貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
松山市

今治市

伊予市

事業所名
前田海運株式会社 本社営業所
有限会社三光物流 本社営業所
宇和島自動車運送株式会社 松山営業所
つるしま運輸有限会社 本社営業所
松山宅送株式会社 本社
セイノースーパーエクスプレス株式会社 松山航空営業所
日進海運株式会社 本社営業所
森実タウンサービス有限会社 松山営業所
株式会社正和運輸 松山営業所
富士運輸株式会社 松山支店
四国総合流通株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 愛媛主管支店
室山運輸株式会社 松山営業所
アートコーポレーション株式会社 松山営業所
池田興業株式会社 四国支店
大昭運送有限会社 本社営業所
株式会社イナミコーポレーション 松山
四国福山通運株式会社 松山東支店
有限会社西川運送 本社営業所
ＪＡえひめ物流株式会社 本社営業所
共立興業株式会社 和気営業所
森実タウンサービス有限会社 今治営業所
成功開発株式会社 本社営業所
四國陸運株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 今治西支店
宇和島自動車運送株式会社 今治営業所
株式会社オーシャンエクスプレス 本社営業所
伸栄産業株式会社 本社営業所
株式会社せとうち総業 本社営業所
株式会社正和運輸 本社営業所
佐川急便株式会社 今治営業所
日本運輸株式会社 伊予営業所
株式会社入本物流 本社営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

安全性優良事業所
住所

愛媛県松山市海岸通１４５５番地７
愛媛県松山市久万ノ台３４８－１
愛媛県松山市高岡町１８３－１
愛媛県松山市高岡町２８９－３
愛媛県松山市高岡町３８８－５
愛媛県松山市山西町１５０
愛媛県松山市西垣生町１８４８－１１
愛媛県松山市西垣生町２１６６
愛媛県松山市西垣生町２８７７番地
愛媛県松山市西垣生町５７６－１
愛媛県松山市西垣生町８０２－１０
愛媛県松山市大橋町４６６番１（合筆）
愛媛県松山市鷹子町４４９－１
愛媛県松山市土居田町４１５－１
愛媛県松山市南吉田町１７３１番地
愛媛県松山市南斉院町７７３－１
愛媛県松山市北久米町５４５
愛媛県松山市北梅本町甲６６、甲６７
愛媛県松山市来住町１４１４番地１
愛媛県松山市和気町１丁目５６２番地４
愛媛県松山市和気町２丁目７５６番１
愛媛県今治市阿方字山ノ間乙５５５
愛媛県今治市宮窪町宮窪４１４２－３
愛媛県今治市国分１丁目甲２４－１
愛媛県今治市大西町紺原甲８２１－１
愛媛県今治市天保山町４－５
愛媛県今治市天保山町５丁目２番２０号
愛媛県今治市天保山町６丁目７－５
愛媛県今治市東村南１－８－４３
愛媛県今治市波方町岡甲１４３－１
愛媛県今治市富田新港１丁目４番６
愛媛県伊予市稲荷北田６９８－１
愛媛県伊予市中山町出渕４番耕地１５１７番地２
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（愛媛県）
電話番号
089-951-0050
089-923-4668
089-972-2054
089-972-1867
089-973-7303
089-951-1622
089-972-1941
089-973-8820
089-907-1558
089-908-9940
089-973-0801
089-963-5111
089-970-6005
089-946-0123
089-972-0712
089-972-1038
089-975-0888
089-970-1212
089-957-4448
089-979-3333
089-984-8023
0898-31-2291
0897-86-3537
0898-43-4590
080-5068-1207
0898-23-1025
0898-33-1772
0898-22-5550
0898-48-5111
0898-52-2711
0898-36-6250
089-982-1235
089-967-5065

H27.12.15
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
宇和島市

事業所名

株式会社イナミコーポレーション 宇和島
四国福山通運株式会社 宇和島営業所
宇和島自動車運送株式会社 宇和島営業所
株式会社エフコーポレーション 本社営業所
大洲市
大洲川岡運送有限会社 本社営業所
城戸運送有限会社 本社営業所
エース物流株式会社 本社営業所
西条市
株式会社イナミコーポレーション 本社
日通愛媛運輸株式会社 本社営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 西条営業所
伯方運送株式会社 東予営業所
佐川急便株式会社 東予営業所
ヤマト運輸株式会社 東予センター
ＳＴＮ物流株式会社 壬生川営業所
有限会社大日通商 本社営業所
四国中央市 森実タウンサービス有限会社 四国中央営業所
有限会社大豊商店 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 川之江センター

西予市

東温市

株式会社丸久 本社営業所
日本通運株式会社 宇摩支店
宇和島自動車運送株式会社 川之江営業所
三豊運送株式会社 川之江営業所
川之江港湾運送株式会社 本社営業所
株式会社御日家商事 本社営業所
大王陸運株式会社 本社営業所
有限会社大原商會 本社営業所
四国福山通運株式会社 四国中央営業所
外山商運株式会社 本社営業所
東和運送株式会社 本社
日本郵便株式会社 西予郵便局
佐川急便株式会社 宇和営業所
株式会社高田引越センター 重信
有限会社サカシード 本社営業所
一宮運輸株式会社 松山営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
愛媛県宇和島市伊吹町字シツソウ甲１１５５－８
愛媛県宇和島市伊吹町字シッソウ甲１１７９－１
愛媛県宇和島市伊吹町字西ノ久保甲１４８２－１
愛媛県大洲市松尾１番８、３３番１
愛媛県大洲市中村７１３番地
愛媛県大洲市東大洲１８１８－１
愛媛県西条市ひうち３－２０
愛媛県西条市ひうち６番地１２
愛媛県西条市ひうち字西ひうち６－１３
愛媛県西条市喜多川字八丁７８８－５
愛媛県西条市今在家８０３－１
愛媛県西条市今在家９２８－６
愛媛県西条市今在家９２８－７
愛媛県西条市石田３６３番地３
愛媛県西条市丹原町田野上方１０１６－７
愛媛県四国中央市寒川町字神ノ木４７９３
愛媛県四国中央市金生町下分２１２７－１
愛媛県四国中央市金生町山田井１２３８－１，１２３８
－２
愛媛県四国中央市川之江町４１０５－２０
愛媛県四国中央市川之江町４１２０番地２
愛媛県四国中央市川之江町字開田３６０－１
愛媛県四国中央市川之江町字中井地４８７－１
愛媛県四国中央市川之江町番外１－１０
愛媛県四国中央市川之江町余木４１５番地２２
愛媛県四国中央市中之庄町１７０５番地
愛媛県四国中央市土居町藤原４番耕地６４番地
愛媛県四国中央市豊岡町大町字山下１４０９－２
愛媛県四国中央市豊岡町長田２７９－１
愛媛県西予市宇和町岡山５４８番地１
愛媛県西予市宇和町皆田１２２６－２
愛媛県西予市宇和町大字野田４００番地７
愛媛県東温市西岡甲２２９－１
愛媛県東温市則之内甲２２０２
愛媛県東温市田窪字水木１９３５－１
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電話番号
0895-25-7003
0895-22-5356
0895-22-1810
0893-50-8917
0893-24-5165
0893-25-0224
0897-56-3029
0897-55-7111
0897-55-7055
08975-5-0510
0898-65-5940
0898-65-5454
080-5098-3078
0898-76-1551
0898-68-0811
0896-22-3358
0896-58-0546
080-6698-8258
0896-56-3390
0896-58-3355
0896-58-3731
0896-56-2349
0896-58-1230
0896-58-6881
0896-24-0611
0896-74-3669
0896-25-2921
0896-25-3570
0894-66-0621
0894-62-0150
0894-62-5003
089-964-5656
089-966-1811
089-964-1583

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

新居浜市

八幡浜市
伊予郡

喜多郡

事業所名
株式会社朝日通商 松山営業所
商起運輸有限会社 本社営業所
一宮運輸株式会社 新居浜流通センター
森実エクスプレス株式会社 本社営業所
宝運送株式会社 本社営業所
新東運輸株式会社 本社営業所
薦田建設株式会社 本社
四国梱包運送株式会社 本社営業所
三豊運送株式会社 新居浜営業所
丸協運輸株式会社 新居浜営業所
宇和島自動車運送株式会社 新居浜営業所
浜栄倉庫株式会社 本社営業所
桑原運輸株式会社 本社営業所
株式会社小川運送 本社営業所
株式会社吉忠運輸機工 本社営業所
日本郵便株式会社 新居浜郵便局
宇和島自動車運送株式会社 八幡浜営業所
保内運送有限会社 本社営業所
有限会社大野ヶ原物流 本社営業所
有限会社大野ヶ原運送 松山営業所
株式会社アイロジ 本社営業所
株式会社タカキ物流サービス 松山
トールエクスプレスジャパン株式会社 松山支店
新興運輸株式会社 本社営業所

北宇和郡

有限会社日吉建材運輸 本社

東宇和郡

愛媛急配株式会社 宇和営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
愛媛県東温市南方字八幡森２２６０－２
愛媛県東温市北方３１１５－２
愛媛県新居浜市阿島１丁目７番３７号
愛媛県新居浜市磯浦町７－２
愛媛県新居浜市垣生３丁目乙３１０－８
愛媛県新居浜市菊本町１丁目１０番１号
愛媛県新居浜市宮原町２番１７号
愛媛県新居浜市黒島１丁目１番１５番
愛媛県新居浜市黒島１丁目５番４３号
愛媛県新居浜市黒島１丁目６番２７号
愛媛県新居浜市黒島字沖浜９３０－７７
愛媛県新居浜市西原町２丁目７番６３号
愛媛県新居浜市西原町３丁目２番１号
愛媛県新居浜市多喜浜６丁目１番３０号
愛媛県新居浜市田所町４番６８号
愛媛県新居浜市繁本町３－２
愛媛県八幡浜市八代１－３－３０
愛媛県八幡浜市保内町宮内５番耕地２２８番地
愛媛県伊予郡松前町大字大溝５０５番地８
愛媛県伊予郡松前町大字大溝字橘５０５番地８
愛媛県伊予郡松前町北黒田２５０－３
愛媛県伊予郡砥部町重光７番２
愛媛県伊予郡砥部町八倉１６２－１
愛媛県喜多郡内子町城廻１０１３番地
愛媛県北宇和郡鬼北町上鍵山２３４番地１、３２１番地
２
愛媛県東宇和郡宇和町大字清沢１６３１
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電話番号
089-960-6117
089-966-1817
0897-46-1389
0897-37-3350
0897-46-1515
0897-37-3084
0897-41-7079
0897-45-2000
0897-46-3143
0897-46-1218
0897-46-0222
0897-33-3161
0897-35-1111
0897-46-1133
0897-56-3590
0897-32-2300
0894-22-0056
0894-36-0921
089-961-6355
089-960-3657
089-983-0460
089-905-3006
089-969-8301
0893-44-3133
0895-44-2658
0894-62-4704

主な輸送品目（任意掲載）

