
H30.12.13
市区郡名 事業所名 住所 電話番号
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

ヤマトホームコンビニエンス株式会社　足立支店 東京都足立区加平３丁目１５番１０号 03-5697-8161

ダイハート物流株式会社　東京支店関東物流センター 東京都足立区花畑１－２０－５ 03-5831-3457

株式会社オーケートランスポート　本社営業所 東京都足立区花畑２丁目６番２２号 03-5856-5633

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

丸孝運輸倉庫株式会社　本社 東京都足立区鹿浜４－６－１５ 03-3853-1111

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

菊池運輸株式会社　本社営業所 東京都足立区舎人５－２５－６ 03-3899-1781

ヤマトグローバルエキスプレス株式会社　城東営業所 東京都足立区小台１－２３－９ 03-5284-4163

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

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

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

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

東和物流株式会社　本社 東京都足立区東保木間１－１－２ 03-3885-4311

株式会社ブルーライン・エキスプレス　本店 東京都足立区入谷４－５－７ 03-3857-5141

新潟運輸株式会社　足立支店 東京都足立区入谷６－１－１ 03-5838-7600

カネ幸株式会社　東京営業所 東京都足立区入谷７－２－１ 03-3857-2298

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

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

日本通運株式会社　隅田川支店北千住事業所オペレーションセンター 東京都足立区平野３－１８－１ 03-3858-2920

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

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

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

五月運輸株式会社　本社 東京都足立区六月３－１５－４ 03-3859-0123

エフエスロジスティックス株式会社　本社 東京都足立区六町４－１２－１２ 03-5809-6541

有限会社兵動物流　本社営業所 東京都足立区六木３－３５－１２－２０１ 03-5697-1001

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

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

株式会社小高商事　本社営業所 東京都荒川区町屋４－３６－８ 03-3895-2266

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

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

王子運送株式会社　隅田川支店 東京都荒川区南千住４－１３９－２ 03-3802-3061

板橋区 ＡＳＫＵＬＬＯＧＩＳＴ株式会社　新宿営業所 東京都板橋区加賀１－６－１ 03-5944-1421
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
寿ロジコム株式会社　本社営業所 東京都板橋区向原２－２３－８ 03-3972-2478

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 03-3939-7152

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

セイノースーパーエクスプレス株式会社　東京引越センター 東京都板橋区高島平６丁目１番１号 03-3976-8211

株式会社伍代商事　板橋営業所 東京都板橋区高島平６丁目１番５－２１４号 03　-5967-5138

近物レックス株式会社　板橋支店 東京都板橋区高島平六丁目１番１号 03-5383-1371

株式会社三協運輸サービス　板橋営業所 東京都板橋区坂下１－３３－８ 03-5914-3007

高宮運輸有限会社　本社営業所 東京都板橋区坂下１－４１－１４－１０１ 03-3960-9627

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

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

みすゞ興業株式会社　本社 東京都板橋区舟渡２－１０－７ 03-3966-2422

石坂運輸株式会社　本社営業所 東京都板橋区舟渡３－１８－５ 048-229-1346

株式会社ＳＹ　戸田橋営業所 東京都板橋区舟渡３－２０－１５ 03-5939-8545

東乳物流サービス株式会社　板橋営業所 東京都板橋区舟渡３－２０－１５ 03-5914-3320

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

佐川急便株式会社　赤羽営業所 東京都板橋区舟渡４－１２－２８ 03-3969-5566

ヤマトグローバルエキスプレス株式会社　板橋営業所 東京都板橋区新河岸２－２－７ 03-3979-5002

株式会社トキワ　本社営業所 東京都板橋区前野町２－１８－２ 03-3967-1441

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

セイノースーパーエクスプレス株式会社　池袋航空営業所 東京都板橋区板橋２－１０－７ 03-3962-5181

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

小林運送有限会社　本店 東京都江戸川区一之江７－１１－２０ 047-353-2309

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

藤島運輸株式会社　本社 東京都江戸川区篠崎町４－１０－４ 03-3679-6361

株式会社ＳＹ　本社営業所 東京都江戸川区篠崎町４－３０－３ 03-3670-2330

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４－６－３ 03-6638-8008

つるとみ運輸株式会社　本社 東京都江戸川区春江町２－１７－１１ 03-3698-3261

ヤマト運輸株式会社　松江センター 東京都江戸川区松江７丁目１番２２号 080-5522-9977

株式会社三喜運輸　本社 東京都江戸川区新堀２－１６－１９ 03-3698-0818

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

株式会社山高運輸　本社営業所 東京都江戸川区瑞江４－５０－１７ 03-3677-7555

株式会社坂倉　本社 東京都江戸川区西一之江２－２－８ 03-3652-3470

株式会社リネット　本社営業所 東京都江戸川区西一之江４丁目５番１２号平松ビル２階 03-3674-8001

株式会社弁天おがわ運輸　本社 東京都江戸川区西葛西１－７－２０ 03-3687-3504

株式会社ＳＩＴ　本社営業所 東京都江戸川区西葛西６丁目１２番７号３０２ 03-5878-0826

2／12



市区郡名 事業所名 住所 電話番号
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

有限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

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グレイスＴ１０２ 03-5661-8707

ヤマト運輸株式会社　江戸川篠崎支店 東京都江戸川区谷河内１－１８－９ 080-5045-3313

下山運輸株式会社　本社 東京都江戸川区谷河内２－４－６－３０３ 03-3670-2984

丸栄運送有限会社　本社営業所 東京都江戸川区中葛西１－２３－８ 03-3680-8521

港商運輸株式会社　本社 東京都江戸川区東葛西１－３１－１５ 03-3687-3811

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

宇佐美運輸株式会社　本社 東京都江戸川区東葛西５－３５－５ 03-3680-6511

関東商事株式会社　本社営業所 東京都江戸川区東葛西６－３６－８ 03-3687-4551

葛西陸運株式会社　本社 東京都江戸川区東葛西７－４－１３ 03-5675-1711

ヤマト運輸株式会社　江戸川支店 東京都江戸川区東葛西９－３－２ 080-5045-3313

株式会社タカダ・トランスポートサービス　東京センター営業所 東京都江戸川区東葛西９－３－６ 03-5659-7051

上伸物流株式会社　本社営業所 東京都江戸川区東小岩６－３０－６ 03-5612-3656

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

染谷運輸株式会社　本社営業所 東京都江戸川区南葛西５丁目７番５号 03-3687-6877

平田紙興株式会社　本社営業所 東京都江戸川区南篠崎町１－１３－１７ 03-3670-4211

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

相互運輸株式会社　本社 東京都江戸川区南篠崎町４－３１－２１ブランハイム１０８ 03-3677-3011

ＳＢＳゼンツウ株式会社　江戸川営業所 東京都江戸川区二之江町１４０６ 03-3686-8779

三竹運送有限会社　本社 東京都江戸川区平井４－１５－１７ 03-3637-8886

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

澁澤陸運株式会社　東京引越センター 東京都江戸川区北葛西４－１１－５ 03-5878-0386

江戸川貨物運輸株式会社　本社営業所 東京都江戸川区北小岩２－１－３ 03-3657-1439

東京合通株式会社　本社営業所 東京都江戸川区臨海町３－５－１ 03-3687-4631

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

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

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４－２－１６階 03-3878-0417

株式会社サンコー流通センター　本社 東京都江戸川区臨海町４－２－２ 03-3878-1911

株式会社スワロー輸送　東京支店営業所 東京都江戸川区臨海町４－２－２ 03-3687-0212

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

セイノースーパーエクスプレス株式会社　東京湾岸ロジスティクスセン
ター

東京都江戸川区臨海町４－３－１ 03-3869-2421

王子運送株式会社　葛西支店 東京都江戸川区臨海町４－３－１ 03-3878-3801

セイノースーパーエクスプレス株式会社　東京湾岸引越センター 東京都江戸川区臨海町４－３－１ 03-3680-8171
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
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

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

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

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

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

大田区 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　羽田支店 東京都大田区羽田旭町１１－１ 03-6756-7305

北洋エキスプレス株式会社　本社営業所 東京都大田区羽田旭町２－１０ 03-3741-6739

トランコムＤＳ株式会社　大田営業所 東京都大田区久が原２－１１－８ 090-6573-0062

ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社　東京海外生活支援オ
ペレーションセンター

東京都大田区京浜島１－２－２ 03-3799-2410

ゑびす興運有限会社　東京営業所 東京都大田区京浜島２－１６－１ 03-5755-2222

株式会社丸運　羽田京浜物流センター 東京都大田区京浜島２－６－１ 03-3790-8610

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

リコーロジスティクス株式会社　運送統括事業部 東京都大田区京浜島一丁目２番６号 03-3799-0230

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

エヌティ陸送株式会社　昭和島営業所 東京都大田区昭和島一丁目５番２２ 03-6779-4855

洗足池運輸株式会社　本社 東京都大田区上池台３－１７－１４ 03-3726-7111

都南運送株式会社　城南島営業所 東京都大田区城南島２－９－１４ 03-3799-0107

株式会社アライアンス・コーポレーション　本社営業所 東京都大田区城南島４－８－２ 03-5755-8080

株式会社安川トランスポート　東京営業所 東京都大田区石川町２－２５－３ 03-3726-2171

東礼自動車株式会社　城南営業所 東京都大田区千鳥２－４０－１６ 03-5741-3509

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

日和運輸倉庫株式会社　本社 東京都大田区大森東５丁目３７－２７ 03-6404-8541

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

株式会社ダイドウトランスプラネット　東京 東京都大田区東海４－３－１ 03-3790-9141

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

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

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

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

株式会社ヒダロジスティックス　本社営業所 東京都大田区東六郷１－１９－２ 03-3731-1759

佐川急便株式会社　品川営業所 東京都大田区東糀谷６－５ー２ 03-3745-7122

株式会社アクティブライン　本社営業所 東京都大田区平和島２－１－１ 03-3298-5353

丸点通運株式会社　東京支店 東京都大田区平和島２－１－１ 03-3762-0144

新潟運輸株式会社　京浜支店 東京都大田区平和島２－１－１ 03-0762-8282

石川運輸倉庫株式会社　平和島営業所 東京都大田区平和島２－１－１京浜トラックターミナル５号棟北２階 03-6423-1537
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株式会社丸運ロジスティクス関東　京浜営業所 東京都大田区平和島２－１－１京浜トラックターミナル内１０号棟 03-3766-6145

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

セイホー運輸株式会社　東京営業所 東京都大田区平和島６－１－１ 03-5753-0005

トーヨーエキスプレス株式会社　東京営業所 東京都大田区矢口３－７－１３ 03-3759-3441

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

葛飾区 株式会社ヘイワサービス　本社 東京都葛飾区奥戸１－１７－９ 03-5671-1715

株式会社東日本トランスポート　城東営業所 東京都葛飾区奥戸１－２９－１ 03-3696-9765

株式会社ハート引越センター　本社営業所 東京都葛飾区奥戸５－１２－４ 03-5670-0020

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

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

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

株式会社ひまわり総合サービス　本社営業所 東京都葛飾区新宿３－９－１９ 03-3608-5333

菱東運輸倉庫株式会社　本社 東京都葛飾区新宿５－１３－３ 03-3627-9741

大谷清運株式会社　本社 東京都葛飾区水元１－３－１３ 03-3600-5561

株式会社野口六郎運送店　本社営業所 東京都葛飾区東堀切３－３２－２０ 03-3690-4310

ヤマト運輸株式会社　葛飾堀切支店 東京都葛飾区東堀切３－３４６－１ 080-5045-9984

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

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

新興運輸株式会社　本社 東京都北区赤羽西６－２３－１６ 03-5993-6121

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

神協運輸株式会社　本社営業所 東京都北区浮間４－２１－１０ 03-3966-9295

田口運送株式会社　本社営業所 東京都北区浮間４－２３－２０ 03-3967-0161

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

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

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

江東運送株式会社　本社営業所 東京都江東区亀戸６－２８－６ 03-5609-6275

有限会社阿部建機輸送　本社 東京都江東区亀戸７－３１－４ 03-3637-1660

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

東京運送株式会社　城東営業所 東京都江東区亀戸７－３９－１９ 047-390-3688

アカツキ運輸有限会社　本社 東京都江東区亀戸９－３３－２６ 03-3683-3858

株式会社日立物流首都圏　佐賀営業所 東京都江東区佐賀２－８－４ 03-3643-4430

株式会社カトー物流　本社営業所 東京都江東区住吉１－１７－５ 03-3846-7938

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

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

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
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アサヒロジスティクス株式会社　東京共配センター 東京都江東区新砂２－３－４３ 03-5634-1870

日通トランスポート株式会社　東京中央支店 東京都江東区新砂２－４－１７ＴｏｋｙｏＣ－ＮＥＸ南棟 03-3646-1911

ロジ・エンジェル株式会社　本社営業所 東京都江東区新砂２丁目５番２８号 03-6666-0536

佐川急便株式会社　台東営業所 東京都江東区新砂３－５－１５ 03-3699-3636

株式会社ディ・エス物流　新木場 東京都江東区新木場１－７－１２ 03-3521-3740

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

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２－１３－１０ 050-3534-6010

ＳＧムービング株式会社　東京営業所 東京都江東区新木場２－１４－１１ 03-5534-1080

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

ＡＳＫＵＬＬＯＧＩＳＴ株式会社　東京中央営業所 東京都江東区新木場２－６－８ 03-3522-2185

西濃運輸株式会社　東京支店 東京都江東区新木場３－１－１セイノーロジ・トランス新木場２Ｆ 03-5857-7595

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

株式会社エスケーサービス　江東支店営業所 東京都江東区新木場３－６－１０ 03-5534-1830

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

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

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

東京トネックス株式会社　本社営業所 東京都江東区辰巳２－３－１６ 03-3521-8041

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

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

株式会社カンダコアテクノ　江東営業所 東京都江東区辰巳３－１３－６ 03-3521-4310

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

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

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

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

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

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

清興運輸株式会社　砂町営業所 東京都江東区東砂３丁目２１－２４伊藤製パン（株）砂町工場内 090-2200-6760

マルタ流通株式会社　本社 東京都江東区東砂６－１５－１１ 03-3646-5628

浅野運輸株式会社　本社営業所 東京都江東区東砂８－８－８－１０１ 03-6666-8422

有限会社内田運送　本社営業所 東京都江東区南砂１丁目１１番１号 03-3644-4327

ヤマト運輸株式会社　南砂２丁目センター 東京都江東区南砂２－９－１２ 080-6604-5155

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

ヤマトホームコンビニエンス株式会社　北砂支店 東京都江東区北砂１－４－７ 03-5690-0143

日本通運株式会社　隅田川支店オペレーションセンター 東京都江東区北砂３－３－５ 03-3644-7191
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株式会社キノミヤ運送　木場営業所 東京都江東区木場３－４－３ 03-3630-0296

有限会社丸オ奥田商店　本社 東京都江東区木場５－１２－３ 03-3642-2289

カンダコーポレーション株式会社　有明営業所 東京都江東区有明１－３－５ 03-3527-5835

株式会社岩陸　東京営業所 東京都江東区有明３－１４－７ 03-6457-1657

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

株式会社ナカノ商会　有明支店営業所 東京都江東区有明３丁目１５番１３号 03-3528-2341

株式会社三榮商會　東京営業所 東京都江東区有明４－１－１１０号ふ頭４号上屋荷役連絡所７号室 03-3527-7820

ヤマトグローバルエキスプレス株式会社　江東営業所 東京都江東区有明４－２－３ 03-3529-3261

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

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

品川区 東礼自動車株式会社　品川営業所 東京都品川区荏原１－６－１ 03-3494-1004

東都輸送株式会社　本社営業所 東京都品川区勝島１－３－３４ 03-3767-6948

株式会社ゼクスト　本社営業所 東京都品川区上大崎３－３－９－１１１ 03-3473-5022

有限会社総和運輸　大井営業所 東京都品川区大井４－１２－２２ 03-6417-1441

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

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

有限会社広容運送　本社 東京都品川区南品川４－４－９ 03-3474-7617

日本通運株式会社　東京海運支店大井輸送事業所 東京都品川区八潮２－６－２ 03-5569-8006

佐川急便株式会社　城南営業所 東京都品川区八潮３－２－３８ 03-3799-8696

セイノースーパーエクスプレス株式会社　東京貨物駅営業所 東京都品川区八潮３－３－２２ 03-3790-8170

ヤマト運輸株式会社　東京コンテナ支店 東京都品川区八潮３－３－２２ 03-3790-0641

日本通運株式会社　首都圏支店東京コンテナ事業所 東京都品川区八潮３－３－２２ 03-3790-0682

株式会社阪急阪神ロジパートナーズ　品川カーゴセンター 東京都品川区八潮３丁目２番３４号 050-3820-0778

新宿区 セイノースーパーエクスプレス株式会社　新宿営業所 東京都新宿区戸山３－１５－１日本駐車ビル１Ｆ 03-3205-7112

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

ヤマトグローバルエキスプレス株式会社　新宿東営業所 東京都新宿区新小川町３－２０ 03-3235-4990

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

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 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

ヒタチ株式会社　杉並ハブセンター 東京都杉並区高井戸東３－２８－７高井戸グリーンハイツ４０３ 03-5941-6784

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

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

ヤマト運輸株式会社　上井草センター 東京都杉並区上井草２－７－７ 03-5310-6198

東礼自動車株式会社　杉並営業所 東京都杉並区梅里１－２－６ 03-3311-1560
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栄和清運株式会社　本社 東京都杉並区堀ノ内２－１１－３２ 03-3317-2281

ヤマトホームコンビニエンス株式会社　杉並支店 東京都杉並区和田１－１０－１ 03-3384-6019

墨田区 隅田倉庫株式会社　本社 東京都墨田区業平１－１－９ 03-3622-2369

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

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

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 03-3616-8888

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

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

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

ジャスト物流株式会社　東京営業所 東京都墨田区緑３－１－６ 03-5638-6277

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

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

東京商運株式会社　本社 東京都世田谷区南烏山４－２８－８ 03-3308-9722

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

福山運送株式会社　本社営業所 東京都世田谷区北烏山３－５－３ 03-3308-9411

台東区 西濃運輸株式会社　浅草支店 東京都台東区今戸２－２６－１０ 03-5857-7598

Ｍ’ｓＬｉｎｅ株式会社　本社営業所 東京都台東区日本堤２－３４－２ 03-3875-1345

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

千代田区 松栄運輸株式会社　本社 東京都千代田区外神田４－７－９ 03-3253-7341

ヤマトグローバルエキスプレス株式会社　千代田営業所 東京都千代田区神田錦町２－５ 03-5217-0971

有限会社矢嶋運送店　本社営業所 東京都千代田区神田三崎町２－１９－４ 03-3261-5645

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

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

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

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

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

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

セイノースーパーエクスプレス株式会社　浜町営業所 東京都中央区日本橋浜町２－１９－７ 03-5640-1071

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

株式会社平山商事　東京営業所 東京都中央区八丁堀２丁目１－９－４Ｆ 03-5541-0309

中野区 佐川急便株式会社　中野東営業所 東京都中野区沼袋２－１４－３ 03-5923-1091

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

東京糧穀運送株式会社　本社 東京都中野区弥生町５－２７－４４階 03-3381-7288

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

ヤマト運輸株式会社　大泉支店 東京都練馬区西大泉４－２３－２ 080-5045-6526
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
株式会社三良コーポレーション　本社 東京都練馬区大泉学園町７－１６－２２ 03-3922-0009

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

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

ヤマトホームコンビニエンス株式会社　練馬支店 東京都練馬区谷原５－１３－２６ 03-3995-2098

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

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

文京区 堀内運送株式会社　本社営業所 東京都文京区向丘１－９－１４ 03-3811-4518

エーエルプラス株式会社　文京営業所 東京都文京区水道１丁目７番９号 03-5803-2401

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

コスモ運輸株式会社　本社 東京都文京区西片１－１７－１１－３０６ 03-5684-4548

昭和梱包運送株式会社　本社 東京都文京区大塚３－３－７ 03-3943-0501

ヤマト運輸株式会社　湯島支店 東京都文京区湯島４－５－５ 03-3813-3053

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

セイノースーパーエクスプレス株式会社　芝浦営業所 東京都港区海岸３－１２－４ 03-3454-4991

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

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

ヤマトグローバルエキスプレス株式会社　天王洲営業所 東京都港区港南５－３－２７ 03-5461-3191

ヤマトグローバルエキスプレス株式会社　渋谷営業所 東京都港区港南５－３－２７ 03-5461-0951

ヤマトグローバルエキスプレス株式会社　銀座営業所 東京都港区港南５－３－２７ 03-3458-1071

ヤマトグローバルエキスプレス株式会社　新橋営業所 東京都港区西新橋２－１２－５ 03-3504-8561

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

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

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

セイノースーパーエクスプレス株式会社　西東京引越センター 東京都昭島市田中町３－３－１ 042-543-3400

長谷川運輸倉庫株式会社　昭島営業所
東京都昭島市田中町３－３－１（西武運輸㈱八王子総合物流センター拝島倉庫
敷地内ユニットハウス）

042-519-4220

株式会社コイシカワ　昭島 東京都昭島市拝島町３９２８ 042-546-6450

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

稲城市 株式会社関戸運輸　本社営業所 東京都稲城市大丸１４４８－３ 042-377-1934

青梅市 株式会社グリット　本社営業所 東京都青梅市今井３－１７－１７ 050-5328-0667

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 0428-32-7338

株式会社ケーライン　西東京営業所 東京都青梅市新町４丁目７番地８ 0428-34-9147

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

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

国分寺市 東進産業株式会社　本店 東京都国分寺市東恋ヶ窪４－２６－９ 042-322-1211
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
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

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

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

株式会社石川興業運輸　本社営業所 東京都小平市天神町１－６４ 042-312-3261

立川市 株式会社サンエー物流　立川 東京都立川市一番町４－６４－２ 042-520-6658

イワマトランスポート株式会社　本社 東京都立川市錦町５－１９－３ 042-524-6951

有限会社高梨急送　本社営業所 東京都立川市曙町１－３７－２ 042-512-8093

西都梱包運輸株式会社　本社営業所 東京都立川市西砂町３－２６－１ 042-531-2495

株式会社ヒューテックノオリン　東京第二支店 東京都立川市泉町９３５－１ 042-527-5337

株式会社ギオン　東京西センター 東京都立川市泉町９３５－１－２３２号棟 042-525-2278

共立ラインサービス株式会社　本社営業所 東京都立川市柏町１－１９ 042-537-3225

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

多摩市 株式会社サントス　本社営業所 東京都多摩市関戸６－４－１２第一諏訪ビル３Ｆ 042-400-1919

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

調布市 ＳＢＳ即配サポート株式会社　多摩支店 東京都調布市上石原１－３１－７ 042-444-2875

ヤマトホームコンビニエンス株式会社　調布支店 東京都調布市上石原１－３５－１１ 0424-90-2012

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

西東京市 有限会社創進通商　本社営業所 東京都西東京市向台町４－１３－１４ 042-439-5520

エネライフ・キャリアー株式会社　東京営業所 東京都西東京市柳沢２－１９－２０ 042-461-7687

八王子市 株式会社ハート引越センター　多摩営業所 東京都八王子市越野２１－２７ 042-678-7681

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

株式会社小松急送　本社 東京都八王子市館町１０９１－１ 042-666-7511

株式会社グリーンステージ　八王子営業所 東京都八王子市戸吹町２１０４ 042-696-3535

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

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

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２９６９－１８ 042-631-5391

株式会社ギオン　八王子センター 東京都八王子市石川町３２３８ 042-631-1222

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

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

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

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

ヤマトホームコンビニエンス株式会社　八王子支店 東京都八王子市滝山町２－４８－１ 0426-91-8400

松岡運輸株式会社　本社営業所 東京都八王子市丹木町２－２３６－４ 042-696-3238

ＳＢＳゼンツウ株式会社　南大沢営業所 東京都八王子市南大沢３－２１－１ 042-670-6622

株式会社デイライン　八王子営業所 東京都八王子市南大沢３－２１－１ 042-653-3480
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佐川急便株式会社　八王子営業所 東京都八王子市兵衛２－２１－１ 042-633-8000

キャリーネット株式会社　八王子営業所 東京都八王子市北野町５５９番地の６ 042-645-6632

井上運送株式会社　本社 東京都八王子市北野町５８７－１ 042-646-8230

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

アートバンライン株式会社　八王子営業所 東京都八王子市堀之内３－１０－１ 042-679-8850

羽村市 栄晃産業株式会社　羽村 東京都羽村市神明台３－３３－８２ 042-579-7740

東久留米市 ヤマト運輸株式会社　下里センター 東京都東久留米市下里２－１４－２１ 080-7776-3332

東村山市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　東村山支店 東京都東村山市恩多町５－４４－２ 042-398-7502

株式会社三進運輸　東村山 東京都東村山市秋津町３－１０－１７ 042-396-1116

株式会社豊運輸　本社営業所 東京都東村山市秋津町４－２６－１３ 042-393-7756

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

東大和市 清野運送有限会社　本社 東京都東大和市芋窪５－１１５０－２ 042-562-1771

株式会社滝野川梱包運輸　東大和 東京都東大和市狭山５－１５７２－１ 042-563-8371

日野市 株式会社アサヒセキュリティ　日野 東京都日野市旭が丘３－１－１ＭＦＬＰ５Ｆ 042-589-6717

新日本物流株式会社　日野事業所 東京都日野市旭が丘３－１－１ＭＦＬＰ日野３Ｆ 042-843-1081

田口運送株式会社　日野 東京都日野市大字日野１０００－１ 042-583-7480

府中市 恵実物流株式会社　本社営業所 東京都府中市押立町１－３－２２ 042-330-3300

ＫＯＥＩロジスティクス株式会社　本社営業所 東京都府中市四谷２－１８－１、２、３、４ 042-319-9351

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

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

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６－１３－１ 042-330-1700

寿ロジコム株式会社　多摩営業所 東京都府中市四谷６－４１－２６第３コーポタネムラ１０１号 042-369-9997

ヤマトホームコンビニエンス株式会社　国立支店 東京都府中市四谷６－５６－３ 042-354-2210

日本通運株式会社　西東京警送支店東府中センター 東京都府中市若松町３－５－３ 042-306-9750

セイノースーパーエクスプレス株式会社　府中支店 東京都府中市是政４－２３ 042-363-9331

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

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

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１０４ 042-352-2501

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

ＳＢＳ即配サポート株式会社　神奈川支店 東京都町田市鶴間８－８－２０ 042-706-0351

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

株式会社フィフティーワン　町田営業所 東京都町田市南町田１－１３－２５ 042-850-6334

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

三鷹市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　三鷹営業所 東京都三鷹市下連雀２－２５－１３ 0422-46-4801

武蔵野市 ヤマト運輸株式会社　吉祥寺支店 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－３４－２０ 042-220-3518
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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

三多摩トランスポート株式会社　横田営業所 東京都武蔵村山市伊奈平３－３３ 042-560-1530

エム・ティ・エス有限会社　本社 東京都武蔵村山市岸１－１５－３ 042-560-8484

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

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

西多摩郡 株式会社ギオン　西多摩センター 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎８９６－４ 042-568-2130

株式会社美喜運輸　本社営業所 東京都西多摩郡瑞穂町長岡１－１４－３ 04-2936-3941

株式会社ミタカロジスティクス　羽村物流センター 東京都西多摩郡瑞穂町長岡３－４－４ 042-557-6437

株式会社ミタカヴィアクル　羽村 東京都西多摩郡瑞穂町長岡３－４－４ 042-557-6437

富岳通運株式会社　西東京支店 東京都西多摩郡瑞穂町二本木５４１ 042-557-8931

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

東礼自動車株式会社　西多摩営業所 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原２－１４ 042-556-0402

武蔵野運送株式会社　瑞穂営業所 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原６－５－１ 042-556-6229
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