貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
岐阜市

恵那市
大垣市

海津市
各務原市

事業所名
株式会社ＳＣＲＵＭ 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 岐阜営業所
ヤマト運輸株式会社 長良川うかい支店
岐阜建機運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 岐阜黒野センター
株式会社引越社 一宮営業所
ヤマト運輸株式会社 岐阜南支店
マルエイ運輸株式会社 本社営業所
ＴＢ物流サービス株式会社 岐阜営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 岐阜航空営業所
蔵前運輸倉庫株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 恵那山岡センター
大垣愛陸運送株式会社 本店営業所
株式会社アクシス 本社営業所
赤坂通運株式会社 本社営業所
有限会社西濃重機工業所 本社営業所
株式会社イワサ物流 本社営業所
西濃運輸株式会社 大垣支店
シグマロジスティクス株式会社 大垣営業所
南濃運送合資会社 本社営業所
南濃商運有限会社 本社
揖斐川工業運輸株式会社 各務原営業所
ロジトライ中部株式会社 岐阜事業所
ヤマト運輸株式会社 各務原支店
株式会社ワタナベトランスポート 岐阜営業所
巴運輸株式会社 岐阜営業所

可児市

サンワ産業株式会社 本社営業所
愛知陸運株式会社 各務原営業所
株式会社ハート引越センター 岐阜営業所
ヤマト運輸株式会社 可児桜ヶ丘センター
ＭＫトランスポート株式会社 可児営業所
株式会社アシスト物流 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

（岐阜県）

住所
岐阜県岐阜市茜部菱野１－５０
岐阜県岐阜市市橋４丁目４－３
岐阜県岐阜市上土居２－１６－１８
岐阜県岐阜市水海道３－１３－１
岐阜県岐阜市大字黒野字溝西５０１－９
岐阜県岐阜市大菅南１６番５号
岐阜県岐阜市中鶉２丁目５１－２
岐阜県岐阜市東中島１－１２－１０，３，４，５，６
岐阜県岐阜市柳津町丸野３丁目３
岐阜県岐阜市柳津町流通センター３－１－１
岐阜県岐阜市柳津町流通センター３－１－３
岐阜県恵那市山岡町原字大西６７４－１
岐阜県大垣市安井町３丁目７番地
岐阜県大垣市草道島町字南出口４５７
岐阜県大垣市草道島町字北出口１００－１
岐阜県大垣市池尻町字西町６８４
岐阜県大垣市直江町字立条３５９番地２
岐阜県大垣市東前５－７－１
岐阜県大垣市内原１丁目５０番地１
岐阜県海津市南濃町安江字半割１４６０
岐阜県海津市南濃町駒野字山神下５２０－１
岐阜県各務原市鵜沼各務原町７丁目１３番地の１
岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町６－４３３
岐阜県各務原市鵜沼川崎町２丁目４０番地
岐阜県各務原市川島河田町１１２９－１
岐阜県各務原市川島小網町字前河原２１４６番地１５４
（プライムステージ１０１号）
岐阜県各務原市川島小網町字本田浦１９００－７５
岐阜県各務原市前渡東町４丁目１８６－５
岐阜県各務原市大野町２丁目２０９番地１
岐阜県可児市広見字田尻東１５３４番地
岐阜県可児市大森２８４４
岐阜県可児市土田大脇４７２０－１

1／4 ページ

電話番号
058-274-8282
058-233-0123
080-5044-8492
058-245-4545
080-6604-5379
058-253-4400
080-5044-5505
058-246-3626
058-387-3100
058-279-3401
058-279-3720
0573-57-3108
0584-81-3277
0584-71-3910
0584-71-0858
0584-71-0190
0584-82-6201
0584-89-4141
080-5893-1082
0584-58-0086
0584-57-2475
058-370-9557
058-384-6801
080-5044-5737
0586-89-7030
090-8189-6555
0586-89-3070
0583-86-1061
058-381-3201
080-5451-8453
0574-63-9017
0574-23-0770

H29.12.12
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
郡上市

下呂市
関市

高山市

事業所名
サツキ運送株式会社 可児営業所
株式会社農林産運輸 本社営業所
福山通運株式会社 ぎふ郡上営業所
濃飛西濃運輸株式会社 白鳥営業所
ヤマト運輸株式会社 郡上支店
谷口運送株式会社 下呂営業所
福山通運株式会社 ぎふ下呂営業所
シグマロジスティクス株式会社 関営業所
中濃運輸株式会社 関営業所
ヤマト運輸株式会社 岐阜主管支店
有限会社岐阜通運 本社営業所
株式会社エスラインギフ 関営業所
市川運送株式会社 岐阜営業所
ヤマト運輸株式会社 関支店
ヤマト運輸株式会社 飛騨高山支店
福山通運株式会社 ひだ高山営業所

多治見市

土岐市

日本郵便輸送株式会社 高山営業所
株式会社エスラインヒダ 高山営業所
大野運輸株式会社 本社営業所
トランコムＤＳ株式会社 多治見営業所
ヤマト運輸株式会社 笠原センター
ヤマト運輸株式会社 多治見旭ヶ丘センター
ヤマト運輸株式会社 多治見支店
株式会社トーヨー流通サービス 本社営業所
株式会社エムエスビー 岐阜営業所
ヤマト運輸株式会社 土岐妻木センター
ヤマト運輸株式会社 土岐支店
有限会社沓掛興業 本社営業所

中津川市

シグマロジスティクス株式会社 土岐営業所
名鉄急配株式会社 東濃営業所
ロジトライ中部株式会社 東濃事業所
有限会社コマヤコーポレーション 本社営業所
西村梱包倉庫株式会社 中津川中部物流センター

※「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
岐阜県可児市姫ヶ丘４丁目２番地
岐阜県郡上市高鷲町大字鮎立字上矢奈島１３４番地
岐阜県郡上市大和町島字坊ヶ野４５４９番地１
岐阜県郡上市白鳥町中津屋字九十九４２１番１
岐阜県郡上市八幡町有坂字道下１３１４－１
岐阜県下呂市少ヶ野字町屋４２７番
岐阜県下呂市萩原町中呂字大巻谷４６番４
岐阜県関市下有知字北添井堀４３５４－１
岐阜県関市倉知２４８０－１
岐阜県関市迫間字栄２８５５－１２
岐阜県関市迫間字大平５１－１
岐阜県関市肥田瀬字蕨野３７２７－１
岐阜県関市武芸川町八幡４２－１
岐阜県関市緑ケ丘２－８１－１
岐阜県高山市桐生町４－４３１
岐阜県高山市国府町三川字森ノ下５９１－１，６１２－
１
岐阜県高山市昭和町１－２０２－６
岐阜県高山市新宮町８３０－１６
岐阜県高山市丹生川町町方字下野中６２１－５
岐阜県多治見市旭ヶ丘１０－６－１００
岐阜県多治見市笠原町字梅平３９８６番１０７
岐阜県多治見市松坂町３丁目１５番１
岐阜県多治見市太平町１丁目２１－１，２９－１，３０
岐阜県多治見市大畑町赤松４６
岐阜県土岐市下石阿庄町４－１１－２０２
岐阜県土岐市妻木平成町一丁目５２番
岐阜県土岐市泉西原町１－１８
岐阜県土岐市泉東窯町３丁目７５番地（イーストマン
ション３０３号）
岐阜県土岐市土岐ヶ丘四丁目６番３
岐阜県土岐市土岐口北町一丁目４０番地
岐阜県土岐市土岐津町土岐口１６１９－３
岐阜県土岐市土岐津町土岐口７０７番地１
岐阜県中津川市茄子川１５３４－１５４
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電話番号
052-411-3341
0575-72-5397
0575-88-3292
0575-82-3121
080-5044-5648
0576-25-5171
0576-52-0292
080-5893-1088
0575-22-5111
0575-25-6600
0575-23-4817
0575-22-3791
0575-46-2721
080-5044-5753
080-5044-5880
0577-72-3900
0577-32-2584
0577-32-5454
0577-78-1515
0568-74-6721
080-5451-3692
080-6604-9076
080-5044-5821
0572-22-2278
0572-58-3181
080-6699-6233
080-5044-5800
0572-55-6134
080-5893-1089
0572-55-3151
0572-54-2261
0572-53-3801
0573-78-0350

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
ヤマト運輸株式会社 中津川坂本支店

ヤマト運輸株式会社 中津川支店
株式会社ユー・エス・エル 本社営業所
株式会社エスラインヒダ 中津川営業所
ヤマト運輸株式会社 中津川落合センター
株式会社パスコ・エクスプレス 岐阜営業所
羽島市
有限会社共栄サービス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 奥飛騨支店
飛騨市
ヤマト運輸株式会社 飛騨神岡センター
大野運輸株式会社 岐阜営業所
瑞穂市
有限会社串商事運輸 本社営業所
中部急送株式会社 本社営業所
有限会社中部トラックサービス 本社営業所
株式会社朝日輸送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 瑞浪支店
瑞浪市
ヤマト運輸株式会社 美濃支店
美濃市
越美通運株式会社 本社営業所
美濃加茂市 株式会社真栄産業 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 美濃加茂加茂野センター
株式会社エスラインヒダ 美濃加茂営業所
ヤマト運輸株式会社 美濃加茂支店
有限会社美坂運送 本社営業所
株式会社松尾商運 本社営業所
本巣市
佐川急便株式会社 本巣営業所
株式会社高富運輸 本社営業所
山県市
有限会社安八重機 本社営業所
安八郡
福山通運株式会社 大垣南支店
セキサンドレー有限会社 岐阜営業所
大黒運輸有限会社 本社営業所
揖斐郡
株式会社キョウエイファイン 御嵩営業所
可児郡
株式会社ユーネットランス みたけ営業所
東山物流株式会社 岐阜営業所
加茂郡
丸七運輸株式会社 本社営業所
安房運輸株式会社 東海営業所
羽島郡

※「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
岐阜県中津川市茄子川字青木１９８３－８４、８６、１
１１
岐阜県中津川市駒場字西山１６６６番３７３１
岐阜県中津川市瀬戸字中平４６６番４７
岐阜県中津川市千旦林字馬見岩平２６４２－１
岐阜県中津川市落合字向山１４４１－１４
岐阜県羽島市上中町長間字東外２９３２番地１
岐阜県羽島市竹鼻町飯柄字高田７６２－１
岐阜県飛騨市古川町是重字宮ノ下２７２番３
岐阜県飛騨市神岡町江馬町１０番１３
岐阜県瑞穂市稲里２５２－４
岐阜県瑞穂市田之上７５番地３
岐阜県瑞穂市別府２１４０－１
岐阜県瑞穂市別府２１４０番地の１
岐阜県瑞穂市本田２１２－１
岐阜県瑞浪市北小田町１丁目１０５
岐阜県美濃市松栄町３丁目５番地
岐阜県美濃市大矢田５２４－７
岐阜県美濃加茂市加茂野町加茂野６５８番地１２
岐阜県美濃加茂市加茂野町今泉字畑中１０４４番
岐阜県美濃加茂市山手町３丁目１２０番地
岐阜県美濃加茂市川合町字赤池１丁目３４５－１
岐阜県美濃加茂市蜂屋町下蜂屋字奥田１９１４－２
岐阜県本巣市見延字上ノ町６－３
岐阜県本巣市十四条字蚓田３２番地１
岐阜県山県市大桑東川６５－１
岐阜県安八郡安八町東結字河原曲輪１１３
岐阜県安八郡輪之内町里１００－２
岐阜県安八郡輪之内町楡俣３３８７番地３
岐阜県揖斐郡揖斐川町市場字北大黒４６６－１
岐阜県可児郡御嵩町御嵩２１４８－１
岐阜県可児郡御嵩町御嵩字南山２１８８番７５
岐阜県加茂郡坂祝町酒倉字大門屋敷６６２番６
岐阜県加茂郡川辺町比久見字比垣外５７－１
岐阜県羽島郡岐南町伏屋６丁目１９５番地
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電話番号
0573-68-4082
0573-62-3368
0573-61-3071
0573-68-6361
080-5044-5813
058-391-8521
058-393-1050
080-5044-5896
080-5451-8554
058-327-8760
058-328-6026
058-326-6611
058-327-6341
058-326-2326
080-5044-5865
080-5044-5788
0575-33-2111
0574-23-1205
080-5043-4313
0574-26-8535
080-6699-2572
0574-27-2232
058-323-1024
058-320-2925
0581-27-2270
0584-62-5974
0584-69-2927
0584-68-1380
0585-22-2412
0574-49-9153
0574-67-0333
0574-28-8990
0574-53-2883
058-214-2411

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

不破郡

養老郡

事業所名
株式会社エスラインミノ 本社営業所
株式会社ウェルカム・バスケット 岐阜支店
日神機工株式会社 岐阜営業所
三和ロジスティクス株式会社 本社営業所
三和梱包運輸株式会社 本社営業所
郷運輸株式会社 本社営業所
関ヶ原運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 岐阜養老センター
有限会社イマイ 本社営業所
ホイテクノ物流株式会社 岐阜営業所
松永運送有限会社 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
岐阜県羽島郡岐南町平成１丁目１０４
岐阜県羽島郡岐南町平成２丁目７番地
岐阜県不破郡関ヶ原町大字山中字南野８４５番地１
岐阜県不破郡垂井町字野田５１６
岐阜県不破郡垂井町字野田５１６
岐阜県不破郡垂井町表佐字市道３３３－３
岐阜県養老郡養老町宇田字本堂５０－１３
岐阜県養老郡養老町下笠字中島４７５番２
岐阜県養老郡養老町船附６０９番地１
岐阜県養老郡養老町大巻字ワノ割１９８７－２
岐阜県養老郡養老町大場橋西６３０
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電話番号
058-247-5311
052-246-0754
0584-43-5521
0584-22-1051
0584-22-1579
0584-22-1177
0584-33-0818
080-6604-6071
0584-35-2233
0584-36-1821
0584-37-2055

主な輸送品目（任意掲載）

