貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
甲府市

上野原市
大月市

事業所名
三ツ輪運輸株式会社 甲府営業所
ヤマト運輸株式会社 甲府下石田センター
有限会社森田運送 本社営業所
ヤマナシ流通株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 甲府東支店
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
日本通運株式会社 西東京警送支店 甲府警送課
有限会社ジャパン総合サービス 本社営業所
有限会社内田運送 本社営業所
山梨重量株式会社 本社営業所
近物レックス株式会社 甲府支店
山梨中央運送株式会社 本社営業所
富岳通運株式会社 甲府支店
株式会社城南ロードサービス 本社
山栄物流株式会社 甲府営業所
日本郵便株式会社 甲府中央郵便局
綜合警備保障株式会社 山梨支社
株式会社ナガヤマ物流 甲府営業所
有限会社黒薔薇運輸 本社営業所
中部食品株式会社 本社営業所
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
甲府日通興業株式会社 本社営業所
有限会社甲南物流 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 甲府北支店
株式会社坂本建運 本社営業所
トランコムＤＳ株式会社 甲府営業所
有限会社協和陸送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 上野原支店
丸十小型運送有限会社 本社営業所
有限会社西室運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大月センター

※「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。

安全性優良事業所
住所

山梨県甲府市横根町１８０－１
山梨県甲府市下石田２丁目４０４番
山梨県甲府市下曽根町１１３８－１
山梨県甲府市住吉４－２－２２
山梨県甲府市住吉４丁目２２番１５号
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
山梨県甲府市上今井町椀面７４０－３
山梨県甲府市上石田１－３６１
山梨県甲府市上石田１－６－７
山梨県甲府市上曽根町２９３０－１
山梨県甲府市上曽根町３９０５－６
山梨県甲府市城東３－５－１０
山梨県甲府市西下条町１０９４－３
山梨県甲府市西下条町１３３０番地
山梨県甲府市青葉町７－３０
山梨県甲府市太田町６－１０
山梨県甲府市太田町８－１
山梨県甲府市大里町１０８
山梨県甲府市大里町１１４９－１
山梨県甲府市大里町字大北耕地１００１－１
山梨県甲府市朝気３－２１－９
山梨県甲府市朝気３－２２－１０
山梨県甲府市南口町７－１５
山梨県甲府市白井町１９８１－１
山梨県甲府市飯田１丁目２４４１－１
山梨県甲府市富士見１－２２－１１
山梨県甲府市落合町５９－２
山梨県甲府市緑ケ丘２－１０９６
山梨県上野原市新田６９７
山梨県上野原市鶴川１１５
山梨県大月市七保町下和田６７－１
山梨県大月市大月町真木字堰下４８－１他１０筆
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（山梨県）
電話番号
055-235-6461
0570-200-000
055-242-7005
055-235-3130
080-5044-3652
055-232-1414
055-242-0501
055-243-1251
055-222-7718
055-222-9223
055-266-5035
055-266-7060
055-235-6358
055-241-4451
055-243-4311
055-223-3377
055-235-3466
055-223-3200
055-268-2551
055-241-5295
055-228-4111
055-233-5746
055-235-2361
055-233-5995
055-262-0717
080-5044-3728
055-253-1000
090-9949-6302
055-251-5631
080-5044-3653
0554-63-2556
0554-22-1707
0570-200-000

H30.8.1
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
甲斐市

甲州市

中央市

事業所名
有限会社上野油店 本社営業所
株式会社クリーン環境センター 本社営業所
有限会社美珠商事 本社営業所
新潟運輸株式会社 甲府支店
株式会社敷島陸送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 甲斐支店
有限会社田中運送 本社営業所
山梨総合運輸株式会社 本社営業所
株式会社甲斐延 竜王営業所
有限会社山八運送 本社営業所
有限会社山梨高尾貨物 本社営業所
平沢運輸株式会社 竜王営業所
ヤマト運輸株式会社 塩山センター
株式会社東栄 本社営業所
有限会社松里運送 本社営業所
有限会社寺田運輸 本社営業所
有限会社町田運輸 本社営業所
有限会社内田運送 本社営業所
勝栄運輸株式会社 本社営業所
高運送株式会社 山梨営業所
成増運輸株式会社 山梨営業所
株式会社中部 本社営業所
有限会社丸新運輸 本社営業所
山梨総合運輸株式会社 田富営業所
山梨名鉄運輸株式会社 本社営業所
株式会社コーエイ 流通団地営業所
有限会社アイ・エム商運 本社営業所
株式会社ギオン 甲府センター
山梨貨物自動車株式会社 甲府営業所
都留貨物自動車株式会社 甲府支店
小林運送株式会社 本社営業所
山梨西多摩株式会社 田富営業所
甲府通運株式会社 田富営業所
株式会社山恊商事 本社営業所
藤進運輸株式会社 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。

住所
山梨県甲斐市下今井８９
山梨県甲斐市西八幡３４８３－１
山梨県甲斐市西八幡４０６４番地１１
山梨県甲斐市西八幡字御林尻４１０６－１他８筆
山梨県甲斐市大下条９３５番地１
山梨県甲斐市大字大下篠字深田３１７－１
山梨県甲斐市島上条字石原田５０７
山梨県甲斐市富竹新田１５０６－２
山梨県甲斐市富竹新田１８００－１
山梨県甲斐市富竹新田１８１２－３
山梨県甲斐市万才７４１－１
山梨県甲斐市竜王新町５５０
山梨県甲州市塩山下於曽６５５－１
山梨県甲州市塩山熊野１４６，１４５－２
山梨県甲州市塩山三日市場７９５－１
山梨県甲州市勝沼町休息１７６５
山梨県甲州市勝沼町山字北田中４２８－１
山梨県甲州市勝沼町菱山２７１６－１
山梨県甲州市勝沼町綿塚５９５－１
山梨県甲州市勝沼町綿塚６９６－１
山梨県甲州市勝沼町綿塚６９６－１
山梨県中央市一町畑９１２－１
山梨県中央市臼井阿原１６４１－１５
山梨県中央市臼井阿原１６４１－１６
山梨県中央市臼井阿原１６４１－６
山梨県中央市臼井阿原字葭原１６４１－１
山梨県中央市臼井阿原字葮原１６９３－９
山梨県中央市山之神流通団地１－８－４
山梨県中央市山之神流通団地２４７３－１１
山梨県中央市山之神流通団地２４７３－１１
山梨県中央市山之神流通団地３１６２－１５
山梨県中央市山之神流通団地３１６２番１５
山梨県中央市山之神流通団地３２１１－１４
山梨県中央市山之神流通団地３３２９番地１
山梨県中央市山之神流通団地３－６－１
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電話番号
0551-28-2035
055-276-2407
055-276-8976
055-279-0311
055-277-2251
080-5044-3699
055-277-2151
055-276-5672
055-279-2020
055-279-2031
055-260-7120
055-276-2039
080-5044-3676
0553-32-1700
0553-33-5114
0553-44-1109
0553-44-0898
0553-44-0351
0553-44-2004
055-344-6066
055-344-2702
055-273-1771
055-274-5201
055-274-5773
055-273-7911
055-273-4333
055-273-1905
055-230-7730
055-273-6167
055-273-5661
055-273-5631
055-273-6181
055-273-5471
055-273-1923
055-273-6551

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

都留市

韮崎市

笛吹市

事業所名

住所

電話番号

ヤマト運輸株式会社 玉穂センター
株式会社中央ミルク 本社
株式会社山梨広告運送 本社営業所
株式会社トーショー 甲府営業所
西濃運輸株式会社 甲府支店
みのり運輸株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 甲府特輸課
日正運輸株式会社 甲府営業所
株式会社甲斐興運 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
富岳通運株式会社 都留支店
ヤマト運輸株式会社 山梨都留センター
株式会社大月陸送 本社営業所
甲信越福山通運株式会社 都留営業所
有限会社都留運送 本社営業所
トランコムＤＳ株式会社 都留営業所
ヤマト運輸株式会社 韮崎支店
新山梨陸送株式会社 本社営業所
株式会社正洋 山梨営業所
株式会社輿石運送土木 本社営業所
有限会社三枝商事 本社営業所
甲信越福山通運株式会社 韮崎営業所
国土興産株式会社 本社営業所
塩川運輸株式会社 本社営業所
有限会社砂畑建材 本社営業所
韮崎本町運送株式会社 本社営業所
有限会社昭和総業 本社営業所
東名輸送株式会社 山梨営業所
有限会社石田運送 本社事務所
株式会社キャリー 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 山梨一宮センター
エルテックサービス株式会社 本社営業所

山梨県中央市若宮５２番２、５２番３
山梨県中央市西花輪４４６８
山梨県中央市西新居３３０－７
山梨県中央市大字山之神字流通団地３１６２－３７
山梨県中央市大字中楯字ナメシ８６７－１
山梨県中央市大鳥居４５４０－１
山梨県中央市中楯７６９
山梨県中央市中楯相ノ田１５０８
山梨県中央市東花輪字戈之神２１２８
山梨県中央市馬籠９４１
山梨県中央市布施３５８
山梨県都留市小形山沖大原２－２
山梨県都留市小野５２０番地
山梨県都留市大原１８７－１
山梨県都留市朝日馬場字虻ノ宮８１３－２
山梨県都留市法能字西山２７７６－３
山梨県都留市与縄５９６－３
山梨県韮崎市一ツ谷１８８６－１
山梨県韮崎市一ツ谷１９９５
山梨県韮崎市穴山町７５００番地
山梨県韮崎市水神２－７－２１
山梨県韮崎市清哲町青木２１３１番地
山梨県韮崎市大草町下条西割１４１１
山梨県韮崎市中田町小田川８０２－１
山梨県韮崎市中田町大字小田川字屋敷添１４９９－１
山梨県韮崎市穂坂町宮久保１１７
山梨県韮崎市本町４－４－２３
山梨県韮崎市竜岡町下条南割字西原４８９－１
山梨県韮崎市竜岡町下條南割５１０番地
山梨県韮崎市龍岡町下條南割１１１３－３
山梨県笛吹市春日居町熊野堂４２３
山梨県笛吹市一宮町一之宮１３９０－１
山梨県笛吹市一宮町国分１００４－１

080-5451-8234
055-273-9270
055-274-3822
055-273-5641
055-273-0881
055-269-3361
055-274-8145
055-274-1181
055-273-5902
055-230-7680
055-274-5647
0554-43-8611
080-5045-8737
0554-43-1231
0554-48-2920
0554-43-2846
046-236-3760
080-5044-3562
0551-22-8631
0551-45-6270
0551-22-2335
0551-22-7598
0551-23-0345
0551-25-5353
0551-25-5633
0551-22-8856
0551-22-1849
0551-23-3939
0551-22-3572
0551-23-1782
0553-20-2233
080-5044-3573
0553-47-3611

佐川急便株式会社 甲州営業所

山梨県笛吹市一宮町国分字築地９２０－１

0553-47-7201

※「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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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

住所

電話番号

有限会社早川運輸 本社営業所
大和運送株式会社 本社営業所
ロジフレックス株式会社 本社営業所

山梨県笛吹市一宮町新巻１５７－２
山梨県笛吹市一宮町坪井２０５８－５
山梨県笛吹市一宮町坪井２０９８番地１

0553-47-0162
0553-47-3381
0553-47-6400

有限会社統航 有限会社統航

山梨県笛吹市一宮町田中７７４

0553-47-7152

株式会社コントラクト・ロジスティクス・フクシマ 本社
山梨県笛吹市境川町藤垈３２７０－５
営業所
高橋運輸興業株式会社 甲府営業所
山梨県笛吹市境川町藤垈３５６３－３
有限会社御坂運輸 本社営業所
山梨県笛吹市御坂町井之上１５１７－３
有限会社甲斐陸運輸 本社営業所
山梨県笛吹市御坂町井之上字下木戸１２７６－１２
ヤマト運輸株式会社 御坂センター
山梨県笛吹市御坂町栗合１８２－１
大伸運輸倉庫株式会社 本社営業所
山梨県笛吹市御坂町二之宮２７２１－１
株式会社美和運輸 本社営業所
山梨県笛吹市御坂町八千蔵４１４－１
甲菱運輸株式会社 本社営業所
山梨県笛吹市石和町井戸２２１
株式会社直井運送 本社営業所
山梨県笛吹市石和町井戸字豊岡７９－１
有限会社森沢運送 本社営業所
山梨県笛吹市石和町上平井１０２８
株式会社渡邊商事 本社営業所
山梨県笛吹市石和町東油川２８２－１
有限会社酒折運輸 本社営業所
山梨県笛吹市石和町東油川２９５－１，２９６－１
ヤマト運輸株式会社 石和東油川センター
山梨県笛吹市石和町東油川字北畑３００番１
株式会社小泉運輸松本 山梨営業所
山梨県笛吹市八代町永井字長慶寺１４８１－１
山栄物流株式会社 本社営業所
山梨県笛吹市八代町高家１７５７－１
株式会社シンクラン 山梨東営業所
山梨県笛吹市八代町南２７４４－１
有限会社大成物流 本社営業所
山梨県笛吹市八代町南５０２
株式会社大月陸送 甲府営業所
山梨県笛吹市八代町北２１８８－１
株式会社福島運輸 八代営業所
山梨県笛吹市八代町北前田１９２５
富士吉田市 株式会社シンクラン 富士吉田営業所
山梨県富士吉田市下吉田５８３６－１
都留貨物自動車株式会社 富士吉田支店
山梨県富士吉田市下吉田６丁目２番１号
ヤマト運輸株式会社 山梨松山センター
山梨県富士吉田市松山５丁目１０７７番５
株式会社フジプロダクション 本社営業所
山梨県富士吉田市上吉田１４０９
ヤマト運輸株式会社 富士吉田支店
山梨県富士吉田市新屋３９１
日本郵便株式会社 富士吉田郵便局
山梨県富士吉田市中曽根３－１－１
北杜市
清里トランスポート株式会社 本社営業所
山梨県北杜市高根町長澤４３７－１
株式会社信玄運送 本社営業所
山梨県北杜市高根町箕輪４８３番地７
株式会社花田運輸 本社営業所
山梨県北杜市須玉町大豆生田７４９－１
ヤマト運輸株式会社 須玉センター
山梨県北杜市須玉町大豆生田字獅子河原１７７０－８

※「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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055-266-5585
055-266-4970
055-263-6253
055-262-0410
080-6604-6175
055-262-4190
055-262-3700
055-262-7100
055-262-5584
055-263-4447
055-263-8686
055-262-1251
080-5045-8725
055-265-4174
055-265-5411
055-284-2309
055-265-2923
055-265-3300
055-265-4862
0555-24-6301
0555-22-2181
080-5045-8733
0555-22-7591
080-5044-3601
0555-22-3401
0551-20-7077
0551-47-2607
0551-42-3338
080-5018-0268

主な輸送品目（任意掲載）

食料品、機械・機械部品、木材・木
製品

市区郡名

事業所名

有限会社長坂運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 小淵沢センター
峡北陸送株式会社 本社営業所
有限会社プログレスカンパニー 本社営業所
韮崎本町運送株式会社 白州営業所
有限会社美駒運輸 本社営業所
鴻池運輸株式会社 山梨営業所
梅田運輸倉庫株式会社 白州営業所
大阪運輸倉庫株式会社 白州営業所
有限会社鈴木陸送 本社営業所
南アルプス市 日本郵便株式会社 南アルプス郵便局
株式会社さんけい 本社営業所
山梨流通株式会社 八田営業所
山新運輸有限会社 釜無営業所
有限会社トランスポートノナカ 本社営業所
吉川運輸株式会社 甲府営業所
白根運送株式会社 本社
株式会社宮澤荷役 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 山梨櫛形センター
株式会社正運 本社営業所
白根運送株式会社 今諏訪営業所
株式会社シンクラン 山梨営業所
有限会社エムズ物流 開国本店
株式会社鈴与カーゴネット甲府 本社営業所
有限会社日本興業 本社営業所
鰍沢陸送有限会社 本社営業所
株式会社新和運輸 本社営業所
有限会社山一運送 本社営業所
早川運輸株式会社 山梨営業所
恭永運送有限会社 本社営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 山梨営業所
ヤマト運輸株式会社 山梨法人営業支店
株式会社トーリク 山梨営業所
株式会社ニチカ 本社営業所
有限会社丸一青栁建材 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
山梨県北杜市長坂町大八田１５８４
山梨県北杜市長坂町大八田字塚田１５４４－１
山梨県北杜市長坂町長坂上条２０６３－１
山梨県北杜市長坂町富岡２７９１－１
山梨県北杜市白州町鳥原字内屋敷２１９４
山梨県北杜市白州町白須４４００
山梨県北杜市白州町白須７４５８－２７５
山梨県北杜市白州町白須字所帯４３９９－１
山梨県北杜市武川町三吹９０４－１
山梨県北杜市明野町上手８２５３
山梨県南アルプス市下宮地５６３－４
山梨県南アルプス市下高砂１１８０－１
山梨県南アルプス市下高砂８１６
山梨県南アルプス市下今諏訪１５８１
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戸田字上戸田１８５－２
山梨県南アルプス市在家塚７５４
山梨県南アルプス市寺部１２２１
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上高砂７９８
山梨県南アルプス市上今諏訪１１３３－１
山梨県南アルプス市上今諏訪１８５－１
山梨県南アルプス市上今諏訪２８１番地
山梨県南アルプス市大師８７７－１
山梨県南アルプス市大字有野字北新田４４４５
山梨県南アルプス市東南湖７９９－１
山梨県南アルプス市桃園１５０２－１
山梨県南アルプス市藤田２１０２
山梨県南アルプス市藤田２６０５
山梨県南アルプス市徳永１５８４番地３
山梨県南アルプス市徳永１５９１
山梨県南アルプス市徳永１５９１、１５８９－３
山梨県南アルプス市徳永１６０６
山梨県南アルプス市徳永１６１４－２
山梨県南アルプス市徳永１８７８番地
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電話番号
0551-32-6023
080-5044-3755
0551-32-2501
0551-32-6393
0551-35-2266
0551-35-2916
0551-35-2939
0551-35-2153
0551-26-2922
0551-25-2122
055-283-4049
055-285-5088
055-285-3798
055-225-5858
055-282-9424
055-284-0687
055-285-6311
055-282-6168
080-5044-3663
055-267-5755
055-285-6311
055-284-2309
055-298-6900
055-280-3352
055-285-3755
055-282-3826
055-282-3250
055-280-1921
055-298-6831
055-285-4411
055-280-0085
055-280-5566
055-285-7571
055-285-5510
055-224-6948

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

山梨市

西八代郡

中巨摩郡

南巨摩郡

事業所名

住所

電話番号

ヤマト運輸株式会社 山梨白根センター
峡西運送有限会社 本社営業所
中澤運輸有限会社 本社営業所
株式会社野呂川 本社営業所
野呂川運輸有限会社 本社営業所
有限会社山義 本社営業所
有限会社八田建材 本社営業所
有限会社國伸運輸 本社営業所

山梨県南アルプス市飯野３４３０－５
山梨県南アルプス市飯野３６２８－６
山梨県南アルプス市百々１１６２－１
山梨県南アルプス市有野２７２３－９１
山梨県南アルプス市有野４１２０－１
山梨県南アルプス市有野４２８６
山梨県南アルプス市六科１１０７－５４
山梨県南アルプス市六科８４１－１

080-5451-5863
055-283-4511
055-285-4828
055-285-1848
055-280-0186
055-285-7114
055-285-0554
055-285-1490

拓大運輸有限会社 本社営業所

山梨県山梨市歌田８１－１

0553-22-9046

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
日本郵便株式会社 峡南郵便局
山梨陸送有限会社 本社営業所
甲信越福山通運株式会社 甲府支店
株式会社マルエスフリージングジャンクション 三珠営業
所
有限会社丸沼運輸 本社営業所
有限会社アクティブ丸井 本社営業所
株式会社北條重量工事 本社営業所
株式会社アップル運輸 山梨営業所
山梨三和物流株式会社 本社営業所
株式会社東和 本社営業所
株式会社小渕沢運送店 昭和営業所
日本通運株式会社 山梨自動車事業所
佐川急便株式会社 山梨営業所
株式会社ＴＡＭＡＹＡロジスティクス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 山梨主管支店
株式会社ミノブ運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 山梨身延センター
山梨貨物自動車株式会社 南部営業所
県南運輸株式会社 本社営業所
有限会社万栄トラック 本社営業所
有限会社芦澤運輸 本社営業所
鰍沢貨物自動車有限会社 本社営業所

山梨県山梨市上石森１０４８－１
山梨県山梨市万力字大代８１２－４
山梨県西八代郡市川三郷町岩間９２８
山梨県西八代郡市川三郷町市川大門５９４
山梨県西八代郡市川三郷町大塚１１０８

0553-22-1611
080-5044-3727
0556-32-3707
055-272-0090
055-272-5261

山梨県西八代郡市川三郷町大塚１１２５

055-278-8111

山梨県中巨摩郡昭和町押越１９０４－１
山梨県中巨摩郡昭和町河西字村西１１６８－１
山梨県中巨摩郡昭和町上河東３７４－１
山梨県中巨摩郡昭和町西条字岡畑２６０２－１
山梨県中巨摩郡昭和町築地新居１５９８－１
山梨県中巨摩郡昭和町築地新居１５９８－３
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字大島８４７－１
山梨県中巨摩郡昭和町築地新居字大島８８９－１
山梨県中巨摩郡昭和町築地新居大神６９１
山梨県中巨摩郡昭和町築地新田字新居巻９５番地
山梨県南巨摩郡身延町下山９２６３
山梨県南巨摩郡身延町梅平字亥の新田２４８３番２１
山梨県南巨摩郡南部町塩沢２５７６
山梨県南巨摩郡南部町南部７９３１－５
山梨県南巨摩郡南部町万沢４３６５番地
山梨県南巨摩郡富士川町最勝寺２１１６
山梨県南巨摩郡富士川町青柳町１０１１－１

055-275-6636
055-275-1401
055-275-7273
055-275-6511
055-275-9445
055-275-1080
055-275-3983
055-275-0202
055-275-2872
055-273-6165
055-275-5470
0556-62-3111
0570-200-000
0556-64-2046
0556-64-3345
0556-67-3231
0556-22-1624
0556-22-0979

※「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。

6／7 ページ

主な輸送品目（任意掲載）

飲料等、輸送機械・輸送機械部品、
紙・紙加工品

市区郡名

南都留郡

事業所名
有限会社樋口運送 本社営業所
有限会社井上急送 本社営業所
藤運送有限会社 本社営業所
六郷運送有限会社 本社営業所
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
山梨流通株式会社 都留営業所
山梨名鉄運輸株式会社 富士吉田営業所
株式会社河口湖梱包流通 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 船津センター
有限会社上田屋商会 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
山梨県南巨摩郡富士川町青柳町２００－１、２０２
山梨県南巨摩郡富士川町大椚９５４－１
山梨県南巨摩郡富士川町長沢４４３－３
山梨県南巨摩郡富士川町天神中条６０５－１
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
山梨県南都留郡西桂町小沼字長塚１９４
山梨県南都留郡富士河口湖町小立４８９８
山梨県南都留郡富士河口湖町船津７３６１
山梨県南都留郡富士河口湖町船津７４１２
山梨県南都留郡富士河口湖町船津字掘休場２１０４－２
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電話番号
0556-22-1188
0556-22-6840
0556-22-5377
0556-22-5202
0555-62-4343
080-5045-8738
0555-25-3251
0555-73-8100
0555-72-1781
0570-200-000
0555-72-0373

主な輸送品目（任意掲載）

