貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
山口市

岩国市

宇部市

事業所名
豊関貨物運送有限会社 山口営業所
株式会社ダイワ 本社営業所
山岡倉運株式会社 本社営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 山口支店
山口県貨物倉庫株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 山口航空貨物センター
岡山県貨物運送株式会社 山口支店営業所
有限会社元気ジャパン 山口営業所
株式会社協同 山口営業所
株式会社ネストロジスティクス 山口営業所
山一運輸興業株式会社 本社営業所
株式会社ゆだ 本社営業所
日本郵便株式会社 山口中央郵便局
綜合警備保障株式会社 山口支社 山口警送支店 西京警
送隊
国広倉庫運輸株式会社 山口営業所
ヤマト運輸株式会社 山口南センター
ヤマト運輸株式会社 山口主管支店
ホンダ運送株式会社 中四国事業所 山口センター
錦川産業運輸株式会社 守内営業所
日本通運株式会社 大竹支店岩国営業支店
西鉄運輸株式会社 岩国営業所
福山エクスプレス株式会社 岩国営業所
株式会社河野 岩国営業所
池田興業株式会社 岩国支店
上村運送株式会社 岩国営業所
日本郵便株式会社 岩国郵便局
美祢貨物自動車株式会社 宇部営業所
日本郵便株式会社 宇部郵便局
萩森興産株式会社 宇部営業所
湯野建設株式会社 本社営業所
福山通運株式会社 宇部支店
株式会社宇部貨物 本社営業所

※「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。

安全性優良事業所

（山口県）

住所
山口県山口市江崎２２１２－１
山口県山口市江崎２９８８番地１
山口県山口市江崎字三多田２９２５－２
山口県山口市江崎字上宿３７５１番１
山口県山口市江崎字徳神２２２９－３
山口県山口市江崎字徳神二２２１０－３，２２０９－３
山口県山口市佐山字村山３－１１
山口県山口市秋穂西東原６０５番地１
山口県山口市秋穂東６８６７番地１
山口県山口市小郡上郷９０１－１０
山口県山口市小郡上郷字流通センター西９０１番地１５
山口県山口市大内長野４６２－１
山口県山口市中央１丁目１－１
山口県山口市中央四丁目３番１３号 第３宇部不動産ビ
ル１Ｆ
山口県山口市鋳銭司１１８４－１７
山口県山口市鋳銭司字鋳銭司団地北４４７－２３
山口県山口市鋳銭司字鋳銭司団地北４４７－４５
山口県山口市朝田字沖ノ上１７３６－１
山口県岩国市守内字古屋３４９－１
山口県岩国市新港町３丁目１３番１６号
山口県岩国市新港町３丁目８番１号
山口県岩国市装束町五丁目４－４３
山口県岩国市田原３００－１
山口県岩国市日の出町２
山口県岩国市平田六丁目２４－１８
山口県岩国市麻里布町２丁目６－８
山口県宇部市小串沖の山１９９２番地
山口県宇部市常盤町２丁目１－２３
山口県宇部市大字沖宇部字沖の山５２５－１５
山口県宇部市大字妻崎開作８２５－１
山口県宇部市大字妻崎開作字崎１６，１７のは６５６－
４，６５９－４
山口県宇部市大字善和１７６－１１
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電話番号
083-989-6341
083-988-3205
083-989-2235
083-989-3651
083-989-5211
083-989-5353
083-989-2300
083-984-4670
083-984-0171
083-941-6366
083-934-8153
083-927-1100
083-922-0150
083-920-7721
083-986-4211
080-6699-5375
083-986-3830
083-934-8887
0827-46-0061
0827-24-2250
0827-21-7321
0827-22-0081
0827-43-3443
0827-21-5108
0827-31-2123
0827-21-0768
0836-37-6320
0836-21-0755
0836-31-1166
0836-41-8350
0836-41-7811
0836-62-1780

H28.12.15
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

住所

吉南運輸株式会社 本社営業所
北松運輸株式会社 宇部事業所

山口県宇部市大字善和字上瀬戸原１８９－７
山口県宇部市大字東須恵い－３８９４－３
山口県宇部市大字東須恵字ろ一・３９２６の５，ろ二３
９１８－１
山口県宇部市北小羽山町三丁目１０－３
山口県宇部市明神町一丁目１５２４－１
山口県下松市新川３丁目２番１５号
山口県下松市生野屋南３丁目３－４５
山口県下松市生野屋南３丁目３番５号
山口県下松市生野屋南３丁目５番１８号
山口県下松市大字東豊井１３０２番地の１０７

萩森物流株式会社 本社営業所

下松市

防長建運株式会社 本社営業所
有限会社興運重機 本社営業所
マルチョー運輸有限会社 本社営業所
株式会社サカイ引越センター 山口東支社
株式会社Ｔ．Ｌ．Ｇ 周南事業所
丸進運油株式会社 周南営業所
下松運輸株式会社 本社営業所
株式会社ニヤクコーポレーション 中国支店

下松事業所 山口県下松市潮音町８丁目６－２０

株式会社日立物流西日本 山口機工営業所
株式会社日立物流西日本 中国第一営業部
西日本マルエス株式会社 下松営業所
株式会社協同 下松営業所

山口県下松市東海岸通り８番地
山口県下松市東海岸通り８番地
山口県下松市平田５５０－３
山口県下松市葉山１丁目８１９－１７

セイノースーパーエクスプレス株式会社 徳山航空営業所 山口県下松市葉山１丁目８１９－８
帝人物流株式会社 徳山支店
河崎運輸機工株式会社 周南工流シティー営業所
山陽小野田市 小野田通運株式会社 日本化薬構内営業所
三共運輸株式会社 本社営業所
有限会社丸安運送店 本店営業所
下関市
日本郵便輸送株式会社 下関営業所
日本郵便株式会社 下関郵便局
岡山県貨物運送株式会社 下関営業所
株式会社ＮＳロジ西日本 下関営業所
有限会社岡田運輸 本社営業所
株式会社ジェイ・ワイ・カーゴ 本社営業所
日本通運株式会社 下関支店 下関警送事業所
旭運輸株式会社 本社営業所
協立運輸商事株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 豊浦支店
豊関貨物運送有限会社 本社営業所
豊北貨物運送有限会社 本社営業所

※「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。

山口県下松市葉山１丁目８１９番３１
山口県下松市葉山一丁目８１９－３
山口県山陽小野田市大字郡２３００番地
山口県山陽小野田市大字有帆７０－１７
山口県下関市一の宮卸本町３番１１号
山口県下関市一の宮住吉二丁目１４６３－１
山口県下関市竹崎町２丁目１２－１２
山口県下関市長府才川一丁目４３－８１
山口県下関市長府扇町３番２
山口県下関市長府扇町５－７６
山口県下関市長府扇町８番２０号
山口県下関市東大和町２丁目１２番６５号
山口県下関市東大和町２丁目１３番１７号
山口県下関市彦島福浦町一丁目２－１５
山口県下関市豊浦町大字川棚字石塔１４７７番１７、１
４７７番１４
山口県下関市豊田町大字大河内４３４
山口県下関市豊北町大字粟野５１６７－２
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電話番号
0836-38-8639
0836-45-0158
0836-41-7546
0836-31-1224
0836-34-3337
0833-43-3327
0833-45-1161
0833-48-8703
0833-44-9381
0833-41-0713
0833-41-3726
0833-43-5009
0833-41-2136
0833-44-8505
0833-47-0931
0833-47-2350
0833-47-0750
0833-46-4770
0836-75-0147
0836-83-3455
083-231-5041
083-257-3201
083-222-0390
083-248-3501
083-249-2001
083-248-2433
083-248-2880
083-267-6115
083-267-1304
083-268-1280
080-5045-2937
083-766-1126
083-785-0031

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
周南市

光市

萩市
防府市

美祢市

事業所名
朝日オリコミ西部株式会社 徳山営業所
グリーンガス運輸株式会社 山口事業所
松光運輸株式会社 周南営業所
河崎運輸機工株式会社 周南支店
日本郵便株式会社 徳山郵便局
御影運輸株式会社 本社営業所
青木運輸株式会社 本社営業所
日本郵便輸送株式会社 徳山営業所
株式会社サンリク 徳山営業所
池田興業株式会社 徳山支店
株式会社トクヤマロジスティクス 本社営業所
株式会社ケイワイケイ福山 山口営業所
岡山県貨物運送株式会社 新南陽営業所
株式会社タイナカ運送 光営業所
大福運送株式会社 本社営業所
株式会社ミヤモトエクスプレス 本社営業所
株式会社ヤマト 本社営業所
山口碓永自動車株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 萩営業所
広島急送株式会社 防府営業所
株式会社日之出運輸 山口ＤＣ
澁澤陸運株式会社 山口ターミナル
福山エクスプレス株式会社 防府営業所
株式会社カイソー 防府支店
室山運輸株式会社 山口営業所
山陽運輸株式会社 防府営業所
防府自動車興業株式会社 本社営業所
有限会社皆実運送 防府営業所
千代田運輸株式会社 本社営業所
防通トランスポート株式会社 本社営業所
周防運輸株式会社 中関営業所
レンゴーロジスティクス株式会社 防府営業所
薬仙運輸株式会社 本社営業所
美祢貨物自動車株式会社 本社営業所
髙山産業株式会社 本社営業所

※「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
山口県周南市遠石１－１３－１
山口県周南市古泉３丁目１２番１１号
山口県周南市鼓海２丁目１１８－６６
山口県周南市鼓海二丁目１１８－６５
山口県周南市御幸通１丁目３
山口県周南市港町４－１５
山口県周南市初音町三丁目７
山口県周南市西松原四丁目２－３１
山口県周南市大字久米沖角田３０３５番地の１
山口県周南市大字栗屋字開作南７６０－１
山口県周南市入船町７－１８
山口県周南市樋口字上林河内６７１－３
山口県周南市福川南町１－３０
山口県光市中島田２丁目１８番１号
山口県光市光井一丁目１３番２３号
山口県光市大字小周防４６２番地１
山口県光市大字束荷９２１番地１
山口県光市大字束荷字平成２２８８－１０
山口県萩市山田字西沖田４７３５－１
山口県防府市鐘紡町３番１号
山口県防府市植松４９３番地
山口県防府市新築地町１５－７
山口県防府市新築地町１８－１
山口県防府市新築地町２０－１５
山口県防府市新築地町２６－５
山口県防府市新築地町３２－２
山口県防府市大字佐野字樋口１４８９－１
山口県防府市大字新田４０１番
山口県防府市大字新田字築地２０６２－３
山口県防府市大字浜方１１４番地２
山口県防府市大字浜方５３４－５１
山口県防府市大字浜方字古浜横入川１－１
山口県美祢市伊佐町伊佐３３６２－１
山口県美祢市伊佐町伊佐３５７５番地３
山口県美祢市秋芳町岩永本郷２９
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電話番号
0834-31-7677
0834-61-0450
0834-36-3770
0834-26-1100
0834-21-3905
0834-63-0253
0834-21-0760
0834-21-2735
0834-25-4016
0834-25-0212
0834-22-1806
0833-92-1120
0834-63-5111
0833-76-0011
0833-72-4788
0833-77-0222
0820-49-0833
0820-48-5466
0838-24-1010
0835-27-5667
0835-20-2211
0835-38-4111
0835-25-1000
0835-22-6655
0835-28-9100
0835-24-8034
0835-38-7250
0835-26-6464
0835-23-2646
0835-38-8800
0835-22-2507
083-523-2017
0837-52-1186
0837-52-1190
0837-62-0216

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

熊毛郡

事業所名
吉村商事株式会社 本社
中尾富士雄 本店営業所
有限会社森運送 本社営業所
株式会社城南物流 本社営業所

※「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
山口県美祢市西厚保町本郷４３２番地１
山口県美祢市西厚保町本郷字大村沖２２０番地１
山口県美祢市大嶺町奥分２０２８－１
山口県熊毛郡田布施町大字宿井７８２番地１
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電話番号
0837-58-5970
0837-58-5053
0837-52-1234
0820-51-0020

主な輸送品目（任意掲載）

