貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
伊予市
伊予市
伊予市
伊予市
伊予市
伊豫市
宇和島市

事業所名
有限会社丸三急送 本社営業所
有限会社伊予環境サービス 本社
有限会社伊予開発 本社
株式会社ハート引越センター 松山営業所
鳥井運輸株式会社 松山営業所
伊予港運株式会社 本社営業所
南予名鉄急配株式会社 宇和島営業所

宇和島市

有限会社エス・ケイ

今治市
今治市
今治市
今治市
今治市
今治市
今治市
今治市
今治市
四国中央市
四国中央市
四国中央市
四国中央市
四国中央市
四国中央市
四国中央市
四国中央市
四国中央市
四国中央市

本社

鶴丸海運株式会社 今治営業所
有限会社大栄運輸 今治営業所
三豊運送株式会社 今治営業所
株式会社大西運送 本社営業所
有限会社森開発 本社
株式会社クルシマトランスポートライン 本社営業所
青鬼運送株式会社 本社営業所
渦潮運送株式会社 本社営業所
四国福山通運株式会社 今治支店
愛媛合同事業株式会社 本社
ペガサス運輸株式会社 本社営業所
丸点通運株式会社 川之江支店
四国高速運輸株式会社 四国中央営業所
金生運輸株式会社 本社
株式会社三島機帆船運送商会 本社営業所
日本興運株式会社 本社営業所
共立興業株式会社 四国中央営業所
株式会社耿葉商会 本社営業所
日通愛媛運輸株式会社 宇摩営業所

四国中央市 ヤマト運輸株式会社

四国中央西営業所

四国中央市 タイカワ運輸株式会社 本社営業所
四国中央市 真鍋産業株式会社 本社営業所

安全性優良事業所

（愛媛県）

住所
愛媛県伊予市双海町上灘後口山丁２５３－１
愛媛県伊予市大平字石原甲１１４４－８
愛媛県伊予市大平字石原甲１１４４－８
愛媛県伊予市宮下字竹ノ宮２４４番地
愛媛県伊予市下吾川字北西原２０４５番１８
愛媛県伊豫市灘町３５５
愛媛県宇和島市寄松字府崎甲１８２－１２
愛媛県宇和島市津島町下畑地字鴨田甲１５４０－１、１
５２２－２
愛媛県今治市富田新港１丁目４番５号
愛媛県今治市富田新港１－１－７
愛媛県今治市天保山町４－５
愛媛県今治市大西町九王甲９９６番地
愛媛県今治市吉海町名３２０２ー２
愛媛県今治市東鳥生町５丁目１６
愛媛県今治市通町２丁目３番地３－２
愛媛県今治市長沢甲１２５４－１
愛媛県今治市古国分一丁目５－６２
愛媛県四国中央市川之江町４１８１番地３
愛媛県四国中央市土居町野田字営生乙１２６－１
愛媛県四国中央市川之江町井地３３９，３４０，３４１
愛媛県四国中央市川之江町４１８５番４
愛媛県四国中央市川之江町４１２１番地９
愛媛県四国中央市川之江町４１８１－５
愛媛県四国中央市三島紙屋町６－４５
愛媛県四国中央市下川町字原ノ下９４２－１
愛媛県四国中央市寒川町４７６５－３０
愛媛県四国中央市川之江町４１２０－１
愛媛県四国中央市土居町津根３６９０－１、３６９１－
１
愛媛県四国中央市寒川町４７６５－１３
愛媛県四国中央市豊岡町大町２４６０－２
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電話番号
089-986-0234
089-983-0358
089-983-3325
089-983-3894
089-994-6607
089-982-0410
0895-22-1441
0895-32-5968
0898-47-5107
0898-47-5330
0898-22-4115
0898-53-3220
0897-84-2313
0898-32-9231
0898-32-0557
0898-48-5505
0898-48-2222
0896-58-5789
0896-74-1212
0896-58-2379
0896-22-4066
0896-58-4356
0896-58-1218
0896-24-2550
089-941-0009
0896-25-2760
0896-23-5900
080-6604-5340
0896-25-2335
0896-25-1811

R3.12.17
主な輸送品目（任意掲載）

事業所名
本社営業所

市区郡名
四国中央市 宮崎産業株式会社
松山市

八陸物流株式会社

松山市
松山市
松山市
松山市
松山市
松山市
松山市
松山市
松山市
松山市
松山市
松山市

丸協運輸株式会社 松山西
有限会社愛媛ロジスティクスシステム 本社営業所
株式会社ＩＲＩＳ 本社営業所
協和運送有限会社 本社営業所
株式会社松山ロジテック 南高井営業所
株式会社ユニトラ 本社営業所
成商運輸有限会社 本社営業所
株式会社片建 本社営業所
愛媛海運株式会社 本社営業所
福山エクスプレス株式会社 松山営業所
日本通運株式会社 三津浜事業所
ヤマト運輸株式会社 松山北条営業所

松山市

株式会社ｇｒｏｗ

松山市
松山市

株式会社ビーアールエス 松山営業所
愛新物流株式会社 大可賀営業所

松山市

ヤマト運輸株式会社

松山市
松山市
松山市
松山市
松山市
松山市
新居浜市
新居浜市
新居浜市
新居浜市
新居浜市
新居浜市
新居浜市
新居浜市

本社営業所

本社営業所

松山西営業所

有限会社東京オリエンタルシップ 本社営業所
有限会社愛媛託送 本社営業所
大栄海運株式会社 本社営業所
四国家具運送有限会社 本社営業所
株式会社大窪商店 本社営業所
有限会社大豊陸送 本社営業所
株式会社サカイ引越センター 愛媛支社
株式会社亀田建材 本社営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 新居浜支店
テーエス運輸株式会社 新居浜営業所
株式会社裕研 本社営業所
有限会社右京運送 本社営業所
株式会社アトラス 本社営業所
明星運輸株式会社 本社営業所

住所
愛媛県四国中央市寒川町４０３７－１
愛媛県松山市西垣生町７４４－２ サンガーデン西垣生

電話番号
0896-25-0235
089-995-8067

Ｃ棟
愛媛県松山市余戸中６丁目６番５号
愛媛県松山市鷹子町６７番地３
愛媛県松山市西垣生町２１５２番地１
愛媛県松山市新浜町１４番３号
愛媛県松山市南高井町１２１６番６
愛媛県松山市井門町３７３番地１
愛媛県松山市南土居町９９番地１８
愛媛県松山市来住町６５７番地１
愛媛県松山市三津２－４－２３
愛媛県松山市富久町４２０
愛媛県松山市大可賀３丁目６７０－１
愛媛県松山市下難波字井方甲２０３－１、２０５－１
愛媛県松山市桑原２丁目６番１８号 グレイスフルガー

080-2982-3718
089-961-4102
089-904-5045
089-951-0721
089-904-1509
089-989-4343
089-970-1692
089-993-7155
089-951-0716
089-972-3333
089-951-0151
080-5044-9680

デン２０５号室
愛媛県松山市山越６丁目６番２２号白鳳会館２０１号
愛媛県松山市大可賀３－１４５３－４
愛媛県松山市南吉田町１４９９－８，１５００－６，１

089-925-7744
089-951-6866

５０１－５，１５０２－５
愛媛県松山市空港通五丁目７番２号
愛媛県松山市東長戸４丁目６６３－３
愛媛県松山市海岸通１４５６番３
愛媛県松山市和気町１丁目６１８番地１
愛媛県松山市片山甲４－１
愛媛県松山市山西町９６２番地
愛媛県新居浜市瀬戸町３－８９
愛媛県新居浜市磯浦町１８ー６９
愛媛県新居浜市多喜浜六丁目９番６４号
愛媛県新居浜市阿島１丁目６番６８号
愛媛県新居浜市宮西町３番１８号
愛媛県新居浜市多喜浜６丁目６番８号
愛媛県新居浜市垣生３丁目乙３０３番地２
愛媛県新居浜市多喜浜６丁目９番７４号
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089-961-4233

080-5044-9614
089-971-9888
089-924-0110
089-951-2288
089-978-2574
089-992-1425
089-951-1525
0897-31-7720
0897-33-2266
0897-46-0381
0897-46-5270
0897-33-7808
0897-67-1910
0897-46-3477
0897-46-3444

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
西条市
西条市
西条市
西条市
西条市
西条市
西条市
西条市
西予市
西予市
西予市
西予市
大洲市
大洲市
大洲市
大洲市
東温市
東温市
東温市
東温市
東温市
東温市
東温市
東温市
伊予郡
伊予郡
伊予郡
伊予郡
伊予郡
南宇和郡
北宇和郡

事業所名
四国名鉄運輸株式会社 東予営業所
株式会社あじふく
本社営業所
一宮運輸株式会社 西条営業所
大勝産業株式会社 本社営業所
宮雅運輸有限会社 本社営業所
有限会社宇佐美運輸 本社営業所
カトーレックウエスト株式会社 東予営業所
愛媛綜合警備保障株式会社 東予支社
株式会社丸中運送 南予営業所
有限会社大野ヶ原運送 本社営業所
野村運送有限会社 本社
カトーレック株式会社 西予営業所
南予名鉄急配株式会社 本社
株式会社フジ物流 本社営業所
愛媛綜合警備保障株式会社 大洲支社
渡辺興業株式会社 本社営業所
四国通商株式会社 本社営業所
リソー・ロジック株式会社 松山支店
四国明治大和倉庫株式会社 愛媛営業所
有限会社第一加工産業 本社営業所
株式会社日ノ丸急送 松山営業所
四国西濃運輸株式会社 松山支店
四国高速運輸株式会社 松山支店
四国高速運輸株式会社

松山営業所

伊予商運株式会社 松前営業所
株式会社植西運送 松山営業所
三豊運送株式会社 松山営業所
有限会社向南運送 本社営業所
株式会社植西運送 松前営業所
株式会社ティエスエフ 南予営業所
佐藤産業有限会社 四国営業所

住所
愛媛県西条市西田字伊雑甲５９０番地１
愛媛県西条市小松町新屋敷甲２０５９－１
愛媛県西条市ひうち字東ひうち１８番１２
愛媛県西条市下島山乙１１５－１
愛媛県西条市下島山甲７２０－２
愛媛県西条市古川甲２８０－６
愛媛県西条市今在家９２８－２
愛媛県西条市玉津７２２番地
愛媛県西予市宇和町坂戸字岸下５３１－１
愛媛県西予市野村町大野ケ原１０８番地１
愛媛県西予市野村町平野６７７番地１
愛媛県西予市宇和町稲生３２８－１
愛媛県大洲市徳森字渡り１３３９－１
愛媛県大洲市平野町野田乙８８８－１
愛媛県大洲市北只１６７番地１
愛媛県大洲市長浜町拓海３番地２１
愛媛県東温市西岡字岡の宮甲５３２番地
愛媛県東温市吉久字谷口５２３－３
愛媛県東温市北方甲３３７０番地２
愛媛県東温市北方甲２７４２－２
愛媛県東温市樋口字河原甲４６１番１
愛媛県東温市上村甲９８０番地
愛媛県東温市志津川甲５３９－５
愛媛県東温市南方２１０９－３，２１０９－５，２１１
０－３
愛媛県伊予郡松前町大字北川原字西開８４６－１
愛媛県伊予郡砥部町高尾田９２－２
愛媛県伊予郡松前町大字北川原字西開８７５－１
愛媛県伊予郡砥部町川井７１８番地１
愛媛県伊予郡松前町大字北黒田字石山２５０－３
愛媛県南宇和郡愛南町広見２５００－１
愛媛県北宇和郡鬼北町大字清水１０４２－２
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電話番号
0897-53-9901
0898-72-2222
0897-47-5138
0897-52-0888
0897-55-8009
0897-56-2380
0898-65-6172
0897-58-2260
0894-62-6653
0894-76-0856
0894-72-3398
0894-62-6661
0893-25-5511
0893-23-0381
0893-23-1500
0893-52-1143
089-955-0035
089-966-1112
089-955-8431
089-966-2510
089-955-0702
089-990-1313
089-955-2320
089-955-2327
089-984-2151
089-983-0440
089-989-7752
089-962-7125
089-983-0440
0895-84-2366
0895-46-0039

主な輸送品目（任意掲載）

