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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）

井原市 丸福運輸株式会社　本社営業所 岡山県井原市芳井町梶江６３７ 0866-72-0700

井原市 芳井運送株式会社　本社営業所 岡山県井原市芳井町大字吉井２６０ 0866-72-0079

井原市 竹井運送株式会社　本社営業所 岡山県井原市東江原町字斗代２９３－１ 0866-62-0421

井原市 藤井運送株式会社　本社営業所 岡山県井原市木之子町５４８１ 0866-62-1572

井原市 株式会社生興運送　本社営業所 岡山県井原市木之子町３３９５番地 0866-65-0112

井原市 共和運送株式会社　井原営業所 岡山県井原市下出部町２丁目２１－１１ 0866-67-2459

岡山市 株式会社読宣岡山トランスポート　本社営業所 岡山県岡山市北区大安寺南町一丁目１番６５号 086-251-5110

岡山市 ヤマト運輸株式会社　岡山津島支店 岡山県岡山市北区万成西町３－３ 080-5044-7862

岡山市 日本郵便株式会社　岡山中央郵便局 岡山県岡山市北区中山下２丁目１－１ 086-227-2703

岡山市 日通トランスポート株式会社　岡山支店 岡山県岡山市北区西古松西町６－３ 086-242-4300

岡山市 アートコーポレーション株式会社　岡山営業所 岡山県岡山市南区西市１２１－２ 086-225-0123

岡山市 福山ロジスティクス株式会社　岡山営業所 岡山県岡山市北区野田４丁目１５番３０号 086-241-0220

岡山市 福山エクスプレス株式会社　岡山営業所 岡山県岡山市北区野田四丁目１５番３０号 086-246-0298

岡山市 岡山県貨物運送株式会社　岡山貨物ターミナル駅営業所 岡山県岡山市北区野田４丁目１－９０ 086-241-1588

岡山市 日本通運株式会社　引越・美術品センター 岡山県岡山市北区下中野４２９－１ 086-242-0202

岡山市 大友ロジスティクスサービス株式会社　岡山営業所 岡山県岡山市北区今保１６６－２ 086-805-6220

岡山市 有限会社野口運輸商事　岡山事業所 岡山県岡山市北区撫川９４１－７ 086-293-6031

岡山市 岡山県貨物運送株式会社　岡山西物流センター 岡山県岡山市南区山田２３１６－２３ 086-292-6663

岡山市 関西陸運株式会社　岡山営業所 岡山県岡山市北区大内田７２５番地 086-293-5721

岡山市 名糖運輸株式会社　岡山営業所 岡山県岡山市北区大内田７２２番１ 086-292-1500

岡山市 株式会社中国トランスポート　岡山営業所 岡山県岡山市北区大内田８１３ 086-292-2163

岡山市 ヤマト運輸株式会社　岡山大内田センター 岡山県岡山市北区大内田７６７－５ 080-6699-0839

岡山市 槙本運送株式会社　岡山営業所 岡山県岡山市南区大福３７７－１ 086-281-5505

岡山市 日清紙運輸株式会社　本社 岡山県岡山市南区大福１４５－１ 086-282-1161

岡山市 ヤマト運輸株式会社　岡山妹尾センター 岡山県岡山市南区妹尾２８９５－５ 080-6699-0839

岡山市 イーエフ物流株式会社　本社営業所 岡山県岡山市南区箕島９５３－２ 086-281-8666

岡山市 鴻池運輸株式会社　岡山早島配送センター 岡山県岡山市南区箕島３４９１－１ 086-238-1331

岡山市 岡山生コン運送株式会社　早島営業所 岡山県岡山市南区箕島２６００番地１ 086-282-5141

岡山市 株式会社北部市場運送　岡山営業所 岡山県岡山市南区中畦１３７番１ 086-298-1495

岡山市 名鉄運輸株式会社　岡山支店 岡山県岡山市南区中畦８７９－１ 086-298-3883

岡山市 有限会社相互運輸　本社営業所 岡山県岡山市南区中畦８８９－１ 086-298-9100

岡山市 日本通運株式会社　岡山航空貨物センター 岡山県岡山市南区藤田５６６－１６２ 086-296-0711

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（岡山県）
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岡山市 全農物流株式会社　西日本支社中四国営業部藤田事業所 岡山県岡山市南区藤田５６６－１２６ 086-296-5035

岡山市 ヤマト運輸株式会社　岡山吉備津センター 岡山県岡山市北区吉備津１００６－５ 080-5044-7682

岡山市 有限会社マサト通商　本社営業所 岡山県岡山市北区加茂９４－７ 086-287-7206

岡山市 中国ニシリク株式会社　本社営業所 岡山県岡山市南区内尾２９１－１６ 086-282-9666

岡山市 両備トランスポート株式会社　岡山営業所 岡山県岡山市中区新築港９番地の４ 086-276-5511

岡山市 ＴＳネットワーク株式会社　岡山流通センター 岡山県岡山市南区浦安南町４９３－１４ 086-264-2110

岡山市 下電運輸株式会社　岡山支店 岡山県岡山市南区浦安南町５９７－１ 086-263-3191

岡山市 岡西運輸株式会社　本社営業所 岡山県岡山市南区浦安本町３１番地の６ 086-263-3453

岡山市 株式会社ムロオ　岡山営業所 岡山県岡山市南区海岸通２丁目６－１２ 086-261-7511

岡山市 株式会社河合組回漕店　本社営業所 岡山県岡山市南区築港元町８－５０ 086-262-3241

岡山市 日本通運株式会社　岡南事業所 岡山県岡山市南区築港元町８－３８ 086-262-0151

岡山市 有限会社カネヒサービス　本社営業所 岡山県岡山市中区国富１－１－１５メゾン操山６０４ 086-277-3526

岡山市 株式会社陸陽運輸　本社営業所 岡山県岡山市東区古都宿２５６－１ 086-279-4145

岡山市 岡山後楽運輸株式会社　本社営業所 岡山県岡山市中区長岡４－８９ 086-279-3028

岡山市 多摩運送株式会社　岡山営業所 岡山県岡山市中区長岡４－９３ 086-207-2030

岡山市 ヤマト運輸株式会社　岡山原尾島センター 岡山県岡山市中区西川原２６０－６ 080-5451-7631

岡山市 株式会社ジェイアール西日本マルニックス　岡山営業所 岡山県岡山市中区西川原１丁目５１－１ 086-272-0037

岡山市 平賀運送株式会社　本社営業所 岡山県岡山市中区倉益３６６－１ 086-274-1101

岡山市 株式会社岡昌運輸　本社営業所 岡山県岡山市中区倉益３５０－１ 086-201-0696

岡山市 岡山福山通運株式会社　岡山営業所 岡山県岡山市中区倉益２４２－８ 086-277-4021

岡山市 西日本冷凍輸送株式会社　本社営業所 岡山県岡山市中区倉富３８６－１ 086-274-6006

岡山市 ヤマト運輸株式会社　岡山倉益支店 岡山県岡山市中区倉益２５３－１ 080-5068-1605

岡山市 岡山県貨物運送株式会社　岡山主管支店 岡山県岡山市中区倉富２６８－１ 086-277-4110

岡山市 久留米運送株式会社　岡山店 岡山県岡山市中区倉富２６８－１ 086-200-1711

岡山市 株式会社エスラインギフ　岡山営業所 岡山県岡山市中区倉田字八割４３３番３ 086-276-6151

岡山市 松岡運送株式会社　本社営業所 岡山県岡山市中区平井３丁目８７７－４ 050-3387-0326

岡山市 株式会社岡山シーアール物流　西大寺営業所 岡山県岡山市東区西大寺川口２３６－３ 086-944-7109

岡山市 ヤクルトロジスティクス株式会社　岡山営業所 岡山県岡山市東区西大寺浜４６０－４ 086-942-8961

岡山市 カトーレック株式会社　岡山東営業所 岡山県岡山市東区九蟠１０７５－１ 086-948-9333

岡山市 花王ロジスティクス株式会社　岡山東営業所 岡山県岡山市東区九蟠８００－８ 086-948-0092

岡山市 株式会社イエローライン山陽　本社営業所 岡山県岡山市東区政津８９８－１ 086-948-5800

岡山市 株式会社杉原運送　本社営業所 岡山県岡山市東区寺山３３－１ 086-297-5327

岡山市 岡山県貨物運送株式会社　東備支店 岡山県岡山市東区寺山字久保１１９ 086-297-2341

岡山市 株式会社サカイ引越センター　岡山東支社 岡山県岡山市東区中尾２７２－１ 086-208-4500

岡山市 上道運輸株式会社　本社営業所 岡山県岡山市東区東平島４２－３ 086-297-2551
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岡山市 ケーエルサービス西日本株式会社　岡山営業所 岡山県岡山市東区瀬戸町南方４２７－１ 086-953-1122

岡山市 灘崎株式会社　本社営業所 岡山県岡山市南区植松５３５－２ 086-362-0735

笠岡市 茂平運送有限会社　本社営業所 岡山県笠岡市西茂平５－１３ 0865-66-1459

笠岡市 三原運送有限会社　本社営業所 岡山県笠岡市有田２７０７－１ 0865-66-4100

笠岡市 ＳＢＳゼンツウ株式会社　笠岡営業所 岡山県笠岡市十一番町１１－３３ 0865-63-0633

玉野市 株式会社エクセレント　岡山営業所 岡山県玉野市田井６丁目１－１４７ 0863-33-5566

玉野市 ホンダ運送株式会社　中四国事業所岡山センター 岡山県玉野市田井６丁目１－９ 0863-33-3761

玉野市 ヤマト運輸株式会社　玉野宇野センター 岡山県玉野市宇野７丁目２－３ 080-6695-3655

玉野市 宇野港水産運輸株式会社　本社営業所 岡山県玉野市宇野１丁目１８－２０ 0863-31-7830

玉野市 岡山県貨物運送株式会社　玉野営業所 岡山県玉野市玉原３－１０－３ 0863-31-5211

玉野市 株式会社タカオ　本社営業所 岡山県玉野市日比５丁目９番７号 0863-81-7151

玉野市 岡山丸善運輸株式会社　本社営業所 岡山県玉野市槌ヶ原２０８４－１ 0863-73-5660

高梁市 高梁運輸株式会社　本社営業所 岡山県高梁市津川町今津２５４２－１ 0866-22-6364

高梁市 株式会社平松運輸　高梁営業所 岡山県高梁市松山２９７－１ 0866-48-3588

高梁市 株式会社竹本商事運輸　高梁営業所 岡山県高梁市松山２９７－６ 0866-22-0311

高梁市 成羽運送株式会社　本社営業所 岡山県高梁市成羽町大字下原１０２７－１ 0866-42-3346

新見市 株式会社平松運輸　新見営業所 岡山県新見市哲多町宮河内１８ 0867-96-2456

真庭市 株式会社博運社　岡山営業所 岡山県真庭市五名１８３５－１ 0866-52-4301

真庭市 成羽運送株式会社　真庭営業所 岡山県真庭市宮地字山際２５０８ 0866-52-2468

真庭市 高梁運輸株式会社　真庭営業所 岡山県真庭市宮地２２５２ 0866-52-3172

真庭市 真庭運送株式会社　本社営業所 岡山県真庭市勝山８１０－２ 0867-44-3171

真庭市 八束運輸有限会社　本社営業所 岡山県真庭市蒜山下福田９３６－１ 0867-66-2200

真庭市 ＳＢＳゼンツウ株式会社　真庭営業所 岡山県真庭市開田１７７－１ 0867-52-1818

真庭市 岡山県貨物運送株式会社　落合営業所 岡山県真庭市富尾２８９－２ 0867-42-0637

真庭市 池田興業株式会社　真庭支店 岡山県真庭市中原３２４－６ 0867-53-0080

瀬戸内市 オージー物流株式会社　豆田ロジスティクスセンター 岡山県瀬戸内市邑久町豆田１０１５ 0869-22-5633

瀬戸内市 株式会社長船貨物　本社営業所 岡山県瀬戸内市長船町服部２６０－１ 0869-26-2153

赤磐市 株式会社ＮＢＳロジソル　岡山営業所 岡山県赤磐市円光寺１３－１ 086-995-9405

浅口市 岡山県貨物運送株式会社　笠岡寄島営業所 岡山県浅口市寄島町字西新開１２０９４－１ 0865-54-3002

浅口市 株式会社ＨＩ－ＬＩＮＥ　倉敷共配センター 岡山県浅口市鴨方町小坂西２８２８番地 0865-45-8080

浅口市 大成物流株式会社　本社 岡山県浅口市鴨方町小坂東２０９９－１ 0865-45-8811

倉敷市 双葉運輸株式会社　岡山西 岡山県倉敷市矢部６０２－１ 086-441-8824

倉敷市 シモハナ物流株式会社　岡山物流センター 岡山県倉敷市下庄８０８－１ 086-464-2050

倉敷市 株式会社西阿知運送　本社営業所 岡山県倉敷市中帯江３２ 086-435-0195

倉敷市 ＳＢＳゼンツウ株式会社　倉敷東部営業所 岡山県倉敷市中庄６４４ 086-486-3664
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倉敷市 藤森運輸株式会社　倉敷営業所 岡山県倉敷市船穂町船穂８４３－１ 086-552-3633

倉敷市 株式会社山壱　本社営業所 岡山県倉敷市中島２１５７－１　Ｄ－２ 086-465-9060

倉敷市 アートコーポレーション株式会社　倉敷支店 岡山県倉敷市中島２２４４－１８ 086-466-0123

倉敷市 株式会社タイナカ運送　岡山営業所 岡山県倉敷市東塚７丁目３５２－２ 086-456-6686

倉敷市 株式会社日之出運輸　岡山主管支店 岡山県倉敷市船穂町船穂１２３１－１ 086-454-4611

倉敷市 新生物流サービス株式会社　岡山営業所 岡山県倉敷市西阿知町１２８６ 086-460-1313

倉敷市 株式会社カントラロジ　岡山営業所 岡山県倉敷市西阿知町１２８６番地 086-466-2836

倉敷市 日本郵便株式会社　倉敷郵便局 岡山県倉敷市鶴形１丁目８－１５ 086-422-0200

倉敷市 笠岡通運株式会社　水島営業所 岡山県倉敷市児島通生２９１４番地 086-475-0101

倉敷市 株式会社福岡ソノリク岡山食品輸送　本社営業所 岡山県倉敷市児島宇野津２０３０－１０ 086-475-1711

倉敷市 菱化ロジテック株式会社　中国支店営業所 岡山県倉敷市児島宇野津２０２６－１ 086-457-3036

倉敷市 岡山県貨物運送株式会社　児島支店 岡山県倉敷市児島稗田町２９０－２ 086-472-4241

倉敷市 有限会社しまんと物流　本社営業所 岡山県倉敷市連島町西之浦９４７－１ 086-466-6840

倉敷市 菱自運輸株式会社　水島営業所 岡山県倉敷市水島明神町７－２０ 086-444-3261

倉敷市 岡山県貨物運送株式会社　倉敷支店 岡山県倉敷市連島町連島字一の割１４２－５４ 086-448-3741

倉敷市 ヤマト運輸株式会社　倉敷連島センター 岡山県倉敷市連島町連島３６－８６ 090-1186-2842

倉敷市 株式会社柳勝運輸　本社営業所 岡山県倉敷市広江２－１１－３１ 086-455-1899

倉敷市 岡山センコー運輸株式会社　倉敷営業所 岡山県倉敷市東塚１－１３－３０ 086-455-1050

倉敷市 梅田運輸倉庫株式会社　水島営業所 岡山県倉敷市東塚７丁目１５－２１ 086-456-2005

倉敷市 岡山センコー運輸株式会社　水島営業所 岡山県倉敷市松江３－１８－２６ 086-455-5250

倉敷市 安川物流株式会社　本社営業所 岡山県倉敷市松江３丁目８－６ 086-456-1332

倉敷市 株式会社丸運　岡山物流センター 岡山県倉敷市松江３丁目２－８３ 086-456-6789

倉敷市 倉敷運輸株式会社　港湾業務部自動車課 岡山県倉敷市松江２丁目４－３６ 086-456-3116

倉敷市 水島臨海通運株式会社　本店 岡山県倉敷市潮通３丁目３－８ 086-455-7141

倉敷市 山陽運輸機工株式会社　本社営業所 岡山県倉敷市南畝６－３４６－１ 086-456-6535

倉敷市 中谷興運株式会社　本社営業所 岡山県倉敷市水島海岸通２－１ 086-444-4311

倉敷市 菱進運輸倉庫株式会社　本社営業所 岡山県倉敷市水島海岸通２丁目１番地４６ 086-448-3955

倉敷市 丸松株式会社　本社営業所 岡山県倉敷市玉島乙島８２３４－３１ 086-523-2232

倉敷市 株式会社日之出運輸　水島港支店 岡山県倉敷市玉島乙島８２５５－３３ 086-522-9111

倉敷市 株式会社カイソー　岡山支店 岡山県倉敷市玉島乙島字新湊８２５９－４５ 086-476-0082

倉敷市 京極運輸商事株式会社　倉敷営業所 岡山県倉敷市玉島乙島字新湊８２３４－２０ 086-525-1381

倉敷市 備陽ケミカル株式会社　本店営業所 岡山県倉敷市玉島乙島８２５９番地２ 086-523-0909

倉敷市 日本通運株式会社　水島海運支店 岡山県倉敷市玉島乙島新湊８２５９－１５ 086-523-0202

倉敷市 株式会社上組　玉島支店 岡山県倉敷市玉島乙島字新湊８２５６－７６ 086-525-1135

倉敷市 吉本運送株式会社　岡山営業所 岡山県倉敷市玉島乙島字新湊８２３４－２７ 086-525-5676

4／5　ページ　



市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

倉敷市 株式会社ショウエイ　本社営業所 岡山県倉敷市玉島乙島８２５６－２７ 086-526-7890

総社市 日本郵便輸送株式会社　岡山営業所 岡山県総社市長良１７５－２ 0866-31-5880

総社市 レンゴーロジスティクス株式会社　岡山営業所 岡山県総社市窪木９００ 0866-92-2690

総社市 株式会社竹本商事運輸　総社営業所 岡山県総社市井手８８４－２ 0866-22-0311

総社市 ヤマト運輸株式会社　総社支店 岡山県総社市中央３丁目１５番１０６号 080-6699-5712

総社市 株式会社ヨコタエンタープライズ　岡山営業所 岡山県総社市中央４－１０－１１４ 0866-31-7290

総社市 清水運送株式会社　本社営業所 岡山県総社市井尻野４３９－５ 0866-93-2222

総社市 岡山県貨物運送株式会社　総社支店 岡山県総社市井尻野７００－１０ 0866-92-0481

総社市 日本郵便株式会社　岡山郵便局 岡山県総社市長良１１４－２ 0866-31-5270

津山市 ヒカリ産業株式会社　津山営業所 岡山県津山市下田巴２２３２－１１ 0868-32-8131

津山市 日本郵便株式会社　津山郵便局 岡山県津山市元魚町１８ 0868-22-2800

津山市 美作急送株式会社　本社営業所 岡山県津山市国分寺１１４３－３ 0868-26-1455

津山市 三之丸通商株式会社　岡山営業所 岡山県津山市福田１３７２－１ 0868-28-7366

津山市 岡山県貨物運送株式会社　津山支店 岡山県津山市一方久和居田１４－１６ 0868-22-5121

津山市 鶴信運輸株式会社　津山営業所 岡山県津山市堀坂２０９－１ 0868-29-3771

津山市 ＳＢＳゼンツウ株式会社　津山営業所 岡山県津山市野村５３２ 0868-29-6024

津山市 有限会社トランスポート竹内　本社営業所 岡山県津山市野村４０５－５ 0868-29-0664

津山市 姫路合同貨物自動車株式会社　津山営業所 岡山県津山市野村字片山２０１ 0868-29-2300

津山市 岡山福山通運株式会社　津山営業所 岡山県津山市高野本郷字壁屋２５４０－１ 0868-26-7922

津山市 センコーエーラインアマノ株式会社　津山営業所 岡山県津山市高野本郷１６８２－４ 0868-26-8101

津山市 福山通運株式会社　津山支店 岡山県津山市高野本郷字壁屋２５４０－１ 0868-26-7922

備前市 槙本運送株式会社　備前営業所 岡山県備前市新庄９５５－１ 0869-66-0553

備前市 有限会社髙見運送店　本社営業所 岡山県備前市三石６４７－４ 0869-62-0238

美作市 ヤマト運輸株式会社　美作支店 岡山県美作市豊国原１８７－２ 0868-72-8555

勝田郡 岡山県貨物運送株式会社　勝英支店 岡山県勝田郡勝央町黒土７６５－２ 0868-38-6100

勝田郡 平賀運送株式会社　津山営業所 岡山県勝田郡勝央町太平台８９－３ 0868-38-1110

勝田郡 カトーレック株式会社　津山営業所 岡山県勝田郡勝央町植月北４０１ 0868-38-7430

勝田郡 新三協物流株式会社　岡山営業所 岡山県勝田郡勝央町平１２２４－１ 0868-38-7401

小田郡 株式会社二葉観光運輸　本社営業所 岡山県小田郡矢掛町上高末８５３－１ 0866-83-0002

都窪郡 Ｌ物流株式会社　岡山営業所 岡山県都窪郡早島町早島４５０７番地３３ 086-259-1150

都窪郡 丸協運輸株式会社　岡山営業所 岡山県都窪郡早島町矢尾８０８－２ 086-293-8110

都窪郡 株式会社サン・エクス　岡山営業所 岡山県都窪郡早島町矢尾８００ 086-903-1210

都窪郡 ヒカリ産業株式会社　早島物流センター 岡山県都窪郡早島町矢尾８３８ 086-292-0600

都窪郡 株式会社日立物流西日本　広島機工営業所岡山機工係 岡山県都窪郡早島町矢尾８１５番 086-292-0717
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