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市区郡名 事業所名 住所 電話番号

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

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

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

武州運輸株式会社　本社営業所 埼玉県さいたま市岩槻区城町２－８－３９ 048-757-0122

ヤマト運輸株式会社　岩槻東支店 埼玉県さいたま市岩槻区城町２丁目１１－２１ 048-790-2005

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

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

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

株式会社和幸流通サービス　さいたま営業所 埼玉県さいたま市岩槻区大字鹿室１４８－３ 048-793-0261

株式会社タドコロ物流　岩槻物流センター 埼玉県さいたま市岩槻区大字長宮３００－１ 048-799-1177

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

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大字馬込字参番４４６－１ 048-758-8370

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

株式会社サントス　岩槻営業所 埼玉県さいたま市岩槻区大字浮谷字石神６７６－４ 048-797-2777

磐栄運送株式会社　埼玉営業所 埼玉県さいたま市岩槻区大字箕輪字西２１１番１ 048-878-9412

西濃運輸株式会社　岩槻支店 埼玉県さいたま市岩槻区長宮下谷中１２１０－１ 048-799-0455

株式会社サンブツ　本社営業所 埼玉県さいたま市岩槻区美幸町６－２４－７ 048-812-4401

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

清興運輸株式会社　岩槻物流センター 埼玉県さいたま市見沼区卸町１－１７ 048-872-6000

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

東都輸送株式会社　浦和営業所 埼玉県さいたま市見沼区大谷２９０ 048-878-2511

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

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

株式会社オリエントプランニング　五関営業所 埼玉県さいたま市桜区五関７２９－３ 048-749-1288

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

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

ヤマト運輸株式会社　さいたま西堀センター 埼玉県さいたま市桜区西堀５－１０－１２ 048-872-8155

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

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

大宮通運株式会社　引越センター 埼玉県さいたま市西区佐知川１０８３ 048-871-6340

株式会社栗原運輸　本社営業所 埼玉県さいたま市西区西大宮４丁目７番地６ 048-623-5841

日本郵便輸送株式会社　埼玉営業所 埼玉県さいたま市中央区円阿弥５－８－４０ 048-840-0006

株式会社春原運輸　さいたま営業所 埼玉県さいたま市中央区八王子３－４００－１ 048-852-9999
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ヤマト運輸株式会社　与野本町支店 埼玉県さいたま市中央区本町西４－１２６６－１ 048-840-2930

ヤマト運輸株式会社　浦和大谷口支店 埼玉県さいたま市南区広ヶ谷戸１２０－１ 048-811-2560

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

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

ヤマト運輸株式会社　浦和内谷支店 埼玉県さいたま市南区内谷７丁目１７番３号 048-711-4778

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

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

ヤマトグローバルエキスプレス株式会社　埼玉東営業所 埼玉県さいたま市北区吉野町２－２１０－６ 048-669-2105

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

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

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

ヤマト運輸株式会社　さいたま宮原東センター 埼玉県さいたま市北区宮原町４丁目６１番１ 048-662-0661

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

大宮通運株式会社　本社営業所 埼玉県さいたま市北区大成町４－９１４－１ 048-651-3101

シモハナ物流株式会社　浦和センター 埼玉県さいたま市緑区大字上野田９２４－１ 048-812-1301

有限会社カクタス　本社営業所 埼玉県さいたま市緑区大門１５９５－１ 048-878-5121

共進運輸株式会社　緑第一営業所 埼玉県さいたま市緑区美園１丁目７番地８ 048-812-1234

東武デリバリー株式会社　浦和美園営業所
埼玉県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

上尾市 エスエスサービス株式会社　本社 埼玉県上尾市瓦葺１２２２－１ 048-722-6414

ヤマト運輸株式会社　埼玉主管支店 埼玉県上尾市大字瓦葺字坂下２９４７－１他３１筆 048-721-6055

株式会社エスティーアール　本社営業所 埼玉県上尾市大字戸崎３１７－１ 048-780-6433

ヤマト運輸株式会社　上尾東支店 埼玉県上尾市大字上尾下７９５－３ 048-778-2977

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

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

朝霞市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　板橋支店 埼玉県朝霞市栄町５－８－２４ 048-469-9075

株式会社大光産業輸送　本社営業所 埼玉県朝霞市大字上内間木３６１ー３ 048-456-3666

株式会社岩崎運送　本社営業所 埼玉県朝霞市膝折町２－４－３２ 048-461-0352

入間市 ヤマト運輸株式会社　入間宮寺センター 埼玉県入間市宮寺２６７９－１ 080-6698-9466

株式会社安川トランスポート　埼玉営業所 埼玉県入間市狭山台三丁目４番地５ 042-934-8190

株式会社不二運輸　本社営業所 埼玉県入間市狭山ヶ原３４５－２ 04-2934-5512

株式会社啓和運輸　本社営業所 埼玉県入間市狭山台１８－２－２ 04-2934-6864

武蔵貨物自動車株式会社　三芳物流センター 埼玉県入間市三芳町大字上富字東永久保２１１７－１他５筆 049-258-6461

石井商事運輸株式会社　入間営業所 埼玉県入間市大字狭山ヶ原３９６－２ 04-2935-0036

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
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
市川商事有限会社　本社営業所 埼玉県入間市大字狭山台８３－１ 042-935-0765

ヤマト運輸株式会社　入間新光支店 埼玉県入間市大字新光１２０－１ 080-5043-2960

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

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

臼杵運送株式会社　埼玉営業所 埼玉県入間市中神９４４ 04-2934-6351

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

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

桶川市 株式会社都市貨物輸送　埼玉営業所 埼玉県桶川市坂田東３丁目１０番地７ 048-729-0007

日生流通運輸倉庫株式会社　桶川営業所 埼玉県桶川市赤堀１－２ 048-728-1582

株式会社八下田陸運　埼玉 埼玉県桶川市赤堀１－２６ 048-729-2051

株式会社シーエックスカーゴ　関東配送センター桶川事業所 埼玉県桶川市赤堀１－５ 048-728-7134

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

寿ロジコム株式会社　埼玉営業所 埼玉県桶川市東２－４－２５ 048-773-5678

春日部市 株式会社住宅資材センター　本社 埼玉県春日部市下柳１３４３ 048-745-1082

株式会社リープ　本社営業所 埼玉県春日部市牛島１４３４－１ 048-796-3296

ヤマト運輸株式会社　春日部豊春センター 埼玉県春日部市上蛭田６００番１ 048-763-8241

株式会社桐の樹環境　本社営業所 埼玉県春日部市上柳字中通１８３８－１ 048-746-9235

株式会社ティーシーライン　本社 埼玉県春日部市増戸２３９－１ 048-755-7115

ヤマト運輸株式会社　埼玉法人営業支店 埼玉県春日部市増戸８２０－１他１１筆 048-760-0671

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

株式会社タドコロ物流　春日部 埼玉県春日部市八丁目１３９１－１ 048-872-7674

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

加須市 株式会社加須環境センター　本社営業所 埼玉県加須市下谷１４８０ 0480-61-3479

第一貨物株式会社　栗橋支店 埼玉県加須市間口８０５－１ 0480-72-3781

株式会社中央運輸　関東営業所 埼玉県加須市鴻茎３８０ 0480-53-9682

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

サンコー物流株式会社　本社 埼玉県加須市生出１９３ 0480-72-4441

太平洋陸送株式会社　騎西営業所 埼玉県加須市西ノ谷８０２－１ 048-073-8130

中央運輸株式会社　加須営業所 埼玉県加須市大字北辻字善僧３７－３ 0480-66-2330

株式会社日立物流関東　埼玉北営業所 埼玉県加須市南篠崎１－５ 0480-66-4030

株式会社ロジメディカル　大利根共配センター 埼玉県加須市豊野台１丁目４７１－６ 0480-78-0511

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 0480-78-1212

アドバンス関東株式会社　本社営業所 埼玉県加須市北大桑６６－１ 0480-78-0330

川口市 株式会社正洋　本社営業所 埼玉県川口市安行北谷６１３ 048-452-8257

株式会社ウエルストンエキスプレス　川口営業所 埼玉県川口市安行領家新田６２６－１ 048-295-0212
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フェデラルエクスプレスジャパン合同会社　川口営業所 埼玉県川口市安行領根岸１２１２ 048-282-8522

株式会社荻野商事　本社営業所 埼玉県川口市戸塚東２－４－２０ 048-291-3456

有限会社吉川梱包　本社営業所 埼玉県川口市戸塚東３－２３－７ 048-296-5164

武南運輸有限会社　本社営業所 埼玉県川口市坂下町１－１４－３７ 048-281-0852

日本郵便株式会社　鳩ヶ谷郵便局 埼玉県川口市坂下町１－６－１２ 048-281-3800

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

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

ＳＢＳフレックネット株式会社　川口営業所 埼玉県川口市芝西１－１８－３ 048-262-7700

有限会社三谷輸送　本社営業所 埼玉県川口市赤井３－１０－２５ 048-285-6289

福井高速運輸・東京株式会社　東京営業所 埼玉県川口市大字安行原字根谷７５７番地４、７７４番地２ 048-452-8590

株式会社東トラフィック　川口営業所 埼玉県川口市大字新井宿字保坂山３０３ 048-297-8141

大信商運有限会社　本社営業所 埼玉県川口市大字新堀１０３０番 048-220-9091

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

田羽運輸有限会社　本社営業所 埼玉県川口市大字東本郷字石御堂２４９－１ 048-281-7683

共進運輸株式会社　川口営業所 埼玉県川口市大字東本郷字台１７３５－２ 048-288-8005

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

浦島サービス株式会社　埼玉営業所 埼玉県川口市東領家５－１４－３ 048-299-7408

フクダ運輸倉庫株式会社　引越センター 埼玉県川口市東領家５丁目６－４ 048-227-8030

有限会社木村商事　本社営業所 埼玉県川口市南鳩ヶ谷２－５－７ 048-281-6514

大煌工業株式会社　本社営業所 埼玉県川口市並木４－１５－６（２階） 048-299-7853

横浜低温流通株式会社　川口営業所第一センター 埼玉県川口市北原台１丁目２８番地１８号 048-291-1520

株式会社サカイ引越センター　東京北支社 埼玉県川口市本町１－１８－２３ 048-228-1883

矢萩運輸株式会社　埼玉営業所 埼玉県川口市弥平２－１５－１９ 048-224-3224

小山運輸有限会社　本社営業所 埼玉県川口市領家１－３－５ 048-222-1655

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

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

佐川急便株式会社　足立営業所 埼玉県川口市領家５－３－１ 048-226-9000

ヤマトホームコンビニエンス株式会社　王子支店 埼玉県川口市領家５－７－１４ 048-227-0901

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

川越市 株式会社ガルト　川越営業所 埼玉県川越市石田６０－１ 049-298-5050

武蔵貨物自動車株式会社　丸広物流センター 埼玉県川越市大字小仙波１０７３－１ 049-223-8576

株式会社相互梱包運送　川越営業所 埼玉県川越市大字中福字上芝間８３－４ 049-241-4701

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

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

安全輸送株式会社　埼玉営業所 埼玉県川越市中台南３－１２－１ 049-246-6552
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株式会社引越社関東　川越支店 埼玉県川越市南田島８４９－１（１Ｆ） 049-227-7555

株式会社引越社関東　所沢支店 埼玉県川越市南田島８４９－１（２Ｆ） 049-227-5590

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

福岡運輸株式会社　北関東配送センター 埼玉県川越市芳野台３－２－４ 049-299-6735

武蔵貨物自動車株式会社　芳野台物流センター 埼玉県川越市芳野台３－３－３ 049-225-0634

北本市 日生流通運輸倉庫株式会社　北本営業所 埼玉県北本市深井１－９７ 080-3713-9040

行田市 行田運輸株式会社　本社営業所 埼玉県行田市宮本１６－２０ 048-555-2288

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

株式会社しんけん　行田営業所 埼玉県行田市若小玉１８９９－１ 048-555-5851

株式会社山恊商事　行田営業所 埼玉県行田市小針屋敷前３４９３－１ 048-556-1790

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

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

株式会社日商　行田営業所 埼玉県行田市藤原町３－１０－３ 048-564-0380

株式会社ギオン　埼玉ステーション 埼玉県行田市富士見町１－２１－１ 048-564-0131

五十嵐冷蔵株式会社　運輸部行田営業所 埼玉県行田市野３３４１－２６（埼運輸第１１７８号２６．１１．２１） 048-559-5112

日生流通運輸倉庫株式会社　行田営業所 埼玉県行田市野高畑３６６６－１６ 048-558-2333

久喜市 大和物流株式会社　久喜支店 埼玉県久喜市菖蒲町三箇字新堀向５－３ 0480-87-1550

トランコムＥＸ東日本株式会社　久喜センター 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲６００４－２ 0480-87-1305

アキタ株式会社　関東営業所 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲７５－１ 0480-87-0520

株式会社岡田商運　埼玉営業所 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲字宮本５５８－１ 0480-31-9272

株式会社ＬＪＰ　久喜営業所 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲字太鼓田６０００－１１ 0480-53-5678

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３７９－１，３ 0480-85-9300

シグマベンディングサービス株式会社　久喜営業所 埼玉県久喜市清久町４３－２ 0480-48-6818

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 0480-21-0438

株式会社シーエックスカーゴ　久喜営業所 埼玉県久喜市大字樋ノ口大野５０ 0480-29-2337

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

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

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

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

有限会社小澤運送　本社営業所 埼玉県熊谷市三本７０９－１ 048-536-0185

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

日本ルートサービス株式会社　熊谷事業所 埼玉県熊谷市千代７０３－１ 048-539-1234

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

ヤマト運輸株式会社　熊谷支店 埼玉県熊谷市大字玉井字平井通上３１ 080-5043-2888

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
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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６７３－１５，６７３－１６，６７３－１
７，６７３

048-532-2411

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

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

小辻運送株式会社　本社 埼玉県熊谷市大字広瀬５４５－９ 048-524-0535

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

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

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

綜合警備保障株式会社　警送埼玉支社警送熊谷支店 埼玉県熊谷市肥塚１－８－１４ 048-526-1019

熊谷産業株式会社　本社営業所 埼玉県熊谷市万吉３７２４番地１ 048-536-1281

株式会社吉岡運輸　本社営業所 埼玉県熊谷市弥藤吾１９０－５ 048-588-0417

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

ヤマト運輸株式会社　北本支店 埼玉県鴻巣市人形４－２７１９－１ 048-542-1870

熊谷通運株式会社　鴻巣支店 埼玉県鴻巣市大字寺谷６８６－１ 048-596-5275

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

有限会社栄商事　本社営業所 埼玉県越谷市瓦曽根２－７－１４－１０２ 048-966-1004

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

株式会社アロハトラストライン　本社営業所 埼玉県越谷市宮本町１－８８－１ 048-969-0068

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

株式会社朋友　関東支店 埼玉県越谷市神明町１丁目１０３－６ 048-973-0800

日本郵便輸送株式会社　越谷営業所 埼玉県越谷市神明町２－４１６－３ 048-974-9528

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

株式会社拓洋　越谷共配センター 埼玉県越谷市西方２７１７ 048-961-6677

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

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

株式会社誠光運輸　さいたま営業所 埼玉県越谷市袋山１４６７－１ 048-792-1771

株式会社ジョイント　本社営業所 埼玉県越谷市大字西新井６６８番地１ 048-970-3271

株式会社小林運輸　本社営業所 埼玉県越谷市大字大杉９０９－４ 048-975-2759

ヤマト運輸株式会社　越谷弥十郎支店 埼玉県越谷市大字弥十郎５０２－１ 080-6698-2621

株式会社中通　埼玉 埼玉県越谷市大成町２－２８０－１ 048-940-3282

有限会社鶴丸商事　本社営業所 埼玉県越谷市大沢３丁目１０－４３ワールドマンション越谷８０２号 048-976-0101

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

日本郵便株式会社　新越谷郵便局 埼玉県越谷市流通団地１－３－２ 048-985-2751

西濃運輸株式会社　越谷支店 埼玉県越谷市流通団地１－４－２ 048-986-0890

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
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株式会社埼玉ロジテム　越谷営業所 埼玉県越谷市流通団地１－４－８ 048-988-1020

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２－３－５ 048-961-6691

株式会社トッププロダクツ　本社営業所 埼玉県越谷市流通団地４丁目１－４ 048-990-7270

株式会社ワイエス物流　本社 埼玉県越谷市流通団地４丁目１番地１２ 048-993-4131

坂戸市 幸和運輸株式会社　本社営業所 埼玉県坂戸市にっさい花みず木１－４－２ 049-288-0282

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

関東トネックス株式会社　本社営業所 埼玉県坂戸市千代田５－１－９ 049-284-1481

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

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

北関東福山通運株式会社　坂戸営業所 埼玉県坂戸市大字赤尾字池田８３２－１ 049-284-0292

王子運送株式会社　坂戸支店 埼玉県坂戸市大字赤尾字池田８３２－１ 049-289-8885

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

株式会社武州　本社営業所 埼玉県幸手市大字神明内４８－３ 0480-47-3788

東日本急行株式会社　北関東営業所 埼玉県幸手市大字惣新田字一ツ谷２４５－１ 0480-48-2011

狭山市 平和運輸株式会社　本社営業所 埼玉県狭山市鵜ノ木１３－２５ 04-2958-9661

丸伊運輸株式会社　狭山営業所 埼玉県狭山市広瀬東２－２８－４０ 042-968-0021

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

田口運送株式会社　狭山営業所 埼玉県狭山市大字根岸字中道通６８６－２０ 04-2969-1720

田口運送株式会社　埼玉営業所 埼玉県狭山市大字根岸字中道通６８６－２０ 04-2969-1720

アサヒロジスティクス株式会社　狭山物流センター 埼玉県狭山市大字根岸字田木前６７１－１ 04-2969-6612

ヤマト運輸株式会社　狭山入曽センター 埼玉県狭山市大字堀兼１７１６－１ 080-5098-0007

志木市 株式会社ロジック　本社 埼玉県志木市下宗岡２－１２－２１ 048-471-8105

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

白岡市 京葉流通倉庫株式会社　白岡輸送グループ営業所 埼玉県白岡市下大崎７７－１ 0480-93-2250

株式会社吉正運輸　本社営業所 埼玉県白岡市下野田４２２－１ 0480-90-4403

株式会社エムエスビー　白岡 埼玉県白岡市篠津１９１３－１５－１０２ 048-796-3157

株式会社平和物流　本社営業所 埼玉県白岡市西５－６－２７ 0480-92-9623

イノウ運輸株式会社　白岡営業所 埼玉県白岡市西７丁目２－１０１０２号 0480-90-5800

株式会社ＤＮＰロジスティクス　白岡営業所 埼玉県白岡市大字篠津１１００－１ 0480-93-3496

佐川急便株式会社　久喜営業所 埼玉県白岡市大字篠津字立野９１４－３ 0480-93-1616

草加市 豊栄運輸倉庫株式会社　関東営業所 埼玉県草加市松江１－１１５－１ 048-949-5880

有限会社真和流通　本社営業所 埼玉県草加市新栄２－５－３ 048-946-1211

株式会社タカダ・トランスポートサービス　足立センター営業所 埼玉県草加市青柳１－５－３５ 0489-30-6633

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 048-930-6355

株式会社エムテック　本社営業所 埼玉県草加市青柳８－１４－３２ 048-931-0015
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ヤマト運輸株式会社　草加谷塚センター 埼玉県草加市谷塚上町字大沼４４０－１ 080-5043-5584

株式会社岡田運輸　本社営業所 埼玉県草加市長栄三丁目２９－２ 048-941-0011

秩父市 引間運輸株式会社　本社営業所 埼玉県秩父市みどりが丘２４番 0494-77-0005

鶴ヶ島市 京南運送株式会社　川越営業所 埼玉県鶴ヶ島市脚折町１－３６－５ 049-286-5240

寿ロジコム株式会社　坂戸営業所 埼玉県鶴ヶ島市脚折町３－３３－２１ 049-286-8450

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

株式会社ランテック　関越支店 埼玉県鶴ヶ島市三ツ木新町１－２－４ 049-272-3727

株式会社エスユーロジ　川越事業所 埼玉県鶴ヶ島市大字五味ヶ谷９番地１ 049-272-7281

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ー３ 049-227-6271

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

山口県貨物倉庫株式会社　関東支店 埼玉県鶴ヶ島市柳戸町９－１ 049-285-7611

所沢市 株式会社啓和運輸　本社営業所 埼玉県所沢市下富５９５－３　１Ｆ 04-2990-3340

株式会社啓和運輸　所沢営業所 埼玉県所沢市下富５８５ 04-2990-3352

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

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

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

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

武蔵貨物自動車株式会社　所沢営業所 埼玉県所沢市大字下富５３８－１ 04-2943-2421

株式会社日恵物流　本社 埼玉県所沢市大字亀ヶ谷字東原４７－１ 04-2946-3131

ヤマト運輸株式会社　所沢南支店 埼玉県所沢市大字荒幡字東本村１１４－１ 080-5043-2958

ヤマト運輸株式会社　所沢下富センター 埼玉県所沢市大字神米金４２６－２ 080-6698-9591

有限会社最上運輸　本社営業所 埼玉県所沢市大字南永井６１９－１６ 04-2951-5588

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 04-2944-5461

株式会社シーエックスカーゴ　関東配送センター所沢事業所 埼玉県所沢市東所沢５－１５－９ 04-2945-3858

恵実物流株式会社　所沢営業所 埼玉県所沢市東所沢和田２－２３－５ 042-951-1555

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

戸田市 ダイハート物流株式会社　埼玉営業所戸田物流センター 埼玉県戸田市下前１－５－８ 048-420-5560

株式会社高通サービス　本社営業所 埼玉県戸田市笹目４－２－４ 048-422-2073

野口興産株式会社　東京物流センター 埼玉県戸田市笹目北町１２－１４ 048-449-8840

株式会社ＬＪＰ　戸田営業所 埼玉県戸田市新曽１７３４－２－１０２ 048-430-7771

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

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

株式会社ルートケーツー　本社営業所 埼玉県戸田市新曽南３－７－１７ 048-441-1956

ガスクル株式会社　戸田事業所 埼玉県戸田市新曽南４－２－３ 048-432-7031

杉村運輸株式会社　関東支店戸田営業所 埼玉県戸田市新曽南４－３－７２ 048-447-2943
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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

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

埼玉南センコーロジ株式会社　戸田 埼玉県戸田市早瀬１－７－３０ 048-449-6540

株式会社フコックス　戸田営業所 埼玉県戸田市大字上戸田１３５ 048-446-1932

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

株式会社エスケーサービス　城北支店営業所 埼玉県戸田市美女木５－１９－８ 048-421-1721

株式会社カンダコアテクノ　戸田 埼玉県戸田市本町４－７－２６ 048-443-8623

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

やさか運輸株式会社　東部営業所 埼玉県新座市あたご３丁目１１番４号 048-482-3225

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

東洋商事株式会社　中野営業所 埼玉県新座市中野２－２－４３ 048-479-6001

稲垣運輸株式会社　新座営業所 埼玉県新座市畑中１－１５－３９ 048-481-7535

アートバンライン株式会社　埼玉営業所 埼玉県新座市畑中１－２３－１７ 048-480-0881

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

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

埼玉大新運送株式会社　本社営業所 埼玉県新座市北野２－９－２２ 048-480-5151

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

株式会社協和運輸　本社営業所 埼玉県新座市本多１丁目１番２６号 048-477-1484

株式会社ＷＩＮａｔＱＵＡＬＩＴＹ　本社営業所 埼玉県新座市野火止２丁目６番２５号 048-480-4900

株式会社山紀　東京営業所 埼玉県新座市野火止４－２－１６ 048-478-5110

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

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

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

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字清水１３２６ 048-766-2000

シグマベンディングサービス株式会社　蓮田営業所 埼玉県蓮田市末広１丁目５番地１ 048-878-9389

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

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

飯能市 有限会社小泉運輸関東　埼玉営業所 埼玉県飯能市茜台３－８ 042-975-6887

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 0493-25-1127

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

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

共和運輸株式会社　東松山営業所 埼玉県東松山市大字野田字東野４４４－５ 0493-22-7866

株式会社フィフティーワン　東松山営業所 埼玉県東松山市沢口町１５－１ 0493-81-4507

東日本急行株式会社　東松山営業所 埼玉県東松山市沢口町３１－１３－１０２ 0493-39-3808

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
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有限会社ティ・エス・アール運輸倉庫　本社営業所 埼玉県日高市大字原宿４９１－２ 042-985-3569

株式会社山紀　日高営業所 埼玉県日高市大字森戸新田９０－１８ 042-984-1660

有限会社香春　本社営業所 埼玉県日高市大字大谷沢２９６－１ 042-986-0828

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６１７ 042-985-0111

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

株式会社三津穂　日高営業所 埼玉県日高市大字田波目字沖野５８１－７ 042-978-7266

深谷市 日成運輸株式会社　本社営業所 埼玉県深谷市岡部２５４０－１ 048-585-4192

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

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

株式会社ＵＡＣＪ物流　関東支店 埼玉県深谷市上野台１３５１ 048-572-1315

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

日精サービス株式会社　北関東営業所 埼玉県深谷市折之口１８１４ 048-551-0022

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

荻野運輸株式会社　本社営業所 埼玉県深谷市折之口９４３番地１ 048-571-0259

ヤマト運輸株式会社　深谷藤沢センター 埼玉県深谷市大字人見字新屋敷４１１－１ 080-5451-6118

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

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

高田運輸株式会社　本社営業所 埼玉県ふじみ野市大井武蔵野１２７３－１ 049-256-8816

株式会社ロイヤルサービス　ふじみ野営業所 埼玉県ふじみ野市長宮１－２－２０ 049-261-2100

富士見市 有限会社ドリーム商会　本社営業所 埼玉県富士見市針ケ谷１－１９－１ 049-255-4969

本庄市 株式会社武州　北関東営業所 埼玉県本庄市児玉町児玉７６３－３ 0480-48-5443

ヤマト運輸株式会社　埼玉児玉センター 埼玉県本庄市児玉町児玉８６０－１ 0495-72-6391

株式会社アドバンス芙蓉　本庄営業所 埼玉県本庄市児玉町児玉字山王２２５６－１ 0495-71-5927

マイルエキスプレス株式会社　本庄営業所 埼玉県本庄市児玉町児玉字山王２２５６－１ 0495-71-9178

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

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

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

キャリテック株式会社　三郷営業所 埼玉県三郷市インター南１丁目５番地３４ 048-953-0215

株式会社大永商事　越谷配送センター 埼玉県三郷市上彦名２３５－５ 048-949-1020

株式会社ヨコタエンタープライズ　三郷営業所 埼玉県三郷市インター南２－１－１０ 048-951-3955

滝興運株式会社　東京営業所 埼玉県三郷市栄４丁目１９８番地 048-952-8283

株式会社葛飾物流　三郷営業所 埼玉県三郷市花和田上河原通り１７１－３ 048-954-8226

有限会社フジコー　本社営業所 埼玉県三郷市高州２－３８３－１ 048-955-9588

清興運輸株式会社　金町営業所 埼玉県三郷市高州４－８３ 03-3608-8941

株式会社サンファミリー　本社営業所 埼玉県三郷市上口字皿沼８９１－１ 048-952-7243
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株式会社丸和運輸機関　三郷営業所 埼玉県三郷市上彦名３４６－４ 048-951-3030

ハウス物流サービス株式会社　東日本営業所 埼玉県三郷市新三郷ららシティ２－３－３ 048-950-5501

キユーソーティス株式会社　三郷営業所 埼玉県三郷市鷹野５－１１４－Ｂ１０１ 048-948-2800

ケーアイ運輸株式会社　三郷営業所 埼玉県三郷市彦成１‐１２８ルミエール１０２号室 048-934-5588

八潮市 柳田運輸株式会社　草加営業所 埼玉県八潮市２ー１０２６－２ 048-996-7220

株式会社新晃　八潮営業所 埼玉県八潮市新町３８ 048-930-6115

オークマ株式会社　本社営業所 埼玉県八潮市大字古新田１９９－１ 048-996-4551

平和産業株式会社　埼玉営業所 埼玉県八潮市大字二丁目１００１－１ 048-994-5200

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

タキザキロジスティクス株式会社　八潮物流センター営業所 埼玉県八潮市大字浮塚２２２－２０ 048-994-5113

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

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

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

株式会社東京アルファライン　本社 埼玉県八潮市大字柳之宮１６ 048-929-6111

有限会社田中運輸　本社営業所 埼玉県八潮市中央４－４－５ 048-995-7152

恵実物流株式会社　千葉営業所 埼玉県八潮市二丁目１０９８－１ 048-994-3313

株式会社トラスト物流　本社営業所 埼玉県八潮市八潮６－１９－１６ 0489-97-3846

株式会社ワークステーションパル　本社営業所 埼玉県八潮市八潮６丁目１９－１６ 03-6231-4835

有限会社ベストトライ　本社営業所 埼玉県八潮市八潮６丁目１９－１６ 048-954-4765

吉川市 美穂運輸株式会社　本社営業所 埼玉県吉川市川藤１７２７番地 048-981-7001

ワールド運輸株式会社　埼玉営業所 埼玉県吉川市大字小松川字新道６３５－１ 048-984-6131

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４４２－１ 048-940-3401

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６－４－２８ 048-466-1982

日本郵便株式会社　東京北部郵便局 埼玉県和光市新倉５－７－５ 048-485-7111

日本郵便輸送株式会社　東京北営業所 埼玉県和光市新倉５－７－５ 048-424-7923

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

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

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

入間郡 株式会社ＩＴＯ　本社営業所 埼玉県入間郡越生町大字如意１０２番地１１ 049-277-1103

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１４４６－１ 049-274-5550

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

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１９９５－２ 049-257-4949

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

株式会社新興運輸　三芳営業所 埼玉県入間郡三芳町上富６７８－１ 049-274-6216

ヒタチ株式会社　所沢ハブセンター 埼玉県入間郡三芳町上富８９０－４ 04-2945-7105
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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

株式会社豊興　三芳営業所 埼玉県入間郡三芳町大字上富字中東２３０－２ 049-258-4221

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

早川運輸株式会社　埼玉営業所 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保７００－１３コーポ・ウィステリア２０２ 049-265-3234

カキヌマライン株式会社　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

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

ファルマン運輸株式会社　本社営業所 埼玉県入間郡三芳町大字北永井１９２－１ 049-259-4141

ヤマト運輸株式会社　三芳支店 埼玉県入間郡三芳町大字北永井字宮前７４－１ 080-6699-0097

千代田運送株式会社　川越営業所 埼玉県入間郡三芳町竹間沢東１３番地９号 049-259-2331

株式会社サカイ引越センター　三芳支社 埼玉県入間郡三芳町竹間沢東１４－１２ 049-274-5355

関東明雪運輸株式会社　三芳営業所 埼玉県入間郡三芳町竹間沢東３－１ 049-274-6022

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

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

エスケーオート株式会社　本社営業所 埼玉県入間郡毛呂山町大字西大久保３１４番地１ 049-276-1822

北葛飾郡 米原運送株式会社　埼玉営業所 埼玉県北葛飾郡松伏町上赤岩１２７３－４ 048-991-5671

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

埼玉センコーロジサービス株式会社　杉戸 埼玉県北葛飾郡杉戸町深輪３９８－１３ 0480-36-5771

株式会社ＮＫトランス　杉戸営業所 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字深輪３９８－１２ 0480-38-1205

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

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

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

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

埼玉トヨペット陸送株式会社　本社 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室１０５５７ 048-720-7637

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

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

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

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

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

一急運送株式会社　本社 埼玉県児玉郡美里町大字猪俣３４８番１ 0495-71-9019

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

秩父郡 セイノースーパーエクスプレス株式会社　横瀬営業所 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬２１６３－１ 0494-23-1350

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皆野５５８－１６ 0494-53-8601

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

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
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
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

株式会社トータル運輸　埼玉営業所 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川字日野原８７－２ 0493-65-5077

株式会社山定物流　玉川営業所 埼玉県比企郡ときがわ町日影田向２９６－１ 0493-66-0051

株式会社中島商会　本社営業所 埼玉県比企郡滑川町大字月輪１４６４－３６ 0493-23-5170

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

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

株式会社吉見倉庫運輸　本社 埼玉県比企郡吉見町大字高尾新田８２ 0493-54-0075

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

日本梱包運輸倉庫株式会社　小川営業所 埼玉県比企郡小川町大字靭負字乙長谷１３８８番１ 0493-71-7551

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

有限会社長島運送　本店営業所 埼玉県比企郡川島町大字下八ツ林７３７－１ 049-297-1409

アーティクルキャリー株式会社トーコー　本社第二営業所 埼玉県比企郡川島町大字角泉５６７ 049-299-0234

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

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
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