
届出・導入事業者数 247社
（敬称略／五十音順）

会社名 代表者名 ホームページアドレス
株式会社アイエヌライン 奈賀　幾次郎 http://inl1926.jp/
株式会社アイ・エム・シー
株式会社アイティアイ 指宿　敬一
アイワ陸運株式会社 光安　秀人
有限会社赤坂運輸 川原　謙二
秋山商運株式会社 秋山　國彦
甘木合同運輸株式会社
株式会社アマミ　宮若営業所 藤原　輝也
鮎川産業株式会社 鮎川　和夫
新運輸株式会社 中島　徳明 http://arataunyu.co.jp/
荒平商会 荒平　英睦
有本産業株式会社 有本　敏浩
株式会社石松商会 石松　巧児
有限会社一木運送 一木　定雄
株式会社イトキュー 中原　昌臣 http://www.itokyu.com/
壱岐・対馬フェリー株式会社 真﨑　越郎 http://www.iki-tsushima.com/
浮羽運輸株式会社 稲富　靖史
宇島港湾株式会社 十時　康裕
碓井運送有限会社 松岡　哲博
内田物流株式会社　大牟田営業所 （所長）森川　國秋
有限会社内本開発 内本　通 http://uchimotokaihatsu.co.jp/
株式会社江上運送
江川商運有限会社 江川　博
株式会社エクスプレス九州 合田　真治
エスケイケイ運輸株式会社
株式会社ＳＫコーポレーション 中村　智枝子
株式会社エスラインギフ 山口　嘉彦 http://sline.co.jp/sline_gifu/
株式会社　ＮＢＳロジソル 十時　泰裕 http://www.nbsnet.co.jp/
エル・エムサービス株式会社 歌岡　真二 http://www.lm-services.co.jp/
株式会社エルス　福岡支店 （支店長）通山　哲治 http://www.els-s.co.jp/
大迫運輸有限会社 大迫　三津雄
有限会社大里運輸 大里　初子
株式会社大島産業 大島　環 http://www15.ocn.ne.jp/~ohshima/
有限会社大津山運送 大津山　一雄
株式会社大富 大富　實 http://www.oh-tomi.co.jp/
有限会社小郡運送 久光　善弘 http://www.ogori.co.jp/
有限会社尾崎運輸 武井　秀東
有限会社遠賀運輸 嶋本　龍一
有限会社頴田運輸 渡辺　亮介
株式会社柿木コーポレーション 柿木　正治
株式会社加月組
株式会社笠組 笠　実知子
株式会社かすや 横大路　廣章 http://www.kasuya-co.jp/
有限会社賀和運送 寺田　栄藏
川島運送株式会社
河内運送有限会社 河内　和雄
有限会社河本組運輸 河本　誠二
有限会社菊池物流 菊池　保孝
北九州グリーン清掃株式会社 吉村　有希 http://www.k-g-s.com/
北九州港運株式会社 島　弘毅
北九州ライナー株式会社 森生　芳大 http://www.kitakyushu-liner.co.jp/
株式会社木村建設運輸 木村　修一 http://www.kimura-tce.co.jp/
キャリーネット株式会社 佐藤　英一
九州運輸センター協同組合 肥後　幸雄 http://www.unyu-center.com/
九州衛生工業株式会社 大塚　善幸
九州小田運輸株式会社 荒木　眞二
九州トラック有限会社 松本　英則 http://www.kyushu-truck.com/
有限会社九州トランスサービス 有川　俊彦
有限会社九州バーク運輸 林　弘道
九州ヤマヨ運輸株式会社 池田　茂
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九州ライナー株式会社 黒川　勝
有限会社九伸物流 緒方　博忠
牛乳輸送株式会社
有限会社共同運送 山下　謙三
京都総業株式会社
協立運輸株式会社 森田　和雄
有限会社空閑運輸 木下　一政
久岐通商株式会社 東　次雄 http://www.kuki-ts.jp/
グッド・ビレッジ株式会社 仲村　満春
有限会社窪山運送店 窪山　昇治
株式会社ケイ・エム運輸機工 木村　正昭
株式会社ケイ・ティー 石津　明弘 http://kt-fukuoka.com/
株式会社ケイティライン 有馬　浩一
有限会社廣栄運送
航空ネットワーク株式会社 緒方　亮 http://www.anw.co.jp
光進工業株式会社 細川　忠広 http://www.k-recycle.com/
合同サービス有限会社 池田　啓
小倉第一運送有限会社 疋田　賢一
有限会社興永 石川　克昭
有限会社五洲運輸 荒熊　ふじの
株式会社ザイケン 安本　昌由
株式会社才田運送
株式会社酒井運送 酒井　長英
有限会社佐々木運送 佐々木　誠治
株式会社貞包運送
さつき運送株式会社 大村　秀三 http://www.satsuki-unso.com/pc/
有限会社サンエス物流 白谷　重徳
株式会社サンキュウ・トランスポート九州 田中　勉
有限会社山興運輸 譲田　康夫
山王起業株式会社 伊藤　和美
有限会社三洋運輸 石橋　鎮樹
三和ロジコム株式会社 川口　廣祥 http://sanwalogi.com/
有限会社シップ 中川　光一
清水商事株式会社 清水　剛
下尾商店運輸
有限会社正栄運輸 田辺　哲治
株式会社翔陸運 田中　栄
白江産業株式会社 白江　喜久男 http://www.shiraesangyo.co.jp/
株式会社新輝運輸 上田　新一 http://www.shinki-unyu.com/
新熊本産業株式会社 佐藤　竜二 http://www.shinkuma.co.jp/
有限会社鈴木運送 鈴木　邦芳
株式会社スタイル　スタイル引越センター 白川　淳 http://style-hikkoshi.com/
有限会社角田油業 角田　孝洋 http://www.sumidayugyo.com/index.htm
株式会社瀬川産業 瀬川　順二
有限会社関運送 関　光次
有限会社禅院建材 禅院　利博
有限会社添田 添田　孝行
ソーワトランスポート株式会社 大竹　秀樹 http://www.sowa-transport.co.jp/
有限会社園原運輸 園原　正人
有限会社大興運送 高橋　静香
大成運送有限会社 池田　純
大成運輸株式会社 浦尾　吉樹 http://www.t-taiseiunyu.com/
有限会社大善梱包運送 尾畑　謙二
大同運輸株式会社 福山　征二
太平運輸株式会社 寺坂　勝善 http://www.taihei-unyu.co.jp/
有限会社大鵬興産運輸 江上　義彦
髙倉運輸株式会社 髙倉　強 http://www.takakuraunyu.co.jp/
株式会社高野環境 高野　清隆 http://blog.goo.ne.jp/takataka9981
高林産業運輸 高林　敏幸
株式会社宝屋運送
拓磨電設株式会社 岡林　拓磨
株式会社田才運輸
株式会社筑邦トラック 丸山　崇敏
株式会社筑穂運輸
株式会社塚崎運送 塚﨑　易光
株式会社つかさ物流サービス 田村　司
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株式会社土田物流 土田　蓮代
ツバメ運送株式会社 福井　忠一郎
株式会社ツルク 猪口　武利
鶴丸海運株式会社　ロジスティクス部福岡営業所 （所長）加藤　聡志 http://www.tsurumaru.co.jp/
株式会社Ｔ．Ｍ．Ｕ物流 浦底　博昭
有限会社ＴＢＣ 村上　広己
ティックトランスポート有限会社 多和　泰博 http://www.ticgroup.jp/tictransport/
東港運輸株式会社 末松　孝規 http://www.tktrans.jp/
東西産業運輸有限会社
株式会社東洋ナビックス 吉田　洋 http://www.t-navix.com/
株式会社トーコー 塚本　東平
戸畑港運輸株式会社 日向　祥剛 http://www.tobata.co.jp/
株式会社戸畑物流センター 日向　祥剛 http://www.tobata.co.jp/
株式会社トランスポート田川 田川　元見
有限会社ドリームコーポレーション 井上　直 http://www.dreamcorp.jp/
鳥飼機工有限会社 鳥飼　和人
有限会社永井運輸
中村運送株式会社 橋本　賢司
中村トランスポート株式会社 中村　治久 http://nakamuratransport.p2.weblife.me/
有限会社南協ハウス工業 猪上　正彦
西小倉運輸株式会社 下川　治男
株式会社西志商事 安村　五輪男 http://team24.jp/index.htm
西新運輸株式会社 合瀬　武久
西鉄運輸株式会社 http://nishitetsu-unyu.co.jp/
西日本運送株式会社 奥村　守男
西日本運送有限会社 髙尾　勇二
西日本急送株式会社 大石　幸敏 http://www.nishikyu-cts.co.jp/
株式会社ニシヒロ 西尾　史郎 http://www.2416.jp/
西福運送株式会社 山元　健蔵 http://www.nishifuku.co.jp/
株式会社西酪運輸
ニシリク株式会社　九州支店 （支店長）別府　道則

株式会社ニック 牧野　廣文
株式会社日幸 金子　幸司
日西物流株式会社 髙橋　範行 http://www.nissei-cts.co.jp/
有限会社日本相互運輸 竹中　賢次

日本通運株式会社　福岡支店
（執行役員支店長）

田淵　秀明
http://www.nittsu.co.jp/

株式会社ネオトランスライズ 吉塚　利光
野中産業株式会社 野中　真一郎 http://www.nonaka-sangyou.co.jp/
杷木貨物運送株式会社 中村　史朗
株式会社博運社 眞鍋　博俊 http://www.hus.co.jp/
有限会社博水運輸 清水　克祐
速見物流株式会社 鬼塚　良明
株式会社パルトランス 松尾　陽一
株式会社バンテック九州 山﨑　隆一
株式会社ピアノターミナル・ナカムラ 中村　司 http://www.ptn.co.jp/
光運送有限会社 久地浦　宏
株式会社平尾運送 待鳥　吉久
平田運送有限会社 平田　義美
株式会社飛龍運輸 渡邊　弘美
有限会社裕商事 小田　豊志裕
福岡運輸株式会社 富永　泰輔 http://www.fukuokaunyu.co.jp/
福岡運輸システムネット株式会社 山口　善久 http://www.fukuokaunyu-sn.com/
福岡中央運輸株式会社 吉住　龍美 http://www.fukuchu-un.jp/
株式会社福岡物流センター 筒井　義文
福岡流通株式会社 青沼　利弘
福岡流通輸送株式会社 奥田　正良
福岡ひまわり運送株式会社
有限会社福富運送 宮田　可成
有限会社福馬運送 原口　貴至
福龍運輸有限会社 吉富　龍也
株式会社藤井商店 藤井　淳生
株式会社藤木運送　福岡営業所 （所長）藤木　清康 http://fujiki-unsou.co.jp/
藤澤環境開発株式会社 松井　勝 http://www.fujisawa-eco.co.jp/
株式会社フジタ建設 藤田　秀樹
藤野運輸興業株式会社 藤野　啓一 http://www.fujino-exp.com/
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双葉運輸株式会社 為廣　尚武 http://futabaunyu.com/
株式会社双葉運輸 山田　勝利
株式会社ＦＵＫＫＡ 和田　直紀
物画輸送株式会社 佐々木　慶嗣
株式会社物流システム 佐藤　良雄
株式会社物流なかま 石本　正則
株式会社フリーウェイ 井出　洋一郎
フレートライナーサービス有限会社
平和運送有限会社 松本　彌
株式会社ベップ物流 別府　勇
ほまれ物流株式会社　福岡営業所
前田運送有限会社 片岡　隆
前原ダイキュー運輸株式会社 髙原　秀春 http://www.maebaru-daikyu.com/
株式会社マキトランス福岡 荒巻　敏
有限会社又七梱包運輸
株式会社松田 松田　紀之
松藤商事株式会社　福岡営業所 （所長）矢野　祐介 http://www.matsufuji-gr.com/
株式会社丸運液体輸送福岡 伊吹　浩美
ＭＡＲＵＺＥＮＥＸＰＲＥＳＳ株式会社 牛嶋　浩人 http://mrz-exp.co.jp/
株式会社丸徳 徳久　九仁治
株式会社丸仲運輸 柏葉　春仁 http://www.marunaka-nexus.com/
有限会社マルマサ陸送 吉武　利兼
有限会社丸和運送 長谷川　秀之
三笠運送有限会社 http://mikasa-unsou.com/
株式会社都通商 宇都　真澄
宮田運送株式会社 宮田　将英
有限会社宮原商店 宮原　和夫
有限会社みやまコーポレーション 片山　善徳 http://park6.wakwak.com/~miyama/
明和運輸有限会社 小早川　敬義
毛利運送株式会社 毛利　藤伸 http://mouriunso.jp/
諸冨運送有限会社 森　新二
八女運送有限会社 田辺　利勝
八女丸善運輸株式会社 中原　吉弘
株式会社柳川合同 荒巻　哲也 http://ygu.co.jp/
株式会社柳川合同トランスポート 荒巻　哲也
柳川ダイキュー運輸株式会社 野田　好作
矢部川運送有限会社
山口運送有限会社 山口　敏雄
山下運輸機工株式会社 山下　和也
有限会社山田建設興業 http://www.yu-yamada.jp/
株式会社ヤマックス 山田　雄二 http://www.yamax-kokura.jp/
有限会社唯建設 松本　聖子
有限会社ユーシン 森　整昭
有限会社勇進運輸 江藤　紀代子
株式会社ＵＳＥＰＯＲＴ 加藤　幸一
吉浦運送株式会社 吉浦　勇次 http://www.ytc-log.co.jp/
吉田運送株式会社 吉田　裕一
吉田運輸倉庫株式会社 吉田　廣義 http://www.yoshida-group.com/
株式会社吉福運送 吉福　由美代 http://www.yoshifuku-unsou.co.jp/
有限会社吉村運送 吉村　正男
吉村運輸株式会社 吉村　正貴
有限会社ラビット運送 白石　純
株式会社レックス
株式会社ロジコム・アイ　福岡営業所
有限会社和白運送
湾運輸株式会社

※事前にご承諾を頂いた事業者のみ掲載しています。
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