貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
松江市

事業所名
ヤマトボックスチャーター株式会社 松江支店
流通島根有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 松江玉造センター
株式会社出雲技研 松江営業所
有限会社クリーンサービス 本社営業所
来待運送有限会社 来待営業所
ハーコブ株式会社 松江営業所
株式会社ムロオ 松江営業所
中国名鉄運輸株式会社 松江営業所
株式会社湖北運送 本社
ヤマト運輸株式会社 松江橋南支店
ＡＬＳＯＫ山陰株式会社 島根営業所
有限会社山陰低温輸送 本社営業所
株式会社長岡サンコー 島根営業所
有限会社光浪運送 東出雲営業所
国神運輸有限会社 本社営業所
出岡重量運輸株式会社 本社営業所
山陰センコン物流株式会社 本社営業所
日ノ丸西濃運輸株式会社 松江支店

安全性優良事業所
住所

（島根県）
電話番号

島根県松江市東出雲町意宇南４丁目４－４
島根県松江市下東川津町２４－９
島根県松江市玉湯町湯町１９６５－１
島根県松江市玉湯町布志名９０－１
島根県松江市宍道町佐々布２２７１番６
島根県松江市宍道町西来待２５４
島根県松江市宍道町西来待８７２－２５
島根県松江市宍道町東来待４３６－１５
島根県松江市宍道町東来待４３６－３
島根県松江市秋鹿町４１９１番地１
島根県松江市西津田１－４－２４
島根県松江市袖師町９－３５
島根県松江市東出雲町下意東１３６－５
島根県松江市東出雲町錦浜５８３－２７
島根県松江市東出雲町錦浜５８３－６
島根県松江市東出雲町錦浜５８３－７
島根県松江市東出雲町錦浜５８３－８
島根県松江市東出雲町出雲郷１２４１－１
島根県松江市東出雲町出雲郷１６３０－１

0852-67-5788
0852-32-1211
080-6698-9321
0852-62-8050
0852-66-3613
0852-66-0109
0852-66-0333
0852-66-1002
0852-66-7126
0852-88-2170
080-5044-8578
0852-32-7800
0852-52-2635
0852-52-3383
0852-52-4488
0852-52-2434
0852-53-0280
0852-52-3323
0852-52-4111

セイノースーパーエクスプレス株式会社 松江航空営業所 島根県松江市東出雲町出雲郷１６３７－１

0852-52-7831

株式会社周藤運送 出雲郷営業所
ヤマト運輸株式会社 松江東出雲センター
竹谷興志 松江営業所
株式会社シンクラン 東出雲営業所
シモハナ物流株式会社 松江営業所
日産部品山陰販売株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 松江中央郵便局
株式会社中国トランスポート 松江営業所
山陰福山通運株式会社 松江支店
株式会社サカイ引越センター 松江支社
合銀ビジネスサービス株式会社 松江営業所
三島運輸有限会社 松江営業所

0852-52-2749
080-5068-2590
0852-52-4889
0852-52-2602
0852-52-9300
0852-52-5252
0852-21-3600
0852-36-5858
0852-26-3511
0852-20-1141
0852-55-7360
0852-26-7520

※「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。

島根県松江市東出雲町出雲郷１６４０－８
島根県松江市東出雲町出雲郷丁ヶ坪１６４４－２
島根県松江市東出雲町須田１０３５－１
島根県松江市東出雲町大字錦浜５８３－３７
島根県松江市東出雲町内馬１６６７－１
島根県松江市東出雲町揖屋３４２３－１
島根県松江市東朝日町１３８
島根県松江市東長江町９０２－４４
島根県松江市東津田町１２４７
島根県松江市乃木福富町３９２－７
島根県松江市白潟本町１８番地
島根県松江市八雲台２－１３－２４
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H29.9.12
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

安来市

出雲市

事業所名
丸勝運輸有限会社 本社営業所
中島運輸機工株式会社 松江営業所
山陰運送株式会社 松江支店
旭興業運輸株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 物流センター事業所
富士見物流株式会社 本社営業所
日通松江運輸株式会社 松江営業所
日本郵便輸送株式会社 松江営業所
岡山県貨物運送株式会社 松江支店
日通松江運輸株式会社 松江南営業所
アートコーポレーション株式会社 松江支店
株式会社ウエヤマ 松江支店
狩野運送株式会社 松江営業所
日通トランスポート株式会社 松江支店
株式会社日立物流西日本 安来営業所
日本通運株式会社 安来支店
株式会社丸二運送 山陰営業所
有限会社加納運送 広瀬営業所
田川運送株式会社 荒島営業所
有限会社山陰東海運輸 安来営業所
有限会社ナカジマ 安来営業所
有限会社日本海商事 安来営業所
山陰建設輸送株式会社 安来営業所
有限会社三徳運送 安来営業所
ヤマサン物流株式会社 安来営業所
西部運輸株式会社 島根営業所
ヤマト運輸株式会社 安来支店
安来運送株式会社 安来営業所
有限会社丸和運輸 本社営業所
Ｌ物流株式会社 伯太営業所
出雲運送株式会社 本社営業所
日ノ丸西濃運輸株式会社 出雲営業所
日本郵便株式会社 出雲郵便局
株式会社出雲急配 出雲営業所
掛合運送有限会社 出雲営業所

※「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
島根県松江市八幡町７８５
島根県松江市八幡町７９６－１５
島根県松江市八幡町７９６番地６９
島根県松江市八幡町８７６－４
島根県松江市八幡町字大土手外９５３－１６
島根県松江市八幡町字灘大土手外７９６－２８
島根県松江市八幡町灘大土手外９５３－１６
島根県松江市浜乃木３－２－２０
島根県松江市富士見町５－７
島根県松江市平成町１８２－９
島根県松江市矢田町２２８番地１
島根県松江市矢田町２５０－４５
島根県松江市矢田町３１９－４
島根県松江市矢田町５７４
島根県安来市安来町９１７－１０
島根県安来市亀島町１２－１
島根県安来市吉佐町１０５４番１号
島根県安来市広瀬町広瀬１１１０－２
島根県安来市荒島町１７７４－１，１７７４－５
島根県安来市黒井田町２０５６
島根県安来市黒井田町９６０－２
島根県安来市黒井田町字浦ヶ部７３６番地５
島根県安来市今津町６５７－１
島根県安来市西恵乃島町８３７番地３２
島根県安来市西恵乃島町８３７番地６７
島根県安来市赤江町１０２７－２
島根県安来市赤江町字武嶺１８８５－４
島根県安来市赤江町字武嶺１９０２－１，１９０２－４
島根県安来市中津町字川東１３－１
島根県安来市伯太町東母里１１８３－１７
島根県出雲市芦渡町３６０番地１
島根県出雲市稲岡町３７，３８
島根県出雲市駅南町３丁目１５－１
島根県出雲市古志町２４０９番地１
島根県出雲市江田町１０
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電話番号
0852-37-1040
0852-37-1046
0852-37-1100
0852-37-2821
0852-37-0246
0852-37-2608
0852-37-2376
0852-21-3892
0852-37-0221
0852-21-8058
0852-27-0123
0852-21-6568
0852-25-3700
0852-24-1411
0854-22-4040
0854-23-0202
0854-21-0535
0854-32-2703
0854-28-7766
0854-23-1266
0854-22-1131
0854-22-6699
0854-23-2200
0854-27-7771
0854-23-2056
0854-28-9233
080-5044-8615
0854-28-6767
0854-22-1686
0854-37-9955
0853-21-0023
0853-21-3721
0853-21-1101
0853-25-7811
0853-21-2304

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社出雲技研 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 出雲高岡センター
合銀ビジネスサービス株式会社 出雲営業所
有限会社南部運送 本社営業所
有限会社所原運送店 所原営業所
有限会社藤森運送 本社営業所
株式会社ホームエネルギー山陰 本社営業所
ニッセイ運輸株式会社 本社営業所
錦織運送株式会社 本社営業所
日通トランスポート株式会社 出雲支店
島菱運輸有限会社 出雲営業所
勝部建材有限会社 本社営業所
株式会社ヒカミ 出雲営業所
日本通運株式会社 出雲支店
岡山県貨物運送株式会社 出雲営業所
山陰福山通運株式会社 出雲支店
シモハナ物流株式会社 出雲営業所
西日本ダイハツ運輸株式会社 出雲営業所
ヤマト運輸株式会社 大社支店
ヤマト運輸株式会社 出雲支店
有限会社柳樂工業 本社営業所
三協貨物株式会社 平田支店
佐川急便株式会社 出雲営業所
株式会社シンクラン 出雲営業所
ヤマト運輸株式会社 斐川センター
有限会社斐川農協配送センター 本社営業所
有限会社ヒカワ急送 本社営業所
ヒカワ共立生コン株式会社 本社営業所
有限会社足立運送 荘原営業所
山陰運送株式会社 出雲支店
双葉運輸株式会社 島根営業所
株式会社大崎 島根営業所
有限会社炭谷運送 斐川営業所
有限会社ヒカワサンド 本社営業所
出雲配送有限会社 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
島根県出雲市江田町２６７－１
島根県出雲市高岡町１２３４番地
島根県出雲市今市町北本町１丁目２番地４
島根県出雲市佐田町反辺１５８６－１１
島根県出雲市所原町１６６６－１
島根県出雲市小山町５６９
島根県出雲市小津町１３１９番地１７
島根県出雲市上塩冶町７０２－３６
島根県出雲市常松町５１０－１
島根県出雲市神門町８２２－６
島根県出雲市神門町８４０，８４１
島根県出雲市知井宮町１０１９－２
島根県出雲市知井宮町７－１
島根県出雲市長浜町１３７２－１４
島根県出雲市長浜町１３７２－１６
島根県出雲市長浜町４５７－６
島根県出雲市長浜町５１６－１９
島根県出雲市長浜町５１６－２６
島根県出雲市長浜町６５９－３８
島根県出雲市渡橋町１０５３－１
島根県出雲市東郷町７４３－７
島根県出雲市灘分町２０６２
島根県出雲市白枝町１１８６－１
島根県出雲市白枝町３７６
島根県出雲市斐川町上庄原１４３５
島根県出雲市斐川町上庄原１７５３
島根県出雲市斐川町上庄原１９７６
島根県出雲市斐川町神氷２４３５番地７
島根県出雲市斐川町荘原２１８８－２
島根県出雲市斐川町直江４９５７
島根県出雲市斐川町直江５０１７－１
島根県出雲市斐川町直江５０４５
島根県出雲市斐川町美南１６６０
島根県出雲市斐川町名島５１７－１
島根県出雲市稗原町２１５５－２
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電話番号
0853-22-8513
080-5451-3779
0853-21-8829
0853-84-0601
0853-48-0082
0853-23-6011
0853-66-0600
0853-21-2456
0853-21-5075
0853-21-2411
0853-24-3676
0853-21-1439
0853-22-1322
0853-28-3100
0853-28-0279
0853-28-1700
0853-28-3180
0853-28-3005
080-5044-8202
080-5044-8103
0853-63-2912
0853-63-3311
0853-23-7110
0853-21-2621
080-5481-6473
0853-73-9628
0853-72-1934
0853-72-5030
0853-72-0637
0853-72-7231
0853-72-7102
0853-73-9750
0853-73-9666
0853-72-2132
0853-48-1033

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
雲南市

大田市

江津市

事業所名
中島運輸機工株式会社 出雲営業所
有限会社福島商事 本社営業所
掛合運送有限会社 掛合営業所
吉田運送有限会社 吉田営業所
有限会社炭谷運送 三刀屋営業所
佐川急便株式会社 雲南営業所
ヤマト運輸株式会社 雲南支店
有限会社森山運輸 本社営業所
有限会社大東運送 大東営業所
有限会社角谷運送 本社営業所
大一運輸有限会社 大東営業所
株式会社雲南物流 本社営業所
木次運送有限会社 木次営業所
日本通運株式会社 木次営業所
温泉津運送有限会社 温泉津営業所
有限会社小川商店 温泉津営業所
山陰福山通運株式会社 大田営業所
稗田産業有限会社 大田営業所
有限会社大浦運送 五十猛営業所
佐川急便株式会社 島根大田営業所
ヤマト運輸株式会社 石見支店
日本通運株式会社 大田営業所
有限会社祖式運送 本社営業所
日ノ丸西濃運輸株式会社 大田営業所
有限会社藤田起業 本社営業所
有限会社島根急送 本社営業所
エヌピー運輸岩国株式会社 江津営業所
江津通産株式会社 本社営業所
鳥居運送株式会社 江津支店
有限会社サンユウ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 江津渡津センター
山陰福山通運株式会社 江津営業所
株式会社永井運送 本社営業所
有限会社協販輸送センター 江津営業所
有限会社梨田運送 都野津営業所

※「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
島根県出雲市浜町１１０－１
島根県雲南市加茂町加茂中１０５３－１５
島根県雲南市掛合町掛合９４５
島根県雲南市吉田町吉田２３３４番地１０
島根県雲南市三刀屋町三刀屋１７番地３
島根県雲南市三刀屋町三刀屋２８番地１
島根県雲南市三刀屋町大字下熊谷１３９６－４
島根県雲南市大東町下阿用１０２３－８
島根県雲南市大東町大東１４５１番地１１
島根県雲南市大東町大東７
島根県雲南市大東町養賀７７８－１
島根県雲南市木次町山方１１１４－３
島根県雲南市木次町新市４１３－３
島根県雲南市木次町里方１０８９－２４
島根県大田市温泉津町温泉津イ６６５－８５
島根県大田市温泉津町福光イ２１５
島根県大田市久手町刺鹿５９２－３
島根県大田市久利町松代９９－１
島根県大田市五十猛町１６５６－１
島根県大田市大田町大田ロ１１７６－４
島根県大田市長久町ロ２６７－４
島根県大田市長久町長久イ５３８－１
島根県大田市鳥井町鳥越４１３－３８
島根県大田市鳥井町鳥越４１３－４８
島根県江津市敬川町２３７１－１
島根県江津市敬川町４０５番地２
島根県江津市江津町１２８０
島根県江津市江津町１３３９－１
島根県江津市江津町１３４６－６
島根県江津市松川町上河戸４９１－２
島根県江津市渡津町３０７－１
島根県江津市渡津町９６１－１７
島根県江津市渡津町９６１－３９
島根県江津市都野津町２２７７番地３３
島根県江津市都野津町２３３２番地１
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電話番号
0853-22-1100
0854-49-8022
0854-62-0151
0854-74-0056
0854-45-2328
0852-28-2662
080-5044-8152
0854-43-4342
0854-43-3211
0854-43-2243
0854-43-2219
0854-42-0814
0854-42-0169
0854-42-0202
0855-65-2621
0855-65-2220
0854-82-6111
0854-82-2596
0854-87-0211
0854-84-0301
080-5044-8187
0854-82-0730
0854-82-5486
0854-82-0042
0855-53-4141
0855-53-0211
0855-52-1676
0855-52-2214
0855-52-2104
0855-55-1551
080-5044-8178
0855-52-3333
0855-52-3011
0855-53-0770
0855-53-3669

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

浜田市

益田市

邑智郡

隠岐郡
鹿足郡

仁多郡

事業所名

住所

電話番号

有限会社エイワ運輸 江津営業所
株式会社シンクラン 江津営業所
日ノ丸西濃運輸株式会社 浜田営業所
佐川急便株式会社 浜田営業所
株式会社八紘 本社営業所
株式会社金城運輸 金城営業所
橋本商店株式会社 三隅営業所
島根産業有限会社 浜田営業所
ヤマト運輸株式会社 浜田周布センター
日本通運株式会社 浜田支店
有限会社港町運送 浜田営業所
ヤマト運輸株式会社 浜田支店
合銀ビジネスサービス株式会社 浜田営業所

島根県江津市都野津町２３４７－１
島根県江津市二宮町神主１９９３－７３
島根県浜田市下府町３２７－３３
島根県浜田市下府町３２７番１０６号
島根県浜田市下府町３２７番地２８
島根県浜田市金城町今福３４－４
島根県浜田市三隅町岡見６１９８－５
島根県浜田市周布町イ９８
島根県浜田市周布町口２４１番７
島根県浜田市周布町口３７９－８
島根県浜田市上府町イ１８３５－１４
島根県浜田市上府町イ２０－２９
島根県浜田市新町５３番地

0855-53-4572
0855-53-0417
0855-22-1000
0855-22-9560
0855-23-1115
0855-42-0325
0855-32-1390
0855-27-1167
080-5451-3790
0855-26-1702
0855-23-6804
080-5044-8122
0855-23-4222

株式会社ニヤクコーポレーション 中国支店 浜田事業所

島根県浜田市長浜町７９６－２

0855-27-2967

日本郵便株式会社 浜田郵便局
山陰福山通運株式会社 浜田支店
ヤマト運輸株式会社 益田支店
山陰オート供給株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 益田横田センター
日通トランスポート株式会社 益田営業所
株式会社益田重機運輸 益田営業所
山陰福山通運株式会社 益田営業所
株式会社和興 益田営業所
株式会社植松 益田営業所
ヤマト運輸株式会社 川本センター
有限会社優美運送 本社営業所
岡山産業有限会社 本社営業所
西日本トータルサービス株式会社 本社営業所
有限会社矢上運送 本社営業所
有限会社日本海商事 本社営業所
有限会社正木運送 七日市営業所
ヤマト運輸株式会社 六日市センター
鹿足運送有限会社 本社営業所
有限会社横田運送 横田営業所

島根県浜田市殿町８０－１
島根県浜田市日脚町２６８
島根県益田市あけぼの東町１１－１
島根県益田市安富町１３５８－１
島根県益田市横田町１８４４－１
島根県益田市乙吉町イ２２－４
島根県益田市高津４丁目１５番１８号
島根県益田市高津７丁目２２番６号
島根県益田市大谷町４０番地
島根県益田市白上町イ６９番
島根県邑智郡川本町因原５１９
島根県邑智郡川本町大字因原４５６番地２
島根県邑智郡美郷町石原２５４－１
島根県邑智郡邑南町大字矢上６３－５
島根県邑智郡邑南町矢上１８２－２
島根県隠岐郡隠岐の島町東郷宮尾９番地１
島根県鹿足郡吉賀町抜月中河内４４－２
島根県鹿足郡吉賀町立河内３２－２
島根県鹿足郡津和野町耕田９５－１
島根県仁多郡奥出雲町横田１１８８－１

0855-22-0700
0855-27-1093
080-5451-3782
0856-25-2500
080-5044-8137
0856-22-1531
0856-22-0079
0856-22-1616
0856-23-3057
0856-28-8119
080-5044-8160
0855-72-2043
0855-76-0026
0855-95-0554
0855-95-0108
08512-2-2303
0856-78-0496
080-5044-8192
0856-72-0049
0854-52-1080

※「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。
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
有限会社奥出雲運送 阿井営業所
ヤマト運輸株式会社 仁多横田センター
株式会社丸共 馬馳営業所

※「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
島根県仁多郡奥出雲町下阿井１７５－９
島根県仁多郡奥出雲町下横田１４３－３
島根県仁多郡奥出雲町馬馳１２－１
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電話番号
0854-56-0027
080-5451-3784
0854-54-1701

主な輸送品目（任意掲載）

