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
日本郵便輸送株式会社 大分営業所
中村産業輸送株式会社 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
丸高産業運輸株式会社 本社営業所
大分丸善運輸株式会社 本社営業所
内田運輸株式会社 大分営業所
福岡いづみ運輸株式会社 大分営業所
株式会社中津急行 大分営業所
株式会社ジャパンエキスプレス 大分支店
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
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
さくら運輸株式会社 大分営業所
臼杵運送株式会社 鶴崎支店
下関通運株式会社 大分営業所
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
一番運輸株式会社 本社営業所
株式会社北大 本社営業所
鶴海運輸株式会社 本社営業所
有限会社中央産業輸送 本社営業所
有限会社堀兄弟運送 大分営業所
有限会社赤星産業 本社
新生運送株式会社 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
大分輸送株式会社 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。

安全性優良事業所

（大分県）

住所
大分県大分市羽田１９１－１５
大分県大分市横尾２８０
大分県大分市原川１丁目２－１２
大分県大分市原川３－１－１５
大分県大分市向原沖１－２－１４
大分県大分市向原西１－７－３９
大分県大分市上戸次７３２－１
大分県大分市青崎２－４－３
大分県大分市青崎２丁目５番１０号
大分県大分市大在２番地
大分県大分市大字下郡字川久保３５２２－１
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
大分県大分市大字種具１３９４－１
大分県大分市大字小中島字中島１２００番地の１
大分県大分市大字駄原字豊久北浦２８９８－１
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
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番地の１５
大分県大分市大字丹川１９０１番地２
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
大分県大分市大字竹矢１３８１－１
大分県大分市大字南字石原２８３－１
大分県大分市大字迫９２５－３
大分県大分市大字畑中９０８－５
大分県大分市大州浜１－３－４３
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電話番号
097-568-6332
097-520-5401
097-551-1138
097-552-1539
097-558-1500
097-552-1767
097-595-1088
097-527-3221
0975-24-0302
097-592-5555
097-568-3315
097-588-1702
097-588-0270
097-522-3751
097-524-0202
097-527-2280
097-527-7600
097-528-1214
097-527-5304
097-538-1588
097-534-0540
097-593-3810
097-593-1177
097-592-4646
097-592-2266
097-528-1800
097-586-7050
097-588-0177
097-522-1238
097-521-7733
097-545-3623
097-558-5622

H27.12.15
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

株式会社大福物流 大分営業所
トーショー九州株式会社 本社営業所
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
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
東九州デイリーフーヅ株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 大分警送事業所
高千穂倉庫運輸株式会社 大分営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 大分営業所
ＳＢＳフレックネット株式会社 大分営業所
ゆうび運輸有限会社 本社営業所
大分物流サービス株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大分主管支店
九州産交運輸株式会社 大分センター
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
日本通運株式会社 大分航空支店
有限会社香下電装 本社営業所
宇佐市
株式会社セイワ 本社営業所
大分物流サービス株式会社 宇佐営業所
臼杵運送株式会社 本社営業所
臼杵市
野津運送株式会社 野津営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 中津支店
中津市
株式会社三勢 本社営業所
西日本ダイハツ運輸株式会社 大分営業所
センコー株式会社 北九州支店 中津営業所
名古屋東部陸運株式会社 九州営業所
有限会社山中陸送 本社営業所
大分運輸株式会社 日田営業所
日田市
株式会社物流サポート 本社営業所
豊後大野市 東九物流システム株式会社 本社営業所
三九運輸株式会社 大分営業所
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
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４番
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１番４５号
大分県大分市弁天３丁目１番６号
大分県大分市豊海１－１９９４－２０２
大分県大分市豊海３－４－９
大分県大分市豊海３－９－８
大分県大分市豊海３丁目１９９４－２０７
大分県大分市豊海３丁目１９９４番地１９２
大分県大分市豊海５－１９９４－１４９
大分県大分市豊海５丁目２－８
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番２２９
大分県宇佐市院内町香下３０２番地の１
大分県宇佐市院内町香下８７２番地の２
大分県宇佐市大字南宇佐字辻平９７２－１
大分県臼杵市大字福良１７６６－１
大分県臼杵市野津町大字宮原３６８４－１
大分県中津市犬丸５１
大分県中津市大字上如水１２０３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６－６
大分県中津市大字田尻崎７番地２
大分県中津市大字福島９１０－２
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３４３４番地１
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玉田２２６７－１
大分県豊後大野市大野町田中１２６番地
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電話番号
097-547-9460
097-528-9118
097-593-1050
097-593-3815
097-535-9545
097-569-3411
097-536-0505
097-538-0414
097-573-4743
097-534-3460
097-536-5064
097-533-5500
097-576-7518
097-533-8062
097-537-0013
097-532-1210
097-533-1501
097-534-9221
097-536-6069
0978-42-6117
0978-42-7388
0978-37-2855
0972-63-5151
0974-32-2921
0979-32-2525
0979-32-7441
0979-53-6711
0979-32-1300
0979-33-0470
0979-32-7467
0973-24-0202
0973-22-1425
0974-22-6717
0974-22-8839
0974-34-2167

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
別府市

由布市

速見郡

事業所名
佐川急便株式会社 竹田営業所
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
日本郵便株式会社 別府郵便局
株式会社挾間物流サービス 本社営業所
株式会社挾間物流サービス 庄内営業所
合資会社坂本砿業所 本社
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

※「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
大分県豊後大野市朝地町朝地５６１
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
大分県別府市餅ヶ浜町４－２３
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１２５５番地３３
大分県由布市庄内町大龍字塚ノ原２１２５－１
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
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電話番号
0974-72-0115
0977-73-8722
080-5043-2480
0977-26-2124
0977-24-4689
097-582-2288
097-582-2288
097-585-1002
0977-72-2852
0977-73-2130

主な輸送品目（任意掲載）

