貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
青森市

黒石市

十和田市
八戸市

事業所名
南貨物自動車株式会社 青森営業所
アートコーポレーション株式会社 青森
株式会社東北高速道青森 本社
青森通運株式会社 本社営業所
株式会社協和輸送 青森支店
鮫川運送株式会社 青森営業所
ロジトライ東北株式会社 青森事業所
盛運輸株式会社 本社営業所
株式会社佐々木運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 青森青葉支店
レンゴーロジスティクス株式会社 青森
西濃運輸株式会社 青森支店
青森東邦運輸倉庫株式会社 本社営業所
三八五トランスポート株式会社 青森生コン営業所
龍北運輸株式会社 青森営業所
株式会社ライフサポート・エガワ東北 青森営業所
上野輸送株式会社 青森営業所
大日運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 青森北支店
株式会社東北デイリーサービス 青森営業所
縫友運送株式会社 青森営業所
株式会社協和輸送 本社営業所
南貨物自動車株式会社 本社営業所
泉運輸株式会社 青森営業所
佐川急便株式会社 弘前営業所
株式会社小政 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 十和田支店
盛運輸株式会社 八戸営業所
株式会社丸祐運送 八戸営業所
上野輸送株式会社 八戸営業所
中央トラック運送株式会社 本社営業所
八戸通運株式会社 自動車営業所
福山エクスプレス株式会社 八戸営業所

※「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

青森県青森市卸町１－１
青森県青森市篠田１丁目２１番２１号
青森県青森市新城字福田１５６－１
青森県青森市新城字福田１６２－１
青森県青森市大字荒川字藤戸１２０番１
青森県青森市大字三内字丸山３９４－１０３
青森県青森市大字新城字平岡２５８－８０
青森県青森市大字新町野字薄井５８－６
青森県青森市大字石江字三好１６７－２
青森県青森市大字東大野２－７－１
青森県青森市大字浜館字科４８番地４
青森県青森市大字野内字菊川２７－１
青森県青森市大字野木字野尻３７－３４０
青森県青森市大字野木字野尻３７－７１３
青森県青森市本町４丁目６－１７
青森県青森市問屋町１丁目３番２１号
青森県青森市野内字浦島１６－１
青森県青森市野内字菊川６－６
青森県青森市柳川２丁目１１－２９
青森県青森市柳川２丁目１１番１２
青森県青森市浪岡大字徳才子字山本１１７－７
青森県青森市浪岡大字北中野字北畠３０
青森県黒石市松原１４２
青森県黒石市追子野木２丁目３５３番２
青森県黒石市追子野木３丁目４１０，４１１
青森県十和田市大字藤島字蛇林１２－１
青森県十和田市大字洞内字後野１０３－７
青森県八戸市卸センター１丁目４－１７
青森県八戸市卸センター１丁目７－５
青森県八戸市河原木字宇兵エ河原１０－８
青森県八戸市桔梗野工業団地２丁目７－２３
青森県八戸市桔梗野工業団地３丁目１－５５
青森県八戸市桔梗野工業団地３丁目４－３５
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（青森県）
電話番号
017-764-3277
017-766-0123
017-787-3830
017-787-3311
017-729-1130
017-761-5634
017-788-0970
017-738-4211
017-781-4661
017-739-4295
017-742-5421
017-726-3311
017-739-6354
017-739-8513
017-777-3111
017-763-5007
017-726-3723
017-726-3166
080-6699-0129
017-763-5303
0172-62-7855
0172-62-3000
0172-52-2361
0172-55-8955
0172-52-8888
0176-28-3777
0176-27-3082
0178-28-9292
0178-51-2185
0178-43-9726
0178-28-9105
0178-28-9611
0178-21-3351

H29.12.12
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
アートコーポレーション株式会社 八戸支店
ファースト運輸株式会社 八戸営業所
東磐運送株式会社 八戸支店
株式会社丸善配送 本社
八戸通運株式会社 三菱
三八五ライン株式会社 本社営業所
青森三八五流通株式会社 八戸営業所
株式会社ライフサポート・エガワ東北 八戸営業所
大協運送有限会社 本社営業所
ヤマダイ興業運輸株式会社 本社営業所
株式会社エス・ネット八戸 八戸営業所
中央トラック運送株式会社 鮫営業所
近物レックス株式会社 八戸支店
青森郵便自動車株式会社 八戸営業所
三協運輸株式会社 八戸営業所
東日本エア・ウォーター物流株式会社 八戸営業所
株式会社エネックス 八戸営業所
青森東邦運輸倉庫株式会社 八戸支店

弘前市

むつ市
上北郡
三戸郡

青森郵便自動車株式会社 弘前営業所
有限会社大勝運輸 本社
中越テック株式会社 青森営業所
有限会社桝形運送 本社営業所
三協運輸株式会社 弘前営業所
株式会社バイタルエクスプレス 弘前営業所
株式会社協和輸送 弘前営業所
下北交通株式会社 むつ営業所
青森三八五流通株式会社 むつ営業所
青森三八五流通株式会社 六ヶ所営業所
キユーソーティス株式会社 階上営業所
はちえきペトロサービス株式会社 階上
株式会社川村土木 本社営業所
青森三八五流通株式会社 五戸営業所

※「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
青森県八戸市石堂３丁目９番８号
青森県八戸市大字河原木字海岸１８－５
青森県八戸市大字河原木字海岸１８－７
青森県八戸市大字市川町字長者久保１－２５
青森県八戸市大字市川町字浜２－２
青森県八戸市大字市川町赤川下４１番３
青森県八戸市大字長苗代字上中坪３５－１
青森県八戸市大字売市字小待８４－４、８０、８１、８
３、８７－１、８８－１、８１先、８８－１先、（売市
第２土地区画整理地内３１ブロック１１ロット、２ロッ
ト、１２）
青森県八戸市大字白銀町字佐部長根２４－３１５
青森県八戸市大字白銀町字砂森４６－１
青森県八戸市大字白銀町字昭和町９－１
青森県八戸市築港街１－１
青森県八戸市長苗代３丁目５－２
青森県八戸市長苗代三丁目４番６号
青森県八戸市八太郎五丁目１番３７
青森県八戸市北インター工業団地２丁目１－５０
青森県八戸市北インター工業団地２丁目２－３７
青森県八戸市北白山台２丁目１０－６，１０－５，１０
－４
青森県弘前市堅田２丁目２－３
青森県弘前市大字境関１丁目２－１０
青森県弘前市大字高田３－５－５
青森県弘前市大字高田３丁目６－１０
青森県弘前市大字扇町１－１－１０
青森県弘前市大字扇町２丁目３－１
青森県弘前市末広５丁目２－６
青森県むつ市金曲１丁目４４０
青森県むつ市大字田名部字赤川の内並木１１３－１
青森県上北郡六ケ所村大字鷹架字発茶沢１３３－６９
青森県三戸郡階上町大字角柄折字新沼館９－１５９
青森県三戸郡階上町大字道仏字耳ヶ吠３３－１１
青森県三戸郡五戸町古舘下川原２４－４，２４－５，２
４－６
青森県三戸郡五戸町大字豊間内字地蔵平１－７５１
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電話番号
0178-28-0123
0178-51-8244
0178-28-2714
0178-28-4311
0178-29-2541
0178-20-8850
0178-27-4111
0178-32-0975
0178-33-7862
0178-31-5863
0178-33-0537
0178-33-8500
0178-28-2406
0178-28-5745
0178-29-3666
0178-28-7028
0178-51-2410
0178-27-6311
0172-34-9694
0172-29-6161
0172-27-3034
0172-27-3211
0172-27-7838
0172-29-6090
0172-29-1411
0175-22-3221
0175-22-1271
0175-72-2921
0178-80-1611
0178-32-0114
0178-62-2543
0178-62-6221

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
丸石運輸有限会社 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。

住所
青森県三戸郡南部町大字平字若宮前５２－１
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電話番号
0178-76-2701

主な輸送品目（任意掲載）

