貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
大分市

事業所名
西大分運送有限会社 本社営業所
株式会社サカイ引越センター 大分支社
日本郵便輸送株式会社 大分営業所
株式会社エス・イー・アレックス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 下郡センター
有限会社サンライズ 本社営業所
日本通運株式会社 大分支店大分物流事業所営業課
中村産業輸送株式会社 大分営業所
株式会社ニヤクコーポレーション 九州支店大分事業所
株式会社博運社 大分営業所
三協通産株式会社 本社営業所
株式会社トキハ物流サービス 本社営業所
有限会社大平運輸 本社営業所
丸高産業運輸株式会社 本社営業所
株式会社ヤクシン運輸 大分営業所
株式会社ダイヤモンドライン 本社営業所
株式会社オー・エム・ケイ 本社営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 大分支店
内田運輸株式会社 大分営業所
ＹＯＵ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ株式会社 本社営業所
大分総合運輸株式会社 本社営業所
株式会社ジャパンエキスプレス 大分支店
有限会社阿南建材 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大分賀来支店
株式会社トランスネットワーク 本社営業所
ＳＢＳフレックネット株式会社 大分南営業所
江藤運輸株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 大分営業所
豊後通運株式会社 大分営業所
ヤマト運輸株式会社 大分光吉支店
駿和物流株式会社 大分営業所
九州安芸重機運輸株式会社 大分支店

※「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。

安全性優良事業所

（大分県）

住所

電話番号

大分県大分市羽田１９１－１５
大分県大分市古国府字花園５１７－１
大分県大分市横尾２８０
大分県大分市乙津町３番－１号
大分県大分市下郡東二丁目１番４１号
大分県大分市皆春２６５番地の６ パルメゾン皆春５０
３
大分県大分市原川１－１－５
大分県大分市原川１丁目２－１２
大分県大分市原川１丁目２－６
大分県大分市原川２－１－８
大分県大分市原川３－１－１５
大分県大分市向原沖１－２－１４
大分県大分市向原沖１丁目１番４１号
大分県大分市向原西１－７－３９
大分県大分市志村４３４番地５
大分県大分市生石五丁目３番１号
大分県大分市青崎１－１０－５
大分県大分市青崎２－２９２，２９３
大分県大分市青崎２－４－３
大分県大分市青崎二丁目１３２番地
大分県大分市大字荏隈１７２５－１
大分県大分市大字下郡字川久保３５２２－１
大分県大分市大字下判田２８３２番地
大分県大分市大字賀来３６１０－１，３６１１，３６１
２
大分県大分市大字廻栖野２１８８番地
大分県大分市大字廻栖野３２３１
大分県大分市大字海原字新田１００５－７
大分県大分市大字海原字東新田７３９－１
大分県大分市大字古国府１２２０番地
大分県大分市大字光吉字西津留９３０－１，９３１－１
大分県大分市大字佐野字南４３５６
大分県大分市大字三佐１２６２－１

097-568-6332
097-514-1005
097-520-5401
097-553-4388
080-5043-2491
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H31.2.1
主な輸送品目（任意掲載）

097-533-7788
097-552-6111
097-551-1138
097-503-1722
097-558-5170
097-552-1539
097-558-1500
097-551-2296
097-552-1767
097-547-8088
097-533-8811
097-522-2244
097-524-3010
097-527-3221
097-574-4577
097-540-7037
097-568-3315
097-597-5176
080-5043-2516
097-588-1702
097-588-0270
097-522-3751
097-524-0202
097-543-9121
080-5043-2408
097-592-2887
097-521-1311

建設機械

市区郡名

事業所名
九州名鉄運輸株式会社 大分支店
大分運送株式会社 本社営業所
大分松藤商事株式会社 本社営業所
新光運輸株式会社 大分営業所
ヤマト運輸株式会社 西大分支店
さくら運輸株式会社 大分営業所
九州ライトニング物流有限会社 本社営業所
九州菱倉運輸株式会社 大分営業所
臼杵運送株式会社 鶴崎支店
大分総合運輸株式会社 東支店
ヤマト運輸株式会社 大分松岡支店
日本郵便株式会社 大分東郵便局
東九総合運輸株式会社 本社営業所
株式会社ガスエネルギー大分 本社営業所
株式会社大分丸運 本社営業所

住所

電話番号

大分県大分市大字三佐字古新田１２６７
大分県大分市大字三佐字大新田１３５４番地の５
大分県大分市大字三佐字大新田１３５４番地の５
大分県大分市大字三佐大新田１３５４番地の５
大分県大分市大字三芳字六反田１５３８－１，２，３
大分県大分市大字種具１３９４－１
大分県大分市大字種具字田代１１６４番地１
大分県大分市大字小中島字新田５５１－１
大分県大分市大字小中島字中島１２００番地の１
大分県大分市大字松岡８２１３番地５ ロイヤルプラザ
松岡２０３
大分県大分市大字松岡字市場５１６８－１，５１６８－
２，５１６９－１
大分県大分市大字森字宮田９０８－１
大分県大分市大字駄原字豊久北浦２８９８－２
大分県大分市大字駄原字豊久北浦２８９８番地の１
大分県大分市大字大在２

097-521-2020
097-527-2280
097-527-7600
097-527-7702
080-5043-2322
097-528-1214
097-503-6080
097-527-6211
097-527-5304
097-547-7850
080-5043-2395
097-503-7002
097-533-2253
097-534-0540
097-593-3810

株式会社サンキュウ・トランスポート・九州 大分営業所 大分県大分市大字大在２

097-592-3969

大分海陸運送株式会社 本社営業所
株式会社ＮＢＳロジソル 大分港営業所
鶴崎海陸運輸株式会社 本社営業所
株式会社北大 本社営業所
日本通運株式会社 大分支店 大分海運事業所
鶴海運輸株式会社 本社営業所

097-593-5500
097-593-3477
097-592-5252
097-592-4646
097-524-2381
097-592-2266

有限会社堀兄弟運送 大分営業所
有限会社福伸急送 大分営業所
有限会社赤星産業 本社
株式会社ヤクシン運輸 大分南営業所
株式会社マテリアルデポット 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大分大在支店
株式会社テクノ 大分営業所
綜合警備保障株式会社 大分支社
トキワ運輸株式会社 本社営業所
宮崎センコー運輸整備株式会社 大分営業所

※「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。

大分県大分市大字大在２
大分県大分市大字大在２
大分県大分市大字大在２番地
大分県大分市大字大在２番地
大分県大分市大字大在２番地
大分県大分市大字大在２番地の１５
大分県大分市大字旦野原１２１番地１ メゾンアンソ
レーユ２０２号
大分県大分市大字旦野原字ササコエ８７３－１５
大分県大分市大字竹矢１３８１－１
大分県大分市大字中戸次４７６７－１
大分県大分市大字迫字新殿７７６－１
大分県大分市大字北字大畑ケ６２７－１，２－６５０－
２，６４８，６４１，他４筆
大分県大分市大分流通業務団地１丁目３番地１３
大分県大分市中央町２－９－２７
大分県大分市徳島三丁目１番１５号
大分県大分市日吉原１－２５
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097-586-7050
097-504-7577
097-588-0177
097-529-5500
097-576-7518
080-5043-2436
097-593-2221
097-536-2641
097-521-3232
097-578-8502

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
センコー株式会社 北九州支店 大分営業所
株式会社辰巳商会 大分営業所
株式会社上組 大分支店 鶴崎出張所
ヤマト運輸株式会社 佐賀関センター
ヤマト運輸株式会社 大分萩原支店

住所
大分県大分市日吉原１－２５，１－１１
大分県大分市日吉原１－２９
大分県大分市日吉原１番地１０
大分県大分市馬場６４９番２
大分県大分市萩原４丁目８番１５号

電話番号
097-593-1050
097-593-3815
097-535-9545
080-5451-6157
080-5451-7554

日本通運株式会社 大分支店 大分物流事業所 コンテナ課 大分県大分市浜の市１－２－２

097-535-0447

日本郵便株式会社 大分中央郵便局
九州福山通運株式会社 大分支店
株式会社戸次急配 本社営業所
日野陸運有限会社 本社営業所
日本通運株式会社 大分警送事業所
大分運輸株式会社 大分事業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 大分営業所
九栄運輸倉庫株式会社 大分営業所
ＳＢＳフレックネット株式会社 大分営業所
大分物流サービス株式会社 本社営業所
株式会社ＮＢＳロジソル 大分営業所
久留米運送株式会社 大分支店
トールエクスプレスジャパン株式会社 大分支店
臼杵運送株式会社 大分営業所
高陽輸送株式会社 大分営業所
日本通運株式会社 大分航空支店
株式会社中津急行 大分営業所
安心院運輸株式会社 本社営業所
日陽運輸株式会社 大分営業所
日本図書輸送株式会社 大分営業所
住吉運輸産業株式会社 本社営業所
上村運送株式会社 大分営業所
福岡いづみ運輸株式会社 大分営業所
株式会社九州ロジスティクス 本社営業所
一番運輸株式会社 本社営業所
臼杵運送株式会社 物流センター
株式会社サトー運輸 本社営業所
東九州運輸有限会社 本社営業所
野津運送株式会社 大分営業所

097-532-2400
097-569-3411
097-536-0505
097-536-6338
097-573-4743
097-532-2673
097-536-5064
097-534-7575
097-533-5500
097-533-8062
097-513-5550
097-535-2161
097-533-1501
097-534-9221
097-536-2425
097-536-6069
097-592-5555
097-558-6555
097-551-5315
097-551-2869
097-534-3741
097-523-6306
097-524-0302
097-528-8881
097-593-1177
097-593-2010
097-597-4847
097-521-7733
097-545-3623

※「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。

大分県大分市府内町３丁目４－１８
大分県大分市敷戸台１丁目１番４３号
大分県大分市弁天２－５－３５
大分県大分市弁天３丁目１９９４－５４
大分県大分市弁天３丁目１番６号
大分県大分市豊海１－４－２
大分県大分市豊海３－４－９
大分県大分市豊海３－９－１
大分県大分市豊海３－９－８
大分県大分市豊海３丁目１９９４番地１９２
大分県大分市豊海４丁目１９９４－２１０
大分県大分市豊海５－３－１５
大分県大分市豊海５丁目２番８号
大分県大分市豊海５丁目４番８号
大分県大分市豊海一丁目１９９４－２２６
大分県大分市豊海一丁目１９９４番２２９
大分県大分市大在２番地
大分県大分市向原西２－２－４
大分県大分市三川新町１－２－１５
大分県大分市三川新町１－３－１８
大分県大分市生石５丁目３番１号
大分県大分市青崎２丁目１５２番地
大分県大分市青崎２丁目５番１０号
大分県大分市大在北３－１４０
大分県大分市大字大在２
大分県大分市大字大在２番地
大分県大分市大字中戸次字長新地４７６９番地７
大分県大分市大字迫字新殿９２５－３
大分県大分市大字畑中９０８－５
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主な輸送品目（任意掲載）

事業所名

市区郡名

宇佐市

株式会社大福物流 大分営業所
ウエアハウス有限会社 本社営業所
株式会社シンクラン 大分営業所
トーショー九州株式会社 本社営業所
東九州デイリーフーヅ株式会社 本社営業所
高千穂倉庫運輸株式会社 大分営業所
九州航空株式会社 大分支店
九州産交運輸株式会社 大分事業所
九州バイパス運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大分主管支店
有限会社香下電装 本社営業所
中山運輸機工株式会社 大分支店
有限会社豊栄運輸 本社営業所
大分物流サービス株式会社 宇佐営業所
ヤマト運輸株式会社 大分宇佐支店

臼杵市

宇佐市

杵築市

東西運輸株式会社 本社営業所
有限会社臼三貨物配送 本社営業所
野津運送株式会社 野津営業所
ＲＴＴ株式会社 九州支社
有限会社トランスポートサービス・ミエノ 本社営業所
臼津鉱運株式会社 臼津鉱運株式会社 本社営業所
有限会社山橋運送 本社営業所
臼杵運送株式会社 本社営業所
有限会社中野高速運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大分臼杵支店
株式会社セイワ 本社営業所
株式会社エヌエスユー物流サービス 本社営業所
東九運輸有限会社 本社
奥田生コン株式会社 本社営業所
九州西濃運輸株式会社 北大分営業所
大分髙速運輸有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大分速見支店

豊後通運株式会社 本社営業所
国東運輸株式会社

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。

住所

電話番号

大分県大分市大分流通業務団地１丁目４－７
大分県大分市大分流通業務団地２丁目１番の１
大分県大分市大分流通業務団地一丁目４番１
大分県大分市大分流通業務団地二丁目４
大分県大分市弁天３丁目１番４５号
大分県大分市豊海１丁目４番１号
大分県大分市豊海４－２－５
大分県大分市豊海５－２－８
大分県大分市豊海５－３－３
大分県大分市豊海５丁目１９９４－１４９
大分県宇佐市院内町香下３０２番地の１
大分県宇佐市大字下高家字松山５６－１
大分県宇佐市大字山袋２４４
大分県宇佐市大字南宇佐字辻平９７２－１
大分県宇佐市大字和気字大畠１２５０－１，１２４９－
１，他１筆， 字保久曽４７２－１
大分県臼杵市大字市浜７７７番地の４
大分県臼杵市野津町大字宮原３８１４－１
大分県臼杵市野津町大字藤小野４９０－１
大分県臼杵市野津町大字野津市６４８番１
大分県臼杵市大字稲田字中尾下１０００番地の１
大分県臼杵市大字稲田字田ノ口２６０８－１
大分県臼杵市大字臼杵２－７５－４３
大分県臼杵市大字福良１７６６－１
大分県臼杵市大字末広３４１０番地の１
大分県臼杵市大字野田字平ノ下２８６
大分県宇佐市院内町香下８７２番地の２
大分県宇佐市大字富山５０７－１
大分県宇佐市大字北宇佐１６１９－１
大分県宇佐市別府５９０－１
大分県杵築市相原字丸田１８１－２
大分県杵築市大字中６４２
大分県杵築市大字八坂字五反鶴１８５１－１，１８５２
－２
大分県杵築市大字溝井１４８４－２０
大分県杵築市大字狩宿２５０９－３０

097-547-9460
097-592-0777
097-524-2115
097-528-9118
097-538-0414
097-513-3344
097-536-3373
097-532-1210
097-537-3738
097-537-0013
0978-42-6117
0978-25-5535
0978-34-5005
0978-37-2855
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主な輸送品目（任意掲載）

080-5043-2275
0972-63-6666
0974-32-2016
0974-32-2921
0974-32-7820
0972-63-6696
0972-63-1518
0972-62-2587
0972-63-5151
0972-64-0395
080-5043-2315
0978-42-7388
0978-32-1000
0978-37-0373
0978-32-6927
0978-63-2273
0978-63-5852
080-5043-2295
0978-62-2321
0978-63-8800

農産物、飲料等、コンテナ

市区郡名

事業所名

国東市

国東運輸株式会社 速見営業所
株式会社九州錦運輸 本社営業所
株式会社テクノ 本社営業所
有限会社豊栄運輸 国東営業所
有限会社フクミコーポレーション 本社

佐伯市

ヤマト運輸株式会社 蒲江センター

竹田市
津久見市

中津市

さくら運輸株式会社 佐伯営業所
新生総合株式会社 本社営業所
九州産業運輸株式会社 佐伯支店
株式会社アイエヌロジスティクス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 佐伯支店
日本郵便株式会社 佐伯郵便局
大分物流サービス株式会社 佐伯営業所
日本通運株式会社 大分支店 佐伯営業所
ヤマト運輸株式会社 弥生支店
佐川急便株式会社 佐伯営業所
ヤマト運輸株式会社 竹田三宅センター
龍南運送株式会社 津久見営業所
たちばな運輸株式会社 本社営業所
協和産業株式会社 本社営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 中津支店
有限会社東浜陸運 本社営業所
株式会社テクノ 中津営業所
森脇運送株式会社 大分営業所
株式会社三勢 本社営業所
吉浦運送株式会社 中津営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 北大分営業所
村本重機興有限会社 本社営業所
日本通運株式会社 中津支店
豊能運送株式会社 大分営業所
佐川急便株式会社 中津営業所
株式会社博運社 中津営業所
センコー株式会社 北九州支店 中津営業所
株式会社中津急行 本社営業所
株式会社桜瀬運輸 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

電話番号

大分県杵築市大字中字中嶋５－１
大分県杵築市大字猪尾７８１－１，７８１－２
大分県国東市安岐町下原１３６６－１
大分県国東市国東町大字横手６７６４
大分県国東市武蔵町小城字陳山５１－１５
大分県佐伯市蒲江大字蒲江浦３３８１－５・５１０３－
１９
大分県佐伯市西浜２番３１号
大分県佐伯市大字海崎１３６２－１
大分県佐伯市大字海崎３５９６－１
大分県佐伯市大字上岡２７６８番地１
大分県佐伯市中の島２－５６６１－１，５６６２－１
大分県佐伯市中村東町８－３５
大分県佐伯市鶴岡西町２丁目２７４番地
大分県佐伯市鶴谷町２丁目３番３２号
大分県佐伯市弥生上小倉１０７５－１
大分県佐伯市字西浜１０８３４－３４
大分県竹田市大字三宅字不納戸１７９６，１７９３－１
大分県津久見市大字下青江３８９１番地
大分県津久見市大字上青江３３７０番地８
大分県津久見市大字津久見１４５３－１
大分県中津市犬丸５１
大分県中津市植野６０－１
大分県中津市大字角木１１２－１
大分県中津市大字犬丸字鳥２１３４番１
大分県中津市大字上如水１２０３番地
大分県中津市大字植野４７７－１
大分県中津市大字植野８３９番地
大分県中津市大字田尻２７４番地１２
大分県中津市大字田尻崎１
大分県中津市大字田尻崎２０－３
大分県中津市大字田尻崎３－２
大分県中津市大字田尻崎６－５
大分県中津市大字田尻崎６－６
大分県中津市大字田尻崎７－１
大分県中津市大字福島１１４８－１

0978-63-2777
0978-62-5521
0978-67-2474
0978-72-3121
0978-67-3518
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080-5043-2432
0972-24-2526
0972-27-6045
0972-27-8724
0972-28-5255
080-5043-2304
0972-22-0077
0972-23-1177
0972-22-2721
080-5043-2505
0972-22-4001
080-5043-2362
09-7282-3151
0972-82-6281
0972-82-3661
0979-32-2525
0979-33-7771
0979-26-0755
0979-53-8510
0979-32-7441
0979-27-6500
0978-25-5585
0979-32-2641
0979-26-5533
0979-53-8711
0979-32-4102
0979-32-3965
0979-32-1300
0979-32-5555
0979-33-7807

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
有限会社山中陸送 本社営業所
有限会社中野機械 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 中津支店

株式会社ロジコム・アイ 中津営業所
九州福山通運株式会社 中津営業所
株式会社シンクラン 中津営業所
株式会社髙倉興業 本社営業所
ＹＯＵＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ株式会社 中津営業所
ケイジー物流株式会社 九州営業所
マルナカ物流株式会社 本社営業所
西日本車輌運輸株式会社 大分営業所
名古屋東部陸運株式会社 九州営業所
株式会社古園運送 本社営業所
青木運輸倉庫株式会社 大分営業所
日田市
株式会社福岡ケイエス物流 日田営業所
大分物流サービス株式会社 日田営業所
北松通運株式会社 日田営業所
株式会社モンリク 日田営業所
有限会社玉川運輸 本社営業所
株式会社アサヒサービス 本社
ヤマト運輸株式会社 日田支店
大分運輸株式会社 日田営業所
株式会社ＮＢＳロジソル 本社営業所
佐川急便株式会社 日田営業所
株式会社シンクラン 日田営業所
三浦運送株式会社 本社営業所
株式会社鶴見物流 本社営業所
株式会社長野トランスポート 大分営業所
豊後大野市 有限会社豊栄運輸 大分営業所
東九物流システム株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 豊後大野支店
有限会社鎧南工業 本社営業所
ビッグライン株式会社 本社営業所
工藤産業株式会社 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。

住所

電話番号

大分県中津市大字福島９１０－２
大分県中津市大字野依７０２－１
大分県中津市大字蠣瀬字小松１２５０－１，１２５１－
１
大分県中津市田尻崎２０番３
大分県中津市大字田尻崎３－４
大分県中津市牛神６－１
大分県中津市山国町守実２３１４番１
大分県中津市大字犬丸４３－１
大分県中津市大字犬丸字上り口１３２－１
大分県中津市大字今津字古屋１０８３番地
大分県中津市大字田尻崎２０－３
大分県中津市大字田尻崎２０番地３
大分県中津市大字福島１０８０番地３
大分県中津市大新田字高無５３３番６
大分県日田市新治町５０８－２
大分県日田市大字花月字彦田１９３番３
大分県日田市大字高瀬６９７９
大分県日田市大字高瀬６９７９
大分県日田市大字十二町６４－１５
大分県日田市大字十二町６４９－４
大分県日田市大字十二町字郷四郎４７９－１
大分県日田市大字十二町字前川２６１－１
大分県日田市大字友田８２０－１
大分県日田市大字友田字広瀬８８８
大分県日田市三和２７０９－１
大分県日田市大字三和９９１－２
大分県日田市大字石井７９３番地７
大分県日田市大字友田３２３７番地
大分県豊後大野市犬飼町大字久原１７１０
大分県豊後大野市三重町芦刈４８１番地８１
大分県豊後大野市三重町大字小坂４１１３－７５，４１
１３－７６
大分県豊後大野市大野町屋原３９３番地１
大分県豊後大野市大野町大原１１５５番地
大分県豊後大野市大野町田中１２６

0979-32-7467
0979-32-0005
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080-5043-2321
0979-33-0048
0979-32-7500
0979-22-1791
0979-62-3228
0979-64-8711
0979-26-5526
0979-53-9301
0979-53-6711
0979-33-0470
0979-32-7406
0979-22-3332
0973-24-5422
0973-27-7322
0973-25-1164
0973-25-1160
0973-22-3780
0973-23-2506
080-5043-2284
0973-24-0202
0973-24-2111
0973-23-5111
0973-24-9121
0973-24-2823
0973-22-1425
0973-27-7221
097-578-0233
0974-22-6717
080-5043-2382
0974-34-4508
0974-34-2584
0974-34-2167

主な輸送品目（任意掲載）

事業所名

市区郡名

住所

佐川急便株式会社 竹田営業所
犬飼運送有限会社 本社営業所
三九運輸株式会社 大分営業所
株式会社シンクラン 三重営業所
日本通運株式会社 大分支店大分物流事業所豊後大野営
業所
株式会社ＫＤＳ 本社営業所
有限会社ヤマサキ 本社営業所
豊後高田市 有限会社九州北港運輸 大分センター
大分髙速運輸有限会社 中津営業所
ヤマト運輸株式会社 豊後高田センター
高田通運株式会社
別府市

本社営業所

興国運輸株式会社 大分営業所
ヤマト運輸株式会社 別府石垣支店
さくら運輸株式会社 別府営業所
株式会社鶴見運輸倉庫 大分営業所
株式会社鶴見運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 別府亀川支店
日本郵便株式会社

由布市

速見郡

玖珠郡

別府郵便局

株式会社大富 大分営業所
ヤマト運輸株式会社 湯布院センター
有限会社アゼスト 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 挾間センター
株式会社挾間物流サービス 本社営業所
株式会社坂本砿業所 本社営業所
株式会社城東運輸 本社営業所
豊後通運株式会社 日出営業所
佐川急便株式会社 別府営業所
ＮＡＫＡＭＵＲＡＥＸＰＲＥＳＳ株式会社
九重運輸有限会社 本社営業所
有限会社玖珠運送 本社営業所
有限会社魚返産業運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 湯布院支店

大分県豊後大野市朝地町朝地５６１
大分県豊後大野市犬飼町田原９１３
大分県豊後大野市三重町玉田２２６７－１
大分県豊後大野市三重町赤嶺１１８３－７０

0974-72-0115
097-578-0175
0974-22-8839
0974-22-3350

大分県豊後大野市三重町赤嶺字塚田２９４３

0974-22-1024

大分県豊後大野市三重町内田３６１７－１
大分県豊後大野市千歳町前田１２４９－３
大分県豊後高田市佐野１５５１－１
大分県豊後高田市水崎３０２－２
大分県豊後高田市大字呉崎１８２９－１，１８３０－
１，１８２７－１，他２筆

0974-22-0970
0974-37-2242
0978-25-8826
0978-22-3860
080-5043-2426

大分県豊後高田市新栄１３７９番地６

0978-22-2485

大分県別府市汐見町９４４－２
大分県別府市石垣東３－３－３０
大分県別府市船小路町９４３－３
大分県別府市大字鶴見６７－４
大分県別府市大字鶴見６７番地の２
大分県別府市大字内竈字北尾関６２－２，６２－３，６
７－１，６８，６９－１，他４筆

0977-73-8722
080-5043-2480
0977-26-2124
0977-67-7070
0977-66-2161

大分県別府市餅ヶ浜町４－２３

0977-24-5208

大分県由布市庄内町大字大龍１２５５－３３
大分県由布市湯布院町中川字井ビノサキ３６７－９
大分県由布市挾間町高崎９４９番地２
大分県由布市挾間町挾間字無田６０６－１
大分県由布市庄内町大龍１２５５番地３３
大分県由布市庄内町大龍字塚ノ原２１２５－１
大分県由布市挾間町来鉢１８９－１
大分県速見郡日出町大字川崎字浜田５９６９－２１
大分県速見郡日出町大字豊岡字浜田７３９－１
別府営業所 大分県速見郡日出町２７２－１
大分県玖珠郡九重町大字引治４９３－１
大分県玖珠郡九重町大字右田２００６－３
大分県玖珠郡玖珠町大字山田２７３０－１
大分県玖珠郡玖珠町大字岩室字野添２４８－１

※「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。

電話番号
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080-5043-2326

080-6441-4842
080-5043-2527
097-586-3388
080-5043-2355
097-582-2288
097-582-3501
097-583-3300
0977-72-2852
0977-73-2130
0977-72-2746
0973-78-8820
0973-73-3003
0973-72-9033
080-5043-2343

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

※「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
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電話番号

主な輸送品目（任意掲載）

