
R2.12.14

市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

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 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

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

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

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

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 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 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 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

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 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 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 日本通運株式会社　坂出事業所（西香川アロー） 香川県丸亀市蓬莱町２８－３ 0877-22-8209

丸亀市 北四国運輸倉庫株式会社　本社営業所 香川県丸亀市土器町北１－１００ 0877-23-2106

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

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 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　朝日町営業所 香川県高松市朝日新町２３－２４ 087-813-1477

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５６５－２ 087-851-9434

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 日本ルートサービス株式会社　高松事業所 香川県高松市朝日町６丁目５７１番地１ 087-802-4530

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

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 日本通運株式会社　高松引越物流事業所 香川県高松市朝日町６丁目８－３ 087-821-2323

高松市 ヤマト運輸株式会社　高松北支店
香川県高松市屋島西町字亥浜２４８６－３４、３５、３

６
080-5044-0508

高松市 アートコーポレーション株式会社　高松営業所 香川県高松市上林町６８０ 087-888-0123

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 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 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 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 日本通運株式会社　高松物流事業所 香川県高松市香西東町４８８ 087-832-9020

高松市 ヤマト運輸株式会社　高松西支店 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 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 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
セイノースーパーエクスプレス株式会社　高松航空営業

所
香川県高松市鶴市町８０ 087-881-3525

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 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　高松南支店
香川県高松市勅使町字東川原１１７０－１、１１７１－

１
080-5044-0493

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、４

１２－１
087-888-6133

高松市 シモハナ物流株式会社　高松営業所 香川県高松市多肥下町１５５７－７ 087-822-1500

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 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

坂出市 日本通運株式会社　坂出事業所 香川県坂出市入船町２丁目３２２－４０ 0877-46-0202

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 ミナトエクスプレス株式会社　本社営業所 香川県坂出市林田町４２８５－１４４ 0877-47-3558

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 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 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 株式会社日立物流西日本　四国出張所 香川県坂出市林田町４２８５番地１４３ 0877-47-4470

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 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 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 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 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
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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 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

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 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 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 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 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 日通香川運輸株式会社　西香川営業所 香川県三豊市詫間町詫間２１１２番地５１ 0875-83-7606

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３０６７番地１ 0875-62-5751

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

善通寺市 ヤマト運輸株式会社　善通寺支店
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 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

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 0879-25-5187

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

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 ヤマト運輸株式会社　香川綾川センター 香川県綾歌郡綾川町滝宮２８５－６ 080-5098-0578

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 株式会社クルシマトランスポートライン　宇多津営業所 香川県綾歌郡宇多津町浜三番丁２２－３ 0877-41-0091

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 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 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

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 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

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

木田郡 ヤマト運輸株式会社　香川三木支店 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
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