貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
津市

伊賀市

事業所名
株式会社ＳＤＳライン 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 久居支店
ヤマト運輸株式会社 津御殿場支店
西濃運輸株式会社 津営業所
マルイ運送株式会社 本社
三重西濃運輸株式会社 津営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 津航空営業所
ヤマト運輸株式会社 久居明神センター
久居運送株式会社 本社営業所
有限会社和合運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 三重芸濃センター
三糧輸送株式会社 津
ヤマト運輸株式会社 久居榊原センター
三恵運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 津岩田センター
株式会社松島運送 本社
小川運送株式会社 本社営業所
株式会社ジェイトップ 三重営業所
マルエイ物流株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 津支店
ヤマト運輸株式会社 三重白山センター
ヤマト運輸株式会社 津河芸支店
株式会社ハイブリッジライン 本社
トナミ運輸株式会社 上野営業所
ヤマト運輸株式会社 伊賀阿山センター
株式会社日本陸送 伊賀営業所
ヤマト運輸株式会社 伊賀支店
日本郵便株式会社 上野郵便局
株式会社ネクスウェイ 本社営業所
有限会社千堀機工 本社営業所
三重運輸株式会社 本社営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 伊賀上野営業所
株式会社日本ロジックス 三重営業所

※「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

（三重県）

住所
三重県津市安濃町今徳山出７７１番地１
三重県津市一志町片野北浦４４７－１
三重県津市雲出長常町字東浜垣内１０７０－１
三重県津市雲出本郷町１６０３－１
三重県津市雲出本郷町字榎縄１８０５－１４０
三重県津市雲出本郷町字山の越１６０３－１
三重県津市雲出本郷町字山の越１６０３番１
三重県津市久居井戸山町字大口８４２番２
三重県津市久居井戸山町字東興１６番地の２
三重県津市芸濃町萩野字前興４５－２
三重県津市芸濃町萩野前川原８２８－１
三重県津市芸濃町椋本字目細５５２２－７
三重県津市戸木町長硲８５０２番７
三重県津市戸木町東出７０４３
三重県津市幸町３２２番地２
三重県津市香良洲町字海面高砂３９５２－３８
三重県津市高茶屋小森町２８７７－４
三重県津市高茶屋小森町字瓦ヶ野４０９０番
三重県津市高茶屋小森町字大新田２８９２－３２
三重県津市住吉町７９８
三重県津市白山町南家城野添８４８－２
三重県津市白塚町字鎌田３９７５、３９７６－１
三重県津市末広町２８番２１号
三重県伊賀市安場字鳥喰１４４７－２
三重県伊賀市円徳院字南中溝４５１－３
三重県伊賀市佐那具町字濁屋池１８０６－８
三重県伊賀市四十九町字鍋澤２６８４－２，２６８５－
１
三重県伊賀市上野丸之内１５１－３
三重県伊賀市炊村字赤坂３０７２番地１
三重県伊賀市炊村福王寺１４９５番地４
三重県伊賀市西明寺３２０６
三重県伊賀市千歳下水８１－１
三重県伊賀市川東字鳥屋２１７４－２
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電話番号
059-268-3434
080-5068-2428
080-5043-5817
059-234-9738
059-234-7785
059-234-9688
059-234-1148
080-6698-9056
059-255-5171
059-265-2857
0570-200-000
059-266-1610
080-5068-0799
059-256-3061
080-5068-0806
059-234-0007
059-234-7788
059-235-3885
059-234-0044
080-5043-5837
080-5045-7844
080-5451-5989
059-222-7775
0595-39-1073
0570-200-000
0595-22-1181
0570-200-000
0595-21-3232
0595-46-9210
0595-47-0373
0595-21-0948
0595-24-2977
0595-45-8805

H27.12.15
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
伊勢市

いなべ市

亀山市

熊野市
桑名郡
桑名市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 伊勢内宮前支店
ヤマト運輸株式会社 伊勢支店
ヤマト運輸株式会社 伊勢御薗センター
愛知陸運株式会社 伊勢営業所
南勢運輸有限会社 本社営業所
佐川急便株式会社 伊勢営業所
西濃運輸株式会社 伊勢支店
トランコムＤＳ株式会社 伊勢営業所
カリツー株式会社 三重いなべ営業所
ヤマト運輸株式会社 いなべ支店
柘運送株式会社 三重営業所
株式会社サントー 三重営業所
株式会社日本陸送 北勢営業所
有限会社いなべ物流サービス 本社営業所
株式会社ロジス・ワークス 三重事業所
明和運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 亀山関センター
有限会社シンク東海 本社営業所
名鉄急配株式会社 三重支店
伊鈴実業有限会社 本社営業所
鈴峰運送株式会社 本社営業所
有限会社中野瀬物流 本社営業所
ホイテクノ物流株式会社 亀山営業所
ヤマト運輸株式会社 亀山支店
なごの浦運送株式会社 亀山営業所
フェデラルエクスプレスジャパン株式会社 亀山営業所
株式会社日商 本社
亀山急送株式会社 本社営業所
三重交通株式会社 南紀営業所
ヤマト運輸株式会社 熊野有馬センター
大輝株式会社 本社営業所
平木運送株式会社 中京営業所
ヤマト運輸株式会社 桑名星川センター
ヤマト運輸株式会社 桑名支店
ブルーカーゴ株式会社 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
三重県伊勢市宇治浦田２丁目６１８
三重県伊勢市小俣町宮前６８６－１，６８６－５
三重県伊勢市小木町字出渕６８５番地１
三重県伊勢市小木町字箕曲１２０－１、１２１－１
三重県伊勢市上地町字野垣外４０３７－２，２０２５－
１
三重県伊勢市朝熊町字子良ケ江古４１４９－１
三重県伊勢市通町字平松４０１
三重県伊勢市通町東新田４１９
三重県いなべ市員弁町楚原８０３－３
三重県いなべ市大安町石榑東北野１８５２－１６
三重県いなべ市大安町大井田字外辻２２７８－１
三重県いなべ市北勢町阿下喜２９８９
三重県いなべ市北勢町京ヶ野新田字留尻６５
三重県いなべ市北勢町北中津原１００９－１
三重県いなべ市北勢町麻生田１３２６－１
三重県亀山市井尻町字貝蔵１４６５
三重県亀山市関町大字鷲山字石塲１８４－１
三重県亀山市関町木崎９５番地の４
三重県亀山市小野町字北割５３２－１０
三重県亀山市菅内町字植松１２４０－１
三重県亀山市川崎町字貢４６８２－２
三重県亀山市川崎町字上垣内３１０３番地
三重県亀山市田村町字大野１７７７－５３
三重県亀山市田村町字東條４４４－１
三重県亀山市田村町大字大野１７７７－４３
三重県亀山市白木町６０番地の２４
三重県亀山市布気町字道野５５０番４
三重県亀山市野村町字大古場１７９５－２
三重県熊野市有馬野字亀ガツロ３７２４－５
三重県熊野市有馬町字松原５６２２－１
三重県桑名郡木曽岬町大字富田子字提外１３０－１
三重県桑名郡木曽岬町大字和富８－８
三重県桑名市大字額田字惣作３４０番１
三重県桑名市大字江場字長折４５５番３
三重県桑名市大字東汰上字宮田５８番地１
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電話番号
080-5481-6550
080-5043-5890
080-5481-6346
0596-36-3506
0596-25-8100
0596-20-8599
0596-23-1341
059-234-1880
0594-84-1140
080-5045-7830
0594-77-0411
0594-82-1125
0594-72-6757
0594-82-1502
0594-72-6861
0595-82-5855
080-5481-6345
0595-96-3350
0595-83-1881
0595-84-5233
0595-85-2656
0595-85-8800
0595-85-0611
080-5045-7909
0595-85-3110
0595-84-4860
0595-84-2424
0595-82-0759
0597-85-2196
080-5045-8121
0567-68-5044
0567-68-5922
080-6692-1421
080-5045-7829
0594-22-3716

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

志摩市
鈴鹿市

名張市

四日市市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 多度長島支店
城田運送株式会社 本社営業所
名阪急配株式会社 桑名定温センター
ヤマト運輸株式会社 志摩支店
株式会社スズカキャリーサービス 本社営業所
株式会社伸栄サービス 本社営業所
株式会社マルタカ 本社営業所
株式会社三重サービス 本社営業所
株式会社ＴＡＣＨＩ 本社営業所
神勢物流有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 鈴鹿湾岸支店
ヤマト運輸株式会社 鈴鹿花川センター
トランコムＤＳ株式会社 鈴鹿営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 鈴鹿営業所
株式会社日本陸送 鈴鹿営業所
有限会社伊藤運輸 本社営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 鈴鹿センター営業所
株式会社日商 鈴鹿事業所
ヤマト運輸株式会社 鈴鹿道伯センター
有限会社エース 三重営業所
株式会社ベスト・トランスポート 三重営業所
多貴商運株式会社 本社営業所
株式会社弥生運輸 中部
ヤマト運輸株式会社 鈴鹿神戸センター
三重執鬼株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 三重支店 鈴鹿ロジスティクスセン
ター事業所
有限会社ナルカワキャリー 鈴鹿営業所
ヤマト運輸株式会社 鈴鹿支店
株式会社山中運輸 三重営業所
ヤマト運輸株式会社 名張支店
三糧輸送株式会社 名張営業所
シンキ配送株式会社 名張営業所
株式会社サンキュウ・トランスポート中部 四日市営業所
斉木運送有限会社 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

電話番号

三重県桑名市大字東方字尾弓田９６１－１
三重県桑名市大字芳ケ崎字西クタラギ１３２０
三重県桑名市陽だまりの丘５丁目２０２
三重県志摩市阿児町鵜方字金谷２９４４－１０１
三重県鈴鹿市安塚町１３５０－１３
三重県鈴鹿市伊船町５３１－６７
三重県鈴鹿市一ノ宮町字三反長１０６８－５
三重県鈴鹿市稲生塩屋３－２０１６－２
三重県鈴鹿市稲生町７９９０－１６
三重県鈴鹿市下大久保町字美良２３５２
三重県鈴鹿市下箕田３丁目３８５－７、３８８－２
三重県鈴鹿市花川町字南開戸田５０－１０
三重県鈴鹿市御薗町字鎌田３６００－５３
三重県鈴鹿市高塚町１４５１－１５８
三重県鈴鹿市国府町字石丸７６５１－２１
三重県鈴鹿市国府町字石丸７６５７－２
三重県鈴鹿市国府町石丸７６５１番地１１
三重県鈴鹿市国分町字北廣神戸４５８－３
三重県鈴鹿市三日市町北烏野１８９６－２
三重県鈴鹿市住吉町５７８９－２
三重県鈴鹿市庄野羽山３丁目３２１６番地１９
三重県鈴鹿市上田町字牛飼場１４２４－２
三重県鈴鹿市深溝町字南浦４１６０番２
三重県鈴鹿市須賀町字里の腰１６２４番１
三重県鈴鹿市地子町字金生水５２３－２

080-5045-7947
0594-31-2532
0594-33-1350
0593-61-7902
059-378-3188
059-371-8040
059-382-2828
059-386-4900
059-384-5373
059-373-2111
0593-61-7902
080-5043-5766
059-234-1880
059-378-3122
059-378-3327
059-375-1600
059-378-9112
059-374-4328
080-5043-5785
059-392-7555
059-379-4725
059-373-2000
059-373-3391
0593-61-7902
059-384-0003

三重県鈴鹿市東庄内町３９２７－１

059-371-6601

三重県鈴鹿市末広南三丁目８番２２号
三重県鈴鹿市野町東一丁目１１０１番
三重県名張市新田８００
三重県名張市西原町字井之上２７５０－１
三重県名張市東田原字頭界２５５１－２，その他１筆
三重県名張市八幡字口入野１８９１－２
三重県四日市市河原田町字溝東１０７７－１
三重県四日市市河原田町字溝東１０７７－７

059-381-5225
080-5451-8734
0595-67-1160
080-5045-7945
0595-65-4474
0595-63-8077
059-347-3911
059-346-4331
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
サーラ物流株式会社 四日市営業所
株式会社引越社 三重支店
マルエイ運輸株式会社 四日市営業所
ヤマト運輸株式会社 四日市新正センター
株式会社ニュージェイズ 本社営業所
東電運輸株式会社 本社営業所
株式会社むつみ物流 本社営業所
株式会社サカイ引越センター 四日市支社
アートコーポレーション株式会社 三重営業所
日本通運株式会社 三重警送支店 四日市警送事業所
株式会社中田商事 四日市
日本通運株式会社 名古屋国際輸送支店コンテナ輸送事業
所四日市コンテナグループ
有限会社加藤中央運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 四日市生桑センター
ヤマト運輸株式会社 四日市支店
株式会社エネックス 四日市営業所
伊勢湾倉庫株式会社 四日市港営業所
伸友物流有限会社 本社営業所
佐川急便株式会社 四日市営業所
株式会社むつみ運輸 本社営業所
株式会社水谷運輸倉庫 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 四日市六呂見センター
松岡満運輸株式会社 四日市営業所
株式会社ライス・ロード 四日市営業所
平和急送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 三重物流システム支店
株式会社日本陸送 四日市営業所
阿倉川物流株式会社 本社営業所
阿倉川運送株式会社 四日市営業所
栄和港運株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 四日市日永支店
福山通運株式会社 四日市支店
株式会社ニヤクコーポレーション 中部支店桑名事業所
阿倉川運送株式会社 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

電話番号

三重県四日市市宮東町３－２６
三重県四日市市金場町３番２号
三重県四日市市采女町字春雨３２１０－１３，１２
三重県四日市市曙町１３、１３－１、１３－２、１４
三重県四日市市小古曽３丁目９９６－１
三重県四日市市小古曽東２丁目５４８
三重県四日市市小杉町１８７１番地
三重県四日市市昌栄町１－６
三重県四日市市新正２－１５－２
三重県四日市市新正３丁目９８－２、９９－２
三重県四日市市新正４丁目６番１６号

059-345-1331
0593-34-7788
059-345-4108
080-5451-7652
059-349-1800
059-347-0515
059-332-9559
059-352-1141
059-354-0123
0593-59-2259
059-355-7400

三重県四日市市垂坂町字山上谷１３４０－８

059-334-3460

三重県四日市市生桑町字高田５３９
三重県四日市市生桑町字高田６５３－１
三重県四日市市赤堀南町２２６８－１、２２６９－１
三重県四日市市千歳町４－１
三重県四日市市千歳町４番地
三重県四日市市大井の川町一丁目３８３７番地３
三重県四日市市大字羽津字山之奥戊１０１－１
三重県四日市市大字東阿倉川字宮の前８２２番地４
三重県四日市市大字泊村字西奥１２４１－１２．１３
三重県四日市市大字六呂見字甚九郎田９３９－１
三重県四日市市大矢知町１９２５
三重県四日市市大矢知町字鳩浦１９０２番地３
三重県四日市市滝川町１０－５
三重県四日市市智積町字清水道１７４０－４
三重県四日市市中野町字西岡２１１５－１
三重県四日市市内堀町２７７－１５
三重県四日市市内堀町字東浦２７７－１５，１６，１７
三重県四日市市楠町北五味塚塩役１４９９－１
三重県四日市市日永西３丁目３５８７－１，３５８８－
１
三重県四日市市日永東３－４－３２
三重県四日市市八田３丁目８７９
三重県四日市市富士町２２６４番地４

059-331-8556
080-5068-0791
059-361-7900
059-350-8150
059-354-7535
059-349-3637
059-361-7310
059-331-0031
059-345-0431
059-361-7900
059-364-0841
059-365-8127
059-331-5257
059-325-4366
059-339-1568
059-346-8822
059-346-8822
059-397-6519
0570-200-000
059-347-1122
059-365-7261
059-331-5594
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主な輸送品目（任意掲載）

事業所名

市区郡名

松阪市

尾鷲市
員弁郡

トールエクスプレスジャパン株式会社 四日市支店
株式会社パックシステム 物流事業部
ヤマト運輸株式会社 四日市霞支店
ヤマト運輸株式会社 松阪支店
ドリームサポート株式会社 本社営業所
新栄運輸株式会社 本社営業所
株式会社川口運輸 本社
丸亀運輸株式会社 本社
有限会社射和運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 松阪松ヶ島センター
ヤマト運輸株式会社 松阪曽原センター
有限会社とらんすぽーと・やまはた 本社営業所
東海運株式会社 松阪営業所
藤原運輸株式会社 松阪出張所
金八運送有限会社 三雲営業所
佐川急便株式会社 松阪営業所
ヤマト運輸株式会社 松阪立野センター
ヤマト運輸株式会社 尾鷲支店
株式会社暁興産 東員営業所
株式会社共栄ロジックサービス 東員営業所
新興運輸株式会社 本社営業所
株式会社速水運輸 三重

北牟婁郡
多気郡

三重郡

三重近物通運株式会社 長島営業所
ヤマト運輸株式会社 多気勢和センター
平和運送株式会社 三重営業所
ヤマト運輸株式会社 多気支店
古川物流株式会社 本社営業所
菰野運輸株式会社 本社営業所
株式会社グットキャリーミエ 菰野営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 菰野出張所
大和物流株式会社 三重支店
丸上運輸株式会社 三重営業所
株式会社東液供給センター 川越事業所
ロジトライ中部株式会社 四日市事業所

※「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
三重県四日市市平津町字猿ヶ谷６０３－７
三重県四日市市北小松町１６００番地
三重県四日市市茂福町２００７－１，２００８－１
三重県松阪市下村町字北婦久３３１－６
三重県松阪市嬉野津屋城町字横堤１３５－１
三重県松阪市久保町字水通り１５１６－７
三重県松阪市郷津町１６２－３
三重県松阪市上川町字どんど２７３９－３６
三重県松阪市上川町字長楽３４６１－５１
三重県松阪市新松ヶ島町字小寄１８６－３
三重県松阪市曽原町字堀ノ内１６２番地１
三重県松阪市大口町６２２－１
三重県松阪市大口町字沖ス１１６２－３８
三重県松阪市大口町字新地１１６２－３８
三重県松阪市中道町字浜田６０８－１
三重県松阪市肥留町３３３番地
三重県松阪市立野町字卯月田６０１－１番地
三重県尾鷲市瀬木山町１１－３８
三重県員弁郡東員町大字長深字筆ヶ崎２０７７－２
三重県員弁郡東員町大字長深字筆ケ崎２０７７－２
三重県員弁郡東員町大字六把野新田字新起１３０２－２
三重県員弁郡東員町大字六把野新田字嶋畑５１－３ プ
レジールイワタ１０２号
三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島区長島字加田大飛車戸１
７９６－４７，４８
三重県多気郡多気町色太９４７－２３
三重県多気郡多気町仁田６４６番地１
三重県多気郡大台町高奈尾崎９６１
三重県三重郡菰野町大字永井３０６７番地の９３
三重県三重郡菰野町大字菰野字辰己野９９４－７
三重県三重郡菰野町大字千種字西野原４９２２番地７
三重県三重郡菰野町大字川北字西岡２３９０
三重県三重郡菰野町大字竹成字下雁沢３４７５－１
三重県三重郡川越町亀崎新田字中新田１２９番地
三重県三重郡川越町高松川下１３３２
三重県三重郡川越町大字高松字葭野１５３２－１
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電話番号
059-363-0022
059-328-8077
059-361-7900
080-5045-7860
0598-48-0801
0598-52-5271
0598-52-2112
0598-28-5688
0598-28-2671
080-5043-5865
080-5068-0793
0598-51-5692
0598-53-3444
0598-53-3431
0598-56-3337
0598-56-5454
080-8055-2140
080-6694-4383
0594-76-5547
0594-76-5547
0594-76-2449
0594-76-9690
0597-47-0503
080-5045-7886
0598-39-7078
080-5068-0795
059-399-2750
059-394-1133
059-393-5501
059-394-2322
059-396-0751
059-361-7036
059-364-0691
059-365-8121

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社暁興産 本社営業所

南牟婁郡
度会郡

大日運輸株式会社 川越営業所
株式会社マルマツ運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 三重川越センター
東海運送有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 熊野御浜センター
ヤマト運輸株式会社 伊勢玉城センター
ヤマト運輸株式会社 南勢伊勢路センター
ドリームライン株式会社 南伊勢営業所

※「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
三重県三重郡川越町大字当新田字宮前６２１，６２２－
１，－２，－３
三重県三重郡川越町大字当新田字宮前６３５－１
三重県三重郡川越町大字北福崎字宮西１４２番地
三重県三重郡朝日町大字縄生３６８－１
三重県三重郡朝日町大字縄生８６１
三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和字這上り３５９８－１
三重県度会郡玉城町玉川字東浦３０１
三重県度会郡南伊勢町伊勢路沖田６１０－４８
三重県度会郡南伊勢町内瀬字新木場１９６５番地
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電話番号
059-364-2020
059-364-8878
059-364-1829
080-5451-4161
059-377-2058
080-5045-8120
080-5481-6344
080-5045-8996
0599-67-8836

主な輸送品目（任意掲載）

