貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
山口市

事業所名
フタバ運送有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 山口吉敷支店
鴻池運輸株式会社 山口営業所
株式会社サカイ引越センター 山口支社
新十和運輸株式会社 山口営業所
双葉運輸株式会社 山口営業所
明和運送株式会社 山口営業所
ガンバ輸送株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 山口営業所
ヤマト運輸株式会社 山口中央支店
ヤクルトロジスティクス株式会社 山口営業所
株式会社岩谷運送 本店営業所
株式会社しんじゅ 本社営業所
フタバ運送有限会社 山口営業所
ハーコブ株式会社 山口支店
豊関貨物運送有限会社 山口営業所
ヤマト運輸株式会社 小郡支店
株式会社ダイワ 本社営業所
山岡倉運株式会社 本社営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 山口支店
山口県貨物倉庫株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 山口航空貨物センター
株式会社藤伸 山口営業所
岡山県貨物運送株式会社 山口支店営業所
川崎陸送株式会社 山口営業所
シモハナ物流株式会社 山口営業所
日本郵便輸送株式会社 山口営業所
有限会社元気ジャパン 山口営業所
株式会社協同 山口営業所
有限会社林産業運輸 秋穂営業所
徳山トラック株式会社 小郡営業所
三共ピアノ運送株式会社 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

（山口県）

住所
山口県山口市阿東生雲東分１２５０－２
山口県山口市維新公園３丁目１２－１
山口県山口市下小鯖１００３－４０
山口県山口市下小鯖８９７－１
山口県山口市下小鯖９９２－１５
山口県山口市下小鯖９９２－１５
山口県山口市下小鯖字九田分３３０４番地９
山口県山口市下小鯖字坂口１３００番地１
山口県山口市下小鯖字田中９０５－４
山口県山口市下小鯖字徳重６４３－１
山口県山口市下小鯖内山９９２－２１
山口県山口市嘉川３６１１－１
山口県山口市嘉川字下村１５４６番地４，１５５１番地
１
山口県山口市宮野下字清水３２９４－２
山口県山口市宮野上１３３１番地１
山口県山口市江崎２２１２－１
山口県山口市江崎２９１１番１，２９１３番３
山口県山口市江崎２９８８番地１
山口県山口市江崎字三多田２９２５－２
山口県山口市江崎字上宿３７５１番１
山口県山口市江崎字徳神２２２９－３
山口県山口市江崎字徳神二２２１０－３，２２０９－３
山口県山口市佐山７４７－１３
山口県山口市佐山字村山３－１１
山口県山口市佐山字村山５番６
山口県山口市佐山字南岩並１３１－１
山口県山口市佐山産業団地南１２００番１７
山口県山口市秋穂西東原６０５番地１
山口県山口市秋穂東６８６７番地１
山口県山口市秋穂東字青江北浜３４８４－４４
山口県山口市小郡若草町３－９、１０、１１
山口県山口市小郡上郷３５５０
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電話番号
083-952-0010
080-5481-7653
083-927-1414
083-941-1141
083-929-3721
083-927-4832
083-941-0333
083-902-5387
083-927-4600
080-5044-9313
083-927-0147
083-989-3516
083-988-1119
083-923-0640
083-920-0333
083-989-6341
080-5045-2938
083-988-3205
083-989-2235
083-989-3651
083-989-5211
083-989-5353
083-988-2100
083-989-2300
083-989-5660
083-989-6623
083-902-1011
083-984-4670
083-984-0171
0839-84-5697
083-972-7070
083-973-0010

H29.9.12
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

岩国市

事業所名
Ｌ物流株式会社 山口営業所
中央サービス株式会社 本社営業所
株式会社ネストロジスティクス 山口営業所
中国名鉄運輸株式会社 山口支店
山一運輸興業株式会社 本社営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 山口営業所
明和石膏運送株式会社 本社営業所
西濃運輸株式会社 山口支店
日本図書輸送株式会社 山口営業所
日通トランスポート株式会社 山口支店
株式会社ゆだ 本社営業所
日本郵便株式会社 山口中央郵便局
綜合警備保障株式会社 山口支社 山口警送支店 西京警送
隊
国広倉庫運輸株式会社 山口営業所
西部運輸株式会社 山口支店
株式会社グローリー 山口営業所
ヤマト運輸株式会社 山口南センター
株式会社ランクルーズ 鋳銭司営業所
株式会社協同 鋳銭司営業所
ヤマト運輸株式会社 山口主管支店
福山通運株式会社 山口支店
ホンダ運送株式会社 中四国事業所 山口センター
県販株式会社 山口営業所
防通トランスポート株式会社 山口営業所
株式会社西酪運輸 山口営業所
山陽センコー運輸株式会社 山口営業所
センコー株式会社 山口営業所
ヤマト運輸株式会社 玖珂センター
ヤマト運輸株式会社 岩国支店
鈴木産業株式会社 本社営業所
錦川産業運輸株式会社 守内営業所
東山口運輸倉庫株式会社 本社営業所
株式会社インターオート 山口事業所
佐川急便株式会社 岩国営業所

※「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
山口県山口市小郡上郷５２６２
山口県山口市小郡上郷８４１番地１８
山口県山口市小郡上郷９０１－１０
山口県山口市小郡上郷字仁保津５１７２
山口県山口市小郡上郷字流通センター西９０１番地１５
山口県山口市深溝字北田東８２２－１
山口県山口市大字下小鯖字九田分３３０４番地９
山口県山口市大字下小鯖字瀬戸山２４５８－１
山口県山口市大字下小鯖字畠田１２２４－１
山口県山口市大字朝田字流通センター６０１－２３
山口県山口市大内長野４６２－１
山口県山口市中央１丁目１－１
山口県山口市中央四丁目３番１３号 第３宇部不動産ビ
ル１Ｆ
山口県山口市鋳銭司１１８４－１７
山口県山口市鋳銭司字鋳銭司団地南１１８４－１５
山口県山口市鋳銭司字鋳銭司団地北４４７－２２
山口県山口市鋳銭司字鋳銭司団地北４４７－２３
山口県山口市鋳銭司字鋳銭司団地北４４７－４４
山口県山口市鋳銭司字鋳銭司団地北４４７－４４
山口県山口市鋳銭司字鋳銭司団地北４４７－４５
山口県山口市鋳銭司団地北４４７－２９
山口県山口市朝田字沖ノ上１７３６－１
山口県山口市朝田字流通センター６０１－３６
山口県山口市朝田字流通センター６０１番地２８
山口県山口市朝田流通センター６０１－３５
山口県山口市陶字下久保１３５２－１
山口県山口市陶字下久保１３５２－１
山口県岩国市玖珂町字国松４６１８－１
山口県岩国市御庄字上古屋敷２６６，字清松８９２
山口県岩国市三笠町１丁目７－１
山口県岩国市守内字古屋３４９－１
山口県岩国市周東町上久原１２番地９
山口県岩国市周東町上久原字新神前１２番地９
山口県岩国市周東町西長野字猿原１６９１－１
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電話番号
083-976-5211
083-921-2290
083-941-6366
083-973-1933
083-934-8153
083-989-5890
083-927-3766
083-927-5551
083-927-6451
083-921-6130
083-927-1100
083-922-0150
083-920-7721
083-986-4211
083-985-1121
083-985-0039
080-6699-5375
0835-26-6321
083-985-0931
083-986-3830
083-985-0292
083-934-8887
083-932-4914
083-928-7414
083-923-3831
083-985-1008
083-986-2411
080-5451-5344
080-5045-2941
0827-21-3121
0827-46-0061
0827-83-1144
0827-83-1166
0827-84-4221

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

宇部市

事業所名
新十和運輸株式会社 玖珂営業所
日本通運株式会社 大竹支店岩国営業支店
西鉄運輸株式会社 岩国営業所
河崎運輸機工株式会社 岩国支店
株式会社丸運トランスポート西日本 岩国営業所
福山エクスプレス株式会社 岩国営業所
徳山通運株式会社 岩国営業所
株式会社河野 岩国営業所
共進株式会社 本社営業所
池田興業株式会社 岩国支店
山九株式会社 岩国支店営業所
広島急送株式会社 岩国営業所
岩陽産業有限会社 岩国営業所
親陽運送有限会社 岩国支店
西濃運輸株式会社 岩国営業所
エヌピー運輸岩国株式会社 岩国営業所
ヤマト運輸株式会社 岩国東支店
上村運送株式会社 岩国営業所
日本郵便株式会社 岩国郵便局
岩国通運株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 岩国立石センター
長州貨物株式会社 本社営業所
琴崎産業株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 重機建設事業所宇部興産機械課
美祢貨物自動車株式会社 宇部営業所
ヤマト運輸株式会社 宇部支店
ヤマト運輸株式会社 宇部新川支店
日本通運株式会社 宇部支店総合物流センター
佐川急便株式会社 宇部営業所
宇部商事株式会社 第一営業所
宇部商事株式会社 第二営業所
萩森興産株式会社 宇部営業所

住所
山口県岩国市周東町大字上久原字宗本１６１－１
山口県岩国市新港町３丁目１３番１６号
山口県岩国市新港町３丁目８番１号
山口県岩国市新港町四丁目１８－３２
山口県岩国市装束町１丁目６－１
山口県岩国市装束町五丁目４－４３
山口県岩国市多田二丁目１０１番地８
山口県岩国市田原３００－１
山口県岩国市南岩国町三丁目２１－２０
山口県岩国市日の出町２
山口県岩国市日の出町２番１号
山口県岩国市日の出町３－１
山口県岩国市飯田町１－４－１
山口県岩国市飯田町１丁目３３９３－６
山口県岩国市飯田町一丁目２－１
山口県岩国市飯田町一丁目２４３０－１
山口県岩国市尾津町５丁目１７００－１
山口県岩国市平田六丁目２４－１８
山口県岩国市麻里布町２丁目６－８
山口県岩国市麻里布町一丁目５－２６
山口県岩国市立石町１丁目２８６１番８
山口県宇部市大字川上字上白石１３３番地１
山口県宇部市大字川上字上白石１３３番地１
山口県宇部市小串沖の山１９８０
山口県宇部市小串沖の山１９９２番地
山口県宇部市神原町二丁目６－６９
山口県宇部市西平原３丁目１－３０
山口県宇部市善和字石が谷２０４－４６
山口県宇部市善和字大日２０３－９６
山口県宇部市大字沖宇部５２５３番地
山口県宇部市大字沖宇部沖の山５２５６－４
山口県宇部市大字沖宇部字沖の山５２５－１５

電話番号
0827-84-3600
0827-24-2250
0827-21-7321
0827-22-0171
0827-22-4177
0827-22-0081
0827-41-1171
0827-43-3443
0827-31-7476
0827-21-5108
0827-22-3921
0827-23-3780
0827-22-6744
0827-24-1385
0827-24-1131
0827-22-7063
080-5451-5327
0827-31-2123
0827-21-0768
0827-21-2291
080-5451-6248
0836-22-1240
0836-21-1134
0836-31-7473
0836-37-6320
080-5044-9175
080-5045-2940
0836-62-2222
0836-35-2301
0836-32-7728
0836-32-1141
0836-31-1166

ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 宇部空港営業所 山口県宇部市大字沖宇部字八王子６２５－１７

0836-34-6244

中国運輸株式会社 本社営業所

0836-44-2790

※「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。

山口県宇部市大字妻崎開作１３３４－３
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社ミツワ 本社営業所
湯野建設株式会社 本社営業所

電話番号

株式会社常盤運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 宇部岐波センター
ヤマト運輸株式会社 山陽小野田支店
株式会社宇部貨物 本社営業所
吉南運輸株式会社 本社営業所
日通宇部運輸株式会社 本社営業所
金子運送有限会社 本社営業所
株式会社シバタ通商 本社営業所

0836-41-6262
080-5451-6247
080-5045-2934
0836-62-1780
0836-38-8639
0836-62-5691
0836-62-1110
0836-58-4371

株式会社ニヤクコーポレーション 中国支店 宇部事業所

山口県宇部市大字東須恵３８６１－１

0836-41-9596

両備トランスポート株式会社 山口営業所
北松運輸株式会社 宇部事業所

0836-41-3143
0836-45-0158

防長建運株式会社 本社営業所
株式会社ムロオ 宇部営業所
有限会社興運重機 本社営業所
マルチョー運輸有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 下松支店
株式会社サカイ引越センター 山口東支社
株式会社Ｔ．Ｌ．Ｇ 周南事業所
丸進運油株式会社 周南営業所
下松運輸株式会社 本社営業所
長谷川産業株式会社 本社営業所
有限会社スチール運輸倉庫 本社営業所

山口県宇部市大字東須恵３８６３番地
山口県宇部市大字東須恵い－３８９４－３
山口県宇部市大字東須恵字ろ一・３９２６の５，ろ二３
９１８－１
山口県宇部市北小羽山町三丁目１０－３
山口県宇部市明神町１丁目１５１８－１
山口県宇部市明神町一丁目１５２４－１
山口県下松市新川３丁目２番１５号
山口県下松市瑞穂町４丁目１－１３
山口県下松市生野屋南３丁目３－４５
山口県下松市生野屋南３丁目３番５号
山口県下松市生野屋南３丁目５番１８号
山口県下松市大字東豊井１３０２番地の１０７
山口県下松市大字末武下６３９番地９
山口県下松市大字末武下６８０－２３

0836-31-1224
0836-22-5100
0836-34-3337
0833-43-3327
080-5045-2927
0833-45-1161
0833-48-8703
0833-44-9381
0833-41-0713
0833-41-4484
0833-45-1521

株式会社ニヤクコーポレーション 中国支店 下松事業所

山口県下松市潮音町８丁目６－２０

0833-41-3726

株式会社日立物流西日本 山口営業所 港運機工係
株式会社日立物流西日本 中国第一営業部

山口県下松市東海岸通り８番地
山口県下松市東海岸通り８番地

0833-43-5009
0833-41-2136

柏原物流株式会社 本社営業所
福山通運株式会社 宇部支店
西濃運輸株式会社 宇部支店

萩森物流株式会社 本社営業所

下松市

住所
山口県宇部市大字妻崎開作１４８７－９
山口県宇部市大字妻崎開作８２５－１
山口県宇部市大字妻崎開作字開１７，１８の割１３６０
－１５
山口県宇部市大字妻崎開作字崎１６，１７のは６５６－
４，６５９－４
山口県宇部市大字妻崎開作字崎３０、３１ノろ１０１８
－１
山口県宇部市大字妻崎開作字崎拾六拾七のろ６５０－１
山口県宇部市大字西岐波５３７３番１
山口県宇部市大字船木字木森５２６－１
山口県宇部市大字善和１７６－１１
山口県宇部市大字善和字上瀬戸原１８９－７
山口県宇部市大字善和字石ヶ谷２０４番地４５
山口県宇部市大字善和字東上瀬戸原２０７－１４
山口県宇部市大字東岐波２１８２

※「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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0836-41-5566
0836-41-8350
0836-41-2329
0836-41-7811
0836-41-9556

0836-41-7546

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
西日本マルエス株式会社 下松営業所
株式会社協同 下松営業所

住所
山口県下松市平田５５０－３
山口県下松市葉山１丁目８１９－１７

電話番号
0833-44-8505
0833-47-0931

セイノースーパーエクスプレス株式会社 徳山航空営業所 山口県下松市葉山１丁目８１９－８

0833-47-2350

やまぐち県酪販売輸送株式会社 東部営業所
帝人物流株式会社 徳山支店
下関通運株式会社 徳山営業所

山口県下松市葉山１丁目８１９番２０
山口県下松市葉山１丁目８１９番３１
山口県下松市葉山２－９０４－９

0833-46-3895
0833-47-0750
0833-46-3103

株式会社サンキュウ・トランスポート・中国 周南営業所 山口県下松市葉山２丁目９０４－６５

0833-47-0139

山陽センコー運輸株式会社 徳山営業所
河崎運輸機工株式会社 周南工流シティー営業所
西濃運輸株式会社 下松支店
ウエストロジ・コーポレーション株式会社 山陽小野田営
山陽小野田市
業所
富士運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 小野田赤崎センター
小野田通運株式会社 日本化薬構内営業所
小野田通運株式会社 朝陽営業所
下関通運株式会社 小野田営業所
嶋田工業株式会社 本社営業所
平和産業株式会社 本社営業所
三共運輸株式会社 本社営業所
金井産業株式会社 本社営業所
県販株式会社 本社営業所
下関市
有限会社丸安運送店 本店営業所
ヤマト運輸株式会社 下関中央支店
九州航空株式会社 下関営業所
有限会社山根運送 本社営業所
総和プラス株式会社 本社営業所
豊関貨物運送有限会社 菊川営業所
株式会社エスエス・ロジスティクス 下関営業所
株式会社ムロオ 下関営業所
やまぐち県酪販売輸送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 新下関支店
曽我運送株式会社 本社営業所
中国名鉄運輸株式会社 下関支店

※「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。

山口県下松市葉山一丁目８１９－２５
山口県下松市葉山一丁目８１９－３
山口県下松市葉山一丁目８１９－８

0833-46-3003
0833-46-4770
083-347-0055

山口県山陽小野田市山野井１１７３

0836-72-2530

山口県山陽小野田市新沖３－１－１３
山口県山陽小野田市赤崎１丁目７５１５－２８－２
山口県山陽小野田市大字郡２３００番地
山口県山陽小野田市大字山川７６２－１
山口県山陽小野田市大字小野田字末広７５２５－３２
山口県山陽小野田市大字西高泊６３１－１１
山口県山陽小野田市大字東高泊字洲賀１５６１－９
山口県山陽小野田市大字有帆７０－１７
山口県山陽小野田市大字有帆字二ノ眞土５７０－８
山口県下関市安岡町１丁目５－４
山口県下関市一の宮卸本町３番１１号
山口県下関市一の宮住吉二丁目１２－６
山口県下関市一の宮町４丁目４番２７号
山口県下関市永田本町一丁目９－１３
山口県下関市菊川町大字吉賀２３５番地
山口県下関市菊川町大字吉賀字東ノ原２１０９番地
山口県下関市菊川町大字上田部１７－１
山口県下関市菊川町大字田部２７１
山口県下関市菊川町田部夢団地１番
山口県下関市垢田町５丁目９６６番１、４
山口県下関市秋根北町５－１７
山口県下関市大字伊倉１５８－１

0836-88-0153
080-5098-1067
0836-75-0147
0836-73-1414
0836-83-1123
0836-83-1113
0836-83-3690
0836-83-3455
0836-84-0555
083-258-1138
083-231-5041
080-5045-2942
083-263-0743
0832-86-5541
0832-88-1112
083-287-3067
083-288-1118
083-287-0010
083-288-2030
080-5045-2943
083-256-3233
083-255-2222
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
日本郵便株式会社 下関郵便局
日新運輸工業株式会社 本社営業所
下関通運株式会社 本社営業所
栄運輸株式会社 本社営業所
岡山県貨物運送株式会社 下関営業所
西濃運輸株式会社 下関営業所
佐川急便株式会社 下関営業所
株式会社ＮＳロジ西日本 下関営業所
下関海陸運送株式会社 業務本部長府物流課
有限会社岡田運輸 本社営業所
株式会社遠山 扇町倉庫営業所
株式会社遠山 扇町営業所
ヤマト運輸株式会社 下関東支店
株式会社ジェイ・ワイ・カーゴ 本社営業所
日本通運株式会社 下関支店 下関警送事業所
有限会社日成運輸 本社営業所
旭運輸株式会社 本社営業所
下関海陸運送株式会社 事業本部営業所
ヤマト運輸株式会社 下関海峡支店
日通下関運輸株式会社 下関本社営業所
日本通運株式会社 下関支店自動車ターミナル
株式会社木下運送 本社事業所
株式会社大伸運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 下関彦島センター
協立運輸商事株式会社 本社営業所
株式会社ムロオ 西下関営業所
ヤマト運輸株式会社 豊浦支店

周南市

豊関貨物運送有限会社 本社営業所
豊北貨物運送有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 下関椋野センター
九州福山通運株式会社 下関支店
綜合警備保障株式会社 山口支社 山口警送支店
山口コーウン株式会社 本社営業所
中国名鉄運輸株式会社 徳山営業所

※「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
山口県下関市竹崎町２丁目１２－１２
山口県下関市長府港町１４－１
山口県下関市長府港町２－２６
山口県下関市長府港町７番６１号
山口県下関市長府才川一丁目４３－８１
山口県下関市長府扇町１－１０
山口県下関市長府扇町１２－４５
山口県下関市長府扇町３番２
山口県下関市長府扇町４番１６号
山口県下関市長府扇町５－７６
山口県下関市長府扇町５番地３１
山口県下関市長府扇町５番地８０
山口県下関市長府扇町６番２５
山口県下関市長府扇町８番２０号
山口県下関市東大和町２丁目１２番６５号
山口県下関市東大和町２丁目１２番６７号
山口県下関市東大和町２丁目１３番１７号
山口県下関市東大和町一丁目５－２２
山口県下関市東大和町二丁目１２－２５
山口県下関市東大和町二丁目５－２３
山口県下関市東大和町二丁目６－２
山口県下関市楠乃４丁目１０番３０号
山口県下関市彦島塩浜町三丁目１４－４４
山口県下関市彦島西山町４丁目３８３０－１５
山口県下関市彦島福浦町一丁目２－１５
山口県下関市福江字新免１４８７番２
山口県下関市豊浦町大字川棚字石塔１４７７番１７、１
４７７番１４
山口県下関市豊田町大字大河内４３４
山口県下関市豊北町大字粟野５１６７－２
山口県下関市椋野町２丁目４８６番１
山口県下関市椋野町二丁目１８番１号
山口県周南市北山一丁目１番１８号
山口県周南市臨海町３番地の２
山口県周南市安田４６９－１
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電話番号
083-222-0390
083-245-1183
083-246-0457
083-245-0004
083-248-3501
083-248-2929
083-248-3906
083-249-2001
083-249-0611
083-248-2433
083-248-4564
083-249-0123
080-5451-5320
083-248-2880
083-267-6115
083-227-4808
083-267-1304
083-266-1111
080-6693-6500
083-267-2351
083-266-0202
083-256-3000
083-267-3770
083-267-0676
083-268-1280
083-259-8541
080-5045-2937
083-766-1126
083-785-0031
080-6699-6732
083-231-3000
0834-32-0892
0834-63-0073
0833-91-4127

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

長門市

事業所名
朝日オリコミ西部株式会社 徳山営業所
日本通運株式会社 周南支店引越センター
グリーンガス運輸株式会社 山口事業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 徳山支店
松光運輸株式会社 周南営業所
日本通運株式会社 周南航空貨物センター
大森運送株式会社 徳山営業所
河崎運輸機工株式会社 周南支店
日本郵便株式会社 徳山郵便局
御影運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 周南今宿センター
青木運輸株式会社 本社営業所
有限会社エス・イー・イー物流 徳山営業所
ヤマト運輸株式会社 徳山支店
徳山トラック株式会社 本社営業所
藤木陸運株式会社 徳山営業所
日本通運株式会社 周南支店
株式会社サンリク 徳山営業所
トナミ運輸中国株式会社 徳山営業所
徳山通運株式会社 本社営業所
池田興業株式会社 徳山支店
山口県貨物倉庫株式会社 徳山営業所
日通徳山運輸株式会社 本社営業所
鈴木産業株式会社 徳山営業所
株式会社上組 徳山支店
米山運送株式会社 山口営業所
株式会社トクヤマロジスティクス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 周南支店
岡山県貨物運送株式会社 新南陽営業所
日本通運株式会社 下関支店下関警送事業所周南警送課
丸新運輸株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 徳山営業所
日通徳山運輸株式会社 新南陽営業所
株式会社ムロオ 長門営業所
ヤマト運輸株式会社 長門支店

※「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
山口県周南市遠石１－１３－１
山口県周南市河東町１－１
山口県周南市古泉３丁目１２番１１号
山口県周南市鼓海２－１１８－５５
山口県周南市鼓海２丁目１１８－６６
山口県周南市鼓海２丁目１１８番５２
山口県周南市鼓海二丁目１１８－６４
山口県周南市鼓海二丁目１１８－６５
山口県周南市御幸通１丁目３
山口県周南市港町４－１５
山口県周南市今住町４０－１
山口県周南市初音町三丁目７
山口県周南市渚町４９００番地
山口県周南市上遠石町１１－３
山口県周南市新地１丁目１番３２号
山口県周南市新地１丁目８－２５
山口県周南市清水二丁目４－１２
山口県周南市大字久米沖角田３０３５番地の１
山口県周南市大字櫛ヶ浜字西塩田４９１－１，４９２
山口県周南市大字栗屋３６４
山口県周南市大字栗屋字開作１０３５番地１４
山口県周南市大字夜市字才崎１－１
山口県周南市大字夜市字才崎６０１－１
山口県周南市大字和田９８１番地
山口県周南市入船町１番２６号
山口県周南市入船町２番２２号
山口県周南市入船町７－１８
山口県周南市富田二丁目１９－１
山口県周南市福川南町１－３０
山口県周南市夜市６０５－２
山口県周南市野村３－４－１
山口県周南市野村３丁目１３－１６
山口県周南市野村三丁目１４－２
山口県長門市三隅下１９６４－１
山口県長門市東深川字堤尻７７７－１，－２
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電話番号
0834-31-7677
0834-22-0202
0834-61-0450
0834-25-2109
0834-36-3770
0834-31-1988
0834-25-2266
0834-26-1100
0834-21-3905
0834-63-0253
080-5451-8884
0834-21-0760
0834-64-8480
080-5451-5348
083-421-2828
0834-22-3250
0834-63-2111
0834-25-4016
0834-25-4177
0834-25-4000
0834-25-0212
083-461-2130
0834-62-5288
0834-25-1701
0834-21-0918
0834-22-5115
0834-22-1806
080-5451-7628
0834-63-5111
0834-63-2108
0834-61-1661
0834-61-1555
0834-62-5288
0837-42-1212
080-5045-2931

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
光市

萩市

防府市

事業所名
山陰福山通運株式会社 長門営業所
株式会社タイナカ運送 光営業所
大福運送株式会社 本社営業所
広府興産有限会社 光営業所
株式会社サンキュウ・トランスポート・中国 光営業所
株式会社光運送 武田構内営業所
宮本運送株式会社 本社営業所
株式会社ミヤモトエクスプレス 本社営業所
有限会社山口カンキウ物流 本社営業所
株式会社ヤマト 本社営業所
山口碓永自動車株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 光支店
佐川急便株式会社 萩営業所
有限会社吉部運送 本店営業所
山陰福山通運株式会社 萩営業所
ヤマト運輸株式会社 萩支店
中国名鉄運輸株式会社 萩営業所
マルケー萩貨物自動車株式会社 萩本社営業所
有限会社エフケイケイ物流 本社営業所
福良運輸株式会社 防府営業所
日本通運株式会社 防府支店
株式会社グローバル 本社営業所
株式会社ランクルーズ 山口営業所
広島急送株式会社 防府営業所
株式会社日之出運輸 山口ＤＣ
澁澤陸運株式会社 山口ターミナル
福山通運株式会社 防府営業所
福山エクスプレス株式会社 防府営業所
株式会社カイソー 防府支店
室山運輸株式会社 山口営業所
山陽運輸株式会社 防府営業所
シモハナ物流株式会社 防府営業所
日通防府運輸株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 防府支店ＪＲコンテナ課

※「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
山口県長門市東深川上河原２３８６－１
山口県光市中島田２丁目１８番１号
山口県光市光井一丁目１３番２３号
山口県光市小周防虹川１１００－２
山口県光市浅江５丁目２５－１０
山口県光市大字光井字武田２５２０番地１
山口県光市大字小周防４６２番地１
山口県光市大字小周防４６２番地１
山口県光市大字束荷９２１－１
山口県光市大字束荷９２１番地１
山口県光市大字束荷字平成２２８８－１０
山口県光市虹ヶ浜一丁目２－６
山口県萩市山田字西沖田４７３５－１
山口県萩市大字高佐下字滝の原８５１－８
山口県萩市大字山田字東沖田４２３２－１
山口県萩市大字椿字下霧口３２９－１
山口県萩市大字椿東２９１８－３
山口県萩市大字土原３８３－５
山口県防府市大字新田３８１番地２
山口県防府市牟礼今宿１丁目１８－３１コンフレール今
宿２０３
山口県防府市駅南町９－３９
山口県防府市華園町２－３８
山口県防府市佐野１４９２－４
山口県防府市鐘紡町３番１号
山口県防府市植松４９３番地
山口県防府市新築地町１５－７
山口県防府市新築地町１８－１
山口県防府市新築地町１８－１
山口県防府市新築地町２０－１５
山口県防府市新築地町２６－５
山口県防府市新築地町３２－２
山口県防府市大字江泊２４８５－１
山口県防府市大字江泊字江良８５１－１
山口県防府市大字江泊字西水尻２３０６－６
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電話番号
0837-22-2151
0833-76-0011
0833-72-4788
0833-76-0172
0833-71-3160
0833-72-2348
0833-76-0001
0833-77-0222
0820-48-3898
0820-49-0833
0820-48-5466
080-5045-2936
0838-24-1010
08388-8-0214
0838-22-1615
080-5045-2930
0838-22-0707
0838-22-0136
0835-28-3333
0835-21-0870
0835-21-0202
0835-25-2494
0835-26-6321
0835-27-5667
0835-20-2211
0835-38-4111
0835-25-1000
0835-25-1000
0835-22-6655
0835-28-9100
0835-24-8034
0835-38-8376
0835-24-3932
0835-22-0815

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

美祢市

柳井市

事業所名
防府貨物運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 防府支店
防府自動車興業株式会社 本社営業所
有限会社防府サービス運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 防府西支店
防府運送株式会社 本社営業所
防石陸運株式会社 本社営業所
ヤマトボックスチャーター株式会社 山口支店
有限会社皆実運送 防府営業所
柚野産業有限会社 本社営業所
千代田運輸株式会社 本社営業所
防府合同運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 防府三田尻センター
防府通運株式会社 本社営業所
防通トランスポート株式会社 本社営業所
周防運輸株式会社 中関営業所
株式会社ロジコム・アイ 山口営業所
東和運輸株式会社 防府営業所
レンゴーロジスティクス株式会社 防府営業所
株式会社テラヤマ倉庫運輸 防府営業所
日通防府運輸株式会社 中関営業所
日本通運株式会社 防府支店中関事業所
広府興産有限会社 防府営業所
薬仙運輸株式会社 本社営業所
美祢貨物自動車株式会社 本社営業所
萩森興産株式会社 美祢営業所
ヤマト運輸株式会社 美祢センター
髙山産業株式会社 本社営業所
吉村商事株式会社 本社
中尾富士雄 本店営業所
有限会社森運送 本社営業所
福政運送有限会社 本社営業所
上村運送株式会社 柳井営業所
ヤマト運輸株式会社 柳井支店
株式会社大畠 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
山口県防府市大字江泊字槌屋２５５０－６
山口県防府市大字江泊字東塩屋１９８７－２２
山口県防府市大字佐野字樋口１４８９－１
山口県防府市大字植松１３３７－２
山口県防府市大字植松瓜畠２５４番地２
山口県防府市大字植松字浜田１３５０－４
山口県防府市大字植松字圓波１１５５
山口県防府市大字新田１６１３－２
山口県防府市大字新田４０１番
山口県防府市大字新田４２２番地の２
山口県防府市大字新田字築地２０６２－３
山口県防府市大字新田字田否二丁目４１８番地
山口県防府市大字新田字冨田７７３番地１
山口県防府市大字浜方１１４－２
山口県防府市大字浜方１１４番地２
山口県防府市大字浜方５３４－５１
山口県防府市大字浜方字古浜８９－１
山口県防府市大字浜方字古浜９５番地１
山口県防府市大字浜方字古浜横入川１－１
山口県防府市大字浜方字大浜三ノ桝５３４－４２
山口県防府市大字浜方字大浜二の桝４７３－１５
山口県防府市大字浜方字大浜二ノ桝４７３－１５
山口県防府市大字浜方字鶴浜３２０－３
山口県美祢市伊佐町伊佐３３６２－１
山口県美祢市伊佐町伊佐３５７５番地３
山口県美祢市伊佐町伊佐字寺ヶ浴４３４２－１
山口県美祢市伊佐町伊佐字二ノ徳定４８３６－１
山口県美祢市秋芳町岩永本郷２９
山口県美祢市西厚保町本郷４３２番地１
山口県美祢市西厚保町本郷字大村沖２２０番地１
山口県美祢市大嶺町奥分２０２８－１
山口県柳井市伊陸５３８８－２
山口県柳井市伊陸７４５２－１
山口県柳井市新庄字兵者１５５４－３
山口県柳井市神代４８０８
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電話番号
0835-24-1313
080-5045-2932
0835-38-7250
0835-29-4488
080-5045-2933
0835-39-2501
0835-29-0281
0835-38-7576
0835-26-6464
0835-25-1633
0835-23-2646
0835-22-0790
080-6604-5033
0835-22-0413
0835-38-8800
0835-22-2507
0835-21-2262
0835-27-3150
083-523-2017
0835-25-3277
0835-24-7200
0835-24-1910
0835-25-7200
0837-52-1186
0837-52-1190
0837-52-1012
080-5044-9134
0837-62-0216
0837-58-5970
0837-58-5053
0837-52-1234
0820-26-0494
0820-26-0132
080-5045-2935
0820-45-3330

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
大島郡
熊毛郡

事業所名
大島貨物株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 周防大島センター
株式会社城南物流 本社営業所
有限会社松本運送 本店営業所
有限会社松村運送 本社営業所
柳井産業運輸株式会社 田布施営業所
柴原運輸有限会社 本社営業所
福山通運株式会社 柳井営業所

※「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
山口県柳井市南浜４丁目３番３号
山口県大島郡周防大島町大字土居字平田６１８－１
山口県熊毛郡田布施町大字宿井７８２番地１
山口県熊毛郡田布施町大字麻郷３０３４－３
山口県熊毛郡田布施町大字麻郷３４２８－２１
山口県熊毛郡田布施町大字麻郷字源治３０６２－４
山口県熊毛郡田布施町大字麻郷字大黒屋３６２２－８
山口県熊毛郡平生町大字平生村字西下高須５２１
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電話番号
0820-22-6510
080-5451-5339
0820-51-0020
0820-55-5226
0820-55-6201
0820-55-1111
0820-55-5811
0820-56-3600

主な輸送品目（任意掲載）

