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市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

伊予市 北温運送株式会社　伊予営業所 愛媛県伊予市八倉字三ツ又３１０番地３ 089-982-6580

伊予市 日本通運株式会社　松山ターミナル事業所 愛媛県伊予市八倉字三ツ又１６０ 089-946-7166

伊予市 Ｆ－ＬＩＮＥ株式会社　伊予物流センター 愛媛県伊予市下三谷２５１－１ 089-983-6035

伊予市 カネサ運輸株式会社　本社営業所 愛媛県伊予市灘町３５５ 089-982-0113

伊予市 日本運輸株式会社　伊予営業所 愛媛県伊予市稲荷６９８－１ 089-982-1235

伊予市 愛媛合同運輸有限会社　本社 愛媛県伊予市大平字片山甲７８番地１ 089-982-6778

宇和島市 マルニ運送有限会社　本社営業所 愛媛県宇和島市住吉町２丁目１０７１－３ 0895-49-6854

宇和島市 南豫通運株式会社　宇和島支店 愛媛県宇和島市築地町１丁目６番２１号 0895-22-5444

宇和島市 宇和島倉庫株式会社　本社営業所 愛媛県宇和島市弁天町１丁目３－１９ 0895-22-0936

宇和島市 株式会社イナミコーポレーション　宇和島 愛媛県宇和島市伊吹町字シツソウ甲１１５５－８ 0895-25-7003

宇和島市 日本郵便株式会社　宇和島郵便局 愛媛県宇和島市丸之内１丁目３－１２ 0895-22-0700

今治市 四国名鉄運輸株式会社　今治営業所 愛媛県今治市天保山町４－５ 0898-32-2280

今治市 株式会社オーシャンエクスプレス　本社営業所 愛媛県今治市天保山町５丁目２番２０号 0898-22-8787

今治市 株式会社阿部組　本社 愛媛県今治市東門町３丁目１－１５ 0898-24-2350

今治市 日本郵便株式会社　今治郵便局 愛媛県今治市旭町１丁目３－４ 0898-23-0101

今治市 四国西濃運輸株式会社　今治支店 愛媛県今治市高橋字向甲１３９０－１ 0898-32-2600

今治市 越智重機株式会社　本社 愛媛県今治市玉川町龍岡下字カジヤ丁１－１ 0898-55-2111

今治市 有限会社宮窪総合運送　本社営業所 愛媛県今治市吉海町名２６９０ 0897-84-4477

今治市 株式会社トーショー　今治営業所 愛媛県今治市富田新港１丁目１－８ 0898-48-8484

今治市 日本通運株式会社　今治事業所 愛媛県今治市富田新港１－１－５ 0898-48-1900

今治市 四國陸運株式会社　本社営業所 愛媛県今治市国分１丁目甲２４－１ 0898-43-4590

今治市 株式会社正和運輸　本社営業所 愛媛県今治市波方町岡甲１４３－１ 0898-52-2711

四国中央市 有限会社宇摩紙運輸　本社営業所 愛媛県四国中央市川之江町５４０番地 0896-58-8855

四国中央市 四国興産有限会社　本社営業所 愛媛県四国中央市川之江町４１２１－２ 0896-58-6136

四国中央市 小富士合同運送株式会社　本社営業所 愛媛県四国中央市川之江町４１３６－２ 0896-58-5861

四国中央市 丸調運輸株式会社　本社営業所 愛媛県四国中央市川之江町５０１ 0896-56-5581

四国中央市 丸住ライン株式会社　本社営業所 愛媛県四国中央市川之江町大江３４８番地８ 0896-57-2277

四国中央市 丸福運送株式会社　本社営業所 愛媛県四国中央市川之江町余木４１５－２ 0896-58-4428

四国中央市 有限会社大豊商店　本社営業所 愛媛県四国中央市金生町下分２１２７－１ 0896-58-0546

四国中央市 株式会社トータル輸送　本店営業所 愛媛県四国中央市金生町山田井乙７５４－７１ 0896-56-9039

四国中央市 大一運送株式会社　本社営業所 愛媛県四国中央市上分町７８６番地１ 0896-58-4390

四国中央市 有限会社川滝運送　本社営業所 愛媛県四国中央市川滝町下山１４０３－４ 0896-58-8216

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（愛媛県）
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四国中央市 三島運輸株式会社　本社営業所 愛媛県四国中央市三島宮川１丁目１１番５号 0896-24-2049

四国中央市 大西物流株式会社　本社営業所 愛媛県四国中央市豊岡町大町１７３５－１ 0896-25-0222

四国中央市 外山商運株式会社　本社営業所 愛媛県四国中央市豊岡町長田２７９－１ 0896-25-3570

四国中央市 トーヨー・ロジテック株式会社　四国中央ＳＰＤＣ 愛媛県四国中央市土居町津根３７７３－１ 0896-29-5820

四国中央市 佐川急便株式会社　新居浜営業所 愛媛県四国中央市土居町津根３５８７番地１ 0896-74-7151

松山市 ヤマト運輸株式会社　松山南支店 愛媛県松山市余戸南４丁目３－３６ 080-5044-9613

松山市 愛媛綜合警備保障株式会社　本社 愛媛県松山市空港通２丁目６番２７号 089-973-2063

松山市 アートコーポレーション株式会社　松山支店 愛媛県松山市土居田町４１５－１ 089-946-0123

松山市 株式会社イナミコーポレーション　松山 愛媛県松山市北久米町５４５ 089-975-0888

松山市 株式会社一徳陸運　本社営業所 愛媛県松山市東石井一丁目３番１６号 089-961-4422

松山市 松山名鉄急配株式会社　本社営業所 愛媛県松山市空港通４丁目５－５ 089-972-1233

松山市 四国名鉄運輸株式会社　松山支店 愛媛県松山市空港通４丁目５－５ 089-972-1296

松山市 株式会社たかだ引越センター　本社営業所 愛媛県松山市水泥町１２３８番地１ 089-975-3333

松山市 南流勢運輸株式会社　松山営業所 愛媛県松山市中野町甲８３ 089-941-2019

松山市 丸協運輸株式会社　共配松山営業所 愛媛県松山市中野町甲１３８－１ 089-948-9612

松山市 有限会社弘和物流　本社営業所 愛媛県松山市平田町８０ 089-978-0363

松山市 小冨士運送株式会社　本社営業所 愛媛県松山市安城寺町７２９番地１ 089-978-3077

松山市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　松山支店 愛媛県松山市久万ノ台５６２－２ 089-911-1160

松山市 大昭運送有限会社　本社 愛媛県松山市南斉院町７７３－１ 089-972-1038

松山市 松山宅送株式会社　本社営業所 愛媛県松山市高岡町３８８－５ 089-973-7303

松山市 つるしま運輸有限会社　本社営業所 愛媛県松山市高岡町２８９－３ 089-972-1867

松山市 城戸運送有限会社　松山営業所 愛媛県松山市南吉田町２０３３番３号 089-965-2019

松山市 四国名鉄運輸株式会社　松山航空支店 愛媛県松山市南吉田町２７３１番地先官有地 089-972-1777

松山市 Ｔａｉｙｏ運輸建設株式会社　本社営業所 愛媛県松山市南吉田町２２９６－１，２２９７－１ 089-971-1954

松山市 池田興業株式会社　四国支店 愛媛県松山市南吉田町１７３１番地 089-972-0712

松山市 ヤマトグローバルエキスプレス株式会社　松山営業所 愛媛県松山市南吉田町２７３１ 089-973-3210

松山市 帝人物流株式会社　愛媛支店 愛媛県松山市南吉田町２７９８－５０ 089-972-2236

松山市 四国名鉄運輸株式会社　松山引越営業所 愛媛県松山市西垣生町１７８３番地３ 089-971-1053

松山市 株式会社正和運輸　松山営業所 愛媛県松山市西垣生町２８７７番地 089-907-1558

松山市 富士運輸株式会社　松山支店 愛媛県松山市西垣生町５７６－１ 089-908-9940

松山市 岡山県貨物運送株式会社　松山営業所 愛媛県松山市西垣生町２１７４ー１ 089-971-8822

松山市 日本郵便輸送株式会社　松山営業所 愛媛県松山市松江町３－２０ 089-952-7751

松山市 愛媛阪神ライン株式会社　松山営業所 愛媛県松山市別府町１－６ 089-951-7170

松山市 日本郵便株式会社　松山西郵便局 愛媛県松山市古三津６－１３－１６ 089-951-0280

松山市 株式会社ニッコン松山　本社営業所 愛媛県松山市堀江町甲１７８２－６ 089-979-3702
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松山市 植松運輸株式会社　本社営業所 愛媛県松山市福角町甲４６４番地１ 089-979-3838

松山市 愛媛合同物流株式会社　本社営業所 愛媛県松山市勝岡町２４３ 089-979-0056

新居浜市 住化ロジスティクス株式会社　愛媛事業所 愛媛県新居浜市多喜浜６丁目８番２７号 0897-46-0550

新居浜市 森実タウンサービス株式会社　本社営業所 愛媛県新居浜市惣開町１番２号 0897-32-2221

新居浜市 有限会社外山運輸　本社営業所 愛媛県新居浜市北新町２番３１号 0897-33-5444

新居浜市 浜栄倉庫株式会社　本社営業所 愛媛県新居浜市西原町２丁目７番６３号 0897-33-3161

新居浜市 四国福山通運株式会社　新居浜営業所 愛媛県新居浜市萩生字岸の下１２６１－１ 0897-40-0131

新居浜市 一宮運輸株式会社　菊本営業所 愛媛県新居浜市菊本町２丁目甲７７８－１ 0897-32-3122

新居浜市 丸重商事株式会社　本社営業所 愛媛県新居浜市田所町４－６８ 0897-32-3425

新居浜市 薦田建設株式会社　本社 愛媛県新居浜市宮原町２番１７号 0897-41-7079

新居浜市 株式会社トムズＥＸＰＲＥＳＳ　新居浜営業所 愛媛県新居浜市又野１丁目２番４６号 0897-45-6464

新居浜市 三豊運送株式会社　新居浜営業所 愛媛県新居浜市黒島１丁目５番４３号 0897-46-3143

新居浜市 有限会社ぽち丸急配　本社 愛媛県新居浜市多喜浜三丁目４００－３１ 0897-64-9625

新居浜市 金栄丸港運株式会社　本社営業所 愛媛県新居浜市多喜浜６丁目６番２３号 0897-45-1341

新居浜市 間口ウエストロジ株式会社　多喜浜営業所 愛媛県新居浜市多喜浜６丁目９番２５ 0897-67-1357

新居浜市 日本通運株式会社　新居浜支店 愛媛県新居浜市多喜浜６丁目１０番３号 0897-46-2000

新居浜市 一宮運輸株式会社　新居浜営業所 愛媛県新居浜市多喜浜６丁目８－３３ 0897-45-3720

西条市 丸協運輸株式会社　西条営業所 愛媛県西条市ひうち字西ひうち３－４２ 0897-53-2530

西条市 株式会社イナミコーポレーション　本社 愛媛県西条市ひうち６番地１２ 0897-55-7111

西条市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　東予支店 愛媛県西条市飯岡３４２５番地１ 0897-55-6571

西条市 四国西濃運輸株式会社　新居浜営業所 愛媛県西条市飯岡字杉の木１３７０ 0897-56-7088

西条市 株式会社イトウ運送　本社営業所 愛媛県西条市古川乙１４８－１ 0897-56-9230

西条市 共立興業株式会社　西条営業所 愛媛県西条市港１７４－３ 089-941-0009

西条市 株式会社高瀬運送　本社 愛媛県西条市ひうち字西ひうち３－２０ 0897-56-2196

西条市 丸協運輸株式会社　東予営業所 愛媛県西条市小松町妙口甲７８ 0898-35-5280

西条市 四国陸運倉庫株式会社　本社営業所 愛媛県西条市北条９６２－７０ 0898-65-4646

西条市 小冨士運送株式会社　東予営業所 愛媛県西条市今在家１０２４－４ 0898-35-5593

西予市 丸協運輸株式会社　南予営業所 愛媛県西予市宇和町永長４８２番地１ 080-8633-8704

西予市 愛媛急配株式会社　本社営業所 愛媛県西予市野村町野村９－１４ 0894-72-0062

西予市 株式会社西建設　本社営業所 愛媛県西予市野村町西２２４ 0894-77-0321

大洲市 日本通運株式会社　西予営業所 愛媛県大洲市北只１５０３－１５ 0893-59-1800

大洲市 株式会社エフコーポレーション　本社営業所 愛媛県大洲市松尾１番８、３３番１ 0893-50-8917

大洲市 四国西濃運輸株式会社　大洲営業所 愛媛県大洲市阿蔵字スナダ甲９９０ 0893-24-4170

大洲市 城戸運送有限会社　春賀営業所 愛媛県大洲市春賀甲５７８－１ 0893-26-1016

大洲市 佐川急便株式会社　大洲営業所 愛媛県大洲市徳森字渡り１３４４－１ 0893-59-4360
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東温市 株式会社イトウ運送　東温営業所 愛媛県東温市志津川甲９９９番地１０ 089-909-3235

東温市 有限会社山海興産　本社 愛媛県東温市下林丙５０７番地１ 089-948-8906

東温市 株式会社朝日通商　松山営業所 愛媛県東温市南方字八幡森２２６０－２ 089-960-6117

東温市 カトーレック株式会社　川内営業所 愛媛県東温市南方２１９５－１ 089-955-8151

東温市 伊予商運株式会社　松山東営業所 愛媛県東温市南方字八幡森２２２２－５ 089-966-2032

東温市 ＥＰＣ物流株式会社　本社営業所 愛媛県東温市北方甲３２１６番地２６ 089-993-8622

東温市 株式会社アイシードエクスプレス　本社営業所 愛媛県東温市則之内甲２２０２ 089-948-4520

東温市 中島運送有限会社　松山営業所 愛媛県東温市則之内字宮ノ前１４７０－４ 089-966-5166

東温市 株式会社四国物流サービス　松山 愛媛県東温市則之内字下徳吉甲７１７－１ 089-966-2300

東温市 有限会社七星運輸　本社営業所 愛媛県東温市則之内字三島乙２６６６番地１ 089-955-8877

八幡浜市 共立興業株式会社　八幡浜営業所 愛媛県八幡浜市栗野浦４８２ 089-941-0009

伊予郡 佐川急便株式会社　松山営業所 愛媛県伊予郡砥部町八倉１２５番地 089-958-1181

伊予郡 株式会社タカキ物流サービス　松山営業所 愛媛県伊予郡砥部町重光７番２号 089-905-3006

伊予郡 株式会社ティエスエフ　本社営業所 愛媛県伊予郡砥部町原町４６９番地 089-962-7841

伊予郡 ハーコブ株式会社　松山支店 愛媛県伊予郡砥部町宮内２２５２－４ 089-969-3366

伊予郡 有限会社大久保運送　本社 愛媛県伊予郡砥部町岩谷口７０ 089-962-5951

伊予郡 株式会社アイロジ　本社営業所 愛媛県伊予郡松前町北黒田２５０－３ 089-983-0460

伊予郡 株式会社松山カーゴサービス　本社営業所 愛媛県伊予郡松前町大字北川原１１３６－１ 089-984-7784

喜多郡 東栄運輸株式会社　本社営業所 愛媛県喜多郡内子町五十崎甲１１６５番地６ 0893-23-9553

喜多郡 御祓運送有限会社　本社営業所 愛媛県喜多郡内子町五十崎甲１９１８番地１ 0893-43-0726

喜多郡 稲田運送有限会社　本社営業所 愛媛県喜多郡内子町平岡甲１２９０－２ 0893-44-2648

4／4　ページ　


