
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）

高松市 湊海運株式会社　本社営業所 香川県高松市城東町１－２－２２ 087-851-0561

高松市 株式会社リンコトランスポートサービス　朝日町営 香川県高松市朝日新町２３－２４ 087-813-1477

高松市 日本通運株式会社　高松海運営業課 香川県高松市朝日新町１９－２４ 087-851-8826

高松市 加茂谷運送株式会社　高松支店 香川県高松市朝日町４丁目１６－１ 087-821-2511

高松市 四国名鉄運輸株式会社　高松支店 香川県高松市朝日町５－１５－１ 087-851-5181

高松市 四国名鉄運送株式会社　高松営業所 香川県高松市朝日町５－１５－１ 087-851-8261

高松市 四国高速運輸株式会社　高松支店 香川県高松市朝日町５－１５－１ 087-821-8080

高松市 カトーレック株式会社　高松営業所 香川県高松市朝日町５－５－１ 087-851-4334

高松市 アドバンストレーディング株式会社　高松支店 香川県高松市朝日町５丁目１２番１号 087-802-2666

高松市 大川陸運株式会社　本社営業所 香川県高松市朝日町５丁目１４－４ 087-823-3666

高松市 三豊運送株式会社　高松営業所 香川県高松市朝日町５丁目１５－１ 087-851-3111

高松市 株式会社国商運輸　高松営業所 香川県高松市朝日町５丁目１５－１ 087-813-2225

高松市 讃州倉庫株式会社　本社 香川県高松市朝日町５丁目３番７２号 087-851-0711

高松市 株式会社ビクトワール　事業部 香川県高松市朝日町６－５７２ 087-811-2220

高松市 東海運株式会社　高松営業所 香川県高松市朝日町６丁目５７１－３ 087-823-3811

高松市 丸協運輸株式会社　香川営業所朝日町事務所 香川県高松市朝日町６丁目６－２３ 087-851-9434

高松市 彦崎通運株式会社　香川営業所 香川県高松市朝日町６丁目６－３６ 087-823-1678

高松市 株式会社日ノ丸急送　本社 香川県高松市朝日町６丁目７－３０ 087-813-1155

高松市 日本通運株式会社　高松東物流課 香川県高松市朝日町６丁目８－３ 087-821-2323

高松市 三共運輸株式会社　本社営業所 香川県高松市福岡町３－３２－２５ 087-851-4828

高松市 ヤマト運輸株式会社　高松中央営業所 香川県高松市福岡町３丁目３７９－１４６、３７９－３０ 080-5044-0520

高松市 株式会社新開トランスポートシステムズ　高松営業 香川県高松市上福岡町２００８－１０ 087-834-8878

高松市 ヤマト運輸株式会社　高松東営業所 香川県高松市上福岡町字深田８３３－１ 080-5044-0458

高松市 旭海運株式会社　本社 香川県高松市高松町２３７９－７ 087-843-5105

高松市 ヤマト運輸株式会社　高松北営業所 香川県高松市屋島西町字亥浜２４８６－３４、３５、３６ 080-5044-0508

高松市 アート引越センター株式会社　高松支店 香川県高松市上林町６８０ 087-888-0123

高松市 ヤマト運輸株式会社　高松小村営業所 香川県高松市小村町字本村４６８番５ 080-5481-5753

高松市 有限会社西阿運送　高松営業所 香川県高松市十川西町１３０６－７ 0883-53-7238

高松市 大川陸運株式会社　十川営業所 香川県高松市十川西町９４８番地３ 087-848-1001

高松市 四国牛乳輸送株式会社　本社高松営業所 香川県高松市十川東町２０１７－１ 087-814-6612

高松市 株式会社北四国冷凍運輸　本社営業所 香川県高松市十川東町字円土座１９１０－１９ 087-848-0883

高松市 泉海商運株式会社　高松営業所 香川県高松市川島本町１００－１ 087-848-4130

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（香川県）
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高松市 ヤマト運輸株式会社　高松空港 香川県高松市香南町岡１３１２－７ 087-814-3676

高松市 日本ルートサービス株式会社　高松事業所 香川県高松市香南町横井４５５－１ 087-802-4530

高松市 有限会社高松興業　本社営業所 香川県高松市香川町大野１９０１－５ 087-885-8167

高松市 有限会社丸八運送　香川南営業所 香川県高松市香川町浅野１００４－４ 087-840-2508

高松市 ヤマト運輸株式会社　南讃岐営業所 香川県高松市香川町浅野字五端子５２６－２ 080-5044-9352

高松市 日本通運株式会社　高松航空貨物センター 香川県高松市香川町浅野字籠池１００４－４ 087-879-1255

高松市 下笠居運輸株式会社　本社営業所 香川県高松市亀水町９１９－７６ 087-882-2215

高松市 有限会社生島興業　本社 香川県高松市生島町６８５－１８ 087-881-3075

高松市 日本通運株式会社　高松西物流課 香川県高松市香西東町４８８ 087-832-9020

高松市 株式会社北四国産業　本社営業所 香川県高松市郷東町７９６－１４０ 087-882-6569

高松市 ヤマト運輸株式会社　高松西営業所 香川県高松市郷東町字乾新開７９２－９５ 080-5044-0474

高松市 四国福山通運株式会社　高松支店 香川県高松市郷東町字西新開４３０－１ 087-882-2000

高松市 福山エクスプレス株式会社　高松営業所 香川県高松市郷東町字西新開４３０番地１ 087-882-2000

高松市 四国西濃運輸株式会社　高松支店 香川県高松市鶴市町字相作８０ 087-881-3161

高松市 有限会社ネクスト物流　本社 香川県高松市檀紙町２１６５番地 087-880-7118

高松市 フジトランスポート株式会社　高松支店 香川県高松市円座町３４５－１ 087-885-6651

高松市 株式会社ハート引越センター　高松センター営業所 香川県高松市円座町９４９－４ 087-804-8101

高松市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　高松航空 香川県高松市鶴市町８０ 087-881-3525

高松市 株式会社シコクセイカ高速　本社営業所 香川県高松市勅使町２７９－１ 087-866-0600

高松市 日本郵便輸送株式会社　高松営業所 香川県高松市勅使町７４８－１ 087-866-3911

高松市 ヤマト運輸株式会社　高松南営業所 香川県高松市勅使町字東川原１１７０－１、１１７１－１ 080-5044-0493

高松市 ヤマト運輸株式会社　高松レインボーロード営業所 香川県高松市伏石町２１４２－１１ 080-5451-7308

高松市 株式会社讀宣運輸　高松営業所 香川県高松市太田上町４０７、４０８、４１１－１、４１ 087-888-6133

高松市 四国名鉄運輸株式会社　高松航空支店 香川県高松市鹿角町城ノ内３４１－１ 087-885-7161

高松市 日本郵便株式会社　高松南郵便局 香川県高松市勅使町下所７００ 087-866-4481

高松市 ヤマト運輸株式会社　高松国分寺営業所 香川県高松市国分寺町新居３２６－１ 080-6604-5129

高松市 株式会社朝日通商　本社営業所 香川県高松市国分寺町新名１５６６－１ 087-874-6115

高松市 一宮運輸株式会社　高松営業所 香川県高松市国分寺町国分８４３－１ 087-874-6410

高松市 丸喜運輸機工株式会社　本社営業所 香川県高松市国分寺町福家甲字本村１８８４－１ 087-874-3333

高松市 株式会社北部市場運送　高松 香川県高松市国分寺町福家字西羽間甲１２５８番２０ 087-874-3570

高松市 株式会社ひっこしパック　本社 香川県高松市朝日町５丁目３－１１０ 087-822-4656

高松市 株式会社シンクラン　高松営業所 香川県高松市十川東町１９４０番地１ 087-813-7160

高松市 栄運送株式会社　本社 香川県高松市郷東町２００－１ 087-881-7455
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高松市 有限会社ウエスト・ジャパン　本社 香川県高松市勅使町８１７－２ 087-868-3758

高松市 ＴＳネットワーク株式会社　高松流通センター 香川県高松市勅使町７３２ 087-867-8050

高松市 有限会社扇通商　本社営業所 香川県高松市飯田町９２４番地１ 087-873-2451

高松市 株式会社香川フレッシュシステム　本社 香川県高松市瀬戸内町４３番６８号 087-862-2224

高松市 中国ニシリク株式会社　高松営業所 香川県高松市朝日町６丁目２－８ 087-826-6262

高松市 富士運送株式会社　本社営業所 香川県高松市国分寺町福家乙１－１ 087-874-1321

高松市 合資会社門口運送店　高松営業所 香川県高松市郷東町７９６－４６ 087-832-8851

高松市 有限会社谷運輸　本社営業所 香川県高松市中山町４３－１ 087-882-0550

高松市 ロットサービス有限会社　本社 香川県高松市朝日町五丁目４－３３ 087-821-1306

高松市 株式会社進和流通　本社営業所 香川県高松市香川町大野１２８１－２ 087-886-4845

高松市 瀬戸内陸運株式会社　高松支店 香川県高松市朝日町５丁目３番１１０号 087-851-6068

高松市 ＪＰロジスティクス株式会社　高松支店 香川県高松市朝日町６丁目５－１０ 087-823-4705

高松市 株式会社ヤマウチ興業　本社営業所 香川県高松市神在川窪町６１９－８ 087-882-5228

高松市 ＳＴＮ物流株式会社　高松営業所 香川県高松市鹿角町字城の内３０１ 087-885-1551

高松市 有限会社福広運輸　本社 香川県高松市小村町４８７－６ 087-840-7055

高松市 岡山県貨物運送株式会社　高松営業所 香川県高松市朝日町５丁目１５－１ 087-823-0311

高松市 玉藻港運株式会社　本社営業所 香川県高松市朝日新町９－２２ 087-851-4488

高松市 ＮＸキャッシュ・ロジスティクス株式会社　香川セ 香川県高松市朝日町二丁目４４８－５ 087-811-3822

高松市 株式会社ビーアールエス　本社営業所 香川県高松市西ハゼ町５５ 087-866-2121

高松市 株式会社ビーアールエス　高松南営業所 香川県高松市香川町大野１４０－４ 087-815-5522

高松市 尾崎運送株式会社　本社営業所 香川県高松市松並町８８８－４ 087-867-1781

高松市 三都自動車運送有限会社　本社営業所 香川県高松市香西東町５５４－１ 087-882-1477

高松市 コウナン運輸有限会社　国分寺営業所 香川県高松市国分寺町国分４４１ 087-870-6161

高松市 讃高運輸株式会社　本社営業所 香川県高松市川島東町７２１－１ 087-848-5557

高松市 株式会社サカイ引越センター　高松支社 香川県高松市茜町２－１８ 087-835-1141

高松市 佐川急便株式会社　高松営業所 香川県高松市朝日町４－１０－２２ 0570-01-0091

高松市 中四国ロジスティクス株式会社　高松営業所 香川県高松市朝日町６丁目５７１番地１ 087-822-5331

丸亀市 株式会社四国物流サービス　本社営業所 香川県丸亀市綾歌町岡田上２８１１－１ 0877-86-3425

丸亀市 ヤマト運輸株式会社　丸亀南営業所 香川県丸亀市綾歌町栗熊東５－１、４－１ 080-6698-8265

丸亀市 大西商事株式会社　本社営業所 香川県丸亀市飯山町東坂元２３４１番地 0877-98-2727

丸亀市 株式会社フジ商事　本社営業所 香川県丸亀市飯山町東坂元２７９８－２ 0877-98-7666

丸亀市 有限会社北四国アイティ　丸亀営業所 香川県丸亀市飯山町東坂元３７９９－３ 0877-59-7687

丸亀市 四国名鉄運送株式会社　本社営業所 香川県丸亀市飯山町西坂元４７２－１ 0877-98-2131
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　　掲載を希望された事業所のみ掲載しています。 3／9　ページ　



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）

丸亀市 新開運輸倉庫株式会社　丸亀営業所 香川県丸亀市昭和町２番地 0877-24-7165

丸亀市 三豊運送株式会社　丸亀営業所 香川県丸亀市蓬菜町２８－１６ 0877-22-3377

丸亀市 湊海運株式会社　丸亀営業所 香川県丸亀市蓬莱町２１－２ 0877-23-4490

丸亀市 株式会社ミノツ　本社営業所 香川県丸亀市蓬莱町２８－２ 0877-23-0808

丸亀市 四国福山通運株式会社　丸亀支店 香川県丸亀市蓬莱町２８－５ 0877-24-6711

丸亀市 ＪＰロジスティクス株式会社　丸亀支店 香川県丸亀市蓬莱町２８番８号 0877-24-5831

丸亀市 四国名鉄運送株式会社　丸亀営業所 香川県丸亀市蓬莱町２８番地３ 0877-64-6730

丸亀市 株式会社日ノ丸急送　丸亀営業所 香川県丸亀市蓬莱町７－２ 0877-35-8620

丸亀市 四国高速運輸株式会社　丸亀物流センター 香川県丸亀市蓬莱町７－２ 0877-45-3390

丸亀市 ヤマト運輸株式会社　丸亀営業所 香川県丸亀市天満町１－８５２－１ 080-5044-9354

丸亀市 有限会社磯野運送　本社営業所 香川県丸亀市土器町東９－１７８ 0877-22-4188

丸亀市 株式会社丸亀急配　本社 香川県丸亀市土器町北１－３８ 0877-23-3201

丸亀市 谷口興業株式会社　四国営業所 香川県丸亀市土器町北２丁目１０７ 0877-22-2606

丸亀市 植松運輸株式会社　香川営業所 香川県丸亀市土器町北一丁目３７ 0877-58-1630

丸亀市 株式会社シンクラン　丸亀営業所 香川県丸亀市郡家町３１４３番地 0877-35-7228

丸亀市 室山運輸株式会社　丸亀営業所 香川県丸亀市土器町北二丁目２０ 0877-22-1426

丸亀市 佐川急便株式会社　丸亀営業所 香川県丸亀市昭和町１０－１ 0570-01-0597

丸亀市 コウナン運輸有限会社　本社営業所 香川県丸亀市綾歌町岡田下５０７－２ 0877-86-6010

丸亀市 有限会社伸弘運送　本社営業所 香川県丸亀市飯山町真時２２９－５ 0877-56-8697

坂出市 平和運輸株式会社　本社営業所 香川県坂出市入船町１－３－１６ 0877-46-5541

坂出市 日本通運株式会社　坂出物流課 香川県坂出市入船町２丁目３２２－４０ 0877-46-0202

坂出市 坂本運送有限会社　本社 香川県坂出市入船町一丁目２番２２号 0877-46-3836

坂出市 菱化ロジテック株式会社　四国支店 香川県坂出市昭和町２－２－１ 0877-35-7655

坂出市 株式会社福本組　本社営業所 香川県坂出市室町１－１－３ 0877-46-3001

坂出市 港運送株式会社　金山営業所 香川県坂出市江尻町１－１３０ 0877-46-4627

坂出市 有限会社松山急配　本社営業所 香川県坂出市林田町２３８５－４ 0877-47-0911

坂出市 有限会社インターネット物流　本社 香川県坂出市林田町４２６５－１５ 0877-85-6036

坂出市 花王ロジスティクス株式会社　坂出営業所 香川県坂出市林田町４２６５番地１８ 0877-47-1300

坂出市 株式会社豊榮物流　本社営業所 香川県坂出市林田町４２８５－１８４ 0877-57-3551

坂出市 ヤマト運輸株式会社　坂出林田営業所 香川県坂出市林田町４２８５－２６１ 080-5098-3771

坂出市 湊海運株式会社　坂出営業所 香川県坂出市林田町４２８５番地１４４ 0877-47-3561

坂出市 林田物流株式会社　本社営業所 香川県坂出市林田町４２８５番地１９８ 0877-47-1234

坂出市 林田運送株式会社　本社 香川県坂出市林田町６５５ 0877-47-1111

※「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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坂出市 司西日本株式会社　香川坂出営業所 香川県坂出市林田町字番屋前４２８５－１７６ 0877-47-1117

坂出市 愛知車輌興業株式会社　四国営業所 香川県坂出市林田町字番屋前４２８５－２６３ 0877-47-0022

坂出市 株式会社丸文　坂出営業所 香川県坂出市林田町字番屋前４２８５－２９６ 0877-57-3008

坂出市 間口ウエストロジ株式会社　香川営業所 香川県坂出市林田町字番屋前４２８５－３００ 0877-47-2696

坂出市 関西陸運株式会社　坂出営業所 香川県坂出市林田町字番屋前４２８５－３２２ 0877-47-2138

坂出市 株式会社ニチニチ物流　坂出営業所 香川県坂出市西庄町１１２２ 0877-46-2500

坂出市 株式会社ＭＥＤ　香川支店 香川県坂出市福江町三丁目２１５－１４ 0877-59-1022

坂出市 綜合警備保障株式会社　香川支社 香川県坂出市沖の浜３０－７２ 0877-46-2634

坂出市 岡山県貨物運送株式会社　四国支店 香川県坂出市沖の浜３０－７５ 0877-45-4555

坂出市 株式会社日ノ丸急送　坂出営業所 香川県坂出市沖の浜３０－８３ 0877-35-8155

坂出市 森実タウンサービス株式会社　坂出営業所 香川県坂出市沖の浜３０番地８３ 0877-85-3854

坂出市 阪神ロジテム株式会社　坂出出張所 香川県坂出市西大浜北４丁目２－１３ 0877-85-7265

坂出市 ヤマトボックスチャーター株式会社　四国支店 香川県坂出市川崎町１３－１５ 0877-59-0051

坂出市 ロジスティード西日本株式会社　四国ＡＥ営業所 香川県坂出市番の州町１８番地２ 0877-59-2711

坂出市 西川産業株式会社　本社営業所 香川県坂出市中央町２－３０ 0877-46-2012

坂出市 ミナトエクスプレス株式会社　坂出営業所 香川県坂出市林田町４２８５－２８２ 0877-47-3558

坂出市 淡路共正陸運株式会社　香川営業所 香川県坂出市西大浜北４丁目３９－５ 0877-35-8601

坂出市 四国運輸株式会社　坂出定温営業所 香川県坂出市沖の浜３０－６１ 0877-45-0755

坂出市 株式会社ムロオ　高松支店 香川県坂出市番の州町１８番５ 0877-35-7913

坂出市
株式会社ニヤクコーポレーション　近畿四国支店坂

出事業所
香川県坂出市築港町２丁目３１０－１０９ 0877-45-2505

坂出市 ホンダ運送株式会社　中四国センター　坂出分室 香川県坂出市林田町４２８５－３１０ 0877-47-4171

善通寺市 ヤマト運輸株式会社　善通寺営業所
香川県善通寺市金蔵寺町本村１１３５－２、１１３５－

４、１１４０－１
080-5481-5755

善通寺市 シモハナ物流株式会社　善通寺営業所 香川県善通寺市生野町２９０－１ 0877-64-1755

善通寺市 株式会社四国レッグズ　本社営業所 香川県善通寺市中村町１６５－１ 0877-63-2326

善通寺市 株式会社日之出運輸　香川支店 香川県善通寺市中村町１７７２－１ 0877-64-2311

善通寺市 橋本運輸株式会社　本社営業所 香川県善通寺市上吉田町１０７－２ 0877-62-2070

善通寺市 水島臨海通運株式会社　四国支店 香川県善通寺市吉原町２０－１ 0877-33-3737

観音寺市 三豊運送株式会社　観音寺区域営業所 香川県観音寺市出作町６４２番地 0875-25-3161

観音寺市 三豊運送株式会社　観音寺国道営業所
香川県観音寺市出作町字川西４９６、４９３、４９２－

２、４９２－３
0875-25-2362

観音寺市 ヤマト運輸株式会社　観音寺営業所 香川県観音寺市村黒町字西屋敷７９０－１ 080-5481-5756

※「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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観音寺市 株式会社植木回漕店　陸運部営業所 香川県観音寺市吉岡町道上３０６ 0875-25-1355

観音寺市 四国エスエス物流株式会社　本社営業所 香川県観音寺市柞田町乙１３６－６ 0875-23-2453

観音寺市 日本通運株式会社　観音寺営業課 香川県観音寺市柞田町甲６０７ 0875-23-1147

観音寺市 シモハナ物流株式会社　観音寺営業所 香川県観音寺市柞田町字干拓丁９３－２８ 0875-57-5110

観音寺市 藤急商運株式会社　本社 香川県観音寺市三本松町４－２－８ 0875-25-1629

観音寺市 丸協運輸株式会社　共配観音寺 香川県観音寺市三本松町四丁目甲２１４３番７０ 0875-23-6610

観音寺市 有限会社豊浜興業　本社営業所 香川県観音寺市豊浜町姫浜１２１０番地 0875-52-3448

観音寺市 カトーレック株式会社　豊浜営業所 香川県観音寺市豊浜町箕浦甲２５２５ 0875-52-5457

観音寺市 佐川急便株式会社　四国中央営業所 香川県観音寺市豊浜町箕浦大西甲２５１４－２ 0875-52-1115

観音寺市 四国西濃運輸株式会社　三豊支店 香川県観音寺市大野原町大字大野原字天六出水３９８０ 0875-52-3100

観音寺市 ヤマト運輸株式会社　香川豊浜営業所 香川県観音寺市大野原町大野原４４４０－１ 080-6609-7999

観音寺市 四国福山通運株式会社　大野原営業所 香川県観音寺市大野原町大野原字天天出水３９７７－１ 0875-52-2000

観音寺市 今井商運株式会社　本社営業所 香川県観音寺市大野原町大野原１９５８番地１ 0875-54-5347

観音寺市 株式会社シンクラン　大野原営業所 香川県観音寺市大野原町丸井８１７番地１ 0875-23-7950

観音寺市 株式会社フードレック　本社 香川県観音寺市柞田町丙２０６６－１ 0875-24-3601

観音寺市 株式会社東西運輸　本社 香川県観音寺市大野原町大野原１８６０ー１ 0875-54-2501

観音寺市 北四国運輸倉庫株式会社　大野原営業所 香川県観音寺市大野原町花稲字西野田８５８－４ 0875-52-3336

観音寺市 有限会社観音寺急配社　本社 香川県観音寺市出作町６９０－１ 0875-25-2486

さぬき市 小河運送株式会社　志度事業所 香川県さぬき市末１２３６－１７ 087-894-5821

さぬき市 日本郵便株式会社　長尾郵便局 香川県さぬき市長尾東８９４－１ 0879-52-2661

さぬき市 Ｆ－ＬＩＮＥ株式会社　さぬき物流センター 香川県さぬき市長尾西字市１８５５－３ 0879-52-3166

さぬき市 ミドリ運輸株式会社　本社 香川県さぬき市昭和１１５３－１ 0879-52-2633

さぬき市 関西陸運株式会社　高松営業所 香川県さぬき市昭和１２１－２０ 0879-24-9101

さぬき市 株式会社高瀬運送　東四国営業所 香川県さぬき市昭和字熊田１３１０－１ 087-923-6760

さぬき市 日本通運株式会社　四国重機建設支店 香川県さぬき市昭和字白羽乙１０７番２１ 0879-26-9880

さぬき市 マルト急配有限会社　本社営業所 香川県さぬき市寒川町石田東甲３５１－１ 0879-43-2119

さぬき市 四国福山通運株式会社　さぬき営業所 香川県さぬき市寒川町石田東字加藤甲２０２５番１ 0879-43-5270

さぬき市 ヤマト運輸株式会社　香川東営業所 香川県さぬき市津田町鶴羽字薬師堂１６８－１ 090-7577-7077

さぬき市 丸協運輸株式会社　香川営業所 香川県さぬき市昭和乙１２１－７５ 0879-23-6820

東かがわ市 株式会社サヌキエクスプレス　本社 香川県東かがわ市川東５－１ 0879-25-4266

東かがわ市 ヤマト運輸株式会社　香川白鳥営業所 香川県東かがわ市伊座字甚古谷５５６－１ 080-5044-9361

東かがわ市 株式会社長町建材　本社営業所 香川県東かがわ市松崎１７５－１ 0879-25-0769

東かがわ市 株式会社ヒューテックノオリン　四国営業所 香川県東かがわ市西山４３１－９ 0879-27-2331
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東かがわ市 佐川急便株式会社　東かがわ営業所 香川県東かがわ市横内５０９－１ 0570-01-0512

東かがわ市 東洋物流有限会社　本社営業所 香川県東かがわ市西村１２８０－１９ 0879-25-6161

三豊市 信和運輸株式会社　高瀬営業所 香川県三豊市高瀬町大字上高瀬字竹田１５７３ 0875-72-1062

三豊市 瀬戸運輸株式会社　本社営業所 香川県三豊市高瀬町下勝間１６２５－１ 0875-72-2111

三豊市 丸中運輸株式会社　本社営業所 香川県三豊市高瀬町大字上勝間五歩田３８３０－１ 0875-74-7589

三豊市 大和物流株式会社　香川営業所 香川県三豊市高瀬町上麻３７７７－１ 0875-74-7401

三豊市 藤田運輸株式会社　本社 香川県三豊市三野町下高瀬１０２８ 0875-72-2191

三豊市 有限会社ヨシダ　本社営業所 香川県三豊市三野町吉津乙１２８９－１ 0875-56-2511

三豊市 株式会社エポック　本社 香川県三豊市三野町吉津乙１９５８－１ 0875-72-1939

三豊市 三豊運送株式会社　山本営業所 香川県三豊市山本町財田西９６７番地４ 0875-63-2006

三豊市 四国明治大和倉庫株式会社　財田営業所 香川県三豊市財田町財田上１３２８番地１７ 0875-67-0224

三豊市 四国兵紙運輸株式会社　本社営業所 香川県三豊市財田町財田上１３３３－５ 0875-67-3773

三豊市 株式会社植西運送　香川営業所 香川県三豊市財田町財田上字滝の下７８３０－１０ 0875-23-6665

三豊市 四国運送株式会社　本社営業所 香川県三豊市詫間町詫間６８２５－４ 0875-83-5521

三豊市 協和運送有限会社　詫間営業所 香川県三豊市詫間町松崎２８０５－２ 080-1993-2021

三豊市 丸吉エクスプレス株式会社　本社営業所 香川県三豊市仁尾町仁尾辛４０番地２ 0875-82-4576

三豊市 丸急物流株式会社　本社営業所 香川県三豊市豊中町笠田笠岡３９１５番地６ 0875-62-6101

三豊市 株式会社多田物流　本社 香川県三豊市豊中町上高野３４１番地３ 0875-63-9838

三豊市 有限会社西岡産業　本社営業所 香川県三豊市豊中町大字上高野２５７５番地１ 0875-62-5751

三豊市 株式会社ハードゥン　四国営業所 香川県三豊市豊中町大字岡本字上沢１２４３－５ 0875-62-3549

三豊市 岡山丸善運輸株式会社　香川営業所 香川県三豊市三野町下高瀬５０番地１ 0875-56-2381

三豊市 四国倉庫株式会社　本社 香川県三豊市詫間町詫間６８２９－９ 0875-83-8650

三豊市 株式会社図子組　本社 香川県三豊市三野町大字下高瀬２６５０－２ 0875-72-3325

三豊市 株式会社東　本社営業所 香川県三豊市詫間町詫間６９０７－５ 0875-83-8250

三豊市 ヤマト運輸株式会社　三豊営業所 香川県三豊市三野町大字下高瀬字上新田１０２２－１ 080-5044-9359

小豆郡 小豆島陸運株式会社　本社営業所 香川県小豆郡土庄町渕崎甲２５８７－１ 0879-62-1190

小豆郡 小豆島貨物運輸株式会社　本社営業所 香川県小豆郡小豆島町池田３４５９－１ 0879-75-0550

小豆郡 内海港運株式会社　本社営業所 香川県小豆郡小豆島町安田甲１４４－２１３ 0879-82-1181

小豆郡 有限会社丸島運送店　本社 香川県小豆郡小豆島町安田甲３４８－８ 0879-82-2277

小豆郡 株式会社川野回漕店　本社営業所 香川県小豆郡小豆島町坂手甲１８３６番地２１ 0879-82-2221

小豆郡 ヤマト運輸株式会社　香川内海営業所 香川県小豆郡小豆島町片城甲４４－１２８ 080-6604-9818

小豆郡 合資会社門口運送店　本社 香川県小豆郡小豆島町池田３８７１－１ 0879-75-2288

小豆郡 株式会社木村　本社 香川県小豆郡小豆島町安田甲２２６－６ 0879-82-0596
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小豆郡 ヤマト運輸株式会社　小豆島営業所 香川県小豆郡小豆島町蒲生字東畠甲１９２８－１、１９２ 080-5481-5754

木田郡 ヤマト運輸株式会社　香川三木営業所 香川県木田郡三木町氷上西ツフロ木２５５３－１ 080-5044-9351

木田郡 株式会社村上重機　本社営業所 香川県木田郡三木町大字池戸５１５番地 087-816-4545

木田郡 三木陸運有限会社　本社営業所 香川県木田郡三木町大字下高岡２４４２－１ 087-898-0018

木田郡 ハーコブ株式会社　高松支店 香川県木田郡三木町井上７９０－１ 087-891-3333

木田郡 日祥運輸倉庫株式会社　高松支店 香川県木田郡三木町大字井上２６９９－７ 087-898-2330

木田郡 株式会社和弘運輸　高松営業所 香川県木田郡三木町田中２６０１ 087-864-4431

木田郡 有限会社北山運送　本社 香川県木田郡三木町大字井戸２３５９－５ 087-898-7704

木田郡 南商事運輸有限会社　本社営業所 香川県木田郡三木町池戸２７４番地１ 087-813-6618

綾歌郡 笠井運送有限会社　本社営業所 香川県綾歌郡綾川町枌所西２４９０－１ 087-870-9195

綾歌郡 株式会社レックス　本社営業所 香川県綾歌郡綾川町東分乙６０－７ 087-878-3201

綾歌郡 有限会社上西運送　本社営業所 香川県綾歌郡綾川町小野甲８５３番地２ 087-816-6788

綾歌郡 株式会社ニチニチ物流　宇多津営業所 香川県綾歌郡宇多津町浜一番丁２－５ 0877-56-7216

綾歌郡 株式会社リンコトランスポートサービス　宇多津営 香川県綾歌郡宇多津町浜三番丁３２－２ 0877-41-9036

綾歌郡 株式会社サークルライナーズ　本社営業所 香川県綾歌郡宇多津町浜三番丁３５ 0877-56-7085

綾歌郡 セイノースーパーエクスプレス株式会社　坂出営業 香川県綾歌郡宇多津町浜９番丁１５５－３ 0877-49-9623

綾歌郡 中讃通運株式会社　坂出営業所 香川県綾歌郡宇多津町２４１１－１ 0877-49-2511

綾歌郡 中讃通運株式会社　丸亀営業所 香川県綾歌郡宇多津町２４１１－１ 0877-49-2511

綾歌郡 四国高速運輸株式会社　坂出物流センター営業所 香川県綾歌郡宇多津町字吉田４００１－５９ 0877-46-1233

綾歌郡 カトーレック株式会社　坂出営業所 香川県綾歌郡宇多津町吉田４００１－８３ 0877-46-2617

綾歌郡 ヤマト運輸株式会社　香川主管支店 香川県綾歌郡宇多津町字吉田４００１－４０ 0877-45-3308

綾歌郡 宇和島自動車運送株式会社　瀬戸大橋支店 香川県綾歌郡宇多津町字吉田４００１－５９ 0877-45-4528

綾歌郡 四国輸送株式会社　本社営業所 香川県綾歌郡宇多津町字吉田４００１－７６ 0877-46-2564

綾歌郡 株式会社誠和運輸　本社営業所 香川県綾歌郡綾川町小野甲３８３－１ 087-876-1323

綾歌郡 株式会社久松運輸　本社 香川県綾歌郡宇多津町２６２８－９９４ 0877-56-7700

綾歌郡 ふじかわ陸運株式会社　本社営業所 香川県綾歌郡綾川町山田下２４８３－１ 087-878-1184

綾歌郡 株式会社アワロードサービス　本社営業所 香川県綾歌郡宇多津町浜一番丁５番１１ 0877-85-5258

綾歌郡 大平運送有限会社　香川営業所 香川県綾歌郡綾川町山田下７２３－３ 087-870-9850

綾歌郡 株式会社西物流兵庫　香川営業所 香川県綾歌郡宇多津町平山２６２８－７２９ 0877-56-7141

綾歌郡 栄光運輸株式会社　本社営業所 香川県綾歌郡綾川町滝宮２６２３－１９ 087-876-3738

綾歌郡 名神急送株式会社　香川支店 香川県綾歌郡宇多津町字吉田４００１－７１ 0877-44-0808

仲多度郡 株式会社四国シーアール物流　琴平支店 香川県仲多度郡多度津町葛原１８６６－１ 0877-33-0322

仲多度郡 ヤマト運輸株式会社　琴平営業所 香川県仲多度郡まんのう町東高篠字池田５１７－１ 080-6604-6105

※「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。 8／9　ページ　
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仲多度郡 株式会社加見商事　本社営業所 香川県仲多度郡まんのう町吉野１６８５－１ 0877-79-0852

仲多度郡 光穂建設株式会社　本社営業所 香川県仲多度郡まんのう町吉野１７３９番地１の２ 0877-79-2074

仲多度郡 アキタ株式会社　四国営業所 香川県仲多度郡まんのう町造田１３７３ー３ 0877-89-5798

仲多度郡 株式会社エフエーエス　本社営業所 香川県仲多度郡まんのう町宮田７２４－３２ 0877-75-3780

仲多度郡 多度津運送株式会社　本社 香川県仲多度郡多度津町桜川２－１－９７ 0877-33-4001

仲多度郡 中讃電材運輸有限会社　本社 香川県仲多度郡多度津町西浜７－２２ 0877-32-2361

※「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。 9／9　ページ　


