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井原市 共和運送株式会社　井原営業所 岡山県井原市下出部町２丁目２１－１１ 0866-67-2459

井原市 竹井運送株式会社　本社営業所 岡山県井原市東江原町字斗代２９３－１ 0866-62-0421

井原市 ヤマト運輸株式会社　岡山井原営業所 岡山県井原市七日市町１０１－２ 080-5068-2536

井原市 岡山県貨物運送株式会社　井原支店 岡山県井原市東江原町字田畑４５７－１ 0866-62-2321

岡山市 有限会社ケイエスライン　本社営業所 岡山県岡山市南区浜野４丁目２番３８号 086-238-5317

岡山市 双葉運輸株式会社　岡山営業所 岡山県岡山市中区倉富３３０－１ 086-276-9511

岡山市 株式会社まことサービス　本社営業所 岡山県岡山市中区桑野５１７－３ 086-276-2001

岡山市 株式会社タカラ倉庫運輸サービス　岡山営業所 岡山県岡山市南区当新田４１０－２ 086-243-2235

岡山市 有限会社倉益運輸　本社 岡山県岡山市東区九幡５５７－１０ 086-206-1400

岡山市 株式会社丸二運送　岡山東営業所 岡山県岡山市中区長岡５２６ 086-279-2138

岡山市 株式会社中四国丸和ロジスティクス　岡山食品物流セン 岡山県岡山市南区藤田５６４番２２１ 086-259-0775

岡山市 株式会社小橋商事　本社営業所 岡山県岡山市東区政津９１９番地５ 086-230-2857

岡山市 有限会社タックトランスポート　竹原営業所 岡山県岡山市東区楢原５２３－１－１０６ 086-297-0227

岡山市 浪速運送株式会社　岡山営業所 岡山県岡山市南区藤田字錦５６６－１４７ 086-296-6511

岡山市 衣笠運送株式会社　岡山営業所 岡山県岡山市北区三和１０００番地４ 086-294-7567

岡山市 イーエフ物流株式会社　本社営業所 岡山県岡山市南区箕島９５３－２ 086-281-8666

岡山市 西日本冷凍輸送株式会社　本社営業所 岡山県岡山市中区倉富３８６－１ 086-274-6006

岡山市 ＴＳネットワーク株式会社　岡山流通センター 岡山県岡山市南区浦安南町４９３－１４ 086-264-2110

岡山市 鴻池運輸株式会社　岡山早島配送センター 岡山県岡山市南区箕島３４９１－１ 086-238-1331

岡山市 株式会社イエローライン山陽　本社営業所 岡山県岡山市東区政津８９８－１ 086-948-5800

岡山市 大友ロジスティクスサービス株式会社　岡山営業所 岡山県岡山市北区今保１６６－２ 086-805-6220

岡山市 花王ロジスティクス株式会社　岡山東営業所 岡山県岡山市東区九蟠８００－８ 086-948-0092

岡山市 福山ロジスティクス株式会社　岡山営業所 岡山県岡山市北区野田４丁目１５－３０ 086-241-0220

岡山市 岡山県貨物運送株式会社　岡山西物流センター 岡山県岡山市南区山田２３１６－２３ 086-292-6663

岡山市 ヤマト運輸株式会社　岡山吉備津営業所 岡山県岡山市北区吉備津１００６－５ 080-5043-9021

岡山市 ヤマト運輸株式会社　岡山倉益営業所 岡山県岡山市中区倉益２５３－１ 080-5068-1605

岡山市 ヤマト運輸株式会社　東岡山営業所 岡山県岡山市中区西川原２６０－６ 080-6604-9379

岡山市 カトーレック株式会社　岡山南営業所 岡山県岡山市東区九蟠１０７５－１ 086-948-9333

岡山市 株式会社中国トラック　岡山営業所 岡山県岡山市南区万倍１２２－１０ 086-244-0110

岡山市 株式会社岡山シーアール物流　岡山東支店 岡山県岡山市東区君津１０６２‐１０ 086-948-4870

岡山市 福山通運株式会社　岡山支店 岡山県岡山市北区野田四丁目１５番３０号 086-241-0291

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 中国新潟運輸株式会社　岡山営業所 岡山県岡山市中区倉富２６８－１ 086-274-4713

岡山市 株式会社四国物流サービス　岡山営業所 岡山県岡山市南区築港元町１３－１８ 086-261-0324

岡山市 株式会社サカイ引越センター　岡山支社 岡山県岡山市北区下中野３１３－１０５ 086-244-1141

岡山市 古河運輸株式会社　岡山営業所 岡山県岡山市東区藤井２５９－３ 086-208-5230

岡山市 株式会社光運送　本社営業所 岡山県岡山市東区政津１０８５－１ 086-200-3010

岡山市 近物レックス株式会社　岡山支店 岡山県岡山市中区倉富２６８－１ 086-277-3977

岡山市 株式会社シンキ　本社営業所 岡山県岡山市東区西大寺中野４９０－１１ 086-944-5666

岡山市 有限会社岡本高速輸送　本社営業所 岡山県岡山市東区豊田３２８－１ 086-948-5002

岡山市 西山エキスプレス株式会社　岡山営業所
岡山県岡山市中区倉益３４１－１，３４１－３，３４１－

４
086-200-3133

岡山市 法成寺運輸株式会社　岡山営業所 岡山県岡山市中区倉富３９４ 086-274-6312

岡山市 愛知陸運株式会社　岡山営業所 岡山県岡山市南区藤田９１６－１ 086-296-6022

岡山市 是則岡山運輸株式会社　本社 岡山県岡山市南区山田２３１６番地２４ 086-292-6775

岡山市 ヤマト運輸株式会社　岡山御津営業所 岡山県岡山市北区御津宇垣１９５７－１ 080-6699-0837

岡山市 彦崎通運株式会社　本社 岡山県岡山市北区岡南町２丁目３番１号 086-222-1747

岡山市 ヒカリ産業株式会社　西大寺物流センター 岡山県岡山市東区西大寺浜４６０－４ 086-943-7566

岡山市 株式会社藤伸　岡山営業所 岡山県岡山市北区大内田８０８－３ 086-903-3060

岡山市 ナカウン株式会社　本社 岡山県岡山市中区倉富３４０－１８ 086-277-4140

岡山市 日生運輸株式会社　御津ロジックス営業所 岡山県岡山市北区御津高津１２０－１０ 086-724-3000

岡山市 株式会社サンキュウ・トランスポート・中国　岡山営業所 岡山県岡山市東区瀬戸町万富１０８１－３ 086-953-9039

岡山市 有限会社川口運送　本社営業所 岡山県岡山市中区倉富３７４－１０ 086-277-5538

岡山市 鶴信運輸株式会社　本社営業所 岡山県岡山市中区倉富３９４ 086-274-7218

岡山市 西大寺運送有限会社　本社営業所 岡山県岡山市東区神崎町１８３０－１ 086-943-6655

岡山市 姫路合同貨物自動車株式会社　岡山営業所 岡山県岡山市東区宍甘３４２－１ 086-278-0231

岡山市 日本通運株式会社　コンテナ課 岡山県岡山市北区野田４－１－９０ 086-241-1521

岡山市 中国糧飼輸送株式会社　岡山支店 岡山県岡山市南区中畦２５７番地の１ 086-298-9263

岡山市 新岡山陸運株式会社　本社営業所 岡山県岡山市中区江崎７４６－２ 086-276-1111

岡山市 玉島海運株式会社　岡山支店 岡山県岡山市南区築港元町８－３６ 086-263-2215

岡山市 藤森運輸株式会社　岡山物流センター 岡山県岡山市南区曽根５２４－２ 086-298-2155

岡山市 日本通運株式会社　中国警送支店岡山警送事業所 岡山県岡山市北区北長瀬表町１丁目６－１０７ 086-243-6900

岡山市 一宮運輸株式会社　大阪支店岡山営業所 岡山県岡山市東区西大寺金岡１３５５－１ 086-948-2033

岡山市 ヤマト運輸株式会社　岡山南営業所 岡山県岡山市南区浦安本町２９－７ 080-5068-1116

岡山市 丸十運輸倉庫株式会社　岡山支店 岡山県岡山市北区大内田１０４２ー６ 086-292-8311
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笠岡市 吉田海運株式会社　岡山営業所 岡山県笠岡市茂平２９１８－３９ 0865-66-0811

笠岡市 有限会社安東運輸　本社営業所 岡山県笠岡市茂平３４７５－１ 0865-66-5871

笠岡市 茂平運送有限会社　本社営業所 岡山県笠岡市西茂平５－１３ 0865-66-1459

笠岡市 三原運送有限会社　本社営業所 岡山県笠岡市有田２７０７－１ 0865-66-4100

玉野市 株式会社日ノ丸急送　岡山営業所 岡山県玉野市東高崎２５－１ 086-333-3751

玉野市 宇野港水産運輸株式会社　本社営業所 岡山県玉野市宇野１丁目１８－２０ 0863-31-7830

玉野市 ナイカイ運輸倉庫株式会社　本社 岡山県玉野市胸上２７２１ 0863-41-2121

玉野市 日本通運株式会社　宇野海運課 岡山県玉野市田井６丁目１－３０ 0863-31-0202

高梁市 株式会社平松運輸　本社営業所 岡山県高梁市川上町仁賀５３７－１ 0866-48-3588

高梁市 ナカウン株式会社　高梁営業所 岡山県高梁市津川町今津８６３－１ 0866-22-5311

高梁市 岡山福山通運株式会社　高梁営業所 岡山県高梁市落合町近似字稲荷谷８９－１ 0866-22-7222

新見市 株式会社平松運輸　新見営業所 岡山県新見市哲多町宮河内１８ 0867-96-2456

新見市 ＳＢＳゼンツウ株式会社　新見営業所 岡山県新見市石蟹４１－１ 0867-76-2300

新見市 株式会社仲岡運輸　本社営業所 岡山県新見市草間８９４６ 0867-75-2236

新見市 岡山県貨物運送株式会社　新見営業所 岡山県新見市新見３３４－１ 0867-72-2136

新見市 藤森運輸株式会社　新見営業所 岡山県新見市西方２７７４－１５ 0867-72-7578

真庭市 鴻池運輸株式会社　真庭配送センター 岡山県真庭市中原２０２－１１ 0867-45-0367

真庭市 高梁運輸株式会社　真庭営業所 岡山県真庭市宮地２２５２ 0866-52-3172

真庭市 成羽運送株式会社　真庭営業所 岡山県真庭市宮地字山際２５０８ 0866-52-2468

真庭市 ヤマト運輸株式会社　真庭蒜山営業所 岡山県真庭市蒜山中福田字大水口６４９－３，６５９－５ 080-5044-8688

瀬戸内市 岡山スイキュウ株式会社　瀬戸内物流センター 岡山県瀬戸内市長船町土師１６８－１ 0869-26-2372

瀬戸内市 株式会社菅野梱包運輸・ＳＫ観光　本社営業所 岡山県瀬戸内市長船町服部２９０－８ 0869-26-6600

瀬戸内市 株式会社ランテック　岡山支店 岡山県瀬戸内市長船町長船１１７７－２ 0869-66-0061

赤磐市 岡山トヨタロジテック株式会社　山陽ＩＣ営業所 岡山県赤磐市長尾１６５－１ 086-956-0266

赤磐市 佐川急便株式会社　山陽営業所 岡山県赤磐市沼田１０９１－１ 0570-01-0416

赤磐市 株式会社桜商事運輸　本社営業所 岡山県赤磐市尾谷字箱柳８９９番１ 086-955-9515

倉敷市 福山通運株式会社　倉敷支店 岡山県倉敷市中島字中新田参の１４７７－８ 086-465-5151

倉敷市 中国陸運株式会社　岡山南営業所　水島センター 岡山県倉敷市曽原９２３－１ 086-486-2007

倉敷市 日神運輸株式会社　岡山営業所 岡山県倉敷市南畝７丁目６－７ 086-450-3558

倉敷市 株式会社ヤマダ　クレーン運輸事業部倉敷支店 岡山県倉敷市南畝６丁目１４－１９ 086-455-3394

倉敷市 陸照運輸株式会社　水島営業所 岡山県倉敷市松江４丁目１１５６番９ 086-454-4800

倉敷市 ビューテック運輸株式会社　岡山営業所 岡山県倉敷市松江２丁目６－１４ 086-456-3861

倉敷市 岡山センコー運輸株式会社　水島営業所 岡山県倉敷市松江３－１８－２６ 086-455-5250
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倉敷市 株式会社山壱　本社営業所 岡山県倉敷市中島２１５７－１　Ｄ－２ 086-465-9060

倉敷市 双葉運輸株式会社　岡山西 岡山県倉敷市矢部６０２－１ 086-463-5166

倉敷市 株式会社西阿知運送　本社営業所 岡山県倉敷市中帯江３２ 086-435-0195

倉敷市 岡山県貨物運送株式会社　倉敷支店 岡山県倉敷市連島町連島字一の割１４２－５４ 086-448-3741

倉敷市 丸松株式会社　本社営業所 岡山県倉敷市玉島乙島８２３４－３１ 086-523-2232

倉敷市 株式会社福岡ソノリク　岡山支社営業所 岡山県倉敷市児島宇野津２０３０－１０ 086-475-1700

倉敷市 株式会社コダマ　倉敷営業所 岡山県倉敷市南畝６丁目１番３２号 086-441-9338

倉敷市 株式会社グローリー　倉敷営業所 岡山県倉敷市西阿知町新田３１番６ 086-441-8003

倉敷市 株式会社玉島コーワン運輸　本社営業所 岡山県倉敷市玉島乙島８２５６－２７ 086-526-7890

倉敷市 井倉運輸株式会社　水島営業所 岡山県倉敷市水島西千鳥町４番８ 086-441-3510

倉敷市 石井運輸株式会社　岡山営業所 岡山県倉敷市南畝１－９０－１３ 086-455-9319

倉敷市 弘栄産業株式会社　本社営業所 岡山県倉敷市松江３丁目３－２５ 086-455-1139

倉敷市 株式会社サンキュウ・トランスポート・中国　水島営業所 岡山県倉敷市南畝７丁目１２番４９号 086-450-3901

倉敷市 株式会社ニヤクコーポレーション　中国支店　水島事業所 岡山県倉敷市福江字アンボフ５７８－８ 086-485-3766

倉敷市 木村運送株式会社　本社営業所 岡山県倉敷市福江１３０２ 086-485-1316

倉敷市 株式会社丸運テクノサポート　本社営業所 岡山県倉敷市潮通二丁目１番地 086-455-9611

倉敷市 株式会社平松運輸　水島営業所 岡山県倉敷市松江三丁目９６７－１２ 086-456-5366

倉敷市 陸照運輸株式会社　本社営業所 岡山県倉敷市田ノ上７９２ 086-441-5500

倉敷市 株式会社エネックス　西日本支店　水島営業所 岡山県倉敷市南畝７丁目９－２６ 086-450-2320

倉敷市 米山運送株式会社　岡山支店 岡山県倉敷市連島２丁目１０－１ 086-448-6737

倉敷市 西日本エア・ウォーター物流株式会社　岡山ローリー営業 岡山県倉敷市南畝３丁目１０１－１ 086-456-1749

倉敷市 岡山輸送株式会社　本社営業所 岡山県倉敷市玉島乙島８２５９－４５ 086-441-7017

倉敷市 愛知車輌興業株式会社　岡山営業所 岡山県倉敷市南畝７－３６３ 086-455-9011

倉敷市 守永運輸株式会社　水玉事業所 岡山県倉敷市玉島乙島６６３０－１ 086-522-1520

倉敷市 ヤマト運輸株式会社　倉敷中央営業所 岡山県倉敷市笹沖３６２－３ 080-5044-7775

倉敷市 ヤマト運輸株式会社　倉敷玉島営業所 岡山県倉敷市新倉敷駅前５丁目１３８ 080-5068-1604

倉敷市 岩崎ライン株式会社　水島支店 岡山県倉敷市児島塩生金浜大開２８６９ 086-441-0080

倉敷市 丸十運輸倉庫株式会社　水島支店 岡山県倉敷市東塚７－３－４５ 086-455-9171

総社市 ワールドトランス株式会社　岡山営業所 岡山県総社市中央４丁目３－１１０ 0866-31-8222

総社市 株式会社ヨコタエンタープライズ　岡山営業所 岡山県総社市中央４丁目１０－１１４ 0866-31-7290

総社市 日本郵便株式会社　岡山郵便局 岡山県総社市長良１１４－２ 0866-31-5270

総社市 ヤマト運輸株式会社　総社営業所 岡山県総社市中央３丁目１５番１０６号 080-6699-5712

総社市 株式会社竹本商事運輸　総社営業所 岡山県総社市井手８８４－２ 0866-22-0311
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総社市 株式会社常陸　岡山営業所 岡山県総社市井尻野４３９－２ 0866-31-5322

総社市 株式会社平松運輸　岡山吉備営業所 岡山県総社市中央１丁目５－３５ 0866-93-0041

総社市 中国陸運株式会社　岡山西営業所 岡山県総社市井尻野３９－１ 0866-92-9393

総社市 日本通運株式会社　総社営業課 岡山県総社市長良４－１０ 0866-31-5350

津山市 ヤタガワ物流サービス株式会社　津山営業所 岡山県津山市下田邑２２３２－６ 0868-35-2623

津山市 有限会社さくら流通　本社営業所 岡山県津山市綾部１７５４－１ 0868-29-2850

津山市 三之丸通商株式会社　岡山営業所 岡山県津山市福田１３７２－１ 0868-28-7366

津山市 ヒカリ産業株式会社　津山営業所 岡山県津山市下田巴２２３２－１１ 086-832-8131

津山市 株式会社サカイ引越センター　岡山北支社 岡山県津山市河辺７１６－３ 0868-21-8330

津山市 繁屋運送株式会社　本社営業所 岡山県津山市福田１５６９－１ 0868-35-3013

津山市 株式会社平松運輸　津山営業所 岡山県津山市上野田３０４－２ 0866-48-3588

津山市 有限会社真成運輸　本社営業所 岡山県津山市杉宮８４６番地３ 0868-29-0779

津山市 有限会社峰南運輸　本社営業所 岡山県津山市大篠６３３－９ 0868-29-1103

津山市 ナカウン株式会社　津山営業所 岡山県津山市河面１１９８－１ 0868-26-3455

津山市 西濃運輸株式会社　津山営業所 岡山県津山市戸島９２６－３ 0868-28-5020

備前市 槙本運送株式会社　備前営業所 岡山県備前市新庄９５５－１ 0869-66-0553

備前市 株式会社船坂運送店　本社営業所 岡山県備前市野谷３１１－３ 0869-62-0681

備前市 有限会社阿部運送店　本社営業所 岡山県備前市三石２６５１－３ 0869-62-0172

備前市 コーワン株式会社　本社営業所 岡山県備前市東片上１８９－１ 0869-64-3333

備前市 西濃運輸株式会社　備前営業所 岡山県備前市香登西字大門１１－１ 0869-66-8100

久米郡 株式会社ユアック　本社営業所 岡山県久米郡美咲町吉ヶ原３９３番地の２ 0868-62-1500

勝田郡 株式会社オークラロジ　岡山営業所 岡山県勝田郡勝央町小矢田５ 086-832-8811

勝田郡 株式会社岡田商運　勝央営業所 岡山県勝田郡勝央町小矢田１７－１ 0868-38-7711

小田郡 司西日本株式会社　岡山営業所 岡山県小田郡矢掛町東三成１９７９－１ 086-684-1226

小田郡 藤枝運送株式会社　本社営業所 岡山県小田郡矢掛町小田２６－１ 0866-84-8401

都窪郡 丸協運輸株式会社　岡山営業所 岡山県都窪郡早島町矢尾８０８－２ 086-293-8110

都窪郡 株式会社サン・エクス　岡山営業所 岡山県都窪郡早島町矢尾８００ 086-903-1210

都窪郡 Ｌ物流株式会社　岡山営業所 岡山県都窪郡早島町早島４５０７番地３３ 086-259-1150

都窪郡 池田興業株式会社　岡山支店 岡山県都窪郡早島町早島３５５５－１ 086-483-0864

都窪郡 株式会社ＨＩ－ＬＩＮＥ　常温岡山センター 岡山県都窪郡早島町大字早島４３５８－６ 086-480-1290

都窪郡 株式会社河野　岡山営業所 岡山県都窪郡早島町早島３４３５番１ 086-483-1777

和気郡 渡辺運輸株式会社　岡山営業所 岡山県和気郡和気町本字牛飼場１１７７－６ 0869-93-0066
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