貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
福岡市

事業所名
協燃運輸株式会社 業務部
株式会社鈴与カーゴネット九州 福岡営業所
丸徳運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡長丘センター
ヤマト運輸株式会社 福岡片江支店
ヤマト運輸株式会社 福岡城南支店
有限会社伸友運送 本社営業所
丸筑運送株式会社 本社営業所
九州福山通運株式会社 福岡西営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡福重支店
株式会社シンクラン 西福岡営業所
アートコーポレーション株式会社 福岡西
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 福岡西支店
佐川急便株式会社 西福岡営業所
日本郵便株式会社 福岡西郵便局
アスミオ．株式会社 本社営業所
飯盛運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡西支店
西新運輸株式会社
株式会社前興運輸
西部逓送株式会社
福糧運輸株式会社
株式会社丸忠運送
有限会社藤崎運輸

本社営業所
本社営業所
本店営業所
本社営業所
本社営業所
本社

ヤマト運輸株式会社 福岡早良支店
株式会社成友 本社
株式会社丸福運送 福岡
ヤマト運輸株式会社 福岡中央支店
有限会社来島 本社営業所
株式会社ニヤクコーポレーション 九州支店福岡事業所
株式会社サンエストランテック 福岡事業所
株式会社丸運トランスポート西日本 福岡営業所

※「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

（福岡県）

住所
福岡県福岡市中央区荒津１丁目４番６号
福岡県福岡市東区みなと香椎３丁目２８－４
福岡県福岡市城南区七隈２－１－７２
福岡県福岡市城南区長尾３丁目７９番地
福岡県福岡市城南区南片江１－１１
福岡県福岡市城南区梅林４丁目１－１０
福岡県福岡市城南区片江２丁目２１－８
福岡県福岡市城南区片江２丁目２１－８
福岡県福岡市西区橋本１丁目１５０６－１
福岡県福岡市西区橋本１丁目１５１３
福岡県福岡市西区今宿青木字廣石南１０４２－６７
福岡県福岡市西区今宿東１－６０９－７
福岡県福岡市西区拾六町１丁目１２３－１，１２３－３
福岡県福岡市西区拾六町２丁目２３５－１
福岡県福岡市西区石丸３－２－１１
福岡県福岡市西区大字羽根戸字高田１５９－４
福岡県福岡市西区大字羽根戸字太田４１１番地の４
福岡県福岡市西区大字今宿青木字平町５４６－１，５４
６－３
福岡県福岡市西区大字飯盛字毘沙門２１８－１
福岡県福岡市早良区原７－９－２７
福岡県福岡市早良区荒江２－１０１
福岡県福岡市早良区荒江３－２６－２６
福岡県福岡市早良区次郎丸６丁目７－２７
福岡県福岡市早良区昭代３－１－１９
福岡県福岡市早良区昭代３－６０，６１，６２，６９，
７０，７１
福岡県福岡市早良区早良７丁目１－６
福岡県福岡市早良区東入部３丁目８８３－３
福岡県福岡市中央区港３－４－６
福岡県福岡市中央区港３丁目１９４番地９号
福岡県福岡市中央区荒津１－１０－５
福岡県福岡市中央区荒津１丁目１２番３
福岡県福岡市中央区荒津２－３－３７

1／32 ページ

電話番号
092-725-7788
092-683-1700
092-871-6544
092-534-2780
092-862-1520
092-863-9858
092-862-2334
092-862-4789
092-892-5230
092-892-2055
092-883-9691
092-802-0123
092-894-3611
092-882-2222
092-891-7295
092-811-3265
092-812-0848
092-806-3974
092-811-2155
092-871-4468
092-821-1903
092-821-7878
092-871-6897
092-841-1276
092-843-3995
092-804-5273
092-804-1155
092-731-9626
092-771-8388
092-771-1861
092-741-3156
092-738-0233

H30.1.12
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
弘和輸送株式会社 本社営業所
平田運送有限会社 本社
松藤商事株式会社 福岡事業所
ヤマト運輸株式会社 福岡小笹支店
日本郵便株式会社 福岡中央郵便局
福岡小型陸運株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡天神支店
吉浦運送株式会社 本社営業所
株式会社上組 福岡営業所
株式会社アラト 本社営業所
株式会社エムビーエス 福岡営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡けやき通りセンター
ヤマト運輸株式会社 福岡那の津支店
日本通運株式会社 福岡警送事業所
株式会社産恵運輸 本社営業所
県販株式会社 福岡営業所
高千穂倉庫運輸株式会社 鮮冷営業所
株式会社大福物流 福岡ＣＶＳセンター営業所
相互運輸株式会社 本社営業所
株式会社らくのう運輸 福岡第二営業所
株式会社大富 福岡営業所
日西物流株式会社 本社営業所
有限会社福富運送 本社営業所
駿和物流株式会社 本社営業所
株式会社ニシヒロ 本社営業所
福大運送株式会社 本社営業所
太陽運輸倉庫株式会社 福岡営業所
福糧運輸株式会社 福岡インター営業所
株式会社ツルク 福岡営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 福岡支店
福岡ロジスティクスサービス株式会社 本社営業所
吉田海運株式会社 福岡営業所
株式会社九州丸和ロジスティクス 福岡営業所
日本郵便株式会社 新福岡郵便局

※「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
福岡県福岡市中央区荒津２丁目２１，２２，１７－４，
２３－１，３１
福岡県福岡市中央区荒津２丁目７番
福岡県福岡市中央区荒津一丁目８－１
福岡県福岡市中央区小笹２－９－１・１０
福岡県福岡市中央区天神４－３－１
福岡県福岡市中央区那の津３－１１－１０
福岡県福岡市中央区那の津３－１４－１４
福岡県福岡市中央区那の津３－１４－１４
福岡県福岡市中央区那の津３－２－１０
福岡県福岡市中央区那の津３－９－４
福岡県福岡市中央区那の津３丁目１－１６
福岡県福岡市中央区那の津３丁目８－２８
福岡県福岡市中央区那の津３丁目８－２９
福岡県福岡市中央区那の津４－１３
福岡県福岡市中央区那の津５丁目８－８
福岡県福岡市東区みなと香椎２－６－１１福岡共配セン
ター
福岡県福岡市東区みなと香椎２丁目６－１１
福岡県福岡市東区みなと香椎２丁目２５－１７
福岡県福岡市東区みなと香椎２丁目５－７
福岡県福岡市東区みなと香椎２丁目６－１１
福岡県福岡市東区みなと香椎２丁目６－１１
福岡県福岡市東区蒲田２－３７－８
福岡県福岡市東区蒲田２－４２－２
福岡県福岡市東区蒲田２－７８１－１
福岡県福岡市東区蒲田２－８６０－１
福岡県福岡市東区蒲田２丁目３８－１７
福岡県福岡市東区蒲田２丁目３９番４７号
福岡県福岡市東区蒲田２丁目４１－１１
福岡県福岡市東区蒲田３－２－５
福岡県福岡市東区蒲田３丁目２７番３０
福岡県福岡市東区蒲田３丁目６７７－１
福岡県福岡市東区蒲田３丁目９－１９
福岡県福岡市東区蒲田３丁目９番７０号
福岡県福岡市東区蒲田４－１３－７０
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電話番号
092-722-0428
092-751-2352
092-761-3061
092-524-6003
092-713-2410
092-721-5505
092-724-8235
092-771-5171
092-752-5542
092-741-9164
092-717-4701
092-724-4613
092-724-4613
092-732-7020
092-781-3387
090-3377-0966
092-622-2378
092-692-8640
092-674-1399
090-8390-6992
080-6445-2949
092-691-5517
092-691-5565
092-691-8001
092-691-6118
092-691-8311
092-691-3351
092-674-5500
092-674-5021
092-931-7820
092-691-2571
092-663-2337
092-663-6222
092-674-8825

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
日本貨物株式会社 福岡営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 福岡支店
天龍運輸株式会社 福岡支店
日本図書輸送株式会社 福岡営業所
有限会社福岡空輸サービス 本社営業所
日本郵便株式会社 福岡東郵便局
博多運輸株式会社 香椎浜支店
株式会社エムビーエス 香椎浜物流センター
東海運株式会社 香椎営業所
全日本ライン株式会社 福岡支店
朝日オリコミ西部株式会社 福岡センター
日本通運株式会社 福岡海運支店営業所
トランスパック株式会社 本社営業所
多摩運送株式会社 福岡営業所
株式会社サカイ引越センター 福岡支社
九州航空株式会社 福岡支店
名鉄ゴールデン航空株式会社 福岡営業所
ピアノ運送株式会社 福岡営業所
株式会社エフ・ケイ・エス・ネットワーク 本社営業所
福岡シティ物流株式会社 本社
株式会社鹿毛興運 本社営業所
福大運送株式会社 福岡松田営業所
株式会社西酪運輸 福岡営業所
有限会社ウイングエクスプレス 本社営業所
西久大運輸倉庫株式会社 松田営業所
大翔トランスポート株式会社 本社営業所
株式会社大運 福岡営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡松島センター
九州商運株式会社 松島営業所
株式会社アサヒセキュリティ 福岡営業所
佐川急便株式会社 東福岡営業所
牛乳輸送株式会社 福岡
株式会社ＪＥＴＬＩＮＫ 本店営業所
株式会社久津運送店 福岡営業所
有限会社フレッシュライナー 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
福岡県福岡市東区蒲田４－１８－１５
福岡県福岡市東区蒲田４－９－１
福岡県福岡市東区蒲田４丁目１１６
福岡県福岡市東区原田１丁目２１－１５
福岡県福岡市東区原田１丁目４８－２０
福岡県福岡市東区香椎浜１－９－５
福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭２丁目１－１
福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭２丁目１５－１６
福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭２丁目２－１６
福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭２丁目２－７
福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭２丁目３－８
福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭４丁目３番１号
福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭二丁目３番１５号
福岡県福岡市東区社領２－２２－４０
福岡県福岡市東区社領３－１０－１
福岡県福岡市東区社領３－７－８
福岡県福岡市東区社領３丁目１１－３０
福岡県福岡市東区松田１－１０－１１
福岡県福岡市東区松田１－１２－５１
福岡県福岡市東区松田１－７－１６
福岡県福岡市東区松田１丁目１－１３
福岡県福岡市東区松田１丁目１２－４５
福岡県福岡市東区松田１丁目１２－５１
福岡県福岡市東区松田１丁目７９９－１
福岡県福岡市東区松田２－７－１
福岡県福岡市東区松島１丁目４２－２６
福岡県福岡市東区松島１丁目４３番１５号
福岡県福岡市東区松島１丁目７－６－５
福岡県福岡市東区松島３－１８－１５
福岡県福岡市東区松島３丁目２２番２７号
福岡県福岡市東区松島３丁目２３－１
福岡県福岡市東区松島３丁目２－５、２－６
福岡県福岡市東区松島３丁目２５－５
福岡県福岡市東区松島３丁目３２－１２
福岡県福岡市東区松島４丁目７番３２号
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電話番号
092-691-9595
092-691-8011
092-663-2828
092-623-5588
092-611-6715
092-682-1600
092-662-2620
092-663-1008
092-674-1244
092-674-3500
092-665-5500
092-663-8371
092-674-1330
092-624-2713
092-622-9090
092-622-0851
092-622-8251
092-622-0871
092-622-6220
092-612-1771
092-624-7781
092-624-0115
092-611-0246
092-626-9700
092-629-7232
092-627-1155
092-623-6955
092-626-8337
092-622-7009
092-627-1641
092-611-3101
092-627-1061
092-409-3588
092-626-8720
092-626-1585

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
有限会社三栄運輸機工 本社営業所
広徳輸送株式会社 本社営業所
ソーワトランスポート株式会社 本社営業所
上野輸送株式会社 西戸崎営業所
福岡都市配送株式会社 本社
西日本急送株式会社 本社
高千穂倉庫運輸株式会社 福岡営業所
松浦通運株式会社 福岡路線営業所
株式会社ニッシン・ロジスティクス 福岡営業所
宗像陸運株式会社 共同ターミナル営業所
宗像陸運株式会社 流通センター営業所
西久大運輸倉庫株式会社 福岡支店
株式会社見上ロジス 流通センター営業所
株式会社九州日新 多の津営業所
アートコーポレーション株式会社 福岡営業所
株式会社引越社関東 福岡東営業所
株式会社引越社関東 福岡南営業所
航空ネットワーク株式会社 本社営業所
光運送有限会社 福岡営業所
ウチダロジテム株式会社 福岡営業所
株式会社九州設備サービス 本社営業所
福岡東運輸有限会社 本社営業所
株式会社沖縄物流 本社営業所
株式会社エスラインギフ 福岡東支店営業所
有限会社ユーズ 本社営業所
株式会社ヒューテックノオリン 九州支店
九州石井運輸株式会社 東浜営業所
本田運送株式会社 福岡営業所
株式会社アイチ． 本社営業所
九州物流サービス株式会社 福岡営業所
株式会社立商 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡粕屋支店
園田陸運株式会社 福岡二又瀬センター営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡物流システム支店
株式会社Ｊ・Ｂ・Ｓネットワーク 本社

※「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
福岡県福岡市東区松島５－２６－１７
福岡県福岡市東区松島５－６－１３
福岡県福岡市東区松島６－１４－３１
福岡県福岡市東区西戸崎３丁目４番１５号
福岡県福岡市東区多の津１－１８－２
福岡県福岡市東区多の津１－１９－６
福岡県福岡市東区多の津１－３
福岡県福岡市東区多の津１－３－４
福岡県福岡市東区多の津１丁目１８－３
福岡県福岡市東区多の津１丁目１９－３
福岡県福岡市東区多の津１丁目１９－４
福岡県福岡市東区多の津１丁目２０番１４号
福岡県福岡市東区多の津１丁目２０番１６号
福岡県福岡市東区多の津１丁目２０番１８号
福岡県福岡市東区多の津２丁目１０－１
福岡県福岡市東区多の津３丁目１７番８号
福岡県福岡市東区多の津３丁目１７番８号
福岡県福岡市東区多の津４－１５－２６
福岡県福岡市東区多の津５－３－６
福岡県福岡市東区多の津５丁目３２－１２
福岡県福岡市東区多の津５丁目５－１２
福岡県福岡市東区多々良２丁目１番４９号
福岡県福岡市東区大字蒲田２－４０－３２
福岡県福岡市東区大字蒲田４－９－７
福岡県福岡市東区土井二丁目４３８－１
福岡県福岡市東区東浜２－８５－７
福岡県福岡市東区東浜２－９－１１８
福岡県福岡市東区東浜２丁目１５－１
福岡県福岡市東区東浜２丁目８５番２４号
福岡県福岡市東区東浜２丁目８番９１号
福岡県福岡市東区二又瀬５－２０
福岡県福岡市東区二又瀬新町１０３０－３
福岡県福岡市東区二又瀬新町１６－２４
福岡県福岡市東区二又瀬新町７－３２
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭１丁目４－２７
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電話番号
092-621-9858
092-621-2261
092-621-7661
092-603-2820
092-622-2040
092-622-2211
092-622-2378
092-622-2355
092-629-7800
092-622-2007
092-622-2001
092-622-6520
092-622-2347
092-626-1525
092-611-0123
092-287-9111
092-686-4040
092-611-2976
092-621-6727
092-622-2131
090-3198-0297
092-663-8166
092-691-2011
092-691-5770
092-691-0582
092-632-0101
092-643-8118
092-643-2186
092-642-1101
092-409-2780
092-405-7571
080-5068-2708
092-624-8870
092-626-8050
092-633-3301

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
ツバメ運送株式会社 福岡営業所
福岡センコー運輸株式会社 本社営業所
株式会社平尾運送 本社営業所
株式会社クイック 本社営業所
西久大運輸倉庫株式会社 福岡通運営業所
九州紙運輸株式会社 福岡支店
今井運送有限会社 本社営業所
宮田運送株式会社 福岡営業所
株式会社石島運輸倉庫 福岡流通センター
佐川急便株式会社 福岡営業所
株式会社マキタ運輸 福岡営業所
日通福岡トラック株式会社 本社
株式会社ロジテム九州 福岡支店
九州宇徳株式会社 福岡営業所
高倉運輸株式会社 福岡営業所
株式会社サンキュウ・トランスポート・九州 福岡営業所
九州商運株式会社 箱崎営業所
上組陸運株式会社 福岡営業所
有限会社大盛運送 共用営業所
丸徳運送株式会社 共用営業所
九州大栄陸運株式会社 本社営業所
筑後運送株式会社 福岡支店
小倉運送株式会社 福岡営業所
東京納品代行西日本株式会社 福岡センター
センコー株式会社 福岡車輌センター
九州福山通運株式会社 福岡箱崎営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡東支店
株式会社松田 本社営業所
鴻池運輸株式会社 福岡定温流通センター営業所
株式会社福岡ミトモ 箱崎営業所
福山エクスプレス株式会社 福岡営業所
新長門運送株式会社 本社営業所
株式会社合通カシロジ 九州支店
日通トランスポート株式会社 福岡支店
臼杵運送株式会社 福岡支店

※「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
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭２－５－１０
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭２－５－９
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭２丁目１－４
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭２丁目２－３５
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭２丁目３番７号
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４－１０－１
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４－１３－９
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４－１３－９
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４丁目１２－１
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４丁目１２番５号
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４丁目１６番１１
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４丁目１８－２
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４丁目１番２８号
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４丁目２－３４
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４丁目３４－１
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４丁目３－９
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４丁目５－５
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４丁目５番地３７
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５－１－１３
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５－１－１９
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５－１－２４
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５－１３－２０
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５－１－４
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５－１－４０
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５－１－４０
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５－２－１４
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５－３－２
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５－４－１０
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５－５－２０
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目１－３３
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目２－６
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目２番２３号
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目３番１６号
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目３番３１
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目５－１３

5／32 ページ

電話番号
092-632-4160
092-651-7450
092-931-9047
092-645-2265
092-651-5386
092-641-7294
092-641-8026
092-292-8501
092-643-5570
092-631-5306
092-632-0074
092-643-5588
092-631-0127
092-643-8861
092-643-1231
092-631-5339
092-651-1371
092-631-0531
092-651-8201
092-652-7217
092-641-6261
092-651-7879
092-651-1267
092-645-2811
092-641-1941
092-651-0292
092-631-3547
092-651-5055
092-631-4323
092-402-1035
092-632-2920
092-641-2884
092-632-5371
092-641-0750
092-651-1994

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
大伸運輸株式会社 本社営業所
丸和運送株式会社 福岡支店
株式会社ナカノ九州運輸 本社
九州商運株式会社 本社営業所
花王ロジスティクス株式会社 福岡営業所
キャリーネット株式会社 福岡営業所
理研運輸株式会社 福岡営業所
株式会社林運送 福岡営業所
九州菱倉運輸株式会社 福岡営業所
日本通運株式会社 福岡コンテナ支店
内田運輸株式会社 箱崎営業所
岡山県貨物運送株式会社 福岡主管支店
福岡ひまわり運送株式会社 ターミナル事業所
株式会社ゼロ・プラス九州 博多営業所
株式会社西物 本社営業所
九州Ｆ－ＬＩＮＥ株式会社 福岡営業所 箱崎出張所

住所
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目９－１１
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６－１０－７
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６－１１－３０
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６－６－２
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６－９－３
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６丁目１０番７号
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６丁目８－４９
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６丁目８番４１
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭一丁目５番１３号
福岡県福岡市東区箱崎埠頭２－１－４
福岡県福岡市東区箱崎埠頭４丁目１番３５号
福岡県福岡市東区箱崎埠頭５－３－１０
福岡県福岡市東区箱崎埠頭５丁目３－１
福岡県福岡市東区箱崎埠頭５丁目９番２１号
福岡県福岡市東区箱崎埠頭６－９－６
福岡県福岡市東区箱崎埠頭６丁目５－２８，８－６，８
－１３，８－４０
福岡県福岡市東区和白東１－１１９１－１
福岡県福岡市南区屋形原３丁目４４－１
福岡県福岡市南区五十川１－２－２０
福岡県福岡市南区五十川１－５－１
福岡県福岡市南区高木２－１２－１
福岡県福岡市南区高木２－１２－１
福岡県福岡市南区清水３－８－２９
福岡県福岡市南区清水３丁目１－５
福岡県福岡市南区的場１丁目１７－１０
福岡県福岡市南区桧原１丁目３２－３４
福岡県福岡市南区老司４丁目２－５
福岡県福岡市博多区井相田１－１１－３５
福岡県福岡市博多区井相田１丁目１１－３５
福岡県福岡市博多区井相田１丁目１１番４５号
福岡県福岡市博多区井相田１丁目１番５６号
福岡県福岡市博多区井相田２３０－１

ヤマト運輸株式会社 福岡和白支店
日本郵便株式会社 筑紫郵便局
ＳＢＳフレックネット株式会社 福岡営業所
直販配送株式会社 福岡営業所
有限会社かねは 本社営業所
株式会社博光運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡清水支店
佐川急便株式会社 南福岡営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡南支店
ヤマト運輸株式会社 福岡長住センター
ヤマト運輸株式会社 福岡老司支店
九栄運輸倉庫株式会社 本社営業所
むさし運送有限会社 本社営業所
博多ダイキュー運輸株式会社 本社
九州西濃運輸株式会社 福岡支店
九州安芸重機運輸株式会社 本社営業所
インターナショナルエクスプレス株式会社 福岡航空貨物
福岡県福岡市博多区榎田１丁目３－４０
センター国内営業所
九州福山通運株式会社 福岡支店
福岡県福岡市博多区榎田１丁目５－８

※「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
092-643-1987
092-645-2205
092-641-3350
092-651-3333
092-631-5566
092-631-1041
092-631-1605
092-642-8022
092-631-5518
092-641-4371
092-632-2148
092-651-7735
090-633-3603
092-651-3534
092-643-2308
092-651-5673
092-606-1210
092-566-7401
092-431-0733
092-436-1860
092-411-0488
092-431-0551
092-557-3577
092-561-2311
092-587-1212
092-541-5889
092-566-1458
092-591-3436
092-588-0738
092-588-5012
092-591-1671
092-581-9271
092-415-0231
092-411-3098

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
航空集配サービス株式会社 福岡営業所
株式会社新開トランスポートシステムズ ＳＴＳ福岡セン
ター
三愛ロジスティクス株式会社 物流センター福岡
ヤマト運輸株式会社 博多東支店
佐川急便株式会社 九州航空営業所
園田陸運株式会社 福岡営業所
日本通運株式会社 福岡中央支店
ヤマト運輸株式会社 博多北支店
博多井住株式会社 本社営業所
毛利運送株式会社 本社営業所
株式会社西日本ライナー 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 博多吉塚支店
有限会社富士通商 本社
日軽物流株式会社 九州営業所
福岡運輸株式会社 福岡営業所
福岡運輸システムネット株式会社 福岡営業所
九州産交運輸株式会社 福岡特輸センター
協栄陸運株式会社 本社営業所
株式会社ウイングエキスプレス 福岡営業所
株式会社九州デイリーサービス 福岡営業所
日本郵便輸送株式会社 博多営業所
日本郵便株式会社 博多南郵便局
飯盛運輸株式会社 博多営業所
大山満 本店営業所
進藤運輸倉庫有限会社 本社営業所
ティックトランスポート有限会社 本社営業所
日本通運株式会社 福岡航空支店 福岡貨物センター
宮崎運輸株式会社 福岡支店営業所
九州福山通運株式会社 福岡南営業所
福岡ひまわり運送株式会社 本社事業所
日本郵便株式会社 博多北郵便局
日本空輸株式会社 福岡生鮮営業所
国際空輸株式会社 福岡空港営業所
博多海陸運送株式会社 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

電話番号

福岡県福岡市博多区榎田１丁目８番２８号

092-287-9150

福岡県福岡市博多区榎田２－２－３６

092-412-6655

福岡県福岡市博多区榎田２－４－７５
福岡県福岡市博多区榎田２丁目４－１７、４－１８
福岡県福岡市博多区榎田２丁目４番６５号
福岡県福岡市博多区榎田２丁目－５－５１
福岡県福岡市博多区榎田２丁目９－４
福岡県福岡市博多区沖浜町３－１１３
福岡県福岡市博多区沖浜町５－８０
福岡県福岡市博多区吉塚５丁目９－２５
福岡県福岡市博多区吉塚７丁目３番７１号
福岡県福岡市博多区吉塚８－２１
福岡県福岡市博多区金の隈２丁目１７－１１
福岡県福岡市博多区金の隈３丁目１４－１０
福岡県福岡市博多区空港前２－２－２６
福岡県福岡市博多区空港前２丁目２番２６号
福岡県福岡市博多区空港前４－５－３０
福岡県福岡市博多区空港前４丁目３－２５
福岡県福岡市博多区月隈２丁目４－６ エクセルコート
月隈２０３
福岡県福岡市博多区月隈６丁目１０－５６
福岡県福岡市博多区月隈６丁目２１－３
福岡県福岡市博多区元町２丁目２－１２
福岡県福岡市博多区御供所町９－１１－１０５
福岡県福岡市博多区三筑１丁目６番１０号
福岡県福岡市博多区諸岡３－６４３
福岡県福岡市博多区上牟田１丁目１１－１６
福岡県福岡市博多区上牟田１丁目３７，３８
福岡県福岡市博多区上牟田３－４－１
福岡県福岡市博多区上牟田３丁目１０－１３
福岡県福岡市博多区千代６－８－１
福岡県福岡市博多区大井１丁目３番２６
福岡県福岡市博多区大字上臼井５３５
福岡県福岡市博多区大字上臼井５３５
福岡県福岡市博多区築港本町１３－３

092-451-9105
092-472-6480
092-474-3125
092-433-3608
092-473-2280
092-283-2601
092-281-6587
092-611-3231
092-611-7724
092-623-1034
092-503-7445
092-504-5713
092-621-0210
092-621-0210
092-622-9901
092-621-7681
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092-431-2735
092-513-0355
092-504-5811
092-581-0151
092-282-5827
092-588-7118
092-572-4901
092-472-9870
092-475-5510
092-411-1966
092-473-8351
092-651-0223
092-627-1024
092-415-0431
092-415-0861
092-281-6636

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

朝倉市

飯塚市

事業所名
野母商船株式会社 福岡支社
エービーカーゴ西日本株式会社 博多営業所
株式会社にしけい 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 博多南支店
西鉄運輸株式会社 博多統括支店
九州西濃運輸株式会社 福岡西支店
ヤマト運輸株式会社 博多支店
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 九州主管支店
株式会社商映運輸 本社営業所
株式会社サカイ引越センター 福岡西支社
株式会社丸二運輸 福岡営業所
ＳＧムービング株式会社 福岡営業所
江藤運送有限会社 本社営業所
株式会社オー・エル・エス 九州物流センター
ケーエルサービス九州株式会社 甘木営業所
有限会社賀和運送 本社営業所
日本郵便株式会社 甘木郵便局
株式会社長野トランスポート 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡甘木支店
甘木合同運輸株式会社 本社営業所
株式会社アイ・エム・シー 本社
株式会社大福貨物運送 本社営業所
株式会社イトキュー 甘木営業所
両備トランスポート株式会社 甘木営業所
株式会社比良松 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡甘木北センター
株式会社本田運送 福岡営業所
佐川急便株式会社 朝倉営業所
吉浦運送株式会社 朝倉営業所
西日本エア・ウォーター物流株式会社 福岡営業所
九州福山通運株式会社 甘木営業所
サン・ロジテム株式会社 本社営業所
三和ロジスティクス株式会社 九州営業所
株式会社ネオトランスライズ 本社営業所
岩永建設有限会社 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。

住所
福岡県福岡市博多区築港本町２２０
福岡県福岡市博多区竹下３丁目１番１号
福岡県福岡市博多区店屋町５－１０
福岡県福岡市博多区東雲町３－８－９
福岡県福岡市博多区東光２－２２－７２
福岡県福岡市博多区東那珂３－７－５８
福岡県福岡市博多区東比恵３－２２－２３
福岡県福岡市博多区東比恵３丁目２２－２３
福岡県福岡市博多区那珂３丁目２番２号
福岡県福岡市博多区板付２丁目１４－２０
福岡県福岡市博多区板付６丁目７－２
福岡県福岡市博多区立花寺１－１－４３
福岡県朝倉市屋永４１３７－１
福岡県朝倉市下浦２４４１番地４
福岡県朝倉市下浦２４５３－１
福岡県朝倉市下渕１４９７－１
福岡県朝倉市甘木９４８
福岡県朝倉市宮野２１４５
福岡県朝倉市牛鶴字長者原１７１
福岡県朝倉市牛木２９４
福岡県朝倉市三奈木２２６６－１－１
福岡県朝倉市三奈木２４８０
福岡県朝倉市小田１７９１－２
福岡県朝倉市上浦６５２－１
福岡県朝倉市須川２５１４
福岡県朝倉市大字甘木字川原１３１３番地１
福岡県朝倉市中原４５７－１，７
福岡県朝倉市堤字十三塚７５３－１
福岡県朝倉市入地３５００－２
福岡県朝倉市馬田２４２９
福岡県朝倉市馬田３７２０－４
福岡県朝倉市馬田６５５
福岡県朝倉市平塚１０７６－３
福岡県朝倉市平塚１０８５－７
福岡県飯塚市菰田１３６－１２
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電話番号
092-281-0237
092-431-9188
092-281-8850
092-574-2197
092-471-1201
092-431-8181
092-411-0477
092-451-8060
092-441-6245
092-513-6565
092-513-8207
092-513-3700
0946-22-9411
0946-21-0100
0946-21-5270
0946-22-9397
0946-22-3820
0946-52-3213
0946-24-4237
0946-22-4111
0946-24-3612
0946-22-3291
0946-21-0581
0946-26-0075
0946-52-0172
0946-21-4333
0946-23-0211
0946-21-6070
0946-52-8355
0946-24-5561
0946-26-1100
0946-21-3993
0946-24-8225
0946-24-3595
0948-22-4948

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

糸島市

うきは市

大川市

事業所名
株式会社ＮＢＳロジソル 飯塚
有限会社堀兄弟運送 筑豊営業所
株式会社トータルトランスポートサービス 本社営業所
有限会社ハヤト運輸 本社営業所
佐川急便株式会社 飯塚営業所
ヤマト運輸株式会社 飯塚支店
九州福山通運株式会社 飯塚営業所
ヤマト運輸株式会社 嘉穂支店
宮本急送有限会社 飯塚
株式会社共栄 本社営業所
日本通運株式会社 筑豊営業所
株式会社新井商運 福岡営業所
日本郵便株式会社 飯塚郵便局
宮本急送有限会社 飯塚北営業所
筑豊通運株式会社 本社営業所
有限会社協立運送 本社営業所
西鉄運輸株式会社 筑豊支店
西田工業株式会社 本社営業所
株式会社ラント 本社
ヤマト運輸株式会社 福岡糸島センター
轟産業運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡前原支店
株式会社イトキュー 本社営業所
九州石井運輸株式会社 本社営業所
西鉄運輸株式会社 糸島営業所
株式会社ロジコム 西営業所
有限会社福岡陸送 本社
西久大運輸倉庫株式会社 うきは支店
浮羽運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡浮羽支店
株式会社富士鳩急送 本社営業所
株式会社柿添トラック 本社営業所
新運輸株式会社 本社営業所
新進運輸株式会社 大川営業所
株式会社チクホー 大川

※「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
福岡県飯塚市勢田２５６９－１４
福岡県飯塚市勢田２５９３－１１
福岡県飯塚市赤坂８８４－７
福岡県飯塚市相田７５２番地１０４
福岡県飯塚市大字横田字後牟田６６７－３
福岡県飯塚市大字横田字大森７８５－１
福岡県飯塚市大字川島字灰交３７０－２
福岡県飯塚市大字多田字浦ノ山１０３－１
福岡県飯塚市大字大分４５５－４
福岡県飯塚市大字津島２８１－８２
福岡県飯塚市平恒４３５－７８
福岡県飯塚市平恒４７７－３２
福岡県飯塚市本町４－１
福岡県飯塚市目尾７０１
福岡県飯塚市有安９５８－３５
福岡県飯塚市有安９５８－８
福岡県飯塚市有安鳥羽９５８－４
福岡県飯塚市鯰田１０７０－１
福岡県糸島市波多江駅南１丁目９－１０
福岡県糸島市加布里２２４－１
福岡県糸島市高祖字金剛１４４－５
福岡県糸島市前原西１丁目１５－１２
福岡県糸島市多久８１９番地１
福岡県糸島市二丈松末字六石１０６７－１
福岡県糸島市二丈武１５９－１１
福岡県糸島市波多江駅北三丁目１－１
福岡県糸島市末永４２２－１
福岡県うきは市吉井町富永１９０５－７
福岡県うきは市吉井町千年９６－１
福岡県うきは市吉井町生葉字五反田５６３－４
福岡県うきは市吉井町上野入３３９－１
福岡県大川市大字下木佐木字地内５００－１
福岡県大川市大字鬼古賀１８９－１
福岡県大川市大字中古賀９２－３
福岡県大川市大字中八院６５８－１０
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電話番号
0949-62-5830
0949-66-1107
0948-82-5454
0948-24-7322
0948-21-3911
0948-21-9165
0948-24-5353
0948-82-5537
0948-20-0200
0948-29-7060
0948-22-0321
0948-25-1622
0948-22-4997
0948-43-3375
0948-82-2900
0948-31-1100
0948-82-2691
0948-25-0045
092-324-9540
092-321-0486
092-323-8311
092-323-0421
092-322-1741
092-325-0621
092-325-2771
092-329-7005
092-322-7779
0943-75-8150
0943-75-3171
0943-76-9700
0943-75-4137
0944-88-2377
0944-88-2752
0944-89-9810
0944-87-3610

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
朝日陸運株式会社 大川営業所

大野城市

大牟田市

株式会社白谷運輸 本社営業所
株式会社アイエムティ運輸 本社営業所
食品サービス株式会社 福岡営業所
株式会社ピアノターミナル・ナカムラ 本社営業所
九州福山通運株式会社 大野城営業所
有限会社福昌運輸 本社営業所
株式会社らくのう運輸 福岡営業所
株式会社多摩流通 福岡営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡御笠川センター
中越輸送株式会社 福岡営業所
有限会社光栄急配 本社営業所
大野運送株式会社 本社営業所
九北物流株式会社 本社営業所
株式会社ウイングス 福岡営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡大野城支店
有限会社リード物流 本社営業所
株式会社エフシービー 本社
株式会社ＤＮＰロジスティクス 福岡営業所
株式会社ヒサノ 福岡営業所
小原運輸有限会社 福岡営業所
西日本エア・ウォーター物流株式会社 大牟田ローリー営
業所
ヤマト運輸株式会社 大牟田南センター
西久大運輸倉庫株式会社 中九州支店
内田物流株式会社 大牟田営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 大牟田支店
久留米運送株式会社 大牟田店
大牟田丸善運輸株式会社 本社営業所
大牟田トラック運送有限会社 本社営業所
株式会社塚崎運送 本社営業所
江藤運輸株式会社 大牟田営業所
九州西濃運輸株式会社 大牟田営業所
松藤商事株式会社 大牟田事業所
市村運送有限会社 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。

住所
福岡県大川市大字本木室５９４－２，６０４－１，大川
市大字大橋字北の内３７６－２
福岡県大川市中八院６５８－８
福岡県大川市道海島１１６－１
福岡県大野城市旭ヶ丘１丁目７番１号
福岡県大野城市乙金２－８－１
福岡県大野城市乙金東３丁目１１番１号
福岡県大野城市御笠川２－１５－１４
福岡県大野城市御笠川２－１６－１５
福岡県大野城市御笠川２－９－５
福岡県大野城市御笠川３－２－１６
福岡県大野城市御笠川３丁目１５－８
福岡県大野城市御笠川３丁目１６番１２号
福岡県大野城市御笠川４－１２－７
福岡県大野城市御笠川５丁目６－１６
福岡県大野城市御笠川５丁目６－９
福岡県大野城市大字乙金１２７２－１
福岡県大野城市大城三丁目３４－１０
福岡県大野城市大池２－１２－６
福岡県大野城市仲畑１丁目８－１３
福岡県大野城市仲畑２－１１－２６
福岡県大野城市東大利３丁目８－８

電話番号
0944-87-2887
0944-86-4185
0944-88-2677
092-589-1500
092-504-0413
092-504-0292
092-503-0177
092-503-3974
092-503-6633
092-513-9301
092-504-5861
092-513-4650
092-503-3488
092-503-0861
092-513-9060
092-504-3017
092-503-2239
092-503-7531
092-573-9833
092-589-4411
092-501-5233

福岡県大牟田市合成町１番地の１３

0944-55-9592

福岡県大牟田市合成町６２－４
福岡県大牟田市四箇新町１丁目８番１
福岡県大牟田市四山町１００－１１
福岡県大牟田市四山町８０－１７
福岡県大牟田市四山町８０－３０
福岡県大牟田市四山町８０－５９
福岡県大牟田市四山町８０－６０
福岡県大牟田市四山町８０－７１
福岡県大牟田市四山町８０－７９
福岡県大牟田市四山町８０番８０
福岡県大牟田市四山町８４－４
福岡県大牟田市新開町２－８０

0944-41-1126
0944-41-6300
0944-51-8886
0944-53-4567
0944-57-2151
0944-57-1500
0944-53-2226
0944-52-7529
0944-52-5524
0944-59-0022
0944-55-5440
0944-57-1323
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
西日本マルエス株式会社 大牟田営業所
白石自動車有限会社 本社営業所
三池港物流株式会社 本社営業所
九州福山通運株式会社 大牟田営業所
有限会社谷口陸海 大浦営業所
株式会社博運社 大牟田営業所

小郡市

春日市

嘉麻市

北九州市

佐川急便株式会社 大牟田営業所
有限会社協和運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡大牟田支店
大牟田運送株式会社 本社営業所
株式会社丸大産業運輸 本社営業所
第一物流株式会社 小郡営業所
株式会社ＮＢＳロジソル 小郡営業所
有限会社小郡運送 本店
株式会社博運社 小郡営業所
株式会社ダイセーエクスプレスシステム 小郡ハブセン
ター
有限会社共栄資源管理センター小郡 本店営業所
九州産交運輸株式会社 中九州センター
トールエクスプレスジャパン株式会社 中九州支店
ヤマト運輸株式会社 福岡春日北支店
株式会社エムエスロジ 本社営業所
筑紫運送有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡春日支店
上嘉穂貨物自動車運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 嘉麻センター
有限会社三共貨物 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 小倉北支店
九州産交運輸株式会社 北九州センター
株式会社石松商会 本社営業所
株式会社福屋工業 本社営業所
竹原運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 戸畑牧山センター
戸畑港運輸株式会社 本社営業所
キャリーネット株式会社 戸畑営業所

※「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

福岡県大牟田市新開町３－４５
福岡県大牟田市新開町３－４８
福岡県大牟田市新港町６－６２
福岡県大牟田市船津町４１６
福岡県大牟田市大浦町１５－２０
福岡県大牟田市大字手鎌字新川１０１２，１０１３，１
０１４，１０１５－１
福岡県大牟田市大字手鎌字有明開１８８２
福岡県大牟田市大字歴木４９３－１
福岡県大牟田市唐船字丁地３７７－１，３７６－１
福岡県大牟田市不知火町１－無番地駅構内
福岡県大牟田市岬町６－５
福岡県小郡市干潟１６０５－１
福岡県小郡市干潟字船底８０７－１６
福岡県小郡市小郡２１８４
福岡県小郡市小郡字川厚田１７１２－３

0944-54-0608
0944-52-3366
0944-53-0177
0944-54-2212
0944-52-4088

福岡県小郡市上岩田５６５－１７

0942-23-8380

福岡県小郡市上岩田７６６番地
福岡県小郡市大字小郡字堂の前１４５０－１
福岡県小郡市大字小郡字堂の前１４５０－１
福岡県春日市惣利三丁目４６－４
福岡県春日市塚原台３－１１０
福岡県春日市宝町１－１０－３
福岡県春日市宝町３－１－１、５－１
福岡県嘉麻市牛隈１９９０－１
福岡県嘉麻市牛隈字野添２５１０－１２
福岡県嘉麻市上山田４８５－１１，４８５－１７
福岡県北九州市小倉北区末広２丁目３６番１４
福岡県北九州市小倉北区高浜１丁目４－１９
福岡県北九州市若松区南二島２丁目７－５
福岡県北九州市戸畑区境川２－４－１
福岡県北九州市戸畑区初音町１３－３２
福岡県北九州市戸畑区千防３丁目２０－１９
福岡県北九州市戸畑区川代２－４－１
福岡県北九州市戸畑区川代２丁目３番６号

0942-72-0497
0942-72-4131
0942-73-1551
092-595-3910
092-589-1838
092-581-2126
092-581-3062
0948-57-0016
0948-20-7081
0948-52-0701
093-521-8966
093-513-2511
093-701-5373
093-861-1621
093-871-3228
093-881-6606
093-871-1721
093-884-2141
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主な輸送品目（任意掲載）

0944-54-7206
0944-54-0332
0944-53-5136
0944-51-0341
0944-53-3566
0944-43-0350
09427-3-3000
0942-73-1121
0942-72-2374
0942-73-4333

引越貨物

市区郡名

事業所名
日鉄住金物流八幡株式会社 陸運部
太平運輸株式会社 本社営業所
株式会社ランクルーズ 本社営業所
株式会社ジャパンカーゴ 北九州営業所
株式会社丸仲運輸 本社
北九運送株式会社 本社
株式会社五菱 本社営業所
日本通運株式会社 ひびき海運支店
九州石井運輸株式会社 ひびき営業所
ヤマト運輸株式会社 若松本町センター
黒崎水岩運送株式会社 若松営業所
株式会社トーカイ物流 本社営業所
九栄運輸倉庫株式会社 北九州営業所
河津産業有限会社 北九州営業所
緒方運輸有限会社 本社営業所
有限会社トヨトミ運輸 本社営業所
五島運輸倉庫株式会社 北九州営業所
吉田海運株式会社 北九州営業所
株式会社成和産業 本社営業所
琴崎産業株式会社 北九州営業所
長州貨物株式会社 北九州営業所
菱化ロジテック株式会社 二島物流センター営業所
株式会社鋼ライン 本社営業所
株式会社ニシヒロ 北九州営業所
株式会社メディックス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 北九州主管支店
有限会社興永 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 小倉朽網センター
エル・エムサービス株式会社 本店営業所
株式会社シンクラン 南小倉営業所
平和運送株式会社 本社
愛グリーン運輸株式会社 本社営業所
小倉運送株式会社 小倉南営業所
九州紙運輸株式会社 北九州支店
第一運送株式会社 小倉営業所

※「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
福岡県北九州市戸畑区大字戸畑４６４－２４
福岡県北九州市若松区安瀬１－３－１４
福岡県北九州市若松区安瀬４６－１
福岡県北九州市若松区安瀬６４－１７１
福岡県北九州市若松区響町１－８０－２
福岡県北九州市若松区響町１－８７－６
福岡県北九州市若松区響町１丁目響灘南３号岸壁
福岡県北九州市若松区響町３丁目１－５
福岡県北九州市若松区向洋町２０－１
福岡県北九州市若松区桜町２０番
福岡県北九州市若松区桜町２１－２２
福岡県北九州市若松区大字安瀬１－３－１
福岡県北九州市若松区大字安瀬４５－１
福岡県北九州市若松区大字安瀬６４－１８１
福岡県北九州市若松区南二島１丁目７－１
福岡県北九州市若松区南二島１丁目９－１５
福岡県北九州市若松区南二島１丁目９－２０
福岡県北九州市若松区南二島１丁目９－３
福岡県北九州市若松区南二島２丁目５－１
福岡県北九州市若松区南二島２丁目５６２－３
福岡県北九州市若松区南二島２丁目５６２－３
福岡県北九州市若松区南二島４丁目１０番１号
福岡県北九州市若松区北浜２丁目１－６
福岡県北九州市若松区北湊町１０番１
福岡県北九州市小倉南区下曽根新町１３－１
福岡県北九州市小倉南区葛原東５－１０１７－１
福岡県北九州市小倉南区葛原東５丁目８－１
福岡県北九州市小倉南区朽網東２丁目３
福岡県北九州市小倉南区朽網東２丁目３０番９号
福岡県北九州市小倉南区新曽根６番４号
福岡県北九州市小倉南区大字朽網３９１４－１０
福岡県北九州市小倉南区大字朽網３９１４－１０
福岡県北九州市小倉南区大字朽網３９１４－６８
福岡県北九州市小倉南区大字朽網３９１４－８
福岡県北九州市小倉南区大字朽網３９１４－９
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電話番号
093-872-5517
093-751-6877
093-761-0129
093-752-5600
093-771-9221
093-751-8151
093-771-2090
093-761-6010
093-752-2020
093-751-7507
093-701-5770
093-752-1617
093-771-1781
093-752-0550
093-791-2366
093-772-5085
093-791-7203
093-701-0020
093-643-2880
093-791-8295
093-791-0110
093-701-3781
093-752-1200
093-751-2146
093-473-4920
093-475-2211
093-474-6400
093-471-2511
093-475-2002
093-471-7443
093-475-7755
093-475-4421
093-474-0520
093-474-2550
093-475-7575

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

住所

小倉第一運送有限会社 本社
ヤマト運輸株式会社 小倉南支店
株式会社東谷山家 本社営業所
株式会社ＦＢＳコーポレーション 北九州営業所

福岡県北九州市小倉南区大字朽網３９１４－９
福岡県北九州市小倉南区大字高津尾字郷原４７－１
福岡県北九州市小倉南区大字小森字久保田５０７－１
福岡県北九州市小倉南区大字曽根４３６１－１０
福岡県北九州市小倉南区中吉田６丁目８６７番１、７、
ヤマト運輸株式会社 小倉吉田センター
８
株式会社エスラインギフ 小倉営業所
福岡県北九州市小倉南区長野１－５－１１
株式会社中国トラック 北九州
福岡県北九州市小倉南区長野本町２丁目２番６号
有限会社堀兄弟運送 北九州営業所
福岡県北九州市小倉南区津田１丁目１番８号
株式会社にしけい 小倉営業所
福岡県北九州市小倉北区下到津２丁目７－２０
株式会社ＮＳロジ西日本 小倉営業所
福岡県北九州市小倉北区許斐町２２
ヤマト運輸株式会社 小倉熊本センター
福岡県北九州市小倉北区熊本３丁目１６－６，７，１８
朝日オリコミ西部株式会社 北九州センター
福岡県北九州市小倉北区高浜１丁目６－１５
北九州高速運輸株式会社 北九州営業所
福岡県北九州市小倉北区高浜１丁目６－１８
日鹸運輸有限会社 本社営業所
福岡県北九州市小倉北区高浜１丁目６－３５
東輪ケミカル株式会社 本社営業所
福岡県北九州市小倉北区高浜１丁目６－６３
レンゴーロジスティクス株式会社 小倉営業所
福岡県北九州市小倉北区高浜２－２８－１，３７－１
株式会社引越社関東 北九州西営業所
福岡県北九州市小倉北区篠崎１－４－８
株式会社引越社関東 北九州東営業所
福岡県北九州市小倉北区篠崎１丁目４番８号
アートコーポレーション株式会社 小倉営業所
福岡県北九州市小倉北区神岳２－１－１
株式会社サカイ引越センター 北九州東支社
福岡県北九州市小倉北区神幸町２１９－２
株式会社西酪運輸 西港営業所
福岡県北九州市小倉北区西港町１０－６
株式会社大富 北九州営業所
福岡県北九州市小倉北区西港町１０－６
日本通運株式会社 北九州総合物流事業所
福岡県北九州市小倉北区西港町１１０番地１号
共栄商事株式会社 北九州
福岡県北九州市小倉北区西港町１１１－２
株式会社サンキュウ・トランスポート・九州 本社営業所 福岡県北九州市小倉北区西港町１２０－２
株式会社福岡豊興 北九州営業所
福岡県北九州市小倉北区西港町１２３－８
日本通運株式会社 北九州警送事業所
福岡県北九州市小倉北区西港町１５－６４
日通トランスポート株式会社 北九州支店
福岡県北九州市小倉北区西港町１５－６４
丸全九州運輸株式会社 小倉輸送営業所
福岡県北九州市小倉北区西港町１５番地６７
日通北九州運輸株式会社 本社営業所
福岡県北九州市小倉北区西港町１５番６４号
株式会社シンクラン 西小倉営業所
福岡県北九州市小倉北区西港町３０－５
日本通運株式会社 北九州航空支店
福岡県北九州市小倉北区西港町６１－１
上野輸送株式会社 小倉営業所
福岡県北九州市小倉北区西港町６１番２４
株式会社西志商事 本社
福岡県北九州市小倉北区西港町６１番地２９

※「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
093-475-9911
093-452-1747
093-451-0066
0944-64-2468
093-474-7255
093-471-0131
093-474-6061
093-474-7180
093-562-8910
093-592-4514
093-922-4771
093-533-0500
093-533-7070
093-383-9906
093-511-2255
093-521-5164
093-591-2220
093-591-2205
093-511-0123
093-533-1141
093-592-2620
090-2096-1209
093-582-0206
093-581-5688
093-571-3099
093-591-3951
093-592-3892
093-561-6381
093-581-0800
093-583-0202
093-581-6614
093-581-5100
093-562-0077
093-562-6860

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社ＴＥＡＭ２４ 本社営業所
西鉄運輸株式会社 北九州支店
ＭＡＲＵＺＥＮＥＸＰＲＥＳＳ株式会社 本社営業所
有限会社菅原運送 本社営業所
鶴丸海運株式会社 本社営業所
日陸物流株式会社 北九州営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 北九州営業所
ホクザイ運輸株式会社 本社営業所
北九州港運株式会社 本社営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 北九州支店
久留米運送株式会社 北九州支店
福岡ロジスティクスサービス株式会社 北九州営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 北九州支店
ヤマト運輸株式会社 小倉西港支店
九州福山通運株式会社 北九州支店
株式会社ソル 本社営業所
小倉貨物運輸株式会社 本社営業所
株式会社博運社 北九州営業所
九州西濃運輸株式会社 北九州支店
岡山県貨物運送株式会社 北九州支店
九州名鉄運輸株式会社 小倉支店
セイノースーパーエクスプレス株式会社 北九州貨物セン
ター
山九株式会社 小倉営業所
有限会社九州北港運輸 本社営業所
住ノ江海陸運輸株式会社 北九州営業所
センコー株式会社 小倉営業所
株式会社ムロオ 北九州営業所
シモハナ物流株式会社 小倉営業所
玄海産業株式会社 本社営業所
日之出運輸株式会社 北九州営業所
総合物流サービス株式会社 本社
増田運送有限会社 小倉営業所
戸畑物流株式会社 本社営業所
両備トランスポート株式会社 小倉営業所

※「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

福岡県北九州市小倉北区西港町６１番地２９
福岡県北九州市小倉北区西港町６２
福岡県北九州市小倉北区西港町６２－１
福岡県北九州市小倉北区西港町６２－１
福岡県北九州市小倉北区西港町６２－１
福岡県北九州市小倉北区西港町６２－７
福岡県北九州市小倉北区西港町７２－１２
福岡県北九州市小倉北区西港町７２番地の３０
福岡県北九州市小倉北区西港町８
福岡県北九州市小倉北区西港町８３－１
福岡県北九州市小倉北区西港町８３－２
福岡県北九州市小倉北区西港町８３番地４
福岡県北九州市小倉北区西港町８４－１
福岡県北九州市小倉北区西港町８４－１
福岡県北九州市小倉北区西港町８４－２
福岡県北九州市小倉北区西港町８４－７
福岡県北九州市小倉北区西港町８４－８
福岡県北九州市小倉北区西港町８５－２
福岡県北九州市小倉北区西港町８５番地の１
福岡県北九州市小倉北区西港町８６－１
福岡県北九州市小倉北区西港町８６－３

093-967-7460
093-561-5133
093-562-5151
093-582-4624
093-571-5331
093-591-8100
093-591-1177
093-561-3400
093-581-9796
093-571-4831
093-581-5281
093-581-6971
093-562-8940
093-561-8560
093-581-2900
093-953-9745
093-571-3700
093-581-2045
093-581-0611
093-581-0286
093-581-1381

福岡県北九州市小倉北区西港町８６－４

093-571-6084

福岡県北九州市小倉北区西港町８６－９
福岡県北九州市小倉北区西港町８８－６
福岡県北九州市小倉北区西港町８９－１６
福岡県北九州市小倉北区西港町８９－６
福岡県北九州市小倉北区西港町９１
福岡県北九州市小倉北区西港町９１－１
福岡県北九州市小倉北区西港町９－１３
福岡県北九州市小倉北区西港町９２－１４
福岡県北九州市小倉北区西港町９２－３
福岡県北九州市小倉北区西港町９２－６
福岡県北九州市小倉北区西港町９－３
福岡県北九州市小倉北区西港町９３－１０

093-581-2631
093-592-4102
093-582-0781
093-581-4635
093-562-2160
093-562-7732
093-562-0025
093-583-5060
093-582-5633
093-571-4101
093-562-0780
093-592-2028
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

住所

電話番号

株式会社上組 小倉営業所

福岡県北九州市小倉北区西港町９４－１０

093-561-9181

株式会社ヤマックス 本社営業所
ムラカタ流通株式会社 本社営業所
松藤商事株式会社 北九州事業所
株式会社ニヤクコーポレーション 九州支店小倉事業所
株式会社ベストワーク運輸 本社営業所
株式会社マルセコーポレーション 本社営業所
株式会社丸勢運輸 本社営業所
綜合警備保障株式会社 警送北九州営業所
有限会社富士丸運送 本社営業所

福岡県北九州市小倉北区西港町９４－１８
福岡県北九州市小倉北区西港町９４－９
福岡県北九州市小倉北区西港町９５－３
福岡県北九州市小倉北区西港町９５－４
福岡県北九州市小倉北区西港町９５－５
福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸２番５号
福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸５－３
福岡県北九州市小倉北区浅野３－８－１ＡＩＭビル
福岡県北九州市小倉北区浅野３丁目１－７
福岡県北九州市小倉北区大字篠崎字高尾２５８６－８、
字山田１７９０－１
福岡県北九州市小倉北区大字富野字隠岩１７１７－１９
福岡県北九州市小倉北区田町９－７
福岡県北九州市小倉北区東港２－３－１
福岡県北九州市小倉北区東港２丁目４－１７
福岡県北九州市小倉北区東篠崎３丁目６－２７
福岡県北九州市小倉北区萩崎町２－１
福岡県北九州市小倉北区末広２丁目３－１３
福岡県北九州市八幡西区永犬丸南町２丁目３－６
福岡県北九州市八幡西区屋敷２丁目３７－１，３７－２
福岡県北九州市八幡西区割子川２丁目１５－９，１０，
２１
福岡県北九州市八幡西区黒崎城石１－２
福岡県北九州市八幡西区黒崎城石２－２
福岡県北九州市八幡西区舟町５－１
福岡県北九州市八幡西区折尾１丁目８－２０－２０２
福岡県北九州市八幡西区則松４丁目１３０６－１
福岡県北九州市八幡西区大字本城字清水１９３７－２、
５
福岡県北九州市八幡西区池田３丁目６－２４
福岡県北九州市八幡西区築地町１５－１
福岡県北九州市八幡西区築地町２０－２９
福岡県北九州市八幡西区築地町２０－２９
福岡県北九州市八幡西区町上津役東１丁目１５－２５

093-561-0871
093-583-2275
093-571-4431
093-561-1531
093-582-7758
093-533-8887
093-511-1235
093-521-6960
093-521-2394

ヤマト運輸株式会社 小倉西支店
株式会社中組 本社
田町運送有限会社 本社営業所
江藤運輸株式会社 小倉営業所
佐川急便株式会社 北九州営業所
九州航空株式会社 北九州支店
日本郵便株式会社 北九州中央郵便局
有限会社内本開発 本社
株式会社サカイ引越センター 北九州支社
ヤマト運輸株式会社 城山センター
ヤマト運輸株式会社 八幡引野センター
九州運輸建設株式会社 本社営業所
株式会社安川トランスポート 本社営業所
菱化ロジテック株式会社 城山物流センター営業所
有限会社ロジスティックス・チューオウ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 八幡西支店
ヤマト運輸株式会社 八幡本城支店
株式会社大安 本社
有限会社長運輸 本社営業所
為頼運送株式会社 本社営業所
マルタ産業有限会社 本社営業所
株式会社らくのう運輸 北九州営業所

※「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。
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093-652-5700
093-521-0508
093-561-6019
093-571-3738
093-591-5552
093-941-2020
093-941-9430
093-512-7777
093-611-1109
093-645-7521
093-632-7101
093-643-2870
093-631-3181
093-643-2688
093-603-2794
093-601-1577
093-695-2634
093-618-5010
093-642-5039
093-621-0031
093-642-8875
093-612-8751

主な輸送品目（任意掲載）
鉄鋼・金属製品、食料品、輸送機
械・輸送機械部品

市区郡名

事業所名

住所

ヤマト運輸株式会社 八幡南支店
福岡県北九州市八幡西区東石坂町３４５６－４・５・６
菊竹産業株式会社 八幡事業所
福岡県北九州市八幡西区東浜町１－３
九州液送株式会社 本社営業所
福岡県北九州市八幡西区洞南町３－１
八幡運送株式会社 若松営業所
福岡県北九州市八幡西区洞北町１－３
佐川急便株式会社 八幡西営業所
福岡県北九州市八幡西区洞北町１番８０号
駿和物流株式会社 北九州営業所
福岡県北九州市八幡西区洞北町３－６
西日本エア・ウォーター物流株式会社 北九州ローリー営
福岡県北九州市八幡西区洞北町５番５号
業所
正栄運輸株式会社 本社
福岡県北九州市八幡西区洞北町７－１
日本郵便株式会社 八幡南郵便局
福岡県北九州市八幡西区八枝４丁目３－２１
福岡県北九州市八幡西区夕原町１０－１７、１８、１
リバティトラックス株式会社 本社営業所
９、２０、２１
西日本マルエス株式会社 北九州営業所
福岡県北九州市八幡西区夕原町３－７
鮎川産業株式会社 本社
福岡県北九州市八幡西区夕原町４－１６
有限会社ドリームコーポレーション 本社営業所
福岡県北九州市八幡西区夕原町５－５
株式会社ジェイネットトランスポート 本社営業所
福岡県北九州市八幡西区夕原町５－５
福岡県北九州市八幡東区前田１－３－５，３－６，３－
ヤマト運輸株式会社 八幡東支店
７，３－９，３－１１
株式会社ＮＳロジ西日本 八幡営業所
福岡県北九州市八幡東区大字枝光１７９０－１４
日鉄住金物流八幡株式会社 高圧ガス物流部
福岡県北九州市八幡東区大字枝光７４０－９
ヤマト運輸株式会社 新門司センター
福岡県北九州市門司区伊川字ツイ通１９５３番１
福岡県北九州市門司区小森江３－３９４６－３．８４０
ヤマト運輸株式会社 門司支店
－７．８４０－１１．８４０－９．８４６－４．８４７
－１
日本郵便輸送株式会社 門司営業所
福岡県北九州市門司区松原２－９－５８
福岡県北九州市門司区松原２丁目３番１６号（２－６５
株式会社サンエストランテック 北九州事業所
１２）
新熊本産業株式会社 本社営業所
福岡県北九州市門司区新門司１－１１
上神谷梱包高速株式会社 北九州営業所
福岡県北九州市門司区新門司１－６－１
フェリックス物流株式会社 新門司営業所
福岡県北九州市門司区新門司１－６－１，２，７
臼杵運送株式会社 北九州支店
福岡県北九州市門司区新門司１－６－３
菱中海陸運輸株式会社 九州営業所
福岡県北九州市門司区新門司１－６－３
鐵伸運輸株式会社 門司営業所
福岡県北九州市門司区新門司１－７－７
ヤマトボックスチャーター株式会社 北九州支店
福岡県北九州市門司区新門司１丁目６－１－２０１号
野中産業株式会社 本社営業所
福岡県北九州市門司区新門司１丁目９－４
株式会社西酪運輸 本社営業所
福岡県北九州市門司区新門司２－１６－６
株式会社カイソー 九州営業所
福岡県北九州市門司区新門司２丁目１５－１

※「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
093-618-0817
093-642-4611
093-642-0406
093-691-1300
093-693-6105
093-695-6501
093-601-2461
093-691-1139
093-691-0702
093-621-4334
093-642-5126
093-644-8000
093-644-7788
093-644-5757
093-681-8009
093-671-6577
093-663-5577
093-481-7780
093-372-5080
093-371-6508
093-371-2623
093-481-1731
093-481-2112
093-481-5481
093-481-6400
093-481-3159
093-481-3282
093-481-6668
093-481-6464
093-481-2727
093-481-6055

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
九州産業運輸株式会社 新門司営業所
株式会社イマナガ 本社営業所
株式会社九州ネギシ 本社営業所
福岡トランス株式会社 本社営業所
若林運送株式会社 九州営業所
株式会社野原商会 本社営業所
有限会社ワイズトランスポート 本社営業所
内田ライン株式会社 門司営業所
有限会社和晋 九州営業所
日本アルコール物流株式会社 門司営業所
臼杵運送株式会社 北九州配送センター
日正運輸株式会社 北九州営業所
池田興業株式会社 門司支店
有限会社内本開発 新門司営業所
新東陸運株式会社 本社営業所
ダイワ運輸株式会社 北九州営業所
下関海陸運送株式会社 北九州支店
有限会社九州ポーター・サービス 本社営業所
株式会社ＮＢＳロジソル 北九州営業所
小倉運送株式会社 新門司営業所
大日運輸株式会社 本社営業所
玄海産業株式会社 新門司営業所
明光運輸株式会社 本社営業所
北九丸善運輸株式会社 本社営業所
株式会社中通 小倉営業所
株式会社安川トランスポート 門司営業所
産業運輸株式会社 本社営業所
西日本ダイハツ運輸株式会社 九州支店
株式会社アイエヌライン 北九州営業所
宮田運送株式会社 門司営業所
西濃エキスプレス株式会社 新門司物流センター営業所
ＳＢＳフレックネット株式会社 北九州営業所
株式会社ランテック 門司支店
株式会社九州丸和ロジスティクス 北九州営業所
株式会社モンリク 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
福岡県北九州市門司区新門司３－１
福岡県北九州市門司区新門司３－３８－２
福岡県北九州市門司区新門司３－６７－２４
福岡県北九州市門司区新門司３－７０
福岡県北九州市門司区新門司３丁目２
福岡県北九州市門司区新門司３丁目２５番
福岡県北九州市門司区新門司３丁目２８番１号
福岡県北九州市門司区新門司３丁目２番
福岡県北九州市門司区新門司３丁目３０
福岡県北九州市門司区新門司３丁目３６
福岡県北九州市門司区新門司３丁目４３－１
福岡県北九州市門司区新門司３丁目５３－２
福岡県北九州市門司区新門司３丁目６２－１
福岡県北九州市門司区新門司３丁目６７－３２
福岡県北九州市門司区新門司３丁目６７－３９
福岡県北九州市門司区新門司３丁目８１－３
福岡県北九州市門司区新門司北１－１１－５
福岡県北九州市門司区新門司北１－１２
福岡県北九州市門司区新門司北１－３－４
福岡県北九州市門司区新門司北１－５－１３
福岡県北九州市門司区新門司北１－６－１
福岡県北九州市門司区新門司北１－６－８
福岡県北九州市門司区新門司北１丁目１０－７
福岡県北九州市門司区新門司北１丁目１０番６号
福岡県北九州市門司区新門司北１丁目１６－２
福岡県北九州市門司区新門司北１丁目２番地１０
福岡県北九州市門司区新門司北１丁目３－６
福岡県北九州市門司区新門司北１丁目５－２
福岡県北九州市門司区新門司北１丁目５－２
福岡県北九州市門司区新門司北１丁目６－７
福岡県北九州市門司区新門司北２－２－５
福岡県北九州市門司区新門司北２－２－７
福岡県北九州市門司区新門司北２－２－８
福岡県北九州市門司区新門司北２丁目２番２
福岡県北九州市門司区新門司北２丁目４－１６
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電話番号
093-481-3281
093-481-5097
093-481-7110
093-481-3486
093-483-1513
093-483-1900
093-481-6705
093-483-1383
093-483-1001
093-481-3194
093-481-2550
093-481-3731
093-481-2884
093-483-2555
093-483-1777
093-483-1055
093-481-2457
093-481-7155
093-483-3321
093-481-5531
093-481-4511
093-481-5751
093-481-0775
093-481-5833
093-483-2520
093-481-6788
093-481-4777
093-483-1561
093-481-2742
093-483-3211
093-481-2201
093-481-6340
093-481-2500
093-483-3730
093-483-3210

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
大森運送株式会社 北九州営業所
株式会社鈴与カーゴネット九州 本社営業所
高陽輸送株式会社 新門司営業所
藤博運輸株式会社 新門司営業所
シーウェイエクスプレス株式会社 北九州支店

久留米市

株式会社日之出運輸 北九州支店
高千穂倉庫運輸株式会社 北九州営業所
九州菱倉運輸株式会社 北九州営業所
日本通運株式会社 太刀浦事業所
九州産業運輸株式会社 太刀浦営業所
東海運株式会社 太刀浦営業所
マルイ運輸株式会社 九州営業所
九州紙運輸株式会社 太刀浦営業所
株式会社上組 門司支店
株式会社日本トランスネット 北九州営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 門司
松光運輸株式会社 本社
下関通運株式会社 恒見営業所
九連運輸株式会社 本社営業所
天龍運輸株式会社 北九州支店
高倉運輸株式会社 門司営業所
ツバメ運送株式会社 本社営業所
久留米運送株式会社 久留米アルカディア事業所
株式会社ランテック 久留米支店
日本通運株式会社 福岡警送事業所久留米警送課
日本郵便輸送株式会社 久留米営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 久留米支店
株式会社シンクラン 筑後営業所
九州航空株式会社 久留米
株式会社にしけい 久留米営業所
日本郵便株式会社 久留米東郵便局
綜合警備保障株式会社 警送久留米営業所
ライゴーエキスプレス株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡久留米北支店

※「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
福岡県北九州市門司区新門司北２丁目４番６
福岡県北九州市門司区新門司北２丁目５－２
福岡県北九州市門司区新門司北３丁目１－１
福岡県北九州市門司区新門司北３丁目１－１
福岡県北九州市門司区新門司北一丁目１－２１０，２１
１
福岡県北九州市門司区新門司北一丁目６－４
福岡県北九州市門司区西海岸３－１９－３
福岡県北九州市門司区太刀浦海岸２０番４号
福岡県北九州市門司区太刀浦海岸２１－１，２１－２
福岡県北九州市門司区太刀浦海岸２２－１
福岡県北九州市門司区太刀浦海岸６１－１
福岡県北九州市門司区太刀浦海岸６６番４
福岡県北九州市門司区太刀浦海岸６７－３
福岡県北九州市門司区太刀浦海岸７２
福岡県北九州市門司区大字猿喰１１７１－１
福岡県北九州市門司区大字猿喰字両国免４８８
福岡県北九州市門司区大字吉志４１０－１．５
福岡県北九州市門司区大字吉志字口の坪４１２－２
福岡県北九州市門司区大字恒見１３７４
福岡県北九州市門司区大里新町１１－３
福岡県北九州市門司区田野浦海岸７－３
福岡県北九州市門司区片上海岸９５－２３
福岡県久留米市宮ノ陣三丁目１０３９－６３
福岡県久留米市宮ノ陣町若松１番地１３
福岡県久留米市京町２９５－４
福岡県久留米市御井旗崎１－６－８
福岡県久留米市御井旗崎２丁目２６番１２号
福岡県久留米市御井旗崎３－１０－１２
福岡県久留米市御井旗崎３－６－１
福岡県久留米市御井旗崎３丁目１２－５
福岡県久留米市御井旗崎４丁目３－７
福岡県久留米市御井旗崎４丁目４－２１
福岡県久留米市御井旗崎４丁目６番５０号
福岡県久留米市御井旗崎４丁目８－６，８－４
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電話番号
093-481-7000
093-481-2100
093-481-7900
093-483-1080
093-342-7831
093-481-8111
093-331-3535
093-332-5568
093-332-0647
093-331-0291
093-331-6601
093-321-6520
093-321-3681
093-321-2761
093-483-2332
093-481-2631
093-481-1157
093-481-1155
093-481-6412
093-382-6030
093-331-6855
093-331-9058
0942-36-7051
0942-36-4125
0942-32-2836
0942-43-9704
0942-44-2661
080-4108-8655
0942-44-3688
0942-23-7227
0942-44-2940
0942-41-8160
0942-43-4128
0942-43-8891

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
日本通運株式会社 久留米航空営業支店
西鉄運輸株式会社 久留米営業所
株式会社アストモスガスセンター久留米 本社営業所
株式会社都通商 本社
株式会社白川運輸 本社営業所
九州福山通運株式会社 久留米営業所
筑後運送株式会社 久留米支店
ヤマト運輸株式会社 久留米荒木支店
日通トランスポート株式会社 久留米支店
日本通運株式会社 久留米物流センター
株式会社鹿児島急送 福岡南センター営業所
原武運送有限会社 本社営業所
有限会社安居野運送 本社
サンハート物流有限会社 本社営業所
株式会社引越社関東 久留米営業所
西久大運輸倉庫株式会社 久留米営業所
城島陸運有限会社 本社営業所
佐川急便株式会社 久留米営業所
西久大運輸倉庫株式会社 善導寺営業所
株式会社サカイ引越センター 久留米支社
ヤマト運輸株式会社 久留米長門石センター
アートコーポレーション株式会社 久留米支店
フクワ物流株式会社 久留米営業所
東邦興産株式会社 九州営業所
西日本運送有限会社 本社営業所
株式会社中山運輸 久留米営業所
久留米物流サービス株式会社 本社営業所
久留米運送株式会社 久留米支店
平和運送有限会社 本社営業所
諸冨運送有限会社 本社営業所
西日本運送有限会社 久留米営業所
有限会社北野運輸 本社営業所
株式会社チクホー 本社営業所
有限会社木下運輸 久留米営業所
株式会社吉川フローズンサプライ 久留米営業所

※「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
福岡県久留米市御井旗崎５丁目２－４
福岡県久留米市御井町２２９１－１
福岡県久留米市荒木町荒木１９７７－１
福岡県久留米市荒木町藤田１０９７－４
福岡県久留米市荒木町藤田１４２３－４５
福岡県久留米市荒木町藤田１４５４－２６
福岡県久留米市荒木町藤田１４５４－４４
福岡県久留米市荒木町白口１８２１－１，２
福岡県久留米市高野２丁目５－１８
福岡県久留米市高野２丁目５－１８
福岡県久留米市三潴町玉満字野口９８１－１
福岡県久留米市三潴町田川１００４－３
福岡県久留米市山川安居野３丁目７－１１
福岡県久留米市山川沓形町１－２４
福岡県久留米市山川神代１丁目７番１５号
福岡県久留米市上津町赤坂２１９２－２１７
福岡県久留米市城島町城島１８８
福岡県久留米市新合川１丁目６－５１
福岡県久留米市善導寺町木塚１９７－２
福岡県久留米市大石町２１４－１
福岡県久留米市長門石１丁目３－３２
福岡県久留米市津福今町１７２－１
福岡県久留米市津福本町字重ノ江２２９５－１
福岡県久留米市田主丸町秋成８８－１，２
福岡県久留米市田主丸町大字豊城１０２
福岡県久留米市田主丸町長栖７７９－１
福岡県久留米市東櫛原町３５３
福岡県久留米市東櫛原町３５３
福岡県久留米市東合川１－２－１２
福岡県久留米市東合川１－２－１５
福岡県久留米市東合川１－２－３
福岡県久留米市東合川１－２－８
福岡県久留米市東合川１丁目３番１６号
福岡県久留米市東合川干出町２－１０，１１
福岡県久留米市東合川干出町３－５
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電話番号
0942-44-6882
0942-44-4401
0942-26-3105
0942-27-3076
0942-51-8755
0942-21-0292
0942-21-1121
080-6604-9595
0942-34-3137
0942-33-0202
0942-64-3248
0942-64-5033
0942-80-0907
0942-41-8778
094-290-2626
0942-21-5360
0942-62-3151
0942-43-3009
0942-47-6825
0942-32-1141
080-6698-4703
0942-70-0123
0942-65-6721
0943-72-8070
0943-72-2361
0943-73-0505
0942-39-2161
0942-35-2151
0942-43-7171
0942-44-3455
0942-44-3377
0942-44-3355
0942-40-8355
0942-44-6520
0942-41-0433

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

古賀市

田川市

事業所名

住所

有限会社ケイビーティ・ライナー 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 久留米津福センター
九州商運株式会社 久留米営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡久留米支店
ハウス物流サービス株式会社 九州営業所 福岡事務所
北九冷凍輸送有限会社 本社営業所
高千穂倉庫運輸株式会社 古賀配送センター営業所
株式会社大運 古賀営業所
株式会社富士丸商運 本社営業所
株式会社エルス 福岡支店
株式会社コウノ運輸 本店
株式会社ヤマザキ物流 福岡営業所
ニシリク株式会社 九州支店
株式会社ケイ・ティー 本社営業所
株式会社トライアンス 本社営業所
九州商運株式会社 古賀営業所
株式会社丸都運輸 ＦＣＣ事業所
株式会社丸都運輸福岡 福岡営業所
福岡倉庫株式会社 本社営業所
株式会社ベーシック 福岡営業所
株式会社商映運輸 福岡東営業所
西福運送株式会社 古賀営業所
株式会社ホクエー 本社営業所
有限会社光産業開発工業 本社
福岡陽晃運輸株式会社 本社営業所
株式会社弥生運輸 古賀営業所
力丸運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡古賀支店
ドーネル運輸有限会社 福岡営業所
株式会社トーコー 本社営業所

福岡県久留米市藤光町９２５－６０９
福岡県久留米市梅満町１３８－１－１
福岡県久留米市梅満町２４８－１
福岡県久留米市野中町字蔵下１２６３
福岡県古賀市古賀１番地
福岡県古賀市糸ヶ浦４２
福岡県古賀市糸ヶ浦５０番地
福岡県古賀市鹿部３３５－５３
福岡県古賀市小山田２８１－１
福岡県古賀市小山田恵内作１８６－１
福岡県古賀市新原９２９番地４
福岡県古賀市青柳１０６０－１
福岡県古賀市青柳１０７５－４
福岡県古賀市青柳１１４４－２３
福岡県古賀市青柳１１８７－８
福岡県古賀市青柳２２３－２
福岡県古賀市青柳３１０８－８
福岡県古賀市青柳３１０８－８，３３５５－６
福岡県古賀市青柳３３５５－１０
福岡県古賀市青柳字山見坂４７８
福岡県古賀市青柳町２７８－１
福岡県古賀市青柳町４２２
福岡県古賀市青柳町５７番地
福岡県古賀市青柳町８７－１
福岡県古賀市大字小山田字徳ノ尾２９６－１８
福岡県古賀市谷山１１８９
福岡県古賀市谷山９９１－１
福岡県古賀市中央１丁目３－５
福岡県古賀市米多比林田１３２２－１
福岡県古賀市薬王寺１８６８－７
福岡県田川市糒２９－１，３４，３７，３８－１，３８
ヤマト運輸株式会社 田川支店
－３，４５－１，４６
株式会社ティー・エル・エス 白鳥チルドセンター営業所 福岡県田川市大字伊加利１８０５－２９
株式会社サンキ 本社営業所
福岡県田川市大字伊加利１８０５－３１
株式会社ティー・エル・エス 北部九州物流センター
福岡県田川市大字伊田２４１８－４

※「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。
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電話番号
0942-21-7367
080-6698-1953
0942-33-8068
0942-36-1906
092-943-3371
092-942-3890
092-940-1101
092-944-2223
092-940-7555
092-942-3300
092-942-7661
092-943-0027
092-692-2821
092-410-1828
092-940-2225
092-940-2750
092-943-4632
092-943-4632
092-940-2525
094-940-0003
092-941-1115
092-944-5511
092-405-5150
092-944-3319
092-943-1821
092-410-9840
092-944-0532
092-942-7138
092-946-3550
092-692-2343
0947-42-1901
0947-46-8657
0947-50-7666
0947-45-2555

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

太宰府市

事業所名
中村産業輸送株式会社 本社
株式会社太平運輸 本社
谷口運輸株式会社 本社営業所
株式会社シンクラン 筑豊
梶原産業株式会社 本社
安武運送有限会社 本社営業所
有限会社カレントウシハラ 本社営業所
有限会社新紫物流 本社
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 太宰府支店
株式会社引越社関東 太宰府営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡太宰府支店
太宰府エキスプレス株式会社 本社営業所
久山流通運輸株式会社 本社営業所
株式会社ロジコム 福岡営業所
阪神トランスポート株式会社 福岡営業所
有限会社三洋運輸 本社
協伸運輸株式会社 九州営業所
有限会社オーエム・トランスポート 本社営業所
有限会社夜須運送 本社営業所
ライト運輸株式会社 本社営業所

筑後市

日新工業有限会社 本社営業所
日本通運株式会社 九州重機建設支店
日本通運株式会社 福岡南営業センター
日本通運株式会社 筑後支店
株式会社ツルク 筑後営業所
広徳輸送株式会社 筑後営業所
株式会社らくのう運輸 筑後営業所
宝生流通システム株式会社 本社営業所
株式会社弥生運輸 九州営業所
株式会社古賀物流 本社営業所
朝日陸運株式会社 筑後営業所
岡山県貨物運送株式会社 久留米支店
日本梱包運輸倉庫株式会社 筑後営業所
長濱運送有限会社 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。

住所
福岡県田川市大字弓削田字ソリ町９２－１
福岡県田川市大字弓削田字屋敷３２１７－１
福岡県田川市大字弓削田字外和田１１８２，１１８３
福岡県田川市大字弓削田字塚本２４０－１
福岡県田川市大字大字伊田２５５０－１５
福岡県太宰府市五条１－３－２２
福岡県太宰府市国分１丁目１２－２０
福岡県太宰府市朱雀一丁目３番２４号
福岡県太宰府市水城２丁目１８番４５号
福岡県太宰府市大佐野２丁目１１番１号
福岡県太宰府市大字国分字正尻４２０－１・４８，４１
９－６
福岡県太宰府市大字北谷８６８－１７１
福岡県太宰府市大字北谷８６８－１７１
福岡県太宰府市大字北谷９０５－２５７
福岡県太宰府市大字北谷９０５－２５７
福岡県太宰府市大字北谷９９４－３
福岡県太宰府市大字北谷９９７－３
福岡県太宰府市大字北谷字川久保４００－１
福岡県太宰府市大字北谷字只越８６３－２
福岡県太宰府市大字北谷字地獄谷１３６３－８，９４９
－１，４
福岡県太宰府市大字北谷字夕内１１２５番２
福岡県太宰府市都府楼南１丁目２番２号
福岡県太宰府市都府楼南１丁目２番２号
福岡県筑後市下北島ヒガンデ６８７－１
福岡県筑後市熊野７３－２０
福岡県筑後市大字久富１３４３－５
福岡県筑後市大字久富１３４３－５
福岡県筑後市大字溝口字町口９０７
福岡県筑後市大字四ヶ所４２６－１
福岡県筑後市大字常用１１０２－１
福岡県筑後市大字西牟田４３１４－１
福岡県筑後市大字西牟田字原口４２１１
福岡県筑後市大字前津１７８４－１
福岡県筑後市大字長浜１７６９
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電話番号
0947-46-1818
0947-42-3608
0947-44-5353
0947-46-0693
0947-44-6126
092-922-4076
092-919-1086
092-924-6882
092-920-1070
092-687-2636
092-921-7110
092-555-5025
092-924-5118
092-921-5735
092-400-8891
092-924-2070
092-918-5060
092-921-1353
092-925-1581
092-928-2514
092-921-3552
092-928-1650
092-924-2160
0942-53-8111
0942-54-7900
0942-54-0621
0942-52-0209
0942-53-4145
0942-52-2226
0942-65-7757
0942-42-3020
0942-52-9105
0942-53-1810
0942-53-2267

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

筑紫野市

中間市
直方市

事業所名
福岡牧迫運輸株式会社 八女営業所
西鉄運輸株式会社 筑後支店
ヤマト運輸株式会社 福岡筑後支店
株式会社サン・トップ運輸 福岡営業所
有限会社クマリュー 本社営業所
九栄運輸倉庫株式会社 筑紫野営業所
株式会社ヤクシン運輸 福岡営業所
ウチダロジテム株式会社 二日市営業所
株式会社Ｇｒｅｅｎｐｒｏｐ 本社営業所
株式会社ランテック 二日市支店
ヤマト運輸株式会社 福岡筑紫センター
西新運輸株式会社 筑紫野営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡筑紫野支店
福山エクスプレス株式会社 北九州南営業所
九州福山通運株式会社 北九州南支店
西久大運輸倉庫株式会社 直方営業所
ヤマト運輸株式会社 直方支店

福津市
豊前市

みやま市

ヤマト運輸株式会社 福岡福津支店
ヤマト運輸株式会社 福岡津屋崎センター
両備トランスポート株式会社 豊前営業所
ニビシ運輸株式会社 豊前営業所
有限会社パインカーゴ 本店営業所
日本通運株式会社 豊前営業所
株式会社ＮＢＳロジソル 中津豊前営業所
宇島港湾株式会社 本社
九州西濃運輸株式会社 豊前営業所
株式会社ＦＢＳコーポレーション 本社営業所
高田自動車運送有限会社 本社営業所
池田運輸株式会社 福岡営業所
有限会社大津山運送 本社営業所
有限会社山門クレーン 本社営業所
住ノ江海陸運輸株式会社 瀬高営業所
有限会社下河物流 本社営業所
佐川急便株式会社 みやま営業所

※「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
福岡県筑後市大字長浜２２９－１
福岡県筑後市大字長浜３０６
福岡県筑後市大字野町字南横道５１８－１
福岡県筑後市長浜７１５－１
福岡県筑後市富久３３８－２
福岡県筑紫野市岡田２丁目１０６
福岡県筑紫野市山家４３１８－１
福岡県筑紫野市紫３丁目１－１
福岡県筑紫野市大字永岡１２７２－１４
福岡県筑紫野市大字永岡７１７－１
福岡県筑紫野市大字下見３００番地１
福岡県筑紫野市大字筑紫１１４７－２
福岡県筑紫野市大字立明寺４８１－３、４
福岡県中間市上底井野１１２８－６
福岡県中間市大字上底井野字鷲ヶ池１１２８－６
福岡県直方市大字頓野字羽高２７７７－１
福岡県直方市大字頓野字俵石３１５４－１－３，３１５
５－１，３１５６
福岡県福津市中央１丁目１４－１
福岡県福津市津屋崎字七福１９５０－２
福岡県豊前市皆毛６３－１２
福岡県豊前市小石原１５８－２，１６０
福岡県豊前市松江４３４番地
福岡県豊前市大字大村２３４３－１
福岡県豊前市大字宇島７６－１７
福岡県豊前市大字宇島字広小路７６－１７
福岡県豊前市大字八屋字能徳３２２－４
福岡県みやま市高田町江浦町１０７番地２
福岡県みやま市高田町大字江浦８４－５
福岡県みやま市高田町大字竹飯２０３４－１
福岡県みやま市山川町大字北関５６０－６
福岡県みやま市瀬高町河内２４１０－１
福岡県みやま市瀬高町坂田１９０－１
福岡県みやま市瀬高町松田１－１
福岡県みやま市瀬高町大江６３５－２
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電話番号
0942-54-1711
0942-51-7017
0942-53-7428
0942-53-1466
0942-52-0535
092-926-3713
092-408-4343
092-922-2229
092-922-1716
092-922-3864
092-919-7531
092-926-8511
092-918-2735
093-246-2667
093-246-2600
0949-28-8431
0949-24-1517
0940-42-8407
0940-52-9100
0979-84-0215
0979-83-3338
0979-53-8350
0979-84-0460
0979-84-0900
0979-82-4717
0979-82-8895
0944-64-2468
0944-22-5834
0944-67-0248
0944-67-1121
0944-62-2183
0944-62-5931
0944-62-2649
0944-64-4011

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 福岡瀬高センター

宮若市

宗像市

山川運送株式会社 本社営業所
菊次運送株式会社 本社営業所
矢部川運送有限会社 本社営業所
有限会社タツミ物流 本社営業所
株式会社東海車輌 福岡営業所
トヨタ輸送株式会社 宮田営業所
有限会社いなべ物流サービス 福岡営業所
ムラカタ流通株式会社 筑豊営業所
ヤマト運輸株式会社 宮若センター
千里運輸株式会社 福岡営業所
株式会社パルトランス 本社営業所
株式会社エスワイプロモーション 福岡営業所
有限会社シュライン物流 本社事業所
愛知陸運株式会社 福岡営業所
司福岡株式会社 宮田営業所
カリツー株式会社 九州宮田物流センター
株式会社ロジコム・アイ 福岡営業所
高陽輸送株式会社 宮田営業所
株式会社中山運輸 北九州営業所
株式会社アジア運輸 福岡営業所
高橋運輸興業株式会社 福岡営業所
宗像貨物運送有限会社 稲元営業所
株式会社三愛ガスサービス 北九州事業所
日本郵便株式会社 宗像郵便局
佐川急便株式会社 宗像営業所
株式会社ロジコム 宗像営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡宗像支店

柳川市

八女市

有限会社田中運輸建設 本社
株式会社柳川合同トランスポート 本社営業所
柳川運輸株式会社 本社営業所
有限会社Ｍ・Ｋライン 本社営業所
山口運送有限会社 黒木営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡黒木センター

※「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
福岡県みやま市瀬高町大字下庄字向工３６３－１、３６
３－６
福岡県みやま市瀬高町大字松田１４－１
福岡県みやま市瀬高町大字大廣園１０９１－１
福岡県みやま市瀬高町文広１９４５－２８
福岡県宮若市磯光１５３２番地５
福岡県宮若市下有木３７８－１
福岡県宮若市下有木８０－１
福岡県宮若市下有木字石川３８７番地
福岡県宮若市宮田２４８９－１
福岡県宮若市原田１１７５－１、３
福岡県宮若市山口１２９９番１０
福岡県宮若市山口９７１－１
福岡県宮若市沼口４０６－６
福岡県宮若市沼口６１５－１
福岡県宮若市沼口字汐井掛原４０６番６
福岡県宮若市上有木１１８０番地
福岡県宮若市上有木字永浦１２４３番１
福岡県宮若市水原２１０
福岡県宮若市倉久１４６８－１
福岡県宮若市倉久字小林２２３５－１
福岡県宮若市鶴田２５６－７０
福岡県宮若市本城徳丸１５９２－４７
福岡県宗像市稲元４丁目２１－１５
福岡県宗像市光岡８０
福岡県宗像市自由ヶ丘２丁目７－９
福岡県宗像市大字光岡３０４－１
福岡県宗像市大字徳重５４６－５
福岡県宗像市大字野坂字牟田田２７１３番地１、２７１
３番地４、２７１３番地８
福岡県宗像市東郷３丁目３番６号
福岡県柳川市西浜武４７０番地１
福岡県柳川市大字田脇字古賀園１７４－１
福岡県柳川市大和町鷹ノ尾６８５－３
福岡県八女市黒木町大字桑原字林の内６３６－３
福岡県八女市黒木町大字本分１４８３－２
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電話番号
0944-62-3170
0944-63-3400
0944-63-5371
0942-48-1332
0949-32-2351
0949-58-8001
0949-33-3888
0949-28-8889
0949-33-2636
0949-52-3190
094-955-8033
0949-52-3767
0949-55-8220
0949-55-8270
0949-55-2007
0949-32-5001
0949-34-7225
0949-34-7787
0949-32-5566
0949-34-7377
0949-32-4660
0949-32-1033
0940-32-3159
0940-36-4530
0940-32-7085
0940-34-2250
0940-38-9051
0940-36-5702
0940-36-2460
0944-74-1111
0944-74-1313
0944-76-2461
0943-42-0497
0943-42-9131

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社ＹＫＧ物流 本社営業所
株式会社八女急送 本社営業所
牛乳輸送株式会社 本社営業所
株式会社カントラロジ 九州営業所
長崎明治牛乳輸送株式会社 福岡営業所
三和ロジコム株式会社 本社営業所
東和トランスポート株式会社 福岡営業所
今井運送株式会社 本社営業所
福島貨物有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡八女支店

行橋市

朝倉郡

立花運輸倉庫株式会社 八女営業所
白木運送有限会社 本社営業所
川島運送株式会社 本社営業所
有限会社行橋鎮西運送 本社営業所
株式会社安川トランスポート 行橋営業所
宮田運送株式会社 本社営業所
埼九運輸株式会社 行橋営業所
ヤマト運輸株式会社 行橋支店
宝来貨物運送有限会社 三輪営業所
株式会社ＪＡＰＡＮ．ＣＡＲＧＯサービス 甘木営業所
筑後物流有限会社 本社営業所
株式会社福岡ケイエス物流 本社営業所
矢野運輸有限会社 本店営業所
セイコー運輸株式会社 中九州営業所
九州ヤマヨ運輸株式会社 本社営業所
清公運輸株式会社 本社営業所
株式会社秀商 本社営業所
太田運輸株式会社 本社営業所
株式会社キューブツ 大刀洗営業所
南国輸送株式会社 福岡営業所

遠賀郡

ヤマト運輸株式会社 福岡夜須センター
宝珠運輸株式会社 本社営業所
大野運送株式会社 本社
有限会社遠賀運輸 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
福岡県八女市室岡１３０２－２５
福岡県八女市室岡１３０２－２５
福岡県八女市大字鵜池４７７－８
福岡県八女市大字鵜池４７７番地８
福岡県八女市大字鵜池字松ノ外９０１－１
福岡県八女市大字今福１０６１－２
福岡県八女市大字室岡２３２－１
福岡県八女市大字津江６０５－１
福岡県八女市大字馬場４７８－１
福岡県八女市大字本村字福出９２４－２，９２３－６，
９２１－５
福岡県八女市大字龍ヶ原１０１－２
福岡県八女市大字龍ヶ原字旭町２０９番地の１
福岡県八女市納楚４２２，４２３
福岡県行橋市行事二丁目１４番１７号
福岡県行橋市西泉３－１７４３
福岡県行橋市大字西谷字五反田２０２－１
福岡県行橋市大字福丸７６４－１
福岡県行橋市北泉２－１９０７－１
福岡県朝倉郡筑前町依井１３０４－２
福岡県朝倉郡筑前町原地蔵２２１７－１
福岡県朝倉郡筑前町原地蔵２２７３
福岡県朝倉郡筑前町高上５３１－５
福岡県朝倉郡筑前町高田１０２７－４
福岡県朝倉郡筑前町高田１９１３－１
福岡県朝倉郡筑前町高田２４９５－１
福岡県朝倉郡筑前町三並１３９８番地
福岡県朝倉郡筑前町三並９２５－１
福岡県朝倉郡筑前町三並字薬師堂１４７２番地１
福岡県朝倉郡筑前町大字高上５４９－５
福岡県朝倉郡筑前町大字中牟田字小田原５６０－１，５
７８
福岡県朝倉郡筑前町大字野町字大牟田１１４７番１
福岡県朝倉郡東峰村福井２９１６－２、２９１７－１
福岡県遠賀郡遠賀町大字若松字井龍３７１－１
福岡県遠賀郡遠賀町大字尾崎１７１２－３５
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電話番号
0943-24-9005
0943-30-2882
0943-30-2511
094-322-6103
0943-24-9158
0943-24-1159
0943-30-2788
0943-23-1125
0943-24-2413
0943-22-4096
0943-23-1185
0943-23-6805
0943-23-2211
0930-23-0321
0930-23-0925
0930-22-3320
0930-28-8748
0930-25-5081
0946-22-2757
0946-22-1031
0946-24-3675
0946-22-1610
0946-23-0708
0946-23-9165
0946-24-8866
0946-42-0057
0946-42-1760
0946-42-4448
0946-26-1315
0946-42-4631
0946-21-5020
0946-72-2304
093-293-0110
093-291-5100

主な輸送品目（任意掲載）

事業所名

市区郡名
有限会社永井運輸
髙倉運輸株式会社
第一運送株式会社
カリツー株式会社
岡垣運送有限会社

本社営業所
本社営業所
本社営業所
北九州営業所
本社

ヤマト運輸株式会社 遠賀支店

糟屋郡

東筑物流株式会社 本社営業所
明和運輸有限会社 本社営業所
九州倉本運送有限会社 本社営業所
株式会社丸都運輸 岡垣営業所
有幸運輸株式会社 本社
有限会社佐々木運送 本店
八幡運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 水巻センター
株式会社日之出運輸 北九州西事業所
有限会社栄和運輸 本社営業所
株式会社コダ運輸 福岡営業所
東洋陸運株式会社 福岡営業所
高木運輸株式会社 宇美営業所
九州双葉運輸株式会社 本社
九州名鉄運輸株式会社 福岡東支店
有限会社みやまコーポレーション 本社営業所
牛乳輸送株式会社 宇美営業所
物画輸送株式会社 本社営業所
江崎商運株式会社 宇美営業所
有限会社ポストライナー 福岡本社営業所
マルゼンレックス株式会社 本社
福岡熊交株式会社 本社営業所
九州都南輸送株式会社 福岡営業所
シモハナ物流株式会社 福岡営業所
株式会社ハート引越センター 福岡営業所
九州西濃運輸株式会社 福岡北支店
熊本旭運輸株式会社 福岡営業所
株式会社大福物流 福岡営業所

※「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
福岡県遠賀郡遠賀町大字尾崎字二又１１２９
福岡県遠賀郡遠賀町大字別府３４００
福岡県遠賀郡遠賀町大字老良３６５－１
福岡県遠賀郡遠賀町芙蓉二丁目１番１号
福岡県遠賀郡岡垣町吉木東２丁目３－７
福岡県遠賀郡岡垣町大字海老津字四反田１１５４－１・
５，１１５５－２
福岡県遠賀郡岡垣町大字糠塚７３０－１
福岡県遠賀郡岡垣町大字黒山字孫助谷９２７－２
福岡県遠賀郡岡垣町大字手野字土田４８６－６
福岡県遠賀郡岡垣町百合丘２丁目２－１
福岡県遠賀郡水巻町伊左座４丁目２－４
福岡県遠賀郡水巻町下二東１丁目１０－７
福岡県遠賀郡水巻町吉田南４丁目６－８
福岡県遠賀郡水巻町猪熊９丁目１３８６－１
福岡県遠賀郡水巻町猪熊九丁目８－３３
福岡県糟屋郡志免町桜丘１丁目７番１号
福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘４丁目８番１３号
福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘４丁目８番３号
福岡県糟屋郡宇美町宇美東１丁目１５－１５
福岡県糟屋郡宇美町貴船２丁目３３－８
福岡県糟屋郡宇美町貴船３丁目７－１
福岡県糟屋郡宇美町貴船四丁目１２２４－１
福岡県糟屋郡宇美町若草２丁目１０－７
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南５丁目３－１０
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南５丁目８－１８
福岡県糟屋郡久山町３２１８－３
福岡県糟屋郡久山町久原１７５番地２
福岡県糟屋郡久山町久原２９０４－７
福岡県糟屋郡久山町久原字五反田３８２７－１番
福岡県糟屋郡久山町山田１４００－１
福岡県糟屋郡久山町山田１９２３－２
福岡県糟屋郡久山町山田２３９６－２４８外１６筆
福岡県糟屋郡久山町大字久原２９０４－７
福岡県糟屋郡久山町大字久原３１９４－３
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電話番号
093-293-7700
093-293-8864
093-293-3206
093-293-8008
093-282-1497
093-283-2763
093-283-4502
093-282-4735
093-283-4088
093-282-0267
093-202-8600
093-201-0287
093-201-7803
093-201-1831
093-201-6511
092-937-2677
092-410-8001
092-957-6761
092-932-9005
092-931-0511
092-934-0100
092-957-0058
092-933-0712
092-934-3140
092-934-1169
092-976-4636
092-957-5155
092-652-3636
092-652-3538
092-976-4087
092-976-3322
092-976-3030
092-652-3425
092-976-3444

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
西日本ジェット・ライン株式会社 本社営業所
株式会社ネクサス 本社営業所
株式会社ニシヒロ ロジステーション
九州名鉄運輸株式会社 福岡支店
株式会社南栄運輸 福岡営業所
株式会社サムライＥＸＰ 福岡営業所
株式会社ランテック 福岡支店
朝日陸運株式会社 福岡支店
丸全運輸株式会社 本社営業所
株式会社成友 福岡東
日本郵便輸送株式会社 福岡営業所
小林流通株式会社 福岡営業所
小林運輸倉庫株式会社 共配センター営業所
江川商運有限会社 本社
株式会社ＩＴＥＣＮＥＸＴ 本社営業所
ロジテム・サービス有限会社 本社営業所
株式会社古沢運送 本社営業所
株式会社ＭＨロジ 本社営業所
株式会社シンクラン 東博多営業所
福岡いづみ運輸株式会社 本社営業所
福糧運輸株式会社 亀山営業所
株式会社キューブツ 本社営業所
株式会社博運社 本社営業所
株式会社ニッコン九州 福岡営業所
綜合警備保障株式会社 警送九州支社
株式会社福岡豊興 本社営業所
株式会社博運社 篠栗センター営業所
エー・エス・ケイライン株式会社 本社営業所
高千穂倉庫運輸株式会社 篠栗営業所
ワールド運輸株式会社 福岡営業所
株式会社スタイル 本社
有限会社九州輸送 本社営業所
福岡興業株式会社 本社営業所
株式会社藤木運送 福岡営業所
株式会社丸二運輸 新宮営業所

※「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
福岡県糟屋郡久山町大字久原３２２６－５
福岡県糟屋郡久山町大字久原字原２９９１－１
福岡県糟屋郡久山町大字久原字原２９９１－１
福岡県糟屋郡久山町大字久原字松浦１６０
福岡県糟屋郡久山町大字久原字片見鳥３１１９－２
福岡県糟屋郡久山町大字山田１９２６－４
福岡県糟屋郡久山町大字山田２３９６－１６
福岡県糟屋郡久山町大字山田２３９６－２１１
福岡県糟屋郡久山町大字山田２７６５－１
福岡県糟屋郡久山町大字猪野８４９－４
福岡県糟屋郡久山町大字猪野小柳８９０－１
福岡県糟屋郡久山町大字猪野小柳８９４－５
福岡県糟屋郡久山町大字猪野小柳８９４－５
福岡県糟屋郡久山町猪野５７５
福岡県糟屋郡志免町御手洗１丁目２番５号
福岡県糟屋郡志免町志免中央４丁目７－１
福岡県糟屋郡志免町大字南里４丁目１２－１
福岡県糟屋郡志免町南里２丁目１７－１０
福岡県糟屋郡志免町別府３－５６２－８
福岡県糟屋郡志免町別府東３丁目１－７
福岡県糟屋郡志免町別府東３丁目２－１
福岡県糟屋郡志免町別府東三丁目２－８
福岡県糟屋郡志免町別府北３丁目４－１
福岡県糟屋郡志免町別府北３丁目７－１
福岡県糟屋郡志免町別府北４丁目２－２０
福岡県糟屋郡篠栗町大字乙犬９７５－４
福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗４８２６－１
福岡県糟屋郡篠栗町大字津波黒６６８－５
福岡県糟屋郡篠栗町大字津波黒字極楽１１１－５４
福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲字椿５８６番地１－２
福岡県糟屋郡篠栗町大字和田１０５３
福岡県糟屋郡篠栗町大字和田７６６－２
福岡県糟屋郡篠栗町大字和田９７１－５
福岡県糟屋郡篠栗町田中３３２－１
福岡県糟屋郡新宮町下府２丁目１１－１５
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電話番号
092-976-4933
092-663-6621
092-663-6600
092-931-6510
092-931-6661
092-976-4132
092-976-2851
092-957-5100
092-976-4100
092-931-9007
092-976-3664
092-652-3053
092-652-3068
092-410-0757
092-284-8044
092-937-6830
092-937-0808
092-405-1663
092-629-5651
092-936-2062
092-936-1780
092-937-9171
092-621-8835
092-623-0613
092-626-6180
092-948-0007
092-947-7222
092-692-9058
092-931-5711
092-957-4011
092-410-8670
092-692-8601
092-947-8112
092-410-7130
092-963-4734

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
大和物流株式会社 福岡支店
九州澁澤物流株式会社 本社営業所
有限会社九伸物流 本社営業所
山川運送株式会社 福岡営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡新宮センター
株式会社大生運送 本社
藤野運輸興業株式会社 本社営業所
第一物流株式会社 本社営業所
福岡航空燃料輸送株式会社 本社営業所
株式会社ファインロジテック 本社営業所
株式会社西興運輸 本社営業所
株式会社ケイエス中央物流 新宮営業所
九州産業運輸株式会社 福岡支店
高千穂倉庫運輸株式会社 新宮営業所
都心運送株式会社 福岡新宮営業所
株式会社ムービングサポート 本社営業所
株式会社ブルーライン九州 本社営業所
東洋陸送株式会社 本社営業所
福岡丸善運輸株式会社 本社営業所
丸ヨ運輸倉庫株式会社 本社営業所
福岡陸運株式会社 本社営業所
カンリクＥＸＰＲＥＳＳ九州株式会社 本社営業所
株式会社アクティブトライ 本社営業所
九州名鉄運輸株式会社 福岡流通支店
株式会社サンキ 福岡営業所
株式会社山急 本社営業所
秋山商運株式会社 本社営業所
製缶陸運株式会社 本社営業所
株式会社守エクスプレス 本社営業所
中国新潟運輸株式会社 福岡営業所
株式会社ケイティライン 福岡営業所
株式会社スカイネット福岡 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
福岡県糟屋郡新宮町下府２丁目８－１
福岡県糟屋郡新宮町下府２丁目９－２６
福岡県糟屋郡新宮町大字下府３７２－１ オード・シェ
ル１０２
福岡県糟屋郡新宮町大字原上１６１８－１
福岡県糟屋郡新宮町大字上府１５００－３，１５００－
２５、１５００－２６
福岡県糟屋郡新宮町大字的野香ノ木７４１－２５
福岡県糟屋郡新宮町大字立花口２２７０－１
福岡県糟屋郡新宮町大字立花口２２７１－３、２２７１
－８、２２７１－９
福岡県糟屋郡新宮町大字立花口２３０４－２
福岡県糟屋郡新宮町大字立花口２３０８番地２
福岡県糟屋郡新宮町大字立花口４２７－１
福岡県糟屋郡新宮町大字立花口４２７－１
福岡県糟屋郡新宮町大字立花口字佐屋２２８０
福岡県糟屋郡新宮町美咲１丁目１－５２
福岡県糟屋郡新宮町美咲一丁目１番５２号
福岡県糟屋郡新宮町立花口４０５－１
福岡県糟屋郡須恵町佐谷１２５８－１
福岡県糟屋郡須恵町植木１２６５－９
福岡県糟屋郡須恵町植木１８１－９
福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵１４０８－１
福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵１４９１－２
福岡県糟屋郡須恵町大字植木１１５８－１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木１２６５－６６
福岡県糟屋郡須恵町大字植木１４２１－４，１４８０－
２
福岡県糟屋郡須恵町大字植木１４４８
福岡県糟屋郡須恵町大字植木８７８－１
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵４８０－１
福岡県糟屋郡須惠町大字植木１１４９－１
福岡県糟屋郡須惠町旅石５５７－１
福岡県糟屋郡粕屋町戸原７８４－１，７８５－１
福岡県糟屋郡粕屋町江辻３５５－１
福岡県糟屋郡粕屋町上大隈１９７番地１
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電話番号

主な輸送品目（任意掲載）

092-962-2110
092-962-6070
092-963-5650
092-940-5511
092-941-2008
092-963-1055
092-962-6400
092-963-0810
092-962-2342
092-962-0086
092-962-6888
092-962-9485
092-962-3211
092-940-6131
092-941-5288
092-963-4011
092-402-2808
092-937-1803
092-935-8666
092-957-0270
092-402-7800
092-931-2020
092-937-2555
092-935-3004
092-937-8111
092-400-1106
092-934-0838
092-936-7871
092-935-2591
092-612-8970
092-939-9906
092-931-7555

食料品、日用品・雑貨、出版・印刷
物

市区郡名

事業所名
福岡トランス株式会社 福岡支店営業所
北九州高速運輸株式会社 福岡営業所
有限会社岡丸運輸 本社営業所
福岡流通輸送株式会社 本社営業所
株式会社福岡ミトモ 粕屋営業所
佐川急便株式会社 九州路線営業所
株式会社ＦＢＳコーポレーション 福岡営業所
九州福山通運株式会社 福岡流通センター
株式会社Ｗｉｔｈｐｌｅａｓｕｒｅ高島屋 本社営業所
九州倉本運送有限会社 福岡営業所
九州トラック有限会社 本社営業所
株式会社陽光 福岡営業所
浅川商事株式会社 本社営業所
株式会社ＭＤロジス西日本サービス 福岡営業所
株式会社ネストロジスティクス 福岡営業所
株式会社伊藤運送 福岡営業所
ほまれ物流株式会社 福岡営業所
サンハート物流有限会社 福岡営業所
フクワ物流株式会社 福岡営業所
ヤマトボックスチャーター株式会社 福岡支店
株式会社スワロー物流福岡 本社営業所
株式会社プロップ 本社営業所

粕屋郡

福岡ロジテック株式会社 本社営業所
博栄運輸株式会社 本社
株式会社那珂川運送 本社営業所
株式会社前田運送 福岡営業所
株式会社ワカスギ 本社営業所
株式会社ロジテム九州 福岡営業所
宝栄運送株式会社 本社営業所
株式会社永和商運 本社営業所
株式会社吉田産業運輸 本社営業所
株式会社トワード 福岡低温物流センター
三久商運有限会社 本社営業所
福岡興産運輸有限会社 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。

住所
福岡県糟屋郡粕屋町上大隈７６４番地１
福岡県糟屋郡粕屋町上大隈７６５－１
福岡県糟屋郡粕屋町大隈８２－１
福岡県糟屋郡粕屋町大字阿恵４５６－３
福岡県糟屋郡粕屋町大字戸原７９４－１
福岡県糟屋郡粕屋町大字江辻５０番地の１
福岡県糟屋郡粕屋町大字江辻８１番地１
福岡県糟屋郡粕屋町大字江辻字明光町１８－１
福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈１９７－１
福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈６５６－１
福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原１８５０番地１
福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２５０８－１
福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２５３０－１
福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原字ミヨリ２７８７－１
福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋６４２番１
福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋６９２－１
福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋７２０
福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋７９６－１
福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋字仲の坪７４２番１
福岡県糟屋郡粕屋町大字柚須字箱崎１４９番５、６
福岡県糟屋郡粕屋町仲原３丁目２２４５－４
福岡県糟屋郡粕屋町内橋３２５－７レジデンス内橋１０
６
福岡県粕屋郡宇美町井野２２９－１
福岡県粕屋郡宇美町宇美東１丁目１５－１０
福岡県粕屋郡宇美町貴船３丁目１１－８
福岡県粕屋郡宇美町貴船３丁目１５－２６
福岡県粕屋郡宇美町若草２丁目１３－１
福岡県粕屋郡宇美町若草２丁目１３番８号
福岡県粕屋郡宇美町若草３丁目２－５
福岡県粕屋郡宇美町障子岳南１－１－１３
福岡県粕屋郡宇美町障子岳南５丁目１１－１９
福岡県粕屋郡宇美町大字井野４３３－１
福岡県粕屋郡宇美町大字井野７６－３
福岡県粕屋郡宇美町大字井野７６－３
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電話番号
092-410-8612
092-939-9477
092-938-8165
092-611-5227
092-939-7003
092-939-5716
092-957-1388
092-931-3434
092-410-9464
092-939-4672
092-612-5011
092-611-8233
092-626-5818
092-621-9331
092-409-7168
092-931-7070
092-692-7641
092-292-8674
092-931-7227
092-624-7050
092-410-0835
092-403-9090
092-932-5800
092-932-6333
092-932-1116
092-933-1001
092-934-0005
092-932-1133
092-932-7777
092-934-1581
092-933-7515
093-933-9300
092-957-6739
092-933-0120

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
有限会社空港運輸 本社営業所
株式会社ジャパンエキスプレス 福岡支店
筑豊振興株式会社 本社営業所
有限会社豊成運輸 本社営業所
上村運送株式会社 福岡営業所
久山運送有限会社 本店
カリツー株式会社 福岡営業所
株式会社岡部産業運輸 本社営業所
久留米運送株式会社 福岡支店営業所
有限会社堀兄弟運送 本社営業所
五興運輸有限会社 本社営業所
吉浦運送株式会社 福岡営業所
有限会社孝和運輸 本社営業所
株式会社渡辺産業運輸 福岡営業所
愛グリーン運輸株式会社 福岡営業所
アクロストランスポート株式会社 福岡営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡篠栗支店
株式会社吉田軽運送 本社営業所
琴崎産業株式会社 福岡営業所
株式会社ＮＢＳロジソル 福岡営業所
株式会社まると運輸機工 本社
鳥飼機工有限会社 本社
九北物流株式会社 福岡東営業所
九州関急株式会社 本社営業所
物流企画株式会社 本社営業所
株式会社浪川運輸 本店
株式会社ムロオ 福岡営業所
株式会社ニシアツ 本社
株式会社大分丸運 福岡営業所
株式会社ベスト・トランスポート 九州営業所
浪速運送株式会社 福岡営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡須恵支店
内田ライン株式会社 本社営業所
富士運輸株式会社 福岡支店

※「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
福岡県粕屋郡宇美町大字宇美字大谷３３５１－７
福岡県粕屋郡宇美町大字宇美字猫石２４４７－８
福岡県粕屋郡久山町大字久原２９５６－１
福岡県粕屋郡久山町大字山田２２９６－７
福岡県粕屋郡久山町大字山田２２９６－８
福岡県粕屋郡久山町大字猪野字山道６５４－１，４
福岡県粕屋郡久山町大字猪野字小柳８７８－３９
福岡県粕屋郡久山町猪野８０２－６
福岡県粕屋郡志免町大字御手洗字アラタ７０－１
福岡県粕屋郡志免町大字田富３丁目１－１６
福岡県粕屋郡志免町南里２丁目１１－５
福岡県粕屋郡志免町南里４丁目１６－１
福岡県粕屋郡志免町南里７丁目８－３０
福岡県粕屋郡志免町別府４７４－１
福岡県粕屋郡志免町別府北１丁目２－１５
福岡県粕屋郡志免町別府北３丁目８－１６
福岡県粕屋郡篠栗町大字乙犬字平石９９１－１
福岡県粕屋郡篠栗町大字津波黒字流田２０－１、２１－
１
福岡県粕屋郡篠栗町大字尾仲５５３－４
福岡県粕屋郡篠栗町大字和田１０４７－４－２
福岡県粕屋郡新宮町上府北２丁目１８－１
福岡県粕屋郡新宮町大字原上１７３４－３
福岡県粕屋郡新宮町大字的野５８２－５
福岡県粕屋郡新宮町大字的野６３０
福岡県粕屋郡新宮町大字的野７３７－４１
福岡県粕屋郡新宮町大字的野字吉原６０３－５
福岡県粕屋郡新宮町大字的野字長浦７３８－１，字香ノ
木７４０－１，７４１－３２
福岡県粕屋郡新宮町大字立花口４０９－１
福岡県粕屋郡新宮町大字立花口字名子山２１７６－２８
福岡県粕屋郡新宮町美咲１丁目５番５１号
福岡県粕屋郡新宮町立花口１０５－１３
福岡県粕屋郡須恵町植木字白石１０８７，１０８８
福岡県粕屋郡須恵町新原３４－３
福岡県粕屋郡須恵町大字上須恵字桜原１５１５－９７
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電話番号
092-933-3588
092-932-8405
092-976-0070
092-976-3571
092-976-3335
092-976-1376
092-976-2366
092-976-2045
092-611-2151
092-939-5744
092-936-7791
092-935-0291
092-935-6611
092-939-3028
092-622-0585
092-626-0231
092-947-5668
092-947-1328
092-948-1878
092-932-5570
092-963-0333
092-962-3400
092-963-2869
092-941-2577
092-963-5223
092-963-2661
092-962-5005
092-963-1281
092-963-0773
092-962-0936
092-962-0728
092-936-4711
092-934-2477
092-957-0221

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
鳥栖高速運輸株式会社 福岡営業所
岡松陸送有限会社 本社営業所
ウチダロジテム株式会社 物流センター営業所
内田運輸株式会社 福岡営業所
株式会社福岡ソノリク 福岡営業所
株式会社福岡物流センター 本社
株式会社博運社 福岡支店
株式会社博運社 第３ターミナル営業所
東西産業運輸有限会社 本社営業所
株式会社システムライン 本社営業所
株式会社ロジパルエクスプレス 福岡営業所
幸運トラック株式会社 福岡営業所
株式会社日立物流九州 第三物流センター
有限会社七福運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡多の津支店
新生運輸株式会社 本社営業所
東福運送株式会社 本社営業所
丸善運輸株式会社 本社営業所

嘉穂郡

ヤマト運輸株式会社 桂川支店

鞍手郡

遠賀ダイキュー運輸株式会社 鞍手営業所
大和物流株式会社 鞍手支店
宮本急送有限会社 鞍手営業所
株式会社タマチ 本社
ヤマト運輸株式会社 中間支店
第一運送株式会社 小竹営業所
久留米運送株式会社 飯塚店
九州西濃運輸株式会社 筑豊支店
九州産業運輸株式会社 香春営業所
株式会社日幸 本社営業所
菅原産業株式会社 田川営業所
有限会社梅林運送 本社営業所

田川郡

有限会社エフ・トランスポート 本社営業所
河津産業有限会社 本社営業所
大栄産業有限会社 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。

住所
福岡県粕屋郡須恵町大字植木１２１９－６
福岡県粕屋郡須恵町大字植木字尾黒１７４－２
福岡県粕屋郡須恵町大字新原３４－３，７，８
福岡県粕屋郡須恵町大字新原字宮ノ上３４－３
福岡県粕屋郡粕屋町戸原東２丁目１番２９号
福岡県粕屋郡粕屋町若宮２丁目１９－３０
福岡県粕屋郡粕屋町大字阿恵字上下３４３
福岡県粕屋郡粕屋町大字阿恵字上下３４６－１他１０筆
福岡県粕屋郡粕屋町大字戸原４３２
福岡県粕屋郡粕屋町大字戸原８５４
福岡県粕屋郡粕屋町大字戸原８６２－１
福岡県粕屋郡粕屋町大字江辻２０８
福岡県粕屋郡粕屋町大字上大隈字部木原７００番地
福岡県粕屋郡粕屋町大字仲原字鶴町２５４５－５
福岡県粕屋郡粕屋町大字内橋４８３－１
福岡県粕屋郡粕屋町大字内橋字石橋７７３－７
福岡県粕屋郡粕屋町大字内橋字石橋７７３－７
福岡県粕屋郡粕屋町大字柚須字中溝１５７－１
福岡県嘉穂郡桂川町大字寿命５９－１、９８－１、１０
０－１、１００－５
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山２９３３番１
福岡県鞍手郡鞍手町大字新延９４４－１
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山１－８４
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山２３６９－１
福岡県鞍手郡鞍手町大字猪倉字石飛６０３－２
福岡県鞍手郡小竹町大字御徳１７０２－２０
福岡県鞍手郡小竹町大字南良津字六反田９２番５
福岡県鞍手郡小竹町南良津字六反田９２番８号
福岡県田川郡香春町大字香春１１０１
福岡県田川郡香春町大字香春８９９－１
福岡県田川郡香春町大字香春字樋口１６４２番１
福岡県田川郡香春町大字高野字溝添１０２８－３
福岡県田川郡香春町大字中津原１８２２－２，１８４
４，１８３６－１
福岡県田川郡香春町大字中津原字寺原１９７４－２
福岡県田川郡糸田町２１２９－２
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電話番号
092-935-6848
092-937-0907
092-957-6368
092-932-1173
092-931-7803
092-938-1010
092-611-1222
092-621-2761
092-957-1701
092-623-7882
092-624-1200
092-957-1755
092-976-4530
092-611-3151
092-939-2238
092-938-5714
092-939-2777
092-611-1331
0948-65-5543
0949-43-3456
0949-42-1080
0949-43-3939
0949-42-5432
0949-42-6172
09496-2-7545
09496-2-1761
09496-2-7303
0947-32-2674
0947-32-2362
0947-32-7860
0947-32-3435
0947-44-9292
0947-44-7065
0947-26-0104

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 田川川崎支店

筑紫郡

築上郡

三井郡

三潴郡

京都郡

株式会社ヤマガタ 福岡営業所
生田川通商株式会社 本社
有限会社ミスミ運送 本社営業所
有限会社クサカベロジテック 本社営業所
福鶴運送株式会社 本社営業所
マルサンフレッシュ株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡那珂川支店
株式会社アイエヌライン 本社営業所
株式会社Ｍ＆Ａトランスポート 本社営業所
有限会社榎金属 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 行橋新田原センター
久留米物流サービス株式会社 小郡営業所
久留米運送株式会社 みらい九州支店
株式会社ツルク 久留米営業所
株式会社物流システム 久留米営業所
株式会社鹿児島急送 福岡営業所
北松通運株式会社 福岡営業所
株式会社橘運送 福岡営業所
株式会社下川運送 本社営業所
ライゴーエキスプレス株式会社 八女営業所
ヤマト運輸株式会社 久留米三潴センター
有限会社サンエス物流 本社営業所
フコク物流株式会社 九州営業所
ユニプレス物流株式会社 北九州支店
ユニプレス物流株式会社 北九州支店苅田営業所
株式会社ケイ・エム運輸機工 本社
佐川急便株式会社 苅田営業所
株式会社ロジコム・アイ 北九州営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 小倉南支店
鶴丸海運株式会社 苅田営業所
ＡＣＴライナー株式会社 九州営業所
日通北九州運輸株式会社 苅田営業所
株式会社バンテック九州 苅田営業所

※「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
福岡県田川郡川崎町大字池尻字大坪３５９－１，３６０
－１，３６０－３，３６０－４
福岡県田川郡福智町赤池４７４－９３
福岡県田川郡福智町赤池４７４－９９
福岡県筑紫郡那珂川町五郎丸３丁目２番６号
福岡県筑紫郡那珂川町西畑５８９番地
福岡県筑紫郡那珂川町大字上梶原９３３－２３
福岡県筑紫郡那珂川町大字不入道中ノ原２８０－３
福岡県筑紫郡那珂川町中原３－３８・３９
福岡県築上郡吉富町大字直江６５６－１
福岡県築上郡上毛町大字成恒１２０番地１
福岡県築上郡築上町越路１４４－４
福岡県築上郡椎田町大字西八田１７２３番９
福岡県三井郡大刀洗町鵜木１０５８－１
福岡県三井郡太刀洗町大字鵜木字餅田１０５８番１
福岡県三井郡大刀洗町大字甲条１２５８－１
福岡県三井郡大刀洗町大字高樋２３２４－２３
福岡県三井郡大刀洗町大字山隈４００－１
福岡県三井郡大刀洗町大字山隈４７１番２
福岡県三井郡大刀洗町大字上高橋字松本１３３４－２
福岡県三井郡大刀洗町大字本郷３７０４－１６
福岡県三潴郡大木町奥牟田１０２２番地
福岡県三潴郡大木町前牟田４３８番地
福岡県三潴郡大木町大字上八院１－４
福岡県京都郡みやこ町勝山黒田７７４
福岡県京都郡みやこ町勝山松田５０７
福岡県京都郡苅田町与原２１０２－２
福岡県京都郡苅田町磯浜町２丁目３－４
福岡県京都郡苅田町幸町６番８９
福岡県京都郡苅田町幸町７－１３５
福岡県京都郡苅田町港町１７番２
福岡県京都郡苅田町新浜町１－６
福岡県京都郡苅田町新浜町１－６５
福岡県京都郡苅田町新浜町１番地４号
福岡県京都郡苅田町新浜町１番地７
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電話番号

主な輸送品目（任意掲載）

0947-45-8030
0947-28-3885
0947-28-4550
092-952-3705
092-952-0331
092-954-3372
092-555-5428
092-953-2237
0979-33-7662
0979-72-1808
0930-56-2521
0930-57-4711
0942-65-5951
0942-65-5951
0942-77-6300
0942-23-2840
0942-23-2121
0942-23-6755
0942-77-1141
0942-77-5180
0944-75-2700
0944-75-8151
0944-86-4180
0930-32-3372
0930-32-4458
093-435-5160
093-434-5246
093-434-9666
093-434-2559
093-435-2030
093-434-1171
093-434-3020
093-435-0302
093-434-2991

農産物、水産品、飲料等

市区郡名

事業所名
株式会社ゼロ・プラス九州 苅田営業所

八女郡

菊竹産業株式会社 苅田営業所
田村運輸株式会社 本社営業所
株式会社ランクルーズ 苅田営業所
有限会社岡田運輸 苅田営業所
株式会社サクラ物流 苅田
久富産業株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 苅田港事業所
三原物流株式会社 本社営業所
株式会社ワカスギ 北九州営業所
新手運輸有限会社 本社
ヤマト運輸株式会社 北九州臨空支店
ジャパンロードライン株式会社 本社営業所
吉川貨物自動車運送有限会社 本社営業所
西田商運株式会社 八女営業所
株式会社博運社 広川営業所
株式会社ケイティライン 物流センター営業所
株式会社大窪商店 福岡営業所
株式会社原口商事 本社
有限会社アサヒポーター 本社
八女丸善運輸株式会社 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
福岡県京都郡苅田町新浜町８－３（日産自動車ポートオ
フィス内）
福岡県京都郡苅田町新浜町９－６
福岡県京都郡苅田町大字苅田字大磯１１０８－１
福岡県京都郡苅田町大字殿川１－２
福岡県京都郡苅田町大字与原字文久２１３０番１
福岡県京都郡苅田町長浜町１２－１
福岡県京都郡苅田町長浜町１５－２
福岡県京都郡苅田町長浜町４７
福岡県京都郡苅田町長浜町８番地
福岡県京都郡苅田町鳥越町１－５５
福岡県京都郡苅田町鳥越町１番地３４
福岡県京都郡苅田町富久町１丁目２５－７、２５－１８
福岡県八女郡広川町新代字長竿９５１番地４
福岡県八女郡広川町大字一條字牟田１２１１－１，５
福岡県八女郡広川町大字広川２４４４－３
福岡県八女郡広川町大字藤田１４２５－５０
福岡県八女郡広川町大字藤田１４２５－５０
福岡県八女郡広川町大字藤田１４２５－５７
福岡県八女郡広川町大字藤田１４２６－７
福岡県八女郡広川町大字日吉大野８６８－１
福岡県八女郡広川町藤田１４００－２
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電話番号
093-434-3793
093-434-1873
093-434-4937
093-967-9671
093-436-0117
093-436-1372
093-434-1414
093-434-4335
093-436-0090
093-436-3550
093-435-3455
093-434-3011
0943-33-1777
0942-52-5355
0942-42-3580
0943-30-8210
0943-32-6233
0943-32-8808
0943-32-3635
0943-32-6923
0943-30-8002

主な輸送品目（任意掲載）

