貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
松山市

事業所名
株式会社たかだ引越センター 本社営業所
大栄海運株式会社 本社営業所
有限会社一力運送商 本社
有限会社東京オリエンタルシップ 本社営業所
有限会社三和商事 本社営業所
つるしま運輸有限会社 本社営業所
松山宅送株式会社 本社営業所
有限会社大豊陸送 本社営業所
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
上組陸運株式会社 松山営業所
愛新物流株式会社 大可賀営業所
株式会社ムロオ 松山
日本通運株式会社 松山引越物流事業所
アートコーポレーション株式会社 松山営業所
有限会社愛媛託送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 松山西支店

今治市

森実エクスプレス株式会社 松山営業所
池田興業株式会社 四国支店
株式会社金城滋商事 本社
四国運輸株式会社 松山営業所
大昭運送有限会社 本社
株式会社大窪商店 本社営業所
株式会社イナミコーポレーション 松山
原運輸株式会社 本社営業所
有限会社山内陸送 本社
谷口運送有限会社 本社
四国家具運送有限会社 本社営業所
四国福山通運株式会社 今治支店
四国陸運流通株式会社 本社営業所
渦潮運送株式会社 本社営業所
青鬼運送株式会社 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。

安全性優良事業所

（愛媛県）

住所
愛媛県松山市水泥町１２３８番地１
愛媛県松山市海岸通１４５６番３
愛媛県松山市久万ノ台５０４－１
愛媛県松山市空港通五丁目７番２号
愛媛県松山市高井町８８０
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９６２番地
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９２７
愛媛県松山市大可賀３－１４５３－４
愛媛県松山市大可賀３丁目１５０番地１
愛媛県松山市中央２－５７
愛媛県松山市土居田町４１５－１
愛媛県松山市東長戸４丁目６６３－３
愛媛県松山市南吉田町１４９９－８，１５００－６，１
５０１－５，１５０２－５
愛媛県松山市南吉田町１６８２－４
愛媛県松山市南吉田町１７３１番地
愛媛県松山市南吉田町２２２１番地１
愛媛県松山市南高井町１７３－４
愛媛県松山市南斉院町７７３－１
愛媛県松山市片山甲４－１
愛媛県松山市北久米町５４５
愛媛県松山市堀江町甲１７４３－１－２
愛媛県松山市雄郡２－１２３－１２
愛媛県松山市来住町１３５３番地
愛媛県松山市和気町１丁目６１８番地１
愛媛県今治市古国分一丁目５－６２
愛媛県今治市国分１丁目甲２４－１
愛媛県今治市長沢字壱町六反地甲１２５４－１
愛媛県今治市通町２丁目３番地３－２
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電話番号
089-975-3333
089-951-2288
089-927-2557
089-971-9888
089-970-7755
089-972-1867
089-973-7303
089-951-1525
089-907-1558
089-908-9940
089-971-7056
089-951-1822
089-968-3970
089-924-3911
089-946-0123
089-924-0110
080-5068-1668
089-974-0022
089-972-0712
089-972-6688
089-905-9035
089-972-1038
089-992-1425
089-975-0888
089-979-2880
089-933-1010
089-990-8439
089-978-2574
0898-48-2222
0898-35-2461
0898-48-5505
0898-32-0557

H29.12.12
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

株式会社オーシャンエクスプレス 本社営業所
くるしま運送有限会社 本社
株式会社正和運輸 本社営業所
有限会社清水組 本社
日本運輸株式会社 伊予営業所
伊予市
鳥井運輸株式会社 松山営業所
株式会社ダッシュ速配 本社
宇和島市 株式会社イナミコーポレーション 宇和島
株式会社ガイヤエクスプレス 本社
株式会社エフコーポレーション 本社営業所
大洲市
有限会社櫛海運送 本社営業所
渡辺興業株式会社 本社営業所
伊豫海運株式会社 本社営業所
長浜陸運有限会社 本社
愛媛綜合警備保障株式会社 大洲支社
中央建設株式会社 本社
株式会社イナミコーポレーション 本社
西条市
株式会社アサヒセキュリティ 愛媛営業所
愛媛綜合警備保障株式会社 東予支社
カトーレックウエスト株式会社 東予営業所
アートコーポレーション株式会社 新居浜支店
カトーレック株式会社 西予営業所
西予市
株式会社丸中運送 南予
有限会社大野ヶ原運送 本社営業所
野村運送有限会社 本社営業所
四国中央市 宮崎産業株式会社 本社営業所
タイカワ運輸株式会社 本社営業所
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

東温市

三協開発株式会社 山田井営業所
真鍋産業株式会社 本社営業所
外山商運株式会社 本社営業所
共立興業株式会社 本社営業所
四国高速運輸株式会社 松山支店

※「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
愛媛県今治市天保山町５丁目２番２０号
愛媛県今治市東鳥生町５－１６
愛媛県今治市波方町岡甲１４３－１
愛媛県今治市北高下町３丁目４－４
愛媛県伊予市稲荷６９８－１
愛媛県伊予市下吾川北西原２０４５－２３
愛媛県伊予市大平字片山甲７６番１
愛媛県宇和島市伊吹町字シツソウ甲１１５５－８
愛媛県宇和島市寄松甲１１３８番地１
愛媛県大洲市松尾１番８、３３番１
愛媛県大洲市長浜町晴海３－５０
愛媛県大洲市長浜町拓海３番地２１
愛媛県大洲市長浜町拓海３番地２５
愛媛県大洲市長浜町拓海３番地２６
愛媛県大洲市北只１６７番地１
愛媛県大洲市柚木４９１－１
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３番地５６
愛媛県西条市玉津７２２番地
愛媛県西条市今在家９２８－２
愛媛県西条市飯岡１３９２－２
愛媛県西予市宇和町稲生３２８－１
愛媛県西予市宇和町坂戸字岸下５３１－１
愛媛県西予市野村町大野ケ原１０８番地１
愛媛県西予市野村町平野６７７番地１
愛媛県四国中央市寒川町４０３７－１
愛媛県四国中央市寒川町４７６５－１３
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
愛媛県四国中央市金生町山田井字中嶋１－１
愛媛県四国中央市豊岡町大町２４６０－２
愛媛県四国中央市豊岡町長田２７９－１
愛媛県東温市下林字通り谷丙５０７－２
愛媛県東温市志津川甲５３９－５
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電話番号
0898-22-8787
0898-23-1149
0898-52-2711
0898-22-8080
089-982-1235
089-994-6607
089-982-0053
0895-25-7003
0895-49-6888
0893-50-8917
0893-52-0052
0893-52-1143
0893-52-3131
0893-52-1131
0893-23-1500
0893-24-3556
0897-55-7111
0897-58-6111
0897-58-2260
0898-65-6172
0897-40-0123
0894-62-6661
0894-62-6653
0894-76-0856
0894-72-3398
0896-25-0235
0896-25-2335
0896-58-0546
080-6698-8258
0896-58-6363
0896-25-1811
0896-25-3570
089-990-7111
089-955-2320

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
四国西濃運輸株式会社 松山支店
四国高速運輸株式会社 松山営業所

新居浜市

伊予郡

北宇和郡

株式会社朝日通商 松山営業所
カトーレック株式会社 松山東営業所
株式会社日ノ丸急送 松山営業所
有限会社第一加工産業 本社
テーエス運輸株式会社 新居浜営業所
株式会社アトラス 本社営業所
薦田建設株式会社 本社
株式会社裕研 本社営業所
浜栄倉庫株式会社 本社営業所
有限会社右京運送 本社営業所
明星運輸株式会社 本社営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 新居浜支店
明雪運輸株式会社 新居浜営業所
株式会社植西運送 松前営業所
有限会社中予宅送 本社
伊予商運株式会社 松前営業所
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 松山営業所
有限会社日吉建材運輸 本社

※「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
愛媛県東温市上村甲９８０番地
愛媛県東温市南方２１０９－３，２１０９－５，２１１
０－３
愛媛県東温市南方字八幡森２２６０－２
愛媛県東温市南野田字若宮７４番９
愛媛県東温市樋口字河原４６１－１
愛媛県東温市北方甲２７４２－２
愛媛県新居浜市阿島一丁目６番６８号
愛媛県新居浜市垣生３丁目乙３０３－２
愛媛県新居浜市宮原町２番１７号
愛媛県新居浜市宮西町３番１８号
愛媛県新居浜市西原町２丁目７番６３号
愛媛県新居浜市多喜浜６丁目６番８号
愛媛県新居浜市多喜浜６丁目９番７４号
愛媛県新居浜市多喜浜六丁目９番６４号
愛媛県新居浜市東田２丁目乙１番２
愛媛県伊予郡松前町大字北黒田字石山２５０－３
愛媛県伊予郡松前町大字北川原９４－９
愛媛県伊予郡松前町大字北川原字塩屋西１１２６番地７
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号
愛媛県北宇和郡鬼北町上鍵山２３４番地１、３２１番地
２
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電話番号
089-990-1313
089-955-2327
089-960-6117
089-955-5333
089-955-0702
089-966-2510
0897-46-5270
0897-33-4105
0897-41-7079
0897-33-7808
0897-33-3161
0897-67-1910
0897-46-3444
0897-46-0381
0897-47-8011
090-2786-3670
089-984-7872
089-985-0205
089-983-0460
089-905-3006
0895-44-2658

主な輸送品目（任意掲載）

