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
株式会社大川運輸 本社営業所
ジャパンフーズ物流株式会社 北千葉営業所
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
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
協立運輸倉庫株式会社 千葉営業所
株式会社ドリーム 千葉営業所
株式会社サイコー 千葉営業所
有限会社千種運送店 本社営業所
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
ヤマト運輸株式会社 花見川支店
ＳＢＳゼンツウ株式会社 中央営業所
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
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
ヤマト運輸株式会社 若松センター
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
東和運輸株式会社 千葉支店
株式会社中村総業 本社営業所
藤木陸運株式会社 千葉営業所
日本通運株式会社 千葉警送支店

※「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。

安全性優良事業所

（千葉県）

住所

電話番号

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長沼原町２４２－１
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２３３－１
千葉県千葉市花見川区三角町２５７－１２都葉ビル３０
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千種町１８５－１
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
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

043-497-4589
043-423-8053
043-258-0351
043-216-8208
043-250-1387
043-259-3284
043-259-6588
043-424-7355
043-423-2121
043-423-6011

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天戸町５９１－１
千葉県千葉市若葉区貝塚町１０８９－１
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２２１６－２９
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千城台東１－１－２ 千城台グリー
ンハイツ３０４
千葉県千葉市若葉区千城台東３－３０－３
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１８－１

043-259-7215
043-235-1801
043-312-0260
043-252-2115
043-253-6299
043-254-0580
043-214-1831
043-231-6062
043-421-6287
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043-215-8808
043-258-8761
043-259-2851
043-258-2415
043-330-3188
043-250-9911
043-250-0693

043-312-5940
043-228-3371
043-241-8524
043-242-8241

H27.12.15
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
名鉄ゴールデン航空株式会社 千葉営業所
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
株式会社三榮千葉 本社営業所
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
株式会社丸運ロジスティクス関東 千葉
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
ヤマト運輸株式会社 千葉中央支店
ヤマト運輸株式会社 千葉港支店
綜合警備保障株式会社 警送千葉支社
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
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
サカイ物流株式会社 本社営業所
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
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
京和興業株式会社 本社営業所
リコーロジスティクス株式会社 千葉営業所
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
横浜低温流通株式会社 千葉営業所
株式会社ゼロ 千葉カスタマーサービスセンター
有限会社三幸清掃 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
ＳＢＳゼンツウ株式会社 千葉南営業所

※「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新田町３９－１８
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２－５－６

043-246-2771
043-262-0123
043-204-3600
043-241-6285

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番地
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４－１８－１３
千葉県千葉市中央区問屋町１０４－８
千葉県千葉市美浜区幸町１－２６－５
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１６９
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５－１
千葉県千葉市美浜区新港７２－２
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浜田２－２１
千葉県千葉市美浜区幕張西１－２－１９
千葉県千葉市緑区鎌取町１１４－２７

043-261-4265
043-266-1151
043-266-5021
043-268-6639
043-305-2631
043-305-2626
043-261-2911
043-301-7558
043-247-5764
043-204-3591
043-203-1291
043-241-1133
043-244-6091
043-242-5532
043-379-1280
043-238-6641
043-238-1050
043-247-8274
043-238-2424
043-245-9221
043-243-2420
043-204-5519
043-247-4633
043-242-0341
043-238-0818
043-238-8394
043-276-1080
043-296-0148
043-300-4416
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

旭市

我孫子市

事業所名
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
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
佐川急便株式会社 銚子営業所
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

市川市

株式会社リサイクル 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 我孫子布佐平和台センター
Ｊ－ロジテック株式会社 東京陸運部営業所
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
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
ドゥベスト株式会社 本社
株式会社日運 本社営業所
宮崎運送有限会社 本社営業所
株式会社シンケン 本社営業所
東京エアカーゴサービス株式会社 原木営業所
株式会社建総 本社営業所
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
近鉄航空配送株式会社 関東オペレーションセンター
株式会社四四男急送 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
日鉄住金物流君津株式会社 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
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
有限会社のぞみ運輸 舞浜営業所

※「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
千葉県千葉市緑区高田町１６６６－１
千葉県千葉市緑区高田町１６７４－１
千葉県旭市鎌数１０３６５－１
千葉県旭市鎌数９１６３－２５
千葉県旭市鎌数字川西二番１０３９２－５
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３Ｆ３０
３号
千葉県我孫子市中峠台７－１１
千葉県我孫子市布佐１０８９－６
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１－１４
千葉県市川市塩浜１－７－２
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
千葉県市川市加藤新田２０２－１４
千葉県市川市鬼高４－９－２
千葉県市川市原木１－１８－１８
千葉県市川市原木２－１６－９
千葉県市川市原木２５２６－２６
千葉県市川市原木３－１８－９
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１９５３－７
千葉県市川市高谷１丁目６番１２－１０２号
千葉県市川市高谷新町１－１
千葉県市川市高谷新町５－４
千葉県市川市田尻３丁目１番１９号
千葉県市川市田尻５－１３－３７－１０２
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
千葉県市川市南行徳４－１５－１１－１０７号
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電話番号
043-228-5115
043-228-6291
0479-63-8221
0479-60-1613
0479-64-0411
04-7183-2423
04-7188-1385
04-7187-3126
04-7181-6532
047-307-6100
047-398-2015
047-398-2013
047-306-1311
047-390-1157
047-701-0884
047-398-1030
047-701-6757
047-316-0010
047-379-7560
047-328-6587
047-327-4677
047-328-6291
047-328-8333
047-328-6336
047-329-2387
047-327-5393
047-316-2748
047-329-6603
047-327-7346
047-379-2830
047-318-8800
047-376-5381
047-329-6661
047-304-0900

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

市原市

事業所名
株式会社小島 市川営業所
和泉運輸株式会社 市川営業所
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
山新産業株式会社 本社営業所
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
西濃運輸株式会社 市川支店
有限会社原運輸 本社営業所
志村興運株式会社 市川営業所
株式会社岩崎勝商店 本社営業所
有限会社石井運輸 本社営業所
株式会社千葉エキソー 本社営業所
山谷運送株式会社 千葉営業所
幸伸運送有限会社 本社営業所
川岸運送株式会社 本社営業所
陽品運輸倉庫株式会社 本社営業所
大成運送有限会社 本社営業所
平沢運輸株式会社 市原営業所
山一運輸株式会社 五井営業所
日本液体運輸株式会社 千葉営業所
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
千葉三港運輸株式会社 千葉営業所
一宮運輸株式会社 千葉営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 市原支店
五興運輸有限会社 市原営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 千葉営業所
有限会社平成輸送 本社営業所
三葉運輸有限会社 本社営業所
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
サンネット物流株式会社 本社営業所
有限会社大藤運輸 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

千葉県市川市二俣６７３
千葉県市川市二俣新町２２－１

047-328-5481
047-318-8750

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
千葉県市川市福栄３－８－６
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２５５４－１７
千葉県市川市本行徳２５５４－４４
千葉県市川市本行徳２５５４－８３
千葉県市原市旭五所５－１０
千葉県市原市磯ヶ谷字１３３１－３
千葉県市原市海士有木字中ヶ谷原１４１－１
千葉県市原市海保１１８６－５
千葉県市原市菊間２５１番地１
千葉県市原市五井５８８６－１
千葉県市原市五井５９４５－１
千葉県市原市五井８８７８
千葉県市原市五井９０１０
千葉県市原市五井９１５５－１
千葉県市原市五井南海岸４０－１
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
千葉県市原市姉崎海岸１２
千葉県市原市姉崎海岸１２４－２
千葉県市原市姉崎海岸５８
千葉県市原市出津西１－１－２１
千葉県市原市潤井戸２０６２－２
千葉県市原市西広５－１－１
千葉県市原市青柳１－１６－１
千葉県市原市青柳北３－２－１７
千葉県市原市青柳北３－４－５
千葉県市原市千種１－１６－１３
千葉県市原市千種５－２－３

047-320-6081
047-328-8181
047-703-9771
047-396-7037
03-5857-7594
047-396-1183
047-396-4355
0436-40-3000
0436-36-0517
0436-37-8002
0436-37-0130
0436-40-7377
0436-22-3511
0436-22-0581
0436-21-6789
043-624-2321
0436-20-6310
0436-21-5501
0436-21-8216
0436-22-6038
0436-61-2336
0436-61-1043
0436-62-2109
0436-22-7358
0436-74-1123
0436-22-1269
0436-23-4075
0436-23-1411
0436-21-5164
0436-21-9171
0436-20-7602
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

印西市

浦安市

柏市

事業所名
昭栄運送株式会社 本社営業所
有限会社鶴岡運輸 本社営業所
日本通運株式会社 千葉南支店
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
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
共同通運株式会社 印西営業所
株式会社サンエー物流 印西営業所
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
株式会社流通サービス 印西センター
株式会社友和物流 港第一営業所
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
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
道九運輸株式会社 本社営業所
株式会社ＳＤライナー 本社営業所
共通運送株式会社 東京営業所
ワーレックス株式会社 浦安営業所
株式会社日祥物流 本社営業所
株式会社清五郎運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 浦安支店
有限会社協栄 本社営業所
久留米運送株式会社 千葉柏営業所
株式会社エスラインギフ 柏営業所
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
首都圏日立物流サービス株式会社 船橋輸送営業所
横浜低温流通株式会社 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
千葉県市原市辰巳台東３－１８－１
千葉県市原市島野１８２６－２
千葉県市原市八幡浦１－２
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１－７－４
千葉県印西市松崎台２－２－５
千葉県印西市船尾１３６０－４
千葉県印西市草深９９７－４
千葉県印西市牧の原２－６
千葉県浦安市港５８番地２
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番地１
千葉県浦安市港７９
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１５－４５
千葉県浦安市鉄鋼通り１－３－８
千葉県浦安市鉄鋼通り１－８－７
千葉県浦安市鉄鋼通り３－１－７
千葉県浦安市東野２－１２－２８
千葉県浦安市猫実３－１６－９
千葉県浦安市富士見４－１４－４７
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６９８－１
千葉県柏市十余二１６４－１１１
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
千葉県柏市新十余二３－１、３－４ ＧＬＰ柏１Ｆ
千葉県柏市青田新田飛地２６０－２－２０２Ｃ
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電話番号
0436-74-7710
0436-21-2281
0436-41-1175
0436-40-3677
0436-41-7566
0476-85-8690
0476-46-7410
0476-48-2780
0476-40-7744
0476-45-1535
0476-36-8883
047-640-3677
047-380-6526
047-305-1890
047-354-0480
047-325-9632
047-305-6811
047-304-3151
047-316-3230
047-304-2920
047-306-6677
047-316-0006
047-353-9588
047-351-1451
047-352-6647
047-351-2921
047-381-5362
04-7135-6175
04-7134-4451
04-7132-1101
04-7110-7887
047-180-5050
047-134-2965
04-7189-8830
04-7135-2911

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
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
株式会社アドバンスコールドライン 本社営業所
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
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
花王ロジスティクス株式会社 沼南営業所
株式会社サカイ引越センター 柏支社
柳田運輸株式会社 松戸営業所
福山通運株式会社 柏支店

香取市
鴨川市

木更津市

君津市

佐倉市

株式会社太平洋エクスプレス 香取支店
ヤマト運輸株式会社 小見川センター
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
関東福山通運株式会社 木更津支店
房州物流株式会社 木更津営業所
株式会社ジェイ・キャリー 木更津営業所
株式会社ソウマ 本社営業所
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
エーツーエーロジコム株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 君津支店
名鉄運輸株式会社 千葉支店
南総通運株式会社 佐倉配送センター
首都圏日立物流サービス株式会社 成田営業所輸送係
日本梱包運輸倉庫株式会社 佐倉営業所
日本通運株式会社 千葉東支店
株式会社大通 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
千葉県柏市大井１８８２－６ 吉田ビル３０１号室
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
千葉県柏市風早１－７－１６
千葉県柏市豊四季８１６－１３
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
千葉県香取市高萩１６５５－２１９
千葉県香取市本郷字表４１－１
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
千葉県木更津市潮見３－１６
千葉県木更津市潮見５－１８
千葉県木更津市長須賀７１９
千葉県君津市人見１２９９－１
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
千葉県君津市貞元４０４
千葉県君津市法木作字西畑８８－１他３筆
千葉県佐倉市下志津原字提中４５
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１－１－２
千葉県佐倉市大作１－８－７
千葉県佐倉市大作２－９－１
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電話番号
04-7132-2811
04-7131-1814
043-486-0521
04-7190-0257
04-7191-5217
04-7132-1306
04-7136-9000
047-193-2151
04-7193-0211
04-7192-3140
04-7170-5151
04-7191-5000
04-7191-6300
0478-75-3930
0478-83-5053
04-7092-0045
04-7097-1166
04-7097-1101
0470-93-2671
0438-23-2215
0438-36-1814
0438-38-3939
0439-55-7191
0439-50-0801
0438-36-6454
0439-70-1041
0439-50-0561
0439-54-5681
043-462-1881
043-486-6591
043-485-7205
043-498-3161
043-498-0856
043-498-8989

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
山武市

白井市

匝瑳市

袖ヶ浦市

東金市
富里市

流山市

事業所名
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
株式会社ゼロ 東千葉カスタマーサービスセンター
古山建設運輸株式会社 本社営業所
中央通運株式会社 白井営業所
株式会社マルシュウ 本社営業所
ロジトライ株式会社 白井事業所
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 本社営業所
日本郵便株式会社 八日市場郵便局
丸五運輸株式会社 千葉営業所
共同通運株式会社 袖ヶ浦営業所
富士見商運株式会社 袖ヶ浦営業所
株式会社長太 袖ヶ浦営業所
戸塚運送株式会社 千葉営業所
株式会社サン・デイリー 千葉営業所
株式会社エネックス 袖ヶ浦営業所
ＳＢＳフレイトサービス株式会社 袖ヶ浦営業所
有限会社天英運輸 本社営業所
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
ブルーエキスプレス株式会社 関東営業所
ペトロサポート株式会社 本社営業所
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
株式会社三裕商事 本社営業所
福山通運株式会社 成田支店
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
株式会社藤商事 本社営業所
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

※「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八田３３１４－６
千葉県白井市谷田８８０
千葉県白井市白井４３１－６
千葉県白井市冨士１５－９
千葉県白井市平塚２７９０－３
千葉県匝瑳市みどり平１－１
千葉県匝瑳市八日市場イ８７８－１
千葉県匝瑳市八日市場ロ１４０－１
千葉県袖ヶ浦市久保田代宿入会地字神主谷台１番５５
千葉県袖ヶ浦市上泉１７６４－８９
千葉県袖ヶ浦市蔵波２０５３－１
千葉県袖ヶ浦市蔵波２０５３－１
千葉県袖ヶ浦市蔵波３１０８－１６２
千葉県袖ケ浦市蔵波台４－１－６
千葉県袖ヶ浦市中袖１－１
千葉県袖ヶ浦市長浦駅前７－２０－３
千葉県袖ヶ浦市長浦拓２－５８０－２３５
千葉県袖ケ浦市椎の森３８５－２３
千葉県袖ケ浦市南袖１０
千葉県袖ヶ浦市南袖２３－３
千葉県袖ケ浦市南袖６５－１
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
千葉県富里市七栄４７６－６
千葉県富里市新橋字高松７２７－１
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
千葉県流山市古間木２９０－２４
千葉県流山市西初石４－１４２３－１
千葉県流山市西初石５－１７８－２９
千葉県流山市前ケ崎３８２
千葉県流山市大字東深井８７３－１
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電話番号
0475-89-1101
0479-86-4423
0479-86-5661
047-491-5171
047-491-7115
047-497-0181
047-497-0307
0479-73-6121
0479-73-5911
0479-72-0945
0438-40-5571
0438-75-8585
0438-60-2811
0438-60-2711
0438-62-6181
0438-75-3117
0438-62-5894
0438-53-7388
0438-63-5007
0438-60-2525
0438-63-2631
0438-63-3413
0436-20-4550
0475-54-1291
0475-50-1031
0476-92-7247
0476-93-8500
0476-90-2688
0476-90-1765
04-7152-3255
04-7159-3141
04-7155-7112
04-7153-1141
04-7146-5592
04-7152-1711

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

習志野市

成田市

事業所名
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
東京宅配事業株式会社 本社営業所
株式会社三代川運送 本社営業所
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
東部ネットワーク株式会社 習志野営業所
名糖運輸株式会社 千葉物流センター
株式会社誠光運輸 千葉営業所
航空集配サービス株式会社 東京支店
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
明治ロジテック株式会社 習志野事業所
柳澤運送有限会社 本社営業所
坂上運輸倉庫株式会社 千葉支店営業所
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
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
羽田運輸株式会社 成田空港営業所
ＳＢＳロジコム株式会社 成田空港支店

野田市

ヤマト運輸株式会社 公津の杜センター
愛知陸運株式会社 成田営業所
有限会社神谷運送店 本社営業所
株式会社日祥物流 成田営業所
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
佐川急便株式会社 成田営業所
光新運送株式会社 成田営業所
東京輸送株式会社 関宿営業所
有限会社ケイアイエヌ 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
千葉県習志野市茜浜１－５－９
千葉県習志野市茜浜１－９－６
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３－２８－１１
千葉県習志野市茜浜３－４－９
千葉県習志野市茜浜３－６－４
千葉県習志野市芝園２－１－１６
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２－４－４
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丁目１８番１号
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３１１
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１－４１８
千葉県成田市川上２４５－９８４
千葉県成田市多良貝２４５－３０３１
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
千葉県成田市本三里塚５８－２
千葉県成田市本城１４７－６ 秀和ビル２０２号
千葉県野田市はやま１－５
千葉県野田市岡田５７４－３
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電話番号
04-7157-1511
04-7159-3934
047-451-1531
047-453-9011
047-455-2003
047-408-0222
047-408-1048
047-454-5187
047-407-4995
047-455-2611
047-408-9661
047-453-3311
047-454-2611
047-472-1012
047-478-7813
0474-75-2484
047-401-8208
0476-23-8366
0476-22-1587
0476-22-1525
03-5757-8305
0476-32-7921
0476-32-8385
0476-33-5230
0476-29-6555
0476-35-2818
0476-73-5151
0476-49-0201
0476-40-9585
0476-36-6277
0476-35-1421
0476-35-1721
04-7196-5594
047-120-6356

主な輸送品目（任意掲載）

石炭、飲料等、木材・木製品

市区郡名

富津市
船橋市

事業所名
株式会社千曲運輸 野田営業所
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
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
大和物流株式会社 柏営業所
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
首都圏日立物流サービス株式会社 ロジネット営業所
有限会社野口運輸 本社営業所
株式会社丸運 野田物流センター
ヤマト運輸株式会社 野田北センター
センター物流有限会社 野田営業所
ヤマト運輸株式会社 野田支店
有限会社ソーヨー運輸 本社営業所
ロジトライ株式会社 野田事業所
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
佐川急便株式会社 野田営業所
ウヤマ産業株式会社 本社営業所
野田小型運送株式会社 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
大佐和運送株式会社 本社営業所
株式会社日恵物流 千葉営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 湾岸営業所
三協運輸株式会社 市川営業所
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
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
丸伊運輸株式会社 船橋営業所
ヤマト運輸株式会社 船橋三咲センター

※「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
千葉県野田市岡田５７４－３ ２０１号室
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
千葉県野田市七光台３９９－６
千葉県野田市七光台４００
千葉県野田市上三ヶ尾字平井２５４－５，２５３－５
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西原３５５－１５
千葉県野田市船形２８４７－１
千葉県野田市船形字上原四１６５０－１
千葉県野田市船形字上原弐１５５５－２
千葉県野田市谷津７４１－４
千葉県野田市二ツ塚字西毛蔵坊１３５－１０
千葉県野田市蕃昌２４２－８
千葉県野田市蕃昌新田字稲荷松２０－２
千葉県野田市尾崎向山１６８４
千葉県野田市平井２５７－２
千葉県野田市木間ヶ瀬５２９８
千葉県野田市木野崎１６６２－２
千葉県野田市野田２２９－１
千葉県野田市野田字橋戸７７５－７
千葉県野田市柳沢２７６－２
千葉県富津市千種新田２３２
千葉県船橋市栄町１－２７－３
千葉県船橋市栄町２－１１－４
千葉県船橋市葛飾町２－４０１－１
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２番
千葉県船橋市高瀬町４－２
千葉県船橋市高瀬町４４
千葉県船橋市三咲町１３２－３４
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電話番号
047-120-6610
04-7125-1210
04-7124-5785
04-7122-3398
04-7197-0002
04-7127-3717
04-7124-2361
04-7196-1133
04-7126-2105
04-7124-3331
04-7126-3323
04-7129-6817
04-7127-5252
04-7127-0341
04-7192-6171
04-7125-4378
04-7129-8114
04-7129-6555
04-7128-3014
04-7198-6973
04-7120-6400
0471-21-3301
04-7122-0137
04-7126-1122
04-7122-1921
0439-65-2730
04-7402-3235
047-437-2781
047-407-2631
047-437-7601
047-435-3214
047-437-3523
080-2058-3749
047-432-2110
047-449-4171

主な輸送品目（任意掲載）
住宅資材、自動車部品、一般貨物

市区郡名

松戸市

南房総市
茂原市

事業所名
名糖運輸株式会社 習志野営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 習志野営業所
橋本商事株式会社 本社営業所
みゆき運輸有限会社 本社営業所
日本ロジテム株式会社 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
株式会社ジャンクサービス 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
首都圏日立物流サービス株式会社 新聞輸送営業所
東雪運輸株式会社 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
株式会社丸文運送 本社営業所
有隣運送株式会社 船橋フローズン営業所
青葉運輸株式会社 船橋フローズン営業所
ＳＧムービング株式会社 東関東営業所
株式会社Ｊ・Ｃ・Ｏ・Ｓ Ｚｅｒｏ１引越センター 千葉
営業所
根岸運輸株式会社 本店
有限会社熊谷通商 本社営業所
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
ヤマト運輸株式会社 松戸五香支店
株式会社共同 本社営業所
伊原運送株式会社 松戸営業所
松戸東部運送株式会社 本社営業所
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
佐川急便株式会社 松戸営業所
日本郵便輸送株式会社 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
株式会社田中運送 本社営業所
株式会社エィチ．エル．シー千葉 茂原営業所

※「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

千葉県船橋市習志野４－１０－１
千葉県船橋市習志野４－５－１
千葉県船橋市習志野台７－２－１５
千葉県船橋市松が丘３－７２－１８
千葉県船橋市西浦１－２－１
千葉県船橋市西浦３－８－１
千葉県船橋市大神保町１３５２－３
千葉県船橋市潮見町２０－７
千葉県船橋市潮見町３４－１１
千葉県船橋市潮見町４２－１
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２－３－１１
千葉県船橋市浜町３－１－３
千葉県船橋市浜町３－１－３
千葉県船橋市浜町３－２－２

047-476-6600
047-479-0910
047-457-7263
047-496-2116
047-436-4370
047-432-0618
047-404-3406
047-434-6969
047-433-4997
047-433-9420
047-420-0901
047-410-0020
047-434-6672
047-434-4540
047-434-4540
047-410-2661

千葉県船橋市夏見１－１５－１

047-460-5780

千葉県船橋市湊町１－２４－１１
千葉県船橋市緑台２－５－２－４０６
千葉県松戸市栄町７－４９２－１
千葉県松戸市栄町８－６９９
千葉県松戸市金ケ作字並木前２７２－１
千葉県松戸市古ヶ崎４－３４５７
千葉県松戸市高塚新田４０６－３
千葉県松戸市紙敷９９３
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字中原４１０番地
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
千葉県南房総市千代９６
千葉県茂原市本納３２１０－１１

047-431-4440
047-488-8951
047-308-3255
047-364-2611
047-389-9713
047-330-8581
047-710-3391
047-392-5180
047-363-0123
047-311-2344
047-389-5611
047-382-6770
047-363-6201
047-363-7261
047-362-0210
0470-20-6388
0475-34-5570
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
八街市

八千代市

事業所名
丸全京葉物流株式会社 茂原営業所
株式会社ＮＢＳロジソル 八街営業所
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
株式会社ｌｉｎｋ・ｕｐ 本社
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
株式会社千葉興業運輸 本社営業所
東関東石油輸送株式会社 本社営業所
丸伊運輸株式会社 千葉営業所
有限会社伊藤運送店 八街営業所
株式会社サカイ引越センター 千葉東支社
大都運送株式会社 本社営業所
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
株式会社東和重機工事 本社営業所

四街道市

夷隅郡
印旛郡

山武郡

有限会社岡太運輸 本社営業所
株式会社タス・ジャパン 本社営業所
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
渡辺倉庫運送株式会社 千葉営業所
株式会社高陽運輸 本社営業所
日本郵便株式会社 四街道郵便局
株式会社君塚商事 本社営業所
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
株式会社ジャパンカーゴ 酒々井営業所
つるとみ運輸株式会社 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
郵船ロジテック株式会社 成田営業所
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

※「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
千葉県茂原市六ツ野２７９１
千葉県八街市山田台１３３－９－２０５
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
千葉県八街市八街い２５４－１
千葉県八街市八街い５１－５
千葉県八街市八街は４７－５２
千葉県八街市用草字摩拝塚５０４番地
千葉県八千代市上高野１５４０－２０
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
千葉県四街道市大日７０－５－１０２
千葉県四街道市四街道１－２－２
千葉県四街道市鹿放ヶ丘１２２番
千葉県四街道市小名木１１６
千葉県四街道市大日２００１－３
千葉県四街道市美しが丘１－１８－２
千葉県夷隅郡大多喜町久我原９８３－１
千葉県印旛郡栄町安食字田中２４２１－１３７
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墨字木戸１５８１－１
千葉県山武郡横芝光町１－７
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１３４０－４９
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
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電話番号
0475-23-3131
0475-70-2031
043-445-5511
043-440-5051
043-235-8520
043-442-1221
043-442-7472
043-440-0036
043-442-2371
043-442-0114
043-443-6500
047-480-1401
047-450-2914
047-458-1123
047-459-6888
043-286-5115
047-450-7711
047-482-2254
090-5205-3349
043-424-1181
043-304-3611
043-432-4900
043-308-5151
043-433-0001
0470-84-0888
0476-80-1681
0476-95-0010
043-496-9800
0479-75-4330
0479-70-9895
0479-78-8080
047-970-9403
0479-74-8924
0479-78-8518

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

長生郡

事業所名
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
株式会社アルプス物流 成田営業所
株式会社石橋梱包運輸 本社営業所
株式会社野辺運輸 成田営業所
株式会社倉庫サービス 本社営業所
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
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大台字宝永作３１５５－６５
千葉県山武郡芝山町大里１５２９－１
千葉県山武郡芝山町大里２３３０
千葉県長生郡長生村七井土１７１５－２
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
千葉県長生郡白子町驚１０１８
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電話番号
0479-78-1596
0479-70-8830
0479-78-6365
0479-78-1414
0479-78-1321
0475-32-5385
0475-32-1155
0475-46-3811
0475-33-2218

主な輸送品目（任意掲載）

