
営業所・流通センター一覧表

tel(0463)93-5301 fax(0463)93-5304 tel(093)581-5281 fax(093)581-5289 tel(0952)72-8351 fax(0952)72-8341

流通センター tel(0463)94-4531 fax(0463)94-5310 流通センター tel(093)581-6971 fax(093)581-9077

tel(0955)77-4121 fax(0955)77-4118

tel(03)3762-4101 fax(03)3761-4491 tel(093)203-3391 fax(093)203-3390

飯塚店 tel(0954)36-2566 fax(0954)36-2564

tel(03)3855-2541 fax(03)3855-0921 流通センター tel(09496)2-1761 fax(09496)2-1762

tel(03)3938-8224 fax(03)3939-4467 tel(0930)24-2151 fax(0930)24-7432

tel(0957)25-2061 fax(0957)25-2075

tel(03)3878-3535 fax(03)3878-3538 tel(092)611-2151 fax(092)611-8219

流通センター tel(092)622-7171 fax(092)611-8167 tel(095)882-3311 fax(095)882-3330

tel(043)308-3381 fax(043)308-3382

tel(092)691-1281 fax(092)691-0141 tel(0956)30-7285 fax(0956)30-7170

tel(04)7192-8132 fax(04)7192-8133 流通センター tel(092)691-1431 fax(092)691-7391

tel(048)878-9231 fax(048)878-9230 tel(092)928-8631 fax(092)928-8878

tel(04)2935-2157 fax(04)2935-2167 tel(092)323-4661 fax(092)323-4681

tel(0287)44-2151 fax(0287)44-0795 tel(0942)65-5951 fax(0942)65-5952 tel(096)377-2851 fax(096)377-2165

流通センター tel(096)377-2855 fax(096)377-2933

tel(0942)35-2151 fax(0942)39-0531

流通センター tel(0942)39-2161 fax(0942)39-2253 tel(0965)33-1361 fax(0965)33-1360

tel(052)501-5221 fax(052)502-0792 tel(0944)57-2151 fax(0944)57-6923 tel(0968)25-5181 fax(0968)25-5174

tel(052)303-2011 fax(052)303-7509 tel(0944)74-1771 fax(0944)74-1773 tel(096)292-0121 fax(096)292-0133

流通センター tel(052)303-5910 fax(052)303-5923

tel(0943)22-2644 fax(0943)24-1048 tel(0964)32-2151 fax(0964)32-4714

tel(0538)43-2231 fax(0538)43-2894

tel(0942)36-7051 fax(0942)36-7050 tel(0969)25-6511 fax(0969)25-6522

tel(093)761-3723 fax(093)761-0533 tel(0966)23-0234 fax(0966)23-0236

tel(06)6474-1151 fax(06)6474-1159

tel(0942)73-4726 fax(0942)73-4727

tel(072)633-8581 fax(072)633-8597

tel(099)281-7101 fax(099)281-1115

tel(06)6747-7631 fax(06)6747-7636 流通センター tel(099)281-5681 fax(099)281-5955

tel(075)925-6301 fax(075)925-6302 tel(0995)43-3738 fax(0995)44-6779

tel(077)583-3221 fax(077)583-3234 tel(097)535-2161 fax(097)537-3854 tel(0996)25-2811 fax(0996)25-1631

tel(078)441-2131 fax(078)452-0851 tel(0979)32-2131 fax(0979)32-6883 tel(0993)58-3677 fax(0993)58-3687

tel(078)965-3151 fax(078)965-3158 tel(0973)27-7331 fax(0973)27-7330 tel(0996)84-2777 fax(0996)84-2779

流通センター tel(078)965-3360 fax(078)965-3361

大阪流通センター tel(0972)23-1177 fax(0972)22-1813 tel(0994)52-2891 fax(0994)52-2898

（日本物流ＮＷ名阪） tel(06)6475-0807 fax(06)6475-8895

tel(0973)72-0185 fax(0973)72-0956

大分流通センター

（大分物流サービス） tel(0978)37-2855 fax(0978)37-2295

tel(03)5833-2241 fax(03)3863-2541

tel(086)200-1711 fax(086)200-1733

tel(06)6474-1321 fax(06)6474-8858

tel(082)277-6148 fax(082)277-6150 tel(0985)24-2151 fax(0985)26-1016

tel(092)611-8150 fax(092)611-8163

tel(083)257-2071 fax(083)257-2081 tel(0982)37-6431 fax(0982)37-6432

tel(096)377-5855 fax(096)370-8801

tel(084)954-2237 fax(084)954-3248 tel(0986)38-1380 fax(0986)38-2436

tel(0848)46-1700 fax(0848)47-0224 tel(0987)23-4175 fax(0987)23-8082

ＴＥＬ

tel(0834)63-5111 fax(0834)63-5522 tel(0985)72-1161 fax(0985)73-7990 ＦＡＸ

都城流通センター ｅ‐Mail

tel(083)989-2300 fax(083)989-4959 （宮崎物流サービス） tel(0986)38-5581 fax(0986)38-6651 URL

2020.07

〒885-0005 都城市神之山町1805

宮崎流通
センター

〒880-0211 宮崎市佐土原町下田島4-18604

関東地区本部

山口荷扱所
（岡山県貨物）

〒754-0894 山口県山口市佐山3-11

〒722-0051 広島県尾道市東尾道13-2

都城店
〒885-0005 都城市神之山町1813

[宮崎県]

宮崎支店
〒880-0835 宮崎市阿波岐原町坊ノ下2864

〒578-0957 大阪府東大阪市本庄中1-4-90

八女荷扱所
(野中運送)

〒834-0061 八女市今福705-7

[佐賀県]

薩摩川内店
〒895-0041 薩摩川内市隈之城町1567

佐賀支店
〒845-0031 小城市三日月町堀江316

隼人店
〒899-5102 霧島市隼人町真孝460-4

武雄北方店
〒849-2201 武雄市北方町志久890-1

＜南九州地区＞

[鹿児島県]

鹿児島支店
〒890-0033 鹿児島市西別府町3200-5

松橋店
〒869-0533 宇城市松橋町両仲間1498-1

八代店

長崎店
〒851-2102 西彼杵郡時津町浜田郷731-5

[長崎県]

唐津店
〒847-0033 唐津市久里3003-1

佐世保店

〒854-0063 諫早市貝津町1282-16

〒838-0142 小郡市大板井1363-1

大牟田店
〒836-0067 大牟田市四山町80-30

柳川店
〒832-0006 柳川市東蒲池198-7

〒807-0001 遠賀郡水巻町猪熊10-6-21

久留米アルカディア
事業所

〒839-0801 久留米市宮ノ陣3-6-26

小郡流通
センター

鹿屋店
〒893-0033 鹿屋市永野田町750-17

鹿児島南店
〒897-0203 南九州市川辺町野崎2774

＜東九州地区＞

日田店
〒877-0000 日田市花月192-1

大分支店
〒870-0018 大分市豊海5-3-15

出水店

佐伯店
〒876-0047 佐伯市鶴岡西町2-274

九州地区本部

（ 福 岡 ）

〒869-5151 八代市敷川内町2666-1

福岡支店
〒811-2304 糟屋郡粕屋町仲原2675

矢板店
〒329-2135 栃木県矢板市中219-1

福岡インター
支店

〒813-0023 福岡市東区蒲田2-38-3

前原店
〒819-1123 糸島市神在1330-1

筑紫野店
〒818-0042 筑紫野市立明寺508-1

熊本支店
〒862-0967 熊本市南区流通団地2-20-5

久留米支店
〒830-0003 久留米市東櫛原町353

[関西地区]

岡山店
〒703-8264 岡山市中区倉富268-1

諫早店

中 部 ・ 関 西
地 区 本 部

[中部地区]

〒555-0034 大阪市西淀川区福町3-4-22

〒899-0502 出水市野田町下名3227-1

尾道荷扱所
（カメダライン）

＜西九州地区＞

板橋店
〒175-0082 東京都板橋区高島平6-1-1

[福岡県]

[熊本県]

江戸川店
〒134-0086 東京都江戸川区臨海町4-3-1

北九州支店
〒803-0801 北九州市小倉北区西港町83-2

〒820-1106 鞍手郡小竹町南良津92-5

行橋店
〒824-0028 行橋市辻垣34-1

遠賀店

神奈川支店
〒259-1121 神奈川県伊勢原市下落合352-10

東京店
〒143-0006 東京都大田区平和島2-1-1

足立店
〒121-0836 東京都足立区入谷6-1-1

千葉さくら店
〒285-0074 千葉県佐倉市西御門653-1

千葉ゆめ店
〒278-0002 千葉県野田市木野崎1789

〒721-0955 広島県福山市新涯町2-22-10

[大分県]

さいたま店

みらい
九州支店

滋賀店
〒524-0052 滋賀県守山市大門町316-1

延岡店

神戸店
〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町31

下関店
〒751-0804 山口県下関市楠乃4-14-28

東大阪支店

広島店
〒733-0832 広島市西区草津港3-2-1

京都店
〒614-8196 京都府八幡市野尻正畑22-1

〒889-0513 延岡市土々呂町6-2923

浜松店
〒437-0046 静岡県袋井市木原629-1

兵庫店

玖珠荷扱所
（山上運送）

〒879-4413 玖珠郡玖珠町塚脇552-5

（０９４２）３４－９７９７

customer@kurumeunsou.co.jp

＜本州地区＞

新南陽荷扱所
（岡山県貨物）

〒746-0042 山口県周南市福川南町1-30

〒872-0102 宇佐市南宇佐972-1

[関東地区]

＜北部九州地区＞

名古屋支店
〒452-0839 名古屋市西区見寄町77

名古屋
みなと店

〒455-0855 名古屋市港区藤前2-201-9

〒830-1224 三井郡大刀洗町鵜木1058番1

大阪支店
〒555-0034 大阪市西淀川区福町3-4-22

〒555-0041 大阪市西淀川区中島2-9-133

北大阪支店
〒567-0853 大阪府茨木市宮島2-5-1

〒651-2268 神戸市西区平野町黒田752-13

[中国地区]

〒339-0011 さいたま市岩槻区長宮770-1

入間店
〒358-0015 埼玉県入間市二本木1278-7

福山荷扱所
（トナミ中国）

http://www.kurumeunsou.co.jp

中津店
〒879-0105 中津市犬丸1685

（０９４２）３９－２１５１

〒830-8612　福岡県久留米市東櫛原町３５３

[　地　区　本　部　]

[　本　　　社　]

〒811-2304 福岡県糟屋郡粕屋町仲原2675

〒859-3152 佐世保市新行江町539-1

九州地区本部

（ 熊 本 ）
〒862-0967 熊本市南区流通団地2-20-5

〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-28-3 Nビル8Ｆ

天草店
〒861-7314 天草市有明町大島子1749-2

人吉店
〒868-0822 人吉市下漆田町2838-36旭ファイバー

グラス事業所

〒808-0027 北九州市若松区北湊町13-1

菊池店
〒861-1313 菊池市出田2121-48

熊本大津店
〒869-1231 菊池郡大津町平川1270-1

日南店
〒889-2151 日南市大字東弁分乙351-1

mailto:customer@kurumeunsou.co.jp
http://www.kurumeunsou.co.jp/
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http://www.kurumeunsou.co.jp/

