
H30.12.13
市区郡名 事業所名 住所 電話番号
宮崎市 有限会社宮崎配送センター　本社営業所 宮崎県宮崎市港東１丁目１１番地１ 0985-28-3279

有限会社コア物流　高岡営業所 宮崎県宮崎市高岡町大字花見１７２０－１７ 0985-82-2486

今村靖男　カネヤス商事本店営業所 宮崎県宮崎市阿波岐原町江田原１７０４－１０ 0985-29-8808

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

龍南運送株式会社　宮崎営業所 宮崎県宮崎市港２丁目１４番地 0985-24-7850

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

株式会社エモーションサービス　宮崎営業所 宮崎県宮崎市高岡町花見２１４２番地１０花見工業団地 0985-89-2775

株式会社三興運輸　本社営業所 宮崎県宮崎市高岡町花見８２１番地１ 0985-82-1513

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

三九運輸株式会社　宮崎営業所 宮崎県宮崎市高岡町大字五町３３３２ 0985-82-3662

北辰運輸株式会社　本社営業所 宮崎県宮崎市高洲町３４５ 0985-25-3500

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

太陽運輸倉庫株式会社　宮崎第一営業所 宮崎県宮崎市佐土原町大字東上那珂字石塚１７５８８番地５０ 0985-74-4100

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

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

有限会社エムライン宮崎　本社営業所 宮崎県宮崎市新別府町稲荷田１４４番地７ 0985-29-6747

有限会社坂本運送店　本店営業所 宮崎県宮崎市神宮東２丁目４－１６ 0985-24-8596

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

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

有限会社清水ピアノ配送センター　本社営業所 宮崎県宮崎市清武町大字今泉甲３６２０－６ 0985-85-3510

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

佐川急便株式会社　宮崎営業所 宮崎県宮崎市大字郡司分字萩ケ嶋甲５７８８－１ 0985-63-9663

矢野運輸株式会社　広原営業所 宮崎県宮崎市大字広原６５１０－１ 0985-39-7330

中村産業輸送株式会社　宮崎営業所 宮崎県宮崎市大字糸原字上薗３４３０－１ 0985-69-5583

有限会社司運輸　本社営業所 宮崎県宮崎市大字赤江９２８－４ 0985-53-2228

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 09855-6-2138

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

株式会社アカギコーポレーション　本社営業所 宮崎県宮崎市大字島之内６３３２番地１ 0985-39-2412

宮崎トヨタ合同輸送株式会社　本社営業所 宮崎県宮崎市大字島之内字湯取６２８４－２ 0985-39-3770

有限会社コア物流　本社営業所
宮崎県宮崎市大字本郷北方字鵜戸尾２７６４番地２、本郷北方字柳篭２７１１
番地４

0985-59-1720

株式会社田村運輸　本社営業所 宮崎県宮崎市大坪町向溝田２７６２－１ 0985-51-2211

有限会社テクニカル・キナイ　本社営業所 宮崎県宮崎市田野町乙９６３４番地７ 0985-86-1595
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南九州食品サービス株式会社　本社営業所 宮崎県宮崎市田野町甲８７９８番地２７７ 0985-77-5260

株式会社Ｍ・Ｅサービス　宮崎営業所 宮崎県宮崎市田野町字桜ヶ丘乙１７４２番地４７ 090-3739-6147

株式会社宮崎ジャパンエキスプレス　本社営業所 宮崎県宮崎市島之内１０４７５－４ 0985-37-1002

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

株式会社シンクラン　宮崎北営業所 宮崎県宮崎市柳丸町４６－１ 0985-83-0368

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

串間市 ヤマト運輸株式会社　串間支店
宮崎県串間市大字南方字新浜２２１９－５３，２２１９－９４，２２１９－６
４，２２１９－９５

0987-72-6769

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

有限会社共和運輸　本社営業所 宮崎県小林市野尻町三ヶ野山３２１７番地１ 0984-25-7455

西都市 有限会社宮崎配送センター　西都営業所 宮崎県西都市大字下三財字藤崎８４８ 0983-44-6262

阪神トランスポート株式会社　宮崎営業所 宮崎県西都市大字下三財字藤崎８４８番 0983-44-4144

有限会社郡山運送　本社営業所 宮崎県西都市大字鹿野田字久保６５１３－２ 0983-42-1414

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

株式会社シンクラン　延岡営業所 宮崎県延岡市塩浜町３丁目１７４０－１、１７４０－３、１７４６－２ 0982-33-5092

延岡重機運送有限会社　本社営業所 宮崎県延岡市赤水町１３番１，２，３，４ 0982-37-3110

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

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

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

一番運輸株式会社　延岡営業所 宮崎県延岡市牧町３７２番地３ 0982-29-2583

都城市 西村清一　西村運送本店 宮崎県都城市下水流町３０８７ 0986-36-0154

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

有限会社市橋運輸　本社営業所 宮崎県都城市高城町大字大井手２０４８－１０ 0986-58-5609

株式会社エスワイプロモーション　都城営業所 宮崎県都城市高木町６０４４－７ 0986-47-1712

株式会社シンクラン　都城営業所 宮崎県都城市今町７０２１－２，７０４６，７０４７ 0986-39-2020

有限会社昇栄運送　本社営業所 宮崎県都城市山田町山田７３５番地８ 0986-64-1565

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

有限会社三和運輸　本社営業所 宮崎県都城市山之口町大字花木字油田１７１７－３，１７３０－２ 0986-57-5164

株式会社ヒカリエンタープライズ　本社営業所 宮崎県都城市山之口町富吉２９４９番地２ 0986-57-5512

有限会社浜畑運送　本社営業所 宮崎県都城市志比田町４９５１，４９５２－１ 0986-23-0785

宮崎幸和運輸有限会社　本社営業所 宮崎県都城市上水流町８１８ 0986-36-1181

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

株式会社ＳＩＮＳＥＩ　本社営業所 宮崎県都城市上水流町８１８番地７ 0986-45-3385

大淀開発株式会社　本社営業所 宮崎県都城市上長飯町５４２７番地１ 0986-22-3353

都城ダイキュー運輸株式会社　本社営業所 宮崎県都城市神之山町１８１２－２ 0986-38-1380
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ヤマト運輸株式会社　都城支店 宮崎県都城市太郎坊町６１０１ 0986-38-1523

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

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

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 0987-32-1240

日向市 八興運輸株式会社　本社営業所 宮崎県日向市船場町１－１ 0982-52-2185

株式会社ニチウン　本社営業所 宮崎県日向市船場町１番地３ 0982-55-0859

有限会社山下産業　本社営業所 宮崎県日向市大字財光寺１４０７番地１ 0982-50-0506

中村産業輸送株式会社　日向営業所 宮崎県日向市大字財光寺沖ノ原１０４３番地 0982-55-2692

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

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１４８６４番地９ 0982-52-2165

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 0982-54-3860

有限会社川上産業　本社営業所 宮崎県日向市美々津町字前ノ原３２０番地１ 0982-58-1922

北諸県郡 有限会社香妻運送　本社営業所 宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池４３８９ 0986-51-3272

株式会社桐原商事　本社営業所 宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池４５３５ 0986-51-5112

宮崎運輸株式会社　都城営業所 宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池字中原４６８４－１ 0986-52-7766

日通宮崎運輸株式会社　ＪＡ都城配送センター 宮崎県北諸県郡三股町稗田１９－９ 0986-53-3670

株式会社昇栄　宮崎営業所 宮崎県北諸県郡三股町蓼池４５８６番地１ 0986-36-5681

児湯郡 有限会社共和運輸　高鍋営業所 宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋字山伏山８７４３－２３ 0983-23-1514

株式会社シンクラン　新富営業所 宮崎県児湯郡新富町新田１９１０ 0983-33-2155

有限会社黒木運輸　本社営業所 宮崎県児湯郡川南町大字川南５１９９番地２１０－７，２１０－８ 0983-27-2498

ヤマト運輸株式会社　川南支店 宮崎県児湯郡川南町大字川南字名貫２００８０，２００８５ 0983-21-3982

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

南九州有機産業株式会社　本社営業所 宮崎県児湯郡都農町大字川北８４９６番地 0983-25-3366

西臼杵郡 有限会社佐藤木材輸送　本社営業所 宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折８６１８－１５ 0982-87-2539

東諸県郡 有限会社南九州物流　本社営業所 宮崎県東諸県郡綾町大字入野３３０８番地、３３０７ 0985-77-3439

井上運輸株式会社　本社営業所 宮崎県東諸県郡国富町大字八代北俣字元地原１８９０－１，１８９０－３ 0985-78-1665

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
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