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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
横浜市 光陽物流株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市旭区上川井町２４５５－３ 045-923-0611

株式会社ＮＫトランス　横浜営業所 神奈川県横浜市旭区上川井町２４５５－３ 045-924-4018

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

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

株式会社ホームエネルギー西関東　本社営業所 神奈川県横浜市旭区上白根町７２５ 045-953-3636

ヤマト運輸株式会社　横浜南支店 神奈川県横浜市磯子区丸山１－２３８－１ 045-753-0958

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

佐川急便株式会社　鎌倉営業所 神奈川県横浜市栄区上郷町１２９２－１ 045-897-5203

ヤマト運輸株式会社　横浜上郷センター 神奈川県横浜市栄区上郷町５５－２ 080-5045-8831

ＳＢＳロジコム株式会社　横浜金沢支店 神奈川県横浜市金沢区幸浦１－３－３ 045-776-3964

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

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

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

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

互興運輸株式会社　金沢営業所 神奈川県横浜市金沢区幸浦２－９－３３ 045-785-0614

ヤマト運輸株式会社　横浜六浦センター 神奈川県横浜市金沢区大道２－１４－２ 080-5045-8874

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

株式会社国際低温流通　横浜営業所 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１３－１０ 045-773-5751

株式会社仙台ミトモ　横浜営業所 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町２－２ 045-770-6571

大黒運輸株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町２－５ 045-774-1566

共栄輸送株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町２－８ 045-774-0271

京浜トランス株式会社　金沢営業所 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町７ 045-772-1673

横礼自動車株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市金沢区富岡東１－１９－１６ 045-772-4501

トールエクスプレスジャパン株式会社　戸塚支店 神奈川県横浜市戸塚区原宿２－６１－１ 045-851-6260

ヤマト運輸株式会社　横浜戸塚中央支店 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１００７－８ 080-5043-6438

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

安全輸送株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町１５５４－１ 045-811-7820

ヒタチ株式会社　横浜第一ハブセンター 神奈川県横浜市戸塚区柏尾町７９３－４フタバハイツ１－Ａ号室 045-825-9176

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１２５６番地 045-825-5801

シグマロジスティクス株式会社　戸塚営業所 神奈川県横浜市港南区下永谷６－４－１２ 080-5893-1083

神栄運輸株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市港南区日限山２－１－３３ 045-353-9640

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７－７－１７ 045-434-3388

大煌工業株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市港北区小机町２５４３－５０１ 045-471-3252
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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　横浜営業所 神奈川県横浜市港北区新羽町１１５３ 045-590-3080

ＳＢＳフレックネット株式会社　横浜港北営業所 神奈川県横浜市港北区新羽町１９５８－５ 045-533-0331

佐川急便株式会社　川崎新羽営業所 神奈川県横浜市港北区新羽町３７４２ 045-593-8515

長村運輸株式会社　本社 神奈川県横浜市港北区新横浜３－１６－１５ＳＫビル新横浜７ＦＢ－６ 045-532-8720

ヤマト運輸株式会社　港北大倉山センター 神奈川県横浜市港北区大倉山５丁目１３－１５ 080-5481-6366

株式会社東日本物流サービス　湘南営業所 神奈川県横浜市神奈川区三枚町６１８ 045-381-5750

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

株式会社シンクラン　新子安営業所 神奈川県横浜市神奈川区守屋町３－１３－６ 090-9957-1840

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

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

ヤマト運輸株式会社　横浜みなとみらい支店 神奈川県横浜市神奈川区星野町１－５ 080-5045-0524

ヤマト運輸株式会社　横浜東神奈川支店 神奈川県横浜市神奈川区千若町２丁目１番 080-5045-0540

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

株式会社ミナミトランスポート　本社 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南３－３２－３ 045-363-6500

ヤマト運輸株式会社　横浜卸センター 神奈川県横浜市瀬谷区卸本町９３０８－２ 080-5045-0484

株式会社東日本トランスポート　瀬谷 神奈川県横浜市瀬谷区卸本町９３２４ 045-922-3299

佐川急便株式会社　横浜緑営業所 神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町２９－５ 045-921-1611

株式会社伸和トラスト　横浜営業所 神奈川県横浜市瀬谷区上瀬谷町２５－２ 045-921-7575

丸進運輸株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷２丁目１６－１９ 045-306-2390

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

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

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

丸辰運輸株式会社　本社 神奈川県横浜市泉区和泉町６５４８－１ 045-392-6281

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

株式会社共生物流　本社 神奈川県横浜市中区かもめ町５６ 045-624-0611

ＳＢＳフレイトサービス株式会社　横浜支店 神奈川県横浜市中区かもめ町６１番地１ 045-621-1260

日本通運株式会社　本牧物流センター事業所 神奈川県横浜市中区錦町１０ 045-621-1111

有限会社小泉運輸関東　横浜営業所 神奈川県横浜市中区錦町１５番地臨海鉄道本牧総合ビル本館２階 045-232-4122

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

株式会社金谷商運　横浜営業所 神奈川県横浜市中区錦町９ 045-628-0653

ヤマトグローバルエキスプレス株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市中区三吉町４番地２ 045-260-0391

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

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

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ターミナルオフィスセンター４０３号室 045-263-8780

2／10



市区郡名 事業所名 住所 電話番号
東海運株式会社　神奈川営業所 神奈川県横浜市中区本牧埠頭１８ 045-624-1225

株式会社クアトロ物流　横浜営業所 神奈川県横浜市中区本牧埠頭１８番地 045-621-1941

ヤマトグローバルエキスプレス株式会社　川崎営業所 神奈川県横浜市鶴見区安善町１丁目１－１ 045-511-0461

株式会社日新　鶴見営業所 神奈川県横浜市鶴見区寛政町２６－１ 045-521-6971

大進石油輸送株式会社　本社 神奈川県横浜市鶴見区寛政町２６番１号 045-717-5412

エス・ティー・サービス株式会社　横浜 神奈川県横浜市鶴見区寛政町３－１１ 045-500-2030

ヤマト運輸株式会社　神奈川新子安センター 神奈川県横浜市鶴見区駒岡１－２９－２３ 080-6699-1072

シグマロジスティクス株式会社　鶴見営業所 神奈川県横浜市鶴見区駒岡２－５－３８ 070-2186-7209

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

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丁目３番地 045-501-2201

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番地の１ 045-501-3542

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

フェデラルエクスプレスジャパン合同会社　横浜営業所 神奈川県横浜市鶴見区生麦２－２－２６ 045-511-3471

ＡＳＫＵＬ　ＬＯＧＩＳＴ株式会社　神奈川営業所 神奈川県横浜市鶴見区生麦２－４－６ 050-3819-9894

株式会社ダイドウトランスプラネット　本社 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１５ 045-506-8008

味の素物流株式会社　大黒営業所 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１５－１ 045-521-5022

株式会社阪急阪神ロジパートナーズ　横浜営業所 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１９港栄作業（株）内 045-510-1530

株式会社イディアＫ＆Ｉパートナーズ横浜　大黒営業所 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭２２ 045-834-8716

株式会社ホームエネルギー西関東　大黒営業所 神奈川県横浜市鶴見区大黒町１２－１４ 045-510-0656

東部ネットワーク株式会社　鶴見営業所 神奈川県横浜市鶴見区大黒町１８－２９ 045-521-0991

三和運送事業株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市鶴見区大黒町２－５７ 045-718-5588

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

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

日通トランスポート株式会社　横浜中央支店 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

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

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

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

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

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１４－２３ 045-948-5021

株式会社ハート引越センター　都筑営業所 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町２８２ 045-929-5181

株式会社エスケーサービス　横浜営業所 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町４０５ 045-937-6401

日本ルートサービス株式会社　横浜事業所 神奈川県横浜市都筑区折本町４３２－１（１Ｆ） 045-473-0796

株式会社春秋商事　本社 神奈川県横浜市都筑区川向町１１６０番地 045-472-5272

ヤマトボックスチャーター株式会社　横浜港北支店 神奈川県横浜市都筑区川向町７４７番地 045-514-1264

株式会社キョウトプラス　関東営業所 神奈川県横浜市都筑区川和町２３８ 045-933-3122

3／10



市区郡名 事業所名 住所 電話番号
ヤマト運輸株式会社　都筑中川センター 神奈川県横浜市都筑区大棚町４３９－１ 080-5451-5680

共立ラインサービス株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市都筑区池辺町字薮前３９２８ 045-507-8161

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

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

株式会社ヒロライン　本社営業所 神奈川県横浜市保土ヶ谷区今井町１１７８，１１７９ 045-351-0268

横浜貨物運送株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市保土ヶ谷区上管田町字笹山１１７７－１ 045-381-0556

株式会社啓和運輸　横浜営業所 神奈川県横浜市保土ヶ谷区上菅田町１３１０ 045-381-1899

ヤマト運輸株式会社　横浜保土ヶ谷星川支店 神奈川県横浜市保土ヶ谷区川辺町３－９ 080-5045-0488

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

サントリーロジスティクス株式会社　神奈川支店 神奈川県横浜市緑区長津田町４２４３－１ 045-989-2171

株式会社流通サービス　横浜北センター 神奈川県横浜市緑区北八朔町１６０ 045-930-3031

厚木市 富士運輸株式会社　厚木支店 神奈川県厚木市山際１３３ 046-280-5678

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

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

丸嶋運送株式会社　厚木営業所 神奈川県厚木市岡田字原田３１０３，３１０４ 046-227-1340

株式会社高通サービス　厚木営業所 神奈川県厚木市恩名５－５－３０ 046-280-4077

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

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

株式会社ふくや物流　本社営業所 神奈川県厚木市関口１５５ 046-244-1122

田口運送株式会社　厚木第一 神奈川県厚木市及川２丁目５－７ 046-243-3730

ジャパンエナジック株式会社　厚木事業所 神奈川県厚木市金田１３２１ 046-297-3050

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

株式会社ハート引越センター　厚木営業所 神奈川県厚木市金田４９３ 046-401-1812

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２５００－１ 046-229-6463

株式会社ハナワトランスポート　厚木営業所 神奈川県厚木市戸田５１－１ 046-207-2612

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

塩屋運輸株式会社　関東営業所 神奈川県厚木市酒井３１０１ 046-226-9985

新潟運輸株式会社　厚木支店 神奈川県厚木市酒井字深町１４０５－１他５筆 046-228-3221

総合物流サービス株式会社　厚木営業所 神奈川県厚木市上依知３００７－７ 046-258-6498

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

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

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

株式会社山紀　厚木営業所 神奈川県厚木市長沼字堤附２４８－１ 046-228-8121

株式会社相武流通商事　厚木営業所 神奈川県厚木市長沼字北耕地２４５－４ 046-229-9871

株式会社Ａ－Ｌｉｎｅｅｘｐｒｅｓｓ　厚木営業所 神奈川県厚木市長谷４０６－１ 046-270-7501
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
松下運輸株式会社　神奈川営業所 神奈川県厚木市長谷４２４－１ 046-247-8011

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６－４０ 046-248-3622

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

石井商事運輸株式会社　綾瀬営業所 神奈川県綾瀬市吉岡東４丁目５番７ 0467-38-8701

関東西部運輸株式会社　神奈川営業所 神奈川県綾瀬市小園字北原１１４２－２ 0467-78-3355

東海輸送株式会社　綾瀬営業所 神奈川県綾瀬市深谷上６丁目１－４ 0467-70-3370

株式会社芙蓉　本社営業所 神奈川県綾瀬市大上８－１－１５ 0467-70-8772

伊勢原市 有限会社リーフライン　本社 神奈川県伊勢原市岡崎４８２９－１ 0463-95-6288

株式会社メジャーサービスジャパン　厚木営業所 神奈川県伊勢原市下落合４６－４ 0463-96-6633

株式会社ウエルストンエキスプレス　厚木営業所 神奈川県伊勢原市下落合４６－６－２０６ 0463-79-6370

株式会社福嶋商事　湘南営業所 神奈川県伊勢原市下落合６番地１栗田ビル３０２ 0463-74-5255

株式会社日立物流首都圏　湘南出張所 神奈川県伊勢原市歌川２－１－２ 0463-97-4861

トモエ運輸株式会社　伊勢原 神奈川県伊勢原市鈴川２２ 0463-91-1258

海老名市 東部ネットワーク株式会社　厚木営業所 神奈川県海老名市下今泉２－３－１ 046-234-2221

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

株式会社コナン　本店営業所 神奈川県海老名市国分北３－２６－３４ 046-231-3301

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

シグマロジスティクス株式会社　海老名営業所 神奈川県海老名市上河内３３ 080-5893-1091

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社　海老名 神奈川県海老名市上河内３３ 046-238-4550

株式会社廣川運送　神奈川営業所 神奈川県海老名市杉久保南３－１９－１１ 046-240-6612

株式会社共生物流　海老名営業所 神奈川県海老名市杉久保北２－１３－２５ 046-200-9732

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

日通トランスポート株式会社　湘南支店 神奈川県海老名市門沢橋１丁目４番５号 046-239-1811

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

小田原市 ＳＢＳフレイトサービス株式会社　小田原営業所 神奈川県小田原市延清字大根１８９ 0465-36-7161

諸星運輸株式会社　本社営業所 神奈川県小田原市下大井７１６ 0465-39-2400

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

株式会社新日本　本社営業所 神奈川県小田原市西酒匂３－５－１５ 0465-47-5121

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

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

松下運送有限会社　本社営業所 神奈川県小田原市矢作２１７－１ 0465-45-0666

鎌倉市 日通湘南物流株式会社　湘南センター課 神奈川県鎌倉市岩瀬１１２０ 0467-42-1166

ヤマト運輸株式会社　鎌倉南センター 神奈川県鎌倉市大町２－１８－１３ 080-5068-3306

川崎市 シグマロジスティクス株式会社　登戸営業所 神奈川県川崎市宮前区初山２－１－３０ 080-5893-1079

ヤマト運輸株式会社　川崎宮前平支店 神奈川県川崎市宮前区馬絹２０１４ 080-6604-5145
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
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ー２８―１ 044-855-6667

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

株式会社栄光　川崎営業所 神奈川県川崎市高津区宇奈根７０１ 048-449-8345

日本通運株式会社　溝ノ口ロジスティクスセンター事業所 神奈川県川崎市高津区下野毛２－１４－１ 044-844-6925

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

佐川急便株式会社　世田谷営業所 神奈川県川崎市高津区溝口５－１３－２５ 044-812-2167

ヤマトホームコンビニエンス株式会社　世田谷支店 神奈川県川崎市高津区二子６－１４－７ 044-814-0636

山村ロジスティクス株式会社　川崎運輸営業所 神奈川県川崎市高津区北見方３－１４－１ 044-812-2326

ヤマト運輸株式会社　川崎高津溝口支店 神奈川県川崎市高津区北見方３－７－６ 080-6604-6359

三酵物流株式会社　塩浜営業所 神奈川県川崎市川崎区塩浜２－１１－２ 044-287-3393

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

極東運輸株式会社　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区塩浜３－２４－６４ 044-276-1711

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

有限会社サエグサ運輸　本部営業所 神奈川県川崎市川崎区四谷下町２－５ 044-299-1697

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

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

東進産業株式会社　川崎 神奈川県川崎市川崎区水江町３－３ 044-266-9086

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

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

千野運輸株式会社　神奈川 神奈川県川崎市川崎区浅野町１－５ 044-280-7711

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

株式会社電材ロジスティクス　浅野 神奈川県川崎市川崎区浅野町９－１ 044-366-2501

ヤマト運輸株式会社　川崎大川支店 神奈川県川崎市川崎区大川町１０－８ 080-5421-1086

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

株式会社カシマ　本社営業所 神奈川県川崎市川崎区田町２－８－５ 044-277-2555

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

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

丸全京浜物流株式会社　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島１４－４ 044-280-2644

神奈川センコー運輸株式会社　東扇島 神奈川県川崎市川崎区東扇島１６番地３ 044-288-7557

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

五十嵐冷蔵株式会社　運輸部川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島１７－８ 044-278-2009

株式会社丸和運輸機関　横浜中央営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島１８－２ 044-280-6877

株式会社廣川運送　東扇島 神奈川県川崎市川崎区東扇島２４Ｆ棟３１６号 044-299-5963

関東流通サービス株式会社　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島６－１０ 044-281-1260

キユーソーティス株式会社　東扇島営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島６－１１ 044-281-2326
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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）ニチレイ・ロジスティクス関東東
扇島物流センター事務所棟３階

044-287-0201

株式会社ＮＫトランス　東扇島営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島６番地１５ 044-280-2026

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

日本郵便株式会社　川崎東郵便局 神奈川県川崎市川崎区東扇島８８番 044-589-6171

三陸運送株式会社　東扇島営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島８番地 044-288-0132

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

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

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

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

西濃運輸株式会社　川崎支店 神奈川県川崎市川崎区夜光３丁目２番３ＤＰＬ川崎夜光３階 03-5857-7620

ヤマト運輸株式会社　川崎多摩登戸支店 神奈川県川崎市多摩区宿河原５－１８７７－１ 080-5043-6927

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２－９－１１ 044-931-2671

ヤマト運輸株式会社　川崎中原小杉支店 神奈川県川崎市中原区下小田中２－３４－１５ 070-3874-9178

ヤマト運輸株式会社　川崎中原新城支店 神奈川県川崎市中原区宮内２－１９－１９ 080-5068-1478

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

Ｒ５エクスプレス株式会社　本社営業所
神奈川県川崎市中原区小杉御殿町１丁目８１１番地ノーブルアンドウパレス２
０６号室

044-711-0561

ヤマト運輸株式会社　川崎中原支店 神奈川県川崎市中原区中丸子１２７１ 080-5068-2893

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

ヤマキウ運輸株式会社　相模原営業所 神奈川県相模原市中央区横山台１－１３－１ 042-769-3367

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

株式会社清和サービス　本社営業所 神奈川県相模原市中央区宮下３丁目９番１８号 042-774-1752

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

夏島運輸株式会社　相模原営業所 神奈川県相模原市中央区上溝２２２ 042-778-2293

株式会社サンエイ　相模原支店 神奈川県相模原市中央区上溝２３４６－１５ 042-764-2231

東部ネットワーク株式会社　相模原営業所 神奈川県相模原市中央区上溝４０８３ 042-760-0700

相模新栄運送株式会社　本社営業所 神奈川県相模原市中央区上溝４０８３ 042-760-0702

株式会社山紀　本社 神奈川県相模原市中央区上溝４３番地山紀ビル１Ｆ 042-778-6410

株式会社スリーエス・サンキュウ　相模原常温営業所 神奈川県相模原市中央区清新８－２０－１ 042-700-1081

全日本ライン株式会社　相模原営業所 神奈川県相模原市中央区中央４－５－５アールビル３－Ｂ 042-768-8370

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

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

株式会社ミタカロジスティクス　相模原営業所 神奈川県相模原市中央区田名５５１３－１１フランブリーズ２０５ 042-713-3286

株式会社都市貨物輸送　本社 神奈川県相模原市中央区田名５９７１－１ 042-762-0616
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
ジェイロジスティクス株式会社　西関東営業所 神奈川県相模原市中央区田名塩田１－１２－１ 042-777-7856

アサヒロジスティクス株式会社　神奈川営業所 神奈川県相模原市中央区田名塩田３丁目７番３０号 042-711-8072

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

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

マルアサ梱包商会有限会社　相模原営業所 神奈川県相模原市中央区陽光台２－９－２９ 042-750-1863

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

株式会社ビットバイビット　大和営業所 神奈川県相模原市南区相模大野３－２３－１陸田マンション１０６ 042-747-7411

三興運輸株式会社　相模原営業所 神奈川県相模原市南区当麻２６５０－２２ 042-711-9445

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

西濃エキスプレス株式会社　相模原 神奈川県相模原市南区麻溝台１－１３－１－３０４ 042-702-7170

株式会社首都圏物流　相模原 神奈川県相模原市緑区下九沢２１２９－５ 042-703-8161

西濃運輸株式会社　相模原支店 神奈川県相模原市緑区橋本台２－１１－３０ 042-771-2425

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

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

座間市 株式会社クロスロード　本社営業所 神奈川県座間市ひばりが丘４－１－１７ 046-254-5520

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

株式会社ニッシン・ロジスティクス　神奈川営業所 神奈川県座間市広野台２－１０－８ 046-401-1634

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

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１－１９－２４ 046-253-6707

株式会社カシマ　座間営業所 神奈川県座間市東原１－１１－５３－１ 046-244-4062

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

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字丸山５４４８－１ 0467-53-0020

株式会社明運今宿　本社営業所 神奈川県茅ヶ崎市今宿５８９ 0467-74-2010

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

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

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 0463-82-7756

安全自動車有限会社　秦野営業所 神奈川県秦野市菩提１５５－１０ 0463-75-2665

平塚市 株式会社ペガサス　平塚営業所 神奈川県平塚市横内１９８５－１ 0463-53-8777

神農流通株式会社　本社 神奈川県平塚市四之宮６－１４－５１ 0463-54-6351

清興運輸株式会社　厚木営業所 神奈川県平塚市大神１７３９－６ 0463-54-5861

株式会社サンワネッツ　平塚営業所 神奈川県平塚市長瀞２－２、２－３ 0463-25-5870

石井運輸有限会社　本社営業所 神奈川県平塚市纏２８４－１ 0463-37-4567

株式会社なでしこ運輸　本社営業所 神奈川県平塚市東中原１－３－５９ 0463-26-5702

株式会社東洋陸送社　平塚営業所 神奈川県平塚市入野３０４－４－２０１ 0463-51-1830

藤沢市 鈴木運輸株式会社　本社 神奈川県藤沢市羽鳥４－１３－３３ 0466-34-1118
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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

ヤマト運輸株式会社　藤沢遠藤センター 神奈川県藤沢市遠藤２０１４－２５ 080-5045-8605

株式会社ヒロト　本社営業所 神奈川県藤沢市遠藤２０１９－１２ 0466-88-8920

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

ヤマト運輸株式会社　藤沢亀井野センター 神奈川県藤沢市亀井野１６２１－１ 080-5451-6382

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

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 0466-48-1775

谷口運送株式会社　藤沢営業所 神奈川県藤沢市菖蒲沢１１１７ 0466-48-3711

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

株式会社ロードランナー　湘南営業所 神奈川県藤沢市石川１－１４－７ 046-688-0444

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

イヌイ運送株式会社　藤沢 神奈川県藤沢市石川２丁目１８番３号 0466-86-9051

ケイジー物流株式会社　藤沢営業所 神奈川県藤沢市石川３－２８－２ 0466-88-6811

西濃運輸株式会社　藤沢支店 神奈川県藤沢市石川６－２０－２ 0466-87-9028

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

ヤマト運輸株式会社　湘南支店 神奈川県藤沢市弥勒寺１０６－１ 080-6604-9839

三浦市 株式会社山立水産運輸　本社 神奈川県三浦市初声町下宮田１５１番地５ 046-887-1771

大和市 株式会社ハイブリッジライン　本社営業所 神奈川県大和市下鶴間２５００ 046-273-0822

株式会社Ａ－Ｌｉｎｅｅｘｐｒｅｓｓ　本社営業所 神奈川県大和市下鶴間２７８８ 046-200-9277

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

高橋梱包運輸株式会社　本社営業所 神奈川県大和市下鶴間字乙５号２５８１－１ 046-275-6625

株式会社メジャーサービスジャパン　神奈川共配営業所 神奈川県大和市上草柳８－２－７ 046-252-6775

シグマロジスティクス株式会社　大和営業所 神奈川県大和市深見３８７６ 090-9232-5334

トーヨーエキスプレス株式会社　相模営業所 神奈川県大和市深見西２－７－２５ 046-265-3020

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

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

株式会社ＪＡＣＫ　本社営業所 神奈川県大和市福田３－３－１０ 046-269-4444

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５－２９３１－２７ 046-866-4185

株式会社ハート引越センター　横浜営業所 神奈川県横須賀市浦郷町５－２９３１－４４ 046-869-4121

日本郵便株式会社　久里浜郵便局 神奈川県横須賀市久里浜５－１０－１ 046-835-0330

有限会社リスボン運輸　本社 神奈川県横須賀市根岸町４丁目２－１４ 046-835-2002

ヤマト運輸株式会社　横須賀新港支店 神奈川県横須賀市小川町２７－２１ 080-5045-0531

株式会社古山興業所　本社営業所 神奈川県横須賀市森崎１－１８－２０ 046-835-9330

相模運輸倉庫株式会社　本社営業所 神奈川県横須賀市田浦港町無番地 046-861-4263

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
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サーラ物流株式会社　横須賀営業所 神奈川県横須賀市武１－３－１２ 046-857-2105

ヤマト運輸株式会社　横須賀池上センター 神奈川県横須賀市平作４－１０３３－１ 080-6699-9852

愛甲郡 新日本流通サービス株式会社　神奈川営業所 神奈川県愛甲郡愛川町角田３３９－２ 046-284-5161

山本運送株式会社　相模原営業所 神奈川県愛甲郡愛川町角田５１３－１ 046-286-2661

株式会社アイル　本社 神奈川県愛甲郡愛川町中津２１８３－２ 046-285-4544

厚木センコー運輸株式会社　愛川営業課車輌センター 神奈川県愛甲郡愛川町中津４００９－３ＧＬＰ厚木４階 046-284-3405

日軽物流株式会社　厚木営業所 神奈川県愛甲郡愛川町中津４０２５－１ 046-284-2371

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

ヤマトグローバルエキスプレス株式会社　相模営業所 神奈川県愛甲郡愛川町中津４０７８ 046-284-5302

厚木トネックス株式会社　本社営業所 神奈川県愛甲郡愛川町中津４０８０ 046-285-1211

鴻池運輸株式会社　神奈川中央配送センター営業所 神奈川県愛甲郡愛川町中津字桜台４００９－３ 046-280-4333

株式会社ライフサポート・エガワ　厚木営業所 神奈川県愛甲郡愛川町中津字桜台４００９番３ 046-284-5771

鴻池運輸株式会社　厚木定温流通センター営業所 神奈川県愛甲郡愛川町中津字桜台４０７０番地１ 046-285-2180

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

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２５７０－１２ 0465-85-3451

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出８番地１３ 0465-43-9384

株式会社山紀　小田原営業所 神奈川県足柄上郡大井町上大井６４－１ 0465-86-0070

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

株式会社齋藤商運　中井営業所 神奈川県足柄上郡中井町境１０５ 0465-80-1821

高座郡 株式会社タマ・ミルキーウェイ　寒川営業所 神奈川県高座郡寒川町岡田３－１５－１ 0467-81-5501

東京ユニオン物流株式会社　横浜営業所 神奈川県高座郡寒川町倉見１８９１ 046-237-1951

鈴信運送株式会社　本社 神奈川県高座郡寒川町田端１４１５－２ 0467-75-3777

株式会社ＳＹ　神奈川営業所 神奈川県高座郡寒川町田端２０４８ 0467-73-7460

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

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
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