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阿蘇市 株式会社森企業　本社営業所 熊本県阿蘇市蔵原９５５－１ 0967-34-1777

阿蘇市 有限会社白石運輸　本社営業所 熊本県阿蘇市役犬原１６８３－７ 0967-32-4103

宇城市 株式会社ナガイエキスプレス　本社営業所 熊本県宇城市松橋町曲野２９４２番地１ 0964-27-9118

宇城市 有限会社たんぽぽ運送　熊本営業所 熊本県宇城市豊野町糸石２３－３、２３－４、２６－１１ 0964-25-6818

宇城市 株式会社昭英物流　熊本営業所 熊本県宇城市松橋町久具１６９５番地１ 0964-25-2525

宇城市 株式会社永井運送　本社営業所 熊本県宇城市松橋町曲野２９４２－１ 0964-32-7315

宇城市 有限会社泰貴運輸　本社営業所 熊本県宇城市松橋町豊福２５６４－１ 0964-32-3474

宇城市 株式会社ＮＡＧＡＮＯＬＩＮＥ　本社営業所 熊本県宇城市小川町江頭５７ 0964-43-1171

宇城市 三和工業有限会社　本社営業所 熊本県宇城市松橋町久具１６１３ 0964-33-3252

宇城市 ほまれ物流株式会社　本社営業所 熊本県宇城市豊野町上郷１４９－２ 0964-45-3596

宇城市 株式会社丸都運輸　熊本支店 熊本県宇城市松橋町浦川内１２１９－１ 0964-33-4470

宇土市 株式会社宇土運輸　本社営業所 熊本県宇土市水町２－１ 0964-22-0215

宇土市 令和熊交株式会社　本社営業所 熊本県宇土市松山町７８５－１ 0964-22-0717

菊池市 泗水運輸有限会社　本社営業所 熊本県菊池市亘７２３番地 0968-25-3700

菊池市 熊本ダイキュー運輸株式会社　本社営業所 熊本県菊池市出田字沖２１２１番１７６ 0968-41-7800

玉名市 岱明運輸株式会社　本社営業所 熊本県玉名市岱明町古閑字立山１８２ 0968-57-0518

玉名市 有限会社玉名急配運送店　本社営業所 熊本県玉名市岱明町野口１６ 0968-74-1171

玉名市 三共運送株式会社　本社営業所 熊本県玉名市築地１３８－７ 0968-73-2307

熊本市 株式会社ＫＳライン　株式会社ＫＳライン　本社営業所 熊本県熊本市北区植木町滴水１５４番地２ 096-223-5299

熊本市 株式会社ホームエネルギー南九州　本社営業所 熊本県熊本市南区城南町今吉野１２４６番地１ 0964-28-8300

熊本市 有限会社青和　本社営業所 熊本県熊本市北区植木町舞尾６４７－３ 096-272-7991

熊本市 三水トランスポート有限会社　本社営業所 熊本県熊本市東区長嶺西１丁目１３－３８ 096-384-6511

熊本市 株式会社協和アリヤンタ　熊本営業所
熊本県熊本市北区龍田９丁目１ー１２　ラフォーレ９番館

３０２
096-233-9055

熊本市 システム物流株式会社　熊本支店 熊本県熊本市東区戸島町１００６－１ 096-285-7201

熊本市 有限会社大成物流　本社 熊本県熊本市南区近見８丁目７番４０号 096-223-5147

熊本市 九州産交運輸株式会社　熊本食品センター 熊本県熊本市南区流通団地２丁目２０－３ 096-334-7111

熊本市 壱義総合物流株式会社　本社営業所 熊本県熊本市東区小山５丁目１－１１０ 096-237-6580

熊本市 有限会社大成物流　城南営業所 熊本県熊本市南区城南町鰐瀬字志道寺１８０８ー３６ 0964-27-9160

熊本市 有限会社橋村運送　本社営業所 熊本県熊本市西区春日７丁目１１－６８ 096-355-0361

熊本市 株式会社熊本物流企画　本社営業所 熊本県熊本市南区近見８丁目４番６６号 096-273-6361

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（熊本県）
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熊本市 有幸運輸株式会社　熊本営業所 熊本県熊本市東区小山３丁目６－５ 096-349-7199

熊本市 ペンタ・ロジテム株式会社　城南営業所 熊本県熊本市南区城南町鰐瀬１８０８－２３ 0964-27-7090

熊本市 株式会社トータル運輸　熊本営業所 熊本県熊本市南区城南町下宮地１１０９－１ 0964-26-2227

熊本市 株式会社ファミリー八興　富合営業所 熊本県熊本市南区富合町杉島１４０ 080-9243-2675

熊本市 有限会社西野工業　本社 熊本県熊本市北区下硯川町２０１０－１ 096-245-5991

熊本市 阪神トランスポート株式会社　熊本営業所 熊本県熊本市東区戸島５丁目６ー７２ 096-288-7371

熊本市 令和熊交株式会社　植木営業所 熊本県熊本市北区植木町岩野１５４５－３ 096-273-0369

熊本市 株式会社サカイ引越センター　熊本北支社 熊本県熊本市北区飛田２丁目１２－６６ 096-312-5880

熊本市 株式会社ファミリー八興　熊本物流センター 熊本県熊本市東区戸島町１０００－１ 096-284-3309

熊本市 株式会社白馬物流　本社営業所 熊本県熊本市東区戸島町４０８－１，４０９ 096-380-8911

熊本市 株式会社肥後産業　熊本支店 熊本県熊本市東区戸島町１００６番１ 096-349-7221

熊本市 日通熊本トラック株式会社　本社営業所 熊本県熊本市南区流通団地２丁目１９ 096-377-5004

熊本市 菅原産業株式会社　熊本営業所 熊本県熊本市南区近見８丁目１３８０－１ 096-320-3050

熊本市 ヤマト運輸株式会社　桜町営業所 熊本県熊本市南区近見１丁目３番８号 096-351-0522

熊本市 株式会社熊本陸運　本社営業所 熊本県熊本市北区植木町轟１３４０－１ 096-274-1188

熊本市 株式会社ワカスギ　熊本営業所 熊本県熊本市北区植木町宮原２２４－５ 096-274-7236

熊本市 ヤマト運輸株式会社　白藤営業所 熊本県熊本市西区上代４丁目１２番２６号 096-322-5383

熊本市 株式会社ヤクシン運輸　流通団地営業所 熊本県熊本市南区流通団地１丁目３番 096-285-5938

熊本市 株式会社三友ロジスティクス　南高江営業所 熊本県熊本市南区南高江３－３－７４ 096-320-4623

熊本市 株式会社ヤクシン運輸　熊本営業所 熊本県熊本市東区小山３丁目７－１６ 096-380-8598

熊本市 白浜交通株式会社　本社営業所 熊本県熊本市西区河内町白浜２２８５－１ 096-276-1101

熊本市 ヤマト運輸株式会社　花園営業所 熊本県熊本市西区花園５丁目１０－１８ 096-320-8560

熊本市 九州西濃運輸株式会社　熊本支店 熊本県熊本市東区上南部２丁目１番１０５号 096-380-4545

熊本市 日本通運株式会社　熊本警送事業所 熊本県熊本市南区近見７丁目７番２号 096-312-1300

熊本市 株式会社サカイ引越センター　熊本支社 熊本県熊本市東区御領８丁目３－３３ 096-349-1144

熊本市 株式会社エスライン九州　熊本営業所 熊本県熊本市南区流通団地２丁目１５－２ 096-377-2101

熊本市 株式会社物流春日　植木営業所 熊本県熊本市北区植木町伊知坊９４６ー１ 096-272-1521

熊本市 綜合警備保障株式会社　熊本支社　熊本警送支店 熊本県熊本市南区流通団地２丁目３番地 096-237-7627

荒尾市 有限会社井上産業運輸　本社営業所 熊本県荒尾市野原６９７－１－１ 0968-65-6070

合志市 東京エレクトロンＢＰ株式会社　合志営業所 熊本県合志市福原１－１ 096-349-5551

合志市 株式会社ＮＢＳロジソル　合志営業所 熊本県合志市幾久富中沖野１７２７－３ 096-249-2505

山鹿市 有限会社石井産業運輸　本社営業所 熊本県山鹿市鹿本町高橋１９１ 0968-46-2840
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山鹿市 株式会社Ｆ．Ｔａｍａｙａ　　熊本営業所
熊本県山鹿市方保田３１４８－８　ロイヤルヒルズ１０２

号室
0968-41-8028

山鹿市 鹿央運輸有限会社　本社営業所 熊本県山鹿市鹿本町小柳１２－３，１４－１ 0968-36-3158

上天草市 株式会社チクホー　天草営業所 熊本県上天草市姫戸町二間戸５９９５ー４ 0969-58-2855

天草市 トールエクスプレスジャパン株式会社　天草支店 熊本県天草市志柿町字西大迫６８３４－３ 0969-22-5241

天草市 ヤマト運輸株式会社　天草亀川営業所 熊本県天草市亀場町亀川１５１３－２ 0969-25-1734

人吉市 ヤマト運輸株式会社　人吉営業所
熊本県人吉市西間下町字花切１０２１，１０２０－１，１

０１９－３
0966-23-4922

八代市 トータル物流株式会社　本社営業所 熊本県八代市敷川内町２４６０番地１ 0965-39-4700

八代市 株式会社ＮＥＸＵＳ　ＬＩＮＥ　本社営業所 熊本県八代市昭和日進町３４番３ 0965-62-8541

八代市 アートバンライン株式会社　熊本営業所 熊本県八代市鏡町宝出８６８－１ 0965-52-5439

八代市 株式会社藤木運送　八代営業所 熊本県八代市平山新町字轡５５１９－１ 0965-45-5519

八代市 住ノ江海陸運輸株式会社　八代営業所 熊本県八代市港町７６番 0965-37-2611

八代市 有限会社リュウシン　本社営業所 熊本県八代市鏡町両出１４３１番地２ 0965-52-3532

八代市 有限会社ミナト運輸　本社営業所 熊本県八代市港町９２ 0965-37-3511

八代市 株式会社福岡建設　本社営業所 熊本県八代市十条町１番１号地内 0965-34-1883

八代市 中九州食品サービス株式会社　熊本南営業所 熊本県八代市川田町東１１６９番地 0965-39-1877

八代市 菱中海陸運輸株式会社　八代営業所 熊本県八代市川田町東字石道１０４８－２ 0965-39-0921

八代市 九州西濃運輸株式会社　八代営業所 熊本県八代市上片町字高取１６２４－１ 0965-33-5506

八代市 株式会社亀万運送　本社営業所 熊本県八代市岡町谷川字七湊９３１ 0965-39-0041

阿蘇郡 有限会社草部運送　本社営業所 熊本県阿蘇郡高森町大字草部１８５２－１０ 0967-64-0023

芦北郡 株式会社亀万運送　南九州支店 熊本県芦北郡津奈木町大字千代字神前３５８－１ 0966-78-2140

上益城郡 株式会社トーショー　（株）トーショー熊本営業所 熊本県上益城郡益城町大字古閑９７－６ 096-289-3330

上益城郡 安全産業株式会社　熊本嘉島センター 熊本県上益城郡嘉島町上仲間２２７－１３ 096-288-7571

上益城郡 株式会社ネストロジスティクス　熊本営業所 熊本県上益城郡御船町高木２１２３番地 096-282-6750

上益城郡 株式会社ＡＺＵＭＡ　本社営業所 熊本県上益城郡嘉島町大字井寺２２５－１ 096-237-2378

上益城郡 熊交エクスプレス株式会社　本社営業所 熊本県上益城郡益城町平田２２４０番地１ 096-286-2304

上益城郡 都心運送株式会社　熊本営業所 熊本県上益城郡益城町古閑１０７番地１１ 096-286-8221

上益城郡 ヤマト運輸株式会社　熊本主管支店 熊本県上益城郡益城町平田深迫２４４１－２ 096-287-8082

上益城郡 ヤマト運輸株式会社　御船営業所 熊本県上益城郡御船町豊秋７３７ 096-282-4313

下益城郡 中九州ロジスティクス株式会社　本社営業所 熊本県下益城郡美里町中郡３９番地１ 0964-27-5983

下益城郡 三和工業有限会社　中央営業所 熊本県下益城郡美里町堅志田２９６－１ 0964-46-3737

菊池郡 有限会社橋村運送　大津営業所 熊本県菊池郡大津町大字杉水３５３３ 096-284-5007
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菊池郡 株式会社エムケイ　熊本営業所 熊本県菊池郡大津町平川１２６１ 096-243-3044

菊池郡 熊本くみあい運輸株式会社　本社営業所 熊本県菊池郡菊陽町大字曲手５５３番２ 096-233-0555

菊池郡 株式会社ユニットロード田島　本社営業所 熊本県菊池郡大津町杉水１２０５番地３ 096-294-8765

球磨郡 有限会社江里運送　本社営業所 熊本県球磨郡あさぎり町免田東字築地２８３７－１５ 0966-45-1173

球磨郡 ヤマト運輸株式会社　錦営業所 熊本県球磨郡錦町西字大王原１６－１ 0966-38-3225

玉名郡 株式会社マツカワ物流　本社営業所 熊本県玉名郡和水町内田１０８１ 0968-86-4331

玉名郡 ソーワトランスポート株式会社　熊本営業所 熊本県玉名郡長洲町大字清源寺字遠見下３２６９－１ 0968-65-7650

玉名郡 ヤマト運輸株式会社　菊水営業所 熊本県玉名郡和水町江田４００７－１ 0968-75-8331
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