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市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

安来市 安来運送株式会社　安来営業所 島根県安来市赤江町字武嶺１９０２－１，１９０２－４ 0854-28-6767

安来市 米原物流株式会社　安来営業所 島根県安来市西赤江町荒島８９１－１ 0854-28-7717

安来市 金山商事運輸有限会社　本社営業所 島根県安来市荒島町９０－１ 0854-28-6870

安来市 田川運送株式会社　荒島営業所 島根県安来市荒島町１７７４－１，１７７４－５ 0854-28-7766

安来市 山陰建設輸送株式会社　安来営業所 島根県安来市今津町６５７－１ 0854-23-2200

安来市 有限会社日本海商事　安来営業所 島根県安来市黒井田町７３６番地５ 0854-22-6699

雲南市 ヤマト運輸株式会社　雲南支店 島根県雲南市三刀屋町下熊谷１３９６－４ 080-5481-5488

雲南市 佐川急便株式会社　雲南営業所 島根県雲南市三刀屋町三刀屋２８－１ 080-8314-6588

雲南市 吉田運送有限会社　吉田営業所 島根県雲南市吉田町吉田２３３４－１０ 0854-74-0056

雲南市 大一運輸有限会社　大東営業所 島根県雲南市大東町養賀７７８－１ 0854-43-2219

雲南市 有限会社角谷運送　本社営業所 島根県雲南市大東町大東７ 0854-43-2243

益田市 日通トランスポート株式会社　益田営業所 島根県益田市乙吉町イ２２－４ 0856-22-1531

益田市 株式会社和興　益田営業所 島根県益田市大谷町４０ 0856-23-3057

益田市 株式会社翔永　益田営業所 島根県益田市あけぼの東町１２－３ 0856-23-4382

益田市 西日本トータルサービス株式会社　益田営業所 島根県益田市高津７丁目１３番１６号 0856-32-3178

益田市 山陰福山通運株式会社　益田営業所 島根県益田市高津七丁目２２番６号 0856-22-1616

益田市 斉藤運輸株式会社　本社営業所 島根県益田市大草町７５０番地１ 0856-25-7990

益田市 日ノ丸西濃運輸株式会社　益田営業所 島根県益田市遠田町２２５１ 0856-24-1881

江津市 株式会社永井運送　本社営業所 島根県江津市渡津町９６１－３９ 0855-52-3011

江津市 有限会社宮里商店　本社営業所 島根県江津市都野津町１９２６ 0855-53-0556

江津市 株式会社花田運送　江津営業所 島根県江津市後地町１７３ 0855-55-1398

江津市 有限会社藤田起業　本社営業所 島根県江津市敬川町２３７１－１ 0855-53-4141

出雲市 株式会社ホームエネルギー山陰　本社営業所 島根県出雲市小津町１３１９番地１７ 0853-66-0600

出雲市 ヤマト運輸株式会社　出雲支店 島根県出雲市渡橋町１０５３－１ 080-5481-5488

出雲市 岡山県貨物運送株式会社　出雲営業所 島根県出雲市長浜町１３７２－１６ 0853-28-0279

出雲市 株式会社ヒカミ　出雲営業所 島根県出雲市知井宮町７－１ 0853-22-1322

出雲市 勝部建材有限会社　本社営業所 島根県出雲市知井宮町１０１９－２ 0853-21-1439

出雲市 島菱運輸株式会社　出雲営業所 島根県出雲市神門町８４１ 0853-24-3676

出雲市 日通トランスポート株式会社　出雲支店 島根県出雲市神門町８２２－６ 0853-21-2411

出雲市 中島運輸機工株式会社　本社営業所 島根県出雲市浜町１１０－１ 0853-22-1100

出雲市 日ノ丸西濃運輸株式会社　出雲支店 島根県出雲市江田町２０２ 0853-21-3721

出雲市 日本郵便株式会社　出雲郵便局 島根県出雲市駅南町３丁目１５－１ 0853-21-1101

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（島根県）
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出雲市 有限会社ヒカワ急送　本社営業所 島根県出雲市斐川町上庄原１９７６ 0853-72-1934

出雲市 ヤマト運輸株式会社　斐川支店 島根県出雲市斐川町上庄原１４３５ 080-5481-5488

出雲市 株式会社大崎　島根営業所 島根県出雲市斐川町直江５０４５ 0853-73-9750

松江市 株式会社山陰物流サービス　本社営業所 島根県松江市東出雲町錦浜５８３番１９ 0852-67-5566

松江市 狩野運送株式会社　松江営業所 島根県松江市矢田町３１９－４ 0852-25-3700

松江市 日通トランスポート株式会社　松江支店 島根県松江市矢田町５７４ 0852-24-1413

松江市 株式会社ハート引越センター　松江営業所 島根県松江市竹矢町１７４５ 0852-38-8082

松江市 中島運輸機工株式会社　松江営業所 島根県松江市八幡町７９６－１５ 0852-37-1046

松江市 岡山県貨物運送株式会社　松江支店 島根県松江市富士見町５－７ 0852-37-0221

松江市 佐川急便株式会社　松江営業所 島根県松江市平成町１８２番地４１ 0852-28-2662

松江市 日本郵便輸送株式会社　松江営業所 島根県松江市浜乃木３－２－２０ 0852-21-3892

松江市 流通島根有限会社　本社営業所 島根県松江市下東川津町２４－９ 0852-32-1211

松江市 有限会社光明運送　本社営業所 島根県松江市八束町波入１４７１－１ 0852-25-4552

松江市 日本郵便株式会社　松江中央郵便局 島根県松江市東朝日町１３８ 0852-21-3600

松江市 有限会社十神自動車　松江営業所 島根県松江市東出雲町揖屋２７７７番地１ 0852-33-7575

松江市 竹谷興志　松江営業所 島根県松江市東出雲町須田１０３５－１ 0852-52-4889

松江市 宝持運輸株式会社　本社営業所 島根県松江市東出雲町出雲郷１４０７－１ 0852-53-0333

松江市
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

松江市 ヤマト運輸株式会社　松江東出雲支店 島根県松江市東出雲町出雲郷丁ヶ坪１６４４－２ 080-5045-8172

松江市 日ノ丸西濃運輸株式会社　松江支店 島根県松江市東出雲町出雲郷１６３０－１ 0852-52-4111

松江市 株式会社長岡サンコー　島根営業所 島根県松江市東出雲町錦浜５８３－２７ 0852-52-3383

大田市 稗田産業有限会社　大田営業所 島根県大田市久利町松代９９－１ 0854-82-2596

大田市 ヤマト運輸株式会社　石見支店 島根県大田市長久町長久ロ２６７－４ 080-5044-8187

大田市 有限会社持田物産　大田営業所 島根県大田市久手町刺鹿１９０２－１ 0854-83-7700

大田市 日ノ丸西濃運輸株式会社　大田営業所 島根県大田市鳥井町鳥越４１３－４８ 0854-82-0042

大田市 有限会社新光産業　本社営業所 島根県大田市仁摩町仁万１３０４－１ 0854-88-3244

大田市 有限会社小川商店　温泉津営業所 島根県大田市温泉津町福光イ２１５ 0855-65-2220

浜田市 那賀運送有限会社　浜田営業所 島根県浜田市久代町７９２－１ 0855-28-1431

浜田市 日ノ丸西濃運輸株式会社　浜田支店 島根県浜田市下府町３２７－３３ 0855-22-1000

浜田市 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

浜田市 浜田急便有限会社　本店営業所 島根県浜田市治和町ロ８１７ 0855-26-1631

浜田市 日本郵便株式会社　浜田郵便局 島根県浜田市殿町８０－１ 0855-22-0700

浜田市 橋本商店株式会社　三隅本社 島根県浜田市三隅町岡見６１９８－５ 0855-32-1390

鹿足郡 水津運送有限会社　日原営業所 島根県鹿足郡津和野町左鐙１８４２－５ 0856-76-0321
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飯石郡 有限会社シマサン　本社営業所 島根県飯石郡飯南町佐見２２９番地 0854-72-1110

邑智郡 有限会社優美運送　本社営業所 島根県邑智郡川本町因原４５６番地２ 0855-72-2043

邑智郡 ヤマト運輸株式会社　川本センター 島根県邑智郡川本町因原５１９ 080-5044-8160

邑智郡 有限会社サンユウ　邑南営業所 島根県邑智郡邑南町山田２７－１ 0855-83-2012
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