
　

R4.12.15

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Ｙｕｅｉ　Ｌｉｎｅ　市来営業所 鹿児島県いちき串木野市大里８０３－１ 0996-29-4955

いちき串木野市 久保建材土木有限会社　本社営業所 鹿児島県いちき串木野市大里４９５５－１ 0996-36-4646

いちき串木野市 有限会社福田クレーン興業　本社営業所 鹿児島県いちき串木野市深田上１７１１２番地１ 0996-32-6906

いちき串木野市 有限会社濵田運送　本社営業所 鹿児島県いちき串木野市湊町１－１３７ 0996-36-2062

いちき串木野市 有限会社南陸運輸　本社営業所 鹿児島県いちき串木野市河内５９６９－１ 0996-32-8059

阿久根市 株式会社ツカサ　本社営業所 鹿児島県阿久根市山下８１９２番地 0996-73-0730

阿久根市 株式会社野﨑自動車　本社営業所 鹿児島県阿久根市脇本９７６４－１８ 0996-75-2041

阿久根市 株式会社京田重機運送　本社営業所 鹿児島県阿久根市脇本６３７１－１ 0996-75-0242

阿久根市 有限会社京田運送　本社営業所 鹿児島県阿久根市脇本６３３５ 0996-75-0145

姶良市 富士運送株式会社　姶良営業所 鹿児島県姶良市平松３４１７－５ 099-565-9988

姶良市 インフラテックサービス株式会社　中央営業所 鹿児島県姶良市蒲生町下久徳１５３９－３ 0995-54-3525

姶良市 司熊本株式会社　鹿児島姶良営業所 鹿児島県姶良市加治木町木田字須崎１３９４－３３ 0995-73-7300

姶良市 有限会社小野興産　姶良営業所 鹿児島県姶良市平松３８６２－３ 0995-56-8530

姶良市 有限会社コウエイ環境　本社営業所 鹿児島県姶良市平松字野中３３２３－２ 0995-65-5367

姶良市 有限会社サイダ　本社営業所 鹿児島県姶良市加治木町反土字新田４－１５－２３ 0995-63-5125

姶良市 日本貨物株式会社　加治木営業所

鹿児島県姶良市加治木町小山田字下中原５５０２－４・

５・７・８・９、５５０８－１・３、５５１６－２、５

５１７－８・１２・１３、５４９９－２

0995-63-0855

姶良市 帖佐運送株式会社　本社営業所 鹿児島県姶良市西餅田１５２５－１ 0995-65-1111

姶良市 有限会社南陸運輸　蒲生営業所 鹿児島県姶良市蒲生町北字宮田３２６－１ 0995-52-8252

姶良市 株式会社大誠運輸　加治木営業所 鹿児島県姶良市加冶木町木田１２１０ 0995-63-0034

姶良市 内田運輸株式会社　鹿児島営業所 鹿児島県姶良市蒲生町下久徳９０８－１ 0995-52-1550

伊佐市 株式会社藤井建設　本社営業所 鹿児島県伊佐市大口里１２６－３ 0995-22-0423

伊佐市 有限会社瀬崎建材　本社営業所 鹿児島県伊佐市大口原田２２７０ 0995-22-8600

伊佐市 大雄陸運有限会社　本社営業所 鹿児島県伊佐市大口小木原字宇津木ノ内８９６－３ 0995-22-0574

伊佐市 株式会社林運輸　本社営業所 鹿児島県伊佐市大口里８４８－１ 0995-22-7310

伊佐市 株式会社山下運輸　本社営業所 鹿児島県伊佐市菱刈徳辺４０１－３ 0995-26-0465

伊佐市 株式会社エスライン九州　菱刈営業所 鹿児島県伊佐市菱刈徳辺狩迫２２９６－１ 0995-26-0200

奄美市 名瀬港運株式会社　本社営業所 鹿児島県奄美市名瀬塩浜町１７－７ 0997-52-2311

奄美市 ヤマト運輸株式会社　大島北部営業所 鹿児島県奄美市名瀬佐大熊町２４６７ 0997-52-9702

薩摩川内市 有限会社福留運送　本社営業所 鹿児島県薩摩川内市小倉町６２４８－１ 0996-30-2764

薩摩川内市 株式会社南九州機動　本社営業所 鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名６２９８－１ 0996-21-4848

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（鹿児島県）
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薩摩川内市 株式会社南九州機動　副田営業所 鹿児島県薩摩川内市入来町副田５７７３－２ 0996-44-3939

薩摩川内市 有限会社山陽運輸　本社営業所 鹿児島県薩摩川内市東開聞町１５－７ 0996-22-3932

薩摩川内市 有限会社ハシグチ　本社営業所 鹿児島県薩摩川内市田海町７６９０－４ 0996-30-0086

薩摩川内市 日本貨物株式会社　川内営業所 鹿児島県薩摩川内市湯島町字道久３３７３－５ 0996-26-2280

薩摩川内市 園田陸運株式会社　川内営業所 鹿児島県薩摩川内市港町３６０－１１ 0996-31-2611

薩摩川内市 株式会社エスライン九州　北薩営業所 鹿児島県薩摩川内市東郷町斧渕４４７１ 0996-42-2205

薩摩川内市 佐川急便株式会社　川内営業所 鹿児島県薩摩川内市湯島町３５３５－８ 0570-01-0558

志布志市 合同会社　剣運送　山重営業所 鹿児島県志布志市有明町山重１０８９９番地１ 099-475-2666

志布志市 株式会社日生運輸　本社営業所 鹿児島県志布志市有明町蓬原２７６６番地１ 099-401-6757

志布志市 株式会社伊藤運送　志布志営業所 鹿児島県志布志市志布志町夏井１２９８－６ 099-472-3992

志布志市 株式会社サンコー　志布志事業所 鹿児島県志布志市志布志町志布志３２７５－３ 099-472-1039

志布志市 株式会社ウエノ　本社営業所 鹿児島県志布志市有明町蓬原２３６０番地２ 099-475-0118

志布志市 有限会社ドリーム　志布志営業所 鹿児島県志布志市志布志町志布志３２２４－７ 099-463-8783

志布志市 有限会社川畑興業　本社営業所 鹿児島県志布志市志布志町帖４７９９－２ 099-473-1939

志布志市 有限会社田渕興業　本社営業所 鹿児島県志布志市有明町野神３７２４－１ 099-475-2330

志布志市 株式会社山下回漕店　本社営業所 鹿児島県志布志市志布志町志布志３３０４－１ 099-472-1401

志布志市 株式会社桜島　志布志営業所 鹿児島県志布志市志布志町志布志３２９４－４ 099-473-3590

志布志市 帝国倉庫運輸株式会社　志布志営業所 鹿児島県志布志市志布志町志布志字若浜３３０１ 099-472-0815

志布志市 株式会社タチワキ　本社営業所 鹿児島県志布志市有明町野神３４０４－５ 099-475-0261

志布志市 九州西濃運輸株式会社　志布志営業所 鹿児島県志布志市有明町野井倉字塩入７７２８ 099-477-2651

指宿市 永吉建設株式会社　本社営業所 鹿児島県指宿市開聞十町３１３８－１ 0993-32-3181

鹿屋市 有限会社新坂運送　鹿屋営業所 鹿児島県鹿屋市永野田町３８０ 0994-26-1293

鹿屋市 株式会社白坂建設　本社営業所 鹿児島県鹿屋市下祓川町１３３６ 0994-43-2822

鹿屋市 有限会社ドリーム　本社営業所 鹿児島県鹿屋市串良町下小原２８６３－１ 0994-63-8783

鹿屋市 株式会社大隅運輸　本社営業所 鹿児島県鹿屋市串良町上小原１４７１－１ 0994-63-3639

鹿屋市 福澤運送株式会社　本社営業所 鹿児島県鹿屋市串良町上小原５６７２－１ 0994-63-4474

鹿屋市 株式会社ハヤシ　本社営業所 鹿児島県鹿屋市串良町有里７９７４－６ 0994-62-3939

鹿屋市 日本郵便株式会社　鹿屋郵便局 鹿児島県鹿屋市白崎町１－２０ 0994-42-2493

鹿児島市 株式会社エムロジックス　鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市石谷町７１２番１ 099-248-9830

鹿児島市 原田工業株式会社　本社営業所 鹿児島県鹿児島市春山町２０８７－４ 099-265-7100

鹿児島市 テジマ株式会社　鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市西別府町３０１０－４５ 099-282-7744

鹿児島市 株式会社有馬商事　本社営業所 鹿児島県鹿児島市石谷町１２３６番地８ 099-278-2738

鹿児島市 ニッポンロジ株式会社　鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市西別府町３２００番５ 099-281-5681
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鹿児島市 日本特車輸送有限会社　本社営業所 鹿児島県鹿児島市川上町３０８４－１ 099-244-2004

鹿児島市 安全産業株式会社　ＪＤセンター 鹿児島県鹿児島市谷山港１－２４－４ 099-297-4986

鹿児島市 日本陸送株式会社　本社 鹿児島県鹿児島市南栄５丁目３３ 099-269-5200

鹿児島市 株式会社鹿児島急送　南九州営業所 鹿児島県鹿児島市東佐多町２４１５－１ 099-295-2181

鹿児島市 有限会社急便屋久島　鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市城南町４１ 099-806-5951

鹿児島市 有限会社輝北運輸　鹿児島 鹿児島県鹿児島市谷山港２－２－３ 099-262-3608

鹿児島市 有限会社南西流通ライン　鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市本名町７７８－２ 099-246-9131

鹿児島市 有限会社丸徳産業　本社営業所 鹿児島県鹿児島市伊敷４ー３ー２１ 099-220-0101

鹿児島市 有限会社本坊興業　本社営業所 鹿児島県鹿児島市上谷口町６２３番地１ 099-278-1308

鹿児島市 有限会社丸商　本社営業所 鹿児島県鹿児島市七ツ島１－１－２３ 099-262-2733

鹿児島市 九州栄孝エキスプレス株式会社　鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港２丁目２０ 099-202-0407

鹿児島市 ＴＳネットワーク株式会社　鹿児島流通センター 鹿児島県鹿児島市上荒田町５７－１ 099-255-6627

鹿児島市 南州殖産株式会社　本社営業所 鹿児島県鹿児島市伊敷１－１７－３２ 099-228-8187

鹿児島市 株式会社坂元運送　本社営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港３－１－３０ 099-262-0636

鹿児島市 株式会社並松運送　本社営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港３丁目４番９号 099-263-0451

鹿児島市 株式会社園田運送　本社営業所 鹿児島県鹿児島市城山１－５５－１１ 099-225-2884

鹿児島市 有限会社米倉運送　本社営業所 鹿児島県鹿児島市川田町１２１７ 099-238-2147

鹿児島市 株式会社久保技建　運輸部営業所 鹿児島県鹿児島市宮之浦町４７３－４ 099-244-0710

鹿児島市 株式会社大迫運輸　本社営業所 鹿児島県鹿児島市田上８丁目１５－３０ 099-283-6383

鹿児島市 土佐屋運輸株式会社　本社営業所 鹿児島県鹿児島市七ツ島１丁目６番１２ 099-262-1717

鹿児島市 有限会社アルファ　鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市南栄５－１１ 099-821-1761

鹿児島市 末吉建設株式会社　本社営業所 鹿児島県鹿児島市田上８－３－５ 099-281-5566

鹿児島市 永田重機土木株式会社　運輸部営業所 鹿児島県鹿児島市川上町２２１６－１ 099-244-3388

鹿児島市 セイコー運輸株式会社　ＳＬＣ営業所 鹿児島県鹿児島市南栄３－２１－３ 099-260-4466

鹿児島市 有限会社昭和コーポレーション　本社営業所 鹿児島県鹿児島市南栄三丁目９番地 099-263-3011

鹿児島市 高千穂倉庫運輸株式会社　鹿児島支店東開町倉庫営業所 鹿児島県鹿児島市東開町１５番地３ 099-260-5560

鹿児島市 株式会社サンキ　鹿児島支店 鹿児島県鹿児島市谷山港２－４－２０ 099-210-8171

鹿児島市 高千穂倉庫運輸株式会社　鹿児島支店流通センター営業 鹿児島県鹿児島市谷山港１－３－４ 099-210-8067

鹿児島市 株式会社鹿児島急送　鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市東開町１３－６ 099-269-7956

鹿児島市 五月産業株式会社　本社営業所 鹿児島県鹿児島市伊敷６丁目１３－１ 099-220-3030

鹿児島市 株式会社大誠運輸　本社営業所 鹿児島県鹿児島市東開町４－７３ 099-267-1234

鹿児島市 南国輸送株式会社　大峯営業所 鹿児島県鹿児島市西別府町３０１０－２６ 099-281-6556

鹿児島市 丸和運送株式会社　鹿児島支店 鹿児島県鹿児島市七ツ島１丁目５－７ 099-261-0011
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鹿児島市 ヤマト運輸株式会社　宇宿営業所 鹿児島県鹿児島市宇宿２－３７９７－１２ 099-259-8712

鹿児島市 有限会社藤崎運送　本社営業所 鹿児島県鹿児島市本名町８５１－１ 099-294-2035

鹿児島市 株式会社昭和貨物　本社営業所 鹿児島県鹿児島市南栄３丁目９番地 099-263-3011

鹿児島市 南九州食品サービス株式会社　鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市小山田町７２７８ 099-238-5777

鹿児島市 日本郵便株式会社　鹿児島南郵便局 鹿児島県鹿児島市谷山中央２－４５１９－１ 099-268-3300

鹿児島市 三九運輸株式会社　本社営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港３－１－１５ 099-262-1139

鹿児島市 富士運送株式会社　本社営業所 鹿児島県鹿児島市東開町１０－３ 099-268-5562

鹿児島市 九州西濃運輸株式会社　鹿児島支店 鹿児島県鹿児島市南栄３－７－１ 099-267-6581

鹿児島市 株式会社アサヒセキュリティ　鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市西別府町３０１０番３８号 099-283-2060

鹿児島市 高陽輸送株式会社　鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港１－２－２ 099-261-7013

鹿児島市 鹿児島綜合警備保障株式会社　警送支店 鹿児島県鹿児島市与次郎１－６－３３ 099-251-0998

鹿児島市 園田陸運株式会社　ローソン営業所 鹿児島県鹿児島市南栄４－１２－３ 099-808-0001

鹿児島市 園田陸運株式会社　鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市七ツ島１－６－４ 099-284-6670

鹿児島市 鹿児島荷役海陸運輸株式会社　七ツ島事業所 鹿児島県鹿児島市七ツ島１－８４ 099-262-1720

鹿児島市 日通鹿児島運輸株式会社　南栄事業部 鹿児島県鹿児島市南栄３丁目２８番地２号 099-266-5570

鹿児島市 宮崎陸運有限会社　鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港３－１－４ 099-262-6039

鹿児島市 サンロジ株式会社　鹿児島チルドセンター 鹿児島県鹿児島市西佐多町４１１０－４０ 099-245-5333

鹿児島市 株式会社サカイ引越センター　鹿児島支社 鹿児島県鹿児島市城南町８－２ 099-805-2120

鹿児島市 南国輸送株式会社　鹿児島石油営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港３－１－９ 099-262-5124

出水市 あゆみ運送株式会社　本社営業所 鹿児島県出水市大野原町２１１５－４ 0996-77-4306

出水市 久保　清（久保運送）　本店営業所 鹿児島県出水市野田町上名４７６５番地 0996-84-3547

出水市 沖田産業株式会社　本社営業所 鹿児島県出水市黄金町２ 0996-62-0834

出水市 有限会社尾嶋運送　本社営業所 鹿児島県出水市高尾野町江内３２３４－１ 0996-85-5201

出水市 有限会社雄大幸運　本社営業所 鹿児島県出水市平和町１０１０ 0996-63-6220

出水市 出水運輸センター株式会社　本社営業所 鹿児島県出水市野田町下名３３４８－２ 0996-84-2311

出水市 株式会社エスライン九州　出水営業所 鹿児島県出水市六月田町８１６ 0996-67-1258

垂水市 株式会社物流ジャパン　本社営業所 鹿児島県垂水市本城３７０５－２ 0994-32-0122

西之表市 共同フェリー運輸株式会社　本社営業所 鹿児島県西之表市西町４９－１ 0997-22-1234

曽於市 株式会社長島陸運　鹿児島営業所 鹿児島県曽於市財部町南俣１１０４０－１ 0986-58-7310

曽於市 尾之上　博幸（尾之上産業）　尾之上産業本店営業所 鹿児島県曽於市末吉町二之方４８９２－５ 0986-76-2427

曽於市 有限会社日の丸運輸　本社営業所 鹿児島県曽於市大隅町岩川４８４５ 099-482-0525

曽於市 株式会社栗山ノーサン　本社営業所 鹿児島県曽於市財部町下財部字２３５０－３ 0986-23-8491

曽於市 中迫運輸有限会社　本社営業所 鹿児島県曽於市大隅町月野７３９７－２ 099-482-0182
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南さつま市 株式会社グローバルライン　本社営業所 鹿児島県南さつま市金峰町尾下１５３１－１ 0993-77-0020

南さつま市 有限会社南日本新聞加世田西部販売センター　本社営業 鹿児島県南さつま市加世田小湊４８０－１ 0993-52-2922

南九州市 株式会社ケイ重機運輸　本社営業所 鹿児島県南九州市川辺町永田字池之頭４１４８ 0993-56-6515

南九州市 有限会社菊永運送　本社営業所 鹿児島県南九州市知覧町塩屋２３９８４－１ 0993-85-3912

南九州市 株式会社エスライン九州　川辺営業所 鹿児島県南九州市川辺町中山田１８３６－１ 0993-57-3134

日置市 株式会社宮崎ジャパンエキスプレス　鹿児島支店 鹿児島県日置市伊集院町中川１４５６ 099-245-8340

日置市 有限会社山建興業　本社営業所 鹿児島県日置市伊集院町麦生田２３２３－３ 099-273-9781

日置市 丸久建材有限会社　本社営業所 鹿児島県日置市伊集院町大田２０８４－１，２０８５－ 099-273-1524

日置市 新日本ロジ株式会社　鹿児島支店 鹿児島県日置市伊集院町中川１２４５ 099-273-9311

日置市 株式会社エイト　本社営業所 鹿児島県日置市東市来町美山２０９５－２ 099-246-6002

日置市 有限会社ＭＩＫＩ物流　本社営業所 鹿児島県日置市伊集院町麦生田４１０ 099-272-0670

霧島市 株式会社肥後産業　鹿児島空港支店 鹿児島県霧島市隼人町西光寺２４２７－２５ 0995-55-1933

霧島市 有限会社後藤運輸　本社営業所 鹿児島県霧島市横川町中ノ１４９３－２ 0995-72-1893

霧島市 株式会社岡元企画　下井営業所 鹿児島県霧島市国分下井２２９９－３ 0995-43-1441

霧島市 有限会社林自動車横川工場　有限会社林自動車横川工場 鹿児島県霧島市横川町上ノ１８４５番地２ 0995-72-0300

霧島市 有限会社上原運送　本社営業所 鹿児島県霧島市溝辺町麓１９０６－１ 0995-58-3662

霧島市 株式会社肥後産業　隼人支店 鹿児島県霧島市隼人町真孝１７１５－２ 0995-55-8130

霧島市 株式会社山川物流　霧島営業所 鹿児島県霧島市隼人町西光寺３１８７－１ 0995-42-5355

霧島市 三代サービス株式会社　鹿児島営業所 鹿児島県霧島市国分上野原テクノパーク３番３８号 090-6737-6324

霧島市 霧島運輸倉庫株式会社　隼人営業所 鹿児島県霧島市隼人町西光寺３１８８ 0995-58-3619

霧島市 株式会社新中建設　本社営業所 鹿児島県霧島市隼人町小田２３９６－１ 0995-42-5125

霧島市 前田産業株式会社　本社 鹿児島県霧島市霧島川北字前揃８９２ 0995-57-2980

霧島市 株式会社サカイ引越センター　鹿児島東支社 鹿児島県霧島市隼人町内１３２０ 0995-44-6615

霧島市 令和熊交株式会社　鹿児島空港営業所 鹿児島県霧島市溝辺町麓２７４－５ 0995-73-6679

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

霧島市 株式会社エスライン九州　鹿児島空港営業所 鹿児島県霧島市溝辺町麓字曲迫２９７－１ 0995-58-3332

熊毛郡 有限会社急便屋久島　本社営業所 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦１２７０－８ 0997-42-2211

熊毛郡 株式会社熊毛運輸　本社営業所 鹿児島県熊毛郡屋久島町志戸子１２７７－８ 0997-42-0567

熊毛郡 ヤマト運輸株式会社　屋久島営業所
鹿児島県熊毛郡屋久島町字宮之浦１２０７－３０，１２

０７－３１、１２００－１
0997-42-1140

薩摩郡 有限会社田島興業　本社営業所 鹿児島県薩摩郡さつま町船木２９５５－１ 0996-52-2556

出水郡 有限会社樫谷運輸　本社営業所 鹿児島県出水郡長島町山門野４８３６－１ 0996-87-0348

出水郡 株式会社指江運送　本社営業所 鹿児島県出水郡長島町城川内字栗ノ木田１０２８－３ 0996-88-5088
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曽於郡 株式会社センショウ　本社営業所 鹿児島県曽於郡大崎町永吉９０９２ 0994-45-7511

曽於郡 株式会社丸正建設機動　本社営業所 鹿児島県曽於郡大崎町神領２５５３－２２ 099-476-3367

曽於郡 アドバンス合同会社　アドバンス合同会社　本社営業所 鹿児島県曽於郡大隅町月野５４９５－２ 099-471-2733

曽於郡 有限会社枦山運送　本社営業所 鹿児島県曽於郡大崎町仮宿２８４３－３ 099-476-0021

曽於郡 株式会社南栄運輸　大崎営業所 鹿児島県曽於郡大崎町野方字宮ノ本２８５７－２ 099-478-1155

大島郡 ヤマト運輸株式会社　沖永良部営業所 鹿児島県大島郡和泊町手々知名字長浜５１２－２４７ 0997-92-3203

大島郡 ヤマト運輸株式会社　大島南部営業所 鹿児島県大島郡徳之島町亀津字共木屋丹地５５４７－４ 0997-82-0021
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