貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
熊本市

阿蘇市
天草市

宇城市

宇土市

事業所名
九州産交運輸株式会社 熊本コンテナセンター
日本郵便株式会社 熊本中央郵便局
ヤマト運輸株式会社 浜線センター
日本郵便株式会社 熊本東郵便局
株式会社日新企画 本社営業所
株式会社塚腰運送 熊本営業所
ヤマト運輸株式会社 龍田センター
久山流通運輸株式会社 熊本営業所
株式会社小山運送 本社営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 熊本営業所
有限会社三洋運輸 本社営業所
九州産交運輸株式会社 松橋センター
有限会社田島運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 熊本中央支店
株式会社物流春日 本社営業所
株式会社シンクラン 熊本営業所
福岡運輸株式会社 熊本営業所
ヤマト運輸株式会社 植木センター
株式会社博運社 植木営業所
株式会社林運送 熊本営業所
九州産交運輸株式会社 一の宮事業所
日本通運株式会社 熊本支店 天草営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 天草支店
有限会社川端屋運送 本社営業所
日本通運株式会社 天草航空営業所
秋田運輸株式会社 熊本営業所
株式会社マルショウ 本社営業所
株式会社ムロオ 熊本営業所
株式会社丸二運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 松橋支店
小国運送株式会社 熊本営業所
長浜運輸株式会社 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

（熊本県）

住所
熊本県熊本市西区蓮台寺４丁目１－１０
熊本県熊本市中央区新町２丁目１－１
熊本県熊本市東区画図町下無田１４８３－１
熊本県熊本市東区錦ヶ丘１－１０
熊本県熊本市東区戸島７丁目１２－１０
熊本県熊本市東区御領６丁目６－２９
熊本県熊本市東区御領８－１０－８５
熊本県熊本市東区小山５丁目１－１１５
熊本県熊本市東区小山町１９４０－１
熊本県熊本市南区近見６丁目１０９０－５
熊本県熊本市南区近見７丁目１６３７－１
熊本県熊本市南区城南町東阿高１１３４番１
熊本県熊本市南区富合町釈迦堂７８０－３
熊本県熊本市南区平成１－１２－８
熊本県熊本市南区流通団地１－４８
熊本県熊本市南区流通団地１丁目１７
熊本県熊本市北区植木町亀甲２０４８－１
熊本県熊本市北区植木町亀甲字西池上２０４５－２
熊本県熊本市北区植木町舞尾６９９－４
熊本県熊本市北区徳王１－７－１５
熊本県阿蘇市一の宮町宮地４４５４－６
熊本県天草市港町４番１号
熊本県天草市志柿町字西大迫６８３４－３
熊本県天草市新和町小宮地４７３０－１
熊本県宇城市三角町三角浦字本島又１８９－９
熊本県宇城市松橋町古保山２７１２番４
熊本県宇城市松橋町内田３０－１
熊本県宇城市松橋町萩尾字前田７７０－１
熊本県宇土市岩古曽町２２１９－１，２２２０－１
熊本県宇土市松山町字諏訪４３７３
熊本県宇土市新松原町字佐野免１５１－１、１５１－
４、１５２－１、１６４－１
熊本県宇土市長浜町２０３４
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電話番号
096-325-0861
096-352-6671
096-334-8110
096-365-0753
096-283-3999
096-380-6133
096-213-0966
096-388-1533
096-389-1553
096-319-1711
096-324-6425
0964-28-7740
096-320-4580
096-325-0886
096-227-6336
096-285-6990
096-273-2212
096-273-2273
096-273-3199
096-323-3620
0967-22-2880
0969-23-0202
0969-22-5241
0969-46-2135
0964-52-2259
0964-27-5566
0964-33-5070
0964-25-4785
0964-22-3301
0964-27-5410
0964-23-5551
0964-27-1133

H28.12.15
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
上天草市
合志市
菊池市

玉名市
人吉市

八代市

水俣市
山鹿市
芦北郡
阿蘇郡

事業所名
ヤマト運輸株式会社 大矢野センター
有限会社浦辺運送 本社営業所
株式会社共同 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 西合志センター
菊南運輸倉庫株式会社 本社営業所
有限会社九州商事 本社営業所
株式会社九州運輸 本社営業所
日本郵便株式会社 玉名郵便局
桃山運送有限会社 本社営業所
人吉ダイキュー運輸株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 人吉支店
トールエクスプレスジャパン株式会社 人吉支店
株式会社サカイ引越センター 八代支社
エムテックサービス株式会社 本社営業所
株式会社バンテック 本社営業所
丸和運送株式会社 熊本支店
成友物流株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 八代支店
有限会社八代運送 本社営業所
九州紙運輸株式会社 八代営業所
日本通運株式会社 八代支店 八代事業所
株式会社上組 八代営業所
株式会社らくのう運輸 八代営業所
株式会社曙組 曙組本社営業所
まるしん運送株式会社 本社営業所
上野輸送株式会社 八代営業所
株式会社矢住陸運 本店営業所
トータル物流株式会社 本社営業所
株式会社博運社 八代営業所
南九州センコー株式会社 水俣営業所
ヤマト運輸株式会社 水俣センター
ヤマト運輸株式会社 山鹿センター
日本郵便株式会社 山鹿郵便局
ヤマト運輸株式会社 芦北センター
津埜運送株式会社 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
熊本県上天草市大矢野町中字汐垂２４２７－１
熊本県上天草市大矢野町登立３７８２
熊本県合志市栄３７６６－２４
熊本県合志市須屋１９３０－６
熊本県菊池市旭志川辺８８６－３
熊本県菊池市泗水町田島２７２４番地１
熊本県菊池市泗水町田島字立石２７２４番地１
熊本県玉名市中１８０８－２
熊本県玉名市天水町部田見字築合２７４９－１
熊本県人吉市下漆田町字俣口２８３８番地３６
熊本県人吉市下青井町字下青井田３８６－５
熊本県人吉市中青井町３５４－５
熊本県八代市海士江町２６８８
熊本県八代市建馬町４番３１号
熊本県八代市港町１４２番地
熊本県八代市港町２７７
熊本県八代市港町９１番地
熊本県八代市上片町字辺田前１７１４－３
熊本県八代市上野町字五反田２０６０番地
熊本県八代市新開町参号３番１５
熊本県八代市新港町２－４－１
熊本県八代市新港町３丁目２番１２号
熊本県八代市新港町３丁目９－８
熊本県八代市新港町４丁目５－５
熊本県八代市大島町５０５５番地
熊本県八代市大島町５０６９－１２
熊本県八代市中片町２３７
熊本県八代市敷川内町２４６０番地１
熊本県八代市妙見町字石田２０８３－２
熊本県水俣市港町１丁目３番１２号
熊本県水俣市港町２－３１－２
熊本県山鹿市石字辺田１４１３－１
熊本県山鹿市大字山鹿３１４
熊本県芦北郡芦北町芦北字小田尻２４５７－２
熊本県阿蘇郡小国町下城４００の２
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電話番号
0964-56-5056
0964-56-5502
096-248-1133
096-215-1255
0968-37-3701
0968-38-3515
0968-38-3515
0968-72-2280
0968-82-2235
0966-23-0234
0966-22-2730
0966-23-2530
0965-32-1141
0965-33-8338
0965-37-0388
0965-37-0987
0965-31-3558
0965-34-8010
0965-32-2411
0965-46-5220
0965-37-0011
0965-37-3565
0965-37-0281
0965-37-1355
0965-37-2583
0965-37-2058
0965-34-6116
0965-39-4700
0965-32-3925
0966-63-4165
0966-62-2692
0968-44-5119
0968-44-4442
0966-82-5567
0967-46-3328

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

天草郡
上益城郡

菊池郡

事業所名
ヤマト運輸株式会社 小国センター
株式会社サトウロジック 小国営業所
株式会社原田興産 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 苓北センター
日本通運株式会社 熊本支店 熊本総合物流事業所
有限会社青井運送 熊本営業所
ヤマトボックスチャーター株式会社 熊本支店
大八運送有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 矢部センター
ヤマト運輸株式会社 菊陽支店
日本郵便株式会社 熊本北郵便局
ヤマト運輸株式会社 大津センター
長州貨物株式会社 熊本営業所
熊本通運株式会社 熊本大津営業所
佐川急便株式会社 阿蘇営業所

球磨郡
玉名郡
八代郡

一宮運輸株式会社 物流センター熊本
司熊本株式会社 本社営業所
ホンダ運送株式会社 熊本営業所
株式会社青木運輸 本社営業所
株式会社ＮＢＳロジソル 熊本営業所
谷口興業株式会社 熊本営業所
ヤマト運輸株式会社 竜北支店

※「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
熊本県阿蘇郡小国町宮原２９１４－１
熊本県阿蘇郡小国町宮原上町１６８７
熊本県阿蘇郡小国町大字宮原２３１１番地
熊本県天草郡苓北町志岐字土橋８９２－１
熊本県上益城郡益城町平田字深迫２５６１－１
熊本県上益城郡御船町大字小坂２５２６
熊本県上益城郡御船町大字小坂字下日焼２５２４番地
熊本県上益城郡御船町辺田見１６６９
熊本県上益城郡山都町上寺１７４４－１
熊本県菊池郡菊陽町原水字南下原１４０５
熊本県菊池郡菊陽町光の森２丁目６番地１
熊本県菊池郡大津町引水東山５８６－１
熊本県菊池郡大津町室１７２８－１ Ｓ－１０１
熊本県菊池郡大津町室字新田３６０番地１６
熊本県菊池郡大津町杉水字西上原１１８７－１，１１８
７－７
熊本県菊池郡大津町杉水字中谷３７３２
熊本県菊池郡大津町大字杉水二ノ迫３４６９番地５
熊本県菊池郡大津町大津字土井ノ内８１－２
熊本県球磨郡あさぎり町免田西３００３－４８
熊本県玉名郡長洲町清源寺字姫ケ浦１
熊本県玉名郡長洲町清源寺中道下７６６－１
熊本県八代郡氷川町鹿野３４３－４
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電話番号
0967-46-5347
0967-46-3939
0967-46-4149
0969-35-1824
096-378-7276
096-282-7400
096-282-4145
096-282-3522
0967-72-4517
096-232-3158
096-233-5456
096-293-5505
096-294-8908
096-292-0121
096-293-8882
096-294-2161
096-340-3766
096-293-6235
0966-45-5062
0968-78-6251
0968-78-0788
0965-52-7613

主な輸送品目（任意掲載）

