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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）

いちき串木野市 ヤマト運輸株式会社　串木野支店
鹿児島県いちき串木野市別府４１１３－１、４１１４－

１
0996-32-9698

いちき串木野市 有限会社福田クレーン興業　本社営業所 鹿児島県いちき串木野市深田上１７１１２番地１ 0996-32-6906

いちき串木野市 トールエクスプレスジャパン株式会社　川内支店 鹿児島県いちき串木野市芹ヶ野１４１６６－１ 0996-32-3100

いちき串木野市 久保建材土木有限会社　本社営業所 鹿児島県いちき串木野市大里４９５５－１ 0996-36-4646

阿久根市 株式会社京田重機運送　本社 鹿児島県阿久根市脇本６３７１－１ 0996-75-0242

阿久根市 ヤマト運輸株式会社　阿久根支店
鹿児島県阿久根市折口４４６９－２、４５０４、４５０

４－１
0996-75-2640

阿久根市 有限会社中西運輸　本社営業所 鹿児島県阿久根市波留５７６－２ 0996-64-6788

阿久根市 愛甲運送有限会社　本社営業所 鹿児島県阿久根市大川９７９６ 0996-74-0770

姶良市 日本貨物株式会社　加治木営業所

鹿児島県姶良市加治木町小山田字下中原５５０２－４・

５・７・８・９、５５０８－１・３、５５１６－２、５

５１７－８・１２・１３、５４９９－２

0995-63-0855

姶良市 トールエクスプレスジャパン株式会社　姶良支店
鹿児島県姶良市加治木町小山田字三ノ塚９１９－５、９

４３－１
0995-62-3435

姶良市 有限会社サイダ　本社営業所 鹿児島県姶良市加治木町反土字新田４－１５－２３ 0995-63-5125

姶良市 株式会社吹上工業　車両部営業所 鹿児島県姶良市加冶木町日木山字黒川８２－１ 0995-63-3806

姶良市 日通宮崎運輸株式会社　加治木事業所 鹿児島県姶良市加治木町反土新田４－１５－１７０ 0995-63-5581

姶良市 有限会社コウエイ環境　本社営業所 鹿児島県姶良市平松３３２３－２ 0995-65-5367

姶良市 有限会社小野興産　姶良営業所 鹿児島県姶良市平松字城瀬山下３８６２－３ 0995-56-8530

姶良市 日本貨物株式会社　姶良営業所 鹿児島県姶良市平松切通３２２７－２ 0995-66-5788

姶良市 ヤマト運輸株式会社　鹿児島主管支店
鹿児島県姶良市平松３４５５－２，３４５５－７，３１

０８－２、３４３８－６，３０９４－２，３０７７－２
0995-65-9700

姶良市 ジャパンプランニング株式会社　姶良営業所 鹿児島県姶良市中津野５８６－１ 0995-65-3822

伊佐市 有限会社瀬崎建材　本社営業所 鹿児島県伊佐市大口原田２２７０ 0995-22-8600

伊佐市 ヤマト運輸株式会社　伊佐支店 鹿児島県伊佐市大口里８３３－１ 0995-22-9327

伊佐市 大雄陸運有限会社　本社営業所 鹿児島県伊佐市大口小木原８９６ 0995-22-0574

伊佐市 日本通運株式会社　鹿児島支店薩摩大口営業所 鹿児島県伊佐市大口里字五反田３０１７ 0995-22-1251

奄美市 日本通運株式会社　鹿児島支店奄美大島営業所 鹿児島県奄美市名瀬入舟町３－１５ 0997-54-0202

薩摩川内市 ヤマト運輸株式会社　川内支店
鹿児島県薩摩川内市御陵下町字溝添３７６６－１、３７

６６－４
0996-22-7198

薩摩川内市 日本通運株式会社　川内支店 鹿児島県薩摩川内市百次町１４番１号 0996-22-4171
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薩摩川内市 久留米運送株式会社　薩摩川内店 鹿児島県薩摩川内市隈之城町字野首１５６７ 0996-25-2811

薩摩川内市 有限会社山陽運輸　本社営業所 鹿児島県薩摩川内市東開聞町１５－７ 0996-22-3932

薩摩川内市 落運送有限会社　本社営業所 鹿児島県薩摩川内市御陵下町４００－２，４０１－１ 0996-22-2919

薩摩川内市 有限会社田畑運送　本社営業所 鹿児島県薩摩川内市宮内町２１０４－２ 0996-22-0093

薩摩川内市 南九州特建リース工業株式会社　本社営業所 鹿児島県薩摩川内市樋脇町倉野２４５－１ 0996-37-3631

薩摩川内市 有限会社市比野新聞販売所　本社営業所 鹿児島県薩摩川内市樋脇町市比野２４４３ 0996-38-0180

薩摩川内市 株式会社南九州機動　副田営業所 鹿児島県薩摩川内市入来町副田５７７３－２ 0996-44-3939

薩摩川内市 株式会社南九州機動　本社営業所 鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名６２９８－１ 0996-21-4848

薩摩川内市 有限会社南洲工業　本社営業所 鹿児島県薩摩川内市祁答院町藺牟田２４３６－４ 0996-56-0606

薩摩川内市 日本郵便株式会社　川内郵便局 鹿児島県薩摩川内市西向田町２－５ 0996-22-4261

薩摩川内市 有限会社福留運送　本社営業所 鹿児島県薩摩川内市小倉町６２４８－１ 0996-30-2764

薩摩川内市 中越物産株式会社　九州流通事業所 鹿児島県薩摩川内市港町松原３６０－２１ 0996-26-3335

志布志市 株式会社伊藤運送　志布志営業所 鹿児島県志布志市志布志町夏井１２９８－６ 099-472-3992

志布志市 有限会社川畑興業　本社営業所 鹿児島県志布志市志布志町帖４７９９－２ 099-473-1939

志布志市 株式会社吹上工業　志布志営業所 鹿児島県志布志市志布志町帖字向川原６６１７－１２３ 099-472-2068

志布志市 南国輸送株式会社　志布志営業所 鹿児島県志布志市志布志町帖６６１７－１５５ 099-472-0614

志布志市 株式会社サンコー　志布志事業所 鹿児島県志布志市志布志町志布志３２７５－３ 099-472-1039

志布志市 出水運輸センター株式会社　志布志営業所 鹿児島県志布志市志布志町志布志３２７３－４ 099-473-3551

志布志市 株式会社橘運送　志布志営業所 鹿児島県志布志市志布志町志布志２－２７－１０ 099-472-7017

志布志市 株式会社有村運送　志布志営業所 鹿児島県志布志市志布志町志布志３２７３－７ 099-472-3911

志布志市 鹿児島荷役海陸運輸株式会社　志布志飼料事業所 鹿児島県志布志市志布志町志布志３３１０ 099-473-3503

志布志市 ヤマト運輸株式会社　志布志支店 鹿児島県志布志市志布志町安楽２７７５－２ 0994-72-3716

志布志市 有限会社折田運送　本社営業所 鹿児島県志布志市有明町野井倉５７８７－２ 099-401-4036

志布志市 有限会社堀苑運送　本社営業所 鹿児島県志布志市有明町野井倉７７２５－１ 099-477-0063

志布志市 鹿児島サンクス運輸有限会社　志布志営業所 鹿児島県志布志市有明町野井倉４７７５－１ 099-471-4016

志布志市 株式会社弥生運輸　鹿児島営業所 鹿児島県志布志市有明町蓬原字水頭４３９－１ 099-475-0133

志布志市 株式会社ウエノ　本社営業所 鹿児島県志布志市有明町蓬原２３６０番地２ 099-475-0118

指宿市 ヤマト運輸株式会社　指宿支店 鹿児島県指宿市西方１０１８－６ 0993-25-5463

鹿屋市 日本通運株式会社　鹿児島支店鹿屋営業所 鹿児島県鹿屋市共栄町６９６４，６９６４－１ 0994-42-2141

鹿屋市 株式会社山坂　本社営業所 鹿児島県鹿屋市東原町５９６４－５６ 0994-43-4841

鹿屋市 株式会社エスライン九州　鹿屋営業所 鹿児島県鹿屋市旭原町２５６１－２ 0994-43-3066

鹿屋市 ヤマト運輸株式会社　鹿屋旭原センター 鹿児島県鹿屋市旭原町３６３３－６ 0994-44-6809

鹿屋市 株式会社白坂建設　本社営業所 鹿児島県鹿屋市下祓川町１３３６ 0994-43-2822

鹿屋市 有限会社増満自動車　本社営業所 鹿児島県鹿屋市下祓川町２２８４－３ 0994-44-2228
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鹿屋市 株式会社シンクラン　鹿屋営業所
鹿児島県鹿屋市西祓川町１０９０－１、１０９８、１１

００
0994-43-2662

鹿屋市 日本貨物株式会社　鹿屋営業所 鹿児島県鹿屋市今坂町９９９２－１ 0994-43-3119

鹿屋市 株式会社立野産業　本社営業所 鹿児島県鹿屋市吾平町上名３３５５ 0994-58-5700

鹿屋市 有限会社マカケ　本社営業所 鹿児島県鹿屋市串良町細山田５５３０－３ 099-462-3669

鹿屋市 弘竜家畜輸送株式会社　本社営業所 鹿児島県鹿屋市串良町細山田５１８６－１ 0994-31-0139

鹿屋市 有限会社ドリーム　本社営業所 鹿児島県鹿屋市串良町下小原２８６３－１ 0994-63-8783

鹿屋市 株式会社大隅運輸　本社営業所 鹿児島県鹿屋市串良町上小原１４７１－１ 0994-63-3639

鹿児島市 南州殖産株式会社　本社営業所 鹿児島県鹿児島市伊敷１丁目１７－３２ 099-228-8187

鹿児島市 ヤマト運輸株式会社　伊敷支店 鹿児島県鹿児島市伊敷６丁目５－２ 099-220-3993

鹿児島市 株式会社園田運送　本社営業所 鹿児島県鹿児島市城山１－５５－１１ 099-225-2884

鹿児島市 福山エクスプレス株式会社　鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市西別府町３２００番地の３ 099-281-2920

鹿児島市 太陽運輸倉庫株式会社　本社営業所 鹿児島県鹿児島市西別府町２９４１－１４ 099-281-1000

鹿児島市 株式会社大迫運輸　本社営業所 鹿児島県鹿児島市田上８丁目１５－３０ 099-283-6383

鹿児島市 ヤマト運輸株式会社　田上支店 鹿児島県鹿児島市田上７－１４－１２ 099-282-4842

鹿児島市 ＴＳネットワーク株式会社　鹿児島流通センター 鹿児島県鹿児島市上荒田町５７－１ 099-255-6627

鹿児島市 日本通運株式会社　鹿児島航空支店 鹿児島県鹿児島市下荒田２－３２－３ 099-251-5811

鹿児島市 鹿児島荷役海陸運輸株式会社　新栄事業所 鹿児島県鹿児島市新栄町２４－１８ 099-252-7095

鹿児島市 株式会社吹上工業　鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港２－２１ 099-261-0530

鹿児島市 日本郵便株式会社　鹿児島中央郵便局 鹿児島県鹿児島市中央町１－２ 099-252-4188

鹿児島市 ヤマト運輸株式会社　中山支店 鹿児島県鹿児島市中山町上樋７７４－１、７２４－１ 099-260-0087

鹿児島市 株式会社新開トランスポートシステムズ　鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市東開町１３－８ 099-268-0069

鹿児島市 有限会社大姶良運送　鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市南栄４丁目９－８ 099-263-6662

鹿児島市 九州名鉄運輸株式会社　鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市南栄四丁目１１－１ 099-260-1171

鹿児島市 幸和運輸株式会社　鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市南栄三丁目６－２１ 099-267-6111

鹿児島市 三州物流株式会社　本社 鹿児島県鹿児島市南栄２丁目２ 099-260-0110

鹿児島市 株式会社ティーアールエス　本社営業所 鹿児島県鹿児島市南栄４丁目９番７ 099-296-9079

鹿児島市 株式会社福岡ソノリク昂進輸送　鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市南栄三丁目２５番地２ 099-210-2286

鹿児島市 牧迫運輸株式会社　本社営業所 鹿児島県鹿児島市南栄３－６－２ 099-266-0085

鹿児島市 南国輸送株式会社　鹿児島セメント営業所 鹿児島県鹿児島市南栄４丁目８－２ 099-260-1943

鹿児島市 ヤマト運輸株式会社　谷山支店 鹿児島県鹿児島市南栄４丁目１１番１号 099-266-2891

鹿児島市 有限会社丸商　本社営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港１－１－１ 099-262-2733

鹿児島市 九州栄孝エキスプレス株式会社　鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港２丁目２０ 099-202-0407

鹿児島市 株式会社並松運送　本社営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港３丁目４番９号 099-263-0451

鹿児島市 株式会社坂元運送　本社営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港３－１－３０ 099-262-0636
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鹿児島市 有限会社紫原運送　谷山営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港３－１－１７ 099-261-3998

鹿児島市 株式会社シンクラン　谷山営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港２丁目１番５号 090-7396-0782

鹿児島市 有馬運送株式会社　本社営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港３－１－２９ 099-261-3311

鹿児島市 株式会社肥後産業　鹿児島支店 鹿児島県鹿児島市谷山港３丁目４－１３ 099-261-3993

鹿児島市 システム物流株式会社　本社営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港３－４－１３ 099-261-9900

鹿児島市 株式会社山川物流　本社営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港３－１－５ 099-261-9026

鹿児島市 有限会社姶良物流　鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港３－１－５ 099-203-0126

鹿児島市 株式会社野﨑クレーン　本社営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港３丁目４番地１４ 099-262-3411

鹿児島市 出水運輸センター株式会社　鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港３－１－５ 099-261-3355

鹿児島市 株式会社らくのう運輸　鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港１丁目３番４号 099-262-6462

鹿児島市 株式会社ＪＡ物流かごしま　本社営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港２－３－２ 099-262-0547

鹿児島市 セイコー運輸株式会社　本社営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港２丁目５番３２号 099-262-2311

鹿児島市 福岡航空燃料輸送株式会社　鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港１－５－５ 099-263-0757

鹿児島市 南九州センコー株式会社　鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港２－３－４ 099-261-8591

鹿児島市 土佐屋運輸株式会社　本社営業所 鹿児島県鹿児島市七ツ島１丁目６番１２ 099-262-1717

鹿児島市 アサヒ物流株式会社　本社営業所 鹿児島県鹿児島市七ツ島１－９４ 099-262-4700

鹿児島市 株式会社エルス　鹿児島支店 鹿児島県鹿児島市七ツ島１丁目３－２５ 099-210-8005

鹿児島市 株式会社トランスポート九州　本社営業所 鹿児島県鹿児島市和田２－２１－１５ 099-267-7117

鹿児島市 有限会社米倉運送　本社営業所 鹿児島県鹿児島市皆与志町４３１５－２ 099-238-2147

鹿児島市 株式会社久保技建　運輸部 鹿児島県鹿児島市宮之浦町４７３－４ 099-244-0710

鹿児島市 株式会社サニタリー　本社営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港３－４－７ 099-262-1764

鹿児島市 ヤマト運輸株式会社　鹿児島ベイサイド支店 鹿児島県鹿児島市錦江町８－５０ 099-223-5606

鹿児島市 株式会社松下運輸　本社営業所 鹿児島県鹿児島市下田町１８８４－４ 099-243-0227

鹿児島市 株式会社フタマタ技建　運輸部 鹿児島県鹿児島市西伊敷７丁目３４－１１ 099-228-9938

鹿児島市 ヤマト運輸株式会社　薩摩吉野支店
鹿児島県鹿児島市川上町２５３５、２５２７－４、２５

３６－２、２５３６－４
099-294-5184

鹿児島市 日本通運株式会社　九州警送支店鹿児島警送事業所 鹿児島県鹿児島市錦江町３－２７ 099-225-3772

出水市 マルイ運輸株式会社　本店営業所 鹿児島県出水市米ノ津町５６番６９号 0996-67-3911

出水市 沖田産業株式会社　本社営業所 鹿児島県出水市黄金町２ 0996-62-0834

出水市 ヤマト運輸株式会社　出水支店 鹿児島県出水市今釜町１０８８，１０８９番地 0996-67-4102

出水市 日本アルコール物流株式会社　出水営業所 鹿児島県出水市昭和町６０番１８号 0996-62-3563

出水市 株式会社鶏友サービス　本社営業所 鹿児島県出水市知識町６５５ 0996-62-8161

出水市 有限会社雄大幸運　本社営業所 鹿児島県出水市平和町１０１０ 0996-63-6220

出水市 株式会社ヤマモト　本社営業所 鹿児島県出水市平和町２２７－２ 0996-62-0666

出水市 有限会社尾嶋運送　本社営業所 鹿児島県出水市高尾野町江内３２３４－１ 0996-85-5201
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出水市 有限会社松田産業　本社営業所 鹿児島県出水市野田町上名４７４０ 0996-84-2310

出水市 日本通運株式会社　川内支店出水営業所 鹿児島県出水市野田町下名３２４０－５４ 0996-64-9200

垂水市 株式会社物流ジャパン　本社営業所 鹿児島県垂水市本城３７０５－２ 0994-32-0122

垂水市 有限会社ドリーム　垂水営業所 鹿児島県垂水市高城字高城川原２５８６－１ 0994-63-8783

西之表市 ヤマト運輸株式会社　種子島支店 鹿児島県西之表市西之表１６０５１－３ 09972-3-2389

西之表市 日本通運株式会社　鹿児島支店種子島営業所 鹿児島県西之表市栄町１番 0997-22-1441

曽於市 株式会社栗山ノーサン　本社営業所 鹿児島県曽於市財部町下財部２３５０－３ 0986-23-8491

曽於市 ヤマト運輸株式会社　大隅支店
鹿児島県曽於市大隅町岩川７３１２－２、７３１２－

３、７３１３－３
0994-82-5010

曽於市 有限会社日の丸運輸　本社営業所 鹿児島県曽於市大隅町岩川４８４５ 099-482-0525

曽於市 有限会社末吉運送　本社 鹿児島県曽於市末吉町新町１丁目５－５ 0986-76-0137

曽於市 尾之上博幸　尾之上産業本店営業所 鹿児島県曽於市末吉町二之方４８９２－５ 0986-76-2427

曽於市 ヤマト運輸株式会社　末吉センター 鹿児島県曽於市末吉町深川１１２１４－１ 0986-79-1276

南さつま市 株式会社有村運送　本社営業所 鹿児島県南さつま市加世田武田７６ 0993-52-2760

南さつま市 ヤマト運輸株式会社　南さつま支店
鹿児島県南さつま市加世田川畑１１９８０、１１９７８

－１
0993-53-6118

南さつま市 日本貨物株式会社　加世田営業所
鹿児島県南さつま市加世田高橋字天文方２０６６－２４

３
0993-52-2515

南さつま市
株式会社カーシティー南九州　株式会社カーシティ南九

州営業所
鹿児島県南さつま市金峰町大坂６５１４－１ 0993-78-2055

南九州市 幸和運輸株式会社　本社営業所 鹿児島県南九州市知覧町西元１４６２８－１ 0993-83-3100

日置市 有限会社海田産業　本社営業所 鹿児島県日置市東市来町伊作田８７３－２ 099-274-0941

日置市 ヤマト運輸株式会社　伊集院支店
鹿児島県日置市伊集院町下神殿１９１５－１、１９１

８、１９１９
099-273-5202

日置市 有限会社山建興業　本社営業所 鹿児島県日置市伊集院町麦生田２３２３－３ 099-273-9781

日置市 有限会社ヒガシマル運輸　本社営業所
鹿児島県日置市伊集院町麦生田４０７－１、４０８－

１、４０９－１
099-272-3353

日置市 株式会社橋口運輸　本社営業所 鹿児島県日置市伊集院町麦生田４１０ 099-272-0666

日置市 丸久建材有限会社　本社営業所
鹿児島県日置市伊集院町大田２０８４－１、２０８５－

１
099-273-1524

日置市 有限会社日置運送　本社営業所 鹿児島県日置市日吉町日置字芦原１１７１６－５ 099-292-2224

日置市 ヤマト運輸株式会社　吹上センター
鹿児島県日置市吹上町中原３００９－１、３０１０－

１、３０１０－３
099-296-5134

枕崎市 ヤマト運輸株式会社　枕崎支店 鹿児島県枕崎市明和町１２５番地 0993-72-5212

枕崎市 九州西濃運輸株式会社　枕崎営業所 鹿児島県枕崎市白沢北町６８０ 0993-72-3074
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霧島市 株式会社ＳＫ，Ｌｉｎｅ　本社営業所 鹿児島県霧島市国分湊字国丸６８９－５ 0995-45-9851

霧島市 三代サービス株式会社　鹿児島営業所 鹿児島県霧島市国分上野原テクノパーク３番３８号 0995-73-4491

霧島市 山下建材株式会社　本社営業所 鹿児島県霧島市国分広瀬２丁目１７番１８－４号 0995-46-4133

霧島市 ヤマト運輸株式会社　国分支店
鹿児島県霧島市国分広瀬２丁目７６７－５、７６８－

１、７６８－２
0995-45-2860

霧島市 日本通運株式会社　鹿児島支店国分営業所 鹿児島県霧島市国分下井２４０３－５ 0995-46-1121

霧島市 富士運輸株式会社　鹿児島支店 鹿児島県霧島市隼人町住吉２０５－１ 0995-55-1280

霧島市 株式会社肥後産業　隼人支店 鹿児島県霧島市隼人町真孝１７１５－２ 0995-55-8130

霧島市 新熊本産業株式会社　鹿児島支店 鹿児島県霧島市隼人町真孝１７１５－２８ 0995-43-0301

霧島市 九州産交運輸株式会社　霧島センター 鹿児島県霧島市隼人町眞孝１７１０－３９ 0995-73-8135

霧島市 久留米運送株式会社　隼人店
鹿児島県霧島市隼人町真孝字鶴牟田４７３－１、４７３

－１０、４７４、４７５、４７６
0995-43-3738

霧島市 ヤマト運輸株式会社　隼人支店 鹿児島県霧島市隼人町松永１－３３，３４，３５ 0995-64-2688

霧島市 株式会社山川物流　霧島営業所 鹿児島県霧島市隼人町西光寺３１６７番地３ 0995-42-5355

霧島市 ヤマト運輸株式会社　横川センター 鹿児島県霧島市横川町中丿３６００－１ 0995-72-0552

霧島市 有限会社上原運送　本社営業所 鹿児島県霧島市溝辺町麓１９０６－１ 0995-58-3662

霧島市 西久大運輸倉庫株式会社　南九州支店 鹿児島県霧島市溝辺町麓１４４０－１ 0995-58-4277

霧島市 高千穂倉庫運輸株式会社　霧島営業所 鹿児島県霧島市溝辺町崎森字榎原２９８４－４ 0995-58-9120

霧島市 日本郵便株式会社　鹿児島郵便局 鹿児島県霧島市隼人町小田２３２２－１ 0995-55-1340

姶良郡 九州西濃運輸株式会社　加治木支店 鹿児島県姶良郡加治木町小山田字三ノ塚９５５－３ 0995-62-1032

姶良郡 株式会社橋産業　本社営業所 鹿児島県姶良郡湧水町稲葉崎１０４－６ 0995-74-3703

肝属郡 ヤマト運輸株式会社　高山支店
鹿児島県肝属郡肝付町前田３５１４－３、３５１４－

４、３５１５－１、３５１５－２
0994-65-1351

肝属郡 有限会社共栄運輸　本社営業所 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北９６５０ 0994-24-3828

肝属郡 株式会社根占殖産　本社営業所 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川南７２０－４ 0994-24-2004

肝属郡 ヤマト運輸株式会社　根占センター 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川南７３３－５ 0994-24-3142

熊毛郡 屋久島海陸運輸株式会社　本社営業所 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦１２０８－１１ 0997-42-0140

薩摩郡 有限会社飛鳥運輸　本社営業所 鹿児島県薩摩郡さつま町広瀬４９７９番地１４ 0996-52-0246

薩摩郡 ヤマト運輸株式会社　宮之城支店 鹿児島県薩摩郡さつま町船木１７２－１ 0996-52-3590

薩摩郡 有限会社伊地知運送　本社営業所 鹿児島県薩摩郡さつま町柏原２９１番地２ 0996-52-2030

出水郡 株式会社指江運送　本社営業所 鹿児島県出水郡長島町城川内字栗ノ木田１０２８－３ 0996-88-5033

出水郡 有限会社宮内運送　本社営業所 鹿児島県出水郡長島町城川内２７７８－８ 0996-88-5851

曽於郡 有限会社川越産業　本社営業所 鹿児島県曽於郡大崎町菱田９８０－１ 099-477-2222

曽於郡 株式会社正栄物流　本社営業所 鹿児島県曽於郡大崎町持留１８２１番地３ 099-476-2765

大島郡 ヤマト運輸株式会社　与論島センター 鹿児島県大島郡与論町大字茶花１５８２ 0997-97-4024
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大島郡 ヤマト運輸株式会社　瀬戸内センター
鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋字沢津之原１１３４－２

２－１（本島）
09977-2-1235
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