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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）

安芸高田市 株式会社やまひろ運輸　本社営業所 広島県安芸高田市八千代町上根３１８番 0826-52-2880

安芸高田市 双葉運輸株式会社　吉田営業所 広島県安芸高田市吉田町吉田字大浜１４８９－３４ 0826-42-1008

安芸高田市 ヤマト運輸株式会社　安芸高田支店 広島県安芸高田市吉田町大字吉田字内堀２１２８－２ 080-5044-8005

安芸高田市 有限会社エフケイケイ物流　広島営業所 広島県安芸高田市吉田町竹原１１８８－１ 0826-47-2177

安芸高田市 有限会社ワイ・ハット　本社 広島県安芸高田市吉田町常友字仲田郷２４８１ 0826-47-0203

呉市 堀口海運株式会社　広営業所 広島県呉市広多賀谷３丁目３－８８ 0823-72-8289

呉市 株式会社中国ロジテック　本社営業所 広島県呉市広多賀谷２－７－３４ 0823-73-3445

呉市 ヤマト運輸株式会社　広島呉支店 広島県呉市広多賀谷３－２－４ 080-5044-8265

呉市 仁方運輸株式会社　本社 広島県呉市広白石２丁目４－５３ 0823-72-2156

呉市 有限会社冨士運輸　本社 広島県呉市広白岳３－１－４５ 0823-72-7100

呉市 岡山県貨物運送株式会社　呉営業所 広島県呉市築地町１番３号 0823-21-6608

呉市 今井運送株式会社　呉営業所 広島県呉市汐見町１４番地 0823-36-3003

呉市 日本郵便株式会社　呉郵便局 広島県呉市西中央２丁目１－１ 0823-21-8803

広島市 ヤマト運輸株式会社　広島中北支店 広島県広島市中区白島中町５－１ 080-5043-9405

広島市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　広島支店 広島県広島市中区光南６－３－１３ 082-543-5310

広島市 岡山県貨物運送株式会社　広島支店 広島県広島市中区光南６丁目１－１６ 082-243-8111

広島市 備後通運株式会社　広島支店 広島県広島市中区光南６丁目２－３５ 082-567-4145

広島市 ヤマト運輸株式会社　広島中南支店 広島県広島市中区光南２丁目２２－１２ 080-5043-9506

広島市 トナミ運輸中国株式会社　本社営業所 広島県広島市中区南吉島２－３－２８ 082-247-6876

広島市 株式会社中国トランスポート　本社事務所 広島県広島市中区南吉島２丁目３番１３号 082-241-5921

広島市 晃栄産業株式会社　本社営業所 広島県広島市中区江波南３丁目１３－２０ 082-258-5620

広島市 義和産業株式会社　本社営業所 広島県広島市中区江波沖町６番３１号 082-232-5515

広島市 日本郵便株式会社　広島中央郵便局 広島県広島市中区国泰寺町１丁目４－１ 082-245-5303

広島市 山陽ロジックス株式会社　本社営業所 広島県広島市安佐南区八木５－２９－３１ 082-873-2405

広島市 間口ウエストロジ株式会社　安佐南営業所 広島県広島市安佐南区川内五丁目９－４１ 082-890-0056

広島市 ヤマト運輸株式会社　広島安佐南支店 広島県広島市安佐南区西原９－１１９０－１ 080-5043-9449

広島市 ヤマト運輸株式会社　広島西原支店 広島県広島市安佐南区西原２丁目６－１２ 080-5043-9550

広島市 福山通運株式会社　安佐南営業所 広島県広島市安佐南区中筋４丁目１６番４号 082-818-3000

広島市 株式会社引越社　広島営業所 広島県広島市安佐南区相田２丁目４－２２ 082-832-6510

広島市 株式会社ヤマザキ物流　広島営業所 広島県広島市安佐北区大林２丁目３－１ 082-810-5610

広島市 福山通運株式会社　広島安佐営業所 広島県広島市安佐北区三入５丁目１３－１０ 082-818-2000

広島市 伸光運輸株式会社　安佐営業所 広島県広島市安佐北区安佐町大字飯室１９１７ 082-516-5440

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（広島県）

1／8　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）

広島市 間口ウエストロジ株式会社　広島営業所 広島県広島市南区東雲二丁目１４－３２ 082-890-0056

広島市 ヤマト運輸株式会社　広島沼田支店 広島県広島市安佐南区伴中央５丁目１１－１ 080-5044-8295

広島市 三矢運送株式会社　本社営業所 広島県広島市安佐南区伴北７丁目３１－３５ 082-830-1086

広島市 三矢総合アクセス有限会社　広島営業所 広島県広島市安佐南区伴北７丁目３１－３５ 082-830-1086

広島市 株式会社サン・エクス　沼田センター 広島県広島市安佐南区伴中央五丁目１６番１９号 082-849-4744

広島市 株式会社エス．アール．シー　本店営業所 広島県広島市安佐南区伴中央二丁目５番１７号 082-849-5318

広島市 鶴信運輸株式会社　広島営業所 広島県広島市安佐南区伴中央５丁目１７－１ 082-848-7705

広島市 株式会社アロード物流　本社営業所 広島県広島市安佐南区伴中央５丁目１６－７ 082-849-6885

広島市 幸栄運輸株式会社　西風新都営業所 広島県広島市安佐南区伴南２丁目２－３８ 082-811-8770

広島市 株式会社フレッシュ物流　広島営業所 広島県広島市安佐南区伴南２丁目５番１９－３０ 082-849-4588

広島市 福山エクスプレス株式会社　広島流通センター営業所 広島県広島市安佐南区伴南２丁目１番１９号 082-849-2925

広島市 佐川急便株式会社　西広島営業所 広島県広島市安佐南区伴南２丁目１－７ 082-849-2828

広島市 日通トランスポート株式会社　広島支店 広島県広島市安佐南区伴南２丁目１番１５号 082-849-5580

広島市 ヤマト運輸株式会社　広島主管支店 広島県広島市安佐南区伴南３丁目１－１ 082-849-1466

広島市 三次郵便逓送株式会社　広島営業所 広島県広島市安佐南区伴西３丁目７－５ 082-962-2180

広島市 株式会社ユーネットランス　広島営業所 広島県広島市安佐南区伴西２丁目１番１ 082-225-8350

広島市 有限会社岡野商店　西風新都 広島県広島市安佐南区伴西３丁目２－４ 082-836-6590

広島市 名古屋東部陸運株式会社　広島営業所 広島県広島市安佐南区伴西２丁目１－１ 082-849-5802

広島市 株式会社エムケー　西風新都営業所 広島県広島市安佐南区伴西２丁目２－１ 082-848-8870

広島市 高田通商有限会社　本社営業所 広島県広島市安佐北区あさひが丘三丁目１８番６号 082-810-4311

広島市 高雄運送株式会社　本社 広島県広島市安佐北区安佐町大字久地字榎谷１３６ 082-837-3742

広島市 有限会社広島シティサービス　五日市物流センター 広島県広島市佐伯区五日市町大字石内６９１５－５ 082-208-1925

広島市 有限会社シャルダン商会　広島 広島県広島市佐伯区利松２丁目１３－１ 082-929-1163

広島市 渡辺運輸株式会社　西営業所 広島県広島市佐伯区石内上１丁目１４－３ 082-941-5280

広島市 株式会社サンキュウ・トランスポート・中国　物流支店 広島県広島市佐伯区石内上１丁目７－７ 082-941-1139

広島市 カープトラック株式会社　本社営業所 広島県広島市佐伯区石内上１丁目７－８ 082-941-5488

広島市 株式会社井口産交　本社営業所 広島県広島市佐伯区石内南１丁目１４番１号 082-208-0015

広島市 株式会社サカイ引越センター　広島北支社 広島県広島市佐伯区石内北２丁目１－６ 082-849-6607

広島市 株式会社カイソー　広島支店 広島県広島市佐伯区五日市港３丁目８－１９ 082-923-0411

広島市
大友ロジスティクスサービス株式会社　広島五日市営業

所
広島県広島市佐伯区五日市港２－５－７ 082-943-5590

広島市 有限会社藤伸広島　本社営業所 広島県広島市佐伯区五日市港４丁目２番１号 082-943-6277

広島市 株式会社中四国丸和ロジスティクス　広島営業所 広島県広島市佐伯区五日市港３丁目７番３号 082-208-1275

広島市 株式会社ムロオ　広島支店 広島県広島市佐伯区五日市港３丁目２２番４ 082-533-7500

広島市 日本郵便株式会社　広島郵便局 広島県広島市佐伯区石内東２丁目１７－１ 082-554-5120
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広島市 ヤマト運輸株式会社　広島東支店 広島県広島市東区中山東３丁目２－１４ 080-5043-9382

広島市 株式会社日研　本社 広島県広島市東区温品４丁目２４－１１ 082-516-5300

広島市 広島運輸株式会社　主管支店 広島県広島市南区東駅町１番３－３ 082-283-8787

広島市 広島鉄道荷物株式会社　広島営業所 広島県広島市南区松原町２－３７ 082-261-5509

広島市 ヤマト運輸株式会社　広島中広センター 広島県広島市西区中広町２丁目７－５ 080-6699-1036

広島市 福山通運株式会社　広島支店 広島県広島市西区福島町２丁目３４－１ 082-232-7144

広島市 アクロストランスポート株式会社　広島営業所 広島県広島市西区南観音３丁目１２－１０ 082-233-7722

広島市 ヤマト運輸株式会社　広島西支店 広島県広島市西区南観音７－１２－１７ 080-5043-9470

広島市 株式会社ティーユーロジネット　西部物流センター 広島県広島市西区草津港１丁目５－６ 082-276-1005

広島市 株式会社北部市場運送　広島営業所 広島県広島市西区草津港２丁目８番２２号 072-277-2300

広島市 カトーレック株式会社　広島営業所 広島県広島市西区草津港３－２－１ 082-270-0950

広島市 田中倉庫運輸株式会社　本社 広島県広島市西区草津港１丁目７－２ 082-277-8779

広島市 広島運輸株式会社　西部倉庫支店 広島県広島市西区草津港１－７－９ 082-278-6118

広島市 広島陸送株式会社　本社営業所 広島県広島市西区草津港２丁目２－２３ 082-277-1121

広島市 株式会社ＫＵＢＯＸＴ　本社営業所 広島県広島市西区草津港２丁目６－１１ 082-277-0440

広島市
日本通運株式会社　広島航空支店広島国内航空貨物セン

ター
広島県広島市西区草津港３丁目４－２ 082-501-6611

広島市 岡山県貨物運送株式会社　広島西営業所 広島県広島市西区草津港３丁目２－１ 082-277-5621

広島市 株式会社河野　広島南営業所 広島県広島市西区草津港１丁目１０－２２ 082-278-0835

広島市 九州西濃運輸株式会社　広島引越センター 広島県広島市中区光南５－９００－１ 082-245-7800

広島市 日本通運株式会社　中国重機建設支店 広島県広島市西区草津港３丁目４－１ 082-501-2535

広島市 日本通運株式会社　西広島営業課 広島県広島市西区草津港３丁目４－１ 082-501-2400

広島市 ヤマト運輸株式会社　広島商工８丁目センター 広島県広島市西区商工センター８丁目２番８号 080-6699-0789

広島市 ヤマト運輸株式会社　広島商工支店 広島県広島市西区商工センター１丁目７－２７ 080-5043-9526

広島市 平成物流株式会社　本社 広島県広島市西区山田町５３９－４ 082-507-0340

広島市 双葉運輸株式会社　広島支店広島西営業所 広島県広島市西区山田町５３９－４ 082-507-1105

広島市 ヤマト運輸株式会社　広島草津支店 広島県広島市西区古江新町１６－２５ 080-5043-9488

広島市 トータル企画株式会社　広島営業所 広島県広島市西区古田台二丁目１３－１８ 082-942-0088

広島市 福山通運株式会社　広島宇品支店 広島県広島市南区宇品東３丁目１－１ 082-255-1110

広島市 株式会社新開トランスポートシステムズ　広島営業所 広島県広島市南区宇品海岸３－９－１９ 082-257-0001

広島市 明和運送株式会社　配送センター営業所 広島県広島市南区出島一丁目３２－４１ 082-253-4010

広島市 広鉄運輸株式会社　本社 広島県広島市南区出島１丁目２１－９ 082-253-7766

広島市 岡崎運送有限会社　本社営業所 広島県広島市南区出島１丁目３３－２２ 082-251-6116

広島市 極東輸送株式会社　本社営業所 広島県広島市南区出島２丁目３０－５ 082-255-1191

広島市 ヤマト運輸株式会社　広島出島支店 広島県広島市南区出島１－２０－３１ 080-5043-9368
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広島市 丸進運油株式会社　広島営業所 広島県広島市南区月見町１９９３－９ 082-282-8092

広島市 ＴＳネットワーク株式会社　広島流通センター 広島県広島市安芸区矢野新町２－３－３８ 082-885-3777

広島市 シモハナ物流株式会社　矢野営業所 広島県広島市安芸区矢野新町２丁目４－３７ 082-885-4087

広島市 東和運送株式会社　本社 広島県広島市安芸区矢野新町２－４－６ 082-885-3755

広島市 福山通運株式会社　広島海田支店 広島県広島市安芸区矢野新町２丁目４－５３ 082-884-2200

広島市 福山エクスプレス株式会社　広島海田営業所 広島県広島市安芸区矢野新町２丁目４－５３ 082-885-2292

広島市 株式会社エスラインギフ　広島営業所 広島県広島市安芸区矢野新町２－２－２０ 082-885-3480

広島市 福山ロジスティクス株式会社　広島営業所 広島県広島市安芸区矢野新町２丁目４－５３ 082-884-2920

広島市 岡山県貨物運送株式会社　東広島支店 広島県広島市安芸区矢野新町２丁目４－１９ 082-884-2155

広島市 富士運送株式会社　本社 広島県広島市安芸区上瀬野町６４３－１ 082-894-2355

広島市 瀬野川産業株式会社　広島営業所 広島県広島市安芸区上瀬野１丁目１７－１２ 082-894-8411

広島市 麒麟倉庫株式会社　本社 広島県広島市安芸区中野東１丁目７－１ 082-893-2222

広島市 ヤマト運輸株式会社　広島中野支店 広島県広島市安芸区中野東２丁目５－２７ 080-5044-8215

広島市 株式会社高陽物流　本社営業所 広島県広島市安佐北区口田町８７２－１０ 082-842-8225

広島市 ヤマト運輸株式会社　広島安佐北支店 広島県広島市安佐北区深川６－２０－４ 080-5044-8364

広島市 有限会社広島流通企画　広島営業所 広島県広島市安佐北区上深川町森之木７７２－１ 082-844-0077

広島市 日本ルートサービス株式会社　広島事業所 広島県広島市安佐北区上深川町６４４ 082-847-6351

広島市 株式会社デリカサービス　広島北営業所 広島県広島市安佐北区上深川町６４４ 082-840-3730

江田島市 ヤマト運輸株式会社　江田島支店 広島県江田島市大柿町大字大君２１７８－１ 080-5044-8242

三原市 田中運輸株式会社　三原営業所 広島県三原市古浜３丁目２－２４ 0848-64-3535

三原市 日本郵便株式会社　三原郵便局 広島県三原市城町２丁目１３－３３ 0848-62-4252

三原市 佐川急便株式会社　三原営業所 広島県三原市長谷５丁目５－１ 0848-66-0190

三原市 田中陸運有限会社　本社 広島県三原市長谷４丁目５番１号 0848-66-0184

三原市 有限会社大石運送　本社営業所 広島県三原市新倉２丁目１３番３３号 0848-60-9155

三原市 高橋運輸興業株式会社　三原営業所 広島県三原市新倉２ー１１－２０ 0848-66-4685

三原市 日本通運株式会社　広島航空支店広島空港貨物センター 広島県三原市本郷町善入寺６４番２号 0848-86-8541

三原市 株式会社フレッシュ物流　本社営業所 広島県三原市南方１丁目３－３７ 0848-86-3120

三原市 池田興業株式会社　三原支店 広島県三原市沼田西町惣定字後谷５５ー１２ 0848-85-0055

三原市 有限会社井上急送　本社 広島県三原市大和町大字和木４８４－２ 0847-34-0327

三次市 有限会社広島流通企画　三次営業所 広島県三次市南畑敷町８３２－１ 082-469-0077

三次市 福山通運株式会社　三次営業所 広島県三次市東酒屋町３０６－５０ 082-462-0770

三次市 岡山県貨物運送株式会社　三次営業所 広島県三次市東酒屋町３０６－４０ 0824-62-1273

三次市 日本郵便株式会社　三次郵便局 広島県三次市十日市東４丁目２－２ 0824-62-2505

三次市 ヤマト運輸株式会社　塩町センター 広島県三次市江田川之内町５０８－４３ 080-6698-4334

庄原市 有限会社光永運送　本社営業所 広島県庄原市川手町３２８ 0824-72-0527
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庄原市 日本郵便株式会社　庄原郵便局 広島県庄原市中本町１丁目６－１ 0824-72-0370

庄原市 ヤマト運輸株式会社　庄原支店 広島県庄原市上原町字大場５０５－１ 080-5044-7997

庄原市 ヤマト運輸株式会社　東城センター 広島県庄原市東城町大字川東字堰切１１３５－１ 080-5044-8042

大竹市 ヤマト運輸株式会社　広島大竹センター 広島県大竹市北栄１９－１０ 080-5044-8382

大竹市 株式会社ニヤクコーポレーション　大竹事業所 広島県大竹市港町２丁目３－２０ 0827-57-3170

大竹市 岡山県貨物運送株式会社　大竹営業所 広島県大竹市小方１丁目４番１８号 0827-52-4801

竹原市 株式会社シンタニ　本社 広島県竹原市西野町１９５０－１ 0846-29-2340

竹原市 株式会社弥生運輸　竹原営業所 広島県竹原市西野町２０９９ 0846-23-1011

竹原市 ヤマト運輸株式会社　広島竹原支店 広島県竹原市中央１丁目５－１２ 080-5044-7974

竹原市 シモハナ物流株式会社　竹原 広島県竹原市忠海長浜２丁目１－１ 0846-24-1131

東広島市 株式会社デリカサービス　広島東営業所黒瀬センター 広島県東広島市黒瀬町南方９２５ 0823-36-6955

東広島市 ヤマト運輸株式会社　広島西条支店 広島県東広島市西条町大字吉行字河尻５６０－１ 080-5044-8340

東広島市 アートコーポレーション株式会社　東広島営業所 広島県東広島市西条土与丸４丁目５４１－１ 082-421-0123

東広島市 豊国自動車株式会社　本社 広島県東広島市西条町大字御薗宇６２９３－１ 082-423-2511

東広島市 株式会社サカイ引越センター　東広島支社 広島県東広島市三永二丁目６－１４ 082-420-6577

東広島市 福山通運株式会社　東広島支店 広島県東広島市西条町下見４４９－２ 082-422-2511

東広島市 ヤマト運輸株式会社　東広島支店 広島県東広島市鏡山３丁目２８９－８ 080-6699-1038

東広島市 高正株式会社　広島営業所 広島県東広島市八本松東七丁目６番１８号 084-927-5522

東広島市 西日本エア・ウォーター物流株式会社　広島営業所 広島県東広島市八本松西６丁目１４－１１ 082-497-4883

東広島市 田島運送有限会社　本社 広島県東広島市八本松町吉川１５００－１ 082-429-0656

東広島市 双葉運輸株式会社　東広島営業所 広島県東広島市志和流通１－４１ 082-433-0019

東広島市 ヤマト運輸株式会社　広島賀茂支店 広島県東広島市志和町大字七条椛坂１９８２番地１ 080-5421-1371

東広島市 東日本急行株式会社　広島営業所 広島県東広島市志和町奥屋２４６５ 082-433-5051

東広島市 佐藤重輸株式会社　東広島 広島県東広島市志和町奥屋流田１０６６番１ 082-433-3838

東広島市 株式会社久津運送店　広島営業所 広島県東広島市河内町入野獅子伏山１２９７番地８７ 082-437-2810

東広島市 マルソウ物流株式会社　本社営業所 広島県東広島市福富町上戸野３４７２－１ 082-430-1677

東広島市 豊栄運輸有限会社　本社 広島県東広島市豊栄町乃美１１１７－８ 082-432-2104

東広島市 日本通運株式会社　東広島営業課（黒瀬） 広島県東広島市黒瀬町国近８－１ 0823-81-2415

東広島市 株式会社エムケー　本社営業所 広島県東広島市黒瀬町国近クリエイトパーク８番地１ 0823-36-3300

東広島市 大栄運輸株式会社　本社
広島県東広島市黒瀬町大字宗近柳国字五郎ヶ隅４３１－

２
0823-70-4114

東広島市 有限会社広島流通企画　本社営業所 広島県東広島市黒瀬町丸山２７７－１８ 0823-82-7777

東広島市 東洋運輸株式会社　本社 広島県東広島市黒瀬町市飯田９１２－２ 0823-83-6131

東広島市 有限会社マルトモ運輸　東広島営業所 広島県東広島市黒瀬楢原北３丁目１４－７ 0823-27-6008

東広島市 株式会社ムクダ産業運輸　本社営業所 広島県東広島市黒瀬町津江１３５８－１ 0823-82-8111
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廿日市 ヤマト運輸株式会社　広島佐伯支店 広島県廿日市市佐方４丁目３－１３ 080-5043-9412

廿日市 株式会社サンエックス　広島営業所 広島県廿日市市木材港北１２－１７ 0829-32-6663

廿日市 広島資材株式会社　本社営業所 広島県廿日市市木材港北４－３３ 0829-32-8351

廿日市 福山通運株式会社　廿日市支店 広島県廿日市市木材港南９－４５ 0829-32-1100

廿日市 福山ロジスティクス株式会社　廿日市営業所 広島県廿日市市木材港南９－４５ 0829-31-0742

廿日市 株式会社オキマストランスポート　本社営業所 広島県廿日市市下平良２丁目１－７７ 0829-32-7700

廿日市 木下運送株式会社　本社 広島県廿日市市下平良１丁目－１０－３ 0829-32-1187

廿日市 株式会社広島トランスポート　本社 広島県廿日市市串戸６丁目４－１７ 0829-32-5630

廿日市 株式会社中村流通　広島西営業所 広島県廿日市市宮内４３０５－６ 0829-87-7700

廿日市 中国陸運株式会社　広島西営業所廿日市センター 広島県廿日市市宮内野稲原３１９５ 0829-37-2345

廿日市 冨永運送有限会社　佐伯営業所 広島県廿日市市津田１１５０番地２ 0829-72-1063

廿日市 サンケイ運輸有限会社　本社営業所 広島県廿日市市物見東２－６ 090-2866-0089

廿日市 ヤマト運輸株式会社　広島大野支店 広島県廿日市市沖塩屋２－１－１３ 080-5044-8227

尾道市 岡山県貨物運送株式会社　尾道営業所 広島県尾道市正徳町３１－１１ 0848-22-8141

尾道市 株式会社藤伸　尾道営業所 広島県尾道市美ノ郷町本郷字新本郷１番４９ 0848-48-5557

尾道市 尾道輸送センター株式会社　本社営業所 広島県尾道市長者原２－１６５－５９ 0848-20-5181

尾道市 宝和運輸株式会社　尾道営業所 広島県尾道市木ノ庄町木門田６８２ 0848-40-0371

尾道市 大伸興運有限会社　本社 広島県尾道市高須町５５８０番地 0848-46-3800

府中市 株式会社鈴与カーゴネット滋賀　府中営業所 広島県府中市本山町５３０－８２ 0847-47-4450

府中市 三協運輸株式会社　本社 広島県府中市鵜飼町８００－７７ 0847-41-5733

府中市 岡山県貨物運送株式会社　府中営業所 広島県府中市中須町１２０－２ 0847-52-5200

府中市 福山通運株式会社　府中営業所 広島県府中市中須町壱丁田１１７２－２ 0847-45-4450

府中市 ヤマト運輸株式会社　備後支店 広島県府中市父石町６－２ 080-5044-7985

福山市 川藤運送有限会社　本社 広島県福山市藤江町字７番浜６３９５－６ 084-935-7141

福山市 高増運送有限会社　本社 広島県福山市瀬戸町長和１－１ 084-952-1705

福山市 株式会社高宮運送　福山営業所 広島県福山市赤坂町大字赤坂１１９４番地２ 084-961-4703

福山市 ヤマト運輸株式会社　福山西支店 広島県福山市赤坂町大字赤坂１４７７番地 080-6604-6588

福山市 福山名和運輸株式会社　本社 広島県福山市神辺町平野字古市４０番地１ 084-963-8177

福山市 アクロストランスポート株式会社　福山営業所 広島県福山市神辺町下御領１２７４－３ 084-966-8870

福山市 株式会社神石共同運送　福山営業所 広島県福山市神辺町字湯野１０１８－１ 084-967-0061

福山市 福山北部生コン株式会社　本社営業所 広島県福山市神辺町川北１８２５－１ 084-962-2895

福山市 有限会社富士トランスポート　本社営業所 広島県福山市神辺町大字川南５６８－４ 084-963-8344

福山市 雅屋冷送有限会社　本店営業所 広島県福山市加茂町下加茂２２７番 084-982-6177

福山市 昭和運輸株式会社　本社 広島県福山市大門町４丁目２２－２８ 084-941-5315

福山市 日本通運株式会社　福山支店営業 広島県福山市大門町５丁目６－６２ 084-943-0202
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福山市 日本通運株式会社　広島航空支店福山航空貨物センター 広島県福山市大門町５丁目５番１－３ 084-943-1552

福山市 ＳＲ物流株式会社　本社 広島県福山市引野町４丁目１番８号 084-941-8150

福山市 有限会社シャルダン商会　本社 広島県福山市引野町５－３－３７ 084-943-1676

福山市 アートコーポレーション株式会社　福山支店 広島県福山市引野町２丁目４４－１１ 084-940-0258

福山市 有限会社平和運送　本社営業所 広島県福山市曙町６丁目１２－３５ 084-953-2373

福山市 宝和運輸株式会社　本社営業所 広島県福山市一文字町１８－６ 084-954-1919

福山市 福山海陸運輸株式会社　一文字営業所 広島県福山市一文字町１１－２０ 084-954-4181

福山市 佐川急便株式会社　福山営業所 広島県福山市新涯町２丁目１８－１ 084-953-8828

福山市 幸福運輸株式会社　本社営業所 広島県福山市箕沖町１０５－１８ 084-920-2834

福山市 神原ロジスティクス株式会社　福山物流センター 広島県福山市箕沖町１０９番５ 084-981-2180

福山市 西部運輸株式会社　本社 広島県福山市箕沖町１０５－１７ 084-954-6540

福山市 福山佐用運送株式会社　本社営業所 広島県福山市箕沖町１３－１ 084-953-8916

福山市 丸加海陸運輸株式会社　本社 広島県福山市箕沖町２２－１ 084-954-1234

福山市 シモハナ物流株式会社　福山営業所 広島県福山市箕島町３９９－１７ 084-957-7210

福山市
セイノースーパーエクスプレス株式会社　福山航空営業

所
広島県福山市西新涯町２－２３－２０ 084-954-1700

福山市 岡山県貨物運送株式会社　福山支店 広島県福山市明神町１－１４－４０ 084-923-3520

福山市 備通物流株式会社　本社営業所 広島県福山市東手城町３丁目３３番１６号 084-943-1200

福山市 外山運送株式会社　本社 広島県福山市南手城町３－２４－２１ 084-926-5678

福山市 有限会社渡部商運　本店営業所 広島県福山市南蔵王町２丁目２４番１３号 084-921-8622

福山市 福山グリーンエクスプレス株式会社　本社営業所 広島県福山市東深津町四丁目２０－１ 084-928-0292

福山市 福山エクスプレス株式会社　本社営業所 広島県福山市東深津町４丁目２０－１ 084-928-2920

福山市 日本郵便株式会社　福山東郵便局 広島県福山市引野町５丁目３１－６ 084-943-6012

福山市 水野運送株式会社　本社 広島県福山市南松永町４丁目５－５７ 084-934-5918

安芸郡 株式会社熊野技建　本社営業所 広島県安芸郡熊野町２６７２－１１５ 082-854-6184

安芸郡 中央交易株式会社　広島 広島県安芸郡坂町北新地４丁目２－６５ 082-884-1414

安芸郡 両備トランスポート株式会社　広島営業所 広島県安芸郡坂町北新地１丁目４－１１ 082-884-0011

安芸郡 花王ロジスティクス株式会社　広島 広島県安芸郡坂町北新地１丁目２－６９ 082-884-3885

安芸郡 極東輸送株式会社　東部営業所 広島県安芸郡坂町北新地４－５－２０ 082-885-2010

安芸郡 広島ロータリー輸送株式会社　本社 広島県安芸郡坂町北新地１丁目４－１１１ 082-884-2171

安芸郡 株式会社広重　本社営業所 広島県安芸郡坂町北新地４丁目５－４５ 082-886-3566

安芸郡 広陽運送株式会社　本社 広島県安芸郡海田町南明神町３－７５－３０ 082-821-3200

安芸郡 レンゴーロジスティクス株式会社　広島営業所 広島県安芸郡海田町南明神町１－７７ 082-822-3631

安芸郡 株式会社樹運輸　海田営業所 広島県安芸郡海田町明神町２－１１８ 082-298-1005

安芸郡 株式会社坂急送　本社 広島県安芸郡海田町明神町２番６１－２号 082-847-6929

7／8　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）

安芸郡 新生物流サービス株式会社　本社営業所 広島県安芸郡海田町昭和町１－１０ 082-822-1237

山県郡 福岡運輸株式会社　広島配送センター 広島県山県郡北広島町大字新都２２７－３１ 0826-72-0700

山県郡 ヤマト運輸株式会社　広島千代田センター 広島県山県郡北広島町大字川東字氏神３２６０ 080-5044-8214

山県郡 株式会社ティーユーロジネット　千代田営業所 広島県山県郡北広島町大字川井字大上戸７１０－１ 0826-72-7770

山県郡 福山通運株式会社　広島北支店 広島県山県郡北広島町大字新氏神２５－１ 0826-72-2000

山県郡 大友ロジスティクスサービス株式会社　広島営業所 広島県山県郡北広島町新郷１－２ 0826-72-6901

山県郡 株式会社タカキ物流サービス　千代田 広島県山県郡北広島町春木１４９０－１ 0826-72-5016
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