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さいたま市 株式会社ベルライン　埼玉営業所 埼玉県さいたま市見沼区宮ヶ谷塔４－４５ 048-294-2777

さいたま市 株式会社ジェイアール東日本物流　浦和物流センター 埼玉県さいたま市桜区新開１丁目２４４７－１ 048-710-2550

さいたま市 日生流通運輸倉庫株式会社　岩槻営業所 埼玉県さいたま市岩槻区美園東１－７－１ 080-4455-0363

さいたま市 アサヒロジスティクス株式会社　岩槻共配センター 埼玉県さいたま市岩槻区大字長宮字小沼１５１６－１ 048-792-1311

さいたま市 株式会社中部　埼玉営業所 埼玉県さいたま市岩槻区古ケ場７２７－１ 048-793-1100

さいたま市 株式会社テスココンポ　さいたま営業所 埼玉県さいたま市北区日進町１－４５１－２　１０１ 048-663-0034

さいたま市 株式会社小野寺商事　岩槻営業所
埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻２丁目１－６吉岡丸吉ビル

２０３
048-748-5205

さいたま市 株式会社イノベーター　本社営業所 埼玉県さいたま市桜区栄和４－２３－１７－３０２ 048-762-9646

さいたま市 日生流通運輸倉庫株式会社　浦和営業所 埼玉県さいたま市南区文蔵５－２５－１７ 080-8648-3133

さいたま市 ＴＳネットワーク株式会社　埼玉配送センター 埼玉県さいたま市北区吉野町１－３９８ 048-664-6508

さいたま市 芙蓉流通株式会社　埼玉営業所 埼玉県さいたま市見沼区卸町１丁目１５番３号 048-683-1305

さいたま市 ジャパンエナジック株式会社　浦和事業所 埼玉県さいたま市桜区田島１０丁目６－１５ 048-864-1200

さいたま市 関東トナミ運輸株式会社　浦和支店 埼玉県さいたま市岩槻区笹久保新田８０６、８０７ 048-797-2031

さいたま市 弘済運輸株式会社　大宮 埼玉県さいたま市北区日進町１－７１４－４ 048-788-1782

さいたま市 篠崎運輸株式会社　大宮営業所 埼玉県さいたま市北区吉野町２－２７５ 048-662-7331

さいたま市 株式会社ミナシア　本社営業所 埼玉県さいたま市岩槻区南平野１－２９－１ 048-812-7410

さいたま市 照栄物流株式会社　本社営業所 埼玉県さいたま市北区吉野町２－２７９ 048-662-6752

さいたま市 清興運輸株式会社　岩槻営業所 埼玉県さいたま市見沼区卸町１－１７ 048-872-6023

さいたま市 ドゥベスト株式会社　埼玉営業所 埼玉県さいたま市岩槻区古ヶ場１－７－３ 048-793-3331

さいたま市 埼玉西濃運輸株式会社　大宮営業所 埼玉県さいたま市西区三橋６丁目５５１番地３（２０２） 048-871-8845

さいたま市 有限会社飯生運輸　本社 埼玉県さいたま市岩槻区大字古ヶ場１－７－９ 048-796-4496

さいたま市 有限会社ワイズ・キング・ジャパン　本社営業所
埼玉県さいたま市桜区上大久保１７１－２　（１０６号

室）
048-711-4544

さいたま市 株式会社ダイエックス東京　岩槻営業所 埼玉県さいたま市岩槻区柏崎１８９ 048-791-7071

さいたま市 山下運輸有限会社　本社営業所 埼玉県さいたま市岩槻区城町２丁目７番１０号 048-797-1092

さいたま市 有限会社松本商事　本社営業所 埼玉県さいたま市岩槻区大字長宮１２３ 048-792-1230

さいたま市 株式会社関翔運輸　本社営業所 埼玉県さいたま市緑区大字寺山７３５番地１ 048-878-5952

さいたま市 株式会社髙野商運　本社営業所 埼玉県さいたま市岩槻区大字笹久保１４２８－１ 048-791-3333

さいたま市 株式会社ワイエイロジスティックス　本社営業所 埼玉県さいたま市南区松本３丁目１５番地の３－２階 048-826-6102

さいたま市 シグマベンディングサービス株式会社　浦和営業所 埼玉県さいたま市桜区大字上大久保８９６番地 070-3835-3242

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（埼玉県）
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さいたま市 シグマベンディングサービス株式会社　大宮営業所 埼玉県さいたま市見沼区片柳１０１２－１ 070-3835-3249

さいたま市 ＴＡＫＡＤＡ環境株式会社　ＥＣＬセンター営業所 埼玉県さいたま市北区吉野町２－２４６－３ 048-615-2319

さいたま市 株式会社マルモト　二ツ宮営業所 埼玉県さいたま市西区大字二ツ宮８５４ 048-620-3211

さいたま市 株式会社城北流通　本社営業所 埼玉県さいたま市岩槻区大字笹久保新田７７３－１ 048-798-7800

さいたま市 ガスクル株式会社　大宮営業所
埼玉県さいたま市見沼区大字大谷字八石２００１－１（１

Ｆ）
048-687-2770

さいたま市 アート引越センター株式会社　浦和支店 埼玉県さいたま市桜区町谷１丁目５－８ 048-866-0123

さいたま市 株式会社ハートロジスティクス　本社営業所 埼玉県さいたま市桜区田島９－１０－８ 048-615-0262

さいたま市 株式会社サカイ引越センター　大宮支社 埼玉県さいたま市中央区新中里４－１３－１ 048-835-1141

さいたま市 ＴＹロジスティクスサービス株式会社　本社営業所 埼玉県さいたま市西区三橋５－３２３－１ 048-622-9671

さいたま市 日本ルートサービス株式会社　大宮営業所 埼玉県さいたま市見沼区膝子１０５５－１ 048-687-7822

さいたま市 今村運送株式会社　本社営業所 埼玉県さいたま市桜区西堀６－１５－１０ 048-863-0017

さいたま市 ＳＢＳ即配サポート株式会社　埼玉支店 埼玉県さいたま市桜区道場２－１６－１ 048-840-2033

さいたま市 株式会社トータル・ワークス　本社営業所 埼玉県さいたま市南区内谷６丁目４番１号 048-864-1395

さいたま市 共進運輸株式会社　本社営業所 埼玉県さいたま市岩槻区高曽根田向１１２５－１ 048-791-4000

さいたま市 東武デリバリー株式会社　浦和美園営業所
さいたま都市計画事業大門上・下野田特定土地区画整理事

業施行地区内５２街区２、３、４、５、６、７画地
048-633-0951

さいたま市 株式会社三協運輸サービス　大宮営業所 埼玉県さいたま市見沼区中川１４５－１２９ 048-688-3700

さいたま市 株式会社トキタ運輸　本社営業所 埼玉県さいたま市南区四谷２－４－１４ 048-864-0211

さいたま市 富士運輸株式会社　本社営業所 埼玉県さいたま市岩槻区大戸２３４ 048-792-2122

さいたま市 株式会社首都圏ロジスティクス　本社営業所 埼玉県さいたま市岩槻区大字浮谷７０５－１ 048-798-6669

さいたま市 篠崎運輸株式会社　岩槻主幹営業所 埼玉県さいたま市岩槻区掛６５１－１ 048-749-7400

さいたま市 三倉運輸株式会社　埼玉営業所 埼玉県さいたま市北区大成町４－８８４ 048-651-2193

さいたま市 勅使川原産業株式会社　岩槻営業所 埼玉県さいたま市岩槻区大字加倉字谷ッ会１９７７－１ 048-758-3211

さいたま市 株式会社トポスエンタープライズ　埼玉営業所 埼玉県さいたま市南区文蔵５－１４－１ 048-836-1511

さいたま市 大晴興業運輸株式会社　本社営業所 埼玉県さいたま市見沼区大字大谷１７０３ 048-683-5127

さいたま市 大石運輸株式会社　本社営業所 埼玉県さいたま市北区吉野町２－２２８－６ 048-663-5224

さいたま市 株式会社ホームエネルギー首都圏　岩槻センター 埼玉県さいたま市岩槻区大字掛７９１４－４ 048-756-3146

さいたま市 ＳＢＳゼンツウ株式会社　岩槻支店 埼玉県さいたま市岩槻区末田９４２番地１ 048-791-7831

さいたま市 株式会社オリエント物流　本社営業所 埼玉県さいたま市桜区新開１－２５－１ 048-837-8189

さいたま市 カンダコーポレーション株式会社　岩槻営業所 埼玉県さいたま市岩槻区馬込参番４４６－１ 048-758-8370

さいたま市 森田運送株式会社　首都圏営業所 埼玉県さいたま市桜区上大久保１０１２ 048-854-3031

さいたま市 株式会社シード　関東事業所 埼玉県さいたま市南区内谷７丁目６番２１号 048-861-6366
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さいたま市 阿倉川運送株式会社　岩槻営業所 埼玉県さいたま市岩槻区古ヶ場１－１－１０ 048-794-6911

さいたま市 第一貨物株式会社　大宮支店 埼玉県さいたま市岩槻区大字長宮字上谷中７７７－１ 048-799-0020

さいたま市 株式会社サカイ引越センター　大宮北支社 埼玉県さいたま市北区宮原２－３－７ 048-660-1141

さいたま市 ＳＢＳゼンツウ株式会社　大宮支店 埼玉県さいたま市北区吉野町２－２８６－２ 048-668-0322

ふじみ野市 株式会社小野寺商事　川越営業所 埼玉県ふじみ野市大原２丁目１－２４正光ビル２Ｆ 049-293-6412

ふじみ野市 タテヤマ輸送株式会社　本社営業所 埼玉県ふじみ野市亀久保２１８５－１ 049-266-7811

羽生市 株式会社啓和運輸　羽生営業所 埼玉県羽生市大字上岩瀬字中宿１７０２－１ 048-560-1300

羽生市 佐川急便株式会社　羽生営業所 埼玉県羽生市川崎１－３７１－８ 048-560-5011

羽生市 株式会社エスユーロジ　羽生事業所 埼玉県羽生市西４丁目１３番３号 048-598-6912

羽生市 株式会社アジア運輸　埼玉営業所 埼玉県羽生市東９－１２－１ 048-560-3350

羽生市 ＳＢＳフレイトサービス株式会社　羽生営業所 埼玉県羽生市大沼２－６１ 048-565-3799

羽生市 株式会社盛運　羽生営業所 埼玉県羽生市小松台１－６０３－３８ 048-562-4911

越谷市 柳田運輸株式会社　越谷ＡＦＧ 埼玉県越谷市流通団地３－３－１７ 048-961-7699

越谷市 株式会社東伸産業　関東営業部 埼玉県越谷市流通団地３－１－１１ 048-999-6169

越谷市 株式会社ヘルティー　本社営業所 埼玉県越谷市新越谷２丁目１９２番地 048-988-4488

越谷市 吉川自動車運送株式会社　本社営業所 埼玉県越谷市流通団地４－１－４ 048-985-1311

越谷市 日通埼玉運輸株式会社　越谷営業所 埼玉県越谷市南越谷２－１０－３９　２階 048-972-5760

越谷市 佐川急便株式会社　越谷営業所 埼玉県越谷市流通団地１－４－１ 048-986-3777

越谷市 株式会社三協運輸サービス　越谷物流センター営業所 埼玉県越谷市平方７７７－１ 048-971-2111

越谷市 太平洋陸送株式会社　越谷営業所 埼玉県越谷市南越谷２－８－１８ 048-988-3861

越谷市 大宮通運株式会社　越谷事務所 埼玉県越谷市南越谷２－１０ 048-988-8659

越谷市 旭川ロテック株式会社　越谷 埼玉県越谷市流通団地３－２－１ 048-961-8810

越谷市 株式会社ニルス　埼玉営業所 埼玉県越谷市川柳町２－８６ 048-940-9746

越谷市 株式会社マスダ運輸　岩槻営業所
埼玉県越谷市千間台西５－１０－２プチメゾン・ルネ１０

２
050-1117-3496

越谷市 株式会社三協運輸サービス　本社営業所 埼玉県越谷市花田１－１２－３ 048-940-5200

越谷市 株式会社マルモト　越谷営業所 埼玉県越谷市流通団地３－２ 048-972-6607

越谷市 大西物流株式会社　関東支店 埼玉県越谷市神明町３－３９０－２ 048-976-8892

越谷市 湯田運送有限会社　本社営業所 埼玉県越谷市七左町６－２３０－１ 048-986-7687

越谷市 株式会社共和商事　本社 埼玉県越谷市船渡１７８５番地１ 048-979-6873

越谷市 株式会社ネットサービス　本社営業所 埼玉県越谷市川柳町２－４５８－２ 048-961-8245

越谷市 株式会社埼玉ロジテム　埼玉南営業所 埼玉県越谷市西方３０９２－１ 048-988-1020

越谷市 株式会社曙運輸　本社営業所 埼玉県越谷市宮本町１－１１８－１ 048-964-5311
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越谷市 株式会社共進エキスプレス　埼玉営業所 埼玉県越谷市東越谷８－３－５ 048-963-7611

越谷市 株式会社ヒューテックノオリン　関東支店第二センター 埼玉県越谷市流通団地２－３－５ 048-961-6712

越谷市 中越運送株式会社　越谷営業所 埼玉県越谷市流通団地１－４－４ 048-987-6336

越谷市 株式会社明和油送　本社営業所 埼玉県越谷市蒲生西町２－８－３－１０１ 048-989-4115

桶川市 株式会社啓和運輸　圏央営業所 埼玉県桶川市赤堀１－１４ 048-728-8425

桶川市 共進運輸株式会社　桶川営業所 埼玉県桶川市川田谷１１１７番地 048-789-3411

加須市 株式会社オイルサービス　埼玉 埼玉県加須市南篠崎２－９－１２ 090-5496-9207

加須市 株式会社東京アルファライン　北関東営業所 埼玉県加須市久下５丁目２９１－３　５号 048-065-2888

加須市 株式会社ハヤカワ　本社営業所 埼玉県加須市北大桑６６－１ 0480-72-1331

加須市 株式会社流通サービス　騎西輸送営業所 埼玉県加須市鴻茎３２００－２ 0480-70-0050

加須市 株式会社ジョイックス　埼玉営業所 埼玉県加須市正能字古宮１番地３ 0480-53-3145

加須市 株式会社ランテック　北埼玉営業所 埼玉県加須市中ノ目７ 0480-80-9009

加須市 柿沼運輸株式会社　加須営業所 埼玉県加須市北篠崎３７－１ 0480-65-8855

加須市 アール梱包商事株式会社　加須営業所 埼玉県加須市馬内３６７ 0480-62-0835

加須市 日隆産業株式会社　東京営業所 埼玉県加須市砂原１３９１－１ 0480-78-1630

加須市 株式会社富士エコー　埼玉センター 埼玉県加須市鳩山町９ 0480-76-2311

加須市 ティーロジエクスプレス株式会社　加須営業所 埼玉県加須市騎西字元町裏１番地１ 048-053-7456

加須市 舟橋運輸倉庫株式会社　本社 埼玉県加須市花崎１２７７ 0480-48-7338

加須市 共進運輸株式会社　加須 埼玉県加須市大字南篠崎１１３４番地１ 0480-67-0744

加須市 中央運輸株式会社　加須営業所 埼玉県加須市北辻３７－３ 0480-66-2330

加須市 株式会社アルプス物流　加須営業所 埼玉県加須市北大桑１１０ 0480-78-1277

加須市 太平洋陸送株式会社　騎西営業所 埼玉県加須市西ノ谷８０２－１ 0480-73-8130

吉川市 ＳＢＳロジコム関東株式会社　吉川支店 埼玉県吉川市旭１－１ 048-992-4270

吉川市 株式会社麻妃ライン　本社営業所 埼玉県吉川市中央３丁目１番地１ 048-940-7570

吉川市 センター物流有限会社　吉川営業所 埼玉県吉川市大字三輪野江字根ノ町２００９ 048-983-7166

吉川市 株式会社三光サービス　本社営業所 埼玉県吉川市栄町１４３９－６ 048-984-0350

吉川市 株式会社サントス　吉川営業所 埼玉県吉川市大字南広島２１４３ 048-992-3819

吉川市 株式会社竜栄商事　本社営業所 埼玉県吉川市平沼１－１０－６ 048-972-4163

吉川市 ガスクル株式会社　本社営業所 埼玉県吉川市大字川藤字五畝１８０８ 048-983-0118

吉川市 ワールド運輸株式会社　埼玉営業所 埼玉県吉川市小松川６３５－１ 048-984-6131

吉川市 株式会社ベストランス　吉川共配センター 埼玉県吉川市南広島４４２－１ 048-910-9030

久喜市 青森定期自動車株式会社　関東営業所 埼玉県久喜市下清久３０４－１，３０３－１，３０２－１ 0480-24-2111

久喜市 株式会社シンコー　関東営業所 埼玉県久喜市菖蒲町三箇５３０－２ 0480-87-3355
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久喜市 株式会社ディ・エス物流　久喜営業所 埼玉県久喜市河原井町１０－１ 0480-29-2203

久喜市 東京三八五流通株式会社　久喜営業所 埼玉県久喜市大字樋ノ口字内谷２２９－８ 0480-21-0385

久喜市 トーエイ物流株式会社　本社営業所 埼玉県久喜市菖蒲町大字三箇３６９番地１ 0480-85-9300

久喜市 株式会社シーエックスカーゴ　関東配送センター久喜事業 埼玉県久喜市大字樋ノ口大野５０ 0480-29-2337

狭山市 株式会社ＡＫ－ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　本社営業所 埼玉県狭山市青柳１４４４－４ 04-2968-3091

狭山市 佐川急便株式会社　西埼玉営業所 埼玉県狭山市柏原２３０－７ 0570-55-0421

狭山市 株式会社ＷＯＲＫＳ　狭山営業所 埼玉県狭山市青柳９７５－１ 049-249-0155

狭山市 有限会社サイテック　本社営業所 埼玉県狭山市東三ツ木１６５－１ 04-2937-6021

狭山市 株式会社武蔵急便　狭山営業所 埼玉県狭山市大字根岸字大道通５２８番地１ 04-2946-7100

狭山市 日本梱包運輸倉庫株式会社　狭山営業所 埼玉県狭山市大字青柳字矢畑１６０－１ 04-2954-6427

狭山市 河内長野貨物運送株式会社　埼玉営業所 埼玉県狭山市大字下広瀬７７９－１２ 04-2955-8152

熊谷市 有限会社松本商事　熊谷営業所 埼玉県熊谷市千代１８５－９ 0485-94-8214

熊谷市 アート引越センター株式会社　熊谷支店 埼玉県熊谷市銀座３丁目１１４番地　（６階） 048-533-0123

熊谷市 太平洋陸送株式会社　西熊谷営業所 埼玉県熊谷市久保島５３０番地２ 048-533-2984

熊谷市 ピーアンドピーロジスティクス株式会社　熊谷営業所 埼玉県熊谷市美土里町２－３１ 048-532-4711

熊谷市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　熊谷航空営業所 埼玉県熊谷市大字御陵威ヶ原字山神４５６－７ 048-533-1281

熊谷市 佐川急便株式会社　熊谷営業所 埼玉県熊谷市石原字上宿１３２３－１ 0570-01-0790

熊谷市 株式会社栄光　熊谷営業所 埼玉県熊谷市三ヶ尻３０７０ 048-577-5486

熊谷市 株式会社三和サービス　本社営業所 埼玉県熊谷市広瀬９９－１２ 048-526-4690

熊谷市 新潟三和運輸株式会社　埼玉営業所 埼玉県熊谷市柿沼６６９－７ 048-599-3876

熊谷市 株式会社東日本トランスポート　熊谷営業所 埼玉県熊谷市御陵威ヶ原下林６７３－２１ 048-532-8601

熊谷市 関東西濃運輸株式会社　熊谷支店 埼玉県熊谷市玉井字平井通上３０－３ 048-522-5337

熊谷市 ＳＢＳゼンツウ株式会社　熊谷営業所 埼玉県熊谷市四方寺１９１－２ 048-524-5433

熊谷市 熊谷産業株式会社　本社営業所 埼玉県熊谷市大字万吉３７２４番地１ 048-536-1281

熊谷市 日東富士運輸株式会社　熊谷支店 埼玉県熊谷市大字御稜威ケ原６１１－１１ 048-532-5697

熊谷市 石坂運輸株式会社　埼玉営業所 埼玉県熊谷市村岡字谷向１９６２ 048-577-6593

熊谷市 小澤運送株式会社　本社営業所 埼玉県熊谷市三本７０９－１ 048-536-0185

熊谷市 カンダコーポレーション株式会社　熊谷営業所 埼玉県熊谷市中奈良字横塚４９９ 048-524-2711

熊谷市 第一貨物株式会社　熊谷支店 埼玉県熊谷市大字上之字荒神４２１－１ 048-525-2239

熊谷市 協同貨物自動車株式会社　熊谷営業所 埼玉県熊谷市下奈良１６２３ 048-501-7640

熊谷市 株式会社井ノ瀬運送　熊谷西営業所 埼玉県熊谷市御稜威ヶ原字下山１０１番地２ 048-532-7700

熊谷市 有限会社豊栄流通サービス　本社営業所 埼玉県熊谷市大字広瀬１２８－１ 048-523-1556

5／15　ページ　



　

R4.12.15

市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

熊谷市 トナミ運輸株式会社　熊谷支店
埼玉県熊谷市大字御稜威ヶ原字下林６７３－１５，６７３

－１６，６７３－１７，６７３
048-532-2411

熊谷市 熊谷通運株式会社　広瀬川原支店 埼玉県熊谷市大字広瀬９６０－５ 048-521-0386

熊谷市 日本通運株式会社　埼玉エンジニアリング支店 埼玉県熊谷市大字御稜威ケ原字上林８２３－２１ 048-533-6116

戸田市 有限会社小山商事　本社 埼玉県戸田市新曽南２－１４－２２ 048-432-0705

戸田市 株式会社スリーエス・サンキュウ　戸田営業所 埼玉県戸田市笹目北町１０－２ 048-422-3039

戸田市 ヤマト運輸株式会社　美女木営業所 埼玉県戸田市美女木４丁目１６番１号 080-6699-0064

戸田市 月夜野運送株式会社　戸田営業所 埼玉県戸田市笹目３丁目１１番地７ 0278-24-1158

戸田市 株式会社ＫＮＤコーポレーション　本店営業所 埼玉県戸田市笹目６－２４－１０ 048-449-1156

戸田市 ヤマト運輸株式会社　北東京主管支店 埼玉県戸田市川岸１－１－２９ 048-445-8731

戸田市 株式会社ムービング　戸田総合物流センター 埼玉県戸田市美女木東２－５－１ 048-421-5298

戸田市 向島運送株式会社　戸田営業所 埼玉県戸田市新曽南４－４－２０ 048-432-7788

戸田市 株式会社スタームービング　埼玉支店 埼玉県戸田市笹目５丁目１８番地１２ 048-449-1154

戸田市 ＫＰＰロジスティックス株式会社　本社 埼玉県戸田市美女木北２丁目６番地の６ 048-449-0064

戸田市 土屋運輸株式会社　本社営業所 埼玉県戸田市大字美女木北２－１０－４ 048-421-7313

戸田市 株式会社ビックロジサービス　城北営業所 埼玉県戸田市美女木５－１９－８ 048-421-1721

戸田市 直販配送株式会社　戸田南営業所 埼玉県戸田市新曽南４－３－７４ 048-434-7008

戸田市 ＳＢＳフレックネット株式会社　戸田営業所 埼玉県戸田市新曽南４－３－７４ 048-452-4101

戸田市 直販配送株式会社　戸田営業所 埼玉県戸田市大字新曽字芦原２４５４番地 048-444-9115

戸田市 東京西部陸送株式会社　本社営業所 埼玉県戸田市川岸３－７－１９ 048-441-7011

戸田市 戸田倉庫株式会社　本社営業所 埼玉県戸田市新曽南３－１５－４ 048-442-5894

戸田市 株式会社ヒューテックノオリン　戸田支店 埼玉県戸田市新曽南３－２－１７ 048-441-3995

幸手市 株式会社スタンダード運輸　埼玉営業所 埼玉県幸手市西１－１６－２７ 0480-44-2755

行田市 埼玉トヨペットホールディングス株式会社　行田営業所 埼玉県行田市長野４－１３－１０ 048-598-7130

行田市 株式会社山紀　行田営業所 埼玉県行田市富士見町一丁目２０番１号 048-579-5472

行田市 株式会社小野寺商事　行田営業所 埼玉県行田市藤原町１丁目１９番地１ 048-501-7694

行田市 株式会社Ｉｎｆｉｎｉｔｅ　行田営業所 埼玉県行田市長野５丁目９番地７号 048-558-0022

行田市 小泉運輸株式会社　行田営業所 埼玉県行田市大字野字高畑３６６６－６ 048-558-3121

行田市 大和輸送株式会社　本社営業所 埼玉県行田市真名板１３１－２ 048-559-3357

行田市 大同貨物自動車株式会社　本社営業所 埼玉県行田市佐間１－２６－４５ 048-554-2251

鴻巣市 鴻巣アドバンス株式会社　本社営業所 埼玉県鴻巣市小松１－３－２３ 048-543-6633

鴻巣市 株式会社サカイ引越センター　鴻巣営業所 埼玉県鴻巣市赤見台２－１７－８ 048-595-0088

鴻巣市 中越テック株式会社　鴻巣営業所 埼玉県鴻巣市箕田３２６４－１ 048-596-9119
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鴻巣市 有限会社遠忠屋運輸　本社営業所 埼玉県鴻巣市加美１－３－３６ 048-541-0174

坂戸市 有限会社菅原産業　本社営業所 埼玉県坂戸市大字石井２３９２番地１ 049-289-9888

坂戸市 日本ロジテム株式会社　坂戸 埼玉県坂戸市西インター１丁目２－１、２－２、２－３ 049-288-1122

坂戸市 花村運送株式会社　埼玉営業所 埼玉県坂戸市鶴舞３－３－３７ 049-281-4345

坂戸市 安全輸送株式会社　埼玉営業所 埼玉県坂戸市千代田５－７－２０ 049-280-7666

坂戸市 誠光産業有限会社　本社営業所 埼玉県坂戸市浅羽１５４２－１ 049-284-5567

坂戸市 上高運輸株式会社　坂戸営業所 埼玉県坂戸市千代田５－７－７ 049-280-2220

坂戸市 笹沼商事株式会社　本社営業所 埼玉県坂戸市花影町７－７ 049-281-4420

坂戸市 東京福山通運株式会社　坂戸支店 埼玉県坂戸市大字赤尾字池田８３２－１ 0492-89-8885

三郷市 瀬戸内陸運株式会社　埼玉営業所 埼玉県三郷市上口１丁目２３５－１ 048-949-1177

三郷市 大京運輸株式会社　三郷営業所 埼玉県三郷市鷹野５－７５－１０１ 048-934-5835

三郷市 会津通商株式会社　関東営業所 埼玉県三郷市栄１丁目１２ 048-951-0606

三郷市 日本鉄鋼物流株式会社　本社営業所 埼玉県三郷市彦川戸１丁目３２－１ 048-949-0360

三郷市 株式会社トップライン　本社営業所 埼玉県三郷市彦江１丁目５５－１ 048-951-3950

三郷市 株式会社信光物流　本社営業所 埼玉県三郷市谷口３２０－２ 048-912-2290

三郷市 株式会社タイヘイ物流システム　三郷営業所 埼玉県三郷市谷口５５５番地１ 048-953-2346

三郷市 アートバンライン株式会社　三郷営業所 埼玉県三郷市インター南２－８－４５ 048-949-5303

三郷市 株式会社東京運搬社　三郷営業所 埼玉県三郷市インター南１－４－１ 048-960-0803

三郷市 株式会社ロジパルエクスプレス　埼玉営業所 埼玉県三郷市茂田井字大廣戸添２２０番 048-949-6673

三郷市 有限会社鶴岡運輸　本社営業所 埼玉県三郷市インター南１－２－１ 048-952-5261

三郷市 新雪運輸株式会社　三郷営業所 埼玉県三郷市インター南１－３－５ 048-949-7731

三郷市 Ｆ－ＬＩＮＥ株式会社　三郷物流センター 埼玉県三郷市新三郷ららシティ２－３－３ 048-950-5501

志木市 有限会社丸大流通サービス　本社営業所 埼玉県志木市上宗岡３－１５－２０ 048-476-1145

志木市 三和運送事業株式会社　朝霞営業所
埼玉県志木市中宗岡１－１４－１５レオパレスリンダ－ホ

フ　１０６号室
048-424-2991

志木市 センコーエーラインアマノ株式会社　埼玉営業所 埼玉県志木市上宗岡３丁目１９番３号 048-485-6530

春日部市 株式会社ロジコムサポート　本社 埼玉県春日部市豊町５－７－２９ 048-812-4871

春日部市 健翔運輸株式会社　春日部営業所 埼玉県春日部市小渕２８５番地１ 048-878-9150

春日部市 ダイセーロジスティクス株式会社　春日部ハブセンター 埼玉県春日部市下柳１４００番地 048-872-6851

春日部市 サンコウ物流株式会社　　本店営業所 埼玉県春日部市不動院野５２２－１ 048-767-8025

春日部市 株式会社ワイズ　本社 埼玉県春日部市緑町３－６－５２ 048-739-3351

春日部市 多摩運送株式会社　Ｂｉｇ－Ａセンター 埼玉県春日部市不動院野２５６１－１ 048-755-1094

春日部市 埼玉配送株式会社　本社営業所 埼玉県春日部市南栄町１３－１１ 048-761-7911
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春日部市 株式会社誠光運輸　さいたま営業所 埼玉県春日部市粕壁東５丁目１４番１０号 048-792-1771

所沢市 イズミ物流株式会社　所沢営業所 埼玉県所沢市東所沢和田２－１４－１１ 042-954-0074

所沢市 日興運輸倉庫株式会社　本社営業所 埼玉県所沢市新郷２２１－１ 04-2951-8011

所沢市 日生流通運輸倉庫株式会社　所沢営業所 埼玉県所沢市大字南永井字窪野５９２－２ 04-2944-1176

所沢市 江陽運送株式会社　所沢営業所 埼玉県所沢市下安松６３７－１ 0429-51-5720

所沢市 日本ロジテム株式会社　所沢営業所 埼玉県所沢市坂之下字丸久保６９１－３ 04-2951-1188

所沢市 株式会社豊運輸　所沢営業所 埼玉県所沢市大字下安松９０１－２ 04-2945-1861

所沢市 株式会社丸和運輸機関　所沢営業所 埼玉県所沢市大字下富１４６番地１ 04-2943-1011

所沢市 高田運輸株式会社　本社営業所 埼玉県所沢市大字南永井字原野６１９－１６ 049-256-8816

所沢市 エヌピー運輸関東株式会社　新座営業所 埼玉県所沢市南永井字窪野４６６－６ 042-951-0111

所沢市 株式会社コイデ運輸　本社営業所 埼玉県所沢市上新井１－４６－１ 04-2924-8661

所沢市 北関東福山通運株式会社　所沢営業所 埼玉県所沢市大字南永井７１８－１ 042-944-5461

上尾市 日通埼玉運輸株式会社　上尾営業所 埼玉県上尾市領家２１２－１ 048-729-4857

上尾市 株式会社アマカン　本社営業所 埼玉県上尾市須ケ谷一丁目２－１ 048-871-7773

上尾市 司企業株式会社　埼玉上尾営業所 埼玉県上尾市須ヶ谷２丁目１ 048-778-1225

上尾市 ヤマト運輸株式会社　上尾上平球場前営業所 埼玉県上尾市大字上尾村４７３－３ 048-779-6210

上尾市
タカダ・トランスポートサービス株式会社　さいたまセン

ター営業所
埼玉県上尾市原市２０番耕地３９２９－１ 048-720-1666

上尾市 株式会社東京アクティー　上尾営業所 埼玉県上尾市上尾宿２１６５ 048-779-5005

上尾市 小田運輸株式会社　関東支店埼玉営業所 埼玉県上尾市平塚２０４７ 048-779-3377

上尾市 東日陸運株式会社　本社営業所 埼玉県上尾市大字平方９５４－２ 048-726-6461

新座市 株式会社啓和運輸　新座営業所 埼玉県新座市西堀３丁目９００－１ 042-496-0505

新座市 株式会社三進運輸　埼玉営業所 埼玉県新座市本多１丁目１１４４番２ 048-483-7116

新座市 ＴＳネットワーク株式会社　新座流通センター 埼玉県新座市大和田三丁目２番１６号 048-477-1630

新座市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　新座営業所 埼玉県新座市大和田２－１－９ 048-479-4595

新座市 大東通運株式会社　新座営業所 埼玉県新座市大和田２－１－９ 048-479-5023

新座市 ヤマト運輸株式会社　菅沢営業所 埼玉県新座市菅沢１－４８０ 080-5451-4660

新座市 ＳＢＳロジコム関東株式会社　新座支店 埼玉県新座市野火止２丁目１２－１８ 048-477-2215

新座市 株式会社渡辺運輸　新座営業所 埼玉県新座市堀ノ内１丁目６番４４号 048-477-1661

新座市 株式会社ベスト・トランスポート　新座営業所 埼玉県新座市野火止４－３－４６ 048-480-5335

新座市 千代田運送株式会社　埼玉営業所 埼玉県新座市畑中１丁目２３－２３－１階 048-485-1460

新座市 千代田運送株式会社　新座営業所 埼玉県新座市畑中１－２３－２３ 048-480-7307

新座市 千代田運送株式会社　川越営業所 埼玉県新座市大和田３丁目３番地２１号 049-257-4464
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新座市 関越運輸株式会社　本社営業所 埼玉県新座市野火止５－２－４３－１１０４ 048-479-9285

新座市 凸版物流株式会社　新座営業所 埼玉県新座市あたご１－５６－２ 048-477-5447

新座市 王子陸運株式会社　埼玉営業所 埼玉県新座市大和田２－１－６１ 048-480-2110

深谷市 佐川急便株式会社　深谷営業所 埼玉県深谷市田中１９５９－１ 0570-01-0542

深谷市 株式会社宮田運輸　埼玉深谷事業所 埼玉県深谷市本住町２－２６ 048-598-5496

深谷市 吉川運輸株式会社　深谷営業所 埼玉県深谷市長在家２４７９ 048-583-4096

深谷市 株式会社木島陸運　深谷営業所 埼玉県深谷市大字折之口１９４６－２ 048-571-3344

深谷市 ニックフレート株式会社　本社営業所 埼玉県深谷市大字内ケ島５００ 048-572-2548

深谷市 有限会社笠原運輸　本社営業所 埼玉県深谷市小前田１８０－１ 048-584-5545

深谷市 北関東陸運株式会社　輸送事業部 埼玉県深谷市折之口１８９８番地１ 048-571-5704

深谷市 昭和通運株式会社　深谷営業所 埼玉県深谷市黒田５２３ 048-584-2157

深谷市 株式会社エネサンスサービス　深谷営業所 埼玉県深谷市大字東方字森下１４７６－１ 048-573-1491

深谷市 北関東福山通運株式会社　深谷営業所 埼玉県深谷市上野台字松原１４５０－１３ 048-571-1161

川越市 多摩運送株式会社　Ｂｉｇ－Ａ川越センター 埼玉県川越市南台１－９－３ 049-265-7125

川越市 株式会社ＮＫトランス　川越営業所 埼玉県川越市大字大袋６５０番地 049-257-4764

川越市 有限会社北川ライン　本社営業所 埼玉県川越市大字今福６６９番地９ 049-245-6041

川越市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　川越西支店 埼玉県川越市大字池辺２５－１ 049-246-1211

川越市 株式会社サンロジスティックス　川越営業所 埼玉県川越市今福９８６－１ 049-249-1261

川越市 有限会社あらや石油　本社営業所 埼玉県川越市大字大仙波３２９－８ 049-226-8634

川越市 光村商事倉庫株式会社　川越営業所 埼玉県川越市南台１ー１ー１ 049-243-1091

川越市 武蔵貨物自動車株式会社　川越支店 埼玉県川越市大字大仙波５８４－１，６０３－１ 049-223-1221

川越市 株式会社井出綜合建設　本社営業所 埼玉県川越市下老袋２２０－１ 049-223-2740

川越市 株式会社エムエスビー　川越営業所 埼玉県川越市大字久下戸５０６７ 049-230-3303

川越市 株式会社サカイ引越センター　川越支社 埼玉県川越市大字山田１５９９－１ 049-229-4811

川越市 株式会社ガルト　川越営業所 埼玉県川越市石田６０－１ 070-4392-4990

川越市 上高運輸株式会社　川越営業所 埼玉県川越市芳野台３－２－３ 049-299-6988

川越市 株式会社マルイワ　埼玉営業所 埼玉県川越市中台南２－１４－２ 049-249-0288

川越市 上信電鉄株式会社　川越郵便支所 埼玉県川越市大塚１－１５－２２ 049-247-5193

川口市 ＮＫＴ株式会社　石神営業所 埼玉県川口市大字石神６９５　Ｊ－ＣＯＭＰＯ．６・Ｂ 048-498-6638

川口市 株式会社三協運輸サービス　川口営業所 埼玉県川口市小谷場２０６ 048-299-6685

川口市 有限会社アズーリ　本社営業所 埼玉県川口市大字東本郷１７２１－１ 048-287-8193

川口市 日生流通運輸倉庫株式会社　川口営業所 埼玉県川口市元郷３－２２－４２ 080-4297-2475

川口市 新日本輸送株式会社　川口営業所 埼玉県川口市差間２－７－１ 048-298-6237
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川口市 増渕運輸有限会社　本社事務所 埼玉県川口市安行北谷６４４ 048-295-2230

川口市 株式会社我妻商事　本社 埼玉県川口市辻６３５－５ 048-285-3631

川口市 株式会社ニルス　川口営業所 埼玉県川口市東領家１－２１－１２ 048-229-8853

川口市 興亜物流株式会社　本社営業所 埼玉県川口市末広３丁目４番２８号 048-228-3111

川口市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　川口営業所 埼玉県川口市大字芝５９３９－１ 048-268-1122

川口市 株式会社首都圏タイセイ・エフ・ティー　本社営業所 埼玉県川口市大字安行１０８９番地 048-291-3201

川口市 寿ロジコム株式会社　川口営業所 埼玉県川口市大字峯７６７－１ 048-294-7171

川口市 千野運輸株式会社　埼玉営業所 埼玉県川口市東川口２－１９－２９ 048-297-7409

川口市 株式会社辰未トランスポート　本社営業所 埼玉県川口市赤井２丁目３－２６ 048-281-8301

川口市 株式会社キュリアス　本社営業所 埼玉県川口市東川口１丁目５番１０－４０３号 048-967-5585

川口市 日本郵便株式会社　鳩ヶ谷郵便局 埼玉県川口市坂下町１－６－１２ 048-282-6162

川口市 大煌工業株式会社　本社営業所 埼玉県川口市並木４－１５－６　（３階） 048-299-7853

川口市 株式会社エス・ロジスティックス　本社営業所 埼玉県川口市芝下２－６－３ 048-264-5211

川口市 株式会社ユニコム　川口営業所 埼玉県川口市領家５－２－４ 048-223-1322

川口市 なかじま商運株式会社　本社営業所 埼玉県川口市芝下２－７－１７ 048-263-1115

川口市 中央竹村物流株式会社　本社営業所 埼玉県川口市中青木２－２２－１８ 048-251-2147

川口市 矢萩運輸株式会社　埼玉営業所 埼玉県川口市弥平２－１５－１９ 048-224-0660

川口市 浦島サービス株式会社　埼玉営業所 埼玉県川口市東領家５－１５－２２　ムラカミビル２０２ 048-299-7408

川口市 株式会社ニイガタキャリイ　関東営業所 埼玉県川口市大字石神字枯木前９３８－１ 048-298-4825

川口市 佐川急便株式会社　足立営業所 埼玉県川口市領家５－３－１ 048-226-9006

川口市 レンゴーロジスティクス株式会社　川口営業所 埼玉県川口市領家５－１４－８ 048-224-0502

川口市 明治ロジテック株式会社　関東支店 埼玉県川口市緑町６－２ 048-256-5485

草加市 株式会社加藤物流　本社営業所 埼玉県草加市八幡町５９３－１ 048-932-2631

草加市 安全輸送株式会社　埼玉東部営業所 埼玉県草加市花栗２－４－４３ 048-911-0850

草加市 関東紙運輸株式会社　草加営業所 埼玉県草加市青柳２－１－５４ 048-931-0295

草加市 ヤマト運輸株式会社　草加弁天営業所 埼玉県草加市松江６－１２－１８ 080-5043-5162

草加市 ヤマト運輸株式会社　草加学園営業所 埼玉県草加市柳島町字榎戸３５２ 080-5098-1154

草加市 アサヒロジスティクス株式会社　草加常温センター 埼玉県草加市青柳１－６－３９ 048-934-5576

草加市 飛騨運輸株式会社　東京支店 埼玉県草加市苗塚町字伏木前６３６ 048-928-2411

草加市 有限会社ケイワ　本社営業所 埼玉県草加市新善町３２１－３ 048-946-6116

草加市 日信運輸株式会社　本社営業所 埼玉県草加市北谷３－２４－６ 048-941-4455

草加市 株式会社井ノ瀬運送　草加営業所 埼玉県草加市北谷２－２－１２－１０１ 048-942-8700

草加市 ＳＢＳ三愛ロジスティクス株式会社　埼玉営業所 埼玉県草加市青柳１丁目６番３９号 048-912-0623
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秩父市 株式会社瀨山通　秩父営業所 埼玉県秩父市大字黒谷６０－１ 0494-22-1690

秩父市 太平洋陸送株式会社　秩父営業所 埼玉県秩父市大字大野原１７８０ 0494-22-3813

秩父市 株式会社新栄　本社営業所 埼玉県秩父市中村町３丁目１０番３３号 0494-22-1616

朝霞市 株式会社ダイコーエクスプレス　本社営業所 埼玉県朝霞市大字上内間木３６１－３ 048-456-3666

朝霞市 株式会社ゴトー物流　関東支店　首都圏物流センター 埼玉県朝霞市泉水一丁目１番６号 048-451-7510

朝霞市 西濃運輸株式会社　和光支店 埼玉県朝霞市大字浜崎字下谷１０３－１ 048-456-2500

朝霞市 丸正運輸有限会社　本社営業所 埼玉県朝霞市本町１－１５－４ 048-463-1341

朝霞市 株式会社大興　埼玉営業所 埼玉県朝霞市大字下内間木１４３４－８ 048-458-1111

鶴ヶ島市 エイエスエムトランスポート株式会社　関東営業所 埼玉県鶴ヶ島市大字藤金字宮前６４７ー１ 049-277-5400

鶴ヶ島市 シモハナ物流株式会社　鶴ヶ島営業所 埼玉県鶴ヶ島市三ツ木新町一丁目２番地４ 049-227-3162

鶴ヶ島市 司企業株式会社　埼玉鶴ヶ島営業所 埼玉県鶴ヶ島市柳戸町１－３ 049-272-3199

鶴ヶ島市 日生流通運輸倉庫株式会社　坂戸営業所 埼玉県鶴ヶ島市大字中新田小六９５－１ 070-1258-8949

鶴ヶ島市 東上通運株式会社　鶴ヶ島営業所 埼玉県鶴ヶ島市大字太田ヶ谷７９－２、１７６－２ 049-277-5741

鶴ヶ島市 有限会社ヨシダトランスポート　本社営業所 埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木５２５－３ 049-227-6271

鶴ヶ島市 共立ラインサービス株式会社　埼玉営業所 埼玉県鶴ヶ島市柳戸町８番地１９ 049-285-8587

鶴ヶ島市 株式会社滝島運輸　埼玉営業所 埼玉県鶴ヶ島市脚折町５－２６－２０ 049-286-4297

東松山市 月夜野運送株式会社　埼玉 埼玉県東松山市松葉町２－２－９－１０１ 0278-24-1158

東松山市 北関東輸送株式会社　東松山営業所 埼玉県東松山市新郷６３５－５ 0493-24-5770

東松山市 株式会社ＺＥＲＯ－ＯＮＥ　本社営業所 埼玉県東松山市大字下青鳥７０３番１ 0493-81-7387

東松山市 ピーマットサービス株式会社　本社営業所 埼玉県東松山市葛袋１３４２－３ 0493-35-0048

東松山市 東洋商事株式会社　東松山営業所 埼玉県東松山市松葉町３－６－１５ 0493-53-6311

東松山市 日生流通運輸倉庫株式会社　東松山営業所 埼玉県東松山市新郷１９８－１ 080-4819-8268

東松山市 関東シティフレイト株式会社　本社営業所 埼玉県東松山市大字石橋字沖仲８０１－１ 0493-22-8101

東松山市 株式会社関東カイリック　本社営業所 埼玉県東松山市大字大谷字主膳寺２２３－２１ 0493-39-4500

東松山市 東松山運輸有限会社　本社営業所 埼玉県東松山市松葉町１－１６－２ 0493-23-8787

東松山市 関東ロジテク株式会社　本社 埼玉県東松山市材木町１５番地２ 0493-39-2345

日高市 近物レックス株式会社　日高支店 埼玉県日高市大字大谷澤字藤塚元上大谷沢新田分１１‐５ 042-985-7701

日高市 株式会社ＥＸ物流　本社営業所 埼玉県日高市大字高萩６５９番地１ 042-984-1555

日高市 名糖運輸株式会社　日高物流センター 埼玉県日高市馬引沢３３８－６ 042-985-0612

日高市 アサヒロジスティクス株式会社　日高営業所 埼玉県日高市下大谷沢９１－１ 042-980-7320

日高市 東京港運送株式会社　日高営業所 埼玉県日高市馬引沢３０４ 042-985-1021

日高市 日成運輸株式会社　日高営業所 埼玉県日高市大字旭ヶ丘７０３－１ 042-984-2211

日高市 都運輸倉庫株式会社　埼玉支店 埼玉県日高市大字大谷澤字藤塚２８０－４ 042-985-5821
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日高市 関東西濃運輸株式会社　川越支店 埼玉県日高市大字大谷沢６１７ 0429-85-0111

入間市 株式会社ビックウェーブライン　本社 埼玉県入間市宮寺字宮ノ台４１４０－１ 042-941-2471

入間市 内山運送株式会社　入間営業所 埼玉県入間市大字狭山ケ原１１－３ 04-2934-1211

入間市 富士陸送株式会社　武蔵営業所 埼玉県入間市狭山ヶ原１３０ 03-3744-3114

入間市 岡野運送株式会社　入間営業所 埼玉県入間市狭山台一丁目２－２５ 04-2935-2720

入間市 株式会社船間産業　入間 埼玉県入間市宮寺２６９８－１０　１Ｆ 04-2936-6905

入間市 生田梱包株式会社　本社営業所 埼玉県入間市狭山台４丁目８ー１０ 04-2934-7890

入間市 株式会社ベストランス　入間定温事業所 埼玉県入間市宮寺字宮ノ台４０３５－２ 04-2909-9320

入間市 青伸産業運輸株式会社　入間第二営業所 埼玉県入間市大字南峯１０８８－２ 04-2937-1280

入間市 石井商事運輸株式会社　入間営業所 埼玉県入間市狭山台４丁目１７－９ 04-2935-0036

入間市 東邦興産株式会社　入間営業所 埼玉県入間市東藤沢８－２－１６ 04-2935-0558

入間市 有限会社ムサシ運輸　本社 埼玉県入間市大字狭山ケ原字１３１－１ 04-2934-4185

入間市 株式会社矢﨑梱包運輸　本社営業所 埼玉県入間市東町６－２－１８ 04-2965-8551

入間市 第一貨物株式会社　入間支店 埼玉県入間市大字南峯字東武蔵野６６０－２ 04-2936-5410

入間市 株式会社不二運輸　本社営業所 埼玉県入間市狭山台４丁目１５番地９ 04-2934-5512

白岡市 株式会社ガルト　白岡営業所 埼玉県白岡市上野田１１８７－１ 0480-93-5269

白岡市 株式会社グリーンパックス　本社営業所 埼玉県白岡市下大崎９１１－５ 0480-44-9801

八潮市 ロジ・ムーブ株式会社　本社営業所 埼玉県八潮市二丁目２８３－１ 048-999-1173

八潮市 株式会社パルプ運輸　本社営業所 埼玉県八潮市中央２－１９－１４ 048-984-7735

八潮市 シグマベンディングサービス株式会社　草加営業所 埼玉県八潮市八潮８丁目１５－７ 070-3831-8186

八潮市 富士陸送株式会社　埼玉営業所 埼玉県八潮市新町３６ 03-3744-3114

八潮市 ヤマト運輸株式会社　八潮南営業所 埼玉県八潮市八潮４－１－５ 080-5451-4152

八潮市 佐川急便株式会社　川口営業所 埼玉県八潮市八條７５９ 057-001-0368

八潮市 東日本急行株式会社　八潮営業所 埼玉県八潮市大字八條２７３２－７ 048-996-6000

八潮市 株式会社ロジテック・サン　本社営業所 埼玉県八潮市八潮６－１９－１６ 048-997-8709

八潮市 株式会社タイヨー流通　本社営業所 埼玉県八潮市八條１６１０番地９　（２０１） 048-960-0058

八潮市 タキザキロジスティクス株式会社　首都圏物流センター 埼玉県八潮市大字浮塚２２２－２０ 048-994-5112

八潮市 株式会社オオタ陸運　本社営業所 埼玉県八潮市浮塚８３７－１５ 048-997-6520

八潮市 千代田運送株式会社　三郷営業所 埼玉県八潮市大字八條２７９２番 048-998-3661

八潮市 第一貨物株式会社　八潮支店 埼玉県八潮市大字木曽根字下１３１０－１ 048-995-1111

飯能市 株式会社コダマサービス　埼玉営業所 埼玉県飯能市茜台３丁目１２番地 04-2976-9121

富士見市 ビコーオペレーションシステム株式会社　埼玉営業所 埼玉県富士見市鶴瀬東２－１６－１１－５０１ 048-481-1738

富士見市 株式会社ＫＲＦ　本社営業所 埼玉県富士見市貝塚１－３１－１４ 049-268-0022
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北本市 トウショウ流通株式会社　本社営業所 埼玉県北本市朝日２丁目３０４番地７ 048-593-7710

本庄市 レンゴーロジスティクス株式会社　本庄営業所 埼玉県本庄市児玉町共栄３００－８ 0495-72-2918

本庄市 株式会社タドコロ物流　深谷営業所 埼玉県本庄市本庄２丁目３－６３－３０３ 048-546-1199

本庄市 株式会社サネット　本庄営業所 埼玉県本庄市児玉町高関１６９番 0495-71-6150

本庄市 ジャパンエナジック株式会社　本庄事業所 埼玉県本庄市下野堂６１４ 0495-24-3126

本庄市 スゴー運送株式会社　本社営業所 埼玉県本庄市栗崎字古川端１１６５－５ 0495-71-8300

本庄市 日通児越運輸株式会社　児玉営業所 埼玉県本庄市児玉町共栄８００－１１　１Ｆ 0495-72-1661

本庄市 富士運送株式会社　本社営業所 埼玉県本庄市東五十子７１５－１ 0495-22-5932

蓮田市 南港物流株式会社　埼玉営業所 埼玉県蓮田市東３－９－２５ 048-796-8331

蓮田市 北関東福山通運株式会社　大宮営業所 埼玉県蓮田市大字根金１３２６ 048-766-2000

和光市 佐川急便株式会社　和光営業所 埼玉県和光市新倉５－１－６３ 048-451-6705

和光市 有限会社大和急送　和光センター 埼玉県和光市新倉７ー７ー２５ 048-462-5530

和光市 株式会社マルカン　和光営業所 埼玉県和光市白子３－１６－３９ 048-466-0194

和光市 幸徳運輸有限会社　和光営業所 埼玉県和光市下新倉６丁目４番２８号 048-466-1982

蕨市 東京リンテック加工株式会社　本社営業所 埼玉県蕨市錦町５－１４－４２ 048-443-6111

児玉郡 株式会社宮岡運輸　神川営業所 埼玉県児玉郡神川町二ノ宮８０８－８ 0495-74-2155

児玉郡 有限会社丸真運輸　埼玉営業所 埼玉県児玉郡美里町猪俣字柳井戸１０５０－５ 0495-75-1225

児玉郡 テック物流株式会社　関東営業所 埼玉県児玉郡上里町大御堂１４５０－３１ 0495-33-7338

児玉郡 有限会社スリーピース　本社営業所 埼玉県児玉郡上里町大字嘉美１２７９－１ 0495-35-1600

児玉郡 株式会社サンラインコーポレーション　本社営業所 埼玉県児玉郡神川町大字元阿保１７６－１ 0495-77-1791

児玉郡 大興運輸株式会社　関東支店 埼玉県児玉郡神川町大字元原３００－１３ 0495-77-4311

大里郡 株式会社廣瀬運輸　本社 埼玉県大里郡寄居町大字用土２７４２－１ 048-579-0132

大里郡 日本郵便株式会社　寄居郵便局 埼玉県大里郡寄居町大字寄居３８９－１ 048-581-0179

秩父郡 ジャパンエナジック株式会社　秩父事業所 埼玉県秩父郡皆野町大字皆野１１９－１ 0494-62-4411

秩父郡 新井運送株式会社　皆野営業所 埼玉県秩父郡皆野町大字皆野９０－１ 0494-62-0489

秩父郡 協同貨物自動車株式会社　秩父営業所 埼玉県秩父郡皆野町大字皆野５５８－１６ 0494-53-8601

南埼玉郡 東和運輸株式会社　北関東営業所 埼玉県南埼玉郡宮代町和戸２－５－７ 0480-37-3370

南埼玉郡 東武デリバリー株式会社　春日部営業所 埼玉県南埼玉郡宮代町川端４－１３－５ 0480-34-5403

南埼玉郡 株式会社埼玉ロジテム　埼玉東営業所 埼玉県南埼玉郡宮代町川端４－１３－３２ 0480-31-2611

入間郡 丸伊運輸株式会社　所沢営業所 埼玉県入間郡三芳町大字上富字下饒１０３１－３ 049-258-6325

入間郡 株式会社エイチイム　本社営業所 埼玉県入間郡三芳町上富１８１８番地１ 049-265-6500

入間郡 日本ロジスティックサポート株式会社　日本ロジスティッ 埼玉県入間郡三芳町大字上富３２４－５ 04-2951-3300

入間郡 株式会社エストコーポレーション　本社営業所 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保７０５－２ 049-258-3141
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入間郡 ヒタチ株式会社　三芳ハブセンター 埼玉県入間郡三芳町竹間沢４５０－１５－２０１ 04-2003-1605

入間郡 株式会社宮本陸運　三芳営業所 埼玉県入間郡三芳町北永井８６２－３－１０２ 049-274-7766

入間郡 日本郵便株式会社　三芳郵便局 埼玉県入間郡三芳町藤久保３２０ 049-258-0480

入間郡 株式会社石川興業運輸　所沢営業所 埼玉県入間郡三芳町上富１９９５番地２ 049-257-4949

入間郡 株式会社日立物流関東　三芳営業所 埼玉県入間郡三芳町上富２４７ 049-259-7501

入間郡 柿沼運輸株式会社　本社営業所 埼玉県入間郡三芳町大字北永井１１０番地２ 049-258-8855

入間郡 株式会社アットロジ　埼玉営業所 埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢９７５－１ 049-274-1381

入間郡 ミヨシトータルサービス株式会社　本社営業所 埼玉県入間郡三芳町大字上富１４９６－４ 049-258-3675

入間郡 株式会社サンロジスティックス　むさしの営業所 埼玉県入間郡三芳町上富１４４６番１ 049-274-5550

入間郡 株式会社武蔵野ロジスティクス　本社営業所 埼玉県入間郡三芳町上富１６７ 049-258-6851

比企郡 アサヒロジスティクス株式会社　滑川営業所 埼玉県比企郡滑川町月の輪７－７－５ 0493-62-8800

比企郡 中央交易株式会社　東京支店　埼玉営業所 埼玉県比企郡滑川町都２５－４ 0493-56-4043

比企郡 株式会社スワリク　埼玉営業所 埼玉県比企郡川島町かわじま２－７ 049-227-3801

比企郡 大友ロジスティクスサービス株式会社　埼玉営業所 埼玉県比企郡滑川町大字月輪字間堀１５３０－１ 0493-57-0320

比企郡 ウイングトランスポート株式会社　東松山営業所 埼玉県比企郡ときがわ町玉川６番地２ 090-1125-9751

比企郡
セイノースーパーエクスプレス株式会社　埼玉ロジスティ

クスセンター
埼玉県比企郡川島町かわじま２丁目１番１号 049-299-5162

比企郡 有限会社玉川業務サービス　本社営業所 埼玉県比企郡ときがわ町五明２５４－２ 0493-65-0392

比企郡 有限会社あらや石油　滑川営業所
埼玉県比企郡滑川町大字羽尾３７３８番地９　けやきハイ

ツＡ棟１０１
090-3200-9893

比企郡 アサヒロジスティクス株式会社　川越営業所 埼玉県比企郡川島町かわじま２－３－４ 049-277-5681

比企郡 東上通運株式会社　埼玉支店 埼玉県比企郡川島町大字正直字山王町８９－４ 049-299-3681

比企郡 株式会社ベスト・トランスポート　小川営業所 埼玉県比企郡小川町ひばり台３丁目１番 0493-81-4861

比企郡 株式会社三浦梱包運輸　本社営業所 埼玉県比企郡川島町大字中山１９５８－１ 049-299-3525

比企郡 パスコ・ロジスティクス株式会社　埼玉営業所 埼玉県比企郡川島町かわじま２丁目２１番 049-299-0161

比企郡 岩崎運送有限会社　本社営業所 埼玉県比企郡鳩山町大字泉井６５１－１ 049-296-3612

比企郡 株式会社三幸流通　埼玉営業所 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川７９－１ 0493-65-5710

比企郡 株式会社野沢運輸　本社 埼玉県比企郡吉見町大字本沢１３７ 0493-54-0114

比企郡 株式会社ランテック　関越支店 埼玉県比企郡川島町大字戸守字荒神前５００番１ 049-270-0390

比企郡 武蔵貨物自動車株式会社　吉見営業所 埼玉県比企郡吉見町大字江綱１３８０－１ 0493-54-6342

比企郡 北関東福山通運株式会社　東松山営業所 埼玉県比企郡滑川町大字都２５－４０ 0493-57-1292

比企郡 共和運輸株式会社　東松山営業所
埼玉県比企郡吉見町長谷１９４７（株式会社ノザワ埼玉工

場内）
0493-54-4781
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北葛飾郡 ＴＡＫＡＩＤＯクールフロー株式会社　埼玉営業所 埼玉県北葛飾郡杉戸町深輪１９７－８ 0480-38-3355

北葛飾郡 有限会社ケイアイエヌ　春日部営業所 埼玉県北葛飾郡杉戸町深輪３９１－９　２階 0480-53-3098

北葛飾郡 有限会社クロイワ商事　有限会社クロイワ商事　本社営業 埼玉県北葛飾郡杉戸町本郷６４８番地１ 0480-53-9618

北葛飾郡 ホクブトランスポート株式会社　埼玉支店 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字本郷字東中６０９－１ 0480-37-0781

北葛飾郡 株式会社オンライン　埼玉営業所 埼玉県北葛飾郡松伏町田中３－３１－６ 048-991-1177

北葛飾郡 青翔運輸株式会社　本社営業所 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字鷲巣１１０－２ 0480-38-1128

北葛飾郡 ＳＢＳゼンツウ株式会社　杉戸支店 埼玉県北葛飾郡杉戸町深輪３９１番地１１ 0480-36-5130

北葛飾郡 株式会社新木商事　本社営業所 埼玉県北葛飾郡杉戸町本郷１９５－１ 0480-33-5811

北足立郡 株式会社アクセス・トランスポート　伊奈営業所 埼玉県北足立郡伊奈町西小針５－１９－２０５ 048-722-4780

北足立郡 東京福山通運株式会社　大宮西支店 埼玉県北足立郡伊奈町小室字道下６９９－２ 048-721-4121

北足立郡 株式会社サンエストライ　本社営業所 埼玉県北足立郡伊奈町西小針６－２３ 048-729-1711

北足立郡 東群エクスプレス株式会社　埼玉営業所 埼玉県北足立郡伊奈町西小針６丁目１０番地 048-728-7720

北足立郡 丸福運輸株式会社　上尾営業所 埼玉県北足立郡伊奈町大字小針新宿字高屋敷５５４ 048-728-2291

北足立郡 埼玉トヨペットホールディングス株式会社　伊奈営業所 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室１０５５７ 048-720-7637

北足立郡 株式会社総合サービス　本社営業所 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室７０６３－５ 048-722-1501

北足立郡 株式会社ギオン　埼玉営業所 埼玉県北足立郡伊奈町西小針５－２ 048-729-2911
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