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
五月産業株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 北伊敷センター
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 鹿児島支店
株式会社橘運送 鹿児島営業所
アサヒ物流株式会社 本社営業所
南国輸送株式会社 大峯営業所
ヤマト運輸株式会社 大峯支店
南九州福山通運株式会社 鹿児島営業所
株式会社エーシーネットワーク 本社営業所
福山エクスプレス株式会社 鹿児島営業所
永田重機土木株式会社 運輸部営業所
高千穂倉庫運輸株式会社 鹿児島支店流通センター営業所
株式会社大福物流 鹿児島営業所
株式会社プリマス 谷山港営業所
株式会社サンキ 鹿児島支店
安全産業株式会社 本社営業所
株式会社丸五運送 本社営業所
有限会社姶良物流 鹿児島営業所
株式会社山川物流 本社営業所
システム物流株式会社 本社営業所
株式会社サニタリー 本社営業所
末吉建設株式会社 本社営業所
株式会社鹿児島急送 鹿児島
高千穂倉庫運輸株式会社 鹿児島支店東開町倉庫営業所
三州運送株式会社 本社営業所
熊本交通運輸株式会社 鹿児島中央営業所
株式会社大誠運輸 本社営業所
株式会社ハート引越センター 鹿児島センター
安全産業株式会社 吉田営業所
株式会社上組 鹿児島支店
セイコー運輸株式会社 ＳＬＣ営業所
日本通運株式会社 鹿児島支店 鹿児島海運事業所
有限会社ナカエ商事 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

（鹿児島県）

住所
鹿児島県鹿児島市伊敷６丁目１３－１
鹿児島県鹿児島市伊敷町４７４８－５，４７４８－６
鹿児島県鹿児島市宇宿２－５－１５
鹿児島県鹿児島市宮之浦町３６０９－３
鹿児島県鹿児島市七ツ島１－９４
鹿児島県鹿児島市西別府町３０１０－２６
鹿児島県鹿児島市西別府町３０１０－４１
鹿児島県鹿児島市西別府町３２００－３
鹿児島県鹿児島市西別府町３２００－９
鹿児島県鹿児島市西別府町３２００番地の３
鹿児島県鹿児島市川上町２２１６－１
鹿児島県鹿児島市谷山港１－３－４
鹿児島県鹿児島市谷山港１丁目２－６
鹿児島県鹿児島市谷山港１丁目３－１７
鹿児島県鹿児島市谷山港２－４－２０
鹿児島県鹿児島市谷山港２丁目１－６
鹿児島県鹿児島市谷山港３－１－１４
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３－１－５
鹿児島県鹿児島市谷山港３－４－１３
鹿児島県鹿児島市谷山港３－４－７
鹿児島県鹿児島市田上８－３－５
鹿児島県鹿児島市東開町１３－６
鹿児島県鹿児島市東開町１５－３
鹿児島県鹿児島市東開町３－１５６
鹿児島県鹿児島市東開町３－１８
鹿児島県鹿児島市東開町４－７３
鹿児島県鹿児島市東佐多町２１３１－１
鹿児島県鹿児島市東佐多町８－１、３３９７－１
鹿児島県鹿児島市南栄３－１９－３
鹿児島県鹿児島市南栄３－２１－３
鹿児島県鹿児島市南栄３－２８－２－２
鹿児島県鹿児島市南栄４－１１－１
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電話番号
099-220-3030
099-220-3849
099-250-8010
099-294-1414
099-262-4700
099-281-6556
099-282-2821
099-281-2920
099-282-4986
099-281-2920
099-244-3388
099-210-8067
099-297-6668
099-204-9690
099-210-8171
099-298-5251
099-261-1311
099-203-0126
099-261-9026
099-261-9900
099-262-1764
099-281-5566
099-269-7956
099-260-5560
099-266-0555
099-202-0036
099-267-1234
099-245-5552
099-245-5400
099-269-4523
099-260-4466
099-269-6111
099-267-1211

H29.12.12
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

トールエクスプレスジャパン株式会社 鹿児島支店
有限会社アルファ 鹿児島営業所
有限会社昭和コーポレーション 本社営業所
株式会社末永建設 本社営業所
臼杵運送株式会社 鹿児島営業所
姶良市
株式会社トレックス 本社営業所
株式会社大誠運輸 加治木営業所
有限会社南陸運輸 蒲生営業所
帖佐運送株式会社 本社
ジャパンプランニング株式会社 姶良営業所
九州産業運輸株式会社 鹿児島営業所
ピアノ運送株式会社 鹿児島営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 姶良支店
三州運送株式会社 姶良営業所
高千穂倉庫運輸株式会社 姶良営業所
阿久根市 愛甲運送有限会社 本社営業所
有限会社京田運送 本社営業所
株式会社林運輸 本社
伊佐市
有限会社國建運輸 本社営業所
株式会社山下運輸 本社
南九州福山通運株式会社 出水営業所
出水市
株式会社鶏友サービス 本社営業所
出水運輸センター株式会社 本社営業所
いちき串木野市 有限会社南陸運輸 本社営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 川内支店
熊本交通運輸株式会社 鹿児島営業所
有限会社濵田運送 本社
永吉建設株式会社 本社営業所
指宿市
株式会社エスライン九州 鹿屋営業所
鹿屋市
九州西濃運輸株式会社 鹿屋営業所
鹿児島サンクス運輸有限会社 本社営業所
福澤運送株式会社 本社営業所
株式会社ハヤシ 本社営業所
日本貨物株式会社 鹿屋営業所
園田陸運株式会社 鹿屋営業所

※「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
鹿児島県鹿児島市南栄４丁目１１番１
鹿児島県鹿児島市南栄５－１１
鹿児島県鹿児島市南栄三丁目９番地
鹿児島県鹿児島市本名町６５０６－５
鹿児島県姶良市下名４５５－２
鹿児島県姶良市加治木町港町６５
鹿児島県姶良市加冶木町木田１２１０
鹿児島県姶良市蒲生町北字宮田３２６－１
鹿児島県姶良市西餅田１５２５－１
鹿児島県姶良市中津野５８６－１
鹿児島県姶良市中津野６３３－２
鹿児島県姶良市平松３３６２、３３４０－２
鹿児島県姶良市平松３４１７－５
鹿児島県姶良市平松３５２６－３
鹿児島県姶良市脇元１０６６－１
鹿児島県阿久根市大川９７９６
鹿児島県阿久根市脇本６３３５
鹿児島県伊佐市大口里８４８－１
鹿児島県伊佐市菱刈前目３２６８－７４
鹿児島県伊佐市菱刈徳辺４０１－３
鹿児島県出水市境町２９１０
鹿児島県出水市知識町６５５
鹿児島県出水市野田町下名３３４８－２
鹿児島県いちき串木野市河内５９６９－１
鹿児島県いちき串木野市芹ヶ野１４１６６－１
鹿児島県いちき串木野市川上５
鹿児島県いちき串木野市湊町１－１３７
鹿児島県指宿市開聞十町３１３８－１
鹿児島県鹿屋市旭原町２５６１－２
鹿児島県鹿屋市永野田町７５０－２２
鹿児島県鹿屋市下祓川町２３１５－６
鹿児島県鹿屋市串良町上小原５６７２－１
鹿児島県鹿屋市串良町有里７９７４－６
鹿児島県鹿屋市今坂町９９９２－１
鹿児島県鹿屋市新川町５２０、５２１、５２２
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電話番号
099-266-1981
099-821-1761
099-263-3011
099-294-2528
0995-67-1006
0995-62-2525
0995-63-0034
0995-52-8252
0995-65-1111
0995-65-3822
0995-65-7611
0995-66-0871
0995-65-0880
0995-67-6688
0995-67-3611
0996-74-0770
0996-75-0145
0995-22-7310
0995-26-0024
0995-26-0465
0996-67-2929
0996-62-8161
0996-84-2311
0996-32-8059
0996-32-2091
0996-36-4250
0996-36-2062
0993-32-3181
0994-43-3066
0994-43-3322
0994-44-6665
0994-63-4474
0994-62-3939
0994-43-3119
0994-44-0150

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

株式会社山坂 本社営業所
日本郵便株式会社 鹿屋郵便局
ヤマト運輸株式会社 溝辺センター
霧島市
高千穂倉庫運輸株式会社 霧島営業所
西久大運輸倉庫株式会社 南九州支店
南九州福山通運株式会社 鹿児島空港営業所
株式会社新中建設 本社営業所
霧島運輸倉庫株式会社 隼人営業所
株式会社サカイ引越センター 鹿児島東支社
前田産業株式会社 本社
薩摩川内市 株式会社ロジステックネットワーク 川内南営業所
中越輸送株式会社 本社営業所
有限会社ハシグチ 本店
日本貨物株式会社 川内営業所
しみず運送株式会社 川内営業所
ヤマト運輸株式会社 入来センター
株式会社松尾運送 さつま営業所
株式会社ブルーハイウェイエクスプレス九州 志布志営業
志布志市
所
株式会社橘運送 志布志営業所
志布志東洋埠頭株式会社 本社営業所
株式会社有村運送 志布志営業所
株式会社桜島 志布志
株式会社山下回漕店 本社営業所
日本通運株式会社 志布志支店
帝国倉庫運輸株式会社 志布志営業所
株式会社上組 志布志支店
鹿児島サンクス運輸有限会社 志布志営業所
株式会社タチワキ 本社営業所
有限会社田渕興業 本社営業所
中迫運輸有限会社 本社営業所
曽於市
有限会社黒木商運 本社営業所
株式会社脇通商 本社営業所
新日本運送有限会社 本社営業所
日置市
有限会社ヒガシマル運輸 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

電話番号

鹿児島県鹿屋市東原町５９６４－５６
鹿児島県鹿屋市白崎町１－２０
鹿児島県霧島市溝辺町崎森２７９１－１
鹿児島県霧島市溝辺町崎森字榎原２９８４－４
鹿児島県霧島市溝辺町麓１４４０－１
鹿児島県霧島市溝辺町麓字曲迫２８９－２
鹿児島県霧島市隼人町小田２３９６番地１
鹿児島県霧島市隼人町西光寺３１８８
鹿児島県霧島市隼人町内１３２０
鹿児島県霧島市霧島川北字馬揃８９２
鹿児島県薩摩川内市城上町５４７７－２
鹿児島県薩摩川内市鳥追町１４番２－１号
鹿児島県薩摩川内市田海町７６９０－４
鹿児島県薩摩川内市湯島町３３７３－５
鹿児島県薩摩川内市楠元町１１７２－１
鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名１５６５－１
鹿児島県薩摩川内市入来町副田２４７４－８・９

0994-43-4841
0994-42-2493
0995-58-9391
0995-58-9120
0995-58-4277
0995-58-9292
0995-42-5125
0995-58-3619
0995-44-6615
0995-57-2980
0996-30-1822
0996-22-3156
0996-30-0086
0996-26-2280
0996-29-2221
0996-21-4567
0996-44-4777

鹿児島県志布志市志布志町安楽２７７

099-472-5211

鹿児島県志布志市志布志町安楽６１５５－７
鹿児島県志布志市志布志町志布志３２６７－１
鹿児島県志布志市志布志町志布志３２７３－７
鹿児島県志布志市志布志町志布志３２９４－４
鹿児島県志布志市志布志町志布志３３０４－１
鹿児島県志布志市志布志町志布志字若浜３２７６－１
鹿児島県志布志市志布志町志布志字若浜３３０１
鹿児島県志布志市志布志町志布志若浜３３０６
鹿児島県志布志市有明町野井倉４７７５－１
鹿児島県志布志市有明町野神３４０４－５
鹿児島県志布志市有明町野神３７２４－１
鹿児島県曽於市大隅町月野７３９７－２
鹿児島県曽於市末吉町二之方７６５－３
鹿児島県曽於市末吉町本町２－１６－６
鹿児島県日置市伊集院町中川１２４５
鹿児島県日置市伊集院町麦生田４０７－１、４０８－
１、４０９－１

099-472-7017
099-473-2310
0994-72-3911
099-473-3590
099-472-1401
099-472-1121
099-472-0815
099-473-2486
099-471-4016
099-475-0261
099-475-2330
099-482-0182
0986-76-4030
0986-76-3039
099-273-9311
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099-272-3353

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社エイト 本社営業所

南さつま市 日本貨物株式会社 加世田営業所
南九州市

株式会社有村運送 本社営業所
有限会社菊永運送 本社
ヤマト運輸株式会社 知覧センター

出水郡
大島郡
熊毛郡

ヤマト運輸株式会社 長島センター
ヤマト運輸株式会社 与論島センター
屋久島海陸運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 屋久島支店

薩摩郡
曽於郡

ヤマト運輸株式会社 南種子センター
有限会社田島興業 本社
有限会社川越産業 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
鹿児島県日置市東市来町美山２０９５－２
鹿児島県南さつま市加世田高橋字天文方２０６６－２４
３
鹿児島県南さつま市加世田武田７６
鹿児島県南九州市知覧町塩屋２３９８４－１
鹿児島県南九州市知覧町郡１７３２４－３，１７３２４
－５，１７３２４－６
鹿児島県出水郡長島町川床３４０９－１
鹿児島県大島郡与論町大字茶花１５８２
鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦１２０８－１１
鹿児島県熊毛郡屋久島町字宮之浦１２０７－３０，１２
０７－３１、１２００－１
鹿児島県熊毛郡南種子町中之上２１１８－４
鹿児島県薩摩郡さつま町船木２９５５－１
鹿児島県曽於郡大崎町菱田９８０番地－１
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電話番号
099-246-6007
0993-52-2515
0993-52-2760
0993-85-3192
0993-83-1104
0996-87-0363
0997-97-4024
0997-42-0140
0997-42-1411
09972-6-2266
0996-52-2556
099-477-2222

主な輸送品目（任意掲載）

