貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
広島市

事業所名

安全性優良事業所
住所

（広島県）
電話番号

富士運送株式会社 本社
いづみ運輸株式会社 本社営業所
有限会社ティ・ワイ 広島支店
シモハナ物流株式会社 矢野営業所
ヤマト運輸株式会社 広島祇園センター
株式会社引越社関西 広島営業所
株式会社引越社関西 広島西営業所
間口ウエストロジ株式会社 安佐南営業所
福山通運株式会社 安佐南営業所
日光陸運株式会社 本社営業所
株式会社エムケー 西風新都営業所
株式会社日研 西風新都営業所
株式会社林運送 西風新都営業所
幸栄運輸株式会社 西風新都営業所
北港運輸株式会社 広島支店
鴻池運輸株式会社 広島流通センター営業所

広島県広島市安芸区上瀬野町６４３－１
広島県広島市安芸区中野１－７－１
広島県広島市安芸区中野東１丁目１－８
広島県広島市安芸区矢野新町２丁目４－３７
広島県広島市安佐南区祇園３丁目２３－２３
広島県広島市安佐南区川内５丁目３１－２０
広島県広島市安佐南区川内５丁目３１番２０号
広島県広島市安佐南区川内五丁目９－４１
広島県広島市安佐南区中筋４丁目１６番４号
広島県広島市安佐南区八木１丁目１３－１１
広島県広島市安佐南区伴西２丁目２－１
広島県広島市安佐南区伴西３丁目６－２０
広島県広島市安佐南区伴西三丁目７－３
広島県広島市安佐南区伴南２丁目２－３８
広島県広島市安佐南区伴南２丁目３－１３
広島県広島市安佐南区伴南２丁目３－５

082-894-2348
082-892-0150
082-892-2277
082-885-4087
080-5043-9428
082-831-2636
082-831-2616
082-890-0056
082-831-5081
082-873-7007
082-848-8870
082-962-5452
082-849-4554
082-811-8770
082-849-5122
082-849-5228

西本急送株式会社 本社営業所

広島県広島市安佐南区伴南２丁目５－２１

082-849-1010

株式会社フレッシュ物流 広島営業所
シモハナ物流株式会社 西風新都
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 広島営業所
三矢運送株式会社 本社営業所
三矢総合アクセス有限会社 広島営業所
高田通商有限会社 本社営業所
中国ピアノ運送株式会社 広島支店
瀬野川産業株式会社 久地配送センター
シモハナ物流株式会社 広島北営業所
有限会社いちよんさん 本社営業所
株式会社河野 広島北営業所
ヤマト運輸株式会社 広島可部支店
株式会社高陽物流 本社営業所
株式会社デリカサービス 深川営業所
太陽工業株式会社 本社営業所

広島県広島市安佐南区伴南２丁目５番１９－３０
広島県広島市安佐南区伴南２丁目８００５－１８
広島県広島市安佐南区伴南３丁目１－１
広島県広島市安佐南区伴北７丁目３１－３５
広島県広島市安佐南区伴北７丁目３１－３５
広島県広島市安佐北区あさひが丘三丁目１８番６号
広島県広島市安佐北区安佐町久地８５９
広島県広島市安佐北区安佐町久地８６９－３
広島県広島市安佐北区安佐町飯室６８６３－２
広島県広島市安佐北区可部南４丁目３－１０
広島県広島市安佐北区亀山７丁目１０－２１
広島県広島市安佐北区亀山７丁目２－７
広島県広島市安佐北区口田町８７２－１０
広島県広島市安佐北区上深川町字森之木７３７－１
広島県広島市江波南２丁目１５－１７

082-849-4588
082-849-2700
082-849-1941
082-830-1086
082-830-1086
082-810-4311
082-837-3333
082-810-3011
082-810-2260
082-814-3812
082-814-3721
080-5043-9583
082-842-8225
082-840-3730
082-232-5221

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。
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H27.12.15
主な輸送品目（任意掲載）

機械・機械部品、出版・印刷物
電柱

市区郡名

事業所名

住所

有限会社藤伸広島 本社営業所
広島県広島市佐伯区五日市港４丁目２番２号
株式会社サンキュウ・トランスポート・中国 広島営業所 広島県広島市佐伯区石内上１丁目７番７号
広島県広島市佐伯区湯来町大字和田字上竹原７９８番地
湯来土地開発株式会社 本社営業所
３
浅田運送株式会社 本社営業所
広島県広島市西区己斐本町２丁目１１－２
平成物流株式会社 本社
広島県広島市西区山田町５３９－４
双葉運輸株式会社 広島支店広島営業所
広島県広島市西区山田町５３９－４
中国新聞輸送株式会社 井口
広島県広島市西区商工センター７丁目６－３０
太陽工業株式会社 商工センター営業所
広島県広島市西区草津港２－２－２
株式会社岩﨑運送 本社
広島県広島市西区草津港２－５－８
中国新潟運輸株式会社 本社営業所
広島県広島市西区草津港２丁目６－１０
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
シモハナ物流株式会社 広島西営業所
広島県広島市西区草津港２丁目８－７
カトーレック株式会社 広島営業所
広島県広島市西区草津港３－２－１
セイノースーパーエクスプレス株式会社 広島航空営業所 広島県広島市西区草津港３－２－１
中国名鉄運送株式会社 広島支店
広島県広島市西区草津港３－２－１
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
トナミ運輸中国株式会社 広島支店
広島県広島市西区草津港３丁目２－１
久留米運送株式会社 広島店
広島県広島市西区草津港３丁目２－１
ヤマト運輸株式会社 広島横川支店
広島県広島市西区大芝２丁目１８－１６
日本郵便株式会社 広島西郵便局
広島県広島市西区天満町５－１０
日本郵便輸送株式会社 広島営業所
広島県広島市中区光南６－３－７２
中国新聞輸送株式会社 土橋
広島県広島市中区土橋町７番１号
福山通運株式会社 広島東営業所
広島県広島市中区東平塚町５番５号
トナミ運輸中国株式会社 本社営業所
広島県広島市中区南吉島２－３－２８
広島鉄道荷物株式会社 広島資材センター
広島県広島市東区矢賀５丁目１－１
丸進運油株式会社 広島営業所
広島県広島市南区月見町１９９３－９
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
株式会社アクティ 広島営業所
広島県広島市南区月見町２１５６－１３
株式会社ニヤクコーポレーション 広島事業所
広島県広島市南区月見町２２４４－１７
広鉄運輸株式会社 本社営業所
広島県広島市南区出島１－２１－９
坂本運送株式会社 本社営業所
広島県広島市南区出島１丁目２０－１３
西日本日立物流サービス株式会社 中国機工センター 広
広島県広島市南区出島１丁目３４番１号
島係
株式会社林運送 本社
広島県広島市南区出島２－１３－９
日新配送株式会社 広島
広島県広島市南区出島２－２１－５９

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。
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電話番号
082-943-6277
082-941-5139
0829-83-0533
082-271-3421
082-507-0340
082-507-0555
082-277-0770
082-277-7714
082-277-5445
082-277-8877
082-277-7800
082-276-4087
082-270-0950
082-278-8511
082-277-6141
082-277-6123
082-277-1073
082-277-6148
080-5043-9471
082-291-6067
082-249-2505
082-233-0530
082-243-7777
082-247-6876
082-281-8018
082-282-8092
082-510-5811
082-282-2755
082-890-3311
082-253-7766
082-251-6211
082-250-0100
082-253-4000
082-255-8834

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

株式会社ネストロジスティクス 出島営業所
高野山運輸株式会社 本社営業所
広島鉄道荷物株式会社 広島営業所
株式会社中国トラック 旭町営業所
株式会社サカイ引越センター 広島支社
日本通運株式会社 広島コンテナ支店
安芸高田市 大光運輸株式会社 八千代営業所
大竹双葉運輸株式会社 本社営業所
大竹市
日本通運株式会社 大竹支店
ヤマト運輸株式会社 広島因島中庄センター
尾道市
向島運送株式会社 有江台営業所
ヤマト運輸株式会社 尾道高須センター
瀬戸田運送有限会社 本社
カメダライン株式会社 東尾道営業所
王庫運輸有限会社 本社営業所
迫田運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 尾道支店
株式会社藤伸 尾道営業所
株式会社シーエックスカーゴ 尾道流通センター
帝鉄運輸株式会社 本社営業所
呉市
呉通運倉庫株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 呉中央支店
呉運輸機工株式会社 本社
働産運輸株式会社 本社営業所
中鋼運輸株式会社 本社営業所
大森運送株式会社 仁方営業所
株式会社丸二運送 呉本社営業所
佐川急便株式会社 呉営業所
三協貨物株式会社 庄原支店
庄原市
有限会社光永運送 本社営業所
髙尾運送株式会社 本社営業所
株式会社シンタニ 本社
竹原市
株式会社弥生運輸 竹原営業所
廿日市市 木下運送株式会社 本社
株式会社河野 広島西営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
広島県広島市南区出島２丁目１３－６
広島県広島市南区出島２丁目１９－６
広島県広島市南区松原町２－３７
広島県広島市南区西旭町６－９
広島県広島市南区東雲１丁目１６－２８
広島県広島市南区東駅町１－３－３ＪＲ広島貨物駅構内
広島県安芸高田市八千代町下根２０９－３
広島県大竹市港町２丁目５－１
広島県大竹市東栄３丁目３８－１
広島県尾道市因島中庄町字時森３１７７－１
広島県尾道市高須町字有江台２９５６－２５
広島県尾道市高須町西新涯５５７２
広島県尾道市瀬戸田町中野４０８－３
広島県尾道市東尾道１３－２
広島県尾道市東尾道１３－２
広島県尾道市東尾道１３－２
広島県尾道市美ノ郷町三成字川尻７８番９
広島県尾道市美ノ郷町本郷１番４９
広島県尾道市美ノ郷町本郷字新本郷１－１
広島県呉市安浦町中央五丁目１２－３５
広島県呉市警固屋２丁目２２２－６
広島県呉市光町６５番３８
広島県呉市広古新開１－６－１８
広島県呉市広多賀谷２丁目７－５
広島県呉市広町田２丁目７－４１
広島県呉市仁方桟橋通１５１１－８８
広島県呉市築地町４－７
広島県呉市築地町６－４
広島県庄原市上原町字祇園峠南裏１８４４－４
広島県庄原市川手町３２８番地
広島県庄原市東城町福代１４５－１
広島県竹原市西野町１９５０－１
広島県竹原市西野町２０９９
広島県廿日市市下平良１－１０－３
広島県廿日市市宮内工業団地１番３
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電話番号
082-236-8125
082-250-1111
082-261-5509
082-251-0110
082-288-8801
082-288-3935
0826-52-3867
0827-57-7448
0827-52-3161
080-5044-7959
0848-56-0700
080-5044-7951
0845-27-1222
0848-46-1700
0848-47-0110
0848-20-2110
080-5044-8064
0848-48-5557
0848-20-5379
0823-84-2116
0823-28-3221
080-5044-8073
0823-73-0022
0823-73-2010
0823-73-2281
0823-79-0022
0823-21-5115
0823-21-5170
0824-72-0255
0824-72-0527
08477-2-3233
0846-29-2340
0846-23-1011
0829-32-1187
0829-39-8639

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

東広島市

事業所名
株式会社デリカサービス 本社営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 広島支店
中国新聞輸送株式会社 本社
冨永運送有限会社 佐伯営業所
臼杵運送株式会社 広島営業所
広島鉄道荷物株式会社 本社営業所
津田高速運輸株式会社 本社営業所
新十和運輸株式会社 本社営業所
福山通運株式会社 廿日市支店
株式会社ムロオ 広島ＸＤセンター
トップ物流株式会社 本社営業所
西日本ダイハツ運輸株式会社 広島支店
双葉運輸株式会社 広島空港営業所
株式会社ランテック 広島支店
大栄運輸株式会社 本社営業所
株式会社デリカサービス 黒瀬営業所
ヤマト運輸株式会社 広島黒瀬センター
佐藤重輸株式会社 東広島営業所
大光運輸株式会社 本社営業所
両備トランスポート株式会社 東広島営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 広島営業所
株式会社アロード物流 東広島営業所

福山市

志和貨物自動車株式会社 本社営業所
三協貨物株式会社 東広島営業所
大和物流株式会社 広島営業所
双葉運輸株式会社 西条営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 東広島航空営業
所
キユーソーティス株式会社 西条営業所
アートコーポレーション株式会社 東広島営業所
ヤマト運輸株式会社 広島福富センター
雅屋冷送有限会社 本店営業所
備後通運株式会社 北部流通センター
株式会社平松運輸 福山営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
広島県廿日市市宮内野稲原３１９５
広島県廿日市市串戸１丁目１２番８号
広島県廿日市市大野３８７－３
広島県廿日市市津田１１５０番地２
広島県廿日市市梅原１丁目７－３７
広島県廿日市市木材港南６－３４
広島県廿日市市木材港南６－４１
広島県廿日市市木材港南６番６号
広島県廿日市市木材港南９－４５
広島県廿日市市木材港北１０８１－１３
広島県廿日市市木材港北１３番４３号
広島県廿日市市木材港北８番７１号
広島県東広島市河内町大字入野４４４３
広島県東広島市河内町入野１２９７－５０
広島県東広島市黒瀬町大字宗近柳国字五郎ヶ隅４３１－
２
広島県東広島市黒瀬町南方字工原９２５
広島県東広島市黒瀬町乃美尾字東門前１６３９
広島県東広島市志和町奥屋字流田１０６６番１
広島県東広島市志和町七条椛坂１１１０－２
広島県東広島市志和町大字冠字嵯峪１０８－３
広島県東広島市志和町大字冠字小越２１４－３
広島県東広島市志和町大字冠字飛迫６５－１８，７７－
１７
広島県東広島市志和町大字別府字郷野坪１９０５－１
広島県東広島市志和流通１－１８
広島県東広島市志和流通１－２８
広島県東広島市西条町御薗宇１６６９－３

電話番号
0829-37-4550
0829-32-2161
0829-50-2856
0829-72-1063
0829-55-1115
0829-32-7172
0829-32-2215
0829-31-3131
0829-32-1100
0829-31-5550
0829-34-3677
0829-20-5420
082-437-2455
082-420-7020
0823-70-4114
080-3882-7809
080-6698-9904
082-433-3838
082-433-5220
082-433-5626
082-433-5476
082-433-5564
082-433-2018
082-433-6351
082-420-5090
082-422-4131

広島県東広島市西条町寺家３８２７－１

082-423-7433

広島県東広島市西条町大字田口樋ノ掛８４６－３４
広島県東広島市西条土与丸４－５４１－１
広島県東広島市福富町久芳字金口１５３５－１０２
広島県福山市加茂町下加茂２２７番地
広島県福山市芦田町福田６５０－１
広島県福山市引野町２丁目２３０－１

082-425-3370
082-421-0123
080-5068-1136
084-982-6177
084-950-0512
0866-48-3588
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
アートコーポレーション株式会社 福山支店
昭和陸運株式会社 本社
高橋急送株式会社 本社
福山通運株式会社 福山北支店
有限会社扶桑エキスプレス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 福山駅家センター
法成寺運輸有限会社 本社
中国新聞輸送株式会社 福山
トールエクスプレスジャパン株式会社 福山支店
福山通運株式会社 尾道支店
有限会社福松運輸 福山営業所
備福運送株式会社 本社営業所
有限会社川島組 本社
株式会社生興運送 福山営業所
三谷運輸株式会社 本社営業所
株式会社サチリク 本社営業所
トナミ運輸中国株式会社 福山営業所
株式会社サカイ引越センター 福山支社
備後通運株式会社 福山自動車支店
岡山福山通運株式会社 神辺営業所
株式会社神石共同運送 福山営業所
有限会社富士トランスポート 本社営業所
日神運輸株式会社 本社営業所
株式会社藤花物流 本社営業所
福山名和運輸株式会社 本社
川口運送株式会社 本社営業所
有限会社天申運輸 本社営業所
昭和運輸株式会社 本社
金川産業株式会社 本社営業所
有限会社阿吹運送店 本社
共神運輸株式会社 本社営業所
備後通運株式会社 福山支店
福山ロジスティクス株式会社 福山営業所
福山グリーンエクスプレス株式会社 本社営業所
福山通運株式会社 福山支店

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
広島県福山市引野町２丁目４４－１３
広島県福山市引野町４丁目１－８
広島県福山市引野町５丁目４４－３
広島県福山市駅家町江良４９０
広島県福山市駅家町大字上山守１０８番３
広島県福山市駅家町大字万能倉１２７４－１
広島県福山市駅家町大字万能倉１４１５－２
広島県福山市駅家町法成寺１６１３－７
広島県福山市御幸町大字中津原字６町９反１７８２
広島県福山市高西町南１６６番地
広島県福山市山手町２丁目１１－１
広島県福山市曙町６－１１－８
広島県福山市曙町６丁目１６－３
広島県福山市曙町四丁目９番１０号
広島県福山市沼隈町大字草深２７８５－２３９
広島県福山市新涯町１－３６－２１
広島県福山市新涯町２丁目２２－１０
広島県福山市神島町１８－６
広島県福山市神島町７－１２
広島県福山市神辺町下御領６５４
広島県福山市神辺町字湯野１０１８－１
広島県福山市神辺町大字川南５６８－４
広島県福山市神辺町大字川南５６８－４
広島県福山市神辺町大字川北３２９－２
広島県福山市神辺町平野字古市４０番地１
広島県福山市川口町２－２１－５
広島県福山市蔵王町３０５２－１
広島県福山市大門町４丁目２２－２８
広島県福山市大門町大字津之下字源造３０１１番地
広島県福山市地吹町１３－２
広島県福山市東手城町３丁目１７－２２
広島県福山市東手城町３丁目３３番１６号
広島県福山市東深津町４丁目２０－１
広島県福山市東深津町四丁目２０－１
広島県福山市東深津町四丁目２０番１号
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電話番号
084-928-0123
084-941-8150
084-945-6800
084-976-6123
084-977-1588
080-5044-7878
084-976-5866
084-949-3433
084-955-2233
0848-46-0011
084-951-8005
084-953-4318
084-953-6111
084-957-0371
084-987-2311
084-953-7295
084-954-2237
084-949-1141
084-951-2511
084-965-0292
084-963-2677
084-963-8344
084-963-6281
084-963-0465
084-963-8177
084-953-5450
084-971-8040
084-941-5315
084-941-8777
084-924-2555
084-941-8201
084-941-2511
084-924-6622
084-928-0292
084-922-2000

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

三原市

府中市

三次市

事業所名

住所

電話番号

ヤマト運輸株式会社 福山中央支店
水野運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 福山東支店
福東運送有限会社 本社営業所
西部運輸株式会社 本社
株式会社上組 箕沖支店
神原ロジスティクス株式会社 福山営業所
福山通運株式会社 福山港流通センター営業所
エフピコ物流株式会社 本社営業所
福山佐用運送株式会社 本社営業所
岡崎運送株式会社 本社
有限会社日生運輸 本社営業所
有限会社タカショウ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 福山西支店
中谷機工株式会社 福山支店
ヤマト運輸株式会社 広島三原支店
備福運送株式会社 三原営業所
ヤマト運輸株式会社 三原古浜センター
日本通運株式会社 広島支店 広島警送事業所 三原警送
課
備後通運株式会社 尾道支店糸崎営業所
株式会社サンキュウ・トランスポート・中国 三原営業所
日本通運株式会社 三原支店広島ガス営業所
福山通運株式会社 三原支店
有限会社井上急送 本社
株式会社ムロオ 三原営業所
城南運輸有限会社 本郷営業所
今井運送株式会社 三原営業所
株式会社ギオン 府中営業所
ヤマト運輸株式会社 備後支店
株式会社鈴与カーゴネット滋賀 府中営業所
ヤマト運輸株式会社 塩町センター
岸運送有限会社 本社営業所

広島県福山市東川口町１－４－１
広島県福山市南松永町４丁目５－５７
広島県福山市南蔵王町６－３０４
広島県福山市南蔵王町６丁目１１番１１号
広島県福山市箕沖町１０５－１７
広島県福山市箕沖町１０９番４
広島県福山市箕沖町１０９番５
広島県福山市箕沖町１２７－１１
広島県福山市箕沖町１２７－２
広島県福山市箕沖町１３－１
広島県福山市箕沖町１９－２
広島県福山市箕沖町７０
広島県福山市明神町１丁目２－６
広島県福山市柳津町３－２２７５－３
広島県福山市緑町１－８
広島県三原市宮浦３丁目３０－３６
広島県三原市古浜２－１１－１４
広島県三原市古浜２丁目１１－１１

090-7594-6465
084-934-5918
080-5044-7837
084-941-8666
084-954-6540
084-981-3236
084-981-2180
084-957-1000
084-953-9590
084-953-8916
084-953-5300
084-953-7613
084-927-5522
080-5044-7818
084-923-4225
080-5044-8032
0848-63-2100
080-6698-4359

広島県三原市古浜３丁目７－１

0848-62-4124

広島県三原市糸崎４丁目１－７３
広島県三原市沼田西町小原２００－８６
広島県三原市沼田西町大字小原字袖掛７３－９６
広島県三原市新倉２－１４－１
広島県三原市大和町大字和木４８４－２
広島県三原市長谷五丁目４番２１号
広島県三原市本郷町船木１６２３－１
広島県三原市本郷町南方字中山２０１５７
広島県府中市阿字町字葛間沖１６９１－１
広島県府中市父石町字下田６－２
広島県府中市本山町５３０－８２
広島県三次市江田川之内町５０８－４３
広島県三次市三良坂町大字三良坂９４９－５

0848-62-4105
0848-86-0039
0848-86-6108
0848-66-0116
0847-34-0327
0848-66-4616
0848-86-6181
0848-86-0801
0847-68-2905
080-5044-7985
0847-47-4450
080-6698-4334
0824-44-2048

土井建材有限会社 本社

広島県三次市十日市町３８１３－１

0824-63-7293

佐川急便株式会社 三次営業所

広島県三次市東酒屋町３０６－２６

0824-62-6959

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。
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主な輸送品目（任意掲載）

機械・機械部品
輸送機械・輸送機械部品

市区郡名

安芸郡

神石郡
世羅郡
山県郡

事業所名
西部運輸株式会社 三次営業所
株式会社ゆだ 広島営業所
ヤマト運輸株式会社 三次高田支店
藤友物流株式会社 本社営業所
フジックス株式会社 本社
広陽運送株式会社 本社
株式会社樹運輸 海田営業所
株式会社熊野技建 本社営業所
新生倉庫運輸株式会社 広島東部グループ
日本通運株式会社 広島海運支店ロジスティクスセンター
株式会社サンロジスティックス 広島営業所
株式会社ＭＤロジス西日本サービス 広島営業所
株式会社浜田運送 本社営業所
有限会社ララ運送 本社営業所
株式会社神石共同運送 本社
ヤマト運輸株式会社 世羅センター
有限会社岡野商店 本社
福岡運輸株式会社 広島配送センター
出水運輸センター株式会社 広島営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
広島県三次市南畑敷町７５２－１
広島県三次市南畑敷町８７０－２９
広島県三次市畠敷町８５９－５、８５９－１
広島県安芸郡海田町月見町３－３５
広島県安芸郡海田町国信２－５－６
広島県安芸郡海田町南明神町３－７５－３０
広島県安芸郡海田町明神町２－１１８
広島県安芸郡熊野町２６７２－１１５
広島県安芸郡坂町字北新地４丁目３－１３
広島県安芸郡坂町北新地１丁目４－２０
広島県安芸郡坂町北新地１丁目４－３１
広島県安芸郡坂町北新地４丁目３－３
広島県安芸郡府中町山田２丁目５－１３
広島県安芸郡府中町大通１丁目３－２
広島県神石郡神石高原町油木甲３１２４－７
広島県世羅郡世羅町東神崎２２７－１
広島県山県郡北広島町壬生６２６－１
広島県山県郡北広島町大字新都２２７－３１
広島県山県郡北広島町大字南方字中山２０６－１５
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電話番号
0824-65-6112
0824-62-8567
080-5044-8017
082-822-4758
082-821-3022
082-821-3200
082-298-1005
082-854-6184
082-884-2131
082-884-0061
082-820-1955
082-886-3801
082-281-5008
082-285-6377
0847-82-2070
080-5044-8052
0826-72-3181
0826-72-0700
0826-72-8813

主な輸送品目（任意掲載）

