貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
佐賀市

事業所名
理研運輸株式会社 本社営業所
株式会社ＪＡ建設クリエイトさが 本所運送事業所
株式会社バンボード運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 佐賀西支店
ジャパンロジ株式会社 佐賀営業所
ヤマト運輸株式会社 佐賀主管支店
株式会社博運社 佐賀営業所
協業組合九州ロジテックカーゴ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 佐賀中央支店
有限会社小野運送 本社営業所
有限会社ノーサン運輸 本社営業所
株式会社古賀組 本社
日本郵便株式会社 佐賀北郵便局
西工業株式会社 本社営業所
株式会社にしけい 佐賀営業所
株式会社九商運輸 本社営業所
九州Ｆ－ＬＩＮＥ株式会社 佐賀営業所
株式会社西村土木建設 本社営業所
有限会社小川運送 本社営業所
株式会社田中守商店 本社営業所
株式会社九州運輸 本社営業所
九州西濃運輸株式会社 佐賀引越センター
久米運送株式会社 本社営業所
有限会社東島商店 本社営業所
佐川急便株式会社 佐賀営業所
有限会社はがくれ運輸 本社営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 佐賀支店
有田陸運株式会社 佐賀営業所
株式会社ロジコム 本社営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 佐賀支店
西松浦通運株式会社 佐賀営業所
日本通運株式会社 佐賀支店 鍋島営業所
佐賀運輸株式会社 本社営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

安全性優良事業所

（佐賀県）

住所
佐賀県佐賀市駅前中央３丁目１１９－１
佐賀県佐賀市嘉瀬町大字荻野３０４１－３
佐賀県佐賀市嘉瀬町大字十五３４２－５
佐賀県佐賀市嘉瀬町大字萩野５０７－１
佐賀県佐賀市開成６－１３－１６
佐賀県佐賀市久保泉町大字川久保字御手水２５９２－１
佐賀県佐賀市久保田町大字徳万字快万２０３４
佐賀県佐賀市久保田町大字久富字二本松篭３００３－１
佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島字一本松２５０－１
佐賀県佐賀市金立町大字金立７６８－２
佐賀県佐賀市金立町大字千布２１１９番地１
佐賀県佐賀市金立町大字千布３９１１－１
佐賀県佐賀市高木瀬西３丁目２－５
佐賀県佐賀市高木瀬西一丁目３番１７号
佐賀県佐賀市高木瀬東３丁目２０番１号
佐賀県佐賀市諸富町諸富津１４６－１２
佐賀県佐賀市諸富町諸富津１４６－３
佐賀県佐賀市諸富町大字山領３３２－１
佐賀県佐賀市諸富町大字山領７４１－１
佐賀県佐賀市諸富町大字徳富２０６番地の１
佐賀県佐賀市諸富町徳富１９６７番地５
佐賀県佐賀市新栄西１－１０－２
佐賀県佐賀市大和町大字川上２８４０－３
佐賀県佐賀市大和町大字川上５２４９番地１
佐賀県佐賀市大和町大字川上５５１７
佐賀県佐賀市大和町大字池上４００１
佐賀県佐賀市鍋島３丁目１１９－２
佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸３１５４
佐賀県佐賀市鍋島町森田２４３９－１
佐賀県佐賀市鍋島町大字森田５４３－１
佐賀県佐賀市鍋島町大字森田字一本松２５６－１
佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸３０１０
佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸３０１０
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電話番号
0952-30-5661
0952-25-2188
0952-24-6231
0952-28-1080
0952-33-8837
0952-98-3800
0952-68-3737
0952-68-2141
0952-26-6173
0952-71-8127
0952-32-1185
0952-98-3121
0952-36-7202
0952-64-8488
0952-36-6083
0952-34-8787
0952-47-2531
0952-47-3135
0952-47-3474
0952-47-3248
0952-47-6117
0952-24-6011
0952-98-9057
0952-62-0161
0952-64-9311
0952-62-4312
0952-36-7110
0952-20-1617
0952-33-5735
0952-32-6123
0952-32-5111
0952-24-4151
0952-23-8797

H30.6.1
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
日本図書輸送株式会社 佐賀出張所
九州産交運輸株式会社 佐賀センター
筑後運送株式会社 佐賀営業所
肥前通運株式会社 佐賀営業所
井上運送株式会社 佐賀営業所
西日本マルエス株式会社 佐賀営業所
九州西濃運輸株式会社 佐賀支店
日本通運株式会社 佐賀航空支店
日本通運株式会社 佐賀物流センター

伊万里市

有限会社黒川運輸 本社営業所
住ノ江海陸運輸株式会社 伊万里営業所
Ｉ・Ｋ物流株式会社 本社営業所
株式会社伊万里貨物 本社営業所
九州西濃運輸株式会社 伊万里北営業所
伊万里陸運株式会社 本社営業所
東洋陸運株式会社 伊万里営業所
藤友物流株式会社 九州営業所
有限会社大川運送 本社営業所
佐川急便株式会社 伊万里営業所
松浦通運株式会社 伊万里営業所
株式会社未来物流 伊万里営業所
内田運輸株式会社 佐賀営業所
多久島運送有限会社 本社営業所
伊万里運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 伊万里支店

嬉野市

鹿島市

波多津運輸有限会社 本社営業所
株式会社中山運輸 塩田営業所
田口運送株式会社 本社営業所
有限会社西野総業運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 佐賀嬉野センター
肥前通運株式会社 鹿島営業所
株式会社丸都運輸 佐賀営業所
ヤマト運輸株式会社 鹿島支店
有限会社川崎運送 本社営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸３０５６－３
佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸３１５２
佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸字上深町３０２０
佐賀県佐賀市鍋島町八戸３０１０
佐賀県佐賀市富士町上熊川字苗代角力場６８１－４５
佐賀県佐賀市富士町大字上熊川苗代角力場６８１－４１
佐賀県佐賀市兵庫町大字渕１５４０－１
佐賀県佐賀市兵庫北１丁目４番１号
佐賀県佐賀市兵庫北一丁目４番５号
佐賀県伊万里市黒川町大黒川１４２３－６，１４１８－
１
佐賀県伊万里市黒川町大字塩屋５－２５
佐賀県伊万里市山代町久原２８７２－２９
佐賀県伊万里市山代町久原２８７２－２９
佐賀県伊万里市山代町楠久９２９－９０
佐賀県伊万里市山代町楠久津１７７－３２５
佐賀県伊万里市山代町楠久津字新田１７７－１９１
佐賀県伊万里市大川町川原５７７５－１
佐賀県伊万里市大川町立川７４０－９
佐賀県伊万里市大坪町字松ノ木原乙３４３－１
佐賀県伊万里市大坪町字六仙寺丙１１６１－１
佐賀県伊万里市東山代町長浜２４１１－１
佐賀県伊万里市南波多町大曲字辻４２６
佐賀県伊万里市二里町大里甲２８７０－１
佐賀県伊万里市二里町八谷搦６２７－６
佐賀県伊万里市二里町八谷搦字伊万里二本松１２０７－
２
佐賀県伊万里市波多津町辻字浜新田５４６４
佐賀県嬉野市塩田町大字久間乙１２３０－１６
佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲３４４８－１
佐賀県嬉野市嬉野町下宿丁２０４－１
佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿字二本桜甲１５９１
佐賀県鹿島市古枝甲５９１
佐賀県鹿島市古枝柚木角甲３１０－１
佐賀県鹿島市森９６６－３
佐賀県鹿島市大字重ノ木乙１４６９－１４
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電話番号
0952-22-4355
0952-40-0077
0952-23-0168
0952-25-2241
0952-64-2424
0952-64-2354
0952-31-2271
0952-20-2259
0952-29-0202
0955-27-1320
0955-27-2261
0955-28-1185
0955-28-1185
0955-28-0230
0955-28-0319
0955-28-0135
0955-29-3368
0955-29-2053
0955-22-7228
0955-23-5950
0955-23-6175
0955-24-2551
0955-22-2402
0955-23-3424
0955-23-9110
0955-25-0828
0954-66-5757
0954-66-2108
0954-20-2877
0954-42-2801
0954-62-4141
0954-63-6007
0954-63-9362
0954-62-2165

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
唐津市

神埼市

事業所名
貞松利幸（サダマツ運輸） 本店営業所
佐川急便株式会社 唐津営業所
株式会社未来物流 唐津営業所
中村産業輸送株式会社 唐津営業所
有限会社三信商会 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 唐津支店
九州福山通運株式会社 唐津営業所
日本郵便株式会社 唐津郵便局
山下幸子（山下運送） 本社営業所
株式会社大場商事 本社営業所
有限会社富士運送 本社営業所
松浦通運株式会社 路線営業所
ヤマト運輸株式会社 唐津西支店
上野輸送株式会社 唐津営業所
九州名鉄運輸株式会社 唐津営業所
株式会社鏡運送 本社営業所
合同会社ＫＩＴＳライン 唐津営業所
有限会社浜崎貨物 本社営業所
有限会社楢崎運送 本社営業所
株式会社エスワイプロモーション 唐津営業所
株式会社未来物流 千々賀営業所
株式会社ロジコム 唐津営業所
食品サービス株式会社 唐津営業所
有限会社堀兄弟運送 佐賀営業所
ヤマト運輸株式会社 神崎支店
製缶陸運株式会社 佐賀営業所
佐賀梱包運輸株式会社 神埼営業所
佐賀運輸株式会社 神埼支店
大阪高速乳配株式会社 九州営業所
富士貨物自動車株式会社 本社営業所
ヤクルトロジスティクス株式会社 佐賀営業所
株式会社バンボード運輸 神埼営業所
株式会社ハラダ物流 本社営業所
西久大運輸倉庫株式会社 中九州支店 佐賀営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
佐賀県鹿島市大字納富分３－１
佐賀県唐津市鏡字椿ハラ２８６０－３
佐賀県唐津市厳木町浪瀬２０２０－１
佐賀県唐津市山田字峠２９３６－１
佐賀県唐津市石志３２４３－１
佐賀県唐津市千々賀字古園１２７３，１２７２－１
佐賀県唐津市千々賀字敷坪３９０－１
佐賀県唐津市千代田町２５６４－４
佐賀県唐津市相知町相知２６１０－４
佐賀県唐津市相知町中山４５４２－１
佐賀県唐津市相知町牟田部１１３１－１
佐賀県唐津市中瀬通１０－２２
佐賀県唐津市中瀬通１－２２
佐賀県唐津市東大島町２番地２３
佐賀県唐津市畑島字前田５７６６番地
佐賀県唐津市半田１０６０－４
佐賀県唐津市半田１０６０－４
佐賀県唐津市浜玉町浜崎１５２３－１
佐賀県唐津市北波多徳須恵１０３８－１
佐賀県唐津市北波多稗田１９５２－１２
佐賀県唐津市養母田１０－４
佐賀県唐津市養母田３－６
佐賀県唐津市和多田大土井４番１０号
佐賀県神埼市神埼町姉川２１００番地
佐賀県神埼市神埼町枝ケ里字一本松４１－１
佐賀県神埼市神埼町城原１２３５
佐賀県神埼市神埼町大字尾崎４０９３－２
佐賀県神埼市神埼町竹３２７７－３（代表），３２７９
－５，３２３４－８
佐賀県神埼市神埼町竹４７４８－１
佐賀県神埼市神埼町鶴３３１６番地
佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２３００－１
佐賀県神埼市神埼町尾崎１８１２
佐賀県神埼市神埼町尾崎４０９３－６
佐賀県神埼市千代田町下西６４７番地７
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電話番号
0954-62-0157
0955-77-4322
0955-63-2111
0955-78-1456
0955-78-1536
0955-78-1311
0955-70-3435
0955-72-4090
0955-62-2505
0955-62-3734
0955-51-8331
0955-74-0202
0955-79-7003
0955-72-1371
0955-78-0425
0955-77-1393
0955-77-1393
0955-56-6734
0955-64-2047
0955-64-2221
0955-78-1848
0955-70-3975
0955-72-3860
0952-55-6015
0952-52-5757
0952-53-5131
0952-52-8030
0952-53-2330
0952-52-7015
0952-52-2188
0952-53-0788
0952-53-3688
0952-53-1105
0952-44-5777

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

小城市

多久市

事業所名
新進運輸株式会社 本社営業所
有限会社ジョイックスシステム 本社営業所
株式会社井上運輸 本社営業所
株式会社エィ・ティ・ジー 本社営業所
佐賀大石運輸株式会社 本社営業所
株式会社政工務店 本社営業所
有限会社勝洋 本社
株式会社福岡ミトモ 佐賀営業所
福山エクスプレス株式会社 佐賀営業所
西部産業運輸株式会社 本社営業所
九州福山通運株式会社 佐賀支店
株式会社福岡ケイエス物流 佐賀営業所
株式会社光葉産業運輸 佐賀営業所
九州名鉄運輸株式会社 佐賀支店
久留米運送株式会社 佐賀支店
株式会社中山運輸 小城営業所
株式会社サカイ引越センター 佐賀支社
有限会社興栄サービス 本社営業所
株式会社久保建設 本社事務所
有限会社山田運送 本社営業所
谷口商店輸送協業組合 組合事業所
多久梱包運輸センター有限会社 本社

武雄市

鳥栖市

株式会社南里運送 本社営業所
大和物流株式会社 佐賀営業所
株式会社東西運輸 本社営業所
株式会社大成運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 多久支店
清本運輸株式会社 本社営業所
九州西濃運輸株式会社 武雄支店
ヤマト運輸株式会社 武雄支店
肥前通運株式会社 本社営業所
株式会社連合運輸 本社営業所
ジャパンロジ株式会社 武雄営業所
諸星運輸株式会社 九州営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
佐賀県神埼市千代田町迎島７０９－２
佐賀県神埼市千代田町迎島字三本柳５４７－６
佐賀県神埼市千代田町黒井字一本松１９
佐賀県小城市芦刈町三王崎８９－４
佐賀県小城市牛津町乙柳８１２番地１
佐賀県小城市牛津町柿樋瀬３８９－１
佐賀県小城市牛津町上砥川４４９－１
佐賀県小城市三日月町織島２１０２番１号
佐賀県小城市三日月町石木２２１－１
佐賀県小城市三日月町石木字石木１２２－１
佐賀県小城市三日月町石木字石木２２１－１
佐賀県小城市三日月町樋口８９９
佐賀県小城市三日月町樋口字五条１７１５－１
佐賀県小城市三日月町樋口字五条１７６６－１
佐賀県小城市三日月町堀江字四条３１６
佐賀県小城市小城町栗原字一本松２１－１
佐賀県小城市小城町字布施ヶ里一角６０８－２
佐賀県小城市小城町晴気２２４８－１
佐賀県小城市小城町池上１３６１
佐賀県多久市西多久町大字板屋６２４５－３
佐賀県多久市多久町７０５８－８
佐賀県多久市東多久町大字別府２６００－１，２３６５
－２，２９４９－６４７
佐賀県多久市東多久町大字別府３４９３－１
佐賀県多久市東多久町大字別府３５４１－１
佐賀県多久市東多久町大字別府字平田３５０２－１
佐賀県多久市北多久町大字小侍２５９２番地１
佐賀県多久市北多久町大字多久原字開田７５６６
佐賀県武雄市山内町大字鳥海字椿原１１１２５
佐賀県武雄市若木町大字川古９６７９－９
佐賀県武雄市武雄町大字昭和８０２、８０１
佐賀県武雄市北方町大字志久１９３６番地１
佐賀県武雄市北方町大字大崎１１３１－３
佐賀県武雄市北方町大字大崎１３２９－１
佐賀県鳥栖市永吉町字セイノオ７００－７
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電話番号
0952-34-6280
0952-44-5890
0952-44-2365
0952-66-4772
0952-66-3055
0952-66-3131
0952-63-8780
0952-71-1620
0952-72-2925
0952-73-4600
0952-72-8111
0952-73-3167
0952-72-3147
0952-72-2210
0952-72-8351
0952-72-1023
0952-71-1106
0952-73-4669
0952-73-3788
0952-74-2039
0952-74-2151
0952-76-2141
0952-76-3663
0952-76-4930
0952-76-2930
0952-74-3690
0952-74-2278
0954-45-3551
0954-26-3300
0954-23-2000
0954-36-5151
0954-36-2555
0954-36-4310
0942-84-7007

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
常栄陸運株式会社 本社営業所
有限会社大峰運輸 本社営業所
谷口興業株式会社 鳥栖営業所
日本郵便株式会社 鳥栖郵便局
佐川急便株式会社 鳥栖営業所
みやき運送有限会社 本社営業所
日本通運株式会社 鳥栖コンテナ事業所
筑後運送株式会社 鳥栖支店
西久大運輸倉庫株式会社 鳥栖通運営業所
井手運送有限会社 鳥栖営業所
アサヒ通運株式会社 本社営業所
キユーソーティス株式会社 鳥栖営業所
太陽運輸倉庫株式会社 鳥栖物流センター
九州名鉄運輸株式会社 中九州営業所
株式会社九州アイエヌライン 鳥栖営業所
レンゴーロジスティクス株式会社 鳥栖営業所
シモハナ物流株式会社 鳥栖営業所
井手運送有限会社 轟木営業所
三愛ロジスティクス株式会社 物流センター九州
株式会社大富 鳥栖営業所
ダイキュー運輸株式会社 本社
株式会社ＮＢＳロジソル 鳥栖営業所
株式会社らくのう運輸 鳥栖営業所
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
石橋工業有限会社 本社営業所
福大運送株式会社 鳥栖営業所
株式会社ＭＤロジス西日本サービス 鳥栖営業所
株式会社リョーウンエキスプレス 鳥栖センター
佐賀運輸株式会社 郵便営業所
九州西濃運輸株式会社 鳥栖支店
九州福山通運株式会社 鳥栖支店
株式会社ＡＺＵＭＡ 鳥栖営業所
有限会社木下運輸 鳥栖営業所
堀部運送株式会社 鳥栖支店

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所

電話番号

佐賀県鳥栖市下野町２４８７－１（１３１２－２）
佐賀県鳥栖市河内町転石２８３４－１２
佐賀県鳥栖市儀徳町字浦田３２７６
佐賀県鳥栖市元町１２３４－２
佐賀県鳥栖市原町１０８４－１
佐賀県鳥栖市原町１３１４－１
佐賀県鳥栖市原町１３７０－４
佐賀県鳥栖市原町字大野１３７０－５
佐賀県鳥栖市原町字大野１３７０－５
佐賀県鳥栖市原町字本原９９９－１
佐賀県鳥栖市江島町１６７７－１
佐賀県鳥栖市江島町１７０５－１
佐賀県鳥栖市江島町字熊本１７１５－２
佐賀県鳥栖市高田町字亀ノ甲１９１
佐賀県鳥栖市轟木町１８３５－１
佐賀県鳥栖市轟木町９５０－１
佐賀県鳥栖市轟木町字四本松１８１８
佐賀県鳥栖市轟木町字四本松１８２５－２
佐賀県鳥栖市酒井西町６６１－２
佐賀県鳥栖市酒井西町６６９－８
佐賀県鳥栖市酒井西町８３９－１
佐賀県鳥栖市酒井西町８７５－１
佐賀県鳥栖市酒井西町字榎町６６９－８

0942-85-1370
0942-82-6588
0942-81-3133
0942-82-2340
0942-84-3339
0942-82-3181
0942-83-4215
0942-85-2030
0942-87-7473
0942-82-3131
0942-87-8511
0942-82-1311
0942-84-2000
0942-83-0472
0942-84-1162
0942-83-2063
0942-83-4649
0942-82-6357
0942-85-1263
090-1971-0482
0942-83-9490
0942-81-2511
090-3736-4504

佐賀県鳥栖市宿町７８８番地１

0942-84-1411

佐賀県鳥栖市松原町１８０２－３
佐賀県鳥栖市真木町１６８７－１
佐賀県鳥栖市真木町字橋口１９４０－１
佐賀県鳥栖市真木町字橋口１９４０－１
佐賀県鳥栖市真木町字赤井手１９８３－１
佐賀県鳥栖市真木町字赤江１０８５番地
佐賀県鳥栖市真木町字長田１７５３－１
佐賀県鳥栖市水屋町字樋ノ口１９４７－３
佐賀県鳥栖市西新町１４２２－２５５
佐賀県鳥栖市西新町１４２８－１８１

0942-82-3774
0942-83-8882
0942-85-0757
0942-85-0757
0942-87-3550
0942-83-0881
0942-83-4260
0942-87-3766
0942-85-0106
0942-82-3452
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

神埼郡

事業所名
日の丸運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 鳥栖支店
株式会社田島運送 鳥栖営業所
株式会社ヤマガタ 鳥栖営業所
ジャパンロジ株式会社 本社営業所
株式会社サンキ 鳥栖営業所
日本通運株式会社 鳥栖支店
日通久留米輸送株式会社 本社営業所
株式会社アサヒセキュリティ 鳥栖警送事業所
ヤマト運輸株式会社 鳥栖流通支店
株式会社コダマサービス 九州営業所
佐賀運輸株式会社 鳥栖支店
有限会社扶桑ライン 鳥栖営業所
株式会社エスライン九州 鳥栖営業所
有限会社福岡陸送 鳥栖営業所
鳥栖倉庫株式会社 本社営業所
株式会社シンクラン 鳥栖営業所
朝日オリコミ西部株式会社 佐賀・筑後センター
園田陸運株式会社 鳥栖営業所
日本ルートサービス株式会社 鳥栖事業所
日本チルド物流株式会社 西日本事業部 九州事業所
株式会社福岡ソノリク 本社事業部
株式会社福岡ソノリク昂進輸送 佐賀営業所
鴻池運輸株式会社 鳥栖配送センター事業所
株式会社ティー・エル・エス 鳥栖営業所
株式会社シーエックスカーゴ 九州流通センター
有田陸運株式会社 鳥栖営業所
アキタ株式会社 鳥栖営業所
有限会社西原急便 本社営業所
株式会社ケイ・ビー・エス 株式会社ケイ・ビー・エス
本社営業所
株式会社ミヤハラ物流 本社営業所
高千穂倉庫運輸株式会社 神埼営業所
合同会社ＫＩＴＳライン 本社営業所
株式会社トワード 九州ハブ低温物流センター

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所

電話番号

佐賀県鳥栖市曽根崎町字本成１００８番地
佐賀県鳥栖市蔵上４－１０６
佐賀県鳥栖市村田町９０７－２
佐賀県鳥栖市村田町字五本松５３７－３
佐賀県鳥栖市田代昌町字石町４７８－１
佐賀県鳥栖市藤木町１４７１－２
佐賀県鳥栖市藤木町１５９２－２
佐賀県鳥栖市藤木町１５９２番地２
佐賀県鳥栖市藤木町３－２
佐賀県鳥栖市藤木町４番１２
佐賀県鳥栖市藤木町８－７
佐賀県鳥栖市藤木町字若桜１－４７
佐賀県鳥栖市藤木町字若桜３－２２
佐賀県鳥栖市藤木町字若桜３番１９号
佐賀県鳥栖市藤木町字若桜３番地１９
佐賀県鳥栖市藤木町字若桜４－３
佐賀県鳥栖市藤木町字十ノ坪１４４３
佐賀県鳥栖市藤木町若桜３－１５
佐賀県鳥栖市姫方町１６１１
佐賀県鳥栖市姫方町１６２４
佐賀県鳥栖市姫方町１６５３
佐賀県鳥栖市姫方町１６６０
佐賀県鳥栖市姫方町１６６０番地
佐賀県鳥栖市姫方町字宮ノ前１６４２
佐賀県鳥栖市姫方町字堀田１６１１
佐賀県鳥栖市弥生が丘７丁目２番地
佐賀県鳥栖市弥生が丘８丁目１０－３
佐賀県鳥栖市立石町１２番１０３
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津１４００－４

0942-81-2484
0942-85-2711
0942-48-3320
0942-87-7920
0942-82-8220
0942-87-7068
0942-82-1559
0942-83-3500
0942-85-2473
0942-84-1106
0942-81-5395
0942-81-5033
0942-50-5612
0942-83-1255
0942-81-4821
0942-82-2145
080-4108-8655
0942-87-3037
0942-84-8119
0942-81-3700
0942-82-8825
0942-87-3275
0942-87-3270
0942-81-5572
0942-81-5500
0942-82-9196
0942-82-1111
0942-83-7190
0952-53-3129

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町石動１２９２番地４

0952-52-6335

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町石動１７６０－１
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町石動１８３０－２
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町石動２５３４－１
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町石動４０１

0952-52-2360
0952-51-4060
0952-55-6045
0952-53-6300
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

杵島郡

西松浦郡

三養基郡

事業所名
九州物流サービス株式会社 本社営業所
株式会社ワカスギ 佐賀営業所
イワフチ運輸株式会社 本社営業所
住ノ江海陸運輸株式会社 本社営業所
有限会社畜産サービス 本社営業所
株式会社前田運送 本社営業所
株式会社大富 佐賀営業所
県販株式会社 白石営業所
三共運輸株式会社 本社営業所
有限会社開成運送 本社営業所
都心運送株式会社 佐賀営業所
ヤマト運輸株式会社 杵島支店
西松浦通運株式会社 本社営業所
株式会社吉田運送 本社営業所
有限会社井手商店 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 佐賀有田支店
株式会社中山運輸 本社営業所
ジェーライン九州株式会社 本社営業所
太田運輸株式会社 佐賀支店
株式会社ロジテム九州 佐賀営業所
有限会社田中商事 本社営業所
井手運送有限会社 基山営業所
九州日立物流サービス株式会社 鳥栖第三課
有限会社トス・エクスプレス 本社
ヤマト運輸株式会社 鳥栖基山支店
大成運輸株式会社 佐賀営業所
株式会社ファミリー八興 基山営業所
川崎陸送株式会社 鳥栖営業所
トーウンサービス株式会社 基山営業所
有限会社シュライン物流 佐賀支社
福岡運輸株式会社 福岡支店
臼杵運送株式会社 中九州支店
大虎運輸九州株式会社 本社
株式会社丸都運輸 基山支店

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町石動字一本松１２９２－４
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野４５８－３
佐賀県杵島郡江北町大字下小田３３０５－１
佐賀県杵島郡大町町大字福母１８１－５
佐賀県杵島郡白石町大字今泉２３０８－４
佐賀県杵島郡白石町大字深浦４８９－８
佐賀県杵島郡白石町大字馬洗１５４０－１
佐賀県杵島郡白石町大字馬洗字神辺１５４０－１
佐賀県杵島郡白石町大字福富２４２番地
佐賀県杵島郡白石町大字福富４１７８－１
佐賀県杵島郡白石町馬洗１５４０－１
佐賀県杵島郡白石町福吉１８４９－１５
佐賀県西松浦郡有田町外尾山丙１５７７
佐賀県西松浦郡有田町上本乙２５２５番地２
佐賀県西松浦郡有田町大野乙２５９６－７
佐賀県西松浦郡有田町南原字新南川良原甲６６－２
佐賀県三養基郡みやき町大字原古賀５８７３－１，５８
７３－２
佐賀県三養基郡みやき町大字江口７３４４－２
佐賀県三養基郡みやき町大字簑原３９１７番地１
佐賀県三養基郡みやき町東津２３５２－２ 三菱食品株
式会社内
佐賀県三養基郡みやき町簑原２２６４－１４
佐賀県三養基郡基山町園部２４５９－１１
佐賀県三養基郡基山町園部２９５０－１
佐賀県三養基郡基山町宮浦２１８－１－７０５
佐賀県三養基郡基山町宮浦字実松１２－１
佐賀県三養基郡基山町小倉６４３－６
佐賀県三養基郡基山町大字園部字長浦３１７７－７
佐賀県三養基郡基山町大字小倉１１８－１
佐賀県三養基郡基山町大字長野３６０－２
佐賀県三養基郡基山町大字長野９５０－１
佐賀県三養基郡基山町大字長野９５７－１
佐賀県三養基郡基山町大字長野字島廻８７４番地
佐賀県三養基郡基山町長野３８０番地の３３
佐賀県三養基郡基山町長野９２３－２
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電話番号
0952-52-6335
0952-53-0057
0952-86-2921
0952-82-3136
0952-84-3231
0954-65-2097
090-1921-5489
0952-84-5010
0952-87-3581
0952-87-3655
0952-84-5466
0952-84-4113
0955-42-3111
0955-46-4845
0955-43-3633
0955-23-9110
0942-94-3415
0942-89-1212
0942-94-5900
0942-81-9088
0942-94-9612
0942-92-5529
0942-81-7140
0942-23-0717
0942-81-7510
050-3775-0383
0942-81-7155
0942-81-7122
0942-92-5000
0942-92-1820
0942-92-1311
0942-92-2561
0942-92-8100
0942-92-5239

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社ロジコム 三神営業所
株式会社前田運送 鳥栖営業所
株式会社大運 本社営業所
株式会社都運送 本社営業所
株式会社中通 九州営業所
振興産業株式会社 鳥栖物流センター

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
佐賀県三養基郡上峰町大字前牟田１５９６－４，１５９
６－５
佐賀県三養基郡上峰町大字堤１９０３－１８
佐賀県三養基郡上峰町大字堤３２６９
佐賀県三養基郡上峰町大字堤３７４２
佐賀県三養基郡上峰町大字堤３９７１－２３
佐賀県三養基郡上峰町大字坊所２３９３－２
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電話番号
0952-53-5703
0952-53-3622
0952-53-1175
0952-53-0055
0952-53-5488
0952-97-7618

主な輸送品目（任意掲載）

