
（ジットボックスチャーター便）

イベント輸送サービス のご案内

【こんなお悩みを解決します】

「自前の車での搬入だと
何かと労力と時間が掛かる」

「展示会場で伝票を何枚
も書くのが手間」

「混載便では紛失が心配。
個別梱包も大変」

「行きも帰りも荷待ち時間
が長く、早く帰れない」

・事前に往復予約可能。
荷物量に応じた必要本数
でコスト削減。

・指定時間にお届け。
イベント終了後も
すみやかな搬出で、
ゆとりをもって移動。

・頑丈な鉄製カゴ車に積み付け。
軽梱包でOK！
カゴ単位の輸送で口割れの
リスクを軽減。

・伝票は1枚のみ。事前予約で
印字伝票を持参します。

・会場には身軽に移動。
ブース前まで配達集荷します。

「トラック手配が面倒。荷物が少なく
1台貸切では勿体ない。」

大切なお荷物の展示会場
へのスムーズな搬入搬出を
サポートします。
是非ご検討下さい。

ＪIＴくん

ＯＫ!!

「 ジャパンインターナショナル ボートショー２０２２ 」

ご出展者様へ



「ヤマトボックスチャーター」のオフィシャルHPより、下記手順にてご利用予約を
お願い致します。

①お客様情報登録 ②ＩＤ発行(※1) ③ログイン ④宛先登録（集荷・配達場所）
⑤輸送依頼(※2)

(※1) ID・パスワードの発行は最短2営業日掛かります。
(※2) 往復輸送希望の方は往路・復路の入力をお願いします。

●イベント会場住所にホール名・小間番号の入力をお願いします。
●貴社エリア管轄支店にてご対応させていただきます。
●集荷・配達時間指定は３時間からのご指定時間でお願いします。
●２時間幅に関しては別途有料オプションサービスとなります。
●お支払いに関しては、銀行振込又は現金での集金となります。

※銀行振込につきましては、ご希望に沿えない場合がございます。

■申し込みから輸送の流れ
◎ＷＥＢからのお申込をお願い致します。

申込URL ： https://www．yamatobc．com/

集荷先から開梱・積替えなし(一部例外)で、ご指定時間に出展ブースまでお届けいたします。
展示会で利用する什器や商材・装飾品・カタログ・備品などの輸送に最適です。
※事前予約制となっております。
※ヤマト運輸宅急便とは別サービスになります。

BOX内寸：W104ｘD104ｘH170(cm)
最大積載量：500kg （容積：180㎤）

お客様ＩＤをお持ちの方

お客様ＩＤをお持ちでない方

料金につきましては

こちらのバナーからご確認下さい

【ロールボックスパレット（BOX)による輸送サービス】

◎ご依頼期限：2022年3月15日(火)

◎一括搬入・搬出スケジュール
集 荷：2022年3月23日(水)～28日(月)
搬 入：2022年3月30日(水)
搬 出：2022年4月3日(日)
配 達：2022年4月5日(火)以降

※日曜日の集配は行っておりません。4月3日（日）会場集荷に関しては行います。
※配達には地域により上記から更に1日～3日位かかる場合があります。
※4月5日(火)の配達は集中する為、可能な限り時間指定無し、又は午後の時間指定にして
いただけます様、ご協力をお願い致します。

■展示会場において

【搬入時】貴社ブースまでBOXごとお届け
⇒ 貴社でお荷物を積み降ろし後、弊社担当者が空JITBOXを順次回収

【搬出時】展示会終了後に貴社ブースへ空JITBOXをお届け
⇒ 貴社でお荷物を積み込み後、弊社担当者が順次回収

利用目安 段ボール10個以上 段ボール10個未満

梱包 簡易梱包で可 小口ごとの梱包が必要

メリット
ブースへの集荷配達

速やかにご帰宅いただけます
数が少ないときはコスト安

【 お問合せ先 】
＊ご質問、集配等に関するお問合せは4ページ～8ページの

事業所一覧をご確認いただき管轄支店にお願いします。



（ロールボックスパレットによる貸切輸送システム）

JITBOXチャーター便の利用料金

■主なサービス内容と規約

◎日本国内法人様向けのサービスとなります。

◎料金はロールボックスパレット（BOX）単位で、都道府県別に設定されております。

（外寸110Ｘ110Ｘ200cm /内寸104Ｘ104X170cm 容積1.8 ㎥ 最大積載量500kg)

◎損害補償額は、1BOXにつき500万円までです。高額な荷物を発送する場合は、事前にご相談下さい。

◎ご依頼主様が事前に指定された集荷場所で、積載済みBOXをお引取りいたします。（積載済みBOX単位）

◎ご依頼主が事前に指定された納品先に、BOX単位で配達いたします。（BOXでの荷降ろしが可能な場所に限定）

◎特別な付帯作業および運用費用につきましては、別途協議の上、料金を決定いたします。

◎交通事情により、ご指定のお届け日・配達時間のご要望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。

◎損害補償、その他の規約につきましては、「運送基本契約書」および「貨物自動車運送約款」でご確認願います。

◎上記運賃はドライバー１名でのサービスとなっておりますので、搬入・搬出でのご協力をお願いいたします。

104㎝（内寸）104㎝（内寸）

最大積載量500㎏

170㎝

（内寸）

200㎝

（キャスター含めた総高さ）
※一部離島及び弊社拠点より離れた地域では集配が対応できない場合がございます。

北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸

道東 54,780 青森 32,450 宮城 22,880 茨城 17,050 新潟 17,930 富山 18,370

道北 52,140 秋田 23,430 山形 23,100 栃木 17,050 長野 15,180 石川 22,990

道央 49,940 岩手 23,430 福島 17,930 群馬 17,050 福井 22,880

道南 48,620 埼玉 13,420

千葉 15,180

東京 13,420

神奈川 13,420

山梨 13,420

中部 関西 中国 四国 九州

静岡 15,180 滋賀 20,680 岡山 27,610 徳島 37,070 福岡 41,800

愛知 16,830 京都 22,990 広島 27,940 香川 33,000 佐賀 38,280

三重 18,150 大阪 22,990 山口 32,890 愛媛 37,070 長崎 38,280

岐阜 18,150 兵庫 23,100 鳥取 27,940 高知 37,400 熊本 38,280

奈良 22,880 島根 32,890 大分 41,800

和歌山 23,100 宮崎 42,680

鹿児島 46,500

沖縄 61,270

（1）神奈川県⇔各地 まで運賃（単位：円 税込本体価格 片道料金） ※ボックス1本につき

（2）オプションサービス（税込本体価格 片道料金） ※ボックス1本につき

オプションサービス項目

①時間外集荷（18時～20時の時間帯にかかる集荷） ⇒¥3,300.-

②縦持・横持集荷および配達（台車使用しての集荷・配達作業料） ⇒￥2,200

※建物１F以外でのエレベーター使用ができない集配の場合や車両駐車場から

離れた場所での集配の場合など、作業が発生いたします。

③時間外配達（18時～20時の時間帯にかかる配達） ⇒ ¥3,300-

④２時間幅での配達時間指定 ⇒ ¥1,650-

＊その他オプションに関しては、ヤマトボックスチャーター管轄支店までご連絡下さい。



ヤマトボックスチャーター株式会社事業所一覧

北海道地区

ヤマト運輸株式会社へお問合せ下さい。

お問合せ TEL: 0120-01-9625 もしくは 0570-200-000

東北地区

事業所 担当エリア

青森支店 【青森県】 全域

〒030-0142

青森県青森市大字野木字野尻37-701

お問い合わせTEL：0177-62-2072

E-mail:y5651011@kuronekoyamato.co.jp

秋田営業所 【秋田県】 全域

〒010-1415

秋田県秋田市御所野湯本2-1-3

お問い合わせTEL：018-892-7191

E-mail:y5651021@kuronekoyamato.co.jp

岩手支店 【岩手県】 全域

〒024-0014

岩手県北上市流通センタ－601-25

お問い合わせTEL：0197-68-3241

E-mail:y5651001@kuronekoyamato.co.jp

新宮城支店 【宮城県】 全域

〒981-3206

宮城県仙台市泉区明通3-3-1 B棟2階

お問い合わせTEL：022-377-2071

E-mail:y5652061@kuronekoyamato.co.jp

山形支店 【山形県】 全域

〒990-2161

山形県山形市大字漆山字大段1865番地5

お問い合わせTEL：023-686-9061

E-mail:y5652021@kuronekoyamato.co.jp

福島支店 【福島県】 全域

〒963-0547

福島県郡山市喜久田町卸三丁目17番地

お問い合わせTEL：024-963-1441

E-mail: y565203@kuronekoyamato.co.jp

関東地区

事業所 担当エリア

茨城支店 【茨城県】 全域

〒300-4102

茨城県土浦市本郷字原山20-29

お問い合わせTEL：029-829-3161

E-mail: y5650261@kuronekoyamato.co.jp

栃木支店 【栃木県】 全域

〒322-0016

栃木県鹿沼市流通センター６８

お問い合せTEL: 0289-72-0001

E-mail: y5650161@kuronekoyamato.co.jp

埼玉支店 【埼玉県】 さいたま市（南区を除く）、加須市、春日部市、上尾市、

〒349-0204 羽生市、騎西町、北本市、幸手市、大利根町

埼玉県白岡市篠津21-4 松伏町、鷲宮町

お問い合わせTEL：0480-91-6377 白岡市、久喜市、蓮田市、宮代町、伊奈町、北葛飾郡、

E-mail: y5650101@kuronekoyamato.co.jp 北埼玉郡、南埼玉郡

【千葉県】 野田市

川口支店 【埼玉県】 三郷市、越谷市、草加市、八潮市、吉川市、

〒334-0055 【東京都】 葛飾区、荒川区、足立区

埼玉県川口市安行小山18-1

お問い合わせTEL：048-290-2671

E-mail: y5650271@kuronekoyamato.co.jp



北東京支店 【埼玉県】 さいたま市（南区）、戸田市、蕨市、川口市、

〒335-0015 【東京都】 板橋区、北区、豊島区、文京区

埼玉県戸田市川岸1-1-29

ヤマト運輸(株)北東京主管支店内6階

お問い合わせTEL：048-434-4116

E-mail: y5650022@kuronekoyamato.co.jp

所沢支店 【埼玉県】 入間市、狭山市、川越市、ふじみ野市、

〒359-0011 富士見市、志木市、所沢市、朝霞市、

埼玉県所沢市南永井字野原619-34 和光市、新座市、入間郡三芳町、

お問い合わせTEL：0429-51-0500 【東京都】 練馬区、中野区、杉並区、西東京市、

E-mail: y5650011@kuronekoyamato.co.jp 東村山市、東久留米市、清瀬市

東松山支店 【埼玉県】 東松山市、比企郡、入間郡、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、

〒355-0072 飯能市、寄居町、熊谷市、深谷市、本庄市、児玉郡、鴻巣市、

埼玉県東松山市石橋729-1 行田市、桶川市、秩父市、秩父郡

ヤマト運輸(株)西埼玉主管支店内2階

お問い合わせTEL：0493-25-1950

E-mail: y5650031@kuronekoyamato.co.jp

千葉支店 【千葉県】 千葉市、四街道市、佐倉市、印旛郡、成田市、八街市、富里市、

〒262-0012 香取郡、香取市、山武郡、銚子市、旭市、匝瑳市、山武市、東金市、

千葉県千葉市花見川区千種町37番1 長生郡、茂原市、市原市、袖ヶ浦市、木更津市、君津市、いすみ市、

お問い合わせTEL：043-215-3117 夷隅郡、勝浦市、鴨川市、富津市、安房郡、南房総市、館山市

E-mail: y5650051@kuronekoyamato.co.jp

船橋支店 【千葉県】 船橋市、市川市、浦安市、習志野市、鎌ヶ谷市、白井市、

〒273-0014 八千代市、印西市、我孫子市、柏市、流山市、松戸市

千葉県船橋市高瀬町62-2

お問い合わせTEL：047-495-6711

E-mail: y5650211@kuronekoyamato.co.jp

東京支店 【東京都】 港区、目黒区、世田谷区、渋谷区、新宿区

〒144－0042

東京都大田区羽田旭町11-1

羽田クロノゲート5階

お問い合わせTEL：03-6756-7330

E-mail: y5650091@kuronekoyamato.co.jp

西東京支店 【東京都】 府中市、昭島市、調布市、小金井市、小平市、日野市、

〒190-0034 三鷹市、武蔵村山市、東大和市、狛江市、多摩市、稲城市、

東京都立川市西砂町3-20-1 羽村市、あきる野市、西多摩郡、福生市、八王子市、立川市、

お問い合わせTEL：042-560-6361 武蔵野市、青梅市、国分寺市、国立市

E-mail: y5650041@kuronekoyamato.co.jp 【山梨県】 全域

東京中央支店 【東京都】 中央区、千代田区、台東区、江東区、江戸川区、墨田区、品川区、大田区

〒143-0006

東京都大田区平和島6-1-1

東京流通センター 物流ビルB棟4階

お問い合わせTEL：03-5767-6411

E-mail: y5650111@kuronekoyamato.co.jp

相模原支店 【東京都】 町田市

〒252-0336 【神奈川県】 相模原市、大和市、愛甲郡

神奈川県相模原市南区当麻3656番地

お問い合わせTEL：042-777-6461

E-mail: y5650081@kuronekoyamato.co.jp

厚木支店 【神奈川県】 厚木市、綾瀬市、海老名市、座間市、寒川町、

〒243-0022 伊勢原市、大井町、大礒町、小田原市、開成町

神奈川県厚木市酒井3070 1階 茅ヶ崎市、中井町、二宮町、箱根町、秦野市

お問い合わせTEL：046-228-8621 平塚市、藤沢市、松田町、真鶴町、南足柄市、山北町、

E-mail: y5650291@kuronekoyamato.co.jp 湯河原町

神奈川東支店 【神奈川県】 川崎市（幸区、川崎区）

〒230-0035 横浜市（鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、磯子区、港南区、金沢区）

神奈川県横浜市鶴見区安善1丁目1-1 横須賀市、逗子市、三浦市、三浦郡

お問い合わせTEL：045-508-6681

E-mail: y5650121@kuronekoyamato.co.jp



川崎支店 【神奈川県】 川崎市（宮前区、高津区、多摩区、麻生区、中原区）

〒210-0869 横浜市（都筑区、港北区、旭区、泉区、栄区、

神奈川県川崎市川崎区東扇島19-2 瀬谷区、緑区、戸塚区、保土ヶ谷区 青葉区）

ロジポート東扇島C棟5-D 鎌倉市

お問い合わせTEL：044-270-0131

E-mail: y5650221@kuronekoyamato.co.jp

群馬支店 【群馬県】 全域

〒379-2114

群馬県前橋市上増田町904番地11

お問い合わせTEL：027-280-8261

E-mail: y5650191@kuronekoyamato.co.jp

北信越地区

事業所 担当エリア

新潟支店 【新潟県】 新潟市、村上市、胎内市、新発田市、阿賀野市、五泉市、加茂市、

〒950-0954 三条市、燕市、岩船郡、北蒲原郡、東蒲原郡、南蒲原郡、佐渡市、見附市

新潟県新潟市中央区美咲町1-1796-119

お問い合わせTEL：025-288-2371

E-mail: y5653001@kuronekoyamato.co.jp

上越支店 【新潟県】 長岡市、柏崎市、小千谷市、上越市、十日町市、糸魚川市、妙高市、

〒942-0023 魚沼市、魚沼郡、南魚沼郡、中魚沼郡、三島郡、刈羽郡、南魚沼市

新潟県上越市石橋新田字六貫野111-2

お問い合わせTEL：025-545-6351

E-mail: y5653041@kuronekoyamato.co.jp

長野支店 【長野県】 長野市、須坂市、千曲市、中野市、飯山市、上田市、佐久市、

〒387-0001 小諸市、東御市、上水内郡、下水内郡、上高井郡、下高井郡、埴科郡、

長野県千曲市大字雨宮2443-1 小県郡、北佐久郡、南佐久郡

お問い合わせTEL：026-274-7735

E-mail: y5653021@kuronekoyamato.co.jp

松本支店 【長野県】 松本市、塩尻市、安曇野市、大町市、岡谷市、諏訪市、茅野市、

〒390-1132 伊那市、駒ヶ根市、飯田市、北安曇郡、東筑摩郡、木曽郡、諏訪郡、

長野県松本市大字空港東9062-1 上伊那郡 下伊那郡

お問い合わせTEL：0263-85-7215

E-mail: y5653031@kuronekoyamato.co.jp

富山支店 【富山県】 全域

〒939-0306

富山県射水市手崎字針原316

お問い合わせTEL：0766-55-5631

E-mail: y5654031@kuronekoyamato.co.jp

金沢支店 【石川県】 全域

〒920-0356

石川県金沢市専光寺町そ79

お問い合わせTEL：076-267-8366

E-mail: y5654001@kuronekoyamato.co.jp

福井支店 【福井県】 全域

〒910-1118

福井県吉田郡永平寺町松岡薬師1丁目153番地

お問い合わせTEL：0776-61-1901

E-mail: y5654021@kuronekoyamato.co.jp

中部地区

事業所 担当エリア

静岡支店 【静岡県】 静岡市、焼津市、藤枝市、島田市、御前崎市、菊川市、牧之原市、榛原郡

〒425-0091

静岡県焼津市八楠四丁目36番地の7

お問い合わせTEL：054-620-6570

E-mail: y5655001@kuronekoyamato.co.jp

清水支店 【静岡県】 沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市

〒424-0038 富士市、御殿場市、下田市、裾野市、伊豆市

静岡県静岡市清水区西久保16-7 伊豆の国市、賀茂郡、田方郡、駿東郡

お問い合わせTEL：054-361-5151

E-mail: y5656041@kuronekoyamato.co.jp



浜松支店 【静岡県】 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、周智郡

〒431-2102

静岡県浜松市北区都田町7772-64

遠州トラック倉庫内

お問い合わせTEL：053-428-8011

E-mail: y5656031@kuronekoyamato.co.jp

愛知支店 【愛知県】 名古屋市（千種区、昭和区、守山区、名東区、天白区）

〒480-1103 瀬戸市、春日井市、豊田市、尾張旭市

愛知県長久手市岩作琵琶ケ池26-1 日進市 みよし市 長久手市 愛知郡

お問い合わせTEL：0561-61-0300

E-mail: y5656001@kuronekoyamato.co.jp

豊田支店 【愛知県】 名古屋市（緑区）、豊橋市、岡崎市、半田市、

〒473-0928 豊川市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、

愛知県豊田市生駒町切戸21番1 蒲郡市、常滑市、新城市、東海市、大府市、

3階 知多市、知立市、高浜市、豊明市、田原市、

お問い合わせTEL：0565-77-1082 知多郡、額田郡、北設楽郡

E-mail: y5656021@kuronekoyamato.co.jp

小牧支店 【愛知県】 名古屋市（北区）、一宮市、犬山市、江南市、

〒485-0827 小牧市、稲沢市、岩倉市、清須市、

愛知県小牧市大字文津字神子365 北名古屋市、西春日井郡、丹羽郡

お問い合わせTEL：0568-42-1871 【岐阜県】 全域

E-mail: y5656011@kuronekoyamato.co.jp

名古屋支店 【愛知県】 名古屋市（東区、西区、中村区、中区、

〒454-0058 瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区）

愛知県名古屋市中川区玉川町1-1-6 津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡

お問い合わせTEL：052-659-1811 【三重県】 全域

E-mail: y5656051@kuronekoyamato.co.jp

関西地区

事業所 担当エリア

大阪支店 【大阪府】 大阪市（住之江区、住吉区、阿倍野区、

〒559-0021 天王寺区、西成区、浪速区、大正区、平野区、

大阪府大阪市住之江区柴谷1-2-70 東住吉区、中央区、港区）

ヤマト運輸(株)大阪主管支店内6階 堺市（南区、美原区以外）

お問い合わせTEL：06-7175-8288

E-mail: y5651461@kuronekoyamato.co.jp

阪神支店 【大阪府】 吹田市、豊能郡（豊能町、能勢町）、豊中市、池田市

〒660-0091 【兵庫県】 全域

兵庫県尼崎市中浜町26-4

ヤマト運輸(株)阪神主管支店内4階

お問い合わせTEL：06-6412-5019

E-mail: y5651411@kuronekoyamato.co.jp

大阪中央支店 【大阪府】 大阪市（西淀川区、淀川区、東淀川区、西区、此花区、福島区、北区）

〒555-0041

大阪府大阪市西淀川区中島2-9-17

お問い合わせTEL：06-6478-6001

E-mail: y5651491@kuronekoyamato.co.jp

北大阪支店 【滋賀県】 全域

〒567-0028 【京都府】 全域

大阪府茨木市畑田町20-1 【大阪府】 箕面市、摂津市、高槻市、寝屋川市、

お問い合わせTEL：072-631-3551 枚方市、交野市、門真市、守口市、四条畷市、

E-mail: y5651451@kuronekoyamato.co.jp 茨木市、大東市、三島郡

東大阪支店 【大阪府】 東大阪市、八尾市、柏原市、藤井寺市、

〒578-0953 羽曳野市、富田林市、南河内郡、松原市、

大阪府東大阪市本庄1-15-35 大阪市（旭区、城東区、東成区、生野区、

お問い合わせTEL：06-6748-7851 鶴見区、都島区）

E-mail: y5651471@kuronekoyamato.co.jp 【奈良県】 全域

関空支店 【大阪府】 高石市、和泉市、岸和田市、泉佐野市

〒598-0032 泉南市、泉北郡、阪南市、泉大津市

大阪府泉佐野市新安松2丁目5-2 貝塚市、泉南郡、大阪狭山市、河内長野市、堺市（南区、美原区）

お問い合わせTEL：072-490-2260 【和歌山県】 全域

E-mail: y5651481@kuronekoyamato.co.jp



中四国地区

事業所 担当エリア

岡山西支店 【岡山県】 岡山市、倉敷市、玉野市、総社市、笠岡市、井原市、

〒701-0165 瀬戸内市、都窪郡、浅口市、浅口郡、小田郡

岡山県岡山市北区大内田818-3 【広島県】 福山市、府中市、神石郡

お問い合わせTEL：086-903-1271

E-mail: y5658001@kuronekoyamato.co.jp

津山支店 【岡山県】 赤磐市、美作市、英田郡、勝田郡、真庭郡、津山市、真庭市、

〒709-4613 苫田郡、久米郡、加賀郡、新見市、高梁市、備前市、和気郡

岡山県津山市宮尾1245番地2 【鳥取県】 鳥取市

お問い合わせTEL：0868-57-7811

E-mail: y5658011@kuronekoyamato.co.jp

松江支店 【島根県】 全域

〒699-0111 【鳥取県】 全域（鳥取市を除く）

島根県松江市東出雲町意宇南4丁目4-4

お問い合わせTEL：0852-67-5788

E-mail: y5658031@kuronekoyamto.co.jp

広島支店 【広島県】 広島市、山県郡、江田島市、大竹市、呉市、廿日市市、東広島市、

〒733-0832 安芸郡、豊田郡

広島県広島市西区草津港3-2-1 三次市、庄原市、安芸高田市、竹原市、三原市、尾道市、世羅郡

お問い合わせTEL：082-270-0391

E-mail: y5657001@kuronekoyamato.co.jp

山口支店 【山口県】 全域

〒747-1221

山口県山口市鋳銭司字鋳銭司団地北10447-23

お問い合わせTEL：083-985-0901

E-mail: y5657031@kuronekoyamato.co.jp

四国支店 【徳島県】 全域

〒769-0221 【香川県】 全域

香川県綾歌郡宇多津町字吉田4001-34 【愛媛県】 全域

お問い合わせTEL：0877-59-1881 【高知県】 全域

E-mail: y5659001@kuronekoyamato.co.jp

九州地区

事業所 担当エリア

福岡支店 【福岡県】 福岡市、宗像市、福津市、古賀市、嘉穂郡、糟屋郡

〒811-2312 太宰府市、筑紫野市、大野城市、春日市、筑紫郡、糸島市

福岡県糟屋郡粕屋町大字戸原橋ヶ元859番地2 【大分県】 全域

お問い合わせTEL：092-624-5661 【宮崎県】 全域

E-mail: y5651101@kuronekoyamato.co.jp

北九州支店 【福岡県】 北九州市、鞍手郡、遠賀郡、嘉穂郡、嘉麻市、京都郡、行橋市、築上郡

〒800-0212 中間市、直方市、田川市、田川郡、豊前市、飯塚市、宮若市

福岡県北九州市小倉南区大字曽根4315

お問い合わせTEL：093-474-0611

E-mail: y5651111@kuronekoyamato.co.jp

鳥栖支店 【福岡県】 久留米市、小郡市、朝倉市、うきは市、八女市、朝倉郡、筑前町

〒841-0036 東峯村、三井郡、八女郡、筑後市、三潴郡、大川市、柳川市

佐賀県鳥栖市秋葉町1丁目998番地2 みやま市、大牟田市

お問い合わせTEL：0942-81-3951 【佐賀県】 全域

E-mail: y5651131@kuronekoyamato.co.jp

長崎支店 【長崎県】 全域

〒856-0806

長崎県大村市富の原2丁目538-1他4筆

お問い合わせTEL：0957-55-2264

E-mail: y5651121@kuronekoyamato.co.jp

熊本支店 【熊本県】 全域

〒861-3202

熊本県上益城郡御船町大字小坂字下日焼2524

お問い合わせTEL：096-282-4145

E-mail: y5651201@kuronekoyamato.co.jp

鹿児島支店 【鹿児島県】 全域

〒899-5652 【沖縄県】 全域

鹿児島県姶良市平松2957-7

お問い合わせTEL：0995-65-9696

E-mail: y5651301@kuronekoyamato.co.jp
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