
H30.12.13
市区郡名 事業所名 住所 電話番号
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

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

ヤマトホームコンビニエンス株式会社　千葉支店 千葉県千葉市稲毛区園生町３９３－１ 043-250-8010

株式会社フレンド物流　本社営業所 千葉県千葉市稲毛区小深町４４－１ 043-304-3500

アサヒロジスティクス株式会社　千葉長沼共配センター 千葉県千葉市稲毛区長沼原町２４８－１ 043-286-0888

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

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

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

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

協立運輸倉庫株式会社　千葉営業所 千葉県千葉市稲毛区六方町２３３－１ 043-423-6011

株式会社北新流通　千葉営業所 千葉県千葉市花見川区こてはし台４－２２－１６ 043-250-1062

株式会社クアトロ物流　千葉北営業所 千葉県千葉市花見川区千種町２０５－３内藤アパート２－１号室 043-215-3050

株式会社フコックス　千葉北営業所 千葉県千葉市花見川区千種町２０５－３内藤アパート２－３号室 043-298-0203

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

上新原運送株式会社　本社営業所 千葉県千葉市花見川区幕張本郷３－６－９ 043-215-2030

寿ロジコム株式会社　千葉営業所 千葉県千葉市若葉区みつわ台２－１３－７　シシクラビル３０２ 043-252-0044

有限会社伊藤運送店　本社営業所 千葉県千葉市若葉区貝塚町９９５－１ 043-231-5610

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

株式会社廣商運輸　千葉営業所 千葉県千葉市若葉区若松町７１７番地２ 043-497-6875

久留米運送株式会社　千葉店 千葉県千葉市若葉区若松町７９４－３ 043-304-3681

ヤマト運輸株式会社　若葉支店 千葉県千葉市若葉区小倉町８６３－５ 043-237-6341

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

日本通運株式会社　千葉警送支店 千葉県千葉市中央区出洲港１８－１ 043-242-8241

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

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１ 043-262-9591

株式会社飯島企画　千葉営業所 千葉県千葉市中央区生実町１６０１番地４ 043-300-8782

株式会社大誠恒産　本社営業所 千葉県千葉市中央区生実町９３５－８ 043-305-2300

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

株式会社サカイ引越センター　千葉中央支社 千葉県千葉市中央区都町１２８５－６ 043-214-9981

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

株式会社大興　千葉営業所 千葉県千葉市中央区浜野町１５１－１ 073-235-8778
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
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

株式会社ムラセエコライン　千葉 千葉県千葉市中央区浜野町７０２－１ 043-266-7451

ヤマト運輸株式会社　新港支店 千葉県千葉市美浜区新港１０４ 043-204-3591

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

日本通運株式会社　千葉中央事業所 千葉県千葉市美浜区新港１５３ 043-247-0202

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

株式会社岩陸　千葉営業所 千葉県千葉市美浜区新港１９３ 043-242-4215

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

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

南日本運輸倉庫株式会社　千葉第二営業所 千葉県千葉市美浜区新港７－２ 043-244-0540

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

ヒタチ株式会社　千葉ハブセンター 千葉県千葉市美浜区新港８８ 043-246-6611

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

安房運輸株式会社　千葉営業所 千葉県千葉市緑区高田町１６４３－９ 043-300-3011

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

佐川急便株式会社　銚子営業所 千葉県旭市鎌数字川西二番１０３９２－５ 0479-64-0411

丸勝運輸有限会社　本社営業所 千葉県旭市駒込４９０－３ 0479-63-7217

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

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

いすみ市 株式会社銚洋陸運　大原営業所 千葉県いすみ市深堀１８８５－５ 0470-63-1791

千里通商株式会社　千葉営業所 千葉県いすみ市岬町桑田２６９６－１ 0470-87-8314

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１－１３ 047-307-6100

関東福山通運株式会社　市川支店 千葉県市川市塩浜１－１３－２ 047-398-2013

ヤマト運輸株式会社　市川塩浜支店 千葉県市川市塩浜２－３０ 047-359-8314

日精サービス株式会社　東京湾岸営業所 千葉県市川市塩浜３－２７－７ 047-706-2430

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

日本航運株式会社　市川営業所 千葉県市川市原木３－１７－２９ 047-320-5877

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

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

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

芳賀運輸株式会社　市川営業所 千葉県市川市千鳥町５－１４ 047-307-4372

株式会社習志野運送　本社営業所 千葉県市川市大洲３－１－１４シャイネン市川２０１号 047-379-1456

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

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

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
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
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 047-304-0900

ヤマト運輸株式会社　市川支店 千葉県市川市二俣１－８５－１．１－８４．１－８３－１，２ 047-327-1441

ヤマト運輸株式会社　市川原木支店 千葉県市川市二俣７１７－７０ 047-327-6285

ヤマトグローバルエキスプレス株式会社　市川営業所 千葉県市川市二俣７１７－７４ 047-327-7181

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

山岡産輸株式会社　本社営業所 千葉県市川市日之出１９－４－Ｂ１０２ 047-318-7335

森井運送有限会社　市川柏井営業所 千葉県市川市柏井町４丁目３２７－５ 047-711-5588

セーフティオイルトランスポート株式会社　市川営業所 千葉県市川市本行徳２５５４－１ 047-701-1155

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

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

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字１３３１－３ 0436-36-0517

株式会社青和運輸　市原営業所 千葉県市原市海保字庚申台１０９９－３ 0436-36-3611

東京液体運輸株式会社　千葉営業所 千葉県市原市岩崎西１丁目７番３号 0436-21-6721

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

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

菊池運輸株式会社　千葉支店 千葉県市原市五井６８６１－１ 0436-22-1371

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

丸泉興業株式会社　千葉営業所 千葉県市原市五井９０９３－１ 0436-23-4452

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

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

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

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

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 0436-22-4316

新関東ネギシ株式会社　本社営業所 千葉県市原市五井南海岸３７－３ 0436-25-6699

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

千葉センコー運輸整備株式会社　本社営業所 千葉県市原市青柳北２－９－１（利兼） 0436-21-2123

小倉運輸有限会社　千葉営業所 千葉県市原市青柳北４－１－６ 0436-20-3961

株式会社石島運輸倉庫　千葉第二営業所 千葉県市原市大作２９４－１ 043-663-3310

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

内山運送株式会社　市原営業所 千葉県市原市能満８２９－１ 0436-76-7018

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

日通千葉南流通サービス株式会社　本社営業所 千葉県市原市八幡浦１－２ 0436-43-2487

総勝運送株式会社　市原営業所 千葉県市原市八幡石塚２－１６－３ 0436-43-1318

池田興業株式会社　神奈川支店千葉営業所 千葉県市原市八幡北町２－３－４ 0436-40-8650

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番地１ 0476-42-4896
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
株式会社シーエックスカーゴ　印西冷凍流通センター 千葉県印西市松崎台１－１－１ 0476-47-5000

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 0476-48-5981

大和物流株式会社　千葉支店 千葉県印西市泉野２－１０１－１５ 0476-48-5212

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

東都輸送株式会社　小林営業所 千葉県印西市滝５６８ 0476-97-0752

株式会社浅野運輸　本社営業所 千葉県印西市内野２丁目６番３号２０棟４０３号 0476-47-1656

有限会社英商運輸　本社営業所 千葉県印西市木下東１－９－２－１０１号 0476-42-1014

浦安市 ヤマト運輸株式会社　浦安マリーナ支店 千葉県浦安市港３７番地 047-380-7954

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

ハイエスサービス株式会社　東京営業所 千葉県浦安市千鳥１１－４ 047-703-0254

福山通運株式会社　東京浦安流通センター 千葉県浦安市千鳥１１－４ 047-304-2920

株式会社新開トランスポートシステムズ　舞浜営業所 千葉県浦安市千鳥１５－１９ 047-316-7070

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

株式会社サイコー　本社営業所 千葉県浦安市鉄鋼通り１－３－８ 047-316-0005

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

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

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

株式会社豊興　千葉営業所 千葉県浦安市北栄４－１４－５ 047-352-2184

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

新日本物流株式会社　柏事業所 千葉県柏市高田１０４６－１東芝ロジスティクス柏Ｂ棟 04-7189-7181

西濃運輸株式会社　柏支店 千葉県柏市若白毛１１２８ 04-7192-1312

マルモ物流株式会社　本社 千葉県柏市十余二２９７－４９セレッソ１０１号 048-928-6681

ふそう陸送株式会社　柏営業所 千葉県柏市十余二２９７－５５ 047-131-0606

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

佐川急便株式会社　柏営業所 千葉県柏市新十余二１３－１ 04-7135-6077

有限会社愛知高速運輸　関東営業所 千葉県柏市新十余二３番地１、３番地４ 04-7197-7885

株式会社スワロー物流東京　柏営業所 千葉県柏市西原１－４－３７ 04-7136-7516

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

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

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

日通トランスポート株式会社　柏支店 千葉県柏市塚崎１４３４－１ 04-7191-5511

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 04-7193-2151

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

ヤマトホームコンビニエンス株式会社　柏支店 千葉県柏市風早１－８－６ 04-7193-6301

勝浦市 石塚運送有限会社　本社営業所 千葉県勝浦市浜勝浦８０ 0470-73-1519
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
香取市 株式会社太平洋エクスプレス　香取支店 千葉県香取市高萩１６５５－２１９ 0478-75-3930

株式会社金子運輸流通倉庫　本社営業所 千葉県香取市佐原ニ６２７４ 0478-56-0270

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

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

木更津市 日本郵便株式会社　木更津郵便局 千葉県木更津市中央２－６－１５ 0438-22-3288

ヤマトホームコンビニエンス株式会社　木更津支店 千葉県木更津市潮見４－１０－２ 0438-37-1812

佐川急便株式会社　木更津営業所 千葉県木更津市潮見５－６－１ 0438-36-1441

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

君津市 株式会社日吉回漕店　君津営業所 千葉県君津市君津１－１－２４ 0439-52-0736

総勝運送株式会社　君津営業所 千葉県君津市戸崎２４１７－１２ 0439-35-2808

佐倉市 株式会社友動運輸　千葉営業所 千葉県佐倉市岩富２１５８－４７ 043-498-2241

一宮運輸株式会社　佐倉営業所 千葉県佐倉市上座７７５番地 043-488-1201

共同通運株式会社　千葉営業所 千葉県佐倉市先崎１６８９－６ 043-464-0555

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

アートコーポレーション株式会社　千葉北支店 千葉県佐倉市表町２－９－３ 043-485-0123

有限会社日暮小型運送　本社営業所 千葉県佐倉市並木町２４０ 043-484-0611

山武市 川一産業株式会社　松尾営業所 千葉県山武市松尾町借毛本郷６６８－１ 0479-80-7730

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

株式会社テクニカルコールド関東　白井営業所 千葉県白井市富士２０７－１ 047-410-0020

株式会社マルシュウ　本社営業所 千葉県白井市冨士１５－９ 047-443-0215

匝瑳市 ヤマト運輸株式会社　八日市場センター 千葉県匝瑳市八日市場ホ字砂子３１０７－１ 0479-79-2204

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

袖ケ浦市 有限会社裕信運輸　本社営業所 千葉県袖ケ浦市今井１－１－１６ 0436-66-2395

有限会社髙木商会　本社営業所 千葉県袖ヶ浦市今井２２６９－１ 0438-63-0511

幸伸運送有限会社　袖ヶ浦営業所 千葉県袖ヶ浦市神納２４０８－３ 0438-63-7179

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

和泉運輸株式会社　千葉営業所 千葉県袖ヶ浦市中袖１８－１ 0438-62-6223

関東マルエス株式会社　千葉営業所 千葉県袖ヶ浦市長浦字拓２号５８０－９７ 0438-63-3399

東部ネットワーク株式会社　袖ヶ浦営業所 千葉県袖ヶ浦市長浦字拓弐号５８０－１１７ 0438-62-7276

株式会社星葉ロジテック　袖ヶ浦営業所 千葉県袖ヶ浦市長浦字拓弐号５８０－９９ 0438-63-8212

一徹総業株式会社　本社営業所 千葉県袖ヶ浦市福王台４－５－４サンシティ袖ヶ浦２０５ 0438-38-6694

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

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

南総安房運輸株式会社　本社営業所 千葉県館山市那古１６２８－１ 0470-27-6151

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
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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

有限会社熊田運送　本店 千葉県銚子市春日町２１２７－１ 0479-22-0482

ビジネス環境整備株式会社　本社営業所 千葉県銚子市小浜町２５５９－２３ 0479-20-8071

飯田物流株式会社　本社営業所 千葉県銚子市新町４５６－１ 0479-23-8872

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

富里市 有限会社吉田商事　千葉営業所 千葉県富里市御料字葉山１００５番地２２ 0476-37-7030

富士運輸株式会社　成田支店 千葉県富里市七栄６５０－８５ 0476-90-2981

ヤマトホームコンビニエンス株式会社　成田支店 千葉県富里市七栄字西内野１３２－１１２，１１４ 0476-92-2156

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

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

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

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

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

株式会社ハート引越センター　千葉センター営業所 千葉県習志野市茜浜１－７－６１ 047-408-1851

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

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

増田運輸株式会社　習志野営業所 千葉県習志野市茜浜３－２－１０ 047-451-0788

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

丸善海陸運輸株式会社　東京支店 千葉県習志野市茜浜３－４－１３ 047-409-6601

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

アートコーポレーション株式会社　習志野営業所 千葉県習志野市芝園２－１－１８ 047-453-0123

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２－１－５４ 047-453-2811

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

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 0474-75-2484

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

株式会社ヒダロジスティックス　成田営業所 千葉県成田市吉岡１２１６－２５ 0476-73-7721

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

島村運輸倉庫株式会社　成田空港営業所 千葉県成田市古込字込前１５４－４第一貨物代理店ビル３２６－Ｂ 0476-32-5991

平野カーゴ株式会社　関東支店 千葉県成田市三里塚光ヶ丘１－１０６５ 0476-35-3600

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

泉海商運株式会社　成田営業所 千葉県成田市大清水２４８－２ 0476-49-7730

新日本物流株式会社　成田事業所 千葉県成田市南三里塚７８－７ 0476-36-5631

大内運輸株式会社　関東営業所 千葉県成田市名古屋１３７２－２０ 0476-96-1698

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

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
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中京陸運株式会社　野田営業所 千葉県野田市下三ヶ尾字愛宕前４０３番５ 04-7192-8677

有限会社ヤマテック　千葉営業所 千葉県野田市山崎貝塚町１３－１５ 04-7128-9010

株式会社エフティ物流　野田営業所 千葉県野田市七光台８０－１－１０３ 0471-97-5279

ＳＢＳフレックネット株式会社　野田営業所 千葉県野田市上三ヶ尾字平井２５６－１ 04-7122-1172

ＭＤロジスフィールドサービス株式会社　野田第二営業所 千葉県野田市西三ヶ尾字３４０－１２ 04-7124-3331

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

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

有限会社アドヴァンス　本社営業所 千葉県野田市大字吉春字樋尻替２５－１ 04-7123-4646

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

日生流通運輸倉庫株式会社　野田営業所 千葉県野田市東金野井９７２－１ 04-7157-1361

株式会社カシマ　野田営業所 千葉県野田市東宝珠花１９２－１０ 04-7198-6377

株式会社シーエックスカーゴ　関東配送センター野田事業所 千葉県野田市尾崎向山１６８４ 04-7128-3014

サンインキケミカル株式会社　サンインキケミカル株式会社本社営業所 千葉県野田市尾崎字槇ノ内２３９８番２１ 04-7128-0125

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 04-7121-0591

船橋市 ＳＢＳ即配サポート株式会社　千葉支店 千葉県船橋市栄町１－１１－２０（２階） 047-404-5844

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

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１１階Ｇ号室 047-460-5780

日通船橋運輸株式会社　本社営業所 千葉県船橋市海神町３－１２４ 047-432-0040

日本通運株式会社　船橋支店 千葉県船橋市海神町３－１２４－１ 047-431-9601

ヤマトホームコンビニエンス株式会社　船橋支店 千葉県船橋市海神町南１－７３１ 047-437-7430

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

株式会社デイリートランスポート　船橋営業所 千葉県船橋市高瀬町４－２ 047-434-1088

有隣運送株式会社　船橋営業所 千葉県船橋市高瀬町５０－７ 047-437-1363

青葉運輸株式会社　船橋営業所 千葉県船橋市高瀬町５０－７ 080-2058-3749

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

石塚運送有限会社　船橋営業所 千葉県船橋市三咲３－５－６ 047-407-7277

株式会社デイリートランスポート　習志野営業所 千葉県船橋市習志野４－１２－６０ 047-409-7511

菊池運輸株式会社　船橋営業所 千葉県船橋市習志野４－８－１ 047-477-3751

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

株式会社オアシス　本社営業所 千葉県船橋市神保町２６０－９ 047-490-6170

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

株式会社ニシウラ　本社営業所 千葉県船橋市西浦３－９－２ 047-431-7174

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１３５２－３ 047-404-3406

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１－２ 047-434-9939
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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

株式会社新木商事　船橋営業所 千葉県船橋市東町２１８ 047-411-5800

ヤマト運輸株式会社　船橋藤原センター 千葉県船橋市藤原３－１８－２８ 047-429-6681

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

昭産運輸株式会社　本社営業所 千葉県船橋市日の出２－２０－２ 047-432-0379

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

ヤマト運輸株式会社　船橋主管支店 千葉県船橋市浜町３－３－２ 047-432-9794

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

株式会社ＡＲＫ　本社営業所 千葉県船橋市豊富町６３１－７ 047-490-6695

ヤマト運輸株式会社　船橋豊富センター 千葉県船橋市豊富町６４３－２ 047-457-3631

西濃運輸株式会社　船橋支店 千葉県船橋市豊富町６８８ 03-5857-7607

みなみ運輸株式会社　市川営業所 千葉県船橋市本中山７－２２－５ 047-316-0046

株式会社興産運輸　千葉営業所 千葉県船橋市本中山７－４－６－１０３ 047-711-0030

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

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

株式会社アサクラ　富津営業所 千葉県富津市青木２－１５－３ 0439-27-1761

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

松戸市 千葉輸送株式会社　本社営業所 千葉県松戸市栄町西２－９７６－２ 047-363-2887

柳田運輸株式会社　松戸営業所 千葉県松戸市栄町西５－１３５４－２ 047-367-7805

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

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

東京三八五流通株式会社　松戸営業所 千葉県松戸市上本郷字四畝田２１６ 047-363-6201

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

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４ 047-312-0200

松戸運送株式会社　本社営業所 千葉県松戸市千駄堀１５０３ 047-385-4141

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

株式会社大倉　本社営業所 千葉県松戸市大金平２－６５ 047-342-0240

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

セイホー運輸株式会社　千葉営業所 千葉県松戸市二十世紀が丘梨元町１２１－１０３ 04-7312-8951

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

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

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

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

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

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
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
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

株式会社テクノトランス　本社営業所 千葉県八街市八街へ１９９番地１１８４ 043-440-3710

八千代市 イズミ物流株式会社　八千代営業所 千葉県八千代市上高野１０８２－１７メイアンドワン２０１ 047-455-3064

株式会社トーヨーエフピー　八千代営業所 千葉県八千代市上高野１３５５－３１ 047-481-2805

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

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

有限会社馬場運輸　本社 千葉県八千代市上高野１９７６－８ 043-489-0158

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

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

株式会社日信興運　本社営業所 千葉県八千代市米本字山谷２７１１－１ 047-488-3741

四街道市 有限会社鈴木運送　千葉営業所 千葉県四街道市四街道１－１３－２６－２０３ 0475-80-3277

株式会社アシスト東経　本社営業所 千葉県四街道市大日１１８９－７ 043-422-6100

有限会社鈴木運送　本社営業所 千葉県四街道市大日１７９３ 043-423-0001

株式会社日東物流　大日営業所 千葉県四街道市大日５３０－２ 043-424-3419

日生流通運輸倉庫株式会社　千葉営業所 千葉県四街道市大日字菅橋台７９９ 043-304-8241

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

萩原梱包運輸有限会社　本社営業所 千葉県四街道市和良比１８１－４１ 043-232-2618

安房郡 ヤマト運輸株式会社　鋸南センター 千葉県安房郡鋸南町保田字富田原９９４－１ 0470-55-4771

香取郡 株式会社三芳エキスプレス　成田営業所 千葉県香取郡多古町一鍬田字木戸５３－１ 0479-70-7373

総勝運送株式会社　成田営業所 千葉県香取郡多古町飯笹７０３－２ 0479-75-0787

山武郡 株式会社高橋運送　本社営業所 千葉県山武郡横芝光町木戸９５２６－１１ 0479-84-0086

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

郵船ロジテック株式会社　成田営業所 千葉県山武郡芝山町岩山１３４０－４９ 047-970-9403

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字大宿１３４０－１５ 0479-78-8080

ヤマトグローバルエキスプレス株式会社　成田営業所 千葉県山武郡芝山町山田１１３０－１ 0479-70-8830

東京アンデス物流株式会社　成田営業所 千葉県山武郡芝山町大台３１２９－１ 0479-78-6488

長生郡 株式会社ネキスト　千葉営業所 千葉県長生郡長生村七井土１４７０－１ 0475-32-5311

太陽食品販売株式会社　茂原事業所 千葉県長生郡睦沢町上市場２３００－３ 0475-44-2400
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