貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
長崎市

事業所名
タカラ長運株式会社 新漁港営業所
有限会社昭和運送 本社営業所
長港トラック有限会社 本社営業所
有限会社西日本スマイル 本社営業所
有限会社岩鐵運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 長崎琴海センター
有限会社新光運輸 本社
株式会社長崎空港倉庫 長崎営業所
日本郵便株式会社 長崎中央郵便局
大成物流Ｋ・Ｓ有限会社 本社営業所
株式会社未来物流 長崎営業所
合同会社ＫＩＴＳライン 長崎営業所
松藤商事株式会社 長崎事業所
株式会社サンエストランテック 長崎事業所
後藤貨物自動車株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 三菱事業所海運倉庫営業所
九州石井運輸株式会社 長崎営業所
佐川急便株式会社 長崎営業所
内田ライン株式会社 長崎営業所
ヤマト運輸株式会社 長崎西支店
ヤマト運輸株式会社 長崎三重センター
タカラ長運株式会社 長崎営業所
塩塚総合商事株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 長崎東支店
日本通運株式会社 中央営業センター
日通長崎運輸株式会社 本社営業所
九州産交運輸株式会社 長崎センター
長崎綜合警備株式会社 警送支社
日本通運株式会社 長崎航空支店
日本通運株式会社 長崎警送事業所
株式会社丸野 本社営業所
有限会社長崎諏訪運輸 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。

安全性優良事業所

（長崎県）

住所
長崎県長崎市京泊３－３－１
長崎県長崎市京泊３－３－１
長崎県長崎市京泊３－３－１
長崎県長崎市京泊３丁目１３－７８
長崎県長崎市京泊３丁目３番１号
長崎県長崎市琴海形上町１８１５－１，１８１６－１，
１８２１－２
長崎県長崎市琴海村松町７３０－１
長崎県長崎市琴海町戸根町２６５９－１
長崎県長崎市恵美須町１－１
長崎県長崎市古賀町１４－１
長崎県長崎市戸町５丁目６７５番地１
長崎県長崎市三京町６４６－２４
長崎県長崎市小ヶ倉町１－１０３０－２
長崎県長崎市小ヶ倉町１－１０３０－２
長崎県長崎市小ヶ倉町３－７６－４７
長崎県長崎市小ヶ倉町３丁目７６－９１
長崎県長崎市小江町２７３４－６７
長崎県長崎市神ノ島町３丁目５２６－３９
長崎県長崎市神ノ島町３丁目５２６－５０
長崎県長崎市神ノ島町一丁目３６３－２，３６２
長崎県長崎市畝刈町１６１３－４１、１６１３－４０
長崎県長崎市西泊町２２番３８号
長崎県長崎市田中町１０２７－２２
長崎県長崎市田中町１０２７－２２，１０２７－３６
長崎県長崎市田中町４０６－１
長崎県長崎市田中町４０６－１
長崎県長崎市田中町５７４－２
長崎県長崎市田中町５８２番地５
長崎県長崎市田中町５９２番地２
長崎県長崎市田中町５９５－２
長崎県長崎市田中町６５５－１
長崎県長崎市東町２３１７－２
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電話番号
095-850-4011
095-850-4055
095-850-3766
095-894-9026
095-850-4014
080-5045-2222
095-884-3449
0957-52-1123
095-822-1500
095-865-8532
095-879-6080
095-850-3467
095-878-4586
095-879-1980
095-878-9311
095-895-7653
095-860-0870
095-833-4131
095-865-4726
080-5098-0783
080-6698-2438
095-894-8707
095-838-2525
080-5068-1704
095-837-0202
095-839-3271
095-837-8552
095-838-8230
095-838-7350
095-830-1812
095-839-2131
095-839-1593

H29.11.1
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
諫早市

雲仙市

大村市

事業所名
九州西濃運輸株式会社 長崎引越センター
九州西濃運輸株式会社 長崎支店
ヤマト運輸株式会社 諫早支店
高千穂倉庫運輸株式会社 長崎鮮冷営業所
久留米運送株式会社 諌早店
丸野興産株式会社 諫早営業所
九栄運輸倉庫株式会社 諫早営業所
高千穂倉庫運輸株式会社 長崎営業所
佐川急便株式会社 諫早営業所
製罐陸運株式会社 大村営業所
製罐陸運株式会社 諫早営業所
長崎丸善運輸株式会社 本社
北松通運株式会社 諫早営業所
有限会社本田産業 本社営業所
信栄運送株式会社 諫早営業所
日本図書輸送株式会社 長崎営業所
ドーネル運輸有限会社 長崎営業所
ヤマト運輸株式会社 諫早西支店
有田陸運株式会社 長崎営業所
有限会社カーブティック長崎 本社
丸は運送有限会社 本社営業所
長崎雲仙運輸有限会社 本社営業所
九州名鉄運輸株式会社 諫早支店
日本通運株式会社 コンテナセンター
株式会社未来物流 諫早営業所
九州福山通運株式会社 長崎支店
トールエクスプレスジャパン株式会社 長崎支店
タカラ長運株式会社 諫早営業所
日本郵便株式会社 諫早郵便局
株式会社丸野 丸野・長崎物流センター飯盛営業所
平成農産運輸株式会社 本社営業所
九州名鉄運輸株式会社 雲仙営業所
有限会社尾﨑輸送部 本社営業所
大石運輸倉庫株式会社 本社営業所
有限会社大石運輸 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
長崎県諌早市貝津町２７２６－５
長崎県諌早市小川町７２４－１４
長崎県諌早市長野町１４９１－１、１４９４－１
長崎県諫早市貝津町１２０４－４３
長崎県諫早市貝津町１２８２番１６
長崎県諫早市貝津町１２８２番地５
長崎県諫早市貝津町１８３０－２３，６０
長崎県諫早市貝津町１８３０－３３
長崎県諫早市貝津町１８３０－５２
長崎県諫早市貝津町１８３０－５６
長崎県諫早市貝津町１８３０－５６
長崎県諫早市高来町大戸３５０番地６
長崎県諫早市黒崎町１１７番地１
長崎県諫早市小野島町２３２６－５
長崎県諫早市森山町田尻西九平次１４７６－１
長崎県諫早市多良見町囲３１７－６
長崎県諫早市多良見町囲３２９－３
長崎県諫早市多良見町囲字田原４２４番地
長崎県諫早市多良見町化屋１８７７
長崎県諫早市多良見町舟津６４１－３
長崎県諫早市多良見町中里２１２－７７
長崎県諫早市津久葉町２７８－１５
長崎県諫早市津久葉町５－１０２
長崎県諫早市津久葉町５－９２
長崎県諫早市津久葉町５番地１４３
長崎県諫早市津久葉町６－９
長崎県諫早市津久葉町９９－３８
長崎県諫早市天満町１６０６－１
長崎県諫早市八坂町１－７
長崎県諫早市飯盛町佐田１０２９－９
長崎県雲仙市愛野町乙５６６７－１
長崎県雲仙市吾妻町阿母名２７６７番５
長崎県雲仙市瑞穂町古部乙２２２４－１
長崎県大村市岩松町３１８－３
長崎県大村市岩松町３１８－４
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電話番号
0957-26-0141
0957-21-0880
080-5045-2217
0957-49-8700
0957-25-2061
0957-26-1755
0957-26-1261
0957-28-9081
0957-25-1265
0957-26-6600
0957-26-6600
0957-27-7088
0957-36-5173
0957-23-2556
0957-36-7270
0957-43-8220
0957-49-2797
080-5098-0782
0957-43-5017
0957-44-1822
0957-49-2019
0957-25-1212
0957-25-2123
0957-25-0202
0957-47-8880
0957-25-0292
0957-25-5551
0957-22-3335
0957-22-0480
0957-48-2388
0957-36-2770
0957-38-6616
0957-77-4115
0957-53-2007
0957-53-2003

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

五島市

西海市
佐世保市

事業所名
日本郵便輸送株式会社 大村営業所
親和自動車有限会社 本社営業所
有限会社丸野バンライン 大村営業所
長工運輸有限会社 本社営業所
堤トラック運送有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 長崎主管支店
有限会社尾上運送 本社営業所
株式会社村里運輸 本社営業所
日本郵便株式会社 大村郵便局
ヤマトボックスチャーター株式会社 長崎支店
アヤカエキスプレス株式会社 本社営業所
株式会社丸野 大村富の原営業所
日本空輸株式会社 長崎空港営業所
富士運輸株式会社 長崎支店
株式会社城谷運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 五島岐宿センター
ヤマト運輸株式会社 福江支店
日本通運株式会社 福江営業所
ヤマト運輸株式会社 西海大瀬戸センター
有限会社崎戸運送 西海営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 佐世保支店
ヤマト運輸株式会社 佐世保法人営業支店
ヤマト運輸株式会社 佐世保中央支店
長崎綜合警備株式会社 警送支社佐世保営業所
株式会社丸野 佐世保営業所
ヤマト運輸株式会社 佐世保大塔センター
ヤマト運輸株式会社 佐世保大野支店
タカラ長運株式会社 佐世保営業所
弘和輸送株式会社 佐世保事業所
有限会社大東運輸 佐世保営業所
日本郵便株式会社 佐世保郵便局
ヤマト運輸株式会社 佐世保東支店
北松通運株式会社 佐世保営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 佐世保支店

※「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
長崎県大村市協和町１７０３－１
長崎県大村市古賀島町４９８－１０
長崎県大村市溝陸町４０８－１９
長崎県大村市溝陸町８１５
長崎県大村市今村町３７－１
長崎県大村市今津町３１５番地１
長崎県大村市今津町７２８番地８
長崎県大村市森園町１５８４
長崎県大村市森園町６６３－９
長崎県大村市富の原１丁目１５６２－２
長崎県大村市富の原２丁目５１５－１
長崎県大村市富の原２丁目５３８－１
長崎県大村市箕島町５９３－８
長崎県大村市箕島町５９３－８－１０３
長崎県大村市木場２丁目６００－１９
長崎県五島市岐宿町中岳郷２０７４－３
長崎県五島市吉久木町７２４－１．７２４－２
長崎県五島市東浜町１丁目７番１２号
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷１６２番１６
長崎県西海市西海町木場郷４９２－４
長崎県佐世保市棚方町２８０番地３
長崎県佐世保市ハウステンボス町５－３
長崎県佐世保市稲荷町３－８
長崎県佐世保市卸本町１－２３
長崎県佐世保市卸本町１５－１
長崎県佐世保市卸本町１番地１３７ 他７筆（１－６
３、１－１３３、１－１３４、１－１３５、１－１３
８、１－１３９、１－１４０）
長崎県佐世保市下本山町１４１８－１、１４１８－２
長崎県佐世保市干尽町５－２７
長崎県佐世保市干尽町６－１３
長崎県佐世保市吉井町橋川内８５９番地１
長崎県佐世保市京坪町３－１０
長崎県佐世保市広田１－１０－１３
長崎県佐世保市広田４－８－５
長崎県佐世保市広田４丁目５－２１
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電話番号
0957-52-8190
0957-52-4815
0957-49-5810
0957-53-7732
0957-50-2270
0957-52-1510
0957-49-6351
0957-52-6156
0957-52-4227
0957-55-2264
0957-28-8853
050-3537-7825
0957-53-6038
0957-56-8712
0957-49-6712
080-5045-2219
0957-52-1514
0959-72-5617
080-5098-0773
0959-32-0352
0956-48-6422
0956-58-0811
080-5045-2230
0956-34-7102
050-3538-6215
080-5098-3923
080-5045-2232
0956-31-8388
0956-33-1006
0956-64-4111
0956-24-6101
080-5045-2226
0956-39-0411
0956-38-3271

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

島原市

対馬市
平戸市
松浦市

南島原市
西彼杵郡

事業所名
吉田海運株式会社 本社営業所
有限会社東部運輸 本社営業所
有限会社猶興運輸産業 本社営業所
大野運送株式会社 本社営業所
太陽輸送株式会社 本社営業所
九州福山通運株式会社 佐世保支店
株式会社ロジコム 佐世保営業所
有限会社柳井運送 本社営業所
株式会社ニヤクコーポレーション 佐世保事業所
日通長崎運輸株式会社 佐世保営業所
日本通運株式会社 佐世保支店
佐川急便株式会社 佐世保営業所
九州西濃運輸株式会社 佐世保営業所
ヤマト運輸株式会社 佐世保西支店
株式会社光葉産業運輸 本社営業所
九州名鉄運輸株式会社 佐世保支店
ヤマト運輸株式会社 佐世保大野センター
有限会社とみなが急配 本社営業所
有限会社富士海運 本社営業所
日本郵便株式会社 島原郵便局
ヤマト運輸株式会社 島原支店
九州福山通運株式会社 島原営業所
タカラ長運株式会社 島原営業所
有限会社大東運輸 本社営業所
佐川急便株式会社 島原営業所
博多海陸運送株式会社 対馬支店
弘和輸送株式会社 対馬事業所
ヤマト運輸株式会社 平戸支店
ヤマト運輸株式会社 松浦支店
北松通運株式会社 松浦営業所
佐川急便株式会社 平戸営業所
ヤマト運輸株式会社 有家支店
九州名鉄運輸株式会社 長崎支店
九州西濃運輸株式会社 長崎西営業所
ＳＢＳフレックネット株式会社 長崎営業所

※「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
長崎県佐世保市広田４丁目８番５号
長崎県佐世保市江上町８６９－４
長崎県佐世保市崎岡町２５６９－１
長崎県佐世保市指方町５６９－１
長崎県佐世保市指方町５７０－１
長崎県佐世保市指方町６００－１
長崎県佐世保市大塔町１００３－１
長崎県佐世保市大塔町１００３－２、１００３－４４
長崎県佐世保市大塔町１３２０－１
長崎県佐世保市大塔町２００２－１７
長崎県佐世保市大塔町２００２－３，１７，１８
長崎県佐世保市田の浦町４２４－５
長崎県佐世保市田の浦町５－２５
長崎県佐世保市白岳町５０－４６
長崎県佐世保市木原町１４８－２
長崎県佐世保市木風町１４４７－６
長崎県佐世保市矢峰町１０３６番地
長崎県佐世保市有福町１２９９番３６号
長崎県佐世保市立神町２１
長崎県島原市坂上町６９９０
長崎県島原市大手原町甲２１３０－６１
長崎県島原市大手原町甲２１４１－１４
長崎県島原市弁天町２丁目７２７５－１
長崎県島原市有明町大三東丁６７１－１
長崎県島原市有明町湯江丁３３２４－１－３
長崎県対馬市厳原町東里３４１番地４２
長崎県対馬市美津島町緒方２９０番地
長崎県平戸市山中町字入口６８８番１
長崎県松浦市志佐町浦免１８２－４，１８２－７
長崎県松浦市志佐町浦免９３７－１
長崎県松浦市志佐町庄野免字八郎１５３－１８
長崎県南島原市有家町中須川４０３－２
長崎県西彼杵郡時津町元村郷字堀田７４６
長崎県西彼杵郡時津町左底郷１８２２
長崎県西彼杵郡時津町日並郷３６１９番地
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電話番号
0956-39-1277
0956-58-2369
0956-38-3196
0956-58-5701
0956-58-5701
0956-58-6200
0956-20-1055
0956-20-1710
0956-31-1532
0956-33-1108
0956-33-0202
0956-38-1887
0956-38-2151
080-5045-2209
0956-26-3300
0956-31-8311
080-6698-5496
0956-20-2282
0956-23-5412
0957-62-2062
080-5451-3802
0957-62-1630
0957-62-5288
0957-68-1800
0957-68-3662
0920-52-0793
0920-54-5210
080-5045-2212
080-5045-2216
0956-72-1231
0956-72-1611
080-5045-2215
095-882-2421
095-882-2165
095-813-2000

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

東彼杵郡

南松浦郡

事業所名
日本郵便株式会社 西彼杵郵便局
ヤマト運輸株式会社 西海支店
株式会社サカイ引越センター 長崎支社
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 長崎支店
株式会社井石 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 東彼川棚センター
有限会社本田産業 川棚営業所
相互交通株式会社 川棚営業所
サンライト物流株式会社 本社営業所
有限会社丸野バンライン 東彼杵営業所
信栄運送株式会社 本社営業所
株式会社テクノ 長崎営業所
ヤマト運輸株式会社 上五島支店

※「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
長崎県西彼杵郡時津町浜田郷４６５－１
長崎県西彼杵郡時津町浜田郷８２２番１
長崎県西彼杵郡長与町高田郷１２６９－３
長崎県西彼杵郡長与町高田郷３４４１－１
長崎県西彼杵郡長与町高田郷５０２－３
長崎県東彼杵郡川棚町百津郷２９６－１６８
長崎県東彼杵郡川棚町百津郷２９６－２８
長崎県東彼杵郡川棚町百津郷４１９－２７
長崎県東彼杵郡川棚町百津郷４１９番地２７
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷１７１７－７
長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷６０５－１
長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷１３５５－１
長崎県南松浦郡新上五島町青方郷３６９
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電話番号
095-881-7020
080-5451-8015
095-840-5577
095-860-5510
095-857-6311
080-5098-0769
0956-82-4502
0956-82-2373
0956-20-6550
0957-49-3101
0957-46-0147
0956-76-8010
080-5068-1273

主な輸送品目（任意掲載）

