
R2.12.14

市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

阿蘇市 ヤマト運輸株式会社　阿蘇一宮センター 熊本県阿蘇市黒川２１５９－４ 080-6695-5379

宇城市 株式会社永井運送　本社営業所 熊本県宇城市松橋町曲野２９４２－１ 0964-32-7315

宇城市 有限会社丸喜運送　松橋営業所
熊本県宇城市松橋町古保山２７４８－８，２７４８－２

１
0964-32-1880

宇城市 株式会社ムロオ　熊本営業所 熊本県宇城市松橋町萩尾字前田７７０－１ 0964-25-4785

宇城市 株式会社前田産業　宇城営業所 熊本県宇城市松橋町浦川内１６４１番１ 0964-53-9135

宇城市 有限会社泰貴運輸　本社営業所 熊本県宇城市松橋町豊福２５６４－１ 0964-32-3474

宇城市 日本通運株式会社　天草航空営業所 熊本県宇城市三角町三角浦字本島又１８９－９ 0964-52-2259

宇土市 ターフ物流株式会社　本社 熊本県宇土市新開町字東開１８９５－５３ 0964-27-5412

宇土市 株式会社ロッケン　本社営業所 熊本県宇土市新開町１８９５－３０ 0964-22-8801

宇土市 株式会社コスモトランスポート　本社営業所 熊本県宇土市花園町字中島２３８４ 0964-27-8900

宇土市
西日本エア・ウォーター物流株式会社　熊本ローリー営

業所
熊本県宇土市松山町１３２０番地１２号 0964-23-5171

宇土市 小国運送株式会社　熊本営業所
熊本県宇土市新松原町字佐野免１５１－１，１５１－

４，１６４－１，１５２－１
0964-23-5551

宇土市 株式会社国際急送　本社営業所 熊本県宇土市網津町長田１４４０－１ 0964-24-3121

菊池市 株式会社藤木運送　本社営業所 熊本県菊池市泗水町大字吉富２８８５－１ 0968-38-2509

菊池市 碓永自動車株式会社　熊本営業所 熊本県菊池市泗水町亀尾字下原３０６７－１ 0968-25-3006

菊池市 株式会社九州運輸　本社営業所 熊本県菊池市泗水町田島字立石２７２４－１ 0968-38-3515

菊池市 菊南運輸倉庫株式会社　本社営業所 熊本県菊池市旭志川辺８８６－３ 0968-37-3701

玉名市 ヤマト運輸株式会社　玉名支店
熊本県玉名市大倉字深迫１３９２　１３９３　１３９９

－５
0968-57-8006

玉名市 コバヤシライン株式会社　熊本営業所 熊本県玉名市大倉字深迫１４５２番地 0968-71-2366

玉名市 日本郵便株式会社　玉名郵便局 熊本県玉名市大字中１８０８－２ 0968-72-2280

玉名市 岱明運輸株式会社　本社営業所 熊本県玉名市岱明町古閑字立山１８２ 0968-57-0518

熊本市 ヤマト運輸株式会社　熊本中央支店 熊本県熊本市南区平成１丁目１２番８号 080-6604-6184

熊本市 株式会社熊本ミトモ　本社営業所 熊本県熊本市北区植木町石川２４０－１ 096-273-3593

熊本市 ヤマト運輸株式会社　尾上支店 熊本県熊本市東区尾ノ上１－１２－１６ 080-5451-7390

熊本市 有限会社橋村運送　本社営業所 熊本県熊本市西区春日７丁目１１－６８ 096-355-0361

熊本市 熊本通運株式会社　通運事業所 熊本県熊本市西区蓮台寺４丁目１－５ 096-323-7122

熊本市 九州産交運輸株式会社　熊本コンテナセンター 熊本県熊本市西区蓮台寺４丁目１－１０ 096-325-0861

熊本市 みつわ運送有限会社　本社営業所 熊本県熊本市西区花園１－２３８ 096-356-3330

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（熊本県）
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熊本市 日本郵便株式会社　熊本中央郵便局 熊本県熊本市中央区新町２丁目１－１ 096-352-9555

熊本市 熊本丸善海陸運輸株式会社　本社営業所 熊本県熊本市北区植木町亀甲２０５５－１ 096-273-0155

熊本市 中九州食品サービス株式会社　本社営業所 熊本県熊本市北区植木町舞尾６７１番地 096-273-2102

熊本市 株式会社イワシタ　植木支店 熊本県熊本市北区植木町木留１９９－２ 096-272-2161

熊本市 株式会社新九州建設運輸　本社営業所 熊本県熊本市北区植木町木留７５１ 096-272-7730

熊本市 株式会社隆美開発　本社営業所 熊本県熊本市東区桜木４－１７１－１ 096-368-7208

熊本市 株式会社ミノル運送　本社営業所 熊本県熊本市東区沼山津１丁目２３番４７号 096-273-8395

熊本市 ミノル運送株式会社　本社営業所 熊本県熊本市東区沼山津１丁目２３番４７号 096-273-8395

熊本市 株式会社熊本物流企画　本社営業所 熊本県熊本市南区近見８丁目４番６６号 096-273-6361

熊本市 有限会社大成物流　本社 熊本県熊本市南区近見８丁目７番４０号 096-223-5147

熊本市 株式会社三洋運輸　本社営業所 熊本県熊本市南区近見７丁目１６３７－１ 096-355-5030

熊本市 ヤマトグローバルエキスプレス株式会社　熊本営業所 熊本県熊本市南区近見６丁目１０９０－５ 096-319-1711

熊本市 株式会社前田産業　本社営業所 熊本県熊本市南区島町５－７－３ 096-358-6600

熊本市 有限会社田島運送　本社営業所 熊本県熊本市南区富合町釈迦堂７８０－３ 096-320-4580

熊本市 株式会社トータル運輸　熊本営業所 熊本県熊本市南区城南町下宮地１１０９－１ 0964-26-2227

熊本市 ペンタ・ロジテム株式会社　城南営業所 熊本県熊本市南区城南町鰐瀬１８０８－２３ 0964-27-7090

熊本市 有限会社大成物流　城南営業所 熊本県熊本市南区城南町鰐瀬字志道寺１８０８ー３６ 0964-27-9160

熊本市 株式会社博運社　熊本営業所 熊本県熊本市東区小山町１９１９ 096-380-4867

熊本市 株式会社小山運送　本社営業所 熊本県熊本市東区小山町１８８５－６ 096-389-1553

熊本市 システム物流株式会社　熊本支店 熊本県熊本市東区戸島町１００６－１ 096-285-7201

熊本市 ヤマト運輸株式会社　龍田センター 熊本県熊本市東区御領８丁目１０－８５ 096-386-5880

熊本市 壱義総合物流株式会社　本社営業所 熊本県熊本市東区小山５丁目１－１１０ 096-237-6580

熊本市 有幸運輸株式会社　熊本営業所 熊本県熊本市東区小山３丁目６－５ 096-349-7199

熊本市 九州安芸重機運輸株式会社　熊本支店 熊本県熊本市東区小山３丁目２－５３ 096-389-5271

熊本市 ヤマト運輸株式会社　御領支店 熊本県熊本市東区小山３丁目２－１５ 096-386-4550

熊本市 株式会社引越社　熊本南営業所 熊本県熊本市東区石原１丁目１１－２９ 096-349-7155

熊本市 ヤマト運輸株式会社　長嶺センター 熊本県熊本市東区長嶺西１丁目１０－２８ 096-386-5880

熊本市 ヤマト運輸株式会社　熊本南支店
熊本県熊本市東区画図町大字重富字前無田４９８－１、

４９８－２、４９９－１、４９９－２
096-334-8110

熊本市 佐川急便株式会社　南熊本営業所 熊本県熊本市南区流通団地２丁目２０－３ 096-380-2266

熊本市 南九州センコー株式会社　熊本営業所 熊本県熊本市南区流通団地２丁目２０－１ 096-379-5551

熊本市 九州産交運輸株式会社　熊本食品センター 熊本県熊本市南区流通団地２丁目２０－３ 096-334-7111

熊本市 日本郵便株式会社　熊本東郵便局 熊本県熊本市東区錦ヶ丘１－１０ 096-365-0753

熊本市 ヤマト運輸株式会社　植木センター 熊本県熊本市北区植木町亀甲字西池上２０４５－２ 080-5045-2279

荒尾市 ヤマト運輸株式会社　荒尾支店 熊本県荒尾市宮内字土井ノ内５６７番 080-5068-1288
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荒尾市 有限会社井上産業運輸　本社営業所 熊本県荒尾市野原６９７－１－１ 0968-65-6070

荒尾市 株式会社飯島企画　南九州ターミナル＆ストレージ 熊本県荒尾市荒尾１８９－１ 0968-57-8782

合志市 東南運輸株式会社　本社営業所 熊本県合志市栄３７９２－１１２ 096-248-8800

合志市 ヤマト運輸株式会社　合志支店 熊本県合志市栄３７９１－２ 096-249-2861

合志市 株式会社共同　本社営業所 熊本県合志市栄３７６６－２４ 096-248-1133

合志市 東京エレクトロンＢＰ株式会社　合志営業所 熊本県合志市福原１－１ 096-349-5551

山鹿市 ヤマト運輸株式会社　山鹿センター
熊本県山鹿市石字辺田１４０７、１４０７－１、１４１

３－１
0968-44-5119

山鹿市 日本郵便株式会社　山鹿郵便局 熊本県山鹿市大字山鹿３１４ 0968-44-4442

上天草市 ヤマト運輸株式会社　大矢野センター 熊本県上天草市大矢野町中字汐垂２４２７－１ 0964-56-5056

人吉市 日本通運株式会社　人吉支店 熊本県人吉市下青井町字下青井田３８６－５ 0966-22-2730

人吉市 有限会社丸喜運送　人吉営業所 熊本県人吉市願成寺町字下浦田１４１１－８ 0966-24-5110

人吉市 人吉ダイキュー運輸株式会社　本社営業所 熊本県人吉市下漆田町字俣口２８３８－３６ 0966-23-0234

水俣市 南九州センコー株式会社　水俣営業所 熊本県水俣市港町１丁目３番１２号 0966-63-4165

水俣市 ヤマト運輸株式会社　水俣センター 熊本県水俣市港町２－３１－２ 0966-62-2692

天草市 ヤマト運輸株式会社　天草支店 熊本県天草市志柿町字城辺田７０７２－１ 080-5045-2260

天草市 西生運輸株式会社　本社営業所 熊本県天草市佐伊津町字城廻５９６３ー９ 0969-24-1696

八代市 ヤマト運輸株式会社　八代支店 熊本県八代市上片町字辺田前１７１４－３ 0965-34-8010

八代市 九州紙運輸株式会社　八代営業所 熊本県八代市新開町参号３番１５ 0965-46-5220

八代市 丸和運送株式会社　熊本支店 熊本県八代市港町２７７ 0965-37-0987

八代市 松木運輸株式会社　本社営業所 熊本県八代市新港町４丁目５番５ 0965-37-3145

八代市 株式会社上組　八代営業所 熊本県八代市新港町３－２－１２ 0965-37-3565

八代市 日本通運株式会社　八代支店 熊本県八代市新港町２－４－１ 0965-37-0011

八代市 エムテックサービス株式会社　本社営業所 熊本県八代市建馬町４－３１ 0965-33-8338

八代市 株式会社シンクラン　八代営業所 熊本県八代市高下西町２１８０ 080-3632-2688

八代市 株式会社藤木運送　八代営業所 熊本県八代市平山新町字轡５５１９－１ 0965-45-5519

八代市 株式会社博運社　八代営業所 熊本県八代市妙見町字石田２０８３－２ 0965-32-3925

八代市 有限会社八代運送　本社営業所 熊本県八代市古閑浜町２７９１番１ 0965-32-2411

八代市 八代熊交株式会社　本社 熊本県八代市鏡町鏡１１５９番地２４ 0965-52-5050

八代市 アートバンライン株式会社　熊本営業所 熊本県八代市鏡町宝出８６８－１ 0965-52-5439

八代市 株式会社らくのう運輸　八代営業所 熊本県八代市鏡町両出７３番１ 0965-52-5100

八代市 株式会社ＮＥＸＵＳ　ＬＩＮＥ　本社営業所 熊本県八代市昭和日進町３４番３ 0965-62-8541

阿蘇郡 ヤマト運輸株式会社　小国センター 熊本県阿蘇郡小国町大字宮原２９１４－１ 0967-46-5347

阿蘇郡 株式会社内田陸運　本社 熊本県阿蘇郡西原村大字布田字立野１１６９－６ 096-279-3333

阿蘇郡 津埜運送株式会社　本社営業所 熊本県阿蘇郡小国町下城４００－２ 0967-46-3328
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芦北郡 ヤマト運輸株式会社　芦北センター 熊本県芦北郡芦北町芦北字小田尻２４５７－２ 0966-82-5567

菊池郡 日本郵便株式会社　熊本北郵便局 熊本県菊池郡菊陽町光の森２丁目６番地１ 096-233-5456

菊池郡 株式会社シンクラン　菊陽営業所 熊本県菊池郡菊陽町津久礼２６０６－１ 096-232-7122

菊池郡 ヤマト運輸株式会社　菊陽支店 熊本県菊池郡菊陽町原水１４０６－１ 096-232-3158

菊池郡 株式会社ファミリー八興　菊陽東部営業所 熊本県菊池郡菊陽町大字辛川字塚原５２０ 096-285-5454

菊池郡 株式会社エムケイ　熊本営業所 熊本県菊池郡大津町平川１２６１ 096-243-3044

菊池郡 株式会社内田陸運　大津営業所 熊本県菊池郡大津町平川１７４９番１ 096-293-3333

菊池郡 ホンダ運送株式会社　九州事業所熊本センター 熊本県菊池郡大津町大津字土井ノ内８１－２ 096-293-6235

菊池郡 熊本通運株式会社　熊本大津営業所 熊本県菊池郡大津町大字平川字水迫１２７０－１ 096-292-0121

菊池郡 有限会社橋村運送　大津営業所 熊本県菊池郡大津町大字杉水３５３３ 096-284-5007

菊池郡 佐川急便株式会社　阿蘇営業所 熊本県菊池郡大津町杉水１１８７－１，１１８７－７ 096-293-8882

菊池郡 一宮運輸株式会社　物流センター熊本 熊本県菊池郡大津町杉水字中谷３７３２ 096-294-2161

菊池郡 ヤマト運輸株式会社　菊池支店 熊本県菊池郡大津町大字杉水字上原２８９３－１ 096-234-8033

球磨郡 味岡建設株式会社　錦営業所 熊本県球磨郡錦町木上字塚原１５０３番地 0966-38-1035

球磨郡 有限会社丸喜運送　本社営業所
熊本県球磨郡あさぎり町免田東１４１７－８・１４１７

－３５
0966-45-0352

球磨郡 味岡建設株式会社　本社営業所 熊本県球磨郡多良木町多良木１９８－１ 0966-42-2444

玉名郡 不二倉業株式会社　西日本物流センター 熊本県玉名郡長洲町長洲２１６８ 0968-78-8288

上益城郡
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
熊本県上益城郡益城町大字小谷１７７９－１ 096-232-1777

上益城郡 日本通運株式会社　熊本支店熊本総合物流事業所 熊本県上益城郡益城町平田字深迫２５６１－１ 096-349-7750

上益城郡 熊本交通運輸株式会社　本社営業所 熊本県上益城郡益城町大字平田字黒石崎２２４０－１ 096-286-2304

上益城郡 株式会社永井運送　輸送団地営業所 熊本県上益城郡益城町古閑崎久保１２９－８ 096-286-8600

上益城郡 フクワ物流株式会社　益城第２センター 熊本県上益城郡益城町古閑１３０－６ 096-287-8001

上益城郡 株式会社内田陸運　熊本営業所 熊本県上益城郡益城町大字福富１０６７－１ 096-388-5777

上益城郡 株式会社ファミリー八興　益城営業所 熊本県上益城郡益城町大字広崎１５８６－２ 096-284-1340

上益城郡 株式会社エムビーエス　本社 熊本県上益城郡益城町宮園７８８－１ 096-286-1501

上益城郡 株式会社大八物流　本社営業所 熊本県上益城郡御船町辺田見１６６９ 096-281-4015

上益城郡 株式会社新興運送　本社営業所 熊本県上益城郡嘉島町大字下仲間５１ 096-234-8810

上益城郡 ヤマトボックスチャーター株式会社　熊本支店 熊本県上益城郡御船町小坂字下日焼２５３２－１ 096-282-4145

上益城郡 株式会社ネストロジスティクス　熊本営業所 熊本県上益城郡御船町高木２１２３番地 096-282-6750

上益城郡 株式会社ロジパルエクスプレス　熊本営業所 熊本県上益城郡御船町辺田見字白岩１８８８－１０ 080-2288-3835

上益城郡 シモハナ物流株式会社　熊本営業所 熊本県上益城郡御船町大字辺田見字白岩１８８８番１７ 096-281-4087

上益城郡 株式会社大福物流　熊本常温センター 熊本県上益城郡御船町辺田見字白岩１８８８－１０ 096-281-7088

上益城郡 株式会社大福物流　本社 熊本県上益城郡甲佐町白旗１９０１－１ 096-234-5220
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上益城郡 高千穂倉庫運輸株式会社　熊本営業所 熊本県上益城郡甲佐町大字芝原字芝原第二６５－１ 096-235-5211

上益城郡 ヤマト運輸株式会社　矢部センター 熊本県上益城郡山都町上寺１７４４－１ 0967-72-4517

上益城郡 東南運輸倉庫株式会社　本社営業所 熊本県上益城郡甲佐町大字田口５２８番地 096-234-5610

天草郡 ヤマト運輸株式会社　苓北センター
熊本県天草郡苓北町志岐字土橋８９０－２、８９２－

１・２
080-5045-2732

八代郡 ヤマト運輸株式会社　竜北支店 熊本県八代郡氷川町鹿野３４３－４ 0965-52-7613
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