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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）

伊万里市 株式会社大生物流　本社営業所 佐賀県伊万里市南波多町小麦原１５６－１ 0955-24-3100

伊万里市 松浦通運株式会社　伊万里営業所 佐賀県伊万里市大坪町字六仙寺丙１１６１－１ 0955-23-5950

伊万里市 株式会社鏡運送　本社営業所 佐賀県伊万里市瀬戸町２４２２－３ 0955-20-9100

伊万里市 住ノ江海陸運輸株式会社　伊万里営業所 佐賀県伊万里市黒川町大字塩屋５－２５ 0955-27-2261

伊万里市 九州西濃運輸株式会社　伊万里北営業所 佐賀県伊万里市山代町楠久９２９－９０ 0955-28-0230

伊万里市 東陸ロジテック株式会社　伊万里営業所 佐賀県伊万里市山代町楠久津字新田１７７－１９１ 0955-28-0135

伊万里市 株式会社川原　運輸部本社営業所 佐賀県伊万里市山代町久原３９５８－１ 0955-21-2211

嬉野市 田口運送株式会社　本社営業所 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲３４４８－１ 0954-66-2108

佐賀市 ヤマト運輸株式会社　佐賀中央支店 佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島字一本松２５０－１ 0952-26-6173

佐賀市 田中運輸株式会社　本社営業所 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸３０２５ 0952-23-7121

佐賀市 久米運送株式会社　本社営業所 佐賀県佐賀市大和町大字川上２８４０－３ 0952-97-9057

佐賀市 西日本マルエス株式会社　佐賀営業所 佐賀県佐賀市富士町大字上熊川６８１－４１ 0952-64-2354

佐賀市 理研運輸株式会社　本社営業所 佐賀県佐賀市駅前中央３丁目１１９－１ 0952-30-5661

佐賀市 佐賀梱包運輸株式会社　本社営業所 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸３０５０ 050-3387-1629

佐賀市 九州産交運輸株式会社　佐賀事業所 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸３１５２ 0952-40-0077

佐賀市 九州西濃運輸株式会社　佐賀引越センター 佐賀県佐賀市新栄西１－１０－２ 0952-24-6011

佐賀市 有限会社ケイライン　本社営業所 佐賀県佐賀市金立町大字千布３１３４－５ 0952-71-8265

佐賀市 株式会社ＫＴＣ　本社営業所 佐賀県佐賀市諸富町徳富１９６７－１ 0952-47-7616

佐賀市 株式会社九州運輸　本社営業所 佐賀県佐賀市諸富町徳富１９６７番地５ 0952-47-6117

佐賀市 株式会社九商運輸　本社営業所 佐賀県佐賀市諸富町諸富津１４６－１２ 0952-34-8787

佐賀市 Ｆ－ＬＩＮＥ株式会社　佐賀バルク物流センター 佐賀県佐賀市諸富町諸富津１４６－３ 0952-47-2531

佐賀市 株式会社西村土木建設　本社営業所 佐賀県佐賀市諸富町大字山領３３２－１ 0952-47-3135

佐賀市 株式会社アート物流　本社営業所 佐賀県佐賀市川副町早津江１１７－２ 0952-34-9733

佐賀市 株式会社博運社　佐賀営業所 佐賀県佐賀市久保田町大字徳万字快万２０３４ 0952-68-3737

佐賀市 協業組合九州ロジテックカーゴ　本社営業所 佐賀県佐賀市久保田町大字久富字二本松篭３００３－１ 0952-68-2141

佐賀市 九州西濃運輸株式会社　佐賀支店 佐賀県佐賀市兵庫町大字渕字四本杉１５３５－３ 0952-31-2271

佐賀市 ジャパンロジ株式会社　佐賀営業所 佐賀県佐賀市開成６丁目１３－１６ 0952-33-8837

佐賀市 株式会社ノーサン　本社営業所 佐賀県佐賀市鍋島町大字森田２４３９番地１ 0952-37-1443

佐賀市 日本郵便株式会社　佐賀北郵便局 佐賀県佐賀市高木瀬西３丁目２－５ 0952-36-7758

鹿島市 株式会社東西運輸　鹿島営業所 佐賀県鹿島市古枝字天神甲４７０ー１ 0954-62-5258

鹿島市 肥前通運株式会社　鹿島営業所 佐賀県鹿島市古枝甲５９１ 0954-62-4141

小城市 株式会社光葉産業運輸　佐賀営業所 佐賀県小城市三日月町樋口字五条１７１５－１ 090-7293-7917

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（佐賀県）
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小城市 九州福山通運株式会社　佐賀支店 佐賀県小城市三日月町石木字石木２２１－１ 0952-72-8111

神埼市 ヤクルトロジスティクス株式会社　佐賀営業所 佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２３００－１ 0952-53-0788

神埼市 有限会社荒木運送　本社営業所 佐賀県神埼市神埼町横武１７１５－１ 0952-52-2523

神埼市 株式会社井上運輸　本社営業所 佐賀県神埼市千代田町黒井字一本松１９ 0952-44-2365

神埼市 有限会社田中商事　本社営業所 佐賀県神埼市神埼町城原字猿岳３７３３－１６２－１ 0952-37-8734

多久市 株式会社南里運送　本社営業所 佐賀県多久市東多久町大字別府３４９３－１ 0952-76-3663

多久市 株式会社商栄興産　本社営業所 佐賀県多久市南多久町長尾３８６９－５ 0952-75-2484

鳥栖市 三代サービス株式会社　九州営業所
佐賀県鳥栖市弥生が丘２丁目１６０ノースヒルズＣ－２

０５
0942-82-0707

鳥栖市 株式会社石島運輸倉庫　佐賀センター 佐賀県鳥栖市田代本町字太田１３８６－１ 0942-50-8037

鳥栖市 株式会社ジョイックス　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市姫方町字蓮原１６２３番地２ 0942-50-9681

鳥栖市 有限会社扶桑物流　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市姫方町１６４３番地 0942-87-8796

鳥栖市 九州産交運輸株式会社　鳥栖センター 佐賀県鳥栖市姫方町１６４２ 0942-81-3891

鳥栖市 日の丸運輸株式会社　本社営業所 佐賀県鳥栖市曽根崎町本成１００８番地 0942-81-2484

鳥栖市 ヤマトボックスチャーター株式会社　鳥栖支店 佐賀県鳥栖市秋葉町１丁目９９８－２ 0942-81-3951

鳥栖市 西田商運株式会社　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市藤木町１４７１－２ 0942-84-0298

鳥栖市 株式会社コダマサービス　九州営業所 佐賀県鳥栖市藤木町８－７ 0942-81-5395

鳥栖市 九州名鉄運輸株式会社　鳥栖支店 佐賀県鳥栖市藤木町３－１９ 0942-83-0472

鳥栖市 株式会社サンキ　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市藤木町１４７１－２ 0942-87-7068

鳥栖市 朝日オリコミ西部株式会社　佐賀・筑後センター 佐賀県鳥栖市藤木町若桜３－１５ 0942-87-3037

鳥栖市 株式会社九州アイエヌライン　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市轟木町１８３５－１ 0942-84-1162

鳥栖市 有限会社大盛運送　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市江島町１７１５－２ 092-651-8201

鳥栖市 太陽運輸倉庫株式会社　佐賀第一営業所 佐賀県鳥栖市江島町字熊本１７１５－２ 0942-84-2000

鳥栖市 アサヒ通運株式会社　本社営業所 佐賀県鳥栖市江島町１６７７番地１ 0942-87-8511

鳥栖市 株式会社ＮＢＳロジソル　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市西新町１４００－３ 0942-81-5370

鳥栖市 堀部運送九州株式会社　本社営業所 佐賀県鳥栖市西新町字所熊１４２８番地の１８１ 0942-82-3452

鳥栖市 株式会社ヨシノロジ　本社営業所 佐賀県鳥栖市立石町８６５番地１ 0942-81-3385

鳥栖市 九州都南輸送株式会社　本社営業所 佐賀県鳥栖市立石町字一殿給１２８－９ 0942-84-2020

鳥栖市 株式会社ティ・エス・ロジコム　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市牛原町５２８－２ 0942-50-5065

唐津市 福岡食品サービス株式会社　唐津営業所 佐賀県唐津市和多田大土井４番１０号 0955-72-3860

唐津市 松浦通運株式会社　唐津営業所 佐賀県唐津市中瀬通１０－２０ 0955-53-7070

唐津市 松浦運輸倉庫株式会社　営業所 佐賀県唐津市中瀬通１０－２０ 0955-58-8821

唐津市 株式会社ニヤクコーポレーション　九州支店唐津事業所 佐賀県唐津市石志字岸ノ下３２８１－１ 0955-78-1368

唐津市 株式会社ロジコム　唐津営業所 佐賀県唐津市竹木場字川原５２５２－６０ 0955-58-9404

唐津市 株式会社大場商事　本社営業所 佐賀県唐津市相知町中山４５４２－１ 0955-62-3734
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武雄市 日本郵便株式会社　武雄郵便局 佐賀県武雄市武雄町大字武雄５５９９ 0954-22-2342

武雄市 肥前通運株式会社　本社営業所 佐賀県武雄市北方町大字志久１９３６－１ 0954-36-5151

杵島郡 住ノ江海陸運輸株式会社　本社営業所 佐賀県杵島郡大町町大字福母１８１－５ 0952-82-3136

杵島郡 有限会社姶良物流　佐賀営業所 佐賀県杵島郡白石町福富４１３４－９ 0952-71-7055

杵島郡 イワフチ運輸株式会社　本社営業所 佐賀県杵島郡江北町大字下小田３３０５－１ 0952-86-2921

杵島郡 株式会社大富　佐賀営業所 佐賀県杵島郡白石町大字馬洗１５４０－１ 090-1921-5489

杵島郡 三共運輸株式会社　本社営業所 佐賀県杵島郡白石町大字横手７２８－１ 0952-84-6620

三養基郡 株式会社丸野　基山営業所 佐賀県三養基郡基山町大字小倉６４３番６ 0942-81-7877

三養基郡 九州センコーロジ株式会社　輸送事業部運行課 佐賀県三養基郡基山町大字小倉２９５番地１ 0942-92-0946

三養基郡 九州物流サービス株式会社　本社営業所
佐賀県三養基郡みやき町大字中津隈３１２６番２（家屋

番号）
0942-85-7171

三養基郡 振興産業株式会社　鳥栖物流センター 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所２３９３－２ 0952-97-7618

神埼郡 株式会社トワード　本社輸送部 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津１６６－１３ 0952-52-8300

神埼郡 高千穂倉庫運輸株式会社　神埼営業所 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町石動１８３０－２ 0952-51-4060

神埼郡 株式会社トワード　九州ハブ低温物流センター 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町石動４０１ 0952-53-6300

神埼郡 合同会社ＫＩＴＳライン　本社営業所 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町石動２４９６－２ 0952-55-6045

西松浦郡 株式会社田和通商　運輸部 佐賀県西松浦郡有田町戸矢乙７７１－１ 0955-42-6300

西松浦郡 有限会社県西部運送　本社営業所 佐賀県西松浦郡有田町山谷字牧甲２３１６－５ 0955-46-3891

西松浦郡 株式会社吉田運送　本社営業所 佐賀県西松浦郡有田町上本乙２５２５番地２ 0955-46-4845
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