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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）

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

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

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

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

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 トールエクスプレスジャパン株式会社　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

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 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 日本通運株式会社　香川警送事業所 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

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 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　中四国事業所　坂出センター 香川県坂出市林田町４２８５－３１０ 0877-47-4171

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

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

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

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

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
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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

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

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

８－２
080-5481-5754

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

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
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