
R5.5.1

市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

徳島市 ミツワ運送株式会社　本社営業所 徳島県徳島市春日１－３－２３ 088-631-5577

徳島市 ＳＴＮ物流株式会社　徳島営業所 徳島県徳島市北田宮１－３２９－５ 088-633-1551

徳島市 アート引越センター株式会社　徳島支店 徳島県徳島市北島田町３丁目１４番地１ 088-834-0123

徳島市 佐藤運送有限会社　本社営業所 徳島県徳島市不動東町３－８５０－１ 088-632-7584

徳島市 有限会社引越センター丸一　本社営業所 徳島県徳島市不動西町１－６５９－２ 088-631-2177

徳島市 ＡＬＳＯＫ徳島株式会社　本社営業所
徳島県徳島市北出来島町二丁目１３－５、１３－４、１３

－３、１３－２
088-623-2368

徳島市 ヤマト運輸株式会社　徳島城東営業所 徳島県徳島市城東町１丁目１９４ 080-6698-9659

徳島市 谷一陸運株式会社　本社営業所 徳島県徳島市南末広町１－２ 088-622-5288

徳島市 有限会社丸悦急行海運社　本社営業所 徳島県徳島市南末広町６－５０ 088-622-2391

徳島市 新居建設運輸株式会社　本社営業所 徳島県徳島市金沢２丁目２－７２ 088-664-2371

徳島市 ヤマト運輸株式会社　徳島中央営業所
徳島県徳島市北沖洲３丁目１３７－１，１３８－１，２０

４－７１
080-5044-9405

徳島市 三豊運送株式会社　徳島営業所 徳島県徳島市東沖洲１－１７ 088-664-3277

徳島市 日本通運株式会社　沖洲営業課 徳島県徳島市東沖洲１－２０－２ 088-664-0222

徳島市 ＮＸキャッシュ・ロジスティクス株式会社　徳島セ 徳島県徳島市東沖洲１丁目２０－２ 088-664-4985

徳島市 ますや急配株式会社　本社営業所 徳島県徳島市東沖洲２－２７－６ 088-677-4357

徳島市 加茂谷運送株式会社　徳島営業所 徳島県徳島市東沖洲２－５２ 088-664-1305

徳島市 丸協運輸株式会社　徳島営業所 徳島県徳島市東沖洲２丁目５８－１ 088-664-6201

徳島市 ＮＸ徳通株式会社　徳島支店 徳島県徳島市東沖洲２－６０ 088-664-1441

徳島市 ＮＸ阿波合同株式会社　本社営業所 徳島県徳島市東沖洲２丁目６０番地 088-679-9696

徳島市 株式会社日ノ丸急送　徳島営業所 徳島県徳島市東沖洲２－６２ 088-679-4745

徳島市 四国高速運輸株式会社　マリンピア物流センター 徳島県徳島市東沖洲２丁目６２番地 088-664-1210

徳島市 株式会社丸二運送店　本社営業所 徳島県徳島市東沖洲２－６４ 088-664-2675

徳島市 有限会社スター急便　本社営業所 徳島県徳島市東沖洲２丁目６６ 088-652-2888

徳島市 新居建設運輸株式会社　マリンピア営業所 徳島県徳島市東沖洲２丁目６６ 088-664-2371

徳島市 日本郵便株式会社　徳島中央郵便局マリンピア分室 徳島県徳島市東沖洲２丁目６６番地 088-622-2104

徳島市 日本郵便輸送株式会社　徳島営業所 徳島県徳島市南沖州５－６－３２ 088-664-2111

徳島市 綜合警備保障株式会社　徳島支社 徳島県徳島市昭和町１－３７ 088-625-1134

徳島市 株式会社ベスプロ　徳島営業所 徳島県徳島市津田海岸町１１２５－１２５ 088-636-1101

徳島市 阿波急行運輸株式会社　本社営業所 徳島県徳島市津田海岸町１１２５－２３ 088-662-2226

徳島市 サンキュー運輸株式会社　本社営業所 徳島県徳島市津田海岸町６－５８ 088-663-4685

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（徳島県）
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徳島市 ヤマト運輸株式会社　徳島問屋営業所 徳島県徳島市問屋町１６２ 080-5098-1078

徳島市 日祥運輸倉庫株式会社　徳島営業所 徳島県徳島市川内町加賀須野４６３－１５ 088-665-0325

徳島市 富田運送株式会社　本社営業所 徳島県徳島市川内町平石若松１７３ 088-665-2033

徳島市 ヤマト運輸株式会社　徳島北営業所 徳島県徳島市川内町平石流通団地６ 080-6698-9661

徳島市 港運送株式会社　本社営業所 徳島県徳島市丈六町八万免６０－１ 088-635-0633

徳島市 ヤマト運輸株式会社　徳島蔵本営業所 徳島県徳島市国府町北岩延字北門３－１、４－１、２－２ 090-7577-7137

徳島市 南北運送有限会社　本社営業所 徳島県徳島市国府町矢野１５３ 088-642-0820

徳島市 にしき運送株式会社　本社営業所 徳島県徳島市下町本丁２０２ 088-644-0059

徳島市 にしき運送株式会社　本社南営業所 徳島県徳島市下町本丁４９番地２ 088-644-0059

徳島市 松村重機建設株式会社　本社営業所 徳島県徳島市入田町安都真２９ 088-644-1598

徳島市 四国高速運輸株式会社　徳島支店 徳島県徳島市南沖洲５丁目１８９番の１ 088-664-1211

徳島市 ＪＰロジスティクス株式会社　徳島支店 徳島県徳島市不動西町４丁目１９８７番１外４筆 088-633-1121

徳島市 瀬戸内陸運株式会社　徳島支店 徳島県徳島市東沖洲２丁目５８－３ 088-664-6200

徳島市 さくら物流株式会社　本社営業所 徳島県徳島市南沖洲５丁目７番６１号 088-664-1216

徳島市 東海運株式会社　マリンピア営業所 徳島県徳島市東沖洲２丁目６６ 088-676-2378

徳島市 ダイセーエブリー二十四株式会社　徳島ハブセン 徳島県徳島市論田町新開６６－１２２ 088-663-0016

徳島市 有限会社八光サービス　本社営業所 徳島県徳島市東沖洲２丁目６７－４ 088-664-5777

徳島市 株式会社寶積運輸　本社営業所 徳島県徳島市川内町加賀須野４６３－１５ 088-666-0123

徳島市 有限会社岡久運送　徳島営業所 徳島県徳島市津田海岸町１１２４－４５５ 088-663-2422

徳島市 ヤマト運輸株式会社　徳島島田営業所 徳島県徳島市北島田町２丁目２９－１６ 088-634-3212

徳島市 徳島トラック株式会社　本社営業所 徳島県徳島市北田宮４－７－２７ 088-632-1171

徳島市 徳島トラフィックサービス株式会社　本社営業所 徳島県徳島市応神町吉成字中ノ瀬３９番１３ 088-697-2737

徳島市 ヤマト運輸株式会社　徳島八万営業所 徳島県徳島市八万町法花２４－１４ 080-6698-9660

鳴門市 有限会社大野組　鳴門営業所 徳島県鳴門市北灘町櫛木小森７７－１ 088-683-7760

鳴門市 ＮＸ徳通株式会社　鳴門支店 徳島県鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜４１ 088-686-2161

鳴門市 大輪総合運輸株式会社　鳴門本社営業所 徳島県鳴門市撫養町立岩字元地１１３－２ 088-685-7277

鳴門市 宝海運株式会社　大津営業所 徳島県鳴門市大津町吉永前ノ越２５０－１，２５１－４ 088-686-0316

鳴門市 岡山県貨物運送株式会社　徳島営業所 徳島県鳴門市大津町大字大代字西賀屋１３０９－１ 088-685-0311

鳴門市 徳島ホームガス有限会社　本社営業所 徳島県鳴門市鳴門町高島字浜中１９９－１ 088-687-0035

鳴門市 宮﨑基礎建設株式会社　大谷営業所 徳島県鳴門市大麻町大谷字中通１８番地１６ 088-683-5866

鳴門市 宝海運株式会社　鳴門営業所 徳島県鳴門市撫養町小桑島字前組番外の１ 088-686-3106

鳴門市 ヤマト運輸株式会社　鳴門営業所 徳島県鳴門市撫養町大桑島字北ノ浜６１ 080-5068-2879

小松島市 ヤマト運輸株式会社　小松島営業所 徳島県小松島市金磯町字土手町２２－１ 080-5098-0440
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小松島市 有限会社スイム　本社営業所 徳島県小松島市金磯町字土手町６２－１ 0885-32-8878

小松島市 ＮＸ徳通株式会社　小松島支店 徳島県小松島市立江町字大田ノ浦１１番１２ 0885-38-0771

小松島市 株式会社豊徳　本社営業所 徳島県小松島市豊浦町７－１ 0885-38-2814

小松島市 岩戸運送有限会社　本店営業所 徳島県小松島市大林町森の本２６－８５ 0885-37-0541

阿南市 佐川急便株式会社　阿南営業所 徳島県阿南市那賀川町上福井南川渕８８ 0884-42-3700

阿南市 加茂谷運送株式会社　本社営業所 徳島県阿南市楠根町津越１８２ 0884-25-0231

阿南市 王子陸運株式会社　富岡営業所 徳島県阿南市向原町下ノ浜９８番１ 0884-22-1216

阿南市 四国高速運輸株式会社　阿南営業所 徳島県阿南市見能林町勘高原２５－１ 088-422-5767

阿南市 ヤマト運輸株式会社　阿南営業所 徳島県阿南市見能林町大作半１９－１ 080-6698-9667

阿南市 牟岐線通運株式会社　本社営業所 徳島県阿南市大潟町２１０－５２ 0884-27-1223

阿南市 志満や運送株式会社　本社営業所 徳島県阿南市橘町土井崎２９－１ 0884-34-2211

阿南市 日本郵便株式会社　阿南郵便局 徳島県阿南市富岡町滝の下４－２ 0884-22-0300

阿南市 有限会社県南物流　本社営業所 徳島県阿南市那賀川町古津２３７ 0884-42-0966

阿南市 四国福山通運株式会社　阿南営業所 徳島県阿南市那賀川町上福井字南川渕２０－１ 0884-42-3607

阿南市 有限会社古川運送　本社営業所 徳島県阿南市福井町字吉谷５４－１ 0884-34-3078

阿南市 有限会社甲子汽船陸運部　本社営業所 徳島県阿南市大潟町２１０－５７ 0884-27-0424

阿南市 有限会社岡久運送　本社営業所 徳島県阿南市長生町平田２６－１ 0884-22-2959

吉野川市 民船運輸株式会社　本社営業所 徳島県吉野川市鴨島町牛島字中桑上４８０番地１ 0883-30-3911

吉野川市 マルナガ運輸有限会社　本社営業所 徳島県吉野川市鴨島町牛島字西外１７６８－５２ 0883-24-6760

吉野川市 鴨島陸運有限会社　本社営業所 徳島県吉野川市鴨島町中島字大止４３５－１２ 0883-24-2246

吉野川市 ヤマト運輸株式会社　吉野川営業所 徳島県吉野川市鴨島町西麻植字絵馬堂３０，３３，３４－ 090-7577-7127

吉野川市 大協運輸株式会社　本社営業所 徳島県吉野川市鴨島町森藤９５５－２ 0883-24-7313

吉野川市 阿波池田通運株式会社　吉野川営業所 徳島県吉野川市川島町児島字西須賀１１６－１，１１７－ 0883-26-3222

吉野川市 有限会社西尾陸運　本社営業所 徳島県吉野川市山川町西麓３８－２ 0883-42-2940

吉野川市 有限会社川田重機建設　本社営業所 徳島県吉野川市山川町天神２２－２ 0883-42-2764

吉野川市 有限会社西阿運送　吉野川営業所 徳島県吉野川市川島町桑村２４０９－１ 0883-25-5107

阿波市 徳島運送株式会社　本社営業所 徳島県阿波市吉野町柿原字ヒロナカ３２番地２ 088-696-2491

阿波市 有限会社八坂運送　本社営業所 徳島県阿波市吉野町西条字地免１５９－２ 088-696-3808

阿波市 ヤマト運輸株式会社　土成営業所 徳島県阿波市土成町水田字堂ケ池３３－１，３７ 080-5045-7816

阿波市 浅野商事株式会社　本社営業所 徳島県阿波市土成町宮川内字楠木６－３ 088-695-4330

阿波市 山添運送有限会社　本社営業所 徳島県阿波市市場町上喜来字円定１８７２－１ 0883-36-6277

阿波市 愛農運輸有限会社　本社営業所 徳島県阿波市阿波町中原７２－１ 0883-35-2754

阿波市 阿波丸一運送株式会社　本社営業所 徳島県阿波市阿波町東原２０２－１ 0883-35-2513
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阿波市 日本託送株式会社　本社営業所 徳島県阿波市阿波町東川原５８－１ 0883-35-3296

阿波市 株式会社カツミョウ　本社営業所 徳島県阿波市阿波町平川原南２１ 0883-36-5251

阿波市 有限会社土成運送　本社営業所 徳島県阿波市土成町吉田字西ノ岡１４－１ 088-695-2039

阿波市 有限会社鴨島通商　本社営業所 徳島県阿波市土成町土成字南原２６６－２ 088-637-8588

阿波市 有限会社ＫＳＢ　本社営業所 徳島県阿波市市場町市場字岸ノ下３２３－１１ 0883-36-5033

阿波市 四国合同通運株式会社　本社営業所 徳島県阿波市吉野町五条字北原４５２－１ 088-696-3497

阿波市 阿波清水運送株式会社　本社営業所 徳島県阿波市土成町高尾字林坊３０８－１ 088-695-5030

阿波市 有限会社阿北運送　本社営業所 徳島県阿波市市場町上喜来字井ノ坪４８３－２ 0883-36-5777

美馬市 松原運送有限会社　本社営業所 徳島県美馬市美馬町字宗重６２－１ 0883-63-5561

美馬市 まるき運送有限会社　本社営業所 徳島県美馬市美馬町字願勝寺１８－２ 0883-63-2207

美馬市 有限会社金崎運輸　本社営業所 徳島県美馬市美馬町字滝下２０－１ 0883-63-2023

美馬市 株式会社セイワ運輸　本社営業所 徳島県美馬市穴吹町三島字舞中島２０８０－１ 088-352-1745

美馬市 有限会社修栄産業運輸　本社営業所 徳島県美馬市脇町字拝原１１１－１ 0883-53-0171

美馬市 川本運送有限会社　本社営業所 徳島県美馬市脇町字拝原２７７９－７ 0883-52-1545

美馬市 有限会社西阿運送　本社営業所 徳島県美馬市脇町大字脇町字大堀７６１－４ 0883-53-7238

美馬市 ヤマト運輸株式会社　美馬営業所 徳島県美馬市穴吹町三島字三谷３１４－１ 080-5044-9444

三好市 有限会社藤村運送　本社営業所 徳島県三好市三野町太刀野山字花園中３０１－１５ 0883-77-3400

三好市 阿波池田通運株式会社　池田営業所 徳島県三好市池田町シマ６８４－２ 0883-72-1200

三好市 柿本運輸有限会社　本社営業所 徳島県三好市池田町シマ９７４－１ 0883-72-0957

三好市 有限会社三共企業体　本社営業所 徳島県三好市池田町州津藤ノ井３７７番地１ 0883-72-0590

三好市 有限会社池田ケイアール運輸　本社営業所 徳島県三好市三野町勢力東山路６９２－３ 0883-76-2727

勝浦郡 有限会社トラフィック中村　本社営業所 徳島県勝浦郡勝浦町大字沼江字岐木５２－１０ 0885-42-3723

勝浦郡 坂本運送株式会社　本社営業所 徳島県勝浦郡勝浦町大字坂本字繁野３０－１２ 0885-42-2080

名西郡 ヤマト運輸株式会社　名西営業所 徳島県名西郡石井町藍畑字東覚円６３５ 080-5044-9461

名西郡 名神急送株式会社　本社営業所 徳島県名西郡石井町藍畑字東覚円６３６－４ 088-674-0725

名西郡 有限会社北海サービス運輸　本社営業所 徳島県名西郡石井町高川原字高川原５５１－１ 088-674-4415

名西郡 カトーレック株式会社　石井営業所 徳島県名西郡石井町高川原字高川原８３８－１ 088-674-4051

名西郡 株式会社シンクラン　徳島営業所 徳島県名西郡石井町高川原字高川原８８９－１ 088-675-3131

名西郡 有限会社山下運送　本社営業所 徳島県名西郡石井町石井字石井１７９７ 088-675-0067

名西郡 株式会社エキスプレス徳島　本社営業所 徳島県名西郡石井町石井字石井７７１番地３ 088-643-3211

海部郡 ヤマト運輸株式会社　海陽営業所 徳島県海部郡海陽町四方原字町東３５－１，３６－１ 080-5044-9478

海部郡 ヤマト運輸株式会社　海部営業所 徳島県海部郡美波町奥河内字櫛ケ谷２７９－３ 080-5044-9472

板野郡 株式会社四国髙速　本社営業所 徳島県板野郡北島町北村字三町地７番３ 088-698-7505

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
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板野郡 共栄運送株式会社　本社営業所 徳島県板野郡北島町北村字東蛭子７４－２ 088-698-8850

板野郡 四国福山通運株式会社　徳島支店 徳島県板野郡北島町北村字鍋井３－７ 088-698-2271

板野郡 福山エクスプレス株式会社　徳島営業所 徳島県板野郡北島町北村字鍋井３－７ 088-698-2271

板野郡 有限会社六ツ星運送　本社営業所 徳島県板野郡北島町中村字牛飼原１－１ 088-698-7858

板野郡 東海運株式会社　本社営業所 徳島県板野郡北島町中村字東中須１３－１ 088-698-1500

板野郡 株式会社ビーアールエス　徳島営業所 徳島県板野郡北島町鯛浜字原４６番地１４ 088-679-7727

板野郡 東海運株式会社　東亞合成事業部 徳島県板野郡北島町鯛浜字中須４９－１ 088-665-1006

板野郡 徳洋運輸有限会社　本社営業所 徳島県板野郡北島町中村字本須１０７番地 088-698-1203

板野郡 カトーレック株式会社　徳島営業所 徳島県板野郡北島町江尻字川中須３０－７ 088-698-9550

板野郡 一宮建設重量株式会社　本社営業所 徳島県板野郡北島町高房字堤下１６－１ 088-698-2421

板野郡 名神急送株式会社　徳島支店 徳島県板野郡松茂町長岸字下ノ越６２６－１ 088-678-2735

板野郡 四国名鉄運輸株式会社　徳島航空営業所 徳島県板野郡松茂町中喜来字稲本２２７－７ 088-699-4108

板野郡 徳島名鉄急配株式会社　徳島営業所 徳島県板野郡松茂町中喜来字稲本２２７－７ 088-699-5471

板野郡 四国名鉄運輸株式会社　徳島支店 徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵５２－１ 088-699-4101

板野郡 株式会社木内組　本社営業所 徳島県板野郡松茂町中喜来字中須２９番地８ 088-699-2227

板野郡 ヤマト運輸株式会社　徳島主管支店 徳島県板野郡松茂町中喜来字福有開拓３０８－１９ 088-699-3502

板野郡 日本通運株式会社　徳島空港営業所 徳島県板野郡松茂町豊久字朝日野１６－２ 088-699-4720

板野郡 四国西濃運輸株式会社　徳島支店 徳島県板野郡松茂町豊久字朝日野６－１ 088-699-0188

板野郡 株式会社シーライン　本社営業所 徳島県板野郡松茂町満穂字満穂開拓３０－１ 088-699-2236

板野郡 ヤマト運輸株式会社　板野北島営業所 徳島県板野郡松茂町満穂字満穂開拓１１４－３ 080-5098-3929

板野郡 丸協運輸株式会社　徳島北営業所 徳島県板野郡松茂町満穂字満穂開拓１３７－１ 080-1990-1845

板野郡 大輪総合運輸株式会社　徳島営業所 徳島県板野郡松茂町住吉字住吉開拓５６－１ 088-699-3556

板野郡
株式会社ニヤクコーポレーション　近畿四国支店徳

島事業所
徳島県板野郡松茂町笹木野字山南９６－１ 088-699-2834

板野郡 幸栄運輸株式会社　本社営業所 徳島県板野郡松茂町笹木野字八下３０－６ 088-699-2165

板野郡 一森運送株式会社　本社営業所 徳島県板野郡松茂町笹木野字八山開拓１９－１ 088-699-4063

板野郡 株式会社サカイ引越センター　徳島支社 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓１－１７０ 088-699-0181

板野郡 株式会社ニチニチ物流　徳島営業所 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓２３３ 088-699-8022

板野郡 大光運輸有限会社　藍住営業所 徳島県板野郡藍住町矢上字北分７７ 088-692-3340

板野郡 徳島特急輸送株式会社　本社営業所 徳島県板野郡上板町鍛冶屋原字妙楽寺２番１ 088-694-6464

板野郡 南国商事株式会社　本社営業所 徳島県板野郡上板町七條字北高瀬５５の１ 088-694-2100

板野郡 誠徳運輸株式会社　本社営業所 徳島県板野郡上板町瀬部７２０－５ 088-694-7700

板野郡 株式会社前田物流サービス　徳島営業所 徳島県板野郡板野町下庄字文開１１－３ 088-672-5650

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
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板野郡 吉本運送有限会社　本社営業所 徳島県板野郡板野町西中富字雁ケ坪４３－１ 088-672-3528

板野郡 ヤマト運輸株式会社　板野営業所 徳島県板野郡板野町西中富字東新田１１－１５ 080-6698-9663

板野郡 シモハナ物流株式会社　徳島営業所 徳島県板野郡板野町西中富字源氏８１－１ 088-672-7087

板野郡 株式会社ムロオ　徳島営業所 徳島県板野郡板野町下庄字文開１１－４ 088-672-7760

板野郡 株式会社アワロードサービス　徳島営業所 徳島県板野郡北島町太郎八須字新開１番地１４ 088-697-2807

板野郡 佐川急便株式会社　徳島営業所 徳島県板野郡松茂町満穂字満穂開拓１５１－６ 0570-01-0561

板野郡 株式会社長船回漕店　東四国営業所 徳島県板野郡松茂町豊久字豊久開拓５００－３ 088-699-5674

板野郡 かけはし急便有限会社　本社営業所 徳島県板野郡板野町那東字野神元２－１ 088-672-4891

板野郡 誠徳運輸株式会社　徳島営業所 徳島県板野郡藍住町徳命字中ノ丁１７７ 088-694-7700

板野郡 セイノースーパーエクスプレス株式会社　徳島航空 徳島県板野郡松茂町豊久字朝日野６－１ 088-699-8803

美馬郡 有限会社半田運送　本社営業所 徳島県美馬郡つるぎ町半田字中籔２６６－３ 0883-64-2202

三好郡 四国福山通運株式会社　阿波池田営業所 徳島県三好郡東みよし町中庄１３６０番地 088-382-2000

三好郡 佐川急便株式会社　池田営業所 徳島県三好郡東みよし町中庄９５７－４ 0883-82-3850

名東郡 佐那河内運送株式会社　本社営業所 徳島県名東郡佐那河内村下字松川原５０－１ 088-679-2146

※「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。 6／6　ページ　


