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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）

うきは市 株式会社富士鳩急送　本社営業所 福岡県うきは市吉井町上野入３３９－１ 0943-75-4137

うきは市 ヤマト運輸株式会社　浮羽支店 福岡県うきは市吉井町生葉字五反田５６３－４ 0943-76-9700

みやま市 住ノ江海陸運輸株式会社　瀬高営業所 福岡県みやま市瀬高町坂田１９０－１ 0944-62-5931

みやま市 株式会社ロジコム　みやま営業所 福岡県みやま市瀬高町長田８１８－１ 0944-32-8407

みやま市 山川運送株式会社　本社営業所 福岡県みやま市瀬高町大字松田１４－１ 0944-63-3400

みやま市 佐川急便株式会社　みやま営業所 福岡県みやま市瀬高町大江６３５－２ 0944-64-4011

嘉麻市 株式会社ＳＴＬ　本社営業所 福岡県嘉麻市山野１４２－３ 0948-43-3298

久留米市 エヌ産業有限会社　本社営業所 福岡県久留米市高野２丁目６番１５号 0942-30-2326

久留米市 日本通運株式会社　久留米物流センター 福岡県久留米市高野２丁目５－１８ 0942-33-0202

久留米市 ヤマト運輸株式会社　久留米西支店
福岡県久留米市梅溝町１６２９－１，１６２９－３、１

６２９－４
0942-46-7580

久留米市 ヤマト運輸株式会社　久留米荒木支店 福岡県久留米市荒木町荒木１１３９－１ 0942-26-1229

久留米市 株式会社都通商　本社 福岡県久留米市荒木町藤田１０９７－４ 0942-27-3076

久留米市 久留米運送株式会社　久留米アルカディア事業所 福岡県久留米市宮ノ陣三丁目１０３９－６３ 0942-36-7051

久留米市 株式会社ランテック　久留米支店 福岡県久留米市宮ノ陣町若松１番地の１３ 0942-36-4125

久留米市 有限会社北野運輸　本社営業所 福岡県久留米市東合川１－２－８ 0942-44-3355

久留米市 株式会社引越社　久留米営業所 福岡県久留米市山川神代１丁目７－１５ 094-290-2626

久留米市 サンハート物流株式会社　本社営業所 福岡県久留米市山川沓形町１－２４ 0942-41-8778

久留米市 丸善海陸運輸株式会社　本社 福岡県久留米市善導寺町飯田８２９番地の１ 0942-47-0737

久留米市 綜合警備保障株式会社　警送久留米営業所 福岡県久留米市御井旗崎４丁目４－２１ 0942-41-8160

久留米市 日本郵便輸送株式会社　久留米営業所 福岡県久留米市御井旗崎１－６－８ 0942-43-9704

久留米市 株式会社中山運輸　久留米営業所 福岡県久留米市田主丸町長栖７７９－１ 0943-73-0505

宮若市 ヤマト運輸株式会社　宮若センター 福岡県宮若市原田１１７５－１、３ 0949-52-3190

宮若市 大友ロジスティクスサービス株式会社　福岡営業所 福岡県宮若市沼口７１－１ 0949-52-3200

宮若市 株式会社アジア運輸　福岡営業所 福岡県宮若市鶴田２５６－７０ 0949-32-4660

宮若市 高橋運輸興業株式会社　福岡営業所 福岡県宮若市本城徳丸１５９２－４７ 0949-32-1033

宮若市 トヨタ輸送株式会社　宮田営業所 福岡県宮若市下有木８０－１ 0949-33-3888

宮若市 株式会社リュウセイ　宮若営業所 福岡県宮若市上有木４６４－４ 0949-32-1373

宮若市 司福岡株式会社　宮田営業所 福岡県宮若市上有木１１８０番地 0949-32-5001

古賀市 ヤマト運輸株式会社　福岡古賀支店 福岡県古賀市中央１丁目８５２番地１ 092-942-7138

古賀市 株式会社大富　本社 福岡県古賀市薬王寺１３４８－１ 092-941-3311

古賀市 株式会社トーコー　本社営業所 福岡県古賀市薬王寺１８６８－７ 092-692-2343

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（福岡県）
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古賀市 株式会社ＵＳＥＰＯＲＴ　本社営業所 福岡県古賀市谷山７５５－１ 092-944-6944

古賀市 株式会社富士丸商運　本社営業所 福岡県古賀市小山田２８１－１ 092-940-7555

古賀市 株式会社丸都運輸　福岡支店 福岡県古賀市青柳３１０８－８ 092-943-4632

古賀市 株式会社マキトランス福岡　本社営業所 福岡県古賀市青柳１１７９－１ 092-940-1170

古賀市 株式会社トライアンス　本社営業所 福岡県古賀市青柳１１８７－８ 092-940-2225

古賀市 九州商運株式会社　古賀営業所 福岡県古賀市青柳１０８４－１ 092-940-2750

古賀市 株式会社ティ・エス・ロジコム　本店営業所 福岡県古賀市小竹８５０番地１－１ 092-692-1470

行橋市 ヤマト運輸株式会社　行橋支店 福岡県行橋市北泉２－１９０７－１ 0930-25-5081

糸島市 株式会社ロジコム　西営業所 福岡県糸島市波多江駅北三丁目１－１ 092-329-7005

糸島市 ヤマト運輸株式会社　福岡前原支店 福岡県糸島市前原１０５７番４、１０５７番６ 092-323-0421

糸島市 有限会社アイ・ティ・ケイ　本社営業所 福岡県糸島市多久８１９－１ 092-322-1743

糸島市 有限会社ユニポート三和　本社 福岡県糸島市末永４７０－８ 092-331-5782

糸島市 九州石井運輸株式会社　本社営業所 福岡県糸島市二丈松末字六石１０６７－１ 092-325-0621

宗像市 株式会社大島産業　本店 福岡県宗像市冨地原１７９１ 0940-33-1558

宗像市 日本郵便株式会社　宗像郵便局 福岡県宗像市自由ヶ丘２丁目７－９ 0940-32-7085

春日市 ヤマト運輸株式会社　春日南支店 福岡県春日市宝町３－１－１、５－１ 092-581-3062

春日市 ヤマト運輸株式会社　春日北支店 福岡県春日市惣利三丁目４６－４ 092-595-3910

小郡市 有限会社共栄資源管理センター小郡　本店営業所 福岡県小郡市上岩田７６６番地 0942-72-0497

小郡市 九州産交運輸株式会社　中九州センター 福岡県小郡市大字小郡字堂の前１４５０－１ 0942-72-4131

小郡市 中越輸送株式会社　小郡営業所 福岡県小郡市祇園２丁目７番２号 0942-83-8017

太宰府市 阪神トランスポート株式会社　福岡営業所 福岡県太宰府市都府楼南３丁目２０－２２－１０５ 092-400-8891

太宰府市 日本通運株式会社　福岡南営業センター 福岡県太宰府市都府楼南１丁目２番２号 092-924-2160

太宰府市 株式会社幸栄トランスポート　本社営業所 福岡県太宰府市大字北谷９８６－１ 092-555-4581

太宰府市 有限会社カヤノ物流　福岡営業所 福岡県太宰府市大字北谷８６８－１０ 092-555-2626

太宰府市 株式会社日本トランスネット　福岡営業所 福岡県太宰府市大字北谷８６８番３２ 092-410-7100

太宰府市 有限会社三洋運輸　本社 福岡県太宰府市大字北谷９９４－３ 092-924-2070

太宰府市 ヤマト運輸株式会社　太宰府支店
福岡県太宰府市大字国分字正尻４２０－１・４８，４１

９－６
092-921-7110

大川市 新進運輸株式会社　大川営業所 福岡県大川市大字中古賀９２－３ 0944-89-9810

大川市 株式会社チクホー　大川 福岡県大川市大字中八院６５８－１０ 0944-87-3610

大川市 中村運送株式会社　本社 福岡県大川市大字郷原５６１ 0944-87-1331

大牟田市 ヤマト運輸株式会社　大牟田南センター 福岡県大牟田市合成町６２－４ 0944-41-8126

大牟田市 ヤマト運輸株式会社　大牟田支店 福岡県大牟田市唐船３７７－１，３７６－１ 0944-51-0341

大牟田市 佐川急便株式会社　大牟田営業所 福岡県大牟田市大字手鎌字有明開１８８２ 0944-54-0332

大牟田市 三池港物流株式会社　本社営業所 福岡県大牟田市新港町６－６２ 0944-57-3105
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大牟田市 中村産業輸送株式会社　大牟田営業所 福岡県大牟田市四山町８４－６ 0944-51-9342

大牟田市 株式会社三照　本社 福岡県大牟田市四山町８０－７７ 0944-53-2707

大牟田市 大牟田トラック運送有限会社　本社営業所 福岡県大牟田市四山町８０－６０ 0944-53-2226

大牟田市 有明物流株式会社　大牟田営業所 福岡県大牟田市藤田町２５９ 0944-43-0947

大牟田市 有限会社ジョイックスシステム　大牟田営業所 福岡県大牟田市四箇新町３丁目２ 0944-41-6320

大牟田市 有限会社協和運送　本社営業所 福岡県大牟田市大字歴木４９３－１ 0944-53-5136

大野城市 株式会社東洋ナビックス　本社営業所 福岡県大野城市乙金１－３－４ 092-504-7780

大野城市 ＯＳＯ株式会社　九州営業所 福岡県大野城市乙金東４丁目１１－１３ 092-580-9988

大野城市 株式会社フェイスフル　本社営業所 福岡県大野城市乙金東４丁目２番１４号 092-558-6295

大野城市 ヤマト運輸株式会社　大野城支店 福岡県大野城市大字乙金１２７２－１ 092-504-3017

大野城市 株式会社エフシービー　本社 福岡県大野城市大池２－１２－６ 092-503-7531

大野城市 株式会社多摩流通　福岡営業所 福岡県大野城市御笠川２－９－５ 092-503-6633

大野城市 中越輸送株式会社　福岡営業所 福岡県大野城市御笠川３丁目１５－８ 092-504-5861

大野城市 ヤマト運輸株式会社　御笠川センター 福岡県大野城市御笠川３－２－１６ 092-513-9301

大野城市 小原運輸有限会社　福岡営業所 福岡県大野城市東大利３丁目８－８ 092-501-5233

筑後市 日本梱包運輸倉庫株式会社　筑後営業所 福岡県筑後市大字前津１７８４－１ 0942-53-1810

筑後市 株式会社サン・トップ運輸　福岡営業所 福岡県筑後市長浜７１５－１ 0942-53-1466

筑後市 福岡牧迫運輸株式会社　八女営業所 福岡県筑後市大字長浜２２９－１ 0942-54-1711

筑後市 株式会社弥生運輸　九州営業所 福岡県筑後市大字四ヶ所４２６－１ 0942-52-2226

筑後市 岡山県貨物運送株式会社　久留米支店 福岡県筑後市大字西牟田字原口４２１１ 0942-52-9105

筑紫野市 ヤマト運輸株式会社　筑紫センター 福岡県筑紫野市大字下見３００番地１ 092-919-7531

筑紫野市 ＴＳネットワーク株式会社　福岡支店 福岡県筑紫野市上古賀２－１－１ 092-918-5858

筑紫野市 ヤマト運輸株式会社　筑紫野支店 福岡県筑紫野市大字立明寺４８１－３、４ 092-918-2735

朝倉市 有限会社賀和運送　本社営業所 福岡県朝倉市下渕１４７８－２ 0946-22-9397

朝倉市 甘木合同運輸株式会社　本社営業所 福岡県朝倉市牛木２９４ 0946-22-4111

朝倉市 株式会社比良松　本社営業所 福岡県朝倉市須川２５１４ 0946-52-0172

朝倉市 日本郵便株式会社　甘木郵便局 福岡県朝倉市甘木９４８ 0946-22-2302

直方市 ヤマト運輸株式会社　直方支店
福岡県直方市大字頓野字俵石３１５４－１－３，３１５

５－１，３１５６
0949-24-1517

那珂川市 ヤマト運輸株式会社　那珂川支店 福岡県那珂川市中原３－３８・３９ 092-953-2384

八女市 株式会社九州曙運輸　本社営業所 福岡県八女市鵜池４７０番地２ 0943-30-2261

八女市 長崎明治牛乳輸送株式会社　福岡営業所 福岡県八女市大字鵜池字松ノ外９０１－１ 0943-24-9158

八女市 九州配送センター株式会社　本社 福岡県八女市大字今福字寺の西１０６８－７ 0943-23-7700

八女市 株式会社ジョイックス　八女営業所 福岡県八女市今福１０６８－７ 0943-23-1100

八女市 株式会社ベップ物流　八女営業所 福岡県八女市大字今福１０５１－２ 0943-22-2416
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八女市 ヤマト運輸株式会社　八女支店
福岡県八女市大字本村字福出９２４－２，９２３－６，

９２１－５
0943-22-4096

八女市 株式会社ＹＫＧ物流　本社営業所 福岡県八女市蒲原１１６４－１ 0943-24-9005

八女市 株式会社ファインロジテック　八女営業所 福岡県八女市室岡１３０２－２５ 0943-24-1222

八女市 株式会社八女急送　本社営業所 福岡県八女市室岡１３０２－２５ 0943-30-2882

八女市 ヤマト運輸株式会社　黒木センター
福岡県八女市黒木町大字本分１４８２－１、１４８３－

１、１４８６－１
0943-42-9131

飯塚市 ヤマト運輸株式会社　飯塚支店 福岡県飯塚市大字横田字大森７８５－１ 0948-21-9165

飯塚市 ヤマト運輸株式会社　嘉穂支店 福岡県飯塚市大字多田字浦ノ山１０３－１ 0948-82-5537

飯塚市 岡通九州株式会社　本社営業所 福岡県飯塚市勢田字苗代谷２５９４番４９ 0949-66-8101

飯塚市 株式会社　ＮＢＳロジソル　飯塚 福岡県飯塚市勢田２５６９－１４ 0949-62-5830

飯塚市 日本郵便株式会社　飯塚郵便局 福岡県飯塚市本町４－１ 0948-22-4997

福岡市 日本通運株式会社　日清製粉事業所 福岡県福岡市中央区那の津４丁目２番１号 092-739-2206

福岡市 株式会社エムビーエス　福岡営業所 福岡県福岡市中央区那の津３丁目１－１６ 092-717-4701

福岡市 株式会社産恵運輸　本社営業所 福岡県福岡市中央区那の津５丁目８－８ 092-781-3387

福岡市 株式会社リュウセイ　長浜本店 福岡県福岡市中央区長浜３丁目１５－４ 092-791-1878

福岡市 ヤマト運輸株式会社　福岡中央支店 福岡県福岡市中央区港３－４－６ 092-731-9626

福岡市 日本郵便株式会社　福岡中央郵便局 福岡県福岡市中央区天神４丁目３－１ 092-713-2410

福岡市 株式会社永山運輸　本社営業所 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５－１－２３ 092-641-4220

福岡市 ヤマト運輸株式会社　福岡和白支店 福岡県福岡市東区和白東１－１１９１－１ 092-606-1210

福岡市 ヤマト運輸株式会社　福岡南支店 福岡県福岡市南区的場１丁目１７－１０ 092-587-1212

福岡市 ヤマト運輸株式会社　福岡老司支店 福岡県福岡市南区老司４丁目２－５ 092-566-1458

福岡市 ヤマト運輸株式会社　福岡長住センター 福岡県福岡市南区桧原１丁目３２－３４ 092-541-5889

福岡市 日本郵便株式会社　筑紫郵便局 福岡県福岡市南区屋形原３丁目４４－１ 092-566-7819

福岡市 株式会社にしけい　本社 福岡県福岡市糟屋郡粕屋町大字柚須１３３－１ 092-710-4420

福岡市 ヤマト運輸株式会社　博多東支店 福岡県福岡市博多区空港前一丁目６番１４号 092-472-6480

福岡市
インターナショナルエクスプレス株式会社　福岡航空貨

物センター国内営業所
福岡県福岡市博多区榎田１丁目３ー４０ 092-415-0231

福岡市 佐川急便株式会社　九州航空営業所 福岡県福岡市博多区榎田２丁目４番６５号 092-474-3125

福岡市 国際空輸株式会社　福岡空港営業所 福岡県福岡市博多区榎田２－３－３６ 092-415-0861

福岡市 日本郵便株式会社　博多北郵便局 福岡県福岡市博多区大井１丁目３番２６ 092-627-1024

福岡市 博多海陸運送株式会社　本社営業所 福岡県福岡市博多区築港本町２２０ 092-281-6636

福岡市 初村第一倉庫株式会社　輸送課 福岡県福岡市博多区吉塚８丁目５－７５ 092-623-1700

福岡市 福岡ひまわり運送株式会社　本社事業所 福岡県福岡市博多区千代６－８－１ 092-651-0223

福岡市 株式会社エムケイ　本社営業所 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６丁目２－８ 092-651-5825
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福岡市 博多運輸株式会社　箱崎支店 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭１丁目３－１ 092-651-9635

福岡市 株式会社三照　共用 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５－１－１９ 092-633-3283

福岡市 株式会社マキタ運輸　福岡営業所 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４丁目１６番１１ 092-632-0074

福岡市 佐川急便株式会社　福岡営業所 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４丁目１２番５号 092-631-5306

福岡市 福岡センコー運輸株式会社　福岡車輌営業所 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭２－５－９ 092-651-7450

福岡市 今井運送有限会社　本社営業所 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４丁目２－３８ 092-641-8026

福岡市 株式会社合通カシロジ　九州支店 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目３番１６号 092-632-5371

福岡市 九州宇徳株式会社　福岡営業所 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭四丁目２－３９ 092-643-8861

福岡市 丸和運送株式会社　福岡支店 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６－１０－７ 092-645-2205

福岡市 九州商運株式会社　箱崎営業所 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４丁目５－５ 092-651-1371

福岡市 ヤマト運輸株式会社　福岡東支店 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５－３－７ 092-631-3547

福岡市 九州紙運輸株式会社　福岡支店 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４－１０－１ 092-641-7294

福岡市 九州大栄陸運株式会社　本社営業所 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５－１－２４ 092-641-6261

福岡市 日通福岡トラック株式会社　本社 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４丁目１８－２ 092-643-5588

福岡市 株式会社ナカノ九州運輸　本社 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６－１１－３０ 092-641-3350

福岡市 株式会社松田　本社営業所 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭五丁目４番１０号 092-651-5055

福岡市 九州石井運輸株式会社　東浜営業所 福岡県福岡市東区東浜２－９－１１８ 092-643-8118

福岡市 九州物流サービス株式会社　福岡営業所 福岡県福岡市東区東浜２丁目８番９１号 092-409-2780

福岡市 有限会社福岡空輸サービス　本社営業所 福岡県福岡市東区原田１丁目４８－２０ 092-611-6715

福岡市 有限会社ウイングエクスプレス　本社営業所 福岡県福岡市東区松田１丁目７９９－１ 092-626-9700

福岡市 株式会社西酪運輸　福岡営業所 福岡県福岡市東区松田１丁目１２－５１ 092-611-0246

福岡市 株式会社エフ・ケイ・エス・ネットワーク　本社営業所 福岡県福岡市東区松田１－１２－５１ 092-622-6220

福岡市 園田陸運株式会社　福岡二又瀬センター営業所 福岡県福岡市東区二又瀬新町１６－２４ 092-624-8870

福岡市 ヤマト運輸株式会社　福岡粕屋支店 福岡県福岡市東区二又瀬新町１０３０－３ 080-5068-2708

福岡市 ヤマト運輸株式会社　福岡法人営業支店 福岡県福岡市東区二又瀬新町７－３２ 092-626-8050

福岡市 ヤマト運輸株式会社　博多吉塚支店 福岡県福岡市東区社領１丁目８ 092-623-1034

福岡市 株式会社サカイ引越センター　福岡支社 福岡県福岡市東区社領３－１０－１ 092-622-1141

福岡市 有限会社富士通商　本社 福岡県福岡市博多区金の隈２丁目１７－１１ 092-503-7445

福岡市 佐川急便株式会社　筑紫野営業所 福岡県福岡市博多区井相田２－５－５３ 092-513-5600

福岡市 九州西濃運輸株式会社　福岡西支店 福岡県福岡市博多区東那珂３－７－５８ 092-431-8181

福岡市 エービーカーゴ西日本株式会社　博多営業所 福岡県福岡市博多区竹下３丁目２－２５ 092-409-4254

福岡市 アートバンライン株式会社　福岡 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭２－４－１８ 092-661-1441

福岡市 Ｆ－ＬＩＮＥ株式会社　福岡第一物流センター 福岡県福岡市東区みなと香椎３－３－１ 092-410-0400

福岡市 久留米運送株式会社　福岡インター支店 福岡県福岡市東区蒲田二丁目３８番３号 092-691-1281

福岡市 株式会社ダイセーエクスプレスシステム　福岡営業所 福岡県福岡市東区蒲田三丁目１１１４－１ 092-687-0777
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福岡市 明穂輸送株式会社　九州 福岡県福岡市東区蒲田４－５－５８ 092-691-6224

福岡市 福岡牧迫運輸株式会社　本社営業所 福岡県福岡市東区蒲田２丁目４１－６ 092-691-1551

福岡市 アイソニックス株式会社　本社営業所 福岡県福岡市東区蒲田２丁目３９番４７号 092-663-2575

福岡市 天龍運輸株式会社　福岡支店 福岡県福岡市東区蒲田４丁目１１６ 092-663-2828

福岡市 日本貨物株式会社　福岡営業所 福岡県福岡市東区蒲田４－１８－１５ 092-691-9595

福岡市 株式会社九州丸和ロジスティクス　福岡営業所 福岡県福岡市東区蒲田３丁目９番７０号 092-663-6222

福岡市 株式会社エスラインギフ　福岡東支店営業所 福岡県福岡市東区大字蒲田４－９－７ 092-691-5770

福岡市 日西物流株式会社　本社営業所 福岡県福岡市東区蒲田２－３７－８ 092-691-5517

福岡市 有限会社ユーズ　本社営業所 福岡県福岡市東区土井二丁目４３８－１ 092-691-0414

福岡市 宗像陸運株式会社　共同ターミナル営業所 福岡県福岡市東区多の津１丁目１９－３ 092-622-2007

福岡市 株式会社引越社　福岡東営業所 福岡県福岡市東区多の津３丁目１７番８号 092-287-9111

福岡市 株式会社引越社　福岡南営業所 福岡県福岡市東区多の津３丁目１７番８号 092-686-4040

福岡市 ウチダロジテム株式会社　福岡営業所 福岡県福岡市東区多の津５丁目３２－１２ 092-622-2131

福岡市 西日本急送株式会社　本社 福岡県福岡市東区多の津１－１９－６ 092-622-2211

福岡市 キング運輸株式会社　本社 福岡県福岡市東区松島６－１１－１９ 092-611-0324

福岡市 株式会社ＪＥＴＬＩＮＫ　本店営業所 福岡県福岡市東区松島３丁目２５－５ 092-409-3588

福岡市 ヤマト運輸株式会社　福岡松島センター 福岡県福岡市東区松島１丁目２５－４ 092-626-8337

福岡市 ヤマト運輸株式会社　福岡長丘センター 福岡県福岡市城南区長尾３丁目７９番地 092-534-2780

福岡市 ヤマト運輸株式会社　福岡片江支店 福岡県福岡市城南区南片江１－１１ 092-862-1520

福岡市 ヤマト運輸株式会社　福岡城南支店 福岡県福岡市城南区梅林４丁目１－１０ 092-863-9858

福岡市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　博多営業所 福岡県福岡市南区向野２－８－３ 092-562-1511

福岡市 日本郵便株式会社　博多南郵便局 福岡県福岡市博多区元町２丁目２－１２ 092-581-0151

福岡市 株式会社ハートワークコーポレーション　本社営業所 福岡県福岡市西区福重３丁目２５－１１番 092-892-1122

福岡市 ヤマト運輸株式会社　福岡福重支店 福岡県福岡市西区橋本１丁目１５１３ 092-892-2055

福岡市 アートコーポレーション株式会社　福岡西支店 福岡県福岡市西区今宿東１丁目６０９番地７ 092-802-0138

福岡市 ヤマト運輸株式会社　福岡西支店
福岡県福岡市西区大字今宿青木字平町５４６－１，５４

６－３
092-806-3974

福岡市 株式会社サカイ引越センター　福岡西支社 福岡県福岡市西区横浜１丁目４３－１ 092-805-5580

福岡市 三和陸運株式会社　本社 福岡県福岡市西区泉１－２－２ 092-331-5782

福岡市 日本郵便株式会社　福岡西郵便局 福岡県福岡市西区石丸３丁目２－１１ 092-891-7295

福津市 ヤマト運輸株式会社　福岡福津支店 福岡県福津市手光２５１９－１，２５１９－３ 0940-42-8407

豊前市 ヤマト運輸株式会社　豊前支店 福岡県豊前市大字八屋６３－１ 0979-84-1760

豊前市 九州西濃運輸株式会社　豊前営業所 福岡県豊前市大字八屋字能徳３２２－４ 0979-82-8895

豊前市 ニビシ運輸株式会社　豊前営業所 福岡県豊前市小石原１５８－２，１６０ 0979-83-3338

豊前市 両備トランスポート株式会社　豊前営業所 福岡県豊前市皆毛６３－１２ 0979-84-0215
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豊前市 日本通運株式会社　豊前営業所 福岡県豊前市大字大村２３４３－１ 0979-84-0460

北九州市 ヤマト運輸株式会社　門司支店
福岡県北九州市門司区小森江３丁目３９４６－３．８４

０－７．８４０－１１．８４０－９
093-372-5080

北九州市 株式会社葵コーポレーション　本社営業所 福岡県北九州市門司区新門司北１丁目１番３０５号 093-481-2814

北九州市 株式会社モンリク　本社営業所 福岡県北九州市門司区新門司北２丁目４－１６ 093-483-3210

北九州市 株式会社三照　北九州事業所 福岡県北九州市門司区新門司北２丁目５－３ 093-483-3865

北九州市 株式会社九州丸和ロジスティクス　北九州営業所 福岡県北九州市門司区新門司北２丁目２番２ 093-483-3730

北九州市 株式会社日之出運輸　北九州支店 福岡県北九州市門司区新門司北一丁目６－４ 093-481-8111

北九州市 西濃エキスプレス株式会社　新門司流通センター営業所 福岡県北九州市門司区新門司北２－２－５ 093-481-2201

北九州市 明光運輸株式会社　本社営業所 福岡県北九州市門司区新門司北１－１０－７ 093-481-0775

北九州市 有限会社九州ポーター・サービス　本社営業所 福岡県北九州市門司区新門司北１丁目１２ 093-481-7155

北九州市 北九丸善運輸株式会社　本社営業所 福岡県北九州市門司区新門司北１丁目１０番６号 093-481-5833

北九州市 藤博運輸株式会社　新門司営業所 福岡県北九州市門司区新門司北３丁目１－１ 093-483-1080

北九州市 株式会社鈴与カーゴネット九州　本社営業所 福岡県北九州市門司区新門司北２丁目５－２ 093-481-2100

北九州市 株式会社ランクルーズ　新門司営業所 福岡県北九州市門司区大字吉志３３７－１ 093-342-8231

北九州市 松光運輸株式会社　本社 福岡県北九州市門司区大字吉志４１０－１，５ 093-481-1157

北九州市 双葉ロジスティクス株式会社　北九州営業所 福岡県北九州市門司区新門司２丁目１６－１ 093-342-7351

北九州市 株式会社九倉　本社営業所 福岡県北九州市門司区新門司１丁目７－１４ 093-481-6141

北九州市 北九運送株式会社　新門司営業所 福岡県北九州市門司区新門司２丁目１５－１ 093-751-8151

北九州市 株式会社イマナガ　本社営業所 福岡県北九州市門司区新門司３－３８－２ 093-481-5097

北九州市 日本アルコール物流株式会社　門司営業所 福岡県北九州市門司区新門司３丁目３６ 093-481-3194

北九州市 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１－６－１，２，７ 093-481-5481

北九州市 東港運輸株式会社　本社 福岡県北九州市門司区大字恒見１３７７ 093-481-2081

北九州市 株式会社ＪＥＴＳＴＲＥＡＭ　本社営業所 福岡県北九州市小倉南区中曽根東３丁目１４６６番地１ 093-435-4566

北九州市 株式会社メディックス　本社営業所 福岡県北九州市小倉南区下曽根新町１３－１ 093-473-4920

北九州市 高千穂倉庫運輸株式会社　常温北九州営業所 福岡県北九州市小倉南区曽根北町５－１４ 093-474-1515

北九州市 株式会社西酪運輸　小倉 福岡県北九州市小倉南区大字朽網字草見３９１４－５ 093-473-7776

北九州市 愛グリーン運輸株式会社　本社営業所 福岡県北九州市小倉南区大字朽網３９１４－１０ 093-475-4421

北九州市 ヤマト運輸株式会社　小倉朽網センター 福岡県北九州市小倉南区朽網東２丁目３ 093-417-2511

北九州市 有限会社内本開発　本社 福岡県北九州市小倉北区末広２丁目３－１３ 093-512-7777

北九州市 住ノ江海陸運輸株式会社　北九州営業所 福岡県北九州市小倉北区末広２丁目１２－１ 093-512-0775

北九州市 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６－１５ 093-533-0500

北九州市 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２－２８－１，３７－１ 093-521-5164

北九州市 株式会社丸勢運輸　赤坂営業所 福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸２－５ 093-511-1235

北九州市 株式会社マルセコーポレーション　本社営業所 福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸２番５号 093-533-8887
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北九州市 アートコーポレーション株式会社　小倉支店 福岡県北九州市小倉北区神岳２－１－１ 093-511-0123

北九州市 北九州ライナー株式会社　本社 福岡県北九州市小倉北区東篠崎一丁目１－２４ 093-932-7773

北九州市 九州航空株式会社　北九州支店 福岡県北九州市小倉北区東篠崎３丁目６－２７ 093-941-2020

北九州市 日本郵便株式会社　北九州中央郵便局 福岡県北九州市小倉北区萩崎町２－１ 093-941-9430

北九州市 株式会社東谷山家　本社営業所 福岡県北九州市小倉南区大字小森字久保田５０７－１ 093-451-0066

北九州市 株式会社クラウン　本社営業所 福岡県北九州市小倉北区西港町１０２ 093-581-3032

北九州市 日之出運輸株式会社　北九州 福岡県北九州市小倉北区西港町９２－１４ 093-583-5060

北九州市 有限会社佐藤運送　本店営業所 福岡県北九州市小倉北区西港町１０１番地６ 093-591-7532

北九州市 株式会社丸勢運輸　西港営業所 福岡県北九州市小倉北区西港町１２２－１７ 093-383-8626

北九州市 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２９ 093-562-6860

北九州市 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１１１－２ 093-581-5688

北九州市 西鉄運輸株式会社　北九州支店 福岡県北九州市小倉北区西港町６２－２ 093-561-5133

北九州市 九州名鉄運輸株式会社　小倉支店 福岡県北九州市小倉北区西港町８６－３ 093-581-1381

北九州市 ホクザイ運輸株式会社　本社営業所 福岡県北九州市小倉北区西港町７２－３０ 093-561-3400

北九州市 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１１０－１ 093-583-0202

北九州市 株式会社博運社　北九州営業所 福岡県北九州市小倉北区西港町８５－２ 093-581-2045

北九州市 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１１０－１ 093-582-0206

北九州市 コウノイケ・エキスプレス株式会社　九州事業所 福岡県北九州市小倉北区東港１丁目３－２５ 093-562-6811

北九州市 株式会社大富　北九州営業所 福岡県北九州市小倉北区東港２丁目６－４ 093-482-1961

北九州市 田町運送有限会社　本社営業所 福岡県北九州市小倉北区田町９－７ 093-561-6019

北九州市 総合物流サービス株式会社　本社 福岡県北九州市小倉北区西港町９２－３ 093-582-5633

北九州市 ヤマト運輸株式会社　小倉西支店
福岡県北九州市小倉北区大字篠崎２５８６－８、１７９

０－１
093-652-5700

北九州市 株式会社引越社　北九州西営業所 福岡県北九州市小倉北区篠崎１丁目４番８号 093-591-2220

北九州市 株式会社福屋工業　本社営業所 福岡県北九州市戸畑区境川２－４－１ 093-861-1621

北九州市 戸畑港運輸株式会社　本社営業所 福岡県北九州市戸畑区川代２－４－１ 093-871-1721

北九州市 日鉄物流八幡株式会社　構外物流部 福岡県北九州市八幡東区大字枝光７４０－９ 093-681-6366

北九州市 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１－３ 093-642-4611

北九州市 株式会社石松商会　本社営業所 福岡県北九州市若松区南二島２丁目７－５ 093-621-6853

北九州市 ブルーエキスプレス株式会社　北九州営業所 福岡県北九州市八幡西区洞北町４番１１号 093-616-2601

北九州市 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５－５ 093-644-5757

北九州市 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５－５ 093-644-7788

北九州市 リバティトラックス株式会社　本社営業所
福岡県北九州市八幡西区夕原町１０－１７，１８，１

９，２０，２１
093-621-4334

北九州市 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３－７ 093-642-5126
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北九州市 株式会社エネックス　西日本支店九州事業所 福岡県北九州市若松区向洋町２０－１ 093-752-5166

北九州市 九州石井運輸株式会社　ひびき営業所 福岡県北九州市若松区向洋町２０－１ 093-752-2020

北九州市 株式会社ＮＳロジ西日本　若松営業所 福岡県北九州市若松区大字安瀬６４－９８ 093-751-2666

北九州市 太平運輸株式会社　本社営業所 福岡県北九州市若松区安瀬１－３－１４ 093-751-6877

北九州市 株式会社鋼ライン　本社営業所 福岡県北九州市若松区北浜２丁目１－６ 093-752-1200

北九州市 ヤマト運輸株式会社　若松本町センター 福岡県北九州市若松区桜町２０番 093-751-7505

北九州市 菱化ロジテック株式会社　二島物流センター 福岡県北九州市若松区南二島４丁目１０番１号 093-701-3781

北九州市 幸運トラック株式会社　若松営業所 福岡県北九州市若松区南二島２丁目１９－５ 093-772-2300

北九州市 吉田海運株式会社　北九州営業所 福岡県北九州市若松区南二島１丁目９－３ 093-701-0020

北九州市 有限会社トヨトミ運輸　本社営業所 福岡県北九州市若松区南二島１丁目９番１５号 093-772-5085

北九州市 ヤマト運輸株式会社　若松支店 福岡県北九州市若松区大字蜑住字原牟田１７６４－１ 093-482-8290

柳川市 柳川運輸株式会社　本社営業所 福岡県柳川市大字田脇字古賀園１７４－１ 0944-74-1313

柳川市 有限会社Ｍ・Ｋライン　本社営業所 福岡県柳川市大和町鷹ノ尾６８５－３ 0944-76-2461

鞍手郡 ヤマト運輸株式会社　中間支店 福岡県鞍手郡鞍手町大字猪倉字石飛６０３－２ 0949-42-6172

鞍手郡 株式会社聖徳　鞍手営業所 福岡県鞍手郡鞍手町大字小牧１２５８ 0949-28-7377

遠賀郡 久留米運送株式会社　遠賀店 福岡県遠賀郡水巻町猪熊十丁目６番２１号 093-203-3391

遠賀郡 日之出運輸株式会社　本社 福岡県遠賀郡水巻町猪熊１０－３－１０ 093-202-3132

遠賀郡 さつき運送株式会社　本社営業所 福岡県遠賀郡水巻町伊佐座５丁目１０－１６ 093-203-3150

遠賀郡 株式会社ＦＫＢ　本社営業所 福岡県遠賀郡岡垣町公園通り１丁目５１７－１５ 093-281-5001

遠賀郡 大野運送株式会社　本社 福岡県遠賀郡遠賀町大字若松字井龍３７１－１ 093-293-0110

遠賀郡 カリツー株式会社　北九州営業所 福岡県遠賀郡遠賀町芙蓉二丁目１番１号 093-293-8008

遠賀郡 グッド・ビレッジ株式会社　グッド・ビレッジ（株） 福岡県遠賀郡遠賀町大字鬼津４４６－１ 093-293-6440

嘉穂郡 韋駄天運輸株式会社　本社営業所 福岡県嘉穂郡桂川町大字吉隈２４４番地１１２ 0948-20-9012

嘉穂郡 竜王運輸有限会社　本社 福岡県嘉穂郡桂川町大字吉隈２４４－１１２ 0948-65-5840

京都郡 北九ドレージ株式会社　本社営業所 福岡県京都郡苅田町鳥越町９－８ 093-967-0223

京都郡 株式会社ワカスギ　北九州営業所 福岡県京都郡苅田町鳥越町１－５５ 093-436-3550

京都郡 株式会社ケイ・エム運輸機工　本社 福岡県京都郡苅田町磯浜町２－３－４ 093-434-5246

京都郡 東邦興産株式会社　九州苅田センター 福岡県京都郡苅田町新浜町１－２１ 093-383-9351

京都郡 日通北九州運輸株式会社　苅田営業所 福岡県京都郡苅田町新浜町１番地４号 093-435-0302

京都郡 ヤマト運輸株式会社　北九州臨空支店 福岡県京都郡苅田町富久町１丁目２５－７、２５－１８ 093-434-3011

三井郡 安田運輸株式会社　九州営業所 福岡県三井郡大刀洗町大字高樋１７０８番地４ 0942-23-2275

三井郡 株式会社コスモトランスポート　福岡支店
福岡県三井郡大刀洗町大字高樋１６６９番、１７１２番

４
0942-23-6200

三井郡 柳川合同ロジ有限会社　本社営業所 福岡県三井郡大刀洗町大字高樋１７０６－２ 0942-77-5700

三井郡 株式会社下川運送　本社営業所 福岡県三井郡大刀洗町大字本郷３７０４－１６ 0942-77-5180
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三潴郡 ライゴーエキスプレス株式会社　八女営業所 福岡県三潴郡大木町奥牟田１０２２番地 0944-75-2700

糟屋郡 明興運輸株式会社　福岡営業所 福岡県糟屋郡新宮町立花口１０８２－１ 092-962-3861

糟屋郡 藤野運輸興業株式会社　本社営業所 福岡県糟屋郡新宮町大字立花口２２７０－１ 092-962-6400

糟屋郡 株式会社ファインロジテック　本社営業所 福岡県糟屋郡新宮町大字立花口２３０８番地２ 092-962-0086

糟屋郡 株式会社ケイエス中央物流　新宮営業所 福岡県糟屋郡新宮町大字立花口４２７－１ 092-962-6888

糟屋郡 株式会社大生運送　本社 福岡県糟屋郡新宮町大字的野香ノ木７４１－２５ 092-963-1055

糟屋郡 ヤマト運輸株式会社　福岡新宮支店 福岡県糟屋郡新宮町大字三代６８２－１ 029-941-2008

糟屋郡 株式会社丸二運輸　新宮営業所 福岡県糟屋郡新宮町下府２丁目１１－１５ 092-963-4734

糟屋郡 西田商運株式会社　本社営業所 福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜３丁目３－２３ 092-963-1301

糟屋郡 株式会社ドリームトランスポート　福岡営業所 福岡県糟屋郡須恵町大字植木５８５－２ 092-692-8202

糟屋郡 株式会社イエロートラフィック　本社営業所 福岡県糟屋郡須惠町大字植木２０４７番４２ 092-957-7750

糟屋郡 株式会社シスターズコーポレーション　本社営業所 福岡県糟屋郡須恵町大字植木２０４７番４２ 092-931-2720

糟屋郡 株式会社永山運輸　粕屋営業所 福岡県糟屋郡須惠町大字植木１４２９番地１１ 092-410-1677

糟屋郡 有幸運輸株式会社　福岡営業所 福岡県糟屋郡須恵町大字植木１３１９－１１ 092-410-7610

糟屋郡 株式会社ヤマックス　福岡本社営業所 福岡県糟屋郡須恵町大字植木１５１番 092-937-5531

糟屋郡 福岡丸善運輸株式会社　本社営業所 福岡県糟屋郡須恵町植木１８１－９ 092-935-8666

糟屋郡 カンリクＥＸＰＲＥＳＳ九州株式会社　本社営業所 福岡県糟屋郡須恵町大字植木１１５８－１ 092-931-2020

糟屋郡 福岡陸運株式会社　本社営業所 福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵１４９１－２ 092-402-7800

糟屋郡 牛乳輸送株式会社　宇美営業所 福岡県糟屋郡宇美町若草２丁目１０－７ 092-933-0712

糟屋郡 九州名鉄運輸株式会社　福岡流通支店 福岡県糟屋郡宇美町若草３丁目４番１号 092-410-2712

糟屋郡 九州ネクスト株式会社　福岡営業所 福岡県糟屋郡宇美町宇美東３丁目８－２４ 092-719-1400

糟屋郡 勇物流サービス有限会社　本社営業所 福岡県糟屋郡宇美町障子岳南５丁目５番１号 092-934-2817

糟屋郡 江崎商運株式会社　宇美営業所 福岡県糟屋郡宇美町障子岳南５丁目８－１８ 092-934-1169

糟屋郡 株式会社九州設備サービス　本社営業所
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南５丁目８－１８（利用併

用）
092-957-6198

糟屋郡 株式会社ＩＴＥＣＮＥＸＴ　本社営業所 福岡県糟屋郡志免町御手洗１丁目２番５号 092-409-0002

糟屋郡 西鉄運輸株式会社　福岡支店 福岡県糟屋郡志免町別府北一丁目２番８号 092-626-8622

糟屋郡 株式会社博運社　本社営業所 福岡県糟屋郡志免町別府北３丁目４－１ 092-621-8835

糟屋郡 株式会社アイティアイ　福岡営業所 福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈４１３－１－２ 092-719-1230

糟屋郡 株式会社イワサキ　本社 福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈３９７－１ 092-410-3220

糟屋郡 北九州高速運輸株式会社　福岡営業所 福岡県糟屋郡粕屋町上大隈７６５－１ 092-939-9477

糟屋郡 福岡トランス株式会社　福岡支店営業所 福岡県糟屋郡粕屋町上大隈７６４番地１ 092-410-8612

糟屋郡 株式会社スワロー物流福岡　本社営業所 福岡県糟屋郡粕屋町仲原３－２－２５ 092-410-0835

糟屋郡 日鹸運輸有限会社　福岡営業所 福岡県糟屋郡粕屋町大字柚須１６２－１ 092-626-7833

糟屋郡 株式会社安川トランスポート　福岡 福岡県糟屋郡粕屋町柚須字石橋１１２－１ 092-622-4612
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糟屋郡 ヤマトボックスチャーター株式会社　福岡支店 福岡県糟屋郡粕屋町大字柚須字箱崎１４９番５、６ 092-577-9606

糟屋郡 株式会社ＪＥＴＫＮＩＧＨＴ　本社営業所 福岡県糟屋郡粕屋町原町１丁目９－１０ 092-710-9610

糟屋郡 有限会社アルファ・プロジェクト・ジャパン　本店 福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋６２９番地１ 092-402-2612

糟屋郡 株式会社ネストロジスティクス　福岡営業所 福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋６４２番１ 092-409-7168

糟屋郡 フクワ物流株式会社　福岡営業所 福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋７１２番１ 092-931-7227

糟屋郡 株式会社大福物流　粕屋営業所 福岡県糟屋郡粕屋町戸原６３７番地 092-719-0551

糟屋郡 中国新潟運輸株式会社　福岡営業所 福岡県糟屋郡粕屋町戸原７８４－１，７８５－１ 092-612-8970

糟屋郡
株式会社ダイセーセントレックス　九州支店福岡ハブセ

ンター営業所
福岡県糟屋郡粕屋町大字江辻字薄町４６番地１ 092-691-1051

糟屋郡 株式会社エフティーライン　福岡営業所 福岡県糟屋郡粕屋町大字江辻８１番地１ 092-957-1388

糟屋郡 Ｇライン株式会社　本社営業所 福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原３丁目９－３３ 092-692-1137

糟屋郡
株式会社ダイセーエクスプレスシステム　福岡物流セン

ター
福岡県糟屋郡粕屋町大字江辻字薄町４６番地１ 092-687-0777

糟屋郡 北九州ライナー株式会社　福岡 福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗３０００－１ 070-5496-6252

糟屋郡 株式会社福岡豊興　本社営業所 福岡県糟屋郡篠栗町大字乙犬９７５－４ 092-948-0007

糟屋郡 ライゴーエキスプレス株式会社　福岡営業所 福岡県糟屋郡篠栗町津波黒２７０－１ 0942-43-4128

糟屋郡 システム物流株式会社　福岡支店 福岡県糟屋郡久山町大字久原３２３３ 092-609-9993

糟屋郡 株式会社肥後産業　福岡支店 福岡県糟屋郡久山町大字久原３２３３ 092-931-9001

糟屋郡 ジェット・ラインエクスプレス株式会社　本社営業所 福岡県糟屋郡久山町大字久原３２２７番地５ 092-976-4936

糟屋郡 西日本ジェット・ライン株式会社　本社営業所 福岡県糟屋郡久山町大字久原３２２６－５ 092-976-4933

糟屋郡 株式会社南栄運輸　福岡営業所 福岡県糟屋郡久山町大字久原字片見鳥３１１９－２ 092-931-6661

糟屋郡 熊本旭運輸株式会社　福岡営業所 福岡県糟屋郡久山町大字久原２９０４－７ 092-652-3425

糟屋郡 丸全運輸株式会社　本社営業所 福岡県糟屋郡久山町大字山田２７６５－１ 092-976-4100

糟屋郡 朝日陸運株式会社　福岡支店 福岡県糟屋郡久山町大字山田２３９６－２１１ 092-957-5100

糟屋郡 シモハナ物流株式会社　福岡営業所 福岡県糟屋郡久山町山田１４００－１ 092-976-4087

糟屋郡 株式会社成友　福岡東 福岡県糟屋郡久山町大字猪野８４９－４ 092-931-9007

糟屋郡 日本郵便輸送株式会社　福岡営業所 福岡県糟屋郡久山町大字猪野小柳８９０－１ 092-976-3664

糟屋郡 株式会社平正技研サービス　宇美営業所 福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘２丁目６－２ 092-933-5775

糟屋郡 株式会社ニシヒロ　福岡営業部 福岡県糟屋郡久山町大字久原字原２９９１－１ 092-663-6600

朝倉郡 日軽物流株式会社　九州営業所 福岡県朝倉郡筑前町依井１０６６－８ 0946-28-7671

田川郡 有限会社デリバリーサービス　田川営業所 福岡県田川郡福智町伊方４４７６番地１ 0947-22-0556

田川郡 大栄産業有限会社　本社営業所 福岡県田川郡糸田町２１２９－２ 0947-26-0104

田川郡 株式会社ケイティトランスポート　本社 福岡県田川郡香春町大字高野１０３４－７ 0947-32-2330

田川郡 有限会社エフ・トランスポート　本社営業所
福岡県田川郡香春町大字中津原１８２２－２，１８４

４，１８３６－１
0947-44-9292
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田川郡 河津産業有限会社　本社営業所 福岡県田川郡香春町大字中津原字寺原１９７４－２ 0947-44-7065

田川郡 菅原産業株式会社　田川営業所 福岡県田川郡香春町大字香春樋口１６４２－１ 0947-32-7860

田川郡 株式会社裕商事　本社営業所 福岡県田川郡川崎町池尻４９９番地 0947-44-3962

田川郡 ヤマト運輸株式会社　田川川崎支店
福岡県田川郡川崎町大字池尻字大坪３５９－１，３６０

－１，３６０－３，３６０－４
0947-45-8030

田川郡 株式会社サクラ物流　本社 福岡県田川郡川崎町大字田原勘田ケ浦３５１－２５ 0947-44-6770

粕屋郡 第一物流株式会社　本社営業所
福岡県粕屋郡新宮町大字立花口２２７１－３，２２７１

－８，２２７１－９
092-963-0810

粕屋郡 浪速運送株式会社　福岡営業所 福岡県粕屋郡新宮町大字立花口１０５－１３ 092-962-0728

粕屋郡 九州関急株式会社　本社営業所 福岡県粕屋郡新宮町大字的野６３０ 092-941-2577

粕屋郡 株式会社ベスト・トランスポート　九州営業所 福岡県粕屋郡新宮町美咲１丁目５番５１号 092-962-0936

粕屋郡 株式会社Ｔ．Ａ．Ｔ　本社 福岡県粕屋郡宇美町大字井野７６－３ 092-933-0120

粕屋郡 有限会社福光運輸　本社営業所 福岡県粕屋郡宇美町大字井野４３２－５ 092-934-2682

粕屋郡 鳥栖高速運輸株式会社　福岡営業所 福岡県粕屋郡須恵町大字植木１２１９－６ 092-935-6848

粕屋郡 出水運輸センター株式会社　福岡営業所
福岡県粕屋郡須恵町大字上須恵字桜原１４９４－４，１

４９１－２６
092-933-8620

粕屋郡 ヤマト運輸株式会社　福岡篠栗支店 福岡県粕屋郡久山町大字久原３０１８番 092-947-5668

粕屋郡 ヤマト運輸株式会社　福岡多の津支店 福岡県粕屋郡粕屋町大字内橋４８３－１ 092-939-2238

粕屋郡 株式会社ロジパルエクスプレス　福岡営業所 福岡県粕屋郡粕屋町大字戸原８６２－１ 092-624-1200

粕屋郡 ダイコク運輸株式会社　粕屋営業所 福岡県粕屋郡粕屋町大字江辻９３５－１ 092-939-0188

粕屋郡 琴崎産業株式会社　福岡営業所 福岡県粕屋郡篠栗町大字尾仲５５３－４ 092-948-1878

粕屋郡 株式会社ＴＡＳ　本社営業所
福岡県粕屋郡篠栗町大字津波黒字流田２０－１，２１－

１
092-947-1328

粕屋郡 四国名鉄運輸株式会社　福岡支店 福岡県粕屋郡久山町大字久原字松浦１６０ 092-976-4800

粕屋郡 筑豊振興株式会社　本社営業所 福岡県粕屋郡久山町大字久原２９５６－１ 092-976-0070

粕屋郡 株式会社日立物流九州　第三物流センター 福岡県粕屋郡粕屋町大字上大隈字部木原７００番地 092-976-4530

粕屋郡 カリツー株式会社　福岡営業所 福岡県粕屋郡久山町大字猪野字小柳８７８－３９ 092-976-2366

粕屋郡 久山運送有限会社　本店 福岡県粕屋郡久山町大字猪野字山道６５４－１，４ 092-976-1376

八女郡 吉川貨物自動車運送有限会社　本社 福岡県八女郡広川町大字一條字牟田１２１１－１、５ 0942-52-5355

八女郡 株式会社原口商事　本社 福岡県八女郡広川町大字藤田１４２６－７ 0943-32-3635
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