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 株式会社英 本社営業所
埼玉営業所
さいたま市 株式会社ゼロ・プラスＢＨＳ
さいたま市 太宰府エキスプレス株式会社 埼玉営業所
さいたま市 株式会社麻妃ライン
さいたま市 株式会社オアシス

春日部営業所
さいたま営業所

さいたま市 株式会社常陸 本社営業所
株式会社サカイ引越センター パンダロジスティックス
さいたま市
事業部埼玉
西浦和営業所
さいたま市 日生流通運輸倉庫株式会社
さいたま市 ヤマト運輸株式会社 浦和文蔵営業所
さいたま市 日生流通運輸倉庫株式会社 北浦和営業所
さいたま市 株式会社ジェイトップ さいたま桜営業所
さいたま市 コーラルサービス株式会社 浦和美園代山事業所
さいたま市 ヒタチ株式会社 岩槻ハブセンター
さいたま市 有限会社ゴーイング さいたま営業所
さいたま市 ホイテクノ物流株式会社 関東営業所
さいたま市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社 大宮支店
さいたま市 株式会社アカベラ 本社営業所
さいたま市 渡部容器株式会社 本社営業所
さいたま市 西濃運輸株式会社 岩槻支店
さいたま市 株式会社オリエントプランニング 五関営業所
さいたま市 ヤマト運輸株式会社 岩槻東営業所
さいたま市 ヤマト運輸株式会社 浦和内谷営業所
さいたま市 ヤマト運輸株式会社 浦和西堀営業所
さいたま市 ヤマト運輸株式会社 与野中央営業所
さいたま市 株式会社春原運輸 さいたま営業所
さいたま市 武州運輸株式会社 本社営業所
さいたま市 東都輸送株式会社 浦和営業所
さいたま市 大宮通運株式会社 本社営業所
さいたま市 株式会社サンブツ 本社営業所

安全性優良事業所

（埼玉県）

住所
埼玉県さいたま市西区大字西遊馬１９２９－１７
埼玉県さいたま市岩槻区上野５丁目１－８
埼玉県さいたま市岩槻区大字馬込３５１番地１
埼玉県さいたま市岩槻区南平野５丁目８－４ アルテミ
アＢ－１０３
埼玉県さいたま市岩槻区江川土地区画整理事業施行地区
内１５街区１画地
埼玉県さいたま市桜区大字白鍬２９６－２
埼玉県さいたま市見沼区蓮沼１４９５
埼玉県さいたま市桜区大字塚本１５７
埼玉県さいたま市南区文蔵４丁目１２番３号
埼玉県さいたま市浦和区木崎２－３１－２４
埼玉県さいたま市桜区道場１－４－３１
埼玉県さいたま市緑区代山１１１
埼玉県さいたま市岩槻区柏崎１８９
埼玉県さいたま市西区清河寺１２４４－１
埼玉県さいたま市岩槻区上野１－２０－１
埼玉県さいたま市北区日進町３－５９８－１
埼玉県さいたま市南区四谷３丁目１０番１２号
埼玉県さいたま市岩槻区大字裏慈恩寺１１２８－１
埼玉県さいたま市岩槻区長宮下谷中１２１０－１
埼玉県さいたま市桜区五関７２９－３
埼玉県さいたま市岩槻区城町２丁目１１－２１
埼玉県さいたま市南区内谷７丁目１７番３号
埼玉県さいたま市桜区西堀５－１０－９
埼玉県さいたま市中央区円阿弥３丁目３番１３号
埼玉県さいたま市中央区八王子３－４００－１
埼玉県さいたま市岩槻区城町２－８－３９
埼玉県さいたま市見沼区大谷２９０
埼玉県さいたま市北区大成町４－９１４－１
埼玉県さいたま市岩槻区美幸町６－２４－７
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電話番号
048-624-1623
048-794-6640
048-793-7655
048-940-7570
048-790-0333
048-853-8810
048-681-7011
080-4819-8268
048-837-5223
080-3713-9037
048-844-6515
048-812-1507
048-740-7100
048-623-2940
048-793-2500
048-652-3012
048-862-7961
048-794-4341
048-799-0455
048-749-1288
048-790-2005
048-711-4778
048-872-8155
048-840-2930
048-852-9999
048-757-0122
048-681-5520
048-651-3101
048-812-4401

R3.12.17
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
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
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
越谷市
越谷市
越谷市

事業所名
磐栄運送株式会社 埼玉営業所
株式会社アルファー運輸 本社営業所
日本郵便株式会社 大宮西郵便局
中央運輸株式会社 岩槻営業所
東水梱包運輸株式会社 大宮営業所
有限会社小島正一商店 本社営業所
多摩運送株式会社 埼玉ネットワークセンター
トールエクスプレスジャパン株式会社 大宮支店
武蔵貨物自動車株式会社 大宮支店
大鉄工業運輸株式会社 本社営業所
東栄運輸株式会社 貨物部さいたま第一営業所
株式会社斉藤商事 埼玉営業所
中村運送株式会社 本社営業所
東洋運輸株式会社 埼玉営業所
函館運輸サービス株式会社 関東営業所
埼京運輸株式会社 大宮営業所
日通埼玉運輸株式会社 岩槻事業所
富士共同物流株式会社 さいたま営業所
直販配送株式会社 東浦和センター
株式会社兼藤コーポレーション 本社営業所
羽生貨物有限会社 本社営業所
株式会社鹿又荷役サービス 本社営業所
株式会社大昇物流 北関東営業所
株式会社Ｍ’ｓ 本社営業所
有限会社井上運輸 本社営業所
株式会社旭 越谷営業所
エス・ティー・サービス株式会社 越谷営業所
埼玉南センコーロジ株式会社 越谷ロジスティクスセン
ター
有限会社大村運輸 本社営業所
芳誠流通株式会社 城北営業所
株式会社北都流通 本社
株式会社ＪＡＦメディアワークス 関東第二営業所
株式会社関根エンタープライズ 本社営業所
株式会社関根ロジスティクス 本社

住所
埼玉県さいたま市岩槻区大字箕輪字西２１１番１
埼玉県さいたま市西区塚本町１－８９－２
埼玉県さいたま市北区櫛引町２丁目７１３
埼玉県さいたま市岩槻区大字馬込４－６７５－１
埼玉県さいたま市西区中野林１５６
埼玉県さいたま市西区三橋６丁目１３６
埼玉県さいたま市岩槻区城町２－１１－２１
埼玉県さいたま市北区吉野町２－５－８
埼玉県さいたま市北区吉野町１－３９９－１
埼玉県さいたま市桜区上大久保堤根１０１２番地
埼玉県さいたま市岩槻区大字長宮７７
埼玉県さいたま市北区吉野町２丁目２８１番地２
埼玉県さいたま市大宮区北袋町１－１０３－１
埼玉県さいたま市岩槻区古ヶ場１－８－１６
埼玉県さいたま市岩槻区古ケ場１－１－１８
埼玉県さいたま市見沼区御蔵７９８－４
埼玉県さいたま市岩槻区上野５－２－１９
埼玉県さいたま市浦和区常磐７－４－１
埼玉県さいたま市緑区大門４１８－１
埼玉県ふじみ野市大井武蔵野４０３番地４
埼玉県羽生市大字中手子林９１６
埼玉県羽生市東８－８－１１
埼玉県羽生市大沼１ー１６
埼玉県羽生市南６丁目１６番地９ ３Ｆ
埼玉県越谷市川柳町３丁目１５０番地１
埼玉県越谷市神明町３丁目１２４－３
埼玉県越谷市谷中町４－８－２

電話番号
048-878-9412
048-623-2200
048-653-0082
048-748-5117
048-623-0514
048-624-1780
048-757-3646
048-664-3756
048-663-3241
048-854-6726
048-799-1212
048-664-3715
048-641-0443
048-876-9105
048-791-7227
048-680-5808
048-872-7328
048-835-1665
048-812-1711
049-256-4466
048-565-1856
048-560-5878
048-501-8320
048-594-7249
048-988-6918
048-940-0111
048-993-4622

埼玉県越谷市流通団地２－２－１

048-990-8816

ＧＬＰ越谷Ⅱ

埼玉県越谷市越ヶ谷１－３－１４－３Ｂ
埼玉県越谷市新川町１－４４９－１
埼玉県越谷市谷中町２丁目２０５－１
埼玉県越谷市南町３丁目１８番１９号
埼玉県越谷市増森２０７番地１２
埼玉県越谷市大字増森２０７－１２ 三階
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048-967-5403
048-961-8955
048-969-7511
048-972-5830
048-969-5510
048-969-5510

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
桶川市
桶川市
桶川市
桶川市
桶川市
加須市
加須市
加須市
加須市
加須市
加須市
加須市
加須市
加須市
加須市
加須市
加須市
加須市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 越谷西支店
株式会社アイディ・ラム 本社営業所
福山通運株式会社 さいたま川口支店
武井運輸株式会社 埼玉営業所
ケイアイ株式会社 越谷
株式会社トッププロダクツ 本社営業所
株式会社中通 埼玉
株式会社朋友 関東支店
株式会社拓洋 越谷共配センター
ヤマト運輸株式会社 越谷弥十郎営業所
佐川急便株式会社 岩槻営業所
三芳運輸倉庫株式会社 本社営業所
山崎梱包運輸株式会社 本社営業所
株式会社ＬＮＪ関東 越谷営業所
株式会社コーウン流通 本社営業所
セーフティオイルトランスポート株式会社 埼玉営業所
寿ロジコム株式会社 埼玉営業所
株式会社八下田陸運 埼玉
株式会社都市貨物輸送 埼玉営業所
株式会社シーエックスカーゴ 桶川流通センター
三協運輸株式会社 桶川営業所
ＨＡＶＩサプライチェーン・ソリューションズ・ジャパ
ン合同会社 埼玉ＤＣ
株式会社小野寺商事 加須営業所
スリーエスライン流通株式会社 本社
株式会社しんけん 加須営業所
アドバンス関東株式会社 本社営業所
株式会社中央運輸 関東営業所
株式会社日立物流関東 埼玉北営業所
関東運輸株式会社 加須営業所
日本郵便株式会社 加須郵便局
清興運輸株式会社 加須営業所
株式会社盛運 本社営業所
丸山運輸倉庫株式会社 本社営業所
株式会社五洋ロジテック 加須物流センター

住所
埼玉県越谷市大間野町３－９７－１
埼玉県越谷市流通団地３－３－６
埼玉県越谷市大字長島字下１０９－１
埼玉県越谷市赤山町３－１５８－１
埼玉県越谷市流通団地４－１－９
埼玉県越谷市流通団地４丁目１－４
埼玉県越谷市大成町２－２８０－１
埼玉県越谷市神明町１丁目１０３－６
埼玉県越谷市流通団地２－３－８、３－１０
埼玉県越谷市大字弥十郎５０２－１
埼玉県越谷市谷中町４－１８－１
埼玉県越谷市平方３１７１番１
埼玉県越谷市新川町１－２－１
埼玉県越谷市南越谷２－１０
埼玉県越谷市七左町６－１０７－２
埼玉県越谷市蒲生茜町３５番５－２０１号
埼玉県桶川市東２－４－２５
埼玉県桶川市赤堀１－２６
埼玉県桶川市坂田東３丁目１０番地７
埼玉県桶川市赤堀１丁目５番地
埼玉県桶川市坂田字向９９０－１

電話番号
048-961-2250
048-953-5597
048-960-1292
048-999-6520
048-989-0818
048-990-7270
048-940-3282
048-973-0800
048-997-6677
070-4540-7162
0570-01-0439
048-940-3577
048-972-6633
080-8280-3454
048-965-5430
048-985-1248
048-773-5678
048-729-2051
048-729-0007
048-728-7134
048-728-9380

埼玉県加須市芋茎字狭間１０５２－５

048-038-6333

埼玉県加須市栄１２９０－３
埼玉県加須市新利根２－６－１
埼玉県加須市志多見字林之中１４８６－３
埼玉県加須市北大桑６６－１
埼玉県加須市鴻茎３８０
埼玉県加須市南篠崎１－５－１
埼玉県加須市久下２－７－５
埼玉県加須市上三俣２３０９
埼玉県加須市鳩山町９
埼玉県加須市南篠崎１－３－３
埼玉県加須市間口９７２
埼玉県加須市大字北篠崎字本田１５－１

0280-23-3663
0480-78-2200
0480-37-7826
0480-78-0330
0480-53-9682
0480-66-4029
0480-69-2152
0480-61-0347
048-066-2117
0480-68-4800
0480-72-2322
0480-68-5488
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
加須市
吉川市
吉川市
久喜市

事業所名
函館運輸サービス株式会社 加須営業所
株式会社富士運輸倉庫 本社営業所
有限会社大野組 埼玉営業所
株式会社正栄物流 埼玉営業所

久喜市

コーナン物流株式会社

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
狭山市
狭山市

埼玉センコーロジサービス株式会社 久喜営業所
埼玉西濃運輸株式会社 久喜営業所
株式会社岡田商運 埼玉営業所
アキタ株式会社 埼玉営業所
株式会社ＤＮＰロジスティクス 久喜事業所
大和物流株式会社 久喜支店
トランコムＥＸ東日本株式会社 久喜センター
株式会社ＬＪＰ 久喜営業所
株式会社城栄 埼玉営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 久喜営業所
トーエイ物流株式会社 久喜営業所
トーエイ物流株式会社 本社第二営業所
武蔵貨物自動車株式会社 久喜営業所
アサヒロジスティクス株式会社 久喜営業所
カネオ興運株式会社 本社営業所
トーエイ物流株式会社 菖蒲営業所
株式会社シンポジューム 狭山営業所
太平洋陸送株式会社 狭山営業所
田口運送株式会社 狭山営業所
田口運送株式会社 埼玉営業所
ヤマト運輸株式会社 狭山入曽営業所
有限会社エース商会 狭山営業所
柳河物流株式会社 狭山営業所
株式会社ホンダロジスティクス 狭山パーツ物流セン

狭山市
狭山市
狭山市
狭山市
熊谷市

本社

ター
新潟運輸株式会社 狭山支店
株式会社武井運送 本社営業所
西武通運株式会社 狭山支店
アサヒロジスティクス株式会社

熊谷物流センタ－

住所
埼玉県加須市大桑２丁目２３番１号
埼玉県吉川市大字土場２２１番地１
埼玉県吉川市栄町８３４－２
埼玉県久喜市佐間７０７－１
埼玉県久喜市江面７４７－５ ハイツオカノⅡ

電話番号
0480-66-0791
048-984-5000
048-953-9846
0480-48-5296

号室
埼玉県久喜市菖蒲町昭和沼３
埼玉県久喜市菖蒲町三箇２７１－３
埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲字宮本５５８－１
埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲７５－１
埼玉県久喜市清久町１－５ 清久工業団地内
埼玉県久喜市菖蒲町三箇字新堀向５－３
埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲６００４－２
埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲字太鼓田６０００－１１
埼玉県久喜市松永２１６－１
埼玉県久喜市清久町４５－１６
埼玉県久喜市菖蒲町昭和沼２６番地
埼玉県久喜市菖蒲町大字三箇３７９－１，３
埼玉県久喜市大字下早見１５９８
埼玉県久喜市清久町４３－２
埼玉県久喜市菖蒲町上大崎４５－２
埼玉県久喜市菖蒲町昭和沼２２番地１
埼玉県狭山市狭山台４丁目２７番地２
埼玉県狭山市新狭山１－１－４
埼玉県狭山市大字根岸字中道通６８６－２０
埼玉県狭山市大字根岸字中道通６８６－２０
埼玉県狭山市大字堀兼１７１６－１
埼玉県狭山市掘兼月見台８４７－１４
埼玉県狭山市新狭山１－３－５

２０２

0480-44-8000
0480-85-8621
0480-31-7038
0480-31-9272
0480-87-0520
0480-22-5510
0480-87-1550
0480-87-1305
0480-53-5678
0480-52-7254
0480-21-8710
0480-87-2612
0480-85-8201
0480-23-6515
0480-48-7670
0480-85-4401
0480-85-4070
04-2968-5731
04-2954-5221
04-2969-1720
04-2969-1720
080-5043-2904
04-2956-0373
04-2953-5573

埼玉県狭山市新狭山１－１２－５

04-2953-5282

埼玉県狭山市大字根岸字中道通６８１－１
埼玉県狭山市広瀬東１－５－１１
埼玉県狭山市柏原字円光寺窪３３７－１２
埼玉県熊谷市千代７０３－１

04-2952-4121
042-952-4940
04-2954-5531
048-577-8950
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
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
熊谷市
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
幸手市
幸手市

事業所名
太平洋陸送株式会社 熊谷営業所
綜合警備保障株式会社 警送埼玉支社 警送熊谷支店
有限会社野上運輸 本社営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 熊谷支店
株式会社県北流通梱包産業 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 熊谷営業所
小辻運送株式会社 本社営業所
武蔵貨物自動車株式会社 熊谷支店
立川運送株式会社 熊谷営業所
有限会社内田運送 本社営業所
山陽自動車運送株式会社 埼玉営業所
株式会社井上運送 本社営業所
株式会社ゲートオンロジスティクス 本社営業所
共立マイラ株式会社 埼玉営業所
関東運輸株式会社 戸田営業所
山手運送株式会社 埼玉営業所
株式会社デイズ 戸田
有限会社シーキューブ 本社営業所
株式会社エー・シー・トランスポート 本社営業所
ケイアイ株式会社 埼玉
埼玉南センコーロジ株式会社 戸田
ダイハート物流株式会社 埼玉営業所戸田物流センター
株式会社高通サービス 本社営業所
野口興産株式会社 東京物流センター
株式会社ＬＮＪ小泉 戸田営業所
株式会社笹目運送 本社営業所
大東実業株式会社 埼玉営業所
株式会社栄光 本社営業所
有限会社伸幸運輸梱包 本社営業所
株式会社ＬＮＪ中通 戸田営業所
株式会社マルミ運輸システム 埼玉営業所
株式会社トランシア 本社営業所
株式会社有明 本社営業所
株式会社武州 幸手営業所
青翔運輸株式会社 幸手営業所

住所
埼玉県熊谷市大字三ケ尻字女堀５３７６－１
埼玉県熊谷市肥塚１－８－１４
埼玉県熊谷市拾六間８４４－１３
埼玉県熊谷市問屋町２－１－１３
埼玉県熊谷市弥藤吾４１０番地２
埼玉県熊谷市大字玉井字平井通上３１
埼玉県熊谷市大字広瀬５４５－９
埼玉県熊谷市大字武体字西浦１０９
埼玉県熊谷市樋春字谷北１９７９－３
埼玉県熊谷市上新田３８７
埼玉県熊谷市久下１０２２ー２
埼玉県熊谷市大字太井字堂免１４８６番地２
埼玉県戸田市新曽１６６２
埼玉県戸田市新曽芦原１９１２
埼玉県戸田市氷川町３－４－１５
埼玉県戸田市新曽南２－１２－１８－１０３
埼玉県戸田市早瀬１－７－２０
埼玉県戸田市美女木１１７５－１
埼玉県戸田市笹目８－１０－２３
埼玉県戸田市新曽１６６８
埼玉県戸田市笹目７－２－１４
埼玉県戸田市下前１－５－８
埼玉県戸田市笹目４－２－４
埼玉県戸田市笹目北町１２－１４
埼玉県戸田市笹目北町７－２
埼玉県戸田市笹目２－１９－１
埼玉県戸田市美女木３－５－８
埼玉県戸田市笹目南町９－４
埼玉県戸田市笹目１－２２－２５
埼玉県戸田市美女木３丁目２４番７
埼玉県戸田市川岸１－２－２６
埼玉県幸手市上高野２５１９－１
埼玉県幸手市大字中野１５８－１
埼玉県幸手市神明内４８－３
埼玉県幸手市惣新田３３１３－１
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電話番号
048-532-3426
048-526-1019
048-532-2043
048-523-1371
048-525-9111
080-5043-2550
048-524-0535
048-531-0634
048-536-0357
048-536-0608
048-520-3341
048-523-2945
048-430-0010
048-420-3000
048-444-0633
048-458-3260
048-422-1501
048-421-7313
048-475-4581
048-443-1264
048-449-1211
048-420-5560
048-422-2073
048-449-8840
048-494-3369
048-421-3141
048-421-4481
048-449-8345
048-421-2667
080-8280-3472
048-432-9550
0480-44-0780
0480-48-3020
0480-47-3788
0480-47-3070

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
幸手市
行田市
行田市
行田市
行田市
行田市
行田市
行田市
行田市
鴻巣市
鴻巣市
鴻巣市
鴻巣市
坂戸市
坂戸市
坂戸市
坂戸市
坂戸市
三郷市
三郷市
三郷市
三郷市

事業所名
株式会社藤友物流サービス 関東営業所
有限会社ユウケイ物流 埼玉営業所
株式会社静岡サンワ 埼玉営業所
株式会社日商 行田営業所
日生流通運輸倉庫株式会社 行田営業所
株式会社ギオン 埼玉ステーション
株式会社小山運輸 本社営業所
株式会社マルブン 埼玉営業所
森運輸株式会社 本社営業所
日搬運輸有限会社 本社営業所
株式会社太章興産 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 北本営業所
熊谷通運株式会社 鴻巣支店
株式会社アイエヌライン 埼玉営業所
日本郵便株式会社 坂戸郵便局
東日本エア・ウォーター物流株式会社 坂戸営業所
丸天運送株式会社 坂戸営業所
ケイ・ロジスティクス株式会社 本社営業所
株式会社埼玉ロジテム 三郷営業所
埼玉配送株式会社 三郷営業所
株式会社エムティ輸送 埼玉営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 三郷支店

三郷市

岡野運送株式会社

三郷営業所

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

新日本物流株式会社 三郷事業所
清興運輸株式会社 金町営業所
有限会社フジコー 本社営業所
株式会社丸和運輸機関 三郷営業所
株式会社葛飾物流 三郷営業所
キユーソーティス株式会社 三郷営業所
諸星運輸株式会社 東京ロジスティクスセンター
松下運輸株式会社 埼玉営業所
株式会社サカイ引越センター 三郷支社
ダイシン物流株式会社 埼玉営業所
洗足池運輸株式会社 埼玉営業所

住所
埼玉県幸手市神扇８１９－１３
埼玉県行田市若小玉１５８１－４
埼玉県行田市長野５－１２－７
埼玉県行田市藤原町３－１０－３
埼玉県行田市大字野字高畑３６６６－１６
埼玉県行田市富士見町１－２１－１
埼玉県行田市谷郷２丁目１３番３５号
埼玉県行田市長野三丁目２２番１号
埼玉県行田市富士見町１－３－２
埼玉県鴻巣市宮地４－１４－２
埼玉県鴻巣市広田４６７－１
埼玉県鴻巣市人形４－２７１９－１
埼玉県鴻巣市大字寺谷６８６－１
埼玉県坂戸市芦山町１２－４
埼玉県坂戸市千代田２丁目５－１５
埼玉県坂戸市小沼１８５０
埼玉県坂戸市大字新堀字表ノ前１７９－６
埼玉県坂戸市小沼１８５０
埼玉県三郷市インター南１－４－２
埼玉県三郷市泉３－９－１１
埼玉県三郷市戸ヶ崎２－７１５
埼玉県三郷市上彦名１１３－２－Ａ
埼玉県三郷市彦沢１丁目３５番地 ミズホマンション１
０７号室
埼玉県三郷市彦川戸１丁目３２－１
埼玉県三郷市高州４－８３
埼玉県三郷市高州２－３８３－１
埼玉県三郷市上彦名３４６－４
埼玉県三郷市花和田上河原通り１７１－３
埼玉県三郷市鷹野５－１１４－Ｂ１０１
埼玉県三郷市インター南２ー７ー１０
埼玉県三郷市泉二丁目１４番地１１
埼玉県三郷市谷口５２７－１
埼玉県三郷市高州２－４３２
埼玉県志木市下宗岡４－１３－１２
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電話番号
0480-53-4471
0485-94-7748
048-577-3744
048-564-0380
048-558-2333
048-564-0131
048-553-0689
048-556-6160
048-554-0183
048-541-5591
048-569-2635
048-542-1870
048-596-5275
049-277-3550
049-289-2383
049-297-9521
049-288-0383
049-297-9501
048-949-0760
048-950-8331
048-948-8116
048-934-9300
048-912-0563
048-949-0311
048-951-0800
048-955-9588
048-951-3030
048-954-8226
048-948-2800
048-949-4001
048-971-9805
048-949-1141
048-956-5319
048-475-1701

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
志木市
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
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
所沢市
所沢市
所沢市
所沢市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 志木営業所
株式会社ハイスペック 本社
株式会社豊明運輸 埼玉営業所
ピーアール株式会社 本社営業所
埼玉西濃運輸株式会社 岩槻営業所
株式会社山中運輸 関東営業所
株式会社関東トラスト・キャリー 本社営業所
株式会社加地運送 本社営業所
株式会社アップストリーム 本社
株式会社ロイヤルサービス 春日部営業所
有限会社本澤運送 本社営業所
有限会社兵動物流 埼玉営業所
株式会社ティーシーライン 本社
株式会社桐の樹環境 本社営業所
株式会社住宅資材センター 本社
ヤマト運輸株式会社 春日部豊春営業所
ケイダッシュ物流株式会社 本社営業所
株式会社晃運ルートサービス 本社営業所
有限会社元物流 本社営業所
諸星運輸株式会社 所沢ロジスティックスセンター
有限会社さつき運送 埼玉営業所
株式会社飯田運送 東所沢営業所
東和運輸株式会社 所沢支店
やよい運送株式会社 所沢営業所
日本図書輸送株式会社 所沢営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 所沢支店
株式会社啓和運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 所沢南営業所
ヤマト運輸株式会社 所沢下富営業所
株式会社シーエックスカーゴ 関東配送センター所沢事
業所
恵実物流株式会社 所沢営業所
ホクブトランスポート株式会社 北東京支店
新日本輸送株式会社 本社営業所
名糖運輸株式会社 首都圏物流センター

住所
埼玉県志木市上宗岡４－１１１３－４
埼玉県春日部市大場字沼端２６－４
埼玉県春日部市小渕１３４－１（１０３・１０４）
埼玉県春日部市上蛭田５２４－３
埼玉県春日部市大場１３６０－１－２０３
埼玉県春日部市樋籠５４２番地
埼玉県春日部市不動院野１１７０－１
埼玉県春日部市倉常５９５
埼玉県春日部市西金野井７３２－１
埼玉県春日部市小渕１３２２番地１２
埼玉県春日部市金崎９－１
埼玉県春日部市小渕５４２番１－Ａ３０１
埼玉県春日部市増戸２３９－１
埼玉県春日部市上柳字中通１８３８－１
埼玉県春日部市下柳１３４３
埼玉県春日部市上蛭田６００番１
埼玉県春日部市不動院野５４２－１
埼玉県春日部市栄町１－５０
埼玉県春日部市大場３００－３
埼玉県所沢市大字亀ヶ谷２２２番地 １Ｆ
埼玉県所沢市大字坂之下字北大谷戸９８６番地１
埼玉県所沢市東所沢５－９－３
埼玉県所沢市大字松郷１４８－８
埼玉県所沢市東所沢２丁目６０－１０
埼玉県所沢市東所沢和田１－３８－５
埼玉県所沢市東所沢和田３－１４－７
埼玉県所沢市下富５９５－３－１Ｆ
埼玉県所沢市大字荒幡字東本村１１４－１
埼玉県所沢市大字神米金４２６－２

電話番号
048-475-0127
048-797-9405
048-872-6748
048-753-1777
048-184-1514
048-755-4141
048-878-8933
048-748-1390
048-745-1313
048-793-4037
048-746-6812
048-884-8411
048-755-7115
048-746-9235
048-745-1082
070-4540-7162
048-755-8170
048-754-0310
048-733-6226
04-2951-7756
04-2945-4668
042-944-5556
04-2951-1711
04-2945-8415
04-2944-4713
04-2944-6520
04-2990-3340
042-928-7833
04-2990-3320

埼玉県所沢市東所沢５－１５－９

04-2945-3858

埼玉県所沢市東所沢和田２－２３－５
埼玉県所沢市大字南永井６１９番地１６
埼玉県所沢市大字南永井６１９－１６
埼玉県所沢市中富８６２番地１

042-951-1555
04-2944-2121
04-2944-3925
04-2990-5230
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（７号室）

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
所沢市
所沢市
所沢市
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
深谷市
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

事業所名
株式会社教宣文化社 所沢営業所
カトーレック株式会社 埼玉営業所
株式会社旭 本社営業所
ジャスト物流株式会社 埼玉営業所
株式会社ゼロ・プラス関東 埼玉カスタマーサービスセ
ンター
ジャパンエナジック株式会社 上尾事業所
日生流通運輸倉庫株式会社
大宮営業所
株式会社エネサンスサービス 上尾事業所
日生流通運輸倉庫株式会社 上尾営業所
エスエスサービス株式会社 本社営業所
株式会社エスティーアール 本社営業所
五十嵐冷蔵株式会社 運輸部上尾営業所
株式会社ＮＶロジテック 本社営業所
有限会社永光重機 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 武蔵野主管支店
稲垣運輸株式会社 新座営業所
株式会社山紀 東京営業所
岡野運送株式会社 三芳営業所
ロジテック株式会社 埼玉北営業所
株式会社いちば流通 深谷営業所
福山通運株式会社 深谷支店
有限会社冨忠 本社営業所
松原運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 深谷藤沢営業所
大澤運輸有限会社 本社営業所
有限会社ケイアイエヌ 本社営業所
国松運送株式会社 本社営業所
株式会社エーディジャパン 埼玉営業所
新流通運輸株式会社 川越センター営業所
有限会社翔通商 本社営業所
株式会社廣商運輸 川越営業所
有限会社エース 本社営業所
日生流通運輸倉庫株式会社
川越南営業所
株式会社エヌケイコールド 川越営業所

住所
埼玉県所沢市大字坂之下７９４
埼玉県所沢市大字亀ヶ谷字大光４３１番地
埼玉県所沢市坂之下１０７８－１
埼玉県上尾市大字原市１０８４－２

電話番号
04-2951-1071
04-2945-8210
04-2945-1500
048-723-2944

埼玉県上尾市上野４５－１

048-778-8092

埼玉県上尾市大字上野１０７２－６
埼玉県上尾市東町３丁目１９２４－１
埼玉県上尾市平方領々家１１８－１
埼玉県上尾市大字平塚２１６５－１
埼玉県上尾市瓦葺１２２２－１
埼玉県上尾市大字戸崎３１７－１
埼玉県上尾市原市３０４３－２
埼玉県新座市池田１－２－５
埼玉県新座市馬場２－８－６
埼玉県新座市馬場１－１２－４
埼玉県新座市畑中１－１５－３９
埼玉県新座市野火止４－２－１６
埼玉県新座市大字大和田１－１１－３
埼玉県深谷市折之口２０２５
埼玉県深谷市武蔵野字古井戸３１１０
埼玉県深谷市大字上野台字松原１４５０－１３
埼玉県深谷市折之口４０５－３
埼玉県深谷市東方町４－３５－３
埼玉県深谷市大字人見字新屋敷４１１－１
埼玉県深谷市大字宿根１３１６－２
埼玉県深谷市荒川１８０５－１
埼玉県深谷市常盤町３２
埼玉県川越市大字福田５２４番地１１
埼玉県川越市芳野台１－３０１５－６
埼玉県川越市大字大袋６５０番地
埼玉県川越市旭町３丁目１３番地５－２０５
埼玉県川越市中台南２丁目１８番地２５
埼玉県川越市中台１－７－１９
埼玉県川越市かし野台２丁目１－１５
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048-726-4574
080-7949-2920
048-725-1312
048-777-6488
048-722-6414
048-780-6433
048-723-3301
048-480-3222
048-479-8072
048-483-2001
048-481-7535
048-478-5110
048-478-2801
048-551-7225
048-501-7280
048-571-3011
048-571-7139
048-572-0268
080-5451-6118
048-571-6846
048-579-2288
048-571-0650
049-277-4414
049-225-6677
049-240-2072
049-265-8137
049-244-9711
090-3003-3471
049-293-3041

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
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
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
株式会社星川産業 川越営業所
新晃運輸株式会社 本社営業所
キャリテック株式会社 川越営業所
株式会社真田産業 本社
ムサシ配送株式会社 川越営業所
ＳＢＳロジコム株式会社 川越物流センター支店
株式会社アサヒセキュリティ 埼玉営業所
有限会社アベサービス 本社営業所
株式会社ラップタイマー 本社営業所
株式会社辻運輸 本社営業所
日精サービス株式会社 狭山営業所
株式会社エイトアンドエイト 本社営業所
株式会社信和運輸 本社営業所
新雪運輸株式会社 川越営業所
株式会社丸玉運送埼玉 本社営業所
東礼自動車株式会社 川口営業所
ヤマト運輸株式会社 川口北営業所
ロジコムトランスポート株式会社 本社営業所
株式会社竹鼻運送 花の枝橋営業所
ヤマトボックスチャーター株式会社 東埼玉支店
有限会社小梶運送 本社営業所
有限会社コンパクトサービス 本社営業所
武井運輸株式会社 本社
株式会社将栄物流 本社営業所
大信商運有限会社 本社営業所
小山運輸有限会社 本社営業所

川口市

福井高速運輸・東京株式会社

東京営業所

川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市

有限会社吉川梱包 本社営業所
株式会社ウエルストンエキスプレス 川口営業所
田羽運輸有限会社 本社営業所
武南運輸有限会社 本社営業所
株式会社荻野商事 本社営業所
有限会社新郷運輸 本社営業所
株式会社青和トラフィック 本社営業所

住所
埼玉県川越市大字福田１５５－８
埼玉県川越市大字笠幡字千才３２９０－６
埼玉県川越市芳野台３－２－３
埼玉県川越市古谷上５６６５－１
埼玉県川越市大字小仙波１０７３－１（１Ｆ）
埼玉県川越市大字下赤坂１８２２－１
埼玉県川越市南大塚４－１４－７
埼玉県川越市中台元町１丁目１－３
埼玉県川越市問屋町３－４
埼玉県川越市天沼新田３３０－１
埼玉県川越市大字大袋新田８０３－５
埼玉県川越市大塚１－２０－２１
埼玉県川越市大字大仙波５４３番地２
埼玉県川越市大字笠幡３２６６－１
埼玉県川越市豊田町３－１０－１
埼玉県川口市大字棒松字北山梨１９８０－１
埼玉県川口市北原台３－２－１７
埼玉県川口市大字源左衛門新田３５
埼玉県川口市東領家４－８－９
埼玉県川口市安行小山１８－１
埼玉県川口市弥平１－９－２
埼玉県川口市南鳩ヶ谷３－１９－２５
埼玉県川口市榛松２－５－１０
埼玉県川口市大字前野宿１９７－２
埼玉県川口市大字新堀１０３０番
埼玉県川口市領家１－３－５
埼玉県川口市大字安行原字根谷７５７番地４、７７４番
地２
埼玉県川口市戸塚東３－２３－７
埼玉県川口市安行領家新田６２６－１
埼玉県川口市大字東本郷２４９－１
埼玉県川口市坂下町１－１４－３７
埼玉県川口市戸塚東２－４－２０
埼玉県川口市東本郷１－８－１５
埼玉県川口市赤井４－２－１４
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電話番号
049-299-7485
049-231-0538
049-298-5915
049-235-8233
049-225-5251
049-238-6391
049-291-4076
049-291-3011
049-223-2276
049-232-4334
049-211-0230
049-248-8558
049-222-4001
049-227-6852
049-246-3533
048-287-9720
080-5043-5091
048-299-8360
048-225-2731
048-290-2671
048-223-2787
048-285-1032
048-287-0011
048-299-5722
048-420-9091
048-222-1655
048-452-8590
048-296-5164
048-295-0212
048-281-7683
048-281-0852
048-291-3456
048-283-8833
048-282-8181

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
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
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

事業所名
株式会社川口本間運輸 本社営業所
株式会社斉藤商事 川口営業所
南日本運輸倉庫株式会社 川口共配営業所
ヤマト運輸株式会社 川口新郷営業所
東京輸送株式会社 本社営業所
金方堂運輸株式会社 安行営業所
日本郵便輸送株式会社 川口営業所
新雪運輸株式会社 川口営業所
有限会社関根小型運輸 本社営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 川口センター支店
ジャパンエナジック株式会社 草加事業所
有限会社彩貴 本社
株式会社千代田輸送 埼玉営業所
株式会社和幸流通サービス 本社営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 草加支店
有限会社真和流通 本社営業所
株式会社岡田運輸 本社営業所
株式会社エムテック 本社営業所
株式会社プラスパ 本社
株式会社プライム物流 埼玉営業所
草加自動車運送株式会社 本社
中越テック株式会社 草加営業所
日本郵便株式会社 秩父郵便局
ムサシ急送有限会社 秩父営業所
株式会社ゼロ・プラス関東 朝霞カスタマーサービスセ
ンター
東京ポスタル株式会社 埼玉営業所
橋本運輸株式会社 本社営業所
株式会社岩崎運送 本社営業所
大高運輸株式会社 朝霞支店
丸富物流株式会社 埼玉営業所
武蔵貨物自動車株式会社 鶴ヶ島営業所
寿ロジコム株式会社 坂戸営業所
山口県貨物倉庫株式会社 関東支店
株式会社エスユーロジ 川越事業所

住所
埼玉県川口市大字安行原２５６６－２
埼玉県川口市朝日４－２２－２１
埼玉県川口市安行吉蔵中道東１２５－１
埼玉県川口市赤井１０２７
埼玉県川口市大字安行領根岸２５２１－１
埼玉県川口市安行原１００
埼玉県川口市芝下１－１３－８
埼玉県川口市芝高木１－７－１４
埼玉県川口市青木１－２２－１１
埼玉県川口市緑町６－１
埼玉県草加市稲荷１－９－１９
埼玉県草加市新栄４－８２９－７１
埼玉県草加市新里町１００１－５
埼玉県草加市柿木町３１３－１
埼玉県草加市谷塚仲町３９６－１
埼玉県草加市新栄２－５－３
埼玉県草加市長栄三丁目２９－２
埼玉県草加市青柳８－１４－３２
埼玉県草加市青柳６－４４－１０
埼玉県草加市青柳６－４４－１０
埼玉県草加市旭町２－３－３２
埼玉県草加市青柳１－６－１５
埼玉県秩父市上宮地町３－１６
埼玉県秩父市大字山田字浅田２７６５－１

電話番号
048-290-2202
048-228-0555
048-294-6616
080-5481-7533
048-288-6961
048-296-2971
048-266-2281
048-269-1441
048-251-5650
048-287-3101
048-931-9102
048-943-7893
048-951-2490
048-933-3636
048-928-0111
048-946-1211
048-941-0011
048-931-0015
048-933-1040
048-951-4696
048-931-2251
048-935-6000
0494-23-1048
0494-23-2349

埼玉県朝霞市上内間木４２８－３

048-456-2357

埼玉県朝霞市膝折町２－１８－４４
埼玉県朝霞市泉水２－８－４
埼玉県朝霞市膝折町２－４－３２
埼玉県朝霞市上内間木字西通７８３－２
埼玉県朝霞市岡３－１７－１
埼玉県鶴ヶ島市上広谷６４３
埼玉県鶴ヶ島市脚折町３丁目１２－２０－１０５
埼玉県鶴ヶ島市柳戸町９－１
埼玉県鶴ヶ島市大字五味ヶ谷９番地１

048-452-7015
048-468-1000
048-461-0352
048-456-3900
048-466-6821
049-285-8151
049-286-8450
049-285-7611
049-272-7281
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
鶴ヶ島市
鶴ヶ島市
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
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
入間市
入間市
入間市

事業所名
株式会社誠輪物流 本社営業所
藤川運輸株式会社 関東支店
川合運輸株式会社 坂戸営業所
株式会社落合運送 東松山営業所
株式会社エスユーロジ 東松山事業所
ジャパンエナジック株式会社 東松山事業所
株式会社エコロジテム 本社営業所
西川運輸興業株式会社 関東営業所
ワーレックス株式会社 東松山営業所
太平洋陸送株式会社 日高営業所
株式会社エス・ティー・エス 日高営業所
シグマロジスティクス株式会社 日高営業所
狭山日梱株式会社 本社営業所
株式会社三津穂 日高営業所
有限会社ティ・エス・アール運輸倉庫 本社営業所
株式会社山紀 日高営業所
白井運送株式会社 日高営業所
市川商事有限会社 ふじみ野営業所
株式会社落合運送 本社営業所
有限会社菅原商事 本社営業所
高尾貨物株式会社 本社
西濃運輸株式会社 入間支店
関東名鉄運輸株式会社 入間支店
株式会社トランスパック 埼玉営業所
清興運輸株式会社 入間営業所
株式会社エスユーコールド 入間事業所
株式会社啓和運輸 入間営業所
ヤマト運輸株式会社 入間新光営業所
株式会社三栄商事 本社営業所
アクセスライン株式会社 本社営業所
株式会社迦楼羅 本社営業所
西多摩運送株式会社 入間インター営業所

白岡市

有限会社エヌ・オー通産

白岡市

株式会社吉正運輸

関東営業所

本社営業所

住所
埼玉県鶴ヶ島市上広谷本村４７２ー８
埼玉県鶴ヶ島市柳戸町７－１４
埼玉県鶴ヶ島市富士見４－２７－１７－４０３
埼玉県東松山市大字今泉２８２番２
埼玉県東松山市坂東山３
埼玉県東松山市新郷８８－３ ２Ｆ
埼玉県東松山市大字下唐子１５５４－１
埼玉県東松山市大字松山字中原１５２２－２
埼玉県東松山市大字新郷８８－１１
埼玉県日高市大字原宿字水久保７番１２
埼玉県日高市高萩１７１６－９
埼玉県日高市下大谷沢９１－１
埼玉県日高市高萩９９５－１
埼玉県日高市大字田波目字沖野５８１－７
埼玉県日高市大字原宿４９１－２
埼玉県日高市大字森戸新田９０－１８
埼玉県日高市大字楡木１２－１
埼玉県入間市扇町屋４－４－１ ユアコートＡ３０３
埼玉県入間市宮寺４１７８－３
埼玉県入間市狭山台２丁目１－６
埼玉県入間市二本木９４６番地３
埼玉県入間市大字二本木字石塚１２９３－１
埼玉県入間市大字南峯字武蔵野６５７－２
埼玉県入間市大字新光２３５
埼玉県入間市狭山台１丁目１－１０
埼玉県入間市宮寺２８０８－１－２０２
埼玉県入間市狭山台１８－２－２
埼玉県入間市大字新光１２０－１
埼玉県入間市宮寺字宮前７０５－３
埼玉県入間市狭山台２丁目２番地１１
埼玉県入間市宮寺２５８５－２
埼玉県入間市宮寺３１７１－１
埼玉県白岡市千駄野１１１７番地９ 新中太荘２０２号
室
埼玉県白岡市下野田４２２－１
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電話番号
049-287-9988
049-272-5070
049-284-2844
0493-53-4518
0493-81-7433
0493-23-8391
0493-24-5900
0493-24-2133
049-324-3102
042-980-7281
042-978-8674
070-3831-8187
04-2957-6505
042-978-7266
042-985-3569
042-984-1660
042-989-0223
04-2962-8616
04-2934-8710
04-2968-5172
04-2946-8647
03-5857-7590
04-2936-5555
04-2933-0681
0429-34-8433
04-2968-7586
04-2934-6864
080-5043-2960
04-2934-7251
04-2934-8636
04-2968-5540
04-2934-1121
0480-91-6522
0480-90-4403

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
白岡市
八潮市

事業所名
株式会社サンキュウ・トランスポート・東京
所
株式会社流通サービス

住所
埼玉営業

八潮輸送営業所

八潮市

株式会社トミナガ

八潮市
八潮市
八潮市
八潮市
八潮市
八潮市
八潮市
八潮市

ティー・ビー・ロジスティックス株式会社 本社営業所
株式会社太進興業 本社営業所
清興運輸株式会社 東京営業所
朝日運輸株式会社 八潮営業所
株式会社ビック・ブリッジ 本社営業所
スリーエスライン流通株式会社 東関東営業所
オークマ株式会社 本社営業所
柳田運輸株式会社 草加営業所
タキザキロジスティクス株式会社 八潮物流センター営

八潮市
八潮市
八潮市
八潮市
飯能市
富士見市
富士見市
富士見市

株式会社

トミナガ

埼玉営業所

業所
恵実物流株式会社 千葉営業所
株式会社ワイケイ企画 本社営業所
福山エクスプレス株式会社 埼玉営業所
株式会社久星物流 埼玉営業所
有限会社アサカ運輸 本社営業所
株式会社リバーサイド 本社営業所
株式会社東洋陸送社 所沢営業所

北本市

トーエイ物流株式会社

桶川営業所

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

株式会社寿進 本社営業所
株式会社ベストライン 埼玉支店営業所
ヤマト運輸株式会社 埼玉児玉営業所
株式会社武州 本庄営業所
関根運送株式会社 本社営業所
山昌運輸株式会社 本社
シグマベンディングサービス株式会社 蓮田営業所
株式会社日本トランスネット 埼玉支店
トーエイ物流株式会社 蓮田物流センター
株式会社ロードリーム 関東
福山通運株式会社 大宮支店

電話番号

埼玉県白岡市篠津７３０
埼玉県八潮市新町５０－１
埼玉県八潮市大曽根１４５７－１

0480-92-4831
048-999-5668
コーポおおやま１０

３
埼玉県八潮市大字浮塚１００番地
埼玉県八潮市伊草１－１－１－３０１
埼玉県八潮市新町３６
埼玉県八潮市新町３２－１
埼玉県八潮市垳３６３－１
埼玉県八潮市緑町１丁目３４－２５
埼玉県八潮市大字古新田１９９－１
埼玉県八潮市２－１０２６－２

048-994-5778
048-994-1311
048-934-5183
080-5187-3788
048-932-0261
048-998-0064
080-3650-2972
048-996-4551
048-996-7220

埼玉県八潮市大字浮塚２２２－２０

048-994-5113

埼玉県八潮市二丁目１０９８－１
埼玉県八潮市垳４１１－２
埼玉県八潮市南後谷１５９－１０
埼玉県飯能市双柳６５８－４
埼玉県富士見市鶴瀬西３－１７－２０
埼玉県富士見市上南畑７２－１
埼玉県富士見市鶴馬１－１７－２８ １－Ｂ
埼玉県北本市大字下石戸上１９９３番地１、１９９４番

048-994-3313
048-999-0621
048-935-0411
042-975-1010
049-253-0377
049-255-2183
049-274-7202

地４
埼玉県本庄市児玉町大字共栄２４１
埼玉県本庄市児玉町高柳字塔ノ入１０１１番地１０
埼玉県本庄市児玉町児玉８６０－１
埼玉県本庄市児玉町児玉７６３－３
埼玉県本庄市共栄７９－３
埼玉県蓮田市大字駒崎１７７４－１
埼玉県蓮田市末広１丁目５番地１
埼玉県蓮田市西城１－７０－２
埼玉県蓮田市大字根金字大山１６９２番地１
埼玉県蓮田市馬込４丁目９８番地
埼玉県蓮田市大字根金字清水１３２６－１
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048-787-1564
0495-73-4531
0495-73-0008
0495-72-6391
0480-48-5443
0495-22-3011
048-766-0100
080-1123-5313
048-790-1015
048-766-1398
048-796-3443
048-766-2000

主な輸送品目（任意掲載）

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

株式会社ラミックス

事業所名
株式会社 ラミックス

住所
埼玉和光

共配センター
ＳＢＳフレックネット株式会社 和光営業所
株式会社キョウエイ 和光営業所
アートバンライン株式会社 埼玉営業所
本田運輸株式会社 本社営業所
株式会社如月 本社営業所
伊藤運輸倉庫株式会社 蕨営業所
有限会社岩上運輸 本社営業所
永井運輸株式会社 本社営業所
ティーロジエクスプレス株式会社 埼玉北営業所
芳誠流通株式会社 寄居営業所
有限会社小池運送 本社営業所
みなと運送株式会社 埼玉営業所
株式会社常陸 埼玉北営業所
新日本輸送株式会社 三芳
有限会社永井商事 本社営業所
株式会社食品流通システム 埼玉センター
ヤマト運輸株式会社 三芳営業所
株式会社ＩＴＯ 本社営業所
ヒタチ株式会社 所沢ハブセンター
株式会社新興運輸 三芳営業所
神田運輸株式会社 三芳営業所
長谷川運輸倉庫株式会社 所沢営業所
有限会社神山運輸 本社営業所
富士運輸株式会社 埼玉西支店
埼玉センコーロジサービス株式会社 嵐山営業所
有限会社小関商事 埼玉営業所
株式会社アースカーゴ 埼玉支店
小川日梱株式会社 本社
荻野配送株式会社 埼玉営業所
有限会社ロジテックエヌイー 有限会社ロジテックエヌ
イー滑川営業所
株式会社山定物流 玉川営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 小川営業所

埼玉県和光市新倉７－７－２５
埼玉県和光市新倉４丁目３００５番４
埼玉県和光市新倉７－４－５５
埼玉県和光市新倉５－１－６３
埼玉県和光市新倉２－３３－２
埼玉県蕨市錦町１－１３－２４
埼玉県蕨市北町５－１０－１９
埼玉県児玉郡美里町大字阿那志９１８番地１
埼玉県児玉郡美里町大字北十条４００－１
埼玉県大里郡寄居町寄居１２３６－７
埼玉県大里郡寄居町大字用土字次郎平２６００－３
埼玉県大里郡寄居町大字寄居１０９０－６
埼玉県秩父郡皆野町大字皆野字坊ノ上５５８－２
埼玉県南埼玉郡宮代町笠原１－８－３２
埼玉県入間郡三芳町大字上富字中西１４３３－３
埼玉県入間郡越生町西和田８１３番地１
埼玉県入間郡三芳町上富１７３－８
埼玉県入間郡三芳町大字北永井字宮前７４－１
埼玉県入間郡越生町如意１０２－１１
埼玉県入間郡三芳町上富８９０－４
埼玉県入間郡三芳町上富６７８－１
埼玉県入間郡三芳町大字上富６８７－１
埼玉県入間郡三芳町上富８９０－４－Ａ４０２
埼玉県入間郡越生町大字古池１７１－１
埼玉県比企郡ときがわ町玉川２３８－１
埼玉県比企郡嵐山町大字越畑字花火原１８２４番１
埼玉県比企郡嵐山町大字菅谷２６６－４
埼玉県比企郡滑川町大字都２５－５４
埼玉県比企郡小川町大字靱負１３８８－１
埼玉県比企郡川島町大字山ヶ谷戸６８６－３他５筆

電話番号
048-452-4866
048-467-2471
048-458-3220
048-461-0123
049-259-4300
048-444-6234
048-443-2652
0495-76-2888
0495-76-1821
048-501-8348
048-598-3891
048-581-1083
0494-62-5944
0480-53-7993
049-259-5185
049-277-1117
049-210-1203
080-5043-2740
049-277-1103
04-2945-7105
049-274-6216
049-293-3766
049-259-5211
049-292-3988
0493-81-6730
0493-63-1144
0493-81-6012
0493-57-1800
0493-71-0200
049-297-8970

埼玉県比企郡滑川町大字伊古４９５

0493-57-2580

埼玉県比企郡ときがわ町日影田向２９６－１
埼玉県比企郡小川町大字靭負字乙長谷１３８８番１

0493-66-0051
0493-71-7551
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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
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
アーティクルキャリー株式会社トーコー

住所
本社第二営業

所
株式会社吉見倉庫運輸 本社
鴻池運輸株式会社 埼玉栃木営業所
ヤマト運輸株式会社 埼玉吉見営業所
アイエス物流有限会社 本社営業所
株式会社トランス・グリップ 川越営業所
関東西濃運輸株式会社 東松山支店
三協運輸株式会社 東松山営業所
有限会社ミヤコロジ 本社
株式会社ワークス 杉戸営業所
エア・ウォーター物流株式会社 北埼玉営業所
中央運輸株式会社 杉戸営業所
丸伊運輸株式会社 杉戸営業所
株式会社マルイチ運輸 本社営業所
米原運送株式会社 埼玉営業所
圏央ロジ株式会社 本社営業所
株式会社サンロジスティックス 埼玉営業所
山田運送株式会社 関東支店 埼玉営業所
マクサム通運株式会社 埼玉営業所
川合運輸株式会社 埼玉営業所
東電物流株式会社 群馬支社 上尾事業所

埼玉県比企郡川島町大字角泉５６７
埼玉県比企郡吉見町大字高尾新田８２
埼玉県比企郡滑川町大字都２５－１
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷字前田１４１６－５
埼玉県比企郡滑川町大字月の輪１００２－３９
埼玉県比企郡川島町かわじま２－３－４
埼玉県比企郡川島町北園部江ノ島３４０－１
埼玉県比企郡滑川町羽尾３５５－１
埼玉県北葛飾郡松伏町ゆめみ野３－１－１
埼玉県北葛飾郡杉戸町内田４丁目１７番２１号
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字深輪３９８－２
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字深輪３９８－２
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字深輪３９８－１２
埼玉県北葛飾郡松伏町大字下赤岩８２－１
埼玉県北葛飾郡松伏町上赤岩１２７３－４
埼玉県北葛飾郡松伏町大川戸１７２２－１
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字深輪３９１－８
埼玉県北足立郡伊奈町寿１丁目１２８番地
埼玉県北足立郡伊奈町西小針２－１７９
埼玉県北足立郡伊奈町本町３丁目１６０番地２０５
埼玉県北足立郡伊奈町大字小室字赤羽４８０１－３
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電話番号
049-299-0234
0493-54-0075
0493-57-1007
080-5098-0127
0493-56-6660
049-299-8302
0492-97-5111
0493-53-4521
048-993-0855
0480-48-6262
0480-36-5361
0480-53-5560
0480-38-1880
048-992-0922
048-991-5671
048-993-0808
0480-36-5240
048-766-7680
048-780-2461
048-797-6441
048-638-5060

主な輸送品目（任意掲載）

