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えびの市 株式会社マルキ運輸　本社営業所 宮崎県えびの市大字大河平４６５４－６９ 0984-33-3336

えびの市 有限会社扶桑物流　えびの営業所 宮崎県えびの市大字小田１３０４番地 0984-35-2011

えびの市 南九州センコー株式会社　えびの営業所 宮崎県えびの市大字榎田字永田２２７－１ 0984-25-4868

延岡市 有限会社県北プラスチック運送　本社営業所 宮崎県延岡市北方町蔵田辰５５７番地１ 0982-47-2079

延岡市 株式会社三興運輸　延岡営業所 宮崎県延岡市大武町７７９－８ 0982-35-3535

延岡市 株式会社大武　本社営業所 宮崎県延岡市大武町７７９番地１２ 0982-33-3550

延岡市 有限会社吉岡運送　本社営業所 宮崎県延岡市長浜町２丁目２０６７－１５ 0982-35-3939

延岡市 有限会社トマト産業運輸　本社営業所 宮崎県延岡市平原町３丁目１４９１－１２ 0982-33-7939

延岡市 廣末運送有限会社　本社営業所 宮崎県延岡市塩浜町４丁目１７２９－４ 0982-34-2092

延岡市 有限会社新和産業　本社営業所 宮崎県延岡市別府町３７２４－１ 0982-21-1506

延岡市 宮崎運輸株式会社　延岡営業所 宮崎県延岡市差木野町５８３１－１０ 0982-33-4121

延岡市 株式会社ダイユウ　本社 宮崎県延岡市中島町４丁目３０９番地２ 0982-23-9211

延岡市 有限会社エウラ重機　有限会社エウラ重機本社営業所 宮崎県延岡市浜町５５１番地２ 0982-35-2771

延岡市 日本郵便株式会社　延岡郵便局 宮崎県延岡市南町１丁目３－５ 0982-32-2450

延岡市 株式会社博運社　延岡営業所 宮崎県延岡市川島町３１５１ 0982-30-1735

延岡市 ヤマト運輸株式会社　延岡営業所 宮崎県延岡市別府町３１２４－１ 0982-21-1910

延岡市 ヤマト運輸株式会社　大武営業所 宮崎県延岡市稲葉崎町４丁目２０７２，２０７３ 0982-21-6358

宮崎市 有限会社渡辺自動車整備工場　本社営業所 宮崎県宮崎市佐土原町上田島１９番地１ 0985-74-0064

宮崎市 有限会社サンキュウ運輸　本社営業所
宮崎県宮崎市大字郡司分字樋掛甲１２０２－３，１２０３

－３
0985-56-1966

宮崎市 株式会社新和産業　本社営業所 宮崎県宮崎市田野町字坂ノ下乙９９０７－８ 0985-86-1478

宮崎市 有限会社黒木運送　本社営業所 宮崎県宮崎市大字塩路字江良の上２８３７－１ 0985-39-5913

宮崎市 株式会社イグザクト　宮崎営業所 宮崎県宮崎市港３丁目２２番地 0985-38-7888

宮崎市 アイシン物流有限会社　本社営業所 宮崎県宮崎市桜ヶ丘町２１番１６号 0985-48-3777

宮崎市 株式会社オーシャンエキスプレス　本社営業所 宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂字永正向１７５８８－２３ 0985-72-7715

宮崎市 株式会社赤帽九州ロジスティックス　本社営業所 宮崎県宮崎市波島１丁目７３１－２ 0985-28-7539

宮崎市 有限会社大野運輸　本社営業所 宮崎県宮崎市港東２丁目１－６ 0985-41-5636

宮崎市 株式会社ユアサエキスプレス　本社営業所 宮崎県宮崎市田代町１０５番地１ 0985-28-3198

宮崎市 太宰府運輸株式会社　宮崎営業所 宮崎県宮崎市清武町加納１丁目４７番地 092-924-1785

宮崎市 一番運輸株式会社　宮崎営業所 宮崎県宮崎市大字赤江１６－１ 0985-82-6061

宮崎市 株式会社霧島運送　本社営業所 宮崎県宮崎市佐土原町西上那珂７０４７番地１ 0985-74-0110

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 株式会社ホームエネルギー南九州　宮崎営業所 宮崎県宮崎市佐土原町大字下田島１０２００番地 0985-73-1177

宮崎市 株式会社昭和貨物　宮崎営業所 宮崎県宮崎市阿波岐原町前浜４２７６番地６ 0985-61-8551

宮崎市 有限会社共和運輸　宮崎営業所 宮崎県宮崎市花ヶ島町瀬々町１２５５－１ 0985-65-8877

宮崎市 有限会社太田運送　本社営業所 宮崎県宮崎市大字田吉字東前島２４５６，２１６５－１ 0985-54-6151

宮崎市 有限会社荒木運輸　本社営業所
宮崎県宮崎市清武町大字今泉甲３６０８－１６，３６０８

－７
0985-24-7381

宮崎市 株式会社ナンニチ流通　宮崎営業所 宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂石塚１７５８８番地５０ 0985-30-5503

宮崎市 有限会社宮崎ピアノ運送　本社営業所 宮崎県宮崎市大字糸原４３４－１ 0985-41-1140

宮崎市 有限会社大久保運輸　本社営業所 宮崎県宮崎市佐土原町大字西上那珂字上鳥巣７，８ 0985　-74-4640

宮崎市 株式会社光洋産業　本社営業所 宮崎県宮崎市阿波岐原町前浜４２７６番地９１８ 0985-72-7002

宮崎市 有限会社シント商事　佐土原営業所 宮崎県宮崎市佐土原町上田島１０９７２－１ 0985-29-3372

宮崎市 株式会社古川興業　本社営業所 宮崎県宮崎市小松３１０４番地１ 0985-47-5530

宮崎市 株式会社戸高物流　本社営業所
宮崎県宮崎市清武町大字今泉甲３７４３番地、３７４２番

地２
0985-55-6030

宮崎市 合同会社ティープラス　本社営業所 宮崎県宮崎市田野町乙１７４２番４９ 0985-84-3738

宮崎市 丸栄ニューウェーブ株式会社　宮崎営業所 宮崎県宮崎市大字瓜生野字白砂ヶ谷６４０１－１ 0985-74-0525

宮崎市 株式会社本田運送　本社営業所 宮崎県宮崎市高岡町花見１７２０番地１９ 0985-30-9870

宮崎市 三九運輸株式会社　宮崎営業所 宮崎県宮崎市高岡町五町３３３２ 0985-82-3662

宮崎市 株式会社盛産業　本社営業所 宮崎県宮崎市高岡町高浜１７８２番地４ 0985-82-3730

宮崎市 日通宮崎運輸株式会社　宮崎事業所 宮崎県宮崎市昭栄町６７ 0985-28-3842

宮崎市 九州西濃運輸株式会社　宮崎支店 宮崎県宮崎市清武町大字船引字下ノ原１０１３－１ 0985-85-3393

宮崎市 株式会社博運社　宮崎営業所 宮崎県宮崎市大字田吉字北沼口３４９７ 0985-56-1471

宮崎市 エース総合運輸株式会社　宮崎営業所 宮崎県宮崎市清武町大字今泉甲２８１９－１ 0985-84-4000

宮崎市 株式会社ニヤクコーポレーション　九州支店宮崎事業所 宮崎県宮崎市大字赤江字飛江田８８－２ 0985-56-2138

宮崎市 ヤマト運輸株式会社　清武営業所 宮崎県宮崎市清武町大字今泉２８２３－１２ 0985-85-7346

宮崎市 ヤマト運輸株式会社　佐土原営業所 宮崎県宮崎市佐土原町下田島７８４９番８ 0985-73-3178

宮崎市 ヤマト運輸株式会社　花ヶ島営業所 宮崎県宮崎市芳士４３－４ 0985-30-2670

宮崎市 サンロジ株式会社　宮崎チルドセンター 宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂１７５８８－５０ 0985-74-4100

宮崎市 八興運輸株式会社　宮崎営業所 宮崎県宮崎市港１丁目１６番地 0985-25-4114

宮崎市 日本図書輸送株式会社　宮崎営業所 宮崎県宮崎市新栄町１７－１ 0985-23-7366

串間市 ヤマト運輸株式会社　串間営業所
宮崎県串間市大字南方字新浜２２１９－５３，２２１９－

９４，２２１９－６４，２２１９－９５
0987-72-6769

小林市 株式会社霧島商事　堤営業所 宮崎県小林市堤３８６０－１ 080-3941-5838
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小林市 有限会社大石運輸　宮崎営業所 宮崎県小林市大字南西方字出ノ山１１１２－１５ 0984-22-0015

小林市 株式会社はらだ商事　本社営業所 宮崎県小林市大字北西方７３４－３８ 0984-27-1910

小林市 日本通運株式会社　小林営業所 宮崎県小林市大字細野字池ノ原１９４６－１ 0984-23-2151

小林市 有限会社小林運送　本社営業所 宮崎県小林市堤２８８５－１ 0984-22-3503

西都市 株式会社成洋運送　本社営業所 宮崎県西都市大字岩爪字元村１０９０－１，１０９１－１ 0983-44-6025

西都市 有限会社国富運送　本社営業所 宮崎県西都市大字荒武３９５１－１ 0983-41-2565

都城市 株式会社俵商事　株式会社俵商事　本社営業所 宮崎県都城市菓子野町１１０９５－３ 0986-57-1077

都城市 インフラテックサービス株式会社　宮崎営業所 宮崎県都城市高城町石山３００１ 0986-58-4518

都城市 株式会社長田運送　本社営業所 宮崎県都城市都北町７３２２番地 0986-77-4817

都城市 三星海運株式会社　宮崎営業所 宮崎県都城市都北町５２８１－１ 0986-38-4358

都城市 有限会社南九州金属運輸　本社営業所 宮崎県都城市郡元町５７２８番地 0986-51-2137

都城市 上坂産業株式会社　本社営業所 宮崎県都城市神之山町１７９４－１ 0986-38-5362

都城市 株式会社エコロ　本社営業所 宮崎県都城市都北町７４０３－１ 0986-27-5225

都城市 有限会社ケーライン　本社営業所 宮崎県都城市志比田町５６４１－５，５６４１－１１ 0986-24-6450

都城市 ニチモウロジスティクス株式会社　都城営業所 宮崎県都城市高城町穂満坊２３７－８ 0986-57-7122

都城市 株式会社山下砂利　本社営業所 宮崎県都城市高崎町大字縄瀬字柳ヶ迫３４７２－１ 0986-62-0190

都城市 サトミエキスプレス有限会社　本社営業所 宮崎県都城市山之口町花木２２１６－４ 0986-57-2193

都城市 株式会社Ｅライン　本社営業所 宮崎県都城市上水流町２８００－１８ 0986-80-5202

都城市 株式会社上村開発　本社営業所 宮崎県都城市関之尾町７２２１－４１ 0986-37-2712

都城市 株式会社松尾運送　本社営業所 宮崎県都城市高城町穂満坊１３０７番地 0986-53-2320

都城市 株式会社霧島商事　高崎営業所 宮崎県都城市高崎町東霧島字政所９１６－１ 080-5205-6648

都城市 株式会社サンキ　都城営業所 宮崎県都城市高城町穂満坊８１１－４ 0986-58-8860

都城市 元明運送有限会社　本社営業所 宮崎県都城市山之口町富吉２８８５－１ 0986-57-8855

都城市 丸昭建設株式会社　丸昭建設株式会社　本社 宮崎県都城市山田町山田２１１２番地３ 0986-64-3335

都城市 株式会社中央運送　本社営業所 宮崎県都城市都北町７１００－３ 0986-38-3382

都城市 株式会社中央物流　本社営業所 宮崎県都城市都北町７４４１番地１ 0986-47-1351

都城市 都北産業株式会社　本社営業所 宮崎県都城市神之山町４８６６番地２ 0986-38-2579

都城市 司熊本株式会社　都城営業所 宮崎県都城市高木町４８６４－１６、４８６４－１７ 0986-51-6700

都城市 有限会社エムエスライナー　本社営業所 宮崎県都城市上水流町８１８番地１６ 0986-36-0643

都城市 株式会社サンネット　本社営業所 宮崎県都城市高城町大井手３４４３番地１ 0986-36-8351

都城市 有限会社ウエルネス急行　本社営業所 宮崎県都城市上水流町８１８番地６ 0986-36-2646

都城市 有限会社丸松運輸　本社営業所 宮崎県都城市下長飯町１０９０－１ 0986-77-2718

都城市 株式会社ＦＫ物流　本社営業所 宮崎県都城市上水流町８１８番地８ 0986-45-3040
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都城市 万ヶ塚運送株式会社　本社営業所 宮崎県都城市上水流町８１８ 0986-36-0688

都城市 山科運送株式会社　本社営業所 宮崎県都城市高木町４８００番地４ 0986-38-5110

都城市 株式会社ユアサエキスプレス　都城営業所 宮崎県都城市都北町７２８５ 0986-38-3839

都城市 南国運送株式会社　本社営業所 宮崎県都城市高城町大字四家３０４－４ 0986-55-1418

都城市 株式会社システムライン　都城営業所 宮崎県都城市高木町６１２２－１６ 0986-36-7994

都城市 泉海商運株式会社　宮崎営業所 宮崎県都城市今町７７６２番地６ 0986-47-4450

都城市 草水運送株式会社　本社営業所 宮崎県都城市蓑原町３０６２－５ 0986-23-2414

都城市 株式会社高千穂運輸　宮崎営業所 宮崎県都城市山田町大字山田字長谷９７５５－２ 0986-64-3328

都城市 日正運輸株式会社　都城営業所 宮崎県都城市都北町７３４５番地 0986-38-8037

都城市 株式会社エスワイプロモーション　都城営業所 宮崎県都城市都北町４８８８ 0986-47-1701

都城市 都城ダイキュー運輸株式会社　本社営業所 宮崎県都城市太郎坊町２０３０－１ 0986-38-1380

都城市 九州西濃運輸株式会社　都城支店 宮崎県都城市丸谷町２３５１－２７ 0986-36-2636

都城市 ヤマト運輸株式会社　都城営業所 宮崎県都城市太郎坊町６１０１ 0986-38-1523

都城市 株式会社フェニックス急行　本社営業所 宮崎県都城市上水流町８１８ 0986-36-1250

日向市 日向商運株式会社　本社営業所 宮崎県日向市大字日知屋字新開１７３７１－１５ 0982-53-0066

日向市 株式会社コーソク　本社営業所 宮崎県日向市大字日知屋１５８３７－２ 0982-52-5391

日向市 株式会社イグザクト　本社営業所 宮崎県日向市船場町１番地１３ 0982-52-0811

日向市 宮崎ダイキュー運輸株式会社　日向営業所 宮崎県日向市大字日知屋１４８２９番地１ 0982-57-3422

日向市 諸塚運送有限会社　日向営業所 宮崎県日向市大字塩見字大財１４０１３－７ 0982-57-1057

日向市 有限会社前田産業　本社営業所 宮崎県日向市東郷町山陰乙１０２８番地１ 0982-68-3707

日向市 龍南運送株式会社　日向営業所 宮崎県日向市大字日知屋字堀川１６８４７番地１１ 0982-53-3232

日向市 本田運送株式会社　本社営業所 宮崎県日向市大字財光寺字中ノ原１０７３ 0982-52-4455

日向市 センコー株式会社　ダンプ担当営業所 宮崎県日向市竹島町１番３４ 0982-37-0681

日向市 株式会社トミシマ　日向本社営業所 宮崎県日向市大字日知屋１７１４８番地１２ 0982-52-2165

日南市 倉本運送株式会社　日南営業所 宮崎県日南市星倉３丁目４番地１４ 0987-25-3117

日南市 スリーナイン物流合同会社　本社営業所 宮崎県日南市北郷町郷之原甲１００３－１ 0987-55-4858

日南市 株式会社谷口重機建設　本社営業所 宮崎県日南市大字下方１０９１番地 0987-27-1888

日南市 株式会社信興運輸　本社営業所 宮崎県日南市下方２２１７－７ 0987-27-1383

日南市 宮崎運輸株式会社　日南営業所 宮崎県日南市上平野２－１１－６・７ 0987-22-2642

日南市 有限会社川﨑流通センター　本社営業所 宮崎県日南市大字平野６０５番地３ 0987-22-2726

日南市 佐川急便株式会社　日南営業所 宮崎県日南市西弁分３丁目４番４ 0570-02-0052

児湯郡 有限会社ドリームロード　本店営業所 宮崎県児湯郡新富町大字下富田３２１０番地３ 0983-33-6636

児湯郡 有限会社南海サービス　本社営業所 宮崎県児湯郡川南町大字川南２４８９２番地１ 0983-27-6800
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児湯郡 宮崎システム南輸送株式会社　本社営業所 宮崎県児湯郡川南町大字川南４１１３－３ 0983-27-6328

児湯郡 有限会社山下商事　本社営業所 宮崎県児湯郡川南町川南４５９２番地１ 0983-27-3921

児湯郡 株式会社江本運輸　本社営業所 宮崎県児湯郡新富町大字日置７４３番地１ 0983-33-3776

児湯郡 有限会社土公運送　本社営業所 宮崎県児湯郡新富町上富田２５８９番地 0983-33-3019

児湯郡 株式会社松尾運送　川南営業所 宮崎県児湯郡川南町大字川南字豊原２１７３１－１３ 0983-27-4314

児湯郡 有限会社エスアイシー産業　本社 宮崎県児湯郡都農町川北１０９３４－１ 0983-25-4319

児湯郡 株式会社エスワイプロモーション　宮崎営業所 宮崎県児湯郡都農町大字川北１８６９５番４１ 0983-21-2066

児湯郡 ヤマト運輸株式会社　川南営業所
宮崎県児湯郡川南町大字川南字名貫２００８０，２００８

５
0983-21-3982

西臼杵郡 有限会社栄高産業　本社営業所 宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折１２１１５－２ 0982-87-2137

東臼杵郡 有限会社孝伸運送　本社営業所 宮崎県東臼杵郡門川町大字加草字倉谷２７２５ 0982-63-6515

東諸県郡 有限会社プラッツ　本社 宮崎県東諸県郡国富町大字木脇３８１２番地 0985-75-9161

東諸県郡 有限会社弓場元運送　本社営業所 宮崎県東諸県郡国富町大字向高２８７－１ 0985-77-4545

東諸県郡 有限会社綾運送　本社営業所
宮崎県東諸県郡綾町大字入野４４０６－４・４９３３－

６・４９３６－４
0985-77-3064

東諸県郡 株式会社三友ロジスティクス　宮崎営業所 宮崎県東諸県郡国富町大字木脇３５７３ 0985-82-9731

東諸県郡 有限会社藤元運送　本社営業所
宮崎県東諸県郡国富町大字本庄４８４８－３，４８４６－

２７
0985-75-5151

東諸県郡 日豊輸送株式会社　本社営業所 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄５３５ 0985-75-1941

北諸県郡 有限会社カードックサービス　本社営業所 宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池字下原４４３２番地１ 0986-52-8345

北諸県郡 ヤマヨ運輸株式会社　宮崎営業所 宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池字南原３６０７番８ 0986-51-3003

北諸県郡 有限会社中原運送　本社営業所 宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池４２３４番地１ 0986-52-2161
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