平成２１年度貨物自動車運送事業安全性評価事業
安全性優良事業所 （東京都）
市区郡名
足立区

荒川区
板橋区

江戸川区

事業所名
株式会社埼北自動車 本社営業所
株式会社冨士工 本社営業所
健和流通株式会社 本社営業所
株式会社東貨流通 本社営業所
大出運輸株式会社 本社営業所
中央運輸株式会社 足立営業所
株式会社昌登物流 本社営業所
アシストライン株式会社 本社営業所
株式会社皆木運輸倉庫 本社営業所
西濃運輸株式会社 足立東支店
西濃運輸株式会社 足立支店
西武運輸株式会社 足立営業所
有限会社協友運輸 本社営業所
坂宮運輸倉庫株式会社 本社
株式会社ユニコム 足立営業所
株式会社金原運送店 本社営業所
隅田川運送株式会社 本社営業所
株式会社興真運送 本社営業所
株式会社日恵運輸 本社
大東実業株式会社 本社営業所
九州産交運輸株式会社 東京支店
ヤマト運輸株式会社 春江センター
若林運送株式会社 東京営業所
柴又運輸株式会社 東京営業所
株式会社入船物流システム 本社営業所
入船陸運株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 江戸川支店
野村運送株式会社 本社営業所
田中興運株式会社 江戸川営業所
東京トラック運送株式会社 本社営業所

03-3849-0190
03-3628-5821
03-3850-6455
03-3858-3111
03-3899-0848
03-3857-0168
03-3855-0638
03-5691-1101
03-3856-2201
03-5857-7599
03-5857-7601
03-3855-8301
03-3854-1641
03-3897-2543
03-3897-7715
03-3801-6610
03-3805-0811
03-3969-9377
03-3966-0707
03-3931-2261
03-3977-4041
080-5098-3492
03-3680-5528
03-3673-0522
03-3688-1227
03-3688-1229
080-5045-3189
03-3687-1915
03-3688-0345
03-5658-1166

ヤマト運輸株式会社 江戸川中央支店

東京都足立区青井６丁目２４番７号
東京都足立区神明１－２－２４
東京都足立区南花畑２－３１－７
東京都足立区平野２－１６－１６
東京都足立区東伊興１－１－２６
東京都足立区東伊興１－７－１５
東京都足立区舎人５丁目７番１０号
東京都足立区入谷７－５－３
東京都足立区入谷８－９－３
東京都足立区入谷６－１－１
東京都足立区入谷７－１９－２７
東京都足立区入谷６－１－１
東京都足立区西新井７－１０－１９
東京都足立区鹿浜２－２９－８
東京都足立区鹿浜２、３３、１６ ６０２
東京都荒川区南千住３－２３－１２
東京都荒川区南千住３－４－５
東京都板橋区宮本町３５－１５
東京都板橋区志村１－１７－９
東京都板橋区新河岸１－７－２
東京都板橋区高島平６－１－１
東京都江戸川区瑞江１－１３－５
東京都江戸川区松江５－２２－１
東京都江戸川区東小岩１－５－１
東京都江戸川区北葛西２丁目２９番１５号
東京都江戸川区北葛西２丁目２９番１５号
東京都江戸川区北葛西２－１４－７
東京都江戸川区東葛西５－５１－９
東京都江戸川区南葛西１－１５－８
東京都江戸川区臨海町４丁目３番１号
東京都江戸川区臨海町４－３－１ 葛西トラックターミナ
ル内業務棟２Ｆ
東京都江戸川区二之江町１４１１

株式会社新開トランスポートシステムズ 羽田営業所

東京都大田区東海２－１－２

プロロジスパーク東京１階

03-5755-7900

丸全昭和運輸株式会社 東京航空配送営業所
石黒物流株式会社 城南島営業所
南関東日立物流サービス株式会社 京浜輸送営業所
手島梱包輸送株式会社 平和島営業所
株式会社東海ロジテム 京浜営業所
丸嘉運輸倉庫株式会社 東京営業所

03-5492-0291
03-3790-4991
03-3763-6177
03-3763-1631
03-5753-3305
03-3767-2856

ＪＰエクスプレス株式会社 羽田支店
ヤマト運輸株式会社 細田センター
八ッ峰運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 葛飾水元支店
ＪＰエクスプレス株式会社 葛飾亀有支店
アサヒ急送株式会社 本社営業所
有限会社田村運輸部 本社
ヤマト運輸株式会社 江東白河支店
濃飛倉庫運輸株式会社 深川営業所
カトーレック株式会社 東京営業所
株式会社大東運輸 本社営業所
日本通運株式会社 江東辰巳航空貨物センター
株式会社丸中 本社営業所

東京都大田区東海４－６
東京都大田区城南島２丁目９－１１号
東京都大田区平和島５－３－２
東京都大田区平和島３－２－２１
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 Ｂ棟１階
東京都大田区平和島２－１ 京浜トラックターミナル４号
棟
東京都大田区東海５丁目５番３号 東京港大井トラクター
ターミナルビル内
東京都大田区本羽田３－２０－２０
東京都葛飾区細田１－１８－１７
東京都葛飾区奥戸３丁目２１番１１号
東京都葛飾区水元２－１８－６３
東京都葛飾区亀有４－２８－１０
東京都葛飾区白鳥三丁目２７番９号
東京都江東区白河３－１－１１
東京都江東区白河４－４－６
東京都江東区枝川１－４－１２
東京都江東区枝川２－８－７
東京都江東区枝川３丁目１番７号
東京都江東区辰巳３－１６－２
東京都江東区東雲２－１２－２３

03-5705-5281
080-6698-9492
03-3696-2146
03-3627-5140
03-3838-8171
03-3602-9634
03-3643-5044
03-3642-6992
03-3647-5611
03-5632-5555
03-5606-2321
03-5569-3590
03-3528-1051

新聞輸送株式会社 日本経済新聞営業所

東京都江東区東雲１－１０－５

03-3536-6143

株式会社総合物流システム 東雲事業所
王子陸運株式会社 有明営業所

東京都江東区東雲２－１０－３１
東京都江東区有明４－８－４

株式会社トーハイ 臨海営業所

大田区

近物レックス株式会社 京浜支店
株式会社スガヌマトランスポート 東京事業所
葛飾区

江東区

H24.1.1
電話番号

住所
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日経東京製作センター内

03-5878-3851
080-5045-3444

03-3762-3131
03-3790-8044

03-3529-0761
03-3529-2961

市区郡名

世田谷区

台東区
中央区

事業所名

住所

アイエムエキスプレス株式会社 本社事業所
株式会社丸加運送店 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 亀戸支店
ＪＰエクスプレス株式会社 江東支店
ヤマト運輸株式会社 江東支店
安房運輸株式会社 東京営業所
日本通運株式会社 東京オフィス・サービス支店城東ロジ
スティクスセンター事業所
佐川急便株式会社 台東店
日通東京配送株式会社 本社営業所
富島海運株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 東京引越支店渋谷移転・引越事業所
京王運輸株式会社 世田谷営業所
日本通運株式会社 世田谷ビジネスセンター事業所
株式会社シンコー 世田谷営業所
ＪＰエクスプレス株式会社 用賀支店
名鉄ゴールデン航空株式会社 浅草営業所
ヤマト運輸株式会社 浅草支店
ヤマト物流株式会社 本社営業所
株式会社アクティオトランスポート 本社営業所
淀川海運株式会社 本社営業所
株式会社日刊スポーツロジテム 本社営業所

晴海レミコン輸送株式会社 本社営業所
新聞輸送株式会社 朝日新聞営業所
千代田区 ＪＰエクスプレス株式会社 秋葉原支店
三和運送事業株式会社 本社営業所
練馬区
ＪＰエクスプレス株式会社 練馬高野台支店
西武運輸株式会社 東京引越センター
港区
ピアノ運送株式会社 東京本店
新聞輸送株式会社 中日新聞営業所
新聞輸送株式会社 読売新聞営業所
株式会社ギンテック 港南事業所
青梅市
奥住運輸有限会社 本社営業所
清瀬市
株式会社デジタル・エキスプレス 本社営業所
国立市
多摩運送株式会社 国立営業所
国分寺市 株式会社ジェイアール総研サービス 本社営業所
立川市
パスコ・ロジスティクス株式会社 多摩営業所
株式会社東邦運輸 立川営業所
調布市
ＪＰエクスプレス株式会社 国領支店
八王子市 大東実業株式会社 八王子営業所
八王子急便株式会社 本社営業所
ミシマ運輸株式会社 多摩営業所
多摩運送株式会社 八王子営業所
アルプス運送有限会社 本社営業所
羽村市
多摩包装工業株式会社 本社営業所
東久留米市 大生運輸株式会社 前沢営業所
日野市
東西配送株式会社 日野営業所
府中市
三和運送株式会社 府中営業所
多摩運送株式会社 府中支店
町田市
株式会社首都圏物流 西関東センター
三鷹市
株式会社サカイ引越センター 武蔵野営業所
武蔵村山市 株式会社イーエス・ライン 村山営業所
西多摩郡 竹内運輸工業株式会社 瑞穂営業所
立川運送株式会社 本社営業所

電話番号

東京都江東区青海４－６－２１
東京都江東区亀戸５－６－２１
東京都江東区亀戸７－５３－１７
東京都江東区北砂３－３－５
東京都江東区東砂６－５－１１
東京都江東区東砂８－２５－６

03-3520-1636
03-3681-2311
03-5858-0139
03-3644-2112
03-5690-6290
03-3646-5611

東京都江東区新砂２－３－１５

03-5665-6721

東京都江東区新砂３－５－１５
東京都江東区新砂２丁目４番１７号
東京都江東区新木場１丁目８番１７号
東京都世田谷区池尻４－１－５
東京都世田谷区上北沢４－３６－１５
東京都世田谷区千歳台３丁目３１番６号
東京都世田谷区鎌田４－１８－１５
東京都世田谷区用賀１－１５－２３
東京都台東区清川１－１０－１０
東京都台東区東浅草１－２０－８
東京都中央区日本橋本町二丁目１番６号
東京都中央区日本橋３丁目１２番２号
東京都中央区新富１－３－７
東京都中央区築地７－８－５ 日刊スポーツ印刷社ビル５
Ｆ
東京都中央区晴海二丁目２番３１号
東京都中央区築地５－３－２ 朝日新聞社内
東京都千代田区神田和泉町２番地
東京都千代田区東神田１－４－９
東京都練馬区高野台２丁目２２番２０号
東京都練馬区氷川台３－８－１１
東京都港区海岸３－１５－６
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３－４－１２
東京都青梅市藤橋３－１８－１４
東京都清瀬市中里３丁目１７２４
東京都国立市泉１－１１－６
東京都国分寺市光町２－８－３８
東京都立川市泉町９３５
東京都立川市西砂町４－６－４
東京都調布市国領町３－６－２３
東京都八王子市左入町４２４－１
東京都八王子市下柚木１９４１－９
東京都八王子市松木７３－４
東京都八王子市北野町６００
東京都八王子市東浅川町５５６－５１
東京都羽村市緑ヶ丘５丁目１０番地５号
東京都東久留米市八幡町３－２－３４
東京都日野市日野台２－３９－３
東京都府中市若松町４－４４－４
東京都府中市栄町３－６
東京都町田市小山ヶ丘２－３－１５
東京都三鷹市下連雀９－１－１３
東京都武蔵村山市榎３丁目８９－３
東京都西多摩郡瑞穂町高根２７１
東京都西多摩郡瑞穂町長岡３－４－９

03-3699-3355
03-3646-1213
03-3521-8011
03-5433-1073
03-3290-9677
03-3789-5111
03-5494-8001
03-5717-3811
03-3872-6141
080-5045-3312
047-377-7595
03-3276-3225
03-5543-6781
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03-5550-8220
03-3531-7505
03-5540-7564
03-3851-0202
03-3866-0330
03-3996-2131
03-3931-8011
03-5484-0871
03-5765-5097
03-5765-5001
03-3471-5311
0428-31-8881
042-493-7777
042-572-7500
042-577-7294
042-540-1617
042-560-4111
042-442-0986
042-692-1101
042-676-3211
0426-77-1200
042-642-7629
042-663-7540
042-555-1177
042-470-3311
042-587-9204
042-362-7311
042-366-2347
042-798-1011
0422-40-2351
042-564-7412
042-557-0450
042-557-6771

