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市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

葛飾区 八潮ネクサス株式会社　葛飾営業所 東京都葛飾区東立石２－５－１６ 03-3694-0973

葛飾区 山一運送株式会社　本社営業所 東京都葛飾区奥戸３－９－１６ 03-3694-4465

葛飾区 ヤマト運輸株式会社　新小岩営業所 東京都葛飾区新小岩４丁目４番４号 080-6692-9709

葛飾区 ガスクル株式会社　新小岩事業所 東京都葛飾区西新小岩３－１－１ 03-6657-6106

葛飾区 株式会社北南海陸　本社営業所 東京都葛飾区お花茶屋三丁目８番５号 03-5650-1241

葛飾区 大谷清運株式会社　本社 東京都葛飾区水元１－３－１３ 03-3600-5561

葛飾区 株式会社野口六郎運送店　本社営業所 東京都葛飾区東堀切３－３２－２０ 03-3690-4310

葛飾区 株式会社ヘイワサービス　本社営業所 東京都葛飾区奥戸１－２７－１２ 03-5671-1715

葛飾区 株式会社ひまわり総合サービス　本社営業所 東京都葛飾区新宿３－９－１９ 03-3608-5333

葛飾区 株式会社ハート引越センター　本社営業所 東京都葛飾区奥戸５－１２－４ 03-5670-0020

葛飾区 タキザキロジスティクス株式会社　東葛物流センター 東京都葛飾区白鳥４－１１－２７ 03-5650-5751

葛飾区 レンゴーロジスティクス株式会社　葛飾営業所 東京都葛飾区小菅４－２－１５ 03-3690-4515

葛飾区 株式会社サカイ引越センター　墨田支社 東京都葛飾区四つ木５－４－１６ 03-5672-6163

江戸川区 株式会社Ｈ＆Ｒ　本社 東京都江戸川区宇喜田町１３０８番地１ 03-5878-3901

江戸川区 有限会社エーエムエル　　本社営業所 東京都江戸川区南葛西６－３２－１０ 03-3687-3434

江戸川区 有限会社真鍋運送　本社営業所 東京都江戸川区南葛西６－３２－１０ 03-3687-3434

江戸川区 岩立運送有限会社　本社営業所 東京都江戸川区鹿骨４－１８－１ 03-3679-2505

江戸川区 東和運送株式会社　東京支店 東京都江戸川区臨海町２－４－１ 03-5676-3240

江戸川区 協栄運輸有限会社　本社営業所 東京都江戸川区南篠崎町１－２１－２３ 03-3679-1231

江戸川区 ヤマト運輸株式会社　船堀営業所 東京都江戸川区二之江町１４１１ 080-5045-3444

江戸川区 ヤマト運輸株式会社　葛西臨海営業所 東京都江戸川区東葛西９－３－３１ 080-6699-4461

江戸川区 株式会社協同企画　本社営業所 東京都江戸川区東瑞江１－２８－７－１０１ 03-5636-7145

江戸川区 有限会社コーワーカーズ　東京営業所 東京都江戸川区臨海町３－５－１ 03-6808-8911

江戸川区 株式会社川村運輸倉庫　本社営業所 東京都江戸川区上篠崎４－２１－７ 03-5664-3872

江戸川区 株式会社トラストライン　本社 東京都江戸川区西葛西７－１８－２ 03-3687-3761

江戸川区 大塚運送株式会社　本社 東京都江戸川区大杉４－１５－１４ 03-3654-2386

江戸川区 株式会社ＮＵＴＳ　本社営業所 東京都江戸川区南篠崎町５－１３－４－３０２ 03-6753-2113

江戸川区 株式会社京葉グループ　江戸川営業所 東京都江戸川区西瑞江５－１４－６ 03-6808-7785

江戸川区 株式会社トップラン　本社営業所 東京都江戸川区中葛西２－１６－９ 03-6808-0485

江戸川区 米井運送株式会社　本社 東京都江戸川区臨海町４－２－２ 03-3878-3106

江戸川区 三浦運送株式会社　本社 東京都江戸川区東葛西５－５３－８ 03-3680-5316

江戸川区 有限会社コンパクトサービス　東京営業所 東京都江戸川区南篠崎町４－３－９ 03-5664-2310

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（東京都）
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江戸川区 株式会社田中興産重量運輸　本社 東京都江戸川区南葛西４－１８－６ 03-3687-6311

江戸川区 港商運輸株式会社　本社 東京都江戸川区東葛西１－３１－１５ 03-3687-3811

江戸川区 澁澤陸運株式会社　東京引越センター 東京都江戸川区北葛西４－１１－５ 03-5878-0386

江戸川区 株式会社スワロー輸送　東京支店 東京都江戸川区臨海町４－２－２ 03-3687-0212

江戸川区 平田紙興株式会社　本社営業所 東京都江戸川区南篠崎町１－１３－１７ 03-3670-4211

江戸川区 株式会社ＳＹ　本社営業所 東京都江戸川区篠崎町４－３０－３ 03-3670-2330

江戸川区 株式会社坂倉　本社 東京都江戸川区西一之江２－２－８ 03-3652-3470

江戸川区 宇佐美運輸株式会社　本社 東京都江戸川区東葛西５－３５－５ 03-3680-6511

江戸川区 ＳＢＳゼンツウ株式会社　江戸川営業所 東京都江戸川区二之江町１４０６ 03-3686-8779

江戸川区 株式会社サンコー流通センター　本社 東京都江戸川区臨海町４－２－２ 03-3878-1911

江戸川区 丸栄運送有限会社　本社営業所 東京都江戸川区中葛西１－２３－８ 03-3680-8521

江戸川区 藤島運輸株式会社　本社 東京都江戸川区篠崎町４－１０－４ 03-3679-6361

江戸川区 株式会社三喜運輸　本社 東京都江戸川区新堀２－１６－１９ 03-3698-0818

江戸川区 安房運輸株式会社　葛西営業所 東京都江戸川区臨海町６－１ 03-5667-4191

江戸川区 株式会社共同　本社営業所 東京都江戸川区東小岩５－２－２ 03-3672-5075

江戸川区 アペニンコーポレーション株式会社　東京営業所 東京都江戸川区東葛西３－１７－９ 03-5676-2814

江戸川区 ラニイ福井貨物株式会社　東京支店 東京都江戸川区臨海町４－３－１ 03-3878-3155

江戸川区 ロジスペック株式会社　東京営業所 東京都江戸川区篠崎町１－７－２３ 03-5664-6339

江戸川区 東京ロジスティック株式会社　本社営業所 東京都江戸川区北葛西５－１９－２２－２Ｆ 03-3686-0681

江戸川区 株式会社岩瀬運輸機工　本社営業所 東京都江戸川区臨海町４－２－１ 03-3878-3311

江戸川区 株式会社彦新　本社営業所 東京都江戸川区一之江８－１９－６ 03-3653-7575

江戸川区 丸天運送株式会社　葛西営業所 東京都江戸川区臨海町３－５－１ 03-3877-2111

江戸川区 ヤマト運輸株式会社　江戸川中央営業所 東京都江戸川区中央２－３－１１ 080-5481-5211

江戸川区 有限会社丸勝運輸　本社営業所 東京都江戸川区鹿骨１－１１－１０ 03-3679-9513

江東区 円谷ロジスティクス有限会社　東京 東京都江東区新木場３－７－１ 03-5534-6773

江東区 西濃運輸株式会社　深川支店 東京都江東区新砂１丁目３番７号 03-5857-7596

江東区 コーラルサービス株式会社　お台場営業所 東京都江東区青海４－４－１１　４０６ 03-6380-7151

江東区 テイアンドエスサービス株式会社　本社営業所 東京都江東区深川２－１－１０ 03-5245-8171

江東区 株式会社北海道日新　東京営業所 東京都江東区有明四丁目１番１号 03-3528-0921

江東区 株式会社トーヨー　東京営業所 東京都江東区辰巳３－１０－２３ 03-5569-7595

江東区 日正運輸株式会社　東京港 東京都江東区有明４－８－６ 03-3529-5291

江東区 柳田運輸株式会社　新木場ＡＦＧ営業所 東京都江東区新木場２－６－４ 03-3522-7227

江東区 ヤマト運輸株式会社　六本木営業所 東京都江東区有明３－１５－１３ 03-3520-1373

江東区 株式会社テイソウ物流サービス　本社 東京都江東区清澄１丁目５番１号　５Ｆ 03-3643-8350

江東区 ヤマト運輸株式会社　東京美術品支店 東京都江東区東雲２－２－３ 03-3529-0801
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江東区 ＳＢフレームワークス株式会社　本社 東京都江東区青海３－４－１９ 03-3520-1280

江東区 丸武運輸株式会社　配車センター 東京都江東区東雲２－１４－３８ 03-3528-0310

江東区 有限会社倉川運輸　本社営業所 東京都江東区新木場３－７－２－５１０ 03-3521-3922

江東区
セイノースーパーエクスプレス株式会社　辰巳貨物セン

ター
東京都江東区辰巳３－１０－２３ 03-5534-7888

江東区 株式会社ネクスト　東京支店 東京都江東区青海４－６－７ 03-6457-1047

江東区 株式会社グリーンライン　本社営業所 東京都江東区青海３－２－１７ 03-3527-6015

江東区 ケイアイ株式会社　江東営業所 東京都江東区清澄１－５－１３ 03-3641-5106

江東区 有限会社昭和エキスプレス　本社 東京都江東区新木場１－１１－１７ 03-5569-8471

江東区 有限会社内田運送　本社営業所 東京都江東区南砂１丁目１１番１号 03-3644-4327

江東区 有限会社阿部建機輸送　本社 東京都江東区亀戸７－３１－４ 03-3637-1660

江東区 株式会社ディ・エス物流　新木場営業所 東京都江東区新木場１－７－１２ 03-3521-3740

江東区 株式会社岩陸　東京営業所 東京都江東区有明３－１４－７ 03-6457-1657

江東区 ヤマト運輸株式会社　南砂２丁目営業所 東京都江東区南砂２－９－１２ 080-6604-5155

江東区 日通トランスポート株式会社　東京中央支店
東京都江東区新砂２－４－１７　Ｔｏｋｙｏ　Ｃ－ＮＥ

Ｘ　南棟
03-3646-1911

江東区 有限会社丸オ奥田商店　本社 東京都江東区木場５－１２－３ 03-3642-2289

江東区 ＡＳＫＵＬＬＯＧＩＳＴ株式会社　東京中央営業所 東京都江東区新木場２－６－８ 03-3522-2185

江東区 佐川急便株式会社　東京路線営業所 東京都江東区新砂２－２－１１ 03-5665-5159

江東区 日本興運株式会社　本社営業所 東京都江東区新木場２ー５－２ 03-3522-5683

江東区 有限会社ハギワラコーポレーション　本社営業所 東京都江東区有明４－８－６ 03-3527-6020

江東区 松丸工事運輸株式会社　本社営業所 東京都江東区東砂３－２６－１７ 03-3646-0538

江東区 沼尾興業株式会社　本社営業所 東京都江東区北砂５－１７－４２ 03-3648-5411

江東区 ＳＢＳゼンツウ株式会社　江東営業所 東京都江東区南砂２－３６－１ 03-5633-6321

江東区 福住運送株式会社　本社営業所 東京都江東区青海３－２－１７ 03-3520-2091

江東区 株式会社川口商事　東京営業所
東京都江東区辰巳３－１８－１６　ＫＫＳ　Ｗ／Ｈ　２

階
03-3521-8080

江東区 日通海運ドレージ株式会社　若洲営業所 東京都江東区若洲１－４－３ 03-5569-1096

江東区 株式会社サンノウ　本社営業所 東京都江東区東雲２－１４－３５　２Ｆ 03-5500-6051

江東区 株式会社ベーシック　本社営業所 東京都江東区辰巳３－１９－９ 03-3521-1501

江東区 東海運株式会社　東京 東京都江東区若洲２－９－１ 03-3521-8670

江東区 シンワ運輸東京株式会社　若洲営業所 東京都江東区若洲１－１－１５ 03-3521-8714

江東区 第一貨物株式会社　東京支店 東京都江東区東雲１－７－３０ 03-3533-1571

江東区 株式会社ヤシマコンテナサービス　東京支店
東京都江東区青海３－２－１７　（株）ワールド流通セ

ンター３０５号室
03-3527-8868
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江東区 株式会社ふそう運搬社　東陽町営業所
東京都江東区東陽２－２－１１明治安田生命新東陽町ビ

ル１Ｆ発送室内
03-6666-3166

江東区 関東紙運輸株式会社　東京営業所 東京都江東区越中島３－５－２０ 03-3642-1936

江東区 中越テック株式会社　本社営業所 東京都江東区新木場１－６－２３ 03-3522-2882

江東区 西多摩運送株式会社　深川物流センター 東京都江東区千石２－１０－１０ 03-3645-2105

江東区 佐川急便株式会社　関東航空営業所 東京都江東区新砂１－１２－１４ 03-3615-3001

江東区 セイノースーパーエクスプレス株式会社　江東営業所 東京都江東区森下４－１９－１９ 03-3634-4411

江東区 富士共同物流株式会社　運輸事業部　東京営業所 東京都江東区塩浜２－５－６ 03-3644-4063

江東区 株式会社青葉　本社営業所 東京都江東区新木場１－７－１９ 03-3521-4811

港区 株式会社トーシン社　本社営業所 東京都港区芝浦３－１９－１９オー・アイ・芝浦　１Ｆ 03-3455-8581

港区 有限会社東京ライン　本社 東京都港区新橋３－１８－３ 03-3436-1036

港区 日本低温運輸株式会社　東京営業所 東京都港区港南５－３－３４ 03-5461-1090

港区 アクロストランスポート株式会社　芝浦営業所 東京都港区海岸３－１１－５ 03-5476-5784

港区 株式会社アラウン　本社 東京都港区西新橋２－３５－５ 03-3433-3681

港区 東邦海陸運輸株式会社　本社営業所 東京都港区芝浦３－１３－１８ 03-3451-5706

港区 東都配送株式会社　本社営業所 東京都港区東新橋２－１１－３ 03-3459-9988

荒川区 株式会社サンウェイ　本社 東京都荒川区東日暮里４－２－１７ 03-3891-5685

荒川区 アサヒ産業株式会社　本社営業所 東京都荒川区東尾久１－２３－１０ 03-3895-3636

荒川区 株式会社東日本物流サービス　東京営業所 東京都荒川区西日暮里２－５５－１ 03-3803-7540

渋谷区 有限会社奥野運送店　渋谷営業所 東京都渋谷区宇田川町４１－１第一共同ビル 03-5728-3016

新宿区 新宿運輸商事株式会社　本社 東京都新宿区西早稲田２－２０－１８ 03-3204-0188

新宿区 東礼自動車株式会社　本社営業所 東京都新宿区四谷三栄町１１－２０ 03-3358-7180

新宿区 株式会社トーワ・デリバリー　本社営業所 東京都新宿区山吹町３５８－３ 03-3269-1601

新宿区 ＳＢＳロジコム株式会社　新宿支店 東京都新宿区新宿５－１１－５ 03-3341-4410

杉並区 協和コーポレーション株式会社　本社 東京都杉並区上井草３－４－２３ 03-3394-9751

杉並区 ヤマト運輸株式会社　中野南営業所 東京都杉並区和泉４－４２－２ 080-5045-6288

杉並区 有限会社岩崎運送店　本社 東京都杉並区宮前５－１６－１６ 03-3333-6303

杉並区 佐川急便株式会社　杉並営業所 東京都杉並区上高井戸２－２－４０ 03-5317-6680

杉並区 日伸運輸株式会社　本社 東京都杉並区上井草３－３２－６　伊地知ビル２階 03-3397-1493

杉並区 株式会社スワンサービス　杉並営業所 東京都杉並区西荻北５－２０－１４ 03-5303-9505

杉並区 株式会社マスダ運輸　杉並営業所 東京都杉並区高井戸東４－７－７ 050-1223-4673

杉並区 東礼自動車株式会社　杉並営業所 東京都杉並区梅里１－２－６ 03-3311-1560

杉並区 株式会社オータカ　本社営業所 東京都杉並区堀之内３－３７－５ 03-3315-7151

杉並区 アイユーシー株式会社　本社営業所 東京都杉並区上井草２－２－２ 03-5311-1611

世田谷区 株式会社中島運送　本社 東京都世田谷区上用賀３－１－１９ 03-3709-3544
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世田谷区 東礼自動車株式会社　世田谷営業所 東京都世田谷区弦巻３－２１－５ 03-3420-4287

世田谷区 セイノースーパーエクスプレス株式会社　世田谷営業所 東京都世田谷区玉川台２－３８－１５ 03-3707-1261

世田谷区 福山運送株式会社　本社営業所 東京都世田谷区北烏山３－５－３ 03-3308-9411

世田谷区 株式会社ひがの運送　本社営業所 東京都世田谷区弦巻４－１１－１０ 03-5477-3111

世田谷区 株式会社サカイ引越センター　世田谷支社 東京都世田谷区等々力２－３７－４ 03-5752-1141

世田谷区 トランコムＤＳ株式会社　世田谷センター 東京都世田谷区粕谷３－９－５ 090-6573-0062

世田谷区 ＳＢＳロジコム関東株式会社　ファシリティ支店 東京都世田谷区喜多見７－３５－２１ 03-3749-4962

世田谷区 株式会社ロジリンク　本社 東京都世田谷区船橋６丁目４番５号 03-6379-6226

千代田区 宝運送株式会社　本社営業所 東京都千代田区神田神保町３－２ 03-3261-3905

千代田区 有限会社篠崎運送店　本社営業所 東京都千代田区神田神保町２－５ 03-3261-1391

足立区 株式会社仙台ピアノサービス　東京営業所 東京都足立区平野２丁目８番１号６０２号室 03-3850-7915

足立区 王子運送株式会社　足立センター 東京都足立区入谷６－１－１ 03-5809-5292

足立区 東礼自動車株式会社　千住営業所 東京都足立区千住緑町１－１９－２０ 03-5244-2411

足立区 東興運輸有限会社　本店 東京都足立区大谷田５－３－７ 03-3606-0115

足立区 株式会社ヤカタ興運　本社営業所 東京都足立区青井６－２１－１６ 03-3889-0933

足立区 眞見運送有限会社　本社 東京都足立区保木間４－５１－６ 03-3850-2078

足立区 株式会社ロイヤルサービス　本社営業所 東京都足立区堀之内２－１１－１ 03-3855-0771

足立区 株式会社ダイト　本社営業所 東京都足立区西伊興２－９－９ 03-3897-7641

足立区 丸信運輸株式会社　本社営業所 東京都足立区大谷田４－２０－１７ 03-3629-0985

足立区 株式会社サカイ引越センター　西新井支社 東京都足立区扇２丁目２６－３９ 03-5647-2781

足立区 杉村運輸株式会社　足立営業所 東京都足立区入谷６丁目２番１１号 03-3855-3241

足立区 磯川運送株式会社　本社 東京都足立区梅島２－３６－９ 03-3849-5398

足立区 弘和運輸有限会社　本社 東京都足立区鹿浜４－９－８　２Ｆ 03-5691-8421

足立区 株式会社関東ロジスティクス　本社 東京都足立区鹿浜４－９－８ 03-3691-8421

足立区 東和物流株式会社　本社 東京都足立区東保木間１－１－２ 03-3885-4311

足立区 菊池運輸株式会社　東京営業所 東京都足立区舎人５－２４－１３－１Ｆ 03-3899-1967

足立区 有限会社兵動物流　本社営業所 東京都足立区六木３－３５－１２－２０１ 03-5697-1001

足立区 株式会社ブルーライン・エキスプレス　本店 東京都足立区入谷４－５－７ 03-3857-5141

足立区 丸孝運輸倉庫株式会社　本社 東京都足立区鹿浜４－６－１５ 03-3853-1111

足立区 ダイハート物流株式会社　東京支店関東物流センター 東京都足立区花畑１－２０－５ 03-5831-3457

足立区 カネ幸株式会社　東京営業所 東京都足立区入谷７－２－１ 03-3857-2298

足立区 株式会社森田商運　本社営業所 東京都足立区綾瀬２－２２－１５ 03-3603-1616

足立区 東立運輸株式会社　本社営業所 東京都足立区花畑３－４０－１５ 03-3884-2321

足立区 大徳運輸株式会社　足立営業所 東京都足立区入谷６－２－５ 03-5809-4858

足立区 ヤマト運輸株式会社　足立扇営業所 東京都足立区扇２－２７－３１ 080-6604-6891
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足立区 春木運輸株式会社　本社営業所 東京都足立区梅田４－３２－８ 03-6807-2602

足立区 アデック物流株式会社　足立営業所 東京都足立区南花畑２－４２－６ 03-3883-7000

足立区 ワカバ運輸株式会社　本社営業所 東京都足立区東伊興１－７－１５ 03-5647-6270

足立区 愛知陸運株式会社　足立営業所 東京都足立区入谷６丁目１－１ 03-6803-1137

足立区 栗通運輸株式会社　本社営業所 東京都足立区鹿浜３－１７－４ 03-3899-0003

足立区 石山運送株式会社　本社営業所 東京都足立区保塚町６－１２ 03-3885-2934

足立区 株式会社システムライン　本社営業所 東京都足立区花畑６－１５－１ 03-5686-0039

足立区 株式会社黒姫　本社営業所 東京都足立区入谷３－９－１８ 03-3896-7111

足立区 近物レックス株式会社　足立支店
東京都足立区入谷６－１－１足立トラックターミナル４

号棟
03-3855-1541

台東区 古郡運送株式会社　本社 東京都台東区三筋２‐１０‐１６ 03-3851-1817

台東区 Ｍ’ｓＬｉｎｅ株式会社　本社営業所 東京都台東区日本堤２－３４－２ 03-3875-1345

大田区 株式会社アサヒセキュリティ　平和島営業所 東京都大田区平和島六丁目１番１号 03-5764-1021

大田区 武蔵ロジスティクス株式会社　本社
東京都大田区昭和島１－２－８昭和島ロジテムセンター

内
03-5493-3000

大田区 株式会社日新　大井営業所 東京都大田区東海４－２－１５　大井倉庫内 03-3799-0691

大田区 株式会社あぐり輸送　東京営業所
東京都大田区東海五丁目５番地９号　（大井海貨上屋４

号付属荷役連絡所　Ｂ棟海側４階一部）
03-3790-5505

大田区 株式会社東会トラスト　本社 東京都大田区大森東４丁目２２－４ 03-5767-9919

大田区 株式会社カーレントサービス　本社営業所 東京都大田区上池台３－１６－１９ 03-5499-3200

大田区 八大株式会社　大田営業所 東京都大田区京浜島１－４－３－３Ｆ 03-6303-6108

大田区 日本空輸株式会社　羽田空港営業所 東京都大田区羽田空港３－２－２ 03-5757-9295

大田区 光村商事倉庫株式会社　京浜島営業所 東京都大田区京浜島２－１２－１３ 03-6412-9333

大田区 トモエ運輸株式会社　本社 東京都大田区大森南４－１１－１５ 03-3741-4281

大田区 株式会社いちば流通　大田営業所 東京都大田区東海３－６－３　４階 03-5492-5931

大田区 芳誠流通株式会社　本社営業所 東京都大田区東海３－２ 03-5492-4831

大田区 ヤマト運輸株式会社　矢口営業所 東京都大田区矢口３－２９－１ 03-5741-2755

大田区 都南運送株式会社　城南島営業所 東京都大田区城南島２－９－１４ 03-3799-0107

大田区 株式会社丸運　羽田京浜物流センター 東京都大田区京浜島２－６－１ 03-3790-8610

大田区 ゑびす興運有限会社　東京営業所 東京都大田区京浜島２－１６－１ 03-5755-2222

大田区 株式会社ゼクスト　本社営業所 東京都大田区久が原３－３１－１２ 03-6322-3387

大田区 株式会社アクティブライン　平和島営業所 東京都大田区平和島２－１－１ 03-3298-5353

大田区 株式会社ヒダロジスティックス　本社営業所 東京都大田区東六郷１－１９－２ 03-3731-1721

大田区 株式会社エクシング　京浜島 東京都大田区京浜島３－２－１０ 03-3790-2353

大田区 サクラ運送有限会社　本社営業所 東京都大田区大森東４－２７－２ 03-3761-8201
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大田区 板橋商事株式会社　東京営業所 東京都大田区東海４－３－８ 03-3790-9431

大田区 株式会社大塚組　本社営業所 東京都大田区城南島４－４－３ 03-3799-7411

大田区 千代川運輸株式会社　本社営業所 東京都大田区東糀谷２－４－１９ 03-3743-8871

大田区 姫路合同貨物自動車株式会社　東京支店 東京都大田区平和島２－１－１ 03-3762-7445

大田区 株式会社共進エキスプレス　本社営業所 東京都大田区羽田１－１８－１１ 03-3745-3415

大田区 有限会社金剛運輸　本社営業所 東京都大田区大森中３－１９－９ 03-3761-1711

大田区 力運送株式会社　本社営業所 東京都大田区多摩川２－２７－２８ 03-3759-9760

大田区 株式会社タカセ運輸集配システム　東京営業所 東京都大田区東海４－９－１７ 03-5755-9137

大田区 東邦運送株式会社　本社営業所 東京都大田区多摩川１丁目３６番１２号 03-3758-3206

大田区 エポックトランスポート株式会社　本社営業所 東京都大田区北糀谷２－１５－１９ 03-5705-1641

大田区 大東運輸株式会社　平和島営業所 東京都大田区平和島５－１１－２ 03-3765-5511

大田区 東電物流株式会社　中央支社 東京都大田区東海４－１－２３ 03-6372-1500

大田区 株式会社金羊社ロジテム　本社営業所 東京都大田区鵜の木２－８－４ 03-3750-8921

大田区 土長運輸株式会社　本社営業所 東京都大田区京浜島２－１６－７ 03-3799-1800

大田区 東邦海陸運輸株式会社　大田営業所 東京都大田区矢口３－１４－４ 03-3750-7572

大田区 ハートランス株式会社　東京営業所 東京都大田区平和島６－１－１　Ｂ棟２Ｆ 03-5767-6646

大田区 日本通運株式会社　国際航空貨物統括部羽田集配課 東京都大田区羽田空港２－６－３ 03-5708-7290

大田区 甲真運輸株式会社　蒲田営業所 東京都大田区南六郷２－３８－９ 03-3739-2241

大田区 株式会社吉田運輸機興　本社 東京都大田区西六郷１－３０－９ 03-3734-4530

中央区 ヤマト運輸株式会社　日本橋営業所 東京都中央区新川１－２２－１２ 03-5117-2110

中央区 八光社梱包運輸株式会社　本社 東京都中央区日本橋茅場町２－８－１ 03-3668-8500

中央区 中央運送株式会社　本社営業所 東京都中央区豊海町６－３ 03-3636-8775

中野区 堀井運送株式会社　本社営業所 東京都中野区弥生町１－３８－２１ 03-3373-1531

中野区 株式会社高木商事運輸　本社 東京都中野区本町４－４０－６ 03-3383-8561

中野区 佐川急便株式会社　中野東営業所 東京都中野区沼袋２－１４－３ 03-5923-6791

中野区 千秋運送有限会社　本社営業所 東京都中野区江古田２－６－７ 03-3385-7387

板橋区 山手運送株式会社　ＹＡＭＡＴＥ物流センター 東京都板橋区新河岸２－７－１０ 03-5968-3730

板橋区 山手運送株式会社　本社 東京都板橋区志村３－３０－４ 03-3960-4670

板橋区 恒生運輸株式会社　本社 東京都板橋区志村３－３０－１２ 03-6454-9516

板橋区 西濃運輸株式会社　板橋支店 東京都板橋区富士見町４－８ 03-5857-7588

板橋区 東栄運送株式会社　本社営業所 東京都板橋区板橋２－３７－９ 03-3961-4966

板橋区 株式会社ハナワトランスポート　北東京営業所 東京都板橋区泉町３９－１４ 03-6454-9293

板橋区 東礼自動車株式会社　板橋営業所 東京都板橋区新河岸１－１３－２ 03-3559-0991

板橋区 神田運送有限会社　本社 東京都板橋区向原１－４－８ 03-3956-6845

板橋区 株式会社ＲｅｄＬｉｎｅ　本社 東京都板橋区舟渡２－１０－１１－２０２ 03-5970-3998
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板橋区 株式会社伍代商事　板橋営業所 東京都板橋区高島平６丁目１番５－２１４号 03-5967-5138

板橋区 株式会社ＳＹ　戸田橋営業所 東京都板橋区舟渡３－２０－１５ 03-5939-8545

板橋区 株式会社トキワ　本社営業所 東京都板橋区前野町２－１８－２ 03-3967-1441

板橋区 高宮運輸有限会社　本社営業所 東京都板橋区坂下１－４１－１４－１０１ 03-3960-9627

板橋区 ＡＳＫＵＬＬＯＧＩＳＴ株式会社　新宿営業所 東京都板橋区加賀１－６－１ 03-5944-1421

板橋区 豊田運送株式会社　本社営業所 東京都板橋区小豆沢１－９－４ 03-3966-0233

板橋区 ＪＰトランスポートサービス株式会社　板橋営業所 東京都板橋区高島平６－４ 03-5878-1260

板橋区 高運送株式会社　本社営業所 東京都板橋区東新町２－２２－１０ 03-3956-8685

板橋区 トールエクスプレスジャパン株式会社　板橋支店 東京都板橋区高島平６－１－１ 03-3938-0070

板橋区 株式会社野地輸送　本社営業所 東京都板橋区舟渡１－１７－５ 03-3967-4261

板橋区 山一運輸株式会社　本社営業所 東京都板橋区高島平９－２８－１２ 03-3935-0033

板橋区 山脇商事株式会社　本社営業所 東京都板橋区双葉町２９－１０ 03-5944-3013

板橋区 谷地運送株式会社　本社営業所 東京都板橋区板橋１－５５－１１ブルースカイ１０１ 03-3916-2234

板橋区 株式会社イワショウ　本社営業所 東京都板橋区赤塚４－３２－２１ 03-3938-7049

品川区 フコクロジスティクス株式会社　本社 東京都品川区西大井１－１５－９ 044-276-9888

品川区 株式会社東日商運　本社 東京都品川区南大井５－２２－３ 03-3763-8789

品川区 東都輸送株式会社　本社営業所 東京都品川区勝島１－３－３４ 03-3762-6948

品川区 日本コンテナ輸送株式会社　京浜支店 東京都品川区八潮２－７－８ 03-3790-1421

品川区 日本空輸株式会社　東京流通センター営業所 東京都品川区勝島１－５－２１ 03-5762-7013

品川区 三協運輸株式会社　本社営業所 東京都品川区南品川１－３－１ 03-5783-0851

品川区 サンメトロ輸送株式会社　品川営業所 東京都品川区東品川５－６－１ 03-5783-3061

文京区 共立マイラ株式会社　本社営業所 東京都文京区小石川４－１５－８ 03-5805-2314

文京区 昭和梱包運送株式会社　本社 東京都文京区大塚３－３－７ 03-3943-0501

豊島区 株式会社アサヒセキュリティ　大塚営業所 東京都豊島区南大塚二丁目３５番地５ 03-5976-1021

豊島区 健和流通株式会社　本社営業所 東京都豊島区東池袋３－７－５ 03-6907-3639

豊島区 株式会社協和運輸　本社営業所 東京都豊島区巣鴨１丁目１８番１１号 03-3947-3711

豊島区 北町運送株式会社　本社営業所 東京都豊島区巣鴨１丁目１８番１１号 03-3947-3711

豊島区 東礼自動車株式会社　豊島営業所 東京都豊島区南池袋３－６－２ 03-3971-3779

豊島区 蓮見運送有限会社　本社 東京都豊島区巣鴨５－９－５ 03-3918-3286

北区 田口運送株式会社　本社営業所 東京都北区浮間４－２３－２０ 03-3967-0161

北区 三和運輸株式会社　本社営業所 東京都北区浮間５－１５－１３ 03-3558-3697

北区 有限会社和宏運輸　本社 東京都北区豊島７－９－７ 03-3911-4179

北区 京北倉庫株式会社　本社営業所 東京都北区堀船２－３０－６ 03-3912-2401

北区 金重運送株式会社　本社営業所 東京都北区中十条１－２７－６ 03-3905-7080

北区 都北運輸株式会社　本社営業所 東京都北区浮間４－２０－６ 03-3965-5011
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北区 福山通運株式会社　東京北支店 東京都北区浮間４－２３－１ 03-3966-4171

墨田区 ライオン運輸株式会社　本社営業所 東京都墨田区堤通１－９－２０ 03-3613-1851

墨田区 鐘渕運送有限会社　本社 東京都墨田区墨田２－２８－８ 03-3611-6607

墨田区 株式会社隅田ロジックス　本社 東京都墨田区業平１－１－９ 03-3622-2369

目黒区 セイノースーパーエクスプレス株式会社　渋谷営業所 東京都目黒区青葉台３－５－４６ 03-3476-2978

練馬区 株式会社メッドトラスト東京　本社営業所 東京都練馬区貫井３－４３－３ 03-3998-0260

練馬区 株式会社ハザワ　本社営業所 東京都練馬区大泉町２－４８－２ 03-5387-0300

練馬区 ヤマト運輸株式会社　練馬錦営業所 東京都練馬区錦２－２１－１１ 03-3931-2541

練馬区 株式会社鈴木商店　本社 東京都練馬区北町３－１４－６ 03-3933-0777

練馬区 株式会社三良コーポレーション　本社 東京都練馬区大泉学園町７－１６－２２ 03-3922-0009

練馬区 ヤマト運輸株式会社　高野台営業所 東京都練馬区高野台３－３５－１４ 080-5451-4211

練馬区 ヤマト運輸株式会社　井草営業所 東京都練馬区下石神井４－９－２ 080-5451-6836

練馬区 稲垣運輸株式会社　本社営業所 東京都練馬区南大泉３－２８－１４ 03-3924-3720

練馬区 株式会社商運サービス　本社営業所 東京都練馬区高松５－１４－８ 03-3996-1502

あきる野市 大倉企業株式会社　本社営業所 東京都あきる野市下代継１８１番地 042-550-2811

稲城市 株式会社リープ　神奈川営業所 東京都稲城市若葉台３－１２－４ 042-401-4098

羽村市 栄晃産業株式会社　羽村営業所 東京都羽村市神明台３－３３－８２ 042-579-7740

国立市 綜合警備保障株式会社　警送東京支社　警送国立支店 東京都国立市谷保六丁目１６番地の７ 042-580-1234

国立市 新日本物流株式会社　国立事業所 東京都国立市谷保７丁目３－２ 042-846-8340

三鷹市 株式会社ミタカ・リノベイト　本社 東京都三鷹市新川６－３３－１１　２Ｆ 0422-26-8977

小金井市 ヤマト運輸株式会社　小金井営業所 東京都小金井市桜町１－１５－１６ 042-381-9071

小金井市 武蔵野運送株式会社　本社営業所 東京都小金井市梶野町１－１－２１ 0422-54-3911

小平市 ヤマト運輸株式会社　小川橋営業所 東京都小平市小川町１－１６９ 042-348-8571

昭島市 株式会社流通サービス　西東京輸送営業所 東京都昭島市宮沢町２丁目３５－１０ 042-519-8029

昭島市 株式会社パルライン　昭島営業所 東京都昭島市武蔵野２－２３－２ 042-519-2106

昭島市 株式会社コイシカワ　昭島 東京都昭島市拝島町３９２８ 042-546-6450

昭島市 長谷川運輸倉庫株式会社　昭島営業所
東京都昭島市田中町３－３－１（西武運輸㈱八王子総合

物流センター拝島倉庫敷地内ユニットハウス）
042-519-4220

西東京市 有限会社創進通商　本社営業所 東京都西東京市向台町４－１３－１４ 042-439-5520

西東京市 株式会社渡辺運輸　本社営業所 東京都西東京市泉町６－１２－７ 042-424-3669

西東京市 ヤマト運輸株式会社　ひばりが丘営業所 東京都西東京市栄町２－８－１３ 080-5018-2673

青梅市 トールエクスプレスジャパン株式会社　青梅支店 東京都青梅市今井５－２４７７－１ 042-831-4315

青梅市 中央車輌輸送株式会社　多摩営業所 東京都青梅市末広町１－２－５ 0428-32-2590

多摩市 株式会社いちば流通　本社営業所
東京都多摩市永山７丁目４番　多摩ニュータウン市場　

事務棟２階
042-338-2670
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町田市 有限会社真鍋運送　町田営業所 東京都町田市三輪町２０２－１－１０１ 03-3687-3434

町田市 マルタケ運輸株式会社　町田営業所 東京都町田市大蔵町字大蔵５５１－４ 042-735-2121

町田市 芳誠流通株式会社　町田営業所 東京都町田市野津田町１０９１－１ 042-860-2455

町田市 栄運輸株式会社　本社営業所 東京都町田市大蔵町２７５５－１ 042-737-3955

町田市
セイノースーパーエクスプレス株式会社　横浜貨物セン

ター
東京都町田市鶴間７－３０－１ 042-788-0140

町田市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　相模原支店 東京都町田市森野６－４２９－１ 042-728-4364

町田市 株式会社奥運送　本社営業所 東京都町田市三輪町５００－１ 044-989-0381

町田市 株式会社サントス　町田営業所 東京都町田市小山ヶ丘１－９－３ 042-797-3322

町田市 ＳＢＳ即配サポート株式会社　神奈川支店 東京都町田市鶴間８－８－２０ 042-706-0351

調布市 ヤマト運輸株式会社　東京西海外生活支援センター 東京都調布市深大寺元町１－７－１ 042-481-4621

東村山市 株式会社ウインローダー　東村山センター 東京都東村山市恩多町１－１３－２ 042-398-3531

東村山市 株式会社東洋運輸　本社 東京都東村山市恩多町１－３０－２ 042-395-9333

東村山市 株式会社三進運輸　東村山営業所 東京都東村山市秋津町３－１０－１７ 042-396-1116

東大和市 株式会社東日本トランスポート　多摩 東京都東大和市立野３－５８４－１ 042-590-0121

東大和市 有限会社吉田組　東大和営業所 東京都東大和市奈良橋４－６４４－３ 042-843-5747

東大和市 株式会社サカイ引越センター　東大和支社 東京都東大和市立野４－４９８－１ 042-516-1141

日野市 センコーエーラインアマノ株式会社　日野営業所 東京都日野市旭が丘３ー１ー１ 042-843-2150

日野市 田口運送株式会社　日野営業所 東京都日野市大字日野１０００－１ 042-584-7480

日野市 株式会社アサヒセキュリティ　日野営業所 東京都日野市旭が丘３－１－１ＭＦＬＰ日野５階 042-589-6717

日野市 株式会社ＯＲＩＥＮＴ・ＥＸＰＲＥＳＳ　日野営業所 東京都日野市旭が丘５－１６－１ 042-843-4671

日野市 新雪運輸株式会社　日野営業所 東京都日野市日野７７７３－５１ 0425-83-4123

八王子市 ハイエストトランスポート株式会社　本社営業所 東京都八王子市散田町３－１７－１９フリーデンスビル 042-666-7373

八王子市 株式会社Ｐｓトランスポート　本社営業所 東京都八王子市高倉町６６－２５ 042-660-5733

八王子市 松岡運輸株式会社　本社営業所 東京都八王子市丹木町２－２３６－４ 04-2696-3238

八王子市 アートバンライン株式会社　八王子営業所 東京都八王子市堀之内３－１０－１ 042-679-8850

八王子市 井上運送株式会社　本社 東京都八王子市北野町５８７－１ 042-646-8230

八王子市 株式会社ハート引越センター　多摩営業所 東京都八王子市越野２１－２７ 042-678-7681

八王子市 ＳＢＳゼンツウ株式会社　南大沢支店 東京都八王子市南大沢３－２１－１ 042-670-6622

八王子市 西濃運輸株式会社　八王子支店 東京都八王子市石川町２９６８－９ 03-5857-7592

八王子市 株式会社サンリツ　運輸事業部（八王子） 東京都八王子市石川町２９６９－２ 042-631-5737

八王子市 株式会社三村運送　八王子 東京都八王子市高倉町２２－１２ 042-643-0880

府中市 株式会社エネサンスサービス　府中事業所 東京都府中市四谷５－３６－１１ 042-361-9762

府中市 株式会社高木商事運輸　府中 東京都府中市是政３－６４－５－２０３ 042-366-6783
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府中市 恵実物流株式会社　本社営業所
東京都府中市押立町１－３－２２　内海押立ビル２０１

号
042-330-3300

府中市 つばさロジスティクス株式会社　府中営業所 東京都府中市四谷２－１８－１、２、３、４ 042-319-9351

府中市 峯岸運輸株式会社　本社営業所 東京都府中市若松町４－５２－１６ 042-362-3252

府中市 株式会社マルミ運輸システム　東京営業所 東京都府中市是政５－１１－１ 042-362-0303

武蔵村山市 佐川急便株式会社　武蔵村山営業所 東京都武蔵村山市伊奈平２－６０－１ 042-560-6845

武蔵村山市 株式会社齋藤商運　西東京営業所 東京都武蔵村山市伊奈平四丁目１９番地１ 042-520-4045

武蔵村山市 株式会社ジャパンカーゴ　多摩営業所 東京都武蔵村山市伊奈平３－７－１ 0425-20-7303

武蔵村山市 有限会社ケイアイエヌ　東京営業所 東京都武蔵村山市残堀４－３ 042-520-8680

武蔵村山市 株式会社サン・デイリー　本社営業所 東京都武蔵村山市伊奈平１－２５－１ 042-519-7411

武蔵村山市 有限会社エフティライン　本社営業所 東京都武蔵村山市学園１－１０ 042-590-4545

武蔵村山市 三興運輸株式会社　本社営業所 東京都武蔵村山市伊奈平２－５ 042-569-2811

武蔵村山市 株式会社三共運輸　本社営業所 東京都武蔵村山市残堀４－２９－１ 042-560-4906

立川市 株式会社ソニックフロー　立川営業所
東京都立川市高松町一丁目１００番地（株）立飛リアル

エステート敷地内２２号棟
042-528-7143

立川市 有限会社小関商事　本社営業所 東京都立川市西砂町３－６６－３ 042-520-0067

立川市 株式会社ヒューテックノオリン　東京第二支店 東京都立川市泉町９３５－１ 042-527-5382

立川市 株式会社サンエー物流　立川 東京都立川市一番町４－６４－２ 042-520-6658

立川市 有限会社高梨急送　本社営業所 東京都立川市曙町１－３７－２ 042-512-8093

立川市 株式会社ギオン　東京西センター 東京都立川市泉町９３５－１－２３２号棟 042-525-2278

立川市 永山運送株式会社 　立川営業所 東京都立川市泉町９３５番地２０８号棟Ｃ区画 042-512-5581

立川市 多摩運送株式会社　立川営業所 東京都立川市高松町１－１００－１－２６ 042-526-3121

立川市 京王運輸株式会社　立川物流センター 東京都立川市泉町９３５－２３３ 042-528-1486

立川市 株式会社田邉商店　本社営業所 東京都立川市一番町５－５－１ 042-520-0075

西多摩郡 株式会社小野運送店　西東京営業所 東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野欠上１１－１ 042-518-7257

西多摩郡
株式会社ゼロ・プラス関東　西東京カスタマーサービス

センター

東京都西多摩郡瑞穂町大字富士山栗原新田字富士山２２

１－１
042-568-1701

西多摩郡 株式会社エネサンスサービス　西東京事業所 東京都西多摩郡瑞穂町大字二本木字出口４４１ 042-556-5471

西多摩郡 株式会社食品流通システム　多摩センター 東京都西多摩郡日の出町平井２０番７ 042-588-7156

西多摩郡 株式会社ウインローダー　西多摩支店 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原３－４ 042-556-1181

西多摩郡 富岳通運株式会社　西東京支店 東京都西多摩郡瑞穂町二本木５４１ 042-557-8931

西多摩郡 株式会社ギオン　西多摩センター 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎８９６－４ 042-568-2130

西多摩郡 川崎陸送株式会社　西多摩営業所 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原１６番地１ 042-513-9701

西多摩郡 新日本物流株式会社　青梅事業所 東京都西多摩郡瑞穂町長岡３－１－１５ 042-557-2722

西多摩郡 株式会社丸運ロジスティクス関東　西多摩営業所 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎東松原９－１１ 042-556-3301
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大島町 ヤマト運輸株式会社　大島元町営業所 東京都大島町元町字北の山１２２－５ 04992-2-4313
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