
申請者名 主たる事務所の位置 車両数 法人番号

司西九州　株式会社 愛知県豊田市本町中根９８番地 7 5180301026481

株式会社　西博運輸 福岡県宗像市王丸７７９番地２ 5 4290001084027

株式会社　エキスプレス・アール 福岡県筑紫野市針摺西二丁目６番８－５０２号 5 1290001081919

株式会社　陸成商事 福岡県三井郡大刀洗町下高橋３５５４番地 5 2290001083105

株式会社　丸友物流 福岡県筑紫野市光が丘四丁目２番地１（２１６号） 5 4290001083615

つばさ運輸　株式会社 福岡県北九州市八幡西区陣原四丁目３－７ 5 8290801024574

株式会社　心運輸 佐賀県佐賀市大和町大字久池井１０７３番地１３ 5 7300001011496

アークレア　株式会社 佐賀県伊万里市大坪町乙１３９２番地２１ 5 5300001011374

上野物流　株式会社 佐賀県鳥栖市西新町１４２８－９０ 5 8300001011603

翠嵐運輸　株式会社 長崎県島原市有明町湯江乙１３０５番地 5 2310001015402

株式会社　岩本運輸 長崎県長崎市琴海戸根町３１０１－７２－２０１ 5 9310001015949

西海商事　株式会社 長崎県西海市西海町黒口郷２５４７番地 5 1310001015725

株式会社　TNC 熊本県菊池郡大津町大字杉水７００番地６ 5 5330001025776

司東九州　株式会社 愛知県豊田市本町中根９８番地 16 2180301026419

株式会社　森園産業 鹿児島県薩摩川内市東郷町藤川３２１６番地１ 5 2340001021471

株式会社　ネクサスライン
鹿児島県鹿児島市郡山町１２１６番地１０ストーン
バレー１号室

5 2340001021802

アドバンス　合同会社 鹿児島県曽於市大隅町月野５４９５番地２ 5 6340003002417

株式会社　リソースプラザ 福岡県直方市大字植木１１４０－１ 5 5290801014909

株式会社　虎の子ポーター 福岡県直方市大字下境２７２７番地６ 5 4290801024751

有限会社　重松商店 福岡県糸島市前原北四丁目１６番４６号 5 4290002033288

株式会社　泰恵産業 福岡県飯塚市内住３８３ 5 7290001046197

株式会社　ＳＥＣＴ物流 福岡県大野城市御笠川三丁目７番１６号 5 1300001011460

株式会社　九北
福岡県北九州市若松区二島１丁目２番２６－５０
５号

5 2290801025058

有限会社　昭代サービス 熊本県熊本市東区沼山津二丁目４番２６号 5 7330002014248

株式会社　岩下商店 熊本県熊本市東区戸島五丁目１５番９０号 5 4340001011396

株式会社　ＡＤＶＡＮＣＥ 宮崎県宮崎市清武町木原字北ノ原３２１１番地１ 5 6350001014512

株式会社　八代河内石材
（霊柩：熊本）

熊本県八代市高下西町１３０６番地１ 3 6330002027119

（一般貨物）平成３１年４月許可

一般貨物自動車運送事業の許可

　



株式会社　永遠
（霊柩：福岡）

福岡県八女市吉田７５５－８ 1 5290001076304

株式会社　藍苑
（霊柩：福岡）

福岡県久留米市善導寺町与田２０番地３ 1 6290001084116

　



申請者名 主たる事務所の位置 車両数 法人番号

株式会社　大藤産業 宮崎県延岡市川島町９０３番地 15 6350001006674

（一般貨物）令和元年５月許可

一般貨物自動車運送事業の許可

　



申請者名 主たる事務所の位置 車両数 法人番号

株式会社　渡邊産業 福岡県田川市大字伊田４４４４番地 5 8290801025036

株式会社　彰商事 福岡県太宰府市大字北谷９５２ 5 6290001083497

天永物流　株式会社 福岡県北九州市若松区藤の木二丁目６－１６ 5 1290801022873

株式会社　ＵＥＪ 福岡県行橋市稲童８８９－１ 8 1290801021875

株式会社　Ｂｕｒｕ　Ｂｏｎ 福岡県北九州市門司区吉志一丁目１８番１１号 5 9290801019177

株式会社　山口商事 佐賀県嬉野市塩田町大字久間甲１１０４ 5 4300001011631

株式会社　ＡＳ　ＲＯＡＤ 佐賀県小城市小城町池上１９２５番地 5 8300001011545

合同会社　岬運輸 長崎県長崎市脇岬町３８６番地４２ 5 6310003003582

株式会社　佐藤産業 熊本県葦北郡芦北町湯浦１１２番地１６ 5 9330001014189

颯運送　株式会社 大分県日田市大字川下７２３番地７ 5 5320001016917

有限会社　ささぐり葬祭
（霊柩：福岡県）

福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲１１５番地８ 1 8290002037863

株式会社　アルファ
（霊柩：福岡県）

福岡県福岡市南区清水二丁目２１番２０－６０１
号

1 7290001056857

（一般貨物）令和元年６月許可

一般貨物自動車運送事業の許可

　



申請者名 主たる事務所の位置 車両数 法人番号

株式会社　渡邊産業 福岡県田川市大字伊田４４４４番地 5 8290801025036

株式会社　彰商事 福岡県太宰府市大字北谷９５２ 5 6290001083497

天永物流　株式会社 福岡県北九州市若松区藤の木二丁目６－１６ 5 1290801022873

株式会社　ＵＥＪ 福岡県行橋市稲童８８９－１ 8 1290801021875

株式会社　Ｂｕｒｕ　Ｂｏｎ 福岡県北九州市門司区吉志一丁目１８番１１号 5 9290801019177

株式会社　山口商事 佐賀県嬉野市塩田町大字久間甲１１０４ 5 4300001011631

株式会社　ＡＳ　ＲＯＡＤ 佐賀県小城市小城町池上１９２５番地 5 8300001011545

合同会社　岬運輸 長崎県長崎市脇岬町３８６番地４２ 5 6310003003582

株式会社　佐藤産業 熊本県葦北郡芦北町湯浦１１２番地１６ 5 9330001014189

颯運送　株式会社 大分県日田市大字川下７２３番地７ 5 5320001016917

（一般貨物）令和元年７月許可

一般貨物自動車運送事業の許可

　



申請者名 主たる事務所の位置 車両数 法人番号

有限会社　アリタサービス 福岡県北九州市八幡西区夕原町７－３ 6 8290802015911

株式会社　ＮＥＯ 福岡県北九州市門司区黒川西三丁目１１番１７号 5 3290801024793

Ｓ．Ｒｏａｄ　株式会社 福岡県みやま市瀬高町大江７４２番地３ 5 8290001085500

株式会社　エムオーロジ 福岡県福岡市東区多の津一丁目１４番１号 5 9290001084633

株式会社　Ｓｔｙｌｅ　ｓｕｐｐｏｒｔ 福岡県糟屋郡宇美町大字井野５３６番地１０３ 5 9290001077570

株式会社　トモミ商会
福岡県糸島市浦志一丁目８－８　コーポ松田３０
２

5 6290001084207

司中九州　株式会社 愛知県豊田市本町中根９８番地 9 6180301026596

株式会社　ＧＴキャリー 佐賀県鳥栖市藤木町３番１８号 6 8300001011669

肥銀ビジネスサポート　株式会社 熊本県熊本市北区大窪一丁目１番２６号 6 3330001003908

ハイコムウォーター　株式会社 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陰３０３２ 5 2330001019153

株式会社　ライズイノベーション 熊本県菊池郡大津町大字平川３９９６番地３ 5 3330001017024

クローバー　株式会社 大分県日田市大字庄手９８５番地５ 9 9290001084253

有限会社　若竹実業 大分県玖珠郡九重町大字田野１３９３番地の１ 5 5320002019984

株式会社　吉田林産 宮崎県延岡市北町一丁目１－４　１４０３ 5 5350001015305

（一般貨物）令和元年８月許可

一般貨物自動車運送事業の許可

　



申請者名 主たる事務所の位置 車両数 法人番号

株式会社　ルタン 福岡県大野城市仲畑４丁目２７－３ 5 4290001061918

株式会社　杉商会 福岡県朝倉市来春２８番地１ 5 1290001084442

株式会社　友善運輸 福岡県福岡市博多区上牟田１－１８－１７ 5 7290001046981

株式会社　稲田運輸 北九州市門司区新門司一丁目１４－２ 5 5290801025567

M・K産業　株式会社
福岡県北九州市門司区吉志一丁目３６番２６－１
号室

5 9290801024292

株式会社　愛翔 福岡県朝倉市長田字安福寺屋敷５２５ 5 7290001084908

株式会社　スズキ 福岡県田川郡福智町伊方４０９８－３ 5 7290801019625

株式会社　ＮＥＸＵＳ 福岡県糟屋郡宇美町大字井野４０９番地１ 5 5290001084744

九州ターミナルロジ　株式会社 福岡県北九州市小倉北区西港町８４番８号 5 2290801025933

株式会社　桜丸急送 福岡県うきは市吉井町生葉６２９番地６ 5 9290001084749

星野物流サービス　株式会社 福岡県大牟田市大字草木１１４３番地１ 5 3290001084630

株式会社　シンアイ企画 福岡県福津市渡字神田１４８２番地１ 5 82900001083438

株式会社　ＫＯＵＧＡ　ＬＩＮＥ 福岡県北九州市門司区新門司北２－４－１ 5 5290801025344

トランス・エアー・サガ　有限会社 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸３１６０番地３ 5 4300002002101

株式会社　K.T. company
熊本市北区清水万石１丁目５番３７号クレセール
万石２０３号

5 4330001023401

株式会社　良友丸 熊本県天草市亀場町亀川２０９５番地１１ 5 1330001025557

株式会社　アスペックス 大分県臼杵市大字諏訪６０４番地の４１ 5 6320001013938

有限会社　今藤林業 鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名５２７２番地４ 5 63400002017333

福山　伸吾 鹿児島県出水郡長島町鷹巣１８０３番地１ 5

ハートコーポレーション　株式会社 鹿児島県志布志市志布志町志布志１３９２番地３ 5 8340001020765

株式会社　cradle・hearse
（霊柩：福岡県）

福岡県みやま市瀬高町小川１１５０番地７ 1 3290001085612

株式会社　パラダイス観光
（霊柩：長崎県）

長崎県佐世保市崎岡町８５３番地１２ 3 3310001015236

（一般貨物）令和元年10月許可

一般貨物自動車運送事業の許可

　



申請者名 主たる事務所の位置 車両数 法人番号

株式会社　アストラ 福岡県小郡市三沢１９３－２Ｆ 5 2290001071472

株式会社　柳川合同 福岡県柳川市西浜武４７５－２ 5 3290001053387

原産業　有限会社 福岡県京都郡苅田町港町22番10 5 8290802023658

株式会社　立昇物流
福岡県糟屋郡篠栗町大字乙犬1052番地1デイブ
レイク篠栗２０３号

5 1290001079467

株式会社　Ａ・Ｇサービス 福岡県福岡市東区土井３丁目９番１２号 5 3290001085538

萬了商事　株式会社 福岡県田川市大字伊加利１８１８番地１８ 5 8290801025374

株式会社　丸全開発 福岡県北九州市小倉北区西港町１５番６号 5 7290801025490

株式会社　牡丹 福岡県糟屋郡粕屋町原町１－３－２５－２０２ 5 2290001087080

株式会社　八福商店 福岡県小郡市小郡769番地28 5 2290001086099

株式会社　三州プランニング 福岡県福岡市南区高木二丁目14番24号 5 9290001081498

株式会社　エゾリク 福岡県福岡市東区舞松原二丁目23番6号 5 2290001086041

丸義運輸　株式会社 福岡県糸島市神在1460番地1 5 3290001085950

有限会社　エザキ 福岡県久留米市高良内町３８４０－４４ 5 4290002052445

ＩＲＣ　株式会社 福岡県みやま市瀬高町河内２３７２－２ 5 6290001063012

株式会社　ＫＡＫＥＲＵ 福岡県北九州市門司区社ノ木１丁目４番１７号 5 5290801025897

株式会社　香永 佐賀県神埼市神崎町本堀２７６６番地１ 5 8300001011818

株式会社　カインズ
佐賀県佐賀市天祐一丁目４番３号　若楠コーポ１
０２

5 3300001011657

フレッシュライン　株式会社 熊本県上益城郡御船町高木４８００－１ 5 5330001026790

上田重建　有限会社 大分県大分市三川新町２丁目２番１２ 6 3320002001119

有限会社　梶原建設クレーン 宮崎県日向市大字富高５８０４番地 5 4350002010487

福井石油　株式会社 宮崎県宮崎市祇園一丁目１１７番地 5 1350001001473

株式会社　プロジェクトタツマル 宮崎県日向市大字日知屋６３０番地３ 5 3350001015950

株式会社　池田木材 宮崎県都城市太郎坊町１６５３－１ 5 5350001013333

株式会社　永野運送 宮崎県小林市東方1980番地2 5 3350001016065

株式会社　鰺坂林業 鹿児島県姶良市蒲生町西浦727ｰ3 5 9340001020112

株式会社　曽於中央運輸 鹿児島県曽於市末吉深川９３８９番地１ 5 7340001021673

株式会社　グリーンカーズ鹿児島 鹿児島県鹿児島市下福元町７７０７－１ 5 5340001013656

（一般貨物）令和元年12月許可

一般貨物自動車運送事業の許可

　



株式会社　田島技術 鹿児島県薩摩川内市入来町副田２１７８番地 5 1340002017362

有限会社　馬場自動車整備工場 鹿児島県南九州市頴娃町牧之内１８８７－１ 5 3340002024605

株式会社　宝島物流 熊本県玉名市天水町部田見２８２５番地１ 5 -

トランシス宝島　株式会社 宮崎県都城市菓子野町11731番地1 5 -

久保山　緑
（霊柩：福岡県）

福岡県大牟田市手鎌１０８２－４ 1 -

株式会社　聖流
（霊柩：熊本県）

熊本県宇土市松山町４１４３ 1 8330001026466

　



申請者名 主たる事務所の位置 車両数 法人番号

有限会社　安藤建設 熊本県八代市鼠蔵町１６３番地１ 9 5330002031229

株式会社　ＮＳＵトランスポート 大分県宇佐市大字富山５０７番地の１ 5 3320001011416

株式会社　トランスポートＴａｋｕｙｏ 宮崎県日向市大字日知屋３３７９番地２５ 16 1350001015564

（一般貨物）令和2年1月許可

一般貨物自動車運送事業の許可

　



申請者名 主たる事務所の位置 車両数 法人番号

株式会社　新憲 福岡県三潴郡大木町大字前牟田４３８番地１ 5 6290001084371

株式会社　梅谷コンクリート 福岡県福岡市博多区住吉４丁目４番３号 5 3290001011725

株式会社　山下興業 福岡県宮若市金生２５７６番地３ 5 3290801024959

藤木商事　株式会社 福岡県福岡市中央区小笹二丁目２番６３号 5 1290001037937

株式会社　石島運輸倉庫西日本 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４丁目１２－１ 5 －

株式会社　ワイズロジスティクス 福岡県飯塚市阿恵１２５１－１ 5 5290001086872

株式会社　古嶋クレーン 福岡県北九州市若松区大字安瀬２６番地１ 5 8290801018337

株式会社　エムツー・ジャパン 福岡県久留米市荒木町藤田１４２３－３８ 5 9290001087322

小倉興産ロジサービス　株式会
社 福岡県福岡市中央区荒津１丁目４番１３号 6 8290001072787

ボンドライン株式会社 福岡県久留米市大善寺町中津８６４番地５ 5 9290001086002

加藤　孝光 福岡県福津市津屋崎七丁目２２－１ 5 -

株式会社　福トラ物流 福岡県福岡市東区筥松四丁目１６番５９号 5 5290001086666

安川生コンクリート工業　株式会
社 福岡県福岡市東区社領２丁目６番３１号 5 1290001028333

株式会社　Ｄ．Ｃ環境開発 佐賀県佐賀市東与賀町大字飯盛４５５９－２ 5 3300001004322

天洋工業　株式会社 長崎県諫早市貝津町１３８８番地 5 7310001009424

咲笑運送　株式会社 長崎県長崎市蚊焼町３８５５－２ 5 4310001015706

株式会社　草野組 長崎県佐世保市江迎町奥川内２５３番地１３ 5 5310001010326

株式会社　川口登建設 熊本県宇土市上網田町661番地の１ 5 6330001012988

株式会社　アグリファーム未来 熊本県山鹿市鹿北岩野４０９２番地１ 6 2330001019681

有限会社　後藤樹木園 熊本県阿蘇郡高森町大字上色見２８６３番地の３ 6 6330002023217

株式会社　西商運輸 熊本県菊池郡大津町大字岩坂３７５番地1 5 5330001026097

廣瀨運輸　株式会社 大分県佐伯市大字鶴望4308番地１ 5 3320001015359

真栄産業　株式会社 宮崎県都城市神之山町４８２４番地 5 2350001008039

株式会社　丸雄林業 宮崎県延岡市中島町４丁目５３番地４ 5 7350001011806

宮崎センコーアポロ　株式会社 宮崎県延岡市大武町３９番地８４ 5 7350001007036

株式会社　エフ＆カンパニー 宮崎県宮崎市村角町灰作１４０８番地１２ 5 3350001014977

株式会社　聖文社
(霊柩：佐賀県）

佐賀県伊万里市二里町大里乙１７５９－１ 2 3300001005568

株式会社　城見
（霊柩：長崎県）

長崎県島原市上新丁二丁目４１８０番地１ 2 7310001015802

（一般貨物）令和2年2月許可

一般貨物自動車運送事業の許可

　



申請者名 主たる事務所の位置 車両数 法人番号

株式会社　ＤＲＳ 福岡県福岡市東区馬出６丁目８－１０ 6 910006628

（一般貨物）令和2年3月許可

一般貨物自動車運送事業の許可

　



登　　　録

法人番号 利用する機関の種類 利用運送の区域又は区間

9290002029991 貨物自動車 全国

7290801023247 貨物自動車
全国（北海道・沖縄を

除く）

　

豊田ドリームエクスプレス　株式会社 福岡県行橋市南泉一丁目１９番１号

●第一種貨物利用運送事業の登録　【平成３１年４月】

申請者名 主たる事務所の所在地

有限会社　オアシス貿易 福岡県福岡市城南区七隈四丁目５－１　アクトビル３０１号



登　　　録

法人番号 利用する機関の種類 利用運送の区域又は区間

9290001084253 貨物自動車 九州圏区域

5290801025344 貨物自動車 全国

9290801024895 貨物自動車 全国

2290001049320 貨物自動車 九州圏区域

　

株式会社　ＫＯＵＧＡ　ＬＩＮＥ 福岡県北九州市門司区新門司北２－４－１

株式会社　ニシケン 福岡県久留米市宮ノ陣町若松１番地の９

株式会社　ＴＫロジ 福岡県北九州市小倉南区湯川新町四丁目２６番３５－８０８号

●第一種貨物利用運送事業の登録　【令和元年５月】

申請者名 主たる事務所の所在地

クローバー　株式会社 大分県日田市大字庄手９８５番地５



登　　　録

法人番号 利用する機関の種類 利用運送の区域又は区間

－ 貨物自動車 九州圏区域

6290001076848 貨物自動車 九州圏区域

2290001084920 貨物自動車 全国

1290801025579 貨物自動車 九州圏区域

2290801017443 貨物自動車 九州圏・中国圏区域

　

株式会社　ＩＴ企画物流 福岡県小郡市大板井７２１番地１

株式会社　ランネックス 福岡県福岡市早良区原４丁目２３番６－８０３号

株式会社　日尽 福岡県北九州市若松区西天神３－１９

株式会社　ＳＡＮＷＡ 福岡県遠賀郡遠賀町尾崎１２１３－１

●第一種貨物利用運送事業の登録　【令和元年６月】

申請者名 主たる事務所の所在地

今村　亮 福岡県飯塚市相田１１８番地１－２０５



登　　　録

法人番号 利用する機関の種類 利用運送の区域又は区間

8290801003470 貨物自動車 全国

2290001076975 貨物自動車 九州圏区域

9330001023693 貨物自動車 九州圏区域

― 貨物自動車 全国

8290002033466 貨物自動車 全国

9310001001379 貨物自動車 九州圏区域

3300001009271 貨物自動車 九州圏区域

6290001084371 貨物自動車 九州圏区域

― 貨物自動車 全国

　

福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭２－３－８

株式会社　エクセレントトランスポート 福岡県那珂川市西隈１丁目１９－２４

AIHARA陸送　株式会社 佐賀県鳥栖市西新町１４２８－９０

●第一種貨物利用運送事業の登録　【令和元年７月】

申請者名 主たる事務所の所在地

久保　智弘 鹿児島県鹿児島市山田町１９９２－４

株式会社　あおぞら管理 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字長野１２３３番地

有山　幸治 宮崎県宮崎市大字小松７０３番地８　クレッシェンド１０２号

福岡県福岡市中央区舞鶴一丁目４番１号　ハイザックビル５０２号

長崎県長崎市茂里町３－１

福岡県三潴郡大木町大字前牟田４３８番地１

ブルーシッピング　株式会社

株式会社　長崎新聞社

株式会社　新憲

株式会社　毎日メディアサービス



登　　　録

法人番号 利用する機関の種類 利用運送の区域又は区間

5290001085429 貨物自動車 全国

7340001021797 貨物自動車 九州圏区域

3290001085356 貨物自動車 九州、中国、近畿圏区域

8290801024855 貨物自動車 九州圏区域

5310002011348 貨物自動車 全国

－ 貨物自動車 九州圏区域

　

濵洲　智明 鹿児島県出水市上知識町４６４番地

株式会社　朝倉工業 福岡県朝倉郡筑前町篠隈３４９－１

株式会社　ティーワイライン 福岡県行橋市大字道場寺１６０４番地１

長崎県佐世保市有福町５３６番地１０１有限会社　ふかみ

福岡県福岡市中央区小笹１－１２－１０－３０４

株式会社　凰翔 鹿児島県鹿児島市南郡元町８番地１４号サウスガーデン１０１号

●第一種貨物利用運送事業の登録　【令和元年８月】

申請者名 主たる事務所の所在地

福岡中央情報システム　株式会社



登　　　録

法人番号 利用する機関の種類 利用運送の区域又は区間

5290001085676 貨物自動車 全国

9320001017168 貨物自動車 九州圏区域

1310001015956 貨物自動車 九州圏区域

7350003003347 貨物自動車 全国

- 貨物自動車 九州圏区域

9290001083263 貨物自動車 全国

4320002015712 貨物自動車 九州圏区域

　

株式会社　令和 大分県宇佐市大字四日市９０３番地

●第一種貨物利用運送事業の登録　【令和元年９月】

申請者名 主たる事務所の所在地

有限会社　翔樹 大分県中津市大字福島１５８７番地１

株式会社　ＭＫＶ 長崎県長崎市田中町５８７番地４

合同会社　宮崎マルナカ青果 宮崎県宮崎市錦本町４番地５２リバータウン７０１号

福岡県朝倉市持丸４０８－３

福岡県福岡市東区みなと香椎三丁目１番１５号

立山　登

株式会社　サイネスト

株式会社　コトブキ運輸 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿１４６９番地１



登　　　録

法人番号 利用する機関の種類 利用運送の区域又は区間

8330001026680 貨物自動車 全国

- 貨物自動車 全国

- 貨物自動車 全国

7330001026608 貨物自動車 九州圏区域

　

●第一種貨物利用運送事業の登録　【令和元年１０月】

申請者名 主たる事務所の所在地

柿坂　暢之 福岡県古賀市花見東７丁目６番地８号

株式会社　ISK 熊本市北区植木町舞尾６４７―３

株式会社　イースト 熊本県上益城郡御船町御船８０５番地２

盛岡　哲也 福岡県春日市弥生５丁目３６番３号１号館２０２号室



登　　　録

法人番号 利用する機関の種類 利用運送の区域又は区間

6290001086491 貨物自動車 全国

8290001043458 貨物自動車 九州圏区域

- 貨物自動車 九州圏区域

1300002007383 貨物自動車 九州圏、近畿圏、関東圏区域

5290001079208 貨物自動車 全国

8290001079873 貨物自動車 全国

8290001083611 貨物自動車 九州圏区域

1290801010779 貨物自動車 全国

　

株式会社　ヤマウチ 福岡市博多区東那珂一丁目４番１１号

食品サービス　株式会社

永石　幸典

有限会社　佐賀東部青果

株式会社　ファーストコーポレーション

株式会社　SPL.COM

ユアーズライフマネジメント　株式会社

福岡県春日市白水ヶ丘５丁目１５０番

佐賀県多久市多久町２２８９

佐賀県杵島郡白石町大字福富下分２６３３番地１

福岡市東区多の津１丁目１４番１号　FRCビル9階

福岡県糟屋郡久山町大字山田１６８２番地２１　フィエルテ久山１０１号室

福岡市中央区赤坂１－３－１４－６０５

●第一種貨物利用運送事業の登録　【令和元年１1月】

申請者名 主たる事務所の所在地

株式会社　リーベル 福岡県福岡市早良区百道浜２丁目１番２２号　(株)ケイ・エム・ピー内



登　　　録

法人番号 利用する機関の種類 利用運送の区域又は区間

3290801022772 貨物自動車 全国

7122001009266 貨物自動車 九州圏区域

8330001001163 貨物自動車 九州圏区域

9290005017481 貨物自動車 全国

- 貨物自動車 全国

7290001031216 貨物自動車 全国

　

イワサ　株式会社

九州通信産業　株式会社

一般社団法人　ラストワンマイルドライ
バーズ

和田　龍次

株式会社　ＭＳソリューションズ

大阪府東大阪市本庄西２－３－１１

熊本県熊本市北区四方寄町１２９１番地

福岡県福岡市博多区吉塚７丁目３－６７

福岡県古賀市天神５－２－１０　エクレール古賀駅前２０３

福岡市博多区祇園町７番２０号

●第一種貨物利用運送事業の登録　【令和元年１2月】

申請者名 主たる事務所の所在地

株式会社　ピュアライト 福岡県行橋市泉中央２丁目６番２５号



登　　　録

法人番号 利用する機関の種類 利用運送の区域又は区間

9340001022488 貨物自動車 全国（沖縄を除く）

7290001006829 貨物自動車 九州圏区域

3290001084465 貨物自動車 全国(沖縄を除く）

8290002022584 貨物自動車 全国（沖縄を除く）

－ 貨物自動車 全国（沖縄を除く）

9340001022488 貨物自動車 九州圏区域

7290001008123 貨物自動車 全国

　

株式会社　ジェイ・プレゼンツ 福岡市中央区天神３丁目７番３１号

●第一種貨物利用運送事業の登録　【令和２年１月】

申請者名 主たる事務所の所在地

大豊運輸　有限会社 大分市南春日町１１番２８号

株式会社　令和機工 鹿児島市東開町３番地１５６

ジャム・インターナショナル 株式会社 福岡県福岡市博多区堅粕５－８－１８　ヒノデビルディング6Ｆ

株式会社　田才倉庫 福岡県飯塚市宮町１０－４６

有限会社　エヌティ物流 福岡県糟屋郡粕屋町大字江辻１８番地１０

宮﨑　公平 福岡市早良区田村６丁目１６－３４　サンヴィレッジ２０１号室



登　　　録

法人番号 利用する機関の種類 利用運送の区域又は区間

6340001019347 貨物自動車 全国（沖縄を除く）

- 貨物自動車 全国（沖縄を除く）

　

イレブン産業 福岡県大野城市横峰２－１７－３０

●第一種貨物利用運送事業の登録　【令和２年２月】

申請者名 主たる事務所の所在地

宮迫商運　株式会社 鹿児島県曽於郡大崎町永吉５３５８番地５



登　　　録

法人番号 利用する機関の種類 利用運送の区域又は区間

9330001027125 貨物自動車 全国（沖縄を除く）

4290001086527 貨物自動車 全国（沖縄を除く）

2290002039007 貨物自動車 九州圏区域

4290801026285 貨物自動車 全国（沖縄を除く）

- 貨物自動車 九州圏区域

6290001088091 貨物自動車 九州圏区域

5290001086121 貨物自動車 九州圏区域

9310001015478 貨物自動車 全国（沖縄を除く）

株式会社　トランスポート 福岡県福岡市早良区小田部３－３－４３

●第一種貨物利用運送事業の登録　【令和２年３月】

申請者名 主たる事務所の所在地

株式会社　コネクトライン
熊本県熊本市中央区中央街４番２２号
アルバ銀座通りビル３階－３１６

株式会社　澤田

福岡県筑紫野市杉塚二丁目１２番３３号

福岡県北九州市戸畑区旭町３番１５－５０５号

大分県竹田市大字小塚１５２４番地

福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２７６１番地１

福岡県大野城市月の浦三丁目２番３－４０４号

太宰府流通サービス　有限会社

オーエスライン　株式会社

後藤　信弘

九州創起物流　株式会社

株式会社　クレア物流

長崎県大村市原口町１１２４番地３


