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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 有限会社八千代運輸倉庫　本社
広島県安芸高田市八千代町大字上根字大地原１２０８－

２
0826-52-3234

呉市 有限会社広島エルピージー配送センター　呉営業所 広島県呉市阿賀南７丁目１番２１号 0823-76-1234

呉市 龍紀株式会社　本社営業所 広島県呉市郷原野路の里１丁目３５－３ 0823-77-1958

呉市 働産運輸株式会社　本社営業所 広島県呉市広多賀谷２丁目７－５ 0823-73-2010

呉市 株式会社大翔　本店営業所 広島県呉市押込３丁目１１番１１号 0823-36-6641

呉市 徳沢運輸株式会社　呉営業所 広島県呉市阿賀南７丁目１０－１０ 0823-43-1222

呉市 通和運輸株式会社　本社 広島県呉市川尻町小仁方１丁目１４－１３ 0823-87-5353

呉市 株式会社郷原運送　本社 広島県呉市広多賀谷２丁目７－３１ 0823-73-5533

呉市 有限会社原田運送　本社 広島県呉市光町１５－２ 0823-27-3700

呉市 海生産業株式会社　本社 広島県呉市阿賀南３丁目５－２２ 0823-71-0705

呉市 株式会社共生　広島 広島県呉市広古新開１丁目９－２０－２０２ 0823-71-1454

呉市 福山通運株式会社　呉支店 広島県呉市阿賀南６丁目２－３０ 0823-73-7111

呉市 誠和梱枹運輸株式会社　本社 広島県呉市郷原町字一ノ松光山６２６－１２ 0823-77-2160

呉市 ヤマト運輸株式会社　呉東営業所 広島県呉市川尻町西５丁目１１－１２ 0823-87-3990

広島市 浪速運送株式会社　広島営業所 広島県広島市西区西観音町４－２４ 082-530-8330

広島市 大商運輸株式会社　本社営業所 広島県広島市西区商工センター１丁目５－４２ 082-277-5315

広島市 株式会社中国陸送　本社営業所 広島県広島市南区丹那町３－３ 082-254-2965

広島市 みつぎ産業株式会社　本社 広島県広島市南区宇品神田３－６－１８ 082-251-6368

広島市 有限会社皆実運送　本社 広島県広島市南区出島２丁目１３－４１ 082-255-0759

広島市 株式会社サカイ引越センター　広島南支社 広島県広島市西区福島町２丁目３６－１ 082-532-1157

広島市 株式会社丸二運送　広島北営業所
広島県広島市安佐北区安佐町大字久地字中田上７２０番

地
082-837-2535

広島市 株式会社丸二運送　広島営業所 広島県広島市西区草津港３丁目２－１ 082-208-3774

広島市 株式会社ＹＡＭＡＴＯ　西風新都 広島県広島市安佐南区伴西５丁目１３５２－７ 082-962-6211

広島市 新熊本産業株式会社　広島営業所
広島県広島市安佐南区伴中央６丁目１３番３８号　免出

ビル２０３号
082-836-3513

広島市 マルソウ物流株式会社　広島営業所 広島県広島市安佐北区三入７丁目１８番 082-554-7556

広島市 株式会社藤伸　本社 広島県広島市佐伯区五日市港４丁目２－１ 082-943-8100

広島市 協和鉱業株式会社　筒瀬工場 広島県広島市安佐北区安佐町筒瀬２２１１ 082-838-1018

広島市 株式会社ティーユーロジネット　西風新都物流センター 広島県広島市安佐南区伴南２丁目５－１０－２９ 082-849-5423

広島市 新生物流サービス株式会社　西営業所 広島県広島市安佐南区大塚西６丁目７－２３ 082-811-8673

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）
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広島市 両備トランスポート株式会社　セメント広島営業所 広島県広島市南区出島２丁目２２番６６号 082-255-8181

広島市 株式会社永井運送　広島第三営業所 広島県広島市南区出島１丁目３３―３０ 082-569-7720

広島市 有限会社中国軽急便センター　本社営業所 広島県広島市佐伯区五日市町大字下河内５０４－１ 082-927-5860

広島市 明和運送株式会社　本社営業所 広島県広島市南区出島２丁目１－２６ 082-254-6717

広島市 株式会社保利通商　本社営業所 広島県広島市南区出島２丁目１－２６ 082-254-8189

広島市 ヤマトボックスチャーター株式会社　広島支店 広島県広島市西区草津港３ー２－１ 082-270-0371

広島市 三代サービス株式会社　広島 広島県広島市安佐北区安佐町鈴張５０５３－１ 080-5630-7065

広島市 樋口運送株式会社　本社 広島県広島市西区草津港２－６－２８（１７－５１） 082-278-0811

広島市 三協貨物株式会社　広島営業所 広島県広島市安佐南区伴西３丁目４番１１号 082-846-5117

広島市 朝日ヶ丘運輸株式会社　広島営業所 広島県広島市安佐南区伴西２丁目１－１ 082-846-5678

広島市 株式会社ロジコム・アイ　広島北出張所 広島県広島市安佐南区伴西２丁目１－１ 082-836-5015

広島市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　広島西支店 広島県広島市西区草津港２丁目７－２ 082-270-2290

広島市 法成寺運輸株式会社　広島営業所 広島県広島市安佐南区伴中央５丁目１７－２ 082-849-6366

広島市 株式会社星川産業　広島営業所 広島県広島市佐伯区石内上１丁目１４－３ 082-533-7877

広島市 有限会社第一急送　本社営業所 広島県広島市安佐南区緑井３丁目１番１７号 082-962-8001

広島市 ヤマト運輸株式会社　中国美術品営業所 広島県広島市安佐南区川内６丁目２４－３ 082-831-0028

広島市 株式会社建機運輸　本社営業所 広島県広島市安芸区中野東７丁目４０５７－１ 082-892-4001

広島市 名糖運輸株式会社　広島新都物流センター 広島県広島市安佐南区伴南２丁目５－１９－３０ 082-849-2821

広島市 株式会社エムケー　西原営業所 広島県広島市安佐南区西原２丁目２７－３０ 082-871-0088

広島市 竹野運輸機工株式会社　本社 広島県広島市西区草津港２－２－２６ 082-277-8686

広島市 多賀谷運送株式会社　本社 広島県広島市安芸区矢野新町２丁目１－６ 082-884-0652

広島市 株式会社国商運輸　広島 広島県広島市西区草津港３丁目２番１号 082-270-5510

広島市 株式会社広島トランスポート　佐伯営業所 広島県広島市佐伯区湯来町大字白砂６５７－１ 082-932-5673

広島市 福山通運株式会社　広島流通センター 広島県広島市安佐南区伴南二丁目１番１９号 082-849-2925

広島市 西鉄運輸株式会社　広島支店 広島県広島市佐伯区石内上１丁目１６番１号 082-941-2114

広島市 株式会社藤坪　本社 広島県広島市南区皆実町４－２３－１２－１０５ 0847-37-1316

広島市 有限会社ゼットラインロジスティック　広島営業所 広島県広島市安佐北区小河原町１２３５－１ 082-844-7110

広島市 山陽自動車運送株式会社　広島営業所 広島県広島市中区光南六丁目３番２３号 082-545-0250

広島市 株式会社カイソー　広島営業所 広島県広島市南区出島２丁目３０ 082-254-0039

広島市 サンライズ運輸株式会社　本社 広島県広島市安佐北区上深川町１３１３－１ 082-844-7555

広島市 株式会社トータル運輸　広島営業所 広島県広島市西区古田台２丁目１３－１８（４階） 082-942-2999

広島市 株式会社ハート引越センター　広島営業所 広島県広島市安佐南区大塚西五丁目３－１８ 082-535-8102

広島市 芸北急送株式会社　広島物流センター 広島県広島市佐伯区石内上１丁目１３－１ 082-941-5600

広島市 広島綜合警備保障株式会社　広島営業所 広島県広島市安佐南区伴南２丁目２－１６ 082-849-4590

広島市 有限会社ヨコミセ　中央市場営業所 広島県広島市西区草津港１丁目８番１号 082-276-6661
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広島市 株式会社寺田商会　味日本営業所 広島県広島市南区皆実町１丁目１０－８ 082-251-1450

広島市 シモハナ物流株式会社　沼田営業所 広島県広島市安佐南区伴西三丁目３番 082-848-2244

広島市 アートコーポレーション株式会社　広島北支店 広島県広島市安佐南区中筋４丁目１７－５ 082-879-0123

広島市 有限会社西日本通商　本社営業所 広島県広島市佐伯区観音台１丁目５５番地 082-925-6505

広島市 ヤマト運輸株式会社　広島己斐営業所 広島県広島市西区己斐本町２丁目１４－２３ 080-6698-8864

広島市 みささ運輸株式会社　出島営業所 広島県広島市南区出島１丁目３１－５ 082-255-8615

広島市 株式会社脇地運送　本社 広島県広島市西区草津港２丁目４－２ 082-277-4545

広島市 幸栄運輸株式会社　広島営業所 広島県広島市西区山田町５３９－４ 082-507-0567

広島市 株式会社ティーユーロジネット　五日市物流センター 広島県広島市佐伯区五日市港３丁目１－５ 082-925-0120

広島市 株式会社久米組　本社営業所 広島県広島市南区宇品海岸３丁目８－５４ 082-251-2516

広島市 広島荷役株式会社　本社営業所 広島県広島市南区宇品海岸２丁目２３－２７ 082-254-8889

広島市 佐川急便株式会社　広島営業所 広島県広島市南区出島１丁目１９－２０ 082-255-2555

広島市 多摩運送株式会社　広島営業所 広島県広島市東区矢賀４－１１－２２ 082-258-4888

広島市 広府興産有限会社　本社営業所 広島県広島市佐伯区石内南四丁目２７番５号 082-941-5775

広島市 リジョー株式会社　本社営業所 広島県広島市佐伯区石内上１－５－１ 082-941-2221

広島市 株式会社中国トラック　西部営業所 広島県広島市西区草津港２丁目５－３２ 082-277-8855

広島市 日本図書輸送株式会社　広島営業所 広島県広島市佐伯区五日市町上小深川２２３－７ 082-927-2972

広島市 ヤマト運輸株式会社　広島千田町営業所 広島県広島市中区南千田東町１－２７ 082-849-0141

広島市 ヤマト運輸株式会社　広島緑井営業所 広島県広島市安佐南区緑井３丁目８－１１ 080-5451-9007

広島市 リジョートランスポート株式会社　本社営業所 広島県広島市佐伯区石内上１丁目５－１ 082-941-1144

広島市 渡辺運輸株式会社　本社営業所 広島県広島市安芸区矢野新町２丁目１０－２ 082-885-3888

三原市 新倉運送有限会社　本社 広島県三原市新倉２丁目１６番１ 0848-66-3555

三原市 株式会社ティーユーロジネット　三原営業所 広島県三原市南方１丁目５６８６番２８ 0835-26-4080

三原市 ヤマト運輸株式会社　広島本郷営業所 広島県三原市南方２丁目６－２０ 080-5451-3792

三次市 株式会社永井運送　広島営業所 広島県三次市下志和地町１００－３ 0824-67-3169

三次市 株式会社鈴与カーゴネット滋賀　三次営業所 広島県三次市畠敷町２３１番地４ 0824-53-1115

三次市 今井運送株式会社　三次営業所 広島県三次市東酒屋町３０６－４９ 0824-62-1170

三次市 三次貨物運送有限会社　本社 広島県三次市十日市西４丁目１０－２６ 0824-63-5285

三次市 三次郵便逓送株式会社　本社営業所 広島県三次市十日市中４－１６－２４ 0824-62-3256

三次市 熊本交通運輸株式会社　広島営業所 広島県三次市南畑敷町８７０－４２ 0824-64-2828

庄原市 株式会社神石共同運送　東城営業所 広島県庄原市東城町久代６７－１ 08477-3-0333

大竹市 菱華運輸株式会社　広島支店 広島県大竹市晴海２丁目１０－１７ 0827-59-1151

大竹市 ダイセル物流株式会社　大竹物流センター 広島県大竹市北栄８－１ 0827-52-3109

竹原市 有限会社北条産業運輸　本社 広島県竹原市田万里町４５６－３ 0846-29-0908

東広島市 両備トランスポート株式会社　東広島営業所 広島県東広島市志和町冠嵯峪１０８－３ 082-433-5627
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東広島市 丸協運輸株式会社　東広島営業所 広島県東広島市志和流通１番２７ 082-433-0024

東広島市 株式会社ロジコム・アイ　東広島営業所 広島県東広島市吉川工業団地１１－２ 082-420-9055

東広島市 富士運輸株式会社　東広島支店 広島県東広島市西条町下三永字吉光４２３－７ 082-420-6155

東広島市 株式会社吉富運輸　東広島営業所 広島県東広島市西条吉行東２丁目１－３５ 082-423-8833

東広島市 株式会社高宮運送　東広島営業所 広島県東広島市西条町御薗宇８５９５－１－１０３ 082-426-4385

東広島市 有限会社広島エルピージー配送センター　東広島営業所 広島県東広島市西条町下三永字前境２２５番１ 082-420-6675

東広島市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　東広島支店 広島県東広島市鏡山３丁目２０－６ 082-490-0162

東広島市 司西日本株式会社　広島営業所 広島県東広島市志和町七条椛坂１６５７番地 082-433-0125

東広島市 広島丸進運輸株式会社　本社営業所 広島県東広島市高屋台１丁目１１６－６３ 082-491-1145

東広島市 中鋼運輸株式会社　東広島 広島県東広島市西条町大字下見字西側４９６－５ 082-422-6110

東広島市 有限会社和興　本社 広島県東広島市安芸津町小松原６－１４ 0846-45-5212

東広島市 株式会社エクシング　広島営業所 広島県東広島市八本松町大字原１０８８３－１８ 082-429-0714

東広島市 株式会社第一運輸　広島営業所 広島県東広島市志和町奥屋大谷山４０９－１ 082-433-2095

東広島市 プロフィット株式会社　本社営業所 広島県東広島市八本松町宗吉１７０－１ 082-497-3377

廿日市 株式会社ＨＩ－ＬＩＮＥ　広島西共配センター 広島県廿日市市宮内工業団地１－２ 0829-20-4600

廿日市 有限会社扶桑物流　広島営業所 広島県廿日市市宮内４４３５－２ 0829-30-2600

廿日市 株式会社高宮運送　本社営業所 広島県廿日市市宮内工業団地１－５５ 0829-34-0095

廿日市 株式会社高宮運送　廿日市営業所 広島県廿日市市木材港北６－６９ 0829-37-2150

廿日市 Ｌ物流株式会社　広島営業所 広島県廿日市市宮内工業団地１－５ 0829-30-6622

廿日市 株式会社やまひろ運輸　広島西営業所 広島県廿日市市木材港北６－６０ 0829-30-7290

廿日市 有限会社ハヤタニ重機　本社 広島県廿日市市上平良９７－１ 0829-39-8339

廿日市 西部運輸株式会社　大野営業所 広島県廿日市市大野２丁目８７１０－２ 0829-54-1711

廿日市 山陽運送有限会社　廿日市 広島県廿日市市物見東二丁目２００１番４２ 0829-55-2616

廿日市 有限会社フラワー興産　本社営業所 広島県廿日市市木材港北４－３３ 0829-32-8354

廿日市 津田運送株式会社　本社 広島県廿日市市物見東２丁目１－２ 0829-50-5151

廿日市 アートコーポレーション株式会社　広島支店 広島県廿日市市下平良２丁目１－１０ 0829-32-0123

廿日市 ヤマト運輸株式会社　廿日市木材港営業所 広島県廿日市市木材港南６－１２ 070-4540-7406

廿日市 株式会社ノースライナー　本社営業所 広島県廿日市市梅原２丁目３番１４号 0829-50-5355

廿日市 福良運輸株式会社　本社営業所 広島県廿日市市大野２丁目５－８ 0829-54-2369

廿日市 株式会社ダイビン運送　本社営業所 広島県廿日市市永原６１５－１ 0829-74-3020

尾道市 丸協運輸株式会社　広島営業所 広島県尾道市御調町国守６５－５ 0848-76-3366

尾道市 尾道諸品物流センター株式会社　本社営業所 広島県尾道市長者原２丁目１６５番地の５９ 0848-20-5181

尾道市 株式会社丸二運送　尾道営業所 広島県尾道市東尾道１３－２ 0848-46-1616

尾道市 宝和運輸株式会社　尾道北営業所 広島県尾道市御調町本字新開３１６ 0848-77-0015

尾道市 福山通運株式会社　因島営業所 広島県尾道市因島中庄町４９３６－９ 0845-24-1688
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尾道市 株式会社エクシング　尾道営業所 広島県尾道市高須町字有江台２９５６－２６ 0848-47-1551

尾道市 礒辺運輸有限会社　本社営業所 広島県尾道市正徳町２５番１３号 0848-24-0226

府中市 株式会社ロジテム　府中営業所 広島県府中市高木町８８－１ 0847-54-2555

福山市 有限会社山口運送　本社 広島県福山市東深津町１丁目２５－１４ 084-940-5353

福山市 福善運輸有限会社　本社営業所 広島県福山市新涯町１丁目１０－２ 084-957-6285

福山市 株式会社アキト興運　本社営業所 広島県福山市松永町１－９－２ 084-933-0377

福山市 株式会社ムロオ　福山支店 広島県福山市南松永町２丁目５番３７号 084-930-0580

福山市 株式会社丸二運送　福山営業所 広島県福山市引野町２丁目２－１ 084-940-5153

福山市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　福山支店 広島県福山市春日町６丁目８番３号 084-983-0057

福山市 光和運輸株式会社　本社営業所 広島県福山市南松永町２丁目２番６３号 084-934-6333

福山市 備福運送株式会社　本社 広島県福山市曙町６－１１－８ 084-953-4318

福山市 共同輸送株式会社　福山営業所 広島県福山市一文字町１４－３３ 084-981-5810

福山市 有限会社サンヨー物流　本店営業所 広島県福山市曙町４丁目７４－５ 084-953-9079

福山市 株式会社ロジパルエクスプレス　福山営業所 広島県福山市新市町新市１１０－１ 0847-54-2366

福山市 総合運送有限会社　本社 広島県福山市神辺町字西中条１１２６－１ 084-960-2424

福山市 福山福運輸有限会社　本社 広島県福山市神辺町字西中条１１２６－１ 084-967-1155

福山市 山野運送株式会社　本社 広島県福山市箕沖町１３－１ 084-953-8841

福山市 中野運輸有限会社　本社 広島県福山市加茂町芦原５２６－１ 084-972-3976

福山市 株式会社ネストロジスティクス　福山 広島県福山市曙町２丁目７番３号 084-971-7200

福山市 昭和海運株式会社　本社 広島県福山市南松永町４丁目５番地３１号 084-934-1601

福山市 北田運送株式会社　福山営業所 広島県福山市北本庄３丁目９－２１ 0866-67-1828

福山市 京和運輸株式会社　福山営業所 広島県福山市神村町５１９０－１ 084-933-6681

福山市 ヤマト運輸株式会社　福山引野営業所 広島県福山市引野町４丁目２２－３２ 090-7594-6477

福山市 ヤマト運輸株式会社　福山北営業所 広島県福山市駅家町大字江良６３２－１ 080-6699-6147

福山市 有限会社佐藤運送　本社 広島県福山市花園町２－１－１４ 084-924-4071

福山市 オーケー輸送株式会社　本社 広島県福山市南手城町３丁目１６－１０ 084-932-1717

福山市 株式会社星川産業　本社 広島県福山市曙町４－４－１６ 084-999-9070

安芸郡 司西日本株式会社　広島坂営業所 広島県安芸郡坂町大字亀石山２１１２０－５ 082-886-3917

安芸郡 株式会社中国陸送　東部営業所 広島県安芸郡坂町北新地４丁目４－４３ 082-885-2011

安芸郡 丸協運輸株式会社　坂町営業所 広島県安芸郡坂町北新地４丁目２－５０ 082-433-0024

安芸郡 有限会社広島エルピージー配送センター　本社営業所 広島県安芸郡海田町明神町２－１１８ 082-820-0634

安芸郡 日豊トランスポート株式会社　広島営業所 広島県安芸郡坂町横浜西２丁目３－１ 082-885-0885

安芸郡 株式会社コメットライン　本社営業所 広島県安芸郡府中町新地１－１４ 082-282-8452

安芸郡 山陽運送有限会社　本社 広島県安芸郡坂町横浜中央２丁目１０－４ 082-885-2233

安芸郡 藤川運輸株式会社　本社 広島県安芸郡坂町北新地４－４－８ 082-884-2000
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安芸郡 熊野貨物運輸株式会社　本社営業所 広島県安芸郡坂町北新地４丁目５－９ 082-820-1580

安芸郡 ワコー物流株式会社　本社営業所 広島県安芸郡海田町南明神町３－７５ 082-822-8252

安芸郡 株式会社ロジコム・アイ　広島営業所 広島県安芸郡坂町北新地１丁目１－３４ 082-884-1171

安芸郡 株式会社松谷運送　本社 広島県安芸郡坂町北新地４丁目４－２７ 082-884-1818

安芸郡 栃島運送株式会社　本社営業所 広島県安芸郡坂町北新地４－４－３７ 082-884-1777
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