貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
高松市

事業所名
富士運輸株式会社 高松支店
株式会社ハート引越センター 高松センター営業所
日本通運株式会社 高松物流センター
有限会社ネクスト物流 本社
有限会社丸八運送 香川南営業所
ヤマト運輸株式会社 南讃岐支店
有限会社高松興業 本社営業所
旭海運株式会社 本社
一宮運輸株式会社 高松営業所
ヤマト運輸株式会社 香川国分寺センター
株式会社朝日通商 本社事業所
有限会社西阿運送 高松営業所
ヤマト運輸株式会社 高松小村センター
ヤマト運輸株式会社 高松東支店
泉海商運株式会社 高松営業所
株式会社讀宣運輸 高松営業所
ヤマト運輸株式会社 高松檀紙センター
日本通運株式会社 高松海運事業所
大川陸運株式会社 本社営業所
三豊運送株式会社 高松営業所
四国名鉄運輸株式会社 高松支店
株式会社日ノ丸急送 本社営業所
日本通運株式会社 高松引越美術品センター
日本郵便株式会社 高松南郵便局

（香川県）

住所
香川県高松市円座町３４５－１
香川県高松市円座町９４９－４
香川県高松市香西東町４８８
香川県高松市香西東町５３１番地１
香川県高松市香川町浅野１００４－４
香川県高松市香川町浅野字五端子５２６－２
香川県高松市香川町大野１９０１－１
香川県高松市高松町２３７９－７
香川県高松市国分寺町国分８４３－１
香川県高松市国分寺町新居字本村３２６－１、３２３－
６
香川県高松市国分寺町新名１５６６－１
香川県高松市十川西町１３０６－７
香川県高松市小村町字本村４６８番５
香川県高松市上福岡町字深田８００－４，８３３－１，
８３６－１
香川県高松市川島本町字流田１００－１
香川県高松市太田上町４０７、４０８、４１１－１、４
１２－１
香川県高松市檀紙町１４９４－３
香川県高松市朝日新町１９－２４
香川県高松市朝日町５丁目１４－４
香川県高松市朝日町５丁目１５－１
香川県高松市朝日町５丁目１５番１号
香川県高松市朝日町６丁目７－３０
香川県高松市朝日町６丁目８－３
香川県高松市勅使町下所７００

電話番号
087-885-6651
087-804-8101
087-832-9020
087-882-8118
087-840-2508
080-5044-9352
087-885-8167
087-843-5105
087-874-6410
080-6604-5129
087-874-1770
0883-53-7238
080-5481-5753
080-5044-0458
087-848-4130
087-888-6133
080-6604-9820
087-851-8826
087-823-3666
087-851-3111
087-851-5181
087-821-1626
087-821-2323
087-866-4413

セイノースーパーエクスプレス株式会社 高松航空営業所 香川県高松市鶴市町８０

087-881-3525

四国西濃運輸株式会社 高松支店
ヤマト運輸株式会社 高松レインボーロードセンター

087-881-3161
080-5451-7308

ヤマト運輸株式会社 高松中央支店
観音寺市

安全性優良事業所

藤急商運株式会社 本社
三豊運送株式会社 観音寺国道営業所

※「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。

香川県高松市鶴市町字相作８０
香川県高松市伏石町２１４２－１１
香川県高松市福岡町３丁目３７９－１４６、３７９－３
０１
香川県観音寺市三本松町４－２－８
香川県観音寺市出作町４９６
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080-5044-0520
0875-25-1629
0875-25-2362

H28.12.15
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

三豊運送株式会社 観音寺営業所
ヤマト運輸株式会社 香川豊浜センター
カトーレック株式会社 豊浜営業所
佐川急便株式会社 四国中央営業所
綜合警備保障株式会社 香川支社
坂出市
岡山県貨物運送株式会社 四国支店
株式会社日ノ丸急送 坂出営業所
四国西濃運輸株式会社 坂出支店
株式会社福本組 本社営業所
菱化ロジテック株式会社 四国支店
株式会社ニチニチ物流 坂出営業所
サカイデエキスプレス株式会社 本社
秋田運輸株式会社 四国営業所
阪神ロジテム株式会社 坂出出張所
平和運輸株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 坂出支店
花王ロジスティクス株式会社 坂出営業所
湊海運株式会社 坂出営業所
ヤマト運輸株式会社 坂出林田センター
株式会社日立物流西日本 四国出張所
林田物流株式会社 本社営業所
林田運送株式会社 林田運送株式会社本社
間口ウエストロジ株式会社 香川営業所
関西陸運株式会社 坂出営業所
株式会社丸文 坂出営業所
さぬき市 関西陸運株式会社 高松営業所
日本郵便株式会社 長尾郵便局
小河運送株式会社 志度事業所
東かがわ市 株式会社ヒューテックノオリン 四国営業所
ヤマト運輸株式会社 丸亀綾歌センター
丸亀市
ヤマト運輸株式会社 丸亀支店
谷口興業株式会社 四国営業所
四国名鉄運送株式会社 本社営業所
三豊運送株式会社 丸亀営業所
株式会社ミノツ 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。

住所
香川県観音寺市出作町６４２
香川県観音寺市大野原町大野原字五ヱ屋敷４４４０－１
香川県観音寺市豊浜町箕浦甲２５２５
香川県観音寺市豊浜町箕浦大西甲２５１４－２
香川県坂出市沖の浜３０－７２
香川県坂出市沖の浜３０－７５
香川県坂出市沖の浜３０－８３
香川県坂出市江尻町字江尻新開４８３－５１
香川県坂出市室町１－１－３
香川県坂出市昭和町２－２－１
香川県坂出市西庄町１１２２
香川県坂出市西大浜北２－３－２３
香川県坂出市西大浜北３丁目４４－１１
香川県坂出市西大浜北４丁目２－１３
香川県坂出市入船町１－３－１６
香川県坂出市入船町一丁目６－１２
香川県坂出市林田町４２６５番地１８
香川県坂出市林田町４２８５－１４４
香川県坂出市林田町４２８５－２６１
香川県坂出市林田町４２８５番地１４３
香川県坂出市林田町４２８５番地１９８
香川県坂出市林田町６５５
香川県坂出市林田町字番屋前４２８５－３００
香川県坂出市林田町字番屋前４２８５－３１５
香川県坂出市林田町字番屋前４２８５番地２９６
香川県さぬき市昭和１２１－２０
香川県さぬき市長尾東８９４－１
香川県さぬき市末１２３６－１７
香川県東かがわ市西山４３１－９
香川県丸亀市綾歌町栗熊東５－１
香川県丸亀市天満町１－８５２－１
香川県丸亀市土器町北２丁目１０７
香川県丸亀市飯山町西坂元４７２－１
香川県丸亀市蓬菜町２８－１６
香川県丸亀市蓬莱町２８－２
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電話番号
0875-25-3700
080-6609-7999
0875-52-5457
0875-52-1115
0877-46-2634
0877-45-4555
0877-35-8155
0877-45-0500
0877-46-3001
0877-46-1803
0877-46-2500
0877-45-5881
0877-35-9810
0877-85-7265
0877-46-5541
0877-46-0111
0877-47-1300
0877-47-3561
080-5098-3771
0877-47-4470
0877-47-1234
0877-47-1111
0877-47-2696
0877-47-2138
0877-57-3008
0879-24-9101
0879-52-2661
087-894-5821
0879-27-2331
080-6698-8265
080-5044-9354
0877-22-2606
0877-98-2131
0877-22-3377
0877-23-0808

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

三豊市

綾歌郡

小豆郡
木田郡

仲多度郡

事業所名
日本通運株式会社 丸亀支店
四国高速運輸株式会社 丸亀物流センター
株式会社日ノ丸急送 丸亀営業所
瀬戸運輸株式会社 本社営業所
株式会社エポック 本社
瀬戸内陸運株式会社 財田営業所
四国兵紙運輸株式会社 本社営業所
三豊運送株式会社 山本営業所
丸急物流株式会社 本社営業所
株式会社多田物流 本社
四国運送株式会社 本社営業所
日通香川運輸株式会社 西香川営業所
株式会社誠和運輸 本社営業所
株式会社レックス 本社営業所
有限会社細川興業 本社営業所
カトーレック株式会社 坂出営業所
ヤマト運輸株式会社 香川主管支店
四国高速運輸株式会社 坂出物流センター営業所
四国輸送株式会社 本社営業所
株式会社サークルライナーズ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 香川内海センター
小豆島陸運株式会社 本社営業所
有限会社中央牛乳輸送 本社営業所
中国ピアノ運送株式会社 高松支店
日祥運輸倉庫株式会社 高松支店
三木陸運有限会社 本社営業所
有限会社丸八運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 香川満濃センター
株式会社エフエーエス 本社営業所
琴平急配株式会社 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。

住所
香川県丸亀市蓬莱町２８－３
香川県丸亀市蓬莱町７－２
香川県丸亀市蓬莱町７－２
香川県三豊市高瀬町下勝間１６２５－１
香川県三豊市高瀬町上高瀬３７２７－１
香川県三豊市財田町財田上１３２８－１７
香川県三豊市財田町財田上１３３３番地５
香川県三豊市山本町財田西９６７番地４
香川県三豊市豊中町笠田笠岡３９１５番地６
香川県三豊市豊中町上高野３４１番地３
香川県三豊市詫間町大字詫間６８２５－４
香川県三豊市詫間町詫間２１１２番地５１
香川県綾歌郡綾川町小野甲３８３－１
香川県綾歌郡綾川町東分乙６０－７
香川県綾歌郡宇多津町２６２８－９００
香川県綾歌郡宇多津町吉田４００１－８３
香川県綾歌郡宇多津町字吉田４００１－４０
香川県綾歌郡宇多津町字吉田４００１－５９
香川県綾歌郡宇多津町字吉田４００１－７６
香川県綾歌郡宇多津町浜三番丁３５
香川県小豆郡小豆島町片城甲４４－１２８
香川県小豆郡土庄町渕崎甲２５８７－１
香川県木田郡三木町井上１９６６－１３
香川県木田郡三木町井上７９０－１
香川県木田郡三木町大字井上２６９９－７
香川県木田郡三木町大字下高岡２４４２－１
香川県木田郡三木町池戸５１２－１３
香川県仲多度郡まんのう町羽間字羽間２９５１－１８
香川県仲多度郡まんのう町宮田７２４－３２
香川県仲多度郡多度津町葛原１８６６－１
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電話番号
0877-22-8209
080-3169-3086
0877-35-8620
0875-72-2111
0875-72-1939
087-556-8550
0875-67-3773
0875-63-2006
0875-62-6101
0875-63-9838
0875-83-7388
0875-83-7606
087-876-1323
087-878-3201
0877-49-4252
0877-46-2617
0877-45-3308
0877-46-1266
0877-46-2564
0877-56-7085
080-6604-9818
0879-62-1190
087-891-2566
087-891-3333
087-898-2330
087-898-0018
087-840-2508
080-6604-6105
0877-75-3780
0877-33-0322

主な輸送品目（任意掲載）

