貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
岐阜市

恵那市

大垣市

海津市

各務原市

事業所名
株式会社ＳＣＲＵＭ 本社営業所
有限会社三往物流 本社営業所
日本通運株式会社 岐阜支店 コンテナ課
株式会社引越社 岐阜営業所
アートコーポレーション株式会社 岐阜営業所
株式会社昭和サービス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 長良川うかい支店
ヤマト運輸株式会社 岐阜黒野センター
濃飛西濃運輸株式会社 岐阜北営業所
株式会社引越社 一宮営業所
ハートランス株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 岐阜南支店
名阪急配株式会社 岐阜サテライト
アイカワ運輸有限会社 本社営業所
株式会社サカイ引越センター 岐阜支社
近物レックス株式会社 岐阜支店
高橋急配有限会社 本社営業所
丸門運輸株式会社 本社営業所
株式会社松井急便 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 恵那山岡センター
恵那貨物自動車運送株式会社 本社営業所
協和物流株式会社 本社営業所
理化トランスポート株式会社 恵那営業所
恵武急便有限会社 本社営業所
清水商事有限会社 本社
株式会社アクシス 本社営業所
赤坂通運株式会社 本社営業所
有限会社イワサ物流 本社営業所
有限会社田島梱包 岐阜営業所
二葉物産株式会社 岐阜営業所
南濃商運有限会社 本社
丸正運送有限会社 本社営業所
株式会社ワイ・エス・エヌ 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

岐阜県岐阜市茜部菱野１－５０
岐阜県岐阜市一日市場１－１６
岐阜県岐阜市今嶺４－９－３
岐阜県岐阜市今嶺４丁目１６－８
岐阜県岐阜市市橋４丁目４－３
岐阜県岐阜市戎町１－１５
岐阜県岐阜市上土居２－１６－１８
岐阜県岐阜市大字黒野字溝西５０１－９
岐阜県岐阜市大字城田寺字明正１２７０－１
岐阜県岐阜市大菅南１６番５号
岐阜県岐阜市大脇２－３２－１
岐阜県岐阜市中鶉２丁目５１－２
岐阜県岐阜市東中島３丁目１３番１号
岐阜県岐阜市福富町田２３８－３
岐阜県岐阜市柳森町２－１７
岐阜県岐阜市柳津町高桑西５丁目１２番地
岐阜県岐阜市柳津町流通センター２－７－８
岐阜県岐阜市柳津町流通センター２丁目４の１
岐阜県恵那市岩村町飯羽間字下本郷２９４１－２
岐阜県恵那市山岡町原字大西６７４－１
岐阜県恵那市長島町中野１２５１－７８
岐阜県恵那市東野字花無山２２００－２
岐阜県恵那市武並町新竹折８番地
岐阜県恵那市武並町竹折字国集１６４８－８
岐阜県大垣市草道島町字村中２７２－１
岐阜県大垣市草道島町字南出口４５７
岐阜県大垣市草道島町字北出口１００－１
岐阜県大垣市直江町字立条３５９番地２
岐阜県海津市海津町馬目字道下４９５番地の１
岐阜県海津市海津町平原字貫川３番地４
岐阜県海津市南濃町駒野字山神下５２０－１
岐阜県海津市南濃町津屋１５０３－１
岐阜県各務原市鵜沼羽場町１－１５８－１
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（岐阜県）
電話番号
058-274-8282
058-295-6280
058-276-1288
058-276-2626
058-233-0123
058-247-9798
080-5044-5525
080-6699-6232
058-233-7558
058-253-4400
058-377-5010
080-5044-5505
058-246-6673
058-214-2228
058-275-1141
058-279-4102
058-279-3071
058-279-2600
0573-43-0027
0573-57-3108
0573-26-2185
0573-26-5518
0573-28-2977
0573-28-2980
0584-71-0862
0584-71-3910
0584-71-0858
0584-82-6201
0584-53-2141
0584-52-1081
0584-57-2475
0584-57-2831
058-386-0013

H27.12.15
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社東液供給センター 各務原事業所
ロジトライ中部株式会社 岐阜事業所
有限会社山忠運輸 岐阜営業所
ヤマト運輸株式会社 各務原支店
大興建設株式会社 岐阜支店
丸武梱包株式会社 本社営業所
株式会社岐阜邦美 本社営業所
有限会社山崎運輸 本社営業所

可児市

郡上市

関市

高山市

多治見市

日本ロジテックス株式会社 本社
各務原運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 可児桜ヶ丘センター
株式会社山商運輸 本社営業所
西濃急送株式会社 可児営業所
株式会社東液供給センター 可児事業所
東岐運輸株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 郡上営業所
株式会社エスライン郡上 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 郡上支店
ヤマト運輸株式会社 岐阜主管支店
株式会社櫻井商事 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 関支店
ヤマト運輸株式会社 飛騨高山支店
飛騨生コンクリート株式会社 三川営業所
佐川急便株式会社 高山営業所
谷口運送株式会社 本社営業所
濃飛倉庫運輸株式会社 高山営業所
ヤマト運輸株式会社 笠原センター
有限会社アクティブ輸送 本社営業所
日通多治見運輸株式会社 多治見営業所
日本通運株式会社 多治見物流センター
多治見通運株式会社 多治見営業所
ヤマト運輸株式会社 多治見旭ヶ丘センター
佐川急便株式会社 多治見営業所
ヤマト運輸株式会社 多治見支店

※「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
岐阜県各務原市鵜沼各務原町７丁目１３－１
岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町６－４３３
岐阜県各務原市鵜沼小伊木町２丁目８５番地１
岐阜県各務原市鵜沼川崎町２－４０
岐阜県各務原市川島松倉町字上ノ島２２０６番地３
岐阜県各務原市前渡東町２－１３７
岐阜県各務原市蘇原寺島町２丁目７８番地２
岐阜県各務原市蘇原村雨町３丁目１１ コーポ辻井２０
２号
岐阜県各務原市大野町１丁目１７８番１
岐阜県各務原市那加浜見町１－４５
岐阜県可児市広見字田尻東１５３４番地
岐阜県可児市坂戸字大戸６４３番地
岐阜県可児市室原字大欠２０－６
岐阜県可児市大森字立石１５７０－３
岐阜県可児市土田字富士ノ井１７９０
岐阜県郡上市大和町剣８９番地の１
岐阜県郡上市大和町島２８１番地
岐阜県郡上市八幡町有坂字道下１３１４－１
岐阜県関市迫間字栄２８５５－１２
岐阜県関市武芸川町宇多院２７３番地
岐阜県関市緑ケ丘２－８１－１
岐阜県高山市桐生町４－４３１
岐阜県高山市国府町三川８１１－３
岐阜県高山市匠ヶ丘町１－１６
岐阜県高山市松之木町１０４０－３３
岐阜県高山市上岡本町７－２４９，７－２４５
岐阜県多治見市笠原町字梅平３９８６番１０７
岐阜県多治見市幸町８丁目２９番地の２
岐阜県多治見市住吉町５丁目３４番地
岐阜県多治見市住吉町５丁目３４番地
岐阜県多治見市小泉町１丁目２１－１
岐阜県多治見市松坂町３丁目１５番１
岐阜県多治見市生田町２丁目１８１－２
岐阜県多治見市太平町２１－１、２９－１、３０
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電話番号
058-370-9525
058-384-6801
058-379-3105
050-5044-5737
0586-89-4455
058-389-1515
058-383-0836
058-371-3550
0583-80-5160
058-382-0006
080-5044-5781
0574-62-2094
0574-65-1511
0574-56-0317
0574-26-1275
0575-88-4153
0575-88-9022
080-5044-5648
0575-25-6600
0575-45-0045
080-5044-5753
080-5044-5880
0577-72-2323
0577-36-6603
0577-32-3146
0577-32-5252
080-5451-3692
0572-29-1133
0572-23-2389
0572-23-1855
0572-20-2500
080-6604-9076
0572-22-2301
0572-25-2513

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
土岐市

中津川市

事業所名
有限会社共和運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 土岐妻木センター
ヤマト運輸株式会社 土岐支店
ロジトライ中部株式会社 東濃事業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 岐阜営業所
ヤマト運輸株式会社 中津川支店

羽島市

ヤマト運輸株式会社 中津川駒場センター
有限会社フナダライン 本社営業所
有限会社ユニオン物流 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 中津川落合センター
佐川急便株式会社 羽島
有限会社ニシカワ運輸 岐阜営業所
木戸運送株式会社 本社営業所
株式会社エスライン羽島 本社営業所
佐藤産業有限会社 本社営業所

飛騨市

日本通運株式会社 高山営業支店

ヤマト運輸株式会社 飛騨古川センター
ヤマト運輸株式会社 飛騨神岡センター
有限会社小島商事 岐阜西営業所
瑞穂市
相互運輸株式会社 本社
株式会社ライトトランスポート 本社営業所
トーウンサービス株式会社 岐阜営業所
有限会社鋳栄サービス 本社営業所
株式会社岐阜流通 本社営業所
センコー株式会社 岐阜営業所
東海産業株式会社 岐阜営業所
株式会社丸鈴運輸 岐阜営業所
ヤマト運輸株式会社 瑞浪小田センター
瑞浪市
ヤマト運輸株式会社 美濃上之保センター
美濃市
岐阜県牛乳輸送株式会社 本社営業所
北勢運送株式会社 美濃営業所
美濃加茂市 ヤマト運輸株式会社 美濃加茂加茂野センター
佐川急便株式会社 美濃加茂営業所
東洋陸運株式会社 美濃加茂営業所

※「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
岐阜県土岐市妻木町字仲田５３０番４の１
岐阜県土岐市妻木平成町一丁目５２番
岐阜県土岐市泉西原町１－１８
岐阜県土岐市土岐津町土岐口１６１９－３
岐阜県土岐市土岐津町土岐口７０３番地
岐阜県中津川市茄子川字青木１９８３－８４、８６、１
１１
岐阜県中津川市駒場字西山１６６６番３７３１
岐阜県中津川市苗木字並松４５８９－２３
岐阜県中津川市付知町２５０２番地４
岐阜県中津川市落合字向山１４４１－１４
岐阜県羽島市江吉良町字村前２１８５番地
岐阜県羽島市上中町一色字柳下１００１番地１
岐阜県羽島市足近町７－３５８
岐阜県羽島市竹鼻町駒塚６２
岐阜県羽島市堀津町須賀中３１－２
岐阜県飛騨市古川町上町字柳ケ坪８５５－１，２，３，
５，他
岐阜県飛騨市古川町是重字宮ノ下２７２番３
岐阜県飛騨市神岡町江馬町１０番１３
岐阜県瑞穂市稲里５２２－３
岐阜県瑞穂市牛牧５１５－１
岐阜県瑞穂市牛牧６９４番地
岐阜県瑞穂市十八条字清水町５８８番地
岐阜県瑞穂市重里字更屋敷前１７５８番
岐阜県瑞穂市生津外宮東町１－２２，２３
岐阜県瑞穂市生津字東江上２１１－１
岐阜県瑞穂市生津天王町２－４９－１
岐阜県瑞穂市美江寺４８１－１
岐阜県瑞浪市北小田町１丁目１０５
岐阜県美濃市松栄町３丁目５番地
岐阜県美濃市大字生櫛字八百長４３９番地の２
岐阜県美濃市大字楓台７２－３
岐阜県美濃加茂市加茂野町今泉字畑中１０４４番
岐阜県美濃加茂市山之上町字池下１００７－１
岐阜県美濃加茂市西町７丁目３８４番
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電話番号
0572-58-2875
080-6699-6233
0572-55-5358
0572-54-2261
0572-55-6550
0573-68-4082
0573-62-3368
0573-67-2822
0573-82-4485
080-5044-5813
058-392-5777
0583-94-2370
058-392-2285
0583-91-3105
058-398-7300
0577-73-2711
080-5044-5896
080-5451-8554
058-326-8852
058-327-3411
058-329-0121
058-328-7510
058-328-6767
058-327-5311
058-327-8780
058-326-1581
058-328-2821
080-5044-5865
080-5044-5788
0575-33-4848
0575-31-0330
080-5043-4313
0574-57-1695
0574-24-7133

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

住所

ヤマト運輸株式会社 美濃加茂支店

本巣市
山県市
安八郡

揖斐郡
可児郡
加茂郡

羽島郡

不破郡

本巣郡
養老郡

岐阜県美濃加茂市川合町字赤池上１丁目３４５－１
岐阜県美濃加茂市蜂屋町下蜂屋伊瀬入会字栗地１６番地
株式会社サンキュウ・トランスポート・中部 岐阜営業所
の８
佐川急便株式会社 本巣営業所
岐阜県本巣市十四条字蚓田３２番地１
有限会社高井重機 本社営業所
岐阜県山県市小倉２４３番地の２
東洋運輸株式会社 岐阜営業所
岐阜県安八郡神戸町大字田字外田１７５－１
有限会社九重 本社営業所
岐阜県安八郡輪之内町中郷新田２４３６－１
セキサンドレー有限会社 岐阜営業所
岐阜県安八郡輪之内町楡俣３３８７番地３
有限会社大窪運送店 本社営業所
岐阜県揖斐郡大野町大字上秋字田中前３６３
株式会社ユーネットランス みたけ営業所
岐阜県可児郡御嵩町御嵩字南山２１９２－５９６
株式会社ジャパンカーゴ 岐阜営業所
岐阜県可児郡御嵩町御嵩字平芝２１４３－１
東山物流株式会社 岐阜営業所
岐阜県加茂郡坂祝町酒倉字大門屋敷６６２番６
ワーレックス株式会社 岐阜営業所
岐阜県加茂郡坂祝町深萱１１８７－１４
株式会社鈴木商事 加茂営業所
岐阜県加茂郡川辺町下川辺１１９７－１
株式会社ジェイトップ 岐阜営業所
岐阜県羽島郡笠松町米野字高瀬６３４番１
株式会社スワロー物流 本社営業所
岐阜県羽島郡笠松町米野字村中３１０－２
岐阜自動車整備株式会社 本社営業所
岐阜県羽島郡岐南町三宅３丁目１１７番地
此花運輸株式会社 岐阜支社
岐阜県羽島郡岐南町若宮地１丁目５３番地
株式会社宅配百十番岐阜 本社営業所
岐阜県羽島郡岐南町伏屋６－８２－１
株式会社スワローセキュリティーサービス 本社
岐阜県羽島郡岐南町平成１－７１
柘運送株式会社 岐阜営業所
岐阜県羽島郡岐南町平成２丁目９３－１
株式会社エスラインヒダ 岐阜営業所
岐阜県羽島郡岐南町平成４－６７
株式会社日之出運輸 岐阜支店
岐阜県羽島郡岐南町平成５丁目３８番地
日神機工株式会社 岐阜営業所
岐阜県不破郡関ヶ原町大字山中字南野８４５番地１
市川運送株式会社 伊吹営業所
岐阜県不破郡垂井町宮代字境野１４０５－７
有限会社上田商事 本社営業所
岐阜県不破郡垂井町表佐字一色７６１－１
有限会社アクトリミテッド 本社営業所
岐阜県本巣郡北方町長谷川西３－７４－１
若原運送有限会社 本社営業所
岐阜県本巣郡北方町平成７丁目３の１
ヤマト運輸株式会社 岐阜養老センター
岐阜県養老郡養老町下笠字中島４７５番２
池田興業株式会社 岐阜支店
岐阜県養老郡養老町大字船附字大割田１５３５－１
松永運送有限会社 本社営業所
岐阜県養老郡養老町大場橋西６３０

※「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
0574-26-0554
0574-25-5539
058-320-2925
0581-36-3109
0584-27-1380
0584-68-1256
0584-68-1380
0585-32-1108
0574-67-0333
0574-68-0203
0574-28-8990
0574-27-3221
0574-53-6481
058-387-6077
058-387-7080
058-246-0681
058-246-3625
058-247-1102
058-245-3137
058-249-6020
058-245-3185
058-249-2511
0584-43-5521
0584-24-1054
0584-22-0100
058-323-3290
058-324-1415
080-6604-6071
0584-35-2721
0584-37-2055

主な輸送品目（任意掲載）

