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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）

いすみ市 上総通運株式会社　本社営業所 千葉県いすみ市深堀３６０－３ 0470-62-0181

旭市 佐川急便株式会社　銚子営業所 千葉県旭市鎌数１０３９２－５ 0570-01-0738

旭市 ヤマト運輸株式会社　旭営業所 千葉県旭市二字鴎５８４１番地２ 0479-62-1691

旭市 有限会社旭液輸送　本社営業所 千葉県旭市鎌数９５７－３ 0479-63-3755

印西市 株式会社エスワイプロモーション　東関東営業所 千葉県印西市牧の台２－１－８ 0476-85-7030

印西市 太陽商運株式会社　本社営業所 千葉県印西市松崎台２－３－１ 0476-47-6559

印西市 株式会社丹内商事　本社 千葉県印西市草深２３００－７（２階） 0476-29-5750

印西市 株式会社ギオン　印西センター 千葉県印西市松崎台２－２－５ 0476-47-5751

印西市 ヒタチ株式会社　八千代ハブセンター 千葉県印西市船尾１３６０－４ 0476-45-1535

印西市 株式会社サンロジスティックス　千葉営業所 千葉県印西市松崎台２－６－１ 0476-48-5891

印西市 ジャスト物流株式会社　千葉営業所 千葉県印西市浦部１１３４－１ 0476-42-4896

浦安市 株式会社友和物流　港第二営業所 千葉県浦安市港６５番地 047-711-0172

浦安市 株式会社ナカノ商会　浦安センター 千葉県浦安市港７６－５ 047-321-6390

浦安市 株式会社日祥物流　本社営業所 千葉県浦安市東野２－１２－２８ 047-352-6647

浦安市 日新運輸有限会社　浦安営業所 千葉県浦安市港７７－１ 047-354-0480

浦安市 株式会社清五郎運送　本社営業所 千葉県浦安市猫実３－１６－９ 047-351-2921

浦安市 株式会社イワサワ　千葉営業所 千葉県浦安市鉄鋼通り１－６８－５ 047-353-6102

浦安市 株式会社久津運送店　東京営業所 千葉県浦安市鉄鋼通り１－２４－１ 047-316-5751

我孫子市 豊島運輸有限会社　本社営業所 千葉県我孫子市新木１８５６ 04-7188-1171

我孫子市 株式会社リサイクル　本社営業所 千葉県我孫子市中峠台７－１１ 04-7187-3126

鎌ケ谷市 株式会社シムスサービス　本社営業所 千葉県鎌ケ谷市初富２３５－１７ 047-445-7558

鎌ケ谷市 株式会社丸幸　本社営業所 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷３－５－３８ 047-443-0903

館山市 房州物流株式会社　館山営業所 千葉県館山市国分９１２－１ 0470-22-4103

館山市 昭和運送興業株式会社　本社営業所 千葉県館山市湊４９３ 0470-22-2127

君津市 エーツーエーロジコム株式会社　本社営業所 千葉県君津市中島４１０－１ 0439-32-3888

香取市 株式会社根本運送　本社営業所 千葉県香取市本矢作１１２２－３ 0478-59-1511

香取市 株式会社大川運輸　小見川営業所 千葉県香取市虫幡字内野下３６７－７ 0478-79-7300

香取市 銚子通運株式会社　小見川営業所 千葉県香取市小見川字道の下６９２ 0478-83-1511

香取市 水郷運輸株式会社　本社営業所 千葉県香取市大倉５４３７ 0478-57-1110

佐倉市 アート引越センター株式会社　千葉北支店 千葉県佐倉市表町２－９－３ 043-485-0123

佐倉市 エヌエヌ商事株式会社　佐倉事業所 千葉県佐倉市六崎１６７６－２ 043-312-9131

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（千葉県）

1／11　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）

佐倉市 株式会社サクラ　本社営業所 千葉県佐倉市表町４－５－１９ 043-312-5577

佐倉市 株式会社杉孝　佐倉営業所 千葉県佐倉市西御門３６１－１ 043-312-7922

佐倉市 西濃運輸株式会社　佐倉支店 千葉県佐倉市直弥字前ヶ作６７３番地 043-498-0600

山武市 有限会社渡辺運送　本社営業所 千葉県山武市白幡１６０４－１ 0475-82-2210

四街道市 有限会社田中運送　千葉営業所 千葉県四街道市四街道１丁目１８番２２－１０１号 043-312-5481

四街道市 有限会社キーラインエクセル　本社営業所 千葉県四街道市旭ヶ丘３－８－１ 043-432-8477

四街道市 株式会社山紀　千葉営業所 千葉県四街道市小名木字光来寺１２１－７ 043-432-3185

四街道市 有限会社鈴木運送　本社営業所 千葉県四街道市大日８４９－４ 043-423-0001

四街道市 第一貨物株式会社　千葉支店 千葉県四街道市大日字大作岡１１１２－１ 043-423-1200

市原市 株式会社宮本陸運　　千葉営業所 千葉県市原市西五所７－１２メイローズ市原３０３号 043-637-5777

市原市 株式会社杉孝　市原営業所 千葉県市原市八幡海岸通７４－７ 0436-40-2577

市原市 昭栄運送株式会社　本社営業所 千葉県市原市辰巳台東３－１８－１ 0436-74-7710

市原市 株式会社エネックス　市原営業所 千葉県市原市岩崎西１丁目７番３号 0436-21-6721

市原市 株式会社鈴与カーゴネット北関東　　千葉営業所 千葉県市原市八幡海岸通７４－１ 0436-41-0351

市原市 不二倉業株式会社　東日本物流センター 千葉県市原市八幡海岸通り１３ 0436-41-0412

市原市 ビコーオペレーションシステム株式会社　千葉事業所 千葉県市原市八幡浦２丁目３番２号 0436-63-5745

市原市 上野輸送株式会社　市原事業所 千葉県市原市青柳北２丁目６番２２号 0436-22-8146

市原市 瀝青輸送株式会社　千葉営業所 千葉県市原市出津西１－１－４３ 0436-23-3302

市原市 フジ運輸株式会社　千葉営業所 千葉県市原市千種海岸７－６ 0436-22-2861

市原市 磐栄運送株式会社　市原営業所 千葉県市原市能満１９５６－３ 0436-37-1505

市原市 株式会社メンテナンス・コシバ　関東
千葉県市原市大厩１３７３－１　グリーンハイツ２号２０

３
0436-37-5105

市原市 有限会社小泉運輸関東　（有）小泉運輸関東 千葉県市原市白金町６－２９－２ 0436-20-0572

市原市 株式会社クロヒジ　千葉営業所 千葉県市原市今津朝山３７６－１ 0436-62-8711

市原市 高野口運送株式会社　市原営業所 千葉県市原市海保１５４８－２５ 0436-67-1066

市原市 山一運輸株式会社　五井営業所 千葉県市原市五井９１５５－１ 0436-20-6310

市原市 有限会社石井運輸　本社営業所 千葉県市原市磯ヶ谷１３３１－３ 0436-36-0517

市原市 京葉ロジコ株式会社　市原営業所 千葉県市原市五井南海岸３６ 0436-23-2411

市原市 株式会社長太　本社 千葉県市原市五井８８０１ 0436-22-4968

市原市 京極運輸商事株式会社　京葉営業所 千葉県市原市玉前西３丁目４－１ 0436-20-3221

市原市 さくら物流株式会社　本社営業所 千葉県市原市松ヶ島１９５番地７ 0436-23-7410

市原市 共同通運株式会社　市原営業所 千葉県市原市五井９１２６ 0436-25-1055

市原市 株式会社エスワイプロモーション　千葉営業所 千葉県市原市五井金杉２－７ 0436-23-0711
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市原市 株式会社千葉箱伊運輸　本社営業所 千葉県市原市玉前西２－２－１２ 0436-21-3072

市原市 西濃運輸株式会社　千葉支店 千葉県市原市五井金杉３－１ 03-5857-7605

市原市 新潟運輸株式会社　千葉支店 千葉県市原市八幡浦１－１６ 0436-41-0281

市原市 千葉センコー運輸整備株式会社　青柳事業所 千葉県市原市青柳北２－９－１ 0436-21-2123

市川市 株式会社ヤマガタ　市川営業所 千葉県市川市塩浜３－３５ 047-399-5699

市川市 株式会社シンケン　本社営業所 千葉県市川市原木２－１６－９ 047-327-4677

市川市 富士陸送株式会社　千葉営業所 千葉県市川市塩浜２－１２ 03-3744-3114

市川市 株式会社東京アルファライン　東関東営業所 千葉県市川市二俣７１７－８８ 047-712-7704

市川市 交神運輸株式会社　市川営業所 千葉県市川市千鳥町１０ 047-397-4125

市川市 アートバンライン株式会社　市川営業所 千葉県市川市原木３－１５－２－１０２ 047-328-1901

市川市 株式会社ムロオ　市川塩浜営業所 千葉県市川市塩浜１－１３－３ 047-321-6755

市川市 株式会社東京アクティー　市川 千葉県市川市塩浜１－７－２（西棟２階） 047-314-5180

市川市 名糖運輸株式会社　市川塩浜 千葉県市川市塩浜１丁目６番３号 047-398-3300

市川市 サンネット物流株式会社　市川営業所 千葉県市川市大町３６８ 047-337-9012

市川市 株式会社ハヤカワ　東京営業所 千葉県市川市高谷２丁目２番２１号 047-320-5300

市川市 大和陸運倉庫株式会社　本社営業所 千葉県市川市上妙典１６０６－３ 047-318-8681

市川市 アサガミ物流株式会社　市川営業所
千葉県市川市高谷１９１６－２　ホウスイ市川物流セン

ター内
047-328-3454

市川市 株式会社ジェーラインエクスプレス　千葉営業所 千葉県市川市高谷１９１６－２ 047-320-5051

市川市 森井運送有限会社　本社営業所 千葉県市川市南八幡２－１６－２０ 047-378-2424

市川市 有限会社小田多運送　本社営業所 千葉県市川市広尾１－１７－３ 047-356-3505

市川市 株式会社スワロー物流東京　市川営業所 千葉県市川市田尻１－１０－１２ 047-712-5601

市川市 株式会社翼サービス　本社営業所 千葉県市川市田尻３丁目１番１９号 047-379-2830

市川市 東邦興産株式会社　千葉営業所 千葉県市川市東浜１－１－５ 047-329-6661

市川市 有限会社のぞみ運輸　舞浜営業所 千葉県市川市南行徳４－１５－１１－１０７号 047-316-1280

市川市 宮崎運送有限会社　本社営業所 千葉県市川市原木１－１８－１８ 047-328-6587

市川市 Ｊ－ロジテック株式会社　東京陸運部営業所 千葉県市川市塩浜１－１３ 043-307-6100

市川市 京葉運送有限会社　本社営業所 千葉県市川市大野町４丁目２４５６－６ 047-337-7216

市川市 株式会社インター物流　東京営業所 千葉県市川市千鳥町１６－３ 047-397-8742

市川市 物産ロジスティクスソリューションズ株式会社　市川営業 千葉県市川市二俣新町２２－１ 047-318-8155

市川市 ジェイロジスティクス株式会社　本社営業所 千葉県市川市高谷新町６－１ 047-320-6526

市川市 ヤマト運輸株式会社　市川中央営業所 千葉県市川市二俣１－７－２１ 047-327-1441

市川市 ヤマト運輸株式会社　市川ソーティングベース営業所 千葉県市川市二俣新町２２－１ 047-327-6285
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市川市 株式会社丸運トランスポート東日本　千葉支店市川営業所 千葉県市川市本行徳２５５４－１ 047-395-0010

市川市 株式会社ＮＳロジ東日本　市川営業所 千葉県市川市高谷新町５－４ 047-318-8833

市川市 株式会社ＪＫトランス　市川営業所 千葉県市川市本行徳２５５４－１ 047-395-9058

習志野市 株式会社アイ・ディ・ワン　習志野営業所 千葉県習志野市茜浜１－８－２ 047-453-0001

習志野市 有限会社ドゥプランニング　本社営業所 千葉県習志野市茜浜１－８－２　２Ｆ 047-453-0008

習志野市 ＳＢＳゼンツウ株式会社　船橋支店 千葉県習志野市茜浜３－２－８ 047-408-0009

習志野市 アートバンライン株式会社　習志野営業所 千葉県習志野市芝園２－１－１８ 047-452-0123

習志野市 千葉日梱株式会社　本社 千葉県習志野市茜浜１丁目１番１ 047-408-0626

習志野市 坂上運輸倉庫株式会社　千葉支店営業所 千葉県習志野市東習志野６－１８－１ 047-478-7813

習志野市 東京宅配事業株式会社　本社営業所 千葉県習志野市茜浜１－５－９ 047-451-1531

習志野市 株式会社水上三洋商会　習志野営業所 千葉県習志野市東習志野町８－３０－２４ 047-475-2484

習志野市 株式会社三代川運送　本社営業所 千葉県習志野市茜浜１－９－６ 047-453-9011

習志野市 有限会社大和急送　習志野センター 千葉県習志野市茜浜３－２－８ 047-408-0222

習志野市 ヤマト運輸株式会社　習志野営業所 千葉県習志野市実籾３－３５－５ 047-471-7676

習志野市 日本通運株式会社　千葉中央事業所 千葉県習志野市茜浜３－７－１ 047-455-8601

習志野市 東京丸善運輸株式会社　本社 千葉県習志野市茜浜３－４－１３ 047-409-6601

習志野市 株式会社三榮千葉　船橋営業所 千葉県習志野市茜浜１丁目１－３ 047-407-4063

習志野市 日本通運株式会社　関東重機建設支店 千葉県習志野市芝園２－１－５４ 047-453-2819

松戸市 東洋社物流株式会社　松戸営業所 千葉県松戸市稔台３－３６－３祥平ビル２階 047-312-7151

松戸市 加藤運輸有限会社　本社営業所 千葉県松戸市主水新田５２９－８ 047-342-2572

松戸市 株式会社タマ・ミルキーウェイ　松戸営業所 千葉県松戸市紙敷１５９１－５　石井第２ハイツ１０１ 047-712-1671

松戸市 株式会社タイセイ・エフ・ティー西関東　市川営業所 千葉県松戸市樋野口７０２番地１－２０５ 047-330-8011

松戸市 株式会社タイヘイ物流システム　松戸営業所 千葉県松戸市稔台６－６－１１ 047-367-4352

松戸市 石橋運送株式会社　本社営業所 千葉県松戸市河原塚８５－２ 047-392-1731

松戸市 山形運輸株式会社　本社営業所 千葉県松戸市常盤平５－９－４－１０２ 047-366-7220

松戸市 柳田運輸株式会社　松戸営業所 千葉県松戸市栄町西５－１３５４－２ 047-342-3823

松戸市 市川運送株式会社　本社営業所 千葉県松戸市秋山一丁目３番地の１８ 047-703-8081

松戸市 東陸運株式会社　本社営業所 千葉県松戸市金ケ作２７０－２７ 047-387-8114

松戸市 千代田運送株式会社　松戸営業所 千葉県松戸市新松戸南３丁目１５０番地の４ 047-309-2015

松戸市 西濃運輸株式会社　松戸支店 千葉県松戸市南花島向町３１７－６ 047-363-8105

松戸市 ヤマト運輸株式会社　松戸大橋営業所 千葉県松戸市大橋字白幡１１１９－１ 047-391-2393

松戸市 ティービー株式会社　松戸営業所 千葉県松戸市新作２６－１ 047-703-1210

成田市 西濃運輸株式会社　成田支店 千葉県成田市南三里塚２１－２ 0476-35-2801
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成田市 ネクスト関東株式会社　千葉営業所 千葉県成田市前林１１３９番地８ 0476-37-3966

成田市 株式会社オーユー　本社営業所 千葉県成田市十余三１２２－１ 0476-22-8822

成田市 根本運送株式会社　成田営業所 千葉県成田市中野３８０－１２ 0476-49-0097

成田市
株式会社フレッシュ・インターナショナル・コーポレイ

ション　本社営業所
千葉県成田市駒井野２０９１ 0476-35-3555

成田市 ウイング株式会社　本社営業所 千葉県成田市多良貝２４５－３８１ 0476-73-7788

成田市 株式会社廣建　本社営業所 千葉県成田市古込１５４－４　２０１－Ｂ－２ 0476-33-5200

成田市 成田運送株式会社　成田営業所 千葉県成田市飯田町２７　丸山ビル３Ｆ 0476-22-0201

成田市 ワーレックス株式会社　成田営業所 千葉県成田市前林９８６－１ 0476-36-4801

成田市 大川運輸株式会社　成田営業所 千葉県成田市浅間４５２－５ 0476-37-4011

成田市 アイユーシー株式会社　成田営業所 千葉県成田市多良貝２４５－１６１　Ｃ棟１階 0476-73-5231

成田市 株式会社日祥物流　成田営業所 千葉県成田市多良貝２４５－３０３１ 0476-49-0201

成田市 羽田運輸株式会社　成田空港営業所 千葉県成田市古込字込前１５４－４ 0476-32-8385

成田市 吉川運輸株式会社　成田営業所 千葉県成田市下福田８４１－１，８４２－１ 0476-22-1525

成田市 大内運輸株式会社　関東営業所 千葉県成田市名古屋１３７２－２０ 0476-96-9616

千葉市 株式会社流通サービス　千葉輸送営業所
千葉県千葉市稲毛区山王町２８９－２　ホーリーグランド

稲毛山王２０１
043-308-7811

千葉市 東和運輸株式会社　千葉営業所 千葉県千葉市稲毛区長沼町５５―１ 043-307-9991

千葉市 東洋社物流株式会社　千葉営業所 千葉県千葉市若葉区若松町７１０－１１ 043-420-1778

千葉市 株式会社共進　本社営業所 千葉県千葉市花見川区長作町２４９９－２ 043-259-2323

千葉市 株式会社丸玉運送　千葉営業所 千葉県千葉市花見川区横戸町１０００－１ 043-301-6707

千葉市 株式会社フィフティーワン　千葉営業所 千葉県千葉市美浜区新港２２０－４ 043-204-2151

千葉市 株式会社光陽ライン　千葉営業所
千葉県千葉市花見川区三角町２６－１３　サンタフェ１０

４
043-304-6313

千葉市 ＴＳネットワーク株式会社　千葉流通センター 千葉県千葉市美浜区新港８６－３ 043-248-0788

千葉市 株式会社東基サービス　千葉営業所 千葉県千葉市若葉区坂月町２０６－１ 043-309-5281

千葉市 株式会社マザール　加曽利営業所 千葉県千葉市若葉区加曽利町３６５－１１（１階） 043-214-1555

千葉市 大友ロジスティクスサービス株式会社　千葉営業所 千葉県千葉市花見川区三角町５７８番地 043-286-2067

千葉市 株式会社ＬＮＪ関東　千葉営業所 千葉県千葉市中央区浜野町１２１６ 080-8280-3449

千葉市 株式会社ニップンロジス　本社営業所 千葉県千葉市美浜区新港２２２番１９号 043-247-8274

千葉市 有限会社三幸清掃　本社 千葉県千葉市美浜区浜田２－２１ 043-276-1080

千葉市 イズミ物流株式会社　千葉営業所 千葉県千葉市美浜区新港８８ 043-302-4611

5／11　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）

千葉市 株式会社ＯＫ企画　本社営業所
千葉県千葉市稲毛区園生町８８３－７　ライオンズマン

ション東稲毛４０３号
043-287-0773

千葉市 株式会社首都圏ロジスティクス　千葉営業所 千葉県千葉市稲毛区長沼原町６２１ 043-258-3969

千葉市 ロジフォワード株式会社　千葉営業所 千葉県千葉市花見川区宇那谷町１６５５ 043-250-6831

千葉市 株式会社ＢＥＮＥＶＯＬＥＮＴＥ　本社営業所 千葉県千葉市若葉区御殿町２１５３－４ 043-312-1297

千葉市 株式会社ハヤカワ　千葉営業所 千葉県千葉市花見川区千種町２３６－２６－３０１ 043-286-2277

千葉市 ヤマト運輸株式会社　穴川営業所 千葉県千葉市若葉区殿台町１４６ 043-287-0933

千葉市 向島運送株式会社　千葉美浜営業所 千葉県千葉市美浜区新港２７ 043-203-5201

千葉市 関西倉本運送株式会社　関東営業所 千葉県千葉市花見川区千種町２４５－１ 043-215-0007

千葉市 鈴木運送株式会社　本社営業所 千葉県千葉市美浜区浜田２－４０ 043-273-1211

千葉市 佐川急便株式会社　千葉北営業所 千葉県千葉市花見川区三角町６５７－１ 0570-01-0369

千葉市 有限会社桜木観光　本社営業所 千葉県千葉市若葉区若松町２１７０－９１ 043-232-0383

千葉市 株式会社丸本　関東営業所
千葉県千葉市花見川区幕張本郷３－２－５セントラルパー

ク幕張本郷１０４号室
043-276-8881

千葉市 株式会社インター物流　本社営業所 千葉県千葉市稲毛区長沼原町６５６－１ 043-216-7070

千葉市 株式会社オールラウンドエキスプレス　本社営業所 千葉県千葉市稲毛区長沼原町６５６番１ 043-305-5551

千葉市 株式会社大川運輸　若松営業所 千葉県千葉市若葉区若松町２３０１－１ 043-235-8111

千葉市 カンナナ京葉運輸株式会社　千葉営業所 千葉県千葉市花見川区千種町９１－１ 043-250-0693

千葉市 株式会社アサヒセキュリティ　千葉営業所 千葉県千葉市稲毛区長沼原町２５６－１ 043-216-7422

千葉市 ヤマト運輸株式会社　新港営業所 千葉県千葉市美浜区新港１０４ 080-5481-5975

千葉市 株式会社日本ネットワークサービス　本社営業所 千葉県千葉市美浜区幕張西１－２－１９ 043-296-0148

千葉市 ＳＢＳリコーロジスティクス株式会社　千葉営業所 千葉県千葉市美浜区新港７２－２ 043-243-2420

千葉市 石坂運輸株式会社　千葉営業所 千葉県千葉市若葉区若松町５３１－５５ 043-421-6287

千葉市 株式会社中村総業　本社営業所 千葉県千葉市若葉区千城台東３－３０－３ 043-228-3371

千葉市 日本通運株式会社　東関東警送事業所　千葉センター 千葉県千葉市中央区出洲港１８－１ 043-242-8251

千葉市 日本ルートサービス株式会社　千葉事業所 千葉県千葉市稲毛区六方町１２８－１ 043-424-7355

千葉市 株式会社アストモスガスセンター千葉　本社営業所 千葉県千葉市稲毛区六方町２１１－７ 043-423-2121

千葉市 シンワ運輸東京株式会社　千葉営業所 千葉県千葉市美浜区新港８８ 043-306-6037

千葉市 株式会社ＮＳロジ東日本　千葉 千葉県千葉市美浜区新港１９３ 043-242-4215

千葉市 株式会社トポスエンタープライズ　本社営業所 千葉県千葉市美浜区新港４４－３ 043-301-8638

千葉市 稲毛運送株式会社　本社営業所 千葉県千葉市稲毛区稲毛１－１７－１２ 043-243-1555

千葉市 千葉通運株式会社　本社営業所 千葉県千葉市美浜区新港１７６－１ 043-243-1025

千葉市 ロジテムトランスポート株式会社　本社営業所 千葉県千葉市中央区出洲港７－５３ 043-302-0310
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千葉市 日本図書輸送株式会社　千葉営業所 千葉県千葉市美浜区新港１２１ 043-244-3795

千葉市 東日本産業輸送株式会社　本社営業所 千葉県千葉市中央区浜野町２１５－１ 043-266-2311

千葉市 有限会社青山運輸　本社営業所 千葉県千葉市中央区中央港２－１０－１ 043-242-8911

千葉市 ヤマト運輸株式会社　若葉営業所 千葉県千葉市若葉区小倉町８６３－５ 043-237-6319

千葉市 日本通運株式会社　千葉コンテナ事業所 千葉県千葉市中央区浜野町１２１６ 043-261-2302

千葉市 日酸運輸株式会社　千葉営業所 千葉県千葉市稲毛区長沼町３０２ 043-251-1962

千葉市 Ｊ－ロジテック株式会社　千葉陸運部営業所 千葉県千葉市中央区新浜町１番地 043-262-9527

船橋市 日本鉄鋼物流株式会社　船橋営業所 千葉県船橋市豊冨町６３１－２ 047-404-3067

船橋市 根本運送株式会社　本社営業所 千葉県船橋市潮見町２０－２ 047-435-0025

船橋市 八大株式会社　船橋営業所 千葉県船橋市高瀬町５０蕃７ 047-402-4210

船橋市 廣和運輸株式会社　千葉営業所 千葉県船橋市潮見町２１番２４ 047-437-2221

船橋市 株式会社丸文運送　市川営業所 千葉県船橋市栄町１－１１－６ 047-401-5628

船橋市 有限会社東薬運送　本社営業所 千葉県船橋市宮本８－４２－２－３０１ 047-401-4828

船橋市 阪神トランスポート株式会社　千葉営業所 千葉県船橋市浜町３－２－５ 047-498-9681

船橋市 株式会社ロジ・レックス　船橋営業所 千葉県船橋市西浦２－８－３ 047-413-9081

船橋市 ヤマトボックスチャーター株式会社　船橋支店 千葉県船橋市高瀬町６２－２ 047-495-6711

船橋市 株式会社日恵物流　千葉営業所 千葉県船橋市栄町１－２７－３ 047-402-3235

船橋市 江東運送株式会社　船橋営業所 千葉県船橋市高瀬町６２番３ 047-495-3636

船橋市 有限会社熊谷通商　本社営業所 千葉県船橋市緑台２－５－２－４０６ 047-488-8951

船橋市 株式会社ジャンクサービス　本社営業所 千葉県船橋市大神保町１３５２－３ 047-457-7799

船橋市 みゆき運輸有限会社　本社営業所 千葉県船橋市松が丘３－７２－１８ 047-496-2116

船橋市 青葉運輸株式会社　船橋営業所 千葉県船橋市高瀬町５０－７ 047-437-1363

船橋市
株式会社Ｊ・Ｃ・Ｏ・Ｓ　ＺＥＲＯ１引越センター千葉営

業所

千葉県船橋市夏見１－１５－１　ウエルズ２１船橋パート

１　１階Ｇ号室
03-3242-3701

船橋市 ヤマト運輸株式会社　船橋飯山満営業所 千葉県船橋市飯山満町２－６８４－３ 047-468-0616

船橋市 株式会社岩陸　船橋営業所 千葉県船橋市西浦１丁目１－１ 047-433-2171

船橋市 一宮運輸株式会社　船橋営業所 千葉県船橋市高瀬町２１－２ 047-435-2122

船橋市 株式会社エスワイプロモーション　船橋営業所 千葉県船橋市日の出２－２０－２ 047-432-1971

船橋市 有限会社カネコ綜合サービス　本社営業所 千葉県船橋市咲が丘２－４０－１４ 047-443-2229

船橋市 株式会社福東運輸　船橋営業所 千葉県船橋市潮見町３５－５ 047-434-4831

船橋市 株式会社日立物流首都圏　機工営業所 千葉県船橋市南海神１－８－２ 047-402-4711

船橋市 ヤマト運輸株式会社　船橋豊富営業所 千葉県船橋市豊富町６４３－２ 047-457-3631

船橋市 日本通運株式会社　船橋支店 千葉県船橋市南海神１－８－１ 047-404-9110
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船橋市 有限会社中瀬運送　本社営業所 千葉県船橋市豊富町５９４ 047-457-4755

船橋市 株式会社ロジパルエクスプレス　船橋営業所 千葉県船橋市潮見町１－２ 047-434-6161

船橋市 株式会社ニシウラ　本社営業所 千葉県船橋市西浦３－９－２ 047-431-7171

船橋市 日通船橋運輸株式会社　本社営業所 千葉県船橋市栄町２丁目－１－１ 047-432-0040

匝瑳市 日本郵便株式会社　八日市場郵便局 千葉県匝瑳市八日市場ロ１４０－１ 0479-72-0945

匝瑳市 ヤマト運輸株式会社　八日市場営業所 千葉県匝瑳市八日市場ホ字砂子３１０７－１ 0479-79-2204

袖ヶ浦市 株式会社ホームエネルギー東関東　袖ヶ浦センター 千葉県袖ヶ浦市長浦字拓弐号５８０－１９ 0438-62-7851

袖ヶ浦市 秋元運輸倉庫株式会社　袖ヶ浦営業所 千葉県袖ケ浦市南袖１０ 0438-63-2631

袖ヶ浦市 みなと運送株式会社　千葉営業所 千葉県袖ヶ浦市蔵波台５丁目１８番２２ 0438-53-7351

袖ヶ浦市 五島運輸倉庫株式会社　千葉営業所 千葉県袖ヶ浦市岩井６９７－１ 0438-75-6685

袖ヶ浦市 株式会社丸和運輸機関　袖ヶ浦営業所 千葉県袖ヶ浦市長浦５８０－１３０ 0438-38-3720

袖ヶ浦市 戸塚運送株式会社　千葉営業所 千葉県袖ヶ浦市蔵波３１０８－１６２ 0438-62-6181

袖ヶ浦市 関東マルエス株式会社　千葉営業所 千葉県袖ヶ浦市長浦５８０－９７ 0438-63-3399

袖ヶ浦市 株式会社エスエルシー運輸東日本　袖ヶ浦事業所 千葉県袖ヶ浦市北袖２４ 0436-61-2494

銚子市 銚子通運株式会社　ヒゲタ営業所 千葉県銚子市清川町３－１－１ 0479-23-0397

銚子市 鴨志田運輸倉庫有限会社　本社営業所 千葉県銚子市小浜町２５５９－１７ 0479-23-8626

銚子市 銚子通運株式会社　銚子営業所 千葉県銚子市三崎町２－２６１６ 0479-22-3111

東金市 ＩＫトランス有限会社　千葉営業所 千葉県東金市小沼田１５６８－４ 0475-77-8507

東金市 古川運送株式会社　東金物流センター 千葉県東金市山田１２２０番地１ 0475-54-5101

東金市 株式会社中村総業　千葉営業所 千葉県東金市山田１２８１ 0475-50-2080

東金市 トランコムＥＸ東日本株式会社　東金事業所 千葉県東金市丘山台３－１－１ 0475-50-7801

東金市 古川運送株式会社　本社営業所 千葉県東金市薄島３３８－１ 0475-58-5733

柏市 信濃運輸株式会社　千葉営業所 千葉県柏市大津ヶ丘４－３３－４－３０６号 04-7193-7600

柏市 エービーカーゴ東日本株式会社　柏営業所 千葉県柏市増尾字松山９６７ 04-7174-9277

柏市 常南通運株式会社　柏支店 千葉県柏市豊四季２５０番地６ 04-7147-0002

柏市 大和物流株式会社　柏営業所 千葉県柏市大青田１２２８ 04-7197-6677

柏市 西久大運輸倉庫株式会社　千葉事業所 千葉県柏市柏インター東７番地２ 04-7137-1770

柏市 アサヒロジスティクス株式会社　柏営業所 千葉県柏市大島田２－１５－１ 04-7193-8971

柏市 株式会社タイセイ・エフ・ティー西関東　柏営業所 千葉県柏市花野井７１７－１－１０１ 04-7190-2061

柏市 みずき通商株式会社　本社 千葉県柏市柏４５３－２７ 04-7166-9817

柏市 株式会社Ｋ・Ｒ・Ｃ　本社営業所 千葉県柏市高田１４１６－２ 04-7170-4621

柏市 アート引越センター株式会社　柏支店 千葉県柏市小青田１丁目６番地１０ 04-7131-0123

柏市 株式会社岡田運送　本社営業所 千葉県柏市十余二３３７ー３５３ＫＳビル 04-7197-7306
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柏市 関東いづみ運輸株式会社　千葉営業所 千葉県柏市藤ヶ谷新田字大仏３５－４ 047-193-2151

柏市 横浜低温流通株式会社　柏営業所 千葉県柏市西原１－４－３７－１０４ 04-7152-1910

柏市 ヤマト運輸株式会社　柏北営業所 千葉県柏市十余二字南前山１６４－２６ 04-7133-3973

柏市 センコー株式会社　柏営業所 千葉県柏市大青田１６５０－１．７ 04-7132-7110

柏市 ＮＸトランスポート株式会社　柏営業所 千葉県柏市塚崎１４３４－１ 04-7191-5511

柏市 ヤマト運輸株式会社　柏花野井営業所 千葉県柏市花野井字上前留６１４－１ 04-7132-7707

柏市 ヤマト運輸株式会社　柏営業所 千葉県柏市柏字羽黒前１３０８－１４ 04-7163-1947

柏市 新潟運輸株式会社　柏支店 千葉県柏市船戸山高野字江川５１４番地１他４筆 04-7131-8866

白井市 株式会社ホームエネルギー東関東　千葉センター 千葉県白井市中３０２－１ 047-491-1855

白井市 株式会社ケーライン　千葉営業所 千葉県白井市根１７１０番地　大出ビル３階３号室 047-401-1320

白井市 共立輸送株式会社　白井営業所 千葉県白井市中１３４ 047-491-3218

白井市 株式会社ナカノ商会　白井センター 千葉県白井市復字山谷１３０６－８ 047-401-1494

白井市 株式会社マルシュウ　本社営業所 千葉県白井市冨士１５－９ 047-497-0181

白井市 ヤマト運輸株式会社　白井営業所 千葉県白井市根１７７－１５ 047-492-7215

八街市 株式会社中島トランス　本店 千葉県八街市八街は１０２－７ 043-309-7026

八街市 有限会社徳友エクスプレス　関東支店 千葉県八街市朝日字梅里５９２－５ 043-308-9666

八街市 株式会社茜商事　本社営業所 千葉県八街市沖２１４４－２ 043-312-8208

八街市 有限会社プラスアルファ　本社営業所 千葉県八街市沖１３８６－１ 043-445-6110

八街市 株式会社丸本　本社営業所 千葉県八街市八街字笹引へ１９９－１４３６ 043-442-2011

八街市 あんぜんタカラ物流株式会社　本社営業所 千葉県八街市上砂６０－９ 043-445-5511

八街市 ファースト運輸株式会社　八街営業所 千葉県八街市八街い１９３ 043-442-7472

八街市 株式会社千葉興業運輸　本社営業所 千葉県八街市八街い２５４－１ 043-440-0036

八街市 千代田運送株式会社　八街営業所 千葉県八街市山田台１８０番地 043-445-2749

八街市 鎌形運送有限会社　本社営業所 千葉県八街市八街に４８－２７ 043-444-0581

八千代市 株式会社ワイケーサービス　千葉営業所 千葉県八千代市吉橋字内野１８３８－１ 047-450-8921

八千代市 吉田海運株式会社　千葉営業所 千葉県八千代市高津東３－１－１６石井コーポ１０５号 047-456-8780

八千代市 株式会社福嶋商事　習志野営業所 千葉県八千代市吉橋１１０３番地９ 047-406-5512

八千代市 株式会社藤川商運　八千代営業所 千葉県八千代市島田台７７５－１ 047-458-3088

八千代市 日本梱包運輸倉庫株式会社　八千代営業所 千葉県八千代市上高野字大山４６１－６ 047-485-6417

八千代市 株式会社ヤマガタ　八千代営業所 千葉県八千代市島田台１２７０－２ 047-488-5611

八千代市 有限会社さくらネット　千葉営業所 千葉県八千代市上高野１５３２－１５ 047-411-7591

八千代市 玉運輸株式会社　本社営業所 千葉県八千代市島田台字東山久保９８１－５ 047-458-5881

八千代市 株式会社サカイ引越センター　千葉東支社 千葉県八千代市上高野１５４０－２０ 047-480-1401
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八千代市 ＳＢＳゼンツウ株式会社　八千代営業所 千葉県八千代市大和田新田１０９６－１ 047-407-3373

八千代市 大都運送株式会社　本社営業所 千葉県八千代市大和田新田１２９番地２ 047-450-2914

八千代市 株式会社武蔵野ロジスティクス　八千代営業所 千葉県八千代市上高野１３５５－３２ 047-405-3611

富津市 株式会社燦燦　本社営業所 千葉県富津市新富２番地６ 043-971-7171

富津市 大佐和運送株式会社　本社営業所 千葉県富津市千種新田２３２ 0439-65-2730

富津市 両総通運株式会社　富津支店 千葉県富津市西川字下ノ谷７６１ 0439-80-1020

富里市 ジャパンエナジック株式会社　富里事業所 千葉県富里市美沢８－１ 0476-92-6021

富里市 増田運輸株式会社　富里営業所 千葉県富里市美沢２－６ 0476-90-2688

茂原市 京葉ロジコ株式会社　茂原営業所 千葉県茂原市東郷１８６５ 0475-22-2693

茂原市 有限会社メイト　本社営業所 千葉県茂原市早野１９７５－３・４ 0475-23-8765

木更津市 テックトランスポート株式会社　本店営業所 千葉県木更津市請西１－２５－１３ 0438-42-1177

木更津市 アート引越センター株式会社　木更津支店 千葉県木更津市請西東５丁目６－１３ 0439-68-0123

木更津市 両総通運株式会社　本社営業所 千葉県木更津市中央１－１－６ 0438-22-2131

木更津市 両総通運株式会社　木更津支店 千葉県木更津市井尻９７３－２ 0438-98-8102

木更津市 日本通運株式会社　木更津港事業所 千葉県木更津市木材港４－３ 0438-36-6501

野田市 株式会社大成運輸　本社営業所 千葉県野田市岩名２００９－６６ 0471-38-0660

野田市 九州西部運輸株式会社　千葉支店 千葉県野田市木野崎１７８７－５８ 04-7138-3644

野田市 株式会社丸和運輸機関　千葉営業所 千葉県野田市東宝珠花２４４－５ 04-7198-1040

野田市 タイトー物流サービス株式会社　野田 千葉県野田市七光台１８２－１６－１０２ 04-7129-8681

野田市 株式会社コダマサービス　東京営業所 千葉県野田市平井３０２－１ 04-7137-9451

野田市 株式会社小野寺商事　野田営業所 千葉県野田市花井１２２番地１ 04-7168-0911

野田市 株式会社マスダ運輸　野田営業所 千葉県野田市中野台７２７－４ 04-7126-4081

野田市 フジトランスポート株式会社　野田支店 千葉県野田市花井２８２－２　１Ｆ 04-7170-1200

野田市 東邦興産株式会社　東関東営業所 千葉県野田市桐ヶ作２０－１ 0471-96-1133

野田市 関東名鉄運輸株式会社　野田営業所 千葉県野田市木野崎１６７１－１ 04-7196-7571

野田市 フライスター物流株式会社　野田営業所 千葉県野田市三ツ堀字小橋１２２３ 04-7137-7110

野田市 株式会社関宿急便　本社営業所 千葉県野田市木間ケ瀬３７７２ 04-7198-1411

野田市 小林倉運株式会社　野田営業所 千葉県野田市次木１５９－Ａ１０３ 04-7120-6251

野田市 有限会社野口運輸　本社営業所 千葉県野田市船形２８４７－１ 04-7129-6817

野田市 ウヤマ産業株式会社　本社営業所 千葉県野田市木野崎１６６２－２ 04-7138-8555

野田市 株式会社シーエックスカーゴ　野田流通センター 千葉県野田市尾崎向山１６８４ 04-7128-3014

野田市 東京輸送株式会社　関宿営業所 千葉県野田市はやま１－５ 04-7196-5594

野田市 ＭＤロジスフィールドサービス株式会社　野田営業所 千葉県野田市西三ヶ尾３４０ー１２，１３ 04-7124-2801
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野田市 石田運送株式会社　野田営業所 千葉県野田市はやま２２－１ 04-7196-8100

野田市 株式会社坂田流通　本社営業所 千葉県野田市泉１－３－１３ 04-7129-2053

野田市 北三運輸株式会社　千葉営業所 千葉県野田市はやま７－２ 04-7190-5777

野田市 パスコ・ロジスティクス株式会社　利根営業所 千葉県野田市中里宮ノ後２７６６－１ 04-7127-4500

流山市 名正運輸株式会社　流山営業所 千葉県流山市南３１９ＧＬＰ流山Ｉ 04-7178-2255

流山市 松戸運送株式会社　野田営業所 千葉県流山市おおたかの森南２－２０－２３ 04-7128-4013

流山市 日本郵便株式会社　流山郵便局 千葉県流山市西初石４－１４２３－１ 04-7155-7112

流山市 株式会社仁和運送　本社営業所 千葉県流山市駒木６０５－２ 04-7152-3255

流山市 ヤマト運輸株式会社　流山営業所 千葉県流山市小屋字明神脇７１－１ 04-7155-2863

安房郡 ヤマト運輸株式会社　鋸南営業所 千葉県安房郡鋸南町保田字富田原９９４－１ 0470-55-4705

印旛郡 株式会社ナカノ商会　成田営業所 千葉県印旛郡酒々井町伊篠４６８－１ 043-481-6888

香取郡 株式会社丸文運送　成田営業所 千葉県香取郡多古町飯笹１１７２－１ 0479-75-1291

山武郡 東英運輸倉庫株式会社　本社営業所 千葉県山武郡芝山町山田１６３３－４ 0479-78-1188

山武郡 株式会社翼サービス　成田営業所 千葉県山武郡芝山町牧野３４２番地１ 0479-74-7578

山武郡 サンコー物流株式会社　本社営業所 千葉県山武郡横芝光町北清水１３７１－１ 0479-82-0701

山武郡 有限会社ＥＡＧＬＥ・ＣＡＲＧＯ・ＳＥＲＶＩＣＥ　本社 千葉県山武郡芝山町牧野３３８ 0479-77-2830

山武郡 有限会社ブルーライナー　本社営業所 千葉県山武郡芝山町小池２７００－３９ 0479-77-2927

山武郡 株式会社ロジ・レックス　成田営業所 千葉県山武郡芝山町山田字平三畑６１４－１ 0479-75-2241

山武郡 郵船ロジスティクス株式会社　成田営業所 千葉県山武郡芝山町岩山１３４０－４９ 0479-70-9403

山武郡 関東福山通運株式会社　成田流通センター 千葉県山武郡芝山町岩山１３４０－１５ 0479-78-8080

山武郡 株式会社小野運送店　千葉営業所 千葉県山武郡九十九里町西野６４２ 0475-76-7211

長生郡 株式会社井上興業　長柄営業所 千葉県長生郡長柄町皿木９１－１ 0436-75-5611

長生郡 有限会社山口運送　長生営業所 千葉県長生郡長柄町鴇谷７４１－２ 0470-73-5033
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