貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
事業所名
さいたま市 光生産研株式会社 本社営業所
マルフク・ロジスティクス株式会社 埼玉
株式会社トーリク 埼玉営業所
ドゥベスト株式会社 埼玉営業所
埼玉日陸物流株式会社 本社営業所
シグマベンディングサービス株式会社 本社営業所
共進運輸株式会社 本社営業所
株式会社デイライン 岩槻営業所
富士運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 岩槻城址支店
株式会社アロックス 岩槻営業所
株式会社東総運輸 本社営業所
久留米運送株式会社 さいたま店
株式会社首都圏ロジスティクス 本社営業所
株式会社サントス 岩槻営業所
日本郵便株式会社 新岩槻郵便局
近物レックス株式会社 さいたま支店
有限会社葵運輸 本店営業所
日本通運株式会社 岩槻貨物センター
ヤマト運輸株式会社 さいたま大谷センター
株式会社三協運輸サービス 大宮営業所
日本ルートサービス株式会社 大宮営業所
今村運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 与野荒川支店
ヤマト運輸株式会社 武蔵浦和支店
ＳＢＳ即配サポート株式会社 埼玉支店
佐川急便株式会社 さいたま営業所
ヤマト運輸株式会社 大宮佐知川支店
有限会社アルファプロ 本社営業所
有限会社太盛 本社営業所
株式会社埼玉急送社 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。

安全性優良事業所

（埼玉県）

住所
埼玉県さいたま市浦和区大原５－１２－１
埼玉県さいたま市岩槻区古ヶ場１－１－３
埼玉県さいたま市岩槻区古ケ場１－５－５
埼玉県さいたま市岩槻区古ヶ場１－７－３
埼玉県さいたま市岩槻区古ヶ場２－６－２
埼玉県さいたま市岩槻区古ケ場２－８－６
埼玉県さいたま市岩槻区高曽根田向１１２５－１
埼玉県さいたま市岩槻区城南１－１－６３
埼玉県さいたま市岩槻区大戸２３４
埼玉県さいたま市岩槻区大字真福寺字向原４３－１
埼玉県さいたま市岩槻区大字相野原２５５－１
埼玉県さいたま市岩槻区大字谷下４０４番地１
埼玉県さいたま市岩槻区大字長宮字上谷中７７０－１
埼玉県さいたま市岩槻区大字浮谷７０５－１
埼玉県さいたま市岩槻区大字浮谷字石神６７６－４
埼玉県さいたま市岩槻区長宮１３７２－１
埼玉県さいたま市岩槻区長宮７５４－１、７５５－１、
７５６－１、７５７－１、７５８－１、７６２－１、７
６３－１、７６５－１、７６６－１
埼玉県さいたま市岩槻区府内４丁目１番１７号
埼玉県さいたま市岩槻区箕輪字西２１７，２１８－１，
２１５，２１６
埼玉県さいたま市見沼区大字大谷字弁天１３６３－１
埼玉県さいたま市見沼区中川１４５－１２９
埼玉県さいたま市見沼区膝子１０５５－１
埼玉県さいたま市桜区西堀６－１５－１０
埼玉県さいたま市桜区大字五関字古貝戸３７－２
埼玉県さいたま市桜区田島９－７－９
埼玉県さいたま市桜区道場２－１６－１
埼玉県さいたま市西区宮前町１２３４－２
埼玉県さいたま市西区大字水判土１７－１
埼玉県さいたま市西区飯田字前田４２８－１０
埼玉県さいたま市大宮区櫛引町１－３８１
埼玉県さいたま市大宮区寿能町１－１２６－４
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電話番号
048-831-4941
048-795-0261
048-794-6765
048-793-3331
048-794-5811
048-794-7703
048-791-4000
048-798-0302
048-792-2122
048-798-8670
048-794-1321
048-749-8000
048-878-9231
048-798-6669
048-797-2777
048-876-9310
048-792-2888
048-798-1117
048-758-5111
048-689-1541
048-688-3700
048-687-7822
048-863-0017
048-858-1525
048-838-1254
03-5633-9027
048-620-2525
048-624-8116
048-624-7041
048-663-0461
048-641-3931

H27.12.15
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

上尾市

朝霞市

入間市

事業所名
クラウン輸送株式会社 本社営業所
光和輸送株式会社 本社営業所
株式会社浦和運輸 本社営業所
株式会社トキタ運輸 本社営業所
熊谷産業株式会社 浦和営業所
株式会社オレンジライン 埼玉事業所
株式会社インフォゲート 本社営業所
株式会社ハナワトランスポート さいたま営業所
株式会社エスケーサービス 戸田営業所
株式会社引越社関東 さいたま支店
株式会社引越社関東 練馬支店
株式会社引越社関東 豊島支店
株式会社トータル・ワークス 本社営業所
富士商運株式会社 本社営業所
光成物流株式会社 本社営業所
北王流通株式会社 大宮営業所
ヤマト運輸株式会社 さいたま吉野町センター
株式会社アイアール北斗 本社営業所
株式会社ジェイアール東日本物流 さいたま物流センター
アートコーポレーション株式会社 さいたま営業所
和田運輸株式会社 本社営業所
株式会社アイ・エス・ティ 本社営業所
トナミ運輸株式会社 浦和支店
アースロジスティックス株式会社 上尾
ヤマト運輸株式会社 上尾平塚センター
日通埼玉運輸株式会社 上尾事業所
有限会社カントラ 本社営業所
北日本運送株式会社 本社営業所
株式会社関東サンギ 大宮営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 朝霞営業所
株式会社山定物流 本社営業所
株式会社武蔵野ロジスティクス 朝霞営業所
アイユーシー株式会社 朝霞営業所
ジーエスケイ株式会社 朝霞営業所
共栄産業株式会社 埼玉営業所

※「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
埼玉県さいたま市中央区下落合６丁目１番１８号
埼玉県さいたま市中央区鈴谷４－６－３１－１０１
埼玉県さいたま市中央区鈴谷７－７－１２
埼玉県さいたま市南区四谷２－４－１４
埼玉県さいたま市南区沼影１－３１－９
埼玉県さいたま市南区辻２丁目１２番６号
埼玉県さいたま市南区辻４－１４－２５
埼玉県さいたま市南区辻６－６－１８
埼玉県さいたま市南区辻８丁目１４５０番３
埼玉県さいたま市南区内谷２－１－１１ ２Ｆ
埼玉県さいたま市南区内谷２－１－１１ ３Ｆ
埼玉県さいたま市南区内谷２－１－１１ ４Ｆ
埼玉県さいたま市南区内谷６丁目４番１号
埼玉県さいたま市北区吉野町１－３４１－２
埼玉県さいたま市北区吉野町１－４０２－８
埼玉県さいたま市北区吉野町１－４０５－２２
埼玉県さいたま市北区吉野町２－２７６－１，１２
埼玉県さいたま市北区吉野町２丁目１９３番地１１
埼玉県さいたま市北区今羽町１９０－１
埼玉県さいたま市北区本郷町８８４
埼玉県さいたま市緑区三室２４１０－１
埼玉県さいたま市緑区松木２－３－５
埼玉県さいたま市緑区中野田字谷ノ前１０４５
埼玉県上尾市大字上尾村５８７
埼玉県上尾市大字平塚字下２０６－１
埼玉県上尾市大字領家字石神２１２－１
埼玉県上尾市中分１－７－７
埼玉県上尾市二ツ宮９８０－８
埼玉県上尾市日の出４－５３５－１
埼玉県朝霞市栄町３丁目７－５８
埼玉県朝霞市根岸台２－１５－５
埼玉県朝霞市泉水３－１１－４６
埼玉県朝霞市大字上内間木字黒沼４６０－１
埼玉県朝霞市膝折町２－１２－４７
埼玉県入間市宮寺２９１４－１
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電話番号
048-825-1341
048-855-8431
048-854-1446
048-864-0211
048-861-9159
048-710-8888
048-710-6795
048-700-3135
048-710-8812
048-845-5211
048-845-5220
048-710-9220
048-864-1395
048-651-2951
048-651-8071
048-661-7400
048-654-1981
048-664-2415
048-662-1121
048-686-0123
048-874-1966
048-810-5135
048-878-5151
048-775-6658
048-778-2977
048-782-8329
048-725-7945
048-773-3109
048-770-5066
048-461-1570
048-461-4669
048-468-3055
048-458-1115
048-452-6671
04-2934-6612

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
岡野運送株式会社 入間営業所

桶川市

春日部市

加須市

福山通運株式会社 入間支店
武蔵エナジックセンター株式会社 本社営業所
フコク物流株式会社 埼玉営業所
ムサシ物流株式会社 本社営業所
石井商事運輸株式会社 入間営業所
波平総業株式会社 入間本社営業所
株式会社ケーロッド 本社営業所
アサミ梱包有限会社 本社営業所
青伸産業運輸株式会社 入間第二営業所
久留米運送株式会社 入間店
臼杵運送株式会社 埼玉営業所
東邦興産株式会社 入間営業所
鴻池運輸株式会社 多摩営業所
株式会社藤城運輸倉庫 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 桶川支店
株式会社宮本陸運 春日部支店
ヤマト運輸株式会社 春日部金崎センター
株式会社廣商運輸 春日部営業所
埼玉プロイコム株式会社 本社営業所
株式会社東北カーゴ 埼玉営業所
株式会社大成物流 本社営業所
有限会社飯田商事 本社営業所
有限会社アルプス運輸 春日部営業所
ヤマト運輸株式会社 春日部豊野町センター
多摩運送株式会社 Ｂｉｇ－Ａセンター営業所
株式会社アイエフ物流サービス 埼玉事業所
ヤマゼントラフィック株式会社 本社営業所
第一貨物株式会社 栗橋支店
ヤマト運輸株式会社 埼玉大利根センター
株式会社カジロジスティックス 埼玉営業所
菱化ロジテック株式会社 加須営業所
有限会社若山運送加須クリーン 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 加須三俣センター

※「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
埼玉県入間市宮寺字宮ノ台４０５０（３２街区１０画
地）
埼玉県入間市寺竹１８０－１
埼玉県入間市上藤沢７４４－１
埼玉県入間市新光５２４－４
埼玉県入間市大字狭山ケ原１１－７
埼玉県入間市大字狭山ヶ原３９６－２
埼玉県入間市大字狭山ヶ原字桜木２３５－３
埼玉県入間市大字狭山台７８
埼玉県入間市大字中神４８０－３
埼玉県入間市大字南峯１０９０－１
埼玉県入間市大字二本木字石塚１２７８－７
埼玉県入間市中神９４４
埼玉県入間市東藤沢８－２－１６
埼玉県入間市二本木１２８５－１
埼玉県桶川市大字下日出谷３０３
埼玉県桶川市大字加納字大加納１３１－２９
埼玉県春日部市下柳５６７
埼玉県春日部市金崎８５９－２
埼玉県春日部市小渕５３５－１
埼玉県春日部市水角１０９７番地１
埼玉県春日部市増戸２３９番地１
埼玉県春日部市大字小渕２７８
埼玉県春日部市大場６１番地
埼玉県春日部市大畑１９１－２３
埼玉県春日部市銚子口６９１－１
埼玉県春日部市不動院野２５６１－１
埼玉県春日部市豊野町二丁目１９番地１
埼玉県加須市花崎１－４－４
埼玉県加須市間口８０５－１
埼玉県加須市間口字道南５５９－１
埼玉県加須市久下４－７－７
埼玉県加須市古川２－１
埼玉県加須市戸室１００４
埼玉県加須市上三俣字中通８９５－１
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電話番号
042-935-2720
04-2936-5311
04-2962-1200
04-2931-1302
04-2934-6025
04-2935-0036
04-2935-2820
04-2934-7977
04-2937-1515
04-2937-1280
04-2935-2157
04-2934-6351
04-2935-0558
04-2935-1000
048-786-1315
048-776-3425
048-747-2222
048-718-3821
048-753-1310
048-718-3811
048-755-7775
048-763-3868
048-735-0450
048-748-1901
048-731-2217
048-755-1094
048-731-1000
0480-53-8131
0480-72-3781
0480-72-7585
0480-65-9988
0480-68-6781
0480-73-4865
0480-62-1545

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

川口市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 埼玉騎西センター
関東通信輸送株式会社 埼玉物流センター
株式会社とみん自動車運輸 本社営業所
株式会社カンダコアテクノ 埼玉営業所
中倉陸運株式会社 埼玉営業所
共進運輸株式会社 加須営業所
中央運輸株式会社 加須営業所
杉山運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 加須富士見センター
北王流通株式会社 加須営業所
有限会社マックス物流 本社営業所
中越運送株式会社 埼玉ロジスティクスセンター
有限会社浦和小型運送 加須営業所
株式会社三立運輸 東京営業所
株式会社正洋 本社営業所
株式会社スリーエス・サンキュウ 川口営業所
アートコーポレーション株式会社 川口支店
手塚運輸株式会社 本社営業所
株式会社ランテック 埼玉支店
日本郵便株式会社 鳩ヶ谷郵便局
山末運輸有限会社 本社営業所
株式会社エス・ロジスティックス 本社営業所
有限会社日伸流通サービス 本社営業所
日通埼玉運輸株式会社 川口営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 草加営業所
埼玉配送株式会社 川口営業所
株式会社スワロー物流東京 本社営業所
株式会社アサクラ 本店営業所
共同輸送株式会社 本社
有限会社井上商事 本社営業所
有限会社ウインカンパニー 本社営業所
朝日物流株式会社 川口営業所
有限会社三進デリバリー 本社営業所
株式会社江森梱包 本社営業所
株式会社東配 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
埼玉県加須市西ノ谷字東浦９８－１
埼玉県加須市川口４丁目１０番７号
埼玉県加須市大桑１－１８－１
埼玉県加須市大桑１－９
埼玉県加須市大桑一丁目１４－１
埼玉県加須市大字南篠崎１１４１
埼玉県加須市大字北辻３７－３
埼玉県加須市南大桑３７５０－１
埼玉県加須市南町９－１
埼玉県加須市鳩山町９番地
埼玉県加須市不動岡２丁目１番２２号
埼玉県加須市豊野台２－７２５－１
埼玉県加須市北大桑２３０－６
埼玉県川口市安行吉岡１７７６－４
埼玉県川口市安行北谷６１３
埼玉県川口市安行領根岸１５３－１
埼玉県川口市安行領根岸１７８９
埼玉県川口市栄町２－１２－９
埼玉県川口市江戸袋２－４－５
埼玉県川口市坂下町１－６－１２
埼玉県川口市芝下２－２１－１２
埼玉県川口市芝下２－６－３
埼玉県川口市上青木５－８－１５
埼玉県川口市上青木西１丁目１５番２７号
埼玉県川口市新堀１０３０
埼玉県川口市新堀町１０－３０
埼玉県川口市神戸１３
埼玉県川口市西川口６－１４－３０
埼玉県川口市大字安行吉蔵２４４－１
埼玉県川口市大字安行領根岸９６８－１
埼玉県川口市大字安行領根岸９８９－３
埼玉県川口市大字石神６９９－１
埼玉県川口市大字道合４７３－１８
埼玉県川口市大字道合字放山３５－１
埼玉県川口市大字峯１３０２
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電話番号
0480-73-7631
0480-66-2840
0480-65-4580
0480-67-0670
0480-66-2337
0480-67-0744
0480-66-2330
0480-65-5455
0480-63-2115
0480-67-2010
0480-61-4455
0480-78-1326
0480-72-7238
048-288-6715
048-452-8257
048-258-5077
048-285-0123
048-251-3929
048-285-7000
048-281-3800
048-266-3802
048-264-5211
048-261-5580
048-253-5111
048-290-7710
048-295-3370
048-229-0631
048-252-3760
048-295-4771
048-285-6230
048-229-8806
048-290-6613
048-797-1731
048-280-1234
048-296-4551

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

川越市

行田市

事業所名
富士共同物流株式会社 川口営業所
株式会社元木物流 本社営業所
株式会社福嶋商事 本社営業所
トーキョーエキスプレス株式会社 本社営業所
株式会社ヒットサービス 本社営業所
北王流通株式会社 川口営業所
株式会社竹鼻運送 花の枝橋営業所
東京ユニオン物流株式会社 川口営業所
大蓉工業株式会社 本社営業所
株式会社橋本運送 本社営業所
株式会社ツカサ 川口支店
王子運送株式会社 足立センター
凸版物流株式会社 川口営業所
株式会社宮岡 本社営業所
株式会社ユニコム 川口営業所
佐川急便株式会社 東松山営業所
安全輸送株式会社 埼玉営業所
株式会社ガルト 川越営業所
永山運送株式会社 川越営業所
共進運輸株式会社 川越営業所
ヤマト運輸株式会社 川越こづつみセンター
ヤマト運輸株式会社 川越まとばセンター
ヤマト運輸株式会社 川越藤間センター
株式会社スリーエス・サンキュウ 川越営業所
株式会社マルイワ 埼玉営業所
高田運輸株式会社 川越営業所
上高運輸株式会社 川越営業所
日本通運株式会社 熊谷航空貨物センター
有限会社林ラインサービス 本社営業所
株式会社山協商事 行田営業所
福田運輸有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 行田支店
十和運送株式会社 埼玉支店
株式会社武蔵野物流 本社営業所
佐藤運送有限会社 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
埼玉県川口市中青木２－１３－２１
埼玉県川口市長蔵１－１９－１
埼玉県川口市東川口２－８－４ メゾン穂高３０１号
埼玉県川口市東川口４－２７－１９
埼玉県川口市東本郷１７０４－２
埼玉県川口市東領家３－４－１２
埼玉県川口市東領家４丁目８－９
埼玉県川口市藤兵衛新田５１
埼玉県川口市並木４－１５－６
埼玉県川口市北原台２－２１－１６
埼玉県川口市木曽呂７９６番地１
埼玉県川口市弥平３－１２－１
埼玉県川口市弥平４－３－１
埼玉県川口市領家５－１－３
埼玉県川口市領家５－２－４
埼玉県川越市下小坂字上谷８３－１
埼玉県川越市今福中台２９３５－１
埼玉県川越市石田６０－１
埼玉県川越市大字山田１５７４－１
埼玉県川越市大字山田字西町１７１番地１
埼玉県川越市大字小堤３２７－１９
埼玉県川越市大字的場４９－２
埼玉県川越市大字藤間９３７－９
埼玉県川越市中台元町１－８－３
埼玉県川越市中台南２－１４－２
埼玉県川越市南台１丁目１０番地７
埼玉県川越市芳野台３－２－３
埼玉県行田市持田２６２７－１
埼玉県行田市持田５－２０－１３
埼玉県行田市小針屋敷前３４９３－１
埼玉県行田市大字荒木１４４８
埼玉県行田市大字持田字大宮前９８０－１
埼玉県行田市大字持田字油免２０６３．２０６４
埼玉県行田市大字真名板２０５２－１
埼玉県行田市長野１－４５－８
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電話番号
048-258-3429
048-296-1727
048-297-5428
048-294-4985
048-281-3886
048-226-1900
048-225-2731
048-290-3401
048-259-0159
048-295-5188
048-291-7600
048-242-5682
048-477-5447
048-224-5505
048-223-1322
049-233-8089
049-246-6552
049-298-5050
049-229-5190
049-229-5188
080-6604-6647
080-6699-0991
080-6699-5615
049-238-2501
049-249-0288
049-242-4572
049-299-6988
048-553-5011
048-554-9877
048-556-7190
048-557-1013
048-555-3713
048-564-0954
048-559-2134
048-554-4601

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

久喜市

熊谷市

鴻巣市
越谷市

事業所名
赤羽運送株式会社 本社営業所
株式会社ホームエネルギー首都圏 行田センター
有限会社瀬山梱包運輸 本社営業所
東洋メビウス株式会社 久喜支店
有限会社久喜運輸 本社営業所
株式会社正栄物流 埼玉営業所
矢崎運輸倉庫株式会社 久喜営業所
トナミ運輸株式会社 久喜支店
野口運送株式会社 菖蒲支店
関東エース物流株式会社 久喜営業所
ヤマト運輸株式会社 埼玉鷲宮センター
東京三八五流通株式会社 久喜営業所
関東流通サービス株式会社 本社営業所
株式会社山紀 埼玉営業所
株式会社三急運輸 熊谷営業所
関東西濃運輸株式会社 熊谷支店
東部ネットワーク株式会社 埼玉営業所
日通児越運輸株式会社 熊谷エンジニアリング営業所
株式会社東日本トランスポート 熊谷営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 熊谷営業所
嶋﨑運輸株式会社 本社営業所
熊谷通運株式会社 熊谷コンテナ支店
丸全京浜物流株式会社 熊谷営業所
株式会社井ノ瀬運送 本社営業所
渡辺倉庫運送株式会社 熊谷営業所
熊谷産業株式会社 本社営業所
株式会社篠崎運送倉庫 本社営業所
ダイヤ運輸株式会社 本社営業所
株式会社浅井 埼玉営業所
アートコーポレーション株式会社 越谷営業所
株式会社引越社関東 越谷営業所
湯田運送有限会社 本社営業所
株式会社引越社関東 足立支店
日本郵便輸送株式会社 越谷営業所
大西物流株式会社 関東支店

※「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
埼玉県行田市長野４－２９－１４
埼玉県行田市藤原町１－１８－１
埼玉県行田市門井町１－８－１
埼玉県久喜市河原井町３
埼玉県久喜市江面１３８１－１
埼玉県久喜市佐間字堤外７０７－１
埼玉県久喜市菖蒲町三箇３５３０
埼玉県久喜市菖蒲町三箇５番地
埼玉県久喜市菖蒲町上栢間３９７６－３
埼玉県久喜市清久町４７－２
埼玉県久喜市西大輪字上古川２０５４－１
埼玉県久喜市大字樋ノ口字内谷２２９－８
埼玉県久喜市南２－１－３５
埼玉県久喜市北青柳１４３３－１
埼玉県熊谷市久下１－６１
埼玉県熊谷市玉井字平井通上３０－３
埼玉県熊谷市御稜威ヶ原下林６１１－１０
埼玉県熊谷市御稜威ヶ原字上林８２３－２１
埼玉県熊谷市御陵威ヶ原下林６７３－２１
埼玉県熊谷市四方寺１９１－２
埼玉県熊谷市小曽根６６７
埼玉県熊谷市大字久保島１０８４
埼玉県熊谷市大字御稜威ケ原字上林８２３－７
埼玉県熊谷市大字佐谷田１６３２番地
埼玉県熊谷市万吉２７９１
埼玉県熊谷市万吉３７２４番地１
埼玉県鴻巣市広田４６７－１
埼玉県鴻巣市吹上富士見１－１０４５－１
埼玉県越谷市伊原２－１４－６
埼玉県越谷市七左町２－９７－１
埼玉県越谷市七左町３－１７７－１
埼玉県越谷市七左町６－２３０－１
埼玉県越谷市七左町三丁目１７７－１
埼玉県越谷市神明町２－４１６－３
埼玉県越谷市神明町３－３９０－２
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電話番号
048-559-0492
048-556-3131
048-554-7418
0480-23-4066
0480-23-6186
0480-48-5296
0480-48-6470
0480-87-0265
048-541-0506
0480-28-0030
0480-59-2635
0480-21-0438
0480-22-6149
0480-26-5510
048-525-0723
048-522-5337
048-572-1036
048-533-6116
048-532-8601
048-524-5433
048-527-1040
048-533-3321
048-532-6311
048-524-0811
048-536-1337
048-536-1281
048-569-3130
048-548-4945
048-988-6215
048-990-0123
048-961-2626
048-986-7687
048-961-2636
048-974-9528
048-976-8892

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

坂戸市

幸手市
狭山市

事業所名
コフジ物流株式会社 関東営業所
株式会社ビ・トータス 越谷営業所
マコトトランスポートサービス株式会社 越谷営業所
株式会社ネットサービス 本社営業所
株式会社ヤマショウサービス 本社営業所
両備トランスポート株式会社 東京営業所
株式会社共和商事 本社
ヤマト運輸株式会社 越谷弥十郎支店
株式会社関根エンタープライズ 本社営業所
東日本エア・ウォーター物流株式会社 越谷営業所
大東通運株式会社 越谷支店
株式会社丸和通運 越谷支店
日本通運株式会社 越谷コンテナ課
西濃運輸株式会社 越谷支店
王子運送株式会社 越谷支店
国際空輸株式会社 埼玉貨物センター
株式会社ターボ商事 本社営業所
鴻池運輸株式会社 越谷東営業所
株式会社コダ運輸 埼玉営業所
上高運輸株式会社 坂戸営業所
有限会社ヨシダトランスポート 本社営業所
誠光産業有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 坂戸にっさいセンター
有限会社鶴見運送店 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 坂戸支店
幸和運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 幸手さくらセンター
平和運輸株式会社 本社営業所
河内長野貨物運送株式会社 埼玉営業所
武蔵エナジックセンター株式会社 狭山営業所
日本通運株式会社 狭山航空貨物センター
株式会社アイソネットライン 狭山営業所
アサヒロジスティクス株式会社 狭山営業所
ティーロジエクスプレス株式会社 圏央営業所
狭山貨物運輸株式会社 埼玉西営業所

※「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
埼玉県越谷市神明町３－４０１
埼玉県越谷市西方２－２２－１
埼玉県越谷市西方３１１９－１
埼玉県越谷市川柳町２丁目４５８番地２
埼玉県越谷市相模町３－１０１
埼玉県越谷市大字西新井４５３－１
埼玉県越谷市大字船渡１７８７－３
埼玉県越谷市大字船渡字福島４７９－１
埼玉県越谷市大字増森２０７番地１２
埼玉県越谷市大泊１２７番地
埼玉県越谷市南越谷２－１０
埼玉県越谷市南越谷２－１０
埼玉県越谷市南越谷２－１０－３９
埼玉県越谷市流通団地１－４－２
埼玉県越谷市流通団地１－４－３
埼玉県越谷市流通団地１－４－６
埼玉県越谷市流通団地３－３－６
埼玉県越谷市流通団地４－１－２
埼玉県坂戸市千代田５－７－２３
埼玉県坂戸市千代田５－７－７
埼玉県坂戸市泉町１４－２３
埼玉県坂戸市浅羽１５４２－１
埼玉県坂戸市善能寺３０９－１
埼玉県坂戸市大字戸宮２－３
埼玉県坂戸市大字塚越字道場８６１－１
埼玉県坂戸市日の出町１６－７－２０５
埼玉県幸手市大字円藤内長倉３２－１
埼玉県狭山市鵜ノ木１３－２５
埼玉県狭山市下広瀬７７９－１２
埼玉県狭山市広瀬台２－１－１
埼玉県狭山市広瀬台２－１７－１８
埼玉県狭山市広瀬東２－２８－４０
埼玉県狭山市広瀬東２－２８－４０
埼玉県狭山市広瀬東４丁目９－５
埼玉県狭山市根岸６８７－１
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電話番号
048-970-5511
048-940-5963
048-990-7611
048-961-8245
048-961-5670
048-965-4391
048-979-6873
048-978-8618
048-969-5510
048-970-2080
03-3803-3157
048-988-9731
048-987-0202
048-986-0890
048-988-5959
048-990-8072
048-990-1801
048-990-8118
049-288-2911
049-280-2220
049-288-3372
049-284-5567
049-288-5260
049-299-7830
049-283-4949
049-288-0282
0480-42-2451
04-2952-4131
04-2955-8152
04-2954-5185
04-2952-0250
04-2954-9551
0429-53-1806
04-2946-9064
04-2968-3620

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

志木市
白岡市

草加市

鶴ヶ島市

所沢市

事業所名
安立運輸株式会社 埼玉営業所
株式会社デイライン 埼玉物流センター
有限会社ジャパンシステムサービス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 狭山上広瀬センター
ヤマト運輸株式会社 新狭山センター
トールエクスプレスジャパン株式会社 埼玉支店
株式会社日本陸送 関東営業所
株式会社ベスト・トランスポート 埼玉営業所
洗足池運輸株式会社 埼玉営業所
株式会社ロンド 埼玉営業所
三光貨物株式会社 本社営業所
東和運輸株式会社 上尾営業所
京葉流通倉庫株式会社 白岡輸送グループ営業所
三伸運輸株式会社 本社営業所
株式会社グリーンパックス 本社営業所
ヤマトボックスチャーター株式会社 埼玉支店
菱星物流株式会社 白岡営業所
株式会社ギオン 草加センター
プロスタッフ株式会社 埼玉営業所
藤波運輸株式会社 本社営業所
豊伸運輸株式会社 本社営業所
株式会社インター物流 本社営業所
三愛ロジスティクス株式会社 埼玉営業所
札幌通運株式会社 草加支店
株式会社エフ・エム 本社営業所
浜名梱包輸送株式会社 東京
ヤマト運輸株式会社 鶴ヶ島支店
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 埼玉西営業所
有限会社持木運輸 本社営業所
株式会社鶴ヶ島運輸 本社営業所
共立ラインサービス株式会社 埼玉営業所
株式会社塚腰運送 所沢営業所
株式会社石川興業運輸 所沢営業所
ヤマト運輸株式会社 所沢北支店
ヤマト運輸株式会社 所沢坂之下センター

※「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
埼玉県狭山市新狭山１－１６－２
埼玉県狭山市新狭山１－５－１１
埼玉県狭山市新狭山３－４－１８
埼玉県狭山市大字下広瀬７７７－１
埼玉県狭山市大字加佐志３６７－６
埼玉県狭山市大字上赤坂妻恋ヶ原５９４－１他５筆
埼玉県狭山市中新田１１５７－１
埼玉県狭山市柏原円光寺窪３７１－２
埼玉県志木市下宗岡４－１３－１２
埼玉県白岡市白岡東１４番１８
埼玉県白岡市下大崎１１０－１
埼玉県白岡市下大崎６９９
埼玉県白岡市下大崎７７－１
埼玉県白岡市下大崎８６０－３
埼玉県白岡市下大崎９１１－５
埼玉県白岡市篠津２１－４
埼玉県白岡市篠津８３４－３
埼玉県草加市柿木町６７３－２
埼玉県草加市松江５－９０２
埼玉県草加市松江６－７－２６
埼玉県草加市瀬崎７丁目２９番３号
埼玉県草加市清門町２２４番地１－２０２
埼玉県草加市青柳１丁目６番３９号
埼玉県草加市青柳２－３－３
埼玉県草加市青柳５－４－１
埼玉県草加市八幡町１７２
埼玉県鶴ヶ島市脚折町６－４－２
埼玉県鶴ヶ島市大字下新田６３２－１０
埼玉県鶴ケ島市大字五味ケ谷１２４－４
埼玉県鶴ケ島市柳戸町１１番地７
埼玉県鶴ヶ島市柳戸町８番地１９
埼玉県所沢市下安松１５１０－３
埼玉県所沢市下安松４８９－９
埼玉県所沢市岩岡町６６８－１
埼玉県所沢市亀ケ谷１９９－５
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電話番号
042-968-1371
04-2969-5512
04-2953-5851
080-6604-9693
080-6604-6387
042-959-1141
04-2959-2531
04-2937-5541
048-475-1701
0480-53-9144
0480-93-8653
0480-44-9056
0480-93-2250
0480-92-8073
0480-44-9801
0480-91-6377
0480-92-6501
048-933-2900
048-935-8431
048-931-5815
048-928-6151
048-999-6652
048-930-6355
048-931-2711
048-930-6007
048-934-5794
049-286-8544
049-279-0031
049-285-0070
049-285-1038
049-285-8587
04-2951-0700
049-257-4949
080-5043-2756
04-2951-7061

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

戸田市

事業所名

住所

日本ロジテム株式会社 所沢営業所
埼玉県所沢市坂之下字丸久保６９１－３
ヤマト運輸株式会社 所沢三ヶ島センター
埼玉県所沢市三ヶ島５－８５７－１
ヤマト運輸株式会社 東所沢センター
埼玉県所沢市松郷１６０－４
アートコーポレーション株式会社 所沢営業所
埼玉県所沢市上新井２丁目５９番３３号
株式会社豊運輸 所沢営業所
埼玉県所沢市大字下安松９０１－２
ヤマト運輸株式会社 所沢支店
埼玉県所沢市大字下新井字武蔵野１４６１－１
株式会社丸和運輸機関 所沢営業所
埼玉県所沢市大字下富１４６番地１
株式会社トランスメイト 所沢営業所
埼玉県所沢市大字下富月見原７３９－１２
コカ・コーライーストジャパンプロダクツ株式会社 所沢
埼玉県所沢市大字亀ヶ谷字東原４６－１
事業所
アイユーシー株式会社 所沢営業所
埼玉県所沢市大字坂之下字若水６３－１
有限会社西室運送 埼玉営業所
埼玉県所沢市大字上安松１１５５－５
磐城土建工業株式会社 本社営業所
埼玉県所沢市大字南永井１０３３－１
小泉運輸株式会社 本社営業所
埼玉県所沢市大字南永井字原野６１９－１６
キャリテック株式会社 所沢営業所
埼玉県所沢市中富１５５１－１
ＳＢＳロジコム株式会社 所沢支店
埼玉県所沢市中富９０２
株式会社ナガオ 所沢本社営業所
埼玉県所沢市東所沢和田１－９－５
山大運輸株式会社 所沢営業所
埼玉県所沢市南永井４８３
ヤマトボックスチャーター株式会社 所沢支店
埼玉県所沢市南永井６１９－３４
株式会社スリーエス・サンキュウ 所沢営業所
埼玉県所沢市南永井字窪野４３９－１
サトランス株式会社 さいたま営業所
埼玉県戸田市笹目１－４０－１４
株式会社マンハッタンサービス 本社営業所
埼玉県戸田市笹目８－１０－２４
丸伊運輸株式会社 戸田営業所
埼玉県戸田市笹目８－２－３９
大和物流株式会社 戸田営業所
埼玉県戸田市笹目南町１５－１０
株式会社スリーエス・サンキュウ 戸田営業所
埼玉県戸田市笹目北町１０－２
ヤマト運輸株式会社 上戸田支店
埼玉県戸田市上戸田４－１６－１１
株式会社ルートケーツー 本社営業所
埼玉県戸田市新曽南３－７－１７
直販配送株式会社 戸田南営業所
埼玉県戸田市新曽南４－３－７４
名糖運輸株式会社 戸田南出張所
埼玉県戸田市新曽南４－４－１３
株式会社キョーエイコーポレーション 埼玉事業所
埼玉県戸田市新曽南４－５－３７
ヤマトボックスチャーター株式会社 北東京支店
埼玉県戸田市川岸１－１－２９－６Ｆ
有限会社西塚運送 戸田営業所
埼玉県戸田市川岸１－２－１４
ＳＢＳフレイトサービス株式会社 埼玉営業所
埼玉県戸田市早瀬１－７－２０
ジャパンロジコム株式会社 本社営業所
埼玉県戸田市大字新曽１４－１
株式会社清光ライン 本社
埼玉県戸田市美女木２－１９－６

※「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
04-2951-1188
080-5043-2004
04-2951-2601
04-2929-0123
04-2945-1861
04-2996-1365
04-2943-1011
04-2943-5299
04-2945-0130
04-2946-3611
0554-22-1707
04-2944-6191
04-2444-3931
042-990-3237
04-2990-3558
04-2945-5612
04-2945-3383
04-2951-0500
04-2945-4139
048-449-5501
048-422-3226
048-422-4041
048-449-8128
048-422-3039
080-5098-3675
048-441-1956
048-434-7008
048-420-2365
048-420-6064
048-434-4116
048-432-9523
048-422-9271
048-446-2521
048-449-8444

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

新座市

事業所名
株式会社エスケーサービス 城北支店営業所
株式会社メジャーサービスジャパン 埼玉営業所
株式会社タマ・ミルキーウェイ 戸田
株式会社ミタカロジスティクス 新座営業所
日本通運株式会社 新座コンテナ事業所
新生物流株式会社 新座営業所
武蔵エナジックセンター株式会社 新座営業所
株式会社渡辺運輸 新座営業所
浪速通運株式会社 新座営業所

蓮田市

羽生市

飯能市

ＳＢＳゼンツウ株式会社 東都営業所
株式会社ベスト・トランスポート 新座営業所
株式会社ロジメディカル さいたま営業所
株式会社斎藤運輸 本社
太宰府エキスプレス株式会社 埼玉営業所
久山流通運輸株式会社 埼玉営業所
株式会社盛運 羽生営業所
株式会社丸運ロジスティクス関東 羽生営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 羽生支店
三喜運輸株式会社 本社営業所
南雲商事株式会社 羽生営業所
ヤマト運輸株式会社 羽生支店
ＳＢＳフレイトサービス株式会社 羽生営業所
株式会社タイセイ・エフ・ティー関東 羽生営業所
株式会社アジア運輸 埼玉営業所
有限会社吉岡運送店 本社営業所
太陽食品販売株式会社 飯能ＤＣ事業所
西東京ライナー株式会社 本社営業所
株式会社リュウオー 飯能営業所

東松山市

高麗川通運株式会社 本社営業所
株式会社流通サービス パルシステム東松山センター
柴崎運輸有限会社 本社営業所
株式会社ジャパンカーゴ 東松山営業所
愛知陸運株式会社 東松山営業所
ヤマトボックスチャーター株式会社 東松山支店

※「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
埼玉県戸田市美女木５－１９－８
埼玉県戸田市美女木６－８－１５
埼玉県戸田市氷川町１－５－２０
埼玉県新座市新堀１－９－１
埼玉県新座市大和田２－１－９
埼玉県新座市馬場１－１３－３
埼玉県新座市畑中１－２４－５
埼玉県新座市堀ノ内１丁目６番４４号
埼玉県新座市本多１－１５－６三菱倉庫（株）新座配送
センター内
埼玉県新座市野火止１－１３－２０
埼玉県新座市野火止４－３－４６
埼玉県蓮田市根金１４６３－１
埼玉県蓮田市大字井沼字清水４７８－１－３
埼玉県蓮田市大字黒浜２０４６
埼玉県蓮田市大字黒浜２０４６
埼玉県羽生市小松台１－６０３－３８
埼玉県羽生市大字下手子林２４２８－１
埼玉県羽生市大字下新郷１６７－１
埼玉県羽生市大字上岩瀬１９４８
埼玉県羽生市大字中手子林字八幡前８９２
埼玉県羽生市大字北袋字西２８－１
埼玉県羽生市大沼２－６１
埼玉県羽生市東８－３－６
埼玉県羽生市東９－１２－１
埼玉県羽生市南２－３０－２１
埼玉県飯能市下川崎３４
埼玉県飯能市双柳６９３番地３
埼玉県飯能市大字芦苅場字上ノ原３４９番１８、３５０
番５
埼玉県飯能市大字双柳７７６－２
埼玉県東松山市松本町１－１１－６２
埼玉県東松山市大字古凍９６３
埼玉県東松山市大字新郷２８５－１
埼玉県東松山市大字石橋字小林下１２１６－１
埼玉県東松山市大字石橋字雉子山７２９－１
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電話番号
048-421-1721
048-449-5020
048-229-9844
042-497-8552
048-479-3891
048-478-1351
048-479-0100
048-477-1661
048-480-5088
048-423-2485
048-480-5335
048-790-3500
048-766-1000
048-793-7655
048-796-8075
048-562-4911
048-565-1212
048-563-2910
048-561-2564
048-565-3591
048-563-3236
048-565-3799
048-566-2082
048-560-3350
048-561-0353
042-983-8005
042-980-5330
042-975-3030
042-972-5141
0493-22-9582
0493-22-2817
0493-24-6830
0493-24-2866
0493-25-1950

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

日高市

事業所名
株式会社関東カイリック 本社営業所
藤木陸運株式会社 東松山
ヤマト運輸株式会社 日高高萩センター
日成運輸株式会社 日高営業所
ヤマト運輸株式会社 日高武蔵台センター
有限会社Ｔ＆Ｍ 本社営業所

株式会社宮岡運輸 日高営業所
近物レックス株式会社 日高支店
昭和通運株式会社 日高営業所
東京ユニオン物流株式会社 日高営業所
株式会社あかとき物流 本社営業所
深谷市
有限会社笠原運輸 本社営業所
日通児越運輸株式会社 深谷営業所
北関東陸運株式会社 本社営業所
有限会社渡辺商事 本社
大里興運有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 深谷中央センター
株式会社須長運輸 本社営業所
武州運輸株式会社 本社営業所
株式会社瀬山通 本社営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 熊谷支店
ヤマト運輸株式会社 深谷はたらセンター
株式会社モテギ 本社営業所
富士見市 ヤマセイ商事株式会社 本社営業所
ふじみ野市 タテヤマ輸送株式会社 本社営業所
株式会社タイセイ・エフ・ティー関東 所沢営業所
関東西部運輸株式会社 埼玉営業所
本庄市
佐川急便株式会社 児玉営業所
レンゴーロジスティクス株式会社 本庄営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 児玉営業所
株式会社高邦運輸 児玉営業所
株式会社サニタリーセンター 新井営業所
ヤマト運輸株式会社 本庄中央センター
株式会社渡邉運送 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
埼玉県東松山市大字大谷字主膳寺２２３－２１
埼玉県東松山市六軒町１６－２８
埼玉県日高市下鹿山３０９－１２
埼玉県日高市大字旭ヶ丘７０３－１
埼玉県日高市大字猿田字神明４１－１
埼玉県日高市大字高萩西新宿２３１２－４ テラスＥＢ
－３－２０１
埼玉県日高市大字森戸新田１２６１－１
埼玉県日高市大字大谷澤１１－５
埼玉県日高市大字田波目字沖野５８４－７
埼玉県日高市馬引沢３３３
埼玉県深谷市荒川１１４５
埼玉県深谷市小前田１８０－１
埼玉県深谷市上柴町東３－１２－１
埼玉県深谷市上野台１４５０－７
埼玉県深谷市上野台２９２１－２
埼玉県深谷市人見２７４－４
埼玉県深谷市西大沼１３６－１
埼玉県深谷市西大沼３０５－１
埼玉県深谷市折之口２０２１
埼玉県深谷市東方町１－１９－１２
埼玉県深谷市東方町２－２８－１８
埼玉県深谷市東方町４－３０－１
埼玉県深谷市幡羅町一丁目１１－１１
埼玉県富士見市南畑新田８１３－１
埼玉県ふじみ野市亀久保２１８５－１
埼玉県ふじみ野市福岡５０３－３
埼玉県本庄市いまい台２－９８－２
埼玉県本庄市いまい台３－１２－２
埼玉県本庄市児玉町共栄３００番地８号
埼玉県本庄市児玉町共栄８００－１３
埼玉県本庄市児玉町上真下４３４－１
埼玉県本庄市新井８００
埼玉県本庄市東五十子６５９－２
埼玉県本庄市東台２－３－２６
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電話番号
0493-39-4500
0493-39-4715
080-5068-3563
042-984-2211
080-5068-3564
042-978-6381
042-984-3700
042-985-7701
042-985-6801
042-984-2801
048-584-1957
048-584-5545
048-575-2600
048-571-5704
048-571-6199
048-572-1151
080-5451-8959
048-571-0501
048-572-6683
048-572-1166
048-571-1773
048-551-7336
048-551-5228
049-268-1313
049-266-7811
049-268-6613
0495-27-6211
0495-25-2211
0495-72-2918
0495-72-2929
0495-72-8160
0495-24-8281
080-6604-8475
0495-24-8175

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
三郷市

八潮市

吉川市

和光市

事業所名
有限会社鶴岡運輸 本社営業所
ＳＧムービング株式会社 北関東営業所
サントリーロジスティクス株式会社 埼玉営業所
ムービングマスタージャパン株式会社 三郷営業所
株式会社ファースト・ロジスティックス 本社営業所
株式会社アサヒセキュリティ 新三郷
鋼栄物流株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 三郷新和支店
誠和梱枹運輸株式会社 三郷営業所
白石運輸株式会社 本社営業所
トナン輸送株式会社 埼玉配送センター
ヤマト運輸株式会社 三郷支店
有限会社管材運輸 本社営業所
清興運輸株式会社 東京営業所
堀切運輸株式会社 本社営業所
株式会社エヌティロジスティクス 東京営業所
八潮運輸株式会社 草加営業所
アイユーシー株式会社 埼玉営業所
滝﨑運送株式会社 首都圏物流センター
福山通運株式会社 埼玉ターミナル支店
株式会社フコックス ヤシオＤ．Ｃ
株式会社啓和運輸 八潮営業所
佐川急便株式会社 川口営業所
ティー・ビー・ロジスティックス株式会社 本社営業所
セントラル運輸株式会社 埼玉営業所
ヤマト運輸株式会社 八潮支店
安田運輸株式会社 吉川営業所
株式会社トランス・グリップ 東埼玉営業所
株式会社関東柳川合同 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 吉川支店
有限会社大和急送 和光センター
株式会社トランスポート・エースアンドエース 本社営業
所
七福運送株式会社 埼玉営業所
株式会社ハザワ 和光営業所

※「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

埼玉県三郷市インター南１－２－１
埼玉県三郷市インター南１丁目４番地２
埼玉県三郷市インター南二丁目１－２８
埼玉県三郷市後谷２６５－１
埼玉県三郷市高州４－８３
埼玉県三郷市新三郷ららシティ２丁目３番１号
埼玉県三郷市新和３－１３８－１
埼玉県三郷市新和３－２５９
埼玉県三郷市泉３－２－１９
埼玉県三郷市早稲田８－３１－１５
埼玉県三郷市南蓮沼５１
埼玉県三郷市彦沢１－１４５－１
埼玉県八潮市伊勢野４６８－１
埼玉県八潮市新町３８
埼玉県八潮市西袋３８６
埼玉県八潮市大原８０街区１１画地
埼玉県八潮市大字西袋字川西４１６
埼玉県八潮市大字大曽根２１３１－１
埼玉県八潮市大字浮塚２２２－２０
埼玉県八潮市南後谷１５９－１０
埼玉県八潮市南後谷６４９
埼玉県八潮市八條２７３２番地１０
埼玉県八潮市八條７５９
埼玉県八潮市浮塚１００
埼玉県八潮市木曽根１２５３
埼玉県八潮市緑町１－１２－６
埼玉県吉川市旭５－１
埼玉県吉川市栄町１３７６－４
埼玉県吉川市大字上内川９０３－１
埼玉県吉川市中井１－１５３
埼玉県和光市新倉７－７－２５

048-952-5261
048-949-2650
048-949-0065
048-950-7255
03-3608-3091
048-916-1172
048-953-7470
080-5043-5208
048-948-6867
048-857-1401
048-949-5880
080-5043-5208
048-995-3856
080-5187-3788
048-922-3335
048-999-4600
048-924-2217
048-994-2031
048-994-5112
048-931-4321
048-998-5501
048-954-8755
048-930-1081
048-994-1311
048-996-9433
080-5043-5350
048-993-2875
0489-84-2971
048-993-3707
048-982-8666
048-462-5530

埼玉県和光市新倉７－８－６

048-467-2500

埼玉県和光市新倉７丁目１３番２７号
埼玉県和光市南１丁目１５番地４９号

048-485-8180
048-451-7766
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

入間郡

大里郡

北足立郡

北葛飾郡

事業所名
アートコーポレーション株式会社 板橋支店
株式会社天佑 東京営業所
関東日立物流サービス株式会社 三芳営業所
株式会社ヤマザキ物流 埼玉営業所
株式会社ガルト 本社営業所
丸伊運輸株式会社 所沢営業所
佐川急便株式会社 所沢営業所
株式会社ビルディング・ブックセンター 本社
株式会社アットロジ 埼玉営業所
ヤマト運輸株式会社 埼玉藤久保センター
株式会社ＮＫトランス 新座営業所
株式会社ランドポート 本社営業所
三八五流通株式会社 所沢営業所
有限会社伸幸運輸梱包 所沢営業所
株式会社キョウエイ 所沢営業所
株式会社トーハイ 所沢センター
日本梱包運輸倉庫株式会社 三芳営業所
日本郵便株式会社 三芳郵便局
柿沼運輸株式会社 本社営業所
株式会社ワンビシアーカイブズ 関東第３センター
日本郵便株式会社 寄居郵便局
セイコー運輸株式会社 元宿倉庫営業所
柴又運輸株式会社 関東輸送センター
東邦海陸運輸株式会社 埼玉営業所
王子運送株式会社 大宮支店
南日本運輸倉庫株式会社 桶川営業所
銀河急送株式会社 本社営業所
東群エクスプレス株式会社 埼玉営業所
株式会社ベストランス 東浦和営業所
株式会社エナジック関東 本社営業所
鴻池運輸株式会社 関東定温流通センター営業所
株式会社埼玉ロジテム 杉戸営業所

児玉郡

ヤマト運輸株式会社 埼玉杉戸センター
エス・ティー・サービス株式会社 埼玉営業所

※「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
埼玉県和光市白子３丁目１７番３０号
埼玉県和光市白子４－３－３
埼玉県入間郡三芳町上富２４７
埼玉県入間郡三芳町上富９５１－１
埼玉県入間郡三芳町大字上富１４４５－１
埼玉県入間郡三芳町大字上富字下饒１０３１－３
埼玉県入間郡三芳町大字上富字中西１１６５－１
埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢３１５－１
埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢９７５－１
埼玉県入間郡三芳町大字藤久保字横松５４７－５
埼玉県入間郡三芳町大字北永井１５８－１
埼玉県入間郡三芳町大字北永井７９７－３
埼玉県入間郡三芳町大字北永井字宮前１２０－１
埼玉県入間郡三芳町竹間沢東１－１８
埼玉県入間郡三芳町竹間沢東４－７
埼玉県入間郡三芳町竹間沢東９－６
埼玉県入間郡三芳町藤久保１０１２
埼玉県入間郡三芳町藤久保３２０
埼玉県入間郡三芳町北永井９７－３
埼玉県大里郡寄居町今市３５－１
埼玉県大里郡寄居町大字寄居３８９－１
埼玉県大里郡寄居町末野１７９６－１
埼玉県北足立郡伊奈町小室４５８１－１
埼玉県北足立郡伊奈町小室４７３１－３
埼玉県北足立郡伊奈町小室６９９－２
埼玉県北足立郡伊奈町西小針３－２４３
埼玉県北足立郡伊奈町西小針６－２３
埼玉県北足立郡伊奈町西小針６丁目１０番地
埼玉県北足立郡伊奈町西小針７－３
埼玉県北葛飾郡松伏町ゆめみ野東４－３－１１
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字深輪３００－３
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字深輪３９８－２プロロジス
パーク杉戸Ⅱ５Ｆ
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字並塚字南前６４６－１
埼玉県児玉郡上里町大御堂１０１１－１
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電話番号
048-467-0123
048-461-8277
049-259-7501
049-274-5375
049-258-7612
049-258-6325
049-274-5510
049-259-3360
049-274-1381
04-9274-6121
049-293-7945
049-259-3850
049-259-4826
049-274-6605
049-265-5081
049-293-8105
049-258-2755
049-258-4401
049-258-8855
048-582-2659
048-581-1284
048-581-5767
048-720-0151
048-721-7161
048-721-4121
048-778-8791
048-729-1711
048-728-7720
048-729-1272
048-991-9272
0480-36-5525
0480-36-5281
0480-38-2013
0495-33-6055

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

秩父郡
秩父市
比企郡

南埼玉郡

事業所名
ヨコモリ運輸株式会社 北関東営業所
ヤマト運輸株式会社 埼玉上里センター
株式会社サンラインコーポレーション 本社営業所
アサガミ株式会社 埼玉営業所
丸伊運輸株式会社 寄居営業所
関東システム輸送株式会社 美里営業所
ロジトライ株式会社 秩父事業所
アサヒロジスティクス株式会社 秩父営業所
ヤマト運輸株式会社 埼玉鳩山センター
株式会社三幸流通 埼玉営業所
ヨコモリ運輸株式会社 埼玉中央営業所
アサヒロジスティクス株式会社 滑川営業所
東洋メビウス株式会社 埼玉支店
武蔵貨物自動車株式会社 小川営業所
パスコ・ロジスティクス株式会社 埼玉営業所
福山通運株式会社 川越営業所
有限会社長島運送 本店営業所
昭和運輸株式会社 川島営業所
株式会社鹿沼梱包運輸 埼玉営業所
株式会社三浦梱包運輸 本社営業所
岩崎運送有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 埼玉宮代センター

※「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
埼玉県児玉郡上里町大字嘉美字立野南１６００－２
埼玉県児玉郡上里町大字七本木字三軒後２０１９－１
埼玉県児玉郡神川町大字元阿保１７６－１
埼玉県児玉郡神川町大字渡瀬２２２番地
埼玉県児玉郡美里町大字甘粕１５９９－４、５
埼玉県児玉郡美里町大字北十条３０９－１
埼玉県秩父郡皆野町皆野１１９－１
埼玉県秩父市下宮地町１８－３
埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川１１５５－２
埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川７９－１
埼玉県比企郡滑川町羽尾４１０５－６
埼玉県比企郡滑川町月の輪７－７－５
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷９５０－２
埼玉県比企郡小川町大字下里１８００－１
埼玉県比企郡川島町かわじま２－２１
埼玉県比企郡川島町正直３８－１，３９－１
埼玉県比企郡川島町大字下八ツ林７３７－１
埼玉県比企郡川島町大字下狢字向新田６７４－３
埼玉県比企郡川島町大字上伊草７２７－１
埼玉県比企郡川島町大字中山１９５８－１
埼玉県比企郡鳩山町大字泉井６５１－１
埼玉県南埼玉郡宮代町百間１０１４－１
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電話番号
0495-33-4554
080-5043-2957
0495-77-1791
0274-52-6572
0495-71-6212
0495-76-4090
0494-62-4411
0494-23-1271
0493-66-0381
0493-65-5710
0493-59-6789
0493-62-8800
0493-54-0345
0493-72-1731
049-299-0161
049-297-7501
049-297-1409
049-297-3219
049-298-8861
049-299-3525
049-296-3612
0480-31-2300

主な輸送品目（任意掲載）

