貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
鹿児島市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 宇宿支店
中越輸送株式会社 鹿児島営業所
株式会社にしけい 鹿児島営業所
株式会社橘運送 鹿児島営業所
株式会社エスライン九州 鹿児島営業所
株式会社ファミリー八興 鹿児島営業所
アサヒ物流株式会社 本社営業所
株式会社ランテック 鹿児島支店
丸和運送株式会社 鹿児島支店
食品サービス株式会社 鹿児島営業所
日本通運株式会社 鹿児島支店 鹿児島重機建設事業所
日本通運株式会社 鹿児島支店 鹿児島総合物流事業所
株式会社ニヤクコーポレーション 九州支店 鹿児島事業
所
鹿児島海陸運送株式会社 海陸トランスポートセンター
日本郵便輸送株式会社 鹿児島営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 鹿児島営業所
久留米運送株式会社 鹿児島支店
福山エクスプレス株式会社 鹿児島営業所
日本貨物株式会社 鹿児島中央営業所
株式会社ゼロ九州 鹿児島営業所
株式会社共進組 本社営業所
鹿児島荷役海陸運輸株式会社 谷山臨海事業所
三九運輸株式会社 本社営業所
松藤商事株式会社 鹿児島事業所
新光運輸株式会社 鹿児島営業所
有限会社姶良物流 鹿児島営業所
株式会社山川物流 鹿児島営業所
薩摩倉庫運輸株式会社 本社営業所
システム物流株式会社 本社営業所
株式会社サニタリー 本社営業所
日本郵便株式会社 鹿児島南郵便局
日本図書輸送株式会社 鹿児島営業所

※「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
住所

（鹿児島県）
電話番号

鹿児島県鹿児島市宇宿２－３７９７－１２
鹿児島県鹿児島市宇宿２－３７９８－７
鹿児島県鹿児島市宇宿２－８－２４
鹿児島県鹿児島市宮之浦町３６０９－３
鹿児島県鹿児島市錦江町７－７
鹿児島県鹿児島市七ツ島１－６－２１
鹿児島県鹿児島市七ツ島１－９４
鹿児島県鹿児島市七ッ島１丁目３－１９
鹿児島県鹿児島市七ツ島１丁目５－７
鹿児島県鹿児島市小山田町７２７８
鹿児島県鹿児島市小川町２３－７
鹿児島県鹿児島市小川町２５－４．５．６

099-259-8712
099-258-2558
099-213-0756
099-294-1414
099-226-8191
099-262-5540
099-262-4700
099-284-2211
099-261-0011
099-238-5777
099-226-6617
099-226-6114

鹿児島県鹿児島市新栄町１４－１７

099-253-5522

鹿児島県鹿児島市西別府町３０１０－３５
鹿児島県鹿児島市西別府町３０１０－３７
鹿児島県鹿児島市西別府町３０１０番地４１
鹿児島県鹿児島市西別府町３２００－５
鹿児島県鹿児島市西別府町３２００番地の３
鹿児島県鹿児島市泉町２－３
鹿児島県鹿児島市谷山港１－２－３
鹿児島県鹿児島市谷山港１丁目２４
鹿児島県鹿児島市谷山港３－１－１
鹿児島県鹿児島市谷山港３－１－１５
鹿児島県鹿児島市谷山港３－１－４
鹿児島県鹿児島市谷山港３－１－４
鹿児島県鹿児島市谷山港３－１－５
鹿児島県鹿児島市谷山港３－１－５
鹿児島県鹿児島市谷山港３－１－６
鹿児島県鹿児島市谷山港３－４－１３
鹿児島県鹿児島市谷山港３－４－７
鹿児島県鹿児島市谷山中央２－４５１９－１
鹿児島県鹿児島市東開町８－２４

099-282-8311
099-283-3313
099-281-6050
099-281-7101
099-281-2920
099-223-4567
099-262-5025
099-226-7115
099-262-0385
099-262-1139
099-261-9588
099-262-3727
099-203-0126
099-261-3361
099-261-7979
099-261-9900
099-262-1764
099-268-3300
099-266-1552
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

佐川急便株式会社 霧島営業所
鹿児島牧迫運輸株式会社 本社営業所
株式会社昭和貨物 本社営業所
鹿児島荷役海陸運輸株式会社 谷山飼料事業所
宮崎運輸株式会社 鹿児島営業所
九州産交運輸株式会社 鹿児島センター
株式会社末永建設 運輸部営業所
有限会社藤崎運送 本社営業所
県姶良市 ジャパンプランニング株式会社 姶良営業所
ヤマトボックスチャーター株式会社 鹿児島支店
阿久根市 愛甲運送有限会社 本社営業所
名瀬港運株式会社 本社営業所
奄美市
株式会社鶏友サービス 本社営業所
出水市
九州西濃運輸株式会社 出水営業所
佐川急便株式会社 出水営業所
いちき串木野市 トールエクスプレスジャパン株式会社 川内支店
株式会社ユタカ産業 本社営業所
株式会社エルス 串木野営業所
株式会社エスライン九州 鹿屋営業所
鹿屋市
株式会社南栄運輸 鹿屋営業所
佐川急便株式会社 鹿屋営業所
日本貨物株式会社 鹿屋営業所
ヤマト運輸株式会社 鹿屋支店
有限会社大姶良運送 本社営業所
株式会社山坂 本社営業所
高千穂倉庫運輸株式会社 霧島営業所
霧島市
西久大運輸倉庫株式会社 南九州支店
日本通運株式会社 鹿児島航空支店 鹿児島空港営業所
熊本交通運輸株式会社 鹿児島空港営業所
株式会社ロジステックネットワーク 鹿児島空港営業所
大和物流株式会社 鹿児島営業所
薩摩川内市 中村産業輸送株式会社 川内営業所
株式会社外薗運輸機工 本社営業所
志布志市 株式会社橘運送 志布志営業所
株式会社有村運送 志布志

※「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
鹿児島県鹿児島市東佐多町２６
鹿児島県鹿児島市南栄３丁目６番地２
鹿児島県鹿児島市南栄３丁目９番地
鹿児島県鹿児島市南栄４－１１－１
鹿児島県鹿児島市南栄４－１１－１
鹿児島県鹿児島市南栄４丁目１１番１
鹿児島県鹿児島市本名町６５０６－５
鹿児島県鹿児島市本名町８５１－１
鹿児島県姶良市中津野５８６－１
鹿児島県姶良市平松字前畑２９５７番７
鹿児島県阿久根市大川９７９６
鹿児島県奄美市名瀬塩浜町１７番７号
鹿児島県出水市知識町６５５
鹿児島県出水市明神町２６６７－３
鹿児島県出水市明神町２７１９
鹿児島県いちき串木野市芹ヶ野１４１６６－１
鹿児島県いちき串木野市大里字下手前５５９０－１・２
鹿児島県いちき串木野市浜ヶ城１２１８２－２
鹿児島県鹿屋市旭原町２５６１－２
鹿児島県鹿屋市旭原町２８９４－１
鹿児島県鹿屋市旭原町３６４２－２
鹿児島県鹿屋市今坂町９９９２－１
鹿児島県鹿屋市大浦町１３４２７－１
鹿児島県鹿屋市田渕町１５５６－２
鹿児島県鹿屋市東原町５９６４－５６
鹿児島県霧島市溝辺町崎森字榎原２９８４－４
鹿児島県霧島市溝辺町麓１４４０－１
鹿児島県霧島市溝辺町麓６２６－１
鹿児島県霧島市溝辺町麓字曲迫２７４－５
鹿児島県霧島市溝辺町麓南迫４７４番１
鹿児島県霧島市隼人町西光寺２４２７－４０
鹿児島県薩摩川内市港町６１２２番２６３号
鹿児島県薩摩川内市陽成町１４６６－１
鹿児島県志布志市志布志町安楽６１５５－７
鹿児島県志布志市志布志町志布志３２７３－７
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電話番号
099-295-2221
099-266-0085
099-263-3011
099-202-0399
099-267-6747
099-267-6723
099-294-2528
099-294-2035
0995-65-3822
0995-65-9696
0996-74-0770
0997-52-2311
0996-62-8161
0996-67-1061
0996-67-4100
0996-32-3100
0996-36-4521
0996-32-1788
0994-43-3066
0994-43-0575
0994-42-5551
0994-43-3119
0994-44-9656
0994-48-2037
0994-43-4841
0995-58-9120
0995-58-4277
0995-58-2204
0995-73-6674
0995-58-9622
0995-42-3840
0996-26-3261
0996-30-1311
099-472-7017
0994-72-3911

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

垂水市
日置市

事業所名
有限会社ナンクス 本社営業所
鹿児島サンクス運輸有限会社 志布志営業所
福岡運輸株式会社 南九州営業所
ヤマト運輸株式会社 垂水本城支店
中村産業輸送株式会社 鹿児島営業所
有限会社ヒガシマル運輸 本社営業所
有限会社ＭＩＫＩ物流 本社営業所

南さつま市 日本貨物株式会社 加世田営業所

南九州市
姶良郡
大島郡
熊毛郡
曽於郡

株式会社有村運送 本社営業所
株式会社グローバルライン 本社営業所
佐川急便株式会社 南さつま営業所
南九州福山通運株式会社 知覧営業所
九州産交運輸株式会社 栗野事業所
ヤマト運輸株式会社 与論島センター
佐川急便株式会社 大島営業所
屋久島海陸運輸株式会社 本社営業所
株式会社キング運輸 大隅営業所
有限会社川越産業 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
鹿児島県志布志市有明町原田１１９８－３
鹿児島県志布志市有明町野井倉４７７５－１
鹿児島県志布志市有明町野神３４６７－２
鹿児島県垂水市本城３８７８－１
鹿児島県日置市伊集院町郡４８９番地－１
鹿児島県日置市伊集院町麦生田４０７－１、４０８－
１、４０９－１
鹿児島県日置市伊集院町麦生田４１０
鹿児島県南さつま市加世田高橋字天文方２０６６－２４
３
鹿児島県南さつま市加世田武田６４－１・２
鹿児島県南さつま市金峰町尾下１５２９－２
鹿児島県南九州市川辺町下山田２５５５－１
鹿児島県南九州市知覧町郡１７８５１－２
鹿児島県姶良郡湧水町米永１９１３－７
鹿児島県大島郡与論町大字茶花１５８２
鹿児島県大島郡龍郷町中勝２４０４－１
鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦１２０８－１１
鹿児島県曽於郡大崎町永吉字上ノ段５０２１
鹿児島県曽於郡大崎町菱田９８０－１
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電話番号
099-475-0137
099-471-4016
099-475-2345
0994-32-3503
099-272-3722
099-272-3353
099-272-0670
0993-52-2515
0993-52-2760
0993-77-0020
0993-56-0188
0993-58-7100
0995-74-5872
0997-97-4024
099-762-3299
0997-42-0140
0994-76-5351
099-477-2222

主な輸送品目（任意掲載）

