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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）

宇部市 有限会社興運重機　本社営業所 山口県宇部市明神町一丁目１５２４－１ 0836-34-3337

宇部市 日本通運株式会社　宇部支店宇部興産営業所 山口県宇部市大字小串１９７８番地７ 0836-21-1929

宇部市 美祢貨物自動車株式会社　宇部営業所 山口県宇部市小串沖の山１９９２番地 0836-37-6320

宇部市 佐川急便株式会社　宇部営業所 山口県宇部市善和字大日２０３－９６ 0836-35-2301

宇部市 株式会社宇部貨物　本社営業所 山口県宇部市大字善和１７６－１１ 0836-62-1780

宇部市 福山通運株式会社　宇部支店
山口県宇部市大字妻崎開作字崎１６，１７のは６５６－

４，６５９－４
0836-41-7811

宇部市 萩森物流株式会社　本社営業所
山口県宇部市大字東須恵字ろ二３９１８－１，ろ一３９

２６－５
0836-41-7546

宇部市 松藤商事株式会社　宇部事業所 山口県宇部市大字東須恵字い－３８９４－３ 0836-44-2245

下関市 株式会社シンクラン　下関西営業所 山口県下関市東大和町２丁目２７－２１ 083-267-2800

下関市 日本通運株式会社　中国警送支店下関警送事業所 山口県下関市東大和町２丁目１２－６５ 083-267-6115

下関市 旭運輸株式会社　本社営業所 山口県下関市東大和町２丁目１３番１７号 083-267-1304

下関市 株式会社大伸運輸　本社営業所 山口県下関市彦島塩浜町三丁目１４－４４ 083-267-3770

下関市 協立運輸商事株式会社　本社営業所 山口県下関市彦島福浦町一丁目２－１５ 083-268-1280

下関市 司西日本株式会社　山口小月営業所 山口県下関市菊川町大字田部１２２－７ 083-250-8500

下関市 豊関貨物運送有限会社　本社営業所 山口県下関市豊田町大字大河内４３４ 083-766-1126

下関市 株式会社ハート引越センター　山口営業所 山口県下関市一の宮住吉２丁目７－１３ 083-263-6307

下関市 有限会社丸安運送店　本店営業所 山口県下関市一の宮卸本町３番１１号 083-231-5041

下関市 株式会社キロク　本店営業所 山口県下関市大字石原字上河原４１－１ 083-256-1110

下関市 株式会社茜商事　本社営業所 山口県下関市長府扇町６番２０号 083-249-2008

下関市 下関海陸運送株式会社　長府物流センター 山口県下関市長府扇町４番１６号 083-249-0611

下関市 有限会社岡田運輸　本社営業所 山口県下関市長府扇町５－７６ 083-248-2433

下関市 岡山県貨物運送株式会社　下関営業所 山口県下関市長府才川一丁目４３－８１ 083-248-3501

下関市 豊北貨物運送有限会社　本社営業所 山口県下関市豊北町大字粟野５１６７－２ 083-785-0031

下松市 下松運輸株式会社　本社営業所 山口県下松市大字東豊井１３０２番地の１０７ 0833-41-0713

下松市 マルチョー運輸有限会社　本社営業所 山口県下松市新川３丁目２番１５号 0833-43-3327

下松市 西日本マルエス株式会社　下松営業所 山口県下松市平田５５０－３ 0833-44-8505

下松市 有限会社スチール運輸倉庫　本社営業所 山口県下松市末武下字西沖６８０－２３ 0833-45-1521

下松市 株式会社Ｔ．Ｌ．Ｇ　周南事業所 山口県下松市生野屋南３丁目３番５号 0833-48-8703

下松市 株式会社サカイ引越センター　山口東支社 山口県下松市生野屋南３丁目３－４５ 0833-45-1161

下松市 株式会社シンクラン　周南営業所 山口県下松市葉山二丁目９０４－３３ 0833-46-2225

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（山口県）
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下松市
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

下松市 帝人物流株式会社　徳山支店 山口県下松市葉山１丁目８１９番３１ 0833-47-2530

下松市 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

岩国市 福山エクスプレス株式会社　岩国営業所 山口県岩国市装束町五丁目４－４３ 0827-22-0081

岩国市 福岡倉庫株式会社　岩国営業所 山口県岩国市新港町二丁目６番１０号 0827-21-0433

岩国市 西鉄運輸株式会社　岩国支店 山口県岩国市新港町３丁目８番１号 0827-21-7321

岩国市 日本通運株式会社　岩国支店 山口県岩国市新港町３丁目１３番１６号 0827-24-2250

岩国市 池田興業株式会社　岩国支店 山口県岩国市日の出町２ 0827-21-5108

岩国市 日本郵便株式会社　岩国郵便局 山口県岩国市麻里布町２丁目６－８ 0827-21-0768

岩国市 上村運送株式会社　岩国営業所 山口県岩国市平田六丁目２４－１８ 0827-31-2123

岩国市 株式会社河野　岩国営業所 山口県岩国市田原３００－１ 0827-43-3443

岩国市 新十和運輸株式会社　玖珂営業所 山口県岩国市周東町上久原宗本１６１－１ 0827-84-3600

光市 株式会社ヤマト　本社営業所 山口県光市大字束荷９２１番地の１ 0820-49-0833

光市 山口碓永自動車株式会社　本社営業所 山口県光市大字束荷字平成２２８８－１０ 0820-48-5466

山口市 株式会社ティーユーロジネット　山口営業所 山口県山口市鋳銭司１１８０－１６ 083-985-0510

山口市 ヤマト運輸株式会社　山口南センター 山口県山口市鋳銭司字鋳銭司団地北１０４４７－２３ 080-6699-5375

山口市 ヤマト運輸株式会社　山口主管支店 山口県山口市鋳銭司字鋳銭司団地北１０４４７－４５ 083-986-3830

山口市 日本郵便株式会社　山口中央郵便局 山口県山口市中央１丁目１－１ 083-922-0150

山口市
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
山口県山口市中央四丁目３番１３号 083-920-7721

山口市 鴻池運輸株式会社　山口営業所 山口県山口市下小鯖字内山１００３－４０ 083-927-1414

山口市 真幸重機有限会社　山口営業所 山口県山口市下小鯖１０９９２番地１３ 083-902-3161

山口市 西濃運輸株式会社　山口支店 山口県山口市大字下小鯖字瀬戸山２４５８－１ 083-927-5551

山口市 ガンバ輸送株式会社　本社営業所 山口県山口市下小鯖字坂口１３００番１ 083-902-5387

山口市 株式会社三共　本社営業所 山口県山口市小郡上郷３５５０ 083-973-0010

山口市 山口県貨物倉庫株式会社　山口営業所 山口県山口市佐山字村山７４７－３ 083-988-1230

山口市 丸協運輸株式会社　山口営業所 山口県山口市佐山村山７４７－３２ 083-988-3990

山口市 飯田運送株式会社　山口営業所 山口県山口市佐山字岩並１２１－１０ 083-989-3166

山口市 株式会社藤伸　山口営業所 山口県山口市佐山７４７－１３ 083-988-2100

山口市 日本郵便輸送株式会社　山口営業所 山口県山口市佐山字産業団地南１２００番１７ 083-902-1011

山口市 岡山県貨物運送株式会社　山口支店 山口県山口市佐山字村山３－１１ 083-989-2300

山口市 日本郵便株式会社　山口郵便局 山口県山口市深溝２００番地１０号 083-902-0850

山口市 山口県貨物倉庫株式会社　本社営業所 山口県山口市江崎字徳神２２２９－３ 083-989-5211

山口市 株式会社ダイワ　本社営業所 山口県山口市江崎２５００番１ 083-988-3205
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山口市 豊関貨物運送有限会社　山口営業所 山口県山口市江崎２２１２－１ 083-989-6341

山口市 山岡倉運株式会社　本社営業所 山口県山口市江崎字三多田２９２５－２ 083-989-2235

山口市 日本通運株式会社　山口航空支店貨物課 山口県山口市江崎字徳神二２２１０－３，２２０９－３ 083-989-5353

山陽小野田市 小野田通運株式会社　日本化薬構内営業所 山口県山陽小野田市大字郡２３００番地 0836-75-0147

周南市 青木運輸株式会社　本社営業所 山口県周南市初音町三丁目７ 0834-21-0760

周南市 株式会社サンリク　徳山営業所 山口県周南市大字久米字沖角田３０３５番地の１ 0834-25-4016

周南市 池田興業株式会社　徳山支店 山口県周南市大字栗屋字二葉屋開作１０３５番地１４ 0834-25-0212

周南市 株式会社ティーユーロジネット　徳山営業所 山口県周南市城ヶ丘３丁目７４番 0834-34-8840

周南市 福山通運株式会社　徳山支店 山口県周南市五月町１０－５８ 0834-31-3400

周南市 西福運送株式会社　山口営業所 山口県周南市鼓海２丁目１１８－５１ 0834-34-1324

周南市 河崎運輸機工株式会社　周南支店 山口県周南市鼓海二丁目１１８－６５ 0834-26-1100

周南市 日本郵便株式会社　徳山郵便局 山口県周南市御幸通１丁目３ 0834-21-3905

周南市 徳山通運株式会社　新南陽営業所 山口県周南市古川町６番５号 0834-63-0314

周南市 株式会社櫻蘭　本社営業所 山口県周南市古市二丁目８－１８ 0834-64-1470

周南市 御影運輸株式会社　本社営業所 山口県周南市港町４－１５ 0834-63-0253

周南市 岡山県貨物運送株式会社　新南陽営業所 山口県周南市福川南町１－３０ 0834-63-5111

萩市 中国名鉄運輸株式会社　萩営業所 山口県萩市椿東２９１８－３ 0838-22-0707

萩市 マルケー萩貨物自動車株式会社　萩本社営業所 山口県萩市大字土原３８３－５ 0838-22-0136

萩市 やまぐち県酪販売輸送株式会社　萩営業所 山口県萩市大字椿字大屋後２０４１番地１ 083-822-0126

萩市 佐川急便株式会社　萩営業所 山口県萩市山田字西沖田４７３５－１ 0838-24-1010

美祢市 髙山産業株式会社　本社営業所 山口県美祢市秋芳町岩永本郷２９ 0837-62-0216

美祢市 美祢貨物自動車株式会社　本社営業所 山口県美祢市伊佐町伊佐３５７５－３ 0837-52-1190

美祢市 薬仙運輸株式会社　本社営業所 山口県美祢市伊佐町伊佐３３６２－１ 0837-52-1186

防府市 株式会社ティーユーロジネット　防府営業所 山口県防府市大字江泊１９２１－１（２Ｆ） 0835-26-4080

防府市 山陽運輸株式会社　防府営業所 山口県防府市新築地町３２－２ 0835-24-8034

防府市 福山エクスプレス株式会社　防府営業所 山口県防府市新築地町１８－１ 0835-25-1000

防府市 株式会社カイソー　防府支店 山口県防府市新築地町２０－１５ 0835-22-6655

防府市 澁澤陸運株式会社　山口ターミナル 山口県防府市新築地町１５－７ 0835-38-4111

防府市 千代田運輸株式会社　本社営業所 山口県防府市大字新田字築地２０６２－３ 0835-23-2536

防府市 有限会社扶桑物流　山口営業所 山口県防府市大字浜方２７２番地２６ 0835-38-8870

防府市 周防運輸株式会社　中関営業所 山口県防府市大字浜方５３４－５１ 0835-22-2507

防府市 防通トランスポート株式会社　本社営業所 山口県防府市大字浜方１１４番地２ 0835-38-8800

防府市 レンゴーロジスティクス株式会社　防府営業所 山口県防府市大字浜方字古浜横入川１－１ 0835-23-2017

防府市 株式会社シンクラン　防府東営業所 山口県防府市大字植松字鰻原２６０ 0835-22-7772

防府市 防府運送株式会社　本社営業所 山口県防府市大字植松字浜田１３５０－４ 0835-39-2501
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熊毛郡 有限会社松本運送　本店営業所 山口県熊毛郡田布施町大字麻郷３０３４－３ 0820-55-5226

熊毛郡 有限会社松村運送　本社営業所 山口県熊毛郡田布施町大字麻郷３４２８－２１ 0820-55-6201
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