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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）

宇城市 鶴丸海運株式会社　熊本営業所 熊本県宇城市松橋町萩尾字園田１４２１－１ 0964-25-2153

宇城市 有限会社河野運送　本社営業所 熊本県宇城市三角町手場５９７－１ 0964-54-1156

宇城市 株式会社長野トランスポート　熊本営業所 熊本県宇城市小川町江頭２０５番地 0964-27-4500

宇城市 株式会社ヤマザキ物流　熊本営業所 熊本県宇城市松橋町浦川内２３８８ 0964-33-8200

宇城市 豊運輸株式会社　熊本営業所 熊本県宇城市松橋町浦川内字柳原１６４３－２ 0964-33-3700

宇城市 豊世運輸株式会社　本社営業所 熊本県宇城市松橋町豊福２５１３－４ 0964-33-7181

宇城市 熊本通運株式会社　松橋支店 熊本県宇城市松橋町両仲間字小花１４９８－１ 0964-32-2151

宇城市 ドーネル運輸有限会社　本社営業所 熊本県宇城市松橋町竹崎１９４０－１ 0964-34-3033

宇土市 南九州センコー株式会社　宇土営業所 熊本県宇土市松山町字中柳町１１３４－８ 0964-55-0004

宇土市 有限会社甲斐運送　本社営業所 熊本県宇土市築籠町字道上７４－１０ 0964-23-2856

宇土市 長浜運輸株式会社　本社営業所 熊本県宇土市長浜町２０３４ 0964-27-1133

宇土市 駿和物流株式会社　ＦＭ熊本センター営業所 熊本県宇土市花園町２３７４番地１ 0964-23-2801

菊池市 株式会社緒方産業　本社営業所 熊本県菊池市龍門字鶴迫６９ 0968-27-0720

菊池市 有限会社九州商事　本社営業所 熊本県菊池市泗水町田島２７２４－１ 0968-38-3515

菊池市 日精サービス株式会社　熊本営業所 熊本県菊池市旭志川辺字三ノ東沖１０６８－３ 0968-37-3693

菊池市 株式会社らくのう運輸　本社営業所 熊本県菊池市泗水町豊水１２１６－２ 0968-38-6300

玉名市 岱明運輸株式会社　新玉名倉庫営業所 熊本県玉名市下８２９番１ 0968-82-8666

玉名市 株式会社天水　本社営業所 熊本県玉名市天水町小天字浜天神７２６２ 0968-82-4110

玉名市 桃山運送有限会社　桃山運送本社営業所
熊本県玉名市天水町部田見字築合２７４９－１，２７４

９－２
0968-82-2235

熊本市 フクワ物流株式会社　城南物流センター 熊本県熊本市南区城南町藤山８８５－２６ 0964-27-5371

熊本市 株式会社九建運送　本社営業所 熊本県熊本市北区植木町岩野７８２－１ 096-272-7815

熊本市 株式会社大福物流　戸島営業所 熊本県熊本市東区戸島町１０００番 096-388-7177

熊本市 西久大運輸倉庫株式会社　熊本通運営業所 熊本県熊本市西区蓮台寺４－１－１ 096-312-3811

熊本市 株式会社ＩＳＭ　本社営業所 熊本県熊本市南区城南町阿高３０４－３ 0964-27-9990

熊本市 有限会社堀兄弟運送　熊本営業所 熊本県熊本市南区城南町鰐瀬１８０８－３６ 0964-27-9160

熊本市 鍋谷商会株式会社　本社 熊本県熊本市中央区国府３丁目７６ 096-363-3355

熊本市 フクワ物流株式会社　流通団地センター 熊本県熊本市南区流通団地１丁目１３ 096-379-8915

熊本市 九州栄孝エキスプレス株式会社　本社営業所 熊本県熊本市東区小山町１９２３－１ 096-389-3861

熊本市 株式会社熊本総合運輸　本社営業所 熊本県熊本市南区城南町碇１６６－５ 0964-28-1880

熊本市 株式会社システムライン　熊本営業所 熊本県熊本市南区城南町藤山８８５－２４ 0964-27-5028

熊本市 株式会社物流春日　流通団地営業所 熊本県熊本市南区流通団地１丁目７０ 096-234-7907
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熊本市 株式会社サン・トップ運輸　本社 熊本県熊本市西区春日７丁目２６－７０ 096-324-4086

熊本市 株式会社日新企画　本社営業所 熊本県熊本市東区戸島７丁目１２－１０ 096-388-7788

熊本市 株式会社塚腰運送　熊本営業所 熊本県熊本市東区戸島町９６６番地１ 096-380-6133

熊本市 株式会社シンクラン　熊本営業所 熊本県熊本市南区流通団地１丁目１７ 090-7393-9580

熊本市 株式会社林運送　熊本営業所 熊本県熊本市北区徳王１丁目７番１５号 096-323-3620

熊本市 株式会社博運社　植木営業所 熊本県熊本市北区植木町舞尾６９９－４ 096-273-3199

熊本市 熊本太陽運輸株式会社　本社営業所 熊本県熊本市北区下硯川２丁目９番１号 096-322-2031

熊本市 株式会社にしけい　熊本 熊本県熊本市中央区南熊本３丁目１２番２号 096-363-6444

熊本市 九州ネクスト株式会社　熊本支店 熊本県熊本市南区流通団地２丁目１６ 096-379-5002

熊本市 日本通運株式会社　熊本引越センター 熊本県熊本市南区流通団地２丁目１９番 096-378-7200

熊本市 ペンタ・ロジスティクス株式会社　城南営業所 熊本県熊本市南区城南町鰐瀬１８０８－２３ 0964-27-5775

熊本市 株式会社らくのう運輸　熊本営業所 熊本県熊本市東区戸島５丁目１０－１５ 096-389-0810

熊本市 株式会社熊日物流　本社営業所 熊本県熊本市中央区世安町７８－１ 096-361-2345

熊本市 宇城農産輸送株式会社　本社営業所 熊本県熊本市南区富合町南田尻７５１－１ 096-357-0273

熊本市 岡山県貨物運送株式会社　熊本支店 熊本県熊本市南区近見８丁目７－８５ 096-354-0191

熊本市 有限会社小嶋陸送センター　本社営業所 熊本県熊本市南区良町２丁目５番２８号 096-355-0340

熊本市 有限会社美登里急配　本社営業所 熊本県熊本市南区会富町字河田２７－３，２８ 096-227-0908

熊本市 高陽輸送株式会社　熊本営業所 熊本県熊本市西区城山下代３丁目６－１５ 096-212-2555

熊本市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　熊本支店 熊本県熊本市東区小山３丁目２－２５ 096-388-9449

熊本市 城南貨物株式会社　本社営業所 熊本県熊本市南区城南町舞原７４－２ 0964-28-3202

荒尾市 有限会社東浜陸運　熊本営業所 熊本県荒尾市高浜字道の上１９０３番２８ 0968-68-6873

荒尾市 株式会社シンクラン　荒尾営業所 熊本県荒尾市野原９８９－１ 090-3882-3549

人吉市 株式会社シンクラン　人吉営業所 熊本県人吉市鬼木町字梢山１７６９－１０８ 080-3632-2688

人吉市 トールエクスプレスジャパン株式会社　人吉支店 熊本県人吉市中青井町３５４－５ 0966-23-2530

水俣市 トールエクスプレスジャパン株式会社　水俣支店 熊本県水俣市袋字一ツ橋２３５３－１ 0966-63-7620

天草市 株式会社熊日物流　天草営業所 熊本県天草市中村町２－９ 0969-24-3883

天草市 株式会社シンクラン　天草営業所 熊本県天草市東町７－３ 090-7393-9580

天草市 有限会社浜辺運送　本社営業所 熊本県天草市志柿町４３４３－１ 0969-58-2030

天草市 熊本通運株式会社　天草営業所 熊本県天草市有明町大字大島子字石神１７４９－２ 0969-25-6511

天草市 有限会社手野運送店　本社営業所 熊本県天草市志柿町字高垣２６９６－６ 0969-23-3757

八代市 株式会社エーブル　本社営業所 熊本県八代市新港町三丁目９番地１５ 0965-37-0391

八代市 有限会社八代陸運　本社営業所 熊本県八代市平山新町４８７０－１ 0965-35-1562

八代市 日本郵便株式会社　八代郵便局 熊本県八代市本町２丁目３－３４ 0965-32-2851

八代市 八代丸善運輸株式会社　本社営業所 熊本県八代市川田町東１１６８ 0965-39-0600

八代市 日豊トランスポート株式会社　八代営業所 熊本県八代市港町２７８ 0965-37-2661
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八代市 上野輸送株式会社　八代営業所 熊本県八代市大島町５０６９－１２ 0965-37-2058

八代市 久留米運送株式会社　八代店 熊本県八代市敷川内町八畝間２６６６－１ 0965-33-1361

八代市 有限会社上野　本社営業所 熊本県八代市二見洲口町字内新谷３３５－１ 0965-38-1717

八代市 有限会社新開貨物　本社営業所 熊本県八代市港町２６２－２３ 0965-37-2677

八代市 九州産業運輸株式会社　八代支店 熊本県八代市高島町字築延４４０４－１ 0965-33-5911

八代市 八代港運株式会社　八代港営業所 熊本県八代市新港町２丁目４番地３ 0965-37-3111

八代市 有限会社山本産業　本社営業所 熊本県八代市中北町字中牟田３７７８－２ 0965-45-9058

八代市 株式会社チクホー　南九州営業所 熊本県八代市新港町４丁目８－３ 0965-37-3672

阿蘇郡 ダイサントラフィック株式会社　本社営業所 熊本県阿蘇郡西原村布田８３４－１４２ 096-237-6996

阿蘇郡 株式会社熊本あおぞら運輸　本社営業所 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽４３１７番地１０ 0967-67-2333

阿蘇郡 株式会社原田興産　本社営業所 熊本県阿蘇郡小国町大字宮原２３１１番地 0967-46-4149

阿蘇郡 株式会社サトウロジック　小国営業所 熊本県阿蘇郡小国町宮原２２９０番地１ 0967-46-3939

阿蘇郡 ヤマト運輸株式会社　高森センター 熊本県阿蘇郡高森町大字高森字西原２２１８－４ 0967-62-3225

菊池郡 未来エキスプレス株式会社　本社営業所 熊本県菊池郡大津町杉水７１８番地９ 096-294-3955

菊池郡 株式会社山本産業　大津営業所 熊本県菊池郡大津町杉水３５２３番地１ 096-292-1010

菊池郡 トーショー九州株式会社　熊本営業所 熊本県菊池郡大津町大字杉水３３２０－４ 096-294-3331

菊池郡 宝栄物流株式会社　本社営業所 熊本県菊池郡大津町杉水１２０５番地３ 096-293-2200

菊池郡 石部運輸倉庫株式会社　熊本営業所 熊本県菊池郡大津町大字杉水３６７６－１ 096-294-3126

菊池郡 長州貨物株式会社　熊本営業所 熊本県菊池郡大津町室１７２８－１ 096-294-8908

菊池郡 熊本郵便輸送株式会社　熊本本社営業所 熊本県菊池郡菊陽町光の森７ー２４ー１２ 096-232-6185

菊池郡 城東物流システム株式会社　本社営業所 熊本県菊池郡大津町大字吹田１２０５－１ 096-293-8452

菊池郡 城東運輸倉庫株式会社　本社営業所 熊本県菊池郡大津町森字居島８３１－１ 096-293-0700

菊池郡 株式会社第一運輸　熊本営業所 熊本県菊池郡大津町大字高尾野７２７ 096-293-4242

菊池郡 有限会社松石運送　本社営業所 熊本県菊池郡大津町美咲野３丁目１９番地５ 096-293-8026

菊池郡 株式会社サトウロジック　本社営業所 熊本県菊池郡大津町大字杉水字中谷３７３９－９ 096-294-0070

玉名郡 小林流通株式会社　熊本営業所 熊本県玉名郡長洲町清源寺字塘添３２７５－１４ 0968-78-3561

玉名郡 株式会社ティーエヌ運輸倉庫　本社営業所 熊本県玉名郡南関町下坂下１９００番地２ 0968-66-7770

玉名郡 谷口興業株式会社　熊本営業所 熊本県玉名郡長洲町清源寺字中道下７６６－１ 0968-78-0788

玉名郡 長洲運送株式会社　本社営業所 熊本県玉名郡長洲町清源寺字部都７１５－１ 0968-78-2573

上益城郡 東京高速陸運株式会社　熊本営業所 熊本県上益城郡嘉島町大字上仲間８１４－１ 090-3239-9236

上益城郡 ダイワ運輸株式会社　熊本営業所 熊本県上益城郡御船町辺田見３９６－６ 096-281-7122

上益城郡 株式会社ニシヒロ　熊本営業所 熊本県上益城郡甲佐町白旗１８６５－５ 096-234-5777

上益城郡 有限会社青井運送　熊本営業所 熊本県上益城郡御船町大字小坂２５２６ 096-282-7400

上益城郡 九州産交運輸株式会社　熊本センター 熊本県上益城郡益城町平田字深迫２５２６ 096-388-2731

上益城郡 東南運輸株式会社　甲佐営業所 熊本県上益城郡甲佐町大字田口字西原５２８ 096-234-5610
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