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
日本通運株式会社 鹿児島支店 鹿児島総合物流事業所
ヤマト運輸株式会社 伊敷支店
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
ヤマト運輸株式会社 宇宿支店
中越輸送株式会社 鹿児島営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 鹿児島支店
株式会社にしけい 鹿児島営業所
佐川急便株式会社 鹿児島営業所
株式会社ヤクシン運輸 鹿児島営業所
日本通運株式会社 鹿児島航空支店
株式会社松下運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 喜入支店
株式会社橘運送 鹿児島営業所
株式会社昭和貨物 錦江営業所
日本通運株式会社 福岡支店福岡警送事業所鹿児島警送事
業所
株式会社エスライン九州 鹿児島営業所
ヤマト運輸株式会社 鹿児島ベイサイド支店
有限会社福満運輸 本社営業所
株式会社ファミリー八興 鹿児島営業所
園田陸運株式会社 鹿児島営業所
鹿児島荷役海陸運輸株式会社 七ツ島事業所
アサヒ物流株式会社 本社営業所
株式会社ランテック 鹿児島支店
株式会社エルス 鹿児島支店
丸和運送株式会社 鹿児島支店
有限会社横手重機 本社営業所
食品サービス株式会社 鹿児島営業所
日本通運株式会社 鹿児島支店 鹿児島重機建設事業所
九州安芸重機運輸株式会社 鹿児島支店
株式会社サカイ引越センター 鹿児島支社

※「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

（鹿児島県）

住所

電話番号

鹿児島県鹿児島市浜町５４
鹿児島県鹿児島市伊敷６－５－２
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２－３７９７－１２
鹿児島県鹿児島市宇宿２－３７９８－７
鹿児島県鹿児島市宇宿２－５－１５
鹿児島県鹿児島市宇宿２－８－２４
鹿児島県鹿児島市宇宿２丁目１０番１号
鹿児島県鹿児島市卸本町４－１
鹿児島県鹿児島市下荒田２－３２－３
鹿児島県鹿児島市下田町１８８４－４
鹿児島県鹿児島市喜入中名町９０５－３，４、９０９－
３
鹿児島県鹿児島市宮之浦町３６０９－３
鹿児島県鹿児島市錦江町１１－４８

099-226-6114
099-220-3993
099-220-3030
099-220-3849
099-259-8712
099-258-2558
099-250-8010
099-213-0756
099-255-8877
099-268-0356
099-251-5811
099-243-0227

鹿児島県鹿児島市錦江町３－２７

099-225-3772

鹿児島県鹿児島市錦江町７－７
鹿児島県鹿児島市錦江町８－５０
鹿児島県鹿児島市光山一丁目４番１２号
鹿児島県鹿児島市七ツ島１－６－２１
鹿児島県鹿児島市七ツ島１－６－４
鹿児島県鹿児島市七ッ島１－８４
鹿児島県鹿児島市七ツ島１－９４
鹿児島県鹿児島市七ッ島１丁目３－１９
鹿児島県鹿児島市七ツ島１丁目３－２５
鹿児島県鹿児島市七ツ島１丁目５－７
鹿児島県鹿児島市小山田町１２７番地２
鹿児島県鹿児島市小山田町７２７８
鹿児島県鹿児島市小川町２３－７
鹿児島県鹿児島市小野３－１１８６－１
鹿児島県鹿児島市城南町８－２

099-226-8191
099-223-5606
099-261-5118
099-262-5540
099-284-6670
099-262-1720
099-262-4700
099-284-2211
099-210-8005
099-261-0011
099-803-5015
099-238-5777
099-226-6617
099-220-6353
099-805-2120
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0993-45-2238
099-294-1414
099-222-6106

H30.3.9
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社ニヤクコーポレーション 九州支店 鹿児島事業
所
九州航空株式会社 鹿児島支店
鹿児島荷役海陸運輸株式会社 新栄事業所
太陽運輸倉庫株式会社 吉田営業所
太陽運輸倉庫株式会社 本社営業所
南国輸送株式会社 大峯営業所
鹿児島海陸運送株式会社 海陸トランスポートセンター
株式会社昭和貨物 大峯営業所
ヤマト運輸株式会社 大峯支店
株式会社アサヒセキュリティ 鹿児島営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 鹿児島営業所
南九州福山通運株式会社 鹿児島営業所
久留米運送株式会社 鹿児島支店
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
ヤマト運輸株式会社 薩摩吉野支店
日本貨物株式会社 鹿児島中央営業所
高陽輸送株式会社 鹿児島営業所
株式会社ゼロ・プラス九州 鹿児島営業所
安全産業株式会社 ＪＤセンター営業所
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
福岡航空燃料輸送株式会社 鹿児島営業所
株式会社共進組 本社営業所
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
株式会社らくのう運輸 鹿児島営業所
株式会社ＪＡ物流かごしま 本社営業所
南九州センコー株式会社 鹿児島営業所
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
セイコー運輸株式会社 本社営業所
鹿児島荷役海陸運輸株式会社 谷山臨海事業所
株式会社丸五運送 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

電話番号

鹿児島県鹿児島市新栄町１４－１７

099-253-5522

鹿児島県鹿児島市新栄町１７番５号
鹿児島県鹿児島市新栄町２４－１８
鹿児島県鹿児島市西佐多町４１１０－４０
鹿児島県鹿児島市西別府町２９４１－１４
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３０１０－３５
鹿児島県鹿児島市西別府町３０１０－３６
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３０１０番３８号
鹿児島県鹿児島市西別府町３０１０番地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３２００－５
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
鹿児島県鹿児島市川上町２５３５
鹿児島県鹿児島市泉町２－３
鹿児島県鹿児島市谷山港１－２－２
鹿児島県鹿児島市谷山港１－２－３
鹿児島県鹿児島市谷山港１－２４－４
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１－５－５
鹿児島県鹿児島市谷山港１丁目２４
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１丁目３番４号
鹿児島県鹿児島市谷山港２－３－２
鹿児島県鹿児島市谷山港２－３－４
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２丁目５－３２
鹿児島県鹿児島市谷山港３－１－１
鹿児島県鹿児島市谷山港３－１－１４

099-258-1248
099-252-7095
099-245-5333
099-281-1000
099-281-6556
099-282-8311
099-282-8611
099-282-2821
099-283-2060
099-281-6050
099-281-2920
099-281-7101
099-282-4986
099-281-2920
099-244-3388
099-294-5184
099-223-4567
099-261-7013
099-262-5025
099-297-4986
099-210-8067
099-263-0757
099-226-7115
099-297-6668
099-204-9690
099-262-6462
099-262-5013
099-261-8591
099-210-8171
099-298-5251
099-262-2311
099-262-0385
099-261-1311
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
三九運輸株式会社 本社営業所
株式会社伊藤運送 本社営業所
帝国倉庫運輸株式会社 本社営業所
松藤商事株式会社 鹿児島事業所
新光運輸株式会社 鹿児島営業所
宮崎陸運有限会社 鹿児島営業所
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
出水運輸センター株式会社 鹿児島営業所
薩摩倉庫運輸株式会社 本社営業所
南国輸送株式会社 鹿児島石油営業所
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
株式会社九州デイリーサービス 鹿児島営業所
株式会社野﨑クレーン 本社営業所
株式会社西川海陸輸送 鹿児島
日本郵便株式会社 鹿児島南郵便局
日本郵便株式会社 鹿児島中央郵便局
ヤマト運輸株式会社 中山支店
ヤマト運輸株式会社 田上支店
末吉建設株式会社 本社営業所
富士運送株式会社 本社営業所
株式会社鹿児島急送 鹿児島営業所
株式会社新開トランスポートシステムズ 鹿児島営業所
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
日本図書輸送株式会社 鹿児島営業所
株式会社博運社 鹿児島営業所
株式会社ハート引越センター 鹿児島センター
株式会社鹿児島急送 南九州営業所
佐川急便株式会社 霧島営業所
安全産業株式会社 吉田営業所
有限会社小野興産 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
鹿児島県鹿児島市谷山港３－１－１５
鹿児島県鹿児島市谷山港３－１－２２
鹿児島県鹿児島市谷山港３－１－２４
鹿児島県鹿児島市谷山港３－１－４
鹿児島県鹿児島市谷山港３－１－４
鹿児島県鹿児島市谷山港３－１－４
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３－１－５
鹿児島県鹿児島市谷山港３－１－６
鹿児島県鹿児島市谷山港３－１－９
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
鹿児島県鹿児島市谷山港３丁目４－１６
鹿児島県鹿児島市谷山港３丁目４番地１４
鹿児島県鹿児島市谷山港二丁目２－１０
鹿児島県鹿児島市谷山中央２－４５１９－１
鹿児島県鹿児島市中央町１－２
鹿児島県鹿児島市中山町上樋７７４－１
鹿児島県鹿児島市田上７－１４－１２
鹿児島県鹿児島市田上８－３－５
鹿児島県鹿児島市東開町１０－３
鹿児島県鹿児島市東開町１３－６
鹿児島県鹿児島市東開町１３－８
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開町８－２４
鹿児島県鹿児島市東開町字東開１５－１
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２４１５－１
鹿児島県鹿児島市東佐多町２６
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２－１１
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電話番号
099-262-1139
099-262-1131
099-262-1100
099-261-9588
099-262-3727
099-262-6039
099-203-0126
099-261-9026
099-261-3355
099-261-7979
099-262-5124
099-261-9900
099-262-1764
099-262-2200
099-262-3411
099-262-2266
099-268-3300
099-252-4188
099-260-0087
099-282-4842
099-281-5566
099-268-5562
099-269-7956
099-268-0069
099-260-5560
099-266-0555
099-202-0036
099-267-1234
099-266-1552
099-260-8655
099-245-5552
099-295-2181
099-295-2221
099-245-5400
099-267-6241

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

姶良市

事業所名
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
牧迫運輸株式会社 本社営業所
九州西濃運輸株式会社 鹿児島支店
日通鹿児島運輸株式会社 南栄事業所
鹿児島牧迫運輸株式会社 本社営業所
株式会社昭和貨物 本社営業所
有限会社ナカエ商事 本社営業所
鹿児島荷役海陸運輸株式会社 谷山飼料事業所
宮崎運輸株式会社 鹿児島営業所
日本貨物株式会社 本社営業所
株式会社東亜運輸 本社営業所
株式会社南栄運輸 本社営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 鹿児島支店
九州産交運輸株式会社 鹿児島センター
ヤマト運輸株式会社 谷山支店
園田陸運株式会社 ローソン営業所
南国輸送株式会社 鹿児島セメント営業所
有限会社アルファ 鹿児島営業所
株式会社ロジテム九州 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
有限会社藤崎運送 本社営業所
鹿児島綜合警備保障株式会社 警送支店
日通宮崎運輸株式会社 加治木事業所
九州西濃運輸株式会社 加治木支店
臼杵運送株式会社 鹿児島営業所
株式会社トレックス 本社営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 姶良支店
高千穂倉庫運輸株式会社 加治木営業所
株式会社らくのう運輸 鹿児島第二営業所
株式会社シンクラン 加治木営業所
株式会社大誠運輸 加治木営業所

※「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３－６－２
鹿児島県鹿児島市南栄３－７－１
鹿児島県鹿児島市南栄３丁目２８番地２
鹿児島県鹿児島市南栄３丁目６番地２
鹿児島県鹿児島市南栄３丁目９番地
鹿児島県鹿児島市南栄４－１１－１
鹿児島県鹿児島市南栄４－１１－１
鹿児島県鹿児島市南栄４－１１－１
鹿児島県鹿児島市南栄４－１１－１
鹿児島県鹿児島市南栄４－１６
鹿児島県鹿児島市南栄４－９－１
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４丁目１１番１
鹿児島県鹿児島市南栄４丁目１１番１号
鹿児島県鹿児島市南栄４丁目１２－３
鹿児島県鹿児島市南栄４丁目８－２
鹿児島県鹿児島市南栄５－１１
鹿児島県鹿児島市南栄５－３３
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
鹿児島県鹿児島市本名町８５１－１
鹿児島県鹿児島市与次郎１－６－３３
鹿児島県姶良市加治木町反土新田４－１５－１７０
鹿児島県姶良市加治木町小山田字三ノ塚９５５－３
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
鹿児島県姶良市加治木町小山田字三ノ塚９１９－５、９
４３－１
鹿児島県姶良市加治木町木田１３７７－１９
鹿児島県姶良市加治木町木田１３７７－１９
鹿児島県姶良市加治木町木田２１２０
鹿児島県姶良市加冶木町木田１２１０
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電話番号
099-269-4523
099-260-4466
099-269-6111
099-266-0085
099-267-6581
099-266-5570
099-266-0085
099-263-3011
099-267-1211
099-202-0399
099-267-6747
099-267-6211
099-268-6123
099-269-2130
099-266-1981
099-267-6723
099-266-2891
099-808-0001
099-260-1943
099-821-1761
099-269-3054
099-263-3011
099-294-2528
099-294-2035
099-251-0993
0995-63-5581
0995-62-1032
0995-67-1006
0995-62-2525
0995-62-3435
0995-63-9722
099-563-0764
099-573-4325
0995-63-0034

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
内田運輸株式会社 鹿児島営業所
有限会社ダイイチエクスプレス 本社営業所
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
富士運送株式会社 姶良営業所
ヤマト運輸株式会社 鹿児島主管支店
ヤマト運輸株式会社 姶良支店
三州運送株式会社 姶良営業所
鹿児島牧迫運輸株式会社 姶良営業所
ヤマトボックスチャーター株式会社 鹿児島支店
高千穂倉庫運輸株式会社 姶良営業所

阿久根市

奄美市

伊佐市

出水市
出水市

ヤマト運輸株式会社 阿久根支店
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
名瀬港運株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大島北部支店
日本通運株式会社 鹿児島支店 奄美大島営業所
株式会社本田運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大口センター
株式会社林運輸 本社
日本通運株式会社 鹿児島支店 薩摩大口営業所
有限会社國建運輸 本社営業所
株式会社エスライン九州 菱刈営業所
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
ヤマト運輸株式会社 出水支店
日本アルコール物流株式会社 出水営業所
株式会社鶏友サービス 本社営業所
マルイ運輸株式会社 本店営業所
九州西濃運輸株式会社 出水営業所

※「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
鹿児島県姶良市蒲生町下久徳９０８－１
鹿児島県姶良市蒲生町白男１０８６
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３４１７－５
鹿児島県姶良市平松３４５５－２，３４５５－７，３１
０８－２、３４３８－６，３０９４－２，３０７７－２
鹿児島県姶良市平松３４５５－７－２
鹿児島県姶良市平松３５２６－３
鹿児島県姶良市平松３７６３－１
鹿児島県姶良市平松字前畑２９５７番７
鹿児島県姶良市脇元１０６６－１
鹿児島県阿久根市折口字七反田４４６９－２，１、４４
４０－１，３、八反田４５０４－１，２
鹿児島県阿久根市大川９７９６
鹿児島県阿久根市脇本６３３５
鹿児島県奄美市名瀬塩浜町１７番７号
鹿児島県奄美市名瀬佐大熊町２４６７（本島）
鹿児島県奄美市名瀬入舟町３－１５
鹿児島県伊佐市大口下殿１０３６－２２
鹿児島県伊佐市大口里８３３－１
鹿児島県伊佐市大口里８４８－１
鹿児島県伊佐市大口里字五反田３０１７
鹿児島県伊佐市菱刈前目３２６８－７４
鹿児島県伊佐市菱刈町徳辺狩迫２２９６－１
鹿児島県伊佐市菱刈徳辺４０１－３
鹿児島県出水市境町２９１０
鹿児島県出水市今釜町１０８８番地
鹿児島県出水市昭和町６０番１８号
鹿児島県出水市知識町６５５
鹿児島県出水市米ノ津町５６－６９
鹿児島県出水市明神町２６６７－３
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電話番号
0995-52-1550
0995-52-1766
0995-52-8252
0995-65-1111
0995-65-3822
0995-65-7611
0995-66-0871
0995-65-0880
0995-65-9988
0995-65-9700
0995-65-9734
0995-67-6688
0995-65-1815
0995-65-9696
0995-67-3611
0996-75-2640
0996-74-0770
0996-75-0145
0997-52-2311
0997-52-9702
0997-54-0202
0995-22-8188
0995-22-9327
0995-22-7310
0995-22-1251
0995-26-0024
0995-26-0200
0995-26-0465
0996-67-2929
0996-67-4102
0996-62-3563
0996-62-8161
0996-67-3911
0996-67-1061

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

佐川急便株式会社 出水営業所
日本通運株式会社 川内支店 出水営業所
出水運輸センター株式会社 本社営業所
株式会社エスライン九州 出水営業所
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
株式会社ユタカ産業 本社営業所
株式会社エルス 串木野営業所
ヤマト運輸株式会社 串木野支店
指宿市
鹿屋市

霧島市

有限会社濵田運送 本社
永吉建設株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 指宿支店
株式会社エスライン九州 鹿屋営業所
株式会社南栄運輸 鹿屋営業所
ヤマト運輸株式会社 鹿屋旭原センター
佐川急便株式会社 鹿屋営業所
南九州福山通運株式会社 鹿屋営業所
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
日本通運株式会社 鹿児島支店 鹿屋営業所
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
中村運送有限会社 本社
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
ヤマト運輸株式会社 鹿屋支店
有限会社大姶良運送 本社営業所
株式会社山坂 本社営業所
日本郵便株式会社 鹿屋郵便局
日本郵便株式会社 鹿児島郵便局
日本郵便輸送株式会社 鹿児島営業所
ヤマト運輸株式会社 横川支店
ヤマト運輸株式会社 溝辺センター

※「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
鹿児島県出水市明神町２７１９
鹿児島県出水市野田町下名３２４０－５４
鹿児島県出水市野田町下名３３４８－２
鹿児島県出水市六月田町８１６
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大里字下手前５５９０－１・２
鹿児島県いちき串木野市浜ヶ城１２１８２－２
鹿児島県いちき串木野市別府４１１３－１、４１１４－
１
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
鹿児島県指宿市西方１０１８－６
鹿児島県鹿屋市旭原町２５６１－２
鹿児島県鹿屋市旭原町２８９４－１
鹿児島県鹿屋市旭原町３６３３－６、３６３５－２
鹿児島県鹿屋市旭原町３６４２－２
鹿児島県鹿屋市永野田町７５０－２０
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
鹿児島県鹿屋市共栄町６９６４，６９６４－１
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
鹿児島県鹿屋市吾平町上名７４７１－２
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
鹿児島県鹿屋市大浦町１３４２７－１
鹿児島県鹿屋市田渕町１５５６－２
鹿児島県鹿屋市東原町５９６４－５６
鹿児島県鹿屋市白崎町１－２０
鹿児島県霧島市隼人町小田２３２２－１
鹿児島県霧島市隼人町小田２１５８－１０
鹿児島県霧島市横川町中丿３６００－１
鹿児島県霧島市溝辺町崎森２７９１－１
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電話番号
0996-67-4100
0996-64-9200
0996-84-2311
0996-67-1258
0996-32-8059
0996-32-2091
0996-36-4250
0996-36-4521
0996-32-1788
0996-32-9698
0996-36-2062
0993-32-3181
0993-25-5463
0994-43-3066
0994-43-0575
0994-44-6809
0994-42-5551
0994-41-2920
0994-43-3322
0994-44-6665
0994-42-2141
0994-63-4474
0994-62-3939
0994-58-8211
0994-43-3119
0994-44-0150
0994-44-9656
0994-48-2037
0994-43-4841
0994-42-2493
0995-55-1340
0995-73-7606
0995-72-0552
0995-58-9391

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
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
霧島運輸倉庫株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 鹿児島航空支店 鹿児島空港営業所
株式会社エスライン九州 鹿児島空港営業所
熊本交通運輸株式会社 鹿児島空港営業所
南九州福山通運株式会社 鹿児島空港営業所
株式会社ロジステックネットワーク 鹿児島空港営業所
日本通運株式会社 鹿児島支店 国分営業所
ヤマト運輸株式会社 国分支店

しみず運送株式会社 鹿児島支店
株式会社新中建設 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 隼人支店
新日本運送有限会社 隼人営業所
大和物流株式会社 鹿児島営業所
有限会社姶良物流 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 九州西濃運輸株式会社 川内営業所
ヤマト運輸株式会社 川内支店
園田陸運株式会社 川内営業所
中村産業輸送株式会社 川内営業所
中越物産株式会社 九州流通事業所
株式会社ロジステックネットワーク 川内南営業所
日本郵便株式会社 川内郵便局
中越輸送株式会社 本社営業所
有限会社ハシグチ 本店
株式会社エスライン九州 北薩営業所
日本貨物株式会社 川内営業所
佐川急便株式会社 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

※「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３１６－２
鹿児島県霧島市溝辺町麓６２６－１
鹿児島県霧島市溝辺町麓曲迫２９７－１
鹿児島県霧島市溝辺町麓字曲迫２７４－５
鹿児島県霧島市溝辺町麓字曲迫２８９－２
鹿児島県霧島市溝辺町麓南迫４７４番１
鹿児島県霧島市国分下井２４０３－５
鹿児島県霧島市国分広瀬２丁目７６７－５、７６８－
１、７６８－２
鹿児島県霧島市国分山下町１８－２３
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松永１－３３
鹿児島県霧島市隼人町真孝字鶴牟田４６０番地４
鹿児島県霧島市隼人町西光寺２４２７－４０
鹿児島県霧島市隼人町西光寺３１６７－３
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永利町４１３０－２
鹿児島県薩摩川内市御陵下町字溝添３７６６－１、３７
６６－４
鹿児島県薩摩川内市港町３６０番地１１
鹿児島県薩摩川内市港町６１２２番２６３号
鹿児島県薩摩川内市港町字松原３６０－２１
鹿児島県薩摩川内市城上町５４７７－２
鹿児島県薩摩川内市西向田町２－５
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東郷町斧渕４４７１
鹿児島県薩摩川内市湯島町３３７３－５
鹿児島県薩摩川内市湯島町３５３５－８
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
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電話番号
0995-58-9120
0995-58-4277
0995-58-3619
0995-58-2204
0995-58-3332
0995-73-6674
0995-58-9292
0995-58-9622
0995-46-1121
0995-45-2860
0995-46-5222
0995-42-5125
0995-64-2688
0995-43-3738
0995-42-3840
0995-44-9770
0995-58-3619
0995-44-6615
0995-57-2980
0996-22-2194
0996-22-7198
0996-31-2611
0996-26-3261
0996-26-3335
0996-30-1822
0996-22-4267
0996-22-3156
0996-30-0086
0996-42-2205
0996-26-2280
0996-26-3900
0996-29-2221
0996-21-4567
0996-44-4777

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

川内市

日本通運株式会社 川内支店
ヤマト運輸株式会社 南川内支店
株式会社外薗運輸機工 本社営業所
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
所
ヤマト運輸株式会社 志布志支店
エース総合運輸株式会社 鹿児島営業所
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
鹿児島荷役海陸運輸株式会社 志布志飼料事業所
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
志布志貨物自動車業企業組合 本社営業所
有限会社ナンクス 本社営業所
鹿児島サンクス運輸有限会社 志布志営業所
九州西濃運輸株式会社 志布志営業所
株式会社タチワキ 本社営業所
福岡運輸株式会社 南九州営業所
有限会社田渕興業 本社営業所
南九州福山通運株式会社 川内営業所

曽於市

ヤマト運輸株式会社 大隅支店

志布志市

垂水市
西之表市
日置市

中迫運輸有限会社 本社営業所
株式会社キング運輸 末吉営業所
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
ヤマト運輸株式会社 垂水本城支店
日本通運株式会社 鹿児島支店 種子島営業所
ヤマト運輸株式会社 種子島支店
ヤマト運輸株式会社 伊集院支店
中村産業輸送株式会社 鹿児島営業所

※「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

鹿児島県薩摩川内市百次町字楠元１４－１
鹿児島県薩摩川内市平佐町１６９９－１、１６９８－１
鹿児島県薩摩川内市陽成町１４６６－１

0996-22-4171
0996-20-7955
0996-30-1311

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２７７５－２
鹿児島県志布志市志布志町安楽５５９８－１
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３３１０
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
鹿児島県志布志市志布志町帖６６１７－１４２
鹿児島県志布志市有明町原田１１９８－３
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井倉字塩入７７２８
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３４６７－２
鹿児島県志布志市有明町野神３７２４－１
鹿児島県川内市湯島町３５３５－１４
鹿児島県曽於市大隅町岩川７３１２－２、７３１２－
３、７３１３－３
鹿児島県曽於市大隅町月野７３９７－２
鹿児島県曽於市末吉町諏訪方６５１４－１
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
鹿児島県垂水市本城３８７８－１
鹿児島県西之表市栄町１番６号
鹿児島県西之表市西之表１６０５１－３
鹿児島県日置市伊集院町下神殿１９１５－１、１９１
８、１９１９
鹿児島県日置市伊集院町郡４８９番地－１

0994-72-3716
099-472-0128
099-472-7017
099-473-2310
0994-72-3911
099-473-3590
099-472-1401
099-473-3503
099-472-1121
099-472-0815
099-473-2486
099-472-1037
099-475-0137
099-471-4016
099-477-2651
099-475-0261
099-475-2345
099-475-2330
0996-26-3358
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099-482-5040
099-482-0182
0986-28-8080
0986-76-4030
0986-76-3039
0994-32-3503
0997-22-1441
09972-3-2389
099-273-5202
099-272-3722

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
新日本運送有限会社 本社営業所
株式会社宮崎ジャパンエキスプレス 鹿児島支店
株式会社日之出サービス 本社
有限会社ヒガシマル運輸 本社営業所
株式会社橋口運輸 本社営業所
有限会社ＭＩＫＩ物流 本社営業所
三九運輸株式会社 日置営業所
ヤマト運輸株式会社 吹上センター
株式会社エイト 本社営業所
有限会社日置運送 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

ヤマト運輸株式会社 南さつま支店
株式会社有村運送 本社営業所
株式会社グローバルライン 本社営業所
佐川急便株式会社 南さつま営業所
株式会社エスライン九州 川辺営業所
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

枕崎市
姶良郡
出水郡

南九州福山通運株式会社 知覧営業所
ヤマト運輸株式会社 枕崎支店
九州産交運輸株式会社 栗野食品センター
ヤマト運輸株式会社 長島センター

大島郡

ヤマト運輸株式会社 瀬戸内センター
ヤマト運輸株式会社 大島南部支店
ヤマト運輸株式会社 与論島センター
佐川急便株式会社 大島営業所
ヤマト運輸株式会社 沖永良部センター

肝属郡

ヤマト運輸株式会社 肝属支店

熊毛郡

ヤマト運輸株式会社 根占センター
屋久島海陸運輸株式会社 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
鹿児島県日置市伊集院町中川１２４５
鹿児島県日置市伊集院町中川１４５６
鹿児島県日置市伊集院町麦生田２１４８－１
鹿児島県日置市伊集院町麦生田４０７－１、４０８－
１、４０９－１
鹿児島県日置市伊集院町麦生田４１０
鹿児島県日置市伊集院町麦生田４１０
鹿児島県日置市伊集院町野田２３８０－３
鹿児島県日置市吹上町中原３００９－１
鹿児島県日置市東市来町美山２０９５－２
鹿児島県日置市日吉町日置字芦原１１７１６－５
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川畑１１９８０
鹿児島県南さつま市加世田武田７６
鹿児島県南さつま市金峰町尾下１５２９－２
鹿児島県南九州市川辺町下山田２５５５－１
鹿児島県南九州市川辺町中山田上ノ口１８３６－１
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
鹿児島県南九州市知覧町郡１７８５１－２
鹿児島県枕崎市明和町１２５，１２６番地
鹿児島県姶良郡湧水町米永１９１３－７
鹿児島県出水郡長島町川床３４０９－１
鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋１１３４－２２－１（本
島）
鹿児島県大島郡徳之島町亀津字共木屋丹地５５４７－
３・４・６
鹿児島県大島郡与論町大字茶花１５８２
鹿児島県大島郡龍郷町中勝２４０４－１
鹿児島県大島郡和泊町手々知名字長浜５１２－２４７
鹿児島県肝属郡肝付町前田３５１４－３、３５１４－
４、３５１５－１、３５１５－２
鹿児島県肝属郡南大隅町根占川南７３３－５
鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦１２０８－１１
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電話番号
099-273-9311
099-245-8340
099-273-9065
099-272-3353
099-272-0666
099-272-0670
099-273-1225
099-296-5134
099-246-6007
099-292-2224
0993-52-2515
0993-53-6118
0993-52-2760
0993-77-0020
0993-56-0188
0993-57-3134
0993-85-3192
0993-83-1104
0993-58-7100
0993-72-5212
0995-74-5872
0996-87-0363
09977-2-1235
0997-82-0021
0997-97-4024
099-762-3299
0997-92-3203
0994-65-1351
0994-24-3142
0997-42-0140

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
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
ヤマト運輸株式会社 宮之城支店
有限会社田島興業 本社
株式会社キング運輸 大隅営業所
有限会社川越産業 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 末吉センター

※「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
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１７２－１
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永吉字上ノ段５０２１
鹿児島県曽於郡大崎町菱田９８０番地－１
鹿児島県曽於郡末吉町深川字唐竹山１１２１４－１
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電話番号

主な輸送品目（任意掲載）

0997-42-1411
09972-6-2266
0996-52-3590
0996-52-2556
0994-76-5351
099-477-2222
0986-79-1276

宅配、引越貨物

