貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
山形市

尾花沢市
寒河江市

酒田市

事業所名
日本郵便株式会社 山形中央郵便局
南東北福山通運株式会社 山形支店
株式会社浜名コーポレーション 山形営業所
鮫川運送株式会社 山形営業所
日本通運株式会社 山形営業所
株式会社サカイ引越センター 山形支社
ヤマト運輸株式会社 山形松波センター
日本郵便株式会社 山形南郵便局
ヤマト運輸株式会社 山形桧町センター
株式会社新開トランスポートシステムズ 山形営業所
株式会社山形パッケージセンター 山形営業所
原田運輸株式会社 本社営業所
株式会社丸の内運送 山形営業所
東北三八五流通株式会社 山形営業所
東北乳運株式会社 山形営業所
山形ビジネスサービス株式会社 本社営業所
株式会社大地物流 本社営業所
日本郵便株式会社 寒河江郵便局
日本通運株式会社 山形重機建設営業所
西部建材株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 寒河江高松センター
公平商事株式会社 本社営業所
寒河江物流株式会社 本社営業所
株式会社フコックス 酒田営業所
ヤマト運輸株式会社 山形八幡センター
日本郵便株式会社 酒田郵便局
山形ビジネスサービス株式会社 庄内営業所
株式会社丸運ロジスティクス東北 酒田営業所
ヤマト運輸株式会社 酒田大宮センター
一宮運輸株式会社 酒田営業所
新潟運輸株式会社 酒田支店
両羽ロジスティクス株式会社 本社営業所
結城運輸倉庫株式会社 酒田営業所

※「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

山形県山形市十日町一丁目７－２４
山形県山形市千石６９番地
山形県山形市蔵王松ケ丘１丁目２番１０号
山形県山形市蔵王松ヶ丘２－１－１１
山形県山形市大字十文字字天神東７７７外３１筆
山形県山形市大字松原字江向６５３番２
山形県山形市東山形１丁目１５－５
山形県山形市白山一丁目１３－８
山形県山形市桧町１－４－３２
山形県山形市桧町３－８－１
山形県山形市立谷川１－１１１４
山形県山形市立谷川２－２０２６
山形県山形市流通センター１丁目１０－１
山形県山形市流通センター４丁目１－１
山形県山形市流通センター４丁目６－４
山形県山形市旅篭町３－２－３
山形県尾花沢市大字荻袋字西荻原１３１８－１１
山形県寒河江市丸内一丁目２－２
山形県寒河江市大字寒河江字鶴田４
山形県寒河江市大字西根字中川原１１０－５
山形県寒河江市大字米沢字富沢５７９－１
山形県寒河江市中央工業団地１５９－４
山形県寒河江市中央工業団地１７０番地
山形県酒田市宮海字明治２７３－７
山形県酒田市常禅寺字西田３６－３－２
山形県酒田市新井田町１０－１
山形県酒田市千石町１丁目１２－３２
山形県酒田市大宮町１－４－１
山形県酒田市大宮町１－６－８
山形県酒田市大宮町２－１－１０
山形県酒田市大宮町２－５－１
山形県酒田市大宮町２－６－４
山形県酒田市大字宮海字新林５７２－１２
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（山形県）
電話番号
023-622-0707
023-625-0940
023-688-1312
023-674-9275
023-686-4385
023-689-1140
080-5044-0393
023-622-0735
080-5045-0447
023-684-2153
023-687-4344
023-686-4020
023-687-0262
023-633-2385
023-615-0757
023-628-3854
0237-25-2025
0237-86-2311
0237-83-1371
0237-86-2270
080-5044-0221
0237-84-2275
0237-86-6181
0234-33-5420
080-5045-9204
0234-22-1120
0234-24-6186
0234-23-6333
080-5044-0243
0234-26-4066
0234-22-7233
0234-23-0210
0234-33-0577

H28.12.15
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
新庄市

鶴岡市

天童市

長井市
南陽市
東根市

村山市

事業所名
株式会社エスケーテー 新庄営業所
東北西濃運輸株式会社 新庄営業所
浪速運送株式会社 山形営業所
ヤマト運輸株式会社 新庄センター
丸東運送株式会社 新庄営業所
日本郵便株式会社 鶴岡郵便局
萬運輸株式会社 庄内営業所
ミズカ運輸株式会社 鶴岡営業所
ヤマト運輸株式会社 鶴岡大山センター
株式会社エスケーテー 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 山形藤島センター
株式会社小松商事 藤島営業所
新潟運輸株式会社 鶴岡支店
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 庄内支店
有限会社関東エース 山形営業所
天童重機運輸株式会社 本社営業所
イーグル輸送株式会社 本社営業所
日本図書輸送株式会社 山形営業所
ロジトライ東北株式会社 山形事業所
ベア・ロジコ株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 天童センター
株式会社佐藤運送 山形営業所
株式会社サン配送センター 本社営業所
長岡運輸有限会社 本社営業所
株式会社丸の内運送 置賜営業所
株式会社丸運ロジスティクス東北 南陽営業所
有限会社ダイエイサービス 本社
日本郵便株式会社 東根郵便局
有限会社笹原産業運輸 本社営業所
株式会社バイタルエクスプレス 村山営業所
ヤマト運輸株式会社 山形東根センター
株式会社首都圏物流 山形センター
山形陸運株式会社 東根市学校給食配送センター営業所
ヤマト運輸株式会社 山形村山センター
有限会社まるよし運輸 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
山形県新庄市大字升形字笹原２８３９－１
山形県新庄市大字鳥越字駒場１４８８－４１
山形県新庄市大字福田字福田山７１１－８３
山形県新庄市大字福田字福田山７１１番１８５
山形県新庄市大字本合海字福宮１１１６－５５
山形県鶴岡市山王町４－１５
山形県鶴岡市常磐木字関口９７－１
山形県鶴岡市大荒字大戸前２２－１０
山形県鶴岡市大山字上柳原２７番１
山形県鶴岡市大字文下字沼田１９８－２
山形県鶴岡市藤島字鶴巻８０
山形県鶴岡市藤浪三丁目９０番地
山形県鶴岡市宝田１－９－５１
山形県鶴岡市宝田３丁目４番６４号
山形県天童市清池東２丁目５－２７
山形県天童市清池東一丁目２－２６
山形県天童市石鳥居２丁目２－５２
山形県天童市石鳥居一丁目４－４７
山形県天童市石鳥居二丁目１－１０９
山形県天童市大字芳賀字楯丿城４５７－１
山形県天童市大字老野森字光戒旦３３９
山形県天童市長岡北４丁目７－７
山形県天童市東芳賀２－１１－５
山形県天童市北久野本３丁目３－６
山形県長井市今泉５６６
山形県南陽市宮内字穴田四１０１３番８の２
山形県南陽市竹原３２７３－１
山形県東根市三日町３－３－１８
山形県東根市神町西１－１－６
山形県東根市神町西１丁目３番２０号
山形県東根市大字東根元東根字一本木５９７５－４
山形県東根市大字野田字三ツ屋浦７１１番地
山形県東根市東根元東根字一本木６０３２
山形県村山市中央２－１０８０－９
山形県村山市中央２－９－６
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電話番号
0233-26-2711
0233-23-2930
0233-23-3545
080-5044-0199
0233-26-2841
0235-22-0401
0235-57-5113
0235-35-3320
080-5421-1363
0265-28-3066
080-5044-1561
0235-64-4411
0235-22-2833
0235-29-4560
023-655-9650
023-655-5711
023-655-5331
023-655-4677
023-655-4245
023-655-2126
080-5044-0280
023-686-5628
023-655-5970
023-653-2257
0238-87-0788
0238-47-3120
0238-47-3411
0237-43-5365
0237-47-3515
0237-49-1970
080-5044-0307
0237-49-2366
0237-48-6222
080-5044-0206
0237-55-3508

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
米沢市

事業所名
日本郵便株式会社 米沢郵便局
ジークライト株式会社 運輸事業部
東北第一物流株式会社 米沢営業所
南東北福山通運株式会社 米沢営業所

上山市

日本通運株式会社 米沢営業所
日軽物流株式会社 米沢営業所
高橋運輸興業株式会社 米沢営業所
株式会社エタニティー・タイシン 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 上山弁天センター
山形陸上運送株式会社 上山営業所

西置賜郡

ヤマト運輸株式会社 山形小国センター

西村山郡

株式会社第一運輸 山形営業所
ヤマト運輸株式会社 山形河北町センター
西濃運輸株式会社 庄内営業所
株式会社ひさげ運輸 本社営業所
株式会社ビー・アイ運送 山形営業所
ヤマト運輸株式会社 山形中山センター
ヤマト運輸株式会社 山形真室川センター

東田川郡
東村山郡
最上郡

※「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
山形県米沢市金池三丁目１－４３
山形県米沢市大字板谷字岩陰７０４－１
山形県米沢市中田町字外ノ内弍１１４１－１４
山形県米沢市中田町字谷地田２１１４、米沢市窪田町窪
田字西壱本松下３－２
山形県米沢市中田町字北川原壱１２４８－１
山形県米沢市直江石堤３７５３－１、３７６１－８
山形県米沢市万世町桑山字下飛行壇２９８１番地４
山形県上山市久保手４００５－１０
山形県上山市弁天１－３１６－１
山形県上山市弁天二丁目４番１号
山形県西置賜郡小国町大字町原字馬道堀添１－３５９－
１０
山形県西村山郡河北町谷地字真木２６６－１２
山形県西村山郡河北町谷地中央５丁目４－３
山形県東田川郡三川町大字成田新田字前田元３８５－１
山形県東田川郡庄内町余目字月屋敷２１９番１
山形県東村山郡中山町大字岡字金田２００８－２
山形県東村山郡中山町大字長崎字新田町３９－１
山形県最上郡真室川町大字平岡字片杉野１６９２－１１
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電話番号
0238-22-5001
0238-39-5081
0238-37-6615
0238-36-0292
0238-37-2200
0238-39-2242
0238-29-0230
023-672-4450
080-5044-1578
023-672-2811
080-5044-1590
0237-73-4221
080-5044-0401
0235-66-4911
0234-42-0202
023-674-0792
080-5044-0372
080-5044-0352

主な輸送品目（任意掲載）

