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綾瀬市 株式会社流通サービス　神奈川輸送営業所
神奈川県綾瀬市小園１４１７－７　モンフィス大鶴３０１

号室
0467-71-5811

綾瀬市 関東明雪運輸株式会社　綾瀬営業所 神奈川県綾瀬市深谷上８丁目２－３３ 0467-76-4431

綾瀬市 ヒタチ株式会社　綾瀬ハブセンター 神奈川県綾瀬市寺尾釜田１丁目２０－１６－１０２ 0467-79-5644

綾瀬市 若月商運株式会社　綾瀬営業所 神奈川県綾瀬市吉岡東３－７－９ 0467-76-2630

伊勢原市 株式会社ナワショウ　伊勢原支店 神奈川県伊勢原市下糟屋東１丁目３２番地 0463-72-7109

伊勢原市 有限会社トラスト商会　本社 神奈川県伊勢原市下糟屋東三丁目１６番 0463-26-3160

伊勢原市 株式会社金谷商運　伊勢原営業所 神奈川県伊勢原市鈴川２３番地 0463-73-8903

伊勢原市 ＳＢＳフレイトサービス株式会社　湘南営業所 神奈川県伊勢原市下落合３９４－１ 0463-97-3555

伊勢原市 福山通運株式会社　伊勢原支店 神奈川県伊勢原市見附島３００ 0463-96-1292

伊勢原市 有限会社木村運輸　関東営業所 神奈川県伊勢原市下落合４６－６ 0463-90-1510

伊勢原市 株式会社暁運輸　伊勢原営業所 神奈川県伊勢原市鈴川２０番地 0463-94-5167

横須賀市 株式会社ホームエネルギー西関東　横須賀営業所 神奈川県横須賀市久里浜１丁目２００２ 046-836-6644

横須賀市 春日運送株式会社　横浜営業所 神奈川県横須賀市浦郷町５－２９３１ 046-865-3425

横須賀市 株式会社コヤマ物流　本社営業所 神奈川県横須賀市森崎１－１８－２０ 046-835-9330

横須賀市 有限会社塚越運送　本社 神奈川県横須賀市森崎１－１６－９ 046-834-5466

横須賀市 ヤマト運輸株式会社　横須賀追浜営業所 神奈川県横須賀市浦郷町５丁目２９３１－４６ 080-5481-5492

横須賀市 タムラ運輸サービス株式会社　本社 神奈川県横須賀市久里浜１－２０００－１２ 046-834-2100

横須賀市 有限会社大洋興業運送　本社 神奈川県横須賀市池上３－４－２９ 046-851-1232

横須賀市 ＳＢＳゼンツウ株式会社　横須賀営業所 神奈川県横須賀市内川１－６－１ 046-837-4222

横須賀市 馬淵物流株式会社　追浜営業所 神奈川県横須賀市浦郷町５－２９３１－２７ 046-866-4175

横浜市 有限会社ワコーライン　本社
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南３丁目１５番地１２－２０

２
045-532-6304

横浜市 睦自動車運送株式会社　本社 神奈川県横浜市旭区さちが丘４５－４ 045-391-5966

横浜市 株式会社大三ロジテック　本社営業所 神奈川県横浜市都筑区折本町３５８ 045-476-4711

横浜市 望月運輸株式会社　本社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町５－３ 045-773-0111

横浜市 佐川急便株式会社　横浜南営業所 神奈川県横浜市金沢区福浦２－３－１ 0570-01-0280

横浜市 湘南ひまわり運送株式会社　横浜 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川２丁目４６番２ 045-577-4116

横浜市 福山通運株式会社　横浜支店 神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町３９６－１、３９６－２ 045-575-2121

横浜市 藤原運輸株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市中区錦町１５ 045-307-5221

横浜市 株式会社プレミアアシスト　横浜サービスセンター 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西３－５０－１８ 045-508-9781

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 株式会社プレミアアシスト　横浜旭サービスセンター 神奈川県横浜市旭区南本宿町１０１－２２ 045-453-8513

横浜市 佐川急便株式会社　戸塚営業所 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町字大鳥ヶ谷３５０５－２ 045-812-2101

横浜市 第十興産株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市戸塚区平戸町１５５番地１ 045-442-4489

横浜市 株式会社ゼロ・プラス関東　上飯田カスタマーサービスセ 神奈川県横浜市泉区上飯田町１１２－２ 045-801-1123

横浜市 マルコウ運輸株式会社　横浜営業所
神奈川県横浜市瀬谷区卸本町９２７９－４３アイシマビル

２ＦＡ区画
045-442-7850

横浜市 イソトミ産業株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市都筑区東山田町５８ 045-593-1101

横浜市 関東中央運輸倉庫株式会社　本社
神奈川県横浜市港北区小机町２５６５－２　グリーンビル

小机
045-473-6776

横浜市 株式会社マルカ陸運　本社 神奈川県横浜市鶴見区大黒埠頭１５ 045-506-1140

横浜市 狭山貨物運輸株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町７－２ 045-772-5000

横浜市 富士陸送株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市旭区上白根３丁目２７－１５ 03-3744-3114

横浜市 株式会社ブレックス　　横浜営業所 神奈川県横浜市神奈川区神奈川１－３－５ 045-440-6008

横浜市 東礼自動車株式会社　横浜北営業所 神奈川県横浜市青葉区新石川３－２９－９ 045-912-4590

横浜市 横浜物流サービス株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市緑区東本郷１－１－１６ 045-471-4955

横浜市 石川建輸株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市港北区新羽町２２９５－１ 045-547-6194

横浜市 株式会社フレッシュロジスティクス　本社営業所
神奈川県横浜市港北区新羽町１６８８番地１－Ａ２０１号

室
045-533-5570

横浜市 金杉興業株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市金沢区富岡東３－１８－３９ 045-775-0740

横浜市 株式会社上組　横浜営業所 神奈川県横浜市中区北仲通３－３１ 045-211-2131

横浜市 大湯運送株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷２－１４－３ 045-306-2360

横浜市 株式会社三協運輸サービス　港南センター 神奈川県横浜市港南区港南台７－５２－４ 080-4105-8673

横浜市 金港トランスポート株式会社　北部 神奈川県横浜市都筑区折本町３４３－１ 045-473-3451

横浜市 株式会社ファミリア引越サービス　本社営業所 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町７８２－４０ 045-814-4409

横浜市 株式会社エスユーライン　横浜営業所 神奈川県横浜市中区山下町２７９－１　３１７ 045-651-4647

横浜市 有限会社川崎商事運輸　横浜営業所 神奈川県横浜市神奈川区山内町１番地 045-444-0477

横浜市 株式会社ＪＵＴＥＣ物流　本社営業所 神奈川県横浜市都筑区川向町８７６番地 045-471-1888

横浜市 アートバンライン株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市神奈川区三枚町１０８－７ 045-488-5271

横浜市 ヤマト運輸株式会社　川崎有馬営業所 神奈川県横浜市都筑区東山田町１６０２－１ 080-5068-3112

横浜市 株式会社関根ロジスティクス　山下物流センター 神奈川県横浜市中区山下町２７９番地１ 045-227-8510

横浜市 Ｊ＆Ｔ環境株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市鶴見区弁天町３－１ 045-502-3860

横浜市 大黒陸運株式会社　本社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町２番５号 045-350-3006

横浜市 有限会社山南信洲屋　本社営業所 神奈川県横浜市泉区和泉中央北５－２７－３０ 045-803-4486
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横浜市 宇徳流通サービス株式会社　横浜 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１８番地 045-710-0692

横浜市 カワイ運輸株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市旭区川井宿町１３２－５ 045-953-0248

横浜市 ムービングマスタージャパン株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５６６－８ 045-828-5360

横浜市 オールワークデリバリー株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市瀬谷区卸本町９３０８－１２ 045-924-4731

横浜市 ヤマト運輸株式会社　神奈川旭川島営業所 神奈川県横浜市旭区西川島町１４０ 080-6699-3356

横浜市 株式会社アーバン・ロジスティクス　羽沢営業所 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南１－２８－３　２０２号 045-382-7251

横浜市 ケイヒンコンテナ急送株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１５－２ 045-272-9915

横浜市 イズミ物流株式会社　横浜第３営業所 神奈川県横浜市都筑区東方町６３ 045-472-6554

横浜市 イズミ物流株式会社　横浜第２営業所 神奈川県横浜市都筑区東方町６３ 045-472-6554

横浜市 イズミ物流株式会社　横浜第１営業所 神奈川県横浜市戸塚区上柏尾町１３２－４－１０１ 045-390-0444

横浜市 鈴江陸運株式会社　横浜 神奈川県横浜市金沢区幸浦２－９－１ 045-780-5380

横浜市 株式会社エヌファースト　本社営業所 神奈川県横浜市港北区綱島西２－１１－２－２０４ 045-642-6377

横浜市 上組陸運株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市中区南本牧３－１１ 045-628-6711

横浜市 有限会社大吉運送　本社 神奈川県横浜市西区浅間町２－１０６－２ 045-311-5962

横浜市 石井商事運輸株式会社　保土ヶ谷営業所 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町６４５ 045-355-5527

横浜市 寿ロジコム株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市旭区上川井町２４５５－３ 045-921-9369

横浜市 高山運輸有限会社　本社 神奈川県横浜市都筑区大熊町５３番地３ 045-474-0568

横浜市 ヤマト運輸株式会社　神奈川鶴見大黒営業所 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１５－１ 080-5481-5406

横浜市 世新建設運輸株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市泉区和泉町２５８０－２ 045-800-3501

横浜市 シグマロジスティクス株式会社　港北営業所 神奈川県横浜市都筑区池辺町４３９８番地 03-6420-0320

横浜市 宝鋼材運輸有限会社　本社 神奈川県横浜市金沢区幸浦２－２－１０ 045-784-9570

横浜市 株式会社ヤマタネロジスティクス　安善営業所 神奈川県横浜市鶴見区安善町１丁目１番１号 045-508-1913

横浜市 キャリテック株式会社　京浜営業所 神奈川県横浜市鶴見区大黒町５－３９ 045-500-4746

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜港北日吉営業所 神奈川県横浜市港北区日吉７－２２－２０ 080-5098-1971

横浜市 株式会社ブライト　南横浜営業所 神奈川県横浜市栄区飯島町５７－１ 045-898-3550

横浜市 株式会社エムアイ物流　金沢営業所 神奈川県横浜市金沢区幸浦２－１３－３ 045-786-5377

横浜市 株式会社サカイ引越センター　新横浜支社営業所 神奈川県横浜市港北区新羽町１１５４番地 045-545-0505

横浜市 麻生株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市栄区東上郷町１－４０ 080-9804-3082

横浜市 株式会社カープラザ飯野　本社営業所 神奈川県横浜市港南区下永谷６－８－５ 045-828-1812

横浜市 ジャパントレーディング株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市中区新山下３－９－１ 045-308-7011

横浜市 株式会社サントス　横浜営業所 神奈川県横浜市保土ヶ谷区上菅田町１４０６ 045-373-3555

横浜市 有限会社髙島　本社営業所 神奈川県横浜市保土ヶ谷区釜台町４５－８ 045-921-7681

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜主管支店 神奈川県横浜市磯子区杉田５－３１－２７ 045-776-7355
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横浜市 日本郵便輸送株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市神奈川区守屋町１－３－３ 045-451-1462

横浜市 株式会社ビックロジサービス　横浜営業所 神奈川県横浜市港北区新羽町１２５６番地１ 045-834-8001

横浜市 望月興運株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市鶴見区汐入町１－３ 045-501-2201

横浜市 小倉運輸有限会社　横浜営業所 神奈川県横浜市神奈川区菅田町１７７０番地６ 045-472-8130

横浜市 富士物流株式会社　横浜支店 神奈川県横浜市中区新山下３－９－３ 045-622-6938

横浜市 安全輸送株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西４丁目３５番地１６ 045-365-4357

横浜市 和泉運輸株式会社　鶴見営業所 神奈川県横浜市鶴見区大黒町７－８１ 045-503-1141

横浜市 マルエイ運輸株式会社　横浜 神奈川県横浜市緑区上山１丁目３－２ 045-933-7719

横浜市 株式会社ナガヤマ物流　横浜営業所 神奈川県横浜市鶴見区矢向６－２０－４８ 045-580-0173

横浜市 大日運輸株式会社　神奈川営業所
神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１－１０本牧ターミナルオ

フィスセンター１０２号室
045-263-8780

横浜市 皆央運輸株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市瀬谷区北町３５－１２ 045-921-0665

横浜市 早川海陸トランスポート株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市金沢区幸浦１－７－１８ 045-775-4096

横浜市 舟津産業株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市金沢区幸浦２－９－１２ 045-785-0711

横浜市 小野宮運輸株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市鶴見区小野町３７－１ 045-501-3542

横浜市 東港丸楽海運株式会社　神奈川営業所 神奈川県横浜市中区錦町３２ 045-629-6236

横浜市 株式会社ムーバーズ　本社営業所 神奈川県横浜市都筑区葛ヶ谷１４－２３ 080-9649-6882

横浜市 有限会社結城商事輸送　本社営業所 神奈川県横浜市港北区菊名７丁目７番１７号 045-434-3388

横浜市 株式会社ヤマザキ物流　横浜営業所 神奈川県横浜市都筑区東方町１５７ 045-472-5966

横浜市 物産ロジスティクスソリューションズ株式会社　鶴見営業 神奈川県横浜市鶴見区大黒町２－５７ 045-508-0711

横浜市 藤木陸運株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市中区新山下３－８－４５ 045-622-9999

横浜市 早川海陸輸送株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市中区かもめ町２３－１ 045-622-1101

横浜市 シンワ運輸東京株式会社　東神奈川営業所 神奈川県横浜市神奈川区千若町３－１ 045-440-4478

横浜市 株式会社金谷商運　横浜営業所 神奈川県横浜市中区錦町１５ 045-628-0653

横浜市 日通横浜運輸株式会社　瀬谷事業所 神奈川県横浜市瀬谷区北町２５－９ 045-442-6916

横浜市 総合物流サービス株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市瀬谷区北町３５－１０ 045-414-0336

横浜市 池田ピアノ運送株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市旭区上白根町７２１ 045-952-2019

横浜市 アシオ運輸株式会社　鶴見営業所 神奈川県横浜市鶴見区末広町１－７ 045-521-9166

横浜市 第一貨物株式会社　横浜南支店 神奈川県横浜市金沢区幸浦２－１－１７ 045-784-4141

横浜市 株式会社ジェイアール東日本物流　京浜物流センター 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１０－３ 045-642-5911

横浜市 ＮＸトランスポート株式会社　横浜支店
神奈川県横浜市鶴見区大黒町９番１７号　ＤＰＬ横浜大黒

５階
045-506-5511

横浜市 トナミ運輸株式会社　東横浜支店 神奈川県横浜市神奈川区守屋町１－１－１４、１－１８ 045-461-1073
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横浜市 新栄運輸株式会社　本社 神奈川県横浜市鶴見区平安町１－４６－１ 045-501-6672

横浜市 トナミ首都圏物流株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市戸塚区平戸町字壱町田１２５６番地 045-825-5801

横浜市 日本通運株式会社　横浜警送支店　横浜センター 神奈川県横浜市戸塚区上品濃１２－２２ 045-826-4810

横浜市 西濃運輸株式会社　横浜南支店 神奈川県横浜市金沢区幸浦２－１０－１ 03-5857-7609

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜戸部営業所 神奈川県横浜市中区三吉町４－２ 080-5045-0480

横浜市 株式会社京浜トレーディング　本社 神奈川県横浜市神奈川区新町２－１０ 045-441-7274

横浜市 株式会社サカイ引越センター　横浜西支社 神奈川県横浜市保土ヶ谷区権太坂３－８－７ 045-730-0762

横浜市 ケーエルサービス東日本株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市鶴見区生麦１－１７－１ 045-505-4201

横浜市 日本ロジテム株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町１３－７ 045-924-1300

横浜市 第一貨物株式会社　横浜支店 神奈川県横浜市旭区上川井町字日原耕地３１４－１ 045-921-2021

横浜市 名鉄運輸株式会社　横浜支店 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１２－７０ 045-367-8123

横浜市 株式会社ＪＫトランス　根岸営業所 神奈川県横浜市磯子区鳳町２－１ 045-752-3047

横浜市 萬運輸株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市鶴見区駒岡５－５－３１ 045-581-0998

横浜市 株式会社丸和運輸機関　横浜中央営業所 神奈川県横浜市鶴見区弁天町３－８ 045-502-8737

海老名市 株式会社富士トラック　本社営業所 神奈川県海老名市社家２丁目２０番１１号 046-234-2951

海老名市 神農流通株式会社　海老名営業所 神奈川県海老名市河原口４丁目４番２０号 046-232-2598

海老名市 有限会社アドバンス　海老名営業所 神奈川県海老名市社家５丁目２番２５号 046-238-0611

海老名市 有限会社最上運輸　本社 神奈川県海老名市今里３－１４－６ 046-233-1355

海老名市 株式会社アルファライン　　関東営業所 神奈川県海老名市東柏ヶ谷１－６－１５ 046-292-7890

海老名市 誠幸運輸倉庫株式会社　関東営業所 神奈川県海老名市本郷２６９６－１ 046-240-7048

海老名市 有限会社リョウセイ　海老名営業所 神奈川県海老名市杉久保南３丁目３０番８号 046-237-2026

海老名市 直販配送株式会社　海老名支店 神奈川県海老名市本郷２３１６－１ 046-401-1515

海老名市 東部ネットワーク株式会社　海老名営業所 神奈川県海老名市杉久保南１丁目３－３ 046-238-8154

海老名市 株式会社ビットバイビット　海老名営業所 神奈川県海老名市杉久保南１－１３－３４ 046-204-4506

海老名市 グリーンサービス株式会社　海老名営業所 神奈川県海老名市本郷２３１６－１ 046-206-4870

海老名市 ジャスト物流株式会社　厚木営業所 神奈川県海老名市河原口３丁目３３番１号 046-234-1080

海老名市 ＮＸトランスポート株式会社　海老名営業所
神奈川県海老名市中新田５丁目１８番１号　ＳＯＳｉＬＡ

海老名１階
046-292-7171

海老名市 ケーエルサービス東日本株式会社　湘南営業所 神奈川県海老名市門沢橋６－２－１ 046-237-3825

海老名市 株式会社サネット　海老名営業所 神奈川県海老名市今里３－２６－１４ 046-232-1311

海老名市 新潟運輸株式会社　海老名支店 神奈川県海老名市中野三丁目３番１号 046-204-4321

海老名市 東海輸送株式会社　海老名営業所 神奈川県海老名市中新田１－１－３１－１０１ 046-204-9951

鎌倉市 つしま運輸有限会社　本社 神奈川県鎌倉市関谷１１０７－１ 0467-40-4141
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茅ヶ崎市 梵天堂株式会社　本社 神奈川県茅ヶ崎市松林１丁目１６番５４号 0467-52-8000

茅ヶ崎市 チガサキレンタル株式会社　本社営業所 神奈川県茅ヶ崎市萩園１１７３－１ 0467-84-4633

茅ヶ崎市 エコアライアンス株式会社　茅ヶ崎営業所 神奈川県茅ヶ崎市萩園２７３０ 0467-75-5851

茅ヶ崎市 株式会社アジア運輸　本社営業所 神奈川県茅ヶ崎市芹沢５４４８－１ 0467-53-0020

茅ヶ崎市 有限会社茅ヶ崎洗壜　本社 神奈川県茅ヶ崎市今宿９３９－１ 0467-59-0801

厚木市 株式会社ティー・ピー・サービス　東名厚木物流センター 神奈川県厚木市岡田３１００番地外 046-258-9633

厚木市 湘南カーゴ株式会社　厚木営業所 神奈川県厚木市妻田西１－３０－１－１０３ 046-206-5548

厚木市 株式会社丸人　本社営業所 神奈川県厚木市長沼字堤附２４８－１ 046-200-7117

厚木市 株式会社ユー・エス・ビー　本社 神奈川県厚木市下荻野１２１５－１－１０３ 046-281-7281

厚木市 株式会社ワタコー　神奈川営業所 神奈川県厚木市中依知１１３－３ 046-204-0050

厚木市 山村ロジスティクス株式会社　相模原運輸営業所 神奈川県厚木市上依知３０２２番地 046-210-3100

厚木市 東日本エア・ウォーター物流株式会社　厚木営業所 神奈川県厚木市戸室五丁目３２番１号 046-295-9520

厚木市 有限会社萩原運送　厚木営業所 神奈川県厚木市長谷６番４０号 046-878-8613

厚木市 株式会社ナカノ商会　厚木営業所 神奈川県厚木市愛甲東２－１４－３ 046-280-4531

厚木市 ＬＰＧ物流株式会社　厚木営業所 神奈川県厚木市上依知字鬼ヶ谷２９３０番地２ 046-246-4660

厚木市 株式会社小野寺商事　厚木営業所
神奈川県厚木市飯山３１３６番地２　エミネンス飯山１０

２号
046-281-9005

厚木市 大友ロジスティクスサービス株式会社　厚木営業所 神奈川県厚木市温水字下原１９３６－２ 046-295-4577

厚木市 ユー・エム・システム株式会社　厚木 神奈川県厚木市岡田３－８－２３ 046-229-8839

厚木市 株式会社アールワンロジ　厚木営業所 神奈川県厚木市酒井３０８２ 046-220-1503

厚木市 ヤマトボックスチャーター株式会社　厚木支店 神奈川県厚木市酒井３０７０ 046-228-8621

厚木市 三栄運輸株式会社　厚木出張所 神奈川県厚木市山際４５番地 046-245-1801

厚木市 関東シモハナ物流株式会社　神奈川営業所 神奈川県厚木市棚沢１１６５－２ 046-242-4087

厚木市 株式会社エムティ輸送　厚木営業所 神奈川県厚木市山際４０１－４ 046-280-5136

厚木市 株式会社引越社　藤沢支店 神奈川県厚木市岡田１丁目１４番３３号 046-401-1616

厚木市 株式会社ブライト　厚木営業所 神奈川県厚木市船子字長ケ町２５９－１ 046-228-0807

厚木市 株式会社ケーライン　厚木営業所 神奈川県厚木市長谷４１７－１ 046-270-6785

厚木市 松岡満運輸株式会社　神奈川営業所 神奈川県厚木市下津古久字横町６４９－１ 046-226-9211

厚木市 関西倉本運送株式会社　厚木営業所 神奈川県厚木市上依知１７０６－１ 046-265-0704

厚木市 渥美運輸株式会社　関東支店 神奈川県厚木市上依知字上ノ原３０１４番地の４ 046-281-8750

厚木市 株式会社芙蓉　本社営業所 神奈川県厚木市下荻野４５０番１ 046-241-3395

厚木市 キャリテック株式会社　厚木営業所 神奈川県厚木市岡田２－８－１０ 046-220-5410

厚木市 株式会社ユーネットランス　厚木営業所 神奈川県厚木市長谷字依胡田６－４０ 046-248-3622
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厚木市 株式会社板橋運送　厚木営業所
神奈川県厚木市愛甲１－６－４　第２コーポ落合１０３号

室
080-3353-1185

厚木市 フジトランスポート株式会社　厚木支店 神奈川県厚木市山際１３３番地 046-280-5678

厚木市 丸嶋運送株式会社　厚木営業所 神奈川県厚木市上落合坪ノ内４５０－１ 046-227-1340

厚木市 日本ルートサービス株式会社　厚木事業所 神奈川県厚木市戸室５丁目３２－１ 046-206-5745

厚木市 有限会社新徳運輸　本社営業所 神奈川県厚木市下川入３３７－１ 046-245-3533

厚木市 湘南物流株式会社　本社営業所 神奈川県厚木市下津古久９１ 046-228-4519

厚木市 株式会社アスカ・コーポレーション　本社営業所 神奈川県厚木市森の里青山１４－１ 046-250-0065

厚木市 鴻池運輸株式会社　厚木流通センター営業所 神奈川県厚木市戸田字長渕２５００－１ 046-229-6463

厚木市 株式会社オーネックスライン　本社営業所 神奈川県厚木市山際４２８－４ 046-245-5378

厚木市 株式会社エスラインギフ　厚木営業所 神奈川県厚木市長沼２３５－５ 046-228-4811

厚木市 鴻池運輸株式会社　相模食品流通センター営業所 神奈川県厚木市金田１４３５－１ 046-297-7107

座間市 有限会社コマツ運輸　本社 神奈川県座間市ひばりが丘５丁目８番１２号 042-777-7477

座間市 株式会社ラミックス　神奈川座間営業所 神奈川県座間市広野台２丁目１０番８号 046-244-6880

座間市 株式会社アシスト　座間事業所 神奈川県座間市広野台２－１０－８ 046-298-5210

座間市 東礼自動車株式会社　神奈川営業所 神奈川県座間市小松原１－１８－１４ 046-251-1232

座間市 ケイアイ株式会社　座間営業所 神奈川県座間市東原５－１－１９ 046-256-8403

座間市 株式会社横浜　ＬＳＰ　県央営業所 神奈川県座間市広野台２丁目１０－８ 046-206-5369

座間市 ＳＢＳゼンツウ株式会社　座間営業所 神奈川県座間市広野台２丁目１０番８号 046-204-9065

座間市 日軽物流株式会社　厚木営業所 神奈川県座間市ひばりが丘３－６２－３４ 046-205-9857

座間市 株式会社リョーウンエキスプレス　関東センター 神奈川県座間市小松原１－１９－２４ 046-256-3501

座間市 ＭＤロジスフィールドサービス株式会社　座間営業所 神奈川県座間市小松原１－１９－２４　（事務所棟１階） 046-253-6707

座間市 中越運送株式会社　神奈川営業所 神奈川県座間市ひばりヶ丘４－１６－８ 046-253-2666

座間市 西濃運輸株式会社　座間支店 神奈川県座間市東原２－１５－６ 046-255-5045

小田原市 株式会社ホームエネルギー西関東　小田原営業所 神奈川県小田原市久野３７６１－１ 0465-34-3423

小田原市 都輸送株式会社　小田原第一営業所 神奈川県小田原市中新田１５－１ 0465-48-8171

小田原市 福山通運株式会社　小田原営業所 神奈川県小田原市成田字柳町４２０ 0465-37-1461

小田原市 西濃運輸株式会社　小田原支店 神奈川県小田原市西大友字吉岡１２２－２ 0465-36-6931

秦野市 株式会社第一運輸　秦野営業所 神奈川県秦野市菩提字北石原４４２ー４ 0463-75-0252

秦野市 株式会社ティラドロジスティクス　秦野営業所 神奈川県秦野市曽屋９２１番１ 0463-83-0501

秦野市 日本郵便株式会社　秦野郵便局 神奈川県秦野市室町２－４４ 0463-81-3375

秦野市 ＳＢＳロジコム関東株式会社　秦野支店 神奈川県秦野市平沢３９７－１ 0463-82-5343

川崎市 丸富運送有限会社　本社営業所 神奈川県川崎市高津区坂戸３－７－１８ 044-811-1054
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川崎市 株式会社北海運輸　東京支店営業所 神奈川県川崎市川崎区浮島町１２－３ 044-281-2251

川崎市 ＧＢｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ株式会社　ＸＤＣ川崎 神奈川県川崎市川崎区東扇島７番地１ 044-200-4360

川崎市 吉川運輸株式会社　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島１９－２　５階Ｅ 044-874-6110

川崎市 朝日運輸株式会社　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区白石町７－２　２階 044-589-8698

川崎市 株式会社アシスト　川崎宮前営業所 神奈川県川崎市宮前区土橋４－１４－７ 044-871-7605

川崎市 ヤマト運輸株式会社　川崎麻生営業所 神奈川県川崎市麻生区上麻生１２８ 080-5098-3636

川崎市 株式会社北都　本社 神奈川県川崎市川崎区桜本２－３２－１－３０３ 044-270-1717

川崎市 オー・エス・ライン株式会社　東京営業所
神奈川県川崎市川崎区東扇島１９－２　ロジポート東扇島

Ｃ棟３階Ｂ
044-201-8612

川崎市 株式会社マルストランスポーテーション　千鳥町営業所 神奈川県川崎市川崎区千鳥町２０－２ 044-223-9622

川崎市 高末株式会社　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区浮島町７－４ 044-277-9660

川崎市 エバグッド株式会社　本社営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島１３－３　Ｂ－２Ｆ 044-200-4603

川崎市 井上運送株式会社　本店 神奈川県川崎市高津区末長４丁目２６番２２号 044-811-9551

川崎市 株式会社東海スチール　本社営業所 神奈川県川崎市幸区東古市場８７－２ 044-541-9311

川崎市 株式会社サカイ引越センター　宮前支社 神奈川県川崎市宮前区南平台９－９ 044-977-0071

川崎市 エイコーロジスティクス株式会社　本社営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島２４ 044-277-5500

川崎市 株式会社東日本トランスポート　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島３０－５ 044-271-7580

川崎市 株式会社ネストロジスティクス　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区池上新町３－１－４ 044-201-8478

川崎市 株式会社杉孝　京浜営業所 神奈川県川崎市川崎区扇町１９－２ 044-366-5371

川崎市 スターゼン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２４ 044-276-5741

川崎市 株式会社泉北商運　首都圏支社
神奈川県川崎市川崎区東扇島２４　日本食肉流通センター

内　Ｄ－１０
044-589-8560

川崎市 川崎銚洋陸運株式会社　川崎銚洋陸運株式会社本社 神奈川県川崎市川崎区東扇島３０－４ 044-287-2451

川崎市 瀝青輸送株式会社　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区塩浜３－１２－３ 044-288-1412

川崎市 浜一運送株式会社　川崎北部支社 神奈川県川崎市宮前区水沢１－１－１ 044-975-2871

川崎市 ヤマト運輸株式会社　川崎小倉営業所 神奈川県川崎市幸区小倉１６９２－１ 080-6699-7446

川崎市 シグマロジスティクス株式会社　川崎営業所 神奈川県川崎市高津区子母口３７１－１ 03-6420-0320

川崎市 上野輸送株式会社　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区小島町６－３ 044-277-3212

川崎市 有限会社一藤　本社営業所 神奈川県川崎市宮前区菅生２－２－１－１０３ 044-982-0801

川崎市 新日本物流株式会社　川崎事業所 神奈川県川崎市川崎区浅野町１－６ 044-366-1501

川崎市 日酸運輸株式会社　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区水江町３番地３ 044-299-1538

川崎市 ヤマト運輸株式会社　川崎京町営業所 神奈川県川崎市川崎区京町２－１－１ 080-5043-6734

川崎市 ヤマト運輸株式会社　川崎幸営業所 神奈川県川崎市幸区南加瀬５－３７－３ 080-6698-1886
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川崎市 有限会社山中運送　本社 神奈川県川崎市高津区久末１９６３番地 044-850-5870

川崎市 佐川急便株式会社　川崎多摩営業所 神奈川県川崎市多摩区生田２－９－１１ 0570-01-0284

川崎市 株式会社横山運輸　本社営業所 神奈川県川崎市幸区鹿島田２丁目６番１２号 044-555-5688

川崎市 株式会社丸三　本社営業所 神奈川県川崎市川崎区白石町７－６ 044-333-3003

川崎市 キユーソーティス株式会社　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島６－１１ 044-281-2326

川崎市 ＳＢＳロジコム関東株式会社　川崎貨物ターミナル支店 神奈川県川崎市川崎区日ノ出２丁目１２－１ 044-299-3434

川崎市 株式会社栄光　川崎営業所 神奈川県川崎市高津区宇奈根７０１ 044-822-6621

川崎市 丸全電産ロジステック株式会社　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区池上新町３－１－４ 044-277-7000

川崎市 マツダ流通株式会社　川崎営業所
神奈川県川崎市川崎区東扇島６－１５　（株）ロジスティ

クス・ネットワーク東扇島物流センター事務所棟３階
044-287-0201

川崎市 株式会社ヤマガタ　横浜営業所 神奈川県川崎市川崎区扇町１９－２ 044-328-7481

川崎市 佐川急便株式会社　川崎営業所 神奈川県川崎市中原区宮内２－２６－１５ 044-755-7225

川崎市 株式会社大崎　京浜営業所 神奈川県川崎市川崎区田辺新田１－１ 044-329-1501

川崎市 三和運輸機工株式会社　川崎支店 神奈川県川崎市川崎区白石町７－６ 044-201-6501

川崎市 ヤマト運輸株式会社　川崎登戸営業所 神奈川県川崎市多摩区宿河原５－１８７７－１ 080-6604-8317

川崎市 株式会社イワサワ　神奈川営業所 神奈川県川崎市川崎区小島町３－２２ 044-270-1161

川崎市 向島運送株式会社　神奈川営業所 神奈川県川崎市川崎区四谷下町２６－４４ 044-288-3364

川崎市 ジャスト物流株式会社　本社営業所 神奈川県川崎市川崎区浅田２－１３－１４ 044-344-8771

川崎市 日通川崎運輸株式会社　本社営業所 神奈川県川崎市高津区下野毛２丁目１４番１号 044-833-6162

川崎市 丸全トランスポート株式会社　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島１４－４ 044-280-2644

川崎市 株式会社ヒューテックノオリン　東京臨海支店 神奈川県川崎市川崎区東扇島１７－４ 044-281-1311

川崎市 中央運輸株式会社　業務部 神奈川県川崎市川崎区塩浜３－２４－７２ 044-288-4511

川崎市 株式会社ＪＫトランス　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区田辺新田１－５ 044-328-1051

川崎市 株式会社今井運送　本社営業所 神奈川県川崎市宮前区有馬３－２８－１ 044-855-6675

川崎市 日本通運株式会社　溝ノ口物流センター事業所 神奈川県川崎市高津区下野毛２－１４－１ 044-833-0202

川崎市 大光陸運株式会社　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区塩浜３－２４－４ 044-288-2906

川崎市 大黒運輸株式会社　本社営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島１６番５号 044-288-3221

川崎市 ＮＲＳ物流株式会社　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区浅野町１－５ 044-366-0511

川崎市 株式会社エネックス　関東支店川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区浮島町１０－７ 044-266-1017

川崎市 株式会社ランテック　京浜支店
神奈川県川崎市川崎区東扇島８６番地　（株）マルハニチ

ロ物流川崎第三物流センター内
044-266-6861

相模原市 有限会社コマツ運輸　相模原北営業所 神奈川県相模原市中央区清新８丁目２０－５０ 042-703-4821

相模原市 有限会社誠幸商事　本社 神奈川県相模原市緑区青山２５０１－１０ 042-784-3293
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相模原市 株式会社翔和サービス　西東京営業所 神奈川県相模原市中央区下九沢５８－７ 042-775-6522

相模原市 株式会社ティー・ワイ・エム　相模原営業所 神奈川県相模原市南区下溝７５６－５－２０１ 042-711-9378

相模原市 有限会社ハマショウトランスポート　本社営業所 神奈川県相模原市南区当麻８７１－１４ 042-711-8707

相模原市 有限会社サトックス　本社 神奈川県相模原市中央区上溝２３４６－１７ 042-764-3451

相模原市 篠崎運輸株式会社　相模原営業所 神奈川県相模原市中央区田名３７００番３ 042-764-5955

相模原市 竹内運輸工業株式会社　相模原営業所 神奈川県相模原市南区麻溝台一丁目８番１５号 042-744-5890

相模原市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　相模原航空 神奈川県相模原市中央区清新６－１１ 042-774-4171

相模原市 株式会社ハヤカワ　神奈川営業所 神奈川県相模原市南区南台６－１１－６－１０２ 042-760-6006

相模原市 シグマロジスティクス株式会社　相模原営業所 神奈川県相模原市中央区清新６丁目１１－９ 03-6420-0320

相模原市 株式会社ブライト　相模原営業所 神奈川県相模原市緑区大島１００２ 042-761-1300

相模原市 株式会社伸和トラスト　本社 神奈川県相模原市中央区田名７１４７番１ 042-762-0156

相模原市 エス・ティー・サービス株式会社　神奈川営業所 神奈川県相模原市南区麻溝台３６８８ 042-740-5630

相模原市 アサヒロジスティクス株式会社　相模原営業所 神奈川県相模原市中央区田名字赤坂３７００－３ 042-713-3510

相模原市 山村ロジスティクス株式会社　神奈川中央運輸営業所 神奈川県相模原市中央区宮下３－１－１ 042-774-8481

相模原市 熊野輸送株式会社　本社営業所 神奈川県相模原市中央区宮下本町３－３９－６ 042-771-1552

相模原市 大長運輸株式会社　相模原支店 神奈川県相模原市中央区田名４０６６－６ 042-761-7823

相模原市 東岐運輸株式会社　関東支店 神奈川県相模原市南区麻溝台１－１３－１ 042-702-9225

相模原市 株式会社共進エキスプレス　神奈川営業所 神奈川県相模原市中央区田名字豊原３９８８－２ 042-763-5421

相模原市 株式会社中山運輸　本社営業所 神奈川県相模原市緑区田名２１８９－４ 042-762-9299

相模原市 日星運輸株式会社　本社営業所 神奈川県相模原市中央区横山２－１０－１４ 042-757-0171

相模原市 西多摩運送株式会社　相模原物流センター 神奈川県相模原市中央区東淵野辺５－１－２０ 042-753-0211

相模原市 ミヤコ陸運株式会社　本社営業所 神奈川県相模原市緑区大島３１０２－６ 042-761-9011

相模原市 株式会社武蔵急便　本社営業所 神奈川県相模原市中央区田名１０１３８－３ 042-760-0777

相模原市 西濃運輸株式会社　相模原支店 神奈川県相模原市中央区田名３７００－１ 042-763-5002

相模原市 株式会社東邦運輸　神奈川営業所 神奈川県相模原市南区下溝２０９４－３ 042-777-8211

大和市 丸相運輸株式会社　本社 神奈川県大和市つきみ野１丁目１－３ 046-271-4555

大和市 七福運送株式会社　横浜営業所 神奈川県大和市代官３－１７－１１ 046-244-3471

大和市 カンナナ流通運輸株式会社　大和営業所 神奈川県大和市下鶴間２７８８－４ 046-273-0556

大和市 有限会社緑運輸　本社営業所 神奈川県大和市大和東１－１０－１５ 046-261-5580

大和市 有限会社山本運輸　本社営業所 神奈川県大和市代官２－１－２４ 046-269-3711

藤沢市 北村運送有限会社　本社営業所 神奈川県藤沢市菖蒲沢１０５３ 0466-90-4410

藤沢市 株式会社岡田商運　神奈川営業所 神奈川県藤沢市下土棚４０４番地３　寿荘Ａ－１ 0466-48-6111

藤沢市 有限会社丸真運輸　本社 神奈川県藤沢市辻堂元町５－３－１５ 0466-34-2576
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藤沢市 株式会社東京三友　藤沢営業所 神奈川県藤沢市稲荷５２０ 0466-53-8506

藤沢市 佐川急便株式会社　湘南営業所 神奈川県藤沢市菖浦沢字大上６－１ 0570-02-0014

藤沢市 トランネクスト株式会社　藤沢営業所 神奈川県藤沢市菖蒲沢９６－１ 0466-53-9831

藤沢市 有限会社森運輸　本社営業所 神奈川県藤沢市遠藤２０１３－２５ 0466-87-8056

藤沢市 安全輸送株式会社　湘南 神奈川県藤沢市石川２－２６－２ 0466-87-2030

藤沢市 株式会社ロジコム・アイ　藤沢営業所 神奈川県藤沢市桐原町１５－２ 0466-44-5741

藤沢市 株式会社トランス・グリップ　藤沢営業所 神奈川県藤沢市本藤沢４－２－２ 0466-80-5958

藤沢市 日通湘南物流株式会社　湘南センター課 神奈川県藤沢市渡内３－９－１０　１階 0466-66-9104

藤沢市 南雲商事株式会社　藤沢営業所 神奈川県藤沢市遠藤字松原２６３５－１ 0466-87-5281

南足柄市 ＳＢＳフレイトサービス株式会社　南足柄 神奈川県南足柄市塚原字上河原３６６－２ 0465-73-0673

南足柄市 株式会社エフシーデリバリー　本社営業所 神奈川県南足柄市塚原３６６－１ 0465-72-1147

平塚市 株式会社タカラ倉庫運輸サービス　平塚営業所 神奈川県平塚市長瀞１―１　日本シーカ株式会社内 0463-21-6871

平塚市 株式会社エー・ライン物流　平塚営業所 神奈川県平塚市東八幡５－２－１ 0463-25-0450

平塚市 株式会社平成ライン　本社 神奈川県平塚市大島８６１－１ 0463-53-2109

平塚市 二徳運輸倉庫株式会社　本社 神奈川県平塚市大島８６１－１ 0463-53-2109

平塚市 株式会社ホームエネルギー西関東　　平塚営業所 神奈川県平塚市久領堤１－１４ 0463-25-5523

平塚市 大嶋運送株式会社　本店営業所 神奈川県平塚市下島９８４－１２ 0463-54-7757

平塚市 イズミ物流株式会社　平塚営業所 神奈川県平塚市中原２－６－４９ 0463-33-3223

平塚市 株式会社関東柳川合同運送　湘南営業所 神奈川県平塚市横内９２０－３ 0463-79-5665

平塚市 株式会社ユーミー総合サービス　本社営業所 神奈川県平塚市四之宮二丁目１２－５４ 0463-86-8602

平塚市 塩屋運輸株式会社　関東営業所 神奈川県平塚市大神字中堤外３４２１－１９ 046-373-9041

愛甲郡 大友ロジスティクスサービス株式会社　相模原愛川営業所 神奈川県愛甲郡愛川町三増字下志田原１１５５－１ 046-280-1260

愛甲郡 株式会社横浜ＬＳＰ　厚木営業所 神奈川県愛甲郡愛川町中津４０１４ 046-281-7185

愛甲郡 ビューテック運輸株式会社　関東支社営業所 神奈川県愛甲郡愛川町角田３７２－１ 046-286-3086

愛甲郡 有限会社三原運輸商事　神奈川営業所 神奈川県愛甲郡愛川町角田字下小沢４６６２番地 046-280-5600

愛甲郡 安全輸送株式会社　厚木営業所 神奈川県愛甲郡愛川町中津７３１－５ 046-284-6810

愛甲郡 株式会社トワード　厚木低温物流センター 神奈川県愛甲郡愛川町中津４０２０－１２ 046-284-2550

愛甲郡 ヤマト運輸株式会社　厚木ゲートウェイ 神奈川県愛甲郡愛川町中津４００１－８ 046-285-6183

愛甲郡 ヤマト運輸株式会社　愛川中津営業所 神奈川県愛甲郡愛川町中津４０７８ 080-5451-5312

愛甲郡 株式会社ヤマガタ　厚木営業所
神奈川県愛甲郡愛川町中津４０２６－１　スーパーレック

ス厚木センター内
046-258-6117

愛甲郡 アサヒロジスティクス株式会社　愛川物流センター 神奈川県愛甲郡愛川町中津大塚下６７２１ 046-286-0081
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高座郡 コスモ・ロジコム株式会社　本社
神奈川県高座郡寒川町岡田２－１３－１８　ダイヤモンド

プラザ１階１Ａ号室
080-2282-5588

高座郡 株式会社ナルキュウ　神奈川営業所 神奈川県高座郡寒川町一之宮７丁目８番４１号 0467-73-8300

高座郡 真栄エキスプレス株式会社　本社営業所 神奈川県高座郡寒川町小動３３３－１ 0467-75-8751

高座郡 ドゥベスト株式会社　神奈川支店営業所 神奈川県高座郡寒川町倉見１３３５ 0467-40-3104

高座郡 株式会社暁運輸　湘南営業所 神奈川県高座郡寒川町倉見３８２－４ 0467-74-0121

高座郡 新雪運輸株式会社　湘南 神奈川県高座郡寒川町田端１５９０－３ 0467-33-4521

高座郡 株式会社デイ・エス　寒川営業所 神奈川県高座郡寒川町岡田３－１５－１ 0467-81-5501

高座郡 株式会社ロジネット湘南　本社営業所 神奈川県高座郡寒川町田端２０４８ 0467-74-2010

三浦郡 有限会社萩原運送　本社営業所 神奈川県三浦郡葉山町堀内９００ 046-878-8613

足柄上郡 遠州トラック株式会社　小田原営業所 神奈川県足柄上郡大井町金子３３４－１ 0465-57-0521

足柄上郡 日本梱包運輸倉庫株式会社　小田原営業所 神奈川県足柄上郡開成町吉田島４２８９－２５ 0465-82-0131

足柄上郡 アカネ輸送株式会社　本社営業所 神奈川県足柄上郡大井町金手８番地１３ 0465-43-9384

足柄上郡 有限会社扶桑物流　小田原営業所 神奈川県足柄上郡大井町金子２５７０番地１２ 0465-85-3451

足柄上郡 センコーエーラインアマノ株式会社　神奈川営業所 神奈川県足柄上郡中井町井の口字大的下２４４４－８ 0465-81-5050

中郡 株式会社ＬＮＪ関東　相模貨物営業所 神奈川県中郡大磯町高麗３丁目（相模貨物駅構内） 080-1974-5135

中郡 日本通運株式会社　相模コンテナセンター 神奈川県中郡大磯町高麗３－４－１７ＪＲ相模貨物駅構内 0463-31-5131
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