
H30.12.13
市区郡名 事業所名 住所 電話番号
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

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

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

幸和運輸株式会社　鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市南栄三丁目６－２１ 099-267-6111

ヤマト運輸株式会社　宇宿支店 鹿児島県鹿児島市宇宿２－３７９７－１２ 099-259-8712

佐川急便株式会社　鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市宇宿２丁目３７９９－４ 099-255-8877

有限会社福満運輸　本社営業所 鹿児島県鹿児島市光山一丁目４番１２号 099-261-5118

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ー８４ 099-262-1720

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

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

有限会社横手重機　本社営業所 鹿児島県鹿児島市小山田町１２７番地２ 099-803-5015

南九州食品サービス株式会社　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

九州航空株式会社　鹿児島支店 鹿児島県鹿児島市新栄町１７番５号 099-258-1248

太陽運輸倉庫株式会社　鹿児島第二営業所 鹿児島県鹿児島市西佐多町４１１０－４０ 099-245-5333

株式会社フタマタ技建　運輸部 鹿児島県鹿児島市川上町３６４０－１ 099-228-9938

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

株式会社シンクラン　谷山営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港２丁目１番５号 090-8416-8654

株式会社吹上工業　鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港２丁目－２１番 099-261-0530

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

有限会社紫原運送　谷山営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港３－１－１７ 099-261-3998

株式会社伊藤運送　本社営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港３－１－２２ 099-262-1131

帝国倉庫運輸株式会社　本社営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港３－１－２４ 099-262-1100

有馬運送株式会社　本社営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港３－１－２９ 099-261-3311

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

株式会社肥後産業　鹿児島支店 鹿児島県鹿児島市谷山港３丁目４－１３ 099-261-3993

株式会社西川海陸輸送　鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港二丁目２－１０ 099-262-2266

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

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

有限会社小野興産　本社営業所 鹿児島県鹿児島市南栄２－１１ 099-267-6241

三州物流株式会社　本社 鹿児島県鹿児島市南栄２丁目２ 099-260-0110

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

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

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
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
日本貨物株式会社　本社営業所 鹿児島県鹿児島市南栄４－１１－１ 099-267-6211

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

株式会社東亜運輸　本社営業所 鹿児島県鹿児島市南栄４－１６ 099-268-6123

有限会社大姶良運送　鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市南栄４丁目９－８ 099-263-6662

株式会社トランシス　本社営業所 鹿児島県鹿児島市南栄４丁目９番７ 099-296-9079

株式会社福岡ソノリク昂進輸送　鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市南栄三丁目２５番地２ 099-210-2286

九州名鉄運輸株式会社　鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市南栄四丁目１１－１ 099-260-1171

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

株式会社トランスポート九州　本社営業所 鹿児島県鹿児島市和田２－２１－１５ 099-267-7117

姶良市 高千穂倉庫運輸株式会社　加治木営業所 鹿児島県姶良市加治木町木田１３７７－１９ 0995-63-9722

株式会社らくのう運輸　鹿児島第二営業所 鹿児島県姶良市加治木町木田１３７７－１９ 099-563-0764

株式会社吹上工業　車両部営業所 鹿児島県姶良市加冶木町日木山字黒川８２－１ 0995-63-3806

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

有限会社ダイイチエクスプレス　本社営業所 鹿児島県姶良市蒲生町白男１０８６ 0995-52-1766

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

ヤマト運輸株式会社　姶良支店 鹿児島県姶良市平松３４５５－７－２ 0995-65-9734

日本貨物株式会社　姶良営業所 鹿児島県姶良市平松切通３２２７－２ 0995-66-5788

株式会社シンクラン　加治木営業所 鹿児島県姶良市加治木町木田２１２０ 0995-73-4325

阿久根市 有限会社中西運輸　本社営業所 鹿児島県阿久根市波留５７６－２ 0996-64-6788

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

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

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

出水市 株式会社ヤマモト　本社 鹿児島県出水市平和町２２７－２ 0996-62-0666

有限会社松田産業　本社営業所 鹿児島県出水市野田町上名４７４０ 0996-84-2310

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

鹿屋市 株式会社南栄運輸　鹿屋営業所 鹿児島県鹿屋市旭原町２８９４－１ 0994-43-1226

有限会社増満自動車　本社営業所 鹿児島県鹿屋市下祓川町２２８４－３ 0994-44-2228

弘竜家畜輸送株式会社　本社営業所 鹿児島県鹿屋市串良町細山田５１８６－１ 0994-31-0139

有限会社マカケ　本社営業所 鹿児島県鹿屋市串良町細山田５５３０－３ 0994-62-3669

株式会社立野産業　本社営業所 鹿児島県鹿屋市吾平町上名３３５５ 0994-58-5700

中村運送有限会社　本社営業所 鹿児島県鹿屋市吾平町上名７４７１－２ 0994-58-8211

株式会社シンクラン　鹿屋営業所 鹿児島県鹿屋市西祓川町１０９０－１、１０９８、１１００ 0994-43-2662

霧島市 熊本交通運輸株式会社　鹿児島空港営業所 鹿児島県霧島市溝辺町麓字曲迫２７４－５ 0995-73-6676

有限会社姶良物流　本社営業所 鹿児島県霧島市隼人町西光寺３１６７－３ 0995-44-9770

2／4
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霧島運輸倉庫株式会社　本社営業所 鹿児島県霧島市溝辺町麓３１６－２ 0995-58-3619

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曲迫２９７－１ 0995-58-3332

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

山下一郎　本店営業所 鹿児島県霧島市国分広瀬２丁目７９１番８ 0995-46-4133

株式会社ＳＫ，Ｌｉｎｅ　本社営業所 鹿児島県霧島市国分湊字国丸６８９－５ 0995-45-9851

九州産交運輸株式会社　霧島センター 鹿児島県霧島市隼人町眞孝１７１０－３９ 0995-73-8135

新熊本産業株式会社　鹿児島支店 鹿児島県霧島市隼人町眞孝１７１５－２８ 0995-43-0301

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

南九州福山通運株式会社　川内営業所 鹿児島県薩摩川内市湯島町３５３５－１４ 0996-26-3358

有限会社田畑運送　本社営業所 鹿児島県薩摩川内市宮内町２１０４－２ 0996-22-0093

久留米運送株式会社　薩摩川内店 鹿児島県薩摩川内市隈之城町字野首１５６７ 0996-25-2811

有限会社南洲工業　本社営業所 鹿児島県薩摩川内市祁答院町藺牟田２４３６－４ 0996-56-0606

落運送有限会社　本社営業所 鹿児島県薩摩川内市御陵下町４００－２，４０１－１ 0996-22-2919

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

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 0996-26-3900

有限会社市比野新聞販売所　本社営業所 鹿児島県薩摩川内市樋脇町市比野２４４３ 0996-38-0180

南九州特建リース工業株式会社　本社営業所 鹿児島県薩摩川内市樋脇町倉野２４５－１ 0996-37-3631

ヤマト運輸株式会社　南川内支店 鹿児島県薩摩川内市平佐町１６９９－１、１６９８－１ 0996-20-7955

志布志市 エース総合運輸株式会社　鹿児島営業所 鹿児島県志布志市志布志町安楽５５９８－１ 099-472-0128

出水運輸センター株式会社　志布志営業所 鹿児島県志布志市志布志町志布志３２７３－４ 099-473-3551

株式会社吹上工業　志布志営業所 鹿児島県志布志市志布志町帖６６１７－１２３ 099-472-2068

志布志貨物自動車業企業組合　本社営業所 鹿児島県志布志市志布志町帖６６１７－１４２ 099-472-1037

南国輸送株式会社　志布志営業所 鹿児島県志布志市志布志町帖６６１７－１５５ 099-472-0613

有限会社折田運送　本社営業所 鹿児島県志布志市有明町野井倉５７８７－２ 099-401-4036

有限会社堀苑運送　本社営業所 鹿児島県志布志市有明町野井倉７７２５－１ 099-477-0063

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

曽於市 有限会社末吉運送　本社 鹿児島県曽於市末吉町新町１丁目５－５ 0986-76-0137

株式会社キング運輸　末吉営業所 鹿児島県曽於市末吉町諏訪方６５１４－１ 0986-28-8080

日置市 株式会社日之出サービス　本社営業所 鹿児島県日置市伊集院町麦生田２１４８－１ 099-273-9065

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

三九運輸株式会社　日置営業所 鹿児島県日置市伊集院町野田２３８０－３ 099-273-1225

有限会社海田産業　本社営業所 鹿児島県日置市東市来町伊作田８７３－２ 099-274-0941

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

幸和運輸株式会社　本社営業所 鹿児島県南九州市知覧町西元１４６２８－１ 0993-83-3100

枕崎市 九州西濃運輸株式会社　枕崎営業所 鹿児島県枕崎市白沢北町６８０ 0993-72-3074
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姶良郡 株式会社橋産業　本社営業所 鹿児島県姶良郡湧水町稲葉崎１０４－６ 0995-74-3703

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

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

出水郡 有限会社宮内運送　本社営業所 鹿児島県出水郡長島町城川内２７７８－８ 0996-88-5851

肝属郡 株式会社根占殖産　本社営業所 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川南字塩入７２０－４ 0994-24-2004

有限会社共栄運輸　本社営業所 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北９６５０ 0994-24-3828

薩摩郡 有限会社飛鳥運輸　本社営業所 鹿児島県薩摩郡さつま町広瀬４９７９－１４ 0996-52-0246

有限会社伊地知運送　本社営業所 鹿児島県薩摩郡さつま町柏原２９１－２ 0996-52-2030

曽於郡 株式会社正栄物流　本社営業所 鹿児島県曽於郡大崎町持留１８２１番地３ 099-476-2765
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