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
株式会社昭和貨物 宮崎営業所
株式会社ダイニチ運輸 本社営業所
有限会社共和運輸 宮崎営業所
高千穂倉庫運輸株式会社 江平営業所
宮崎運輸株式会社 本社営業所
有限会社シント商事 佐土原営業所
株式会社霧島運送 本社営業所
有限会社佐土原運送 本社営業所
株式会社ホームエネルギー南九州 宮崎営業所
久留米運送株式会社 宮崎佐土原営業所
有限会社大久保運輸 本社営業所
株式会社ナンニチ流通 宮崎営業所

えびの市

小林市

ヤマトホームコンビニエンス株式会社 宮崎支店
株式会社古川興業 本社
株式会社戸高物流 本社営業所
吉浦運送株式会社 宮崎営業所
丸栄ニューウェーブ株式会社 宮崎営業所
有限会社宮崎ピアノ運送 本社営業所
国際空輸株式会社 宮崎営業所
有限会社太田運送 本社営業所
株式会社ヤクシン運輸 宮崎営業所
株式会社大福物流 宮崎営業所
株式会社鹿児島急送 宮崎物流センター
合同会社ティープラス 本社営業所
南九州センコー株式会社 えびの営業所
株式会社ムロオ えびの営業所
有限会社扶桑物流 えびの営業所
株式会社マルキ運輸 本社営業所
日本通運株式会社 小林営業所
宮崎運輸株式会社 小林営業所
株式会社はらだ商事 本社営業所
株式会社霧島商事 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

（宮崎県）

住所
宮崎県宮崎市阿波岐原町前浜４２７６番地６
宮崎県宮崎市阿波岐原町前浜４２７６番地９１８
宮崎県宮崎市花ヶ島町瀬々町１２５５－１
宮崎県宮崎市江平東町５番１１
宮崎県宮崎市高千穂通１－４－２６
宮崎県宮崎市佐土原町上田島１０９７２－１
宮崎県宮崎市佐土原町西上那珂７０４７番地１
宮崎県宮崎市佐土原町石崎１丁目１０番地１５
宮崎県宮崎市佐土原町大字下田島１０２００番地
宮崎県宮崎市佐土原町大字下田島字広瀬川４－１８６０
４
宮崎県宮崎市佐土原町大字西上那珂字上鳥巣７，８
宮崎県宮崎市佐土原町大字東上那珂字石塚１７５８８番
地５０
宮崎県宮崎市小戸町９８番地
宮崎県宮崎市小松３１０４番地１
宮崎県宮崎市清武町大字今泉甲３７４３番地
宮崎県宮崎市清武町大字今泉字山之口丙１８６４－８
宮崎県宮崎市大字瓜生野字白砂ヶ谷６３８８番地１
宮崎県宮崎市大字糸原４３４－１
宮崎県宮崎市大字赤江字飛江田３１７番地
宮崎県宮崎市大字田吉字東前島２４５６，２１６５－１
宮崎県宮崎市大字島之内字堂山１０５９３－９
宮崎県宮崎市田野町字桜ヶ丘乙１７２７－１９０
宮崎県宮崎市田野町字桜ヶ丘乙１７４２番４７
宮崎県宮崎市田野町字崩ノ上甲３４６２番１
宮崎県えびの市大字榎田字永田２２７－１
宮崎県えびの市大字榎田字牧ノ原５５７－３５
宮崎県えびの市大字小田１３０４番地
宮崎県えびの市大字大河平４６５４－６９
宮崎県小林市大字細野１９４６－１
宮崎県小林市大字細野字岡６５２－２
宮崎県小林市大字北西方７３４－３８
宮崎県小林市北西方３６６７－１
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電話番号
0985-61-8551
0985-72-7002
0985-65-8877
0985-35-3583
0985-23-2321
0985-29-3372
0985-74-0110
0985-73-2136
0985-73-1177
0985-72-1511
0985-74-4640
0985-30-5503
0985-20-6030
0985-47-5530
0985-55-6030
0985-85-3220
0985-74-0525
0985-41-1140
0985-50-7101
0985-54-6151
0985-39-0308
0985-86-1666
0985-34-9144
0985-84-3738
0984-25-4868
0984-35-3333
0984-35-2011
0984-33-3336
0984-23-2151
0984-23-5187
0984-27-1910
0984-22-6648

H29.12.12
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
日南市

延岡市

日向市

都城市

児湯郡

事業所名
宮崎運輸株式会社 日南営業所
王子物流株式会社 日南事業所
有限会社川﨑流通センター 本社営業所
木村産業株式会社 本社営業所
宮崎運輸株式会社 延岡営業所
有限会社南九州商運 本社営業所
株式会社ダイユウ 本社
有限会社エウラ重機 有限会社エウラ重機本社営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 延岡支店
有限会社新和産業 本社営業所
日興貨物運送株式会社 本社営業所
株式会社サンキュウ・トランスポート・九州 日向営業所
龍南運送株式会社 日向営業所
有限会社前田産業 本社営業所
有限会社丸松運輸 本社営業所
高千穂倉庫運輸株式会社 都城営業所
南国運送株式会社 本社営業所
長洲運送株式会社 宮崎営業所
山科運送株式会社 本社営業所
株式会社南九州共配 都城営業所
泉海商運株式会社 宮崎営業所
株式会社昭和貨物 都城営業所
万ヶ塚運送株式会社 本社営業所
有限会社ウエルネス急行 本社営業所
株式会社ＦＫ物流 本社営業所
共同運送株式会社 本社営業所
全輪興業株式会社 本社営業所
株式会社システムライン 都城営業所
株式会社ニッコン九州 都城営業所
株式会社橘運送 都城営業所
株式会社マキタエキスプレス 本社営業所
株式会社ユアサエキスプレス 都城営業所
有限会社ケイ・エム・エクスプレス 本社営業所
有限会社土公運送 本社営業所
株式会社江本運輸 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
宮崎県日南市上平野２－１１－６・７
宮崎県日南市大字戸高１８５０番地
宮崎県日南市大字平野６０５番地３
宮崎県延岡市古川町８２－１
宮崎県延岡市差木野町５８３１－１０
宮崎県延岡市新浜町２丁目８９３５－５８
宮崎県延岡市中島町４丁目３０９番地２
宮崎県延岡市浜町５５１番地２
宮崎県延岡市別府町３１２４番１
宮崎県延岡市別府町３７２４－１
宮崎県日向市大字日知屋字塩田１６２８４番地１
宮崎県日向市大字日知屋字古田町５２番１
宮崎県日向市大字日知屋字堀川１６８４７番地１１
宮崎県日向市東郷町山陰乙１０２８番地１
宮崎県都城市下長飯町１０９０－１
宮崎県都城市宮丸町３０７０－３
宮崎県都城市高城町大字四家３０４－４
宮崎県都城市高城町大字穂満坊字清水７２５－５
宮崎県都城市高木町４８００番地４
宮崎県都城市高木町６１２２番地１５
宮崎県都城市今町７７６２番地６
宮崎県都城市山之口町大字富吉字新町２３２０－４
宮崎県都城市上水流町８１８
宮崎県都城市上水流町８１８番地６
宮崎県都城市上水流町８１８番地８
宮崎県都城市神之山町１８０１－１
宮崎県都城市神之山町２４１０
宮崎県都城市太郎坊町７７３９番地１
宮崎県都城市都北町１０９８－１
宮崎県都城市都北町５１３０－２
宮崎県都城市都北町７２５８
宮崎県都城市都北町７２８５
宮崎県都城市蓑原町３０６２番地５
宮崎県児湯郡新富町上富田２５８９番地
宮崎県児湯郡新富町大字日置７４３番地１
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電話番号
0987-22-2642
0987-23-3606
0987-22-2726
0982-35-6477
0982-33-4121
0982-37-6811
0982-23-9211
0982-35-2771
0982-21-0271
0982-21-1506
0982-52-7235
0982-54-1545
0982-53-3232
0982-68-3707
0986-77-2718
0986-23-2855
0986-55-1418
0986-58-4828
0986-38-5110
0986-36-6312
0986-47-4450
0986-57-5230
0986-36-0688
0986-36-2646
0986-45-3040
0986-38-1458
0986-38-6366
0986-36-7994
0986-47-1580
0986-46-7233
0986-38-3510
0986-38-3839
0986-23-2414
0983-33-3019
0983-33-3776

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

西諸県郡

有限会社江本土木 本社営業所
株式会社藤東Ｅライン 本社営業所
有限会社六車運輸 本社営業所
有限会社山下商事 本社営業所
株式会社松尾運送 川南営業所
有限会社エスアイシー産業 本社
株式会社三股運送 本社営業所
丸和運送株式会社 都城支店
株式会社ＪＡ物流みやざき 霧島営業所

東諸県郡

有限会社藤元運送 本社営業所

東臼杵郡

株式会社熊本ミトモ 宮崎営業所
有限会社孝伸運送 本社営業所

北諸県郡

宮崎郡

有限会社荒木運輸 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
宮崎県児湯郡新富町日置７４３番地１
宮崎県児湯郡新富町富田南２丁目２２番地
宮崎県児湯郡川南町大字川南２０２５４－１０
宮崎県児湯郡川南町大字川南４５９２番地１
宮崎県児湯郡川南町大字川南字豊原２１７３１－１３
宮崎県児湯郡都農町川北１０９３４－１
宮崎県北諸県郡三股町大字樺山４６７２－１７３
宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池３６４０番地３
宮崎県西諸県郡高原町大字西麓３２４１－３
宮崎県東諸県郡国富町大字本庄４８４８－３，４８４６
－２７
宮崎県東諸県郡国富町大字木脇字大谷３５７３－３
宮崎県東臼杵郡門川町大字加草字倉谷２７２５
宮崎県宮崎郡清武町大字今泉甲３６０８－１６，３６０
８－７
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電話番号
0983-33-4162
0983-33-2102
0983-27-5006
0983-27-3921
0983-27-4314
0983-25-4319
0986-52-1800
0986-53-3966
0984-25-6355
0985-75-5151
0985-82-9731
0982-63-6515
0985-85-4656

主な輸送品目（任意掲載）

