貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
事業所名
さいたま市 ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 埼玉東営業所
株式会社ベストランス 東浦和営業所
日本通運株式会社 北関東警送支店
富士共同物流株式会社 さいたま営業所
光生産研株式会社 本社営業所
株式会社イーストロジテック 本社営業所
株式会社小林運送 岩槻営業所
篠崎運輸株式会社 岩槻主幹営業所
又新運輸株式会社 埼玉営業所
西町運輸倉庫株式会社 本社営業所
マルフク・ロジスティクス株式会社 埼玉営業所
株式会社トーリク 埼玉営業所
ドゥベスト株式会社 埼玉営業所
向島運送株式会社 埼玉営業所
阿倉川運送株式会社 岩槻営業所
花王ロジスティクス株式会社 岩槻営業所
株式会社オアシス さいたま営業所
共進運輸株式会社 本社営業所
関東トナミ運輸株式会社 浦和支店
日通埼玉運輸株式会社 岩槻事業所
多摩運送株式会社 埼玉ネットワークセンター
山下運輸有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 岩槻東支店
武州運輸株式会社 本社営業所
株式会社デイライン 岩槻営業所
ヤマト運輸株式会社 岩槻支店
富士運輸株式会社 本社営業所
丸泉運輸株式会社 さいたま営業所
勅使川原産業株式会社 岩槻営業所
株式会社ホームエネルギー首都圏 岩槻センター
株式会社旭運輸 本社営業所
株式会社髙野商運 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

（埼玉県）

住所
埼玉県さいたま市北区吉野町２－２１０－６
埼玉県さいたま市緑区大門４１８－１
埼玉県さいたま市浦和区上木崎２丁目３－５
埼玉県さいたま市浦和区常盤７－４－１ 埼玉りそな銀
行本部ビル内
埼玉県さいたま市浦和区大原５－１２－１
埼玉県さいたま市岩槻区加倉１番地１
埼玉県さいたま市岩槻区掛６１５
埼玉県さいたま市岩槻区掛６５１－１
埼玉県さいたま市岩槻区岩槻３５８０－２
埼玉県さいたま市岩槻区古ヶ場１－１－２
埼玉県さいたま市岩槻区古ヶ場１－１－３
埼玉県さいたま市岩槻区古ケ場１－５－５
埼玉県さいたま市岩槻区古ヶ場１－７－３
埼玉県さいたま市岩槻区古ケ場１－８－６
埼玉県さいたま市岩槻区古ヶ場１丁目１番地の１０
埼玉県さいたま市岩槻区古ヶ場２－９－１０
埼玉県さいたま市岩槻区江川土地区画整理事業施行地区
内１５街区１画地
埼玉県さいたま市岩槻区高曽根田向１１２５－１
埼玉県さいたま市岩槻区笹久保新田８０６、８０７
埼玉県さいたま市岩槻区上野５－２－１９
埼玉県さいたま市岩槻区城町２－１１－２１
埼玉県さいたま市岩槻区城町２－７－１０
埼玉県さいたま市岩槻区城町２丁目１１－２１
埼玉県さいたま市岩槻区城町２丁目８番３９号
埼玉県さいたま市岩槻区城南１－１－６３
埼玉県さいたま市岩槻区真福寺向原４３－１
埼玉県さいたま市岩槻区大戸２３４
埼玉県さいたま市岩槻区大字横根５９１－２
埼玉県さいたま市岩槻区大字加倉字谷ッ会１９７７－１
埼玉県さいたま市岩槻区大字掛７９１４－４
埼玉県さいたま市岩槻区大字金重２１１－１
埼玉県さいたま市岩槻区大字笹久保１４２８－１
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電話番号
048-651-7351
048-812-1530
048-815-5526
048-835-1665
048-831-4941
048-790-5566
048-757-5511
048-749-7400
048-756-9381
048-794-5050
048-795-1938
048-794-6765
048-793-3331
048-794-6250
048-794-6911
048-795-1286
048-790-0333
048-791-4000
048-797-2031
048-872-7328
048-757-3646
048-797-1092
048-790-2005
048-757-0122
048-795-9801
048-798-8670
048-792-2122
048-223-5950
048-758-3211
048-756-3146
048-757-0416
048-798-3333

H30.6.1
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社城北流通 本社営業所
トーウンサービス株式会社 岩槻営業所
株式会社アロックス 岩槻営業所
株式会社東総運輸 本社営業所
有限会社松本商事 本社営業所
東栄運輸株式会社 貨物部さいたま第一営業所
株式会社ヒューテックノオリン 埼玉支店
久留米運送株式会社 さいたま店
第一貨物株式会社 大宮支店
太宰府エキスプレス株式会社 埼玉営業所
カンダコーポレーション株式会社 岩槻営業所
株式会社首都圏ロジスティクス 本社営業所
株式会社サントス 岩槻営業所
磐栄運送株式会社 埼玉営業所
ヤマト運輸株式会社 岩槻工業団地センター
日通トランスポート株式会社 埼玉支店
日本郵便株式会社 新岩槻郵便局
近物レックス株式会社 さいたま支店
西濃運輸株式会社 岩槻支店
王子運送株式会社 岩槻営業所
株式会社サンブツ 本社営業所
有限会社葵運輸 本店営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 岩槻営業所
日本通運株式会社 岩槻貨物センター
株式会社藤通商ライン 本社営業所
ロジトライ株式会社 大宮事業所
埼京運輸株式会社 大宮営業所
ヤマト運輸株式会社 深作支店
綜合警備保障株式会社 警送埼玉支社
ヤマト運輸株式会社 大宮御蔵支店
大晴興業運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 さいたま大谷センター

※「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
埼玉県さいたま市岩槻区大字笹久保新田７７３－１
埼玉県さいたま市岩槻区大字鹿室８３９－１
埼玉県さいたま市岩槻区大字相野原２５５－１
埼玉県さいたま市岩槻区大字谷下４０４番地１
埼玉県さいたま市岩槻区大字長宮１２３
埼玉県さいたま市岩槻区大字長宮７７
埼玉県さいたま市岩槻区大字長宮字ギラ１５４９－３
他４１筆
埼玉県さいたま市岩槻区大字長宮字上谷中７７０－１
埼玉県さいたま市岩槻区大字長宮字上谷中７７７－１
埼玉県さいたま市岩槻区大字馬込３５１番地１
埼玉県さいたま市岩槻区大字馬込字参番４４６－１
埼玉県さいたま市岩槻区大字浮谷７０５－１
埼玉県さいたま市岩槻区大字浮谷字石神６７６－４
埼玉県さいたま市岩槻区大字箕輪字西２１１番１
埼玉県さいたま市岩槻区大字裏慈恩寺字新房２１－３，
１５－３
埼玉県さいたま市岩槻区長宮１１０８－１
埼玉県さいたま市岩槻区長宮１３７２－１
埼玉県さいたま市岩槻区長宮７５４－１、７５５－１、
７５６－１、７５７－１、７５８－１、７６２－１、７
６３－１、７６５－１、７６６－１
埼玉県さいたま市岩槻区長宮下谷中１２１０－１
埼玉県さいたま市岩槻区馬込４番１５２９－１
埼玉県さいたま市岩槻区美幸町６－２４－７
埼玉県さいたま市岩槻区府内４丁目１番１７号
埼玉県さいたま市岩槻区末田９４２番地１
埼玉県さいたま市岩槻区箕輪字西２１７，２１８－１，
２１５，２１６
埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎町３４－４
埼玉県さいたま市見沼区御蔵１２２８
埼玉県さいたま市見沼区御蔵７９８－４
埼玉県さいたま市見沼区深作１－３３－８
埼玉県さいたま市見沼区大字丸ヶ崎９６２－１
埼玉県さいたま市見沼区大字御蔵５０３－１
埼玉県さいたま市見沼区大字大谷１７０３
埼玉県さいたま市見沼区大字大谷字弁天１３６３－１
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電話番号
048-798-7800
0276-86-8701
048-794-1321
048-749-8000
048-792-1230
048-799-1212
048-792-2360
048-878-9231
048-799-0020
048-793-7655
048-758-8370
048-798-6669
048-797-2777
048-878-9412
048-794-3311
048-792-1347
048-876-9310
048-792-2888
048-799-0844
048-758-4711
048-812-4401
048-798-1117
048-791-7831
048-758-5111
048-687-9707
048-683-0528
048-680-5808
048-688-2335
048-684-7004
048-687-2710
048-683-5127
048-689-1541

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社アストモスガスセンター埼玉 大宮営業所
エルトラスト株式会社 本社営業所
シグマベンディングサービス株式会社 大宮営業所
東都輸送株式会社 浦和
株式会社三協運輸サービス 大宮営業所
日本ルートサービス株式会社 大宮営業所
株式会社ケイルート 本社
株式会社オリエントプランニング 五関営業所
県南配送株式会社 本社営業所
森田運送株式会社 首都圏営業所
共同物流株式会社 埼玉営業所
大鉄工業運輸株式会社 本社営業所
株式会社オリエント物流 本社営業所
日通埼玉運輸株式会社 浦和営業所
ヤマト運輸株式会社 さいたま西堀センター
今村運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 与野荒川支店
シグマベンディングサービス株式会社 浦和営業所
株式会社小島レッカー 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 浦和支店
株式会社ニッシン・ロジスティクス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 武蔵浦和支店
ＳＢＳ即配サポート株式会社 埼玉支店
クリーンシステム株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 さいたま営業所
株式会社栗原運輸 本社営業所
西濃運輸株式会社 大宮支店
有限会社小島正一商店 本社営業所
有限会社中澤運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大宮佐知川支店
ヤマト運輸株式会社 さいたま清河寺センター
ピーアンドピーロジスティクス株式会社 大宮営業所
東水梱包運輸株式会社 大宮営業所
有限会社関根運輸 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
埼玉県さいたま市見沼区大字大谷八石２００１－１（１
Ｆ）
埼玉県さいたま市見沼区大字中川１７２－３
埼玉県さいたま市見沼区大字片柳１０１２番地１
埼玉県さいたま市見沼区大谷２９０
埼玉県さいたま市見沼区中川１４５－１２９
埼玉県さいたま市見沼区膝子１０５５－１
埼玉県さいたま市桜区下大久保１２５６
埼玉県さいたま市桜区五関７２９－３
埼玉県さいたま市桜区桜田３－１－２５
埼玉県さいたま市桜区上大久保１０１２
埼玉県さいたま市桜区上大久保３０３－１
埼玉県さいたま市桜区上大久保堤根１０１２
埼玉県さいたま市桜区新開１－２５－１
埼玉県さいたま市桜区西堀４－３－１
埼玉県さいたま市桜区西堀５－１０－１２
埼玉県さいたま市桜区西堀６－１５－１０
埼玉県さいたま市桜区大字五関字古貝戸３７－２
埼玉県さいたま市桜区大字上大久保８９６番地
埼玉県さいたま市桜区中島２－２１－１３
埼玉県さいたま市桜区町谷１丁目５番８号
埼玉県さいたま市桜区田島９－１０－８
埼玉県さいたま市桜区田島９－７－９
埼玉県さいたま市桜区道場２－１６－１
埼玉県さいたま市桜区道場３－２７－２０
埼玉県さいたま市西区宮前町１２３４－２
埼玉県さいたま市西区西大宮三丁目６２番地４５
埼玉県さいたま市西区三橋６－８１３
埼玉県さいたま市西区三橋６丁目１３６
埼玉県さいたま市西区三橋五丁目３２３番地１
埼玉県さいたま市西区大字水判土字観音前１７－１
埼玉県さいたま市西区大字清河寺字須場１２２７－１
埼玉県さいたま市西区大字中釘２０３０－１
埼玉県さいたま市西区大字中野林字袋１５６
埼玉県さいたま市西区中野林４０８－２
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電話番号
048-687-2770
048-767-8000
048-687-7721
048-681-5520
048-688-3700
048-687-7822
048-853-0811
048-749-1288
048-863-3651
048-854-3031
048-855-1001
048-854-6726
048-837-8189
048-861-0195
048-872-8155
048-863-0017
048-858-1525
048-856-1940
048-853-4880
048-866-0123
048-615-0261
048-838-1254
03-5633-9027
048-865-0207
048-620-2525
048-623-5841
048-622-2204
048-624-1780
048-622-9671
048-624-8116
048-626-1725
048-621-3311
048-623-0514
048-620-2888

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社アルファー運輸 本社営業所
株式会社マルモト 二ツ宮営業所
有限会社アルファプロ 本社営業所
有限会社太盛 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大宮桜木支店
株式会社埼玉急送社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 さいたま大成センター
中村運送株式会社 本社営業所
みづほ倉庫株式会社 本社営業所
日本郵便輸送株式会社 埼玉営業所
クラウン輸送株式会社 本社営業所
株式会社サカイ引越センター 大宮支社
日本郵便株式会社 さいたま新都心郵便局
株式会社春原運輸 さいたま
ヤマト運輸株式会社 与野本町支店
光和輸送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 浦和鈴谷支店
株式会社浦和運輸 本社営業所
株式会社ジィオ 本社営業所
原田商事株式会社 本社営業所
桶本興業株式会社 本社営業所
株式会社トキタ運輸 本社営業所
セントラル警備保障株式会社 埼玉営業所
株式会社ワイエイロジスティックス 本社営業所
熊谷産業株式会社 浦和営業所
ヤマト運輸株式会社 さいたま太田窪センター
株式会社オレンジライン 埼玉事業所
株式会社インフォゲート 本社営業所
株式会社ハナワトランスポート さいたま営業所
東洋社物流株式会社 さいたま営業所
株式会社引越社関東 さいたま支店
株式会社引越社関東 豊島支店
株式会社信濃交産 美女木営業所
株式会社トータル・ワークス 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
埼玉県さいたま市西区塚本町１－８９－２
埼玉県さいたま市西区二ツ宮８５４
埼玉県さいたま市西区飯田字前田４２８－１０
埼玉県さいたま市大宮区櫛引町１－３８１
埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－６３５
埼玉県さいたま市大宮区寿能町１－１２６－４
埼玉県さいたま市大宮区上小町５９
埼玉県さいたま市大宮区北袋町１－１０３－１
埼玉県さいたま市大宮区北袋町１－３１９
埼玉県さいたま市中央区円阿弥５－８－４０
埼玉県さいたま市中央区下落合６丁目１番１８号
埼玉県さいたま市中央区新中里４－１３－１
埼玉県さいたま市中央区新都心３－１
埼玉県さいたま市中央区八王子３－４００－１
埼玉県さいたま市中央区本町西４－１２６６－１
埼玉県さいたま市中央区鈴谷４－６－３１－１０１
埼玉県さいたま市中央区鈴谷７－４－９
埼玉県さいたま市中央区鈴谷７－７－１２
埼玉県さいたま市田島５－１９－８ 村田ビル３Ｆ
埼玉県さいたま市南区根岸３－３４－１６
埼玉県さいたま市南区根岸４丁目７番９号
埼玉県さいたま市南区四谷２－４－１４
埼玉県さいたま市南区鹿手袋２－１－１
埼玉県さいたま市南区松本３丁目１５番地の３－２階
埼玉県さいたま市南区沼影１－３１－９
埼玉県さいたま市南区太田窪字下２９２５－１
埼玉県さいたま市南区辻２丁目１２番６号
埼玉県さいたま市南区辻４－１４－２５
埼玉県さいたま市南区辻６－６－１８ ＤＨＬジャパン
埼玉サービスセンター内
埼玉県さいたま市南区辻６－７－７
埼玉県さいたま市南区内谷２－１－１１ ３Ｆ
埼玉県さいたま市南区内谷２－１－１１ ４Ｆ
埼玉県さいたま市南区内谷４－１８－１８
埼玉県さいたま市南区内谷６丁目４番１号
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電話番号
048-623-2200
048-620-3211
048-624-7041
048-663-0461
048-648-8987
048-641-3931
048-658-3911
048-641-0443
048-641-6521
048-840-0006
048-825-1341
048-835-1141
048-600-0003
048-852-9999
048-840-2930
048-855-8431
048-857-5746
048-854-1446
048-838-5512
048-861-4963
048-862-6121
048-864-0211
048-839-8861
048-826-6102
048-861-9159
048-882-0972
048-710-8888
048-710-6795
048-700-3135
048-845-7191
048-845-5211
048-710-9220
048-837-8995
048-864-1395

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
ヤマト運輸株式会社 浦和内谷支店
株式会社中島運輸 本社営業所
株式会社シード 関東事業所
鴻池運輸株式会社 浦和定温流通センター営業所
株式会社トポスエンタープライズ 埼玉営業所
日本郵便株式会社 さいたま中央郵便局
富士商運株式会社 本社営業所
武蔵貨物自動車株式会社 大宮支店
北王流通株式会社 大宮営業所
大石運輸株式会社 本社営業所
株式会社エス・リンク 本社営業所
湘南物流株式会社 さいたま営業所
株式会社タカダ・トランスポートサービス ＥＣＬ第１セ
ンター営業所
ヤマト運輸株式会社 さいたま吉野町センター
株式会社サン・ディリー 大宮営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 大宮
トールエクスプレスジャパン株式会社 大宮支店
株式会社アイアール北斗 本社営業所
株式会社斉藤商事 埼玉営業所
株式会社サカイ引越センター 大宮北支社
ヤマト運輸株式会社 宮原支店
ヤマト運輸株式会社 さいたま宮原東センター
日本郵便株式会社 大宮西郵便局
株式会社ジェイアール東日本物流 さいたま物流センター
三倉運輸株式会社 埼玉営業所
大宮通運株式会社 本社営業所
関東エアーカーゴ株式会社 埼玉営業所
株式会社セイフティ輸送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大宮奈良町支店
アートコーポレーション株式会社 さいたま支店
和田運輸株式会社 本社営業所
株式会社アイ・エス・ティ 本社営業所
福山通運株式会社 浦和支店
ヤマト運輸株式会社 浦和美園支店

※「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

電話番号

埼玉県さいたま市南区内谷７丁目１７番３号
埼玉県さいたま市南区内谷７－８
埼玉県さいたま市南区内谷７丁目６番２１号
埼玉県さいたま市南区白幡６－１１－５
埼玉県さいたま市南区文蔵５－１４－１
埼玉県さいたま市南区別所７丁目１－１２
埼玉県さいたま市北区吉野町１－３４１－２
埼玉県さいたま市北区吉野町１－３９９－１
埼玉県さいたま市北区吉野町１－４０５－２２
埼玉県さいたま市北区吉野町２－２２８－６
埼玉県さいたま市北区吉野町２－２４３－２
埼玉県さいたま市北区吉野町２－２４４－１７

048-711-4778
048-863-2778
048-861-6366
048-864-8911
048-836-1511
048-863-9992
048-651-2951
048-663-3241
048-661-7400
048-663-5224
048-663-8151
048-662-8808

埼玉県さいたま市北区吉野町２－２４６－３

048-615-2319

埼玉県さいたま市北区吉野町２－２７６－１，１２
埼玉県さいたま市北区吉野町２－２８４－１２
埼玉県さいたま市北区吉野町２－２８６－２
埼玉県さいたま市北区吉野町２－５－８
埼玉県さいたま市北区吉野町２丁目１９３番地１１
埼玉県さいたま市北区吉野町２丁目２８１番地２
埼玉県さいたま市北区宮原２－３－７
埼玉県さいたま市北区宮原町１丁目２５４番
埼玉県さいたま市北区宮原町４丁目６１番１
埼玉県さいたま市北区櫛引町２丁目７１３
埼玉県さいたま市北区今羽町１９０－１
埼玉県さいたま市北区大成町４－８８４
埼玉県さいたま市北区大成町４－９１４－１
埼玉県さいたま市北区別所町１３１－９
埼玉県さいたま市北区別所町６４番地１５
埼玉県さいたま市北区別所町８３－６
埼玉県さいたま市北区本郷町８８４
埼玉県さいたま市緑区三室２４１０－１
埼玉県さいたま市緑区松木２－３－５
埼玉県さいたま市緑区上野田９１１－１
埼玉県さいたま市緑区大字間宮字中６２２－１

048-654-1981
048-666-4710
048-668-0322
048-664-3756
048-664-2415
048-664-3715
048-660-1141
048-662-2531
048-662-0661
048-653-0082
048-662-1121
048-651-2193
048-651-3101
048-663-6996
048-654-3181
048-654-5641
048-686-0123
048-874-1966
048-810-5135
048-878-4311
048-878-6116
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
ヤマト運輸株式会社 浦和三室支店
株式会社関翔運輸 本社営業所
直販配送株式会社 東浦和センター
ＳＢＳフレックネット株式会社 東京北営業所
トナミ運輸株式会社 浦和支店

朝霞市

電話番号
048-874-9047
048-878-5952
048-812-1711
048-812-1606
048-878-5151

埼玉県上尾市大字平塚字八ッ山８５９－２

048-779-4531

埼玉県上尾市大字平方９５４－２
埼玉県上尾市谷津１丁目８７－１
埼玉県上尾市中妻１－１５－１
埼玉県上尾市中分１－７－７
埼玉県上尾市東町２－１－２０
埼玉県上尾市緑丘２－１－１ 宏和ビル２０３
埼玉県上尾市二ツ宮９８０－８
埼玉県上尾市日の出４－５３５－１

048-726-6461
048-772-2221
048-775-3463
048-725-7945
048-772-0202
048-778-7867
048-773-3109
048-770-5066

小田運輸株式会社 関東支店

埼玉県上尾市平塚２０４７

048-779-3377

日本梱包運輸倉庫株式会社 朝霞営業所
丸富物流株式会社 埼玉営業所
ヤマト運輸株式会社 膝折センター
株式会社折笠 本社営業所
株式会社山定物流 本社営業所
大高運輸株式会社 朝霞支店

埼玉県朝霞市栄町３丁目７－５８
埼玉県朝霞市岡３－１７－１
埼玉県朝霞市幸町３－１０－１１
埼玉県朝霞市幸町３－１０－２６
埼玉県朝霞市根岸台２－１５－５
埼玉県朝霞市上内間木字西通７８３－２

048-461-1570
048-466-6821
048-451-3172
048-466-4737
048-461-4669
048-456-3900

東武デリバリー株式会社 浦和美園営業所
上尾市

住所
埼玉県さいたま市緑区大字三室字南宿１６５０－３
埼玉県さいたま市緑区大字寺山７３５番地１
埼玉県さいたま市緑区大門４１８－１
埼玉県さいたま市緑区中野田９３６－１
埼玉県さいたま市緑区中野田字谷ノ前１０４５
さいたま都市計画事業大門上・下野田特定土地区画整理
事業施行地区内５２街区２、３、４、５、６、７画地
埼玉県上尾市瓦葺１２２２－１
埼玉県上尾市戸崎２９９－３，３１７－１
埼玉県上尾市上尾下１００５番地１、１００６番地
埼玉県上尾市大字原市字弐番耕地２３３－３３
埼玉県上尾市原市３０４３－２
埼玉県上尾市大字上尾宿２１６５
埼玉県上尾市大字上尾村４７３－３
埼玉県上尾市大字上尾村５８７
埼玉県上尾市大字上野字富士６４５－１
埼玉県上尾市大字平塚２４３８－４
埼玉県上尾市大字平塚字下２０６－１

エスエスサービス株式会社 本社
株式会社エスティーアール 大宮営業所
鷹の羽運輸株式会社 上尾営業所
エコーロジテム株式会社 上尾営業所
五十嵐冷蔵株式会社 運輸部上尾営業所
株式会社東京アクティー 上尾営業所
ヤマト運輸株式会社 上尾上平球場前センター
アースロジスティックス株式会社 上尾
ヤマト運輸株式会社 上尾平方支店
上平商運株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 上尾平塚センター
セイノースーパーエクスプレス株式会社 北関東貨物セン
ター
東日陸運株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 上尾郵便局
ヤマト運輸株式会社 上尾中妻支店
有限会社カントラ 本社営業所
熊谷通運株式会社 上尾支店
東和運輸株式会社 上尾営業所
北日本運送株式会社 本社営業所
株式会社関東サンギ 大宮営業所

※「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。
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主な輸送品目（任意掲載）

048-633-0951
048-722-6414
048-780-6433
048-772-0822
048-779-3150
048-723-3301
048-779-5005
048-779-6210
048-775-6658
048-726-3821
048-777-0834
048-776-3541

出版・印刷物、化学製品・ゴム製
品、鉄鋼・金属製品

市区郡名

入間市

事業所名
株式会社エムテイエス 本社営業所
株式会社武蔵野ロジスティクス 朝霞営業所
ヤマト運輸株式会社 泉水支店
株式会社ゴトー物流 関東支店 首都圏物流センター
株式会社大興 埼玉営業所
ヤマト運輸株式会社 和光支店
アイユーシー株式会社 朝霞営業所
ヤマト運輸株式会社 朝霞支店
西濃運輸株式会社 和光支店
ジーエスケイ株式会社 朝霞営業所
株式会社岩崎運送 本社営業所
丸正運輸有限会社 本社営業所
日本郵便株式会社 朝霞郵便局
下川運輸有限会社 埼玉営業所
多摩運送株式会社 入間営業所
株式会社迦楼羅 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 入間宮寺センター
共栄産業株式会社 埼玉営業所
西多摩運送株式会社 入間インター営業所
株式会社イサゴ流通サービス 本社営業所
株式会社落合運送 本社営業所
株式会社野村運送 宮寺営業所
岡野運送株式会社 入間営業所
有限会社三栄商事 本社営業所
株式会社不二運輸 本社営業所
武蔵貨物自動車株式会社 狭山支店
福山通運株式会社 入間支店
武蔵エナジックセンター株式会社 本社営業所
株式会社サカイ引越センター 入間支社
フコク物流株式会社 埼玉営業所
西濃エキスプレス株式会社 入間営業所
内山運送株式会社 入間営業所
ムサシ物流株式会社 本社営業所
石井商事運輸株式会社 入間営業所

※「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
埼玉県朝霞市泉水２－１０－３０
埼玉県朝霞市泉水３－１１－４６
埼玉県朝霞市泉水３－８－１６
埼玉県朝霞市泉水一丁目１番６号
埼玉県朝霞市大字下内間木１４３４－８
埼玉県朝霞市大字喜字久田２５２－１
埼玉県朝霞市大字上内間木字黒沼４６０－１
埼玉県朝霞市大字上内間木字松の木４３４－１０
埼玉県朝霞市大字浜崎字下谷１０３－１
埼玉県朝霞市膝折町２－１２－４７
埼玉県朝霞市膝折町２－４－３２
埼玉県朝霞市本町１－１５－４
埼玉県朝霞市本町２丁目１－３２
埼玉県入間市宮寺２３１１－１３
埼玉県入間市宮寺２５８５－２
埼玉県入間市宮寺２５８５－２
埼玉県入間市宮寺２６７９－１
埼玉県入間市宮寺２９１４－１
埼玉県入間市宮寺３１７１－１
埼玉県入間市宮寺４０５２番地１
埼玉県入間市宮寺４１７８－３
埼玉県入間市宮寺４５２－９
埼玉県入間市宮寺字宮ノ台４０５０（３２街区１０画
地）
埼玉県入間市宮寺字宮前７０５－３
埼玉県入間市狭山ケ原３４５番２
埼玉県入間市黒須１－１１－１７
埼玉県入間市寺竹１８０－１
埼玉県入間市上藤沢７４４－１
埼玉県入間市新久１０９－２
埼玉県入間市新光５２４－４
埼玉県入間市大字花ノ木小字塚場３０９－２
埼玉県入間市大字狭山ケ原１１－３
埼玉県入間市大字狭山ケ原１１－７
埼玉県入間市大字狭山ヶ原３９６－２
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電話番号
048-451-3800
048-468-3055
048-450-1837
048-451-7510
048-458-1111
048-467-3519
048-458-1115
048-456-3315
048-456-2500
048-452-6671
048-461-0352
048-463-1341
048-464-1131
090-4075-4644
04-2934-6110
04-2968-5540
080-6698-9466
04-2934-6612
04-2934-1121
04-2935-1778
04-2934-8710
04-2934-7411
042-935-2720
04-2934-7251
04-2934-5512
04-2962-7272
04-2936-5311
04-2962-1200
042-901-1141
04-2931-1302
04-2936-5825
04-2934-1211
04-2934-6025
04-2935-0036

主な輸送品目（任意掲載）

食料品、日用品・雑貨、飲料等

市区郡名

桶川市

春日部市

事業所名
波平総業株式会社 入間本社営業所
有限会社ムサシ運輸 本社
株式会社啓和運輸 本社営業所
株式会社ケーロッド 本社営業所
アクセスライン株式会社 本社営業所
大富運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 入間支店
ヤマト運輸株式会社 入間新光支店
アサミ梱包有限会社 本社営業所
青伸産業運輸株式会社 入間第二営業所
第一貨物株式会社 入間支店
久留米運送株式会社 入間店
臼杵運送株式会社 埼玉営業所
株式会社ベストランス 入間定温事業所
株式会社ＷＯＲＫＳ 本社営業所
株式会社矢﨑梱包運輸 本社営業所
東邦興産株式会社 入間営業所
鴻池運輸株式会社 多摩営業所
共進運輸株式会社 桶川営業所
三協運輸株式会社 桶川営業所
東洋陸運株式会社 関東営業所
株式会社都市貨物輸送 埼玉営業所
株式会社八下田陸運 埼玉
株式会社シーエックスカーゴ 関東配送センター桶川事業
所
株式会社久宏物流 本社営業所
株式会社藤城運輸倉庫 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 桶川支店
日本運輸荷造株式会社 桶川営業所
ヤマト運輸株式会社 桶川坂田センター
寿ロジコム株式会社 埼玉営業所
株式会社大成物流 本社営業所
株式会社晃運ルートサービス 本社営業所
山勝商事株式会社 埼玉
株式会社住宅資材センター 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

電話番号

埼玉県入間市大字狭山ヶ原字桜木２３５－３
埼玉県入間市大字狭山ケ原字松原１３１－１
埼玉県入間市大字狭山台１８－２－２
埼玉県入間市大字狭山台７８
埼玉県入間市大字狭山台字武蔵野１１６番地
埼玉県入間市大字寺竹字東桂１１６６－１
埼玉県入間市大字上藤沢字庚申６９５－５
埼玉県入間市大字新光１２０－１
埼玉県入間市大字中神４８０－３
埼玉県入間市大字南峯１０８８－２
埼玉県入間市大字南峯字東武蔵野６６０－２
埼玉県入間市大字二本木字石塚１２７８－７
埼玉県入間市中神９４４
埼玉県入間市中神９７４－１
埼玉県入間市東町４丁目１－３１
埼玉県入間市東町６－２－１８
埼玉県入間市東藤沢８－２－１６
埼玉県入間市二本木１２８５－１
埼玉県桶川市川田谷１１１７番地
埼玉県桶川市坂田字向９９０－１
埼玉県桶川市坂田字目沢１７１２－１
埼玉県桶川市坂田東３丁目１０番地７
埼玉県桶川市赤堀１－２６

04-2935-2820
04-2934-4185
04-2934-6664
04-2934-7977
04-2934-8636
04-2936-2882
080-6698-2541
04-2932-8904
04-2937-1515
04-2937-1280
04-2936-5410
04-2935-2157
04-2934-6351
04-2934-3870
04-2930-1811
04-2965-8551
04-2935-0558
04-2935-1000
048-787-2801
048-728-9380
048-871-6071
048-729-0007
048-729-2051

埼玉県桶川市赤堀１－５

048-728-7134

埼玉県桶川市大字下日出谷２５２番地
埼玉県桶川市大字下日出谷３０３
埼玉県桶川市大字加納字大加納１３１－２９
埼玉県桶川市大字坂田１３５７番地１
埼玉県桶川市大字坂田字宮前７６７－１０
埼玉県桶川市東２－４－２５
埼玉県春日部市下柳５６７
埼玉県春日部市栄町１－５０
埼玉県春日部市下柳１０６８
埼玉県春日部市下柳１３４３

048-788-0950
048-786-1315
048-776-3425
048-728-1150
080-5098-0128
048-773-5678
048-763-3868
048-754-0310
048-745-2151
048-745-1082
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

加須市

事業所名

住所

電話番号

株式会社宮本陸運 本社営業所
谷口興業株式会社 関東営業所
ヤマト運輸株式会社 春日部金崎センター
株式会社廣商運輸 春日部営業所
ヤマト運輸株式会社 春日部豊春センター
株式会社桐の樹環境 本社営業所
埼玉プロイコム株式会社 本社営業所
株式会社ロジパルエクスプレス 春日部営業所
株式会社ティーシーライン 本社
株式会社東北カーゴ 埼玉営業所
ヤマト運輸株式会社 春日部支店
株式会社日本ロジックス 埼玉営業所
オストリッチ運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 春日部武里支店
有限会社元物流 本社営業所
有限会社飯田商事 本社営業所
有限会社アルプス運輸 春日部営業所
ヤマト運輸株式会社 春日部豊野町センター
遠州トラック株式会社 春日部営業所
埼玉配送株式会社 本社営業所
丸天運送株式会社 春日部営業所
東京鉄鋼運輸株式会社 本社営業所
多摩運送株式会社 Ｂｉｇ－Ａセンター営業所
多摩運送株式会社 春日部営業所
ホッコウ物流株式会社 埼玉営業所
ケイダッシュ物流株式会社 本社営業所

埼玉県春日部市下柳５６７
埼玉県春日部市金崎４４２－１
埼玉県春日部市金崎８５９－２
埼玉県春日部市小渕５３５－１
埼玉県春日部市上蛭田６００番１
埼玉県春日部市上柳字中通１８３８－１
埼玉県春日部市水角１０９７番地１
埼玉県春日部市水角１１７５
埼玉県春日部市増戸２３９－１
埼玉県春日部市増戸２３９番地１
埼玉県春日部市大字小渕字内田６０２－１，６０３－１
埼玉県春日部市大字増戸字中耕地７６５－１
埼玉県春日部市大字増富３５８－６
埼玉県春日部市大字大場字長島１６９６－１
埼玉県春日部市大場３００－３
埼玉県春日部市大場６１番地
埼玉県春日部市大畑１９１－２３
埼玉県春日部市銚子口６９１－１
埼玉県春日部市内牧４０５３－５
埼玉県春日部市南栄町１３－１１
埼玉県春日部市浜川戸２－１６－１
埼玉県春日部市不動院野２５０３番地１
埼玉県春日部市不動院野２５６１－１
埼玉県春日部市不動院野２５６１－１
埼玉県春日部市不動院野２８４４－１
埼玉県春日部市不動院野５４２－１

048-747-2222
048-745-1167
048-718-3821
048-753-1310
048-763-8241
048-746-9235
048-718-3811
048-878-8061
048-755-7115
048-755-7775
048-761-6292
048-753-1715
048-752-8380
048-733-0114
048-733-6226
048-735-0450
048-748-1901
048-731-2217
048-752-1111
048-761-7911
048-761-2500
048-754-1201
048-755-1094
048-754-0981
048-812-8426
048-755-8170

丸越運輸倉庫株式会社 本社

埼玉県春日部市武里中野４７８－１

048-736-7065

石田運送株式会社 春日部本社営業所
共栄衛生有限会社 本社営業所
株式会社アイエフ物流サービス 埼玉事業所
有限会社寿運輸 本社営業所
十和運送株式会社 埼玉支店
株式会社加須環境センター 本社営業所

埼玉県春日部市豊野町２－１１－１
埼玉県春日部市豊野町３－５－１
埼玉県春日部市豊野町二丁目１９番地１
埼玉県春日部市六軒町２１６番地
埼玉県加須市下三俣１１４５－４
埼玉県加須市下谷１４８０
埼玉県加須市花崎１－１８－６ メゾネットカワシマ１
号室

048-731-4100
048-735-0015
048-731-1000
048-736-4158
0480-44-9888
0480-61-3479

株式会社アポロス 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。
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0480-53-3380

主な輸送品目（任意掲載）

食料品、化学製品・ゴム製品、繊
維・衣料品

市区郡名

事業所名
舟橋運輸倉庫株式会社 本社
ヤマゼントラフィック株式会社 本社営業所
丸山運輸倉庫株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 埼玉大利根支店
株式会社エナジック関東 騎西営業所
関東運輸株式会社 加須営業所
株式会社カジロジスティックス 埼玉営業所
アサヒロジスティクス株式会社 加須営業所
菱化ロジテック株式会社 加須営業所
日本チルド物流株式会社 埼玉事業所
有限会社若山運送加須クリーン 本社営業所
株式会社騎西運輸倉庫 本社営業所
株式会社久津運送店 北関東営業所
株式会社中央運輸 関東営業所
両備トランスポート株式会社 加須営業所
日本郵便株式会社 加須郵便局
ヤマト運輸株式会社 加須三俣センター
太平洋陸送株式会社 騎西営業所
ヤマト運輸株式会社 埼玉騎西センター
環境通信輸送株式会社 埼玉物流センター
株式会社とみん自動車運輸 本社営業所
株式会社東京運搬社 加須営業所
函館運輸サービス株式会社 加須営業所
中倉陸運株式会社 埼玉営業所
共進運輸株式会社 加須営業所
中央運輸株式会社 加須営業所
株式会社エムエス物流 本社営業所
有限会社榎本商工 本社営業所
株式会社盛運 本社営業所
株式会社日立物流関東 埼玉北営業所
杉山運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 加須大桑センター
ヤマト運輸株式会社 加須富士見センター
株式会社ジェーラインエクスプレス 埼玉営業所
株式会社富士エコー 埼玉センター

※「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
埼玉県加須市花崎１２７７
埼玉県加須市花崎１－４－４
埼玉県加須市間口９７２
埼玉県加須市間口字道南５５９－１
埼玉県加須市騎西１－１０
埼玉県加須市久下２－７－５
埼玉県加須市久下４－７－７
埼玉県加須市古川１－１－２
埼玉県加須市古川２－１
埼玉県加須市戸崎字上３０８－１
埼玉県加須市戸室１００４
埼玉県加須市鴻茎１１１０
埼玉県加須市鴻茎３２０４番地２
埼玉県加須市鴻茎３８０
埼玉県加須市志多見１４８６－３
埼玉県加須市上三俣２３０９
埼玉県加須市上三俣字中通８９５－１
埼玉県加須市西ノ谷８０２－１
埼玉県加須市西ノ谷字東浦９８－１
埼玉県加須市川口４丁目１０番７号
埼玉県加須市大桑１－１８－１
埼玉県加須市大桑２－１６－１
埼玉県加須市大桑２丁目２３番１号
埼玉県加須市大桑一丁目１４－１
埼玉県加須市大字南篠崎１１３４－１
埼玉県加須市大字北辻３７－３
埼玉県加須市大字北辻字宮前１４１番地１
埼玉県加須市東栄２－１２－１６
埼玉県加須市南篠崎１－３－３
埼玉県加須市南篠崎１－５
埼玉県加須市南大桑３７５０－１
埼玉県加須市南大桑字大丸谷８０７－１
埼玉県加須市南町９－１
埼玉県加須市鳩山町３－５
埼玉県加須市鳩山町９
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電話番号
0480-48-7338
0480-53-8131
0480-72-2322
0480-72-7585
0480-73-6511
0480-69-2152
0480-65-9988
0480-68-6466
0480-68-6781
0480-88-1121
0480-73-4865
0480-73-2775
0480-70-2191
0480-53-9682
0480-64-1101
0480-61-0487
0480-62-1545
04-8073-8130
0480-73-7631
0480-66-2840
0480-65-4580
0480-76-3102
0480-66-0791
0480-66-2337
0480-67-0744
0480-66-2330
0480-76-0801
0480-66-3339
0480-68-4800
0480-66-4030
0480-65-5455
0480-66-2861
0480-63-2115
0480-76-2360
0480-76-2311

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

川口市

事業所名
清興運輸株式会社 加須営業所
北王流通株式会社 加須営業所
有限会社マックス物流 本社営業所
中越運送株式会社 埼玉ロジスティクスセンター
武州運輸倉庫株式会社 大利根センター
株式会社五洋ロジテック 加須物流センター
有限会社浦和小型運送 加須営業所
株式会社ハヤカワ 本社営業所
アドバンス関東株式会社 本社営業所
福山通運株式会社 加須支店
株式会社大利根運輸 本社営業所
大信商運有限会社 本社営業所
株式会社三立運輸 東京営業所
南日本運輸倉庫株式会社 川口共配営業所
金方堂運輸株式会社 安行営業所
株式会社川口本間運輸 本社営業所
株式会社正洋 本社営業所
株式会社ウエルストンエキスプレス 川口営業所
フェデラルエクスプレスジャパン合同会社 川口営業所
株式会社スリーエス・サンキュウ 川口営業所
アートコーポレーション株式会社 川口支店
日本郵便株式会社 川口北郵便局
手塚運輸株式会社 本社営業所
株式会社田中総業 本社営業所
株式会社福嶋商事 本社営業所
株式会社荻野商事 本社営業所
有限会社吉川梱包 本社営業所
東京トラック運送株式会社 川口支店
株式会社エスラインギフ 川口営業所
株式会社ランテック 埼玉支店
武南運輸有限会社 本社営業所
日本郵便株式会社 鳩ヶ谷郵便局
日本郵便輸送株式会社 川口営業所
山末運輸有限会社 本社営業所
株式会社エス・ロジスティックス 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
埼玉県加須市鳩山町９
埼玉県加須市鳩山町９番地
埼玉県加須市不動岡２丁目１番２２号
埼玉県加須市豊野台２－７２５－１
埼玉県加須市豊野台２丁目５６７－１１
埼玉県加須市北篠崎１５－１
埼玉県加須市北大桑２３０－６
埼玉県加須市北大桑６６－１
埼玉県加須市北大桑６６－１
埼玉県加須市北大桑字宮下６８０－１
埼玉県加須市北平野２７８－４
埼玉県川口市新堀１０３０
埼玉県川口市安行吉岡１７７６－４
埼玉県川口市安行吉蔵中道東１２５－１
埼玉県川口市安行原１００
埼玉県川口市安行原２５６６－２
埼玉県川口市安行北谷６１３
埼玉県川口市安行領家新田６２６－１
埼玉県川口市安行領根岸１２１２
埼玉県川口市安行領根岸１５３－１
埼玉県川口市安行領根岸１７８９
埼玉県川口市伊刈字牛田１０３２－１
埼玉県川口市栄町２－１２－９
埼玉県川口市戸塚４－１３－１２
埼玉県川口市戸塚６丁目２５番１４号
埼玉県川口市戸塚東２－４－２０
埼玉県川口市戸塚東３－２３－７
埼玉県川口市戸塚東４丁目１０番１３号
埼玉県川口市江戸１－７－１
埼玉県川口市江戸袋２－４－５
埼玉県川口市坂下町１－１４－３７
埼玉県川口市坂下町１－６－１２
埼玉県川口市芝下１－１３－８
埼玉県川口市芝下２－２１－１２
埼玉県川口市芝下２－６－３

11／41 ページ

電話番号
048-066-2117
0480-67-2010
0480-61-4455
0480-78-1326
0480-72-7255
0480-68-5488
0480-72-7238
0480-72-1331
0480-78-0330
0480-72-8292
0480-72-2360
048-420-9091
048-288-6715
048-294-6616
048-296-2971
048-290-2202
048-452-8257
048-295-0212
048-282-8522
048-287-5077
048-285-0123
048-261-2232
048-251-3929
048-297-3838
048-291-3322
048-291-3456
048-296-5164
048-296-7480
048-283-8111
048-285-7000
048-281-0852
048-281-3800
048-266-2281
048-266-3802
048-264-5211

主な輸送品目（任意掲載）

冷凍冷蔵食品

市区郡名

事業所名
なかじま商運株式会社 本社営業所
新雪運輸株式会社 川口営業所
ヤマト運輸株式会社 川口西支店
ＳＢＳフレックネット株式会社 川口営業所
ヤマト運輸株式会社 上青木１丁目センター
有限会社日伸流通サービス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 上青木支店
埼玉配送株式会社 川口営業所
ヤマト運輸株式会社 川口はえまつセンター
株式会社スワロー物流東京 本社営業所
株式会社アサクラ 本店営業所
有限会社関根小型運輸 本社営業所
原商事運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 川口新郷センター
株式会社辰未トランスポート 本社営業所
株式会社青和トラフィック 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 川口前川センター
共同輸送株式会社 本社
東京輸送株式会社 本社営業所
有限会社井上商事 本社営業所
有限会社ウインカンパニー 本社営業所
新雪運輸株式会社 東川口営業所
板倉運輸株式会社 本社営業所
日生流通運輸倉庫株式会社 さいたま営業所
株式会社ニイガタキャリイ 関東営業所
ヤマト運輸株式会社 川口東支店
田羽運輸有限会社 本社営業所
福井高速運輸・東京株式会社 東京営業所
ライフテック株式会社 本社営業所
有限会社三進デリバリー 本社営業所
株式会社江森梱包 本社営業所
株式会社東配 本社営業所
ミナモト倉庫株式会社 本社営業所
富士共同物流株式会社 川口営業所
中央竹村物流株式会社 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
埼玉県川口市芝下２－７－１７
埼玉県川口市芝高木１－７－１４
埼玉県川口市芝高木２丁目１１番３号
埼玉県川口市芝西１丁目１８番３号
埼玉県川口市上青木１－１８－２
埼玉県川口市上青木５－８－１５
埼玉県川口市上青木５－９－１７
埼玉県川口市新堀町１０－３０
埼玉県川口市榛松１丁目５番２４号
埼玉県川口市神戸１３
埼玉県川口市西川口６－１４－３０
埼玉県川口市青木１－２２－１１
埼玉県川口市青木５－８－１０
埼玉県川口市赤井１０２７
埼玉県川口市赤井２丁目３－２６
埼玉県川口市赤井４－２－１４
埼玉県川口市前川３－１－４
埼玉県川口市大字安行吉蔵２４４－１
埼玉県川口市大字安行領根岸２５２１－１
埼玉県川口市大字安行領根岸９６８－１
埼玉県川口市大字安行領根岸９８９－３
埼玉県川口市大字西立野１０５３－１
埼玉県川口市大字西立野７３２－１
埼玉県川口市大字石神６９９－１
埼玉県川口市大字石神枯木前９３８－１
埼玉県川口市大字辻永堀８７１－１
埼玉県川口市大字東本郷字石御堂２４９－１
埼玉県川口市大字安行原７５７番地４
埼玉県川口市大字道合１１７－１
埼玉県川口市大字道合４７３－１８
埼玉県川口市大字道合字放山３５－１
埼玉県川口市大字峯１３０２
埼玉県川口市大字峯４４８
埼玉県川口市中青木２－１３－２１
埼玉県川口市中青木２－２２－１８
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電話番号
048-263-1115
048-269-1441
080-5043-5422
048-262-7700
080-5481-6170
048-261-5580
080-5043-5655
048-295-3370
080-5451-5267
048-229-0631
048-252-3760
048-251-5650
048-255-3020
080-6699-5029
048-281-8301
048-282-8181
080-6604-5302
048-295-4771
048-288-6961
048-285-6230
048-229-8806
048-294-8844
048-294-2828
048-299-3561
048-298-4825
080-5043-5442
048-281-7683
048-452-8590
048-284-2290
048-797-1731
048-280-1234
048-296-4551
048-296-3568
048-258-3429
048-251-2147

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
有限会社荒川運送 本社営業所
株式会社ベストランス 川口共配センター
株式会社斉藤商事 川口営業所
西町運送株式会社 川口営業所
ヤマト運輸株式会社 川口南支店
株式会社元木物流 本社営業所
株式会社キュリアス 本社営業所
千野運輸株式会社 埼玉
トーキョーエキスプレス株式会社 本社営業所
株式会社ヒットサービス 本社営業所
有限会社新郷運輸 本社営業所
佐川急便株式会社 戸田営業所
北王流通株式会社 川口営業所
大坂屋運送株式会社 川口営業所
株式会社竹鼻運送 花の枝橋営業所
浦島サービス株式会社 埼玉
東京ユニオン物流株式会社 川口営業所
日凸運送株式会社 本社営業所
大煌工業株式会社 本社営業所
寿ロジコム株式会社 川口営業所
株式会社橋本運送 本社営業所
株式会社和光運輸 本社営業所
株式会社サカイ引越センター 東京北支社
株式会社日之出運輸 埼玉支店
株式会社マルミネ田中運輸 本社営業所
株式会社寿トランス 本社営業所
株式会社ツカサ 川口支店
矢萩運輸株式会社 埼玉営業所
凸版物流株式会社 川口営業所
エコーロジテム株式会社 本社営業所
小山運輸有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 川口領家センター
株式会社宮岡 本社営業所
レンゴーロジスティクス株式会社 川口営業所
キャリテック株式会社 川口営業所

※「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
埼玉県川口市朝日１－７－１０
埼玉県川口市朝日４丁目２２－２１
埼玉県川口市朝日４丁目２２番２１号
埼玉県川口市朝日５－６－１４
埼玉県川口市朝日町５－７－１７
埼玉県川口市長蔵１－１９－１
埼玉県川口市東川口１丁目５番１０－４０３号
埼玉県川口市東川口２－１９－２９
埼玉県川口市東川口４－２７－１９
埼玉県川口市東本郷１７０４－２
埼玉県川口市東本郷１－８－１５
埼玉県川口市東本郷１－９－２７
埼玉県川口市東領家３－４－１２
埼玉県川口市東領家４－１１－５
埼玉県川口市東領家４丁目８－９
埼玉県川口市東領家５－１４－３
埼玉県川口市藤兵衛新田５１
埼玉県川口市八幡木２－４－２
埼玉県川口市並木４－１５－６
埼玉県川口市峯７６７－１
埼玉県川口市北原台２－２１－１６
埼玉県川口市北原台３－１１－２
埼玉県川口市本町１－１８－２３
埼玉県川口市本蓮一丁目１４番１号
埼玉県川口市末広１－１０－１７、４階
埼玉県川口市末広３－１３－３
埼玉県川口市木曽呂７９６番地１
埼玉県川口市弥平２－１５－１９
埼玉県川口市弥平４－３－１
埼玉県川口市柳崎２－１９－３８
埼玉県川口市領家１－３－５
埼玉県川口市領家３丁目７番１０号
埼玉県川口市領家５－１－３
埼玉県川口市領家５－１４－８
埼玉県川口市領家５－２－１２
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電話番号
048-224-1222
048-227-5223
048-228-0555
048-224-0536
080-5043-5296
048-296-1727
048-242-5677
048-960-3703
048-294-4985
048-281-3886
048-283-8833
048-285-0022
048-226-1900
048-223-0733
048-225-2731
048-299-7408
048-290-3401
048-281-8787
048-299-7853
048-294-7171
048-295-5188
048-291-1606
048-225-5450
048-288-7811
048-222-6638
048-223-3305
048-291-7600
048-224-0660
048-477-5447
048-263-7611
048-222-1655
080-7778-1914
048-224-5505
048-224-0502
048-227-5000

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

川越市

事業所名
株式会社ユニコム 川口営業所
佐川急便株式会社 足立営業所
日本ロジテム株式会社 川口営業所
親和物流株式会社 本社営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 川口センター
明治ロジテック株式会社 関東エリア支店
ＳＢＳロジコム株式会社 川越物流センター支店
函館運輸サービス株式会社 川越営業所
株式会社井出綜合建設 本社
安全輸送株式会社 埼玉営業所
日本郵便株式会社 川越西郵便局
株式会社ガルト 川越営業所
新雪運輸株式会社 川越営業所
有限会社田村運輸部 川越営業所
株式会社エムエスビー 川越営業所
ヤマト運輸株式会社 川越支店
青伸産業運輸株式会社 川越営業所
ヤマト運輸株式会社 川越南支店
永山運送株式会社 川越営業所
株式会社サカイ引越センター 川越支社
城北流通株式会社 埼玉営業所
ムサシ配送株式会社 川越営業所
ヤマト運輸株式会社 川越こづつみセンター
株式会社新木商事 川越営業所
ヤマト運輸株式会社 川越芳野台支店
株式会社信和運輸 本社営業所
武蔵貨物自動車株式会社 川越支店
日精サービス株式会社 狭山営業所
株式会社三良コーポレーション 埼玉営業所
株式会社エスユーロジ 川越事業所
ヤマト運輸株式会社 川越まとばセンター
株式会社ホームエネルギー首都圏 川越センター
株式会社辻運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 川越藤間センター
アート梱包運輸株式会社 川越営業所

※「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
埼玉県川口市領家５－２－４
埼玉県川口市領家５－３－１
埼玉県川口市領家５－６－１１
埼玉県川口市領家５－８－１３
埼玉県川口市緑町６－１
埼玉県川口市緑町６－２
埼玉県川越市下赤坂１８２２－１
埼玉県川越市下赤坂１８６０－８
埼玉県川越市下老袋２２０－１
埼玉県川越市今福中台２９３５－１
埼玉県川越市小室２２－１
埼玉県川越市石田６０－１
埼玉県川越市大字笠幡３２６６－１
埼玉県川越市大字笠幡字上野３７８５－１
埼玉県川越市大字久下戸５０６７
埼玉県川越市大字鯨井字有泉１８０５－１
埼玉県川越市大字今福２９３３－３
埼玉県川越市大字今福字中台元川越分２９４５－７
埼玉県川越市大字山田１５７４－１
埼玉県川越市大字山田１５９９－１
埼玉県川越市大字渋井１１４－１
埼玉県川越市大字小仙波１０７３－１（４Ｆ）
埼玉県川越市大字小堤３２７－１９
埼玉県川越市大字石田１５５
埼玉県川越市大字石田本郷字柳原町１０５３－１
埼玉県川越市大字大仙波５４３－２
埼玉県川越市大字大仙波５８４－１，６０３－１
埼玉県川越市大字大袋新田８０３－５
埼玉県川越市大字中老袋９１－４
埼玉県川越市大字的場２１７３番地１５
埼玉県川越市大字的場４９－２
埼玉県川越市大字的場字東下川原１７３５－１
埼玉県川越市大字天沼新田３３０番地１
埼玉県川越市大字藤間９３７－９
埼玉県川越市大字府川字高畑１２３５－１
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電話番号
048-223-1322
048-226-9000
048-223-0406
048-430-7412
048-287-3101
048-256-5485
049-238-6391
049-245-3305
049-223-2740
049-246-6552
049-241-7001
049-298-5050
049-227-6852
049-231-4126
049-230-3303
080-5043-2770
049-238-6020
080-5043-2804
049-229-5190
049-229-4811
049-235-8111
049-225-5251
080-6604-6647
049-227-8300
080-5043-2854
049-222-4001
049-223-1221
049-211-0230
049-226-9590
049-272-7281
080-6699-0991
049-231-4241
049-232-4334
080-6699-5615
049-222-6692

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

北本市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 川越いまなりセンター
日本郵便輸送株式会社 川越営業所
上信電鉄株式会社 川越郵便支所
株式会社エイトアンドエイト 本社営業所
日本空輸株式会社 埼玉流通センター営業所
株式会社スリーエス・サンキュウ 川越営業所
有限会社アベサービス 本社営業所
株式会社マルイワ 埼玉営業所
ヤマト運輸株式会社 川越いまふくセンター
光村商事倉庫株式会社 川越営業所
白井運輸株式会社 川越営業所
高田運輸株式会社 川越営業所
株式会社アサヒセキュリティ 埼玉営業所
上高運輸株式会社 川越営業所
ノーヒ・ロジテック関東株式会社 川越営業所
株式会社丸玉運送埼玉 本社営業所
株式会社ラップタイマー 本社営業所
丸一共通運送株式会社 川越営業所
日通埼玉運輸株式会社 上尾事業所
トーエイ物流株式会社 桶川営業所

行田市

ヤマト運輸株式会社 北本中央センター
行田運輸株式会社 本社営業所
大同貨物自動車株式会社 本社営業所
クラウン輸送株式会社 行田営業所
日本通運株式会社 熊谷航空貨物センター
有限会社林ラインサービス 本社営業所
環境通信輸送株式会社 北関東物流センター
株式会社しんけん 行田
株式会社山協商事 行田営業所
大和輸送株式会社 本社営業所
福田運輸有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 行田支店
株式会社武蔵野物流 本社営業所
小泉運輸株式会社 行田営業所

※「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
埼玉県川越市大字豊田本２６９－１
埼玉県川越市大袋５２１－１
埼玉県川越市大塚１－１５－２２
埼玉県川越市大塚１－２０－２１
埼玉県川越市中台２－２－１
埼玉県川越市中台元町１－８－３
埼玉県川越市中台元町１丁目１－３
埼玉県川越市中台南２－１４－２
埼玉県川越市中福４２０－９
埼玉県川越市南台１－１－１
埼玉県川越市南台１－６－２
埼玉県川越市南台１丁目１０番地７
埼玉県川越市南大塚４－１４－７
埼玉県川越市芳野台３－２－３
埼玉県川越市芳野台３丁目５－１
埼玉県川越市豊田町３－１０－１
埼玉県川越市問屋町３－４
埼玉県川越市問屋町４－２
埼玉県北本市朝日２丁目２８８番地
埼玉県北本市大字下石戸上１９９３番地－１、１９９４
番地－１
埼玉県北本市本町四丁目２４番地１
埼玉県行田市宮本１６－２０
埼玉県行田市佐間１－２６－４５
埼玉県行田市持田２３１６－１
埼玉県行田市持田２６２７－１
埼玉県行田市持田５－２０－１３
埼玉県行田市若小玉１２０６－１
埼玉県行田市若小玉１８９９－１
埼玉県行田市小針屋敷前３４９３－１
埼玉県行田市真名板１３１－２
埼玉県行田市大字荒木１４４８
埼玉県行田市大字持田字大宮前９８０－１
埼玉県行田市大字真名板２０５２－１
埼玉県行田市大字野字高畑３６６６－６
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電話番号
080-6699-0986
049-245-5420
049-247-5193
049-248-8558
049-244-5217
049-238-2501
049-291-3011
049-249-0288
080-6699-6279
049-243-1091
049-242-7688
049-242-4572
049-291-4076
049-299-6988
049-225-4503
049-246-3533
049-223-2276
049-223-7556
048-872-7328
048-787-1564
080-6698-2674
048-555-2288
048-554-2251
048-554-9280
048-553-5011
048-554-9877
048-550-4133
048-555-5851
048-556-7190
048-559-3357
048-557-1013
048-555-3713
048-559-2134
048-558-3121

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

久喜市

事業所名
株式会社小山運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 行田長野センター
佐藤運送有限会社 本社営業所
三和運送株式会社 本社営業所
株式会社マルブン 埼玉営業所
株式会社ホームエネルギー首都圏 行田センター
富士見運輸倉庫株式会社 本社営業所
株式会社日商 行田営業所
株式会社ギオン 埼玉ステーション
森運輸株式会社 本社営業所
日生流通運輸倉庫株式会社 行田営業所
株式会社ディ・エス物流 久喜
東洋メビウス株式会社 久喜支店
株式会社水上三洋商会 久喜営業所
株式会社ヒューテックノオリン 栗橋営業所
有限会社久喜運輸 本社営業所
協立運輸株式会社 本社営業所
株式会社正栄物流 埼玉営業所
ヤマト運輸株式会社 久喜支店
ヤマト運輸株式会社 埼玉栗橋センター
株式会社城栄 埼玉営業所
狭山貨物運輸株式会社 桶川営業所
関東トナミ運輸株式会社 菖蒲営業所
松岡満運輸株式会社 埼玉支店
矢崎運輸倉庫株式会社 久喜営業所
トナミ運輸株式会社 久喜支店
大和物流株式会社 久喜支店
名鉄運輸株式会社 埼玉支店
長谷川倉庫自動車株式会社 本社営業所
トーエイ物流株式会社 菖蒲営業所
トーエイ物流株式会社 久喜営業所
株式会社ＬＪＰ 久喜営業所
トランコムＥＸ東日本株式会社 久喜センター
株式会社岡田商運 埼玉営業所
アキタ株式会社 関東営業所

※「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
埼玉県行田市谷郷２－１３－３５
埼玉県行田市長野１－４２－１８
埼玉県行田市長野１－４５－８
埼玉県行田市長野５－１－４
埼玉県行田市長野三丁目２２番１号
埼玉県行田市藤原町１－１８－１
埼玉県行田市藤原町１－３１－２２
埼玉県行田市藤原町３－１０－３
埼玉県行田市富士見町１－２１－１
埼玉県行田市富士見町１－３－２
埼玉県行田市野３６６６－１６
埼玉県久喜市河原井町１０－１
埼玉県久喜市河原井町３
埼玉県久喜市河原井町３３
埼玉県久喜市栗橋東６－１８－１
埼玉県久喜市江面１３８１－１
埼玉県久喜市高柳２１８３番地６
埼玉県久喜市佐間７０７－１
埼玉県久喜市除堀字江川東９１１－２
埼玉県久喜市小右衛門字大堀向１２９５－２
埼玉県久喜市松永２１６－１
埼玉県久喜市菖蒲町下栢間２０４３－１
埼玉県久喜市菖蒲町三箇２８３３－１
埼玉県久喜市菖蒲町三箇２８９３－１
埼玉県久喜市菖蒲町三箇３５３０
埼玉県久喜市菖蒲町三箇５番地
埼玉県久喜市菖蒲町三箇字新堀向５－３
埼玉県久喜市菖蒲町三箇字北谷３１９８－１
埼玉県久喜市菖蒲町小林９０８
埼玉県久喜市菖蒲町昭和沼２２番地１
埼玉県久喜市菖蒲町昭和沼２６番地
埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲６０００－１１
埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲６００４－２
埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲６００８－４
埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲７５－１
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電話番号
048-553-0689
080-5043-1886
048-554-4601
048-559-2051
048-556-6160
048-556-3131
048-554-7661
048-564-0380
048-564-0131
048-554-0183
048-558-2333
0480-29-2203
0480-23-4066
0480-29-1661
0480-52-8929
0480-23-6186
0480-52-6061
0480-48-5296
0480-21-8162
0480-52-8515
0480-52-7254
0480-85-3221
0480-85-5277
0480-87-0811
0480-48-6470
0480-87-0265
0480-87-1550
0480-85-2131
0480-85-1397
0480-85-4070
0480-87-2612
0480-23-0041
048-087-1305
0480-31-9272
0480-87-0520

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

熊谷市

事業所名
野口運送株式会社 菖蒲支店
カネオ興運株式会社 本社営業所
関東西濃運輸株式会社 久喜支店
トーエイ物流株式会社 本社第二営業所
トーエイ物流株式会社 本社
シグマベンディングサービス株式会社 久喜営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 久喜営業所
株式会社レキスト 久喜営業所
味の素物流株式会社 久喜営業所
丸伊運輸株式会社 久喜営業所
直販配送株式会社 久喜センター
ヤマト運輸株式会社 埼玉鷲宮センター
武蔵貨物自動車株式会社 久喜営業所
ロジトライ株式会社 久喜事業所
東京三八五流通株式会社 久喜営業所
株式会社シーエックスカーゴ 久喜営業所
関東流通サービス株式会社 本社営業所
株式会社片岡運送 本社営業所
株式会社山紀 埼玉営業所
株式会社井ノ瀬運送 熊谷西営業所
日本ルートサービス株式会社 熊谷事業所
協同貨物自動車株式会社 熊谷営業所
新潟三和運輸株式会社 埼玉営業所
山陽自動車運送株式会社 埼玉営業所
株式会社三急運輸 熊谷営業所
関東西濃運輸株式会社 熊谷支店
ヤマト運輸株式会社 埼玉江南センター
日本通運株式会社 埼玉エンジニアリング支店
東部ネットワーク株式会社 埼玉営業所
トナミ運輸株式会社 熊谷支店
日通児越運輸株式会社 熊谷エンジニアリング営業所
株式会社東日本トランスポート 熊谷営業所
株式会社Ｉｎｆｉｎｉｔｅ 本社営業所
野村陸運株式会社 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
埼玉県久喜市菖蒲町上栢間３９７６－３
埼玉県久喜市菖蒲町上大崎４５－２
埼玉県久喜市菖蒲町台２４４８－１
埼玉県久喜市菖蒲町大字三箇３７９－１，３
埼玉県久喜市菖蒲町大字三箇３７９－１，３
埼玉県久喜市清久町４３－２
埼玉県久喜市清久町４５－１６
埼玉県久喜市清久町４７－１
埼玉県久喜市清久町４７－２
埼玉県久喜市清久町４９－２
埼玉県久喜市清久町４９－２
埼玉県久喜市西大輪字上古川２０５４－１
埼玉県久喜市大字下早見１５９８
埼玉県久喜市大字樋の口字大野１５－４
埼玉県久喜市大字樋ノ口字内谷２２９－８
埼玉県久喜市大字樋ノ口大野５０全農物流内
埼玉県久喜市南２－１－３５
埼玉県久喜市樋ノ口６０３－１
埼玉県久喜市北青柳１４３３－１
埼玉県熊谷市御稜威ヶ原下山１０１－２
埼玉県熊谷市千代７０３－１
埼玉県熊谷市下奈良１６２３
埼玉県熊谷市柿沼６６９－７
埼玉県熊谷市久下１０２２－２
埼玉県熊谷市久下１－６１
埼玉県熊谷市玉井字平井通上３０－３
埼玉県熊谷市御正新田１６－３
埼玉県熊谷市御稜威ケ原８２３－２１
埼玉県熊谷市御稜威ヶ原下林６１１－１０
埼玉県熊谷市御稜威ヶ原字下林６７３－１５，６７３－
１７，６７３－１６，６７３
埼玉県熊谷市御稜威ヶ原字上林８２３－２１
埼玉県熊谷市御陵威ヶ原下林６７３－２１
埼玉県熊谷市佐谷田１６３２－１
埼玉県熊谷市妻沼小島２０９９－１
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電話番号
048-541-0506
0480-85-4401
0480-85-6111
0480-85-8201
0480-85-9300
0480-48-6818
0480-21-8710
0480-29-0311
0480-28-0031
0480-38-6980
0480-29-0360
0480-59-2635
0480-23-6515
0480-21-3495
0480-21-0438
0480-29-2772
0480-22-6149
0480-23-5532
0480-26-5510
048-532-7700
048-539-1234
048-501-7640
048-599-3876
048-520-3341
048-525-0723
048-522-5337
080-5043-2962
048-533-6116
048-572-1036
048-532-2411
048-533-6116
048-532-8601
048-524-9297
0276-38-1261

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
三鷹運送株式会社 メヌマ事業所
株式会社栄光 熊谷営業所
株式会社日硝ハイウエー 埼玉営業所
有限会社小澤運送 本社営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 熊谷営業所
嶋﨑運輸株式会社 本社営業所
株式会社富士興 本社
有限会社内田運送 本社営業所
北関東トナミ運輸株式会社 熊谷営業所
県北陸運有限会社 本社営業所
佐川急便株式会社 熊谷営業所
石坂運輸株式会社 埼玉営業所
株式会社井上運送 本社営業所
ロジトライ株式会社 熊谷事業所
熊谷通運株式会社 熊谷コンテナ支店
ヤマト運輸株式会社 熊谷コンテナ営業所
ヤマト運輸株式会社 熊谷支店
日東富士運輸株式会社 熊谷支店
丸全京浜物流株式会社 熊谷営業所
有限会社豊栄流通サービス 本社営業所
小辻運送株式会社 本社
熊谷通運株式会社 広瀬川原支店
株式会社井ノ瀬運送 熊谷東営業所
株式会社井ノ瀬運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 熊谷南支店
第一貨物株式会社 熊谷支店
新潟運輸株式会社 熊谷支店
武蔵貨物自動車株式会社 熊谷支店
株式会社ヒューテックノオリン 熊谷営業所
大坂屋運送株式会社 熊谷営業所
カンダコーポレーション株式会社 熊谷営業所
立川運送株式会社 熊谷営業所
日本郵便株式会社 熊谷郵便局
渡辺倉庫運送株式会社 熊谷営業所

※「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
埼玉県熊谷市妻沼西２－１７－２
埼玉県熊谷市三ヶ尻３０７０
埼玉県熊谷市三ヶ尻３３２２－１
埼玉県熊谷市三本７０９－１
埼玉県熊谷市四方寺１９１－２
埼玉県熊谷市小曽根６６７
埼玉県熊谷市上恩田４８５番地
埼玉県熊谷市上新田３８７
埼玉県熊谷市新堀１００８
埼玉県熊谷市星川２－２０－１ インパクト熊谷３階
埼玉県熊谷市石原字上宿１３２３－１
埼玉県熊谷市村岡字谷向１９６２
埼玉県熊谷市太井１４８６－２
埼玉県熊谷市代１
埼玉県熊谷市大字久保島１０８４
埼玉県熊谷市大字久保島字宮田１０８０
埼玉県熊谷市大字玉井字平井通上３１
埼玉県熊谷市御稜威ケ原６１１－１１
埼玉県熊谷市大字御稜威ケ原字上林８２３－７
埼玉県熊谷市大字広瀬１２８－１
埼玉県熊谷市大字広瀬５４５－９
埼玉県熊谷市大字広瀬９６０－５
埼玉県熊谷市大字佐谷田１６３２
埼玉県熊谷市大字佐谷田１６３２番地
埼玉県熊谷市大字佐谷田字不動堂４９０－１
埼玉県熊谷市大字上之字荒神４２１－１
埼玉県熊谷市大字中奈良字善能寺１７７０－１他８筆、
上奈良字名前淵１０６２－３
埼玉県熊谷市大字武体字西浦１０９
埼玉県熊谷市大字万吉２８４３－１０
埼玉県熊谷市中奈良１８８６－２
埼玉県熊谷市中奈良字横塚４９９
埼玉県熊谷市樋春字谷北１９７９－３
埼玉県熊谷市本町２丁目７
埼玉県熊谷市万吉２７９１
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電話番号
048-588-9781
048-577-5486
048-530-6880
048-536-0185
048-524-5433
048-527-1040
048-536-1254
048-536-0608
048-532-6543
048-526-4690
048-525-3011
048-577-6593
048-523-2945
048-523-3514
048-533-3321
048-531-3211
080-5043-2550
048-532-5697
048-532-6311
048-523-1556
048-524-0535
048-521-0386
048-524-9171
048-524-0811
080-5043-2888
048-525-2239
048-525-6361
048-531-0634
048-539-4313
048-524-7332
048-524-2711
048-536-0357
048-521-3400
048-536-1337

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

鴻巣市

越谷市

事業所名
熊谷産業株式会社 本社営業所
株式会社井ノ瀬運送 熊谷営業所
株式会社岡村運輸 本社営業所
株式会社吉岡運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 埼玉妻沼センター
株式会社タイヘイ物流システム 東松山営業所
有限会社遠忠屋運輸 本社営業所
株式会社篠崎運送倉庫 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 鴻巣フラワー通りセンター
株式会社鴻巣植物運輸 埼玉営業所
ヤマト運輸株式会社 北本支店
ダイヤ運輸株式会社 本社営業所
株式会社テスココンポ 川里営業所
ヤマト運輸株式会社 鴻巣支店
熊谷通運株式会社 鴻巣支店
中越テック株式会社 鴻巣営業所
岡山県貨物運送株式会社 鴻巣営業所
アートコーポレーション株式会社 越谷支店
株式会社浅井 埼玉営業所
株式会社大永商事 本社営業所
セーフティオイルトランスポート株式会社 埼玉営業所
株式会社明和油送 本社営業所
株式会社曙運輸 本社営業所
株式会社ヘルティー 本社営業所
株式会社コーウン流通 本社営業所
湯田運送有限会社 本社営業所
株式会社引越社関東 越谷支店
株式会社引越社関東 足立支店
山崎梱包運輸株式会社 本社営業所
株式会社朋友 関東支店
日本郵便輸送株式会社 越谷営業所
大西物流株式会社 関東支店
コフジ物流株式会社 関東営業所
株式会社ビ・トータス 越谷営業所
株式会社拓洋 越谷共配センター

※「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
埼玉県熊谷市万吉３７２４番地１
埼玉県熊谷市問屋町４丁目１番３号
埼玉県熊谷市弥藤吾１２５－１
埼玉県熊谷市弥藤吾１９０番地５
埼玉県熊谷市弥藤吾５８３－１
埼玉県熊谷市冑山６４１－１
埼玉県鴻巣市加美１－３－３６
埼玉県鴻巣市広田４６７－１
埼玉県鴻巣市市ノ縄１５１－１
埼玉県鴻巣市寺谷１２５
埼玉県鴻巣市人形４－２７１９－１
埼玉県鴻巣市吹上富士見１－１０４５－１
埼玉県鴻巣市赤城台３６２－１７
埼玉県鴻巣市袋９５３－２
埼玉県鴻巣市大字寺谷６８６－１
埼玉県鴻巣市箕田３２６４－１
埼玉県鴻巣市箕田３２６４－８
埼玉県越谷市新越谷１丁目２７番地１
埼玉県越谷市伊原２－１４－６
埼玉県越谷市伊原２－２０－２６
埼玉県越谷市蒲生茜町３５番５－２０１号
埼玉県越谷市蒲生西町２－８－３－１０１
埼玉県越谷市宮本町１－１１８－１
埼玉県越谷市七左町３－１９２
埼玉県越谷市七左町６－１０７－２
埼玉県越谷市七左町６－２３０－１
埼玉県越谷市新越谷２丁目１７７－１
埼玉県越谷市新越谷２丁目１７７－１
埼玉県越谷市新川町１－２－１
埼玉県越谷市神明町１丁目１０３－６
埼玉県越谷市神明町２－４１６－３
埼玉県越谷市神明町３－３９０－２
埼玉県越谷市神明町３－４０１
埼玉県越谷市西方２－２２－１
埼玉県越谷市西方２７１７
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電話番号
048-536-1281
048-599-3818
048-588-3131
048-588-0417
080-6699-0759
0493-39-3966
048-541-0174
048-569-3130
080-6699-6278
048-596-7566
080-5098-3036
048-548-4945
048-569-2345
080-5043-2959
048-596-5275
048-596-9119
048-596-8371
048-990-0123
048-988-6215
048-986-5406
048-985-1248
048-985-4115
048-964-5311
048-988-4488
048-965-5430
048-986-7687
048-961-2626
048-961-2636
048-972-6633
048-973-0800
048-974-9528
048-976-8892
048-970-5511
048-940-5963
048-961-6677

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
マコトトランスポートサービス株式会社 越谷営業所
菱善物流株式会社 本社
東洋運輸株式会社 関東営業所
株式会社ニルス 本社営業所
株式会社ネットサービス 本社営業所
株式会社共和商事 本社
株式会社ヤマショウサービス 本社営業所
株式会社誠光運輸 さいたま営業所
松岡満運輸株式会社 越谷営業所
両備トランスポート株式会社 東京営業所
株式会社新興運送 本社
ヤマト運輸株式会社 越谷船渡支店
ヤマト運輸株式会社 越谷東支店
株式会社小林運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 北越谷センター
ヤマト運輸株式会社 越谷弥十郎支店
株式会社中通 埼玉
東日本エア・ウォーター物流株式会社 越谷営業所
シグマベンディングサービス株式会社 越谷営業所
株式会社サカイ引越センター 越谷支社営業所
佐川急便株式会社 岩槻営業所
協和興運株式会社 本社営業所
株式会社共進エキスプレス 埼玉営業所
ロジスペック株式会社 レイクタウン営業所
富士運輸株式会社 埼玉支店
中央通運株式会社 越谷営業所
大東通運株式会社 越谷支店
株式会社丸和通運 越谷支店
株式会社丸運ロジスティクス関東 越谷営業所
日本通運株式会社 越谷コンテナ課
やよい運送株式会社 越谷営業所
三芳運輸倉庫株式会社 本社営業所
王子運送株式会社 越谷支店
中越運送株式会社 越谷営業所
ヤマト運輸株式会社 越谷流通団地支店

※「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
埼玉県越谷市西方３１１９－１
埼玉県越谷市西方３１２５－１
埼玉県越谷市千間台東１－７－２０
埼玉県越谷市川柳町１－２７８－３
埼玉県越谷市川柳町２丁目４５８番地２
埼玉県越谷市船渡１７８５番地１
埼玉県越谷市相模町３－１０１
埼玉県越谷市袋山１４６７－１
埼玉県越谷市大字小曽川字居２０９
埼玉県越谷市大字西新井４５３－１
埼玉県越谷市大字船渡１３８１－１
埼玉県越谷市大字船渡字福島４７９－１
埼玉県越谷市大字増森字立野１８６７－６
埼玉県越谷市大字大杉９０９－４
埼玉県越谷市大字南荻島字戸井８９５
埼玉県越谷市大字弥十郎５０２－１
埼玉県越谷市大成町２－２８０－１
埼玉県越谷市大泊１２７番地
埼玉県越谷市大泊４４０番地１
埼玉県越谷市谷中町２－７
埼玉県越谷市谷中町４－１８－１
埼玉県越谷市東越谷１０－１０４
埼玉県越谷市東越谷８－４２－１
埼玉県越谷市東町３－２３６－１
埼玉県越谷市東町５丁目８６－１
埼玉県越谷市南越谷２－１０
埼玉県越谷市南越谷２－１０
埼玉県越谷市南越谷２－１０
埼玉県越谷市南越谷２－１０
埼玉県越谷市南越谷２－１０－３９
埼玉県越谷市南町１－２０－１６
埼玉県越谷市平方３１７１番１
埼玉県越谷市流通団地１－４－３
埼玉県越谷市流通団地１－４－４
埼玉県越谷市流通団地１－４－５
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電話番号
048-990-7611
048-985-0777
048-999-6773
048-988-2044
048-961-8245
048-979-6873
048-961-5670
048-792-1771
048-970-6511
048-965-4391
048-976-0001
048-978-8618
048-965-8757
048-975-2759
048-978-8511
048-970-9081
048-940-3282
048-970-2080
048-977-0102
048-967-1141
048-963-7070
048-963-3522
048-963-7611
048-987-2222
048-993-4501
048-985-2863
03-3803-3157
048-988-9731
048-988-7644
048-987-0202
048-988-8413
048-940-3577
048-988-5959
048-987-6336
048-987-5842

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

坂戸市

幸手市

事業所名
国際空輸株式会社 埼玉貨物センター
株式会社埼玉ロジテム 越谷営業所
ハイエスサービス株式会社 本社営業所
京葉流通倉庫株式会社 越谷輸送グループ営業所
アサヒロジスティクス株式会社 越谷営業所
株式会社ヒューテックノオリン 関東支店第二センター
株式会社マルモト 越谷営業所
柳田運輸株式会社 越谷営業所
株式会社ターボ商事 本社営業所
株式会社ＮＢＳロジソル 東京支店 東京営業所
鴻池運輸株式会社 越谷東営業所
ＳＢＳロジコム南関東株式会社 越谷支店
吉川自動車運送株式会社 本社営業所
中央運輸株式会社 越谷営業所
株式会社トッププロダクツ 本社営業所
株式会社ワイエス物流 本社
川崎陸送株式会社 坂戸流通センター
幸和運輸株式会社 本社営業所
笹沼商事株式会社 本社営業所
ケイ・ロジスティクス株式会社 本社営業所
東日本エア・ウォーター物流株式会社 坂戸営業所
日本郵便株式会社 坂戸郵便局
株式会社コダ運輸 埼玉営業所
上高運輸株式会社 坂戸営業所
誠光産業有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 坂戸西支店
有限会社鶴見運送店 本社営業所
丸天運送株式会社 坂戸営業所
王子運送株式会社 坂戸支店
ヤマト運輸株式会社 坂戸千代田センター
ヤマト運輸株式会社 坂戸支店
花村運送株式会社 埼玉営業所
株式会社藤友物流サービス 関東営業所
株式会社スタンダード運輸 埼玉営業所
青翔運輸株式会社 幸手営業所

※「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
埼玉県越谷市流通団地１－４－６
埼玉県越谷市流通団地１－４－８
埼玉県越谷市流通団地１丁目２番３号
埼玉県越谷市流通団地２－１－９
埼玉県越谷市流通団地２－２－４
埼玉県越谷市流通団地２－３－５
埼玉県越谷市流通団地３－２
埼玉県越谷市流通団地３－３－１６
埼玉県越谷市流通団地３－３－６
埼玉県越谷市流通団地４－１－１０
埼玉県越谷市流通団地４－１－２
埼玉県越谷市流通団地４－１－３
埼玉県越谷市流通団地４－１－４
埼玉県越谷市流通団地４－１－６
埼玉県越谷市流通団地４丁目１－４
埼玉県越谷市流通団地４丁目１番地１２
埼玉県坂戸市にっさい花みず木１－４－２
埼玉県坂戸市にっさい花みず木１－４－２
埼玉県坂戸市花影町７－７
埼玉県坂戸市小沼１８５０
埼玉県坂戸市小沼１８５０番地
埼玉県坂戸市千代田２丁目５－１５
埼玉県坂戸市千代田５－７－２３
埼玉県坂戸市千代田５－７－７
埼玉県坂戸市浅羽１５４２－１
埼玉県坂戸市善能寺３０９－１
埼玉県坂戸市大字戸宮２－３
埼玉県坂戸市大字新堀字表ノ前１７９－６
埼玉県坂戸市大字赤尾字池田８３２－１
埼玉県坂戸市大字塚越１１４１－１
埼玉県坂戸市大字塚越字道場８６１－１
埼玉県坂戸市鶴舞３－３－３７
埼玉県幸手市神扇８１９－１３
埼玉県幸手市西１－１６－２７
埼玉県幸手市惣新田３３１３－１
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電話番号
048-990-8072
048-988-1020
048-987-4930
048-988-3201
048-988-6431
048-961-6712
048-972-6607
048-986-5261
048-990-1801
048-987-3511
048-990-8118
048-987-9700
048-985-1311
048-985-2211
048-990-7270
048-993-4131
049-283-4351
049-288-0282
049-281-4420
049-297-9501
049-297-9521
049-281-0001
049-288-2911
049-280-2220
049-284-5567
049-288-5260
049-299-7830
049-288-0383
049-289-8885
080-6698-9468
049-283-4949
049-281-4345
0480-53-4471
0480-44-2755
0480-47-3070

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

狭山市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 幸手さくらセンター
株式会社武州 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 幸手支店
株式会社フジライン 関東支店営業所
有限会社エース商会 狭山営業所
株式会社リュウオー 本社営業所
平和運輸株式会社 本社営業所
河内長野貨物運送株式会社 埼玉営業所
武蔵エナジックセンター株式会社 狭山営業所
ジャパンフーズ物流株式会社 埼玉営業所
日本通運株式会社 狭山航空貨物センター
株式会社ＤＮＰロジスティクス 狭山営業所
株式会社武井運送 本社営業所
埼九運輸株式会社 本社営業所
株式会社アイソネットライン 狭山営業所
アサヒロジスティクス株式会社 狭山営業所
ティーロジエクスプレス株式会社 圏央営業所
狭山貨物運輸株式会社 埼玉西営業所
株式会社朝日フロンティア 物流センター
株式会社ホンダロジスティクス 狭山物流センター
安立運輸株式会社 埼玉営業所
柳河物流株式会社 狭山営業所
株式会社デイライン 埼玉物流センター
ホンダ運送株式会社 関東事業所 狭山センター
株式会社東京ロジステック小林徳市運送 狭山営業所
有限会社ジャパンシステムサービス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 狭山上広瀬センター
ヤマト運輸株式会社 新狭山センター
株式会社武蔵急便 狭山営業所
新潟運輸株式会社 狭山支店
田口運送株式会社 埼玉営業所
田口運送株式会社 狭山営業所
ヤマト運輸株式会社 狭山支店
トールエクスプレスジャパン株式会社 埼玉支店
埼九運輸株式会社 狭山営業所

※「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
埼玉県幸手市大字円藤内長倉３２－１
埼玉県幸手市大字神明内４８－３
埼玉県幸手市東１－３３－２５
埼玉県幸手市東５－１５－５－１０１
埼玉県狭山市堀兼月見台８４７－１４
埼玉県狭山市広瀬台２丁目１１番２３号
埼玉県狭山市鵜ノ木１３－２５
埼玉県狭山市下広瀬７７９－１２
埼玉県狭山市広瀬台２－１－１
埼玉県狭山市広瀬台２－１１－３
埼玉県狭山市広瀬台２－１７－１８
埼玉県狭山市広瀬台３－６－２
埼玉県狭山市広瀬東１－５－１１
埼玉県狭山市広瀬東１丁目１０番２号
埼玉県狭山市広瀬東２－２８－４０
埼玉県狭山市広瀬東２－２８－４０
埼玉県狭山市広瀬東４丁目９－５
埼玉県狭山市根岸６８７－１
埼玉県狭山市上奥富１７７－１、２、３
埼玉県狭山市新狭山１－１２－５
埼玉県狭山市新狭山１－１６－２
埼玉県狭山市新狭山１－３－５
埼玉県狭山市新狭山１－５－１１
埼玉県狭山市新狭山１－５－１１
埼玉県狭山市新狭山１－５－２０
埼玉県狭山市新狭山３－４－１８
埼玉県狭山市大字下広瀬７７７－１
埼玉県狭山市大字加佐志３６７－６
埼玉県狭山市大字根岸字大道通５２８番地１
埼玉県狭山市大字根岸字中道通６８１－１
埼玉県狭山市大字根岸字中道通６８６－２０
埼玉県狭山市大字根岸字中道通６８６－２０
埼玉県狭山市大字上奥富字橋場３２１－２
埼玉県狭山市大字上赤坂妻恋ヶ原５９４－１他５筆
埼玉県狭山市大字青柳１４７１番地１
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電話番号
0480-42-2451
0480-44-8205
0480-43-7252
0480-48-2931
04-2953-2525
042-975-3030
04-2952-4131
04-2955-8152
04-2954-5185
04-2955-0311
04-2952-0250
04-2954-6991
04-2952-4940
042-985-8401
04-2954-9551
0429-53-1806
04-2946-9064
04-2968-3620
04-2969-6373
04-2953-5282
042-968-1371
04-2953-5573
04-2969-5512
042-953-5261
04-2955-6512
04-2953-5851
080-6604-9693
080-6604-6387
04-2946-7100
04-2952-4121
050-5527-9629
04-2969-1720
04-2953-1454
042-959-1141
04-2952-1390

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

志木市

白岡市

草加市

事業所名
日本梱包運輸倉庫株式会社 狭山営業所
江原運輸有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 狭山入曽センター
株式会社日本陸送 関東営業所
有限会社サイテック 本社営業所
株式会社トランス・グリップ 埼玉営業所
株式会社ベスト・トランスポート 埼玉営業所
西武通運株式会社 狭山支店
梅田運輸倉庫株式会社 埼玉営業所
洗足池運輸株式会社 埼玉営業所
新潟旭急送株式会社 関東営業所
清水運輸株式会社 本社営業所
株式会社つばめ急便 埼玉営業所
センコーエーラインアマノ株式会社 埼玉営業所
ヤマト運輸株式会社 志木支店
三和運送事業株式会社 朝霞営業所
ヤマト運輸株式会社 中宗岡センター
三光貨物株式会社 本社営業所
京葉流通倉庫株式会社 白岡輸送グループ営業所
三伸運輸株式会社 本社営業所
株式会社グリーンパックス 本社営業所
株式会社ヒューテックノオリン 関東中央支店
株式会社吉正運輸 本社営業所
キャリテック株式会社 埼玉営業所
株式会社小野運送店 埼玉営業所
ヤマトボックスチャーター株式会社 埼玉支店
株式会社サンキュウ・トランスポート・東京 埼玉営業所
池田興業株式会社 埼玉支店
株式会社ガルト 白岡営業所
ヤマト運輸株式会社 白岡支店
株式会社しんけん 本社営業所
鷹ノ羽陸運有限会社 本社営業所
株式会社ＤＮＰロジスティクス 白岡営業所
株式会社ロンド 埼玉営業所
草加自動車運送株式会社 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
埼玉県狭山市大字青柳字矢畑１６０－１
埼玉県狭山市大字中新田１６０番地１１
埼玉県狭山市大字堀兼１７１６－１
埼玉県狭山市中新田１１５７－１
埼玉県狭山市東三ツ木１６５－１
埼玉県狭山市柏原２７６－１
埼玉県狭山市柏原円光寺窪３７１－２
埼玉県狭山市柏原字円光寺窪３３７－１２
埼玉県志木市下宗岡１－１４－１２
埼玉県志木市下宗岡４－１３－１２
埼玉県志木市上宗岡１－１７－１７
埼玉県志木市上宗岡２－１４－６
埼玉県志木市上宗岡３－５－１１
埼玉県志木市上宗岡３－１９－３
埼玉県志木市上宗岡４－１１１３－４
埼玉県志木市中宗岡１－１４－１５
埼玉県志木市中宗岡５－１４－２５
埼玉県白岡市下大崎１１０－１
埼玉県白岡市下大崎７７－１
埼玉県白岡市下大崎８６０－３
埼玉県白岡市下大崎９１１－５
埼玉県白岡市下大崎字下端６８４
埼玉県白岡市下野田４２２－１
埼玉県白岡市下野田６９９－１
埼玉県白岡市荒井新田字瀬１１１１－６
埼玉県白岡市篠津２１－４
埼玉県白岡市篠津７３０番地
埼玉県白岡市篠津字立野８０２－５
埼玉県白岡市上野田１１８７－１
埼玉県白岡市上野田１５４５－５
埼玉県白岡市西６－１４－３
埼玉県白岡市千駄野５９８－２
埼玉県白岡市大字篠津１１００－１
埼玉県白岡市白岡東１４番地１８
埼玉県草加市旭町２－３－３２
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電話番号
04-2954-6427
04-2959-4345
04-2999-3831
04-2959-2531
04-2937-6021
04-2954-7900
04-2937-5541
04-2954-5531
048-476-4341
048-475-1701
048-476-8530
048-475-2022
048-487-4151
048-485-6530
048-475-0127
0484-24-2991
048-473-2008
0480-93-8653
0480-93-2250
0480-92-8073
0480-44-9801
0480-90-1678
0480-90-4403
0480-90-5166
0480-53-8915
0480-91-6377
0480-92-4831
0480-92-8831
0480-93-5269
048-092-9959
0480-91-7722
0480-93-6501
048-093-3496
0480-53-9144
048-931-2251

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

鶴ヶ島市

事業所名

住所

電話番号

対洲配送有限会社 本社営業所
株式会社ギオン 草加センター
マルタケ運輸株式会社 本社営業所
プロスタッフ株式会社 埼玉営業所
株式会社エスティーシステム 草加営業所
藤波運輸株式会社 本社営業所
有限会社真和流通 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 草加駅前センター
豊伸運輸株式会社 本社営業所
株式会社インター物流 本社営業所
中越テック株式会社 草加営業所
三愛ロジスティクス株式会社 埼玉営業所
エヌピー運輸関東株式会社 草加営業所
株式会社ＬＮＪ関東 草加支店
ヤマト運輸株式会社 草加東センター

埼玉県草加市花栗１－１７－５
埼玉県草加市柿の木町６７３－２
埼玉県草加市柿木町１０９７－４
埼玉県草加市松江５－９０２
埼玉県草加市松江６－３－１６
埼玉県草加市松江６－７－２６
埼玉県草加市新栄２－５－３
埼玉県草加市神明１丁目５番１７号
埼玉県草加市瀬崎７丁目２９番３号
埼玉県草加市清門町２２４番地１－２０２
埼玉県草加市青柳１－６－１５
埼玉県草加市青柳１丁目６番３９号
埼玉県草加市青柳２－２－３０
埼玉県草加市青柳２－３－３
埼玉県草加市青柳３－１９－７

048-969-4617
048-933-2900
048-936-4521
048-935-8431
048-936-1100
048-931-5815
048-946-1211
048-933-0135
048-928-6151
048-999-6652
048-935-6000
048-930-6355
048-931-9617
048-931-2711
080-6604-8621

株式会社エフ・エム 本社営業所

埼玉県草加市青柳５－４－１

048-930-6007

株式会社プラスパ 本社
株式会社プライム物流 埼玉営業所
株式会社エムテック 本社営業所
株式会社井ノ瀬運送 草加営業所
ヤマト運輸株式会社 草加谷塚センター
株式会社岡田運輸 本社営業所
浜名梱包輸送株式会社 東京
日本トーカンパッケージ株式会社 埼玉工場
ヤマト運輸株式会社 草加支店
日信運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 草加学園センター
大虎運輸東京株式会社 本社営業所
京南運送株式会社 川越営業所
寿ロジコム株式会社 坂戸
株式会社滝島運輸 埼玉営業所
ヤマト運輸株式会社 鶴ヶ島支店
株式会社ランテック 関越支店

埼玉県草加市青柳６－４４－１０
埼玉県草加市青柳６－４４－１０
埼玉県草加市青柳８－１４－３２
埼玉県草加市谷塚上町１２７－６
埼玉県草加市谷塚上町字大沼４４０－１
埼玉県草加市長栄三丁目２９－２
埼玉県草加市八幡町字宮沼１７２
埼玉県草加市弁天３丁目３－７５
埼玉県草加市北谷２丁目４番５号
埼玉県草加市北谷３－２４－６
埼玉県草加市柳島町字榎戸３５２
埼玉県鶴ヶ島市藤金１９６－２
埼玉県鶴ヶ島市脚折町１－３６－５
埼玉県鶴ヶ島市脚折町３－３３－２１
埼玉県鶴ヶ島市脚折町５－２６－２０
埼玉県鶴ヶ島市脚折町６－４－２
埼玉県鶴ヶ島市三ツ木新町１－２－４

048-933-1040
048-951-4696
048-931-0015
048-926-1800
080-5043-5584
048-941-0011
048-934-5794
048-931-5991
080-5098-0682
048-941-4455
080-5098-1154
049-292-0326
049-286-5240
049-286-8450
049-286-4297
049-286-8544
049-272-3727

株式会社誠輪物流 本社営業所

埼玉県鶴ヶ島市上広谷４７２－８

049-287-9988

※「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。
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主な輸送品目（任意掲載）

輸送機械・輸送機械部品、精密機
器、建築資材

紙・紙加工品、機械・機械部品、日
用品・雑貨

市区郡名

所沢市

事業所名
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 埼玉西営業所
東上通運株式会社 鶴ヶ島営業所
有限会社持木運輸 本社営業所
日本運輸株式会社 埼玉営業所
有限会社ヨシダトランスポート 本社営業所
日生流通運輸倉庫株式会社 坂戸営業所
ヤマト運輸株式会社 鶴ヶ島鶴ヶ丘センター
川合運輸株式会社 坂戸営業所
株式会社鶴ヶ島運輸 本社営業所
株式会社ムロオ 埼玉鶴ヶ島営業所
藤川運輸株式会社 関東支店
共立ラインサービス株式会社 埼玉営業所
山口県貨物倉庫株式会社 関東支店
株式会社塚腰運送 所沢営業所
江陽運送株式会社 所沢営業所
ＳＢＳロジコム株式会社 所沢物流センター支店
株式会社啓和運輸 所沢
ヤマト運輸株式会社 所沢北支店
ヤマト運輸株式会社 所沢坂之下センター
髙橋運送株式会社 本社営業所
東紅流通センター株式会社 所沢営業所
株式会社旭 本社営業所
株式会社相馬輸送 本社営業所
日本ロジテム株式会社 所沢営業所
ヤマト運輸株式会社 所沢三ヶ島センター
株式会社啓和運輸 本社営業所
株式会社コイデ運輸 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 所沢支店
株式会社豊運輸 所沢営業所
ヤマト運輸株式会社 所沢支店
株式会社丸和運輸機関 所沢営業所
株式会社インフィールド 本社営業所
カトーレック株式会社 埼玉営業所
コカ・コーライーストジャパンプロダクツ株式会社 所沢
事業所

※「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

電話番号

埼玉県鶴ヶ島市大字下新田６３２－１０
埼玉県鶴ヶ島市大字太田ヶ谷７９－２、１７６－２
埼玉県鶴ケ島市大字五味ケ谷１２４－４
埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木３８－４
埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木５２５－３
埼玉県鶴ヶ島市大字中新田小六９５－１
埼玉県鶴ヶ島市大字藤金１８４－２
埼玉県鶴ヶ島市富士見４－２７－１７－４０３
埼玉県鶴ケ島市柳戸町１１番地７
埼玉県鶴ヶ島市柳戸町１番１０
埼玉県鶴ヶ島市柳戸町７－１４
埼玉県鶴ヶ島市柳戸町８番地１９
埼玉県鶴ヶ島市柳戸町９－１
埼玉県所沢市下安松１５１０－３
埼玉県所沢市下安松６３７－１
埼玉県所沢市下富４８４－２
埼玉県所沢市下富５８５
埼玉県所沢市岩岡町６６８－１
埼玉県所沢市亀ケ谷１９９－５
埼玉県所沢市亀ヶ谷５５－１
埼玉県所沢市亀ヶ谷字５０－１
埼玉県所沢市坂之下１０７８－１
埼玉県所沢市坂之下１０９０
埼玉県所沢市坂之下字丸久保６９１－３
埼玉県所沢市三ヶ島５－８５７－１
埼玉県所沢市小手指南２－４－１
埼玉県所沢市上新井１－４６－１
埼玉県所沢市上新井２丁目５９番３３号
埼玉県所沢市大字下安松９０１－２
埼玉県所沢市大字下新井字武蔵野１４６１－１
埼玉県所沢市大字下富１４６番地１
埼玉県所沢市大字亀ヶ谷２０７－２
埼玉県所沢市大字亀ヶ谷字大光４３１番地

049-279-0031
049-277-5741
049-285-0070
049-286-2458
049-288-3372
080-3713-9035
080-5045-8414
048-838-6778
049-285-1038
049-272-5722
049-272-5070
049-285-8587
049-285-7611
04-2951-0700
04-2951-5720
04-2968-8480
04-2990-3340
080-5043-2756
080-6699-4762
04-2951-3300
04-2946-1038
04-2945-1500
04-2945-1831
04-2951-1188
080-5043-2004
04-2990-3340
04-2924-8661
04-2929-0123
04-2945-1861
04-2996-1365
04-2943-1011
04-2946-5900
04-2945-8210

埼玉県所沢市大字亀ヶ谷字東原４６－１

04-2945-0130
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
ヤマト運輸株式会社 所沢南支店
株式会社教宣文化社 所沢営業所
名糖運輸株式会社 埼玉物流センター
アイユーシー株式会社 所沢営業所
ヤマト運輸株式会社 東所沢センター
有限会社西室運送 埼玉営業所
ヤマト運輸株式会社 所沢下富センター
新潟輸送株式会社 関東広域センター
磐城土建工業株式会社 本社営業所
株式会社トーショー 所沢営業所
株式会社ザ・ムーバー 本社営業所
新日本輸送株式会社 本社営業所
マルタケ運輸株式会社 所沢営業所
北関東福山通運株式会社 所沢営業所
日生流通運輸倉庫株式会社 所沢営業所
小泉運輸株式会社 本社営業所
福山通運株式会社 所沢支店
キャリテック株式会社 所沢営業所
株式会社シーエックスカーゴ 所沢センター
株式会社ナガオ 所沢本社営業所
恵実物流株式会社 所沢営業所

秩父市

山大運輸株式会社 所沢営業所
ホクブトランスポート株式会社 北東京支店
関東冷凍運輸有限会社 本社営業所
ヤマトボックスチャーター株式会社 所沢支店
株式会社スリーエス・サンキュウ 所沢営業所
エヌピー運輸関東株式会社 新座営業所
日本郵便株式会社 所沢郵便局
ヤマト運輸株式会社 所沢西支店
株式会社第一運輸 埼玉営業所
アサヒロジスティクス株式会社 秩父営業所
昭和通運株式会社 影森営業所
関東西濃運輸株式会社 秩父営業所

※「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
埼玉県所沢市大字荒幡字東本村１１４－１
埼玉県所沢市大字坂之下７９４
埼玉県所沢市大字坂之下字甲舘出４７７－１，４７６－
１，３
埼玉県所沢市大字坂之下字若水６３－１
埼玉県所沢市大字松郷１６０－４
埼玉県所沢市大字上安松１１５５－５ 所沢興和パレス
６ １０１号室
埼玉県所沢市大字神米金４２６－２
埼玉県所沢市大字中富１２４１－１
埼玉県所沢市大字南永井１０３３－１
埼玉県所沢市大字南永井２４８－１
埼玉県所沢市大字南永井４６８－９
埼玉県所沢市大字南永井６１９－１６
埼玉県所沢市大字南永井６１９－１６
埼玉県所沢市大字南永井７１８－１
埼玉県所沢市大字南永井字窪野５９２－２
埼玉県所沢市大字南永井字原野６１９－１６
埼玉県所沢市大字南永井字原野７１８－１
埼玉県所沢市中富１５５１－１
埼玉県所沢市東所沢５－１５－９
埼玉県所沢市東所沢和田１－９－５
埼玉県所沢市東所沢和田２－２３－５ ラフォンテーヌ
１０１
埼玉県所沢市南永井４８３
埼玉県所沢市南永井６１９－１６（７号室）
埼玉県所沢市南永井６１９－１６－１３
埼玉県所沢市南永井６１９－３４
埼玉県所沢市南永井字窪野４３９－１
埼玉県所沢市南永井字窪野４６６－６
埼玉県所沢市並木１丁目３
埼玉県所沢市北野南２－２－１
埼玉県所沢市林１－３８７－２
埼玉県秩父市下宮地町１８－３
埼玉県秩父市上影森８０－１
埼玉県秩父市大字黒谷字前原１０９９－１
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電話番号
080-5043-2958
04-2946-0118
04-2944-7710
04-2946-3611
080-5481-7374
0554-22-1707
080-6698-9591
04-2990-1201
04-2944-6191
042-945-2141
04-2944-3751
04-2944-3925
04-2944-3939
042-944-5461
04-2944-1176
04-2444-3931
04-2944-4841
042-990-3237
04-2945-3858
04-2945-5612
042-951-1555
04-2945-3383
04-2945-7559
04-2951-6558
04-2951-0500
04-2945-4139
042-951-0111
04-2992-6110
042-949-5242
04-2949-7566
0494-23-1271
0494-22-1442
0494-24-6677

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

戸田市

事業所名

住所

電話番号

ムサシ急送有限会社 秩父営業所
ヤマト運輸株式会社 秩父影森支店
株式会社新栄 本社営業所
三共運輸倉庫株式会社 埼玉営業所

埼玉県秩父市大字山田字浅田２７６５－１
埼玉県秩父市大字上影森字下原７５３－７
埼玉県秩父市中村町４－２－１１
埼玉県戸田市新曽南３－７－２２

0494-23-2349
080-5043-2622
0494-22-1616
048-446-6220

ダイハート物流株式会社 埼玉営業所戸田物流センター

埼玉県戸田市下前１－５－８

048-420-5560

ヤマト運輸株式会社 川口支店
有限会社伸幸運輸梱包 本社営業所
サトランス株式会社 さいたま営業所
高野口運送株式会社 関東営業所
株式会社笹目運送 本社営業所
株式会社高通サービス 本社
京和運輸株式会社 埼玉営業所
豊田運送株式会社 戸田営業所
エース物流株式会社 本社営業所
株式会社マンハッタンサービス 本社営業所
丸伊運輸株式会社 戸田営業所
株式会社Ｗ・Ａ 本社営業所
ＳＢＳロジコム株式会社 戸田橋支店
大和物流株式会社 戸田営業所
株式会社エスラインギフ 戸田営業所
京葉流通倉庫株式会社 戸田輸送グループ営業所
株式会社栄光 本社営業所
株式会社スリーエス・サンキュウ 戸田営業所
野口興産株式会社 東京物流センター
株式会社小泉運送 戸田営業所
ヤマト運輸株式会社 上戸田支店
直販配送株式会社 戸田営業所
ピアノ運送株式会社 埼玉営業所
戸田倉庫株式会社 本社
株式会社ヒューテックノオリン 戸田支店
株式会社ルートケーツー 本社営業所
直販配送株式会社 戸田南営業所
信濃運輸株式会社 戸田営業所
名糖運輸株式会社 戸田南出張所

埼玉県戸田市喜沢２－４２－４
埼玉県戸田市笹目１－２２－２５
埼玉県戸田市笹目１－４０－１４
埼玉県戸田市笹目２－１４－１５－２０１
埼玉県戸田市笹目２－１９－１
埼玉県戸田市笹目４－２－４
埼玉県戸田市笹目４－３１－１１
埼玉県戸田市笹目６丁目２８－３
埼玉県戸田市笹目７丁目４番地１６
埼玉県戸田市笹目８－１０－２４
埼玉県戸田市笹目８－２－３９
埼玉県戸田市笹目８－４－１
埼玉県戸田市笹目８－９－１０
埼玉県戸田市笹目南町１５－１０
埼玉県戸田市笹目南町５－６
埼玉県戸田市笹目南町７番３５号
埼玉県戸田市笹目南町９－４
埼玉県戸田市笹目北町１０－２
埼玉県戸田市笹目北町１２－１４
埼玉県戸田市笹目北町７－２
埼玉県戸田市上戸田４－１６－１１
埼玉県戸田市新曽２４５４
埼玉県戸田市新曽字３６９
埼玉県戸田市新曽南３－１５－４
埼玉県戸田市新曽南３－２－１７
埼玉県戸田市新曽南３－７－１７
埼玉県戸田市新曽南４－３－７４
埼玉県戸田市新曽南４－３－７４
埼玉県戸田市新曽南４－４－１３

080-5043-5402
048-421-2667
048-449-5501
048-424-7620
048-421-3141
048-422-2073
048-421-7119
048-485-1115
048-421-3936
048-422-3226
048-422-4041
048-421-7666
048-422-0507
048-449-8128
048-421-8921
048-423-3320
048-449-8345
048-422-3039
048-449-8840
048-494-3369
080-5098-3675
048-444-9115
048-443-0871
048-442-5894
048-441-3995
048-441-1956
048-434-7008
048-447-1923
048-420-2365

※「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。
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主な輸送品目（任意掲載）

出版・印刷物、日用品・雑貨、家電
品・家電部品

市区郡名

事業所名
株式会社キョーエイコーポレーション 埼玉事業所
ヤマトボックスチャーター株式会社 北東京支店
有限会社西塚運送 戸田営業所

電話番号

東京西部陸送株式会社 本社営業所
埼玉南センコーロジ株式会社 戸田
ジャパンロジコム株式会社 本社営業所
土屋運輸株式会社 本社営業所
株式会社ヤマガタ 東京営業所
ヤマト運輸株式会社 戸田支店
ノーヒ・ロジテック関東株式会社 本社営業所
濃飛倉庫運輸株式会社 戸田輸送センター営業所
寿ロジコム株式会社 戸田営業所
ＫＰＰロジスティックス株式会社 本社営業所
株式会社清光ライン 本社

埼玉県戸田市美女木２－１９－６

048-458-0723

板橋運送株式会社 戸田営業所
東雪運輸株式会社 戸田営業所
東海運輸株式会社 本社営業所
大東実業株式会社 埼玉営業所
中央通運株式会社 ＮＲＥセンター
株式会社ハブ・アンド・スポーク物流 戸田営業所
株式会社東日本トランスポート 戸田営業所
角田運送株式会社 本社営業所
吉川運輸株式会社 戸田営業所
株式会社エスケーサービス 城北支店営業所
株式会社明送 埼玉営業所
ヤマト運輸株式会社 美女木支店
株式会社メジャーサービスジャパン 埼玉営業所
株式会社ライフサポート・エガワ 戸田営業所
関東トナミ運輸株式会社 美女木支店
株式会社タマ・ミルキーウェイ 戸田
有限会社黒根急送 本社営業所
株式会社カンダコアテクノ 戸田
凸版物流株式会社 新座営業所

埼玉県戸田市美女木２－３０－１
埼玉県戸田市美女木２丁目３０番１
埼玉県戸田市美女木３－１４－１１
埼玉県戸田市美女木３－５－８
埼玉県戸田市美女木３丁目２４番７
埼玉県戸田市美女木４－２２－８
埼玉県戸田市美女木４－２７－５
埼玉県戸田市美女木４丁目１３－３０
埼玉県戸田市美女木５－１１－１０、１１、１２
埼玉県戸田市美女木５－１９－８
埼玉県戸田市美女木５－２０－２０
埼玉県戸田市美女木６－１－１３
埼玉県戸田市美女木６－８－１５
埼玉県戸田市美女木東１－５
埼玉県戸田市美女木東２－１－１３
埼玉県戸田市氷川町１－５－２０
埼玉県戸田市氷川町２丁目３番４号
埼玉県戸田市本町４－７－２６
埼玉県新座市あたご１－５６－２

048-421-1791
048-422-1177
048-449-0688
048-421-4481
048-422-2114
048-449-0115
048-449-0065
048-421-1598
048-421-5579
048-421-1721
048-497-4892
080-5098-3159
048-449-5020
048-449-8211
048-421-1073
048-299-9844
090-8809-5986
048-443-8623
048-477-5447

株式会社マルミ運輸システム 埼玉営業所

新座市

住所
埼玉県戸田市新曽南４－５－３７
埼玉県戸田市川岸１－１－２９－６Ｆ
埼玉県戸田市川岸１－２－１４
埼玉県戸田市川岸１－２－２６ 株式会社明治
場内
埼玉県戸田市川岸３－７－１９
埼玉県戸田市早瀬１－７－３０
埼玉県戸田市大字新曽１４－１
埼玉県戸田市大字美女木１１７５－１
埼玉県戸田市大字美女木４－２１－２７
埼玉県戸田市南町１０－７
埼玉県戸田市南町６－２８
埼玉県戸田市南町６－２８
埼玉県戸田市美女木１１７０－１
埼玉県戸田市美女木１１９４

※「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。
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主な輸送品目（任意掲載）

048-420-6064
048-434-4116
048-432-9523
戸田工

048-432-9550
048-441-7011
048-449-6540
048-446-2521
048-421-7313
048-422-1013
080-5451-5803
048-452-8406
048-447-6921
048-449-8181
048-449-0064

紙・紙加工品
木材・木製品、機械・機械部品、建
築資材全般

市区郡名

事業所名
岡野運送株式会社 三芳営業所
王子陸運株式会社 埼玉営業所
日本通運株式会社 新座コンテナ事業所
株式会社丸運ロジスティクス関東 新座
ヤマト運輸株式会社 新座コンテナ支店
西武通運株式会社 新座営業所
中央通運株式会社 新座営業所
ダイセーロジスティクス株式会社 新座営業所
佐川急便株式会社 練馬営業所
新生物流株式会社 新座営業所
稲垣運輸株式会社 新座営業所
アートバンライン株式会社 埼玉営業所
千代田運送株式会社 新座
武蔵エナジックセンター株式会社 新座営業所
エーエルプラス株式会社 埼玉営業所
千代田運送株式会社 埼玉営業所
株式会社クマクラ 本社営業所
株式会社渡辺運輸 新座営業所
ヤマト運輸株式会社 新座支店
浪速通運株式会社 新座営業所

蓮田市

株式会社ミタカロジスティクス 新座営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 東都営業所
株式会社ＷＩＮ ａｔ ＱＵＡＬＩＴＹ 本社営業所
ＳＢＳロジコム株式会社 新座支店
株式会社山紀 東京営業所
株式会社ベスト・トランスポート 新座営業所
関越運輸株式会社 本社営業所
東紅流通センター株式会社 新座営業所
東洋商事株式会社 本社営業所
神協運輸株式会社 蓮田営業所
株式会社ロジメディカル さいたま営業所
トーエイ物流株式会社 蓮田物流センター
株式会社日本トランスネット 埼玉支店
株式会社斎藤運輸 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
埼玉県新座市大和田１－１１－３
埼玉県新座市大和田２－１－６１
埼玉県新座市大和田２－１－９
埼玉県新座市大和田２－１－９
埼玉県新座市大和田２－１－９
埼玉県新座市大和田２－１－９
埼玉県新座市大和田２－１－９
埼玉県新座市大和田２－５２０－３、５２１、５２２－
４
埼玉県新座市池田２－１－５
埼玉県新座市馬場１－１３－３
埼玉県新座市畑中１－１５－３９
埼玉県新座市畑中１－２３－１７
埼玉県新座市畑中１－２３－２３
埼玉県新座市畑中１－２４－５
埼玉県新座市畑中１丁目２０－１６ ハイツ栄１０１号
埼玉県新座市畑中１丁目６２６８－２
埼玉県新座市畑中３－１－５
埼玉県新座市堀ノ内１丁目６番４４号
埼玉県新座市本多１－１３１８－２
埼玉県新座市本多１－１５－６三菱倉庫（株）新座配送
センター内
埼玉県新座市本多２丁目１０４７－２
埼玉県新座市野火止１－１３－２０
埼玉県新座市野火止２－６－２５
埼玉県新座市野火止２丁目１２－１８
埼玉県新座市野火止４－２－１６
埼玉県新座市野火止４－３－４６
埼玉県新座市野火止５－２－４３－１１０４
埼玉県新座市野火止７－２－１９
埼玉県新座市野火止８－１４－９
埼玉県蓮田市根金１４６３－１
埼玉県蓮田市根金１４６３－１
埼玉県蓮田市根金１６９２番地１
埼玉県蓮田市西城１－７０－２
埼玉県蓮田市大字井沼字清水４７８－１－３
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電話番号
048-478-2801
048-480-2110
048-479-3891
048-479-3177
048-479-2455
048-479-2462
048-479-2454
048-479-7070
048-481-6677
048-478-1351
048-481-7535
048-480-0881
048-480-7307
048-479-0100
048-483-6515
048-485-1460
048-479-0391
048-477-1661
048-478-2043
048-480-5088
048-487-9836
048-423-2485
048-480-4900
048-477-2211
048-478-5110
048-480-5335
048-479-9285
048-479-2895
048-478-5321
048-766-0150
048-790-3500
048-766-1398
048-790-1015
048-766-1000

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

羽生市

飯能市

東松山市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 蓮田支店
センコー住宅物流株式会社 蓮田営業所
ワットラインサービス株式会社 本社営業所
新潟運輸株式会社 上尾支店
北関東福山通運株式会社 大宮営業所
福山通運株式会社 大宮支店
株式会社ロードリーム 関東
シグマベンディングサービス株式会社 蓮田営業所
南雲商事株式会社 羽生営業所
東武物流サービス株式会社 行田支店
株式会社盛運 羽生営業所
佐川急便株式会社 羽生営業所
株式会社丸運ロジスティクス関東 羽生営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 羽生支店
近物レックス株式会社 羽生支店
三喜運輸株式会社 本社営業所
武蔵貨物自動車株式会社 羽生営業所
ヤマト運輸株式会社 羽生支店
株式会社アルプス物流 羽生営業所
ＳＢＳフレイトサービス株式会社 羽生営業所
株式会社アジア運輸 埼玉営業所
有限会社吉岡運送店 本社営業所
株式会社エスユーロジ 羽生事業所
ティーロジエクスプレス株式会社 羽生営業所
太陽食品販売株式会社 飯能ＤＣ事業所
パートナーコーポレーション株式会社 本社営業所
西東京ライナー株式会社 本社営業所
株式会社久星物流 埼玉営業所
高麗川通運株式会社 本社営業所
武蔵貨物自動車株式会社 飯能営業所
ヤマト運輸株式会社 飯能支店
有限会社飯能清掃センター 本社営業所
日神機工株式会社 東松山営業所
佐川急便株式会社 東松山営業所
関東ロジテク株式会社 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
埼玉県蓮田市大字閏戸字東谷７１９－１
埼玉県蓮田市大字黒浜３４７０－１
埼玉県蓮田市大字黒浜字桜ケ丘３５０６－３
埼玉県蓮田市大字根金字皿田７２８－５
埼玉県蓮田市大字根金字清水１３２６
埼玉県蓮田市大字根金字清水１３２６－１
埼玉県蓮田市馬込４丁目９８番地
埼玉県蓮田市末広１丁目５番地１
埼玉県羽生市北袋４７５
埼玉県羽生市下新郷１６７－１
埼玉県羽生市小松台１－６０３－３８
埼玉県羽生市川崎１－３７１－８
埼玉県羽生市大字下手子林２４２８－１
埼玉県羽生市大字下新郷１６７－１
埼玉県羽生市大字喜右衛門新田字南町８８
埼玉県羽生市大字上岩瀬１９４８
埼玉県羽生市大字神戸字西７８７－１他２筆
埼玉県羽生市大字北袋字西２８－１
埼玉県羽生市大沼２－４９
埼玉県羽生市大沼２－６１
埼玉県羽生市東９－１２－１
埼玉県羽生市南２－３０－２１
埼玉県羽生市南２丁目１－２７
埼玉県羽生市南４－１－５
埼玉県飯能市下川崎３４
埼玉県飯能市岩沢８４６－２
埼玉県飯能市双柳６９３－３
埼玉県飯能市大字双柳６５８番地４
埼玉県飯能市大字双柳７７６－２
埼玉県飯能市大字双柳９１６－１
埼玉県飯能市大字落合字新坂３８８－１
埼玉県飯能市南町１３－５
埼玉県東松山市下唐子１５１１－１
埼玉県東松山市坂東山１番
埼玉県東松山市材木町１５番地２
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電話番号
048-769-9215
048-768-7700
048-768-7658
048-766-2771
048-766-5221
048-766-2000
048-796-3443
048-878-9389
048-565-3591
048-558-1011
048-562-4911
048-560-5000
048-565-1212
048-563-2910
048-565-5000
048-561-2564
048-562-2634
048-563-3236
048-565-1561
048-565-3799
048-560-3350
048-561-0353
048-598-6912
0270-30-3551
042-983-8005
042-971-5581
042-980-5330
042-975-1010
042-972-5141
042-972-5541
0429-73-2203
042-973-3738
0493-25-5500
049-233-8089
0493-25-1127

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

日高市

事業所名
株式会社流通サービス パルシステム東松山センター
東松山運輸有限会社 本社営業所
ロジトライ株式会社 東松山事業所
株式会社エコロジテム 本社営業所
柿沼運輸株式会社 東松山営業所
柴崎運輸有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 東松山いわはなセンター
西川運輸興業株式会社 関東営業所
日生流通運輸倉庫株式会社 東松山営業所
株式会社ジャパンカーゴ 東松山営業所
大沢運送株式会社 埼玉支店
ワーレックス株式会社 東松山営業所
関東シティフレイト株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 東松山支店
愛知陸運株式会社 東松山営業所
ヤマトボックスチャーター株式会社 東松山支店
ヤマト運輸株式会社 西埼玉主管支店
株式会社トーショー 東松山営業所
株式会社関東カイリック 本社営業所
共和運輸株式会社 東松山営業所
藤木陸運株式会社 東松山
株式会社杉孝 鶴ヶ島営業所
ヤマト運輸株式会社 日高高萩センター
株式会社サンワネッツ埼玉 本社営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 狭山ターミナル営業所
日成運輸株式会社 日高営業所
ヤマト運輸株式会社 日高武蔵台センター
富士運輸株式会社 本社営業所
有限会社ティ・エス・アール運輸倉庫 本社営業所
有限会社Ｔ＆Ｍ 本社営業所
株式会社宮岡運輸 日高営業所
株式会社山紀 日高営業所
関東西濃運輸株式会社 川越支店
近物レックス株式会社 日高支店
都運輸倉庫株式会社 埼玉支店

※「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
埼玉県東松山市松本町１－１１－６２
埼玉県東松山市松葉町１－１６－２
埼玉県東松山市新郷８８－３
埼玉県東松山市大字下唐子１５５４－１
埼玉県東松山市大字下野本９２０－５
埼玉県東松山市大字古凍９６３
埼玉県東松山市大字松山１６５７－１
埼玉県東松山市大字松山字中原１５３４－２
埼玉県東松山市大字新郷１９８－１
埼玉県東松山市大字新郷２８５－１
埼玉県東松山市大字新郷５５３－１
埼玉県東松山市大字新郷８８－１１
埼玉県東松山市大字石橋字沖仲８０１－１
埼玉県東松山市大字石橋字下宿１４７５－１
埼玉県東松山市大字石橋字小林下１２１６－１
埼玉県東松山市大字石橋字雉子山７２９－１
埼玉県東松山市大字石橋字雉子山７２９－１他８８筆
埼玉県東松山市大字大谷４４１５－２
埼玉県東松山市大字大谷字主膳寺２２３－２１
埼玉県東松山市大字野田字東野４４４－５
埼玉県東松山市六軒町１６－２８
埼玉県日高市旭ヶ丘９０８－１
埼玉県日高市下鹿山３０９－１２
埼玉県日高市下大谷沢１４３－１
埼玉県日高市高萩９９５－１
埼玉県日高市大字旭ヶ丘７０３－１
埼玉県日高市大字猿田字神明４１－１
埼玉県日高市大字久保１４番地１号
埼玉県日高市大字原宿４９１－２
埼玉県日高市大字高萩６２４番地７ ３階
埼玉県日高市大字森戸新田１２６１－１
埼玉県日高市大字森戸新田９０－１８
埼玉県日高市大字大谷沢６１７
埼玉県日高市大字大谷澤１１－５
埼玉県日高市大字大谷澤字藤塚２８０－４
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電話番号
0493-22-9582
0493-23-8787
0493-23-8391
0493-24-5900
049-325-5811
0493-22-2817
080-6698-9481
0493-24-2133
090-7288-3312
0493-24-6830
0493-25-0001
049-324-3102
0493-22-8101
080-5043-2572
0493-24-2866
0493-25-1950
0493-25-0091
0493-39-4244
0493-39-4500
0493-22-7866
0493-39-4715
042-984-0630
080-5068-3563
042-984-2000
042-985-1972
042-984-2211
080-5068-3564
042-982-3031
042-985-3569
042-978-6381
042-984-3700
042-984-1660
042-985-0111
042-985-7701
042-985-5821

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

深谷市

事業所名
株式会社三津穗 日高営業所
昭和通運株式会社 日高営業所
東京港運送株式会社 日高営業所
東洋商事株式会社 狭山営業所
白井運送株式会社 日高営業所
日通トランスポート株式会社 日高支店
ニックフレート株式会社 本社営業所
北関東陸運株式会社 輸送事業部
塚原運送株式会社 本社
橋本運送株式会社 本社営業所
有限会社ケイアイエヌ 本社営業所
昭和通運株式会社 深谷営業所
ヤマト運輸株式会社 埼玉岡部センター
大澤運輸有限会社 本社
埼玉牛乳運輸有限会社 本社営業所
有限会社笠原運輸 本社営業所
株式会社あかとき物流 本社営業所
日通児越運輸株式会社 深谷営業所
有限会社渡辺商事 本社
北関東福山通運株式会社 深谷営業所
諏訪梱包運輸株式会社 深谷営業所
国松運送株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 深谷郵便局
大里興運有限会社 本社営業所
株式会社須長運輸 本社営業所
武州運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 深谷藤沢センター
ヤマト運輸株式会社 深谷中央センター
戸谷運輸株式会社 本社営業所
株式会社木島陸運 深谷営業所
ヤマト運輸株式会社 熊谷みいずがはらセンター
楠原輸送株式会社 熊谷営業所
佐川急便株式会社 深谷営業所
株式会社エネサンスサービス 深谷営業所
株式会社瀬山通 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
埼玉県日高市大字田波目字沖野５８１－７
埼玉県日高市大字田波目字沖野５８４－７
埼玉県日高市大字馬引沢３３８番地６
埼玉県日高市大字馬引澤字向ノ原３２４－１
埼玉県日高市大字楡木１２－１
埼玉県日高市大谷沢１０－１
埼玉県深谷市内ケ島５００
埼玉県深谷市折之口１８９８番地１
埼玉県深谷市起会１４１－３
埼玉県深谷市原郷２１３７－６
埼玉県深谷市荒川１８０５－１
埼玉県深谷市黒田５２３
埼玉県深谷市山河１２１３－１
埼玉県深谷市宿根１３１６－２
埼玉県深谷市小前田１３１４－１
埼玉県深谷市小前田１８０－１
埼玉県深谷市小前田４３０－１
埼玉県深谷市上柴町東３－１２－１
埼玉県深谷市上野台２９２１－２
埼玉県深谷市上野台字松原１４５０－１３
埼玉県深谷市常盤町１
埼玉県深谷市常盤町３２
埼玉県深谷市深谷町３－６０
埼玉県深谷市人見２７４－４
埼玉県深谷市西大沼３０５－１
埼玉県深谷市折之口２０２１
埼玉県深谷市大字人見字新屋敷４１１－１
埼玉県深谷市大字西大沼字愛ノ田１３６－１
埼玉県深谷市大字折之口１８９５
埼玉県深谷市大字折之口１９４６－２
埼玉県深谷市大字折之口字稜威ヶ原１８０８－１
埼玉県深谷市大字東方字杉町１７０２－３
埼玉県深谷市田中１９５９－１
埼玉県深谷市東方字森下１４７６－１
埼玉県深谷市東方町１丁目１９番地１２
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電話番号
042-978-7266
042-985-6801
042-985-1021
042-989-8411
042-989-0223
042-985-2801
048-572-2548
048-571-5704
048-571-0754
048-573-1175
048-579-2288
048-584-2157
080-6604-9692
048-571-6846
048-584-1075
048-584-5545
048-584-1957
048-575-2600
048-571-6199
048-571-1161
048-574-1668
048-571-0650
048-571-0401
048-572-1151
048-571-0501
048-572-6683
080-5451-6118
048-551-5222
048-571-5587
048-571-3344
080-6699-0929
048-574-6577
048-579-2222
048-573-1491
048-572-1166

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

トールエクスプレスジャパン株式会社 熊谷支店
ヤマト運輸株式会社 深谷はたらセンター
澁澤陸運株式会社 埼玉ターミナル営業所
株式会社モテギ 本社営業所
富士見市 株式会社ロジステム 本社営業所
興和運輸株式会社 埼玉営業所
キユーソーティス株式会社 富士見営業所
ヤマト運輸株式会社 富士見支店
有限会社富士越運輸 本社
株式会社三津穗 本社営業所
武蔵貨物自動車株式会社 富士見営業所
株式会社リバーサイド 本社営業所
有限会社アサカ運輸 本社営業所
株式会社東洋陸送社 所沢営業所
ヤマセイ商事株式会社 本社営業所
ふじみ野市 タテヤマ輸送株式会社 本社営業所
高田運輸株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 ふじみ野大井西センター
ヤマト運輸株式会社 ふじみ野支店
株式会社タイセイ・エフ・ティー関東 所沢営業所
関東西部運輸株式会社 埼玉支店
本庄市
佐川急便株式会社 児玉営業所
関根運送株式会社 本社営業所
レンゴーロジスティクス株式会社 本庄営業所
南総通運株式会社 埼玉営業所
有限会社板垣通運 本社営業所
日通児越運輸株式会社 児玉
日本梱包運輸倉庫株式会社 児玉営業所
橋本運送株式会社 児玉営業所
株式会社武州 北関東営業所
ヤマト運輸株式会社 埼玉児玉センター
株式会社高邦運輸 児玉営業所
株式会社サニタリーセンター 新井営業所
関東西濃運輸株式会社 本庄支店
株式会社高邦運輸 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
埼玉県深谷市東方町２－２８－１８
埼玉県深谷市東方町４－３０－１
埼玉県深谷市白草台２９０９－５８
埼玉県深谷市幡羅町一丁目１１－１１
埼玉県富士見市ふじみ野東２－１－１
埼玉県富士見市下南畑１５８３－１
埼玉県富士見市下南畑５５４９
埼玉県富士見市山室１－１２６５－１
埼玉県富士見市諏訪１－１３－１５
埼玉県富士見市水谷東１－２６－５
埼玉県富士見市大字下南畑字路通３４６１－１
埼玉県富士見市大字上南畑７２番地１
埼玉県富士見市鶴瀬西３－１７－２０
埼玉県富士見市鶴馬１－１７－２８ １－Ｂ
埼玉県富士見市南畑新田８１３－１
埼玉県ふじみ野市亀久保２１８５－１
埼玉県ふじみ野市大井武蔵野１２７３－１
埼玉県ふじみ野市大井武蔵野１２８３－３
埼玉県ふじみ野市中福岡２８３－１
埼玉県ふじみ野市福岡５０３－３
埼玉県本庄市いまい台２－９８－２
埼玉県本庄市いまい台３－１２－２
埼玉県本庄市共栄７９－３
埼玉県本庄市児玉町共栄３００番地８号
埼玉県本庄市児玉町共栄３２８－３
埼玉県本庄市児玉町共栄６２８－１
埼玉県本庄市児玉町共栄８００－１１
埼玉県本庄市児玉町共栄８００－１３
埼玉県本庄市児玉町共栄８００－１５
埼玉県本庄市児玉町児玉７６３－３
埼玉県本庄市児玉町児玉８６０－１
埼玉県本庄市児玉町上真下４３４番地１
埼玉県本庄市新井８００
埼玉県本庄市大字鵜森字富士１６６－１
埼玉県本庄市大字今井５４８－４
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電話番号
048-571-1773
048-551-7336
048-583-7722
048-551-5228
049-256-5656
049-268-6023
049-253-6637
080-5043-2871
049-251-0844
049-252-3481
049-251-9135
049-255-2183
049-253-0377
049-274-7202
049-268-1313
049-266-7811
049-256-8816
080-6698-9448
0492-66-2742
049-268-6613
0495-27-6211
0495-25-2211
0495-22-3011
0495-72-2918
0495-73-4611
0495-72-5577
0495-72-1661
0495-72-2929
0495-72-5648
090-4423-1937
080-5045-8425
0495-72-8160
0495-24-8281
0495-21-3311
0495-21-5348

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

三郷市

事業所名
山田運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 本庄支店
富士運送株式会社 本社営業所
株式会社渡邉運送 本社営業所
株式会社東京運搬社 本社営業所
ＳＧムービング株式会社 北関東営業所
有限会社鶴岡運輸 本社営業所
株式会社東京運搬社 三郷営業所
大和物流株式会社 三郷支店
新雪運輸株式会社 三郷営業所
キャリテック株式会社 三郷営業所
諸星運輸株式会社 東京ロジスティクスセンター
サントリーロジスティクス株式会社 埼玉営業所
株式会社葛飾物流 三郷営業所
ムービングマスタージャパン株式会社 三郷営業所
有限会社フジコー 本社営業所
ダイシン物流株式会社 埼玉営業所
株式会社ファースト・ロジスティックス 金町営業所
清興運輸株式会社 金町営業所
株式会社タムラ 埼玉営業所
日通トランスポート株式会社 三郷支店
株式会社サンファミリー 本社営業所
株式会社丸和運輸機関 三郷営業所
株式会社カンダコアテクノ 三郷営業所
ハウス物流サービス株式会社 東日本営業所
株式会社アサヒセキュリティ 新三郷
ヤマト運輸株式会社 三郷新和支店
株式会社錦江 本社営業所
ＤＨＬ ＳＣＭ株式会社 三郷ロジスティクスセンター
誠和梱枹運輸株式会社 三郷営業所
松下運輸株式会社 埼玉営業所
ヤマト運輸株式会社 新三郷センター
白石運輸株式会社 本社営業所
堀内運送株式会社 埼玉営業所

※「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
埼玉県本庄市都島１５５－１
埼玉県本庄市東五十子６５９－２
埼玉県本庄市東五十子７１５－１
埼玉県本庄市東台２－３－２６
埼玉県三郷市新三郷ららシティ３－３－１
埼玉県三郷市インター南１丁目４番地２
埼玉県三郷市インター南１－２－１
埼玉県三郷市インター南１－４－１
埼玉県三郷市インター南１－５－３４
埼玉県三郷市インター南１丁目３番地１
埼玉県三郷市インター南１丁目５番地３４
埼玉県三郷市インター南２－７－１０
埼玉県三郷市インター南二丁目１－２８
埼玉県三郷市花和田上河原通り１７１－３
埼玉県三郷市後谷２６５－１
埼玉県三郷市高州２－３８３－１
埼玉県三郷市高州２－４３２
埼玉県三郷市高州４－８３
埼玉県三郷市高州４－８３
埼玉県三郷市高州４－８３
埼玉県三郷市采女１－１８２，１８３，１８４，１８
５、１８６
埼玉県三郷市上口字皿沼８９１－１
埼玉県三郷市上彦名３４６－４
埼玉県三郷市上彦川戸８５２－１
埼玉県三郷市新三郷ららシティ２－３－３
埼玉県三郷市新三郷ららシティ２丁目３番１号
埼玉県三郷市新和３－２５９
埼玉県三郷市新和５－６９－２
埼玉県三郷市泉３－１－３
埼玉県三郷市泉３－２－１９
埼玉県三郷市泉二丁目１４番地１１
埼玉県三郷市早稲田７丁目３７番９号
埼玉県三郷市早稲田８－３１－１５
埼玉県三郷市鷹野３－５４０
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電話番号
0495-24-5111
0495-22-7720
0495-22-5932
0495-24-0493
048-951-0346
048-949-2650
048-952-5261
048-960-0803
048-949-0035
048-949-7731
048-953-0215
048-949-4001
048-949-0065
048-954-8226
048-950-7255
048-955-9588
048-956-5319
03-3608-3091
03-3608-8941
03-5699-8680
048-958-5811
048-962-7243
048-951-3030
048-954-5081
048-950-5501
048-916-1172
080-5043-5208
048-954-1411
048-949-1565
048-948-6867
048-971-9805
080-6699-5757
048-857-1401
048-956-5500

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

八潮市

事業所名
キユーソーティス株式会社 三郷営業所
株式会社サカイ引越センター 三郷支社
トナン輸送株式会社 埼玉配送センター
株式会社川口商事 三郷営業所
鋼栄物流株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 三郷支店
武蔵野物流株式会社 本社営業所
有限会社管材運輸 本社営業所
株式会社ギオン 八潮センター
堀切運輸株式会社 本社営業所
株式会社トヨナカ 関東
株式会社エヌティロジスティクス 東京営業所
大熊運輸株式会社 本社営業所
ノバ・エキスプレス株式会社 埼玉営業所
八潮運輸株式会社 草加営業所
アイユーシー株式会社 埼玉営業所
株式会社ＪＫＣＡＲＧＯ 本社
東京弘済物流株式会社 本社営業所
株式会社千曲運輸 本社営業所
タキザキロジスティクス株式会社 首都圏物流センター
タキザキロジスティクス株式会社 八潮物流センター営業
所
第一貨物株式会社 八潮支店
株式会社ワイケイ企画 本社営業所
東部運輸株式会社 本社営業所
有限会社二幸運輸 本社営業所
福山エクスプレス株式会社 埼玉営業所
福山通運株式会社 埼玉ターミナル支店
株式会社フコックス ヤシオＤ．Ｃ
レンゴーロジスティクス株式会社 八潮流通センター
柳田運輸株式会社 草加営業所
恵実物流株式会社 千葉営業所
ヤマト運輸株式会社 八潮南支店
名鉄運輸株式会社 八潮支店
株式会社タイヨー流通 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

電話番号

埼玉県三郷市鷹野５－１１４－Ｂ１０１
埼玉県三郷市谷口５２７－１
埼玉県三郷市南蓮沼５１
埼玉県三郷市番匠免１－２０－１１－１０５
埼玉県三郷市彦川戸１丁目３２－１
埼玉県三郷市彦沢１－１４５－１
埼玉県三郷市茂田井２２０番地
埼玉県八潮市茜町一丁目２番地２５
埼玉県八潮市新町３８
埼玉県八潮市西袋３８６
埼玉県八潮市大原４９１－２－２０２
埼玉県八潮市大原５３５番１
埼玉県八潮市大字古新田１９９－１
埼玉県八潮市大字新町１３３
埼玉県八潮市大字西袋字川西４１６
埼玉県八潮市大字大曽根２１３１－１
埼玉県八潮市大曽根２１５６
埼玉県八潮市大字鶴ヶ曽根１３６４－１
埼玉県八潮市大字鶴ヶ曽根１３７０－１
埼玉県八潮市大字浮塚２２２－２０

048-948-2800
048-949-1141
048-949-5880
0489-54-2668
048-949-0360
080-5043-5208
043-953-1201
048-995-3856
048-930-6070
048-922-3335
048-994-3567
048-999-7960
048-996-4551
048-999-4870
048-924-2217
048-994-2031
048-951-1500
048-951-0111
048-996-0061
048-994-5112

埼玉県八潮市大字浮塚２２２－２０

048-994-5113

埼玉県八潮市大字木曽根字下１３１０の１
埼玉県八潮市大字垳４１１－２
埼玉県八潮市大字垳５２３－１
埼玉県八潮市大瀬９３０－１
埼玉県八潮市南後谷１５９－１０
埼玉県八潮市南後谷１５９－１０
埼玉県八潮市南後谷６４９
埼玉県八潮市南後谷６９－４
埼玉県八潮市二丁目１０２６－２
埼玉県八潮市二丁目１０９８－１
埼玉県八潮市八潮４－１－５
埼玉県八潮市八條１４７７
埼玉県八潮市八條１６１０番地９（２０１）

048-995-1111
048-999-0621
048-998-3111
048-998-6270
048-935-0411
048-931-4321
048-998-5501
048-930-3212
048-996-7220
048-994-3313
048-994-4150
048-950-8741
048-960-0058

35／41 ページ

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

吉川市

和光市

蕨市

事業所名
株式会社啓和運輸 八潮営業所
千代田運送株式会社 三郷営業所
株式会社ニチエイ・ベスト・プロデュース 埼玉営業所
株式会社オオタ陸運 本社営業所
廣和運輸株式会社 本社営業所
セントラル運輸株式会社 埼玉営業所
ヤマト運輸株式会社 八潮支店
安田運輸株式会社 吉川営業所
株式会社トランス・グリップ 東埼玉営業所
株式会社三光サービス 本社営業所
菊名運輸株式会社 本社営業所
ワールド運輸株式会社 埼玉営業所
東西物流株式会社 本社営業所
株式会社関東柳川合同 本社営業所
マルソー株式会社 埼玉営業所
株式会社アストモスガスセンター埼玉 本社営業所
株式会社富士運輸倉庫 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 吉川支店
株式会社サントス 吉川営業所
株式会社ベストランス 吉川共配センター
株式会社竜栄商事 本社営業所
日本郵便株式会社 吉川郵便局
センター物流有限会社 越谷営業所
幸徳運輸有限会社 和光営業所
本田運輸株式会社 本社営業所
株式会社トランスポート・エースアンドエース 埼玉支店
有限会社大和急送 和光センター
七福運送株式会社 埼玉営業所
株式会社ハザワ 和光営業所
株式会社マルカン 和光営業所
アートコーポレーション株式会社 板橋支店
成増運輸株式会社 本社営業所
株式会社天佑 東京営業所
有限会社Ｋ’ｓｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 本社営業所
株式会社ＤＮＰロジスティクス 蕨営業所

※「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
埼玉県八潮市八條２７３２番地１０
埼玉県八潮市八條２７９２番地
埼玉県八潮市浮塚２２－１
埼玉県八潮市浮塚８３７－１５
埼玉県八潮市浮塚９１０－４
埼玉県八潮市木曽根１２５３
埼玉県八潮市緑町１－１２－６
埼玉県吉川市旭５－１
埼玉県吉川市栄町１３７６－４
埼玉県吉川市栄町１４３９－６
埼玉県吉川市高久８０４－３
埼玉県吉川市小松川６３５－１
埼玉県吉川市大字小松川５９７－１
埼玉県吉川市大字上内川９０３－１
埼玉県吉川市大字川藤字榎戸４３４－４
埼玉県吉川市大字川藤字五畝１８０８
埼玉県吉川市大字土場２２１番地１
埼玉県吉川市中井１－１５３
埼玉県吉川市南広島２１４３番地
埼玉県吉川市南広島４４２－１
埼玉県吉川市平沼１－１０－６
埼玉県吉川市保１丁目３２－１
埼玉県吉川市木売新田４５０－４
埼玉県和光市下新倉６－４－２８
埼玉県和光市新倉２－３３－２
埼玉県和光市新倉７－１２－２３
埼玉県和光市新倉７－７－２５
埼玉県和光市新倉７丁目１３番２７号
埼玉県和光市南１丁目１５番地４９号
埼玉県和光市白子３－１６－３９
埼玉県和光市白子３丁目１７番３０号
埼玉県和光市白子４－５－１５
埼玉県和光市白子４丁目３番３号
埼玉県和光市本町３１番１４－３１２号
埼玉県蕨市錦町４－５－１
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電話番号
048-954-8755
048-998-3661
048-995-1491
048-997-6520
048-999-3322
048-996-9433
080-6699-1162
048-993-2875
0489-84-2971
048-984-0350
048-982-8351
048-984-6131
048-981-7555
048-993-3707
048-981-2336
048-983-0118
048-984-5000
048-982-8666
048-992-3819
048-940-3401
048-972-4163
048-982-2200
048-983-7166
048-466-1982
049-259-4300
048-467-2500
048-462-5530
048-485-8180
048-451-7766
048-466-0194
048-467-0123
048-451-5231
048-461-8277
048-464-0590
048-420-1541

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

入間郡

事業所名
東京リンテック加工株式会社 本社営業所
伊藤運輸倉庫株式会社 蕨営業所
有限会社神山運輸 本社営業所
株式会社ＩＴＯ 本社営業所
株式会社武蔵野ロジスティクス 本社営業所
株式会社石川興業運輸 所沢営業所
株式会社エスラインギフ 所沢営業所
関東日立物流サービス株式会社 三芳営業所
株式会社新興運輸 三芳営業所
ヒタチ株式会社 所沢ハブセンター
長谷川運輸倉庫株式会社 所沢営業所
株式会社ヤマザキ物流 埼玉営業所
株式会社出版産業 本社営業所
株式会社ガルト 三芳営業所
ミヨシトータルサービス株式会社 本社営業所
神田運輸株式会社 三芳営業所
佐川急便株式会社 所沢営業所
株式会社サンロジスティックス むさしの営業所
岡山県貨物運送株式会社 所沢営業所
株式会社首都圏物流 所沢センター
株式会社ビルディング・ブックセンター 本社
株式会社アットロジ 埼玉営業所
ヤマト運輸株式会社 所沢インター支店
株式会社ＮＫトランス 新座営業所
株式会社ランドポート 本社営業所
三八五流通株式会社 所沢営業所
ヤマト運輸株式会社 三芳支店
株式会社キムラヤフレッシュライン 埼玉営業所
有限会社伸幸運輸梱包 所沢営業所
千代田運送株式会社 川越営業所
株式会社キョウエイ 所沢営業所
株式会社トーハイ 所沢センター
日本梱包運輸倉庫株式会社 三芳営業所
日本郵便株式会社 三芳郵便局

※「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
埼玉県蕨市錦町５－１４－４２
埼玉県蕨市北町５－１０－１９
埼玉県入間郡越生町大字古池１７１－１
埼玉県入間郡越生町大字如意１０２番地１１
埼玉県入間郡三芳町上富１６６－１
埼玉県入間郡三芳町上富１９９５番地２
埼玉県入間郡三芳町上富２２７７
埼玉県入間郡三芳町上富２４７
埼玉県入間郡三芳町上富６７８－１
埼玉県入間郡三芳町上富８９０－４
埼玉県入間郡三芳町上富８９０－４－Ａ４０２
埼玉県入間郡三芳町上富９５１－１
埼玉県入間郡三芳町上富９９１－７
埼玉県入間郡三芳町大字上富８８８－６
埼玉県入間郡三芳町大字上富１４９６－４
埼玉県入間郡三芳町大字上富６８７－１
埼玉県入間郡三芳町大字上富字中西１１６５－１
埼玉県入間郡三芳町大字上富字中西１４４６番１
埼玉県入間郡三芳町大字上富字中東２７９－１
埼玉県入間郡三芳町大字上富東草５７５－１、２
６－１、２
埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢３１５－１
埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢９７５－１
埼玉県入間郡三芳町大字藤久保字横松５４７－５
埼玉県入間郡三芳町大字北永井１５８－１
埼玉県入間郡三芳町大字北永井７９７－３
埼玉県入間郡三芳町大字北永井字宮前１２０－１
埼玉県入間郡三芳町大字北永井字宮前７４－１
埼玉県入間郡三芳町竹間沢３８１
埼玉県入間郡三芳町竹間沢東１－１８
埼玉県入間郡三芳町竹間沢東１３番地９号
埼玉県入間郡三芳町竹間沢東４－７
埼玉県入間郡三芳町竹間沢東９－６
埼玉県入間郡三芳町藤久保１０１２
埼玉県入間郡三芳町藤久保３２０
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電話番号
048-443-6111
048-443-2652
049-292-3988
049-277-1103
049-258-6851
049-257-4949
049-259-5616
049-259-7501
049-274-6216
04-2945-7105
049-259-5211
049-274-5375
049-259-1110
049-258-7612
049-258-3675
049-293-3766
049-274-5510
049-274-5550
049-258-0304
５７

049-274-5031
049-259-3360
049-274-1381
080-5451-8513
049-293-7945
049-259-3850
049-259-4826
080-5043-2740
049-258-2221
049-274-6605
049-259-2331
049-265-5081
049-293-8105
049-258-2755
049-258-4401

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社サントス 所沢営業所

大里郡

北足立郡

北葛飾郡

株式会社宮本陸運 三芳営業所
柿沼運輸株式会社 本社営業所
エスケーオート株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 埼玉もろやま中央センター
株式会社ワンビシアーカイブズ 関東第３センター
有限会社小池運送 本社営業所
日本郵便株式会社 寄居郵便局
ヤマト運輸株式会社 寄居支店
セイコー運輸株式会社 元宿倉庫営業所
株式会社ミヨシライン 本社
柴又運輸株式会社 関東輸送センター
東邦海陸運輸株式会社 埼玉営業所
株式会社ギオン 埼玉営業所
銀河急送株式会社 本社営業所
東群エクスプレス株式会社 埼玉営業所
株式会社鈴与カーゴネット東京 埼玉営業所
直販配送株式会社 上尾営業所
埼玉トヨペット陸送株式会社 本社
埼玉センコー運輸整備株式会社 伊奈営業所
株式会社総合サービス 本社営業所
東電物流株式会社 群馬支社上尾事業所
ヤマト運輸株式会社 伊奈支店
丸福運輸株式会社 上尾営業所
川合運輸株式会社 埼玉営業所
株式会社エナジック関東 本社営業所
米原運送株式会社 埼玉
ヤマト運輸株式会社 松伏センター
圏央ロジ株式会社 本社営業所
株式会社中彦運送 埼玉営業所
共和貨物自動車有限会社 松伏営業所
株式会社オンライン 埼玉営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 杉戸営業所
株式会社関東柳川合同 杉戸営業所

※「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
埼玉県入間郡三芳町北永井３４４－２ 森田屋ビル２０
３号
埼玉県入間郡三芳町北永井８６２－３－１０２
埼玉県入間郡三芳町北永井９７－３
埼玉県入間郡毛呂山町大字西大久保３１４番地１
埼玉県入間郡毛呂山町大字川角字西原１９－１
埼玉県大里郡寄居町今市３５－１
埼玉県大里郡寄居町大字寄居１０９０－６
埼玉県大里郡寄居町大字寄居３８９－１
埼玉県大里郡寄居町大字桜沢字二ッ塚１３２８－１
埼玉県大里郡寄居町末野１７９６－１
埼玉県北足立郡伊奈町寿１－１１２－１０５
埼玉県北足立郡伊奈町小室４５８１－１
埼玉県北足立郡伊奈町小室４７３１－３
埼玉県北足立郡伊奈町西小針５－２
埼玉県北足立郡伊奈町西小針６－２３
埼玉県北足立郡伊奈町西小針６丁目１０番地
埼玉県北足立郡伊奈町西小針７－１０
埼玉県北足立郡伊奈町西小針７丁目３
埼玉県北足立郡伊奈町大字小室１０５５７番地
埼玉県北足立郡伊奈町大字小室４８４４－１
埼玉県北足立郡伊奈町大字小室７０６３－５
埼玉県北足立郡伊奈町大字小室字赤羽４８０１－３
埼玉県北足立郡伊奈町大字小室字大山７６７－１２
埼玉県北足立郡伊奈町大字小針新宿字高屋敷５５４
埼玉県北足立郡伊奈町本町３丁目１６０番地２０５
埼玉県北葛飾郡松伏町ゆめみ野東４－３－１１
埼玉県北葛飾郡松伏町上赤岩１２７３－４
埼玉県北葛飾郡松伏町大字大川戸字神明１２７－１、１
２８－１、１２８－２
埼玉県北葛飾郡松伏町大川戸１７２２－１
埼玉県北葛飾郡松伏町大川戸３７２－２
埼玉県北葛飾郡松伏町築比地９１３
埼玉県北葛飾郡松伏町田中３－３１－６
埼玉県北葛飾郡杉戸町深輪３９１番地１１
埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸１－１４－１１
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電話番号
049-257-2231
049-274-7766
049-258-8855
049-276-1822
049-276-6530
048-582-2659
048-581-1083
048-581-1284
080-5043-2623
048-581-5767
048-776-8316
048-720-0151
048-721-7161
048-729-2912
048-729-1711
048-728-7720
048-729-0631
048-729-1234
048-720-7637
048-723-4709
048-722-1501
048-638-5060
048-723-1887
048-728-2291
048-797-6441
048-991-9272
048-991-5671
048-993-3010
048-993-0808
048-993-3122
04-7157-0255
048-991-1777
0480-36-5130
0480-31-7742

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
鴻池運輸株式会社 関東定温流通センター営業所
株式会社サンロジスティックス 埼玉営業所
株式会社埼玉ロジテム 杉戸営業所

児玉郡

秩父郡

比企郡

埼玉西濃運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 埼玉杉戸センター
ダイセーロジスティクス株式会社 埼玉営業所
ホクブトランスポート株式会社 埼玉支店
青翔運輸株式会社 本社営業所
株式会社新木商事 本社営業所
丸伊運輸株式会社 春日部営業所
永井運輸株式会社 本社営業所
エス・ティー・サービス株式会社 埼玉営業所
ヤマト運輸株式会社 本庄・児玉工業団地センター
有限会社スリーピース 本社営業所
ヨコモリ運輸株式会社 北関東営業所
ヤマト運輸株式会社 埼玉上里センター
新流通運輸株式会社 児玉センター営業所
株式会社橘運輸 本社営業所
株式会社サンラインコーポレーション 本社営業所
大興運輸株式会社 関東支店
アサガミ株式会社 埼玉営業所
株式会社宮岡運輸 神川営業所
有限会社岩上運輸 本社営業所
丸伊運輸株式会社 寄居営業所
昭和通運株式会社 秩父営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 横瀬営業所
ロジトライ株式会社 秩父事業所
協同貨物自動車株式会社 秩父営業所
新井運送株式会社 皆野営業所
ヤマト運輸株式会社 秩父支店
大沢運送株式会社 西埼玉営業所
ヤマト運輸株式会社 埼玉鳩山センター
株式会社三幸流通 埼玉営業所
東邦興産株式会社 埼玉

※「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
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字深輪３００－３
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字深輪３９１－８
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字深輪３９８－２プロロジス
パーク杉戸Ⅱ５Ｆ
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字堤根１９１８－１
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字並塚字南前６４６－１
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字本郷５２８－１
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字本郷字東中６０９－１
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字鷲巣１１０－２
埼玉県北葛飾郡杉戸町本郷１９５－１
埼玉県北葛飾郡杉戸町本郷６２２－１
埼玉県児玉郡美里町大字北十条４００－１
埼玉県児玉郡上里町大御堂１０１１－１
埼玉県児玉郡上里町大字嘉美１２６７－１
埼玉県児玉郡上里町大字嘉美１２７９－１
埼玉県児玉郡上里町大字嘉美字立野南１６００－２
埼玉県児玉郡上里町大字七本木字三軒後２０１９－１
埼玉県児玉郡上里町大字大御堂字長久保１４５０－２６
埼玉県児玉郡神川町大字下阿久原９８５－１
埼玉県児玉郡神川町大字元阿保１７６－１
埼玉県児玉郡神川町大字元原３００－１３
埼玉県児玉郡神川町大字渡瀬２２２番地
埼玉県児玉郡神川町二ノ宮８０８－８
埼玉県児玉郡美里町大字阿那志９１８番地１
埼玉県児玉郡美里町大字甘粕１５９９－４、５
埼玉県秩父郡横瀬町大字芦ケ久保字大久保２２－２
埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬２１６３－１
埼玉県秩父郡皆野町皆野１１９－１
埼玉県秩父郡皆野町大字皆野５５８－１６
埼玉県秩父郡皆野町大字皆野９０－１
埼玉県秩父郡皆野町大字皆野字鳶沢３２３６－１５
埼玉県比企郡ときがわ町玉川３１４８－４
埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川１１５５－２
埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川７９－１
埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川８７４－１
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電話番号
0480-36-5525
0480-36-5240
0480-36-5281
0480-36-1180
0480-38-2013
0480-36-1588
0480-37-0781
0480-38-1128
0480-33-5811
0480-53-5186
0495-76-1821
0495-33-6055
080-6699-6277
0495-35-1600
0495-33-4554
080-5043-2957
0495-33-6437
0274-52-6100
0495-77-1791
0495-77-4311
0274-52-6572
0495-74-2155
0495-76-2888
0495-71-6212
0494-24-7676
0494-23-1350
0494-62-4411
0494-53-8601
0494-62-0489
080-5043-2551
0493-65-3232
0493-66-0381
0493-65-5710
0493-59-9891

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社山定物流 玉川営業所
三協運輸株式会社 東松山営業所
ヨコモリ運輸株式会社 埼玉中央営業所
アサヒロジスティクス株式会社 滑川営業所
アイエス物流有限会社 本社営業所
株式会社オーネックスライン 埼玉営業所
鴻池運輸株式会社 埼玉栃木営業所
株式会社バンテックイースト 東松山営業所
北関東福山通運株式会社 東松山営業所
株式会社啓和運輸 東松山営業所
アサヒロジスティクス株式会社 吉見営業所
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 吉見事業所
東洋メビウス株式会社 埼玉支店
ヤマト運輸株式会社 埼玉吉見センター
武蔵貨物自動車株式会社 吉見営業所
株式会社吉見倉庫運輸 本社
マルタケ運輸株式会社 熊谷営業所
昭和通運株式会社 東松山営業所
株式会社野沢運輸 本社
株式会社ベスト・トランスポート 小川営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 小川営業所
ヤマト運輸株式会社 小川支店
シグマベンディングサービス株式会社 川島営業所
パスコ・ロジスティクス株式会社 埼玉営業所
アサヒロジスティクス株式会社 川越営業所
株式会社トランス・グリップ 川越営業所
中部急送株式会社 埼玉営業所
北関東福山通運株式会社 川越（営）
有限会社長島運送 本店営業所
昭和運輸株式会社 川島営業所
アーティクルキャリー株式会社トーコー 本社第二営業所
株式会社鹿沼梱包運輸 埼玉営業所
福山通運株式会社 川越営業所
東上通運株式会社 埼玉支店

※「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
埼玉県比企郡ときがわ町日影田向２９６－１
埼玉県比企郡滑川町羽尾３５５－１
埼玉県比企郡滑川町羽尾４１０５－６
埼玉県比企郡滑川町月の輪７－７－５
埼玉県比企郡滑川町大字月の輪１００２－３９
埼玉県比企郡滑川町大字月輪２２４－４
埼玉県比企郡滑川町大字都２５－１
埼玉県比企郡滑川町大字都２５－３１
埼玉県比企郡滑川町大字都２５－４０
埼玉県比企郡滑川町福田３９０－１
埼玉県比企郡吉見町下細谷９４３－１
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷９４３－１
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷９５０－２
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷字前田１４１６－５
埼玉県比企郡吉見町大字江綱１３８０－１
埼玉県比企郡吉見町大字高尾新田８２
埼玉県比企郡吉見町大字地頭方６３－１
埼玉県比企郡吉見町大字中新井字天神町７０６
埼玉県比企郡吉見町大字本沢１３７
埼玉県比企郡小川町ひばり台３丁目１番
埼玉県比企郡小川町靭負１３８８－１
埼玉県比企郡小川町大字高谷字日影山２６５１－３
埼玉県比企郡川島町かわじま１－１
埼玉県比企郡川島町かわじま２－２１
埼玉県比企郡川島町かわじま２－３－４
埼玉県比企郡川島町かわじま２－３－４
埼玉県比企郡川島町上大屋敷３１５
埼玉県比企郡川島町正直１０－１，１１，４７－１
埼玉県比企郡川島町大字下八ツ林７３７－１
埼玉県比企郡川島町大字下狢字向新田６７４－３
埼玉県比企郡川島町大字角泉５６７
埼玉県比企郡川島町大字上伊草７２７－１
埼玉県比企郡川島町大字正直字山王町３８－１、３９－
１
埼玉県比企郡川島町大字正直字山王町８９－４
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電話番号
0493-66-0051
0493-53-4521
0493-59-6789
0493-62-8800
0493-56-6660
0493-56-4360
0493-57-1007
0493-56-6048
0493-57-1292
049-357-0670
070-1264-7689
0493-54-3878
0493-54-0345
0493-53-3300
0493-54-6342
0493-54-0075
0493-54-7700
0493-54-2110
0493-54-0114
0493-81-4861
0493-71-7551
080-5043-2621
0492-99-3151
049-299-0161
049-277-5681
049-299-8302
049-297-7534
049-297-7501
049-297-1409
049-297-3219
049-299-0234
049-298-8861
049-297-7501
049-299-3681

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

南埼玉郡

事業所名
株式会社三浦梱包運輸 本社営業所
株式会社ＮＢＳロジソル 東松山営業所
ヤマト運輸株式会社 埼玉川島センター
関東西濃運輸株式会社 東松山支店
岩崎運送有限会社 本社営業所
アサヒロジスティクス株式会社 花見台共配センター
株式会社埼玉ロジテム 埼玉東営業所
東武デリバリー株式会社 春日部営業所
ヤマト運輸株式会社 埼玉宮代センター

※「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
埼玉県比企郡川島町大字中山１９５８－１
埼玉県比企郡川島町大字中山字西浦１４１８－１
埼玉県比企郡川島町大字平沼８５２－１
埼玉県比企郡川島町北園部江ノ島３４０－１
埼玉県比企郡鳩山町大字泉井６５１－１
埼玉県比企郡嵐山町花見台７－１
埼玉県南埼玉郡宮代町川端４－１３－３２
埼玉県南埼玉郡宮代町川端４－１３－５
埼玉県南埼玉郡宮代町百間１０１４－１
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電話番号
049-299-3525
049-211-0707
080-6698-2732
049-297-5111
049-296-3612
0493-62-7501
0480-31-1311
0480-34-5403
0480-31-2300

主な輸送品目（任意掲載）

