貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
和歌山市

事業所名
日本郵便株式会社 和歌山中央郵便局
河西運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 和歌山岩橋センター
有限会社金谷運送 金谷運送
秋山逓送株式会社 和歌山営業所
酸和運送株式会社 本社営業所
浅川組運輸株式会社 大浦倉庫
熊野小型運送株式会社 本社
株式会社オプラスロジス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 和歌山西ノ庄センター
高尾運輸興業株式会社 和歌山営業所
有限会社滝川運輸 和歌山営業所
株式会社和歌山システム発送 本社営業所
辻岡運輸株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 和歌山警送支店
日本通運株式会社 中央物流事業所
株式会社酒本運送 和歌山営業所
ヤマト運輸株式会社 和歌山東支店
日通和歌山運輸株式会社 本社営業所
有限会社坂口運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 和歌山主管支店

有田市
岩出市

有限会社ＭＩＹＡＫＥ 本社営業所
株式会社ライズトランスポート 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 和歌山府中センター
八大運輸株式会社 和歌山営業所
株式会社湊組 和歌山営業所
マルイシ運輸株式会社 和歌山営業所
株式会社キング・ライン 本社営業所
成川運送株式会社 本社営業所
株式会社さくら運送 本社営業所
阪神トランスポート株式会社 和歌山営業所
南星運輸株式会社 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

（和歌山県）

住所
和歌山県和歌山市一番丁４
和歌山県和歌山市梶取２４６－１、２４５－２
和歌山県和歌山市岩橋字高橋１３３７番地１
和歌山県和歌山市栗栖３９５
和歌山県和歌山市元町奉行丁２－３－１－５０１
和歌山県和歌山市雑賀崎２０１７番地２９
和歌山県和歌山市雑賀崎泊り新開２００５－１
和歌山県和歌山市小雑賀６７７－２７
和歌山県和歌山市小倉４０５－１
和歌山県和歌山市西庄字早房３８３番２、３８３番３
和歌山県和歌山市西庄字妙見４２３－１
和歌山県和歌山市西浜１６６０－５９８
和歌山県和歌山市西浜１６６０番地１０４
和歌山県和歌山市西浜１６６０番地の６８３
和歌山県和歌山市西浜７９６－１
和歌山県和歌山市西浜７９６－１
和歌山県和歌山市西浜字中川向ノ坪１６６０番地の５５
４
和歌山県和歌山市太田字神ノ畔１１９番１
和歌山県和歌山市築港６丁目３番地
和歌山県和歌山市築港６丁目５番地７
和歌山県和歌山市直川字中川田１８５－１，１８５－
７，１９４－５
和歌山県和歌山市冬野１６０４番地の４
和歌山県和歌山市布施屋９３６番地
和歌山県和歌山市府中字高井田２６番２
和歌山県和歌山市北島４２５番地２
和歌山県和歌山市湊１８５０
和歌山県和歌山市湊北町３－８
和歌山県和歌山市湊薬種畑１１１５－３２
和歌山県有田市新堂２６１－１
和歌山県岩出市根来２３４７－２２０
和歌山県岩出市西野字保田１４４番１
和歌山県岩出市野上野６０－１
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電話番号
073-422-0050
073-453-1731
080-6604-5158
073-471-3358
073-499-4011
073-448-4788
073-444-2050
073-428-3152
073-465-3335
073-480-5575
073-454-3451
073-446-9951
073-447-1551
073-447-3711
073-423-8274
073-431-3101
073-447-6788
073-475-0570
073-423-8511
073-422-4507
073-499-4564
073-479-9246
073-477-7228
073-461-6001
073-455-8818
073-451-5185
073-422-1266
073-422-2193
0737-82-2309
0736-63-2100
073-669-1310
0736-63-2808

H28.12.15
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
海南市

紀の川市

御坊市

新宮市

田辺市

橋本市
有田郡

事業所名
ヤマト運輸株式会社 紀の川支店
堀田運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 紀州海南野上センター
株式会社オプラスエキスプレス 本社営業所
日本通運株式会社 海南営業支店
株式会社湊組 海南営業所
伊那運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 紀州桃山センター
和歌山名鉄運輸株式会社 紀の川営業所
株式会社豊運輸サービス 本社営業所
サザントランスポートサービス株式会社 紀北営業所
近物レックス株式会社 北和歌山営業所
こおの交通株式会社 本社営業所
丸西運送有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 紀州粉河センター
和歌山名鉄運輸株式会社 御坊営業所
ヤマト運輸株式会社 紀州日高センター
紀勢運輸株式会社 本社営業所
紀南運輸株式会社 本社営業所
近物レックス株式会社 新宮営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 新宮営業所
和歌山名鉄運輸株式会社 紀南支店
日本郵便株式会社 田辺郵便局
有限会社宮森運送 本社営業所
和歌山名鉄運輸株式会社 橋本支店
豊興サービス株式会社 和歌山営業所
日本郵便株式会社 湯浅郵便局
近畿福山通運株式会社 和歌山有田営業所

伊都郡

ヤマト運輸株式会社 伊都支店

日高郡

日本郵便株式会社 田辺郵便局 気佐藤分室
近畿福山通運株式会社 和歌山みなべ営業所
前川運輸株式会社 前川運輸株式会社日高営業所

西牟婁郡

有限会社富田川運送 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
和歌山県岩出市野上野字沼ノ上２５３番１
和歌山県海南市下津町上１２００－３
和歌山県海南市阪井字中ノ坪１７５６番地
和歌山県海南市小野田１６３６－１５２
和歌山県海南市藤白字有田屋浜１９９－３
和歌山県海南市日方字新浜１２９４－１０
和歌山県紀の川市東野字辻前６６－１，２，６９－１
和歌山県紀の川市下井阪字赤塚１２１－１
和歌山県紀の川市花野３５４－１
和歌山県紀の川市古和田５０３－１
和歌山県紀の川市東国分４４８－１
和歌山県紀の川市東国分字里上４０２－１
和歌山県紀の川市桃山町調月１６２４番地６
和歌山県紀の川市粉河４７７４－２
和歌山県紀の川市粉河字古壱里山５６３番１８
和歌山県御坊市島字桑木下新田１００５－１
和歌山県御坊市湯川町富安字神後田１７２８－３
和歌山県御坊市名屋１７６
和歌山県新宮市佐野三丁目１２番１８号
和歌山県新宮市三輪崎字稲荷町３０１０－２
和歌山県新宮市緑ヶ丘１－９－７
和歌山県田辺市上万呂字後呂地３２６－３５
和歌山県田辺市中屋敷町１－９
和歌山県田辺市文里二丁目３７番１１号
和歌山県橋本市学文路字福塚１８７－８，１０，１１
和歌山県有田郡湯浅町大字山田１９５１－３
和歌山県有田郡湯浅町大字湯浅１５２０－１
和歌山県有田郡有田川町水尻６９９－３
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字大藪字長玄田１４０－
１，１４０－２
和歌山県日高郡みなべ町気佐藤１７３－２
和歌山県日高郡みなべ町東吉田６１０
和歌山県日高郡日高町大字荊木字村沢１３２２－２，１
３２３
和歌山県西牟婁郡上富田町生馬字両新田７２０番地１
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電話番号
0736-69-1115
073-492-1155
073-499-5734
073-487-4785
073-482-1001
073-482-6143
0736-73-7355
0736-77-4099
0736-77-5721
0736-77-5887
0736-78-2280
0736-77-7485
0736-67-6142
0736-73-6438
0736-74-2240
0738-22-0990
0738-23-5156
0738-22-1185
0735-31-7224
0735-31-5021
0735-21-7114
0739-22-3980
0739-22-4836
0739-22-2929
0736-32-1151
0737-64-1355
0737-62-2050
0737-53-2980
0736-22-1731
0739-22-4836
0739-84-2921
0738-63-3411
0739-47-5481

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

※「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
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電話番号

主な輸送品目（任意掲載）

