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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）

葛飾区 株式会社飯島企画　本社営業所 東京都葛飾区宝町１－９－１３ 03-5670-8782

葛飾区 イズミ物流株式会社　東京営業所 東京都葛飾区堀切５－５０－２－１０１ 03-3838-6166

葛飾区 昭和運輸倉庫株式会社　本社 東京都葛飾区四ツ木３－４－３６ 03-3694-7215

葛飾区 日本郵便株式会社　葛飾郵便局 東京都葛飾区四つ木２丁目２８－１ 03-3695-9103

葛飾区 株式会社サカイ引越センター　葛飾支社 東京都葛飾区立石２丁目２６番１３号 03-5671-7611

葛飾区 有限会社三興運輸　本社営業所 東京都葛飾区東立石１－７－５ 03-3694-7447

葛飾区 ヤマト運輸株式会社　細田センター 東京都葛飾区細田１－１８－１７ 080-6698-9492

葛飾区 東礼自動車株式会社　葛飾営業所 東京都葛飾区奥戸２－４２－７ 03-3697-0042

葛飾区 有限会社キャリーアート　葛飾営業所 東京都葛飾区奥戸４－８－１ 03-6279-5535

葛飾区 東都運業株式会社　本社 東京都葛飾区奥戸３－２３－２８ 03-3696-4611

葛飾区 栄運輸株式会社　本社営業所 東京都葛飾区水元１－２２－５６ 03-3609-2840

葛飾区 鈴村梱包運輸株式会社　本社営業所 東京都葛飾区南水元４－１７－１１ 03-3608-0521

葛飾区 菱東運輸倉庫株式会社　東京事業所 東京都葛飾区新宿６－１－１ 03-3627-9741

葛飾区 鎌倉運輸株式会社　本社営業所 東京都葛飾区鎌倉１－３－１３ 03-3650-2161

葛飾区 松本運送株式会社　本社営業所 東京都葛飾区青戸７－１６－１２ 03-3602-6631

江戸川区 ヤマト運輸株式会社　江戸川春江センター 東京都江戸川区瑞江１ー１３ー５ 080-5098-3492

江戸川区 開星運輸株式会社　本社営業所 東京都江戸川区新堀２－１６－１９ 03-3678-3737

江戸川区 つるとみ運輸株式会社　本社 東京都江戸川区春江町２－１７－１１ 03-3698-3261

江戸川区 株式会社ロンド　本社営業所 東京都江戸川区春江町３－４９－１２ 03-3676-6380

江戸川区 株式会社論渡物流　本社営業所 東京都江戸川区春江町３－４９－１２ 03-3698-6150

江戸川区 興徳運送株式会社　本社営業所 東京都江戸川区大杉２－１２－１３ 03-3653-9955

江戸川区 株式会社ウエスト流通　本社営業所 東京都江戸川区大杉３－１５－３ 03-5879-3695

江戸川区 梅田運輸株式会社　本店営業所 東京都江戸川区大杉３－１６－１ 03-5678-7281

江戸川区 東武高活運輸株式会社　本社営業所 東京都江戸川区西一之江２－２１－１５ 03-5879-3983

江戸川区 生沼運輸倉庫株式会社　本社営業所 東京都江戸川区西一之江３－３１－２１ 03-3674-1868

江戸川区 有限会社松下運送　本社営業所 東京都江戸川区一之江３－１４－２ 03-3654-3771

江戸川区 小林運送有限会社　本店 東京都江戸川区一之江７－１１－２０ 047-353-2309

江戸川区 株式会社浜田　東京リサイクルセンター 東京都江戸川区松江５－１９－８ 03-6456-0970

江戸川区 若林運送株式会社　東京営業所 東京都江戸川区松江５－２２－１ 03-3680-5528

江戸川区 島村運輸倉庫株式会社　本社営業所 東京都江戸川区松江１－９－１５ 03-3656-2121

江戸川区 有限会社橋爪運送店　本社営業所 東京都江戸川区松島３－３４－１０ 03-3653-0621

江戸川区 日本郵便株式会社　江戸川郵便局 東京都江戸川区松島１丁目１９－２４ 03-3651-0700

江戸川区 下山運輸株式会社　本社営業所 東京都江戸川区谷河内２－４－６－３０３ 03-3670-2984
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江戸川区 株式会社引越社　江戸川支店 東京都江戸川区松本二丁目３４番７号（２Ｆ） 03-5661-6661

江戸川区 江戸川貨物運輸株式会社　本社営業所 東京都江戸川区北小岩２－１－３ 03-3657-1439

江戸川区 ヤマト運輸株式会社　北小岩センター 東京都江戸川区北小岩１－１６－５ 080-5068-2650

江戸川区 上伸物流株式会社　本社営業所 東京都江戸川区東小岩６－３０－６ 03-5612-3656

江戸川区 株式会社城東トランスポート　本社営業所 東京都江戸川区鹿骨２－３５－１２ 03-6801-7719

江戸川区 東紅流通センター株式会社　江戸川営業所 東京都江戸川区南小岩１－２－４１ 03-5693-6508

江戸川区 マルシン運輸株式会社　本社営業所 東京都江戸川区西小岩１－１９－２８－１３０１号 03-5662-3344

江戸川区 日盛運輸株式会社　本社営業所 東京都江戸川区篠崎町３ー１－１１ 03-3678-1100

江戸川区 相互運輸株式会社　本社 東京都江戸川区南篠崎町４－３１－２１ブランハイム１ 03-3677-3011

江戸川区 シン・ワート・ジャパン株式会社　本社営業所 東京都江戸川区鹿骨１－５９－１２ 03-5664-0555

江戸川区 株式会社プレジャー　本社営業所 東京都江戸川区西瑞江５－２０－２ 03-3687-3503

江戸川区 大日運輸倉庫株式会社　本社営業所 東京都江戸川区北葛西５－２８－２１ 03-3686-5261

江戸川区 株式会社ディーライン　本社営業所 東京都江戸川区北葛西５－２８－２１ 03-3680-4837

江戸川区 新日本運輸株式会社　東京営業所 東京都江戸川区北葛西２丁目１８番５号 03-5878-1020

江戸川区 明神運輸株式会社　本社営業所 東京都江戸川区北葛西４－１１－１０ 03-3688-3561

江戸川区 株式会社盛運　本社営業所 東京都江戸川区中葛西８－２０－３ 03-3688-6778

江戸川区 有限会社東晃運輸　本社 東京都江戸川区中葛西５－２４－９ 03-3687-5406

江戸川区 タカダ・トランスポートサービス株式会社　東京セン 東京都江戸川区東葛西９－３－６ 03-5659-7051

江戸川区 関東商事株式会社　本社営業所 東京都江戸川区東葛西６－３６－８ 03-3687-4551

江戸川区 葛西陸運株式会社　本社 東京都江戸川区東葛西７－４－１３ 03-5675-1711

江戸川区 さわだ物流株式会社　本社営業所 東京都江戸川区中葛西１－３１－９ 03-3675-9621

江戸川区 染谷運輸株式会社　本社営業所 東京都江戸川区南葛西５－７－５ 03-3687-6880

江戸川区 明野運輸株式会社　本社営業所 東京都江戸川区南葛西３－１５－５ 03-3686-5222

江戸川区 有限会社ケーズワークス　本社営業所 東京都江戸川区南葛西２－２４－１０ 03-6803-1591

江戸川区 名鉄運輸株式会社　葛西支店 東京都江戸川区臨海町４－３－１ 03-3878-3551

江戸川区 関東名鉄運輸株式会社　葛西 東京都江戸川区臨海町４－３－１ 03-5676-0741

江戸川区 王子運送株式会社　葛西支店 東京都江戸川区臨海町４－３－１ 03-3878-3811

江戸川区
セイノースーパーエクスプレス株式会社　東京湾岸ロジ

スティクスセンター
東京都江戸川区臨海町４－３－１ 03-3869-2421

江戸川区 セイノースーパーエクスプレス株式会社　東京湾岸引越 東京都江戸川区臨海町４－３－１ 03-3680-8171

江戸川区 福山通運株式会社　東京江東店 東京都江戸川区臨海町４－３－１ 03-5867-4817

江戸川区 アートコーポレーション株式会社　葛西支店 東京都江戸川区臨海町６丁目３番４号 03-5659-0123

江戸川区 イヌイ運送株式会社　葛西営業所 東京都江戸川区臨海町３－５－１ 03-5531-1264

江戸川区 株式会社トーハイ　臨海営業所 東京都江戸川区臨海町４－３－１ 03-5878-3851

江戸川区 東京トラック運送株式会社　葛西支店 東京都江戸川区臨海町４－３－１ 03-5658-1181
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江戸川区 岡山県貨物運送株式会社　東京支店 東京都江戸川区臨海町４－３－１ 03-3878-3241

江戸川区 トナミ運輸株式会社　葛西支店 東京都江戸川区臨海町４－３－１ 03-3687-6501

江戸川区 井阪運輸株式会社　東京営業所 東京都江戸川区臨海町４－３－１ 03-3686-1900

江戸川区 川崎陸送株式会社　葛西流通センター 東京都江戸川区臨海町３－５－１ 03-3680-1122

江戸川区 株式会社辨天おがわ運輸　本社営業所 東京都江戸川区西葛西１－７－２０ 03-3680-3504

江戸川区 株式会社ＳＩＴ　本社営業所 東京都江戸川区西葛西６丁目１２番７号３０２ 03-5878-0826

江戸川区 江商運輸株式会社　本社営業所 東京都江戸川区西葛西６－４－１４ 03-3687-4411

江東区 相互運輸株式会社　有明営業所 東京都江東区有明１－２－２７ 03-3529-0337

江東区 株式会社誠和　本社営業所 東京都江東区森下５－７－５ 03-3632-6661

江東区 ナガシマ物流サービス株式会社　本社営業所 東京都江東区千石１－２－６ 03-5635-2580

江東区 吉澤運輸株式会社　本社営業所 東京都江東区千石１－１０－１０ 03-3647-7861

江東区 日本郵便株式会社　深川郵便局 東京都江東区東陽４丁目４－２ 03-5683-3163

江東区 株式会社内藤運送店　本社営業所 東京都江東区東陽１－６－３ 03-5690-5081

江東区 ヤマト運輸株式会社　江東白河支店 東京都江東区白河４－４－６ 080-5045-3695

江東区 有限会社田村運輸部　本社 東京都江東区白河３－１－１１ 03-3643-5044

江東区 サトランス株式会社　中央営業所 東京都江東区深川１－１－５和倉ビル７０２ 03-6666-1366

江東区 株式会社キノミヤ運送　木場営業所 東京都江東区木場３－４－３ 03-3630-0296

江東区 浪速運送株式会社　東京 東京都江東区塩浜２－４－２０ 03-3647-7280

江東区 福山通運株式会社　東京支店 東京都江東区越中島３－６－１５ 03-3643-3752

江東区 王子エクスプレス株式会社　東京 東京都江東区越中島３－６－１５ 03-3643-1081

江東区 福山エクスプレス株式会社　東京営業所 東京都江東区越中島３丁目６番１５号 03-3643-6507

江東区 カトーレック株式会社　東京営業所 東京都江東区枝川２－８－７ 03-5632-5555

江東区 濃飛倉庫運輸株式会社　深川輸送センター営業所 東京都江東区枝川１－７－１５ 03-3647-5611

江東区 新寿堂運輸株式会社　本社営業所 東京都江東区枝川２－１８－１０ 03-5653-5590

江東区
東京納品代行株式会社　東京ファッションロジスティク

スセンター
東京都江東区潮見２－８－１０ 03-6660-2314

江東区 ジャパンエクスプレス株式会社　本社営業所 東京都江東区辰巳３－１５－３ 03-5534-1934

江東区 汐留運送株式会社　辰巳営業所 東京都江東区辰巳３－１６－６ 03-3521-7117

江東区 有限会社ホクトコンテナ輸送　本社営業所
東京都江東区辰巳三丁目２１－１６辰巳ふ頭内貿雑貨上

屋２１０号室
03-5534-6788

江東区 銀座急送株式会社　辰巳営業所 東京都江東区辰巳３－１５－５ 03-3522-0111

江東区 東京トネックス株式会社　本社営業所 東京都江東区辰巳２－３－１６ 03-3521-8041

江東区 株式会社カンダコアテクノ　江東営業所 東京都江東区辰巳３－１３－６ 03-3521-4310

江東区 システム輸送株式会社　本社 東京都江東区辰巳３－１４－１１ 03-3522-0211

江東区 八大株式会社　本社営業所 東京都江東区辰巳３－１８－２０ 03-5534-2711
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江東区 カンダコーポレーション株式会社　辰巳営業所 東京都江東区辰巳３－１３－６ 03-5534-1021

江東区 有限会社のぞみ運輸　東京営業所 東京都江東区辰巳１－６－７ 03-5534-6598

江東区 日本通運株式会社　江東辰巳航空貨物センター 東京都江東区辰巳３－１１－１０ 03-5569-3590

江東区 東京食料運輸株式会社　本社営業所 東京都江東区辰己１－５－１０ 03-3521-3301

江東区 トナミ運輸株式会社　東京支店 東京都江東区辰巳３－１１－３０ 03-3522-1073

江東区 臼杵運送株式会社　京葉支店 東京都江東区辰巳３－９－１４ 03-6457-0902

江東区 大京運輸株式会社　豊洲 東京都江東区豊洲４－１１－３ 03-3533-1047

江東区 信越定期自動車株式会社　東雲支店 東京都江東区東雲２－５－１５ 03-3527-6800

江東区 マルサダ運輸株式会社　本社営業所 東京都江東区東雲２－１４－４ 03-3520-1221

江東区 コンポート株式会社　有明営業所 東京都江東区東雲２－１４－４ 03-3520-2144

江東区 株式会社エムズ・エイド　本社営業所 東京都江東区東雲２－１４－３５　２Ｆ 03-3527-5415

江東区 株式会社丸運ロジスティクス関東　東雲 東京都江東区東雲２－１２－２７，２－１７－５ 03-3529-5211

江東区 ステンレス急送株式会社　本社営業所 東京都江東区東雲２－１０－４９ 03-3529-5878

江東区 ＳＢＳ即配サポート株式会社　東雲事業所 東京都江東区東雲２－１０－３１ 03-3529-0761

江東区 晴海レミコン輸送株式会社　本社営業所 東京都江東区東雲２丁目１３番４５号 03-3520-0384

江東区 株式会社丸中　本社営業所 東京都江東区東雲２－１２－２３ 03-3528-1051

江東区 新聞輸送株式会社　日本経済新聞営業所 東京都江東区東雲１－１０－５ 03-3536-6143

江東区 イヌイ運送株式会社　東雲営業所 東京都江東区東雲２－１－１０ 03-5531-1264

江東区 立正運送株式会社　東京営業所 東京都江東区有明３－１５－１３ 03-6426-0230

江東区 アヅマ・ロジテック株式会社　有明営業所 東京都江東区有明４－７－１４ 03-3520-0811

江東区 株式会社ＮＢＳロジソル　東京港
東京都江東区有明４丁目８－６東京港フェリー埠頭ター

ミナルビル３階テナント２室
03-3527-7200

江東区 株式会社砂町運輸　本社営業所
東京都江東区有明４－８－６東京港フェリー埠頭ターミ

ナルビル３Ｆ５－２
03-3527-5270

江東区 清興運輸株式会社　有明営業所 東京都江東区有明１－６－１８ 090-4012-8292

江東区 株式会社又一　本社営業所 東京都江東区有明４－７－９ 03-6657-1064

江東区 鐵伸運輸株式会社　東京営業所
東京都江東区有明４－８－６東京港フェリー埠頭ターミ

ナルビル４１６
03-3529-6210

江東区 ヤマト運輸株式会社　東京主管支店 東京都江東区有明１－６－２６ 03-5564-3730

江東区 ホッコウ物流株式会社　東京支店 東京都江東区有明４－８－６ 03-3527-6521

江東区 王子陸運株式会社　有明営業所 東京都江東区有明４－４－１０ 03-3529-2967

江東区 株式会社ワールドサプライ　有明営業所 東京都江東区有明１－２－２２ 03-3529-5123

江東区 株式会社ＷＩＴ　本社営業所 東京都江東区青海３－４－１９青海流通センター２号棟 03-6457-1303

江東区 大日運輸株式会社　東京営業所 東京都江東区青海４－７－６お台場国際物流センターＡ 03-3599-2520

江東区 アイエムエキスプレス株式会社　本社 東京都江東区青海４－６－２１ 03-3520-1636
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江東区 アカツキ運輸有限会社　本社 東京都江東区亀戸９－３３－２６ 03-3683-3858

江東区 株式会社丸加運送店　本社営業所 東京都江東区亀戸５丁目７番８号 03-3681-2311

江東区 アートコーポレーション株式会社　江東支店 東京都江東区亀戸７－２－１ 03-5628-0123

江東区 ヤマト運輸株式会社　大島支店 東京都江東区亀戸７－５３－１７ 080-5045-9929

江東区 東礼自動車株式会社　江東営業所 東京都江東区大島１－３６－１２ 03-3681-9252

江東区 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　北砂支店 東京都江東区北砂１－４－７ 03-5690-0143

江東区 清興運輸株式会社　砂町営業所 東京都江東区東砂３丁目２１－２４伊藤製パン（株）砂 090-2200-6760

江東区 高木運輸株式会社　本社営業所 東京都江東区東砂６丁目１５番地１１号 03-3646-5626

江東区 安房運輸株式会社　東京営業所 東京都江東区東砂８－２５－６ 03-3646-5611

江東区 佐川急便株式会社　台東営業所 東京都江東区新砂３－５－１５ 03-3699-3636

江東区 ロジ・エンジェル株式会社　本社営業所 東京都江東区新砂２丁目５番２８号 03-6666-0536

江東区 ＳＢＳロジコム関東株式会社　新砂支店 東京都江東区新砂１丁目１３－１１ 03-3615-3175

江東区 日本郵便輸送株式会社　江東 東京都江東区新砂２－５－２１ 03-5690-4151

江東区 日本郵便輸送株式会社　新砂営業所 東京都江東区新砂２－５－２１ 03-6458-7240

江東区 名鉄運輸株式会社　新砂支店 東京都江東区新砂２－４－１７ 03-6666-5721

江東区 東京トラック運送株式会社　江東営業所 東京都江東区新砂１－１３－１３ 03-5635-2777

江東区 鈴直運送株式会社　本社営業所 東京都江東区南砂６丁目２番１２号 03-3640-0351

江東区 鈴直運輸株式会社　本社営業所 東京都江東区南砂６－２－１２ 03-3640-0351

江東区 株式会社光陽ライン　本社営業所 東京都江東区新木場３－３－２ 03-3522-5011

江東区 ヤマト運輸株式会社　新木場センター 東京都江東区新木場１－１２－４ 080-5068-2600

江東区 柳田運輸株式会社　新木場営業所 東京都江東区新木場２－２－５ 03-5569-6291

江東区 佐川急便株式会社　墨田営業所 東京都江東区新木場１－１７－４ 03-3521-1010

江東区 株式会社月島物流サービス　東京営業所 東京都江東区新木場１－８－７ 03-3522-7910

江東区 佐川急便株式会社　城東営業所 東京都江東区新木場２－１５－２２ 03-3522-7810

江東区 函館運送株式会社　東京支店 東京都江東区新木場３－２－１１ 03-3522-0591

江東区 株式会社エスラインギフ　東京営業所 東京都江東区若洲２－２－８ 03-3522-8030

江東区 日本郵便株式会社　新東京郵便局 東京都江東区新砂２丁目４－２３ 03-5606-4011

江東区 日本郵便輸送株式会社　新東京営業所 東京都江東区新砂２－４－２３ 03-5690-3421

江東区 日本郵便株式会社　東京国際郵便局 東京都江東区新砂３丁目５－１４ 03-5665-4118

港区 日本郵便株式会社　芝郵便局 東京都港区西新橋３丁目２２－５ 03-3431-9554

港区 マルフク・ロジスティクス株式会社　本社営業所 東京都港区浜松町２丁目７－１４ 03-3765-6618

港区 トータル・コマース・ソリューション株式会社　東京営 東京都港区海岸２－６－３６ 03-6435-4930

港区 新興運輸倉庫株式会社　本社営業所 東京都港区海岸３－２１－２３ 03-3452-8751

港区 秋元運輸倉庫株式会社　芝浦営業所 東京都港区海岸３－３０－１ 03-3451-3711

港区 ヤマト運輸株式会社　南青山支店 東京都港区芝浦四丁目３番４号 03-5439-4691
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港区 新聞輸送株式会社　中日新聞営業所 東京都港区芝浦４－１６－２７ 03-5765-5097

港区 株式会社幸運　本社 東京都港区白金台２－２５－１５ 03-3447-0770

港区 日本郵便株式会社　高輪郵便局 東京都港区三田３丁目８－６ 03-3456-5842

港区 株式会社東京ロジステック小林徳市運送　本社営業所 東京都港区三田２－９－１１ 03-3451-3367

港区 運送サービス株式会社　東京 東京都港区高輪３－２２－８ 03-3447-5835

港区 ホクレン運輸株式会社　東京営業所 東京都港区港南５－６－７ 03-5461-2930

港区 株式会社ギンテック　港南 東京都港区港南３－４－１２ 03-3471-5311

荒川区 ＳＢＳゼンツウ株式会社　町屋営業所 東京都荒川区町屋６－３４－２ 03-6807-8860

荒川区 株式会社小高商事　本社営業所 東京都荒川区町屋４－３６－８ 03-3895-2266

荒川区 株式会社金原運送店　本社営業所 東京都荒川区南千住３－２３－１２ 03-3801-6610

荒川区 隅田川運送株式会社　本社営業所 東京都荒川区南千住３－４－５ 03-3805-0811

渋谷区 日本郵便株式会社　渋谷郵便局 東京都渋谷区渋谷１丁目１２－１３ 03-5469-9902

渋谷区 大信運輸株式会社　本社営業所 東京都渋谷区西原３－２２－１５ 03-3466-0115

渋谷区 アサヒロジ株式会社　新宿営業所 東京都渋谷区本町３－３３－１ 03-3375-3641

渋谷区 日本郵便株式会社　代々木郵便局 東京都渋谷区西原１丁目４２－２ 03-5790-0522

新宿区 日本通運株式会社　航空事業支店国内貨物第三営業部 東京都新宿区西落合２－１８－１７ 03-3950-6980

新宿区 セイノースーパーエクスプレス株式会社　新宿営業所 東京都新宿区戸山３－１５－１日本駐車ビル１Ｆ 03-3205-7112

新宿区 日本郵便株式会社　牛込郵便局 東京都新宿区北山伏町１－５ 03-3260-2442

新宿区 日本郵便株式会社　新宿郵便局 東京都新宿区西新宿１丁目８－８ 03-3340-9502

新宿区 ヤマト運輸株式会社　新宿支店 東京都新宿区百人町１－１８－３ 03-3365-3718

杉並区 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　杉並支店 東京都杉並区和田１－１０－１ 03-3384-6019

杉並区 日本郵便株式会社　荻窪郵便局 東京都杉並区桃井２丁目３－２ 03-3301-5513

杉並区 ヤマト運輸株式会社　杉並和泉支店 東京都杉並区和泉２－１４－１ 03-3325-5421

世田谷区 淺見運輸倉庫株式会社　本社営業所 東京都世田谷区駒沢５－１５－１１ 03-3701-1121

世田谷区 有限会社丸和運送　本社営業所 東京都世田谷区弦巻１－４０－５ 03-3427-3489

世田谷区 アートコーポレーション株式会社　世田谷支店 東京都世田谷区北烏山３－２－１ 03-5314-0123

世田谷区 東京商運株式会社　本社 東京都世田谷区南烏山４－２８－８ 03-3308-9722

世田谷区 日通東京西運輸株式会社　給田営業所 東京都世田谷区給田５－１９－１ 03-5314-5387

世田谷区 株式会社スリーエス・サンキュウ　世田谷営業所 東京都世田谷区千歳台２－３１－１３ 03-3789-4439

世田谷区 ヤマト運輸株式会社　千歳台支店 東京都世田谷区千歳台５－４２９－１ 03-5490-2014

世田谷区 日本通運株式会社　西東京警送事業所世田谷センター 東京都世田谷区千歳台３－３１－６ 03-3789-5111

世田谷区 ＡＳＫＵＬＬＯＧＩＳＴ株式会社　世田谷営業所 東京都世田谷区鎌田４－１８－１３ 03-5727-8621

世田谷区 株式会社シンコー　世田谷営業所 東京都世田谷区鎌田４－１８－１５ 03-5494-8001

世田谷区 佐川急便株式会社　世田谷用賀営業所 東京都世田谷区用賀１－１５－２３ 03-5491-5490

世田谷区 用賀運送株式会社　本社営業所 東京都世田谷区上用賀５－７－２ 03-3709-5401
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千代田区 三和運送事業株式会社　本社営業所 東京都千代田区東神田１－４－９ 03-3866-0330

千代田区 有限会社矢嶋運送店　本社営業所 東京都千代田区神田三崎町２－１９－４ 03-3261-5645

千代田区 ヤマトグローバルエキスプレス株式会社　丸の内セン 東京都千代田区神田司町２－８－３ 03-5296-1133

千代田区 ヤマトグローバルエキスプレス株式会社　千代田営業所 東京都千代田区神田錦町２－５ 03-5217-0971

千代田区 日本郵便株式会社　神田郵便局 東京都千代田区神田淡路町２丁目１２ 03-3257-6405

千代田区 日本郵便株式会社　麹町郵便局 東京都千代田区九段南４丁目５－９ 03-3263-1876

千代田区 松栄運輸株式会社　本社 東京都千代田区外神田４－７－９ 03-3253-7341

足立区 加藤運輸株式会社　足立営業所 東京都足立区加平３－８－１０ 03-3606-2181

足立区 ケイヒン陸運株式会社　本社営業所 東京都足立区綾瀬７－３－５ 03-3628-5021

足立区 日本郵便株式会社　足立郵便局 東京都足立区千住曙町４２－４ 03-3881-2600

足立区 梅田運輸倉庫株式会社　足立営業所 東京都足立区千住関屋町９－１ 03-5284-3502

足立区 エヌティ陸送株式会社　小台営業所 東京都足立区小台２－６－２ 03-5959-5675

足立区 ＳＢＳゼンツウ株式会社　足立営業所 東京都足立区中央本町４－１５－３ 03-5888-5596

足立区 株式会社中央流通サービス　本社営業所 東京都足立区神明２－７－１２ 03-5682-8996

足立区 ビコー輸送株式会社　本社 東京都足立区六木３丁目３２－１８　２０３ 03-5851-8700

足立区 都清掃株式会社　本社営業所 東京都足立区佐野１丁目２８番１０号 03-3606-0135

足立区 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　足立東支店 東京都足立区加平３丁目１５番１０号 03-5697-8161

足立区 ヤマト運輸株式会社　足立東支店 東京都足立区六木１－２－１ 070-3874-8989

足立区 エスエイロジテム株式会社　本社営業所 東京都足立区南花畑２－７－１８ 03-5686-3213

足立区 エフエスロジスティックス株式会社　本社 東京都足立区六町４－１２－１２ 03-5809-6541

足立区 江陽運送株式会社　本社営業所 東京都足立区一ツ家２－７ 03-3885-3685

足立区 柳田運輸株式会社　本社営業所 東京都足立区一ツ家１－２－１８ 03-3859-1055

足立区 日通隅田川運輸株式会社　北千住事業所 東京都足立区平野３－１８－１ 03-3884-6238

足立区 大出運輸株式会社　本社営業所 東京都足立区東伊興１－１－２６ 03-3899-0848

足立区 アートコーポレーション株式会社　足立支店 東京都足立区伊興本町１－１６－２９ 03-3896-0123

足立区 ヤマト運輸株式会社　足立支店 東京都足立区西保木間３－７－１ 080-5068-3220

足立区 八千代運輸有限会社　本社 東京都足立区伊興１－６－２０ 03-3897-5221

足立区 株式会社ヤマゴ　本社営業所 東京都足立区西伊興３－１３－２４ 03-3855-5996

足立区 株式会社昌登物流　本社営業所 東京都足立区舎人５－７－１０ 03-3857-4649

足立区 金子運送株式会社　本社営業所 東京都足立区舎人５－８－１８ 03-3855-3873

足立区 株式会社ムービングサポート　東京営業所 東京都足立区入谷８－３－１５ 03-5647-8773

足立区 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　足立北支店 東京都足立区入谷８－１０－２５ 03-5647-0731

足立区 新生物流株式会社　足立営業所 東京都足立区入谷６－２－３ 03-3855-8261

足立区 トナミ運輸株式会社　足立支店 東京都足立区入谷６－１－１ 03-3855-2271

足立区 株式会社サンケイ城北広告社　本社 東京都足立区入谷７－３－９ 03-3855-6511
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足立区 西濃運輸株式会社　足立支店 東京都足立区入谷７－１９－２７ 03-5857-7601

足立区 株式会社皆木運輸倉庫　本社営業所 東京都足立区入谷８－９－３ 03-3856-2201

足立区 セイノースーパーエクスプレス株式会社　足立営業所 東京都足立区入谷６－１－１ 03-3855-8301

足立区 アシストライン株式会社　本社営業所 東京都足立区入谷７－５－３ 03-5691-1101

足立区 西濃運輸株式会社　足立東支店 東京都足立区入谷６－１－１（足立トラックターミナル 03-5857-7599

足立区 名鉄運輸株式会社　足立支店 東京都足立区入谷６－１－１ 03-3855-2281

足立区 王子運送株式会社　足立支店 東京都足立区入谷６－１－１ 03-3855-0585

足立区 岡山県貨物運送株式会社　足立支店 東京都足立区入谷６－１－１ 03-3855-2941

足立区 マルタネ運輸有限会社　本社営業所 東京都足立区梅田３－２９－７ 03-6806-3514

足立区 有限会社第一キャリー　本社 東京都足立区加賀２－１０－６ 03-3854-3111

足立区 株式会社ケイ・エム　本社営業所 東京都足立区鹿浜６－１５－８ 03-3857-0531

足立区 坂宮運輸倉庫株式会社　本社 東京都足立区鹿浜２－３７－１２ 03-3897-2543

足立区 ヤマト運輸株式会社　王子支店 東京都足立区新田１－９－１ 080-6699-5227

足立区 株式会社樋口物流サービス　関東支店 東京都足立区堀之内２－１５－８ 03-5647-1670

足立区 有限会社大昌運輸　東京営業所 東京都足立区堀之内１－１７－１３　２Ｆ 03-3855-6161

台東区 日本郵便株式会社　上野郵便局 東京都台東区下谷１－５－１２ 03-3843-9463

台東区 ヤマト運輸株式会社　東上野支店 東京都台東区東上野１－２６－４ 080-5045-9937

台東区 株式会社シゲタイーエックス　本社営業所 東京都台東区清川１－７－４ 03-3872-1377

台東区 ヤマト運輸株式会社　浅草支店 東京都台東区東浅草１－２０－８ 080-5045-3312

台東区 日本郵便株式会社　浅草郵便局 東京都台東区西浅草１丁目１－１ 03-5828-7913

台東区 株式会社入船物流システム　本社営業所 東京都台東区松が谷４丁目１番１２号 03-5830-7703

大田区 日本ロジテム株式会社　大井 東京都大田区東海４－７－２０（芝海株式会社内） 03-3799-0225

大田区 芳商物流株式会社　本社営業所 東京都大田区東海３－２－１ 03-5492-3371

大田区 井住運送株式会社　大井 東京都大田区東海５－５－３大井トラクターターミナル 03-3799-5481

大田区 有限会社キャスコジャパン　東京営業所 東京都大田区東海４－３－８ 03-5755-9240

大田区 株式会社ダイドウトランスプラネット　東京営業所 東京都大田区東海４－３－１ 03-3790-9141

大田区 近江運送株式会社　本社営業所 東京都大田区東海５－５－９　４階 03-5755-7567

大田区 株式会社新開トランスポートシステムズ　羽田営業所 東京都大田区東海２－１－２ 03-5755-7900

大田区 安達運輸株式会社　本社営業所 東京都大田区東海５－５－１ 03-3790-5700

大田区 ロジスティックスシステム輸送株式会社　本社営業所 東京都大田区東海４丁目２－２２ 03-3799-5840

大田区 大京運輸株式会社　大井営業所 東京都大田区城南島１－１－１ 03-3799-1936

大田区 株式会社アライアンス・コーポレーション　本社営業所 東京都大田区城南島４－８－２ 03-5755-8080

大田区
ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社　海

外生活支援オペレーション支店
東京都大田区京浜島１－３－３ 03-3799-2410

大田区 日本通運株式会社　航空事業支店国内貨物第一営業部 東京都大田区京浜島３－５－５ 03-5755-7716

8／17　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）

大田区 エヌティ陸送株式会社　昭和島営業所 東京都大田区昭和島一丁目５番２２ 03-6779-4855

大田区 第一貨物株式会社　京浜支店 東京都大田区平和島２－１－１ 03-3762-2191

大田区 リファーシステムジャパン株式会社　平和島営業所 東京都大田区平和島２－１－１ダイナベース２Ｆ 03-5767-5011

大田区 神奈川センコー運輸株式会社　平和島営業所 東京都大田区平和島１－２－３０ 080-4425-4830

大田区 株式会社丸運ロジスティクス関東　京浜営業所
東京都大田区平和島２－１－１京浜トラックターミナル

内１０号棟
03-3766-6145

大田区 阿部運送株式会社　平和島 東京都大田区平和島２－１－１ 03-5753-6177

大田区 日正運輸株式会社　京浜営業所 東京都大田区平和島３－４－１ 03-3762-9016

大田区 株式会社ロジパルエクスプレス　平和島営業所 東京都大田区平和島５－３－１ 03-5767-7966

大田区 近物レックス株式会社　京浜支店 東京都大田区平和島２－１－１［公共ターミナル］ 03-3762-3131

大田区 株式会社エスラインギフ　京浜営業所 東京都大田区平和島５丁目６番２ 03-3762-7551

大田区 山陽自動車運送株式会社　京浜営業所
東京都大田区平和島２－１－１（京浜トラックターミナ

ル新７号棟）
03-3762-3101

大田区 日通東京運輸株式会社　平和島営業所 東京都大田区平和島２－１－１ 03-5753-8620

大田区 ヤマトボックスチャーター株式会社　東京中央支店 東京都大田区平和島６丁目１番１号４Ｆ 03-5767-6411

大田区 セイノースーパーエクスプレス株式会社　東京貨物セン 東京都大田区平和島２－１－１ 03-5493-0951

大田区 丸嘉運輸倉庫株式会社　東京営業所 東京都大田区平和島１－２－３０ 03-3767-2856

大田区 株式会社東海ロジテム　京浜営業所 東京都大田区平和島２－１－１ 03-5753-3305

大田区 株式会社日立物流南関東　京浜輸送営業所 東京都大田区平和島５－３－２ 03-3763-6177

大田区 手島梱包輸送株式会社　平和島営業所 東京都大田区平和島３－２－２１ 03-3763-1631

大田区 岡山県貨物運送株式会社　京浜支店 東京都大田区平和島２－１－１ 03-3762-8261

大田区 南信貨物自動車株式会社　東京営業所 東京都大田区平和島２－１－１ 03-3762-6515

大田区 名鉄運輸株式会社　京浜支店 東京都大田区平和島２－１－１ 03-3762-4181

大田区 信州名鉄運輸株式会社　京浜支店 東京都大田区平和島２－１－１ 03-3764-6331

大田区 日通トランスポート株式会社　京浜支店
東京都大田区平和島２－１－１日本自動車ターミナル㈱

京浜事業所１５号棟
03-3765-4266

大田区 株式会社引越社　大田支店 東京都大田区大森南二丁目２２番７号 03-6864-2626

大田区 ヤマト運輸株式会社　大森南支店 東京都大田区大森南４－１５－１９ 03-3742-7770

大田区 株式会社スガヌマトランスポート　東京事業所 東京都大田区東海５－５－３ 03-3790-8044

大田区 日本郵便株式会社　大森郵便局 東京都大田区山王３丁目９－１３ 03-3774-0301

大田区 石黒物流株式会社　本社 東京都大田区西馬込２－３－１１ 03-3777-1786

大田区 運送サービス株式会社　大森 東京都大田区東糀谷１－９－１７ 03-3743-8389

大田区 佐川急便株式会社　品川営業所 東京都大田区東糀谷６－５ー２ 03-3745-7122

大田区 北洋エキスプレス株式会社　本社営業所 東京都大田区羽田旭町２－４ 03-3741-6739

大田区 丸福運輸株式会社　羽田営業所 東京都大田区東糀谷４－７－７ 03-5737-0621

9／17　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）

大田区 小川運輸有限会社　本社営業所 東京都大田区西糀谷３－９－１０ 03-3744-2233

大田区 株式会社トランスクルー　本社営業所 東京都大田区西糀谷２－３１－２０ 03-3745-4101

大田区 株式会社サン・エキスプレス　本社 東京都大田区西糀谷３－９－２６ 03-0742-7431

大田区 ヤマトグローバルエキスプレス株式会社　大田営業所 東京都大田区羽田空港３－２－３ 03-5756-6554

大田区 ＴＳネットワーク株式会社　羽田流通センター 東京都大田区羽田旭町４－１ 03-5735-5161

大田区 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　羽田支店 東京都大田区羽田旭町１１－１ 03-6756-7305

大田区 羽田運輸株式会社　本社営業所 東京都大田区羽田３－１５－１５ 03-3741-0717

大田区
日本通運株式会社　首都圏支店移転引越第三営業部羽田

オペレーションセンター
東京都大田区本羽田３－１９－１５ 03-5735-6601

大田区 ヤマト運輸株式会社　大田支店 東京都大田区南六郷１－９－３ 03-3734-8035

大田区 株式会社大森運輸商会　本社営業所 東京都大田区萩中３－２３－９ 03-3741-2121

大田区 株式会社安川トランスポート　東京営業所 東京都大田区石川町２－２５－３ 03-3726-2171

大田区 株式会社大津運送　本社 東京都大田区仲池上１－１６－６ 03-3755-2810

大田区 株式会社パルライン　大田営業所 東京都大田区仲池上１－３１－１ 03-5748-3558

大田区 東礼自動車株式会社　城南営業所 東京都大田区千鳥２－４０－１６ 03-5741-3509

大田区 アートコーポレーション株式会社　大田支店 東京都大田区久が原５－２－２０ 03-6410-0123

大田区 株式会社Ｐｓトランスポート　大田営業所 東京都大田区矢口３－８－２２ 03-5482-3720

中央区 日本郵便株式会社　銀座郵便局 東京都中央区銀座８－２０－２６ 03-3524-2873

中央区 セイノースーパーエクスプレス株式会社　日本橋営業所 東京都中央区日本橋中洲１２－９ 03-5640-1071

中央区 日本郵便株式会社　日本橋郵便局 東京都中央区日本橋１－１８－１ 03-3277-6853

中央区 淀川海運株式会社　本社営業所 東京都中央区新富１－３－７ 03-5543-6781

中央区 渥美運輸株式会社　本社営業所 東京都中央区入船２－９－３ 03-3552-3771

中央区 ケイアイ株式会社　中央営業所 東京都中央区月島４－７－１４ 03-3531-0201

中央区 株式会社スリーエス・サンキュウ　勝どき営業所 東京都中央区勝どき６－５－３ 03-3536-9639

中野区 日本郵便株式会社　中野郵便局 東京都中野区中野２ー２７－１ 03-3383-8821

中野区 株式会社武蔵野　本社営業所 東京都中野区弥生町２－５１－５田中マンション１階１ 03-5340-7647

中野区 ヤマトグローバルエキスプレス株式会社　新宿営業所 東京都中野区南台５－２７－３２ 03-5342-2680

板橋区 セイノースーパーエクスプレス株式会社　池袋航空営業 東京都板橋区板橋２－１０－７ 03-3962-5181

板橋区 ヤマト運輸株式会社　板橋中央支店 東京都板橋区板橋２－３６－５ 080-5068-0378

板橋区 寿ロジコム株式会社　本社営業所 東京都板橋区向原２－２３－８ 03-3972-2478

板橋区 ヤマト運輸株式会社　板橋小茂根支店 東京都板橋区小茂根３－１０－７ 080-5068-3217

板橋区 株式会社フジサービス　本社営業所 東京都板橋区坂下３－３７－８ 03-3969-1366

板橋区 みすゞ興業株式会社　本社 東京都板橋区舟渡２－１０－７ 03-3966-2422

板橋区 株式会社アドバンス芙蓉　本社営業所 東京都板橋区坂下３－３７－８ 03-3967-2130

板橋区 北星運輸株式会社　本社 東京都板橋区志村３－１７－２３ 03-3932-3251
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板橋区 株式会社日恵運輸　本社営業所 東京都板橋区志村１－１７－９ 03-3966-0707

板橋区 ヤマト運輸株式会社　板橋前野町支店 東京都板橋区前野町６－８－２４ 080-6699-5743

板橋区 北斗システム輸送株式会社　本社営業所 東京都板橋区中台３－２３－２５ 03-3935-1677

板橋区 日本郵便株式会社　板橋北郵便局 東京都板橋区志村３丁目２４－１６ 03-3558-4913

板橋区 佐川急便株式会社　城北営業所 東京都板橋区新河岸１－１１－１１ 03-5945-7777

板橋区 ヤマト運輸株式会社　板橋支店 東京都板橋区新河岸２－２－７ 080-6699-6463

板橋区 近物レックス株式会社　板橋支店 東京都板橋区高島平六丁目１番１号 03-5383-1371

板橋区 中央陸運株式会社　本社営業所 東京都板橋区高島平６－２－８ 03-3979-3301

板橋区 山陽自動車運送株式会社　板橋営業所 東京都板橋区高島平６－１－１ 03-3938-5230

板橋区 不退運輸株式会社　本社営業所 東京都板橋区高島平２－１５－１１－３０１ 03-3550-3995

板橋区 トナミ運輸株式会社　板橋支店 東京都板橋区高島平６－１－１ 03-3979-1073

板橋区 株式会社トーウンＪＤ　本社営業所 東京都板橋区高島平９－３７－６ 03-3936-0411

板橋区 松岡満運輸株式会社　板橋支店 東京都板橋区高島平６－１－１板橋トラックターミナル 03-3939-5211

板橋区 信州名鉄運輸株式会社　板橋支店 東京都板橋区高島平６－１－１ 03-3938-5257

板橋区 武蔵貨物自動車株式会社　板橋支店 東京都板橋区高島平６－１－１ 03-3938-6235

板橋区 新潟運輸株式会社　板橋支店 東京都板橋区高島平６－１－１ 03-3938-6141

板橋区 名鉄運輸株式会社　板橋支店 東京都板橋区高島平６－１－１ 03-3938-5280

板橋区 日本運輸荷造株式会社　本社営業所 東京都板橋区成増３－２－１５ 03-3930-6339

品川区 アートコーポレーション株式会社　港支店 東京都品川区東品川１－３－１０ 03-3474-0123

品川区 ジェイアール東海物流株式会社　東京引越・物流セン 東京都品川区東品川５－８－４３ 03-6712-9960

品川区 日本通運株式会社　海外引越事業支店オペレーションセ 東京都品川区東品川５－７－２８ 03-5495-1817

品川区 佐川急便株式会社　城南営業所 東京都品川区八潮３－２－３８ 03-3799-8696

品川区 株式会社阪急阪神ロジパートナーズ　品川営業所 東京都品川区八潮３丁目２番３４号 050-3820-0778

品川区 ヤマト運輸株式会社　東京コンテナ支店 東京都品川区八潮３－３－２２ 03-3790-0641

品川区 セイノースーパーエクスプレス株式会社　東京貨物駅営 東京都品川区八潮３－３－２２ 03-3790-8170

品川区 ＳＢＳロジコム関東株式会社　東京貨物ターミナル支店 東京都品川区八潮３－３－２２ 03-3790-1007

品川区 株式会社丸運ロジスティクス関東　通運東京営業所 東京都品川区八潮３－３－２２東京貨物ターミナル駅事 03-3790-0601

品川区 ヤマト運輸株式会社　新東京主管支店 東京都品川区八潮３－２－３５ 03-3799-6828

品川区 株式会社丸和通運　東京貨物ターミナル支店 東京都品川区八潮３－３－２２ 03-3790-9272

品川区 株式会社近鉄ロジスティクス・システムズ　車輌セン 東京都品川区八潮３－２－３１ 03-5755-6069

品川区 日本高速輸送株式会社　京浜支店東京営業所 東京都品川区八潮２－１－１ 03-3790-0731

品川区 ケイヒンコンテナ急送株式会社　東京 東京都品川区八潮２－６－４ 03-3790-2161

品川区 有限会社広容運送　本社 東京都品川区南品川４－４－９ 03-3474-7616

品川区 品川運輸株式会社　本社 東京都品川区東大井２－１－８ 03-3761-0165

品川区 ＡＳＫＵＬＬＯＧＩＳＴ株式会社　品川営業所 東京都品川区勝島１－２－１　７階 03-5767-8661
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品川区 セイノースーパーエクスプレス株式会社　芝浦営業所 東京都品川区勝島１－４－１１ 03-6404-8217

品川区 株式会社ワンビシアーカイブズ　関東第４センター 東京都品川区勝島１－２－１ 03-3761-2001

品川区 鈴仙運輸株式会社　本社営業所 東京都品川区勝島１－４－１１ 03-3767-8416

品川区 佐川急便株式会社　渋谷営業所 東京都品川区勝島１－１－１ 03-5764-3130

品川区 有限会社総和運輸　大井営業所 東京都品川区大井４－１２－２２ 03-6417-1441

品川区 日本郵便株式会社　品川郵便局 東京都品川区東大井５丁目２３－３４ 03-3471-5229

品川区 千野運輸株式会社　東京営業所 東京都品川区西五反田６－１５－１２ 03-3491-1558

品川区 東礼自動車株式会社　品川営業所 東京都品川区荏原１－６－１ 03-3494-1004

品川区 ＳＢＳゼンツウ株式会社　品川営業所 東京都品川区八潮３－２－２２ 03-6450-0153

文京区 青柳運送有限会社　本社営業所 東京都文京区白山５－２６－１０ 03-3941-7790

文京区 エーエルプラス株式会社　文京営業所 東京都文京区水道１丁目７番９号 03-5803-2401

文京区 日本郵便株式会社　小石川郵便局 東京都文京区小石川４丁目４－２ 03-3815-7153

文京区 センチュリー株式会社　本社 東京都文京区千駄木１丁目２３番６号（利兼） 03-3822-3211

文京区 株式会社寿運送　本社 東京都文京区本郷２－５－８ 03-3813-0558

豊島区 株式会社あやめ運輸　本社営業所 東京都豊島区南大塚１－１４－１２ 03-3947-2489

豊島区 日本郵便株式会社　豊島郵便局 東京都豊島区東池袋３ー１８－１ 03-3989-7442

北区 ＴＳネットワーク株式会社　東京支店 東京都北区堀船２－２０－４６ 03-5390-2501

北区 水野運送株式会社　本社営業所 東京都北区堀船３－４３－１０ 03-3911-2962

北区 丸昭運輸株式会社　本社営業所 東京都北区東田端１－１０－２ 03-3893-2151

北区 日本通運株式会社　首都圏支店 移転引越第二営業部 田端 東京都北区東田端２－１５－８ 03-5901-0316

北区 日本郵便株式会社　王子郵便局 東京都北区王子６丁目２－２８ 03-3914-4230

北区 綜合警備保障株式会社　警送埼玉支社赤羽営業所 東京都北区赤羽２－６６－８ 03-3903-5103

北区 ニックフレート株式会社　東京物流センター 東京都北区浮間５－４－４４ 03-5970-4900

北区 信越定期自動車株式会社　浮間営業所 東京都北区浮間５－１－１０ 03-3966-2231

北区 神協運輸株式会社　本社営業所 東京都北区浮間４－２１－１０ 03-3966-9295

北区 アートコーポレーション株式会社　京北支店 東京都北区浮間５－６－５ 03-5970-0123

北区 新興運輸株式会社　本社 東京都北区赤羽西６－２３－１６ 03-5993-6121

墨田区 墨東企業運輸株式会社　本社営業所 東京都墨田区横川３－６－１ 03-3622-7181

墨田区 帝都運輸機工株式会社　本社 東京都墨田区墨田３－４１－６ 03-3614-5737

墨田区 清興運輸株式会社　本社 東京都墨田区立花５－１９－６ 03-3613-5112

墨田区 有限会社風間運送店　本社営業所 東京都墨田区立花４－１５－１５ 03-3618-2711

目黒区 日本郵便株式会社　目黒郵便局 東京都目黒区目黒本町１丁目１５－１６ 03-3792-7116

目黒区 ヤマト運輸株式会社　碑文谷支店 東京都目黒区碑文谷５－１２－１１ 03-5724-4261

目黒区 ヤマト運輸株式会社　目黒支店 東京都目黒区中目黒２－６－１３ 080-5018-3753

目黒区 有澤運送株式会社　本社 東京都目黒区中目黒５－２４－４１ 03-3711-5571
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練馬区 株式会社サカイ引越センター　練馬支社 東京都練馬区谷原３－２－１５ 03-5923-1141

練馬区 日本郵便株式会社　練馬郵便局 東京都練馬区豊玉北６丁目４－２ 03-3994-0431

練馬区 佐川急便株式会社　中野営業所 東京都練馬区石神井町２－３６－１９ 03-5923-1091

練馬区 千歳運輸株式会社　本社営業所 東京都練馬区大泉町２－５５－１０ 03-3978-1222

練馬区 新富運輸株式会社　本社営業所 東京都練馬区西大泉５－２３－７ 03-3921-2226

練馬区 ＳＢＳゼンツウ株式会社　練馬営業所 東京都練馬区旭町１－１－１ 03-6909-9677

練馬区 アートコーポレーション株式会社　東京北支店 東京都練馬区高松３丁目５番７号 03-3999-0123

練馬区 株式会社サン・デイリー　練馬営業所 東京都練馬区高松４－４３６１ 03-5987-7213

あきる野市 愛知陸運株式会社　あきる野物流センター 東京都あきる野市牛沼字初雁１１０１ 042-532-2033

稲城市 アートコーポレーション株式会社　多摩支店 東京都稲城市大字百村２１１４－１２ 042-377-0123

稲城市 佐川急便株式会社　稲城営業所 東京都稲城市百村三号２１３０－１ 042-370-4600

稲城市 奥住運輸有限会社　稲城営業所 東京都稲城市若葉台２丁目１０－１ 042-401-4596

羽村市 株式会社富士興業　本社営業所 東京都羽村市五ノ神３－３－１ 042-554-6376

羽村市 有限会社小作物産　本社営業所 東京都羽村市羽加美３－１４１８－１ 042-554-2332

羽村市 ジャパンエナジック株式会社　福生事業所 東京都羽村市神明台４－７－１ 042-553-0616

羽村市 日本郵便株式会社　羽村郵便局 東京都羽村市緑ケ丘５丁目３－２ 042-555-1442

国分寺市 東進産業株式会社　本店 東京都国分寺市東恋ヶ窪４－２６－９ 042-322-1211

国分寺市 株式会社ジェイアール総研サービス　国立営業所 東京都国分寺市光町２－８－３８ 042-577-7294

国立市 株式会社引越社　国立支店 東京都国立市谷保４２９２番地３（３Ｆ） 042-580-2626

国立市 株式会社引越社　八王子支店 東京都国立市谷保４２９２番地３（４Ｆ） 042-580-2663

国立市 佐川急便株式会社　府中営業所 東京都国立市泉３－３３－２５ 042-571-8580

国立市 ヤマト運輸株式会社　国立支店 東京都国立市谷保７０３８－１ 080-5451-6491

国立市 株式会社タイセイ・エフ・ティー西関東　国立 東京都国立市泉５丁目２４番１２ 042-501-5177

国立市 多摩運送株式会社　国立営業所 東京都国立市泉１－１１－６ 042-572-7500

国立市 高橋運輸興業株式会社　府中営業所 東京都国立市泉４－１８－７ 042-501-4168

国立市 鴻池運輸株式会社　関東支店国立泉営業所 東京都国立市泉２－６－２ 042-501-4321

三鷹市 小松通商株式会社　本社 東京都三鷹市北野４丁目５－３０ 03-3305-4477

三鷹市 宮本運送株式会社　本社営業所 東京都三鷹市新川１－１４－８ 0422-44-7954

三鷹市 有限会社古川商事運輸　本社営業所 東京都三鷹市新川２丁目２番６号 0422-45-6988

三鷹市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　三鷹営業所 東京都三鷹市下連雀２－２５－１３ 042-246-4801

三鷹市 株式会社パルライン　三鷹営業所 東京都三鷹市下連雀６－１５－１８ 0422-72-9012

三鷹市 株式会社サカイ引越センター　杉並支社 東京都三鷹市下連雀９－１－１３ 0422-40-2351

三鷹市 三鷹運送株式会社　本社 東京都三鷹市下連雀３丁目３２－４ 0422-41-1221

小平市 イズミ物流株式会社　小平営業所 東京都小平市大沼町２－４５－１１ 042-346-7322

小平市 株式会社サカイ引越センター　小平支社 東京都小平市花小金井５丁目５８番１０号 042-465-5111
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小平市 アートコーポレーション株式会社　西東京支店 東京都小平市花小金井南町１－１８ 042-450-0124

小平市 高杉商事株式会社　本社 東京都小平市上水本町４－８－１２ 042-321-2682

小平市 イヌイ運送株式会社　小平営業所 東京都小平市小川町１－１１２６－７ 03-5531-1264

昭島市 三和運送事業株式会社　昭島営業所 東京都昭島市美堀町４－１３－３７ 042-519-1860

昭島市 佐川急便株式会社　三多摩営業所 東京都昭島市拝島町４－８－１ 042-546-8925

昭島市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　西東京引越セ 東京都昭島市田中町３－３－１ 042-543-3400

昭島市 東礼自動車株式会社　立川営業所 東京都昭島市東町４－１７－１ 042-541-0402

清瀬市 株式会社デジタル・エキスプレス　本社営業所 東京都清瀬市中里３－１７２４ 042-493-7777

西東京市 株式会社忠立企画　本社 東京都西東京市西原町４－３－７２鷲野ビル２Ｆ 042-452-3761

西東京市 ヤマト運輸株式会社　保谷支店 東京都西東京市保谷町４－１－１８ 080-6699-8652

西東京市 エネライフ・キャリアー株式会社　東京営業所 東京都西東京市柳沢２－１９－２０ 042-461-7687

青梅市 豊栄運送有限会社　本社営業所 東京都青梅市藤橋３－２－２ 0428-31-9117

青梅市 奥住運輸有限会社　本社 東京都青梅市藤橋３－１８－１４ 0428-31-8881

青梅市 司企業株式会社　羽村 東京都青梅市今井３－１０－２７ 0428-30-7757

青梅市 株式会社グリット　本社営業所 東京都青梅市今井３－１７－１７ 050-5328-0667

青梅市 株式会社ケーライン　西東京営業所 東京都青梅市新町４丁目７番地８ 0428-34-9147

青梅市 ヤマト運輸株式会社　青梅新町センター 東京都青梅市新町７－５１－１２ 080-5451-6696

青梅市 鴻池運輸株式会社　青梅流通センター営業所 東京都青梅市末広町２－９－１３ 0428-78-2084

多摩市 株式会社新興運輸　多摩第２ 東京都多摩市和田９９３－１ 042-400-6572

多摩市 高橋運輸興業株式会社　桜ヶ丘営業所 東京都多摩市連光寺６－１９－１ 042-339-6483

多摩市 株式会社パルライン　多摩営業所 東京都多摩市南野１－２－５ 042-375-2526

町田市 宇徳流通サービス株式会社　町田営業所 東京都町田市鶴間１６１６ 042-850-7663

町田市 株式会社フィフティーワン　町田営業所 東京都町田市鶴間４丁目１５－１ 042-850-6334

町田市 ＳＧムービング株式会社　西関東営業所 東京都町田市鶴間７－３０－１ 042-788-2922

町田市 ヒタチ株式会社　町田ハブセンター 東京都町田市鶴間７丁目２９番地３８号 042-796-1518

町田市 有限会社ＭＡＮＩＦＥＳＴ　本社営業所 東京都町田市図師町９９７－１ 042-794-9427

町田市 株式会社大崎　町田営業所 東京都町田市小山ヶ丘二丁目３番１２号 042-798-4610

町田市 アイエムエキスプレス株式会社　多摩事務所 東京都町田市小山ヶ丘２－２－３ 042-797-3335

町田市 株式会社磐根　町田営業所 東京都町田市大蔵町字大蔵２９４番２ 042-737-7477

町田市 トランコムＤＳ株式会社　町田センター 東京都町田市大蔵町字大蔵３３９－１ 090-1286-4637

町田市 ＳＢＳロジコム関東株式会社　町田営業所 東京都町田市野津田町５９４ 042-735-5311

調布市 ヤマトグローバルエキスプレス株式会社　多摩営業所 東京都調布市深大寺北町３－１－１ 042-484-3010

調布市 株式会社エイチライン　本社営業所 東京都調布市深大寺東町１－２９－４ 042-489-5717

調布市 株式会社三星・運送　調布事業所 東京都調布市佐須町５－３－７ 042-483-4323

調布市 株式会社サカイ引越センター　東京西支社 東京都調布市上石原１－１７－３２ 0424-83-1141
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調布市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　調布支店 東京都調布市上石原１－３５－１１ 042-490-2012

調布市 日本郵便株式会社　調布郵便局 東京都調布市八雲台２丁目６－１ 042-482-2761

東久留米市 有限会社兼雄　本社営業所 東京都東久留米市学園町１－８－７４－６０３ 042-439-7120

東久留米市 ヤマト運輸株式会社　東久留米支店 東京都東久留米市南町３丁目１０番地１５号 080-5045-6532

東久留米市 大生運輸株式会社　前沢営業所 東京都東久留米市八幡町３－２－３４ 042-470-3311

東久留米市 株式会社船間産業　本社営業所 東京都東久留米市下里１－７－２ 042-479-7101

東久留米市 株式会社トーショー　多摩営業所 東京都東久留米市柳窪３－２－３３ 042-476-3300

東久留米市 株式会社ＮＴＳロジ　本社営業所 東京都東久留米市柳窪１－１０－３７ 042-474-3910

東久留米市 有限会社松雄運送　東久留米 東京都東久留米市柳窪２－１４－１０ 042-470-9955

東村山市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　東村山支店 東京都東村山市恩多町５－４４－２ 042-398-7502

東村山市 株式会社スワンサービス　東村山営業所 東京都東村山市恩多町１－１９－２ 042-390-8051

東大和市 株式会社滝野川梱包運輸　東大和 東京都東大和市狭山５－１５７２－１ 042-563-8371

東大和市 アートコーポレーション株式会社　東大和支店 東京都東大和市芋窪５－１１３７－９ 042-567-0123

東大和市 株式会社多摩中日運輸　東大和 東京都東大和市中央１－５９８－５ 042-565-3801

東大和市 多摩恵運輸株式会社　東大和営業所 東京都東大和市蔵敷１－３０６－３ 042-516-8180

東大和市 清野運送有限会社　本社 東京都東大和市芋窪５－１１５０－２ 042-562-1771

日野市 東西配送株式会社　日野営業所 東京都日野市日野台２－３９－３ 042-587-9204

日野市 ＳＢＳフレックネット株式会社　日野営業所 東京都日野市日野７５３番地 042-843-2971

日野市 マルタケ運輸株式会社　日野営業所 東京都日野市大字日野７５３番地 042-589-6165

日野市 新日本物流株式会社　日野事業所 東京都日野市旭が丘３－１－１ＭＦＬＰ日野３Ｆ 042-843-1081

八王子市 株式会社グリーンステージ　八王子営業所 東京都八王子市戸吹町２１０４ 042-696-3535

八王子市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　八王子北支店 東京都八王子市滝山町１－２０８－１ 042-696-4605

八王子市 信州名鉄運輸株式会社　八王子支店 東京都八王子市滝山町１－２１４ 042-659-3065

八王子市 株式会社フットライトコーポレーション　本社営業所 東京都八王子市左入町４１１－１ 042-696-3456

八王子市 株式会社昭島輸送　本社営業所 東京都八王子市尾崎町１４９番地 042-696-3232

八王子市 東新物流株式会社　本社営業所 東京都八王子市石川町９４０－１ 042-697-7179

八王子市 ヤマト運輸株式会社　八王子北支店 東京都八王子市石川町１１３－２ 080-5451-7062

八王子市 株式会社パルライン　八王子営業所 東京都八王子市高倉町４－７ 042-660-5410

八王子市 東亜物流株式会社　西東京営業所 東京都八王子市高倉町３４－１ 042-643-6059

八王子市 株式会社スピン　本社営業所 東京都八王子市越野１１－４ 042-675-1020

八王子市 アートコーポレーション株式会社　八王子支店 東京都八王子市松木２９－１２ 042-679-0123

八王子市 ミシマ運輸株式会社　多摩営業所 東京都八王子市松木７３－４ 0426-77-1200

八王子市 三和運送株式会社　八王子営業所 東京都八王子市下柚木２－１２－２アーネストＮＯ．１ 042-689-6051

八王子市 日本郵便株式会社　八王子南郵便局 東京都八王子市みなみ野１丁目６－７ 042-637-0464

八王子市 株式会社ナガヤマ物流　八王子営業所 東京都八王子市北野町５９８－１０ 042-631-4597
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八王子市 キャリーネット株式会社　八王子営業所 東京都八王子市北野町５５９番地の６ 042-645-6632

八王子市 新潟運輸株式会社　八王子支店 東京都八王子市北野町５８１－１９ 042-644-3181

八王子市 ヤマト運輸株式会社　八王子中央支店 東京都八王子市北野町５９８－２ 080-5068-2007

八王子市 多摩運送株式会社　八王子営業所 東京都八王子市北野町６００ 042-642-7629

八王子市 株式会社首都圏物流　西関東センター 東京都八王子市片倉町１２２１－２４ 042-698-1001

八王子市 内堀梱包運輸有限会社　本社営業所 東京都八王子市川口町３７５９ 042-654-4298

八王子市 ビューテックローリー株式会社　八王子営業所 東京都八王子市諏訪町４９１番１ 042-652-9611

八王子市 株式会社ベイトランスポート　東京営業所 東京都八王子市東浅川町５６４－１２ 042-650-1322

八王子市 アルプス運送有限会社　本社営業所 東京都八王子市東浅川町５５６－５１ 042-663-7540

八王子市 株式会社小松急送　本社 東京都八王子市館町１０９１－１ 042-666-7511

府中市 寿ロジコム株式会社　多摩営業所 東京都府中市四谷６－４１－２６第３コーポタネムラ１ 042-369-9997

府中市 株式会社エムアンドワイ　本社 東京都府中市多磨町２－１９－３ 042-306-8218

府中市 三和運送株式会社　府中営業所 東京都府中市若松町４－４４－４ 042-362-7311

府中市 ジャパンエナジック株式会社　府中事業所 東京都府中市晴見町２－３２－６ 042-334-8563

府中市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　府中支店 東京都府中市是政４－２３ 042-363-9331

府中市 株式会社スリーエス・サンキュウ　府中 東京都府中市南町５－３８－１３ 042-362-3616

府中市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　国立支店 東京都府中市四谷６－５６－３ 042-354-2210

府中市 株式会社コダ運輸　東京営業所 東京都府中市四谷５－３５－１ 042-352-2877

府中市 多摩運送株式会社　府中支店 東京都府中市栄町３－６ 042-366-2347

府中市 シグマロジスティクス株式会社　府中営業所 東京都府中市晴見町２－３２ 03-6420-0320

府中市 日本郵便株式会社　東京多摩郵便局 東京都府中市南町４丁目４０－３５ 042-362-8802

武蔵村山市 エム・ティ・エス有限会社　本社 東京都武蔵村山市岸１－１５－３ 042-560-8484

武蔵村山市 三多摩トランスポート株式会社　横田営業所 東京都武蔵村山市伊奈平３－３３ 042-560-1538

武蔵村山市 東京ユニオン物流株式会社　本社営業所 東京都武蔵村山市伊奈平２－１００－２ 042-560-9211

武蔵村山市 株式会社エム・エス・カンパニー　武蔵村山営業所 東京都武蔵村山市三ツ木２－１７－３ 042-560-6950

福生市 タマ通商株式会社　本社営業所 東京都福生市大字熊川１４４５ 042-551-6419

福生市 佐川急便株式会社　福生営業所 東京都福生市福生２２１７－１ 042-539-5161

福生市 株式会社ホームエネルギー西関東　東京営業所 東京都福生市武蔵野台１－２７－１ 042-552-7881

立川市 日本郵便株式会社　立川郵便局 東京都立川市曙町２丁目１４－３６ 042-524-8955

立川市 日通東京西運輸株式会社　立川営業所 東京都立川市曙町１－１０－１８ 042-540-1511

立川市 日本通運株式会社　多摩支店立川事業所 東京都立川市曙町１－１０－２４ 042-523-0200

立川市 ヤマト運輸株式会社　立川支店 東京都立川市泉町９３５ 080-5098-3164

立川市 パスコ・ロジスティクス株式会社　多摩営業所 東京都立川市泉町９３５ 042-540-1617

西多摩郡 有限会社エース　瑞穂営業所 東京都西多摩郡瑞穂町二本木４６１－２ 042-519-5914

西多摩郡 竹内運輸工業株式会社　瑞穂営業所 東京都西多摩郡瑞穂町大字高根字山下２７１ 042-557-0450
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西多摩郡 青伸産業運輸株式会社　瑞穂営業所 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎８６９番地 042-556-3873

西多摩郡 多摩荷役株式会社　本社営業所 東京都西多摩郡瑞穂町大字殿ヶ谷字土手内４５８－１ 042-557-5459

西多摩郡 中央運輸株式会社　本社 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎６４０番地１ 042-513-9081

西多摩郡 東礼自動車株式会社　西多摩営業所 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原２－１４ 042-556-0402

西多摩郡 武蔵野運送株式会社　瑞穂営業所 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原６－５－１ 042-556-6229

西多摩郡 有限会社大網運輸　本社営業所 東京都西多摩郡瑞穂町長岡２－５－５ 042-556-0083

西多摩郡 株式会社ミタカロジスティクス　羽村物流センター 東京都西多摩郡瑞穂町長岡３－４－４ 042-557-6437

西多摩郡 株式会社ミタカヴィアクル　羽村営業所 東京都西多摩郡瑞穂町長岡３－４－４ 042-557-6437

西多摩郡 横川貨物株式会社　瑞穂営業所 東京都西多摩郡瑞穂町長岡３－１０－２ 042-556-0057

西多摩郡 立川運送株式会社　本社営業所 東京都西多摩郡瑞穂町長岡３－４－９ 042-557-6771

西多摩郡 トヨタ輸送関東株式会社　東京営業所 東京都西多摩郡瑞穂町長岡二丁目８番地１ 042-556-3359

八丈島 ヤマト運輸株式会社　八丈島センター 東京都八丈島八丈町三根９８１ 04996-2-4311
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