貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
静岡市

事業所名
和田運送有限会社 本社営業所
綜合警備保障株式会社 静岡支社
ヤマト運輸株式会社 静岡麻機支店
丸百運送株式会社 静岡流通センター営業
有限会社萩原 本社営業所
株式会社静清フレイト 本社営業所
青山建設運輸有限会社 本社営業所
株式会社引越社 静岡東営業所
カリツー株式会社 静岡出張所
株式会社引越社 静岡西営業所
アートコーポレーション株式会社 静岡営業所
日本通運株式会社 静岡引越事業所
不二運輸株式会社 静岡営業所
株式会社ハート引越センター 静岡営業所
ヤマト運輸株式会社 静岡有明支店
共立運送株式会社 本社営業所
清和物流株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 清水三保支店
長栄運送株式会社 本社営業所
株式会社ロジ・クリエイト 本社営業所
株式会社丸総 清水営業所
日軽物流株式会社 清水営業所
ピアノ運送株式会社 静岡営業所
清水倉庫株式会社 本社営業所
豊橋港陸運株式会社 静岡支店 静岡営業所
第一物流サービス株式会社 清水営業所
中央運輸株式会社 清水営業所
株式会社トレードトラスト 静岡共配支店
トールエクスプレスジャパン株式会社 静岡支店
福山通運株式会社 しずおか清水営業所
トランコムＥＸ東日本株式会社 静岡営業所
株式会社エクシング 静岡営業所

※「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

（静岡県）

住所
静岡県静岡市葵区慈悲尾字川東１６８－１
静岡県静岡市葵区長沼６８１－２
静岡県静岡市葵区有永字前田４－５
静岡県静岡市葵区流通センター１－１
静岡県静岡市駿河区宇津ノ谷字広畑９１４番６
静岡県静岡市駿河区下川原１－６－１
静岡県静岡市駿河区下川原３－２５－１７
静岡県静岡市駿河区下島字向屋敷３８９－２
静岡県静岡市駿河区高松３０３８－１
静岡県静岡市駿河区高松字高松１９９５
静岡県静岡市駿河区中島２４９－１
静岡県静岡市駿河区敷地２－３６２
静岡県静岡市駿河区敷地２丁目４－５
静岡県静岡市駿河区敷地２丁目８番１５号
静岡県静岡市駿河区豊田３－２５５－６
静岡県静岡市駿河区北丸子１－３１－３０
静岡県静岡市清水区庵原町字柿の木田１６０－１２
静岡県静岡市清水区駒越西２－２８２２－８、２８２２
－３
静岡県静岡市清水区駒越中２－３－３０
静岡県静岡市清水区高橋６丁目１－１
静岡県静岡市清水区高橋町字郷東山２１９３
静岡県静岡市清水区三保字貝島４０００－１
静岡県静岡市清水区七ツ新屋字奥屋敷４４６－２
静岡県静岡市清水区清開２－２－２５
静岡県静岡市清水区西大曲町２－３５
静岡県静岡市清水区折戸３１４－６
静岡県静岡市清水区袖師町字後庵７６３－１
静岡県静岡市清水区長崎１０４２－１０
静岡県静岡市清水区長崎１３７番地
静岡県静岡市清水区長崎字天王１１６１－４、天王東１
３４０－２
静岡県静岡市清水区長崎新田５０７
静岡県静岡市清水区鳥坂字寺川下５５８，５５９
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電話番号
054-278-8190
054-265-6000
080-5049-4019
054-263-3047
054-204-0333
054-258-7077
054-259-3704
054-238-2789
054-237-5470
054-238-2002
054-286-0123
054-238-8800
054-236-5580
054-236-0652
080-5043-4057
054-259-0310
054-366-6665
080-5043-4029
054-335-1212
054-364-7650
054-361-0770
054-335-6521
054-045-0871
054-335-2122
054-363-6005
054-336-2345
054-364-2297
054-349-3366
054-348-6311
054-344-5292
054-344-3311
0543-45-3926

H29.12.12
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

伊東市

磐田市

掛川市

御前崎市

菊川市
湖西市

御殿場市

事業所名
庵原運送有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 清水長崎支店
上野輸送株式会社 清水営業所
株式会社アサヒセキュリティ 静岡営業所
原川倉庫運輸株式会社 伊東営業所
伊豆西濃運輸株式会社 伊東営業所
ヤマト運輸株式会社 伊豆高原支店
株式会社マルシンレッカー運輸 本社営業所
浜名梱包輸送株式会社 磐田営業所
株式会社ケー 磐田支店
株式会社遠州急行 本社営業所
杉崎運輸株式会社 浜松営業所
株式会社ツカサ 本社営業所
株式会社エクシング 浜松営業所
有限会社一隆運送 本社営業所
株式会社キャリスター 本社営業所
株式会社南海サービス 本社営業所
中部急送株式会社 静岡営業所
株式会社サカイ引越センター 掛川支社
株式会社グリーンフォース 掛川営業所
株式会社トランス・グリップ 掛川営業所
有限会社親和運送 本社営業所
有限会社浜運物流サービス 本社営業所
株式会社上組 浜岡支店浜岡事業所
静岡光陽陸運株式会社 御前崎営業所
浜岡運輸株式会社 本社営業所
株式会社岡山積載運輸 静岡出張所
株式会社イトー急行 静岡支店
株式会社サンワネッツ 湖西営業所
松浦梱包輸送株式会社 湖西営業所
愛知車輌興業株式会社 浜松営業所
三栄運輸株式会社 湖西出張所
ヤマト運輸株式会社 御殿場支店
株式会社宮岡 静岡営業所
躍進運輸株式会社 御殿場営業所

※「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
静岡県静岡市清水区天神２丁目５番１３号
静岡県静岡市清水区半左ヱ門ビクニ１３６－１
静岡県静岡市清水区半左衛門新田字トビヨシ６１
静岡県静岡市清水区北脇新田字高木３５９番地１
静岡県伊東市荻６６１－５
静岡県伊東市荻６６１－５
静岡県伊東市八幡野字上道１１９０番１
静岡県磐田市下野部字切山１９６９－１
静岡県磐田市向笠竹之内字クラヤミ１３５９－７０
静岡県磐田市合代島字源内１１６３
静岡県磐田市上岡田６１２－２
静岡県磐田市上野部字村前５０５－１６
静岡県磐田市新貝字林之西２１４７－１２
静岡県磐田市草崎字広町１０１４
静岡県磐田市福田中島字北１９３
静岡県磐田市豊岡２８５２－３３
静岡県磐田市堀之内字村西１３６７－１
静岡県掛川市薗ヶ谷６－３
静岡県掛川市下垂木２３１６－１
静岡県掛川市光陽２０８
静岡県掛川市上土方工業団地２９－３１
静岡県掛川市弥生町１７１
静岡県掛川市領家字吉詰１０１９－１
静岡県御前崎市佐倉字浅根４４２６－６６
静岡県御前崎市池新田４４５５
静岡県御前崎市池新田４７０６
静岡県御前崎市池新田８１７１－１
静岡県菊川市川上字久保海戸１５５１
静岡県湖西市吉美字笠子３３９６
静岡県湖西市白須賀３９８５－３０８３
静岡県湖西市白須賀字宿南３３３４－１
静岡県湖西市白須賀字宿北６１９８
静岡県御殿場市山之尻字堤地１０４７－１
静岡県御殿場市神場字上ノ原７０２－４
静岡県御殿場市川島田字一ノ沢１６９８－３５７
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電話番号
054-364-3108
080-5043-3924
054-345-2931
054-344-7213
0557-36-5060
0557-32-1200
080-5068-2370
0539-63-5322
0538-38-6688
0539-62-5945
0538-34-3105
0539-62-6750
0538-32-9185
0538-34-6038
0538-55-3032
0538-67-1115
0538-67-1133
0537-22-0331
0537-62-1141
0537-61-2525
0537-74-0655
0537-24-4155
0537-23-0200
0537-86-7430
0537-86-2519
0537-86-2374
086-298-1234
0537-73-7111
053-579-2501
053-573-3033
053-573-1451
053-579-2181
080-5043-4109
0550-88-2557
0550-89-5759

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

島田市
裾野市
沼津市

事業所名
株式会社エクシング 御殿場営業所
ユニプレス物流株式会社 御殿場営業所
東海ロジテク株式会社 本社営業所
島田トラック運輸株式会社 本社営業所
株式会社清栄運輸 本社営業所
トーエイ物流株式会社 富士営業所
アートコーポレーション株式会社 沼津支店
県南運輸株式会社 沼津営業所
株式会社ウォーカーズ 本社営業所
大勢運輸株式会社 本社営業所
シグマロジスティクス株式会社 沼津営業所
前田運輸株式会社 本社営業所
リコーロジスティクス株式会社 物流センター沼津第一

浜松市

川口運輸株式会社 本社営業所
株式会社ヤマソー 本社営業所
宇徳通運株式会社 本社営業所
株式会社ＮＢＳロジソル 静岡営業所
名鉄運輸株式会社 富士支店
近物レックス株式会社 沼津駅営業所
株式会社第一運輸 浜松営業所
日本ルートサービス株式会社 浜松事業所
株式会社ヘルプス 本社営業所
柳河物流株式会社 浜松営業所
日神機工株式会社 浜松営業所
株式会社サカイ引越センター 浜松支社
株式会社静岡運送 浜松城北営業所
東京納品代行株式会社 浜松センター
ジェイアール東海物流株式会社 浜松工場営業所
トランコムＤＳ株式会社 浜松営業所
株式会社内藤物流 浜松インター営業所
星義物流株式会社 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 浜松支店
アーイカーゴ有限会社 本社営業所
日精サービス株式会社 浜松営業所

※「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
静岡県御殿場市板妻字高塚５８４－２
静岡県御殿場市保土沢字夏刈１１５７－３７４
静岡県島田市牛尾９７０－３０
静岡県島田市阪本２５６０番地の２
静岡県裾野市伊豆島田字穴畑３３８番地の２
静岡県裾野市平松８８－１
静岡県沼津市岡宮１２８１－６
静岡県沼津市岡宮字小女郎山１２６６－１
静岡県沼津市岡宮字西上荒狗１３８０－１
静岡県沼津市原字鳥沢６７２－１
静岡県沼津市原町中３丁目１４－７
静岡県沼津市松長字内林３７番地
静岡県沼津市双葉町３３８番地１１（住居表示：沼津市
双葉町９番１１－９）
静岡県沼津市足高字尾上２３２－４８
静岡県沼津市足高字尾上３８４－６０
静岡県沼津市大岡字竹之花２０６０－１
静岡県沼津市東椎路６５０－６
静岡県沼津市桃里７５－１、７６－１、２００－４
静岡県沼津市本字下中溝６０１－４
静岡県浜松市西区湖東町字東名南５６５６－１
静岡県浜松市西区桜台１－１０６－４
静岡県浜松市西区桜台一丁目５番１０号
静岡県浜松市中区高丘西１－１－１４
静岡県浜松市中区高丘西２丁目２１－１
静岡県浜松市中区高丘北２丁目１２番２６号
静岡県浜松市中区城北３丁目３番８号
静岡県浜松市中区西浅田２－９－５
静岡県浜松市中区南伊場町３３－１
静岡県浜松市中区板屋町１１１－２
静岡県浜松市東区中里町３６８
静岡県浜松市東区下石田町１１７５番１
静岡県浜松市東区下石田町１８５０－１，１８５０－４
静岡県浜松市東区貴平町字道竜７０
静岡県浜松市東区市野町２２１５－１、２２１６－１
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電話番号
0550-89-3500
0550-89-5701
0547-45-2098
0547-38-4111
055-993-7715
055-992-0411
055-958-0123
055-941-8001
055-929-0050
055-966-4111
080-5893-1087
055-966-8111
055-922-0548
055-923-2000
055-923-1964
055-921-5323
055-925-1790
055-969-3811
055-963-4800
053-486-4121
053-439-6286
053-414-1576
053-439-6633
053-437-6141
053-439-0811
053-472-2019
053-441-5055
053-453-1446
053-423-2500
053-589-3611
053-423-0133
053-422-0123
053-433-1800
053-421-4301

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

袋井市

藤枝市

富士市

事業所名
トールエクスプレスジャパン株式会社 浜松支店
二葉物産株式会社 浜松営業所
ウェルポート株式会社 本社営業所
愛知陸運株式会社 浜松営業所
サーラ物流株式会社 浜松営業所
株式会社引越社 浜松西支店
株式会社引越社 浜松東支店
株式会社内藤物流 浜松
浜名梱包輸送株式会社 浜松南営業所
高末急送株式会社 浜松営業所
株式会社ロジコム・アイ 浜松営業所
森田物流システム有限会社 本社営業所
花島運輸株式会社 本社営業所
株式会社アオシマ 本社営業所
有限会社丸信エクスプレス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 浜松初生支店
野島運送株式会社 本社営業所
幸伸運輸倉庫株式会社 本社営業所
キーピング運輸有限会社 袋井営業所
トランコムＭＡ株式会社 静岡営業所
株式会社ハマキョウレックス 浅羽営業所
鴻池運輸株式会社 袋井流通センター営業所
株式会社やまひろ運輸 静岡営業所
株式会社マルブン 浅羽営業所
アクト物流株式会社 本社
磐田運送株式会社 本社営業所
株式会社イワタ輸送センター 本社営業所
センコーエーラインアマノ株式会社 袋井営業所
株式会社サントス 静岡営業所
西濃運輸株式会社 藤枝支店
遠州トラック株式会社 藤枝営業所
協立運送株式会社 本社営業所
東海トネックス株式会社 本社営業所
サーラ物流株式会社 富士営業所
昌南運輸有限会社 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
静岡県浜松市東区上石田町字道青花３７番１
静岡県浜松市東区中郡町字橋爪東８
静岡県浜松市東区白鳥町字吉添４９２－１
静岡県浜松市東区白鳥町字境１２０－１
静岡県浜松市東区白鳥町字松下３６０
静岡県浜松市東区北島町９２１
静岡県浜松市東区北島町９２７－１
静岡県浜松市東区北島町字芳原６３８
静岡県浜松市南区卸本町５９
静岡県浜松市南区若林町２８８－２
静岡県浜松市南区東町７３６－１
静岡県浜松市浜北区宮口３６３０番１０
静岡県浜松市浜北区寺島３０７０－６
静岡県浜松市浜北区尾野７５
静岡県浜松市北区三ケ日町三ケ日字欠田９９８－４
静岡県浜松市北区初生町字初生３７５－１
静岡県浜松市北区大原町３７０－３
静岡県浜松市北区東三方町２７６－６
静岡県袋井市山科字川井田２４３４－１
静岡県袋井市山科字前田３３１２番１
静岡県袋井市諸井字向イ３０３３番
静岡県袋井市小山１５３－１
静岡県袋井市小山４６７－１
静岡県袋井市松原字駒川２５６６，２５６７
静岡県袋井市新池１１０３番地の８
静岡県袋井市川井１３８７番地の１
静岡県袋井市堀越字駒木４３８－１
静岡県袋井市湊９０
静岡県藤枝市横内２２８５
静岡県藤枝市下当間６６５－１
静岡県藤枝市善左衛門字中川原１４３１－１
静岡県藤枝市大西町３丁目２３－９
静岡県藤枝市八幡４９３番地の６
静岡県富士市依田橋字江堀２９９－１
静岡県富士市依田橋字芝添３３６－１

4／6 ページ

電話番号
053-434-6903
053-434-6571
053-422-5005
053-422-6450
053-423-3212
053-422-2626
053-421-2626
053-422-7483
053-444-1100
053-447-1881
053-581-9551
053-580-1201
053-587-8909
053-589-8037
053-524-1001
053-436-7622
053-437-1105
053-438-8800
0538-45-3017
0538-44-1511
0538-45-0680
0538-41-3617
0538-43-3323
0538-23-2818
0538-41-3739
0538-42-0466
050-3820-2222
0538-23-6757
054-646-1557
054-644-5111
054-686-1811
054-635-2543
054-641-8471
0545-33-3716
0545-32-1973

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

富士宮市

牧之原市
焼津市

事業所名
北勢運送株式会社 富士営業所
株式会社ＮＢＳロジソル 富士営業所
ワーレックス株式会社 富士川営業所
ヤマト運輸株式会社 富士鷹岡支店
エヌピー運輸富士株式会社 本社営業所
株式会社ヨシノロジコ 本社営業所
トナミ第一倉庫物流株式会社 静岡営業所
有限会社リージョナルサービス 本社
株式会社日立物流中部 静岡東営業所
丸嶋運送株式会社 富士営業所
望月工業株式会社 富士営業所
トナミ運輸株式会社 富士支店
株式会社大翔運輸 本社
旭新運送株式会社 富士営業所
鈴昭運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 富士柚木センター
東光運輸株式会社 本社営業所
平井運輸有限会社 本社営業所
富士宮運輸株式会社 本社営業所
県南運輸株式会社 富士宮営業所
株式会社野中運輸 本社営業所
共立運輸株式会社 本社営業所
石黒物流株式会社 静岡営業所
静岡三和梱包運輸株式会社 本社営業所
株式会社ロジネットジャパン西日本 静岡営業所
大一運送株式会社 焼津支店
佐川急便株式会社 大井川営業所
株式会社小林鋼運 本社営業所
ケイヒン陸運株式会社 静岡営業所
第一物流サービス株式会社 焼津営業所
株式会社村上エキスプレス 本社営業所
東海エース物流株式会社 静岡営業所
中央運送株式会社 焼津営業所
石井運輸株式会社 静岡営業所
ＳＢＳフレイトサービス株式会社 静岡営業所

※「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
静岡県富士市依田橋字芝添３３８－２
静岡県富士市五貫島７０４－６５
静岡県富士市五貫島字堤添１４０１－２
静岡県富士市厚原字溝下１０８－１
静岡県富士市今井４－１－１
静岡県富士市青島字佛原前２３２－３
静岡県富士市大野字大野南１５７－１
静岡県富士市大渕３６８５番地の１
静岡県富士市大渕字城山２２６１番６
静岡県富士市島田町二丁目１１１
静岡県富士市日乃出町７３－１
静岡県富士市柏原字大角２９
静岡県富士市八代町５－１６
静岡県富士市比奈字下藪田２３９－４
静岡県富士市比奈字東御堂免４４５－４
静岡県富士市柚木字光月院南１５２番１
静岡県富士市鈴川西町６２０－３
静岡県富士市蓼原１５４－１
静岡県富士宮市外神東町１９７番地の２
静岡県富士宮市外神東町３９
静岡県富士宮市弓沢町６００番地
静岡県富士宮市舞々木町６６３
静岡県牧之原市細江字白羽６１６４－１
静岡県牧之原市大江字箱瀬１３５８－１
静岡県焼津市越後島４４３
静岡県焼津市越後島字越後島４４３
静岡県焼津市吉永字上川原９番１
静岡県焼津市高崎字宝録ヶ谷８９
静岡県焼津市高新田５７０－１
静岡県焼津市治長請所１３２番
静岡県焼津市小柳津１０９
静岡県焼津市相川字堤外２１５３，２１５４
静岡県焼津市中港３－６１８
静岡県焼津市中島字中島１２１５－３
静岡県焼津市飯渕１２８３－１
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電話番号
0545-32-2676
0545-63-0588
0545-65-5505
080-5043-4213
0545-30-3543
0545-51-2277
0545-32-1073
0545-72-4165
0545-37-2211
0545-52-5280
0545-51-3300
0545-32-1710
0545-54-1660
0545-34-4090
0545-34-1212
080-5451-5207
0545-31-0400
0545-61-7219
0544-26-5268
0544-58-2880
0544-23-9715
0544-26-4181
0548-22-5245
0548-52-1813
054-620-3257
054-629-3580
054-664-1115
054-629-9000
054-664-1616
054-624-1305
054-621-5072
054-662-0070
054-627-5951
054-622-5292
054-622-7651

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

賀茂郡
駿東郡

田方郡
榛原郡

事業所名
ヒダ物流株式会社 大井川営業所
やよい産業株式会社 本社営業所
静岡運送株式会社 本社
佐川急便株式会社 伊豆営業所
井上運送株式会社 小山営業所
近物レックス株式会社 沼津支店
トールエクスプレスジャパン株式会社 三島支店
東邦興産株式会社 沼津営業所
株式会社サントス 東海営業所
日本通運株式会社 東レ事業所
東海産業株式会社 本社営業所
トランコムＤＳ株式会社 田方営業所
駿遠運送株式会社 吉田飼料センター営業所
株式会社丸総 本社営業所
日軽物流株式会社 大井川営業所
榛原自動車株式会社 本社営業所
株式会社内藤物流 吉田営業所
名鉄急配株式会社 吉田営業所
望月運輸株式会社 吉田営業所

※「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
静岡県焼津市飯渕字港区２０１２
静岡県焼津市飯渕字港区２０２９－１
静岡県焼津市利右エ門字天王１１８５
静岡県賀茂郡河津町川津筏場字原田９１６－１
静岡県駿東郡小山町小山１１０４
静岡県駿東郡清水町伏見字向田３５１
静岡県駿東郡清水町伏見字向田３５１番地
静岡県駿東郡長泉町下長窪１８９－１７
静岡県駿東郡長泉町下長窪八反田３０７－１
静岡県駿東郡長泉町中土狩２５２－１５
静岡県駿東郡長泉町納米里３－１０
静岡県田方郡函南町間宮６４２－１
静岡県榛原郡吉田町住吉１１６６－２
静岡県榛原郡吉田町神戸３０７５－１
静岡県榛原郡吉田町神戸字日の出上６９２－１
静岡県榛原郡吉田町川尻１７３８番地の１
静岡県榛原郡吉田町川尻字大坪１８１０－１
静岡県榛原郡吉田町大幡字井之口２１３１－５０
静岡県榛原郡吉田町片岡字東中瀬１３２－１
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電話番号
054-622-6702
054-622-8841
054-622-3300
0558-35-7328
0550-76-1322
055-972-0131
055-981-8091
055-980-5523
080-3536-1494
055-988-0202
055-986-2768
090-6647-9093
0548-32-2160
0548-32-0770
0548-32-8941
0548-32-1261
0548-33-2266
0548-34-4700
0548-33-1741

主な輸送品目（任意掲載）

