貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
足立区

事業所名

安全性優良事業所
住所

（東京都）
電話番号

株式会社森田商運 本社営業所
八信陸運株式会社 本社営業所
廣木運輸株式会社 本社営業所
ケイヒン陸運株式会社 本社営業所
八千代運輸有限会社 本社
アートコーポレーション株式会社 足立営業所
柳田運輸株式会社 本社営業所
江陽運送株式会社 本社営業所
有限会社第一キャリー 本社
加藤運輸株式会社 足立営業所

東京都足立区綾瀬２－２２－１５
東京都足立区綾瀬６－３４－１
東京都足立区綾瀬６－８－２５
東京都足立区綾瀬７－３－５
東京都足立区伊興１－６－２０
東京都足立区伊興本町１丁目１６番２９号
東京都足立区一ツ家１－２－１８
東京都足立区一ツ家２－７
東京都足立区加賀２－１０－６
東京都足立区加平３－８－１０

03-3603-1616
03-3620-8501
03-3620-0031
03-3628-5021
03-3897-5221
03-3896-0123
03-3859-1055
03-3885-3685
03-3854-3111
03-3606-2181

ダイハート物流株式会社 東京支店関東物流センター

東京都足立区花畑１－２０－５

03-5831-3457

株式会社オーケートランスポート 本社営業所

東京都足立区花畑２丁目８番１６号
東京都足立区花畑３－４０－１５
東京都足立区花畑６－１５－１
東京都足立区花畑８－１０－１
東京都足立区栗原３－１０－１９－４０２
東京都足立区江北３－３－２２
東京都足立区佐野１丁目２８番１０号
東京都足立区皿沼１－２０－５
東京都足立区皿沼２－５－１０－１０４
東京都足立区鹿浜３－３１－２０
東京都足立区鹿浜４－６－１５
東京都足立区鹿浜５－２２－１４
東京都足立区鹿浜二丁目３７番１２号
東京都足立区舎人４－９－４
東京都足立区舎人５－２５－６
東京都足立区舎人５－７－１０
東京都足立区舎人５－８－１８
東京都足立区小台１－２３－９
東京都足立区小台２－３８－２２
東京都足立区新田１－９－１
東京都足立区新田一丁目１番１４号

03-5856-5633
03-3884-2321
03-5686-0039
03-3884-7004
048-225-2731
03-3890-6666
03-3606-0135
03-3899-2180
03-3899-0003
03-3899-6282
03-3853-1111
080-5421-1532
03-3897-2543
03-3897-8816
03-0899-1781
03-3857-4649
03-3855-3873
03-5284-4163
03-3912-7565
080-5451-3350
03-3911-2257

東立運輸株式会社 本社営業所
株式会社システムライン 本社営業所
株式会社ＪＫＣＡＲＧＯ 本社
株式会社竹鼻運送 本社
株式会社森田産業運輸 本社営業所
都清掃株式会社 本社営業所
十條運輸有限会社 本社営業所
栗通運輸株式会社 本社営業所
ダルマ運輸株式会社 本社営業所
丸孝運輸倉庫株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 足立鹿浜センター
坂宮運輸倉庫株式会社 本社
有限会社マルタカ運輸 本社営業所
菊池運輸株式会社 本社営業所
株式会社昌登物流 本社営業所
金子運送株式会社 本社営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 城東営業所
株式会社新成商事 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 王子支店
有限会社武智運送店 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。

1／41 ページ

H29.11.1
主な輸送品目（任意掲載）

日用品・雑貨、家電品・家電部品、
出版・印刷物
食料品、機械・機械部品

市区郡名

事業所名
株式会社ワイケイ企画 足立支店
株式会社藤倉運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 神明南センター
協同運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 足立伊興センター
株式会社ヤマゴ 本社営業所
有限会社協友運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 足立支店
梅田運輸倉庫株式会社 足立営業所
加賀運送有限会社 本店
日本郵便株式会社 足立郵便局
東武デリバリー株式会社 千住
ＡＬＳＯＫ関東デリバリー株式会社 本社営業所
有限会社柳川運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 足立千住支店
ヤマト運輸株式会社 足立江北支店
ヤマト運輸株式会社 足立中央支店
ヤマト運輸株式会社 足立綾瀬支店
株式会社丸勝輸送 本社営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 足立営業所
結城運輸倉庫株式会社 王子営業所
株式会社関口運輸 本社営業所
大出運輸株式会社 本社営業所
矢崎運輸倉庫株式会社 本社営業所
東和物流株式会社 本社
株式会社三急運輸 本社営業所
株式会社石和 本社
エスエイロジテム株式会社 本社営業所
上昇運輸株式会社 本社
丸大運輸有限会社 本社営業所
株式会社ウエルストンエキスプレス 本社営業所
東京サービス株式会社 本社営業所
株式会社黒姫 本社
株式会社ブルーライン・エキスプレス 本店
トナミ運輸株式会社 足立支店

※「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
東京都足立区神明３－３０－６
東京都足立区神明南２－１－２
東京都足立区神明南２－５１０９
東京都足立区西伊興１－３－２４
東京都足立区西伊興３－１３－２２
東京都足立区西伊興３－１３－２４
東京都足立区西新井７－１０－１９
東京都足立区西保木間３－７－１
東京都足立区千住関屋町９－１
東京都足立区千住桜木１－１４－２
東京都足立区千住曙町４２－４
東京都足立区千住東１－３０－１８
東京都足立区千住東１－３１－１０
東京都足立区千住東２－２１－２９
東京都足立区千住緑町１－１９－９
東京都足立区扇２－２７－３１
東京都足立区扇３－２０－１３
東京都足立区谷中２－１－１７
東京都足立区竹の塚５－１２－７
東京都足立区中央本町４－１５－３
東京都足立区椿１－３－６
東京都足立区東綾瀬１－１－２７
東京都足立区東伊興１－１－２６
東京都足立区東伊興２－１－２２
東京都足立区東保木間１－１－２
東京都足立区東和１－２－１２
東京都足立区南花畑１－１３－９
東京都足立区南花畑２－７－１８
東京都足立区南花畑４－３－２２
東京都足立区入谷１－１２－９
東京都足立区入谷２－２５－３
東京都足立区入谷３－１２－１６ エムアイハイツＡ
東京都足立区入谷３－９－１８
東京都足立区入谷４－５－７
東京都足立区入谷６－１－１
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電話番号
03-3605-3356
03-3605-0857
080-5451-5807
03-3899-1586
080-6699-5030
03-3855-5996
03-3854-1641
080-5068-3220
03-5284-3502
03-3882-1024
03-3882-2001
03-3870-2111
03-3870-8683
03-3882-2573
080-5421-1640
080-5451-8981
080-5451-7239
080-5421-1656
03-3883-7000
03-6909-9677
03-3857-3348
03-3604-1200
03-3899-0848
03-3899-5999
03-3885-4311
03-3620-3355
03-3860-0601
03-5686-3213
03-3859-0061
03-3857-5711
03-3855-8111
03-3898-8913
03-3896-7111
03-3857-5141
03-3855-2271

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 東京北支店
武蔵貨物自動車株式会社 足立営業所
久留米運送株式会社 足立店
新潟運輸株式会社 足立支店
セイノースーパーエクスプレス株式会社 足立営業所
名鉄運輸株式会社 足立支店
岡山県貨物運送株式会社 足立支店
王子運送株式会社 足立支店
西濃エキスプレス株式会社 足立トラックターミナル営業
所
近物レックス株式会社 足立支店
日通トランスポート株式会社 足立支店
西濃運輸株式会社 足立東支店
株式会社国分 本社営業所
新生物流株式会社 足立営業所
西濃運輸株式会社 足立支店
カネ幸株式会社 東京営業所
株式会社トーリク 東京営業所
株式会社サンケイ城北広告社 本社
大作輸送株式会社 本社営業所
アシストライン株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 足立入谷センター
株式会社皆木運輸倉庫 本社営業所
東京三栄運送株式会社 本社営業所
昭和倉庫株式会社 本社営業所
春木運輸株式会社 本社営業所
マルタネ運輸有限会社 本社
日本通運株式会社 東京東支店 作業運用課
日通隅田川運輸株式会社 北千住事業所
石山運送株式会社 本社営業所
株式会社ＩＫＥＤＡコーポレーション 本社営業所
光新運送株式会社 本社営業所
有限会社大昌運輸 東京営業所
株式会社都築運輸 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
東京都足立区入谷６－１－１
東京都足立区入谷６－１－１
東京都足立区入谷６－１－１
東京都足立区入谷６－１－１
東京都足立区入谷６－１－１
東京都足立区入谷６－１－１
東京都足立区入谷６－１－１
東京都足立区入谷６－１－１
東京都足立区入谷６－１－１

５号棟

東京都足立区入谷６－１－１ 公共ターミナル
東京都足立区入谷６－１－１ 日本自動車ターミナル足
立事業所８号棟、７号棟
東京都足立区入谷６－１－１（足立トラックターミナル
内）
東京都足立区入谷６－２－１１
東京都足立区入谷６－２－３
東京都足立区入谷７－１９－２７
東京都足立区入谷７－２－１
東京都足立区入谷７－２１－１
東京都足立区入谷７－３－５
東京都足立区入谷７－５－３
東京都足立区入谷７－５－３
東京都足立区入谷８－１４－３１
東京都足立区入谷８－９－３
東京都足立区入谷９－２１－２
東京都足立区入谷９－２２－１７
東京都足立区梅田３－１１－１２
東京都足立区梅田３－２９－７
東京都足立区平野３－１８－１
東京都足立区平野３－１８－１
東京都足立区保塚町６－１２
東京都足立区保木間１－１２－３
東京都足立区北加平町８－２６
東京都足立区堀之内１－１７－１３ ２Ｆ
東京都足立区堀之内２－１５－２３
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電話番号
03-3855-2251
03-3855-0341
03-3855-2541
03-5838-7600
03-3855-8301
03-3855-2281
03-3855-2941
03-3855-0585
03-3898-9881
03-3855-1541
03-6692-1491
03-5857-7599
03-3896-8201
03-3855-8261
03-5857-7601
03-3857-2298
03-3897-2871
03-3855-6511
03-3857-1101
03-5691-1101
080-6699-5031
03-3856-2201
03-3897-7171
03-3855-5241
03-6807-2602
03-6806-3514
03-3858-2920
03-3884-6238
03-3885-2934
03-3860-2688
03-3605-7201
03-3855-4101
03-3897-1421

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

荒川区

板橋区

事業所名
株式会社樋口物流サービス 関東支店
株式会社京葉青和 東京支店営業所
こんわ運輸有限会社 本社
五月運輸株式会社 本社
有限会社兵動物流 本社営業所
横山運送有限会社 本社営業所
株式会社エスケイ運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 荒川支店
熊井梱包運輸株式会社 本社営業所
株式会社東日本物流サービス 東京営業所
ヤマト運輸株式会社 荒川西支店
岸澤運輸株式会社 本社営業所
安立運輸株式会社 本社営業所
有限会社善速運輸 本社営業所
株式会社サンウェイ 本社
有限会社ギャラント商事 本社営業所
アサヒ産業株式会社 本社営業所
株式会社金原運送店 本社営業所
隅田川運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 隅田川コンテナ支店
ヤマト運輸株式会社 南千住センター
中央通運株式会社 隅田川営業所
株式会社丸和通運 隅田川支店
日本フレートライナー株式会社 東京自動車営業所
日本通運株式会社 隅田川支店 隅田川コンテナ事業所
大東通運株式会社 隅田川支店
王子運送株式会社 隅田川支店

ＡＳＫＵＬ ＬＯＧＩＳＴ株式会社 新宿営業所
不退運輸株式会社 本社営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 板橋支店
トナミ運輸株式会社 板橋支店
山陽自動車運送株式会社 板橋営業所
株式会社丸一物流 本社営業所
中越運送株式会社 板橋営業所
久留米運送株式会社 板橋店

※「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
東京都足立区堀之内２－１５－８
東京都足立区堀之内２－３－４
東京都足立区本木南町２０－８
東京都足立区六月３－１５－４
東京都足立区六木３丁目３５番１２号 ２０１
東京都足立区六木４－６－３０
東京都足立区六木４－９－２６
東京都荒川区荒川３－５０－１４
東京都荒川区西日暮里１－５９－２２
東京都荒川区西日暮里２丁目５５番１号
東京都荒川区西尾久７－１７－１
東京都荒川区町屋７－１２－１１
東京都荒川区東日暮里２－２０－４
東京都荒川区東日暮里２－２０－５
東京都荒川区東日暮里４－２－１７
東京都荒川区東尾久１－１２－１
東京都荒川区東尾久１－２３－１０
東京都荒川区南千住３－２３－１２
東京都荒川区南千住３－４－５
東京都荒川区南千住４－１－１
東京都荒川区南千住４－１－１
東京都荒川区南千住４－１－１
東京都荒川区南千住４－１－１
東京都荒川区南千住４－１－１
東京都荒川区南千住４－１－１
東京都荒川区南千住４－１－１
東京都荒川区南千住４－１３９－２
東京都板橋区加賀１－６－１
東京都板橋区高島平２－１５－１１－３０１
東京都板橋区高島平６－１－１
東京都板橋区高島平６－１－１
東京都板橋区高島平６－１－１
東京都板橋区高島平６－１－１
東京都板橋区高島平６－１－１
東京都板橋区高島平６－１－１
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電話番号
03-5647-1670
03-3897-5411
03-3840-1096
03-3859-0123
03-5697-1001
03-3605-6110
03-5856-2635
080-5421-1983
03-3891-9211
03-3803-7540
080-5421-1957
03-3892-0101
03-3803-3717
03-3802-6764
03-3891-5685
03-3895-0423
03-3895-3636
03-3801-6610
03-3805-0811
03-3807-0111
080-5068-2694
03-3891-8623
03-3803-0111
03-3806-4650
03-3803-1138
03-3803-3157
03-3802-3061
03-5944-1421
03-3550-3995
03-3938-0070
03-3979-1073
03-3938-5230
03-5967-5381
03-3938-4190
03-3938-8224

主な輸送品目（任意掲載）

オフィス用品、日用品・雑貨

市区郡名

事業所名
札幌通運株式会社 板橋支店
第一貨物株式会社 板橋支店
福山通運株式会社 川口支店
武蔵貨物自動車株式会社 板橋支店
名鉄運輸株式会社 板橋支店
松岡満運輸株式会社 板橋支店
信州名鉄運輸株式会社 板橋支店
名鉄ゴールデン航空株式会社 板橋営業所
株式会社トーハイ 板橋営業所
中央陸運株式会社 本社
株式会社三葉運輸 本社営業所
ＪＰトランスポートサービス株式会社 板橋営業所
愛知陸運株式会社 板橋営業所
新潟運輸株式会社 板橋支店
東京トラック運送株式会社 板橋支店
株式会社伍代商事 板橋営業所
山一運輸株式会社 本社営業所
株式会社ＤＮＰロジスティクス 板橋営業所
株式会社トーウンＪＤ 本社営業所
株式会社三協運輸サービス 板橋営業所
高宮運輸有限会社 本社営業所
株式会社アドバンス芙蓉 本社営業所
株式会社フジサービス 本社営業所
株式会社丸喜運輸 本社営業所
株式会社日恵運輸 本社営業所
北星運輸株式会社 本社
藤和運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 板橋志村支店
日本郵便株式会社 板橋北郵便局
ヤマト運輸株式会社 板橋舟渡支店
株式会社野地輸送 本社
石坂運輸株式会社 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
東京都板橋区高島平６－１－１
東京都板橋区高島平６－１－１
東京都板橋区高島平６－１－１
東京都板橋区高島平６－１－１
東京都板橋区高島平６－１－１
東京都板橋区高島平６－１－１ 板橋トラックターミナ
ル４号棟
東京都板橋区高島平６－１－１ 板橋トラックターミナ
ル内
東京都板橋区高島平６－１－１板橋トラックターミナル
内
東京都板橋区高島平６－１－７
東京都板橋区高島平６－２－８
東京都板橋区高島平６－２－９
東京都板橋区高島平６－４
東京都板橋区高島平６丁目１番１号
東京都板橋区高島平６丁目１番１号
東京都板橋区高島平６丁目１番１号板橋トラックターミ
ナル
東京都板橋区高島平６丁目１番５－２１４号
東京都板橋区高島平９－２８－１２
東京都板橋区高島平９－３２－６
東京都板橋区高島平９－３７－６
東京都板橋区坂下１－３３－８
東京都板橋区坂下１－４１－１４－１０１
東京都板橋区坂下３－３７－８
東京都板橋区坂下３－３７－８
東京都板橋区坂下３－９－１３ 秀和蓮根レジデンス４
０６号
東京都板橋区志村１－１７－９
東京都板橋区志村３－１７－２３
東京都板橋区志村３－３０－１０
東京都板橋区志村３－３－６
東京都板橋区志村３丁目２４－１６
東京都板橋区舟渡１－１６－１９
東京都板橋区舟渡１－１７－５
東京都板橋区舟渡３－１８－５
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電話番号
03-3979-6661
03-3938-6211
03-5383-9214
03-3938-6235
03-3938-5280
03-3939-5211
03-3938-5257
03-3938-6549
03-6904-3061
03-3979-3301
03-3939-0330
048-424-5201
03-5968-5011
03-3938-6141
03-3939-7151
03-5967-5138
03-3935-0033
03-3934-5211
03-3936-0411
03-5914-3007
03-3960-9627
03-3967-2130
03-3969-1366
03-3935-3521
03-3966-0707
03-3932-3251
03-3966-8321
080-5421-1440
03-3558-4913
080-5421-1459
03-3967-4261
048-229-1346

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

江戸川区

事業所名

住所

電話番号

東乳物流サービス株式会社 本社営業所
株式会社ＳＹ 戸田橋営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 板橋営業所
佐川急便株式会社 赤羽営業所
豊田運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 板橋小茂根支店
佐川急便株式会社 城北営業所
ヤマト運輸株式会社 板橋支店
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 板橋営業所
明邦運輸株式会社 本社営業所
日本運輸荷造株式会社 本社営業所
株式会社イワショウ 本社営業所
株式会社トキワ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 板橋前野町支店
山脇商事株式会社 本社営業所
大山運送株式会社 本社
北斗システム輸送株式会社 本社営業所

東京都板橋区舟渡３－２０－１５
東京都板橋区舟渡３－２０－１５
東京都板橋区舟渡３－２０－２８
東京都板橋区舟渡４－１２－２８
東京都板橋区小豆沢１－９－４
東京都板橋区小茂根３－４
東京都板橋区新河岸１－１１－１１
東京都板橋区新河岸２－２－７
東京都板橋区新河岸２－２－７
東京都板橋区新河岸３－１６－５
東京都板橋区成増３－２－１５
東京都板橋区赤塚４－３２－２１
東京都板橋区前野町２－１８－２
東京都板橋区前野町６－８－２４
東京都板橋区双葉町２９－１０
東京都板橋区大山東町１６－２
東京都板橋区中台３－２３－２５

03-5914-3320
03-5939-8545
03-3960-9400
03-3969-5566
03-3966-0233
080-5421-1514
03-5945-7777
080-5421-1412
03-3979-5002
03-3938-8686
03-3930-6339
03-3938-7049
03-3967-1441
080-6699-5743
03-5944-3013
03-3961-5277
03-3935-1677

株式会社ヒサゴサービス 本社営業所

東京都板橋区東坂下１－１８－２

03-3968-0424

株式会社ヒガシトゥエンティワン 東京総合物流センター 東京都板橋区東坂下２－８－１

03-5918-9875

高運送株式会社 本社営業所
徳丸商運株式会社 本社営業所
谷地運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 板橋中央支店
東武デリバリー株式会社 板橋営業所
株式会社山高運輸 本社営業所

東京都板橋区東新町２－２２－１０
東京都板橋区徳丸３－３０－１
東京都板橋区板橋１－５５－１１
東京都板橋区板橋２－３６－５
東京都板橋区板橋２－４－６６
東京都江戸川区瑞江４丁目５０番１７号

03-3956-8685
03-3977-1090
03-3916-2234
080-5421-1543
03-3962-6601
03-3677-7555

東亜物流株式会社 本社営業所

東京都江戸川区一之江１－９－１３

03-3674-8701

株式会社彦新 本社営業所
カネ秀関東急送株式会社 本社
有限会社エクセレント急便 本社営業所
有限会社丸勝運輸 本社営業所
三和清運株式会社 本社営業所

東京都江戸川区一之江８－１９－６
東京都江戸川区江戸川５－１３－１０
東京都江戸川区江戸川６－１３－２
東京都江戸川区鹿骨１－１１－１０
東京都江戸川区篠崎町１丁目２番６号

03-3653-7575
03-3687-2141
03-5605-2097
03-3679-9513
03-3679-8555

ロジスペック株式会社 東京営業所

東京都江戸川区篠崎町１－７－２３

03-5664-6339

日盛運輸株式会社 本社営業所

東京都江戸川区篠崎町３－１－１１

03-3678-1100

※「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）

機械・機械部品、輸送機械・輸送機
械部品、廃棄物

家電品・家電部品、日用品・雑貨、
廃棄物

食料品、日用品・雑貨、家電品・家
電部品

市区郡名

事業所名

住所

電話番号

藤島運輸株式会社 本社

東京都江戸川区篠崎町４－１０－４

03-3679-6361

株式会社ＳＹ 本社営業所
株式会社啓和運輸 江戸川営業所
株式会社野辺運輸 本社営業所
浅野運輸株式会社 本社営業所
株式会社エム・エスサービス 本社営業所
株式会社ロンド 本社営業所
株式会社論渡物流 本社営業所
島村運輸倉庫株式会社 本社営業所
八武崎運送株式会社 本社営業所
有限会社シーティーエスエクスプレス 本社営業所
若林運送株式会社 東京営業所
日本郵便株式会社 江戸川郵便局
有限会社橋爪運送店 本社営業所
株式会社引越社関東 東京中央支店
株式会社引越社関東 江戸川支店
ヤマト運輸株式会社 江戸川北支店
開星運輸株式会社 本社営業所
株式会社三喜運輸 本社
ヤマト運輸株式会社 江戸川春江センター
瀬戸内陸運株式会社 東京支店
株式会社坂倉 本社
生沼運輸倉庫株式会社 本社営業所

東京都江戸川区篠崎町４－３０－３
東京都江戸川区篠崎町５－１４－２１
東京都江戸川区篠崎町６－６－１５
東京都江戸川区篠崎町７－１９－６
東京都江戸川区篠﨑町４－６－３
東京都江戸川区春江町２丁目１９番６号
東京都江戸川区春江町２丁目１９番８号
東京都江戸川区松江１－９－１５
東京都江戸川区松江２－２６－５
東京都江戸川区松江３－６－６
東京都江戸川区松江５－２２－１
東京都江戸川区松島１丁目１９－２４
東京都江戸川区松島３丁目３４番１０号
東京都江戸川区松本２－３４－７（４Ｆ）
東京都江戸川区松本２－３４－７（５Ｆ）
東京都江戸川区松本２－３９－１
東京都江戸川区新堀２－１６－１９
東京都江戸川区新堀２－１６－１９
東京都江戸川区瑞江１－１３－５
東京都江戸川区瑞江１－１９－１８
東京都江戸川区西一之江２－２－８
東京都江戸川区西一之江３丁目３１番２１号
東京都江戸川区西一之江４丁目５番１２号 平松ビル２
階
東京都江戸川区西葛西２－１－２
東京都江戸川区西葛西２－１８－１６
東京都江戸川区西葛西６－４－１４
東京都江戸川区西篠崎２－３－５
東京都江戸川区西小岩１－１９－２８－１３０１号
東京都江戸川区西瑞江５－１４－９
東京都江戸川区西瑞江５－２０－２
東京都江戸川区西瑞江５－６
東京都江戸川区船堀５－６－２
東京都江戸川区船堀５－８－１

03-3670-2330
03-3698-8020
047-327-1100
03-3670-4372
03-6638-8008
03-3676-6380
03-5879-8901
03-3656-2121
03-3652-5331
03-5662-5570
03-3680-5528
03-3651-0700
03-3653-0621
03-5661-6130
03-5661-6661
080-5045-3474
03-3678-3737
03-3698-0818
080-5098-3492
03-3698-6050
03-3652-3470
03-3674-1868

株式会社リネット 本社営業所
みのり運輸株式会社 本社営業所
株式会社細田重機運輸 本社
江商運輸株式会社 本社営業所
センコーエーラインアマノ株式会社 東京営業所
マルシン運輸株式会社 本社営業所
有限会社日本カーゴシステム 本社営業所
株式会社プレジャー 本社営業所
ＪＰトランスポートサービス株式会社 江戸川営業所
株式会社サカイ引越センター 東京東支社
ヤマト運輸株式会社 船堀支店

※「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。
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03-5661-3650
03-5667-2111
03-3688-0426
03-3687-4411
03-3670-3221
03-5662-3344
03-5605-6972
03-3687-3503
03-5878-1260
03-5679-1141
080-5045-3444

主な輸送品目（任意掲載）
食料品、繊維・衣料品、出版・印刷
物

市区郡名

事業所名
株式会社ウエスト流通 本社営業所
梅田運輸株式会社 本店営業所
ヤマト運輸株式会社 江戸川篠崎支店
ヤマト運輸株式会社 江戸川中央センター
丸栄運送有限会社 本社
さわだ物流株式会社 本社営業所
関東トラック株式会社 本社営業所
冨士運輸株式会社 東京営業所
有限会社東晃運輸 本社
海野運送株式会社 本社営業所
アペニンコーポレーション株式会社 東京営業所
港商運輸株式会社 本社
宇佐美運輸株式会社 本社
野村運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 江戸川支店
柴又運輸株式会社 東京営業所
株式会社共同 本社営業所
株式会社薩南陸運 本社営業所
有限会社ケーズワークス 本社営業所
株式会社日本カーゴエキスプレス 本社
明野運輸株式会社 本社営業所
株式会社ニッタ 本社営業所
染谷運輸有限会社 本社営業所
昭和運送有限会社 本社営業所
平田紙興株式会社 本社営業所
マルト運送有限会社 本社営業所
城北運輸株式会社 江戸川営業所
有限会社丸橋運送店 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 小岩支店
東紅流通センター株式会社 江戸川営業所
小岩倉庫運輸株式会社 本社営業所
有限会社ハイ・ケイチク 本社営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 江戸川営業所
三竹運送有限会社 本社営業所
日通隅田川運輸株式会社 隅田川事業所

※「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
東京都江戸川区大杉３－１５－３
東京都江戸川区大杉３－１６－１
東京都江戸川区谷河内１－１８－９
東京都江戸川区中央２－３－１１
東京都江戸川区中葛西１－２３－８
東京都江戸川区中葛西１－３１－９
東京都江戸川区中葛西１丁目３１番９号
東京都江戸川区中葛西２－４－３９
東京都江戸川区中葛西５－２４－９
東京都江戸川区東葛西２－１０－１５
東京都江戸川区東葛西３－１７－９
東京都江戸川区東葛西５－２０－６
東京都江戸川区東葛西５－３５－５
東京都江戸川区東葛西５－５１－９
東京都江戸川区東葛西９－３－２
東京都江戸川区東小岩１－５－１
東京都江戸川区東小岩５－２－２
東京都江戸川区南葛西１－２－３
東京都江戸川区南葛西２－２４－１０
東京都江戸川区南葛西３－１３－１２
東京都江戸川区南葛西３－１５－５
東京都江戸川区南葛西４－１０－９
東京都江戸川区南葛西５－７－５
東京都江戸川区南葛西６－２－１３
東京都江戸川区南篠崎町１－１３－１７
東京都江戸川区南篠崎町２－２７－１０
東京都江戸川区南篠崎町２－２７－１０
東京都江戸川区南篠崎町４－１２－１３
東京都江戸川区南小岩１－１－１７
東京都江戸川区南小岩１－２－４１
東京都江戸川区南小岩５－１３－１２
東京都江戸川区南小岩５－１７－２１
東京都江戸川区二之江町１４０６
東京都江戸川区平井４－１５－１７
東京都江戸川区平井５丁目１番１号
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電話番号
03-5879-3695
03-5678-7281
080-5045-3414
080-5481-5211
03-3680-8521
03-3675-9621
047-328-7661
0473-28-1291
03-3687-5406
03-3688-0768
03-5676-2814
03-3687-3811
03-3680-6511
03-3687-1915
03-5679-6260
03-3673-7341
03-3672-5075
03-3675-2421
03-6803-1591
03-3688-5441
03-3686-5222
03-5696-2754
03-3687-6877
03-3262-5571
03-3670-4211
03-3698-0885
03-3678-3774
03-3678-2121
080-6699-4495
03-5693-6508
03-3658-1161
03-3657-6078
03-3686-8779
03-3637-8886
03-3617-7641

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
第三運輸倉庫株式会社 本社営業所
新日本運輸株式会社 東京営業所
町田運送店株式会社 本社営業所
明神運輸株式会社 本社営業所
澁澤陸運株式会社 東京引越センター
三興運輸株式会社 本社営業所
東京ロジスティック株式会社 本社営業所
株式会社ディーライン 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 北小岩センター
川崎陸送株式会社 葛西流通センター
東京合通株式会社 本社営業所
イヌイ運送株式会社 葛西営業所
丸天運送株式会社 葛西営業所
葛西物流株式会社 本社営業所
田中商事株式会社 東京営業所
田中産業株式会社 本社営業所
株式会社岩瀬運輸機工 本社営業所
信濃運輸株式会社 本社
日米産業株式会社 本社営業所
シナノライン株式会社 本社営業所
東丸運輸株式会社 本社営業所
株式会社サンコー流通センター 本社
株式会社スワロー輸送 東京支店営業所
菱幸運輸株式会社 本社営業所
臨港運輸株式会社 本社営業所
福井貨物自動車株式会社 東京支店
トールエクスプレスジャパン株式会社 東京支店
近物レックス株式会社 東京支店
武蔵貨物自動車株式会社 葛西営業所
久留米運送株式会社 江戸川店
山陽自動車運送株式会社 東京営業所
四国名鉄運輸株式会社 東京支店
札樽自動車運輸株式会社 東京支店
東京トラック運送株式会社 葛西支店
株式会社トーハイ 臨海営業所

※「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
東京都江戸川区平井７－２－２０
東京都江戸川区北葛西２－１８－５
東京都江戸川区北葛西２－２９－２３
東京都江戸川区北葛西４－１１－１０
東京都江戸川区北葛西４－１１－５
東京都江戸川区北葛西５－１９－２２
東京都江戸川区北葛西５－１９－２２－２Ｆ
東京都江戸川区北葛西５－２８－２１
東京都江戸川区北小岩１－１６－５
東京都江戸川区臨海町３－５
東京都江戸川区臨海町３－５－１
東京都江戸川区臨海町３－５－１
東京都江戸川区臨海町３－５－１
東京都江戸川区臨海町４－２－１
東京都江戸川区臨海町４－２－１
東京都江戸川区臨海町４－２－１
東京都江戸川区臨海町４－２－１
東京都江戸川区臨海町４－２－１
東京都江戸川区臨海町４－２－１
東京都江戸川区臨海町４－２－１ ６階
東京都江戸川区臨海町４－２－２
東京都江戸川区臨海町４－２－２
東京都江戸川区臨海町４－２－２
東京都江戸川区臨海町４－２－２
東京都江戸川区臨海町４－２－２ パークサイド６０１
東京都江戸川区臨海町４－３－１
東京都江戸川区臨海町４－３－１
東京都江戸川区臨海町４－３－１
東京都江戸川区臨海町４－３－１
東京都江戸川区臨海町４－３－１
東京都江戸川区臨海町４－３－１
東京都江戸川区臨海町４－３－１
東京都江戸川区臨海町４－３－１
東京都江戸川区臨海町４－３－１
東京都江戸川区臨海町４－３－１
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電話番号
03-3612-6171
03-5878-1020
03-6808-8018
03-3688-3561
03-5878-0386
03-3686-6411
03-3686-0681
03-3680-4837
080-5068-2650
03-3680-1122
03-3687-4631
03-3686-1254
03-3877-2111
03-3878-1442
03-5696-0300
03-3878-3101
03-3878-3311
03-3878-5551
03-3877-1558
03-3878-0417
03-3804-1181
03-3878-1911
03-3687-0212
03-3687-0568
03-3687-0568
03-3878-3155
03-3878-3341
03-3878-3301
03-3878-3634
03-3878-3535
03-5676-5633
03-3878-3650
03-5676-4831
03-5658-1181
03-5878-3851

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
岡山県貨物運送株式会社 東京支店
名鉄運輸株式会社 葛西支店
井阪運輸株式会社 東京営業所
トナミ運輸株式会社 葛西支店
福山通運株式会社 東京江東店
名鉄ゴールデン航空株式会社 城東営業所
日通トランスポート株式会社 東京中央支店

大田区

エーツーエーロジコム株式会社 葛西営業所
安房運輸株式会社 葛西営業所
株式会社日商 東京営業所
セントラル警備保障株式会社 東京警送事業部
アートコーポレーション株式会社 葛西営業所
株式会社共進エキスプレス 本社営業所
羽田運輸株式会社 本社営業所
ヤマトボックスチャーター株式会社 東京支店
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 大田
日本通運株式会社 羽田航空貨物センター
株式会社金羊社ロジテム 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 久が原支店
日和運輸倉庫株式会社 本社
トランコムＤＳ株式会社 大田営業所
アートコーポレーション株式会社 大田支店
ゑびす興運有限会社 東京営業所
土長運輸株式会社 本社営業所
京浜運送株式会社 本社営業所
株式会社丸運 羽田京浜物流センター
株式会社キョーエイコーポレーション 東京
株式会社エクシング 京浜島
株式会社小泉運送 本社営業所
日本通運株式会社 航空事業支店 国内貨物特輸部
日通羽田グランドサービス株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 航空事業支店国内貨物第一営業部
日本郵便株式会社 大森郵便局

※「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
東京都江戸川区臨海町４－３－１
東京都江戸川区臨海町４－３－１
東京都江戸川区臨海町４－３－１
東京都江戸川区臨海町４－３－１
東京都江戸川区臨海町４－３－１ トラックターミナル
５棟
東京都江戸川区臨海町４－３－１ 葛西トラックターミ
ナル１号棟
東京都江東区新砂２－４－１７ Ｔｏｋｙｏ Ｃ－ＮＥ
Ｘ 南棟
東京都江戸川区臨海町６－１
東京都江戸川区臨海町６－１
東京都江戸川区臨海町６－１－１
東京都江戸川区臨海町６－３－４
東京都江戸川区臨海町６丁目３番４号
東京都大田区羽田１－１８－１１
東京都大田区羽田３－１５－１５
東京都大田区羽田旭町１１－１
東京都大田区羽田空港３－２－３
東京都大田区羽田空港３－２－４ Ｅ－１棟
東京都大田区鵜の木２－８－４
東京都大田区久が原１－１２－１５
東京都大田区久が原２－１０－１５
東京都大田区久が原２－１１－８
東京都大田区久が原５丁目２番２０号
東京都大田区京浜島２－１６－１
東京都大田区京浜島２－１６－７
東京都大田区京浜島２－４－４
東京都大田区京浜島２－６－１
東京都大田区京浜島２－７－１６
東京都大田区京浜島３－２－１０
東京都大田区京浜島３－３－１２
東京都大田区京浜島３－５－５
東京都大田区京浜島３－５－５
東京都大田区京浜島３－５－５
東京都大田区山王３丁目９－１３
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電話番号
03-3878-3241
03-3878-3551
03-3686-1900
03-3687-6501
03-3643-0831
03-6808-5890
03-3646-1911
03-5667-4191
03-5667-4191
03-6808-9824
03-5675-2701
03-5659-0123
03-3745-3415
03-3741-0717
03-6756-7330
03-5756-6554
03-5757-9509
03-3750-8921
03-5700-4679
03-5700-0041
042-777-6850
03-6410-0123
03-5755-2222
03-3799-1800
03-3790-0111
03-3790-8610
03-3790-3931
03-3790-2353
03-3790-0911
03-5755-7742
03-5755-7781
03-5755-7716
03-3774-0302

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
佐川急便株式会社 羽田営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 昭和島営業所
アイシーエクスプレス株式会社 本社
洗足池運輸株式会社 本社
関東生コン輸送株式会社 大井営業所
石黒物流株式会社 本社
鈴与自動車運送株式会社 京浜営業所
都南運送株式会社 城南島営業所
株式会社安江運輸 本社
株式会社小林運送 東京営業所
株式会社大塚組 本社営業所
株式会社成海陸運 本社営業所
株式会社東京三友 品川営業所
三信運輸株式会社 東京営業所
石川運輸倉庫株式会社 本社営業所
株式会社吉田運輸機興 本社
株式会社トランスクルー 本社営業所
小川運輸有限会社 本社
株式会社サン・エキスプレス 本社
ヤマト運輸株式会社 南久が原センター
東邦運送株式会社 本社営業所
力運送株式会社 本社営業所
株式会社井門サービス 大森営業所
有限会社金剛運輸 本社営業所
サクラ運送有限会社 本社営業所
有限会社中島ピアノ輸送サービス 本社営業所
株式会社引越社関東 大田支店
ヤマト運輸株式会社 大森南支店
大森運送株式会社 本社営業所
新千梱包運輸株式会社 本社営業所
有限会社おの機工 本社営業所
日本ロジテム株式会社 三幸営業所
株式会社パルライン 大田営業所
新三協物流株式会社 東京営業所
ヤマト運輸株式会社 池上支店

※「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
東京都大田区昭和島１－６－７
東京都大田区昭和島１丁目１番２３号
東京都大田区昭和島２－４－１
東京都大田区上池台３－１７－１４
東京都大田区城南島１－１－１
東京都大田区城南島２－９－１１
東京都大田区城南島２－９－１４
東京都大田区城南島２－９－１４
東京都大田区城南島２－９－７
東京都大田区城南島２－９－９
東京都大田区城南島４－４－３
東京都大田区城南島４－５－５－２Ｆ
東京都大田区城南島５－１－１
東京都大田区城南島７－２－２
東京都大田区西嶺町１８－９
東京都大田区西六郷１－３０－９
東京都大田区西糀谷２－３１－２０
東京都大田区西糀谷３－９－１０
東京都大田区西糀谷３－９－２６
東京都大田区千鳥３－１４－９
東京都大田区多摩川１－３６－１２
東京都大田区多摩川２－２７－２８
東京都大田区大森西３－３－１９
東京都大田区大森中３－１９－９
東京都大田区大森東４－２７－２
東京都大田区大森東５－２４－５
東京都大田区大森南２－２２－７
東京都大田区大森南４－１５－１９
東京都大田区大森北６－２３－１８
東京都大田区池上７－３－２
東京都大田区中馬込３丁目１４番４－１０５号
東京都大田区仲池上１－１８５－２
東京都大田区仲池上１－３１－１
東京都大田区仲池上２－１８－４
東京都大田区仲池上２－６－１４
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電話番号
03-5762-0801
03-6450-0153
03-5762-0655
03-3726-7111
03-3790-2388
03-3790-4991
03-3799-0672
03-3799-0107
03-3733-7631
03-3799-1581
03-3799-7411
03-5755-9740
03-5755-9090
03-5492-0188
03-3757-1140
03-3734-4530
03-3745-4101
03-3744-2233
03-3742-7431
03-5732-3341
03-3758-3206
03-3759-9760
03-3763-0311
03-3761-1711
03-3761-8201
03-3764-5551
03-6864-2626
03-3742-7770
03-3763-7621
03-3754-6235
03-3771-8587
03-3753-7135
03-5748-3558
03-3752-1101
03-5747-6027

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

住所

電話番号

株式会社ヒューテックノオリン 大田営業所
株式会社新開トランスポートシステムズ 羽田営業所
株式会社フラワーウイン 本社営業所
名正運輸株式会社 大井営業所
東電物流株式会社 中央支社
株式会社新開トランスポートシステムズ ＳＴＳ東京セン
ター
菱倉運輸株式会社 東京営業所
株式会社中央ロジスティクス 大井埠頭営業所
板橋商事株式会社 東京営業所
株式会社月島物流サービス 大井営業所
株式会社サンキュウ・トランスポート・東京 平和島営業
所
丸辰運輸倉庫株式会社 本社営業所
株式会社プライム物流 本社営業所

東京都大田区東海１－３－６
東京都大田区東海２－１－２
東京都大田区東海２－２－１
東京都大田区東海４－１０－８
東京都大田区東海４－１－２３

03-3790-1853
03-5755-7900
03-3799-5855
03-5492-7892
03-6372-1500

東京都大田区東海４－２－２６

03-3790-8321

東京都大田区東海４－３－１０
東京都大田区東海４－３－１８
東京都大田区東海４－３－８
東京都大田区東海４－４－１２

03-3799-3331
03-3790-5281
03-3790-9431
03-3790-8686

東京都大田区東海４－７－４

03-5755-0041

東京都大田区東海４－８－１９
東京都大田区東海４－９－１２

03-5492-7979
03-3790-7271

早川海陸輸送株式会社 東京営業所

東京都大田区東海４－９－７

03-3790-2500

安達運輸株式会社 本社営業所
富田運輸株式会社 東京営業所
宇徳ロジスティクス株式会社 東京
株式会社スガヌマトランスポート 東京事業所
近江運送株式会社 本社営業所
トランスネット株式会社 東京営業所
日東富士運輸株式会社 東京
株式会社ヒダロジスティックス 本社営業所
千代川運輸株式会社 本社営業所
丸福運輸株式会社 羽田営業所
光新聞運輸株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 馬込航空貨物センター
ヤマト運輸株式会社 大田支店
株式会社共運 本社営業所
甲真運輸株式会社 蒲田営業所
株式会社サカイ引越センター 東京南支社
株式会社大森運輸商会 本社営業所
日本通運株式会社 品川支店作業運用課
株式会社センコー引越プラザ 東京店

東京都大田区東海５－５－１
東京都大田区東海５－５－１－４Ｄ
東京都大田区東海５－５－３
東京都大田区東海５－５－３
東京都大田区東海５－５－９ ４階
東京都大田区東海５－５－９ 大井第四海貨ターミナル
東京都大田区東海６－２－１
東京都大田区東六郷１－１９－２
東京都大田区東糀谷２－４－１９
東京都大田区東糀谷４－７－７
東京都大田区南馬込５－３０－１１
東京都大田区南馬込５－４２－１８
東京都大田区南六郷１－９－３
東京都大田区南六郷２－２１－６
東京都大田区南六郷２－３８－９
東京都大田区南六郷３－１７－５
東京都大田区萩中３－２３－９
東京都大田区平和島１－２－２０
東京都大田区平和島１－２－３０

03-3790-5700
03-5755-6391
03-3799-7031
03-3790-8044
03-5755-7567
03-5755-2121
03-3790-5621
03-3731-1759
03-3743-8871
03-5737-0621
03-3776-9505
03-3776-1341
03-3733-8042
03-3735-3601
03-3739-2241
03-5713-2190
03-3741-2121
03-5753-2651
03-3766-7771

※「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）

コンテナ、機械・機械部品、輸送機
械・輸送機械部品

市区郡名

事業所名
丸嘉運輸倉庫株式会社 東京営業所
久留米運送株式会社 東京支店
姫路合同貨物自動車株式会社 東京支店
第一貨物株式会社 京浜支店
トールエクスプレスジャパン株式会社 東京中央支店
トナミ運輸株式会社 京浜支店
武蔵貨物自動車株式会社 京浜営業所
丸点通運株式会社 東京支店
新潟運輸株式会社 京浜支店
株式会社アクティブライン 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 品川八潮支店
セイノースーパーエクスプレス株式会社 東京貨物セン
ター
株式会社東海ロジテム 京浜営業所
南信貨物自動車株式会社 東京営業所
信州名鉄運輸株式会社 京浜支店
名鉄運輸株式会社 京浜支店
岡山県貨物運送株式会社 京浜支店
リファーシステムジャパン株式会社 平和島営業所
日通東京運輸株式会社 平和島営業所
日通トランスポート株式会社 京浜支店
山陽自動車運送株式会社 京浜営業所
近物レックス株式会社 京浜支店
備後通運株式会社 東京支店
手島梱包輸送株式会社 平和島営業所
日正運輸株式会社 京浜
株式会社ロジパルエクスプレス 平和島営業所
オーティーティーロジスティクス株式会社 関東事業部
株式会社日立物流南関東 京浜輸送営業所
西濃運輸株式会社 大森支店
株式会社エスラインギフ 京浜営業所
株式会社浅井 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

東京都大田区平和島１－２－３０
東京都大田区平和島２－１
東京都大田区平和島２－１
東京都大田区平和島２－１－１
東京都大田区平和島２－１－１
東京都大田区平和島２－１－１
東京都大田区平和島２－１－１
東京都大田区平和島２－１－１
東京都大田区平和島２－１－１
東京都大田区平和島２－１－１
東京都大田区平和島２－１－１

03-3767-2856
03-3762-4101
03-3762-7445
03-3762-2191
03-3762-4121
03-3762-7291
03-3762-7721
03-3762-0144
03-3762-8282
03-3298-5353
03-5471-7613

東京都大田区平和島２－１－１

03-5493-0951

東京都大田区平和島２－１－１
東京都大田区平和島２－１－１
東京都大田区平和島２－１－１
東京都大田区平和島２－１－１
東京都大田区平和島２－１－１
東京都大田区平和島２－１－１ トラックターミナル１
１号棟
東京都大田区平和島２－１－１ 京浜トラックターミナ
ル内１５号棟３階
東京都大田区平和島２－１－１ 日本自動車ターミナル
㈱京浜事業所１５号棟
東京都大田区平和島２－１－１（京浜トラックターミナ
ル新７号棟）
東京都大田区平和島２－１－１［公共ターミナル］
東京都大田区平和島２丁目１番１号 京浜トラックター
ミナル管理棟２階
東京都大田区平和島３－２－２１
東京都大田区平和島３－４－１
東京都大田区平和島５－３－１
東京都大田区平和島５－３－１
東京都大田区平和島５－３－２
東京都大田区平和島５－５－２
東京都大田区平和島５－６－２
東京都大田区平和島５－８－２３

03-5753-3305
03-3762-6515
03-3764-6331
03-3762-4181
03-3762-8261
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03-5767-5011
03-5753-8620
03-3765-4266
03-3762-3101
03-3762-3131
03-3762-2395
03-3763-1631
03-3762-9016
03-5767-7961
03-3763-9315
03-3763-6182
03-5857-7604
03-3762-7551
03-3768-0111

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
大東運輸株式会社 平和島営業所
株式会社日本空港ロジテム 羽田営業所
国際空輸株式会社 東京貨物センター
リコーロジスティクス株式会社 運送統括事業部
セイホー運輸株式会社 東京営業所
株式会社日本エアメール 本社営業所
藤久運輸倉庫株式会社 東京営業所

葛飾区

エポックトランスポート株式会社 本社営業所
鈴木運送株式会社 本社営業所
福山通運株式会社 羽田営業所
日本通運株式会社 東京引越支店引越事業所
ヤマト運輸株式会社 矢口センター
トーヨーエキスプレス株式会社 東京営業所
東邦海陸運輸株式会社 大田営業所
株式会社ヘイワサービス 本社
鴻池運輸株式会社 城東営業所
株式会社東日本トランスポート 城東
横倉運送株式会社 本社営業所
東都運業株式会社 本社
有限会社キャリーアート 葛飾営業所
株式会社ハート引越センター 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 奥戸センター
株式会社葛飾物流 本社営業所
光運送有限会社 本社営業所
鎌倉運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 細田センター
株式会社平澤運送 本社営業所
日本郵便株式会社 葛飾郵便局
昭和運輸倉庫株式会社 本社営業所
株式会社サカイ引越センター 京葉支社
弘立倉庫株式会社 本店営業所
株式会社サンロジスティックス 東京営業所
レンゴーロジスティクス株式会社 葛飾営業所
田中運送株式会社 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。

住所
東京都大田区平和島５丁目１１番２号
東京都大田区平和島６－１－１
東京都大田区平和島６－１－１
東京都大田区平和島６－１－１
東京都大田区平和島６－１－１
東京都大田区平和島６－１－１
東京都大田区平和島６－５－１ ＴＲＣ物流ビルＣ棟Ｄ
ブロック
東京都大田区北糀谷２－１５－１９
東京都大田区本羽田１－１８－１１
東京都大田区本羽田１－１８－３－１０１
東京都大田区本羽田３－２０－２０
東京都大田区矢口３－２９－１
東京都大田区矢口３－７－１３
東京都大田区矢口３丁目１４番４号
東京都葛飾区奥戸１－１７－９
東京都葛飾区奥戸１－２９－１
東京都葛飾区奥戸１－２９－１
東京都葛飾区奥戸１－２９－１（森永乳業株式会社 東
京工場内）
東京都葛飾区奥戸３－２３－２８
東京都葛飾区奥戸４－８－１
東京都葛飾区奥戸５－１２－４
東京都葛飾区奥戸５－２１－８
東京都葛飾区奥戸５－２－３
東京都葛飾区鎌倉１－２４－９
東京都葛飾区鎌倉１－３－１３
東京都葛飾区細田１－１８－１７
東京都葛飾区四ツ木１－３４－４
東京都葛飾区四つ木２丁目２８－１
東京都葛飾区四ツ木３－４－３６
東京都葛飾区四つ木５－４－１６
東京都葛飾区柴又３－４－１
東京都葛飾区小菅２－１－１
東京都葛飾区小菅４－２－１５
東京都葛飾区新宿１－７－３
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電話番号
03-3765-5511
03-5757-8305
03-3767-3541
03-5493-5560
03-5753-0005
03-3767-2711
03-5753-5666
03-5705-1641
03-3745-2553
03-3742-7151
03-5735-1910
03-5741-2755
03-3759-3444
03-3750-7572
03-5671-1715
03-3692-5390
03-3696-9765
03-3696-5820
03-3696-4611
03-6279-5535
03-5670-0020
080-5045-3743
03-5698-1341
03-3650-4903
03-3650-2161
080-6698-9492
03-3691-0448
03-3695-9101
03-3694-7215
03-5672-6163
03-3600-2121
03-5680-5446
03-3690-4515
03-3607-1606

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 葛飾柴又支店
株式会社ひまわり総合サービス 本社営業所
有限会社猪野運送 本社営業所
栄運輸株式会社 本社営業所
大谷清運株式会社 本社営業所
株式会社アストモスガスセンター千葉 東東京営業所
松本運送株式会社 本社営業所
東澤運送有限会社 本社営業所
株式会社小島 本社営業所
株式会社野口六郎運送店 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 葛飾堀切支店
有限会社三興運輸 本社営業所
鈴村梱包運輸株式会社 本社営業所
滝﨑運送株式会社 東葛物流センター
株式会社飯島企画 本社営業所

北区

有限会社先山商店 本社営業所
イズミ物流株式会社 東京営業所
日本橋運輸株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 王子郵便局
西町運送株式会社 本社営業所
綜合警備保障株式会社 警送埼玉支社 赤羽営業所
丸福運送有限会社 本社
株式会社ＤＮＰロジスティクス 赤羽事業所
ヤマト運輸株式会社 赤羽支店
金重運送株式会社 本社営業所
青柳運送有限会社 本社営業所
丸昭運輸株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 東京オフィス・サービス支店作業運用
課
ＳＢＳ即配サポート株式会社 城北営業所
神田運送有限会社 本社営業所
都北運輸株式会社 本社営業所
福山通運株式会社 東京北支店
田口運送株式会社 本社営業所
三和運輸株式会社 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

電話番号

東京都葛飾区新宿３－３－７
東京都葛飾区新宿３－９－１９
東京都葛飾区新宿４－１８－１８
東京都葛飾区水元１－２２－５６
東京都葛飾区水元１－３－１３
東京都葛飾区西新小岩３－１－１
東京都葛飾区青戸７－１６－１２
東京都葛飾区東四つ木２－２３－１０
東京都葛飾区東水元２－２－４
東京都葛飾区東堀切３－３２－２０
東京都葛飾区東堀切３丁目３４６－１
東京都葛飾区東立石１－７－５
東京都葛飾区南水元４－１７－１１
東京都葛飾区白鳥４－１１－２７
東京都葛飾区宝町１－９－１３ アソルティー宝町１０
５
東京都葛飾区宝町２－６－６
東京都葛飾区堀切５－５０－２－１０１
東京都北区栄町１－４
東京都北区王子６丁目２－２８
東京都北区西ヶ丘１－１－５
東京都北区赤羽２－６６－８
東京都北区赤羽西６丁目１９番１号
東京都北区赤羽南２－８－２１ ２階
東京都北区赤羽北１－２３－１４
東京都北区中十条１丁目２７番６号
東京都北区田端３－２２－１２
東京都北区東田端１－１０－２

03-3627-2693
03-3608-5333
048-952-1299
03-3609-2840
03-3600-5561
03-5670-8681
03-3602-6631
03-3696-3821
03-3600-2531
03-3690-4310
080-5045-9984
03-3694-7447
03-3608-0521
03-5650-5751

東京都北区東田端２－１５－８

03-5901-0316

東京都北区浮間２－１３－２
東京都北区浮間２－１９－１３
東京都北区浮間４－２０－６
東京都北区浮間４－２３－１
東京都北区浮間４－２３－２０
東京都北区浮間５－１５－１３

03-5633-9027
03-3965-4151
03-3965-5011
03-3966-4171
03-3967-0161
03-3558-3693
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03-5670-8782
03-3695-0760
03-3838-6166
03-3912-6131
03-3914-4230
03-3909-1311
03-3903-5103
03-3905-1029
03-3903-8729
080-5451-3420
03-3905-7080
03-3828-8733
03-3893-2151

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

江東区

事業所名
アートコーポレーション株式会社 京北支店
上野運輸株式会社 本社営業所
定方運送有限会社 本社営業所
有限会社和宏運輸 本社
京北倉庫株式会社 本社営業所
水野運送株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 枝川支店
株式会社中央ロジスティクス 深川営業所
有限会社のぞみ運輸 東京営業所
関東紙運輸株式会社 東京営業所
王子エクスプレス株式会社 東京営業所
福山エクスプレス株式会社 東京営業所
テツソー物流株式会社 本社営業所
株式会社ジェイアール東日本物流 塩浜物流センター
富士共同物流株式会社 運輸事業部東京営業所
有限会社中央物流 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 江東扇橋支店
株式会社丸加運送店 本社営業所
江東運送株式会社 本社営業所
株式会社オーエストランス 本社営業所
有限会社阿部建機輸送 本社
亀戸運送株式会社 本社営業所
東京運送株式会社 城東営業所
ヤマト運輸株式会社 大島支店
アートコーポレーション株式会社 江東営業所
株式会社日立物流首都圏 佐賀営業所
濃飛倉庫運輸株式会社 深川営業所
新寿堂運輸株式会社 本社営業所
三八五流通株式会社 深川営業所
カトーレック株式会社 東京営業所
シンワ運輸東京株式会社 若洲営業所
日本通運株式会社 東京海運支店 自動車事業所
日通海運ドレージ株式会社 若洲営業所
株式会社エスラインギフ 東京営業所
東海運株式会社 東京

※「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
東京都北区浮間５－６－５
東京都北区豊島２－１７－１６
東京都北区豊島４丁目６番１７号
東京都北区豊島７－９－７
東京都北区堀船２－３０－６
東京都北区堀船３－４３－１０
東京都江東区辰巳２丁目４番２５号
東京都江東区越中島１－１－１
東京都江東区越中島３－１－３
東京都江東区越中島３－５－２０
東京都江東区越中島３－６－１５
東京都江東区越中島３丁目６番１５号
東京都江東区塩浜１－１－２０
東京都江東区塩浜２－１８－１２
東京都江東区塩浜２－５－６
東京都江東区塩浜２－７－５－７０３
東京都江東区海辺８－４
東京都江東区亀戸５－７－８
東京都江東区亀戸６－２８－６
東京都江東区亀戸７－２－１５－２０５
東京都江東区亀戸７－３１－４
東京都江東区亀戸７－３９－１２
東京都江東区亀戸７－３９－１９
東京都江東区亀戸７－５３－１７
東京都江東区亀戸７丁目２番１号
東京都江東区佐賀２－８－４
東京都江東区枝川１－４－１２
東京都江東区枝川２－１８－１０
東京都江東区枝川２－２－３
東京都江東区枝川２－８－７
東京都江東区若洲１－１－１５
東京都江東区若洲１－４－３
東京都江東区若洲１－４－３
東京都江東区若洲２－２－８
東京都江東区若洲２－９－１
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電話番号
03-3979-0123
03-3911-3240
03-3911-0332
03-3911-4179
03-3912-2401
03-3911-7363
080-5045-3399
03-3643-2231
03-5245-6250
03-3642-1936
03-3643-1081
03-3643-6507
03-3644-0161
03-5633-8121
03-3644-4063
03-5617-6201
080-5045-3728
03-3681-2311
03-5609-6275
03-3638-7751
03-3637-1660
03-3684-3641
03-3683-4911
080-5045-9929
03-5628-0123
03-3643-4430
03-3647-5611
03-5653-5590
03-3647-3131
03-5632-5555
03-3521-8714
03-5569-8007
03-5569-1096
03-3522-8030
03-3521-8670

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社カトー物流 本社営業所
佐川急便株式会社 城西営業所
佐川急便株式会社 関東航空営業所
ケーエルサービス東日本株式会社 東京東営業所
日本通運株式会社 関東警送支店
ＳＢＳロジコム南関東株式会社 新砂支店
東京トラック運送株式会社 江東営業所
新潟運輸株式会社 東京支店
福山通運株式会社 東京深川支店
砂町運輸株式会社 本社営業所
リコーロジスティクス株式会社 物流センター江東
株式会社スタイル運輸 東京営業所
ＳＢＳ即配サポート株式会社 東京本店
佐川急便株式会社 文京営業所
佐川急便株式会社 千代田営業所
佐川急便株式会社 東京路線営業所
アサヒロジスティクス株式会社 東京共配センター
日通東京運輸株式会社 車両運用営業所
名鉄運輸株式会社 新砂支店
日本郵便輸送株式会社 新東京営業所
日本郵便輸送株式会社 江東
日本郵便輸送株式会社 新砂営業所
名鉄ゴールデン航空株式会社 東京警送営業所
日本郵便株式会社 新東京郵便局
フェデラルエクスプレスジャパン合同会社 新砂営業所
日本郵便株式会社 東京国際郵便局
ヤマト運輸株式会社 新木場センター
株式会社ハナワトランスポート 東京営業所
日本興運株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 墨田営業所
日本図書輸送株式会社 東京物流センター
株式会社エクセルライナー 東京営業所
有限会社都心エクスプレス 東京営業所
中越テック株式会社 本社営業所
株式会社ディ・エス物流 新木場

※「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
東京都江東区住吉１－１７－５
東京都江東区新砂１－１２－１４
東京都江東区新砂１－１２－１４
東京都江東区新砂１－１２－２
東京都江東区新砂１－１２－３９
東京都江東区新砂１－１３－１１
東京都江東区新砂１－１３－１３
東京都江東区新砂１－１３－１３他１筆
東京都江東区新砂１－１３－６
東京都江東区新砂１－３－１６
東京都江東区新砂１－３－２２
東京都江東区新砂１－３－２２ ４Ｆ
東京都江東区新砂１－５－２９
東京都江東区新砂２－１－１９
東京都江東区新砂２－２－１１
東京都江東区新砂２－２－１１
東京都江東区新砂２－３－４３
東京都江東区新砂２－４－１０
東京都江東区新砂２－４－１７
東京都江東区新砂２－４－２３
東京都江東区新砂２－５－２１
東京都江東区新砂２－５－２１
東京都江東区新砂２丁目３－１７
東京都江東区新砂２丁目４－２３
東京都江東区新砂３－４－１１
東京都江東区新砂３丁目５－１４
東京都江東区新木場１－１２－４
東京都江東区新木場１－１３－７
東京都江東区新木場１－１６－８
東京都江東区新木場１－１７－４
東京都江東区新木場１－１８－１０
東京都江東区新木場１－２－９
東京都江東区新木場１－２－９
東京都江東区新木場１－６－２３
東京都江東区新木場１－７－１２
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電話番号
03-3846-7938
03-6388-9357
03-3615-3001
03-3640-0721
03-5633-7523
03-3615-3175
03-5635-2777
03-3647-2111
03-5606-3637
03-3645-1057
03-5857-2401
03-6666-3371
03-5633-9027
03-3699-3060
03-5617-2110
03-5665-5159
03-5634-1870
03-5606-0270
03-6666-5721
03-5690-3421
03-5690-4151
03-6458-7240
03-5635-8523
03-5606-4011
03-5635-5701
03-5665-4118
080-5068-2600
03-3521-0898
03-3645-5121
03-3521-1010
03-5569-7620
03-3521-3412
03-6457-0127
03-3522-2882
03-3521-3740

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社青葉 本社営業所
株式会社ジェイアール東日本物流 新木場物流センター
富島海運株式会社 本社営業所
株式会社高木運輸 本社営業所
菱幸運輸株式会社 新木場営業所
ＳＧムービング株式会社 東京営業所
佐川急便株式会社 江東営業所
柳田運輸株式会社 新木場営業所

ＡＳＫＵＬ ＬＯＧＩＳＴ株式会社 東京中央営業所
株式会社ベーシック 本社営業所
佐川急便株式会社 城東営業所
函館運送株式会社 東京支店
株式会社エスケーサービス 江東支店営業所
株式会社アースカーゴ 東京支店
株式会社中彦運送 新木場営業所
鈴鹿貨物株式会社 本社営業所
中央運輸興業株式会社 本社営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 江東営業所
株式会社誠和 本社営業所
テイアンドエスサービス株式会社 本社営業所
清澄運輸株式会社 本社営業所
福住運送株式会社 本社営業所
株式会社ヤシマコンテナサービス 東京支店
大日運輸株式会社 東京営業所
アイエムエキスプレス株式会社 本社
吉澤運輸株式会社 本社営業所
ナガシマ物流サービス株式会社 本社営業所
西多摩運送株式会社 深川物流センター
東京食料運輸株式会社 本社営業所
東京荷役管理株式会社 本社営業所
西鉄運輸株式会社 東京統括支店
駿和物流株式会社 東京営業所
日本通運株式会社 江東辰巳航空貨物センター
トナミ運輸株式会社 東京支店

※「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
東京都江東区新木場１－７－１９
東京都江東区新木場１－７－９
東京都江東区新木場１－８－１７
東京都江東区新木場１－９－５
東京都江東区新木場２－１１－４
東京都江東区新木場２－１４－１１
東京都江東区新木場２－１５－２５
東京都江東区新木場２－２－５
東京都江東区新木場２－６－８
東京都江東区新木場２丁目１５番１４号
東京都江東区新木場２丁目１５番２２号
東京都江東区新木場３－２－１１
東京都江東区新木場３－６－１０
東京都江東区新木場３－７－８
東京都江東区新木場３－８－１２
東京都江東区新木場二丁目１４番７号
東京都江東区新木場二丁目１４番７号
東京都江東区森下４－１９－１９
東京都江東区森下５－７－５
東京都江東区深川２－１－１０
東京都江東区清澄１－２－５
東京都江東区青海３－２－１７
東京都江東区青海３丁目２番１７号 株式会社ワールド
流通センター３０５号室
東京都江東区青海４－４－１８ ＴＡＣＳ６Ｆ
東京都江東区青海４－６－２１
東京都江東区千石１－１０－１０
東京都江東区千石１－２－６
東京都江東区千石２－１０－１０
東京都江東区辰己１－５－１０
東京都江東区辰巳１－５－１０
東京都江東区辰巳３－１０－２５
東京都江東区辰巳３－１０－２５
東京都江東区辰巳３－１１－１０
東京都江東区辰巳３－１１－３０
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電話番号
03-3521-4811
03-5569-2270
03-3521-8011
03-3522-6114
03-5534-0568
03-5534-1080
03-3522-0152
03-5569-6291
03-3522-2187
03-3521-1501
03-3522-7810
03-3522-0591
03-5534-1830
03-5569-8000
03-5569-8116
03-5569-0700
03-5569-2511
03-3634-4411
03-3632-6661
03-5245-8171
03-3642-5106
03-3520-2091
03-3527-8868
03-3599-2520
03-3520-1636
03-3647-7861
03-5635-2581
03-3645-2105
03-3521-3301
03-3521-3301
03-3522-0351
03-3522-5080
03-5569-3590
03-3522-1073

主な輸送品目（任意掲載）

オフィス用品、日用品・雑貨

市区郡名

事業所名
株式会社平山商事 東京営業所
サイショウ．エクスプレス株式会社 本社営業所
株式会社タイヨーリクテム 本社営業所
多摩運送株式会社 東京辰巳営業所
カンダコーポレーション株式会社 辰巳営業所
システム輸送株式会社 本社
株式会社川口商事 東京営業所
八大株式会社 本社営業所
株式会社アベ 本社営業所
東京納品代行株式会社 辰巳センター
株式会社グリーンステージ 辰巳営業所
三港運輸株式会社 本社営業所
アイエムエキスプレス株式会社 辰巳事務所
株式会社プラウド 本社営業所
西濃運輸株式会社 東京支店
新聞輸送株式会社 日本経済新聞営業所
第一貨物株式会社 東京支店
中越運送株式会社 深川営業所
ＳＢＳ即配サポート株式会社 東雲事業所
ステンレス急送株式会社 本社営業所
イヌイ運送株式会社 東雲営業所
東京共同ロジテム株式会社 本社営業所
株式会社丸中 本社営業所
株式会社丸運ロジスティクス関東 東雲
佐川急便株式会社 東京営業所
株式会社フィフティーワン 本社営業所
株式会社サンノウ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 千代田支店
トーホー森吉株式会社 本社営業所
晴海レミコン輸送株式会社 本社営業所
松丸工事運輸株式会社 本社営業所
有限会社玉井工業 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 江東支店
高木運輸株式会社 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
東京都江東区辰巳３－１２－３ 愛知陸運㈱関東支店内
東京都江東区辰巳３－１３－１２
東京都江東区辰巳３－１３－１５
東京都江東区辰巳３－１３－１９
東京都江東区辰巳３－１３－６
東京都江東区辰巳３－１４－１１
東京都江東区辰巳３－１８－１６ ＫＫＳ Ｗ／Ｈ ２
階
東京都江東区辰巳３－１８－２０
東京都江東区辰巳３－１９－１４
東京都江東区辰巳３－６－３
東京都江東区辰巳３－７－１０ 月島倉庫（株）辰巳Ｔ
倉庫１Ｆ
東京都江東区辰巳３－７－２３
東京都江東区辰巳３－９－２
東京都江東区潮見１－２－１１
東京都江東区新木場３－１－１－２Ｆ
東京都江東区東雲１－１０－５
東京都江東区東雲１－７－３０
東京都江東区東雲１－８－１９
東京都江東区東雲２－１０－３１
東京都江東区東雲２－１０－４９
東京都江東区東雲２－１－１０
東京都江東区東雲２－１２－２０
東京都江東区東雲２－１２－２３
東京都江東区東雲２－１２－２７，２－１７－５
東京都江東区東雲２－１３－３２
東京都江東区東雲２－１４－３５
東京都江東区東雲２－１４－３５ ２Ｆ
東京都江東区東雲２－２－３
東京都江東区東雲２－５－１５
東京都江東区東雲２丁目１３番４５号
東京都江東区東砂３－２６－１７
東京都江東区東砂３－４－２
東京都江東区東砂６－５－１１
東京都江東区東砂６丁目１５番地１１号
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電話番号
03-3522-0381
03-3521-6745
03-3521-2271
03-3522-7303
03-5534-1021
03-3522-0211
03-3521-8080
03-5534-2711
03-3522-5021
03-6547-0601
03-3522-6480
03-3521-0721
03-5569-9250
03-5635-2055
03-3699-1811
03-3536-6143
03-3533-1571
03-3533-0841
03-5633-9027
03-3529-5878
03-5564-1254
03-3529-1341
03-3528-1051
03-3529-5211
03-3699-3226
03-6858-0051
03-5500-6051
080-5068-2949
03-3529-0207
03-3520-0384
03-3646-0538
03-3644-2251
080-5045-7610
03-3646-5626

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社三進 本社営業所
安房運輸株式会社 東京営業所
株式会社内藤運送店 本社営業所
株式会社ふそう運搬社 東陽町営業所
日本郵便株式会社 深川郵便局
東江運輸株式会社 本社営業所
有限会社内田運送 本社
ＳＢＳゼンツウ株式会社 江東営業所
ヤマト運輸株式会社 南砂２丁目センター
鈴直運輸株式会社 本社営業所
鈴直運送株式会社 本社営業所
江口運送株式会社 本社営業所
サトランス株式会社 中央営業所
有限会社田村運輸部 本社
ヤマト運輸株式会社 江東白河支店
平野運送株式会社 本店
関東生コン輸送株式会社 豊洲営業所
日本通運株式会社 隅田川支店 小名木川作業運用課
沼尾興業株式会社 本社営業所
西濃運輸株式会社 錦糸町支店
セイノー引越株式会社 東京支店
有限会社丸オ奥田商店 本社
株式会社ワールドサプライ 有明営業所
株式会社ワールドサプライ 第三有明営業所
カンダコーポレーション株式会社 有明営業所
清興運輸株式会社 有明営業所
ヤマト運輸株式会社 東京主管支店
ヤマトボックスチャーター株式会社 東東京支店
株式会社岩陸 東京営業所
株式会社ＮＳロジ東日本 東京営業所
株式会社ナカノ商会 運輸事業部有明センター営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 江東営業所
王子陸運株式会社 有明営業所
光洋運輸株式会社 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
東京都江東区東砂７－１７－１０
東京都江東区東砂８－２５－６
東京都江東区東陽１－６－３
東京都江東区東陽２－２－１１ 明治安田生命新東陽町
ビル発送室内
東京都江東区東陽４丁目４－２
東京都江東区南砂１－１６－８
東京都江東区南砂１丁目１１番１号
東京都江東区南砂２－３６－１
東京都江東区南砂２－９－１２
東京都江東区南砂６－２－１２
東京都江東区南砂６丁目２番１２号
東京都江東区白河１－７－７
東京都江東区白河３－１－１０
東京都江東区白河３－１－１１
東京都江東区白河４－４－６
東京都江東区平野４－１３－１７
東京都江東区豊洲４－１１－３
東京都江東区北砂３－３－５
東京都江東区北砂５－１７－４２
東京都江東区毛利１－４－１
東京都江東区木場２－１－３
東京都江東区木場５－１２－３
東京都江東区有明１－２－２２
東京都江東区有明１－３－３３
東京都江東区有明１－３－５
東京都江東区有明１－６－１８
東京都江東区有明１－６－２６
東京都江東区有明１－６－２６
東京都江東区有明３－１４－７
東京都江東区有明３－１５－１２
東京都江東区有明３丁目１５番１３号
東京都江東区有明４－２－３
東京都江東区有明４－４－１０
東京都江東区有明４－６－２１
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電話番号
03-3640-9100
03-3646-5611
03-5690-5081
03-6666-3166
03-5683-3163
03-3647-5222
03-3644-4327
03-5633-6321
080-6604-5155
03-3640-0351
03-3640-0351
03-3641-5040
03-5639-0311
03-3643-5044
080-5045-3695
03-3630-5333
03-5547-7900
03-3644-7191
03-3648-5411
03-3634-6172
03-3642-5161
03-3642-2289
03-3529-5123
03-3529-5141
03-3527-5835
090-4012-8292
03-5564-3886
03-5564-4050
03-6457-1657
03-3520-0537
03-3528-2341
03-3529-3261
03-3529-2967
03-3528-1361

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社又一 本社営業所
アヅマ・ロジテック株式会社 有明営業所
有限会社サツケン 本社営業所
有限会社ハギワラコーポレーション 本社営業所
日正運輸株式会社 東京港営業所
ホッコウ物流株式会社 東京支店
菱中海陸運輸株式会社 東京営業所
トラスト物流株式会社 本社営業所
鐵伸運輸株式会社 東京営業所
株式会社三榮商會 東京営業所

品川区

臼杵運送株式会社 有明営業所
天野運送株式会社 本社営業所
生澤運輸有限会社 本社営業所
佐川急便株式会社 渋谷営業所
株式会社ワンビシアーカイブズ 関東第４センター
東都輸送株式会社 本社

鈴仙運輸株式会社 本社営業所
日本空輸株式会社 東京流通センター営業所
丸章運輸株式会社 本社営業所
株式会社ゼクスト 本社営業所
日本郵便株式会社 大崎郵便局
千野運輸株式会社 東京営業所
木下運輸有限会社 本社営業所
有限会社晃和 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大崎１丁目センター
ＭＡＲＵＳＡ株式会社 本社営業所
品川運輸株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 品川郵便局
株式会社ディ・エス物流 品川
アートコーポレーション株式会社 東京営業所
千代田運輸株式会社 本社営業所
ハートランス株式会社 東京営業所
パナシアロジ株式会社 品川営業所

※「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
東京都江東区有明４－７－１４
東京都江東区有明４－７－１４
東京都江東区有明４－８－６
東京都江東区有明４－８－６
東京都江東区有明４－８－６
東京都江東区有明４－８－６
東京都江東区有明４－８－６ 東京港フェリーターミナ
ルビル３階
東京都江東区有明４－８－６ 東京港フェリーターミナ
ルビル４階
東京都江東区有明４－８－６ 東京港フェリー埠頭ター
ミナルビル４１６
東京都江東区有明４丁目１番１号 １０号ふ頭４号上屋
荷役連絡所７号室
東京都江東区有明４丁目７番２７号
東京都品川区荏原１－９－９
東京都品川区戸越６－７－６
東京都品川区勝島１－１－１
東京都品川区勝島１－２－１
東京都品川区勝島１－３－３４
東京都品川区勝島１－４－１１
東京都品川区勝島１－５－２１
東京都品川区勝島１丁目３番４９号
東京都品川区上大崎３丁目３番９－１１１号
東京都品川区西五反田２－３２－７
東京都品川区西五反田６－１５－１２
東京都品川区大井３－２５－１１
東京都品川区大崎１－１８－７
東京都品川区大崎１－１９－１２
東京都品川区東五反田３－２０－１７
東京都品川区東大井２－１－８
東京都品川区東大井５丁目２３－３４
東京都品川区東品川１－３３－１０
東京都品川区東品川１丁目３番１０号
東京都品川区東品川３－２２－１７
東京都品川区東品川３－２８－２５
東京都品川区東品川３－２８－２５
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電話番号

主な輸送品目（任意掲載）

03-6657-1064
03-3520-0822
03-3529-1401
03-3527-6020
03-3529-5291
03-3527-6521
03-3521-0881
03-3527-8057
03-3529-6210
03-3527-7820
03-3520-0577
03-5702-0505
03-3781-6730
03-5764-3130
03-3761-2001
03-3762-6948
03-3767-8416
03-5762-7011
03-3767-0340
03-3473-5022
03-3493-2208
03-3491-1558
03-3778-4233
03-3492-2193
03-5719-1066
03-3441-2582
03-3761-0165
03-3471-2025
03-5479-6880
03-3474-0123
03-3471-7330
03-3450-5998
03-3472-0221

機械・機械部品、放送機材

市区郡名

事業所名
株式会社タカセ運輸集配システム 本社
サンメトロ輸送株式会社 品川営業所
日本通運株式会社 海外引越事業支店 オペレーションセ
ンター

住所

電話番号

東京都品川区東品川４丁目１３番３４号
東京都品川区東品川５－６－１

03-6433-3577
03-5783-3061

東京都品川区東品川５－７－２８

03-5495-1817

ジェイアール東海物流株式会社 東京引越・物流センター 東京都品川区東品川５－８－４３

03-6712-9960

セイト物流株式会社 本社営業所
株式会社ハーツ 本社営業所
協和企業株式会社 本社営業所
三協運輸株式会社 本社営業所
株式会社小野運送店 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 東品川支店
日本高速輸送株式会社 京浜支店 東京営業所
日本通運株式会社 東京海運支店大井輸送事業所
ロジスティックスシステム輸送株式会社 本社営業所
ケイヒン陸運株式会社 大井営業所
ケイヒンコンテナ急送株式会社 東京
鈴江コンテナートランスポート株式会社 東京
日本コンテナ輸送株式会社 京浜支店
国際コンテナ輸送株式会社 京浜支店
ワイエストレーディング株式会社 東京営業所

03-3745-7588
03-5762-0072
03-3298-7101
03-5783-0851
03-3474-2081
03-3799-3141
03-3790-0731
03-3799-0681
03-3799-5840
03-3799-5410
03-3790-2161
03-3790-0981
03-3790-1421
03-3790-1251
03-5492-7921

東京都品川区南大井３丁目２８番１１号
東京都品川区南大井５－１２－３
東京都品川区南大井６－２－７
東京都品川区南品川１－３－１
東京都品川区南品川４－２－３３
東京都品川区八潮１－１－４
東京都品川区八潮２－１－１
東京都品川区八潮２－６－２
東京都品川区八潮２－６－２
東京都品川区八潮２－６－４
東京都品川区八潮２－６－４ ジャパン大井倉庫内２階
東京都品川区八潮２－６－７
東京都品川区八潮２－７－８
東京都品川区八潮２－８－１５
東京都品川区八潮２－９

株式会社近鉄ロジスティクス・システムズ 車輌センター 東京都品川区八潮３－２－３１

03-5755-6069

ヤマト運輸株式会社 新東京主管支店
佐川急便株式会社 目黒営業所
札幌通運株式会社 東京支店
株式会社札通ロジスティックス東京 品川営業所
ヤマト運輸株式会社 京浜島支店
株式会社丸和通運 東京貨物ターミナル支店

東京都品川区八潮３－２－３５
東京都品川区八潮３－２－３８
東京都品川区八潮３－３－１０
東京都品川区八潮３－３－１０
東京都品川区八潮３－３－１０
東京都品川区八潮３－３－２２

03-3799-6806
03-3799-8544
03-3790-7011
03-5755-7615
03-3799-4435
03-3790-9272

中央通運株式会社 東京ターミナル営業所

東京都品川区八潮３－３－２２

03-3790-1871

東京都品川区八潮３－３－２２

03-3790-2077

東京都品川区八潮３－３－２２
東京都品川区八潮３－３－２２ ３階
東京都品川区八潮３－３－２２ ＪＲ貨物駅構内
東京都品川区八潮３－３－６ Ａ－２棟

03-3799-1230
03-3790-0601
03-3790-0651
03-3790-8931

日本通運株式会社 東京ベイエリア支店 東京コンテナ事
業所
株式会社チュウツウ 品川営業所
株式会社丸運ロジスティクス関東 東京営業所
ＳＢＳロジコム株式会社 東京貨物ターミナル支店
名鉄ゴールデン航空株式会社 東京支店

※「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。

22／41 ページ

主な輸送品目（任意掲載）

化学製品・ゴム製品、廃棄物、紙・
紙加工品

市区郡名

事業所名
日本ロジテム株式会社 平和島営業所

渋谷区

新宿区

杉並区

ヤマト運輸株式会社 北品川支店
ＴＡＫＡＩＤＯクールフロー株式会社 笹塚営業所
日本郵便株式会社 渋谷郵便局
ヤマト運輸株式会社 初台支店
日本郵便株式会社 代々木郵便局
大信運輸株式会社 本社営業所
山田自動車サービス株式会社 本社営業所
アサヒロジ株式会社 新宿営業所
株式会社滝島運輸 本社営業所
田中陸運株式会社 本社営業所
荒木運送株式会社 本社営業所
有限会社トーワ・デリバリー 本社営業所
古屋運送株式会社 本社営業所
新宿貨物運送株式会社 本社営業所
ＳＢＳロジコム株式会社 新宿支店
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 新宿東営業所
日本郵便株式会社 新宿郵便局
ヤマト運輸株式会社 落合支店
日本通運株式会社 航空事業支店 国内貨物第三営業部
七福運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 新宿支店
株式会社村山運輸 本社営業所
日本郵便株式会社 牛込郵便局
やよい運送株式会社 本社営業所
埼玉やよい運送株式会社 本社営業所
山谷運送株式会社 本社営業所
ワカバ運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 久我山支店
株式会社ロードランナー 杉並営業所
帝都運送株式会社 東京営業所
ヒタチ株式会社 杉並ハブセンター
ヤマト運輸株式会社 高井戸支店

※「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
東京都品川区八潮３－３－９ 東京貨物ターミナルコンテ
ナ複合施設Ｃ棟
東京都品川区北品川１－１０－４
東京都渋谷区笹塚１－５０－９
東京都渋谷区渋谷１丁目１２－１３
東京都渋谷区初台２－２８－１
東京都渋谷区西原１丁目４２－２
東京都渋谷区西原３－２２－１５
東京都渋谷区西原３－３２－５
東京都渋谷区本町３－３３－１
東京都渋谷区本町４－４４－２
東京都渋谷区代々木４丁目６０番１０号
東京都新宿区高田馬場３－４６－９
東京都新宿区山吹町３５８番地３
東京都新宿区上落合１－４－１
東京都新宿区新宿４－３－１６
東京都新宿区新宿５丁目１１－５
東京都新宿区新小川町３－２０
東京都新宿区西新宿１丁目８－８
東京都新宿区西落合１－２３－１５
東京都新宿区西落合２－１８－１７
東京都新宿区南元町１２
東京都新宿区百人町１－１８－３
東京都新宿区百人町３－８－１３
東京都新宿区北山伏町１－５
東京都杉並区荻窪４－３３－２
東京都杉並区荻窪４－３３－２
東京都杉並区下高井戸１－３５－１１ コート山谷７０
３号室
東京都杉並区下高井戸３－２８－２３
東京都杉並区久我山１－７－４１
東京都杉並区宮前１－１４－１４
東京都杉並区高井戸東３－２５－１３
東京都杉並区高井戸東３－２８－７ 高井戸グリーンハ
イツ４０３
東京都杉並区高井戸東３－３２－１９
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電話番号
03-3782-5121
03-5479-2466
03-5738-2115
03-5469-9902
03-5354-5601
03-5790-0568
03-3466-0115
03-3466-0111
03-3375-3641
03-3376-3071
03-3700-3232
03-3362-2435
03-3269-1601
03-3361-5135
03-3356-2671
03-3341-4410
03-3235-4990
03-3340-9502
03-3950-7254
03-3950-6980
03-3341-7291
03-3365-3718
03-3364-1824
03-3266-2442
03-3220-0841
03-3220-0841
03-3302-1181
03-3304-8462
03-3332-0437
03-3333-0851
03-3333-3567
03-5941-6784
03-3331-7731

主な輸送品目（任意掲載）
食料品、機械・機械部品、家電品

市区郡名

墨田区

世田谷区

事業所名
株式会社ダイヤル運送 本社
アイユーシー株式会社 本社営業所
豊多摩通運株式会社 本社営業所
大島運輸株式会社 井草営業所
ヤマト運輸株式会社 上井草センター
日本郵便株式会社 荻窪郵便局
ヤマト運輸株式会社 荻窪支店
佐川急便株式会社 武蔵野営業所
東礼自動車株式会社 杉並営業所
栄和清運株式会社 本社
株式会社オータカ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 杉並和泉支店
ヤマト運輸株式会社 杉並方南支店
墨東企業運輸株式会社 本社営業所
隅田倉庫株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 吾妻橋支店
イノウ運輸株式会社 本社営業所
株式会社東都運搬社 本社営業所
アサヒロジ株式会社 墨田支店
向島運送株式会社 東京営業所
佐川急便株式会社 荒川営業所
花村運送株式会社 本社
システム運輸株式会社 本社営業所
株式会社凌雲物流 本社営業所
ＳＢＳロジコム株式会社 向島支店
有限会社風間運送店 本社営業所
清興運輸株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 墨田支店
株式会社ハヤシ配送サービス 本社営業所
ジャスト物流株式会社 東京営業所
カワベキャリーシステム株式会社 本社営業所
株式会社シンコー 世田谷営業所
株式会社ロジリンク 本社営業所
株式会社まるすぎ 本社営業所
ＳＢＳロジコム南関東株式会社 ファシリティ営業所

※「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
東京都杉並区今川２－２１－９
東京都杉並区上井草２－２－２
東京都杉並区上井草２－３３－８
東京都杉並区上井草２－３４－２６
東京都杉並区上井草２－７－７
東京都杉並区桃井２丁目３－２
東京都杉並区南荻窪３－３１－３０
東京都杉並区南荻窪３－３３－１
東京都杉並区梅里１－２－６
東京都杉並区堀ノ内２－１１－３２
東京都杉並区堀ノ内３－３７－５
東京都杉並区和泉２－１４－１
東京都杉並区和泉４－４２－２
東京都墨田区横川３－６－１
東京都墨田区業平１－１－９
東京都墨田区吾妻橋２－１９－２
東京都墨田区向島３－１３－１１
東京都墨田区向島４－１０－１９
東京都墨田区向島５－８－２０
東京都墨田区堤通２－１２－２
東京都墨田区東墨田３－４－４５
東京都墨田区八広２－５９－５
東京都墨田区文花３－２４－２３
東京都墨田区墨田４－５－１
東京都墨田区墨田５－１７－４
東京都墨田区立花４－１５－１５
東京都墨田区立花５－１９－６
東京都墨田区立川４－１７－１
東京都墨田区緑２－６－５
東京都墨田区緑３－１－６
東京都世田谷区鎌田３－１０－１４
東京都世田谷区鎌田４－１８－１５
東京都世田谷区鎌田４－１８－１５
東京都世田谷区喜多見１－２９－７
東京都世田谷区喜多見７－３５－２１
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電話番号
03-3390-3959
03-5311-1611
03-3399-2191
03-3395-4881
03-5310-6198
03-3301-5513
03-3247-2203
03-5336-7641
03-3311-1560
03-3317-2281
03-3315-7151
03-3325-5421
03-5377-0291
03-3622-7181
03-3622-2369
03-3623-9706
03-3624-6451
03-3624-3921
03-3622-3662
03-3611-2146
03-3616-8888
03-3612-5176
03-3613-4491
03-3612-0111
03-3614-3191
03-3618-2711
03-3613-5112
080-5045-3495
03-3634-2941
03-5638-6277
03-5716-4371
03-5494-8001
03-3420-3049
03-3417-9111
03-3749-4961

主な輸送品目（任意掲載）

食料品、住宅建材等

市区郡名

台東区

事業所名
ヤマト運輸株式会社 喜多見支店
ＳＢＳロジコム南関東株式会社 世田谷営業所
日通東京西運輸株式会社 給田営業所
ヤマト運輸株式会社 玉川台センター
三陸運送株式会社 本社営業所
淺見運輸倉庫株式会社 本社営業所
有限会社丸和運送 本社営業所
株式会社ひがの運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 桜丘支店
日本郵便株式会社 世田谷郵便局
ヤマト運輸株式会社 三軒茶屋支店
京王運輸株式会社 世田谷営業所
ヤマト運輸株式会社 用賀支店
用賀運送株式会社 本社営業所
株式会社スリーエス・サンキュウ 世田谷
日本通運株式会社 西東京警送支店
ヤマト運輸株式会社 千歳台支店
ヤマト運輸株式会社 代田支店
ヤマト運輸株式会社 三宿支店
株式会社サカイ引越センター 世田谷支社
ヤマト運輸株式会社 等々力支店
ヤマト運輸株式会社 深沢支店
トランコムＤＳ株式会社 粕谷営業所
ヤマト運輸株式会社 八幡山支店
西濃運輸株式会社 世田谷支店
福山運送株式会社 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 世田谷営業所
ヤマト運輸株式会社 烏山支店
株式会社若運 本社事業所
佐川急便株式会社 世田谷用賀営業所
日本郵便株式会社 上野郵便局
滝﨑運送株式会社 台東物流センター
西濃運輸株式会社 浅草支店
ティーオーピー・ロジ株式会社 本社営業所
株式会社入船物流システム 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
東京都世田谷区喜多見７丁目３３番２１号
東京都世田谷区給田５－１７－１
東京都世田谷区給田５－１９－１
東京都世田谷区玉川台２－３－２０
東京都世田谷区玉堤１－６－２
東京都世田谷区駒沢５－１５－１１
東京都世田谷区弦巻１－４０－５
東京都世田谷区弦巻４－１１－１０
東京都世田谷区桜丘４－１－６
東京都世田谷区三軒茶屋２丁目１－１
東京都世田谷区上馬２－２２－１０
東京都世田谷区上北沢４－３６－１５
東京都世田谷区上用賀１－２２－２６
東京都世田谷区上用賀５丁目７番２号
東京都世田谷区千歳台２－３１－１３
東京都世田谷区千歳台３－３１－６
東京都世田谷区千歳台５－４２９－１
東京都世田谷区代田３－２
東京都世田谷区池尻２－２３－４
東京都世田谷区等々力２－３７－４
東京都世田谷区等々力４－１６－１３
東京都世田谷区等々力６－５－１１
東京都世田谷区粕谷３－９－５
東京都世田谷区八幡山１４８－２
東京都世田谷区八幡山２丁目６番１号
東京都世田谷区北烏山３－５－３
東京都世田谷区北烏山３丁目２番１号
東京都世田谷区北烏山５－１５８４－１
東京都世田谷区北烏山８－１５－６
東京都世田谷区用賀１－１５－２３
東京都台東区下谷１丁目５－１２
東京都台東区橋場１－３６－５
東京都台東区今戸２－２６－１０
東京都台東区寿１－５－３
東京都台東区松が谷４丁目１番１２号
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電話番号
03-5727-3149
03-3307-1651
03-5314-5387
03-5797-5569
03-3703-1331
03-3701-1121
03-3427-3489
03-5477-3111
03-3426-0720
03-3419-5042
03-5433-0130
03-3290-9677
03-5716-3281
03-3709-5401
03-3789-4439
03-3789-5111
03-5490-2014
03-5430-8013
03-5481-8486
03-5752-1141
03-3705-7941
03-3703-2614
03-5315-8080
03-5374-9996
03-5857-7602
03-3308-9411
03-5314-0123
03-3307-6371
03-3300-4391
03-5491-5490
03-3843-9463
03-5824-2101
03-5857-7598
03-3843-0931
03-5830-7703

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

中央区

事業所名
株式会社シゲタイーエックス 本社営業所
日本郵便株式会社 浅草郵便局
松本運送有限会社 本社営業所
加藤運輸株式会社 蔵前営業所
川西運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 東上野支店
ヤマト運輸株式会社 浅草支店
Ｍ′ｓＬｉｎｅ株式会社 本社営業所
田中運送株式会社 本社営業所
株式会社シバサキ 本社
ヤマト運輸株式会社 大手町支店
日本郵便株式会社 銀座郵便局
株式会社金枝運輸 本社営業所
宮吉運輸株式会社 本社営業所
株式会社月島物流サービス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 晴海支店
株式会社スリーエス・サンキュウ 勝どき営業所
日本通運株式会社 関東美術品支店
淀川海運株式会社 本社営業所
丸正運輸株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 晴海郵便局
中央運送株式会社 本社営業所
新聞輸送株式会社 朝日新聞営業所
東海急送株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 日本橋郵便局
八光社梱包運輸株式会社 本社
丸勝運輸株式会社 本社営業所
株式会社万年屋回漕店 本社営業所
株式会社加藤商運 本店営業所
株式会社丸周運送 本社営業所
中央物流株式会社 本社営業所
渥美運輸株式会社 本社営業所
八丁堀物流有限会社 本社
株式会社東発 豊海営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 東京営業所

※「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
東京都台東区清川１－７－４
東京都台東区西浅草１丁目１－１
東京都台東区浅草５－６５－３
東京都台東区蔵前３－３－３
東京都台東区台東２－６－１２
東京都台東区東上野１－２６－４
東京都台東区東浅草１－２０－８
東京都台東区日本堤２－３４－２
東京都台東区北上野２－１３－１
東京都台東区竜泉３－１８－３
東京都中央区銀座２－１６－１０
東京都中央区銀座８－２０－２６
東京都中央区月島４－１－１１
東京都中央区勝どき２－１－１２
東京都中央区勝どき４－１４－２２
東京都中央区勝どき４－７－１９
東京都中央区勝どき６－５－３
東京都中央区新川１－１－５
東京都中央区新富１－３－７
東京都中央区晴海４－１－１６
東京都中央区晴海４－６－２６
東京都中央区築地５－２－１
東京都中央区築地５－３－２
東京都中央区築地６－２４－５
東京都中央区日本橋１－１８－１
東京都中央区日本橋茅場町２－８－１
東京都中央区日本橋箱崎町３４－７
東京都中央区日本橋箱崎町３７－９
東京都中央区日本橋本町４－４－１３
東京都中央区入船１丁目４番７号
東京都中央区入船２－５－６
東京都中央区入船２－９－３
東京都中央区八丁堀２－２８－２
東京都中央区豊海町６－４
東京都中央区明石町６－１７
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電話番号
03-3872-1377
03-5828-7913
03-3872-2782
03-3863-2181
03-3831-6152
080-5045-9937
080-5045-3312
03-3875-1345
03-3843-5637
03-3876-2711
080-5451-4701
03-3524-2873
03-3531-9251
03-3533-1261
03-5560-9660
080-6692-0568
03-3536-9639
03-3206-1133
03-5543-6781
03-3531-7247
03-5546-1068
03-3534-3108
03-5540-7564
03-5565-4311
03-3277-6838
03-3668-8500
03-3666-4682
03-3666-7372
03-3241-5420
03-3551-0585
03-3552-8681
03-3552-3771
03-3552-3841
03-3533-0571
03-6853-2611

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
千代田区

中野区

事業所名
日本郵便株式会社 麹町郵便局
日本郵便輸送株式会社 三崎町営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 丸の内営業所
有限会社篠崎運送店 本社営業所
宝運送株式会社 本社営業所
淡路運送有限会社 本社営業所
日本郵便株式会社 神田郵便局
日通神田中央運輸株式会社 車両事業部
三和運送事業株式会社 本社営業所
千秋運送有限会社 本社営業所
日本梱送株式会社 本社営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 新宿営業所
安房運輸株式会社 中野営業所
日本郵便輸送株式会社 中野営業所

練馬区

電話番号
03-3263-1876
03-3511-1171
03-5296-1133
03-3261-1391
03-3261-3905
03-3251-6335
03-3257-6405
03-5821-8198
03-3866-0330
03-3385-7387
03-3998-5366
03-5342-2680
03-3372-4550
03-3372-7481

東京糧穀運送株式会社 本社
佐川急便株式会社 中野東営業所
日本郵便株式会社 中野郵便局
ヤマト運輸株式会社 豊島支店
健和流通株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 豊島郵便局
株式会社あやめ運輸 本社営業所
佐川急便株式会社 中野営業所
サトー運送株式会社 練馬営業所
日本通運株式会社 東京引越支店 作業運用課
日本通運株式会社 板橋航空貨物センター
ＳＢＳゼンツウ株式会社 練馬営業所
ヤマト運輸株式会社 羽沢支店
株式会社興産運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 井草支店
ヤマト運輸株式会社 関町支店
有限会社弥栄運輸 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 東京北営業所
株式会社サン・デイリー 練馬営業所

東京都中野区沼袋２－１４－３
東京都中野区中野２丁目２７－１
東京都豊島区上池袋２－８
東京都豊島区東池袋３－７－５
東京都豊島区東池袋３丁目１８－１
東京都豊島区南大塚１－１４－１２
東京都練馬区石神井町２－３６－１９
東京都練馬区石神井町４－１７－２３
東京都練馬区旭丘１－２２－１
東京都練馬区旭丘１－２２－１３
東京都練馬区旭町１－１－１
東京都練馬区羽沢３－２７－１
東京都練馬区下石神井３－４－２５
東京都練馬区下石神井４－２１９－８
東京都練馬区関町北５－９０６－７
東京都練馬区向山４－１６－１
東京都練馬区高松３－５－７
東京都練馬区高松４－４３６１

03-5345-7221
03-3383-8821
080-5451-4146
03-6907-3639
03-3989-7442
03-3945-8719
03-5923-10914
03-5923-3100
03-5988-6362
03-5988-6545
03-6909-9677
03-5984-7032
03-3997-0830
03-3904-6054
03-5991-3447
03-3970-2331
03-3999-0123
03-5987-7213

株式会社武蔵野 本社営業所

豊島区

住所
東京都千代田区九段南４丁目５－９
東京都千代田区三崎町３－３－１１
東京都千代田区神田司町２－８－３
東京都千代田区神田神保町２－５
東京都千代田区神田神保町３－２
東京都千代田区神田淡路町１－７
東京都千代田区神田淡路町２丁目１２
東京都千代田区神田和泉町２
東京都千代田区東神田１－４－９
東京都中野区江古田２－６－７
東京都中野区上鷺宮１－１－１９
東京都中野区南台５－２７－３２
東京都中野区弥生町１－２２－１５
東京都中野区弥生町１－２２－１５
東京都中野区弥生町２－５１－５ 田中マンション１０
２
東京都中野区弥生町５－２７－４

※「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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03-5340-7647
03-3381-7288

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

文京区

港区

事業所名
金子運輸株式会社 本社営業所
株式会社商運サービス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 高野台支店
ヤマト運輸株式会社 大泉支店
新富運輸株式会社 本社
株式会社黒真物流 本社営業所
山孝ネットワーク有限会社 本社営業所
株式会社三良コーポレーション 本社
天龍運輸株式会社 本社営業所
株式会社磐根 本社営業所
千歳運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大泉町センター
ヤマト運輸株式会社 谷原支店
株式会社サカイ引越センター 練馬支社
株式会社大藏 本社営業所
ホクシン運送株式会社 本社営業所
稲垣運輸株式会社 本社営業所
福山通運株式会社 練馬営業所
株式会社トートラ 練馬営業所
ヤマト運輸株式会社 豊玉支店
日本郵便株式会社 練馬郵便局
成増興業株式会社 本社
堀内運送株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 小石川郵便局
東洋テック株式会社 東京支社
株式会社輕便社 本社営業所
コスモ運輸株式会社 本社
センチュリー株式会社 本社
昭和梱包運送株式会社 本社
株式会社全日本ガードシステム 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 湯島支店
青柳運送有限会社 本社営業所
株式会社寿運送 本社
株式会社アラウン 本社
株式会社アサヒセキュリティ 東京警送営業所

※「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
東京都練馬区高松５－１４－５
東京都練馬区高松５－１４－８
東京都練馬区高野台３－２３１５
東京都練馬区西大泉４－２３－２
東京都練馬区西大泉５－２３－７
東京都練馬区石神井台６－１７－２７
東京都練馬区大泉学園町７－１０－６
東京都練馬区大泉学園町７－１６－２２
東京都練馬区大泉学園町８－２２－２１
東京都練馬区大泉町２－５４－５
東京都練馬区大泉町２－５５－１０
東京都練馬区大泉町２－６３－１
東京都練馬区谷原３－１－５
東京都練馬区谷原３－２－１５
東京都練馬区谷原４－２０－２９
東京都練馬区田柄１－８－３２
東京都練馬区南大泉３－２８－１４
東京都練馬区豊玉中１－１－２１
東京都練馬区豊玉中３－１２－３
東京都練馬区豊玉南２－２４－１５
東京都練馬区豊玉北６丁目４－２
東京都練馬区北町７－４－８
東京都文京区向丘１－９－１４
東京都文京区小石川４丁目４－２
東京都文京区小日向４－２－８
東京都文京区水道２－１７－１０
東京都文京区西片１－１７－１１－３０６
東京都文京区千駄木１丁目２３番６号
東京都文京区大塚３－３－７
東京都文京区湯島３－１４－９
東京都文京区湯島４－５－５
東京都文京区白山５－２６－１０
東京都文京区本郷２－５－８
東京都港区西新橋２－３９－８
東京都港区海岸２－４－２
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電話番号
03-3996-3238
03-3996-1502
03-3904-6413
03-3867-2813
03-3921-2226
03-3921-5469
03-3867-3329
03-3922-0009
03-3924-6111
03-3978-5060
03-3978-1222
03-5933-2471
03-5923-6395
03-5923-1141
03-3996-2181
03-3939-1335
03-3924-3720
03-3992-2922
03-5946-3441
03-3948-8635
03-3994-0431
03-3932-8161
03-3811-4518
03-3815-7153
03-5802-0709
03-3817-0801
03-5684-4548
03-3822-3211
03-3943-0501
03-3834-6911
080-5045-3821
03-3941-7790
03-3813-0558
03-3433-3681
03-5441-8371

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
アクロストランスポート株式会社 東京営業所
ヤマト運輸株式会社 芝浦支店
ピアノ運送株式会社 東京本店
新興運輸倉庫株式会社 本社営業所
秋元運輸倉庫株式会社 芝浦営業所
トータル・コマース・ソリューション株式会社 東京営業
所
丸新運輸株式会社 五色橋営業所
有限会社大澤組 本社営業所
八千代運輸株式会社 本社営業所
阿部運送株式会社 芝浦
株式会社ギンテック 港南
日本通運株式会社 東京ベイエリア支店 作業運用課
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 天王洲営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 渋谷営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 銀座営業所
日本低温運輸株式会社 東京営業所
ヤマト運輸株式会社 浜松町支店
ホクレン運輸株式会社 東京営業所
株式会社東京ロジステック小林徳市運送 本社営業所
日本郵便株式会社 高輪郵便局
上松輸送株式会社 本社営業所
長井運送株式会社 本社営業所
株式会社トーシン社 本社営業所
株式会社やまと東 本社
東邦海陸運輸株式会社 本社営業所
新聞輸送株式会社 芝浦営業所
新聞輸送株式会社 中日新聞営業所
汐留運送株式会社 本社営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 新橋営業所
日本郵便株式会社 芝郵便局
東都配送株式会社 本社営業所
株式会社幸運 本社
株式会社板橋運送 本社営業所
株式会社ティアイトランスポート 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

東京都港区海岸３－１１－５
東京都港区海岸３－１５－１４
東京都港区海岸３－１５－６ シーサイドビル
東京都港区海岸３－２１－２３
東京都港区海岸３－３０－１

03-5476-5784
03-3453-3893
03-5484-0871
03-3452-8751
03-3451-3711

東京都港区海岸３－３１－１

03-6435-4930

東京都港区海岸３－６－３０
東京都港区海岸３－６－４３－２０３
東京都港区海岸３丁目２９番１号
東京都港区港南３－４－１２
東京都港区港南３－４－１２
東京都港区港南３－６－４
東京都港区港南５－３－２７
東京都港区港南５－３－２７
東京都港区港南５－３－２７
東京都港区港南５－３－３４
東京都港区港南５－５－６
東京都港区港南５－６－７
東京都港区三田２－９－１１
東京都港区三田３丁目８－６
東京都港区芝２－９－１０
東京都港区芝浦１－３－３
東京都港区芝浦１－８－１
東京都港区芝浦３－１２－２
東京都港区芝浦３丁目１３番１８号
東京都港区芝浦４－１６－２７
東京都港区芝浦４－１６－２７
東京都港区新橋５－２９－５
東京都港区西新橋２－１２－５
東京都港区西新橋３丁目２２－５
東京都港区東新橋２－１１－３
東京都港区白金台２－２５－１５
東京都港区浜松町１－１８－７
東京都港区浜松町１－１８－７ 板橋ビル

03-3451-2261
03-3451-7725
03-3471-9871
03-3471-2141
03-3471-5311
03-5460-0081
03-5461-3191
03-5461-0951
03-3458-1071
03-5461-1090
03-3471-9541
03-5461-2930
03-3451-3367
03-3456-5842
03-3451-8012
03-3453-7011
03-3455-8581
03-3541-2541
03-3451-5706
03-5765-5002
03-5765-5097
03-3431-6350
03-3504-8561
03-3431-9554
03-3459-9988
03-3447-0770
03-3431-4846
03-3431-4846
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
目黒区

昭島市

事業所名
マルフク・ロジスティクス株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 碑文谷支店
日本郵便輸送株式会社 目黒営業所
株式会社セイショウ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 目黒支店
ヤマト運輸株式会社 目黒中央センター
有澤運送株式会社 本社営業所
リファーシステムジャパン株式会社 本社営業所
株式会社ヤヨイ 本社営業所
日本郵便株式会社 目黒郵便局
自由ヶ丘運送有限会社 本社営業所
多摩運送株式会社 昭島営業所
ヤマト運輸株式会社 昭島武蔵野センター
ヤマト運輸株式会社 昭島郷地センター
日本郵便株式会社 昭島郵便局
東昌運輸株式会社 昭島営業所
長谷川運輸倉庫株式会社 昭島

西多摩運送株式会社 西多摩警備センター
株式会社コイシカワ 昭島
ヤマト運輸株式会社 西東京主管支店
佐川急便株式会社 三多摩営業所
日本物流システム株式会社 昭島物流センター
株式会社トランス・グリップ 昭島営業所
株式会社サンエー物流 昭島営業所
東京港運送株式会社 昭島営業所
ヤマト運輸株式会社 昭島支店
あきる野市 ヤマト運輸株式会社 あきる野五日市センター
株式会社三星・運送 本社営業所
青梅市
ワーレックス株式会社 青梅営業所
鴻池運輸株式会社 青梅営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 青梅支店
株式会社パルライン 青梅営業所
有限会社本島運送店 青梅営業所
ヤマト運輸株式会社 青梅新町センター

※「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
東京都港区浜松町２－３－２３
東京都目黒区碑文谷５－１２－１１
東京都目黒区下目黒５－１８－１７
東京都目黒区原町１－１７－６
東京都目黒区中目黒２－６－１３
東京都目黒区中目黒５－１－１５
東京都目黒区中目黒５－２４－４１
東京都目黒区碑文谷２－７－１１
東京都目黒区平町２－５－１１
東京都目黒区目黒本町１丁目１５－１６
東京都目黒区緑ヶ丘２－６－１５
東京都昭島市武蔵野３－４５－２
東京都昭島市つつじが丘１－２６７－５
東京都昭島市郷地町２－３３－１４
東京都昭島市松原町１－９－３１
東京都昭島市中神町２－２４－１１
東京都昭島市田中町３－３－１（西武運輸㈱八王子総合
物流センター拝島倉庫敷地内ユニットハウス）
東京都昭島市拝島町３－２－２３
東京都昭島市拝島町３９２８
東京都昭島市拝島町４－１０－５
東京都昭島市拝島町４－８－１
東京都昭島市美堀町４－１３－３７
東京都昭島市美堀町４－１３－３７
東京都昭島市美堀町４－１３－４１
東京都昭島市武蔵野２－９－２４
東京都昭島市緑町１－９－６
東京都あきる野市小中野１００－１
東京都青梅市今井３－４－１４
東京都青梅市今井３－５－１１
東京都青梅市今井３－８－４
東京都青梅市今井５－２４７７－１
東京都青梅市新町３－１１－１
東京都青梅市新町７－１－１０
東京都青梅市新町７－５１－１２
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電話番号
03-3431-6910
03-5724-4261
03-3714-8445
03-3714-5445
03-5768-1595
080-6609-7264
03-3711-5571
03-3791-1123
03-3719-0925
03-3792-7116
03-3717-5126
042-519-1233
080-5451-6751
080-5451-6732
042-541-7850
042-519-2539
042-519-4220
042-541-2049
042-546-6450
042-546-6741
042-546-1121
042-500-6166
042-500-8639
042-500-5413
042-546-3977
080-5451-6726
080-5098-1422
0428-31-4833
0428-31-5941
0428-32-4551
0428-31-4317
0428-32-7338
0428-31-1619
080-5451-6696

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

稲城市

清瀬市
小金井市
国立市

小平市

事業所名
名糖運輸株式会社 西東京物流センター
ヤマト運輸株式会社 青梅藤橋センター
奥住運輸有限会社 本社
豊栄運送有限会社 本社営業所
中央車輌輸送株式会社 多摩営業所
株式会社関戸運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 稲城支店
アートコーポレーション株式会社 多摩支店
佐川急便株式会社 稲城営業所
株式会社デジタル・エキスプレス 本社営業所
武蔵野運送株式会社 本社営業所
有限会社柳沢運輸 本社営業所
株式会社サカイ引越センター 国立支社
多摩運送株式会社 国立営業所
トランコムＤＳ株式会社 国立営業所
日本郵便輸送株式会社 多摩営業所

住所
東京都青梅市新町８－１－１９
東京都青梅市藤橋３－１－４
東京都青梅市藤橋３－１８－１４
東京都青梅市藤橋３－２－２
東京都青梅市末広町１－２－５
東京都稲城市大丸１４４８－３
東京都稲城市東長沼１７０８－３
東京都稲城市百村２１１４－１２
東京都稲城市百村三号２１３０－１
東京都清瀬市中里３－１７２４
東京都小金井市梶野町１－１－２１
東京都小金井市東町２－２６－１１
東京都国立市青柳１－３０－１８
東京都国立市泉１－１１－６
東京都国立市泉１－１３－１７
東京都国立市泉１－９－３

電話番号
0428-30-1511
080-5451-6677
0428-31-8881
0428-31-9117
0428-32-2590
042-377-1934
080-5451-7119
042-377-0123
042-370-4600
042-493-7777
0422-54-3911
0422-31-0764
042-548-8773
042-572-7500
046-236-3760
042-576-9694

航空集配サービス株式会社 多摩ロジスティクスセンター 東京都国立市泉２－１０－１６

042-571-1811

鴻池運輸株式会社 国立
鴻池運輸株式会社 関東支店 国立泉営業所
澁澤陸運株式会社 東京ターミナル
丸伊運輸株式会社 国立営業所
東京ポスタル株式会社 国立営業所
高橋運輸興業株式会社 府中営業所
日本通運株式会社 国立航空貨物センター
日通ＮＥＣロジスティクス株式会社 車輌課
佐川急便株式会社 府中営業所
株式会社引越社関東 国立支店
株式会社引越社関東 八王子支店
綜合警備保障株式会社 警送東京支社 警送国立支店
ヤマト運輸株式会社 国立支店
新日本物流株式会社 国立事業所
イヌイ運送株式会社 小平営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 小平営業所
アートコーポレーション株式会社 西東京営業所

042-580-1071
042-501-4321
042-580-4083
042-575-3551
042-574-3948
042-501-4168
042-571-2488
042-573-5411
042-580-1626
042-580-2626
042-580-2663
042-580-1234
080-5451-6491
042-846-8340
042-348-4521
042-452-7666
042-450-0123

※「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。

東京都国立市泉２－６－２
東京都国立市泉２－６－２
東京都国立市泉４－１７－３
東京都国立市泉４－１７－７
東京都国立市泉４－１８－１０
東京都国立市泉４－１８－７
東京都国立市泉４－８－１
東京都国立市谷保１１０８
東京都国立市谷保３１５８－３
東京都国立市谷保４２９２－３（３Ｆ）
東京都国立市谷保４２９２－３（４Ｆ）
東京都国立市谷保６丁目１６番地の７
東京都国立市谷保７０３８－１
東京都国立市谷保７－３－２
東京都小平市小川町１丁目１１２６－７
東京都小平市花小金井３－１３－１４
東京都小平市花小金井南町１－１８
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

国分寺市
狛江市

立川市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 小平南支店
株式会社小川工営 本社営業所
有限会社小林運送店 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 小平支店
株式会社ファースト・ロジスティックス 小平営業所
株式会社大東建興 本社
ヤマト運輸株式会社 国分寺支店
高杉商事株式会社 本社
株式会社石川興業運輸 本社営業所
株式会社トーショー 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 小平天神町センター
有限会社吉田組 本社営業所
株式会社ジェイアール総研サービス 国立事業所
株式会社永世屋運送 本社営業所
渋谷運輸サービス有限会社 本社営業所
株式会社ジェイアール東日本物流 狛江物流センター
株式会社トラスト・ウィン 本社営業所
株式会社サンエー物流 立川
株式会社田邉商店 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 立川一番町センター
プロスタッフ株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 立川錦町センター
多摩運送株式会社 多摩ネットワークセンター
多摩運送株式会社 立川営業所
ヤマト運輸株式会社 立川栄町センター
株式会社ユニテックス 立川営業所
ヤマト運輸株式会社 光町センター
日通東京西運輸株式会社 立川営業所
日本通運株式会社 多摩支店移転引越事業所
北多摩運送株式会社 立川営業所
有限会社高梨急送 本社営業所
日本郵便株式会社 立川郵便局
ヤマト運輸株式会社 昭島宮沢センター
ヤマトボックスチャーター株式会社 西東京支店
西都梱包運輸株式会社 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
東京都小平市回田町３１６－１
東京都小平市学園西町１－３７－２６
東京都小平市小川町１－２３７０
東京都小平市小川町２－１１２８－２
東京都小平市小川東町３－６－１
東京都小平市小川東町５－１９－２０
東京都小平市上水本町１－２６－１０
東京都小平市上水本町４－９－２４
東京都小平市天神町１－６４
東京都小平市天神町３－１０－３
東京都小平市天神町４－２３－１２
東京都小平市美園町１丁目３２４番地
東京都国分寺市光町２－８－３８
東京都国分寺市新町１－１－９
東京都狛江市岩戸南４丁目３１番１８号
東京都狛江市和泉本町３－２８－１
東京都狛江市和泉本町２－３３－１
東京都立川市一番町４－６４－２
東京都立川市一番町５－５－１
東京都立川市一番町６－２７－１９
東京都立川市栄町５－１１－１
東京都立川市錦町５－１８－４
東京都立川市高松町１－１００－１－１１
東京都立川市高松町１－１００－１－２６
東京都立川市高松町１－２４－２５
東京都立川市砂川町２－６５－２
東京都立川市若葉町３－６８－２
東京都立川市曙町１－１０－１８
東京都立川市曙町１－１０－２４
東京都立川市曙町１－３７－２
東京都立川市曙町１－３７－２
東京都立川市曙町２丁目１４－３６
東京都立川市西砂町２－４３－５
東京都立川市西砂町３－２０－１
東京都立川市西砂町３－２６－１
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電話番号
042-320-4352
042-345-1626
042-341-0013
042-343-5292
042-344-4862
043-346-7427
042-321-8013
042-321-2682
042-312-3261
042-342-0800
042-348-8591
042-341-2932
042-577-7294
042-321-5874
03-3489-9310
03-3480-7304
03-5438-2170
042-520-6658
042-52-00075
080-5451-6637
042-534-9866
080-5451-6879
042-526-4456
042-526-3121
080-5098-3164
042-534-7620
042-535-4291
042-523-9045
042-523-0200
042-523-1261
042-512-8093
042-524-8105
080-5451-6744
042-560-6361
042-531-2495

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
高栄運輸株式会社 本社営業所
株式会社東邦運輸 立川営業所
株式会社パルライン 立川営業所
パスコ・ロジスティクス株式会社 多摩営業所
株式会社ヒューテックノオリン 東京第二支店

株式会社ギオン 東京西センター

多摩市

調布市

西東京市

ＳＧムービング株式会社 西東京営業所
京王運輸株式会社 立川物流センター
西多摩運送株式会社 立川営業所
共立ラインサービス株式会社 本社営業所
東洋メビウス株式会社 多摩支店
株式会社中央ロジスティクス 立川営業所
ヤマト運輸株式会社 立川中央支店
株式会社サントス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 多摩支店
株式会社パルライン 多摩営業所
京王運輸株式会社 多摩営業所
高橋運輸興業株式会社 桜ヶ丘営業所
株式会社新興運輸 多摩第２
ＳＢＳ即配サポート株式会社 多磨支店
ヤマト運輸株式会社 調布国領支店
株式会社三星・運送 調布営業所
三多摩トランスポート株式会社 調布営業所
ヤマト運輸株式会社 調布支店
富沢運送株式会社 本社営業所
星運輸株式会社 本社営業所
株式会社エイチライン 本社営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 調布営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 多摩
ヤマト運輸株式会社 狛江支店
調布運輸株式会社 調布
ＳＢＳゼンツウ株式会社 入間営業所
日本郵便株式会社 調布郵便局
ヤマト運輸株式会社 府中東支店
ヤマト運輸株式会社 ひばりが丘支店

※「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

東京都立川市西砂町３－２８－１
東京都立川市西砂町４－６－４
東京都立川市西砂町６－１６－７
東京都立川市泉町９３５
東京都立川市泉町９３５－１
東京都立川市泉町９３５－１－２３２号棟
東京都立川市泉町９３５番地
東京都立川市泉町９３５－２３３
東京都立川市泉町９３５番地２３６号棟１０１号室
東京都立川市柏町１－１９
東京都立川市柏町４－５９－１１KTDキョーワビル２０１
号室
東京都立川市富士見町１－１４－５
東京都立川市富士見町２－３２－２７
東京都多摩市関戸６－４－１２ 第一諏訪ビル３Ｆ
東京都多摩市南野１－２－２
東京都多摩市南野１－２－５
東京都多摩市落合１－１２－２
東京都多摩市連光寺６－１９－１
東京都多摩市和田９９３－１
東京都調布市上石原１－３１－７
東京都調布市国領町２－１５－１
東京都調布市佐須町５－３－７
東京都調布市柴崎１丁目５９番地６
東京都調布市深大寺元町１－７－１
東京都調布市深大寺元町２－６－１
東京都調布市深大寺東町１－２９－４
東京都調布市深大寺東町１－２９－４
東京都調布市深大寺南町５－４７－７
東京都調布市深大寺北町３－１－１
東京都調布市染地２－６－１
東京都調布市多摩川１－４５－１
東京都調布市入間町２－１０－４
東京都調布市八雲台２丁目６－１
東京都調布市飛田給１－６－１０
東京都西東京市栄町２－８－１３

042-531-0031
042-560-4111
042-531-8287
042-540-1617
042-527-5337
042-525-2278
042-528-8250
042-528-1486
042-523-2271
042-534-0194
042-538-7121
042-525-2561
080-5451-7021
042-400-1919
080-5451-6516
042-375-2526
042-376-7611
050-3420-2584
042-400-6572
042-444-2875
080-6697-6145
042-483-4323
042-487-5722
080-6604-8850
042-480-1515
042-487-7747
042-489-5717
042-440-7340
042-484-3010
080-5451-6433
042-487-6864
03-5761-9727
042-482-2761
042-480-8412
0424-23-7461
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主な輸送品目（任意掲載）

食料品、飲料等、日用品・雑貨

市区郡名

八王子市

事業所名
有限会社創進通商 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 小平東支店
株式会社渡辺運輸 本社営業所
日本郵便株式会社 西東京郵便局
ヤマト運輸株式会社 武蔵野中央支店
ヤマト運輸株式会社 保谷町センター
ヤマト運輸株式会社 保谷支店
日本郵便株式会社 八王子南郵便局
株式会社スピン 本社営業所
株式会社ハート引越センター 多摩営業所
ヤマト運輸株式会社 八王子恩方センター
八王子急便株式会社 本社営業所
三和運送株式会社 八王子営業所
ヤマト運輸株式会社 八王子宮下センター
ジャスト物流株式会社 多摩営業所
ヤマト運輸株式会社 八王子西支店
三玉運送有限会社 本社営業所
株式会社デイライン 西東京営業所
株式会社三村運送 八王子営業所
信州名鉄運輸株式会社 八王子支店
東亜物流株式会社 西東京営業所
株式会社パルライン 八王子営業所
鎗田運輸有限会社 八王子支店営業所
株式会社フットライトコーポレーション 本社営業所
日本図書輸送株式会社 八王子営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 東京西営業所
北多摩運送株式会社 八王子営業所
株式会社丸和運輸機関 八王子営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 八王子営業所
ヤマト運輸株式会社 八王子堀之内センター
ヤマト運輸株式会社 八王子東支店
アートコーポレーション株式会社 八王子営業所
ミシマ運輸株式会社 多摩営業所
株式会社村内サービスセンター 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 八王子北支店

※「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
東京都西東京市向台町４－１３－１４
東京都西東京市芝久保町４－１２－４
東京都西東京市泉町６－１２－７
東京都西東京市田無町３丁目２－２
東京都西東京市東伏見４－２０５－１
東京都西東京市保谷町３－２－１５
東京都西東京市保谷町４－１－１８
東京都八王子市みなみ野１丁目６－７
東京都八王子市越野１１－４
東京都八王子市越野２１－２７
東京都八王子市下恩方町３５０－１
東京都八王子市下柚木１９４１－９
東京都八王子市下柚木２－１２－２
東京都八王子市宮下町９７－２
東京都八王子市犬目町１２－２
東京都八王子市元八王子町２－１０３８－１
東京都八王子市元本郷町１－１９－１
東京都八王子市高倉町１９－１０
東京都八王子市高倉町２２－１２
東京都八王子市高倉町２２－６
東京都八王子市高倉町３４－１
東京都八王子市高倉町４－７
東京都八王子市高倉町５－５
東京都八王子市左入町４１１－１
東京都八王子市字津木町６７２－１
東京都八王子市七国３－５５－１
東京都八王子市小宮町３２４
東京都八王子市小宮町６７８－１
東京都八王子市小比企町１１３２－４
東京都八王子市松木１８－８
東京都八王子市松木２７－６
東京都八王子市松木２９番１２号
東京都八王子市松木７３－４
東京都八王子市石川町１０２９
東京都八王子市石川町１１３－２
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電話番号
042-439-5520
042-467-0261
042-424-3669
042-461-2612
042-451-7881
042-451-6741
042-464-0386
042-637-0573
042-675-1020
042-678-7681
080-5451-7063
042-676-3211
042-689-6051
080-5098-1508
042-654-1380
080-5451-7067
042-622-2026
042-649-3915
042-643-0880
0426-46-5651
042-643-5059
042-660-5410
042-642-6431
042-696-3456
042-645-7016
042-636-5311
042-656-3763
042-645-1600
042-683-1744
080-6695-6248
080-5068-3101
042-679-0123
0426-77-1200
042-656-1351
080-5451-7062

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

住所

電話番号

西濃運輸株式会社 八王子支店
株式会社新開トランスポートシステムズ ＳＴＳ西東京セ
ンター
株式会社ヒューテックノオリン 東京支店
株式会社サンリツ 八王子事業所

東京都八王子市石川町２９６８－９

03-5857-7592

東京都八王子市石川町２９６９－１６

042-673-0122

東京都八王子市石川町２９６９－１８
東京都八王子市石川町２９６９－２

042-631-5393
042-631-5731

ヤクルトロジスティクス株式会社 八王子営業所

東京都八王子市石川町２９６９－３

042-643-6765

福山通運株式会社 八王子支店
株式会社ギオン 八王子センター
ビューテックローリー株式会社 八王子営業所
東新物流株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 八王子川口センター
内堀梱包運輸有限会社 本社営業所
成光運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 八王子大横センター
有限会社東京キャリイサービス 本社営業所
ＳＢＳロジコム南関東株式会社 八王子営業所
大和システム運輸株式会社 本社営業所
三井運送有限会社 本社営業所
南多摩運送株式会社 八王子営業所
株式会社サカイ引越センター 八王子支社
セイノースーパーエクスプレス株式会社 八王子北支店
日本通運株式会社 多摩支店 多摩ターミナル事業所
株式会社エムラインズ 多摩営業所
松岡運輸株式会社 本社営業所
アルプス運送有限会社 本社営業所
株式会社ベイトランスポート 東京営業所
ヤマト運輸株式会社 八王子南支店
ヤマト運輸株式会社 八王子東中野センター
株式会社デイライン 八王子営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 南大沢営業所
株式会社間口 多摩営業所
株式会社昭島輸送 本社営業所
佐川急便株式会社 八王子営業所
花王ロジスティクス株式会社 八王子営業所
株式会社首都圏物流 西関東センター

東京都八王子市石川町２９７０－５
東京都八王子市石川町３２３８
東京都八王子市石川町４８６－１
東京都八王子市石川町９４０－１
東京都八王子市川口町１１４１－１
東京都八王子市川口町３７５９
東京都八王子市台町３－２７－１９
東京都八王子市大横町１３－２３
東京都八王子市大谷町２８２－３
東京都八王子市大和田町１－１１－２２
東京都八王子市大和田町１－１２－８
東京都八王子市大和田町１－２１－８
東京都八王子市大和田町２－１７４７
東京都八王子市大和田町５－５－７
東京都八王子市滝山町１－２０８－１
東京都八王子市滝山町１－２１４
東京都八王子市滝山町１－５９０・５９１番地
東京都八王子市丹木町２－２３６－４
東京都八王子市東浅川町５５６－５１
東京都八王子市東浅川町５６４－１２
東京都八王子市東浅川町５６５－７
東京都八王子市東中野２００１－２０
東京都八王子市南大沢３－２１－１
東京都八王子市南大沢３－２１－１
東京都八王子市南大沢３－２１－１
東京都八王子市尾崎町１４９
東京都八王子市兵衛２－２１－１
東京都八王子市兵衛２－２２－１
東京都八王子市片倉町１２２１－２４ １階

042-644-9331
042-631-1222
042-646-2331
042-697-7179
080-6604-5729
042-654-4298
042-624-7530
080-5098-1395
042-645-0090
042-656-1155
042-644-6411
042-643-6611
042-643-1131
042-643-6221
042-696-4605
042-696-6122
042-696-3723
042-696-3238
042-663-7540
042-650-1322
080-5451-7138
080-5481-6816
042-653-3480
042-670-6622
042-670-1199
042-696-3232
042-633-8000
042-632-7851
042-698-1001

※「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）

市区郡名

事業所名

ヤマト運輸株式会社 八王子支店
新潟運輸株式会社 八王子支店
株式会社エネックス 八王子営業所
井上運送株式会社 本社
洗足池運輸株式会社 八王子営業所
ヤマト運輸株式会社 八王子中央支店
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 八王子営業所
多摩運送株式会社 八王子営業所
アートバンライン株式会社 八王子営業所
都流通商会株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 八王子くぬぎだセンター
ヤマト運輸株式会社 八王子大和田センター
八丈島八丈町 ヤマト運輸株式会社 八丈島センター
有限会社小作物産 本社営業所
羽村市
株式会社富士興業 本社営業所
中央運輸株式会社 本社
栄晃産業株式会社 羽村
ロジトライ株式会社 福生事業所
株式会社日硝ハイウエー 羽村営業所
北多摩運送株式会社 羽村営業所
日本郵便株式会社 羽村郵便局
東久留米市 株式会社船間産業 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 東久留米支店
ヤマト運輸株式会社 東村山支店
有限会社兼雄 本社営業所
株式会社東邦運輸 東京営業所
ヤマト運輸株式会社 東久留米中央支店
福山通運株式会社 東久留米営業所
大生運輸株式会社 東久留米営業所
大生運輸株式会社 前沢営業所
株式会社ＮＴＳロジ 本社営業所
有限会社松雄運送 東久留米
株式会社ヤマザキ物流 武蔵野営業所
株式会社トーショー 多摩営業所
株式会社引越社関東 西東京支店

※「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
東京都八王子市北野町５６９－１
東京都八王子市北野町５８１－１９
東京都八王子市北野町５８６
東京都八王子市北野町５８７－１
東京都八王子市北野町５９３－１９
東京都八王子市北野町５９８－２
東京都八王子市北野町５６８－５
東京都八王子市北野町６００
東京都八王子市堀之内３－１０－１
東京都八王子市鑓水２１０６－６
東京都八王子市椚田町３６５
東京都八王子大和田１－６－１１
東京都八丈島八丈町三根９８１
東京都羽村市羽加美３－１４１８－１
東京都羽村市五ノ神３－３－１
東京都羽村市神明台３－２－１
東京都羽村市神明台３－３３－８２
東京都羽村市神明台４－７－１
東京都羽村市緑ヶ丘３－４－１０
東京都羽村市緑ヶ丘３－６－１４
東京都羽村市緑ケ丘５丁目３－２
東京都東久留米市下里１－７－２
東京都東久留米市下里２－１４－２１
東京都東久留米市下里４－４－４７
東京都東久留米市学園町１－８－７４－６０３
東京都東久留米市幸町４－６－１２
東京都東久留米市幸町５－２－２
東京都東久留米市前沢５－３１－４
東京都東久留米市中央町１－１－６
東京都東久留米市八幡町３－２－３４
東京都東久留米市柳窪１－１０－３７
東京都東久留米市柳窪２－１４－１０
東京都東久留米市柳窪２－５－１４
東京都東久留米市柳窪３－２－３３
東京都東久留米市柳窪４－７－１
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電話番号
080-5451-6607
042-645-3181
042-644-5131
042-646-8230
042-649-9304
080-5068-3097
042-648-2161
042-642-7629
042-679-8850
042-675-1171
080-5451-8448
080-5451-7056
04996-2-4311
042-554-5320
042-554-6376
042-555-1188
042-579-7740
042-553-0616
042-570-7411
042-554-3808
042-555-1442
042-479-7191
0424-73-3126
042-472-9341
042-439-7120
042-474-4111
042-479-1285
042-477-2920
042-471-6111
042-470-3311
042-474-3910
042-470-9955
042-479-1818
042-476-3300
042-470-8626

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
東村山市

日野市

東大和市

福生市

事業所名
株式会社ウインローダー 東村山センター
株式会社スワンサービス 東村山営業所
ヤマト運輸株式会社 久米川町センター
新運保株式会社 本社営業所
西多摩運送株式会社 東村山配送センター
株式会社ヤマザキ物流 埼玉第二営業所
ＳＢＳロジコム株式会社 東村山支店
株式会社三進運輸 東村山
株式会社豊運輸 本社営業所
横川貨物株式会社 本社営業所
有限会社森田運送 本社営業所
株式会社アサヒセキュリティ 日野営業所
中越テック株式会社 日野営業所
ヤマト運輸株式会社 日野支店
名鉄ゴールデン航空株式会社 日野営業所
ヤマト運輸株式会社 日野東支店
田口運送株式会社 日野
ヤマト運輸株式会社 日野豊田センター
共栄産業株式会社 本社営業所
朝日運輸株式会社 本社営業所
新雪運輸株式会社 日野営業所
ヤマト運輸株式会社 日野万願寺センター
千代田運輸株式会社 本社営業所
東西配送株式会社 日野営業所
ヤマト運輸株式会社 南多摩支店
アートコーポレーション株式会社 東大和営業所
株式会社タマ・ミルキーウェイ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 東大和支店
多摩恵運輸株式会社 東大和営業所
株式会社多摩中日運輸 東大和
株式会社サンワーク 仲原営業所
株式会社サカイ引越センター 東大和支社
ヤマト運輸株式会社 福生支店
タマ通商株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 福生武蔵野台センター

※「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
東京都東村山市恩多町１－１３－２
東京都東村山市恩多町１－１９－２
東京都東村山市恩多町４－３９－６
東京都東村山市恩多町５－２８－２
東京都東村山市恩多町５－４４－１
東京都東村山市久米川町１－５３－１
東京都東村山市久米川町３－２８－１
東京都東村山市秋津町３－１０－１７
東京都東村山市秋津町４－２６－１３
東京都東村山市青葉町１－２２－２
東京都東村山市青葉町２－４０－１７
東京都日野市旭が丘３丁目１番１号
東京都日野市旭が丘３－１－８
東京都日野市旭ヶ丘６－１１－２４
東京都日野市多摩平５－１１－１０
東京都日野市多摩平６－８－９
東京都日野市大字日野１０００－１
東京都日野市東豊田２－１０－３
東京都日野市東豊田４－２１－２
東京都日野市日野７７７３
東京都日野市日野７７７３－５１
東京都日野市日野９９６－２
東京都日野市日野台１－２１－３
東京都日野市日野台２－３９－３
東京都日野市落川２００３－７
東京都東大和市芋窪５丁目１１３７番９号
東京都東大和市向原６－１２０１－２９
東京都東大和市高木３－４２９－５
東京都東大和市蔵敷１－３０６－３
東京都東大和市中央１－５９８－５
東京都東大和市仲原４－１１－３
東京都東大和市立野４－４９８－１
東京都福生市加美平３－１５－１
東京都福生市大字熊川１４４５
東京都福生市武蔵野台１－１５－２
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電話番号
042-398-3531
042-390-8051
042-398-2071
042-393-9882
042-397-1171
042-397-1460
042-394-9707
042-396-1116
04-2945-1861
042-396-8911
042-390-8601
042-589-6717
042-514-8460
080-5451-6636
042-843-1446
080-5098-1443
042-583-7480
080-5098-1443
042-584-1748
042-581-4532
0425-83-4123
080-5098-1443
042-581-1441
042-587-9204
080-5451-7195
042-567-0123
042-566-3331
080-5451-6710
042-516-8180
042-565-3801
042-561-281
042-516-1141
080-5451-6659
042-551-6419
080-6698-9444

主な輸送品目（任意掲載）

化学製品・ゴム製品、紙・紙加工品

市区郡名
府中市

事業所名
佐川急便株式会社 福生営業所
日本通運株式会社 西東京警送支店 東府中センター
多摩運送株式会社 府中支店
恵実物流株式会社 本社
ＫＯＥＩロジスティクス株式会社 本社営業所
府中自動車株式会社 本社営業所
デリバリーサービス株式会社 府中センター
株式会社キョウエイ 府中営業所
株式会社コダ運輸 東京営業所
株式会社エネサンスサービス 府中事業所
東日本エア・ウォーター物流株式会社 府中医療営業所
ヤマト運輸株式会社 府中四谷センター
フェデラルエクスプレスジャパン合同会社 府中
ヤマト運輸株式会社 府中若松センター
三和運送株式会社 府中営業所
峯岸運輸株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 武蔵府中郵便局
株式会社マルミ運輸システム 東京営業所
シグマロジスティクス株式会社 府中営業所
ロジトライ株式会社 府中事業所
日本郵便株式会社 東京多摩郵便局
株式会社スリーエス・サンキュウ 府中
城北運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 府中支店
株式会社新開トランスポートシステムズ 府中営業所
株式会社栄光 府中営業所
三鈴運送有限会社 本社営業所

町田市

北多摩運送株式会社 府中営業所
三光運送株式会社 本社営業所
トランコムＤＳ株式会社 町田営業所
ヒタチ株式会社 町田ハブセンター
ＳＢＳ即配サポート株式会社 神奈川支店
ＳＧムービング株式会社 西関東営業所
ヤマト運輸株式会社 町田南支店

※「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
東京都福生市福生２２１７－１
東京都府中市若松３丁目５番３号
東京都府中市栄町３－６
東京都府中市押立町１－３－２２
東京都府中市四谷２－１８－１
東京都府中市四谷４－２１－２
東京都府中市四谷４丁目５２番地２９
東京都府中市四谷５－１７－４
東京都府中市四谷５－３５－１
東京都府中市四谷５－３６－１１
東京都府中市四谷５－３６－２－２
東京都府中市四谷６－２７－５
東京都府中市四谷６丁目１３番１号
東京都府中市若松町１－２９－７
東京都府中市若松町４－４４－４
東京都府中市若松町４－５２－１６
東京都府中市寿町１丁目７－１
東京都府中市是政５－１１－１
東京都府中市晴見町２－３２
東京都府中市晴見町２－３２－６
東京都府中市南町４丁目４０－３５
東京都府中市南町５－３８－１３
東京都府中市南町６－１７－１
東京都府中市日新町１－３－１７
東京都府中市日新町２－２
東京都府中市北山町２－６－１５
東京都府中市本町４－１２－２１ 府中旭マンション１
０４
東京都府中市本町４－３５－１
東京都府中市矢崎町３－１－５
東京都町田市大蔵町字大蔵３４０－１
東京都町田市鶴間７丁目２９番地３８号
東京都町田市鶴間８－８－２０
東京都町田市鶴間七丁目３０番１号
東京都町田市南町田３－２６－１
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電話番号
042-539-5161
042-306-9750
042-366-2347
042-330-3300
042-319-9351
042-362-5512
042-363-5222
042-354-9557
042-352-2877
042-361-9762
042-361-9611
080-5451-6542
042-330-1700
080-5451-8449
042-362-7311
042-362-3252
042-364-1271
042-362-0303
03-6420-0320
042-334-8563
042-362-8802
042-362-3616
042-366-3733
080-5451-6549
042-362-6411
042-580-6878
042-352-2501
042-366-2112
042-335-1881
046-236-3760
042-796-1518
042-706-0351
042-788-2922
080-5068-0333

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社ヤマザキ物流 町田営業所
南多摩運送株式会社 町田営業所
マチダトランスポート株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 町田支店
アイエムエキスプレス株式会社 多摩事務所
ヤマト運輸株式会社 町田小山支店
有限会社ＭＡＮＩＦＥＳＴ 本社営業所

株式会社ニュー多摩運輸 本社
ヤマト運輸株式会社 町田東支店
株式会社磐根 町田営業所
ヤマト運輸株式会社 町田中央支店
ヤマト運輸株式会社 町田忠生支店
株式会社サカイ引越センター 町田支社
ヤマト運輸株式会社 町田本町田センター
千代田運送株式会社 町田営業所
ヤマト運輸株式会社 町田玉川学園センター
ＳＢＳロジコム南関東株式会社 町田営業所
臼杵運送株式会社 東京営業所
ヤマト運輸株式会社 三鷹支店
三鷹市
三鷹運送株式会社 本社
株式会社パルライン 三鷹営業所
株式会社サカイ引越センター 杉並支社
宮本運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 三鷹新川支店
有限会社古川商事運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 三鷹東支店
ヤマト運輸株式会社 武蔵野支店
小松通商株式会社 本社営業所
栄晃産業株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 三鷹営業所
ピアノ運送株式会社 三鷹営業所
武蔵野市 ヤマト運輸株式会社 吉祥寺支店
武蔵村山市 武蔵通商株式会社 本社営業所
株式会社サン・デイリー 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
東京都町田市南町田３－４－４４
東京都町田市旭町１－２２－５
東京都町田市旭町２－１３－６
東京都町田市金井町８－２４－２４
東京都町田市小山ヶ丘２－２－３
東京都町田市小山町８４２－１
東京都町田市図師町９９４－５ ウェルストンヴィラ２
０７
東京都町田市図師町９９７－１
東京都町田市西成瀬一丁目５７番１号
東京都町田市大蔵町２９４－２
東京都町田市中町２－１９－１５
東京都町田市忠生１－２９－２
東京都町田市鶴間１８８４－２
東京都町田市本町田２６７２
東京都町田市本町田２９７４－１
東京都町田市本町田３６６７－１
東京都町田市野津田町５９４
東京都町田市野津田町綾部前１０９１－１
東京都三鷹市野崎３－２１－１７
東京都三鷹市下連雀３－３２－４
東京都三鷹市下連雀６－１５－１８
東京都三鷹市下連雀９－１－１３
東京都三鷹市新川１－１４－８
東京都三鷹市新川２－９－２７
東京都三鷹市新川２丁目２番６号
東京都三鷹市新川３－１３－４３
東京都三鷹市深大寺２－３６－２
東京都三鷹市北野４丁目５－３０
東京都三鷹市牟礼１－１１－１５
東京都三鷹市野崎１－１４－５
東京都三鷹市野崎４－７－８
東京都武蔵野市吉祥寺本町１－３４－２０
東京都武蔵村山市伊奈平１－２４－２
東京都武蔵村山市伊奈平１－２５－１ ２階
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電話番号
042-799-3489
042-722-3232
042-722-9469
042-734-0092
042-797-3335
080-6699-7692
042-703-4466
042-792-4600
080-6699-7691
042-737-7477
080-5068-0323
080-5098-3506
042-706-1141
042-710-5841
042-729-7754
080-6699-7691
042-736-8605
042-734-3101
080-5451-6838
0422-41-1221
0422-72-9012
0422-40-2351
0422-44-7954
080-5481-6815
0422-45-6988
080-5451-6930
0422-34-8135
03-3305-4477
0422-48-2235
0422-33-1611
042-233-0871
042-220-3518
042-560-7211
042-519-7411

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

西多摩郡

事業所名
川崎陸送株式会社 武蔵村山営業所
株式会社日立物流関東 武蔵営業所
東京ユニオン物流株式会社 本社営業所
三興運輸株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 武蔵村山営業所
株式会社日本運搬社 村山営業所
永山運送株式会社 西東京営業所
ヤマト運輸株式会社 武蔵村山伊奈平センター
竹内運輸工業株式会社 立川営業所
株式会社イーエス・ライン 村山営業所
有限会社エフティライン 本社営業所
関東トナミ運輸株式会社 立川営業所
株式会社エム・エス・カンパニー 武蔵村山営業所
丸伊運輸株式会社 多摩営業所
マルタケ運輸株式会社 日野営業所
株式会社三共運輸 本社営業所
有限会社ケイアイエヌ 東京営業所
有限会社オダ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 武蔵村山支店
株式会社カタオカロジックス 本社営業所
多摩総業有限会社 本社営業所
株式会社アーバントラッカー 本社
比留間運送株式会社 本社営業所
サンエフ株式会社 多摩営業所
株式会社斉藤商事 東京営業所
ヤマト運輸株式会社 奥多摩センター
ＴＡＫＡＩＤＯクールフロー株式会社 瑞穂営業所
ヤマト運輸株式会社 瑞穂高根センター
竹内運輸工業株式会社 瑞穂営業所
株式会社ギオン 西多摩センター
青伸産業運輸株式会社 瑞穂営業所
株式会社美喜運輸 本社営業所
株式会社錦江 西多摩営業所
有限会社大網運輸 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
東京都武蔵村山市伊奈平１－２６－１
東京都武蔵村山市伊奈平１－２６－３９
東京都武蔵村山市伊奈平２－１００－２
東京都武蔵村山市伊奈平２－５
東京都武蔵村山市伊奈平２－６２－１
東京都武蔵村山市伊奈平２－８４
東京都武蔵村山市伊奈平４－１９－１
東京都武蔵村山市伊奈平６－３８－２
東京都武蔵村山市榎３－５８
東京都武蔵村山市榎３－８９－３
東京都武蔵村山市学園１－１０
東京都武蔵村山市三ッ藤１－９７－１
東京都武蔵村山市三ツ木２－１７－３
東京都武蔵村山市残堀１－５７－１
東京都日野市大字日野７５３番地
東京都武蔵村山市残堀４－２９－１
東京都武蔵村山市残堀４－３
東京都武蔵村山市神明１－６４－１
東京都武蔵村山市神明１－９４
東京都武蔵村山市神明３－１３２－３
東京都武蔵村山市大南１－２１－３
東京都武蔵村山市大南２－８－１２
東京都武蔵村山市中央２－１８－３
東京都武蔵村山市中原４－１－１
東京都武蔵村山市中原４丁目１２番地の４
東京都西多摩郡奥多摩町丹三郎熊谷平２５５－３
東京都西多摩郡瑞穂町駒形富士山２７－１
東京都西多摩郡瑞穂町大字高根２６０－３
東京都西多摩郡瑞穂町大字高根字山下２７１
東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎８９６－４
東京都西多摩郡瑞穂町大字富士山栗原新田字宮原１８６
－１
東京都西多摩郡瑞穂町長岡１－１４－３
東京都西多摩郡瑞穂町長岡２－４－４
東京都西多摩郡瑞穂町長岡２－５－５
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電話番号
042-520-2760
042-520-7620
042-560-9211
042-569-2811
042-560-6845
042-569-0840
042-520-6290
080-5451-6670
042-562-7711
042-564-7412
042-590-4545
042-569-1073
042-560-6950
042-569-1237
042-589-6165
042-560-4906
042-520-8680
042-566-3694
080-5451-6701
042-562-9066
042-537-0404
042-560-6266
042-565-1336
042-519-5993
042-560-7954
080-5068-0329
042-557-8161
080-5098-1507
042-557-0450
042-568-2130
042-556-3874
04-2936-3941
042-556-9833
042-556-0083

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

大島町

事業所名
ヤマト運輸株式会社 羽村支店
新日本物流株式会社 青梅事業所
立川運送株式会社 本社営業所
愛知陸運株式会社 羽村営業所
横川貨物株式会社 瑞穂営業所
トヨタ輸送関東株式会社 東京営業所
株式会社ＩＨＩジェットサービス 瑞穂事業所
多摩荷役株式会社 本社営業所
株式会社トーショー 西東京営業所
有限会社エース 瑞穂営業所
富岳通運株式会社 西東京支店
有限会社ビックウェーブライン 本社営業所
株式会社マルノウチ 西東京営業所
株式会社丸運ロジスティクス関東 西多摩営業所
株式会社多摩流通 本社営業所
名糖運輸株式会社 多摩営業所
ヤマト運輸株式会社 あきる野支店
ヤマト運輸株式会社 伊豆大島センター

※「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
東京都西多摩郡瑞穂町長岡３－１－１２
東京都西多摩郡瑞穂町長岡３－１－１５
東京都西多摩郡瑞穂町長岡３－４－９，１０
東京都西多摩郡瑞穂町長岡３－５－１３
東京都西多摩郡瑞穂町長岡３丁目１０－２
東京都西多摩郡瑞穂町長岡二丁目８番地１
東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷２２９
東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷４５８－１
東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷７２２－２
東京都西多摩郡瑞穂町二本木４６１－２
東京都西多摩郡瑞穂町二本木５４１
東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎西松原５１－６
東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎西松原５－５
東京都西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎東松原９－１１
東京都西多摩郡日の出町大字平井６－１
東京都西多摩郡日の出町平井２０－７
東京都西多摩郡日の出町平井３３－２
東京都大島町元町字北の山１２２－５
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電話番号
080-5451-6900
042-557-2722
042-557-6771
042-554-2051
042-556-0057
042-556-3359
042-568-7389
042-557-5459
042-568-2933
042-519-5914
042-557-8931
042-843-5288
042-570-1271
042-556-3301
042-597-6688
042-597-5411
042-546-5419
03-3799-1070

主な輸送品目（任意掲載）

