
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）

高知市 ヤマト運輸株式会社　高知はりまや営業所 高知県高知市札場字中札場９－２９ 080-5044-9603

高知市 谷本物流株式会社　本社営業所 高知県高知市弘化台１０－１ 088-883-4251

高知市
株式会社ニヤクコーポレーション　近畿四国支店高

知事業所
高知県高知市中之島２番８３号 088-882-8238

高知市 ヤマト運輸株式会社　高知みかづき営業所 高知県高知市万々字木ノ下３４５－１，３４６－１ 080-5044-9528

高知市 搬設運輸機工株式会社　本社営業所 高知県高知市南新田町３－１０ 088-833-3444

高知市 共立運輸株式会社　高知営業所 高知県高知市萩町１丁目９－４８ 088-802-6556

高知市 高知通運株式会社　高知 高知県高知市桟橋通６丁目１０－１９ 088-837-4800

高知市 ヤマト運輸株式会社　高知鴨田営業所 高知県高知市六泉寺町字東田ノ尻南ノ丸１０１－１ 080-5044-9487

高知市 有限会社寿運送　本社営業所 高知県高知市大原町７９－７ 088-833-0051

高知市 株式会社三谷運輸　本社営業所 高知県高知市朝倉字火打岩己４４９－２ 088-856-8335

高知市 株式会社ダイセイ　本社営業所 高知県高知市南川添９－５ 088-884-3811

高知市 丸協運輸株式会社　高知東営業所 高知県高知市池字遅越２８２番地３２号 088-821-8577

高知市 有限会社島田商店　本社営業所 高知県高知市池字堀越４０２番１８ 088-854-8008

高知市 株式会社高知トランスポート　本社 高知県高知市仁井田４４８０－３ 088-821-7785

高知市 高知トレーラサービス株式会社　本社 高知県高知市仁井田４７０６番地５ 088-837-6261

高知市 四国運輸株式会社　高知新港営業所 高知県高知市仁井田字新港４７０６－６ 088-847-1020

高知市 有限会社ハカタ貨物　高知営業所 高知県高知市仁井田字新港４７０６番１１ 088-847-8558

高知市 高知運輸株式会社　高知新港 高知県高知市仁井田字新港４７０６番５ 088-837-6202

高知市 原運輸株式会社　高知営業所 高知県高知市仁井田字新築４５０２ 088-837-3454

高知市 丸栄運輸株式会社　本社営業所 高知県高知市長浜４４０４番地５ 088-842-5511

高知市 丸栄エクスプレス株式会社　本社営業所 高知県高知市長浜４４０４番地５ 088-842-5511

高知市 株式会社丸福運輸　本社営業所 高知県高知市長浜５０３３番地２１ 088-842-0008

高知市 港南運送有限会社　本社営業所 高知県高知市長浜７５７－６ 088-842-5588

高知市 高知県第一運送株式会社　本社営業所 高知県高知市長浜字塩浜５０１５－２７ 088-842-0101

高知市 株式会社丸中運送　本社 高知県高知市長浜字塩浜５０１５－４３ 088-842-0008

高知市 ヤマト運輸株式会社　高知桂浜営業所 高知県高知市長浜字長塩田１５７０番地１ 080-6695-6254

高知市 ヤマト運輸株式会社　高知春野営業所 高知県高知市春野町弘岡中字薬師８５１番４ 080-5044-9486

高知市 四建運輸商事株式会社　本社 高知県高知市布師田３９３６－１ 088-846-2255

高知市 宇和島自動車運送株式会社　高知営業所 高知県高知市布師田字金山３９３６－１ 088-845-7912

高知市 四国運輸株式会社　高知営業所
高知県高知市布師田字金山３９３６―１及び高知県南国市

岡豊町蒲原字ツボミ３７４
088-845-1671

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（高知県）

※「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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高知市 株式会社ムロオ　高知センター 高知県高知市大津乙１７５８－３ 088-866-7110

高知市 株式会社ハート引越センター　高知営業所 高知県高知市大津乙７９－３ 088-800-1149

高知市 有限会社アール・ティ・エス　東営業所 高知県高知市大津乙９１６－１ 088-820-2835

高知市 株式会社高知重量　本社営業所 高知県高知市大津字四十二代乙１４１４－１ 088-866-0008

高知市 高知福山通運株式会社　高知支店 高知県高知市桟橋通６丁目１０－２７ 088-833-1135

高知市 ヤマト運輸株式会社　高知三里営業所 高知県高知市高須東町９－３５ 080-5044-9485

高知市 秦泉寺運送株式会社　本社営業所 高知県高知市五台山３９８３－２ 088-884-6151

高知市 土佐運送株式会社　高知営業所 高知県高知市五台山５００９－１ 088-883-0717

高知市 白木谷石灰石運送株式会社　本社 高知県高知市一宮２７２６ 088-845-1710

高知市 綜合警備保障株式会社　高知支社一宮分室 高知県高知市一宮東町１－１２－１８ 088-846-1615

高知市 アート引越センター株式会社　高知支店 高知県高知市一宮中町１丁目１番３０号 088-848-0123

高知市 ヤマト運輸株式会社　高知城北営業所 高知県高知市一宮南町１丁目１３番１８号 080-5044-9488

高知市 土佐進栄運送有限会社　本社営業所 高知県高知市一宮南町１丁目９－３１ 088-846-5774

高知市 日本郵便輸送株式会社　高知営業所 高知県高知市稲荷町１１－３７ 088-883-4511

高知市 株式会社マミヤエクスプレス　南国営業所 高知県高知市一宮東町５丁目３４－３７ 088-855-9280

高知市 株式会社マミヤエクスプレス　本社営業所 高知県高知市仁井田４３５９番地 088-855-9280

高知市 若松クレーン株式会社　本社営業所 高知県高知市布師田５７８－１０ 088-863-3108

高知市 株式会社高知物流　本社営業所 高知県高知市五台山小岩崎汐田１５６４－１ 088-860-0540

高知市 四国明治大和倉庫株式会社　高知営業所 高知県高知市南河ノ瀬町１５２－２ 088-832-2439

高知市 宝生運輸株式会社　本社営業所 高知県高知市横浜新町３－２１１ルミナス横浜４０５号 088-803-7725

高知市 株式会社マミヤ　本社営業所 高知県高知市仁井田４３５９番地 088-855-9280

高知市 株式会社マミヤ　南国営業所 高知県高知市一宮東町５丁目３４－３７ 088-855-9280

高知市 共栄運送株式会社　本社 高知県高知市仁井田字新港４７０６番地５ 088-837-3807

高知市 株式会社南海運輸　本社 高知県高知市春野町東諸木１３５８－１ 088-841-2428

高知市 日本郵便株式会社　高知東郵便局 高知県高知市介良乙９５２－１ 088-878-4854

高知市 ＮＸキャッシュ・ロジスティクス株式会社　高知セ 高知県高知市南竹島町字南三郎兵衛西の丸３７番地７ 088-831-3166

高知市 相互物流株式会社　本社営業所 高知県高知市大津甲６５４ 088-866-4747

高知市 大洋運輸株式会社　本社営業所 高知県高知市布師田３３２５－７ 088-845-1131

高知市 矢野運送有限会社　本社営業所 高知県高知市一宮東町１丁目１２番１６号 088-845-0157

高知市 有限会社マルニ運送　本社営業所 高知県高知市幸崎９２－１２ 088-832-0202

高知市 ヤマト運輸株式会社　高知南新田営業所 高知県高知市南新田町４－９ 088-837-8700

高知市 有限会社コマツ商運　本社営業所 高知県高知市朝倉己７２６－５ 088-844-8636

高知市 株式会社中四国丸和ロジスティクス　本社営業所 高知県高知市仁井田字朝日ヶ丘４６６６番地１ 088-837-6373
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高知市 丸点通運株式会社　高知支店 高知県高知市布師田３９３６－１ 088-845-7831

高知市 大豊運送有限会社　高知営業所 高知県高知市一宮東町１－１８－４８ 088-845-4111

高知市 有限会社アール・ティ・エス　中央営業所 高知県高知市南河ノ瀬町１５６ 088-820-2835

高知市 四国トランスポート株式会社　本社 高知県高知市仁井田字新港４７１２－４ 088-802-7850

室戸市 ヤマト運輸株式会社　高知室戸営業所 高知県室戸市領家字奥磯道８７７－１ 080-5044-9494

安芸市 ヤマト運輸株式会社　高知安芸営業所 高知県安芸市矢ノ丸４丁目４－２ 080-5044-9505

安芸市 芸陽運送株式会社　本社営業所 高知県安芸市港町２丁目４－２６ 0887-34-3577

安芸市 マイニチ物流株式会社　本社 高知県安芸市港町二丁目４番２６号 0887-32-0124

安芸市 四国運輸株式会社　安芸営業所 高知県安芸市下山２１５８－１２ 0887-34-1141

安芸市 佐川急便株式会社　安芸営業所 高知県安芸市下山字ドウマン１６３１－７ 0887-32-0161

安芸市 有限会社安岡重機　本社 高知県安芸市下山１６２６－１ 0887-34-3666

南国市 谷山運送有限会社　本社営業所 高知県南国市前浜８３４ 0887-56-0880

南国市 南国運送有限会社　本店営業所 高知県南国市大そね乙１２５２－３ 088-864-3054

南国市 ヤマト運輸株式会社　高知後免営業所 高知県南国市大埇原田甲１７３ 080-5045-8053

南国市 有限会社アール・ティ・エス　南国営業所 高知県南国市篠原１７８４－１ 088-820-2835

南国市 有限会社桂運送　本社営業所 高知県南国市小籠７５２－３ 088-864-5688

南国市 株式会社マーク　本社営業所 高知県南国市小籠７７８－１ 088-821-7007

南国市 佐川急便株式会社　高知営業所 高知県南国市岡豊町滝本８５１－１ 088-866-1111

南国市 関西陸運株式会社　高知営業所 高知県南国市岡豊町蒲原字ツボミ５８７－１９５ 088-855-9288

南国市 岡山県貨物運送株式会社　高知営業所 高知県南国市岡豊町蒲原字車ヶ峠３８８－２ 088-845-1851

南国市 マイニチ物流株式会社　南国 高知県南国市岡豊町常通寺島１２３－１ 088-866-1337

南国市 四国福山通運株式会社　高知支店 高知県南国市岡豊町小篭１５８－２ 088-864-2000

南国市 三豊運送株式会社　高知営業所 高知県南国市岡豊町小篭字シヲクサリ１８６－１ 088-864-1612

南国市 ヤマト運輸株式会社　高知主管支店 高知県南国市岡豊町笠ノ川字山本３７７－１ 088-862-1377

南国市 ヤマトグローバルエキスプレス株式会社　高知営業 高知県南国市岡豊町笠ノ川字山本３７７－１ 088-863-1414

南国市 カトーレック株式会社　高知営業所 高知県南国市左右山９８－１ 080-6632-1163

南国市 株式会社四国物流サービス　高知支店 高知県南国市左右山字札場３６１ 088-802-5047

南国市 有限会社南国物流　本社営業所 高知県南国市双葉台１３番地 088-862-1980 農産物、食料品

南国市 中央運送株式会社　本社営業所 高知県南国市双葉台５－２ 088-862-3333

南国市 芸陽運送株式会社　南国 高知県南国市領石２４６ 088-880-8312

南国市 有限会社セイフティー・トランスポート　本社営業 高知県南国市十市４４６５－１ 088-847-0150

南国市 有限会社セイフティー・倉庫通商　本社営業所 高知県南国市十市４４６５－１ 088-847-0150

南国市 株式会社サカイ引越センター　高知支社 高知県南国市三和琴平１丁目１７４３－３１ 088-804-7755

※「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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南国市 丸協運輸株式会社　高知営業所 高知県南国市三和琴平１丁目１７４３－７ 088-865-0751

南国市 日本通運株式会社　高知営業課 高知県南国市三和琴平２丁目１６３８－４ 088-865-8100

南国市 高知名鉄急配株式会社　本社営業所 高知県南国市三和琴平２丁目１６３８－７ 088-865-0505

南国市 株式会社丸富運送　本社営業所 高知県南国市三和琴平２丁目１９６３番地４ 088-804-7711

南国市 株式会社三和運送　本社営業所 高知県南国市三和琴平２丁目１９６３番地４ 088-804-7711

南国市 土佐石油輸送株式会社　本社営業所 高知県南国市三和琴平１丁目１７４３番４ 088-880-7077

南国市 株式会社トーショー　高知営業所 高知県南国市小籠７８０－９ 088-864-0009

南国市 株式会社中四国丸和ロジスティクス　南国営業所 高知県南国市領石２４６番地 088-862-3277

南国市 高知県倉庫運送株式会社　高知営業所 高知県南国市小籠字神内７８０－１２ 088-863-7100

南国市 若藤物流株式会社　本社 高知県南国市三和琴平３丁目１０６５番地２ 088-804-7827

南国市 株式会社大丸運送　南国 高知県南国市久礼田字青木４１１－１ 088-855-4288

南国市 株式会社日ノ丸急送　高知 高知県南国市小籠７８０－１１ 088-063-5520

南国市 四国輸送株式会社　高知営業所 高知県南国市左右山字トドロ谷５９３－１ 088-862-0111

南国市 株式会社共進工業　本社営業所 高知県南国市十市４４６５－１ 088-847-0150

南国市 株式会社ニチニチ物流　高知支店 高知県南国市領石２４６ 088-802-5781

南国市 株式会社藤森運送自動車整備　本社営業所 高知県南国市前浜字公家前１５３４－２ 088-865-6125

南国市 四国西濃運輸株式会社　高知支店 高知県南国市左右山字神楽田２４８ 088-880-8577

南国市 四国名鉄運輸株式会社　高知支店 高知県南国市三和琴平２丁目１６３８－７ 088-804-7280

土佐市 有限会社セイコー物流　土佐営業所 高知県土佐市新居２３６２－３ 088-894-4975

土佐市 ヤマト運輸株式会社　高知土佐営業所 高知県土佐市蓮池字水押２１８８－１ 080-5044-9540

土佐市 丸協運輸株式会社　高知西営業所 高知県土佐市蓮池字西ノ島１１１０ 088-821-8012

土佐市 有限会社ハカタ貨物　本社営業所 高知県土佐市北地７１５－５ 088-852-1160

土佐市 大東陸運株式会社　本社営業所 高知県土佐市塚地９２－１ 088-852-6565

土佐市 四国西濃運輸株式会社　土佐営業所 高知県土佐市蓮池字青木ヶ鼻２９１０－１ 088-852-5491

土佐清水市 ヤマト運輸株式会社　高知土佐清水営業所 高知県土佐清水市浦尻２０５－１ 080-5044-9594

須崎市 有限会社池田砂利輸送　本社営業所 高知県須崎市港町８１－２ 0889-42-1270

須崎市 佐川急便株式会社　須崎営業所 高知県須崎市多ノ郷字田ノ浦甲５４７７－１ 0889-43-1829

須崎市 ヤマト運輸株式会社　高知須崎営業所 高知県須崎市緑町１４２ 080-5044-9558

須崎市 有限会社葉山運送　本社 高知県須崎市緑町２－２ 0889-43-1122

須崎市 柴田運送株式会社　本社 高知県須崎市吾井郷字太郎乙８５８番１ 0889-45-0061

須崎市 有限会社アール・ティ・エス　須崎営業所 高知県須崎市桐間東４６ 088-820-2835

須崎市 高窯運輸株式会社　本社営業所 高知県須崎市押岡字草川内１６２９番地６ 0889-42-7878

宿毛市 ヤマト運輸株式会社　宿毛営業所 高知県宿毛市宿毛字鷲洲５３６１－３１ 080-5044-9587

※「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。 4／5　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）

宿毛市 宇和島自動車運送株式会社　宿毛営業所 高知県宿毛市和田３９４５ 0880-63-0036

宿毛市 丸協運輸株式会社　宿毛営業所 高知県宿毛市平田町戸内字扇３３８６－２８ 0880-66-2267

宿毛市 四国運輸株式会社　宿毛営業所 高知県宿毛市平田町戸内字扇３６６１－６５ 0880-62-1127

宿毛市 株式会社丸中運送　宿毛 高知県宿毛市小筑紫町田ノ浦８７１－７ 0880-67-2660

四万十市 ヤマト運輸株式会社　四万十営業所 高知県四万十市古津賀字荒巻１３２６－２ 080-5044-9577

四万十市 四国福山通運株式会社　中村営業所 高知県四万十市荒川字程岡６９８ 0880-37-1911

四万十市 日本郵便株式会社　土佐中村郵便局 高知県四万十市中村本町３ー３９ 0880-35-2441

四万十市 今野急送有限会社　本店 高知県四万十市生ノ川１２－１ 0880-37-3273

四万十市 四国西濃運輸株式会社　中村営業所 高知県四万十市磯の川字滝の下５０７ 0880-37-1155

四万十市 有限会社四万十建設運輸　本社 高知県四万十市井沢１０３１－４３ 0880-35-5861

香南市 ヤマト運輸株式会社　高知香南営業所 高知県香南市赤岡町字新佐古１５７６－１１ 080-5451-5410

香南市 株式会社植西運送　高知 高知県香南市野市町深渕字ソノ丸９４１－２ 090-3188-6250

香美市 佐藤産業有限会社　高知営業所 高知県香美市土佐山田町旭町３丁目１－３７ 0887-52-8070

香美市 ヤマト運輸株式会社　高知土佐山田営業所 高知県香美市土佐山田町楠目字宮田１５０５－１ 080-5044-9516

長岡郡 ヤマト運輸株式会社　高知嶺北営業所 高知県長岡郡大豊町川口字川口南２０４２－５ 080-5044-6911

長岡郡 大豊運送有限会社　本社 高知県長岡郡大豊町川口２０３８－３ 0887-70-0077

吾川郡 有限会社田中運送　本社営業所 高知県吾川郡いの町波川字一ノマト６７０－１ 088-893-5668

安芸郡 有限会社アール・ティ・エス　安田営業所 高知県安芸郡安田町安田３１１４－３ 088-820-2835

高岡郡 高北運送有限会社　本社営業所 高知県高岡郡越知町越知甲１４９０ 0889-26-1155

高岡郡 ヤマト運輸株式会社　高知窪川営業所
高知県高岡郡四万十町窪川１７３、７２０－１、１３８０

－２６、１３８０－３７
080-5044-9566

高岡郡 四国運輸株式会社　窪川営業所 高知県高岡郡四万十町替坂本字柿ノ木窪１４２－１ 0880-22-8711

高岡郡 ヤマト運輸株式会社　高知佐川営業所 高知県高岡郡佐川町字東光坊丙１３３５－３ 080-5044-9548

幡多郡 かしま工業株式会社　本社営業所 高知県幡多郡黒潮町佐賀３０２２番地 0880-55-2858

幡多郡 ヤマト運輸株式会社　高知幡多営業所 高知県幡多郡黒潮町入野字ハスノ町４０９３－１ 080-5044-9600

幡多郡 株式会社丸三建設　本社営業所 高知県幡多郡黒潮町出口７３５番地 0880-43-3903

※「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。 5／5　ページ　


