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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）

伊万里市 九州流通運輸株式会社　本社営業所 佐賀県伊万里市松浦町桃川２９９０－１ 0955-20-6251

伊万里市 藤友物流株式会社　九州営業所 佐賀県伊万里市大川町川原５７７５－１ 0955-29-3368

伊万里市 飯盛運輸株式会社　伊万里営業所 佐賀県伊万里市東山代町長浜２４１１－１ 0955-29-8228

嬉野市 有限会社西野運輸　本社営業所 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿丁２０７－５ 0954-20-2877

佐賀市 株式会社ヤスキサービス　本社営業所 佐賀県佐賀市千代田町渡瀬１１２７番１ 0952-37-8577

佐賀市 株式会社ソクト運輸　本社 佐賀県佐賀市兵庫町大字渕字二本杉１８１０番地８ 0952-20-2670

佐賀市 ヤマト運輸株式会社　佐賀南営業所 佐賀県佐賀市川副町大字西古賀字三本松１１４番８ 0952-37-0141

佐賀市 大石運輸倉庫株式会社　佐賀営業所 佐賀県佐賀市諸富町徳富７００－３ 0952-34-8611

佐賀市 株式会社柿添トラック　佐賀営業所 佐賀県佐賀市諸富町大字為重３５５－８ 0952-47-6055

佐賀市 明興運輸株式会社　佐賀営業所 佐賀県佐賀市久保泉町上和泉１５８０－２２ 0952-98-9056

佐賀市 松木運輸株式会社　佐賀営業所 佐賀県佐賀市諸富町大字為重３５５－８ 0952-47-2860

佐賀市 筑後運送株式会社　佐賀支店 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸字上深町３０２０ 0952-23-0168

佐賀市 有限会社小野運送　本社営業所 佐賀県佐賀市金立町大字金立７６８－２ 0952-71-8127

佐賀市 株式会社にしけい　佐賀営業所 佐賀県佐賀市高木瀬東３丁目２０番１号 0952-36-6083

佐賀市 有限会社はがくれ運輸　本社営業所 佐賀県佐賀市大和町大字池上４００１ 0952-62-4312

佐賀市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　佐賀支店 佐賀県佐賀市鍋島３丁目６番１号 0952-36-7110

佐賀市 株式会社古賀組　本社 佐賀県佐賀市金立町大字千布３９１１－１ 0952-98-3121

鹿島市 飯盛運輸株式会社　鹿島営業所 佐賀県鹿島市中村２０２７ 0954-69-7231

鹿島市 株式会社丸都運輸　佐賀営業所 佐賀県鹿島市古枝柚木角甲３１０番１ 0954-63-6007

小城市 有限会社小城小型運送　本社営業所 佐賀県小城市小城町畑田２１８７－１ 0952-73-2412

小城市 佐賀大石運輸株式会社　本社営業所 佐賀県小城市牛津町乙柳８１２番地１ 0952-66-3055

神埼市 佐賀運輸株式会社　神埼支店
佐賀県神埼市神埼町竹３２７７－３（代表），３２７９

－５，３２３４－８
0952-53-2330

多久市 有限会社真栄土木開発　本社営業所
佐賀県多久市北多久町大字多久原２３９４番７の２（家

屋番号）
0952-74-3828

多久市 株式会社東西運輸　本社営業所 佐賀県多久市東多久町大字別府字平田３５０２－１ 0952-76-2930

多久市 有限会社山田運送　本社営業所 佐賀県多久市西多久町大字板屋６２４５－３ 0952-74-2039

鳥栖市 株式会社井口産交　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市西新町字所熊１４２２－２３９ 0942-85-1203

鳥栖市 ヤマト運輸株式会社　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市桜町清水ヶ本１４２４－６ 0942-84-3426

鳥栖市 株式会社ラント　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市藤木町字若桜７－１５ 092-324-9540

鳥栖市 株式会社ダイセーセントレックス　佐賀ハブセンター 佐賀県鳥栖市高田町字亀ノ甲１９１ 0942-50-9628

鳥栖市 東京高速陸運株式会社　九州中央営業所 佐賀県鳥栖市姫方町３２９－１ 0942-83-6687

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（佐賀県）
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鳥栖市 株式会社岡田商運　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市村田町４９６－１ 0942-50-8158

鳥栖市 福岡センコー運輸株式会社　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市西新町字所熊１４２２－２３８ 0942-82-0066

鳥栖市
ＨＡＶＩサプライチェーン・ソリューションズ・ジャパ

ン合同会社　九州ＤＣ
佐賀県鳥栖市姫方町蓮原１６３５番地 0942-85-8222

鳥栖市 太田物流システム有限会社　佐賀支店 佐賀県鳥栖市西新町１４２２－２９３ 0942-85-7377

鳥栖市 株式会社ファミリー八興　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市山浦町１８０４－７ 0942-50-8545

鳥栖市 アキタ株式会社　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市立石町１２番１０３ 0942-83-7190

鳥栖市 園田陸運株式会社　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市姫方町１６１１ 0942-84-8119

鳥栖市 九州西濃運輸株式会社　鳥栖支店 佐賀県鳥栖市真木町字赤江１０８５番地 0942-83-0881

鳥栖市 筑後運送株式会社　鳥栖支店 佐賀県鳥栖市原町大野１３７０－５ 0942-85-2030

鳥栖市 ジャパンロジ株式会社　本社営業所 佐賀県鳥栖市田代昌町字石町４７８－１ 0942-82-8220

鳥栖市 ヤマト運輸株式会社　鳥栖流通営業所 佐賀県鳥栖市藤木町４番１２ 0942-84-1106

鳥栖市 鳥栖倉庫株式会社　本社営業所 佐賀県鳥栖市永吉町字長ノ原５１１番１ 0942-50-8538

鳥栖市 佐川急便株式会社　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市原町１０８４－１ 0570-01-0591

鳥栖市 株式会社シーエックスカーゴ　鳥栖流通センター 佐賀県鳥栖市弥生が丘７丁目２番地 0942-82-9196

鳥栖市 レンゴーロジスティクス株式会社　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市轟木町９５０－１ 0942-83-2063

鳥栖市 九州福山通運株式会社　鳥栖支店 佐賀県鳥栖市真木町大字長田１７５３－１ 0942-83-4260

唐津市 松浦通運株式会社　山本営業所 佐賀県唐津市双水字向津留２９７１－１ 0955-78-1205

唐津市 上野輸送株式会社　唐津営業所 佐賀県唐津市東大島町２番地２３ 0955-72-1371

唐津市 飯盛運輸株式会社　唐津営業所 佐賀県唐津市養母田１０－４ 0955-78-1848

唐津市 有限会社三信商会　本社営業所 佐賀県唐津市石志３２４３－１ 0955-78-1536

唐津市 株式会社鏡運送　本社営業所 佐賀県唐津市半田１０６０－４ 0955-77-1393

唐津市 ヤマト運輸株式会社　唐津西営業所 佐賀県唐津市中瀬通１番２２号 0955-79-7003

武雄市 有田陸運株式会社　本社営業所 佐賀県武雄市山内町宮野２２７３０ 0954-20-7161

武雄市 西田商運株式会社　佐賀営業所 佐賀県武雄市北方町大字大崎５１７３－８ 0942-42-3580

武雄市 九州西濃運輸株式会社　武雄支店 佐賀県武雄市若木町大字川古９６７９－９ 0954-26-3300

武雄市 清本運輸株式会社　本社営業所 佐賀県武雄市山内町大字鳥海字椿原１１１２５ 0954-45-3551

三養基郡 東和運輸株式会社　九州営業所 佐賀県三養基郡みやき町大字江口５０００ 0942-85-9720

三養基郡 東和運送株式会社　鳥栖支店 佐賀県三養基郡基山町小倉３０３－１ 0942-81-7117

三養基郡 株式会社マツカワ物流　佐賀営業所 佐賀県三養基郡みやき町大字江口８１００ 0942-50-5615

三養基郡 株式会社東西運輸　東部営業所 佐賀県三養基郡みやき町大字白壁４１７８－５ 0942-89-1801

三養基郡
アイエイチロジスティクスサービス株式会社　基山セン

ター
佐賀県三養基郡基山町大字長野字上川原９７０番１ 0942-92-1645

三養基郡 株式会社オールウェイズ　本社営業所 佐賀県三養基郡上峰町堤３７８７ 0952-37-7656

三養基郡 株式会社エクシング　佐賀営業所 佐賀県三養基郡みやき町大字江口４８８０－３ 0942-89-3798
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三養基郡 有限会社ＴＢＣ　佐賀営業所 佐賀県三養基郡みやき町大字中津隈３３８５ 0942-85-8444

三養基郡 高木運輸株式会社　佐賀営業所 佐賀県三養基郡上峰町前牟田１７４３ 0952-51-4770

三養基郡 エービーカーゴ西日本株式会社　佐賀営業所 佐賀県三養基郡基山町大字長野字野口１２２番地１ 0942-92-1500

三養基郡 株式会社サンロジスティックス　鳥栖営業所 佐賀県三養基郡基山町長野９４６番地７ 0942-81-7880

三養基郡 太田運輸株式会社　佐賀支店 佐賀県三養基郡みやき町大字簑原３９１７番地１ 0942-94-5900

三養基郡
株式会社ケイ・ビー・エス　株式会社ケイ・ビー・エス

本社営業所

佐賀県三養基郡みやき町大字中津隈３１２６番２（家屋

番号）
0942-85-7171

三養基郡 大成運輸株式会社　佐賀営業所 佐賀県三養基郡基山町小倉６４３ー６ 0942-85-8823

三養基郡 大虎運輸九州株式会社　本社 佐賀県三養基郡基山町大字長野３８０番地の３３ 0942-92-8100

三養基郡 株式会社前田運送　鳥栖営業所 佐賀県三養基郡上峰町大字堤１９０３－１８ 0952-53-3622

三養基郡 株式会社大運　本社営業所 佐賀県三養基郡上峰町大字堤３２６９ 0952-53-1175

三養基郡 株式会社丸都運輸　基山支店 佐賀県三養基郡基山町大字長野９２３－２ 0942-92-5239

三養基郡 ヤマト運輸株式会社　鳥栖基山営業所 佐賀県三養基郡基山町宮浦１２－１ 0942-81-7510
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