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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
松山市 有限会社三光物流　本社営業所 愛媛県松山市堀江町甲９５３－１ 089-909-6750

前田海運株式会社　本社営業所 愛媛県松山市海岸通１４５５番地７ 089-951-0050

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

ヤマト運輸株式会社　松山城北支店 愛媛県松山市山越２丁目３５－１ 080-5068-1178

日本通運株式会社　松山航空貨物センター 愛媛県松山市須賀町６－３３ 089-951-2595

三津浜運送有限会社　本社営業所 愛媛県松山市清住２丁目１０３９番地２ 089-952-6000

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

城北運送株式会社　本社営業所 愛媛県松山市太山寺町８５０番地 089-979-0011

ヤマト運輸株式会社　愛媛主管支店 愛媛県松山市大橋町４６６番１（合筆） 080-5098-1756

室山運輸株式会社　松山営業所 愛媛県松山市鷹子町４４９－１ 089-970-6005

日本通運株式会社　松山警送事業所 愛媛県松山市中央２丁目１２２２－２ 089-925-9812

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 089-956-2469

レンゴーロジスティクス株式会社　松山営業所 愛媛県松山市南吉田町１８６１ 089-971-5605

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

ヤマト運輸株式会社　松山内宮センター 愛媛県松山市馬木町５３７－３、５３８、５３７－９ 080-6698-2783

株式会社サカイ引越センター　松山支社 愛媛県松山市姫原３丁目４－３０ 089-927-7720

日通四国運輸株式会社　本社営業所 愛媛県松山市北吉田町５５４番地１０ 089-989-2520

共立興業株式会社　松山営業所 愛媛県松山市堀江町甲６９０番６ 089-978-1925

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３－３６ 080-9028-0592

今治市 有限会社森開発　本社 愛媛県今治市吉海町名３２０２－２ 0897-84-2313

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 0898-24-0666

株式会社大西運輸　本社営業所 愛媛県今治市大西町九王甲１２番地１ 0898-53-3377

株式会社大西運送　本社営業所 愛媛県今治市大西町九王甲９９６番地 0898-53-3220

三豊運送株式会社　今治営業所 愛媛県今治市天保山町４－５ 0898-22-4115

株式会社せとうち総業　本社営業所 愛媛県今治市東村南１丁目８番４３号 0898-48-5111

株式会社クルシマトランスポートライン　本社 愛媛県今治市東鳥生町５丁目１６ 0898-32-9231

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

有限会社大栄運輸　今治営業所 愛媛県今治市富田新港１－１－７ 0898-47-5330

一宮運輸株式会社　物流センター今治 愛媛県今治市富田新港１丁目１番地６ 0898-48-3366

伊予市 丸協運輸株式会社　松山営業所 愛媛県伊予市下三谷１番５ 089-994-6617

株式会社ハート引越センター　松山営業所 愛媛県伊予市宮下字竹ノ宮２４４番地 089-983-3894

有限会社伊予開発　本社営業所 愛媛県伊予市大平字石原甲１１４４－８ 089-983-3325

有限会社伊予環境サービス　本社営業所 愛媛県伊予市大平字石原甲１１４４－８ 089-983-0358
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
株式会社植西運送　本社営業所 愛媛県伊予市中山町中山子４３－２ 089-983-0440

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

宇和島市 宇和島自動車運送株式会社　宇和島営業所 愛媛県宇和島市伊吹町字西ノ久保甲１４８２－１ 0895-22-1810

四国西濃運輸株式会社　宇和島営業所 愛媛県宇和島市高串字上切３番耕地７８９－１ 0895-24-4060

大洲市 四国福山通運株式会社　大洲営業所 愛媛県大洲市新谷乙３２５－１ 0893-25-3700

四国名鉄運輸株式会社　大洲支店 愛媛県大洲市徳森字渡り１３３９－１ 0893-25-5511

西条市 高瀬ロジスティクス株式会社　本社営業所 愛媛県西条市ひうち３－２０ 0897-56-3029

是則西条運輸株式会社　本社営業所 愛媛県西条市ひうち字西ひうち３－４８ 0897-56-0330

有限会社エス・イー・イー物流　西条営業所 愛媛県西条市ひうち字西ひうち８－１０ 0897-53-1711

宮雅運輸有限会社　本社営業所 愛媛県西条市下島山甲７２０－２ 0897-55-8009

有限会社宇佐美運輸　本社営業所 愛媛県西条市古川甲２８０－６ 0897-56-2380

道前運送株式会社　本社営業所 愛媛県西条市今在家７７０番地 0898-64-5115

伯方運送株式会社　東予営業所 愛媛県西条市今在家８０３－１ 0898-65-5940

株式会社中四国丸和ロジスティクス　西条営業所 愛媛県西条市今在家９２８－１６ 0898-76-7228

ヤマト運輸株式会社　西条西支店 愛媛県西条市今在家９２８－７ 080-5068-1667

有限会社大日通商　本社営業所 愛媛県西条市丹原町田野上方１０１６－７ 0898-68-0811

シモハナ物流株式会社　愛媛営業所 愛媛県西条市丹原町来見甲７９１番２ 0898-76-6620

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 0897-58-6515

大勝産業株式会社　本社 愛媛県西条市福武甲１７８－２ 0897-52-0888

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

西予市 日本郵便株式会社　西予郵便局 愛媛県西予市宇和町皆田１２２６－２ 0894-62-1324

太陽運送株式会社　本社営業所 愛媛県西予市宇和町大江３６５番地 0894-62-0322

四国中央市 共立興業株式会社　四国中央営業所 愛媛県四国中央市下川町字原ノ下９４２－１ 089-941-0009

合田商事有限会社　本社営業所 愛媛県四国中央市下柏町７１９番地１ 0896-24-1538

南流勢運輸株式会社　本社営業所 愛媛県四国中央市寒川町４０１８－６ 0896-25-3060

株式会社耿葉商会　本社営業所 愛媛県四国中央市寒川町４７６５－３０ 0896-25-2760

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

日本興運株式会社　本社営業所 愛媛県四国中央市三島紙屋町６－４５ 0896-24-2550

ダイオーロジスティクス株式会社　本社営業所 愛媛県四国中央市三島朝日１丁目１１番４５号 0896-29-5162

日通愛媛運輸株式会社　宇摩営業所 愛媛県四国中央市川之江町４１２０－１ 0896-23-5900

株式会社三島機帆船運送商会　本社営業所 愛媛県四国中央市川之江町４１８１－５ 0896-58-1218

三豊運送株式会社　川之江営業所 愛媛県四国中央市川之江町字中井地４８７－１ 0896-56-2349

川之江港湾運送株式会社　本社営業所 愛媛県四国中央市川之江町番外１－１０ 0896-58-1230

株式会社大パ作業　本社営業所 愛媛県四国中央市村松町９１４ 0896-23-3022

四国西濃運輸株式会社　三島営業所 愛媛県四国中央市中曽根町字寒柿１０９８，１１５３－３ 0896-24-2777
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
ヤマト運輸株式会社　愛媛土居センター 愛媛県四国中央市土居町入野字西番掛１４３－１ 080-5451-7672

四国福山通運株式会社　四国中央営業所 愛媛県四国中央市豊岡町大町字山下１４０９－２ 0896-25-2921

東温市 株式会社アイエース　本社営業所 愛媛県東温市則之内乙２３０９－１ 089-948-4520

有限会社サカシード　本社営業所 愛媛県東温市則之内甲２２０２ 089-966-1811

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

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１４７０－４ 089-966-1087

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

丸協運輸株式会社　本社営業所 愛媛県東温市南方２２９５－１ 089-955-8560

関西陸運株式会社　松山営業所 愛媛県東温市南方２８８２－５ 089-966-1516

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

四国明治大和倉庫株式会社　愛媛営業所 愛媛県東温市北方甲３３７０番地２ 089-966-1271

新居浜市 株式会社中四国丸和ロジスティクス　新居浜営業所 愛媛県新居浜市阿島１丁目４番５６号 0897-67-1211

株式会社亀田建材　本社営業所 愛媛県新居浜市磯浦町１８－６９ 0897-33-2266

四国梱包運送株式会社　本社営業所 愛媛県新居浜市黒島１丁目１番１５番 0897-45-2000

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

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

株式会社吉忠運輸機工　本社営業所 愛媛県新居浜市田所町４番６８号 0897-56-3590

日本郵便株式会社　新居浜郵便局 愛媛県新居浜市繁本町３－２ 0897-32-2300

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

丸回企業株式会社　本社営業所 愛媛県八幡浜市字沖新田１５８１－２２ 0894-22-4133

伊予郡 有限会社大野ヶ原物流　本社営業所 愛媛県伊予郡松前町大字大溝５０５番地８ 089-961-6355

有限会社大野ヶ原運送　松山営業所 愛媛県伊予郡松前町大字大溝字橘５０５番地８ 089-960-3657

株式会社神山トランスポート　本社営業所 愛媛県伊予郡松前町大字北川原字塩屋西２０５４番地 089-984-2555

神山運輸株式会社　松山営業所 愛媛県伊予郡松前町大字北川原字塩屋西２０６１－２ 089-984-2555

三豊運送株式会社　松山営業所 愛媛県伊予郡松前町大字北川原字西開８７５－１ 089-989-7752

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

有限会社向南運送　本社営業所 愛媛県伊予郡砥部町川井７１８番地１ 089-962-7125

タケチ運輸有限会社　本社営業所 愛媛県伊予郡砥部町八倉１２１ 089-958-4700

トールエクスプレスジャパン株式会社　松山支店 愛媛県伊予郡砥部町八倉１６２－１ 089-969-8301

北宇和郡 ヤマト運輸株式会社　愛媛鬼北センター 愛媛県北宇和郡鬼北町大字永野市６３８－１ 080-5044-9679

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

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

南宇和郡 ヤマト運輸株式会社　愛南センター 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城字松ノ元３７４８、３７４７－１ 080-5098-3076
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