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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）

伊万里市 佐川急便株式会社　伊万里営業所
佐賀県伊万里市大坪町字松ノ木原乙３４３－１（代表），

乙３８０
0955-22-7228

伊万里市 株式会社伊万里貨物　本社営業所 佐賀県伊万里市山代町久原２８７２－２９ 0955-28-1185

伊万里市 九州流通運輸株式会社　本社営業所 佐賀県伊万里市松浦町桃川２９９０－１ 0955-20-6251

嬉野市 株式会社中山運輸　塩田営業所 佐賀県嬉野市塩田町大字久間乙１２３０－１６ 0954-66-5757

佐賀市 井上運送株式会社　佐賀営業所 佐賀県佐賀市富士町上熊川６８１－４５ 0952-64-2424

佐賀市 株式会社サカイ引越センター　佐賀支社 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸１２３９－１ 0952-41-6644

佐賀市 佐賀運輸株式会社　本社営業所 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸３０１０ 0952-23-8797

佐賀市 有田陸運株式会社　佐賀営業所 佐賀県佐賀市鍋島町八戸３１５４ 0952-20-1617

佐賀市 日本通運株式会社　佐賀支店　鍋島営業所 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸３０４８ 0952-24-4151

佐賀市 日本図書輸送株式会社　佐賀出張所 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸３０５６－３ 0952-22-4355

佐賀市 株式会社ＪＡ建設クリエイトさが　本所運送事業所 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字荻野３０４１－３ 0952-25-2188

佐賀市 株式会社柿添トラック　佐賀営業所 佐賀県佐賀市諸富町大字為重３５５－８ 0952-47-6055

佐賀市 大石運輸倉庫株式会社　佐賀営業所 佐賀県佐賀市諸富町徳富７００－３ 0952-34-8611

佐賀市 株式会社田中守商店　本社営業所 佐賀県佐賀市諸富町大字徳富２０６番地の１ 0952-47-3248

佐賀市 有限会社小川運送　本社営業所 佐賀県佐賀市諸富町大字山領７４１－１ 0952-47-3474

佐賀市 松木運輸株式会社　佐賀営業所 佐賀県佐賀市諸富町大字為重３５５－８ 0952-47-2860

佐賀市 明興運輸株式会社　佐賀営業所 佐賀県佐賀市久保泉町上和泉１５８０－２２ 0952-98-9056

佐賀市 日本通運株式会社　佐賀航空支店 佐賀県佐賀市兵庫北１丁目４番１号 0952-20-2259

佐賀市 日本通運株式会社　佐賀物流センター 佐賀県佐賀市兵庫北一丁目４番５号 0952-29-0202

佐賀市 西工業株式会社　本社営業所 佐賀県佐賀市高木瀬西一丁目３番１７号 0952-64-8488

佐賀市 トールエクスプレスジャパン株式会社　佐賀支店 佐賀県佐賀市鍋島町大字森田５４３－１ 0952-32-6123

鹿島市 有限会社川崎運送　本社営業所 佐賀県鹿島市大字重ノ木乙１４６９－１４ 0954-62-2165

小城市 株式会社中山運輸　小城営業所 佐賀県小城市小城町栗原字一本松２１－１、２１－２ 0952-72-1023

小城市 有限会社興栄サービス　本社営業所 佐賀県小城市小城町晴気２２４８－１ 0952-73-4669

小城市 久留米運送株式会社　佐賀支店 佐賀県小城市三日月町堀江字四条３１６ 0952-72-8351

小城市 株式会社福岡ケイエス物流　佐賀営業所 佐賀県小城市三日月町樋口８９９ 0952-73-3167

小城市 西部産業運輸株式会社　本社営業所 佐賀県小城市三日月町石木１２２－１ 0952-73-4600

神埼市 富士貨物自動車株式会社　本社営業所 佐賀県神埼市神埼町鶴３３１６ 0952-52-2188

神埼市 有限会社堀兄弟運送　佐賀営業所 佐賀県神埼市神埼町姉川２１００番地 0952-55-6015

神埼市 佐賀梱包運輸株式会社　神埼営業所 佐賀県神埼市神埼町大字尾崎４０９３－２ 0952-52-8030

神埼市 株式会社ハラダ物流　本社営業所 佐賀県神埼市神埼町尾崎４０９３－６ 0952-53-1105

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（佐賀県）
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神埼市 新進運輸株式会社　本社営業所 佐賀県神埼市千代田町迎島７０９－２ 0952-34-6280

神埼市 西久大運輸倉庫株式会社　中九州支店　佐賀営業所 佐賀県神埼市千代田町下西６４７番地７ 0952-44-5777

神埼市 有限会社ジョイックスシステム　本社営業所 佐賀県神埼市千代田町迎島字三本柳５４７－６ 0952-44-5890

神埼市 製缶陸運株式会社　佐賀営業所 佐賀県神埼市神埼町城原１２３５ 0952-53-5131

多久市 株式会社大成運輸　本社営業所 佐賀県多久市北多久町大字小侍２５９２－１ 0952-74-3690

多久市 有限会社真栄土木開発　本社営業所
佐賀県多久市北多久町大字多久原２３９４番７の２（家屋

番号）
0952-74-3828

多久市 株式会社東西運輸　本社営業所 佐賀県多久市東多久町大字別府字平田３５０２－１ 0952-76-2930

多久市 多久梱包運輸センター有限会社　本社
佐賀県多久市東多久町大字別府２６００－１、２３６５－

２、２９４９－６４７
0952-76-2141

多久市 大和物流株式会社　佐賀営業所 佐賀県多久市東多久町大字別府３５４１－１ 0952-76-4930

多久市 谷口商店輸送協業組合　組合事業所 佐賀県多久市多久町７０５８－８ 0952-74-2151

鳥栖市 福岡センコー運輸株式会社　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市西新町字所熊１４２２－２３８ 0942-82-0066

鳥栖市 有田陸運株式会社　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市弥生が丘８丁目１０－３ 0942-82-1111

鳥栖市 諸星運輸株式会社　九州営業所 佐賀県鳥栖市永吉町字セイノオ７００－７ 0942-84-7007

鳥栖市
ＨＡＶＩサプライチェーン・ソリューションズ・ジャパン

合同会社　九州ＤＣ
佐賀県鳥栖市姫方町字蓮原１６３５番地 0942-85-8222

鳥栖市
鴻池運輸株式会社　鳥栖メディカル流通センター営業所

鳥栖配送センター事業所
佐賀県鳥栖市姫方町字宮ノ前１６４２ 0942-81-5572

鳥栖市 株式会社福岡ソノリク　本社事業部 佐賀県鳥栖市姫方町１６６０ 0942-87-3275

鳥栖市 株式会社福岡ソノリク昂進輸送　佐賀営業所 佐賀県鳥栖市姫方町１６６０番地 0942-83-8820

鳥栖市 日本ルートサービス株式会社　鳥栖事業所 佐賀県鳥栖市姫方町１６２４ 0942-81-3700

鳥栖市 西久大運輸倉庫株式会社　鳥栖通運営業所 佐賀県鳥栖市原町字大野１３７０－５ 0942-87-7473

鳥栖市 日本通運株式会社　鳥栖コンテナ事業所 佐賀県鳥栖市原町１３７０－４ 0942-83-4215

鳥栖市 ダイキュー運輸株式会社　本社営業所 佐賀県鳥栖市酒井西町８３９－１ 0942-83-9490

鳥栖市 株式会社らくのう運輸　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市酒井西町字榎町６６９－８ 090-3736-4504

鳥栖市 株式会社大富　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市酒井西町６６９－８ 090-1971-0482

鳥栖市 株式会社ＡＺＵＭＡ　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市水屋町字樋ノ口１９４７－３ 0942-87-3766

鳥栖市 福大運送株式会社　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市真木町１６８７－１ 0942-83-8882

鳥栖市 株式会社リョーウンエキスプレス　鳥栖センター 佐賀県鳥栖市真木町字橋口１９４０－１ 0942-85-0757

鳥栖市 ＭＤロジスフィールドサービス株式会社　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市真木町字橋口１９４０－１ 0942-85-0757

鳥栖市 株式会社シンクラン　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市藤木町字十ノ坪１４４３ 0942-84-6335

鳥栖市 有限会社扶桑ライン　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市藤木町字若桜３番地２２ 0942-50-5612

鳥栖市 佐賀運輸株式会社　鳥栖支店 佐賀県鳥栖市藤木町字若桜１－４７ 0942-81-5033

2／4　ページ　



市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

鳥栖市 日通久留米輸送株式会社　本社営業所 佐賀県鳥栖市藤木町１５９２－２ 0942-83-3500

鳥栖市 日本通運株式会社　鳥栖支店 佐賀県鳥栖市藤木町１５９２－２ 0942-82-1559

鳥栖市
セイノースーパーエクスプレス株式会社　鳥栖貨物セン

ター営業所
佐賀県鳥栖市宿町７８８番地１ 0942-84-1411

鳥栖市 常栄陸運株式会社　本社営業所 佐賀県鳥栖市下野町２４８７－１（１３１２－２） 0942-85-1370

鳥栖市 谷口興業株式会社　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市儀徳町字浦田３２７６ 0942-81-3133

鳥栖市 株式会社岡田商運　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市村田町４９６－１ 0942-50-8158

鳥栖市 株式会社ヤマガタ　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市村田町字五本松５３７－３ 0942-87-7920

鳥栖市 株式会社田島運送　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市村田町９０７－２ 0942-48-3320

鳥栖市 キユーソーティス株式会社　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市江島町１７０５－１ 0942-82-1311

鳥栖市 株式会社オールウェイズ　本社営業所 佐賀県鳥栖市西新町１４２２－２９３ 0942-85-9445

鳥栖市 株式会社ファミリー八興　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市山浦町１８０４－７ 0942-50-8545

鳥栖市 有限会社大峰運輸　本社営業所 佐賀県鳥栖市河内町転石２８３４－１２ 0942-82-6588

唐津市 佐川急便株式会社　唐津営業所 佐賀県唐津市鏡字椿ハラ２８６０－３ 0955-77-0243

唐津市 松浦通運株式会社　山本営業所 佐賀県唐津市双水字向津留２９７１－１ 0955-78-1205

唐津市 合同会社ＫＩＴＳライン　唐津営業所 佐賀県唐津市半田１０６０－４ 0955-77-1393

唐津市 松浦通運株式会社　路線営業所 佐賀県唐津市中瀬通１０－２２ 0955-74-0202

唐津市 九州福山通運株式会社　唐津営業所

佐賀県唐津市千々賀字敷坪３９０－１、３９０－３、３９

２、３９３、４１０－１、４１０－５、４１１－１、４１

２－１、４１３－１

0955-70-3435

唐津市 九州名鉄運輸株式会社　唐津営業所 佐賀県唐津市畑島字前田５７６６番地 0955-78-0425

唐津市 中村産業輸送株式会社　唐津営業所 佐賀県唐津市山田字峠２９３６－１ 0955-78-1456

唐津市 有限会社楢崎運送　本社営業所 佐賀県唐津市北波多徳須恵１０３８－１ 0955-64-2047

武雄市 西田商運株式会社　佐賀営業所 佐賀県武雄市北方町大字大崎５１７３－８ 0942-42-3580

杵島郡 有限会社開成運送　本社営業所 佐賀県杵島郡白石町大字福富４１７８－１ 0952-87-3655

杵島郡 有限会社勝洋　本社 佐賀県杵島郡江北町大字上小田３１９６－２ 0952-20-9777

杵島郡 有限会社畜産サービス　本社営業所 佐賀県杵島郡白石町大字今泉２３０８－４ 0952-84-3231

杵島郡 県販株式会社　白石営業所 佐賀県杵島郡白石町大字馬洗字神辺１５４０－１ 0952-84-5010

杵島郡 株式会社前田運送　本社営業所 佐賀県杵島郡白石町大字深浦４８９－８ 0954-65-2097

三養基郡 有限会社ＴＢＣ　佐賀営業所 佐賀県三養基郡みやき町大字中津隈３３８５ 0942-85-8444

三養基郡 エービーカーゴ西日本株式会社　佐賀営業所 佐賀県三養基郡基山町大字長野字野口１２２番地１ 0942-92-1500

三養基郡 株式会社サンロジスティックス　鳥栖営業所 佐賀県三養基郡基山町長野９４６番地７ 0942-81-7880

三養基郡 有限会社シュライン物流　佐賀支社 佐賀県三養基郡基山町大字長野９５０－１ 0942-92-1820

三養基郡 トーウンサービス株式会社　基山営業所 佐賀県三養基郡基山町大字長野３６０－２ 0942-92-5000
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三養基郡 臼杵運送株式会社　中九州支店 佐賀県三養基郡基山町大字長野８７４ 0942-92-2561

三養基郡 福岡運輸株式会社　福岡支店 佐賀県三養基郡基山町大字長野９５７－１ 0942-92-1311

三養基郡 株式会社ファミリー八興　基山営業所 佐賀県三養基郡基山町大字園部字長浦３１７７－７ 0942-81-7155

三養基郡 井手運送有限会社　基山営業所 佐賀県三養基郡基山町園部２４５９－１１ 0942-92-5529

三養基郡 株式会社日立物流九州　鳥栖第三営業所 佐賀県三養基郡基山町大字園部２９５０－１ 0942-81-7140

三養基郡 株式会社中山運輸　本社営業所
佐賀県三養基郡みやき町大字原古賀５８７３－１、５８７

３－２
0942-94-3415

三養基郡 株式会社エクシング　佐賀営業所 佐賀県三養基郡みやき町大字江口４８８０－３ 0942-89-3798

三養基郡 高木運輸株式会社　佐賀営業所 佐賀県三養基郡上峰町前牟田１７４３ 0952-51-4770

三養基郡 株式会社ロジコム　三神営業所
佐賀県三養基郡上峰町大字前牟田１５９６－４，１５９６

－５
0952-53-5703

三養基郡 太田物流システム有限会社　佐賀支店 佐賀県三養基郡上峰町大字堤３７８７ 0952-20-4448

三養基郡 株式会社中通　九州営業所 佐賀県三養基郡上峰町大字堤３９７１－２３ 0952-53-5488

神埼郡 株式会社ワカスギ　佐賀営業所 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野４５８－３ 0952-53-0057

神埼郡 株式会社ミヤハラ物流　本社営業所 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町石動１７６０－１、２０２２－６ 0952-52-2360

神埼郡 有限会社西原急便　本社営業所 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津１４００－４ 0952-53-3129

西松浦郡 有限会社井手商店　本社営業所 佐賀県西松浦郡有田町大野乙２５９６－７ 0955-43-3633
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