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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）

那覇市 沖縄荷役サービス株式会社　本社営業所 沖縄県那覇市港町１丁目１６番２０号 098-860-1908 貨物全般

那覇市 株式会社三眞運輸　本社営業所 沖縄県那覇市港町１丁目２５番７号 098-861-9245

那覇市 大成通運株式会社　本社営業所 沖縄県那覇市港町２丁目１２番６号 098-868-3641

那覇市 南西流通サービス株式会社　本社営業所 沖縄県那覇市港町２丁目６番１８号 098-866-1571

那覇市 琉球倉庫運輸株式会社　港町物流センター 沖縄県那覇市港町３－６－１１ 098-861-2510 農産物・食料品

那覇市
ブルーエキスプレスサービス株式会社　ブルーエキ

スプレスサービス株式会社
沖縄県那覇市港町３丁目２番２８号 098-864-2486 機械・機械部品

那覇市 沖縄ロジテム株式会社　物流センター 沖縄県那覇市港町３丁目５番８号 098-860-1947

那覇市 株式会社りゅうせき低温流通　本社営業所 沖縄県那覇市港町３丁目７番３５号 098-862-2549 食料品

那覇市 琉球通運株式会社　ＬＴＣ事業所 沖縄県那覇市港町４－３－９ 098-863-5361 一般雑貨

那覇市 海邦物流株式会社　本社営業所 沖縄県那覇市安謝６２８ 098-867-3622

那覇市 沖縄ヤマト運輸株式会社　那覇新都心営業所 沖縄県那覇市おもろまち４－１３－１３ 080-5018-5748

那覇市 第一総業株式会社　久茂地営業所 沖縄県那覇市久茂地３－１０－１ 098-867-2141

那覇市 沖縄ヤマト運輸株式会社　古波蔵営業所 沖縄県那覇市古波蔵３－２－２７ 080-5045-1717

那覇市 沖縄郵便逓送株式会社　本社営業所 沖縄県那覇市壺川１－８－３ 098-853-2834 郵便物

那覇市 第一物流株式会社　第一物流株式会社　那覇営業所 沖縄県那覇市西二丁目２７番１号 098-987-6154

那覇市 日本郵便株式会社　那覇中央郵便局 沖縄県那覇市壷川３丁目３－８ 098-834-2134

那覇市 沖縄ヤマト運輸株式会社　法人事業部 沖縄県那覇市鏡水崎原地先 098-859-2097

那覇市 沖縄ヤマト運輸株式会社　那覇空港前営業所 沖縄県那覇市字鏡水崎原地先 080-6692-3306

那覇市 ＴＳネットワーク株式会社　沖縄流通センター 沖縄県那覇市港町４－３－１６ 098-866-1852

那覇市 共栄運輸株式会社　本社営業所 沖縄県那覇市西２丁目２０番１７号 098-868-2661 食料品・日用品・雑貨

那覇市 有限会社嶋運送　本社営業所 沖縄県那覇市曙１丁目１０番１号 098-951-3523 コンテナ

那覇市 沖縄ヤマト運輸株式会社　真嘉比営業所 沖縄県那覇市松島１丁目１４番９号 080-6692-3451

那覇市 沖縄ヤマト運輸株式会社　那覇中央営業所 沖縄県那覇市西２丁目２４番１１号 080-5522-7140

那覇市 株式会社ロジカルサポート　本社営業所 沖縄県那覇市前島３丁目２５番１号　とまりん１Ｆ 098-941-2500 食料品・出版物

那覇市 株式会社小禄運輸　本社営業所 沖縄県那覇市港町２－１３－１ 098-861-4973 コンテナ

那覇市 株式会社サカイ引越センター　那覇支社 沖縄県那覇市安謝６１７－１９０ 098-951-3141

宜野湾市 沖縄ヤマト運輸株式会社　宜野湾営業所 沖縄県宜野湾市普天間２丁目３３番１３号 080-5522-7114

宜野湾市 沖縄配送株式会社　本社営業所 沖縄県宜野湾市伊佐１－７－１７ 098-892-2580

宜野湾市 沖縄綜合警備保障株式会社　本社営業所 沖縄県宜野湾市大山７－１１－１０ 098-870-2500

宜野湾市 グローバル運輸株式会社　本社大山営業所 沖縄県宜野湾市大山７－９－１０ 098-899-2114

宜野湾市 サンエー運輸株式会社　本社 沖縄県宜野湾市大山７丁目１番１３号 098-898-5002

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（沖縄県）

※「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。 1／4　ページ　



R5.5.1

市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

宜野湾市
株式会社沖縄引越センター　Ｍｏｖｉｎｇ　沖縄引

越センター
沖縄県宜野湾市嘉数３丁目１８番２号 098-876-7755

宜野湾市 沖縄ヤマト運輸株式会社　宇地泊営業所 沖縄県宜野湾市字宇地泊７０４－２ 080-6692-3470

宜野湾市 沖縄西濃運輸株式会社　宜野湾支店 沖縄県宜野湾市大山７－８－８ 098-898-8886

石垣市 株式会社りゅうせき　八重山物流センター 沖縄県石垣市南ぬ浜町１－２ 0980-82-3876 石油・ガス

石垣市 沖縄ヤマト運輸株式会社　石垣島営業所 沖縄県石垣市平得３９９－３ 080-5522-7043

石垣市 美崎運輸株式会社　本社営業所 沖縄県石垣市浜崎町１－２－２ 0980-82-3844

石垣市 沖縄ヤマト運輸株式会社　石垣空港営業所 沖縄県石垣市白保１９６０－１０４－４ 080-6699-6547

石垣市 日本郵便株式会社　八重山郵便局 沖縄県石垣市字大川１２ 0980-82-3743

石垣市 沖縄ＮＸエアカーゴサービス株式会社　石垣空港営 沖縄県石垣市白保１９６０－１０４－４ 0980-84-4030

浦添市 沖縄ヤマト運輸株式会社　西洲営業所 沖縄県浦添市西洲２－１１－５ 080-5522-7141

浦添市 熊本交通運輸株式会社　沖縄営業所 沖縄県浦添市西原４丁目１１番１１号 098-871-0616

浦添市 沖縄ヤマト運輸株式会社　浦添営業所 沖縄県浦添市西原５－４－３４ 080-5531-6970

浦添市 株式会社かみもり　本社営業所 沖縄県浦添市前田３丁目１７５１ 098-877-0076

浦添市 浦西産業株式会社　本社営業所 沖縄県浦添市前田３丁目１７５１ 098-877-1170

浦添市 アート引越センター株式会社　沖縄支店 沖縄県浦添市前田黒島原９８５－１ 098-874-0123 引越貨物

浦添市 株式会社りゅうせき　浦添物流センター 沖縄県浦添市勢理客４丁目２０番６号 098-877-4111 石油・ガス

浦添市 株式会社沖食商事　本社営業所 沖縄県浦添市勢理客４丁目４番１号 098-877-2110 食料品

浦添市 株式会社沖縄急送　本社営業所 沖縄県浦添市西洲２－６－４ 098-873-0909 コンテナ

浦添市 株式会社ひかり物流　本社営業所 沖縄県浦添市西洲２丁目５番地１ 098-879-8740

浦添市 マルエー物流株式会社　配送センター営業所 沖縄県浦添市伊奈武瀬１丁目９番５号 098-868-7783

浦添市 ＮＸキャッシュ・ロジスティクス株式会社　沖縄セ 沖縄県浦添市伊奈武瀬一丁目７番１３号 098-943-5521

浦添市 第一総業株式会社　牧港営業所 沖縄県浦添市牧港５－５－２ 098-867-2141

浦添市 日本郵便株式会社　浦添郵便局 沖縄県浦添市仲間３丁目３－１ 098-878-3711

浦添市 株式会社ロジパルエクスプレス　沖縄営業所 沖縄県浦添市伊奈武瀬１－９－１１－１　琉球通運ＴＣ５ 098-862-0574

浦添市 有限会社東海運輸　本社営業所 沖縄県浦添市西洲２丁目１５番地 098-875-6339

浦添市 株式会社タイムス発送　本社 沖縄県浦添市伊奈武瀬１丁目１０番５号 098-860-7730

浦添市 株式会社運輸　本社営業所 沖縄県浦添市西洲２丁目５番２号 098-878-1911

浦添市 琉球通運株式会社　ＴＣ－１ 沖縄県浦添市伊奈武瀬１丁目９番６号 098-862-6621 日用品・雑貨、食料品

浦添市 沖縄明販株式会社　本社営業所 沖縄県浦添市西洲２－９－５ 098-875-3103

浦添市 有限会社カリーヌ運輸　本社営業所 沖縄県浦添市経塚２９６－１ 098-877-1512

浦添市 有限会社マルヨシ運輸　本社営業所 沖縄県浦添市牧港１丁目５８番１８号 098-875-2207

名護市 沖縄ヤマト運輸株式会社　名護営業所 沖縄県名護市宮里３－３０－２６ 080-5522-7132

※「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。 2／4　ページ　
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名護市 株式会社ＡＢサポート　名護営業所 沖縄県名護市大中５－３－３ 098-877-6860

名護市 沖縄西濃運輸株式会社　名護営業所 沖縄県名護市大西４－１８－２ 0980-53-6664

名護市 有限会社運天陸送　本社営業所 沖縄県名護市屋部８５４－１１ 0980-53-6155

名護市 日本郵便株式会社　名護郵便局 沖縄県名護市東江１丁目１１－１４ 0980-52-2042

名護市 有限会社東栄運輸　有限会社東栄運輸　本社営業所 沖縄県名護市字屋部１８１３番地１ 0980-43-5597 砕石・砂・廃棄物

名護市 佐川急便株式会社　名護営業所 沖縄県名護市宇茂佐の森５丁目６番地３ 0570-01-0410

名護市 沖縄ＮＸエアカーゴサービス株式会社　名護営業所 沖縄県名護市字宇茂佐１５１０ 0980-52-1499

糸満市 沖縄福山通運株式会社　本社営業所 沖縄県糸満市西崎町４－６－２ 098-995-0292 日用品・雑貨

糸満市 沖縄ヤマト運輸株式会社　沖縄主管支店 沖縄県糸満市西崎町４丁目２１－３ 098-840-3605

糸満市 株式会社丸金運輸　本社営業所 沖縄県糸満市西崎町５丁目５番９号 098-840-9080

糸満市 沖縄ヤマト運輸株式会社　糸満営業所 沖縄県糸満市字糸満１５３６番地３ 080-6693-7027

糸満市 佐川急便株式会社　那覇営業所 沖縄県糸満市西崎町５－１３－１ 0570-01-0408

糸満市 トランスファシステムサポート株式会社　本社営業 沖縄県糸満市西崎町４－１５－３ 098-995-0210 日用品・雑貨、コンテナ、引越貨物

糸満市 ジェイロジスティクス株式会社　沖縄営業所 沖縄県糸満市西崎町４－６－５ 098-994-0292

沖縄市 佐川急便株式会社　沖縄営業所 沖縄県沖縄市登川１２１１－１ 098-921-1125

沖縄市 沖縄ヤマト運輸株式会社　登川営業所 沖縄県沖縄市登川４４７番１、４４６番、４４５番、４４ 080-5522-7082

沖縄市 株式会社りゅうせき　中部物流センター 沖縄県沖縄市知花４丁目３２番３２号 098-937-1155 石油・ガス

沖縄市 株式会社サカイ引越センター　沖縄支社 沖縄県沖縄市高原７丁目２３番１０号 098-930-6455

沖縄市 株式会社オートキャリー　本社営業所 沖縄県沖縄市泡瀬４丁目４６番６ 098-989-7019 日用品・雑貨・コンテナ

沖縄市 沖縄ＮＸエアカーゴサービス株式会社　中部貨物セ 沖縄県沖縄市字登川１０６４番地 098-923-1451

豊見城市 沖縄西濃運輸株式会社　豊見城物流センター 沖縄県豊見城市字与根５０－７１ 098-840-2880

豊見城市
沖縄ＮＸエアカーゴサービス株式会社　ＯＡＳ航空

物流センター
沖縄県豊見城市与根４９１－２ 098-858-6316

豊見城市 ＯＡＳ運輸株式会社　本社営業所 沖縄県豊見城市与根４９１－２ 098-894-8818

豊見城市 大栄空輸株式会社　豊崎物流センター 沖縄県豊見城市字豊崎３番地２７ 098-894-8855

豊見城市 株式会社琉球通運航空　本社営業所 沖縄県豊見城市豊崎３番地２６ 098-894-8686

豊見城市 沖縄ヤマト運輸株式会社　小禄営業所 沖縄県豊見城市字名嘉地３４０－１ 080-6699-5499

豊見城市 株式会社沖縄物流　沖縄営業所 沖縄県豊見城市名嘉地２２９－２ 098-852-2400

豊見城市 ダイセーロジスティクス株式会社　沖縄ハブセン 沖縄県豊見城市字豊崎３－２６ 098-996-4021

うるま市 沖縄西濃運輸株式会社　うるま営業所 沖縄県うるま市字州崎１２－１２ 098-921-1950

うるま市 沖縄ヤマト運輸株式会社　具志川営業所 沖縄県うるま市州崎１２－４０ 080-6699-6548

宮古島市 沖縄ヤマト運輸株式会社　宮古島営業所 沖縄県宮古島市平良字下里１１７３－１７ 080-5045-1793

宮古島市 日本郵便株式会社　宮古郵便局 沖縄県宮古島市平良字西里７８２－７ 0980-72-3503

※「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。 3／4　ページ　
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宮古島市 平良港運株式会社　本社営業所 沖縄県宮古島市平良字西仲宗根２－３４ 0980-72-2404

宮古島市 沖縄ヤマト運輸株式会社　宮古空港前営業所 沖縄県宮古島市平良字下里２５１１－１ 080-5045-1794

宮古島市 沖縄ＮＸエアカーゴサービス株式会社　宮古営業所 沖縄県宮古島市平良下里１６５７－１２８ 0980-72-9523

南城市 ヤマト重車輌株式会社　大里営業所 沖縄県南城市大里字稲嶺１３１７－１ 098-894-8790

国頭郡 沖縄ヤマト運輸株式会社　恩納村営業所 沖縄県国頭郡恩納村恩納６１２２ 080-6693-7055

国頭郡 国宝運輸合名会社　国宝運輸本社営業所 沖縄県国頭郡恩納村字恩納２５７８－１ 098-966-2490

国頭郡 沖縄ヤマト運輸株式会社　大宜味営業所 沖縄県国頭郡大宜味村字塩屋１３０６－３ 070-3874-9219

中頭郡 株式会社ひかり物流　中部営業所 沖縄県中頭郡中城村字久場５番地５　メゾン湯川１０１号 098-895-1776

中頭郡 オーケイ運輸合資会社　西原営業所 沖縄県中頭郡西原町字内間４７４ 098-994-3415

中頭郡 沖縄ヤマト運輸株式会社　西原営業所 沖縄県中頭郡西原町字小那覇１２０８ 080-5522-7074

中頭郡 株式会社東産業　本社営業所 沖縄県中頭郡西原町小那覇１０８４ 098-945-4577

中頭郡 内外運輸株式会社　西原営業所 沖縄県中頭郡西原町小那覇８９４－３ 098-946-6300 石油

中頭郡 沖縄ヤマト運輸株式会社　読谷営業所 沖縄県読谷村字古堅８４１番、８４５番１、８４１番地先 080-5522-7059

中頭郡 有限会社堀兄弟運送　沖縄営業所 沖縄県中頭郡西原町翁長５９２番地　２－Ｂ 098-975-7762

中頭郡 沖縄ヤマト運輸株式会社　中城営業所
中城村字南上原地区土地区画整理地内３２街区３画地（従

前の土地：中城村字南上原５８２番）
080-5531-6975

中頭郡 沖縄ヤマト運輸株式会社　北谷営業所 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目１３番１７号 080-6692-3469

中頭郡 株式会社あんしん　あんしん館 沖縄県中頭郡西原町字小那覇１３００ 098-871-9206

中頭郡 有限会社オキシーサポート　本社営業所 沖縄県中頭郡嘉手納町字屋良１０２２番地 098-956-2065

島尻郡 株式会社テラ運輸　本社営業所 沖縄県島尻郡八重瀬町字友寄８２１－１ 098-996-0031

島尻郡 沖縄ヤマト運輸株式会社　南風原営業所 沖縄県南風原町津嘉山１２７０番地１ 080-5522-7116

※「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。 4／4　ページ　


