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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 日本通運株式会社　四国重機建設支店 香川県さぬき市昭和字白羽乙１０７番２１ 0879-26-9880

観音寺市 株式会社植木回漕店　陸運部営業所 香川県観音寺市吉岡町道上３０６ 0875-25-1355

観音寺市 ダイセー黒潮共配株式会社　香川営業所 香川県観音寺市柞田町乙１２７７－１ 0875-23-0707

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 四国エスエス物流株式会社　本社営業所 香川県観音寺市柞田町乙１３６－６ 0875-23-2453

観音寺市 日本通運株式会社　観音寺事業所 香川県観音寺市柞田町甲６０７ 0875-23-1147

観音寺市 藤急商運株式会社　本社 香川県観音寺市三本松町４－２－８ 0875-25-1629

観音寺市 ヤマト運輸株式会社　香川豊浜センター 香川県観音寺市大野原町大野原４４４０－１ 080-6609-7999

観音寺市 四国福山通運株式会社　大野原営業所 香川県観音寺市大野原町大野原字天天出水３９７７－１ 0875-52-2000

丸亀市 ヤマト運輸株式会社　丸亀南支店 香川県丸亀市綾歌町栗熊東５－１、４－１ 080-6698-8265

丸亀市 有限会社北四国アイティ　丸亀営業所 香川県丸亀市飯山町東坂元３７９９－３ 0877-59-7687

丸亀市 株式会社ミノツ　本社営業所 香川県丸亀市蓬莱町２８－２ 0877-23-0808

丸亀市 株式会社日ノ丸急送　丸亀営業所 香川県丸亀市蓬莱町７－２ 0877-35-8620

丸亀市 四国高速運輸株式会社　丸亀物流センター 香川県丸亀市蓬莱町７－２ 0877-45-3390

丸亀市 株式会社香川中部市場運送　本社営業所 香川県丸亀市蓬莱町２８－１８ 0877-24-3060

丸亀市 トールエクスプレスジャパン株式会社　丸亀支店 香川県丸亀市蓬莱町２８番８号 0877-24-5831

丸亀市 四国福山通運株式会社　丸亀支店 香川県丸亀市蓬莱町２８－５ 0877-24-6711

丸亀市 ヤマト運輸株式会社　丸亀支店 香川県丸亀市天満町１－８５２－１ 080-5044-9354

丸亀市 有限会社磯野運送　本社営業所 香川県丸亀市土器町東９－１７８ 0877-22-4188

丸亀市 株式会社トムズＥＸＰＲＥＳＳ　本社営業所 香川県丸亀市郡家町５３番地３ 0877-58-6300

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 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 大川陸運株式会社　本社営業所 香川県高松市朝日町５丁目１４－４ 087-823-3666

高松市 三豊運送株式会社　高松営業所 香川県高松市朝日町５丁目１５－１ 087-851-3111

高松市 株式会社日ノ丸急送　本社 香川県高松市朝日町６丁目７－３０ 087-813-1155

高松市 東海運株式会社　高松営業所 香川県高松市朝日町６丁目５７１－３ 087-823-3811

高松市 日通香川運輸株式会社　本社営業所 香川県高松市朝日町６丁目８－３ 087-822-3570

高松市 カトーレック株式会社　高松営業所 香川県高松市朝日町５－５－１ 087-851-4334

高松市 ヤマト運輸株式会社　高松中央支店
香川県高松市福岡町３丁目３７９－１４６、３７９－３０

１
080-5044-0520

高松市 三共運輸株式会社　本社営業所 香川県高松市福岡町３－３２－２５ 087-851-4828

高松市 ヤマト運輸株式会社　高松東支店 香川県高松市上福岡町字深田８３３－１ 080-5044-0458
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高松市 株式会社新開トランスポートシステムズ　高松営業所 香川県高松市上福岡町２００８－１０ 087-834-8878

高松市 ヤマト運輸株式会社　高松小村センター 香川県高松市小村町字本村４６８番５ 080-5481-5753

高松市 ヤマト運輸株式会社　南讃岐支店 香川県高松市香川町浅野字五端子５２６－２ 080-5044-9352

高松市 日本通運株式会社　高松航空貨物センター 香川県高松市香川町浅野字籠池１００４－４ 087-879-1255

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 福山エクスプレス株式会社　高松営業所 香川県高松市郷東町字西新開４３０番地１ 087-882-2000

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 ヤマト運輸株式会社　高松檀紙センター 香川県高松市檀紙町１４９４－３ 080-6604-9820

高松市 株式会社シコクセイカ高速　本社営業所 香川県高松市勅使町２７９－１ 087-866-0600

高松市 ヤマト運輸株式会社　高松レインボーロードセンター 香川県高松市伏石町２１４２－１１ 080-5451-7308

高松市 四国名鉄運輸株式会社　高松航空支店 香川県高松市鹿角町城ノ内３４１－１ 087-885-7161

高松市 ヤマト運輸株式会社　高松国分寺支店 香川県高松市国分寺町新居３２６－１ 080-6604-5129

高松市 株式会社朝日通商　本社営業所 香川県高松市国分寺町新名１５６６－１ 087-874-6115

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

坂出市 平和運輸株式会社　本社営業所 香川県坂出市入船町１－３－１６ 0877-46-5541

坂出市 坂本運送有限会社　本社 香川県坂出市入船町一丁目２番２２号 0877-46-3836

坂出市 神山運輸株式会社　坂出営業所 香川県坂出市江尻町字本条新田１－１１６ 0877-59-3323

坂出市 株式会社丸文　坂出営業所 香川県坂出市林田町字番屋前４２８５－２９６ 0877-57-3008

坂出市 ヤマト運輸株式会社　坂出林田センター 香川県坂出市林田町４２８５－２６１ 080-5098-3771

坂出市 有限会社インターネット物流　本社 香川県坂出市林田町４２６５－１５ 0877-85-6036

坂出市 愛知車輌興業株式会社　四国営業所 香川県坂出市林田町字番屋前４２８５－２６３ 0877-47-0022

坂出市 株式会社豊榮物流　本社営業所 香川県坂出市林田町４２８５－１８４ 0877-57-3551

坂出市 メイシン運輸株式会社　香川支店 香川県坂出市福江町三丁目２１５－１４ 0877-59-1022

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 株式会社日ノ丸急送　坂出営業所 香川県坂出市沖の浜３０－８３ 0877-35-8155

坂出市 サカイデエキスプレス株式会社　本社 香川県坂出市西大浜北２－３－２３ 0877-45-5881

坂出市 株式会社日立物流西日本　四国ＡＥ営業所 香川県坂出市番の州町１８番地２ 0877-59-2711

三豊市 丸中運輸株式会社　本社営業所 香川県三豊市高瀬町大字上勝間五歩田３８３０－１ 0875-74-7589

三豊市 大和物流株式会社　香川営業所 香川県三豊市高瀬町上麻３７７７－１ 0875-74-7401

三豊市 有限会社ヨシダ　本社営業所 香川県三豊市三野町吉津乙１２８９－１ 0875-56-2511

三豊市 四国明治大和倉庫株式会社　財田営業所 香川県三豊市財田町財田上１３２８番地１７ 0875-67-0224

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 丸急物流株式会社　本社営業所 香川県三豊市豊中町笠田笠岡３９１５番地６ 0875-62-6101

善通寺市 シモハナ物流株式会社　善通寺営業所 香川県善通寺市生野町２９０－１ 0877-64-1755

善通寺市 株式会社四国レッグズ　本社営業所 香川県善通寺市中村町１６５－１ 0877-63-2326
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綾歌郡 有限会社上西運送　本社営業所 香川県綾歌郡綾川町小野甲８５３番地２ 087-816-6788

綾歌郡 セイノースーパーエクスプレス株式会社　坂出営業所 香川県綾歌郡宇多津町浜９番丁１５５－３ 0877-49-9623

綾歌郡 ヤマトボックスチャーター株式会社　四国支店 香川県綾歌郡宇多津町吉田４００１－３４ 0877-59-1881

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 小豆島貨物運輸株式会社　本社営業所 香川県小豆郡小豆島町池田３４５９－１ 0879-75-0550

小豆郡 有限会社丸島運送店　本社 香川県小豆郡小豆島町安田甲３４８－８ 0879-82-2277

小豆郡 株式会社川野回漕店　本社営業所 香川県小豆郡小豆島町坂手甲１８３６番地２１ 0879-82-2221

小豆郡 ヤマト運輸株式会社　香川内海センター 香川県小豆郡小豆島町片城甲４４－１２８ 080-6604-9818

仲多度郡 琴平急配株式会社　本社営業所 香川県仲多度郡多度津町葛原１８６６－１ 0877-33-0322

仲多度郡 株式会社ホワイト運送　本社営業所 香川県仲多度郡琴平町１６３番地１ 0877-75-3671

仲多度郡 光穂建設株式会社　本社営業所 香川県仲多度郡まんのう町吉野１７４１－２ 0877-79-2074

木田郡 有限会社丸八運送　本社営業所 香川県木田郡三木町池戸５１２－１３ 087-840-2508

木田郡 有限会社中央牛乳輸送　本社営業所 香川県木田郡三木町井上１９６６－１３ 087-891-2566
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