
番号 会社名 営業所名 住所

1 ＡＬＳＯＫ関東デリバリー株式会社 本社営業所

2 株式会社アストモスガスセンター千葉 東東京営業所

3 生澤運輸有限会社 本社営業所

4 栄晃産業株式会社 本社営業所

5 有限会社エクセレント急便 本社営業所

6 株式会社エスケイ運輸 本社営業所

7 ＳＢＳ即配サポート株式会社 城北支店

8 株式会社葛飾物流 本社営業所

9 カワベキャリーシステム株式会社 本社営業所

10 関東生コン輸送株式会社 豊洲営業所

11 有限会社ギャラント商事 本社営業所

12 株式会社キョーエイコーポレーション 東京事業所

13 株式会社京葉青和 東京支店営業所

14 弘立倉庫株式会社 本店営業所

15 株式会社黒真物流 本社営業所

16 こんわ運輸有限会社 本社

17 株式会社サカイ引越センター 東京東支社

18 三信運輸株式会社 東京営業所

19 汐留運送株式会社 本社営業所

20 ジャスト物流株式会社 多摩営業所

21 駿和物流株式会社 東京営業所

22 上昇運輸株式会社 本社

23 新運保株式会社 本社営業所

24 新千梱包運輸株式会社 本社営業所

25 鈴木運送株式会社 本社営業所

26 スターゼンロジスティクス株式会社 多摩営業所

27 セントラル警備保障株式会社 東京警送事業部

28 ＴＡＫＡＩＤＯクールフロー株式会社 笹塚営業所

29 タキザキロジスティクス株式会社 台東物流センター

30 田中運送株式会社 本社営業所

31 中越テック株式会社 日野営業所

32 株式会社ティアイトランスポート 本社営業所

33 株式会社ＤＮＰロジスティクス 赤羽事業所

34 ティーオーピー・ロジ株式会社 本社営業所

35 株式会社デイライン 西東京営業所

36 東京三栄運送株式会社 本社営業所
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37 東武デリバリー株式会社 板橋営業所

38 株式会社トーハイ 板橋営業所

39 徳丸商運株式会社 本社営業所

40 豊多摩通運株式会社 本社営業所

41 株式会社トラスト・ウィン 本社営業所

42 トラスト物流株式会社 本社営業所

43 トランコムＤＳ株式会社 国立センター

44 トランスネット株式会社 東京営業所

45 株式会社永世屋運送 本社営業所

46 株式会社日硝ハイウエー 羽村営業所

47 株式会社ニッタ 本社営業所

48 株式会社日本エアメール 本社営業所

49 株式会社日本カーゴエキスプレス 本社

50 日本郵便株式会社 大崎郵便局

51 株式会社野辺運輸 本社営業所

52 花村運送株式会社 本社

53 株式会社ハナワトランスポート 東京営業所

54 有限会社ビックウェーブライン 本社営業所

55 福山通運株式会社 東久留米営業所

56 福山通運株式会社 練馬営業所

57 ホクシン運送株式会社 本社営業所

58 株式会社細田重機運輸 本社

59 間口ロジ関東株式会社 多摩営業所

60 町田運送店株式会社 本社営業所

61 マチダトランスポート株式会社 本社営業所

62 丸伊運輸株式会社 国立営業所

63 丸辰運輸倉庫株式会社 本社営業所

64 南多摩運送株式会社 町田営業所

65 みのり運輸株式会社 本社営業所

66 三八五流通株式会社 深川営業所

67 明邦運輸株式会社 本社営業所

68 株式会社森田産業運輸 本社営業所

69 矢崎運輸倉庫株式会社 本社営業所

70 株式会社安江運輸 本社

71 株式会社ヤマザキ物流 武蔵野営業所

72 山田自動車サービス株式会社 本社営業所
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73 山谷運送株式会社 本社営業所

74 ヤマト運輸株式会社 西東京主管支店

75 ヤマト運輸株式会社 落合営業所

76 ヤマト運輸株式会社 東品川営業所

77 ヤマト運輸株式会社 久が原営業所

78 ヤマト運輸株式会社 上池台営業所

79 ヤマト運輸株式会社 南久が原営業所

80 ヤマト運輸株式会社 西五反田４丁目営業所

81 ヤマト運輸株式会社 北品川営業所

82 ヤマト運輸株式会社 浜松町営業所

83 ヤマト運輸株式会社 品川営業所

84 ヤマト運輸株式会社 船堀支店

85 ヤマト運輸株式会社 江東東砂営業所

86 ヤマト運輸株式会社 小岩営業所

87 ヤマト運輸株式会社 茅場町営業所

88 ヤマト運輸株式会社 大手町営業所

89 ヤマト運輸株式会社 昭島北営業所

90 ヤマト運輸株式会社 昭島郷地センター

91 ヤマト運輸株式会社 昭島営業所

92 ヤマト運輸株式会社 昭島武蔵野センター

93 ヤマト運輸株式会社 狛江営業所

94 ヤマト運輸株式会社 玉川台営業所

95 ヤマト運輸株式会社 初台営業所

96 ヤマト運輸株式会社 八幡山営業所

97 ヤマト運輸株式会社 烏山営業所

98 ヤマト運輸株式会社 等々力営業所

99 ヤマト運輸株式会社 桜丘営業所

100 ヤマト運輸株式会社 代田営業所

101 ヤマト運輸株式会社 三宿営業所

102 ヤマト運輸株式会社 用賀営業所

103 ヤマト運輸株式会社 目黒中央営業所

104 ヤマト運輸株式会社 八王子BP営業所

105 ヤマト運輸株式会社 八王子大和田センター

106 ヤマト運輸株式会社 八王子大横センター

107 ヤマト運輸株式会社 八王子宮下センター

108 ヤマト運輸株式会社 福生営業所
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109 ヤマト運輸株式会社 八王子南営業所

110 ヤマト運輸株式会社 八王子くぬぎだセンター

111 ヤマト運輸株式会社 八王子東営業所

112 ヤマト運輸株式会社 八王子野猿支店

113 ヤマト運輸株式会社 八王子堀之内センター

114 ヤマト運輸株式会社 八王子西営業所

115 ヤマト運輸株式会社 八王子陣馬支店

116 ヤマト運輸株式会社 八王子恩方センター

117 ヤマト運輸株式会社 東大和営業所

118 ヤマト運輸株式会社 立川南営業所

119 ヤマト運輸株式会社 立川一番町センター

120 ヤマト運輸株式会社 立川西営業所

121 ヤマト運輸株式会社 立川中央営業所

122 ヤマト運輸株式会社 東京千代田営業所

123 ヤマト運輸株式会社 羽村営業所

124 ヤマト運輸株式会社 三鷹営業所

125 ヤマト運輸株式会社 武蔵境営業所

126 ヤマト運輸株式会社 府中営業所

127 ヤマト運輸株式会社 三鷹東営業所

128 ヤマト運輸株式会社 調布東営業所

129 ヤマト運輸株式会社 青梅東営業所

130 ヤマト運輸株式会社 奥多摩センター

131 ヤマト運輸株式会社 武蔵野中央営業所

132 ヤマト運輸株式会社 保谷町営業所

133 ヤマト運輸株式会社 小平営業所

134 ヤマト運輸株式会社 豊玉営業所

135 ヤマト運輸株式会社 羽沢営業所

136 ヤマト運輸株式会社 荻窪営業所

137 ヤマト運輸株式会社 東久留米中央営業所

138 ヤマト運輸株式会社 国分寺営業所

139 ヤマト運輸株式会社 光町営業所

140 ヤマト運輸株式会社 小平南営業所

141 ヤマト運輸株式会社 関町営業所

142 ヤマト運輸株式会社 東村山営業所

143 ヤマト運輸株式会社 谷原営業所

144 ヤマト運輸株式会社 小平天神営業所
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145 ヤマト運輸株式会社 高井戸営業所

146 ヤマト運輸株式会社 芝久保営業所

147 ヤマト運輸株式会社 久我山営業所

148 ヤマト運輸株式会社 千住営業所

149 ヤマト運輸株式会社 荒川西営業所

150 ヤマト運輸株式会社 西新井営業所

151 ヤマト運輸株式会社 板橋舟渡営業所

152 ヤマト運輸株式会社 荒川営業所

153 ヤマト運輸株式会社 豊島営業所

154 ヤマト運輸株式会社 板橋志村営業所

155 ヤマト運輸株式会社 足立伊興営業所

156 ヤマト運輸株式会社 調布営業所

157 ヤマト運輸株式会社 皿沼営業所

158 ヤマト運輸株式会社 足立綾瀬営業所

159 ヤマト運輸株式会社 南多摩営業所

160 ヤマト運輸株式会社 府中西営業所

161 ヤマト運輸株式会社 調布国領営業所

162 ヤマト運輸株式会社 町田小山営業所

163 ヤマト運輸株式会社 稲城営業所

164 ヤマト運輸株式会社 町田南営業所

165 ヤマト運輸株式会社 町田玉川学園営業所

166 ヤマト運輸株式会社 町田東営業所

167 ヤマト運輸株式会社 町田忠生営業所

168 ヤマト運輸株式会社 町田本町田営業所

169 ヤマト運輸株式会社 町田営業所

170 ヤマト運輸株式会社 武蔵村山伊奈平センター

171 ヤマト運輸株式会社 武蔵村山営業所

172 ヤマト運輸株式会社 あきる野営業所

173 ヤマト運輸株式会社 瑞穂高根センター

174 ヤマト運輸株式会社 あきる野五日市センター

175 ヤマト運輸株式会社 府中南営業所

176 ヤマト運輸株式会社 府中東営業所

177 ヤマト運輸株式会社 日野営業所

178 ヤマト運輸株式会社 東京多摩営業所

179 ヤマト運輸株式会社 日野南営業所

180 ヤマト運輸株式会社 日野豊田センター
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181 ヤマト運輸株式会社 日野東営業所

182 ヤマト運輸株式会社 町田中央営業所

183 株式会社ヤヨイ 本社営業所

184 やよい運送株式会社 本社営業所

185 横川貨物株式会社 本社営業所

186 菱幸運輸株式会社 本社営業所

187 菱幸運輸株式会社 新木場営業所

188 臨港運輸株式会社 本社営業所

189 ワイエストレーディング株式会社 東京営業所


