貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
熊本市

事業所名
株式会社マルヤマ 本社営業所
白浜交通株式会社 本社営業所
熊本製粉ロジスティクス株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 花園センター
ヤマト運輸株式会社 白藤支店
高陽輸送株式会社 熊本営業所
株式会社本山運送 本社営業所
九州産交運輸株式会社 熊本コンテナセンター
日本通運株式会社 熊本支店 熊本通運営業所
日本郵便株式会社 熊本中央郵便局
株式会社熊日物流 本社営業所
株式会社にしけい 熊本営業所
ヤマト運輸株式会社 浜線センター
日本郵便株式会社 熊本東郵便局
阪神トランスポート株式会社 熊本営業所
株式会社日新企画 本社営業所
株式会社肥後産業 熊本支店
株式会社白馬物流 本社営業所
株式会社塚腰運送 熊本営業所
ヤマト運輸株式会社 龍田センター
株式会社サカイ引越センター 熊本支社
株式会社ハート引越センター 熊本営業所
株式会社引越社関東 熊本営業所
株式会社グリーン物流 本社営業所
有限会社ナカエ商事 熊本支店
熊本西濃運輸株式会社 本社営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 熊本営業所
ヤマト運輸株式会社 御領支店
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 熊本支店
南九州福山通運株式会社 熊本東営業所
九州名鉄運輸株式会社 熊本支店
九州安芸重機運輸株式会社 熊本支店
株式会社ヤクシン運輸 熊本営業所

※「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
住所

熊本県熊本市植木町大字岩野字壱丁畑１５４５－３
熊本県熊本市西区河内町白浜２２８５－１
熊本県熊本市西区花園１－２５－１
熊本県熊本市西区花園５丁目１０－１８
熊本県熊本市西区上代４－１２－２６
熊本県熊本市西区城山下代３丁目６－１５
熊本県熊本市西区二本木２－２８－１
熊本県熊本市西区蓮台寺４丁目１－１０
熊本県熊本市西区蓮台寺町熊本駅貨物取扱所
熊本県熊本市中央区新町２丁目１－１
熊本県熊本市中央区世安町７８－１
熊本県熊本市中央区南熊本３丁目１２番２号
熊本県熊本市東区画図町下無田１４８３－１
熊本県熊本市東区錦ヶ丘１－１０
熊本県熊本市東区戸島５丁目６－７２
熊本県熊本市東区戸島７丁目１２－１０
熊本県熊本市東区戸島町１００６番１
熊本県熊本市東区戸島町４０８－１，４０９
熊本県熊本市東区御領６丁目６－２９
熊本県熊本市東区御領８－１０－８５
熊本県熊本市東区御領８－３４７－１
熊本県熊本市東区御領８丁目１０－９４
熊本県熊本市東区御領六丁目３番２２号
熊本県熊本市東区三郎２丁目２２－８
熊本県熊本市東区鹿帰瀬町４９０－１
熊本県熊本市東区小山２丁目２９－４７
熊本県熊本市東区小山３丁目２－１１
熊本県熊本市東区小山３丁目２－１５
熊本県熊本市東区小山３丁目２－２５
熊本県熊本市東区小山３丁目２－２８
熊本県熊本市東区小山３丁目２－３８
熊本県熊本市東区小山３丁目２－５３
熊本県熊本市東区小山３丁目７－１６
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（熊本県）
電話番号
096-273-0369
096-276-1101
096-326-0600
096-320-8560
096-322-5383
096-212-2555
096-354-1388
096-325-0861
096-354-6266
096-352-6671
096-361-2345
096-363-6444
096-334-8110
096-365-0753
096-288-7371
096-283-3999
096-349-7221
096-380-8911
096-380-6133
096-213-0966
096-349-1144
096-292-8105
096-349-7185
096-386-2955
096-285-7670
096-380-6037
096-389-1890
096-386-4550
096-388-9449
096-389-3939
096-380-5020
096-389-5271
096-380-8598

H30.1.12
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
久山流通運輸株式会社 熊本営業所
佐川急便株式会社 熊本営業所
株式会社博運社 熊本営業所
株式会社小山運送 本社営業所
九州西濃運輸株式会社 熊本支店
ヤマト運輸株式会社 長嶺センター
ヤマト運輸株式会社 尾上支店
有限会社美登里急配 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 江越センター
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 熊本営業所
有限会社三洋運輸 本社営業所
日通熊本トラック株式会社 熊本営業所
日本通運株式会社 熊本警送事業所
菅原産業株式会社 熊本営業所
有限会社小嶋運送 本社営業所
岡山県貨物運送株式会社 熊本支店
有限会社水本運送 本社営業所
有限会社冷豊運輸 本社営業所
九州産交運輸株式会社 松橋センター
城南貨物株式会社 本社営業所
ペンタ・ロジスティクス株式会社 城南営業所
丸義物流サービス株式会社 本社営業所
株式会社新興運送 本社営業所
株式会社熊本ミトモ 南高江営業所
ヤマト運輸株式会社 南髙江センター
南九州福山通運株式会社 熊本営業所
日本ルートサービス株式会社 熊本事業所
有限会社田島運送 本社営業所
株式会社ファミリー八興 本社営業所
宇城農産輸送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 熊本中央支店
株式会社ヤクシン運輸 流通団地営業所
株式会社シンクラン 熊本営業所
株式会社大福物流 熊本営業所
ひろせ梱包運輸株式会社 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
熊本県熊本市東区小山５丁目１－１１５
熊本県熊本市東区小山町１８１６－１
熊本県熊本市東区小山町１９１９
熊本県熊本市東区小山町１９４０－１
熊本県熊本市東区上南部２丁目１番１０５号
熊本県熊本市東区長嶺西１丁目１０－２８
熊本県熊本市東区尾ノ上１－１２－１６
熊本県熊本市南区会富町字河田２７－３，２８
熊本県熊本市南区近見１丁目３番８号
熊本県熊本市南区近見６丁目１０９０－５
熊本県熊本市南区近見７丁目１６３７－１
熊本県熊本市南区近見７丁目７－１
熊本県熊本市南区近見７丁目７番２号
熊本県熊本市南区近見８丁目１３８０－１
熊本県熊本市南区近見８丁目６－９６
熊本県熊本市南区近見８丁目７－８５
熊本県熊本市南区城南町赤見１４３９－１
熊本県熊本市南区城南町大字舞原１４３０
熊本県熊本市南区城南町東阿高１１３４番１
熊本県熊本市南区城南町舞原７４－２
熊本県熊本市南区城南町鰐瀬１８０８－２３
熊本県熊本市南区銭塘町２１５０－５
熊本県熊本市南区南高江３丁目２－７
熊本県熊本市南区南高江３丁目３－７４
熊本県熊本市南区南高江３丁目３－７７
熊本県熊本市南区南高江３丁目５－７７
熊本県熊本市南区富合町釈迦堂３９５番地
熊本県熊本市南区富合町釈迦堂７８０－３
熊本県熊本市南区富合町杉島１４０
熊本県熊本市南区富合町南田尻７５１－１
熊本県熊本市南区平成１－１２－８
熊本県熊本市南区流通団地１－３
熊本県熊本市南区流通団地１丁目１７
熊本県熊本市南区流通団地２－５
熊本県熊本市南区流通団地２丁目１５－１
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電話番号
096-388-1533
096-380-2266
096-380-4867
096-389-1553
096-380-4545
096-386-5880
096-367-3321
096-227-0908
096-351-0520
096-319-1711
096-324-6425
096-354-3261
096-312-1300
096-320-3050
096-356-5445
096-354-0191
0964-28-8088
0964-28-7550
0964-28-7740
0964-28-3202
0964-27-5775
096-223-0311
096-357-2211
096-320-4623
080-6698-7721
096-357-8171
096-320-0003
096-320-4580
096-357-0541
096-357-0273
096-325-0886
096-285-5938
096-285-6990
096-288-9499
096-377-2229

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社エスライン九州 熊本営業所
九州ネクスト株式会社 熊本支店
熊本地区共同輸送株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 熊本引越センター
南九州センコー株式会社 熊本流通団地営業所
佐川急便株式会社 南熊本営業所
久留米運送株式会社 熊本支店
綜合警備保障株式会社 熊本支社 熊本警送支店
有限会社小嶋陸送センター 本社営業所
熊本太陽運輸株式会社 本社営業所
有限会社西野工業 本社
ヤマト運輸株式会社 徳王支店

阿蘇市

天草市

福岡運輸株式会社 熊本営業所
熊本丸善海陸運輸株式会社 本社営業所
熊本通運株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 植木センター
株式会社ワカスギ 熊本営業所
株式会社熊本陸運 本社営業所
江富運輸株式会社 本社営業所
食品サービス株式会社 熊本営業所
株式会社博運社 植木営業所
株式会社林運送 熊本営業所
株式会社サカイ引越センター 熊本北支社
九州産交運輸株式会社 一の宮事業所
株式会社阿蘇交通運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 阿蘇一宮センター
有限会社白石運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 天草亀川センター
ヤマト運輸株式会社 牛深センター
日本通運株式会社 熊本支店 天草営業所
西生運輸株式会社 本社営業所
有限会社浜辺運送 本社営業所
九州産交運輸株式会社 天草センター
有限会社手野運送店 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
熊本県熊本市南区流通団地２丁目１５－２
熊本県熊本市南区流通団地２丁目１６
熊本県熊本市南区流通団地２丁目１６
熊本県熊本市南区流通団地２丁目１９番
熊本県熊本市南区流通団地２丁目２０－１
熊本県熊本市南区流通団地２丁目２０－３
熊本県熊本市南区流通団地２丁目２０－５
熊本県熊本市南区流通団地２丁目３番地
熊本県熊本市南区良町２丁目５番２８号
熊本県熊本市北区下硯川２丁目９番１号
熊本県熊本市北区下硯川町２０１０－１
熊本県熊本市北区下硯川町字屋敷添２００８－１，２０
０９
熊本県熊本市北区植木町亀甲２０４８－１
熊本県熊本市北区植木町亀甲２０５５－１
熊本県熊本市北区植木町亀甲４３７－４
熊本県熊本市北区植木町亀甲字西池上２０４５－２
熊本県熊本市北区植木町宮原２２４－５
熊本県熊本市北区植木町轟１３４０－１
熊本県熊本市北区植木町滴水４６４
熊本県熊本市北区植木町舞尾６７１
熊本県熊本市北区植木町舞尾６９９－４
熊本県熊本市北区徳王１－７－１５
熊本県熊本市北区飛田２丁目１２－６６
熊本県阿蘇市一の宮町宮地４４５４－６
熊本県阿蘇市一の宮町大字宮地字東油町４５３０－２
熊本県阿蘇市黒川２１５９－４
熊本県阿蘇市役犬原１６８３－７
熊本県天草市亀場町大字亀川字牛房畑１５１３－２
熊本県天草市久玉町新久玉５７１３－１２，５７１３－
４４
熊本県天草市港町４番１号
熊本県天草市佐伊津町字城廻５９６３－９
熊本県天草市志柿町４３４３－１
熊本県天草市志柿町６８３４－３
熊本県天草市志柿町字高垣２６９６－６
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電話番号
096-377-2101
096-379-5002
096-379-6515
096-378-7200
096-379-5551
096-380-2266
096-377-2851
096-237-7627
096-355-0340
096-322-2031
096-245-5991
096-369-3968
096-273-2212
096-273-0155
096-273-6901
096-273-2273
096-274-7236
096-274-1188
096-272-1521
096-273-2102
096-273-3199
096-323-3620
096-312-5880
0967-22-2880
0967-22-0061
0967-34-2162
0967-32-4103
0969-25-1734
0969-73-4067
0969-23-0202
0969-24-1696
0969-58-2030
0969-22-5361
0969-23-3757

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

荒尾市
宇城市

事業所名
志柿運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 天草支店
トールエクスプレスジャパン株式会社 天草支店
佐川急便株式会社 天草営業所
有限会社川端屋運送 本社営業所
熊本通運株式会社 天草営業所
ヤマト運輸株式会社 荒尾支店
松藤商事株式会社 三角営業所
日本通運株式会社 天草航空営業所
有限会社郡浦運送 本社営業所
株式会社ＮＡＧＡＮＯ ＬＩＮＥ 本社営業所
株式会社丸都運輸熊本 本社営業所
佐川急便株式会社 松橋営業所
三和工業有限会社 本社営業所
秋田運輸株式会社 熊本営業所
有限会社丸喜運送 松橋営業所

宇土市

住所
熊本県天草市志柿町字高垣２７２０－２
熊本県天草市志柿町字城辺田７０７２－１
熊本県天草市志柿町字西大迫６８３４－３
熊本県天草市志柿町字大松道４３５４－２
熊本県天草市新和町小宮地４７３０－１
熊本県天草市有明町大字大島子字石神１７４９－２
熊本県荒尾市宮内字土井ノ内５６７番
熊本県宇城市三角町三角浦１３４番地１
熊本県宇城市三角町三角浦字本島又１８９－９
熊本県宇城市三角町手場１８７５
熊本県宇城市小川町江頭５７
熊本県宇城市松橋町浦川内１２１９－１
熊本県宇城市松橋町浦川内１２－７
熊本県宇城市松橋町久具１６１３
熊本県宇城市松橋町古保山２７１２番４
熊本県宇城市松橋町古保山２７４８－８，２７４８－２
１
熊本県宇城市松橋町竹崎１９４０－１
熊本県宇城市松橋町内田３０－１
熊本県宇城市松橋町内田字有間田２２１－１
熊本県宇城市松橋町萩尾字前田７７０－１
熊本県宇城市松橋町豊福２５１３－１
熊本県宇城市松橋町両仲間８８－１
熊本県宇城市松橋町両仲間字小花１４９８－１
熊本県宇城市豊野町上郷１４９－２
熊本県宇土市花園町２５９２番地１
熊本県宇土市岩古曽町２２１９－１，２２２０－１
熊本県宇土市境目町３００番地

ドーネル運輸有限会社 本社営業所
株式会社マルショウ 本社営業所
株式会社誠信運輸センター 本社営業所
株式会社ムロオ 熊本営業所
豊世運輸株式会社 本社営業所
株式会社共同 松橋営業所
熊本通運株式会社 松橋支店
ほまれ物流株式会社 本社営業所
駿和物流株式会社 ＦＭ熊本センター
株式会社丸二運輸 本社営業所
西鋼物流株式会社 本社営業所
西日本エア・ウォーター物流株式会社 熊本ローリー営業
熊本県宇土市松山町１３２０番地１２号
所
ヤマト運輸株式会社 松橋支店
熊本県宇土市松山町字諏訪４３７３
株式会社ロッケン 本社
熊本県宇土市新開町１８９５－３０
熊本県宇土市新松原町字佐野免１５１－１、１５１－
小国運送株式会社 熊本営業所
４、１５２－１、１６４－１
長浜運輸株式会社 本社営業所
熊本県宇土市長浜町２０３４
熊本交通運輸株式会社 宇土営業所
熊本県宇土市北段原町字庄部２３０番地２

※「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

主な輸送品目（任意掲載）

0969-22-4668
0969-24-3113
0969-22-5241
0969-23-7744
0969-46-2135
0969-25-6511
0968-64-6143
0964-52-3051
0964-52-2259
0964-54-0117
0964-43-1171
0964-33-4470
0964-32-6565
0964-33-3252
0964-27-5566
0964-32-1880
0964-34-3033
0964-33-5070
0964-34-0050
0964-25-4785
0964-33-7181
0964-32-4455
0964-32-2151
0964-45-3596
0964-23-2801
0964-22-3301
0964-22-3404
0964-23-5171
0964-27-5410
0964-22-8801
0964-23-5551
0964-27-1133
0964-22-0717

日用品・雑貨、食糧品、農産物

市区郡名
上天草市

合志市

菊池市

玉名市

人吉市

事業所名
株式会社チクホー 天草営業所
有限会社浦辺運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大矢野センター
株式会社ＭＤロジス西日本サービス 熊本営業所
株式会社共同 本社営業所
東南運輸株式会社 本社営業所
株式会社ＮＢＳロジソル 合志営業所
ヤマト運輸株式会社 西合志センター
菊南運輸倉庫株式会社 本社営業所
日精サービス株式会社 熊本営業所
有限会社旭志運送 本社営業所
熊本ダイキュー運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 菊池センター
株式会社藤木運送 本社営業所
株式会社らくのう運輸 本社営業所
有限会社九州商事 本社営業所
株式会社九州運輸 本社営業所
有限会社玉名急配運送店 本社営業所
コバヤシライン株式会社 熊本営業所
ヤマト運輸株式会社 玉名支店
三共運送株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 玉名郵便局
桃山運送有限会社 本社営業所
人吉ダイキュー運輸株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 人吉支店
有限会社青井運送 本社営業所
有限会社丸喜運送 人吉営業所
佐川急便株式会社 人吉営業所
ヤマト運輸株式会社 人吉支店

八代市

トールエクスプレスジャパン株式会社 人吉支店
株式会社亀万運送 本社営業所
株式会社サカイ引越センター 八代支社
八代熊交株式会社 本社
有限会社リュウシン 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
熊本県上天草市姫戸町二間戸５９９５－４
熊本県上天草市大矢野町登立３７８２
熊本県上天草市大矢野町中字汐垂２４２７－１
熊本県合志市栄３６１０番地５５
熊本県合志市栄３７６６－２４
熊本県合志市栄３７９２－１１２
熊本県合志市幾久富中沖野１７２７－３
熊本県合志市須屋１９３０－６
熊本県菊池市旭志川辺８８６－３
熊本県菊池市旭志川辺字三ノ東沖１０６８－３
熊本県菊池市旭志尾足７７
熊本県菊池市出田字沖２１２１番１７６
熊本県菊池市亘字道ノ上３５４－３，３５４－４
熊本県菊池市泗水町大字吉富２８８５－１
熊本県菊池市泗水町大字豊水１２１６－２
熊本県菊池市泗水町田島２７２４番地１
熊本県菊池市泗水町田島字立石２７２４番地１
熊本県玉名市岱明町野口１６
熊本県玉名市大倉１４５２番地
熊本県玉名市大倉字深迫１３４９
熊本県玉名市築地１３８－７
熊本県玉名市中１８０８－２
熊本県玉名市天水町部田見字築合２７４９－１
熊本県人吉市下漆田町字俣口２８３８番地３６
熊本県人吉市下青井町字下青井田３８６－５
熊本県人吉市蟹作町字東中通３００
熊本県人吉市願成寺町字下浦田１４１１－８
熊本県人吉市上林町字藤寄９７１－１
熊本県人吉市西間下町字花切１０２１，１０２０－１，
１０１９－３
熊本県人吉市中青井町３５４－５
熊本県八代市岡町谷川９３１
熊本県八代市海士江町２６８８
熊本県八代市鏡町鏡１１５９番地２４
熊本県八代市鏡町両出１４３１番地２
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電話番号
0969-58-2855
0964-56-5502
0964-56-5056
096-348-6277
096-248-1133
096-248-8800
096-249-2505
096-215-1255
0968-37-3701
0968-37-3693
0968-37-2277
0968-41-7800
0968-24-2799
0968-38-2509
0968-38-6300
0968-38-3515
0968-38-3515
0968-74-1171
0968-71-2366
0968-72-4135
0968-73-2307
0968-72-2280
0968-82-2235
0966-23-0234
0966-22-2730
0966-22-4151
0966-24-5110
0966-24-1551
0966-23-4922
0966-23-2530
0965-39-0041
0965-32-1141
0965-52-5050
0965-52-3532

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
エムテックサービス株式会社 本社営業所
株式会社バンテック 本社営業所
有限会社新開貨物 本社営業所
丸和運送株式会社 熊本支店
住ノ江海陸運輸株式会社 八代営業所
成友物流株式会社 本社営業所
有限会社ミナト運輸 本社営業所
九州産業運輸株式会社 八代支店
株式会社福岡建設 本社営業所
九州西濃運輸株式会社 八代営業所
ヤマト運輸株式会社 八代支店
有限会社八代運送 本社営業所
有限会社福岡産業 本社営業所
九州紙運輸株式会社 八代営業所
南国輸送株式会社 八代営業所
日本通運株式会社 八代支店 八代事業所
南九州センコー株式会社 八代営業所
八代港運株式会社 八代港営業所
株式会社上組 八代営業所
株式会社らくのう運輸 八代営業所
株式会社曙組 曙組本社営業所
松木運輸株式会社 本社営業所
株式会社チクホー 南九州営業所
佐川急便株式会社 八代営業所
食品サービス株式会社 熊本南営業所
南九州福山通運株式会社 八代営業所
菱中海陸運輸株式会社 八代営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 八代支店
株式会社ニヤクコーポレーション 九州支店 八代事業所
まるしん運送株式会社 本社営業所
上野輸送株式会社 八代営業所
株式会社サンエストランテック 八代営業所
ツバメ運送株式会社 八代営業所
松藤商事株式会社 八代営業所
株式会社矢住陸運 本店営業所

※「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
熊本県八代市建馬町４番３１号
熊本県八代市港町１４２番地
熊本県八代市港町２６２－２３
熊本県八代市港町２７７
熊本県八代市港町７６番
熊本県八代市港町９１番地
熊本県八代市港町９２
熊本県八代市高島町字築延４４０４－１
熊本県八代市十条町１番１号地内
熊本県八代市上片町字高取１６２４－１
熊本県八代市上片町字辺田前１７１４－３
熊本県八代市上野町字五反田２０６０番地
熊本県八代市植柳新町２－１７－１０
熊本県八代市新開町参号３番１５
熊本県八代市新港町１丁目１－３
熊本県八代市新港町２－４－１
熊本県八代市新港町２－４－１３
熊本県八代市新港町２丁目４番地３
熊本県八代市新港町３丁目２番１２号
熊本県八代市新港町３丁目９－８
熊本県八代市新港町４丁目５－５
熊本県八代市新港町４丁目５番５
熊本県八代市新港町４丁目８－３
熊本県八代市川田町西５２３
熊本県八代市川田町東１１６９番地
熊本県八代市川田町東字岡塚６６
熊本県八代市川田町東字石道１０４８－２
熊本県八代市川田町東字石道１０５５－１
熊本県八代市大島町５０５５
熊本県八代市大島町５０５５番地
熊本県八代市大島町５０６９－１２
熊本県八代市大島町字大島５０５４
熊本県八代市大島町字大島５０６３－２
熊本県八代市大島町字大島５０６９－１１
熊本県八代市中片町２３７
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電話番号
0965-33-8338
0965-37-0388
0965-37-2677
0965-37-0987
0965-37-2611
0965-31-3558
0965-37-3511
0965-33-5911
0965-34-1883
0965-33-5506
0965-34-8010
0965-32-2411
0965-35-9542
0965-46-5220
0965-37-2890
0965-37-0011
0965-37-1201
0965-37-3111
0965-37-3565
0965-37-0281
0965-37-1355
0965-37-3145
0965-37-3672
0965-39-1122
0965-39-1877
0965-39-0700
0965-39-0921
0965-39-0721
0965-37-0348
0965-37-2583
0965-37-2058
0965-37-1161
0965-37-0325
0965-37-0018
0965-34-6116

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

水俣市

山鹿市

芦北郡
阿蘇郡

天草郡
上益城郡

事業所名
有限会社山本産業 本社営業所
有限会社上野 本社営業所
トータル物流株式会社 本社営業所
久留米運送株式会社 八代店
有限会社八代陸運 本社営業所
熊本通運株式会社 八代支店
中山砂利有限会社 本社営業所
株式会社博運社 八代営業所
南九州センコー株式会社 水俣営業所
ヤマト運輸株式会社 水俣センター
トールエクスプレスジャパン株式会社 水俣支店
城嶋運輸株式会社 本社営業所
さくら輸送株式会社 本社営業所
株式会社ＮｅｗＳｔａｒコーポレーション 本社営業所
鹿央運輸有限会社 本社営業所
株式会社鹿本運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 山鹿センター
日本郵便株式会社 山鹿郵便局
ヤマト運輸株式会社 芦北センター
株式会社亀万運送 南九州支店
ヤマト運輸株式会社 高森センター
有限会社草部運送 本社営業所
津埜運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 小国センター
株式会社サトウロジック 小国営業所
株式会社原田興産 本社営業所
倉本運送株式会社 熊本
ヤマト運輸株式会社 苓北センター
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 熊本空港営業所
有限会社都心エクスプレス 本社営業所
株式会社エムビーエス 本社
株式会社永井運送 輸送団地営業所
フクワ物流株式会社 益城第２センター
日本図書輸送株式会社 熊本営業所
フクワ物流株式会社 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
熊本県八代市中北町字中牟田３７７８－２
熊本県八代市二見洲口町３３５－１
熊本県八代市敷川内町２４６０番地１
熊本県八代市敷川内町八畝間２６６６－１
熊本県八代市平山新町４８７０－１
熊本県八代市平山新町字山領５４９１番１
熊本県八代市豊原上町３００９－４
熊本県八代市妙見町字石田２０８３－２
熊本県水俣市港町１丁目３番１２号
熊本県水俣市港町２－３１－２
熊本県水俣市袋字一ツ橋２３５３－１
熊本県山鹿市鹿央町合里５９８８
熊本県山鹿市鹿央町合里５９８８番地
熊本県山鹿市鹿央町合里５９８８番地
熊本県山鹿市鹿本町小柳１２－３，１４－１
熊本県山鹿市鹿本町来民２３１８－７
熊本県山鹿市石字辺田１４１３－１
熊本県山鹿市大字山鹿３１４
熊本県芦北郡芦北町芦北字小田尻２４５７－２
熊本県芦北郡津奈木町千代字神前３５８－１
熊本県阿蘇郡高森町大字高森字西原２２１８－４
熊本県阿蘇郡高森町大字草部１８５２－１０
熊本県阿蘇郡小国町下城４００の２
熊本県阿蘇郡小国町宮原２９１４－１
熊本県阿蘇郡小国町宮原上町１６８７
熊本県阿蘇郡小国町大字宮原２３１１番地
熊本県阿蘇郡西原村布田６８２－２
熊本県天草郡苓北町志岐字土橋８９２－１
熊本県上益城郡益城町大字小谷１７７９－１
熊本県上益城郡益城町古閑１０７番地１１
熊本県上益城郡益城町宮園７８８－１
熊本県上益城郡益城町古閑１２９－８
熊本県上益城郡益城町古閑１３０－６
熊本県上益城郡益城町古閑字峠１０７－１７
熊本県上益城郡益城町広崎１５８６－９
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電話番号
0965-45-9058
0965-38-1717
0965-39-4700
0965-33-1361
0965-35-1562
0965-33-2745
0965-33-0443
0965-32-3925
0966-63-4165
0966-62-2692
0966-63-7620
0968-36-3200
0968-36-2200
0968-36-4500
0968-36-3158
0968-46-2025
0968-44-5119
0968-44-4442
0966-82-5567
0966-78-2140
0967-62-3225
0967-64-0023
0967-46-3328
0967-46-5347
0967-46-3939
0967-46-4149
096-279-3260
0969-35-1824
096-232-1777
096-292-8221
096-286-1501
096-286-8600
096-287-8001
096-289-0090
096-286-7501

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

下益城郡
菊池郡

事業所名
株式会社八木運送 輸送団地営業所
株式会社ファミリー八興 熊本物流センター
株式会社ランテック 熊本支店
熊本旭運輸株式会社 本社営業所
株式会社ファミリー八興 益城営業所
熊本交通運輸株式会社 本社営業所
熊交エクスプレス株式会社 本社営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 熊本支店
日本通運株式会社 熊本航空支店 貨物センター
九州産交運輸株式会社 熊本センター
日本通運株式会社 熊本支店 熊本総合物流事業所
ヤマト運輸株式会社 熊本主管支店
株式会社ＡＺＵＭＡ 本社営業所
臼杵運送株式会社 熊本営業所
有限会社青井運送 熊本営業所
ヤマトボックスチャーター株式会社 熊本支店
ヤマト運輸株式会社 御船センター
株式会社大八物流 本社営業所
大八運送有限会社 本社営業所
株式会社大福物流 熊本常温センター
株式会社サンエックス 本社営業所
東南運輸倉庫株式会社 本社営業所
東南運輸株式会社 甲佐営業所
株式会社大福物流 本社
ヤマト運輸株式会社 矢部センター
西田運送有限会社 本社営業所
三和工業有限会社 中央営業所
株式会社サンエックス 菊陽営業所
ヤマト運輸株式会社 菊陽支店
日本郵便株式会社 熊本北郵便局
熊本郵便輸送株式会社 熊本本社営業所
熊本くみあい運輸株式会社 本社営業所
株式会社ヒサノ 東部営業所
株式会社らくのう運輸 熊本営業所
日本郵便輸送株式会社 熊本営業所

※「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
熊本県上益城郡益城町広崎字大野１４９０－１０
熊本県上益城郡益城町大字宮園１０２４
熊本県上益城郡益城町大字古閑１２９番地５
熊本県上益城郡益城町大字広崎１４８０－１
熊本県上益城郡益城町大字広崎１５８６－２
熊本県上益城郡益城町大字平田字黒石崎２２４０－１
熊本県上益城郡益城町平田２２４０番地１
熊本県上益城郡益城町平田２５２６
熊本県上益城郡益城町平田２５６１－１
熊本県上益城郡益城町平田字深迫２５２６
熊本県上益城郡益城町平田字深迫２５６１－１
熊本県上益城郡益城町平田深迫２４４１－２
熊本県上益城郡嘉島町大字井寺２２５－１
熊本県上益城郡御船町大字高木字星原２２１２－１
熊本県上益城郡御船町大字小坂２５２６
熊本県上益城郡御船町大字小坂字下日焼２５２４番地
熊本県上益城郡御船町大字小坂字下日焼２５３２
熊本県上益城郡御船町辺田見１６６９
熊本県上益城郡御船町辺田見１６６９
熊本県上益城郡御船町辺田見字白岩１８８８－１０
熊本県上益城郡御船町辺田見字白岩１８８８－１０
熊本県上益城郡甲佐町大字田口５２８番地
熊本県上益城郡甲佐町大字田口字西原５２８
熊本県上益城郡甲佐町白旗１９０１－１
熊本県上益城郡山都町上寺１７４４－１
熊本県上益城郡山都町牧野６５－１
熊本県下益城郡美里町堅志田２９６－１
熊本県菊池郡菊陽町大字辛川４７８－１
熊本県菊池郡菊陽町原水字南下原１４０５
熊本県菊池郡菊陽町光の森２丁目６番地１
熊本県菊池郡菊陽町光の森７丁目２４－１２
熊本県菊池郡菊陽町大字曲手字出口５５３番２
熊本県菊池郡菊陽町大字原水１３８８
熊本県菊池郡菊陽町大字辛川字水落６４２－５
熊本県菊池郡菊陽町津久礼３０１０－１
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電話番号
096-286-8611
096-284-3309
096-286-8677
096-286-8811
096-284-1340
096-286-2304
096-286-2304
096-388-2091
096-388-7732
096-388-2731
096-378-7276
096-287-8082
096-237-2378
096-237-2755
096-282-7400
096-282-4145
096-282-4313
096-281-4015
096-282-3522
096-281-7088
096-281-7009
096-234-5610
096-234-5610
096-234-5220
0967-72-4517
0967-72-4111
0964-46-3737
0968-26-9066
096-232-3158
096-233-5456
096-232-6185
096-233-0555
096-349-2283
096-389-0810
096-233-5105

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 大津センター
長州貨物株式会社 熊本営業所
熊本通運株式会社 熊本大津営業所
富士運輸株式会社 熊本支店
株式会社九州アイエヌライン 本社営業所
佐川急便株式会社 阿蘇営業所

球磨郡

一宮運輸株式会社 物流センター熊本
丸義物流サービス株式会社 大津営業所
株式会社第一運輸 熊本営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 熊本センター営業所
熊本ロジネット有限会社 本社営業所
城東運輸倉庫株式会社 本社営業所
城東物流システム株式会社 本社営業所
株式会社ユニットロード田島 本社営業所
株式会社サトウロジック 本社営業所
司熊本株式会社 本社営業所
有限会社大塚倉庫運輸 本社営業所
ホンダ運送株式会社 熊本営業所
有限会社松石運送 本社営業所
株式会社日本陸送 熊本営業所
株式会社ニッコン九州 熊本営業所
株式会社青木運輸 本社営業所
有限会社丸喜運送 本社営業所

玉名郡

有限会社江里運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 錦センター
株式会社ランテック 人吉センター
ヤマト運輸株式会社 湯前センター
長洲運送株式会社 本社営業所
明光運輸株式会社 熊本営業所
小林流通株式会社 熊本営業所
株式会社ＮＢＳロジソル 熊本営業所
谷口興業株式会社 熊本営業所
ソーワトランスポート株式会社 熊本営業所
丸協運輸有限会社 熊本営業所

※「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
熊本県菊池郡大津町引水東山５８６－１
熊本県菊池郡大津町室１７２８－１ Ｓ－１０１
熊本県菊池郡大津町室字新田３６０番地１６
熊本県菊池郡大津町杉水３６７０－１
熊本県菊池郡大津町杉水７０３－１
熊本県菊池郡大津町杉水字西上原１１８７－１，１１８
７－７
熊本県菊池郡大津町杉水字中谷３７３２
熊本県菊池郡大津町杉水字中谷３７３９－３
熊本県菊池郡大津町大字高尾野７２７
熊本県菊池郡大津町大字室字三郎松１６７２－３
熊本県菊池郡大津町大字室字南出口１１３４番３
熊本県菊池郡大津町大字森字居島８３１－１
熊本県菊池郡大津町大字吹田１２０５－１
熊本県菊池郡大津町大字杉水１２０５－３
熊本県菊池郡大津町大字杉水字中谷３７３９－９
熊本県菊池郡大津町大字杉水二ノ迫３４６９番地５
熊本県菊池郡大津町大津９５番地３
熊本県菊池郡大津町大津字土井ノ内８１－２
熊本県菊池郡大津町美咲野３丁目１９番地５
熊本県菊池郡大津町平川字大谷１７３７－１
熊本県菊池郡大津町平川字平出３５６４
熊本県球磨郡あさぎり町免田西３００３－４８
熊本県球磨郡あさぎり町免田東１４１７－８・１４１７
－３５
熊本県球磨郡あさぎり町免田東２８３７番地１５
熊本県球磨郡錦町西字大王原１６－１
熊本県球磨郡相良村大字深水２２５１－５
熊本県球磨郡湯前町字買元１９３７－１
熊本県玉名郡長洲町清源寺７１５番地の１
熊本県玉名郡長洲町清源寺字塘下４５６－１
熊本県玉名郡長洲町清源寺字塘添３２７５－１４
熊本県玉名郡長洲町清源寺字姫ケ浦１
熊本県玉名郡長洲町清源寺中道下７６６－１
熊本県玉名郡長洲町大字清源寺字遠見下３２６９－１
熊本県玉名郡長洲町大字名石浜３５－１５
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電話番号
096-293-5505
096-294-8908
096-292-0121
096-283-1806
096-213-4662
096-293-8882
096-294-2161
096-294-0550
096-293-4242
096-293-6522
096-292-9225
096-293-0700
096-293-8452
096-294-8765
096-294-0070
096-340-3766
096-293-0015
096-293-6235
096-293-8026
096-293-0965
096-294-0233
0966-45-5062
0966-45-0352
0966-45-1173
0966-38-3225
0966-35-0837
0966-43-3233
0968-78-2573
0968-78-3016
0968-78-3561
0968-78-6251
0968-78-0788
0968-65-7650
0968-78-0350

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

八代郡

事業所名
不二倉業株式会社 西日本物流センター
ヤマト運輸株式会社 菊水センター
佐川急便株式会社 北熊本営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 玉名営業所
株式会社マツカワ物流 本社営業所
有限会社アースコーポレーション 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 竜北支店

※「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
熊本県玉名郡長洲町長洲２１６８
熊本県玉名郡和水町江田４００７－１
熊本県玉名郡和水町瀬川字志水前３７１
熊本県玉名郡和水町前原１９２０
熊本県玉名郡和水町内田１０８１
熊本県玉名郡和水町内田１０８１番地
熊本県八代郡氷川町鹿野３４３－４
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電話番号
0968-78-2229
0968-75-8331
0968-86-4848
0968-86-2151
0968-86-4331
0968-86-5050
0965-52-7613

主な輸送品目（任意掲載）

