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えびの市 倉本運送株式会社　本社営業所 宮崎県えびの市大字大明司字熊坂９－８，９－７ 0984-33-3691

えびの市 有限会社ラプター　本社営業所 宮崎県えびの市大字末永３７０３－１ 0984-33-2739

延岡市 株式会社ダイキューエキスプレス延岡　本社営業所 宮崎県延岡市土々呂町６丁目２９２３番地 0982-29-3215

延岡市 佐藤　一憲　　本店営業所 宮崎県延岡市北方町川水流卯８０５－３ 0982-47-2858

延岡市 丸一株式会社　本社営業所 宮崎県延岡市妙見町３９１６－１ 0982-37-0002

延岡市 宮崎綜合警備株式会社　延岡支社 宮崎県延岡市長浜町２丁目２０６７番地１６ 0982-34-1742

延岡市 株式会社ヤナキ　本社営業所 宮崎県延岡市卸本町６番１７号 0982-33-6622

延岡市
株式会社Ｔｏｋｕｇａｗａ　ＥＸＰＲＥＳＳ　本社営業

所
宮崎県延岡市妙見町３９２２番地１ 0982-20-2502

延岡市 まるか運送有限会社　本社営業所 宮崎県延岡市北方町南久保山子４６９０－１ 0982-47-2300

延岡市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　延岡支店 宮崎県延岡市別府町３１２４番１ 0982-21-0271

宮崎市 株式会社岡工業　本社営業所 宮崎県宮崎市まなび野２丁目２３番地１１ 0985-59-0474

宮崎市 ヤマト運輸株式会社　宮崎営業所 宮崎県宮崎市大字赤江字飛江田９８、９９ 0985-63-9411

宮崎市 株式会社湯浅運送　本社営業所 宮崎県宮崎市田代町１０４－１，１０５－１ 0985-28-3198

宮崎市 株式会社松永商事　宮崎営業所 宮崎県宮崎市高岡町花見字後田９０５番地１ 0985-72-5788

宮崎市 有限会社信和運送　本社営業所 宮崎県宮崎市大字赤江８６９番地１ 0985-54-3758

宮崎市 ヤマト運輸株式会社　宮崎主管支店

宮崎県宮崎市大字本郷南方１９７１－１，１９１４－

１，１９１４－２，１９１５－１，１９１５－２，１９

１６，１９１７，１９１８，１９１９－１

0985-56-9666

宮崎市 東洋陸送株式会社　宮崎港営業所 宮崎県宮崎市港３丁目２２番地 0985-60-5305

宮崎市 有限会社土佐商事　本社営業所 宮崎県宮崎市高岡町花見１７２０番地８ 0985-30-9985

宮崎市 株式会社マキタ運輸　宮崎営業所 宮崎県宮崎市港東１丁目９－１ 0985-22-6440

宮崎市 株式会社共栄興業　本社 宮崎県宮崎市田野町字白砂坂上乙９５０１番地１ 0985-86-0156

宮崎市 株式会社金丸　本社営業所
宮崎県宮崎市太田４丁目２番１５号　Ｆステージ南宮崎

２０１
0985-89-2296

宮崎市 有限会社平成産業　宮崎営業所 宮崎県宮崎市田野町乙４３３５番地１ 0985-86-0777

宮崎市 株式会社松浦回漕店　本社営業所 宮崎県宮崎市港１－１６ 0985-25-5566

宮崎市 北辰運輸株式会社　本社営業所 宮崎県宮崎市大字赤江１０９５番地１ 0985-77-8822

宮崎市 龍南運送株式会社　宮崎営業所 宮崎県宮崎市港２丁目１４番地 0985-24-7850

宮崎市 株式会社シンクラン　宮崎北営業所 宮崎県宮崎市柳丸町４６－１ 090-7533-7802

宮崎市 有限会社コア物流　本社営業所
宮崎県宮崎市大字本郷北方字鵜戸尾２７６４番地２、本

郷北方字柳篭２７１１番地４
0985-59-1720

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（宮崎県）
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宮崎市 有限会社宮崎配送センター　本社営業所 宮崎県宮崎市港東１丁目１１番地１ 0985-28-3279

宮崎市 有限会社エムライン宮崎　本社営業所 宮崎県宮崎市新別府町稲荷田１４４番地７ 0985-29-6747

宮崎市 南九州食品サービス株式会社　本社営業所 宮崎県宮崎市田野町甲８７９８番地２７７ 0985-77-5260

宮崎市 株式会社田村運輸　本社営業所 宮崎県宮崎市大坪町向溝田２７６２－１ 0985-51-2211

宮崎市 有限会社坂本運送店　本店営業所 宮崎県宮崎市神宮東２丁目４－１６ 0985-24-8596

宮崎市 有限会社司運輸　本社営業所 宮崎県宮崎市大字赤江９２８－４ 0985-53-2228

宮崎市 今村靖男　カネヤス商事本店営業所 宮崎県宮崎市阿波岐原町江田原１７０４番地１０ 0985-29-8808

宮崎市 株式会社アカギコーポレーション　本社営業所 宮崎県宮崎市大字島之内６３３２番地１ 0985-39-2412

宮崎市 株式会社宮崎ジャパンエキスプレス　本社営業所 宮崎県宮崎市島之内１０４７５－４ 0985-37-1002

宮崎市 国際空輸株式会社　宮崎営業所 宮崎県宮崎市大字赤江字飛江田３１７番地 0985-50-7101

宮崎市 有限会社佐土原運送　本社営業所 宮崎県宮崎市佐土原町石崎１丁目１０－１５ 0985-73-2136

宮崎市 吉浦運送株式会社　宮崎営業所 宮崎県宮崎市清武町今泉丙１８６４－８ 0985-85-3220

宮崎市 久留米運送株式会社　宮崎佐土原営業所
宮崎県宮崎市佐土原町大字下田島字広瀬川４－１８６０

４
0985-72-1511

宮崎市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　宮崎支店 宮崎県宮崎市小戸町９８番地 0985-20-6030

串間市 松本運送有限会社　本社営業所 宮崎県串間市大字串間１２３９－１ 0987-72-0446

小林市 有限会社共和運輸　本社営業所 宮崎県小林市野尻町三ヶ野山３２１７番地１ 0984-25-7455

小林市 宮崎運輸株式会社　小林営業所 宮崎県小林市大字細野字岡６５２‐２ 0984-23-5187

西都市 河野運輸有限会社　本社営業所 宮崎県西都市大字右松字原無田３２９０番１９ 0983-43-2205

西都市 有限会社宮崎配送センター　西都営業所 宮崎県西都市大字下三財字藤崎８４８ 0983-44-6262

都城市 株式会社ヤクシン運輸　都城営業所 宮崎県都城市下長飯３５０－１ 0986-47-4301

都城市 高崎運送有限会社　本社営業所 宮崎県都城市菖蒲原町５－３－１，５－３－３ 0986-24-3934

都城市 有限会社共和運輸　都城営業所 宮崎県都城市高城町大井手２８４９－１ 0986-51-5610

都城市 株式会社比良松　南九州営業所 宮崎県都城市山田町中霧島２８２８－３ 0986-36-0731

都城市 大八運送有限会社　宮崎営業所 宮崎県都城市野々美谷町２２０５ー２ 0986-36-3281

都城市 株式会社石原工業　本社営業所 宮崎県都城市山田町山田３８２８番地３ 0986-64-0853

都城市 宮崎県南部酪農業協同組合　本店営業所 宮崎県都城市下長飯町２３５１－２ 0986-23-3455

都城市 むつみ産業株式会社　本社営業所 宮崎県都城市高崎町前田２３５９番地１ 0986-45-8187

都城市 有限会社丸心商店　本社営業所 宮崎県都城市都北町４８５２番地 0986-36-5840

都城市 有限会社森山運送　本社営業所 宮崎県都城市南横市町１０７８ 0986-22-8630

都城市 徳丸運送株式会社　本店営業所 宮崎県都城市高崎町大牟田２５０９ 0986-77-5201

都城市 有限会社市橋運輸　本社営業所 宮崎県都城市高城町大井手２０４８－１０ 0986-58-5609

都城市 宮崎幸和運輸有限会社　本社営業所 宮崎県都城市上水流町８１８ 0986-36-1181

都城市 有限会社昇栄運送　本社営業所 宮崎県都城市山田町山田７３５番地８ 0986-64-1565

都城市 株式会社ＳＩＮＳＥＩ　本社営業所 宮崎県都城市上水流町８１８番地７ 0986-45-3380
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都城市 株式会社橘運送　都城営業所 宮崎県都城市都北町５１３０－２ 0986-46-7233

都城市 共同運送株式会社　本社営業所 宮崎県都城市神之山町１８０１－１ 0986-38-1458

都城市 全輪興業株式会社　本社営業所 宮崎県都城市神之山町２４１０ 0986-38-6366

都城市 株式会社ニッコン九州　都城営業所 宮崎県都城市都北町１０９８－１ 0986-47-1580

都城市 有限会社ケイ・エム・エクスプレス　本社営業所 宮崎県都城市蓑原町３０６２番地５ 0986-23-2414

日向市 鶴崎林商運輸株式会社　宮崎営業所 宮崎県日向市日知屋３３８０－２９ 0982-52-3587

日向市 矢野運輸株式会社　日向営業所 宮崎県日向市大字平岩字中島８１９３ 0982-57-1711

日向市 上日向自動車株式会社　本社営業所 宮崎県日向市上町１０７３８番１ 0982-54-5555

日向市 有限会社遠藤産業　本社営業所 宮崎県日向市大字日知屋７６６０番地１ 0982-53-7888

日向市 有限会社サンアイ　本社営業所 宮崎県日向市大字日知屋字亀川１７３０９ 0982-54-3939

日向市 株式会社長野トランスポート　宮崎営業所 宮崎県日向市亀崎西１丁目５番地 0982-66-7301

日向市 八興運輸株式会社　本社営業所 宮崎県日向市船場町１番１ 0982-52-7231

日向市 株式会社ニチウン　本社営業所 宮崎県日向市船場町１番地３ 0982-55-0859

日向市 株式会社ヤマシタ　本社営業所 宮崎県日向市大字財光寺１４０７番地１ 0982-50-0506

日向市
株式会社サンキュウ・トランスポート・九州　日向営業

所
宮崎県日向市大字日知屋字古田町５２番１ 0982-54-1545

日南市 株式会社髙倉興業　宮崎営業所 宮崎県日南市大字吉野方字中野１０５４５番地７ 0987-55-5777

日南市 矢野産業輸送株式会社　日南営業所 宮崎県日南市北郷町郷之原乙４７１－６ 0987-55-4377

日南市 株式会社シンクラン　日南営業所 宮崎県日南市平山２２４２－３，２２３７－１ 090-7533-7802

日南市 ミヤカワ運輸株式会社　本社営業所 宮崎県日南市大字吉野方１０５４５番１７ 0987-25-0925

日南市 王子物流株式会社　日南事業所 宮崎県日南市大字戸高１８５０番地 0987-23-3606

児湯郡 有限会社藤井重機　本社営業所 宮崎県児湯郡新富町大字新田字下川１４１８８－３ 0983-35-1278

児湯郡 株式会社高鍋運送　本社営業所 宮崎県児湯郡高鍋町大字持田６２９７－３ 0983-22-3698

児湯郡 株式会社グローバルライン　宮崎営業所 宮崎県児湯郡川南町大字川南５１９９－５９－１、５ 0983-35-3273

児湯郡 有限会社共和運輸　高鍋営業所 宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋字山伏山８７４３－２３ 0983-23-1514

児湯郡 南九州有機産業株式会社　本社営業所 宮崎県児湯郡都農町大字川北字水洗８４９６ 0983-25-3366

西臼杵郡 株式会社三興運輸　高千穂営業所 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井字長崎６２６２－１ 0982-72-7756

西臼杵郡 有限会社平成産業　本社営業所 宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折１２３０４－５ 0982-87-2732

西諸県郡 株式会社西輝物流　宮崎営業所 宮崎県西諸県郡高原町大字広原４８７６－４５ 0984-25-6380

西諸県郡 高原運送建設有限会社　本社 宮崎県西諸県郡高原町西麓３０８１番地４４ 0984-42-1313

西諸県郡 株式会社ＪＡ物流みやざき　霧島営業所 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓３２４１－３ 0984-25-6355

東臼杵郡 有限会社大場運送　本社営業所
宮崎県東臼杵郡門川町大字門川尾末字深坪７２１８－

１，７２１９
0982-63-6180

東諸県郡 株式会社昭英物流　本社営業所 宮崎県東諸県郡国富町大字宮王丸６７０番地 0985-36-6772

北諸県郡 有限会社中石運送　本社営業所 宮崎県北諸県郡三股町樺山１２７０－１ 0986-52-2395
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北諸県郡 有限会社国建産業　本社営業所 宮崎県北諸県郡三股町宮村１６０３番地 0986-52-9006

北諸県郡 日通宮崎運輸株式会社　ＪＡ都城配送センター 宮崎県北諸県郡三股町稗田１９－９ 0986-53-3670

北諸県郡 株式会社昇栄　宮崎 宮崎県北諸県郡三股町蓼池４５８６番地１ 0986-36-5681

北諸県郡 株式会社三股運送　本社営業所 宮崎県北諸県郡三股町大字樺山４６７２－１７３ 0986-52-1800
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