貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
山形市

事業所名
株式会社ニヤクコーポレーション 山形事業所
名鉄運輸株式会社 山形支店
山形郵便輸送株式会社 山形本社営業所
日本郵便株式会社 山形中央郵便局
ＡＬＳＯＫ山形株式会社 ＡＬＳＯＫ山形株式会社
近物レックス株式会社 山形支店
ヤマト運輸株式会社 山形成沢センター
アートコーポレーション株式会社 山形営業所
東北王子運送株式会社 山形営業所
南東北福山通運株式会社 山形支店
株式会社浜名コーポレーション 山形営業所
鮫川運送株式会社 山形営業所
株式会社ティスコ運輸 本社営業所
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
日本通運株式会社 山形営業所
株式会社サカイ引越センター 山形支社
山形陸運株式会社 山形南営業所
日通山形運輸株式会社 山形南営業所
ヤマト運輸株式会社 山形松波センター
日本郵便株式会社 山形南郵便局
ヤマト運輸株式会社 山形桧町センター
株式会社新開トランスポートシステムズ 山形営業所
ヤマト運輸株式会社 山形吉原センター
日軽物流株式会社 山形営業所
第一貨物株式会社 山形支店
株式会社山形パッケージセンター 山形営業所
原田運輸株式会社 本社営業所
キユーソーティス株式会社 山形営業所
菊池商事株式会社 山形支店
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
東北三八五流通株式会社 山形営業所
有限会社コーセーライン 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。

安全性優良事業所
住所

（山形県）
電話番号

山形県山形市伊達城１丁目６－１０
山形県山形市花岡１１９
山形県山形市若宮一丁目５－７
山形県山形市十日町一丁目７－２４
山形県山形市松栄１丁目３－２
山形県山形市瀬波１－５－５
山形県山形市成沢西５丁目７－１
山形県山形市西田３－１６－４３
山形県山形市千石６９
山形県山形市千石６９番地
山形県山形市蔵王松ケ丘１丁目２番１０号
山形県山形市蔵王松ヶ丘２－１－１１
山形県山形市大字漆山字大段１８５０番地２３
山形県山形市大字漆山字東８５４番地
山形県山形市大字十文字字中河原１４２３－９
山形県山形市大字十文字字天神東７７７外３１筆
山形県山形市大字松原字江向６５３番２
山形県山形市大字松原字谷地８８６－１
山形県山形市大字沼木字下川原１１３９－１９
山形県山形市東山形１丁目１５－５
山形県山形市白山一丁目１３－８
山形県山形市桧町１－４－３２
山形県山形市桧町３－８－１
山形県山形市富の中４丁目７－１
山形県山形市鋳物町９－２
山形県山形市北町３丁目１０番１号
山形県山形市立谷川１－１１１４
山形県山形市立谷川２－２０２６
山形県山形市立谷川３丁目９８７
山形県山形市流通センター４－６－４

023-687-4322
023-687-2415
023-643-0015
023-622-0707
023-647-5500
023-684-1773
080-5451-8567
023-646-0123
023-625-3711
023-625-0940
023-688-1312
023-674-9275
023-686-9860
023-685-6066
023-686-3866
023-686-4385
023-689-1140
023-688-3327
023-633-2321
080-5044-0393
023-622-0735
080-5045-0447
023-684-2153
080-5045-9197
0238-39-2242
023-684-1301
023-687-4344
023-686-4020
023-686-9015
023-633-2528

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丁目１－１
山形県山形市流通センター二丁目６番地５

023-633-2385
023-674-0812
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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
山形ビジネスサービス株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 山形立谷川センター
株式会社丸運ロジスティクス東北 山形営業所
株式会社オネテック 本社営業所
株式会社バイタルエクスプレス 山形営業所
株式会社キヨスミ 本社営業所
日本通運株式会社 山形警送営業所
新潟運輸株式会社 山形支店
ヤマト運輸株式会社 山形西部センター

ＹＢＳサービス株式会社 本社営業所

尾花沢市
寒河江市

酒田市

丸東運送株式会社 山形営業所
西濃運輸株式会社 山形支店
ヤマト運輸株式会社 山形主管支店
株式会社ビー・アイ運送 山形ロジスティクス
株式会社アサヒセキュリティ 山形営業所
株式会社丸の内運送 山形営業所
第一貨物株式会社 山形流通ターミナル支店
山形陸運株式会社 本社営業所
東北第一物流株式会社 本社営業所
東北乳運株式会社 山形営業所
株式会社大地物流 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 尾花沢センター
日本郵便株式会社 寒河江郵便局
有限会社エヌ・オー通産 山形営業所
西部建材株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 寒河江高松センター
株式会社スカイ運輸 寒河江営業所
公平商事株式会社 本社営業所
菊池商事株式会社 本社営業所
双葉重機リース株式会社 本社
アート梱包運輸株式会社 東北営業所
株式会社丸の内運送 本社営業所
寒河江物流株式会社 本社営業所
日通庄内運輸株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 酒田営業所
向島運送株式会社 酒田営業所

※「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
山形県山形市旅篭町３－２－３
山形県山形市大字十文字字大原８４８番地、８６３番地
山形県山形市花岡１２１－１
山形県山形市花岡１３０番地
山形県山形市蔵王松ケ丘１丁目２－１０
山形県山形市大字志戸田８９３－１
山形県山形市大字漆山３３８５－１６
山形県山形市大字千手堂字沢田２２９－１他２筆
山形県山形市大字門伝字樋渡４１３６番
山形県山形市鋳物町１８番地
山形県山形市鋳物町１番地３
山形県山形市樋越５４
山形県山形市上柳４８－１
山形県山形市富神台３５
山形県山形市前田町１７－３４
山形県山形市流通センター１丁目１０－１
山形県山形市流通センター４－１－１８
山形県山形市流通センター４－１－２
山形県山形市流通センター４－６－５
山形県山形市流通センター４丁目６－４
山形県尾花沢市大字荻袋字西荻原１３１８－１１
山形県尾花沢市大字尾花沢字下新田１５６１－２
山形県寒河江市丸内一丁目２－２
山形県寒河江市西根高畑２１－１、２２－１
山形県寒河江市大字西根字中川原１１０－５
山形県寒河江市大字米沢字富沢５７９－１
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１５９－４
山形県寒河江市中央工業団地１６８番地
山形県寒河江市中央工業団地１６９番地
山形県寒河江市中央工業団地１９２番地
山形県寒河江市高田３丁目８４－１
山形県寒河江市中央工業団地１７０番地
山形県酒田市宮海字新林５７２－４
山形県酒田市宮海字新林５７２番地４
山形県酒田市宮海字中砂畑２７－１３
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電話番号

主な輸送品目（任意掲載）

023-628-3854
080-5451-8568
023-686-3900
023-686-5165
023-689-0273
023-644-3551
023-685-5055
023-684-7121
080-5068-1398
023-644-1911 食料品、飲料等、出版・印刷物
023-643-5533
023-684-4490
023-687-4000
023-646-7245
023-615-7012
023-687-0262
023-633-2361
023-633-2212
023-633-2216
023-615-0757
0237-25-2025
080-5044-0206
0237-86-2311
0237-83-0771
0237-86-2270
080-5044-0221
0237-83-3004
0237-84-2275
0237-86-5581
0237-86-2145
0237-77-5651
0237-86-2541
0237-86-6181
0234-33-0301
0234-33-0232
0234-34-2146

市区郡名

新庄市

事業所名
佐川急便株式会社 酒田営業所
エイエスエムトランスポート株式会社 本社営業所
田中産業株式会社 酒田営業所
ヤマト運輸株式会社 山形八幡センター
日本郵便株式会社 酒田郵便局
山形ビジネスサービス株式会社 庄内営業所
ヤマト運輸株式会社 酒田大宮センター
一宮運輸株式会社 酒田営業所
新潟運輸株式会社 酒田支店
両羽ロジスティクス株式会社 本社営業所
結城運輸倉庫株式会社 酒田営業所
株式会社小松商事 本社営業所
東北三八五流通株式会社 酒田営業所
東邦運輸株式会社 本社営業所
株式会社バイタルエクスプレス 酒田営業所
株式会社八森商運 本社営業所
有限会社八幡軽運送 本社営業所
株式会社フコックス 酒田営業所
株式会社オネテック 庄内営業所
株式会社丸運ロジスティクス東北 酒田営業所
ヤマト運輸株式会社 酒田京田センター
ヤマト運輸株式会社 酒田光ヶ丘センター
酒田海陸運送株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 酒田海運重機営業所
株式会社ヨウコー 酒田営業所
荘内運送株式会社 酒田営業所
福山エクスプレス株式会社 庄内営業所
南東北福山通運株式会社 庄内支店
株式会社富士興業 山形営業所
株式会社エスケーテー 新庄営業所
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
東北西濃運輸株式会社 新庄営業所
近物レックス株式会社 新庄営業所
浪速運送株式会社 山形営業所
ヤマト運輸株式会社 新庄センター

※「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
山形県酒田市京田２－１－１
山形県酒田市京田２－１－１１
山形県酒田市広栄町１－１－２
山形県酒田市常禅寺字西田３６－３－２
山形県酒田市新井田町１０－１
山形県酒田市千石町１丁目１２－３２
山形県酒田市大宮町１－６－８
山形県酒田市大宮町２－１－１０
山形県酒田市大宮町２－５－１
山形県酒田市大宮町２－６－４
山形県酒田市大字宮海字新林５７２－１２
山形県酒田市大字宮海字新林５７２－１９
山形県酒田市大字広栄町１丁目２番地の１
山形県酒田市大浜２－１－７
山形県酒田市東両羽町７－４
山形県酒田市北浜町１番地９８
山形県酒田市北浜町３－７
山形県酒田市宮海字明治２７３－７
山形県酒田市京田２丁目１３－１１
山形県酒田市京田４丁目７－１
山形県酒田市京田二丁目１番４
山形県酒田市浜松町７６番３２９
山形県酒田市船場町２－６－１９
山形県酒田市大字宮海字治八郎畑１番３１
山形県酒田市北浜町１－３０
山形県酒田市両羽町１１－３
山形県酒田市両羽町１２－１
山形県酒田市両羽町１２－１
山形県新庄市五日町字宮内２７６－１－５３０
山形県新庄市大字升形字笹原２８３９－１
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
山形県新庄市大字鳥越字駒場１４８８－４１
山形県新庄市大字鳥越字南沢山神沢２８６６－４５
山形県新庄市大字福田字福田山７１１－８３
山形県新庄市大字福田字福田山７１１番１８５
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電話番号
0234-31-3331
0234-31-4011
0234-31-2711
080-5045-9204
0234-22-1120
0234-24-6186
080-5044-0243
0234-26-4066
0234-22-7233
0234-23-0210
0234-33-0577
0234-34-7341
0234-31-3851
0234-33-5544
0234-25-8605
0234-33-5008
0234-33-5008
0234-33-5420
0234-25-5100
0234-43-6911
080-6604-8961
080-5451-7269
0234-22-1801
0234-35-1288
0234-33-7781
0234-22-4470
0234-24-2923
0234-24-2920
0233-29-4308
0233-26-2711
0233-22-3938
0233-22-6066
0233-23-2930
0233-22-3931
0233-23-3545
080-5044-0199

主な輸送品目（任意掲載）

事業所名

市区郡名

丸東運送株式会社 新庄営業所
佐川急便株式会社 新庄営業所
日通山形運輸株式会社 新庄営業所

鶴岡市

東北王子運送株式会社

山形新庄営業所

東北第一物流株式会社

新庄営業所

有限会社重起 本社営業所
有限会社ピーシー・コックセンター 本社営業所
カメイ物流サービス株式会社 庄内営業所
株式会社丸市運送 庄内営業所
日本郵便株式会社 鶴岡郵便局
ヤマト運輸株式会社 山形温海センター
ミズカ運輸株式会社 鶴岡営業所
ヤマト運輸株式会社 鶴岡大山センター
荘内運送株式会社 本社営業所
株式会社エスケーテー 本社営業所
有限会社菅原運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 山形藤島センター
株式会社小松商事 藤島営業所
日本通運株式会社 庄内航空貨物センター
近物レックス株式会社 庄内支店
新潟運輸株式会社 鶴岡支店
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 庄内支店
日通庄内運輸株式会社 鶴岡営業所
ヤマト運輸株式会社

山形櫛引センター

ＡＬＳＯＫ山形株式会社
萬運輸株式会社

天童市

鶴岡支社

庄内営業所

住所

電話番号

山形県新庄市大字本合海字福宮１１１６－５５
山形県新庄市福田字福田山７１１－８５
山形県新庄市大字鳥越字南沢山神沢２８６６番地１４
山形県新庄市大字福田字福田山７１１番１９６、７１１
番１９７、７１１番２１２
山形県新庄市大字本合海字福宮１１２５－１７
山形県鶴岡市羽黒町川代字八森２８６番地１（旧東田川
郡羽黒町）
山形県鶴岡市下山添字一里塚６５
山形県鶴岡市茅原町２８－５１
山形県鶴岡市丸岡字鳥飼２７－７
山形県鶴岡市山王町４－１５
山形県鶴岡市早田字戸ノ浦７７－１（旧西田川郡温海
町）
山形県鶴岡市大荒字大戸前２２－１０
山形県鶴岡市大山字上柳原２７番１
山形県鶴岡市大字文下字久保田１
山形県鶴岡市大字文下字沼田１９８－２
山形県鶴岡市大半田字丁野田３－１
山形県鶴岡市藤島字鶴巻８０
山形県鶴岡市藤浪三丁目９０番地
山形県鶴岡市美咲町３７番１他１筆
山形県鶴岡市宝田１－９－１０
山形県鶴岡市宝田１－９－５１
山形県鶴岡市宝田３丁目４番６４号
山形県鶴岡市余慶町５－３０
山形県鶴岡市下山添字茶屋川原２番地１（旧東田川郡櫛
引町）
山形県鶴岡市錦町４－１９７

0233-26-2841
0233-22-3611
0233-22-5814
0233-22-1292
0233-29-2333
0235-62-2621
0235-57-2885
0235-23-1786
0235-78-7267
0235-22-0401
080-5045-1595
0235-35-3320
080-5421-1363
0235-29-2211
0265-28-3066
0235-23-3042
080-5044-1561
0235-64-4411
0235-22-1355
0235-22-7615
0235-22-2833
0235-29-4560
0235-22-1504
080-5451-9544
0235-24-2650

山形県鶴岡市常磐木字関口９７－１（旧東田川郡櫛引町） 0235-57-5113

ヤマト運輸株式会社 鶴岡白山センター
田川商運株式会社 藤島営業所
東北センコー運輸株式会社 庄内営業所
ヤマト運輸株式会社 鶴岡宝田センター

山形県鶴岡市大淀川字洞合２１番１、２１番３
山形県鶴岡市藤島字矢立５７－３（旧東田川郡藤島町）
山形県鶴岡市日和田町１９－２０
山形県鶴岡市宝田３丁目４－６４

有限会社フジ建機運輸

山形県鶴岡市幕野内字大橋本５２－１（旧東田川郡藤島町）
0235-64-3847

本社営業所

天童重機運輸株式会社 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。

山形県天童市清池東一丁目２－２６
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080-5044-0308
070-5321-1548
0235-23-9901
080-5044-0265

023-655-5711

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

長井市

南陽市

東根市

事業所名
カメイ物流サービス株式会社 山形営業所
三愛ロジスティクス株式会社 山形営業所
大虎運輸東北株式会社 山形支店
佐川急便株式会社 山形営業所
イーグル輸送株式会社 本社営業所
日本図書輸送株式会社 山形営業所
ロジトライ東北株式会社 山形事業所
両羽ロジスティクス株式会社 山形営業所
ベア・ロジコ株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 天童センター
株式会社サン配送センター 本社営業所
長岡運輸有限会社 本社営業所
株式会社関東エース 山形営業所
日本通運株式会社 山形物流センター
株式会社佐藤運送 山形営業所
ヤマトボックスチャーター株式会社 山形支店
センコン物流株式会社 山形営業所
武蔵通商株式会社 山形営業所
第一貨物株式会社 天童支店
株式会社ひさげ運輸 山形営業所
センコーエーラインアマノ株式会社 山形営業所
米沢合同運送株式会社 長井営業所
株式会社丸の内運送 置賜営業所
第一貨物株式会社 長井支店
吉川運輸株式会社 山形営業所
ヤマト運輸株式会社 山形長井センター
ヤマラク運輸株式会社 南陽営業所
フコク物流株式会社 山形営業所
有限会社ダイエイサービス 本社
株式会社丸運ロジスティクス東北 南陽営業所
ヤマト運輸株式会社 南陽宮内センター
日本郵便株式会社 東根郵便局
有限会社笹原産業運輸 本社営業所
株式会社バイタルエクスプレス 村山営業所
ジェイロジスティクス株式会社 山形営業所
東北王子運送株式会社 東根流通センター

※「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

山形県天童市石鳥居１－１－１５４
山形県天童市石鳥居１丁目１１４６－１
山形県天童市大字蔵増１４３６－１０
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２丁目２－５２
山形県天童市石鳥居一丁目４－４７
山形県天童市石鳥居二丁目１－１０９
山形県天童市蔵増字長沼３１７４
山形県天童市大字芳賀字楯丿城４５７－１
山形県天童市大字老野森字光戒旦３３９
山形県天童市東芳賀２－１１－５
山形県天童市北久野本３丁目３－６
山形県天童市清池東２丁目５－２７
山形県天童市清池東二丁目７－２０
山形県天童市長岡北４丁目７－７
山形県天童市石鳥居一丁目３１２４－１、３１２４－３
山形県天童市石鳥居二丁目１番７５号
山形県天童市大字山口１４９４－１
山形県天童市大字乱川三丁目７－６２
山形県天童市長岡北四丁目７番５
山形県天童市北目４－４－１０
山形県長井市九野本２６２０－１
山形県長井市今泉５６６
山形県長井市今泉字鶴喰一１１０－４
山形県長井市時庭向１５２－３
山形県長井市舟場１５－３、１５－４、１５－５
山形県南陽市宮内７１５番地３
山形県南陽市池黒１２８４番地１６
山形県南陽市竹原３２７３－１
山形県南陽市宮内字穴田四１０１３番８の２
山形県南陽市池黒字大坪９１８－２、９１７－５
山形県東根市三日町３－３－１８
山形県東根市神町西１－１－６
山形県東根市神町西１丁目３番２０号
山形県東根市大字羽入字西野１００７
山形県東根市大字羽入字西野１００７

023-655-2078
023-658-1582
023-679-5421
023-655-5730
023-655-5331
023-655-4677
023-655-4245
023-651-8891
023-655-2126
080-5044-0280
023-655-5970
023-653-2257
023-655-9650
023-655-7551
023-686-5628
023-658-1655
023-655-3412
023-657-3101
023-654-2424
023-655-6007
023-652-0531
0238-88-1650
0238-87-0788
0238-84-2333
0238-88-4110
080-5044-0294
0238-47-2780
0238-59-1060
0238-47-3411
0238-47-3120
080-6698-2425
0237-43-5365
0237-47-3515
0237-49-1970
0237-47-3292
0237-47-3030
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

村山市

米沢市

上山市

事業所名

住所

協同産業株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 山形東根センター
株式会社丸市運送 本社営業所
山形陸運株式会社 東根市学校給食配送センター営業所
株式会社首都圏物流 山形センター
有限会社中央興産 本社営業所
日神機工株式会社 山形営業所
村山運輸株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 山形村山センター
有限会社まるよし運輸 本社営業所
日本郵便株式会社 米沢郵便局
カメイ物流サービス株式会社 米沢営業所
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
有限会社加藤運輸 本社営業所
米沢合同運送株式会社 本社営業所
第一貨物株式会社 米沢支店
ジークライト株式会社 運輸事業部
東北第一物流株式会社 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

山形県東根市大字蟹沢字下縄目１８６３－１９
山形県東根市大字東根元東根字一本木５９７５－４
山形県東根市大字野田７２４－１
山形県東根市東根元東根字一本木６０３２
山形県東根市大字野田字三ツ屋浦７１１番地
山形県東根市中央１丁目１２番２２号
山形県村山市大久保寄込３９７６－２
山形県村山市大字本飯田字下新宿７８９番地の５
山形県村山市中央２－１０８０－９
山形県村山市中央２－９－６
山形県米沢市金池三丁目１－４３
山形県米沢市窪田町窪田字紀之国田１０７３－５
山形県米沢市窪田町窪田字中谷地３５１７－３
山形県米沢市窪田町窪田字唐屋敷３１３
山形県米沢市大字花沢３０９９－１５
山形県米沢市大字花沢３１５８
山形県米沢市大字花沢字上ノ町東五３６１
山形県米沢市大字板谷字岩陰７０４－１
山形県米沢市中田町字外ノ内弍１１４１－１４
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谷地田２１１４、米沢市窪田町窪
南東北福山通運株式会社 米沢営業所
田字西壱本松下３－２
日通山形運輸株式会社 米沢営業所
山形県米沢市中田町字北川原壱１２４８－１
日本通運株式会社 米沢営業所
山形県米沢市中田町字北川原壱１２４８－１
日本通運株式会社 米沢航空貨物センター
山形県米沢市八幡原５－３９４８－７
セイノースーパーエクスプレス株式会社 米沢営業所
山形県米沢市八幡原５丁目４８６２－１３
高橋運輸興業株式会社 米沢営業所
山形県米沢市万世町桑山字下飛行壇２９８１番地４
株式会社勝組 本社
山形県米沢市万世町片子４４－１
新潟運輸株式会社 米沢支店
山形県米沢市窪田町窪田字東小境１３０４－２
ヤマト運輸株式会社 米沢広幡センター
山形県米沢市広幡町京塚２６４３番１
ヤマト運輸株式会社 米沢花沢センター
山形県米沢市大字花沢字和久井田四２９１９－１
村正運輸株式会社 八幡原営業所
山形県米沢市八幡原１－１－３１
トナン輸送株式会社 山形営業所
山形県米沢市八幡原５丁目３９４８番の９
株式会社ジャスト・ランニング・センター 本社営業所 山形県米沢市万世町片子８０－２
株式会社エタニティー・タイシン 本社営業所
山形県上山市久保手４００５－１０

※「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。
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電話番号
0237-53-0557
080-5044-0307
0237-47-0856
0237-48-6222
0237-49-2366
0237-41-1282
0237-48-6850
0237-58-2124
080-5044-0206
0237-55-3508
0238-22-5001
0238-37-7221
0238-36-0251
0238-37-5500
0238-23-5456
0238-22-1430
0238-23-3363
0238-39-5081
0238-37-6615
0238-37-3030
0238-36-1560
0238-36-0292
0238-36-0234
0238-37-2200
0238-28-5911
0238-28-0131
0238-29-0230
0238-21-2958
0238-37-5533
080-5068-0119
080-5044-0180
0238-28-3335
0238-29-0009
0238-22-2332
023-672-4450

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

飽海郡
北村山郡
西村山郡

西置賜郡

事業所名
ヤマト運輸株式会社 上山弁天センター
山形陸上運送株式会社 上山営業所
株式会社エネックス 庄内営業所
トヨタライン株式会社 虹ヶ丘営業所
株式会社奥羽ダイキンロジテス 本社営業所
株式会社第一運輸 山形営業所
ヤマト運輸株式会社 山形河北町センター
小国運輸機工株式会社 小国支店
ヤマト運輸株式会社 山形小国センター
有限会社鷹山物流 本社営業所
ヤマラク運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 白鷹センター

東置賜郡

東田川郡

東村山郡
最上郡

株式会社ダイヤ運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 高畠センター
日通山形運輸株式会社 川西営業所
庄内市場運送株式会社 本社営業所
第一貨物株式会社 庄内支店
西濃運輸株式会社 庄内営業所
両羽ロジスティクス株式会社 庄内営業所
株式会社ひさげ運輸 本社営業所
株式会社ビー・アイ運送 山形営業所
ヤマト運輸株式会社 山形中山センター
ヤマト運輸株式会社 山形真室川センター

※「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

山形県上山市弁天１－３１６－１
山形県上山市弁天二丁目４番１号
山形県飽海郡遊佐町菅里字十里塚１９３－５７
山形県北村山郡大石田町大字今宿６５０
山形県西村山郡河北町大字吉田字花ノ木１２３２番３１
山形県西村山郡河北町谷地字真木２６６－１２
山形県西村山郡河北町谷地中央５丁目４－３
山形県西置賜郡小国町杉沢２５番地１
山形県西置賜郡小国町大字町原字馬道堀添１－３５９－
１０
山形県西置賜郡白鷹町大字荻野５８２－１
山形県西置賜郡白鷹町大字十王３２２１
山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥乙字東館１２２４－１，
１２２４－２，１２２４－３
山形県東置賜郡高畠町糠野目２８３－１
山形県東置賜郡高畠町大字深沼字蒲原２１２４－３
山形県東置賜郡川西町西大塚４３４３番地
山形県東田川郡三川町大字押切新田字杉苗田２３－２
山形県東田川郡三川町大字青山字外川原１９２番２０
山形県東田川郡三川町大字成田新田字前田元３８５－１
山形県東田川郡庄内町常万字一本木西６６－１
山形県東田川郡庄内町余目字月屋敷２１９番１
山形県東村山郡中山町大字岡字金田２００８－２
山形県東村山郡中山町大字長崎字新田町３９－１
山形県最上郡真室川町大字平岡字片杉野１６９２－１１

080-5044-1578
023-672-2811
0234-77-3877
0237-35-4048
0237-72-6621
0237-73-4221
080-5044-0401
0238-62-5151
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080-5044-1590
0238-85-1185
0238-86-0088
080-6699-5660
0238-58-5333
080-5044-0423
0238-36-0234
0234-92-2113
0235-64-1155
0235-66-4911
0234-43-4891
0234-42-0202
023-674-0792
080-5044-0372
080-5044-0352

主な輸送品目（任意掲載）

