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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）
岡山市 有限会社須賀原運送 本社営業所 岡山県岡山市中区江崎４８９－１２ 086-277-8388

株式会社前田物流サービス 本社営業所 岡山県岡山市中区江崎４９３番地１ 086-276-7269

有限会社カネヒサービス 本社営業所 岡山県岡山市中区国富１－１－１５　メゾン操山６０４ 086-277-3526

ヤマト運輸株式会社 東岡山支店 岡山県岡山市中区賞田２０７－１ 0120-01-9625

ヤマト運輸株式会社 岡山高屋センター 岡山県岡山市中区西川原３５ 0120-01-9625

せとうちデリバリーサービス株式会社 本社営業所 岡山県岡山市中区倉益２４２－９ 086-276-7112

中国新潟運輸株式会社 岡山営業所 岡山県岡山市中区倉富２６８－１ 086-274-4713

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３３０－１５ 086-277-3116

株式会社岡山シーアール物流 岡山東支店 君津営業所 岡山県岡山市東区君津１０６２－１０ 086-948-4870

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３６１３－１ 086-279-5350

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 0120-01-9625

株式会社ＨＩ－ＬＩＮＥ 岡山共配センター 岡山県岡山市東区瀬戸町肩脊１３２０－３ 086-908-0711

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４２７－１ 086-953-1122

岡崎運送株式会社 本社営業所 岡山県岡山市東区西幸西３１６－４ 086-946-8905

ヤマト運輸株式会社 岡山西大寺支店
岡山県岡山市東区西大寺字東樋詰ノ内１００６－１，１
００６－４

0120-01-9625

新光運輸株式会社 本社営業所 岡山県岡山市東区西大寺川口４８８－１ 086-943-1818

株式会社つばめ急便 岡山営業所 岡山県岡山市東区楢原４３－６ 086-297-4455

協伸運輸株式会社 岡山営業所 岡山県岡山市東区富崎７２６－８ 086-943-9995

井上運輸機工株式会社 本社営業所 岡山県岡山市南区浦安本町１７３－１２ 086-263-3461

岡山県貨物運送株式会社 岡山西物流センター 岡山県岡山市南区山田２３１６－２３ 086-292-6663

有限会社エフ・ライン輸送 本社営業所 岡山県岡山市南区新福２丁目３－３４－２ 086-264-9050

アートコーポレーション株式会社 岡山営業所 岡山県岡山市南区西市１２１－２ 086-225-0123

株式会社脇地運送 岡山営業所 岡山県岡山市南区大福１９３ 086-281-5366

株式会社河合組回漕店 本社営業所 岡山県岡山市南区築港元町８－５０ 086-262-3241

シモハナ物流株式会社 岡山営業所 岡山県岡山市南区藤田５６４－２１８ 086-296-7200

有限会社平野運輸 本社営業所 岡山県岡山市南区浜野３丁目２５２－１ 086-262-3398

株式会社だいきち 本社営業所 岡山県岡山市南区浜野４丁目１７－１６ 086-264-3100

岡山トヨタロジテック株式会社 岡山営業所 岡山県岡山市南区豊成３－２０－１０ 086-264-5550

株式会社中国トラック 岡山営業所 岡山県岡山市南区万倍１２２－１０ 086-244-0110

岡山生コン運送株式会社 早島営業所 岡山県岡山市南区箕島２６００番地１ 086-282-5141

有限会社マサト通商 本社営業所 岡山県岡山市北区加茂９４－７ 086-287-7206

大丸倉庫運輸株式会社 本社営業所 岡山県岡山市北区十日市東町３３６－６ 086-225-1391

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（岡山県）

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
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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）
富士倉庫株式会社 本社営業所 岡山県岡山市北区大元駅前９－１ 086-222-0959

名糖運輸株式会社 岡山営業所 岡山県岡山市北区大内田７２２番１ 086-292-1500

山陽運輸倉庫株式会社 岡山支店 岡山県岡山市北区大内田８２２番地２ 086-292-5210

全農物流株式会社 西日本支社岡山営業部営業課 岡山県岡山市北区大内田８４１ 086-292-8203

トナミ運輸中国株式会社 岡山支店 岡山県岡山市北区撫川字久住９５５－３ 086-293-7677

ヤマト運輸株式会社 岡山津島支店 岡山県岡山市北区万成西町３－３ 080-5044-7862

福山通運株式会社 岡山支店 岡山県岡山市北区野田４丁目１５－３０ 086-241-0291

浅口市 有限会社仁科運輸 本社営業所 岡山県浅口市鴨方町六条院東１６０５－１ 0866-45-8705

笠岡市 有限会社倉敷運送センター 本社営業所 岡山県笠岡市山口１３９５－２ 0865-65-3001

井笠郵便輸送株式会社 本社営業所 岡山県笠岡市茂平２９１８－４１ 0865-66-2715

倉敷市 河西運輸株式会社 倉敷営業所 岡山県倉敷市下庄８１８－１ 0864-63-2308

シモハナ物流株式会社 岡山第２センター 岡山県倉敷市下庄８５０－１ 086-464-2101

ヤマト運輸株式会社 倉敷亀山センター 岡山県倉敷市亀山７０９－５ 090-7546-0349

玉島海運株式会社 本社営業所 岡山県倉敷市玉島乙島８２４４－１ 086-522-3188

株式会社玉島コーワン運輸 本社営業所 岡山県倉敷市玉島乙島８２５６－２７ 086-526-7890

双葉運輸株式会社 玉島営業所 岡山県倉敷市玉島乙島８２５６－３９ 086-526-5250

株式会社ロジコム・アイ 岡山営業所 岡山県倉敷市玉島乙島字新湊８２６３－１８ 086-523-0556

株式会社Ｔａｍａ・Ｕｎ 本社営業所
岡山県倉敷市玉島爪崎１４１－５　パストラルＥ－１０
５

090-2095-3591

テーエス運輸株式会社 倉敷営業所 岡山県倉敷市広江１丁目１－７ 086-441-1590

ヤマト運輸株式会社 倉敷水島支店 岡山県倉敷市広江１丁目２－１７ 080-5044-7666

株式会社エクシング 倉敷営業所 岡山県倉敷市松江２丁目２－２１ 086-456-3403

阪神ロジテム株式会社 岡山営業所 岡山県倉敷市上東１０４５－７ 086-461-1151

株式会社明新運輸 岡山営業所 岡山県倉敷市神田３丁目１７番３，４ 086-448-5866

井倉運輸株式会社 水島営業所 岡山県倉敷市水島西千鳥町４番８ 086-441-3510

西日本マルエス株式会社 水島営業所 岡山県倉敷市水島西通１丁目１９３２ 086-444-4852

株式会社トムコ 水島営業所 岡山県倉敷市水島川崎通１丁目４－１ 086-444-0870

菱華運輸株式会社 水島支店 岡山県倉敷市水島中通３丁目３－３ 086-444-4352

株式会社グローリー 倉敷営業所 岡山県倉敷市西阿知町新田３１番６ 086-441-8003

株式会社岡山宝運送 水島営業所 岡山県倉敷市曽原９２３－１ 090-9508-6156

日神機工株式会社 倉敷営業所 岡山県倉敷市中畝１丁目３－１１ 086-456-0787

アートコーポレーション株式会社 倉敷支店 岡山県倉敷市中島２２６７－１ 086-466-0123

有限会社白神商事 本社 岡山県倉敷市中島８９５－７ 086-466-3470

株式会社丸運 岡山物流センター 岡山県倉敷市潮通３－３－６ 086-456-6789

株式会社タイナカ運送 岡山営業所 岡山県倉敷市東塚７丁目３５２－２ 086-456-6686

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
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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）
株式会社丸文 水島営業所 岡山県倉敷市南畝１丁目４０－１ 086-456-4700

日本通運株式会社 岡山中央事業所引越・美術品センター 岡山県倉敷市南畝３丁目１０２－５ 086-455-8111

株式会社コダマ 倉敷営業所 岡山県倉敷市南畝６丁目１番３２号 086-441-9338

菱化ロジテック株式会社 水島営業所 岡山県倉敷市南畝６丁目２７３－２ 086-457-3015

瀬戸内市 株式会社菅野梱包運輸・ＳＫ観光 本社営業所 岡山県瀬戸内市長船町服部２９０－８ 086-926-6600

総社市 株式会社常陸 岡山営業所 岡山県総社市井尻野４３９－２ 0866-31-5322

レンゴーロジスティクス株式会社 岡山営業所 岡山県総社市窪木９００ 0866-92-2690

高梁市 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

株式会社樋口運輸 高梁営業所 岡山県高梁市落合町阿部字川元１２２１ 0866-22-7276

玉野市 ヤマト運輸株式会社 岡山玉野支店 岡山県玉野市田井５丁目３－１１ 080-5044-7920

株式会社エクセレント 岡山営業所 岡山県玉野市田井６丁目１－１４７ 0863-33-5566

津山市 ＳＢＳゼンツウ株式会社 津山営業所 岡山県津山市野村５３２ 0868-29-6024

繁屋運送株式会社 本社営業所 岡山県津山市福田１２３４ 0868-28-0068

全農物流株式会社 西日本支社岡山営業部津山センター 岡山県津山市草加部字京原６８６－１ 0868-29-2112

佐良山運送株式会社 本社営業所 岡山県津山市皿８１１ 0868-28-1111

ＳＢＳゼンツウ株式会社 久米営業所 岡山県津山市宮尾３２８ 0868-57-7002

株式会社サカイ引越センター 岡山北支社 岡山県津山市河辺７１６－３ 0868-21-8330

鶴山運送株式会社 本社営業所 岡山県津山市くめ字団地５０－７９ 0868-57-7727

新見市 宮田運送株式会社 本社営業所 岡山県新見市井倉２３６－１ 0867-75-2216

岡山福山通運株式会社 新見営業所 岡山県新見市高尾２２１８ 0867-72-7300

ＳＢＳゼンツウ株式会社 新見営業所 岡山県新見市石蟹４１－１ 0867-76-2300

備前市 有限会社井上 本社営業所 岡山県備前市吉永町吉永中６２３ 0869-84-2438

株式会社藤井運輸倉庫 本社営業所 岡山県備前市吉永町吉永中７０５－１ 0869-84-3171

名宝陸運有限会社 岡山営業所 岡山県備前市西片上字芋谷２０３５－５ 0869-63-9800

真庭市 蒜山運送株式会社 本社営業所 岡山県真庭市蒜山下長田１８４８－１ 0867-66-2533

美作市 株式会社中央運輸 本社営業所 岡山県美作市北山３２１番地 0868-72-5625

浅口郡 ヤマト運輸株式会社 浅口里庄センター 岡山県浅口郡里庄町里見３７２３－１ 080-6609-3024

小田郡 ヤマト運輸株式会社 岡山矢掛センター 岡山県小田郡矢掛町小田１３５５－１６ 090-1186-2849

勝田郡 株式会社岡田商運 勝央営業所 岡山県勝田郡勝央町小矢田１７－１ 0868-38-7711

カトーレック株式会社 津山営業所 岡山県勝田郡勝央町植月北４０１ 0868-38-7430

岡山中央陸運倉庫株式会社 本社 岡山県勝田郡勝央町太平台１０番３号 0868-38-6721

クリナップロジスティクス株式会社 津山支店 岡山県勝田郡勝央町太平台３０番地１ 0868-38-5174

平賀運送株式会社 津山営業所 岡山県勝田郡勝央町太平台８９－３ 0868-38-1110

都窪郡 池田興業株式会社 岡山支店 岡山県都窪郡早島町早島３５５５－１ 086-483-0864
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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）
ヒカリ産業株式会社 早島物流センター 岡山県都窪郡早島町矢尾８３８ 086-292-0600

苫田郡 ヤマトボックスチャーター株式会社 津山支店 岡山県苫田郡鏡野町古川１０７２－５ 0868-54-1990

和気郡 渡辺運輸株式会社 岡山営業所 岡山県和気郡和気町本字牛飼場１１７７－６ 0869-93-0066
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