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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 株式会社ビーテクス　宇部営業所 山口県宇部市大字西岐波字岩上２２９番３２５ 0836-39-5534

宇部市 山口県貨物倉庫株式会社　宇部営業所 山口県宇部市大字妻崎開作１６０１－２ 0836-41-7211

宇部市 株式会社キロク　宇部営業所 山口県宇部市大字上宇部２８４２－３２ 0836-35-3388

宇部市 豊運輸株式会社　宇部営業所 山口県宇部市大字妻崎開作１８９５－９ 0836-44-0790

宇部市 吉南運輸株式会社　本社営業所 山口県宇部市大字善和字上瀬戸原１８９－７ 0836-38-8639

宇部市 中国運輸株式会社　本社営業所 山口県宇部市大字妻崎開作１３３４番地３ 0836-44-2790

宇部市 株式会社ムロオ　宇部営業所 山口県宇部市明神町一丁目１５１８－１ 0836-22-5100

宇部市 ヤマト運輸株式会社　宇部岐波営業所 山口県宇部市大字西岐波５３７３番１ 080-5451-6247

下関市 株式会社ビーテクス　下関営業所 山口県下関市一の宮町５丁目８２番４ 083-256-3331

下関市 株式会社サカイ引越センター　下関支社 山口県下関市伊倉東町５－５、５－１ 083-242-1141

下関市 有限会社いくたトラック　本社営業所 山口県下関市東大和町二丁目１６－４２－６ 083-267-6604

下関市 ヤマト運輸株式会社　豊浦営業所
山口県下関市豊浦町大字川棚字石塔１４７７番１７、１

４７７番１４
080-5045-2937

下関市 株式会社ＮＳロジ西日本　下関営業所 山口県下関市長府扇町３番２ 083-249-2001

下関市 県販株式会社　本社営業所 山口県下関市安岡町１丁目５－４ 083-258-1138

下関市 有限会社日成運輸　本社営業所 山口県下関市東大和町２－１２－６２ 083-227-4808

下関市 有限会社山根運送　本社営業所 山口県下関市永田本町一丁目９－１３ 083-286-5541

下関市 総和プラス株式会社　本社営業所 山口県下関市菊川町大字吉賀２３５番地 083-288-1112

下関市 下関通運株式会社　本社営業所 山口県下関市長府港町２－２６ 083-246-0457

下関市 ヤマト運輸株式会社　下関彦島営業所 山口県下関市東大和町２丁目１４－５０ 080-6604-7110

下松市
株式会社サンキュウ・トランスポート・中国　周南営業

所
山口県下松市葉山２丁目９０４番地６５ 0833-47-0139

下松市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　周南支店 山口県下松市瑞穂町４丁目１－１３ 0833-44-2482

下松市 丸進運油株式会社　周南営業所 山口県下松市生野屋南３丁目５番１８号 0833-44-9381

下松市 株式会社協同　下松営業所 山口県下松市葉山１丁目８１９－１７ 0833-47-0931

下松市 西濃運輸株式会社　下松支店 山口県下松市葉山一丁目８１９－８ 0833-47-0055

下松市 下関通運株式会社　徳山営業所 山口県下松市葉山２－９０４－９ 0833-46-3103

岩国市 株式会社キロク　岩国営業所 山口県岩国市多田９６２－３ 0827-44-0611

岩国市 株式会社ガンシン　クレーン事業部 山口県岩国市室ノ木町１丁目６６９－１ 0827-23-1551

岩国市 福山通運株式会社　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 株式会社インターオート　山口事業所 山口県岩国市周東町上久原字新神前１２番地９ 0827-83-1166

岩国市 ヤマト運輸株式会社　玖珂営業所 山口県岩国市玖珂町字国松４６１８－１ 080-5451-5344

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）

1／3　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）

岩国市 ヤマト運輸株式会社　岩国東営業所 山口県岩国市尾津町５丁目１１－１ 080-5451-5327

岩国市 ヤマト運輸株式会社　岩国立石営業所 山口県岩国市立石町１－８－２３ 080-5451-6248

岩国市 鈴木産業株式会社　本社営業所 山口県岩国市三笠町一丁目７－１ 0827-21-3121

光市 宮本運送株式会社　本社営業所 山口県光市大字小周防４６２番地１ 0833-76-0001

山口市 国広倉庫運輸株式会社　山口営業所 山口県山口市鋳銭司１１８４－１７ 083-986-4111

山口市 株式会社ビーテクス　小郡営業所 山口県山口市小郡下郷７９４番地１ 083-973-1133

山口市 株式会社田中物流　本社営業所 山口県山口市阿知須５００番地５ 0836-65-5598

山口市 高雄運送株式会社　山口営業所 山口県山口市下小鯖字面坊３６３－９ 083-902-1733

山口市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　山口支店 山口県山口市江崎２９１０－１ 083-988-3395

山口市 司西日本株式会社　山口防府営業所 山口県山口市秋穂東２４１０番地４ 083-984-0222

山口市 九州センコーロジ株式会社　山口営業所 山口県山口市朝田６０１－２４ 083-941-6915

山口市 株式会社上田　本社営業所 山口県山口市江崎３７２５番５ 083-989-5500

山口市 ホンダ運送株式会社　熊本センター　山口分室 山口県山口市朝田字沖ノ上１７３６－１ 083-934-8887

山口市 有限会社林産業運輸　本社営業所 山口県山口市秋穂東３４８４－４４ 083-984-5697

山口市 株式会社グローリー　山口営業所 山口県山口市鋳銭司字鋳銭司団地北４４７－２２ 083-985-0039

山口市 Ｌ物流株式会社　山口営業所 山口県山口市小郡上郷５２６２ 083-976-5211

山口市 徳山トラック株式会社　小郡営業所 山口県山口市小郡若草町３－９，－１０，－１１ 083-972-7070

山口市 ヤマト運輸株式会社　山口吉敷営業所 山口県山口市維新公園３丁目１２－１ 080-5481-7653

山口市 ヤマトボックスチャーター株式会社　山口輸送支店 山口県山口市鋳銭司字鋳銭司団地北１０４４７－２３ 083-985-0901

山口市 川崎陸送株式会社　山口営業所 山口県山口市佐山字村山５番６ 083-989-5660

山陽小野田市 新光運輸株式会社　山口営業所 山口県山陽小野田市大字小野田二ノ割沖６３２４－２７ 0836-39-3211

山陽小野田市 小野田通運株式会社　朝陽営業所 山口県山陽小野田市大字山川７６２－１ 0836-73-1414

山陽小野田市 旭新運輸開発株式会社　山陽小野田営業所 山口県山陽小野田市大字津布田字平岩２５４２－１ 0836-38-8738

山陽小野田市 下関通運株式会社　小野田営業所 山口県山陽小野田市大字小野田字末広７５２５－３２ 0836-83-1123

周南市 株式会社ビーテクス　徳山営業所 山口県周南市鼓海２丁目１１８番５７ 0834-26-1133

周南市 トクヤマ海陸運送株式会社　本社営業所 山口県周南市築港町２番１８号 0834-31-3613

周南市 有限会社周南海陸運送　本社営業所 山口県周南市室尾１丁目５番１号 0834-63-8585

周南市 豊運輸株式会社　徳山営業所 山口県周南市小川屋町３番４号 0834-62-5772

周南市 グリーンガス運輸株式会社　山口営業所 山口県周南市古泉３丁目１２番１１号 0834-61-0450

周南市 徳山トラック株式会社　本社営業所 山口県周南市新地１丁目１番３２号 0834-21-2828

周南市 ヤマト運輸株式会社　周南今宿営業所 山口県周南市今住町４０－１ 080-5451-8884

長門市 株式会社ムロオ　長門営業所 山口県長門市三隅下１９６４－１ 0837-42-1212

美祢市 藤澤環境開発株式会社　美祢営業所 山口県美祢市東厚保町川東字山根１８８８ 0837-53-0501

美祢市 吉村商事株式会社　本社営業所 山口県美祢市西厚保町本郷４３２番地１ 0837-58-5970

美祢市 有限会社森運送　本社営業所 山口県美祢市大嶺町奥分２０２８－１ 0837-52-1234

2／3　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）

美祢市 中尾富士雄　本店営業所 山口県美祢市東厚保町川東字高野３４０ 0837-58-5608

防府市 周防運輸株式会社　山口ＤＳＢセンター 山口県防府市大字江泊２５５０番地１２ 0835-21-3977

防府市 周防運輸株式会社　本社営業所 山口県防府市大字新田字下南町２４６－１ 0835-22-2507

防府市 株式会社グロー物流　山口営業所 山口県防府市大字江泊２１４－７ 0835-28-8540

防府市 株式会社ビーテクス　防府営業所 山口県防府市大字植松５５１番２ 0835-24-1233

防府市 吉田海運株式会社　防府営業所 山口県防府市浜方２８３－１ 0835-28-7150

防府市 有限会社皆実運送　防府営業所 山口県防府市大字新田４０１番 0835-26-6464

防府市 広島急送株式会社　防府営業所 山口県防府市鐘紡町３番１号 0835-27-5667

防府市 室山運輸株式会社　山口営業所 山口県防府市新築地町２６－５ 0835-28-9100

防府市 株式会社グローバル　本社営業所 山口県防府市大字新田字築地２０３９番地３ 0835-28-8573

防府市 株式会社テラヤマ倉庫運輸　防府営業所 山口県防府市大字浜方字大浜三ノ桝５３４－４２ 0835-25-3277

防府市 東和運輸株式会社　防府営業所 山口県防府市大字浜方字古浜９５番地１ 0835-27-3150

防府市 株式会社ロジコム・アイ　山口営業所 山口県防府市大字浜方８９－１ 0835-21-2262

防府市 柚野産業有限会社　本社営業所 山口県防府市大字新田４２２－２ 0835-25-1633

柳井市 株式会社タイナカ運送　本社営業所 山口県柳井市南浜四丁目２－１ 0820-23-0001

柳井市 大島貨物株式会社　本社営業所 山口県柳井市南浜四丁目３－３ 0820-22-6510

熊毛郡 柴原運輸有限会社　本社営業所 山口県熊毛郡田布施町大字麻郷奥字板倉１０７７－１ 0820-55-5811

3／3　ページ　


