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葛飾区 株式会社トリップス　本社営業所 東京都葛飾区堀切３－１３－１２ 03-3691-3472

葛飾区 中央梱包運輸株式会社　本社営業所 東京都葛飾区西新小岩４－３５－１９ 03-3694-1236

葛飾区 トラスト・リンク株式会社　本社 東京都葛飾区奥戸２－１３－２２ 03-5876-3603

葛飾区 株式会社サカイ引越センター　葛飾支社 東京都葛飾区立石２丁目２６番１３号 03-5671-7611

葛飾区 東礼自動車株式会社　葛飾営業所 東京都葛飾区奥戸２－４２－７ 03-3697-0042

葛飾区 昭和運輸倉庫株式会社　本社営業所 東京都葛飾区四ツ木３－４－３６ 03-3694-7215

葛飾区 ヤマト運輸株式会社　葛飾営業所 東京都葛飾区細田４－２９－６ 080-5045-3625

葛飾区 ヤマト運輸株式会社　葛飾水元営業所 東京都葛飾区水元２－１８－６３ 080-5045-3229

葛飾区 有限会社すずか梱包運輸　本社 東京都葛飾区東金町７－３７－５ 03-3607-3765

葛飾区 アート引越センター株式会社　葛飾支店 東京都葛飾区奥戸６－７－１ 03-6837-0123

葛飾区 光運送有限会社　本社営業所 東京都葛飾区鎌倉１－２４－９ 03-3650-4903

葛飾区 株式会社サンロジスティックス　東京営業所 東京都葛飾区小菅２丁目１番１号 03-5680-5446

葛飾区 ヤマト運輸株式会社　葛飾堀切営業所 東京都葛飾区東堀切３－３４６－１ 080-5045-3206

葛飾区 ヤマト運輸株式会社　葛飾柴又営業所 東京都葛飾区新宿３－３－７ 080-5045-3765

江戸川区 株式会社リュウオー　西葛西営業所 東京都江戸川区西葛西６－２－１６　６０１ 03-6808-6286

江戸川区 株式会社エムワイトランスポート　江戸川営業所 東京都江戸川区新堀１－１４－１３ 03-3677-8175

江戸川区 ヤマト運輸株式会社　小松川営業所 東京都江戸川区小松川３丁目５－５ 080-5045-3206

江戸川区 株式会社ＡＫ・ファクトリー　本社営業所 東京都江戸川区中葛西７－９－３６　ＫＦコーポ１階 03-6456-0793

江戸川区 株式会社日商　東京営業所 東京都江戸川区臨海町６－１－１ 03-6808-9824

江戸川区 福山運送株式会社　江東営業所 東京都江戸川区中葛西５－７－１ 03-6808-5277

江戸川区 有限会社ニューライン東京　本社営業所 東京都江戸川区中葛西６－１２－１６ 03-6638-8850

江戸川区 株式会社東京急送　本社営業所 東京都江戸川区臨海町４－２－１ 03-3878-5611

江戸川区 株式会社Ｒａｐｔｏｒ　本社営業所 東京都江戸川区松島３－３１－１４－１０１ 03-5879-6479

江戸川区 アサヒエンタープライズ有限会社　本社営業所 東京都江戸川区春江町２－１９－１０ 03-5666-5051

江戸川区 株式会社ＳＦＣライン　本社 東京都江戸川区臨海町４－２－１－６０６号 03-3878-5579

江戸川区 株式会社ビップ　本社営業所 東京都江戸川区南篠崎町３－２－２ 03-5666-2300

江戸川区 株式会社Ｃａｒｒｙ　Ｂｅｅ　本社営業所 東京都江戸川区中葛西６丁目３番２０号 03-5679-1171

江戸川区 株式会社月吉　本社 東京都江戸川区東葛西４－１７－１１ 03-5675-6633

江戸川区 シン・ワート・ジャパン株式会社　本社営業所 東京都江戸川区鹿骨１－５９－１２ 03-5664-0555

江戸川区 東武高活運輸株式会社　本社営業所 東京都江戸川区西一之江２－２１－１５ 03-5879-3983

江戸川区 関東名鉄運輸株式会社　葛西支店 東京都江戸川区臨海町４－３－１ 03-5676-0741

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（東京都）
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江戸川区 有限会社松下運送　本社営業所 東京都江戸川区一之江３－１４－２ 03-3654-3771

江戸川区 大日運輸倉庫株式会社　本社営業所 東京都江戸川区北葛西５－２８－２１ 03-3686-5261

江戸川区 興徳運送株式会社　本社営業所 東京都江戸川区大杉２－１２－１３ 03-3653-9955

江戸川区 株式会社城東トランスポート　本社営業所 東京都江戸川区鹿骨２－３５－１２ 03-6801-7719

江戸川区 株式会社　盛運　本社営業所 東京都江戸川区中葛西８－２０－３ 03-3688-6778

江戸川区 株式会社浜田　東京リサイクルセンター 東京都江戸川区松江５－１９－８ 03-6456-0970

江戸川区 ヤマト運輸株式会社　一之江営業所 東京都江戸川区一之江３－１５ 080-5098-3344

江戸川区 有限会社勝己運輸　本社営業所 東京都江戸川区新堀１－１１－６ 03-3676-0076

江戸川区 関東輸送株式会社　本社営業所 東京都江戸川区瑞江２－１０－１４ 03-3677-7101

江戸川区 小島運送株式会社　本社 東京都江戸川区南葛西１－１３－１５ 03-3687-5571

江戸川区 有限会社湊運輸　本社営業所 東京都江戸川区東葛西５－４９－９ 03-3680-9318

江戸川区 有限会社明鉄運輸　本社 東京都江戸川区東葛西４－１２－６ 03-3687-7141

江戸川区 アール企画株式会社　本社営業所 東京都江戸川区西葛西８－８－１６ 03-5878-1601

江戸川区 ファースト運輸株式会社　本社 東京都江戸川区北葛西５－１７－４ 03-3686-2521

江戸川区 天山運輸株式会社　本社営業所 東京都江戸川区江戸川５－９－８ 03-3686-5661

江戸川区 相川運送有限会社　本社 東京都江戸川区東葛西２－３－１８－１０２ 03-3687-1268

江戸川区 松岡満運輸株式会社　東京支店 東京都江戸川区臨海町４丁目３－１ 03-3869-4511

江戸川区 株式会社ワークオンクリエイト　本社営業所 東京都江戸川区中葛西６－９－７ 03-5878-3676

江戸川区 株式会社グンリック　東京 東京都江戸川区清新町２－３－７ 03-5659-6071

江戸川区 株式会社山武運輸　本社 東京都江戸川区江戸川３－４０ 03-3677-3424

江戸川区 佐久間運送株式会社　本社営業所 東京都江戸川区中葛西７－２０－１１ 03-3680-8107

江戸川区 新藤ロジスティクス有限会社　本社 東京都江戸川区中葛西２－２１－７ 03-3687-5426

江戸川区 株式会社エムティーロジ　本社営業所 東京都江戸川区北葛西２－１２－２９ 03-5676-7088

江戸川区 瀬戸内陸運株式会社　東京支店 東京都江戸川区瑞江１－１９－１８ 03-3698-6050

江戸川区 エーツーエーロジコム株式会社　葛西営業所 東京都江戸川区臨海町６－１ 03-5667-4191

江戸川区 株式会社グリーンステージ　江戸川営業所 東京都江戸川区大杉５丁目６－２１　グレイズＴ１０２ 03-5661-8707

江戸川区 東丸運輸株式会社　本社営業所 東京都江戸川区臨海町４－２－２ 03-3804-1181

江戸川区 株式会社日本カーゴシステム　本社営業所 東京都江戸川区西瑞江５－１４－９ 03-5605-6972

江戸川区 株式会社薩南陸運　本社営業所 東京都江戸川区南葛西１－２－３ 03-3675-2421

江戸川区 葛西物流株式会社　本社営業所 東京都江戸川区臨海町４－２－１ 03-3878-1442

江戸川区 株式会社合通ジェイトラ　東京支店 東京都江戸川区臨海町３丁目５番１号 03-3687-4631

江戸川区 海野運送株式会社　本社営業所 東京都江戸川区東葛西２－１０－１５ 03-3688-0768

江戸川区 四国名鉄運輸株式会社　東京支店 東京都江戸川区臨海町４－３－１ 03-3878-3650
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江戸川区 信濃運輸株式会社　本社 東京都江戸川区臨海町４ー２ー１ 03-3878-5551

江戸川区 センコーエーラインアマノ株式会社　東京営業所 東京都江戸川区西篠崎２－３－５ 03-3670-3221

江戸川区 札樽自動車運輸株式会社　東京支店 東京都江戸川区臨海町４－３－１ 03-5676-4831

江戸川区 有限会社丸橋運送店　本社営業所 東京都江戸川区南篠崎町４－１２－１３ 03-3678-2121

江戸川区 東亜物流株式会社　本社営業所 東京都江戸川区一之江１－９－１３ 03-3674-8701

江戸川区 株式会社エム・エスサービス　本社営業所 東京都江戸川区篠﨑町４丁目６番３号 03-6638-8008

江戸川区 日通隅田川運輸株式会社　隅田川事業所 東京都江戸川区平井５－１－１ 03-3617-7641

江戸川区 シナノライン株式会社　本社営業所 東京都江戸川区臨海町４－２－１　６階 03-3878-0417

江戸川区 ヤマト運輸株式会社　江戸川篠崎営業所 東京都江戸川区谷河内１－１８－９ 080-6604-6347

江戸川区 ヤマト運輸株式会社　江戸川営業所 東京都江戸川区東葛西９－３－２ 03-5045-3313

江戸川区 カネ秀関東急送株式会社　本社 東京都江戸川区江戸川５－１３－１０ 03-3687-2141

江戸川区 株式会社東髙運輸　江戸川営業所 東京都江戸川区瑞江４－５０－１７ 03-3677-7555

江戸川区 日米産業株式会社　本社営業所 東京都江戸川区臨海町４－２－１ 03-3877-1558

江東区 株式会社プレミアアシスト　東京サービスセンター 東京都江東区青海３－２－１７－４０２ 03-3527-8461

江東区 有限会社マキ産業　東京営業所 東京都江東区三好３丁目２－５ 070-6478-0682

江東区 千代田運輸株式会社　江東営業所 東京都江東区新木場１－６－１３ 03-5534-7111

江東区 株式会社ロジ・クリエーション　本社 東京都江東区東砂８－２５－６ 03-3646-5611

江東区 湾岸高速運輸株式会社　東京営業所 東京都江東区東砂８－２５－６ 03-3646-5613

江東区 石川運輸倉庫株式会社　お台場営業所 東京都江東区青海４－３－１２ 03-6426-0940

江東区 立正運送株式会社　東京営業所 東京都江東区有明３－１５－１３ 03-6426-0230

江東区 大京運輸株式会社　豊洲営業所 東京都江東区豊洲４－１１－３ 03-3533-1047

江東区 ジャパンエクスプレス株式会社　本社営業所 東京都江東区辰巳３－１５－３ 03-5534-1934

江東区 銀座急送株式会社　辰巳営業所 東京都江東区辰巳３－１５－５ 03-3522-0111

江東区 信越定期自動車株式会社　東雲支店 東京都江東区東雲２－５－１５ 03-3527-6800

江東区 株式会社砂町運輸　本社営業所
東京都江東区有明４－８－６　東京港フェリー埠頭ターミ

ナルビル３Ｆ　５－２
03-3527-5270

江東区 アヅマ・ロジテック株式会社　有明営業所 東京都江東区有明４－７－９ 03-3520-0811

江東区 浪速運送株式会社　東京 東京都江東区塩浜２－４－２０ 03-3647-7280

江東区 株式会社光陽ライン　本社営業所 東京都江東区新木場３－３－２ 03-3522-5011

江東区 株式会社ＷＩＴ　本社営業所
東京都江東区青海３－４－１９　青海流通センター２号棟

北側２階
03-6457-1303

江東区 汐留運送株式会社　辰巳営業所 東京都江東区辰巳３－１６－６ 03-3521-7117
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江東区 株式会社ＮＢＳロジソル　東京港営業所
東京都江東区有明４ー８－６東京港フェリーターミナルビ

ル３階テナント２室
03-3527-7200

江東区 コンポート株式会社　有明営業所 東京都江東区東雲２－１４－４ 03-3520-2144

江東区 マルサダ運輸株式会社　本社営業所 東京都江東区東雲２－１４－４ 03-3520-1221

江東区 株式会社エムズ・エイド　本社営業所 東京都江東区東雲２－１４－３５　２Ｆ 03-3527-5415

江東区 相互運輸株式会社　有明営業所 東京都江東区有明１－２－２７ 03-3529-0337

江東区 東礼自動車株式会社　江東営業所 東京都江東区大島１－３６－１２ 03-3681-9252

江東区 福山通運株式会社　東京支店 東京都江東区越中島３－６－１５ 03-3643-7541

江東区 有限会社ホクトコンテナ輸送　本社営業所
東京都江東区辰巳３丁目２１－１６　辰巳ふ頭貿雑貨上屋

２１０
03-5534-6788

江東区 絹川屋運送株式会社　辰巳総合物流センター 東京都江東区辰巳３－１２－２０ 03-3522-0181

江東区 村松機工運輸株式会社　本社 東京都江東区東陽１－１８－１７ 03-3647-0303

江東区 山本運送株式会社　東京 東京都江東区冬木１５番２０号 03-3642-6641

江東区 株式会社大東運輸　本社営業所 東京都江東区新木場２－１４－１ 03-3521-7311

江東区 杉村運輸株式会社　江東営業所 東京都江東区辰巳２－３－４０ 03-6457-0123

江東区 太陽運輸株式会社　東京営業所 東京都江東区辰巳３丁目１６番２０号 03-3522-5070

江東区 有限会社大拓　本社営業所 東京都江東区塩浜２－１２－５ 03-6458-8734

江東区 株式会社ヒロカイ東京　本社 東京都江東区辰巳３ー２１ー１６ 03-5534-6061

江東区 株式会社フィフティーワン　本社営業所 東京都江東区東雲２－１４－３５ 03-6858-0051

江東区 株式会社ビックロジサービス　江東営業所 東京都江東区新木場３－６－１０ 03-5534-1830

江東区 日本通運株式会社　隅田川支店小名木川事業所作業課 東京都江東区北砂３－３－５ 03-3644-7191

江東区 テツソー物流株式会社　本社営業所 東京都江東区塩浜１－１－２０ 03-3644-0161

江東区 アイエムエキスプレス株式会社　辰巳事務所 東京都江東区辰巳３－９－２ 03-5569-9250

江東区 有限会社玉井工業　本社営業所 東京都江東区東砂３－４－２ 03-3644-2251

江東区 株式会社ナカノ商会　有明センター 東京都江東区有明３－１５－１３ 03-3528-2341

江東区 佐川急便株式会社　江東営業所 東京都江東区新木場２－１５－２５ 03-3522-0150

江東区 ＳＢＳ即配サポート株式会社　東京本店 東京都江東区新砂１－５－２９ 03-5633-8956

江東区 有限会社サツケン　本社営業所 東京都江東区有明４－８－６ 03-3529-1401

江東区 東京荷役管理株式会社　本社営業所 東京都江東区辰巳１－５－１０ 03-3521-3301

江東区 西鉄運輸株式会社　東京支店 東京都江東区辰巳３－１０－２５ 03-3522-0351

江東区 ＳＢＳリコーロジスティクス株式会社　物流センター江東 東京都江東区新木場２－１３－１０ 03-6861-6311

江東区 株式会社タイヨーリクテム　本社営業所 東京都江東区辰巳３－１３－１５ 03-3521-2271

江東区 富島海運株式会社　本社営業所 東京都江東区新木場１－８－１７ 03-3521-8011
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江東区 株式会社アベ　本社営業所 東京都江東区辰巳３－１９－１４ 03-3522-5021

江東区 江口運送株式会社　本社営業所 東京都江東区白河１－７－７ 03-3641-5040

江東区 新潟運輸株式会社　東京支店 東京都江東区新砂１－１３－１３他１筆 03-3647-2111

江東区 清澄運輸株式会社　深川営業所 東京都江東区清澄１－２－５ 03-3642-5106

江東区 株式会社センコーリビングプラザ　東京店 東京都江東区東雲２－１－１０ 03-6684-1134

江東区 カンダリテールサポート株式会社　東京ＣＳセンター 東京都江東区有明１－３－５ 03-3527-5835

江東区 株式会社三進　新木場営業所 東京都江東区新木場３－５－６ 03-5569-8711

江東区 ＳＧムービング株式会社　ＴＯＫＹＯＢＡＳＥ 東京都江東区新砂３－２－９ 03-6850-7800

江東区 三港運輸株式会社　本社営業所 東京都江東区辰巳３－７－２３ 03-3521-0721

江東区 亀戸運送株式会社　本社営業所 東京都江東区亀戸７－３９－１２ 03-3684-3641

江東区 菱中海陸運輸株式会社　東京営業所
東京都江東区有明４丁目８－６　東京港フェリーターミナ

ルビル
03-3528-0881

江東区 ヤマト運輸株式会社　江東扇橋営業所 東京都江東区海辺８－４ 080-5045-3728

江東区 ケーエルサービス東日本株式会社　東京東営業所 東京都江東区新砂１－１２－２ 03-3640-0721

江東区 株式会社ＮＳロジ東日本　東京営業所 東京都江東区有明３－１５－１２ 03-3520-0537

江東区 株式会社三榮商會　東京営業所
東京都江東区有明４－１－１　１０号ふ頭４号上屋荷役連

絡所７号室
03-3527-7820

江東区 東京共同ロジテム株式会社　本社営業所 東京都江東区東雲２－１２－２０ 03-3529-1341

港区 株式会社盛運　東京営業所 東京都港区港南５－５－９ 03-5460-1185

港区 ヤマト運輸株式会社　芝浦営業所 東京都港区海岸３－１５－１４ 03-3453-3893

港区 東京発送株式会社　本社 東京都港区海岸１－９－１４ 03-3433-0774

港区 中日コプロ東京株式会社　東京 東京都港区高輪２－１６－４１ 03-3447-5835

港区 ヤマト運輸株式会社　青山営業所 東京都港区芝浦四丁目３番４号 03-5439-4691

港区 新聞輸送株式会社　読売新聞営業所 東京都港区芝浦４－１６－２７ 03-5621-1151

港区 株式会社アサヒセキュリティ　東京警送営業所 東京都港区海岸２－４－２ 03-5441-8371

港区 ピアノ運送株式会社　東京本店 東京都港区海岸３－１５－６ 03-5484-0871

港区 株式会社板橋運送　本社営業所 東京都港区浜松町１－１８－７ 03-3431-4846

港区 有限会社大澤組　本社営業所 東京都港区海岸３－６－４３－２０３ 03-3451-7725

港区 ヤマト運輸株式会社　虎ノ門４丁目センター 東京都港区西新橋２－１２－５ 03-5521-0061

荒川区 ヤマト運輸株式会社　文京千駄木営業所 東京都荒川区西日暮里６丁目６５番１号 080-6695-6179

荒川区 岸澤運輸株式会社　本社営業所 東京都荒川区町屋７－１２－１１ 03-3892-0101

荒川区 熊井梱包運輸株式会社　本社営業所 東京都荒川区西日暮里１－５９－２２ 03-3891-9211

荒川区 ヤマト運輸株式会社　隅田川コンテナ支店 東京都荒川区南千住４－１－１ 03-3807-0111
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荒川区 東京福山通運株式会社　隅田川支店 東京都荒川区南千住４－１３９－２ 03-3802-3061

新宿区 荒木運送株式会社　本社営業所 東京都新宿区高田馬場３－４６－９ 03-3362-2435

新宿区 七福運送株式会社　本社営業所 東京都新宿区南元町１２ 03-3341-7291

新宿区 株式会社村山運輸　本社営業所 東京都新宿区百人町３－８－１３ 03-3364-1824

杉並区 ヤマト運輸株式会社　阿佐谷営業所 東京都杉並区阿佐谷北６－２２－７ 080-5045-8565

杉並区 井荻運送株式会社　本社 東京都杉並区清水３－２９－１２ 03-3395-0581

杉並区 ヤマト運輸株式会社　上井草営業所 東京都杉並区上井草２－７－７ 080-5045-8940

杉並区 株式会社ダイヤル運送　本社 東京都杉並区今川２－２１－９ 03-3390-3959

杉並区 ヒタチ株式会社　杉並ハブセンター 東京都杉並区宮前１－１９－１４　井の頭８号館２０１ 03-5941-6784

杉並区 株式会社ロードランナー　杉並営業所 東京都杉並区宮前１－１４－１４ 03-3333-0851

杉並区 大島運輸株式会社　井草営業所 東京都杉並区上井草２－３４－２６ 03-3395-4881

世田谷区 ヤマト運輸株式会社　成城営業所 東京都世田谷区成城１丁目４－１９ 03-6411-1521

世田谷区 ＡＳＫＵＬ　ＬＯＧＩＳＴ株式会社　世田谷営業所 東京都世田谷区鎌田４－１８－１３ 03-5727-8621

世田谷区 用賀運送株式会社　本社営業所 東京都世田谷区上用賀５－７－２ 03-3709-5401

世田谷区 ちとせ運送株式会社　本社 東京都世田谷区赤堤３－３３－６ 03-3325-5781

世田谷区 アート引越センター株式会社　目黒支店 東京都世田谷区玉堤２－２－２１ 03-6703-0123

世田谷区 京王運輸株式会社　世田谷営業所 東京都世田谷区上北沢４－３６－１５ 03-3290-9677

世田谷区 ヤマト運輸株式会社　三軒茶屋営業所 東京都世田谷区上馬２－２２－１０ 03-5433-0130

世田谷区 西濃運輸株式会社　世田谷支店 東京都世田谷区八幡山２－６－１ 03-5857-7602

足立区 株式会社和誕トランスポート　本店 東京都足立区南花畑２－２９－１０　メゾン遠山１０４ 03-5851-7171

足立区 株式会社プレミアアシスト　足立サービスセンター 東京都足立区入谷５－６－５ 03-5838-0040

足立区 大進運輸株式会社　本社 東京都足立区綾瀬６－４１－１３ 03-5849-3601

足立区 株式会社トレコンホクト　本社営業所 東京都足立区東綾瀬２－１１－８ 03-3606-8754

足立区 株式会社中央流通サービス　本社営業所 東京都足立区神明２－７－１２ 03-5682-8996

足立区 ビコーオペレーションシステム株式会社　本社東京事業所 東京都足立区六木３丁目３２－１８　２０３ 03-5851-8700

足立区 エヌティ陸送株式会社　小台営業所 東京都足立区小台２－６－２ 03-5959-5675

足立区 株式会社ケイ・エム　本社営業所 東京都足立区鹿浜６－１５－８ 03-3857-0531

足立区 タカセ運輸倉庫株式会社　本社営業所 東京都足立区保木間４－５５－１２ 03-5242-1841

足立区 東京中央運輸株式会社　足立営業所 東京都足立区加賀２－２８－１６ 03-5647-5932

足立区 有限会社仲運送　本社 東京都足立区千住大川町３４－７ 03-3879-7211

足立区 関東急行運輸株式会社　本社 東京都足立区加賀２－２７－１３ 03-3857-0511

足立区 弘済運輸株式会社　足立営業所 東京都足立区入谷６－２－１ 03-5838-1700

足立区 株式会社新成商事　本社営業所 東京都足立区小台２－３８－２２ 03-3912-7565
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足立区 加賀運送有限会社　本店 東京都足立区千住桜木１－１４－２ 03-3882-1024

足立区 株式会社都築運輸　本社営業所 東京都足立区堀之内２－１５－２３ 03-3897-1421

足立区 有限会社柳川運送　本社営業所 東京都足立区千住東２－２１－２９ 03-3882-2573

足立区 横山運送有限会社　本社営業所 東京都足立区六木４－６－３０ 03-3605-6110

足立区 有限会社マルタカ運輸　本社営業所 東京都足立区舎人４－９－４ 03-3897-8816

足立区 大作輸送株式会社　本社営業所 東京都足立区入谷７－５－３ 03-3857-1101

足立区 十條運輸有限会社　本社営業所 東京都足立区皿沼１－２０－５ 03-3899-2180

足立区 株式会社ＩＫＥＤＡコーポレーション　本社営業所 東京都足立区保木間１－１２－３ 03-3860-2688

足立区 光新運送株式会社　本社営業所 東京都足立区北加平町８－２６ 03-3605-7201

足立区 ジャスト物流株式会社　東京営業所 東京都足立区堀之内２－４－３ 03-5856-9079

足立区 株式会社トーリク　東京営業所 東京都足立区入谷７－２１－１ 03-3897-2871

足立区 株式会社藤倉運輸　本社営業所 東京都足立区神明南２－１－２ 03-3605-0857

足立区 新潟運輸株式会社　足立支店 東京都足立区入谷６丁目１番１号 03-8545-7600

足立区 八信陸運株式会社　本社営業所 東京都足立区綾瀬６－３４－１ 03-3620-8501

台東区 株式会社シバサキ　本社 東京都台東区竜泉３－１８－３ 03-3876-2711

大田区 株式会社ディ・エス物流　羽田営業所 東京都大田区東糀谷６－１－２７ 03-6423-6395

大田区 青葉運輸株式会社　大田営業所 東京都大田区東海３－２－１１ 03-5492-2800

大田区 ダイイチ通商株式会社　本社営業所 東京都大田区池上５－１９－１１ 03-3753-6788

大田区 株式会社三協運輸サービス　大田営業所 東京都大田区仲池上１－１９－１２ 03-6410-4851

大田区 有限会社ＳＪ輸送　本社営業所 東京都大田区東海５－５－１８ 03-3790-7255

大田区 佐川急便株式会社　羽田空港営業所 東京都大田区羽田空港３－２－２ 03-5757-9350

大田区 富士陸送株式会社　本社営業所 東京都大田区東糀谷４－３－１５ 03-3744-3114

大田区 アサヒロジ株式会社　平和島支店 東京都大田区平和島５－６－１ 03-3768-3636

大田区 ＦＵＪＩＲＩＫＵ株式会社　本社営業所 東京都大田区東糀谷４－３－１５ 03-3744-3114

大田区 西濃運輸株式会社　大森支店 東京都大田区平和島５－５－２ 03-5857-7604

大田区 大京運輸株式会社　大井営業所 東京都大田区城南島１－１－１ 03-3799-1936

大田区 有限会社キャスコジャパン　東京営業所 東京都大田区東海４－３－８ 03-5755-9240

大田区 芳商物流株式会社　本社営業所 東京都大田区東海３－２－１ 03-5492-3371

大田区 日本ロジテム株式会社　大井営業所 東京都大田区東海４－７－２０　（芝海株式会社内） 03-3799-0225

大田区 ＴＳネットワーク株式会社　羽田流通センター 東京都大田区羽田旭町４－１ 03-5735-5161

大田区 井住運送株式会社　大井 東京都大田区東海５－５－３大井トラクターターミナル 03-3799-5481

大田区 第一貨物株式会社　京浜支店 東京都大田区平和島２－１－１ 03-3762-2191

大田区 株式会社大津運送　本社 東京都大田区仲池上１－１６－６ 03-3755-2810
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大田区 株式会社Ｐｓトランスポート　大田営業所 東京都大田区矢口３－８－２２ 03-5482-3720

大田区 神奈川センコー運輸株式会社　平和島営業所 東京都大田区平和島１－２－３０ 03-6673-4711

大田区 リファーシステムジャパン株式会社　平和島営業所 東京都大田区平和島２－１－１ 03-5767-5011

大田区 中日コプロ東京株式会社　大森営業所 東京都大田区東糀谷１－９－１７ 03-3743-8389

大田区 西濃運輸株式会社　京浜ターミナル支店
東京都大田区平和島２－１－１（京浜トラックターミナル

内　京浜１６号棟）
03-5857-7603

大田区 株式会社エムティ輸送　本社営業所 東京都大田区東海５－５－１ 03-3790-8190

大田区 ヤマト運輸株式会社　羽田クロノゲート 東京都大田区羽田旭町１１－１ 03-6756-7165

大田区 株式会社ロジック　東京営業所
東京都大田区平和島３－４－１　東京団地倉庫　管理棟３

４号室
03-6410-8760

大田区 日の出コンテナライン株式会社　大井営業所 東京都大田区東海五丁目５番１号 03-3799-1611

大田区 株式会社いづみ商事　本社営業所 東京都大田区京浜島３－３－７ 03-5755-6760

大田区 松岡満運輸株式会社　京浜営業所 東京都大田区平和島２－１－１ 03-3762-2344

大田区 芳和輸送株式会社　本社 東京都大田区東海３－６－７ 03-3799-5191

大田区 株式会社Ａ１　本社 東京都大田区大森東４丁目２２番４号 03-5767-9919

大田区 ヤマト運輸株式会社　大森北営業所 東京都大田区大森北五丁目１２番７号 03-3762-6031

大田区 ヤマト運輸株式会社　大井営業所 東京都大田区平和島五丁目２番２号 03-5471-7401

大田区 ヤマト運輸株式会社　糀谷営業所 東京都大田区東糀谷二丁目１１番地５号 080-5045-9523

大田区 ヤマト運輸株式会社　馬込営業所 東京都大田区西馬込１－６－７ 03-3772-6330

大田区 洗足池運輸株式会社　仲池上営業所 東京都大田区仲池上１－２８－１９ 03-3753-5404

大田区 株式会社サカイ引越センター　東京南支社 東京都大田区南六郷３－１７－５ 03-5713-2190

大田区 富田運輸株式会社　東京営業所 東京都大田区東海５－５－１－４Ｄ 03-5755-6391

大田区 大森運送株式会社　本社営業所 東京都大田区城南島２－８－１０ 03-5755-9345

大田区 宇徳ロジスティクス株式会社　東京営業所 東京都大田区東海５－５－３ 03-3799-7031

大田区 トーヨーエキスプレス株式会社　東京支店 東京都大田区矢口３－７－１３ 03-3759-3444

大田区 早川海陸輸送株式会社　東京営業所 東京都大田区東海４－９－７ 03-3790-2500

大田区 セイホー運輸株式会社　東京営業所 東京都大田区大森東１－４－１コーポ平和島１０２ 03-5753-0005

大田区 アイシーエクスプレス株式会社　本社 東京都大田区昭和島２－４－１ 03-5762-0655

大田区 日東富士運輸株式会社　東京支店 東京都大田区東海６－２－１ 03-3790-5621

大田区 ＳＢＳリコーロジスティクス株式会社　物流センター京浜 東京都大田区京浜島１丁目２番６号 03-3799-0254

大田区 新潟運輸株式会社　京浜支店 東京都大田区平和島２－１－１ 03-3762-8282

大田区 株式会社井門サービス　大森営業所 東京都大田区大森西３－３－１９ 03-3763-0311

大田区 日通羽田グランドサービス株式会社　本社営業所 東京都大田区京浜島３－５－５ 03-5755-7781
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中央区 株式会社東発　豊海営業所 東京都中央区豊海町６－３　豊海ビル６０８ 03-3533-9811

中央区 ケイアイ株式会社　中央営業所 東京都中央区月島４－７－１４ 03-3531-0201

中央区 日本郵便株式会社　晴海郵便局 東京都中央区晴海４－６－２６ 03-5546-1140

中央区 東海急送株式会社　本社営業所 東京都中央区築地６－２４－５ 03-5565-4311

中央区 新聞輸送株式会社　朝日新聞営業所 東京都中央区築地５－３－２ 03-5540-7564

中央区 丸正運輸株式会社　本社営業所 東京都中央区晴海４－１－１６ 03-3531-7247

中央区 株式会社金枝運輸　本社営業所 東京都中央区月島４－１－１１ 03-3531-9251

中央区 八丁堀物流有限会社　本社 東京都中央区八丁堀２－２８－２ 03-3552-3841

中央区 日本通運株式会社　関東美術品支店 東京都中央区新川１－１－５ 03-3206-1133

中野区 日本梱送株式会社　本社営業所 東京都中野区上鷺宮１－１－１９ 03-3998-5366

板橋区 ＳＢＳリコーロジスティクス株式会社　物流センター板橋 東京都板橋区高島平６－１－１ 03-5967-2417

板橋区 佐川急便株式会社　城北営業所 東京都板橋区新河岸１－１１－１１ 03-5945-5664

板橋区 株式会社興真運送　本社営業所 東京都板橋区宮本町３５－１５ 03-3969-9377

板橋区 株式会社マルホ運輸　本社 東京都板橋区幸町３５－７ 03-3955-6781

板橋区 石坂運輸株式会社　本社営業所 東京都板橋区舟渡３－１８－５ 03-3967-6323

板橋区 ＳＢＳゼンツウ株式会社　板橋営業所 東京都板橋区舟渡３－２０－２８ 03-3960-9400

板橋区 東京トラック運送株式会社　板橋支店
東京都板橋区高島平６－１－１（板橋トラックターミナル

１号棟）
03-3939-7151

板橋区 株式会社ヒガシトゥエンティワン　東京総合物流グループ 東京都板橋区東坂下２－８－１ 03-5918-9875

板橋区 藤和運輸株式会社　本社営業所 東京都板橋区志村３－３０－１０ 03-3966-8321

板橋区 株式会社丸喜運輸　本社営業所 東京都板橋区坂下３－９－１３－４０６ 048-430-7367

板橋区 佐川急便株式会社　赤羽営業所 東京都板橋区舟渡４－１２－２８ 03-3558-8395

板橋区 第一貨物株式会社　板橋支店 東京都板橋区高島平６－１－１ 03-3938-6211

品川区 ＡＳＫＵＬ　ＬＯＧＩＳＴ株式会社　品川営業所 東京都品川区勝島１－２－１　７階 03-5767-8661

品川区 品川運輸株式会社　本社 東京都品川区東大井２－１－８ 03-3761-0165

品川区 東和運送株式会社　本社営業所 東京都品川区東品川１－２９－２７ 03-3450-7561

品川区 トランコムＤＳ株式会社　品川センター 東京都品川区八潮３－２－２２ 070-7578-9848

品川区 日和運輸倉庫株式会社　本社 東京都品川区東品川５－９－１５－６０５ 044-299-0391

品川区 協和企業株式会社　本社営業所 東京都品川区南大井６－２－７ 03-3298-7101

品川区 セイト物流株式会社　本社営業所 東京都品川区南大井３－２８－１１ 03-3745-7588

品川区
日本通運株式会社　東京コンテナ支店コンテナ事業所東京

コンテナ課
東京都品川区八潮３－３－２２ 03-3790-2077

品川区 日本通運株式会社　大井輸送事業所 東京都品川区八潮２－６－２ 03-3799-0671
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文京区 堀内運送株式会社　本社 東京都文京区向丘１－９－１４ 048-935-0291

文京区 株式会社輕便社　本社営業所 東京都文京区水道２－１７－１０ 03-3817-0801

文京区 ヤマト運輸株式会社　湯島営業所 東京都文京区湯島４－５－５ 080-6604-6296

北区 ＡＳＫＵＬ　ＬＯＧＩＳＴ株式会社　城北営業所 東京都北区堀船２－３３－１ 03-5959-5077

北区 ＴＳネットワーク株式会社　東京支店 東京都北区堀船２－２０－４６ 03-5390-2501

北区 ニックフレート株式会社　東京物流センター 東京都北区浮間５－４－４４ 03-5970-4900

北区 信越定期自動車株式会社　浮間営業所 東京都北区浮間５－１－１０ 03-3966-2231

北区 西町運送株式会社　本社営業所 東京都北区西が丘１－１－５ 03-3909-1311

北区 青柳運送有限会社　本社営業所 東京都北区田端３－２２－１２ 03-3828-8733

北区 丸福運送有限会社　本社 東京都北区赤羽西６－１９－１ 03-3905-1029

北区 株式会社カンダコアテクノ　ロジテクノ営業所 東京都北区浮間４－２２－１ 03-5939-8061

北区 上野運輸株式会社　本社営業所 東京都北区豊島２－１７－１６ 03-3911-3240

墨田区 佐川急便株式会社　荒川営業所 東京都墨田区東墨田３－４－４５ 0570-01-0659

墨田区 株式会社岡田運送　東京 東京都墨田区向島４－２９－９ 03-3622-2728

墨田区 帝都運輸機工株式会社　本社営業所 東京都墨田区墨田３－４１－６ 03-3614-5737

墨田区 ヤマト運輸株式会社　墨田東営業所 東京都墨田区東墨田２－３－２６ 080-5045-7652

墨田区 イノウ運輸株式会社　本社営業所 東京都墨田区向島３－１３－１１ 03-3624-6451

墨田区 株式会社ハヤシ配送サービス　本社営業所 東京都墨田区緑２－６－５ 03-3634-2941

墨田区 ヤマト運輸株式会社　吾妻橋営業所 東京都墨田区吾妻橋２－１９－２ 080-6699-0601

墨田区 ヤマト運輸株式会社　墨田営業所 東京都墨田区立川４－１７－１ 080-5045-3495

墨田区 システム運輸株式会社　本社営業所 東京都墨田区文花３－２４－２３ 03-3613-4491

目黒区 自由ヶ丘運送有限会社　本社営業所 東京都目黒区緑が丘２－６－１５ 03-3717-5126

練馬区 株式会社東基サービス　本社 東京都練馬区貫井３－４３－３ 03-3998-6358

練馬区 柏栄産業株式会社　本社営業所 東京都練馬区貫井４－４７－５９ 03-3970-5394

練馬区 茂呂運送株式会社　田柄営業所 東京都練馬区田柄１－８－２７ 03-3930-1929

練馬区 株式会社サカイ引越センター　練馬支社 東京都練馬区谷原３－２－１５ 03-5923-1141

練馬区 株式会社アクセス・トランスポート　本社 東京都練馬区中村２－３１－５ 03-3999-9811

練馬区 ヤマト運輸株式会社　大泉営業所 東京都練馬区西大泉４－２３－２ 03-3867-2813

練馬区 株式会社磐根　本社営業所 東京都練馬区大泉町２－５４－５ 03-3978-5060

練馬区 有限会社弥栄運輸　本社営業所 東京都練馬区向山４－１６－１ 03-3970-2331

練馬区 株式会社トートラ　練馬営業所 東京都練馬区豊玉中３－１２－３ 03-5946-3441

練馬区 成増興業株式会社　本社 東京都練馬区北町７－４－８ 03-3932-8161

練馬区 天龍運輸株式会社　本社営業所 東京都練馬区大泉学園町８－２２－２１ 03-3924-6111
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あきる野市 愛知陸運株式会社　あきる野物流センター 東京都あきる野市牛沼字初雁１１０１ 042-532-2033

稲城市 ヤマト運輸株式会社　若葉台営業所 東京都稲城市坂浜１４９３－１ 080-6692-1019

稲城市 奥住運輸有限会社　稲城営業所 東京都稲城市若葉台２－１０－１ 042-401-4596

国立市 株式会社サンキューコーポレーション　国立営業所 東京都国立市泉４－８－９ 042-573-3939

国立市 株式会社タイセイ・エフ・ティー西関東　国立 東京都国立市泉５丁目２４番１２ 042-501-5177

三鷹市 エヌティ陸送株式会社　本社営業所 東京都三鷹市下連雀５－９－１３ 0422-67-8623

三鷹市 有限会社佐藤清運　本社営業所 東京都三鷹市新川３ー１９－１４ 0422-24-6398

三鷹市 安藤運輸有限会社　本社営業所 東京都三鷹市大沢４－１７－１８ 042-231-2068

小金井市 有限会社柳沢運輸　本社営業所 東京都小金井市東町２－２６－１１ 0422-31-0764

小平市 株式会社サカイ引越センター　小平支社 東京都小平市花小金井５丁目５８番１０号 042-465-5111

小平市 イズミ物流株式会社　小平営業所 東京都小平市大沼町２－４５－１１ 042-346-7322

小平市 株式会社小川工営　本社営業所 東京都小平市学園西町１－３７－２６ 042-345-1626

小平市 株式会社石川興業運輸　小平営業所 東京都小平市天神町１－３１－１ 042-312-3261

小平市 株式会社大東建興　本社 東京都小平市小川東町５－１９－２０ 042-343-4651

小平市 有限会社小林運送店　本社営業所 東京都小平市小川町１－２３７０ 042-341-0013

昭島市 神農流通株式会社　東京営業所
東京都昭島市宮沢町４７８－１３　グランドールオギノ３

０１
042-519-2252

昭島市 三和運送事業株式会社　昭島営業所 東京都昭島市美堀町４－１３－３７ 042-519-1860

昭島市 東礼自動車株式会社　立川営業所 東京都昭島市東町４－１７－１ 042-541-0402

昭島市 エヌティ陸送株式会社　拝島営業所 東京都昭島市田中町４－１－１ 042-549-0353

昭島市 丸信産業有限会社　本社営業所 東京都昭島市田中町１－３５－１ 042-541-1648

昭島市 日本郵便株式会社　昭島郵便局 東京都昭島市松原町１－９－３１ 042-541-7850

昭島市 株式会社トランス・グリップ　昭島営業所 東京都昭島市美堀町４－１３－３７ 042-500-8639

青梅市 株式会社ＯＲＩＥＮＴ・ＥＸＰＲＥＳＳ　青梅営業所 東京都青梅市末広町１－４－１ 042-878-2036

青梅市 大和システム運輸株式会社　青梅営業所 東京都青梅市新町６－１３－１ 0428-34-8900

青梅市 司企業株式会社　羽村営業所 東京都青梅市今井３－１０－２７ 0428-30-7757

青梅市 ヤマト運輸株式会社　青梅営業所 東京都青梅市東青梅５丁目２２番３ 080-5451-6683

青梅市 株式会社本島運送　青梅営業所 東京都青梅市新町７－１－１０ 0428-31-1619

青梅市 株式会社パルライン　青梅営業所 東京都青梅市新町３－１１－１ 03-6666-7872

多摩市 京王運輸株式会社　多摩営業所 東京都多摩市落合１－１２－２ 042-376-7611

町田市 株式会社三協運輸サービス　多摩営業所 東京都町田市小山ヶ丘２－３－１１ 042-860-1166

町田市 株式会社通産商　本社事務所 東京都町田市鶴間５－１５－１ 042-788-7888

町田市 株式会社大崎　町田営業所 東京都町田市小山ヶ丘二丁目３番１２号 042-798-4610
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町田市 宇徳流通サービス株式会社　町田営業所
東京都町田市鶴間７－３０－１　オリックス横浜町田ＩＣ

ロジスティクスセンター３階
042-850-7663

町田市 株式会社ニッコー　本社営業所 東京都町田市小野路町６７－１ 042-734-1010

町田市 株式会社ニュー多摩運輸　本社 東京都町田市図師町９９７－１ 042-792-4600

町田市 株式会社サカイ引越センター　町田支社 東京都町田市鶴間８丁目７番１６号 042-706-1141

町田市 千代田運送株式会社　町田営業所 東京都町田市本町田２９７４－１ 042-729-7754

調布市 三多摩トランスポート株式会社　調布営業所 東京都調布市柴崎１丁目５９番地６ 042-487-5722

調布市 株式会社サカイ引越センター　東京西支社 東京都調布市上石原１－１７－３２．１７－３３ 042-483-1141

調布市 株式会社神戸運輸　本社営業所 東京都調布市飛田給１－１２－５ 042-483-1326

調布市 富沢運送株式会社　本社営業所 東京都調布市深大寺元町２－６－１ 042-480-1515

東久留米市 ヤマト運輸株式会社　東久留米営業所 東京都東久留米市南町３丁目１０番地１５号 080-5045-6532

東久留米市 ヤマト運輸株式会社　下里営業所 東京都東久留米市下里２－１４－２１ 080-5098-3232

東村山市 株式会社エコランド　東村山センター 東京都東村山市恩多町１－１３－２ 03-5311-3022

東村山市 ダイセーロジスティクス株式会社　武蔵野ハブセンター 東京都東村山市恩多町５－３４ 042-393-2281

東村山市 株式会社滝野川梱包運輸　本社 東京都東村山市秋津町３－３７－１ 042-393-9340

東村山市 有限会社ケーズライン　本社営業所 東京都東村山市久米川町３－３４－１ 042-399-1488

東村山市 有限会社森田運送　本社営業所 東京都東村山市青葉町２－４０－１７ 042-390-8601

東村山市 株式会社豊運輸　本社営業所 東京都東村山市秋津町４－２６－１３ 04-2945-1861

日野市 ＳＢＳフレックネット株式会社　日野営業所 東京都日野市日野７５３番地 042-843-2971

八王子市 洗足池運輸株式会社　八王子営業所 東京都八王子市北野町５９３－１９ 042-649-9304

八王子市 株式会社東京アクティー　八王子 東京都八王子市石川町２９６９－１９ 042-649-3671

八王子市 新日本物流株式会社　八王子事業所 東京都八王子市高倉町６７番地９ 042-649-3571

八王子市 株式会社ナガヤマ物流　八王子営業所 東京都八王子市北野町５９８－１０ 042-631-4597

八王子市 山村ロジスティクス株式会社　八王子運輸営業所 東京都八王子市石川町２９６９－１９ 042-631-3178

八王子市 株式会社ロイヤルコーポレーション　関東営業所 東京都八王子市川口町３８１９番１ 042-659-1034

八王子市 株式会社トランスメイト　八王子営業所 東京都八王子市石川町２９６９－１９ 042-631-3900

八王子市 八王子急便株式会社　本社営業所 東京都八王子市下柚木１９４１－９ 042-676-3211

八王子市 株式会社新開トランスポートシステムズ　西東京営業所 東京都八王子市石川町２９６９－１６ 042-673-0122

八王子市 南多摩運送株式会社　八王子営業所 東京都八王子市大和田町２－２１－４ 042-643-1131

八王子市 成光運輸株式会社　本社営業所 東京都八王子市台町３－２７－１９ 042-624-7530

八王子市 ＳＢＳゼンツウ株式会社　東京西支店 東京都八王子市七国３－５５－１ 042-636-5311

八王子市 佐川急便株式会社　八王子営業所 東京都八王子市兵衛２－２１－１ 0570-55-0208

八王子市 大和システム運輸株式会社　本社営業所 東京都八王子市大和田町１－１２－８ 042-644-6411
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八王子市 株式会社東京キャリイサービス　本社営業所 東京都八王子市大谷町２８２－３ 042-645-0090

八王子市 株式会社ヒューテックノオリン　東京支店 東京都八王子市石川町２９６９－１８ 042-631-5393

府中市 株式会社キョウエイ　府中 東京都府中市四谷５－１７－４ 042-354-9557

府中市 株式会社エムアンドワイ　本社 東京都府中市多磨町２－１９－３ 042-306-8218

府中市 株式会社栄光　府中営業所 東京都府中市北山町２－６－１５ 042-580-6878

府中市 三鈴運送有限会社　本社営業所
東京都府中市本町４－１２－２１　府中旭マンション１０

４
042-352-2501

府中市 府中自動車株式会社　本社営業所 東京都府中市四谷４－２１－２ 042-362-5512

府中市 フェデラルエクスプレスジャパン合同会社　府中 東京都府中市四谷６丁目１３番１号 042-330-1700

府中市 東日本エア・ウォーター物流株式会社　府中医療営業所 東京都府中市四谷５－３６ 042-361-9611

府中市 城北運輸株式会社　本社営業所 東京都府中市南町６－１７－１ 042-366-3733

府中市 日本通運株式会社　西東京警送事業所府中センター 東京都府中市若松町３－５－３ 042-306-9750

武蔵村山市 日本ＷｅＰ流通株式会社　本社 東京都武蔵村山市伊奈平５－８７－５．１０ 042-560-3895

武蔵村山市 丸重運輸株式会社　本社 東京都武蔵村山市学園５－１２－２ 042-565-3791

武蔵村山市 東京ユニオン物流株式会社　立川営業所 東京都武蔵村山市伊奈平５－６５－１ 042-520-2531

武蔵村山市 筑波運輸建設株式会社　本社 東京都武蔵村山市学園１－１２５ 042-516-1717

武蔵村山市 株式会社カタオカロジックス　本社営業所 東京都武蔵村山市神明３－１３２－３ 042-562-9066

武蔵村山市 関東トナミ運輸株式会社　立川営業所 東京都武蔵村山市三ッ藤１－９７－１ 042-569-1073

武蔵村山市 武蔵通商株式会社　本社営業所 東京都武蔵村山市伊奈平１－２４－２ 042-560-7211

武蔵野市 ヤマト運輸株式会社　吉祥寺営業所 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－３４－２０ 080-6699-5301

福生市 トランスパック株式会社　東京営業所 東京都福生市福生４６６－１ 042-513-7433

福生市 株式会社ホームエネルギー西関東　東京営業所 東京都福生市武蔵野台１－２７－１ 042-552-7881

立川市 ヤマト運輸株式会社　立川営業所 東京都立川市泉町９３５ 080-5098-3164

立川市 丸昭運送株式会社　東京営業所 東京都立川市西砂町６－１６－７ 042-511-6019

立川市 共立ラインサービス株式会社　本社営業所 東京都立川市高松町１丁目１００ 042-521-2375

立川市 東洋メビウス株式会社　多摩支店
東京都立川市柏町４－５９－１１ＫＴＤキョーワビル２階

２０１
042-538-7121

西多摩郡 有限会社ワールドライン　本社 東京都西多摩郡瑞穂町二本木向長田９３４－１ 042-568-8585

西多摩郡 青伸産業運輸株式会社　瑞穂営業所 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎８６９番地 042-556-3873

西多摩郡 株式会社マルノウチ　西東京営業所 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎西松原５－５ 042-570-1271

西多摩郡 株式会社美喜運輸　本社営業所 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎３７９－３ 04-2936-3941
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