貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
秋田市

事業所名
東北運輸株式会社 本社営業所
秋田逓送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 秋田卸町センター
株式会社北日本オフィスエンジニアリング 本社営業所
三協運輸株式会社 秋田営業所
ヨコウン株式会社 秋田北営業所
ヨコウン株式会社 秋田南営業所
みちのく流通株式会社 秋田営業所
船川臨港運送株式会社 秋田支社営業所
上野輸送株式会社 秋田営業所
日の出運輸企業株式会社 本社営業所
株式会社エルピージーアキタ 本社営業所
武蔵貨物自動車株式会社 秋田支店
ヤマト運輸株式会社 秋田新屋支店
株式会社秋田エスエス商運 本社営業所
北日本運輸株式会社 本社営業所
ＳＢＳフレックネット株式会社 秋田
日本通運株式会社 秋田自動車営業所
日本通運株式会社 秋田海運営業所
シートランス株式会社 秋田営業所
アイビーデリバリー株式会社 本社営業所
秋田港北トラック株式会社 本社営業所
株式会社サカイ引越センター 秋田支社
株式会社秋豊ネットライズ 本社営業所
第一貨物株式会社 秋田支店
ヨコウン株式会社 秋田港営業所
ホイテクノ物流株式会社 秋田営業所
ヤマト運輸株式会社 秋田広面支店
佐川急便株式会社 秋田営業所
六郷小型貨物自動車運送株式会社 秋田営業所
ＤＯＷＡ通運株式会社 秋田
幸栄運輸株式会社 秋田営業所
日本郵便株式会社 秋田中央郵便局

※「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

秋田県秋田市茨島１－２－１０
秋田県秋田市茨島４丁目３－３
秋田県秋田市卸町５丁目１－８
秋田県秋田市卸町四丁目７番７号
秋田県秋田市河辺和田字下石川１７７番地３
秋田県秋田市外旭川字四百刈２８
秋田県秋田市御所野湯本１－１－１０
秋田県秋田市四ッ小屋字与左衛門川原３８５－１
秋田県秋田市寺内字後城３２２－９
秋田県秋田市寺内字後城３２２番地７
秋田県秋田市寺内字神屋敷２９５－４７
秋田県秋田市寺内字神屋敷２９５番地の４８
秋田県秋田市新屋鳥木町１番１３３
秋田県秋田市新屋鳥木町１番１３５
秋田県秋田市仁井田目長田３－５－２
秋田県秋田市川尻町字大川反１７０番地の２４
秋田県秋田市川尻町大川反２３２－２
秋田県秋田市泉菅野一丁目１９－１地内
秋田県秋田市土崎港穀保町１３０番１
秋田県秋田市土崎港西１丁目１０－５１
秋田県秋田市土崎港西３－１８８－２，１８５－３
秋田県秋田市土崎港西４丁目６－４４
秋田県秋田市土崎港相染町字中谷地１７７－２
秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナシ山１７－２０
秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナシ山６－２７
秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナシ山８－１
秋田県秋田市土崎港相染町中島下２７－４
秋田県秋田市東通４丁目５－１２
秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地２５０
秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地２５３－８
秋田県秋田市飯島字砂田２６－１０
秋田県秋田市飯島字砂田２６番地７
秋田県秋田市保戸野鉄砲町５－１
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（秋田県）
電話番号
018-823-7089
018-823-0902
080-5068-2100
018-862-6169
018-827-3522
018-868-0506
018-826-0037
018-839-2473
018-880-2430
018-847-0259
018-845-8822
018-846-2110
018-828-0634
080-5044-2363
018-839-5471
018-896-1777
018-823-4755
018-823-5940
018-845-2291
018-880-2468
018-874-9811
018-845-0711
018-880-6641
018-857-1761
018-845-8581
018-846-3384
018-846-6298
080-5044-2362
018-846-8911
018-845-0502
018-845-5559
018-845-6854
018-823-0571

H28.12.15
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
大館市

事業所名

日本郵便株式会社 大館郵便局
近物レックス株式会社 大館営業所
ヤマト運輸株式会社 秋田大館支店
秋田三八五流通株式会社 大館営業所
株式会社秋田エスエス商運大館 本社営業所
東北王子運送株式会社 大館営業所
第一貨物株式会社 大館支店
新潟運輸株式会社 大館支店
ヤマト運輸株式会社 秋田男鹿センター
男鹿市
株式会社八森運輸 秋田営業所
潟上市
北秋田市 ヤマト運輸株式会社 北秋田支店
田地川運送株式会社 秋田営業所
ヤマト運輸株式会社 秋田森吉センター
ヤマト運輸株式会社 秋田鹿角支店
鹿角市
秋印株式会社 鹿角営業所
白金運輸株式会社 鹿角営業所
有限会社千秋恒産 本社営業所
仙北市
ヤマト運輸株式会社 秋田角館支店
ヤマト運輸株式会社 秋田協和センター
大仙市
株式会社大仙物流 本社営業所
にかほ市 吉川運輸株式会社 秋田営業所
ヤマト運輸株式会社 秋田にかほ支店
株式会社三共サービス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 秋田能代南支店
能代市
能代運輸株式会社 本社営業所
武蔵貨物自動車株式会社 能代営業所
近物レックス株式会社 能代営業所
ヤマト運輸株式会社 秋田二ツ井センター
株式会社ダイニチ 本社営業所
千歳運送有限会社 本社営業所
湯沢市
有限会社北國急行 本社営業所
株式会社秋田物流 本社営業所
近物レックス株式会社 湯沢営業所
由利本荘市 秋田三八五流通株式会社 秋田南流通センター営業所
ヤマト運輸株式会社 秋田本荘支店

※「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
秋田県大館市字中城１２－３
秋田県大館市釈迦内字稲荷山下１１０－２
秋田県大館市釈迦内字稲荷山下７１
秋田県大館市釈迦内字桜下１５
秋田県大館市二井田字前田野３７－２６ ２Ｆ
秋田県大館市二井田字前田野５－６５
秋田県大館市片山町３－１－７０
秋田県大館市櫃崎字大道下２６－１
秋田県男鹿市船川港船川字海岸通り１－８－４
秋田県潟上市昭和大久保字北野細谷道添７３－１０３
秋田県北秋田市綴子字家下夕２６５
秋田県北秋田市綴子字糠沢上谷地１７０－１
秋田県北秋田市米内沢字大野岱１－２６
秋田県鹿角市十和田末広字谷地中１６－３
秋田県鹿角市八幡平字川部内川原６３－１
秋田県鹿角市八幡平字大里下モ川原１８３－１
秋田県仙北市角館町広久内前川原７０番地の１
秋田県仙北市角館町小勝田字下村１２１－１
秋田県大仙市協和峰吉川字葎沢２－５
秋田県大仙市神宮寺字中川原９２番４
秋田県にかほ市金浦字古賀の田７１－１
秋田県にかほ市三森字高田２６番地
秋田県にかほ市平沢字出ヶ沢１－１
秋田県能代市河戸川字長沼布６
秋田県能代市河戸川字北西山１４４－２
秋田県能代市字仙遊長根１６－１１
秋田県能代市扇田字扇渕４番１４
秋田県能代市二ツ井町字海道上１００－１
秋田県能代市能代町字下浜１－２
秋田県湯沢市岡田町１７番７号
秋田県湯沢市高松字中村１３８
秋田県湯沢市山田字福島開２５９－７
秋田県湯沢市柳田字中島２３２－３，２３３－１
秋田県由利本荘市岩城道川字久保田１８－１
秋田県由利本荘市出戸町字赤沼下道５１
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電話番号
0186-42-0200
0186-48-3204
080-5044-2376
0186-48-3385
0186-49-4005
0186-49-0292
0186-49-3737
0186-49-6811
080-5044-2373
018-877-6781
080-5044-2381
0186-63-1981
080-5044-2383
080-5044-2379
0186-32-3610
0186-30-5512
0187-53-2617
080-5044-2393
080-5044-2392
0187-73-5906
0184-38-2561
080-5044-2399
0184-36-2528
080-5044-2369
0185-55-1337
0185-52-0634
0185-58-4571
080-5044-2370
0185-52-1300
0183-73-4180
0183-79-2882
0183-78-1212
0183-73-6183
0184-62-6660
080-5044-2396

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
横手市

南秋田郡

事業所名
東北名鉄運輸株式会社 横手営業所
株式会社エル・ピー・ジー 本社営業所
大東実業株式会社 秋田営業所
ヨコウン株式会社 配送センター営業所
アイビーデリバリー株式会社 横手営業所
日本郵便株式会社 横手郵便局
ヤマト運輸株式会社 横手卸町センター
有限会社小沼運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 秋田横手支店
株式会社デイライン 株式会社デイライン東北支店秋田物
流センター営業所
武蔵貨物自動車株式会社 横手営業所
東北王子運送株式会社 横手営業所
近物レックス株式会社 横手営業所
ヤマト運輸株式会社 秋田大潟村センター
ヤマト運輸株式会社 秋田八郎潟支店

※「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

電話番号

秋田県横手市外ノ目字壇森１７－３
秋田県横手市外目字三ッ塚山１５９番地の１
秋田県横手市外目字三ツ塚山４５－１
秋田県横手市杉沢字中杉沢５９２－３
秋田県横手市前郷字下三枚橋３００
秋田県横手市大町６－１３
秋田県横手市八幡字八幡１４５－１
秋田県横手市平鹿町浅舞字桜森境４
秋田県横手市平鹿町醍醐字下油川６９－１

0182-33-5446
0182-33-5855
0182-36-4481
0182-33-6200
0182-33-6062
0182-32-3570
080-5044-2385
0182-24-1437
080-5044-2387

秋田県横手市平鹿町醍醐字当面町１－２

0182-56-0170

秋田県横手市柳田１２番１２
秋田県横手市柳田１－３
秋田県横手市柳田字笹崎３５１
秋田県南秋田郡大潟村字南１丁目５９－１８
秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋字沖谷地２３８

0182-36-0634
0182-36-0292
0182-33-5311
080-5451-4921
080-5044-2374
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主な輸送品目（任意掲載）

