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

下松市

事業所名

安全性優良事業所

（山口県）

住所

ヤマト運輸株式会社 山口吉敷支店
山口県山口市維新公園３丁目１２－１
ガンバ輸送株式会社 本社営業所
山口県山口市下小鯖字坂口１３００番地１
山陽運輸株式会社 本社営業所
山口県山口市下小鯖字五反田１１０６－１
株式会社藤伸 山口営業所
山口県山口市佐山７４７－１３
吉南運輸株式会社 山口営業所
山口県山口市佐山字岩並１２１番地１０
川崎陸送株式会社 山口営業所
山口県山口市佐山字村山５番６
有限会社林産業運輸 秋穂営業所
山口県山口市秋穂東字青江北浜３４８４－４４
徳山トラック株式会社 小郡営業所
山口県山口市小郡若草町３－９，１０，１１
三共ピアノ運送株式会社 本社営業所
山口県山口市小郡上郷３５５０
Ｌ物流株式会社 山口営業所
山口県山口市小郡上郷５２６２
株式会社中国トラック 山口営業所
山口県山口市小郡上郷９０１－５
西濃運輸株式会社 山口支店
山口県山口市大字下小鯖字瀬戸山２４５８－１
株式会社Ｔ．Ｌ．Ｇ 山口営業所
山口県山口市大内矢田北６丁目２番２７号
株式会社グローリー 山口営業所
山口県山口市鋳銭司字鋳銭司団地北４４７－２２
福山エクスプレス株式会社 山口営業所
山口県山口市鋳銭司字鋳銭司団地北４４７番２８，２９
株式会社テラヤマ倉庫運輸 小郡営業所
山口県山口市陶字亀浴１１５３－７
ヤマト運輸株式会社 玖珂センター
山口県岩国市玖珂町字国松４６１８－１
鈴木産業株式会社 本社営業所
山口県岩国市三笠町一丁目７－１
株式会社インターオート 山口事業所
山口県岩国市周東町上久原字新神前１２番地９
尾道諸品倉庫株式会社 岩国営業所
山口県岩国市新港町４－４－１６
株式会社サンキュウ・トランスポート・中国 岩国営業所 山口県岩国市日の出町２番１号
ヤマト運輸株式会社 岩国東支店
山口県岩国市尾津町５丁目１７００－１
ヤマト運輸株式会社 岩国立石センター
山口県岩国市立石町１丁目２８６１番８
株式会社辰巳商会 宇部営業所
山口県宇部市亀浦５丁目８６－６
佐川急便株式会社 宇部営業所
山口県宇部市善和字大日２０３－９６
九州航空株式会社 山口営業所
山口県宇部市大字吉見字山根１６５７－２
中国運輸株式会社 本社営業所
山口県宇部市大字妻崎開作１３３４－３
ヤマト運輸株式会社 宇部岐波センター
山口県宇部市大字西岐波５３７３番１
琴崎デリバリー株式会社 本社営業所
山口県宇部市大字川上字上白石１３３－１
株式会社ムロオ 宇部営業所
山口県宇部市明神町一丁目１５１８－１
有限会社スチール運輸倉庫 本社営業所
山口県下松市末武下字西沖６８０－２３
下関通運株式会社 徳山営業所
山口県下松市葉山２－９０４－９
株式会社サンキュウ・トランスポート・中国 周南営業所 山口県下松市葉山２丁目９０４番地６５

※「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
080-5481-7653
083-902-5387
083-927-8800
083-988-2100
083-988-3480
083-989-5660
083-984-5697
083-972-7070
083-973-0010
083-976-5211
083-921-4141
083-927-5551
083-927-0241
083-985-0039
083-985-0292
083-972-5178
080-5451-5344
0827-21-3121
0827-83-1166
0827-30-1267
0827-22-3910
080-5451-5327
080-5451-6248
083-639-6922
0836-35-2301
0836-62-6080
0836-44-2790
080-5451-6247
0836-21-1134
0836-22-5100
0833-45-1521
0833-46-3103
0833-47-0139

H29.12.12
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

西濃運輸株式会社 下松支店
ウエストロジ・コーポレーション株式会社 山陽小野田営
山陽小野田市
業所
小野田通運株式会社 朝陽営業所
下関通運株式会社 小野田営業所
県販株式会社 本社営業所
下関市
有限会社山根運送 本社営業所
総和プラス株式会社 本社営業所
株式会社下関高速運輸 本社営業所
下関通運株式会社 本社営業所
下関海陸運送株式会社 業務本部長府物流課
有限会社日成運輸 本社営業所
株式会社大伸運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 下関彦島センター
清進運輸株式会社 本社営業所
周南市
ヤマト運輸株式会社 周南今宿センター
徳山トラック株式会社 本社営業所
株式会社岩本産業 徳山営業所
株式会社ムロオ 長門営業所
長門市
宮本運送株式会社 本社営業所
光市
中国名鉄運輸株式会社 萩営業所
萩市
マルケー萩貨物自動車株式会社 萩本社営業所
株式会社グローバル 本社営業所
防府市
株式会社博運社 山口営業所
株式会社弥生運輸 防府営業所
ヤマトボックスチャーター株式会社 山口支店
日通防府運輸株式会社 本社営業所
防府運送株式会社 本社営業所
柚野産業有限会社 本社営業所
株式会社ロジコム・アイ 山口営業所
ニビシ運輸株式会社 本社営業所
東和運輸株式会社 防府営業所
株式会社テラヤマ倉庫運輸 防府営業所
日通防府運輸株式会社 中関営業所
大島貨物株式会社 本社営業所
柳井市

※「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

電話番号

山口県下松市葉山一丁目８１９－８

0833-47-0055

山口県山陽小野田市山野井１１７３

0836-72-2530

山口県山陽小野田市大字山川７６２－１
山口県山陽小野田市大字小野田字末広７５２５－３２
山口県下関市安岡町１丁目５－４
山口県下関市永田本町一丁目９－１３
山口県下関市菊川町大字吉賀２３５番地
山口県下関市金比羅町１１番１０号１０５
山口県下関市長府港町２－２６
山口県下関市長府扇町４番１６号
山口県下関市東大和町２丁目１２番６７号
山口県下関市彦島塩浜町三丁目１４－４４
山口県下関市彦島西山町４丁目３８３０－１５
山口県周南市古泉一丁目８－１９
山口県周南市今住町４０－１
山口県周南市新地１丁目１番３２号
山口県周南市新地三丁目２番４０号
山口県長門市三隅下１９６４－１
山口県光市大字小周防４６２番地１
山口県萩市大字椿東２９１８－３
山口県萩市大字土原３８３－５
山口県防府市華園町２－３８
山口県防府市江泊８５２－２
山口県防府市植松字西村４９３
山口県防府市新田１６１３－２
山口県防府市大字江泊８５１番地１
山口県防府市大字植松字浜田１３５０－４
山口県防府市大字新田４２２－２
山口県防府市大字浜方８９－１
山口県防府市大字浜方字古浜７５－１
山口県防府市大字浜方字古浜９５番地１
山口県防府市大字浜方字大浜三ノ桝５３４－４２
山口県防府市大字浜方字大浜二の桝４７３番地１５
山口県柳井市南浜四丁目３－３

0836-73-1414
0836-83-1123
083-258-1138
083-286-5541
083-288-1112
083-235-8419
083-246-0457
083-249-0611
083-227-4808
083-267-3770
083-267-0676
0834-64-8080
080-5451-8884
0834-21-2828
0834-34-9575
0837-42-1212
0833-76-0001
0838-22-0707
0838-22-0136
0835-29-0515
0835-24-0278
0835-28-8781
0835-38-7576
0835-24-3932
0835-39-2501
0835-25-1633
0835-21-2262
0835-22-7803
0835-27-3150
0835-25-3277
0835-24-7200
0820-22-6510
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
熊毛郡

事業所名
有限会社松本運送 本店営業所
有限会社松村運送 本社営業所
有限会社ノースライナー 山口事業所

※「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
山口県熊毛郡田布施町大字麻郷３０３４－３
山口県熊毛郡田布施町大字麻郷３４２８－２１
山口県熊毛郡平生町曽根１９２９番地の１
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電話番号
0820-55-5226
0820-55-6201
0820-56-2007

主な輸送品目（任意掲載）

