貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
秋田市

事業所名
株式会社新開トランスポートシステムズ 秋田営業所
日本通運株式会社 秋田警送営業所
ヨコウン株式会社 秋田営業所
日新運輸株式会社 本社営業所
東北運輸株式会社 本社営業所
秋田逓送株式会社 本社営業所
ＡＬＳＯＫ秋田株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 秋田卸町センター
株式会社北日本オフィスエンジニアリング 本社営業所
大日運送株式会社 秋田営業所
東北新開株式会社 秋田営業所
株式会社丸五急送 秋田営業所
三協運輸株式会社 秋田営業所
株式会社秋田市場運送 本社営業所
秋印株式会社 本社営業所
秋田新聞輸送有限会社 本社営業所
ヨコウン株式会社 秋田南営業所
株式会社ヨウコー 御所野営業所
ヤマト運輸株式会社 秋田主管支店
アルス運送株式会社 秋田営業所
日本通運株式会社 秋田航空物流センター
ジェイロジスティクス株式会社 秋田営業所
北東北福山通運株式会社 秋田支店
アルス運送株式会社 秋田南営業所
株式会社ライフサポート・エガワ東北 秋田支店
近物レックス株式会社 秋田支店
羽後運送株式会社 本社営業所
新秋木運輸株式会社 本社営業所
みちのく流通株式会社 秋田営業所
結城運輸倉庫株式会社 秋田営業所
ヤマト運輸株式会社 秋田八橋支店
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 秋田営業所
米代トラック株式会社 秋田営業所

※「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。

安全性優良事業所
住所

秋田県秋田市川尻町字大川反２３２番地３４
秋田県秋田市泉北一丁目７－３６
秋田県秋田市御所野湯本５丁目１－４５
秋田県秋田市茨島１－２－１０
秋田県秋田市茨島１－２－１０
秋田県秋田市茨島４丁目３－３
秋田県秋田市卸町４丁目２０１－７
秋田県秋田市卸町５丁目１－８
秋田県秋田市卸町四丁目７番７号
秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼２３０－５
秋田県秋田市河辺松渕字捨り水２１－１
秋田県秋田市河辺神内字坂ノ下３４－２
秋田県秋田市河辺和田字下石川１７７番地３
秋田県秋田市外旭川字待合２８
秋田県秋田市外旭川字待合２８
秋田県秋田市御所野堤台１丁目２－１
秋田県秋田市御所野湯本１－１－１０
秋田県秋田市御所野湯本２－１－１１
秋田県秋田市御所野湯本２丁目１－１
秋田県秋田市御所野湯本２丁目１－７
秋田県秋田市御所野湯本３－１－６
秋田県秋田市御所野湯本４－２－１
秋田県秋田市御所野湯本６丁目１－１
秋田県秋田市御所野湯本６丁目２－６
秋田県秋田市御所野湯本六丁目２番３７
秋田県秋田市向浜１丁目３－９
秋田県秋田市向浜１丁目５－１６
秋田県秋田市向浜一丁目８番２号
秋田県秋田市四ッ小屋字与左衛門川原３８５－１
秋田県秋田市寺内後城２２－３２
秋田県秋田市寺内字イサノ３０－１
秋田県秋田市寺内字イサノ３０－１
秋田県秋田市寺内字イサノ５５
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（秋田県）
電話番号
018-893-3555
018-863-3019
018-853-1281
018-862-2137
018-823-7089
018-823-0902
018-888-2300
080-5068-2100
018-862-6169
0188-73-5798
018-882-5084
018-881-1178
018-827-3522
018-869-5363
018-869-5131
018-889-6340
018-826-0037
018-839-7667
018-839-4045
018-853-0220
018-853-8311
018-826-1002
018-826-1414
018-889-8535
018-874-7775
018-823-8231
018-865-0233
018-863-5436
018-839-2473
018-845-4207
080-5044-2364
018-865-1711
018-824-0761

H30.2.8
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
船川臨港運送株式会社 秋田支社営業所
上野輸送株式会社 秋田営業所
株式会社東北高速道秋田 本社営業所
秋田郵便自動車株式会社 本社営業所
日の出運輸企業株式会社 本社営業所
有限会社アスカ物流 本社営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 秋田営業所
西濃運輸株式会社 秋田支店
カメイ物流サービス株式会社 秋田営業所
株式会社エルピージーアキタ 本社営業所
株式会社エネックス 東北支店秋田営業所
全農物流株式会社 秋田支店秋田事業所
泉運輸株式会社 秋田営業所
京和運輸株式会社 秋田営業所
有限会社日通エルピーガス秋田配送センター 本社営業所
武蔵貨物自動車株式会社 秋田支店
ヤマト運輸株式会社 秋田新屋支店
株式会社サン配送センター 秋田営業所
株式会社秋田エスエス商運 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 秋田営業所
北日本運輸株式会社 本社営業所
青森郵便自動車株式会社 秋田営業所
太平輸送株式会社 本社営業所
株式会社伸洋 本社営業所
東北自動車輸送株式会社 秋田営業所
センコーエーラインアマノ株式会社 秋田営業所
ＳＢＳフレックネット株式会社 秋田
株式会社バイタルエクスプレス 秋田営業所
日本通運株式会社 秋田自動車営業所
秋田運送株式会社 秋田操営業所
日通秋田運輸株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 秋田海運営業所
シートランス株式会社 秋田営業所
秋田海陸運送株式会社 秋田港営業所
船川港通運株式会社 秋田営業所

※「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。

住所
秋田県秋田市寺内字後城３２２－９
秋田県秋田市寺内字後城３２２番地７
秋田県秋田市寺内字三千刈８３－３
秋田県秋田市寺内字三千刈８３－３
秋田県秋田市寺内字神屋敷２９５－４７
秋田県秋田市寺内字神屋敷２９５－６４
秋田県秋田市寺内字神屋敷２９５－７１
秋田県秋田市寺内字神屋敷２９５－７１
秋田県秋田市寺内字神屋敷２９５番地５５
秋田県秋田市寺内字神屋敷２９５番地の４８
秋田県秋田市寺内字大小路２０７－１１
秋田県秋田市寺内字大小路２０７－２８
秋田県秋田市寺内大小路２０７－６９
秋田県秋田市寺内蛭根８５番６１
秋田県秋田市新屋沖田町８８
秋田県秋田市新屋鳥木町１番１３３
秋田県秋田市新屋鳥木町１番１３５
秋田県秋田市新屋天秤野３番７号
秋田県秋田市仁井田目長田３－５－２
秋田県秋田市川尻町字大川反１１０番１
秋田県秋田市川尻町字大川反１７０番地の２４
秋田県秋田市川尻町字大川反１７０－１０５
秋田県秋田市川尻町字大川反２３３－１１３
秋田県秋田市川尻町字大川反２３３－６４
秋田県秋田市川尻町字大川反２３３－７
秋田県秋田市川尻町字大川反７３－１
秋田県秋田市川尻町大川反２３２－２
秋田県秋田市泉字登木２２１番地１
秋田県秋田市泉菅野一丁目２０－１２
秋田県秋田市泉菅野一丁目２０－５３
秋田県秋田市土崎港穀保町１３０－３８
秋田県秋田市土崎港穀保町１３０番１
秋田県秋田市土崎港西１丁目１０－５１
秋田県秋田市土崎港西２－５－９
秋田県秋田市土崎港西３－１３－２５
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電話番号
018-880-2430
018-847-0259
018-824-1679
018-824-1679
018-845-8822
018-880-6088
018-857-5551
018-847-1881
018-847-0472
018-846-2110
018-845-3281
018-845-2145
018-853-6115
018-896-5477
018-828-4220
018-828-0634
080-5044-2363
018-865-3813
018-839-5471
018-823-0123
018-896-1777
018-863-4411
018-863-3531
018-863-6564
018-862-4500
018-865-2225
018-823-4755
018-883-0990
018-823-5940
018-823-8111
018-816-0040
018-845-2291
018-880-2468
018-845-0185
018-857-1038

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

大館市

事業所名
アイビーデリバリー株式会社 本社営業所
秋田港北トラック株式会社 本社営業所
株式会社今野運輸 秋田営業所
秋田三八五流通株式会社 本社営業所
株式会社サカイ引越センター 秋田支社
新潟運輸株式会社 秋田支店
株式会社秋豊ネットライズ 本社営業所
東北トラック株式会社 秋田支店
第一貨物株式会社 秋田支店
センコン物流株式会社 秋田営業所
ヨコウン株式会社 秋田港営業所
秋田宇部輸送株式会社 本社営業所
ホイテクノ物流株式会社 秋田営業所
有限会社秋森運輸 本社営業所
株式会社東北デイリーサービス 秋田営業所
ヤマト運輸株式会社 秋田広面支店
東北鉄道運輸株式会社 秋田営業所
能代運輸株式会社 秋田港運事業所
東邦運輸倉庫株式会社 秋田支店
株式会社丸祐運送 秋田営業所
六郷小型貨物自動車運送株式会社 秋田営業所
サンワ重搬株式会社 本社営業所
ＤＯＷＡ通運株式会社 秋田
幸栄運輸株式会社 秋田営業所
小坂通運株式会社 秋田営業所
ヤマト運輸株式会社 秋田飯島支店
日本郵便株式会社 秋田中央郵便局
協和牛乳輸送合資会社 本社
日本通運株式会社 大館営業所
日通大館運輸株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 大館郵便局
近物レックス株式会社 大館営業所
ヤマト運輸株式会社 秋田大館支店
カメイ物流サービス株式会社 大舘営業所
東北西濃運輸株式会社 大館営業所

※「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。

住所
秋田県秋田市土崎港西３－１８８－２，１８５－３
秋田県秋田市土崎港西４丁目６－４４
秋田県秋田市土崎港相染町字沖谷地１５０－２
秋田県秋田市土崎港相染町字西山根１－１
秋田県秋田市土崎港相染町字中谷地１７７－２
秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナシ山１２４－４
秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナシ山１７－２０
秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナシ山６－１
秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナシ山６－２７
秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナシ山６－２９
秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナシ山８－１
秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナシ山８－４
秋田県秋田市土崎港相染町中島下２７－４
秋田県秋田市土崎港南１丁目１－６０
秋田県秋田市土崎港南１丁目２６２番地
秋田県秋田市東通４丁目５－１２
秋田県秋田市楢山大元町１
秋田県秋田市飯島穀丁大谷地２１－５
秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地１－１１
秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地１－２６
秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地２５３－８
秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地２５９番地２
秋田県秋田市飯島字砂田２６－１０
秋田県秋田市飯島字砂田２６番地７
秋田県秋田市飯島字砂田５１－２
秋田県秋田市飯島道東１丁目１９２－１０
秋田県秋田市保戸野鉄砲町５－１
秋田県大館市岩瀬字上軽石野３９－１４
秋田県大館市根下戸新町５－１５０
秋田県大館市根下戸新町５－１５０
秋田県大館市字中城１２－３
秋田県大館市釈迦内字稲荷山下１１０－２
秋田県大館市釈迦内字稲荷山下７１
秋田県大館市釈迦内字街道上３６番地
秋田県大館市釈迦内字桜下１５
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電話番号
018-874-9811
018-845-0711
018-845-1200
018-846-6011
018-880-6641
018-845-7855
018-857-1761
018-846-6151
018-845-8581
018-846-6854
018-846-3384
018-845-6867
018-846-6298
018-846-1983
018-857-5031
080-5044-2362
018-832-3748
018-880-5880
018-845-3665
018-880-6885
018-845-0502
018-816-0790
018-845-5559
018-845-6854
018-845-5517
080-5044-2366
018-823-0571
0186-54-6262
0186-42-1026
0186-42-3737
0186-42-0200
0186-48-3204
080-5044-2376
0186-48-4957
0186-48-7340

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

男鹿市

潟上市

北秋田市

鹿角市

事業所名
秋田三八五流通株式会社 大館営業所
ＤＯＷＡ通運株式会社 大館営業所
株式会社バイタルエクスプレス 大館営業所
アイビーデリバリー株式会社 大館営業所
北海道東北名鉄運輸株式会社 大館支店
佐川急便株式会社 大館営業所
有限会社けんぽく 本社営業所
白金運輸株式会社 大館営業所
羽後運送株式会社 大館支店
株式会社秋田エスエス商運大館 本社営業所
東北王子運送株式会社 大館営業所
大館貨物運送有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 秋田扇田センター
丸佐運送合資会社 大館営業所
第一貨物株式会社 大館支店
藤和建設株式会社 本社営業所
株式会社伸洋 大館営業所
新潟運輸株式会社 大館支店
ヤマト運輸株式会社 秋田男鹿支店
髙橋産業有限会社 本社営業所
船川臨港運送株式会社 本社営業所
株式会社八森運輸 秋田営業所
株式会社アストモスガスセンター秋田 昭和町営業所
丸佐運送合資会社 秋田営業所
勅使川原産業株式会社 秋田営業所
有限会社アスカ物流 鷹巣営業所
株式会社たけや製パン 北秋田営業所
ヤマト運輸株式会社 北秋田支店
田地川運送株式会社 秋田営業所
全農物流株式会社 秋田支店北秋田事業所
米代トラック株式会社 鷹巣営業所
三八五エクスプレス株式会社 鹿角営業所
秋印株式会社 鹿角営業所
白金運輸株式会社 鹿角営業所
株式会社八幡平貨物 本社営業所

※「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。

住所
秋田県大館市釈迦内字桜下１５
秋田県大館市清水４－３－２６
秋田県大館市清水４丁目４－４３
秋田県大館市川口字大人沢１１３－１
秋田県大館市川口字隼人岱４６－１
秋田県大館市池内字中台２１３
秋田県大館市二井田字前田野１０４－５２
秋田県大館市二井田字前田野３７－１５
秋田県大館市二井田字前田野３７－２４
秋田県大館市二井田字前田野３７－２６ １Ｆ
秋田県大館市二井田字前田野５－６５
秋田県大館市二井田字天神前６７番地
秋田県大館市比内町扇田字上中島１２－１
秋田県大館市比内町扇田字中島本道端８９－１
秋田県大館市片山町３－１－７０
秋田県大館市餅田字前田１０－１
秋田県大館市餅田字前田３４－２
秋田県大館市櫃崎字大道下２６－１
秋田県男鹿市脇本脇本字石館４６番１
秋田県男鹿市船越字内子２９４－１６２１
秋田県男鹿市船川港船川字芦沢２０５
秋田県潟上市昭和大久保字北野細谷道添７３－１０３
秋田県潟上市昭和乱橋字開上関田６３
秋田県潟上市天王字持谷地１３１－４
秋田県潟上市天王字追分西５１－４
秋田県北秋田市旭町９－５０
秋田県北秋田市綴子字糠沢柏木岱８９番地
秋田県北秋田市綴子字家下夕２６５
秋田県北秋田市綴子字糠沢上谷地１７０－１
秋田県北秋田市綴子字田中大道下１５４
秋田県北秋田市坊沢字中柳生７５
秋田県鹿角市十和田末広字和田２４－７
秋田県鹿角市八幡平字川部内川原６３－１
秋田県鹿角市八幡平字大里下モ川原１８３－１
秋田県鹿角市八幡平字谷内下モ平１１６－１２
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電話番号
0186-48-3385
0186-49-3388
0186-44-8353
0186-42-5290
0186-49-1227
0186-49-5240
0186-49-3175
050-3539-9124
0186-49-5311
0186-49-4005
0186-49-0292
0186-49-5610
080-5044-2378
0186-55-2050
0186-49-3737
0186-49-6580
0186-43-0077
0186-49-6811
080-5044-2373
0185-35-2408
0185-23-2391
018-877-6781
018-877-2966
018-878-5060
018-872-1247
0186-60-0253
0186-84-8777
080-5044-2381
0186-63-1981
0186-62-9144
0186-62-2001
0186-35-4554
0186-32-3610
0186-30-5512
0186-34-2011

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
仙北市
大仙市

にかほ市

能代市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 秋田鹿角支店
有限会社千秋恒産 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 秋田角館支店
ＡＬＳＯＫ秋田株式会社 大仙支社
日本通運株式会社 大曲航空営業所
有限会社丸橋運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 秋田協和センター
株式会社伸洋 大曲営業所
佐川急便株式会社 大曲路線営業所
株式会社大仙物流 本社営業所
全農物流株式会社 秋田支店仙北事業所
アルス運送株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 大曲営業所
ヤマトボックスチャーター株式会社 秋田支店
ヤマト運輸株式会社 秋田大曲支店
株式会社スクラムライン秋田 本社営業所
縫友運送株式会社 秋田営業所
吉川運輸株式会社 秋田営業所
仁賀保運送有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 秋田にかほ支店
第一貨物株式会社 象潟支店
株式会社アルプス物流 金浦出張所
株式会社三共サービス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 秋田能代南支店
株式会社三協運輸 本社営業所
能代運輸株式会社 本社営業所
第一貨物株式会社 能代営業所
武蔵貨物自動車株式会社 能代営業所
佐川急便株式会社 能代営業所
近物レックス株式会社 能代営業所
アルス運送株式会社 能代営業所
米代トラック株式会社 能代営業所
株式会社陽光運輸 本社
ヤマト運輸株式会社 秋田二ツ井センター
米代トラック株式会社 二ッ井営業所

※「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。

住所
秋田県鹿角市花輪小深田２７３番３
秋田県仙北市角館町広久内前川原７０番地の１
秋田県仙北市田沢湖小松字羽根ヶ台２７７番１
秋田県大仙市下深井新百年１５４－４
秋田県大仙市花館字鶴田６７－７
秋田県大仙市角間川町字元道巻５８
秋田県大仙市協和峰吉川字葎沢２－５
秋田県大仙市四ツ屋字上前村１３６－１
秋田県大仙市四ツ屋字中嶋１６４
秋田県大仙市神宮寺字中川原９２番４
秋田県大仙市清水字石田６０－１
秋田県大仙市川目字町東１０５－８
秋田県大仙市大曲西根字本田９５９－１
秋田県大仙市内小友字山根１５１，１５２
秋田県大仙市飯田字大道端５－２
秋田県大仙市鑓見内字野中９６番地
秋田県にかほ市芹田字家の森２
秋田県にかほ市金浦字古賀の田７１－１
秋田県にかほ市金浦字長倉谷地８４－５
秋田県にかほ市三森字高田２６番地
秋田県にかほ市象潟町字蒲谷地１－４
秋田県にかほ市飛字内平４５－１
秋田県にかほ市平沢字出ヶ沢１－１
秋田県能代市河戸川字長沼布６
秋田県能代市河戸川字南後田８２－１
秋田県能代市河戸川字北西山１４４－２
秋田県能代市字昇平岱２８－９
秋田県能代市字仙遊長根１６－１１
秋田県能代市字仙遊長根２９－６
秋田県能代市扇田字扇渕４番１４
秋田県能代市浅内字鵜川堺８－２
秋田県能代市浅内字玉清水１２０－１
秋田県能代市浅内字出戸谷地１１番地の４
秋田県能代市二ツ井町字海道上１００－１
秋田県能代市二ツ井町字五千苅４７－６
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電話番号
080-6604-9770
0187-53-2617
080-5044-2393
0187-63-8199
0187-62-8860
0187-65-2770
080-5044-2392
0187-66-1616
0187-62-7155
0187-73-5906
0187-56-7311
0187-63-7475
0187-68-2266
0187-68-2768
080-5044-2390
0187-42-8270
0184-36-2866
0184-38-2561
0184-38-2891
080-5044-2399
0184-43-5665
0184-44-8510
0184-36-2528
080-5044-2369
0185-55-1638
0185-55-1337
0185-52-4393
0185-52-0634
0185-53-4848
0185-58-4571
0185-89-5130
0185-52-4184
0185-55-1721
080-5044-2370
0185-73-4025

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

株式会社ダイニチ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 秋田能代北支店
千歳運送有限会社 本社営業所
湯沢市
第一貨物株式会社 秋田県南支店
有限会社北國急行 本社営業所
株式会社秋田物流 本社営業所
湯沢運送株式会社 本社営業所
羽後運輸株式会社 本社営業所
川連運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 秋田湯沢支店
山品工業株式会社 本社営業所
有限会社ジャパンクリエートアグリ 本社営業所
近物レックス株式会社 湯沢営業所
由利本荘市 本荘運輸倉庫株式会社 本社営業所
秋田三八五流通株式会社 秋田南流通センター営業所
ヤマト運輸株式会社 秋田本荘支店
佐川急便株式会社 本荘営業所
株式会社丸五急送 本社営業所
近物レックス株式会社 本荘営業所
本荘運送株式会社 本社
株式会社伸洋 本荘営業所
株式会社大滝 本社営業所
株式会社アクティオトランスポート 秋田営業所
ヤマト運輸株式会社 秋田矢島センター
有限会社矢島運送 本社営業所
株式会社秋南逓送 本社営業所
横手市
セイノースーパーエクスプレス株式会社 横手営業所
佐川急便株式会社 横手営業所
株式会社バイタルエクスプレス 横手営業所
北海道東北名鉄運輸株式会社 横手営業所
株式会社エル・ピー・ジー 本社営業所
大東実業株式会社 秋田営業所
十文字運送株式会社 本社営業所
五王興業有限会社 本社営業所
全農物流株式会社 秋田支店十文字事業所

※「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。

住所
秋田県能代市能代町字下浜１－２
秋田県能代市落合字上悪土１６８
秋田県湯沢市岡田町１７番７号
秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上５
秋田県湯沢市高松字中村１５１番地２
秋田県湯沢市山田字福島開２５９－７
秋田県湯沢市山田字福島開３７２－６
秋田県湯沢市杉沢新所字砂田３３－５
秋田県湯沢市川連町字道上７０
秋田県湯沢市倉内字石山８－１
秋田県湯沢市二井田字二ノ掵２９－２
秋田県湯沢市八幡字前田３番地
秋田県湯沢市柳田字中島２３２－３，２３３－１
秋田県由利本荘市花畑町２－２２
秋田県由利本荘市岩城道川字久保田１８－１
秋田県由利本荘市出戸町字赤沼下道５１
秋田県由利本荘市西目町海士剥字御月森１－５２３
秋田県由利本荘市石脇字山ノ神１１
秋田県由利本荘市石脇字山の神２２－１
秋田県由利本荘市石脇字赤冗１－２１４
秋田県由利本荘市二十六木字根木田２３－２
秋田県由利本荘市浜三川字湯ノ台２４
秋田県由利本荘市万願寺字小吹沢１０９
秋田県由利本荘市矢島町荒沢字荒沢１１１
秋田県由利本荘市矢島町荒沢字上荒沢４４－２
秋田県横手市旭川１－６－３１
秋田県横手市横手町字四ノ口３７－１
秋田県横手市横手町字大関越１５４
秋田県横手市卸町９－８
秋田県横手市外ノ目字壇森１７－３
秋田県横手市外目字三ッ塚山１５９番地の１
秋田県横手市外目字三ツ塚山４５－１
秋田県横手市十文字町字通町２
秋田県横手市十文字町字麻当１０－１
秋田県横手市十文字町十五野新田字梨木境１３

6／7 ページ

電話番号
0185-52-1300
080-5044-2368
0183-73-4180
0183-73-6185
0183-79-2882
0183-78-1212
0183-73-3138
0183-73-6011
0183-42-2171
080-5044-2388
0183-73-1634
0183-73-5563
0183-73-6183
0184-22-1432
0184-62-6660
080-5044-2396
0184-33-3434
0184-23-3553
0184-22-6450
0184-23-1904
0184-22-3600
0184-22-5566
0184-23-7651
080-5044-2398
0184-56-2411
0182-32-1540
0182-33-9481
0182-33-3100
0182-35-5720
0182-33-5446
0182-33-5855
0182-36-4481
0182-42-2136
0182-42-4932
0182-42-2550

主な輸送品目（任意掲載）

飲料等、食料品、農産物

市区郡名

事業所名

南秋田郡
仙北郡
山本郡
雄勝郡

日本通運株式会社 横手営業所
ヨコウン株式会社 配送センター営業所
株式会社岡部興業 本社営業所
新潟運輸株式会社 横手支店
アイビーデリバリー株式会社 横手営業所
日本郵便株式会社 横手郵便局
有限会社横手クリーンセンター 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 秋田横手支店
秋田三八五流通株式会社 横手営業所
有限会社小沼運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 秋田平鹿支店
東北第一物流株式会社 秋田県南営業所
株式会社デイライン 株式会社デイライン東北支店秋田物
流センター営業所
武蔵貨物自動車株式会社 横手営業所
東北王子運送株式会社 横手営業所
近物レックス株式会社 横手営業所
里見運送有限会社 本社
ヤマト運輸株式会社 秋田八郎潟支店
六郷小型貨物自動車運送株式会社 本社
両羽ロジスティクス株式会社 秋田営業所
豊幸商事運輸有限会社 本社営業所

※「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。

住所

電話番号

秋田県横手市杉沢字中杉沢４２４
秋田県横手市杉沢字中杉沢５９２－３
秋田県横手市杉沢字南杉沢１１１－１
秋田県横手市杉目字七日市１－１３
秋田県横手市前郷字下三枚橋３００
秋田県横手市大町６－１３
秋田県横手市南町２０番１２号
秋田県横手市八幡字八幡１４５－１
秋田県横手市婦気大堤字平林１－８８
秋田県横手市平鹿町浅舞字桜森境４
秋田県横手市平鹿町醍醐字下油川６９－１
秋田県横手市平鹿町醍醐字街道東２７－２

0182-35-4151
0182-33-6200
0182-33-9990
0182-32-0835
0182-33-6062
0182-32-3570
0182-33-7790
080-5044-2385
0182-33-4311
0182-24-1437
080-5044-2387
0182-25-3796

秋田県横手市平鹿町醍醐字当面町１－２

0182-56-0170

秋田県横手市柳田１２番１２
秋田県横手市柳田１－３
秋田県横手市柳田字笹崎３５１
秋田県横手市雄物川町東里字東里北５－１
秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋字沖谷地２３８
秋田県仙北郡美郷町六郷字往環南１２－１
秋田県山本郡三種町鵜川字八幡台１２４番地
秋田県雄勝郡羽後町野中字古舘５４

0182-36-0634
0182-36-0292
0182-33-5311
0182-22-2795
080-5044-2374
0187-84-2132
0185-85-4073
0183-78-4165
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主な輸送品目（任意掲載）

