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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）

綾瀬市 鴻池運輸株式会社　神奈川綾瀬営業所 神奈川県綾瀬市深谷上８－２７－１ 0467-71-5605

綾瀬市 馬淵物流株式会社　県央営業所 神奈川県綾瀬市小園字北原１１４２－２ 0467-39-6201

綾瀬市 株式会社タカラ倉庫運輸サービス　神奈川営業所 神奈川県綾瀬市大上４－２－８ 0467-77-1231

綾瀬市 株式会社倉吉運輸　綾瀬営業所 神奈川県綾瀬市寺尾本町１－９－３０ 0467-77-9002

綾瀬市
全農物流株式会社　関東支社　神奈川営業部　米麦セン

ター
神奈川県綾瀬市早川２６０５－５ 0467-55-8510

綾瀬市 株式会社マルミ運輸システム　神奈川営業所 神奈川県綾瀬市深谷上３－２０－２９ 0467-79-0351

綾瀬市 城北流通株式会社　神奈川営業所 神奈川県綾瀬市深谷中６丁目１０番５０号 0467-79-5051

伊勢原市 安田運輸株式会社　厚木営業所 神奈川県伊勢原市下糟屋１３１４ 0463-51-6091

伊勢原市 株式会社コダマサービス　神奈川営業所 神奈川県伊勢原市小稲葉２６０－１ 046-392-2110

伊勢原市 株式会社エスロジスティクス　本社営業所 神奈川県伊勢原市笠窪４３２番地１ 0463-92-7115

伊勢原市 躍進運輸株式会社　厚木営業所 神奈川県伊勢原市歌川２丁目３番１３、３番２６ 0463-96-4807

伊勢原市 株式会社ウエルストンエキスプレス　厚木営業所 神奈川県伊勢原市下落合４６－６－２０６ 0463-79-6370

伊勢原市 大光運輸有限会社　本社営業所 神奈川県伊勢原市上粕屋７８８－２ 0463-94-3987

伊勢原市 株式会社ランテック　湘南支店 神奈川県伊勢原市歌川１－２－１ 0463-97-5151

伊勢原市 名鉄運輸株式会社　厚木支店 神奈川県伊勢原市歌川１－１－２ 0463-95-7461

横須賀市
株式会社ゼロ・プラス関東　追浜カスタマーサービスセ

ンター
神奈川県横須賀市夏島町２－９ 046-865-8351

横須賀市 株式会社静岡サンワ　横須賀営業所 神奈川県横須賀市浦郷町５－３７３７ 046-866-0660

横須賀市 湘南カーゴ株式会社　森崎営業所 神奈川県横須賀市森崎１－１８－１９ 046-837-1600

横須賀市 株式会社ロジパルエクスプレス　横浜南営業所 神奈川県横須賀市夏島町２８７３－１７ 046-867-3511

横須賀市
タカダ・トランスポートサービス株式会社　横須賀セン

ター営業所
神奈川県横須賀市浦郷町５－２９３１－６７ 046-866-7570

横須賀市 ヤマト運輸株式会社　横須賀新港営業所 神奈川県横須賀市小川町２７－２１ 080-5451-9402

横須賀市 ヤマト運輸株式会社　横須賀池上営業所 神奈川県横須賀市平作４－１０３３－１ 080-5451-5160

横須賀市 相模運輸倉庫株式会社　本社営業所 神奈川県横須賀市田浦港町無番地 046-861-3111

横須賀市 株式会社バンテックセントラル　追浜営業所 神奈川県横須賀市夏島町２８７３－１５ 046-865-8374

横須賀市 株式会社ベイトランスポート　横須賀営業所 神奈川県横須賀市佐原２－１－２１ 046-838-0498

横須賀市 株式会社サカイ引越センター　横須賀支社 神奈川県横須賀市佐野町５－１０ 046-850-6321

横須賀市 関東誠和梱枹運輸株式会社　横須賀営業所 神奈川県横須賀市浦郷町５－２９３１－２７ 046-869-3050

横須賀市 日神機工株式会社　横須賀営業所 神奈川県横須賀市浦郷町５－２９３１－６ 046-865-7222

横浜市 株式会社ブルーペッパー　鶴見営業所 神奈川県横浜市鶴見区駒岡１－２８－２４ 045-575-7131

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 東京エレクトロンＢＰ株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市都筑区東方町３７９番地４ 045-474-7012

横浜市 ジャパンエナジック株式会社　横浜南事業所 神奈川県横浜市神奈川区守屋町２－６ 045-441-6435

横浜市 ロジテック株式会社　神奈川営業所 神奈川県横浜市金沢区幸浦２－９－２３ 045-349-9700

横浜市 アスロード物流株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市鶴見区大黒町９－１７ 045-947-2278

横浜市 アサヒロジスティクス株式会社　横浜緑物流センター 神奈川県横浜市緑区上山１－１５－１ 045-509-1358

横浜市 株式会社大杉運輸　神奈川営業所 神奈川県横浜市港北区新羽町２１０５番地の１ 045-947-2470

横浜市 株式会社新木商事　横浜 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町２－８４ 045-772-8244

横浜市 トランコムＤＳ株式会社　横浜センター 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町２４６ 046-236-3760

横浜市 株式会社大紀陸運　本社 神奈川県横浜市鶴見区駒岡２－１－４３ 045-580-0551

横浜市 板橋商事株式会社　本牧 神奈川県横浜市中区豊浦町６ 045-622-3517

横浜市 浪速運送株式会社　神奈川営業所 神奈川県横浜市瀬谷区卸本町９２７９－６６ 045-924-0728

横浜市 株式会社エネサンスサービス　川崎事業所 神奈川県横浜市鶴見区栄町通３－３６－１４ 045-717-8581

横浜市 安全輸送株式会社　金沢営業所
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１－１　関連棟３Ｆ　１２

－Ｂ
045-778-7490

横浜市 株式会社エネサンスサービス　港北事業所 神奈川県横浜市都筑区東方町１６９８ 045-942-3378

横浜市 有限会社麓運輸商事　本社営業所 神奈川県横浜市保土ヶ谷区法泉３－２３－４ 045-351-5276

横浜市 株式会社ファインエナジー　横浜営業所 神奈川県横浜市都筑区東方町１６９８ 045-942-2131

横浜市 株式会社ロジコム　横浜支店
神奈川県横浜市鶴見区生麦２丁目２番２６号　ＧＬＰ横

浜物流センター２階
045-716-6284

横浜市 株式会社浅井　横浜 神奈川県横浜市金沢区幸浦２－１３－３ 045-784-2510

横浜市 有限会社菅原商事　横浜営業所 神奈川県横浜市都筑区東山田４－３３－１４ 045-593-8259

横浜市
タカダ・トランスポートサービス株式会社　神奈川セン

ター
神奈川県横浜市鶴見区安善町２－５－４ 045-510-4606

横浜市 神奈川西濃運輸株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市金沢区幸浦２－１０－１ 045-781-0081

横浜市 西久大運輸倉庫株式会社　神奈川支店 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町８３－１ 045-370-1588

横浜市 株式会社高木運輸　本社 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ谷３－５－２７ 045-576-3750

横浜市
日本通運株式会社　東名横浜物流センター事業所海外引

越センター
神奈川県横浜市中区錦町１２ 045-628-6710

横浜市 株式会社タイトー　横浜大黒オフィス
神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭２２　㈱横浜国際流通セ

ンター事務所棟４階１４０３号棟
045-834-7914

横浜市
石井商事運輸株式会社　石井商事運輸株式会社　戸塚営

業所
神奈川県横浜市戸塚区上矢部町２２８８　４Ｆ 045-435-9501

横浜市 ＳＢＳロジコム関東株式会社　新杉田物流センター支店 神奈川県横浜市磯子区杉田５－３２－５０ 045-342-8048

横浜市 株式会社大新　関東支店 神奈川県横浜市旭区川井宿町１７０－４ 045-958-2767

横浜市 ＳＢＳゼンツウ株式会社　横浜北部営業所 神奈川県横浜市緑区青砥町３５３－２ 045-938-5455
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横浜市 山昭運輸株式会社　新山下営業所 神奈川県横浜市中区新山下３－１１－４１ 045-625-6563

横浜市 和喜輸送株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市旭区上川井町字市坂２０５２－１ 045-489-9661

横浜市 梅田運輸倉庫株式会社　横浜西営業所 神奈川県横浜市金沢区幸浦１丁目１２－１ 045-771-5334

横浜市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　横浜西支店 神奈川県横浜市瀬谷区卸本町９２７９－６４ 045-922-6155

横浜市 シグマロジスティクス株式会社　子安営業所 神奈川県横浜市神奈川区守屋町３丁目１３番地６ 080-5893-1090

横浜市 天野運送株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市港北区岸根町６６－２ 045-472-2341

横浜市 株式会社相良運輸倉庫　新山下営業所 神奈川県横浜市中区新山下３丁目１１－４１ 045-628-2344

横浜市 株式会社Ｙ・Ｄ・Ｌ　本社営業所 神奈川県横浜市緑区霧が丘２－１２－１ 045-924-6036

横浜市 富国運輸株式会社　幸浦営業所 神奈川県横浜市金沢区幸浦２丁目１２番１ 045-786-9896

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜新鶴見営業所 神奈川県横浜市鶴見区駒岡２丁目１８－４５ 080-6604-8217

横浜市 真栄運輸株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市旭区西川島町８２－３ 045-371-0661

横浜市 東京商運株式会社　横浜営業所
神奈川県横浜市戸塚区柏尾町８２５－１１　ＲＫビル２

０７号
045-392-3226

横浜市 株式会社ベストランス　横浜共配センター 神奈川県横浜市都筑区川和町７４１－１ 045-933-7772

横浜市 アートコーポレーション株式会社　新横浜支店 神奈川県横浜市港北区新横浜１丁目１０番３ 045-474-0123

横浜市 株式会社ワイズトランス　本社営業所 神奈川県横浜市都筑区池辺町４７０４番４０３－２号 045-935-1555

横浜市 株式会社論渡物流　横浜営業所 神奈川県横浜市都筑区池辺町２４５０－４０１号 045-482-7412

横浜市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　横浜支店 神奈川県横浜市中区新山下３－７－３１ 045-628-0533

横浜市 横浜興運有限会社　本社 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南２－１５－１９ 045-943-5338

横浜市 ＴＡＫＡＤＡ環境株式会社　ＥＣＬ第３センター 神奈川県横浜市鶴見区安善町２－５－４ 045-510-4605

横浜市
株式会社丸運トランスポート東日本　京浜支店　京浜営

業所
神奈川県横浜市鶴見区大黒町１３－１ 045-504-8293

横浜市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　横浜南営業所 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町３－８ 045-775-3911

横浜市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　新横浜営業所 神奈川県横浜市港北区新横浜１－１０－１３ 045-472-2374

横浜市
セイノースーパーエクスプレス株式会社　川崎航空営業

所
神奈川県横浜市鶴見区生麦２－２０３６－１０５ 045-510-4351

横浜市 株式会社弥生京極社　本社 神奈川県横浜市鶴見区小野町４５ 045-501-7656

横浜市 株式会社三良コーポレーション　横浜営業所 神奈川県横浜市港北区新羽町１１５３ 045-590-3080

横浜市 共立ラインサービス株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市都筑区池辺町字薮前３９２８ 045-507-8161

横浜市 長村運輸株式会社　本社
神奈川県横浜市港北区新横浜３－１６－１５　ＳＫビル

新横浜７Ｆ　Ｂ－６
045-532-8720

横浜市 三和運送事業株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市鶴見区大黒町２－５７ 045-718-5588

横浜市 横浜貨物運送株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市保土ヶ谷区上管田町字笹山１１７７－１ 045-381-0556

横浜市 丸辰運輸株式会社　本社 神奈川県横浜市泉区和泉町６５４８－１ 045-392-6281

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜上郷営業所 神奈川県横浜市栄区上郷町５５－２ 080-5045-0471
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横浜市 佐川急便株式会社　横浜緑営業所 神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町２９－５ 045-921-2277

横浜市 互興運輸株式会社　金沢営業所 神奈川県横浜市金沢区幸浦２－９－３３ 045-785-0614

横浜市 横礼自動車株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市金沢区富岡東１－１９－１６ 045-772-4501

横浜市 株式会社シンクラン　新子安営業所 神奈川県横浜市神奈川区守屋町３－１３－６ 045-555-0015

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜南営業所 神奈川県横浜市磯子区丸山１－２３８－１ 080-5451-6273

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜六浦営業所 神奈川県横浜市金沢区大道２－１４－２ 080-5045-8874

横浜市 株式会社ダイドウトランスプラネット　本社営業所 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１５ 045-506-8008

横浜市 株式会社クアトロ物流　横浜営業所 神奈川県横浜市中区本牧埠頭１８番地 045-622-8418

横浜市 ＳＢＳロジコム株式会社　横浜金沢物流センター支店 神奈川県横浜市金沢区幸浦１－３－３ 045-776-3964

横浜市 株式会社ハート引越センター　都筑営業所 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町２８２ 045-929-5181

横浜市 株式会社伸和トラスト　横浜営業所 神奈川県横浜市瀬谷区上瀬谷町２５－２ 045-921-7575

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜東神奈川営業所 神奈川県横浜市神奈川区千若町２丁目１番 080-6699-1298

横浜市 ヤマト運輸株式会社　港北大倉山営業所 神奈川県横浜市港北区大倉山５丁目１３－１５ 080-5481-6366

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜卸営業所 神奈川県横浜市瀬谷区卸本町９３０８－２ 080-5045-0484

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜戸塚中央営業所 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１００７－８ 070-4548-4860

横浜市 株式会社東京三友　横浜営業所 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町２－２ 045-770-6571

横浜市 東部ネットワーク株式会社　鶴見営業所 神奈川県横浜市鶴見区大黒町１８－２９ 045-521-0991

横浜市 横浜貿易運輸株式会社　港北営業所 神奈川県横浜市都筑区池辺町４２６１－１３ 045-932-8736

横浜市 共立興産株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央２－１７－２２ 045-521-6481

横浜市 株式会社鈴木運送　本社 神奈川県横浜市鶴見区元宮１－９－８ 045-581-6488

横浜市 新興運輸倉庫株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市磯子区新磯子町１１－２ 045-761-4648

横浜市 トランコムＤＳ株式会社　横浜南部センター 神奈川県横浜市栄区飯島町２３９ 090-7304-1893

横浜市 株式会社カタヒラ　本社営業所 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭２２番 045-500-5260

横浜市 ダイセーロジスティクス株式会社　横浜ハブセンター 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町２０４０－１２ 045-392-8747

横浜市 株式会社ハナワトランスポート　横浜営業所
神奈川県横浜市鶴見区生麦２－３－２７　ＤＨＬジャパ

ン横浜サービスセンター内
045-508-6770

横浜市 トールエクスプレスジャパン株式会社　港北支店 神奈川県横浜市港北区新羽町１１８９－１ 045-543-5382

横浜市 中田運輸株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町２－７９ 045-501-1362

横浜市 ＳＢＳ即配サポート株式会社　横浜事業所 神奈川県横浜市金沢区幸浦２－２－５ 045-791-7972

横浜市 浜一運送株式会社　本社営業所
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１－１横浜市中央卸売市場

南部市場内
045-779-2685

横浜市 株式会社羽賀運輸商会　本社営業所 神奈川県横浜市港北区大豆戸町８２６ 045-543-4809

横浜市 楠原輸送株式会社　磯子営業所 神奈川県横浜市磯子区新森町１ 045-757-5334

横浜市 安立運輸株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市旭区上川井町字市坂１９６７－１ 045-461-9904

横浜市 株式会社元田流通運輸　本社営業所 神奈川県横浜市南区六ツ川１－３３２ 045-715-2258
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横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜港南台５丁目営業所 神奈川県横浜市港南区港南台５－２０－１７ 080-6604-7681

横浜市 豊浜運輸株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市金沢区幸浦２－５－９ 045-784-0555

横浜市 トールエクスプレスジャパン株式会社　横浜支店 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町７－１ 045-776-0972

横浜市 株式会社東日本トランスポート　横浜営業所 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町２２０８－４ 045-813-5211

横浜市 大島運輸株式会社　横浜営業所
神奈川県横浜市都筑区佐江戸町１５５　横浜港北セン

ター内
045-931-9900

横浜市 株式会社フコックス　本牧営業所 神奈川県横浜市中区本牧埠頭１８ 045-622-8418

横浜市 長澤運輸株式会社　鶴見営業所 神奈川県横浜市鶴見区大黒町７－７６ 045-501-8402

横浜市 株式会社共同　本社営業所 神奈川県横浜市戸塚区原宿１－３６－７ 045-851-1551

横浜市 共進運輸株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１番地１ 045-770-1355

横浜市 株式会社博伸　本社営業所 神奈川県横浜市南区日枝町３ー７４ 045-260-4451

横浜市 株式会社中陸　本社営業所 神奈川県横浜市旭区白根２－７－１０ 045-954-3240

横浜市 株式会社アーバン・ロジスティクス　鶴見営業所 神奈川県横浜市鶴見区大黒町２番５７号 045-502-6284

横浜市 株式会社大崎　横浜営業所 神奈川県横浜市都筑区中川３－３７－１ 045-910-0043

横浜市 宇徳ロジスティクス株式会社　横浜 神奈川県横浜市中区錦町９ 045-623-1279

横浜市 清徳運輸株式会社　末広営業所 神奈川県横浜市鶴見区末広町１－７ 045-511-0792

横浜市 株式会社武蔵野ロジスティクス　横浜営業所 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１２－４８ 045-778-2561

横浜市 有限会社大橋運輸　本社営業所 神奈川県横浜市中区小港町１－５ 045-621-1583

横浜市 日本コンテナ輸送株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市中区本牧埠頭３番地 045-623-4741

横浜市 遠州トラック株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市鶴見区大黒町１－１１ 045-508-7088

横浜市 日本高速輸送株式会社　京浜支店横浜営業所 神奈川県横浜市中区本牧埠頭５－７ 045-623-7287

横浜市 共和陸運株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市保土ヶ谷区東川島町８５－１０ 045-381-2141

横浜市 株式会社エネックス　関東ＬＮＧ支店 神奈川県横浜市磯子区新磯子町３４ 045-750-0860

横浜市 東電物流株式会社　中央支社横浜事業所 神奈川県横浜市鶴見区江ケ崎町４－１ 045-393-9300

横浜市 綜合警備保障株式会社　警送神奈川支社 神奈川県横浜市戸塚区柏尾町５６０ 045-828-1515

海老名市 日本郵便株式会社　神奈川西郵便局 神奈川県海老名市中野３－１５－１ 046-259-5683

海老名市 株式会社ゴトー物流　神奈川営業所 神奈川県海老名市門沢橋３－１－３ 046-239-1510

海老名市 株式会社タイセイ・エフ・ティー西関東　海老名営業所 神奈川県海老名市中野１－３１－１ 046-239-1451

海老名市 株式会社サカイ引越センター　神奈川南支社 神奈川県海老名市泉１－４－９ 046-235-1213

海老名市 和喜輸送株式会社　海老名営業所 神奈川県海老名市杉久保南１－１３－３４ 046-259-7587

海老名市 株式会社トータル運輸　神奈川営業所 神奈川県海老名市門沢橋３－６－８ 046-237-1005

海老名市 大和物流株式会社　海老名支店 神奈川県海老名市社家４５５ 046-237-1911

海老名市 株式会社Ｋ・Ｔライン　本社 神奈川県海老名市本郷２３１５ 046-204-9491

海老名市 株式会社静岡サンワ　神奈川営業所 神奈川県海老名市上河内字河内町１４－５ 046-259-9310

海老名市 株式会社ＲＴカンパニー　海老名 神奈川県海老名市本郷１７００－３ 046-207-2601
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海老名市 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社　海老名 神奈川県海老名市上河内３３ 046-238-4550

海老名市 トナミ運輸株式会社　相模支店 神奈川県海老名市上郷４－１－２ 046-236-2222

海老名市 トナミ首都圏物流株式会社　海老名支店 神奈川県海老名市上郷４－１－２ 046-236-1368

海老名市 トナミ首都圏物流株式会社　厚木支店 神奈川県海老名市門沢橋６丁目８番４１号 046-237-2220

海老名市 株式会社スタンダード運輸　本社 神奈川県海老名市上今泉３－２－３３ 046-231-0578

海老名市 株式会社ＬＮＪ関東　厚木支店 神奈川県海老名市上河内字河内町１５５ 080-8280-0971

海老名市 有限会社エビス産業　本社営業所 神奈川県海老名市柏ケ谷字天谷原４７０－３ 046-253-5031

海老名市 共同輸送株式会社　関東物流センター 神奈川県海老名市中野３－３０－１ 046-259-6886

海老名市 日発運輸株式会社　厚木営業所 神奈川県海老名市門沢橋６－９－３２ 046-259-6700

鎌倉市 ヤマト運輸株式会社　鎌倉南営業所 神奈川県鎌倉市大町２－１８－１３ 080-5068-3306

茅ヶ崎市 株式会社須藤忠商事　本社 神奈川県茅ヶ崎市柳島海岸１０８９ 0467-85-6465

茅ヶ崎市
株式会社ゼロ・プラス関東　平塚カスタマーサービスセ

ンター
神奈川県茅ヶ崎市萩園字埋田８２３ 0467-88-1624

茅ヶ崎市 栄運送株式会社　本社営業所 神奈川県茅ヶ崎市萩園２６０８番地２ 0467-83-4185

茅ヶ崎市 藤沢日梱株式会社　本社営業所 神奈川県茅ヶ崎市堤字八王子原５６５番４ 0467-52-8887

厚木市 株式会社新興運輸　本社 神奈川県厚木市山際８９７－１４ 046-245-6075

厚木市 ＴＡＫＡＩＤＯクールフロー株式会社　厚木営業所 神奈川県厚木市酒井３０９９ 046-210-3577

厚木市 株式会社スタンダード運輸　南関東営業所 神奈川県厚木市恩名４－１５－５４ 046-259-9004

厚木市 昭和冷蔵株式会社　厚木営業所 神奈川県厚木市上依知字上ノ原３００７－９ 046-204-2331

厚木市 株式会社富士エコー　神奈川センター 神奈川県厚木市上依知３０３２番地 046-286-2221

厚木市 ダイセーエブリー二十四株式会社　厚木ハブセンター 神奈川県厚木市酒井３００２ 046-226-6831

厚木市 株式会社グロース　本社営業所 神奈川県厚木市上依知５２９番地１ 0462-81-7664

厚木市 友誠トランスポート株式会社　厚木営業所 神奈川県厚木市上依知１５６６－６ 046-265-0019

厚木市 株式会社中央運輸　厚木営業所 神奈川県厚木市下川入字五ノ域２３７番地７ 046-244-1200

厚木市 株式会社ラミックス　本社営業所 神奈川県厚木市下津古久５番地 046-258-9355

厚木市 株式会社サカイ引越センター　神奈川西支社 神奈川県厚木市酒井３１１１ 046-228-6161

厚木市 株式会社ハネイシ　本社 神奈川県厚木市温水西２－１８－７ 046-243-1700

厚木市 株式会社大和急配　本社 神奈川県厚木市下川入２１７、２１７－１ 046-204-2055

厚木市 ウイングトランスポート株式会社　神奈川営業所 神奈川県厚木市下古沢８９７－５ 046-265-0793

厚木市 株式会社鈴与カーゴネット東京　厚木営業所 神奈川県厚木市酒井字久保田２０４５番地１－２Ｆ 046-227-6051

厚木市 アクロストランスポート株式会社　愛甲営業所 神奈川県厚木市長谷６－４２ 046-290-1133

厚木市
セイノースーパーエクスプレス株式会社　厚木航空営業

所
神奈川県厚木市下津古久字柳町３４７番２ 046-228-5257

厚木市 株式会社山紀　厚木営業所 神奈川県厚木市長沼字堤附２４８－１ 046-228-8121

厚木市 田口運送株式会社　厚木第一 神奈川県厚木市及川２丁目５－７ 046-243-3730
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厚木市 ジャパンエナジック株式会社　厚木事業所 神奈川県厚木市金田１３２１ 046-297-3050

厚木市 株式会社高通サービス　厚木営業所
神奈川県厚木市妻田北３－２１－１２　ハイムプリマ

ヴェーラ１０１
046-280-4077

厚木市 松下運輸株式会社　神奈川営業所 神奈川県厚木市長谷４２４－１ 046-247-8011

厚木市 株式会社Ａ－Ｌｉｎｅｅｘｐｒｅｓｓ　厚木営業所 神奈川県厚木市長谷４０６－１ 046-270-7501

厚木市 出水運輸センター株式会社　東京営業所 神奈川県厚木市愛名１４０５ 046-248-8081

厚木市
ＳＢＳリコーロジスティクス株式会社　物流センター厚

木
神奈川県厚木市酒井３０７０ 046-282-6381

厚木市 株式会社アツアイロジシステムズ　本社営業所 神奈川県厚木市長谷１５３７－４ 046-258-9113

厚木市 岡田運輸株式会社　厚木営業所 神奈川県厚木市金田１ 046-245-7631

厚木市 株式会社都築運輸　厚木営業所 神奈川県厚木市下川入１０９ 046-286-0721

厚木市 北王流通株式会社　厚木営業所 神奈川県厚木市酒井３１５５ 046-258-9820

厚木市 ピアノ運送株式会社　神奈川営業所 神奈川県厚木市酒井３１９３ 046-227-0871

厚木市
株式会社サンキュウ・トランスポート・東京　神奈川営

業所
神奈川県厚木市飯山２１２０－６ 046-280-5239

厚木市 多摩運送株式会社　厚木営業所 神奈川県厚木市上依知字藤塚沖１２７９－１ 046-245-2262

厚木市 横浜低温流通株式会社　本社営業所 神奈川県厚木市酒井３００１ 046-229-3024

座間市 株式会社ナガヤマ物流　座間営業所 神奈川県座間市相模が丘６丁目３８－３０ 046-257-2380

座間市 株式会社エネサンスサービス　座間営業所 神奈川県座間市小松原１－１０－２７ 046-253-8342

座間市 株式会社カンダコアテクノ　座間営業所 神奈川県座間市広野台２－１０－１０　（１Ｆ） 046-298-1005

座間市 株式会社クロスロード　本社 神奈川県座間市ひばりが丘４－１－１７ 046-254-5520

座間市 株式会社カシマ　座間営業所 神奈川県座間市東原１－１１－５３－１ 046-244-4062

座間市 株式会社スワリク　神奈川営業所 神奈川県座間市小松原１丁目１番４３号 046-205-1660

三浦市 株式会社山立水産運輸　本社 神奈川県三浦市初声町下宮田１５１番地５ 046-887-1771

三浦市 ヤマト運輸株式会社　三浦営業所 神奈川県三浦市三崎町諸磯６０３－２ 080-5068-0581

小田原市 有限会社かりゆし運送　本社営業所 神奈川県小田原市小竹３０３番地の２ 0465-44-1188

小田原市 ジャパンエナジック株式会社　小田原事業所 神奈川県小田原市荻窪２５４ 0465-35-2697

小田原市 株式会社丸玉運送　神奈川営業所 神奈川県小田原市高田４３５－１ 0465-43-8315

小田原市 ＳＢＳフレイトサービス株式会社　小田原営業所 神奈川県小田原市延清字大根１８９ 046-536-7161

小田原市 松下運送有限会社　本社営業所 神奈川県小田原市矢作２１７－１ 0465-45-0666

小田原市 ＳＢＳゼンツウ株式会社　小田原営業所 神奈川県小田原市前川１－３ 0465-42-3450

小田原市
綜合警備保障株式会社　警送神奈川支社　警送小田原営

業所
神奈川県小田原市千代３２６－１ 0465-41-1388

小田原市 株式会社日之出運輸　神奈川支店 神奈川県小田原市上曽我１７３－２ 0465-41-1911

小田原市 株式会社サカイ引越センター　小田原支社 神奈川県小田原市扇町１－１３－４７ 046-566-4655
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秦野市 第十興産株式会社　本社営業所 神奈川県秦野市平沢２６５ 0463-81-7600

秦野市 株式会社武蔵急便　秦野営業所 神奈川県秦野市堀山下１０２１ 0463-89-1230

秦野市 甲陽物流株式会社　本社営業所 神奈川県秦野市堀山下１４４－９ 0463-87-3311

秦野市 トーエイ物流株式会社　秦野営業所 神奈川県秦野市平沢字松ノ下６５－１ 0463-80-2081

秦野市 株式会社クラウン商会　本社営業所 神奈川県秦野市菩提字北原１６０－８ 0463-75-1521

川崎市 丸泉興業株式会社　本社営業所 神奈川県川崎市川崎区塩浜４－７－１ 044-277-1211

川崎市 ヤマト運輸株式会社　川崎宮前営業所 神奈川県川崎市宮前区潮見台２２９７－１ 080-5043-6830

川崎市 株式会社アスカ輸送　川崎営業所
神奈川県川崎市川崎区扇町１９番２号　ＪＦＥスチール

（株）東日本製鉄所内
044-200-4868

川崎市 株式会社エネサンスサービス　東京事業所 神奈川県川崎市多摩区寺尾台１－２２－２ 044-944-6343

川崎市
株式会社ゼロ・プラス関東　川崎カスタマーサービスセ

ンター
神奈川県川崎市川崎区東扇島２２－８ 044-277-7623

川崎市 花王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２３－７ 044-276-2761

川崎市 有限会社橋本運送　本社営業所 神奈川県川崎市川崎区四谷下町８－１ 044-266-2282

川崎市 株式会社東和通商　本社 神奈川県川崎市宮前区潮見台６－７－２０３ 044-975-4653

川崎市 株式会社ＪＡＦメディアワークス　関東第一営業所 神奈川県川崎市川崎区出来野１１－５ 044-201-7861

川崎市 太平洋陸送株式会社　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島１７－９ 044-288-5100

川崎市 多摩運送株式会社　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島１９－２ 044-589-7821

川崎市 株式会社丸総　関東営業所 神奈川県川崎市川崎区白石町７－６ 044-589-8866

川崎市 大京運輸株式会社　神奈川営業所 神奈川県川崎市高津区末長４丁目１０番８号 044-844-0043

川崎市 Ｊ－ロジテック株式会社　京浜輸送管理課 神奈川県川崎市川崎区水江町６－３０ 044-299-1866

川崎市 株式会社ハンディーズ　本社 神奈川県川崎市川崎区田町３－９－１ 044-272-8663

川崎市 株式会社中島運送　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島２３－４ 044-266-2316

川崎市 株式会社辰巳商会　関東陸運営業所 神奈川県川崎市川崎区浮島町７番５号 044-270-2890

川崎市 躍進運輸株式会社　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区扇町１９番２号 044-329-6491

川崎市 ビューテックローリー株式会社　川崎 神奈川県川崎市川崎区塩浜３－２４－７４ 044-288-5464

川崎市 佐川急便株式会社　世田谷営業所 神奈川県川崎市高津区溝口５－１３－２５ 0570-01-0229

川崎市 千野運輸株式会社　神奈川営業所 神奈川県川崎市川崎区浅野町１－５ 044-280-7711

川崎市 日本郵便株式会社　川崎東郵便局 神奈川県川崎市川崎区東扇島８８番 044-589-6173

川崎市 株式会社カシマ　本社営業所 神奈川県川崎市川崎区田町２－８－５ 044-277-2555

川崎市 ヤマト運輸株式会社　川崎中原小杉営業所 神奈川県川崎市中原区下小田中２－３４－１５ 080-5044-2402

川崎市 ヤマト運輸株式会社　川崎中原営業所 神奈川県川崎市中原区中丸子１２７１ 080-5068-2893

川崎市 ヤマト運輸株式会社　川崎高津溝口営業所 神奈川県川崎市高津区北見方３－７－６ 080-6604-6359

川崎市 有限会社サエグサ運輸　本部営業所 神奈川県川崎市川崎区四谷下町２－５ 044-299-1697

川崎市 シグマロジスティクス株式会社　登戸営業所 神奈川県川崎市宮前区初山２－１－３０ 080-5893-1079
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川崎市 関東流通サービス株式会社　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島６－１０ 044-281-1260

川崎市 神奈川センコー運輸株式会社　東扇島 神奈川県川崎市川崎区東扇島１６－３ 044-742-8124

川崎市 三酵物流株式会社　塩浜営業所 神奈川県川崎市川崎区塩浜２－１１－２ 044-287-3393

川崎市 株式会社ＮＫトランス　東扇島営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島６番地１５ 044-280-2026

川崎市 ヤマト運輸株式会社　川崎大川営業所 神奈川県川崎市川崎区大川町１０－８ 080-6698-1884

川崎市 Ｒ５エクスプレス株式会社　本社営業所
神奈川県川崎市高津区下野毛３丁目４番１３号Ｋハイツ

３０２号室
044-712-5758

川崎市 ヤマト運輸株式会社　川崎宮前平営業所 神奈川県川崎市宮前区馬絹２０１４ 080-6604-5145

川崎市 ヤマト運輸株式会社　川崎中原新城営業所 神奈川県川崎市中原区宮内２－１９－１９ 080-5068-1478

川崎市 有限会社横浜高速運輸　本社営業所 神奈川県川崎市麻生区下麻生３－１９－２２ 044-987-7646

川崎市 内外液輸株式会社　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区塩浜４－１－１　川崎貨物駅内 044-270-3340

川崎市 トナミ運輸株式会社　川崎支店 神奈川県川崎市高津区溝口５－１３－１８ 044-850-3388

川崎市 株式会社丸運ロジスティクス関東　浮島営業所 神奈川県川崎市川崎区浮島町４００－１１ 044-287-5539

川崎市 大道企業株式会社　本社営業所 神奈川県川崎市川崎区日ノ出１－３－１２ 044-276-0001

川崎市
株式会社サンキュウ・トランスポート・東京　川崎営業

所
神奈川県川崎市川崎区東扇島９０番地 044-270-3937

川崎市 株式会社ベイトランスポート　本社営業所 神奈川県川崎市川崎区白石町７－２ 044-322-7316

川崎市 有限会社山城陸運　本社営業所 神奈川県川崎市川崎区水江町４－２ 044-266-2280

川崎市 株式会社ロジパルエクスプレス　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島４－５ 044-277-7017

川崎市 ＳＢＳロジコム関東株式会社　東扇島支店 神奈川県川崎市川崎区東扇島２３－４ 044-276-1930

川崎市 トナミ首都圏物流株式会社　川崎支店 神奈川県川崎市高津区溝口５－１３－１８ 044-833-7453

川崎市 トランスネット株式会社　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島２４ 044-277-1435

川崎市 株式会社ロジス・ワークス　川崎流通センター 神奈川県川崎市川崎区扇町５３番地 044-344-5219

川崎市 有限会社カワイチ　本社営業所 神奈川県川崎市川崎区小島町２－７ 044-277-3351

川崎市 株式会社マキタ運輸　東京営業所 神奈川県川崎市川崎区浮島町１１－３－３ 044-276-4599

川崎市 株式会社ケーライン　本社営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島６－１０ 044-266-6485

川崎市 株式会社ヒルト　本社営業所 神奈川県川崎市中原区下小田中３－３－１８ 044-755-8951

川崎市 工藤運輸株式会社　本社営業所 神奈川県川崎市川崎区塩浜１丁目２番４号 044-200-4124

川崎市 川崎運送株式会社　中央営業所 神奈川県川崎市川崎区浅野町１－５ 044-328-1016

川崎市 Ｆ－ＬＩＮＥ株式会社　川崎バルク物流センター 神奈川県川崎市川崎区鈴木町１－１ 044-222-1304

川崎市 株式会社タムラコーポレーション　京浜営業所 神奈川県川崎市川崎区塩浜１－１０－１９ 044-288-0120

相模原市 大野産業株式会社　本社営業所 神奈川県相模原市南区麻溝台１丁目８－５ 042-767-7535

相模原市 南日本運輸倉庫株式会社　相模原営業所 神奈川県相模原市中央区田名３６８４－２ 042-703-9867

相模原市 有限会社加瀬物流　本社営業所 神奈川県相模原市中央区清新５－１５－７ 042-711-4818

相模原市 東陽物流株式会社　相模原営業所 神奈川県相模原市中央区田名３８５３－３ 042-764-8588
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相模原市 京南運送株式会社　相模原営業所 神奈川県相模原市緑区大島３１８９－２ 042-713-1608

相模原市 有限会社ミヤコロジ　相模営業所 神奈川県相模原市中央区上溝４３番地　山紀ビル２Ｆ 042-711-9578

相模原市 有限会社まつもと運送　本社 神奈川県相模原市中央区田名塩田４丁目７番１２号 042-733-7528

相模原市 不二運輸株式会社　相模原営業所
神奈川県相模原市中央区田名３７００番地３　ロジポー

ト相模原　５Ｎ２
042-785-2666

相模原市 ネクスト関東株式会社　本社 神奈川県相模原市中央区田名塩田３－１３－１８ 042-777-7551

相模原市 株式会社共生物流　相模原営業所 神奈川県相模原市中央区田名５７０８－１ 042-785-2212

相模原市 サガミ急送株式会社　本社営業所 神奈川県相模原市中央区宮下２－１３－５ 090-2752-1549

相模原市 みのる産業株式会社　本社 神奈川県相模原市緑区橋本台１－３－８－２ 042-775-5466

相模原市 有限会社川崎商事運輸　本社 神奈川県相模原市南区下溝５２－４、５２－１ 042-778-2642

相模原市 永山運送株式会社　神奈川営業所 神奈川県相模原市南区大野台３－２０－１９ 042-707-1396

相模原市 株式会社カネヨシ　相模原営業所 神奈川県相模原市中央区清新８－２０－５２ 042-703-6278

相模原市 ダイシン物流株式会社　相模原営業所 神奈川県相模原市中央区田名２８５７－１ 042-760-6121

相模原市 夏島運輸株式会社　相模原営業所 神奈川県相模原市中央区上溝２２２ 042-778-2293

相模原市 株式会社都市貨物輸送　本社 神奈川県相模原市中央区田名５９７１－１ 042-762-0616

相模原市 マルアサ梱包商会有限会社　相模原営業所 神奈川県相模原市中央区陽光台２－９－２９ 042-750-1863

相模原市 株式会社山紀　本社 神奈川県相模原市中央区上溝４３番地　山紀ビル１Ｆ 042-778-6410

相模原市 全日本ライン株式会社　相模原営業所
神奈川県相模原市中央区中央４－５－５　アールビル３

－Ｂ
042-768-8370

相模原市 株式会社首都圏物流　相模原 神奈川県相模原市緑区下九沢字山谷２１２９－５ 042-703-8161

相模原市 西濃エキスプレス株式会社　相模原営業所 神奈川県相模原市南区麻溝台１－１３－１－３０４ 042-702-7170

相模原市 相模新栄運送株式会社　本社営業所 神奈川県相模原市中央区上溝４０８３ 042-760-0702

相模原市 内山運送株式会社　相模原営業所 神奈川県相模原市緑区二本松２－５－６ 042-862-1201

相模原市 永山運送株式会社　相模原営業所 神奈川県相模原市中央区青葉１－１－１ 042-705-5604

相模原市 有限会社丸加運送　本社営業所 神奈川県相模原市南区新磯野１－２－１０ 042-747-1200

相模原市 スワ運輸株式会社　本社営業所 神奈川県相模原市中央区上溝８９５ 042-778-2671

相模原市 株式会社サカイ引越センター　相模原支社 神奈川県相模原市中央区下九沢１３－１ 042-774-1141

相模原市 多摩運送株式会社　相模原営業所 神奈川県相模原市緑区西橋本１－１－１ 042-774-1471

相模原市 サトランス株式会社　相模原営業所 神奈川県相模原市中央区田名塩田３－３０９－１ 042-777-6820

大和市 エフエスロジスティックス株式会社　神奈川営業所 神奈川県大和市深見西４－１０－１４ 046-262-5090

大和市 株式会社大阪大松運輸　神奈川営業所 神奈川県大和市草柳３－２１－１ 046-262-1950

大和市 株式会社メジャーサービスジャパン　大和営業所 神奈川県大和市西鶴間３－９－１９　エイワビル４０１ 046-262-2888

大和市 株式会社相良運輸倉庫　大和営業所 神奈川県大和市上草柳７－３－９ 046-262-1411

大和市 飯盛運輸株式会社　桜ヶ丘営業所
神奈川県大和市栁橋２丁目８番１２号　桜ハイム１０２

号
046-283-7357
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大和市 トーヨーエキスプレス株式会社　相模営業所 神奈川県大和市中央林間７－１２－２ 046-240-1480

大和市 株式会社ハイブリッジライン　本社営業所 神奈川県大和市下鶴間２５００ 046-273-0822

大和市 高橋梱包運輸株式会社　本社営業所 神奈川県大和市下鶴間字乙５号２５８１－１ 046-275-6625

大和市 株式会社Ａ－Ｌｉｎｅｅｘｐｒｅｓｓ　本社営業所 神奈川県大和市下鶴間２７８８ 046-200-9277

大和市 株式会社スマイルライン　神奈川営業所 神奈川県大和市つきみ野１－１－３ 046-273-0993

大和市 有限会社遠藤運輸　本社営業所 神奈川県大和市上草柳７－２－２ 046-263-5047

大和市 株式会社武蔵野ロジスティクス　大和営業所 神奈川県大和市上和田２６７６－１ 046-205-4660

大和市 株式会社相模新晃運輸　本社営業所 神奈川県大和市下鶴間２７８８番地 046-271-2055

藤沢市 株式会社エネサンスサービス　藤沢営業所 神奈川県藤沢市大庭字持瀬８２２１ 0466-83-4080

藤沢市 有限会社橋本運送　藤沢営業所 神奈川県藤沢市遠藤１５３５－１０ 0466-87-2098

藤沢市 株式会社サワヤ　本社営業所
神奈川県藤沢市石川２－２０－２７　サングレイス湘南

台５０３
0466-21-9007

藤沢市 株式会社イワサワ　藤沢営業所 神奈川県藤沢市遠藤２００１－１ 0466-89-1800

藤沢市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　藤沢支店 神奈川県藤沢市西富字膳棚７２１－１ 0466-83-6013

藤沢市 マルタケ運輸株式会社　藤沢営業所 神奈川県藤沢市稲荷５２０番地 0466-86-5230

藤沢市 福山エクスプレス株式会社　藤沢営業所 神奈川県藤沢市葛原字芝地９２０番１ 0466-48-7292

藤沢市 株式会社ロードランナー　湘南営業所 神奈川県藤沢市石川１－１４－７ 046-688-0444

藤沢市 鈴木運輸株式会社　本社 神奈川県藤沢市羽鳥４－１３－３３ 0466-34-1118

藤沢市 ヤマト運輸株式会社　湘南営業所 神奈川県藤沢市弥勒寺１０６－１ 080-6604-9839

藤沢市 ヤマト運輸株式会社　藤沢遠藤営業所 神奈川県藤沢市遠藤２０１４－２５ 080-5045-8605

藤沢市 株式会社タムラコーポレーション　湘南営業所 神奈川県藤沢市遠藤２０１５－２６ 0466-89-6762

平塚市 株式会社セントラルガスセンター　湘南営業所 神奈川県平塚市久領堤１番１４号 0463-21-0546

平塚市 株式会社ソーコー　本社 神奈川県平塚市城所８０３－１ 0463-54-5137

平塚市 アイユーシー株式会社　平塚営業所 神奈川県平塚市東八幡５－２－１ 0463-25-0450

平塚市 株式会社エクシング　平塚営業所 神奈川県平塚市東八幡３－６－１８ 0463-21-1261

平塚市 小林運輸株式会社　本社営業所 神奈川県平塚市下島１０２２－５ 0463-52-1077

平塚市 ヤマト運輸株式会社　平塚下島営業所 神奈川県平塚市下島３２９ 080-5451-6136

平塚市 清興運輸株式会社　厚木営業所 神奈川県平塚市大神１７３９－６ 0463-54-5861

平塚市 株式会社ペガサス　平塚営業所 神奈川県平塚市横内１９８５－１ 0463-43-8777

平塚市 石井運輸有限会社　本社営業所 神奈川県平塚市纏２８４－１ 0463-37-4567

平塚市 トランコムＤＳ株式会社　平塚センター 神奈川県平塚市横内４０８４－１ 090-6577-8354

平塚市 置田運輸株式会社　平塚営業所 神奈川県平塚市大神字上枝８５番地２ 046-229-7077

平塚市 トールエクスプレスジャパン株式会社　平塚支店 神奈川県平塚市四之宮１－３－４４ 0463-22-6100

平塚市 マルトク流通株式会社　本社営業所 神奈川県平塚市下島１０２２－１１ 0463-53-0109

平塚市 株式会社ケー・アールライン　本社営業所 神奈川県平塚市広川７７５－１ 0463-59-6166
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平塚市
全農物流株式会社　関東支社　神奈川営業部　平塚セン

ター
神奈川県平塚市田村４－３－５ 0463-53-1588

平塚市 丸島運輸株式会社　本社営業所 神奈川県平塚市下島１０５９－４ 0463-54-7770

平塚市 株式会社ジェーラインエクスプレス　湘南営業所 神奈川県平塚市東豊田６０３－３１ 0463-51-4181

平塚市 株式会社新三善　本社営業所 神奈川県平塚市田村３－２０－６ 0463-55-1201

愛甲郡 芙蓉流通株式会社　愛川営業所 神奈川県愛甲郡愛川町中津字桜台４０３６－１１ 046-284-3161

愛甲郡 又新トランスポート株式会社　本社 神奈川県愛甲郡愛川町中津２７５５－１ 046-281-7193

愛甲郡 株式会社啓和運輸　神奈川営業所 神奈川県愛甲郡愛川町角田４９５－４ 046-258-9743

愛甲郡 ダイワ物流株式会社　本社営業所
神奈川県愛甲郡愛川町中津字大塚１７４５－１，１７４

６－１
046-284-5166

愛甲郡 ダイワ運輸株式会社　厚木営業所 神奈川県愛甲郡愛川町中津字大塚１７４５－１ 046-284-5558

愛甲郡 エービーカーゴ東日本株式会社　厚木営業所
神奈川県愛甲郡愛川町中津４０３６－１　Ｌａｎｄｐｏ

ｒｔ厚木愛川町１Ｆ
046-284-2055

愛甲郡 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　厚木支店 神奈川県愛甲郡愛川町中津４０７８ 046-258-6217

愛甲郡 ヤマト物流株式会社　厚木営業所 神奈川県愛甲郡愛川町中津字桜台４００８ 046-285-4776

高座郡 株式会社翔和サービス　本社営業所 神奈川県高座郡寒川町倉見１９３４－１ 0467-84-7677

高座郡 小林倉運株式会社　海老名営業所 神奈川県高座郡寒川町岡田６－１０－２１－３０２ 0467-74-6776

高座郡 株式会社ＳＹ　神奈川営業所 神奈川県高座郡寒川町田端２０４８ 0467-73-7460

高座郡 株式会社日立物流首都圏　湘南出張所 神奈川県高座郡寒川町倉見１９６１－２ 0467-38-6821

高座郡 東京ユニオン物流株式会社　横浜営業所 神奈川県高座郡寒川町倉見１８９１ 046-237-1951

高座郡 株式会社ベイトランスポート　湘南営業所 神奈川県高座郡寒川町一之宮９－２５－５４ 0467-73-4607

足柄上郡 株式会社ヨコタエンタープライズ　神奈川営業所 神奈川県足柄上郡中井町境字清水１０９番 0465-20-9614

足柄上郡 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　小田原支店 神奈川県足柄上郡大井町金子１６７０－１ 0465-20-9350

足柄上郡 東京丸善運輸株式会社　神奈川支店 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口２７４６番地５ 0465-20-9527

足柄上郡 有限会社久神重機　本社営業所 神奈川県足柄上郡開成町吉田島４２９１－１６ 0465-43-9332

足柄上郡 株式会社山紀　小田原営業所 神奈川県足柄上郡大井町上大井６４－１ 0465-86-0070
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