貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
いすみ市
旭市
印西市
印西市
印西市
印西市
印西市
印西市
印西市
印西市
印西市
印西市
浦安市
浦安市
浦安市
浦安市
浦安市
浦安市
浦安市
浦安市
浦安市
浦安市
浦安市
浦安市
我孫子市
我孫子市
鎌ヶ谷市
館山市
館山市
館山市
君津市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 夷隅営業所
ヤマト運輸株式会社 飯岡営業所
東和運送株式会社 千葉支店
株式会社岸貝物流

千葉営業所

ウイングトランスポート株式会社 本社営業所
ウイング株式会社 船橋営業所
有限会社八千代運送 印西営業所
株式会社浅野運輸 本社営業所
有限会社英商運輸 本社営業所
東都輸送株式会社 小林営業所
大伸運送有限会社 本社営業所
株式会社ランテック 千葉支店
入船ロジスティクス株式会社 浦安営業所
株式会社日輪 浦安営業所
大京運輸株式会社 千葉営業所
株式会社泉州サービス 浦安営業所
ヤマト運輸株式会社 浦安マリーナ営業所
ハイエスサービス株式会社 東京営業所
ヤマト運輸株式会社 浦安東野営業所
小籏株式会社 浦安営業所
王子陸運株式会社 浦安営業所
成田運輸株式会社 舞浜営業所
柴又運輸株式会社 浦安営業所
ノバ・エキスプレス株式会社 千葉営業所
株式会社フェイズ 我孫子営業所
我孫子市廃棄物処理協業組合 本社
ヤマト運輸株式会社 新鎌ヶ谷営業所
日本郵便株式会社 館山郵便局
関東福山通運株式会社 南房総営業所
全農物流株式会社 館山センター
ヤマト運輸株式会社 久留里営業所

安全性優良事業所

（千葉県）

住所
千葉県いすみ市弥正字鶴舞１５５
千葉県旭市後草字卒甲２３４７番地２
千葉県印西市船尾３７６番４
千葉県印西市小林２５１０－７ けやき台ハイツ２０２
号室
千葉県印西市大森２５１２番地１２
千葉県印西市大森２５１２－１２
千葉県印西市松崎台１－８－１
千葉県印西市内野２丁目６番３号 ２０棟４０３号
千葉県印西市木下東１－９－２－１０１号
千葉県印西市滝８８３－１６
千葉県印西市大森３５８５－２３
千葉県印西市松崎台１－３ー１
千葉県浦安市鉄鋼通り２－２－２
千葉県浦安市千鳥１５－２８
千葉県浦安市北栄４－１０－２３
千葉県浦安市北栄４－１４－２０
千葉県浦安市港３７番地
千葉県浦安市千鳥１１－４ ランドポート浦安Ｄ棟
千葉県浦安市東野１－１８－２９
千葉県浦安市鉄鋼通り１－１－４
千葉県浦安市千鳥１０－２
千葉県浦安市千鳥１２－２２
千葉県浦安市富士見５－７－３５
千葉県浦安市東野３－８－１５
千葉県我孫子市布佐字網代場３２６５－２
千葉県我孫子市布佐２５０１－１
千葉県鎌ヶ谷市初富湯浅里１９０－６
千葉県館山市北条１６３５－３
千葉県館山市大井１８０６－１
千葉県館山市薗字五反田２７６
千葉県君津市上新田５３１－３番
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電話番号
0470-86-3212
0479-50-1851
0476-29-5075
0476-37-7575
0476-36-7617
0476-73-7788
0476-40-0880
0476-47-1656
0476-42-1014
0476-97-0752
0476-42-2136
047-648-2261
047-305-7160
047-316-5577
047-381-1981
047-352-0491
047-380-7954
047-703-0254
047-382-1804
047-355-4857
047-305-1656
047-306-5040
047-700-6233
047-712-8925
04-7168-0550
04-7197-4505
047-441-0301
0470-22-0280
0470-20-3292
0470-22-9318
0439-70-2822

R3.12.17
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
君津市
君津市
君津市
君津市
香取市
香取市
香取市
佐倉市
佐倉市
佐倉市
佐倉市
佐倉市
佐倉市
佐倉市
佐倉市
佐倉市
山武市
山武市
山武市
山武市
山武市
四街道市
四街道市
市原市
市原市
市原市
市原市
市原市
市原市
市原市
市原市
市原市
市原市
市原市

事業所名
株式会社日吉回漕店 君津営業所
安房運輸株式会社 本社営業所
ＳＢＳロジコム関東株式会社 君津支店
株式会社ＮＳロジ東日本 君津営業所
株式会社丸誠 本社
勝美物流株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 香取営業所
北村運送有限会社 千葉営業所
ＳＢＳロジコム関東株式会社 佐倉物流センター支店
共同通運株式会社 千葉営業所
一宮運輸株式会社 佐倉営業所
久留米運送株式会社 千葉さくら店
株式会社ヒダロジスティックス 佐倉営業所
株式会社トランス・グリップ 千葉営業所
ヤマト運輸株式会社 上志津営業所
南総通運株式会社 佐倉支店
株式会社ゼロ・プラス関東 東千葉カスタマーサービス
センター
株式会社中山運輸 山武営業所
有限会社小菅運輸 本社営業所
株式会社銚洋陸運 本社営業所
エスライン株式会社 本社営業所
株式会社アシスト東経 本社営業所
三協運輸株式会社 本社営業所
西光運輸株式会社 千葉営業所
前田運輸株式会社 本社営業所
有限会社協伸輸送 本社営業所
アヅマ陸運倉庫株式会社 本社営業所
株式会社ヨコタエンタープライズ 市原営業所
株式会社エネサンスサービス 市原事業所
楠原輸送株式会社 姉崎営業所
株式会社青和運輸 市原営業所
菊池運輸株式会社 千葉支店
新関東ネギシ株式会社 本社営業所
総勝運送株式会社 市原営業所

住所
千葉県君津市君津１ー１－２４
千葉県君津市中島４１０－１ １Ｆ
千葉県君津市坂田３９－５
千葉県君津市大和田６２８－１
千葉県香取市川上１３９６－２
千葉県香取市大角１８５－１３
千葉県香取市佐原イ３９１６－１
千葉県佐倉市六崎１０６４－１
千葉県佐倉市六崎１６７６－２
千葉県佐倉市先崎１６８９－６
千葉県佐倉市上座７７５番地
千葉県佐倉市西御門字明神台６５３－１
千葉県佐倉市大作２－７－３
千葉県佐倉市大作１－３－３
千葉県佐倉市上志津字大谷津８２０－２、８２５
千葉県佐倉市大作１－７－５

電話番号
0439-52-0736
0439-32-3888
0439-55-7717
0439-57-7030
090-8758-2751
080-5475-8584
0478-55-1541
043-486-1199
043-497-5471
043-464-0555
043-488-1201
043-308-3381
043-498-1610
043-498-0830
043-460-0511
043-498-1700

千葉県山武市松尾町八田３３１４－６

0479-86-5661

千葉県山武市麻生新田５７－１１３
千葉県山武市植草１７５－２
千葉県山武市井之内字３９６６、３９６７
千葉県山武市白幡１６０４－１
千葉県四街道市大日１１８９－７
千葉県四街道市鹿放ヶ丘５９２
千葉県市原市玉前西１－３－２
千葉県市原市岩崎８３９－８
千葉県市原市青柳１２２２－１
千葉県市原市玉前西１－６－１３
千葉県市原市今津朝山字蟹田２７３
千葉県市原市姉崎１５２３－１
千葉県市原市姉崎海岸８８－１、２
千葉県市原市海保字庚申台１０９９－３
千葉県市原市五井６８６１－１
千葉県市原市五井南海岸３７番地３
千葉県市原市八幡石塚２－１６－３

0475-89-0915
0475-88-1313
0475-84-2451
0475-82-2081
043-422-6100
043-304-3377
0436-98-3250
0436-22-7705
0436-21-2124
0436-20-7055
0436-37-5250
0436-63-7330
0436-61-9011
0436-36-3611
0436-22-1371
0436-25-6699
0436-43-1318
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
市原市
市原市
市原市
市原市
市原市
市原市
市原市
市原市
市原市
市原市
市原市
市原市
市原市
市原市
市原市
市原市
市原市
市原市
市原市
市原市
市原市
市原市
市原市
市原市
市原市
市川市
市川市
市川市
市川市
市川市
市川市
市川市
市川市
市川市
市川市

事業所名
コイデ陸運株式会社 本社営業所
株式会社丸運トランスポート東日本 市原営業所
ホクブトランスポート株式会社 千葉支店
柳田運輸株式会社 千葉営業所
源総業株式会社 本社営業所
有限会社養老陸運 本社営業所
株式会社田代運輸 市原営業所
飯田物流株式会社 市原営業所
東雪運輸株式会社 市原営業所
株式会社アイエフ物流サービス 千葉営業所
株式会社ベイトランスポート 千葉営業所
ビューテックローリー株式会社 千葉営業所
秀和運輸株式会社 五井営業所
神葉運輸株式会社 市原営業所
三倉運輸株式会社 千葉営業所
クレハ運輸トラック株式会社 千葉センター
旭新運送株式会社 千葉営業所
米山運送株式会社 千葉支店
共立輸送東京株式会社 市原営業所
株式会社ＪＫトランス 五井営業所
セーフティオイルトランスポート株式会社 千葉営業所
丸富物流株式会社 千葉営業所
ホクトミ運輸株式会社 千葉営業所
ダイセル物流株式会社 千葉営業所
豊永興業株式会社 本社営業所
株式会社ブルーペッパー 市川営業所
株式会社ロジックナンカイ 関東営業所
株式会社三芳エキスプレス 市川営業所
アサガミ株式会社 市川営業所
株式会社エスユーライン 市川営業所
西濃運輸株式会社 市川支店
株式会社ファインエナジー 京葉営業所
大阪運輸株式会社 本社営業所
大光輸送株式会社 行徳営業所
松藤運輸倉庫株式会社 千葉営業所

住所
千葉県市原市岩崎８３９－８
千葉県市原市姉崎海岸６０番地２
千葉県市原市今津朝山字蟹田３００－１
千葉県市原市姉崎海岸１０４
千葉県市原市玉前西１－５－１
千葉県市原市能満１９４０－６
千葉県市原市八幡海岸通７４－１
千葉県市原市千種１－９－２
千葉県市原市八幡海岸通７４－１
千葉県市原市犬成字炭焼野１０５８－４
千葉県市原市岩崎西１－７－２
千葉県市原市今津朝山２８１－１
千葉県市原市五井金杉１－６０－１
千葉県市原市五井９１６０
千葉県市原市玉前西１－４－１
千葉県市原市八幡海岸通５２－２
千葉県市原市姉崎海岸１２０番地
千葉県市原市姉崎海岸１３９－１
千葉県市原市姉崎海岸２８番地
千葉県市原市玉前西１－３－１９
千葉県市原市五井９０５１
千葉県市原市岩崎西１－５－２０
千葉県市原市五井９０７４
千葉県市原市八幡海岸通７４－３８
千葉県市原市八幡海岸通１９６９－３８
千葉県市川市富浜２丁目３－２８
千葉県市川市妙典４－１１－３０
千葉県市川市加藤新田２１２－２
千葉県市川市高谷新町５
千葉県市川市原木４－１３６９－１
千葉県市川市本行徳２５５４－１７
千葉県市川市北方町４－２０９４
千葉県市川市二俣新町２２－２
千葉県市川市富浜３－４－２２
千葉県市川市田尻４－６７１－３
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電話番号
0436-20-6612
0436-61-4811
0436-63-1031
0436-61-2521
0436-21-5401
0436-98-2324
0436-37-3335
0436-23-3376
0436-40-7115
0436-40-5771
0436-20-8811
0436-60-8611
0436-20-2324
043-263-1413
0436-22-8947
0436-43-2752
0436-63-3400
0436-61-4185
0436-60-8533
0436-22-7581
0436-20-2295
0436-22-2581
0436-24-0521
0436-43-2650
0436-43-6203
047-395-3051
047-369-6388
047-307-6030
047-327-6711
047-704-8885
03-5857-7594
047-314-1680
047-328-2216
047-711-7914
047-378-3951

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
市川市
市川市
市川市
市川市
市川市
市川市
市川市
市川市
市川市
市川市
市川市
市川市
市川市
市川市
市川市
習志野市
習志野市
習志野市
勝浦市
勝浦市
松戸市
松戸市
松戸市
松戸市
松戸市
松戸市
成田市
成田市
成田市
成田市
成田市
成田市
成田市
成田市
成田市

事業所名
株式会社月島物流サービス 市川営業所
有限会社ＩＢトランスポート 本社営業所
日精サービス株式会社 東京湾岸営業所
ヤマト運輸株式会社 市川塩浜営業所
山岡産輸株式会社 本社営業所
日本航運株式会社 市川営業所
ヤマト運輸株式会社 船橋西営業所
株式会社リョーウンエキスプレス 千葉センター
ナグモ産業株式会社 本社営業所
株式会社星煌 市川営業所
カトーレック株式会社 市川営業所
西鉄物流株式会社 千葉支店 原木集配営業所
トランコムＥＸ東日本株式会社 市川事業所
株式会社酒井運輸 本社営業所
丸茂輸送有限会社 市川営業所
株式会社誠光運輸 千葉営業所
アートコーポレーション株式会社 千葉支店
株式会社ハート引越センター 千葉センター営業所
石塚運送有限会社 本社営業所
有限会社山口運送 本社営業所
加藤運輸有限会社 馬橋営業所
東京三八五流通株式会社 松戸営業所
松戸運送株式会社 本社営業所
株式会社パルライン 松戸営業所
ヤマト運輸株式会社 松戸常盤平営業所
株式会社ヤマザキ物流 松戸営業所
株式会社成田ＫＴＬ 本社営業所
天真エンタープライズ有限会社 東関東営業所
株式会社トーハイ 成田営業所
有限会社ネキスパート 本社営業所
株式会社ヒダロジスティックス 成田営業所
新日本物流株式会社 成田事業所
平野カーゴ株式会社 関東支店
株式会社佐原運輸 本社営業所
株式会社サンエアカーゴサービス 本社営業所

住所
千葉県市川市高谷３－９８８－２
千葉県市川市高谷２０１５－１
千葉県市川市塩浜３－２７－７
千葉県市川市塩浜２－３０
千葉県市川市日之出１９－４
千葉県市川市原木３－１７－２９
千葉県市川市二俣７１７－７４－４Ｆ
千葉県市川市塩浜３丁目１２番地
千葉県市川市原木２－１１－１５
千葉県市川市二俣新町２２－１
千葉県市川市押切２０－３ Sビル２階
千葉県市川市原木２５２６ー４０
千葉県市川市塩浜１－７－２
千葉県市川市宮久保５－５－１
千葉県市川市高谷１８５５－６ 市川流通団地Ｃ棟
千葉県習志野市茜浜３－６－４
千葉県習志野市芝園２－１－１８
千葉県習志野市茜浜１－７－６１
千葉県勝浦市浜勝浦８０
千葉県勝浦市墨名６０１－６５
千葉県松戸市主水新田５２９－８
千葉県松戸市上本郷字四畝田２１６
千葉県松戸市千駄堀１５０３
千葉県松戸市松飛台２７３－１
千葉県松戸市日暮６－６
千葉県松戸市上本郷２０３
千葉県成田市三里塚光ヶ丘１－１２１８
千葉県成田市三里塚光ケ丘１－７１１
千葉県成田市駒井野字天並野２１６２－２０１
千葉県成田市三里塚１００１番地１３０８
千葉県成田市吉岡１２１６－２５
千葉県成田市南三里塚７８－７
千葉県成田市三里塚光ヶ丘１－１０６５
千葉県成田市南敷字下り松６９１－１
千葉県成田市前林８２８－４
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電話番号
047-702-8810
047-314-1063
047-706-2430
047-359-8314
047-318-7335
047-320-5877
047-314-5035
047-398

-1188

047-327-4480
047-374-3576
047-356-5020
047-329-6751
047-701-1133
047-371-7297
047-327-5005
047-407-4995
047-453-0123
047-408-1851
0470-73-1519
0470-73-5033
047-342-2572
047-363-6201
047-385-4141
047-710-4911
047-394-7791
047-366-4590
0476-49-7180
0476-29-4850
0476-32-7773
0476-85-8988
0476-37-6390
0476-36-5631
0476-35-3600
0476-73-8775
0476-73-7080

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
成田市
千葉市
千葉市

事業所名
株式会社ロジックスライン 本社営業所
株式会社山菱トランスポート 千葉ＣＤＣ
株式会社ゼロ・プラス関東 千葉カスタマーサービスセ

千葉市
千葉市
千葉市
千葉市
千葉市
千葉市
千葉市
千葉市
千葉市
千葉市
千葉市
千葉市
千葉市
千葉市

ンター
田岡運輸有限会社 本社営業所
大森運送株式会社 関東営業所
株式会社タイセイ・エフ・ティー西関東 千葉北営業所
浪速運送株式会社 千葉営業所
マックス運輸株式会社 本社営業所
増田運輸株式会社 千葉営業所
紀泉運送株式会社 千葉営業所
株式会社ＳＨＩＮＫＯロジ 千葉中央営業所
石黒物流株式会社 千葉営業所
前川運輸株式会社 本社
丸泉興業株式会社 千葉港営業所
千南商事株式会社 本社営業所
千葉テクノサービス株式会社 本社営業所
南日本運輸倉庫株式会社 千葉第二営業所

千葉市

株式会社クアトロ物流

千葉市

寿ロジコム株式会社

千葉市
千葉市
千葉市
千葉市
千葉市
千葉市
千葉市

株式会社岩陸 千葉営業所
株式会社ムラセエコライン 千葉
有限会社伊藤運送店 本社営業所
株式会社フレンド物流 本社営業所
萩原梱包運輸有限会社 本社営業所
アサヒロジスティクス株式会社 千葉長沼共配センター
安房運輸株式会社 千葉営業所

千葉市

株式会社フコックス

千葉市
千葉市
千葉市
千葉市

ヤマトホームコンビニエンス株式会社
上新原運送株式会社 本社営業所
株式会社飯島企画 千葉営業所
株式会社廣商運輸 千葉営業所

千葉北営業所

住所
千葉県成田市本三里塚１００１－５０１
千葉県千葉市稲毛区六方町字若松１２９番１号

電話番号
0476-35-6493
043-421-4761

千葉県千葉市美浜区新港８８

043-238-7345

千葉県千葉市美浜区浜田２－３４－１
千葉県千葉市中央区蘇我２－１－１５
千葉県千葉市花見川区犢橋町１６２－２４
千葉県千葉市美浜区新港３２－２２
千葉県千葉市若葉区千城台北３－６－８
千葉県千葉市美浜区新港８８
千葉県千葉市美浜区新港８８
千葉県千葉市若葉区若松町４３９－１２０
千葉県千葉市花見川区宇那谷町１５０４－３
千葉県千葉市美浜区若葉２－５－２
千葉県千葉市中央区中央港２丁目９－５
千葉県千葉市中央区浜野町６８４
千葉県千葉市若葉区高根町１０６２－１
千葉県千葉市美浜区新港７番２号
千葉県千葉市花見川区千種町２０５－３ 内藤アパート

043-275-1611
043-209-6300
043-307-5371
043-241-4728
043-239-8133
043-301-7188
043-302-5155
043-312-5124
043-216-6101
043-213-6611
043-246-6555
043-264-7111
043-228-8001
043-244-0540

２－１号室
千葉県千葉市若葉区みつわ台５－３５－３

千葉営業所

千葉北営業所
千葉支店

みつわ台

ファミリオCー１０３
千葉県千葉市美浜区新港１９３
千葉県千葉市中央区浜野町７０２－１
千葉県千葉市若葉区貝塚町９９５－１
千葉県千葉市稲毛区小深町４４－１
千葉県千葉市若葉区小倉町５７５－１
千葉県千葉市稲毛区長沼原町２４８－１
千葉県千葉市緑区高田町１６４３－９
千葉県千葉市花見川区千種町２０５－３

043-252-0043
043-242-4215
043-266-7451
043-231-5610
043-304-3500
043-232-2618
043-286-0888
043-300-3011

内藤アパート

２－３号室
千葉県千葉市稲毛区園生町３９３－１
千葉県千葉市花見川区千種町６－７
千葉県千葉市中央区生実町１６０１番地４
千葉県千葉市若葉区若松町７１７番地２
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043-215-3050

043-298-0203
043-250-8010
043-215-2030
043-300-8782
043-497-6875

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
千葉市
千葉市
千葉市
千葉市
千葉市
千葉市
千葉市

事業所名
株式会社サカイ引越センター 千葉中央支社
東邦海陸運輸株式会社 千葉営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 千葉南支店
内山運送株式会社 本社営業所
エフ・ディ物流株式会社 千葉営業所
荒木トラック運送株式会社 本社営業所
有限会社千葉興産 本社営業所

千葉市

ダイオ－エクスプレス株式会社

千葉営業所

千葉市
千葉市
千葉市
千葉市
千葉市

株式会社つばめ急便 千葉ロジスティクスセンター
株式会社トーヨー 千葉営業所
ＳＢＳフレックネット株式会社 千葉営業所
石井商事運輸株式会社 千葉営業所
江商運輸株式会社 千葉営業所

千葉市

株式会社ヒューテックノオリン

千葉市
千葉市
千葉市
千葉市
千葉市
千葉市
船橋市
船橋市
船橋市
船橋市
船橋市
船橋市
船橋市
船橋市
船橋市
船橋市
船橋市
船橋市
船橋市

関東王子運送株式会社 千葉営業所
南総通運株式会社 千葉支店
日昭運輸株式会社 千葉営業所
株式会社太平洋エクスプレス 本社営業所
東電物流株式会社 千葉支社
株式会社サンエイエコネット 本社営業所
縫友運送株式会社 東京ファッションセンター
株式会社アベ 船橋営業所
名糖運輸株式会社 習志野営業所
株式会社首都圏ロジスティクス 市川センター
株式会社食品流通システム 習志野センター
有限会社エイチビーケーサービス 京葉営業所
芳和輸送株式会社 船橋営業所
株式会社富士エコー 千葉センター
山広運輸株式会社 本社営業所
株式会社興産運輸 千葉営業所
ヤマト運輸株式会社 船橋主管支店
ヤマト運輸株式会社 船橋藤原営業所
昭産運輸株式会社 本社営業所

千葉出張所

住所
千葉県千葉市中央区都町８丁目５番８５号
千葉県千葉市稲毛区長沼原町７１７－２
千葉県千葉市若葉区若松町７４５他１２筆
千葉県千葉市稲毛区長沼原町９４２番地３３３
千葉県千葉市稲毛区長沼町２０３－１
千葉県千葉市中央区神明町５４３
千葉県千葉市若葉区源町２３０－１
千葉県千葉市中央区登戸１－２６－１ 朝日生命千葉登
戸ビル１０Ｆ
千葉県千葉市花見川区大日町１３２８－１
千葉県千葉市中央区浜野町１０２５
千葉県千葉市稲毛区長沼原町６７９－７
千葉県千葉市美浜区新港８８
千葉県千葉市花見川区大日町１４０２－５
千葉県千葉市中央区登戸１－１７－１４ メゾン登戸２
階 ２０３
千葉県千葉市中央区末広５－２－１４
千葉県千葉市中央区村田町４９９
千葉県千葉市中央区塩田町３８８－１６
千葉県千葉市中央区浜野町２２５－１
千葉県千葉市中央区蘇我町２－１３７２－５
千葉県千葉市中央区中央港２－５－６
千葉県船橋市西浦３－４－１
千葉県船橋市潮見町２５番地
千葉県船橋市習志野４－１０－１
千葉県船橋市日の出１－１５－４
千葉県船橋市習志野４－１０－１
千葉県船橋市高瀬町４４
千葉県船橋市市場１－８－１
千葉県船橋市浜町３－２－５
千葉県船橋市印内３－１－１３
千葉県船橋市本中山７－４－６－１０３
千葉県船橋市浜町３－３－２
千葉県船橋市藤原３－１８－２８
千葉県船橋市日の出２－２０－２
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電話番号
043-235-1141
043-258-3314
043-423-3349
043-257-7881
043-259-5071
043-309-5002
043-256-9777
043-250-2099
043-258-4152
043-261-4132
043-286-8301
043-203-5581
043-306-6366
043-241-1277
043-264-7131
043-266-3555
043-261-5137
043-261-7311
043-370-1990
043-304-1131
047-410-1031
047-437-0751
047-476-6600
047-404-4723
047-477-2840
047-404-2691
047-424-7969
047-431-8151
0474-34-8288
047-711-0030
047-432-9794
047-429-6681
047-432-0379

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
船橋市
船橋市
船橋市
船橋市
船橋市
船橋市
船橋市
船橋市
船橋市
船橋市
船橋市
船橋市
船橋市
船橋市
船橋市
船橋市
船橋市
匝瑳市
袖ケ浦市
袖ケ浦市
袖ケ浦市
袖ケ浦市
袖ケ浦市
袖ケ浦市
袖ケ浦市
袖ケ浦市
大網白里市
大網白里市
銚子市
銚子市
東金市
東金市
柏市
柏市

事業所名
石塚運送有限会社 船橋営業所
ＳＢＳ即配サポート株式会社 千葉支店
菊池運輸株式会社 船橋営業所
西濃運輸株式会社 船橋支店
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 船橋支店
株式会社オアシス 本社営業所
株式会社ＡＲＫ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 船橋市場営業所
ヤマト運輸株式会社 船橋習志野台営業所
株式会社ＳＡＪＩ 本社営業所
株式会社ＮＳロジ東日本 千葉営業所船橋事業所
株式会社北部市場運送 関東事業部
ダイトウ物流株式会社 本社営業所
京葉コーウン株式会社 本社営業所
株式会社石川運送 船橋営業所
結城運輸倉庫株式会社 潮見営業所
中央運送株式会社 船橋営業所
センコー物流倉庫株式会社 ほくそう営業所
丸泉興業株式会社 袖ヶ浦営業所
幸伸運送有限会社 袖ヶ浦営業所
有限会社裕信運輸 本社営業所
有限会社落合 本社営業所
世新建設運輸株式会社 千葉営業所
遠藤運送株式会社 本社営業所
関東いづみ運輸株式会社 袖ヶ浦営業所
株式会社トーショー 千葉営業所
株式会社加藤運輸 本社営業所
アイ・ティー物流株式会社 本社営業所
銚子銚洋陸運株式会社 本社営業所
有限会社熊田運送 本店
株式会社戸田倉庫物流 千葉営業所
サカイ物流株式会社 東金営業所
株式会社ケーワイケー 本社営業所
有限会社内田運送

柏営業所

住所
千葉県船橋市三咲３－５－６
千葉県船橋市栄町１－１１－２０
千葉県船橋市習志野４－８－１
千葉県船橋市豊富町６８８
千葉県船橋市海神町南１－７３１
千葉県船橋市神保町２６０－９
千葉県船橋市豊富町６３１－７
千葉県船橋市市場４丁目２３２２－１
千葉県船橋市習志野台８－４７－１４
千葉県船橋市大穴南５－２５－３１－２０１
千葉県船橋市南海神１－７－１
千葉県船橋市浜町３丁目１番４号
千葉県船橋市湊町２－１２－２４
千葉県船橋市潮見町８番地
千葉県船橋市南海神１－７－１
千葉県船橋市潮見町３
千葉県船橋市栄町２ー１５－６
千葉県匝瑳市飯塚３００
千葉県袖ヶ浦市北袖１２－１
千葉県袖ヶ浦市神納２４０８－３
千葉県袖ケ浦市蔵波台５－１７－１２
千葉県袖ヶ浦市蔵波２０５３番地１
千葉県袖ヶ浦市蔵波台５丁目２５番３号
千葉県袖ヶ浦市蔵波台５－８－６
千葉県袖ヶ浦市長浦字拓弐号５８０－１９
千葉県袖ヶ浦市椎の森３８５-１６
千葉県大網白里市上貝塚５６７
千葉県大網白里市みやこ野１丁目３番地４２
千葉県銚子市川口町二丁目６５２９番地４５
千葉県銚子市春日町２１２７－１
千葉県東金市山田字新田１１９３－１
千葉県東金市丘山台３－４
千葉県柏市藤ヶ谷６７６－１
千葉県柏市若柴字入谷津１－６７ 若柴ガーデンコート
Ｂ棟１階１０１号室
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電話番号
047-407-7277
047-404-5844
047-477-3751
03-5857-7607
047-437-7430
047-490-6170
047-490-6695
047-460-2265
047-469-2961
047-498-9120
047-434-5464
047-495-3850
047-432-1450
047-434-3781
047-437-0399
047-435-1511
047-433-0486
0479-74-7805
0438-63-1321
0438-63-7179
0436-66-2395
0438-97-7600
0438-60-2661
0438-64-0450
0438-60-1036
0438-63-2880
0475-72-2597
0475-70-8491
0479-22-5797
0479-22-0482
0475-52-6035
0475-55-5932
04-7193-2695
03-3644-4327

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
柏市
柏市
柏市

事業所名
浪速運送株式会社 柏の葉営業所
株式会社エネサンスサービス 柏事業所
株式会社ＪＡＰＡＮ ＰＲＯＪＥＣＴ Ｇ．Ｔ．Ｏ

柏市
柏市
柏市
柏市
柏市
柏市
柏市
柏市
柏市
柏市
柏市
白井市
白井市
白井市
白井市
白井市
八街市
八街市
八街市
八街市
八街市
八千代市
八千代市
八千代市
八千代市
八千代市
八千代市
八千代市

社
沼南廃棄物処理協業組合 本社営業所
株式会社東総運輸 柏事業所
有限会社石井商事 本社営業所
神戸山口運送株式会社 千葉営業所
ふそう陸送株式会社 柏営業所
新日本物流株式会社 柏事業所
西濃運輸株式会社 柏支店
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 柏支店
株式会社三和物流 沼南営業所
株式会社ニルス 柏営業所
ミナト流通サービス株式会社 柏営業所
株式会社テクニカルコールド関東 白井営業所
ワールド株式会社 本社営業所
有限会社ダイセン物流 本社営業所
株式会社田代運輸 柏営業所
京極運輸商事株式会社 白井営業所
ウイング株式会社 八街営業所
株式会社伊勢崎運輸 千葉営業所
株式会社テクノトランス 本社営業所
株式会社タジマ 本社営業所
株式会社晃運ルートサービス 千葉営業所
多摩運送株式会社 Ｂｉｇ－Ａ八千代センター
芳賀通運株式会社 八千代事業所
株式会社トーヨーエフピー 八千代営業所
有限会社馬場運輸 本社
ヤマト運輸株式会社 八千代営業所
有限会社八千代運送 本社営業所
日軽物流株式会社 東邦営業所

八千代市

永山運送株式会社

千葉営業所

本

住所
千葉県柏市新十余二１３－１
千葉県柏市高田字中ノ台１０６３

電話番号
04-7137-6511
04-7143-9133

千葉県柏市十余二３番１ＧＬＰ柏物流センター５Ｆ

047-123-7511

千葉県柏市大島田１５４－３
千葉県柏市十余二３３７－１２６
千葉県柏市高田５２３ー１０
千葉県柏市柏インター南３－１
千葉県柏市十余二２９７－５５
千葉県柏市高田１０４６－１東芝ロジスティクス柏Ｂ棟
千葉県柏市若白毛１１２８
千葉県柏市風早１－８－６
千葉県柏市高柳１５５６－１
千葉県柏市加賀３－１４－４
千葉県柏市青田新田飛地字元割２１２－２
千葉県白井市冨士２０７－１
千葉県白井市河原子３６４－１７
千葉県白井市冨士１８５－２１
千葉県白井市冨士９７－６ ３－Ｂ号室
千葉県白井市中字一億４３４－１９、４３６－９
千葉県八街市八街ほ１０４０－１１１
千葉県八街市沖１０４９－２
千葉県八街市八街へ１９９―１１８４
千葉県八街市山田台字山田台６５０－２６
千葉県八街市朝日２０８－１４
千葉県八千代市上高野１９５２－３
千葉県八千代市大和田新田字津金向６７２番地４
千葉県八千代市上高野１３５５－３１
千葉県八千代市上高野１９７６－８
千葉県八千代市麦丸１１３０－１
千葉県八千代市大和田７６９
千葉県八千代市上高野１８１２
千葉県八千代市大和田新田８－１ハイツエノサワＡ２０

04-7190-3153
04-7157-0700
04-7133-5511
04-7193-8577
047-131-0606
04-7197-3911
03-5857-7606
04-7193-6301
04-7170-0531
04-7128-4680
04-7134-3710
047-410-0020
047-492-3500
047-446-0173
04-7170-2912
047-498-2601
0476-73-7788
043-488-4367
043-441-1921
043-440-5963
043-442-2237
047-409-1066
047-459-5411
047-481-2805
043-489-0158
047-450-5873
047-482-6241
047-483-3508

１号
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047-401-5810

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

八千代市

株式会社ロイヤルサービス

八千代市
富津市
富津市
富津市

有限会社ケーティーライン 本社営業所
株式会社基行 本社営業所
中央ロジテック株式会社 千葉営業所
ヤマト運輸株式会社 富津営業所
東京納品代行株式会社 成田ファッションロジスティク

富里市
富里市
富里市
富里市
富里市
富里市
富里市
富里市
茂原市
茂原市
茂原市
茂原市
木更津市
木更津市
木更津市
木更津市
木更津市
木更津市
木更津市
野田市
野田市
野田市
野田市
野田市
野田市
野田市

八千代営業所

スセンターＩ
ダイワ運輸株式会社 成田営業所
フジエアカーゴ株式会社 成田営業所
株式会社トランスウェブ 本社/東京営業所
有限会社吉田商事 千葉営業所
株式会社ティーエムトランスポート 本社営業所
グリーンサービス株式会社 富里営業所
関東福山通運株式会社 成田空港営業所
シグマロジスティクス株式会社 茂原営業所
有限会社原田運送 本社営業所
南総通運株式会社 茂原東郷事業所
佐川急便株式会社 茂原営業所
シグマロジスティクス株式会社 木更津営業所
ムービングマスタージャパン株式会社 木更津営業所
日豊トランスポート株式会社 関東営業所
日本郵便株式会社 木更津郵便局
佐川急便株式会社 木更津営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 木更津支店
榎本運送株式会社 本社営業所
株式会社ゼロ・プラス関東 野田カスタマーサービスセ
ンター
株式会社Ｋ－ＬＩＮＥ 本社営業所
東京弘済物流株式会社 北関東営業所
創建運輸株式会社 千葉野田営業所
株式会社岩崎運送 千葉営業所
野田センコーロジサービス株式会社 車輌
名鉄運輸株式会社 野田支店

住所
千葉県八千代市米本１３５９第３街区第３３号棟３０８
号室
千葉県八千代市上高野１７３４－５
千葉県富津市大堀１－１０－６
千葉県富津市新富３３番地３
千葉県富津市下飯野７７２－１
千葉県富里市美沢７番地２
千葉県富里市七栄３２１－４０
千葉県富里市七栄字獅子穴６５０－８５
千葉県富里市美沢８－５
千葉県富里市御料字葉山１００５番地２２
千葉県富里市七栄５２６ー１１５
千葉県富里市高野６８７－５
千葉県富里市新橋７３６－１
千葉県茂原市六ッ野１６０９－１
千葉県茂原市木崎２７２－１
千葉県茂原市東郷６７０
千葉県茂原市小林字東羽貫２３２８－３
千葉県木更津市貝渕４丁目５－１３
千葉県木更津市木材港２３－４
千葉県木更津市潮浜２－１－２０
千葉県木更津市中央２－６－１５
千葉県木更津市潮見５－６－１
千葉県木更津市潮見４－１０－２
千葉県木更津市中島字蟹持２６２７－１

電話番号
047-489-6040
047-481-6155
0439-87-5213
0439-80-3713
0439-88-6730
0476-92-5200
0476-90-6611
0476-37-5982
0476-91-4800
0476-37-7030
0476-92-7353
0476-91-1756
0476-93-8500
070-4508-7579
0475-22-2071
0475-22-5191
0475-25-1241
070-4508-7580
0438-38-5300
0438-30-1317
0438-22-3288
0570-01-0238
0438-37-1812
0438-40-1011

千葉県野田市二ツ塚９７－１

04-7126-3523

千葉県野田市木間ケ瀬４９４９－１
千葉県野田市柳沢新田３６番地３
千葉県野田市木野崎字三角原１６６６－８
千葉県野田市中里６３３番地４
千葉県野田市泉１－１－６
千葉県野田市木野崎１６７１－１

04-7199-8940
04-7157-2780
04-7199-7357
04-7127-5617
04-7128-1558
04-7138-3700
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
野田市

事業所名
株式会社ジェイネクストロジスティクス

住所
関東支店

野田市
野田市
野田市
野田市
野田市
野田市
野田市
野田市
野田市
野田市
野田市
野田市
野田市
流山市

葉営業所
株式会社アラマキ商事 本社
シンキ配送株式会社 関東営業所
有限会社イワタ 本社営業所
株式会社カシマ 野田営業所
ＳＢＳフレックネット株式会社 野田
有限会社アドヴァンス 本社営業所
日生流通運輸倉庫株式会社 野田営業所
サンインキケミカル株式会社 本社営業所
トナミ運輸株式会社 野田支店
キャリテック株式会社 野田営業所
関東摂津運輸有限会社 野田営業所
株式会社トッキュウ 関東
新雪運輸株式会社 野田
有限会社木村商事 千葉営業所

流山市

株式会社トップライン

印旛郡
印旛郡
山武郡
山武郡
山武郡
山武郡
山武郡
山武郡
山武郡
長生郡
長生郡
長生郡

有限会社高田商店 本社営業所
日本航運株式会社 成田営業所
株式会社飯倉商事 本社営業所
ＦＯＲＡＬＬＬＩＮＥ株式会社 本社営業所
株式会社高橋運送 本社営業所
佐倉急送株式会社 本社営業所
露口運輸有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 横芝営業所
株式会社根本運送 りんくう物流センター
株式会社大阪大松運輸 千葉営業所
ナカミツ興業有限会社 本社営業所
南総通運株式会社 茂原支店

本社営業所

千

電話番号

千葉県野田市上花輪７２２－２

04-7126-5560

千葉県野田市三ツ堀９６９－１９８
千葉県野田市木間ヶ瀬７６４９－１
千葉県野田市中野台鹿島町２４－１
千葉県野田市東宝珠花１９２－１０
千葉県野田市上三ヶ尾字平井２５６－１
千葉県野田市大字吉春字樋尻替２５－１
千葉県野田市東金野井９７２－１
千葉県野田市尾崎２３９８番２１
千葉県野田市二ッ塚字西道上１９２－１
千葉県野田市二ッ塚溜井１－１－１
千葉県野田市泉２－１－３
千葉県野田市はやま１３－１
千葉県野田市木野崎字下鹿野１６９２－４６
千葉県流山市三輪野山４－１２－３５
千葉県流山市西初石三丁目９６番地の２ 神戸ヒルズ１

04-7138-0134
04-7170-4547
04-7122-4456
04-7198-6377
04-7122-1172
04-7123-4646
04-7157-1361
04-7128-0125
04-7122-1133
04-7128-8882
04-7128-1820
04-7196-5571
04-7138-3300
04-7126-0873

０３
千葉県印旛郡酒々井町本佐倉４９１－１
千葉県印旛郡酒々井町飯積１丁目２番１０号１階
千葉県山武郡九十九里町下貝塚２９５－１
千葉県山武郡芝山町宝馬９３－７７
千葉県山武郡横芝光町木戸９５２６－１１
千葉県山武郡芝山町小池字水口２７００－３６
千葉県山武郡芝山町大台２５４３番地１０
千葉県山武郡横芝光町栗山字稔台４４６７－２
千葉県山武郡芝山町岩山２３１７－３
千葉県長生郡長柄町山根１７０２－６
千葉県長生郡長柄町刑部１３７０－７
千葉県長生郡長柄町山根１１９３－１
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0471-70-0700
043-496-5995
043-308-4375
0475-78-6871
0479-85-5081
0479-84-0086
0479-77-2233
0479-77-0042
0479-80-1861
0479-70-8566
0475-35-5421
0436-36-4211
0475-30-7333

主な輸送品目（任意掲載）

