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市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

綾瀬市 ヤマト運輸株式会社　神奈川綾瀬深谷センター 神奈川県綾瀬市深谷中８－３－５ 080-6698-2458

綾瀬市 鴻池運輸株式会社　神奈川綾瀬営業所 神奈川県綾瀬市深谷上８－２７－１ 0467-71-5605

綾瀬市 関東明雪運輸株式会社　綾瀬営業所 神奈川県綾瀬市深谷上８丁目２－３３ 0467-76-4431

綾瀬市 東罐ロジテック株式会社　厚木営業所 神奈川県綾瀬市小園８４１ 0467-78-2120

綾瀬市 神静流通センター株式会社　綾瀬事業所 神奈川県綾瀬市吉岡東２－１６５ 0467-76-3804

綾瀬市 川崎運送株式会社　厚木営業所 神奈川県綾瀬市吉岡東２－２－７ 0467-78-8813

綾瀬市 ウイングトランスポート株式会社　神奈川営業所 神奈川県綾瀬市寺尾本町１－２２－１９ 0467-71-2600

綾瀬市 ヒタチ株式会社　綾瀬ハブセンター 神奈川県綾瀬市寺尾釜田１丁目２０－１６－１０２ 0467-79-5644

伊勢原市 株式会社エスロジスティクス　本社営業所 神奈川県伊勢原市笠窪４３２番地１ 0463-92-7115

伊勢原市 愛知陸運株式会社　厚木営業所 神奈川県伊勢原市石田字下河内１７４０ 0463-92-5180

伊勢原市 福山通運株式会社　伊勢原支店 神奈川県伊勢原市見附島３００ 0463-96-1292

伊勢原市 ＳＢＳフレイトサービス株式会社　湘南営業所 神奈川県伊勢原市下落合３９４－１ 0463-97-3555

伊勢原市 有限会社木村運輸　関東営業所 神奈川県伊勢原市下落合４６－６ 0463-90-1510

伊勢原市 法成寺運輸株式会社　関東営業所 神奈川県伊勢原市下落合６２－２ 046-397-2205

伊勢原市 久留米運送株式会社　神奈川支店 神奈川県伊勢原市下落合字道下３５２－１０ 0463-93-5301

伊勢原市 カリツー株式会社　神奈川営業所 神奈川県伊勢原市下落合３５２－１ 0463-93-3034

伊勢原市 躍進運輸株式会社　厚木営業所 神奈川県伊勢原市歌川２丁目３番１３、３番２６ 0463-96-4807

伊勢原市 株式会社トーリク　伊勢原営業所 神奈川県伊勢原市上粕屋６９７－３ 0463-96-0380

伊勢原市 ヤマト運輸株式会社　伊勢原下糟屋センター 神奈川県伊勢原市下糟屋字塚田１６４０ 080-6698-9839

伊勢原市 株式会社金谷商運　伊勢原営業所 神奈川県伊勢原市鈴川２３番地 0463-73-8903

伊勢原市 株式会社暁運輸　伊勢原営業所 神奈川県伊勢原市鈴川２０番地 0463-94-5167

伊勢原市 神農流通株式会社　伊勢原営業所 神奈川県伊勢原市鈴川２２ 0463-92-5835

横須賀市 株式会社　ロジパルエクスプレス　横浜南営業所 神奈川県横須賀市夏島町２８７３－１７ 046-867-3511

横須賀市 ヤマト運輸株式会社　金沢八景支店 神奈川県横須賀市夏島町１５－７ 080-5045-8874

横須賀市 株式会社東洋陸送社　追浜営業所 神奈川県横須賀市夏島町２－９ 046-865-8420

横須賀市
株式会社タカダ・トランスポートサービス　横須賀セン

ター営業所
神奈川県横須賀市浦郷町５丁目２９３１－６７ 046-866-7570

横須賀市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　横須賀支店 神奈川県横須賀市浦郷町５－２９３１－４５ 046-867-6020

横須賀市 ヤマト運輸株式会社　横須賀追浜支店 神奈川県横須賀市浦郷町５丁目２９３１－４６ 080-6604-7675

横須賀市 春日運送株式会社　横浜営業所 神奈川県横須賀市浦郷町５－２９３１－９０ 046-865-3425

横須賀市 夏島運輸株式会社　本社営業所 神奈川県横須賀市浦郷町５－２９３１－６８ 046-865-4535

横須賀市 湘南カーゴ株式会社　森崎営業所 神奈川県横須賀市森崎１－１８－１９ 046-837-1600

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（神奈川県）
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横須賀市 株式会社コヤマ物流　本社営業所 神奈川県横須賀市森崎１－１８－２０ 0468-35-9330

横須賀市 有限会社塚越運送　本社 神奈川県横須賀市森崎１－１６－９ 046-834-5466

横須賀市 ヤマト運輸株式会社　横須賀森崎支店 神奈川県横須賀市森崎１－１６－１６ 080-5098-1930

横須賀市 有限会社大洋興業運送　本社 神奈川県横須賀市池上３－４－２９ 046-851-1232

横須賀市 ヤマト運輸株式会社　横須賀支店 神奈川県横須賀市船倉１－１－１４ 080-6604-6282

横須賀市 佐川急便株式会社　横須賀営業所 神奈川県横須賀市舟倉２－５－２７ 046-830-3131

横須賀市 有限会社古屋運送　本社営業所 神奈川県横須賀市鴨居３－８６－１０ 046-844-3783

横須賀市 タムラ運輸サービス株式会社　本社 神奈川県横須賀市久里浜１－２０００－１２ 046-834-2100

横須賀市 ヤマト運輸株式会社　横須賀秋谷支店 神奈川県横須賀市秋谷１－１９－７ 080-5451-4876

横浜市 福山通運株式会社　横浜西営業所 神奈川県横浜市西区平沼１－１０－１０ 045-321-1241

横浜市 有限会社大吉運送　本社 神奈川県横浜市西区浅間町２－１０６－２ 045-311-5962

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜西支店 神奈川県横浜市西区浅間町４－３３４－３ 080-6604-6355

横浜市 シグマロジスティクス株式会社　子安営業所 神奈川県横浜市神奈川区守屋町３丁目１３番地６ 080-5893-1078

横浜市 日本郵便輸送株式会社　横浜 神奈川県横浜市神奈川区守屋町１－３－３ 045-451-1462

横浜市 株式会社バンテックセントラル　横浜営業所 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目１３－１ 045-453-0641

横浜市 日本通運株式会社　横浜航空貨物センター 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町２－１－２ 045-453-1025

横浜市 株式会社三榮横浜　本社営業所 神奈川県横浜市神奈川区出田町１－２ 045-440-3675

横浜市 日興運送株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市神奈川区千若町２－１ 045-441-9867

横浜市 株式会社アレックスヨコユ　本社営業所 神奈川県横浜市神奈川区栄町１５－９　玉置ビル２階 045-461-5036

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜神奈川平川町支店 神奈川県横浜市神奈川区平川町２６－１６ 080-5045-0452

横浜市 株式会社関根エンタープライズ神奈川　本店 神奈川県横浜市神奈川区三枚町５５１－４１ 045-350-2510

横浜市 石井商事運輸株式会社　保土ヶ谷営業所 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町６４５ 045-355-5527

横浜市 ヤマト運輸株式会社　神奈川保土ヶ谷岡沢町支店 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町７４７－１ 080-5098-3745

横浜市 佐川急便株式会社　横浜北営業所 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町８３－１ 045-373-8878

横浜市 日本通運株式会社　横浜羽沢コンテナセンター
神奈川県横浜市神奈川区羽沢町８３－１ＪＲ横浜羽沢駅構

内
045-381-2323

横浜市 日本通運株式会社　新横浜物流センター 神奈川県横浜市港北区師岡町６３６－２－２ 045-543-8555

横浜市 アートコーポレーション株式会社　新横浜支店 神奈川県横浜市港北区新横浜１丁目１０番３ 045-474-0123

横浜市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　新横浜営業所 神奈川県横浜市港北区新横浜１－１０－１３ 045-472-2374

横浜市 ヤマト運輸株式会社　港北岸根支店 神奈川県横浜市港北区小机町１７２６ 080-5045-0472

横浜市 天野運送株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市港北区岸根町６６－２ 045-472-2341

横浜市 株式会社ワイズトランス　本社営業所 神奈川県横浜市都筑区池辺町４７０４番４０３－２号 045-935-1555

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜新鶴見支店 神奈川県横浜市鶴見区駒岡２丁目１８－４５ 080-6604-8217

横浜市 株式会社エヌファースト　本社営業所 神奈川県横浜市港北区綱島西２－１１－２－２０４ 045-642-6377

横浜市 株式会社浩栄興業　本社営業所 神奈川県横浜市港北区新吉田町５６０４番地１ 045-590-5680
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横浜市 株式会社サカイ引越センター　新横浜支社営業所 神奈川県横浜市港北区新羽町１１５４番地 045-545-0505

横浜市 東京アンデス物流株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市港北区新羽町１２２３ 045-633-1574

横浜市 株式会社アルプス物流　横浜営業所 神奈川県横浜市港北区新羽町１７６７ 045-531-4135

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜港北日吉支店 神奈川県横浜市港北区日吉７－２２－２０ 080-5043-7060

横浜市 ヤマト運輸株式会社　青葉荏田支店 神奈川県横浜市都筑区荏田南町４２０６－１ 080-6604-7700

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜都筑支店 神奈川県横浜市都筑区東山田４－４４－１６ 080-5043-7086

横浜市 横浜興運有限会社　本社 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南２－１５－１９ 045-943-5338

横浜市 高山運輸有限会社　本社 神奈川県横浜市都筑区大熊町３０ 045-474-0568

横浜市 川崎運送株式会社　新横浜営業所 神奈川県横浜市都筑区折本町３６４－２ 045-470-2275

横浜市 ＳＢＳロジコム関東株式会社　横浜港北支店 神奈川県横浜市都筑区川向町６３９－２ 045-473-0412

横浜市 山勝商事株式会社　本社 神奈川県横浜市都筑区川向町１０２３－１ 045-476-1881

横浜市 東日本エア・ウォーター物流株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市都筑区川向町字北耕地１０２０－１ 045-472-7051

横浜市 ヤマト運輸株式会社　港北インター支店 神奈川県横浜市都筑区東方町３５７－１ 080-5045-8795

横浜市 株式会社論渡物流　横浜営業所 神奈川県横浜市都筑区池辺町２４５０－４０１号 045-482-7412

横浜市 シグマロジスティクス株式会社　港北営業所 神奈川県横浜市都筑区池辺町４３９８番地 080-5893-1081

横浜市 株式会社平成通商　都筑営業所 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町１５５ 045-931-6553

横浜市 高橋運輸興業株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町３３４番 045-482-7610

横浜市 株式会社ベストランス　横浜共配センター 神奈川県横浜市都筑区川和町７４１－１ 045-933-7772

横浜市 ヤマト運輸株式会社　青葉藤が丘センター 神奈川県横浜市都筑区川和町２４６６－１ 080-6699-6261

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜青葉美しが丘支店 神奈川県横浜市青葉区鉄町１４６９ 080-5068-1473

横浜市 丸伊運輸株式会社　横浜緑営業所 神奈川県横浜市緑区上山１丁目－１５－１ 045-509-1062

横浜市 ＳＢＳゼンツウ株式会社　横浜北部営業所 神奈川県横浜市緑区青砥町３５３－２ 045-938-5455

横浜市 臼杵運送株式会社　横浜配送センター 神奈川県横浜市緑区長津田町４２４３－１　３Ｆ 045-482-3627

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜青葉支店 神奈川県横浜市青葉区もえぎ野２－１ 080-5098-1932

横浜市 新光運輸株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市鶴見区矢向１丁目１３－４０ 045-583-3541

横浜市 アサガミ物流株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市鶴見区矢向６－２０－４８ 045-580-0130

横浜市 株式会社加藤運送　本社営業所 神奈川県横浜市鶴見区尻手３－７－２３ 045-581-4213

横浜市 東京トラック運送株式会社　鶴見支店 神奈川県横浜市鶴見区上末吉３－５－２ 045-581-6241

横浜市 中丸産業運輸株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市鶴見区朝日町１－５８ 045-521-4322

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜鶴見支店 神奈川県横浜市鶴見区朝日町１－９－２ 080-5043-7164

横浜市 株式会社パスト　本社 神奈川県横浜市鶴見区朝日町１－５８ 045-510-0210

横浜市
株式会社タカダ・トランスポートサービス　横浜センター

営業所
神奈川県横浜市鶴見区安善町２－５－４ 045-510-4606

横浜市 株式会社ヤマタネロジスティクス　安善営業所 神奈川県横浜市鶴見区安善町１丁目１番１号 045-508-1913

横浜市 株式会社弥生京極社　本社 神奈川県横浜市鶴見区小野町４５ 045-501-7656
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横浜市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　川崎航空営業所 神奈川県横浜市鶴見区生麦２－２０３６－１０５ 045-510-4351

横浜市 ＳＢＳリコーロジスティクス株式会社　神奈川営業所 神奈川県横浜市鶴見区生麦２－２－２６ 050-3534-3939

横浜市 株式会社サカイ引越センター　横浜支社 神奈川県横浜市鶴見区生麦１－１４－９ 045-511-1141

横浜市 西濃運輸株式会社　鶴見支店 神奈川県横浜市鶴見区生麦２－３－２ 03-5857-7610

横浜市 株式会社丸運トランスポート東日本　京浜支店京浜営業所 神奈川県横浜市鶴見区大黒町１３－１ 045-504-8293

横浜市 キャリテック株式会社　京浜営業所 神奈川県横浜市鶴見区大黒町５－３９ 045-500-4746

横浜市 ヤマト運輸株式会社　鶴見大黒ふ頭センター 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１５－１ 080-5481-5406

横浜市 株式会社タイトー　横浜大黒オフィス
神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭２２　㈱横浜国際流通セン

ター事務所棟４階１４０３号棟
045-834-7914

横浜市 加藤運輸有限会社　横浜営業所 神奈川県横浜市鶴見区大黒埠頭６番地　２階 045-947-3801

横浜市 株式会社辰巳商会　関東陸運営業所 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１ 045-502-2696

横浜市 菱倉運輸株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市鶴見区大黒埠頭２０ 045-506-2081

横浜市 ヤマト運輸株式会社　港北日吉本町センター 神奈川県横浜市鶴見区駒岡５－１３－２５ 080-6604-5143

横浜市 株式会社高木運輸　本社 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ谷３－５－２７ 045-582-1222

横浜市 進和運輸株式会社　本社 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷２－３８－３７ 045-582-6267

横浜市 日京運輸株式会社　鶴見営業所 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾６－１４－２０ 045-581-1022

横浜市 株式会社ヤマタネロジスティクス　海外引越営業所 神奈川県横浜市中区山下町２７９－１ 03-3820-1130

横浜市 株式会社相良運輸倉庫　新山下営業所 神奈川県横浜市中区新山下３丁目１１－４１ 045-628-2344

横浜市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　横浜支店 神奈川県横浜市中区新山下３－７－３１ 045-628-0533

横浜市 山昭運輸株式会社　新山下営業所 神奈川県横浜市中区新山下３－１１－４１ 045-625-6563

横浜市 ジャパントレーディング株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市中区新山下３－９－１ 045-308-7011

横浜市 株式会社ヤシマコンテナサービス　横浜支店 神奈川県横浜市中区新山下３－７－２７ 045-623-1151

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜中支店 神奈川県横浜市中区新山下３－１－１８ 080-5068-3305

横浜市 株式会社シーガルエクスプレス　本社 神奈川県横浜市中区新山下３丁目８番４５号 045-625-1681

横浜市 日軽物流株式会社　海貨営業所
神奈川県横浜市中区本牧埠頭１－１　臨海鉄道本牧埠頭駅

第二ビル２階一室
045-624-1461

横浜市 株式会社甲洋　本社営業所 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１－１ 045-624-1002

横浜市 鈴江コンテナー・トランスポート株式会社　横浜センター 神奈川県横浜市中区本牧埠頭１ 045-622-3856

横浜市
日本通運株式会社　東名横浜物流センター事業所海外引越

センター
神奈川県横浜市中区錦町１２ 045-628-6710

横浜市 日通横浜運輸株式会社　本牧事業所 神奈川県横浜市中区錦町９番地 045-628-4376
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横浜市 日本通運株式会社　鶴見重機建設支店 神奈川県横浜市中区錦町１０ 045-621-1221

横浜市 日本通運株式会社　横浜コンテナ輸送事業所 神奈川県横浜市中区錦町１０ 045-625-5300

横浜市 日鉄物流君津株式会社　横浜事業所 神奈川県横浜市中区錦町９ 045-621-2031

横浜市 第一運輸興業株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市中区かもめ町５６番地の１ 045-625-3711

横浜市 稲葉産業株式会社　本牧営業所 神奈川県横浜市中区かもめ町５９ 045-629-6601

横浜市 上組陸運株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市中区南本牧３－１１ 045-628-6711

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜大岡支店 神奈川県横浜市港南区最戸１－５５ 080-5045-8773

横浜市 株式会社カープラザ飯野　本社営業所 神奈川県横浜市港南区下永谷６－８－５ 045-828-1812

横浜市 株式会社引越社関東　港南台支店 神奈川県横浜市港南区港南台３丁目２２－３ 045-830-3126

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜港南台支店 神奈川県横浜市港南区港南台７丁目５１－８ 080-6604-7681

横浜市 株式会社パル横浜　横浜営業所 神奈川県横浜市磯子区鳳町２番６ 045-750-0980

横浜市 平沢運輸株式会社　磯子営業所 神奈川県横浜市磯子区鳳町２ー６ 045-750-0147

横浜市 株式会社不二運輸倉庫　本社営業所 神奈川県横浜市磯子区岡村３－３－１３ 045-761-7428

横浜市 ＳＢＳロジコム関東株式会社　新杉田物流センター支店 神奈川県横浜市磯子区杉田５－３２－５０ 045-342-8048

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜主管支店 神奈川県横浜市磯子区杉田５－３１－２７ 045-776-7355

横浜市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　横浜南営業所 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町３－８ 045-775-3911

横浜市 港運輸工業株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町７－２ 045-772-0744

横浜市 名糖運輸株式会社　湘南営業所 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町７－１ 045-778-3447

横浜市 丸伊運輸株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町７ 045-769-2534

横浜市 福山通運株式会社　横浜南支店 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１１－２ 045-771-1811

横浜市 株式会社エスラインギフ　横浜営業所 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町７－１ 045-772-3411

横浜市 アサガミ株式会社　根岸営業所 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町７－２ 045-771-7615

横浜市 富国運輸株式会社　幸浦営業所 神奈川県横浜市金沢区幸浦２丁目１２番１ 045-786-9896

横浜市 梅田運輸倉庫株式会社　横浜西　営業所 神奈川県横浜市金沢区幸浦１丁目１２－１ 045-771-5334

横浜市 宝鋼材運輸有限会社　本社 神奈川県横浜市金沢区幸浦２－２－１０ 045-784-9570

横浜市 株式会社エムアイ物流　金沢営業所 神奈川県横浜市金沢区幸浦２－１３－３ 045-786-5377

横浜市 福山通運株式会社　横浜金沢営業所 神奈川県横浜市金沢区幸浦２－１０－２ 045-780-3411

横浜市 みなと運送株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市金沢区幸浦２－１３－３ 045-781-3710

横浜市 盛徳建設運輸株式会社　金沢営業所 神奈川県横浜市金沢区幸浦２－９－９ 045-785-0324

横浜市 富島運輸株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市金沢区幸浦１－２－２０ 045-778-4741

横浜市 吉田運送株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市金沢区幸浦２－１３－３ 045-783-5268

横浜市 ニッポンロジ株式会社　横浜支店 神奈川県横浜市金沢区幸浦２丁目１４番地３ 045-783-0117

横浜市 日発運輸株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市金沢区福浦３－１０－１ 045-788-0814

横浜市 髙田運輸株式会社　福浦営業所 神奈川県横浜市金沢区福浦２－１５－３ 045-784-3330
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横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜保土ヶ谷仏向支店 神奈川県横浜市保土ヶ谷区仏向町１３６１－１ 080-5045-0523

横浜市 株式会社サントス　横浜営業所 神奈川県横浜市保土ヶ谷区上菅田町１４０６ 045-373-3555

横浜市 神奈川やよい運送株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市瀬谷区竹村町１３－１４ 045-306-0841

横浜市 株式会社池田興運　本社営業所 神奈川県横浜市保土ヶ谷区峰沢町２５８－３８ 045-336-1633

横浜市 板橋商事株式会社　常盤台営業所 神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台７７－２５ 045-332-4422

横浜市 関東いづみ運輸株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市旭区上白根町７２５ 045-953-1674

横浜市 真栄運輸株式会社　本社 神奈川県横浜市旭区西川島町８２－３ 045-371-0661

横浜市 株式会社Ｙ・Ｄ・Ｌ　本社営業所 神奈川県横浜市緑区霧が丘２－１２－１ 045-924-6036

横浜市 和喜輸送株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市旭区上川井町２０５２－１ 045-489-9661

横浜市 丸全京浜物流株式会社　東名横浜物流センター営業所 神奈川県横浜市旭区上川井町１９６５番地－１ 045-920-0315

横浜市 株式会社大新　関東支店 神奈川県横浜市旭区川井宿町１７０－４ 045-958-2767

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜旭支店 神奈川県横浜市旭区さちが丘７５－１，７５－６ 080-5045-0478

横浜市 寿ロジコム株式会社　横浜　営業所 神奈川県横浜市旭区上川井町２４５５－３ 045-921-9369

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜倉田町支店 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１５９５ 080-6604-9606

横浜市 株式会社ギオン　横浜センター 神奈川県横浜市戸塚区平戸町１００ 045-828-2882

横浜市 株式会社ファースト・ロジスティックス　横浜営業所 神奈川県横浜市戸塚区平戸町１００　２階 045-821-4114

横浜市 トナミ運輸株式会社　横浜営業所
神奈川県横浜市戸塚区平戸町字１町田１２５６，１２４５

（備考欄参照）
045-822-7721

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜東戸塚支店 神奈川県横浜市戸塚区上品濃１２ 080-5045-0527

横浜市 東京商運株式会社　横浜営業所
神奈川県横浜市戸塚区柏尾町８２５－１１　ＲＫビル２０

７号
045-392-3226

横浜市 株式会社ブライト　南横浜営業所 神奈川県横浜市栄区飯島町５７－１ 045-898-3550

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜栄支店 神奈川県横浜市栄区飯島町長谷１４９１－１ 080-5045-0471

横浜市 北港運輸株式会社　横浜支店 神奈川県横浜市栄区田谷町１　住友電気工業㈱内 045-851-6365

横浜市 協立運輸倉庫株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市栄区金井町３５８ 045-852-6401

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜緑園センター 神奈川県横浜市泉区岡津町１４３７ 080-5481-5249

横浜市 東京高速陸運株式会社　横浜営業所 神奈川県横浜市泉区弥生台７２－１３ 045-435-9506

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜泉支店 神奈川県横浜市泉区中田町２７６２－１ 080-5043-6409

横浜市 世新建設運輸株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市泉区和泉町２５８０－２ 045-800-3501

横浜市 株式会社丸送　本社営業所 神奈川県横浜市泉区和泉町５９４１ 045-802-3031

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜いずみ野センター 神奈川県横浜市泉区上飯田２２４３－１ 080-5045-0486

横浜市 名糖運輸株式会社　戸塚センター 神奈川県横浜市戸塚区秋葉町４２２－１ 045-814-3206

横浜市
石井商事運輸株式会社　石井商事運輸株式会社　戸塚営業

所
神奈川県横浜市戸塚区上矢部町２２８８　４Ｆ 045-435-9501

横浜市 ヤマト運輸株式会社　横浜上矢部センター 神奈川県横浜市戸塚区上矢部２３４１－２１ 080-6604-6281
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横浜市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　横浜西支店 神奈川県横浜市瀬谷区卸本町９２７９－６４ 045-922-6155

横浜市 有限会社高島建材　本社営業所 神奈川県横浜市保土ヶ谷区釜台町４５－８ 045-921-7681

横浜市 日本通運株式会社　東名横浜物流センター事業所営業課 神奈川県横浜市瀬谷区北町２５番９ 045-924-2421

横浜市 日本図書輸送株式会社　神奈川営業所 神奈川県横浜市瀬谷区北町４２－１０ 045-921-9891

横浜市 長谷川運輸倉庫株式会社　横浜営業所
神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷町８９５３－１東京ロジファク

トリー横浜町田物流センター３階
045-444-9856

横浜市 株式会社石川興業運輸　横浜営業所 神奈川県横浜市瀬谷区上瀬谷町４５－６ 045-924-2810

横浜市 佐川急便株式会社　横浜瀬谷営業所 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町１２－３ 045-921-2436

横浜市 ＳＢＳゼンツウ株式会社　瀬谷営業所 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南４－３－１０ 045-360-7601

横浜市 株式会社みなみ配送　本社営業所 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南３丁目２２－５ 045-363-0194

横浜市 有限会社杉之間サービス　本社営業所 神奈川県横浜市栄区公田町１０４２－３ 045-893-5719

横浜市 麻生運送株式会社　本社営業所 神奈川県横浜市栄区東上郷町１－４０ 080-9804-3082

海老名市 株式会社ＲＴカンパニー　海老名 神奈川県海老名市本郷１７００－３ 046-207-2601

海老名市 ヤマト運輸株式会社　海老名柏ヶ谷センター 神奈川県海老名市東柏ヶ谷５－１－１８ 080-6698-2960

海老名市 田口運送株式会社　厚木第二営業所 神奈川県海老名市杉久保北２－１－１２ 046-238-8155

海老名市 丸伊運輸株式会社　海老名営業所 神奈川県海老名市杉久保北２－１－１２ 046-259-6471

海老名市 株式会社アイソネットライン　厚木営業所 神奈川県海老名市杉久保北２－１－１２ 046-239-2121

海老名市 株式会社静岡サンワ　海老名営業所 神奈川県海老名市上河内字河内町１４－５ 046-259-9310

海老名市 株式会社月島物流サービス　厚木営業所 神奈川県海老名市上河内１９ 046-238-3377

海老名市 株式会社Ｋ・Ｔライン　本社 神奈川県海老名市本郷２３１５ 046-204-9491

海老名市 直販配送株式会社　海老名支店 神奈川県海老名市本郷２３１６－１ 046-401-1515

海老名市 名糖運輸株式会社　海老名営業所
神奈川県海老名市本郷１７６２・１７６３－１・１７６４

－２
046-239-0781

海老名市 トナミ首都圏物流株式会社　湘南支店 神奈川県海老名市本郷１６７５番 046-238-0414

海老名市 丸伊運輸株式会社　厚木営業所 神奈川県海老名市本郷２６６５ 046-238-6634

海老名市 東日本急行株式会社　南関東営業所 神奈川県海老名市本郷２６８９－１ 046-237-1975

海老名市 共通運送株式会社　神奈川支店 神奈川県海老名市本郷２４０２－１ 046-237-2588

海老名市 共進運輸株式会社　海老名営業所 神奈川県海老名市今里２－１８－８ 046-236-1212

海老名市 ホソダ商運株式会社　本社営業所 神奈川県海老名市今里１－１５－２２ 046-235-0760

海老名市 大和物流株式会社　竜ヶ崎支店海老名出張所 神奈川県海老名市社家４５５ 046-237-1911

海老名市 東洋商事株式会社　厚木 神奈川県海老名市社家１０２７ 046-236-5860

海老名市 日本郵便輸送株式会社　海老名 神奈川県海老名市中野３－１５－２ 046-240-9671

海老名市 東部ネットワーク株式会社　海老名営業所 神奈川県海老名市杉久保南１丁目３－３ 046-238-1544

海老名市 有限会社リョウセイ　海老名営業所 神奈川県海老名市杉久保南３丁目３０番８号 046-237-2026

海老名市 株式会社タカラ倉庫運輸サービス　本社営業所 神奈川県海老名市上今泉３－７－３４ 046-231-4770
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鎌倉市 丸進興業運輸株式会社　本社営業所 神奈川県鎌倉市岩瀬９８０－１ 0467-44-7721

鎌倉市 株式会社湘南アローライナー　本社営業所 神奈川県鎌倉市梶原３６０－３ 0467-38-7048

鎌倉市 三菱電機ロジスティクス株式会社　鎌倉事業所 神奈川県鎌倉市上町屋３２５ 0467-45-4156

鎌倉市 ヤマト運輸株式会社　鎌倉関谷支店 神奈川県鎌倉市関谷７１４ 080-6604-7672

鎌倉市 日本通運株式会社　横浜航空支店鎌倉営業課 神奈川県鎌倉市笛田１－２－２３ 0467-45-0241

鎌倉市 ヤマト運輸株式会社　鎌倉支店 神奈川県鎌倉市手広１－１－８ 080-5451-4613

茅ヶ崎市 ヤマト運輸株式会社　茅ヶ崎赤羽根支店 神奈川県茅ヶ崎市赤羽根３７７１－３ 080-5045-1846

茅ヶ崎市 日本梱包運輸倉庫株式会社　藤沢営業所 神奈川県茅ヶ崎市堤字八王子原５６５－４ 0467-52-8887

茅ヶ崎市 株式会社平安運輸　本社営業所 神奈川県茅ヶ崎市堤字仲谷３２４４－３ 0467-54-9621

茅ヶ崎市 関東いづみ運輸株式会社　湘南営業所 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎３－１－１４　３階 0467-87-3999

茅ヶ崎市 栄運送株式会社　本社営業所 神奈川県茅ヶ崎市萩園２６０８番地２ 0467-83-4185

茅ヶ崎市 株式会社長生運送　本社営業所 神奈川県茅ヶ崎市萩園字灰塚１１６２－１ 0467-58-5761

茅ヶ崎市 有限会社清司産業商会　本社 神奈川県茅ヶ崎市萩園１１７０番地 0467-57-0331

厚木市 株式会社引越社関東　藤沢支店 神奈川県厚木市岡田１丁目１４－３３ 046-401-1616

厚木市 株式会社日硝ハイウエー　厚木営業所 神奈川県厚木市岡田３－９－１４ 046-226-7701

厚木市 湘南東海運輸株式会社　本社営業所 神奈川県厚木市岡田３０３９番地 046-220-4500

厚木市 名糖運輸株式会社　厚木物流センター 神奈川県厚木市岡田３－８－１ 046-229-4391

厚木市 株式会社サカイ引越センター　神奈川西支社 神奈川県厚木市酒井３１１１ 046-228-6161

厚木市 株式会社鈴与カーゴネット東京　厚木営業所 神奈川県厚木市酒井字久保田２０４５番地１－２Ｆ 046-227-6051

厚木市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　厚木航空営業所 神奈川県厚木市酒井字久保田２０４５－１ 046-228-5257

厚木市 株式会社ＳＦＣライン　厚木営業所 神奈川県厚木市酒井字下反町３０２７番地 046-220-5101

厚木市 豊栄運輸倉庫株式会社　南関東配送センター 神奈川県厚木市酒井３１９２ 046-226-7011

厚木市 松岡満運輸株式会社　神奈川営業所 神奈川県厚木市下津古久６４９－１ 046-226-9211

厚木市 杉村運輸株式会社　関東支店厚木営業所 神奈川県厚木市下津古久５９ 046-228-2634

厚木市 日通湘南物流株式会社　県央操配課 神奈川県厚木市愛甲東２丁目１３－２０ 046-226-8766

厚木市 株式会社ブライト　厚木営業所 神奈川県厚木市船子字長ケ町２５９－１ 046-228-0807

厚木市 ＳＢＳロジコム関東株式会社　東名厚木支店 神奈川県厚木市船子１３３－１ 046-228-0614

厚木市 佐川急便株式会社　厚木営業所 神奈川県厚木市船子１３０１－８ 046-248-4511

厚木市 名鉄ゴールデン航空株式会社　厚木営業所 神奈川県厚木市船子１３１－２ 046-228-8721

厚木市 アクロストランスポート株式会社　愛甲営業所 神奈川県厚木市愛甲３－７－１５ 046-400-5420

厚木市 株式会社ケーライン　厚木営業所 神奈川県厚木市長谷４１７－１加藤商事ビル３０１ 046-270-6785

厚木市 株式会社ハネイシ　本社 神奈川県厚木市温水西２－１８－７ 046-243-1700

厚木市 ＪＡえひめ物流株式会社　関東営業所 神奈川県厚木市緑ヶ丘５－１８－２ 046-281-9333

厚木市 ヤマト運輸株式会社　厚木上荻野センター 神奈川県厚木市上荻野２２６５－１ 080-6604-6228
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厚木市 株式会社大和急配　本社営業所 神奈川県厚木市下川入２１７、２１７－１ 046-204-2055

厚木市 株式会社サントス　神奈川営業所
神奈川県厚木市三田８０９－１、８０９－３、８０９－

４、８０９－６
046-280-5497

厚木市 関西倉本運送株式会社　厚木営業所 神奈川県厚木市飯山字上千頭３１５－５ 046-243-5005

厚木市 ヤマト運輸株式会社　厚木飯山センター 神奈川県厚木市飯山８８０－３ 080-6604-6227

厚木市 大虎運輸東京株式会社　神奈川営業所 神奈川県厚木市飯山２３８５－６ 046-250-5800

厚木市 ヤマト運輸株式会社　厚木小野センター 神奈川県厚木市小野字堀合６５９－１ 080-6698-9583

厚木市 東京商運株式会社　厚木営業所 神奈川県厚木市上依知字上谷戸３７２－３ 046-244-2380

厚木市 株式会社宮本陸運　厚木営業所
神奈川県厚木市上依知１２１９－２　深田ハイツ２０１号

室
046-245-1112

厚木市 株式会社エムティ輸送　厚木営業所 神奈川県厚木市山際４０１－４ 046-280-5136

厚木市 光運送株式会社　本社営業所 神奈川県厚木市山際２１８－ロ 046-245-1321

厚木市 池田興業株式会社　神奈川 神奈川県厚木市関口字下古河９７－１ 046-245-0132

厚木市 東邦興産株式会社　厚木営業所 神奈川県厚木市金田１４６３－３ 046-240-7555

座間市 株式会社武蔵野ロジスティクス　神奈川営業所 神奈川県座間市西栗原２－１２－５ 046-259-2261

座間市 株式会社金谷商運　本社営業所 神奈川県座間市ひばりが丘５－２３－６ 046-256-4736

座間市 株式会社カンダコアテクノ　座間第一センター 神奈川県座間市広野台２－１０－１０ 046-298-1005

座間市 株式会社レキスト　座間営業所 神奈川県座間市広野台２－１０－１０ 046-298-1026

座間市 高末株式会社　座間営業所 神奈川県座間市広野台２－１０－１１ 046-256-8282

座間市 ヤマト運輸株式会社　座間入谷支店 神奈川県座間市座間２－８６６ 080-5045-1837

三浦市 株式会社ムナカタ商事　本社営業所 神奈川県三浦市南下浦町金田１６００番地２（１Ｆ） 046-880-1688

三浦市 ヤマト運輸株式会社　三崎センター 神奈川県三浦市三崎５－１８－２ 080-5068-0581

小田原市 ヤマト運輸株式会社　小田原板橋支店 神奈川県小田原市南板橋２－２４４－１ 080-5045-1868

小田原市 ジャパンエナジック株式会社　小田原事業所 神奈川県小田原市荻窪２５４ 0465-35-2697

小田原市 佐川急便株式会社　小田原営業所 神奈川県小田原市下大井字長田６６０－１ 0465-39-5223

小田原市 株式会社まるだい運輸倉庫　運輸事業所 神奈川県小田原市西大友２９３－７ 0465-37-7811

小田原市 株式会社丸玉運送　神奈川営業所 神奈川県小田原市高田４３５－１ 0465-43-8315

小田原市 神静流通センター株式会社　本社事業所 神奈川県小田原市成田９４０ 0465-38-2210

小田原市 ヤマト運輸株式会社　小田原中里支店 神奈川県小田原市中里２３８－２ 080-6604-6226

秦野市 ヤマト運輸株式会社　秦野堀山下センター 神奈川県秦野市堀山下４１７－１ 080-6699-0652

逗子市 ヤマト運輸株式会社　逗子支店 神奈川県逗子市小坪７－２－２０ 080-5451-6283

川崎市 若林運送株式会社　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区日ノ出２－９－７ 044-201-7623

川崎市 株式会社ＪＡＦメディアワークス　関東第一営業所 神奈川県川崎市川崎区出来野１１－５ 044-201-7861

川崎市 株式会社安藤運送店　本社営業所 神奈川県川崎市川崎区出来野１１－２５ 044-266-5276

川崎市 株式会社ハンディーズ　本社 神奈川県川崎市川崎区田町３－９－１ 044-272-8663
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川崎市 ビューテックローリー株式会社　川崎 神奈川県川崎市川崎区塩浜３－２４－７４ 044-288-5464

川崎市 瀝青輸送株式会社　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区塩浜３－１２－３ 044-288-1412

川崎市 株式会社ＴＳトランスポート　川崎事業所 神奈川県川崎市川崎区塩浜３－２４－６４ 044-281-1535

川崎市 有限会社橋本運送　本社営業所 神奈川県川崎市川崎区四谷下町８－１ 044-266-2282

川崎市 佐川急便株式会社　横浜鶴見営業所 神奈川県川崎市川崎区桜本２－３２－１ 044-299-5110

川崎市 ヤマト運輸株式会社　川崎駅東口支店 神奈川県川崎市川崎区境町１７－６ 080-5043-6743

川崎市 ヤマト運輸株式会社　川崎支店 神奈川県川崎市川崎区京町２－１－１ 080-5043-6734

川崎市 岡田運輸株式会社　本社営業所 神奈川県川崎市川崎区浜町２－１２－１６ 044-344-4371

川崎市 新日本物流株式会社　川崎事業所 神奈川県川崎市川崎区浅野町１－６ 044-366-1501

川崎市 伍旺運輸株式会社　本社営業所 神奈川県川崎市川崎区浅野町１番５号 044-366-2521

川崎市 株式会社丸総　関東営業所 神奈川県川崎市川崎区白石町７－６ 044-589-8866

川崎市 上野輸送株式会社　川崎事業所 神奈川県川崎市川崎区小島町６－３ 044-277-3212

川崎市 株式会社丸運　神奈川機工営業所 神奈川県川崎市川崎区浮島町４００－１１ 044-276-2811

川崎市 株式会社エスワイプロモーション　京浜営業所 神奈川県川崎市川崎区浮島町４００番地９ 044-270-2921

川崎市 北王流通株式会社　新川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区浮島町１２－１０ 044-270-5200

川崎市 日本チルド物流株式会社　東京事業所 神奈川県川崎市川崎区浮島町１２－３ 044-270-2761

川崎市 秀和運輸株式会社　本社営業所 神奈川県川崎市川崎区千鳥町３－２ 044-266-4317

川崎市 Ｊ－ロジテック株式会社　京浜輸送管理課 神奈川県川崎市川崎区水江町６－３０ 044-299-1866

川崎市 日酸運輸株式会社　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区水江町３番地３ 044-299-1538

川崎市 丸伊運輸株式会社　水江営業所 神奈川県川崎市川崎区水江町６－２０ 044-266-6719

川崎市 躍進運輸株式会社　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区扇町１９番２号 044-329-6491

川崎市 太平洋陸送株式会社　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区扇町３－１ 044-344-4781

川崎市 川一産業株式会社　本社営業所 神奈川県川崎市川崎区扇町５－９ 044-355-2716

川崎市 安全輸送株式会社　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区扇町１９－１ 044-329-1816

川崎市 株式会社中島運送　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島２３－４ 044-266-2316

川崎市 多摩運送株式会社　川崎営業所
神奈川県川崎市川崎区東扇島１９－２　東扇島Ｃ棟倉庫事

務棟１階Ａ－２
044-589-7821

川崎市 株式会社日硝ハイウエー　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島１８－２ 044-280-1091

川崎市 株式会社橋本商事冷凍輸送　東京営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島２５－３ 044-281-1252

川崎市 株式会社ＳＫ ＬＯＧＩ　東京営業所
神奈川県川崎市川崎区東扇島１８－２　東扇島Ａ棟倉庫南

３Ｆ－Ｄ
044-201-4825

川崎市 日本ルートサービス株式会社　川崎事業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島２２－８ 044-277-0035

川崎市 福岡運輸株式会社　東京支店 神奈川県川崎市川崎区東扇島２２－３ 044-287-8136

川崎市 ヤマキウ運輸株式会社　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島１９－２ 044-266-2479

川崎市 谷口運送株式会社　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島１３－４ 044-288-4526
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川崎市 佐川急便株式会社　川崎南営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島１５ 044-276-4327

川崎市 城北運輸株式会社　川崎営業所
神奈川県川崎市川崎区東扇島１９－２　ロジポート東扇島

Ｃ棟２階Ｅ室
044-277-6892

川崎市 センコー株式会社　東扇島営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島１６－３ 044-276-1315

川崎市 高橋運輸興業株式会社　本社営業所 神奈川県川崎市中原区中丸子３４７ 044-411-7632

川崎市 シルバー商事株式会社　本社営業所 神奈川県川崎市中原区下小田中２－２２－１ 044-799-2288

川崎市 ヤマト運輸株式会社　幸小倉支店 神奈川県川崎市幸区小倉１６９２－１ 080-6698-0557

川崎市 渡辺興業運輸株式会社　本社営業所 神奈川県川崎市幸区小倉２丁目１０番２６号 044-588-2425

川崎市 ヤマト運輸株式会社　川崎幸支店 神奈川県川崎市幸区南加瀬５－３７－３ 080-5481-5405

川崎市 株式会社トランスメイト　港北営業所 神奈川県川崎市高津区北見方３丁目５４５－１ 044-833-5636

川崎市 大京運輸株式会社　神奈川営業所 神奈川県川崎市高津区末長４丁目１０番８号 044-844-0043

川崎市 シグマロジスティクス株式会社　川崎営業所 神奈川県川崎市高津区子母口３７１－１ 080-5411-8631

川崎市 小向運送有限会社　本社営業所 神奈川県川崎市高津区子母口５０２ 044-788-1300

川崎市 有限会社山中運送　本社 神奈川県川崎市高津区久末１９６３番地 044-850-5870

川崎市 株式会社共生　本社営業所 神奈川県川崎市高津区坂戸１－２０－１ 044-813-8211

川崎市 ヤマト運輸株式会社　川崎多摩支店 神奈川県川崎市多摩区菅馬場２－３９１２－１ 080-5043-6851

川崎市 株式会社サンヨー　本社営業所 神奈川県川崎市多摩区登戸８０ 044-922-3874

川崎市 株式会社リープ　神奈川営業所 神奈川県川崎市麻生区栗木台２－１５－７－２０１ 044-819-6292

川崎市 ヤマト運輸株式会社　川崎麻生新百合ケ丘支店 神奈川県川崎市麻生区栗木２－２－３ 080-5043-6992

川崎市 日本通運株式会社　川崎航空貨物センター 神奈川県川崎市宮前区有馬２－７－７ 044-870-3970

川崎市 浜一運送株式会社　川崎北部支社
神奈川県川崎市宮前区水沢１－１－１川崎市中央卸売市場

北部市場内
044-975-2871

川崎市 株式会社東和通商　本社 神奈川県川崎市宮前区潮見台６－７－２０３ 044-975-4653

川崎市 有限会社一藤　本社営業所 神奈川県川崎市宮前区菅生２－２－１－１０３ 044-982-0801

川崎市 日本郵便輸送株式会社　川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島８８番地 044-280-2110

相模原市 ヤマト運輸株式会社　相模原上溝支店 神奈川県相模原市中央区上溝２２５８－１ 080-5045-1836

相模原市 株式会社丸和運輸機関　相模原営業所 神奈川県相模原市中央区田名３７００－３ 042-785-2680

相模原市 みのる産業株式会社　本社 神奈川県相模原市緑区橋本台１―３―８―２ 042-775-5466

相模原市 株式会社永留商事　本社営業所 神奈川県相模原市緑区橋本台１丁目３－８ 042-763-8466

相模原市 王子運送株式会社　相模原営業所 神奈川県相模原市緑区橋本台２－１１－２０ 042-771-5421

相模原市 株式会社ウイング城山　本社営業所 神奈川県相模原市緑区橋本台２－６－９ 042-783-7155

相模原市 株式会社ブライト　相模原営業所 神奈川県相模原市緑区大島１００２ 042-761-1300

相模原市 関東トナミ運輸株式会社　相模原営業所 神奈川県相模原市緑区大島８４７－１，８４８－１ 042-763-1073

相模原市 北港運輸株式会社　相模原支店 神奈川県相模原市緑区大島３０３９ 042-762-2674

相模原市 ヤマト運輸株式会社　津久井湖センター 神奈川県相模原市緑区太井６２７ 080-5045-1853
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相模原市 ヤマト運輸株式会社　相模原相模湖センター 神奈川県相模原市緑区若柳５６１番１ 080-5451-6141

相模原市 有限会社天野商会　本社営業所 神奈川県相模原市中央区東渕野辺４－１－１８ 042-756-9866

相模原市 エービーカーゴ東日本株式会社　相模原営業所 神奈川県相模原市中央区淵野辺５－１１－１０ 080-3129-9862

相模原市 サガミ急送株式会社　本社営業所 神奈川県相模原市中央区宮下２－１３－５ 042-773-5541

相模原市 株式会社ベストランス　相模原営業所 神奈川県相模原市中央区宮下３－９－１ 042-775-7410

相模原市 ジャパンエナジック株式会社　相模原事業所 神奈川県相模原市中央区宮下２－１６－２２ 042-773-2809

相模原市 株式会社カネヨシ　相模原営業所 神奈川県相模原市中央区清新８－２０－５２ 042-703-6278

相模原市 シグマロジスティクス株式会社　相模原営業所 神奈川県相模原市中央区清新６丁目１１－９ 080-9367-0829

相模原市 株式会社キョーエイコーポレーション　神奈川事業所 神奈川県相模原市中央区矢部２丁目１０－１６ 0427-76-1477

相模原市 株式会社共生物流　相模原営業所 神奈川県相模原市中央区田名５７０８－１ 042-785-2212

相模原市 ダイシン物流株式会社　相模原営業所 神奈川県相模原市中央区田名２８５７－１ 042-760-6121

相模原市 株式会社伸和トラスト　本社 神奈川県相模原市中央区田名７１４７番１ 042-762-0156

相模原市 アサヒロジスティクス株式会社　相模原営業所 神奈川県相模原市中央区田名字赤坂３７００－３ 042-713-3510

相模原市 三和運送事業株式会社　相模原営業所 神奈川県相模原市中央区田名３７００－３ 042-785-2762

相模原市 株式会社山紀　大島営業所 神奈川県相模原市中央区上溝３９９７－１－２０３ 042-713-3707

相模原市 合同資源サービス株式会社　第一支店 神奈川県相模原市中央区田名塩田１－１０２０１－２６ 042-778-4753

相模原市 株式会社ジャパンカーゴ　神奈川営業所 神奈川県相模原市中央区田名塩田３－１３－８ 042-777-0000

相模原市 株式会社新開トランスポートシステムズ　相模原営業所 神奈川県相模原市中央区南橋本４－２－１７ 042-772-1431

相模原市 ジャパンエナジック株式会社　厚木北事業所 神奈川県相模原市中央区下九沢１０９６番地 042-700-0335

相模原市 株式会社ハヤカワ　神奈川営業所 神奈川県相模原市南区南台６－１１－６－１０２ 042-760-6006

相模原市 ＳＢＳロジコム関東株式会社　相模原流通センター支店 神奈川県相模原市南区上鶴間本町９－４２－２０ 042-749-7636

相模原市 産愛運送株式会社　本社 神奈川県相模原市南区相模台７－４０－１７ 042-742-9022

相模原市 ヤマト運輸株式会社　相模原新磯野支店 神奈川県相模原市南区新磯野２３４ 080-6604-6623

相模原市 エス・ティー・サービス株式会社　神奈川 神奈川県相模原市南区麻溝台８－３３－１０－１Ｆ－Ｂ 042-740-5638

相模原市 ヤマト運輸株式会社　相模原麻溝台センター 神奈川県相模原市南区麻溝台６－１－５ 080-5098-3965

相模原市 株式会社バンテックセントラル　相模原営業部輸送課 神奈川県相模原市南区麻溝台１－１３－２ 042-745-6713

相模原市 福山通運株式会社　相模原支店 神奈川県相模原市南区大野台２－３２－１ 042-768-9200

相模原市 永山運送株式会社　神奈川営業所 神奈川県相模原市南区大野台３－２０－１９ 042-707-1396

相模原市 凸版物流株式会社　相模原営業所 神奈川県相模原市南区大野台２－２７－１ 042-753-8220

相模原市 福山エクスプレス株式会社　相模原営業所 神奈川県相模原市南区大野台２－３２－１ 042-768-9231

相模原市 佐川急便株式会社　町田営業所 神奈川県相模原市南区若松１－１－１８ 042-702-0333

相模原市 有限会社川崎商事運輸　本社 神奈川県相模原市南区下溝５２－４、５２－１ 042-778-2642

相模原市 ヤマトボックスチャーター株式会社　相模原支店
神奈川県相模原市南区当麻２６５０－４４　当麻宿２街区

３
042-777-6461

大和市 石黒物流株式会社　神奈川営業所 神奈川県大和市下鶴間２３３５－１ 046-263-4152
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大和市 株式会社メジャーサービスジャパン　大和営業所 神奈川県大和市西鶴間３－９－１９　エイワビル４０１ 046-262-2888

大和市 株式会社エス・ティー・エス　神奈川営業所 神奈川県大和市中央林間２－１６－２８ 046-272-2045

大和市 株式会社北信運送　本社営業所 神奈川県大和市中央林間西４－５－１０ 046-275-6377

大和市 ユニプレス物流株式会社　本社営業所 神奈川県大和市中央林間西３－６－３７ 046-276-9515

大和市 飯盛運輸株式会社　桜ヶ丘営業所 神奈川県大和市栁橋２丁目８番１２号　桜ハイム１０２号 046-283-7357

大和市 株式会社大阪大松運輸　神奈川営業所 神奈川県大和市草柳３－２１－１ 046-262-1950

大和市 ワーレックス株式会社　大和営業所 神奈川県大和市桜森１－４－１４ 046-263-8333

大和市 株式会社相良運輸倉庫　大和営業所 神奈川県大和市上草柳７－３－９ 046-262-1411

大和市 株式会社暁運輸　大和営業所 神奈川県大和市上草柳４６０番地 046-261-6820

藤沢市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　藤沢支店 神奈川県藤沢市西富字膳棚７２１－１ 0466-83-6013

藤沢市 ヤマト運輸株式会社　藤沢藤が岡センター 神奈川県藤沢市藤が岡２－８－１ 080-5045-1875

藤沢市 日本通運株式会社　藤沢物流センター事業所 神奈川県藤沢市渡内３－２－１０ 0466-23-4111

藤沢市 ヤマト運輸株式会社　藤沢辻堂新町センター 神奈川県藤沢市辻堂新町３－１０－１６ 080-6698-2023

藤沢市 ヤマト運輸株式会社　藤沢辻堂支店 神奈川県藤沢市辻堂太平台２－１３－２１ 080-5045-1862

藤沢市 マルタケ運輸株式会社　藤沢営業所 神奈川県藤沢市稲荷５２０番地 046-686-5230

藤沢市 株式会社東京三友　藤沢営業所 神奈川県藤沢市稲荷５２０ 0466-53-8506

藤沢市 石井運輸株式会社　本社 神奈川県藤沢市本藤沢４－２－２ 0466-84-3311

藤沢市 ヤマト運輸株式会社　藤沢支店 神奈川県藤沢市長後１９８１－１ 080-5045-1848

藤沢市 藤沢日梱株式会社　本社営業所 神奈川県藤沢市円行２－１９－１０ 0466-41-5303

藤沢市 馬淵物流株式会社　県央営業所 神奈川県藤沢市土棚７８７－１ 0466-54-9191

藤沢市 有限会社橋本運送　藤沢営業所 神奈川県藤沢市石川６－２６－１０ 0466-87-2098

藤沢市 株式会社サワヤ　本社営業所
神奈川県藤沢市石川２－２０－２７　サングレイス湘南台

５０３
0466-21-9007

藤沢市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　藤沢航空営業所 神奈川県藤沢市石川６－２０－２ 0466-87-7960

藤沢市 株式会社サカイ引越センター　湘南支社 神奈川県藤沢市石川１丁目３０－１ 0466-89-1141

藤沢市 株式会社イワサワ　藤沢営業所 神奈川県藤沢市遠藤２００１番地の１ 0466-87-4571

藤沢市 株式会社ジェイアール東日本物流　横浜物流センター 神奈川県藤沢市遠藤２００７－４ 0466-86-5211

藤沢市 福山エクスプレス株式会社　藤沢営業所 神奈川県藤沢市葛原字芝地９２０番１ 0466-48-7292

藤沢市 王子運送株式会社　藤沢営業所 神奈川県藤沢市葛原字芝地９２０－１ 0466-48-3825

藤沢市 福山通運株式会社　藤沢支店 神奈川県藤沢市葛原９２０－１ 0466-48-7292

藤沢市 愛知車輌興業株式会社　藤沢営業所 神奈川県藤沢市菖蒲沢６２６－２ 0466-48-8441

南足柄市 エービーカーゴ東日本株式会社　神奈川営業所 神奈川県南足柄市怒田１２２３ 0465-70-1812

南足柄市 トーヨーエキスプレス株式会社　足柄営業所 神奈川県南足柄市竹松字水無７８２－１ 0465-72-2281
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南足柄市 株式会社エフシーデリバリー　本社営業所 神奈川県南足柄市塚原３６６－１ 0465-72-1147

南足柄市 ＳＢＳフレイトサービス株式会社　南足柄 神奈川県南足柄市塚原字上河原３６６－２ 0465-73-0673

平塚市 株式会社バンテックセントラル　平塚営業所 神奈川県平塚市長瀞２－２、２－３ 0463-22-5522

平塚市 株式会社梅原商事運輸　大島営業所 神奈川県平塚市大島字枝１４２３ 0463-53-1444

平塚市 ヤマト運輸株式会社　平塚下島支店 神奈川県平塚市下島３２９ 080-5451-6136

平塚市 小林運輸株式会社　本社営業所 神奈川県平塚市下島１０２２－５ 0463-52-1077

平塚市 菱大ローリー株式会社　本社営業所 神奈川県平塚市下島９８４－１０ 0463-54-7771

平塚市 菱化ロジテック株式会社　平塚営業所 神奈川県平塚市下島９８４－２ 0463-51-6206

平塚市 株式会社旭運送　本社営業所 神奈川県平塚市下島１０２２－４ 0463-55-5711

平塚市 株式会社丸和運輸機関　平塚営業所 神奈川県平塚市下島１０５９－５ 0463-54-1000

平塚市 有限会社丸和運輸　本社営業所 神奈川県平塚市下島１０２２－９ 0463-55-0890

平塚市 株式会社エクシング　平塚営業所 神奈川県平塚市東八幡３－６－１８ 0463-21-1261

平塚市 有限会社アンデス　神奈川営業所 神奈川県平塚市東八幡５丁目５番１号２２１ 0463-25-1777

平塚市 ヤマト運輸株式会社　平塚真土支店 神奈川県平塚市西真土１－２－９ 080-5045-1839

平塚市 丸全京浜物流株式会社　平塚営業所 神奈川県平塚市長瀞１－４ 0463-20-5510

平塚市 浦島サービス株式会社　平塚営業所 神奈川県平塚市天沼２－３７－２ 0463-73-6610

平塚市 佐川急便株式会社　平塚営業所 神奈川県平塚市東豊田６０３‐１２ 0463-52-0922

平塚市 株式会社ユーミー総合サービス　平塚営業所 神奈川県平塚市河内３７０　４０３号室 0463-86-8602

平塚市 ヤマト運輸株式会社　平塚広川支店 神奈川県平塚市広川６０－１ 080-5045-1855

愛甲郡 有限会社三原運輸商事　神奈川営業所 神奈川県愛甲郡愛川町角田字下小沢４６６２番地 046-280-5600

愛甲郡 ヤマト運輸株式会社　愛川角田センター 神奈川県愛甲郡愛川町角田１６７－５ 080-5451-8669

愛甲郡 株式会社関根エンタープライズ神奈川　相模原営業所 神奈川県愛甲郡愛川町中津１８１６－１５ 046-284-4510

愛甲郡 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　厚木支店 神奈川県愛甲郡愛川町中津４０７８ 046-258-6217

愛甲郡 ヤマト運輸株式会社　愛川中津支店 神奈川県愛甲郡愛川町中津４０７８ 080-5451-5312

愛甲郡 ヤマト運輸株式会社　厚木ゲートウェイ 神奈川県愛甲郡愛川町中津４００１－８ 046-285-0957

愛甲郡 安全輸送株式会社　厚木営業所 神奈川県愛甲郡愛川町中津７３１－５アサノビル２０２ 046-401-1670

愛甲郡 株式会社トワードセントラル　本社 神奈川県愛甲郡愛川町中津４０２０－５ 046-284-2550

愛甲郡 トールエクスプレスジャパン株式会社　厚木支店 神奈川県愛甲郡愛川町中津４０３１－１ 046-285-4311

愛甲郡 ＳＢＳゼンツウ株式会社　相模原支店 神奈川県愛甲郡愛川町中津４０３６－７ 046-284-3232

愛甲郡 第一貨物株式会社　厚木支店 神奈川県愛甲郡愛川町中津字桜台４０７９－４ 046-285-0366

高座郡 株式会社暁運輸　湘南営業所 神奈川県高座郡寒川町倉見３８２－４ 0467-74-0121

高座郡 小林倉運株式会社　海老名営業所 神奈川県高座郡寒川町岡田６－１０－２１－３０２ 0467-74-6776

高座郡 ヤマト運輸株式会社　寒川宮山センター 神奈川県高座郡寒川町宮山２８３０－５ 080-6698-9869

高座郡 東和運輸株式会社　本社営業所 神奈川県高座郡寒川町宮山３４９－１ 0467-75-3899

高座郡 湘南東海運輸株式会社　寒川営業所 神奈川県高座郡寒川町一之宮４－１０－３ 0467-75-0141
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高座郡 古屋運送株式会社　湘南営業所 神奈川県高座郡寒川町一之宮８－１０－３８ 0467-81-5600

高座郡 髙梨運送株式会社　寒川営業所 神奈川県高座郡寒川町一之宮９－２３－１６ 0467-74-0210

高座郡 新雪運輸株式会社　湘南 神奈川県高座郡寒川町田端１５９０－３ 0467-33-4521

高座郡 株式会社明運寒川　本社営業所 神奈川県高座郡寒川町田端２０４８ 0467-74-2010

高座郡 株式会社ダイコー商運　神奈川営業所 神奈川県高座郡寒川町倉見１７２９番８－１０３号 046-237-3350

三浦郡 ヤマト運輸株式会社　葉山センター 神奈川県三浦郡葉山町長柄８５９－１ 080-5451-5158

足柄上郡 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　小田原支店 神奈川県足柄上郡大井町金子字高堰下１６７０－１ 0465-20-9350

足柄上郡 佐川急便株式会社　足柄営業所 神奈川県足柄上郡大井町金子１５５６－３ 0465-83-6305

足柄上郡 有限会社久神重機　本社営業所 神奈川県足柄上郡開成町吉田島４２９１－１６ 0465-43-9332

足柄上郡 日本梱包運輸倉庫株式会社　小田原営業所 神奈川県足柄上郡開成町吉田島４２８９－２５ 0465-82-0131

足柄上郡 株式会社時廣運送　本社営業所 神奈川県足柄上郡中井町久所６６４－２ 0465-81-0138

足柄上郡 丸善海陸運輸株式会社　神奈川支店 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口２７４６番地５ 0465-20-9527

足柄上郡 ヤマト運輸株式会社　足柄中井センター 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口１９８６－１ 080-5098-0438

足柄上郡 佐川急便株式会社　秦野営業所 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口字横原２７６８－７ 0465-80-1010

中郡 ＳＢＳロジコム関東株式会社　平塚相模支店 神奈川県中郡大磯町高麗３－４－１７ 0463-32-3680

中郡 ヤマト運輸株式会社　大磯センター 神奈川県中郡大磯町国府本郷１４ 080-5421-1094
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