２０１８年度（平成３０年度）貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
福岡市

事業所名

安全性優良事業所

（福岡県）

住所

H30.12.13
電話番号

太陽運輸倉庫株式会社 福岡支店
日本郵便株式会社 新福岡郵便局
日本郵便株式会社 福岡東郵便局
日通トランスポート株式会社 福岡中央支店
株式会社林運送 福岡営業所

福岡県福岡市東区蒲田２丁目３９番４７号
福岡県福岡市東区蒲田４－１３－７０
福岡県福岡市東区香椎浜１－９－５
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目３番３１
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６丁目８番４１

092-691-3351
092-674-8812
092-682-1600
092-631-0035
092-642-8022

株式会社ウイングエキスプレス

福岡県福岡市博多区月隈２丁目４－６エクセルコート月隈２０３

092-431-2735

九州福山通運株式会社 福岡西営業所
株式会社ハートワークコーポレーション 本社営業所
西部逓送株式会社 本店営業所
福糧運輸株式会社 本社営業所
株式会社丸忠運送 本社
有限会社来島 本社営業所
株式会社サンエストランテック 福岡事業所
協燃運輸株式会社 業務部

福岡県福岡市西区橋本１丁目１５０６－１
福岡県福岡市西区福重３丁目２５－１１番
福岡県福岡市早良区荒江２－８－３０
福岡県福岡市早良区荒江３－２６－２６
福岡県福岡市早良区次郎丸６丁目７－２７
福岡県福岡市中央区港３丁目１９４番地９号
福岡県福岡市中央区荒津１丁目１２番３
福岡県福岡市中央区荒津１丁目４－６

092-892-5230
092-892-1122
092-821-1903
092-821-7878
092-871-6897
092-771-8388
092-741-3156
092-725-7788

弘和輸送株式会社

福岡県福岡市中央区荒津２丁目２１，２２，１７－４，２３－１，３１

092-722-0428

福岡県福岡市中央区長浜３丁目１５－４
福岡県福岡市中央区那の津３丁目１１ー１０
福岡県福岡市中央区那の津３丁目８－２９
福岡県福岡市中央区那の津４丁目２番１号
福岡県福岡市東区みなと香椎２丁目５－７
福岡県福岡市東区蒲田２－８６０－１
福岡県福岡市東区蒲田２丁目３９番４７号
福岡県福岡市東区蒲田２丁目４１－６
福岡県福岡市東区蒲田２丁目４２番２号
福岡県福岡市東区蒲田４－５－５８
福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭２丁目３番８号
福岡県福岡市東区社領２－２２－４０
福岡県福岡市東区松田１－７－１６
福岡県福岡市東区松島１丁目４３番１５号
福岡県福岡市東区松島６－１１－１９
福岡県福岡市東区西戸崎３丁目４番１５号
福岡県福岡市東区多の津１－１９－３

092-791-1878
092-721-5505
092-724-4613
092-739-2206
092-674-1399
092-691-6981
092-663-2575
092-691-1551
092-691-5565
092-691-6224
092-986-9777
092-624-2713
092-612-1771
092-623-6955
092-611-0324
092-603-2820
092-622-2040

福岡営業所

本社営業所

株式会社リュウセイ 長浜本店
福岡小型陸運株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡那の津支店
日本通運株式会社 日清製粉事業所
相互運輸株式会社 本社営業所
株式会社ニシヒロ 本社営業所
アイソニックス株式会社 本社営業所
福岡牧迫運輸株式会社 本社営業所
有限会社福富運送 本社営業所
明穂輸送株式会社 九州
株式会社西日本新聞総合オリコミ 本社営業所
多摩運送株式会社 福岡営業所
福岡シティ物流株式会社 本社
株式会社大運 福岡営業所
キング運輸株式会社 本社
上野輸送株式会社 西戸崎営業所
福岡都市配送株式会社 本社

1／9

市区郡名

朝倉市

事業所名
宗像陸運株式会社 流通センター営業所
株式会社見上ロジス 流通センター営業所
株式会社アイチ． 本社営業所
博多運輸株式会社 箱崎支店
株式会社平尾運送 本社営業所
株式会社ロジテム九州 福岡支店
宮田運送株式会社 福岡営業所
株式会社三照 共用
株式会社永山運輸 本社営業所
九州産業運輸株式会社 福岡支店
株式会社アサヒセキュリティ 福岡営業所
九州商運株式会社 本社営業所
九州福山通運株式会社 福岡箱崎営業所
内田運輸株式会社 箱崎営業所
株式会社博光運送 本社営業所
むさし運送有限会社 本社営業所
博多ダイキュー運輸株式会社 本社
九州西濃運輸株式会社 福岡支店
九州安芸重機運輸株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 筑紫野
株式会社新開トランスポートシステムズ 福岡営業所
三愛ロジスティクス株式会社 物流センター福岡
株式会社西日本ライナー 本社営業所
ティックトランスポート有限会社 本社営業所
株式会社ヤマックス 福岡中央営業所
日本空輸株式会社 福岡空港営業所
株式会社商映 本社営業所
株式会社丸二運輸 福岡営業所
ＳＧムービング株式会社 福岡営業所
日本オイルターミナル株式会社 九州物流センター
株式会社長野トランスポート 本社営業所
株式会社アイ・エム・シー 本社
ケーエルサービス九州株式会社 甘木営業所
三和ロジスティクス株式会社 九州営業所
株式会社ネオトランスライズ 本社営業所

住所
福岡県福岡市東区多の津１丁目１９－４
福岡県福岡市東区多の津１丁目２０－１６
福岡県福岡市東区東浜２丁目８５番２４号
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭１丁目３－１
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭２丁目１－４
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４ー１－２８
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４丁目１３－９
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５－１－１９
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５－１－２３
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目１－６
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目４番９号
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６－６－２
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭五丁目２－１４
福岡県福岡市東区箱崎埠頭４ー１ー３５
福岡県福岡市南区高木２－１２－１
福岡県福岡市博多区井相田１丁目１１－３５
福岡県福岡市博多区井相田１丁目１１番４５号
福岡県福岡市博多区井相田１丁目１番５６号
福岡県福岡市博多区井相田２３０－１
福岡県福岡市博多区井相田２－５－５３
福岡県福岡市博多区榎田２－２－３６
福岡県福岡市博多区榎田２－４－７５
福岡県福岡市博多区吉塚７丁目３番７１号
福岡県福岡市博多区上牟田１丁目１１－１６
福岡県福岡市博多区店屋町８－１７
福岡県福岡市博多区東比恵３丁目２２－３１
福岡県福岡市博多区那珂３－２－２
福岡県福岡市博多区板付６丁目７－２
福岡県福岡市博多区立花寺１－１－４３
福岡県朝倉市下浦２４４１－４
福岡県朝倉市宮野２１４５
福岡県朝倉市三奈木２２６６－１－１
福岡県朝倉市馬田字上原３６０１番
福岡県朝倉市平塚１０７６－３
福岡県朝倉市平塚１０８５－７
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電話番号
092-622-2001
092-622-2347
092-642-1101
092-651-9635
092-931-9047
092-631-0127
092-292-8501
092-633-3283
092-641-4225
092-645-1929
092-645-1325
092-651-3333
092-651-0292
092-632-2148
092-431-0551
092-588-0738
092-588-5012
092-591-1671
092-581-9271
092-513-5600
092-412-6655
092-451-9105
092-611-7724
092-472-9870
092-263-5534
092-415-0431
092-441-6245
092-513-8207
092-513-3700
0946-21-0100
0946-52-3213
0946-24-3612
0946-21-5270
0946-24-8225
0946-24-3595

市区郡名
飯塚市

糸島市

うきは市
小郡市
大川市
大牟田市

大野城市

春日市
北九州市

事業所名
有限会社堀兄弟運送 筑豊営業所
日本通運株式会社 福岡航空支店 筑豊航空営業所
宮本急送有限会社 飯塚北営業所
西鉄運輸株式会社 筑豊支店
西田工業株式会社 本社営業所
有限会社アイ・ティ・ケイ 本社営業所
西鉄運輸株式会社 糸島支店
株式会社ラント 本社
浮羽運輸株式会社 本社営業所
有限会社小郡運送 本店
新運輸株式会社 本社営業所
内田物流株式会社 大牟田営業所
久留米運送株式会社 大牟田店
株式会社三照 本社
九州西濃運輸株式会社 大牟田営業所
白石自動車有限会社 本社営業所
株式会社丸大産業運輸 本社営業所
食品サービス株式会社 福岡営業所
株式会社東洋ナビックス 本社営業所
株式会社フェイスフル 本社営業所
有限会社光栄急配 本社営業所
大野運送株式会社 本社営業所
九北物流株式会社 本社営業所
有限会社リード物流 本社営業所
株式会社エムエスロジ 本社営業所
九州福山通運株式会社 北九州支店
内田ライン株式会社 門司営業所
九州菱倉運輸株式会社 北九州営業所
株式会社丸仲運輸 本社
北九運送株式会社 本社
株式会社エネックス 営業二部九州事業所
九栄運輸倉庫株式会社 北九州営業所
株式会社ＮＳロジ西日本 若松営業所
幸運トラック株式会社 若松営業所
ヤマト運輸株式会社 北九州主管支店

住所
福岡県飯塚市勢田２５９３－１１
福岡県飯塚市平恒４３５－７８
福岡県飯塚市目尾７０１
福岡県飯塚市有安字鳥羽９５８－４
福岡県飯塚市鯰田１０７０番地１
福岡県糸島市多久８１９－１
福岡県糸島市二丈武１５９－１１
福岡県糸島市波多江駅南１丁目９－１０
福岡県うきは市吉井町千年９６ー１
福岡県小郡市小郡２１８４
福岡県大川市大字鬼古賀１８９－１
福岡県大牟田市四山町１００－１１
福岡県大牟田市四山町８０－３０
福岡県大牟田市四山町８０－７７
福岡県大牟田市四山町８０番８０
福岡県大牟田市新開町３－４８
福岡県大牟田市岬町６番地５
福岡県大野城市旭ヶ丘１丁目７番１号
福岡県大野城市乙金１－３－４
福岡県大野城市乙金東４丁目２番１４号
福岡県大野城市御笠川３－１６－１２
福岡県大野城市御笠川４－１２－７
福岡県大野城市御笠川５丁目６－１６
福岡県大野城市大城三丁目３４－１０
福岡県春日市塚原台３－１１０
福岡県北九州市小倉北区西港町８４－２
福岡県北九州市門司区新門司３丁目２番
福岡県北九州市門司区太刀浦海岸２０番４号
福岡県北九州市若松区響町１－８０－２，３
福岡県北九州市若松区響町１－８７－６
福岡県北九州市若松区向洋町２０－１
福岡県北九州市若松区大字安瀬４５－１
福岡県北九州市若松区大字安瀬６４－９８
福岡県北九州市若松区南二島２丁目１９－５
福岡県北九州市小倉南区葛原東５－１０１７－１
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電話番号
09496-6-1167
0948-24-7227
0948-43-3375
0948-82-2691
0948-22-2500
092-322-1743
092-325-2771
092-324-9540
0943-75-3171
0942-72-2374
0944-88-2752
0944-51-8886
0944-57-2153
0944-53-2707
0944-59-0022
0944-52-3366
0944-43-0350
092-589-1500
092-504-7780
092-558-6295
092-513-4650
092-503-3488
092-503-0861
092-503-2239
092-589-1838
093-581-2900
093-483-1383
093-331-6735
093-771-9221
093-751-8151
093-752-5166
093-771-1781
093-751-2666
093-772-2300
093-475-2211

市区郡名

事業所名
九州紙運輸株式会社 北九州支店
株式会社西酪運輸 小倉
ヤマト運輸株式会社 小倉南支店
株式会社エスラインギフ 小倉営業所
北九州高速運輸株式会社 北九州営業所
東輪ケミカル株式会社 本社営業所
株式会社サカイ引越センター 北九州東支社
有限会社佐藤運送 本店営業所
株式会社ＮＳロジ西日本 小倉営業所
株式会社丸勢運輸 西港営業所
株式会社福岡豊興 北九州営業所
日通トランスポート株式会社 北九州支店
上野輸送株式会社 小倉営業所
株式会社ＴＥＡＭ２４ 本社営業所
有限会社菅原運送 本社営業所
鶴丸海運株式会社 本社営業所
ＭＡＲＵＺＥＮＥＸＰＲＥＳＳ株式会社 本社営業所
マルゼンレックス株式会社 北九州営業所
ヤマト運輸株式会社 小倉西港支店
小倉貨物運輸株式会社 本社営業所
九州西濃運輸株式会社 北九州支店
シモハナ物流株式会社 小倉営業所
株式会社サンエストランテック 北九州事業所
株式会社丸勢運輸 赤坂営業所
株式会社丸勢運輸 本社営業所
綜合警備保障株式会社 警送北九州営業所
株式会社西酪運輸 西港営業所
北九州ライナー株式会社 本社
菱化ロジテック株式会社 城山物流センター営業所
ヤマト運輸株式会社 八幡西支店
ヤマト運輸株式会社 八幡本城支店
株式会社大安 本社
マルタ産業有限会社 本社営業所
為頼運送株式会社 本社営業所
九州運輸建設株式会社 本社営業所

住所
福岡県北九州市小倉南区大字朽網３９１４－８
福岡県北九州市小倉南区大字朽網字草見３９１４－５
福岡県北九州市小倉南区大字高津尾字郷原４７－１
福岡県北九州市小倉南区長野１－５－１１
福岡県北九州市小倉北区高浜１丁目６－１８
福岡県北九州市小倉北区高浜１丁目６－６３
福岡県北九州市小倉北区神幸町２１９－２
福岡県北九州市小倉北区西港町１０１番地６
福岡県北九州市小倉北区西港町１１２－２
福岡県北九州市小倉北区西港町１２２－１７
福岡県北九州市小倉北区西港町１２３－８
福岡県北九州市小倉北区西港町１５－６４
福岡県北九州市小倉北区西港町６１番２４
福岡県北九州市小倉北区西港町６１番地２９
福岡県北九州市小倉北区西港町６２－１
福岡県北九州市小倉北区西港町６２－１
福岡県北九州市小倉北区西港町６２－１
福岡県北九州市小倉北区西港町６２番１
福岡県北九州市小倉北区西港町８４－１
福岡県北九州市小倉北区西港町８４－８
福岡県北九州市小倉北区西港町８５番地の１
福岡県北九州市小倉北区西港町９１－１
福岡県北九州市小倉北区西港町９５－３
福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸２－５
福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸５－３
福岡県北九州市小倉北区浅野３－８－１ＡＩＭビル
福岡県北九州市小倉北区東港２丁目６－４
福岡県北九州市小倉北区東篠崎一丁目１－２４
福岡県北九州市八幡西区舟町５－１
福岡県北九州市八幡西区則松４丁目１３０６－１
福岡県北九州市八幡西区大字本城字清水１９３７－２、５
福岡県北九州市八幡西区池田３丁目６－２４
福岡県北九州市八幡西区築地町２０－２９
福岡県北九州市八幡西区築地町２０－２９
福岡県北九州市八幡西区洞北町３－１１
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電話番号
093-474-2550
093-473-7776
093-452-1747
093-471-0131
093-533-7070
093-511-2255
093-533-1141
093-591-7532
093-592-4514
093-383-8626
093-591-3951
093-561-6381
093-562-0077
093-967-7460
093-582-4624
093-571-5331
093-562-5151
093-562-5151
093-561-8560
093-571-3700
093-581-0611
093-562-7732
093-967-2845
093-511-1235
093-511-1235
093-521-6960
093-592-2620
093-932-7773
093-643-2688
093-601-1577
093-695-2634
093-618-5010
093-642-8875
093-621-0031
093-692-0431

市区郡名

久留米市

古賀市

事業所名
駿和物流株式会社 北九州営業所
ブルーエキスプレス株式会社 北九州営業所
株式会社ＮＳロジ西日本 八幡営業所
株式会社ヤマトインテグレート 北九州営業所
菱中海陸運輸株式会社 九州営業所
北九運送株式会社 新門司営業所
若林運送株式会社 九州営業所
株式会社九州ネギシ 本社営業所
有限会社和晋 九州営業所
臼杵運送株式会社 北九州配送センター
池田興業株式会社 門司支店
ダイワ運輸株式会社 北九州営業所
産業運輸株式会社 本社営業所
鐵伸運輸株式会社 門司営業所
西日本ダイハツ運輸株式会社 九州支店
株式会社ランテック 門司支店
高陽輸送株式会社 新門司営業所
九州紙運輸株式会社 太刀浦営業所
株式会社ランクルーズ 新門司営業所
東港運輸株式会社 本社
福岡トランス株式会社 本社営業所
天龍運輸株式会社 北九州支店
日本通運株式会社 福岡警送事業所久留米警送課
日本郵便株式会社 久留米東郵便局
エヌ産業有限会社 本社営業所
株式会社鹿児島急送 福岡南センター営業所
原武運送有限会社 本社営業所
城島陸運有限会社 本社営業所
株式会社サカイ引越センター 久留米支社
アートコーポレーション株式会社 久留米支店
平和運送有限会社 本社営業所
高千穂倉庫運輸株式会社 古賀配送センター営業所
株式会社コウノ運輸 本店
ソーワトランスポート株式会社 本社営業所
株式会社マキトランス福岡 本社営業所

住所
福岡県北九州市八幡西区洞北町３－６
福岡県北九州市八幡西区洞北町４番１１号
福岡県北九州市八幡東区大字枝光１７９０－１４
福岡県北九州市八幡東区大字前田１２８５－１０
福岡県北九州市門司区新門司１丁目６番３号
福岡県北九州市門司区新門司２丁目１５－１
福岡県北九州市門司区新門司３－２
福岡県北九州市門司区新門司３－６７－２４
福岡県北九州市門司区新門司３丁目３０
福岡県北九州市門司区新門司３丁目４３－１
福岡県北九州市門司区新門司３丁目６２－１
福岡県北九州市門司区新門司３丁目８１－３
福岡県北九州市門司区新門司北１丁目３－６
福岡県北九州市門司区新門司北１丁目５－１
福岡県北九州市門司区新門司北１丁目５－２
福岡県北九州市門司区新門司北２－２－８
福岡県北九州市門司区新門司北３丁目１－１
福岡県北九州市門司区太刀浦海岸６７－３
福岡県北九州市門司区大字吉志３３７－１
福岡県北九州市門司区大字恒見１３７７
福岡県北九州市門司区大字恒見１３８０
福岡県北九州市門司区大里新町１１－３
福岡県久留米市京町２９５－４
福岡県久留米市御井旗崎４丁目３－７
福岡県久留米市高野２丁目６番１５号
福岡県久留米市三潴町玉満字野口９８１－１
福岡県久留米市三潴町福光３２４ー３
福岡県久留米市城島町城島１８８
福岡県久留米市大石町２１４－１
福岡県久留米市津福今町１７２－１
福岡県久留米市東合川１－２－１２
福岡県古賀市糸ヶ浦５０番地
福岡県古賀市新原９２９番地４
福岡県古賀市青柳１１４４－１９
福岡県古賀市青柳１１７９－１
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電話番号
093-695-6501
093-616-2601
093-671-6550
093-663-2525
093-481-3540
093-751-8151
093-483-1513
093-481-7110
093-483-1001
093-481-2550
093-481-2884
093-483-1055
093-481-4777
093-481-3282
093-483-1561
093-481-2500
093-481-7900
093-321-3681
093-342-8231
093-481-2081
093-481-3486
093-382-6030
0942-32-2836
0942-44-2940
0942-30-2326
0942-64-3248
0942-64-5033
0942-62-3151
0942-32-1141
0942-70-0123
0942-43-7171
092-940-1101
092-942-7661
092-942-7667
092-940-1170

市区郡名

田川市

太宰府市

筑後市

筑紫野市
中間市
豊前市

みやま市
宮若市

宗像市

事業所名

住所

電話番号

株式会社ロジコム 古賀
西福運送株式会社 本社営業所
株式会社ＵＳＥＰＯＲＴ 本社営業所
株式会社弥生運輸 古賀営業所
ドーネル運輸有限会社 福岡営業所
株式会社大富 本社
株式会社ティー・エル・エス 白鳥チルドセンター営業所
谷口運輸株式会社 本社営業所
株式会社シンクラン 筑豊

福岡県古賀市青柳町２７８－１
福岡県古賀市青柳町４２２
福岡県古賀市谷山７５５－１
福岡県古賀市谷山字柳原１１８９
福岡県古賀市米多比林田１３２２－１
福岡県古賀市薬王寺１３４８－１
福岡県田川市大字伊加利１８０５－２９
福岡県田川市大字弓削田字外和田１１８２，１１８３
福岡県田川市大字弓削田字塚本２４０－１

0940-38-9051
092-944-5511
092-944-6944
092-410-9840
092-946-3550
092-941-3311
0947-46-8657
0947-44-5353
0947-46-0693

ヤマト運輸株式会社

福岡県田川市糒２９－１、３４、３７、３８－１，３、４５－１、４６

0947-42-1901

福岡県太宰府市大佐野２丁目１１番１号
福岡県太宰府市大字北谷９０５－２５７
福岡県太宰府市大字北谷字川久保４００－１
福岡県太宰府市大字北谷字只越８６３－２
福岡県太宰府市大字北谷字夕内１１２５番２
福岡県太宰府市北谷９９７－１
福岡県筑後市熊野７３－２０
福岡県筑後市大字西牟田４３１４－１
福岡県筑後市富久３３８－２
福岡県筑後市大字久富１３４３－５
福岡県筑紫野市岡田２丁目１０６
福岡県中間市大字上底井野字鷲ヶ池１１２８－６
福岡県豊前市松江４３４番地
福岡県豊前市大字宇島７６－１７
福岡県豊前市大字宇島字広小路７６－１７
福岡県豊前市大字八屋６３－１
福岡県みやま市瀬高町大廣園１０９３－２
福岡県宮若市磯光１５３２番地５
福岡県宮若市山口９７１－１
福岡県宮若市沼口４０６－６
福岡県宮若市上有木４６４－４
福岡県宮若市上有木字永浦１２４３－１
福岡県宮若市倉久字小林２２３５－１
福岡県宗像市稲元４丁目２１－１５
福岡県宗像市王丸７７９－２

092-687-2636
092-921-5735
092-921-1353
092-925-1581
092-921-3552
092-918-5060
0942-54-7900
0942-42-3020
0942-52-0535
0942-52-0209
092-926-3713
093-246-2600
0979-53-8350
0979-82-0900
0979-82-4717
0979-84-1760
0944-63-5371
0949-33-3117
0949-52-3767
0949-55-8220
0949-32-1373
0949-34-7225
0949-34-7377
0940-32-3159
0940-37-3375

田川支店

株式会社引越社関東 太宰府営業所
株式会社ロジコム 福岡営業所
有限会社オーエム・トランスポート 本社営業所
有限会社夜須運送 本社営業所
日新工業有限会社 本社営業所
協伸運輸株式会社 九州営業所
株式会社ツルク 筑後営業所
朝日陸運株式会社 筑後営業所
有限会社クマリュー 本社営業所
株式会社らくのう運輸 筑後営業所
九栄運輸倉庫株式会社 筑紫野営業所
九州福山通運株式会社 北九州南支店営業所
有限会社パインカーゴ 本店営業所
株式会社ＮＢＳロジソル 中津豊前営業所
宇島港湾株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 豊前支店
菊次運送株式会社 本社営業所
有限会社タツミ物流 本社営業所
株式会社パルトランス 本社営業所
株式会社エスワイプロモーション 福岡営業所
株式会社リュウセイ 宮若営業所
カリツー株式会社 九州宮田物流センター
株式会社中山運輸 北九州営業所
宗像貨物運送有限会社 稲元営業所
株式会社ティ・エス・ロジコム 本社営業所
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市区郡名
八女市

行橋市
朝倉郡

遠賀郡

糟屋郡

事業所名

住所

電話番号

株式会社大島産業 本店
株式会社ファインロジテック 八女営業所
株式会社ヤマトインテグレート 福岡営業所
牛乳輸送株式会社 本社営業所
株式会社ベップ物流 八女
埼九運輸株式会社 行橋営業所
宝来貨物運送有限会社 三輪営業所
有限会社新紫物流 甘木営業所
筑後物流有限会社 本社営業所
矢野運輸有限会社 本店営業所

福岡県宗像市冨地原１７９１
福岡県八女市室岡１３０２ー２５
福岡県八女市室岡２３２－１
福岡県八女市大字鵜池４７７－８
福岡県八女市大字今福１０５１－２
福岡県行橋市大字福丸７６４－１
福岡県朝倉郡筑前町依井１３０４－２
福岡県朝倉郡筑前町原地蔵２２０４－２
福岡県朝倉郡筑前町原地蔵２２７３
福岡県朝倉郡筑前町高田１０２７－４

0940-33-1558
0943-24-1222
0943-30-2788
0943-30-2511
0943-22-2416
0930-28-8748
0946-22-2757
0946-23-9057
0946-24-3675
0946-23-0708

ヤマト運輸株式会社

福岡県遠賀郡岡垣町大字海老津字四反田１１５４－１・５，１１５５－２

093-283-2763

福岡県遠賀郡岡垣町大字糠塚１３１２－２－２
福岡県遠賀郡岡垣町大字黒山字孫助谷９２７－２
福岡県遠賀郡岡垣町大字手野字土田４８６－６
福岡県遠賀郡岡垣町百合丘２丁目２－１
福岡県遠賀郡水巻町下二東１丁目１０－７
福岡県糟屋郡宇美町宇美東１丁目１５－１５
福岡県糟屋郡宇美町宇美東３丁目８－２４
福岡県糟屋郡宇美町貴船２丁目３３－８
福岡県糟屋郡宇美町貴船３丁目１５－２６
福岡県糟屋郡宇美町貴船四丁目１２２４－１
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南５丁目３－１０
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南５丁目５番１号
福岡県糟屋郡久山町久原３２３３
福岡県糟屋郡久山町山田１９２３－２
福岡県糟屋郡久山町山田２３９６－２４８外１６筆
福岡県糟屋郡久山町大字久原２７８１
福岡県糟屋郡久山町大字久原３２２７番地５
福岡県糟屋郡久山町大字山田１９２６－４
福岡県糟屋郡久山町大字山田２２９６－７
福岡県糟屋郡久山町大字山田２３９６－１６
福岡県糟屋郡志免町御手洗１－３－１
福岡県糟屋郡志免町桜丘１丁目７番１号
福岡県糟屋郡志免町志免中央４丁目７－１
福岡県糟屋郡志免町大字南里４丁目１２－１

093-281-4141
093-282-3023
093-283-4088
093-282-0267
093-201-0287
092-932-9005
092-719-1400
092-931-0511
092-933-1001
092-957-0058
092-934-3140
092-934-2817
092-931-9001
092-976-3322
092-976-3030
092-976-6035
092-976-4936
092-976-4132
092-976-3571
092-976-2851
092-626-0231
092-937-2677
092-937-6830
092-937-0808

遠賀支店

株式会社九州安全運輸 本社営業所
明和運輸有限会社 本社営業所
九州倉本運送有限会社 本社営業所
株式会社丸都運輸 岡垣営業所
有限会社佐々木運送 本店
高木運輸株式会社 宇美営業所
九州ネクスト株式会社 福岡営業所
九州双葉運輸株式会社 本社
株式会社前田運送 福岡営業所
有限会社みやまコーポレーション 本社営業所
ビーサポート株式会社 本社営業所
勇物流サービス有限会社 本社営業所
株式会社肥後産業 福岡支店
株式会社ハート引越センター 福岡営業所
九州西濃運輸株式会社 福岡北支店
初村第一倉庫株式会社 福岡運輸センター
ジェット・ラインエクスプレス株式会社 本社営業所
株式会社サムライＥＸＰ 福岡営業所
有限会社豊成運輸 本社営業所
株式会社ランテック 福岡支店
アクロストランスポート株式会社 福岡営業所
有限会社栄和運輸 本社
ロジテム・サービス有限会社 本社営業所
株式会社古沢運送 本社営業所
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市区郡名

粕屋郡

事業所名

住所

電話番号

西鉄運輸株式会社 福岡支店
九州澁澤物流株式会社 本社営業所
株式会社西興運輸 本社営業所
株式会社ムロオ 福岡支店
都心運送株式会社 福岡新宮営業所
明興運輸株式会社 福岡営業所
西田商運株式会社 本社
株式会社ブルーライン九州 本社営業所
丸ヨ運輸倉庫株式会社 本社営業所
有幸運輸株式会社 福岡営業所
有限会社堀兄弟運送 本社営業所
東洋陸送株式会社 本社営業所
株式会社日本トランスネット 福岡営業所
株式会社守エクスプレス 本社営業所
株式会社福岡ミトモ 粕屋営業所
株式会社ケイティライン 福岡営業所
Ｇライン株式会社 本社営業所

福岡県糟屋郡志免町別府北一丁目２番８号
福岡県糟屋郡新宮町下府２丁目９－２６
福岡県糟屋郡新宮町大字立花口４２７－１
福岡県糟屋郡新宮町大字立花口寺浦３３８番
福岡県糟屋郡新宮町美咲一丁目１番５２号
福岡県糟屋郡新宮町立花口１０８２－１
福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜３丁目３－２３
福岡県糟屋郡須恵町佐谷１２５８－１
福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵１４０８－１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木１３１９－１１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木２０４７－４２
福岡県糟屋郡須惠町植木１２６５－９
福岡県糟屋郡須惠町大字須恵字サル田１０９４番１
福岡県糟屋郡須惠町旅石５５７－１
福岡県糟屋郡粕屋町戸原西４－７－１
福岡県糟屋郡粕屋町江辻３５５－１
福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原３丁目９－３３

092-626-8622
092-962-6070
092-962-6888
092-962-5005
092-941-5288
092-962-3861
092-963-1301
092-402-2808
092-957-0270
092-410-7610
092-939-5744
092-937-1803
092-410-7100
092-395-2591
092-939-7003
092-939-9906
092-692-1137

株式会社ダイセーセントレックス

福岡県糟屋郡粕屋町大字江辻字薄町４６番地１

092-691-1051

福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈１９７－１
福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈３９７－１
福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈６５６－１
福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２５０８－１
福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２５３０－１
福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋６２９番地１
福岡県糟屋郡粕屋町大字柚須１６２－１
福岡県糟屋郡粕屋町長者原東７丁目１５－２０
福岡県糟屋郡粕屋町内橋３２５－７レジデンス内橋１０６
福岡県糟屋郡粕屋町柚須字石橋１１２－１
福岡県粕屋郡宇美町若草２丁目１３－１
福岡県粕屋郡宇美町若草２丁目１３番８号
福岡県粕屋郡宇美町障子岳南１－１－１３
福岡県粕屋郡宇美町大字井野４３２－５
福岡県粕屋郡宇美町大字井野４３３－１
福岡県粕屋郡宇美町大字井野７６－３
福岡県粕屋郡久山町大字久原字松浦１６０

092-410-0585
092-410-3220
092-939-4672
092-611-8233
092-626-5818
092-402-2612
092-626-7833
092-719-0661
092-403-9090
092-622-4612
092-934-0005
092-932-1133
092-934-1581
092-934-2682
092-933-9300
092-933-0120
092-976-4800

九州支店福岡ハブセンター営業所

株式会社ツルク 福岡営業所
株式会社イワサキ 本社
九州倉本運送有限会社 福岡営業所
株式会社陽光 福岡営業所
浅川商事株式会社 本社営業所
有限会社アルファ・プロジェクト・ジャパン
日鹸運輸有限会社 福岡営業所
物流企画株式会社 本社営業所
株式会社プロップ 本社営業所
株式会社安川トランスポート 福岡
株式会社ワカスギ 本社営業所
株式会社ロジテム九州 福岡営業所
株式会社永和商運 本社営業所
有限会社福光運輸 本社営業所
株式会社トワード 福岡低温物流センター
福岡興産運輸有限会社 本社営業所
四国名鉄運輸株式会社 福岡支店

本店
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市区郡名

嘉穂郡
鞍手郡

田川郡

築上郡
筑紫郡
京都郡

三井郡

八女郡

事業所名
愛グリーン運輸株式会社 福岡営業所
九北物流株式会社 福岡東営業所
株式会社浪川運輸 本社営業所
有限会社鈴木運送 本社
株式会社福岡ソノリク 福岡営業所
幸運トラック株式会社 福岡営業所
ダイコク運輸株式会社 粕屋営業所
新生運輸株式会社 本社営業所
東福運送株式会社 本社営業所
丸善運輸株式会社 本社営業所
竜王運輸有限会社 本社
宮本急送有限会社 鞍手営業所
株式会社タマチ 本社
九州西濃運輸株式会社 筑豊支店
九州産業運輸株式会社 香春営業所
有限会社梅林運送 本社営業所
株式会社サクラ物流 本社
有限会社デリバリーサービス 田川営業所
生田川通商株式会社 本社
有限会社榎金属 本社営業所
マルサンフレッシュ株式会社 本社営業所
フコク物流株式会社 九州営業所
ユニプレス物流株式会社 北九州支店
田村運輸株式会社 本社営業所
株式会社サクラ物流 苅田営業所
久富産業株式会社 本社営業所
株式会社ＪＥＴ ＳＴＲＥＡＭ 本社営業所
北九ドレージ株式会社 本社営業所
合同サービス有限会社 本社
株式会社物流システム 久留米営業所
株式会社鹿児島急送 福岡営業所
西田商運株式会社 八女営業所

住所
福岡県粕屋郡志免町別府北１丁目２－１５
福岡県粕屋郡新宮町大字的野５８２－５
福岡県粕屋郡新宮町大字的野字吉原６０３－５
福岡県粕屋郡新宮町大字立花口５０９－４６
福岡県粕屋郡粕屋町戸原東２丁目１番２９号
福岡県粕屋郡粕屋町大字江辻２０８
福岡県粕屋郡粕屋町大字江辻９３５－１
福岡県粕屋郡粕屋町大字内橋字石橋７７３－７
福岡県粕屋郡粕屋町大字内橋字石橋７７３－７
福岡県粕屋郡粕屋町大字柚須字中溝１５７－１
福岡県嘉穂郡桂川町大字吉隈２４４－１１２
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山１－８４
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山２３６９－１
福岡県鞍手郡小竹町南良津字六反田９２番８号
福岡県田川郡香春町大字香春１１０１
福岡県田川郡香春町大字高野字溝添１０２８－３
福岡県田川郡川崎町大字田原勘田ケ浦３５１－２５
福岡県田川郡福智町伊方４４７６番地１
福岡県田川郡福智町赤池４７４－９９
福岡県築上郡築上町越路１７４－１
福岡県筑紫郡那珂川町大字不入道中ノ原２８０－３
福岡県京都郡みやこ町勝山黒田７７４
福岡県京都郡みやこ町勝山松田５０７
福岡県京都郡苅田町大字苅田字大磯１１０８－１
福岡県京都郡苅田町長浜町１２－１
福岡県京都郡苅田町長浜町１５－２
福岡県京都郡苅田町鳥越町１番地４６
福岡県京都郡苅田町鳥越町９－８
福岡県三井郡大刀洗町大字高樋１７０６－２
福岡県三井郡大刀洗町大字高樋２３２４－２３
福岡県三井郡大刀洗町大字山隈４００－１
福岡県八女郡広川町大字広川２４４４－３
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電話番号
092-622-0585
092-963-2869
092-963-2661
092-962-3361
092-931-7803
092-957-1755
092-939-0188
092-938-5714
092-939-2777
092-611-1331
0948-65-5840
0949-43-3939
0949-42-5432
09496-2-7303
0947-32-2674
0947-32-3435
0947-44-6770
0947-22-0556
0947-28-4550
0930-56-2521
092-555-5428
0930-32-3372
0930-32-4458
093-434-4937
093-436-1372
093-434-1414
093-435-4566
093-967-0223
0942-77-5700
0942-23-2840
0942-23-2121
0942-42-3580

