貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
甲府市

上野原市
甲斐市

甲州市

中央市

都留市

韮崎市

事業所名
三ツ輪運輸株式会社 甲府営業所
ヤマト運輸株式会社 甲府東支店
株式会社サカイ引越センター 山梨支社
日本通運株式会社 西東京警送支店 甲府警送課
近物レックス株式会社 甲府支店
日本郵便株式会社 甲府中央郵便局
有限会社黒薔薇運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 甲府北支店
株式会社坂本建運 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 上野原支店
有限会社美珠商事 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 甲斐支店
山梨総合運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 塩山センター
有限会社松里運送 本社営業所
有限会社内田運送 本社営業所
勝栄運輸株式会社 本社営業所
成増運輸株式会社 山梨営業所
株式会社中部 本社営業所
山梨総合運輸株式会社 田富営業所
株式会社ギオン 甲府センター
都留貨物自動車株式会社 甲府支店
山梨西多摩株式会社 田富営業所
藤進運輸株式会社 本社営業所
みのり運輸株式会社 本社営業所
日正運輸株式会社 甲府営業所
株式会社甲斐興運 本社営業所
富岳通運株式会社 都留支店
佐川急便株式会社 都留営業所
甲信越福山通運株式会社 都留営業所
トランコムＤＳ株式会社 都留営業所
ヤマト運輸株式会社 韮崎支店
高野産業株式会社 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。

安全性優良事業所
住所

山梨県甲府市横根町１８０－１
山梨県甲府市住吉４丁目２２番１５号
山梨県甲府市上今井町１０３１－１
山梨県甲府市上今井町椀面７４０－３
山梨県甲府市上曽根町３９０５－６
山梨県甲府市太田町６－１０
山梨県甲府市大里町１１４９－１
山梨県甲府市飯田１丁目２４４１－１
山梨県甲府市富士見１－２２－１１
山梨県上野原市新田６９７
山梨県甲斐市西八幡４０６４番地１１
山梨県甲斐市大字大下篠字深田３１７－１
山梨県甲斐市富竹新田１５０６－２
山梨県甲州市塩山下於曽６５５－１
山梨県甲州市塩山三日市場７９５－１
山梨県甲州市勝沼町菱山２７１６－１
山梨県甲州市勝沼町綿塚５９５－１
山梨県甲州市勝沼町綿塚６９６－１
山梨県中央市一町畑９１２－１
山梨県中央市臼井阿原１６４１－１６
山梨県中央市山之神流通団地１－８－４
山梨県中央市山之神流通団地２４７３－１１
山梨県中央市山之神流通団地３１６２番１５
山梨県中央市山之神流通団地３－６－１
山梨県中央市大鳥居４５４０－１
山梨県中央市中楯相ノ田１５０８
山梨県中央市東花輪字戈之神２１２８
山梨県都留市小形山沖大原２－２
山梨県都留市大幡４８２９
山梨県都留市朝日馬場字虻ノ宮８１３－２
山梨県都留市与縄５９６－３
山梨県韮崎市一ツ谷１８８６－１
山梨県韮崎市下祖母石２２７５－１
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（山梨県）
電話番号
055-235-6461
080-5044-3652
055-242-0501
055-243-1251
055-266-7060
055-235-3466
055-241-5295
080-5044-3728
055-253-1000
080-5044-3653
055-276-8976
080-5044-3699
055-276-5672
080-5044-3676
0553-33-5114
0553-44-0351
0553-44-2004
055-344-2702
055-273-1771
055-274-5773
055-230-7730
055-273-5661
055-273-6181
055-273-6551
055-269-3361
055-274-1181
055-273-5902
0554-43-8611
0554-45-2881
0554-48-2920
046-236-3760
080-5044-3562
0551-23-0072

H28.12.15
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

株式会社輿石運送土木 本社営業所
有限会社三枝商事 本社営業所
有限会社砂畑建材 本社営業所
有限会社昭和総業 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 山梨一宮センター
笛吹市
佐川急便株式会社 甲州営業所
大和運送株式会社 本社営業所
ロジフレックス株式会社 本社営業所
有限会社統航 有限会社統航
有限会社御坂運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 御坂センター
甲菱運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 石和東油川センター
株式会社シンクラン 山梨東営業所
株式会社福島運輸 八代営業所
富士吉田市 ヤマト運輸株式会社 山梨松山センター
ヤマト運輸株式会社 富士吉田支店
日本郵便株式会社 富士吉田郵便局
有限会社長坂運輸 本社営業所
北杜市
峡北陸送株式会社 本社営業所
有限会社プログレスカンパニー 本社営業所
韮崎本町運送株式会社 白州営業所
鴻池運輸株式会社 山梨営業所
大阪運輸倉庫株式会社 白州営業所
南アルプス市 日本郵便株式会社 南アルプス郵便局
株式会社さんけい 本社営業所
白根運送株式会社 本社
株式会社宮澤荷役 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 山梨甲西センター
株式会社正運 本社営業所
株式会社シンクラン 山梨営業所
早川運輸株式会社 山梨営業所
ヤマト運輸株式会社 山梨物流システム支店
株式会社ニチカ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 山梨白根センター

※「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
山梨県韮崎市水神２－７－２１
山梨県韮崎市清哲町青木２１３１番地
山梨県韮崎市穂坂町宮久保１１７
山梨県韮崎市竜岡町下条南割字西原４８９－１
山梨県笛吹市一宮町一之宮１３９０－１
山梨県笛吹市一宮町国分字築地９２０－１
山梨県笛吹市一宮町坪井２０５８－５
山梨県笛吹市一宮町坪井２０９８番地１
山梨県笛吹市一宮町田中７７４
山梨県笛吹市御坂町井之上１５１７－３
山梨県笛吹市御坂町栗合１８２－１
山梨県笛吹市石和町井戸２２１
山梨県笛吹市石和町東油川字北畑３００番１
山梨県笛吹市八代町南２７４４－１
山梨県笛吹市八代町北前田１９２５
山梨県富士吉田市松山５丁目１０７７番５
山梨県富士吉田市新屋３９１
山梨県富士吉田市中曽根３－１－１
山梨県北杜市長坂町大八田１５８４
山梨県北杜市長坂町長坂上条２０６３－１
山梨県北杜市長坂町富岡２７９１－１
山梨県北杜市白州町鳥原字内屋敷２１９４
山梨県北杜市白州町白須７４５８－２７５
山梨県北杜市武川町三吹９０４－１
山梨県南アルプス市下宮地５６３－４
山梨県南アルプス市下高砂１１８０－１
山梨県南アルプス市在家塚７５４
山梨県南アルプス市寺部１２２１
山梨県南アルプス市小笠原字中畑４３２－１
山梨県南アルプス市上高砂７９８
山梨県南アルプス市上今諏訪１８５－１
山梨県南アルプス市藤田２６０５
山梨県南アルプス市徳永１５９１、１５８９－３
山梨県南アルプス市徳永１６１４－２
山梨県南アルプス市飯野３４３０－５
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電話番号
0551-22-2335
0551-22-7598
0551-22-8856
0551-23-3939
080-5044-3573
0553-47-7201
0553-47-3381
0553-47-6400
0553-47-7152
055-263-6253
080-6604-6175
055-262-7100
080-5045-8725
055-284-2309
055-265-4862
080-5045-8733
080-5044-3601
0555-22-3401
0551-32-6023
0551-32-2501
0551-32-6393
0551-35-2266
0551-35-2939
0551-26-2922
055-283-4049
055-285-5088
055-285-6311
055-282-6168
080-5044-3663
055-267-5755
055-284-2309
055-298-6831
055-280-5566
055-285-5510
080-5451-5863

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

山梨市
西八代郡
中巨摩郡

南巨摩郡

南都留郡

事業所名
有限会社山義 本社営業所
有限会社八田建材 本社営業所
株式会社清水建材 本社営業所
拓大運輸有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 山梨石和支店
日本郵便株式会社 峡南郵便局
株式会社北條重量工事 本社営業所
山梨三和物流株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 山梨自動車事業所
佐川急便株式会社 山梨営業所
ヤマト運輸株式会社 山梨主管支店
株式会社ミノブ運輸 本社営業所
有限会社万栄トラック 本社営業所
鰍沢貨物自動車有限会社 本社営業所
株式会社河口湖梱包流通 本社営業所
有限会社上田屋商会 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
山梨県南アルプス市有野４２８６
山梨県南アルプス市六科１１０７－５４
山梨県南アルプス市和泉９２９番地
山梨県山梨市歌田８１－１
山梨県山梨市万力字大代８１２－４
山梨県西八代郡市川三郷町岩間９２８
山梨県中巨摩郡昭和町上河東３７４－１
山梨県中巨摩郡昭和町築地新居１５９８－１
山梨県中巨摩郡昭和町築地新居字大島８４７－１
山梨県中巨摩郡昭和町築地新居字大島８８９－１
山梨県中巨摩郡昭和町築地新田字新居巻９５番地
山梨県南巨摩郡身延町下山９２６３
山梨県南巨摩郡南部町万沢４３６５番地
山梨県南巨摩郡富士川町青柳町１０１１－１
山梨県南都留郡富士河口湖町船津７３６１
山梨県南都留郡富士河口湖町船津字掘休場２１０４－２
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電話番号
055-285-7114
055-285-0554
055-283-4699
0553-22-9046
080-5044-3727
0556-32-3707
055-275-7273
055-275-9445
055-275-0202
055-275-2872
055-275-5470
0556-62-3111
0556-67-3231
0556-22-0979
0555-72-1781
0555-72-0373

主な輸送品目（任意掲載）

