
H30.12.13
市区郡名 事業所名 住所 電話番号
山口市 フタバ運送有限会社　本社営業所 山口県山口市阿東生雲東分１２５０－２ 083-952-0010

新十和運輸株式会社　山口営業所 山口県山口市下小鯖９９２－１５ 083-929-3721

ヤマト運輸株式会社　山口中央支店 山口県山口市下小鯖字徳重６４３－１ 080-5044-9313

真幸重機有限会社　山口営業所 山口県山口市下小鯖字内山９９２番１３ 083-902-3161

株式会社岩谷運送　本店営業所 山口県山口市嘉川３６１１－１ 083-989-3516

ヤマト運輸株式会社　小郡支店 山口県山口市江崎２９１１番１，２９１３番３ 080-5045-2938

飯田運送株式会社　山口営業所 山口県山口市佐山字岩並１２１－１０ 083-989-3166

丸協運輸株式会社　山口営業所 山口県山口市佐山村山７４７－３２ 083-988-3990

ヤクルトロジスティクス株式会社　山口営業所 山口県山口市大字下小鯖９９２－２１ 083-927-0147

日通トランスポート株式会社　山口支店 山口県山口市大字朝田字流通センター６０１－２３ 083-921-6130

西部運輸株式会社　山口支店 山口県山口市鋳銭司字鋳銭司団地南１１８４－１５ 083-985-1121

株式会社ランクルーズ　鋳銭司営業所 山口県山口市鋳銭司字鋳銭司団地北４４７－４４ 0835-26-6321

株式会社協同　鋳銭司営業所 山口県山口市鋳銭司鋳銭司団地北４４７－４４ 083-985-0931

ホンダ運送株式会社　九州事業所 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

防通トランスポート株式会社　山口営業所 山口県山口市朝田流通センター６０１番地２８ 083-928-7414

岩国市 ヤマト運輸株式会社　岩国支店 山口県岩国市御庄字上古屋敷２６６，字清松８９２ 080-5045-2941

東山口運輸倉庫株式会社　本社営業所 山口県岩国市周東町上久原１２番９ 0827-83-1144

株式会社西中国陸運　本社営業所 山口県岩国市周東町上久原１２番地９ 0827-84-2541

広島急送株式会社　岩国営業所 山口県岩国市日の出町３－１ 0827-23-3780

岩陽産業有限会社　岩国営業所 山口県岩国市飯田町１丁目４番１号 0827-22-6744

西濃運輸株式会社　岩国営業所 山口県岩国市飯田町一丁目２－１ 0827-24-1131

宇部市 ヤマト運輸株式会社　宇部支店 山口県宇部市神原町３丁目２－１ 080-5044-9175

ヤマト運輸株式会社　宇部新川支店 山口県宇部市西平原３丁目１－３０ 080-5045-2940

日本通運株式会社　宇部支店総合物流センター 山口県宇部市善和字石が谷２０４－４６ 0836-62-2222

株式会社ミツワ　本社営業所 山口県宇部市大字妻崎開作１４８７－９ 0836-41-5566

西濃運輸株式会社　宇部支店 山口県宇部市大字妻崎開作字崎３０、３１ノろ１０１８－１ 0836-41-9556

ヤマト運輸株式会社　山陽小野田支店 山口県宇部市大字船木字木森５２６－１ 080-5045-2934

株式会社シバタ通商　本社営業所 山口県宇部市大字善和５４１－１３ 0836-62-0505

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

金子運送有限会社　本社営業所 山口県宇部市大字善和字東上瀬戸原２０７－１４ 0836-62-1110

株式会社ニヤクコーポレーション　中国支店宇部事業所 山口県宇部市大字東須恵字波多野開作発之割３８６１－１ 0836-41-9596

両備トランスポート株式会社　山口営業所 山口県宇部市東須恵３８６３番地 0836-41-3143

山陽小野田市 富士運輸株式会社　本社営業所 山口県山陽小野田市新沖三丁目１－１３ 0836-88-0153
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
下関市 株式会社ハート引越センター　山口営業所 山口県下関市一の宮住吉２丁目７－１３ 083-256-0567

ヤマト運輸株式会社　下関中央支店 山口県下関市一の宮住吉二丁目１２－６ 080-5045-2942

やまぐち県酪販売輸送株式会社　本社営業所 山口県下関市菊川町田部夢団地１番 083-288-2030

ヤマト運輸株式会社　新下関支店 山口県下関市垢田町５丁目９６６番１、４ 080-5045-2943

曽我運送株式会社　本社営業所 山口県下関市秋根北町５－１７ 083-256-3233

西濃運輸株式会社　下関営業所 山口県下関市長府扇町１－１０ 083-248-2929

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

株式会社茜商事　本社営業所 山口県下関市長府扇町６番２０号 083-249-2008

ヤマト運輸株式会社　下関東支店 山口県下関市長府扇町６番２５ 080-5451-5320

株式会社シンクラン　下関西営業所 山口県下関市東大和町２丁目２７－２１ 083-267-2800

ヤマト運輸株式会社　下関海峡支店 山口県下関市東大和町二丁目１２－２５ 080-6693-6500

ヤマト運輸株式会社　豊浦支店 山口県下関市豊浦町大字川棚字石塔１４７７番１７、１４７７番１４ 080-5045-2937

ヤマト運輸株式会社　下関椋野センター 山口県下関市椋野町２丁目４８６番１ 080-6699-6732

下松市 ヤマト運輸株式会社　下松支店 山口県下松市瑞穂町４丁目１－１３ 080-5045-2927

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

長谷川産業株式会社　本社営業所 山口県下松市大字末武下６３９番地９ 0833-41-4484

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

やまぐち県酪販売輸送株式会社　東部営業所 山口県下松市葉山１丁目８１９番２０ 0833-46-3895

株式会社シンクラン　周南営業所 山口県下松市葉山二丁目９０４－３３ 0833-46-2225

周南市 株式会社ティーユーロジネット　徳山営業所 山口県周南市久米９０５－１６ 0834-34-8840

徳山通運株式会社　新南陽営業所 山口県周南市古川町６番５号 0834-63-0314

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

日本通運株式会社　周南航空貨物センター 山口県周南市鼓海２丁目１１８番５２ 0834-25-5575

有限会社エス・イー・イー物流　徳山営業所 山口県周南市渚町４９００番地 0834-64-8480

ヤマト運輸株式会社　周南東支店 山口県周南市上遠石町１１－３ 080-5451-5348

徳山通運株式会社　本社営業所 山口県周南市大字栗屋３６４ 0834-25-4000

米山運送株式会社　山口支店 山口県周南市入船町２番２２号 0834-22-5115

ヤマト運輸株式会社　周南西支店 山口県周南市富田二丁目１９－１ 080-5451-7628

長門市 ヤマト運輸株式会社　長門支店 山口県長門市東深川字堤尻７７７－１，－２ 080-5045-2931

山陰福山通運株式会社　長門営業所 山口県長門市東深川上河原２３８６－１ 0837-22-2151

萩市 山陰福山通運株式会社　萩営業所 山口県萩市大字山田字東沖田４２３２－１ 0838-22-1615

ヤマト運輸株式会社　萩支店 山口県萩市大字椿字下霧口３２９－１ 080-5045-2930

やまぐち県酪販売輸送株式会社　萩営業所 山口県萩市大字椿字大屋後２０４１番地１ 0838-22-0126

光市 株式会社サンキュウ・トランスポート・中国　光営業所 山口県光市浅江５丁目２５－１０ 0833-71-3160

広府興産有限会社　光営業所 山口県光市大字小周防虹川１１００番地２ 0833-76-0172
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
有限会社山口カンキウ物流　本社営業所 山口県光市大字束荷９２１－１ 0820-48-3898

ヤマト運輸株式会社　光支店 山口県光市虹ヶ浜一丁目２－６ 080-5045-2936

防府市 株式会社ランクルーズ　山口営業所 山口県防府市佐野１４９２－４ 0835-26-6321

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

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

防府貨物運送株式会社　本社営業所 山口県防府市大字江泊字槌屋２５５０－６ 0835-24-1313

ヤマト運輸株式会社　防府支店 山口県防府市大字江泊字東塩屋１９８７－２２ 080-5045-2932

ヤマト運輸株式会社　防府西支店 山口県防府市大字植松瓜畠２５４番地２ 080-5045-2933

株式会社シンクラン　防府東営業所 山口県防府市大字植松字鰻原２６０ 0835-22-7772

防石陸運株式会社　本社営業所 山口県防府市大字植松字圓波１１５５ 0835-29-0281

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

有限会社扶桑物流　山口営業所 山口県防府市大字浜方２７２番地２６ 0835-38-8870

広府興産有限会社　防府営業所 山口県防府市大字浜方字鶴浜３２０－３ 0835-25-7200

美祢市 ヤマト運輸株式会社　美祢センター 山口県美祢市伊佐町伊佐字二ノ徳定４８３６－１ 080-5044-9134

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

中尾富士雄　本店営業所 山口県美祢市西厚保町本郷字大村沖２２０番地１ 0837-58-5186

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

柳井市 上村運送株式会社　柳井営業所 山口県柳井市伊陸７４５２番１ 0820-26-0132

ヤマト運輸株式会社　柳井支店 山口県柳井市新庄字兵者１５５４－３ 080-5045-2935

株式会社大畠　本社営業所 山口県柳井市神代４８０８ 0820-45-3330

福政運送有限会社　本社営業所 山口県柳井市大字伊陸５３８８－２ 0820-26-0494

大島郡 ヤマト運輸株式会社　周防大島センター 山口県大島郡周防大島町大字土居字平田６１８－１ 080-5451-5339

熊毛郡 柳井産業運輸株式会社　田布施営業所 山口県熊毛郡田布施町大字麻郷字源治３０６２－４ 0820-55-1111
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