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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）

岡山市 有限会社児島配送センター　本社営業所 岡山県岡山市南区藤田５６４－１８９（２階） 086-250-7551

岡山市 平田運輸株式会社　岡山営業所 岡山県岡山市東区九蟠５５７－４ 086-948-3536

岡山市 株式会社ＫＵＢＯＸＴ　　岡山営業所 岡山県岡山市福富西１－３－５ 086-265-6310

岡山市 アートバンライン株式会社　岡山営業所 岡山県岡山市中区高屋１３０－１ 086-206-2238

岡山市 株式会社凪物流　本社営業所 岡山県岡山市中区倉富３２５ 086-276-5500

岡山市 株式会社丸政荷役　本社営業所 岡山県岡山市南区市場１丁目１番地 086-239-7899

岡山市 荒木運輸倉庫株式会社　本社営業所 岡山県岡山市中区倉富３５３－１ 086-274-3355

岡山市 東和運輸株式会社　本社営業所 岡山県岡山市南区福島３－１３－５ 086-264-2600

岡山市 平川運輸株式会社　本社営業所 岡山県岡山市南区築港栄町１０番１号 086-239-4424

岡山市 株式会社親幸産業　本社 岡山県岡山市南区新保７６８－７ 086-241-0555

岡山市 株式会社陽光　岡山営業所 岡山県岡山市北区大内田８１９ 086-292-8088

岡山市 大丸倉庫運輸株式会社　岡山西営業所 岡山県岡山市北区大内田字永坂１０５９－１ 086-293-1511

岡山市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　岡山支店 岡山県岡山市北区花尻ききょう町１６番地１０９ 086-214-3980

岡山市 杉本道路株式会社　運輸部 岡山県岡山市北区御津中山４６３番地 086-724-2217

岡山市 有限会社山本水産輸送　本社営業所 岡山県岡山市中区倉田３７１－１ 086-274-9666

岡山市 株式会社アサヒセキュリティ　岡山 岡山県岡山市南区当新田３６９－７ 086-805-1530

岡山市 株式会社岡山ブックサービス　本社 岡山県岡山市東区沼１３１６－１ 086-259-2347

岡山市 福山通運株式会社　岡山南営業所 岡山県岡山市中区倉富２６８－１ 086-274-2921

岡山市
ダイセーエブリー二十四株式会社　岡山スーパーハブセ

ンター
岡山県岡山市北区大内田８３３－３ 086-292-9005

岡山市 株式会社ミーノ　岡山営業所 岡山県岡山市南区曽根１９５－９ 086-298-1234

岡山市 株式会社森下商事　本社営業所 岡山県岡山市南区西七区４８－２ 086-362-0559

岡山市 西濃運輸株式会社　岡山支店 岡山県岡山市南区大福字北中之町１３０－１ 086-282-4181

岡山市 岡山センコー運輸株式会社　岡山営業所 岡山県岡山市東区藤井１０２ 086-279-1050

岡山市 瀬野川産業株式会社　岡山営業所 岡山県岡山市北区大内田８１８－３ 086-292-5540

岡山市 間口ウエストロジ株式会社　岡山営業所 岡山県岡山市南区藤田５６６－１２６ 086-296-0771

岡山市 株式会社ハート引越センター　岡山営業所 岡山県岡山市北区辰巳４０番１０７ 086-805-4812

岡山市 カトーレック株式会社　岡山営業所 岡山県岡山市北区大内田８１９ 086-292-5777

岡山市 株式会社ヤマトウ　本社営業所 岡山県岡山市南区並木町二丁目１８番８号 086-250-1112

岡山市 東洋運輸株式会社　本社営業所 岡山県岡山市南区藤田５６４－１８５ 086-296-7272

岡山市 協伸運輸株式会社　岡山営業所 岡山県岡山市東区富崎７２６－８ 086-943-9995

岡山市 有限会社平野運輸　本社営業所 岡山県岡山市南区浜野３丁目２５２－１ 086-262-3398

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 有限会社須賀原運送　本社営業所 岡山県岡山市中区江崎４８９－１２ 086-277-8388

岡山市 株式会社脇地運送　岡山営業所 岡山県岡山市南区藤田５６６－１４６ 086-250-2207

岡山市 全農物流株式会社　西日本支社　中四国営業部　営業課 岡山県岡山市北区大内田８４１ 086-292-8203

岡山市 シモハナ物流株式会社　岡山営業所 岡山県岡山市南区藤田５６４－２１８ 086-296-7200

岡山市 大丸倉庫運輸株式会社　本社営業所 岡山県岡山市北区十日市東町３３６－６ 086-225-1391

岡山市 ヤマト運輸株式会社　岡山瀬戸営業所 岡山県岡山市東区瀬戸町沖１９６－３ 080-6699-4851

岡山市 岡崎運送株式会社　本社営業所 岡山県岡山市東区西幸西３１６－４ 086-946-8905

岡山市 新光運輸株式会社　本社営業所 岡山県岡山市東区西大寺川口４８８－１ 086-943-1818

岡山市 有限会社エフ・ライン輸送　本社営業所 岡山県岡山市南区新福２丁目３－３４－２ 086-264-9050

岡山市 ヤマト運輸株式会社　岡山高屋営業所 岡山県岡山市中区西川原３５ 080-6604-9379

岡山市 山陽運輸倉庫株式会社　岡山支店 岡山県岡山市北区大内田８２２番地１ 086-292-5210

岡山市 センコー株式会社　岡山主管支店西大寺営業所 岡山県岡山市東区古都南方３６１３－１ 086-279-5350

岡山市 株式会社つばめ急便　岡山営業所 岡山県岡山市東区楢原４３－６ 086-297-4455

岡山市 ヤマト運輸株式会社　岡山西大寺営業所 岡山県岡山市東区西大寺１００６－１ 080-5043-9628

岡山市 ヤマト運輸株式会社　岡山高島営業所 岡山県岡山市中区賞田２０７－１ 080-5068-1120

岡山市 井上運輸機工株式会社　本社営業所 岡山県岡山市南区浦安本町１７３－１２ 086-263-3461

岡山市 せとうちデリバリーサービス株式会社　本社営業所 岡山県岡山市中区倉益２４２－９ 086-276-7112

岡山市 富士倉庫株式会社　本社営業所 岡山県岡山市北区大元駅前９－１ 086-222-0959

岡山市 ヤマトボックスチャーター株式会社　岡山輸送支店 岡山県岡山市中区倉富３３０－１５ 086-277-3116

岡山市 株式会社ＨＩ－ＬＩＮＥ　岡山共配センター 岡山県岡山市東区瀬戸町肩脊１３２０－３ 086-908-0711

岡山市 トナミ運輸中国株式会社　岡山支店 岡山県岡山市北区撫川字久住９５５－３ 086-293-7677

笠岡市 カミシマ運輸株式会社　笠岡営業所 岡山県笠岡市港町１－１６ 0865-66-5457

笠岡市 株式会社赤田運輸産業　本社営業所 岡山県笠岡市港町１－１４ 0865-66-3377

笠岡市 有限会社倉敷運送センター　本社営業所 岡山県笠岡市山口１３９５－２ 0865-65-3001

玉野市 山陽通運株式会社　本社営業所 岡山県玉野市田井６丁目７番６号 0863-32-1381

玉野市 昭和工運株式会社　本社営業所 岡山県玉野市玉３丁目１－９ 0863-31-2153

玉野市 ヤマト運輸株式会社　岡山玉野営業所 岡山県玉野市田井５丁目３－１１ 080-6695-3655

高梁市 東伸運輸株式会社　高梁営業所 岡山県高梁市玉川町玉６４４－１ 0866-56-3344

高梁市 ヤマト運輸株式会社　高梁営業所 岡山県高梁市成羽町下原１９５－１５ 0866-42-9135

高梁市 有限会社正寺運輸　本社営業所 岡山県高梁市津川町今津３２６－１ 0866-22-1928

高梁市 株式会社樋口運輸　高梁営業所 岡山県高梁市落合町阿部字川元１２２１ 0866-22-7276

新見市 株式会社竹本商事運輸　新見営業所 岡山県新見市西方２１９８－２ 0866-22-0311

新見市 岡山福山通運株式会社　新見営業所 岡山県新見市高尾２２１８ 0867-72-7300

真庭市 蒜山運送株式会社　本社営業所 岡山県真庭市蒜山下長田１８４８－１ 0867-66-2533

瀬戸内市 株式会社坂本運輸　本社営業所 岡山県瀬戸内市長船町飯井１３１３－１ 0869-26-4281
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瀬戸内市 西久大運輸倉庫株式会社　岡山支店 岡山県瀬戸内市長船町服部１５１４－１ 0869-22-8930

瀬戸内市 株式会社丸栄運輸　本社営業所 岡山県瀬戸内市長船町飯井１３４６－１ 0869-26-2252

瀬戸内市 コーワン株式会社　長船営業所 岡山県瀬戸内市長船町長船７０３－１ 0869-66-7701

瀬戸内市 北勢運送株式会社　岡山営業所 岡山県瀬戸内市長船町大字服部字宮窪４７７－１ 0869-26-4533

瀬戸内市 株式会社中国物流サービス　本社営業所 岡山県瀬戸内市邑久町豆田１２９－１ 086-922-5133

瀬戸内市 リンク＆リンケージ株式会社　長船営業所 岡山県瀬戸内市長船町長船１１７７－２ 0869-66-0220

浅口市 株式会社タカキ物流サービス　岡山営業所 岡山県浅口市鴨方町深田字町田２８００ 0865-44-4443

浅口市 有限会社仁科運輸　本社営業所 岡山県浅口市鴨方町六条院東１６０５－１ 0865-45-8705

倉敷市 株式会社大成ライン　水島営業所 岡山県倉敷市東塚２丁目１４－１４ 086-697-5956

倉敷市 丸加海陸運輸株式会社　倉敷営業所 岡山県倉敷市南畝２－１６－７ 086-454-5001

倉敷市 株式会社岡田商運　倉敷営業所 岡山県倉敷市南畝２丁目１３－７ 086-456-0001

倉敷市 株式会社丸運トランスポート西日本　　倉敷営業所 岡山県倉敷市松江３丁目２－５０ 086-456-3111

倉敷市 リヴソル物流株式会社　本社営業所 岡山県倉敷市東塚３－１１－１２ 086-454-4566

倉敷市 実勝運輸有限会社　倉敷営業所 岡山県倉敷市東塚６丁目４－８ 086-450-3312

倉敷市 石部運輸倉庫株式会社　岡山営業所 岡山県倉敷市松江１丁目５－１０ 086-455-8384

倉敷市 株式会社高宮運送　　倉敷営業所 岡山県倉敷市片島町９６９－５ 086-454-4255

倉敷市
株式会社ゼロ・プラス西日本　岡山カスタマーサービス

センター
岡山県倉敷市玉島乙島８２５９－４５ 086-488-0009

倉敷市 株式会社ティーユーロジネット　岡山物流センター 岡山県倉敷市栗坂４６７－２１ 086-464-4111

倉敷市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　倉敷支店 岡山県倉敷市三田字八反地２８１－１ 086-463-4465

倉敷市 尾道諸品倉庫株式会社　岡山営業所 岡山県倉敷市玉島乙島字新湊８２５６－５０ 086-525-1567

倉敷市 岡山生コン運送株式会社　水島営業所 岡山県倉敷市水島海岸通３丁目１－１ 086-444-7105

倉敷市 宝和運輸株式会社　水島営業所 岡山県倉敷市連島町鶴新田２６６０番地の１ 086-447-1720

倉敷市 株式会社瀬戸内重機運輸　本社営業所 岡山県倉敷市林２１１５－１ 086-485-4884

倉敷市 菱水産業株式会社　本社営業所 岡山県倉敷市松江１丁目２５番１５号 086-456-5215

倉敷市 上野輸送株式会社　倉敷営業所 岡山県倉敷市福江５８０－１０ 086-485-2350

倉敷市 日東物流株式会社　水島事業部 岡山県倉敷市水島川崎通１－１ 086-448-5658

倉敷市 福栄産業株式会社　本社営業所 岡山県倉敷市南畝６－８－４１ 086-455-6247

倉敷市 シモハナ物流株式会社　岡山第二センター 岡山県倉敷市下庄８５０－１ 086-464-2101

倉敷市 ヤマト運輸株式会社　倉敷亀山営業所 岡山県倉敷市亀山７０９－５ 080-5068-2104

倉敷市 ヤマト運輸株式会社　倉敷水島営業所 岡山県倉敷市広江１丁目２－１７ 090-7546-0347

倉敷市 双葉運輸株式会社　玉島営業所 岡山県倉敷市玉島乙島８２５６－３９ 086-526-5250

倉敷市 株式会社エクシング　倉敷営業所 岡山県倉敷市松江２丁目２－２１ 086-456-3403

倉敷市 株式会社丸文　水島営業所 岡山県倉敷市南畝１丁目４０－１ 086-456-4700

倉敷市 テーエス運輸株式会社　倉敷営業所 岡山県倉敷市水島西通１丁目１９３２ 086-441-1590
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倉敷市 福山通運株式会社　児島営業所 岡山県倉敷市児島下の町９－１８－３４ 086-472-7475

倉敷市 西日本マルエス株式会社　水島営業所 岡山県倉敷市児島塩生２７６７－８９ 086-470-3710

倉敷市 株式会社ロジコム・アイ　岡山営業所 岡山県倉敷市玉島乙島字新湊８２６３－１８ 086-523-0556

倉敷市 株式会社明新運輸　岡山営業所 岡山県倉敷市神田３丁目１７番３，４ 086-448-5866

倉敷市 河西運輸株式会社　倉敷営業所 岡山県倉敷市下庄８１８－１ 086-463-2308

倉敷市 玉島海運株式会社　本社営業所 岡山県倉敷市玉島乙島８２４４－１ 086-522-3188

倉敷市 日神機工株式会社　倉敷営業所 岡山県倉敷市中畝１丁目３－１１ 086-456-0787

倉敷市 株式会社トムコ　水島営業所 岡山県倉敷市水島川崎通１丁目４－１ 086-444-0870

倉敷市 菱華運輸株式会社　水島支店 岡山県倉敷市水島中通３丁目３－３ 086-444-4352

倉敷市 菱化ロジテック株式会社　水島営業所 岡山県倉敷市南畝６丁目２７３－２ 086-457-3015

総社市 株式会社日硝ハイウエー　総社営業所 岡山県総社市長良４－１ 0866-94-1680

総社市 東洋運輸株式会社　総社営業所 岡山県総社市真壁１２０８－１ 070-1259-3630

総社市 井倉運輸株式会社　総社営業所 岡山県総社市井尻野４０７－１２ 0866-94-1133

総社市 有限会社三雅急送　本社営業所 岡山県総社市日羽４３６－３８ 0866-95-0005

総社市 横田運送有限会社　本社営業所 岡山県総社市中央一丁目５番３５号 0866-94-3355

総社市 株式会社丸文　総社支店 岡山県総社市久代１７８５－６ 0866-96-2200

総社市 有限会社シンユウ物流　本社営業所 岡山県総社市宿１４２６－７ 0866-95-2783

津山市 佐良山運送株式会社　本社営業所 岡山県津山市皿８１１ 0868-28-1111

津山市 岸陸送株式会社　本社営業所 岡山県津山市楢３７６ー６ 0868-29-1115

津山市 株式会社岡山シーアール物流　津山営業所 岡山県津山市神戸字善丸１６２－２７ 0868-36-3380

津山市
全農物流株式会社　西日本支社　中四国営業部　津山事

業所
岡山県津山市草加部字京原６８６－１ 0868-29-2112

津山市 ＳＢＳゼンツウ株式会社　久米営業所 岡山県津山市宮尾３２８ 0868-57-7002

津山市 鶴山運送株式会社　本社営業所 岡山県津山市くめ字団地５０－７９ 0868-57-7727

津山市 ヤマトボックスチャーター株式会社　津山支店 岡山県津山市宮尾１２４５－２ 0868-57-7811

備前市 岡山福山通運株式会社　備前営業所 岡山県備前市福田７７７－７，７７８，７７７－３ 0869-66-0292

備前市 有限会社井上　本社営業所 岡山県備前市吉永町吉永中６２３ 0869-84-2438

備前市 名宝陸運有限会社　岡山営業所 岡山県備前市西片上字芋谷２０３５－５ 0869-63-9800

備前市 株式会社藤井運輸倉庫　本社営業所 岡山県備前市吉永町吉永中出口７０５－１ 0869-84-3171

美作市 株式会社凪物流　美作物流センター 岡山県美作市竹田１４５－４１ 0868-75-7111

美作市 株式会社中央運輸　本社営業所 岡山県美作市北山３２１ 0868-72-5625

勝田郡 クリナップロジスティクス株式会社　津山支店 岡山県勝田郡勝央町太平台３０番地１ 0868-38-5174

勝田郡 岡山中央陸運倉庫株式会社　本社 岡山県勝田郡勝央町太平台１０－３ 0868-38-6721

小田郡 ヤマト運輸株式会社　岡山矢掛営業所 岡山県小田郡矢掛町小田１３５５－１６ 080-5068-2536

浅口郡 ヤマト運輸株式会社　浅口里庄営業所 岡山県浅口郡里庄町里見３７２３－１ 090-7546-0348
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都窪郡 パナシアロジ株式会社　岡山営業所 岡山県都窪郡早島町矢尾８３６ 086-292-5872

都窪郡 阪神トランスポート株式会社　岡山営業所 岡山県都窪郡早島町早島４９６２－４１ 086-483-0002

都窪郡 株式会社宮田運輸　岡山営業所 岡山県都窪郡早島町矢尾２９０－３ 086-441-2020

都窪郡 オージー物流株式会社　早島低温物流センター 岡山県都窪郡早島町矢尾７９５－２ 086-903-1519

苫田郡
ヤマト運輸株式会社　ヤマト運輸株式会社　津山主管支

店
岡山県苫田郡鏡野町古川１０７２－５　他２８筆 0868-54-3424
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