貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
佐賀市

伊万里市
嬉野市

鹿島市
唐津市

神埼市

小城市

事業所名
理研運輸株式会社 本社営業所
信栄運送株式会社 佐賀営業所
株式会社博運社 佐賀営業所
協業組合九州ロジテックカーゴ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 佐賀中央支店
有限会社ノーサン運輸 本社営業所
日本郵便株式会社 佐賀北郵便局
株式会社九商運輸 本社営業所
九州エース物流株式会社 佐賀営業所
株式会社田中守商店 本社営業所
九州西濃運輸株式会社 佐賀引越センター
久米運送株式会社 本社営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 佐賀支店
佐賀運輸株式会社 本社営業所
九州産交運輸株式会社 佐賀センター
筑後運送株式会社 佐賀営業所
西日本マルエス株式会社 佐賀営業所
九州西濃運輸株式会社 佐賀支店
九州西濃運輸株式会社 伊万里北営業所
東洋陸運株式会社 伊万里営業所
株式会社中山運輸 塩田営業所
田口運送株式会社 本社営業所
有限会社西野総業運輸 本社営業所
肥前通運株式会社 鹿島営業所
上野輸送株式会社 唐津営業所
合同会社ＫＩＴＳライン 唐津営業所
株式会社未来物流 千々賀営業所
株式会社ロジコム 唐津営業所
有限会社堀兄弟運送 佐賀営業所
製缶陸運株式会社 佐賀営業所
ヤクルトロジスティクス株式会社 佐賀営業所
有限会社ジョイックスシステム 本社営業所
佐賀大石運輸株式会社 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。

安全性優良事業所

（佐賀県）

住所
佐賀県佐賀市駅前中央３丁目１１９－１
佐賀県佐賀市開成６－１３－１６
佐賀県佐賀市久保田町大字徳万字快万２０３４
佐賀県佐賀市久保田町大字久富字二本松篭３００３－１
佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島字一本松２５０－１
佐賀県佐賀市金立町大字千布２１１９番地１
佐賀県佐賀市高木瀬西３丁目２－５
佐賀県佐賀市諸富町諸富津１４６－１２
佐賀県佐賀市諸富町諸富津１４６－３
佐賀県佐賀市諸富町大字徳富２０６番地の１
佐賀県佐賀市新栄西１－１０－２
佐賀県佐賀市大和町大字川上２８４０－３
佐賀県佐賀市鍋島町大字森田５４３－１
佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸３０１０
佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸３１５２
佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸字上深町３０２０
佐賀県佐賀市富士町大字上熊川苗代角力場６８１－４１
佐賀県佐賀市兵庫町大字渕１５４０－１
佐賀県伊万里市山代町楠久９２９－９０
佐賀県伊万里市山代町楠久津字新田１７７－１９１
佐賀県嬉野市塩田町大字久間乙１２３０－１６
佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲３４４８－１
佐賀県嬉野市嬉野町下宿丁２０４－１
佐賀県鹿島市古枝甲５９１
佐賀県唐津市東大島町２番地２３
佐賀県唐津市半田１０６０－４
佐賀県唐津市養母田１０－４
佐賀県唐津市養母田３－６
佐賀県神埼市神埼町姉川２１００番地
佐賀県神埼市神埼町城原１２３５
佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２３００－１
佐賀県神埼市千代田町迎島字三本柳５４７－６
佐賀県小城市牛津町乙柳８１２番地１
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電話番号
0952-30-5661
0952-33-8837
0952-68-3737
0952-68-2141
0952-26-6173
0952-32-1185
0952-36-7202
0952-34-8787
0952-47-2531
0952-47-3248
0952-24-6011
0952-98-9057
0952-32-6123
0952-23-8797
0952-40-0077
0952-23-0168
0952-64-2354
0952-31-2271
0955-28-0230
0955-28-0135
0954-66-5757
0954-66-2108
0954-20-2877
0954-62-4141
0955-72-1371
0955-77-1393
0955-78-1848
0955-70-3975
0952-55-6015
0952-53-5131
0952-53-0788
0952-44-5890
0952-66-3055

H28.12.15
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

多久市
武雄市

鳥栖市

神埼郡
杵島郡

事業所名
有限会社勝洋 本社
株式会社福岡ケイエス物流 佐賀営業所
株式会社光葉産業運輸 佐賀営業所
株式会社サカイ引越センター 佐賀支社
有限会社興栄サービス 本社営業所
株式会社南里運送 本社営業所
株式会社東西運輸 本社営業所
有田陸運株式会社 本社営業所
九州西濃運輸株式会社 武雄支店
清本運輸株式会社 武雄営業所
肥前通運株式会社 本社営業所
株式会社連合運輸 本社営業所
諸星運輸株式会社 九州営業所
谷口興業株式会社 鳥栖営業所
筑後運送株式会社 鳥栖支店
西久大運輸倉庫株式会社 鳥栖通運営業所
アサヒ通運株式会社 本社営業所
太陽運輸倉庫株式会社 鳥栖物流センター
九州名鉄運輸株式会社 中九州営業所
九州西濃運輸株式会社 鳥栖支店
堀部運送株式会社 鳥栖支店
株式会社田島運送 鳥栖営業所
日通久留米輸送株式会社 本社営業所
佐賀運輸株式会社 鳥栖支店
朝日オリコミ西部株式会社 佐賀・筑後センター
園田陸運株式会社 鳥栖営業所
日本ルートサービス株式会社 鳥栖事業所
株式会社ティー・エル・エス 鳥栖営業所
秋田運輸株式会社 鳥栖営業所
ダイワ運輸株式会社 鳥栖営業所
株式会社ケイ・ビー・エス 株式会社ケイ・ビー・エス
本社営業所
合同会社ＫＩＴＳライン 本社営業所
住ノ江海陸運輸株式会社 本社営業所
株式会社大富 佐賀営業所

※「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

佐賀県小城市牛津町上砥川４４９－１
佐賀県小城市三日月町樋口８９９
佐賀県小城市三日月町樋口字五条１７１５－１
佐賀県小城市小城町字布施ヶ里一角６０８－２
佐賀県小城市小城町晴気２２４８－１
佐賀県多久市東多久町大字別府３４９３－１
佐賀県多久市東多久町大字別府字平田３５０２－１
佐賀県武雄市山内町宮野２２７３０
佐賀県武雄市若木町大字川古９６７９－９
佐賀県武雄市武雄町大字武雄１８５３番地１
佐賀県武雄市北方町大字志久１９３６番地１
佐賀県武雄市北方町大字大崎１１３１－３
佐賀県鳥栖市永吉町字セイノオ７００－７
佐賀県鳥栖市儀徳町字浦田３２７６
佐賀県鳥栖市原町字大野１３７０－５
佐賀県鳥栖市原町字大野１３７０－５
佐賀県鳥栖市江島町１６７７－１
佐賀県鳥栖市江島町字熊本１７１５－２
佐賀県鳥栖市高田町字亀ノ甲１９１
佐賀県鳥栖市真木町字赤江１０８５番地
佐賀県鳥栖市西新町１４２８－１８１
佐賀県鳥栖市村田町９０７－２
佐賀県鳥栖市藤木町１５９２番地２
佐賀県鳥栖市藤木町字若桜１－４７
佐賀県鳥栖市藤木町若桜３－１５
佐賀県鳥栖市姫方町１６１１
佐賀県鳥栖市姫方町１６２４
佐賀県鳥栖市姫方町字堀田１６１１
佐賀県鳥栖市立石町１２番１０３
佐賀県鳥栖市立石町字惣楽８６５－１

0952-63-8780
0952-73-3167
0952-72-3147
0952-71-1106
0952-73-4669
0952-76-3663
0952-76-2930
0954-20-7161
0954-26-3300
0954-20-0370
0954-36-5151
0954-36-2555
0942-84-7007
0942-81-3133
0942-85-2030
0942-87-7473
0942-87-8511
0942-84-2000
0942-83-0472
0942-83-0881
0942-82-3452
0942-48-3320
0942-83-3500
0942-81-5033
0942-87-3037
0942-84-8119
0942-81-3700
0942-81-5500
0942-83-7190
0942-81-2666

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町石動１２９２番地４

0952-52-6335

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町石動２５３４－１
佐賀県杵島郡大町町大字福母１８１－５
佐賀県杵島郡白石町大字馬洗１５４０－１

0952-55-6045
0952-82-3136
090-1921-5489
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

西松浦郡
三養基郡

事業所名
三共運輸株式会社 本社営業所
有限会社開成運送 本社営業所
株式会社吉田運送 本社営業所
有限会社井手商店 本社営業所
太田運輸株式会社 佐賀支店
井手運送有限会社 基山営業所
大成運輸株式会社 佐賀営業所
川崎陸送株式会社 鳥栖営業所
有限会社シュライン物流 佐賀支社
振興産業株式会社 鳥栖物流センター

※「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
佐賀県杵島郡白石町大字福富２４２番地
佐賀県杵島郡白石町大字福富４１７８－１
佐賀県西松浦郡有田町上本乙２５２５番地２
佐賀県西松浦郡有田町大野乙２５９６－７
佐賀県三養基郡みやき町大字簑原３９１７番地１
佐賀県三養基郡基山町園部２４５９－１１
佐賀県三養基郡基山町小倉６４３－６
佐賀県三養基郡基山町大字小倉１１８－１
佐賀県三養基郡基山町大字長野９５０－１
佐賀県三養基郡上峰町大字坊所２３９３－２
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電話番号
0952-87-3581
0952-87-3655
0955-46-4845
0955-43-3633
0942-94-5900
0942-92-5529
050-3775-0383
0942-81-7122
0942-92-1820
0952-97-7618

主な輸送品目（任意掲載）

