貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
千葉市

事業所名
株式会社廣商運輸 千葉営業所
株式会社つばめ急便 千葉ロジスティクスセンター
稲毛運送株式会社 本社営業所
櫻井運送株式会社 本社営業所
有限会社京葉ダスト 本社営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 千葉支店
株式会社エフティ物流 本社営業所
有限会社山王商会 山王営業所
株式会社フレンド物流 本社営業所
澁澤陸運株式会社 千葉ターミナル
株式会社大川運輸 本社営業所
アサヒロジスティクス株式会社 千葉長沼共配センター
ジャパンフーズ物流株式会社 北千葉営業所
株式会社オールラウンドエキスプレス 本社営業所
株式会社インター物流 本社営業所
有限会社千葉北運送 本社営業所
弘容通商株式会社 千葉営業所
ＳＢＳフレックネット株式会社 千葉営業所
東邦海陸運輸株式会社 千葉営業所
エフ・ディ物流株式会社 千葉営業所
日酸運輸株式会社 千葉営業所
ケイジー物流株式会社 千葉営業所
ロジトライ株式会社 千葉事業所
日本ルートサービス株式会社 千葉事業所
株式会社アストモスガスセンター千葉 本社営業所
日本通運株式会社 千葉航空貨物センター
シーエス流通サービス株式会社 千葉北営業所
トナミ運輸株式会社 千葉支店
前田運輸倉庫株式会社 本社営業所
株式会社北新流通 千葉営業所
株式会社東葉物流 本社営業所
株式会社日立物流首都圏 千葉北営業所
株式会社近馬運輸 本社営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

安全性優良事業所

（千葉県）

住所
千葉県千葉市若葉区若松町７１７－２
千葉県千葉市花見川区大日町１３２８－１
千葉県千葉市稲毛区稲毛１－１７－１２
千葉県千葉市稲毛区稲毛３－１０－２
千葉県千葉市稲毛区園生町３９２－２
千葉県千葉市稲毛区園生町３９３－１
千葉県千葉市稲毛区作草部町９５５－１－３－４０２
千葉県千葉市稲毛区山王町２８９－１
千葉県千葉市稲毛区小深町４４番地１
千葉県千葉市稲毛区長沼原町２００
千葉県千葉市稲毛区長沼原町２４２－１
千葉県千葉市稲毛区長沼原町２４８－１
千葉県千葉市稲毛区長沼原町２５７－１
千葉県千葉市稲毛区長沼原町６５６番１
千葉県千葉市稲毛区長沼原町６５６番１
千葉県千葉市稲毛区長沼原町６６５
千葉県千葉市稲毛区長沼原町６６８
千葉県千葉市稲毛区長沼原町６７９－７
千葉県千葉市稲毛区長沼原町７１７－２
千葉県千葉市稲毛区長沼町２０３－１
千葉県千葉市稲毛区長沼町３０２－４
千葉県千葉市稲毛区長沼町３３０
千葉県千葉市稲毛区長沼町３３５－１
千葉県千葉市稲毛区六方町１２８－１
千葉県千葉市稲毛区六方町２１１－７
千葉県千葉市稲毛区六方町２３０－１
千葉県千葉市稲毛区六方町２３５－２
千葉県千葉市稲毛区六方町２６６
千葉県千葉市稲毛区六方町８８番地－１
千葉県千葉市花見川区こてはし台４－２２－１６
千葉県千葉市花見川区宇那谷町１５０１－９
千葉県千葉市花見川区横戸町１００４
千葉県千葉市花見川区作新台５－７－４
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電話番号
043-497-6875
043-258-4152
043-243-1555
043-243-9057
043-259-3392
043-250-8010
043-497-4589
043-423-8053
043-304-3500
043-298-5101
043-258-0351
043-286-0888
043-216-8208
043-305-5551
043-216-7070
043-250-1387
043-259-3284
043-286-8301
043-258-3314
043-259-5071
043-251-1962
043-250-2099
043-259-6588
043-424-7355
043-423-2121
043-304-1680
043-423-7055
043-421-3355
043-422-1191
043-250-1062
043-215-2675
043-257-1404
043-460-1511

H30.2.8
主な輸送品目（任意掲載）

飲料等、食料品

市区郡名

事業所名
城北運輸株式会社 千葉
セイノースーパーエクスプレス株式会社 千葉貨物セン
ター営業所
株式会社丸幸 千葉営業所
株式会社ドリーム 千葉営業所
佐川急便株式会社 千葉北営業所
株式会社サイコー 千葉営業所
株式会社ネクスト物流 本社営業所
有限会社千種運送店 本社営業所
株式会社クアトロ物流 千葉北営業所
株式会社フコックス 千葉北営業所
株式会社ハヤカワ 千葉営業所
関西倉本運送株式会社 関東営業所
株式会社アキ商事 本社営業所
株式会社ハナワトランスポート 千葉営業所
株式会社アサヒセキュリティ 千葉営業所
カンナナ京葉運輸株式会社 千葉営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 北千葉物流セン
ター
江商運輸株式会社 千葉営業所
株式会社共進 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 花見川支店
ヤマト運輸株式会社 武石支店
ヤマト運輸株式会社 幕張支店
有限会社マルモト 関東営業所
上新原運送株式会社 本社営業所
ヤマトボックスチャーター株式会社 千葉支店
ヤマト運輸株式会社 千葉主管支店
寿ロジコム株式会社 千葉営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 中央営業所
ヤマト運輸株式会社 都賀センター

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所

電話番号

千葉県千葉市花見川区三角町１２－１

043-286-6216

千葉県千葉市花見川区三角町１８８－６

043-258-1277

千葉県千葉市花見川区三角町２１３－１ ニューサニー
ハイツ２０７号室
千葉県千葉市花見川区三角町２５７－１２ 都葉ビル３
０１
千葉県千葉市花見川区三角町６５７－１
千葉県千葉市花見川区三角町６６７－１
千葉県千葉市花見川区三角町９番地２－２０３号室
千葉県千葉市花見川区千種町１８５－１
千葉県千葉市花見川区千種町２０５－３ 内藤アパート
２－１号室
千葉県千葉市花見川区千種町２０５－３ 内藤アパート
２－３号室
千葉県千葉市花見川区千種町２３６－２６－３０１
千葉県千葉市花見川区千種町２４５－１
千葉県千葉市花見川区千種町２５９－８
千葉県千葉市花見川区千種町３１１－１ ＤＨＬジャパ
ン千葉サービスセンター内
千葉県千葉市花見川区千種町３７－１
千葉県千葉市花見川区千種町９１－１

047-492-4899
043-215-8808
043-216-6183
043-258-8761
043-259-0242
043-259-2851
043-216-7027
043-298-0203
043-286-2277
043-215-0007
043-258-2415
043-330-3188
043-250-9911
043-250-0693

千葉県千葉市花見川区大日町１３８４

043-258-1057

千葉県千葉市花見川区大日町１４０２－５
千葉県千葉市花見川区長作町２４９９－２
千葉県千葉市花見川区天戸町５９１－１
千葉県千葉市花見川区武石町１－３９６－１
千葉県千葉市花見川区幕張町４－８１５
千葉県千葉市花見川区幕張本郷３－２－５セントラル
パーク幕張本郷１０４号室
千葉県千葉市花見川区幕張本郷３－６－９
千葉県千葉市花見川区犢橋町１６２３－１
千葉県千葉市花見川区犢橋町１６７６－１
千葉県千葉市若葉区みつわ台２－１３－７ シシクラビ
ル３０２
千葉県千葉市若葉区貝塚町１０８９－１
千葉県千葉市若葉区貝塚町１１０１－１２・１３

043-306-6366
043-259-2323
043-259-7215
043-274-3481
043-299-2261
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043-276-8881
043-215-2030
043-215-3117
043-259-6230
043-252-0044
043-235-1801
043-214-5651

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
有限会社伊藤運送店 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 千城台センター
株式会社星野商事 本社営業所
有限会社千葉興産 本社営業所
大西総業株式会社 本社営業所
山鈴運輸株式会社 本社営業所
有限会社桜木観光 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 若松センター
株式会社大川運輸 若松営業所
日本ピアノ運輸株式会社 本社営業所
石坂運輸株式会社 千葉営業所
ヤマト運輸株式会社 稲毛支店
カトーレック株式会社 千葉営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 千葉南支店
久留米運送株式会社 千葉店
ヤマト運輸株式会社 若葉支店
株式会社中村総業 本社営業所
石井開運株式会社 本社営業所
東和運輸株式会社 千葉支店
株式会社政和運輸 本社営業所
遠州トラック株式会社 千葉営業所
ヤマト運輸株式会社 穴川支店
日昭運輸株式会社 千葉営業所
水野運輸株式会社 本社営業所
株式会社スズキトランスポート 本社営業所
藤木陸運株式会社 千葉営業所
日本郵便輸送株式会社 千葉営業所
日本通運株式会社 千葉警送支店
ロジテムトランスポート株式会社 本社営業所
内山運送株式会社 本社営業所
名鉄ゴールデン航空株式会社 千葉営業所
Ｊ－ロジテック株式会社 千葉陸運部営業所
荒木トラック運送株式会社 本社営業所
株式会社飯島企画 千葉営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
千葉県千葉市若葉区貝塚町９９５－１
千葉県千葉市若葉区金親町２３９－３
千葉県千葉市若葉区源町１９９－１
千葉県千葉市若葉区源町２３０－１
千葉県千葉市若葉区源町５６６－７
千葉県千葉市若葉区源町５８４－１
千葉県千葉市若葉区若松町２１７０－９１
千葉県千葉市若葉区若松町２２１６－２９
千葉県千葉市若葉区若松町２３０１－１
千葉県千葉市若葉区若松町３７２－８
千葉県千葉市若葉区若松町５３１－５５
千葉県千葉市若葉区若松町７０７－７
千葉県千葉市若葉区若松町７１１－１
千葉県千葉市若葉区若松町７４５他１２筆
千葉県千葉市若葉区若松町７９４－３
千葉県千葉市若葉区小倉町８６３－５
千葉県千葉市若葉区千城台東３－３０－３
千葉県千葉市若葉区千城台南４－１４－７－３０５
千葉県千葉市若葉区千城台南４－２－１ アーバン・ヒ
ルズ２１ ２０８号
千葉県千葉市若葉区川井町３８２－１
千葉県千葉市若葉区大宮町２１６６－１０
千葉県千葉市若葉区殿台町１４６
千葉県千葉市中央区塩田町３８８－１６
千葉県千葉市中央区今井３－１２－１１
千葉県千葉市中央区出洲港１４－１７
千葉県千葉市中央区出洲港１４－２
千葉県千葉市中央区出洲港１４－３７
千葉県千葉市中央区出洲港１８－１
千葉県千葉市中央区出洲港７－５３
千葉県千葉市中央区松波３－１４－４
千葉県千葉市中央区新田町３９－１８
千葉県千葉市中央区新浜町１
千葉県千葉市中央区神明町５４３
千葉県千葉市中央区生実町１６０１番地４号
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電話番号
043-231-5610
043-312-0260
043-252-2115
043-256-9777
043-253-6299
043-254-0580
043-232-0383
043-214-1831
043-235-8111
043-231-6062
043-421-6287
043-423-6701
043-420-3121
043-423-3349
043-304-3681
043-237-6341
043-228-3371
043-237-0303
043-312-5940
043-300-1500
043-268-1111
043-287-0933
043-261-5137
043-261-2377
043-242-3291
043-241-8524
043-246-3810
043-242-8241
043-302-0310
043-257-7881
043-246-2771
043-262-9591
043-309-5002
043-300-8782

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
ヤマト運輸株式会社 浜野センター
株式会社大誠恒産 本社営業所
千代田興業株式会社 千葉営業所
有限会社大野建設運輸 本社営業所
東電物流株式会社 千葉支社
東日本産業輸送株式会社 本社営業所
南総通運株式会社 千葉支店
アートコーポレーション株式会社 千葉南支店
株式会社新晃 千葉営業所
日本郵便株式会社 千葉中央郵便局
有限会社青山運輸 本社営業所
豊福ロジテム株式会社 本社営業所
株式会社ヒューテックノオリン 千葉総合センター
株式会社三榮千葉 本社営業所
株式会社サンエイエコネット 本社営業所
安全輸送株式会社 千葉営業所
株式会社群馬ロジテム 千葉営業所
株式会社新晃 千葉中央営業所
株式会社サカイ引越センター 千葉中央支社
セイノースーパーエクスプレス株式会社 千葉引越セン
ター
セイノースーパーエクスプレス株式会社 千葉中央営業所
株式会社丸和通運 千葉営業所
京葉臨海通運株式会社 千葉貨物営業所
日本通運株式会社 千葉コンテナ事業所
株式会社丸運ロジスティクス関東 千葉
株式会社太平洋エクスプレス 本社営業所
株式会社ムラセエコライン 千葉
株式会社ヒューテックノオリン 末広営業所
株式会社引越社関東 千葉中央支店
株式会社引越社関東 千葉北支店
マルトミ運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 千葉中央支店
有限会社末広運送 本社営業所
関東王子運送株式会社 千葉営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所

電話番号

千葉県千葉市中央区生実町８３－１
千葉県千葉市中央区生実町９３５番地８
千葉県千葉市中央区川崎町１番地 ＪＦＥ構内
千葉県千葉市中央区蘇我１－２０－２２
千葉県千葉市中央区蘇我町２－１３７２－５
千葉県千葉市中央区村田町１１０６
千葉県千葉市中央区村田町４９９
千葉県千葉市中央区村田町７５０
千葉県千葉市中央区中央港１－１１６
千葉県千葉市中央区中央港１丁目１４－１
千葉県千葉市中央区中央港２－１０－１
千葉県千葉市中央区中央港２－１０－３
千葉県千葉市中央区中央港２－２１
千葉県千葉市中央区中央港２－５－６
千葉県千葉市中央区中央港２－５－６
千葉県千葉市中央区中央港２－９－２
千葉県千葉市中央区中央港２－９－２
千葉県千葉市中央区中央港２－９－４
千葉県千葉市中央区都町１２８５－６

043-209-1921
0436-43-4858
043-261-3817
043-261-4307
043-370-1990
043-266-2311
043-266-3555
043-262-0123
043-204-3600
043-246-0020
043-242-8911
043-301-8308
043-246-3305
043-241-6285
043-304-1131
043-247-2203
043-441-8020
043-203-1955
043-235-1141

千葉県千葉市中央区浜野町１０２５

043-208-5061

千葉県千葉市中央区浜野町１０２５
千葉県千葉市中央区浜野町１２１６
千葉県千葉市中央区浜野町１２１６
千葉県千葉市中央区浜野町１２１６
千葉県千葉市中央区浜野町１２１６番地
千葉県千葉市中央区浜野町２２５－１
千葉県千葉市中央区浜野町７０２－１
千葉県千葉市中央区末広４－１１－１２
千葉県千葉市中央区末広４－１４－２７（３階）
千葉県千葉市中央区末広４－１４－２７（４階）
千葉県千葉市中央区末広４－１５－１３
千葉県千葉市中央区末広４－１８－１３
千葉県千葉市中央区末広５－１１－１３
千葉県千葉市中央区末広５－２－１４

043-261-4265
043-266-1151
043-266-5021
043-261-2302
043-268-6639
043-261-7311
043-266-7451
043-208-2761
043-305-2631
043-305-2626
043-263-5374
043-261-2911
043-264-5121
043-264-7131
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
ヤマト運輸株式会社 千葉港支店
株式会社サカイ引越センター 千葉南支社
高橋電設運送株式会社 本社営業所
綜合警備保障株式会社 警送千葉支社
株式会社シンヨウ・ロジ 本社営業所
鴻池運輸株式会社 千葉西物流営業所
ヤマト運輸株式会社 新港支店
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 千葉センター
日本図書輸送株式会社 千葉営業所
イヌイ運送株式会社 千葉営業所
佐川急便株式会社 千葉中央営業所
株式会社丸運トランスポート東日本 千葉営業所
日通千葉貨物運送株式会社 中央事業所
日本通運株式会社 千葉中央支店
サカイ物流株式会社 本社営業所
千葉通運株式会社 本社営業所
株式会社ＮＳロジ東日本 千葉
株式会社岩陸 千葉営業所
東海運株式会社 千葉営業所
山本運送株式会社 千葉営業所
株式会社ヤマザキ物流 千葉営業所
福山通運株式会社 千葉営業所
有限会社白鷺運輸 本社営業所
株式会社白鷺運輸 本社営業所
株式会社ニップンロジス 本社営業所
明和輸送株式会社 本社営業所
向島運送株式会社 千葉美浜営業所
株式会社トポスエンタープライズ 本社営業所
多摩運送株式会社 千葉営業所
京和興業株式会社 本社営業所
株式会社エムライン 千葉営業所
茨城乳配株式会社 千葉営業所
千葉ケミカル輸送株式会社 本社営業所
株式会社フレッシュ共配サービス 千葉第二営業所
リコーロジスティクス株式会社 千葉営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
千葉県千葉市中央区問屋町１０４－８
千葉県千葉市中央区矢作町１１６－１
千葉県千葉市長作町１３０２－３
千葉県千葉市美浜区幸町１－２６－５
千葉県千葉市美浜区高浜２－１－１５
千葉県千葉市美浜区若葉２－５－１
千葉県千葉市美浜区新港１０４
千葉県千葉市美浜区新港１１３
千葉県千葉市美浜区新港１２１
千葉県千葉市美浜区新港１３０
千葉県千葉市美浜区新港１４－１
千葉県千葉市美浜区新港１４１－２
千葉県千葉市美浜区新港１５３
千葉県千葉市美浜区新港１５３
千葉県千葉市美浜区新港１６９
千葉県千葉市美浜区新港１７６－１
千葉県千葉市美浜区新港１９３
千葉県千葉市美浜区新港１９３
千葉県千葉市美浜区新港１９４
千葉県千葉市美浜区新港１９７－１２
千葉県千葉市美浜区新港２１－１
千葉県千葉市美浜区新港２２０－１
千葉県千葉市美浜区新港２２２－１２
千葉県千葉市美浜区新港２２２－１２
千葉県千葉市美浜区新港２２２番１９号
千葉県千葉市美浜区新港２４９－１７
千葉県千葉市美浜区新港２７
千葉県千葉市美浜区新港４４－３
千葉県千葉市美浜区新港５０ （日新製糖内）
千葉県千葉市美浜区新港５－１
千葉県千葉市美浜区新港５１番地
千葉県千葉市美浜区新港５５－２
千葉県千葉市美浜区新港６３－２
千葉県千葉市美浜区新港７－２
千葉県千葉市美浜区新港７２－２
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電話番号
043-301-7558
043-221-1141
043-258-2809
043-247-5764
043-242-7688
043-273-4321
043-204-3591
043-203-1291
043-244-3795
043-238-1254
043-241-1133
043-244-6091
043-242-5532
043-247-0202
043-379-1280
043-243-1025
043-242-4215
043-242-4215
043-243-1231
043-238-6641
043-238-1050
043-246-5251
043-247-5111
043-247-5111
043-247-8274
043-238-2424
043-203-5201
043-301-8638
043-204-3326
043-245-9221
043-242-5884
043-241-1315
043-243-1539
043-244-0540
043-243-2420

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

旭市

我孫子市

事業所名
株式会社三良コーポレーション 千葉営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 海浜営業所
ヤマト運輸株式会社 美浜支店
石井商事運輸株式会社 千葉営業所
横浜低温流通株式会社 千葉営業所
シンワ運輸東京株式会社 千葉営業所
ダイセーロジスティクス株式会社 千葉営業所
重野興運株式会社 千葉営業所
株式会社デイライン 千葉営業所
株式会社丸文 千葉営業所
菱自運輸株式会社 関東営業所
有限会社三幸清掃 本社営業所
志村運送株式会社 本社営業所
鈴木運送株式会社 本社営業所
株式会社日本ネットワークサービス 本社営業所
株式会社トーヨー 千葉営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 千葉南営業所
ヤマト運輸株式会社 緑支店
安房運輸株式会社 千葉営業所
佐川急便株式会社 千葉南営業所
近物レックス株式会社 千葉営業所
岡本運送有限会社 本社営業所
大塚運輸株式会社 本社営業所
ロジトライ株式会社 旭事業所
株式会社立川運輸 千葉営業所
有限会社旭液輸送 本社営業所
佐川急便株式会社 銚子営業所
ヤマト運輸株式会社 飯岡センター
ヤマト運輸株式会社 旭支店
ヤマト運輸株式会社 我孫子つくし野センター
ヤマト運輸株式会社 我孫子支店
有限会社今川商事 湖北台営業所
豊島運輸有限会社 本社営業所
株式会社リサイクル 本社営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
千葉県千葉市美浜区新港７４
千葉県千葉市美浜区新港７９－１
千葉県千葉市美浜区新港８７番地１
千葉県千葉市美浜区新港８８
千葉県千葉市美浜区新港８８
千葉県千葉市美浜区新港８８
千葉県千葉市美浜区新港８８
千葉県千葉市美浜区新港８８
千葉県千葉市美浜区新港８８
千葉県千葉市美浜区新港８８
千葉県千葉市美浜区新港８８番地
千葉県千葉市美浜区浜田２－２１
千葉県千葉市美浜区浜田２－３６
千葉県千葉市美浜区浜田２－４０
千葉県千葉市美浜区幕張西１－２－１９
千葉県千葉市浜野町１０２５
千葉県千葉市緑区鎌取町１１４－２７
千葉県千葉市緑区高田町１６４２－１
千葉県千葉市緑区高田町１６４３－９
千葉県千葉市緑区高田町１６６６－１
千葉県千葉市緑区高田町１６７４－１
千葉県千葉市緑区土気町５１３
千葉県千葉市緑区平山町７７６－１０
千葉県旭市鎌数１０３６５－１
千葉県旭市鎌数９１６３－２５
千葉県旭市鎌数９５７の３
千葉県旭市鎌数字川西二番１０３９２－５
千葉県旭市後草字卒甲２３４７番地２
千葉県旭市二字鴎５８４１番地２
千葉県我孫子市つくし野２－９０－２０，２－１３０－
８
千葉県我孫子市岡発戸新田字滝下１１２－１５
千葉県我孫子市湖北台１－１２－２３ 花嶋ビル３Ｆ３
０３号
千葉県我孫子市新木１８５６
千葉県我孫子市中峠台７－１１
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電話番号
043-204-5519
043-247-4633
043-241-0341
043-203-5581
043-238-0818
043-306-6037
043-241-4180
043-246-6389
043-248-7750
043-244-3691
043-238-8101
043-276-1080
043-271-3301
043-273-1211
043-296-0148
043-261-4132
043-300-4416
043-292-8371
043-300-3011
043-228-5115
043-228-6291
043-294-1030
043-291-6887
0479-63-8221
0479-60-1613
0479-63-3755
0479-64-0411
0479-50-1851
0479-62-1691
04-7185-9593
04-7183-2423
090-3692-4486
04-7188-1171
04-7187-3126

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

いすみ市

市川市

事業所名
佐川急便株式会社 我孫子営業所
ヤマト運輸株式会社 我孫子布佐平和台センター
我孫子市廃棄物処理協業組合 本社
日本郵便株式会社 大原郵便局
佐川急便株式会社 勝浦営業所
ヤマト運輸株式会社 夷隅支店
アクロストランスポート株式会社 首都圏営業所
Ｊ－ロジテック株式会社 東京陸運部営業所
関東福山通運株式会社 市川支店
福山エクスプレス株式会社 市川営業所
福山通運株式会社 市川支店
株式会社エムラインズ 市川営業所
株式会社トランスメイト 市川営業所
トランコムＥＸ東日本株式会社 市川センター
株式会社仙台ミトモ 株式会社仙台ミトモ千葉営業所
デイリースタッフ株式会社 市川営業所
カトーレック株式会社 市川営業所
ヤマト運輸株式会社 市川塩浜支店
ファースト運輸株式会社 市川営業所
株式会社ＭＤロジス東日本サービス 市川営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 浦安行徳営業所
日精サービス株式会社 東京湾岸営業所
株式会社リョーウンエキスプレス 千葉センター
ドゥベスト株式会社 本社
株式会社日運 本社営業所
株式会社酒井運輸 本社営業所
宮崎運送有限会社 本社営業所
ナグモ産業株式会社 本社営業所
株式会社シンケン 本社営業所
日本通運株式会社 航空事業支店原木集配課
東京エアカーゴサービス株式会社 原木営業所
西鉄物流株式会社 千葉支店 原木集配営業所
ケミカルトランスポート株式会社 本社営業所
日本航運株式会社 市川営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
千葉県我孫子市日秀字久保田１７７
千葉県我孫子市布佐１０８９－６
千葉県我孫子市布佐２５０１－１
千葉県いすみ市大原８９２７－１
千葉県いすみ市弥正１１４
千葉県いすみ市弥正字鶴舞１５５
千葉県市川市二俣新町２２－８
千葉県市川市塩浜１－１３
千葉県市川市塩浜１－１３－２
千葉県市川市塩浜１－１３－２
千葉県市川市塩浜１－１３－２
千葉県市川市塩浜１－１４
千葉県市川市塩浜１－７－２
千葉県市川市塩浜１－７－２ プロロジスパーク市川Ⅰ
３階
千葉県市川市塩浜２－１５－１
千葉県市川市塩浜２－２３
千葉県市川市塩浜２－２４－４
千葉県市川市塩浜２－３０
千葉県市川市塩浜２丁目１７番１
千葉県市川市塩浜３－１２
千葉県市川市塩浜３－２７－１０
千葉県市川市塩浜３－２７－７
千葉県市川市塩浜３丁目１２番地
千葉県市川市加藤新田２０２－１４
千葉県市川市鬼高４－９－２
千葉県市川市宮久保５－５－１
千葉県市川市原木１－１８－１８
千葉県市川市原木２－１１－１５
千葉県市川市原木２－１６－９
千葉県市川市原木２５２６－２３
千葉県市川市原木２５２６－２６
千葉県市川市原木２５２６‐４０
千葉県市川市原木３０３１
千葉県市川市原木３－１７－２９
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電話番号
04-7179-3081
04-7181-6532
04-7197-4505
0470-62-1060
0470-80-5121
0470-86-3212
047-328-5721
047-307-6100
047-398-2013
047-398-2015
047-398-2013
047-306-1311
047-390-1157
047-701-1133
047-390-1561
047-390-1530
047-301-1780
047-359-8314
047-701-0884
047-398-1030
047-701-6757
047-706-2430
047-398-1188
047-316-0010
047-379-7560
047-371-7297
047-328-6587
047-327-4480
047-327-4677
047-320-6630
047-328-6291
047-329-6751
047-327-7740
047-320-5877

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社建総 本社営業所
日本通運株式会社 船橋航空支店
有限会社小田多運送 本社営業所
有限会社岡太運輸 市川営業所
有限会社瑞江重機 本社営業所
ノバ・エキスプレス株式会社 千葉営業所
株式会社四四男急送 東京営業所
株式会社メジャーサービスジャパン 千葉湾岸営業所
株式会社啓和運輸 京葉営業所
角田運送株式会社 本社営業所
丸茂輸送有限会社 市川営業所
株式会社ジェーラインエクスプレス 千葉営業所
アサガミ物流株式会社 市川営業所
株式会社ハヤカワ 東京営業所
株式会社エムワイトランスポート 千葉営業所
川吉運送株式会社 市川営業所
日鉄住金物流君津株式会社 市川営業所
ジェイロジスティクス株式会社 本社営業所
株式会社ジェイアール東日本物流 京葉流通センター
有限会社水野運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 市川国分支店
大和陸運倉庫株式会社 本社営業所
株式会社ＮＳロジ東日本 市川営業所
交神運輸株式会社 市川営業所
株式会社インター物流 東京営業所
東宝運輸商事株式会社 本社営業所
サンネット物流株式会社 市川営業所
株式会社中山運輸 本社営業所
株式会社スワロー物流東京 市川営業所
株式会社パルライン 市川営業所
光陽運輸株式会社 本社営業所
関東マルエス株式会社 市川営業所
株式会社翼サービス 本社営業所
株式会社ビ・トータス 市川営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
千葉県市川市原木３－１８－９
千葉県市川市原木４丁目１７－２４
千葉県市川市広尾１－１７－３
千葉県市川市広尾２－４－１０
千葉県市川市広尾２丁目１番７号
千葉県市川市行徳駅前２－２１－２２（行徳マンション
１０４０）
千葉県市川市高谷１－６－１２ パレス高谷１－１０２
千葉県市川市高谷１－６－１２－１０３
千葉県市川市高谷１６２４－５
千葉県市川市高谷１８４１
千葉県市川市高谷１８５５－６ 市川流通団地Ｃ棟
千葉県市川市高谷１９１６－２
千葉県市川市高谷１９１６－２ ホウスイ市川物流セン
ター内
千葉県市川市高谷２丁目２番２１号
千葉県市川市高谷新町１－１
千葉県市川市高谷新町１－１
千葉県市川市高谷新町５－４
千葉県市川市高谷新町６－１
千葉県市川市高浜町１
千葉県市川市国府台４－６－２１
千葉県市川市国分６－１０７９－１
千葉県市川市上妙典１６０６－３
千葉県市川市上妙典１６１８－１
千葉県市川市千鳥町１０
千葉県市川市千鳥町１６番３
千葉県市川市千鳥町６
千葉県市川市大町３６８
千葉県市川市大和田４－１９－８
千葉県市川市田尻１－１０－１２
千葉県市川市田尻１丁目８－８
千葉県市川市田尻２－５－１
千葉県市川市田尻３－３－５
千葉県市川市田尻３丁目１番１９号
千葉県市川市田尻５－１３－３７－１０２
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電話番号
047-328-8333
047-327-3251
047-356-3505
047-357-9646
047-356-5558
047-356-3218
047-316-2748
047-328-6336
047-329-2387
047-327-0101
047-327-5005
047-320-5051
047-328-3454
047-320-5300
047-329-6603
047-329-0010
047-327-7346
047-320-6526
047-702-9151
047-372-0111
047-371-6343
047-318-8681
047-318-8833
047-397-4125
047-397-8742
047-307-1040
047-337-9012
047-378-3226
047-712-5601
047-320-3450
047-378-8515
047-370-4392
047-379-2830
047-318-8800

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社セフティ物流 本社営業所
東邦興産株式会社 千葉営業所
株式会社ティー・アール・エス 東京営業所
有限会社のぞみ運輸 舞浜営業所
株式会社トラストロジコム 本社
森井運送有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 市川支店
株式会社小島 市川営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 市川営業所
ヤマト運輸株式会社 市川原木支店
株式会社鈴与カーゴネット東京 市川営業所
和泉運輸株式会社 市川営業所
株式会社星煌 市川営業所
物産ロジスティクスソリューションズ株式会社 市川営業
所
株式会社新晃 市川営業所
株式会社フコックス 市川営業所
株式会社ジャステム 市川センター
大阪運輸株式会社 本社営業所
センコーファッション物流株式会社 市川ファッションロ
ジスティクスセンター
東京納品代行株式会社 東京納品代行㈱東日本ＳＣＭター
ミナル
センコーエーラインアマノ株式会社 ＫＹＮ関東センター
山岡産輸株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 市川大野支店
株式会社エーライン 本社営業所
山新産業株式会社 本社営業所
ビューテックローリー株式会社 市川営業所
大貫運送有限会社 本社営業所
平沢運輸株式会社 千葉営業所
株式会社ＪＫトランス 市川営業所
株式会社丸運トランスポート東日本 千葉支店 市川営業
所
西濃運輸株式会社 市川支店
有限会社原運輸 本社営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所

電話番号

千葉県市川市田尻５丁目９－１１－１０１
千葉県市川市東浜１－１－５
千葉県市川市東浜１丁目１番１
千葉県市川市南行徳４－１５－１１－１０７号
千葉県市川市南大野２－３ Ｂ６０５
千葉県市川市南八幡２－１６－２０
千葉県市川市二俣１－８５－１．１－８４．１－８３－
１，２
千葉県市川市二俣６７３
千葉県市川市二俣７１７－７０
千葉県市川市二俣７１７－７０
千葉県市川市二俣新町２１－２
千葉県市川市二俣新町２２－１
千葉県市川市二俣新町２２－１

047-376-5381
047-329-6661
047-329-0113
047-304-0900
047-303-6133
047-378-2424

千葉県市川市二俣新町２２－１

047-318-8155

千葉県市川市二俣新町２２－１
千葉県市川市二俣新町２２－１
千葉県市川市二俣新町２２－１
千葉県市川市二俣新町２２－２

047-328-9800
043-320-5818
047-329-7222
047-328-2216

千葉県市川市二俣新町２２－８

047-327-3423

千葉県市川市二俣新町２２－８

047-329-6651

千葉県市川市二俣新町２２－８
千葉県市川市日之出１９－４
千葉県市川市柏井町３－１０１－２
千葉県市川市柏井町３－１０６－１
千葉県市川市福栄３－８－６
千葉県市川市福栄４－３－１７
千葉県市川市北方町４－２４０２
千葉県市川市本行徳２５５４－１
千葉県市川市本行徳２５５４－１

047-320-6081
047-318-7335
047-338-8513
047-338-8094
047-328-8181
047-396-2121
047-703-9771
047-396-7037
047-395-9058

千葉県市川市本行徳２５５４－１

047-395-0010

千葉県市川市本行徳２５５４－１７
千葉県市川市本行徳２５５４－４４

03-5857-7594
047-396-1183
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047-327-1441
047-328-5481
047-327-7181
047-327-6285
047-328-2631
047-318-8750
047-374-3576

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

市原市

事業所名

住所

志村興運株式会社 市川営業所
千葉県市川市本行徳２５５４－８３
株式会社エネックス 関東支店
千葉県市川市本行徳２５５４－８４
富士見商運株式会社 本社営業所
千葉県市原市五井南海岸３７－１
米本運送有限会社 本社営業所
千葉県市原市島野６－１
株式会社岩崎勝商店 本社営業所
千葉県市原市旭五所５－１０
有限会社石井運輸 本社営業所
千葉県市原市磯ヶ谷字１３３１－３
株式会社千葉エキソー 本社営業所
千葉県市原市海士有木字中ヶ谷原１４１－１
山谷運送株式会社 千葉営業所
千葉県市原市海保１１８６－５
株式会社青和運輸 市原営業所
千葉県市原市海保字庚申台１０９９－３
株式会社星葉ロジテック 本社営業所
千葉県市原市岩崎２－１４－８
コイデ陸運株式会社 本社営業所
千葉県市原市岩崎８６５－１
丸富物流株式会社 千葉営業所
千葉県市原市岩崎西１－５－２０
東京液体運輸株式会社 千葉営業所
千葉県市原市岩崎西１－６－２６
株式会社ベイトランスポート 千葉営業所
千葉県市原市岩崎西１－７－２
日陸物流株式会社 千葉営業所
千葉県市原市岩野見８５４
幸伸運送有限会社 本社営業所
千葉県市原市菊間２５１番地１
ヤマト運輸株式会社 市原支店
千葉県市原市玉前西１－２－１４・１５
株式会社ＪＫトランス 五井営業所
千葉県市原市玉前西１－３－１９
三倉運輸株式会社 千葉営業所
千葉県市原市玉前西１－４－１
源総業株式会社 本社営業所
千葉県市原市玉前西１－５－１
株式会社千葉箱伊運輸 本社営業所
千葉県市原市玉前西２－２－１２
株式会社サンキュウ・トランスポート・東日本 千葉営業
千葉県市原市玉前西３－４－２４
所
山九株式会社 千葉支店
千葉県市原市玉前西３－４－２４
株式会社ニヤクコーポレーション 市原事業所
千葉県市原市玉前西３－５－２０
京極運輸商事株式会社 京葉営業所
千葉県市原市玉前西３丁目４－１
株式会社アイエフ物流サービス 千葉営業所
千葉県市原市犬成字炭焼野１０５８－４
川岸運送株式会社 本社営業所
千葉県市原市五井５８８６－１
陽品運輸倉庫株式会社 本社営業所
千葉県市原市五井５９４５－１
菊池運輸株式会社 千葉支店
千葉県市原市五井６８６１－１
株式会社ボルテックスセイグン 千葉営業所
千葉県市原市五井６９０４番地１
株式会社長太 本社営業所
千葉県市原市五井８８０１
大成運送有限会社 本社営業所
千葉県市原市五井８８７８
ビューテック運輸株式会社 千葉営業所
千葉県市原市五井８９３４－３
平沢運輸株式会社 市原営業所
千葉県市原市五井９０１０

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。
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電話番号
047-396-4355
047-396-4358
0436-26-6826
0436-21-0725
0436-40-3000
0436-36-0517
0436-37-8002
0436-37-0130
0436-36-3611
0436-22-0847
0436-20-6612
0436-22-2581
0436-21-6721
0436-20-8811
0436-22-2361
0436-40-7377
0436-21-3136
0436-22-7581
0436-22-8947
0436-21-5401
0436-21-3072
0436-22-0181
0436-25-3220
0436-20-2984
0436-20-3221
0436-40-5771
0436-22-3511
0436-22-0581
0436-22-1371
0436-22-8561
0436-22-4968
0436-21-6789
0436-22-8550
043-624-2321

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
セーフティオイルトランスポート株式会社 千葉営業所
ホクトミ運輸株式会社 千葉営業所
株式会社市原臨海 本社営業所
共同通運株式会社 市原営業所
山一運輸株式会社 五井営業所
神葉運輸株式会社 市原営業所
秀和運輸株式会社 五井営業所
株式会社エスワイプロモーション 千葉営業所
西濃運輸株式会社 千葉支店
京葉ロジコ株式会社 市原営業所
ヤマト運輸株式会社 五井南海岸センター
新関東ネギシ株式会社 本社営業所
日本液体運輸株式会社 千葉営業所
丸栄輸送株式会社 千葉営業所
ケイヒン陸運株式会社 千葉流通センター
新興運輸倉庫株式会社 千葉営業所
新開運輸倉庫株式会社 千葉営業所
ビューテックローリー株式会社 千葉営業所
株式会社クロヒジ 千葉営業所
三栄運送株式会社 本社営業所
ホクブトランスポート株式会社 千葉営業所
ヤマト運輸株式会社 市原南支店
ヤマト運輸株式会社 姉崎センター
柳田運輸株式会社 千葉営業所
千葉三港運輸株式会社 千葉営業所
旭新運送株式会社 千葉営業所
一宮運輸株式会社 千葉営業所
米山運送株式会社 千葉営業所
株式会社コンテナ・サービス 本社営業所
共立輸送東京株式会社 市原営業所
丸全京葉物流株式会社 市原営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 市原支店
株式会社丸運トランスポート東日本 市原営業所
三葉運輸有限会社 本社営業所
千葉やよい運送株式会社 本社営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
千葉県市原市五井９０５１
千葉県市原市五井９０７４
千葉県市原市五井９１００
千葉県市原市五井９１２６
千葉県市原市五井９１５５－１
千葉県市原市五井９１６０
千葉県市原市五井金杉１－６０－１
千葉県市原市五井金杉２－７
千葉県市原市五井金杉３－１
千葉県市原市五井南海岸３６番地
千葉県市原市五井南海岸３７－２
千葉県市原市五井南海岸３７－３
千葉県市原市五井南海岸４０－１
千葉県市原市五井南海岸４３
千葉県市原市五井南海岸４４－３
千葉県市原市五井南海岸８－１
千葉県市原市五井南海岸８－１
千葉県市原市今津朝山２８１－１
千葉県市原市今津朝山３７６－１
千葉県市原市今津朝山９３６－１
千葉県市原市今津朝山字蟹田３００－１
千葉県市原市佐是字柳田２１７－１
千葉県市原市姉崎７００－２
千葉県市原市姉崎海岸１０４
千葉県市原市姉崎海岸１２
千葉県市原市姉崎海岸１２０番地
千葉県市原市姉崎海岸１２４－２
千葉県市原市姉崎海岸１３９－１
千葉県市原市姉崎海岸２５－１
千葉県市原市姉崎海岸２８番地
千葉県市原市姉崎海岸５６
千葉県市原市姉崎海岸５８
千葉県市原市姉崎海岸６０番地２
千葉県市原市姉崎海岸６５番地
千葉県市原市出津７－３
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電話番号
0436-20-2295
0436-24-0521
0436-23-2281
0436-25-1055
0436-20-6310
043-263-1413
0436-20-2324
0436-23-0711
03-5857-7605
0436-22-4316
0436-26-2321
0436-25-6699
0436-21-5501
0436-22-3593
0436-21-2121
0436-21-8216
0436-22-6038
0436-60-8611
0436-62-8711
0436-60-7291
0436-63-1031
0436-92-3151
0436-60-9771
0436-61-2521
0436-61-2336
0436-63-3400
0436-61-1043
0436-61-4185
0436-61-0821
0436-60-8531
0436-61-2185
0436-62-2109
0436-61-4811
0436-60-3434
0436-23-8413

主な輸送品目（任意掲載）

事業所名

市区郡名

五興運輸有限会社 市原営業所
瀝青輸送株式会社 千葉営業所
結城運輸倉庫株式会社 五井営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 千葉営業所
ヤマト運輸株式会社 ちはら支店
さくら物流株式会社 本社営業所
山光運輸株式会社 関東支店
有限会社平成輸送 本社営業所
大野運送有限会社 本社営業所
有限会社山城陸運 市原営業所
センコー株式会社 車輌センター営業所
有限会社東京ライン 市原営業所
トライネット・ロジスティクス株式会社 市原営業所
千葉センコー運輸整備株式会社 本社営業所
上野輸送株式会社 市原営業所
株式会社芙蓉実業 本社営業所
丸川運送株式会社 本社営業所
京葉急送株式会社 本社営業所
ドリームカーゴ株式会社 千葉営業所
小倉運輸有限会社 千葉営業所
株式会社日硝ハイウエー 千葉営業所
サンネット物流株式会社 本社営業所
飯田物流株式会社 市原営業所
有限会社大藤運輸 本社営業所
フジ運輸株式会社 千葉営業所
株式会社日陸 千葉物流センター
株式会社メンテナンス・コシバ 東京
昭栄運送株式会社
有限会社鶴岡運輸
有限会社養老陸運
磐栄運送株式会社
内山運送株式会社
福山通運株式会社
日本郵便株式会社

本社営業所
本社営業所
本社営業所
市原営業所
市原営業所
市原支店
市原郵便局

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
千葉県市原市出津西１－１－２１
千葉県市原市出津西１－１－４３
千葉県市原市出津西１－１－４３
千葉県市原市潤井戸２０６２－２
千葉県市原市潤井戸字西山１３４５－１
千葉県市原市松ヶ島１９５番地７
千葉県市原市上高根１５６６－４０
千葉県市原市西広５－１－１
千葉県市原市青柳２－６－７
千葉県市原市青柳３－１０－１１
千葉県市原市青柳３－８－１
千葉県市原市青柳字権現森１３４６
千葉県市原市青柳北１－３－２９
千葉県市原市青柳北２－９－１
千葉県市原市青柳北２丁目６番２２号
千葉県市原市青柳北３－２－１７
千葉県市原市青柳北３－４－５
千葉県市原市青柳北３－４－５
千葉県市原市青柳北３－６－６
千葉県市原市青柳北４－１－６
千葉県市原市青柳北４－４－７
千葉県市原市千種１－１６－１３
千葉県市原市千種１－９－２
千葉県市原市千種５－２－３
千葉県市原市千種海岸７－６
千葉県市原市千種海岸８－４
千葉県市原市大厩１３７３－１ グリーンハイツ２号２
０３
千葉県市原市辰巳台東３－１８－１
千葉県市原市島野１８２６－２
千葉県市原市能満１９４０－６
千葉県市原市能満１９５６－３
千葉県市原市能満８２９－１
千葉県市原市能満字上小貝塚１９２６－２９，５１
千葉県市原市白金町４丁目１
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電話番号
0436-22-7358
0436-23-3302
0436-22-3361
0436-74-1123
0436-75-7681
0436-23-7410
0436-95-4761
0436-22-1269
0436-23-4300
044-266-2280
0436-21-5201
0436-25-0771
0436-23-1301
0436-21-1805
0436-22-8146
0436-23-1411
0436-21-5164
0436-22-3341
0436-21-7518
0436-20-3961
0436-20-7677
0436-21-9171
0436-23-3376
0436-20-7602
0436-22-2861
0436-22-2535
0436-37-5105
0436-74-7710
0436-21-2281
0436-98-2324
0436-37-1505
0436-76-7018
0436-75-6100
0436-24-7172

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

印西市

事業所名

住所

電話番号

有限会社小泉運輸関東 （有）小泉運輸関東
新潟運輸株式会社 千葉支店
日本通運株式会社 千葉南支店
株式会社大崎 千葉営業所
日通千葉南流通サービス株式会社 本社営業所
株式会社カインズ・ロジ 本社営業所
アサガミ株式会社 市原営業所
向島運送株式会社 市原営業所
豊永興業株式会社 本社営業所
クレハ運輸トラック株式会社 千葉センター
株式会社田代運輸 市原営業所

千葉県市原市白金町６－２９－２
千葉県市原市八幡浦１－１６
千葉県市原市八幡浦１－２
千葉県市原市八幡浦１－６
千葉県市原市八幡浦１丁目２番地
千葉県市原市八幡浦２－３－１
千葉県市原市八幡浦２－６
千葉県市原市八幡海岸通１－６
千葉県市原市八幡海岸通１９６９－３８
千葉県市原市八幡海岸通５２－２
千葉県市原市八幡海岸通７４－１

0436-20-0572
0436-41-0281
0436-41-1175
0436-42-3435
0436-43-2487
0436-40-3677
0436-41-7566
0436-42-1921
0436-43-6203
0436-43-2752
0436-37-3335

東雪運輸株式会社 市原営業所

千葉県市原市八幡海岸通７４－１

0436-40-7115

ダイセル物流株式会社 千葉営業所
株式会社スリーエス・サンキュウ 市原営業所
総勝運送株式会社 市原営業所
有限会社丸善総業 本社営業所
ジャスト物流株式会社 千葉営業所
株式会社タマ・ミルキーウェイ 千葉営業所
有限会社三河運送 本社営業所
株式会社藤川商運 本社営業所
株式会社ランテック 千葉支店
共同通運株式会社 印西営業所
株式会社ギオン 印西センター
株式会社サンエー物流 印西営業所
太陽商運株式会社 本社営業所
株式会社サンロジスティックス 千葉営業所
ヤマト運輸株式会社 印西支店
ヒタチ株式会社 八千代ハブセンター
有限会社康進運輸 本社営業所
大伸運送有限会社 本社営業所
東都輸送株式会社 小林営業所
日本郵便株式会社 印西郵便局
明神運輸株式会社 千葉営業所
株式会社星煌 印西営業所

千葉県市原市八幡海岸通７４－３８
千葉県市原市八幡海岸通り１９６９－１
千葉県市原市八幡石塚２－１６－３
千葉県市原市米沢５８９－４０
千葉県印西市浦部１１３４番地１
千葉県印西市原山１－１－１ 渡辺原山ビル３０１号室
千葉県印西市高花６－１３－８
千葉県印西市松崎台１－３－１
千葉県印西市松崎台１－３－１
千葉県印西市松崎台１－７－４
千葉県印西市松崎台２－２－５
千葉県印西市松崎台２－２－５
千葉県印西市松崎台２－３－１
千葉県印西市松崎台２－６－１
千葉県印西市船尾１３５７－４
千葉県印西市船尾１３６０－４
千葉県印西市草深９９７－４
千葉県印西市大森３５８５－２３
千葉県印西市滝５６８
千葉県印西市中央南２丁目４
千葉県印西市内野２－６－１７－２０４
千葉県印西市内野２－６－３１－２０１

0436-43-2650
0436-43-3915
0436-43-1318
0436-50-3222
0476-42-4896
0476-85-8690
0476-46-7410
0476-48-1455
0476-48-2261
0476-48-2780
0476-48-5751
0476-40-7744
0476-47-6559
0476-48-5981
0476-46-4841
0476-45-1535
0476-36-8883
0476-42-2136
0476-97-0752
0476-47-2361
047-459-0221
0476-46-6411

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。
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主な輸送品目（任意掲載）

高圧ガス（液化炭酸ガス）、食料
品、化学製品・ゴム製品

市区郡名

浦安市

事業所名
株式会社浅野運輸 本社営業所
株式会社流通サービス 印西センター
有限会社英商運輸 本社営業所
株式会社田代運輸 柏営業所
ヤマト運輸株式会社 浦安マリーナ支店
株式会社友和物流 港第一営業所
株式会社友和物流 港第二営業所
株式会社レキスト 東京センター
日新運輸有限会社 浦安営業所
丸吉運輸機工株式会社 浦安営業所
株式会社アベ 浦安営業所
濃飛倉庫運輸株式会社 浦安総合物流センター
臼杵運送株式会社 舞浜営業所
王子陸運株式会社 浦安営業所
大和物流株式会社 浦安支店
鴻池運輸株式会社 舞浜流通センター事業所
福山通運株式会社 東京浦安流通センター
ハイエスサービス株式会社 東京営業所
成田運輸株式会社 舞浜営業所
株式会社東京ベストプラン 本社営業所
興和運輸株式会社 本社営業所
株式会社新開トランスポートシステムズ 舞浜営業所
株式会社日輪 浦安営業所
日輪商運株式会社 本社営業所
小籏株式会社 浦安営業所
株式会社久津運送店 東京営業所
株式会社ＳＤライナー 本社営業所
株式会社イワサワ 千葉営業所
ホッコウ物流株式会社 浦安営業所
共通運送株式会社 東京営業所
株式会社金谷商運 浦安営業所
ヤマト運輸株式会社 浦安東野支店
日本郵便株式会社 浦安郵便局
株式会社日祥物流 本社営業所
小沢興業株式会社 本社営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
千葉県印西市内野２丁目６番３号 ２０棟４０３号
千葉県印西市牧の原２－６
千葉県印西市木下東１－９－２－１０１号
千葉県印西市木刈６－１９－１３
千葉県浦安市港３７番地
千葉県浦安市港５８番地２
千葉県浦安市港６５番地
千葉県浦安市港７６－１
千葉県浦安市港７７－１
千葉県浦安市港７７－１
千葉県浦安市港７９
千葉県浦安市千鳥１０－１
千葉県浦安市千鳥１０－１０
千葉県浦安市千鳥１０－２
千葉県浦安市千鳥１０－２９
千葉県浦安市千鳥１０－９
千葉県浦安市千鳥１１－４
千葉県浦安市千鳥１１－４
千葉県浦安市千鳥１２－２２
千葉県浦安市千鳥１２－２３
千葉県浦安市千鳥１２－９
千葉県浦安市千鳥１５－１９
千葉県浦安市千鳥１５－２８
千葉県浦安市千鳥１５－２８
千葉県浦安市鉄鋼通り１－１－４
千葉県浦安市鉄鋼通り１－２４－１
千葉県浦安市鉄鋼通り１－３－８
千葉県浦安市鉄鋼通り１－６８－５
千葉県浦安市鉄鋼通り１－８－１１
千葉県浦安市鉄鋼通り１－８－７
千葉県浦安市鉄鋼通り２－２－９
千葉県浦安市東野１－１８－２９
千葉県浦安市東野１丁目６－１
千葉県浦安市東野２－１２－２８
千葉県浦安市当代島３－１１－１５
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電話番号
0476-47-1656
047-640-3677
0476-42-1011
04-7170-2912
047-380-7954
047-380-6526
047-711-0172
047-305-1890
047-354-0480
047-325-9632
047-305-6811
047-306-3355
047-350-4366
047-305-1656
047-304-3151
047-316-3230
047-304-2920
047-703-0254
047-306-5040
047-380-5885
047-351-4181
047-316-7070
047-316-5577
047-350-2525
047-355-4857
047-316-5751
047-316-0006
047-353-6102
047-305-0414
047-353-9588
047-316-7601
047-382-1802
047-355-6672
047-352-6647
047-321-4715

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

柏市

事業所名
株式会社清五郎運送 本社営業所
やよい運送株式会社 浦安営業所
ヤマト運輸株式会社 浦安支店
柴又運輸株式会社 浦安営業所
横浜低温流通株式会社 柏営業所
株式会社ニルス 柏営業所
有限会社協栄 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 柏花野井支店
久留米運送株式会社 千葉柏営業所
日本物流システム株式会社 柏物流センター
新日本物流株式会社 柏事業所
株式会社Ｋ・Ｒ・Ｃ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 柏高田センター
株式会社石原運輸 本社営業所
株式会社三和物流 沼南営業所
大畑運輸株式会社 本社営業所
有限会社石井商事 本社営業所
株式会社ドリーム 本社営業所
株式会社パルライン 柏営業所
西濃運輸株式会社 柏支店
ヤマト運輸株式会社 柏酒井根センター
株式会社エスラインギフ 柏営業所
株式会社池田自動車運輸 柏営業所
ふそう陸送株式会社 千葉営業所
株式会社引越社関東 柏支店
株式会社引越社関東 松戸支店
日本ロジテム株式会社 柏営業所
ヤマト運輸株式会社 柏北支店
アートコーポレーション株式会社 柏支店
有限会社昭和運輸 本社営業所
株式会社花園サービス 本社営業所
佐川急便株式会社 柏営業所
株式会社キムラヤフレッシュライン 千葉営業所
株式会社日立物流首都圏 北柏出張所
篠崎運輸株式会社 柏営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所

電話番号

千葉県浦安市猫実３－１６－９
千葉県浦安市富士見２－２０－１７
千葉県浦安市富士見４－１４－４７
千葉県浦安市富士見５－７－３５
千葉県柏市西原１－４－３７－１０４
千葉県柏市加賀３－１４－４
千葉県柏市花野井５２２－３ グリーンハイツ１０１号
千葉県柏市花野井字上前留６１４－１
千葉県柏市花野井字上前留６９８－１
千葉県柏市五條谷４９－２
千葉県柏市高田１０４６－１ 東芝ロジスティクス柏Ｂ棟
千葉県柏市高田１４１６－２
千葉県柏市高田字新堤３７９－１３
千葉県柏市高柳１１４３－５
千葉県柏市高柳１５５６－１
千葉県柏市根戸１９８－１
千葉県柏市篠籠田１００６－１
千葉県柏市若柴１１１－１１
千葉県柏市若柴３２９
千葉県柏市若白毛１１３７
千葉県柏市酒井根６３２－９
千葉県柏市十余二１６４－１１１
千葉県柏市十余二２４２
千葉県柏市十余二２９７－５５
千葉県柏市十余二３１３－１７
千葉県柏市十余二３１３－１７
千葉県柏市十余二３８０－１１４
千葉県柏市十余二字南前山１６４－２６
千葉県柏市小青田１－６－１０
千葉県柏市小青田字小舟新田２９－７
千葉県柏市松ヶ崎新田５６－２
千葉県柏市新十余二１３－１
千葉県柏市新十余二１４－１
千葉県柏市新十余二３－１、４ ＧＬＰ柏１Ｆ
千葉県柏市正連寺４３０－１

047-351-2921
047-305-8413
047-381-5362
047-700-6233
0471-52-1910
04-7128-4680
04-7135-6175
04-7132-7707
04-7134-4451
04-7190-0262
0471-89-7181
0471-70-4621
04-7141-6761
04-7191-0427
04-7170-0531
04-7131-4529
04-7141-0501
04-7140-9002
047-134-8500
03-5857-7606
04-7178-1117
04-7132-1101
04-7144-0981
047-131-0606
047-110-7887
047-180-5050
047-134-2965
04-7133-3979
04-7131-0123
04-7133-1447
04-7132-6011
04-7135-6077
04-7131-6611
04-7189-8830
04-7134-0805
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
ミナト流通サービス株式会社 柏営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 柏営業所
五郎商事株式会社 本社営業所
新潟運輸株式会社 柏支店
鈴江陸運株式会社 柏事業所
株式会社アドバンスコールドライン 本社営業所
センコー株式会社 柏営業所
ヤマト運輸株式会社 沼南大津ヶ丘センター
風早運輸有限会社 本社営業所
柏センコー運輸株式会社 柏営業所
蓮田運輸株式会社 本社営業所
株式会社仁和運送 柏営業所
日洋海運株式会社 柏営業所
日通トランスポート株式会社 柏支店
株式会社ナカノ商会 柏支店営業所
近物レックス株式会社 柏支店
関東いづみ運輸株式会社 千葉営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 千葉支店
ゼクス株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 柏支店
花王ロジスティクス株式会社 沼南営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 柏支店
株式会社岡田運送 本社営業所
常南通運株式会社 柏支店
株式会社サカイ引越センター 柏支社
綜合警備保障株式会社 警送千葉支社 警送柏営業所
ヤマト運輸株式会社 柏南支店
柳田運輸株式会社 松戸営業所
福山通運株式会社 柏支店
関東王子運送株式会社 柏営業所

勝浦市

香取市

ヤマト運輸株式会社 勝浦支店
石塚運送有限会社 本社営業所
有限会社山口運送 本社営業所
株式会社太平洋エクスプレス 香取支店

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
千葉県柏市青田新田飛地２１２－２
千葉県柏市青田新田飛地字元割２１２－２
千葉県柏市船戸山高野１３６
千葉県柏市船戸山高野字江川５１４－１他４筆
千葉県柏市増尾１３７－３
千葉県柏市大井１８８２－６ 吉田ビル３０１号室
千葉県柏市大青田字溜台１６５０－１，１６５０－７
千葉県柏市大津ヶ丘４丁目１番１４号
千葉県柏市大島田１４９－２
千葉県柏市中十余二３０７－５
千葉県柏市中十余二４０１－２
千葉県柏市中十余二字元山３１２－１
千葉県柏市中十余二字元山４０６－６・１２
千葉県柏市塚崎１４３４－１
千葉県柏市藤ヶ谷１８２３
千葉県柏市藤ケ谷新田３６－２
千葉県柏市藤ヶ谷新田字大仏３５－４
千葉県柏市藤ヶ谷新田字大佛３６－２
千葉県柏市南増尾８－８－２（１１４号室）
千葉県柏市柏字羽黒前１３０８－１４
千葉県柏市風早１－７－１６
千葉県柏市風早１－８－６
千葉県柏市豊四季２３２－１
千葉県柏市豊四季２５０－６
千葉県柏市豊四季８１６－１３
千葉県柏市豊町２－１－６
千葉県柏市名戸ケ谷字中山越１３２１－１
千葉県柏市鷲野谷８０６－２６
千葉県柏市鷲野谷字宮後原１０２７－９５，１０２８－
２
千葉県柏市鷲野谷字宮後原１０２７－９５、１０２８－
２
千葉県勝浦市新戸字蒲ノ木３０４－１
千葉県勝浦市浜勝浦８０
千葉県勝浦市墨名６０１－６５
千葉県香取市高萩１６５５－２１９
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電話番号
04-7134-3710
04-7132-2811
04-7131-1814
04-7131-8866
04-7172-4131
043-486-0521
04-7132-7112
04-7190-0257
04-7191-5217
04-7132-1306
04-7136-9000
04-7135-3874
04-7133-2033
04-7191-5511
04-7192-1202
04-7180-8001
047-193-2151
04-7193-0211
04-7193-6663
04-7163-1947
04-7192-3140
04-7193-6301
04-7145-4852
04-7147-0002
04-7170-5151
04-7141-8191
04-7162-2183
04-7191-5000
04-7191-6300
04-7193-0707
0470-77-1822
0470-73-1519
0470-73-5033
0478-75-3930

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社金子運輸流通倉庫 本社
株式会社金子流通サービス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 香取支店

鎌ケ谷市

鴨川市

木更津市

株式会社ミユキ 本社
銚子通運株式会社 小見川営業所
長嶋運送株式会社 本社営業所
水郷運輸株式会社 本社営業所
株式会社大川運輸 小見川営業所
橋本運輸株式会社 香取営業所
ヤマト運輸株式会社 小見川支店
株式会社根本運送 本社営業所
株式会社丸幸 本社営業所
飯田物流株式会社 船橋営業所
ヤマト運輸株式会社 鎌ヶ谷支店
ヤマト運輸株式会社 新鎌ヶ谷センター
南総安房運輸株式会社 鴨川営業所
株式会社アレックス 本社営業所
佐川急便株式会社 鴨川営業所
ヤマト運輸株式会社 鴨川支店
安房運輸株式会社 木更津営業所
青葉運輸株式会社 木更津営業所
両総通運株式会社 木更津支店
ヤマト運輸株式会社 木更津支店
株式会社首都圏ロジスティクス 木更津センター
有限会社桜運輸 本社営業所
有限会社養老陸運 木更津営業所
下川運輸有限会社 千葉営業所
両総通運株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 木更津郵便局
榎本運送株式会社 本社営業所
関東福山通運株式会社 木更津支店
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 木更津支店
房州物流株式会社 木更津営業所
佐川急便株式会社 木更津営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
千葉県香取市佐原ニ６２７４
千葉県香取市佐原ニ６２７４
千葉県香取市佐原字有町イ３９１６－１，イ３９１４－
３
千葉県香取市佐原二６２７３番地
千葉県香取市小見川字道の下６９２
千葉県香取市新里１３３１－１
千葉県香取市大倉５４３７
千葉県香取市虫幡字内野下３６７－７
千葉県香取市米野井９３３－１
千葉県香取市本郷字表４１－１
千葉県香取市本矢作１１２２－３
千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷３－３－４０
千葉県鎌ヶ谷市鎌ヶ谷９－４－１７
千葉県鎌ケ谷市初富字瓢簟８００－５６
千葉県鎌ヶ谷市初富湯浅里１９０－６、１９２－３
千葉県鴨川市花房６４４－１
千葉県鴨川市宮山１２０５
千葉県鴨川市宮山字菖蒲田４５５
千葉県鴨川市八色字町目５２８－１
千葉県木更津市中尾字溝免１１７３－１
千葉県木更津市新田３－３－１２
千葉県木更津市井尻９７３－２
千葉県木更津市桜井新町４－１６－１
千葉県木更津市桜井新町５－１－１
千葉県木更津市十日市場４９７－１
千葉県木更津市請西４－６－３０
千葉県木更津市築地６－１
千葉県木更津市中央１－１－６
千葉県木更津市中央２－６－１５
千葉県木更津市中島字蟹持２６２７－１
千葉県木更津市潮見３－１６
千葉県木更津市潮見４－１０－２
千葉県木更津市潮見５－１８
千葉県木更津市潮見５－６－１
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電話番号
0478-56-0270
0478-56-0270
0478-55-1541
0478-50-3031
0478-83-1511
0478-78-5121
0478-57-1110
0478-79-7300
0478-78-4771
0478-83-5071
0478-59-1511
047-443-0903
047-456-7154
047-446-3083
047-441-0301
04-7092-0296
04-7097-1166
04-7097-1101
0470-93-2671
0438-97-5411
090-3317-7323
0438-98-8102
0438-37-1641
0438-30-6117
0438-98-9880
0436-98-2324
090-8646-2966
0438-22-2131
0438-22-3288
0438-40-1011
0438-23-2215
0438-37-1812
0438-36-1814
0438-36-1441

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

君津市

佐倉市

事業所名
株式会社ＮＢＳロジソル 木更津営業所
株式会社ジェイ・キャリー 木更津営業所
ヤマト運輸株式会社 長須賀センター
日本通運株式会社 木更津港事業所
藤商株式会社 本社営業所
株式会社日吉回漕店 君津営業所
ＳＢＳロジコム株式会社 君津支店
株式会社ソウマ 本社営業所
株式会社ＮＳロジ東日本 君津営業所
両総通運株式会社 君津支店
日鉄住金物流君津株式会社 本社営業所
湾岸高速運輸株式会社 本社営業所
安房運輸株式会社 本社営業所
エーツーエーロジコム株式会社 本社営業所
綜合警備保障株式会社 警送千葉支社 君津分室
有限会社宮崎運送店 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 君津支店
日本梱包運輸倉庫株式会社 佐倉営業所
名鉄運輸株式会社 千葉支店
株式会社千葉スワロートラック 佐倉営業所
一宮運輸株式会社 佐倉営業所
ヤマト運輸株式会社 上志津センター
ヤマト運輸株式会社 大作センター
ヤマト運輸株式会社 佐倉支店
佐川急便株式会社 佐倉営業所
共同通運株式会社 千葉営業所
日野海運株式会社 本社営業所
古河運輸株式会社 佐倉営業所
南総通運株式会社 佐倉配送センター
株式会社日立物流首都圏 成田営業所輸送係
株式会社トランス・グリップ 千葉営業所
レンゴーロジスティクス株式会社 千葉営業所
株式会社ティー・エル・エス 佐倉営業所
南総通運株式会社 佐倉支店
日本通運株式会社 千葉東支店

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
千葉県木更津市潮浜１－１７－１１３
千葉県木更津市長須賀７１９
千葉県木更津市長須賀字池ノ下２３１３
千葉県木更津市木材港４－３
千葉県木更津市矢那１４１２－３
千葉県君津市君津１－１－２４
千葉県君津市坂田３９－５
千葉県君津市人見１２９９－１
千葉県君津市大和田６２８－１
千葉県君津市大和田６６３－１１
千葉県君津市大和田字浜５９８－１
千葉県君津市中島４１０－１ １Ｆ
千葉県君津市中島４１０－１ １Ｆ
千葉県君津市貞元４０４
千葉県君津市南子安８－１８－１４
千葉県君津市俵田１１３３－１、１１３４－１
千葉県君津市法木作字西畑８８－１他３筆
千葉県佐倉市大作２－５－２
千葉県佐倉市下志津原字提中４５
千葉県佐倉市小篠塚字満井１１８２－１
千葉県佐倉市上座７７５番地
千葉県佐倉市上志津字大谷津８２０－２
千葉県佐倉市神門字向山谷津６４２－５
千葉県佐倉市生谷字花口４７２－７
千葉県佐倉市石川５８３－１
千葉県佐倉市先崎１６８９－６
千葉県佐倉市染井野２－２９－１
千葉県佐倉市太田２１５３－３
千葉県佐倉市太田２１６６－２
千葉県佐倉市太田字外新割２４１５－１６
千葉県佐倉市大作１－３－３
千葉県佐倉市大作１－７－１
千葉県佐倉市大作１－７－４
千葉県佐倉市大作１－７－５
千葉県佐倉市大作１－８－７
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電話番号
0438-36-9921
0438-38-3939
0438-20-8666
0438-36-6501
0438-52-2339
0439-52-0736
0439-52-0501
0439-55-7191
0439-57-7030
0439-50-0801
0438-36-6454
0439-70-1041
0439-32-3888
0439-50-0561
0439-54-5416
0439-35-4366
0439-54-5681
043-498-3161
043-462-1881
043-498-8188
043-488-1201
043-460-0511
043-498-6511
043-487-1421
043-481-0062
043-464-0555
043-460-0132
043-486-6323
043-486-6591
043-485-7205
043-498-0830
043-498-1253
043-498-6615
043-498-1700
043-498-0856

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

山武市

白井市

事業所名

住所

電話番号

株式会社久津運送店 佐倉営業所
株式会社ヒダロジスティックス 佐倉営業所

千葉県佐倉市大作２－５－４
千葉県佐倉市大作２－７－３

043-498-8221
043-498-1610

株式会社大通 千葉営業所

千葉県佐倉市大作２－９－１

043-498-8989

西濃運輸株式会社 佐倉支店
アートコーポレーション株式会社 千葉北支店
株式会社サクラ 本社営業所
有限会社日暮小型運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 佐倉本町支店
山武運輸株式会社 本社営業所
有限会社石橋陸商 本社営業所
川一産業株式会社 松尾営業所
ヤマト運輸株式会社 山武センター
株式会社ゼロ・プラス関東 東千葉カスタマーサービスセ
ンター
ヤマト運輸株式会社 日向台センター
有限会社渡辺運送 本社営業所
東金液輸株式会社 本社営業所
古山建設運輸株式会社 本社営業所
田端運輸株式会社 本社営業所
ワールド株式会社 本社営業所
三和運輸機工株式会社 白井営業所
ヤマト運輸株式会社 白井支店
東日本エア・ウォーター物流株式会社 千葉営業所
株式会社日立物流首都圏 輸送営業所
株式会社坂田流通 白井営業所
東京トラック運送株式会社 白井支店
京極運輸商事株式会社 白井営業所
トラック・エンド・メンテナンス・サービス株式会社 本
社営業所
中央通運株式会社 白井営業所
株式会社テクニカルコールド関東 白井営業所
株式会社マルシュウ 本社営業所
有限会社ダイセン物流 本社営業所
ジー・ティー・エス株式会社 本社営業所
ロジトライ株式会社 白井事業所

千葉県佐倉市直弥字前ヶ作６７３番地
千葉県佐倉市表町２－９－３
千葉県佐倉市表町４丁目５－１９
千葉県佐倉市並木町２４０
千葉県佐倉市本町字高岡宿１０２－２
千葉県山武市沖渡４７３
千葉県山武市松尾町下野７６１番地１
千葉県山武市松尾町借毛本郷６６８－１
千葉県山武市松尾町大堤字坂ノ下４７２－１

043-498-0600
043-485-0123
043-312-5577
043-484-0611
043-483-0421
0475-89-1101
0479-86-4423
0479-80-7733
0479-80-8307

千葉県山武市松尾町八田３３１４－６

0479-86-5661

千葉県山武市日向台５７番６
千葉県山武市白幡１６０４－１
千葉県山武市板附３８１－１
千葉県白井市河原子字仲割３２０
千葉県白井市河原子３４２－７
千葉県白井市河原子３６４－１７
千葉県白井市河原子錠場３３９－１
千葉県白井市根字井戸作１７７－１５
千葉県白井市大松１－５－１６
千葉県白井市中１４９－１
千葉県白井市中４２３－１
千葉県白井市中９８－１１
千葉県白井市中字一億４３４－１９、４３６－９

0475-80-7250
0475-82-2210
0475-82-6370
047-491-5171
047-497-1377
047-492-3500
047-498-0888
047-492-7215
047-498-6611
047-492-6091
047-492-5490
047-492-2800
047-498-2601

千葉県白井市中字古名内９８－１

047-498-0061

千葉県白井市白井４３１－６
千葉県白井市富士２０７－１
千葉県白井市冨士１５－９
千葉県白井市冨士１８５－２１
千葉県白井市平塚２６１６－３２
千葉県白井市平塚２７９０－３

047-491-7115
047-410-0020
047-497-0181
047-446-0173
047-497-1663
047-497-0307

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。
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主な輸送品目（任意掲載）

出版・印刷物、鉄鋼・金属製品、輸
送機械・輸送機械部品

市区郡名
匝瑳市

袖ヶ浦市

事業所名

住所

電話番号

関東福山通運株式会社 八日市場支店
センコー物流倉庫株式会社 みどり平営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 八日市場営業所
センコー物流倉庫株式会社 本社営業所
株式会社タイヘイ物流システム 八日市場営業所
ヤマト運輸株式会社 八日市場センター
日本郵便株式会社 八日市場郵便局

千葉県匝瑳市みどり平１－１
千葉県匝瑳市高字林崎３２９４－３
千葉県匝瑳市松山９７０番地
千葉県匝瑳市八日市場イ８７８－１
千葉県匝瑳市八日市場イ９８０
千葉県匝瑳市八日市場ホ字砂子３１０７－１
千葉県匝瑳市八日市場ロ１４０－１

0479-73-6121
0479-73-1955
0479-79-1611
0479-73-5911
0479-70-0755
0479-79-2204
0479-72-0945

前田運輸株式会社 袖ヶ浦営業所

千葉県袖ヶ浦市久保田３３０４－１

0436-22-7705

丸五運輸株式会社 千葉営業所
五島運輸倉庫株式会社 千葉営業所
有限会社裕信運輸 本社営業所
西濃運輸株式会社 木更津支店
共同通運株式会社 袖ヶ浦営業所
幸伸運送有限会社 袖ヶ浦営業所
株式会社丸江運輸 本社営業所
有限会社落合 本社営業所
戸塚運送株式会社 千葉営業所
ヤマト運輸株式会社 袖ヶ浦支店
株式会社サン・デイリー 千葉営業所
遠藤運送株式会社 本社営業所
世新建設運輸株式会社 千葉営業所
株式会社エネックス 袖ヶ浦営業所
株式会社丸和運輸機関 袖ヶ浦食品物流センター
有限会社青山運輸 袖ヶ浦営業所
関東マルエス株式会社 千葉営業所
東葛運送株式会社 本社営業所
ＳＢＳフレイトサービス株式会社 袖ヶ浦営業所
東部ネットワーク株式会社 袖ヶ浦営業所
関東いづみ運輸株式会社 袖ヶ浦営業所
株式会社星葉ロジテック 袖ヶ浦営業所
有限会社天英運輸 本社営業所
株式会社トーショー 千葉営業所
アモンケミカル株式会社 本社営業所
秋元運輸倉庫株式会社 袖ヶ浦営業所

千葉県袖ヶ浦市久保田代宿入会地字神主谷台１番５５
千葉県袖ヶ浦市岩井字谷６９７－１
千葉県袖ケ浦市今井１－１－１６
千葉県袖ヶ浦市三箇字長津９７２－１
千葉県袖ヶ浦市上泉１７６４－８９
千葉県袖ヶ浦市神納２４０８－３
千葉県袖ケ浦市神納８１８－１９
千葉県袖ヶ浦市蔵波２０５３番地１
千葉県袖ヶ浦市蔵波３１０８－１６２
千葉県袖ケ浦市蔵波字壱ノ堀３０２４－５
千葉県袖ケ浦市蔵波台４－１－６
千葉県袖ヶ浦市蔵波台５－８－６
千葉県袖ヶ浦市蔵波台５丁目２５番３号
千葉県袖ヶ浦市中袖１－１
千葉県袖ヶ浦市長浦５８０－１３０
千葉県袖ヶ浦市長浦５８０－３８
千葉県袖ケ浦市長浦５８０－９７
千葉県袖ヶ浦市長浦駅前５－１０－４
千葉県袖ヶ浦市長浦駅前７－２０－３
千葉県袖ヶ浦市長浦字拓弐号５８０－１１７
千葉県袖ヶ浦市長浦字拓弐号５８０－１９
千葉県袖ヶ浦市長浦字拓弐号５８０－９９
千葉県袖ヶ浦市長浦拓２－５８０－２３５
千葉県袖ヶ浦市椎の森３８５‐１６
千葉県袖ケ浦市椎の森３８５－２３
千葉県袖ケ浦市南袖１０

0438-40-5571
0438-75-6685
0436-66-2395
0438-75-5581
0438-75-8585
0438-63-7179
0438-63-6661
0438-97-7600
0438-62-6181
0438-63-2091
0438-75-3117
0438-64-0450
0438-60-2661
0438-62-5894
0438-60-8930
0438-62-7878
0438-63-3399
0436-23-1573
0438-53-7388
0438-62-7276
0438-60-1036
0438-63-8212
0438-63-5007
0438-63-2880
0438-60-2525
0438-63-2631

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。
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主な輸送品目（任意掲載）

鉄鋼・金属製品、輸送機械・輸送部
品、建材

市区郡名

事業所名
ブルーエキスプレス株式会社 関東営業所
株式会社石島運輸倉庫 千葉営業所
ペトロサポート株式会社 本社営業所
一宮運輸株式会社 袖ヶ浦営業所
一徹総業株式会社 本社営業所

株式会社エスエルシー運輸東日本 袖ヶ浦事業所
大網白里市 アイ・ティー物流株式会社 本社営業所
株式会社加藤運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大網センター
全農物流株式会社 千葉支店館山センター
館山市
房州物流株式会社 館山営業所
関東福山通運株式会社 南房総営業所
南総安房運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 館山支店
日本郵便株式会社 館山郵便局
昭和運送興業株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 銚子西センター
銚子市
株式会社銚洋陸運 銚子営業所
銚子通運株式会社 銚子営業所
日本郵便株式会社 銚子郵便局
関東福山通運株式会社 銚子営業所
有限会社熊田運送 本店
ヤマト運輸株式会社 銚子支店
鴨志田運輸倉庫有限会社 本社営業所
有限会社飯岡運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 犬吠埼センター
ヤマト運輸株式会社 東金支店
東金市
株式会社パルライン 東金営業所
サカイ物流株式会社 東金営業所
株式会社戸田倉庫物流 千葉営業所
南総通運株式会社 東金支店
ヤマト運輸株式会社 台方センター
古川運送株式会社 本社営業所
直販配送株式会社 富里センター
富里市

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
千葉県袖ヶ浦市南袖２３－３
千葉県袖ケ浦市南袖４５
千葉県袖ケ浦市南袖６５－１
千葉県袖ヶ浦市南袖６６－７
千葉県袖ヶ浦市福王台４－５－４ サンシティ袖ヶ浦２
０５
千葉県袖ヶ浦市北袖２４
千葉県大網白里市みやこ野１－３－４２
千葉県大網白里市上貝塚５６７
千葉県大網白里市富田８６７
千葉県館山市薗字五反田２７６
千葉県館山市国分９１２番地の１
千葉県館山市大井１８０６－１
千葉県館山市那古１６２８－１
千葉県館山市二子字亀井８７－１他４筆
千葉県館山市北条１６３５－３
千葉県館山市湊４９３
千葉県銚子市宮原町５８５－１
千葉県銚子市黒生町７４００番地９
千葉県銚子市三崎町２－２６１６
千葉県銚子市若宮町３－１
千葉県銚子市春日町１９２２－７
千葉県銚子市春日町２１２７－１
千葉県銚子市小浜町１９５８－１
千葉県銚子市小浜町２５５９－１７
千葉県銚子市川口町２－６５２８－２９
千葉県銚子市川口町２丁目６３７３番地１
千葉県東金市家之子字荒蒔４７３－５
千葉県東金市丘山台１丁目１２－１
千葉県東金市丘山台３－４
千葉県東金市山田字新田１１９３－１
千葉県東金市山田字呑水１０５６－７
千葉県東金市台方字柳堀下２８９－２
千葉県東金市薄島３３８－１
千葉県富里市高野６８７－３
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電話番号
0438-63-3413
0438-60-8451
0436-20-4550
0438-60-1380
0438-38-6694
0436-61-2494
0475-70-8491
0475-72-2597
0475-73-6691
0470-22-9318
0470-22-4103
0470-20-3292
0470-27-6151
0470-22-9202
0470-22-0280
0470-22-2127
0479-30-2202
0479-24-6030
0479-22-3111
0479-22-0001
0479-22-0897
0479-22-0482
0479-23-8061
0479-23-8626
0479-25-0116
0479-30-4431
0475-55-0861
050-3732-9270
0475-55-5932
0475-52-6035
0475-54-1291
0475-50-1031
0475-58-5733
0476-92-0931

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

流山市

習志野市

事業所名
グリーンサービス株式会社 富里営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 成田支店
株式会社ティーエムトランスポート 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 富里支店
関東福山通運株式会社 成田空港営業所
福山通運株式会社 成田支店
株式会社スリーエス・サンキュウ 成田営業所
増田運輸株式会社 富里営業所
日通佐倉運輸株式会社 富里事業所
株式会社仁和運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 流山支店
日本郵便株式会社 流山郵便局
有限会社関紙業 有限会社関紙業
常南通運株式会社 中央配送センター
流北運送有限会社 本社営業所
株式会社丸和運輸機関 アズコム流山物流センター
有限会社武蔵野サービス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 流山名都借支店
株式会社三榮千葉 船橋営業所
北王流通株式会社 船橋営業所
北王流通株式会社 習志野営業所
株式会社武蔵野ロジスティクス 習志野営業所
株式会社習志野トラックセンター 本社営業所
有限会社花澤運送 本社営業所
東京宅配事業株式会社 本社営業所
株式会社ハート引越センター 千葉センター営業所
株式会社三代川運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 習志野芝園支店
佐川急便株式会社 習志野営業所
有限会社大和急送 習志野センター
ＳＢＳゼンツウ株式会社 船橋営業所
東部ネットワーク株式会社 習志野営業所
丸善海陸運輸株式会社 東京営業所
有限会社東薬運送 本社営業所
名糖運輸株式会社 千葉物流センター

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
千葉県富里市高野６８７－５
千葉県富里市七栄１３２－１１２
千葉県富里市七栄５２６－１１５
千葉県富里市七栄６５４－６９
千葉県富里市新橋７３６－１
千葉県富里市新橋字高松７２７－１
千葉県富里市美沢１３－２
千葉県富里市美沢２－６
千葉県富里市美沢３－１
千葉県流山市駒木６０５－２
千葉県流山市小屋字明神脇７１－１
千葉県流山市西初石４－１４２３－１
千葉県流山市西初石５丁目１０６
千葉県流山市前ケ崎３８２
千葉県流山市大字東深井８７３－１
千葉県流山市南字下耕地５０２－１
千葉県流山市南流山８－３－１４
千葉県流山市名都借字西ノ下９７
千葉県習志野市茜浜１丁目１－３
千葉県習志野市茜浜１－１０－１
千葉県習志野市茜浜１－１０－１
千葉県習志野市茜浜１－１０－１
千葉県習志野市茜浜１－１０－２
千葉県習志野市茜浜１－１４－５
千葉県習志野市茜浜１－５－９
千葉県習志野市茜浜１－７－６１
千葉県習志野市茜浜１－９－６
千葉県習志野市茜浜２－１－３
千葉県習志野市茜浜３－２－２
千葉県習志野市茜浜３－２－８
千葉県習志野市茜浜３－２－８
千葉県習志野市茜浜３－２８－１１
千葉県習志野市茜浜３－４－１３
千葉県習志野市茜浜３－４－１５
千葉県習志野市茜浜３－４－９
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電話番号
0476-91-1756
0476-92-2156
0476-92-7353
0476-93-0841
0476-93-8500
0476-93-8500
0476-90-3915
0476-90-2688
0476-90-1765
04-7152-3255
04-7155-2863
04-7155-7112
04-7153-1141
04-7146-5592
04-7152-1711
04-7157-1511
04-7159-3934
04-7146-3701
047-407-4063
047-408-4177
047-408-4177
047-408-2581
047-451-1631
047-489-1402
047-451-1531
047-408-1851
047-453-9011
047-454-2896
047-455-2003
047-408-0222
047-408-0009
047-408-1048
047-409-6601
047-401-4828
047-454-5187

主な輸送品目（任意掲載）

食料品、日用品・雑貨、個人宅配送

市区郡名

成田市

事業所名
株式会社ナカノ商会 習志野支店営業所
日通千葉貨物運送株式会社 茜浜事業所
株式会社協和運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 習志野支店
航空集配サービス株式会社 東京支店
アートコーポレーション株式会社 習志野営業所
日本通運株式会社 関東重機建設支店習志野基地
鴻池運輸株式会社 幕張流通センター営業所
ＳＢＳロジコム株式会社 京葉支店
丸協運輸株式会社 東京営業所
明治ロジテック株式会社 習志野事業所
東乳物流サービス株式会社 習志野営業所
株式会社津田沼運輸サービス 本社営業所
柳澤運送有限会社 本社営業所
日軽物流株式会社 船橋営業所
ヤマト運輸株式会社 船橋習志野センター
株式会社パルライン 習志野営業所
坂上運輸倉庫株式会社 千葉支店営業所
サンキ運輸株式会社 本社営業所
株式会社水上三洋商会 習志野営業所
有限会社船橋石油輸送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 成田ニュータウンセンター
株式会社あかうみ 本社営業所
吉川運輸株式会社 成田営業所
ナグモ産業株式会社 成田営業所
株式会社成田トランスポート 本社営業所
フェデラルエクスプレスジャパン合同会社 成田営業所
株式会社ヒダロジスティックス 成田営業所
株式会社日本空港ロジテム 成田営業所
国際空輸株式会社 成田空港支店
株式会社トーハイ 成田営業所
有限会社マルコー物流 本社営業所
羽田運輸株式会社 成田空港営業所
株式会社ネットワークス 成田営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
千葉県習志野市茜浜３－６－１
千葉県習志野市茜浜３－７－１
千葉県習志野市鷺沼２－１１－１９
千葉県習志野市実籾３－３５－５
千葉県習志野市芝園２－１－１６
千葉県習志野市芝園２－１－１８
千葉県習志野市芝園２－１－５４
千葉県習志野市芝園２－３－１
千葉県習志野市芝園２－３－３
千葉県習志野市芝園２－４－２
千葉県習志野市芝園２－４－４
千葉県習志野市芝園２－４－４
千葉県習志野市新栄１－１１－３－７０５
千葉県習志野市東習志野６－１３－１６
千葉県習志野市東習志野６－１８－３
千葉県習志野市東習志野６－２０－１８
千葉県習志野市東習志野６丁目１５－８
千葉県習志野市東習志野６丁目１８番１号
千葉県習志野市東習志野８－３０－１－７１０
千葉県習志野市東習志野８－３０－２４
千葉県習志野市藤崎１－８－６
千葉県成田市押畑字大谷津１２０９－１、１２０５－３
千葉県成田市下福田２８５－４
千葉県成田市下福田８４１－１，８４２－１
千葉県成田市官林３８８－３２８
千葉県成田市吉岡１１１６－１２
千葉県成田市吉岡１２１３－１
千葉県成田市吉岡１２１６－２５
千葉県成田市吉岡７０９－９
千葉県成田市駒井野字台の田２０９１ 新東京国際空港
内第二貨物代理店ビル４１３号
千葉県成田市駒井野字天並野２１６２－２０１
千葉県成田市古込１５４－４－２０１－Ｂ
千葉県成田市古込字込前１５４－４
千葉県成田市古込字込前１５４－４ 第１貨物代理店ビ
ル２２１
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電話番号
047-453-2235
047-454-2029
047-452-3480
047-471-7676
047-455-2611
047-453-0123
047-453-2811
047-408-9661
047-453-3311
047-452-8011
047-454-2611
047-411-9288
047-452-2710
047-472-1012
047-478-7251
047-403-7751
047-477-1650
047-478-7813
047-474-3510
0474-75-2484
047-401-8208
0476-23-8366
0476-22-1587
0476-22-1525
0476-73-8848
0476-73-7441
0476-73-6921
0476-73-7721
03-5757-8305
0476-32-7921
0476-32-7773
0476-33-8885
0476-32-8385
0476-32-8200

主な輸送品目（任意掲載）

石炭、飲料等、木材・木製品

市区郡名

事業所名

電話番号

千葉県成田市江弁須字柳端８０－５
千葉県成田市三里塚光ヶ丘１－１０６５
千葉県成田市三里塚光ヶ丘１－１３３９
千葉県成田市三里塚光ヶ丘１－４１８
千葉県成田市十余三１２２－１

0476-29-6555
0476-35-3600
0476-35-2173
0476-35-2818
0476-22-8822

株式会社サンリツ 運輸事業部（成田）

千葉県成田市十余三３７－１

0476-36-6777

日本通運株式会社 航空事業支店 成田集配課

野田市

住所

ヤマト運輸株式会社 公津の杜センター
平野カーゴ株式会社 関東支店
十和運送株式会社 成田支店
愛知陸運株式会社 成田営業所
株式会社オーユー 本社営業所

有限会社東和通商 成田営業所
日本郵便株式会社 成田郵便局
株式会社ＭＨ ＣＡＲＧＯ 本社営業所
有限会社神谷運送店 本社営業所
大川運輸株式会社 成田営業所
株式会社仙台ミトモ 株式会社仙台ミトモ 成田営業所
株式会社サンエアカーゴサービス 本社営業所
ワーレックス株式会社 成田営業所
アイユーシー株式会社 成田営業所
有限会社サンキョウ 関東営業所
株式会社日祥物流 成田営業所
泉海商運株式会社 成田営業所
ヤマト運輸株式会社 三里塚支店
根本運送株式会社 成田営業所
株式会社佐原運輸 本社営業所
日本通運株式会社 成田空港支店
東京エアカーゴサービス株式会社 成田営業所
株式会社細田重機運輸 成田営業所
新日本物流株式会社 成田事業所
成田運送株式会社 成田営業所
株式会社ロジックスライン 本社営業所
佐川急便株式会社 成田営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 成田営業所
光新運送株式会社 成田営業所
大内運輸株式会社 関東営業所
株式会社トッキュウ 関東営業所
東京輸送株式会社 関宿営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

千葉県成田市新泉３６－２ 日通成田空港第二物流セン
ター
千葉県成田市新田２８８－１
千葉県成田市赤坂２丁目１－３
千葉県成田市川上２４５－６９４
千葉県成田市川上２４５－９８４
千葉県成田市浅間４５２－５
千葉県成田市前林８０４－６
千葉県成田市前林８２８－４
千葉県成田市前林９８６－１
千葉県成田市多良貝２４５－１６１ Ｃ棟１階
千葉県成田市多良貝２４５－２３１７
千葉県成田市多良貝２４５－３０３１
千葉県成田市大清水２４８－２
千葉県成田市大清水字栄通８－１
千葉県成田市中野３８０－１２
千葉県成田市東ノ台１０９２番地２６
千葉県成田市東和泉４４３－５０
千葉県成田市東和泉字境前４４３－５０
千葉県成田市南羽鳥字松ヶ下５７０－３
千葉県成田市南三里塚７８－７
千葉県成田市飯田町２７ 久能ビル３Ｆ
千葉県成田市本三里塚１００１－５０１
千葉県成田市本三里塚５８－２
千葉県成田市本三里塚字本町１００１－４８７
千葉県成田市本城１４７－６秀和ビル２０２号
千葉県成田市名古屋１３７２－２０
千葉県野田市はやま１３－１
千葉県野田市はやま１－５
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0476-40-9214
0476-33-6401
0476-28-1771
0476-49-0022
0476-73-5151
0476-37-4011
0476-73-7657
0476-73-7080
0476-36-4801
0476-73-5231
0476-49-3022
0476-49-0201
0476-49-7730
0476-40-4881
0476-49-0097
0476-73-8775
0476-40-9585
0476-36-6277
0476-37-1030
0476-36-5631
0476-22-0201
0476-35-6493
0476-35-1421
0476-35-4711
0476-35-1721
0476-96-1698
04-7196-5571
04-7196-5594

主な輸送品目（任意掲載）

機械・機械部品、輸送機械・輸送機
械部品

市区郡名

事業所名
石田運送株式会社 野田営業所
中央エース物流株式会社 関宿低温営業所
有限会社ケイアイエヌ 千葉営業所
株式会社千曲運輸 野田営業所
有限会社サンキョウ 野田営業所
中央通運株式会社 境営業所
有限会社阿部商運 本社営業所
有限会社石川運輸 本社営業所
有限会社宮脇運輸 本社営業所
株式会社フレックス 本社営業所
フライスター物流株式会社 野田営業所
松戸運送株式会社 野田営業所
株式会社ベストランス 野田センター
小林倉運株式会社 野田営業所
東和物流株式会社 東和物流㈱ 関宿営業所
株式会社ヤマザキ物流 野田営業所
株式会社エフティ物流 野田営業所
ヤグチ物流株式会社 本社営業所
大和物流株式会社 柏営業所
ＳＢＳフレックネット株式会社 野田営業所
東邦興産株式会社 東関東営業所
直販配送株式会社 野田支店
株式会社ＭＤロジス東日本サービス 野田第一営業所
株式会社ＭＤロジス東日本サービス 野田第二営業所
株式会社日立物流首都圏 ロジネット営業所
株式会社坂田流通 本社営業所
関東摂津運輸有限会社 野田営業所
株式会社丸運ロジスティクス関東 野田営業所
有限会社野口運輸 本社営業所
野田自動車運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 野田北支店
有限会社アドヴァンス 本社営業所
センター物流有限会社 野田営業所
パスコ・ロジスティクス株式会社 利根営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
千葉県野田市はやま２２－１
千葉県野田市はやま７－２
千葉県野田市岡田５７４－３
千葉県野田市岡田５７４－３ ２０１号室
千葉県野田市下三ヶ尾４５５－６５
千葉県野田市関宿台町東特定土地区画整理事業地内２街
区５画地
千葉県野田市岩名１０１３番地の３
千葉県野田市吉春５１９－４
千葉県野田市今上１８７８－１
千葉県野田市三ツ堀３２８番地４号
千葉県野田市三ツ堀字小橋１２２３
千葉県野田市山崎２６３８－１０
千葉県野田市山崎字宿１８３９－１
千葉県野田市次木１５９－Ａ１０３
千葉県野田市七光台３９９－６
千葉県野田市七光台４００
千葉県野田市七光台８０番地１－１０３号
千葉県野田市上花輪字馬場下３１０－４
千葉県野田市上三ヶ尾字平井２５４－５，２５３－５
千葉県野田市上三ヶ尾字平井２５６－１
千葉県野田市親野井１６２－１２
千葉県野田市西三ヶ尾字金打３１４－２５
千葉県野田市西三ヶ尾字溜台３４０－１２
千葉県野田市西三ヶ尾字溜台３４０－１３
千葉県野田市西三ヶ尾西原３５５－１５
千葉県野田市泉１－３－１３
千葉県野田市泉２－１－３
千葉県野田市船形１６５０－１
千葉県野田市船形２８４７－１
千葉県野田市船形８８７－３
千葉県野田市船形字上原弐１５５５－２
千葉県野田市大字吉春字樋尻替２５－１
千葉県野田市谷津７４１－４
千葉県野田市中里２７６６－１
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電話番号

主な輸送品目（任意掲載）

04-7196-8100
04-7196-1211
047-120-6356
047-120-6610
04-7124-2871
04-7136-7705
04-7125-1210
04-7124-5785
04-7122-3398
04-7138-3435
04-7137-7110
04-7128-4013
04-7126-1981
04-7120-6251
04-7197-0002
04-7127-3717
0471-97-5279
04-7126-6012
04-7124-2361
04-7122-1172
04-7196-1133
04-7126-2105
04-7124-3331
04-7124-3661
04-7126-3323
04-7129-2053
04-7128-1820
04-7127-5252
04-7129-6817
04-7189-8020
04-7127-0341
04-7123-4646
047-192-6171
04-7127-4500

住宅資材、自動車部品、一般貨物

市区郡名

富津市

船橋市

事業所名
葛西物流株式会社 野田営業所
ヤマト運輸株式会社 野田センター
日生流通運輸倉庫株式会社 野田営業所
株式会社カシマ 野田営業所
株式会社丸和運輸機関 千葉営業所
トナミ運輸株式会社 野田支店
ヤマト運輸株式会社 野田支店
キャリテック株式会社 野田営業所
ロジトライ株式会社 野田事業所
サンインキケミカル株式会社 本社営業所
株式会社シーエックスカーゴ 野田流通センター
河井運輸株式会社 本社営業所
株式会社関宿急便 本社営業所
佐川急便株式会社 野田営業所
ヤマト運輸株式会社 関宿支店
ウヤマ産業株式会社 本社営業所
関東名鉄運輸株式会社 野田
ＳＢＳロジコム株式会社 野田物流センター支店
新雪運輸株式会社 野田営業所
株式会社ロジネクス 東京支店営業所
野田小型運送株式会社 本社営業所
総武物流株式会社 本社営業所
エコウイング物流株式会社 本社営業所
田口運送株式会社 野田営業所
有限会社畑山運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 富津センター
有限会社三和トラック 本社営業所
株式会社サンキュウ・トランスポート・東日本 君津営業
所
両総通運株式会社 富津支店
日昭運輸株式会社 君津営業所
大佐和運送株式会社 本社営業所
株式会社君津特殊 本社営業所
株式会社サカイ引越センター 船橋支社
ワーレックス株式会社 船橋営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所

電話番号

千葉県野田市鶴奉５０６－２
千葉県野田市堤台字北前１４４－４
千葉県野田市東金野井９７２－１
千葉県野田市東宝珠花１９２－１０
千葉県野田市東宝珠花２４４－５
千葉県野田市二ッ塚字西道上１９２－１
千葉県野田市二ツ塚字西毛蔵坊１３５－１０
千葉県野田市二ッ塚溜井１－１－１
千葉県野田市蕃昌新田字稲荷松２０－２
千葉県野田市尾崎２３９８番２１
千葉県野田市尾崎向山１６８４
千葉県野田市平井２５７－２
千葉県野田市木間ケ瀬３７７２
千葉県野田市木間ヶ瀬５２９８
千葉県野田市木間ヶ瀬字中新宿５２５５－１
千葉県野田市木野崎１６６２－２
千葉県野田市木野崎１６７１－１
千葉県野田市木野崎２１０６－１
千葉県野田市木野崎字下鹿野１６９２－４６
千葉県野田市目吹１６９０－４
千葉県野田市野田２２９－１
千葉県野田市野田２３６
千葉県野田市野田６９７番地１－２Ｆ
千葉県野田市野田字橋戸７７５－７
千葉県野田市柳沢２７６－２
千葉県富津市下飯野７７２－１
千葉県富津市新富２－１５

04-7136-2020
047-125-2182
04-7157-1361
04-7198-6377
04-7198-1040
04-7122-1133
04-7125-4378
04-7128-8882
04-7129-6555
04-7128-0125
04-7128-3014
04-7198-6973
04-7198-1411
04-7120-6400
047-198-7013
0471-21-3301
04-7196-7571
04-7120-5100
04-7138-3300
04-7120-3500
04-7122-0137
04-7125-5151
04-7129-6955
04-7126-1122
04-7122-1921
0439-88-6730
0439-88-2255

千葉県富津市新富８７－３

0439-88-1121

千葉県富津市西川７６１
千葉県富津市青木６９４ 桔梗ハイツＡ１０２
千葉県富津市千種新田２３２
千葉県富津市千種新田９１３－１
千葉県船橋市栄町２－４－２９
千葉県船橋市潮見町４２－２

0439-80-1020
043-261-5137
0439-65-2730
0439-65-4176
047-495-1151
047-431-2940
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
佐川急便株式会社 浦安営業所
ＳＢＳ即配サポート株式会社 千葉支店
株式会社丸文運送 市川営業所
株式会社首都圏ロジスティクス 市川センター
株式会社日恵物流 千葉営業所
日本液体運輸株式会社 船橋営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 湾岸営業所
中央運送株式会社 船橋営業所
鴻池運輸株式会社 千葉臨海営業所
株式会社Ｊ・Ｃ・Ｏ・Ｓ Ｚｅｒｏ１引越センター 千葉
営業所
京葉運送有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 船橋夏見台支店
ヤマト運輸株式会社 船橋海神支店
株式会社東晋 本社営業所
日通船橋運輸株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 船橋支店
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 船橋支店
三協運輸株式会社 市川営業所
関東西部運輸株式会社 船橋営業所
一宮運輸株式会社 船橋営業所
株式会社キョーエイコーポレーション 千葉事業所
福岡運輸株式会社 船橋営業所
鴻池運輸株式会社 京葉営業所
株式会社東日本トランスポート 京葉営業所
サッポロ流通システム株式会社 首都圏営業所
青葉運輸株式会社 船橋米飯営業所
株式会社デイリートランスポート 船橋営業所
丸伊運輸株式会社 船橋営業所
ヤマトボックスチャーター株式会社 船橋支店
有限会社カネコ綜合サービス 本社営業所
石塚運送有限会社 船橋営業所
ヤマト運輸株式会社 船橋三咲センター
有限会社魚吉水産 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 船橋市場センター

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所

電話番号

千葉県船橋市西浦２－１４－１
千葉県船橋市栄町１－１１－２０
千葉県船橋市栄町１－１１－６
千葉県船橋市栄町１－１－２０
千葉県船橋市栄町１－２７－３
千葉県船橋市栄町１－２７－６
千葉県船橋市栄町２－１１－４
千葉県船橋市栄町２－１５－６
千葉県船橋市栄町２－８－１１

047-495-8225
047-404-5844
047-401-5628
047-404-4723
04-7402-3235
047-434-3721
047-437-2781
047-433-0486
047-433-8760

千葉県船橋市夏見１－１５－１

047-460-5780

千葉県船橋市夏見１－１７－２６
千葉県船橋市夏見台３－１１－５
千葉県船橋市海神５－１８２－１
千葉県船橋市海神町２－２６９－４
千葉県船橋市海神町３－１２４
千葉県船橋市海神町３－１２４－１
千葉県船橋市海神町南１－７３１
千葉県船橋市葛飾町２－４０１－１
千葉県船橋市高瀬町１１－７
千葉県船橋市高瀬町２１－２
千葉県船橋市高瀬町２２
千葉県船橋市高瀬町２４－１１
千葉県船橋市高瀬町２４－３６
千葉県船橋市高瀬町２４－４
千葉県船橋市高瀬町２番
千葉県船橋市高瀬町４－２
千葉県船橋市高瀬町４－２
千葉県船橋市高瀬町５０－７
千葉県船橋市高瀬町６２－２
千葉県船橋市咲が丘２－４０－１４
千葉県船橋市三咲３－５－６
千葉県船橋市三咲町１３２－３４
千葉県船橋市市場１－８－１ 水産物仲卸売場№１６
千葉県船橋市市場４丁目２３２２－１

047-423-3329
047-439-1298
047-437-1436
047-420-3883
047-432-0040
047-431-9601
047-437-7430
047-407-2631
047-495-8553
0474-35-2122
047-434-1252
047-437-7601
047-435-3214
047-434-0115
047-437-3523
080-2058-3749
047-434-1088
047-404-1675
080-5982-7294
047-443-2229
047-407-7277
047-449-4171
047-423-0174
047-460-2265
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

住所

電話番号

株式会社エス・ティー・エス 習志野営業所
名糖運輸株式会社 習志野営業所
根岸運輸株式会社 習志野営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 習志野営業所
打越株式会社 習志野営業所
菊池運輸株式会社 船橋営業所
橋本商事株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 船橋習志野台センター
株式会社ＡＲＫ 本社営業所
みゆき運輸有限会社 本社営業所

千葉県船橋市習志野１－９－１４
千葉県船橋市習志野４－１０－１
千葉県船橋市習志野４－１０－５
千葉県船橋市習志野４－５－１
千葉県船橋市習志野４－７２－２６
千葉県船橋市習志野４－８－１
千葉県船橋市習志野台７－２－１５
千葉県船橋市習志野台８－４７－１４
千葉県船橋市小野田町１４９４
千葉県船橋市松が丘３－７２－１８

047-404-3751
047-476-6600
047-443-3939
047-479-0910
047-463-9430
047-477-3751
047-457-7263
047-469-2961
047-401-8666
047-496-2116

株式会社オアシス 本社営業所

千葉県船橋市神保町２６０－９

047-490-6170

株式会社岩陸 船橋営業所
日本ロジテム株式会社 船橋営業所
日本アルコール物流株式会社 船橋営業所
ヤマト運輸株式会社 船橋西浦センター
ミフネ運送株式会社 本社営業所
パナシアロジ株式会社 千葉営業所

千葉県船橋市西浦１－１－１
千葉県船橋市西浦１－２－１
千葉県船橋市西浦２－１１－１
千葉県船橋市西浦２－３－６１
千葉県船橋市西浦２－８－３
千葉県船橋市西浦３－４－１
千葉県船橋市西浦３－４－２ ダイワコーポレーション
内
千葉県船橋市西浦３－８－１
千葉県船橋市西浦３－８－２
千葉県船橋市西浦３－８－２
千葉県船橋市西浦３－９－２
千葉県船橋市大穴南５－２５－３１－２０１
千葉県船橋市大神保町１３５２－３
千葉県船橋市潮見町１－２
千葉県船橋市潮見町１７－６
千葉県船橋市潮見町１８－２
千葉県船橋市潮見町２０－２
千葉県船橋市潮見町２０－７
千葉県船橋市潮見町３
千葉県船橋市潮見町３４－１１
千葉県船橋市潮見町３４－４
千葉県船橋市潮見町３５－５
千葉県船橋市潮見町４２－１

047-433-2171
047-436-4370
047-435-0315
047-495-6331
047-495-7088
047-432-2111

株式会社ロジ・レックス 船橋営業所
株式会社ラインシステム・ジャパン 本社営業所
株式会社スマイルライン 東京営業所
武州運輸倉庫株式会社 東京営業所
株式会社ニシウラ 本社営業所
株式会社ＳＡＪＩ 本社営業所
株式会社ジャンクサービス 本社営業所
株式会社ロジパルエクスプレス 船橋営業所
アサガミ株式会社 京葉支店
白井運輸株式会社 本社営業所
根本運送株式会社 本社営業所
株式会社ニヤクコーポレーション 関東支店 船橋事業所
結城運輸倉庫株式会社 潮見営業所
株式会社日立物流首都圏 新聞営業所
株式会社スガヌマトランスポート 千葉営業所
株式会社福東運輸 船橋営業所
東雪運輸株式会社 船橋営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

28／35 ページ

047-413-9070
047-432-0618
047-495-7411
047-401-6702
047-431-7174
047-498-9120
047-404-3406
047-434-9939
047-434-5931
047-431-6591
047-435-0025
047-434-6969
047-435-1511
047-433-4997
047-435-5912
047-434-4831
047-433-9420

主な輸送品目（任意掲載）

日用品・雑貨、食料品、紙・紙加工
品

市区郡名

事業所名
佐川急便株式会社 千葉営業所
京葉コーウン株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 船橋藤原センター
株式会社ＮＳロジ東日本 千葉営業所船橋事業所
株式会社石川運送 船橋営業所
日本郵便株式会社 船橋郵便局
ヤマト運輸株式会社 船橋北支店
イーグル貨物運輸株式会社 本社営業所
株式会社キョウエイ 船橋営業所
国分ロジスティクス株式会社 本社営業所
株式会社テクニカルコールド関東 船橋営業所
日本低温運輸株式会社 千葉営業所
株式会社エスワイプロモーション 船橋営業所
昭産運輸株式会社 本社営業所
株式会社丸文運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 船橋飯山満支店
有隣運送株式会社 船橋フローズン営業所
阪神トランスポート株式会社 千葉営業所
清興運輸株式会社 市川営業所
ヤマト運輸株式会社 船橋主管支店
株式会社北部市場運送 関東事業部
東日本物流開発株式会社 本社営業所
有限会社中瀬運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 船橋豊富センター
株式会社小島 豊富営業所
西濃運輸株式会社 船橋支店
ＡＢＣ株式会社 本社営業所
ピアノ運送株式会社 千葉営業所
千葉やよい運送株式会社 千葉営業所
株式会社興産運輸 千葉営業所
根岸運輸株式会社 本店
株式会社大東物流機工 本社営業所
有限会社熊谷通商 本社営業所
アサヒロジスティクス株式会社 千葉物流センター

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
千葉県船橋市潮見町４２－５
千葉県船橋市潮見町８
千葉県船橋市藤原３－１８－２８
千葉県船橋市南海神１－７－１
千葉県船橋市南海神１－７－１
千葉県船橋市南本町７－１７
千葉県船橋市二和西３－１６０
千葉県船橋市日の出１－１－４
千葉県船橋市日の出２－１６－１
千葉県船橋市日の出２－１６－３
千葉県船橋市日の出２－１９－２
千葉県船橋市日の出２－１９－２
千葉県船橋市日の出２－２０－２
千葉県船橋市日の出２－２０－２
千葉県船橋市日の出２－３－１１
千葉県船橋市飯山満町２－６８４－３
千葉県船橋市浜町３－１－３
千葉県船橋市浜町３－２－５
千葉県船橋市浜町３－２－５ 富士エコー内
千葉県船橋市浜町３－３－２
千葉県船橋市浜町３丁目１番４号
千葉県船橋市浜町３丁目１番地３
千葉県船橋市豊富町５９４番地
千葉県船橋市豊富町６４３－２
千葉県船橋市豊富町６４４－７
千葉県船橋市豊富町６８８－４
千葉県船橋市本郷町６６９－２
千葉県船橋市本中山３－４－７
千葉県船橋市本中山７－２１－２
千葉県船橋市本中山７－４－６－１０３
千葉県船橋市湊町１－２４－１１
千葉県船橋市湊町２－１２－２４
千葉県船橋市緑台２－５－２－４０６
千葉県船橋市鈴身町４８８－３３－２
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電話番号
047-431-2205
047-434-3781
047-429-6681
047-434-5464
047-437-0399
047-435-2591
047-449-7326
047-495-2005
047-495-5730
047-420-0901
047-410-0020
047-410-2650
047-432-1971
047-432-0332
047-434-6672
047-468-0616
047-434-4540
047-498-9681
047-437-0067
047-432-9772
047-495-3850
047-435-2528
047-457-4755
047-457-3631
047-457-8668
03-5857-7607
047-302-6223
047-332-0871
047-334-8413
047-711-0030
047-431-4440
047-432-1450
047-488-8951
047-456-0081

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
松戸市

事業所名
株式会社近鉄トランステック 関東オペレーションセン
ター
日本郵便輸送株式会社 松戸営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 松戸営業所
有限会社瀨田運送 本社営業所
ダイセーロジスティクス株式会社 松戸営業所
有限会社軽急サービス 本社営業所
株式会社大栄運送 本社営業所
石橋運送株式会社 本社営業所
東陸運株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 松戸五香支店
有限会社アップル商事 本社営業所
株式会社共同 本社営業所
市川運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 松戸三ヶ月支店
松戸東部運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 松戸南支店
ヤマト運輸株式会社 松戸支店
伊原運送株式会社 松戸営業所
アートコーポレーション株式会社 松戸営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 松飛台営業所
日本郵便株式会社 松戸南郵便局
佐川急便株式会社 松戸営業所
株式会社ヤマザキ物流 松戸営業所
三八五流通株式会社 松戸営業所
上野運送株式会社 松戸営業所
アサヒロジスティクス株式会社 松戸共配センター
キユーソーティス株式会社 松戸営業所
東京三八五流通株式会社 松戸営業所
株式会社ヒューテックノオリン 松戸センター
ティービー株式会社 松戸営業所
松戸運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 松戸大橋支店
株式会社大倉 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 松戸南花島支店

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所

電話番号

千葉県松戸市高塚新田字内野３５０－１０

047-391-5781

千葉県松戸市松飛台字中原４１０番地御囲２２９－４
千葉県松戸市栄町７－４９２－１
千葉県松戸市栄町８－６９９
千葉県松戸市栄町西１－７９９
千葉県松戸市栄町西３－１００４－５
千葉県松戸市栄町西４－１１７０－２
千葉県松戸市河原塚８５－２
千葉県松戸市金ケ作２７０－２７
千葉県松戸市金ケ作字並木前２７２－１
千葉県松戸市串崎新田６３番地１３
千葉県松戸市古ヶ崎４－３４５７
千葉県松戸市高塚新田４０８－３
千葉県松戸市三ヶ月字島谷台１３２９
千葉県松戸市紙敷９９３
千葉県松戸市紙敷字東金楠台９６－１
千葉県松戸市主水新田字二枚田４３８－１
千葉県松戸市秋山１－３－１
千葉県松戸市松戸新田１２０－３
千葉県松戸市松飛台４１５－１
千葉県松戸市松飛台４７０－１
千葉県松戸市松飛台字中原４１０番地
千葉県松戸市上本郷２０３
千葉県松戸市上本郷２１６
千葉県松戸市上本郷６９－１
千葉県松戸市上本郷７００－３
千葉県松戸市上本郷７２９
千葉県松戸市上本郷字四畝田２１６
千葉県松戸市上本郷字西之小田７００－１
千葉県松戸市新作２６－１
千葉県松戸市千駄堀１５０３
千葉県松戸市大橋字白幡１１１９－１
千葉県松戸市大金平２－６５
千葉県松戸市南花島３－３７－１

047-382-6770
047-308-3255
047-364-2611
047-710-5994
047-365-8480
047-367-9289
047-392-1731
047-387-8114
047-389-9713
047-391-5420
047-330-8581
047-703-8081
047-348-8908
047-392-5180
047-389-1713
047-344-1943
047-710-3391
047-363-0123
047-311-2344
047-383-2093
047-389-5611
047-366-4590
047-363-6201
047-363-7261
047-362-0210
047-394-3311
047-363-6201
047-308-6091
047-703-1210
047-385-4141
047-391-2393
047-342-0240
047-368-7631
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

南房総市
茂原市

八街市

事業所名
株式会社山形運輸 本社営業所
旭運輸株式会社 本社営業所
西濃運輸株式会社 松戸支店
ヤマト運輸株式会社 松戸常盤平センター
有馬運送有限会社 本社営業所
千代田運送株式会社 松戸営業所
株式会社田中運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 茂原緑ヶ丘センター
株式会社日立物流首都圏 茂原営業所 輸送係
京葉ロジコ株式会社 茂原路線営業所
佐川急便株式会社 茂原営業所
有限会社メイト 本社営業所
京葉ロジコ株式会社 茂原営業所
南総通運株式会社 茂原東郷事業所
株式会社エィチ．エル．シー千葉 茂原営業所
日本郵便株式会社 茂原郵便局
有限会社原田運送 本社営業所
丸全京葉物流株式会社 茂原営業所
ヤマト運輸株式会社 茂原支店
日野海運株式会社 八街営業所
有限会社プラスアルファ 本社営業所
株式会社葛飾物流 八街営業所
山鈴運輸株式会社 八街営業所
株式会社ＮＢＳロジソル 八街営業所
千代田運送株式会社 八街営業所
株式会社タジマ 本社営業所
株式会社千葉スワロートラック 本社営業所
あんぜんタカラ物流株式会社 本社営業所
株式会社ファインエナジー 千葉営業所
有限会社千葉シマダ運輸 本社営業所
株式会社晃運ルートサービス 千葉営業所
有限会社吉田商事 千葉営業所
株式会社ｌｉｎｋ・ｕｐ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 八街支店
ファースト運輸株式会社 八街営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
千葉県松戸市南花島３－４１－２１
千葉県松戸市南花島向町３１２
千葉県松戸市南花島向町３１７－６
千葉県松戸市日暮６－６
千葉県松戸市日暮６丁目１４０番地
千葉県松戸市八ヶ崎２－８－１
千葉県南房総市千代９６
千葉県茂原市押日字白幡４８８－１
千葉県茂原市下永吉字柳坪２５５
千葉県茂原市小林２８８－１
千葉県茂原市小林字東羽貫２３２８－３
千葉県茂原市早野１９７５－３，４
千葉県茂原市東郷１８６５
千葉県茂原市東郷６７０
千葉県茂原市本納３２１０－１１
千葉県茂原市茂原２４８
千葉県茂原市木崎２７２－１
千葉県茂原市六ツ野２７９１
千葉県茂原市六ッ野字北原曽根３７１１－１
千葉県八街市榎戸６９３－５
千葉県八街市沖１３８６－１
千葉県八街市沖字東沖１７１－２
千葉県八街市吉倉６２７－４
千葉県八街市山田台１３３－９－２０５
千葉県八街市山田台１８０番地
千葉県八街市山田台字山田台６５０－２６
千葉県八街市四木１０１４－３
千葉県八街市上砂６０－９
千葉県八街市大谷流字新林８４１－１
千葉県八街市滝台１３８５－２
千葉県八街市朝日２０８－１４
千葉県八街市朝日５５１－１
千葉県八街市東吉田６１９－７５
千葉県八街市東吉田字荒老８１６－１６
千葉県八街市八街い１９３
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電話番号
047-366-7220
047-367-6197
047-363-8105
047-394-7791
047-387-0518
047-309-2015
0470-20-6388
0475-27-1211
0475-24-5171
0475-22-2694
0475-25-1241
0475-23-8765
0475-22-2693
0475-22-5191
0475-34-5570
0475-22-2523
0475-22-2071
0475-23-3131
0475-23-8691
043-440-7015
043-445-6110
043-308-5655
043-445-0500
043-310-4330
043-445-2749
043-440-5963
043-440-5237
043-445-5511
043-440-5051
043-445-6575
043-442-2237
043-440-7703
043-235-8520
043-442-1221
043-442-7472

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
マックス運輸株式会社 本社営業所
株式会社千葉興業運輸 本社営業所
菱木運送株式会社 本社営業所
東関東石油輸送株式会社 本社営業所
株式会社ロードリームジャパン 本社営業所
鎌形運送有限会社 本社営業所
丸伊運輸株式会社 千葉営業所
株式会社テクノトランス 本社営業所
有限会社アラキ 本店営業所
有限会社マルモト 本社営業所
株式会社ライフサポート・エガワ 八街営業所

八千代市

株式会社三昭運輸 千葉営業所
株式会社三協運輸サービス 千葉営業所
有限会社さくらネット 千葉営業所
ダイセーロジスティクス株式会社 八千代営業所
株式会社トーヨーエフピー 八千代営業所
株式会社武蔵野ロジスティクス 八千代営業所
株式会社サカイ引越センター 千葉東支社
有限会社ケーティーライン 本社営業所
日軽物流株式会社 東邦営業所
有限会社馬場運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 八千代上高野支店
日本梱包運輸倉庫株式会社 八千代営業所
有限会社八千代運送 本社営業所
大都運送株式会社 本社営業所
株式会社スリーエス・サンキュウ 千葉営業所
佐川急便株式会社 八千代営業所
株式会社新晃 八千代営業所
天真エンタープライズ有限会社 本社営業所
芳賀通運株式会社 八千代事業所
ヤマト運輸株式会社 八千代緑ケ丘センター
株式会社ヤマガタ 八千代営業所
株式会社藤川商運 八千代営業所
玉運輸株式会社 本社営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
千葉県八街市八街い１９３－１０１
千葉県八街市八街い２５４－１
千葉県八街市八街い２７－３
千葉県八街市八街い５１－５
千葉県八街市八街に２５２－３
千葉県八街市八街に４８－２７
千葉県八街市八街は４７－５２
千葉県八街市八街へ１９９番地１１８４
千葉県八街市八街ほ３６－１
千葉県八街市八街字笹引へ１９９－１４３６
千葉県八街市八街字立合松北は１０５－２０４
千葉県八千代市ゆりのき台１－８－２ エステートピ
ア・ラ・テールⅠ １０５
千葉県八千代市下市場１－３－１９
千葉県八千代市上高野１３５３
千葉県八千代市上高野１３５５－２５
千葉県八千代市上高野１３５５－３１
千葉県八千代市上高野１３５５番地－３２
千葉県八千代市上高野１５４０－２０
千葉県八千代市上高野１７３４－５
千葉県八千代市上高野１８１２
千葉県八千代市上高野１９７６－８
千葉県八千代市上高野字笹堀込４０７－１１
千葉県八千代市上高野字大山４６１－６
千葉県八千代市大和田７６９
千葉県八千代市大和田新田１３１－１
千葉県八千代市大和田新田４９０－１
千葉県八千代市大和田新田６９９－３
千葉県八千代市大和田新田７２７
千葉県八千代市大和田新田９１５番地６６
千葉県八千代市大和田新田字津金向６７２番地４
千葉県八千代市大和田新田字八幡後１０９９－１
千葉県八千代市島田台１２７０－２
千葉県八千代市島田台７７５－１
千葉県八千代市島田台９８１－５
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電話番号
043-239-8133
043-440-0036
043-443-5250
043-442-2371
043-442-8880
043-444-0581
043-442-0114
043-440-3710
043-444-4499
043-442-2011
043-443-9111
047-411-9022
047-486-8588
047-411-7591
047-480-8730
047-481-2805
047-405-3611
047-480-1401
047-481-6155
047-483-3508
043-489-0158
047-486-4201
047-485-6417
047-482-6241
047-450-2914
047-489-4139
047-458-1123
047-459-6888
043-286-5115
047-459-5411
047-489-4871
047-488-5611
047-458-3088
047-458-5881

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
ヤマト運輸株式会社 八千代支店

代々木オール株式会社 本社営業所
磐栄運送株式会社 千葉営業所
三協運輸株式会社 本社営業所
渡辺倉庫運送株式会社 千葉営業所
ヤマト運輸株式会社 四街道支店
株式会社アシスト東経 本社営業所
有限会社鈴木運送 本社営業所
株式会社高陽運輸 本社営業所

千葉県四街道市大日２００１－３

043-308-5151

株式会社日東物流 大日営業所
株式会社日東物流 本社営業所
株式会社タス・ジャパン 本社営業所
第一貨物株式会社 千葉支店
日本郵便株式会社 四街道郵便局
ヤクルトロジスティクス株式会社 千葉営業所
萩原梱包運輸有限会社 本社営業所
株式会社田代運輸 佐倉営業所
ヤマト運輸株式会社 鋸南センター
株式会社君塚商事 本社営業所
株式会社あかうみ 酒々井営業所
ヤマト運輸株式会社 栄町センター
株式会社池田自動車運輸 本社営業所
株式会社ナカノ商会 成田営業所
島田商事有限会社 第一営業所
株式会社ジャパンカーゴ 酒々井営業所
株式会社三芳エキスプレス 成田営業所
ヤマト運輸株式会社 多古センター
株式会社丸文運送 成田営業所
ケミカルトランスポート株式会社 香取営業所
ＳＢＳロジコム北関東株式会社 成田空港支店

千葉県四街道市大日５３０－２
千葉県四街道市大日５７２
千葉県四街道市大日７０－５－１０２
千葉県四街道市大日字大作岡１１１２－１
千葉県四街道市美しが丘１－１８－２
千葉県四街道市和田１６６
千葉県四街道市和良比１８１－４１
千葉県四街道市和良比２５４－１２－３０１
千葉県安房郡鋸南町保田字富田原９９４－１
千葉県夷隅郡大多喜町久我原９８３－１
千葉県印旛郡酒々井町飯積２－２－２
千葉県印旛郡栄町安食字田中２４２１－１３７、１３８
千葉県印旛郡栄町矢口神明５－５－３
千葉県印旛郡酒々井町伊篠４６８－１
千葉県印旛郡酒々井町酒々井１６８８－３
千葉県印旛郡酒々井町墨字木戸１５８１－１
千葉県香取郡多古町一鍬田５３番地１
千葉県香取郡多古町多古字桜ノ宮３５７１番地２０
千葉県香取郡多古町飯笹１１７２－１
千葉県香取郡東庄町宮野台５９４－１
千葉県山武郡芝山町大台２５４３

043-424-3419
043-424-3466
090-5205-3349
043-423-1200
043-433-0001
043-432-0071
043-232-2618
043-462-7772
0470-55-4722
0470-84-0888
043-309-6815
0476-80-1681
0476-95-0010
043-481-6888
043-496-7537
043-496-9800
0479-70-7373
0479-79-3071
0479-75-1291
0478-87-1110
0479-74-8333

有限会社岡太運輸 本社営業所
株式会社ロイヤルサービス 八千代営業所

安房郡
夷隅郡
印旛郡

香取郡

山武郡

電話番号
047-450-5873

株式会社東和重機工事 本社営業所

四街道市

住所
千葉県八千代市麦丸字金塚１１３０－１
千葉県八千代市八千代台東１－１０－１３ エポラビル
６Ｆ
千葉県八千代市八千代台東６－１２－２
千葉県八千代市米本１３５９ 第３街区第３３号棟３０
８号室
千葉県四街道市もねの里６－１－１
千葉県四街道市鹿放ヶ丘１２２
千葉県四街道市鹿放ヶ丘５９２
千葉県四街道市小名木１１６
千葉県四街道市小名木字光来寺９４－３５
千葉県四街道市大日１１８９－７
千葉県四街道市大日１７９３

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。
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主な輸送品目（任意掲載）

047-450-7711
047-482-2254
047-489-6040
043-424-1181
043-304-3611
043-304-3377
043-432-4900
043-433-0611
043-422-6100
043-423-0001
鉄鋼・金属製品、機械・機械部品、
輸送機械・輸送機械部品

建設資材(敷鉄板)、鉄鋼・金属製品

市区郡名

長生郡

事業所名
株式会社ロジ・レックス 成田
つるとみ運輸株式会社 千葉営業所
ヤマト運輸株式会社 横芝センター
株式会社高橋運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 九十九里センター
株式会社小野運送店 千葉営業所
株式会社ウイングエキスプレス 成田空港営業所
福山エクスプレス株式会社 成田流通営業所
関東福山通運株式会社 成田流通センター
郵船ロジテック株式会社 成田営業所
西鉄物流株式会社 成田支店
株式会社根本運送 りんくう物流センター
宝塚運行サービス株式会社 本社営業所
株式会社大昇物流 成田営業所
ヤマト運輸株式会社 芝山センター
関東王子運送株式会社 成田物流センター
航空集配サービス株式会社 成田支店
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 成田営業所
有限会社ブルーライナー 本社営業所
佐倉急送株式会社 本社営業所
露口運輸有限会社 本社営業所
株式会社アルプス物流 成田営業所
株式会社野辺運輸 成田営業所
株式会社石橋梱包運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 一宮センター
株式会社ネキスト 千葉営業所
関東福山通運株式会社 茂原支店
京葉エクスプレス株式会社 長南営業所
直販配送株式会社 房総センター
ナカミツ興業有限会社 本社営業所
株式会社井上興業 長柄営業所
南総通運株式会社 茂原支店
株式会社裕光 本社営業所
有限会社山口運送 長生営業所
五興運輸有限会社 本社営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
千葉県山武郡芝山町山田平三畑６１４－１
千葉県山武郡横芝光町１－７
千葉県山武郡横芝光町栗山字稔台４４６７－２
千葉県山武郡横芝光町木戸９５２６－１１
千葉県山武郡九十九里町西野１９１４－３６
千葉県山武郡九十九里町西野６４２
千葉県山武郡芝山町岩山字大宿１３４０－１１
千葉県山武郡芝山町岩山１３４０－１５
千葉県山武郡芝山町岩山１３４０－１５
千葉県山武郡芝山町岩山１３４０－４９
千葉県山武郡芝山町岩山１４８－１５ ＧＬＰ成田内
千葉県山武郡芝山町岩山２３１７－３
千葉県山武郡芝山町岩山２３７６－１３
千葉県山武郡芝山町岩山字一番割２０９３－４
千葉県山武郡芝山町岩山字新堀１２６４－３
千葉県山武郡芝山町岩山字大宿１３４０－１５
千葉県山武郡芝山町香山新田字矢志ヶ谷５０
千葉県山武郡芝山町山田１１３０－１
千葉県山武郡芝山町小池２７００－３９
千葉県山武郡芝山町小池字水口２７００－３６
千葉県山武郡芝山町大台２５４３番地１０
千葉県山武郡芝山町大台字宝永作３１５５－６５
千葉県山武郡芝山町大里２３３０
千葉県山武郡芝山町大里字北９８７－１
千葉県長生郡一宮町新地字砂之堀上５６番地４
千葉県長生郡長生村七井土１４７０－１
千葉県長生郡長生村藪塚１０２７－７
千葉県長生郡長南町水沼１８２１
千葉県長生郡長南町美原台１－２０
千葉県長生郡長柄町刑部１３７０－７
千葉県長生郡長柄町皿木９１－１
千葉県長生郡長柄町山根１１９３－１
千葉県長生郡長柄町山之郷２３３－２９
千葉県長生郡長柄町鴇谷７４１－２
千葉県長生郡白子町驚１０１８
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電話番号
0479-77-2455
047-975-4330
0479-80-1861
0479-84-0086
0475-70-3211
0475-76-7211
0479-70-9895
0479-78-8080
0479-78-8080
047-970-9403
0479-70-9100
0479-70-8366
0476-32-4760
0479-74-8924
0479-78-8518
0479-78-8011
0479-78-1596
0479-70-8830
0479-77-2927
0479-77-2233
0479-77-0042
0479-78-6365
0479-78-1321
0479-78-1414
0475-40-0891
0475-32-5311
0475-32-1155
0475-46-3811
0475-40-4660
0436-36-4211
0436-75-5611
0475-30-7333
0475-35-5671
090-3214-5644
0475-33-2218

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
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電話番号

主な輸送品目（任意掲載）

