貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
大分市

宇佐市

事業所名

安全性優良事業所

（大分県）

住所

西大分運送有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 下郡センター

大分県大分市羽田１９１－１５
大分県大分市下郡東二丁目１番４１号
大分県大分市皆春２６５番地の６ パルメゾン皆春５０
有限会社サンライズ 本社営業所
３
有限会社大平運輸 本社営業所
大分県大分市向原沖１丁目１番４１号
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 大分支店
大分県大分市青崎２－２９２，２９３
ＹＯＵ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ株式会社 本社営業所
大分県大分市青崎二丁目１３２番地
大分総合運輸株式会社 本社営業所
大分県大分市大字荏隈１７２５－１
有限会社阿南建材 本社営業所
大分県大分市大字下判田２８３２番地
駿和物流株式会社 大分営業所
大分県大分市大字佐野字南４３５６
九州安芸重機運輸株式会社 大分支店
大分県大分市大字三佐１２６２－１
九州名鉄運輸株式会社 大分支店
大分県大分市大字三佐字古新田１２６７
新光運輸株式会社 大分営業所
大分県大分市大字三佐大新田１３５４番地の５
九州ライトニング物流有限会社 本社営業所
大分県大分市大字種具字田代１１６４番地１
九州菱倉運輸株式会社 大分営業所
大分県大分市大字小中島字新田５５１－１
大分県大分市大字松岡８２１３番地５ ロイヤルプラザ
大分総合運輸株式会社 東支店
松岡２０３
株式会社ガスエネルギー大分 本社営業所
大分県大分市大字駄原字豊久北浦２８９８番地の１
株式会社大分丸運 本社営業所
大分県大分市大字大在２
株式会社サンキュウ・トランスポート・九州 大分営業所 大分県大分市大字大在２
鶴崎海陸運輸株式会社 本社営業所
大分県大分市大字大在２番地
大分県大分市大字旦野原１２１番地１ メゾンアンソ
有限会社堀兄弟運送 大分営業所
レーユ２０２号
有限会社赤星産業 本社
大分県大分市大字竹矢１３８１－１
株式会社マテリアルデポット 本社営業所
大分県大分市大字迫字新殿７７６－１
宮崎センコー運輸整備株式会社 大分営業所
大分県大分市日吉原１－２５
株式会社戸次急配 本社営業所
大分県大分市弁天２－５－３５
日野陸運有限会社 本社営業所
大分県大分市弁天３丁目１９９４－５４
セイノースーパーエクスプレス株式会社 大分営業所
大分県大分市豊海３－４－９
九栄運輸倉庫株式会社 大分営業所
大分県大分市豊海３－９－１
ＳＢＳフレックネット株式会社 大分営業所
大分県大分市豊海３－９－８
高陽輸送株式会社 大分営業所
大分県大分市豊海一丁目１９９４－２２６
有限会社香下電装 本社営業所
大分県宇佐市院内町香下３０２番地の１
中山運輸機工株式会社 大分支店
大分県宇佐市大字下高家字松山５６－１

※「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
097-568-6332
080-5043-2491
097-533-7788
097-551-2296
097-524-3010
097-574-4577
097-540-7037
097-597-5176
097-592-2887
097-521-1311
097-521-2020
097-527-7702
097-503-6080
097-527-6211
097-547-7850
097-534-0540
097-593-3810
097-592-3969
097-592-5252
097-586-7050
097-588-0177
097-576-7518
097-578-8502
097-536-0505
097-536-6338
097-536-5064
097-534-7575
097-533-5500
097-536-2425
0978-42-6117
0978-25-5535

H29.12.12
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
臼杵市

杵築市
国東市
佐伯市

事業所名
有限会社山橋運送 本社営業所
有限会社中野高速運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大分臼杵支店
大分髙速運輸有限会社 本社営業所
株式会社テクノ 本社営業所
有限会社フクミコーポレーション 本社
ヤマト運輸株式会社 蒲江センター

新生総合株式会社 本社営業所
株式会社アイエヌロジスティクス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 弥生支店
ヤマト運輸株式会社 竹田三宅センター
竹田市
津久見市 ヤマト運輸株式会社 津久見センター
有限会社東浜陸運 本社営業所
中津市
株式会社テクノ 中津営業所
株式会社三勢 本社営業所
吉浦運送株式会社 中津営業所
株式会社桜瀬運輸 本社営業所
有限会社山中陸送 本社営業所
有限会社中野機械 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 耶馬渓センター
大分物流サービス株式会社 日田営業所
日田市
北松通運株式会社 日田営業所
株式会社モンリク 日田営業所
株式会社アサヒサービス 本社
大分運輸株式会社 日田営業所
株式会社ＮＢＳロジソル 本社営業所
豊後大野市 有限会社鎧南工業 本社営業所
工藤産業株式会社 本社営業所
豊後高田市 有限会社九州北港運輸 大分センター
ヤマト運輸株式会社 豊後高田センター
別府市

興国運輸株式会社 大分営業所
ヤマト運輸株式会社 別府石垣支店
株式会社鶴見運輸倉庫 大分営業所
株式会社鶴見運送 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
大分県臼杵市大字臼杵２－７５－４３
大分県臼杵市大字末広３４１０番地の１
大分県臼杵市大字野田字平ノ下２８６
大分県杵築市大字中６４２
大分県国東市安岐町下原１３６６－１
大分県国東市武蔵町小城字陳山５１－１５
大分県佐伯市蒲江大字蒲江浦３３８１－５・５１０３－
１９
大分県佐伯市大字海崎１３６２－１
大分県佐伯市大字上岡２７６８番地１
大分県佐伯市弥生上小倉１０７５－１
大分県竹田市大字三宅字不納戸１７９６，１７９３－１
大分県津久見市大字津久見１３２０・１３２１
大分県中津市植野６０－１
大分県中津市大字角木１１２－１
大分県中津市大字上如水１２０３番地
大分県中津市大字植野４７７－１
大分県中津市大字福島１１４８－１
大分県中津市大字福島９１０－２
大分県中津市大字野依７０２－１
大分県中津市耶馬渓町大字戸原１１１８－１
大分県日田市大字花月字彦田１９３番３
大分県日田市大字高瀬６９７９
大分県日田市大字高瀬６９７９
大分県日田市大字十二町６４９－４
大分県日田市大字十二町字前川２６１－１
大分県日田市大字友田８２０－１
大分県豊後大野市大野町屋原３９３番地１
大分県豊後大野市大野町田中１２６
大分県豊後高田市佐野１５５１－１
大分県豊後高田市大字呉崎１８２９－１，１８３０－
１，１８２７－１，他２筆
大分県別府市汐見町９４４－２
大分県別府市石垣東３－３－３０
大分県別府市大字鶴見６７－４
大分県別府市大字鶴見６７番地の２
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電話番号
0972-62-2587
0972-64-0395
080-5043-2315
0978-63-5852
0978-67-2474
0978-67-3518
080-5043-2432
0972-27-6045
0972-28-5255
080-5043-2505
080-5043-2362
080-5451-7559
0979-33-7771
0979-26-0755
0979-32-7441
0979-27-6500
0979-33-7807
0979-32-7467
0979-32-0005
080-6604-8302
0973-27-7322
0973-25-1164
0973-25-1160
0973-23-2506
0973-24-0202
0973-24-2111
0974-34-4508
0974-34-2167
0978-25-8826
080-5043-2426
0977-73-8722
080-5043-2480
0977-67-7070
0977-66-2161

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
由布市
速見郡

事業所名
有限会社アゼスト 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 挾間センター
ヤマト運輸株式会社 日出センター

※「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
大分県由布市挾間町高崎９４９番地２
大分県由布市挾間町挾間字無田６０６－１
大分県速見郡日出町川崎千騎２１１８番１

3／3 ページ

電話番号
097-586-3388
080-5043-2355
080-5451-6158

主な輸送品目（任意掲載）

