貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
横浜市

事業所名
日通横浜運輸株式会社 南町田事業所
第一貨物株式会社 横浜南支店
ヤマト運輸株式会社 横浜旭支店
環境通信輸送株式会社 南関東物流センター
丸全京浜物流株式会社 東名横浜物流センター営業所
ヤマト運輸株式会社 横浜旭鶴ヶ峰支店
ＳＢＳロジコム南関東株式会社 横浜町田支店
高橋陸送株式会社 本社営業所
新潟運輸株式会社 横浜旭支店
光陽物流株式会社 横浜営業所
株式会社ＮＫトランス 横浜営業所
シナノライン株式会社 横浜営業所
寿ロジコム株式会社 横浜営業所
安立運輸株式会社 横浜営業所
第一貨物株式会社 横浜支店
ヤマト運輸株式会社 旭上白根センター
池田ピアノ運送株式会社 本社営業所
関東いづみ運輸株式会社 横浜営業所
株式会社速水運輸 横浜営業所

株式会社シード 横浜事業所
株式会社中陸 本社営業所
清興運輸株式会社 第二横浜営業所
株式会社不二運輸倉庫 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 横浜南支店
新興運輸倉庫株式会社 横浜営業所
株式会社エネックス 根岸営業所
楠原輸送株式会社 磯子営業所
日本郵便株式会社 磯子郵便局
ヤマト運輸株式会社 横浜主管支店
株式会社ＪＫトランス 根岸営業所
平沢運輸株式会社 磯子営業所
株式会社パル横浜 横浜営業所
協立運輸倉庫株式会社 本社営業所

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

安全性優良事業所
住所

神奈川県横浜市瀬谷区北町２５－９
神奈川県横浜市金沢区幸浦２－１－１７
神奈川県横浜市旭区さちが丘７５－１、６
神奈川県横浜市旭区上川井町１９６５－６
神奈川県横浜市旭区上川井町１９６５番地－１
神奈川県横浜市旭区上川井町１９８－１
神奈川県横浜市旭区上川井町２０６６－２
神奈川県横浜市旭区上川井町２１６２－５
神奈川県横浜市旭区上川井町２２０１－１
神奈川県横浜市旭区上川井町２４５５－３
神奈川県横浜市旭区上川井町２４５５－３
神奈川県横浜市旭区上川井町２４５５－３
神奈川県横浜市旭区上川井町２４５５－３
神奈川県横浜市旭区上川井町字市坂１９６７－１
神奈川県横浜市旭区上川井町字日原耕地３１４－１
神奈川県横浜市旭区上白根町１１３３－１
神奈川県横浜市旭区上白根町７２１
神奈川県横浜市旭区上白根町７２５
神奈川県横浜市旭区川井本町１１番地
神奈川県横浜市旭区柏町２７－９
神奈川県横浜市旭区白根２－７－１０
神奈川県横浜市旭区白根３－３９－１
神奈川県横浜市磯子区岡村３－３－１３
神奈川県横浜市磯子区丸山１－２３８－１
神奈川県横浜市磯子区新磯子町１１－２
神奈川県横浜市磯子区新磯子町３４
神奈川県横浜市磯子区新森町１
神奈川県横浜市磯子区森３丁目１－１５
神奈川県横浜市磯子区杉田５－３１－２７
神奈川県横浜市磯子区鳳町２－１
神奈川県横浜市磯子区鳳町２－６
神奈川県横浜市磯子区鳳町２番６
神奈川県横浜市栄区金井町３５８
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（神奈川県）
電話番号
045-442-6916
045-784-4141
080-5045-0478
045-923-1830
045-920-0315
080-5045-0468
045-920-2528
045-924-1171
045-923-0131
045-923-0611
045-924-4018
045-920-0724
045-921-9369
045-461-9904
045-921-2021
080-5045-2490
045-952-2019
045-953-1674
045-959-0815
045-360-8414
045-954-3240
045-934-2479
045-761-7428
045-753-0958
045-761-4648
045-754-1501
045-757-5334
045-751-5480
045-776-7351
045-752-3047
045-750-0147
045-750-0980
045-852-6401

H30.1.12
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
有限会社杉之間サービス 本社営業所
佐川急便株式会社 鎌倉営業所
ヤマト運輸株式会社 横浜上郷センター
北港運輸株式会社 横浜支店
麻生運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 横浜公田センター
トランコムＤＳ株式会社 横浜南部営業所
株式会社ブライト 南横浜営業所
ヤマト運輸株式会社 横浜金沢西支店
富島運輸株式会社 本社営業所
ＳＢＳロジコム株式会社 横浜金沢支店
八起運送株式会社 本社営業所
中鋼運輸株式会社 京浜横浜営業所
西濃運輸株式会社 横浜南支店
福山通運株式会社 横浜金沢営業所
マルアサ梱包商会有限会社 横浜営業所
株式会社エムアイ物流 金沢営業所
吉田運送株式会社 本社営業所
みなと運送株式会社 横浜営業所
光和輸送株式会社 本社営業所
日本物流ネットワーク関東株式会社 横浜南営業所
宝鋼材運輸有限会社 本社
ＳＢＳ即配サポート株式会社 横浜事業所
豊浜運輸株式会社 本社営業所
山神運輸工業株式会社 横浜支店
ヤマセイ商事株式会社 横浜営業所
舟津産業株式会社 横浜営業所
互興運輸株式会社 金沢営業所
盛徳建設運輸株式会社 金沢営業所
ヤマト運輸株式会社 横浜六浦センター
名鉄運輸株式会社 横浜支店
安全輸送株式会社 横浜営業所
福山通運株式会社 横浜南支店
浜一運送株式会社 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
神奈川県横浜市栄区公田町１０４２－７
神奈川県横浜市栄区上郷町１２９２－１
神奈川県横浜市栄区上郷町５５－２
神奈川県横浜市栄区田谷町１
神奈川県横浜市栄区東上郷町１－４０
神奈川県横浜市栄区飯島町１４９１－１
神奈川県横浜市栄区飯島町２３９
神奈川県横浜市栄区飯島町５７－１
神奈川県横浜市金沢区釜利谷町３０８１－１
神奈川県横浜市金沢区幸浦１－２－２０
神奈川県横浜市金沢区幸浦１－３－３
神奈川県横浜市金沢区幸浦１－７－１８
神奈川県横浜市金沢区幸浦１丁目１５－３７
神奈川県横浜市金沢区幸浦２－１０－１
神奈川県横浜市金沢区幸浦２－１０－２
神奈川県横浜市金沢区幸浦２－１１－１
神奈川県横浜市金沢区幸浦２－１３－３
神奈川県横浜市金沢区幸浦２－１３－３
神奈川県横浜市金沢区幸浦２－１３－３
神奈川県横浜市金沢区幸浦２－１３－３
神奈川県横浜市金沢区幸浦２－１４－３
神奈川県横浜市金沢区幸浦２－２－１０
神奈川県横浜市金沢区幸浦２－２－５
神奈川県横浜市金沢区幸浦２－５－９
神奈川県横浜市金沢区幸浦２－８－１
神奈川県横浜市金沢区幸浦２－８－３
神奈川県横浜市金沢区幸浦２－９－１２
神奈川県横浜市金沢区幸浦２－９－３３
神奈川県横浜市金沢区幸浦２－９－９
神奈川県横浜市金沢区大道２－１４－２
神奈川県横浜市金沢区鳥浜１２－７０
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１０－５
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１１－２
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１－１横浜市中央卸売市場
南部市場内
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電話番号
045-893-5719
045-790-6500
080-5045-0471
045-851-6365
045-892-0035
080-5045-0471
090-7304-1893
045-898-3550
080-5045-0481
045-778-4741
045-776-3964
045-775-4096
045-349-9922
03-5857-7609
045-780-3411
045-701-5713
045-786-5377
045-783-5268
045-781-3710
045-784-9003
045-783-0117
045-784-9570
045-791-7972
045-784-0555
045-783-5185
045-342-6060
045-785-0711
045-785-0614
045-785-0324
080-5045-8874
045-367-8123
045-771-9912
045-771-1811
045-779-2685

主な輸送品目（任意掲載）

家電品・家電部品

市区郡名

事業所名
株式会社武蔵野ロジスティクス 横浜営業所
トヨタ輸送関東株式会社 横浜営業所
石井商事運輸株式会社 金沢営業所
共進運輸株式会社 横浜営業所
株式会社仙台ミトモ 株式会社仙台ミトモ横浜営業所
大黒運輸株式会社 本社営業所
共栄輸送株式会社 横浜営業所
株式会社加藤物流 横浜営業所
富国運輸株式会社 鳥浜営業所
大同流通サービス株式会社 本社営業所
丸伊運輸株式会社 横浜営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 横浜支店
名糖運輸株式会社 湘南営業所
株式会社エスラインギフ 横浜営業所
有限会社清水運送 横浜営業所
狭山貨物運輸株式会社 横浜営業所
アサガミ株式会社 根岸営業所
港運輸工業株式会社 横浜営業所
佐川急便株式会社 横浜営業所
トヨタ輸送株式会社 横浜営業所
アートコーポレーション株式会社 横浜南営業所
横礼自動車株式会社 本社営業所
神奈川流通センター株式会社 本社営業所
髙田運輸株式会社 福浦営業所
佐川急便株式会社 横浜南営業所
株式会社パルライン 横浜南営業所
株式会社阿部興業 本社
日発運輸株式会社 横浜営業所
株式会社共同 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 横浜戸塚中央支店
ヤマト運輸株式会社 横浜倉田町センター
東京トラック運送株式会社 戸塚支店
名糖運輸株式会社 戸塚センター
株式会社ゴールド・スター 横浜営業所
ヤマト運輸株式会社 横浜東戸塚支店

※「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
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１２－４８
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１２番地７４
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１６番６ ３階
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１番地１
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町２－２
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町２－５
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町２－８
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町４－１４
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町６－５
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町７
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町７
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町７－１
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町７－１
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町７－１
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町７－１
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町７－２
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町７－２
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町７－２
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町７－３
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町９
神奈川県横浜市金沢区能見台東１５－１
神奈川県横浜市金沢区富岡東１－１９－１６
神奈川県横浜市金沢区富岡東２－１－１６
神奈川県横浜市金沢区福浦２－１５－３
神奈川県横浜市金沢区福浦２－３－１
神奈川県横浜市金沢区福浦２－６－１３
神奈川県横浜市金沢区福浦２丁目１１－１
神奈川県横浜市金沢区福浦３－１０－１
神奈川県横浜市戸塚区原宿１－３６－７
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１００７－８
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１５９５
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町２４９５－１
神奈川県横浜市戸塚区秋葉町４２２－１
神奈川県横浜市戸塚区小雀町９５０
神奈川県横浜市戸塚区上品濃１２
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電話番号
045-778-2561
045-770-0320
045-349-2233
045-770-1355
045-770-6571
045-774-1566
045-774-0271
045-778-0428
045-774-6211
045-771-1414
045-769-2534
045-766-0971
045-769-2671
045-772-3411
045-770-0015
045-772-5000
045-771-7615
045-772-0744
045-775-1311
045-772-1800
045-781-0123
045-772-4501
045-773-6006
045-784-3330
045-790-6500
045-791-7422
045-784-4448
045-788-0814
045-851-1551
080-5451-6270
080-5451-6270
045-871-2111
045-814-3206
045-852-0661
080-5098-3740

主な輸送品目（任意掲載）

農産物、日用品・雑貨、廃棄物

市区郡名

事業所名
日本通運株式会社 横浜警送支店
ヤマト運輸株式会社 横浜上矢部センター
株式会社久星物流 京浜営業所
安全輸送株式会社 本社営業所
ダイセーロジスティクス株式会社 横浜ハブセンター
株式会社東日本トランスポート 横浜営業所
有限会社橋川商会 戸塚営業所
ヤマト運輸株式会社 横浜戸塚支店
綜合警備保障株式会社 警送神奈川支社
株式会社ギオン 横浜センター
清興運輸株式会社 横浜営業所
株式会社タムラ 横浜営業所
株式会社ファースト・ロジスティックス 横浜営業所
日本通運株式会社 戸塚物流センター
トナミ首都圏物流株式会社 横浜営業所
トナミ運輸株式会社 横浜営業所
株式会社スリーエス・サンキュウ 横浜
佐川急便株式会社 戸塚営業所
ヤマト運輸株式会社 横浜丸山台センター
有限会社齊藤運送 本社営業所
株式会社カープラザ飯野 本社営業所
株式会社パイプライン運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 横浜港南支店
株式会社引越社関東 港南台支店
ヤマト運輸株式会社 横浜港南台５丁目センター
ヤマト運輸株式会社 横浜港南台支店
ヤマト運輸株式会社 横浜上大岡センター
株式会社首都圏サービス 本社
ヤマト運輸株式会社 横浜日野センター
古屋運送株式会社 本社
有限会社結城商事輸送 本社営業所
株式会社エヌファースト 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 港北綱島東センター
日本通運株式会社 新横浜物流センター

※「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
神奈川県横浜市戸塚区上品濃１２－２２
神奈川県横浜市戸塚区上矢部２３４１－２１
神奈川県横浜市戸塚区上矢部町１０２１番地
神奈川県横浜市戸塚区上矢部町１５５４－１
神奈川県横浜市戸塚区上矢部町２０４０－１２
神奈川県横浜市戸塚区上矢部町２２０８－４
神奈川県横浜市戸塚区東俣野町１２９５－５
神奈川県横浜市戸塚区東俣野町３７－１
神奈川県横浜市戸塚区柏尾町５６０
神奈川県横浜市戸塚区平戸町１００
神奈川県横浜市戸塚区平戸町１００
神奈川県横浜市戸塚区平戸町１００
神奈川県横浜市戸塚区平戸町１００番 ２階
神奈川県横浜市戸塚区平戸町１２２６
神奈川県横浜市戸塚区平戸町１２５６
神奈川県横浜市戸塚区平戸町字１町田１２５６，１２４
５
神奈川県横浜市戸塚区名瀬町２２１６－１
神奈川県横浜市戸塚区矢部町字大鳥ヶ谷３５０５－２
神奈川県横浜市港南区下永谷３－７２－１９
神奈川県横浜市港南区下永谷６－３－２３
神奈川県横浜市港南区下永谷６－８－５
神奈川県横浜市港南区芹が谷１－３０－１
神奈川県横浜市港南区芹ヶ谷５－５５－１５
神奈川県横浜市港南区港南台３丁目２２－３
神奈川県横浜市港南区港南台５－２０－１７
神奈川県横浜市港南区港南台７丁目５１－８
神奈川県横浜市港南区最戸１－５５
神奈川県横浜市港南区日野５－３－９－７０６
神奈川県横浜市港南区日野中央１－１７－１５
神奈川県横浜市港北区菊名７－１０－６
神奈川県横浜市港北区菊名７－７－１７
神奈川県横浜市港北区綱島西２－１１－２－２０４
神奈川県横浜市港北区綱島東３－１２－１８
神奈川県横浜市港北区師岡町６３６－２－２
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電話番号
045-826-4810
080-5098-3749
045-813-5460
045-811-7820
045-392-8747
045-813-5211
045-852-0951
080-5068-3161
045-828-1515
045-828-2882
045-823-4332
070-6947-8733
045-821-4114
045-823-9284
045-825-5801
045-822-7721
045-813-1308
045-812-2201
080-5068-3319
045-822-5577
045-828-1812
045-821-0960
080-5451-6285
045-830-3126
080-6604-7681
080-6604-7681
080-5045-8773
045-821-5501
080-5068-2730
045-544-4345
045-434-3388
045-642-6377
080-6604-5144
045-543-8555

主な輸送品目（任意掲載）

事業所名

市区郡名

日通横浜運輸株式会社 横浜事業所
ヤマト運輸株式会社 横浜緑鴨居支店
株式会社三良コーポレーション 横浜営業所
株式会社サカイ引越センター 新横浜支社営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 港北支店
株式会社アルプス物流 横浜営業所
ヤマト運輸株式会社 横浜港北支店
株式会社スタームービング 本社営業所
日本通運株式会社 横浜警送支店新羽センター課
長村運輸株式会社 本社
株式会社新横浜運送 本社営業所
株式会社浩栄興業 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 港北高田センター
ヤマト運輸株式会社 港北大倉山センター
ヤマト運輸株式会社 新横浜支店
株式会社羽賀運輸商会 本社営業所
株式会社メジャーサービスジャパン 新横浜営業所
ヤマト運輸株式会社 横浜港北小机支店
ヤマト運輸株式会社 横浜港北日吉支店
ヤマト運輸株式会社 港北北新横浜センター
石井商事運輸株式会社 保土ヶ谷営業所
ヤマト運輸株式会社 保土ヶ谷岡沢町センター
佐川急便株式会社 横浜北営業所
日本通運株式会社 横浜羽沢コンテナセンター
ヤマト運輸株式会社 横浜神奈川支店
北王流通株式会社 横浜営業所
梅沢企業株式会社 本社営業所
株式会社スターダストライン 横浜営業所
株式会社アレックスヨコユ 本社営業所
澁澤陸運株式会社 横浜ターミナル
株式会社関根エンタープライズ神奈川 本店
康平運送株式会社 本社
株式会社東日本物流サービス 湘南営業所

※「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
神奈川県横浜市港北区師岡町６３６－２－２（３Ｆ）
神奈川県横浜市港北区小机町１７２６
神奈川県横浜市港北区新羽町１１５３
神奈川県横浜市港北区新羽町１１５４番地
神奈川県横浜市港北区新羽町１１８９－１
神奈川県横浜市港北区新羽町１７６７
神奈川県横浜市港北区新羽町２６１９－１
神奈川県横浜市港北区新羽町６７３番地１
神奈川県横浜市港北区新羽町６８７－１
神奈川県横浜市港北区新横浜３－１６－１５ ＳＫビル
新横浜７Ｆ Ｂ－６
神奈川県横浜市港北区新横浜３－２２－１５
神奈川県横浜市港北区新吉田町５５９２－１
神奈川県横浜市港北区新吉田東３－２５－１
神奈川県横浜市港北区大倉山５丁目１３－１５
神奈川県横浜市港北区大豆戸町７８８－２
神奈川県横浜市港北区大豆戸町８２６
神奈川県横浜市港北区鳥山町１２２２
神奈川県横浜市港北区鳥山町９６３－１
神奈川県横浜市港北区日吉７－２２－２０
神奈川県横浜市港北区北新横浜１－５－１
神奈川県横浜市神奈川区羽沢町６４５
神奈川県横浜市神奈川区羽沢町７４７－１
神奈川県横浜市神奈川区羽沢町８３－１
神奈川県横浜市神奈川区羽沢町８３－１ＪＲ横浜羽沢駅
構内
神奈川県横浜市神奈川区羽沢町８９１
神奈川県横浜市神奈川区羽沢町９０４－４
神奈川県横浜市神奈川区羽沢町字錦打１７３４－２
神奈川県横浜市神奈川区栄町１５－４ オールドコース
ト横浜７０３
神奈川県横浜市神奈川区栄町１５－９ 玉置ビル２階
神奈川県横浜市神奈川区恵比須町１
神奈川県横浜市神奈川区三枚町５５１－４１
神奈川県横浜市神奈川区三枚町６０１－１２
神奈川県横浜市神奈川区三枚町６１８
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電話番号
045-549-5617
080-6699-1119
045-590-3080
045-545-0505
045-543-5382
045-531-4136
080-5068-1477
045-548-7154
045-542-6911
045-532-8720
045-473-5438
045-590-5680
080-5098-1159
080-5481-6366
080-5098-3633
045-543-4809
045-471-3004
080-6604-6378
080-5098-1971
080-5098-1037
045-355-5527
080-5098-3745
045-373-8878
045-381-2323
080-5451-9373
045-370-2170
045-373-6551
045-548-8905
045-461-5036
045-453-3651
045-350-2510
045-383-1321
045-381-5750

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
トナミ運輸株式会社 東横浜支店
中外陸運株式会社 本社営業所
丸一輸送興業株式会社 本社営業所
日本郵便輸送株式会社 横浜
安田運輸株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 横浜東営業所
株式会社バンテックセントラル 横浜営業所
株式会社三榮横浜 本社営業所
日本通運株式会社 横浜航空貨物センター
日本郵便株式会社 神奈川郵便局
丸全昭和運輸株式会社 横浜特輸引越営業所
株式会社京浜トレーディング 本社
ヤマト運輸株式会社 横浜神奈川三ッ沢支店
小倉運輸有限会社 横浜営業所
八洲フォワーディング株式会社 本社営業所
日興運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 横浜東神奈川支店
シンワ運輸東京株式会社 横浜営業所
シンワ運輸東京株式会社 東神奈川営業所
ケイヒン配送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 横浜神奈川平川町支店
株式会社シンクラン 新子安営業所
日本通運株式会社 東名横浜物流センター事業所
株式会社ミナミ運輸 本社
株式会社みなみ配送 本社営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 瀬谷営業所
ヤマト運輸株式会社 横浜卸センター
佐川急便株式会社 横浜緑営業所
有限会社伸和トラスト 横浜営業所
株式会社石川興業運輸 横浜営業所
長谷川運輸倉庫株式会社 横浜営業所
神奈川やよい運送株式会社 本社営業所
皆央運輸株式会社 本社営業所
日本図書輸送株式会社 神奈川営業所

※「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
神奈川県横浜市神奈川区守屋町１－１－１４，１－１８
神奈川県横浜市神奈川区守屋町１－１－４
神奈川県横浜市神奈川区守屋町１－１－９
神奈川県横浜市神奈川区守屋町１－３－３
神奈川県横浜市神奈川区守屋町３－９－３０
神奈川県横浜市神奈川区守屋町３－９－３９
神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目１３－１
神奈川県横浜市神奈川区出田町１－２
神奈川県横浜市神奈川区新浦島町２－１－２
神奈川県横浜市神奈川区新浦島町２丁目１－１０
神奈川県横浜市神奈川区新子安１－３９－１４
神奈川県横浜市神奈川区新町２－１０
神奈川県横浜市神奈川区神大寺３丁目１－３０
神奈川県横浜市神奈川区菅田町１７７０番地６
神奈川県横浜市神奈川区菅田町２４６０
神奈川県横浜市神奈川区千若町２－１
神奈川県横浜市神奈川区千若町２丁目１番
神奈川県横浜市神奈川区千若町３－１
神奈川県横浜市神奈川区千若町３－１
神奈川県横浜市神奈川区千若町３－１
神奈川県横浜市神奈川区平川町２６－１６
神奈川県神奈川区守屋町３－１３－６
神奈川県横浜市瀬谷区北町２５－９
神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南３－３２－３
神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南３－３２－３
神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南４－３－１０
神奈川県横浜市瀬谷区卸本町９３０８－２
神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町２９－５
神奈川県横浜市瀬谷区上瀬谷町２５－２
神奈川県横浜市瀬谷区上瀬谷町４５－６
神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷町８９５３－１ 東京ロジ
ファクトリー（株）横浜町田物流センター内
神奈川県横浜市瀬谷区竹村町１３－１４
神奈川県横浜市瀬谷区北町３５－１２
神奈川県横浜市瀬谷区北町４２－１０
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電話番号
045-461-1073
045-441-3535
045-461-2101
045-451-1462
045-453-6122
045-444-2871
045-453-0641
045-440-3675
045-453-1025
045-565-5009
045-421-1665
045-441-7274
080-5068-1999
045-472-8130
045-471-8288
045-441-9867
080-5045-0540
045-620-9666
045-440-4478
045-441-6585
080-5045-0452
045-453-2714
045-924-2421
045-363-0373
045-363-0194
045-360-7601
080-5451-6288
045-921-1611
045-921-7575
045-924-2810
045-444-9856
045-306-0841
045-921-0665
045-921-9891

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社多摩流通 横浜営業所
三酵物流株式会社 横浜
佐川急便株式会社 横浜瀬谷営業所
日本ロジテム株式会社 横浜営業所
王子陸運株式会社 横浜営業所
アサヒロジスティクス株式会社 横浜共配センター
ヤマト運輸株式会社 横浜瀬谷目黒センター
安全輸送株式会社 瀬谷営業所
有限会社大吉運送 本社
ヤマト運輸株式会社 横浜西支店
松本運輸株式会社 本社営業所
有限会社大雄運送 本社
福山通運株式会社 横浜西営業所
ヤマト運輸株式会社 横浜青葉支店
日本郵便株式会社 青葉郵便局
ヤマト運輸株式会社 横浜青葉あざみ野支店
ヤマト運輸株式会社 横浜青葉恩田支店
ヤマト運輸株式会社 青葉桂台センター
有限会社瑞江重機 横浜営業所
アートコーポレーション株式会社 横浜青葉支店
ヤマト運輸株式会社 横浜青葉美しが丘支店
ヤマト運輸株式会社 横浜青葉鉄町支店
ヤマト運輸株式会社 横浜緑園センター
ヤマト運輸株式会社 横浜いずみ野センター
ヤマト運輸株式会社 横浜上飯田支店
全農物流株式会社 神奈川支店 横浜センター
ヤマト運輸株式会社 横浜泉支店
東京高速陸運株式会社 横浜営業所
世新建設運輸株式会社 本社営業所
株式会社丸送 本社営業所
横浜海運株式会社 本社
早川海陸輸送株式会社 本社営業所
ＡＣＴライナー株式会社 横浜営業所
五十嵐運輸株式会社 本牧営業所
第一運輸興業株式会社 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
神奈川県横浜市瀬谷区北町４３－１
神奈川県横浜市瀬谷区目黒町１０－４
神奈川県横浜市瀬谷区目黒町１２－３
神奈川県横浜市瀬谷区目黒町１３－７
神奈川県横浜市瀬谷区目黒町１６－２、３
神奈川県横浜市瀬谷区目黒町１７－３
神奈川県横浜市瀬谷区目黒町２６－９
神奈川県横浜市瀬谷区目黒町３４－１
神奈川県横浜市西区浅間町２－１０６－２
神奈川県横浜市西区浅間町４－３３４－３
神奈川県横浜市西区南幸２－９－１９
神奈川県横浜市西区南浅間町２０－８
神奈川県横浜市西区平沼１－１０－１０
神奈川県横浜市青葉区もえぎ野２－１
神奈川県横浜市青葉区荏田西１丁目７－５
神奈川県横浜市青葉区荏田町６８４
神奈川県横浜市青葉区恩田町１７７０－１
神奈川県横浜市青葉区桂台２－３０－１９
神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町２４７番地６－２０３
神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町２７－１
神奈川県横浜市青葉区鉄町１４６９
神奈川県横浜市青葉区鉄町７５１
神奈川県横浜市泉区岡津町１４３７
神奈川県横浜市泉区上飯田町２２４３－１
神奈川県横浜市泉区上飯田町４５３７－１
神奈川県横浜市泉区中田西１－１２－９
神奈川県横浜市泉区中田町２７６２－１
神奈川県横浜市泉区弥生台７２－１３
神奈川県横浜市泉区和泉町２５８０－２
神奈川県横浜市泉区和泉町５９４１
神奈川県横浜市中区かもめ町１１
神奈川県横浜市中区かもめ町２３－１
神奈川県横浜市中区かもめ町４８
神奈川県横浜市中区かもめ町５４
神奈川県横浜市中区かもめ町５６番地－１
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電話番号
045-514-1241
045-922-3533
045-921-2241
045-924-1300
045-922-9621
045-923-0324
080-5451-6288
045-921-6373
045-311-5962
080-6604-6365
045-311-4009
045-311-4276
045-321-1241
080-5068-1474
045-973-5601
080-6699-1302
080-5481-5932
080-6699-6261
045-530-4463
045-979-0123
080-5068-1473
080-5451-6271
080-5098-3749
080-5045-0482
045-805-6271
080-5045-0482
045-435-9506
045-800-3501
045-802-3031
045-624-5531
045-622-1101
045-622-0511
045-621-4335
045-625-3711

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
稲葉産業株式会社 本牧営業所
横海陸運株式会社 本社営業所
株式会社日新 本牧営業所
日本通運株式会社 鶴見重機建設支店
日本通運株式会社 横浜コンテナ輸送事業所
日本通運株式会社 本牧物流センター事業所
ヤマト運輸株式会社 横浜本牧支店
東港丸楽海運株式会社 神奈川営業所
常盤海運株式会社 本牧営業所
宇徳ロジスティクス株式会社 横浜
日鉄住金物流君津株式会社 横浜事業所
株式会社金谷商運 横浜営業所
日通横浜運輸株式会社 本牧事業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 横浜営業所
株式会社中央ロジスティクス 海外引越営業所
有限会社大橋運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 横浜中支店
株式会社ヤシマコンテナサービス 横浜支店
藤木陸運株式会社 横浜営業所
ジャパントレーディング株式会社 本社営業所
富士物流株式会社 横浜支店
株式会社シーガルエクスプレス 本社営業所
上組陸運株式会社 横浜営業所
日本郵便株式会社 横浜港郵便局
鴻池運輸株式会社 鹿島支店 本牧営業所
板橋商事株式会社 本牧営業所
株式会社甲洋 本社営業所
大日運輸株式会社 神奈川営業所
日軽物流株式会社 海貨営業所
株式会社フコックス 本牧営業所
株式会社クアトロ物流 横浜営業所
鈴江コンテナートランスポート株式会社 横浜センター
日本コンテナ輸送株式会社 横浜営業所
日本高速輸送株式会社 京浜支店横浜営業所

※「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
神奈川県横浜市中区かもめ町５９
神奈川県横浜市中区かもめ町９
神奈川県横浜市中区かもめ町９
神奈川県横浜市中区錦町１０
神奈川県横浜市中区錦町１０
神奈川県横浜市中区錦町１０
神奈川県横浜市中区錦町２８－１
神奈川県横浜市中区錦町３２
神奈川県横浜市中区錦町８番地
神奈川県横浜市中区錦町９
神奈川県横浜市中区錦町９
神奈川県横浜市中区錦町９
神奈川県横浜市中区錦町９番地
神奈川県横浜市中区三吉町４番地２
神奈川県横浜市中区山下町２７９－１
神奈川県横浜市中区小港町１－５
神奈川県横浜市中区新山下３－１－１８
神奈川県横浜市中区新山下３－７－２７
神奈川県横浜市中区新山下３－８－４５
神奈川県横浜市中区新山下３－９－１
神奈川県横浜市中区新山下３－９－３
神奈川県横浜市中区新山下３丁目８番４５号
神奈川県横浜市中区南本牧３－１１
神奈川県横浜市中区日本大通５－３
神奈川県横浜市中区豊浦町２
神奈川県横浜市中区豊浦町６
神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１－１
神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１－１０ターミナルオフィ
スセンター４０３号室
神奈川県横浜市中区本牧埠頭１－１ 臨海鉄道本牧埠頭
駅第二ビル２階一室
神奈川県横浜市中区本牧埠頭１８
神奈川県横浜市中区本牧埠頭１８番地
神奈川県横浜市中区本牧埠頭１番地
神奈川県横浜市中区本牧埠頭３番地
神奈川県横浜市中区本牧埠頭５－７
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電話番号
045-629-6601
045-629-1055
045-623-7251
045-621-1221
045-625-5300
045-621-1111
080-5068-3288
045-629-6236
045-628-1363
045-623-1279
045-621-2031
045-628-0653
045-540-7810
045-260-0391
045-641-3919
045-621-1583
080-5068-3305
045-623-1151
0456-22-4396
045-308-7011
045-622-6938
045-625-1681
045-628-6711
045-212-3932
045-623-6861
045-622-3517
045-624-1002
045-263-8780
045-624-1461
045-622-8418
045-621-1941
045-622-3856
045-623-4741
045-623-7287

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 川崎営業所
ヤマトボックスチャーター株式会社 神奈川東支店
株式会社中央ロジスティクス 安善営業所
株式会社ニヤクコーポレーション 関東支店 横浜事業所
共和運輸株式会社 神奈川営業所
中田運輸株式会社 本社営業所
株式会社パルライン 鶴見営業所
株式会社日新 鶴見営業所
ヤマト運輸株式会社 神奈川新子安センター
株式会社シンエイロジステック 本社営業所
株式会社鶴見サービス 本社
ヤマト運輸株式会社 鶴見駒岡センター
萬運輸株式会社 横浜営業所
ヤマト運輸株式会社 横浜鶴見二ツ池支店
株式会社鈴木運送 本社
福山通運株式会社 横浜支店
東電物流株式会社 中央支社横浜事業所
進和運輸株式会社 本社
望月興運株式会社 本社営業所
三洋運輸株式会社 東京営業所
小野宮運輸株式会社 本社営業所
エヌ・ユー城南物流株式会社 本社営業所
株式会社加藤運送 本社営業所
株式会社サカイ引越センター 横浜支社
ケーエルサービス東日本株式会社 横浜営業所
西濃運輸株式会社 鶴見支店
リコーロジスティクス株式会社 神奈川営業所
フェデラルエクスプレスジャパン合同会社 横浜営業所
株式会社ハナワトランスポート 横浜営業所
株式会社ダイドウトランスプラネット 本社
ヤマト運輸株式会社 鶴見大黒ふ頭センター
株式会社中央ロジスティクス 大黒埠頭営業所
株式会社大村総業 横浜営業所

※「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
神奈川県横浜市鶴見区安善町１丁目１－１
神奈川県横浜市鶴見区安善町１丁目１－１
神奈川県横浜市鶴見区安善町１丁目１番１号
神奈川県横浜市鶴見区安善町２－５－２７
神奈川県横浜市鶴見区栄町通３－３１－９
神奈川県横浜市鶴見区下野谷町２－７９
神奈川県横浜市鶴見区寛政町２２－６
神奈川県横浜市鶴見区寛政町２６－１
神奈川県横浜市鶴見区駒岡１－２９－２３
神奈川県横浜市鶴見区駒岡２－５－３６
神奈川県横浜市鶴見区駒岡２－８－３８
神奈川県横浜市鶴見区駒岡５－１３－２５
神奈川県横浜市鶴見区駒岡５－５－３１
神奈川県横浜市鶴見区駒岡町１丁目２６－２３
神奈川県横浜市鶴見区元宮１－９－８
神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町３９６－２
神奈川県横浜市鶴見区江ケ崎町４－１
神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷２－３８－３７
神奈川県横浜市鶴見区汐入町１－３
神奈川県横浜市鶴見区小野町１４４
神奈川県横浜市鶴見区小野町３７－１
神奈川県横浜市鶴見区上末吉３－５－２
神奈川県横浜市鶴見区尻手３－７－２３
神奈川県横浜市鶴見区生麦１－１４－９
神奈川県横浜市鶴見区生麦１－１７－１
神奈川県横浜市鶴見区生麦２－２０３６－１０５
神奈川県横浜市鶴見区生麦２－２－２６
神奈川県横浜市鶴見区生麦２－２－２６ ＧＬＰ横浜４
階
神奈川県横浜市鶴見区生麦２－３－２７ ＤＨＬジャパ
ン横浜サービスセンター内
神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１５
神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１５－１
神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１５－４
神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭２２（物流棟１０３号）
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電話番号
045-511-0461
045-508-6681
045-508-1913
045-504-4911
045-501-4130
045-501-1362
045-508-3102
045-521-6971
080-6699-1094
045-573-4235
045-573-7731
080-6604-8217
045-581-0998
080-5068-0603
045-581-6488
045-575-2121
045-393-9300
045-582-6267
045-501-221
045-505-5300
045-501-3542
045-585-3417
045-581-4213
045-521-1141
045-505-4201
03-5857-7610
050-3534-3939
045-511-3447
045-508-6770
045-506-8008
080-6604-8321
045-501-1766
045-510-2090

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社カタヒラ 本社営業所
遠州トラック株式会社 横浜営業所
近物レックス株式会社 横浜支店
東部ネットワーク株式会社 鶴見
物産ロジスティクスソリューションズ株式会社 鶴見営業
所
三和運送事業株式会社 横浜営業所
株式会社アーバン・ロジスティクス 鶴見営業所
新日本運輸株式会社 横浜営業所
キャリテック株式会社 京浜営業所
長澤運輸株式会社 鶴見営業所
和泉運輸株式会社 鶴見営業所
日通トランスポート株式会社 横浜中央支店
関東エース物流株式会社 鶴見営業所
株式会社マルカ陸運 本社
菱倉運輸株式会社 横浜営業所
エム物流株式会社 横浜大黒センター
中丸産業運輸株式会社 本社営業所
株式会社パスト 本社
ヤマト運輸株式会社 横浜鶴見支店
共立興産株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 鶴見郵便局
日京運輸株式会社 鶴見営業所
楠原興運株式会社 本社営業所
新栄運輸株式会社 本社
ＪＦＥ環境株式会社 本社営業所
アシオ運輸株式会社 鶴見営業所
清徳運輸株式会社 末広
新光運輸株式会社 本社営業所
東洋メビウス株式会社 横浜支店
株式会社ナガヤマ物流 横浜営業所
アサガミ物流株式会社 横浜営業所
株式会社タイセイ・エフ・ティー西関東 相模営業所
ヤマト運輸株式会社 青葉荏田西センター

※「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
神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭２２番 Ｙ－ＣＣ１７０
１
神奈川県横浜市鶴見区大黒町１－１１
神奈川県横浜市鶴見区大黒町１－３７
神奈川県横浜市鶴見区大黒町１８－２９

電話番号
045-500-5260
045-508-7088
045-508-0701
045-521-0991

神奈川県横浜市鶴見区大黒町２－５７

045-508-0711

神奈川県横浜市鶴見区大黒町２－５７
神奈川県横浜市鶴見区大黒町２番５７号
神奈川県横浜市鶴見区大黒町４－２９
神奈川県横浜市鶴見区大黒町５－３９
神奈川県横浜市鶴見区大黒町７－７６
神奈川県横浜市鶴見区大黒町７－８１
神奈川県横浜市鶴見区大黒町９－１７ ＤＰＬ横浜大黒
５階
神奈川県横浜市鶴見区大黒町９番１４号
神奈川県横浜市鶴見区大黒埠頭１５
神奈川県横浜市鶴見区大黒埠頭２０
神奈川県横浜市鶴見区大黒埠頭６－１
神奈川県横浜市鶴見区朝日町１－５８
神奈川県横浜市鶴見区朝日町１－５８
神奈川県横浜市鶴見区朝日町１－９－２
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央２－１７－２２
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央３丁目２２－１
神奈川県横浜市鶴見区東寺尾６－１４－２０
神奈川県横浜市鶴見区浜町１－６－９
神奈川県横浜市鶴見区平安町１－４６－１
神奈川県横浜市鶴見区弁天町３－１
神奈川県横浜市鶴見区末広町１－７
神奈川県横浜市鶴見区末広町１－７
神奈川県横浜市鶴見区矢向１－１３－４０
神奈川県横浜市鶴見区矢向１－１－７０
神奈川県横浜市鶴見区矢向６－２０－４８
神奈川県横浜市鶴見区矢向６－２０－４８
神奈川県横浜市都筑区荏田南４－２６－２７－１０２
神奈川県横浜市都筑区荏田南町４２０６－１

045-718-5588
045-502-6284
045-504-1675
045-500-4746
045-501-8402
045-503-1141
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045-506-5511
045-505-0055
045-506-1140
045-506-2081
045-508-4433
045-521-4322
045-510-0210
080-6699-1062
045-521-6481
045-504-7003
045-581-1022
045-521-9281
045-501-6672
045-502-3860
045-521-9166
045-511-0792
045-583-3541
045-581-4712
045-580-0173
045-580-0130
044-862-6476
080-6604-7700

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

住所

株式会社ムーバーズ 本社営業所
丸伊運輸株式会社 港北営業所
株式会社平成通商 横浜営業所

神奈川県横浜市都筑区葛ヶ谷１４－２３
神奈川県横浜市都筑区佐江戸町１４５番地３
神奈川県横浜市都筑区佐江戸町１５５
神奈川県横浜市都筑区佐江戸町１５５ 横浜港北セン
大島運輸株式会社 横浜営業所
ター内
株式会社ハート引越センター 都筑営業所
神奈川県横浜市都筑区佐江戸町２８２
高橋運輸興業株式会社 横浜営業所
神奈川県横浜市都筑区佐江戸町３３４番
株式会社エスケーサービス 横浜営業所
神奈川県横浜市都筑区佐江戸町４０５
ヤマト運輸株式会社 横浜都筑中央支店
神奈川県横浜市都筑区勝田町１０１２
川崎運送株式会社 新横浜営業所
神奈川県横浜市都筑区折本町３６４－２
日本ルートサービス株式会社 横浜事業所
神奈川県横浜市都筑区折本町４３２－１（１Ｆ）
セイホー運輸株式会社 横浜
神奈川県横浜市都筑区折本町４８４
山勝商事株式会社 本社営業所
神奈川県横浜市都筑区川向町１０２３－１
ＳＢＳロジコム南関東株式会社 横浜港北支店
神奈川県横浜市都筑区川向町６３９－２
ロジトライ株式会社 横浜事業所
神奈川県横浜市都筑区川向町６８９－１
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 横浜港北営業所 神奈川県横浜市都筑区川向町７４７
東京アンデス物流株式会社 横浜営業所
神奈川県横浜市都筑区川向町８３８－１
西濃運輸株式会社 横浜支店
神奈川県横浜市都筑区川向町９８２
東日本エア・ウォーター物流株式会社 横浜営業所
神奈川県横浜市都筑区川向町字北耕地１０２０番地－１
株式会社キョウトプラス 関東営業所
神奈川県横浜市都筑区川和町２３８
ヤマト運輸株式会社 青葉市ヶ尾町センター
神奈川県横浜市都筑区川和町２４６６－１
ヤマト運輸株式会社 横浜都筑川和支店
神奈川県横浜市都筑区川和町２７５
株式会社斉藤商事 横浜営業所
神奈川県横浜市都筑区川和町７４１番地１
高山運輸有限会社 本社
神奈川県横浜市都筑区大熊町３０
アートコーポレーション株式会社 横浜都筑営業所
神奈川県横浜市都筑区大熊町８１４
ヤマト運輸株式会社 都筑仲町台センター
神奈川県横浜市都筑区大熊町８８４－１
株式会社ジャステム 港北センター
神奈川県横浜市都筑区大熊町９６
ヤマト運輸株式会社 都筑中川センター
神奈川県横浜市都筑区大棚町４３９－１
ヤマト運輸株式会社 都筑佐江戸町センター
神奈川県横浜市都筑区池辺町２３４５－１
株式会社ＤＮＰロジスティクス 横浜営業所
神奈川県横浜市都筑区池辺町３５１２
ヤマト運輸株式会社 緑中山町センター
神奈川県横浜市都筑区池辺町３９８７－１
横浜貿易運輸株式会社 港北営業所
神奈川県横浜市都筑区池辺町４２６１－１３
シグマロジスティクス株式会社 港北営業所
神奈川県横浜市都筑区池辺町４３９８番地
共立ラインサービス株式会社 横浜営業所
神奈川県横浜市都筑区池辺町字薮前３９２８
株式会社大崎 横浜営業所
神奈川県横浜市都筑区中川３－３７－１

※「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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電話番号
045-948-5021
045-532-6510
045-931-6553
045-931-9900
045-929-5181
045-482-7610
045-937-6401
080-5068-0541
045-470-2275
045-473-0796
045-565-9101
045-476-1881
045-473-0412
045-474-4754
045-478-6031
045-470-1457
03-5857-7608
045-472-7051
045-933-3122
080-6697-6169
080-5045-7543
045-938-0377
045-474-0568
045-476-0123
080-5068-3107
045-478-2050
080-6604-9458
080-6604-9460
045-939-6880
080-6699-1300
045-932-8736
080-5893-1081
045-507-8161
045-910-0043

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

厚木市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 横浜都筑支店
ヤマト運輸株式会社 川崎宮前野川支店
ヤマト運輸株式会社 都筑大棚町センター
鈴木運送株式会社 横浜営業所
株式会社ファインエナジー 横浜営業所
株式会社ヤマザキ物流 横浜営業所
ヤマト運輸株式会社 横浜港北インター支店
ヤマト運輸株式会社 横浜港北ニュータウン支店
株式会社博伸 本社営業所
置田運輸株式会社 本社営業所
株式会社元田流通運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 横浜永田センター
楠原輸送株式会社 岡沢営業所
有限会社高島建材 本社営業所
株式会社サカイ引越センター 横浜西支社
関東陸送株式会社 本社営業所
株式会社啓和運輸 横浜営業所
株式会社サントス 横浜営業所
横浜貨物運送株式会社 本社営業所
板橋商事株式会社 常盤台営業所
丸五運輸株式会社 保土ヶ谷営業所
ヤマト運輸株式会社 横浜保土ヶ谷支店
ヤマト運輸株式会社 横浜保土ヶ谷星川支店
共和陸運株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 横浜保土ヶ谷仏向支店
株式会社池田興運 本社営業所
株式会社引越社関東 横浜旭支店
株式会社引越社関東 横浜緑支店
丸辰運輸株式会社 本社
マルエイ運輸株式会社 横浜支店
ヤマト運輸株式会社 横浜緑支店
東翔物流株式会社 本社営業所
株式会社流通サービス 横浜北センター
株式会社サンキュウ・トランスポート・東京 神奈川営業
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

電話番号

神奈川県横浜市都筑区東山田４－４４－１６
神奈川県横浜市都筑区東山田町１６０２－１
神奈川県横浜市都筑区東山田町９０１－１
神奈川県横浜市都筑区東方町１５２
神奈川県横浜市都筑区東方町１６９８
神奈川県横浜市都筑区東方町１８８
神奈川県横浜市都筑区東方町３５７－１
神奈川県横浜市都筑区東方町８８４－１
神奈川県横浜市南区日枝町３－７４
神奈川県横浜市南区白妙町５－６５－４
神奈川県横浜市南区六ツ川１－３３２
神奈川県横浜市南区六ッ川３－２８－３１
神奈川県横浜市保土ヶ谷区岡沢町１７０
神奈川県横浜市保土ヶ谷区釜台町４５－８
神奈川県横浜市保土ヶ谷区権太坂３－８－７
神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町８５
神奈川県横浜市保土ヶ谷区上菅田町１３１０
神奈川県横浜市保土ヶ谷区上菅田町１４０６
神奈川県横浜市保土ヶ谷区上菅田町字笹山１１７７－１
神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台７７－２５
神奈川県横浜市保土ヶ谷区常磐台６１－３１
神奈川県横浜市保土ヶ谷区西谷町１２５２－２
神奈川県横浜市保土ヶ谷区川辺町３－９
神奈川県横浜市保土ヶ谷区東川島町８５－１０
神奈川県横浜市保土ヶ谷区仏向町１３６１－１
神奈川県横浜市保土ヶ谷区峰沢町２５８－３８
神奈川県横浜市緑区いぶき野１－２６ ３Ｆ
神奈川県横浜市緑区いぶき野１－２６ ４Ｆ
神奈川県横浜市緑区鴨居１－１０－１１
神奈川県横浜市緑区上山１丁目３－２
神奈川県横浜市緑区長津田町４０４７
神奈川県横浜市緑区東本郷４－２３－１６
神奈川県横浜市緑区北八朔町１６０

080-6604-6371
080-5068-3112
080-6698-2000
045-473-3966
044-942-2131
045-472-5966
080-5045-8795
080-5068-3107
045-260-4451
045-252-9283
045-715-2258
080-5045-8773
045-335-1935
045-921-7681
045-730-0762
045-711-5555
045-381-1899
045-373-3555
045-381-0556
045-332-4422
045-333-5029
080-5451-6272
080-5045-0488
045-381-2141
080-5045-0523
045-336-1633
045-988-0250
045-988-2266
045-934-0433
045-933-7719
080-5045-4900
045-548-4555
045-930-3031

神奈川県厚木市飯山２１２０－６

046-280-5239
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社板橋運送 厚木営業所
ヤマト運輸株式会社 厚木愛甲支店
株式会社スリーエス・サンキュウ 厚木
近物レックス株式会社 厚木支店
出水運輸センター株式会社 東京営業所
株式会社引越社関東 藤沢支店
株式会社引越社関東 厚木支店
藤松運輸倉庫株式会社 神奈川営業所
キャリテック株式会社 厚木営業所
湘南東海運輸株式会社 本社営業所
東和物流株式会社 厚木営業所
名糖運輸株式会社 厚木物流センター
株式会社日硝ハイウエー 厚木営業所
ヤマト運輸株式会社 厚木岡田センター
丸嶋運送株式会社 厚木営業所
中央エース物流株式会社 厚木営業所
株式会社暁運輸 厚木営業所
丸一共通運送株式会社 厚木営業所
株式会社都築運輸 厚木営業所
有限会社新徳運輸 本社営業所
セーフティオイルトランスポート株式会社 厚木営業所
株式会社ヤマガタ 厚木営業所
杉村運輸株式会社 関東支店厚木営業所
湘南物流株式会社 本社営業所
松岡満運輸株式会社 神奈川営業所
浅倉商事株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 厚木関口支店
池田興業株式会社 神奈川
田口運送株式会社 厚木第一
ヤマト運輸株式会社 厚木及川支店
岡田運輸株式会社 厚木営業所
ロジトライ株式会社 厚木事業所
鴻池運輸株式会社 相模食品流通センター営業所
株式会社ヒューテックノオリン 神奈川ＪＤ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
神奈川県厚木市愛甲１－６－４ 第２コーポ落合１０３
号室
神奈川県厚木市愛甲１９２２－１
神奈川県厚木市愛甲東２－１４－２１
神奈川県厚木市愛甲東３－６－１０
神奈川県厚木市愛名１４０５
神奈川県厚木市岡田１丁目１４－３３
神奈川県厚木市岡田１丁目１４－３３
神奈川県厚木市岡田２－１６－９
神奈川県厚木市岡田２－８－１０
神奈川県厚木市岡田３０３９番地
神奈川県厚木市岡田３１９７
神奈川県厚木市岡田３－８－１
神奈川県厚木市岡田３－９－１４
神奈川県厚木市岡田４－１－１０
神奈川県厚木市岡田字原田３１０３，３１０４
神奈川県厚木市恩名１丁目５番９号
神奈川県厚木市温水１９６１
神奈川県厚木市下依知１１２１
神奈川県厚木市下川入１０９
神奈川県厚木市下川入３３７－１
神奈川県厚木市下川入５１０－１－１０３
神奈川県厚木市下川入字三ノ域１２７－１
神奈川県厚木市下津古久５９
神奈川県厚木市下津古久９１
神奈川県厚木市下津古久字横町６４９－１
神奈川県厚木市下萩野１４３０－１
神奈川県厚木市関口１０５
神奈川県厚木市関口字下古河９７－１
神奈川県厚木市及川２丁目５－７
神奈川県厚木市及川８６８－１
神奈川県厚木市金田１
神奈川県厚木市金田１３２１
神奈川県厚木市金田１４３５－１
神奈川県厚木市金田１４５６－１
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電話番号
046-20-6030
080-5045-1865
046-229-6101
046-220-5432
046-248-8081
046-401-1717
046-401-2626
046-227-4616
042-990-3237
046-220-4500
046-227-1134
046-229-4391
046-226-7701
080-5451-4850
046-227-1340
046-296-1151
046-270-3797
046-245-6787
046-284-1011
046-245-3533
046-244-2008
046-246-2450
046-228-2634
046-228-4519
046-226-9211
046-242-3341
080-5045-1872
046-245-0132
046-243-3730
080-5045-1844
046-245-7631
046-297-3050
046-297-7107
046-297-7241

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
東邦興産株式会社 厚木営業所
西濃エキスプレス株式会社 厚木
松下運輸株式会社 神奈川第２センター
鴻池運輸株式会社 厚木流通センター営業所
カンナナ流通運輸株式会社 厚木営業所
富士運輸株式会社 厚木支店

住所

電話番号
046-240-7555
046-229-7889
046-210-3901
046-229-6463
046-229-2901
046-280-5678

トナミ首都圏物流株式会社 厚木支店

神奈川県厚木市金田１４６３－３
神奈川県厚木市戸田２１８６
神奈川県厚木市戸田２２８９－７
神奈川県厚木市戸田２５００－１
神奈川県厚木市戸田８１－１ カルムＧＯＴＯＢ１０３
神奈川県厚木市三田１９－１
神奈川県厚木市三田８０９－１、８０９－３、８０９－
４、８０９－６
神奈川県厚木市山際１３３

光運送株式会社 本社営業所

神奈川県厚木市山際２１８－ロ

046-245-1321

株式会社エムティ輸送 厚木営業所
株式会社オーネックスライン 本社営業所
横浜低温流通株式会社 本社営業所
山陽自動車運送株式会社 厚木営業所
リコーロジスティクス株式会社 物流センター厚木
久保運輸株式会社 関東物流センター
塩屋運輸株式会社 関東営業所
井阪運輸株式会社 神奈川営業所
豊栄運輸倉庫株式会社 南関東配送センター
ピアノ運送株式会社 神奈川営業所
株式会社ＳＦＣライン 厚木営業所
アートコーポレーション株式会社 厚木営業所
新潟運輸株式会社 厚木支店
遠州トラック株式会社 厚木要冷センター
ヤマト運輸株式会社 厚木小野センター
株式会社上神谷運送厚木 本社営業所

神奈川県厚木市山際４０１－４
神奈川県厚木市山際４２８－４
神奈川県厚木市酒井３００１
神奈川県厚木市酒井３０３４
神奈川県厚木市酒井３０７０
神奈川県厚木市酒井３１０１
神奈川県厚木市酒井３１０１
神奈川県厚木市酒井３１４０－１
神奈川県厚木市酒井３１９２
神奈川県厚木市酒井３１９３
神奈川県厚木市酒井字下反町３０２７
神奈川県厚木市酒井字宿２４８１－１
神奈川県厚木市酒井字深町１４０５－１他５筆
神奈川県厚木市小野２０２５－１２
神奈川県厚木市小野字堀合６５９－１
神奈川県厚木市上依知１０８６
神奈川県厚木市上依知１２１９－２ 深田ハイツ２０１
号室
神奈川県厚木市上依知１３７８番地１
神奈川県厚木市上依知３００７－５
神奈川県厚木市上依知３００７－７
神奈川県厚木市上依知３０２９－２
神奈川県厚木市上依知９５２－１
神奈川県厚木市上依知字上ノ原３０１４番地の４
神奈川県厚木市上依知字上谷戸３７２－３

046-280-5136
046-245-5378
046-229-2401
046-227-3581
050-3817-6001
046-226-9987
046-226-9985
046-220-0800
046-226-7011
046-227-0871
046-220-5101
046-220-1489
046-228-3221
046-290-3773
080-6698-9583
046-245-4621

株式会社サントス 神奈川営業所

株式会社宮本陸運 厚木営業所
日本陸送株式会社 愛川営業所
トーウンサービス株式会社 神奈川営業所
総合物流サービス株式会社 厚木営業所
株式会社ユニテックス 神奈川営業所
株式会社ジェーラインエクスプレス 厚木営業所
渥美運輸株式会社 関東支店
東京商運株式会社 厚木営業所

※「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）

046-242-7861
046-204-1073

046-245-1112
046-284-5101
046-286-7811
046-258-6498
046-286-3333
046-244-2220
046-281-8750
046-244-2380

化学製品・ゴム製品、機械・機械部
品、輸送機械・輸送機械部品

市区郡名

事業所名

電話番号

神奈川県厚木市上依知字藤塚沖１２７９－１
神奈川県厚木市上依知上の原３０２２
神奈川県厚木市上荻野２２６５－１
神奈川県厚木市上落合６４４
神奈川県厚木市上落合字柳添２３１－５
神奈川県厚木市森の里青山１４番１号
神奈川県厚木市船子１３０１－８
神奈川県厚木市船子１３１－２
神奈川県厚木市船子１３３－１
神奈川県厚木市船子１５６１－２

046-245-2262
046-286-5715
080-6604-6228
046-228-0465
046-220-5080
046-250-0065
046-248-4511
046-228-8721
046-228-0607
046-290-0033

株式会社ブライト 厚木営業所

神奈川県厚木市船子２５９－１

046-228-0807

センコー株式会社 厚木躯体センター
株式会社エスラインギフ 厚木営業所
株式会社山紀 厚木営業所
日本通運株式会社 厚木物流センター事業所
株式会社Ａ－Ｌｉｎｅ ｅｘｐｒｅｓｓ 厚木営業所

神奈川県厚木市棚沢２２１
神奈川県厚木市長沼２３５－５
神奈川県厚木市長沼字堤附２４８－１
神奈川県厚木市長沼字北耕地２３５－４
神奈川県厚木市長谷４０６－１
神奈川県厚木市長谷４１１－８ レジデンス武井 １階
１０１号室
神奈川県厚木市長谷４１７－１ 加藤商事ビル３０１
神奈川県厚木市長谷４２４－１
神奈川県厚木市長谷字依胡田６－４０
神奈川県厚木市長谷字仲町３７６－１
神奈川県厚木市田村町２－１８
神奈川県厚木市飯山２３８５－６
神奈川県厚木市飯山３０７５－５
神奈川県厚木市飯山３１０８－７
神奈川県厚木市飯山８８０－３
神奈川県厚木市飯山字上千頭３１５－５
神奈川県厚木市飯山字赤坂上２０７５－３
神奈川県厚木市飯山字平山３１４２－１
神奈川県厚木市緑ヶ丘５丁目１８番２号
神奈川県綾瀬市吉岡東２－１６５
神奈川県綾瀬市吉岡東２－２－７
神奈川県綾瀬市吉岡東２－６－４
神奈川県綾瀬市吉岡東３－７－９

046-241-4983
046-228-4811
046-228-8121
046-228-0131
046-270-7501

株式会社高通サービス 厚木営業所

綾瀬市

住所

多摩運送株式会社 厚木営業所
山村ロジスティクス株式会社 厚木運輸営業所
ヤマト運輸株式会社 厚木上荻野センター
キユーソーティス株式会社 厚木営業所
トナン輸送株式会社 南関東営業所
株式会社アスカ・コーポレーション 本社営業所
佐川急便株式会社 厚木営業所
名鉄ゴールデン航空株式会社 厚木営業所
ＳＢＳロジコム南関東株式会社 東名厚木支店
株式会社南海サービス 神奈川

株式会社ケーライン 厚木営業所
松下運輸株式会社 神奈川営業所
株式会社ユーネットランス 厚木営業所
フライスター物流株式会社 厚木営業所
日本郵便株式会社 厚木郵便局
大虎運輸東京株式会社 神奈川営業所
株式会社タイセイ・エフ・ティー西関東 神奈川営業所
青伸産業運輸株式会社 厚木営業所
ヤマト運輸株式会社 厚木飯山センター
関西倉本運送株式会社 厚木営業所
川崎陸送株式会社 厚木営業所
トランコムＤＳ株式会社 厚木営業所
ＪＡえひめ物流株式会社 関東営業所
神静流通センター株式会社 綾瀬事業所
川崎運送株式会社 厚木営業所
株式会社ギオン 綾瀬センター
若月商運株式会社 綾瀬営業所

※「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）

日用品・雑貨、食料品、家電品・家
電部品

046-280-4077
046-270-6785
046-247-8011
046-248-6243
046-247-3400
046-221-3766
046-250-5800
046-243-5332
0462-47-7325
080-6604-6227
046-243-5005
046-242-6258
046-236-3760
046-281-9333
0467-76-3804
0467-78-8813
0467-70-4580
0467-76-2630

食料品、飲料等

市区郡名

伊勢原市

事業所名
日本郵便輸送株式会社 綾瀬南営業所
ヒタチ株式会社 綾瀬ハブセンター
株式会社倉吉運輸 本社
関東西部運輸株式会社 神奈川営業所
日本郵便株式会社 綾瀬郵便局
有限会社コーダ・ジャパン 湘南営業所
東罐ロジテック株式会社 厚木営業所
株式会社マルミ運輸システム 神奈川営業所
東海輸送株式会社 綾瀬営業所
関東明雪運輸株式会社 綾瀬営業所
城北流通株式会社 神奈川営業所
株式会社小野運送店 神奈川営業所
ヤマト運輸株式会社 神奈川綾瀬深谷センター
株式会社タカラ倉庫運輸サービス 神奈川営業所
ヤマト運輸株式会社 神奈川綾瀬大上支店
株式会社芙蓉 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 伊勢原下糟屋センター
株式会社ジェーラインエクスプレス 伊勢原営業所
カリツー株式会社 神奈川営業所
日本物流ネットワーク関東株式会社 本社営業所
有限会社木村運輸 関東営業所
株式会社ウエルストンエキスプレス 厚木
法成寺運輸有限会社 関東営業所
久留米運送株式会社 神奈川支店
名鉄運輸株式会社 厚木支店
関東名鉄運輸株式会社 厚木営業所
株式会社ランテック 湘南支店
株式会社日立物流首都圏 湘南出張所
石井商事運輸株式会社 伊勢原営業所
株式会社齋藤商運 本社営業所
福山通運株式会社 伊勢原支店
日本ロジテム株式会社 伊勢原営業所
株式会社アツアイロジシステムズ 本社営業所
有限会社ケイエストランスポート 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
神奈川県綾瀬市吉岡東３－９－３６
神奈川県綾瀬市寺尾釜田１丁目２０－１６－１０２
神奈川県綾瀬市寺尾本町１－９－３２
神奈川県綾瀬市小園１１４２－２
神奈川県綾瀬市小園６９８－７
神奈川県綾瀬市小園７９３
神奈川県綾瀬市小園８４１
神奈川県綾瀬市深谷上３－２０－２９
神奈川県綾瀬市深谷上６丁目１－４
神奈川県綾瀬市深谷上８丁目２－３３
神奈川県綾瀬市深谷中６丁目２２５０番地
神奈川県綾瀬市深谷中８－２－９
神奈川県綾瀬市深谷中８－３－５
神奈川県綾瀬市大上４－２－８
神奈川県綾瀬市大上４－３
神奈川県綾瀬市大上８－１－１５
神奈川県伊勢原市下糟屋字塚田１６４０
神奈川県伊勢原市下落合３０３－１４－３Ｆ
神奈川県伊勢原市下落合３５２－１
神奈川県伊勢原市下落合３５２－１１
神奈川県伊勢原市下落合４６－６
神奈川県伊勢原市下落合４６－６－２０６
神奈川県伊勢原市下落合６２－２
神奈川県伊勢原市下落合字道下３５２－１０
神奈川県伊勢原市歌川１－１－２
神奈川県伊勢原市歌川１－１－２
神奈川県伊勢原市歌川１－２－１
神奈川県伊勢原市歌川２－１－２
神奈川県伊勢原市歌川２丁目１－１（横浜冷凍伊勢原物
流センター内３階）
神奈川県伊勢原市笠窪４３２番地１
神奈川県伊勢原市見附島３００
神奈川県伊勢原市高森６－１－１
神奈川県伊勢原市高森９９３
神奈川県伊勢原市上粕屋１１７８
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電話番号
0467-70-0368
0467-79-5644
0467-77-9002
0467-78-3355
0467-70-9873
0467-53-7754
0467-78-2120
0467-79-0351
0467-70-3370
0467-76-4431
0467-79-5051
0467-71-1050
080-6698-2458
0467-77-1231
080-5045-1851
0467-70-8772
080-6698-9839
0463-92-8060
0463-93-3034
0463-94-4534
0463-90-1510
0463-79-6370
0463-97-2205
0463-93-5301
0463-95-7461
0463-91-7219
0463-97-5151
0463-97-4861
0463-93-3663
0463-92-8581
0463-96-1292
0463-95-8300
0463-96-2770
0463-94-7366

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

海老名市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 伊勢原支店
株式会社トーリク 伊勢原営業所
大光運輸有限会社 本社営業所
愛知陸運株式会社 厚木営業所
安全自動車有限会社 本社
株式会社暁運輸 伊勢原営業所
神農流通株式会社 伊勢原営業所
株式会社金谷商運 伊勢原営業所
ステンレス急送株式会社 伊勢原営業所
株式会社サカイ引越センター 神奈川南支社
日本郵便輸送株式会社 海老名営業所
名糖運輸株式会社 海老名営業所
東部ネットワーク株式会社 厚木営業所
ヤマトボックスチャーター株式会社 神奈川支店
ジャスト物流株式会社 厚木営業所
ホソダ商運株式会社 本社営業所
共進運輸株式会社 海老名営業所
株式会社松本商会 本社営業所
株式会社サネット 海老名営業所
東洋商事株式会社 厚木営業所
ヤマト運輸株式会社 海老名社家センター
株式会社月島物流サービス 厚木営業所
コカ・コーライーストジャパン株式会社 海老名
札幌通運株式会社 厚木支店
トナミ首都圏物流株式会社 海老名支店
トナミ運輸株式会社 相模支店
ヤマト運輸株式会社 海老名上郷支店
株式会社スタンダード運輸 本社
株式会社タカラ倉庫運輸サービス 本社営業所
トランコムＤＳ株式会社 海老名営業所
東部ネットワーク株式会社 海老名
株式会社藤里運輸倉庫 海老名営業所
有限会社リョウセイ 海老名営業所
田口運送株式会社 厚木第二営業所

※「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
神奈川県伊勢原市上粕屋２－２
神奈川県伊勢原市上粕屋６９７－３
神奈川県伊勢原市上粕屋７８８－２
神奈川県伊勢原市石田字下河内１７４０
神奈川県伊勢原市板戸９１８
神奈川県伊勢原市鈴川２０番地
神奈川県伊勢原市鈴川２２
神奈川県伊勢原市鈴川２３番地
神奈川県伊勢原市鈴川３４
神奈川県海老名市泉１－４－９
神奈川県海老名市中野３－１５－２
神奈川県海老名市本郷１７６２・１７６３－１・１７６
４－２
神奈川県海老名市下今泉２－３－１
神奈川県海老名市下今泉７４２－３
神奈川県海老名市河原口３丁目３３番１号
神奈川県海老名市今里１－１５－２２
神奈川県海老名市今里２－１８－８
神奈川県海老名市今里３－１２－１２
神奈川県海老名市今里３－２６－１４
神奈川県海老名市社家１０２７
神奈川県海老名市社家９９４
神奈川県海老名市上河内１９
神奈川県海老名市上河内３３
神奈川県海老名市上河内字河内町１５５
神奈川県海老名市上郷４－１－２
神奈川県海老名市上郷４－１－２
神奈川県海老名市上郷７３４
神奈川県海老名市上今泉３－２－３３
神奈川県海老名市上今泉３－７－３４
神奈川県海老名市上今泉５－２７－４５
神奈川県海老名市杉久保南１－３－３
神奈川県海老名市杉久保南３－１６－８
神奈川県海老名市杉久保南３丁目３０番８号
神奈川県海老名市杉久保北２－１－１２
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電話番号
080-5045-1842
0463-96-0380
0463-94-3987
0463-92-5180
0463-95-1678
0463-94-5167
0463-92-5835
0463-73-8903
0463-94-8830
046-234-5333
046-240-9671
046-239-0781
046-259-9151
046-292-4003
046-234-1080
046-235-0760
046-236-1212
046-234-5548
046-232-1311
046-236-5860
080-5451-6135
046-238-3377
046-238-4550
046-239-0008
046-236-1368
046-236-2222
080-5045-1843
046-231-0578
046-231-4770
090-6801-7004
046-238-1544
046-238-0844
046-237-2026
046-238-8155

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

小田原市

事業所名
丸伊運輸株式会社 海老名営業所
株式会社アイソネットライン 厚木営業所
ヤマト運輸株式会社 海老名大谷支店
株式会社日恵運輸 神奈川営業所
東江運輸株式会社 神奈川営業所
ヤマト運輸株式会社 海老名柏ヶ谷センター
有限会社エビス産業 本社営業所
ＳＢＳフレイトサービス株式会社 海老名営業所
トナミ首都圏物流株式会社 湘南支店
株式会社サンライン 神奈川営業所
直販配送株式会社 海老名支店
グリーンサービス株式会社 海老名営業所
共通運送株式会社 神奈川支店
丸伊運輸株式会社 厚木営業所
東日本急行株式会社 南関東営業所
日通トランスポート株式会社 湘南支店
株式会社アイテック 本社営業所
ケーエルサービス東日本株式会社 湘南営業所
日発運輸株式会社 厚木営業所
センコーエーラインアマノ株式会社 小田原営業所
浦島サービス株式会社 中井営業所
ＳＢＳフレイトサービス株式会社 小田原営業所
佐川急便株式会社 小田原営業所
都輸送株式会社 小田原営業所
杉崎運輸株式会社 小田原営業所
箱根登山貨物株式会社 本社
有限会社かりゆし運送 本社営業所
株式会社日之出運輸 神奈川支店
福山通運株式会社 小田原営業所
株式会社三良コーポレーション 神奈川営業所
神静流通センター株式会社 本社事業所
ヤマト運輸株式会社 小田原栢山支店
株式会社まるだい運輸倉庫 運輸事業所
西濃運輸株式会社 小田原支店

※「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
神奈川県海老名市杉久保北２－１－１２
神奈川県海老名市杉久保北２－１－１２
神奈川県海老名市大谷北１丁目５－１７
神奈川県海老名市中野２－１３－５０
神奈川県海老名市東柏ケ谷４－１１－１
神奈川県海老名市東柏ヶ谷５－１－１８
神奈川県海老名市柏ケ谷４７０－３
神奈川県海老名市本郷１５８４－１
神奈川県海老名市本郷１６７５番
神奈川県海老名市本郷１７０９
神奈川県海老名市本郷２３１６－１
神奈川県海老名市本郷２３１６－１
神奈川県海老名市本郷２４０２－１
神奈川県海老名市本郷２６６５
神奈川県海老名市本郷２６８９－１
神奈川県海老名市門沢橋１－４－５
神奈川県海老名市門沢橋６－１－６
神奈川県海老名市門沢橋６－２－１
神奈川県海老名市門沢橋６－９－３２
神奈川県小田原市西大友２０８－１３
神奈川県小田原市前川２番地２
神奈川県小田原市延清１８９
神奈川県小田原市下大井字長田６６０－１
神奈川県小田原市鴨宮字上河原１０５６
神奈川県小田原市桑原５７０
神奈川県小田原市酒匂１－４－９
神奈川県小田原市小竹１８４１－６
神奈川県小田原市上曽我１７３－２
神奈川県小田原市成田４２０
神奈川県小田原市成田４８０－９
神奈川県小田原市成田９４０
神奈川県小田原市西大友１４０
神奈川県小田原市西大友２９３－７
神奈川県小田原市西大友字吉岡１２１
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電話番号
046-259-6471
046-239-2121
080-6604-6015
046-237-3611
0467-77-0158
080-6698-2960
046-235-5031
046-237-3115
046-237-3301
046-240-9917
046-401-1515
046-206-4870
046-237-2588
046-238-6634
046-237-1975
046-239-1811
046-237-3786
046-237-3825
046-259-6700
0465-39-1370
0465-47-8566
0465-36-7161
0465-39-5223
0465-47-0788
0465-36-1213
0465-48-3336
0465-44-1188
0465-41-1911
0465-37-1461
0465-46-7101
0465-38-2210
080-5045-1840
0465-37-7811
0465-36-6931

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

鎌倉市

川崎市

事業所名
綜合警備保障株式会社 警送神奈川支社 警送小田原営業
所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 小田原営業所
日本郵便株式会社 小田原東郵便局
日本通運株式会社 小田原物流センター事業所
エーエルプラス株式会社 小田原営業所
ヤマト運輸株式会社 小田原中里支店
ヤマト運輸株式会社 小田原板橋支店
日本通運株式会社 小田原航空貨物センター
松下運送有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 鎌倉関谷支店
日通湘南物流株式会社 湘南センター課
丸進興業運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 鎌倉今泉センター
ヤマト運輸株式会社 鎌倉支店
三菱電機ロジスティクス株式会社 鎌倉事業所
株式会社サンエイ 本社
ヤマト運輸株式会社 鎌倉由比ヶ浜センター
日本郵便株式会社 大船郵便局
ヤマト運輸株式会社 鎌倉南センター
日本通運株式会社 横浜航空支店鎌倉営業課
日本通運株式会社 川崎航空貨物センター
澁澤陸運株式会社 神奈川ターミナル
シグマロジスティクス株式会社 登戸営業所
株式会社ＮＫトランス 鷺沼営業所
浜一運送株式会社 川崎北部支社
有限会社一藤 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 川崎宮前支店
株式会社ＳＥＣＴＣＡＲＲＹ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 川崎宮前平支店
株式会社パルライン 宮前営業所
株式会社今井運送 本社営業所
株式会社横山運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 幸小倉センター
渡辺興業運輸株式会社 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

神奈川県小田原市千代３２６－１

0465-41-1388

神奈川県小田原市前川１－３
神奈川県小田原市前川１４－１
神奈川県小田原市前川４－１
神奈川県小田原市中村原５２０－１
神奈川県小田原市中里２３８－２
神奈川県小田原市南板橋２－２４４－１
神奈川県小田原市飯泉１２０３－５
神奈川県小田原市矢作２１７－１
神奈川県鎌倉市関谷７１４
神奈川県鎌倉市岩瀬１１２０
神奈川県鎌倉市岩瀬９８０－１
神奈川県鎌倉市今泉３－２－８
神奈川県鎌倉市手広１－１－８
神奈川県鎌倉市上町屋３２５
神奈川県鎌倉市常盤１２５
神奈川県鎌倉市常盤３７５－６
神奈川県鎌倉市大船２丁目２０－２３
神奈川県鎌倉市大町２－１８－１３
神奈川県鎌倉市笛田１－２－２３
神奈川県川崎市宮前区有馬２－７－７
神奈川県川崎市宮前区犬蔵３－１４－１７
神奈川県川崎市宮前区初山２－１－３０
神奈川県川崎市宮前区小台１丁目１８番１号
神奈川県川崎市宮前区水沢１－１－１
神奈川県川崎市宮前区菅生２－２－１－１０３
神奈川県川崎市宮前区潮見台２２９７－１
神奈川県川崎市宮前区潮見台８－７ サンヒルズ潮見台
１０２
神奈川県川崎市宮前区馬絹２０１４
神奈川県川崎市宮前区野川２２５
神奈川県川崎市宮前区有馬３－２８－１
神奈川県川崎市幸区鹿島田２丁目６番１２号
神奈川県川崎市幸区小倉１６９２－１，４
神奈川県川崎市幸区小倉２丁目１０番２６号

0465-42-3450
0465-49-3144
0465-48-1214
0465-44-1281
080-6604-6226
080-5045-1868
0465-47-4311
0465-45-0666
080-6604-7672
0467-42-1166
0467-44-7721
080-5045-0471
080-5451-4613
0467-45-4156
0467-46-1457
080-5068-3306
0467-46-8162
080-5068-3306
0467-45-0241
044-870-3970
044-978-5880
080-5893-1079
044-871-3139
044-975-2871
044-982-0801
080-5451-5679
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044-948-7164
080-6604-5145
044-741-1536
044-855-6675
044-555-5688
080-6698-0557
044-588-2425

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社横急運輸 本社
ヤマト運輸株式会社 川崎幸支店
株式会社栄光 川崎営業所
日本通運株式会社 溝ノ口ロジスティクスセンター事業所
有限会社山中運送 本社
トナミ首都圏物流株式会社 川崎支店
佐川急便株式会社 世田谷営業所
株式会社共生 本社営業所
シグマロジスティクス株式会社 川崎営業所
小向運送有限会社 本社営業所
山一産業株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 川崎高津溝口支店
株式会社トランスメイト 港北営業所
ヤマト運輸株式会社 川崎高津末長支店
同志運輸有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 川崎高津支店
株式会社タムラコーポレーション 京浜
工藤運輸株式会社 本社営業所
三酵物流株式会社 塩浜営業所
ミシマ運輸株式会社 本社営業所
瀝青輸送株式会社 川崎営業所
ヤマト運輸株式会社 川崎大師支店
大光陸運株式会社 川崎営業所
楠原輸送株式会社 川崎営業所
株式会社ＴＳトランスポート 川崎事業所
極東運輸株式会社 川崎営業所
中央運輸株式会社 業務部
ヤマト運輸株式会社 川崎支店
ヤマト運輸株式会社 川崎駅東口支店
三和運輸株式会社 本社営業所
三共陸上輸送株式会社 川崎営業所
京極運輸商事株式会社 京浜営業所
佐川急便株式会社 横浜鶴見営業所
有限会社サエグサ運輸 本部営業所
株式会社シージーエス 川崎営業所

※「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
神奈川県川崎市幸区小倉５－２９－１０
神奈川県川崎市幸区南加瀬５－３７－３
神奈川県川崎市高津区宇奈根７０１
神奈川県川崎市高津区下野毛２－１４－１
神奈川県川崎市高津区久末１９６３番地
神奈川県川崎市高津区溝の口５－１３－１８
神奈川県川崎市高津区溝口５－１３－２５
神奈川県川崎市高津区坂戸１－２０－１
神奈川県川崎市高津区子母口３７１－１
神奈川県川崎市高津区子母口５０２
神奈川県川崎市高津区子母口５０７－３
神奈川県川崎市高津区北見方３－７－６
神奈川県川崎市高津区北見方３丁目１４－１
神奈川県川崎市高津区末長１３７４－１
神奈川県川崎市高津区末長４丁目１０番地８号
神奈川県川崎市高津区野川３６７５－１
神奈川県川崎市川崎区塩浜１－１０－１９
神奈川県川崎市川崎区塩浜１－２－４
神奈川県川崎市川崎区塩浜２－１１－２
神奈川県川崎市川崎区塩浜２－８－９
神奈川県川崎市川崎区塩浜３－１２－３
神奈川県川崎市川崎区塩浜３－２３－４
神奈川県川崎市川崎区塩浜３－２４－４
神奈川県川崎市川崎区塩浜３－２４－６４
神奈川県川崎市川崎区塩浜３－２４－６４
神奈川県川崎市川崎区塩浜３－２４－６４
神奈川県川崎市川崎区塩浜３－２４－７２
神奈川県川崎市川崎区京町２－１－１
神奈川県川崎市川崎区境町１７－６
神奈川県川崎市川崎区江川２－１－１１
神奈川県川崎市川崎区港町８番１４号
神奈川県川崎市川崎区鋼管通４－１７－２
神奈川県川崎市川崎区桜本２－３２－１
神奈川県川崎市川崎区四谷下町２－１
神奈川県川崎市川崎区四谷下町２６－４４
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電話番号
044-588-1018
080-6698-1886
044-822-6621
044-844-6925
044-850-5870
044-833-7453
044-812-2110
044-813-8211
080-5411-8631
044-788-1300
044-777-2955
080-6604-6359
044-833-5636
080-6699-1885
044-822-9934
080-6604-6376
044-288-0120
044-200-4124
044-287-3393
044-276-2051
044-288-1412
080-5043-7005
044-288-2904
044-276-0511
044-281-1535
044-276-1711
044-288-4511
080-5098-3638
080-5043-6743
044-277-7011
044-272-8860
044-322-2678
044-299-5110
044-299-1697
044-280-0045

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
向島運送株式会社 神奈川営業所
株式会社安藤運送店 本社営業所
有限会社カワイチ 本社営業所
株式会社イワサワ 神奈川営業所
上野輸送株式会社 川崎営業所
日酸運輸株式会社 川崎営業所
有限会社山城陸運 本社
共立輸送東京株式会社 川崎営業所
丸伊運輸株式会社 水江営業所
ニチユ物流株式会社 本社事業所
秀和運輸株式会社 本社営業所
秋元運輸倉庫株式会社 川崎営業所
安全輸送株式会社 川崎営業所
株式会社ヤマガタ 横浜営業所
株式会社鈴与カーゴネット東京 神奈川営業所
株式会社大平興業舎 本社営業所
株式会社ロジス・ワークス 川崎流通センター
川一産業株式会社 本社営業所
早来工営株式会社 本社営業所
ジャスト物流株式会社 本社営業所
國際輸送株式会社 川崎営業所
川崎運送株式会社 中央営業所
日陸物流株式会社 川崎営業所
千野運輸株式会社 神奈川
伍旺運輸株式会社 本社営業所
新日本物流株式会社 川崎事業所
アートコーポレーション株式会社 川崎支店
ヤマト運輸株式会社 川崎大川支店
株式会社テラモト 本社営業所
日産物流株式会社 川崎物流センター
丸全電産ロジステック株式会社 川崎営業所
ヤマト運輸株式会社 川崎殿町センター
株式会社カシマ 本社営業所
株式会社山田運輸店 川崎営業所

※「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
神奈川県川崎市川崎区四谷下町２６－４４
神奈川県川崎市川崎区出来野１１－２５
神奈川県川崎市川崎区小島町２－７
神奈川県川崎市川崎区小島町３－２２
神奈川県川崎市川崎区小島町６－３
神奈川県川崎市川崎区水江町３番地３
神奈川県川崎市川崎区水江町４－２
神奈川県川崎市川崎区水江町５丁目１番地
神奈川県川崎市川崎区水江町６－２０
神奈川県川崎市川崎区千鳥町３－２
神奈川県川崎市川崎区千鳥町３－２
神奈川県川崎市川崎区扇町１３－７
神奈川県川崎市川崎区扇町１９－１ ＪＦＥ構内
神奈川県川崎市川崎区扇町１９－２
神奈川県川崎市川崎区扇町１９番２号
神奈川県川崎市川崎区扇町５３ ＪＦＥスチール㈱東日
本製鉄所内
神奈川県川崎市川崎区扇町５３番地
神奈川県川崎市川崎区扇町５－９
神奈川県川崎市川崎区扇町６－１
神奈川県川崎市川崎区浅田２－１３－１４
神奈川県川崎市川崎区浅野町１－５
神奈川県川崎市川崎区浅野町１－５
神奈川県川崎市川崎区浅野町１－５
神奈川県川崎市川崎区浅野町１－５
神奈川県川崎市川崎区浅野町１－５
神奈川県川崎市川崎区浅野町１－６
神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目４８６１－５
神奈川県川崎市川崎区大川町１０－８
神奈川県川崎市川崎区大川町１２番８号
神奈川県川崎市川崎区大川町９－１
神奈川県川崎市川崎区池上新町３－１－４
神奈川県川崎市川崎区殿町１－２２－２
神奈川県川崎市川崎区田町２－８－５
神奈川県川崎市川崎区田町３－１４－２
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電話番号
044-288-3364
044-266-5276
044-277-3351
044-270-1161
044-277-3212
044-299-1538
044-266-2280
044-276-5139
044-266-6719
044-281-2522
044-266-4317
044-344-3479
044-329-1816
044-328-7481
044-328-7301
044-333-3762
044-344-5219
044-355-2716
044-328-7341
044-344-8771
044-355-2951
044-328-1016
044-366-0511
044-280-7711
044-366-2521
044-366-1501
044-833-0123
080-5421-1086
044-355-2640
044-355-8541
044-277-7000
080-5098-1967
044-277-2555
044-280-7955

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社大崎 京浜営業所
日通川崎運輸株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 川崎ロジスティクスセンター事業所
株式会社ＪＫトランス 川崎営業所
楠原輸送株式会社 東扇島営業所
谷口運送株式会社 川崎営業所
株式会社タカセ運輸集配システム 川﨑営業所
丸全京浜物流株式会社 川崎営業所
佐川急便株式会社 川崎南営業所
センコー株式会社 東扇島営業所
神奈川センコー運輸株式会社 東扇島
中央エース物流株式会社 東扇島第一低温営業所
株式会社ヒューテックノオリン 東京臨海支店
株式会社ジェイパック 東扇島物流センター
株式会社日硝ハイウエー 川崎営業所
ヤマト運輸株式会社 川崎東扇島支店
株式会社丸和運輸機関 横浜中央営業所
株式会社西神陸運 東京営業所
ヤマキウ運輸株式会社 川崎営業所
城北運輸株式会社 川崎営業所
福岡運輸株式会社 東京支店
日本ルートサービス株式会社 川崎事業所
渡邊倉庫運送株式会社 東扇島営業所
ＳＢＳロジコム南関東株式会社 東扇島支店
花王ロジスティクス株式会社 川崎営業所
トランスネット株式会社 川崎営業所
株式会社マキタ運輸 東京営業所
株式会社橋本商事冷凍輸送 東京営業所
小林運送株式会社 東扇島営業所
キャリーネット株式会社 東京営業所
株式会社ロジパルエクスプレス 川崎営業所
株式会社ケーライン 本社営業所
関東流通サービス株式会社 川崎営業所

※「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
神奈川県川崎市川崎区田辺新田１－１
神奈川県川崎市川崎区田辺新田１－３
神奈川県川崎市川崎区田辺新田１－３
神奈川県川崎市川崎区田辺新田１－５
神奈川県川崎市川崎区東扇島１３－２
神奈川県川崎市川崎区東扇島１３－４
神奈川県川崎市川崎区東扇島１４－１
神奈川県川崎市川崎区東扇島１４－４
神奈川県川崎市川崎区東扇島１５
神奈川県川崎市川崎区東扇島１６－３
神奈川県川崎市川崎区東扇島１６－３
神奈川県川崎市川崎区東扇島１７－１０
神奈川県川崎市川崎区東扇島１７－４
神奈川県川崎市川崎区東扇島１８－２
神奈川県川崎市川崎区東扇島１８－２
神奈川県川崎市川崎区東扇島１８－２
神奈川県川崎市川崎区東扇島１８－２ Ａ棟６ＦＡ
神奈川県川崎市川崎区東扇島１８－２東扇島Ａ棟倉庫南
３Ｆ－Ｄ
神奈川県川崎市川崎区東扇島１９－２
神奈川県川崎市川崎区東扇島１９－２ 寶組Ｃ棟２階Ｅ
室
神奈川県川崎市川崎区東扇島２２－３
神奈川県川崎市川崎区東扇島２２－８
神奈川県川崎市川崎区東扇島２３－３，１２
神奈川県川崎市川崎区東扇島２３－４
神奈川県川崎市川崎区東扇島２３－７
神奈川県川崎市川崎区東扇島２４
神奈川県川崎市川崎区東扇島２４ 日本食肉流通セン
ター内Ｃ棟３号
神奈川県川崎市川崎区東扇島２５－３
神奈川県川崎市川崎区東扇島２６－５
神奈川県川崎市川崎区東扇島３０－１－５Ｆ
神奈川県川崎市川崎区東扇島４－５
神奈川県川崎市川崎区東扇島６－１０
神奈川県川崎市川崎区東扇島６－１０
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電話番号
044-329-0911
044-366-8531
044-366-8568
044-328-1051
044-266-2113
044-288-4526
044-276-2075
044-280-2644
044-276-4327
044-276-1315
044-288-7557
044-287-3302
044-281-1311
044-277-1385
044-280-1091
044-299-3540
044-280-6877
044-201-4825
044-266-2479
044-277-6892
044-287-8136
044-277-0035
044-276-3120
044-276-1930
044-276-2761
044-277-1435
044-276-4599
044-281-1252
044-299-1111
044-280-6687
044-277-7107
044-266-6485
044-281-1260

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

住所

キユーソーティス株式会社 東扇島営業所
日本低温運輸株式会社 神奈川営業所

神奈川県川崎市川崎区東扇島６－１１
神奈川県川崎市川崎区東扇島６－１５
神奈川県川崎市川崎区東扇島６－１５ （株）ニチレ
マツダ流通株式会社 川崎営業所
イ・ロジスティクス関東東扇島物流センター事務所棟３
階
株式会社ＮＫトランス 東扇島営業所
神奈川県川崎市川崎区東扇島６番地１５
神奈川県川崎市川崎区東扇島８６ （株）マルハニチロ
株式会社ランテック 京浜支店
物流川崎第三物流センター内
日本郵便株式会社 川崎東郵便局
神奈川県川崎市川崎区東扇島８８番
日本郵便輸送株式会社 川崎営業所
神奈川県川崎市川崎区東扇島８８番地
株式会社サンキュウ・トランスポート・東京 川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島９０番地
名正運輸株式会社 川崎営業所
神奈川県川崎市川崎区東扇島９０番地
株式会社京浜スワロートラック 本社営業所
神奈川県川崎市川崎区南渡田町１－１
日本郵便株式会社 川崎港郵便局
神奈川県川崎市川崎区南渡田町１－３
大道企業株式会社 本社営業所
神奈川県川崎市川崎区日ノ出１－３－１２
ＳＢＳロジコム株式会社 川崎貨物ターミナル支店
神奈川県川崎市川崎区日ノ出２－１２－１
若林運送株式会社 川崎営業所
神奈川県川崎市川崎区日ノ出２－９－７
大城興業株式会社 白石営業所
神奈川県川崎市川崎区白石町２－１
株式会社ベイトランスポート 本社営業所
神奈川県川崎市川崎区白石町７－２
株式会社丸三 本社営業所
神奈川県川崎市川崎区白石町７－６
三和運輸機工株式会社 本社営業所
神奈川県川崎市川崎区白石町７－６
岡田運輸株式会社 本社営業所
神奈川県川崎市川崎区浜町２－１２－１６
株式会社エネックス 関東支店 川崎営業所
神奈川県川崎市川崎区浮島町１０－７
東洋メビウス株式会社 川崎支店
神奈川県川崎市川崎区浮島町１１－１
北王流通株式会社 新川崎営業所
神奈川県川崎市川崎区浮島町１２－１０
日本チルド物流株式会社 東京事業所
神奈川県川崎市川崎区浮島町１２－３
京極運輸商事株式会社 川崎営業所
神奈川県川崎市川崎区浮島町１２－６
ブルーエキスプレス株式会社 横浜営業所
神奈川県川崎市川崎区浮島町１２－９
川崎紙運輸株式会社 本社営業所
神奈川県川崎市川崎区浮島町１２番２号
株式会社丸運 神奈川機工営業所
神奈川県川崎市川崎区浮島町４００－１１
株式会社丸運ロジスティクス関東 浮島営業所
神奈川県川崎市川崎区浮島町４００番１１
株式会社エスワイプロモーション 京浜営業所
神奈川県川崎市川崎区浮島町４００番地９
王子運送株式会社 川崎センター
神奈川県川崎市川崎区浮島町４－２
株式会社三和物流 川崎営業所
神奈川県川崎市川崎区浮島町４－２
三和運送事業株式会社 川崎営業所
神奈川県川崎市川崎区浮島町４－２
内外液輸株式会社 川崎営業所
神奈川県川崎市川崎区夜光２－１－３

※「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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電話番号
044-281-2326
044-201-7851
044-287-0201
044-280-2026
044-266-6861
044-589-6171
044-280-2110
044-270-3937
044-281-2201
044-366-0211
044-329-5172
044-276-0001
044-299-3434
044-201-7623
044-333-3402
044-322-7316
044-333-3003
044-201-6501
044-344-4371
044-266-1017
044-266-3122
044-270-5200
044-270-2761
044-276-1020
044-270-1600
044-266-5395
044-276-2811
044-287-5539
044-270-2921
044-266-0981
044-288-3373
044-288-3373
044-270-3340

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
関東エース物流株式会社 川崎営業所
ヤマト運輸株式会社 川崎多摩登戸支店
ヤマト運輸株式会社 川崎多摩支店
佐川急便株式会社 川崎多摩営業所
又新運輸株式会社 川崎営業所
株式会社サンヨー 本社営業所
シルバー商事株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 川崎中原小杉支店
株式会社ヒルト 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 川崎中原新城支店
佐川急便株式会社 川崎営業所
株式会社引越社関東 川崎支店
株式会社引越社関東 世田谷支店
有限会社田原工業 本社営業所
Ｒ５エクスプレス株式会社 本社営業所

相模原市

西濃運輸株式会社 川崎支店
ヤマト運輸株式会社 川崎中原支店
株式会社新開トランスポートシステムズ 川崎営業所
高橋運輸興業株式会社 本社営業所
有限会社横浜高速運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 川崎麻生新百合ケ丘支店
ヤマト運輸株式会社 川崎麻生支店
関東エース物流株式会社 川崎バルク営業所
日星運輸株式会社 本社営業所
ヤマキウ運輸株式会社 相模原営業所
ヤマト運輸株式会社 相模原横山台センター
株式会社田口運送 本社営業所
株式会社スリーエス・サンキュウ 相模原営業所
高橋運輸興業株式会社 相模原営業所
株式会社サカイ引越センター 相模原支社
ロジトライ株式会社 相模原事業所
山村ロジスティクス株式会社 神奈川中央運輸営業所
日酸運輸株式会社 相模原営業所
ヤマト運輸株式会社 相模原宮下支店

※「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
神奈川県川崎市川崎区鈴木町１－１
神奈川県川崎市多摩区宿河原５－１８７７－１
神奈川県川崎市多摩区菅馬場２－３９１２－１
神奈川県川崎市多摩区生田２－９－１１
神奈川県川崎市多摩区中野島３－２０－３
神奈川県川崎市多摩区登戸８０
神奈川県川崎市中原区下小田中２－２２－１
神奈川県川崎市中原区下小田中２－３４－１５
神奈川県川崎市中原区下小田中３－３－１８
神奈川県川崎市中原区宮内２－１９－１９
神奈川県川崎市中原区宮内２－２６－１５
神奈川県川崎市中原区宮内２－２６－４３
神奈川県川崎市中原区宮内２－２６－４３
神奈川県川崎市中原区宮内３－２４－４
神奈川県川崎市中原区小杉御殿町１－８１１ ノーブル
アンドウパレス２０６号室
神奈川県川崎市中原区上小田中６丁目６番１２号
神奈川県川崎市中原区中丸子１２７１
神奈川県川崎市中原区中丸子１６６－１０
神奈川県川崎市中原区中丸子３４７
神奈川県川崎市麻生区下麻生３－１９－２２
神奈川県川崎市麻生区栗木２－２－３
神奈川県川崎市麻生区上麻生１２８
神奈川県川崎市鈴木町１－１
神奈川県相模原市中央区横山２－１０－１４
神奈川県相模原市中央区横山台１－１３－１
神奈川県相模原市中央区横山台１－３１－１５
神奈川県相模原市中央区横山台２－２－１６
神奈川県相模原市中央区横山台２－２８－４
神奈川県相模原市中央区下九沢１０９８
神奈川県相模原市中央区下九沢１３－１
神奈川県相模原市中央区宮下２－１６－２２
神奈川県相模原市中央区宮下３－１－１
神奈川県相模原市中央区宮下３－１２－１４
神奈川県相模原市中央区宮下３－７－１５
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電話番号
044-222-1596
080-5068-0542
080-5043-6851
044-931-2671
044-933-2421
044-922-3874
044-799-2288
080-5044-2402
044-755-8951
080-5068-1478
044-755-7179
044-741-2626
044-740-2606
044-820-6657
044-711-0561
044-722-0161
080-5068-2893
044-430-5936
044-411-7632
044-987-7646
080-5043-6992
080-5043-6867
044-222-1304
042-757-0171
042-769-3367
080-5481-6811
042-754-3611
042-730-3521
042-772-3473
042-774-1141
042-773-2809
042-774-8481
042-772-6742
080-5045-1860

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社ベストランス 相模原営業所
株式会社清和サービス 本社営業所
熊野輸送株式会社 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 相模原営業所
ヤマト運輸株式会社 相模原古淵支店
東日本エア・ウォーター物流株式会社 相模原営業所
佐川急便株式会社 相模原緑営業所
夏島運輸株式会社 相模原営業所
ヤマト運輸株式会社 相模原上溝支店
株式会社サンエイ 相模原支店
相磯物流株式会社 相模原営業所
ふそう陸送株式会社 相模原総括支店
株式会社相模運輸 本社営業所
株式会社山紀 大島営業所
株式会社山紀 本社
スワ運輸株式会社 本社営業所
東部ネットワーク株式会社 相模原
相模新栄運送株式会社 本社営業所
全日本ライン株式会社 相模原営業所
西脇輸送産業有限会社 本社
シグマロジスティクス株式会社 相模原営業所
丸全昭和運輸株式会社 相模原営業所
永山運送株式会社 相模原営業所
相模陸運株式会社 本社
株式会社武蔵急便 本社営業所
株式会社タイヘイ物流システム 相模原営業所
ヤマト運輸株式会社 相模原田名支店
株式会社丸和運輸機関 相模原営業所
三和運送事業株式会社 相模原営業所
ダイセーロジスティクス株式会社 相模原ハブセンター
大長運輸株式会社 相模原支店
ジャパンロジコム株式会社 神奈川営業所
株式会社都市貨物輸送 本社
有限会社伸和トラスト 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
神奈川県相模原市中央区宮下３－９－１
神奈川県相模原市中央区宮下３丁目９番１８号
神奈川県相模原市中央区宮下本町３－３９－６
神奈川県相模原市中央区共和３丁目７－１２
神奈川県相模原市中央区共和４－８－１４
神奈川県相模原市中央区小山１－１－１０
神奈川県相模原市中央区小町通２－１１－１５
神奈川県相模原市中央区上溝２２２
神奈川県相模原市中央区上溝２２５８－１
神奈川県相模原市中央区上溝２３４６－１５
神奈川県相模原市中央区上溝３２３－１
神奈川県相模原市中央区上溝３２３－１
神奈川県相模原市中央区上溝３９５９－１
神奈川県相模原市中央区上溝３９９７－１－２０３
神奈川県相模原市中央区上溝４３番地 山紀ビル１Ｆ
神奈川県相模原市中央区上溝８９５
神奈川県相模原市中央区上溝字乙５号４０８３
神奈川県相模原市中央区上溝字乙５号４０８３
神奈川県相模原市中央区清新６－１０－１８
神奈川県相模原市中央区清新６－１１－２
神奈川県相模原市中央区清新６丁目１１－９
神奈川県相模原市中央区清新８－２０－４３
神奈川県相模原市中央区青葉１－１－１
神奈川県相模原市中央区相模原６－２２－１
神奈川県相模原市中央区田名１０１３８－３
神奈川県相模原市中央区田名３１１３－９
神奈川県相模原市中央区田名３５１９－１
神奈川県相模原市中央区田名３７００－３
神奈川県相模原市中央区田名３７００－３
神奈川県相模原市中央区田名３７００－３ ロジポート
相模原１階
神奈川県相模原市中央区田名４０６６－６
神奈川県相模原市中央区田名４５５５－１
神奈川県相模原市中央区田名５９７１－１
神奈川県相模原市中央区田名７１４７番１
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電話番号
042-775-7410
042-774-1752
042-771-1552
042-749-0123
080-5068-2813
042-700-3188
042-700-7066
042-778-2293
080-5045-1836
042-764-2231
042-778-1436
042-778-1436
042-761-2261
042-713-3707
042-778-6410
042-778-2671
042-760-0700
042-760-0702
042-775-5876
042-771-5622
080-9367-0829
042-771-2661
042-705-5604
042-758-0001
042-760-0777
042-760-0955
080-5043-8426
042-785-2680
042-785-2762
042-862-1510
042-761-7823
042-764-3950
042-764-2286
042-762-0156

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
トランコムＤＳ株式会社 相模原営業所
株式会社Ｙ・Ｂ・Ｓ 相模原営業所
合同資源サービス株式会社 第一支店
大和物流株式会社 相模原支店
株式会社ジャパンカーゴ 神奈川営業所
サトランス株式会社 相模原営業所
アサヒロジスティクス株式会社 相模原営業所
株式会社共進エキスプレス 神奈川営業所
西多摩運送株式会社 相模原物流センター
日進運輸株式会社 本社営業所
有限会社天野商会 本社営業所
東邦興産株式会社 相模原営業所
株式会社新開トランスポートシステムズ 相模原営業所
日本通運株式会社 相模原物流センター
ヤマト運輸株式会社 相模原淵野辺本町支店
株式会社キョーエイコーポレーション 神奈川事業所
マルアサ梱包商会有限会社 相模原営業所
株式会社東邦運輸 神奈川営業所
ヤマト運輸株式会社 相模原下溝支店
佐川急便株式会社 町田営業所
ヤマト運輸株式会社 相模原若松支店
ＳＢＳロジコム南関東株式会社 相模原流通センター支店
ヤマト運輸株式会社 相模原東林間支店
有限会社丸加運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 相模原新磯野センター
産愛運送株式会社 本社
株式会社ビットバイビット 大和営業所
凸版物流株式会社 相模原営業所
福山ロジスティクス株式会社 相模原営業所
福山エクスプレス株式会社 相模原営業所
有限会社ピュアコーポレーション 本社営業所
株式会社オーヴェストライン 本社営業所
株式会社ハヤカワ 神奈川営業所
東岐運輸株式会社 関東支店営業所

※「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
神奈川県相模原市中央区田名８３０１－１
神奈川県相模原市中央区田名８５５２－４
神奈川県相模原市中央区田名塩田１－１０２０１－２６
神奈川県相模原市中央区田名塩田１－３－８
神奈川県相模原市中央区田名塩田３－１３－８
神奈川県相模原市中央区田名塩田３－３０９－１
神奈川県相模原市中央区田名字赤坂３７００－３
神奈川県相模原市中央区田名字豊原３９８８－２
神奈川県相模原市中央区東淵野辺５－１－２０
神奈川県相模原市中央区東渕野辺１－１５－２３
神奈川県相模原市中央区東渕野辺４－１－１８
神奈川県相模原市中央区南橋本３－２－１１
神奈川県相模原市中央区南橋本４－２－１７
神奈川県相模原市中央区南橋本４－２－４
神奈川県相模原市中央区淵野辺本町２－５－１７
神奈川県相模原市中央区矢部２丁目１０－１６
神奈川県相模原市中央区陽光台２－９－２９
神奈川県相模原市南区下溝２０９４－３
神奈川県相模原市南区下溝２３４９－２
神奈川県相模原市南区若松１－１－１８
神奈川県相模原市南区若松２－２１－４０
神奈川県相模原市南区上鶴間本町９－４２－２０
神奈川県相模原市南区上鶴間本町９丁目３－１４
神奈川県相模原市南区新磯野１－２－１０
神奈川県相模原市南区新磯野２３４
神奈川県相模原市南区相模台７－４０－１７
神奈川県相模原市南区相模大野３－２３－１ 陸田マン
ション１０６
神奈川県相模原市南区大野台２－２７－１
神奈川県相模原市南区大野台２－３２－１
神奈川県相模原市南区大野台２－３２－１
神奈川県相模原市南区東林間４－１６－２２
神奈川県相模原市南区当麻３５３９－２０
神奈川県相模原市南区南台６－１１－６－１０２
神奈川県相模原市南区麻溝台１－１３－１
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電話番号
046-236-3760
042-777-8626
042-778-4753
042-777-8001
042-777-0028
042-777-6820
042-713-3510
042-763-5421
042-753-0211
042-753-1495
042-756-9866
042-774-3188
042-772-1431
042-703-7200
080-5098-1312
0427-76-1477
042-750-1863
042-777-8211
080-5045-1861
042-702-0333
080-5045-1871
042-749-7636
080-5451-4851
042-747-1200
080-6604-6623
042-742-9022
042-713-3300
048-477-5447
042-768-9461
042-768-9200
042-718-1236
042-711-9437
042-760-6006
042-767-3335

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

座間市

事業所名

住所

電話番号

株式会社バンテックセントラル 相模原営業部 輸送課
大野産業株式会社 本社営業所
アサヒ通運株式会社 東京営業所
ヤマト運輸株式会社 相模原麻溝台センター
株式会社トーワ 神奈川営業所
エス・ティー・サービス株式会社 神奈川
ヤマト運輸株式会社 相模原橋本支店
株式会社首都圏物流 相模原
株式会社永留商事 本社営業所
王子運送株式会社 相模原営業所
西濃運輸株式会社 相模原支店
株式会社ウイング城山 本社営業所
直販配送株式会社 神奈川支店
ヤマト運輸株式会社 相模原相模湖センター
多摩運送株式会社 相模原営業所
日本郵便株式会社 橋本郵便局
エフ・ディ物流株式会社 相模原営業所
ヤマト運輸株式会社 津久井湖センター

神奈川県相模原市南区麻溝台１－１３－２
神奈川県相模原市南区麻溝台１丁目８－５
神奈川県相模原市南区麻溝台６－１３－１１－２０１号
神奈川県相模原市南区麻溝台６－１－５
神奈川県相模原市南区麻溝台８－３３－１０－１Ｆ－Ａ
神奈川県相模原市南区麻溝台８－３３－１０－１Ｆ－Ｂ
神奈川県相模原市緑区下九沢１６７７－８
神奈川県相模原市緑区下九沢字山谷１７６０－１
神奈川県相模原市緑区橋本台１丁目３－８
神奈川県相模原市緑区橋本台２－１１－２０
神奈川県相模原市緑区橋本台２－１１－３０
神奈川県相模原市緑区橋本台２－６－９
神奈川県相模原市緑区広田１０－５
神奈川県相模原市緑区若柳５６１番１
神奈川県相模原市緑区西橋本１－１－１
神奈川県相模原市緑区西橋本５－２－１
神奈川県相模原市緑区西橋本５－７－１
神奈川県相模原市緑区太井６２７

042-745-6611
042-767-7535
042-705-2456
080-5098-3965
042-740-1771
042-740-5638
080-5098-1319
042-762-4401
042-763-8466
042-771-5421
042-771-2425
042-783-7155
042-783-6471
080-5451-6141
042-774-1471
042-774-5956
042-773-3394
080-5054-1853

株式会社ブライト 相模原営業所

神奈川県相模原市緑区大島１００２

042-761-1300

北港運輸株式会社 相模原支店
ミヤコ陸運株式会社 本社営業所
京南運送株式会社 相模原営業所
ヤマト運輸株式会社 相模原大島支店
関東トナミ運輸株式会社 相模原営業所
本多工業有限会社 本社営業所
株式会社中山運輸 本社営業所
内山運送株式会社 相模原営業所
株式会社クロスロード 本社営業所
株式会社金谷商運 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 座間ひばりが丘支店
七福運送株式会社 神奈川営業所
中越運送株式会社 神奈川営業所
ＳＢＳロジコム南関東株式会社 座間支店
高末急送株式会社 座間営業所

神奈川県相模原市緑区大島３０３９
神奈川県相模原市緑区大島３１０２－６
神奈川県相模原市緑区大島３１８９－２
神奈川県相模原市緑区大島８４２－１
神奈川県相模原市緑区大島８４７－１，８４８－１
神奈川県相模原市緑区長竹１７４８－１
神奈川県相模原市緑区田名２１８９－４
神奈川県相模原市緑区二本松２－５－６
神奈川県座間市ひばりが丘４－１－１７
神奈川県座間市ひばりが丘５－２３－６
神奈川県座間市ひばりが丘５丁目２－８
神奈川県座間市ひばりが丘５丁目７番１号
神奈川県座間市ひばりヶ丘４－１６－８
神奈川県座間市ひばりヶ丘５－２９－１
神奈川県座間市広野台２－１０－１１

042-762-2674
042-761-9011
042-713-1608
080-5045-1867
042-763-1073
042-784-0431
042-762-9299
042-862-1201
046-254-5520
046-256-4736
080-6699-0375
046-252-7444
046-253-2666
046-252-1150
046-256-8282

※「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）

日用品・雑貨、食料品、家電品・家
電部品

市区郡名

逗子市
茅ヶ崎市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 座間入谷支店
セイホー運輸株式会社 本社営業所
株式会社ＭＤロジス東日本サービス 座間営業所
株式会社リョーウンエキスプレス 関東センター
立勝運輸株式会社 相模営業所
株式会社武蔵野ロジスティクス 神奈川
株式会社スワリク 神奈川営業所
株式会社カシマ 座間営業所
西濃運輸株式会社 座間支店
京浜運輸株式会社 座間営業所
佐川急便株式会社 座間営業所
日本通運株式会社 西神奈川航空貨物センター
ヤマト運輸株式会社 逗子支店
新三協物流株式会社 神奈川営業所
ヤマト運輸株式会社 茅ヶ崎下寺尾支店
明治ロジテック株式会社 神奈川事業所
関東いづみ運輸株式会社 湘南営業所
株式会社アジア運輸 本社営業所
株式会社明運今宿 本社営業所
有限会社茅ヶ崎洗壜 本社
ヤマト運輸株式会社 茅ヶ崎赤羽根支店
株式会社丸運 湘南営業所

秦野市

株式会社平安運輸 本社営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 藤沢営業所
有限会社清司産業商会 本社
ヤマト運輸株式会社 茅ヶ崎萩園支店
西濃運輸株式会社 茅ヶ崎支店
株式会社長生運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 茅ヶ崎矢畑支店
日本郵便株式会社 秦野郵便局
株式会社タカキ物流サービス 秦野営業所
ＳＢＳロジコム南関東株式会社 秦野支店
株式会社丸運 秦野営業所
トーエイ物流株式会社 秦野営業所

※「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
神奈川県座間市座間２－８６６
神奈川県座間市四ツ谷７６０－３
神奈川県座間市小松原１－１９－２４
神奈川県座間市小松原１－１９－２４
神奈川県座間市小松原１－９－１６
神奈川県座間市西栗原２－１２－５
神奈川県座間市相模が丘６－３９－３６
神奈川県座間市東原２－１４－１
神奈川県座間市東原２－１５－６
神奈川県座間市東原２－４－２１
神奈川県座間市東原５－１－３２
神奈川県座間市入谷３丁目３３７０－１
神奈川県逗子市小坪７－２－２０
神奈川県茅ヶ崎市矢畑１２６０－２
神奈川県茅ヶ崎市下寺尾５３１－１
神奈川県茅ヶ崎市下町屋１－８－１
神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎３－１－１４ ３階
神奈川県茅ヶ崎市芹沢字丸山５４４８－１
神奈川県茅ヶ崎市今宿５８９
神奈川県茅ヶ崎市今宿９３９－１
神奈川県茅ヶ崎市赤羽根３７７１－３
神奈川県茅ヶ崎市赤羽根拾五図４２６５－１、－１４、
４２４６－５
神奈川県茅ヶ崎市堤３２４４－３
神奈川県茅ヶ崎市堤５６５－４
神奈川県茅ヶ崎市萩園１１７０番地
神奈川県茅ヶ崎市萩園１１７５
神奈川県茅ヶ崎市萩園２７３０
神奈川県茅ヶ崎市萩園字灰塚１１６２－１
神奈川県茅ヶ崎市矢畑６０８
神奈川県秦野市室町２－４４
神奈川県秦野市曽屋５９８－２
神奈川県秦野市平沢３９７－１
神奈川県秦野市平沢字松ノ下４２－２，４３－２
神奈川県秦野市平沢字松ノ下６５－１
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電話番号
080-5045-1837
046-253-7771
046-253-6707
046-256-3501
046-251-1222
046-259-2261
046-205-1660
046-244-4062
0462-55-5045
046-255-3871
046-253-1581
046-255-2205
080-5451-6283
0467-88-4411
080-5451-3710
0467-58-5208
0467-87-3999
0467-53-0020
0467-82-6231
0467-59-0801
080-5045-1846
0467-54-3111
0467-54-9621
0467-52-8887
0467-57-0331
080-5045-1869
0467-87-1301
0467-58-5761
080-5045-1873
0463-81-3375
0463-82-3622
0463-82-7756
0463-81-3968
0463-80-2081

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

平塚市

事業所名
安全自動車有限会社 秦野営業所
株式会社クラウン商会 本社営業所
甲陽物流株式会社 本社営業所
株式会社日立物流南関東 神奈川営業所輸送係
ヤマト運輸株式会社 秦野堀山下センター
ヤマト運輸株式会社 秦野曽屋支店
株式会社ペガサス 平塚営業所
トランコムＤＳ株式会社 平塚営業所
丸駒運輸株式会社 本社営業所
マルトク流通株式会社 本社営業所
株式会社旭運送 本社営業所
有限会社丸和運輸 本社営業所
丸島運輸株式会社 本社営業所
株式会社丸和運輸機関 平塚営業所
菱大ローリー株式会社 本社営業所
株式会社ユーミー総合サービス 平塚営業所
ヤマト運輸株式会社 平塚広川支店
株式会社ケー・アールライン 本社営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 平塚支店
古屋運送株式会社 湘南営業所
松本運輸機工株式会社 本社営業所
株式会社トーリク 神奈川営業所
神農流通株式会社 本社
株式会社パルライン 平塚営業所
ヤマト運輸株式会社 平塚真土支店
ヤマト運輸株式会社 平塚代官町支店
清興運輸株式会社 厚木営業所
共同輸送株式会社 関東営業所
三興運輸株式会社 厚木営業所
置田運輸株式会社 平塚営業所
株式会社梅原商事運輸 大島営業所
興和運輸株式会社 平塚営業所
丸全京浜物流株式会社 平塚営業所
佐川急便株式会社 茅ヶ崎営業所
株式会社バンテックセントラル 平塚営業所

※「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
神奈川県秦野市菩提１５５－１０
神奈川県秦野市菩提１６０－８
神奈川県秦野市堀山下１４４－９
神奈川県秦野市堀山下３２０
神奈川県秦野市堀山下４１７－１
神奈川県秦野市堀西１６－１１
神奈川県平塚市横内１９８５－１
神奈川県平塚市横内４０８４－１
神奈川県平塚市下島１０２２－１１
神奈川県平塚市下島１０２２－１１
神奈川県平塚市下島１０２２－４
神奈川県平塚市下島１０２２－９
神奈川県平塚市下島１０５９－４
神奈川県平塚市下島１０５９－５
神奈川県平塚市下島９８４番地１０
神奈川県平塚市河内３７０ ４０３号室
神奈川県平塚市広川６０－１
神奈川県平塚市広川７７５－１
神奈川県平塚市四之宮１－３－４４
神奈川県平塚市四之宮２－２－３４
神奈川県平塚市四之宮４－１２－４
神奈川県平塚市四之宮６－１０－３２
神奈川県平塚市四之宮６－１４－５１
神奈川県平塚市小鍋島２１０８
神奈川県平塚市西真土１－２－９
神奈川県平塚市代官町３７－５７
神奈川県平塚市大神１７３９－６
神奈川県平塚市大神２７８４
神奈川県平塚市大神字上枝８５－９
神奈川県平塚市大神字上枝８５番地２
神奈川県平塚市大島字枝１４２３
神奈川県平塚市中堂１６－４
神奈川県平塚市長瀞１－４
神奈川県平塚市長瀞２－１５
神奈川県平塚市長瀞２－２，２－３
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電話番号
0463-75-2665
0463-75-1521
0463-87-3311
0463-87-1121
080-6699-0652
080-5451-7263
0463-53-8777
090-4384-7544
0463-55-9922
0463-33-3636
0463-55-5711
0463-55-0890
0463-54-7770
0463-54-1000
0463-54-7771
0463-86-8602
080-5045-1855
0463-59-6166
0463-22-6100
0463-73-8311
0463-53-1211
0463-55-2678
0463-54-6351
0463-51-4078
080-5045-1839
080-5045-1858
0463-54-5861
0463-54-1180
046-280-6455
046-229-7077
0463-53-1444
0463-24-9070
0463-20-5510
0463-25-3055
0463-22-5522

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

藤沢市

事業所名
日本郵便株式会社 平塚郵便局
石井運輸有限会社 本社営業所
株式会社山田運輸店 平塚営業所
株式会社新三善 本社営業所
ＳＢＳロジコム南関東株式会社 平塚支店
岡山県貨物運送株式会社 平塚営業所
全農物流株式会社 神奈川支店平塚センター
ヤマト運輸株式会社 秦野鶴巻支店
小山田運輸株式会社 本社営業所
株式会社平伸機工 本社営業所
有限会社アンデス 神奈川営業所
佐川急便株式会社 平塚営業所
株式会社ジェーラインエクスプレス 湘南営業所
ＳＢＳロジコム南関東株式会社 湘南藤沢支店
株式会社東京三友 藤沢営業所
鈴木運輸株式会社 本社
株式会社ジャトス 藤沢事業部
ＰＫロジスティックス株式会社 藤沢営業所
株式会社ジェイアール東日本物流 横浜物流センター
有限会社森運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 藤沢遠藤センター
株式会社タムラコーポレーション 湘南営業所
株式会社ヒロト 本社営業所
南雲商事株式会社 藤沢営業所
福山通運株式会社 藤沢支店
王子運送株式会社 藤沢営業所
ヤマト運輸株式会社 藤沢亀井野センター
株式会社ロジコム・アイ 藤沢営業所
株式会社サンエキスプレス 藤沢営業所
トランネクスト株式会社 藤沢営業所
佐川急便株式会社 湘南営業所
愛知車輌興業株式会社 藤沢営業所
株式会社ロードランナー 湘南営業所
トランコムＤＳ株式会社 藤沢営業所
株式会社サカイ引越センター 湘南支社

※「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
神奈川県平塚市追分１－３３
神奈川県平塚市纏２８４－１
神奈川県平塚市田村３－１１－１３
神奈川県平塚市田村３－２０－６
神奈川県平塚市田村３－２１－２５
神奈川県平塚市田村３－７－２９
神奈川県平塚市田村４－３－５
神奈川県平塚市土屋１２６６－１
神奈川県平塚市東八幡１－７－６
神奈川県平塚市東八幡２－９－１３
神奈川県平塚市東八幡５丁目５番１号２０５
神奈川県平塚市東豊田６０３－１２
神奈川県平塚市東豊田６０３－３１
神奈川県藤沢市稲荷５２０
神奈川県藤沢市稲荷５２０
神奈川県藤沢市羽鳥４－１３－３３
神奈川県藤沢市円行１－２２－１
神奈川県藤沢市遠藤２００３－１
神奈川県藤沢市遠藤２００７－４
神奈川県藤沢市遠藤２０１３－２５
神奈川県藤沢市遠藤２０１４－２５
神奈川県藤沢市遠藤２０１５－２６
神奈川県藤沢市遠藤２０１９－１２
神奈川県藤沢市遠藤字松原２６３５－１
神奈川県藤沢市葛原字芝地９２０－１
神奈川県藤沢市葛原字芝地９２０－１
神奈川県藤沢市亀井野１６２１－１
神奈川県藤沢市桐原町１５－２
神奈川県藤沢市桐原町３
神奈川県藤沢市菖蒲沢９６番地１
神奈川県藤沢市菖蒲沢字大上６－１
神奈川県藤沢市菖蒲沢字仲ノ桜６４９－１
神奈川県藤沢市石川１－１４－７
神奈川県藤沢市石川１－５－１１
神奈川県藤沢市石川１丁目３０－１
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電話番号
0463-31-1202
0463-37-4567
0463-63-3188
0463-55-1201
0463-55-1265
0463-55-9312
0463-53-1588
080-5045-1874
0463-23-4851
0463-21-6766
0463-71-5722
0463-52-0922
0463-51-4181
0466-84-5850
0466-53-8506
0466-34-1118
0466-87-0180
0466-87-1382
0466-86-5211
0466-87-8056
080-5045-8605
0466-89-6762
0466-88-8920
0466-87-5281
0466-48-7292
0466-48-3825
080-5451-6137
0466-44-5741
0466-44-5711
0466-53-9831
0466-48-1775
0466-48-8441
046-688-0444
046-236-3760
0466-89-1141

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

住所

安全輸送株式会社 湘南営業所
イヌイ運送株式会社 藤沢

三浦市

南足柄市

大和市

神奈川県藤沢市石川２－２６－２
神奈川県藤沢市石川２丁目１８番３号
神奈川県藤沢市石川４－１５－４ グラスリバーマン
株式会社三津穗 藤沢営業所
ションＢ１０２
セイノースーパーエクスプレス株式会社 藤沢航空営業所 神奈川県藤沢市石川６－２０－２
西濃運輸株式会社 藤沢支店
神奈川県藤沢市石川６－２０－２
東洋梱包運輸株式会社 本社営業所
神奈川県藤沢市村岡東２－１１－５
ヤマト運輸株式会社 湘南ライフタウン支店
神奈川県藤沢市大庭５４５６－３
アートコーポレーション株式会社 湘南営業所
神奈川県藤沢市大庭字丸山５４２５－１２
ヤマト運輸株式会社 藤沢支店
神奈川県藤沢市長後１９８１－１
ヤマト運輸株式会社 藤沢辻堂新町センター
神奈川県藤沢市辻堂新町３－１０－１６
ヤマト運輸株式会社 藤沢辻堂支店
神奈川県藤沢市辻堂太平台２－１３－２１
日本通運株式会社 藤沢物流センター事業所
神奈川県藤沢市渡内３－２－１０
ヤマト運輸株式会社 藤沢藤が岡センター
神奈川県藤沢市藤が岡２－８－１
日本郵便株式会社 藤沢郵便局
神奈川県藤沢市藤沢１１５－２
細野運送株式会社 細野運送株式会社本社営業所
神奈川県藤沢市本町３－１５－２６
石井運輸株式会社 本社
神奈川県藤沢市本藤沢４－２－２
株式会社トランス・グリップ 藤沢営業所
神奈川県藤沢市本藤沢４－２－２
ヤマト運輸株式会社 湘南支店
神奈川県藤沢市弥勒寺１０６－１
株式会社山立水産運輸 本社
神奈川県三浦市初声町下宮田１５１番地５
ヤマト運輸株式会社 三崎センター
神奈川県三浦市三崎５－１８－２
ヤマト運輸株式会社 三浦センター
神奈川県三浦市三崎町諸磯６０３－２
有限会社マルト運輸 本社営業所
神奈川県三浦市南下浦町金田１６００－２（２Ｆ）
株式会社ムナカタ商事 本社営業所
神奈川県三浦市南下浦町金田１６００番地２（１Ｆ）
アカネ輸送株式会社 小田原営業所
神奈川県南足柄市関本８９９番地６
ヤマト運輸株式会社 南足柄センター
神奈川県南足柄市竹松２６０－３
トーヨーエキスプレス株式会社 足柄営業所
神奈川県南足柄市竹松字水無７８２－１
株式会社まるだい運輸倉庫 足柄事業所
神奈川県南足柄市中沼字筏場５２１－１
株式会社時廣運送 南足柄営業所
神奈川県南足柄市塚原１５３０－１
株式会社エフシーデリバリー 本社営業所
神奈川県南足柄市塚原３６６－１
ＳＢＳフレイトサービス株式会社 南足柄
神奈川県南足柄市塚原字上河原３６６－２
エービーカーゴ東日本株式会社 神奈川営業所
神奈川県南足柄市怒田１２２３
北勢運送株式会社 南足柄営業所
神奈川県南足柄市和田河原字向河原１２５４
株式会社スマイルライン 神奈川営業所
神奈川県大和市つきみ野１－１－３
ヤマト運輸株式会社 大和つきみ野支店
神奈川県大和市下鶴間１１６－１

※「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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電話番号
046-687-2030
0466-86-9051
0466-62-3240
0466-87-7960
0466-87-9028
0466-25-2493
080-5045-0502
0466-87-0123
080-5045-8817
080-6604-8997
080-6604-8997
0466-23-4111
080-6604-7668
0466-23-6055
0466-25-3230
0466-84-3311
0466-80-5958
080-6604-7668
046-887-1771
080-5068-0581
080-5068-0581
046-880-1618
046-880-1688
0465-43-9384
080-5451-6138
0465-72-2281
0465-74-2215
0465-72-3751
0465-72-1147
0465-73-0673
0465-72-5214
0465-71-1310
046-273-0993
080-5045-1859

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

横須賀市

事業所名
石黒物流株式会社 神奈川営業所
株式会社ハイブリッジライン 本社営業所
株式会社アズマインターナショナル 本社営業所
カンナナ流通運輸株式会社 大和営業所
株式会社相模新晃運輸 本社営業所
高橋梱包運輸株式会社 本社営業所
ワーレックス株式会社 大和営業所
ヤマト運輸株式会社 大和上和田支店
株式会社暁運輸 大和営業所
有限会社遠藤運輸 本社営業所
株式会社武蔵野ロジスティクス 大和営業所
株式会社アサヒセキュリティ 神奈川営業所
株式会社浅和陸運 本社
トーヨーエキスプレス株式会社 相模営業所
ヤマト運輸株式会社 大和深見支店
株式会社トランス・グリップ 神奈川営業所
有限会社山本運輸 本社営業所
株式会社スターダストライン 本社
有限会社緑運輸 本社営業所
株式会社エス・ティー・エス 神奈川営業所
ユニプレス物流株式会社 本社営業所
株式会社北信運送 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 大和営業所
日本トラック株式会社 藤沢営業所
キャリテック株式会社 追浜営業所
馬淵物流株式会社 追浜営業所
誠和梱枹運輸株式会社 横須賀営業所
日神機工株式会社 横須賀営業所
夏島運輸株式会社 本社営業所
春日運送株式会社 横浜営業所
ヤマト運輸株式会社 横須賀追浜センター
ヤマト運輸株式会社 横浜寺前センター
株式会社バンテックセントラル 追浜営業所
株式会社東洋陸送社 追浜営業所
有限会社古屋運送 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
神奈川県大和市下鶴間２３３５－１
神奈川県大和市下鶴間２５００
神奈川県大和市下鶴間２７８８
神奈川県大和市下鶴間２７８８－４
神奈川県大和市下鶴間２７８８番地
神奈川県大和市下鶴間字乙５号２５８１番地１
神奈川県大和市桜森１－４－１４
神奈川県大和市渋谷２－１１－３
神奈川県大和市上草柳４６０番地
神奈川県大和市上草柳７－２－２
神奈川県大和市上和田２６７６－１
神奈川県大和市深見３７０５－１
神奈川県大和市深見３８１６－１
神奈川県大和市深見西２－７－２５
神奈川県大和市深見西６－１－１６
神奈川県大和市西鶴間８－１０－５
神奈川県大和市代官２－１－２４
神奈川県大和市代官３－１７－１
神奈川県大和市大和東１－１０－１５
神奈川県大和市中央林間２－１６－２８
神奈川県大和市中央林間西３－６－３７
神奈川県大和市中央林間西４－５－１０
神奈川県大和市柳橋１－８－７
神奈川県大和市柳橋５－１５－１
神奈川県横須賀市浦郷町５－２９３１－２４
神奈川県横須賀市浦郷町５－２９３１－２７
神奈川県横須賀市浦郷町５－２９３１－２７
神奈川県横須賀市浦郷町５－２９３１－６
神奈川県横須賀市浦郷町５－２９３１－６８
神奈川県横須賀市浦郷町５－２９３１－９０
神奈川県横須賀市浦郷町５丁目２９３１－４６
神奈川県横須賀市夏島町１５－７
神奈川県横須賀市夏島町２８７３－１５
神奈川県横須賀市夏島町２－９
神奈川県横須賀市鴨居３－８６－１０
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電話番号
046-263-4152
046-273-0822
046-200-9277
046-273-0556
046-271-2055
046-275-6625
046-263-8333
080-5045-1857
046-261-6820
046-263-5047
046-205-4660
046-265-5936
046-263-1328
046-265-3020
080-5045-1838
0462-76-0492
046-269-3711
046-206-5222
046-261-5580
046-272-2045
046-276-9515
046-275-6377
046-275-0123
046-269-2002
046-869-0690
046-866-4185
046-869-3050
046-865-7222
046-865-4535
046-865-3425
080-6604-7675
080-5045-8874
046-865-8371
046-865-8420
046-844-3783

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

愛甲郡

事業所名
池内興産株式会社 本社営業所
タムラ運輸サービス株式会社 本社
日本郵便株式会社 久里浜郵便局
株式会社ベイトランスポート 横須賀営業所
株式会社サカイ引越センター 横須賀支社
ヤマト運輸株式会社 横須賀秋谷支店
佐川急便株式会社 横須賀営業所
ヤマト運輸株式会社 横須賀新港支店
日本郵便株式会社 横須賀郵便局
ヤマト運輸株式会社 横須賀衣笠センター
ヤマト運輸株式会社 横須賀森崎センター
有限会社塚越運送 本社
株式会社コヤマ物流 本社営業所
株式会社三春商会 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 横須賀支店
アートコーポレーション株式会社 横須賀支店
有限会社大洋興業運送 本社
株式会社原田運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 横須賀長沢支店
相模運輸倉庫株式会社 本社営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 横須賀営業所
サーラ物流株式会社 横須賀営業所
ヤマト運輸株式会社 横須賀池上センター
ヤマト運輸株式会社 愛川角田センター
新日本流通サービス株式会社 神奈川営業所
有限会社三原運輸商事 神奈川営業所
佐川急便株式会社 相模原営業所
ヤマト運輸株式会社 厚木ゲートウェイ
株式会社トワードセントラル 本社
日軽物流株式会社 厚木営業所
株式会社パルライン 相模営業所
ヤマト運輸株式会社 愛川中津支店
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 相模営業所
株式会社中央運輸 中津営業所
株式会社厚木全通 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
神奈川県横須賀市久里浜１－１９－１
神奈川県横須賀市久里浜１－２０００－１２
神奈川県横須賀市久里浜５－１０－１
神奈川県横須賀市佐原２－１－２１
神奈川県横須賀市佐野町５－１０
神奈川県横須賀市秋谷１－１９－７
神奈川県横須賀市舟倉２－５－２７
神奈川県横須賀市小川町２７－２１
神奈川県横須賀市小川町８
神奈川県横須賀市小矢部３－６－６
神奈川県横須賀市森崎１－１６－１６
神奈川県横須賀市森崎１－１６－９
神奈川県横須賀市森崎１－１８－２０
神奈川県横須賀市森崎１－１８－２４
神奈川県横須賀市船倉１－１－１４
神奈川県横須賀市大矢部３－１３－５
神奈川県横須賀市池上３－４－２９
神奈川県横須賀市長井１－１７－４
神奈川県横須賀市長沢１－６－１２
神奈川県横須賀市田浦港町無番地
神奈川県横須賀市内川１－６－１
神奈川県横須賀市武１－３－１２
神奈川県横須賀市平作４－１０３３－１
神奈川県愛甲郡愛川町角田１６７－５
神奈川県愛甲郡愛川町角田３３９－２
神奈川県愛甲郡愛川町角田字下小沢４６６２番地
神奈川県愛甲郡愛川町角田字小沢８１９－１
神奈川県愛甲郡愛川町中津４００１－８
神奈川県愛甲郡愛川町中津４０２０－５
神奈川県愛甲郡愛川町中津４０２５－１
神奈川県愛甲郡愛川町中津４０３６－７
神奈川県愛甲郡愛川町中津４０７８
神奈川県愛甲郡愛川町中津４０７８
神奈川県愛甲郡愛川町中津５６７３－４
神奈川県愛甲郡愛川町中津６８３２－１
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電話番号
046-830-1867
046-834-2100
046-835-2930
0468-38-0498
046-850-6521
080-5451-4876
046-830-3131
080-5045-0531
046-826-2823
080-5098-1930
080-5098-1930
046-834-5466
0468-35-9330
046-835-1287
080-6604-6282
046-842-0123
046-851-1232
046-856-4650
080-5045-0522
046-861-4263
046-837-4222
046-857-2105
080-5098-1930
080-5451-8669
046-284-5161
046-280-5600
046-286-5776
046-285-0957
046-284-2550
046-284-2371
046-285-4452
080-5451-5312
046-284-5302
046-285-9858
046-284-5180

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

足柄下郡

足柄上郡

高座郡

事業所名
安全輸送株式会社 厚木営業所
北王流通株式会社 厚木営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 相模原営業所
ヤマト物流株式会社 厚木営業所
株式会社バンテックセントラル 厚木営業所
株式会社サンロジスティックス 神奈川営業所
西濃運輸株式会社 厚木支店
トールエクスプレスジャパン株式会社 厚木支店
マルアサ梱包商会有限会社 本社営業所
第一貨物株式会社 厚木支店
アサヒロジスティクス株式会社 愛川物流センター
ヤマト運輸株式会社 湯河原支店
不二運輸株式会社 湯河原営業所
ヤマト運輸株式会社 箱根湯本支店
東京トラック運送株式会社 小田原支店
日本梱包運輸倉庫株式会社 小田原営業所
井上運送株式会社 山北営業所
ヤマト運輸株式会社 足柄山北センター
佐川急便株式会社 足柄営業所
有限会社扶桑物流 小田原営業所
株式会社山紀 小田原営業所
ヤマト運輸株式会社 足柄中井センター
鈴信運送株式会社 中井営業所
佐川急便株式会社 秦野営業所
日通湘南物流株式会社 西湘センター課
センコーエーラインアマノ株式会社 神奈川営業所
株式会社時廣運送 本社営業所
株式会社齋藤商運 中井営業所

住所

電話番号
046-401-1670
046-280-6620
046-284-3232
046-285-4776
046-285-9955
046-284-5110
046-085-0881
046-285-4311
046-286-3161
046-285-0366
046-286-0081
080-5045-1845
0465-46-7467
080-5068-3259
0465-82-0204
0465-82-0131
0465-79-1333
080-5451-8659
0465-83-6332
0465-85-3451
0465-86-0070
080-5098-0438
0465-81-9551
080-2464-9634
0465-81-5320
0465-81-5050
0465-81-0138
0465-80-1821

湘南東海運輸株式会社 寒川営業所
菱化ロジテック株式会社 茅ヶ崎営業所
パスコ・ロジスティクス株式会社 湘南営業所

神奈川県愛甲郡愛川町中津７３１－５
神奈川県愛甲郡愛川町中津７４９２－２
神奈川県愛甲郡愛川町中津桜台４０３６－７
神奈川県愛甲郡愛川町中津字桜台４００８
神奈川県愛甲郡愛川町中津字桜台４００９－３
神奈川県愛甲郡愛川町中津字桜台４０２６－１
神奈川県愛甲郡愛川町中津字桜台４０３０
神奈川県愛甲郡愛川町中津字桜台４０３１－１
神奈川県愛甲郡愛川町中津字桜台４０３２－２
神奈川県愛甲郡愛川町中津字桜台４０７９－４
神奈川県愛甲郡愛川町中津大塚下６７２１
神奈川県足柄下郡湯河原町土肥４－１０－２
神奈川県足柄下郡湯河原町土肥５丁目１９番１０号
神奈川県足柄下郡箱根町湯本９１０－１
神奈川県足柄上郡開成町吉田島３５３２
神奈川県足柄上郡開成町吉田島４２８９－２５
神奈川県足柄上郡山北町岸９５０
神奈川県足柄上郡山北町向原２４７９－１
神奈川県足柄上郡大井町金子１５５６－３
神奈川県足柄上郡大井町金子２０５５番地
神奈川県足柄上郡大井町上大井６４－１
神奈川県足柄上郡中井町井ノ口１９８６－１
神奈川県足柄上郡中井町井ノ口２４８１－１
神奈川県足柄上郡中井町井ノ口字横原２７６８－７
神奈川県足柄上郡中井町井ノ口字大的２７４６－５
神奈川県足柄上郡中井町井の口字大的下２４４４－８
神奈川県足柄上郡中井町久所６６４－２
神奈川県足柄上郡中井町境１０５
神奈川県高座郡寒川町一之宮３－１５－１４ サニーハ
イム１０５
神奈川県高座郡寒川町一之宮４－１０－３
神奈川県高座郡寒川町一之宮６丁目１－３
神奈川県高座郡寒川町一之宮７－９－１

髙梨運送株式会社 寒川営業所

神奈川県高座郡寒川町一之宮９－２３－１６

0467-74-0210

株式会社ベイトランスポート 湘南営業所

神奈川県高座郡寒川町一之宮９－２５－５４

0467-73-4607

浦島サービス株式会社 茅ヶ崎営業所

※「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）

0467-98-3330
0467-75-0141
0467-74-4769
0467-73-1400
食料品、化学製品・ゴム製品、医薬
品、飲料

市区郡名

中郡

事業所名
株式会社ヒダロジスティックス 寒川営業所
株式会社タマ・ミルキーウェイ 寒川営業所
ヤマト運輸株式会社 寒川宮山センター
レンゴーロジスティクス株式会社 湘南営業所
東和運輸株式会社 本社営業所
株式会社ダイコー商運 神奈川営業所
東京ユニオン物流株式会社 横浜営業所
株式会社暁運輸 湘南営業所
新雪運輸株式会社 湘南
株式会社ＳＹ 神奈川営業所
株式会社明運寒川 本社営業所
ＳＢＳロジコム株式会社 平塚相模支店
日本通運株式会社 相模コンテナセンター

三浦郡

ヤマト運輸株式会社 大磯センター
ヤマト運輸株式会社 中郡二宮センター
ヤマト運輸株式会社 葉山センター
有限会社萩原運送 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
神奈川県高座郡寒川町一之宮９－３－１６
神奈川県高座郡寒川町岡田３－１５－１
神奈川県高座郡寒川町宮山２８３０－５
神奈川県高座郡寒川町宮山３１５５
神奈川県高座郡寒川町宮山３４９－１
神奈川県高座郡寒川町倉見１７２９番８－１０３号
神奈川県高座郡寒川町倉見１８９１
神奈川県高座郡寒川町倉見３８２－４
神奈川県高座郡寒川町田端１５９０－３
神奈川県高座郡寒川町田端２０４８
神奈川県高座郡寒川町田端２０４８
神奈川県中郡大磯町高麗３－４－１７ ＪＲ貨物駅構内
神奈川県中郡大磯町高麗３－４－１７ＪＲ相模貨物駅構
内
神奈川県中郡大磯町国府本郷１４
神奈川県中郡二宮町中里２－９－９
神奈川県三浦郡葉山町長柄８５９－１
神奈川県三浦郡葉山町堀内９００
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電話番号
0467-75-5771
0467-81-5501
080-6698-9869
0467-74-5116
0467-75-3899
046-237-3350
050-3774-7345
0467-74-0121
046-733-4521
0467-73-7460
0467-74-2010
0463-32-3681
0463-31-5131
080-5421-1094
080-6604-6229
080-5451-6283
046-878-8613

主な輸送品目（任意掲載）

