
九州管内の特定信書便事業への参⼊状況

【県別・参⼊事業者数】
特定信書便事業者の参⼊状況を県別にみると、福岡県が27者で最も多く、佐賀県14者、⻑崎県10者、熊本県8者、
⿅児島県6者、⼤分県3者、宮崎県3者となっています。

【役務種類別・参⼊事業者数】
特定信書便事業の役務種類別にみると、1号役務が68者で最も多く、3号役務が33者、2号役務が23者の順になっ

ています。（複数の役務を提供する事業者があるため、役務種類別事業者数の合計と特定信書便事業者数は⼀致し
ません。）

・九州管内の特定信書便事業者は71者
（全国は583者）

（令和4年6⽉28⽇現在）

福岡県
27者

佐賀県
14者

⻑崎県
10者

熊本県
8者

⿅児島県
6者

宮崎県
3者

⼤分県
3者

佐賀県（14）
社会福祉法⼈⼩⻨の家福祉会
トランス・エアー・サガ㈲
伊万⾥運輸㈱
⻄松浦通運㈱
㈲⻄原急便
社会福祉法⼈⼤空福祉会
社会福祉法⼈まごころ会
富⼠警備保障㈱
特定⾮営利活動法⼈ふれあい
特定⾮営利活動法⼈ＮＰＯわかば
⾚帽佐賀県軽⾃動⾞運送協同組合
社会福祉法⼈⿅爽会
社会福祉法⼈ともしび
社会福祉法⼈コスモス会

宮崎県（3）
⾚帽宮崎県軽⾃動⾞運送協同組合
宮崎県電報サービス企業組合
宮崎綜合警備㈱

⿅児島県（6）
⾚帽⿅児島県軽⾃動⾞運送協同組合
㈲林運送
㈱昭和貨物
⿅児島綜合警備保障㈱
南九州福⼭通運㈱
㈱ＪＡ物流かごしま

福岡県（27）
バイクエクスプレス㈲
フクオカサイクルメッセンジャー
㈱ボナシステムズ
㈱オートソクハイ
ウチダロジテム㈱
⻄⽇本急送㈱
⾚帽福岡県軽⾃動⾞運送協同組合
九州航空㈱
㈱⻄⽇本美装
ＪＲ九州サービスサポート㈱
九州ネクスト㈱
九州⻄濃運輸㈱
㈱シティーライン
九州福⼭通運㈱

⼤分県（3）
⾚帽⼤分県軽⾃動⾞運送協同組合
㈲朋友
社会福祉法⼈千仁会

⻄鉄運輸㈱
社会福祉法⼈はるかぜ福祉会
㈱東洋軽貨物運送
特定⾮営利活動法⼈宗像コスモス会
㈱ダイワス
㈱愛和環境管理
社会福祉法⼈たからばこ
東洋警備保障㈱
㈱Ｅ-エファッツトランスポート
くろがね⼯業㈱
九州警備運送㈱
㈱スピナ
㈱明桜

⻑崎県（10）
⾚帽⻑崎県軽⾃動⾞運送協同組合
⻑崎軽運送協業組合
㈱松尾急便
㈱井⼿運送
⻑崎綜合警備㈱
⾚帽中村運輸
㈲イエローランナー
社会福祉法⼈島原市⼿をつなぐ育成会
㈱丸野 
渡⽊軽運送

熊本県（8）
九州産交運輸㈱
社会福祉法⼈熊本市⼿をつなぐ育成会
ＮＰＯ法⼈どんぐり村
ＮＰＯ法⼈河浦きぼうの家
㈱ＫＹＵＳＡＮ物流
㈱ニッコン九州
トールエクスプレスジャパン㈱
㈱熊⽇物流販売



九州総合通信局管内の特定信書便事業者 令和４年６月２８日現在

バイクエクスプレス㈲ 福岡県福岡市中央区六本松3-7-3 H15.6.23 H15.8.20 ○ 日本全国 ○ 福岡県福岡市（離島を除く。） ○ 日本全国

フクオカサイクルメッセンジャー 福岡県福岡市中央区春吉2-16-30 渡辺日
進ビル405 H15.9.30 H16.3.1 ○

福岡県福岡市中心部
○

福岡県福岡市中心部と福岡市郊外、大野
城市、春日市、古賀市、糸島市（旧前原市
に限る。）、糟屋郡全町、筑紫郡那珂川町相

㈱ボナシステムズ 福岡県福岡市南区鶴田1-2-52　ハイツやよ
い坂106 H16.7.26 H16.8.2 ○

福岡県福岡市（離島を除く。）、大野城市、
春日市、太宰府市、筑紫野市 ○

福岡県福岡市（離島を除く。）、大野城市、
春日市、太宰府市、筑紫野市 ○

福岡県（３時間以内の送達の役務の提供区
域相互間を除く。）、佐賀県、長崎県、熊本
県、大分県、宮崎県、鹿児島県

㈱オートソクハイ 福岡県福岡市南区那の川1-13-12
H16.12.7 H16.12.10 ○

日本全国
○

福岡県福岡市早良区、西区、東区の一部、
城南区、中央区、博多区、南区

○
日本全国

ウチダロジテム㈱ 福岡県糟屋郡須恵町新原34-3 H17.3.1 H17.4.1 ○ 九州各県

西日本急送㈱ 福岡県福岡市東区多の津1-19-6 H18.3.1 H18.5.1 ○ 福岡県（離島を除く。）

赤帽福岡県軽自動車運送協同組合 福岡県福岡市博多区西月隈1-16-16

H18.3.1 H18.5.1 ○

【引受地】
福岡県（離島を除く。）
【配達地】
九州各県（離島を除く。）

○

福岡県福岡市（離島を除く。）

○

【引受地】
福岡県（3時間以内の送達の役務の提供区
域内相互間、離島を除く。）
【配達地】
九州各県（離島を除く。）

九州航空㈱ 福岡県北九州市小倉北区東篠崎3-6-27 H18.3.1 H18.6.1 ○ 広島県、山口県、九州各県 ○ 広島県、山口県、九州各県

㈱西日本美装 福岡県北九州市小倉南区若園2-7-18 H18.7.7 H18.7.13 ○ 福岡県、大分県

ＪＲ九州サービスサポート㈱ 福岡県福岡市博多区博多駅中央街7-21 H18.10.25 H19.2.1 ○ 福岡県

九州ネクスト㈱ 福岡県糟屋郡宇美町宇美東3-8-24
H19.2.22 H19.4.1 ○

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、
宮崎県、鹿児島県

九州西濃運輸㈱ 福岡県福岡市博多区井相田1-1-56
H19.8.9 H19.9.1 ○

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、
宮崎県、鹿児島県（離島を除く。）

㈱シティーライン 福岡県糟屋郡志免町別府北2-7-7 H22.11.19 H23.4.1 ○ 九州各県（離島を除く。）

九州福山通運㈱ 福岡県福岡市博多区榎田1-5-8
H24.2.29 H24.4.1 ○

山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、
大分県

○
山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、
大分県

西鉄運輸㈱ 福岡県福岡市博多区東光2-22-72 H24.7.11 H24.8.1 ○ 福岡県（離島を除く。） ○ 福岡県（離島を除く。）

社会福祉法人はるかぜ福祉会 福岡県春日市星見ヶ丘1-8 H25.2.22 H26.4.1 ○ 福岡県春日市

㈱東洋軽貨物運送 福岡県北九州市小倉北区西港町123-9 H25.2.22 H25.4.1 ○ 福岡県

特定非営利活動法人宗像コスモス会 福岡県宗像市田熊1-3-36 H26.2.25 H26.4.1 ○ 福岡県宗像市

㈱ダイワス 福岡県福岡市東区二又瀬17-5 H26.10.31 H26.11.1 ○ 福岡県福岡市

㈱愛和環境管理 福岡県北九州市八幡西区穴生3-2-20 H26.10.31 H26.11.1 ○ 福岡県

社会福祉法人たからばこ 福岡県柳川市三橋町蒲船津1237番7 H30.2.23 H30.4.1 ○ 福岡県柳川市

東洋警備保障㈱ 福岡県北九州市小倉北区今町一丁目1番
号

R2.3.13 R2.4.1 ○ 福岡県（離島を除く。） ○ 福岡県（離島を除く。）

㈱Ｅ－エファッツトランスポート 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目15番地
号

R2.11.20 R3.1.1 ○ 福岡県（離島は除く。）

くろがね工業㈱ 福岡県北九州市八幡東区高見三丁目5番6
号

R2.11.20 R4.4.1 ○ 福岡県（離島は除く。）

九州警備運送㈱ 福岡県北九州市八幡東区花尾町10番2号 R3.2.26 R3.4.1 ○ 福岡県（離島は除く。）

㈱スピナ 福岡県北九州市八幡東区平野二丁目11番
号

R3.6.24 R3.7.1 ○ 福岡県（離島は除く）

㈱明桜 福岡県筑紫野市石崎1丁目2番12号アンセ
スタ筑紫野603号

R3.11.26 R4.4.1 ○
福岡県

事業者名 住所  許可年月日
主事業場
所在地

事業開始
（予定）日

役務の種類及び提供区域

73㎝超又は4㎏超の役務
※許可時点の提供区域

3時間以内送達の役務
800円超料金の役務
※許可時点の提供区域

福
岡
県

・１号役務及び３号役務については、提供区域に制限はありません。実際の提供区域は各事業者にお尋ねください。



九州総合通信局管内の特定信書便事業者 令和４年６月２８日現在

事業者名 住所  許可年月日
主事業場
所在地

事業開始
（予定）日

役務の種類及び提供区域

73㎝超又は4㎏超の役務
※許可時点の提供区域

3時間以内送達の役務
800円超料金の役務
※許可時点の提供区域

社会福祉法人小麦の家福祉会 佐賀県伊万里市東山代町里字蕨野359-4 H19.2.22 H19.4.1 ○ 佐賀県 ○ 佐賀県伊万里市、西松浦郡有田町

トランス・エアー・サガ㈲ 佐賀県佐賀市大和町大字川上153-1

H19.2.22 H19.4.1 ○

【引受地】　佐賀県
【配達地】
佐賀県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県

○

佐賀県佐賀市

○

【引受地】　佐賀県
【配達地】
佐賀県、福岡県福岡市、大牟田市、久留米
市、柳川市、大川市、糸島市

伊万里運輸㈱ 佐賀県伊万里市二里町八谷搦627-6 H19.2.22 H19.4.1 ○ 佐賀県、長崎県（離島を除く。） ○ 佐賀県、長崎県（離島を除く。）

西松浦通運㈱ 佐賀県西松浦郡有田町外尾山丙1577 H19.2.22 H19.4.1 ○ 佐賀県 ○ 佐賀県

㈲西原急便 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津1400-4
H19.2.22 H19.4.1 ○

佐賀県
○

佐賀県佐賀市、神埼市、吉野ヶ里町
○

佐賀県

社会福祉法人大空福祉会 佐賀県小城市小城町大字晴気字西福寺
1787-2

H19.8.9 H19.9.1 ○
佐賀県

○
佐賀県佐賀市、神埼市、小城市、多久市、
江北町、大町町、白石町

社会福祉法人まごころ会 佐賀県佐賀市川副町大字鹿江1752-5 H19.11.12 H20.4.1 ○ 佐賀県 ○ 佐賀県佐賀市、神埼市の一部

富士警備保障㈱ 佐賀県佐賀市鍋島2-5-21

H20.3.3 H20.4.1 ○

【引受地】
佐賀県、福岡県、長崎県長崎市、佐世保
市、平戸市、松浦市、諫早市、大村市、島原
市

特定非営利活動法人ふれあい 佐賀県杵島郡大町町大字福母3071-41 H21.3.3 H26.4.1 ○ 佐賀県 ○ 佐賀県武雄市、大町町、江北町、白石町

特定非営利活動法人ＮＰＯわかば 佐賀県鳥栖市幸津町1559
H21.3.3 H21.4.1 ○

佐賀県
○

佐賀県佐賀市、神埼市、みやき町、吉野ヶ
里町、上峰町、鳥栖市、基山町

赤帽佐賀県軽自動車運送協同組合 佐賀県佐賀市久保泉町大字上和泉720-76

H22.5.21 H22.6.1 ○

佐賀県（離島を除く。）

○

・佐賀市（三瀬町、富士町を除く。）
・多久市、小城市（牛津町、芦刈町を除く。）
・鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、吉
野ヶ里町、神埼市（背振町を除く。）
・唐津市（七山町、浜玉町、北波多町、肥前
町、呼子町、鎮西町、離島を除く。）

○

佐賀県（離島を除く。）

社会福祉法人鹿爽会 佐賀県鹿島市浜町甲3852-1 H28.11.25 H29.4.1 ○ 佐賀県鹿島市

社会福祉法人ともしび 佐賀県佐賀市鍋島町大字森田2075番地1
H30.2.23 H30.4.1 ○

佐賀県
○

佐賀県佐賀市、神埼市、小城市、多久市、
江北町、大町町及び白石町

社会福祉法人コスモス会 佐賀県鳥栖市秋葉町一丁目976番地2 H31.2.25 H31.4.1 ○ 佐賀県、福岡県

赤帽長崎県軽自動車運送協同組合 長崎県長崎市畝刈町1613-82

H18.3.1 H18.6.1 ○

【引受地】
長崎県（壱岐・対馬・五島列島、離島を除
く。）
【配達地】
九州各県（離島を除く。）

○

・長崎県長崎市の一部
・長崎県佐世保市の一部、大村市、諫早市
の一部、東彼杵町、川棚町、波佐見町

○

【引受地】
長崎県（3時間以内の送達の役務の各提供
区域内相互間、壱岐・対馬・五島列島並び
に離島を除く。）
【配達地】
九州各県（離島を除く。）

長崎軽運送協業組合 長崎県長崎市滑石3-26-8
H19.2.22 H19.4.1 ○

長崎県長崎市、西彼杵郡時津町、長与町、
西海市大瀬戸町（離島を除く。）

○
長崎県長崎市、西彼杵郡時津町、長与町
（離島を除く。）

○
長崎県長崎市、西彼杵郡時津町、長与町、
西海市大瀬戸町（離島を除く。）

㈱松尾急便 長崎県諫早市飯盛町里191-6 H23.10.28 H23.11.1 ○ 長崎県（離島を除く。） ○ 長崎県（離島を除く。）

㈱井手運送 長崎県佐世保市黒髪町6649 H24.4.27 H24.5.1 ○ 長崎県 ○ 長崎県

長崎綜合警備㈱ 長崎県長崎市旭町3ｰ6 H25.2.22 H25.4.1 ○ 長崎県（離島を除く。） ○ 長崎県（離島を除く。）

赤帽中村運輸 長崎県佐世保市日野町1823 H25.11.1 H26.1.1 ○ 長崎県

㈲イエローランナー 長崎県長崎市小峰町1-4 H26.7.8 H26.8.1 ○ 長崎県（離島を除く。） ○ 長崎県（離島を除く。）

社会福祉法人島原市手をつなぐ育成会 長崎県島原市萩が丘二丁目5715番1 H28.11.25 H29.5.1 ○ 長崎県島原市

㈱丸野 長崎県長崎市田中町６５５番地１ R3.6.24 R4.2.1 ○ 長崎県（離島を除く。）

渡木軽運送 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸東濱郷130番
地

R3.11.26 R4.4.1 ○ 長崎県（離島は除く）

九州産交運輸㈱ 熊本県熊本市南区流通団地2-20-3 H18.4.19 H18.5.15 ○ 九州各県（離島を除く。） ○ 九州各県（離島を除く。）

社会福祉法人熊本市手をつなぐ育成会 熊本県中央区新町二丁目4番27号熊本市
健康センター新町分室内

H20.3.3 H20.4.1 ○
熊本県

○
熊本県熊本市

ＮＰＯ法人どんぐり村 熊本県上天草市大矢野登立8577-1 H22.7.30 H22.8.1 ○ 熊本県上天草市（離島を除く。）

ＮＰＯ法人河浦きぼうの家 熊本県天草市河浦町河浦2406-1 H23.3.11 H23.4.1 ○ 熊本県天草市

㈱ＫＹＵＳＡＮ物流 熊本県熊本市南区流通団地2-20-1 H24.2.29 H24.4.1 ○ 熊本県（離島を除く。） ○ 熊本県（離島を除く。）

㈱ニッコン九州 熊本県菊池郡大津町大字平川字平出3564
H26.7.8 H26.8.1 ○

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、
宮崎県、鹿児島県

トールエクスプレスジャパン㈱ 大阪府茨木市宿久庄2-10-2 H28.11.25 H29.1.1 ○ 熊本県（離島を除く。）

㈱熊日物流販売 熊本県熊本市中央区世安町78番地1 R4.2.25 R4.4.1 ○ 熊本県（離島を除く。）
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・１号役務及び３号役務については、提供区域に制限はありません。実際の提供区域は各事業者にお尋ねください。



九州総合通信局管内の特定信書便事業者 令和４年６月２８日現在

事業者名 住所  許可年月日
主事業場
所在地

事業開始
（予定）日

役務の種類及び提供区域

73㎝超又は4㎏超の役務
※許可時点の提供区域

3時間以内送達の役務
800円超料金の役務
※許可時点の提供区域

赤帽大分県軽自動車運送協同組合 大分県大分市大字羽屋字花園798-1
H18.3.1 H18.4.1 ○

大分県（離島を除く。）
○

大分県大分市
○

大分県（3時間以内の送達の役務の提供区
域内相互間、離島を除く。）

㈲朋友 大分県佐伯市野岡町1-6-38
H19.8.9 H19.11.11 ○

大分県佐伯市、臼杵市、津久見市、大分
市、熊本県玉名市

社会福祉法人千仁会 大分県豊後大野市千歳町柴山1167-1
H20.9.30 H22.2.1 ○

大分県豊後大野市、大分市、臼杵市※、津
久見市※、佐伯市※、竹田市
※印の区域については離島を除く。

○
大分県豊後大野市（緒方町、三重町、清川
町の一部地域を除く。） ○

大分県豊後大野市、大分市、臼杵市※、津
久見市※、佐伯市※、竹田市
※印の区域については離島を除く。

赤帽宮崎県軽自動車運送協同組合

宮崎県宮崎市波島1－731－2 H18.3.1 H18.5.1 ○

宮崎県（離島を除く。）

○

・宮崎県宮崎市、国富町、綾町
・延岡市の一部、日向市の一部、門川町（離
島を除く。）
・都城市、三股町
・小林市、高原町
・日南市（旧北郷町を除く。）、串間市（離島
を除く。）
・高千穂町、五ヶ瀬町

○

宮崎県（3時間以内の送達の役務の各提供
区域内相互間、離島を除く。）

宮崎県電報サービス企業組合 宮崎県宮崎市中村東2-3-11 H19.8.9 H19.9.1 ○ 宮崎県 ○ 宮崎県宮崎市、清武町、国富町、綾町 ○ 宮崎県

宮崎綜合警備㈱ 宮崎県宮崎市生目台西3-4-2
H23.7.27 H23.8.1 ○

宮崎県（離島を除く。）
○

宮崎県（離島を除く。）

赤帽鹿児島県軽自動車運送協同組合 鹿児島県鹿児島市田上1-8-2

H18.3.1 H18.9.1 ○

【引受地】
鹿児島県（薩南諸島、離島を除く。）
【配達地】
九州各県（離島を除く。）

○

鹿児島県鹿児島市（離島を除く。）

○

【引受地】
鹿児島県（3時間以内の送達の役務の提供
区域内相互間、薩南諸島、離島を除く。）
【配達地】
九州各県（離島を除く。）

㈲林運送
鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2749-4 H19.2.22 H19.4.1 ○

鹿児島県西之表市（馬毛島を除く。）、熊毛
郡中種子町、南種子町

○
鹿児島県西之表市（馬毛島を除く。）、熊毛
郡中種子町、南種子町

○
鹿児島県西之表市（馬毛島を除く。）、熊毛
郡中種子町、南種子町

㈱昭和貨物 鹿児島県鹿児島市南栄3-9 H22.11.19 H23.4.1 ○ 宮崎県、鹿児島県（離島を除く。）

鹿児島綜合警備保障㈱ 鹿児島県鹿児島市与次郎1-2-1 H23.7.27 H23.9.1 ○ 鹿児島県（離島を除く。） ○ 鹿児島県（離島を除く。）

南九州福山通運㈱ 鹿児島県鹿児島市西別府町3200-3 H24.2.29 H24.4.1 ○ 鹿児島県（離島を除く。） ○ 鹿児島県（離島を除く。）

㈱ＪＡ物流かごしま 鹿児島県鹿児島市谷山港2-3-2 H24.10.26 H24.11.1 ○ 鹿児島県（離島を除く。）
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・１号役務及び３号役務については、提供区域に制限はありません。実際の提供区域は各事業者にお尋ねください。
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