貨物自動車運送事業安全性評価事業
事業所名
市区郡名
さいたま市 日本通運株式会社 北関東警送事業所 埼玉センター
さいたま市 みづほ倉庫株式会社 本社営業所
さいたま市 日本郵便株式会社 さいたま新都心郵便局
さいたま市 埼玉西濃運輸株式会社
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市

大宮営業所

西濃運輸株式会社 大宮支店
ヤマト運輸株式会社 大宮佐知川支店
大宮通運株式会社 引越センター
ピーアンドピー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 本郷町支店
アートコーポレーション株式会社 さいたま支店
ＴＳネットワーク株式会社 埼玉配送センター
篠崎運輸株式会社 大宮営業所
株式会社エス・リンク 本社営業所
湘南物流株式会社 さいたま営業所
関東エアーカーゴ株式会社 埼玉営業所
弘済運輸株式会社 大宮
株式会社インフォゲート 浦和営業所
鴻池運輸株式会社 浦和定温流通センター営業所
桶本興業株式会社 本社営業所
日生流通運輸倉庫株式会社 浦和営業所
株式会社オレンジライン 埼玉事業所
株式会社ハナワトランスポート さいたま営業所
東洋社物流株式会社 さいたま営業所
熊谷産業株式会社 浦和営業所
セントラル警備保障株式会社 埼玉営業所
株式会社引越社 豊島支店
株式会社引越社 さいたま支店
株式会社中島運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 浦和大谷口支店
共進運輸株式会社 緑第一営業所
関東シモハナ物流株式会社 浦和センター

安全性優良事業所

（埼玉県）

住所
埼玉県さいたま市浦和区上木崎２丁目３－５
埼玉県さいたま市大宮区北袋町１－３１９
埼玉県さいたま市中央区新都心３－１
埼玉県さいたま市西区三橋６丁目５５１番地３（２０
２）
埼玉県さいたま市西区三橋６－８１３
埼玉県さいたま市西区大字水判土字観音前１７－１
埼玉県さいたま市西区佐知川１０８３
埼玉県さいたま市西区中釘２０３０－１
埼玉県さいたま市北区本郷町７６４
埼玉県さいたま市北区本郷町８８４
埼玉県さいたま市北区吉野町１－３９８
埼玉県さいたま市北区吉野町２－２７５
埼玉県さいたま市北区吉野町２－２４３－１５
埼玉県さいたま市北区吉野町２－２４４－１７
埼玉県さいたま市北区別所町１３１－９
埼玉県さいたま市北区日進町１－７１４－４
埼玉県さいたま市南区辻４－１４－２５
埼玉県さいたま市南区白幡６－１１－５
埼玉県さいたま市南区根岸４丁目７番９号
埼玉県さいたま市南区文蔵５－２５－１７
埼玉県さいたま市南区辻２丁目１２番６号
埼玉県さいたま市南区辻６－６－１８
埼玉県さいたま市南区辻６－７－７
埼玉県さいたま市南区沼影１－３１－９
埼玉県さいたま市鹿手袋２－１－１
埼玉県さいたま市南区内谷二丁目１番１１号（４Ｆ）
埼玉県さいたま市南区内谷２－１－１１ ３Ｆ
埼玉県さいたま市南区内谷７－８
埼玉県さいたま市南区広ヶ谷戸１２０－１
埼玉県さいたま市緑区美園１丁目７番地８
埼玉県さいたま市緑区大字上野田９２４－１
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電話番号
048-815-5526
048-641-6521
048-600-0003
048-871-8845
048-622-1101
048-624-8116
048-871-6340
048-621-3311
048-788-3331
048-686-0123
048-664-6508
048-662-7331
048-664-8151
048-662-8808
048-663-6996
048-788-1782
048-710-6795
048-864-8911
048-862-6121
090-8648-3133
048-710-8888
048-700-3135
048-845-7191
048-861-9159
048-839-8861
048-710-9220
048-845-5211
048-863-2778
048-811-2560
048-812-1234
048-812-1301

R2.12.14
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市

事業所名
日本郵便株式会社 さいたま中央郵便局
綜合警備保障株式会社 警送埼玉支社
芙蓉流通株式会社 埼玉営業所
清興運輸株式会社 岩槻営業所
タカダ・トランスポートサービス株式会社
ポ営業所
清興運輸株式会社 岩槻物流センター
ヤマト運輸株式会社 さいたま大谷センター
ジャパンエナジック株式会社 大宮事業所
有限会社カクタス 本社営業所
トナミ運輸株式会社 浦和支店
福山通運株式会社 浦和支店
ヤマト運輸株式会社 与野荒川支店
株式会社浦和運輸 本社営業所

さいたま市 有限会社ワイズ・キング・ジャパン
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市

本社営業所

株式会社ケイルート 本社
クリーンシステム株式会社 本社営業所
株式会社ハート引越センター 埼玉営業所
ジャパンエナジック株式会社 浦和事業所
ヤマト運輸株式会社 武蔵浦和支店
株式会社和幸流通サービス さいたま営業所
トーウンサービス株式会社 岩槻営業所
株式会社タドコロ物流 岩槻物流センター
株式会社デイライン 岩槻営業所

さいたま市 近物レックス株式会社
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市

さいたまデ

さいたま支店

日通トランスポート株式会社 埼玉支店
株式会社ヒューテックノオリン 埼玉支店
関東トナミ運輸株式会社 浦和支店
有限会社葵運輸 本店営業所
株式会社イーストロジテック 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 岩槻支店
株式会社ダイセーエクスプレスシステム 岩槻営業所

住所
埼玉県さいたま市南区別所７丁目１－１２
埼玉県さいたま市見沼区大字丸ヶ崎９６２－１
埼玉県さいたま市見沼区卸町１丁目１５番３号
埼玉県さいたま市見沼区卸町１－１７

電話番号
048-837-6513
048-684-7004
048-683-1305
048-872-6023

埼玉県さいたま市見沼区卸町１丁目４６番地

048-681-5553

埼玉県さいたま市見沼区卸町１－１７
埼玉県さいたま市見沼区大字大谷字弁天１３６３－１
埼玉県さいたま市見沼区御蔵１２２８
埼玉県さいたま市緑区大門１５９５－１
埼玉県さいたま市緑区大字中野田字谷ノ前１０４５番地
埼玉県さいたま市緑区大字上野田９１１－１
埼玉県さいたま市桜区大字五関字古貝戸３７－２
埼玉県さいたま市中央区鈴谷７－７－１２
埼玉県さいたま市桜区上大久保１７１－２（１０６号

048-872-6000
048-689-1541
048-683-0528
048-878-5121
048-878-5151
048-878-4311
048-858-1525
048-854-1446

室）
埼玉県さいたま市桜区下大久保１２５６－１
埼玉県さいたま市桜区道場３－２７－２０
埼玉県さいたま市桜区田島９－１０－８
埼玉県さいたま市桜区田島１０丁目６－１５
埼玉県さいたま市桜区田島９－７－９
埼玉県さいたま市岩槻区大字鹿室１４８－３
埼玉県さいたま市岩槻区大字鹿室８３９－１
埼玉県さいたま市岩槻区大字長宮３００－１
埼玉県さいたま市岩槻区城南１－１－６３
埼玉県さいたま市岩槻区長宮７５４－１、７５５－１、

048-711-4544
048-853-0811
048-865-0207
048-740-8102
048-864-1200
048-838-1254
048-793-0261
048-794-0220
048-799-1177
048-795-9801

７５６－１、７５７－１、７５８－１、７６２－１、７

048-792-2888

６３－１、７６５－１、７６６－１
埼玉県さいたま市岩槻区大字長宮字中谷中１１０８－１
埼玉県さいたま市岩槻区大字長宮１５４４－１
埼玉県さいたま市岩槻区笹久保新田８０６、８０７
埼玉県さいたま市岩槻区府内４丁目１番１７号
埼玉県さいたま市岩槻区府内３－４－１
埼玉県さいたま市岩槻区真福寺４３－１
埼玉県さいたま市岩槻区柏崎１８９

048-792-1270
048-792-2360
048-797-2031
048-798-1117
048-797-7385
048-798-8670
048-791-7071
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
ふじみ野市
ふじみ野市
羽生市
羽生市
羽生市
羽生市
羽生市
羽生市
羽生市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市

事業所名
株式会社東総運輸 本社営業所
株式会社ミナシア 本社営業所
又新運輸株式会社 埼玉営業所
有限会社飯生運輸 本社
ドゥベスト株式会社 埼玉営業所
株式会社トーリク 埼玉営業所
マルフク・ロジスティクス株式会社 埼玉営業所
向島運送株式会社 埼玉営業所
花王ロジスティクス株式会社 岩槻営業所
株式会社旭運輸 本社営業所
株式会社小林運送 岩槻営業所
日本郵便株式会社 新岩槻郵便局
照栄物流株式会社 本社営業所
株式会社タイセイ・エフ・ティー 所沢営業所
株式会社ロイヤルサービス ふじみ野営業所
近物レックス株式会社 羽生支店
株式会社丸運ロジスティクス関東 羽生営業所
武蔵貨物自動車株式会社 羽生営業所
ヤマト運輸株式会社 羽生支店
佐川急便株式会社 羽生営業所
株式会社啓和運輸 羽生営業所
東武物流サービス株式会社 行田事業所
株式会社ジョイント 本社営業所
株式会社三協運輸サービス 越谷物流センター営業所
ヤマト運輸株式会社 越谷船渡支店
株式会社新興運送 本社
関東協和陸運株式会社 関東協和陸運株式会社
株式会社三協運輸サービス 花田センター
協和興運株式会社 本社営業所

越谷市

有限会社鶴丸商事

本社営業所

越谷市

株式会社マスダ運輸

越谷市
越谷市

コフジ物流株式会社 関東営業所
株式会社アロハトラストライン 本社営業所

岩槻営業所

住所
埼玉県さいたま市岩槻区大字谷下４０４番地１
埼玉県さいたま市岩槻区南平野１－２９－１
埼玉県さいたま市岩槻区岩槻３５８０－２
埼玉県さいたま市岩槻区大字古ヶ場１－７－９
埼玉県さいたま市岩槻区古ヶ場１－７－３
埼玉県さいたま市岩槻区古ケ場１－５－５
埼玉県さいたま市岩槻区古ヶ場１－１－３
埼玉県さいたま市岩槻区古ケ場１－８－６
埼玉県さいたま市岩槻区古ヶ場２－９－１０
埼玉県さいたま市岩槻区大字金重２１１－１
埼玉県さいたま市岩槻区掛６１５
埼玉県さいたま市岩槻区長宮１３７２－１
埼玉県さいたま市北区吉野町２－２７９
埼玉県ふじみ野市福岡５０３番地３
埼玉県ふじみ野市長宮１－２－２０
埼玉県羽生市大字喜右衛門新田字南町８８
埼玉県羽生市大字下手子林２４２８－１
埼玉県羽生市大字神戸字西７８７－１他２筆
埼玉県羽生市大字北袋字西２８－１
埼玉県羽生市川崎１－３７１－８
埼玉県羽生市大字上岩瀬字中宿１７０２－１
埼玉県羽生市下新郷１６７－１
埼玉県越谷市大字西新井６６８番地１
埼玉県越谷市平方７７７－１
埼玉県越谷市大字船渡字福島４７９－１
埼玉県越谷市大字船渡１３８１－１
埼玉県越谷市大字増林字根通３６８４番地１
埼玉県越谷市花田１－１２－３
埼玉県越谷市東越谷１０－１０４
埼玉県越谷市大沢３丁目１０－４３ワールドマンション
越谷８０２
埼玉県越谷市千間台西５－１０－２プチメゾン・ルネ１
０２
埼玉県越谷市神明町３－４０１
埼玉県越谷市宮本町１－８８－１
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電話番号
048-749-8000
048-812-7410
048-756-9381
048-796-4469
048-793-3331
048-794-6765
048-795-1938
048-794-6250
048-795-1286
048-757-0416
048-757-5511
048-876-9310
048-662-6752
049-268-6613
049-261-2100
048-565-5000
048-565-1212
048-562-2634
080-5522-5850
048-560-5000
048-560-1300
048-558-1011
048-970-3271
048-971-2111
080-5043-5624
048-976-0001
048-963-2255
048-962-5000
048-963-3522
048-976-0101
050-1117-3496
048-970-5511
048-969-0068

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
桶川市
桶川市
桶川市
桶川市
加須市
加須市
加須市

事業所名
有限会社栄商事 本社営業所
菱善物流株式会社 本社
株式会社ビ・トータス 越谷営業所
佐川急便株式会社 越谷営業所
旭川ロテック株式会社 越谷
日本郵便株式会社 新越谷郵便局
西濃運輸株式会社 越谷支店
国際空輸株式会社 埼玉貨物センター
ＳＢＳロジコム関東株式会社 越谷支店
アサヒロジスティクス株式会社 越谷営業所
株式会社ＮＢＳロジソル 東京支店東京営業所
ハイエスサービス株式会社 本社営業所
京葉流通倉庫株式会社 越谷輸送グループ営業所
ロジスペック株式会社 レイクタウン営業所
株式会社ニルス 埼玉営業所
株式会社ターボ商事 本社営業所
株式会社ニルス 本社営業所
大宮通運株式会社 越谷事務所
太平洋陸送株式会社 越谷
日通埼玉運輸株式会社 越谷営業所
株式会社サカイ引越センター 越谷支社営業所
株式会社引越社 越谷支店
株式会社引越社 足立支店
アートコーポレーション株式会社 越谷支店
株式会社啓和運輸 圏央営業所
日生流通運輸倉庫株式会社 桶川営業所
日本運輸荷造株式会社 桶川営業所
株式会社久宏物流 本社営業所
株式会社ジェーラインエクスプレス 埼玉営業所
ヤマト運輸株式会社 加須支店
ヤマト運輸株式会社 加須富士見センター

加須市

株式会社アポロス

本社営業所

加須市
加須市

日本チルド物流株式会社 埼玉事業所
株式会社騎西運輸倉庫 本社営業所

住所
埼玉県越谷市瓦曽根２－７－１４－１０２
埼玉県越谷市西方３１２５－１
埼玉県越谷市西方２－２２－１
埼玉県越谷市流通団地１－４－１
埼玉県越谷市流通団地３－２－１
埼玉県越谷市流通団地１－３－２
埼玉県越谷市流通団地１－４－２
埼玉県越谷市流通団地１－４－６
埼玉県越谷市流通団地４丁目１－３
埼玉県越谷市流通団地２－２－４
埼玉県越谷市流通団地４－１－１０
埼玉県越谷市流通団地１丁目２番３号
埼玉県越谷市流通団地２－１－９
埼玉県越谷市東町３－２３６－１
埼玉県越谷市川柳町２－８６
埼玉県越谷市流通団地３－３－６
埼玉県越谷市川柳町１－２７８－３
埼玉県越谷市南越谷２－１０
埼玉県越谷市南越谷２－８－１８
埼玉県越谷市南越谷２－１０－３９
埼玉県越谷市谷中町２－７
埼玉県越谷市新越谷２丁目１７７番地１
埼玉県越谷市新越谷二丁目１７７番地１
埼玉県越谷市新越谷１丁目２７番地１
埼玉県桶川市赤堀１－１４
埼玉県桶川市赤堀１－２
埼玉県桶川市坂田西３－５４－１２
埼玉県桶川市下日出谷２５２番地
埼玉県加須市鳩山町３－５
埼玉県加須市油井ヶ島４７３－２
埼玉県加須市南町９－１
埼玉県加須市花崎１－１８－６メゾネットカワシマ１号
室
埼玉県加須市戸崎字上３０８－１
埼玉県加須市鴻茎１１１０
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電話番号
048-966-1004
048-985-0777
048-940-5963
048-986-3777
048-978-8311
048-985-1221
03-5857-7587
048-990-8072
048-987-9700
048-988-6431
048-987-3511
048-990-5125
048-988-3201
048-987-2222
048-940-9746
048-990-1801
048-988-2044
048-988-8659
048-988-3861
048-972-5760
048-967-1141
048-961-2626
048-961-2636
048-990-0123
048-728-8425
048-728-1582
048-728-1150
048-788-0950
0480-76-2360
080-5098-0003
080-6698-2638
0480-53-3380
0480-88-1121
0480-73-2775

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
加須市
加須市
加須市
加須市
加須市
加須市
加須市
加須市
吉川市
吉川市
吉川市
吉川市
吉川市
久喜市
久喜市
久喜市
久喜市
久喜市
久喜市
久喜市
久喜市
久喜市
久喜市
久喜市
久喜市
久喜市
久喜市
久喜市
久喜市
久喜市
狭山市
狭山市
狭山市
狭山市
狭山市

事業所名
サンコー物流株式会社 本社営業所
第一貨物株式会社 栗橋支店
ヤマト運輸株式会社 埼玉大利根支店
福山通運株式会社 加須支店
株式会社ロジメディカル 大利根共配センター
武州運輸倉庫株式会社 大利根センター
日隆産業株式会社 東京営業所
株式会社東京運搬社 加須営業所
株式会社関東柳川合同運送 本社営業所
美穂運輸株式会社 本社営業所
マルソー株式会社 埼玉営業所
ヤマト運輸株式会社 吉川支店
菊名運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 埼玉鷲宮センター
ジャパンエナジック株式会社 久喜事業所
株式会社片岡運送 本社営業所
株式会社水上三洋商会 久喜営業所
Ｆ－ＬＩＮＥ株式会社 久喜物流センター
丸伊運輸株式会社 久喜営業所
直販配送株式会社 久喜センター
関東西濃運輸株式会社 久喜支店
株式会社シンコー 関東営業所
トナミ運輸株式会社 久喜支店
名鉄運輸株式会社 埼玉支店
松岡満運輸株式会社 埼玉支店
関東トナミ運輸株式会社 菖蒲営業所
狭山貨物運輸株式会社 桶川営業所
野口運送株式会社 菖蒲支店
長谷川倉庫自動車株式会社 本社営業所
株式会社ヒューテックノオリン 栗橋営業所
埼九運輸株式会社 本社営業所
埼九運輸株式会社 狭山営業所
江原運輸有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 新狭山センター
丸伊運輸株式会社 狭山営業所

住所
埼玉県加須市生出１９３
埼玉県加須市間口８０５－１
埼玉県加須市間口字道南５５９－１
埼玉県加須市北大桑字宮下６８０－１
埼玉県加須市豊野台１丁目４７１－６
埼玉県加須市豊野台２丁目５６７－１１
埼玉県加須市砂原１３９１－１
埼玉県加須市大桑２－１６－１
埼玉県吉川市大字上内川９０３－１
埼玉県吉川市川藤１７２７番地
埼玉県吉川市大字川藤字榎戸４３４－４
埼玉県吉川市中井１－１５３
埼玉県吉川市高久８０４－３
埼玉県久喜市西大輪字上古川２０５４－１
埼玉県久喜市樋ノ口大野１５－４
埼玉県久喜市樋ノ口６０３－１
埼玉県久喜市河原井町３３
埼玉県久喜市清久町４７－２
埼玉県久喜市清久町４９－２
埼玉県久喜市清久町４９－２
埼玉県久喜市菖蒲町台２４４８－１
埼玉県久喜市菖蒲町三箇５３０－２
埼玉県久喜市菖蒲町三箇５
埼玉県久喜市菖蒲町三箇字北谷３１９８－１
埼玉県久喜市菖蒲町三箇２８９３－１
埼玉県久喜市菖蒲町三箇２８３３－１
埼玉県久喜市菖蒲町下栢間２０４３－１
埼玉県久喜市菖蒲町上栢間３９７６－３
埼玉県久喜市菖蒲町小林９０８
埼玉県久喜市栗橋東６－１８－１
埼玉県狭山市広瀬東１丁目１０番２号
埼玉県狭山市大字青柳１４７１番地１
埼玉県狭山市大字中新田１６０番地１１
埼玉県狭山市大字加佐志３６７－６
埼玉県狭山市広瀬東２－２８－４０
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電話番号
0480-72-4441
0480-72-3781
080-5043-5644
0480-72-8292
0480-78-0511
0480-72-7255
0480-78-1630
0480-76-3102
048-993-3707
048-981-7001
048-981-2336
080-5045-2733
048-982-8351
080-5098-0075
0480-21-3495
0480-23-5532
0480-29-1661
0480-28-0030
0480-38-6980
0480-29-0360
0480-85-6111
0480-87-3355
0480-87-0265
0480-85-2131
0480-87-0811
0480-85-5277
0480-85-3221
048-541-0506
0480-85-1397
0480-52-8929
042-985-8401
04-2952-1390
04-2959-4345
04-2950-6020
04-2968-0021

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
狭山市
狭山市
狭山市
狭山市
狭山市
狭山市
狭山市
狭山市
狭山市
熊谷市
熊谷市
熊谷市
熊谷市
熊谷市
熊谷市
熊谷市
熊谷市
熊谷市
熊谷市
熊谷市

事業所名
ティ－ロジエクスプレス株式会社 圏央営業所
アサヒロジスティクス株式会社 狭山物流センター
株式会社ＤＮＰロジスティクス 狭山営業所
株式会社デイライン 埼玉物流センター
株式会社東京ロジステック小林徳市運送 狭山営業所
ホンダ運送株式会社 関東事業所狭山センター
佐川急便株式会社 西埼玉営業所
株式会社トランス・グリップ 埼玉営業所
株式会社ＡＫ－ｔｒａｎｓｐｏｒｔ 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 熊谷支店
株式会社井ノ瀬運送 本社営業所
株式会社井ノ瀬運送 熊谷東営業所
株式会社井ノ瀬運送 熊谷営業所
株式会社三急運輸 熊谷営業所
ヤマト運輸株式会社 埼玉江南センター
株式会社ヒューテックノオリン 熊谷営業所
株式会社岡村運輸 本社営業所
株式会社ミタカ・リノベイト メヌマ事業所
野村陸運株式会社 本社営業所
大坂屋運送株式会社 熊谷営業所

熊谷市

新潟運輸株式会社

熊谷市
熊谷市
熊谷市

太平洋陸送株式会社 西熊谷営業所
ヤマト運輸株式会社 熊谷コンテナ営業所
北関東トナミ運輸株式会社 熊谷営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 熊谷航空営業

熊谷市
熊谷市
熊谷市
熊谷市
戸田市
戸田市
戸田市
戸田市
戸田市

熊谷支店

所
ピーアンドピーロジスティクス株式会社 熊谷営業所
日本郵便株式会社 熊谷郵便局
株式会社タイヘイ物流システム 東松山営業所
ヤマト運輸株式会社 北東京主管支店
株式会社ＬＪＰ 戸田営業所
株式会社フコックス 戸田営業所
ヤマト運輸株式会社 わらび錦町センター
濃飛倉庫運輸株式会社 戸田輸送センター営業所

住所
埼玉県狭山市広瀬東４丁目９－５
埼玉県狭山市大字根岸字田木前６７１－１他
埼玉県狭山市広瀬台３－６－２
埼玉県狭山市新狭山１－５－１１
埼玉県狭山市新狭山１－５－２０
埼玉県狭山市新狭山１－５－１１
埼玉県狭山市柏原２３０－７
埼玉県狭山市柏原２７６－１
埼玉県狭山市青柳１４４４－４
埼玉県熊谷市銀座３丁目１１４番地（６階）
埼玉県熊谷市大字佐谷田１６３２番地
埼玉県熊谷市大字佐谷田１６３２
埼玉県熊谷市問屋町４丁目１番３号
埼玉県熊谷市久下１－６１
埼玉県熊谷市御正新田１６－３
埼玉県熊谷市大字万吉字芳場２８４３－１０
埼玉県熊谷市弥藤吾１２５－１
埼玉県熊谷市妻沼西２－１７－２
埼玉県熊谷市妻沼小島２０９９－１
埼玉県熊谷市中奈良１８８６－２
埼玉県熊谷市大字中奈良字善能寺１７７０－１他８筆、
上奈良字名前淵１０６２－３
埼玉県熊谷市久保島５３０－２
埼玉県熊谷市大字久保島字宮田１０８０
埼玉県熊谷市新堀１０５４番地４
埼玉県熊谷市大字御陵威ヶ原字山神４５６－７
埼玉県熊谷市美土里町２丁目３１番地
埼玉県熊谷市本町２丁目７
埼玉県熊谷市冑山６４１－１
埼玉県戸田市川岸１－１－２９
埼玉県戸田市新曽１７３４－２－１０２
埼玉県戸田市大字上戸田１３５
埼玉県戸田市上戸田４－１６－１１
埼玉県戸田市南町６－２８
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電話番号
042-946-9064
04-2969-6612
04-2955-8126
04-2969-5512
042-955-6512
042-953-5261
04-2954-0620
04-2954-7900
042-968-3091
048-533-0123
048-524-0811
048-524-9171
048-527-2211
048-525-0723
080-5043-2962
048-539-4313
048-588-3131
048-588-9781
0276-38-1261
048-524-7332
048-525-6361
048-533-2984
048-531-3211
048-532-6543
048-533-1281
048-532-4711
048-521-3400
0493-39-3966
048-445-9936
048-430-7771
048-446-1932
080-6699-0064
048-447-6921

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
戸田市
戸田市
戸田市
戸田市
戸田市
戸田市
戸田市
戸田市
戸田市
戸田市
戸田市
戸田市
戸田市
戸田市
戸田市
戸田市
戸田市
戸田市
戸田市
戸田市
戸田市
戸田市
戸田市
幸手市
幸手市
行田市
行田市
行田市
行田市
行田市
行田市
鴻巣市
鴻巣市
坂戸市

事業所名
ノーヒ・ロジテック関東株式会社 本社営業所
向島運送株式会社 戸田営業所
杉村運輸株式会社 関東支店戸田営業所
ガスクル株式会社 戸田営業所
株式会社キョーエイコーポレーション 埼玉事業所
三共運輸倉庫株式会社 埼玉営業所
株式会社デイ・エス 戸田
株式会社メジャーサービスジャパン 埼玉営業所
東海運輸株式会社 本社営業所
東雪運輸株式会社 戸田営業所
株式会社東日本トランスポート 戸田営業所
株式会社ヤマガタ 東京営業所
板橋運送株式会社 戸田営業所
角田運送株式会社 本社営業所
株式会社ムービング 戸田総合物流センター
関東トナミ運輸株式会社 美女木支店
株式会社スタームービング 埼玉支店
セイノースーパーエクスプレス株式会社 東京引越セン
ター
大和物流株式会社 戸田支店
株式会社エスラインギフ 戸田営業所
株式会社明送 埼玉営業所
京葉流通倉庫株式会社 戸田輸送グループ営業所
株式会社清光ライン 本社
ヤマト運輸株式会社 幸手さくらセンター
東日本急行株式会社 北関東営業所
株式会社武蔵野物流 本社営業所
株式会社小野寺商事 行田営業所
株式会社Ｉｎｆｉｎｉｔｅ 行田営業所
三和運送株式会社 本社営業所
五十嵐冷蔵株式会社 運輸部行田営業所
ヤマト運輸株式会社 行田支店
株式会社サカイ引越センター 熊谷支社
ヤマト運輸株式会社 鴻巣支店
北関東福山通運株式会社 坂戸営業所

住所
埼玉県戸田市南町６－２８
埼玉県戸田市新曽南４－４－２０
埼玉県戸田市新曽南４－３－７２
埼玉県戸田市新曽南４－２－３
埼玉県戸田市新曽南４－５－３７
埼玉県戸田市新曽南３－７－２２
埼玉県戸田市氷川町１－５－２０マンション鴨下１０１
埼玉県戸田市美女木６－８－１５
埼玉県戸田市美女木３－１４－１１
埼玉県戸田市美女木２丁目３０番１
埼玉県戸田市美女木４－２７－５
埼玉県戸田市大字美女木４－２１－２７
埼玉県戸田市美女木２－３０－１
埼玉県戸田市美女木４丁目１３－３０
埼玉県戸田市美女木東２―５―１
埼玉県戸田市美女木東２－１－１３
埼玉県戸田市笹目５丁目１８番地１２

電話番号
048-452-8406
048-432-7788
048-447-2943
048-432-7031
048-420-6064
048-446-6220
048-299-9844
048-449-5020
048-449-0688
048-421-1791
048-449-0065
048-422-1013
048-421-1791
048-421-1598
048-421-5012
048-421-1073
048-449-1154

埼玉県戸田市笹目７－５－３

048-259-8221

埼玉県戸田市笹目南町１５－１０
埼玉県戸田市笹目南町５－６
埼玉県戸田市笹目南町３７－１２
埼玉県戸田市笹目南町７番３５号
埼玉県戸田市美女木２－１９－６
埼玉県幸手市大字円藤内長倉３２－１
埼玉県幸手市大字惣新田字一ツ谷２４５－１
埼玉県行田市大字真名板２０５２－１
埼玉県行田市藤原町１丁目１９番地１
埼玉県行田市長野５丁目９番地７号
埼玉県行田市長野５－１－４
埼玉県行田市野３３４１－２６
埼玉県行田市大字持田字大宮前９８０－１
埼玉県鴻巣市赤見台２－１７－８
埼玉県鴻巣市袋９５３－２
埼玉県坂戸市大字赤尾字池田８３２－１

048-449-8128
048-421-8921
048-423-3090
048-423-3320
048-458-0723
0480-42-2451
0480-48-2011
048-559-2134
048-501-7694
048-558-0022
048-559-2051
048-559-5112
048-555-3713
048-595-0088
048-548-8872
049-284-0292
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
坂戸市
坂戸市
坂戸市
坂戸市
坂戸市
坂戸市
三郷市
三郷市
三郷市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 坂戸支店
関東トネックス株式会社 本社営業所
株式会社コダ運輸 埼玉営業所
ヤマト運輸株式会社 坂戸にっさいセンター
和喜輸送株式会社 埼玉営業所
川崎陸送株式会社 坂戸流通センター
ケーアイ運輸株式会社 三郷営業所
株式会社アサヒセキュリティ 新三郷
株式会社東京運搬社 三郷第二営業所

三郷市

日通トランスポート株式会社

三郷市
三郷市
三郷市
三郷市

ムービングマスタージャパン株式会社 三郷営業所
武蔵野物流株式会社 本社営業所
トナン輸送株式会社 埼玉配送センター
株式会社錦江 本社営業所

三郷市

株式会社タムラ

三郷市
三郷市
三郷市
三郷市
三郷市
三郷市
三郷市
三郷市
三郷市
三郷市
三郷市
志木市
志木市
志木市
志木市
志木市
春日部市
春日部市

三郷営業所

埼玉三郷営業所

堀内運送株式会社 埼玉営業所（東京支店）
株式会社信光物流 本社営業所
株式会社タイヘイ物流システム 三郷営業所
滝興運株式会社 東京営業所
関東誠和梱枹運輸株式会社 三郷営業所
株式会社川口商事 三郷営業所
ヤマト運輸株式会社 三郷支店
株式会社トップライン 本社営業所
アートバンライン株式会社 三郷営業所
株式会社ヨコタエンタープライズ 三郷営業所
大和物流株式会社 三郷支店
有限会社丸大流通サービス 本社営業所
新潟旭急送株式会社 関東営業所
株式会社つばめ急便 埼玉営業所
株式会社ロジック 本社
梅田運輸倉庫株式会社 埼玉営業所
サンコウ物流株式会社 本店営業所
東京鉄鋼運輸株式会社 本社営業所

住所
埼玉県坂戸市大字塚越字道場８６１－１
埼玉県坂戸市千代田５－１－９
埼玉県坂戸市千代田５－７－２３
埼玉県坂戸市善能寺３０９－１
埼玉県坂戸市にっさい花みず木６丁目３番地
埼玉県坂戸市にっさい花みず木１－４－２
埼玉県三郷市彦成１－１２８－１ルミエール１０２
埼玉県三郷市新三郷ららシティ２丁目３番１号
埼玉県三郷市新三郷ららシティ３－３－１
埼玉県三郷市采女１－１８２，１８３，１８４，１８
５、１８６
埼玉県三郷市後谷２６５－１
埼玉県三郷市茂田井２２０
埼玉県三郷市南蓮沼５１
埼玉県三郷市新和５－６９－２
埼玉県三郷市鷹野２－３８９－１ガーデンヒル岡庭１０
２号室
埼玉県三郷市鷹野３－５４０
埼玉県三郷市谷口３２０－２
埼玉県三郷市谷口５５５番地１
埼玉県三郷市栄４丁目１９８番地
埼玉県三郷市泉３－２－１９
埼玉県三郷市番匠免１－２０－１１－１０５
埼玉県三郷市彦沢１－１４５－１
埼玉県三郷市彦江１丁目５５－１
埼玉県三郷市インター南２－８－４５
埼玉県三郷市インター南２－１－１０
埼玉県三郷市インター南１－５－３４
埼玉県志木市上宗岡３－１５－２０
埼玉県志木市上宗岡１－１７－１７
埼玉県志木市上宗岡３－５－１１
埼玉県志木市下宗岡２－１２－２１
埼玉県志木市下宗岡１－１４－１２
埼玉県春日部市不動院野５２２－１
埼玉県春日部市不動院野２５０３番地１
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電話番号
080-5045-8400
049-284-1481
049-288-2911
080-5068-2891
049-288-7505
049-283-4351
048-934-5588
048-916-1172
048-951-0346
048-958-5811
048-950-7255
048-953-1201
048-949-5880
048-954-1411
070-6947-8741
048-956-5500
048-912-2290
048-953-2346
048-952-8283
048-948-6867
048-954-2668
080-5043-5208
048-951-3950
048-949-5303
048-951-3955
048-949-0035
048-476-1145
048-476-8530
048-487-4151
048-471-8105
048-476-4341
048-767-8025
048-754-1201

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
春日部市
春日部市
春日部市
春日部市
春日部市
春日部市
春日部市
春日部市
春日部市
春日部市
春日部市
春日部市
所沢市
所沢市
所沢市
所沢市
所沢市
所沢市
所沢市
所沢市
所沢市
所沢市
所沢市

事業所名
株式会社タドコロ物流 春日部営業所
株式会社廣商運輸 春日部営業所
株式会社ワイズ 本社
有限会社寿運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 春日部豊野町センター
石田運送株式会社 春日部本社営業所
オストリッチ運輸株式会社 本社営業所
株式会社東北カーゴ 埼玉営業所
遠州トラック株式会社 春日部営業所
ヤマト運輸株式会社 春日部金崎センター
株式会社リープ 本社営業所
ダイセーロジスティクス株式会社 春日部ハブセンター
武蔵貨物自動車株式会社 所沢営業所
ＳＢＳロジコム株式会社 所沢物流センター支店
有限会社最上運輸 本社営業所
株式会社スリーエス・サンキュウ 所沢営業所
マルタケ運輸株式会社 所沢営業所
株式会社ザ・ムーバー 本社営業所
株式会社トーショー 所沢営業所
株式会社日恵物流 本社
ヤマト運輸株式会社 所沢坂之下センター
東紅流通センター株式会社 所沢営業所
高橋運送株式会社 本社営業所

所沢市

有限会社西室運送

所沢市
所沢市
所沢市
所沢市
所沢市
上尾市
上尾市

ヤマト運輸株式会社 東所沢センター
日本郵便株式会社 所沢郵便局
アートコーポレーション株式会社 所沢支店
ヤマト運輸株式会社 所沢西支店
ヤマト運輸株式会社 所沢三ヶ島センター
司企業株式会社 埼玉上尾営業所
ランクアップ株式会社 本社営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 北関東貨物セ

上尾市
上尾市

ンター
上平商運株式会社

埼玉営業所

本社営業所

住所
埼玉県春日部市八丁目１３９１－１
埼玉県春日部市小渕５３５－１
埼玉県春日部市緑町３－６－５２
埼玉県春日部市六軒町２１６番地
埼玉県春日部市銚子口６９１－１
埼玉県春日部市豊野町２－１１－１
埼玉県春日部市大字増富３５８－６
埼玉県春日部市増戸２３９番地１
埼玉県春日部市内牧４０５３－５
埼玉県春日部市金崎８５９－２
埼玉県春日部市上柳７７番地
埼玉県春日部市下柳１４００番地
埼玉県所沢市大字下富５３８－１
埼玉県所沢市大字下富４８４－２
埼玉県所沢市大字南永井６１９－１６
埼玉県所沢市南永井４３９－１
埼玉県所沢市大字南永井６１９－１６
埼玉県所沢市南永井４６８－９
埼玉県所沢市大字南永井２４８－１
埼玉県所沢市亀ヶ谷４７－１
埼玉県所沢市亀ケ谷１９９－５
埼玉県所沢市亀ヶ谷字５０－１
埼玉県所沢市亀ヶ谷５５－１
埼玉県所沢市大字上安松１１５５－５所沢興和パレス６

電話番号
048-872-7674
048-753-1310
048-739-3351
048-736-4158
080-6698-2608
048-731-4100
048-799-1198
048-755-7775
048-752-1111
048-718-3821
048-796-3296
048-872-6851
04-2943-2421
04-2968-8480
04-2951-5588
04-2945-4139
042-944-3939
04-2944-3751
042-945-2141
04-2946-3131
080-6699-4762
04-2946-1038
04-2951-3300
0554-22-1707

１０１号室
埼玉県所沢市大字松郷１６０－４
埼玉県所沢市並木１丁目３
埼玉県所沢市上新井２丁目５９番地の３３
埼玉県所沢市北野南２－２－１
埼玉県所沢市三ヶ島５－８５７－１
埼玉県上尾市須ヶ谷２丁目１
埼玉県上尾市須ヶ谷１－２２７－１

080-5481-7374
04-2992-6110
04-2929-0123
080-5045-8549
080-5043-2004
048-778-1225
048-783-3169

埼玉県上尾市大字平塚字八ッ山８５９－２

048-779-4531

埼玉県上尾市平塚２４３８－４

048-777-0834
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
上尾市
上尾市
上尾市
上尾市
上尾市
上尾市
上尾市
上尾市
上尾市
上尾市
新座市
新座市
新座市
新座市
新座市
新座市
新座市
新座市
新座市
新座市
新座市
新座市
新座市
新座市
新座市
新座市
新座市
深谷市
深谷市
深谷市
深谷市
深谷市
深谷市
深谷市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 上尾上平球場前センター
アースロジスティックス株式会社 上尾
タカダ・トランスポートサービス株式会社 さいたまセ
ンター営業所
ヤマト運輸株式会社 埼玉主管支店
エコーロジテム株式会社 上尾営業所
ヤマト運輸株式会社 上尾東支店
熊谷通運株式会社 上尾支店
株式会社関東サンギ 大宮営業所
有限会社カントラ 本社営業所
日本郵便株式会社 上尾郵便局
西武通運株式会社 新座営業所
埼玉大新運送株式会社 本社営業所
大東通運株式会社 新座営業所
ＴＳネットワーク株式会社 新座流通センター
セイノースーパーエクスプレス株式会社 新座営業所
ヤマト運輸株式会社 新座コンテナ支店
株式会社ＬＮＪ中通 新座営業所
東洋商事株式会社 中野営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 新座支店
東洋商事株式会社 本社営業所
東紅流通センター株式会社 新座営業所
株式会社クマクラ 本社営業所
佐川急便株式会社 練馬営業所
新生物流株式会社 新座営業所
ヤマト運輸株式会社 菅沢支店
やさか運輸株式会社 東部営業所
株式会社協和運輸 本社営業所
諏訪梱包運輸株式会社 深谷営業所
橋本運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 深谷はたらセンター
株式会社瀬山通 本社営業所
日精サービス株式会社 北関東営業所
荻野運輸株式会社 本社営業所
戸谷運輸株式会社 本社営業所

住所
埼玉県上尾市大字上尾村４７３－３
埼玉県上尾市大字上尾村５８７

電話番号
048-779-6210
048-775-6658

埼玉県上尾市大字原市２０番耕地３９２９－１

048-720-1666

埼玉県上尾市大字瓦葺字坂下２９４７―１他３１筆
埼玉県上尾市五番町１７－１
埼玉県上尾市大字上尾下７９５－３
埼玉県上尾市東町２－１－２０
埼玉県上尾市日の出４－５３５－１
埼玉県上尾市中分１－７－７
埼玉県上尾市谷津１丁目８７－１
埼玉県新座市大和田２－１－９
埼玉県新座市北野２－９－２２
埼玉県新座市大和田２－１－９
埼玉県新座市太和田３丁目２番１６号
埼玉県新座市大和田２－１－９
埼玉県新座市大和田２－１－９
埼玉県新座市大和田２－１－９
埼玉県新座市中野２－２－４３
埼玉県新座市野火止１－１３－２０
埼玉県新座市野火止８－１４－９
埼玉県新座市野火止７－２－１９
埼玉県新座市畑中３－１－５
埼玉県新座市池田２－１－５
埼玉県新座市馬場１－１３－３
埼玉県新座市菅沢１－４８０
埼玉県新座市あたご３丁目１１番４号
埼玉県新座市本多１丁目１番２６号
埼玉県深谷市常盤町１
埼玉県深谷市原郷２１３７－６
埼玉県深谷市東方町４－３０－１
埼玉県深谷市東方町１丁目１９番地１２
埼玉県深谷市折之口１８１４
埼玉県深谷市大字折之口９４３－１
埼玉県深谷市折之口１８９５
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048-721-6055
048-792-0800
048-778-2977
048-772-0202
048-770-5066
048-725-7945
048-772-2221
048-479-2462
048-480-5151
048-479-5023
048-477-1630
048-479-4595
048-479-2455
080-8280-3457
048-479-6001
048-423-2485
048-478-5321
048-479-2895
048-479-0391
048-481-6677
048-478-1351
048-423-8206
048-482-3225
048-477-1484
048-574-1668
048-573-1175
080-5043-2602
048-572-1166
048-551-0022
048-571-0259
048-571-5587

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
深谷市
深谷市
深谷市
深谷市
深谷市
深谷市
深谷市
深谷市
川越市
川越市
川越市
川越市
川越市
川越市
川越市
川越市
川越市
川越市
川越市
川越市
川越市
川越市
川越市
川越市
川越市
川越市
川越市
川越市
川越市
川越市
川越市
川越市
川越市
川口市
川口市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 深谷中央センター
塚原運送株式会社 本社営業所
株式会社ＵＡＣＪ物流 関東支店
日本郵便株式会社 深谷郵便局
日成運輸株式会社 本社営業所
吉川運輸株式会社 深谷営業所
澁澤陸運株式会社 埼玉ターミナル
株式会社あかとき物流 本社営業所
城北流通株式会社 埼玉営業所
株式会社引越社 川越支店
株式会社引越社 所沢支店
武蔵貨物自動車株式会社 丸広物流センター
有限会社あらや石油 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 川越こづつみセンター
永山運送株式会社 川越営業所
アート梱包運輸株式会社 川越営業所
福岡運輸株式会社 川越配送センター
武蔵貨物自動車株式会社 芳野台物流センター
ノーヒ・ロジテック関東株式会社 川越営業所
株式会社新木商事 川越営業所
株式会社三良コーポレーション 埼玉営業所
丸一共通運送株式会社 川越営業所
ヤマト運輸株式会社 川越かさはたセンター
日本郵便株式会社 川越西郵便局
ヤマト運輸株式会社 川越藤間センター
株式会社サンロジスティックス 川越営業所
ヤマト運輸株式会社 川越南支店
株式会社相互梱包運送 川越営業所
日本空輸株式会社 埼玉流通センター営業所
白井運輸株式会社 川越営業所
日本郵便輸送株式会社 川越営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 川越西支店
有限会社田村運輸部 川越営業所
ライフテック株式会社 本社営業所
有限会社荒川運送 本社営業所

住所
埼玉県深谷市大字西大沼字愛ノ田１３６－１
埼玉県深谷市戸森５１６番地１１
埼玉県深谷市上野台１３５１
埼玉県深谷市深谷町３－６０
埼玉県深谷市岡部２５４０－１
埼玉県深谷市長在家２４７９
埼玉県深谷市白草台２９０９－５８
埼玉県深谷市小前田４３０ー１
埼玉県川越市渋井１１４－１
埼玉県川越市南田島８４９－１（１Ｆ）
埼玉県川越市南田島８４９－１（２Ｆ）
埼玉県川越市大字小仙波１０７３－１
埼玉県川越市大字大仙波３２９－８
埼玉県川越市大字小堤３２７－１９
埼玉県川越市大字山田１５７４－１
埼玉県川越市大字府川字高畑１２３５－１
埼玉県川越市芳野台３－２－４
埼玉県川越市芳野台３－３－３
埼玉県川越市芳野台３丁目５－１
埼玉県川越市大字石田１５５
埼玉県川越市大字中老袋字大門９１－４
埼玉県川越市問屋町４－２
埼玉県川越市大字的場４９－２
埼玉県川越市小室２２－１
埼玉県川越市大字藤間９３７－９
埼玉県川越市今福９８６－１
埼玉県川越市今福字中台元川越分２９４５ー７
埼玉県川越市大字中福字上芝間８３－４
埼玉県川越市中台２丁目２－１
埼玉県川越市南台１－６－２
埼玉県川越市大袋５２１－１
埼玉県川越市大字池辺２５－１
埼玉県川越市大字笠幡上野字３７８５－１
埼玉県川口市大字道合１１７－１
埼玉県川口市朝日１－７－１０
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電話番号
080-5451-8959
048-571-0754
048-572-1315
048-571-0401
048-585-4192
048-583-4096
048-583-7722
048-584-1957
049-235-8111
049-227-7555
049-227-5590
049-223-8576
049-226-8634
049-239-7731
049-229-5190
049-222-6692
049-299-6735
049-225-0634
049-225-4503
049-227-8300
049-226-9590
049-223-7556
080-6699-0991
049-241-7001
080-6699-5615
049-249-1261
080-5043-2804
049-241-4701
049-244-5217
049-242-7688
049-245-5420
049-246-1211
049-231-4126
048-284-2290
048-224-1222

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市

事業所名
株式会社ベストランス 川口共配センター
株式会社ニルス 川口営業所
フクダ運輸倉庫株式会社 引越センター
大坂屋運送株式会社 川口営業所
日本ロジテム株式会社 川口営業所
日本通運株式会社 埼京航空支店
興亜物流株式会社 本社営業所
株式会社寿トランス 本社営業所
日生流通運輸倉庫株式会社 川口営業所
原商事運輸株式会社 本社営業所
親和物流株式会社 本社営業所
東京トラック運送株式会社 川口支店
株式会社田中総業 本社営業所
新雪運輸株式会社 東川口営業所
板倉運輸株式会社 本社営業所
横浜低温流通株式会社 川口営業所第一センター
新日本輸送株式会社 川口営業所
株式会社首都圏タイセイ・エフ・ティー 本社営業所
株式会社福嶋商事 本社営業所
株式会社東トラフィック 川口営業所
アートコーポレーション株式会社 川口支店
有限会社井上商事 本社営業所
有限会社三進デリバリー 本社営業所
株式会社江森梱包 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 川口前川センター
有限会社日伸流通サービス 本社営業所
エコーロジテム株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 川口北郵便局
セイノースーパーエクスプレス株式会社 川口営業所
株式会社我妻商事 本社
有限会社木村商事 本社営業所
増渕運輸有限会社 本社事務所
ミナモト倉庫株式会社 本社営業所
株式会社東配 本社営業所
株式会社スリーエス・サンキュウ 川口営業所

住所
埼玉県川口市朝日４－２２－２１
埼玉県川口市東領家１－２１－１２
埼玉県川口市東領家５丁目６－４
埼玉県川口市東領家４－１１－５
埼玉県川口市領家５－６－１１
埼玉県川口市領家５－１４－３６
埼玉県川口市末広３丁目４番２８号
埼玉県川口市末広３－１３－３
埼玉県川口市元郷３－２２－４２
埼玉県川口市青木５－８－１０
埼玉県川口市領家５－８－１３
埼玉県川口市戸塚東４－１０－１３
埼玉県川口市戸塚４－１３－１２
埼玉県川口市大字西立野１０５３－１
埼玉県川口市大字西立野７３２－１
埼玉県川口市北原台１丁目２８番地１８号
埼玉県川口市差間２－７－１
埼玉県川口市大字安行小山４７３番地
埼玉県川口市戸塚南１－１－３２
埼玉県川口市新井宿３０３
埼玉県川口市大字安行領根岸字台１７８９
埼玉県川口市大字安行領根岸９６８－１
埼玉県川口市大字道合４７３－１８
埼玉県川口市大字道合字放山３５－１
埼玉県川口市前川３－１－４
埼玉県川口市上青木５－８－１５
埼玉県川口市柳崎２－１９－３８
埼玉県川口市伊刈字牛田１０３２－１
埼玉県川口市大字芝５９３９－１
埼玉県川口市辻６３５－５
埼玉県川口市里３７３
埼玉県川口市安行北谷６４４
埼玉県川口市大字峯４５６
埼玉県川口市大字峯１３０２
埼玉県川口市安行領根岸１５３－１
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電話番号
048-227-5223
048-229-8853
048-227-8030
048-223-0733
048-223-0406
048-227-1611
048-228-3111
048-223-3305
080-4297-2475
048-255-3020
048-430-7412
048-296-7480
048-297-3838
048-294-8844
048-294-2828
048-291-1520
048-298-6237
048-291-3201
048-229-3130
048-297-8141
048-285-0123
048-285-6230
048-797-1731
048-280-1234
080-6604-5302
048-261-5580
048-263-7611
048-261-2237
048-268-1122
048-285-3631
048-281-6514
048-295-2230
048-296-3568
048-296-4551
048-287-5077

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
草加市
草加市
草加市
草加市
草加市
草加市
草加市
草加市
草加市
草加市
草加市
草加市
草加市
秩父市
秩父市
秩父市
秩父市
朝霞市
朝霞市
朝霞市
朝霞市
朝霞市
朝霞市
鶴ヶ島市
鶴ヶ島市
鶴ヶ島市
鶴ヶ島市
鶴ヶ島市
鶴ヶ島市

事業所名
共進運輸株式会社 川口営業所
佐川急便株式会社 戸田営業所
株式会社三立運輸 東京営業所
有限会社三谷輸送 本社営業所
株式会社エスラインギフ 川口営業所
株式会社日之出運輸 埼玉支店
株式会社ギオン 草加センター
マルタケ運輸株式会社 本社営業所
アサヒロジスティクス株式会社 草加物流センター
関東紙運輸株式会社 草加営業所
株式会社エフ・エム 本社営業所
エヌピー運輸関東株式会社 草加営業所
ヤマト運輸株式会社 草加弁天センター
浜名梱包輸送株式会社 東京
有限会社ケークルーファクトリー 本社営業所
豊栄運輸倉庫株式会社 関東営業所
ヤマト運輸株式会社 草加学園支店
飛騨運輸株式会社 東京支店
有限会社ケイワ 本社営業所
関東西濃運輸株式会社 秩父営業所
太平洋陸送株式会社 秩父営業所
引間運輸株式会社 本社営業所
昭和通運株式会社 影森営業所
株式会社ダイコーエクスプレス 本社営業所
株式会社大光産業輸送 本社営業所
アイユーシー株式会社 朝霞営業所
株式会社折笠 本社営業所
日本郵便株式会社 朝霞郵便局
株式会社ゴトー物流 関東支店首都圏物流センター
エイエスエムトランスポート株式会社 関東営業所
日本運輸株式会社 埼玉営業所
日本ロジテム株式会社 鶴ヶ島
司企業株式会社 埼玉鶴ヶ島営業所
株式会社ムロオ 埼玉鶴ヶ島営業所
シモハナ物流株式会社 鶴ヶ島営業所

住所
埼玉県川口市大字東本郷字台１７３５－２
埼玉県川口市東本郷１－９－２７
埼玉県川口市安行吉岡１７７６－４
埼玉県川口市赤井３－１０－２５
埼玉県川口市江戸１－７－１
埼玉県川口市本蓮一丁目１４番１号
埼玉県草加市柿木町６７３－２
埼玉県草加市柿木町１０９７－４
埼玉県草加市青柳１－６－３９
埼玉県草加市青柳２－１－５４
埼玉県草加市青柳５－４－１
埼玉県草加市青柳２－２－３０
埼玉県草加市松江６－１２－１８
埼玉県草加市八幡町１７２
埼玉県草加市八幡町字宮沼１６４－１
埼玉県草加市松江１－１１５－１
埼玉県草加市柳島町字榎戸３５２
埼玉県草加市苗塚町６３６
埼玉県草加市新善町３２１－３
埼玉県秩父市黒谷字前原１０９９－１
埼玉県秩父市大野原１７８０
埼玉県秩父市みどりが丘２４番
埼玉県秩父市上影森８０－１
埼玉県朝霞市大字上内間木３６１－３
埼玉県朝霞市大字上内間木３６１ー３
埼玉県朝霞市大字上内間木字黒沼４６０－１
埼玉県朝霞市下内間木１３９１－１
埼玉県朝霞市本町２丁目１－３２
埼玉県朝霞市泉水一丁目１番６号
埼玉県鶴ヶ島市大字藤金字宮前６４７－１
埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木３８－４
埼玉県鶴ヶ島市柳戸町８－２１
埼玉県鶴ヶ島市柳戸町１－３
埼玉県鶴ヶ島市柳戸町１番１０
埼玉県鶴ヶ島市三ツ木新町一丁目２番地４
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電話番号
048-288-8005
048-285-0022
048-288-6715
048-285-6289
048-283-8111
048-288-7811
048-933-2900
048-936-4521
048-934-5576
048-931-0295
048-930-6007
048-932-2302
080-5043-5162
048-934-5794
048-984-7055
048-949-5880
080-5098-1154
048-928-2411
048-946-6116
0494-24-6677
0494-22-3813
0494-62-5161
0494-22-1442
048-456-4800
048-456-3666
048-458-1115
048-423-9093
048-464-1182
048-451-7510
049-277-5400
049-286-2459
049-272-3851
049-272-3199
049-272-5722
049-227-3162

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
鶴ヶ島市
東松山市
東松山市
東松山市
東松山市
東松山市
東松山市
東松山市
東松山市
東松山市
東松山市
日高市
日高市
日高市
日高市
日高市
日高市
日高市
日高市
日高市
日高市
日高市
入間市
入間市
入間市
入間市
入間市
入間市
入間市
入間市
入間市
入間市
入間市
入間市
白岡市

事業所名
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 埼玉西営業所
東日本急行株式会社 東松山営業所
株式会社フィフティーワン 東松山営業所
ヤマト運輸株式会社 東松山いわはなセンター
藤木陸運株式会社 東松山営業所
株式会社トーショー 東松山営業所
東洋商事株式会社 東松山営業所
柿沼運輸株式会社 東松山営業所
ピーマットサービス株式会社 本社営業所
大沢運送株式会社 埼玉支店
日神機工株式会社 東松山営業所
昭和通運株式会社 日高営業所
有限会社Ｔ＆Ｍ 本社営業所
アサヒロジスティクス株式会社 日高営業所
株式会社サンワネッツ埼玉 本社営業所
有限会社香春 本社営業所
日通トランスポート株式会社 日高支店
名糖運輸株式会社 日高物流センター
東洋商事株式会社 狭山営業所
ヤマト運輸株式会社 日高高萩センター
ヤマト運輸株式会社 日高武蔵台センター
富士運輸株式会社 本社営業所
武蔵貨物自動車株式会社 狭山支店
株式会社船間産業 入間
下川運輸有限会社 埼玉営業所
多摩運送株式会社 入間営業所
株式会社サカイ引越センター 入間支社
生田梱包株式会社 本社営業所
岡野運送株式会社 入間営業所
株式会社安川トランスポート 埼玉営業所
市川商事有限会社 本社営業所
株式会社ケーロッド 本社営業所
西濃エキスプレス株式会社 入間営業所
大富運輸株式会社 本社営業所
三伸運輸株式会社 本社営業所

住所
埼玉県鶴ヶ島市大字下新田６３２－１０
埼玉県東松山市沢口町３１－１３－１０２
埼玉県東松山市沢口町１５－１
埼玉県東松山市大字松山１６５７－１
埼玉県東松山市六軒町１６－２８
埼玉県東松山市大字大谷４４１５－２
埼玉県東松山市松葉町３－６－１５
埼玉県東松山市大字下野本９２０－５
埼玉県東松山市葛袋１３４２－３
埼玉県東松山市大字新郷５５３－１
埼玉県東松山市大字下唐子１５１１－１
埼玉県日高市大字田波目字沖野５８４－７
埼玉県日高市大字高萩６２４番地７ ３階
埼玉県日高市下大谷沢９１－１
埼玉県日高市下大谷沢１４３－１
埼玉県日高市大字大谷沢２９６－１
埼玉県日高市大谷沢１０－１
埼玉県日高市馬引沢３３８－６
埼玉県日高市大字馬引澤字向ノ原３２４－１
埼玉県日高市大字下鹿山字猪々田３０９－１２
埼玉県日高市大字猿田字神明４１－１
埼玉県日高市大字久保１４－１
埼玉県入間市黒須１－１１－１７
埼玉県入間市宮寺２６９８－１０ １Ｆ
埼玉県入間市宮寺２３１１－１３
埼玉県入間市宮寺２５８５－２
埼玉県入間市新久字下新田１０９－２
埼玉県入間市狭山台４丁目８－１０
埼玉県入間市狭山台一丁目２－２５
埼玉県入間市狭山台三丁目４番地５
埼玉県入間市狭山台二丁目１－１０
埼玉県入間市狭山台一丁目２番地２１
埼玉県入間市大字花ノ木小字塚場３０９－２
埼玉県入間市大字寺竹１１６６－１
埼玉県白岡市下大崎８６０－３

14／18 ページ

電話番号
049-279-0031
0493-39-3808
0493-81-4507
080-6698-9481
0493-39-4715
0493-39-4244
0493-53-6311
049-325-5811
0493-35-0048
0493-25-0001
0493-25-5500
042-985-6801
042-978-6381
042-980-7320
042-984-2000
042-986-0828
042-985-2801
042-985-0612
042-989-8411
080-5068-3563
080-6699-8665
042-982-3031
04-2962-7272
04-2936-6905
090-4075-4644
04-2934-6110
042-901-1141
04-2934-7890
042-935-2720
042-934-8190
04-2935-0765
04-2934-7977
04-2936-5825
04-2936-2882
0480-92-8073

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
白岡市
白岡市
白岡市
白岡市
白岡市
白岡市
白岡市
白岡市
白岡市
白岡市
白岡市
八潮市
八潮市
八潮市
八潮市
八潮市
八潮市
八潮市
八潮市
八潮市
八潮市
八潮市
八潮市
八潮市
八潮市
八潮市
八潮市
八潮市
八潮市
八潮市
八潮市
飯能市
飯能市
飯能市
飯能市

事業所名
株式会社ヒューテックノオリン 関東中央支店
佐川急便株式会社 久喜営業所
株式会社エムエスビー 白岡
池田興業株式会社 埼玉支店
株式会社平和物流 本社営業所
株式会社しんけん 白岡営業所
株式会社ロンド 埼玉営業所
株式会社小野運送店 埼玉営業所
イノウ運輸株式会社 白岡営業所
キャリテック株式会社 埼玉営業所
株式会社グリーンパックス 本社営業所
佐川急便株式会社 川口営業所
株式会社啓和運輸 八潮営業所
東日本急行株式会社 八潮営業所
株式会社ＳＨＩＮＫＯロジ 八潮営業所
ヤマト運輸株式会社 八潮支店
平和産業株式会社 埼玉営業所
株式会社ロジテック・サン 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 八潮南支店
株式会社ワークステーションパル 本社営業所
株式会社トラスト物流 本社営業所
有限会社ベストトライ 本社営業所
有限会社田中運輸 本社営業所
東部運輸株式会社 本社営業所
株式会社フコックス ヤシオＤ．Ｃ
レンゴーロジスティクス株式会社 八潮流通センター
株式会社東京アルファライン 本社
八潮運輸株式会社 草加営業所
矢崎運輸倉庫株式会社 埼玉営業所
株式会社ニチエイ・ベスト・プロデュース 埼玉営業所
株式会社エヌティロジスティクス 東京営業所
武蔵貨物自動車株式会社 飯能営業所
有限会社飯能清掃センター 本社営業所
株式会社コダマサービス 埼玉営業所
有限会社小泉運輸関東 埼玉営業所

住所
埼玉県白岡市下大崎字下端６８４
埼玉県白岡市大字篠津字立野９１４－３
埼玉県白岡市篠津１９１３－１５－１０２
埼玉県白岡市篠津字立野８０２－５
埼玉県白岡市西５－６－２７
埼玉県白岡市西６－１４－３
埼玉県白岡市白岡東１４－１８
埼玉県白岡市荒井新田字瀬１１１１－６
埼玉県白岡市西７丁目２－１０ １０２号
埼玉県白岡市下野田６９９－１
埼玉県白岡市下大崎９１１－５
埼玉県八潮市大字八條７５９
埼玉県八潮市八條２７３２番地１０
埼玉県八潮市八條２７３２－７
埼玉県八潮市新町３８
埼玉県八潮市緑町１－１２－６
埼玉県八潮市大字二丁目１００１－１
埼玉県八潮市八潮６－１９－１６
埼玉県八潮市八潮４－１－５
埼玉県八潮市八潮６丁目１９－１６
埼玉県八潮市八潮６－１９－１６
埼玉県八潮市八潮６丁目１９－１６
埼玉県八潮市中央４－４－５
埼玉県八潮市大字垳５２３－１
埼玉県八潮市南後谷６４９
埼玉県八潮市南後谷６９－４
埼玉県八潮市大字柳之宮１６
埼玉県八潮市大字西袋字川西４１６
埼玉県八潮市大字西袋８３７番地
埼玉県八潮市浮塚２２－１
埼玉県八潮市大原５３５番１
埼玉県飯能市大字双柳９１６－１
埼玉県飯能市南町１３－５
埼玉県飯能市茜台３丁目１２番地
埼玉県飯能市茜台３－８
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電話番号
0480-90-1678
0480-93-1608
048-796-3157
0480-92-8831
0480-92-9623
0480-91-7722
0480-53-9144
0480-53-8915
0480-90-5800
0480-90-5166
0480-44-9801
048-930-1081
048-954-8755
048-996-6000
048-930-6115
080-5043-5350
048-994-5200
048-997-8709
080-5451-8978
03-6231-4835
0489-97-3846
048-954-4765
048-995-7152
048-998-3111
048-998-5501
048-930-3200
048-929-6111
048-924-2217
048-920-3511
048-995-1491
048-999-7960
042-972-5541
042-973-3738
04-2976-9121
042-978-6887

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
富士見市
富士見市
富士見市
富士見市
富士見市
富士見市
北本市
北本市
本庄市
本庄市
本庄市
本庄市
本庄市
本庄市
本庄市
本庄市
本庄市
本庄市
本庄市
本庄市
蓮田市
蓮田市
蓮田市
蓮田市
蓮田市
蓮田市
蓮田市
和光市
和光市
和光市
和光市
和光市
和光市
蕨市

事業所名
興和運輸株式会社 埼玉営業所
武蔵貨物自動車株式会社 富士見営業所
株式会社三津穗 本社営業所
有限会社ドリーム商会 本社営業所
有限会社富士越運輸 本社営業所
株式会社ロジステム 本社営業所
日生流通運輸倉庫株式会社 北本営業所
トウショウ流通株式会社 本社営業所
関東西濃運輸株式会社 本庄支店
ヤマト運輸株式会社 本庄支店
株式会社高邦運輸 本社営業所
株式会社サネット 本庄営業所
株式会社竹田 北関東営業所
ジャパンエナジック株式会社 本庄営業所
山田運送株式会社 本社営業所
スゴー運送株式会社 本社営業所
南総通運株式会社 埼玉営業所
橋本運送株式会社 児玉営業所
マイルエキスプレス株式会社 本庄営業所
株式会社アドバンス芙蓉 本庄営業所
株式会社ロジメディカル さいたま営業所
ワットラインサービス株式会社 本社営業所
センコー住宅物流株式会社 蓮田営業所
神協運輸株式会社 蓮田営業所
王子運送株式会社 蓮田物流センター
新潟運輸株式会社 上尾支店
株式会社斎藤運輸 本社
日本郵便株式会社 東京北部郵便局
日本郵便輸送株式会社 東京北営業所
株式会社天佑 東京営業所
アートコーポレーション株式会社 板橋支店
株式会社ハザワ 和光営業所
株式会社トランスポート・エースアンドエース
店
株式会社ＤＮＰロジスティクス

蕨営業所

住所
埼玉県富士見市下南畑１５８３－１
埼玉県富士見市大字下南畑字路通３４６１－１
埼玉県富士見市水谷東１－２６－５
埼玉県富士見市針ケ谷１－１９－１
埼玉県富士見市諏訪１－１３－１５
埼玉県富士見市ふじみ野東２－１－１
埼玉県北本市深井１－９７
埼玉県北本市朝日２丁目３０４番地７
埼玉県本庄市鵜森字富士１６６－１
埼玉県本庄市東五十子６５９－２
埼玉県本庄市今井５４８－４
埼玉県本庄市共栄１０５番地の４
埼玉県本庄市千代田２丁目３－１６
埼玉県本庄市下野堂６１４
埼玉県本庄市都島１５５－１
埼玉県本庄市児玉町共栄３３０－１
埼玉県本庄市児玉町共栄３２８－３
埼玉県本庄市児玉町共栄８００－１５
埼玉県本庄市児玉町児玉２２５６－１
埼玉県本庄市児玉町児玉字山王２２５６－１
埼玉県蓮田市根金１４６３－１
埼玉県蓮田市大字黒浜字桜ケ丘３５０６－３
埼玉県蓮田市大字黒浜３４７０－１
埼玉県蓮田市根金１４６３－１
埼玉県蓮田市大字根金７２８－１
埼玉県蓮田市大字根金字皿田７２８－５
埼玉県蓮田市大字井沼字清水４７８－１－３
埼玉県和光市新倉５ー７ー５
埼玉県和光市新倉５－７－５
埼玉県和光市白子４丁目３番３号
埼玉県和光市白子３丁目１７－３０
埼玉県和光市南１－１５－４９
埼玉支

電話番号
049-268-6023
049-251-9135
049-252-3481
049-255-4969
049-251-0844
049-256-5656
080-3713-9040
048-593-7710
0495-21-3311
0495-22-7720
0495-21-5348
0495-24-0111
0495-71-9861
0495-24-3126
0495-24-5111
0495-72-7133
0495-73-4611
0495-72-5648
0495-71-9178
0495-71-5927
048-790-3500
048-768-7658
048-768-7700
048-766-0150
048-797-9870
048-766-2771
048-766-1000
048-485-7111
048-424-7923
048-461-8277
048-467-0123
048-451-7766

埼玉県和光市新倉７－１２－２３

048-467-2500

埼玉県蕨市錦町４－５－１

048-420-1541
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
児玉郡
児玉郡
児玉郡
児玉郡
児玉郡
大里郡
大里郡
秩父郡
南埼玉郡
南埼玉郡
入間郡
入間郡
入間郡
入間郡
入間郡
入間郡

事業所名
有限会社丸真運輸 埼玉営業所
一急運送株式会社 本社
株式会社橘運輸 本社営業所
テック物流株式会社 関東営業所
エス・ティー・サービス株式会社 埼玉営業所
株式会社廣瀬運輸 本社
株式会社ワンビシアーカイブズ 関東第３センター
昭和通運株式会社 秩父営業所
ヤマト運輸株式会社 埼玉宮代センター
東和運輸株式会社 北関東営業所
株式会社エストコーポレーション 本社営業所
カキヌマライン株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 所沢インター支店
株式会社キムラヤフレッシュライン 埼玉営業所
株式会社ランドポート 本社営業所
日本ロジスティックサポート株式会社 日本ロジス
ティック

入間郡

武蔵貨物自動車株式会社

入間郡

株式会社豊興

入間郡

早川運輸株式会社

入間郡

株式会社エスラインギフ

三芳物流センター

三芳営業所
埼玉営業所
所沢営業所

入間郡

株式会社首都圏物流

所沢センター

入間郡
入間郡
入間郡
入間郡
入間郡
比企郡
比企郡
比企郡

岡山県貨物運送株式会社 所沢営業所
関東明雪運輸株式会社 三芳営業所
株式会社サカイ引越センター 三芳支社
有限会社伸幸運輸梱包 所沢営業所
ヒタチ株式会社 三芳ハブセンター
シグマベンディングサービス株式会社 川島営業所
株式会社鹿沼梱包運輸 埼玉営業所
福山通運株式会社 川越営業所

比企郡

北関東福山通運株式会社

川越営業所

住所
埼玉県児玉郡美里町猪俣字柳井戸１０５０－５
埼玉県児玉郡美里町大字猪俣３４８番１
埼玉県児玉郡神川町大字下阿久原９８５－１
埼玉県児玉郡上里町大御堂１４５０－３１
埼玉県児玉郡上里町大御堂１０１１－１
埼玉県大里郡寄居町大字用土２７４２－１
埼玉県大里郡寄居町今市３５－１
埼玉県秩父郡横瀬町大字芦ケ久保字大久保２２－２
埼玉県南埼玉郡宮代町百間１０１４－１
埼玉県南埼玉郡宮代町和戸２－５－７
埼玉県入間郡三芳町大字藤久保７０５－２
埼玉県入間郡三芳町大字北永井１１０番地２
埼玉県入間郡三芳町大字藤久保字横松５４７－５
埼玉県入間郡三芳町竹間沢３８１
埼玉県入間郡三芳町大字北永井７９７－３

電話番号
0495-75-1225
0495-71-9019
0274-52-6100
0495-33-7338
0495-33-6055
048-579-0132
048-582-2659
0494-24-7676
0480-31-2300
0480-37-3370
049-258-3141
049-258-8855
080-5045-8404
049-258-2221
049-259-3850

埼玉県入間郡三芳町大字上富３２４－５

049-258-1445

埼玉県入間郡三芳町大字上富字東永久保２１１７－１他
５筆
埼玉県入間郡三芳町大字上富２３０－２
埼玉県入間郡三芳町大字藤久保７００－１３コーポ・
ウィステリア２０２
埼玉県入間郡三芳町上富字東永久保２２７７
埼玉県入間郡三芳町大字上富東草５７５－１、２
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049-258-4221
049-265-3234
049-259-5616

５７

６－１、２
埼玉県入間郡三芳町大字上富字中東２７９－１
埼玉県入間郡三芳町竹間沢東３－１
埼玉県入間郡三芳町竹間沢東１４－１２
埼玉県入間郡三芳町竹間沢東１－１８
埼玉県入間郡三芳町竹間沢４５０－１５－２０１
埼玉県比企郡川島町かわじま１－１
埼玉県比企郡川島町大字上伊草７２７－１
埼玉県比企郡川島町大字正直３８－１
埼玉県比企郡川島町大字正直字山王町１０－１，１１，
４７－１

049-258-6461

049-274-5031
049-258-0304
094-274-6022
049-274-5355
049-274-6605
042-003-1605
070-3835-3263
049-298-8861
049-297-7501
0493-56-4351

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
比企郡
比企郡
比企郡
比企郡
比企郡
比企郡
比企郡
比企郡
比企郡
比企郡
比企郡
比企郡
比企郡
比企郡
北葛飾郡
北葛飾郡
北葛飾郡
北葛飾郡
北葛飾郡
北葛飾郡
北葛飾郡
北葛飾郡
北葛飾郡
北足立郡
北足立郡
北足立郡
北足立郡

事業所名
セイノースーパーエクスプレス株式会社

住所
埼玉ロジス

ティクスセンター
有限会社あらや石油

滑川営業所

マルタケ運輸株式会社 熊谷営業所
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 吉見事業所
昭和通運株式会社 東松山営業所
ウイングトランスポート株式会社 東松山営業所
株式会社トータル運輸 埼玉営業所
大沢運送株式会社 西埼玉営業所
有限会社玉川業務サービス 本社
株式会社啓和運輸 東松山営業所
株式会社バンテックイースト 東松山営業所
大友ロジスティクスサービス株式会社 埼玉営業所
株式会社中島商会 本社営業所
株式会社オーネックスライン 埼玉営業所
共和貨物自動車有限会社 本社営業所
ジャパンエナジック株式会社 松伏事業所
有限会社クロイワ商事 有限会社クロイワ商事本社営業
所
アサヒロジスティクス株式会社 杉戸営業所
株式会社ＮＫトランス 杉戸営業所
埼玉センコーロジサービス株式会社 杉戸営業所
ヤマト運輸株式会社 埼玉杉戸センター
ダイセーロジスティクス株式会社 埼玉営業所
埼玉西濃運輸株式会社 本社営業所
株式会社アクセス・トランスポート 伊奈営業所
王子運送株式会社 大宮支店
直販配送株式会社 上尾営業所
株式会社鈴与カーゴネット東京 埼玉営業所

埼玉県比企郡川島町かわじま２丁目１番１号
埼玉県比企郡滑川町大字羽尾３７３８番地９けやきハイ
ツＡ棟１０１
埼玉県比企郡吉見町大字地頭方６３－１
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷与代９４３－１
埼玉県比企郡吉見町大字中新井字天神町７０６
埼玉県比企郡ときがわ町玉川６番地２（２０６号室）
埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川字日野原８７－２
埼玉県比企郡ときがわ町玉川３１４８－４
埼玉県比企郡ときがわ町五明９１８－７
埼玉県比企郡滑川町福田３９０－１
埼玉県比企郡滑川町大字都２５－３１
埼玉県比企郡滑川町大字月輪字間堀１５３０－１
埼玉県比企郡滑川町大字月輪１４６４－３６
埼玉県比企郡滑川町大字月輪２２４－４
埼玉県北葛飾郡松伏町築比地９１３
埼玉県北葛飾郡松伏町ゆめみ野東４丁目３－１１

電話番号
049-299-5162
090-3200-9893
049-354-7700
049-333-0015
0493-54-2110
090-1125-9751
0493-65-5077
0493-65-3232
0493-65-0392
049-357-0670
0493-56-6048
0493-57-0320
0493-23-5170
0493-56-4360
04-7157-0255
048-991-9272

埼玉県北葛飾郡杉戸町本郷６４８番地１

0480-53-9618

埼玉県北葛飾郡杉戸町大字屏風２００－８
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字深輪３９８－１２
埼玉県北葛飾郡杉戸町深輪３９８－１３
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字並塚字南前６４６－１
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字本郷５２８－１
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字堤根１９１８－１
埼玉県北足立郡伊奈町小室９７９４－１－１０６
埼玉県北足立郡伊奈町小室字道下６９９－２
埼玉県北足立郡伊奈町西小針７丁目３
埼玉県北足立郡伊奈町西小針７－１０

0480-38-9056
0480-38-1205
0480-36-5771
0480-38-2013
048-036-1588
0480-36-1181
048-722-4780
048-721-4121
048-729-1234
048-729-0631
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