貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
宮崎市

事業所名
株式会社新生運輸 宮崎営業所
日本図書輸送株式会社 宮崎営業所
今村靖男（カネヤス商事） 本店営業所
株式会社昭和貨物 宮崎営業所
株式会社光洋産業 本社営業所
久留米運送株式会社 宮崎支店
有限会社原田運輸 本社営業所
日本郵便輸送株式会社 宮崎営業所
有限会社共和運輸 宮崎営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 宮崎支店
株式会社サカイ引越センター 宮崎支社
ヤマト運輸株式会社 吉村支店
日本通運株式会社 宮崎重機建設事業所
日本通運株式会社 宮崎警送事業所
高千穂倉庫運輸株式会社 江平営業所
株式会社らくのう運輸 宮崎第二営業所
八興運輸株式会社 宮崎営業所
龍南運送株式会社 宮崎営業所
株式会社マルビシ興運 宮崎営業所
有限会社宮崎配送センター 本社営業所
高千穂倉庫運輸株式会社 宮崎営業所
株式会社本田運送 本社営業所
三九運輸株式会社 宮崎営業所
株式会社盛産業 本社営業所
株式会社エスライン九州 宮崎営業所
九州安芸重機運輸株式会社 宮崎支店
日通宮崎運輸株式会社 高岡事業所
有限会社コア物流 高岡営業所
北辰運輸株式会社 本社営業所
宮崎運輸株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 宮崎中央郵便局
つきぢＴＣ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

（宮崎県）

住所
宮崎県宮崎市昭栄町６７番地
宮崎県宮崎市新栄町１７－１
宮崎県宮崎市阿波岐原町江田原１７０４番地１０
宮崎県宮崎市阿波岐原町前浜４２７６番地６
宮崎県宮崎市阿波岐原町前浜４２７６番地９１８
宮崎県宮崎市阿波岐原町坊ノ下２８６４
宮崎県宮崎市下北方町井尻５３６２－５
宮崎県宮崎市花ケ島町陣ノ下８－１
宮崎県宮崎市花ヶ島町瀬々町１２５５－１
宮崎県宮崎市花ケ島町北沖６２２番１
宮崎県宮崎市花ヶ島町立毛１０７７番－１
宮崎県宮崎市吉村町前田甲１２３１
宮崎県宮崎市江平中町４－３
宮崎県宮崎市江平中町４－３
宮崎県宮崎市江平東町５番１１
宮崎県宮崎市江平東町６－８
宮崎県宮崎市港１丁目１６番地
宮崎県宮崎市港２丁目１４番地
宮崎県宮崎市港３丁目２０番
宮崎県宮崎市港東１丁目１１番地１
宮崎県宮崎市港東１丁目４－２
宮崎県宮崎市高岡町花見１７２０番地１９
宮崎県宮崎市高岡町五町３３３２
宮崎県宮崎市高岡町高浜１７８２－４
宮崎県宮崎市高岡町高浜橋山２３８２－１
宮崎県宮崎市高岡町上倉永２８６０番地５
宮崎県宮崎市高岡町大字浦之名字山田３１５３－番外２
０筆
宮崎県宮崎市高岡町大字花見１７２０－１７
宮崎県宮崎市高洲町３４５
宮崎県宮崎市高千穂通１－４－２６
宮崎県宮崎市高千穂通１丁目１－３４
宮崎県宮崎市佐土原町下田島１１５３１－３
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電話番号
0985-69-2966
0985-23-7366
0985-29-8808
0985-61-8551
0985-72-7002
0985-24-2151
0985-29-3968
0985-22-6000
0985-65-8877
0985-39-3133
0985-60-7680
0985-20-4116
0985-23-0202
0985-22-2181
0985-35-3583
080-5600-5393
0985-25-4114
0985-24-7850
0985-26-8321
0985-28-3279
0985-83-2007
0985-30-9870
0985-82-3662
0985-82-3730
0985-82-4858
0985-36-8020
0985-30-9131
0985-82-2486
0985-25-3500
0985-23-2321
0985-24-3423
0985-73-5439

H30.6.1
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
ヤマト運輸株式会社 佐土原支店
宮崎物流サービス株式会社 本社営業所
有限会社シント商事 佐土原営業所
株式会社霧島運送 本社営業所
有限会社佐土原運送 本社営業所
株式会社ホームエネルギー南九州 宮崎営業所
株式会社らくのう運輸 宮崎営業所
久留米運送株式会社 宮崎佐土原営業所
有限会社大久保運輸 本社営業所
株式会社ナンニチ流通 宮崎営業所
太陽運輸倉庫株式会社 宮崎営業所
宮崎センコー運輸整備株式会社 宮崎営業所
センコー株式会社 宮崎営業所
ヤマト運輸株式会社 潮見センター
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 宮崎支店
株式会社古川興業 本社
日通宮崎運輸株式会社 宮崎事業所
日本通運株式会社 宮崎ターミナル営業所
有限会社エムライン宮崎 本社営業所
有限会社坂本運送店 本店営業所
ヤマト運輸株式会社 清武支店
エース総合運輸株式会社 宮崎営業所
株式会社戸高物流 本社営業所
吉浦運送株式会社 宮崎営業所
九州西濃運輸株式会社 宮崎支店
宮崎綜合警備株式会社 本社営業所
高千穂倉庫運輸株式会社 赤江営業所
丸栄ニューウェーブ株式会社 宮崎営業所
有限会社ケイ・エム・エクスプレス 宮崎営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 宮崎営業所
宮崎陸運有限会社 本社営業所
新光運輸株式会社 本社営業所
有限会社宮崎ピアノ運送 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
宮崎県宮崎市佐土原町下田島７８４９番８
宮崎県宮崎市佐土原町松小路４番７ クレスト２１ ２
０１号室
宮崎県宮崎市佐土原町上田島１０９７２－１
宮崎県宮崎市佐土原町西上那珂７０４７番地１
宮崎県宮崎市佐土原町石崎１丁目１０番地１５
宮崎県宮崎市佐土原町大字下田島１０２００番地
宮崎県宮崎市佐土原町大字下田島９６６２番地９
宮崎県宮崎市佐土原町大字下田島字広瀬川４－１８６０
４
宮崎県宮崎市佐土原町大字西上那珂字上鳥巣７，８
宮崎県宮崎市佐土原町大字東上那珂字石塚１７５８８番
地５０
宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂１７５８８番地５０
宮崎県宮崎市山崎町下ノ原９７６－１
宮崎県宮崎市山崎町下ノ原９７６－１
宮崎県宮崎市小戸町９８番地
宮崎県宮崎市小戸町９８番地
宮崎県宮崎市小松３１０４番地１
宮崎県宮崎市昭栄町６７
宮崎県宮崎市昭栄町６７番１
宮崎県宮崎市新別府町稲荷田１４４番地７
宮崎県宮崎市神宮東２丁目４－１６
宮崎県宮崎市清武町大字今泉２８２３－１２
宮崎県宮崎市清武町大字今泉甲２８１９－１
宮崎県宮崎市清武町大字今泉甲３７４３番地
宮崎県宮崎市清武町大字今泉字山之口丙１８６４－８
宮崎県宮崎市清武町大字船引字下ノ原１０１３－１
宮崎県宮崎市生目台西３丁目４番地２
宮崎県宮崎市赤江字飛江田９７５－２
宮崎県宮崎市大字瓜生野字白砂ヶ谷６３８８番地１
宮崎県宮崎市大字郡司分字中長甲１８３３－２
宮崎県宮崎市大字郡司分字東宮甲１２９番地１
宮崎県宮崎市大字恒久字宮の前３４１－１
宮崎県宮崎市大字恒久字宮の前３４１－１
宮崎県宮崎市大字糸原４３４－１
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電話番号
0985-73-3178
0985-62-7311
0985-29-3372
0985-74-0110
0985-73-2136
0985-73-1177
0985-74-2501
0985-72-1511
0985-74-4640
0985-30-5503
0985-74-4100
0985-35-5620
0985-23-5221
0985-35-6451
0985-20-6030
0985-47-5530
0985-28-3842
0985-27-0022
0985-29-6747
0985-24-8596
0985-85-7346
0985-84-4000
0985-55-6030
0985-85-3220
0985-85-3393
0985-50-9191
0985-55-1760
0985-74-0525
0985-56-5658
0985-63-9210
0985-51-6037
0985-51-7507
0985-41-1140

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社神生 本社営業所
株式会社キング運輸 宮崎営業所
日本通運株式会社 宮崎航空支店
国際空輸株式会社 宮崎営業所
株式会社南九州共配 本社営業所
株式会社ニヤクコーポレーション 九州支店宮崎事業所
有限会社司運輸 本社営業所
有限会社ナカエ商事 宮崎支店
有限会社太田運送 本社営業所
南九州福山通運株式会社 宮崎支店
株式会社アカギコーポレーション 本社営業所
株式会社イトキュー 宮崎営業所
株式会社ヤクシン運輸 宮崎営業所
ヤマト運輸株式会社 花ヶ島支店
有限会社コア物流 本社営業所

えびの市

ヤマト運輸株式会社 大塚支店
株式会社田村運輸 本社営業所
株式会社博運社 宮崎営業所
南九州食品サービス株式会社 本社営業所
株式会社大福物流 宮崎営業所
株式会社鹿児島急送 宮崎物流センター
合同会社ティープラス 本社営業所
株式会社宮崎ジャパンエキスプレス 本社営業所
九州産交運輸株式会社 宮崎センター
ヤマト運輸株式会社 本郷支店
株式会社シンクラン 宮崎北営業所
南九州センコー株式会社 えびの営業所
株式会社ムロオ えびの営業所
有限会社扶桑物流 えびの営業所
株式会社マルキ運輸 本社営業所
株式会社キング運輸 えびの営業所
ヤマト運輸株式会社 えびのセンター
南九州福山通運株式会社 えびの営業所

※「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
宮崎県宮崎市大字赤江１０９９番地
宮崎県宮崎市大字赤江字飛江田１３２
宮崎県宮崎市大字赤江字飛江田２８２・２８３
宮崎県宮崎市大字赤江字飛江田３１７番地
宮崎県宮崎市大字赤江字飛江田８６９－１０
宮崎県宮崎市大字赤江字飛江田８８－２
宮崎県宮崎市大字赤江字飛江田９２８－４
宮崎県宮崎市大字田吉字西前島１９５６－２
宮崎県宮崎市大字田吉字東前島２４５６，２１６５－１
宮崎県宮崎市大字島之内６２５３－１
宮崎県宮崎市大字島之内６３３２番地１
宮崎県宮崎市大字島之内字古川３５３５－１５
宮崎県宮崎市大字島之内字堂山１０５９３－９
宮崎県宮崎市大字芳士４３－４
宮崎県宮崎市大字本郷北方字鵜戸尾２７６４番地２、本
郷北方字柳篭２７１１番地４
宮崎県宮崎市大塚町横立１３５７
宮崎県宮崎市大坪町向溝田２７８２
宮崎県宮崎市田吉北沼口３４９７番地
宮崎県宮崎市田野町甲８７９８－２７７
宮崎県宮崎市田野町字桜ヶ丘乙１７２７－１９０
宮崎県宮崎市田野町字桜ヶ丘乙１７４２番４７
宮崎県宮崎市田野町字崩ノ上甲３４６２番１
宮崎県宮崎市島之内１０４７５－４
宮崎県宮崎市島之内６３３２－１
宮崎県宮崎市本郷南方字田元２１９，２２０
宮崎県宮崎市柳丸町４６－１
宮崎県えびの市大字榎田字永田２２７－１
宮崎県えびの市大字榎田字牧ノ原５５７－３５
宮崎県えびの市大字小田１３０４番地
宮崎県えびの市大字大河平４６５４－６９
宮崎県えびの市大字大明司字宮本１１１２－１，１１１
７－１，１１１７－２
宮崎県えびの市大字大明司字熊坂１－３
宮崎県えびの市大字湯田４３４－１
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電話番号
0985-53-6120
0985-56-5351
0985-56-9893
0985-50-7101
0985-64-1410
0985-56-2138
0985-53-2228
0985-52-2141
0985-54-6151
0985-39-2255
0985-39-2412
0985-30-2220
0985-39-0308
0985-30-2670
0985-59-1720
0985-51-1437
0985-51-2211
0985-56-1471
0985-77-5260
0985-86-1666
0985-34-9144
0985-84-3738
0985-37-1002
0985-37-0118
0985-56-2018
0985-83-0368
0984-25-4868
0984-35-3333
0984-35-2011
0984-33-3336
0984-33-5351
080-5043-2124
0984-35-1292

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

串間市

ヤマト運輸株式会社 串間支店

小林市

日本通運株式会社 小林営業所
宮崎運輸株式会社 小林営業所
ヤマト運輸株式会社 えびの小林支店
佐川急便株式会社 小林営業所
株式会社はらだ商事 本社営業所
有限会社小林運送 本社営業所
株式会社霧島商事 本社営業所
有限会社共和運輸 本社営業所
宮崎ダイキュー運輸株式会社 本社営業所
株式会社キング運輸 日南営業所
宮崎運輸株式会社 日南営業所
佐川急便株式会社 日南営業所
王子物流株式会社 日南事業所
日本通運株式会社 王子製紙構内営業所
ヤマト運輸株式会社 日南支店
飫肥通産株式会社 本社営業所
有限会社川﨑流通センター 本社営業所
日通宮崎運輸株式会社 日南事業所
ヤマト運輸株式会社 一ケ岡センター
ヤマト運輸株式会社 大武支店
木村産業株式会社 本社営業所
宮崎運輸株式会社 延岡営業所
株式会社キング運輸 延岡営業所
株式会社南九州商運 本社営業所
南九州福山通運株式会社 延岡営業所
株式会社博運社 延岡営業所
有限会社宝運輸 本社営業所
佐川急便株式会社 延岡営業所
有限会社太陽工業運輸 本社営業所
センコープランテック株式会社 大武機工営業所
株式会社ミナミウラ 本社営業所
株式会社ダイユウ 本社
センコー株式会社 車輌営業所

日南市

延岡市

※「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
宮崎県串間市大字南方字新浜２２１９－５３，２２１９
－９４，２２１９－６４，２２１９－９５
宮崎県小林市大字細野１９４６－１
宮崎県小林市大字細野字岡６５２－２
宮崎県小林市大字水流迫字松原２４５－３，２３９－２
宮崎県小林市大字南西方字石氷５３－５
宮崎県小林市大字北西方７３４－３８
宮崎県小林市堤２８８５番地１
宮崎県小林市北西方３６６７－１
宮崎県小林市野尻町三ヶ野山３２１７番地１
宮崎県日南市大字東弁分乙３５１番地１
宮崎県日南市戸高２丁目１４－４
宮崎県日南市上平野２－１１－６・７
宮崎県日南市西弁分３丁目４番４
宮崎県日南市大字戸高１８５０番地
宮崎県日南市大字戸高字地主田１６２５番地
宮崎県日南市大字西弁分字仮屋前２丁目１番５号
宮崎県日南市大字平野１１８４－１
宮崎県日南市大字平野６０５番地３
宮崎県日南市大字平野字大節８３３８番地３
宮崎県延岡市伊形町４７６４番地１
宮崎県延岡市稲葉崎町４－２０７２，２０７３
宮崎県延岡市古川町８２－１
宮崎県延岡市差木野町５８３１－１０
宮崎県延岡市出北６丁目１５９１－１，１５９４－２
宮崎県延岡市新浜町２丁目８９３５－５８
宮崎県延岡市石田町４８５７
宮崎県延岡市川島町３１５１番地
宮崎県延岡市川島町９０３番地８２
宮崎県延岡市大武町１３９９
宮崎県延岡市大武町３９番１６０
宮崎県延岡市大武町３９番地２５
宮崎県延岡市大門町２４０番地１，２４１番地１
宮崎県延岡市中島町４丁目３０９番地２
宮崎県延岡市土々呂町６－１７１１－１
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電話番号
0987-72-6769
0984-23-2151
0984-23-5187
0984-22-7672
0984-23-8059
0984-27-1910
0984-22-3503
0984-22-6648
0984-25-7455
0987-23-4175
0987-22-5351
0987-22-2642
0985-63-9663
0987-23-3606
0987-23-3148
0987-23-5514
0987-23-5125
0987-22-2726
0987-23-7533
0982-23-8381
0982-21-6358
0982-35-6477
0982-33-4121
0982-35-5351
0982-37-6811
0982-37-8888
0982-30-1735
0982-30-1008
0982-21-0353
0982-33-4680
0982-31-1050
0982-22-7711
0982-23-9211
0982-37-0681

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

日向市

都城市

事業所名
宮崎センコー運輸整備株式会社 延岡営業所
日本郵便株式会社 延岡郵便局
センコー株式会社 延岡駅営業所
有限会社エウラ重機 有限会社エウラ重機本社営業所
九州西濃運輸株式会社 延岡営業所
ヤマト運輸株式会社 延岡支店
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 延岡支店
有限会社新和産業 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 日向支店
佐川急便株式会社 日向営業所
宮崎物流サービス株式会社 日向営業所
日通宮崎運輸株式会社 日向事業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 日向支店
八興運輸株式会社 本社営業所
日向運輸株式会社 本社営業所
株式会社ニチウン 本社営業所
臼杵運送株式会社 宮崎営業所
本田運送株式会社 本社営業所
有限会社山下産業 本社営業所
株式会社キング運輸 日向営業所
株式会社トミシマ 日向本社営業所
日興貨物運送株式会社 本社営業所
新光運輸株式会社 日向営業所
宮崎陸運有限会社 日向営業所
株式会社サンキュウ・トランスポート・九州 日向営業所
株式会社マルビシ興運 本社営業所
株式会社ニヤクコーポレーション 九州支店 日向事業所
日本通運株式会社 延岡支店営業課
龍南運送株式会社 日向営業所
センコー株式会社 ダンプ担当営業所
日本郵便株式会社 日向郵便局
有限会社前田産業 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 東郷美郷センター
有限会社丸松運輸 本社営業所
九州西濃運輸株式会社 都城支店

※「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
宮崎県延岡市土々呂町６丁目１７１１－１
宮崎県延岡市南町１丁目３－５
宮崎県延岡市日の出町２丁目１３番１
宮崎県延岡市浜町５５１番地２
宮崎県延岡市舞野町１４４４番１
宮崎県延岡市別府町３１２４－１
宮崎県延岡市別府町３１２４番１
宮崎県延岡市別府町３７２４－１
宮崎県日向市永江町１－５１
宮崎県日向市梶木町１－１６
宮崎県日向市梶木町１丁目２１番地
宮崎県日向市亀崎東１丁目９０－２，９０－３
宮崎県日向市財光寺１３５０番地
宮崎県日向市船場町１番１
宮崎県日向市船場町１番地１６
宮崎県日向市船場町１番地３
宮崎県日向市大字塩見字切通し１３４５３－１
宮崎県日向市大字財光寺１０７３
宮崎県日向市大字財光寺１４０７番地１
宮崎県日向市大字財光寺字池１６７４
宮崎県日向市大字日知屋１４８６４番地９
宮崎県日向市大字日知屋字塩田１６２８４番地１
宮崎県日向市大字日知屋字塩田３３７９番地６９
宮崎県日向市大字日知屋字塩田３３７９番地６９
宮崎県日向市大字日知屋字古田町５２番１
宮崎県日向市大字日知屋字天神ノ前１５８６０－６
宮崎県日向市大字日知屋字畑浦５５５２－４９８
宮崎県日向市大字日知屋字堀川１６８４７－７
宮崎県日向市大字日知屋字堀川１６８４７番地１１
宮崎県日向市竹島町１番３４
宮崎県日向市鶴町２丁目４－１
宮崎県日向市東郷町山陰乙１０２８番地１
宮崎県日向市東郷町山陰字出口乙３９６－４
宮崎県都城市下長飯町１０９０－１
宮崎県都城市丸谷町２３５１－２７
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電話番号
0982-24-1180
0982-32-2450
0982-34-2178
0982-35-2771
0982-38-0026
0982-21-1910
0982-21-0271
0982-21-1506
0982-32-6512
0982-52-5820
0982-52-8051
0982-52-4634
0982-50-0522
0982-52-2185
0982-52-2148
0982-55-0859
0982-53-4062
0982-52-4455
0982-50-0506
0982-53-5351
0982-52-2165
0982-52-7235
0982-55-3415
0982-55-3415
0982-54-1545
0982-53-3211
0982-52-3540
0982-52-0202
0982-53-3232
0982-54-3860
0982-52-3441
0982-68-3707
0982-50-7155
0986-77-2718
098-636-2636

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
日本通運株式会社 都城自動車営業所
高千穂倉庫運輸株式会社 都城営業所
加藤産業株式会社 本社営業所
株式会社博運社 都城営業所
南国運送株式会社 本社営業所
有限会社市橋運輸 本社
ヤマト運輸株式会社 高城支店
長洲運送株式会社 宮崎営業所
山科運送株式会社 本社営業所
株式会社エスワイプロモーション 都城営業所
株式会社南九州共配 都城営業所
株式会社マキタ運輸 本社営業所
泉海商運株式会社 宮崎営業所
有限会社昇栄運送 本社営業所
株式会社高千穂運輸 宮崎営業所
株式会社昭和貨物 都城営業所
ヤマト運輸株式会社 志比田支店
万ヶ塚運送株式会社 本社営業所
宮崎幸和運輸有限会社 本社営業所
株式会社新生運輸 本社営業所
株式会社フェニックス急行 本社営業所
有限会社ウエルネス急行 本社営業所
株式会社ＳＩＮＳＥＩ 本社営業所
株式会社ＦＫ物流 本社営業所
日通宮崎運輸株式会社 都城事業所
日本通運株式会社 都城支店 営業課
共同運送株式会社 本社営業所
宮崎物流サービス株式会社 都城営業所
都城ダイキュー運輸株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 都城営業所
都城運輸株式会社 本社営業所
全輪興業株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 都城支店
南九州福山通運株式会社 都城営業所
株式会社システムライン 都城営業所

※「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
宮崎県都城市吉尾町２０６７番地
宮崎県都城市宮丸町３０７０－３
宮崎県都城市五十町４５４０－１５
宮崎県都城市高城町大井手２０５０－８
宮崎県都城市高城町大字四家３０４－４
宮崎県都城市高城町大字大井手２０４８－９
宮崎県都城市高城町大字大井手５３－７，５４－１
宮崎県都城市高城町大字穂満坊字清水７２５－５
宮崎県都城市高木町４８００番地４
宮崎県都城市高木町６０４４－７
宮崎県都城市高木町６１２２番地１５
宮崎県都城市高木町６２２６－５
宮崎県都城市今町７７６２番地６
宮崎県都城市山田町山田７３５－８
宮崎県都城市山田町山田９７５５－２
宮崎県都城市山之口町大字富吉字新町２３２０－４
宮崎県都城市志比田町５２１６－２
宮崎県都城市上水流町８１８
宮崎県都城市上水流町８１８
宮崎県都城市上水流町８１８－７
宮崎県都城市上水流町８１８番地
宮崎県都城市上水流町８１８番地６
宮崎県都城市上水流町８１８番地７
宮崎県都城市上水流町８１８番地８
宮崎県都城市神之山町１７３５番
宮崎県都城市神之山町１７３５番地
宮崎県都城市神之山町１８０１－１
宮崎県都城市神之山町１８０５
宮崎県都城市神之山町１８１２－２
宮崎県都城市神之山町１８４５－２
宮崎県都城市神之山町２０４７番地２
宮崎県都城市神之山町２４１０
宮崎県都城市太郎坊町６１０１
宮崎県都城市太郎坊町７７１５
宮崎県都城市太郎坊町７７３９番地１

6／8 ページ

電話番号
0986-38-1115
0986-23-2855
0986-23-3706
0986-58-4799
0986-55-1418
0986-58-5609
0986-58-4494
0986-58-4828
0986-38-5110
0986-47-1701
0986-36-6312
0986-27-5200
0986-47-4450
0986-64-1565
0986-64-3328
0986-57-5230
0986-24-5494
0986-36-0688
0986-36-1181
0986-45-3380
0986-36-1250
0986-36-2646
0986-45-3385
0986-45-3040
0986-38-3070
0986-36-5233
0986-38-1458
0986-38-4155
0986-38-1380
0986-38-1244
0986-38-3311
0986-38-6366
0986-38-1523
0986-38-0777
0986-36-7994

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

西都市

児湯郡

事業所名
日本郵便株式会社 都城郵便局
株式会社ニッコン九州 都城営業所
株式会社橘運送 都城営業所
九州安芸重機運輸株式会社 都城営業所
株式会社マキタエキスプレス 本社営業所
有限会社三協運輸 本社営業所
株式会社ユアサエキスプレス 都城営業所
日正運輸株式会社 都城営業所
宮崎牧迫運輸株式会社 本社営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 都城営業所
有限会社ケイ・エム・エクスプレス 本社営業所
草水運送株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 宮崎北営業所
ヤマト運輸株式会社 西都支店
有限会社宮崎配送センター 西都営業所
日向運輸株式会社 高鍋営業所
丸和運送株式会社 本社
佐川急便株式会社 高鍋営業所
有限会社共和運輸 高鍋営業所
ヤマト運輸株式会社 高鍋支店
有限会社土公運送 本社営業所
株式会社キング運輸 宮崎北営業所
株式会社江本運輸 本社営業所
有限会社江本土木 本社営業所
株式会社藤東Ｅライン 本社営業所
丸和運送株式会社 川南支店
有限会社六車運輸 本社営業所
有限会社山下商事 本社営業所
株式会社松尾運送 川南営業所
ヤマト運輸株式会社 川南支店

北諸県郡

有限会社エスアイシー産業 本社
株式会社エスワイプロモーション 宮崎営業所
南九州有機産業株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 三股支店

※「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
宮崎県都城市中町１４街区１８号
宮崎県都城市都北町１０９８－１
宮崎県都城市都北町５１３０－２
宮崎県都城市都北町５１６１
宮崎県都城市都北町７２５８
宮崎県都城市都北町７２８１番地
宮崎県都城市都北町７２８５
宮崎県都城市都北町７３４５番地
宮崎県都城市都北町７３５６
宮崎県都城市都北町７４７０番地
宮崎県都城市蓑原町３０６２番地５
宮崎県都城市蓑原町３０６２番地５
宮崎県西都市聖陵町２丁目３０番地
宮崎県西都市大字右松字北鶴５２８－１
宮崎県西都市大字下三財字藤崎８４８
宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦９－１４
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田６２９０－１
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字堂薮６３０４－４－２
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋字山伏山８７４３－２３
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２１００－２９，２１０
０－３０
宮崎県児湯郡新富町上富田２５８９番地
宮崎県児湯郡新富町大字上富田３２０４－１
宮崎県児湯郡新富町大字日置７４３番地１
宮崎県児湯郡新富町日置７４３番地１
宮崎県児湯郡新富町富田南２丁目２２番地
宮崎県児湯郡川南町大字川南２００１６－１
宮崎県児湯郡川南町大字川南２０２５４－１０
宮崎県児湯郡川南町大字川南４５９２番地１
宮崎県児湯郡川南町大字川南字豊原２１７３１－１３
宮崎県児湯郡川南町大字川南字名貫２００８０，２００
８５
宮崎県児湯郡都農町川北１０９３４－１
宮崎県児湯郡都農町大字川北１８６９５番４１
宮崎県児湯郡都農町大字川北字水洗８４９６
宮崎県北諸県郡三股町大字樺山字射場前４５５２番地１
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電話番号
0986-22-3951
0986-47-1580
0986-46-7233
0986-38-4668
0986-38-3510
0986-38-2500
0986-38-3839
0986-38-8037
0986-38-3855
0986-38-0688
0986-23-2414
0986-23-2414
0983-43-1344
0983-42-1904
0983-44-6262
0983-22-1336
0983-22-2615
0983-22-4501
0983-23-1514
0983-23-0742
0983-33-3019
0983-33-5351
0983-33-3776
0983-33-4162
0983-33-2102
0983-27-0166
0983-27-5006
0983-27-3921
0983-27-4314
0983-21-3982
0983-25-4319
0983-21-2066
0983-25-3366
0986-51-2467

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

西諸県郡
東諸県郡

事業所名
株式会社三股運送 本社営業所
丸和運送株式会社 都城支店
エース総合運輸株式会社 都城営業所
有限会社日輪運輸 本社営業所
株式会社キング運輸 都城営業所
丸善運輸株式会社 宮崎営業所
日通宮崎運輸株式会社 ＪＡ都城配送センター
株式会社ランテック 南九州支店
株式会社昇栄 宮崎
日通宮崎運輸株式会社 高原事業所
株式会社ＪＡ物流みやざき 霧島営業所
有限会社南九州物流 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 国富支店
有限会社藤元運送 本社営業所
日豊輸送株式会社 本社営業所

西臼杵郡
東臼杵郡

宮崎郡

株式会社熊本ミトモ 宮崎営業所
株式会社キング運輸 高千穂営業所
ヤマト運輸株式会社 高千穂支店
株式会社大窪商店 延岡営業所
有限会社孝伸運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 門川支店
有限会社荒木運輸 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
宮崎県北諸県郡三股町大字樺山４６７２－１７３
宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池３６４０番地３
宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池４５２－３
宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池字下原４３９６
宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池字中原３７３０－１
宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池字南原３６４５－１
宮崎県北諸県郡三股町稗田１９－９
宮崎県北諸県郡三股町蓼池４３４６－１
宮崎県北諸県郡三股町蓼池４５８６番地１
宮崎県西諸県郡高原町大字後川内７０番地２
宮崎県西諸県郡高原町大字西麓３２４１－３
宮崎県東諸県郡綾町大字入野３３０８番地３３０７
宮崎県東諸県郡国富町大字田尻字下水流１２３番地
宮崎県東諸県郡国富町大字本庄４８４８－３，４８４６
－２７
宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上代５３５、５３３、
５３４、５３７、５３２、５３２－２、５３３－２
宮崎県東諸県郡国富町大字木脇字大谷３５７３－３
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井１６４２番地１
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井６３１５－３
宮崎県東臼杵郡門川町大字加草字庵作１１８－５
宮崎県東臼杵郡門川町大字加草字倉谷２７２５
宮崎県東臼杵郡門川町中須５丁目４６
宮崎県宮崎郡清武町大字今泉甲３６０８－１６，３６０
８－７
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電話番号
0986-52-1800
0986-53-3966
0986-52-6611
0986-52-7389
0986-27-5351
0986-52-7730
0986-53-3670
0986-52-1331
0986-36-5681
0984-42-2793
0984-25-6355
0985-77-3439
0985-75-3933
0985-75-5151
0985-75-1941
0985-82-9731
0982-73-1155
0982-72-6872
0982-63-3207
0982-63-6515
0982-68-1106
0985-85-4656

主な輸送品目（任意掲載）

