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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）

いちき串木野市 株式会社エルス　串木野営業所 鹿児島県いちき串木野市浜ヶ城１２１８２－２ 0996-32-1788

いちき串木野市 株式会社トランスポートＳＥＳ　本社営業所 鹿児島県いちき串木野市まぐろ本町１番地１ 0996-26-1700

いちき串木野市 南薩砂利株式会社　本社営業所 鹿児島県いちき串木野市平江１６７２５－１ 0996-32-3632

いちき串木野市 熊本交通運輸株式会社　鹿児島営業所 鹿児島県いちき串木野市川上５番地 0996-36-4250

阿久根市 株式会社タハラ運送　本社営業所 鹿児島県阿久根市塩鶴町１丁目１５３ 0996-73-1311

阿久根市 有限会社前田組運送　本社営業所 鹿児島県阿久根市赤瀬川２６９９－１ 0996-73-2300

阿久根市 有限会社明和運輸　本社営業所 鹿児島県阿久根市赤瀬川２２３２－６２ 0996-73-1855

阿久根市 株式会社松栄商事運輸　本社営業所 鹿児島県阿久根市赤瀬川２６１４－１ 0996-79-4750

阿久根市 有限会社みかさ運送　本社営業所 鹿児島県阿久根市脇本７８５９ー３ 0996-75-2651

阿久根市 有限会社野畑運送　本社営業所 鹿児島県阿久根市赤瀬川２７９８－７ 0996-72-1570

阿久根市 有限会社サンキュー・エクスプレス　本社営業所 鹿児島県阿久根市西目５２１－６ 0996-73-1122

姶良市 株式会社ファミリー八興　姶良営業所 鹿児島県姶良市平松字城瀬山下３９０４番地１ 0995-73-6737

姶良市 白坂　泰隆　本店営業所 鹿児島県姶良市加治木町西別府５０１２－２ 0995-63-1668

姶良市 株式会社大富　鹿児島営業所 鹿児島県姶良市加治木町木田１３７７－１９ 070-7660-1199

姶良市 株式会社伊藤運送　姶良営業所 鹿児島県姶良市蒲生町下久徳１６１－１ 080-1282-9000

姶良市 有限会社ダイイチエクスプレス　本社営業所 鹿児島県姶良市蒲生町白男１０８６ 0995-52-1766

姶良市 株式会社シンクラン　加治木営業所 鹿児島県姶良市加治木町木田２１２０ 0995-73-4325

姶良市 株式会社らくのう運輸　鹿児島第二営業所 鹿児島県姶良市加治木町木田１３７７－１９ 099-563-0764

姶良市 ヤマト運輸株式会社　姶良営業所 鹿児島県姶良市平松３４５５－７－２ 0995-65-9734

姶良市 高千穂倉庫運輸株式会社　加治木営業所 鹿児島県姶良市加治木町木田１３７７－１９ 0995-63-9722

姶良市 高千穂倉庫運輸株式会社　姶良営業所 鹿児島県姶良市大字脇元字渡瀬１０６６－１ 0995-67-3611

姶良市 三州運送株式会社　姶良営業所 鹿児島県姶良市平松３５２６－３ 0995-67-6688

姶良市 臼杵運送株式会社　鹿児島営業所 鹿児島県姶良市下名４５５－２ 0995-67-1006

姶良市 ピアノ運送株式会社　鹿児島営業所 鹿児島県姶良市平松３３６２、３３４０－２ 099-566-0871

姶良市 株式会社トレックス　本社営業所 鹿児島県姶良市加治木町港町６５ 0995-62-2525

姶良市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　姶良支店 鹿児島県姶良市平松３４１７－５ 0995-65-0880

薩摩川内市 福上産業株式会社　本社営業所 鹿児島県薩摩川内市樋脇町塔之原６６７－３ 0996-37-3228

薩摩川内市 田代運送株式会社　本社営業所 鹿児島県薩摩川内市中郷町２２８３ 0996-22-2297

薩摩川内市 株式会社鹿越　本社営業所 鹿児島県薩摩川内市小倉町字道下４２０－１ 0996-22-2197

薩摩川内市 タキ運輸株式会社　本社営業所 鹿児島県薩摩川内市港町字唐山６１２０－５ 0996-26-3278

薩摩川内市 島津物流有限会社　本社営業所 鹿児島県薩摩川内市寄田町１１５９番地２５ 0996-27-3931

薩摩川内市 田代運送株式会社　東郷営業所 鹿児島県薩摩川内市東郷町斧渕５０１６－６ 0996-42-0761
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薩摩川内市 幸洋運輸有限会社　本社営業所 鹿児島県薩摩川内市湯島町３５３５－５ 0996-26-2115

薩摩川内市 有限会社忠洋　本社営業所 鹿児島県薩摩川内市中郷町字東郷牟田５６７０－４ 0996-22-0304

薩摩川内市 有限会社今吉運輸　本社営業所 鹿児島県薩摩川内市田崎町１０７７－３ 0996-23-4646

薩摩川内市 川路　利美　川路産業　本店営業所 鹿児島県薩摩川内市樋脇町塔之原３９７６－１ 090-3665-7957

薩摩川内市 株式会社村尾運送　本社営業所 鹿児島県薩摩川内市小倉町６５０９－４ 0996-30-2111

薩摩川内市 堀之内運送株式会社　本社営業所 鹿児島県薩摩川内市勝目町字渡三口５５１１ 0996-22-3304

薩摩川内市 九州航空株式会社　川内営業所 鹿児島県薩摩川内市小倉町５７９０－１ 0996-30-1110

薩摩川内市 有限会社宇都産業　本社営業所 鹿児島県薩摩川内市東郷町斧渕字中水流９５５－３ 0996-42-2268

薩摩川内市 株式会社ロジステックネットワーク　川内城上営業所 鹿児島県薩摩川内市城上町５４７７－２ 0996-30-1822

薩摩川内市 南九州福山通運株式会社　川内営業所 鹿児島県薩摩川内市湯島町３５３５－１４ 0996-26-3358

薩摩川内市 ヤマト運輸株式会社　南川内営業所 鹿児島県薩摩川内市平佐町１６９９－１、１６９８－１ 0996-20-7955

薩摩川内市 しみず運送株式会社　川内営業所 鹿児島県薩摩川内市楠元町１１７２－１ 0996-29-2221

薩摩川内市 株式会社ロジステックネットワーク　川内南営業所 鹿児島県薩摩川内市城上町５４７７－２ 0996-30-1822

薩摩川内市 ヤマト運輸株式会社　入来営業所 鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名１５６５－１．３ 0996-21-4567

薩摩川内市 中越輸送株式会社　本社営業所 鹿児島県薩摩川内市鳥追町１４－２－１ 0996-22-3156

志布志市 有限会社野口運送　本社営業所 鹿児島県志布志市松山町新橋６９６８ 099-487-2255

志布志市 志布志貨物自動車業企業組合　本社営業所 鹿児島県志布志市志布志町帖６６１７ー１４２ 099-472-1037

志布志市 志布志東洋埠頭株式会社　本社営業所 鹿児島県志布志市志布志町志布志３２６７－１ 099-472-1771

志布志市
株式会社ブルーハイウェイエクスプレス九州　志布志営

業所
鹿児島県志布志市志布志町安楽２７７ 099-472-5211

志布志市 株式会社上組　志布志支店 鹿児島県志布志市志布志町志布志３３０６ 099-473-2486

志布志市 日本通運株式会社　志布志支店 鹿児島県志布志市志布志町志布志字若浜３２７６－１ 099-472-1121

指宿市 東邦鉱業株式会社　本社営業所 鹿児島県指宿市山川成川１０４０－７ 0993-34-2111

鹿屋市 株式会社物流ジャパン　鹿屋営業所 鹿児島県鹿屋市新川町５２０、５２１、５２２ 0994-40-8585

鹿屋市 石村　美代子　本店営業所 鹿児島県鹿屋市下高隈町４７８８－１６ 0994-45-2132

鹿屋市 鹿屋陸運有限会社　本社営業所 鹿児島県鹿屋市祓川町６２２４ー２ 0994-40-4546

鹿屋市 株式会社岡本産業　本社営業所 鹿児島県鹿屋市下高隈町５４５４－１１ 0994-45-3032

鹿屋市 有限会社スリーエヌ　本社営業所 鹿児島県鹿屋市白水町１９８６－１ 0994-44-4206

鹿屋市 有限会社菅原建設運輸　本社営業所 鹿児島県鹿屋市下祓川町３６６３ 0994-43-0875

鹿屋市 有限会社宝船　本社営業所 鹿児島県鹿屋市串良町有里５１５９－２ 0994-62-8033

鹿屋市 株式会社坂東島運輸　本社営業所 鹿児島県鹿屋市串良町有里６１５０－４ 0994-63-7777

鹿屋市 中村運送有限会社　本社営業所 鹿児島県鹿屋市吾平町上名７４７１－２ 0994-58-8211

鹿屋市 鹿児島サンクス運輸有限会社　本社営業所 鹿児島県鹿屋市下祓川町２３１５－６ 0994-44-6665

鹿屋市 九州西濃運輸株式会社　鹿屋営業所 鹿児島県鹿屋市永野田町７５０－２２ 0994-44-3322

鹿児島市 有限会社星光ライン　本社営業所 鹿児島県鹿児島市南栄４丁目１１－１ 099-268-1811
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鹿児島市 幸栄運輸有限会社　本社営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港２－２－６ 099-296-1501

鹿児島市 有限会社夏迫建設運輸　本社営業所 鹿児島県鹿児島市東俣町１７６０番地１ 099-245-7836

鹿児島市 南国輸送株式会社　錦江営業所 鹿児島県鹿児島市錦江町９番１号 099-222-8684

鹿児島市 第一海運株式会社　本社営業所 鹿児島県鹿児島市本港新町３ 099-224-2325

鹿児島市 マリックス物流サービス株式会社　本社営業所 鹿児島県鹿児島市錦江町１－２５ 099-227-5000

鹿児島市 天竜建設株式会社　本社営業所 鹿児島県鹿児島市坂之上７丁目４０－６８ 099-261-5887

鹿児島市 有限会社福元産業運輸　鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港１－３－２９ 099-261-9658

鹿児島市 有限会社三大機動　本社営業所 鹿児島県鹿児島市春山町２１４０－１ 099-278-0551

鹿児島市 有限会社岩下産業　本社営業所 鹿児島県鹿児島市東開町４－６７ 099-267-0662

鹿児島市 有限会社鹿児島マルトウ　本社営業所 鹿児島県鹿児島市中山町６０６９－１ 099-284-7311

鹿児島市 大島輸送株式会社　本社営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港３－１－２１ 099-261-2709

鹿児島市 大島輸送株式会社　新港営業所 鹿児島県鹿児島市城南町３６ 099-223-8331

鹿児島市 株式会社吉丸組　本社営業所 鹿児島県鹿児島市玉里町２０－４０ 099-226-7150

鹿児島市 南九州福山通運株式会社　鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市西別府町３２００－３ 099-281-2920

鹿児島市 有限会社清美土木　本社営業所 鹿児島県鹿児島市宇宿４－３５－１５ 099-264-7300

鹿児島市 株式会社仲野建設　本社営業所 鹿児島県鹿児島市七ツ島一丁目４番地１７ 099-261-6688

鹿児島市 株式会社マキタ運輸　鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市南栄四丁目１１－１ 099-813-8705

鹿児島市 株式会社薩州産業　本社営業所 鹿児島県鹿児島市南栄４丁目１１番１ 099-203-0289

鹿児島市 株式会社吉永土木　本社営業所 鹿児島県鹿児島市新栄町２０－７ 099-253-0531

鹿児島市 有限会社木下運送　本社営業所 鹿児島県鹿児島市小野３－１１９１－１６ 099-220-1175

鹿児島市 株式会社榎田組　本社営業所 鹿児島県鹿児島市小山田町１１６－１ 099-238-4058

鹿児島市 株式会社北建　本社営業所 鹿児島県鹿児島市小山田町６７１４－２ 099-229-6171

鹿児島市 ひまわり物流株式会社　本社営業所 鹿児島県鹿児島市東開町１２－４ 099-210-0007

鹿児島市 有限会社本運送　本社 鹿児島県鹿児島市谷山港３－１－１０ 099-224-1060

鹿児島市 日東海運株式会社　谷山港事務所 鹿児島県鹿児島市南栄４丁目４３ 099-268-0880

鹿児島市 鹿児島通運株式会社　大峯物流センター 鹿児島県鹿児島市西別府町３０１０－１０ 099-248-8181

鹿児島市 株式会社南日本引越センター　本社営業所 鹿児島県鹿児島市玉里町１４－４５ 099-226-4722

鹿児島市 東洋運輸株式会社　本社営業所 鹿児島県鹿児島市南栄４－１１－７ 099-210-2121

鹿児島市 有限会社善産業　本社営業所 鹿児島県鹿児島市南栄２丁目１２－２ 099-260-7879

鹿児島市 有限会社西運送　本社営業所 鹿児島県鹿児島市田上６－２－５７ 099-253-8511

鹿児島市 あづま運送株式会社　本社営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港３－１－５ 099-261-1878

鹿児島市 有限会社島木運送　本社営業所 鹿児島県鹿児島市小山田町４２３７－１ 099-238-2135

鹿児島市 有限会社鴨池運送　本社営業所 鹿児島県鹿児島市東開町８－５ 099-210-1808

鹿児島市 斜木建設株式会社　運輸部営業所 鹿児島県鹿児島市春山町１４９６－１３ 099-278-7667

鹿児島市 株式会社ナンニチ流通　鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市西佐多町４１１０番地４０ 099-245-5200
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鹿児島市 丸天建設株式会社　本社営業所 鹿児島県鹿児島市小原町２２５３－１ 099-267-2975

鹿児島市 株式会社コスモ建設運輸　本社営業所 鹿児島県鹿児島市宮之浦町９３６－５ 099-294-2061

鹿児島市 株式会社三純建設　本社営業所 鹿児島県鹿児島市鴨池１－２５－１ 099-257-1881

鹿児島市 株式会社新留土木　本社営業所 鹿児島県鹿児島市小野町３６９０－４ 099-283-5188

鹿児島市 有限会社福満運輸　本社営業所 鹿児島県鹿児島市七ツ島１－１－２３ 099-261-5118

鹿児島市 株式会社東亜運輸　本社営業所 鹿児島県鹿児島市南栄４－１６ 099-268-6123

鹿児島市 株式会社西川海陸輸送　鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港二丁目２－１０ 099-262-2266

鹿児島市 株式会社伊藤運送　本社営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港３－１－２２ 099-262-1131

鹿児島市 有限会社小野興産　本社営業所 鹿児島県鹿児島市南栄２丁目１１番 099-267-6241

鹿児島市 九州航空株式会社　鹿児島支店 鹿児島県鹿児島市新栄町１７番５号 099-258-1248

鹿児島市 有限会社横手重機　本社営業所 鹿児島県鹿児島市小山田町１３４－１ 099-238-4160

鹿児島市 佐川急便株式会社　鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市宇宿２－３７９９－４ 0570-01-0039

鹿児島市 日本貨物株式会社　本社営業所 鹿児島県鹿児島市南栄４－１１－１ 099-267-6211

鹿児島市 安全産業株式会社　本社営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港２丁目１－６ 099-298-5251

鹿児島市 株式会社大福物流　鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港１丁目２－６ 099-297-6668

鹿児島市 三州運送株式会社　本社営業所 鹿児島県鹿児島市南栄２丁目１－１ 099-266-0555

鹿児島市 株式会社ナカエ商事　本社営業所 鹿児島県鹿児島市南栄４－１１－１ 099-267-1211

鹿児島市 トールエクスプレスジャパン株式会社　鹿児島支店 鹿児島県鹿児島市南栄４丁目１１番１ 099-266-1981

鹿児島市 株式会社丸五運送　本社営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港３－１－１４ 099-261-1311

鹿児島市 熊本交通運輸株式会社　鹿児島中央営業所 鹿児島県鹿児島市東開町３－１８ 099-202-0036

鹿児島市 株式会社エーシーネットワーク　本社営業所 鹿児島県鹿児島市西別府町３２００－９ 099-282-4986

鹿児島市 日本通運株式会社　鹿児島支店　鹿児島海運事業所 鹿児島県鹿児島市南栄３－２８－２－２ 099-269-6111

鹿児島市 株式会社上組　鹿児島支店 鹿児島県鹿児島市南栄３－１９－３ 099-269-4523

鹿児島市 ヤマト運輸株式会社　北伊敷営業所 鹿児島県鹿児島市伊敷町４７４８－５，４７４８－６ 099-220-3849

鹿児島市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　鹿児島支店 鹿児島県鹿児島市宇宿２－５－１５ 099-250-8010

出水市 岩塚運輸株式会社　本社営業所 鹿児島県出水市野田町上名５７７０－２６ 0996-84-2479

出水市 出水ダイキュー運輸株式会社　本社営業所 鹿児島県出水市野田町下名３２２７－１ 0996-84-2932

出水市 株式会社溝上運輸　本社営業所 鹿児島県出水市高尾野町江内４１５９番地 0996-85-5437

出水市 株式会社シンクラン　出水営業所 鹿児島県出水市米ノ津町４０－２１ 080-3632-2688

出水市 株式会社小田平建設　本社営業所 鹿児島県出水市武本５１３－１ 0996-63-3455

出水市 株式会社のぼる産業　本社営業所 鹿児島県出水市武本５１１７－３ 0996-62-5629

出水市 有限会社辻産業　本社営業所 鹿児島県出水市高尾野町下高尾野４７７８－１ 0996-82-0200

出水市 南九州福山通運株式会社　出水営業所 鹿児島県出水市境町２９１０ 0996-67-2929

垂水市 株式会社池田建設　本社営業所 鹿児島県垂水市本城３９９１－３ 0994-32-9823

川内市 株式会社田代組　本社営業所 鹿児島県川内市隈之城町１８６５ 0996-22-6163

4／6　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）

曽於市 有限会社平井運送　本社営業所 鹿児島県曽於市末吉町諏訪方３５６２－３ 0986-76-1981

曽於市 有限会社西村建設　本社営業所 鹿児島県曽於市大隅町下窪町５０ 099-482-0085

曽於市 有限会社松尾運送　末吉営業所 鹿児島県曽於市末吉町諏訪方９４３８ 0998-76-2201

曽於市 有限会社森運送　本社営業所 鹿児島県曽於市大隅町中之内４９４３－１ 099-482-3333

曽於市 ニチモウロジスティクス株式会社　南九州営業所 鹿児島県曽於市末吉町深川字内村１１１１１－５ 0986-28-0233

曽於市 株式会社脇通商　本社営業所 鹿児島県曽於市末吉町本町２－１６－６ 0986-76-3039

南九州市 有限会社ダイトウ　本社営業所 鹿児島県南九州市川辺町野崎４８８２－２ 0993-78-3833

南九州市 西南運送株式会社　本社営業所 鹿児島県南九州市知覧町瀬世４７４４－２ 0993-84-1519

南九州市 あづま運送株式会社　青戸営業所 鹿児島県南九州市頴娃町上別府１１３８－１ 0993-39-0241

南九州市 ヤマト運輸株式会社　知覧営業所
鹿児島県南九州市知覧町郡１７３２４－３，１７３２４

－５，１７３２４－６
0993-83-1104

日置市 株式会社オオニワ　本社営業所 鹿児島県日置市東市来町湯田５０３７－１ 099-274-5519

日置市 株式会社つばめ機動建設　本社営業所 鹿児島県日置市吹上町中之里５３７－１ 099-296-2901

日置市 株式会社日之出サービス　本社営業所 鹿児島県日置市伊集院町麦生田２１４８－１ 099-273-9065

日置市 三九運輸株式会社　日置営業所 鹿児島県日置市伊集院町野田２３８０－３ 099-273-1225

枕崎市 さつま流通サービス株式会社　本社 鹿児島県枕崎市大塚南町４０３－３ 0993-72-2241

枕崎市 株式会社福元建設　本社営業所 鹿児島県枕崎市国見町３４０番地 0993-76-2610

枕崎市 有限会社スリーエヌ　枕崎営業所 鹿児島県枕崎市桜山西町７２３ 0993-73-1412

枕崎市 有限会社福元産業運輸　本社営業所 鹿児島県枕崎市国見町８７０ 0993-73-2517

枕崎市 有限会社幸産業　本社営業所 鹿児島県枕崎市鹿篭麓町１５８番地 0993-72-6113

枕崎市 南開運輸株式会社　本社営業所 鹿児島県枕崎市桜山西町７２３ 0993-73-1412

霧島市 国際空輸株式会社　鹿児島営業 鹿児島県霧島市溝辺町麓２５７－１ 0995-58-9488

霧島市
セイノースーパーエクスプレス株式会社　鹿児島貨物セ

ンター
鹿児島県霧島市溝辺町麓字曲迫２８２－２ 0995-58-2588

霧島市 株式会社昭英物流　鹿児島営業所 鹿児島県霧島市溝辺町崎森字西原２７９１－１ 099-202-0493

霧島市
有限会社ワイ・エスエキスプレスコーポレーション　本

社営業所
鹿児島県霧島市隼人町内１５５２－３ 0995-44-7218

霧島市 ネスコ株式会社　本社営業所 鹿児島県霧島市溝辺町崎森９７８－２ 0995-56-8844

霧島市 株式会社ロジステックネットワーク　霧島営業所 鹿児島県霧島市溝辺町麓字曲迫２９２－１３ 0995-58-9622

霧島市 株式会社霧島物流　本社営業所 鹿児島県霧島市溝辺町竹子７１７－３ 0995-59-2315

霧島市 株式会社ヤクシン運輸　国分営業所 鹿児島県霧島市隼人町見次３４３ 0995-73-6553

霧島市 有限会社ＹＯＳＨＩＤＡ　ＤＲＥＡＭ　本社営業所 鹿児島県霧島市隼人町小浜４３８５－１ 0995-42-5747

霧島市 霧島運輸倉庫株式会社　本社営業所 鹿児島県霧島市溝辺町麓３１６ー２ 0995-58-3619

霧島市 有限会社姶良物流　本社営業所 鹿児島県霧島市隼人町西光寺３１６７－３ 0995-44-9770

霧島市 南九州福山通運株式会社　鹿児島空港営業所 鹿児島県霧島市溝辺町麓字曲迫２８９－２ 0995-58-9292
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姶良郡 本山機動株式会社　本社営業所 鹿児島県姶良郡湧水町米永４５ー１、４６－１ 0995-74-3975

姶良郡 有限会社丸高運輸　本店営業所 鹿児島県姶良郡湧水町中津川４５５－１ 0995-75-2066

肝属郡 有限会社総合運輸　本社営業所 鹿児島県肝属郡東串良町川西１７９９－１ 0994-63-2805

肝属郡 有限会社新坂運送　本社営業所 鹿児島県肝属郡南大隅町佐多馬篭字片野坂３６９９ 0994-26-1293

熊毛郡 ヤマト運輸株式会社　南種子営業所 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上２１１８－４ 0997-26-2266

曽於郡 有限会社京畜運輸　本社営業所 鹿児島県曽於郡大崎町神領１７４３－１ 099-476-1180

曽於郡 有限会社南海運送　大崎営業所 鹿児島県曽於郡大崎町神領６０７－４ 0994-76-5333

曽於郡 株式会社ひかり物流　本社営業所 鹿児島県曽於郡大崎町神領６０６番地１ 099-471-7600
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