貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
鳥取市

事業所名
服島運輸株式会社 鳥取支店
株式会社丸安 鳥取営業所
有限会社仁徳砂利 （有）仁徳砂利雲山営業所
合銀ビジネスサービス株式会社 鳥取営業所
ヤマト運輸株式会社 鳥取八頭センター
有限会社錦運送 布袋営業所
株式会社川崎クレーン 賀露営業所
佐川急便株式会社 鳥取営業所
株式会社気和商運輸 本社
吉田運送有限会社 宮長営業所
共同運送株式会社 鳥取営業所
有限会社大塚運送 古海営業所
日本海運輸有限会社 本社
流通鳥取有限会社 本社営業所
日本通運株式会社 鳥取空港貨物センター
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 鳥取空港営業所
日通米子運輸株式会社 白兎生コン営業所
株式会社山陰運送 本社営業所
日ノ丸西濃運輸株式会社 鳥取
セイノースーパーエクスプレス株式会社 鳥取航空営業所
株式会社シンクラン 鳥取営業所
アートコーポレーション株式会社 鳥取営業所
日通トランスポート株式会社 鳥取営業所
日本通運株式会社 鳥取支店営業所
有限会社森本運輸 本社営業所
株式会社幸和通商 本社営業所
三王運輸株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 鳥取西支店
株式会社ムロオ 鳥取営業所
株式会社エネルギーセンター鳥取 鳥取営業所
有限会社佐々木運送 本社営業所
国府運送有限会社 本社
新生産業株式会社 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。

安全性優良事業所
住所

鳥取県鳥取市安長７８－１
鳥取県鳥取市安長８８番地
鳥取県鳥取市雲山２２１－９
鳥取県鳥取市栄町４０２番地
鳥取県鳥取市河原町徳吉３１６－１
鳥取県鳥取市河原町布袋１６３－１
鳥取県鳥取市賀露町西３丁目６３番地
鳥取県鳥取市叶字下井原１１４－５
鳥取県鳥取市気高町大字八束水２７０８－５５
鳥取県鳥取市宮長１３０番地１０
鳥取県鳥取市興南町１２８番地
鳥取県鳥取市古海２６６番地２
鳥取県鳥取市古海３０８番地２
鳥取県鳥取市湖山町西３丁目５６６－１
鳥取県鳥取市湖山町西４丁目１１０－５
鳥取県鳥取市湖山町西４丁目１１０番地５
鳥取県鳥取市湖山町西４丁目２６２
鳥取県鳥取市湖山町東２丁目２１１番地
鳥取県鳥取市湖山町東３丁目４０
鳥取県鳥取市湖山町東３丁目４０番地
鳥取県鳥取市湖山町東３丁目６８番地
鳥取県鳥取市湖山町東４丁目７１番・７２番
鳥取県鳥取市湖山町東５丁目２１６
鳥取県鳥取市湖山町東５丁目２１６
鳥取県鳥取市湖山町東二丁目２４５番地
鳥取県鳥取市湖山町南一丁目３４０番地
鳥取県鳥取市湖山町北６丁目６８５番地
鳥取県鳥取市湖山町北四丁目３０１番地
鳥取県鳥取市五反田町３番地１９
鳥取県鳥取市五反田町五番地
鳥取県鳥取市港町４６
鳥取県鳥取市国府町広西２２６－１０
鳥取県鳥取市国府町大字玉鉾７０１
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（鳥取県）
電話番号
0857-32-2631
0857-50-0007
0857-23-6885
0857-39-5250
0858-85-1395
0858-85-0067
0857-30-6834
0857-53-1591
0857-82-3007
0857-53-3366
0857-29-3532
0857-30-3730
0857-30-5530
0857-31-1211
0857-28-5062
0857-28-0999
0857-28-0311
0857-28-8618
0857-28-2221
0857-28-7228
0859-31-8640
0857-22-0123
0857-28-7571
0857-28-0202
0857-28-5599
0857-28-1995
0857-31-4822
0857-38-3677
0857-31-4545
0857-27-3303
0857-31-6886
0857-27-4159
0857-36-8010

H30.6.1
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

倉吉市

境港市

事業所名
藤岡運送有限会社 佐治
株式会社井手口建材運輸 本社営業所
岡山県貨物運送株式会社 鳥取支店
舍人運送有限会社 本社営業所
株式会社平松運輸 鳥取営業所
愛知車輌興業株式会社 鳥取営業所
鳥取貨物運送株式会社 鳥取営業所
株式会社サカイ引越センター 鳥取支社
ヤマト運輸株式会社 鳥取中央支店
株式会社マルカ運輸商事 本社営業所
トランスポート鳥取株式会社 鳥取営業所
有限会社山下運送 鳥取
ヤマト運輸株式会社 鳥取美保支店
日本郵便株式会社 鳥取中央郵便局
因伯通運株式会社 南栄営業所
日本郵便輸送株式会社 鳥取営業所
株式会社大谷組 本社営業所
用瀬運送有限会社 本社営業所
中央運送有限会社 本社営業所
岡山県貨物運送株式会社 倉吉営業所
株式会社アオキ建設 郡家営業所
流通株式会社 倉吉
ヤマト運輸株式会社 倉吉支店
日本通運株式会社 倉吉営業支店
有限会社松井商店 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 倉吉秋喜センター
合銀ビジネスサービス株式会社 倉吉営業所
日本郵便株式会社 倉吉郵便局
株式会社シンクラン 倉吉営業所
西倉運送有限会社 倉吉
株式会社小鴨 中河原営業所
有限会社不動 本社・倉吉
東陽陸運有限会社 和田東町
第一運送株式会社 本社営業所
株式会社アクティ 境港営業所

※「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
鳥取県鳥取市佐治町葛谷１４－２６
鳥取県鳥取市若葉台南６丁目１９番２１号
鳥取県鳥取市菖蒲字押当６６５－１
鳥取県鳥取市千代水１丁目１０２番地
鳥取県鳥取市千代水２丁目３５
鳥取県鳥取市千代水２丁目９３番地
鳥取県鳥取市千代水２丁目９８
鳥取県鳥取市千代水３－３６
鳥取県鳥取市千代水３丁目３０－１
鳥取県鳥取市千代水４丁目５０－１
鳥取県鳥取市船木１１７－１
鳥取県鳥取市津ノ井２５３－２
鳥取県鳥取市的場３丁目９１
鳥取県鳥取市東品治町１０１
鳥取県鳥取市南栄町１１
鳥取県鳥取市南吉方１－８５
鳥取県鳥取市八坂２１－１
鳥取県鳥取市用瀬町樟原２７３－５
鳥取県倉吉市河北町１６０番地
鳥取県倉吉市河北町１９８
鳥取県倉吉市関金町郡家７２１－１
鳥取県倉吉市厳城９９７－３
鳥取県倉吉市幸町５０９－４、５１９－２
鳥取県倉吉市広栄町９６３－１
鳥取県倉吉市広瀬町１７１２－２
鳥取県倉吉市秋喜４０３番地３
鳥取県倉吉市昭和町１丁目５９番地
鳥取県倉吉市昭和町２丁目１２９
鳥取県倉吉市清谷１３０５
鳥取県倉吉市西倉吉町１７－８
鳥取県倉吉市中河原５３２－１
鳥取県倉吉市馬場町５９番地１
鳥取県倉吉市和田東町８８９－１３
鳥取県境港市外江町１５２１－２
鳥取県境港市外江町３６９８－５
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電話番号
0858-89-1846
0857-53-7707
0857-23-0411
0857-24-6363
0858-36-6177
0857-28-0806
0857-28-6355
0857-31-2030
0857-31-0330
0857-28-3370
0857-53-2001
0857-53-4347
0857-53-7164
0857-22-7123
0857-53-5000
0857-22-4323
0857-53-2952
0858-87-2973
0858-26-6411
0858-26-2041
0858-48-7001
0858-22-1211
080-5045-9859
0858-22-6400
0858-22-7155
080-6698-9320
0858-23-1144
0858-22-4821
0859-31-8640
0858-28-0835
0858-48-2088
0858-23-0815
0858-22-5875
0859-44-0687
0859-47-0240

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

米子市

事業所名
日本通運株式会社 米子空港貨物センター
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 米子センター
有限会社徳永運送 境港営業所
境港海陸運送株式会社 海運事業部
境港物流株式会社 境港営業所
レンゴーロジスティクス株式会社 山陰営業所
株式会社ニヤクコーポレーション 中国支店 境港事業所
株式会社日本海通商 本社営業所
大海通産株式会社 境港営業所
三光株式会社 境港営業所
有限会社赤沼運送 境港営業所
境港運送株式会社 本社営業所
双葉運輸株式会社 鳥取営業所
ヤマト運輸株式会社 境港支店
有限会社安部運送 境港営業所
有限会社池商 本社
株式会社ニチラス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 境港なか海センター
ヤマト運輸株式会社 鳥取大山センター
王子陸運株式会社 米子営業所
ヤマト運輸株式会社 米子支店
株式会社ジェイアール貨物・山陽ロジスティクス 米子営
業所
株式会社ムロオ 米子営業所
有限会社高松運送 旗ヶ崎営業所
株式会社ことぶき流通システム 米子営業所
ヤマト運輸株式会社 米子境港支店
佐川急便株式会社 米子営業所
鳥取貨物運送株式会社 米子営業所
倉鋪運送有限会社 本社営業所
日本通運株式会社 王子製紙米子工場事業所
マルコウ運輸株式会社 本社営業所
流通株式会社 米子店
だいせん貨物運送有限会社 米子営業所
有限会社日野運送 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

鳥取県境港市佐斐神町１６３４
鳥取県境港市佐斐神町１６３４番地
鳥取県境港市三軒屋町砂屋敷４３６８－１４
鳥取県境港市昭和町１２番地８－１
鳥取県境港市昭和町１２番地８－４
鳥取県境港市昭和町１２－２８
鳥取県境港市昭和町２－５
鳥取県境港市昭和町３
鳥取県境港市昭和町３４
鳥取県境港市昭和町５番地１７
鳥取県境港市上道町２３０３
鳥取県境港市西工業団地１８５番地
鳥取県境港市竹内団地１３４
鳥取県境港市竹内団地７４番
鳥取県境港市竹内町１３９７
鳥取県境港市朝日町５
鳥取県境港市渡町２９７９番地２
鳥取県境港市湊町１３８－２
鳥取県米子市淀江町西原字三軒屋１２０７番地１
鳥取県米子市吉岡３７３
鳥取県米子市陰田町２１８－８

0859-45-6226
0859-47-3222
0859-45-3201
0859-42-2126
0859-44-0626
0859-42-6491
0859-44-6221
0859-44-0731
0859-44-0301
0859-44-5367
0859-44-2511
0859-44-2326
0859-47-2083
0859-47-3370
0859-45-2537
0859-44-3920
0859-45-4700
0859-44-4498
080-5044-8454
0859-27-0355
0859-22-6087

鳥取県米子市陰田町３６１

0859-33-5900

鳥取県米子市河崎字矢倉灘道西７７－３
鳥取県米子市旗ケ崎２３１２－１
鳥取県米子市旗ヶ崎７丁目１１番４４号
鳥取県米子市旗ヶ崎７丁目１８－１１
鳥取県米子市旗ケ崎７丁目５番３８号
鳥取県米子市祇園町２丁目２８
鳥取県米子市吉谷５９４－１
鳥取県米子市熊党３５０番地４
鳥取県米子市高島２６６－１０
鳥取県米子市今在家５
鳥取県米子市昭和町２－１
鳥取県米子市石州府７５９－１４

0859-24-5600
0859-24-0311
0859-48-0505
0859-48-1852
0859-29-8221
0859-22-5585
0859-26-4752
0859-27-0529
0859-27-0025
0859-37-1211
0859-33-4731
0859-27-9111
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

岩美郡
西伯郡

誠和梱枹運輸株式会社 米子営業所
山陰福山通運株式会社 米子支店
さんせき物流有限会社 本社営業所
大原運送有限会社 内町営業所
株式会社シンクラン 米子営業所
米子エルピーガスセンター株式会社 本社営業所
有限会社竹中建材 本社営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 米子航空営業所
有限会社中浜運輸 米子営業所
ヤマト運輸株式会社 米子支店
有限会社高松運送 米原営業所
日本郵便輸送株式会社 米子営業所
日通トランスポート株式会社 米子支店
日本郵便株式会社 米子郵便局
株式会社平松運輸 米子営業所
有限会社金居運送 米子営業所
山陰すぎもと物流有限会社 本社営業所
株式会社マルカ運輸商事 米子営業所
尾澤運送有限会社 本社
ヤマヨ運輸株式会社 山陰営業所
株式会社八幡運輸 本社営業所
山進運輸株式会社 米子営業所
室山運輸株式会社 米子営業所
株式会社日之出運輸 米子事業所
丸協運輸株式会社 米子東センター
双葉運輸株式会社 米子物流センター
日本通運株式会社 米子支店
岡山県貨物運送株式会社 米子主管支店
日ノ丸西濃運輸株式会社 米子支店
因伯通運株式会社 両三柳営業所
ヤマト運輸株式会社 山陰物流システム営業所
共同運送株式会社 米子営業所
合銀ビジネスサービス株式会社 米子営業所
株式会社クオリティライン 本社営業所
有限会社きのえ 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。

住所
鳥取県米子市石州府７７８－２
鳥取県米子市赤井手７０２－１
鳥取県米子市大崎字荒神前１２５０－１
鳥取県米子市内町１１７
鳥取県米子市灘町３丁目１５０
鳥取県米子市二本木４２７番地１
鳥取県米子市二本木６７１－３
鳥取県米子市二本木９１４－２
鳥取県米子市彦名町４５６９－３
鳥取県米子市米原８丁目１５－１６
鳥取県米子市米原９丁目３番２０号
鳥取県米子市目久美町９０－４４
鳥取県米子市夜見町２９２４－６
鳥取県米子市弥生町１０
鳥取県米子市淀江町佐陀１３１３
鳥取県米子市淀江町佐陀１３６５－１
鳥取県米子市淀江町佐陀２０８４番地１６
鳥取県米子市淀江町小波１２００－１
鳥取県米子市淀江町大字今津字岸ノ上１２５
鳥取県米子市淀江町中間８６３
鳥取県米子市淀江町中間８６３
鳥取県米子市淀江町中間８６７番地
鳥取県米子市流通町２５番１０
鳥取県米子市流通町２５番地１
鳥取県米子市流通町２５番地１２
鳥取県米子市流通町４３０－１
鳥取県米子市流通町４３０－１７
鳥取県米子市流通町４３０番１３
鳥取県米子市流通町４３０番地２
鳥取県米子市両三柳２４０６－２
鳥取県米子市両三柳字上谷５０２０番地
鳥取県米子市和田町東美保２０３５－１
鳥取県米子市糀町１丁目１８５番２
鳥取県岩美郡岩美町岩本８７６－１
鳥取県西伯郡大山町羽田井６４６番地１
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電話番号
0859-21-2160
0859-27-2920
0859-25-6201
0859-33-3561
0859-31-8640
0859-27-1719
0859-27-2230
0859-37-0201
0859-29-1300
080-5451-5631
090-1019-0532
0859-22-2843
0859-29-2221
0859-22-3795
0866-48-3588
0859-27-3993
0859-30-3222
0859-56-4141
0859-56-1212
0859-56-1510
0859-56-6678
0859-56-5230
0859-37-0330
0859-39-3721
0859-37-0755
0859-21-5550
0859-37-1220
0859-27-3800
0859-39-3939
0859-22-2251
0859-38-0596
0859-28-9121
0859-22-8096
0857-72-3580
0858-58-2246

主な輸送品目（任意掲載）

事業所名

市区郡名

東伯郡

八頭郡

日野郡

新生物流サービス株式会社 山陰営業所
有限会社中山運送 本店営業所
日通米子運輸株式会社 米子本社
有限会社愛通 本社営業所
株式会社ヨネハラ 本社営業所
日通米子運輸株式会社 赤碕輸送営業所
株式会社田中商店 本社
有限会社野口運送 本社営業所
有限会社鳥果運輸 赤碕
有限会社アップル開陽 本社営業所
有限会社浅津運送 羽合町
山陰福山通運株式会社 倉吉営業所
日ノ丸西濃運輸株式会社 倉吉営業所
中国ピアノ運送株式会社 鳥取事務所
オグラ建材運輸株式会社 江北営業所
佐川急便株式会社 倉吉営業所
竹本運送有限会社 北条町
ヤマト運輸株式会社 東伯支店
中部貨物有限会社 北栄営業所
有限会社永田商事 本社
有限会社三徳運送 北条
株式会社北和 本社営業所
アジア運輸株式会社 鳥取営業所
荒西運送有限会社 本社
有限会社郡家陸運 有限会社郡家陸運営業所
有限会社森和 有限会社森和営業所
有限会社川上運輸 奥大山物流営業所
ヤマト運輸株式会社 鳥取日野センター
株式会社ＦＵＪＩＴＡ 本社営業所
有限会社ふくおか運輸 本社営業所
落合金市 滝山営業所

※「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
鳥取県西伯郡大山町所子９７５－１９
鳥取県西伯郡大山町田中１０３６－３
鳥取県西伯郡日吉津村日吉津８０，８０－１
鳥取県西伯郡伯耆町口別所７５－５
鳥取県東伯郡琴浦町大字丸尾１３２－１
鳥取県東伯郡琴浦町大字松谷６０２－４９
鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕２５４０－１４、１５
鳥取県東伯郡琴浦町大字八幡２２５－１
鳥取県東伯郡琴浦町八幡６１－１
鳥取県東伯郡三朝町大柿２６４
鳥取県東伯郡湯梨浜町上浅津１１５－１０
鳥取県東伯郡湯梨浜町田後３１７－３
鳥取県東伯郡湯梨浜町田後３８９－２，３８９－３
鳥取県東伯郡北栄町弓原３３０－６
鳥取県東伯郡北栄町江北３８
鳥取県東伯郡北栄町江北４９６－１２
鳥取県東伯郡北栄町江北５１２
鳥取県東伯郡北栄町妻波７６２－１
鳥取県東伯郡北栄町東園１７５－１
鳥取県東伯郡北栄町西園３１６－１
鳥取県東伯郡北栄町大字北尾８１－１
鳥取県東伯郡北栄町由良宿２０３１
鳥取県八頭郡八頭町安井宿２３０－５
鳥取県八頭郡八頭町下坂４７２－５
鳥取県八頭郡八頭町土師百井１３８番地８
鳥取県日野郡江府町佐川１５９－１２
鳥取県日野郡江府町小江尾１１－１
鳥取県日野郡江府町小江尾１１－４
鳥取県日野郡江府町武庫１１６－２
鳥取県日野郡日南町生山字上ミ大田原４２５，４２３－
１
鳥取県日野郡日野町中菅５７９－８０
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電話番号
0859-39-5311
0858-58-2802
0859-27-0511
0859-68-3411
0858-49-0055
0858-55-7593
0858-55-2088
0858-55-2533
0858-55-1629
0858-43-3650
0858-35-2711
0858-35-3241
0858-35-3611
0858-36-3777
0858-36-2641
0858-36-4333
0858-36-3811
0858-49-6149
0858-37-5678
0858-37-5110
0858-36-2141
0858-37-3521
0858-84-6120
0858-73-0948
0858-72-3119
0859-75-3015
0859-75-2133
0859-75-3201
0859-75-3610
0859-82-1245
0859-74-0545

主な輸送品目（任意掲載）

