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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）

宇佐市 有限会社香下電装　本社営業所 大分県宇佐市院内町香下３０２番地の１ 0978-42-6117

宇佐市 株式会社ＮＳＵ物流サービス　本社営業所 大分県宇佐市大字富山５０７－１ 0978-32-1000

宇佐市 ヤマト運輸株式会社　大分宇佐支店 大分県宇佐市大字和気字大畠１２５０－１ 080-5043-2275

臼杵市 臼津鉱運株式会社　本社営業所 大分県臼杵市大字稲田字田ノ口２６０８－１ 0972-63-1518

臼杵市 有限会社トランスポートサービス・ミエノ　本社営業所 大分県臼杵市大字稲田字中尾下１０００－１ 0972-63-6696

臼杵市 有限会社臼三貨物配送　本社営業所 大分県臼杵市野津町大字宮原３８１４－１ 0974-32-2016

杵築市 九州西濃運輸株式会社　北大分支店 大分県杵築市相原字丸田１８１－２ 0978-63-2273

杵築市 ヤマト運輸株式会社　杵築支店
大分県杵築市大字八坂字五反鶴１８５１－１，１８５２

－１
080-5043-2295

佐伯市 大分物流サービス株式会社　佐伯営業所 大分県佐伯市鶴岡西町２丁目２７４番地 0972-23-1177

佐伯市 日本通運株式会社　大分支店佐伯営業所 大分県佐伯市鶴谷町２丁目３番３２号 0972-22-2721

佐伯市 さくら運輸株式会社　佐伯営業所 大分県佐伯市西浜２番３１号 0972-24-2526

佐伯市 日本郵便株式会社　佐伯郵便局 大分県佐伯市中村東町８－３５ 0972-22-0077

佐伯市 ヤマト運輸株式会社　佐伯支店 大分県佐伯市中の島２－５６６１－１，５６６２－１ 080-5043-2304

大分市 日本通運株式会社　大分支店大分物流事業所コンテナ課 大分県大分市浜の市１－２－２ 097-535-0447

大分市 綜合警備保障株式会社　大分支社 大分県大分市王子中町４番１０号 097-536-2641

大分市 株式会社ガスエネルギー大分　本社営業所 大分県大分市大字駄原字豊久北浦２８９８番地の１ 097-534-0540

大分市 株式会社戸次急配　本社営業所 大分県大分市弁天２－５－３５ 097-536-0505

大分市 ＳＢＳフレックネット株式会社　大分営業所 大分県大分市豊海３－９－８ 097-533-5500

大分市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　大分営業所 大分県大分市豊海３－４－９ 097-536-5064

大分市 株式会社ＮＢＳロジソル　大分営業所 大分県大分市豊海４丁目１９９４－２１０ 097-513-5550

大分市 大分運輸株式会社　大分事業所 大分県大分市豊海１－４－２ 097-532-2673

大分市 久留米運送株式会社　大分支店 大分県大分市豊海５－１９９４－１２４ 097-535-2161

大分市 株式会社ニヤクコーポレーション　九州支店大分事業所 大分県大分市原川１丁目２－６ 097-503-1722

大分市 ヤマト運輸株式会社　西大分支店 大分県大分市三芳字六反田１５３８－１，２，３ 080-5043-2322

大分市 東九総合運輸株式会社　本社営業所 大分県大分市大字駄原２９０５番１０ 097-533-2253

大分市 株式会社サンエストランテック　大分事業所 大分県大分市大字三佐大新田１３５４番地の５ 097-529-6760

大分市 トキワ運輸株式会社　本社営業所 大分県大分市徳島３丁目１番１５号 097-521-3232

大分市 新生運送株式会社　本社営業所 大分県大分市大字南字石原２８３－１ 097-522-1238

大分市 ヤマト運輸株式会社　大分松岡支店 大分県大分市大字松岡字市場５１６８－１ 080-5043-2395

大分市 ヤマト運輸株式会社　大分森支店 大分県大分市大字森字鴨園１２７４－１ 080-5451-6156

大分市 日本通運株式会社　大分支店大分物流事業所 大分県大分市原川１－１－５ 097-552-6111

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（大分県）
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大分市 株式会社博運社　大分営業所 大分県大分市原川２－１－８ 097-558-5170

大分市 株式会社エス・イー・アレックス　本社営業所 大分県大分市乙津町３－１ 097-553-4388

大分市 株式会社東陽企画　本社営業所 大分県大分市公園通り５丁目３８－９ 097-578-8832

大分市 日本郵便株式会社　大分東郵便局 大分県大分市大字森字宮田９０８－１ 097-503-7002

大分市 ヤマト運輸株式会社　大分大在支店 大分県大分市須賀２丁目３０４ 080-5043-2436

大分市 株式会社鶴見運送　大分営業所 大分県大分市大在北３丁目２１－２１ 097-578-7555

大分市 株式会社ヤクシン運輸　大分営業所 大分県大分市志村４３４番地５ 097-547-8088

大分市 株式会社ランクルーズ　大分営業所 大分県大分市大在２番 093-761-0129

大分市 株式会社大分丸運　本社営業所 大分県大分市大字大在２番地 097-593-3810

大分市 株式会社ＮＢＳロジソル　大分港営業所 大分県大分市大字大在２ 097-593-3477

大分市 日本通運株式会社　大分支店大分海運事業所 大分県大分市大字大在２番地 097-524-2381

大分市 株式会社マテリアルデポット　本社営業所 大分県大分市大字迫字新殿７７６－１ 097-576-7518

大分市 ヤマト運輸株式会社　大分賀来支店 大分県大分市賀来北２丁目３６１０－１ 080-5043-2516

大分市 ヤマト運輸株式会社　大分萩原支店 大分県大分市萩原４丁目８番１５号 080-5451-7554

大分市 西大分運送有限会社　本社営業所 大分県大分市羽田１９１－１５ 097-568-6332

大分市 有限会社堀兄弟運送　大分営業所
大分県大分市大字旦野原１２１番地１メゾンアンソレー

ユ２０２号
097-586-7050

大分市 有限会社赤星産業　本社 大分県大分市大字竹矢１３８１番１ 097-588-0177

大分市 日本郵便株式会社　大分中央郵便局 大分県大分市府内町３丁目４－１８ 097-532-2400

大分市 株式会社ヤクシン運輸　大分南営業所 大分県大分市大字中戸次４７６７－１ 097-529-9955

大分市 ヤマト運輸株式会社　大分光吉支店 大分県大分市大字光吉字西津留９３０－１ 080-5043-2408

中津市 青木運輸倉庫株式会社　大分営業所 大分県中津市大新田字高無５３３番６ 0979-22-3332

中津市 株式会社三勢　本社営業所 大分県中津市大字上如水１２０３番地 0979-32-7441

中津市 ヤマト運輸株式会社　中津支店 大分県中津市大字蛎瀬字小松１２５０－１ 080-5043-2321

中津市 株式会社シンクラン　中津営業所 大分県中津市牛神６－１ 0979-22-1791

中津市 株式会社髙倉興業　本社営業所 大分県中津市山国町守実２３１４番１ 0979-62-3228

中津市 ケイジー物流株式会社　九州営業所 大分県中津市大字犬丸字上り口１３２－１ 0979-26-5526

中津市 ＹＯＵＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ株式会社　中津営業所 大分県中津市大字犬丸４３－１ 0979-64-8711

中津市 森脇運送株式会社　大分営業所 大分県中津市大字犬丸字鳥２１３４番１ 0979-53-8510

中津市 有限会社山中陸送　本社営業所 大分県中津市大字福島９１０－２ 0979-32-7467

中津市 村本重機興有限会社　本社営業所 大分県中津市大字田尻２７４番地の１２ 0979-32-2641

中津市 佐川急便株式会社　中津営業所 大分県中津市大字田尻崎３－２ 0979-32-4102

中津市 カリツー九州株式会社　大分中津営業所 大分県中津市田尻崎３－１ 0979-26-9191

中津市 豊能運送株式会社　大分営業所 大分県中津市大字田尻崎２０－３ 0979-53-8711

中津市 株式会社ロジコム・アイ　中津営業所 大分県中津市田尻崎２０番３ 0979-33-0048
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中津市 株式会社中津急行　本社営業所 大分県中津市大字田尻崎７－１ 0979-32-5555

中津市 株式会社博運社　中津営業所 大分県中津市大字田尻崎６－５ 0979-32-3965

中津市 日本通運株式会社　中津支店 大分県中津市大字田尻崎１ 0979-32-2611

津久見市 たちばな運輸株式会社　本社営業所 大分県津久見市大字上青江３３７０－８ 0972-82-6281

日田市 株式会社シンクラン　日田営業所 大分県日田市三和２７０９－１ 0973-24-9121

日田市 みどり運送株式会社　日田営業所 大分県日田市大字求来里３８２ 0973-24-3723

日田市 大分運輸株式会社　日田営業所 大分県日田市大字十二町字前川２６１－１ 0973-24-0202

日田市 株式会社長野トランスポート　大分営業所 大分県日田市大字友田３２３７番地 0973-27-7221

別府市 ヤマト運輸株式会社　別府亀川支店 大分県別府市大字内竈７１－１ 080-5043-2326

別府市 株式会社サカイ引越センター　別府支社 大分県別府市石垣西１０丁目２－２８ 0977-75-8540

別府市 ヤマト運輸株式会社　別府石垣支店 大分県別府市石垣東３－３－３０ 080-5043-2480

豊後高田市 株式会社うるしま運輸　本社営業所 大分県豊後高田市大字森４８５－１ 0978-24-3175

豊後大野市 工藤産業株式会社　本社営業所 大分県豊後大野市大野町田中１２６ 0974-34-2167

豊後大野市 株式会社シンクラン　三重営業所 大分県豊後大野市三重町赤嶺１１８３－７０ 0974-22-3350

豊後大野市 株式会社ＫＤＳ　本社営業所 大分県豊後大野市三重町内田３６１７－１ 0974-22-0970

豊後大野市 有限会社豊栄運輸　大分営業所 大分県豊後大野市犬飼町大字久原１７１０ 0978-34-5005

豊後大野市 犬飼運送有限会社　本社営業所 大分県豊後大野市犬飼町田原９１３ 097-578-0175

豊後大野市 有限会社ヤマサキ　本社営業所 大分県豊後大野市千歳町前田１２４９－３ 0974-37-2242

豊後大野市 ヤマト運輸株式会社　豊後大野支店 大分県豊後大野市三重町大字小坂４１１３－７５ 080-5043-2382

由布市 ヤマト運輸株式会社　湯布院センター 大分県由布市湯布院町中川字井ビノサキ３６７－９ 080-5043-2527

由布市 株式会社大富　大分営業所 大分県由布市庄内町大字大龍１２５５－３３ 080-6441-4842

玖珠郡 ヤマト運輸株式会社　玖珠支店 大分県玖珠郡玖珠町大字岩室字野添２４８－１ 080-5043-2343

速見郡 ＮＡＫＡＭＵＲＡＥＸＰＲＥＳＳ株式会社　別府営業所 大分県速見郡日出町２７２－１ 0977-72-2746
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