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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）

えびの市 有限会社扶桑ライン　えびの営業所 宮崎県えびの市大字小田１３０４番地 0984-35-2011

えびの市 ヤマト運輸株式会社　えびのセンター 宮崎県えびの市大字大明司字熊坂１－３ 080-5043-2124

延岡市 一番運輸株式会社　延岡営業所 宮崎県延岡市牧町３７２番地３ 0982-29-2583

延岡市 株式会社三興運輸　延岡営業所 宮崎県延岡市大武町７７９－８ 0982-35-3535

延岡市 株式会社大武　本社営業所 宮崎県延岡市大武町７７９番地１２ 0982-33-3550

延岡市 センコープランテック株式会社　大武機工営業所 宮崎県延岡市大武町３９番地２５ 0982-31-1050

延岡市 株式会社ミナミウラ　本社営業所 宮崎県延岡市大門町２４０番地１，２４１番地１ 0982-22-7711

延岡市 センコー株式会社　延岡駅出張所 宮崎県延岡市日の出町２丁目１３番１ 0982-34-2178

延岡市 有限会社栄高産業　延岡営業所 宮崎県延岡市松山町１２２１－３００ 0982-22-8535

延岡市 木村産業株式会社　本社営業所 宮崎県延岡市古川町８２－１ 0982-35-6477

延岡市 有限会社吉岡運送　本社営業所 宮崎県延岡市長浜町２丁目２０６７－１５ 0982-35-3939

延岡市 廣末運送有限会社　本社営業所 宮崎県延岡市塩浜町４丁目１７２９－４ 0982-34-2092

延岡市 株式会社シンクラン　延岡営業所
宮崎県延岡市塩浜町３丁目１７４０－１，１７４０－

３，１７４６－２
092-674-0055

延岡市 有限会社トマト産業運輸　本社営業所 宮崎県延岡市平原町３丁目１４９１－１２ 0982-33-7939

延岡市 ヤマト運輸株式会社　一ケ岡センター 宮崎県延岡市伊形町４７６４番地１ 0982-23-8381

延岡市 株式会社南九州商運　本社営業所 宮崎県延岡市新浜町２丁目８９３５－５８ 0982-37-6811

延岡市 センコー株式会社　延岡車輌営業所 宮崎県延岡市土々呂町６－１７１１－１ 0982-37-0681

延岡市 宮崎センコー運輸整備株式会社　延岡営業所 宮崎県延岡市土々呂町６丁目１７１１番地１ 0982-24-1180

延岡市 延岡重機運送有限会社　本社営業所 宮崎県延岡市赤水町１３番１，２，３，４ 0982-37-3110

宮崎市 有限会社原田運輸　本社営業所 宮崎県宮崎市下北方町井尻５３６２－５ 0985-29-3968

宮崎市 トールエクスプレスジャパン株式会社　宮崎支店 宮崎県宮崎市花ケ島町北沖６２２番１ 0985-39-3133

宮崎市 宮崎トヨタ合同輸送株式会社　本社営業所 宮崎県宮崎市大字島之内字湯取６２８４－２ 0985-39-3770

宮崎市 株式会社ヤクシン運輸　宮崎営業所 宮崎県宮崎市大字島之内字堂山１０５９３－９ 0985-39-0308

宮崎市 南九州福山通運株式会社　宮崎支店 宮崎県宮崎市大字島之内６２５３－１ 0985-39-2255

宮崎市 矢野運輸株式会社　広原営業所 宮崎県宮崎市大字広原６５１０－１ 0985-39-7330

宮崎市 株式会社オーシャンエキスプレス　本社営業所 宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂永正向１７５８８－２３ 0985-72-7715

宮崎市 宮崎運輸株式会社　本社営業所 宮崎県宮崎市高千穂通１－４－２６ 0985-23-2321

宮崎市 日本通運株式会社　宮崎警送事業所 宮崎県宮崎市江平中町４－３ 0985-22-2181

宮崎市 高千穂倉庫運輸株式会社　江平営業所 宮崎県宮崎市江平東町５番１１ 0985-35-3583

宮崎市 株式会社赤帽九州ロジスティックス　本社営業所 宮崎県宮崎市波島１丁目７３１－２ 0985-28-7539

宮崎市 日本通運株式会社　宮崎ターミナル営業所 宮崎県宮崎市昭栄町６７番 0985-27-0022

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（宮崎県）
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宮崎市 宮崎センコー運輸整備株式会社　宮崎営業所 宮崎県宮崎市山崎町下ノ原９７６番地１ 0985-35-5620

宮崎市 ヤマト運輸株式会社　吉村支店 宮崎県宮崎市吉村町前田甲１２３１－１ 0985-20-4116

宮崎市 有限会社大野運輸　本社営業所 宮崎県宮崎市港東２丁目１ー６ 0985-41-5636

宮崎市 センコー株式会社　宮崎営業所 宮崎県宮崎市港東３丁目５ 0985-23-5221

宮崎市 ヤマト運輸株式会社　潮見センター 宮崎県宮崎市小戸町９８番地 0985-35-6451

宮崎市 株式会社イグザクト　宮崎営業所 宮崎県宮崎市港３丁目２２番地 0985-38-7888

宮崎市 一番運輸株式会社　宮崎営業所 宮崎県宮崎市大字赤江１６－１ 0985-82-6061

宮崎市 高千穂倉庫運輸株式会社　赤江営業所 宮崎県宮崎市大字赤江字飛江田９７５－２ 0985-55-1760

宮崎市 株式会社ユアサエキスプレス　本社営業所 宮崎県宮崎市田代町１０５番地１ 0985-28-3198

宮崎市 ヤマト運輸株式会社　本郷支店 宮崎県宮崎市本郷南方字田元２１９，２２０ 0985-56-2018

宮崎市 佐川急便株式会社　宮崎営業所 宮崎県宮崎市大字郡司分字萩ケ嶋甲５７８８－１ 0985-63-9663

宮崎市 アイシン物流有限会社　本社営業所 宮崎県宮崎市桜ヶ丘町２１番１６号 0985-48-3777

宮崎市 株式会社三興運輸　本社営業所 宮崎県宮崎市高岡町花見８２１番地１ 0985-82-1513

宮崎市 株式会社エモーションサービス　宮崎営業所 宮崎県宮崎市高岡町花見２１４２番地１０ 0985-89-2775

宮崎市 中村産業輸送株式会社　宮崎営業所 宮崎県宮崎市大字糸原字上薗３４３０－１ 0985-69-5583

宮崎市 日通宮崎運輸株式会社　高岡事業所
宮崎県宮崎市高岡町大字浦之名字山田３１５３－番外２

０筆
0985-30-9131

宮崎市 日本郵便株式会社　宮崎中央郵便局 宮崎県宮崎市高千穂通１丁目１－３４ 0985-24-3423

宮崎市 有限会社清水ピアノ配送センター　本社営業所 宮崎県宮崎市清武町今泉甲３６２０－６ 0985-85-3510

宮崎市 太宰府運輸株式会社　宮崎営業所 宮崎県宮崎市清武町加納１丁目４７番地 092-924-1785

宮崎市 株式会社Ｍ・Ｅサービス　宮崎営業所 宮崎県宮崎市田野町字桜ヶ丘乙１７４２番地４７ 090-3739-6147

宮崎市 有限会社テクニカル・キナイ　本社営業所 宮崎県宮崎市田野町乙９６３４番地７ 0985-86-1595

宮崎市 株式会社大福物流　宮崎事業所 宮崎県宮崎市田野町乙１７２７－１９０ 0985-86-1666

宮崎市 株式会社鹿児島急送　宮崎物流センター 宮崎県宮崎市田野町字桜ヶ丘乙１７４２番４７ 0985-34-9144

小林市 ヤマト運輸株式会社　えびの小林支店 宮崎県小林市大字水流迫字松原２４５－３，２３９－２ 0984-22-7672

小林市 株式会社霧島商事　堤営業所 宮崎県小林市堤３８６０－１ 080-3941-5838

小林市 有限会社大石運輸　宮崎営業所 宮崎県小林市大字南西方字出ノ山１１１２－１５ 0984-22-0015

小林市 株式会社霧島商事　本社営業所 宮崎県小林市北西方３６６７番地１ 0984-22-6648

西都市 ヤマト運輸株式会社　西都センター 宮崎県西都市大字右松字北鶴５２８－１ 0983-42-1904

西都市 日本通運株式会社　宮崎北営業所 宮崎県西都市聖陵町２丁目３０番地 0983-43-1344

西都市 有限会社郡山運送　本社営業所 宮崎県西都市大字鹿野田字久保６５１３－２ 0983-42-1414

西都市 株式会社成洋運送　本社営業所
宮崎県西都市大字岩爪字元村１０９０－１，１０９１－

１
0983-44-6025

西都市 有限会社国富運送　本社営業所 宮崎県西都市大字荒武３９５１－１ 0983-41-2565

西都市 阪神トランスポート株式会社　宮崎営業所 宮崎県西都市大字下三財字藤崎８４８番 0983-44-4144
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都城市 南九州福山通運株式会社　都城営業所 宮崎県都城市太郎坊町７７１５ 0986-38-0777

都城市 司熊本株式会社　都城営業所 宮崎県都城市高木町４８６４－１６、４８６４－１７ 0986-51-6700

都城市 株式会社南九州共配　都城営業所 宮崎県都城市高木町６１２２番地１５ 0986-36-6312

都城市 株式会社マキタ運輸　本社営業所 宮崎県都城市高木町６２２６－５ 0986-27-5200

都城市 株式会社エコロ　本社営業所 宮崎県都城市都北町７４０３－１ 0986-27-5225

都城市 上坂産業株式会社　本社営業所
宮崎県都城市都北町１６６６番地７、１６６７番地、１

６６８番地
0986-38-5362

都城市 株式会社中央運送　本社営業所 宮崎県都城市都北町７１００－３ 0986-38-3382

都城市 株式会社中央物流　本社営業所 宮崎県都城市都北町７４４１番地１ 0986-47-1351

都城市 株式会社マキタエキスプレス　本社営業所 宮崎県都城市都北町７２５８ 0986-38-3561

都城市 九州安芸重機運輸株式会社　都城営業所 宮崎県都城市都北町５１６１ 0986-38-4668

都城市 有限会社三協運輸　本社営業所 宮崎県都城市都北町７２８１番地 0986-38-2500

都城市 都北産業株式会社　本社営業所 宮崎県都城市神之山町４８６６番地２ 0986-38-2579

都城市 日本通運株式会社　都城支店営業課 宮崎県都城市神之山町１７３５番地 0986-36-5233

都城市 日本通運株式会社　都城自動車営業所 宮崎県都城市吉尾町２０６７ 0986-38-1115

都城市 有限会社南九州金属運輸　本社営業所 宮崎県都城市郡元町５７２８番地 0986-51-2137

都城市 大淀開発株式会社　本社営業所 宮崎県都城市上長飯町５４２７－１ 0986-22-3353

都城市 株式会社シンクラン　都城営業所 宮崎県都城市今町７０２１－２，７０４６，７０４７ 092-674-0055

都城市 高千穂倉庫運輸株式会社　都城営業所 宮崎県都城市宮丸町３０７０－３ 0986-23-2855

都城市 有限会社ケーライン　本社営業所 宮崎県都城市志比田町５６４１－５，５６４１－１１ 0986-24-6450

都城市 有限会社浜畑運送　本社営業所 宮崎県都城市志比田町４９５１，４９５２－１ 0986-23-0785

都城市 株式会社上村開発　本社営業所 宮崎県都城市関之尾町７２２１－４１ 0986-37-2712

都城市 西村清一　西村運送本店 宮崎県都城市下水流町３０８７ 0986-36-0154

都城市 株式会社Ｅライン　本社営業所 宮崎県都城市上水流町２８００－１８ 0986-80-5202

都城市 有限会社エムエスライナー　本社営業所 宮崎県都城市上水流町８１８番地１６ 0986-36-0643

都城市 ニチモウロジスティクス株式会社　都城営業所 宮崎県都城市高城町穂満坊２３７－８ 0986-57-7122

都城市 株式会社サンキ　都城営業所 宮崎県都城市高城町穂満坊４２２－１ 0986-58-8860

都城市 長洲運送株式会社　宮崎営業所 宮崎県都城市高城町大字穂満坊字清水７２５－５ 0986-58-4828

都城市 元明運送有限会社　本社営業所 宮崎県都城市高城町大井手１９５３－９ 0986-58-2029

都城市 株式会社サンネット　本社営業所 宮崎県都城市高城町大井手３４４３番地１ 0986-36-8351

都城市 株式会社博運社　都城営業所 宮崎県都城市高城町大井手２０５０－８ 0986-58-4799

都城市 ヤマト運輸株式会社　高城支店 宮崎県都城市高城町大字大井手５３－３，５４－１ 0986-58-4494

都城市 株式会社松尾運送　本社営業所 宮崎県都城市高城町穂満坊１３０７番地 0986-53-2320

都城市 日本郵便株式会社　都城郵便局 宮崎県都城市中町１４－１８ 0986-22-3951

都城市 株式会社ヒカリエンタープライズ　本社営業所 宮崎県都城市山之口町富吉２９４９番地２ 0986-57-5512
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都城市 株式会社昭和貨物　都城営業所 宮崎県都城市山之口町大字富吉字新町２３２０－４ 0986-57-5230

都城市 サトミエキスプレス有限会社　本社営業所 宮崎県都城市山之口町花木２２１６－４ 0986-57-2193

都城市 有限会社三和運輸　本社営業所 宮崎県都城市山之口町花木１７１７－３，１７３０－２ 0986-57-5164

都城市 株式会社山下砂利　本社営業所 宮崎県都城市高崎町縄瀬３４７２番地１ 0986-62-0190

都城市 株式会社霧島商事　高崎営業所 宮崎県都城市高崎町東霧島字政所９１６－１ 080-5205-6648

都城市 丸昭建設株式会社　丸昭建設株式会社　本社 宮崎県都城市山田町山田２１１２番地３ 0986-64-3335

日向市 中村産業輸送株式会社　日向営業所 宮崎県日向市大字財光寺沖ノ原１０４３番地 0982-55-2692

日向市 諸塚運送有限会社　日向営業所 宮崎県日向市大字塩見字大財１４０１３－７ 0982-57-1057

日向市 新日本ロジ株式会社　日向営業所 宮崎県日向市梶木町１丁目２１番地 0982-52-8051

日向市 株式会社コーソク　本社営業所 宮崎県日向市大字日知屋１５８３７－２ 0982-52-5391

日向市 宮崎ダイキュー運輸株式会社　日向営業所 宮崎県日向市大字日知屋１４８２９番地１ 0982-57-3422

日向市 日通宮崎運輸株式会社　日向事業所 宮崎県日向市大字日知屋字堀川１６８４７－１３ 0982-52-4634

日向市 ヤマト運輸株式会社　日向支店

宮崎県日向市大字日知屋字椎木ヶ花１４８２９－１、１

４８３０－１、１４８１９－６、１４８３０－２０、１

４８３０－２１

0982-57-4521

日向市 日本通運株式会社　延岡支店営業課 宮崎県日向市大字日知屋字堀川１６８４７－７ 0982-52-0202

日向市 株式会社イグザクト　本社営業所 宮崎県日向市船場町１番地１３ 0982-52-0811

日向市 日向運輸株式会社　本社営業所 宮崎県日向市船場町１番地１６ 0982-52-2148

日向市 ヤマト運輸株式会社　東郷美郷センター 宮崎県日向市東郷町山陰字出口乙３９６－４ 0982-50-7155

日向市 日本郵便株式会社　日向郵便局 宮崎県日向市鶴町２丁目４－１ 0982-52-3441

日向市 有限会社川上産業　本社営業所 宮崎県日向市美々津町字前ノ原３２０番地１ 0982-58-1922

日南市 日通宮崎運輸株式会社　日南事業所 宮崎県日南市大字平野字大節８３３８番地３ 0987-23-7533

日南市 日本通運株式会社　王子製紙構内営業所 宮崎県日南市大字戸高字地主田１６２５番地 0987-23-3148

日南市 株式会社信興運輸　本社営業所 宮崎県日南市下方２２１７－７ 0987-27-1383

児湯郡 ヤマト運輸株式会社　高鍋支店
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２１００－２９，２１０

０－３０
0983-23-0742

児湯郡 日向運輸株式会社　高鍋営業所 宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦９－１４ 0983-22-1336

児湯郡 有限会社南海サービス　本社営業所 宮崎県児湯郡川南町大字川南２４８９２番地１ 0983-27-6800

児湯郡 宮崎システム南輸送株式会社　本社営業所 宮崎県児湯郡川南町大字川南４１１３－３ 0983-27-6328

児湯郡 有限会社黒木運輸　本社営業所
宮崎県児湯郡川南町大字川南５１９９番２１０－７，２

１０－８
0983-27-2498

児湯郡 丸和運送株式会社　川南支店 宮崎県児湯郡川南町大字川南２００１６番地１ 0983-27-0166

児湯郡 有限会社ドリームロード　本店営業所 宮崎県児湯郡新富町大字下富田３２１０番地３ 0983-33-6636

児湯郡 株式会社シンクラン　新富営業所 宮崎県児湯郡新富町新田１９１０ 092-674-0055

西臼杵郡 有限会社栄高産業　本社営業所 宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折１２１１５－２ 0982-87-2137
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西臼杵郡 有限会社佐藤木材輸送　本社営業所 宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折８６１８－１５ 0982-87-2539

西臼杵郡 ヤマト運輸株式会社　高千穂支店 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井６３１５－３ 0982-72-6872

東諸県郡 井上運輸株式会社　本社営業所
宮崎県東諸県郡国富町大字八代北俣字元地原１８９０－

１，１８９０－３
0985-78-1665

東諸県郡 有限会社綾運送　本社営業所
宮崎県東諸県郡綾町大字入野４４０６－４・４９３３－

６・４９３６－４
0985-77-3064

北諸県郡 宮崎運輸株式会社　都城支店 宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池字中原４６８４－１ 0986-52-7766

北諸県郡 ヤマト運輸株式会社　三股センター
宮崎県北諸県郡三股町大字樺山字射場前４５５２番地

１・４５６９番地２
0986-51-2467

北諸県郡 株式会社桐原商事　本社営業所 宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池４５３５ 0986-51-5112

北諸県郡 有限会社香妻運送　本社営業所 宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池４３８９番地 0986-51-3272

北諸県郡 丸和運送株式会社　都城支店 宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池３６４０番地３ 0986-53-3966

北諸県郡 丸善運輸株式会社　宮崎営業所 宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池字南原３６４５－１ 0986-52-7730

北諸県郡 有限会社日輪運輸　本社営業所 宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池字下原４３９６ 0986-52-7389
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