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
久留米運送株式会社 宮崎支店
日本郵便輸送株式会社 宮崎営業所
株式会社サカイ引越センター 宮崎支社
日本通運株式会社 宮崎重機建設事業所
高千穂倉庫運輸株式会社 江平営業所
株式会社マルビシ興運 宮崎営業所
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
有限会社コア物流 高岡営業所
宮崎運輸株式会社 本社営業所
つきぢＴＣ株式会社 本社営業所
宮崎物流サービス株式会社 本社営業所
株式会社らくのう運輸 宮崎営業所
日通宮崎運輸株式会社 宮崎事業所
宮崎綜合警備株式会社 本社営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 宮崎営業所
新光運輸株式会社 本社営業所
宮崎陸運有限会社 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
有限会社ナカエ商事 宮崎支店
株式会社ヤクシン運輸 宮崎営業所
ヤマト運輸株式会社 大塚支店
宮崎郵便逓送株式会社 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

えびの市
小林市

株式会社キング運輸 えびの営業所
南九州福山通運株式会社 えびの営業所
佐川急便株式会社 小林営業所

※「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
宮崎県宮崎市阿波岐原町坊ノ下２８６４
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立毛１０７７番－１
宮崎県宮崎市江平中町４－３
宮崎県宮崎市江平東町５番１２
宮崎県宮崎市港３丁目２０番
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大字花見１７２０－１７
宮崎県宮崎市高千穂通１－４－２６
宮崎県宮崎市佐土原町下田島１１５３１－３
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大字下田島９６６２番地９
宮崎県宮崎市昭栄町６７
宮崎県宮崎市生目台西３丁目４番地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
宮崎県宮崎市大字田吉字西前島１９５６－２
宮崎県宮崎市大字島之内字堂山１０５９３－９
宮崎県宮崎市大塚町横立１３５７
宮崎県宮崎市大塚町西ノ原１３００番地
宮崎県宮崎市田野町乙１７２７－１９０
宮崎県宮崎市田野町字桜ヶ丘乙１７４２番４７
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湯田４３４－１
宮崎県小林市大字南西方字石氷５３－５
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電話番号
0985-24-2151
0985-22-6000
0985-60-7680
0985-23-0202
0985-35-3583
0985-26-8321
0985-83-2007
0985-30-9870
0985-82-3662
0985-82-3730
0985-82-4858
0985-82-2486
0985-23-2321
0985-73-5439
0985-62-7311
0985-74-2501
0985-28-3842
0985-50-9191
0985-63-9210
0985-51-7507
0985-51-6037
0985-56-5351
0985-56-9893
0985-52-2141
0985-39-0308
0985-51-1437
0985-47-6033
0985-86-1666
0985-34-9144
0984-33-5351
0984-35-1292
0984-23-8059

H27.12.15
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
日南市

延岡市

日向市

都城市

事業所名
株式会社霧島商事 本社営業所
株式会社キング運輸 日南営業所
佐川急便株式会社 日南営業所
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
木村産業株式会社 本社営業所
株式会社キング運輸 延岡営業所
日本通運株式会社 宮崎航空支店 延岡営業所
有限会社南九州商運 本社営業所
南九州福山通運株式会社 延岡営業所
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
日本郵便株式会社 延岡郵便局
佐川急便株式会社 日向営業所
臼杵運送株式会社 宮崎営業所
有限会社本田運送 本社営業所
株式会社キング運輸 日向営業所
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
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
長洲運送株式会社 宮崎営業所
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
日通宮崎運輸株式会社 都城事業所
宮崎物流サービス株式会社 都城営業所
佐川急便株式会社 都城営業所
有限会社中央運送 本社営業所
株式会社マキタエキスプレス 本社営業所
日正運輸株式会社 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
宮崎県小林市北西方３６６７番地１
宮崎県日南市戸高２丁目１４－４
宮崎県日南市西弁分３丁目４番４
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
宮崎県延岡市古川町８２－１
宮崎県延岡市出北６丁目１５９１－１，１５９４－２
宮崎県延岡市出北６丁目２１１４番１
宮崎県延岡市新浜町２丁目８９３５－５８
宮崎県延岡市石田町４８５７
宮崎県延岡市大武町１３９９
宮崎県延岡市大武町３９番１６０
宮崎県延岡市南町１丁目３－５
宮崎県日向市梶木町１－１６
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字池１６７４
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
宮崎県都城市宮丸町３１２８－１
宮崎県都城市五十町４５４０－１５
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６０４４－７
宮崎県都城市高木町６１２２－１５
宮崎県都城市山田町山田９７５５－２
宮崎県都城市山之口町富吉２３２０－４
宮崎県都城市志比田町５２１６－２
宮崎県都城市神之山町１７３５番
宮崎県都城市神之山町１８０５
宮崎県都城市神之山町１８４５－２
宮崎県都城市都北町７１００－３
宮崎県都城市都北町７２５８
宮崎県都城市都北町７３４５番地

2／3 ページ

電話番号
0984-22-6648
0987-22-5351
0985-63-9663
0987-23-5514
0987-23-5125
0982-35-6477
0982-35-5351
0982-21-4402
0982-37-6811
0982-37-8888
0982-21-0353
0982-33-4680
0982-32-2450
0982-52-5820
0982-53-4062
0982-52-4455
0982-53-5351
0982-55-3415
0982-55-3415
0982-53-3211
0982-52-3540
0986-23-2855
0986-23-3706
0986-58-4828
0986-47-1701
0986-36-6312
0986-64-3328
0986-57-5230
0986-24-5494
0986-38-3070
0986-38-4155
0986-38-1244
0986-38-3382
0986-38-3510
0986-38-8037

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

児湯郡
北諸県郡

西諸県郡
東諸県郡
西臼杵郡
東臼杵郡

事業所名
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
草水運送株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 高鍋営業所
株式会社キング運輸 宮崎北営業所
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
株式会社キング運輸 都城営業所
株式会社ランテック 南九州支店
日通宮崎運輸株式会社 高原事業所
ヤマト運輸株式会社 国富支店
株式会社キング運輸 高千穂営業所
株式会社大窪商店 延岡営業所

※「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
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字堂薮６３０４－４－２
宮崎県児湯郡新富町大字上富田３２０４－１
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中原３７３０－１
宮崎県北諸県郡三股町蓼池４３４６－１
宮崎県西諸県郡高原町大字後川内７０番地２
宮崎県東諸県郡国富町大字田尻字下水流１２３番地
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井１６４２番地１
宮崎県東臼杵郡門川町大字加草字庵作１１８－５
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電話番号
0986-38-3855
0986-38-0688
0986-23-2414
0983-22-4501
0983-33-5351
0986-53-3966
0986-52-6611
0986-27-5351
0986-52-1331
0984-42-2793
0985-75-3933
0982-73-1155
0982-63-3207

主な輸送品目（任意掲載）

