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
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
アサヒロジスティクス株式会社 千葉長沼共配センター
株式会社廣商運輸 千葉営業所
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
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
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
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
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
ヤマト運輸株式会社 都賀センター
有限会社伊藤運送店 本社営業所
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
久留米運送株式会社 千葉店
石井開運株式会社 本社営業所
株式会社政和運輸 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

電話番号

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２４８－１
千葉県千葉市稲毛区六方町２－１０
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
千葉県千葉市花見川区三角町１２－１

043-243-9057
043-259-3392
043-250-8010
043-304-3500
043-298-5101
043-286-0888
043-304-4705
043-304-1680
043-423-7055
043-421-3355
043-250-1062
043-215-2675
043-257-1404
043-460-1511
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３－６－９
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１１０１－１２・１３
千葉県千葉市若葉区貝塚町９９５－１
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７９４－３
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川井町３８２－１

1／13 ページ

043-216-7027
043-298-0203
043-274-3481
043-299-2261
043-215-2030
043-215-3117
043-259-6230
043-252-0044
043-214-5651
043-231-5610
043-423-6701
043-420-3121
043-304-3681
043-237-0303
043-300-1500

H28.12.15
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
遠州トラック株式会社 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
日本郵便輸送株式会社 千葉営業所
株式会社飯島企画 千葉営業所
ヤマト運輸株式会社 浜野センター
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
日本郵便株式会社 千葉中央郵便局
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
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
株式会社サカイ引越センター 千葉中央支社
株式会社ムラセエコライン 千葉
マルトミ運送株式会社 本社営業所
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
イヌイ運送株式会社 千葉営業所
株式会社岩陸 千葉営業所
東海運株式会社 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
多摩運送株式会社 千葉営業所
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
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
志村運送株式会社 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
千葉県千葉市若葉区大宮町２１６６－１０
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１４－３７
千葉県千葉市中央区生実町１６０１番地４号
千葉県千葉市中央区生実町８３－１
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中央港１丁目１４－１
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２－９－２
千葉県千葉市中央区中央港２－９－２
千葉県千葉市中央区都町１２８５－６
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４－１５－１３
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新港１３０
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５０ （日新製糖内）
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２－３６
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電話番号
043-268-1111
043-261-2377
043-242-3291
043-246-3810
043-300-8782
043-209-1921
043-261-3817
043-261-4307
043-246-0020
043-301-8308
043-246-3305
043-247-2203
043-441-8020
043-235-1141
043-266-7451
043-263-5374
043-221-1141
043-258-2809
043-238-1254
043-242-4215
043-243-1231
043-246-5251
043-247-5111
043-247-5111
043-204-3326
043-242-5884
043-241-1315
043-243-1539
043-244-0540
043-241-4180
043-246-6389
043-248-7750
043-244-3691
043-238-8101
043-271-3301

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 緑支店
安房運輸株式会社 千葉営業所
岡本運送有限会社 本社営業所

我孫子市
いすみ市
市川市

ヤマト運輸株式会社 我孫子つくし野センター
佐川急便株式会社 我孫子営業所
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
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
ヤマト運輸株式会社 市川塩浜支店
日通船橋運輸株式会社 浦安事業所
日精サービス株式会社 東京湾岸営業所
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
日本通運株式会社 船橋航空支店
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
角田運送株式会社 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
ヤマト運輸株式会社 市川国分支店
交神運輸株式会社 市川営業所
東宝運輸商事株式会社 本社営業所
株式会社中山運輸 本社営業所
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
株式会社ティー・アール・エス 東京営業所
株式会社トラストロジコム 本社
株式会社鈴与カーゴネット東京 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
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

※「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１６４２－１
千葉県千葉市緑区高田町１６４３－９
千葉県千葉市緑区土気町５１３
千葉県我孫子市つくし野２－９０－２０，２－１３０－
８
千葉県我孫子市日秀字久保田１７７
千葉県いすみ市大原８９２７－１
千葉県いすみ市弥正１１４
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２－３０
千葉県市川市塩浜３－１３
千葉県市川市塩浜３－２７－７
千葉県市川市原木３０３１
千葉県市川市原木３－１７－２９
千葉県市川市原木４丁目１７－２４
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
千葉県市川市高谷１８４１
千葉県市川市高浜町１
千葉県市川市国分６－１０７９－１
千葉県市川市千鳥町１０
千葉県市川市千鳥町６
千葉県市川市大和田４－１９－８
千葉県市川市田尻２－５－１
千葉県市川市田尻３－３－５
千葉県市川市東浜１丁目１番１
千葉県市川市南大野２－３ Ｂ６０５
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
千葉県市川市二俣新町２２－１
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
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電話番号
043-292-8371
043-300-3011
043-294-1030
04-7185-9593
04-7179-3081
0470-62-1060
0470-80-5121
047-390-1561
047-390-1530
047-359-8314
047-399-0218
047-706-2430
047-327-7740
047-320-5877
047-327-3251
047-357-9646
047-356-5558
047-327-0101
047-702-9151
047-371-6343
047-397-4125
047-307-1040
047-378-3226
047-378-8515
047-370-4392
047-329-0113
047-303-6133
047-328-2631
047-328-9800
043-320-5818
047-329-7222
047-318-7335
047-338-8513
047-338-8094

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
市原市

事業所名
株式会社エネックス 関東支店
株式会社青和運輸 市原営業所
株式会社星葉ロジテック 本社営業所
日陸物流株式会社 千葉営業所
ヤマト運輸株式会社 市原支店
株式会社サンキュウ・トランスポート・東日本 千葉営業
所
株式会社ニヤクコーポレーション 市原事業所
菊池運輸株式会社 千葉支店
株式会社ボルテックスセイグン 千葉営業所
ビューテック運輸株式会社 千葉営業所
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
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
三栄運送株式会社 本社営業所
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
株式会社コンテナ・サービス 本社営業所
丸全京葉物流株式会社 市原営業所
結城運輸倉庫株式会社 五井営業所
ヤマト運輸株式会社 ちはら支店
山光運輸株式会社 関東支店
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
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
株式会社日陸 千葉物流センター
福山通運株式会社 市原支店
日本郵便株式会社 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

電話番号

千葉県市川市本行徳２５５４－８４
千葉県市原市海保字庚申台１０９９－３
千葉県市原市岩崎２－１４－８
千葉県市原市岩野見８５４
千葉県市原市玉前西１－２－１４・１５

047-396-4358
0436-36-3611
0436-22-0847
0436-22-2361
0436-21-3136

千葉県市原市玉前西３－４－２４

0436-22-0181

千葉県市原市玉前西３－５－２０
千葉県市原市五井６８６１－１
千葉県市原市五井６９０４番地１
千葉県市原市五井８９３４－３
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４３
千葉県市原市五井南海岸４４－３
千葉県市原市今津朝山９３６－１
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２５－１
千葉県市原市姉崎海岸５６
千葉県市原市出津西１－１－４３
千葉県市原市潤井戸字西山１３４５－１
千葉県市原市上高根１５６６－４０
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
千葉県市原市千種海岸８－４
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

0436-20-2984
0436-22-1371
0436-22-8561
0436-22-8550
0436-26-2321
0436-25-6699
0436-22-3593
0436-21-2121
0436-60-7291
0436-92-3151
0436-60-9771
0436-61-0821
0436-61-2185
0436-22-3361
0436-75-7681
0436-95-4761
0436-23-4300
044-266-2280
0436-21-5201
0436-25-0771
0436-23-1301
0436-22-3341
0436-21-7518
0436-20-3961
0436-20-7677
0436-22-2535
0436-75-6100
0436-24-7172
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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
株式会社大崎 千葉営業所
向島運送株式会社 市原営業所
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
株式会社藤川商運 本社営業所
太陽商運株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 印西支店
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
株式会社浅野運輸 本社営業所
有限会社英商運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 浦安マリーナ支店
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
ハイエスサービス株式会社 東京営業所
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
日輪商運株式会社 本社営業所
ホッコウ物流株式会社 浦安営業所
株式会社金谷商運 浦安営業所
日本郵便株式会社 浦安郵便局
小沢興業株式会社 本社営業所
やよい運送株式会社 浦安営業所
日本物流システム株式会社 柏物流センター
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
有限会社石井商事 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
新日本物流株式会社 柏事業所

※「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
千葉県市原市八幡浦１－６
千葉県市原市八幡海岸通１－６
千葉県市原市八幡海岸通り１９６９－１
千葉県市原市八幡石塚２－１６－３
千葉県印西市松崎台１－３－１
千葉県印西市松崎台２－３－１
千葉県印西市船尾１３５７－４
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
千葉県印西市内野２丁目６番３号 ２０棟４０３号
千葉県印西市木下東１－９－２－１０１号
千葉県浦安市港３７番地
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１１－４
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１５－２８
千葉県浦安市鉄鋼通り１－８－１１
千葉県浦安市鉄鋼通り２－２－９
千葉県浦安市東野１丁目６－１
千葉県浦安市当代島３－１１－１５
千葉県浦安市富士見２－２０－１７
千葉県柏市五條谷４９－２
千葉県柏市高田字新堤３７９－１３
千葉県柏市高柳１１４３－５
千葉県柏市篠籠田１００６－１
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
千葉県柏市十余二２４２
千葉県柏市十余二２９７－５５
千葉県柏市十余二３８０－３５０
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電話番号
0436-42-3435
0436-42-1921
0436-43-3915
0436-43-1318
0476-48-1455
0476-47-6559
0476-46-4841
0476-97-0752
0476-47-2361
047-459-0221
0476-46-6411
0476-47-1656
0476-42-1011
047-380-7954
047-306-3355
047-350-4366
047-703-0254
047-380-5885
047-351-4181
047-350-2525
047-305-0414
047-316-7601
047-355-6672
047-321-4715
047-305-8413
04-7190-0262
04-7141-6761
04-7191-0427
04-7141-0501
047-134-8500
03-5857-7606
04-7178-1117
04-7144-0981
047-131-0606
04-7132-1855

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

勝浦市
香取市

鎌ヶ谷市
木更津市

君津市
佐倉市

事業所名
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
株式会社キムラヤフレッシュライン 千葉営業所
篠崎運輸株式会社 柏営業所
鈴江陸運株式会社 柏事業所
株式会社仁和運送 柏営業所
日洋海運株式会社 柏営業所
近物レックス株式会社 柏支店
ゼクス株式会社 本社営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 柏支店
常南通運株式会社 柏支店
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
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
株式会社金子運輸流通倉庫 本社
長嶋運送株式会社 本社営業所
橋本運輸株式会社 香取営業所
株式会社シムスサービス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 鎌ヶ谷支店
ヤマト運輸株式会社 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
日本郵便株式会社 木更津郵便局
安房運輸株式会社 木更津営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 木更津支店
佐川急便株式会社 木更津営業所
株式会社ＮＢＳロジソル 木更津営業所
ヤマト運輸株式会社 長須賀センター
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
綜合警備保障株式会社 警送千葉支社 君津分室
株式会社千葉スワロートラック 佐倉営業所

※「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
千葉県柏市新十余二１４－１
千葉県柏市正連寺４３０－１
千葉県柏市増尾１３７－３
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
千葉県柏市藤ケ谷新田３６－２
千葉県柏市南増尾８－８－２（１１４号室）
千葉県柏市風早１－８－６
千葉県柏市豊四季２５０－６
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
千葉県勝浦市新戸字蒲ノ木３０４－１
千葉県勝浦市浜勝浦８０
千葉県香取市佐原ニ６２７４
千葉県香取市新里１３３１－１
千葉県香取市米野井９３３－１
千葉県鎌ケ谷市初富２３５－１７
千葉県鎌ケ谷市初富字瓢簟８００－５６
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２－６－１５
千葉県木更津市潮見３－１１－４
千葉県木更津市潮見４－１０－２
千葉県木更津市潮見５－６－１
千葉県木更津市潮浜１－１７－１１３
千葉県木更津市長須賀字池ノ下２３１３
千葉県木更津市矢那１４１２－３
千葉県君津市君津１－１－２４
千葉県君津市南子安８－１８－１４
千葉県佐倉市小篠塚字満井１１８２－１
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電話番号
04-7133-1447
04-7132-6011
04-7131-6611
04-7134-0805
04-7172-4131
04-7135-3874
04-7133-2033
04-7180-8001
04-7193-6663
04-7193-6301
04-7147-0002
04-7141-8191
04-7162-2183
0470-77-1822
0470-73-1519
0478-56-0270
0478-78-5121
0478-78-4771
047-445-7558
047-446-3083
0438-37-1641
0438-30-6117
0438-98-9880
0436-98-2324
090-8646-2966
0438-22-3288
0438-23-0217
0438-37-1812
0438-36-1441
0438-36-9921
0438-20-8666
0438-52-2339
0439-52-0736
0439-54-5416
043-498-8188

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

事業所名

住所

電話番号

一宮運輸株式会社 佐倉営業所
千葉県佐倉市上座７７５番地
ヤマト運輸株式会社 大作センター
千葉県佐倉市神門字向山谷津６４２－５
ヤマト運輸株式会社 佐倉支店
千葉県佐倉市生谷字花口４７２－７
佐川急便株式会社 佐倉営業所
千葉県佐倉市石川５８３－１
共同通運株式会社 千葉営業所
千葉県佐倉市先崎１６８９－６
日野海運株式会社 本社営業所
千葉県佐倉市染井野２－２９－１
レンゴーロジスティクス株式会社 千葉営業所
千葉県佐倉市大作１－７－１
株式会社ティー・エル・エス 佐倉営業所
千葉県佐倉市大作１－７－４
株式会社久津運送店 佐倉営業所
千葉県佐倉市大作２－５－４
アートコーポレーション株式会社 千葉北支店
千葉県佐倉市表町２－９－３
株式会社サクラ 本社営業所
千葉県佐倉市表町４丁目５－１９
ヤマト運輸株式会社 佐倉本町支店
千葉県佐倉市本町字高岡宿１０２－２
川一産業株式会社 松尾営業所
千葉県山武市松尾町借毛本郷６６８－１
ヤマト運輸株式会社 山武センター
千葉県山武市松尾町大堤字坂ノ下４７２－１
ヤマト運輸株式会社 日向台センター
千葉県山武市日向台５７番６
東金液輸株式会社 本社営業所
千葉県山武市板附３８１－１
田端運輸株式会社 本社営業所
千葉県白井市河原子３４２－７
三和運輸機工株式会社 白井営業所
千葉県白井市河原子錠場３３９－１
東日本エア・ウォーター物流株式会社 千葉営業所
千葉県白井市大松１－５－１６
株式会社日立物流首都圏 輸送営業所
千葉県白井市中１４９－１
東京トラック運送株式会社 白井支店
千葉県白井市中９８－１１
トラック・エンド・メンテナンス・サービス株式会社 本
千葉県白井市中字古名内９８－１
社営業所
株式会社テクニカルコールド関東 白井営業所
千葉県白井市富士２０７－１
ジー・ティー・エス株式会社 本社営業所
千葉県白井市平塚２６１６－３２

043-488-1201
043-498-6511
043-487-1421
043-481-0062
043-464-0555
043-460-0132
043-498-1253
043-498-6615
043-498-8221
043-485-0123
043-312-5577
043-483-0421
0479-80-7733
0479-80-8307
0475-80-7250
0475-82-6370
047-497-1377
047-498-0888
047-498-6611
047-492-6091
047-492-2800

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 千葉県匝瑳市松山９７０番地

0479-79-1611

株式会社タイヘイ物流システム 八日市場営業所
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
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
ヤマト運輸株式会社 袖ヶ浦支店
米本運送有限会社 袖ヶ浦営業所
有限会社青山運輸 袖ヶ浦営業所
前田運輸株式会社 袖ヶ浦営業所

0479-70-0755
0436-66-2395
0438-75-5581
0438-63-7179
0438-63-6661
0438-63-2091
0436-21-0725
0438-62-7878
0436-22-7705

※「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。

千葉県匝瑳市八日市場イ９８０
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
千葉県袖ヶ浦市神納２４０８－３
千葉県袖ケ浦市神納８１８－１９
千葉県袖ケ浦市蔵波字壱ノ堀３０２４－５
千葉県袖ヶ浦市蔵波台２－１９－３
千葉県袖ヶ浦市長浦５８０－３８
千葉県袖ヶ浦市長浦駅前２－２４－６
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047-498-0061
047-410-0020
047-497-1663

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
東部ネットワーク株式会社 袖ヶ浦営業所
株式会社石島運輸倉庫 千葉営業所
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

大網白里市 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
ヤマト運輸株式会社 館山支店
館山市
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
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
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
直販配送株式会社 富里センター
富里市
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 成田支店
ヤマト運輸株式会社 富里支店
株式会社スリーエス・サンキュウ 成田営業所
ヤマト運輸株式会社 流山名都借支店
流山市
習志野市 北王流通株式会社 船橋営業所
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
株式会社ハート引越センター 千葉センター営業所
ヤマト運輸株式会社 習志野芝園支店
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
アートコーポレーション株式会社 習志野営業所
丸協運輸株式会社 東京営業所
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
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

※「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
千葉県袖ヶ浦市長浦字拓弐号５８０－１１７
千葉県袖ケ浦市南袖４５
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
千葉県館山市二子字亀井８７－１他４筆
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
千葉県富里市高野６８７－３
千葉県富里市七栄１３２－１１２
千葉県富里市七栄６５４－６９
千葉県富里市美沢１３－２
千葉県流山市名都借字西ノ下９７
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１－７－６１
千葉県習志野市茜浜２－１－３
千葉県習志野市茜浜３－７－１
千葉県習志野市鷺沼２－１１－１９
千葉県習志野市芝園２－１－１８
千葉県習志野市芝園２－４－２
千葉県習志野市芝園２－４－４
千葉県習志野市新栄１－１１－３－７０５
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
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電話番号
0438-62-7276
0438-60-8451
0438-60-1380
0438-38-6694
0475-72-2597
0475-73-6691
0470-22-9202
0479-30-2202
0479-24-6030
0479-22-0001
0479-22-0897
0479-22-0482
0479-23-8061
0479-30-4431
0475-55-0861
050-3732-9270
0476-92-0931
0476-92-2156
0476-93-0841
0476-90-3915
04-7146-3701
047-408-4177
047-451-1631
047-489-1402
047-408-1851
047-454-2896
047-454-2029
047-452-3480
047-453-0123
047-452-8011
047-411-9288
047-452-2710
047-478-7251
047-403-7751

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

成田市

事業所名

住所

株式会社パルライン 習志野営業所
サンキ運輸株式会社 本社営業所
株式会社あかうみ 第二営業所
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株式会社 成田営業所
株式会社ヒダロジスティックス 成田営業所
株式会社トーハイ 成田営業所
有限会社マルコー物流 本社営業所
株式会社ネットワークス 成田営業所
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
株式会社サンリツ 運輸事業部（成田）
日本通運株式会社 航空事業支店

野田市

成田集配課

日本郵便株式会社 成田郵便局
株式会社ＭＨ ＣＡＲＧＯ 本社営業所
株式会社仙台ミトモ 株式会社仙台ミトモ 成田営業所
有限会社サンキョウ 関東営業所
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
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
セイノースーパーエクスプレス株式会社 成田営業所
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
株式会社フレックス 本社営業所
株式会社大成運輸 本社営業所
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
ＳＢＳフレックネット株式会社 野田営業所
野田自動車運輸株式会社 本社営業所
有限会社アドヴァンス 本社営業所
葛西物流株式会社 野田営業所

※「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。

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８－３０－１－７１０
千葉県成田市花崎町７５０－１
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 第１貨物代理店ビ
ル２２１
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
千葉県成田市十余三３７－１
千葉県成田市新泉３６－２ 日通成田空港第二物流セン
ター
千葉県成田市赤坂２丁目１－３
千葉県成田市川上２４５－６９４
千葉県成田市前林８０４－６
千葉県成田市多良貝２４５－２３１７
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
千葉県成田市本三里塚字本町１００１－４８７
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
千葉県野田市三ツ堀３２８番地４号
千葉県野田市山崎２４８８－１
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２５６－１
千葉県野田市船形８８７－３
千葉県野田市大字吉春字樋尻替２５－１
千葉県野田市鶴奉５０６－２
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電話番号
047-477-1650
047-474-3510
0476-22-1587
0476-73-8848
0476-73-7441
0476-73-6921
0476-73-7721
0476-32-7773
0476-33-8885
0476-32-8200
0476-35-3600
0476-35-2173
0476-36-6777
0476-40-9214
0476-28-1771
0476-49-0022
0476-73-7657
0476-49-3022
0476-49-7730
0476-40-4881
0476-37-1030
0476-36-5631
0476-35-4711
04-7124-2871
04-7136-7705
04-7138-3435
04-7138-0660
0471-97-5279
04-7126-6012
04-7122-1172
04-7189-8020
04-7123-4646
04-7136-2020

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

富津市

船橋市

事業所名
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
サンインキケミカル株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 関宿支店
ＳＢＳロジコム株式会社 野田物流センター支店
株式会社ロジネクス 東京支店営業所
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
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
株式会社君津特殊 本社営業所
ＳＢＳ即配サポート株式会社 千葉支店
株式会社首都圏ロジスティクス 市川センター
日本液体運輸株式会社 船橋営業所
鴻池運輸株式会社 千葉臨海営業所
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
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 船橋支店
株式会社キョーエイコーポレーション 千葉事業所
株式会社東日本トランスポート 京葉営業所
石塚運送有限会社 船橋営業所
株式会社エス・ティー・エス 習志野営業所
根岸運輸株式会社 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
株式会社ＡＲＫ 本社営業所
株式会社オアシス 本社営業所
日本アルコール物流株式会社 船橋営業所
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
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

※「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
千葉県野田市尾崎２３９８番２１
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２１０６－１
千葉県野田市目吹１６９０－４
千葉県野田市野田２３６
千葉県野田市野田６９７番地１－２Ｆ
千葉県富津市新富２－１５

047-125-2182
04-7157-1361
04-7198-6377
04-7128-0125
047-198-7013
04-7120-5100
04-7120-3500
04-7125-5151
04-7129-6955
0439-88-2255

千葉県富津市新富８７－３

0439-88-1121

千葉県富津市千種新田９１３－１
千葉県船橋市栄町１－１１－２０
千葉県船橋市栄町１－１－２０
千葉県船橋市栄町１－２７－６
千葉県船橋市栄町２－８－１１
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南１－７３１
千葉県船橋市高瀬町２２
千葉県船橋市高瀬町２４－４
千葉県船橋市三咲３－５－６
千葉県船橋市習志野１－９－１４
千葉県船橋市習志野４－１０－５
千葉県船橋市習志野４－７２－２６
千葉県船橋市習志野４－８－１
千葉県船橋市小野田町１４９４
千葉県船橋市神保町２６０－９
千葉県船橋市西浦２－１１－１
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３－８－２
千葉県船橋市西浦３－８－２

0439-65-4176
047-404-5844
047-404-4723
047-434-3721
047-433-8760
047-439-1298
047-437-1436
047-420-3883
047-437-7430
047-434-1252
047-434-0115
047-407-7277
047-404-3751
047-443-3939
047-463-9430
047-477-3751
047-401-8666
047-490-6170
047-435-0315
047-495-7088
047-432-2111
047-495-7411
047-401-6702
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

松戸市

事業所名
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
佐川急便株式会社 千葉営業所
ヤマト運輸株式会社 船橋藤原センター
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
昭産運輸株式会社 本社営業所
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
東日本物流開発株式会社 本社営業所
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
アサヒロジスティクス株式会社 千葉物流センター
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
有限会社アップル商事 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 松戸三ヶ月支店
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
加藤運輸有限会社 本社営業所
日本郵便株式会社 松戸南郵便局
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
松戸運送株式会社 本社営業所
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
旭運輸株式会社 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４２－５
千葉県船橋市藤原３－１８－２８
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２－２０－２
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番地３
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
千葉県船橋市鈴身町４８８－３３－２
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
千葉県松戸市串崎新田６３番地１３
千葉県松戸市三ヶ月字島谷台１３２９
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
千葉県松戸市小金字東１２７
千葉県松戸市松飛台４７０－１
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
千葉県松戸市千駄堀１５０３
千葉県松戸市大金平２－６５
千葉県松戸市南花島３－３７－１
千葉県松戸市南花島向町３１２
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電話番号
047-434-5931
047-431-6591
047-431-2205
047-429-6681
047-435-2591
047-449-7326
047-495-2005
047-495-5730
047-432-0332
047-437-0067
047-432-9772
047-435-2528
047-457-8668
03-5857-7607
047-302-6223
047-332-0871
047-334-8413
047-711-0030
047-456-0081
047-710-5994
047-365-8480
047-367-9289
047-391-5420
047-348-8908
047-389-1713
047-344-1943
047-342-2572
047-383-2093
047-394-3311
047-363-6201
047-308-6091
047-385-4141
047-342-0240
047-368-7631
047-367-6197

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
茂原市

八街市

八千代市

四街道市

印旛郡
香取郡

事業所名
有馬運送有限会社 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
日本郵便株式会社 茂原郵便局
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
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
株式会社千葉スワロートラック 本社営業所
有限会社千葉シマダ運輸 本社営業所
有限会社吉田商事 千葉営業所
マックス運輸株式会社 本社営業所
菱木運送株式会社 本社営業所
株式会社ロードリームジャパン 本社営業所
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
株式会社ライフサポート・エガワ 八街営業所
株式会社三協運輸サービス 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
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
株式会社スリーエス・サンキュウ 千葉営業所
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
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
株式会社日東物流 本社営業所
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
島田商事有限会社 第一営業所
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
ケミカルトランスポート株式会社 香取営業所

※「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
千葉県松戸市日暮６丁目１４０番地
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
千葉県茂原市茂原２４８
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
千葉県八街市沖字東沖１７１－２
千葉県八街市吉倉６２７－４
千葉県八街市四木１０１４－３
千葉県八街市滝台１３８５－２
千葉県八街市朝日５５１－１
千葉県八街市八街い１９３－１０１
千葉県八街市八街い２７－３
千葉県八街市八街に２５２－３
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立合松北は１０５－２０４
千葉県八千代市下市場１－３－１９
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
千葉県八千代市大和田新田４９０－１
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５７２
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
千葉県印旛郡酒々井町酒々井１６８８－３
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
千葉県香取郡東庄町宮野台５９４－１
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電話番号
047-387-0518
0475-27-1211
0475-24-5171
0475-22-2694
0475-22-2523
0475-23-8691
043-440-7015
043-308-5655
043-445-0500
043-440-5237
043-445-6575
043-440-7703
043-239-8133
043-443-5250
043-442-8880
043-440-3710
043-444-4499
043-443-9111
047-486-8588
047-480-8730
047-481-2805
043-489-0158
047-486-4201
047-489-4139
047-459-5411
047-489-4871
043-433-0611
043-422-6100
043-424-3466
043-232-2618
043-462-7772
043-496-7537
0479-70-7373
0479-79-3071
0478-87-1110

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
山武郡

長生郡

事業所名
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
西鉄物流株式会社 成田支店
宝塚運行サービス株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 一宮センター
直販配送株式会社 房総センター
株式会社裕光 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
千葉県山武郡芝山町岩山１４８－１５ ＧＬＰ成田内
千葉県山武郡芝山町岩山２３７６－１３
千葉県長生郡一宮町新地字砂之堀上５６番地４
千葉県長生郡長南町美原台１－２０
千葉県長生郡長柄町山之郷２３３－２９
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電話番号
0479-84-0086
0475-70-3211
0479-70-9100
0476-32-4760
0475-40-0891
0475-40-4660
0475-35-5671

主な輸送品目（任意掲載）

