貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
熊本市

事業所名
株式会社マルヤマ 本社営業所
高陽輸送株式会社 熊本営業所
株式会社にしけい 熊本営業所
株式会社熊日物流 本社営業所
阪神トランスポート株式会社 熊本営業所
株式会社白馬物流 本社営業所
株式会社ハート引越センター 熊本営業所
株式会社引越社関東 熊本営業所
ヤマト運輸株式会社 御領支店
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 熊本支店
九州安芸重機運輸株式会社 熊本支店
株式会社博運社 熊本営業所
ヤマト運輸株式会社 長嶺センター
ヤマト運輸株式会社 尾上支店
有限会社美登里急配 本社営業所
岡山県貨物運送株式会社 熊本支店
城南貨物株式会社 本社営業所
ペンタ・ロジスティクス株式会社 城南営業所
株式会社新興運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 南髙江センター
日本ルートサービス株式会社 熊本事業所
株式会社ファミリー八興 本社営業所
宇城農産輸送株式会社 本社営業所
九州ネクスト株式会社 熊本支店
日本通運株式会社 熊本引越センター
南九州センコー株式会社 熊本流通団地営業所
佐川急便株式会社 南熊本営業所
有限会社小嶋陸送センター 本社営業所
熊本太陽運輸株式会社 本社営業所
有限会社西野工業 本社
熊本丸善海陸運輸株式会社 本社営業所
食品サービス株式会社 熊本営業所
株式会社サカイ引越センター 熊本北支社

※「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

熊本県熊本市植木町大字岩野字壱丁畑１５４５－３
熊本県熊本市西区城山下代３丁目６－１５
熊本県熊本市西区二本木５丁目５１５
熊本県熊本市中央区世安町７８－１
熊本県熊本市東区戸島５丁目６－７２
熊本県熊本市東区戸島町４０８－１，４０９
熊本県熊本市東区御領８丁目１０－９４
熊本県熊本市東区御領六丁目３番２２号
熊本県熊本市東区小山３丁目２－１５
熊本県熊本市東区小山３丁目２－２５
熊本県熊本市東区小山３丁目２－５３
熊本県熊本市東区小山町１９１９
熊本県熊本市東区長嶺西１丁目１０－２８
熊本県熊本市東区尾ノ上１－１２－１６
熊本県熊本市南区会富町字河田２７－３，２８
熊本県熊本市南区近見８丁目７－８５
熊本県熊本市南区城南町舞原７４－２
熊本県熊本市南区城南町鰐瀬１８０８－２３
熊本県熊本市南区南高江３丁目２－７
熊本県熊本市南区南高江３丁目３－７７
熊本県熊本市南区富合町釈迦堂３９５番地
熊本県熊本市南区富合町杉島１４０
熊本県熊本市南区富合町南田尻７５１－１
熊本県熊本市南区流通団地２丁目１６
熊本県熊本市南区流通団地２丁目１９番
熊本県熊本市南区流通団地２丁目２０－１
熊本県熊本市南区流通団地２丁目２０－３
熊本県熊本市南区良町２丁目５番２８号
熊本県熊本市北区下硯川２丁目９番１号
熊本県熊本市北区下硯川町２０１０－１
熊本県熊本市北区植木町亀甲２０５５－１
熊本県熊本市北区植木町舞尾６７１
熊本県熊本市北区飛田２丁目１２－６６
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（熊本県）
電話番号
096-273-0369
096-212-2555
096-319-1900
096-361-2345
096-288-7371
096-380-8911
096-292-8105
096-349-7185
096-386-4550
096-388-9449
096-389-5271
096-380-4867
096-386-5880
096-367-3321
096-227-0908
096-354-0191
0964-28-3202
0964-27-5775
096-357-2211
080-6698-7721
096-320-0003
096-357-0541
096-357-0273
096-379-5002
096-378-7200
096-379-5551
096-380-2266
096-355-0340
096-322-2031
096-245-5991
096-273-0155
096-273-2102
096-312-5880

H29.12.12
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
阿蘇市

事業所名

荒尾市

株式会社阿蘇交通運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 阿蘇一宮センター
有限会社白石運輸 本社営業所
西生運輸株式会社 本社営業所
有限会社浜辺運送 本社営業所
有限会社手野運送店 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 天草支店
熊本通運株式会社 天草営業所
ヤマト運輸株式会社 荒尾支店

宇城市

有限会社丸喜運送 松橋営業所

天草市

宇土市

上天草市
合志市
菊池市

玉名市

人吉市
八代市

住所
熊本県阿蘇市一の宮町大字宮地字東油町４５３０－２
熊本県阿蘇市黒川２１５９－４
熊本県阿蘇市役犬原１６８３－７
熊本県天草市佐伊津町字城廻５９６３－９
熊本県天草市志柿町４３４３－１
熊本県天草市志柿町字高垣２６９６－６
熊本県天草市志柿町字城辺田７０７２－１
熊本県天草市有明町大字大島子字石神１７４９－２
熊本県荒尾市宮内字土井ノ内５６７番
熊本県宇城市松橋町古保山２７４８－８，２７４８－２
１
熊本県宇城市松橋町竹崎１９４０－１
熊本県宇城市松橋町豊福２５１３－１
熊本県宇城市松橋町両仲間８８－１
熊本県宇城市松橋町両仲間字小花１４９８－１
熊本県宇土市花園町２５９２番地１

ドーネル運輸有限会社 本社営業所
豊世運輸株式会社 本社営業所
株式会社共同 松橋営業所
熊本通運株式会社 松橋支店
駿和物流株式会社 ＦＭ熊本センター
西日本エア・ウォーター物流株式会社 熊本ローリー営業
熊本県宇土市松山町１３２０番地１２号
所
株式会社ロッケン 本社
熊本県宇土市新開町１８９５－３０
株式会社チクホー 天草営業所
熊本県上天草市姫戸町二間戸５９９５－４
東南運輸株式会社 本社営業所
熊本県合志市栄３７９２－１１２
株式会社ＮＢＳロジソル 合志営業所
熊本県合志市幾久富中沖野１７２７－３
日精サービス株式会社 熊本営業所
熊本県菊池市旭志川辺字三ノ東沖１０６８－３
ヤマト運輸株式会社 菊池センター
熊本県菊池市亘字道ノ上３５４－３，３５４－４
株式会社藤木運送 本社営業所
熊本県菊池市泗水町大字吉富２８８５－１
株式会社らくのう運輸 本社営業所
熊本県菊池市泗水町大字豊水１２１６－２
有限会社玉名急配運送店 本社営業所
熊本県玉名市岱明町野口１６
コバヤシライン株式会社 熊本営業所
熊本県玉名市大倉１４５２番地
ヤマト運輸株式会社 玉名支店
熊本県玉名市大倉字深迫１３４９
有限会社丸喜運送 人吉営業所
熊本県人吉市願成寺町字下浦田１４１１－８
八代熊交株式会社 本社
熊本県八代市鏡町鏡１１５９番地２４
有限会社リュウシン 本社営業所
熊本県八代市鏡町両出１４３１番地２
有限会社新開貨物 本社営業所
熊本県八代市港町２６２－２３
住ノ江海陸運輸株式会社 八代営業所
熊本県八代市港町７６番
九州産業運輸株式会社 八代支店
熊本県八代市高島町字築延４４０４－１
八代港運株式会社 八代港営業所
熊本県八代市新港町２丁目４番地３

※「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。
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電話番号
0967-22-0061
0967-34-2162
0967-32-4103
0969-24-1696
0969-58-2030
0969-23-3757
0969-24-3113
0969-25-6511
0968-64-6143
0964-32-1880
0964-34-3033
0964-33-7181
0964-32-4455
0964-32-2151
0964-23-2801
0964-23-5171
0964-22-8801
0969-58-2855
096-248-8800
096-249-2505
0968-37-3693
0968-24-2799
0968-38-2509
0968-38-6300
0968-74-1171
0968-71-2366
0968-72-4135
0966-24-5110
0965-52-5050
0965-52-3532
0965-37-2677
0965-37-2611
0965-33-5911
0965-37-3111

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

水俣市
山鹿市
阿蘇郡
上益城郡

菊池郡

事業所名
松木運輸株式会社 本社営業所
株式会社チクホー 南九州営業所
有限会社山本産業 本社営業所
有限会社上野 本社営業所
久留米運送株式会社 八代店
トールエクスプレスジャパン株式会社 水俣支店
さくら輸送株式会社 本社営業所
株式会社ＮｅｗＳｔａｒコーポレーション 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 高森センター
倉本運送株式会社 熊本
株式会社エムビーエス 本社
株式会社永井運送 輸送団地営業所
フクワ物流株式会社 益城第２センター
株式会社ファミリー八興 熊本物流センター
株式会社ファミリー八興 益城営業所
熊本交通運輸株式会社 本社営業所
九州産交運輸株式会社 熊本センター
株式会社大八物流 本社営業所
株式会社大福物流 熊本常温センター
東南運輸倉庫株式会社 本社営業所
東南運輸株式会社 甲佐営業所
株式会社大福物流 本社
西田運送有限会社 本社営業所
熊本郵便輸送株式会社 熊本本社営業所
熊本くみあい運輸株式会社 本社営業所
株式会社らくのう運輸 熊本営業所
株式会社第一運輸 熊本営業所
城東運輸倉庫株式会社 本社営業所
城東物流システム株式会社 本社営業所
株式会社サトウロジック 本社営業所
有限会社松石運送 本社営業所

球磨郡

有限会社丸喜運送 本社営業所

玉名郡

長洲運送株式会社 本社営業所
不二倉業株式会社 西日本物流センター

※「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
熊本県八代市新港町４丁目５番５
熊本県八代市新港町４丁目８－３
熊本県八代市中北町字中牟田３７７８－２
熊本県八代市二見洲口町３３５－１
熊本県八代市敷川内町八畝間２６６６－１
熊本県水俣市袋字一ツ橋２３５３－１
熊本県山鹿市鹿央町合里５９８８番地
熊本県山鹿市鹿央町合里５９８８番地
熊本県阿蘇郡高森町大字高森字西原２２１８－４
熊本県阿蘇郡西原村布田６８２－２
熊本県上益城郡益城町宮園７８８－１
熊本県上益城郡益城町古閑１２９－８
熊本県上益城郡益城町古閑１３０－６
熊本県上益城郡益城町大字宮園１０２４
熊本県上益城郡益城町大字広崎１５８６－２
熊本県上益城郡益城町大字平田字黒石崎２２４０－１
熊本県上益城郡益城町平田字深迫２５２６
熊本県上益城郡御船町辺田見１６６９
熊本県上益城郡御船町辺田見字白岩１８８８－１０
熊本県上益城郡甲佐町大字田口５２８番地
熊本県上益城郡甲佐町大字田口字西原５２８
熊本県上益城郡甲佐町白旗１９０１－１
熊本県上益城郡山都町牧野６５－１
熊本県菊池郡菊陽町光の森７丁目２４－１２
熊本県菊池郡菊陽町大字曲手字出口５５３番２
熊本県菊池郡菊陽町大字辛川字水落６４２－５
熊本県菊池郡大津町大字高尾野７２７
熊本県菊池郡大津町大字森字居島８３１－１
熊本県菊池郡大津町大字吹田１２０５－１
熊本県菊池郡大津町大字杉水字中谷３７３９－９
熊本県菊池郡大津町美咲野３丁目１９番地５
熊本県球磨郡あさぎり町免田東１４１７－８・１４１７
－３５
熊本県玉名郡長洲町清源寺７１５番地の１
熊本県玉名郡長洲町長洲２１６８
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電話番号
0965-37-3145
0965-37-3672
0965-45-9058
0965-38-1717
0965-33-1361
0966-63-7620
0968-36-2200
0968-36-4500
0967-62-3225
096-279-3260
096-286-1501
096-286-8600
096-287-8001
096-284-3309
096-284-1340
096-286-2304
096-388-2731
096-281-4015
096-281-7088
096-234-5610
096-234-5610
096-234-5220
0967-72-4111
096-232-6185
096-233-0555
096-389-0810
096-293-4242
096-293-0700
096-293-8452
096-294-0070
096-293-8026
0966-45-0352
0968-78-2573
0968-78-2229

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社マツカワ物流 本社営業所
有限会社アースコーポレーション 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
熊本県玉名郡和水町内田１０８１
熊本県玉名郡和水町内田１０８１番地
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電話番号
0968-86-4331
0968-86-5050

主な輸送品目（任意掲載）

