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
三協運輸株式会社 本社
アートコーポレーション株式会社 青森
丸運十和田運送株式会社 東青森
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
東北商運株式会社 青森営業所
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
上野輸送株式会社 青森
西濃運輸株式会社 青森支店
ヤマト運輸株式会社 青森主管支店
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
ホクブトランスポート株式会社 青森
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
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
株式会社八洲陸運 本社営業所

カメイ物流サービス株式会社 青森
船川臨港運送株式会社 青森営業所
三八五トランスポート株式会社 青森営業所
縫友運送株式会社 青森営業所
南貨物自動車株式会社 本社
黒石市
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
五所川原市 佐川急便株式会社 五所川原営業所
十和田市 トヨタ小野グループサービス株式会社 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

（青森県）

住所
青森県青森市卸町１－１
青森県青森市原別７丁目６－２６
青森県青森市細越字栄山５５５－１
青森県青森市篠田１丁目２１番２１号
青森県青森市大字古舘字安田８－２
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浦島１６－１
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野尻３７－６８４
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
青森県青森市大字油川字岡田１４６－４
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
青森県青森市滝沢字住吉３４番地１，２８番地１，３２
番地１，２５３番地－２
青森県青森市富田四丁目２８番３８号
青森県青森市柳川２丁目１１－８
青森県青森市浪岡大字大釈迦字沢田１１３－２６２
青森県青森市浪岡大字徳才子字山本１１７－７
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
青森県五所川原市大字金山字亀ケ岡４６－１６
青森県十和田市大字三本木字千歳森３５５
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電話番号
017-764-3277
017-736-3411
017-739-1611
017-766-0123
017-743-2561
017-739-0456
017-728-0634
017-781-5555
017-761-5634
017-788-4231
017-742-5421
017-737-3611
017-726-3723
017-726-3311
017-739-9804
017-762-2072
017-773-8433
017-788-3415
017-788-7521
017-788-4441
017-739-8191
017-739-9791
017-726-8400
017-781-0225
017-766-7574
0172-62-0385
0172-62-7855
0172-52-2361
0172-53-5491
0172-53-6635
0173-35-4444
0176-23-6231

H27.12.15
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

八戸市

事業所名
株式会社みどり 本社
株式会社小政 本社営業所
盛運輸株式会社 八戸
上野輸送株式会社 八戸
中央トラック運送株式会社 本社
丸大運輸株式会社 八戸営業所
ツーワン輸送有限会社 本社
アートコーポレーション株式会社 八戸
八戸通運株式会社 タンクローリー
株式会社アストモスガスセンター八戸 本社営業所
八戸通運株式会社 製錬
佐川急便株式会社 八戸営業所
北海道西濃運輸株式会社 八戸営業所
八戸通運株式会社 三菱
大陸運送有限会社 本社
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

平川市
弘前市

むつ市

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
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
カメイ物流サービス株式会社 八戸
東日本エア・ウォーター物流株式会社 八戸
関東運輸株式会社 八戸営業所
有限会社ヤジマ運輸 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
三協運輸株式会社 弘前
有限会社大勝運輸 本社
ロジトライ東北株式会社 弘前事業所
有限会社弘和運輸 本社
東北名鉄運輸株式会社 弘前支店
日本通運株式会社 青森支店むつ営業所

※「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
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
青森県八戸市卸センター１丁目４－１７
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丁目７－２３
青森県八戸市桔梗野工業団地三丁目一番３１
青森県八戸市桔梗野工業団地二丁目１０番２１号
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宇兵衛河原１０－２６
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
青森県八戸市大字河原木字浜名谷地７６－４６８
青森県八戸市大字市川町字浜２－２
青森県八戸市大字新井田字外久保１８－４
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５－１－３７
青森県八戸市八太郎５丁目２０－２５
青森県八戸市豊洲２番３８
青森県八戸市北インター工業団地２丁目１－５０
青森県八戸市北白山台２丁目６－２７
青森県八戸市岬台３丁目８－１２
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
青森県弘前市扇町１－１－１０
青森県弘前市大字境関１丁目２－１０
青森県弘前市大字高田４丁目３－８
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
青森県むつ市下北町１６－１
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電話番号
0176-23-9199
0176-28-3777
0178-28-9292
0178-43-9726
0178-28-9105
0178-28-0100
0178-20-6961
0178-28-0123
0178-47-9898
0178-24-1030
0178-28-3121
0178-28-9999
0178-29-1537
0178-29-2541
0178-25-0168
0178-28-1501
0178-28-2501
0178-28-2406
0178-27-2805
0178-29-3666
0178-29-3888
0178-41-2902
0178-28-7028
0178-70-2350
0178-31-5873
0172-43-1818
0172-27-8760
0172-27-7838
0172-29-6161
0172-28-0967
0172-34-3074
0172-28-5050
0175-22-2381

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
ヤマト運輸株式会社 大畑センター

上北郡

三戸郡

東津軽郡
南津軽郡

日本チルド物流株式会社 東日本事業部 青森事業所
七戸貨物株式会社 本社営業所
シンナナ運輸株式会社 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
日本通運株式会社 青森支店六ヶ所事業所
はちえきペトロサービス株式会社 階上
三八五エクスプレス株式会社 本社
丸石運輸有限会社 本社
ヤマト運輸株式会社 平内センター
丸運十和田運送株式会社 弘前営業所

※「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
青森県むつ市大畑町上野９７－１１２、４２、４３、７
８、１８３、１８６
青森県上北郡おいらせ町松原２－１３２－１０
青森県上北郡七戸町字影津内３８－１
青森県上北郡七戸町字大沢５７－４３
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鷹架字発茶沢１３３－６８
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平字若宮前５２番地１
青森県東津軽郡平内町大字小湊字新道４６－２０５
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎字浅田９－１
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電話番号
0175-34-2405
0178-79-1290
017-662-2165
0176-62-3119
0175-64-5271
0175-64-9999
0175-72-2280
0178-32-0114
0179-22-1211
0178-76-2701
080-5044-1875
0172-89-4305

主な輸送品目（任意掲載）

