
　◇届出・導入事業者数　３０３社 (公社)福岡県トラック協会

【敬称略、五十音順】

会　員　名 代　表　者 ホームページアドレス

(株)アイエヌライン 奈賀　幾次郎 http://inl1926.jp/

(株)アイエムティ運輸 井口　光子

アイソニックス(株) 上杦　博和 http://www.isonix.co.jp/

アイワ陸運(株) 光安　秀人

アサカワトランテック(株) 森　業太 http://asakawa-trantech.jp/

(株)アマミ　宮若営業所 藤原　輝也

鮎川産業(株) 鮎川　和夫

荒平商会 荒平　英睦

(有)安藤運輸 安藤　克明

壱岐・対馬フェリー(株) 真崎　越郎 http://www.iki-tsushima.com/

生田川通商(株) 小野田　一生

池田興業(株) 池田　哲 http://www.ikeda-kogyo.co.jp/

(有)池田産業 池田　一身

(有)池田重機建材 池田　冨夫

勇物流サービス(有) 中峰　勇二

(有)石井建設 石井　浅次

(株)石松商会 石松　巧児

(有)石芽運輸 三島　友紀

井手運送(有) 井手　郁夫 http://www.ideunsou.com/

井上運送(有) 井上　正雄

今井運送(株) 今井　賢二

(株)岩室商会 岩室　眞澄 http://www.iwamuroshoukai.co.jp/

(株)Ｗｉｔｈ　ｐｌｅａｓｕｒｅ　高島屋 高島　圭司

(株)ウイングス 古賀　ゆり子

浮羽運輸(株) 稲富　靖史

浮羽長洲運送(有) 永嶋　正利

碓井運送(有) 松岡　哲博

内田物流(株)　大牟田営業所 森川　国秋

(株)永和商運 金子　文彦

(株)エクスプレス九州 合田　真治

(株)ＳＫコーポレーション 中村　智枝子 http://www13.plala.or.jp/sk-corporation/

ＳＢＳフレック九州(株) 薬師寺　正教 http://www.sbs-flec.co.jp/

(株)ＮＳロジ西日本　小倉支店 野口　英

(株)ＮＢＳロジソル

(有)榎本商事 榎本　立

(株)恵比寿 入田　恵美子

(株)ＦＢＳコーポレーション 片山　善徳 http://park3.wakwak.com/~fbs/

(株)ＭＨロジ 山家　健一

エル・エムサービス(株) 歌岡　真二 http://www.lm-services.co.jp/

大石小型運送(有) 石井　孝行

(有)大里運輸 大里　初子

燃料サーチャージ届出・導入事業者一覧
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(有)大瀬運送 大瀬　博巳

(有)大坪運送 大坪　勲

(株)大富 大富　實 http://www.oh-tomi.co.jp/

大野運送(株) 髙品　眞一

大牟田運送(株) 横溝　良介 http://www.omuta-unso.co.jp/

緒方運輸(有) 緒方　好一

岡山県貨物運送(株)　福岡主管支店 岡本　信義

(株)岡山積載運輸 味野　淳子 http://www.okayama-sekisai.com/

(有)小郡運送 久光　善弘 http://www.ogori.co.jp/

(株)加月組 加月　隆一

(有)かねは 寺﨑　文彦

嘉飯山砂利建設(株) 坂平　順子

烏山運輸(株) 佐々木　宗一 http://www.shokuhin-yusou.com/

カリツー(株)　福岡営業所 荒川　伸広 http://www.karitsu.co.jp/

(有)賀和運送 寺田　栄藏

(株)川口建設

(株)カワシマ 川島　直子

川島運送(株)

川原梱包運送(株) 川原　道宏

北九州グリーン清掃(株) 吉村　有希 http://www.k-g-s.com/

北九州ライナー(株) 森生　芳大 http://www.kitakyushu-liner.co.jp/

北九丸善運輸(株) 福永　弘 http://www.maruz.co.jp/

(株)木村建設運輸 木村　修一 http://www.kimura-tce.co.jp/

(有)キャリアー・キョーシン 畑江　正信

九州安芸重機運輸(株) 菅　康紀 http://akijuki.com/

九州小田運輸(株) 荒木　眞二

九州倉本運送(有) 永田　隆治

九州産業運輸(株)　福岡支店 河野　正二 http://ks-unyu.com/

九州シティフレイト(株) 田中　克典

九州澁澤物流(株) 前田　義昭

九州鈴鹿運輸(株) 小林　聖治

(株)九州設備サービス 川上　健一

九州大栄陸運(株)

(有)九州トランスサービス 有川　俊彦

(株)九州ネギシ 京德　治

九州福山通運(株) 中川　忠

(株)九州丸和ロジスティクス

九州メタル産業(株) 権藤　正信 http://www.nishitetsu.ne.jp/kyusyumetal/

九州ヤマヨ運輸(株) 池田　茂 http://www.yamayogroup.com/

(株)九州ロードサービス 芥田　由香里

協栄陸運(株) 吉岡　文喜

協同運輸(株) 藤村　義博

協立運輸(株) 森田　和雄

(有)協和運送 川村　章雄

(株)クイック 春山　孝 http://www18.ocn.ne.jp/~ftf/

(有)クサカベロジテック
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(有)草野商運 草野　浩幸

九條運送(株) 三井　広久

グッド・ビレッジ(株) 仲村　満春

(株)ケイ・ティー 石津　明弘 http://kt-fukuoka.com/

(株)ケイティライン 有馬　浩一

(有)ケイビーティ・ライナー 久保田　裕次

玄海産業(株) 伊藤　源二 http://www10.ocn.ne.jp/~genkai/

(有)興永 石川　克昭

(有)光栄急配 髙橋　輝 http://www.koei-exp.co.jp/

(株)幸栄トランスポート 有久　親二郎

航空ネットワーク(株) 緒方　亮 http://www.anw.co.jp

(株)興伸運輸 藤田　正則

合同サービス(有) 池田　啓 http://ygu.co.jp/

高陽輸送(株) 深谷　憲司

古賀物流(株) 古賀　竜典

小倉貨物運輸(株) 清水　祐記弘

(株)後藤運送 後藤　政三

(株)才田運送 才田　俊輔

(有)坂口組 津村　剛

三栄自動車運送(株)　福岡営業所 工藤　正一 http://i-sanei.co.jp/

(株)サンエストランテック

(株)サンケイ 金沢　亮 http://www.san-kei3311.co.jp/

山王起業(株) 伊藤　和美

(有)三洋運輸 石橋　鎮樹

(株)Ｊ・Ｂ・Ｓネットワーク 古野　保 http://www.jbs-network.co.jp/

シカゴ運輸(株) 柴田　昭 http://www.chicago-sekiyu.co.jp/

志賀島運送(有)

下尾商店運輸

(有)正栄運輸 田辺　哲治

(株)翔陸運 田中　栄

(株)昌和運輸 林田　昌也

白石九州物流ターミナル(株) 白石　政嗣

白石自動車(有) 白石　政嗣

白木運送(有) 黒木　建一

信栄運輸(有) 田中　慎也

新熊本産業(株) 佐藤　竜二 http://www.shinkuma.co.jp/

新田川商運(有) 水永　堅修

(有)伸友運送 日高　三知子

(有)須崎興運 野上　哲實

(有)鈴木運送 鈴木　邦芳

(株)スタイル 白川　淳 http://style-hikkoshi.com/

(株)スワロー物流福岡 藤田　一男

正伸運送(株) 寺崎　文彦

(有)西部産業 向井　恒雄

(株)成友 唐川　勝 http://www.seiyu2010.com/

(有)関運送 関　光次
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(有)セフティワン 宮田　和美

(株)セレクション物流 棟形　昌弘

(株)惣流 内山　健一郎

ソーワトランスポート(株) 大竹　秀樹 http://www.sowa-transport.co.jp/

(株)ソル 岩下　広次 http://www.sol-ltd.jp/

(有)大興運送 高橋　静香

大伸運輸(株) 毛利　藤伸

(有)大進商運 霜原　達雄 http://daishin-shoun.jp/

大成運輸(株) 浦尾　吉樹 http://www.t-taiseiunyu.com/

(有)大善梱包運送 尾畑　謙二

太平運輸(株) 寺坂　勝善 http://www.taihei-unyu.co.jp/

大門運送(有) 内山田　庄一

大利運輸(株)　北九州 松井　宣貴 http://www.dairiunyu.co.jp/

大和倉庫運輸(株) 大屋　芳裕

高田自動車運送(有) 田嶋　武文

(株)タカナワ 山入端　明

拓磨電設(株) 岡林　拓磨

竹原運送(株) 竹原　健次

竹本産業(有) 竹本　力

(株)田才運輸 田才　崇之

田町運送(有) 中村　憲洋

(有)筑紫輸送 三宅　浩一

(株)筑邦トラック 丸山　崇敏

(株)つかさ物流サービス 田村　司

(株)ツルク 猪口　武利

鶴丸海運(株)　ロジスティクス部　福岡営業所 加藤　聡志 http://www.tsurumaru.co.jp/

(株)Ｔ．Ｍ．Ｕ物流 浦底　博昭

東港運輸(株) 末松　孝規 http://www.tktrans.jp/

東西産業運輸(有)

東洋港運(株) 中村　稔

東洋砂利(株) 中村　文雄

(株)東洋ナビックス 吉田　洋 http://www.t-navix.com/

(株)トーコー 塚本　東平

(株)トータルトランスポートサービス

(株)徳進 塚本　茂徳 http://www.basaro.jp/

(株)土田物流 土田　蓮代

戸畑港運輸(株) 日向　 剛 http://www.tobata.co.jp/

(有)豊永運輸 豊永　哲男

(株)トランスポート田川 田川　元見

(有)ドリームコーポレーション 井上　直 http://www.dreamcorp.jp/

(株)ＮＡＯ 中野　菜穂 http://www.nao-inc.com/

(有)永井運輸 永井　照代

長沼運送(株) 長沼　昌吾

中野運送

中野産業(株) 中野　光男

(株)ナカノ商会 井上　繁 http://nakanoshokai.jp/
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(株)長野トランスポート 長野　臣巳 http://www.nagano-transport.co.jp/

中村運送(株) 橋本　賢司

(有)南協ハウス工業 猪上　正彦

西新運輸(株) 合瀬　武久

西日本運送(有) 髙尾　勇二

西日本運送(株) 奥村　守男

西日本急送(株) 大石　幸敏 http://www.nishikyu-cts.co.jp/

西日本ジェット・ライン(株) 田邉　照美 http://www.jet-line.co.jp/

(有)西日本タニナカ急送 谷中　芳博

西日本ふそう陸送(株) 磯部　芳治

西福運送(株) 山元　健蔵 http://www.nishifuku.co.jp/

(有)西村産業運輸 西村　宏二

ニシユ(有)

(株)西酪運輸

ニチモウロジスティクス(株) http://www.n-cary.jp/

日西物流(株) 髙橋　範行 http://www.nissei-cts.co.jp/

日本貨物(株) 本坊　吉幸 http://www.nihonkamotsu.co.jp/

野中産業(株) 野中　真一郎 http://www.nonaka-sangyou.co.jp/

(有)ハイグッド 井上　俊治 http://www.highgood.co.jp/

杷木貨物運送(株) 中村　史朗

(株)博運社 眞鍋　和弘 http://www.hus.co.jp/

(有)博水運輸 清水　克祐

(有)馬場陸送 馬場　敏宏

(有)ハヤト運輸 栗崎　義美

速見物流(株) 鬼塚　良明

(株)ピアノターミナル・ナカムラ 中村　司 http://www.ptn.co.jp/

光運送(有) 久地浦　宏

(有)ピットワークながはら 永原　澄敏

日之出運輸(株) 籾井　幸雄

(有)裕商事 小田　豊志裕

(株)ファミリー八興 泉　哲也 http://www.f-hakko.co.jp/

(株)深田運送 深田　恭兵 http://www.fukata.co.jp/

福岡運輸(株) 富永　泰輔 http://www.fukuokaunyu.co.jp/

福岡運輸システムネット(株) 山口　善久 http://www.fukuokaunyu-sn.com/

(株)福岡ケイエス物流 福原　英樹

福岡小型陸運(株) 山下　和政

(株)福岡トラフィック 溝口　秀春 http://www18.ocn.ne.jp/~ftf/

(株)福岡物流センター 筒井　義文

(有)福岡陸送 森　好徳

福岡流通輸送(株) 奥田　正良

福島貨物(有) 下川　澄人

(有)福昌運輸 冨永　一壽

福大運送(株) 石川　幸秀

福田商会 福田　基文

福鶴運送(株) 佐藤　伸弘

(有)福富運送 宮田　可成
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(株)福博梱包 三笠　繁俊

(有)福光運輸 入江　淳子

(株)福屋工業 亀川　悟

福酪運輸(株)

福龍運輸(有) 吉冨　隆二

(株)藤木運送 藤木　清康 http://fujiki-unsou.co.jp/

藤澤環境開発(株) 松井　勝 http://www.fujisawa-eco.co.jp/

ふじの運送(株) 山田　正人

(株)富士丸商運 田中　英二 http://www.fujimaru55.com/

双葉運輸(株) 為廣　尚武 http://futabaunyu.com/

物流企画(株) 平田　政善

(株)物流なかま 石本　正則 http://www.nakama-net.co.jp/

(株)フリーウェイ 井出　洋一郎

(有)フレッシュライナー 今村　秀男

ベストサービス(株)　福岡支店 山口　一夫 http://www.bestservice.co.jp/

(株)ベップ物流 別府　勇

宝栄運送(株) 宮﨑　孝市 http://www.houei-unsou.com/

ほまれ物流(株)　福岡営業所 杉田　勝広

(有)本郷運送 久保山　高繁

毎通運輸(株) http://www.maitsu.co.jp/

前田運送(有) 片岡　隆

(株)マキトランス福岡 荒牧　敏

増田運送(有) 増田　康雄

(株)松田 松田　紀之

(株)松本組 松本　聡

丸善運輸(株) 重冨　光泰　 http://www.maruzen-unyu.co.jp/

丸善海陸運輸(株) 古賀　大輔 http://www.maruz.co.jp/

(株)丸都運輸 都留　正泰

(株)丸都運輸福岡 都留　正泰

(株)丸仲運輸 柏葉　春仁 http://www.marunaka-nexus.com/

(株)丸二運輸　福岡営業所 中川　幸也

(有)マルマサ陸送 吉武　利兼

丸ヨ運輸倉庫(株) 宮田　宏

(有)丸和運送 長谷川　秀之

三笠運送(有) 藤野　忠義 http://mikasa-unsou.com/

(株)三木重量 三木　英俊

(有)水谷土木運輸 水谷　勝利

(株)都通商 宇都　真澄

宮田運輸(有) 佐藤　恒彦

宮原運輸(株) 宮原　一成

(有)宮原商店 宮原　和夫

(有)みやまコーポレーション 片山　善徳 http://park6.wakwak.com/~miyama/

宮本急送(有) 宮本　保幸

(株)美吉野運輸 田中　正司

毛利運送(株) 毛利　藤伸 http://mouriunso.co.jp/

的場運送(株) 的場　茂

http://fujiki-unsou.co.jp/
http://www.fujisawa-eco.co.jp/
http://www.fujimaru55.com/
http://futabaunyu.com/
http://www.nakama-net.co.jp/
http://www.bestservice.co.jp/
http://www.houei-unsou.com/
http://www.maitsu.co.jp/
http://www.maruzen-unyu.co.jp/
http://www.maruz.co.jp/
http://www.marunaka-nexus.com/
http://mikasa-unsou.com/
http://park6.wakwak.com/~miyama/
http://mouriunso.co.jp/


(株)森商事 森　史朗 http://www.mori-s.co.jp/

諸冨運送(有) 森　新二

(株)柳川合同 荒巻　哲也 http://ygu.co.jp/

(株)柳川合同トランスポート 荒巻　哲也 http://ygu.co.jp/

(有)矢野商事 矢野　美恵子

八幡運送(株) 下田　浩二

矢部川運送(有) 小森　潤二

山川運送(株) 牛嶋　賢一

(有)やまき運送 城戸﨑　俊一

山口運送 山口　登志雄

山崎運送 牛島　光雄

山下運輸機工(株) 山下　和也

やました重設(株) 山下　久喜

山田興業 山田　寿満

(株)ヤマックス 山田　雄二 http://www.yamax-kokura.jp/

(有)唯建設 松本　聖子

(株)ＵＳＥＰＯＲＴ 加藤　幸一

(株)憂徳 坂口　明

豊運輸(株) 福田　篤 http://www.yutaka-unyu.co.jp/

(株)吉田産業運輸 吉田　義美

ライト運輸(株) 岸本　春男

(株)らくのう運輸

力丸運輸(株) 古場　裕典 http://www.rikimaru-g.co.jp/

(株)立商 立川　早実 http://www.rissho.info/index.html

(株)笠組 笠　実知子

龍光運輸(有) 福本　俊則

(株)リュウセイ 井上　竜毅 http://www.ryuu-sei.jp/

(株)レックス 中原　昭法

ロジテム・サービス(有) 内山　三十児

(有)ロッキーエクスプレス 山下　廣文

(株)ワカスギ 宮﨑　勝洋 http://www.wakasugi.co.jp/information.html

(株)和田商事 和田　浩二

※事前にご承諾をいただいた事業者のみ掲載しています。

http://www.mori-s.co.jp/
http://ygu.co.jp/
http://ygu.co.jp/
http://www.yamax-kokura.jp/
http://www.yutaka-unyu.co.jp/
http://www.rikimaru-g.co.jp/
http://www.rissho.info/index.html
http://www.ryuu-sei.jp/
http://www.wakasugi.co.jp/information.html

