貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
岡山市

事業所名
株式会社ＨＩ‐ＬＩＮＥ 岡山共配センター
東和運輸株式会社 瀬戸営業所
室山運輸株式会社 岡山営業所
株式会社岡田商運 本社営業所
有限会社江崎運送 本社営業所
有限会社須賀原運送 本社営業所
有限会社前田物流サービス 本社営業所
新岡山陸運株式会社 本社営業所
岡山生コン運送株式会社 本社営業所
ホンダ運送株式会社 中四国事業所 岡山センター
ヤマト運輸株式会社 東岡山支店
日本通運株式会社 岡山中央事業所 岡山物流センター
岡山通運株式会社 本社営業所
両備トランスポート株式会社 本社営業所
フジ物流株式会社 東岡山営業所
株式会社ジェイアール西日本マルニックス 岡山営業所
ヤマト運輸株式会社 岡山原尾島センター
ヤマト運輸株式会社 岡山高屋センター
福山通運株式会社 岡山東支店
岡山福山通運株式会社 岡山営業所
せとうちデリバリーサービス株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 岡山倉益支店
ヤマト運輸株式会社 岡山主管支店
平賀運送株式会社 本社営業所
西山エキスプレス株式会社

岡山営業所

有限会社山本水産輸送 本社営業所
岡山丸善運輸株式会社 本社営業所
株式会社エスラインギフ 岡山営業所
中国新潟運輸株式会社 岡山営業所
近物レックス株式会社 岡山支店
セイノースーパーエクスプレス株式会社 岡山貨物セン
ター
福山通運株式会社 岡山南営業所

※「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

（岡山県）

住所

電話番号

岡山県岡山市瀬戸町肩脊１３２０‐３
岡山県岡山市瀬戸町寺地８９６
岡山県岡山市大内田８２０－６
岡山県岡山市中区桑野５０２－４
岡山県岡山市中区江崎４８９－１２
岡山県岡山市中区江崎４８９－１２
岡山県岡山市中区江崎４９３－１
岡山県岡山市中区江崎７４６－２
岡山県岡山市中区江並３４７番地１１
岡山県岡山市中区高屋字法里１３０－１
岡山県岡山市中区賞田２０７－１
岡山県岡山市中区新築港６－６
岡山県岡山市中区新築港９－１０
岡山県岡山市中区新築港９－４
岡山県岡山市中区神下５６５
岡山県岡山市中区西川原１丁目５１－１
岡山県岡山市中区西川原２６０－６
岡山県岡山市中区西川原３５
岡山県岡山市中区倉益２４２－６
岡山県岡山市中区倉益２４２－８
岡山県岡山市中区倉益２４２－９
岡山県岡山市中区倉益２５３－１
岡山県岡山市中区倉益２５３－１１
岡山県岡山市中区倉益３６４－１、３６６－１
岡山県岡山市中区倉益字中六割３４１－１，３４１－
３，３４１－４
岡山県岡山市中区倉田３７１－１
岡山県岡山市中区倉田３８９番地１５
岡山県岡山市中区倉田八割４３３－３
岡山県岡山市中区倉富２６８－１
岡山県岡山市中区倉富２６８－１

086-908-0711
086-952-0120
086-292-5336
086-200-1555
086-277-8344
086-277-8388
086-276-7269
086-276-1111
086-277-2381
086-272-0911
080-5068-1120
086-200-2100
086-276-8200
086-276-5511
086-278-3711
086-272-0037
080-5451-7631
080-6609-2334
086-277-4021
086-277-4021
086-276-7112
080-5044-7861
086-277-3987
086-274-1101

岡山県岡山市中区倉富２６８－１

086-276-5201

岡山県岡山市中区倉富２６８－１

086-277-4021
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086-200-3133
086-274-9666
086-277-2255
086-276-6151
086-274-4713
086-277-3977

H28.11.8
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

住所

岡山県岡山市中区倉富２６８－１ 岡山県トラックター
久留米運送株式会社 岡山店
ミナル５号棟
ヤマトボックスチャーター株式会社 岡山支店
岡山県岡山市中区倉富３３０－１５
ナカウン株式会社 本社
岡山県岡山市中区倉富３４０－１８
荒木運輸倉庫株式会社 本社営業所
岡山県岡山市中区倉富３５３－１
岡山スイキュウ株式会社 倉富物流センター
岡山県岡山市中区倉富３６７－４
有限会社川口運送 本社営業所
岡山県岡山市中区倉富３７４－１０
鶴信運輸株式会社 本社営業所
岡山県岡山市中区倉富３９４
法成寺運輸有限会社 岡山営業所
岡山県岡山市中区倉富３９４
海吉運送有限会社 本社営業所
岡山県岡山市中区倉富３９６
美岡運送株式会社 本社
岡山県岡山市中区長岡２６９－１
後楽運輸株式会社 本社営業所
岡山県岡山市中区長岡４－８９
有限会社カネヒサービス 本社営業所
岡山県岡山市中区藤原光町２丁目１８－５
三洋運輸株式会社 西大寺営業所
岡山県岡山市東区金岡東町３丁目３番１号
株式会社陸陽運輸 本社営業所
岡山県岡山市東区古都宿２５６－１
センコー株式会社 岡山主管支店西大寺営業所
岡山県岡山市東区古都南方３６１３－１
ヒカリ産業株式会社 光津営業所
岡山県岡山市東区光津８２４－３
株式会社杉原運送 本社営業所
岡山県岡山市東区寺山３３－１
岡山県貨物運送株式会社 東備支店
岡山県岡山市東区寺山久保１１９
協伸運輸株式会社 岡山営業所
岡山県岡山市東区寺山字長沼１９－１
日本梱包運輸倉庫株式会社 岡山営業所
岡山県岡山市東区寺山字八代１２５
姫路合同貨物自動車株式会社 岡山営業所
岡山県岡山市東区宍甘３４２－１
センコー株式会社 岡山主管支店 岡山営業所
岡山県岡山市東区上道北方１２２
ヤマト運輸株式会社 岡山上道センター
岡山県岡山市東区上道北方３４６－１
有限会社勝井運送 本社営業所
岡山県岡山市東区城東台東１－１２－１０
西大寺運送有限会社 本社営業所
岡山県岡山市東区神崎町１８３０－１
ヤマト運輸株式会社 岡山瀬戸センター
岡山県岡山市東区瀬戸町沖１９６－３
ケーエルサービス西日本株式会社 岡山営業所
岡山県岡山市東区瀬戸町南方４２７－１
株式会社サンキュウ・トランスポート・中国 岡山営業所 岡山県岡山市東区瀬戸町万富１０８１－３
株式会社光運送 本社営業所
岡山県岡山市東区政津１０８５－１
岡山西部運輸株式会社 本社営業所
岡山県岡山市東区政津３４３－３
株式会社イエローライン山陽 本社営業所
岡山県岡山市東区政津８９８－１
岡崎運送株式会社 本社営業所
岡山県岡山市東区西幸西３１６－４
一宮運輸株式会社 大阪支店岡山営業所
岡山県岡山市東区西大寺金岡１３５５－１
岡山県岡山市東区西大寺字東樋詰ノ内１００６－１，１
ヤマト運輸株式会社 岡山西大寺支店
００６－４

※「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。

2／14 ページ

電話番号
086-200-1711
086-277-3116
086-277-4140
086-274-3355
086-277-5544
086-277-5538
086-274-7217
086-274-6312
086-277-0780
086-279-8011
086-279-3028
086-277-3526
086-943-9510
086-279-4145
086-279-5350
086-948-0020
086-297-5327
086-297-2341
086-297-7457
086-297-2541
086-278-0231
086-279-6141
080-5451-5062
086-297-7634
086-943-6655
080-6699-4851
086-953-1122
086-953-9039
086-200-3010
086-948-4211
086-948-5800
086-946-8905
086-948-2033
080-5043-9628

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社ＥＡＳＴ－ＬＯＧＩ 西大寺支店
新光運輸株式会社 本社営業所
株式会社シンキ 本社営業所
ヒカリ産業株式会社 ヒカリ物流センター
ヤクルトウエスト・ロジスティクス株式会社 岡山営業所
株式会社日之出運輸 備前支店
株式会社旭運輸倉庫 本社営業所
株式会社岡昌運輸 本社営業所
上道運輸株式会社 本社営業所
古河運輸株式会社 岡山営業所
株式会社つばめ急便 岡山営業所
有限会社岡本高速輸送 本社営業所
不二倉庫運輸株式会社 岡山営業所
下電運輸株式会社 岡山支店
ヘイセイ物流株式会社 本社営業所
井上運輸機工株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 岡山南支店
ヤマト運輸株式会社 岡山下中野センター
株式会社新岡山工業 岡山営業所
株式会社ムロオ 岡山営業所
岡山臨港倉庫運輸株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 岡山営業所
山陽自動車運送株式会社 岡山支店
岡山県貨物運送株式会社 岡山西物流センター
是則岡山運輸株式会社 本社
有限会社エフ・ライン輸送 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 岡山営業所
岡山スイキュウ株式会社 泉田営業所
株式会社岡山積載運輸 本社営業所
藤森運輸株式会社 岡山物流センター
日清紙運輸株式会社 本社
槙本運送株式会社 岡山営業所
中国ニシリク株式会社 本社営業所
岡山市場運輸株式会社 本社営業所
株式会社ギオン 岡山フローズンセンター

※「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
岡山県岡山市東区西大寺川口２３６－３
岡山県岡山市東区西大寺川口４８８－１
岡山県岡山市東区西大寺中野４９０－１１
岡山県岡山市東区西大寺浜４６０－４
岡山県岡山市東区西大寺浜４６０－４
岡山県岡山市東区浅川２８４番地３
岡山県岡山市東区竹原７３０－７
岡山県岡山市東区鉄２６７－９
岡山県岡山市東区東平島４２番地３
岡山県岡山市東区藤井２５９－３
岡山県岡山市東区楢原４３－６
岡山県岡山市東区豊田３２８－１
岡山県岡山市南区浦安西町１４－１５
岡山県岡山市南区浦安南町５９７－１
岡山県岡山市南区浦安本町１７３－１２
岡山県岡山市南区浦安本町１７３番地の１２
岡山県岡山市南区浦安本町２９－７
岡山県岡山市南区下中野１３
岡山県岡山市南区海岸通２丁目３－６
岡山県岡山市南区海岸通２丁目６－１２
岡山県岡山市南区海岸通二丁目１番１６号
岡山県岡山市南区郡３００６番地
岡山県岡山市南区古新田８４３－１
岡山県岡山市南区山田２３１６－２３
岡山県岡山市南区山田２３１６番地２４
岡山県岡山市南区新福２丁目３－３４－２
岡山県岡山市南区西市１２１－２
岡山県岡山市南区泉田３７１－１
岡山県岡山市南区曽根１９５
岡山県岡山市南区曽根５２４－２
岡山県岡山市南区大福１４５－１
岡山県岡山市南区大福３７７－１
岡山県岡山市南区大福７－１
岡山県岡山市南区築港栄町５－３６
岡山県岡山市南区築港栄町７番地の２９
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電話番号
086-944-7109
086-943-1818
086-944-5666
086-943-1150
086-942-8961
086-297-4141
086-297-0003
086-279-3714
086-297-2551
086-208-5230
086-297-4455
086-948-5002
086-263-1940
086-263-3191
086-263-8833
086-263-3461
080-5043-9586
080-5451-5607
086-264-6703
086-261-7511
086-262-0163
086-267-3883
086-281-9121
086-292-6663
086-292-6775
086-264-9050
086-225-0123
086-241-4595
086-298-1234
086-298-2155
086-282-1161
086-281-5505
086-282-9666
086-264-0067
086-264-6525

主な輸送品目（任意掲載）

事業所名

市区郡名

住所

電話番号

玉島海運株式会社 岡山営業所
日本通運株式会社 岡南事業所
株式会社河合組回漕店 本社営業所
岡山港湾運送株式会社 本社営業所
株式会社北部市場運送 岡山営業所
中国糧飼輸送株式会社 岡山支店
名鉄運輸株式会社 岡山支店
有限会社相互運輸 本社営業所
株式会社樋口運輸 岡山営業所
シモハナ物流株式会社 岡山営業所
株式会社脇地運送 岡山営業所
日本通運株式会社 岡山航空貨物センター
トールエクスプレスジャパン株式会社 岡山支店
愛知陸運株式会社 岡山営業所
有限会社福岡運送 本社営業所
有限会社平野運輸 本社営業所
株式会社誠信運輸センター 岡山営業所
株式会社だいきち 本社営業所
東和運輸株式会社 本社営業所

岡山県岡山市南区築港元町８－３６
岡山県岡山市南区築港元町８－３８
岡山県岡山市南区築港元町８－５０
岡山県岡山市南区築港元町９－２２
岡山県岡山市南区中畦１３７番１
岡山県岡山市南区中畦２５７番地の１
岡山県岡山市南区中畦８７９－１
岡山県岡山市南区中畦８８９－１
岡山県岡山市南区藤田２００１－１
岡山県岡山市南区藤田５６４－２１８
岡山県岡山市南区藤田５６６－１４６
岡山県岡山市南区藤田５６６－１６２
岡山県岡山市南区藤田６５７－３
岡山県岡山市南区藤田９１６－１
岡山県岡山市南区内尾２７５－１３
岡山県岡山市南区浜野３丁目２５２－１
岡山県岡山市南区浜野４丁目１７－１６
岡山県岡山市南区浜野４丁目１７－１６
岡山県岡山市南区福島３丁目１３－５

086-263-2215
086-262-0151
086-262-3241
086-262-1175
086-298-1495
086-298-9263
086-298-3883
086-298-9100
086-296-5070
086-296-7200
086-296-5658
086-296-0711
086-296-2111
086-296-6022
086-281-8858
086-262-3398
086-261-4377
086-264-3100
086-264-2600

芝田運輸株式会社

岡山県岡山市南区福島八ノ坪３－１４－１３

086-262-1271

岡山県岡山市南区豊成３－２０－１０
岡山県岡山市南区豊成３丁目１５－３０
岡山県岡山市南区豊成三丁目１４番１０８
岡山県岡山市南区妹尾２８９５－５
岡山県岡山市南区妹尾９６３番地１号
岡山県岡山市南区箕島２６００番地１
岡山県岡山市北区横井上８１８－１
岡山県岡山市北区岡南町２丁目３－１
岡山県岡山市北区下中野３１３－１０５
岡山県岡山市北区下中野４２９－１
岡山県岡山市北区下中野７１８－１０４
岡山県岡山市北区加茂９４－７
岡山県岡山市北区花尻みどり町１番地１０６
岡山県岡山市北区吉備津１００６－５

086-264-5550
080-5043-9646
086-250-8566
080-5451-5532
086-292-8588
086-282-5141
080-5043-9607
086-222-1747
086-244-1141
086-242-0202
086-241-2831
086-287-7206
086-252-7632
080-5043-9621

本社営業所

岡山トヨタロジテック株式会社 岡山営業所
ヤマト運輸株式会社 岡山豊成支店
有限会社ＭＪＣ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 岡山妹尾センター
株式会社ネストロジスティクス 岡山営業所
岡山生コン運送株式会社 早島営業所
ヤマト運輸株式会社 岡山津髙支店
彦崎通運株式会社 本社
株式会社サカイ引越センター 岡山支社
日本通運株式会社 岡山中央事業所
綜合警備保障株式会社 岡山警送支店
有限会社マサト通商 本社営業所
有限会社森岡運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 岡山吉備津センター

※「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。

4／14 ページ

主な輸送品目（任意掲載）

日用品・雑貨、紙・紙加工品、建築資材

木材・木製品、機械・機械部品、
引越貨物

市区郡名

事業所名
株式会社平松運輸 岡山吉備営業所
阪本運送有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 岡山御津センター
日生運輸株式会社 御津ロジックス営業部
岡山県貨物運送株式会社 金川営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 岡山営業所
大丸倉庫運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 岡山中央支店
日通トランスポート株式会社 岡山支店
日本郵便輸送株式会社 岡山営業所
ヤマト運輸株式会社 岡山北支店
富士倉庫株式会社 本社営業所
大和物流株式会社 岡山営業所
丸十運輸倉庫株式会社 岡山支店
名糖運輸株式会社 岡山営業所
ヤマト運輸株式会社 岡山大内田センター
株式会社藤伸 岡山営業所
株式会社中国トランスポート 岡山営業所
株式会社日之出運輸 岡山ＤＣ
西日本エア・ウォーター物流株式会社 岡山営業所
山陽運輸倉庫株式会社 本社営業所
全農物流株式会社 西日本支社 岡山営業部 大内田セ
ンター
ヤマト運輸株式会社 岡山流通支店
日本郵便株式会社 岡山中央郵便局
有限会社アスカエクスプレス 本社営業所
中国ピアノ運送株式会社 岡山支店
有限会社野口運輸商事 岡山事業所
トナミ運輸中国株式会社 岡山支店
日本通運株式会社 岡山支店岡山警送事業所
ヤマト運輸株式会社 岡山津島センター
岡山県貨物運送株式会社 西岡山駅営業所
岡山通運株式会社 西岡山
日本通運株式会社 岡山支店コンテナ課
福山エクスプレス株式会社 岡山営業所

※「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

電話番号

岡山県岡山市北区吉備津１１５２－１
岡山県岡山市北区玉柏字藪東３１０－１
岡山県岡山市北区御津宇垣１９５７－１
岡山県岡山市北区御津高津１２０－１０
岡山県岡山市北区御津草生２１９６－１
岡山県岡山市北区今２丁目１６－２８
岡山県岡山市北区十日市東町３３６－６
岡山県岡山市北区西古松５９－１
岡山県岡山市北区西古松西町６－３
岡山県岡山市北区西島田町１１－１８
岡山県岡山市北区大安寺南町１丁目１－６６
岡山県岡山市北区大元駅前９－１
岡山県岡山市北区大内田１０３２－２
岡山県岡山市北区大内田１０４２－６
岡山県岡山市北区大内田７２２番１
岡山県岡山市北区大内田７６７－５
岡山県岡山市北区大内田８０８－３
岡山県岡山市北区大内田８１３
岡山県岡山市北区大内田８２０－３
岡山県岡山市北区大内田８２０番地５
岡山県岡山市北区大内田８２２－１

0120-481-248
086-229-2323
080-6699-0837
086-724-3000
0867-24-0626
086-244-1811
086-225-1391
080-5043-9685
086-242-4300
086-243-2851
080-5043-9708
086-222-0959
086-293-0558
086-292-8311
086-292-1500
080-5068-3073
086-903-3060
086-292-5595
086-903-3011
086-292-5320
086-292-5210

岡山県岡山市北区大内田８４１

086-292-8203

岡山県岡山市北区辰巳２９－１０２
岡山県岡山市北区中山下２－１－１
岡山県岡山市北区津高１５４５番地３４
岡山県岡山市北区田中１３７－１０９
岡山県岡山市北区撫川９４１－７
岡山県岡山市北区撫川久住９５５－３
岡山県岡山市北区北長瀬表町１丁目６－１０７
岡山県岡山市北区万成西町３－３
岡山県岡山市北区野田４－１－９０
岡山県岡山市北区野田４－１－９０
岡山県岡山市北区野田４－１－９０
岡山県岡山市北区野田四丁目１５番３０号

080-5043-9745
086-227-2705
086-252-2940
086-242-0333
086-293-6031
086-293-7677
086-243-6900
080-6609-3025
086-241-1588
086-241-1577
086-241-1521
086-241-0291
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
赤磐市

浅口市

井原市

笠岡市

倉敷市

事業所名
有限会社中桐運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 赤磐ネオポリスセンター
佐川急便株式会社 山陽営業所
大和物流株式会社 赤坂支店
ヤマト運輸株式会社 赤磐赤坂センター
岡崎陸運株式会社 本店営業所
株式会社桜商事運輸 本社営業所
株式会社ＮＢＳロジソル 岡山営業所
ヤマト運輸株式会社 赤磐支店
昌栄運送株式会社 本社営業所
福山通運株式会社 井笠営業所
両備トランスポート株式会社 里庄営業所
株式会社ＨＩ－ＬＩＮＥ 倉敷共配センター
大成物流株式会社 鴨方営業所
佐川急便株式会社 倉敷西営業所
有限会社仁科運輸 本社営業所
岡山県貨物運送株式会社 笠岡寄島営業所
ヤマト運輸株式会社 岡山金光センター
丸本運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 岡山井原支店
山陽急行サービス株式会社 本社営業所
岡山県貨物運送株式会社 井原支店
丸福運輸株式会社 本社営業所
芳井運送株式会社 本社営業所
株式会社生興運送 本社営業所
藤井運送株式会社 本社営業所
笠岡通運株式会社 笠岡営業所
ヤマト運輸株式会社 笠岡支店
有限会社倉敷運送センター 本社営業所
茂平運送有限会社 本社営業所
井笠郵便輸送株式会社 本社営業所
センコー株式会社 岡山主管支店 笠岡営業所
シモハナ物流株式会社 岡山物流センター
河西運輸株式会社 倉敷営業所
シモハナ物流株式会社 第二センター

※「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
岡山県赤磐市五日市３５１番地
岡山県赤磐市沼田字久保田９２７－１
岡山県赤磐市沼田字上打越１０９１－１
岡山県赤磐市多賀１９２３－１０５
岡山県赤磐市町苅田字杉ノ木８１３番地１
岡山県赤磐市南方６７１
岡山県赤磐市尾谷字箱柳８９９番１
岡山県赤磐市稗田８４３－１
岡山県赤磐市福田３２６番地１
岡山県赤磐市穂崎６２６，６２７
岡山県浅口郡里庄町浜中９３－２６１
岡山県浅口郡里庄町里見４２００
岡山県浅口市鴨方町小坂西２８２８番地
岡山県浅口市鴨方町小坂東２０９９－１
岡山県浅口市鴨方町地頭上５５
岡山県浅口市鴨方町六条院東字下瓜原１６０５－１
岡山県浅口市寄島町西新開１２０９４－１
岡山県浅口市金光町大字佐方１７３
岡山県浅口市金光町大字占見新田１４９５
岡山県井原市七日市町１０１－２
岡山県井原市西江原町１８５９－１４
岡山県井原市東江原町字田畑４５７－１
岡山県井原市芳井町梶江６３７
岡山県井原市芳井町吉井２６０
岡山県井原市木之子町３３９５番地
岡山県井原市木之子町５４８１
岡山県笠岡市笠岡２３８８－９
岡山県笠岡市笠岡字大礒２７６－４
岡山県笠岡市吉浜古比須２４８４－３
岡山県笠岡市西茂平５－１３
岡山県笠岡市茂平２９１８－４１
岡山県笠岡市茂平字長瀬２９１８－１７
岡山県倉敷市下庄８０８－１
岡山県倉敷市下庄８１８－１
岡山県倉敷市下庄８５０－１
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電話番号
086-955-3330
086-955-3792
0869-56-6060
086-957-4455
086-957-9131
086-955-0344
086-955-9515
086-995-9405
080-6699-6204
086-229-2748
0865-64-3556
0865-64-3514
0865-45-8080
0865-45-8811
0865-45-8111
0865-45-8705
0865-54-3002
080-5044-7797
0865-42-9655
080-5044-7802
0866-62-1145
0866-62-2321
08-6672-0700
0866-72-0079
0866-65-0112
0866-62-1572
0865-62-2733
090-7546-0348
0865-66-3382
0865-66-1459
0865-66-2715
0865-66-2503
086-464-2050
086-463-2308
086-464-2101

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
ヤマト運輸株式会社 倉敷亀山センター
有限会社三雅急送 本社営業所
守永運輸株式会社 本社営業所
吉本運送株式会社 岡山営業所
玉島海運株式会社 本社営業所
株式会社ショウエイ 本社営業所
双葉運輸株式会社 倉敷営業所
株式会社山陽ドレージ輸送 本社営業所
有限会社梶運送 玉島営業所
岡山輸送株式会社 本社営業所
備陽ケミカル株式会社 本店営業所
京極運輸商事株式会社 倉敷営業所
株式会社博運社 岡山営業所
株式会社アクティ 倉敷支店
中央急配株式会社 本社営業所
株式会社上組 玉島支店
株式会社カイソー 岡山営業所
株式会社ロジコム・アイ 岡山営業所
日本通運株式会社 水島海運支店
株式会社Ｔａｍａ・Ｕｎ 本社営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 玉島営業所
テーエス運輸株式会社 倉敷営業所
ヤマト運輸株式会社 倉敷水島支店
ＳＢＳゼンツウ株式会社 水島営業所
株式会社柳勝運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 倉敷中央支店
ヤマト運輸株式会社 倉敷北支店
有限会社永野商事 本社
菱化ロジテック株式会社 中国支店営業所
ヤマト運輸株式会社 児島駅前センター
ミナト流通サービス株式会社 倉敷営業所
藤原運送株式会社 水島営業所
ヤマト運輸株式会社 倉敷児島支店
住栄運輸株式会社 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
岡山県倉敷市亀山７０９－５
岡山県倉敷市宮前４１９－２１８
岡山県倉敷市玉島阿賀崎１－７１０
岡山県倉敷市玉島乙島８２３４－２７
岡山県倉敷市玉島乙島８２４４番地１
岡山県倉敷市玉島乙島８２５６－２７
岡山県倉敷市玉島乙島８２５６－３９
岡山県倉敷市玉島乙島８２５６－７３
岡山県倉敷市玉島乙島８２５６番地７０
岡山県倉敷市玉島乙島８２５９－１
岡山県倉敷市玉島乙島８２５９番地２
岡山県倉敷市玉島乙島字新湊８２３４－２０
岡山県倉敷市玉島乙島字新湊８２３４番地３１
岡山県倉敷市玉島乙島字新湊８２５５－４７
岡山県倉敷市玉島乙島字新湊８２５６－６５
岡山県倉敷市玉島乙島字新湊８２５６－７６
岡山県倉敷市玉島乙島字新湊８２５９－１
岡山県倉敷市玉島乙島字新湊８２６３－１８
岡山県倉敷市玉島乙島新湊８２５９番１５
岡山県倉敷市玉島爪崎１４１－５ パストラルＥ－１０
５
岡山県倉敷市玉島八島１６１－１
岡山県倉敷市広江１丁目１－７
岡山県倉敷市広江１丁目２－１７
岡山県倉敷市広江１丁目２７２３－６
岡山県倉敷市広江２丁目１１番３１号
岡山県倉敷市笹沖３６２－３
岡山県倉敷市三田２８１－１
岡山県倉敷市児島宇野津１８５７－１
岡山県倉敷市児島宇野津２０２６－１
岡山県倉敷市児島駅前３丁目５
岡山県倉敷市児島塩生２７６７－２５
岡山県倉敷市児島塩生３９１－２
岡山県倉敷市児島下の町２丁目１－４１
岡山県倉敷市児島下の町９－１－７０
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電話番号

主な輸送品目（任意掲載）

090-7546-0349
086-430-2007
086-522-1520
086-525-5676
086-522-3188
086-526-7890
086-526-5250
086-525-3441
086-476-5620
086-441-7017
086-523-0909
086-525-1381
086-526-8198
086-523-0181
086-526-7531
086-525-1135
086-476-0082
086-523-0556
086-523-0202
090-5261-3718
086-525-3200
086-441-1590
090-7546-0347
086-456-1205
086-455-1899
090-7546-0349
080-5058-1603
086-470-3388
086-475-2550
080-5044-7738
086-475-0088
086-475-1002
080-5044-7754
086-472-2337

食料品、飲料等、液状食品素材

市区郡名

事業所名
笠岡通運株式会社 水島営業所
藤森運輸株式会社 本社営業所
岡山県貨物運送株式会社 児島支店
株式会社エクシング 倉敷営業所
株式会社サンキュウ・トランスポート・中国 水島営業所
山陽運輸倉庫株式会社 水島支店
弘栄産業株式会社 本社営業所
中国糧飼輸送株式会社 倉敷支店
株式会社平松運輸 水島営業所
水島商運株式会社 本社営業所
株式会社辰巳商會 水島営業所
株式会社丸運トランスポート西日本 倉敷営業所
倉敷運輸株式会社 港湾業務部 自動車課営業所
阪神ロジテム株式会社 岡山営業所
ヤマト運輸株式会社 倉敷玉島支店
株式会社若林平三郎商店 本社営業所
日本郵便輸送株式会社 倉敷営業所
ヤマト運輸株式会社 岡山真備センター
有限会社平田運輸 本社営業所
株式会社明新運輸 岡山営業所
トクラ運輸株式会社 本社営業所
中谷興運株式会社 本社営業所
菱進運輸倉庫株式会社 本社営業所
日通水島運輸株式会社 本社営業所
西日本マルエス株式会社 水島営業所
株式会社トムコ 水島営業所
三宅重機株式会社 本社営業所
菱華運輸株式会社 水島支店
化学運輸株式会社 本社営業所
笠岡通運株式会社 倉敷営業所
株式会社カントラロジ 岡山
新生物流サービス株式会社 岡山営業所
藤森運輸株式会社 倉敷営業所
佐川急便株式会社 倉敷営業所
株式会社岡山宝運送 水島営業所

※「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
岡山県倉敷市児島通生２９１４番地
岡山県倉敷市児島田の口７丁目６－１９
岡山県倉敷市児島稗田町２９０の２
岡山県倉敷市松江２丁目２－２１
岡山県倉敷市松江２丁目７－９
岡山県倉敷市松江２丁目９番７号
岡山県倉敷市松江３－３－２５
岡山県倉敷市松江３丁目２－１１５
岡山県倉敷市松江３丁目９６７－１２
岡山県倉敷市松江４－３－１６
岡山県倉敷市松江４－５－６
岡山県倉敷市松江三丁目２番地５０号
岡山県倉敷市松江二丁目４－３６
岡山県倉敷市上東１０４５－７
岡山県倉敷市新倉敷駅前５丁目１３８
岡山県倉敷市新田１３１０－１１
岡山県倉敷市新田字名田２３１３－１
岡山県倉敷市真備町箭田８６９－３
岡山県倉敷市真備町有井４８番地の７
岡山県倉敷市神田３－３－１７
岡山県倉敷市水江１５４４－１
岡山県倉敷市水島海岸通２－１
岡山県倉敷市水島海岸通２丁目１番地４６
岡山県倉敷市水島海岸通２丁目１番地６
岡山県倉敷市水島西通１丁目１９３２
岡山県倉敷市水島川崎通り１丁目４－１
岡山県倉敷市水島中通２－１－６
岡山県倉敷市水島中通３丁目３－３
岡山県倉敷市水島中通り３－１－１１
岡山県倉敷市西阿知町１２８６
岡山県倉敷市西阿知町１２８６
岡山県倉敷市西阿知町１２８６番地 株式会社
岡山県倉敷市船穂町船穂８４３－１
岡山県倉敷市曽原４１６－１
岡山県倉敷市曽原字山崎９２３－１
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電話番号

明治内

086-475-0101
086-477-7666
086-472-4241
086-456-3403
086-450-3901
086-456-5800
086-455-1139
086-456-1915
086-456-5366
086-455-5328
086-456-2227
086-456-3111
086-456-3116
086-461-1151
080-5068-1604
086-425-1818
086-428-4767
080-6699-5712
086-698-5969
086-448-5866
086-465-5515
086-444-4311
086-448-3955
086-446-9602
086-444-4852
086-444-0870
086-444-3903
086-444-4352
086-448-3655
086-465-5358
086-466-2836
086-460-1313
086-552-3633
086-485-4111
090-9508-6156

主な輸送品目（任意掲載）
日用品・雑貨、食用油

事業所名

市区郡名

住所

電話番号

大阪内外液輸株式会社 岡山営業所
岡山トヨタロジテック株式会社 本社営業所
株式会社新開トランスポートシステムズ 岡山営業所
日神機工株式会社 倉敷営業所
大成運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 倉敷中島センター
福山通運株式会社 倉敷支店
中国大陽液送株式会社 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 倉敷支店
ヤマト運輸株式会社 倉敷西支店
セイノースーパーエクスプレス株式会社 倉敷航空営業所

岡山県倉敷市曽原字天王山９７０－１
岡山県倉敷市中庄３１４０
岡山県倉敷市中庄字壱町田２３３１－２
岡山県倉敷市中畝１－３－１１
岡山県倉敷市中畝７－９－３５
岡山県倉敷市中島１１５０－１
岡山県倉敷市中島１４７７
岡山県倉敷市中島１５０５番地の１
岡山県倉敷市中島２２６７－１
岡山県倉敷市中島２３４０－９
岡山県倉敷市中島２８２１－１

086-485-4460
086-462-1124
086-463-0388
086-456-0787
086-455-1224
080-5068-2537
086-465-5151
086-465-0102
086-466-0123
080-5068-2537
086-465-7116

有限会社白神商事 本社

岡山県倉敷市中島８９５番地の７

086-466-3470

株式会社丸運テクノサポート 本社営業所
水島臨海通運株式会社 本店
株式会社丸運 岡山物流センター
日本郵便株式会社 倉敷郵便局
陸照運輸株式会社 本社営業所
岡山センコー運輸株式会社 倉敷営業所
岡山通運株式会社 水島営業所
中国運送株式会社 岡山営業所
備後通運株式会社 水島支店
実勝運輸有限会社 倉敷
梅田運輸倉庫株式会社 水島営業所
丸十運輸倉庫株式会社 水島支店
株式会社タイナカ運送 岡山営業所
株式会社丸文 水島営業所
石井運輸株式会社 岡山営業所

岡山県倉敷市潮通２－１
岡山県倉敷市潮通３－３－８
岡山県倉敷市潮通３丁目３－６
岡山県倉敷市鶴形１丁目８－１５
岡山県倉敷市田ノ上７９２
岡山県倉敷市東塚１－１３－３０
岡山県倉敷市東塚１－９－３５
岡山県倉敷市東塚３丁目１１－１２
岡山県倉敷市東塚５丁目１－５
岡山県倉敷市東塚６丁目４－８
岡山県倉敷市東塚７－１５－２１
岡山県倉敷市東塚７－３－４５
岡山県倉敷市東塚７－７－１６
岡山県倉敷市南畝１－４０－１
岡山県倉敷市南畝１－９０－１３
岡山県倉敷市南畝３－１０１－１６
９－７）

086-455-9640
086-455-7141
086-456-6789
086-422-0200
086-441-5500
086-455-1050
086-455-3463
086-441-5166
086-455-8155
086-450-3312
086-456-2005
086-455-9171
086-456-6686
086-456-4700
086-455-9319

丸進運油株式会社 水島営業所
西日本エア・ウォーター物流株式会社 岡山ローリー営
業所
日本通運株式会社 引越物流センター事業所
両備トランスポート株式会社 水島支店
山陽運輸機工株式会社 本社営業所
日陽運輸株式会社 岡山営業所

※「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。

（住所表記：３－

086-455-6522

岡山県倉敷市南畝３丁目１０１番地１号

086-456-1749

岡山県倉敷市南畝３丁目１０２－５
岡山県倉敷市南畝３丁目１１－３０
岡山県倉敷市南畝６－３４６－１
岡山県倉敷市南畝６－３６１－６

086-455-0202
086-455-0231
086-456-6535
086-455-6315
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主な輸送品目（任意掲載）

鉄鋼・金属製品、廃棄物、
鋼材原料、非鉄金属（銅・アルミ）

市区郡名

瀬戸内市

総社市

事業所名
東和運輸株式会社 水島営業所
菱化ロジテック株式会社 水島営業所
愛知車輌興業株式会社 岡山営業所
岩崎ライン株式会社 水島支店
大永運輸株式会社 本社営業所
三協配送株式会社 本社営業所
日神運輸株式会社 岡山営業所
株式会社エネックス 水島営業所
木村運送株式会社 本社営業所
中倉陸運株式会社 岡山営業所
株式会社ニヤクコーポレーション 中国支店水島事業所
いづみ運輸株式会社 岡山営業所
有限会社ミーノ 本社
日本郵便株式会社 倉敷郵便局片島分室
米山運送株式会社 岡山営業所
株式会社シンノウ 本社営業所
岡山県貨物鋼運株式会社 水島営業所
株式会社ムロオ 倉敷営業所
ヤマト運輸株式会社 倉敷連島センター
株式会社サカイ引越センター 倉敷支社
岡山県貨物運送株式会社 倉敷支店
ヤマト運輸株式会社 岡山邑久センター
株式会社ランテック 岡山センター
ヤマト運輸株式会社 岡山備前支店
コーワン株式会社 長船営業所
岡山スイキュウ株式会社 瀬戸内物流センター
株式会社長船貨物 本社営業所
株式会社ナルキュウ西部 本社営業所
株式会社ヤマザキ物流 岡山営業所
中川運輸有限会社 本社営業所
清水運送株式会社 本社営業所
岡山県貨物運送株式会社 総社支店
中国陸運株式会社 岡山営業所
株式会社アロックス 岡山営業所
レンゴーロジスティクス株式会社 岡山営業所

※「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
岡山県倉敷市南畝６丁目１－１５
岡山県倉敷市南畝６丁目２７３－２
岡山県倉敷市南畝７－３６３
岡山県倉敷市南畝７－３６７－１０
岡山県倉敷市南畝７丁目１－３３
岡山県倉敷市南畝７丁目２９７
岡山県倉敷市南畝７丁目６－７
岡山県倉敷市南畝７丁目９－２６
岡山県倉敷市福江１３０２
岡山県倉敷市福江５４７－９
岡山県倉敷市福江字アンボフ５７８－８
岡山県倉敷市福江字山王５４７－６
岡山県倉敷市福田町浦田２６３５－６
岡山県倉敷市片島町１０２６－１
岡山県倉敷市連島２丁目１０－１
岡山県倉敷市連島中央１－１０－２８
岡山県倉敷市連島町鶴新田２６６０－１
岡山県倉敷市連島町連島１９９０－１
岡山県倉敷市連島町連島３６－８６
岡山県倉敷市連島町連島６３－３９
岡山県倉敷市連島町連島字一の割１４２番５４
岡山県瀬戸内市牛窓町長浜２４７９－１
岡山県瀬戸内市長船町長船１１７７－２
岡山県瀬戸内市長船町長船２９７－１
岡山県瀬戸内市長船町長船７０３－１
岡山県瀬戸内市長船町土師１６８－１
岡山県瀬戸内市長船町服部２６０－１
岡山県瀬戸内市邑久町豆田字窪田４７番地５
岡山県総社市長良４－１０
岡山県総社市井尻野３６－１
岡山県総社市井尻野４３９－５
岡山県総社市井尻野７００－１０
岡山県総社市井尻野免田３９－１
岡山県総社市久代１９６６－８
岡山県総社市窪木９００
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電話番号
086-450-2550
086-457-3015
086-455-9011
086-456-8355
086-456-8888
086-456-2238
086-450-3558
086-450-2320
086-485-1316
086-485-2250
086-485-3766
086-485-4411
086-427-2888
086-460-5400
086-448-6737
086-446-0537
086-448-3445
086-466-5100
080-5068-3072
086-445-1151
086-448-3741
080-5481-5802
0869-66-0061
080-5044-7921
0869-66-7701
0869-26-2372
0869-26-2153
0869-22-9413
0866-92-3151
0866-31-7522
0866-93-2222
0866-92-0481
086-692-9393
0866-96-9265
0866-92-2690

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
高梁市

事業所名
株式会社平松運輸 高梁営業所
株式会社竹本商事運輸 高梁営業所
有限会社伯備運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 高梁支店

津山市

電話番号
0866-22-0037
0866-22-0311
0866-22-3716
0866-42-9135

成羽運送株式会社 本社営業所

岡山県高梁市成羽町大字下原４５２－１

0866-42-3346

株式会社平松運輸 本社営業所
高梁運輸株式会社 本社営業所
ナカウン株式会社 高梁営業所
ヤマト運輸株式会社 高梁津川センター
株式会社樋口運輸 高梁営業所
日軽物流株式会社 岡山営業所
佐川急便株式会社 高梁営業所
岡山福山通運株式会社 高梁営業所
ヤマト運輸株式会社 岡山宇野センター
ナイカイ運輸倉庫株式会社 本社
岡山県貨物運送株式会社 玉野営業所
ヤマト運輸株式会社 岡山玉野支店
株式会社エクセレント 岡山営業所
栄吉海運株式会社 田井港営業所
日本通運株式会社 宇野海運支店
株式会社タカオ 本社営業所
鶴山運送株式会社 本社営業所
岡山県貨物運送株式会社 津山支店
ヤマト運輸株式会社 津山西支店
セイノースーパーエクスプレス株式会社 津山航空営業所
ヤマト運輸株式会社 津山河辺センター
株式会社タイムス物流 岡山営業所
ナカウン株式会社 津山営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 久米営業所
日本郵便株式会社 津山郵便局
株式会社ギオン 津山センター
西濃運輸株式会社 津山営業所
センコーエーラインアマノ株式会社 津山営業所

岡山県高梁市川上町仁賀５３７－１
岡山県高梁市津川町今津２５４２－１
岡山県高梁市津川町今津８６３－１
岡山県高梁市津川町今津字落ニゴ８８８－１
岡山県高梁市落合町阿部１２２１
岡山県高梁市落合町阿部６９２－２
岡山県高梁市落合町阿部字河原田２３６０－１
岡山県高梁市落合町近似字稲荷谷８９番１
岡山県玉野市宇野７丁目２－３
岡山県玉野市胸上２７２１
岡山県玉野市玉原３－１０－３
岡山県玉野市田井５丁目３－１１
岡山県玉野市田井６丁目１－１４７
岡山県玉野市田井６丁目１－３
岡山県玉野市田井６丁目１－３０
岡山県玉野市日比５－９－７
岡山県津山市くめ字団地５０－７９
岡山県津山市一方久和居田１４－１６
岡山県津山市一方字久和居田７番地１
岡山県津山市河辺６８２－１
岡山県津山市河辺６８３番１
岡山県津山市河辺９２７
岡山県津山市河面１１９８－１
岡山県津山市宮尾３２８
岡山県津山市元魚町１８
岡山県津山市戸島８９３－１５
岡山県津山市戸島９２６－３
岡山県津山市高野本郷１６８２－４

0866-48-3588
0866-22-6364
0866-22-5311
0866-22-0475
0866-22-7276
0866-21-0877
0866-22-2411
0866-22-7222
080-6699-0838
0863-41-2121
0863-31-5211
080-5044-7920
0863-33-5566
0863-33-8111
0863-31-0202
0863-81-7151
0868-57-7727
0868-22-5121
080-5068-1336
0868-26-5228
0120-01-9625
0868-26-8774
0868-26-3455
0868-57-7002
086-822-2800
0868-28-7685
0868-28-5020
0868-26-8101

北港運輸株式会社 岡山支店

玉野市

住所
岡山県高梁市松山２９７－１
岡山県高梁市松山２９７－６
岡山県高梁市松山６１６－１
岡山県高梁市成羽町下原１９５－１５
岡山県高梁市成羽町成羽２９０１（住友電工焼結合金㈱
内）

※「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）

0866-42-2878
石炭、輸送機械・輸送機械部品、
鉄鋼・金属製品

市区郡名

新見市

備前市

事業所名
佐川急便株式会社 津山営業所
福山通運株式会社 津山支店
岡山福山通運株式会社 津山営業所
美作急送株式会社 本社営業所
佐良山運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 津山上河原宅急便センター
日本通運株式会社 津山営業所
ヤマト運輸株式会社 津山東支店
株式会社平松運輸 津山営業所
全農物流株式会社 西日本支社岡山営業部津山センター
有限会社峰南運輸 本社営業所
池田興業株式会社 津山支店
有限会社真成運輸 本社営業所
有限会社榎本産業 本社営業所
鶴信運輸株式会社 津山営業所
法成寺運輸有限会社 津山営業所
有限会社トランスポート竹内 本社営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 津山営業所
姫路合同貨物自動車株式会社 津山営業所
宮田運送株式会社 本社営業所
岡山福山通運株式会社 新見営業所
岡山郵便輸送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 新見支店
岡山県貨物運送株式会社 新見営業所
藤森運輸株式会社 新見営業所
株式会社仲岡運輸 本社営業所
井倉運輸株式会社 本社営業所
有限会社井上 本社営業所
株式会社藤井運輸倉庫 本社営業所
大栄流通株式会社 本社営業所
西濃運輸株式会社 備前営業所
有限会社阿部運送店 本社営業所
有限会社髙見運送店 本社営業所
槙本運送株式会社 備前営業所
中国名鉄運送株式会社 岡山支店

※「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
岡山県津山市高野本郷１８３０－２
岡山県津山市高野本郷２５４０－１
岡山県津山市高野本郷２５４０－１
岡山県津山市国分寺１１４３番地の３
岡山県津山市皿８１１
岡山県津山市志戸部字黒ヶ元７０－１
岡山県津山市昭和町２丁目９９－３
岡山県津山市上村字フロ３７５番地５
岡山県津山市上野田３０４－２
岡山県津山市草加部６８６－１
岡山県津山市大篠６３３－９
岡山県津山市中原３９－１
岡山県津山市楢３７６番地の２０
岡山県津山市八出１１１０－４
岡山県津山市堀坂２０９－１
岡山県津山市堀坂２０９－１
岡山県津山市野村４０５－５
岡山県津山市野村５３２
岡山県津山市野村字片山２０１
岡山県新見市井倉２３６番地の１
岡山県新見市高尾２２１８
岡山県新見市高尾７７１－４
岡山県新見市高尾字土上２２４６－４
岡山県新見市新見３３４－１
岡山県新見市西方２７７４－１５
岡山県新見市草間８９４６
岡山県新見市足見８３番地１
岡山県備前市吉永町吉永中６２３
岡山県備前市吉永町吉永中７０５－１
岡山県備前市香登西２３５－５
岡山県備前市香登西字大門１１－１
岡山県備前市三石２６５１－３
岡山県備前市三石６４７－４
岡山県備前市新庄９５５－１
岡山県備前市新庄９５５－３
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電話番号
0868-26-2222
0868-26-7922
0868-26-7922
0868-26-1455
0868-28-1111
0120-01-9625
0868-23-0202
0120-01-9625
0866-48-3588
0868-29-2112
0868-29-1103
0868-26-3767
0868-29-0779
0868-23-0341
0868-29-3771
0868-29-6266
0868-29-0664
0868-29-6024
0868-29-2300
0867-75-2216
0867-72-7300
0867-72-5466
0867-72-6081
0867-72-2136
0867-72-7578
0867-75-2236
0867-75-2103
0869-84-2438
0869-84-3171
0869-66-7488
0869-66-8100
0869-62-0172
0869-62-0238
0869-66-0553
0869-66-0070

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

真庭市

美作市

浅口郡
小田郡

加賀郡
勝田郡

事業所名
名宝陸運有限会社 岡山営業所
株式会社小野田廻漕店 大ケ池物流センター
コーワン株式会社 本社営業所
横山商事株式会社 本社営業所
株式会社船坂運送店 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 真庭支店
株式会社マルケイ 本社営業所
勝山運送株式会社 本社営業所
真庭運送株式会社 本社営業所
株式会社ゆだ ゆだ岡山営業所
久世運送株式会社 本社営業所
蒜山運送株式会社 本社営業所
有限会社美馬商運 本社営業所
八束運輸有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 真庭蒜山センター
岡山県貨物運送株式会社 落合営業所
サンキュー運送有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 美作支店
株式会社中央運輸 本社営業所
岩藤運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 浅口里庄センター
ヤマト運輸株式会社 岡山矢掛センター
藤枝運送株式会社 本社営業所
坂川建設鉱業株式会社 本社営業所
株式会社二葉観光運輸 本社営業所
株式会社日本陸送 倉敷営業所
全農物流株式会社 西日本支社 岡山営業部 岡山北部
センター
ヤマト運輸株式会社 吉備中央センター
株式会社日之出運輸 津山支店
両備トランスポート株式会社 津山営業所
岡山県貨物運送株式会社 勝英支店
カトーレック株式会社 津山営業所
岡山中央陸運倉庫株式会社 本社営業所
クリナップロジスティクス株式会社 津山支店

※「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

電話番号

岡山県備前市西片上字芋谷２０３５－５
岡山県備前市大内１０４－９
岡山県備前市東片上１８９－１
岡山県備前市日生町寒河２５５９
岡山県備前市野谷３１１－３
岡山県真庭市開田字仁五田４５５－１
岡山県真庭市江川８４６
岡山県真庭市三田２１１
岡山県真庭市勝山８１０－２
岡山県真庭市西河内７０－２
岡山県真庭市台金屋３３７－１
岡山県真庭市蒜山下長田１８４８－１
岡山県真庭市蒜山下長田３２－２０
岡山県真庭市蒜山下福田９３６－１
岡山県真庭市蒜山中福田６４９－３
岡山県真庭市富尾２８９－２
岡山県真庭市目木１９５０－４
岡山県美作市豊国原１８８－６
岡山県美作市北山３２１
岡山県美作市立石９８－１
岡山県浅口郡里庄町里見３７２３－１
岡山県小田郡矢掛町小田１３５５－１６
岡山県小田郡矢掛町小田２６－１
岡山県小田郡矢掛町小田５１４５－１
岡山県小田郡矢掛町上髙末８５３－１
岡山県小田郡矢掛町東三成１５６０－１

0869-63-9800
0869-66-0110
0869-64-3333
0869-72-1301
0869-62-0681
0867-52-2612
0867-44-2872
0867-44-2096
0867-44-3171
0867-52-1007
0867-42-4129
0867-66-2533
0867-66-2378
0867-66-2200
0867-66-2812
0867-42-0637
0867-42-2828
0868-72-6739
0868-72-5625
0868-78-2887
080-6609-3024
090-1186-2849
0866-84-8401
0866-87-2626
0866-83-0002
0866-82-2888

岡山県加賀郡吉備中央町加茂市場２１０

0867-35-1133

岡山県加賀郡吉備中央町竹部字杉ノ免１０８９－４
岡山県勝田郡勝央町黒坂１１０５－１
岡山県勝田郡勝央町黒坂字押田１０１２－１
岡山県勝田郡勝央町黒土７６５－２
岡山県勝田郡勝央町植月北４０１
岡山県勝田郡勝央町太平台１０－３
岡山県勝田郡勝央町太平台３０番地１

0867-34-9822
0868-38-6351
0868-38-1781
0868-38-6100
0868-38-7430
0868-38-6721
0868-38-5174
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主な輸送品目（任意掲載）

事業所名

市区郡名

久米郡

都窪郡

苫田郡
和気郡

平賀運送株式会社 津山営業所
新三協物流株式会社 岡山営業所
坂田砕石工業株式会社 本社営業所
株式会社新岡山工業 美咲営業所
株式会社ユアック 本社営業所
奥出屋運送株式会社 本社営業所
岡山スイキュウ株式会社 早島物流センター
ヤマト運輸株式会社 岡山早島センター
ヒカリ産業株式会社 常温岡山センター
株式会社ＨＩ－ＬＩＮＥ 常温岡山センター
大平運送有限会社 本社営業所
株式会社河野 岡山営業所
両備トランスポート株式会社 岡山西営業所
株式会社日立物流西日本 中国機工センター 広島機工
営業所 岡山機工係
ヒカリ産業株式会社 早島物流センター
ヤマトボックスチャーター株式会社 津山支店
有限会社川口運送 津山営業所
谷口トラック株式会社 本社営業所
株式会社遠藤運輸

本社営業所

相和運送株式会社 岡山営業所

※「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

電話番号

岡山県勝田郡勝央町太平台８９－３
岡山県勝田郡勝央町平１２２４－１
岡山県久米郡久米南町山手６４５
岡山県久米郡美咲町吉ヶ原１０８０－１
岡山県久米郡美咲町吉ヶ原３９３番地の２
岡山県久米郡美咲町打穴中１０３０－１
岡山県都窪郡早島町矢尾８１２－６
岡山県都窪郡早島町早島３０１９－１
岡山県都窪郡早島町早島４３５８－６
岡山県都窪郡早島町大字早島４３５８－６
岡山県都窪郡早島町大字早島９０７－２３
岡山県都窪郡早島町大字早島字大池３４３５番１
岡山県都窪郡早島町矢尾７９５

0868-38-1110
0868-38-7401
086-728-2811
0868-62-2775
0868-62-1500
0868-66-2468
086-292-3990
080-5451-5061
086-480-1445
086-480-1290
086-482-3156
086-483-1777
086-292-0477

岡山県都窪郡早島町矢尾８１５

086-292-0717

岡山県都窪郡早島町矢尾８３８
岡山県苫田郡鏡野町古川１０７２－５
岡山県苫田郡鏡野町布原６３４
岡山県和気郡和気町宇生４８－１
岡山県和気郡和気町加三方字塚ノ元２９８－７，２９８
－１
岡山県和気郡和気町大中山１２１９

086-292-0600
0868-54-1899
0868-54-3399
0869-88-1188
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0869-88-1150
0869-93-2991

主な輸送品目（任意掲載）

