
申請者名 申請者住所 車両数 法人番号

株式会社　アス・ネックス 福岡県朝倉郡筑前町高上５５１番地９ 5 4290001087640

株式会社　ヤヒロ 福岡県福岡市東区松田２丁目２番２７号 5 2290001004234

有限会社　杏里ファーム 福岡県柳川市七ツ家３番地 5 2290002054708

ＭＥＧＡ　ＬＯＡＤ　ＴＲＡＮＴＥＣＨ　株式会社 福岡県鞍手郡小竹町大字赤地字元橋１８９５番地の５ 9 6290801025541

株式会社　國生 佐賀県三養基郡みやき町原古賀６０５番地１４ 5 9300001011627

福岡吉田海運　株式会社 長崎県佐世保市三浦町１番３２号 5 1310005003998

株式会社　太田商事 熊本県阿蘇郡高森町高森１５６３番地５ 5 9330001025491

一般財団法人　五木村振興公社 熊本県球磨郡五木村乙字高野６６５番地３２ 5 3330005007426

株式会社　陣 熊本県阿蘇郡南小国町大字赤馬場１２７７番地２ 5 4330001026379

株式会社　知裕運輸 大分県宇佐市大字富山１０９９番地の１ 5 9320001017432

Mトラスト 株式会社 宮崎県宮崎市村角町島ノ前１３３９番地２ 5 5350001016154

河口　宏美
（霊柩：福岡県）

福岡県太宰府市大佐野５丁目２番１０号 1 －

一般貨物自動車運送事業の許可

（一般貨物）令和２年４月許可

　



申請者名 申請者住所 車両数 法人番号

株式会社　迫田産業 宮崎県小林市堤３２０７番地７ 5 7350001015518

株式会社　りんね
（霊柩：熊本県）

熊本県熊本市中央区横紺屋町４番地 4 3330001008460

一般貨物自動車運送事業の許可

（一般貨物）令和２年５月許可

　



申請者名 申請者住所 車両数 法人番号

新栄物流　株式会社 福岡県小郡市祇園二丁目７番地２シャトー深町２０３号 5 9290001085219

株式会社　トップロード 福岡県福岡市南区井尻二丁目１８番２３号１０１ 5 2290001039387

株式会社　絆　 福岡県大川市大字大野島１６４０番地１ 5 4290001088432

坂本建工　株式会社 福岡県嘉麻市下臼井１１９４番地 5 2290001085002

株式会社　ケイユー交通 佐賀県唐津市呼子町殿ノ浦３１４番地１４ 5 4300001010468

山口産業　株式会社 佐賀県多久市多久町３５５５番地１２０ 5 8300001003625

笠原建設　株式会社 佐賀県唐津市石志４４５９番地１ 5 1300001007112

有限会社　永森 熊本県球磨郡五木村甲７２８２番地 5 4330002030768

株式会社　藤翔物流 熊本県上益城郡益城町大字砥川２０２９－３３ 5 5330001026989

株式会社　雄大 鹿児島県薩摩川内市東郷町斧渕５０９７番地 5 4340001009052

本田　敦
（霊柩：福岡県）

福岡県北九州市小倉南区企救丘２丁目４番地２０－３０５号 1 －

株式会社　３６９システム
（霊柩：熊本）

熊本県熊本市中央区水前寺町１丁目３－４－６０３ 1 7330001026277

株式会社　エスエスシー 福岡県京都郡苅田町富久町２丁目３番地３－１Ｆ 5 6290801025426

一般貨物自動車運送事業の許可

（一般貨物）令和２年７月許可

　



申請者名 申請者住所 車両数 法人番号

株式会社　ＳＭＳ．ＬＩＮＥ 大分県大分市大字中戸次字中峯９０６番地３ 5 －

有限会社　ダイコク 福岡県田川郡福智町金田７３５番地の２ 5 4290802024817

株式会社　博多引越本舗 福岡県糟屋郡志免町別府３丁目１３番２号 5 4290001086122

小嶋観光　株式会社 福岡県朝倉市杷木久喜宮１６３９－１ 5 5290001047882

窪商荷役　株式会社 福岡県糸島市二丈深江１８０７－５ 5 5290001088852

株式会社　イワキン工業 福岡県飯塚市横田４８５番地の３ 6 3290001046093

杉原　茂 福岡県久留米市山川町３１５－２４ 5 -

東廷商会　株式会社 福岡県福岡市博多区西月隈２丁目７番３号 5 6290001064225

株式会社　ファーストカンパニー 福岡県久留米市東合川７丁目１０番２号 5 4290001077815

株式会社　Ｋ’ｓ物流サービス 福岡県糟屋郡志免町田富４丁目４番５号 5 6290001058094

株式会社　ライズ運輸
福岡県宗像市石丸１丁目７番１０号

メゾンドアヤＮｏ．２－２号室
5 6290001087762

株式会社　橋本運輸 佐賀県鹿島市大字三河内丙３６７番地１ 5 2300001011897

株式会社　新栄
 長崎県東彼杵郡波佐見町田ノ頭郷

３４４番地１
5 1310001011220

株式会社　ボディーショップ圭介
長崎県諫早市多良見町化屋

１３０３番地３０
5 5310001015077

株式会社　マルイ冷輸 熊本県玉名郡南関町大字関町９４５番地１ 6 9330001027240

株式会社　今吉機設 大分県大分市大字横尾３１０４番地の１６ 5 9320002001039

株式会社　田北総業 大分県竹田市萩町馬背野５８番地５ 5 9320001016806

有限会社　松川自動車 鹿児島県姶良郡湧水町田尾原２３９番地１ 5 4340002014943

ＳＥＡ　株式会社 鹿児島県鹿屋市古前城町６番５号 5 5340001022442

安武　由之
（霊柩：福岡）

福岡県福岡市東区香椎２丁目２０－３３ 1 -

一般貨物自動車運送事業の許可

（一般貨物）令和２年８月許可

　



申請者名 申請者住所 車両数 法人番号

株式会社　トーイングサービス  長崎県大村市杭出津１丁目８３９番地５ 5 4310001016167

一般貨物自動車運送事業の許可

（一般貨物）令和２年９月許可

　



申請者名 申請者住所 車両数 法人番号

ビーネットワーク　株式会社 福岡県宮若市本城４０２－１ 5 1290801026560

ＡＲＫ－１－ＴＲＡＮＳＰＯＲＴ　株式会社  福岡県朝倉郡筑前町吹田２４１８番地３ 5 7290001089527

株式会社　ロジサポ九州 熊本県菊池市泗水町吉富３１７７番地１０ 5 5300001011399

ＳＫ流通サービス　株式会社 福岡県福岡市東区多々良１丁目４６番２２号 5 9290001088188

有限会社　サキオ 福岡県飯塚市横田４８５番地１ 5 9290002046228

株式会社　椿運輸 長崎県南島原市加津佐町己３５５５番地１ 5 7310001016833

株式会社　令和 大分県宇佐市大字四日市９０３番地 5 9320001017168

有限会社　東洋興産 大分県臼杵市井村３０２９番地 5 6320202000355

株式会社　和工業 熊本県人吉市瓦屋町１８４９番地３ 5 6330001027763

一般貨物自動車運送事業の許可

（一般貨物）令和２年１０月許可

　



申請者名 申請者住所 車両数 法人番号

株式会社　丸吉 鹿児島県鹿屋市串良町有里８５９１－１１７ 5 8340001018264

株式会社　元明クレーン 宮崎県都城市高木町大井手５４２番地１ 5 8350001009023

株式会社　興南商工 長崎県佐世保市白岳町１００４番地４ 5 5310001005350

一般貨物自動車運送事業の許可

（一般貨物）令和２年１１月許可

　



申請者名 申請者住所 車両数 法人番号

エスピー運輸　株式会社 福岡県大野城市山田３丁目１１番１５号 10 7290001089428

株式会社　尚帆運輸　 福岡県古賀市薬王寺１１８９番地６ 5 4290001088052

株式会社　クラスト 福岡県福岡市東区三苫２丁目３３番２０号 5 7290001080584

合同会社　Ｌｉｆｉｎｇ Ｓｕｐｐｏｒｔ 大分県大分市荏隈１３１５番地の３ 5 7320003002442

株式会社　大澤商会 福岡県大野城市乙金東二丁目１８番３号 5 2290001078154

株式会社　丸帆運輸 佐賀県伊万里市東山代町長浜２１３２番地７ 5 2300001012235

東栄建設　株式会社 宮崎県延岡市新浜町一丁目８９３５番地８３ 8 4350001006882

有限会社　三栄商事 宮崎県東諸県郡国富町大字三名２８０６－３ 5 6350002007102

株式会社　ＡＴＯＬＡＳ 宮崎県小林市細野１７２０番地４ 5 6350001014743

石松ホールディングス　株式会社 福岡県朝倉市入地２４８３番地 6 2290001088715

株式会社　トランス福岡 福岡県糟屋郡須惠町須惠１０９４番地１ 5 8290001089567

Ｌｉｂ　株式会社 福岡県京都郡苅田町磯浜町二丁目５番地６－２０１ 5 9290801025737

株式会社　ＳＰＬ．ＣＯＭ
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
5 8290001079873

株式会社　ＴＲＡＳＰＯ 福岡県福岡市西区福重四丁目３番２８－１号 5 1290001090556

株式会社　ＲＯＣＫＳＴＯＮＥ 福岡県京都郡苅田町鳥越町１番地４６ 5 9290801026818

小堺　利春 福岡県柳川市三橋町百町１４５５－５ 5 -

株式会社　花咲実 福岡県糟屋郡篠栗町大字津波黒１１１番地７３ 5 3290001083863

株式会社　光工業 鹿児島県鹿児島市小山田町４９８４－１ 5 8340001021920

有限会社　愛運送 長崎県西海市西彼町鳥加郷２２８－１０ 5 9310002014314

矢野　義隆
（霊柩：福岡県）

福岡県田川郡福智町金田１１４６－１ 1 -

関　修司
（霊柩：福岡県）

福岡県久留米市国分町１４３６－２－３０７ 1 -

一般貨物自動車運送事業の許可

（一般貨物）令和２年１2月許可

　



申請者名 申請者住所 車両数 法人番号

有限会社　長与タクシー 長崎県西彼杵郡長与町斉藤郷４４番１ 24 7310002008565

蒲原タクシー　株式会社 長崎県長崎市西山四丁目５４７番地３ 29 4310001003529

城山交通　株式会社 長崎県長崎市花園町２７番１号 29 3310001004734

南阿蘇観光タクシー　有限会社 熊本県上益城郡山都町今３５１番地４ 4 2330002020663

有限会社　山鹿タクシー 熊本県山鹿市山鹿１番地 14 7330002018793

肥後タクシー　有限会社 熊本県熊本市東区健軍４丁目１８番地２１号 39 1330002008619

一般貨物自動車運送事業の許可

（タクシー事業者による食料・飲料に係る貨物自動車運送事業)令和２年１２月許可

　



申請者名 申請者住所 車両数 法人番号

株式会社　敬弘物流 鹿児島県鹿児島市山田町１９９２－４ 5 9340001022736

株式会社　ＮｅｘｔＬｉｎｅ 熊本県熊本市東区三郎２丁目２６番３８号 5 3330001022552

一般貨物自動車運送事業の許可

（一般貨物）令和３年１月許可

　



申請者名 申請者住所 車両数 法人番号

株式会社　玉商 熊本県玉名市下小田８８０番地１ 5 8330001027613

一般貨物自動車運送事業の許可

（一般貨物）令和３年２月許可

　



申請者名 申請者住所 車両数 法人番号

株式会社　暖屋鮮冷 福岡県宮若市磯光１４０５番地７ 5 8290801026918

株式会社　０９２ＴＲＡＮＳ 福岡県福岡市早良区田村四丁目１８番２３号 5 5290001085032

株式会社　オーシャントランスポート 福岡県福岡市東区蒲田２丁目４０番３２号 5 1290001002750

合同会社　アライブ 福岡県糟屋郡宇美町障子岳南２丁目２３番２号 5 2290003010494

株式会社　小野サイディング 福岡県北九州市八幡西区上上津役五丁目３１番１６号 5 8290802017809

有限会社　大月自動車 佐賀県小城市三日月町堀江２１８番地３ 5 7300002004524

東洋リース　株式会社 長崎県大村市協和町１６８８番地 6 7310001008839

株式会社　肥後産業運輸 熊本県玉名市田崎８４０番地１８ 6 8330001023819

サンテックス　株式会社 宮崎県都城市山之口町富吉字向原２９１２番地１ 5 7350001008694

株式会社　ミクラ物流 鹿児島県鹿児島市谷山港３丁目１－８ 7 7370801001649

株式会社　セイブコーポレーション 福岡県北九州市小倉北区西港町６９－２ 5 4290803002441

ローズタクシー　有限会社 広島県福山市春日町七丁目２７番１号 5 4240002045107

山之内　匡
（霊柩：鹿児島）

鹿児島県曽於市末吉町二之方５１４４－１ 1 －

一般貨物自動車運送事業の許可

（一般貨物）令和３年３月許可

　



申請者名 申請者住所 車両数 法人番号

合同タクシー　株式会社 長崎県大村市協和町７３２番地８ 28 8310001008747

愛宕交通　株式会社 長崎県長崎市彦見町１８番１５号 11 8310001011783

日光タクシー　株式会社 長崎県長崎市城栄町４１－７８ 27 1310001001659

ラッキー自動車　株式会社 長崎県佐世保市城山町６番３号 20 3310001006152

株式会社　託麻観光 熊本県熊本市東区神園１丁目１番２８号 16 7330001002872

大分第一交通　株式会社 大分県大分市弁天１丁目４番２９号 87 1320001003101

福岡交通　株式会社 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５－９－３６ 44 4290001002153

一般貨物自動車運送事業の許可

（タクシー事業者による食料・飲料に係る貨物自動車運送事業)令和３年３月許可

　



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

7290801023024 貨物自動車 全国（沖縄を除く）

3290001088441 貨物自動車 全国（沖縄を除く）

- 貨物自動車 九州圏区域

6290001029905 貨物自動車 九州圏区域

　

株式会社　Ｍトランスポート 福岡県糟屋郡志免町南里２丁目５番５号アークブリス志免１０３号

内藤　秀樹

株式会社　Ｅ-エファッツトランスポート

鹿児島県鹿児島市南林寺町１８番１１－２０２号

福岡県福岡市博多区上牟田１丁目１５番２号

●第一種貨物利用運送事業の登録　【令和２年４月】

申請者名 主たる事務所の所在地

株式会社　アールアンドエフ 福岡県北九州市若松区上原町６番６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

9330001002929 貨物自動車 関東圏区域

5290801026359 貨物自動車 全国（沖縄を除く）株式会社　ＬＲ 福岡県北九州市小倉南区守恒本町２丁目７番８号

●第一種貨物利用運送事業の登録　【令和２年5月】

申請者名 主たる事務所の所在地

株式会社　田中商店 熊本県水俣市浜松町５番８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

4290801014505 貨物自動車 九州～中部圏区域

3300003001524 貨物自動車 九州圏区域合同会社　コネクト 佐賀県小城市三日月町金田１３３５－２

トヨタ自動車九州　株式会社 福岡県宮若市上有木１番地

●第一種貨物利用運送事業の登録　【令和２年６月】

申請者名 主たる事務所の所在地



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

6330001026716 貨物自動車 全国（沖縄を除く）

4300001012076 貨物自動車 九州圏区域

4021001069250 貨物自動車 全国（沖縄を除く）

4290001084753 貨物自動車 全国（沖縄を除く）

9290001088403 貨物自動車 九州圏区域

4012801007986 貨物自動車 全国（沖縄を除く）

福岡県粕屋郡須恵町大字植木１４２１－４

佐賀県鳥栖市布津原町７１番地３

熊本県水俣市古賀町二丁目１１番１号コスモハイツ２０３号

株式会社　ユアーズ・トレード 福岡県福岡市博多区東光二丁目８番１７号

株式会社　YASU

株式会社　サンマックス

株式会社　ＴＲＡＮＣＥＬＬ

株式会社　Ｋ－ｉｎｇ 福岡県福岡市博多区那珂３丁目１９番２号 

●第一種貨物利用運送事業の登録　【令和２年７月】

申請者名 主たる事務所の所在地

株式会社　Ｃ－ＮＡ物流 福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲１０９３番地 



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

7290001084230 貨物自動車 全国（沖縄を除く）

3350001016321 貨物自動車 九州圏区域

3290003009973 貨物自動車
全国

（北海道・沖縄及び離島を除く）

9290001088097 貨物自動車 全国（沖縄を除く）

8290001088890 貨物自動車 九州圏区域

6330002023646 貨物自動車 九州圏区域

7290001089163 貨物自動車 九州・中国・近畿圏区域

8290801021002 貨物自動車 全国（沖縄を除く）

5330001027590 貨物自動車 九州圏区域

2300001012128 貨物自動車 全国（沖縄を除く）

- 貨物自動車 全国（沖縄を除く）

- 貨物自動車
全国

（北海道・沖縄及び離島を除く）

9290001062960 貨物自動車 全国（沖縄を除く）

●第一種貨物利用運送事業の登録　【令和２年８月】

申請者名 主たる事務所の所在地

クリタ運輸　株式会社 福岡県太宰府市水城５丁目１２番１０号 

株式会社丸心商事 宮崎県宮崎市潮見町３７番地２ 

株式会社ＡＩオアシス 福岡県福岡市城南区七隈４丁目５番１号

福岡県大野城市大城４丁目２０番１３号 

 熊本県阿蘇郡高森町大字上色見２８６３番地４  

株式会社　Ｋ－ＬＳＳ 福岡県大野城市下大利１丁目２番２３号

株式会社　マハロ

有限会社　宮藤

合同会社　九州ライン輸送 福岡県朝倉郡筑前町久光２８７番地４ 

株式会社　ニチワ 福岡県北九州市門司区白野江４丁目２番２１号

ＹＭＫ物流　株式会社 熊本県宇城市小川町河江６３０番地１ 

Ｋ・アシストロジ　株式会社 佐賀県鳥栖市藤木町２４５６番地１４１３ 

太田　洋司 長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷１１４１－４

金田　健一 佐賀県鹿島市大字音成乙１５８０番地

株式会社　エーケーカンパニー 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭２丁目２番２４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

9310001016575 貨物自動車 全国（沖縄を除く）

- 貨物自動車 九州、関東圏区域

- 貨物自動車 九州圏区域

4290001080934 貨物自動車 全国（沖縄を除く）

4290001081321 貨物自動車 全国（沖縄を除く）

1290801026585 貨物自動車 全国（沖縄を除く）

4290801026632 貨物自動車 全国（沖縄を除く）

- 貨物自動車 関東、中部、近畿、四国、中国、九州圏区域

福岡県遠賀郡水巻町猪熊１０丁目６番７号

大坪　剛 福岡県小郡市三沢４１９９－１－１０２

株式会社　トータルロジスティクスサポート

福岡県柳川市八百屋町７

●第一種貨物利用運送事業の登録　【令和２年９月】

申請者名 主たる事務所の所在地

株式会社　ＫＴＳ 長崎県長崎市出島町３番１０号 

長友　智法 宮崎県宮崎市田吉１１６－２

往田　卓

株式会社　ライフナビコネクト

株式会社　ＪＩＴ 

株式会社　ｆｅｅｌ 福岡県福岡市東区松田１－８－６０

福岡県糟屋郡新宮町立花口３３８　２階

福岡県北九州市門司区田野浦海岸５番１号田野浦４号上屋事務所 



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

4290001089397 貨物自動車 九州圏区域

6290001080858 貨物自動車 九州圏区域

- 貨物自動車 全国（沖縄を除く）

5290001069092 貨物自動車 九州圏区域

8290001089402 貨物自動車 全国（沖縄を除く）

- 貨物自動車 九州圏区域

- 貨物自動車 九州、中国、関東圏区域

8300001012015 貨物自動車 九州圏区域

1330001011697 貨物自動車 九州圏区域

7300001012057 貨物自動車 九州圏区域

株式会社　ロジバル

トランシア　株式会社

上田　正道

有園　慎

●第一種貨物利用運送事業の登録　【令和２年１０月】

申請者名 主たる事務所の所在地

株式会社　桃李 福岡県古賀市米多比１１５０－１－１０１ 

ベイトレック　株式会社 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭２丁目２番２０号

武田　雄司 福岡県八女郡広川町大字広川１１０２番地５８

福岡県福岡市博多区沖浜町１４-１ 博多港国際ターミナル１階

福岡県大牟田市歴木１８０７-１３２４ 

鹿児島県出水郡長島町浦底１６８１

アペクシア　株式会社 佐賀県佐賀市神野東２丁目６番３７－２０２号ベルポスト 

鹿児島県枕崎市桜山東町３０番地

エスエイチロジスティクス　株式会社 佐賀県三養基郡上峰町坊所１５２３-４６ 

有明スチールセンター　株式会社 熊本県玉名郡長洲町大字名石浜１０番地 



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

6290801025806 貨物自動車運送 全国（沖縄を除く）

5290001089636 貨物自動車運送 全国（沖縄を除く）

2350001016537 貨物自動車運送 近畿・中部・関東圏区域

8330002001253 貨物自動車運送 全国（沖縄を除く）

●第一種貨物利用運送事業の登録　【令和２年1１月】

申請者名 主たる事務所の所在地

柴田ビジネスサポート　株式会社 福岡県北九州市八幡西区青山三丁目１７番６

斉藤興業伝媒　株式会社 福岡県飯塚市津原６１３番地１

株式会社　葵商事 宮崎県宮崎市田代町１３５－５－３０２

栄興トラコントロール　有限会社 熊本県熊本市東区長嶺西一丁目１３番３８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

- 貨物自動車運送 全国（沖縄を除く）

- 貨物自動車運送 九州圏区域

9290003010406 貨物自動車運送 全国（沖縄を除く）

1290001090003 貨物自動車運送 九州圏区域

4310002002851 貨物自動車運送 九州圏区域

8340001021672 貨物自動車運送 九州圏区域

横溝　武史 福岡県みやま市高田町下楠田１２０４番地

トラビスライン　合同会社 福岡県古賀市小竹１１３番地５ 

佐藤　誠 熊本県熊本市東区戸島西１－３３－５

●第一種貨物利用運送事業の登録　【令和２年1２月】

申請者名 主たる事務所の所在地

株式会社 ＧＪカンパニー 福岡県福岡市博多区立花寺２－１－１２－１０８

有限会社　ダイイチ機設工業 長崎県長崎市東町２５１２番地１ 

株式会社　山栄産業 鹿児島県出水市汐見町５０７番地



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

4290001088259 貨物自動車運送 全国（沖縄を除く）

1350001016661 貨物自動車運送 九州、中国、近畿、中部、関東圏区域

5290001081048 貨物自動車運送 全国（沖縄を除く）

5290801026648 貨物自動車運送 九州圏区域

6330001022236 貨物自動車運送 全国（沖縄を除く）

5320001011265 貨物自動車運送 全国（沖縄を除く）

4300001012299 貨物自動車運送 九州圏区域

9340001022595 貨物自動車運送 九州圏区域

唐津輸送　株式会社 佐賀県唐津市見借３８９６番地１

エグチ物流　株式会社 鹿児島県出水郡長島町城川内１６７９番地９ 

株式会社　ケイ．ロジック  宮崎県都城市都北町４８４６番地 

株式会社　敬幸商事 福岡県福岡市東区千早４丁目２１番５５－１１０６号

株式会社　ｅｄｇｅＨ 福岡県北九州市小倉北区熊本２丁目１番７号

株式会社　リコフ 熊本県熊本市北区麻生田４丁目２７－３－２０３ 

株式会社　ゼンカイセキュリティー 大分県中津市蛭子町３丁目６６番地 

禅ロジスティクス　株式会社 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭四丁目１０番１８－１号

●第一種貨物利用運送事業の登録　【令和３年1月】

申請者名 主たる事務所の所在地



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

8340001023074 貨物自動車運送 全国（沖縄は県内に限る）

●第一種貨物利用運送事業の登録　【令和３年2月】

申請者名 主たる事務所の所在地

令通　株式会社 鹿児島県鹿児島市甲突町２５番５号アミューパレスＧ２０１号室 



法人番号 申請者名 主たる事務所の所在地 利用する機関の種類 利用運送の区域又は区間

8300001012345 匠運　株式会社 佐賀県佐賀市川副町大字小々森１２２－３９ 貨物自動車運送 九州圏区域

- 佐藤　俊吉 大分県別府市大字鶴見４５４８番地の２４０ 貨物自動車運送 全国（沖縄を除く）

4290001069762
日本オールマイティサービス

九州２５グループ本社
福岡県福岡市博多区吉塚本町９番１０号 貨物自動車運送 九州圏区域

5290001077574 株式会社　コトブキ流通 福岡県糟屋郡粕屋町酒殿二丁目２４番１号 貨物自動車運送 全国（沖縄を除く）

8290801021927 株式会社　ＫＯＵＧＡ　ＦＵＫＵＯＫＡ 福岡県糟屋郡須惠町大字植木１４２８番地３ 貨物自動車運送 全国（沖縄を除く）

9290001067225 株式会社　ＯＳＡＭＵ  福岡県筑後市前津１６９５ 貨物自動車運送 全国（沖縄を除く）

2290001088228 株式会社　Ｒｕｎｗａｙ 
福岡県福岡市東区塩浜３丁目４１３－１

グランディアソラーレ和白６０８
貨物自動車運送 全国（沖縄を除く）

8290001073397 ＧＬＬ　株式会社 福岡県福岡市博多区空港前１丁目１番７号 貨物自動車運送 全国（沖縄を除く）

9340003002975 合同会社　トヤマ 鹿児島県奄美市笠利町里１３１－１ 貨物自動車運送 九州圏区域

9350001005723 株式会社　キング 宮崎県宮崎市本郷南方２２３番地１ 貨物自動車運送 九州圏区域

●第一種貨物利用運送事業の登録　【令和３年３月】


