
H30.12.13
市区郡名 事業所名 住所 電話番号
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

みつわ運送有限会社　本社営業所 熊本県熊本市西区花園１－２３８ 096-356-3330

ヤマト運輸株式会社　花園センター 熊本県熊本市西区花園５丁目１０－１８ 096-320-8560

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

熊本通運株式会社　通運事業所 熊本県熊本市西区蓮台寺４丁目１－５ 096-323-7122

株式会社日新企画　本社営業所 熊本県熊本市東区戸島７丁目１２－１０ 096-283-3999

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

株式会社塚腰運送　熊本営業所 熊本県熊本市東区御領６丁目６－２９ 096-380-6133

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３４７－１ 096-349-1144

株式会社隆美開発　本社営業所 熊本県熊本市東区桜木４－１７１－１ 096-368-7208

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

株式会社ミノル運送　本社営業所 熊本県熊本市東区沼山津１丁目２３番４７号 096-396-4023

ミノル運送株式会社　本社営業所 熊本県熊本市東区沼山津１丁目２３番４７号 096-369-4023

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

ヤマト運輸株式会社　江越センター 熊本県熊本市南区近見１丁目３番８号 096-351-0520

日通熊本トラック株式会社　熊本営業所 熊本県熊本市南区近見７丁目７－１ 096-354-3261

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

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

株式会社前田産業　本社営業所 熊本県熊本市南区島町５－７－３ 096-358-6600

株式会社熊本ミトモ　南高江営業所 熊本県熊本市南区南高江３丁目３－７４ 096-320-4623

株式会社シンクラン　熊本営業所 熊本県熊本市南区流通団地１丁目１７ 096-285-6990

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

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

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

福岡運輸株式会社　熊本営業所 熊本県熊本市北区植木町亀甲２０４８－１ 096-273-2212

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

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

株式会社熊本ミトモ　本社営業所 熊本県熊本市北区植木町石川２４０－１ 096-273-3593

江富運輸株式会社　本社営業所 熊本県熊本市北区植木町滴水４６４ 096-272-1521

株式会社博運社　植木営業所 熊本県熊本市北区植木町舞尾６９９－４ 096-273-3199

株式会社イワシタ　植木支店 熊本県熊本市北区植木町木留１９９－２ 096-272-2161

株式会社新九州建設運輸　本社営業所 熊本県熊本市北区植木町木留７５１ 096-272-7730

株式会社林運送　熊本営業所 熊本県熊本市北区徳王１丁目７番１５号 096-323-3620
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
江富運輸株式会社　熊本営業所 熊本県熊本市北区龍田陳内１丁目１－１ 096-338-7311

天草市 ヤマト運輸株式会社　天草亀川センター 熊本県天草市亀場町大字亀川字牛房畑１５１３－２ 0969-25-1734

荒尾市 株式会社飯島企画　南九州ターミナル＆ストレージ 熊本県荒尾市荒尾１８９－１ 0968-57-8782

宇城市 株式会社前田産業　宇城営業所 熊本県宇城市松橋町浦川内１６４１番１ 0964-53-9135

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

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番地１ 096-433-4470

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

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

宇土市 株式会社コスモトランスポート　本社営業所 熊本県宇土市花園町字中島２３８４ 0694-27-8900

ターフ物流株式会社　本社 熊本県宇土市新開町字東開１８９５－５３ 0964-27-5412

長浜運輸株式会社　本社営業所 熊本県宇土市長浜町字浜新地２０３４ 0964-27-1133

熊本交通運輸株式会社　宇土営業所 熊本県宇土市北段原町字庄部２３０番地２ 0964-22-0717

株式会社国際急送　本社営業所 熊本県宇土市網津町長田１４４０－１ 0964-24-3121

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

碓永自動車株式会社　熊本営業所 熊本県菊池市泗水町亀尾字下原３０６７－１ 0968-25-3006

熊本ロジネット有限会社　本社営業所 熊本県菊池市泗水町吉富３２９３－１２ 0968-38-7300

有限会社九州商事　本社営業所 熊本県菊池市泗水町田島２７２４－１ 0968-38-3515

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

桃山運送有限会社　本社営業所 熊本県玉名市天水町部田見字築合２７４９－１，２７４９－２ 0968-82-2235

人吉市 ヤマト運輸株式会社　人吉支店 熊本県人吉市西間下町字花切１０２１，１０２０－１，１０１９－３ 0966-23-4922

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

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

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

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

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

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

上野輸送株式会社　八代営業所 熊本県八代市大島町５０６９－１２ 0965-37-2058

株式会社北部輸送　八代営業所 熊本県八代市平山新町２５４６－１ 0965-53-1566

株式会社サンエストランテック　八代事業所 熊本県八代市大島町字大島５０６９－１１ 0965-37-1161

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

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千代字神前３５８－１ 0966-78-2140

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

株式会社サトウロジック　小国営業所 熊本県阿蘇郡小国町大字宮原１６８７ 0967-46-3939

株式会社原田興産　本社営業所 熊本県阿蘇郡小国町大字宮原２３１１番地 0967-46-4149
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
株式会社内田陸運　本社 熊本県阿蘇郡西原村大字布田字立野１１６９－６ 096-279-3333

上益城郡 有限会社都心エクスプレス　熊本本社営業所 熊本県上益城郡益城町古閑１０７番地１１ 096-286-8221

株式会社内田陸運　熊本営業所 熊本県上益城郡益城町大字福富１０６７－１ 096-388-5777

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

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

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

有限会社青井運送　熊本営業所 熊本県上益城郡御船町大字小坂２５２６ 096-282-7400

シモハナ物流株式会社　熊本営業所 熊本県上益城郡御船町大字辺田見字白岩１８８８番１７ 096-281-4087

大八運送有限会社　本社営業所 熊本県上益城郡御船町辺田見字下馬原１６６９ 096-282-3522

株式会社ロジパルエクスプレス　熊本営業所 熊本県上益城郡御船町辺田見字白岩１８８８－１０ 096-282-7766

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

高千穂倉庫運輸株式会社　熊本営業所 熊本県上益城郡甲佐町大字芝原字芝原第二６５－１ 096-235-5211

菊池郡 株式会社大福物流　菊陽営業所 熊本県菊池郡菊陽町大字辛川４７８－１ 096-288-6065

株式会社ファミリー八興　菊陽東部営業所 熊本県菊池郡菊陽町大字辛川字塚原５２０ 096-285-5454

株式会社シンクラン　菊陽営業所 熊本県菊池郡菊陽町津久礼２６０６－１ 096-232-7122

長州貨物株式会社　熊本営業所 熊本県菊池郡大津町室１７２８－１ 096-294-8908

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大字杉水１２０５－３ 096-294-8765

株式会社内田陸運　大津営業所 熊本県菊池郡大津町平川１７４９番１ 096-293-3333

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

ヤマト運輸株式会社　錦センター 熊本県球磨郡錦町西字大王原１６－１ 0966-38-3225

味岡建設株式会社　錦営業所 熊本県球磨郡錦町木上字塚原１５０３ 0966-38-1035

味岡建設株式会社　本社営業所 熊本県球磨郡多良木町多良木１９８－１ 0966-42-2444

ヤマト運輸株式会社　湯前センター 熊本県球磨郡湯前町字買元１９３７－１ 0966-43-3233

玉名郡 谷口興業株式会社　熊本営業所 熊本県玉名郡長洲町清源寺字中道下７６６－１ 0968-78-0788

明光運輸株式会社　熊本営業所 熊本県玉名郡長洲町清源寺字塘下４５６－１ 0968-78-3016

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

丸協運輸有限会社　熊本営業所 熊本県玉名郡長洲町大字名石浜３５－１５ 0968-78-0350

ヤマト運輸株式会社　菊水センター 熊本県玉名郡和水町江田４００７－１ 0968-75-8331

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
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