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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）

宇佐市 有限会社大翔陸運　本社営業所 大分県宇佐市大字西大堀１６番地の１ 0978-38-7030

宇佐市 株式会社ＮＳＵロード・ライン　本社営業所 大分県宇佐市大字富山５０７－２ 0978-33-2030

宇佐市 司東九州株式会社　大分営業所 大分県宇佐市大字下乙女字船付１０５１番６ 0978-34-9990

宇佐市 東九運輸有限会社　本社 大分県宇佐市大字北宇佐１６１９－１ 0978-37-0373

宇佐市 中山運輸機工株式会社　大分支店 大分県宇佐市大字下高家字松山５６番地の１ 0978-25-5535

臼杵市 開成輸送株式会社　本社営業所 大分県臼杵市大字末広字黒丸１６１－１ 0972-63-1603

臼杵市 ＲＴＴ株式会社　九州支社 大分県臼杵市野津町大字野津市６４８番１ 0974-32-7820

臼杵市 有限会社山橋運送　本社営業所 大分県臼杵市大字臼杵２－７５－４３ 0972-62-2587

臼杵市 ヤマト運輸株式会社　大分臼杵営業所 大分県臼杵市大字野田字平ノ下２８６－１ 080-5043-2316

杵築市 国東運輸株式会社　本社営業所 大分県杵築市大字狩宿２５０９－３０ 0978-63-8777

杵築市 国東運輸株式会社　速見営業所 大分県杵築市大字中字中嶋５－１ 0978-63-2777

杵築市 株式会社九州錦運輸　本社営業所 大分県杵築市大字猪尾７８１－１，７８１－２ 0978-62-5521

杵築市 大分高速運輸有限会社　本社営業所 大分県杵築市大字中６４２ 0978-63-5852

国東市 ヤマト運輸株式会社　大分国東営業所 大分県国東市国東町鶴川１６５６ 080-5043-2373

国東市 株式会社テクノ　本社営業所 大分県国東市安岐町下原１３６６－１ 0978-67-2474

佐伯市 新和運送株式会社　本社営業所 大分県佐伯市弥生大字床木１１９番地 0972-46-1911

佐伯市 丸英運輸株式会社　本社営業所 大分県佐伯市大字木立２１２７番５ 0972-29-5000

佐伯市 九州福山通運株式会社　佐伯営業所 大分県佐伯市大字上岡字岩ノ鼻２７７５番５ 0972-22-0292

大分市 藤澤環境開発株式会社　本社営業所 大分県大分市久原中央４丁目７番１号 097-593-4211

大分市 竜伸建設工業株式会社　本社営業所 大分県大分市須賀２丁目５番３８号 097-578-7808

大分市 株式会社物流春日　　大分営業所 大分県大分市萩原２丁目２番１４号 097-535-7471

大分市 日豊運送株式会社　本社営業所 大分県大分市小中島２丁目４番４５号 097-524-0066

大分市 一番運輸株式会社　西大分営業所 大分県大分市大字勢家字春日浦８４３－７１ 097-537-3002

大分市 鶴崎林商運輸株式会社　本社営業所 大分県大分市小中島２丁目３－３２ 097-521-2231

大分市 ダイワ運輸株式会社　大分営業所 大分県大分市三佐６丁目５－１ 097-503-5266

大分市 株式会社博運社　大分生協営業所 大分県大分市青崎１丁目９番３５号 097-558-5170

大分市 ヤマト運輸株式会社　大分駅前営業所 大分県大分市弁天２－５－５ 080-5043-2453

大分市 九州西濃運輸株式会社　大分支店 大分県大分市三佐１丁目２番１２号 097-522-1881

大分市 株式会社ちゅうえき　大分営業所 大分県大分市青崎二丁目４－５２ 097-547-8818

大分市 株式会社ユタカ産業運輸　大分営業所 大分県大分市大字下郡４６５ 097-569-8390

大分市 株式会社三興　本社営業所 大分県大分市大字丹生３０－４１ 097-592-1289

大分市 南九州センコー株式会社　大分営業所 大分県大分市流通業務団地１丁目３番１２ 097-524-3511

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（大分県）
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大分市 みどり運送株式会社　本社営業所 大分県大分市大字廻栖野３２３１－１３ 097-586-4187

大分市 新和運輸有限会社　本社営業所 大分県大分市大字城原字蓮池２４０４－１ 097-593-3103

大分市 株式会社アイエヌライン　大分営業所 大分県大分市弁天１丁目１９７０番１１３ 097-576-9688

大分市 株式会社テクノ　大分西営業所 大分県大分市大字勢家字芦崎１０９８番２２３ 097-585-5377

大分市 安心院運輸株式会社　本社営業所 大分県大分市向原西１丁目４番５号 097-558-6555

大分市 株式会社シンクラン　大分営業所 大分県大分市大分流通業務団地一丁目４番１ 097-524-2115

大分市 九州航空株式会社　大分支店 大分県大分市豊海４－２－５ 097-536-3373

大分市 株式会社九州ロジスティクス　本社営業所 大分県大分市大在北３－１４０ 097-528-8881

大分市 九州安芸重機運輸株式会社　大分支店 大分県大分市大字三佐１２６２－１ 097-521-1311

大分市 有限会社大平運輸　本社営業所 大分県大分市向原沖１丁目１番４１号 097-551-2296

大分市 九栄運輸倉庫株式会社　大分営業所 大分県大分市豊海３－９－１ 097-534-7575

大分市 鶴崎海陸運輸株式会社　本社営業所 大分県大分市大字大在２番地 097-592-5252

大分市 ヤマト運輸株式会社　下郡営業所 大分県大分市下郡東二丁目１番４１号 080-5043-2491

大分市 新光運輸株式会社　大分営業所 大分県大分市大字三佐大新田１３５４番地の５ 097-527-7702

大分市 大分総合運輸株式会社　本社営業所 大分県大分市大字荏隈１７２５－１ 097-540-7037

大分市
株式会社サンキュウ・トランスポート・九州　大分営業

所
大分県大分市大字大在２ 097-592-3969

大分市 九州ライトニング物流有限会社　本社 大分県大分市大字種具字田代１１６４番地１ 097-503-6080

大分市 九州名鉄運輸株式会社　大分支店 大分県大分市大字三佐字古新田１２６７ 097-521-2020

大分市 駿和物流株式会社　大分営業所
大分県大分市大字佐野字南４３５６，４３５７，４３５

８
097-592-2887

大分市 九州菱倉運輸株式会社　大分営業所 大分県大分市大字小中島字新田５５１－１ 097-527-6211

大分市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　大分支店 大分県大分市青崎２丁目５－２４ 097-524-3010

中津市 吉浦運送株式会社　中津支店 大分県中津市大字田尻崎２０－４ 0979-27-6500

中津市 有限会社扇運輸　本社営業所 大分県中津市鍋島８３０番地の１ 0979-32-6010

中津市 九州航空株式会社　中津営業所 大分県中津市大字植野４８３ー１ 0979-32-4341

中津市 株式会社古園運送　本社営業所 大分県中津市大字福島１０８０－３ 0979-32-7406

中津市 マルナカ物流株式会社　本社営業所 大分県中津市大字福島字新開４５０番地９ 0979-53-9301

中津市 株式会社テクノ　中津営業所 大分県中津市大字角木１１２－１ 0979-26-0755

中津市 有限会社東浜陸運　本社営業所 大分県中津市植野６０－１ 0979-33-7771

日田市 山ア運送株式会社　本社営業所 大分県日田市大字友田８０－２ 0973-23-3187

日田市 三浦運送株式会社　本社営業所 大分県日田市大字三和９９１－２ 0973-24-2823

日田市 北松通運株式会社　日田営業所 大分県日田市大字高瀬６９７９ 0973-25-1164

日田市 株式会社アサヒサービス　本社営業所 大分県日田市大字十二町６４９－４ 0973-23-2506

日田市 株式会社ＮＢＳロジソル　本社営業所 大分県日田市大字友田８２０－１ 0973-24-2111
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日田市 大分物流サービス株式会社　日田営業所 大分県日田市大字花月字彦田１９３番３ 0973-27-7332

日田市 株式会社モンリク　日田営業所 大分県日田市大字高瀬６９７９ 0973-25-1160

豊後高田市 高田通運株式会社　本社営業所 大分県豊後高田市新栄１３７９番地６ 0978-22-2485

豊後高田市 有限会社九州北港運輸　大分センター 大分県豊後高田市佐野１５５１－１ 0978-25-8826

豊後高田市 ヤマト運輸株式会社　豊後高田営業所 大分県豊後高田市大字呉崎１８２９－１ 080-5043-2426

豊後大野市 株式会社伯伸商事　本社営業所 大分県豊後大野市三重町内山１３１８番地１ 0974-22-0432

豊後大野市 株式会社ユタカ産業運輸　本社営業所 大分県豊後大野市千歳町大字長峰字桑迫１５９０ 0974-37-2136

由布市 株式会社城東運輸　本社営業所 大分県由布市挾間町来鉢１８９－１ 097-583-3300

由布市 有限会社アゼスト　本社営業所 大分県由布市挾間町高崎９４９－２ 097-586-3388

速見郡 東和運送株式会社　大分日出支店 大分県速見郡日出町大字川崎字切分４３００番地１５ 0977-76-8131

速見郡 株式会社ＡＹＵＳＨＯＵ　本社営業所 大分県速見郡日出町豊岡３３０９番地４ 0977-51-4878
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