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市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

みやま市 森エンタープライズ株式会社　本社営業所 福岡県みやま市瀬高町濱田３２１番地１ 0944-64-7007

みやま市 有限会社大津山運送　本社営業所 福岡県みやま市山川町大字北関５６０－６ 0944-67-1121

みやま市 高田自動車運送有限会社　本社営業所 福岡県みやま市高田町大字江浦８４－５ 0944-22-5834

嘉麻市 上嘉穂貨物自動車運送株式会社　本社営業所 福岡県嘉麻市牛隈１９９０－１ 0948-57-0016

久留米市 日通トランスポート株式会社　久留米支店 福岡県久留米市高野２丁目５－１８ 0942-34-3137

久留米市 ニッポンロジ株式会社　久留米支店 福岡県久留米市東櫛原町３５３ 0942-39-2161

久留米市 久留米運送株式会社　久留米支店 福岡県久留米市東櫛原町３５３ 0942-35-2151

久留米市 フクワ物流株式会社　久留米営業所 福岡県久留米市津福本町字重ノ江２２９５－１ 0942-65-6721

久留米市 九州商運株式会社　久留米営業所 福岡県久留米市梅満町２４８－１ 0942-33-8068

久留米市 九州福山通運株式会社　久留米営業所 福岡県久留米市荒木町藤田１４５４番２６ 0942-21-0292

久留米市 株式会社白川運輸　本社営業所 福岡県久留米市荒木町藤田１４２３－４５ 0942-51-8755

久留米市 筑後運送株式会社　久留米支店 福岡県久留米市荒木町藤田１４５４－４４ 0942-21-1121

久留米市 久留米丸善運輸株式会社　本社営業所 福岡県久留米市三潴町西牟田６１４２－１ 0942-65-2332

久留米市 諸冨運送有限会社本社　本社 福岡県久留米市東合川１－２－１５ 0942-44-3455

久留米市 株式会社チクホー　本社営業所 福岡県久留米市東合川１丁目３番１６号 0942-40-8350

久留米市 西日本運送有限会社　久留米営業所 福岡県久留米市東合川１－２－３ 0942-44-3377

久留米市 有限会社安居野運送　本社 福岡県久留米市山川安居野３丁目７－１１ 0942-80-0907

久留米市 九州航空株式会社　久留米 福岡県久留米市御井旗崎３－６－１ 0942-44-3688

久留米市 株式会社シンクラン　筑後営業所 福岡県久留米市御井旗崎３－１０－１２ 0942-43-1438

久留米市 日本通運株式会社　久留米航空営業支店 福岡県久留米市御井旗崎５丁目２－４ 0942-44-6882

久留米市 佐川急便株式会社　久留米営業所 福岡県久留米市新合川１丁目６－５１ 0942-43-3009

宮若市 西田商運株式会社　宮若営業所 福岡県宮若市沼口７８２－１ 0949-55-2500

宮若市 千里運輸株式会社　福岡営業所 福岡県宮若市山口１２９９番１０ 0949-55-8033

宮若市 ムラカタ流通株式会社　筑豊営業所 福岡県宮若市宮田２４８９－１ 0949-33-2636

宮若市 有限会社いなべ物流サービス　福岡営業所 福岡県宮若市下有木字石川３８７番地 0949-28-8889

宮若市 株式会社東海車輌　福岡営業所 福岡県宮若市下有木３７８－１ 0949-58-8001

古賀市 ヒタチ株式会社　福岡ハブセンター 福岡県古賀市天神１丁目１４番１２号 092-233-1027

古賀市 力丸運輸株式会社　本社営業所 福岡県古賀市谷山９９１－１ 092-944-0532

古賀市 株式会社エルス　福岡支店 福岡県古賀市小山田恵内作１８６－１ 092-942-3300

古賀市 トーショー九州株式会社　福岡営業所 福岡県古賀市新原１０６４－１ 092-410-5161

古賀市 株式会社商映　福岡東営業所 福岡県古賀市青柳町２７８－１ 092-941-1115

古賀市 株式会社ケイ・ティー　本社営業所 福岡県古賀市青柳１１４４－２３ 092-410-1828

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（福岡県）
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古賀市 福岡倉庫株式会社　陸運部　福岡営業所 福岡県古賀市青柳３３５５－１０ 092-940-2525

行橋市 有限会社行橋鎮西運送　本社営業所 福岡県行橋市行事二丁目１４番１７号 0930-23-0321

行橋市 株式会社安川トランスポート　行橋営業所 福岡県行橋市西泉３－１６－１ 0930-23-0925

糸島市 株式会社イトキュー　本社 福岡県糸島市多久８１９－１ 092-322-1741

糸島市 轟産業運輸株式会社　本社営業所 福岡県糸島市高祖字金剛１４４－５ 092-323-8311

糸島市 有限会社福岡陸送　本社 福岡県糸島市末永４２２－１ 092-322-7779

宗像市 佐川急便株式会社　宗像営業所 福岡県宗像市大字光岡３０４－１ 0940-34-2250

宗像市 有限会社田中運輸建設　本社 福岡県宗像市東郷３丁目３番６号 0940-36-2460

小郡市
株式会社ダイセーエクスプレスシステム　小郡ハブセン

ター
福岡県小郡市上岩田５６５－１７ 0942-23-8380

小郡市 シモハナ物流株式会社　鳥栖ＩＣセンター営業所 福岡県小郡市小郡１６６０－１ 0942-72-4087

小郡市 トールエクスプレスジャパン株式会社　中九州支店 福岡県小郡市大字小郡字堂の前１４５０－１ 0942-73-1551

小郡市 株式会社博運社　小郡営業所 福岡県小郡市小郡字川原田１７１２－３ 0942-73-4333

太宰府市 有限会社新紫物流　本社 福岡県太宰府市朱雀一丁目３番２４号 092-555-7535

太宰府市 日本通運株式会社　九州重機建設支店 福岡県太宰府市都府楼南１丁目２番２号 092-928-1650

太宰府市 太宰府エキスプレス株式会社　本社営業所 福岡県太宰府市大字北谷８６８－１７１ 092-555-5025

太宰府市 有限会社カレントウシハラ　本社 福岡県太宰府市国分１丁目１２－２０ 092-919-1086

大川市 株式会社白谷運輸　本社営業所 福岡県大川市中八院６５８－８ 0944-86-4185

大川市 株式会社柿添トラック　本社営業所 福岡県大川市大字下木佐木字地内５００－１ 0944-86-5858

大牟田市 有限会社Ｍｉｙａｍａコーポレーション　みやま営業所 福岡県大牟田市大字岬２８７２－１ 092-957-0058

大牟田市 株式会社博運社　大牟田営業所 福岡県大牟田市手鎌１０１２ 0944-54-7206

大牟田市 西日本マルエス株式会社　大牟田営業所 福岡県大牟田市新開町３－４５ 0944-54-0608

大牟田市 市村運送有限会社　本社営業所 福岡県大牟田市新開町２－８０ 0944-57-1323

大牟田市 トールエクスプレスジャパン株式会社　大牟田支店 福岡県大牟田市四山町８０－１７ 0944-53-4564

大牟田市 江藤運輸株式会社　大牟田営業所 福岡県大牟田市四山町８０－７９ 0944-52-5524

大牟田市 松藤商事株式会社　大牟田事業所 福岡県大牟田市四山町８４－４ 0944-55-5440

大牟田市 株式会社塚崎運送　本社営業所 福岡県大牟田市四山町８０－７１ 0944-52-7529

大牟田市 九州福山通運株式会社　大牟田営業所 福岡県大牟田市船津町４１６ 0944-54-2212

大牟田市 有限会社谷口陸海　大浦営業所 福岡県大牟田市大浦町１５－２０ 0944-52-4088

大牟田市
西日本エア・ウォーター物流株式会社　大牟田ローリー営

業所
福岡県大牟田市合成町１番地の１３ 0944-55-9592

大牟田市 ジャパンロジ株式会社　大牟田営業所 福岡県大牟田市大字橘字サムケ３９－１ 0944-58-7333

大牟田市 株式会社シンクラン　大牟田営業所 福岡県大牟田市大字田隈字天神木３９５ 094-454-8811

大野城市 九州福山通運株式会社　大野城営業所 福岡県大野城市乙金東３丁目１１番１号 092-504-0292

大野城市 株式会社ピアノターミナル・ナカムラ　本社営業所 福岡県大野城市大字乙金２－８－１ 092-504-0413
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大野城市 テック物流株式会社　九州営業所 福岡県大野城市御笠川４丁目６番８号 092-586-7233

大野城市 株式会社らくのう運輸　福岡営業所 福岡県大野城市御笠川２－１６－１５ 092-503-3974

大野城市 株式会社ＤＮＰロジスティクス　福岡営業所 福岡県大野城市仲畑１丁目８－１３ 092-573-9833

大野城市 株式会社ヒサノ　福岡営業所 福岡県大野城市仲畑２丁目１１－２６ 092-589-4411

筑後市 長濱運送有限会社　本社 福岡県筑後市大字長浜１７６９ 0942-53-2267

筑後市 下川運輸株式会社　本社営業所 福岡県筑後市大字新溝１５８ 0942-27-5405

筑後市 宝生流通システム株式会社　本社営業所 福岡県筑後市大字溝口字町口９０７ 0942-53-4145

筑後市 株式会社古賀物流　本社営業所 福岡県筑後市大字常用１１０２－１ 0942-65-7757

筑後市 日本通運株式会社　筑後支店 福岡県筑後市下北島ヒガンデ６８７－１ 0942-53-8111

筑後市 広徳輸送株式会社　筑後営業所 福岡県筑後市大字久富１３４３－５ 0942-54-0621

筑紫野市 西新運輸株式会社　筑紫野営業所 福岡県筑紫野市大字筑紫１１４７－２ 092-926-8511

筑紫野市 株式会社Ｇｒｅｅｎｐｒｏｐ　本社営業所 福岡県筑紫野市永岡１２７２－１４ 092-922-1716

朝倉市 株式会社大福貨物運送　本社営業所 福岡県朝倉市三奈木２４８０ 0946-22-3291

朝倉市 株式会社イトキュー　甘木営業所 福岡県朝倉市小田１７９１－２ 0946-21-0581

朝倉市 株式会社ロジコム　久留米営業所 福岡県朝倉市下浦１５２２－１ 0946-23-8504

朝倉市 株式会社本田運送　福岡営業所 福岡県朝倉市中原４５７－１，７ 0946-23-0211

朝倉市 西日本エア・ウォーター物流株式会社　福岡営業所 福岡県朝倉市馬田２４２９ 0946-24-5561

朝倉市 九州福山通運株式会社　甘木営業所 福岡県朝倉市馬田３７２０－４ 0946-26-1100

朝倉市 佐川急便株式会社　朝倉 福岡県朝倉市堤字十三塚７５３－１ 0946-21-6070

朝倉市 株式会社石松組　本社営業所 福岡県朝倉市入地２４８３番地 0946-22-7885

田川市 福岡商事株式会社　田川営業所 福岡県田川市栄町２－１０ 0947-44-4131

田川市 株式会社サンキ　本社営業所 福岡県田川市大字伊加利１８０５－３１ 0947-50-7666

田川市 中村産業輸送株式会社　本社 福岡県田川市大字弓削田字ソリ町９２－１ 0947-46-1818

那珂川市 筑紫運送有限会社　本社営業所 福岡県那珂川市片縄１－６１ 092-555-3414

那珂川市 有限会社クサカベロジテック　本社営業所 福岡県那珂川市大字西畑５８９ 092-952-0331

八女市 川島運送株式会社　本社営業所 福岡県八女市大字納楚４２２，４２３ 0943-23-2211

八女市 福島貨物有限会社　本社営業所 福岡県八女市大字馬場４７８ー１ 0943-24-2413

八女市 株式会社カントラロジ　九州営業所 福岡県八女市大字鵜池４７７番地８ 0943-22-6103

八女市 三和ロジコム株式会社　本社営業所 福岡県八女市大字今福１０６１－２ 0943-24-1159

飯塚市 九州福山通運株式会社　飯塚営業所 福岡県飯塚市大字川島字灰交３７０－２ 0948-24-5353

飯塚市 岩永建設有限会社　本社営業所 福岡県飯塚市菰田１３６－１２ 0948-22-4948

飯塚市 佐川急便株式会社　飯塚営業所 福岡県飯塚市大字横田字後牟田６６７－３ 0948-21-3911

飯塚市 株式会社共栄　本社営業所 福岡県飯塚市津島２８１－８２ 0948-29-7060

飯塚市 株式会社トータルトランスポートサービス　本社営業所 福岡県飯塚市赤坂８８４－７ 0948-82-5454

飯塚市 筑豊通運株式会社　本社営業所 福岡県飯塚市有安９５８－３５ 0948-82-2900
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飯塚市 宮本急送有限会社　飯塚 福岡県飯塚市大字大分４５５－４ 0948-20-0200

福岡市 株式会社アラト　本社営業所 福岡県福岡市中央区那の津３－９－４ 092-741-9164

福岡市 日本通運株式会社　福岡警送事業所 福岡県福岡市中央区那の津５丁目９－１３ 092-732-7020

福岡市 松藤商事株式会社　福岡事業所 福岡県福岡市中央区荒津一丁目８－１ 092-761-3061

福岡市 株式会社ニヤクコーポレーション　九州支店　福岡事業所 福岡県福岡市中央区荒津１－１０－５ 092-771-1861

福岡市 株式会社上組　福岡営業所 福岡県福岡市中央区那の津３－２－１０ 092-752-5579

福岡市 日本通運株式会社　福岡海運支店 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭４丁目３番１号 092-663-8371

福岡市 飯盛運輸株式会社　東 福岡県福岡市東区塩浜３丁目４９０ 092-607-2670

福岡市 ヤマト運輸株式会社　福岡早良南支店 福岡県福岡市早良区大字西入部字亀丸２０８－１ 092-804-8704

福岡市 株式会社成友　本社 福岡県福岡市早良区早良７丁目１－６ 092-804-5273

福岡市 九州産交運輸株式会社　福岡センター 福岡県福岡市博多区空港前４－５－３０ 092-622-9901

福岡市 福岡運輸システムネット株式会社　福岡営業所 福岡県福岡市博多区空港前２丁目２番２６号 092-621-0210

福岡市 福岡運輸株式会社　福岡営業所 福岡県福岡市博多区空港前２－２－２６ 092-621-0210

福岡市
セイノースーパーエクスプレス株式会社　福岡貨物セン

ター
福岡県福岡市博多区榎田２－２－４，５ 092-475-7168

福岡市 航空集配サービス株式会社　福岡営業所 福岡県福岡市博多区榎田１丁目８番２８号 092-287-9150

福岡市 九州福山通運株式会社　福岡支店 福岡県福岡市博多区榎田１丁目５－８ 092-411-3098

福岡市 日本通運株式会社　福岡航空支店　福岡貨物センター 福岡県福岡市博多区上牟田１丁目３７、３８ 092-475-5523

福岡市 九州福山通運株式会社　福岡南営業所 福岡県福岡市博多区上牟田３丁目１０－１３ 092-473-8351

福岡市 野母商船株式会社　福岡支社 福岡県福岡市博多区築港本町２２０ 0570-01-0510

福岡市 博多井住株式会社　本社営業所 福岡県福岡市博多区沖浜町５－８０ 092-281-6587

福岡市 飯盛運輸株式会社　博多営業所 福岡県福岡市博多区御供所町９－１１－１０５ 092-282-5827

福岡市 毛利運送株式会社　本社営業所 福岡県福岡市博多区吉塚５丁目９－２５ 092-611-3231

福岡市 名糖運輸株式会社　福岡物流センター 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目９番５号 092-651-3035

福岡市 筑後運送株式会社　福岡支店 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目１３－２０ 092-651-7879

福岡市 株式会社西物　本社営業所 福岡県福岡市東区箱崎埠頭６丁目９－６ 092-643-2308

福岡市 福山エクスプレス株式会社　福岡営業所 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目２－６ 092-632-2920

福岡市 株式会社Ｊ・Ｂ・Ｓネットワーク　本社 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭１丁目４－２７ 092-633-3301

福岡市 丸徳運送株式会社　共用営業所 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５－１－１９ 092-651-7217

福岡市 キャリーネット株式会社　福岡営業所 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６丁目１０番７号 092-631-1041

福岡市 福岡ひまわり運送株式会社　ターミナル事業所 福岡県福岡市東区箱崎埠頭５丁目３－１ 092-633-3603

福岡市 株式会社石島運輸倉庫　福岡流通センター 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４丁目１２－１ 092-643-5570

福岡市
株式会社ゼロ・プラス九州　福岡カスタマーサービスセン

ター
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目９番２１号 092-651-3534
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福岡市 鴻池運輸株式会社　福岡定温流通センター営業所 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５－５－２０ 092-631-4323

福岡市 日本通運株式会社　福岡コンテナ支店 福岡県福岡市東区箱崎埠頭２ー１－４ 092-641-4371

福岡市 臼杵運送株式会社　福岡支店 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目－５－１３ 092-651-1994

福岡市 センコー株式会社　トランスポート担当 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５－１－４０ 092-641-1941

福岡市 株式会社花田運送　本社営業所 福岡県福岡市東区東浜２－４１ 092-633-2807

福岡市 本田運送株式会社　福岡営業所 福岡県福岡市東区東浜２丁目１５－１ 092-643-2186

福岡市 株式会社ヒューテックノオリン　九州支店 福岡県福岡市東区東浜２－８５－７ 092-632-0101

福岡市 日本図書輸送株式会社　福岡営業所 福岡県福岡市東区原田１丁目２１－１５ 092-623-5588

福岡市 株式会社鹿毛興運　本社営業所 福岡県福岡市東区松田１丁目１－１３ 092-624-7781

福岡市 福大運送株式会社　福岡松田営業所 福岡県福岡市東区松田１丁目１２－４５ 092-624-0115

福岡市 九州航空株式会社　福岡支店 福岡県福岡市東区社領３－７－８ 092-622-0851

福岡市 名鉄ゴールデン航空株式会社　福岡営業所 福岡県福岡市東区社領３丁目１１－３０ 092-622-8251

福岡市 高山運送株式会社　本社営業所 福岡県福岡市博多区銀天町３丁目５－５ 092-928-7077

福岡市 九栄運輸倉庫株式会社　本社営業所 福岡県福岡市博多区井相田１－１１－３５ 092-591-3436

福岡市 株式会社サカイ引越センター　福岡南支社 福岡県福岡市博多区板付２ー１４－２０ 092-513-6565

福岡市 東海運株式会社　香椎営業所 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭２丁目２－１６ 092-674-1244

福岡市 全日本ライン株式会社　福岡支店 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭２丁目２－７ 092-674-2200

福岡市 トランスパック株式会社　本社営業所 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭二丁目３番１５号 092-674-1330

福岡市 広徳輸送株式会社　香椎営業所 福岡県福岡市東区みなと香椎２丁目６－１１ 090-8298-3147

福岡市 株式会社西酪運輸　福岡東営業所 福岡県福岡市東区みなと香椎２丁目６－１１ 092-663-5033

福岡市 株式会社鈴与カーゴネット九州　福岡営業所 福岡県福岡市東区みなと香椎３丁目２８‐４ 092-683-1700

福岡市 株式会社大福物流　福岡ＣＶＳセンター営業所 福岡県福岡市東区みなと香椎２丁目２５－１７ 092-692-8640

福岡市 株式会社大富　福岡営業所 福岡県福岡市東区みなと香椎２丁目６－１１ 080-6445-2949

福岡市 県販株式会社　福岡営業所 福岡県福岡市東区みなと香椎２丁目６－１１ 090-3377-0966

福岡市 高千穂倉庫運輸株式会社　鮮冷営業所 福岡県福岡市東区みなと香椎２丁目６－１１ 092-674-1285

福岡市 花王ロジスティクス株式会社　福岡北営業所 福岡県福岡市東区みなと香椎３－２－１ 092-673-7377

福岡市 ヤマト運輸株式会社　福岡主管支店 福岡県福岡市東区蒲田３－２７－１６ 092-939-3157

福岡市 福糧運輸株式会社　福岡インター営業所 福岡県福岡市東区蒲田２丁目４１－１１ 092-674-5500

福岡市 吉田海運株式会社　福岡営業所 福岡県福岡市東区蒲田３丁目９－１９ 092-663-2337

福岡市 駿和物流株式会社　本社営業所 福岡県福岡市東区蒲田２－７８１－１ 092-691-8001

福岡市 トールエクスプレスジャパン株式会社　福岡支店 福岡県福岡市東区蒲田４－９－１ 092-691-8011

福岡市 福大運送株式会社　本社営業所 福岡県福岡市東区蒲田２ー３８－１７ 092-691-8311

福岡市 株式会社沖縄物流　本社営業所 福岡県福岡市東区大字蒲田２－４０－３２ 092-691-2011

福岡市 ニッポンロジ株式会社　本社営業所 福岡県福岡市東区蒲田３丁目６７７－１ 092-691-6608

福岡市 株式会社山口運送　福岡営業所 福岡県福岡市東区土井３丁目１１－１ 092-663-6160
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福岡市 株式会社田川産業　本社営業所 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭１丁目５－１ 092-643-5450

福岡市 テジマ株式会社　本社 福岡県福岡市東区多の津１－１８－８ 092-622-2081

福岡市 株式会社九州日新　多の津営業所 福岡県福岡市東区多の津１丁目２０番１８号 092-626-1525

福岡市 高千穂倉庫運輸株式会社　福岡営業所 福岡県福岡市東区多の津１－３ 092-622-2378

福岡市 アートコーポレーション株式会社　福岡営業所 福岡県福岡市東区多の津２丁目１０－１ 092-611-0123

福岡市
ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社　九州

美術品支店
福岡県福岡市東区松島３－１４－９ 092-629-3111

福岡市 牛乳輸送株式会社　福岡営業所 福岡県福岡市東区松島３丁目２－５、２－６ 092-627-1061

福岡市 株式会社久津運送店　福岡営業所 福岡県福岡市東区松島３丁目３２－１２ 092-626-8720

福岡市 佐川急便株式会社　東福岡営業所 福岡県福岡市東区松島３丁目２３－１ 092-611-3101

福岡市 有限会社三栄運輸機工　本社 福岡県福岡市東区松島５－２６－１７ 092-621-9858

福岡市 広徳輸送株式会社　本社営業所 福岡県福岡市東区松島５－６－１３ 092-621-2261

福岡市 吉浦運送株式会社　本社営業所 福岡県福岡市中央区那の津３－１４－１４ 092-771-5171

福岡市 有限会社藤崎運輸　本社 福岡県福岡市早良区昭代３－１－１９ 092-841-1276

福岡市 株式会社前興運輸　本社営業所 福岡県福岡市早良区原７－９－２７ 092-871-4468

福岡市 丸筑運送株式会社　本社営業所 福岡県福岡市城南区片江２丁目２１－８ 092-862-4789

福岡市 有限会社伸友運送　本社営業所 福岡県福岡市城南区片江２丁目２１－８ 092-862-2334

福岡市 直販配送株式会社　福岡営業所 福岡県福岡市南区五十川１－５－１ 092-436-1860

福岡市 ＳＢＳフレックネット株式会社　福岡営業所 福岡県福岡市南区五十川１－２－２０ 092-431-0733

福岡市 ヤマト運輸株式会社　福岡清水支店 福岡県福岡市南区清水３－８－２９ 092-557-3577

福岡市 佐川急便株式会社　南福岡営業所 福岡県福岡市南区清水３丁目１－５ 092-561-2311

福岡市 日本通運株式会社　福岡西移転・引越センター 福岡県福岡市西区福重３丁目３２番２６号 092-892-1692

福岡市 西新運輸株式会社　本社営業所 福岡県福岡市西区大字飯盛字毘沙門２１８－１ 092-811-2155

福岡市 アスミオ．株式会社　本社営業所 福岡県福岡市西区大字羽根戸字高田１５９－４ 092-811-3265

福岡市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　福岡西支店 福岡県福岡市西区拾六町１丁目１８－１０ 092-894-3611

福岡市 佐川急便株式会社　西福岡営業所 福岡県福岡市西区拾六町２丁目２３５－１ 092-882-2222

福岡市 株式会社シンクラン　西福岡営業所 福岡県福岡市西区今宿青木字廣石南１０４２－６７ 080-4108-8655

福岡市 株式会社らくのう運輸　福岡第二営業所 福岡県福岡市東区みなと香椎２丁目６－１１ 090-8390-6992

豊前市 株式会社ＳＫコーポレーション　本社 福岡県豊前市大字岸井５００ 0979-82-8389

北九州市 新熊本産業株式会社　本社営業所 福岡県北九州市門司区新門司１－１１ 093-481-1731

北九州市 日本梱包運輸倉庫株式会社　門司 福岡県北九州市門司区大字猿喰字両国免４８８ 093-481-2631

北九州市 興国運輸株式会社　本社営業所 福岡県北九州市門司区新門司北１丁目１１－４ 093-481-7007

北九州市 ＳＢＳフレックネット株式会社　北九州営業所 福岡県北九州市門司区新門司北２－２－７ 093-481-6340

北九州市 株式会社中通　小倉営業所 福岡県北九州市門司区新門司北１丁目１６－２ 093-483-2520

北九州市 宮田運送株式会社　門司営業所 福岡県北九州市門司区新門司北１－６－１２ 093-483-3211
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北九州市 株式会社アイエヌライン　北九州営業所 福岡県北九州市門司区新門司北１丁目５番２号 093-481-2742

北九州市 シーウェイエクスプレス株式会社　北九州支店 福岡県北九州市門司区新門司北一丁目１－２１０，２１１ 093-342-7831

北九州市 大森運送株式会社　北九州営業所 福岡県北九州市門司区新門司北２丁目４番６ 093-481-7000

北九州市 大日運輸株式会社　本社営業所 福岡県北九州市門司区新門司北１－６－１ 093-481-4511

北九州市 小倉運送株式会社　新門司 福岡県北九州市門司区新門司北１－５－１３ 093-481-5531

北九州市 玄海産業株式会社　新門司営業所 福岡県北九州市門司区新門司北１－６－８ 093-481-5751

北九州市 株式会社ワイズ・ホールディングス　本社営業所 福岡県北九州市門司区新門司北二丁目１０番５ 093-483-1133

北九州市 野中産業株式会社　門司 福岡県北九州市門司区新門司３－２２ 093-481-5100

北九州市 九州産業運輸株式会社　新門司営業所 福岡県北九州市門司区新門司３－１ 093-481-3281

北九州市 上神谷梱包高速株式会社　北九州 福岡県北九州市門司区新門司１－６－１ 093-481-2112

北九州市 株式会社野原商会　本社営業所 福岡県北九州市門司区新門司３丁目２５番 093-483-1900

北九州市 株式会社西酪運輸　本社営業所 福岡県北九州市門司区新門司２－１６－６ 093-481-2737

北九州市 新東陸運株式会社　本社営業所 福岡県北九州市門司区新門司３丁目６７－３９ 093-483-1776

北九州市 臼杵運送株式会社　北九州支店 福岡県北九州市門司区新門司１－６－３ 093-481-6400

北九州市 野中産業株式会社　本社営業所 福岡県北九州市門司区新門司１丁目９－４ 093-481-6464

北九州市 ヤマト運輸株式会社　小倉吉田センター 福岡県北九州市小倉南区中吉田６丁目８６７番１、７、８ 093-474-7255

北九州市 有限会社興永　本社営業所 福岡県北九州市小倉南区葛原東５丁目８－１ 093-474-6400

北九州市 株式会社シンクラン　南小倉営業所 福岡県北九州市小倉南区新曽根６番４号 093-471-7750

北九州市 株式会社ＦＢＳコーポレーション　北九州営業所 福岡県北九州市小倉南区大字曽根４３６１－１０ 093-967-1478

北九州市 ヤマトボックスチャーター株式会社　北九州支店 福岡県北九州市小倉南区大字曽根４３１５ 093-474-0611

北九州市 第一運送株式会社　小倉営業所 福岡県北九州市小倉南区大字朽網３９１４－９ 093-475-7575

北九州市 小倉運送株式会社　小倉南 福岡県北九州市小倉南区大字朽網３９１４－６８ 093-474-0520

北九州市 株式会社中国トラック　北九州 福岡県北九州市小倉南区長野本町２丁目２番６号 093-474-6061

北九州市 小原運輸有限会社　北九州営業所 福岡県北九州市小倉南区上葛原２－１９－１ 093-921-8525

北九州市 平和運送株式会社　本社 福岡県北九州市小倉南区大字朽網３９１４－１０ 093-475-7745

北九州市 日本通運株式会社北九州航空支店　北九州航空支店 福岡県北九州市小倉北区西港町６１－１ 093-581-2259

北九州市 髙倉運輸株式会社　門司営業所 福岡県北九州市門司区田野浦海岸７－３ 093-331-6855

北九州市 石塚運送株式会社　本社営業所 福岡県北九州市門司区太刀浦海岸６４－１ 093-332-5100

北九州市 東海運株式会社　太刀浦営業所 福岡県北九州市門司区太刀浦海岸６１－１ 093-331-6601

北九州市 九州産業運輸株式会社　太刀浦営業所 福岡県北九州市門司区太刀浦海岸２２－１ 093-331-0291

北九州市 マルイ運輸株式会社　九州営業所 福岡県北九州市門司区太刀浦海岸６６番４ 093-321-6520

北九州市 日本通運株式会社　太刀浦事業所 福岡県北九州市門司区太刀浦海岸２１－１，２１－２ 093-332-0647

北九州市 高千穂倉庫運輸株式会社　北九州営業所 福岡県北九州市門司区西海岸３－１９－３ 093-331-4005
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北九州市 株式会社上組　門司支店 福岡県北九州市門司区太刀浦海岸７２ 093-321-2761

北九州市 住ノ江海陸運輸株式会社　小倉営業所 福岡県北九州市小倉北区浅野３丁目６－１ 093-541-3863

北九州市 有限会社富士丸運送　本社営業所 福岡県北九州市小倉北区浅野３ー１－７ 093-521-2394

北九州市 日鹸運輸有限会社　本社営業所 福岡県北九州市小倉北区高浜１丁目６－３５ 093-383-9906

北九州市 株式会社中組　本社 福岡県北九州市小倉北区大字富野字隠岩１７１７－１９ 093-521-0508

北九州市 株式会社シンクラン　西小倉営業所 福岡県　北九州市　小倉北区　西港町３０－５ 093-581-6614

北九州市 日豊トランスポート株式会社　本社 福岡県北九州市小倉北区西港町１６－１９ 093-561-2283

北九州市 日豊興産株式会社　本社営業所 福岡県北九州市小倉北区西港町１６－１９ 093-571-7322

北九州市 株式会社ソル　本社営業所 福岡県北九州市小倉北区西港町８４－７ 093-953-9745

北九州市 丸全九州運輸株式会社　小倉輸送営業所 福岡県北九州市小倉北区西港町１５番地６７ 093-581-0800

北九州市 久留米運送株式会社　北九州支店 福岡県北九州市小倉北区西港町８３－２ 093-581-5281

北九州市 トールエクスプレスジャパン株式会社　北九州支店 福岡県北九州市小倉北区西港町８３－３ 093-571-4831

北九州市 日本通運株式会社　北九州警送事業所 福岡県北九州市小倉北区西港町１５－６４ 093-592-3892

北九州市 ムラカタ流通株式会社　本社営業所 福岡県北九州市小倉北区西港町９４－９ 093-583-2275

北九州市 ニッポンロジ株式会社　北九州営業所 福岡県北九州市小倉北区西港町８３番地４ 093-581-6971

北九州市
セイノースーパーエクスプレス株式会社　北九州貨物セン

ター
福岡県北九州市小倉北区西港町８６－４ 093-571-6084

北九州市 増田運送有限会社　小倉営業所 福岡県北九州市小倉北区西港町９２－６ 093-571-4101

北九州市 株式会社ヤマックス　本社営業所 福岡県北九州市小倉北区西港町９４－１８ 093-561-0871

北九州市 日陸物流株式会社　北九州営業所 福岡県北九州市小倉北区西港町６２－７ 093-591-8101

北九州市 株式会社上組　八幡支店 福岡県北九州市小倉北区西港町９４－１０ 093-561-9181

北九州市 北九州港運株式会社　本社営業所 福岡県北九州市小倉北区西港町７ 093-581-9796

北九州市 玄海産業株式会社　本社営業所 福岡県北九州市小倉北区西港町９－１３ 093-562-0075

北九州市 有限会社九州北港運輸　本社営業所 福岡県北九州市小倉北区西港町８８－６ 093-592-4102

北九州市 センコー株式会社　小倉営業所 福岡県北九州市小倉北区西港町８９－６ 093-581-4635

北九州市 株式会社ニヤクコーポレーション　九州支店小倉事業所 福岡県北九州市小倉北区西港町９５－４ 093-561-1531

北九州市 両備トランスポート株式会社　小倉営業所 福岡県北九州市小倉北区西港町９３－１０ 093-592-2028

北九州市 松藤商事株式会社　北九州事業所 福岡県北九州市小倉北区西港町９５－３ 093-571-4431

北九州市 株式会社石松商会　小倉営業所 福岡県北九州市小倉北区東港２丁目３－１ 093-583-0330

北九州市 江藤運輸株式会社　小倉営業所 福岡県北九州市小倉北区東港２－３－１ 093-571-3738

北九州市 佐川急便株式会社　北九州営業所 福岡県北九州市小倉北区東港２丁目４－１７ 093-591-5560

北九州市 竹原運送株式会社　本社 福岡県北九州市戸畑区初音町１３－３２ 093-871-3228

北九州市 丸王運輸有限会社　本社 福岡県北九州市戸畑区川代２丁目４－３ 093-881-2970

北九州市 キャリーネット株式会社　戸畑営業所 福岡県北九州市戸畑区川代２丁目３番６号 093-884-2141

北九州市 有限会社長運輸　本社営業所 福岡県北九州市八幡西区築地町１５－１ 093-642-5039
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北九州市 株式会社安川トランスポート　本社営業所 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石２－２ 093-631-3181

北九州市 株式会社らくのう運輸　北九州営業所 福岡県北九州市八幡西区町上津役東１丁目１５－２５ 093-612-8751

北九州市 正栄運輸株式会社　本社 福岡県北九州市八幡西区洞北町７－１ 093-691-1139

北九州市 八幡運送株式会社　若松営業所 福岡県北九州市八幡西区洞北町１－３ 093-691-1300

北九州市 佐川急便株式会社　八幡西営業所 福岡県北九州市八幡西区洞北町１番８０号 093-693-6105

北九州市
西日本エア・ウォーター物流株式会社　北九州ローリー営

業所
福岡県北九州市八幡西区洞北町５番５号 093-601-2461

北九州市 九州液送株式会社　本社営業所 福岡県北九州市八幡西区洞南町３－１ 093-642-0406

北九州市 鮎川産業株式会社　本社 福岡県北九州市八幡西区夕原町４－１６ 093-644-8000

北九州市 日本郵便株式会社　八幡南郵便局 福岡県北九州市八幡西区八枝４丁目３－２１ 093-691-0702

北九州市 株式会社五菱　本社営業所 福岡県北九州市若松区響町１丁目１０４－１３ 093-771-2090

北九州市 日本通運株式会社　ひびき海運支店 福岡県北九州市若松区響町３丁目１－５ 093-761-6010

北九州市 株式会社トーカイ物流　本社営業所 福岡県北九州市若松区大字安瀬１番１ 093-752-1617

北九州市 株式会社ランクルーズ　本社 福岡県北九州市若松区安瀬４６－１ 093-761-0129

北九州市 株式会社ジャパンカーゴ　北九州営業所 福岡県北九州市若松区安瀬６４－１７１ 093-752-5600

北九州市 株式会社ニシヒロ　北九州営業所 福岡県北九州市若松区北湊町１０番１ 093-751-2416

北九州市 若松運送株式会社　本社 福岡県北九州市若松区南二島２丁目３－８ 093-791-1122

北九州市 株式会社成和産業　二島営業所 福岡県北九州市若松区南二島２丁目１６２３－１０ 093-643-2880

北九州市 五島運輸倉庫株式会社　北九州営業所 福岡県北九州市若松区南二島１丁目９－２０ 093-791-7203

北九州市 長州貨物株式会社　北九州営業所 福岡県北九州市若松区南二島２丁目５６２－３ 093-791-0110

柳川市 株式会社柳川合同トランスポート　本社営業所 福岡県柳川市西浜武４７０番地１ 0944-74-1111

鞍手郡 大和物流株式会社　鞍手支店 福岡県鞍手郡鞍手町新延４４５番１ 0949-42-1080

鞍手郡 株式会社えびす商会　本社営業所 福岡県鞍手郡鞍手町大字室木７１４番地 0949-43-2222

鞍手郡 豊運輸株式会社　筑豊営業所 福岡県鞍手郡小竹町大字赤地１９０４ 0949-24-6359

鞍手郡 久留米運送株式会社　飯塚店 福岡県鞍手郡小竹町南良津９２番５ 09496-2-1761

遠賀郡 八幡運送株式会社　本社営業所 福岡県遠賀郡水巻町吉田南４丁目６－８ 093-201-7803

遠賀郡 有幸運輸株式会社　本社営業所 福岡県遠賀郡水巻町伊左座４－２－４ 093-202-8600

遠賀郡 株式会社ＮＡＯ　本社営業所 福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿３１０－１ 093-701-6288

遠賀郡 第一運送株式会社　本社 福岡県遠賀郡遠賀町大字老良３６５－１ 093-293-3206

遠賀郡 有限会社遠賀運輸　本社営業所 福岡県遠賀郡遠賀町大字尾崎１７１２－３５ 093-291-1500

嘉穂郡 ヤマト運輸株式会社　桂川支店
福岡県嘉穂郡桂川町大字寿命５９－１，９８－１，１００

－１，５
0948-65-5543

京都郡 新手運輸有限会社　本社 福岡県京都郡苅田町鳥越町１－３４ 093-435-3455

京都郡 日本通運株式会社　苅田港事業所 福岡県京都郡苅田町長浜町４７ 093-434-4335

京都郡 豊運輸株式会社　苅田営業所 福岡県京都郡苅田町幸町７－２ 093-434-4245
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京都郡 株式会社ロジコム・アイ　北九州営業所 福岡県京都郡苅田町幸町７－１３５ 093-434-2559

京都郡 佐川急便株式会社　苅田営業所 福岡県京都郡苅田町幸町６番８９ 093-434-9666

京都郡 菊竹産業株式会社　苅田事業所 福岡県京都郡苅田町新浜町９－６ 093-434-1873

京都郡 ＡＣＴライナー株式会社　九州営業所 福岡県京都郡苅田町新浜町１－６５ 093-434-3020

京都郡
株式会社ゼロ・プラス九州　九州カスタマーサービスセン

ター

福岡県京都郡苅田町新浜町８－３（日産自動車ポートオ

フィス内）
093-434-3793

京都郡 司企業株式会社　苅田　営業所 福岡県京都郡苅田町与原２００６－１３ 0930-26-5053

京都郡 ユニプレス物流株式会社　北九州支店苅田営業所 福岡県京都郡苅田町与原２１０２－２ 093-435-2010

京都郡 有限会社岡田運輸　苅田営業所 福岡県京都郡苅田町大字与原字文久２１３０番１ 093-436-0117

三井郡 株式会社ツルク　久留米営業所 福岡県三井郡大刀洗町大字甲条１２３７－１－３ 0942-77-6300

三井郡 株式会社橘運送　福岡営業所 福岡県三井郡大刀洗町大字上高橋字松本１３３４－２ 0942-77-1141

三井郡 久留米運送株式会社　みらい九州支店 福岡県三井郡大刀洗町鵜木１０５８番地１ 0942-65-5951

三井郡 ニッポンロジ株式会社　福岡小郡営業所 福岡県三井郡大刀洗町鵜木１０５８－１ 0942-27-6383

三潴郡 有限会社サンエス物流　本社営業所 福岡県三潴郡大木町大字上八院１－４ 0944-86-4180

糟屋郡 株式会社ムービングサポート　本社営業所 福岡県糟屋郡新宮町立花口４０５－１ 092-963-4011

糟屋郡 福岡航空燃料輸送株式会社　本社営業所 福岡県糟屋郡新宮町大字立花口２３０４－２ 092-962-2342

糟屋郡 株式会社ダイコー物流　本社 福岡県糟屋郡新宮町大字的野８１－１４ 092-410-1640

糟屋郡 大和物流株式会社　福岡支店 福岡県糟屋郡新宮町下府２丁目８－１ 092-962-2186

糟屋郡 株式会社九州協栄　本社営業所 福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘２丁目１４－１ 092-934-0861

糟屋郡 東洋陸運株式会社　福岡営業所 福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘４丁目８番３号 092-957-6761

糟屋郡 株式会社サンキ　福岡営業所 福岡県糟屋郡須恵町大字植木１４４８ 092-937-8111

糟屋郡 株式会社山急　本社営業所 福岡県糟屋郡須恵町大字植木８７８－１ 092-400-1106

糟屋郡 株式会社アクティブトライ　本社営業所 福岡県糟屋郡須恵町大字植木１２６５－６６ 092-937-2555

糟屋郡 秋山商運株式会社　本社営業所 福岡県糟屋郡須恵町大字須恵４８０－１ 092-934-0838

糟屋郡 株式会社シンクラン　東博多営業所 福岡県糟屋郡志免町別府３－５６２－８ 092-629-5651

糟屋郡 株式会社ＭＨロジ　本社営業所 福岡県糟屋郡志免町南里２丁目１７－１０ 092-405-1663

糟屋郡 五興運輸有限会社　本社 福岡県糟屋郡志免町南里２ー１１－５ 092-936-7791

糟屋郡 福糧運輸株式会社　亀山営業所 福岡県糟屋郡志免町別府東３丁目２－１ 092-936-1780

糟屋郡 株式会社ニッコン九州　福岡営業所 福岡県糟屋郡志免町別府北３丁目７－１ 092-623-0613

糟屋郡 綜合警備保障株式会社　警送九州支社 福岡県糟屋郡志免町別府北４丁目２－２０ 092-626-6180

糟屋郡 山田運送株式会社　九州支店福岡営業所 福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈６７９－１ 092-931-7670

糟屋郡 株式会社スカイネット福岡　本社営業所 福岡県糟屋郡粕屋町上大隈１９７番地１ 092-931-7555

糟屋郡 株式会社Ｗｉｔｈｐｌｅａｓｕｒｅ高島屋　本社営業所 福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈１９７番地１ 092-555-7893

糟屋郡 株式会社スタイル　本社 福岡県糟屋郡篠栗町大字和田１０５３ 092-410-8670

糟屋郡 株式会社日之出運輸　福岡支店 福岡県糟屋郡粕屋町仲原１８２９－１ 092-626-9711
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糟屋郡 九州トラック有限会社　本社営業所 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原１８５０番地１ 092-612-5011

糟屋郡 ＭＤロジスフィールドサービス株式会社　福岡営業所 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原字ミヨリ２７８７－１ 092-621-9331

糟屋郡 福岡流通輸送株式会社　本社営業所 福岡県糟屋郡粕屋町大字阿恵４５６－３ 092-611-5227

糟屋郡 和喜輸送株式会社　福岡営業所 福岡県糟屋郡粕屋町内橋６４２－１　ＤＰＬ福岡糟屋６Ｆ 092-409-6361

糟屋郡 株式会社伊藤運送　福岡営業所 福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋６９２－１ 092-931-7070

糟屋郡 ほまれ物流株式会社　福岡営業所 福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋７２０ 092-692-7641

糟屋郡 株式会社キューブツ　本社営業所 福岡県糟屋郡志免町別府東三丁目２－８ 092-937-9171

糟屋郡 園田陸運株式会社　福岡かすやＩＮＣ 福岡県糟屋郡粕屋町大字戸原６０２－６ 092-410-4280

糟屋郡 佐川急便株式会社　九州路線営業所 福岡県糟屋郡粕屋町大字江辻５０番地の１ 092-939-5716

糟屋郡 株式会社博運社　篠栗センター営業所 福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗４８２６－１ 092-947-7222

糟屋郡 有限会社三和　福岡営業所 福岡県糟屋郡篠栗町尾仲５５３－３ 092-947-4120

糟屋郡 翔輝トランスポート株式会社　福岡営業所 福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲５８６番１ 092-410-6332

糟屋郡 大翔トランスポート株式会社　福岡支店 福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲５５６－２ 092-710-8050

糟屋郡 有限会社九州輸送　本社 福岡県糟屋郡篠栗町大字和田７６６－２ 092-692-8601

糟屋郡 エー・エス・ケイライン株式会社　本社営業所 福岡県糟屋郡篠栗町大字津波黒６６８－５ 092-692-9058

糟屋郡 株式会社藤木運送　福岡営業所 福岡県糟屋郡篠栗町田中３３２－１ 092-410-7130

糟屋郡 九州福山通運株式会社　福岡中央支店 福岡県糟屋郡久山町大字久原２９４０ 092-976-2921

糟屋郡 豊運輸株式会社　久山営業所 福岡県糟屋郡久山町大字久原２９０４－２ 092-976-2911

糟屋郡 マルゼンレックス株式会社　本社 福岡県糟屋郡久山町久原４１２６番地 092-957-5155

糟屋郡 九州都南輸送株式会社　福岡営業所 福岡県糟屋郡久山町久原字五反田３８２７－１番 092-652-3538

糟屋郡 株式会社大福物流　福岡営業所 福岡県糟屋郡久山町大字久原３１９４－３ 092-976-3444

糟屋郡 九州名鉄運輸株式会社　福岡支店 福岡県糟屋郡久山町大字久原字松浦１６０ 092-931-6510

糟屋郡 小林運輸倉庫株式会社　共配センター営業所 福岡県糟屋郡久山町大字猪野小柳８９４－５ 092-652-3068

糟屋郡 小林流通株式会社　福岡営業所 福岡県糟屋郡久山町大字猪野小柳８９４－５ 092-652-3053

糟屋郡 株式会社ネクサス　本社営業所 福岡県糟屋郡久山町大字久原字原２９９１－１ 092-663-6621

糟屋郡 高千穂倉庫運輸株式会社　新宮営業所 福岡県糟屋郡新宮町美咲１丁目１－５２ 092-622-2378

糟屋郡 福岡興業株式会社　本社営業所 福岡県糟屋郡篠栗町大字和田９７１－５ 092-821-5131

築上郡 株式会社アイエヌライン　本社営業所 福岡県築上郡吉富町大字直江６５６－１ 0979-33-7662

築上郡 株式会社Ｍ＆Ａトランスポート　本社営業所 福岡県築上郡上毛町大字成恒１２０番地１ 0979-72-1808

筑紫郡 有限会社ミスミ運送　本社営業所 福岡県筑紫郡那珂川町五郎丸３丁目２－６ 092-952-3705

朝倉郡 南国輸送株式会社　福岡営業所
福岡県朝倉郡筑前町大字中牟田字小田原５６０－１，５７

８
0946-42-4631

朝倉郡 九州ヤマヨ運輸株式会社　本社営業所 福岡県朝倉郡筑前町高田２４９５番地１ 0946-24-8866

朝倉郡 株式会社福岡ケイエス物流　本社営業所 福岡県朝倉郡筑前町高上５３１－５ 0946-22-1610
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田川郡 株式会社ヤマガタ　福岡営業所 福岡県田川郡福智町赤池４７４－９３ 0947-28-3885

田川郡 株式会社日幸　本社営業所 福岡県田川郡香春町大字香春８９９－１ 0947-32-2362

粕屋郡 鳥飼機工有限会社　本社営業所 福岡県粕屋郡新宮町大字原上１７３４－３ 092-962-3400

粕屋郡 セイコー運輸株式会社　福岡営業所 福岡県粕屋郡新宮町大字立花口４３３－１ 092-410-8555

粕屋郡 株式会社ニシアツ　本社 福岡県粕屋郡新宮町大字立花口４０９－１ 092-963-1281

粕屋郡 株式会社大分丸運　福岡営業所 福岡県粕屋郡新宮町大字立花口２１７６－２８ 092-963-0773

粕屋郡 株式会社ジャパンエキスプレス　福岡支店 福岡県粕屋郡宇美町大字宇美字猫石２４４７－８ 092-957-6577

粕屋郡 有限会社空港運輸　本社営業所 福岡県粕屋郡宇美町大字宇美字大谷３３５１－７ 092-933-3586

粕屋郡 内田運輸株式会社　福岡営業所 福岡県粕屋郡須恵町大字新原字宮ノ上３４－３ 092-932-1173

粕屋郡 富士運輸株式会社　福岡支店 福岡県粕屋郡須恵町大字上須恵字桜原１５１５－９７ 092-957-0221

粕屋郡 宝栄運送株式会社　本社営業所 福岡県粕屋郡宇美町若草３丁目２－５ 092-932-7777

粕屋郡 博栄運輸株式会社　本社 福岡県粕屋郡宇美町宇美東１丁目１５－１０ 092-932-6333

粕屋郡 豊島急送株式会社　本社 福岡県粕屋郡宇美町障子岳南３丁目１－３１ 092-934-0148

粕屋郡 久留米運送株式会社　福岡支店 福岡県粕屋郡志免町大字御手洗字アラタ７０１－１ 092-611-2151

粕屋郡 有限会社孝和運輸　本社営業所 福岡県粕屋郡志免町南里７丁目８－３０ 092-935-6611

粕屋郡 吉浦運送株式会社　福岡営業所 福岡県粕屋郡志免町南里４丁目１６－１ 092-935-0291

粕屋郡 有限会社七福運送　本社 福岡県粕屋郡粕屋町大字仲原字鶴町２５４５－５ 092-611-3151

粕屋郡 株式会社博運社　福岡支店第２営業所 福岡県粕屋郡粕屋町大字内橋字笹原４２９ 092-611-1222

粕屋郡 日豊トランスポート株式会社　福岡 福岡県粕屋郡粕屋町大字江辻７３４－１ 092-691-2774

粕屋郡 東西産業運輸有限会社　本社営業所 福岡県粕屋郡粕屋町戸原西２丁目２－２０ 092-957-1701

粕屋郡 株式会社藤原運輸　篠栗営業所 福岡県粕屋郡篠栗町大字乙犬８４４－１ 092-948-3220

粕屋郡 株式会社岡部産業運輸　本社営業所 福岡県粕屋郡久山町大字猪野８０２－６ 092-976-2045

粕屋郡 九州福山通運株式会社　福岡流通センター 福岡県粕屋郡粕屋町大字江辻字明光町１８－１ 092-931-3400

八女郡 九州小田運輸株式会社　本社営業所 福岡県八女郡広川町大字日吉１１６４－５０ 0943-32-8800

八女郡 有限会社ケイビーティ・ライナー　本社営業所 福岡県八女郡広川町大字日吉８０２－１ 0943-22-8531

八女郡 ジャパンロードライン株式会社　本社営業所 福岡県八女郡広川町新代字長竿９５１番地４ 0943-33-1777

八女郡 株式会社ケイティライン　物流センター営業所 福岡県八女郡広川町大字藤田１４２５－５０ 0943-32-6233
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