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
高千穂倉庫運輸株式会社 鹿児島支店七ツ島営業所
ヤマト運輸株式会社 伊敷支店
佐川急便株式会社 鹿児島営業所
株式会社ヤクシン運輸 鹿児島営業所
日本通運株式会社 鹿児島航空支店
株式会社松下運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 喜入支店
株式会社昭和貨物 錦江営業所
日本通運株式会社 福岡支店福岡警送事業所鹿児島警送事
業所
ヤマト運輸株式会社 鹿児島ベイサイド支店
有限会社福満運輸 本社営業所
株式会社エルス 鹿児島支店
有限会社横手重機 本社営業所
九州安芸重機運輸株式会社 鹿児島支店
九州航空株式会社 鹿児島支店
鹿児島荷役海陸運輸株式会社 新栄事業所
太陽運輸倉庫株式会社 本社営業所
株式会社昭和貨物 大峯営業所
ヤマト運輸株式会社 薩摩吉野支店
安全産業株式会社 ＪＤセンター営業所
福岡航空燃料輸送株式会社 鹿児島営業所
株式会社らくのう運輸 鹿児島営業所
株式会社ＪＡ物流かごしま 本社営業所
南九州センコー株式会社 鹿児島営業所
セイコー運輸株式会社 本社営業所
株式会社伊藤運送 本社営業所
帝国倉庫運輸株式会社 運輸部営業所
出水運輸センター株式会社 鹿児島営業所
株式会社九州デイリーサービス 鹿児島営業所
株式会社野﨑クレーン 本社営業所
株式会社西川海陸輸送 鹿児島
日本郵便株式会社 鹿児島中央郵便局

※「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

（鹿児島県）

住所

電話番号

鹿児島県鹿児島市七ツ島１－６－２３
鹿児島県鹿児島市伊敷６－５－２
鹿児島県鹿児島市宇宿２丁目１０番１号
鹿児島県鹿児島市卸本町４－１
鹿児島県鹿児島市下荒田２－３２－３
鹿児島県鹿児島市下田町１８８４－４
鹿児島県鹿児島市喜入中名町９０５－３，４、９０９－
３
鹿児島県鹿児島市錦江町１１－４８

099-210-8677
099-220-3993
099-255-8877
099-268-0356
099-251-5811
099-243-0227

鹿児島県鹿児島市錦江町３－２７

099-225-3772

鹿児島県鹿児島市錦江町８－５０
鹿児島県鹿児島市光山一丁目４番１２号
鹿児島県鹿児島市七ツ島１丁目３－２５
鹿児島県鹿児島市小山田町１２７番地２
鹿児島県鹿児島市小野３－１１８６－１
鹿児島県鹿児島市新栄町１７番５号
鹿児島県鹿児島市新栄町２４－１８
鹿児島県鹿児島市西別府町２９４１－１４
鹿児島県鹿児島市西別府町３０１０－３６
鹿児島県鹿児島市川上町２５３５
鹿児島県鹿児島市谷山港１－２４－４
鹿児島県鹿児島市谷山港１－５－５
鹿児島県鹿児島市谷山港１丁目３番４号
鹿児島県鹿児島市谷山港２－３－２
鹿児島県鹿児島市谷山港２－３－４
鹿児島県鹿児島市谷山港２丁目５－３２
鹿児島県鹿児島市谷山港３－１－２２
鹿児島県鹿児島市谷山港３－１－２４
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丁目４－１６
鹿児島県鹿児島市谷山港３丁目４番地１４
鹿児島県鹿児島市谷山港二丁目２－１０
鹿児島県鹿児島市中央町１－２

099-223-5606
099-261-5118
099-210-8005
099-803-5015
099-220-6353
099-258-1248
099-252-7095
099-281-1000
099-282-8611
099-294-5184
099-297-4986
099-263-0757
099-262-6462
099-262-5013
099-261-8591
099-262-2311
099-262-1131
099-262-1100
099-261-3355
099-262-2200
099-262-3411
099-262-2266
099-252-4188
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0993-45-2238
099-222-6106

H28.12.15
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
ヤマト運輸株式会社 中山支店
ヤマト運輸株式会社 田上支店
株式会社新開トランスポートシステムズ 鹿児島営業所
株式会社博運社 鹿児島営業所
株式会社鹿児島急送 南九州営業所
有限会社小野興産 本社営業所
牧迫運輸株式会社 本社営業所
日本貨物株式会社 本社営業所
株式会社東亜運輸 本社営業所
株式会社南栄運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 谷山支店
南国輸送株式会社 セメント事業所
株式会社ロジテム九州 鹿児島営業所

姶良市

トールエクスプレスジャパン株式会社 姶良支店
日本郵便株式会社 加治木郵便局
高千穂倉庫運輸株式会社 加治木営業所
株式会社らくのう運輸 鹿児島第二営業所
株式会社シンクラン 加治木営業所
有限会社ダイイチエクスプレス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 鹿児島主管支店
ヤマト運輸株式会社 姶良支店
鹿児島牧迫運輸株式会社 姶良営業所

阿久根市
奄美市
伊佐市

出水市

いちき串木野市

ヤマト運輸株式会社 阿久根支店
日本通運株式会社 鹿児島支店 奄美大島営業所
株式会社本田運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大口センター
日本通運株式会社 鹿児島支店 薩摩大口営業所
ヤマト運輸株式会社 出水支店
日本アルコール物流株式会社 出水営業所
マルイ運輸株式会社 本店営業所
日本通運株式会社 川内支店 出水営業所
ヤマト運輸株式会社 串木野支店

※「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
鹿児島県鹿児島市中山町上樋７７４－１
鹿児島県鹿児島市田上７－１４－１２
鹿児島県鹿児島市東開町１３－８
鹿児島県鹿児島市東開町字東開１５－１
鹿児島県鹿児島市東佐多町２４１５－１
鹿児島県鹿児島市南栄２－１１
鹿児島県鹿児島市南栄３－６－２
鹿児島県鹿児島市南栄４－１１－１
鹿児島県鹿児島市南栄４－１６
鹿児島県鹿児島市南栄４－９－１
鹿児島県鹿児島市南栄４丁目１１番１号
鹿児島県鹿児島市南栄４丁目８－２
鹿児島県鹿児島市南栄５－３３
鹿児島県姶良市加治木町小山田字三ノ塚９１９－５、９
４３－１
鹿児島県姶良市加治木町本町１７６
鹿児島県姶良市加治木町木田１３７７－１９
鹿児島県姶良市加治木町木田１３７７－１９
鹿児島県姶良市加治木町木田２１２０
鹿児島県姶良市蒲生町白男１０８６
鹿児島県姶良市平松３４５５－２，３４５５－７，３１
０８－２、３４３８－６，３０９４－２，３０７７－２
鹿児島県姶良市平松３４５５－７－２
鹿児島県姶良市平松３７６３－１
鹿児島県阿久根市折口字七反田４４６９－２，１、４４
４０－１，３、八反田４５０４－１，２
鹿児島県奄美市名瀬入舟町３－１５
鹿児島県伊佐市大口下殿１０３６－２２
鹿児島県伊佐市大口里８３３－１
鹿児島県伊佐市大口里字五反田３０１７
鹿児島県出水市今釜町１０８８番地
鹿児島県出水市昭和町６０番１８号
鹿児島県出水市米ノ津町５６－６９
鹿児島県出水市野田町下名３２４０－５４
鹿児島県いちき串木野市別府４１１３－１、４１１４－
１
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電話番号
099-260-0087
099-282-4842
099-268-0069
099-260-8655
099-295-2181
099-267-6241
099-266-0085
099-267-6211
099-268-6123
099-269-2130
099-266-2891
099-260-1943
099-269-3054
0995-62-3435
0995-62-2413
0995-63-9722
099-563-0764
099-573-4325
0995-52-1766
0995-65-9700
0995-65-9734
0995-65-1815
0996-75-2640
0997-54-0202
0995-22-8188
0995-22-9327
0995-22-1251
0996-67-4102
0996-62-3563
0996-67-3911
0996-64-9200
0996-32-9698

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
指宿市
鹿屋市

霧島市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 指宿支店
ヤマト運輸株式会社 鹿屋旭原センター
南九州福山通運株式会社 鹿屋営業所
日本通運株式会社 鹿児島支店 鹿屋営業所
中村運送有限会社 本社
ヤマト運輸株式会社 横川支店
霧島運輸倉庫株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 鹿児島支店 国分営業所
ヤマト運輸株式会社 国分支店

しみず運送株式会社 鹿児島支店
ヤマト運輸株式会社 隼人支店
新日本運送有限会社 隼人営業所
有限会社姶良物流 本社営業所
薩摩川内市 九州西濃運輸株式会社 川内営業所
ヤマト運輸株式会社 川内支店

川内市

中越物産株式会社 九州流通事業所
日本郵便株式会社 川内郵便局
日本通運株式会社 川内支店
ヤマト運輸株式会社 南川内支店
ヤマト運輸株式会社 志布志支店
鹿児島荷役海陸運輸株式会社 志布志飼料事業所
志布志貨物自動車業企業組合 本社営業所
南九州福山通運株式会社 川内営業所

曽於市

ヤマト運輸株式会社 大隅支店

志布志市

西之表市
日置市

日本通運株式会社 鹿児島支店 種子島営業所
ヤマト運輸株式会社 種子島支店
ヤマト運輸株式会社 伊集院支店
株式会社宮崎ジャパンエキスプレス 鹿児島支店
株式会社日之出サービス 本社
株式会社橋口運輸 本社営業所
三九運輸株式会社 日置営業所
ヤマト運輸株式会社 吹上センター
有限会社日置運送 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
鹿児島県指宿市西方１０１８－６
鹿児島県鹿屋市旭原町３６３３－６、３６３５－２
鹿児島県鹿屋市永野田町７５０－２０
鹿児島県鹿屋市共栄町６９６４，６９６４－１
鹿児島県鹿屋市吾平町上名７４７１－２
鹿児島県霧島市横川町中丿３６００－１
鹿児島県霧島市溝辺町麓３１６－２
鹿児島県霧島市国分下井２４０３－５
鹿児島県霧島市国分広瀬２丁目７６７－５、７６８－
１、７６８－２
鹿児島県霧島市国分山下町１８－２３
鹿児島県霧島市隼人町松永１－３３
鹿児島県霧島市隼人町真孝字鶴牟田４６０番地４
鹿児島県霧島市隼人町西光寺３１６７－３
鹿児島県薩摩川内市永利町４１３０－２
鹿児島県薩摩川内市御陵下町字溝添３７６６－１、３７
６６－４
鹿児島県薩摩川内市港町字松原３６０－２１
鹿児島県薩摩川内市西向田町２－５
鹿児島県薩摩川内市百次町字楠元１４－１
鹿児島県薩摩川内市平佐町１６９９－１、１６９８－１
鹿児島県志布志市志布志町安楽２７７５－２
鹿児島県志布志市志布志町志布志３３１０
鹿児島県志布志市志布志町帖６６１７－１４２
鹿児島県川内市湯島町３５３５－１４
鹿児島県曽於市大隅町岩川７３１２－２、７３１２－
３、７３１３－３
鹿児島県西之表市栄町１番６号
鹿児島県西之表市西之表１６０５１－３
鹿児島県日置市伊集院町下神殿１９１５－１、１９１
８、１９１９
鹿児島県日置市伊集院町中川１４５６
鹿児島県日置市伊集院町麦生田２１４８－１
鹿児島県日置市伊集院町麦生田４１０
鹿児島県日置市伊集院町野田２３８０－３
鹿児島県日置市吹上町中原３００９－１
鹿児島県日置市日吉町日置字芦原１１７１６－５
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電話番号
0993-25-5463
0994-44-6809
0994-41-2920
0994-42-2141
0994-58-8211
0995-72-0552
0995-58-3619
0995-46-1121
0995-45-2860
0995-46-5222
0995-64-2688
0995-43-3738
0995-44-9770
0996-22-2194
0996-22-7198
0996-26-3335
0996-22-4267
0996-22-4171
0996-20-7955
0994-72-3716
099-473-3503
099-472-1037
0996-26-3358
099-482-5040
0997-22-1441
09972-3-2389
099-273-5202
099-245-8340
099-273-9065
099-272-0666
099-273-1225
099-296-5134
099-292-2224

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
事業所名
南さつま市 ヤマト運輸株式会社 南さつま支店
ヤマト運輸株式会社 枕崎支店
枕崎市
九州西濃運輸株式会社 加治木支店
姶良郡
大島郡

ヤマト運輸株式会社 瀬戸内センター

肝属郡

ヤマト運輸株式会社 肝属支店

薩摩郡
曽於郡

ヤマト運輸株式会社 根占センター
ヤマト運輸株式会社 宮之城支店
ヤマト運輸株式会社 末吉センター

※「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
鹿児島県南さつま市加世田川畑１１９８０
鹿児島県枕崎市明和町１２５，１２６番地
鹿児島県姶良郡加治木町小山田字三ノ塚９５５－３
鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋１１３４－２２－１（本
島）
鹿児島県肝属郡肝付町前田３５１４－３、３５１４－
４、３５１５－１、３５１５－２
鹿児島県肝属郡南大隅町根占川南７３３－５
鹿児島県薩摩郡さつま町船木１７２－１
鹿児島県曽於郡末吉町深川字唐竹山１１２１４－１
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電話番号
0993-53-6118
0993-72-5212
0995-62-1032
09977-2-1235
0994-65-1351
0994-24-3142
0996-52-3590
0986-79-1276

主な輸送品目（任意掲載）

