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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）

阿蘇市 有限会社白石運輸　本社営業所 熊本県阿蘇市役犬原１６８３－７ 0967-32-4103

宇城市 アキタ株式会社　熊本営業所 熊本県宇城市松橋町古保山２７１２番４ 0964-27-5566

宇城市 豊運輸株式会社　熊本営業所 熊本県宇城市松橋町浦川内字柳原１６４３－２ 0964-33-3700

宇城市 佐川急便株式会社　松橋営業所 熊本県宇城市松橋町浦川内１２－７ 0964-32-6565

宇城市 株式会社マルショウ　本社営業所 熊本県宇城市松橋町内田３０－１ 0964-33-5070

宇城市 株式会社誠信運輸センター　本社営業所 熊本県宇城市松橋町内田字有間田２２１－１ 0964-34-0050

宇城市 株式会社ヤマザキ物流　熊本営業所 熊本県宇城市松橋町浦川内２３８８ 0964-33-8200

宇城市 株式会社長野トランスポート　熊本営業所 熊本県宇城市小川町江頭２０５ 0964-27-4500

宇城市 松藤商事株式会社　三角営業所 熊本県宇城市三角町三角浦１３４－１ 0964-52-3051

宇城市 有限会社郡浦運送　本社営業所 熊本県宇城市三角町手場１８７５ 0964-54-0117

宇土市 ヤマト運輸株式会社　松橋支店 熊本県宇土市松山町字諏訪４３７３ 0964-27-5410

宇土市 有限会社甲斐運送　本社営業所 熊本県宇土市築篭町字道上７４－１０ 0964-23-2856

宇土市 株式会社丸二運輸　本社営業所 熊本県宇土市岩古曽町２２１９－１，２２２０－１ 0964-22-3301

宇土市 南九州センコー株式会社　宇土営業所 熊本県宇土市松山町字中柳町１１３４－８ 0964-22-3100

宇土市 西鋼物流株式会社　本社営業所 熊本県宇土市境目町３００番地 0964-22-3404

菊池市 有限会社旭志運送　本社営業所 熊本県菊池市旭志尾足７７ 0968-37-2277

玉名市 株式会社天水　本社営業所 熊本県玉名市天水町小天字浜天神７２６２ 0968-82-4110

玉名市 有限会社玉名急配運送店　本社営業所
熊本県玉名市岱明町野口字北尾崎１６、同字大原５０６－

１、５０６－２
0968-74-1171

熊本市 日本通運株式会社　熊本支店ＪＲコンテナ課 熊本県熊本市西区蓮台寺４丁目１－２ 096-354-6266

熊本市 株式会社サン・トップ運輸　本社 熊本県熊本市西区春日７丁目２６－７０ 096-324-4086

熊本市 株式会社本山運送　本社営業所 熊本県熊本市西区二本木２－２８－１ 096-354-1388

熊本市 ヤマト運輸株式会社　徳王支店
熊本県熊本市北区下硯川町字屋敷添２００８－１，２００

９
096-245-3321

熊本市 熊本製粉ロジスティクス株式会社　本社営業所 熊本県熊本市西区花園１丁目２５－１ 096-326-0600

熊本市 熊本通運株式会社　本社営業所 熊本県熊本市北区植木町亀甲４３７－４ 096-273-6901

熊本市 令和熊交株式会社　本社営業所 熊本県熊本市北区植木町岩野１５４５－３ 096-273-0369

熊本市 有限会社小嶋運送　本社営業所 熊本県熊本市南区近見８丁目６－９６ 096-356-5445

熊本市 南九州福山通運株式会社　熊本営業所 熊本県熊本市南区南高江３丁目５番７７号 096-357-8171

熊本市 株式会社ファミリー八興　富合営業所 熊本県熊本市南区富合町杉島１４０ 096-357-0541

熊本市 日本ルートサービス株式会社　熊本事業所 熊本県熊本市南区富合町釈迦堂３９５番地 096-320-0003

熊本市 株式会社熊本総合運輸　本社営業所 熊本県熊本市南区城南町碇１６６－５ 0964-28-1880

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（熊本県）
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熊本市 有限会社冷豊運輸　本社営業所 熊本県熊本市南区城南町大字舞原１４３０ 0964-28-7459

熊本市 株式会社システムライン　熊本営業所 熊本県熊本市南区城南町藤山８８５－２４ 0964-27-5028

熊本市 九州産交運輸株式会社　松橋センター 熊本県熊本市南区城南町東阿高１１３４番１ 0964-28-7740

熊本市 有限会社水本運送　本社営業所 熊本県熊本市南区城南町赤見１４３９－１ 0964-28-8088

熊本市 丸義物流サービス株式会社　本社営業所 熊本県熊本市南区銭塘町２１５０－５ 096-223-0311

熊本市 株式会社サカイ引越センター　熊本北支社 熊本県熊本市北区飛田２丁目１２－６６ 096-312-5880

熊本市 有限会社西野工業　本社 熊本県熊本市北区下硯川町２０１０－１ 096-245-5991

熊本市 有限会社ナカエ商事　熊本支店 熊本県熊本市東区鹿帰瀬町４９０番１ 096-285-7670

熊本市 九州栄孝エキスプレス株式会社　本社営業所 熊本県熊本市東区小山町１９２３－１ 096-389-3861

熊本市 佐川急便株式会社　熊本営業所 熊本県熊本市東区小山町１８１６－１ 096-380-2266

熊本市 株式会社引越社関東　熊本営業所 熊本県熊本市東区御領六丁目３番２２号 096-349-7185

熊本市 株式会社ハート引越センター　熊本営業所 熊本県熊本市東区御領８丁目１０－９４ 096-292-8105

熊本市 阪神トランスポート株式会社　熊本営業所 熊本県熊本市東区戸島５丁目６ー７２ 096-288-7371

熊本市 久山流通運輸株式会社　熊本営業所 熊本県熊本市東区小山５丁目１－１１５ 096-388-1533

熊本市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　熊本営業所 熊本県熊本市東区小山３丁目２－１１ 096-389-1890

熊本市 南九州福山通運株式会社　熊本東営業所 熊本県熊本市東区小山３丁目２－２８ 096-389-3939

熊本市 熊本西濃運輸株式会社　本社営業所 熊本県熊本市東区小山２丁目２９－４７ 096-380-6037

熊本市 九州名鉄運輸株式会社　熊本支店 熊本県熊本市東区小山３丁目２－３８ 096-380-5020

熊本市 株式会社白馬物流　本社営業所 熊本県熊本市東区戸島町４０８－１，４０９ 096-380-8911

熊本市 フクワ物流株式会社　流通団地センター 熊本県熊本市南区流通団地１丁目１３ 096-379-8915

熊本市 株式会社物流春日　流通団地営業所 熊本県熊本市南区流通団地１丁目７０ 096-234-7907

熊本市 株式会社大福物流　熊本営業所 熊本県熊本市南区流通団地２－５ 096-288-9499

熊本市 熊本地区共同輸送株式会社　本社営業所 熊本県熊本市南区流通団地２丁目１６ 096-379-6515

熊本市 久留米運送株式会社　熊本支店 熊本県熊本市南区流通団地２丁目２０－５ 096-377-2851

熊本市 ひろせ梱包運輸株式会社　本社営業所 熊本県熊本市南区流通団地２丁目１５－１ 096-377-2229

合志市 株式会社ＮＢＳロジソル　合志営業所 熊本県合志市幾久富中沖野１７２７－３ 096-249-2505

合志市 ＭＤロジス産機サービス株式会社　熊本営業所 熊本県合志市栄３６１０－５５ 096-348-6277

山鹿市 株式会社鹿本運輸　本社営業所 熊本県山鹿市鹿本町来民２３１８－７ 0968-46-6110

山鹿市 さくら輸送株式会社　本社営業所 熊本県山鹿市鹿央町合里５９８８ 0968-36-2200

山鹿市 株式会社ＮｅｗＳｔａｒコーポレーション　本社営業所 熊本県山鹿市鹿央町合里５９８８ 0968-36-4500

山鹿市 城嶋運輸株式会社　本社営業所 熊本県山鹿市鹿央町合里５９８８ 0968-36-3200

上天草市 株式会社チクホー　天草営業所 熊本県上天草市姫戸町二間戸５９９５ー４ 0969-58-2855

上天草市 有限会社浦辺運送　本社営業所 熊本県上天草市大矢野町登立３７８２ 0964-56-5502

人吉市 佐川急便株式会社　人吉営業所 熊本県人吉市上林町字藤寄９７１－１ 0966-24-1551

人吉市 株式会社シンクラン　人吉営業所 熊本県人吉市鬼木町字梢山１７６９－１０８ 090-8416-8654
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人吉市 有限会社青井運送　本社営業所 熊本県人吉市蟹作町字東中通３００ 0966-22-4151

天草市 ヤマト運輸株式会社　牛深センター
熊本県天草市久玉町新久玉５７１３－１２，５７１３－４

４
0969-73-2195

天草市 株式会社シンクラン　天草営業所 熊本県天草市東町７－３ 090-7393-9580

天草市 志柿運送株式会社　本社営業所 熊本県天草市志柿町字高垣２７２０－２ 0969-22-4668

天草市 九州産交運輸株式会社　天草事業所 熊本県天草市楠浦町３１２６－１ 0969-22-5361

天草市 株式会社熊日物流　天草営業所 熊本県天草市中村町２－９ 0969-24-3883

天草市 有限会社川端屋運送　本社営業所 熊本県天草市新和町小宮地４７３０－１，４７３１ 0969-46-2135

天草市 佐川急便株式会社　天草営業所 熊本県天草市志柿町字大松道４３５４－２ 0969-23-7744

八代市 佐川急便株式会社　八代営業所 熊本県八代市川田町西字前田５２３ 0965-39-1122

八代市 松藤商事株式会社　八代営業所 熊本県八代市大島町字大島５０６９－１１ 0965-37-0018

八代市 日豊トランスポート株式会社　八代営業所 熊本県八代市港町２７８ 0965-37-2661

八代市 住ノ江海陸運輸株式会社　八代営業所 熊本県八代市港町７６番 0965-37-2611

八代市 八代港湾倉庫株式会社　八代港湾倉庫株式会社本社営業所 熊本県八代市新港町４丁目５－５ 0965-37-1355

八代市 株式会社バンテック　本社営業所 熊本県八代市港町１４２番地 0965-37-0388

八代市 南国輸送株式会社　八代営業所 熊本県八代市新港町１丁目１－３ 0965-37-2890

八代市 南九州センコー株式会社　八代営業所 熊本県八代市新港町２－４－１３ 0965-37-1201

八代市 まるしん運送株式会社　本社営業所 熊本県八代市大島町５０５５ 0965-37-2583

八代市 株式会社ニヤクコーポレーション　九州支店　八代事業所 熊本県八代市大島町５０５５ 0965-37-0348

八代市 中山砂利有限会社　本社営業所 熊本県八代市豊原上町３００９－４ 0965-33-0443

八代市 熊本通運株式会社　八代支店 熊本県八代市平山新町字山領５４９１番１ 0965-33-2745

八代市 有限会社福岡産業　本社営業所 熊本県八代市植柳新町２－１７－１０ 0965-35-9542

八代市 株式会社矢住陸運　本店営業所 熊本県八代市中片町字岩常２３７ 0965-34-6116

八代市 株式会社サカイ引越センター　八代支社 熊本県八代市海士江町２６８８ 0965-32-1141

八代市 日本郵便株式会社　八代郵便局 熊本県八代市本町２丁目３－３４ 0965-32-2851

八代市 有限会社リュウシン　本社営業所 熊本県八代市鏡町両出１４３１番地２ 0965-52-3532

八代市 八代丸善運輸株式会社　本社営業所 熊本県八代市川田町東１１６８ 0965-39-0600

八代市 トールエクスプレスジャパン株式会社　八代支店 熊本県八代市川田町東字石道１０５５－１ 0965-39-0721

八代市 南九州福山通運株式会社　八代営業所 熊本県八代市川田町東字岡塚６６ 0965-39-0700

菊池郡 日本郵便輸送株式会社　熊本営業所 熊本県菊池郡菊陽町津久礼３０１０－１ 096-233-5105

菊池郡 株式会社ヒサノ　東部営業所 熊本県菊池郡菊陽町大字原水１３８８ 096-349-2283

菊池郡 熊本くみあい運輸株式会社　本社営業所 熊本県菊池郡菊陽町大字曲手字出口５５３番２ 096-233-0555

菊池郡 株式会社サンエックス　菊陽営業所 熊本県菊池郡菊陽町大字辛川４７８－１ 096-288-6310
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菊池郡 株式会社日本陸送　熊本営業所 熊本県菊池郡大津町平川字大谷１７３７－１ 096-293-0654

菊池郡 株式会社ニッコン九州　熊本営業所 熊本県菊池郡大津町平川字平出３５６４ 096-294-0233

菊池郡 有限会社大塚倉庫運輸　本社営業所 熊本県菊池郡大津町大津９５番地３ 096-293-0015

菊池郡 日本梱包運輸倉庫株式会社　大津営業所 熊本県菊池郡大津町大字室字三郎松１６７２－３ 096-293-6522

菊池郡 宝栄物流株式会社　本社営業所 熊本県菊池郡大津町杉水１２０５－３ 096-293-2200

菊池郡 石部運輸倉庫株式会社　熊本営業所 熊本県菊池郡大津町大字杉水３６７６－１ 096-294-3126

菊池郡 司熊本株式会社　本社営業所 熊本県菊池郡大津町大字杉水二ノ迫３４６９－５ 096-340-3766

菊池郡 富士運輸株式会社　熊本支店 熊本県菊池郡大津町杉水３６７０－１ 096-283-1806

菊池郡 株式会社九州アイエヌライン　本社営業所 熊本県菊池郡大津町杉水７０３－１ 096-213-4662

菊池郡 丸義物流サービス株式会社　大津営業所 熊本県菊池郡大津町杉水字中谷３７３９－３ 096-294-0550

球磨郡 株式会社ランテック　人吉センター 熊本県球磨郡相良村大字深水２２５１－５ 0966-35-0837

球磨郡 株式会社青木運輸　本社営業所 熊本県球磨郡あさぎり町免田西３００３－４８ 0966-45-5062

玉名郡 佐川急便株式会社　北熊本営業所 熊本県玉名郡和水町瀬川字志水前３７１ 0968-86-4848

玉名郡 株式会社天水　南関営業所 熊本県玉名郡南関町下坂下１９００－２ 0968-66-7770

玉名郡 株式会社マツカワ物流　本社営業所 熊本県玉名郡和水町内田１０８１ 0968-86-4331

玉名郡 有限会社アースコーポレーション　本社営業所 熊本県玉名郡和水町内田１０８１番地 0968-86-5050

玉名郡 セイノースーパーエクスプレス株式会社　玉名営業所 熊本県玉名郡和水町前原１９２０ 0968-86-2151

玉名郡 小林流通株式会社　熊本営業所 熊本県玉名郡長洲町清源寺字塘添３２７５－１４ 0968-78-3561

玉名郡 株式会社ＮＢＳロジソル　熊本営業所 熊本県玉名郡長洲町清源寺字姫ケ浦１ 0968-78-6251

上益城郡 日本図書輸送株式会社　熊本営業所 熊本県上益城郡益城町古閑字峠１０７－１７ 096-289-0090

上益城郡 日本空輸株式会社　熊本空港営業所 熊本県上益城郡益城町大字小谷１８０２－２ 096-288-7438

上益城郡 トールエクスプレスジャパン株式会社　熊本支店 熊本県上益城郡益城町大字平田字深迫２５２６ 096-388-2091

上益城郡 日本通運株式会社　熊本航空支店　貨物センター 熊本県上益城郡益城町平田２５６１－１ 096-388-7722

上益城郡 株式会社ランテック　熊本支店 熊本県上益城郡益城町大字古閑字崎久保１２９番地５ 096-286-8677

上益城郡 フクワ物流株式会社　本社営業所 熊本県上益城郡益城町広崎１５８６－９ 096-286-7501

上益城郡 熊本旭運輸株式会社　本社営業所 熊本県上益城郡益城町大字広崎１４８０－１ 096-286-8811

上益城郡 株式会社八木運送　本社営業所 熊本県上益城郡益城町広崎字大野１４９０－１０ 096-286-8611

上益城郡 株式会社ファミリー八興　熊本物流センター 熊本県上益城郡益城町大字宮園１０２４ 096-284-3309

上益城郡 臼杵運送株式会社　熊本営業所 熊本県上益城郡嘉島町大字井寺３５ 096-237-2755

上益城郡 株式会社ニシヒロ　熊本営業所 熊本県上益城郡甲佐町白旗１８６５－５ 096-234-5777

上益城郡 株式会社サンエックス　本社営業所 熊本県上益城郡御船町辺田見字白岩１８８８－１０ 096-281-7009
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