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
株式会社ジェイ・ロジコム 三重
三重近物通運株式会社 パナソニックリビング中部
株式会社小林運輸 本社営業所
株式会社Ｈ・Ｎ・Ｃ 本社営業所
株式会社日硝ハイウエー 安濃営業所
株式会社山博運送 津営業所
有限会社富屋物流 本社営業所
株式会社パスコ・エクスプレス 津営業所
株式会社アサヒセキュリティ 三重
トーケントランスポート株式会社 本社営業所
トランコムＤＳ株式会社 津宅配営業所
株式会社サカイ引越センター 津支社
日本図書輸送株式会社 三重営業所
トランコムＤＳ株式会社 津南営業所
日本通運株式会社 三重警送支店 三重警送支店
中部北港運輸株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 津中央郵便局
中央運送株式会社 本社営業所
株式会社ヤマト 美里営業所
株式会社美鈴急送 本社営業所
有限会社和田商店 本社営業所
白鳳運輸有限会社 本社営業所
近物レックス株式会社 伊賀支店
伊山運送株式会社 本社
滋賀近交運輸倉庫株式会社 三重支店
有限会社関本商事 本社営業所
中部急送株式会社 三重営業所
三重近物通運株式会社 上野営業所
創建運輸株式会社 本社営業所
京阪運輸株式会社 モリマー事業部営業所
名阪エクスプレス株式会社 本社営業所
長田産業株式会社 三重営業所
有限会社柘植運送 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

三重県津市あのつ台１－１－３
三重県津市あのつ台１丁目１番３号
三重県津市あのつ台１丁目８－１１
三重県津市河芸町上野１３２１番地１
三重県津市安濃町２３８８－１０
三重県津市雲出本郷町字榎縄１８０５－１２７
三重県津市河芸町東千里５７－１
三重県津市河芸町東千里字狐塚５２７番地３
三重県津市芸濃町椋本２７２７－２
三重県津市芸濃町椋本字山中５１０１－１
三重県津市高洲町３－２０
三重県津市高茶屋小森上野町１３６６
三重県津市高茶屋小森町字若林１５７５－４
三重県津市高茶屋小森町字中山１３１８－１
三重県津市桜橋３丁目４０２番地
三重県津市新家町５３０番地１
三重県津市中央１－１
三重県津市藤方字山ノ越１９１８－３
三重県津市美里町穴倉４３８
三重県津市末広町１２１番地１
三重県伊賀市阿保９２５の３８番
三重県伊賀市安場字長谷１７３０－３３
三重県伊賀市安場字八十苅１８１１
三重県伊賀市荒木字廣戸１８５７－１
三重県伊賀市三田字東大町４１０番地５
三重県伊賀市山出１５４９
三重県伊賀市治田３６３３
三重県伊賀市西明寺３１５１番地
三重県伊賀市千歳字野添９２２番地の１
三重県伊賀市川東２１７０－２３
三重県伊賀市中柘植字宮谷１１９１，１１９５
三重県伊賀市長田字西岡７６０番地１
三重県伊賀市柘植町字口中山２６６２－１４
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（三重県）
電話番号
059-236-1115
0592-53-7445
059-264-7766
059-253-3541
059-267-0050
059-234-9911
059-245-5386
059-245-1366
059-266-1755
059-266-0067
059-234-1880
059-238-2228
059-235-5720
059-234-1880
059-228-9164
059-256-7090
059-228-2470
059-226-3258
059-279-3311
059-253-7893
0595-52-0049
0595-39-0016
0595-39-0785
0595-21-9798
0595-21-8841
0595-22-8030
0595-20-9980
0595-48-6110
0595-48-6744
0595-45-8980
0595-45-2477
0595-26-1677
0595-45-3602

H28.12.15
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

伊勢市

いなべ市

事業所名
トナン輸送株式会社 三重営業所
日進高田運送株式会社 島ケ原営業所
日本郵便株式会社 伊勢郵便局
三重近物通運株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 三重支店 伊勢営業所
三重交通株式会社 伊勢営業所
トヨタ輸送株式会社 いなべ営業所
ＴＢ物流サービス株式会社 いなべ営業所
有限会社森興業 本社営業所
株式会社トヨカサービス 員弁営業所

亀山市

桑名市

志摩市
鈴鹿市

株式会社夢生商会 本社営業所
有限会社ドリームライナー 本社営業所
鈴峰運送有限会社 亀山事業所
三糧輸送株式会社 鈴鹿営業所
伊鈴輸送株式会社 亀山営業所
鈴鹿インター株式会社 本社
澁澤陸運株式会社 三重ターミナル
株式会社後藤物流 本社営業所
吉井運送株式会社 亀山営業所
埼九運輸株式会社 鈴鹿営業所
東海西部運輸株式会社 三重営業所
株式会社カワキタエクスプレス 本社営業所
佐川急便株式会社 亀山営業所
日通三重自動車運送株式会社 亀山
豊栄物流有限会社 本社営業所
株式会社ムロオ 桑名営業所
株式会社マイティ 本社営業所
株式会社東海通商 本社営業所
秋山運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 桑名長島センター
株式会社栄友ライン 本社営業所
三重近物通運株式会社 志摩営業所
マルイ運送株式会社 志摩営業所
株式会社マーリス 鈴鹿営業所

※「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
三重県伊賀市土橋字堂木１８番地
三重県伊賀市島ケ原１６７６１－２
三重県伊勢市岩渕３丁目６番１０号
三重県伊勢市小俣町湯田２０３番地
三重県伊勢市神久２丁目９２７、９２８－３
三重県伊勢市神田久志本町字平堤１５００－１
三重県いなべ市員弁町市之原１０番
三重県いなべ市員弁町大字大泉字藤谷２１８１－５９
三重県いなべ市大安町大泉３７４－１
三重県いなべ市大安町平塚１９７０－６ ローゼルＡ棟
Ｋ号室
三重県亀山市菅内町６３３番地２
三重県亀山市菅内町字折越１６５２番９
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４９０７
三重県亀山市長明寺町６１５
三重県亀山市長明寺町字太郎四６４４番地２
三重県亀山市田村町字西山１８８８－１６
三重県亀山市田村町字大野１７７７－４３
三重県亀山市田村町字東山１７７９－１４
三重県亀山市田村町字鳶ヶ尾６５９－３
三重県亀山市白木町貝下１８６６－２
三重県亀山市白木町字押之尾６０番地２１
三重県亀山市布気町５５０番地４
三重県亀山市辺法寺町字網中３５８番地４
三重県亀山市野村町字太古場１７８９－９０
三重県桑名市多度町御衣野字金ヶ谷３６３９－２
三重県桑名市大字江場字貝戸５４０－１，５４０－５
三重県桑名市大字江場字貝戸５４０－５
三重県桑名市大字赤尾６０番地
三重県桑名市長島町押付字平島４００番１
三重県桑名市長島町殿名字下知田８４９－２
三重県志摩市阿児町鵜方２０１６番地１
三重県志摩市磯部町沓掛体ノ谷７－２
三重県鈴鹿市伊船町２０１４－１０
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電話番号
0595-26-3232
0595-59-9006
0596-28-6350
0596-22-4412
0596-28-2115
0596-25-7131
0594-74-5011
0594-84-2611
0594-77-1362
0594-84-2266
0595-83-1711
0595-84-1233
0595-85-1934
0595-85-8820
0595-82-8486
059-379-2816
0595-85-1138
0595-85-3110
0595-85-2299
0595-83-5219
0595-84-1133
0595-83-1690
0595-84-1250
0595-85-1559
0595-82-3011
0594-48-7444
0594-24-1616
0594-24-7474
0594-31-3741
080-5481-6569
0594-41-0101
0599-43-0046
059-234-7785
059-371-8215

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

鳥羽市
名張市

四日市市

事業所名
佐川急便株式会社 鈴鹿営業所
鈴峰運送有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 鈴鹿磯山センター
神勢産業有限会社 本社営業所
マルイ運送株式会社 鈴鹿営業所
株式会社エヌ・エス 御薗営業所
ホンダ運送株式会社 中部事業所 鈴鹿センター
株式会社宝輪 本社営業所
松下運輸株式会社 鈴鹿営業所
三重センコーロジ株式会社 鈴鹿営業所
センコー株式会社 三重支店 鈴鹿車輌センター
ヤマト運輸株式会社 鳥羽浦村センター
ヤマト運輸株式会社 名張おきつも支店
新日本輸送株式会社 名張営業所
有限会社川商ライン 本社営業所
トランコムＤＳ株式会社 伊賀営業所
株式会社日硝ハイウエー 四日市営業所
三重農水株式会社 本社営業所
大宝運輸株式会社 四日市支店
昌和商事株式会社 四日市営業所
株式会社荒川急送 四日市営業所
三昌運輸倉庫株式会社 本社営業所
三糧輸送株式会社 四日市営業所
秋田運輸株式会社 四日市営業所
亀山トランスポート株式会社 四日市営業所
東陽興業株式会社 四日市営業所
坂本運輸有限会社 本社営業所
谷口運輸有限会社 本社営業所
旭運輸有限会社 本社営業所
向島運送株式会社 四日市営業所
日本アルコール物流株式会社 四日市営業所
ＴＳトランスポート株式会社 本社営業所
株式会社スリーエス物流 四日市営業所
株式会社サントクピース 本社

※「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
三重県鈴鹿市伊船町字東境塚１９６２番６
三重県鈴鹿市伊船町字南畑ヶ田１４７９－２
三重県鈴鹿市磯山３丁目１６７２－１
三重県鈴鹿市下大久保町字美良２３５２
三重県鈴鹿市河田町７８９
三重県鈴鹿市御薗町字小深田４５４４
三重県鈴鹿市国府町字石丸７７５３
三重県鈴鹿市国府町字赤坂５６９６－１
三重県鈴鹿市庄野町字四反田１０８１－１
三重県鈴鹿市飯野寺家町字筋違２９５－２
三重県鈴鹿市飯野寺家町字筋違２９５－２
三重県鳥羽市鳥羽４丁目２３６９－１
三重県名張市朝日町１５１４－１
三重県名張市長瀬１４０５番地
三重県名張市八幡塩塚１６６８－１
三重県名張市八幡字奥入野１２３２－３
三重県四日市市羽津中２丁目１６７１
三重県四日市市河原田町１５１２番地１
三重県四日市市河原田町字溝東１０７７－１０，字畔道
１０４５－６
三重県四日市市海山道町１丁目９１番地２
三重県四日市市広永町１１７７－１
三重県四日市市采女町字春雨３２１８－３
三重県四日市市曙町７番７号
三重県四日市市小古曽３丁目１－１６
三重県四日市市垂坂町字山上谷１３４０
三重県四日市市千歳町１－５６
三重県四日市市大井の川町２丁目１５８７番地
三重県四日市市大井の川町二丁目１５８７番地１
三重県四日市市大字塩浜字里浦５７２－１
三重県四日市市大治田３丁目５１２
三重県四日市市大治田三丁目３－７１
三重県四日市市大鐘町六路山１５３９－３
三重県四日市市大鐘町六路山１５３９－３
三重県四日市市大矢知町１９２５
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電話番号
059-371-3811
059-371-1411
059-361-7900
059-373-2112
059-234-7785
059-372-8080
059-378-1145
059-378-2818
059-378-0321
059-369-0064
059-382-2112
080-5043-5919
080-5045-7937
0595-62-6020
0595-64-7812
059-234-1880
059-373-7711
059-347-2876
059-345-8280
059-329-5671
0593-63-5258
059-346-3733
059-351-2311
059-346-3223
059-334-7676
059-352-6109
059-346-5343
059-324-5408
059-346-7136
059-347-4383
059-349-6161
059-338-5511
059-336-2022
059-364-5155

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

松阪市

尾鷲市

事業所名
有限会社三英物流 本社営業所
株式会社エスラインギフ 四日市営業所
日本郵便株式会社 四日市西郵便局
ヤマト運輸株式会社 四日市インター支店
ヤマト運輸株式会社 三重主管支店
岩田運輸株式会社 四日市営業所
近畿石油輸送株式会社 営業部
近物レックス株式会社 四日市支店
菱江ロジスティクス株式会社 四日市物流センター
西鉄運輸株式会社 三重支店
西濃エキスプレス株式会社 四日市営業所
鈴江陸運株式会社 四日市事業所
トランコムＤＳ株式会社 四日市南営業所
中部シティフレイト株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 松阪三雲支店
マルケイ運輸有限会社 本社営業所
株式会社ファイン流通 本社営業所
有限会社丸重運輸 本社営業所
三重近物通運株式会社 松阪営業所
吉村急送有限会社 本社営業所
藤松運輸株式会社 本社営業所
株式会社ムロオ 松阪営業所
三重海運株式会社 本社営業所
大西運輸株式会社 松阪営業所
ドリームロジテック株式会社 本社営業所
日通ヤマモリ物流株式会社 本社営業所
トランコムＤＳ株式会社 松阪営業所
株式会社三定物流 本社営業所
三銀ビジネス・サービス株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 松阪郵便局
近物レックス株式会社 尾鷲営業所
佐川急便株式会社 尾鷲営業所
山信運送有限会社 本社営業所
トランコムＤＳ株式会社 紀北営業所

※「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
三重県四日市市大矢知町１９７８番地
三重県四日市市大矢知町字大沢１９７６
三重県四日市市智積町６２２７
三重県四日市市智積町字清水道６２０７－１
三重県四日市市中村町字半谷２２９３番１４
三重県四日市市天カ須賀新町１丁目２７
三重県四日市市天ヵ須賀新町１番地２０
三重県四日市市東茂福町２－３１
三重県四日市市内堀町字東浦３２２－１
三重県四日市市楠町本郷３０番地
三重県四日市市日永１丁目９３５－１
三重県四日市市白須賀１丁目１５－２７
三重県四日市市富士町１－１５
三重県四日市市末広町８番８号
三重県松阪市宮町ヲノホロ１００－６
三重県松阪市高町字上汐田４６４－３
三重県松阪市小黒田町字西沖２８６
三重県松阪市小黒田町字北田４９８－４
三重県松阪市松崎浦町字中ノ坪１５７番地４
三重県松阪市上川町字大西山２５１５－１
三重県松阪市曽原町２４６
三重県松阪市曽原町４０４番地５
三重県松阪市大口町１３９８
三重県松阪市大口町字子ノ新田４３８－８
三重県松阪市大口町字子ノ新田５３２番１
三重県松阪市大口町字新地１４７８－１２
三重県松阪市大口町字北堀田２７３－２
三重県松阪市大津町字戸ノ本８１４－１，８１５－２
三重県松阪市中央町５２７番地１
三重県松阪市南町１７８－１
三重県尾鷲市桂ヶ丘７２－７
三重県尾鷲市瀬木山町４７７１番地の６
三重県尾鷲市大字向井字村島１２－６
三重県尾鷲市中川２－９０
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電話番号
059-361-7330
059-361-7174
059-327-1119
080-6698-1983
059-361-7902
059-363-2211
059-364-7624
059-365-6111
059-349-1818
059-397-3021
059-347-9158
059-331-1276
059-234-1880
059-352-7710
080-5068-0793
0598-51-6151
0598-21-0834
0598-26-0487
0598-51-8099
0598-61-2211
0598-56-4647
0598-56-9033
0598-53-3434
059-851-8105
0598-31-1081
0598-51-2308
059-234-1880
0598-51-7441
0598-51-1111
0598-21-7165
0597-22-1630
0597-22-9691
0597-23-0616
059-234-1880

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
北牟婁郡
三重郡

事業所名
ヤマト運輸株式会社 紀伊長島センター
太陽急配株式会社 四日市営業所
有限会社裕進運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 三重菰野センター
株式会社共栄ロジックサービス 本社営業所
石井運輸株式会社 名四営業所
伊井運輸株式会社 本社営業所
桑栄運輸株式会社 朝日営業所
株式会社益生小型運送 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
三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島区長島字加田１７１５番
地４、１７１６番地１
三重県三重郡菰野町大字永井字北柿ノ木３０６８－３３
三重県三重郡菰野町大字竹成字上弥八１２２９番地１、
１２３０番１
三重県三重郡菰野町大字竹成字弥八１３３６．１３３７
三重県三重郡川越町大字高松字萩葉１６７－１，１６８
－１
三重県三重郡川越町大字当新田字宮前６３３－１
三重県三重郡川越町豊田５８１
三重県三重郡朝日町大字縄生字小向新貝５５
三重県三重郡四日市市中村町２４１６－７
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電話番号
059-361-7902
059-399-3600
059-399-2113
080-1234-1234
059-365-0965
059-361-6666
059-365-6336
059-377-2720
059-364-7611

主な輸送品目（任意掲載）

