戸市長苗代３丁目４－６

0178-21-3351
0178-21-3351
0178-28-0100
0178-45-7198
0178-22-1058
0178-28-0123
0178-47-9898
0178-51-8244
0178-28-2714
0178-28-2401
0178-20-4150
0178-28-3121
0178-28-9999
0178-52-7611
0178-28-4311
0178-29-2541
0178-41-2720
0178-28-2823
0178-20-8850
0178-28-6676
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0178-28-1501
0178-28-2501
0178-28-8233
0178-29-3751
0178-27-4111
0178-32-0975
0178-33-7862
0178-31-5863
0178-33-0537
0178-33-8500
0178-28-5745
0178-28-8861

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 八戸支店
近物レックス株式会社 八戸支店
日本郵便株式会社 八戸西郵便局
株式会社丸運トランスポート東日本 八戸営業所
三協運輸株式会社 八戸営業所
ＳＢＳフレイトサービス株式会社 八戸営業所
日本通運株式会社 八戸航空営業所
日本通運株式会社 八戸支店自動車ターミナル
有限会社新和運送 本社
株式会社ニヤクコーポレーション 八戸事業所
カメイ物流サービス株式会社 八戸
日通八戸運輸株式会社 本社
株式会社リントラ 本社営業所
株式会社東洋陸送社 八戸
東日本エア・ウォーター物流株式会社 八戸営業所
株式会社エネックス 八戸営業所
青森綜合警備保障株式会社 青森警送支社 八戸警送隊
株式会社共同物流サービス 本社営業所
八戸通運株式会社 北インター工業団地物流倉庫
ヤマト運輸株式会社 八戸白山台支店
音喜多運送株式会社 本社
北海道東北名鉄運輸株式会社 八戸支店
関東運輸株式会社 八戸営業所
青森東邦運輸倉庫株式会社 八戸支店
有限会社ヤジマ運輸 本社
株式会社北栄運輸 八戸営業所
株式会社ネット 本社
株式会社ゼロ・プラス東日本 八戸カスタマーサービス
センター
八通運輸株式会社 本社
株式会社八洲陸運 八戸営業所
株式会社ツーワン輸送 本社
三八五ロジステックス株式会社 本社
はちえきペトロサービス株式会社 本社
株式会社サカイ引越センター 八戸支社

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所

電話番号

青森県八戸市長苗代３－７－１
青森県八戸市長苗代３丁目５－２
青森県八戸市長苗代字二日市４－１
青森県八戸市八太郎２－９－８９
青森県八戸市八太郎五丁目１番３７
青森県八戸市八太郎５丁目２０－２５
青森県八戸市八太郎５丁目２１－２１
青森県八戸市八太郎５丁目２１－２１
青森県八戸市八太郎六丁目３－４
青森県八戸市豊洲１－２２，２－３５
青森県八戸市豊洲２番３８
青森県八戸市豊洲３－１７
青森県八戸市豊洲３－１８
青森県八戸市北インター工業団地一丁目１２０－２
青森県八戸市北インター工業団地２丁目１－５０
青森県八戸市北インター工業団地２丁目２－３７
青森県八戸市北インター工業団地三丁目２－１１３
青森県八戸市北インター工業団地六丁目２－６０
青森県八戸市北インター工業団地６丁目３番６６号
青森県八戸市北白山台２丁目２番地２３
青森県八戸市北白山台２丁目２－２７
青森県八戸市北白山台２丁目３－１
青森県八戸市北白山台２丁目６－２７
青森県八戸市北白山台２丁目１０－６，１０－５，１０
－４
青森県八戸市岬台３丁目８－１２
青森県八戸市大字市川町字浜２－３２
青森県八戸市下長８丁目１－１４

0178-21-3323
0178-28-2406
0178-27-2805
0178-28-1452
0178-29-3666
0178-29-3888
0178-28-9845
0178-20-4040
0178-28-3855
0178-24-6601
0178-41-2902
0178-20-9251
0178-71-2388
0178-28-1666
0178-28-7028
0178-51-2410
0178-20-2648
0178-32-7128
0178-51-6021
0178-23-5680
0178-27-6111
0178-27-9800
0178-70-2350

青森県八戸市河原木字北沼３６番地１

0178-21-2522

青森県八戸市桔梗野工業団地２丁目３０－５０
青森県八戸市桔梗野工業団地２丁目３０番２５
青森県八戸市桔梗野工業団地二丁目１０番２１号
青森県八戸市沼館３丁目６－１０
青森県八戸市沼館３丁目６－５
青森県八戸市尻内町字八百刈５０－２

0178-28-8371
0178-21-8400
0178-20-6961
0178-47-3851
0178-24-2177
0178-70-7120
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0178-27-6311
0178-31-5873
0178-52-6739
0178-28-6878

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

平川市

弘前市

事業所名
株式会社バイタルエクスプレス 八戸営業所
ヤマト運輸株式会社 八戸支店
株式会社アストモスガスセンター八戸 本社
ヤマト運輸株式会社 八戸北支店
北海道西濃運輸株式会社 八戸営業所
有限会社松広運輸 本社
釜渕エクスプレス株式会社 本店
八戸鉱山土木株式会社 本社
大陸運送有限会社 本社
龍北運輸株式会社 八戸
ヤマト運輸株式会社 八戸東支店
株式会社和光 本社
平賀運送株式会社 本社
北東北福山通運株式会社 弘前営業所
カメイ物流サービス株式会社 弘前営業所
青森郵便自動車株式会社 弘前営業所
ヤマト運輸株式会社 弘前北支店
第一貨物株式会社 弘前営業所
有限会社大勝運輸 本社
ヤマト運輸株式会社 弘前支店
有限会社桜庭運送 本社営業所
有限会社サクラ配送サービス 本社
中越テック株式会社 青森営業所
有限会社桝形運送 本社営業所
株式会社丸祐運送 本社
ロジトライ東北株式会社 弘前事業所
浪速運送株式会社 弘前営業所
ヤマト運輸株式会社 弘前松原センター
日本通運株式会社 弘前支店
株式会社富士興業 弘前営業所
株式会社青南エクスプレス 本社営業所
三協運輸株式会社 弘前営業所
株式会社バイタルエクスプレス 弘前営業所
青森綜合警備保障株式会社 青森警送支社弘前警送隊

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所

電話番号

青森県八戸市西白山台６丁目８－５
青森県八戸市石堂３丁目４－１１
青森県八戸市大字河原木字宇兵衛河原１０－２６
青森県八戸市大字河原木字小田平７－１５－２
青森県八戸市大字河原木字浜名谷地７６－４６８
青森県八戸市大字河原木字蓮沼４１－２７
青森県八戸市大字市川町字赤川下４２番地８
青森県八戸市大字松館字大向３３－１
青森県八戸市大字新井田字外久保１８－４
青森県八戸市築港街２丁目６－２
青森県八戸市湊高台２丁目２３－１７，２３－１８
青森県平川市猿賀南田６５－１５
青森県平川市町居稲元３－１
青森県平川市大坊竹原２３３－１
青森県弘前市境関字富岳２４－７
青森県弘前市堅田２丁目２－３
青森県弘前市大字一町田字村元７６０－４
青森県弘前市大字外瀬２丁目８－１
青森県弘前市大字境関１丁目２－１０
青森県弘前市大字境関字西田１９－２
青森県弘前市大字金属町５－２
青森県弘前市大字金属町５番地２
青森県弘前市大字高田３－５－５
青森県弘前市大字高田３丁目６－１０
青森県弘前市大字高田３丁目６－１１
青森県弘前市大字高田４丁目３－８
青森県弘前市大字小金崎字大仏新田３５－１
青森県弘前市大字松原西３丁目８－４
青森県弘前市大字新里字中平岡２５－１．２．３．２６
－１
青森県弘前市大字神田４－５－２
青森県弘前市大字神田５丁目４－５，４－９，４－６，
４－１４，４－８，４－４
青森県弘前市大字扇町１－１－１０
青森県弘前市大字扇町２丁目３－１
青森県弘前市大字扇町一丁目１－１２

0178-70-1553
0178-20-4752
0178-24-1030
080-5044-2005
0178-29-1537
0178-20-2917
0178-52-5711
0178-30-2270
0178-25-0168
0178-33-5145
0178-35-2736
0172-57-4605
0172-44-2133
0172-43-1818
0172-27-8760
0172-34-9694
0172-82-6001
0172-37-5211
0172-29-6161
0172-26-9628
0172-88-0021
0172-88-0077
0172-27-3034
0172-27-3211
0172-27-2697
0172-28-2967
0172-92-2525
0172-89-2071
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0172-26-2351
0172-32-4195
0172-35-1416
0172-27-7838
0172-29-6090
0172-26-7910

主な輸送品目（任意掲載）

事業所名

市区郡名

三沢市

むつ市

有限会社弘和運輸 本社
北海道東北名鉄運輸株式会社 弘前支店
日本郵便株式会社 弘前郵便局
株式会社協和輸送 弘前営業所
黒石貨物自動車株式会社 弘前営業所
近物レックス株式会社 弘前営業所
日興運輸株式会社 本社
西濃運輸株式会社 弘前営業所
有限会社日栄運輸興業 本社
有限会社赤石貨物 本社
有限会社たんぽぽ運送 有限会社たんぽぽ運送本社営業
所
株式会社アルム不動産運輸 弘前支店
丸運十和田運送株式会社 三沢営業所
株式会社アストモスガスセンター八戸 三沢営業所
寺下運輸倉庫株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 青森支店むつ営業所
下北交通株式会社 むつ営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 むつ支店
ヤマト運輸株式会社 青森川内センター
青森三八五流通株式会社 むつ営業所
ヤマト運輸株式会社

上北郡

住所

大畑センター

寺下運輸倉庫株式会社 下田営業所
ヤマト運輸株式会社 三沢支店
日本チルド物流株式会社 東日本事業部 青森事業所
企業組合協八 本店営業所
ヤマト運輸株式会社 青森横浜センター
シンナナ運輸株式会社 本社
七戸貨物株式会社

本社

はちえきペトロサービス株式会社
東管工業株式会社 本社
相和物産株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 野辺地支店
佐川急便株式会社 野辺地営業所
大泉運輸株式会社 本社

七戸

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

電話番号

青森県弘前市大字浜の町西１丁目３－１４
青森県弘前市大字堀越字柳田２４５－１
青森県弘前市北瓦ケ町１８－１
青森県弘前市末広５丁目２－６
青森県弘前市大字境関字亥の宮１５－４
青森県弘前市大字境関字亥の宮４５－２
青森県弘前市大字石川字泉田３１－１
青森県弘前市大字石川字中川原１８９
青森県弘前市大字船水１丁目１－１
青森県弘前市大字野田１丁目１２－５

0172-34-3074
0172-28-5050
0172-32-4102
0172-29-1411
0172-28-1531
0172-27-8501
0172-92-2211
0172-92-2600
0172-33-9595
0172-33-1131

青森県弘前市福田１丁目３－７

0172-88-7718

青森県弘前市宮園５丁目３４－６
青森県三沢市大津２丁目１２－３７０
青森県三沢市南町三丁目３１番２９２８、３７９４
青森県三沢市南町４丁目３１－３４６１
青森県むつ市下北町１６－１
青森県むつ市金曲１丁目４４０
青森県むつ市若松町２－７
青森県むつ市川内町字板子塚３７－１０
青森県むつ市大字田名部字赤川の内並木１１３－１
青森県むつ市大畑町上野９７－４２，４３，７８，１１
２，１８３，１８６
青森県上北郡おいらせ町字木ノ下西７９７－２
青森県上北郡おいらせ町住吉四丁目５０番地３４
青森県上北郡おいらせ町松原２－１３２－１０
青森県上北郡おいらせ町阿光坊１０５番地の１１４
青森県上北郡横浜町字百目木２１０－１
青森県上北郡七戸町字大沢５７－４３
青森県上北郡七戸町字影津内３８－１，３８－２，３８
－５，３８－６
青森県上北郡七戸町字荒熊内６６－１５１
青森県上北郡東北町字柳沢５９－２１
青森県上北郡東北町字ガス平８９８－５
青森県上北郡東北町字山添３－２
青森県上北郡野辺地町字前平４
青森県上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎１１５７

0172-55-9792
0176-54-4891
0176-58-5255
0176-53-5050
0175-22-2381
0175-22-3221
0175-33-8225
0175-31-2115
0175-22-1271
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0175-34-2564
0178-56-4611
0176-53-5313
0178-79-1290
0178-20-0564
0175-76-1534
0176-62-3119
0176-62-2165
0176-62-4113
0175-63-4450
0175-68-2211
0175-64-5271
0175-64-9999
0175-74-2488

主な輸送品目（任意掲載）

事業所名

市区郡名

下北郡

日本通運株式会社 青森支店六ヶ所事業所
青森三八五流通株式会社 六ヶ所営業所
附田建設株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 大間センター
株式会社竹正工務店

三戸郡

本社

キユーソーティス株式会社 階上営業所
はちえきペトロサービス株式会社 階上
有限会社ルート物流 本社
川内運送有限会社 本社
株式会社川村土木 本社営業所
有限会社アドバンス

本社営業所

新潟運輸株式会社 八戸支店
青森三八五流通株式会社 五戸営業所
三八五エクスプレス株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 三戸支店
丸石運輸有限会社 本社営業所
釜渕運送有限会社 本社
北津軽郡

ヤマト運輸株式会社 中里センター

東津軽郡

ヤマト運輸株式会社 平内センター
ヤマト運輸株式会社 蟹田センター
ヤマト運輸株式会社 深浦センター
ヤマト運輸株式会社 津軽西支店
ヤマト運輸株式会社 弘前南支店
ヤマト運輸株式会社 青森常盤支店
丸運十和田運送株式会社 弘前営業所
新潟運輸株式会社 弘前支店

西津軽郡
南津軽郡

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所

電話番号

青森県上北郡六ヶ所村大字鷹架字発茶沢１３３－６８
青森県上北郡六ケ所村大字鷹架字発茶沢１３３－６９
青森県上北郡六ケ所村尾駮字二又２３－１
青森県下北郡大間町大字大間字大間平３７－１６７
青森県下北郡大間町大字奥戸字小奥戸２１０番地、２１
１番地１、４６１番地１１、２７１番地
青森県三戸郡階上町大字角柄折字新沼館９－１５９
青森県三戸郡階上町大字道仏字耳ヶ吠３３－１１
青森県三戸郡階上町蒼前東４丁目６－３３３
青森県三戸郡五戸町大字上市川字御兵糧１０－５
青森県三戸郡五戸町古舘下川原２４－４，２４－５，２
４－６
青森県三戸郡五戸町古舘下川原２４番地４、２４番地
５、２４番地６
青森県三戸郡五戸町大字豊間内字地蔵平１番６３９
青森県三戸郡五戸町大字豊間内字地蔵平１－７５１
青森県三戸郡三戸町大字川守田字下比良１－２
青森県三戸郡南部町大字沖田面字沖中４５－１，４５－
２
青森県三戸郡南部町大字平字若宮前５２－１
青森県三戸郡田子町大字田子字七日市上ノ平９－１
青森県北津軽郡中泊町大字深郷田字甘木１４０－１３
８，１４０－１３９
青森県東津軽郡平内町大字小湊字新道４６－２０５
青森県東津軽郡外ヶ浜町蟹田中師宮本１０４－１
青森県西津軽郡深浦町広戸字家野上１３２－１
青森県西津軽郡鰺ケ沢町大字舞戸町字鳴戸３３９－３
青森県南津軽郡大鰐町大字八幡館字畳田４５－１
青森県南津軽郡藤崎町榊字和田３７
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎字浅田９－１
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎字中豊田６－２

0175-72-2280
0175-72-2921
0175-72-4111
0175-37-2398
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0175-37-4032
0178-80-1611
0178-32-0114
0178-88-5550
0178-68-2241
0178-62-2543
0178-62-2543
0178-62-3351
0178-62-6221
0179-22-1211
0179-34-3179
0178-76-2701
0179-32-2300
0173-57-4945
080-5044-1875
0174-22-2068
0173-84-1013
0173-72-2081
0172-47-9625
0172-69-5201
0172-89-4305
0172-75-5511

主な輸送品目（任意掲載）

