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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 株式会社永井運送　広島第二営業所 広島県安芸高田市八千代町下根１８０５－１ 0826-52-2066

呉市 株式会社ＴＥＳ　　ＪＭＵ呉事業所
広島県呉市昭和町２番１号　ＪＭＵ呉事業所内（総合ハウ

ス３階）
0823-21-3168

呉市 株式会社アシスト　呉事業所 広島県呉市広多賀谷２丁目５－４８ 0823-43-1260

呉市 堀口海運株式会社　広営業所 広島県呉市広多賀谷３丁目３－８８ 0823-72-8289

呉市 仁方運輸株式会社　本社 広島県呉市広白石２丁目４－５３ 0823-72-2156

呉市 有限会社冨士運輸　本社 広島県呉市広白岳３－１－４５ 0823-72-7100

呉市 株式会社奈良運送　本社営業所 広島県呉市広多賀谷２－６－２０ 0823-73-3355

呉市 大森運送株式会社　呉営業所 広島県呉市仁方桟橋通１５１１－６８ 0823-31-5000

呉市 株式会社丸二運送　呉本社営業所 広島県呉市築地町４－７ 0823-21-5115

呉市 ヤマト運輸株式会社　呉中央営業所 広島県呉市焼山中央２丁目１３－３４ 080-5044-8073

呉市 たくみ運送株式会社　安浦営業所 広島県呉市安浦町大字中畑字小橋谷８ 0823-83-6051

呉市 三和運輸株式会社　本社営業所 広島県呉市広徳丸町３－６ 0823-71-5166

呉市 株式会社ユーシントランスポート　本社営業所 広島県呉市天応大浜４丁目１－１ 0823-30-0318

呉市 西濃運輸株式会社　呉営業所 広島県呉市広大新開１－２－４４ 0823-71-2161

呉市 クレコレクトサービス株式会社　本社 広島県呉市吉浦新町２丁目５番４号 0823-36-7977

広島市 有限会社吉原運送　本社 広島県広島市安芸区上瀬野南２－１０－１５ 082-894-0820

広島市 明和運送株式会社　物流センター営業所 広島県広島市南区出島２丁目１４－１３ 082-250-6150

広島市 株式会社ティーウエスト　広島西営業所 広島県広島市西区草津港１丁目７－４ 082-275-5553

広島市 不二倉庫運輸株式会社　運輸部 広島県広島市西区草津港２丁目７－５ 082-277-7800

広島市 八紘運輸有限会社　本社営業所 広島県広島市安佐南区伴西２丁目４－１ 082-849-4110

広島市 株式会社カワサキ運輸　本社営業所 広島県広島市佐伯区屋代２丁目９－３２－１０１ 0829-20-1717

広島市 トランコムＴＳ株式会社　広島安佐南営業所 広島県広島市安佐南区伴西３丁目７－４ 082-555-8162

広島市 伸光運輸株式会社　安佐営業所 広島県広島市安佐北区安佐町大字飯室１９１７ 082-516-5440

広島市 株式会社ヤマザキ物流　広島営業所 広島県広島市安佐北区大林２丁目３－１ 082-810-5610

広島市 株式会社エス．アール．シー　本店営業所 広島県広島市安佐南区伴中央二丁目５番１７号 082-849-5318

広島市 ＴＳネットワーク株式会社　広島流通センター 広島県広島市安芸区矢野新町２－３－３８ 082-885-3777

広島市 晃栄産業株式会社　本社営業所 広島県広島市中区江波南３丁目１３－２０ 082-258-5620

広島市 三次郵便逓送株式会社　広島営業所 広島県広島市安佐南区伴西３丁目７－５ 080-8235-4838

広島市 明和運送株式会社　配送センター営業所 広島県広島市南区出島一丁目３２－４１ 082-253-4010

広島市 株式会社サン・エクス　沼田センター 広島県広島市安佐南区伴中央五丁目１６番１９号 082-849-4744

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 大友ロジスティクスサービス株式会社　広島五日市営業所 広島県広島市佐伯区五日市港２丁目５－７ 082-943-5590

広島市 広鉄運輸株式会社　本社 広島県広島市南区出島１丁目２１－９ 082-253-7766

広島市 日本郵便株式会社　広島郵便局 広島県広島市佐伯区石内東２－１７－１ 082-554-5120

広島市 有限会社広島流通企画　広島営業所 広島県広島市安佐北区上深川町森之木７７２－１ 082-844-0077

広島市 シモハナ物流株式会社　矢野営業所 広島県広島市安芸区矢野新町２丁目４－３７ 082-885-4087

広島市 株式会社サカイ引越センター　広島北支社 広島県広島市佐伯区石内北２丁目１－６ 082-849-6607

広島市 株式会社井口産交　本社営業所 広島県広島市佐伯区石内南１丁目１４番１号 082-208-0015

広島市 安佐運送株式会社　久地営業所
広島県広島市安佐北区安佐町大字久地字名原２６８３番地

１６３
082-810-3010

広島市 広島運輸株式会社　出島営業所 広島県広島市南区出島２丁目１２ー９ 082-256-5630

広島市 伸光運輸株式会社　本社営業所 広島県広島市西区草津港１丁目９－１ 082-277-1550

広島市 株式会社ティーユーロジネット　可部営業所 広島県広島市安佐北区三入南１丁目１番３ 082-818-8540

広島市 株式会社グロー物流　本社営業所 広島県広島市安佐北区大林町６０７ 082-818-1222

広島市 株式会社エムケー　広島西支店 広島県広島市安佐南区伴西２丁目２－１１ 082-848-8855

広島市 株式会社タカキ物流サービス　広島 広島県広島市安芸区中野東３丁目７－１ 082-820-2033

広島市 株式会社日研　西風新都 広島県広島市安佐南区伴西３丁目６－２０ 082-962-5452

広島市 日新配送株式会社　広島 広島県広島市南区出島２丁目２１－５９ 082-255-8834

広島市 鳥井油業株式会社　外販営業所 広島県広島市南区月見町２１２９番１４ 082-510-5811

広島市 中国新聞輸送株式会社　土橋営業所 広島県広島市中区土橋町７番１号 082-233-0530

広島市 中国新聞輸送株式会社　井口営業所 広島県広島市西区商工センター７丁目６－３０ 082-277-0770

広島市 シモハナ物流株式会社　西風新都営業所 広島県広島市安佐南区伴南２丁目８００５－１８ 082-849-2700

広島市 株式会社丸二運送　広島西営業所 広島県広島市西区草津港３丁目２－１ 082-277-6123

広島市 ミサキ運送株式会社　本社営業所 広島県広島市西区草津港２丁目３－１４ 082-277-1800

広島市 広島急送株式会社　本社営業所 広島県広島市安佐北区口田町８７３－８ 082-842-6060

広島市 株式会社ニッポー　本社営業所 広島県広島市安芸区船越南１丁目６－１ 082-823-6641

広島市 山陽運輸株式会社　本社営業所 広島県広島市安佐南区八木町字渡５１４８－５ 082-873-7887

広島市 広島相互運輸株式会社　石内営業所 広島県広島市佐伯区石内南２丁目３－７ 082-941-5117

広島市 芸北急送株式会社　八木営業所 広島県広島市安佐南区八木町字渡５１５７－３０ 082-873-1477

広島市 有限会社大成産業　本社 広島県広島市安佐北区口田１丁目２１－１３－５ 082-843-1425

広島市 ヤマト運輸株式会社　広島舟入南営業所 広島県広島市中区舟入南２丁目５－１９ 080-6604-8049

広島市 ヤマト運輸株式会社　広島安佐営業所 広島県広島市安佐北区安佐町飯室字横田４１７５番２ 082-849-0141

広島市 株式会社ネストロジスティクス　広島東営業所 広島県広島市東区馬木７丁目１９８４ 082-883-0700

広島市 ジェイロジスティクス株式会社　広島営業所 広島県広島市安佐南区伴南２丁目１－１９ 082-849-6655
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広島市 株式会社岡明運送　矢野営業所 広島県広島市安芸区矢野新町２ー２－２２ 082-884-1150

広島市 株式会社カミオカ　本社営業所 広島県広島市安佐北区可部９丁目２８－６ 082-812-3476

広島市 有限会社サンキ・メディハート　本社 広島県広島市西区草津港３丁目３番３３号 082-270-1145

広島市 トナミ運輸中国株式会社　通運広島支店 広島県広島市南区東駅町１－３－３ 082-284-4747

広島市 株式会社アサヒセキュリティ　広島警送事業所 広島県広島市西区井口明神１丁目１番２４号 082-270-3944

広島市 大西運輸株式会社　本社営業所 広島県広島市南区元宇品町３－５ 082-251-6278

広島市 株式会社マツダ運輸大阪　広島営業所 広島県広島市南区出島２丁目１４－３９ 082-250-5225

広島市 住岡運送株式会社　本社営業所 広島県広島市西区草津港２－３－３０ 082-277-7474

広島市 日本通運株式会社　中国警送支店広島警送事業所 広島県広島市中区光南６丁目２－２５ 082-248-6605

江田島市 能美運輸株式会社　本社 広島県江田島市能美町大字鹿川３０７１－４ 0823-45-2153

三原市 ヤマト運輸株式会社　広島三原営業所 広島県三原市宮浦３丁目３０－３６ 080-5044-8032

三原市 有限会社山本水産輸送　広島営業所 広島県三原市長谷５丁目２５５番１ 0848-60-9066

三原市 ニビシ運輸株式会社　広島営業所 広島県三原市南方１丁目４番１５号 0848-86-4501

三原市 広島綜合警備保障株式会社　三原営業所 広島県三原市城町２丁目１３番６８号 0848-29-9007

三原市 有限会社八千代運輸倉庫　三原営業所 広島県三原市南方１丁目３番１号 0848-86-6788

三原市 今井運送株式会社　三原営業所 広島県三原市本郷町南方字中山２０１５７ 0848-86-0801

三原市 株式会社ムロオ　三原営業所 広島県三原市長谷五丁目４番２１号 0848-66-4616

三原市 ヤマト運輸株式会社　三原古浜営業所 広島県三原市古浜２丁目１１－１１ 080-6698-4359

三原市 日本通運株式会社　中国警送支店広島警送事業所三原警送 広島県三原市古浜３丁目７－１ 0848-62-4124

三原市 山陽トラック株式会社　三原営業所 広島県三原市明神５丁目２番１号 0848-64-7238

三原市 山陽トラック株式会社　神田営業所 広島県三原市大和町下徳良２１６０－１ 0847-33-0026

三原市 株式会社東酪　本社営業所 広島県三原市南方３ー１０ー３ 0848-86-3155

三次市 有限会社広島流通企画　三次営業所 広島県三次市南畑敷町８３２－１ 082-469-0077

三次市 西部運輸株式会社　三次営業所 広島県三次市南畑敷町７５２－１ 0824-65-6112

三次市 ヤマト運輸株式会社　三次主管支店 広島県三次市東酒屋町３０６－６６ 0824-62-5633

三次市 西濃運輸株式会社　三次営業所 広島県三次市三次町１６４０－４ 0824-62-4415

庄原市 高尾運送株式会社　本社 広島県庄原市東城町福代１４５－１ 08477-2-3233

庄原市 庄原通運株式会社　本社 広島県庄原市山内町４４２－３ 0824-74-0141

庄原市 有限会社福岡運送　本社 広島県庄原市東本町２丁目８－１６ 0824-72-1266

東広島市 東広商事株式会社　西大沢 広島県東広島市西大沢２丁目５００番２８５ 082-426-3465

東広島市 大友ロジスティクスサービス株式会社　東広島営業所 広島県東広島市志和町七条椛坂字城迫１４５６－１ 082-400-9050

東広島市 今井運送株式会社　東部営業所 広島県東広島市高屋台１丁目７－３０ 082-437-5955

東広島市 株式会社友成　本社営業所 広島県東広島市黒瀬町宗近柳国１０３９５－３ 0823-43-1201
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東広島市 豊国自動車株式会社　本社 広島県東広島市西条町大字御薗宇下神田６２９３－１ 082-423-2511

東広島市 有限会社広島流通企画　本社営業所 広島県東広島市黒瀬町丸山２７７－１８ 0823-82-7777

東広島市 大栄運輸株式会社　本社営業所 広島県東広島市黒瀬町大字宗近柳国４３１－２ 0823-70-4114

東広島市 福山通運株式会社　東広島支店 広島県東広島市西条町下見４４９－２ 082-422-2511

東広島市 株式会社ムクダ産業運輸　本社営業所 広島県東広島市黒瀬町津江１３５８－１ 0823-82-8111

東広島市 西日本エア・ウォーター物流株式会社　広島営業所 広島県東広島市八本松西６丁目１４－１１ 082-497-4883

東広島市 株式会社ヤマショウ物流　本店営業所 広島県東広島市三永３丁目１９番地３ 082-426-2101

東広島市 リジョートランスポート株式会社　志和営業所 広島県東広島市志和町大字七条椛坂４８８－２１４ 082-433-3359

東広島市 三協貨物株式会社　東広島営業所 広島県東広島市志和流通１－１８ 082-433-0064

東広島市 株式会社アロード　東広島営業所
広島県東広島市志和町大字冠字飛迫６５－１８，７７－１

７
082-433-5564

東広島市 株式会社河野　広島東営業所 広島県東広島市志和町志和東字小越１０８９５－３３６ 082-420-5566

東広島市 広島急送株式会社　東広島物流センター 広島県東広島市八本松西六丁目１４番８号 082-497-0350

東広島市 両備トランスポート株式会社　セメント安芸営業所 広島県東広島市西条町田口３０２４ 082-255-8181

東広島市 有限会社東奥商会　本社営業所 広島県東広島市西条町下三永４０－１ 082-426-0277

東広島市 株式会社安全運輸　本社営業所 広島県東広島市黒瀬町大多田６４－２ 0823-82-8553

東広島市 ゲイソー・ロジスティクス株式会社　本社営業所 広島県東広島市志和町志和東１０８９５－２９６ 082-433-0792

東広島市 西濃運輸株式会社　東広島営業所 広島県東広島市西条町御薗宇７６２－１ 082-423-3103

廿日市 株式会社ティーウエスト　本社営業所 広島県廿日市市大野２丁目８－１１ 0829-50-0047

廿日市 株式会社中村流通　　広島西営業所 広島県廿日市市宮内４３０５－６ 0829-87-7700

廿日市 株式会社サンエックス　広島営業所 広島県廿日市市木材港北１２－１７ 082-932-6663

廿日市 福山通運株式会社　廿日市支店 広島県廿日市市木材港南９－４５ 0829-32-1100

廿日市 株式会社広島トランスポート　本社 広島県廿日市市串戸６丁目４－１７ 0829-32-5630

廿日市 藤和産業株式会社　本社営業所 広島県廿日市市沖塩屋１丁目９－１３ 0829-54-0800

廿日市 西日本車輌運輸株式会社　広島支店 広島県廿日市市木材港北８番７１号 0829-20-5420

廿日市 広島鉄道荷物株式会社　本社営業所 広島県廿日市市木材港南６－３４ 0829-32-7172

廿日市 津田高速運輸株式会社　本社営業所 広島県廿日市市木材港南６－４１ 0829-32-2215

廿日市 中国新聞輸送株式会社　本社営業所 広島県廿日市市大野３８７－３ 0829-50-2855

廿日市 飯田運送株式会社　本社営業所 広島県廿日市市大野９８１－１ 0829-50-0051

廿日市 西濃運輸株式会社　西広島支店 広島県廿日市市木材港南８－１８ 082-931-5050

尾道市 株式会社ロンコ・ジャパン　広島東支店 広島県尾道市高須町４丁目４８４０－１ 0848-36-5132

尾道市 シモハナ物流株式会社　尾道第１営業所 広島県尾道市西藤町字長黒２９１－１ 0848-38-7788

尾道市 大伸興運有限会社　本社 広島県尾道市高須町５５８０番地 0848-46-3800
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尾道市 田中運輸株式会社　尾道営業所 広島県尾道市久保町１９８１－１ 0848-37-6275

尾道市 株式会社シーエックスカーゴ　尾道流通センター 広島県尾道市美ノ郷町本郷字新本郷２０００１－１ 0848-20-5376

尾道市 西濃運輸株式会社　尾道営業所 広島県尾道市高須町字有江台２９５６－１１ 0848-47-2000

府中市 株式会社朝日倉庫　本社営業所 広島県府中市中須町３７２ 0847-45-3011

福山市 西日本エア・ウォーター物流株式会社　福山ローリー 広島県福山市箕沖町１０５番地の４ 084-920-3285

福山市 株式会社福山重機　本社営業所 広島県福山市新涯町２丁目１６番２８号 084-982-6400

福山市 福山瑞穂運輸株式会社　本社営業所 広島県福山市西新涯町２－２３－１７ 084-954-4220

福山市 諸星運輸株式会社　福山ロジスティックセンター 広島県福山市神辺町大字上御領字西法田４６５－２ 084-966-3140

福山市 株式会社シンクラン　福山営業所 広島県福山市水呑町字落目４００８－１ 090-9495-5125

福山市 神原ロジスティクス株式会社　福山物流センター 広島県福山市箕沖町１０９番５ 084-981-2180

福山市 幸福運輸株式会社　本社営業所 広島県福山市箕沖町１０５－１８ 084-920-2834

福山市 株式会社高宮運送　福山営業所 広島県福山市赤坂町大字赤坂１１９４番地２ 084-961-4703

福山市 ＳＲ物流株式会社　本社 広島県福山市引野町４丁目１番８号 084-941-8150

福山市 西部運輸株式会社　本社 広島県福山市箕沖町１０５－１７ 084-954-6540

福山市 有限会社扶桑ライン　本社営業所 広島県福山市駅家町上山守１０８ー３ 084-976-7918

福山市 有限会社岡村商運　本社営業所 広島県福山市明神町２丁目７番３１号 084-926-9036

福山市 株式会社広島トランスポート　福山営業所 広島県福山市南松永町４－１１－１１ 084-939-5122

福山市 株式会社中国トラック　福山営業所 広島県福山市曙町一丁目１０番１８号 084-943-0110

福山市 日神運輸株式会社　本社営業所 広島県福山市神辺町大字川南５６８－４ 084-963-6281

福山市 有限会社扶桑エキスプレス　本社営業所 広島県福山市駅家町大字上山守１０８番３ 084-977-1588

福山市 株式会社生興運送　福山営業所 広島県福山市曙町四丁目９番１０号 080-2931-9659

福山市 中国新聞輸送株式会社　福山営業所 広島県福山市駅家町法成寺１６１３－７ 084-949-3433

福山市 昭和陸運株式会社　本社 広島県福山市引野町４丁目１－８ 084-941-8150

福山市 有限会社扶桑物流　本社営業所 広島県福山市駅家町上山守１０８－３ 084-977-0801

福山市 沖藤運送株式会社　本社 広島県福山市南手城町３丁目１６－１０ 084-932-1717

福山市 倉敷運輸株式会社　西日本陸運部　福山陸運課 広島県福山市鋼管町１（ＪＦＥ物流ビル１階） 084-945-4247

福山市 ヤマト運輸株式会社　福山神辺営業所 広島県福山市神辺町川南１４１６番地６ 080-5044-7877

福山市 ヤマト運輸株式会社　福山南営業所 広島県福山市曙町６丁目１２－１０ 080-6604-6587

福山市 有限会社丸善運送　本社営業所 広島県福山市横尾町２丁目１４－１５ 084-955-4757

福山市 有限会社エス・イー・イー物流　福山営業所 広島県福山市大門町大字津之下源造３０１１ 084-946-5559

福山市 株式会社サンキュウ・トランスポート・中国　福山営業所 広島県福山市曙町６丁目７－２ 084-981-3139

福山市 株式会社壽運送　本社営業所 広島県福山市曙町４－６－２３ 084-953-0775

福山市 株式会社ソニア物流　本社 広島県福山市箕沖町１１５－２ 084-954-5101
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福山市 西部物流株式会社　本社 広島県福山市箕沖町１０５－１７ 084-954-6548

福山市 株式会社ニヤクコーポレーション　福山事業所 広島県福山市箕沖町１６－１ 084-954-0289

福山市 福山ドリーム運輸株式会社　本社営業所 広島県福山市箕沖町１０５－１８ 084-920-2823

福山市 株式会社中四国丸和ロジスティクス　福山営業所 広島県福山市山手町５丁目３０－２３ 084-949-2312

福山市 株式会社エーディジャパン　本社営業所 広島県福山市曙町４丁目４番８号 084-981-2814

福山市 西濃運輸株式会社　福山支店 広島県福山市御幸町森脇字西光寺１２６３ 084-976-7818

福山市 佐川急便株式会社　福山北営業所 広島県福山市新市町戸手２１４－１ 0570-01-0683

福山市 西部運輸株式会社　福山支店 広島県福山市箕沖町２８－１ 084-953-1122

福山市 日本通運株式会社　福山支店 広島県福山市鋼管町１ 084-941-1560

福山市 ＮＸ備通株式会社　福山国際輸送支店 広島県福山市箕島町字須之脇東端４８４－２５ 084-981-0206

安芸郡 福山瑞穂運輸株式会社　広島営業所 広島県安芸郡坂町北新地四丁目４番３４号 082-847-2226

安芸郡 広島鋼機株式会社　本社営業所 広島県安芸郡坂町北新地四丁目１番２７号 082-884-1313

安芸郡 八紘運輸有限会社　熊野営業所 広島県安芸郡熊野町川角４丁目３２番６号 082-855-4311

安芸郡 株式会社樹運輸　海田営業所 広島県安芸郡海田町明神町２－１１８ 082-298-1005

安芸郡 株式会社ユーザーロジスティックス　坂営業所 広島県安芸郡坂町２１２９０番地２ 082-884-0020

安芸郡 株式会社ティーユーロジネット　本社 広島県安芸郡坂町北新地１丁目１２０１１－１２ 082-884-0404

安芸郡 フジックス株式会社　本社 広島県安芸郡海田町国信２丁目５－６ 082-821-3022

安芸郡 実勝運輸有限会社　熊野営業所 広島県安芸郡熊野町川角４丁目３２番６号 082-855-4311

安芸郡 ケーエルサービス西日本株式会社　広島営業所 広島県安芸郡海田町南明神町３－９２ 082-821-1821

安芸郡 株式会社カントラロジ　広島営業所 広島県安芸郡海田町国信１丁目５番６号 082-824-1080

安芸郡 シモハナ物流株式会社　文書情報事業部 広島県安芸郡坂町平成ヶ浜４丁目１－１０３ 082-548-8855

安芸郡 村田運送株式会社　本社営業所 広島県安芸郡海田町明神町３－３３ 082-824-1155

安芸郡 ヤマト運輸株式会社　広島坂町営業所 広島県安芸郡坂町北新地４丁目２－６７ 080-5044-8354

山県郡 株式会社岡明運送　北広島営業所 広島県山県郡北広島町新氏神８７－１ 082-673-0918

山県郡 大興運輸株式会社　広島物流センター 広島県山県郡北広島町新郷６番２ 0826-72-0023

山県郡 有限会社豊田水産運輸　広島北営業所 広島県山県郡北広島町新氏神１１２－１ 0826-72-7060

山県郡 株式会社岡野商店　本社 広島県山県郡北広島町南方字中山１０２０６番１０ 0826-72-3181

山県郡 今井運送株式会社　千代田営業所 広島県山県郡北広島町大字新氏神５－２ 0826-72-4142

世羅郡 山陽トラック株式会社　甲山営業所 広島県世羅郡世羅町大字本郷５－２ 0847-22-0721
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