
R2.12.14

市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

綾瀬市 ヤマト運輸株式会社　神奈川綾瀬大上支店 神奈川県綾瀬市大上４－３ 080-5045-1851

綾瀬市 株式会社小野運送店　神奈川営業所 神奈川県綾瀬市深谷中８－２－９ 0467-71-1050

綾瀬市 有限会社コーダ・ジャパン　湘南営業所 神奈川県綾瀬市小園７９３ 0467-53-7754

綾瀬市 石井商事運輸株式会社　綾瀬営業所 神奈川県綾瀬市吉岡東４丁目５番７ 0467-38-8701

綾瀬市 株式会社ギオン　綾瀬センター 神奈川県綾瀬市吉岡東２－６－４ 0467-70-4080

綾瀬市 株式会社藤里運輸倉庫　本社営業所 神奈川県綾瀬市寺尾中１－１７－２９ 0467-84-9840

伊勢原市 有限会社トラスト商会　本社 神奈川県伊勢原市高森７－９２２－５ 0463-95-8597

伊勢原市 日本ロジテム株式会社　厚木西営業所 神奈川県伊勢原市石田１００ 0463-96-5730

伊勢原市 関東名鉄運輸株式会社　厚木営業所 神奈川県伊勢原市歌川１－１－２ 0463-91-7219

伊勢原市 株式会社福嶋商事　湘南営業所 神奈川県伊勢原市下落合６番地１栗田ビル３０２ 0463-74-5255

伊勢原市 株式会社メジャーサービスジャパン　厚木営業所 神奈川県伊勢原市下落合４６－４ 0463-96-6633

伊勢原市 株式会社ジェーラインエクスプレス　伊勢原営業所 神奈川県伊勢原市下落合字餅田３０３－１４ 0463-92-8060

伊勢原市 ニッポンロジ株式会社　神奈川支店 神奈川県伊勢原市下落合３５２－１１ 0463-94-4534

伊勢原市 ヤマト運輸株式会社　伊勢原上粕屋センター 神奈川県伊勢原市上粕屋２－２ 080-5045-1842

伊勢原市 有限会社リーフライン　本社 神奈川県伊勢原市岡崎４８２９－１ 0463-95-6288

伊勢原市 株式会社齋藤商運　本社営業所 神奈川県伊勢原市笠窪４３２番地１ 0463-92-8581

伊勢原市 有限会社ケイエストランスポート　本社営業所 神奈川県伊勢原市上粕屋１１７８番地 0463-94-7366

伊勢原市 トモエ運輸株式会社　伊勢原 神奈川県伊勢原市鈴川２２ 0463-91-1258

伊勢原市 ステンレス急送株式会社　伊勢原営業所 神奈川県伊勢原市鈴川３４ 0463-94-8821

横須賀市 株式会社ハート引越センター　横浜営業所 神奈川県横須賀市浦郷町５－２９３１－４４ 046-869-4121

横須賀市 キャリテック株式会社　追浜営業所 神奈川県横須賀市浦郷町５－２９３１－２４ 046-869-0690

横須賀市 日本郵便株式会社　横須賀郵便局 神奈川県横須賀市小川町８ 046-826-2823

横須賀市 株式会社古山興業所　本社営業所 神奈川県横須賀市森崎１－１８－２０ 046-835-9330

横須賀市 アートコーポレーション株式会社　横須賀支店 神奈川県横須賀市大矢部３丁目１３番５号 046-842-0123

横須賀市 有限会社リスボン運輸　本社 神奈川県横須賀市平作２－１９－３３ 046-854-4403

横須賀市 株式会社原田運送　本社営業所 神奈川県横須賀市長井１－１７－４ 046-856-4650

横須賀市 株式会社ホームエネルギー西関東　横須賀営業所 神奈川県横須賀市久里浜１丁目２００２ 046-836-6644

横須賀市 池内興産株式会社　本社営業所 神奈川県横須賀市久里浜１－１９－１ 046-830-1867

横須賀市 ヤマト運輸株式会社　横須賀長沢支店 神奈川県横須賀市長沢１－６－１２ 080-5045-0522

横浜市 株式会社タイセイ・エフ・ティー西関東　相模営業所 神奈川県横浜市都筑区荏田南４－２６－２７－１０２ 044-862-6476

横浜市 松本運輸株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市西区南幸２－９－１９ 045-311-4009

横浜市 丸全昭和運輸株式会社　横浜特輸引越営業所 神奈川県横浜市神奈川区新子安１－３９－１４ 045-421-1665

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（神奈川県）
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横浜市 佐川急便株式会社　横浜東営業所 神奈川県横浜市神奈川区守屋町３－９－３９ 045-444-2871

横浜市 中外陸運株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市神奈川区守屋町１－１－４ 045-441-3535

横浜市 丸一輸送興業株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市神奈川区守屋町１－１－９ 045-461-2101

横浜市 安田運輸株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市神奈川区守屋町３－９－３０ 045-453-1547

横浜市 澁澤陸運株式会社　横浜ターミナル 神奈川県横浜市神奈川区恵比須町１ 045-453-3651

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜みなとみらい支店 神奈川県横浜市神奈川区星野町１－５ 080-5045-0489

横浜市 ケイヒン配送株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市神奈川区千若町３－１ 045-441-6585

横浜市 株式会社スターダストライン　横浜営業所
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
045-548-8905

横浜市 有限会社川崎商事運輸　横浜営業所 神奈川県横浜市神奈川区山内町１番地 045-444-0477

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜神奈川三ッ沢支店 神奈川県横浜市神奈川区神大寺３丁目１－３０ 080-5068-1999

横浜市 アートバンライン株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市神奈川区三枚町１０８－７ 045-488-5271

横浜市 康平運送株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市神奈川区三枚町６０１－１２ 045-383-1321

横浜市 ムービングマスタージャパン株式会社　本社 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町１６２３－２ 045-370-6581

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜神奈川支店 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町８９１ 080-5045-0449

横浜市 北王流通株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町９０４－４ 045-370-2170

横浜市 梅沢企業株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町字錦打１７３４－２ 045-373-6551

横浜市 八洲フォワーディング株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市神奈川区菅田町２４６０ 045-471-8288

横浜市 株式会社アーバン・ロジスティクス　羽沢営業所 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南１－２８－３－２０２ 045-382-7251

横浜市 日本郵便株式会社　神奈川郵便局 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町２丁目１－１０ 045-565-5009

横浜市 古屋運送株式会社　本社 神奈川県横浜市港北区菊名７－１０－６ 045-544-4345

横浜市 株式会社春秋商事　本社 神奈川県横浜市都筑区川向町１１６０番地 045-472-5272

横浜市 株式会社新横浜運送　本社営業所 神奈川県横浜市港北区新横浜３－２２－１５ 045-473-5438

横浜市 ヤマト運輸株式会社　港北篠原支店 神奈川県横浜市港北区鳥山町９６３－１ 080-5451-5683

横浜市 株式会社メジャーサービスジャパン　新横浜営業所 神奈川県横浜市港北区鳥山町１２２２ 045-471-3004

横浜市 大煌工業株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市港北区小机町２５４３－５０１ 080-5897-0637

横浜市 ヤマト運輸株式会社　港北大豆戸支店 神奈川県横浜市港北区大豆戸町７８８－２ 080-5098-3633

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜港北綱島支店 神奈川県横浜市港北区綱島東３－１２－１８ 080-5068-0547

横浜市 佐川急便株式会社　川崎新羽営業所 神奈川県横浜市港北区新羽町３７４２ 045-590-3020

横浜市 ＳＢＳフレックネット株式会社　横浜港北営業所 神奈川県横浜市港北区新羽町字北耕地１９５８－５ 045-533-0331

横浜市 株式会社スタームービング　本社営業所 神奈川県横浜市港北区新羽町６７３番地１ 045-548-7154

横浜市 日本通運株式会社　横浜警送支店新羽センター 神奈川県横浜市港北区新羽町６８７－１ 045-542-6911

横浜市 ヤマト運輸株式会社　港北支店 神奈川県横浜市港北区新羽町２６１９－１ 080-5068-1477

横浜市 ヤマト運輸株式会社　港北高田センター 神奈川県横浜市都筑区東山田町９０１－１ 080-5098-1159

横浜市 ヤマト運輸株式会社　都筑中央支店 神奈川県横浜市都筑区勝田町１０１２ 080-5068-0541
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横浜市 アートコーポレーション株式会社　横浜都筑支店 神奈川県横浜市都筑区大熊町８１４ 045-476-0123

横浜市 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８８４－１ 080-5068-3107

横浜市 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９６ 045-478-2050

横浜市 金港トランスポート株式会社　北部 神奈川県横浜市都筑区折本町３４３－１ 045-473-3451

横浜市 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４８４ 045-565-9101

横浜市 株式会社ＪＵＴＥＣ物流　本社営業所 神奈川県横浜市都筑区川向町８７６番地 045-471-1888

横浜市 ジャパンエナジック株式会社　横浜事業所 神奈川県横浜市都筑区川向町６８９－１ 045-474-4754

横浜市 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字北耕地９８２ 03-5857-7608

横浜市 イズミ物流株式会社　横浜第２営業所 神奈川県横浜市都筑区東方町６３ 045-472-6554

横浜市 イズミ物流株式会社　横浜第３営業所 神奈川県横浜市都筑区東方町６３ 045-472-6554

横浜市 ヤマト運輸株式会社　都築茅ヶ崎支店 神奈川県横浜市都筑区東方町８８４－１ 080-5068-3107

横浜市 鈴木運送株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市都筑区東方町１５２ 045-473-3966

横浜市 ヤマト運輸株式会社　青葉藤が丘支店 神奈川県横浜市都筑区池辺町２３４５－１ 080-5068-0548

横浜市 有限会社瑞江重機　横浜営業所 神奈川県横浜市都筑区川和町２４２２ 045-530-4463

横浜市 ヤマト運輸株式会社　青葉荏田支店 神奈川県横浜市青葉区荏田町６８４ 080-6694-2239

横浜市 日本郵便株式会社　青葉郵便局 神奈川県横浜市青葉区荏田西１丁目７－５ 045-973-5601

横浜市 アートコーポレーション株式会社　横浜青葉支店 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町２７番１ 045-979-0123

横浜市 ヤマト運輸株式会社　神奈川青葉鉄町支店 神奈川県横浜市青葉区鉄町７５１ 080-5451-4644

横浜市 東翔物流株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市緑区東本郷４－２３－１６ 045-548-4555

横浜市 ヤマト運輸株式会社　緑中山支店 神奈川県横浜市緑区上山１－１５－１ 080-5045-7543

横浜市 株式会社ＤＮＰロジスティクス　横浜営業所 神奈川県横浜市緑区青砥町４５０番地 045-939-6880

横浜市 サントリーロジスティクス株式会社　神奈川支店 神奈川県横浜市緑区長津田町４２４３－１ 045-989-2171

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜緑支店 神奈川県横浜市緑区長津田町４０４７ 080-5045-4900

横浜市 株式会社引越社　横浜旭支店 神奈川県横浜市緑区いぶき野１番地２６（３Ｆ） 045-988-0250

横浜市 株式会社引越社　横浜緑支店 神奈川県横浜市緑区いぶき野１番地２６（４Ｆ） 045-988-2266

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜青葉恩田支店 神奈川県横浜市青葉区恩田町１７７０－１ 080-5481-5932

横浜市 エス・ティー・サービス株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市鶴見区寛政町３－１１ 045-500-2030

横浜市 大進石油輸送株式会社　本社 神奈川県横浜市鶴見区寛政町２６番１号 045-717-5412

横浜市 株式会社パルライン　鶴見営業所 神奈川県横浜市鶴見区寛政町２２－６ 045-508-3102

横浜市 ヤマトボックスチャーター株式会社　神奈川東支店 神奈川県横浜市鶴見区安善町１丁目１－１ 045-508-6681

横浜市 株式会社ニヤクコーポレーション　関東支店横浜事業所 神奈川県横浜市鶴見区安善町２－５－２７ 045-504-4911

横浜市 楠原興運株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市鶴見区浜町１－６－９ 045-521-9281

横浜市 共和運輸株式会社　神奈川営業所 神奈川県横浜市鶴見区栄町通３－３１－９ 045-501-4130

横浜市 Ｊ＆Ｔ環境株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市鶴見区弁天町３－１ 045-502-3860

横浜市 日本郵便株式会社　鶴見郵便局 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央３丁目２２－１ 045-504-7009
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横浜市 ＡＳＫＵＬＬＯＧＩＳＴ株式会社　神奈川営業所 神奈川県横浜市鶴見区生麦２－４－６ 050-3819-9894

横浜市 Ｆ－ＬＩＮＥ株式会社　鶴見物流センター 神奈川県横浜市鶴見区大黒町９－１４ 045-505-0055

横浜市 新日本運輸株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市鶴見区大黒町４－２９ 045-504-1675

横浜市 株式会社イディアＫ＆Ｉパートナーズ横浜　大黒営業所 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭２２ 045-834-8716

横浜市 Ｆ－ＬＩＮＥ株式会社　大黒バルク物流センター 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１５－１ 045-521-5022

横浜市 株式会社大村総業　横浜営業所 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭２２物流棟１０３号 045-510-2090

横浜市 株式会社ヤマタネロジスティクス　大黒埠頭営業所 神奈川県横浜市鶴見区大黒埠頭１５－４ 045-501-1766

横浜市 シグマロジスティクス株式会社　鶴見営業所 神奈川県横浜市鶴見区駒岡２－５－３８ 070-2186-7209

横浜市 株式会社鶴見サービス　本社 神奈川県横浜市鶴見区駒岡２－８－３８ 045-573-7731

横浜市 株式会社シンエイロジステック　本社営業所 神奈川県横浜市鶴見区駒岡２－５－３６ 045-573-4235

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜鶴見二つ池支店 神奈川県横浜市鶴見区駒岡１丁目２６－２３ 080-5068-0603

横浜市 日本郵便株式会社　横浜港郵便局 神奈川県横浜市中区日本大通５－３ 045-212-3932

横浜市 株式会社関根ロジスティクス　山下物流センター 神奈川県横浜市中区山下町２７９番地１ 045-227-8510

横浜市 株式会社エスユーライン　横浜 神奈川県横浜市中区山下町２７９ 045-651-4647

横浜市 東海運株式会社　神奈川営業所 神奈川県横浜市中区本牧埠頭１８ 045-624-1225

横浜市 常盤海運株式会社　本牧営業所 神奈川県横浜市中区錦町８番地 045-628-1363

横浜市 宇徳流通サービス株式会社　横浜 神奈川県横浜市中区錦町９－１２ 045-628-3220

横浜市 ケイヒンコンテナ急送株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１５－２ 045-622-9562

横浜市 有限会社小泉運輸関東　横浜営業所
神奈川県横浜市中区錦町１５番地臨海鉄道本牧総合ビル

本館２階
045-232-4122

横浜市 株式会社阪急阪神ロジパートナーズ　横浜営業所
神奈川県横浜市中区錦町９－３（株）ダイワコーポレー

ション内２階
045-628-1073

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜本牧支店 神奈川県横浜市中区錦町２８－１ 080-5068-3288

横浜市 ＳＢＳフレイトサービス株式会社　横浜支店 神奈川県横浜市中区かもめ町６１番地１ 045-621-1260

横浜市 株式会社共生物流　本牧営業所 神奈川県横浜市中区かもめ町５６ 045-624-0611

横浜市 横浜海運株式会社　本社 神奈川県横浜市中区かもめ町１１ 045-624-5531

横浜市 横海陸運株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市中区かもめ町９ 045-629-0155

横浜市 五十嵐運輸株式会社　本牧営業所 神奈川県横浜市中区かもめ町５４ 045-621-4335

横浜市 株式会社日新　本牧 神奈川県横浜市中区かもめ町９ 045-623-7955

横浜市 鴻池運輸株式会社　千葉支店本牧営業所 神奈川県横浜市中区豊浦町２ 045-623-6861

横浜市 置田運輸株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市南区白妙町５－６５－４ 045-252-9283

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜永田センター 神奈川県横浜市南区六ッ川３－２８－３１ 080-5068-2994

横浜市 株式会社パイプライン運輸　本社営業所 神奈川県横浜市南区六ツ川２丁目１３５番地１０ 045-722-9355

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜港南支店 神奈川県横浜市港南区芹ヶ谷５－５５－１５ 080-5451-6285

横浜市 神栄運輸株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市港南区日限山２－１－３３ 045-353-9640
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横浜市 シグマロジスティクス株式会社　戸塚営業所 神奈川県横浜市港南区下永谷６－４－１２ 080-5893-1085

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜丸山台センター 神奈川県横浜市港南区下永谷３－７２－１９ 080-5451-6285

横浜市 株式会社首都圏サービス　本社 神奈川県横浜市港南区日野５－３－９－７０６ 045-821-5501

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜港南中央支店 神奈川県横浜市港南区日野中央１－１７－１５ 080-5068-2730

横浜市 森静運輸株式会社　本社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１４－２４ 045-350-3006

横浜市 株式会社国際低温流通　横浜営業所 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１３－１０ 045-773-5751

横浜市 京浜トランス株式会社　金沢営業所 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町７ 045-772-1673

横浜市 石井商事運輸株式会社　金沢営業所 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１６番６　３階 045-349-2233

横浜市 富国運輸株式会社　鳥浜営業所 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町６－５ 045-774-6211

横浜市 大同流通サービス株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町７ 045-771-1414

横浜市 トヨタ輸送株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町９ 045-772-1800

横浜市 佐川急便株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町７－３ 0570-55-0172

横浜市 トヨタ輸送関東株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町９ 045-770-0320

横浜市 安全輸送株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１０－５ 045-771-9912

横浜市 鈴江陸運株式会社　横浜 神奈川県横浜市金沢区幸浦２－９－１ 045-785-0231

横浜市 マルアサ梱包商会有限会社　横浜営業所 神奈川県横浜市金沢区幸浦２－１１－１ 045-701-5713

横浜市 ヤマセイ商事株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市金沢区幸浦２－８－３ 045-342-6060

横浜市 山神運輸工業株式会社　横浜支店 神奈川県横浜市金沢区幸浦２－８－１ 045-783-5185

横浜市 中鋼運輸株式会社　京浜横浜営業所 神奈川県横浜市金沢区幸浦１丁目１５－３７、７５ 045-349-9922

横浜市 光和輸送株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市金沢区幸浦２－１３－３ 045-784-9003

横浜市 株式会社パルライン　横浜南営業所 神奈川県横浜市金沢区福浦２－６－１３ 045-791-7422

横浜市 株式会社阿部興業　本社 神奈川県横浜市金沢区福浦２丁目１１－１ 045-784-4448

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜金沢西支店 神奈川県横浜市金沢区釜利谷町３０８１－１ 080-5045-0481

横浜市 神奈川流通センター株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市金沢区富岡東２－１－１６ 045-773-6006

横浜市 アートコーポレーション株式会社　横浜南支店 神奈川県横浜市金沢区能見台東１５－１ 045-781-0123

横浜市 近物レックス株式会社　横浜支店 神奈川県横浜市鶴見区大黒町１－３７ 045-508-0701

横浜市 関東陸送株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町８５ 045-711-5555

横浜市 株式会社ヒロライン　本社営業所 神奈川県横浜市保土ヶ谷区今井町１１７８，１１７９ 045-351-0268

横浜市 楠原輸送株式会社　岡沢営業所 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岡沢町１７０ 045-335-1935

横浜市 丸五運輸株式会社　保土ヶ谷営業所 神奈川県横浜市保土ヶ谷区常磐台６１－３１ 045-333-5029

横浜市 株式会社ホームエネルギー西関東　本社営業所 神奈川県横浜市旭区上白根町７２５ 045-953-3636

横浜市 清興運輸株式会社　横浜第二営業所 神奈川県横浜市旭区上白根３－３９－１ 090-9370-0642

横浜市 ヤマト運輸株式会社　旭上白根町センター 神奈川県横浜市旭区上白根町１１３３－１ 080-6699-1095

横浜市 ヤマト運輸株式会社　神奈川旭川島支店 神奈川県横浜市旭区西川島町１４０ 080-6699-3356

横浜市 カワイ運輸株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市旭区川井宿町１３２－５ 045-953-0248
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横浜市 高橋陸送株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市旭区上川井町２１６２－５ 045-924-1171

横浜市 シナノライン株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市旭区上川井町２４５５－３ 045-920-0724

横浜市 ＳＢＳロジコム関東株式会社　横浜町田支店 神奈川県横浜市旭区上川井町２０６６－２ 045-920-2528

横浜市 環境通信輸送株式会社　神奈川物流センター 神奈川県横浜市旭区上川井町字市坂１９６５－６ 045-923-1830

横浜市 新潟運輸株式会社　横浜旭支店 神奈川県横浜市旭区上川井町２２０１－１ 045-923-0131

横浜市 東京トラック運送株式会社　戸塚支店 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町２４９５－１ 045-871-2111

横浜市 株式会社ゴールド・スター　横浜営業所 神奈川県横浜市戸塚区小雀町９５０ 045-852-0661

横浜市 清興運輸株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市戸塚区平戸町１００ 045-823-4332

横浜市 イズミ物流株式会社　横浜第１営業所 神奈川県横浜市戸塚区上柏尾町１３２－４－１０１ 045-390-0444

横浜市 ヒタチ株式会社　横浜第一ハブセンター
神奈川県横浜市戸塚区柏尾町７９３－４フタバハイツ１

－Ａ号室
045-825-9176

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜上飯田支店 神奈川県横浜市泉区上飯田町４５３７－１ 080-5045-0507

横浜市 有限会社山南信洲屋　本社営業所 神奈川県横浜市泉区和泉中央北５－２７－３０ 045-803-4486

横浜市 株式会社ファミリア引越サービス　本社営業所 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町７８２－４０ 045-814-4409

横浜市 株式会社スリーエス・サンキュウ　横浜営業所 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町２２１６－１ 045-813-1308

横浜市 株式会社久星物流　京浜営業所 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町１０２１番地 045-813-5460

横浜市 トールエクスプレスジャパン株式会社　戸塚支店 神奈川県横浜市戸塚区原宿２－６１－１ 045-851-6163

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜戸塚支店 神奈川県横浜市戸塚区東俣野町３７－１ 080-5045-0512

横浜市 有限会社橋川商会　戸塚営業所 神奈川県横浜市戸塚区東俣野町１２９５－５ 045-852-0951

横浜市 オールワークデリバリー株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市瀬谷区卸本町９３０８－１２ 045-924-4731

横浜市 株式会社東日本トランスポート　瀬谷 神奈川県横浜市瀬谷区卸本町９３２４ 045-922-3299

横浜市 丸進運輸株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷２丁目１６－１９ 045-306-2390

横浜市 三酵物流株式会社　横浜 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町１０－４ 045-922-3533

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜瀬谷目黒センター 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町２６－９ 080-5043-6294

横浜市 王子陸運株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町１６－２、３ 045-922-9621

横浜市 アサヒロジスティクス株式会社　横浜共配センター 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町１７－３ 045-923-0324

横浜市 株式会社ミナミトランスポート　本社 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南３－３２－３ 045-363-6500

横浜市 株式会社ミナミ運輸　本社 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南３－３２－３ 045-363-0373

海老名市 株式会社コナン　本店営業所 神奈川県海老名市国分北３－２６－３４ 046-231-3301

海老名市 株式会社共生物流　海老名営業所 神奈川県海老名市杉久保北２－１３－２５ 046-200-9732

海老名市 シグマロジスティクス株式会社　海老名営業所 神奈川県海老名市上河内３３ 080-5893-1091

海老名市 誠幸運輸倉庫株式会社　関東営業所 神奈川県海老名市本郷２６９６－１ 046-240-7048

海老名市 株式会社サンライン　神奈川営業所 神奈川県海老名市本郷１７０９ 046-240-9917

海老名市 ヤマト運輸株式会社　海老名大谷支店 神奈川県海老名市大谷北１丁目５－１７ 080-6604-6015

海老名市 株式会社松本商会　本社営業所 神奈川県海老名市今里３－１２－１２ 046-234-5548
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海老名市 ヤマト運輸株式会社　海老名社家センター 神奈川県海老名市社家９９４ 080-5451-6135

海老名市 株式会社日恵運輸　神奈川営業所 神奈川県海老名市中野２－１３－５０ 046-237-3611

海老名市 株式会社アイテック　本社営業所 神奈川県海老名市門沢橋６－１－６ 046-237-3786

海老名市 ドゥベスト株式会社　神奈川営業所 神奈川県海老名市杉久保南１丁目１７番１号 046-244-3270

海老名市 株式会社廣川運送　神奈川営業所 神奈川県海老名市杉久保南３－１９－１１ 046-240-6612

海老名市 トランコムＤＳ株式会社　海老名センター 神奈川県海老名市上今泉５－２７－４５ 090-6801-7004

海老名市 ヤマト運輸株式会社　海老名上郷支店 神奈川県海老名市上郷７３４ 080-6695-6174

海老名市 東江運輸株式会社　神奈川営業所 神奈川県海老名市東柏ヶ谷４－１１－１ 0467-81-3101

鎌倉市 ヤマト運輸株式会社　鎌倉今泉センター 神奈川県鎌倉市今泉３－２－８ 080-5045-0471

鎌倉市 ヤマト運輸株式会社　鎌倉由比ガ浜センター 神奈川県鎌倉市常盤３７５－６ 080-5068-3306

茅ヶ崎市 株式会社丸運　湘南営業所
神奈川県茅ヶ崎市赤羽根拾五図４２６５－１、－１４、

４２４６－５
0467-54-3111

茅ヶ崎市 エコアライアンス株式会社　茅ヶ崎営業所 神奈川県茅ヶ崎市萩園２７３０ 0467-75-5851

茅ヶ崎市 ヤマト運輸株式会社　茅ヶ崎萩園支店 神奈川県茅ヶ崎市萩園１１７５ 080-5451-3710

茅ヶ崎市 西濃運輸株式会社　茅ヶ崎支店 神奈川県茅ヶ崎市萩園２７３０ 0467-87-1301

茅ヶ崎市 ヤマト運輸株式会社　茅ヶ崎下寺尾支店 神奈川県茅ヶ崎市下寺尾５３１－１ 080-5451-3710

茅ヶ崎市 ヤマト運輸株式会社　茅ヶ崎矢畑支店 神奈川県茅ヶ崎市矢畑６０８ 080-5045-1873

茅ヶ崎市 明治ロジテック株式会社　神奈川事業所 神奈川県茅ヶ崎市下町屋１－８－１ 0467-58-5208

茅ヶ崎市 新三協物流株式会社　神奈川営業所 神奈川県茅ヶ崎市矢畑１２６０－２ 0467-88-4411

厚木市 株式会社相武流通商事　厚木営業所 神奈川県厚木市長沼字北耕地２４５－４ 046-229-9871

厚木市 ユー・エム・システム株式会社　厚木 神奈川県厚木市岡田３－８－２３ 046-229-8839

厚木市 ヤマト運輸株式会社　厚木岡田センター 神奈川県厚木市岡田４－１－１０ 080-5451-4850

厚木市 株式会社引越社　厚木支店 神奈川県厚木市岡田１丁目１４番３３号 046-401-2626

厚木市 東和物流株式会社　厚木営業所 神奈川県厚木市岡田３１９７ 046-227-1134

厚木市 藤松運輸倉庫株式会社　神奈川営業所 神奈川県厚木市岡田２－１６－９ 046-227-4616

厚木市 ヤマトボックスチャーター株式会社　厚木支店 神奈川県厚木市酒井３０７０ 046-228-8621

厚木市 株式会社アールワンロジ　厚木営業所 神奈川県厚木市酒井３０８２ 046-220-1503

厚木市 アートコーポレーション株式会社　厚木支店 神奈川県厚木市酒井字宿２４８１－１ 046-220-1499

厚木市 山陽自動車運送株式会社　厚木営業所 神奈川県厚木市酒井３０３４ 046-227-3581

厚木市 井阪運輸株式会社　神奈川営業所 神奈川県厚木市酒井３１４０－１ 046-220-0800

厚木市 株式会社ハナワトランスポート　厚木営業所 神奈川県厚木市戸田５１－１ 046-207-2612

厚木市 カンナナ流通運輸株式会社　厚木営業所 神奈川県厚木市戸田８１－１カルムＧＯＴＯＢ１０３ 046-229-2901

厚木市 松下運輸株式会社　神奈川第２センター 神奈川県厚木市戸田２２８９－７ 046-210-3901

厚木市 キユーソーティス株式会社　厚木営業所 神奈川県厚木市長沼３５４－１ 046-228-0465

厚木市 日本通運株式会社　厚木物流センター事業所 神奈川県厚木市長沼字北耕地２３５－４ 046-228-0131
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厚木市 株式会社スリーエス・サンキュウ　厚木営業所 神奈川県厚木市愛甲東２－１４－２１ 046-229-6101

厚木市 Ｆ－ＬＩＮＥ株式会社　厚木物流センター 神奈川県厚木市恩名１－５－９ 046-296-1151

厚木市 大友ロジスティクスサービス株式会社　厚木営業所 神奈川県厚木市温水字下原１９３６－２ 046-295-4577

厚木市 株式会社暁運輸　厚木営業所 神奈川県厚木市温水１９６１ 046-270-3797

厚木市 ヤマト運輸株式会社　厚木愛甲センター 神奈川県厚木市愛甲１９２２－１ 080-5045-1865

厚木市 近物レックス株式会社　厚木支店 神奈川県厚木市愛甲東３－６－１０ 046-220-5432

厚木市 フライスター物流株式会社　厚木営業所 神奈川県厚木市長谷字仲町３７６－１ 046-247-3400

厚木市 株式会社南海サービス　神奈川 神奈川県厚木市船子１５６１－２ 046-290-0033

厚木市 遠州トラック株式会社　厚木要冷センター 神奈川県厚木市小野字宝蔵山２０２５－１２ 046-290-1305

厚木市 浅倉商事株式会社　本社営業所 神奈川県厚木市下萩野字新宿１４３０－１ 046-242-3341

厚木市 関東シモハナ物流株式会社　神奈川営業所 神奈川県厚木市棚沢１１６５－２ 046-242-4087

厚木市 センコー株式会社　厚木車輌センター 神奈川県厚木市棚沢２２１ 046-241-4983

厚木市 セーフティオイルトランスポート株式会社　厚木営業所 神奈川県厚木市下川入５１０－１－１０３ 046-244-2008

厚木市 ヤマト運輸株式会社　厚木及川センター 神奈川県厚木市及川８６８－１ 080-5045-1844

厚木市 青伸産業運輸株式会社　厚木営業所 神奈川県厚木市飯山３１０８－７ 046-247-7325

厚木市 トランコムＤＳ株式会社　厚木センター 神奈川県厚木市飯山字平山３１４２－１ 090-6801-7009

厚木市 日本陸送株式会社　愛川営業所 神奈川県厚木市上依知１３７８番地１ 046-284-5101

厚木市 株式会社ユニテックス　神奈川営業所 神奈川県厚木市上依知３０２９－２ 046-286-3333

厚木市 株式会社ジェーラインエクスプレス　厚木営業所 神奈川県厚木市上依知字小坂上９５２－１ 046-244-2220

厚木市 株式会社上神谷運送厚木　本社営業所 神奈川県厚木市上依知１０８６ 046-245-4621

厚木市 トーウンサービス株式会社　神奈川営業所 神奈川県厚木市上依知字上の原３００７－５ 046-286-7811

厚木市 三栄運輸株式会社　厚木出張所 神奈川県厚木市山際４５番地 046-245-1801

厚木市 株式会社ふくや物流　本社営業所 神奈川県厚木市関口１５５ 046-244-1122

厚木市 ヤマト運輸株式会社　厚木関口支店 神奈川県厚木市関口１０５ 080-5045-1872

厚木市 丸一共通運送株式会社　厚木営業所 神奈川県厚木市下依知二丁目２３番１３号 046-245-6787

厚木市 石井運輸株式会社　県央営業所 神奈川県厚木市金田１０９５ 046-276-7110

厚木市 株式会社ハート引越センター　厚木営業所 神奈川県厚木市金田４９３ 046-401-1812

厚木市 株式会社ヒューテックノオリン　神奈川ＪＤセンター 神奈川県厚木市金田１４５６－１ 046-297-7241

厚木市 株式会社タイセイ・エフ・ティー西関東　厚木営業所 神奈川県厚木市妻田北１－１３－１４－１０６ 046-243-5332

厚木市 日本郵便株式会社　厚木郵便局 神奈川県厚木市田村町２－１８ 046-222-1237

座間市 立勝運輸株式会社　相模営業所 神奈川県座間市小松原１－９－１６ 046-251-1222

座間市 ヤマト運輸株式会社　座間ひばりが丘支店 神奈川県座間市ひばりが丘５丁目２－８ 080-6604-8279

座間市 ＳＢＳロジコム関東株式会社　座間支店 神奈川県座間市ひばりが丘５－２９－１ 046-252-1150

座間市 ケイアイ株式会社　座間営業所 神奈川県座間市東原５－１－１９ 046-256-8403

座間市 佐川急便株式会社　座間営業所 神奈川県座間市東原５－１－３２ 046-266-2607

8／15　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）

座間市 ＴＳネットワーク株式会社　神奈川流通センター 神奈川県座間市広野台２－１０－８ 046-254-1977

座間市 ＳＢＳゼンツウ株式会社　座間営業所 神奈川県座間市広野台２丁目１０番８号 046-204-9065

座間市 日本通運株式会社　西神奈川航空貨物センター 神奈川県座間市入谷西３－２ー２０ 046-255-2205

座間市 セイホー運輸株式会社　本社営業所 神奈川県座間市四ツ谷字宮ノ前７６０－３ 046-253-7771

三浦市 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） 046-880-1618

小田原市 株式会社ホームエネルギー西関東　小田原営業所 神奈川県小田原市久野３７６１－１ 0465-35-2323

小田原市 諸星運輸株式会社　本社営業所 神奈川県小田原市下大井７１６ 0465-39-2400

小田原市 ヤマト運輸株式会社　小田原栢山支店 神奈川県小田原市西大友１４０ 080-5045-1840

小田原市 センコーエーラインアマノ株式会社　小田原営業所 神奈川県小田原市西大友２０８－１３ 0465-39-1370

小田原市 杉崎運輸株式会社　小田原営業所 神奈川県小田原市桑原５７０番地 0465-36-1213

小田原市 株式会社三良コーポレーション　神奈川営業所 神奈川県小田原市成田４８０－９ 0465-46-7101

小田原市 日本通運株式会社　小田原航空貨物センター 神奈川県小田原市飯泉１２０３－５ 0465-47-4311

小田原市 エーエルプラス株式会社　小田原営業所 神奈川県小田原市中村原５２０－１ 0465-44-1281

小田原市 箱根登山貨物株式会社　本社 神奈川県小田原市酒匂１－４－９ 0465-48-3336

小田原市 株式会社新日本　本社営業所 神奈川県小田原市西酒匂３－５－１５ 0465-47-5121

小田原市 日本郵便株式会社　小田原東郵便局 神奈川県小田原市前川１４－１ 0465-48-2052

秦野市 株式会社丸運ロジスティクス関東　秦野営業所 神奈川県秦野市平沢字松ノ下４２－２ 0463-81-3968

秦野市 株式会社ティラドロジスティクス　秦野営業所 神奈川県秦野市曽屋９２１番１ 0463-89-5858

秦野市 株式会社タカキ物流サービス　秦野営業所 神奈川県秦野市曽屋５９８－２ 0463-82-3622

秦野市 株式会社日立物流南関東　神奈川営業所輸送係 神奈川県秦野市堀山下３２０ 0463-87-1121

秦野市 ヤマト運輸株式会社　秦野曽屋センター 神奈川県秦野市堀西１６－１１ 080-5451-7263

川崎市 Ｆ－ＬＩＮＥ株式会社　川崎物流センター 神奈川県川崎市川崎区鈴木町１－１ 044-222-1146

川崎市 三共陸上輸送株式会社　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区港町８番１４号 044-201-6401

川崎市 アートコーポレーション株式会社　川崎支店 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目３－２１ 044-833-0123

川崎市 ヤマト運輸株式会社　川崎大師支店 神奈川県川崎市川崎区殿町１－２２－２ 080-6692-1805

川崎市 株式会社山田運輸店　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区田町３－１４－２ 044-280-7955

川崎市 三和運輸株式会社　本社営業所 神奈川県川崎市川崎区江川２－１－１１ 044-277-7011

川崎市 楠原輸送株式会社　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区塩浜３－２４－６４ 044-276-0511

川崎市 ヤマト運輸株式会社　川崎塩浜支店 神奈川県川崎市川崎区塩浜３－２３－４ 080-6699-1042

川崎市 ミシマ運輸株式会社　本社営業所 神奈川県川崎市川崎区塩浜２－８－９ 044-276-2051

川崎市 株式会社ネストロジスティクス　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区池上新町３－１－４ 044-201-6644

川崎市 有限会社シムラトランスポート　本社営業所 神奈川県川崎市川崎区白石町７－６ 044-344-1216

川崎市 京極運輸商事株式会社　京浜営業所 神奈川県川崎市川崎区鋼管通４－１７－２ 044-322-2678

川崎市 株式会社電材ロジスティクス　浅野 神奈川県川崎市川崎区浅野町９－１ 044-366-2501

川崎市 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１－３ 044-329-5172
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川崎市 日本通運株式会社　川崎物流センター事業所 神奈川県川崎市川崎区田辺新田１－３ 044-366-8568

川崎市 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２－１ 044-333-3402

川崎市 株式会社テラモト　本社営業所 神奈川県川崎市川崎区大川町１２番８号 044-355-2640

川崎市 日産物流株式会社　川崎物流センター 神奈川県川崎市川崎区大川町９－１ 044-355-8541

川崎市 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４－２ 044-266-0981

川崎市 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１１－１ 044-266-3122

川崎市 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１２－９ 044-270-1600

川崎市 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４－２ 044-288-3373

川崎市 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１２－２ 044-266-5395

川崎市 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１２－６ 044-276-1020

川崎市 ニチユ物流株式会社　本社 神奈川県川崎市川崎区千鳥町３－２ 044-280-0567

川崎市 東進産業株式会社　川崎 神奈川県川崎市川崎区水江町３－３ 044-266-9086

川崎市 株式会社杉孝　京浜営業所 神奈川県川崎市川崎区扇町１９－２ 044-366-5371

川崎市 株式会社鈴与カーゴネット東京　神奈川営業所 神奈川県川崎市川崎区扇町１９番２号 044-328-7301

川崎市 株式会社大平興業舎　本社営業所 神奈川県川崎市川崎区扇町５３ 044-333-3762

川崎市 早来工営株式会社　本社営業所 神奈川県川崎市川崎区扇町６－１ 044-328-7341

川崎市 秋元運輸倉庫株式会社　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区扇町１３－７ 044-344-3479

川崎市 エバグッド株式会社　本社営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島１３－３　Ｂ－２Ｆ 044-200-4603

川崎市 株式会社東日本トランスポート　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島３０－５ 044-271-7580

川崎市 川崎銚洋陸運株式会社　川崎銚洋陸運株式会社本社 神奈川県川崎市川崎区東扇島３０－４ 044-287-2451

川崎市 スターゼンロジスティクス株式会社　川崎営業所
神奈川県川崎市川崎区東扇島２４（公財）日本食肉流通

センターＦ棟３階
044-276-5741

川崎市 エイコーロジスティクス株式会社　本社営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島２４番地 044-277-5500

川崎市 株式会社泉北商運　首都圏支社 神奈川県川崎市川崎区東扇島１５ 044-589-8560

川崎市 五十嵐冷蔵株式会社　運輸部川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島１７－８ 044-287-2009

川崎市 三陸運送株式会社　東扇島営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島８番地 044-288-0132

川崎市 株式会社廣川運送　東扇島
神奈川県川崎市川崎区東扇島２４日本食肉流通センター

Ｄ棟４号
044-299-5963

川崎市 ヤマトボックスチャーター株式会社　川崎支店
神奈川県川崎市川崎区東扇島１９－２ロジポート東扇島

Ｃ棟５階Ｄ号室
044-270-0131

川崎市 株式会社タカセ運輸集配システム　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島１４－１ 044-276-2075

川崎市 キャリーネット株式会社　東京営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島３０－１－５Ｆ 044-280-6687

川崎市 株式会社ジェイパック　東扇島物流センター 神奈川県川崎市川崎区東扇島１８－２ 044-277-1385

川崎市 楠原輸送株式会社　東扇島営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島１３－２ 044-266-2113

川崎市 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６－１５ 044-201-7851
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川崎市 ヤマト運輸株式会社　川崎東扇島支店 神奈川県川崎市川崎区東扇島１８－２ 044-299-3540

川崎市 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 044-281-2201

川崎市 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４－２ 044-288-3324

川崎市 Ｆ－ＬＩＮＥ株式会社　東扇島低温物流センター 神奈川県川崎市川崎区東扇島１７－１０ 044-287-3302

川崎市 渡邊倉庫運送株式会社　東扇島営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島２３－３，１２ 044-276-3120

川崎市 株式会社引越社　川崎支店 神奈川県川崎市中原区宮内２－２６－４３ 044-741-2626

川崎市 株式会社引越社　世田谷支店 神奈川県川崎市中原区宮内２－２６－４３ 044-740-2606

川崎市 株式会社東海スチール　本社営業所 神奈川県川崎市幸区東古市場８７－２ 044-541-9311

川崎市 株式会社横急運輸　本社 神奈川県川崎市幸区小倉５－２９－１０ 044-588-1018

川崎市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　世田谷支店 神奈川県川崎市高津区二子６－１４－７ 044-814-0680

川崎市 山村ロジスティクス株式会社　川崎運輸営業所 神奈川県川崎市高津区北見方３－１４－１ 044-812-2326

川崎市
株式会社新開トランスポートシステムズ　川崎営業所下

野毛倉庫
神奈川県川崎市高津区下野毛１－１２－２６ 044-850-5573

川崎市 井上運送株式会社　本店 神奈川県川崎市高津区末長４丁目２６番２２号 044-811-9551

川崎市 ヤマト運輸株式会社　川崎高津末長支店 神奈川県川崎市高津区末長１３７４－１ 080-5045-8571

川崎市 同志運輸有限会社　本社営業所 神奈川県川崎市高津区末長４丁目１０番地８号 044-822-9934

川崎市 ５１株式会社　本社営業所 神奈川県川崎市高津区新作６－２－６７ 044-860-6051

川崎市 山一産業株式会社　本社営業所 神奈川県川崎市高津区子母口５０７－３ 044-777-2955

川崎市 ヤマト運輸株式会社　川崎高津支店 神奈川県川崎市高津区東野川１－２－５４ 080-6604-6376

川崎市 又新運輸株式会社　川崎営業所 神奈川県川崎市多摩区中野島３－２０－３ 044-933-2421

川崎市 株式会社パルライン　宮前営業所 神奈川県川崎市宮前区野川本町１－９－２ 044-741-1536

川崎市 澁澤陸運株式会社　神奈川ターミナル 神奈川県川崎市宮前区犬蔵３－１４－１７ 044-976-3371

川崎市 株式会社ＳＥＣＴＣＡＲＲＹ　本社営業所
神奈川県川崎市宮前区潮見台８－７サンヒルズ潮見台１

０２
044-948-7164

川崎市 株式会社サカイ引越センター　宮前支社 神奈川県川崎市宮前区南平台９－９ 044-977-0071

相模原市 直販配送株式会社　神奈川支店 神奈川県相模原市緑区広田１０－５ 042-783-6471

相模原市 エフ・ディ物流株式会社　相模原営業所 神奈川県相模原市緑区西橋本５－７－１ 042-773-3384

相模原市 ヤマト運輸株式会社　相模原橋本センター 神奈川県相模原市緑区下九沢１６７７－８ 080-5098-1319

相模原市 ヤマト運輸株式会社　相模原大島支店 神奈川県相模原市緑区大島８４２－１ 080-5045-1867

相模原市 日本郵便株式会社　橋本郵便局 神奈川県相模原市緑区西橋本５丁目２－１ 042-700-5101

相模原市 ヤマト運輸株式会社　相模原淵野辺本町センター 神奈川県相模原市中央区淵野辺本町２－５－１７ 080-5098-1312

相模原市 日進運輸株式会社　本社営業所 神奈川県相模原市中央区東渕野辺１－１５－２３ 042-753-1495

相模原市 東日本エア・ウォーター物流株式会社　相模原 神奈川県相模原市中央区小山１－１－１０ 042-700-3188

相模原市 ヤマト運輸株式会社　相模原宮下支店 神奈川県相模原市中央区宮下３－７－１５ 080-5045-1860

相模原市 日酸運輸株式会社　相模原営業所 神奈川県相模原市中央区宮下３－１２－１４ 042-772-6742
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相模原市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　相模原航空 神奈川県相模原市中央区清新６－１１ 042-774-4171

相模原市 株式会社スリーエス・サンキュウ　相模原常温営業所 神奈川県相模原市中央区清新８－２０－１ 042-700-1081

相模原市 西脇輸送産業有限会社　本社 神奈川県相模原市中央区清新６－１１－２ 042-771-5622

相模原市 丸全昭和運輸株式会社　相模原営業所 神奈川県相模原市中央区清新８－２０－４３ 042-771-2661

相模原市 佐川急便株式会社　相模原緑営業所 神奈川県相模原市中央区小町通２－１１－１５ 042-700-7066

相模原市 篠崎運輸株式会社　相模原営業所 神奈川県相模原市中央区田名３７００番３ 042-764-5955

相模原市 相模陸運株式会社　本社 神奈川県相模原市中央区相模原６－２２－１ 042-758-0001

相模原市 ヤマト運輸株式会社　相模原古淵センター 神奈川県相模原市中央区共和４－８－１４ 080-5068-2813

相模原市 アートコーポレーション株式会社　相模原支店 神奈川県相模原市中央区共和３丁目７－１２ 042-749-0123

相模原市 ヤマト運輸株式会社　相模原横山台センター 神奈川県相模原市中央区横山台１－３１－１５ 080-5481-6811

相模原市 株式会社スリーエス・サンキュウ　相模原営業所 神奈川県相模原市中央区横山台２－２８－４ 042-730-3521

相模原市 株式会社田口運送　本社営業所 神奈川県相模原市中央区横山台２－２－１６ 042-754-3611

相模原市 有限会社サトックス　本社 神奈川県相模原市中央区上溝２３４６－１７ 042-764-3451

相模原市 株式会社相模運輸　本社営業所 神奈川県相模原市中央区上溝３９５９－１ 042-761-2261

相模原市 ふそう陸送株式会社　相模原総括支店 神奈川県相模原市中央区上溝３２３－１ 042-778-1436

相模原市 株式会社ライフサポート・エガワ　厚木営業所 神奈川県相模原市中央区田名４１８７番１ 042-703-9701

相模原市 株式会社ミタカロジスティクス　相模原営業所
神奈川県相模原市中央区田名５５１３－１１フランブ

リーズ２０５
042-713-3286

相模原市 ヤマト運輸株式会社　相模原田名支店 神奈川県相模原市中央区田名３５１９－１ 080-5043-8426

相模原市 ダイセーロジスティクス株式会社　相模原ハブセンター
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
042-862-1510

相模原市 株式会社Ｙ・Ｂ・Ｓ　相模原営業所 神奈川県相模原市中央区田名８５５２－４ 042-777-8626

相模原市 ジャパンロジコム株式会社　神奈川営業所 神奈川県相模原市中央区田名４５５５－１ 042-764-3950

相模原市 トランコムＤＳ株式会社　相模原センター 神奈川県相模原市中央区田名８３０１－１ 090-4187-2141

相模原市 アサヒロジスティクス株式会社　神奈川営業所 神奈川県相模原市中央区田名塩田３丁目７番３０号 042-711-8072

相模原市 ジェイロジスティクス株式会社　西関東営業所 神奈川県相模原市中央区田名塩田１－１２－１ 042-777-7856

相模原市 大和物流株式会社　相模原支店 神奈川県相模原市中央区田名塩田１－３－８ 042-777-8001

相模原市 日本通運株式会社　相模原物流センター事業所 神奈川県相模原市中央区南橋本４－２－４ 042-703-7200

相模原市 東邦興産株式会社　相模原営業所 神奈川県相模原市中央区南橋本３－２－１１ 042-774-3188

相模原市 ヤマト運輸株式会社　相模原東林間支店 神奈川県相模原市南区上鶴間本町９丁目３－１４ 080-5451-4851

相模原市 竹内運輸工業株式会社　相模原 神奈川県相模原市南区麻溝台一丁目８番１５号 042-744-5890

相模原市 株式会社トーワ　神奈川営業所 神奈川県相模原市南区麻溝台８－３３－１０－１Ｆ－Ａ 042-740-1771

相模原市 アサヒ通運株式会社　東京営業所 神奈川県相模原市南区麻溝台６－１３－１１－２０１号 042-705-2456

相模原市 福山ロジスティクス株式会社　相模原営業所 神奈川県相模原市南区大野台２－３２－１ 042-768-9461

相模原市 ヤマト運輸株式会社　相模原若松センター 神奈川県相模原市南区若松２－２１－４０ 080-5045-1871
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相模原市 ヤマト運輸株式会社　相模原下溝センター 神奈川県相模原市南区下溝２３４９－２ 080-5045-1861

大和市 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１１６－１ 080-5045-1859

大和市 丸相運輸株式会社　本社 神奈川県大和市つきみ野１丁目１－３ 046-271-4555

大和市 株式会社トランス・グリップ　神奈川営業所 神奈川県大和市西鶴間８－１０－５ 046-244-0096

大和市 シグマロジスティクス株式会社　大和営業所 神奈川県大和市深見３８７６ 090-9232-5334

大和市 株式会社浅和陸運　本社 神奈川県大和市深見３８１６－１ 046-263-1328

大和市 株式会社アサヒセキュリティ　神奈川営業所 神奈川県大和市深見３７０５－１ 046-265-5936

大和市 ヤマト運輸株式会社　大和深見支店 神奈川県大和市深見西６－１－１６ 080-5045-1838

大和市 アートコーポレーション株式会社　大和支店 神奈川県大和市柳橋１丁目８番７号 046-275-0123

大和市 日本トラック株式会社　藤沢営業所 神奈川県大和市柳橋５－１５－１ 046-269-2002

大和市 ヤマト運輸株式会社　大和上和田支店 神奈川県大和市渋谷２－１１－３ 080-5045-1857

大和市 株式会社ＪＡＣＫ　本社営業所 神奈川県大和市福田３－３－１０ 046-269-4444

大和市 七福運送株式会社　横浜営業所 神奈川県大和市代官３－１７－１１ 046-244-3471

大和市 株式会社スターダストライン　本社 神奈川県大和市代官３－１７－１ 046-206-5222

大和市 株式会社メジャーサービスジャパン　神奈川共配営業所 神奈川県大和市上草柳８－２－７ 046-262-6775

藤沢市 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 0466-25-2493

藤沢市 有限会社丸真運輸　本社 神奈川県藤沢市辻堂元町５―３―１５ 0466-34-2576

藤沢市 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 0466-25-3230

藤沢市 アートコーポレーション株式会社　湘南支店 神奈川県藤沢市大庭宇丸山５４２５－１２ 0466-87-0123

藤沢市 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５４５６－３ 080-5045-1863

藤沢市 株式会社ジャトス　藤沢事業部 神奈川県藤沢市円行１－２２－１ 0466-87-0180

藤沢市 株式会社サンエキスプレス　藤沢営業所 神奈川県藤沢市桐原町３ 0466-44-5711

藤沢市 ケイジー物流株式会社　藤沢営業所 神奈川県藤沢市石川３－２８－２ 0466-88-6811

藤沢市 株式会社三津穗　藤沢営業所
神奈川県藤沢市石川４－１５－４グラスリバーマンショ

ンＢ１０２
0466-62-3240

藤沢市 トランコムＤＳ株式会社　藤沢センター 神奈川県藤沢市石川１－５－１１ 046-236-3760

藤沢市 ＰＫロジスティックス株式会社　藤沢営業所 神奈川県藤沢市遠藤２００３－１ 0466-87-1382

藤沢市 株式会社岡田商運　神奈川営業所 神奈川県藤沢市羽鳥５－１０－６スカイヒル１０２ 0466-48-6111

藤沢市 北村運送有限会社　本社営業所 神奈川県藤沢市菖蒲沢１０５３ 0466-90-4410

藤沢市 谷口運送株式会社　藤沢営業所 神奈川県藤沢市菖蒲沢１１１７ 0466-48-3711

南足柄市 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２６０－３ 080-5451-6138

南足柄市 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 0465-71-1310

南足柄市 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 0465-74-2215

平塚市 株式会社関東柳川合同運送　湘南営業所 神奈川県平塚市横内９２０－３ 0463-79-5665

平塚市 大嶋運送株式会社　本店営業所 神奈川県平塚市下島９８４－１２ 0463-54-7757
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平塚市 丸駒運輸株式会社　本社営業所 神奈川県平塚市下島１０２２－１１ 0463-55-9922

平塚市 株式会社パルライン　平塚営業所 神奈川県平塚市小鍋島２１０８ 0463-51-4078

平塚市 久保運輸株式会社　関東物流センター 神奈川県平塚市大神字中堤外３４２１－１９ 0463-73-9030

平塚市 株式会社東洋陸送社　平塚営業所 神奈川県平塚市入野３０４－４－２０１ 0463-51-1830

平塚市 株式会社山田運輸店　平塚営業所 神奈川県平塚市田村３－１１－１３ 0463-63-3188

平塚市 ＳＢＳロジコム関東株式会社　平塚支店 神奈川県平塚市田村３－２１－２５ 0463-55-1270

平塚市 岡山県貨物運送株式会社　平塚営業所 神奈川県平塚市田村３－７－２９ 0463-55-9312

平塚市 株式会社トーリク　神奈川営業所 神奈川県平塚市四之宮６－１０－３２ 0463-55-2678

平塚市 松本運輸機工株式会社　本社営業所 神奈川県平塚市四之宮４－１２－４ 0463-53-1211

平塚市 小山田運輸株式会社　本社営業所 神奈川県平塚市東八幡１－７－６ 0463-23-4851

平塚市 株式会社平伸機工　本社営業所 神奈川県平塚市東八幡２－９－１３ 0463-21-6766

平塚市 株式会社サンワネッツ　平塚営業所 神奈川県平塚市長瀞２－２、２－３ 0463-25-5870

平塚市 佐川急便株式会社　茅ヶ崎営業所 神奈川県平塚市長瀞２－１５ 0463-25-3052

平塚市 興和運輸株式会社　平塚営業所 神奈川県平塚市中堂１６－４ 0463-24-9070

平塚市 イズミ物流株式会社　平塚営業所 神奈川県平塚市中原２－６－４９ 046-333-3223

平塚市 株式会社なでしこ運輸　本社営業所 神奈川県平塚市東中原１－３－５９ 0463-26-5702

平塚市 株式会社ホームエネルギー西関東　平塚営業所 神奈川県平塚市久領堤１－１４ 0463-25-5523

平塚市 ヤマト運輸株式会社　平塚代官町支店 神奈川県平塚市代官町３７－５７ 080-5045-1858

平塚市 日本郵便株式会社　平塚郵便局 神奈川県平塚市追分１－３３ 0463-31-1201

平塚市 ヤマト運輸株式会社　秦野鶴巻センター 神奈川県平塚市土屋１２６６－１ 080-5045-1874

愛甲郡 ビューテック運輸株式会社　関東支社営業所 神奈川県愛甲郡愛川町角田３７２－１ 046-286-3086

愛甲郡 山本運送株式会社　相模原営業所 神奈川県愛甲郡愛川町角田５１３－１ 046-286-2661

愛甲郡 石井運輸株式会社　厚木営業所 神奈川県愛甲郡愛川町中津４０１４ 046-281-7185

愛甲郡 鴻池運輸株式会社　厚木定温流通センター営業所 神奈川県愛甲郡愛川町中津字桜台４０７０番地１ 046-285-2180

愛甲郡 厚木トネックス株式会社　本社営業所 神奈川県愛甲郡愛川町中津４０８０ 046-285-1211

愛甲郡 鴻池運輸株式会社　神奈川中央配送センター営業所 神奈川県愛甲郡愛川町中津字桜台４００９－３ 046-280-4333

愛甲郡 株式会社アイル　本社営業所 神奈川県愛甲郡愛川町中津２１８３－２ 046-285-4544

愛甲郡 厚木センコー運輸株式会社　愛川営業課車輌センター
神奈川県愛甲郡愛川町中津４００９－３　ＧＬＰ厚木４

階
046-284-3405

愛甲郡 マルアサ梱包商会有限会社　本社営業所 神奈川県愛甲郡愛川町中津字桜台４０３２－２ 046-286-3161

愛甲郡 西濃運輸株式会社　厚木支店 神奈川県愛甲郡愛川町中津字桜台４０３０ 046-285-0881

愛甲郡 株式会社サンロジスティックス　神奈川営業所 神奈川県愛甲郡愛川町中津字桜台４０２６－１ 046-284-5110

愛甲郡 株式会社パルライン　相模営業所 神奈川県愛甲郡愛川町中津４０３６－７ 046-285-6592

愛甲郡 株式会社バンテックセントラル　厚木営業所 神奈川県愛甲郡愛川町中津字桜台４００９－３ 046-285-9951

高座郡 真栄エキスプレス株式会社　本社営業所 神奈川県高座郡寒川町小動３３３－１ 0467-75-8751

14／15　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）

高座郡 レンゴーロジスティクス株式会社　湘南営業所 神奈川県高座郡寒川町宮山３１５５ 0467-74-5116

高座郡 株式会社ヒダロジスティックス　寒川営業所 神奈川県高座郡寒川町一之宮９－３－１６ 0467-75-5771

高座郡 パスコ・ロジスティクス株式会社　湘南営業所 神奈川県高座郡寒川町一之宮７－９－１ 0467-73-1400

高座郡 鈴信運送株式会社　本社営業所 神奈川県高座郡寒川町田端１４１５－２ 0467-75-3777

足柄下郡 ヤマト運輸株式会社　箱根湯本支店 神奈川県足柄下郡箱根町湯本９１０－１ 080-5068-3259

足柄下郡 ヤマト運輸株式会社　湯河原支店 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥４－１０－２ 080-5045-1845

足柄下郡 不二運輸株式会社　湯河原営業所 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥５丁目１９番１０号 0465-46-7467

足柄上郡 東京トラック運送株式会社　小田原支店 神奈川県足柄上郡開成町吉田島３５３２ 0465-82-0204

足柄上郡 ヤマト運輸株式会社　足柄山北センター 神奈川県足柄上郡山北町向原２４７９－１ 080-5451-8659

足柄上郡 井上運送株式会社　山北営業所 神奈川県足柄上郡山北町岸９５０ 0465-79-1333

足柄上郡 遠州トラック株式会社　小田原営業所 神奈川県足柄上郡大井町金子３３４－１ 0465-57-0521

足柄上郡 鈴信運送株式会社　中井営業所 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口２４８１－１ 0465-81-9551

足柄上郡 株式会社アイデア　本社営業所 神奈川県足柄上郡中井町藤沢１０番地１１ 0465-81-8881

中郡 ヤマト運輸株式会社　中郡二宮センター 神奈川県中郡二宮町中里２－９－９ 080-6604-6229
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