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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）

うきは市 西久大運輸倉庫株式会社　うきは支店 福岡県うきは市吉井町富永１９０５－７ 0943-75-8150

みやま市 有限会社下河物流　本社営業所 福岡県みやま市瀬高町松田１－１ 0944-62-2649

みやま市 池田運輸株式会社　福岡営業所 福岡県みやま市高田町大字竹飯２０３４－１ 0944-67-0248

みやま市 森エンタープライズ株式会社　本社営業所 福岡県みやま市瀬高町濱田字権明３２１番地１ 0944-64-7007

みやま市 有限会社山門クレーン　本社営業所 福岡県みやま市瀬高町河内２４１０－１ 0944-62-2183

みやま市 ヤマト運輸株式会社　瀬高営業所
福岡県みやま市瀬高町大字下庄字向工３６３－１，３６

３－６
0944-62-3170

みやま市 株式会社エフティーライン　本社営業所 福岡県みやま市高田町江浦町１０７番地２ 0944-64-2468

嘉麻市 ヤマト運輸株式会社　嘉麻営業所 福岡県嘉麻市牛隈字野添２５１０－１２ 0948-20-7081

嘉麻市 有限会社三共貨物　本社営業所 福岡県嘉麻市上山田４８５－１１，４８５－１７ 0948-52-0701

久留米市 株式会社ミキサーセンター　久留米営業所 福岡県久留米市梅満町５１－１ 0942-46-6101

久留米市 久留米丸善運輸株式会社　本社営業所 福岡県久留米市三潴町西牟田６１４２－１ 0942-65-2332

久留米市 アートコーポレーション株式会社　久留米支店 福岡県久留米市津福今町１７２－１ 0942-70-0123

久留米市 原武運送有限会社　本社営業所 福岡県久留米市三潴町福光３２４ー３ 0942-64-5033

久留米市 株式会社鹿児島急送　福岡南センター営業所 福岡県久留米市三潴町玉満字野口９８１－１ 0942-64-3248

久留米市 西久大運輸倉庫株式会社　善導寺営業所 福岡県久留米市善導寺町木塚１９７－２ 0942-47-6825

久留米市 株式会社にしけい　久留米営業所 福岡県久留米市御井旗崎３丁目１２－５ 0942-23-7227

久留米市 東邦興産株式会社　九州営業所 福岡県久留米市田主丸町秋成８８－１・２ 0943-72-8070

久留米市 西鉄運輸株式会社　久留米支店 福岡県久留米市御井町２２９１－１ 0942-44-4401

久留米市 ヤマト運輸株式会社　久留米営業所 福岡県久留米市野中町字蔵下１２６３ 0942-36-1139

久留米市 株式会社吉川フローズンサプライ　久留米営業所 福岡県久留米市東合川干出町３－５ 0942-41-0433

久留米市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　久留米支店 福岡県久留米市御井旗崎２丁目２６番１２号 0942-44-2661

久留米市 有限会社木下運輸　久留米営業所 福岡県久留米市東合川干出町２－１０，１１ 0942-44-6520

宮若市 西田商運株式会社　宮若営業所 福岡県宮若市沼口７８２－１ 0949-28-7231

宮若市 有限会社タツミ物流　本社営業所 福岡県宮若市磯光１５３２番地５ 0949-33-3117

宮若市 有限会社シュライン物流　本社事業所 福岡県宮若市沼口６１５－１ 0949-55-8270

宮若市 愛知陸運株式会社　福岡営業所 福岡県宮若市沼口字汐井掛原４０６番６ 0949-55-2007

宮若市 株式会社ロジコム・アイ　福岡営業所 福岡県宮若市水原２１０ 0949-34-7787

宮若市 高陽輸送株式会社　宮田営業所 福岡県宮若市倉久１４６８－１ 0949-32-5566

古賀市 株式会社響　本社 福岡県古賀市米多比１１５０－１ 092-692-6651

古賀市 ヒタチ株式会社　福岡ハブセンター 福岡県古賀市天神１丁目１４番１２号 092-233-1027

古賀市 トーショー九州株式会社　福岡営業所 福岡県古賀市新原１０６４－１ 092-410-5161

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（福岡県）
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古賀市 株式会社弥生運輸　古賀営業所 福岡県古賀市谷山字柳原１１８９ 092-410-9840

古賀市 株式会社大運　古賀営業所 福岡県古賀市鹿部３３５－５３ 092-944-2223

古賀市 株式会社ベーシック　福岡営業所 福岡県古賀市青柳字山見坂４７８ 094-940-0003

古賀市 福岡陽晃運輸株式会社　本社営業所 福岡県古賀市大字小山田字徳ノ尾２９６－１８ 092-943-1821

古賀市 株式会社ヤマザキ物流　福岡営業所 福岡県古賀市青柳１０６０－１ 092-943-0027

古賀市 株式会社ホクエー　本社営業所 福岡県古賀市薬王寺１３５４－１ 092-405-5150

行橋市 埼九運輸株式会社　行橋営業所 福岡県行橋市大字福丸７６４－１ 0930-28-8748

行橋市 宮田運送株式会社　本社営業所 福岡県行橋市大字西谷字五反田２０２－１ 0930-22-3320

糸島市 西鉄運輸株式会社　糸島支店 福岡県糸島市二丈武１５９－１１ 092-325-2771

糸島市 株式会社ラント　本社 福岡県糸島市志摩馬場５７３－１ 092-324-9540

宗像市 ヤマト運輸株式会社　福岡宗像営業所
福岡県宗像市大字野坂字牟田田２７１３番地１、２７１

３番地４、２７１３番地８
0940-36-5657

春日市 多仲流通株式会社　本社 福岡県春日市岡本１ー９９ 092-591-7211

小郡市 九州西部運輸株式会社　本社営業所 福岡県小郡市干潟１５８７番地１０ 0942-23-8122

太宰府市 久山流通運輸株式会社　本社営業所 福岡県太宰府市大字北谷８６８－１７１ 092-924-5118

太宰府市 有限会社カレントウシハラ　　本社 福岡県太宰府市国分１丁目１２－２０ 092-919-1086

太宰府市 株式会社引越社　太宰府営業所 福岡県太宰府市大佐野２丁目１１番１号 092-687-2636

太宰府市 株式会社商映　南営業所 福岡県太宰府市大字北谷９０５－２５７ 092-555-5061

太宰府市 安武運送有限会社　本社営業所 福岡県太宰府市五条１－３－２２ 092-922-4076

太宰府市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　太宰府支店 福岡県太宰府市水城２丁目１８番４５号 092-920-1070

大牟田市 有限会社Ｍｉｙａｍａコーポレーション　みやま営業所 福岡県大牟田市大字岬２８７２－１ 092-957-0058

大牟田市 ジャパンロジ株式会社　大牟田営業所 福岡県大牟田市大字橘字サムケ３９－１ 0944-58-7333

大牟田市 久留米運送株式会社　大牟田店 福岡県大牟田市四山町８０－３０ 0944-57-2151

大牟田市 西久大運輸倉庫株式会社　中九州支店 福岡県大牟田市四箇新町１丁目８番１ 0944-41-6300

大野城市 株式会社エムワン　福岡営業所 福岡県大野城市仲畑２丁目１番１９号 092-503-8828

大野城市 テック物流株式会社　九州営業所 福岡県大野城市御笠川４丁目６番８号 092-586-7233

大野城市 有限会社リード物流　本社営業所 福岡県大野城市仲畑４丁目１－３２ 092-707-8611

大野城市 有限会社福昌運輸　本社営業所 福岡県大野城市御笠川２－１５－１４ 092-503-0177

筑後市 西鉄運輸株式会社　筑後支店 福岡県筑後市大字長浜３０６ 0942-51-7017

筑後市 矢部川運送有限会社　本社 福岡県筑後市大字下北島８５３－１ 0942-48-1332

筑後市 長濱運送有限会社　本社 福岡県筑後市大字長浜１７６９ 0942-53-2267

筑後市 下川運輸株式会社　本社営業所 福岡県筑後市大字新溝１５８ 0942-27-5405

筑後市 有限会社クマリュー　本社営業所 福岡県筑後市富久３３８－２ 0942-52-0535

筑紫野市 株式会社ヤクシン運輸　福岡 福岡県筑紫野市山家４３１８－１ 092-408-4343

筑紫野市 ウチダロジテム株式会社　二日市営業所 福岡県筑紫野市紫３丁目１－１ 092-922-2229

2／9　ページ　



市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

筑紫野市 株式会社ランテック　二日市支店 福岡県筑紫野市大字永岡７１７－１ 092-922-3864

朝倉市 株式会社石松組　本社営業所 福岡県朝倉市入地２４８３番地 0946-22-7885

朝倉市 株式会社ロジコム　久留米営業所 福岡県朝倉市下浦１５２２－１ 0946-23-8504

朝倉市 株式会社アイ・エム・シー　本社 福岡県朝倉市三奈木２２６６－１－１ 0946-24-3612

朝倉市 日本オイルターミナル株式会社　九州物流センター 福岡県朝倉市下浦２４４１－４ 0946-21-0100

朝倉市 吉浦運送株式会社　朝倉営業所 福岡県朝倉市入地３５００－２ 0946-52-8355

朝倉市 ヤマト運輸株式会社　朝倉営業所 福岡県朝倉市一木イナキテ４５８－１ 0946-24-4237

朝倉市 サン・ロジテム株式会社　本社営業所 福岡県朝倉市馬田６５５ 0946-21-3993

朝倉市 両備トランスポート株式会社　甘木営業所 福岡県朝倉市上浦６５２－１ 0946-26-0075

直方市 日之出運輸株式会社　直方 福岡県直方市大字感田１４４６ 090-3419-8834

直方市 株式会社えびす商会　直方ＢＰ 福岡県直方市大字中泉７３１－１ 0949-22-6700

直方市 西久大運輸倉庫株式会社　直方営業所 福岡県直方市大字頓野字羽高２７７７－１ 0949-28-8431

田川市 福岡商事株式会社　田川営業所 福岡県田川市栄町２－１０ 0947-44-4131

田川市 株式会社シンクラン　筑豊 福岡県田川市大字弓削田字塚本２４０－１ 0947-33-0000

田川市 株式会社ティー・エル・エス　北部九州物流センター 福岡県田川市大字伊田２４１８－４ 0947-46-1159

田川市 株式会社太平運輸　本社 福岡県田川市大字弓削田字屋敷３２１７－１ 0947-42-3608

田川市 梶原産業株式会社　本社 福岡県田川市大字伊田２５５０ー１５ 0947-42-6765

那珂川市 マルサンフレッシュ株式会社　本社営業所 福岡県那珂川市不入道２８０－３ 092-555-5428

八女市 西久大運輸倉庫株式会社　筑後支店 福岡県八女市室岡３５９－１ 0943-25-2511

八女市 株式会社曙運輸　福岡営業所 福岡県八女市鵜池字上柳４７０－２ 0943-30-2261

八女市 立花運輸倉庫株式会社　八女 福岡県八女市大字龍ヶ原１０１－２ 0943-23-1185

八女市 今井運送株式会社　本社営業所 福岡県八女市津江６０５－１ 0943-23-1125

飯塚市 福岡トランス株式会社　筑豊営業所 福岡県飯塚市伊岐須４７５－１ 0948-43-4381

飯塚市 太田運輸株式会社　飯塚営業所 福岡県飯塚市平塚字寒竹１０３番地７ 0948-31-3155

飯塚市 株式会社さかえ屋　株式会社　さかえ屋 福岡県飯塚市平恒４３２－６ 0948-24-8811

飯塚市 西田工業株式会社　本社営業所 福岡県飯塚市鯰田１０７０－１ 0948-22-2500

飯塚市 宮本急送有限会社　飯塚北営業所 福岡県飯塚市目尾７０１ 0948-43-3375

福岡市 日本通運株式会社　福岡中央移転・引越センター営業所 福岡県福岡市博多区大井１丁目１－４ 092-624-6616

福岡市 有限会社Ｍｉｙａｍａコーポレーション　西福岡営業所 福岡県福岡市早良区西入部一丁目２４０－４ 092-834-4238

福岡市 西久大運輸倉庫株式会社　福岡通運営業所 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭２丁目３番７号 092-651-5386

福岡市 鶴丸海運株式会社　福岡支店 福岡県福岡市東区原田４－３２－４０ 092-629-2316

福岡市 株式会社中村流通　　箱崎営業所 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６丁目９－２６ 092-645-2888

福岡市 有限会社須崎興運　那の津 福岡県福岡市中央区那の津５丁目２－２ 092-731-2888

福岡市 株式会社井口産交　福岡営業所 福岡県福岡市東区多の津４丁目３－１０ 092-622-5200

福岡市 株式会社サカイ引越センター　パンダロジ九州 福岡県福岡市博多区板付２丁目７８８－１ 092-558-0863
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福岡市 株式会社知凌　本社営業所 福岡県福岡市博多区比恵町１－１８ 092-414-7700

福岡市 ヤマト運輸株式会社　九州主管支店 福岡県福岡市博多区東比恵３－２２－２３ 092-451-8060

福岡市 ヤマト運輸株式会社　福岡ソリューション営業所 福岡県福岡市博多区東比恵３－２２－２６ 092-451-7794

福岡市 株式会社山口運送　福岡営業所 福岡県福岡市東区土井３丁目１１－１ 092-663-6160

福岡市 株式会社花田運送　本社営業所 福岡県福岡市東区松島６丁目１４－３１ 092-292-3330

福岡市 ヤマト運輸株式会社　九州美術品支店 福岡県福岡市東区松島３－１４－９ 092-629-3111

福岡市 テジマ株式会社　本社営業所 福岡県福岡市東区多の津１－１８－８ 092-622-2081

福岡市 高山運送株式会社　本社営業所 福岡県福岡市博多区銀天町３丁目５－５ 092-928-7077

福岡市 株式会社西酪運輸　福岡東営業所 福岡県福岡市東区みなと香椎２丁目６－１１ 092-663-5033

福岡市 株式会社田川産業　本社営業所 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭１丁目５－１ 092-643-5450

福岡市 ヤマト運輸株式会社　福岡早良南営業所 福岡県福岡市早良区西入部１丁目１３－１８ 092-804-8704

福岡市 広徳輸送株式会社　香椎営業所 福岡県福岡市東区みなと香椎２丁目６－１１ 090-8298-3147

福岡市 日本通運株式会社　福岡西移転・引越センター 福岡県福岡市西区福重３丁目３２番２６号 092-892-1692

福岡市
セイノースーパーエクスプレス株式会社　福岡貨物セン

ター
福岡県福岡市博多区榎田２－２－４，５ 092-475-7168

福岡市 名糖運輸株式会社　福岡物流センター 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目９番５号 092-651-3035

福岡市 株式会社鈴与カーゴネット九州　福岡営業所 福岡県福岡市東区多の津１丁目１３－１４ 092-262-8851

福岡市 ヤマト運輸株式会社　福岡主管支店 福岡県福岡市東区蒲田３－２７－１６ 092-939-3157

福岡市 ヤマト運輸株式会社　福岡那の津営業所 福岡県福岡市中央区那の津３丁目８－２９ 092-724-4613

福岡市 博多ダイキュー運輸株式会社　本社 福岡県福岡市博多区井相田１丁目１１番４５号 092-588-5012

福岡市 株式会社エムエスロジ　本社営業所 福岡県福岡市博多区井相田１丁目１３－５ 092-558-3488

福岡市 株式会社平尾運送　本社営業所 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭２丁目１－４ 092-931-9047

福岡市 多摩運送株式会社　福岡営業所 福岡県福岡市東区社領２－２２－４０ 092-624-2713

福岡市 福岡シティ物流株式会社　本社 福岡県福岡市東区松田１－７－１６ 092-612-1771

福岡市 西部逓送株式会社　本店営業所 福岡県福岡市早良区荒江２丁目８－３０ 092-821-1903

福岡市 ヤマト運輸株式会社　福岡小笹営業所 福岡県福岡市中央区小笹２丁目１ー９ 092-524-6003

福岡市 九州商運株式会社　松島営業所 福岡県福岡市東区松島３－１８－１５ 092-622-7009

福岡市 西久大運輸倉庫株式会社　福岡支店 福岡県福岡市東区多の津１丁目２０番１４号 092-622-2520

福岡市 ヤマト運輸株式会社　博多南営業所 福岡県福岡市博多区東雲町３丁目２－２４ 092-574-2197

福岡市 日本郵便輸送株式会社　博多営業所 福岡県福岡市博多区月隈６丁目２１－３ 092-504-5811

福岡市 平田運送有限会社　本社 福岡県福岡市中央区荒津２丁目７番 092-751-2352

福岡市 ヤマト運輸株式会社　福岡天神営業所 福岡県福岡市中央区那の津３－１４－１４ 092-724-8235

福岡市 ヤマト運輸株式会社　福岡早良営業所 福岡県福岡市早良区昭代３丁目３ー１０ 092-843-3995

福岡市 小倉運送株式会社　福岡 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５－１－４ 092-651-1267

福岡市 飯盛運輸株式会社　本社営業所 福岡県福岡市西区大字羽根戸字太田４１１－４ 092-812-0848
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福岡市 ヤマト運輸株式会社　博多営業所 福岡県福岡市博多区東比恵３丁目２３－２０ 092-411-0477

福岡市 株式会社クイック　本社営業所 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭２丁目２－３５ 092-645-2265

福岡市 株式会社ニッシン・ロジスティクス　福岡営業所 福岡県福岡市東区多の津１丁目１８－３ 092-629-7800

福岡市 博多運輸株式会社　香椎浜支店 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４丁目２－８３ 092-643-6010

福岡市 株式会社立商　本社営業所 福岡県福岡市東区二又瀬５－２０ 092-405-7571

福岡市 サンハート物流株式会社　福岡営業所 福岡県福岡市東区多の津４丁目１７５８－１ 092-292-8674

福岡市 岡山県貨物運送株式会社　福岡主管支店 福岡県福岡市東区箱崎埠頭５－３－１０ 092-651-7735

福岡市 航空ネットワーク株式会社　本社営業所 福岡県福岡市東区多の津４丁目１５－２６ 092-611-2976

福岡市 進藤運輸倉庫有限会社　本社営業所 福岡県福岡市博多区諸岡３－６４３ 092-572-4901

福岡市 ピアノ運送株式会社　福岡営業所 福岡県福岡市東区松田１－１０－１１ 092-622-0871

福岡市 理研運輸株式会社　福岡営業所 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６丁目８－４９ 092-631-1605

福岡市 福岡東運輸有限会社　本社営業所 福岡県福岡市東区多々良２丁目１番４９号 092-663-8166

福岡市 松浦通運株式会社　福岡路線営業所 福岡県福岡市東区多の津１丁目２０－１１ 092-622-2355

福岡市 宮崎運輸株式会社　福岡支店営業所 福岡県福岡市博多区上牟田３－４－１ 092-411-1966

福岡市 九州菱倉運輸株式会社　福岡 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭一丁目５番１３号 092-631-5518

福岡市 株式会社三友ロジスティクス　箱崎物流センター 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭２－２－４６ 092-402-1035

福岡市 朝日オリコミ西部株式会社　福岡センター 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭２丁目３－８ 092-665-5500

福岡市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　福岡支店 福岡県福岡市東区蒲田３丁目２７番３０ 092-931-7820

福岡市 丸徳運送株式会社　本社営業所 福岡県福岡市城南区七隈２－１－７２ 092-871-6544

福岡市 有限会社かねは　本社営業所 福岡県福岡市南区高木２－１２－１ 092-411-0488

福岡市 有限会社大盛運送　共用営業所 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５－１－１３ 092-651-8201

豊前市 株式会社ＳＫコーポレーション　本社 福岡県豊前市大字岸井５００ 0979-82-8389

北九州市 九州金澤運輸株式会社　本社営業所 福岡県北九州市小倉北区西港町６２－１ 093-583-9500

北九州市 九州金澤運輸株式会社　若松営業所 福岡県北九州市若松区南二島３丁目２－１０ 093-701-3232

北九州市 アジアトランス株式会社　本社 福岡県北九州市門司区大字恒見１３７６ 093-481-6222

北九州市 株式会社玄海通商　玄海引越センター 福岡県北九州市戸畑区西鞘ケ谷町１６－２７ 093-967-0004

北九州市 有限会社ワイズトランスポート　本社営業所 福岡県北九州市門司区新門司北２丁目１０－５ 093-483-1133

北九州市 株式会社東洋軽貨物運送　本社営業所 福岡県北九州市小倉北区西港町１２３番９号 093-591-1223

北九州市 都心運送株式会社　北九州営業所 福岡県北九州市小倉南区曽根北町５－１４ 093-967-6291

北九州市 鶴丸海運株式会社　若松営業所 福岡県北九州市若松区響町１丁目１０２－２ 093-752-5030

北九州市
西日本エア・ウォーター物流株式会社　北九州ローリー

営業所
福岡県北九州市若松区向洋町１０－６５ 093-752-4673

北九州市 株式会社ヤマトインテグレート　北九州営業所 福岡県北九州市八幡東区大字前田１２８５－１０ 093-663-2525

北九州市 株式会社ロジパルエクスプレス　北九州営業所 福岡県北九州市若松区大字安瀬６４－５０ 093-752-3566

北九州市 アヅマ・ロジテック株式会社　新門司営業所 福岡県北九州市門司区新門司北１－２－４ 093-481-6558
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北九州市 ヤマト運輸株式会社　北九州営業所 福岡県北九州市小倉北区西港町７２－１２ 093-591-1177

北九州市 田中運送有限会社　本社 福岡県北九州市小倉北区親和町２１－７ 093-591-2485

北九州市 日豊トランスポート株式会社　本社 福岡県北九州市小倉北区西港町１６－１９ 093-561-2283

北九州市 興國海運株式会社　九州支店営業課 福岡県北九州市門司区新門司北１丁目１１－４ 093-481-7007

北九州市 株式会社石松商会　小倉営業所 福岡県北九州市小倉北区東港２丁目３－１ 093-583-0330

北九州市 住ノ江海陸運輸株式会社　小倉営業所 福岡県北九州市小倉北区浅野３丁目６－１ 093-541-3863

北九州市 株式会社ワイズ・ホールディングス　本社営業所 福岡県北九州市門司区新門司北２丁目１０－５ 093-483-1133

北九州市 石塚運送株式会社　本社営業所 福岡県北九州市門司区太刀浦海岸６４－１ 093-332-5100

北九州市 小原運輸有限会社　北九州営業所 福岡県北九州市小倉南区上葛原２－１９－１ 093-921-8525

北九州市 若松運送株式会社　本社 福岡県北九州市若松区南二島２丁目３－８ 093-791-1122

北九州市 丸王運輸有限会社　本社 福岡県北九州市戸畑区川代２丁目４－３ 093-881-2970

北九州市 野中産業株式会社　門司 福岡県北九州市門司区新門司３－２２ 093-481-5100

北九州市 日豊興産株式会社　本社営業所 福岡県北九州市小倉北区西港町１６－１９ 093-571-7322

北九州市 若林運送株式会社　九州営業所 福岡県北九州市門司区新門司３－２ 093-483-1513

北九州市 株式会社丸仲運輸　本社 福岡県北九州市若松区響町１－８０－２．３ 093-771-9221

北九州市 株式会社ＮＳロジ西日本　八幡営業所 福岡県北九州市八幡東区大字枝光１７７７－４ 093-671-6577

北九州市 上野輸送株式会社　小倉営業所 福岡県北九州市小倉北区西港町６１番２４ 093-562-0077

北九州市 駿和物流株式会社　北九州営業所 福岡県北九州市八幡西区洞北町３－６ 093-695-6501

北九州市 株式会社ＴＥＡＭ２４　本社営業所 福岡県北九州市小倉北区西港町６１番地２９ 093-967-7460

北九州市 ダイワ運輸株式会社　北九州営業所 福岡県北九州市門司区新門司３丁目８１－３ 093-483-1055

北九州市 九連運輸株式会社　本社営業所 福岡県北九州市門司区大字恒見１３７４ 093-481-6412

北九州市 株式会社ＮＢＳロジソル　北九州営業所 福岡県北九州市門司区新門司北１－３－４ 093-481-3311

北九州市 ヤマト運輸株式会社　城山営業所 福岡県北九州市八幡西区屋敷２丁目３７－１，３７－２ 093-645-7521

北九州市 株式会社日本トランスネット　北九州営業所 福岡県北九州市門司区大字猿喰１１７１－１ 093-483-2332

北九州市 九州産交運輸株式会社　北九州センター 福岡県北九州市小倉北区高浜１丁目４－１９ 093-513-2511

北九州市 株式会社カイソー　九州営業所 福岡県北九州市門司区新門司１丁目７－７ 093-481-6055

北九州市 株式会社サカイ引越センター　北九州支社 福岡県北九州市八幡西区永犬丸南町２丁目３－６ 093-611-1109

北九州市 株式会社にしけい　小倉営業所 福岡県北九州市小倉北区下到津２丁目７－２０ 093-562-8910

北九州市
株式会社サンキュウ・トランスポート・九州　本社営業

所
福岡県北九州市小倉北区西港町１２０－２ 093-571-3099

北九州市 河津産業有限会社　北九州営業所 福岡県北九州市若松区大字安瀬６４番地１８１ 093-752-0550

北九州市 緒方運輸有限会社　本社営業所 福岡県北九州市若松区南二島１－７－１ 093-791-2366

北九州市 日正運輸株式会社　北九州営業所 福岡県北九州市門司区新門司３丁目５３－２ 093-481-3731

北九州市 岡山県貨物運送株式会社　北九州支店 福岡県北九州市小倉北区西港町８６－１ 093-581-0286

北九州市 黒崎水岩運送株式会社　若松営業所 福岡県北九州市若松区桜町２１－２２ 093-701-5770
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北九州市 有限会社ロジスティックス・チューオウ　本社営業所 福岡県北九州市八幡西区折尾１丁目８－２０－２０２ 093-603-2794

北九州市 ヤマト運輸株式会社　八幡東営業所
福岡県北九州市八幡東区前田１－３－５，３－６，３－

７，３－９，３－１１
093-681-8056

北九州市 ヤマト運輸株式会社　八幡南営業所 福岡県北九州市八幡西区東石坂町３４５６－４・５・６ 093-618-5031

北九州市 ヤマト運輸株式会社　八幡引野
福岡県北九州市八幡西区割子川２丁目１５－９，１０，

２１
093-632-7101

北九州市 ヤマト運輸株式会社　小倉北営業所 福岡県北九州市小倉北区末広２丁目３６番１４ 080-5451-8549

北九州市 ヤマト運輸株式会社　新門司営業所 福岡県北九州市門司区伊川字ツイ通１９５３番１ 093-481-7780

北九州市 戸畑物流株式会社　本社営業所 福岡県北九州市小倉北区西港町９－３ 093-562-0780

北九州市 日本郵便輸送株式会社　門司営業所 福岡県北九州市門司区松原２－９－５８ 093-371-6508

北九州市 株式会社ムロオ　北九州営業所 福岡県北九州市小倉北区西港町１２３番１３ 093-562-2160

北九州市 下関海陸運送株式会社　北九州支店 福岡県北九州市門司区新門司北１－１１－５ 093-481-2457

北九州市 エル・エムサービス株式会社　本店営業所 福岡県北九州市小倉南区朽網東２丁目３０－９ 093-475-2002

北九州市 株式会社安川トランスポート　門司営業所 福岡県北九州市門司区新門司北１丁目２－１０ 093-481-6788

北九州市 山九株式会社　小倉営業所 福岡県北九州市小倉北区西港町８６－９ 093-581-2631

北九州市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　北九州支店 福岡県北九州市小倉北区西港町８４－１ 093-562-8940

北九州市 株式会社ベストワーク運輸　本社営業所 福岡県北九州市小倉北区西港町９５－５ 093-582-7758

鞍手郡 株式会社えびす商会　本社営業所 福岡県鞍手郡鞍手町大字室木７１４番地 0949-43-2222

鞍手郡 豊運輸株式会社　筑豊営業所 福岡県鞍手郡小竹町大字赤地１９０４ 0949-24-6359

鞍手郡 宮本急送有限会社　鞍手営業所 福岡県鞍手郡鞍手町大字中山１－８４ 0949-43-3939

鞍手郡 第一運送株式会社　筑豊営業所 福岡県鞍手郡小竹町大字御徳１７０２－２０ 09496-2-7545

遠賀郡 嶋本運送株式会社　本社営業所 福岡県遠賀郡遠賀町大字木守字村下１４５３－１ 093-291-1500

遠賀郡 九州倉本運送株式会社　本社営業所 福岡県遠賀郡岡垣町大字手野字土田４８６－６ 093-283-4088

遠賀郡 有限会社永井運輸　本社営業所 福岡県遠賀郡遠賀町大字尾崎字二又１１２９ 093-293-7700

遠賀郡 髙倉運輸株式会社　本社営業所 福岡県遠賀郡遠賀町大字別府３４００番地 093-293-8864

京都郡 藤澤環境開発株式会社　福岡支店 福岡県京都郡みやこ町勝山箕田１５１－２ 0930-32-6980

京都郡 石部運輸倉庫株式会社　北九州営業所 福岡県京都郡苅田町新浜町１番地７１ 093-953-6798

京都郡 日本通運株式会社　苅田物流事業所 福岡県京都郡苅田町新浜町９－１９ 093-436-2302

京都郡 豊能運送株式会社　福岡営業所 福岡県京都郡苅田町大字与原字文久２１０７番１ 093-435-3100

京都郡 司企業株式会社　苅田営業所 福岡県京都郡苅田町与原２００６－１３ 0930-26-5053

京都郡 豊運輸株式会社　苅田営業所 福岡県京都郡苅田町幸町７－２ 093-434-4245

京都郡 三原物流株式会社　本社営業所 福岡県京都郡苅田町長浜町８番地 093-436-0090

京都郡 鶴丸海運株式会社　北九州営業所 福岡県京都郡苅田町新浜町１－６ 093-434-1171

京都郡 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　小倉南支店 福岡県京都郡苅田町港町１７番２ 093-435-2030

三井郡 株式会社鹿児島急送　福岡営業所 福岡県三井郡大刀洗町大字山隈４００－１ 0942-23-2121
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三井郡 北松通運株式会社　福岡営業所 福岡県三井郡大刀洗町大字山隈４７１－２ 0942-23-6755

三井郡 株式会社九州デイリーサービス　福岡営業所 福岡県三井郡大刀洗町高樋１７１２－４ 0942-90-0167

糟屋郡 九州金澤運輸株式会社　福岡営業所 福岡県糟屋郡宇美町若草２丁目１２－１ 092-710-9121

糟屋郡 株式会社長野トランスポート　福岡営業所 福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈３９９－１ 092-410-1104

糟屋郡 コバヤシライン株式会社　本社営業所 福岡県糟屋郡宇美町井野３９６－５ 092-692-8066

糟屋郡 大東実業株式会社　福岡営業所 福岡県糟屋郡粕屋町若宮２丁目８－２ 092-410-7504

糟屋郡 日翔物流株式会社　本社営業所 福岡県糟屋郡宇美町若草三丁目２６３０番地１ 092-710-8120

糟屋郡 株式会社ミキサーセンター　宇美営業所 福岡県糟屋郡宇美町井野７１０－５ 092-504-0740

糟屋郡 株式会社ミキサーセンター　新宮営業所 福岡県糟屋郡新宮町下府２－４－１２ 092-940-6611

糟屋郡 株式会社福岡高速運輸　本社営業所 福岡県糟屋郡志免町別府北３丁目４番１号 092-623-1383

糟屋郡 株式会社トランスネットワーク　福岡支店 福岡県糟屋郡須恵町大字佐谷３９７－１ 092-710-9505

糟屋郡 九州航空株式会社　福岡支店 福岡県糟屋郡粕屋町大字戸原８７３ 092-410-1300

糟屋郡 江川商運有限会社　本社 福岡県粕屋郡久山町大字猪野５７５ 092-410-0757

糟屋郡 株式会社丸二運送　福岡 福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋字新開４４９番４号 092-405-7370

糟屋郡 株式会社システムライン　本社 福岡県糟屋郡粕屋町大字戸原８５４ 092-623-7882

糟屋郡 株式会社九州協栄　本社営業所 福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘二丁目１４－１ 092-934-0861

糟屋郡 株式会社ダイコー物流　本社 福岡県糟屋郡新宮町大字的野８１－１４ 092-410-1640

糟屋郡 株式会社博運社　福岡支店第２営業所 福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋４２７ー１ 092-289-1824

糟屋郡 株式会社日之出運輸　福岡支店 福岡県糟屋郡粕屋町仲原１８２９－１ 092-626-9711

糟屋郡 有限会社三和　福岡営業所 福岡県糟屋郡篠栗町尾仲５５３－３ 092-947-4120

糟屋郡 株式会社藤原運輸　篠栗営業所 福岡県粕屋郡篠栗町大字乙犬８４４－１ 092-948-3220

糟屋郡 和喜輸送株式会社　福岡営業所
福岡県糟屋郡粕屋町内橋６４２－１　ＤＰＬ福岡糟屋６

Ｆ
092-409-6361

糟屋郡 豊島急送株式会社　本社 福岡県粕屋郡宇美町大字井野２７７－１ 092-934-0148

糟屋郡 九州福山通運株式会社　福岡中央支店 福岡県糟屋郡久山町大字久原字原２９４０ 092-976-2921

糟屋郡 セイコー運輸株式会社　福岡営業所 福岡県粕屋郡新宮町大字立花口４３３－１ 092-410-8555

糟屋郡 日豊トランスポート株式会社　福岡 福岡県粕屋郡粕屋町大字江辻７３４－１ 092-691-2774

糟屋郡 翔輝トランスポート株式会社　福岡営業所 福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲５８６番１ 092-410-6332

糟屋郡 豊運輸株式会社　久山営業所 福岡県糟屋郡久山町大字久原２９０４－２ 092-976-2911

糟屋郡 株式会社浪川運輸　本社営業所 福岡県粕屋郡新宮町大字的野字吉原６０３－５ 092-963-2661

糟屋郡 ロジテム・サービス有限会社　本社営業所 福岡県糟屋郡志免町志免中央４－７－１ 092-937-6830

糟屋郡 九州双葉運輸株式会社　本社 福岡県糟屋郡宇美町貴船２丁目３３－８ 092-931-0511

糟屋郡 株式会社ハート引越センター　福岡営業所 福岡県糟屋郡久山町大字山田１９２３－２ 092-976-3322

糟屋郡 九州倉本運送株式会社　福岡営業所 福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈６５６－１ 092-939-4672

糟屋郡 株式会社サムライＥＸＰ　福岡営業所 福岡県糟屋郡久山町大字山田１９２６－４ 092-976-4132

8／9　ページ　



市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

糟屋郡 株式会社トワード　福岡低温物流センター 福岡県粕屋郡宇美町大字井野４３３－１ 092-933-9300

糟屋郡 高千穂倉庫運輸株式会社　篠栗営業所 福岡県糟屋郡篠栗町大字津波黒字極楽１１１－５４ 092-957-4704

糟屋郡 山川運送株式会社　福岡営業所 福岡県糟屋郡新宮町大字原上１６１８－１ 092-940-5511

糟屋郡 岡松陸送有限会社　本社営業所 福岡県粕屋郡須恵町大字植木字尾黒１７４－２ 092-937-0907

糟屋郡 ウチダロジテム株式会社　物流センター営業所 福岡県粕屋郡須恵町大字新原３４－３，７，８ 092-957-6368

糟屋郡 福岡熊交株式会社　本社営業所 福岡県糟屋郡久山町久原２９０４－７ 092-652-3636

糟屋郡 株式会社ＮＢＳロジソル　福岡営業所 福岡県粕屋郡篠栗町大字和田１０４７－４－２ 092-931-5570

糟屋郡 株式会社福岡物流センター　本社 福岡県粕屋郡粕屋町若宮２丁目１９－３０ 092-938-1010

糟屋郡 株式会社博運社　福岡支店 福岡県粕屋郡粕屋町大字阿恵字上下３４３ 092-611-1222

糟屋郡 株式会社渡辺産業運輸　福岡営業所 福岡県粕屋郡志免町別府４７４－１ 092-939-3028

糟屋郡 福岡いづみ運輸株式会社　本社営業所 福岡県糟屋郡志免町別府東３丁目１－７ 092-936-2062

糟屋郡 株式会社コダ運輸　福岡営業所 福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘４丁目８番１３号 092-410-8001

糟屋郡 東京納品代行西日本株式会社　福岡センター 福岡県糟屋郡志免町御手洗１－３－１ 092-624-6700

糟屋郡 九州名鉄運輸株式会社　福岡東支店 福岡県糟屋郡宇美町貴船３丁目７－１ 092-934-0100

糟屋郡 株式会社博運社　第３ターミナル営業所 福岡県糟屋郡粕屋町大字阿恵３３４ー１ 092-621-2761

糟屋郡 ワールド運輸株式会社　福岡営業所 福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲字椿５８６番地１－２ 092-957-4011

糟屋郡 上村運送株式会社　福岡営業所 福岡県粕屋郡久山町大字山田２２９６－８ 092-976-3335

朝倉郡 株式会社ＨＥＲＣＵＬＥＳ　本社営業所 福岡県朝倉郡筑前町松延字切杭４９５－１ 0946-42-8139

朝倉郡 ヤマト運輸株式会社　筑前営業所 福岡県朝倉郡筑前町大字野町字大牟田１１４７番１ 0946-21-5020

朝倉郡 太田運輸株式会社　本社営業所 福岡県朝倉郡筑前町三並字薬師堂１４７２番地１ 0946-42-4448

朝倉郡 宝珠運輸株式会社　本社営業所 福岡県朝倉郡東峰村福井２９１６－２、２９１７－１ 0946-72-2304

八女郡 株式会社博運社　広川営業所 福岡県八女郡広川町大字藤田７３４－４ 090-1331-6276

八女郡 九州小田運輸株式会社　本社営業所 福岡県八女郡広川町大字日吉１１６４－５０ 0943-32-8800

八女郡 西田商運株式会社　八女営業所 福岡県八女郡広川町大字広川２４４４－３ 0942-42-3580

八女郡 株式会社大窪商店　福岡営業所 福岡県八女郡広川町大字藤田１４２５－５７ 0943-32-8808

八女郡 株式会社アサヒポーター　本社営業所 福岡県八女郡広川町大字日吉大野８６８－１ 0943-32-6923
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