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伊万里市 株式会社大生物流　本社営業所 佐賀県伊万里市南波多町小麦原１５６－１ 0955-24-3100

伊万里市 株式会社伊万里貨物　本社営業所 佐賀県伊万里市山代町久原２８７２－２９ 0955-28-1185

伊万里市 伊万里運輸株式会社　本社営業所 佐賀県伊万里市二里町八谷搦６２７－６ 0955-23-3424

伊万里市 Ｉ・Ｋ物流株式会社　本社 佐賀県伊万里市山代町久原２８７２－２９ 0955-28-1185

伊万里市 伊万里陸運株式会社　本社営業所 佐賀県伊万里市山代町楠久津１７７－３２５ 0955-28-0319

伊万里市 有限会社大川運送　本社営業所 佐賀県伊万里市大川町大字立川字平河７４０－９ 0955-29-2053

伊万里市 ヤマト運輸株式会社　伊万里営業所 佐賀県伊万里市二里町大里乙２０３－１、２０４－１ 0955-23-9102

伊万里市 波多津運輸有限会社　本社営業所 佐賀県伊万里市波多津町辻５４８２－１ 0955-25-0828

伊万里市 多久島運送有限会社　本社営業所 佐賀県伊万里市二里町大里甲２８２８－１６ 0955-22-2402

伊万里市 内田運輸株式会社　佐賀営業所 佐賀県伊万里市南波多町大曲字辻４２６ 0955-24-2551

伊万里市 有限会社黒川運輸　本社営業所 佐賀県伊万里市黒川町大黒川１４２３－６　１４１８－ 0955-27-1320

嬉野市 ヤマト運輸株式会社　嬉野営業所 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿字二本桜甲１５９１ 0954-42-2803

佐賀市 株式会社ホームエネルギー九州　佐賀センター 佐賀県佐賀市久保泉町上和泉１１９１－１８ 0952-98-3870

佐賀市 株式会社ノーサン　市場営業所 佐賀県佐賀市高木瀬西六丁目７番１号 0952-32-1185

佐賀市 佐川急便株式会社　佐賀営業所 佐賀県佐賀市大和町大字川上５５１７ 0570-01-0680

佐賀市 田中運輸株式会社　本社営業所 佐賀県佐賀市鍋島町八戸３０２５ 0952-23-7121

佐賀市 株式会社アート物流　本社営業所 佐賀県佐賀市川副町早津江１１７－２ 0952-34-9733

佐賀市 西工業株式会社　本社営業所 佐賀県佐賀市高木瀬西一丁目３番１７号 0952-64-8488

佐賀市 株式会社ロジコム　本社営業所 佐賀県佐賀市鍋島町森田２４３９－１ 0952-33-5735

佐賀市 株式会社バンボード運輸　本社営業所 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字十五３４２－５ 0952-24-6231

佐賀市 有限会社東島商店　本社営業所 佐賀県佐賀市大和町大字川上５２４９番地１ 0952-62-0161

佐賀市 肥前通運株式会社　佐賀営業所 佐賀県佐賀市鍋島町八戸３０１０ 0952-25-2241

佐賀市 西松浦通運株式会社　佐賀営業所 佐賀県佐賀市鍋島町大字森田字一本松２５６－１ 0952-32-5111

佐賀市 ヤマト運輸株式会社　佐賀西営業所 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字荻野５０７－１ 0952-28-1070

佐賀市 ヤマト運輸株式会社　佐賀主管支店 佐賀県佐賀市久保泉町大字川久保字御手水２５９２－１ 0952-98-3800

鹿島市 株式会社サダマツ運輸　本社営業所 佐賀県鹿島市大字納富分３－１ 0954-62-0157

鹿島市 ヤマト運輸株式会社　佐賀鹿島営業所 佐賀県鹿島市森９６６－３ 0954-63-9362

小城市 株式会社ナカムラ　本社営業所 佐賀県小城市牛津町柿樋瀬３８９－１ 0952-66-6650

小城市 九州名鉄運輸株式会社　佐賀支店 佐賀県小城市三日月町樋口字五条１７６６－１ 0952-72-2210

小城市 株式会社五条運輸　本社営業所 佐賀県小城市三日月町樋口９８２ 0952-73-8830

小城市 株式会社三友ロジスティクス　佐賀営業所 佐賀県小城市三日月町織島２１０２番１号 0952-71-1620

小城市 岡本建設株式会社　本社営業所 佐賀県小城市芦刈町三王崎８９－４ 0952-66-1155

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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小城市 福山エクスプレス株式会社　佐賀営業所 佐賀県小城市三日月町石木字石木２２１－１ 0952-72-2925

小城市 株式会社久保建設　本社事務所 佐賀県小城市小城町池上２３８７番１ 0952-73-3788

神埼市 有限会社田中商事　本社営業所 佐賀県神埼市神埼町城原字猿岳３７３３－１６２－１ 0952-37-8734

神埼市 西久大運輸倉庫株式会社　佐賀営業所 佐賀県神埼市千代田町下西６４７番地７ 0952-44-5777

神埼市 株式会社バンボード運輸　神埼営業所 佐賀県神埼市神埼町尾崎１８１２ 0952-53-3688

神埼市 大阪高速乳配株式会社　九州営業所 佐賀県神埼市神埼町竹４７４８－１ 0952-52-7015

多久市 有限会社谷口運送　本社営業所 佐賀県多久市北多久町大字小侍１５４７－１ 0952-74-3840

多久市 株式会社商栄興産　本社営業所 佐賀県多久市南多久町長尾３８６９－５ 0952-75-2484

多久市 ヤマト運輸株式会社　多久営業所 佐賀県多久市北多久町大字多久原字開田７５６６ 0952-74-2206

鳥栖市 株式会社ファミリー八興　藤木営業所 佐賀県鳥栖市藤木町若桜３－２６－１ 0942-50-8545

鳥栖市 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市幡崎町１７１５番地 090-9847-7452

鳥栖市 有限会社チトセ物流　本社営業所 佐賀県鳥栖市酒井西町字柳原３９１－２ 0942-84-0365

鳥栖市 株式会社ジョイックス　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市姫方町字蓮原１６２３番地２ 0942-50-9681

鳥栖市 有限会社扶桑物流　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市姫方町１６４３番地 0942-87-9656

鳥栖市 株式会社コダマサービス　九州営業所 佐賀県鳥栖市藤木町８－７ 0942-81-5395

鳥栖市 西田商運株式会社　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市藤木町１４７１－２ 0942-84-0298

鳥栖市 株式会社ヨシノロジ　本社営業所 佐賀県鳥栖市立石町８６５番地１ 0942-81-3385

鳥栖市 三代サービス株式会社　九州営業所 佐賀県鳥栖市弥生が丘７丁目３－１ 0942-82-0707

鳥栖市 有限会社扶桑ライン　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市藤木町字若桜３番地２２ 0942-50-5612

鳥栖市 株式会社ヤマガタ　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市村田町字五本松５３７－３ 0942-87-7920

鳥栖市 株式会社シンクラン　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市藤木町字十ノ坪１４４３ 090-3882-3549

鳥栖市 鴻池運輸株式会社　鳥栖配送センター事業所 佐賀県鳥栖市姫方町字宮ノ前１６４２ 0942-81-5572

鳥栖市 株式会社福岡ソノリク　本社事業部 佐賀県鳥栖市姫方町１６６０ 0942-87-3275

鳥栖市 ＳＢＳ三愛ロジスティクス株式会社　物流センター九州 佐賀県鳥栖市酒井西町６６１－２ 0942-85-1263

鳥栖市 日本郵便株式会社　鳥栖郵便局 佐賀県鳥栖市元町１２３４－２ 0942-82-2340

鳥栖市 日本チルド物流株式会社　西日本事業部九州事業所 佐賀県鳥栖市姫方町字牟田１６５３ 0942-82-8825

鳥栖市 石橋工業有限会社　本社営業所 佐賀県鳥栖市松原町１８０２－３ 0942-82-3774

鳥栖市 有限会社福岡陸送　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市藤木町字若桜３番地１９ 0942-81-4821

鳥栖市 佐賀運輸株式会社　郵便営業所 佐賀県鳥栖市真木町１９８３－１ 0942-87-3550

鳥栖市 井手運送有限会社　轟木営業所 佐賀県鳥栖市轟木町字四本松１８２５－２ 0942-82-6357

鳥栖市 有限会社木下運輸　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市西新町１４２２－２５５ 0942-85-0106

鳥栖市 ヤマト運輸株式会社　鳥栖蔵上営業所 佐賀県鳥栖市蔵上４丁目１０６ 0942-85-2713

鳥栖市 井手運送有限会社　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市原町字本原９９９－１ 0942-82-3131
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鳥栖市 株式会社アサヒセキュリティ　鳥栖警送事業所 佐賀県鳥栖市藤木町３－２ 0942-83-9895

鳥栖市 株式会社エスライン九州　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市藤木町字若桜３－１９ 0942-83-1255

唐津市 日本郵便株式会社　唐津郵便局 佐賀県唐津市千代田町２５６４－４ 0955-72-4090

唐津市 山下運送株式会社　本社営業所 佐賀県唐津市相知町相知２６１０－４ 0955-62-2505

唐津市 有限会社浜崎貨物　本社営業所 佐賀県唐津市浜玉町浜崎１５２３－１ 0955-56-6734

唐津市 株式会社エスワイプロモーション　唐津営業所 佐賀県唐津市北波多稗田１９５２－１２ 0955-64-2221

唐津市 有限会社富士運送　本社営業所 佐賀県唐津市相知町牟田部１１３１－１ 0955-51-8331

唐津市 ヤマト運輸株式会社　唐津営業所 佐賀県唐津市千々賀字古園１２７２－１、１２７３ 0955-78-1418

武雄市 ヤマト運輸株式会社　武雄営業所 佐賀県武雄市武雄町大字昭和８０１、８０２ 0954-22-4845

杵島郡 杵島物流サービス株式会社　本社営業所 佐賀県杵島郡江北町惣領分１２１６－２ 0952-74-6488

杵島郡 有限会社姶良物流　佐賀営業所 佐賀県杵島郡白石町福富４１３４－９ 0952-71-7055

杵島郡 株式会社前田運送　本社営業所 佐賀県杵島郡白石町大字深浦４８９－８ 0954-65-2097

杵島郡 都心運送株式会社　佐賀営業所 佐賀県杵島郡白石町馬洗１５４０－１ 0952-84-5466

杵島郡 ヤマト運輸株式会社　杵島営業所 佐賀県杵島郡白石町福吉１８４９－１５ 0952-84-4113

三養基郡 上野物流株式会社　上野物流株式会社本社営業所 佐賀県三養基郡みやき町白壁５９７番２ 0942-50-9410

三養基郡 株式会社丸野　基山営業所 佐賀県三養基郡基山町大字小倉６４３番６ 0942-81-7877

三養基郡 株式会社ファミリー八興　基山営業所 佐賀県三養基郡基山町大字園部字長浦３１７７－７ 0942-50-8545

三養基郡 株式会社中通　九州営業所 佐賀県三養基郡上峰町大字堤３９７１－２３ 0952-53-5488

三養基郡 ジェーライン九州株式会社　本社営業所 佐賀県三養基郡みやき町大字江口７３４４－２－１ 0942-89-1212

三養基郡 有限会社トス・エクスプレス　本社 佐賀県三養基郡基山町宮浦２１８－１－７０５ 0942-23-0717

三養基郡 株式会社都運送　本社営業所 佐賀県三養基郡上峰町大字堤３７４２－１ 0952-53-0055

三養基郡 株式会社ロジテム九州　佐賀営業所 佐賀県三養基郡みやき町大字東津２３５２－２ 0942-81-9088

神埼郡 有限会社西原急便　本社営業所 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津１４００－４ 0952-53-3129

神埼郡 ヤマト運輸株式会社　神埼営業所
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田字蓮津２８３５－１、２８

３５－３、２８３５－５、２８３６－１
0952-52-5796

西松浦郡 有限会社県西部運送　本社営業所 佐賀県西松浦郡有田町山谷字牧甲２３１６－５ 0955-46-3891

西松浦郡 株式会社吉田運送　本社営業所 佐賀県西松浦郡有田町上本乙２５２５番地２ 0955-46-4845

西松浦郡 ヤマト運輸株式会社　佐賀有田営業所 佐賀県西松浦郡有田町南原字新南川良原甲６６－２ 0955-43-2379
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