貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
松山市

事業所名
株式会社たかだ引越センター 本社営業所
小冨士運送株式会社 本社営業所
前田海運株式会社 本社営業所
大栄海運株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 松山鷹ノ子センター
有限会社三光物流 本社営業所
有限会社一力運送商 本社
松山名鉄急配株式会社 本社営業所
四国名鉄運輸株式会社 松山支店
有限会社東京オリエンタルシップ 本社営業所
愛媛綜合警備保障株式会社 本社
日本郵便株式会社 松山西郵便局
有限会社三和商事 本社営業所
宇和島自動車運送株式会社 松山営業所
つるしま運輸有限会社 本社営業所
松山宅送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 松山城北支店
セイノースーパーエクスプレス株式会社 松山航空営業所
ヤマト運輸株式会社 松山山西センター
有限会社大豊陸送 本社営業所
愛媛合同物流株式会社 本社営業所
日本郵便輸送株式会社 松山営業所
日本通運株式会社 松山航空貨物センター
三津浜運送有限会社 本社営業所
日進海運株式会社 本社営業所
森実タウンサービス有限会社 松山営業所
岡山県貨物運送株式会社 松山営業所
株式会社正和運輸 松山営業所
富士運輸株式会社 松山支店
四国総合流通株式会社 本社営業所
上組陸運株式会社 松山営業所
城北運送株式会社 本社営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

安全性優良事業所

（愛媛県）

住所
愛媛県松山市水泥町１２３８番地１
愛媛県松山市安城寺町７２９番地１
愛媛県松山市海岸通１４５５番地７
愛媛県松山市海岸通１４５６番３
愛媛県松山市久米窪田町４８３－４
愛媛県松山市久万ノ台３４８－１
愛媛県松山市久万ノ台５０４－１
愛媛県松山市空港通４丁目５－５
愛媛県松山市空港通４丁目５－５
愛媛県松山市空港通五丁目７番２号
愛媛県松山市空港通二丁目６番２７号
愛媛県松山市古三津６－１３－１６
愛媛県松山市高井町８８０
愛媛県松山市高岡町１８３－１
愛媛県松山市高岡町２８９－３
愛媛県松山市高岡町３８８－５
愛媛県松山市山越２丁目３５－１
愛媛県松山市山西町１５０
愛媛県松山市山西町８６５－１，８６６－１，８７１－
１
愛媛県松山市山西町９６２番地
愛媛県松山市勝岡町２４３
愛媛県松山市松江町３－２０
愛媛県松山市須賀町６－３３
愛媛県松山市清住２丁目１０３９番地２
愛媛県松山市西垣生町１８４８－１１
愛媛県松山市西垣生町２１６６
愛媛県松山市西垣生町２１７４－１
愛媛県松山市西垣生町２８７７番地
愛媛県松山市西垣生町５７６－１
愛媛県松山市西垣生町８０２－１０
愛媛県松山市西垣生町９２７
愛媛県松山市太山寺町８５０番地
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電話番号
089-975-3333
089-978-3077
089-951-0050
089-951-2288
080-5068-1200
089-923-4668
089-927-2557
089-972-1233
089-972-1231
089-971-9888
089-973-2063
089-951-0280
089-970-7755
089-972-2054
089-972-1867
089-973-7303
080-5045-7158
089-951-1622
080-5045-7148
089-951-1525
089-979-0056
089-952-7751
089-951-2200
089-952-6000
089-972-1941
089-973-8820
089-971-8822
089-907-1558
089-908-9940
089-973-0801
089-971-7056
089-979-0011

H30.1.12
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
愛新物流株式会社 大可賀営業所
株式会社ムロオ 松山支店
株式会社ニヤクコーポレーション 近畿四国支店 松山事
業所
ヤマト運輸株式会社 愛媛主管支店
室山運輸株式会社 松山営業所
日本通運株式会社 松山引越物流事業所
日本通運株式会社 松山警送事業所
アートコーポレーション株式会社 松山営業所
有限会社愛媛託送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 道後温泉センター
ヤマト運輸株式会社 松山西支店
森実エクスプレス株式会社 松山営業所
池田興業株式会社 四国支店
レンゴーロジスティクス株式会社 松山営業所
株式会社金城滋商事 本社
株式会社四国車輌輸送サービス 本社営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 松山営業所
帝人物流株式会社 愛媛支店
ヤマト運輸株式会社 松山中央支店
四国運輸株式会社 松山営業所
大昭運送有限会社 本社
ヤマト運輸株式会社 松山内宮センター
株式会社サカイ引越センター 松山支社
四国福山通運株式会社 松山支店
愛媛阪神ライン株式会社 松山営業所
北温運送株式会社 本社営業所
株式会社大窪商店 本社営業所
株式会社イナミコーポレーション 松山
四国福山通運株式会社 松山東支店
原運輸株式会社 本社営業所
株式会社ニッコン松山 本社営業所
共立興業株式会社 松山営業所
有限会社山内陸送 本社
ヤマト運輸株式会社 松山東支店

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所

電話番号

愛媛県松山市大可賀３－１４５３－４
愛媛県松山市大可賀３丁目１４６３番３

089-951-1822
089-909-6020

愛媛県松山市大可賀３丁目１５０－２６

089-951-3811

愛媛県松山市大橋町４６６番１（合筆）
愛媛県松山市鷹子町４４９－１
愛媛県松山市中央２－５７
愛媛県松山市中央２丁目１２２２－２
愛媛県松山市土居田町４１５－１
愛媛県松山市東長戸４丁目６６３－３
愛媛県松山市道後緑台１３４１番地
愛媛県松山市南吉田町１４９９－８，１５００－６，１
５０１－５，１５０２－５
愛媛県松山市南吉田町１６８２－４
愛媛県松山市南吉田町１７３１番地
愛媛県松山市南吉田町１８６１
愛媛県松山市南吉田町２２２１番地１
愛媛県松山市南吉田町２３０７番地
愛媛県松山市南吉田町２７３１番地先官有地
愛媛県松山市南吉田町２７９８－５０
愛媛県松山市南江戸２－８３５
愛媛県松山市南高井町１７３－４
愛媛県松山市南斉院町７７３－１
愛媛県松山市馬木町５３７－３、５３８、５３７－９
愛媛県松山市姫原３丁目４－３０
愛媛県松山市富久町４２０
愛媛県松山市別府町１－６
愛媛県松山市片山甲２３２番地１
愛媛県松山市片山甲４－１
愛媛県松山市北久米町５４５
愛媛県松山市北梅本町甲６６、甲６７
愛媛県松山市堀江町甲１７４３－１－２
愛媛県松山市堀江町甲１７８２番地６
愛媛県松山市堀江町甲６９０番６
愛媛県松山市雄郡２－１２３－１２
愛媛県松山市来住町１２９８－１他４筆

089-963-5111
089-970-6005
089-924-3911
089-925-9812
089-946-0123
089-924-0110
080-5098-3711
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080-5068-1668
089-974-0022
089-972-0712
089-971-5605
089-972-6688
089-972-2662
089-973-3210
089-972-2236
080-5044-9617
089-905-9035
089-972-1038
080-5044-9616
089-927-7720
089-972-3333
089-951-7170
089-911-7552
089-992-1425
089-975-0888
089-970-1212
089-979-2880
089-979-3702
089-984-8023
089-933-1010
080-5044-9613

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

今治市

事業所名
谷口運送有限会社 本社
有限会社西川運送 本社営業所
ＪＡえひめ物流株式会社 本社営業所
四国家具運送有限会社 本社営業所
森実タウンサービス有限会社 今治営業所
日本郵便株式会社 今治郵便局
有限会社森開発 本社
成功開発株式会社 本社営業所
四国福山通運株式会社 今治支店
四国西濃運輸株式会社 今治支店
四國陸運株式会社 本社営業所
四国陸運流通株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 今治中央センター
株式会社大西運輸 本社営業所
伯方運送株式会社 本社営業所
株式会社大西運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 今治西支店
上村運送株式会社 愛媛営業所
渦潮運送株式会社 本社営業所
青鬼運送株式会社 本社営業所
宇和島自動車運送株式会社 今治営業所
三豊運送株式会社 今治営業所
株式会社オーシャンエクスプレス 本社営業所
伸栄産業株式会社 本社営業所
株式会社せとうち総業 本社営業所
くるしま運送有限会社 本社
株式会社クルシマトランスポートライン 本社
ヤマト運輸株式会社 今治東支店
株式会社正和運輸 本社営業所
株式会社三瀬 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 越智センター
日本通運株式会社 今治支店
有限会社大栄運輸 今治営業所
株式会社トーショー 今治営業所
一宮運輸株式会社 物流センター今治営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
愛媛県松山市来住町１３５３番地
愛媛県松山市来住町１４１４番地１
愛媛県松山市和気町１丁目５６２番地４
愛媛県松山市和気町１丁目６１８番地１
愛媛県今治市阿方字山ノ間乙５５５
愛媛県今治市旭町１丁目３－４
愛媛県今治市吉海町名３２０２－２
愛媛県今治市宮窪町宮窪４１４２－３
愛媛県今治市古国分一丁目５－６２
愛媛県今治市高橋字向甲１３９０－１
愛媛県今治市国分１丁目甲２４－１
愛媛県今治市国分１丁目甲２４－１
愛媛県今治市常盤町四丁目８番地５
愛媛県今治市大西町九王甲１２番地１
愛媛県今治市大西町九王甲２６０６－１
愛媛県今治市大西町九王甲９９６番地
愛媛県今治市大西町紺原甲８２１－１
愛媛県今治市大西町別府２４０６－１
愛媛県今治市長沢字壱町六反地甲１２５４－１
愛媛県今治市通町２丁目３番地３－２
愛媛県今治市天保山町４－５
愛媛県今治市天保山町４－５
愛媛県今治市天保山町５丁目２番２０号
愛媛県今治市天保山町６丁目７－５
愛媛県今治市東村南１－８－４３
愛媛県今治市東鳥生町５－１６
愛媛県今治市東鳥生町５丁目１６
愛媛県今治市南高下町４－４６５－２
愛媛県今治市波方町岡甲１４３－１
愛媛県今治市拝志７番１６号
愛媛県今治市伯方町叶浦字新居甲１６６８－２１
愛媛県今治市富田新港１－１－５
愛媛県今治市富田新港１－１－７
愛媛県今治市富田新港１丁目１－８
愛媛県今治市富田新港１丁目１番地６
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電話番号
089-990-8439
089-957-4448
089-979-3333
089-978-2574
0898-31-2291
0898-23-0101
0897-84-2313
0897-86-3537
0898-48-2222
0898-32-2600
0898-43-4590
0898-35-2461
080-6699-6262
0898-53-3377
0898-53-3860
0898-53-3220
080-5068-1207
0898-53-3779
0898-48-5505
0898-32-0557
0898-23-1025
0898-22-4115
0898-22-8787
0898-22-5550
0898-48-5111
0898-23-1149
0898-32-9231
080-5044-9719
0898-52-2711
0898-47-4519
080-6604-9284
0898-48-1900
0898-47-5330
0898-48-8484
0898-48-3366

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

伊予市

宇和島市

事業所名
佐川急便株式会社 今治営業所
有限会社清水組 本社
日本運輸株式会社 伊予営業所
有限会社石山商事 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 伊予支店
鳥井運輸株式会社 松山営業所
丸協運輸株式会社 松山営業所
協同エース物流株式会社 愛媛営業所
四国運輪有限会社 本社営業所
株式会社ハート引越センター 松山営業所
有限会社伊予環境サービス 本社営業所
有限会社伊予開発 本社営業所
株式会社ダッシュ速配 本社
株式会社入本物流 本社営業所
株式会社植西運送 本社営業所
日通四国運輸株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 松山ターミナル事業所
株式会社イナミコーポレーション 宇和島
四国福山通運株式会社 宇和島営業所
宇和島自動車運送株式会社 宇和島営業所
日本郵便株式会社 宇和島郵便局
株式会社ガイヤエクスプレス 本社
ヤマト運輸株式会社 宇和島寄松センター
ヤマト運輸株式会社 宇和島吉田センター

大洲市

四国西濃運輸株式会社 宇和島営業所
伊豫貨物自動車株式会社 本社営業所
愛媛砂利株式会社 本社営業所
マルニ運送有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 宇和島支店
南豫通運株式会社 宇和島支店
宇和島倉庫株式会社 本社営業所
四国西濃運輸株式会社 大洲営業所
有限会社合田運送 本社営業所
株式会社エフコーポレーション 本社営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
愛媛県今治市富田新港１丁目４番６
愛媛県今治市北高下町３丁目４－４
愛媛県伊予市稲荷６９８－１
愛媛県伊予市下吾川字北西原１９６２－１
愛媛県伊予市下吾川字柳６４－４
愛媛県伊予市下吾川北西原２０４５－２３
愛媛県伊予市下三谷１－５
愛媛県伊予市下三谷２５１－１
愛媛県伊予市宮下字西戒５０８番地１
愛媛県伊予市宮下字竹ノ宮２４４番地
愛媛県伊予市大平字石原甲１１４４－８
愛媛県伊予市大平字石原甲１１４４－８
愛媛県伊予市大平字片山甲７６番１
愛媛県伊予市中山町出渕４番耕地１５１７番地２
愛媛県伊予市中山町中山子４３－２
愛媛県伊予市八倉三ツ又１６０番地
愛媛県伊予市八倉字三ツ又１６０
愛媛県宇和島市伊吹町字シツソウ甲１１５５－８
愛媛県宇和島市伊吹町字シッソウ甲１１７９－１
愛媛県宇和島市伊吹町字西ノ久保甲１４８２－１
愛媛県宇和島市丸之内１丁目３－１２
愛媛県宇和島市寄松甲１１３８番地１
愛媛県宇和島市寄松字廣瀬甲７６６－７
愛媛県宇和島市吉田町立間字竹城２番耕地２４９１－
１、２４９４－１
愛媛県宇和島市高串字上切３番耕地７８９－１
愛媛県宇和島市坂下津甲３８１番地２３８
愛媛県宇和島市坂下津字日振新田甲４０７－４４
愛媛県宇和島市住吉町２丁目１０７１番地３
愛媛県宇和島市泉町２丁目８３０－１
愛媛県宇和島市築地町１丁目６番２１号
愛媛県宇和島市弁天町１丁目３－１９
愛媛県大洲市阿蔵字スナダ甲９９０
愛媛県大洲市春賀甲５８４－６
愛媛県大洲市松尾１番８、３３番１
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電話番号
0898-36-6250
0898-22-8080
089-982-1235
089-985-0717
080-5044-9629
089-994-6607
089-994-6617
089-946-7405
089-983-3211
089-983-3894
089-983-0358
089-983-3325
089-982-0053
089-967-5065
089-968-0440
089-946-7211
089-946-7166
0895-25-7003
0895-22-5356
0895-22-1810
0895-22-0700
0895-49-6888
080-5451-8571
080-5098-3074
0895-24-4060
0895-22-5345
0895-24-0725
0895-49-6854
090-7577-7220
0895-22-5444
0895-23-0936
0893-24-4170
0893-26-0881
0893-50-8917

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

西条市

事業所名
四国福山通運株式会社 大洲営業所
大洲川岡運送有限会社 本社営業所
有限会社櫛海運送 本社営業所
渡辺興業株式会社 本社営業所
伊豫海運株式会社 本社営業所
長浜陸運有限会社 本社
城戸運送有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大洲支店
四国名鉄運輸株式会社 大洲支店
南予名鉄急配株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 大洲営業所
日本通運株式会社 西予営業所
愛媛綜合警備保障株式会社 大洲支社
中央建設株式会社 本社
エース物流株式会社 本社営業所
株式会社イナミコーポレーション 本社
是則西条運輸株式会社 本社営業所
株式会社アサヒセキュリティ 愛媛営業所
日通愛媛運輸株式会社 本社営業所
有限会社エス・イー・イー物流 西条営業所
宮雅運輸有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 愛媛西条支店
セイノースーパーエクスプレス株式会社 西条営業所
愛媛綜合警備保障株式会社 東予支社
有限会社宇佐美運輸 本社営業所
長山産業株式会社 本社営業所
道前運送株式会社 本社営業所
伯方運送株式会社 東予営業所
株式会社中四国丸和ロジスティクス 西条営業所
カトーレックウエスト株式会社 東予営業所
佐川急便株式会社 東予営業所
ヤマト運輸株式会社 東予センター
シモハナ物流株式会社 愛媛営業所
株式会社あじふく 本社営業所
丸協運輸株式会社 東予営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
愛媛県大洲市新谷字箱田乙３２５－１
愛媛県大洲市中村７１３番地
愛媛県大洲市長浜町晴海３－５０
愛媛県大洲市長浜町拓海３番地２１
愛媛県大洲市長浜町拓海３番地２５
愛媛県大洲市長浜町拓海３番地２６
愛媛県大洲市東大洲１８１８－１
愛媛県大洲市徳森１４２４－１
愛媛県大洲市徳森字渡り１３３９－１
愛媛県大洲市徳森字渡り１３３９－１
愛媛県大洲市徳森字渡り１３４４－１
愛媛県大洲市北只１５０３－７
愛媛県大洲市北只１６７番地１
愛媛県大洲市柚木４９１－１
愛媛県西条市ひうち３－２０
愛媛県西条市ひうち６番地１２
愛媛県西条市ひうち字西ひうち３－４８
愛媛県西条市ひうち字西ひうち３番地５６
愛媛県西条市ひうち字西ひうち６－１３
愛媛県西条市ひうち字西ひうち８－１０
愛媛県西条市下島山甲７２０－２
愛媛県西条市喜多川７８８－１
愛媛県西条市喜多川字八丁７８８－５
愛媛県西条市玉津７２２番地
愛媛県西条市古川甲２８０－６
愛媛県西条市今在家１５００－２
愛媛県西条市今在家７７０番地
愛媛県西条市今在家８０３－１
愛媛県西条市今在家９２８－１６
愛媛県西条市今在家９２８－２
愛媛県西条市今在家９２８－６
愛媛県西条市今在家９２８－７
愛媛県西条市小松町新屋敷甲２０５４－１
愛媛県西条市小松町新屋敷甲２０５９－１
愛媛県西条市小松町妙口甲７８
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電話番号
0893-25-3700
0893-24-5165
0893-52-0052
0893-52-1143
0893-52-3131
0893-52-1131
0893-25-0224
080-5044-9644
0893-25-5511
0893-25-5511
0893-59-4360
0893-59-1800
0893-23-1500
0893-24-3556
0897-56-3029
0897-55-7111
0897-56-0330
0897-58-6111
0897-55-7055
0897-53-1711
0897-55-8009
080-5044-9709
08975-5-0510
0897-58-2260
0897-56-2380
0898-64-5641
0898-64-5115
0898-65-5940
0898-76-7228
0898-65-6172
0898-65-5454
080-5098-3078
0898-76-3888
0898-72-2222
0898-35-5280

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

西予市

事業所名
三和陸運株式会社 本社営業所
ＳＴＮ物流株式会社 壬生川営業所
ヤマト運輸株式会社 周桑センター
有限会社大日通商 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 新居浜支店
四国西濃運輸株式会社 新居浜営業所
大勝産業株式会社 本社
カトーレック株式会社 西予営業所
丸協運輸株式会社 南予営業所
株式会社丸中運送 南予
ヤマト運輸株式会社 西予センター

株式会社西建設 本社営業所
有限会社大野ヶ原運送 本社営業所
野村運送有限会社 本社営業所
愛媛急配株式会社 本社営業所
四国中央市 共立興業株式会社 四国中央営業所
合田商事有限会社 本社営業所
南流勢運輸株式会社 本社営業所
宮崎産業株式会社 本社営業所
タイカワ運輸株式会社 本社営業所
株式会社耿葉商会 本社営業所
森実タウンサービス有限会社 四国中央営業所
ヤマト運輸株式会社 伊予三島センター
カミ急送株式会社 本社営業所
有限会社大豊商店 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 川之江センター
三協開発株式会社 山田井営業所
ヤマト運輸株式会社 四国中央支店
三島運輸株式会社 本社営業所
日本興運株式会社 本社営業所
ダイオーロジスティクス株式会社 本社営業所
大一運送株式会社 本社営業所
有限会社川滝運送 本社営業所
株式会社丸久 本社営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
愛媛県西条市神拝甲１２１番地
愛媛県西条市石田３６３番地３
愛媛県西条市丹原町願連寺４６８－１
愛媛県西条市丹原町田野上方１０１６－７
愛媛県西条市飯岡１３９２－２
愛媛県西条市飯岡字杉の木１３７０
愛媛県西条市福武甲１７８番地の２
愛媛県西予市宇和町稲生３２８－１
愛媛県西予市宇和町永長４８２番地１
愛媛県西予市宇和町坂戸字岸下５３１－１
愛媛県西予市宇和町大字下松葉字池下２７－１、２８－
１
愛媛県西予市野村町西２２４
愛媛県西予市野村町大野ケ原１０８番地１
愛媛県西予市野村町平野６７７番地１
愛媛県西予市野村町野村９－１４
愛媛県四国中央市下川町字原ノ下９４２－１
愛媛県四国中央市下柏町７１９番地１
愛媛県四国中央市寒川町４０１８－６
愛媛県四国中央市寒川町４０３７－１
愛媛県四国中央市寒川町４７６５－１３
愛媛県四国中央市寒川町４７６５－３０
愛媛県四国中央市寒川町字神ノ木４７９３
愛媛県四国中央市寒川町字西浜２５４５
愛媛県四国中央市金生町下分１８９番地７
愛媛県四国中央市金生町下分２１２７－１
愛媛県四国中央市金生町山田井１２３８－１，１２３８
－２
愛媛県四国中央市金生町山田井字中嶋１－１
愛媛県四国中央市妻鳥町字上三本木１７１９－１
愛媛県四国中央市三島宮川１丁目１１番５号
愛媛県四国中央市三島紙屋町６番４５号
愛媛県四国中央市三島朝日１丁目１１番４５号
愛媛県四国中央市上分町７８６番地１
愛媛県四国中央市川滝町下山１４０３－４
愛媛県四国中央市川之江町４１０５－２０
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電話番号
0897-56-1258
0898-76-1551
080-5451-8572
0898-68-0811
0897-40-0123
0897-56-7088
0897-52-0888
0894-62-6661
080-8633-8704
0894-62-6653
080-5044-9669
0894-77-0321
0894-76-0856
0894-72-3398
0894-72-0062
080-8634-6536
0896-24-1538
0896-25-3060
0896-25-0235
0896-25-2335
0896-25-2760
0896-22-3358
080-6604-5340
0896-58-5151
0896-58-0546
080-6698-8258
0896-58-6363
080-5044-9697
0896-24-2049
0896-24-2550
0896-24-7737
089-658-4390
0896-58-8216
0896-56-3390

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
四国中央開発株式会社 本社営業所
日通愛媛運輸株式会社 宇摩営業所
日本通運株式会社 宇摩支店
四国興産有限会社 本社営業所
小富士合同運送株式会社 本社営業所
株式会社三島機帆船運送商会 本社営業所
丸調運輸株式会社 本社営業所
有限会社宇摩紙運輸 本社営業所
丸点通運株式会社 川之江支店
宇和島自動車運送株式会社 川之江営業所
三豊運送株式会社 川之江営業所
丸住ライン株式会社 本社営業所
川之江港湾運送株式会社 本社営業所
丸福運送株式会社 本社営業所
株式会社御日家商事 本社営業所
トーヨー・ロジテック株式会社 本社営業所
株式会社大パ作業 本社営業所
四国西濃運輸株式会社 三島営業所

西予市

東温市

大王海運株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 新居浜営業所
有限会社大原商會 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 愛媛土居センター
大西物流株式会社 本社営業所
真鍋産業株式会社 本社営業所
四国福山通運株式会社 四国中央営業所
外山商運株式会社 本社営業所
愛媛急配株式会社 宇和営業所
東和運送株式会社 本社
日本郵便株式会社 西予郵便局
太陽運送株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 宇和営業所
共立興業株式会社 本社営業所
四国高速運輸株式会社 松山支店
四国西濃運輸株式会社 松山支店

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
愛媛県四国中央市川之江町４１０５番１２
愛媛県四国中央市川之江町４１２０－１
愛媛県四国中央市川之江町４１２０番地２
愛媛県四国中央市川之江町４１２１－２
愛媛県四国中央市川之江町４１３６－２
愛媛県四国中央市川之江町４１８１－５
愛媛県四国中央市川之江町５０１
愛媛県四国中央市川之江町５４０番地
愛媛県四国中央市川之江町井地３３９，３４０，３４１
愛媛県四国中央市川之江町字開田３６０－１
愛媛県四国中央市川之江町字中井地４８７－１
愛媛県四国中央市川之江町大江３４８番地８
愛媛県四国中央市川之江町番外１－１０
愛媛県四国中央市川之江町余木４１５－２
愛媛県四国中央市川之江町余木４１５番地２２
愛媛県四国中央市村松町８５－４
愛媛県四国中央市村松町９１４
愛媛県四国中央市中曽根町字寒柿１０９８，１１５３－
３
愛媛県四国中央市中之庄町１６９３番地
愛媛県四国中央市土居町津根３５８７番地１
愛媛県四国中央市土居町藤原４番耕地６４番地
愛媛県四国中央市土居町入野字西番掛１４３－１
愛媛県四国中央市豊岡町大町１７３５－１
愛媛県四国中央市豊岡町大町２４６０－２
愛媛県四国中央市豊岡町大町字山下１４０９－２
愛媛県四国中央市豊岡町長田２７９－１
愛媛県西予市宇和町大字清沢１６３１
愛媛県西予市宇和町岡山５４８番地１
愛媛県西予市宇和町皆田１２２６－２
愛媛県西予市宇和町大江３６５番地
愛媛県西予市宇和町大字野田４００番地７
愛媛県東温市下林字通り谷丙５０７－２
愛媛県東温市志津川甲５３９－５
愛媛県東温市上村甲９８０番地
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電話番号
0896-58-0850
0896-23-5900
0896-58-3355
0896-58-6136
0896-58-5861
0896-58-1218
0896-56-5581
0896-58-8855
0896-58-2379
0896-58-3731
0896-56-2349
0896-57-2277
0896-58-1230
0896-58-4428
0896-58-6881
0896-24-2700
0896-23-3022
0896-24-2777
0896-24-5231
0896-74-7151
0896-74-3669
080-5451-7672
0896-25-0222
0896-25-1811
0896-25-2921
0896-25-3570
0894-62-4704
0894-66-0621
0894-62-0150
0894-62-0322
0894-62-5003
089-990-7111
089-955-2320
089-990-1313

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
誠徳運輸株式会社 松山事業所
有限会社サカシード 本社営業所
一宮運輸株式会社 松山営業所
四国高速運輸株式会社 松山営業所

新居浜市

カトーレック株式会社 川内営業所
丸協運輸株式会社 本社営業所
関西陸運株式会社 松山営業所
ヤマト運輸株式会社 東温センター
伊予商運株式会社 松山東営業所
株式会社朝日通商 松山営業所
カトーレック株式会社 松山東営業所
株式会社日ノ丸急送 松山営業所
有限会社第一加工産業 本社
四国明治大和倉庫株式会社 愛媛営業所
ヤマト運輸株式会社 新居浜支店
株式会社中四国丸和ロジスティクス 新居浜営業所
一宮運輸株式会社 新居浜流通センター
テーエス運輸株式会社 新居浜営業所
株式会社亀田建材 本社営業所
森実エクスプレス株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 上部支店
株式会社アトラス 本社営業所
宝運送株式会社 本社営業所
新東運輸株式会社 本社営業所
一宮運輸株式会社 菊本営業所
薦田建設株式会社 本社
株式会社裕研 本社営業所
四国梱包運送株式会社 本社営業所
丸協運輸株式会社 新居浜営業所
渡部物産株式会社 本社営業所
宇和島自動車運送株式会社 新居浜営業所
ヤマト運輸株式会社 新居浜川西センター
浜栄倉庫株式会社 本社営業所
桑原運輸株式会社 本社営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
愛媛県東温市則之内甲１５８０－１
愛媛県東温市則之内甲２２０２
愛媛県東温市田窪字水木１９３５－１
愛媛県東温市南方２１０９－３，２１０９－５，２１１
０－３
愛媛県東温市南方２１９５－１
愛媛県東温市南方２２９５－１
愛媛県東温市南方２８８２－５
愛媛県東温市南方字上砂６０２－１
愛媛県東温市南方字八幡森２２２２－５
愛媛県東温市南方字八幡森２２６０－２
愛媛県東温市南野田字若宮７４番９
愛媛県東温市樋口字河原４６１－１
愛媛県東温市北方甲２７４２－２
愛媛県東温市北方甲３３７０番地２
愛媛県新居浜市阿島１０１５－５８
愛媛県新居浜市阿島１丁目４番５６号
愛媛県新居浜市阿島１丁目７番３７号
愛媛県新居浜市阿島一丁目６番６８号
愛媛県新居浜市磯浦町１８－６９
愛媛県新居浜市磯浦町７－２
愛媛県新居浜市外山町甲２１４５番１
愛媛県新居浜市垣生３丁目乙３０３－２
愛媛県新居浜市垣生３丁目乙３１０－８
愛媛県新居浜市菊本町１丁目１０番１号
愛媛県新居浜市菊本町２丁目甲７７８－１
愛媛県新居浜市宮原町２番１７号
愛媛県新居浜市宮西町３番１８号
愛媛県新居浜市黒島１丁目１番１５番
愛媛県新居浜市黒島１丁目６番２７号
愛媛県新居浜市黒島一丁目５番３０号
愛媛県新居浜市黒島字沖浜９３０－７７
愛媛県新居浜市新田町３丁目乙１８２６－１
愛媛県新居浜市西原町２丁目７番６３号
愛媛県新居浜市西原町３丁目２番１号
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電話番号
089-955-8100
089-966-1811
089-964-1583
089-955-2327
089-955-8151
089-955-8560
089-966-1516
080-5044-9619
089-966-2032
089-960-6117
089-955-5333
089-955-0702
089-966-2510
089-966-1271
080-5044-9698
0897-46-0911
0897-46-1389
0897-46-5270
0897-33-2266
0897-37-3350
080-5044-9744
0897-33-4105
0897-46-1515
0897-37-3084
0897-32-3122
0897-41-7079
0897-33-7808
0897-45-2000
0897-46-1218
0897-45-3401
0897-46-0222
080-5451-7674
0897-33-3161
0897-35-1111

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

八幡浜市

伊予郡

喜多郡

事業所名
森実タウンサービス有限会社 本社営業所
日本通運株式会社 新居浜支店
間口ウエストロジ株式会社 新居浜営業所
株式会社小川運送 本社営業所
有限会社右京運送 本社営業所
一宮運輸株式会社 新居浜営業所
明星運輸株式会社 本社営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 新居浜支店
株式会社吉忠運輸機工 本社営業所
明雪運輸株式会社 新居浜営業所
四国福山通運株式会社 新居浜営業所
日本郵便株式会社 新居浜郵便局
有限会社外山運輸 本社営業所
丸回企業株式会社 本社営業所
宇和島自動車運送株式会社 八幡浜営業所
ヤマト運輸株式会社 八幡浜支店
有限会社大野ヶ原物流 本社営業所
有限会社大野ヶ原運送 松山営業所
株式会社植西運送 松前営業所
株式会社松山カーゴサービス 本社営業所
有限会社中予宅送 本社
伊予商運株式会社 松前営業所
神山運輸株式会社 松山営業所
三豊運送株式会社 松山営業所
株式会社アイロジ 本社営業所
ハーコブ株式会社 松山支店
株式会社ティエスエフ 本社営業所
株式会社タカキ物流サービス 松山営業所
有限会社向南運送 本社営業所
タケチ運輸有限会社 本社営業所
渡辺興業株式会社 松山営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 松山支店
新興運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 愛媛内子センター

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
愛媛県新居浜市惣開町１番２号
愛媛県新居浜市多喜浜６丁目１０番３号
愛媛県新居浜市多喜浜６丁目１１番５９号
愛媛県新居浜市多喜浜６丁目１番３０号
愛媛県新居浜市多喜浜６丁目６番８号
愛媛県新居浜市多喜浜６丁目８番３３号
愛媛県新居浜市多喜浜６丁目９番７４号
愛媛県新居浜市多喜浜六丁目９番６４号
愛媛県新居浜市田所町４番６８号
愛媛県新居浜市東田２丁目乙１番２
愛媛県新居浜市萩生字岸の下１２６１－１
愛媛県新居浜市繁本町３－２
愛媛県新居浜市北新町２番３１号
愛媛県八幡浜市字沖新田１５８１－２２
愛媛県八幡浜市八代１－３－３０
愛媛県八幡浜市保内町宮内字１番耕地５４８－２
愛媛県伊予郡松前町大字大溝５０５番地８
愛媛県伊予郡松前町大字大溝字橘５０５番地８
愛媛県伊予郡松前町大字北黒田字石山２５０－３
愛媛県伊予郡松前町大字北川原１１３６－１
愛媛県伊予郡松前町大字北川原９４－９
愛媛県伊予郡松前町大字北川原字塩屋西１１２６番地７
愛媛県伊予郡松前町大字北川原字塩屋西２０６１－２
愛媛県伊予郡松前町大字北川原字西開８７５－１
愛媛県伊予郡松前町北黒田２５０－３
愛媛県伊予郡砥部町宮内２２５２－４
愛媛県伊予郡砥部町原町４６９番地
愛媛県伊予郡砥部町重光７番２号
愛媛県伊予郡砥部町川井７１８番地１
愛媛県伊予郡砥部町八倉１２１
愛媛県伊予郡砥部町八倉１２１
愛媛県伊予郡砥部町八倉１６２－１
愛媛県喜多郡内子町城廻１０１３番地
愛媛県喜多郡内子町内子５５０番

9／10 ページ

電話番号
0897-32-2221
0897-46-2000
0897-46-3955
0897-46-1133
0897-67-1910
0897-45-3720
0897-46-3444
0897-46-0381
0897-56-3590
0897-47-8011
0897-40-0131
0897-32-2300
0897-33-5444
0894-22-4133
0894-22-0056
080-5098-3073
089-961-6355
089-960-3657
090-2786-3670
089-984-7784
089-984-7872
089-985-0205
089-984-2555
089-989-7752
089-983-0460
089-969-3366
089-962-7841
089-905-3006
089-962-7125
089-958-4700
089-958-4711
089-969-8301
0893-44-3133
080-5045-7193

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
北宇和郡

事業所名
有限会社日吉建材運輸 本社
ヤマト運輸株式会社 愛媛鬼北センター

南宇和郡

ヤマト運輸株式会社 南宇和センター

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
愛媛県北宇和郡鬼北町上鍵山２３４番地１、３２１番地
２
愛媛県北宇和郡鬼北町大字永野市６３８－１
愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城字松ノ元３７４８、３７
４７－１
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電話番号
0895-44-2658
080-5044-9679
080-5098-3076

主な輸送品目（任意掲載）

