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市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

いすみ市 上総通運株式会社　本社営業所 千葉県いすみ市深堀３６０－３ 0470-62-0181

いすみ市 株式会社銚洋陸運　大原営業所 千葉県いすみ市深堀１８８５－５ 0470-63-1791

いすみ市 日本郵便株式会社　大原郵便局 千葉県いすみ市大原８９２７－１ 0470-62-2573

市川市 株式会社エムワイトランスポート　千葉営業所 千葉県市川市高谷新町１－１ 047-329-6603

市川市 株式会社東京アルファライン　東関東営業所 千葉県市川市二俣７１７－８８ 047-712-7704

市川市 和泉運輸株式会社　市川営業所 千葉県市川市二俣新町２２－１ 047-318-8750

市川市 東京納品代行株式会社　東日本ＳＣＭターミナル 千葉県市川市二俣新町２２－８ 047-329-6641

市川市 株式会社鈴与カーゴネット東京　市川営業所 千葉県市川市二俣新町２１－２ 047-328-2631

市川市 アートバンライン株式会社　市川営業所 千葉県市川市原木３丁目１５－２－１０２ 047-328-1901

市川市 株式会社スマイルライン　東京営業所 千葉県市川市原木３０３０ 047-328-6030

市川市 日本通運株式会社　船橋航空支店 千葉県市川市原木４丁目１７－２４ 047-327-3251

市川市 ケミカルトランスポート株式会社　本社営業所 千葉県市川市原木３０３１ 047-327-4165

市川市 武州運輸倉庫株式会社　東京営業所 千葉県市川市原木３０３０ 047-321-6208

市川市 株式会社啓和運輸　東京営業所 千葉県市川市高谷１６２４－５ 047-329-2387

市川市 株式会社メジャーサービスジャパン　千葉湾岸営業所 千葉県市川市高谷１－６－１２－１０３ 047-328-6336

市川市 株式会社四四男急送　東京営業所 千葉県市川市高谷１－６－１２－１０２ 047-316-2748

市川市 角田運送株式会社　本社営業所 千葉県市川市高谷１８４１ 047-327-0101

市川市 関東マルエス株式会社　市川営業所 千葉県市川市田尻３－３－５ 047-370-4392

市川市 株式会社習志野運送　本社営業所 千葉県市川市大洲３－１－１４シャイネン市川２０１ 047-379-1456

市川市 セーフティオイルトランスポート株式会社　市川営業所 千葉県市川市本行徳２５５４－１ 047-701-1155

市川市 株式会社エネックス　関東支店 千葉県市川市本行徳２５５４－８４ 047-396-4358

市川市 ドゥベスト株式会社　本社営業所 千葉県市川市加藤新田２０２－１４ 047-316-0010

市川市 交神運輸株式会社　市川営業所 千葉県市川市千鳥町１０ 047-397-4125

市川市 芳賀運輸株式会社　市川営業所 千葉県市川市千鳥町５－１４ 047-307-4372

市川市 株式会社東京ベストプラン　本社営業所 千葉県市川市千鳥町１２―１ 047-702-5730

市川市 株式会社ムロオ　市川塩浜営業所 千葉県市川市塩浜１－１３－３ 047-321-6755

市川市 名糖運輸株式会社　市川塩浜 千葉県市川市塩浜１丁目６番３号 047-398-3300

市川市 株式会社東京アクティー　市川 千葉県市川市塩浜１－７－２（西棟２階） 047-314-5180

市川市 ファースト運輸株式会社　市川営業所 千葉県市川市塩浜２丁目１７番１ 047-701-0884

市川市 株式会社東京三友　千葉営業所 千葉県市川市塩浜２－１５－１ 047-390-1561

市川市 東宝運輸商事株式会社　本社営業所 千葉県市川市塩浜１－１４ 047-307-1040

市川市 有限会社岡太運輸　市川営業所 千葉県市川市広尾２－４－１０ 047-357-9646

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（千葉県）
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市川市 森井運送有限会社　市川柏井営業所 千葉県市川市柏井町４丁目３２７－５ 047-711-5588

市川市 株式会社ビ・トータス　市川営業所 千葉県市川市田尻５－１３－３７－１０２ 047-318-8800

市原市 株式会社石島運輸倉庫　千葉第二営業所
千葉県市原市五井西７丁目１０－１フローリッシュサイ

ト１０２
0436-63-5553

市原市 五興運輸有限会社　市原営業所 千葉県市原市出津西１－１－２１ 0436-22-7358

市原市 株式会社ニヤクコーポレーション　市原事業所 千葉県市原市玉前西３－５－２０ 0436-20-2984

市原市 結城運輸倉庫株式会社　五井営業所 千葉県市原市出津西１－１－４３ 0436-22-3361

市原市 丸栄輸送株式会社　千葉営業所 千葉県市原市五井南海岸４３ 0436-22-3593

市原市 ケイヒン陸運株式会社　千葉流通センター 千葉県市原市五井南海岸４４－３ 0436-21-2121

市原市 株式会社星葉ロジテック　本社営業所 千葉県市原市岩崎８３９－８ 0436-22-0847

市原市 日陸物流株式会社　千葉営業所 千葉県市原市岩野見８５４ 0436-22-2361

市原市 丸泉興業株式会社　千葉営業所 千葉県市原市五井９０９３－１ 0436-23-4452

市原市 大成運送有限会社　本社営業所 千葉県市原市五井８８７８ 0436-21-6789

市原市 ビューテック運輸株式会社　千葉営業所 千葉県市原市五井８９３４－３ 0436-22-8550

市原市 日本郵便株式会社　市原郵便局 千葉県市原市白金町４丁目１ 0436-24-7175

市原市 株式会社鈴与カーゴネット北関東　千葉営業所 千葉県市原市八幡海岸通７４－１ 0436-41-0351

市原市 不二倉業株式会社　東日本物流センター 千葉県市原市八幡海岸通り１３ 0436-41-0444

市原市 向島運送株式会社　市原営業所 千葉県市原市八幡海岸通１－６ 0436-42-1921

市原市 株式会社カインズ・ロジ　本社営業所 千葉県市原市八幡浦２－３－１ 0436-40-3677

市原市 株式会社大崎　千葉営業所 千葉県市原市八幡浦１－６ 0436-42-3435

市原市 池田興業株式会社　神奈川支店千葉営業所 千葉県市原市八幡北町２－３－４ 0436-40-8650

市原市 ヤマト運輸株式会社　市原南支店 千葉県市原市佐是字柳田２１７－１ 0436-92-3151

市原市 ビコー輸送株式会社　千葉事業所 千葉県市原市八幡浦２丁目３番２号 0436-63-5745

市原市 丸川運送株式会社　本社営業所 千葉県市原市青柳北３－４－５ 0436-21-5164

市原市 株式会社芙蓉実業　本社営業所 千葉県市原市青柳北３－２－１７ 0436-23-1411

市原市 株式会社日硝ハイウエー　千葉営業所 千葉県市原市青柳北４－４－７ 0436-20-7677

市原市 京葉急送株式会社　本社営業所 千葉県市原市青柳北３－４－５ 0436-22-3341

市原市 三葉運輸有限会社　本社営業所 千葉県市原市姉崎海岸６５番地 0436-23-4075

市原市 センコー株式会社　車輌センター営業所 千葉県市原市青柳３－８－１ 0436-21-5201

市原市 大野運送有限会社　本社営業所 千葉県市原市青柳２－６－７ 0436-23-4300

市原市 丸全京葉物流株式会社　市原営業所 千葉県市原市姉崎海岸５６ 0436-61-2185

市原市 株式会社日陸　千葉物流センター 千葉県市原市千種海岸８－４ 0436-22-2535

旭市 丸勝運輸有限会社　本社営業所 千葉県旭市駒込４９０－３ 0479-63-7217

印西市 株式会社丹内商事　本社 千葉県印西市草深２３００－７（２階） 0476-29-5750

印西市 太陽商運株式会社　本社営業所 千葉県印西市松崎台２－３－１ 0476-47-6559
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印西市 株式会社シーエックスカーゴ　印西冷凍流通センター 千葉県印西市松崎台１－１－１ 0476-47-5000

印西市 株式会社藤川商運　本社営業所 千葉県印西市松崎台１ー３ー１ 0476-48-1455

印西市 株式会社デイ・エス　千葉営業所 千葉県印西市原山１－１－１渡辺原山ビル３０１ 0476-85-8690

印西市 明神運輸株式会社　千葉営業所 千葉県印西市内野２－６－１７－２０４ 047-459-0221

印西市 大和物流株式会社　千葉支店 千葉県印西市泉野２－１０１－１５ 0476-48-5212

印西市
タカダ・トランスポートサービス株式会社　船橋セン

ター営業所
千葉県印西市鹿黒南１丁目－３ 0476-33-6121

印西市 日本郵便株式会社　印西郵便局 千葉県印西市中央南２丁目４ 0476-47-2361

浦安市 株式会社豊興　千葉営業所 千葉県浦安市北栄４－１４－５ 047-352-2184

浦安市 丸吉ロジ株式会社　浦安営業所 千葉県浦安市港７７－１ 047-325-9632

浦安市 株式会社友和物流　港第一営業所 千葉県浦安市港５８ー２ 047-380-6526

浦安市 株式会社サイコー　本社営業所 千葉県浦安市鉄鋼通り１－３－８ 047-316-0005

浦安市 株式会社金谷商運　浦安営業所 千葉県浦安市鉄鋼通り２－２－９ 047-316-7601

浦安市 大和物流株式会社　浦安支店 千葉県浦安市千鳥１０－２９ 047-304-3151

浦安市 鴻池運輸株式会社　舞浜流通センター営業所 千葉県浦安市千鳥１０－９ 047-316-3230

浦安市 興和運輸株式会社　本社営業所 千葉県浦安市千鳥１２－９ 047-351-4181

浦安市 濃飛倉庫運輸株式会社　浦安総合物流センター 千葉県浦安市千鳥１０－１ 047-306-3355

浦安市 日輪商運株式会社　本社営業所 千葉県浦安市千鳥１５－２８ 047-350-2525

浦安市 日本郵便株式会社　浦安郵便局 千葉県浦安市東野１丁目６－１ 047-355-6674

我孫子市 有限会社今川商事　湖北台営業所
千葉県我孫子市湖北台１－１２－２３花嶋ビル３Ｆ３０

３号
090-3692-4486

我孫子市 ヤマト運輸株式会社　我孫子つくし野センター
千葉県我孫子市つくし野２－９０－２０、２－１３０－

８
0471-85-9593

鎌ケ谷市 株式会社シムスサービス　本社営業所 千葉県鎌ケ谷市初富２３５－１７ 047-445-7558

鴨川市 ヤマト運輸株式会社　鴨川支店 千葉県鴨川市八色字町目５２８－１ 0470-93-2671

鴨川市 株式会社アレックス　本社営業所 千葉県鴨川市宮山１２０５ 04-7097-1166

君津市 総勝運送株式会社　君津営業所 千葉県君津市戸崎字大倉２４１７－１２ 0439-35-2808

君津市 湾岸高速運輸株式会社　本社営業所 千葉県君津市中島４１０－１１Ｆ 0439-70-1041

君津市 ヤマト運輸株式会社　君津支店 千葉県君津市法木作字西畑８８－１他３筆 0439-55-4539

香取市 ヤマト運輸株式会社　小見川支店 千葉県香取市本郷字表４１－１ 0478-83-5071

香取市 橋本運輸株式会社　香取営業所 千葉県香取市米野井９３３－１ 0478-78-4771

香取市 長嶋運送株式会社　本社営業所 千葉県香取市新里１３３１－１ 0478-78-5121

佐倉市 株式会社友動運輸　千葉営業所 千葉県佐倉市岩富２１５８－４７ 043-498-2241

佐倉市 株式会社大通　千葉営業所 千葉県佐倉市大作２－９－１ 043-498-8989

佐倉市 レンゴーロジスティクス株式会社　千葉営業所 千葉県佐倉市大作１－７－１ 043-498-1253
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佐倉市 ヤマト運輸株式会社　大作センター 千葉県佐倉市神門字向山谷津６４２－５ 043-498-6511

佐倉市 株式会社サクラ　本社営業所 千葉県佐倉市表町４丁目５－１９ 043-312-5577

佐倉市 日野海運株式会社　本社営業所 千葉県佐倉市染井野２－２９－１ 043-460-0132

佐倉市 名鉄運輸株式会社　千葉支店 千葉県佐倉市下志津原字提中４５ 043-462-1881

山武市 有限会社渡辺運送　本社営業所 千葉県山武市白幡１６０４－１ 0475-82-2210

山武市 ヤマト運輸株式会社　山武センター 千葉県山武市松尾町大堤字坂ノ下４７２－１ 0479-80-8307

四街道市 日生流通運輸倉庫株式会社　千葉営業所 千葉県四街道市大日字菅橋台７９９ 043-304-8241

四街道市 株式会社タス・ジャパン　本社営業所 千葉県四街道市大日７０－５－１０２ 090-5205-3349

四街道市 株式会社日東物流　本社営業所 千葉県四街道市大日５７２ 043-424-3466

四街道市 磐栄運送株式会社　千葉営業所 千葉県四街道市鹿放ヶ丘１２２ 043-304-3611

四街道市 櫻井運送株式会社　本社営業所 千葉県四街道市鹿放ケ丘１４４－２ 043-310-6068

四街道市 有限会社キーラインエクセル　本社営業所 千葉県四街道市旭ヶ丘３－８－１ 043-432-8477

四街道市 株式会社山紀　千葉営業所 千葉県四街道市小名木字光来寺１２１－７ 043-432-3185

四街道市 有限会社鈴木運送　千葉営業所 千葉県四街道市四街道１－１３－２６－２０３ 0475-80-3277

習志野市 株式会社パルライン　習志野営業所 千葉県習志野市東習志野６丁目１５－８ 047-477-1650

習志野市 ヤマト運輸株式会社　船橋習志野センター 千葉県習志野市東習志野６－２０－１８ 047-403-7751

習志野市 日軽物流株式会社　船橋営業所 千葉県習志野市東習志野６－１８－３ 047-478-7251

習志野市 サンキ運輸株式会社　本社営業所 千葉県習志野市東習志野８－３０－１－７１０ 047-474-3510

習志野市 株式会社協和運輸　本社営業所 千葉県習志野市鷺沼２－１１－１９ 047-452-3480

習志野市 有限会社船橋石油輸送　本社営業所 千葉県習志野市藤崎１－８－６ 047-473-3308

習志野市 株式会社東髙運輸　習志野営業所 千葉県習志野市芝園２－４－４ 047-411-9288

習志野市 丸協運輸株式会社　東京営業所 千葉県習志野市芝園２－４－２ 047-452-8011

習志野市 千葉日梱株式会社　本社 千葉県習志野市茜浜１－１－１ 047-408-0626

習志野市 増田運輸株式会社　習志野営業所 千葉県習志野市茜浜３－２－１０ 047-451-0788

習志野市 株式会社津田沼運輸サービス　本社営業所 千葉県習志野市津田沼３－６－３７ 047-452-2710

習志野市 有限会社花澤運送　本社営業所 千葉県習志野市茜浜１－１４－５ 047-489-1402

習志野市 株式会社習志野トラックセンター　本社営業所 千葉県習志野市茜浜１－１０－１ 047-451-1631

習志野市 日通千葉貨物運送株式会社　茜浜事業所 千葉県習志野市茜浜３－７－１ 047-454-2029

習志野市 北王流通株式会社　船橋営業所 千葉県習志野市茜浜１－１０－１ 047-408-4177

松戸市 佐川急便株式会社　松戸営業所 千葉県松戸市松飛台字中原４１０番地 047-389-5611

松戸市 株式会社タマ・ミルキーウェイ　松戸営業所 千葉県松戸市紙敷１５９１－５石井第２ハイツ１０１ 047-712-1671

松戸市 伊原運送株式会社　松戸営業所 千葉県松戸市秋山一丁目３番地の１ 047-710-3391

松戸市 株式会社タイセイ・エフ・ティー西関東　市川営業所 千葉県松戸市樋野口７０２番地１－２０５ 047-330-8011

松戸市 株式会社タイヘイ物流システム　松戸営業所 千葉県松戸市稔台６－６－１１ 047-367-4352

松戸市 アートコーポレーション株式会社　松戸支店 千葉県松戸市松戸新田１２０－３ 047-363-0123

4／12　ページ　



市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

松戸市 日本郵便株式会社　松戸南郵便局 千葉県松戸市松飛台４７０－１ 047-383-2091

松戸市 ヤマト運輸株式会社　松戸支店 千葉県松戸市主水新田字二枚田４３８－１ 047-344-1943

松戸市 摂津ロジスティクス株式会社　本社営業所 千葉県松戸市中根長津町３２番地 047-367-9289

松戸市 千葉輸送株式会社　本社営業所 千葉県松戸市栄町西２－９７６－２ 047-363-2887

松戸市 有限会社軽急サービス　本社営業所 千葉県松戸市栄町西３－１００４－５ 047-365-8480

松戸市 旭運輸株式会社　本社営業所 千葉県松戸市南花島向町３１２ 047-367-6197

松戸市 セイホー運輸株式会社　千葉営業所 千葉県松戸市二十世紀が丘梨元町１２１－１０３ 04-7312-8951

成田市 有限会社マルコー物流　本社営業所 千葉県成田市古込１５４－４－２０１－Ｂ 0476-33-8885

成田市 ヤマト運輸株式会社　公津の杜センター 千葉県成田市江弁須字柳端８０－５ 0476-29-6555

成田市 株式会社廣建　本社 千葉県成田市古込１５４－４２０１－Ｂ－２ 0476-33-5200

成田市 光新運送株式会社　成田営業所 千葉県成田市本城１４７－６秀和ビル２０２号 0476-35-6466

成田市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　成田営業所 千葉県成田市本三里塚字本町１００１－４８７ 0476-35-4711

成田市 十和運送株式会社　成田支店 千葉県成田市三里塚光ヶ丘１－１３３９ 0476-35-2173

成田市
株式会社フレッシュ・インターナショナル・コーポレイ

ション　本社営業所
千葉県成田市駒井野２０９１ 0476-35-3555

成田市 日本通運株式会社　航空事業支店成田集配課
千葉県成田市新泉３６－２日通成田空港第二物流セン

ター
0476-40-9311

成田市 ヤマト運輸株式会社　成田ニュータウンセンター 千葉県成田市押畑字大谷津１２０９－１、１２０５－３ 0476-23-8366

成田市 日本郵便株式会社　成田郵便局 千葉県成田市赤坂２丁目１－３ 0476-28-1771

成田市 ナグモ産業株式会社　成田営業所 千葉県成田市官林３８８－３２８ 0476-73-8846

成田市 株式会社成田トランスポート　本社営業所 千葉県成田市吉岡１１１６－１２ 0476-73-7441

成田市 ウイング株式会社　本社営業所 千葉県成田市多良貝２４５－３８１ 0476-73-7788

成田市 有限会社サンキョウ　関東営業所 千葉県成田市多良貝２４５－２３１７ 0476-49-3022

千葉市 京和興業株式会社　本社営業所 千葉県千葉市美浜区新港５－１ 043-245-9221

千葉市 株式会社ＢＥＮＥＶＯＬＥＮＴＥ　本社営業所 千葉県千葉市若葉区御殿町２１５３－４ 043-312-1297

千葉市 株式会社スズキトランスポート　本社営業所 千葉県千葉市中央区出洲港１４－１７ 043-242-3291

千葉市 株式会社三榮千葉　本社営業所 千葉県千葉市中央区中央港２－５－６ 043-241-6285

千葉市 株式会社ＳＨＩＮＫＯロジ　千葉営業所 千葉県千葉市中央区中央港１－１１６ 043-204-3600

千葉市 日本郵便株式会社　千葉中央郵便局 千葉県千葉市中央区中央港１丁目１４－１ 043-246-0020

千葉市 豊福ロジテム株式会社　本社営業所 千葉県千葉市中央区中央港２－１０－３ 043-301-8308

千葉市 株式会社群馬ロジテム　千葉 千葉県千葉市中央区中央港２－９－２ 043-441-8020

千葉市 安全輸送株式会社　千葉営業所 千葉県千葉市中央区中央港２－９－２ 043-247-2203

千葉市 ヤマト運輸株式会社　千葉港支店 千葉県千葉市中央区問屋町１０４－８ 043-301-7558

千葉市 ヤマト運輸株式会社　浜野支店 千葉県千葉市中央区生実町８３－１ 043-209-1921

千葉市 株式会社大野建設運輸　本社営業所 千葉県千葉市中央区蘇我１－２０－２２ 043-261-4307
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千葉市 株式会社ＬＮＪ中通　千葉営業所 千葉県千葉市中央区浜野町１２１６番地 080-8280-3448

千葉市 株式会社大興　千葉営業所 千葉県千葉市中央区浜野町１５１－１ 043-235-8778

千葉市 株式会社丸運ロジスティクス関東　千葉 千葉県千葉市中央区浜野町１２１６番地 043-268-6639

千葉市 アートコーポレーション株式会社　千葉南支店 千葉県千葉市中央区村田町７５０番地 043-262-0123

千葉市 水野運輸株式会社　本社営業所 千葉県千葉市中央区今井３－１２－１１ 043-261-2377

千葉市 千代田興業株式会社　千葉営業所 千葉県千葉市中央区川崎町１ 043-261-3817

千葉市 株式会社引越社　千葉北支店 千葉県千葉市中央区末広４－１４－２７（４階） 043-305-2626

千葉市 ヤマト運輸株式会社　千葉中央支店 千葉県千葉市中央区末広４－１８－１３ 043-261-2911

千葉市 株式会社引越社　千葉中央支店 千葉県千葉市中央区末広４－１４－２７（３階） 043-305-2631

千葉市 マルトミ運送株式会社　本社営業所 千葉県千葉市中央区末広４－１５－１３ 043-263-5374

千葉市 株式会社サカイ引越センター　千葉南支社 千葉県千葉市中央区矢作町１１６－１ 043-221-2341

千葉市 ＴＳネットワーク株式会社　千葉流通センター 千葉県千葉市美浜区新港８６－３ 043-248-0788

千葉市 株式会社ニップンロジス　本社営業所 千葉県千葉市美浜区新港２２２番１９号 043-247-8274

千葉市 イズミ物流株式会社　千葉営業所 千葉県千葉市美浜区新港８８ 043-302-4611

千葉市 ヒタチ株式会社　千葉ハブセンター 千葉県千葉市美浜区新港８８ 043-246-6611

千葉市 ヤマトグローバルエキスプレス株式会社　千葉営業所 千葉県千葉市美浜区新港１１３ 043-203-1291

千葉市 ヤマト運輸株式会社　美浜支店 千葉県千葉市美浜区新港８７番地１ 043-242-0341

千葉市 ダイセーロジスティクス株式会社　千葉営業所 千葉県千葉市美浜区新港８８ 043-241-4180

千葉市 重野興運株式会社　千葉営業所 千葉県千葉市美浜区新港８８ 043-246-6389

千葉市 株式会社昌和運輸　本社営業所 千葉県千葉市美浜区新港２２２－１２ 043-247-5111

千葉市 多摩運送株式会社　千葉営業所 千葉県千葉市美浜区新港５０ 043-204-3326

千葉市 有限会社白鷺運輸　本社営業所 千葉県千葉市美浜区新港２２２－１２ 043-247-5111

千葉市 茨城乳配株式会社　千葉営業所 千葉県千葉市美浜区新港５５－２ 043-241-1315

千葉市 千葉ケミカル輸送株式会社　本社営業所 千葉県千葉市美浜区新港６３－２ 043-243-1539

千葉市 東海運株式会社　千葉営業所 千葉県千葉市美浜区新港１９４ 043-243-1231

千葉市 株式会社デイライン　千葉営業所 千葉県千葉市美浜区新港８８ 043-248-7750

千葉市 株式会社丸文　千葉営業所 千葉県千葉市美浜区新港８８ 043-244-3691

千葉市 菱自運輸株式会社　関東営業所 千葉県千葉市美浜区新港８８番地 043-238-8101

千葉市 イヌイ運送株式会社　千葉営業所 千葉県千葉市美浜区新港１３０ 03-5531-1264

千葉市 有限会社三幸清掃　本社 千葉県千葉市美浜区浜田２－２１ 043-276-1080

千葉市 志村運送株式会社　本社営業所 千葉県千葉市美浜区浜田２－３６ 043-271-3301

千葉市 ロジフォワード株式会社　千葉営業所
千葉県千葉市花見川区千種町３５５－５６（パティオハ

イツ２０３号室）
043-250-6831

千葉市 株式会社東葉物流　本社営業所 千葉県千葉市花見川区大日町１４５０－２ 043-215-2675

千葉市 大友ロジスティクスサービス株式会社　千葉営業所 千葉県千葉市花見川区三角町５７８番地 043-286-2067
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千葉市 株式会社サイコー　千葉営業所 千葉県千葉市花見川区三角町６６７－１ 043-258-8761

千葉市 株式会社ドリーム　千葉営業所
千葉県千葉市花見川区三角町２５７－１２都葉ビル３０

１
043-215-8808

千葉市
セイノースーパーエクスプレス株式会社　千葉貨物セン

ター
千葉県千葉市花見川区三角町１８８－６ 043-258-1277

千葉市 城北運輸株式会社　千葉 千葉県千葉市花見川区三角町６７１－１ 043-306-9948

千葉市 株式会社ハナワトランスポート　千葉営業所 千葉県千葉市花見川区千種町３１１－１、５、１０ 043-330-3188

千葉市 ヤマトボックスチャーター株式会社　千葉支店 千葉県千葉市花見川区千種町３７－１ 043-215-3117

千葉市 株式会社アキ商事　本社営業所 千葉県千葉市花見川区千種町２５９－８ 043-258-2415

千葉市 ヤマト運輸株式会社　幕張支店 千葉県千葉市花見川区幕張町４－８１５ 043-299-2261

千葉市 ヤマト運輸株式会社　花見川支店 千葉県千葉市花見川区天戸町５９１－１ 043-259-7215

千葉市 株式会社首都圏ロジスティクス　千葉営業所 千葉県千葉市稲毛区長沼原町６２１ 043-258-3969

千葉市 弘容通商株式会社　千葉営業所 千葉県千葉市稲毛区長沼原町６６８ 043-259-3284

千葉市 澁澤陸運株式会社　千葉ターミナル 千葉県千葉市稲毛区長沼原町２００ 043-298-5101

千葉市 株式会社田代運輸　佐倉営業所
千葉県千葉市稲毛区小深町１５５－１０　セカンドス

テージ２F
043-462-7772

千葉市 協立運輸倉庫株式会社　千葉営業所 千葉県千葉市稲毛区六方町２３３－１ 043-423-6011

千葉市 トナミ運輸株式会社　千葉支店 千葉県千葉市稲毛区六方町２６６ 043-421-3355

千葉市 日本通運株式会社　千葉航空貨物センター 千葉県千葉市稲毛区六方町２３０－１ 043-304-1680

千葉市 株式会社エフティ物流　本社営業所 千葉県千葉市稲毛区作草部町９５５－１－３－４０２ 043-497-4589

千葉市 株式会社ＯＫ企画　本社営業所
千葉県千葉市稲毛区園生町８８３－７ライオンズマン

ション東稲毛４０３号
043-287-0773

千葉市 ヤマト運輸株式会社　千城台支店 千葉県千葉市若葉区金親町２３９－３ 043-312-0260

千葉市 株式会社東基サービス　千葉営業所 千葉県千葉市若葉区千城台東４－２－４－２０２ 043-236-0381

千葉市 石井開運株式会社　本社営業所 千葉県千葉市若葉区千城台北３－１１－４ 043-237-0303

千葉市 遠州トラック株式会社　千葉営業所 千葉県千葉市若葉区大宮町２１６６－１０ 043-268-1111

千葉市 株式会社ハート引越センター　千葉東営業所 千葉県千葉市若葉区加曽利町１０１１番地１ 043-388-8101

千葉市 株式会社マザール　加曽利営業所 千葉県千葉市若葉区加曽利町３６５－１１（１階） 043-214-1555

千葉市 ヤマト運輸株式会社　若松センター 千葉県千葉市若葉区若松町２２１６－２９ 043-214-1831

千葉市 ヤマト運輸株式会社　稲毛支店 千葉県千葉市若葉区若松町７０７－７ 043-423-6701

千葉市 カトーレック株式会社　千葉営業所 千葉県千葉市若葉区若松町７１１－１ 043-420-3121

千葉市 ヤマト運輸株式会社　貝塚センター 千葉県千葉市若葉区貝塚町１１０１－１２・１３ 043-214-5651

千葉市 株式会社ヒューテックノオリン　千葉総合センター 千葉県千葉市中央区中央港２－２１ 043-246-3305

千葉市 株式会社星野商事　本社営業所 千葉県千葉市若葉区源町１９９－１ 043-252-2115

千葉市 近物レックス株式会社　千葉営業所 千葉県千葉市緑区高田町１６７４－１ 043-228-6291
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千葉市 株式会社政和運輸　本社営業所 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央４－２３－２ 043-300-1500

千葉市 株式会社近馬運輸　本社営業所 千葉県千葉市花見川区作新台五丁目１番２９号 043-460-1511

船橋市 八大株式会社　船橋営業所 千葉県船橋市高瀬町５０番７ 047-402-4210

船橋市 有隣運送株式会社　船橋営業所 千葉県船橋市高瀬町５０－７ 047-437-1363

船橋市 株式会社テクニカルコールド関東　船橋営業所 千葉県船橋市日の出２－１９－２ 047-410-0020

船橋市 株式会社キョウエイ　船橋営業所 千葉県船橋市日の出２－１６－１ 047-495-5730

船橋市 イーグル貨物運輸株式会社　本社営業所 千葉県船橋市日の出１－１－４ 047-495-2005

船橋市 廣和運輸株式会社　千葉営業所 千葉県船橋市潮見町２１番２４ 047-437-2221

船橋市 白井運輸株式会社　本社営業所 千葉県船橋市潮見町１８－２ 047-431-6591

船橋市 アサガミ株式会社　京葉支店 千葉県船橋市潮見町１７－６ 047-434-5931

船橋市 佐川急便株式会社　浦安営業所 千葉県船橋市西浦２－１４－１ 047-495-8226

船橋市 日本ロジテム株式会社　船橋営業所 千葉県船橋市西浦１－２－１ 047-436-4370

船橋市 株式会社ラインシステム・ジャパン　本社営業所 千葉県船橋市西浦３－８－１ 047-432-0618

船橋市 日本アルコール物流株式会社　船橋営業所 千葉県船橋市西浦２－１１－１ 047-435-0315

船橋市 パナシアロジ株式会社　千葉営業所 千葉県船橋市西浦３－４－１ 047-432-2111

船橋市 株式会社サカイ引越センター　船橋支社 千葉県船橋市栄町２－４－２９ 047-495-1151

船橋市 日本液体運輸株式会社　船橋営業所 千葉県船橋市栄町１－２７－６ 047-434-3721

船橋市 株式会社東晋　本社営業所 千葉県船橋市海神町２－２６９－４ 047-420-3883

船橋市 三協運輸株式会社　市川営業所 千葉県船橋市葛飾町２－４０１－１ 047-407-2631

船橋市 みなみ運輸株式会社　市川営業所 千葉県船橋市本中山７－２２－５ 0297-72-8640

船橋市 ピアノ運送株式会社　千葉営業所 千葉県船橋市本中山３－４－７ 047-332-0871

船橋市 株式会社新木商事　船橋営業所 千葉県船橋市東町２１８ 047-411-5800

船橋市 日本郵便株式会社　船橋郵便局 千葉県船橋市南本町７－１７ 047-435-2591

船橋市 アサヒロジスティクス株式会社　千葉物流センター 千葉県船橋市鈴身町４８８－３３－２ 047-456-0081

船橋市 株式会社小島　豊富営業所 千葉県船橋市豊富町６４４－７ 047-457-8668

船橋市 株式会社デイリートランスポート　習志野営業所 千葉県船橋市習志野４－１２－６０ 047-409-7510

船橋市 根岸運輸株式会社　習志野営業所 千葉県船橋市習志野４－１０－５ 047-443-3939

匝瑳市 株式会社タイヘイ物流システム　八日市場営業所 千葉県匝瑳市八日市場イ９８０ 0479-70-0755

袖ヶ浦市 有限会社髙木商会　本社営業所 千葉県袖ヶ浦市今井２２６９－１ 0438-63-0511

袖ヶ浦市 有限会社青山運輸　袖ヶ浦営業所 千葉県袖ヶ浦市長浦５８０－３８ 0438-62-7878

袖ヶ浦市 西濃運輸株式会社　木更津支店 千葉県袖ヶ浦市三箇字長津９７２－１ 0438-75-5581

袖ケ浦市 ヤマト運輸株式会社　袖ヶ浦支店 千葉県袖ケ浦市蔵波字壱ノ堀３０２４－５ 0438-63-2091

袖ヶ浦市 みなと運送株式会社　千葉営業所 千葉県袖ヶ浦市蔵波台５丁目１８番２２ 0438-53-7351

袖ヶ浦市 ＳＢＳフレイトサービス株式会社　袖ヶ浦営業所 千葉県袖ヶ浦市長浦駅前７－２０－３ 0438-53-7388

袖ケ浦市 株式会社丸江運輸　本社営業所 千葉県袖ケ浦市神納８１８－１９ 0438-63-6661
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袖ヶ浦市 株式会社ホームエネルギー東関東　袖ヶ浦センター 千葉県袖ヶ浦市長浦５８０－１９ 0438-62-7851

袖ヶ浦市 有限会社天英運輸　本社営業所 千葉県袖ヶ浦市長浦拓２－５８０－２３５ 0438-63-5007

袖ヶ浦市 和泉運輸株式会社　千葉営業所 千葉県袖ヶ浦市中袖１８－１ 0438-62-6223

袖ヶ浦市 一宮運輸株式会社　袖ヶ浦営業所 千葉県袖ヶ浦市南袖６６－７ 0438-60-1380

袖ケ浦市 秋元運輸倉庫株式会社　袖ヶ浦営業所 千葉県袖ケ浦市南袖１０ 0438-63-2631

銚子市 ヤマト運輸株式会社　犬吠埼センター 千葉県銚子市川口町２丁目６３７３番地１ 0479-30-4431

銚子市 株式会社銚洋陸運　銚子営業所 千葉県銚子市黒生町７４００番地９ 0479-24-6030

銚子市 日本郵便株式会社　銚子郵便局 千葉県銚子市若宮町３－１ 0479-22-0001

銚子市 関東福山通運株式会社　銚子営業所 千葉県銚子市春日町１９２２－７ 0479-22-0897

銚子市 ビジネス環境整備株式会社　本社営業所 千葉県銚子市小浜町２５５９－２３ 0479-20-8072

銚子市 飯田物流株式会社　本社営業所 千葉県銚子市新町４５６－１ 0479-23-8872

東金市 ヤマト運輸株式会社　台方センター 千葉県東金市台方字柳堀下２８９－２ 0475-50-1031

東金市 株式会社中村総業　千葉営業所 千葉県東金市山田１２８１ 0475-50-2080

東金市 株式会社パルライン　東金営業所 千葉県東金市丘山台１丁目１２－１ 050-3732-9270

柏市 株式会社サカイ引越センター　柏支社 千葉県柏市豊四季８１６－１３ 04-7170-5151

柏市 みずき通商株式会社　本社 千葉県柏市柏４５３－２７ 04-7166-9817

柏市 有限会社愛知高速運輸　関東営業所 千葉県柏市新十余二３番地１、３番地４ 04-7197-7885

柏市 株式会社日立物流首都圏　ロジネット営業所
千葉県柏市新十余二７－１アイミッションズパーク柏２

（１階）
04-7197-1483

柏市 株式会社キムラヤフレッシュライン　千葉営業所 千葉県柏市新十余二１４－１ 04-7131-6611

柏市 株式会社日立物流首都圏　輸送営業所 千葉県柏市新十余二７－１アイミッションズパーク柏Ⅱ 04-7197-1204

柏市 大和物流株式会社　柏営業所 千葉県柏市大青田１２２８番 04-7197-6677

柏市 西久大運輸倉庫株式会社　千葉事業所 千葉県柏市柏インター東７番地２ 04-7137-1770

柏市 株式会社タイセイ・エフ・ティー西関東　柏営業所 千葉県柏市花野井７１７－１－１０１ 04-7190-2061

柏市 篠崎運輸株式会社　柏営業所 千葉県柏市正連寺４３０－１ 04-7134-0805

柏市 株式会社さくらグローバルネット　本社 千葉県柏市北柏３－５－２フォワードマンション５０４ 04-7199-2747

柏市 綜合警備保障株式会社　警送千葉支社警送柏営業所 千葉県柏市豊町２－１－６ 04-7141-8191

柏市 株式会社パルライン　柏営業所 千葉県柏市若柴３２９ 047-134-8500

柏市 株式会社引越社　松戸支店 千葉県柏市十余二３１３－１７ 047-180-5050

柏市 株式会社引越社　柏支店 千葉県柏市十余二３１３－１７ 047-110-7887

柏市 株式会社池田自動車運輸　柏営業所 千葉県柏市十余二２４２ 04-7144-0981

柏市 蓮田運輸株式会社　本社営業所 千葉県柏市中十余二４０１－２ 04-7136-9000

柏市 柏センコー運輸株式会社　柏営業所 千葉県柏市柏インター南９番地１８ 04-7132-1306

柏市 株式会社スワロー物流東京　柏営業所 千葉県柏市西原１－４－３７ 04-7136-7516

柏市 アサヒロジスティクス株式会社　柏営業所 千葉県柏市大島田２－１５－１ 04-7193-8971
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柏市 株式会社石原運輸　本社営業所 千葉県柏市高柳１１４３－５ 04-7191-0427

柏市 株式会社アドバンスコールドライン　本社営業所 千葉県柏市大井１８８２－６吉田ビル３０１号室 043-486-0521

柏市 マルモ物流株式会社　本社 千葉県柏市十余二２９７－４９セレッソ１０１号 048-928-6681

白井市 ジー・ティー・エス株式会社　本社営業所 千葉県白井市平塚２６１６－３２ 047-497-1663

白井市 株式会社星煌　白井営業所 千葉県白井市平塚２７６１番地１４ 047-498-0711

白井市 株式会社ホームエネルギー東関東　千葉センター 千葉県白井市中３０２－１ 047-491-1855

白井市 共立輸送株式会社　白井営業所 千葉県白井市中１３４ 047-491-3218

白井市
トラック・エンド・メンテナンス・サービス株式会社

本社営業所
千葉県白井市中字古名内９８－１ 047-498-0061

白井市 東京トラック運送株式会社　白井支店 千葉県白井市中９８－１１ 047-492-2800

白井市 株式会社ケーライン　千葉営業所 千葉県白井市根１７１０番地大出ビル３階 047-401-1320

八街市 日野海運株式会社　八街営業所 千葉県八街市榎戸６９３－５ 043-440-7015

八街市 株式会社ライフサポート・エガワ　八街営業所 千葉県八街市八街字立合松北は１０５－２０４ 043-443-9111

八街市 ヤマト運輸株式会社　八街支店 千葉県八街市東吉田字荒老８１６－１６ 043-442-1221

八街市 株式会社ｌｉｎｋ・ｕｐ　本社営業所 千葉県八街市東吉田６１９－７５ 043-235-8520

八街市 有限会社千葉シマダ運輸　本社営業所 千葉県八街市滝台１３８５－２ 043-445-6575

八街市 株式会社茜商事　本社 千葉県八街市沖２１４４－２ 043-312-8208

八街市 株式会社ファインエナジー　千葉営業所 千葉県八街市大谷流字新林８４１－１ 043-440-5051

八街市 東関東石油輸送株式会社　本社営業所 千葉県八街市八街字皿谷い５１－５ 043-442-2371

八街市 菱木運送株式会社　本社営業所 千葉県八街市八街い２７－３ 043-443-5250

八街市 株式会社ＮＢＳロジソル　八街営業所 千葉県八街市山田台１３３－９－２０５ 043-310-4330

八千代市 株式会社日信興運　本社営業所 千葉県八千代市米本字山谷２７１１－１ 047-488-3741

八千代市 イズミ物流株式会社　八千代営業所
千葉県八千代市上高野１０８２－１７メイアンドワン２

０１
047-455-3064

八千代市 ダイセーロジスティクス株式会社　八千代営業所 千葉県八千代市上高野１３５５－２５ 047-480-8730

八千代市 株式会社三協運輸サービス　千葉営業所 千葉県八千代市勝田台南３－１１－２３ 047-486-8588

八千代市 天真エンタープライズ有限会社　本社営業所 千葉県八千代市大和田新田９１５番地６６ 043-286-5115

富津市
株式会社サンキュウ・トランスポート・東日本　君津営

業所
千葉県富津市新富８７－３ 0439-88-1121

富津市 株式会社アサクラ　富津営業所 千葉県富津市青木２－１５－３ 0439-27-1761

富里市 直販配送株式会社　富里センター 千葉県富里市高野６８７－５ 0476-92-0931

富里市 富士運輸株式会社　成田支店 千葉県富里市七栄６５０－８５ 0476-90-2981

富里市 島村運輸倉庫株式会社　成田支店 千葉県富里市七栄１００１－６ 0476-37-3216

茂原市 日本郵便株式会社　茂原郵便局 千葉県茂原市茂原２４８ 0475-22-2523

茂原市 株式会社日立物流首都圏　成田営業所茂原輸送係 千葉県茂原市下永吉字柳坪２５５ 0475-24-5171
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茂原市 ヤマト運輸株式会社　茂原緑ヶ丘センター 千葉県茂原市押日字白幡４８８－１ 0475-27-1211

木更津市 安房運輸株式会社　木更津営業所 千葉県木更津市中尾１１７３－１ 0438-97-5411

木更津市 有限会社桜運輸　本社営業所 千葉県木更津市十日市場４９７－１ 0438-98-9880

木更津市 株式会社ジェイ・キャリー　木更津営業所 千葉県木更津市長須賀７１９ 0438-38-3939

木更津市 アートコーポレーション株式会社　木更津支店 千葉県木更津市請西東５丁目６－１３ 0439-68-0123

木更津市 藤商株式会社　本社営業所 千葉県木更津市矢那１４１２－３ 0438-52-2339

木更津市 株式会社首都圏ロジスティクス　木更津センター 千葉県木更津市桜井新町２－４－３０、３１ 0438-53-7891

木更津市 綜合警備保障株式会社　警送千葉支社君津分室 千葉県木更津市畑沢３－１３－９ 0438-38-6216

木更津市 有隣運送株式会社　木更津営業所 千葉県木更津市新田３－３－１２ 090-2625-7697

木更津市 房州物流株式会社　木更津営業所 千葉県木更津市潮見５－１８ 0438-36-1814

木更津市 下川運輸有限会社　千葉営業所 千葉県木更津市築地６－１ 090-8646-2966

野田市 株式会社ＬＮＪ中通　境営業所
千葉県野田市関宿台町東特定土地区画整理事業地内２街

区５画地
04-7136-7705

野田市 東邦興産株式会社　東関東営業所 千葉県野田市桐ヶ作２０－１ 0471-96-1133

野田市 東和物流株式会社　東和物流㈱関宿営業所 千葉県野田市木間ヶ瀬５２００－６ 04-7197-0002

野田市 株式会社千曲運輸　野田営業所 千葉県野田市岡田５７４－３２０１号室 047-120-6610

野田市 株式会社コダマサービス　東京営業所 千葉県野田市平井３０２－１ 04-7137-9451

野田市 河井運輸株式会社　本社営業所 千葉県野田市平井２５７－２ 04-7198-6973

野田市 ヤマト運輸株式会社　野田北支店 千葉県野田市船形字上原弐１５５５－２ 04-7127-0341

野田市 株式会社丸運ロジスティクス関東　野田営業所 千葉県野田市船形字上原四１６５０－１ 04-7127-5252

野田市 株式会社ロジネクス　東京支店営業所 千葉県野田市目吹字南下タ村１６９０－４ 04-7120-3500

野田市 有限会社畑山運輸　本社営業所 千葉県野田市柳沢２７６－２ 04-7122-1921

野田市 株式会社フレックス　本社営業所 千葉県野田市三ツ堀３２８－４ 04-7138-3435

野田市 中京陸運株式会社　野田営業所 千葉県野田市下三ヶ尾字愛宕前４０３番５ 04-7192-8677

野田市 直販配送株式会社　野田支店 千葉県野田市西三ヶ尾字金打３１４－２５ 04-7126-2105

野田市 ヤマト運輸株式会社　野田支店 千葉県野田市二ツ塚字西毛蔵坊１３５－１０ 04-7125-4378

野田市 有限会社ヤマテック　千葉営業所 千葉県野田市山崎貝塚町１３－１５ 04-7128-9010

野田市 株式会社マルノウチ・ノダトランスポート　本社営業所 千葉県野田市船形８８７番地３ 04-7189-8020

野田市 株式会社小野寺商事　野田営業所 千葉県野田市花井１２２番地１ 0471-68-0911

野田市 富士運輸株式会社　野田支店 千葉県野田市中根２０９番地松崎ビル１階１０１号 04-7170-1200

野田市 ヤグチ物流株式会社　本社営業所 千葉県野田市上花輪３１０－４ 04-7126-6012

野田市 株式会社マスダ運輸　野田営業所 千葉県野田市中野台７２７－４ 04-7126-1095

野田市 有限会社石川運輸　本社営業所 千葉県野田市吉春５１９－４ 04-7124-4585

野田市 センター物流有限会社　野田営業所 千葉県野田市谷津７４１－４ 04-7192-6171

野田市 総武物流株式会社　本社営業所 千葉県野田市野田２３６ 04-7125-5151

11／12　ページ　



市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

流山市 流北運送有限会社　本社営業所 千葉県流山市大字東深井８７３－１ 04-7152-1711

流山市 株式会社丸和運輸機関　アズコム流山物流センター 千葉県流山市南字下耕地５０２ー１ 04-7157-1511

流山市 西濃エキスプレス株式会社　流山営業所 千葉県流山市おおたかの森西３－７４４－６ 04-7158-0930

印旛郡 ヤマト運輸株式会社　栄町センター 千葉県印旛郡栄町安食字田中２４２１－１３７、１３８ 0476-80-1681

香取郡 ケミカルトランスポート株式会社　香取営業所 千葉県香取郡東庄町宮野台５９４－１ 0478-87-1110

香取郡 総勝運送株式会社　成田営業所 千葉県香取郡多古町飯笹７０３－２ 0479-75-0787

山武郡 ヤマト運輸株式会社　九十九里センター 千葉県山武郡九十九里町西野１９１４－３６ 0475-70-3211

山武郡 株式会社野辺運輸　成田営業所 千葉県山武郡芝山町大里２３３０ 0479-78-1321

山武郡 株式会社石橋梱包運輸　本社営業所 千葉県山武郡芝山町大里字北９８７－１ 0479-78-1414

山武郡 東京アンデス物流株式会社　成田営業所 千葉県山武郡芝山町大台３１２９－１ 0479-78-6488

山武郡
有限会社ＥＡＧＬＥ・ＣＡＲＧＯ・ＳＥＲＶＩＣＥ　本

社営業所
千葉県山武郡芝山町牧野３３８ 0479-77-2830

山武郡 有限会社徳友エクスプレス　成田営業所
千葉県山武郡芝山町宝馬３２－１、３２－７、３３、３

４－３
0479-85-6366

山武郡 つるとみ運輸株式会社　千葉営業所 千葉県山武郡横芝光町長山台１－７ 0479-75-4330

長生郡 直販配送株式会社　房総センター 千葉県長生郡長南町美原台１－２０ 0475-40-4660

長生郡 ヤマト運輸株式会社　一宮センター 千葉県長生郡一宮町新地字砂之堀上５６番地４ 0475-40-0891

長生郡 千里通商株式会社　千葉営業所 千葉県長生郡長生村藪塚９５８－２ 0475-36-3202

長生郡 株式会社太陽ネットワーク物流　茂原事業所 千葉県長生郡睦沢町上市場２３００－３ 0475-44-2400
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