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
今村靖男（カネヤス商事） 本店営業所
有限会社原田運輸 本社営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 宮崎支店
ヤマト運輸株式会社 吉村支店
日本通運株式会社 宮崎警送事業所
株式会社らくのう運輸 宮崎第二営業所
龍南運送株式会社 宮崎営業所
有限会社宮崎配送センター 本社営業所
食品サービス株式会社 宮崎営業所
九州安芸重機運輸株式会社 宮崎支店
日通宮崎運輸株式会社 高岡事業所
株式会社新生運輸 宮崎営業所
北辰運輸株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 宮崎中央郵便局
宮崎センコー運輸整備株式会社 宮崎営業所
センコー株式会社 宮崎営業所
ヤマト運輸株式会社 潮見センター
日本通運株式会社 宮崎ターミナル営業所
有限会社エムライン宮崎 本社営業所
有限会社坂本運送店 本店営業所
高千穂倉庫運輸株式会社 赤江営業所
有限会社ケイ・エム・エクスプレス 宮崎営業所
株式会社神生 本社営業所
株式会社南九州共配 本社営業所
有限会社司運輸 本社営業所
南九州福山通運株式会社 宮崎支店
株式会社アカギコーポレーション 本社営業所
株式会社イトキュー 宮崎営業所
有限会社コア物流 本社営業所
株式会社田村運輸 本社営業所
株式会社宮崎ジャパンエキスプレス 本社営業所
九州産交運輸株式会社 宮崎センター

※「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。

安全性優良事業所

（宮崎県）

住所
宮崎県宮崎市阿波岐原町江田原１７０４番地１０
宮崎県宮崎市下北方町井尻５３６２－５
宮崎県宮崎市花ケ島町北沖６２２番１
宮崎県宮崎市吉村町前田甲１２３１
宮崎県宮崎市江平中町４－３
宮崎県宮崎市江平東町６－８
宮崎県宮崎市港２丁目１４番地
宮崎県宮崎市港東１丁目１１番地１
宮崎県宮崎市高岡町花見９０５－１
宮崎県宮崎市高岡町上倉永２８６０番地５
宮崎県宮崎市高岡町大字浦之名字山田３１５３－番外２
０筆
宮崎県宮崎市高岡町大字浦之名字川口４４２３－１
宮崎県宮崎市高洲町３４５
宮崎県宮崎市高千穂通１丁目１－３４
宮崎県宮崎市山崎町下ノ原９７６－１
宮崎県宮崎市山崎町下ノ原９７６－１
宮崎県宮崎市小戸町９８番地
宮崎県宮崎市昭栄町６７番１
宮崎県宮崎市新別府町稲荷田１４４番地７
宮崎県宮崎市神宮東２丁目４－１６
宮崎県宮崎市赤江字飛江田９７５－２
宮崎県宮崎市大字郡司分字中長甲１８３３－２
宮崎県宮崎市大字赤江１０９９番地
宮崎県宮崎市大字赤江字飛江田８６９－１０
宮崎県宮崎市大字赤江字飛江田９２８－４
宮崎県宮崎市大字島之内６２５３－１
宮崎県宮崎市大字島之内６３３２番地１
宮崎県宮崎市大字島之内字古川３５３５－１５
宮崎県宮崎市大字本郷北方字鵜戸尾２７６４番地２、本
郷北方字柳篭２７１１番地４
宮崎県宮崎市大坪町向溝田２７８２
宮崎県宮崎市島之内１０４７５－４
宮崎県宮崎市島之内６３３２－１
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電話番号
0985-29-8808
0985-29-3968
0985-39-3133
0985-20-4116
0985-22-2181
080-5600-5393
0985-24-7850
0985-28-3279
0985-82-2210
0985-36-8020
0985-30-9131
0986-45-3380
0985-25-3500
0985-24-3423
0985-35-5620
0985-23-5221
0985-35-6451
0985-27-0022
0985-29-6747
0985-24-8596
0985-55-1760
0985-56-5658
0985-53-6120
0985-64-1410
0985-53-2228
0985-39-2255
0985-39-2412
0985-30-2220
0985-59-1720
0985-51-2211
0985-37-1002
0985-37-0118

H28.12.15
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

えびの市
小林市
日南市

延岡市

日向市

都城市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 本郷支店
株式会社シンクラン 宮崎北営業所
ヤマト運輸株式会社 えびのセンター
ヤマト運輸株式会社 えびの小林支店
有限会社共和運輸 本社営業所
宮崎ダイキュー運輸株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 王子製紙構内営業所
日通宮崎運輸株式会社 日南事業所
ヤマト運輸株式会社 一ケ岡センター
有限会社宝運輸 本社営業所
センコープランテック株式会社 大武機工営業所
株式会社ミナミウラ 本社営業所
センコー株式会社 車輌営業所
宮崎センコー運輸整備株式会社 延岡営業所
センコー株式会社 延岡駅営業所
九州西濃運輸株式会社 延岡営業所
ヤマト運輸株式会社 日向支店
宮崎物流サービス株式会社 日向営業所
日通宮崎運輸株式会社 日向事業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 日向支店
八興運輸株式会社 本社営業所
日向運輸株式会社 本社営業所
株式会社ニチウン 本社営業所
有限会社山下産業 本社営業所
日本通運株式会社 延岡支店営業課
日本郵便株式会社 日向郵便局
ヤマト運輸株式会社 東郷美郷センター
日本通運株式会社 都城自動車営業所
株式会社博運社 都城営業所
有限会社市橋運輸 本社
ヤマト運輸株式会社 高城センター
株式会社マキタ運輸 本社営業所
有限会社昇栄運送 本社営業所
宮崎幸和運輸有限会社 本社営業所
株式会社新生運輸 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
宮崎県宮崎市本郷南方字田元２１９，２２０
宮崎県宮崎市柳丸町４６－１
宮崎県えびの市大字大明司字熊坂１－３
宮崎県小林市大字水流迫字松原２４５－３，２３９－２
宮崎県小林市野尻町三ヶ野山３２１７番地１
宮崎県日南市上平野町２丁目３番地１
宮崎県日南市大字戸高字地主田１６２５番地
宮崎県日南市大字平野字大節８３３８番地３
宮崎県延岡市伊形町４７６４番地１
宮崎県延岡市川島町９０３番地８２
宮崎県延岡市大武町３９番地２５
宮崎県延岡市大門町２４０番地１，２４１番地１
宮崎県延岡市土々呂町６－１７１１－１
宮崎県延岡市土々呂町６丁目１７１１－１
宮崎県延岡市日の出町２丁目１３番１
宮崎県延岡市舞野町１４４４番１
宮崎県日向市永江町１－５１
宮崎県日向市梶木町１丁目２１番地
宮崎県日向市亀崎東１丁目９０－２，９０－３
宮崎県日向市財光寺１３５０番地
宮崎県日向市船場町１番１
宮崎県日向市船場町１番地１６
宮崎県日向市船場町１番地３
宮崎県日向市大字財光寺１４０７番地１
宮崎県日向市大字日知屋字堀川１６８４７－７
宮崎県日向市鶴町２丁目４－１
宮崎県日向市東郷町山陰字出口乙３９６－４
宮崎県都城市吉尾町２０６７番地
宮崎県都城市高城町大井手２０５０－８
宮崎県都城市高城町大字大井手２０４８－９
宮崎県都城市高城町大字大井手５３－７，５４－１
宮崎県都城市高木町６２２６－５
宮崎県都城市山田町山田７３５－８
宮崎県都城市上水流町８１８
宮崎県都城市上水流町８１８－７
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電話番号
0985-56-2018
0985-83-0368
080-5043-2124
0984-22-7672
0984-25-7455
0987-23-4175
0987-23-3148
0987-23-7533
0982-23-8381
0982-30-1008
0982-31-1050
0982-22-7711
0982-37-0681
0982-24-1180
0982-34-2178
0982-38-0026
0982-32-6512
0982-52-8051
0982-52-4634
0982-50-0522
0982-52-2185
0982-52-2148
0982-55-0859
0982-50-0506
0982-52-0202
0982-52-3441
0982-50-7155
0986-38-1115
0986-58-4799
0986-58-5609
0986-58-4494
0986-27-5200
0986-64-1565
0986-36-1181
0986-45-3380

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

西都市

児湯郡

事業所名
株式会社ＳＩＮＳＥＩ 本社営業所
日本通運株式会社 都城支店 営業課
都城運輸株式会社 本社営業所
南九州福山通運株式会社 都城営業所
日本郵便株式会社 都城郵便局
九州安芸重機運輸株式会社 都城営業所
有限会社三協運輸 本社営業所
日本通運株式会社 宮崎北営業所
ヤマト運輸株式会社 西都センター
有限会社宮崎配送センター 西都営業所
日向運輸株式会社 高鍋営業所
丸和運送株式会社 本社
有限会社共和運輸 高鍋営業所
ヤマト運輸株式会社 高鍋支店

北諸県郡

東諸県郡
西臼杵郡
東臼杵郡

丸和運送株式会社 川南支店
南九州有機産業株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 三股センター
有限会社日輪運輸 本社営業所
丸善運輸株式会社 宮崎営業所
日通宮崎運輸株式会社 ＪＡ都城配送センター
株式会社昇栄 宮崎
有限会社南九州物流 本社営業所
株式会社昭英物流 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 高千穂支店
ヤマト運輸株式会社 門川支店

※「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
宮崎県都城市上水流町８１８番地７
宮崎県都城市神之山町１７３５番地
宮崎県都城市神之山町２０４７番地２
宮崎県都城市太郎坊町７７１５
宮崎県都城市中町１４街区１８号
宮崎県都城市都北町５１６１
宮崎県都城市都北町７２８１番地
宮崎県西都市聖陵町２丁目３０番地
宮崎県西都市大字右松字北鶴５２８－１
宮崎県西都市大字下三財字藤崎８４８
宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦９－１４
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田６２９０－１
宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋字山伏山８７４３－２３
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋２１００－２９，２１０
０－３０
宮崎県児湯郡川南町大字川南２００１６－１
宮崎県児湯郡都農町大字川北字水洗８４９６
宮崎県北諸県郡三股町大字樺山字射場前４５５２番地１
宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池字下原４３９６
宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池字南原３６４５－１
宮崎県北諸県郡三股町稗田１９－９
宮崎県北諸県郡三股町蓼池４５８６番地１
宮崎県東諸県郡綾町大字入野３３０８番地３３０７
宮崎県東諸県郡国富町大字宮王丸６７２番地１
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井６３１５－３
宮崎県東臼杵郡門川町中須５丁目４６
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電話番号
0986-45-3385
0986-36-5233
0986-38-3311
0986-38-0777
0986-22-3951
0986-38-4668
0986-38-2500
0983-43-1344
0983-42-1904
0983-44-6262
0983-22-1336
0983-22-2615
0983-23-1514
0983-23-0742
0983-27-0166
0983-25-3366
0986-51-2467
0986-52-7389
0986-52-7730
0986-53-3670
0986-36-5681
0985-77-3439
0985-36-6772
0982-72-6872
0982-68-1106

主な輸送品目（任意掲載）

