貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
葛飾区
葛飾区
葛飾区
葛飾区
葛飾区
葛飾区
葛飾区
葛飾区
葛飾区
葛飾区
葛飾区
葛飾区
葛飾区
葛飾区
葛飾区
葛飾区
葛飾区
葛飾区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区

事業所名
株式会社北南海陸 本社営業所
有限会社先山商店 本社営業所
株式会社平澤運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 葛飾支店
東澤運送有限会社 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 葛飾支店
株式会社葛飾物流 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 奥戸支店
鴻池運輸株式会社 城東営業所
ヤマト運輸株式会社 新小岩支店
ガスクル株式会社 東京事業所
株式会社アストモスガスセンター千葉 東東京営業所
ヤマト運輸株式会社 葛飾水元支店
株式会社小島 本社営業所
有限会社すずか梱包運輸 本社
有限会社猪野運送 本社営業所
田中運送株式会社 本社営業所
弘立倉庫株式会社 本店営業所
第三運輸倉庫株式会社 本社営業所
有限会社勝己運輸 本社
株式会社物流マーケット 本社営業所
関東輸送株式会社 本社
株式会社山武運輸 本社
大塚運送株式会社 本社
生沼輸送株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 一之江支店
八武崎運送株式会社 本社営業所
米井運送株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 小岩支店
小岩倉庫運輸株式会社 本社営業所
三和清運株式会社 本社営業所
株式会社ＮＵＴＳ 本社営業所

安全性優良事業所

住所
東京都葛飾区お花茶屋三丁目８番５号
東京都葛飾区宝町２－６－６
東京都葛飾区四つ木１－３４－４
東京都葛飾区東立石２－４－５
東京都葛飾区東四つ木２－２３－１０
東京都葛飾区奥戸６－７－１
東京都葛飾区奥戸３－７－３
東京都葛飾区奥戸５－２１－８
東京都葛飾区奥戸１－２９－１
東京都葛飾区新小岩４丁目４番４号
東京都葛飾区西新小岩３－１－１
東京都葛飾区西新小岩３－１－１
東京都葛飾区水元２－１８－６３
東京都葛飾区東水元２－２－４
東京都葛飾区東金町７－３７－５
東京都葛飾区金町５丁目２４－１５
東京都葛飾区新宿１－７－３
東京都葛飾区柴又３－４－１
東京都江戸川区平井７－２－２０
東京都江戸川区新堀１－１１－６
東京都江戸川区春江町２－２５－１７
東京都江戸川区瑞江２－１０－１４
東京都江戸川区江戸川３－４０
東京都江戸川区大杉４－１５－１４
東京都江戸川区西一之江２－２５－７
東京都江戸川区一之江１－３－１８
東京都江戸川区松江２－２６－５
東京都江戸川区臨海町４－２－２
東京都江戸川区南小岩１－１－１７
東京都江戸川区南小岩５－１３－１２
東京都江戸川区篠崎町３丁目２－６ ３Ｆ
東京都江戸川区南篠崎町５－１３－４－３０２
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（東京都）
電話番号
03-5650-1241
03-3695-0760
03-3691-0448
080-5045-3625
03-3696-3821
03-6837-0123
03-5698-1341
080-5045-3743
03-3692-5390
080-6692-9709
03-6657-6106
03-5670-8681
080-5045-3229
03-3600-2531
03-3607-3765
048-952-1299
03-3607-1606
03-3600-2121
03-3612-6171
03-3676-0076
03-5664-6501
03-3677-7101
03-3677-3424
03-3654-2386
03-5879-5660
080-5098-3344
03-3652-5331
03-3673-4106
080-6699-4495
03-3658-1161
03-3679-8555
03-6753-2113

R1.12.13
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区

事業所名
有限会社コンパクトサービス 東京営業所
マルト運送有限会社 本社営業所
天山運輸株式会社 本社
有限会社エクセレント急便 本社営業所
株式会社京葉グループ 江戸川営業所
ＪＰトランスポートサービス株式会社 江戸川営業所
有限会社新藤運輸商事 本社
ファースト運輸株式会社 本社
株式会社エムティーロジ 本社営業所
町田運送店株式会社 本社営業所
三興運輸株式会社 本社営業所
株式会社トップラン 本社営業所
佐久間運送株式会社 本社営業所
株式会社ワークオンクリエイト 本社営業所
関東トラック株式会社 本社営業所
三浦運送株式会社 本社
相川運送有限会社 本社
有限会社明鉄運輸 本社
有限会社湊運輸 本社
株式会社田中興産重量運輸 本社
小島運送株式会社 本社
株式会社ニッタ 本社営業所
株式会社日本カーゴエキスプレス 本社
松岡満運輸株式会社 東京支店
菱幸運輸株式会社 本社営業所

江戸川区

臨港運輸株式会社

江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区

セントラル警備保障株式会社 東京警送事業部
トールエクスプレスジャパン株式会社 東京支店
近物レックス株式会社 東京支店
武蔵貨物自動車株式会社 葛西営業所
山陽自動車運送株式会社 東京営業所
久留米運送株式会社 江戸川店
田中産業株式会社 本社営業所
株式会社グンリック 東京

本社営業所

住所
東京都江戸川区南篠崎町４－３－９
東京都江戸川区南篠崎町２－２７－１０
東京都江戸川区江戸川５－９－８
東京都江戸川区江戸川６－１３－２
東京都江戸川区西瑞江５－１４－６
東京都江戸川区西瑞江５－６
東京都江戸川区北葛西５－２３－１２
東京都江戸川区北葛西５－１７－４
東京都江戸川区北葛西２丁目１２番２９号
東京都江戸川区北葛西２－２９－２３
東京都江戸川区北葛西５－１９－２２
東京都江戸川区中葛西２－１６－９
東京都江戸川区中葛西７－２０－１１
東京都江戸川区中葛西６－９－７
東京都江戸川区中葛西１丁目３１番９号
東京都江戸川区東葛西５－５３－８
東京都江戸川区東葛西２－１９－９
東京都江戸川区東葛西４－１２－６
東京都江戸川区東葛西５－４９－９
東京都江戸川区南葛西４－１８－６
東京都江戸川区南葛西１－１３－１５
東京都江戸川区南葛西４－１０－９
東京都江戸川区南葛西３－１３－１２
東京都江戸川区臨海町４－３－１
東京都江戸川区臨海町４－２－２
東京都江戸川区臨海町４－２－２ パークサイドビル６０
１
東京都江戸川区臨海町６－３－４
東京都江戸川区臨海町４－３－１
東京都江戸川区臨海町４－３－１
東京都江戸川区臨海町４－３－１
東京都江戸川区臨海町４－３－１
東京都江戸川区臨海町４－３－１
東京都江戸川区臨海町４－２－１
東京都江戸川区清新町２－３－７
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電話番号
03-5664-2310
03-3698-0885
03-3686-5661
03-5605-2097
03-6663-6327
03-5878-1260
03-3687-5426
03-3686-2521
03-5676-7088
03-6808-8018
03-3686-6411
03-6808-0485
03-3680-8107
03-5878-3676
047-328-7661
03-3680-5316
03-3687-1268
03-3687-7141
03-3680-9318
03-3687-6311
03-3687-5571
03-5696-2754
03-3688-5441
03-3869-4511
03-3687-0568
03-5534-1400
03-5675-2701
03-3878-3341
03-3878-3301
03-3878-3634
03-5676-5633
03-3878-3535
03-3878-3101
03-5659-6071

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区

事業所名
アール企画株式会社 本社営業所
株式会社細田重機運輸 本社
みのり運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 船堀支店
株式会社サカイ引越センター 東京東支社
田中商事株式会社 東京営業所
株式会社野辺運輸 本社営業所
西濃運輸株式会社 錦糸町支店
村松機工運輸株式会社 本社
平野運送株式会社 本店
株式会社テイソウ物流サービス 本社
ケイアイ株式会社 江東営業所
山本運送株式会社 東京
セイノー引越株式会社 東京支店
株式会社ジェイアール東日本物流 塩浜物流センター
株式会社ヤマタネロジスティクス 深川営業所
有限会社大拓 本社営業所
三八五流通株式会社 深川営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 辰巳貨物セン
ター
絹川屋運送株式会社 辰巳総合物流センター
太陽運輸株式会社 東京営業所
杉村運輸株式会社 江東営業所
株式会社ヒロカイ東京 本社
駿和物流株式会社 東京営業所
ヤマト運輸株式会社 枝川支店
多摩運送株式会社 東京辰巳営業所
関東生コン輸送株式会社 豊洲営業所
丸武運輸株式会社 配車センター
ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社
美術品支店
ヤマト運輸株式会社 千代田支店
トーホー森吉株式会社 本社営業所
中越運送株式会社 深川営業所
佐川急便株式会社 東京営業所

住所
東京都江戸川区西葛西８－８－１６
東京都江戸川区西葛西２－１８－１６
東京都江戸川区西葛西２－１－２
東京都江戸川区船堀５－８－１
東京都江戸川区船堀５－６－２
東京都江戸川区臨海町４－２－１
東京都江戸川区篠崎町６－６－１５
東京都江東区毛利１－４－１
東京都江東区東陽１－１８－１７
東京都江東区平野４－１３－１７
東京都江東区清澄１丁目５番１号 ５Ｆ
東京都江東区清澄１－５－１３
東京都江東区冬木１５番２０号
東京都江東区木場２－１－３
東京都江東区塩浜２－１８－１２
東京都江東区越中島１－１－１
東京都江東区牡丹３－１９－５
東京都江東区枝川２－２－３
東京都江東区辰巳３－１０－２３
東京都江東区辰巳３－１２－２０
東京都江東区辰巳３丁目１６番２０号
東京都江東区辰巳２－３－４０
東京都江東区辰巳３－２１－１６
東京都江東区辰巳３－１０－２５
東京都江東区辰巳２－４－２５
東京都江東区辰巳３－１３－１９
東京都江東区豊洲４－１１－３
東京都江東区東雲２－１４－３８

東京

東京都江東区東雲２－２－３
東京都江東区東雲２－２－３
東京都江東区東雲２－５－１５
東京都江東区東雲１－８－１９
東京都江東区東雲２－１３－３２
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電話番号
03-5878-1601
03-3688-0426
03-5667-2111
080-5045-3444
03-5679-1141
03-5696-0300
047-327-1100
03-3632-6172
03-3647-0303
03-3630-5333
03-3643-8350
03-3641-5106
03-3642-6641
03-3642-5161
03-5633-8121
03-3643-2231
03-6458-8734
03-3647-3131
03-5534-7888
03-3522-0181
03-3522-5070
03-6457-0123
03-5534-6061
03-3522-5080
080-5045-3399
03-3522-7377
03-5547-7900
03-3528-0310
03-3529-0801
080-8197-3658
03-3529-0207
03-3533-0841
03-3699-3226

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
江東区

ヤマト運輸株式会社

事業所名
台場支店

江東区

トラスト物流株式会社

本社営業所

江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区

光洋運輸株式会社 本社営業所
臼杵運送株式会社 有明営業所
株式会社ネクスト 東京営業所
ＳＢフレームワークス株式会社 本社
株式会社グリーンライン 本社営業所
株式会社オーエストランス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 江東東砂支店
電材運輸株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 晴海支店
砂町運輸株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 文京営業所
福山通運株式会社 東京深川支店
日本ロジテム株式会社 新砂営業所
日通神田中央運輸株式会社 車両事業部
日通東京運輸株式会社 車両運用営業所
佐川急便株式会社 千代田営業所
日本通運株式会社 関東警送支店
佐川急便株式会社 城西営業所
名鉄ゴールデン航空株式会社 城東支店
東江運輸株式会社 本社営業所
有限会社倉川運輸 本社営業所
有限会社昭和エキスプレス 本社
株式会社大東運輸 本社営業所
有限会社ＤｒｅａｍＫＥＩ 本社営業所
菱幸運輸株式会社 新木場営業所
株式会社ハナワトランスポート 東京営業所
株式会社アースカーゴ 東京支店
有限会社都心エクスプレス 東京営業所
株式会社中彦運送 新木場営業所
鈴鹿貨物株式会社 本社営業所
中央運輸興業株式会社 本社営業所
株式会社ジェイアール東日本物流 新木場物流センター

電話番号
住所
03-5530-5880
東京都江東区有明四丁目２番３号
東京都江東区有明４－８－６東京港フェリーターミナルビ
03-3527-8057
ル４階
03-3528-1361
東京都江東区有明４－６－２１
03-3520-0577
東京都江東区有明４丁目７番２７号
03-6457-1047
東京都江東区青海４－６－７
03-3520-1280
東京都江東区青海三丁目４番１９号
03-3527-6015
東京都江東区青海３－２－１７
03-3638-7751
東京都江東区亀戸７－２－１５－２０５
080-5045-7610
東京都江東区東砂６－５－１１
047-411-6515
東京都江東区新砂３－５－３５
080-5098-0539
東京都江東区新砂２丁目５－２８
03-3645-1057
東京都江東区新砂１－３－１６
03-3699-3322
東京都江東区新砂２－１－１９
03-5606-3637
東京都江東区新砂１－１３－６
03-6660-2711
東京都江東区新砂２－５－２８
03-5632-7110
東京都江東区新砂２－３－１５
03-5606-0270
東京都江東区新砂１－１２－３９
03-5617-2110
東京都江東区新砂２－２－１１
03-5633-7523
東京都江東区新砂１－１２－３９
03-3528-2090
東京都江東区新砂１－１２－１４
03-5635-8520
東京都江東区新砂２－４－１７
03-3647-5222
東京都江東区南砂１－１６－８
03-3521-3922
東京都江東区新木場３－７－２ ＳＰＴＣ５１０
03-5569-8471
東京都江東区新木場１－１１－１７
03-3521-7311
東京都江東区新木場２－１４－１
03-6457-0506
東京都江東区新木場１－２－３
03-5534-0568
東京都江東区新木場２－１１－４
03-3521-0898
東京都江東区新木場１－１３－７
03-5569-8000
東京都江東区新木場３－７－８
03-6457-0127
東京都江東区新木場１－２－９
03-5569-8116
東京都江東区新木場３－８－１２
03-5569-0700
東京都江東区新木場二丁目１４番７号
03-5569-2511
東京都江東区新木場二丁目１４番７号
03-5569-2270
東京都江東区新木場１－７－９

4／18 ページ

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
江東区
江東区
港区
港区
港区
港区
港区
港区
港区
港区
港区
港区
港区
荒川区
荒川区
荒川区
荒川区
荒川区
荒川区
荒川区
荒川区
荒川区
荒川区
荒川区
荒川区
渋谷区
渋谷区
渋谷区
渋谷区
渋谷区
渋谷区
渋谷区
新宿区

事業所名
日本通運株式会社 東京海運支店 自動車事業所
日本図書輸送株式会社 東京物流センター
汐留運送株式会社 本社営業所
有限会社東京ライン 本社
株式会社ティアイトランスポート 本社営業所
上松輸送株式会社 本社営業所
長井運送株式会社 本社営業所
八千代運輸株式会社 本社営業所
新聞輸送株式会社 読売新聞営業所
新聞輸送株式会社 芝浦営業所
株式会社盛運 東京営業所
ヤマト運輸株式会社 浜松町支店
日本通運株式会社 首都圏支店 移転引越第一営業部

オ

ペレーションセンター
ヤマト運輸株式会社 荒川支店
中央通運株式会社 隅田川営業所
株式会社丸和通運 隅田川支店
ヤマト運輸株式会社 南千住支店
日本フレートライナー株式会社 東京自動車営業所
日本通運株式会社 東京コンテナ支店コンテナ事業所隅田
川コンテナ課
大東通運株式会社 隅田川支店
ヤマト運輸株式会社 荒川西支店
有限会社ギャラント商事 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 文京支店
安立運輸株式会社 本社営業所
有限会社善速運輸 本社営業所
有限会社奥野運送店 渋谷営業所
ヤマト運輸株式会社 初台支店
有限会社晃和 本社営業所
山田自動車サービス株式会社 本社営業所
株式会社滝島運輸 本社営業所
ＴＡＫＡＩＤＯクールフロー株式会社 笹塚営業所
田中陸運株式会社 本社営業所
東礼自動車株式会社 本社営業所

住所
東京都江東区若洲１－４－３
東京都江東区新木場１－１８－１０
東京都港区東新橋２－１０－１０ ８１５
東京都港区新橋３－１８－３
東京都港区浜松町１－１８－７ 板橋ビル
東京都港区芝２－９－１０
東京都港区芝浦１－３－３
東京都港区海岸３－２９－１
東京都港区芝浦４－１６－２７
東京都港区芝浦４－１６－２７
東京都港区港南５－５－９
東京都港区港南５－５－６

電話番号
03-5569-8007
03-5569-7633
03-3431-6350
03-3436-1036
03-3431-4846
03-3451-8012
03-3453-7011
03-3471-9871
03-5621-1151
03-5765-5002
03-5460-1185
03-3471-9541

東京都港区港南３－６－４

03-5460-0081

東京都荒川区荒川３－５０－１４
東京都荒川区南千住４－１－１
東京都荒川区南千住４－１－１
東京都荒川区南千住４－１－１
東京都荒川区南千住４－１－１
東京都荒川区南千住４－１－１
東京都荒川区南千住４－１－１
東京都荒川区西尾久７－１７－１
東京都荒川区東尾久１－１２－１
東京都荒川区西日暮里６丁目６５番１号
東京都荒川区東日暮里２－２０－４
東京都荒川区東日暮里２－２０－５
東京都渋谷区宇田川町４１－１
東京都渋谷区初台２－２８－１
東京都渋谷区初台１丁目４９号２－５０６号
東京都渋谷区西原３－３２－５
東京都渋谷区本町４－４４－２
東京都渋谷区笹塚１－５０－９
東京都渋谷区代々木４丁目６０番１０号
東京都新宿区四谷三栄町１１－２０
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080-5098-0174
080-8280-3445
03-3803-0111
080-5451-8981
03-3806-4650
03-3803-1137
03-3803-6816
080-5451-6127
03-3895-0423
080-5045-9950
03-3803-3717
03-3802-6764
03-5728-3016
080-5045-5337
0422-45-9604
03-3466-0111
03-3376-3071
03-5738-2115
044-322-9701
03-3358-7180

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
新宿区
新宿区
新宿区
杉並区
杉並区
杉並区
杉並区
杉並区
杉並区
杉並区
杉並区
杉並区
杉並区
杉並区
杉並区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
千代田区
千代田区
千代田区

事業所名
ヤマト運輸株式会社 落合支店
古屋運送株式会社 本社営業所
新宿運輸商事株式会社 本社
日伸運輸株式会社 本社
豊多摩通運株式会社 本社営業所
株式会社スワンサービス 杉並営業所
やよい運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 荻窪支店
佐川急便株式会社 武蔵野営業所
ヤマト運輸株式会社 高井戸支店
山谷運送株式会社

本社営業所

佐川急便株式会社 杉並営業所
有限会社岩崎運送店 本社
ヤマト運輸株式会社 久我山支店
株式会社マスダ運輸 杉並営業所
ヤマト運輸株式会社 三宿支店
東礼自動車株式会社 世田谷営業所
ヤマト運輸株式会社 代田支店
ちとせ運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 桜丘支店
ヤマト運輸株式会社 八幡山支店
株式会社まるすぎ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 烏山支店
ＳＢＳロジコム関東株式会社 世田谷支店
カワベキャリーシステム株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 等々力支店
アートコーポレーション株式会社 目黒支店
三陸運送株式会社 本社営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 世田谷営業所
ヤマト運輸株式会社 玉川台支店
ヤマト運輸株式会社 用賀支店
株式会社丸正 本社
日本郵便輸送株式会社 三崎町営業所
淡路運送有限会社 本社営業所

住所
東京都新宿区西落合１－２３－１５
東京都新宿区上落合１－４－１
東京都新宿区西早稲田２－２０－１８
東京都杉並区上井草３－３２－６ 伊地知ビル２階
東京都杉並区上井草２－３３－８
東京都杉並区西荻北５－２０－１４
東京都杉並区荻窪４－３３－２
東京都杉並区南荻窪３－３１－３０
東京都杉並区南荻窪三丁目３３番
東京都杉並区高井戸東３－３２－１９
東京都杉並区下高井戸１－３５－１１ コート山谷７０３
号室
東京都杉並区上高井戸２－２－４０
東京都杉並区宮前５－１６－１６
東京都杉並区久我山１－７－４１
東京都杉並区高井戸東４－７－７
東京都世田谷区池尻２－２３－４
東京都世田谷区弦巻３－２１－５
東京都世田谷区代田３－２
東京都世田谷区赤堤３－３３－６
東京都世田谷区桜丘４－１－６
東京都世田谷区八幡山１４８－２
東京都世田谷区喜多見１－２９－７
東京都世田谷区北烏山５－１５８４－１
東京都世田谷区給田５－１７－１
東京都世田谷区鎌田３－１０－１４
東京都世田谷区等々力４－１６－１３
東京都世田谷区玉堤２－２－２１
東京都世田谷区玉堤１－６－２
東京都世田谷区玉川台２－３８－１５
東京都世田谷区玉川台２－３－２０
東京都世田谷区上用賀１－２２－２６
東京都千代田区外神田６－５－１１
東京都千代田区神田三崎町３－３－１１
東京都千代田区神田淡路町１－７
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電話番号
03-3950-7254
03-3361-5135
03-3204-0188
03-3397-1493
03-3399-2191
03-5303-9505
03-3220-0841
080-5451-5187
03-5336-7641
03-3331-7731
03-3302-1181
03-5317-6688
03-3333-6303
03-3332-0437
050-1223-4673
03-5481-8486
03-3420-4287
03-5430-8013
03-3325-5786
03-3426-0720
03-5374-9996
03-3417-9111
03-3307-6371
03-3307-1651
03-5716-4371
03-3705-7941
03-6703-0123
03-3703-1331
03-3707-1261
03-5797-5569
03-5716-3281
03-3834-0776
03-3511-1171
03-3251-6335

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
足立区
足立区
足立区
足立区
足立区
足立区
足立区
足立区
足立区
足立区
足立区
足立区
足立区
足立区
足立区
足立区
足立区
足立区
足立区
足立区
足立区
足立区
足立区

事業所名
丸信運輸株式会社 本社営業所
株式会社関口運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 足立綾瀬支店
ＡＬＳＯＫ関東デリバリー株式会社 本社営業所
有限会社仲運送 本社
ヤマト運輸株式会社 千住支店
株式会社三急運輸 本社営業所
株式会社エスケイ運輸 本社営業所
上昇運輸株式会社 本社
タカセ運輸倉庫株式会社 本社営業所
矢崎運輸倉庫株式会社 本社営業所
磯川運送株式会社 本社
株式会社ダイト 本社
ヤマト運輸株式会社 足立伊興センター
協同運輸株式会社 本社営業所
杉村運輸株式会社 足立営業所
株式会社Ｎ・フレートシステム 本社営業所
弘済運輸株式会社 足立営業所
東京三栄運送株式会社 本社営業所
株式会社国分 本社
トールエクスプレスジャパン株式会社 東京北支店
東京サービス株式会社 本社営業所
株式会社ウエルストンエキスプレス 本社営業所

足立区

日通トランスポート株式会社

足立支店

足立区
足立区
足立区
足立区
足立区
足立区
足立区
足立区
足立区

昭和倉庫株式会社 本社営業所
武蔵貨物自動車株式会社 足立営業所
久留米運送株式会社 足立店
株式会社竹鼻運送 本社
こんわ運輸有限会社 本社
関東急行運輸株式会社 本社
國際輸送株式会社 足立
弘和運輸有限会社 本社
株式会社関東ロジスティクス 本社

住所
東京都足立区大谷田４丁目２０番１７号
東京都足立区東綾瀬１－１－２７
東京都足立区谷中２－１－１７
東京都足立区千住東１－３１－１０
東京都足立区千住大川町３４－７
東京都足立区千住緑町１－１９－９
東京都足立区神明１－１０－１５
東京都足立区六木４－９－２６
東京都足立区南花畑４－３－２２
東京都足立区保木間４－５５－１２
東京都足立区東伊興２－１－２２
東京都足立区梅島２－３６－９
東京都足立区西伊興２－９－９
東京都足立区西伊興３－１３－２２
東京都足立区西伊興１－３－２４
東京都足立区入谷６丁目２番１１号
東京都足立区入谷３－１－１
東京都足立区入谷６－２－１
東京都足立区入谷９－２１－２
東京都足立区入谷６－２－１１
東京都足立区入谷６－１－１
東京都足立区入谷３－１２－１６ エムアイハイツＡ
東京都足立区入谷２－２５－３
東京都足立区入谷６－１－１

日本自動車ターミナル足立

事業所８号棟、７号棟（同一建物内でのレイアウト変更）
東京都足立区入谷９－２２－１７
東京都足立区入谷６－１－１
東京都足立区入谷六丁目１番１号
東京都足立区栗原３－１０－１９－４０２
東京都足立区本木南町２０－８
東京都足立区加賀２－２７－１３
東京都足立区加賀２－２８－１６
東京都足立区西伊興４－１２－２９
東京都足立区鹿浜４－９－８
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電話番号
03-3629-0985
03-3604-1200
080-5045-9832
03-3870-8683
03-3879-7211
080-6695-6160
03-3620-3355
03-5856-2635
03-3859-0061
03-5242-1841
03-3899-5999
03-3849-5398
03-3897-7641
080-6699-5030
03-3899-1586
03-3855-3241
03-3897-1920
03-5838-1700
03-3897-7171
03-3896-8201
03-3855-7279
03-3898-8913
03-3855-8111
03-6692-1491
03-3855-5241
03-3855-0341
03-3855-2541
03-3887-6777
03-3840-1096
03-3857-0511
03-5647-5932
03-5691-8421
03-3691-8421

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
足立区
足立区
足立区
足立区
足立区
足立区
足立区
足立区
台東区
台東区
台東区
台東区
台東区
大田区
大田区
大田区
大田区
大田区
大田区
大田区
大田区
大田区
大田区
大田区
大田区
大田区
大田区
大田区
大田区
大田区
大田区
大田区
大田区
大田区

事業所名
ヤマト運輸株式会社 足立鹿浜センター
ダルマ運輸株式会社 本社営業所
結城運輸倉庫株式会社 王子営業所
株式会社森田産業運輸 本社営業所
株式会社サカイ引越センター 西新井支社
ヤマト運輸株式会社 足立中央支店
株式会社ロイヤルサービス 本社営業所
株式会社京葉青和 東京支店営業所
田中運送株式会社 本社営業所
川西運輸株式会社 本社営業所
タキザキロジスティクス株式会社 台東物流センター
ティーオーピー・ロジ株式会社 本社営業所
加藤運輸株式会社 蔵前営業所
松岡満運輸株式会社 京浜営業所
芳誠流通株式会社 本社
株式会社いちば流通 大田営業所
株式会社高木商事運輸 東京港
株式会社エムティ輸送 本社営業所
日の出コンテナライン株式会社 大井営業所
芳和輸送株式会社 本社
トランスネット株式会社 東京営業所
丸辰運輸倉庫株式会社 本社営業所
株式会社ヤマタネロジスティクス 大井埠頭営業所
株式会社月島物流サービス 大井営業所
株式会社プライム物流 本社営業所
株式会社サンキュウ・トランスポート・東京 平和島営業
所
菱倉運輸株式会社 東京営業所
三信運輸株式会社 東京営業所
株式会社東京三友 品川営業所
関東生コン輸送株式会社 大井営業所
株式会社小林運送 東京営業所
鈴与自動車運送株式会社 京浜営業所
光村商事倉庫株式会社 京浜島営業所
株式会社いづみ商事 本社営業所

住所
東京都足立区鹿浜５－２２－１４
東京都足立区鹿浜３－３１－２０
東京都足立区椿１－３－６
東京都足立区江北３－３－２２
東京都足立区扇２丁目２６－３９
東京都足立区扇３－２０－１３
東京都足立区堀之内２－１１－１
東京都足立区堀之内２－３－４
東京都台東区北上野２－１３－１
東京都台東区台東２－６－１２
東京都台東区橋場１－３６－５
東京都台東区寿１－５－３
東京都台東区蔵前３－３－３
東京都大田区平和島２－１－１
東京都大田区東海３－２
東京都大田区東海３－６－３ ４階
東京都大田区東海４－１０－７
東京都大田区東海５－５－１
東京都大田区東海五丁目５番１号－３Ｆ
東京都大田区東海３－６－７
東京都大田区東海５－５－９
東京都大田区東海４－８－１９
東京都大田区東海４－３－１８
東京都大田区東海４－４－１２
東京都大田区東海４－９－１２

電話番号
080-5421-1532
03-3899-6282
03-3857-3348
03-3890-6666
03-5647-2780
080-5098-0171
03-3855-0771
03-3897-5411
03-3843-5637
03-3831-6152
03-5824-2101
03-3843-0931
03-3863-2181
03-3762-2344
03-5492-4831
03-5492-5931
03-5755-8480
03-3790-8190
03-3799-1611
03-3799-5191
03-5755-2121
03-5492-7979
03-3790-5281
03-3790-8686
03-3790-7271

東京都大田区東海４－７－４

03-5755-0041

東京都大田区東海４－３－１０
東京都大田区城南島７－２－２
東京都大田区城南島５－１－１
東京都大田区城南島１－１－１
東京都大田区城南島２－９－９
東京都大田区城南島２－９－１４
東京都大田区京浜島２－１２－１３
東京都大田区京浜島３－３－７

03-3799-3331
03-5492-0188
03-5755-9090
03-3790-2388
03-3799-1581
03-3799-0672
03-6412-9333
03-5755-6760
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
大田区
大田区
大田区
大田区
大田区

事業所名
株式会社キョーエイコーポレーション 東京事業所
日本通運株式会社 航空事業支店 国内貨物特輸部
京浜運送株式会社 本社営業所
株式会社小泉運送 本社
ヤマト運輸株式会社 大井支店

大田区

株式会社ロジック

東京営業所

大田区

西濃運輸株式会社

京浜ターミナル支店

大田区
大田区
大田区
大田区

株式会社日本エアメール 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 品川八潮支店
トナミ運輸株式会社 京浜支店
久留米運送株式会社 東京店

大田区

パナシアロジ株式会社

大田区

トールエクスプレスジャパン株式会社

大田区

武蔵貨物自動車株式会社

住所
東京都大田区京浜島２－７－１６
東京都大田区京浜島３－５－５
東京都大田区京浜島２－４－４
東京都大田区京浜島３－３－１２
東京都大田区平和島五丁目２番２号
東京都大田区平和島３－４－１ 東京団地倉庫

電話番号
03-3790-3931
03-5755-7742
03-3790-0111
03-3790-0945
03-5471-7401
管理棟３

４号室
東京都大田区平和島２－１－１（京浜トラックターミナル

東京営業所
東京中央支店

京浜営業所

大田区

株式会社日本空港ロジテム

羽田営業所

大田区

国際空輸株式会社

東京貨物センター

大田区

備後通運株式会社

東京支店

大田区
大田区
大田区
大田区
大田区
大田区
大田区
大田区
大田区
大田区
大田区

名鉄ゴールデン航空株式会社 東京支店
株式会社Ａ１ 本社
トモエ運輸株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 大森北支店
日本通運株式会社 馬込航空貨物センター
ヤマト運輸株式会社 馬込支店
株式会社浅井 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 糀谷支店
日本空輸株式会社 羽田空港営業所
日本通運株式会社 羽田航空貨物センター
ヤマト運輸株式会社 羽田クロノゲート

内 京浜１６号棟）
東京都大田区平和島６－１－１
東京都大田区平和島２－１－１
東京都大田区平和島２－１－１
東京都大田区平和島２－１－１
東京都大田区平和島６－１－１

ＴＲＣセンタービル９１

５
東京都大田区平和島２－１－１

京浜トラックターミナル

１号棟
東京都大田区平和島２－１－１
東京都大田区平和島６－１－１

東京流通センター物流ビ

ルＢ棟３Ｆ ＢＥ３－２～５
東京都大田区平和島６－１－１
東京都大田区平和島２－１－１

03-5857-7603
03-3767-2711
03-5471-7613
03-3762-7291
03-3762-4101
03-5763-6323
03-3762-4121
03-3762-7721
03-5757-8305

03-3767-3541
ＡＷ１－７
京浜トラックターミナル
03-3762-2395

管理棟２階
東京都大田区平和島６丁目１－１
東京都大田区大森東４丁目２２番４号
東京都大田区大森南４－１１－１５
東京都大田区大森北五丁目１２番７号
東京都大田区南馬込５－４２－１８
東京都大田区西馬込１－６－７
東京都大田区平和島５－８－２３
東京都大田区東糀谷二丁目１１番地５号
東京都大田区羽田空港３－２－２ Ｅー３棟
東京都大田区羽田空港３－２－４ Ｅ－１棟
東京都大田区羽田旭町１１－１
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03-6410-8760

03-6436-8911
03-5767-9919
03-3741-4281
03-3762-6031
03-3776-1341
03-3772-6330
03-3768-0111
03-3742-8171
03-5757-9295
03-5757-9509
03-6756-7165

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
大田区
大田区
大田区
大田区
大田区
大田区
大田区
大田区
大田区
大田区
大田区
中央区
中央区
中央区
中央区
中央区
中央区
中央区
中野区
中野区
板橋区
板橋区
板橋区
板橋区
板橋区
板橋区
板橋区
板橋区
板橋区
板橋区
板橋区
板橋区
板橋区
板橋区
板橋区

事業所名
ヤマトボックスチャーター株式会社 東京支店
鈴木運送株式会社 本社営業所
福山通運株式会社 羽田営業所
株式会社共運 本社営業所
株式会社安江運輸 本社
ヤマト運輸株式会社 上池台支店
日本ロジテム株式会社 三幸営業所
新千梱包運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 南久が原センター
ヤマト運輸株式会社 久が原支店
ヤマト運輸株式会社 矢口センター
株式会社万年屋回漕店 本社営業所
丸勝運輸株式会社 本社営業所
株式会社加藤商運 本店営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 日本橋営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 東京営業所
宮吉運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大手町支店
株式会社高木商事運輸 本社
日本郵便輸送株式会社 中野営業所
東栄運送株式会社 本社営業所
東武デリバリー株式会社 板橋営業所
株式会社マルホ運輸 本社
神田運送有限会社 本社
株式会社ＲｅｄＬｉｎｅ 本社
ヤマト運輸株式会社 板橋舟渡支店
株式会社ヒサゴサービス 本社営業所
株式会社興真運送 本社営業所
株式会社ハナワトランスポート 北東京営業所
ヤマト運輸株式会社 板橋志村支店
西濃運輸株式会社 板橋支店
東礼自動車株式会社 板橋営業所
明邦運輸株式会社 本社営業所
株式会社トーハイ 板橋営業所
株式会社三葉運輸 本社営業所

住所
東京都大田区羽田旭町１１－１
東京都大田区本羽田１－１７－９
東京都大田区本羽田１－１８－３－１０１
東京都大田区南六郷２－２１－６
東京都大田区城南島２－９－７
東京都大田区仲池上２－６－１４
東京都大田区仲池上１－１８５－２
東京都大田区池上７－３－２
東京都大田区千鳥３－１４－９
東京都大田区久が原１－１２－１５
東京都大田区矢口３－２９－１
東京都中央区日本橋箱崎町３７－９
東京都中央区日本橋箱崎町３４－７
東京都中央区日本橋本町４－４－１３
東京都中央区新川１－２２－１２
東京都中央区明石町６－１７
東京都中央区勝どき２－１－１２
東京都中央区銀座２－１６－１０
東京都中野区本町４－４０－６
東京都中野区弥生町１－２２－１５
東京都板橋区板橋２－３７－９
東京都板橋区板橋２－４－６６
東京都板橋区幸町３５－７
東京都板橋区向原１－４－８
東京都板橋区舟渡２－１０－１１－２０２
東京都板橋区舟渡１－１６－１９
東京都板橋区東坂下１－１８－２
東京都板橋区宮本町３５－１５
東京都板橋区泉町３９－１４
東京都板橋区志村３－３－６
東京都板橋区富士見町４－８
東京都板橋区新河岸１－１３－２
東京都板橋区新河岸３－１６－５
東京都板橋区高島平６－１－７
東京都板橋区高島平６－２－９

10／18 ページ

電話番号
03-6756-7330
03-3745-2553
03-3742-7151
03-3735-3601
03-3733-7631
03-5747-6027
03-3753-7135
03-3754-6235
03-5732-3341
03-3513-5081
03-5741-2755
03-3667-3312
03-3666-4682
03-3241-5420
03-5117-2110
03-6853-2611
03-3533-1261
03-6226-3423
03-3383-8561
03-3372-7481
03-3961-4966
03-3962-6601
03-3955-6781
03-3956-6845
03-5970-3998
080-5421-1459
03-3968-0424
03-3969-9377
03-6454-9293
080-5421-1440
03-5857-7588
03-3559-0991
03-3938-8686
03-6904-3061
03-3939-0330

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
板橋区
板橋区
板橋区

事業所名
久留米運送株式会社 板橋店
中越運送株式会社 板橋営業所
株式会社ＬＮＪ関東 板橋営業所

板橋区

名鉄ゴールデン航空株式会社

板橋営業所

板橋区
品川区
品川区
品川区
品川区
品川区
品川区
品川区
品川区
品川区
品川区
品川区
品川区
品川区
品川区
品川区
品川区
文京区
文京区
文京区
豊島区
豊島区
豊島区
豊島区
豊島区
北区
北区
北区
北区
墨田区

徳丸商運株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大崎１丁目センター
ヤマト運輸株式会社 北品川支店
東和運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 京浜島支店
ワイエストレーディング株式会社 東京営業所
ヤマト運輸株式会社 東品川支店
国際コンテナ輸送株式会社 京浜支店
株式会社ＬＮＪ関東 東京支店
鈴江コンテナー・トランスポート株式会社 東京
中央通運株式会社 東京ターミナル営業所
佐川急便株式会社 目黒営業所
株式会社小野運送店 本社営業所
ＭＡＲＵＳＡ株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 大崎郵便局
生澤運輸有限会社 本社営業所
天野運送株式会社 本社営業所
共立産業株式会社 本社営業所
東洋テック株式会社 東京支社
株式会社全日本ガードシステム 本社営業所
株式会社協和運輸 本社営業所
北町運送株式会社 本社営業所
蓮見運送有限会社 本社
ヤマト運輸株式会社 豊島支店
東礼自動車株式会社 豊島営業所
定方運送有限会社 本社営業所
株式会社ＤＮＰロジスティクス 赤羽事業所
ＳＢＳ即配サポート株式会社 城北支店
ヤマト運輸株式会社 赤羽北支店
鐘渕運送有限会社 本社

電話番号
住所
03-3938-8224
東京都板橋区高島平６－１－１
03-3938-4190
東京都板橋区高島平６－１－１
080-8280-0965
東京都板橋区高島平６－１－１
東京都板橋区高島平６－１－１ 板橋トラックターミナル
03-3938-6549
内
048-465-1090
東京都板橋区徳丸３－３０－１
03-5719-1066
東京都品川区大崎１－１９－１２
03-5479-2466
東京都品川区北品川１－１０－４
03-3450-7561
東京都品川区東品川１－２９－２７
03-3799-4435
東京都品川区八潮３－３－１０
03-5492-7921
東京都品川区八潮２－９
03-3799-3141
東京都品川区八潮１－１－４
03-5492-8019
東京都品川区八潮２－８－１５
090-2875-1132
東京都品川区八潮３－３－１０
03-3790-0981
東京都品川区八潮２－６－７
03-3790-1871
東京都品川区八潮３－３－２２
03-5492-7471
東京都品川区八潮３－２－３８
03-3474-2081
東京都品川区南品川４－２－３３
03-3441-2582
東京都品川区東五反田３－２０－１７
03-3493-2208
東京都品川区西五反田２－３２－７
03-3781-6730
東京都品川区戸越６－７－６
03-5702-0505
東京都品川区荏原１－９－９
03-3816-4706
東京都文京区小石川４－１５－８
03-5802-0708
東京都文京区小日向４－２－８
03-3834-6911
東京都文京区湯島３－１４－９
03-3947-3711
東京都豊島区巣鴨１丁目１８番１１号
03-3947-3711
東京都豊島区巣鴨１丁目１８番１１号
03-3918-3286
東京都豊島区巣鴨５－９－５
080-5481-7678
東京都豊島区上池袋２－８
03-3971-3779
東京都豊島区南池袋３－６－２
03-3911-0332
東京都北区豊島４丁目６番１７号
03-3903-8729
東京都北区赤羽南２－８－２１ ２階
03-5948-7254
東京都北区浮間２－１３－２
080-6699-8191
東京都北区赤羽北１－２３－１４
03-3611-6607
東京都墨田区墨田２－２８－８
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
墨田区
墨田区
墨田区
墨田区
墨田区
墨田区
墨田区
目黒区
目黒区
目黒区
目黒区
目黒区
目黒区
練馬区
練馬区

事業所名
ＳＢＳロジコム関東株式会社 向島支店
有限会社片岡運送 本店
株式会社東都運搬社 本社営業所
アサヒロジ株式会社 墨田支店
向島運送株式会社 東京営業所
花村運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 墨田東支店
リファーシステムジャパン株式会社 本社営業所
株式会社セイショウ 本社営業所
株式会社ヤヨイ 本社営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 渋谷営業所
ヤマト運輸株式会社 目黒中央支店
日本郵便輸送株式会社 目黒営業所
ヤマト運輸株式会社 羽沢支店
日本通運株式会社 首都圏支店移転引越第三営業部江古田

オペレーションセンター
練馬区
福山通運株式会社 練馬営業所
練馬区
ヤマト運輸株式会社 豊玉支店
練馬区
株式会社メッドトラスト東京 本社営業所
練馬区
ヤマト運輸株式会社 谷原支店
練馬区
株式会社大藏 本社営業所
練馬区
株式会社富士トラック 練馬営業所
練馬区
サトー運送株式会社 練馬営業所
練馬区
株式会社興産運輸 本社営業所
練馬区
株式会社黒真物流 本社営業所
練馬区
ヤマト運輸株式会社 関町支店
練馬区
株式会社ハザワ 本社営業所
練馬区
有限会社夏井輸送 本社営業所
練馬区
ホクシン運送株式会社 本社営業所
練馬区
橋本運送有限会社 本社営業所
練馬区
金子運輸株式会社 本社営業所
練馬区
株式会社鈴木商店 本社
練馬区
ヤマト運輸株式会社 練馬錦支店
練馬区
株式会社アクセス・トランスポート 本社
あきる野市 ヤマト運輸株式会社 あきる野五日市センター

住所
東京都墨田区墨田５－１７－４
東京都墨田区東向島６－２７－３
東京都墨田区向島４－１０－１９
東京都墨田区向島５－８－２０
東京都墨田区堤通２－１２－２
東京都墨田区八広２－５９－５
東京都墨田区東墨田２－３－２６
東京都目黒区碑文谷２－７－１１
東京都目黒区原町１－１７－６
東京都目黒区平町２－５－１１
東京都目黒区青葉台３－５－４６
東京都目黒区中目黒５－１－１５
東京都目黒区下目黒５－１８－１７
東京都練馬区羽沢３－２７－１
東京都練馬区旭丘１－２２－１
東京都練馬区豊玉中１－１－２１
東京都練馬区豊玉南２－２４－１５
東京都練馬区貫井３－４３－３
東京都練馬区谷原３－１－５
東京都練馬区谷原４－２０－２９
東京都練馬区石神井町２丁目３６番１７－１０１号
東京都練馬区石神井町４－１７－２３
東京都練馬区下石神井３－４－２５
東京都練馬区石神井台６－１７－２７
東京都練馬区関町北５－９０６－７
東京都練馬区大泉町２－４８－２
東京都練馬区南大泉１－１７－４
東京都練馬区田柄１－８－３２
東京都練馬区春日町４－５－４
東京都練馬区高松５－１４－５
東京都練馬区北町３－１４－６
東京都練馬区錦２－２１－１１
東京都練馬区中村２－３１－５
東京都あきる野市小中野１００－１
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電話番号
03-3616-2710
03-3614-0411
03-3624-3921
03-3622-3662
03-3611-2146
03-3612-5176
080-5045-7652
03-3791-1123
03-3714-5445
03-3718-0925
03-3476-2978
03-5768-8819
03-3714-8445
03-5984-7032
03-5988-6362
03-3643-0831
080-5045-6525
03-3998-0260
03-5923-6395
03-3996-2181
03-6913-4011
03-5923-3100
03-3997-0830
03-3921-5469
080-7776-2607
03-5387-0300
03-3877-3320
03-3939-1335
03-3990-5304
049-270-0362
03-3933-0777
03-3931-2541
03-3999-9811
080-5098-1422

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
あきる野市
稲城市
羽村市
羽村市
羽村市
羽村市
国分寺市
国立市
国立市
国立市
国立市
国立市
国立市
国立市
国立市
国立市
狛江市
狛江市
狛江市
三鷹市
三鷹市
三鷹市
三鷹市
三鷹市
三鷹市
三鷹市
三鷹市
三鷹市
小金井市
小平市
小平市
小平市
小平市
小平市

事業所名
大倉企業株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 稲城支店
株式会社日硝ハイウエー 羽村営業所
ヤマト運輸株式会社 福生支店
北多摩運送株式会社 羽村営業所
竹内運輸工業株式会社 羽村営業所
株式会社永世屋運送 本社営業所
日通ＮＥＣロジスティクス株式会社 車輌課
丸伊運輸株式会社 国立営業所
トランコムＤＳ株式会社 国立センター
航空集配サービス株式会社

住所
東京都あきる野市下代継１８１番地
東京都稲城市東長沼１７０８－３
東京都羽村市緑ヶ丘３－４－１０
東京都羽村市緑ヶ丘２丁目４番３４号
東京都羽村市緑ヶ丘３－６－１４
東京都羽村市神明台三丁目３３番１４号
東京都国分寺市新町１－１－９
東京都国立市谷保１１０８
東京都国立市泉４－１７－７
東京都国立市泉１－１３－１７

多摩ロジスティクスセンター 東京都国立市泉２－１０－１６

東京ポスタル株式会社 国立営業所
日本通運株式会社 国立航空貨物センター
日本郵便輸送株式会社 多摩
鴻池運輸株式会社 国立
株式会社サカイ引越センター 国立支社
株式会社トラスト・ウィン 本社営業所
株式会社ジェイアール東日本物流 狛江物流センター
渋谷運輸サービス有限会社 本社営業所
栄晃産業株式会社 本社
有限会社佐藤清運 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 三鷹東支店
ヤマト運輸株式会社 調布東支店
エヌティ陸送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 三鷹支店
佐川急便株式会社 三鷹営業所
安藤運輸有限会社 本社
ヤマト運輸株式会社 武蔵野支店
ヤマト運輸株式会社 小金井支店
ＳＢＳゼンツウ株式会社 小平営業所
ヤマト運輸株式会社 小平天神町支店
株式会社トーショー 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 小平南支店
ヤマト運輸株式会社 国分寺支店

東京都国立市泉４－１８－１０
東京都国立市泉４－８－１
東京都国立市泉１－９－３
東京都国立市泉町２－６－２
東京都国立市青柳１－３０－１８
東京都狛江市和泉本町２－３２－８
東京都狛江市和泉本町３－２８－１
東京都狛江市岩戸南４－３１－１８
東京都三鷹市牟礼１－１１－１５
東京都三鷹市新川３丁目１９－１４
東京都三鷹市新川３－１３－４３
東京都三鷹市新川２－９－２７
東京都三鷹市下連雀５－９－１３
東京都三鷹市野崎３－２１－１７
東京都三鷹市野崎１－１４－５
東京都三鷹市大沢４－１７－１８
東京都三鷹市深大寺２－３６－２
東京都小金井市桜町１－１５－１６
東京都小平市花小金井３－１３－１４
東京都小平市天神町４－２３－１２
東京都小平市天神町３－１０－３
東京都小平市回田町３１６－１
東京都小平市上水本町１－２６－１０
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電話番号
042-550-2811
080-5451-7119
042-570-7411
080-5421-1212
042-554-3808
042-533-6264
042-321-5874
042-573-5411
042-575-3551
090-1286-4637
042-571-1811
042-574-3948
042-571-2488
042-576-9694
042-580-1071
042-548-8773
03-5438-2170
03-3480-1501
03-3489-9310
0422-48-2235
0422-24-6398
080-5068-0325
080-6699-7689
0422-67-8623
080-5068-0330
0422-33-1611
042-231-2068
080-5045-6527
042-381-9071
042-452-7666
080-5451-8591
042-342-0800
042-320-4352
080-5045-6531

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
小平市
小平市
小平市
昭島市
昭島市
昭島市
昭島市
昭島市
昭島市
昭島市
昭島市
昭島市
昭島市
昭島市
昭島市
西東京市
西東京市
西東京市
青梅市
青梅市
青梅市
青梅市
青梅市
多摩市

事業所名
株式会社ファースト・ロジスティックス 小平営業所
有限会社吉田組 本社営業所
東礼自動車株式会社 小平営業所
株式会社サンエー物流 昭島営業所
日本物流システム株式会社 昭島物流センター
ヤマト運輸株式会社 西東京主管支店
西多摩運送株式会社 西多摩警備センター
ヤマト運輸株式会社 昭島支店
ヤマト運輸株式会社 昭島武蔵野センター
丸信産業有限会社 本社営業所
エヌティ陸送株式会社 拝島営業所
東京港運送株式会社 昭島営業所
多摩運送株式会社 昭島営業所
東昌運輸株式会社 昭島営業所
ヤマト運輸株式会社 昭島郷地センター
ヤマト運輸株式会社 芝久保支店
ヤマト運輸株式会社 保谷町センター
ヤマト運輸株式会社 武蔵野中央支店
ヤマト運輸株式会社 青梅東支店
ワーレックス株式会社 青梅営業所
株式会社三星・運送 青梅事業所
名糖運輸株式会社 西東京物流センター
ヤマト運輸株式会社 青梅支店
東礼自動車株式会社 多摩営業所

多摩市

株式会社いちば流通

多摩市

ヤマト運輸株式会社 多摩支店
セイノースーパーエクスプレス株式会社

町田市
町田市
町田市
町田市
町田市
町田市
町田市

本社営業所

住所
東京都小平市小川東町３－６－１
東京都小平市美園町１－１－２
東京都小平市学園西町３－２９－１０
東京都昭島市美堀町４－１３－４１
東京都昭島市美堀町４－１３－３７
東京都昭島市拝島町４－１０－５
東京都昭島市拝島町３－２－２３
東京都昭島市緑町１－９－６
東京都昭島市つつじが丘１－２６７－５
東京都昭島市田中町１－３５－１
東京都昭島市田中町４－１－１
東京都昭島市武蔵野２－９－２４
東京都昭島市武蔵野３－４５－２
東京都昭島市中神町２－２４－１１
東京都昭島市郷地町２－３３－１４
東京都西東京市芝久保町４－１２－４
東京都西東京市保谷町３－２－１５
東京都西東京市東伏見４－２０５－１
東京都青梅市藤橋３－１－４
東京都青梅市今井３－５－１１
東京都青梅市今井３－４－１４
東京都青梅市新町８－１－１９
東京都青梅市東青梅５丁目２２番３
東京都多摩市関戸６－４－１６
東京都多摩市永山７丁目４番 多摩ニュータウン市場
務棟２階
東京都多摩市南野１－２－２

横浜貨物セン

ター
ヤマト運輸株式会社 町田南支店
株式会社ヤマザキ物流 町田営業所
ヤマト運輸株式会社 町田中央支店
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 相模原支店
マチダトランスポート株式会社 本社営業所
南多摩運送株式会社 町田営業所

東京都町田市鶴間７－３０－１
東京都町田市南町田３－２６－１
東京都町田市南町田三丁目４番４４号
東京都町田市中町２－１９－１５
東京都町田市森野６－４２９－１
東京都町田市旭町２－１３－６
東京都町田市旭町１－２２－５
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電話番号
042-344-4862
042-341-2932
042-341-4851
042-500-5413
042-500-6166
042-546-6741
042-541-2049
080-5451-6726
080-5451-6751
042-541-1648
042-549-0353
042-546-3977
042-519-1233
042-519-2539
080-5451-6732
042-467-0261
042-451-6741
080-5045-8574
070-3874-9027
0428-31-5941
0428-31-4833
0428-30-1511
080-5451-6683
042-371-1773
事

042-338-2670
080-6699-4030
042-788-0140
080-5451-6965
042-799-3489
080-5098-1410
042-728-4634
042-722-9469
042-722-3232

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
町田市
町田市
町田市
町田市
町田市
町田市
町田市
町田市
町田市
町田市
町田市
調布市
調布市
調布市
調布市
調布市
調布市
調布市
調布市
調布市
東久留米市
東久留米市
東久留米市
東久留米市
東久留米市
東久留米市
東村山市
東村山市
東村山市
東村山市
東村山市
東村山市
東村山市
東村山市

事業所名
町田本町田センター
町田玉川学園センター
町田忠生支店
町田東支店
町田小山支店

ヤマト運輸株式会社
ヤマト運輸株式会社
ヤマト運輸株式会社
ヤマト運輸株式会社
ヤマト運輸株式会社
株式会社奥運送 町田
栄運輸株式会社 本社営業所
マルタケ運輸株式会社 町田
芳誠流通株式会社 町田営業所
株式会社ニッコー 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 町田支店
ＳＢＳゼンツウ株式会社 入間営業所
星運輸株式会社 本社営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 調布営業所
ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社

住所
東京都町田市本町田２６７２
東京都町田市本町田３６６７ー１
東京都町田市忠生１－２９－２
東京都町田市西成瀬一丁目５７番１号
東京都町田市小山町８４２－１
東京都町田市三輪町５００－１
東京都町田市大蔵町２７５５－１
東京都町田市大蔵町字大蔵５５１－４
東京都町田市野津田町綾部前１０９１－１
東京都町田市小野路町６７－１
東京都町田市金井８－２４－２４
東京都調布市入間町２－１０－４
東京都調布市深大寺東町１－２９－４
東京都調布市深大寺南町５－４７－７
東京

西海外生活支援センター
ヤマト運輸株式会社 調布支店
ヤマト運輸株式会社 調布国領支店
ヤマト運輸株式会社 狛江支店
株式会社神戸運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 府中東支店
株式会社引越社関東 杉並支店
ヤマト運輸株式会社 東久留米中央支店
株式会社東邦運輸 東京営業所
大生運輸株式会社 東久留米営業所
福山通運株式会社 東久留米営業所
株式会社ヤマザキ物流 武蔵野営業所
株式会社滝野川梱包運輸 本社
横川貨物株式会社 本社営業所
有限会社ケーズライン 本社営業所
株式会社ヤマザキ物流 埼玉第二営業所
株式会社ウインローダー 東村山センター
株式会社東洋運輸 本社
ダイセーロジスティクス株式会社 武蔵野ハブセンター
新運保株式会社 本社営業所

東京都調布市深大寺元町１－７－１
東京都調布市深大寺元町１－７－１
東京都調布市国領町２－１５－１
東京都調布市染地２－６－１
東京都調布市飛田給１－１２－５
東京都調布市飛田給１－６－１０
東京都東久留米市柳窪４丁目７番１号
東京都東久留米市幸町５－２－２
東京都東久留米市幸町４－６－１２
東京都東久留米市中央町１－１－６
東京都東久留米市前沢５ー３１－４
東京都東久留米市柳窪２－５－１４
東京都東村山市秋津町３－３７－１
東京都東村山市青葉町１－２２－２
東京都東村山市久米川町３－３４－１
東京都東村山市久米川町１－５３－１
東京都東村山市恩多町１－１３－２
東京都東村山市恩多町１－３０－２
東京都東村山市恩多町５－３４
東京都東村山市恩多町５－２８－２
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電話番号
080-5098-1518
080-5098-1387
080-5068-1424
080-5451-7970
080-5098-3357
044-989-0381
042-737-3955
042-735-2121
042-860-2455
042-734-1010
080-5451-6490
03-5761-9727
042-487-7747
042-440-7340
042-481-4621
080-6604-8850
080-6697-6145
080-5451-6433
042-483-1326
080-5451-6951
042-429-3001
042-479-1285
042-474-4111
042-471-6111
042-477-2920
042-479-1818
042-393-9340
042-396-8911
042-399-1488
042-397-1460
042-398-3531
042-395-9333
042-393-2281
042-393-9882

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
東村山市
東大和市
東大和市
東大和市
東大和市
日野市
日野市
日野市
日野市
日野市
日野市
日野市
日野市
日野市
日野市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市

事業所名
西多摩運送株式会社 東村山配送センター
ヤマト運輸株式会社 東大和支店
株式会社サンワーク 仲原営業所
株式会社東日本トランスポート 多摩
有限会社吉田組 東大和営業所
千代田運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 日野南支店
丸伊運輸株式会社 日野営業所
朝日運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 南多摩支店
ヤマト運輸株式会社 日野豊田センター
ヤマト運輸株式会社 日野東支店
名鉄ゴールデン航空株式会社 日野営業所
中越テック株式会社 日野営業所
ヤマト運輸株式会社 日野支店
ヤマト運輸株式会社 八王子宮下支店
日本通運株式会社 多摩支店 多摩自動車事業所
株式会社エムラインズ 多摩営業所
日本図書輸送株式会社 八王子営業所
株式会社丸和運輸機関 八王子営業所
北多摩運送株式会社 八王子営業所
株式会社トランスメイト 八王子営業所
山村ロジスティクス株式会社 八王子運輸営業所
福山通運株式会社 八王子支店
ヤクルトロジスティクス株式会社 八王子営業所
株式会社Ｐｓトランスポート 本社営業所
株式会社デイライン 西東京営業所
鎗田運輸有限会社 八王子支店営業所
大和ライン株式会社 本社営業所
株式会社サカイ引越センター 八王子支社
三玉運送有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 八王子大横センター
ヤマト運輸株式会社 八王子恩方センター
ヤマト運輸株式会社 八王子野猿支店
ヤマト運輸株式会社 八王子東支店

住所
東京都東村山市恩多町５－４４－１
東京都東大和市高木３－４２９－５
東京都東大和市仲原４－１１－３
東京都東大和市立野３－５８４－１
東京都東大和市奈良橋４－６４４－３
東京都日野市日野台１－２１－３
東京都日野市日野９９６－２
東京都日野市日野７５３
東京都日野市日野７７７３
東京都日野市落川２００３－７
東京都日野市東豊田２－１０－３
東京都日野市多摩平６－８－９
東京都日野市多摩平５－１１－１０
東京都日野市旭が丘３－１－８
東京都日野市旭ヶ丘６－１１－２４
東京都八王子市宮下町９７－２
東京都八王子市滝山町１－２１４
東京都八王子市滝山町１－５９０・５９１
東京都八王子市宇津木町６７２－１
東京都八王子市小宮町６７８－１
東京都八王子市小宮町３２４
東京都八王子市石川町２９６９－１９
東京都八王子市石川町２９６９－１９
東京都八王子市石川町２９７０－５
東京都八王子市石川町２９６９－３
東京都八王子市高倉町６６－２５
東京都八王子市高倉町１９－１０
東京都八王子市高倉町５－５
東京都八王子市大和田町１－２１－８
東京都八王子市大和田町５－５－７
東京都八王子市元本郷町１－１９－１
東京都八王子市大横町１３－２３
東京都八王子市下恩方町３５０－１
東京都八王子市東中野２００１－２０
東京都八王子市松木２７－６
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電話番号
042-397-1171
080-5451-6710
042-561-2818
042-562-5311
042-843-5447
042-581-1441
080-5451-7170
042-589-6140
042-581-4532
080-5451-7195
080-5451-8450
080-5481-5400
042-843-1446
042-514-8460
080-5068-0327
080-5098-1508
042-696-6122
042-696-3723
042-645-7016
042-645-1600
042-656-3763
042-631-3900
042-631-3178
042-646-4151
042-643-6765
042-660-5733
042-649-3915
042-642-6431
042-643-6611
042-643-6221
042-622-2026
080-5098-1395
080-5451-7063
080-5461-6816
080-5068-3101

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
府中市
府中市
府中市
府中市
府中市
府中市
府中市
府中市
武蔵村山市
武蔵村山市
武蔵村山市
武蔵村山市
武蔵村山市
武蔵村山市
武蔵村山市
武蔵村山市
武蔵村山市
武蔵村山市
武蔵村山市
立川市
立川市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 八王子堀之内センター
間口ロジスティクス株式会社 多摩営業所
都流通商会株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 八王子西支店
ヤマト運輸株式会社 八王子支店
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 八王子営業所
株式会社エネックス 八王子営業所
花王ロジスティクス株式会社 八王子営業所
株式会社ロイヤルコーポレーション 関東営業所
ヤマト運輸株式会社 八王子陣馬支店
ジャスト物流株式会社 多摩営業所
ヤマト運輸株式会社 八王子南支店
ＳＢＳゼンツウ株式会社 八王子営業所
ヤマト運輸株式会社 八王子くぬぎだセンター
デリバリーサービス株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 府中南支店
株式会社高木商事運輸 府中
三光運送株式会社 本社営業所
北多摩運送株式会社 府中営業所
ヤマト運輸株式会社 府中西支店
ヤマト運輸株式会社 府中支店
株式会社新開トランスポートシステムズ 府中営業所
ヤマト運輸株式会社 武蔵村山支店
竹内運輸工業株式会社 武蔵村山営業所
丸重運輸株式会社 本社
筑波運輸建設株式会社 本社
株式会社アーバントラッカー 本社
株式会社ジャパンカーゴ 多摩営業所
東京ユニオン物流株式会社 立川営業所
ヤマト運輸株式会社 武蔵村山伊奈平センター
有限会社ケイアイエヌ 東京営業所
スターゼンロジスティクス株式会社 多摩営業所
株式会社斉藤商事 東京営業所
ヤマト運輸株式会社 光町支店
プロスタッフ株式会社 本社営業所

住所
東京都八王子市松木１８－８
東京都八王子市南大沢３－２１－１
東京都八王子市上柚木２８８番地１－１０１号
東京都八王子市元八王子町２－１０３８－１
東京都八王子市北野町５６９－１
東京都八王子市北野町５６８番地５
東京都八王子市北野町５８６
東京都八王子市兵衛２－２２－１
東京都八王子市川口町３８１９番１
東京都八王子市川口町１１４１－１
東京都八王子市犬目町１２－２
東京都八王子市東浅川町５６５－７
東京都八王子市小比企町１１３２－４
東京都八王子市椚田町３６５
東京都府中市若松町３丁目２８番地の７
東京都府中市白糸台１－５０－１
東京都府中市是政３－６４－５－２０３
東京都府中市矢崎町３－１－５
東京都府中市本町４－３５－１
東京都府中市四谷６－２７－５
東京都府中市日新町１－３－１７
東京都府中市日新町２－２
東京都武蔵村山市神明１－９４
東京都武蔵村山市学園一丁目１２５番
東京都武蔵村山市学園５－１２－２
東京都武蔵村山市学園１－１２５
東京都武蔵村山市大南２－８－１２
東京都武蔵村山市伊奈平３－７－１
東京都武蔵村山市伊奈平５－６５－１
東京都武蔵村山市伊奈平６－３８－２
東京都武蔵村山市残堀４－３
東京都武蔵村山市中原４－７－３０ 恵成ビル
東京都武蔵村山市中原４丁目１２番地の４
東京都立川市若葉町３－６８－２
東京都立川市栄町５－１１－１
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電話番号
080-6695-6248
042-670-1199
042-675-1171
080-5098-3084
080-5481-5138
042-648-2161
042-644-5131
042-632-7854
042-659-1034
070-3874-9060
042-654-1380
080-5068-0492
042-683-1744
080-5451-8448
042-358-8555
080-5451-8449
0423-66-6783
042-335-1881
042-366-2112
080-5451-6542
080-5451-6549
042-362-6411
080-5045-9709
042-569-8831
042-565-3791
042-516-1717
042-560-6266
0425-20-7303
042-520-2531
080-5451-6670
042-520-8680
042-519-5993
042-560-7954
080-5481-7745
042-534-9866

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
立川市
立川市
立川市
立川市
立川市
立川市
立川市
立川市
立川市
立川市
立川市
立川市
立川市
立川市
西多摩郡
西多摩郡
西多摩郡
西多摩郡
西多摩郡
西多摩郡
西多摩郡
西多摩郡
西多摩郡
西多摩郡
西多摩郡
西多摩郡
西多摩郡
西多摩郡
西多摩郡

事業所名
ヤマト運輸株式会社 立川西支店
多摩運送株式会社 多摩ネットワークセンター
北多摩運送株式会社 立川営業所
ヤマト運輸株式会社 立川中央支店
株式会社ヤマタネロジスティクス 立川営業所
デリバリーサービス株式会社 立川ハブセンター
西多摩運送株式会社 立川営業所
ＳＧムービング株式会社 西東京営業所
ヤマト運輸株式会社 立川南支店
多摩総業有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 立川一番町センター
丸昭運送株式会社 東京営業所
ヤマト運輸株式会社 昭島北支店
ヤマトボックスチャーター株式会社 西東京支店
株式会社食品流通システム 多摩センター
ヤマト運輸株式会社 あきる野支店
株式会社多摩流通 本社営業所
名糖運輸株式会社 多摩営業所
ＴＡＫＡＩＤＯクールフロー株式会社 瑞穂営業所
株式会社トーショー 西東京営業所
株式会社ロジメディカル 多摩営業所
株式会社ウインローダー 西多摩支店
有限会社ビックウェーブライン 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 羽村支店
ヤマト運輸株式会社 瑞穂高根センター
愛知陸運株式会社 羽村出張所
株式会社錦江 西多摩営業所
株式会社ＩＨＩジェットサービス 瑞穂事業所
ヤマト運輸株式会社 奥多摩センター

住所
東京都立川市高松町１－２４－２５
東京都立川市高松町１－１００－１－１１
東京都立川市曙町１－３７－２
東京都立川市富士見町２－３２－２７
東京都立川市富士見町１－１４－５
東京都立川市泉町９３５番地の１
東京都立川市泉町９３５番地２３６号棟１０１号室
東京都立川市泉町９３５番地
東京都立川市錦町５－１８－４
東京都立川市砂川町８－１８－３０ １階
東京都立川市一番町６－２７－１９
東京都立川市西砂町３丁目６４－３
東京都立川市西砂町２－４３－５
東京都立川市西砂町３－２０－１
東京都西多摩郡日の出町平井２０番地７
東京都西多摩郡日の出町平井３３－２
東京都西多摩郡日の出町大字平井６－１
東京都西多摩郡日の出町平井２０－７
東京都西多摩郡瑞穂町駒形富士山２７－１
東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷７２２－２
東京都西多摩郡瑞穂町むさし野３－３－１９
東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原３－４
東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎西松原５１－６
東京都西多摩郡瑞穂町長岡３－１－１２
東京都西多摩郡瑞穂町大字高根２６０－３
東京都西多摩郡瑞穂町長岡３－５－１０
東京都西多摩郡瑞穂町長岡２－４－４
東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷２２９
東京都西多摩郡奥多摩町丹三郎２５５－３
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電話番号
070-3874-9025
042-526-4456
042-523-1262
080-5451-7021
042-525-2561
042-520-6130
042-523-2271
042-528-8250
080-5451-6879
042-537-0404
080-5451-6637
042-511-6019
080-5451-6744
042-560-6361
042-588-7156
080-5451-6758
042-597-6688
042-597-5411
042-557-8161
042-568-2933
042-539-5100
042-556-1181
042-843-5288
080-5068-3100
080-5068-0439
042-554-2051
042-556-9833
042-568-7389
080-5045-9188

主な輸送品目（任意掲載）

