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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）

安来市 ヤマト運輸株式会社　安来支店 島根県安来市赤江町１８８５－４ 080-5451-5628

安来市 株式会社日立物流西日本　広島機工営業所　安来機工係 島根県安来市安来町９１７－１０ 0854-22-4040

安来市 日本通運株式会社　安来営業所 島根県安来市亀島町１２－１ 0854-23-0202

安来市 安来市場運送有限会社　安来営業所 島根県安来市下坂田町１０５－１ 0854-22-2672

安来市 有限会社湯浅建材　本社営業所 島根県安来市下坂田町２９０－５ 0854-23-7340

安来市 有限会社ナカジマ　安来営業所 島根県安来市黒井田町９６０－２ 0854-22-1131

安来市 有限会社丸和運輸　本社営業所 島根県安来市中津町１３－１ 0854-22-1686

雲南市 有限会社サンコープ雲南　本社営業所 島根県雲南市三刀屋町三刀屋１１２９－５ 0854-45-0080

雲南市 長福運送株式会社　島根営業所 島根県雲南市掛合町掛合１８４４番地 0854-62-0317

雲南市 掛合運送有限会社　掛合営業所 島根県雲南市掛合町掛合９４５ 0854-62-0151

雲南市 有限会社福島商事　本社営業所 島根県雲南市加茂町加茂中１０５３－１５ 0854-49-8022

雲南市 有限会社森山運輸　本社営業所 島根県雲南市大東町下阿用１０２３－８ 0854-43-4342

雲南市 日本通運株式会社　木次営業所 島根県雲南市木次町里方１０８９－２４ 0854-42-0202

雲南市 株式会社雲南物流　本社営業所 島根県雲南市木次町山方１１１４－３ 0854-42-0814

益田市 株式会社益田重機運輸　益田営業所 島根県益田市高津４丁目１５番１８号 0856-22-0079

益田市 株式会社植松　益田営業所 島根県益田市白上町イ６９番 0856-28-8181

江津市 ヤマト運輸株式会社　江津支店 島根県江津市渡津町３０７－１ 080-5044-8178

江津市 山陰福山通運株式会社　江津営業所 島根県江津市渡津町９６１－１７ 0855-52-3333

江津市 江津通産株式会社　本社営業所 島根県江津市江津町１３３９－１ 0855-52-2214

江津市 エヌピー運輸岩国株式会社　江津営業所 島根県江津市江津町１２８０ 0855-52-1676

江津市 有限会社エイワ運輸　江津営業所 島根県江津市都野津町２３４７－１ 0855-53-4572

江津市 有限会社島根急送　本社営業所 島根県江津市敬川町４０５－２ 0855-53-0211

出雲市 三協貨物株式会社　平田支店 島根県出雲市灘分町２０６２ 0853-63-3311

出雲市 東陽運送有限会社　本社営業所 島根県出雲市白枝町６９４－５ 0853-22-2221

出雲市 佐川急便株式会社　出雲営業所 島根県出雲市白枝町１１８６－１ 0853-23-7110

出雲市 株式会社出雲急配　出雲営業所 島根県出雲市古志町２４０９番地１ 0853-25-7811

出雲市 有限会社柿木運送　西園営業所 島根県出雲市西園町３５２２－１９ 0853-28-0102

出雲市 上田コールド株式会社　出雲営業所 島根県出雲市長浜町３０５７－１２ 0853-27-0123

出雲市 ヤマト運輸株式会社　大社支店 島根県出雲市長浜町６５９－３８ 080-5044-8202

出雲市 日本通運株式会社　出雲支店 島根県出雲市長浜町１３７２－１４ 0853-28-3100

出雲市 山陰福山通運株式会社　出雲支店 島根県出雲市長浜町４５７－６ 0853-28-1700

出雲市 掛合運送有限会社　出雲営業所 島根県出雲市江田町１０ 0853-21-2304

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（島根県）
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出雲市 有限会社ワーク商事　本社営業所 島根県出雲市矢野町８１４－２ 0853-23-2024

出雲市 出雲配送有限会社　本社営業所 島根県出雲市稗原町２１５９－３ 0853-48-1033

出雲市 礒辺運輸有限会社　島根営業所 島根県出雲市馬木町２３０番１２ 0853-48-9226

出雲市 有限会社斐川農協配送センター　本社営業所 島根県出雲市斐川町上庄原１７５３ 0853-73-9628

出雲市 山陰運送株式会社　出雲支店 島根県出雲市斐川町直江４９５７ 0853-72-7231

出雲市 双葉運輸株式会社　島根営業所 島根県出雲市斐川町直江５０１７－１ 0853-72-7102

松江市 山陰福山通運株式会社　松江支店 島根県松江市東津田町１２４７ 0852-26-3511

松江市 ＡＬＳＯＫ山陰株式会社　警送支店 島根県松江市古志原３丁目１番地１９号 0852-61-3399

松江市 三島運輸有限会社　松江営業所 島根県松江市八雲台２－１３－２４ 0852-26-7520

松江市 旭興業運輸株式会社　本社営業所 島根県松江市八幡町８７６－４ 0852-37-2821

松江市 日本通運株式会社　物流センター事業所 島根県松江市八幡町９５３－１６ 0852-37-0246

松江市 株式会社中国物流サービス　松江営業所 島根県松江市富士見町１番地２１ 0852-37-1805

松江市 合銀ビジネスサービス株式会社　松江営業所 島根県松江市平成町１８２番９ 0852-55-7360

松江市 株式会社雲南物流　松江営業所 島根県松江市乃木福富町３８６－２ 0852-67-5403

松江市 株式会社中国トランスポート　松江営業所 島根県松江市東長江町９０２－４４ 0852-36-5858

松江市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　松江支店 島根県松江市西川津町４１８１ 0852-28-0885

松江市 ヤマト運輸株式会社　松江橋北支店 島根県松江市西川津町４１８１ 080-5068-1109

松江市 有限会社竹谷運送　八束営業所 島根県松江市八束町入江４２６ 0852-76-2293

松江市 日本通運株式会社　松江支店 島根県松江市平成町１８２－９ 0852-21-0202

松江市 日産部品山陰販売株式会社　本社営業所 島根県松江市東出雲町揖屋３４２３－１ 0852-52-5252

松江市 有限会社山陰低温輸送　本社営業所 島根県松江市東出雲町下意東１３６－５ 0852-52-2635

松江市 國神運輸有限会社　本社営業所 島根県松江市東出雲町錦浜５８３－７ 0852-52-2423

松江市 ヤマト運輸株式会社　松江玉造支店 島根県松江市玉湯町湯町１９６５－１ 080-6699-1440

松江市 ハーコブ株式会社　松江営業所 島根県松江市宍道町西来待８７２番地２５ 0852-66-0333

大田市 佐川急便株式会社　島根大田営業所 島根県大田市大田町大田ロ１１７６－４ 0854-84-0301

浜田市 有限会社港町運送　浜田営業所 島根県浜田市上府町イ１８３５－１４ 0855-23-6804

浜田市 広芸運輸有限会社　浜田営業所 島根県浜田市下府町３２７－８１ 0855-23-1725

浜田市 有限会社日本海商事　浜田営業所 島根県浜田市下府町３２７番地７９ 0855-25-5022

浜田市 佐川急便株式会社　浜田営業所 島根県浜田市下府町３２７－１０６ 0855-22-9560

浜田市 有限会社高原運送　浜田営業所 島根県浜田市長沢町１５４０ 0855-27-1076

浜田市 日豊トランスポート株式会社　浜田営業所 島根県浜田市熱田町２０８７－３ 0855-26-1277

浜田市 日本通運株式会社　浜田支店 島根県浜田市周布町口３７９－８ 0855-26-1702

浜田市 山陰福山通運株式会社　浜田支店 島根県浜田市日脚町２６８ 0855-27-1093

浜田市 有限会社高原運送　本社営業所 島根県浜田市治和町イ８７ 0855-27-1076

鹿足郡 有限会社阿部商事　本社営業所 島根県鹿足郡津和野町滝元１４３１－３ 0856-74-0321
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鹿足郡 田原資材株式会社　本社営業所 島根県鹿足郡吉賀町柿木村大野原５８０番地２ 0856-79-8008

鹿足郡 吉賀運送有限会社　六日市営業所 島根県鹿足郡吉賀町沢田７８８－２ 0856-77-0125

鹿足郡 株式会社ロディック　本社営業所 島根県鹿足郡吉賀町抜月４４番地２ 0856-78-0496

邑智郡 三江線運輸有限会社　因原営業所 島根県邑智郡川本町大字因原１９８－１ 0855-72-0328

邑智郡 邑南運送有限会社　田所営業所 島根県邑智郡邑南町上田所１１７－１ 0855-83-0132
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