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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 株式会社セイワ　本社営業所 大分県宇佐市院内町香下８７２番地の２ 0978-42-7388

宇佐市 奥田生コン株式会社　本社営業所 大分県宇佐市別府５９０－１ 0978-32-6927

臼杵市 有限会社福伸急送　本社営業所 大分県臼杵市大字江無田字椚ケ追１５２４－１ 0972-63-4069

臼杵市 有限会社中野高速運輸　本社営業所 大分県臼杵市大字末広３４１０－１ 0972-64-0395

臼杵市 野津運送株式会社　野津営業所 大分県臼杵市野津町大字藤小野４９０－１ 0974-32-2921

臼杵市 東西運輸株式会社　本社営業所 大分県臼杵市大字市浜７７７番地の４ 0972-63-6666

杵築市 九州福山通運株式会社　大分杵築営業所 大分県杵築市大字南杵築字中ノ原２８２０番地１３５ 0978-63-2920

杵築市 有限会社福伸急送　杵築営業所 大分県杵築市大字日野字鏡ノ坪１８９９－２ 0978-63-2250

杵築市 豊後通運株式会社　本社営業所 大分県杵築市大字溝井１４８４－２０ 0978-62-2321

国東市 有限会社吉武運輸　本社営業所 大分県国東市国東町鶴川２４番地４ 0978-72-1144

国東市 有限会社フクミコーポレーション　本社 大分県国東市武蔵町小城字陳山５１－１５ 0978-69-0180

佐伯市 合同会社　番匠　本社営業所 大分県佐伯市大字池田１３２６番地 0972-48-9261

佐伯市 有限会社福伸急送　佐伯営業所 大分県佐伯市弥生大字井崎５番３６，３７号 0972-00-0000

佐伯市 新生総合株式会社　本社営業所 大分県佐伯市大字海崎１３６２－１ 0972-27-6045

佐伯市 株式会社アイエヌロジスティクス　本社営業所 大分県佐伯市大字上岡２７６８番地１ 0972-28-5255

佐伯市 ヤマト運輸株式会社　弥生営業所 大分県佐伯市弥生上小倉１０７５ー１ 080-5043-2505

佐伯市 ヤマト運輸株式会社　蒲江営業所 大分県佐伯市蒲江大字蒲江浦３３８１－５ 080-5043-2432

佐伯市 佐川急便株式会社　佐伯営業所 大分県佐伯市字西浜１０８３４－３４ 0570-01-0557

大分市 フジトランスポート株式会社　大分支店 大分県大分市下戸次１５２７－１ 097-529-7978

大分市 田島運輸株式会社　本社営業所 大分県大分市大字横田３７－１ 097-592-3477

大分市 株式会社薬秀　本社営業所 大分県大分市豊海１－３－２ 097-537-1111

大分市 株式会社日豊建機運輸　本社営業所 大分県大分市大字三佐２３０６番地の１３ 097-527-6755

大分市 株式会社ホームエネルギー九州　大分センター 大分県大分市豊海１丁目８－１１ 097-536-5833

大分市 株式会社ホームエネルギー九州　東大分センター 大分県大分市青崎１丁目１０番６１号 097-521-6670

大分市 株式会社エーストランスポート　本社事務所 大分県大分市横塚２丁目６番３０－１号 097-524-2271

大分市 有限会社ジェット輸送　本社営業所 大分県大分市向原沖２丁目２番２２号 097-551-8861

大分市 有限会社中央産業輸送　本社営業所 大分県大分市大字丹川１９０１番地２ 097-528-1800

大分市 有限会社幸建企画　本社 大分県大分市大字迫３８６－３ 097-576-9211

大分市 株式会社ＴＡＭＡＹＡ　本社営業所 大分県大分市弁天二丁目１９６９番地２９ 097-535-1771

大分市 有限会社福伸急送　大分南営業所 大分県大分市大分流通業務団地１丁目２番６号 097-579-6067

大分市 株式会社鈴与カーゴネット九州　大分営業所 大分県大分市大在浜２丁目１３３ 097-576-7770

大分市 日野陸運有限会社　本社営業所 大分県大分市寺崎町１丁目２番地１ 097-535-7930

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 株式会社ＪＥＴＬＩＮＫ　大分支店営業所 大分県大分市大在北３－２１－１９ 0975-74-7203

大分市 株式会社ゼロ・プラス九州　大分デポ営業所 大分県大分市向原沖２丁目２－１４ 097-573-5745

大分市 株式会社三友ロジスティクス　大分豊海営業所 大分県大分市大字三佐１０５３番地 097-547-7302

大分市 株式会社サンエストランテック　大分事業所 大分県大分市大字三佐大新田１３５４番地の５ 097-529-6760

大分市 株式会社鶴見運送　大分営業所 大分県大分市大在６ 097-578-7555

大分市 新生運送株式会社　本社営業所 大分県大分市大字南字石原２８３－１ 097-522-1238

大分市 株式会社ランクルーズ　大分営業所 大分県大分市大在２番 093-761-0129

大分市 ヤマト運輸株式会社　大分森営業所 大分県大分市大字森字鴨園１２７４－１ 080-5451-6156

大分市 株式会社東陽企画　本社営業所 大分県大分市公園通り５丁目３８－９ 097-578-8832

大分市 ＹＯＵ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ株式会社　本社営業所 大分県大分市青崎二丁目１３２番地 097-574-4577

大分市 高陽輸送株式会社　大分営業所 大分県大分市豊海一丁目１９９４－２２６ 097-536-2425

大分市 有限会社阿南建材　本社営業所 大分県大分市大字下判田２８３２ 097-597-5176

大分市 有限会社サンライズ　本社営業所 大分県大分市皆春２６５番地の６　パルメゾン皆春５０ 097-574-4748

大分市 株式会社サカイ引越センター　大分支社 大分県大分市花園２丁目９番４号 097-514-1005

大分市 西日本いづみ運輸株式会社　大分営業所 大分県大分市青崎２丁目５番１０号 097-524-0302

大分市 九州産交運輸株式会社　大分事業所 大分県大分市豊海４丁目１９９４－１２３ 097-532-1210

大分市 高千穂倉庫運輸株式会社　大分営業所 大分県大分市豊海１丁目４番１号 097-513-3344

大分市 野津運送株式会社　大分営業所 大分県大分市畑中三丁目３番７６号 097-545-3623

大分市 トーショー九州株式会社　本社営業所 大分県大分市大分流通業務団地二丁目４ 097-528-9118

大分市 株式会社大福物流　大分営業所 大分県大分市大分流通業務団地１丁目４－７ 097-547-9460

大分市 東九州運輸有限会社　本社営業所 大分県大分市大字迫字新殿９２５－３ 097-521-7733

大分市 東九州デイリーフーヅ株式会社　本社営業所 大分県大分市大字家島１２２９番地１ 097-574-8175

大分市 ヤマト運輸株式会社　大分主管支店 大分県大分市豊海５－１９９４－１４９ 087-537-1621

大分市 一番運輸株式会社　本社営業所 大分県大分市大字大在２ 097-593-1177

大分市 株式会社中津急行　大分営業所 大分県大分市大在２番地 097-592-5555

大分市 日陽運輸株式会社　大分営業所 大分県大分市三川新町１－２－１５ 097-551-5315

大分市 上村運送株式会社　大分営業所 大分県大分市青崎２丁目１５２番地 097-523-6303

大分市 ウエアハウス有限会社　本社営業所 大分県大分市大分流通業務団地２丁目１番の１ 097-592-0777

大分市 住吉運輸産業株式会社　本社営業所 大分県大分市生石５丁目３番１号 097-534-3741

大分市 日本図書輸送株式会社　大分営業所 大分県大分市三川新町１－３－１８ 097-551-2869

大分市 臼杵運送株式会社　物流センター 大分県大分市大字大在２ 097-593-2010

大分市 九州バイパス運輸株式会社　本社営業所 大分県大分市豊海５－３－３ 095-537-3738

竹田市 ヤマト運輸株式会社　竹田営業所 大分県竹田市三宅１７９３－１ 080-5043-2362
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中津市 佐川急便株式会社　中津営業所 大分県中津市大字田尻崎３－２ 0570-01-0448

中津市 カリツー九州株式会社　大分中津営業所 大分県中津市田尻崎３－１ 0979-26-9191

中津市 有限会社中野機械　本社営業所 大分県中津市大字野依７０２－１，７０３ 0979-32-0005

中津市 株式会社桜瀬運輸　本社営業所 大分県中津市大字福島１１４８番地の１ 0979-33-7807

中津市 西日本車輌運輸株式会社　大分営業所 大分県中津市大字田尻崎２０－３ 0979-53-6711

中津市 名古屋東部陸運株式会社　九州営業所 大分県中津市大字田尻崎２０番地３ 0979-33-0470

中津市 九州福山通運株式会社　中津営業所 大分県中津市大字田尻崎３－４ 0979-32-7500

津久見市 協和産業株式会社　本社営業所 大分県津久見市大字津久見１４５３－１ 0972-82-3661

日田市 梶原興業運輸株式会社　本店 大分県日田市大字北豆田寺ノ迫１２８４－１ 0973-23-5643

日田市 有限会社森山運送　本社営業所 大分県日田市南元町１１－３８ 0973-22-5367

日田市 有限会社タカシマ運送　本社営業所 大分県日田市大字石井字宮田２８９－６ 0973-23-1525

日田市 みどり運送株式会社　日田営業所 大分県日田市大字求来里３８２ 0973-24-3723

日田市 株式会社鶴見物流　本社営業所 大分県日田市大字石井７９３番地７ 0973-22-1425

別府市 興國海運株式会社　九州支店大分営業所 大分県別府市汐見町９４４－２ 0977-73-8722

別府市 株式会社サカイ引越センター　別府支社 大分県別府市石垣西１０丁目２－２８ 0977-75-8540

別府市 株式会社鶴見運輸倉庫　大分営業所 大分県別府市大字鶴見６７－４ 0977-67-7070

別府市 日本郵便株式会社　別府郵便局 大分県別府市餅ヶ浜町４－２３ 0977-24-5208

豊後高田市 株式会社近藤運送　本社営業所 大分県豊後高田市大字草地３２５５－７ 0978-22-3295

豊後高田市 株式会社うるしま運輸　本社営業所 大分県豊後高田市森４８５－１ 0978-24-3175

豊後大野市 有限会社豊栄運輸　大分営業所 大分県豊後大野市犬飼町大字久原１７１０ 0978-34-5005

豊後大野市 有限会社鎧南工業　本社営業所 大分県豊後大野市大野町屋原３９３番地１ 0974-34-4508

豊後大野市 三九運輸株式会社　大分営業所 大分県豊後大野市三重町玉田２２６７－１ 0974-22-8839

豊後大野市 日本通運株式会社　大分支店大分物流事業所豊後大野営 大分県豊後大野市三重町赤嶺字塚田２９４３ 0974-22-1024

由布市 株式会社三友ロジスティクス　大分挾間営業所 大分県由布市挾間町古野５４６－１４ 097-583-8210

由布市 ヤマト運輸株式会社　由布営業所 大分県由布市挾間町挾間字無田６０６－１ 080-5043-2355

由布市 株式会社挾間物流サービス　本社営業所 大分県由布市庄内町大龍１２５５番地３３ 097-582-2288

由布市 株式会社坂本砿業所　本社営業所 大分県由布市庄内町大龍字塚ノ原２１２５－１ 097-585-1002

玖珠郡 九重運輸有限会社　本社営業所 大分県玖珠郡九重町大字引治４９３－１ 0973-78-8820

玖珠郡 有限会社玖珠運送　本社営業所 大分県玖珠郡九重町大字右田２００６－３ 0973-73-3003
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