貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市

事業所名
北王流通株式会社 大宮営業所
日生流通運輸倉庫株式会社 北浦和営業所
光生産研株式会社 本社営業所
株式会社埼玉急送社 本社営業所
有限会社太盛 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大宮桜木支店
ヤマト運輸株式会社 さいたま大成センター
ヤマト運輸株式会社 さいたま清河寺センター
有限会社中澤運輸 本社営業所
有限会社アルファプロ 本社営業所
株式会社マルモト 二ツ宮営業所
株式会社タカダ・トランスポートサービス ＥＣＬ第１セ
ンター営業所
富士商運株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 宮原支店
ヤマト運輸株式会社 大宮奈良町支店
有限会社ゴーイング さいたま営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 大宮支店
株式会社ワイエイロジスティックス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 さいたま太田窪センター
原田商事株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 浦和文蔵支店
株式会社アカベラ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 浦和三室支店
和田運輸株式会社 本社営業所

さいたま市 センコー株式会社
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市

センコー株式会社

安全性優良事業所

住所
埼玉県さいたま市北区吉野町１－４０５－２２
埼玉県さいたま市浦和区木崎２－３１－２４
埼玉県さいたま市浦和区大原５－１２－１
埼玉県さいたま市大宮区寿能町１－１２６－４
埼玉県さいたま市大宮区櫛引町１－３８１
埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－６３５
埼玉県さいたま市大宮区上小町５９
埼玉県さいたま市西区大字清河寺字須場１２２７－１
埼玉県さいたま市西区三橋５－３２３－１
埼玉県さいたま市西区飯田字前田４２８－１０
埼玉県さいたま市西区二ツ宮８５４

電話番号
048-661-7400
048-777-6489
048-831-4941
048-641-3931
048-663-0461
048-648-8987
048-658-3911
048-626-1725
048-622-9671
048-624-7041
048-620-3211

埼玉県さいたま市北区吉野町２－２４６－３

048-615-2319

埼玉県さいたま市北区吉野町１－３４１－２
埼玉県さいたま市北区宮原町１丁目２５４番
埼玉県さいたま市北区別所町８３－６
埼玉県さいたま市西区清河寺１２４４－１
埼玉県さいたま市北区日進町３－５９８－１
埼玉県さいたま市南区松本３丁目１５番地の３－２階
埼玉県さいたま市南区太田窪字下２９２５－１
埼玉県さいたま市南区根岸３－３４－１６
埼玉県さいたま市南区文蔵４－５４８
埼玉県さいたま市南区四谷３丁目１０番１２号
埼玉県さいたま市緑区大字三室字南宿１６５０－３
埼玉県さいたま市緑区三室２４１０－１

048-651-2951
048-662-2531
048-654-5641
048-623-2940
048-652-3012
048-826-6102
048-882-0972
048-861-4963
048-837-5223
048-862-7961
048-874-9047
048-874-1966

浦和ＰＤセンター 埼玉県さいたま市緑区大字大門１９１６－１

ヤマト運輸株式会社 浦和美園支店
コーラルサービス株式会社 浦和美園代山事業所
株式会社関翔運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 深作支店
株式会社藤通商ライン 本社営業所

（埼玉県）

埼玉県さいたま市緑区大字間宮字中６２２－１
埼玉県さいたま市緑区代山１１１
埼玉県さいたま市緑区大字寺山７３５番地１
埼玉県さいたま市見沼区深作１－３３－８
埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎町３４－４
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048-878-7390
048-878-6116
048-812-1507
048-878-5952
048-688-2335
048-687-9707

R1.12.13
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市

事業所名
ガスクル株式会社 大宮営業所
シグマベンディングサービス株式会社 大宮営業所
ヤマト運輸株式会社 大宮御蔵支店
光和輸送株式会社 本社営業所
株式会社サカイ引越センター 大宮支社
ヤマト運輸株式会社 浦和鈴谷支店
株式会社小島レッカー 本社営業所
シグマベンディングサービス株式会社 浦和営業所
日通埼玉運輸株式会社 浦和営業所
株式会社ジェイトップ さいたま桜営業所
アートコーポレーション株式会社 浦和支店
株式会社ニッシン・ロジスティクス 本社営業所
渡部容器株式会社 本社営業所

さいたま市 ヤマト運輸株式会社
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市

久留米運送株式会社 さいたま店
株式会社髙野商運 本社営業所
株式会社城北流通 本社営業所
丸泉運輸株式会社 さいたま営業所
有限会社松本商事 本社営業所
ヒタチ株式会社 岩槻ハブセンター
山下運輸有限会社 本社営業所

さいたま市 日本通運株式会社
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
ふじみ野市
ふじみ野市
羽生市
羽生市
羽生市
羽生市
羽生市

岩槻工業団地センター

岩槻貨物センター

株式会社アロックス 岩槻営業所
西町運輸倉庫株式会社 本社営業所
ホイテクノ物流株式会社 関東営業所
日生流通運輸倉庫株式会社 さいたま営業所
ヤマト運輸株式会社 ふじみ野支店
ヤマト運輸株式会社 ふじみ野大井西センター
株式会社Ｍ’ｓ 本社営業所
南雲商事株式会社 羽生営業所
三喜運輸株式会社 本社営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 羽生支店
ティーロジエクスプレス株式会社 羽生営業所

住所
埼玉県さいたま市見沼区大谷八石２００１－１（１Ｆ）
埼玉県さいたま市見沼区大字片柳１０１２番地１
埼玉県さいたま市見沼区大字御蔵５０３－１
埼玉県さいたま市中央区本町東５丁目１６番１１号
埼玉県さいたま市中央区新中里４－１３－１
埼玉県さいたま市中央区鈴谷７－４－９
埼玉県さいたま市桜区中島２－２１－１３
埼玉県さいたま市桜区大字上大久保８９６番地
埼玉県さいたま市桜区西堀４－３－１
埼玉県さいたま市桜区道場１－４－３１
埼玉県さいたま市桜区町谷１丁目５－８
埼玉県さいたま市桜区田島９－１０－８
埼玉県さいたま市岩槻区大字裏慈恩寺１１２８－１
埼玉県さいたま市岩槻区大字裏慈恩寺字新房２１－３，１
５－３
埼玉県さいたま市岩槻区大字長宮字上谷中７７０－１
埼玉県さいたま市岩槻区大字笹久保１４２８－１
埼玉県さいたま市岩槻区大字笹久保新田７７３－１
埼玉県さいたま市岩槻区大字横根５９１－２
埼玉県さいたま市岩槻区大字長宮１２３
埼玉県さいたま市岩槻区柏崎１８９
埼玉県さいたま市岩槻区城町２丁目７番１０号
埼玉県さいたま市岩槻区箕輪字西２１５、２１６、２１
７、２１８－１
埼玉県さいたま市岩槻区大字相野原２５５－１
埼玉県さいたま市岩槻区古ヶ場１－１－２
埼玉県さいたま市岩槻区上野１－２０－１
埼玉県さいたま市岩槻区浮谷１９７１－１
埼玉県ふじみ野市中福岡２８３－１
埼玉県ふじみ野市大井武蔵野１２８３－３
埼玉県羽生市南６丁目１６番地９ ３Ｆ
埼玉県羽生市北袋４７５
埼玉県羽生市大字上岩瀬字中宿１９４８
埼玉県羽生市大字下新郷１６７－１
埼玉県羽生市南４－１－５
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電話番号
048-687-2770
048-687-7721
048-687-2710
048-855-8431
048-835-1141
048-857-5746
048-853-4880
048-856-1940
048-861-0195
048-844-6515
048-866-0123
048-615-0261
048-794-4341
048-794-3311
048-878-9231
048-791-3333
048-798-7800
048-223-5950
048-792-1230
048-740-7100
048-797-1092
048-758-5111
048-794-3330
048-794-5050
048-793-2500
048-792-0235
0492-66-2742
049-256-6068
048-594-7249
048-565-3591
048-561-2564
048-563-1900
027-030-3551

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
羽生市
羽生市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市

事業所名
有限会社吉岡運送店 本社営業所
株式会社エスユーロジ 羽生事業所
株式会社関根エンタープライズ 本社営業所
株式会社関根ロジスティクス 本社
ヤマト運輸株式会社 越谷東支店
シグマベンディングサービス株式会社 越谷営業所
東日本エア・ウォーター物流株式会社 越谷営業所
松岡満運輸株式会社 越谷営業所
ヤマト運輸株式会社 北越谷センター
武井運輸株式会社 埼玉営業所
やよい運送株式会社 越谷営業所
マコトトランスポートサービス株式会社 越谷物流セン
ター
株式会社ヤマショウサービス 本社営業所
株式会社アイディ・ラム 本社営業所
ケイアイ株式会社 越谷
株式会社マルモト 越谷営業所
柳田運輸株式会社 越谷営業所
ヤマト運輸株式会社 越谷流通団地支店
王子運送株式会社 越谷支店
鴻池運輸株式会社 越谷東営業所
富士運輸株式会社 埼玉支店
株式会社浅井 埼玉営業所
株式会社ＪＡＦメディアワークス 関東第二営業所
ヤマト運輸株式会社 越谷西支店
株式会社丸運ロジスティクス関東 越谷営業所
日本通運株式会社 東京コンテナ支店コンテナ事業所越谷
コンテナ課
大東通運株式会社 越谷支店
株式会社丸和通運 越谷支店
共同物流株式会社 首都圏営業所
芳誠流通株式会社 城北営業所
福山通運株式会社 さいたま川口支店
両備トランスポート株式会社 本社営業所
株式会社北都流通 本社

住所
埼玉県羽生市南２－３０－２１
埼玉県羽生市西４丁目１３番３号
埼玉県越谷市大字増森２０７番地１２
埼玉県越谷市大字増森２０７－１２ 三階
埼玉県越谷市大字増森字立野１８６７－６
埼玉県越谷市大泊４４０番地１
埼玉県越谷市大字大泊１２７
埼玉県越谷市大字小曽川字居２０９
埼玉県越谷市大字南荻島字戸井８９５
埼玉県越谷市赤山町３－１５８－１
埼玉県越谷市南町１－２０－１６
埼玉県越谷市西方３０７６－１
埼玉県越谷市相模町３－１０１（２Ｆ）
埼玉県越谷市流通団地３－３－６
埼玉県越谷市流通団地４－１－９
埼玉県越谷市流通団地３－２－１
埼玉県越谷市流通団地３－３－１６
埼玉県越谷市流通団地１－４－５
埼玉県越谷市流通団地１－４－３
埼玉県越谷市流通団地４－１－２
埼玉県越谷市東町５丁目８６－１
埼玉県越谷市伊原２－１４－６
埼玉県越谷市南町３丁目１８番１９号
埼玉県越谷市大間野町３－９７－１
埼玉県越谷市南越谷２－１０

電話番号
048-561-0353
048-598-6912
048-969-5510
048-961-6510
080-5043-5379
048-977-0102
048-970-2080
048-970-6511
080-5043-5526
048-961-5112
048-988-8413
048-990-7611
048-961-5670
048-953-5597
048-989-0818
048-972-6607
048-986-5261
080-5043-5071
048-988-5959
048-990-8118
048-993-4501
048-988-6215
048-972-5830
080-6698-6907
048-988-7644

埼玉県越谷市南越谷２－１０－３９

048-987-0202

埼玉県越谷市南越谷２－１０
埼玉県越谷市南越谷２－１０
埼玉県越谷市七左町４－３０１
埼玉県越谷市新川町１－４４９－１
埼玉県越谷市大字長島１０９－１
埼玉県越谷市西新井４５３－１
埼玉県越谷市谷中町２丁目２０５－１

048-988-3135
048-988-3791
048-940-1011
048-961-8955
048-960-1292
048-965-4391
048-969-7511
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
桶川市
桶川市
桶川市
桶川市
加須市
加須市
加須市
加須市
加須市
加須市
加須市
加須市
加須市
加須市
加須市
加須市
加須市
加須市
加須市
加須市
加須市
加須市
加須市
加須市
加須市
加須市
吉川市
吉川市
吉川市
吉川市
吉川市
吉川市
吉川市
吉川市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 桶川支店
東洋陸運株式会社 関東事業所
ヤマト運輸株式会社 桶川坂田センター
株式会社藤城運輸倉庫 本社営業所
菱化ロジテック株式会社 加須営業所
十和運送株式会社 埼玉支店営業所
株式会社とみん自動車運輸 本社営業所
中倉陸運株式会社 埼玉営業所
株式会社カンダコアテクノ ＭＰ加須センター
環境通信輸送株式会社 埼玉物流センター
ヤマト運輸株式会社 加須大桑センター
杉山運送株式会社 本社営業所
株式会社富士エコー 埼玉センター
北王流通株式会社 加須営業所
株式会社エムエス物流 本社 営業所
株式会社荻野商事 加須営業所
舟橋運輸倉庫株式会社 本社
トーウントラフィック株式会社 本社営業所
有限会社マックス物流 本社営業所
有限会社榎本商工 本社営業所
株式会社久津運送店 北関東営業所
ＨＡＶＩサプライチェーン・ソリューションズ・ジャパン
合同会社 埼玉ＤＣ
有限会社若山運送加須クリーン 本社営業所
有限会社浦和小型運送 加須営業所
中越運送株式会社 埼玉ロジスティクスセンター
株式会社小野寺商事 加須営業所
ガスクル株式会社 本社営業所
株式会社サントス 吉川営業所
安田運輸株式会社 関東営業所
センター物流有限会社 吉川営業所
東西物流株式会社 本社営業所
有限会社大野組 埼玉営業所
株式会社三光サービス 本社営業所
株式会社トランス・グリップ 東埼玉営業所

住所
埼玉県桶川市大字加納字大加納１３１－２９
埼玉県桶川市坂田字目沢１７１２－１
埼玉県桶川市大字坂田字宮前７６７－１０
埼玉県桶川市大字下日出谷３０３
埼玉県加須市古川２－１
埼玉県加須市下三俣１１４５番４
埼玉県加須市大桑１－１８－１
埼玉県加須市大桑一丁目１４－１
埼玉県加須市大桑１－９
埼玉県加須市川口４－１０－７
埼玉県加須市南大桑字大丸谷８０７－１
埼玉県加須市南大桑３７５０－１
埼玉県加須市鳩山町９
埼玉県加須市鳩山町９番地
埼玉県加須市大字北辻字宮前１４１番地１
埼玉県加須市花崎１－４－４
埼玉県加須市花崎１２７７
埼玉県加須市花崎１－４－４
埼玉県加須市不動岡２丁目１番２２号
埼玉県加須市東栄２－１２－１６
埼玉県加須市鴻茎３２０４番地２

電話番号
080-5043-2870
048-871-6071
080-5098-0128
048-786-1315
0480-68-6781
0480-44-9888
0480-65-4580
0480-66-2337
0480-44-9818
0480-66-2840
0480-66-2861
0480-65-5455
0480-76-2311
0480-67-2010
0480-76-0801
0480-65-7300
0480-48-7338
0480-65-7288
0480-61-4455
0480-66-3339
0480-70-2191

埼玉県加須市芋茎字狭間１０５２－５

0480-38-6333

埼玉県加須市戸室１００４
埼玉県加須市北大桑２３０－６
埼玉県加須市豊野台２－７２５－１
埼玉県加須市栄１２９０－３
埼玉県吉川市川藤１８０８
埼玉県吉川市大字南広島２１４３番地
埼玉県吉川市旭５－１
埼玉県吉川市大字三輪野江字根ノ町２００９
埼玉県吉川市大字小松川５９７－１
埼玉県吉川市栄町８３４－２
埼玉県吉川市栄町１４３９－６
埼玉県吉川市栄町１３７６－４

0480-73-4865
0480-72-7238
0480-78-1326
0280-23-3663
048-983-0118
048-992-3819
048-993-2875
048-983-7166
048-981-7555
048-953-9846
048-984-0350
0489-84-2971
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
吉川市
久喜市
久喜市
久喜市
久喜市

事業所名
株式会社竜栄商事 本社営業所
関東流通サービス株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 久喜支店
株式会社ディ・エス物流 久喜営業所
東洋メビウス株式会社 久喜支店

久喜市

コーナン物流株式会社

本社

久喜市
久喜市
久喜市
久喜市
久喜市
久喜市
狭山市
狭山市
狭山市
狭山市
狭山市
狭山市
狭山市
狭山市
狭山市
狭山市
狭山市
狭山市
狭山市
狭山市
狭山市
狭山市
狭山市
狭山市
狭山市
熊谷市
熊谷市
熊谷市

有限会社久喜運輸 本社営業所
株式会社レキスト 久喜営業所
埼玉センコーロジサービス株式会社 久喜営業所
埼玉西濃運輸株式会社 久喜営業所
ヤマト運輸株式会社 埼玉栗橋センター
協立運輸株式会社 本社
日本梱包運輸倉庫株式会社 狭山営業所
有限会社サイテック 本社営業所
株式会社日本陸送 関東営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 埼玉支店
株式会社アイソネットライン 狭山営業所
アサヒロジスティクス株式会社 狭山営業所
ヤマト運輸株式会社 狭山上広瀬センター
株式会社武蔵急便 狭山営業所
狭山貨物運輸株式会社 埼玉西営業所
ジャパンフーズ物流株式会社 埼玉営業所
武蔵エナジックセンター株式会社 狭山営業所
日本通運株式会社 狭山航空貨物センター
太平洋陸送株式会社 狭山営業所
安立運輸株式会社 埼玉営業所
有限会社ジャパンシステムサービス 本社営業所
株式会社朝日フロンティア 物流センター
ヤマト運輸株式会社 狭山支店
株式会社ベスト・トランスポート 埼玉営業所
株式会社ＷＯＲＫＳ 狭山営業所
株式会社日硝ハイウエー 埼玉営業所
株式会社県北流通梱包産業 本社営業所
嶋﨑運輸株式会社 本社営業所

住所
埼玉県吉川市平沼１－１０－６
埼玉県久喜市南２－１－３５
埼玉県久喜市除堀字江川東９１１－２
埼玉県久喜市河原井町１０－１
埼玉県久喜市河原井町３
埼玉県久喜市江面７４７－５ ハイツオカノ
号室
埼玉県久喜市江面１３８１－１
埼玉県久喜市清久町４７－１
埼玉県久喜市菖蒲町昭和沼３
埼玉県久喜市菖蒲町三箇２７１－３
埼玉県久喜市小右衛門字大堀向１２９５－２
埼玉県久喜市高柳２１８３番地６
埼玉県狭山市大字青柳字矢畑１６０－１
埼玉県狭山市東三ツ木１６５－１
埼玉県狭山市中新田１１５７－１
埼玉県狭山市大字上赤坂５９４－１
埼玉県狭山市広瀬東２－２８－４０
埼玉県狭山市広瀬東２－２８－４０
埼玉県狭山市大字下広瀬７７７－１
埼玉県狭山市大字根岸字大道通５２８番地１
埼玉県狭山市根岸６８７－１
埼玉県狭山市広瀬台２－１１－３
埼玉県狭山市広瀬台２－１－１
埼玉県狭山市広瀬台２－１７－１８
埼玉県狭山市新狭山１－１－４
埼玉県狭山市新狭山１－１６－２
埼玉県狭山市新狭山３－４－１８
埼玉県狭山市上奥富１７７－１、２、３
埼玉県狭山市大字上奥富字橋場３２１－２
埼玉県狭山市柏原円光寺窪３７１－２
埼玉県狭山市青柳９７５－１
埼玉県熊谷市三ヶ尻３３２２－１
埼玉県熊谷市弥藤吾４１０番地２
埼玉県熊谷市小曽根６６７
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電話番号
048-972-4163
0480-22-6149
0480-21-8162
0480-29-2203
0480-23-4066
Ⅱ

２０２

0480-44-8000
0480-23-6186
0480-29-0311
0480-85-8621
0480-31-7038
0480-52-8515
0480-52-6061
04-2954-6427
04-2937-6021
04-2959-2531
04-2959-1141
04-2954-9551
04-2953-1806
080-6604-9693
04-2946-7100
04-2968-3620
04-2955-0311
04-2954-5185
04-2952-0250
04-2954-5221
042-968-1371
04-2953-5851
04-2969-6373
080-5043-2785
04-2937-5541
049-249-0155
048-530-6880
048-525-9111
048-527-1040

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
熊谷市
熊谷市
熊谷市
熊谷市
熊谷市
熊谷市
熊谷市
熊谷市
熊谷市
熊谷市
熊谷市
熊谷市
熊谷市
熊谷市
戸田市
戸田市
戸田市
戸田市
戸田市
戸田市
戸田市
戸田市
戸田市
戸田市
戸田市
戸田市
戸田市
戸田市
戸田市
戸田市
戸田市
戸田市
戸田市
戸田市
幸手市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 熊谷南支店
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 熊谷支店
株式会社富士興 本社
渡邊倉庫運送株式会社 熊谷営業所
ヤマト運輸株式会社 埼玉妻沼センター
新潟三和運輸株式会社 埼玉営業所
佐川急便株式会社 熊谷営業所
熊谷通運株式会社 熊谷コンテナ支店
株式会社三和サービス 本社営業所
東部ネットワーク株式会社 埼玉営業所
株式会社栄光 熊谷営業所
日通児越運輸株式会社 熊谷エンジニアリング営業所
丸全京浜物流株式会社 熊谷営業所
有限会社野上運輸 本社
ヤマト運輸株式会社 戸田喜沢支店
ヤマトボックスチャーター株式会社 北東京支店
有限会社西塚運送 戸田営業所
ケイアイ株式会社 埼玉営業所
ジャパンロジコム株式会社 本社営業所
名糖運輸株式会社 戸田南出張所
有限会社黒根急送 本社営業所
有限会社シーキューブ 本社営業所
寿ロジコム株式会社 戸田営業所
ＫＰＰロジスティックス株式会社 本社営業所
土屋運輸株式会社 本社営業所
株式会社ハブ・アンド・スポーク物流 戸田営業所
高野口運送株式会社 関東営業所
株式会社Ｗ・Ａ 本社営業所
豊田運送株式会社 戸田営業所
丸伊運輸株式会社 戸田営業所
サトランス株式会社 さいたま営業所
株式会社マンハッタンサービス 本社営業所
エース物流株式会社 本社営業所
株式会社エー・シー・トランスポート 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 幸手支店

住所
埼玉県熊谷市大字佐谷田字不動堂４９０－１
埼玉県熊谷市問屋町２－１－１３
埼玉県熊谷市上恩田４８５番地
埼玉県熊谷市万吉２７９１
埼玉県熊谷市弥藤吾５８３－１
埼玉県熊谷市柿沼６６９－７
埼玉県熊谷市石原字上宿１３２３－１
埼玉県熊谷市大字久保島１０８４
埼玉県熊谷市広瀬９９－１２
埼玉県熊谷市新堀新田４８４－３－２０４
埼玉県熊谷市三ヶ尻３０７０
埼玉県熊谷市御稜威ヶ原字上林８２３－２１
埼玉県熊谷市大字御稜威ケ原字上林８２３－７
埼玉県熊谷市拾六間８４４－１３
埼玉県戸田市喜沢２－４２－４
埼玉県戸田市川岸１－１－２９－６Ｆ
埼玉県戸田市川岸１－２－１４
埼玉県戸田市新曽１６６８
埼玉県戸田市大字新曽１４－１
埼玉県戸田市新曽南４－４－１３
埼玉県戸田市氷川町２－３－４
埼玉県戸田市美女木１１７５－１
埼玉県戸田市美女木１１７０－１
埼玉県戸田市美女木１１９４
埼玉県戸田市大字美女木１１７５－１
埼玉県戸田市美女木４－２２－８
埼玉県戸田市笹目２－１４－１５－２０１
埼玉県戸田市笹目８－４－１
埼玉県戸田市笹目６丁目２８－３
埼玉県戸田市笹目８－２－３９
埼玉県戸田市笹目１－４０－１４
埼玉県戸田市笹目８－１０－２４
埼玉県戸田市笹目７－４－１６
埼玉県戸田市笹目８－１０－２３
埼玉県幸手市東１－３３－２５
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電話番号
080-5043-2888
048-523-1371
048-536-1254
048-536-1337
080-6699-0759
048-599-3876
048-525-3011
048-533-3321
048-526-4690
048-572-1036
048-577-5486
048-533-6116
048-532-6311
048-532-2043
080-5043-5402
048-434-4116
048-432-9523
048-443-1264
048-446-2521
048-420-2365
090-8809-5986
048-421-7313
048-449-8181
048-449-0064
048-421-7313
048-449-0115
048-424-7620
048-421-7666
048-485-1115
048-422-4041
048-449-5501
048-422-3226
048-421-3936
048-475-4581
0480-43-7252

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
幸手市
幸手市
行田市
行田市
行田市
行田市
行田市
行田市
鴻巣市
鴻巣市
鴻巣市
鴻巣市
鴻巣市
鴻巣市
鴻巣市
鴻巣市
鴻巣市
鴻巣市
坂戸市
坂戸市
坂戸市
三郷市
三郷市
三郷市
三郷市
三郷市
三郷市
三郷市
三郷市

事業所名
株式会社有明 本社営業所
株式会社フジライン 関東支店営業所
福田運輸有限会社 本社営業所
株式会社ホームエネルギー首都圏 行田センター
ヤマト運輸株式会社 行田長野センター
佐藤運送有限会社 本社営業所
有限会社林ラインサービス 本社営業所
日本通運株式会社 熊谷航空貨物センター
株式会社テスココンポ 川里営業所
株式会社太章興産 本社営業所
株式会社篠崎運送倉庫 本社営業所
有限会社野崎興業 本社営業所
中越テック株式会社 鴻巣営業所
岡山県貨物運送株式会社 鴻巣営業所
株式会社鴻巣植物運輸 埼玉営業所
ヤマト運輸株式会社 鴻巣フラワー通りセンター
日搬運輸有限会社 本社営業所
ダイヤ運輸株式会社 本社営業所
有限会社鶴見運送店 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 坂戸千代田センター
花村運送株式会社 埼玉営業所
新日本物流株式会社 三郷事業所
株式会社レキスト 三郷第二営業所
ヤマト運輸株式会社 新三郷センター
白石運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 三郷新和支店
株式会社ファースト・ロジスティックス 金町営業所
株式会社エムティ輸送 埼玉営業所
ＤＨＬＳＣＭ株式会社 三郷ロジスティクスセンター

三郷市

岡野運送株式会社

三郷営業所

三郷市
三郷市
三郷市
志木市

株式会社東京運搬社 三郷営業所
ＳＧムービング株式会社 北関東営業所
サントリーロジスティクス株式会社 埼玉支店
清水運輸株式会社 本社

住所
埼玉県幸手市大字中野１５８－１
埼玉県幸手市東５－１５－５－１０１
埼玉県行田市大字荒木１４４８－１
埼玉県行田市藤原町１－１８－１
埼玉県行田市長野１－４２－１８
埼玉県行田市長野１－４５－８
埼玉県行田市大字持田５－２０－１３
埼玉県行田市持田２６２７－１
埼玉県鴻巣市赤城台３６２ー１７
埼玉県鴻巣市広田４６７－１
埼玉県鴻巣市広田４６７－１
埼玉県鴻巣市大字安養寺３２９
埼玉県鴻巣市箕田３２６４－１
埼玉県鴻巣市大字箕田３２６４－８
埼玉県鴻巣市寺谷１２５
埼玉県鴻巣市市ノ縄１５１ー１
埼玉県鴻巣市宮地４－１３７－１
埼玉県鴻巣市吹上富士見１－１０４５－１
埼玉県坂戸市大字戸宮２－３
埼玉県坂戸市大字塚越１１４１－１
埼玉県坂戸市鶴舞３－３－３７
埼玉県三郷市彦川戸１丁目３２－１
埼玉県三郷市上彦川戸８５２－１
埼玉県三郷市早稲田７丁目３７番９号
埼玉県三郷市早稲田８－３１－１５
埼玉県三郷市新和３－２５９
埼玉県三郷市東町 ３７０－１－２１１
埼玉県三郷市戸ヶ崎２－７１５
埼玉県三郷市泉３－１－３
埼玉県三郷市彦沢１丁目３５番地ミズホマンション１０７
号室
埼玉県三郷市インター南１－４－１
埼玉県三郷市インター南１丁目４番地２
埼玉県三郷市インター南２－１－２８
埼玉県志木市上宗岡２－１４－６
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４階

電話番号
0480-48-3020
0480-48-2931
048-557-1013
048-556-3131
080-5043-1886
048-554-4601
045-594-8045
048-553-5011
048-569-2345
048-569-2635
048-569-3130
048-541-1119
048-596-9119
048-596-8371
048-596-7566
080-6699-6278
048-541-5591
048-548-4945
049-299-7830
080-6698-9468
049-281-4345
048-949-0311
048-954-5081
080-6699-5757
048-957-1401
080-9028-0299
03-3608-3091
048-948-8116
048-949-1544
048-912-0563
048-960-0803
048-949-2650
048-949-0065
048-475-2022

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
志木市
志木市
春日部市
春日部市
春日部市
春日部市
春日部市
春日部市
春日部市
春日部市
春日部市
春日部市
春日部市
春日部市
春日部市
春日部市
春日部市
春日部市
春日部市
春日部市
所沢市
所沢市
所沢市
所沢市
所沢市
所沢市
所沢市
所沢市
所沢市
所沢市
所沢市
所沢市
所沢市
所沢市

事業所名
三和運送事業株式会社

朝霞営業所

ヤマト運輸株式会社 中宗岡センター
ホッコウ物流株式会社 埼玉営業所
多摩運送株式会社 春日部営業所
株式会社ロイヤルサービス 春日部営業所
有限会社兵動物流 埼玉営業所
ヤマト運輸株式会社 春日部支店
株式会社アイエフ物流サービス 埼玉営業所
ヤマト運輸株式会社 春日部武里支店
丸越運輸倉庫株式会社 本社
株式会社日本ロジックス 埼玉営業所
丸天運送株式会社 春日部営業所
株式会社アップストリーム 本社
有限会社本澤運送 本社営業所
谷口興業株式会社 関東営業所
山勝商事株式会社 埼玉
株式会社宮本陸運 本社営業所
株式会社ロジパルエクスプレス 春日部営業所
埼玉プロイコム株式会社 本社営業所
株式会社加地運送 本社営業所
新潟輸送株式会社 関東広域センター
日生流通運輸倉庫株式会社 所沢営業所
関東冷凍運輸有限会社 本社営業所
福山通運株式会社 所沢支店
ヤマトボックスチャーター株式会社 所沢支店
山大運輸株式会社 所沢営業所
小泉運輸株式会社 本社営業所
磐城土建工業株式会社 本社営業所
アイユーシー株式会社 所沢営業所
やよい運送株式会社 所沢営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 所沢支店
日本図書輸送株式会社 所沢営業所
株式会社ナガオ 所沢本社営業所
江陽運送株式会社 所沢営業所

住所
埼玉県志木市中宗岡１－１４－１５レオパレスリンダ－ホ
フ １０６号室
埼玉県志木市中宗岡５－１４－２５
埼玉県春日部市不動院野２８４４－１
埼玉県春日部市不動院野２５６１－１
埼玉県春日部市大字小渕１３２２－１２
埼玉県春日部市小渕５４２番地１－Ａ３０１
埼玉県春日部市大字小渕字内田６０２－１，６０３－１
埼玉県春日部市豊野町２－１９－１
埼玉県春日部市大字大場字長島１６９６－１
埼玉県春日部市武里中野４７８－１
埼玉県春日部市大字増戸字中耕地７６５－１
埼玉県春日部市浜川戸２－１６
埼玉県春日部市西金野井７３２－１
埼玉県春日部市金崎９－１
埼玉県春日部市金崎４３９－１
埼玉県春日部市下柳１０６８
埼玉県春日部市下柳５６７
埼玉県春日部市永沼２１２６
埼玉県春日部市水角１０９７番地１
埼玉県春日部市倉常５９５
埼玉県所沢市大字中富１２４１－１
埼玉県所沢市大字南永井字窪野５９２－２
埼玉県所沢市南永井６１９－１６－１３
埼玉県所沢市大字南永井字原野７１８－１
埼玉県所沢市大字南永井字原野６１９－３４
埼玉県所沢市南永井４８３
埼玉県所沢市大字南永井字原野６１９－１６
埼玉県所沢市大字南永井１０３３－１
埼玉県所沢市大字坂之下字若水６３－１
埼玉県所沢市東所沢２丁目６０－１０
埼玉県所沢市東所沢和田３－１４－７
埼玉県所沢市東所沢和田１丁目３８番５号
埼玉県所沢市東所沢和田１－９－５
埼玉県所沢市下安松６３７－１
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電話番号
0484-24-2991
048-473-2008
048-812-8426
048-754-0981
048-793-4037
048-884-8411
080-5043-5109
048-731-1000
080-6698-2712
048-736-7065
048-753-1715
048-761-2500
048-745-1313
048-746-6812
048-745-1167
048-745-2151
048-747-2222
048-878-8061
048-718-3811
048-748-1390
04-2990-1201
04-2944-1176
04-2951-6558
04-2944-4841
04-2951-0500
04-2945-3383
04-2943-4221
04-2944-6191
04-2946-3611
042-945-8413
04-2944-6520
04-2944-4713
04-2945-5612
0429-51-5720

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

住所
埼玉県所沢市大字新郷２０５－３、５、６、７、２３、２

所沢市

株式会社塚腰運送

所沢営業所

所沢市
所沢市
所沢市
所沢市
上尾市
上尾市
上尾市
上尾市
上尾市
上尾市
上尾市
新座市
新座市
新座市
新座市
新座市
新座市
新座市

東和運輸株式会社 所沢支店
ヤマト運輸株式会社 所沢支店
ヤマト運輸株式会社 所沢北支店
株式会社第一運輸 埼玉営業所
日生流通運輸倉庫株式会社 上尾営業所
株式会社東京アクティー 上尾 営業所
東和運輸株式会社 上尾営業所
東邦海陸運輸株式会社 埼玉営業所
鷹の羽運輸株式会社 上尾営業所
ヤマト運輸株式会社 上尾平方支店
ヤマト運輸株式会社 上尾中妻支店
ダイセーロジスティクス株式会社 新座営業所
株式会社丸運ロジスティクス関東 新座営業所
日本通運株式会社 新座コンテナ事業所
ＳＢＳロジコム関東株式会社 新座支店
エーエルプラス株式会社 埼玉営業所
武蔵エナジックセンター株式会社 新座営業所
ヤマト運輸株式会社 新座支店

新座市

浪速通運株式会社

深谷市
深谷市
深谷市
深谷市
深谷市
深谷市
深谷市
深谷市
深谷市
深谷市
深谷市
深谷市
深谷市

株式会社モテギ 本社営業所
松原運送株式会社 本社営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社
福山通運株式会社 深谷支店
有限会社渡辺商事 本社
日通児越運輸株式会社 深谷営業所
大里興運有限会社 本社営業所
有限会社冨忠 本社営業所
株式会社木島陸運 深谷営業所
ヤマト運輸株式会社 深谷支店
武州運輸株式会社 本社営業所
株式会社須長運輸 本社営業所
ニックフレート株式会社 本社営業所

新座営業所

熊谷支店

４
埼玉県所沢市大字松郷１４８－８
埼玉県所沢市大字下新井字武蔵野１４６１－１
埼玉県所沢市岩岡町６６８－１
埼玉県所沢市林１－３８７－２
埼玉県上尾市大字平塚２１６５－１
埼玉県上尾市大字上尾宿２１６５
埼玉県上尾市緑丘２－１－１ 宏和ビル２０３号
埼玉県上尾市緑丘４－３－２－１０２
埼玉県上尾市上尾下１００５番地１、１００６番地
埼玉県上尾市大字上野字雷士６４５－１
埼玉県上尾市中妻１－１５－１
埼玉県新座市大和田２－１－６０
埼玉県新座市大和田２－１－９
埼玉県新座市大和田２－１－９
埼玉県新座市野火止２丁目１２－１８
埼玉県新座市畑中１丁目２０－１６ ハイツ栄１０１号
埼玉県新座市畑中１－２４－５
埼玉県新座市本多１－１３１８－２
埼玉県新座市本多１－１５－６三菱倉庫（株）新座配送セ
ンター内
埼玉県深谷市幡羅町１－１１－１１
埼玉県深谷市東方町４－３５－３
埼玉県深谷市東方町２－２８－１８
埼玉県深谷市大字上野台字松原１４５０－１３
埼玉県深谷市上野台２９２１－２
埼玉県深谷市上柴町東３－１２－１
埼玉県深谷市人見２７４－４
埼玉県深谷市折之口４０５－３
埼玉県深谷市大字折之口１９４６－２
埼玉県深谷市折之口１８０８－１
埼玉県深谷市大字折之口２０２１
埼玉県深谷市西大沼３０５－１
埼玉県深谷市大字内ケ島５００
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電話番号
04-2951-0700
04-2951-1711
04-2996-2687
080-5043-2756
04-2949-7566
048-777-6488
048-779-5005
048-778-7867
048-871-9050
048-772-0822
048-726-3821
048-775-3463
048-479-7070
048-479-3177
048-479-3891
048-477-2215
090-4277-5182
04-8479-0100
048-478-2043
048-480-7281
048-551-5228
048-572-0268
048-573-0210
048-571-3011
048-571-6199
048-575-2600
048-572-1151
048-571-7139
048-571-3344
080-6699-0929
048-572-6683
048-571-0501
048-572-2548

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
深谷市
深谷市
深谷市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 埼玉岡部センター
株式会社いちば流通 深谷営業所
ティーロジエクスプレス株式会社 埼玉北営業所

深谷市

楠原輸送株式会社

熊谷営業所

深谷市
川越市
川越市
川越市
川越市
川越市
川越市
川越市
川越市
川越市
川越市
川越市
川越市
川越市
川越市
川越市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市

埼玉牛乳運輸株式会社 本社営業所
株式会社真田産業 本社
株式会社エムエスビー 川越営業所
武蔵貨物自動車株式会社 川越支店
ヤマト運輸株式会社 川越支店
株式会社サカイ引越センター 川越支社
キャリテック株式会社 川越営業所
ヤマト運輸株式会社 川越芳野台支店
株式会社井出綜合建設 本社
ヤマト運輸株式会社 川越いまなりセンター
青伸産業運輸株式会社 川越営業所
ヤマト運輸株式会社 川越いまふくセンター
光村商事倉庫株式会社 川越営業所
高田運輸株式会社 川越営業所
株式会社スリーエス・サンキュウ 川越営業所
新晃運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 川口南支店
西町運送株式会社 川口営業所
有限会社小梶運送 本社営業所
株式会社竹鼻運送 花の枝橋営業所
北王流通株式会社 川口営業所
ヤマト運輸株式会社 川口領家支店
株式会社宮岡 本社営業所
株式会社マルミネ田中運輸 本社営業所
手塚運輸株式会社 本社営業所
株式会社アサクラ 本店営業所
富士共同物流株式会社 川口営業所
凸版物流株式会社 川口営業所
千野運輸株式会社 埼玉営業所
株式会社キュリアス 本社営業所

電話番号
住所
080-6604-9692
埼玉県深谷市山河１２１３－１
048-501-7280
埼玉県深谷市武蔵野字古井戸３１１０
048-579-2111
埼玉県深谷市永田１５４５－１
埼玉県深谷市小前田字新田２８７３－１、２８７４－１、
048-579-0065
２８７５－１
048-584-1075
埼玉県深谷市小前田１３１４－１
049-235-8233
埼玉県川越市大字古谷上５６６５－１
049-230-3303
埼玉県川越市大字久下戸５０６７
049-223-1221
埼玉県川越市大字大仙波５８４－１，６０３－１
080-5043-2770
埼玉県川越市大字鯨井字有泉１８０５－１
049-229-4811
埼玉県川越市山田１５９９－１
049-298-5915
埼玉県川越市芳野台３－２－３
049-225-9109
埼玉県川越市大字石田本郷字柳原町１０５３－１
049-223-2740
埼玉県川越市下老袋２２０－１
080-6699-0986
埼玉県川越市大字豊田本２６９－１
049-238-6020
埼玉県川越市大字今福２９３３－３
049-249-1266
埼玉県川越市中福４２０－９
049-243-1091
埼玉県川越市南台１ー１ー１
049-242-4572
埼玉県川越市南台１丁目１０番地７
049-238-2501
埼玉県川越市中台元町１－８－３
049-231-0538
埼玉県川越市大字笠幡千才３２９０番地６
080-5068-1414
埼玉県川口市朝日町５－７－１７
048-224-0536
埼玉県川口市朝日５－６－１４
048-223-2787
埼玉県川口市弥平１－９－２
048-225-2731
埼玉県川口市東領家４－８－９
048-226-1900
埼玉県川口市東領家３－４－１２－２Ｆ
080-5045-9106
埼玉県川口市領家３丁目７番１０号
048-224-5505
埼玉県川口市領家５－１－３
048-222-6638
埼玉県川口市末広１－１０－１７、４階
048-251-3929
埼玉県川口市栄町２－１２－９
048-252-3760
埼玉県川口市西川口６－１４－３０
048-258-3429
埼玉県川口市中青木２－１３－２１
048-222-0410
埼玉県川口市弥平４－３－１
048-960-3703
埼玉県川口市東川口２－１９－２９
048-242-5677
埼玉県川口市東川口１丁目５番１０－４０３号
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
川口市
草加市
草加市
草加市
草加市
草加市
草加市
草加市
草加市
草加市
草加市
草加市
草加市
草加市

事業所名
トーキョーエキスプレス株式会社 本社営業所
東京ユニオン物流株式会社 川口営業所
株式会社元木物流 本社営業所
株式会社橋本運送 本社営業所
株式会社ツカサ 川口支店
株式会社スワロー物流東京 本社営業所
株式会社ウインカンパニー 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 川口青木支店
ヤマト運輸株式会社 川口上青木センター
ヤマト運輸株式会社 川口芝支店
株式会社将栄物流 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 川口東支店
日凸運送株式会社 本社営業所
有限会社コンパクトサービス 本社営業所
共同輸送株式会社 本社
ヤマトボックスチャーター株式会社 川口支店
寿ロジコム株式会社 川口営業所
武井運輸株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 川口榛松支店
埼玉配送株式会社 川口営業所
株式会社辰未トランスポート 本社営業所
株式会社ランテック 埼玉支店
株式会社和幸流通サービス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 青柳センター
株式会社ＬＮＪ関東 草加支店
日本トーカンパッケージ株式会社 埼玉工場
ヤマト運輸株式会社 草加中央支店
株式会社エスティーシステム 草加営業所
プロスタッフ株式会社 埼玉営業所
豊伸運輸株式会社 本社営業所
株式会社井ノ瀬運送 草加営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 草加支店
日信運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 草加支店
株式会社インター物流 越谷営業所

住所
埼玉県川口市東川口４－２７－１９
埼玉県川口市藤兵衛新田５１
埼玉県川口市長蔵１－１９－１
埼玉県川口市北原台２－２１－１６
埼玉県川口市木曽呂７９６番地１
埼玉県川口市神戸１３
埼玉県川口市道合６０７－１
埼玉県川口市上青木５－９－１７
埼玉県川口市上青木１－１８－２
埼玉県川口市芝高木２丁目１１番３号
埼玉県川口市大字前野宿１９７－２
埼玉県川口市大字辻字永堀８７１－１
埼玉県川口市八幡木２－４－２
埼玉県川口市南鳩ヶ谷３－１９－２５
埼玉県川口市大字安行吉蔵２４４－１
埼玉県川口市安行小山１８－１
埼玉県川口市峯７６７－１
埼玉県川口市榛松２－５－１０
埼玉県川口市榛松１丁目５番２４号
埼玉県川口市新堀町１０－３０
埼玉県川口市赤井２丁目３－２６
埼玉県川口市江戸袋２－４－５
埼玉県草加市柿木町３１３－１
埼玉県草加市青柳３－１９－７
埼玉県草加市青柳２－３－３
埼玉県草加市弁天３－３－７５（２Ｆ）
埼玉県草加市神明１丁目５番１７号
埼玉県草加市松江６－３－１６
埼玉県草加市松江５－９０２
埼玉県草加市瀬崎７丁目２９番３号
埼玉県草加市谷塚上町１２７－６
埼玉県草加市谷塚仲町３９６－１
埼玉県草加市北谷３－２４－６
埼玉県草加市北谷２丁目４番５号
埼玉県草加市清門２－１－２１－２０２
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電話番号
048-294-4985
048-290-3401
048-296-1727
048-295-5188
048-291-7600
048-229-0631
048-229-8806
080-5068-0479
080-5068-0405
080-5045-9224
048-299-5722
080-5068-2714
048-281-8787
048-285-1032
048-295-4771
048-290-2671
048-294-7171
048-287-0011
080-5068-1415
048-295-3370
048-281-8301
048-285-7000
048-933-3636
080-6604-8621
048-931-2711
048-931-5991
048-933-0135
048-936-1100
048-935-8431
048-928-6151
048-926-1800
048-928-0111
048-941-4455
080-5098-0682
048-999-6652

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
秩父市
秩父市
秩父市
秩父市
朝霞市
朝霞市
朝霞市
朝霞市
朝霞市
朝霞市
朝霞市
朝霞市
朝霞市
朝霞市
朝霞市
朝霞市
朝霞市
朝霞市
鶴ヶ島市
鶴ヶ島市
鶴ヶ島市
鶴ヶ島市
鶴ヶ島市
鶴ケ島市
鶴ケ島市
東松山市
東松山市
東松山市
東松山市
東松山市
東松山市
東松山市
東松山市
東松山市
東松山市

事業所名
アサヒロジスティクス株式会社 秩父営業所
株式会社新栄 本社営業所
日本郵便株式会社 秩父郵便局
ヤマト運輸株式会社 秩父影森支店
ヤマト運輸株式会社 朝霞支店
株式会社大興 埼玉営業所
ヤマト運輸株式会社 和光支店
株式会社山定物流 本社営業所
丸正運輸有限会社 本社営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 朝霞営業所
東京ポスタル株式会社 埼玉営業所
ジーエスケイ株式会社 朝霞営業所
ヤマト運輸株式会社 膝折センター
橋本運輸株式会社 本社営業所
株式会社エムテイエス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 泉水支店
株式会社武蔵野ロジスティクス 朝霞営業所
西濃運輸株式会社 和光支店
武蔵貨物自動車株式会社 鶴ヶ島営業所
ヤマト運輸株式会社 鶴ヶ島鶴ヶ丘センター
ヤマト運輸株式会社 鶴ヶ島支店
東上通運株式会社 鶴ヶ島営業所
日生流通運輸倉庫株式会社 坂戸営業所
有限会社持木運輸 本社営業所
株式会社鶴ヶ島運輸 本社営業所
大和梱包運輸株式会社 本社営業所
柴崎運輸有限会社 本社営業所
株式会社エスユーロジ 東松山事業所
佐川急便株式会社 東松山営業所
株式会社ジャパンカーゴ 東松山営業所
関東シティフレイト株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 東松山支店
ヤマト運輸株式会社 東松山主管支店
ヤマトボックスチャーター株式会社 東松山支店
日生流通運輸倉庫株式会社 東松山営業所

住所
埼玉県秩父市下宮地町１８－３
埼玉県秩父市中村町３丁目１０番３３号
埼玉県秩父市上宮地町３－１６
埼玉県秩父市大字上影森字下原７５３－７
埼玉県朝霞市大字上内間木字松の木４３４－１０
埼玉県朝霞市大字下内間木１４３４－８
埼玉県朝霞市台２５２－１
埼玉県朝霞市根岸台２－１５－５
埼玉県朝霞市本町１－１５－４
埼玉県朝霞市栄町３丁目７番５８号
埼玉県朝霞市膝折町２－１８－４４
埼玉県朝霞市膝折町２－１２－４７
埼玉県朝霞市幸町３－１０－１１
埼玉県朝霞市泉水２－８－４
埼玉県朝霞市泉水２－１０－３０
埼玉県朝霞市泉水３－８－１６
埼玉県朝霞市泉水３－１１－４６
埼玉県朝霞市大字浜崎字下谷１０３－１
埼玉県鶴ヶ島市上広谷６４３
埼玉県鶴ヶ島市大字藤金１８４－２
埼玉県鶴ヶ島市脚折町６－４－２
埼玉県鶴ヶ島市大字太田ヶ谷７９－２、１７６－２
埼玉県鶴ヶ島市大字中新田小六９５－１
埼玉県鶴ケ島市大字五味ケ谷１２４－４
埼玉県鶴ケ島市柳戸町１１番地７
埼玉県東松山市山崎町１－３７
埼玉県東松山市大字古凍９６３
埼玉県東松山市坂東山３
埼玉県東松山市坂東山１
埼玉県東松山市大字新郷２８５－１
埼玉県東松山市大字石橋字沖仲８０１－１
埼玉県東松山市大字石橋字下宿１４７５－１
埼玉県東松山市大字石橋７２９－１
埼玉県東松山市大字石橋字雉子山７２９－１
埼玉県東松山市大字新郷１９８－１
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電話番号
090-1652-4479
0494-22-1616
0494-22-0086
0494-25-3996
048-456-3315
048-458-1111
048-467-3519
048-466-3677
048-463-1341
048-461-1570
048-452-7015
048-452-6671
048-451-3172
048-468-1000
048-451-3800
048-450-1837
048-468-3055
048-456-2500
049-285-8151
049-272-4011
049-286-8544
049-277-5741
070-1258-7798
049-285-0070
049-285-1038
0493-54-7776
0493-22-2817
0493-81-7433
0493-31-0155
0493-24-6830
0493-22-8101
080-5043-2572
0493-25-0091
0493-25-1950
080-3713-9063

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
日高市
日高市
日高市
日高市
日高市
入間市
入間市
入間市
入間市
入間市
入間市
入間市
入間市
入間市
入間市
入間市
入間市
入間市
入間市
入間市
入間市
入間市
白岡市
白岡市

事業所名
株式会社杉孝 鶴ヶ島営業所
株式会社宮岡運輸 日高営業所
狭山日梱株式会社 本社営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 日高営業所
東京港運送株式会社 日高営業所
西濃運輸株式会社 入間支店
ヤマト運輸株式会社 入間支店
武蔵エナジックセンター株式会社 本社
株式会社エスユーコールド 入間
株式会社野村運送 宮寺営業所
共栄産業株式会社 埼玉営業所
鴻池運輸株式会社 多摩営業所
久留米運送株式会社 入間店
株式会社ベストランス 入間定温事業所
ムサシ物流株式会社 本社営業所
波平総業株式会社 入間本社営業所
清興運輸株式会社 入間営業所
株式会社イサゴ流通サービス 本社営業所
福山通運株式会社 入間支店
関東名鉄運輸株式会社 入間支店
株式会社トランスパック 埼玉営業所
フコク物流株式会社 埼玉営業所
三光貨物株式会社 本社営業所
ヤマトボックスチャーター株式会社 埼玉支店

住所
埼玉県日高市大字旭ヶ丘９０８－１
埼玉県日高市大字森戸新田１２６１－１
埼玉県日高市高萩９９５－１
埼玉県日高市高萩９９５－１
埼玉県日高市馬引沢３０４
埼玉県入間市大字二本木字石塚１２９３－１
埼玉県入間市大字上藤沢字庚申６９５－５
埼玉県入間市上藤沢７４４－１
埼玉県入間市宮寺２８０８－１－２０２
埼玉県入間市宮寺４５２－９
埼玉県入間市宮寺２９１４－１
埼玉県入間市大字二本木字石塚１２８５－１
埼玉県入間市大字二本木１２７８－７
埼玉県入間市狭山ヶ原２２４－１
埼玉県入間市大字狭山ケ原１１－７
埼玉県入間市大字狭山ヶ原字桜木２３５－３
埼玉県入間市宮寺４０４６－１
埼玉県入間市狭山台１丁目１番地２１
埼玉県入間市寺竹１８０－１
埼玉県入間市大字南峯字武蔵野６５７－２
埼玉県入間市大字新光２３５
埼玉県入間市新光５２４－４
埼玉県白岡市下大崎１１０－１
埼玉県白岡市篠津２１－４

白岡市

有限会社エヌ・オー通産

埼玉県白岡市千駄野１１１７番地９

白岡市
白岡市
八潮市
八潮市
八潮市
八潮市
八潮市
八潮市
八潮市

鷹ノ羽陸運有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 白岡支店
株式会社太進興業 本社
株式会社タイヨー流通 本社営業所
東京弘済物流株式会社 本社営業所
株式会社千曲運輸 本社営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 八潮支店
清興運輸株式会社 東京営業所
朝日運輸株式会社 八潮営業所

関東営業所

新中太荘２０２号室 0480-91-6522

埼玉県白岡市千駄野５９８－２
埼玉県白岡市上野田１５４５－５
埼玉県八潮市大字２－４２－１１
埼玉県八潮市八條１６１０番地９ （２０１）
埼玉県八潮市鶴ヶ曽根１３６４－１
埼玉県八潮市大字鶴ヶ曽根１３７０－１
埼玉県八潮市新町５０番地１号
埼玉県八潮市新町３６
埼玉県八潮市新町３２－１
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電話番号
042-984-0630
042-984-3700
04-2957-6505
042-985-1972
042-985-1021
03-5857-7590
080-5043-2718
04-2962-1200
04-2968-7586
04-2934-7411
04-2934-6612
04-2935-1000
04-2935-2157
04-2909-9320
04-2934-6025
04-2935-2820
0429-34-8433
04-2935-1778
04-2936-5311
04-2936-5555
04-2933-0681
04-2931-1302
0480-93-8653
0480-91-6377

0480-93-6501
048-092-9959
048-934-5183
048-960-0058
048-951-0111
048-996-0061
048-934-9300
080-5187-3788
048-932-0261

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
八潮市
八潮市
八潮市
八潮市
八潮市
八潮市
八潮市
八潮市
八潮市
八潮市
飯能市
飯能市
飯能市
富士見市
富士見市
北本市
北本市
本庄市
本庄市
本庄市
本庄市
本庄市
蓮田市
蓮田市
和光市
和光市
和光市
和光市
児玉郡
児玉郡
児玉郡
児玉郡
児玉郡
児玉郡
児玉郡

事業所名
ノバ・エキスプレス株式会社 埼玉営業所
株式会社ギオン 八潮センター
セントラル運輸株式会社 埼玉営業所
有限会社管材運輸 本社営業所
有限会社ビック・ブリッジ 本社営業所
福山通運株式会社 埼玉ターミナル支店
堀切運輸株式会社 本社営業所
アイユーシー株式会社 埼玉営業所
株式会社ＪＫＣＡＲＧＯ 本社
廣和運輸株式会社 本社営業所
株式会社太陽ネットワーク物流 飯能ＤＣ事業所
高麗川通運株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 飯能支店
キユーソーティス株式会社 富士見営業所
ヤマト運輸株式会社 富士見支店
日通埼玉運輸株式会社 上尾事業所（北本給食）
ヤマト運輸株式会社 北本中央センター
株式会社渡辺運送 本社営業所
佐川急便株式会社 児玉営業所
株式会社サニタリーセンター 新井営業所
日通児越運輸株式会社 児玉営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 児玉営業所
ヤマト運輸株式会社 蓮田支店
山昌運輸株式会社 本社
有限会社Ｋ’ｓｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 本社営業所
株式会社キョウエイ 和光営業所
ＳＢＳフレックネット株式会社 和光
七福運送株式会社 埼玉営業所
有限会社スリーピース 本社営業所
丸伊運輸株式会社 寄居営業所
アサガミ株式会社 埼玉営業所
ヤマト運輸株式会社 埼玉上里センター
ヤマト運輸株式会社 本庄・児玉工業団地センター
ヨコモリ運輸株式会社 北関東営業所
新流通運輸株式会社 児玉センター営業所

住所
埼玉県八潮市大字新町１３３
埼玉県八潮市新町３８
埼玉県八潮市木曽根１２５７番地
埼玉県八潮市茜町一丁目２－２５
埼玉県八潮市南後谷１１６－２
埼玉県八潮市南後谷１５９－１０
埼玉県八潮市大字西袋３８６
埼玉県八潮市大字大曽根２１３１番地１
埼玉県八潮市大曽根２１５６
埼玉県八潮市浮塚９１０－４
埼玉県飯能市下川崎３４
埼玉県飯能市大字双柳７７６－２
埼玉県飯能市大字落合３８８－１
埼玉県富士見市大字下南畑５５４９
埼玉県富士見市山室１－１２６５－１
埼玉県北本市朝日２丁目２８８番地
埼玉県北本市本町四丁目２４番地１
埼玉県本庄市東台２－３－２６
埼玉県本庄市いまい台３－１２－２
埼玉県本庄市新井８００
埼玉県本庄市児玉町共栄８００－１１
埼玉県本庄市児玉町共栄８００－１３
埼玉県蓮田市大字閏戸字東谷７１９－１
埼玉県蓮田市大字駒崎１７７４－１
埼玉県和光市本町３１番１４－３１２号
埼玉県和光市新倉７－４－５５
埼玉県和光市新倉４丁目３００５番４
埼玉県和光市新倉７丁目１３番２７号
埼玉県児玉郡上里町大字嘉美１２７９－１
埼玉県児玉郡美里町大字甘粕１５９９－４、５
埼玉県児玉郡神川町大字渡瀬２２２番地
埼玉県児玉郡上里町大字七本木字三軒後２０１９－１
埼玉県児玉郡上里町大字嘉美１２６７－１
埼玉県児玉郡上里町大字嘉美字立野南１６００－２
埼玉県児玉郡上里町大字大御堂字長久保１４５０－２６
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電話番号
048-999-4870
048-930-6070
048-996-9433
048-995-3856
048-936-0063
048-931-4321
048-922-3335
048-994-2031
048-951-0822
048-999-3322
042-983-8005
042-972-5141
042-973-2203
049-253-6637
049-254-7748
048-729-4857
080-6698-2674
0495-24-0493
0495-25-2211
0495-24-8281
0495-72-1661
0495-72-2929
048-769-9215
048-766-0100
048-464-0590
048-458-3220
048-467-2471
048-485-8180
0495-35-1600
0495-71-6212
0274-52-6572
0495-33-6083
080-6699-6277
0495-33-4554
0495-33-6437

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
大里郡
大里郡
大里郡
秩父郡
秩父郡
南埼玉郡
入間郡
入間郡
入間郡
入間郡
入間郡
入間郡
入間郡
入間郡
入間郡
入間郡
入間郡
入間郡
入間郡
比企郡
比企郡
比企郡
比企郡
比企郡
比企郡
比企郡
比企郡
比企郡
比企郡
比企郡
比企郡
比企郡
比企郡
比企郡

事業所名
芳誠流通株式会社 寄居
ヤマト運輸株式会社 寄居支店
セイコー運輸株式会社 元宿倉庫営業所
みなと運送株式会社 埼玉営業所
ヤマト運輸株式会社 秩父支店
東武デリバリー株式会社 春日部営業所
株式会社ヤマザキ物流 埼玉営業所
ヤマト運輸株式会社 埼玉もろやま中央センター
日本梱包運輸倉庫株式会社 三芳営業所
株式会社ビルディング・ブックセンター 本社
株式会社宮本陸運 三芳営業所
株式会社サントス 所沢営業所
三八五流通株式会社 所沢営業所
株式会社食品流通システム 埼玉センター
株式会社出版産業 本社営業所
株式会社ガルト 三芳営業所
佐川急便株式会社 所沢営業所
株式会社トーハイ 所沢センター
株式会社キョウエイ 所沢営業所
昭和運輸株式会社 川島営業所
荻野配送株式会社 埼玉営業所
ヤマト運輸株式会社 埼玉川島センター
中部急送株式会社 埼玉営業所
東上通運株式会社 埼玉支店
株式会社ＮＢＳロジソル 東松山営業所
アサヒロジスティクス株式会社 川越営業所
東洋メビウス株式会社 埼玉支店
アサヒロジスティクス株式会社 花見台共配センター
ヤマト運輸株式会社 小川支店
株式会社ベスト・トランスポート 小川営業所
小川日梱株式会社 本社
東邦興産株式会社 埼玉
ヤマト運輸株式会社 埼玉鳩山センター
有限会社ロジテックエヌイー 有限会社 ロジテックエヌ
イー

滑川営業所

住所
埼玉県大里郡寄居町大字用土字次郎平２６００－３
埼玉県大里郡寄居町大字桜沢字二ッ塚１３２８－１
埼玉県大里郡寄居町大字末野１７９６－１
埼玉県秩父郡皆野町大字皆野字坊ノ上５５８－２
埼玉県秩父郡皆野町大字皆野３２３６－１５
埼玉県南埼玉郡宮代町川端４－１３－５
埼玉県入間郡三芳町上富９５１－１
埼玉県入間郡毛呂山町大字川角字西原１９－１
埼玉県入間郡三芳町大字藤久保１０１２－１
埼玉県入間郡三芳町大字藤久保５５７－２
埼玉県入間郡三芳町北永井８６２－３－１０２
埼玉県入間郡三芳町大字北永井３４４－２－２０３
埼玉県入間郡三芳町大字北永井字宮前１２０－１
埼玉県入間郡三芳町上富１７３－８
埼玉県入間郡三芳町上富９９１－７
埼玉県入間郡三芳町大字上富８８８－６
埼玉県入間郡三芳町大字上富１１６５－１
埼玉県入間郡三芳町北永井５２２－３
埼玉県入間郡三芳町竹間沢東４－７
埼玉県比企郡川島町大字下狢字向新田６７４－３
埼玉県比企郡川島町大字山ヶ谷戸６８６－３
埼玉県比企郡川島町大字平沼８５２－１
埼玉県比企郡川島町上大屋敷３１５
埼玉県比企郡川島町大字正直字山王町８９－４
埼玉県比企郡川島町大字中山字西浦１４１８－１
埼玉県比企郡川島町かわじま２－３－４
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷９５０－２
埼玉県比企郡嵐山町花見台７－１
埼玉県比企郡小川町大字高谷字日影山２６５１－３
埼玉県比企郡小川町ひばり台３丁目１番
埼玉県比企郡小川町大字靱負１３８８－１
埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川日野原８７４－１
埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川１１５５－２
埼玉県比企郡滑川町大字伊古４９５
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電話番号
048-598-3891
080-5043-2623
048-581-5767
0494-62-5944
0494-62-4684
0480-34-5403
049-274-5375
049-276-6530
049-258-2755
049-259-3363
049-274-7766
049-257-2231
049-259-4826
049-210-1203
049-259-3000
049-258-7612
049-274-5510
049-293-8105
049-265-5081
049-297-3219
049-297-8970
080-6698-2732
049-297-7534
049-299-3681
049-211-0707
049-277-5681
0493-54-0345
0493-62-7501
080-5043-2621
0493-81-4861
0493-71-0200
0493-59-9891
080-6604-6544
0493-57-2580

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
比企郡

ヨコモリ運輸株式会社

北葛飾郡

ヤマト運輸株式会社

北葛飾郡
北葛飾郡
北葛飾郡
北葛飾郡
北葛飾郡
北葛飾郡
北葛飾郡
北葛飾郡
北足立郡
北足立郡
北足立郡
北足立郡

株式会社中彦運送 埼玉営業所
株式会社マルイチ運輸 本社営業所
株式会社オンライン 埼玉営業所
丸伊運輸株式会社 杉戸営業所
中央運輸株式会社 杉戸営業所
鴻池運輸株式会社 関東定温流通センター営業所
丸伊運輸株式会社 春日部営業所
ホクブトランスポート株式会社 埼玉支店
株式会社ミヨシライン 本社 営業所
ヤマト運輸株式会社 伊奈支店
柴又運輸株式会社 東日本配車センター
マクサム通運株式会社 埼玉営業所

事業所名
埼玉中央営業所
松伏センター

電話番号
住所
0493-56-5510
埼玉県比企郡滑川町大字羽尾３７３８－１０
埼玉県北葛飾郡松伏町大字大川戸字神明１２７－１、１２
080-6698-1943
８－１、１２８－２
048-993-3122
埼玉県北葛飾郡松伏町大川戸３７２－２
048-992-0922
埼玉県北葛飾郡松伏町大字下赤岩８２－１
048-991-1777
埼玉県北葛飾郡松伏町田中３－３１－６
0480-38-1880
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字深輪３９８－１２
0480-53-5560
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字深輪３９８－２
0480-36-5525
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字深輪３００－３
0480-53-5186
埼玉県北葛飾郡杉戸町本郷６２２－１
0480-37-0781
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字本郷字東中６０９－１
048-776-8316
埼玉県北足立郡伊奈町寿１－１１２－１０５
048-723-1887
埼玉県北足立郡伊奈町大字小室字大山７６７－１２
048-878-9591
埼玉県北足立郡伊奈町小室４５８１－１
048-780-2461
埼玉県北足立郡伊奈町西小針２－１７９
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主な輸送品目（任意掲載）

