
　東京都

会　　社　　名 代表者名 〒 所　　　　在　　　　地　/　ホームページアドレス 電話番号

東京都千代田区一番町６番地
102-0082 　　　　　　　　　　　　　　一番町SQUARE　４階

　http://www.honda-logistics.co.jp/
東京都千代田区麹町　４－５  

102-0083 　　　　　　　　　　　　　　　紀尾井町 アオキビル
http://www.marunouchi-corp.co.jp/

108-8448

157-0071

東京都中央区銀座　７－１７－１３ 
104-0061 　　　　　　　　　　　　　　　 銀座永谷ビル５Ｆ

東京都大田区東矢口　２－１４－１５
146-0094 　　　　　　　　　　　　　　　福原ビル　１０１号

　
千代田自交㈱　 東京都板橋区舟渡　４－７－１　
板橋営業所 174-0041  三菱ふそうトラック・バス㈱　南関東ふそう東京板橋(内)

東京都中央区日本橋浜町２－１２－４
103-0007 トヨタモビリティサービス本社ビル３階

東京都豊島区南池袋　２－３３－６  
171-0022 　　　　　　　　　　　　　　　大同ビル７Ｆ

　
日産物商㈱
本社営業所 242-0005

東京都渋谷区神宮前　２－３０－２６
150-0001 　　　　　　　　　　　　　 カ－サ神宮前　４０１ 号

　

121-0836

120-0006

124-0006

123-0861

121-0063

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＡＺビル３Ｆ

東京都板橋区舟渡　１－１４－２５ 

174-0041 　　　　 　　　　　　　　　　シ－バ－ド浮間　３０２

　　

121-0836

㈲カ－サ－ビス根津 東京都杉並区高円寺南　１－６－９　

高円寺営業所 166-0003 　　　　　　　　　　　　　   木村ビル４Ｆ

　　

東京都港区浜松町　１－２８－１３

105-0013 　　　　　　　　　　　　　　　浜松町フォーラムビル７Ｆ

東京都品川区南大井　６－２１－１２

140-0013 　　　　　　　　　　　　　　大森プライムビル

　

㈱セラット　 東京都江東区有明　４－１－１

東京営業所 135-0063 　　　　　　　　　　　　　   　都営４号上屋１３号室

　

東京都新宿区舟町　１１　　

160-0006 　　　　　　　　　　　        小川ビル　２０１

　

134-0084

　

㈱エムティ－ズ 東京都練馬区春日町　３-３４－２１

練馬営業所 179-0074 　　　　　　　　　　　　　　エステートピア鹿島４０４

　

関　　東　　支　　部

東京都足立区加賀　２－１０－６

東京都葛飾区堀切　７－２７－７

中尾　幸太郎

東京都足立区谷中　２－１８－１０

03-4586-3850㈱トラフィックシステムズ　

神奈川県大和市西鶴間５－１９－２

大成商事㈲

東京都足立区入谷　１－４－１ メゾン久和 ２０２号

03-5680-6161

03-5920-1231

㈱ホンダロジスティクス　 永井　髙志 03-5357-1041

㈱マルノウチ 青木　信幸 03-3265-4551

栗林運輸㈱ 栗林　宏吉 03-3452-6681東京都港区海岸　３－２２－３４

新和輸送㈱ 伊藤　誠 03-3484-3501東京都世田谷区千歳台　４－９－３

㈱八光輸送 小宅　嘉博 03-3541-8480

㈱東津陸送　城南営業所 佐藤　文彦 03-3757-0298

磯部　芳治

03-3857-0256㈲大成陸送

㈱ベスプロ 佐藤　英俊 03-3988-2334

大林　通浩 046-261-5163

03-3606-8117

03-3854-3111

廣橋　理 03-5412-2603

畠山　信夫

㈲アバンス

㈲第一キャリ－ 岡田　正明

橋本　昌代

東京陸送㈱ 谷田　勇樹

小田運輸㈱ 宇賀神　俊也 東京都足立区東保木間　２－１６－４ 03-3860-0033

大輝陸送㈲ 宮﨑　輝久 03-5994-1064

㈱デイエスキャリ－ 吉川　雅清 東京都足立区入谷　７－１８－２３ 03-3855-6111

大滝　　豊 03-6430-0033

根津　松太郎 03-3315-8220

いすゞライネックス㈱ 袴田　直人 03-5753-7721

㈱東京アクタス

吉田　清之 03-3225-8881

片山　頼宣 03-3527-5887

㈱エムライン 上地　　明 東京都江戸川区東葛西９－１－７　７０８号　　 03-6808-5036

㈱Ｎ・Ｓ・Ｐ

山邊　松生 03-3970-3071



130-0012

140-0002

日宝陸送㈱　

関東営業所 105-0003

㈲バ－ドシステム 東京都港区芝浦３－２０－９

東京支店 108-0023 BR芝浦ビル1階

 

135-0016

㈱日東陸運

東京営業所 108-0074

191-0003

www.chiyodaunyu.co.jp

205-0011

205-0011

205-0011

東京都西多摩郡瑞穂町長岡　３－１１－８　

190-1232 　　　　　　　　　　　　　    千代田運輸㈱　内

　

191-0003

190-1201

東京都八王子市元本郷町　４－２０－２５

192-0051 　                        　  オ－タカハウス ３０４

　

190-1232

東京都八王子市左入町　５２

192-0012 　　　　　　　　　日野自動車八王子支店(内)

205-0012

194-0011

東京都昭島市中神町１１７６－１６

196-0022 ブライトネス２０３

東京都三鷹市下連雀　５－９－１３

181-0013      （日産プリンス西東京販売株式会社　内）

　　　　

181-0004

190-0032

181-0003

203-0033

㈱高田トランスポート 高田　　茂 東京都墨田区太平　１－１９－８　　高田ビル 03-6658-8850

サンメトロ輸送㈱ 浅井　隆吉 東京都品川区東品川　５－６－１ 03-5783-3061

松本　幹雄 東京都港区西新橋　１－２２－５　　モリヤビル　３F 03-3504-8247

鳥山　純一 03-6435-4646

東西海運㈱ 森谷　一宏 東京都江東区東陽　４－１１－３８　USCビル 03-6458-4613

井の下　慎次郎 東京都港区高輪4-23-4　高輪サンハイツ５０２ 03-6450-3960

千代田運輸㈱　 水野　　功 東京都日野市日野台　１－２１－１ 042-581-1441

丸一ロジテック㈱
羽村本社営業所

家近　　茂 東京都羽村市五ノ神３６４－４ 042-570-5455

進光陸送㈱
羽村営業所

平野　藤雄 東京都羽村市五ノ神３６４－４ 042-570-2051

㈱正栄輸送
本社営業所

加藤　正勝 東京都羽村市五ノ神３６４－４ 042-570-1222

中央運輸㈱ 和田　有二 042-555-1188

東西配送㈱
日野営業所

永田　光彦 東京都日野市日野台　２－３９－３ 042-587-9204

㈱エヌ・エム･エル
瑞穂営業所

伊藤　友訓 東京都西多摩郡瑞穂町二本木　７１８－１ 042-556-6644

トヨタ輸送関東㈱
東京営業所

秋川　潔 東京都西多摩郡瑞穂町長岡 　２－８－１ 042-556-3359

三栄全業㈲
八王子営業所

高橋　勝昭 0426-91-2680

川西　毅秀  042-625-7491

㈱マルノウチ
西東京営業所

青木　信幸 東京都羽村市羽４１３５ 042-570-1271

㈲丸天
八王子営業所

豊進陸運㈱ 大内　　省
東京都町田市成瀬が丘１－３１－１
　　　　　　　成瀬ステーションハイツ１－１１０ 042-795-0499

㈲大和　DAIWA 奥山　晃 042-511-8859

エヌティ陸送㈱ 安念　一智 0422-67-8623

東京車輌サ－ビス㈲ 金子　周厚 東京都三鷹市新川　４－８－１２ 0422-42-6111

ト－タルシステム㈱ 鈴木　雅子

東京都立川市上砂町３－４８－１
　　　　　　　サンドリバーハイツ２０２ 042-534-9716

㈲トランスポ－トトキオ 小川　　章 東京都三鷹市北野　３－１２－５８ 0422-47-0981

㈲フィ－ルド 小野田 哲也 東京都東久留米市滝山　３－９－１５ 042-479-7851



207-0022

㈱ゼロ・プラス関東 東京都西多摩郡瑞穂町大字富士山栗原新田

西東京ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 190-1204 字富士山２２１－１

182-0036

コックス・ギア㈱

瑞穂営業所 出水　操 190-1202 東京都西多摩郡瑞穂町駒形富士山５２５－１ 042-513-8161

㈱ＹＴＫ 143-0016 東京都大田区大森北３－４－４　大森Ｋ２ビル８Ｆ

㈱エムズ・ト－タク 萓沼　節子 東京都東大和市桜が丘　２－２０５－１－１００７ 042-566-8083

丹羽　秀夫 042-568-1701

㈲大忠自動車工業 小田　忠義 東京都調布市飛田給　１－３６－４ 042-485-4461

城谷　桂一郎 03-5763-5446



神奈川県

会　　社　　名 代表者名 〒 所　　　　在　　　　地　/　ホームページアドレス 電話番号

富士陸運㈱　

追浜営業所 237-0061

トヨタ輸送㈱　

横浜営業所 236-0002

トヨタ輸送関東㈱

横浜営業所 236-0002

安全輸送㈱　

横浜営業所 236-0002

港運事業部長 神奈川県横浜市中区錦町　８

鯉渕　隆行 231-0812 　　　　　　　　　　　　日産本牧専用埠頭内　

藤木陸運㈱

横浜営業所 231-0801

横浜陸運㈲ 神奈川県横浜市金沢区大川 　３－１ 

本社営業所 236-0043 　　　　　　　　　　　東急車輛製造㈱内

　

日本キャリ－㈱　 神奈川県横浜市中区扇町 　２－４－４　

本社営業所 231-0027 　　　　　　　　　　　　陽光ビル７０２

240-0025

東横車輌㈱ 神奈川県横浜市緑区竹山　４－１－３

竹山事務所 226-0005 　　　　　　　　　　　　　サザンヒルズ竹山２－４０２

　

車輌急送㈱

本社営業所 221-0825

相模運輸倉庫㈱　

横浜支店 231-0002

㈱日本運搬社 神奈川県横浜市中区山下町 　２　　

横浜営業所 231-0023 　　　　　　　　　　産業貿易センタ－ビル内

www.nippon-umpansha.co.jp/
神奈川県横浜市中区山下町　２３

231-0023 　　　　　　　　　日土地山下町ビル７階

　

㈱みなと輸送　 神奈川県横浜市鶴見区大黒埠頭　１

大黒埠頭営業所 230-0054 　　　　　　　　　　　藤木企業㈱内

　

重車輌興業㈱

本社営業所 226-0025

東企業㈱

大黒営業所 230-0054

丸全昭和運輸㈱　

港運部 230-0054

神奈川県横浜市中区本牧ふ頭　３

231-0811 　　　　　　　　本牧オペレ－ションセンタ－２号館

　

会　長

鷲尾　俊一 230-0071

㈲県央興業

本社営業所 244-0801

和幸陸送㈱

本社営業所 224-0053

231-0812

㈱セイワ

横浜営業所 232-0061

神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭　１９番地

230-0054 　　　　　　　　　　　ＫＹＫビル １階

　

相澤　一喜 神奈川県横須賀市夏島町　２－９ 0468-65-6990

板坂　克則
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町　９

045-772-1800

神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１２－１１　ｶｼﾞﾀﾋﾞﾙ２階 045-770-0320

伊澤　彰師 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町 １０－５ 045-771-9912

秋川　潔

045-622-9999

㈱バンテック 045-621-6804

齋藤　雅一 045-781-8504

藤木　幸二 神奈川県横浜市中区新山下　３－８－４５

権丈　佐枝子 045-641-7935

関東陸送㈱ 河原　和弘 神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町　８５ 045-711-5555

田村　恭克 045-933-5746

米谷　純信 神奈川県横浜市神奈川区反町　１－６－１ 045-321-1719

三枝　　実 神奈川県横浜市中区海岸通 　４－２３ 045-211-1920

045-671-7025

トナミ国際物流㈱ 古石　吉秀 045-680-2240

永坂　昌三

藤木　幸太 045-504-3839

今西　由美子 神奈川県横浜市緑区十日市場町　８３２－２－２０８ 045-988-8002

神奈川県横浜市鶴見区大黒埠頭　４ 045-503-3651

藤木　幸夫 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭　１７  045-502-0024

原田港湾㈱ 原田　龍次郎 045-622-2661

浅井　俊之

㈱ベストワ－クジャパン　 神奈川県横浜市鶴見区駒岡　２－９－１４ 045-583-3333

深澤　喜代子 神奈川県横浜市戸塚区品濃町　９２０ 045-824-9225

大西　明浩 神奈川県横浜市都筑区池辺町　３９１２ 045-933-1174

神奈川県横浜市南区大岡　５－６－５　２D 045-712-4747

常盤海運㈱ 伊藤　俊幸 神奈川県横浜市中区錦町　８ 045-625-9476

㈱鶴岡商会 鶴岡　　強 045-506-4611

安西　隆二



ファ－ストトレ－ダ－ス㈱ 神奈川県横浜市中区弁天通　４－５９

本社営業所 231-0007 　　　　　横浜弁天通第一生命ビルディング ３Ｆ

　　

231-0813

㈲スカイロ－ドサ－ビス 神奈川県川崎市川崎区東扇島　３０－５

本社営業所 210-0869 　　　　　　　　　　　　　川崎臨港倉庫２０４

　　

㈱中村商会　

横浜営業所 230-0033

241-0802

236-0003

神奈川県横浜市西区南浅間町　８－２２ 

220-0074 　　　　　　　　　　　 河本ビル　１F

㈱基行　　

横浜支店 231-0836

神奈川県横浜市中区翁町　１－３－１５

231-0028 　　　　　　　　　　　小原ビル　４F

㈱マルノウチ 神奈川県川崎市川崎区東扇島　１８－２

横浜営業所 210-0869 　　　　　　　　　　　寶組Ａ棟８階Ｅ事務室

神奈川県横浜市南区前里町１－３

232-0004 黄金町駅前ダイカンプラザシティ２F

245-0017

240-0051

㈱アストラル

横浜営業所 230-0071

㈱トクソ－イノベ－ション 神奈川県横浜市神奈川区子安通　１－５６－５

横浜営業所 221-0021 　　　　　　　　　　　　　ピュアシティ子安通７０４号

www.tokuso-jp.com/inv
㈱ゼロ・プラス関東

追浜ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 237-0061

Ｅ＆Ｅ関東㈱ 245-0024

いすゞライネックス㈱ 神奈川県藤沢市土棚 　８

国内車両事業室 252-0881 　　　　　　　　　         いすゞ自動車㈱藤沢工場内

愛知車輌興業㈱　

藤沢営業所 252-0823

東西配送㈱　

本社営業所 252-0806

254-0014

共和陸送㈱

藤沢営業所 252-0801

山一陸送産業㈱　

藤沢営業所 252-0823

アジア陸送㈱　

藤沢営業所 252-0805

㈲北峯　

湘南営業所 254-0012

㈱東洋陸送社　

平塚営業所 254-0016

水本　泰子 045-651-1021

港南運輸㈱ 猪股　秀幸 神奈川県横浜市中区かもめ町　５２－１ 045-621-1781

三上　由香 044-270-6663

神奈川県横浜市鶴見区朝日町　１－２７－２ 045-508-5370

高橋陸送㈱ 髙橋　達也 神奈川県横浜市旭区上川井町　２１６２－５ 045-924-1171

中村　芳朗

㈲貴コ－ポレ－ション 渋谷　貴子 045-328-3155

豊浜運輸㈱ 浜野　亮一郎

神奈川県横浜市中区根岸町　１－２３－１ 045-228-8831

神奈川県横浜市金沢区幸浦　２－５－９ 045-784-0555

㈱アシスト 谷　　敬征 045-650-5070

豊島　　哲

関水　克亮 045-262-0913

青木　信幸 044-280-3510

㈱東京国際 杉本　　恵 神奈川県横浜市泉区下飯田町１５５５－４　 045-805-5556

㈱陸送機構

みすず回送㈱ 須田　哲 神奈川県横浜市保土ヶ谷区上管田町　１７５０－１ 045-442-6293

鷲尾　崇 神奈川県横浜市鶴見区駒岡　２－９－１４ 045-580-4155

吉中　　清 045-620-7093

丹羽　秀夫 神奈川県横須賀市夏島町２－９ 046-865-8351

當目　茂雄 神奈川県横浜市泉区和泉中央北二丁目２４番３号 090-3336-6484

0466-44-2403

石田　 聡彦 神奈川県藤沢市菖蒲沢６２６－２ 0466-48-8441

袴田　直人

永田　光彦 神奈川県藤沢市土棚　６８４ 0466-43-3102

㈱ＮＴＫ 足立　　鎭枝 神奈川県平塚市四之宮　２－２１－５９ 0463-21-5070

細貝　武揚 神奈川県藤沢市長後　５３８－４ 0466-46-3596

吉田　 公樹
神奈川県藤沢市菖蒲沢　６４５

0466-49-5511

小川　 光世 神奈川県藤沢市円行　２－２０－１ 0466-44-5556

別所　仁
神奈川県平塚市入野３０４－４
　　　　　　ﾛｲﾔﾙﾊﾟﾚｽEHARA２０１ 0463-51-1830

北村　 栄司 神奈川県平塚市大神　２０９６ 0463-55-7234



トヨタサ－ビスセンタ－

神奈川㈱　　輸送部 243-0301

㈱極東陸送　 神奈川県大和市深見西　４－１－６２

相模営業所 242-0018 　　　　　　　　　　　　　　　　極東開発工業㈱　内

神奈川県海老名市柏ヶ谷 ４５６ 　

243-0402 　　　　　　　　　　　　　    ㈱パブコ　内

　

三晃陸送㈱　 神奈川県海老名市柏ヶ谷 ４５６ 　

相模営業所 243-0402 　　　　　　　　　　　　　　    ㈱パブコ内

㈲ふじサ－ビス 神奈川県海老名市柏ヶ谷 ４５６ 　

本社営業所 243-0402 　　　  　　　　　　　　　　    ㈱パブコ内

　

243-0303

252-0211

228-0012

㈲クラフトシステム 神奈川県大和市林間　１－４－２３

本社営業所 242-0003 　　　　　　　　　　　  　エクセル南林間　２階

252-0816

㈱AUN

本社営業所 251-0002

㈱トクソーイノベーション

相模原営業所 252-0327

251-0052

252-0172 神奈川県相模原市緑区与瀬本町５０

㈱ゼロ・プラス関東

平塚ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 254-0016

243-0211

ふそう陸送㈱

川崎センタ－ 211-0023

千代田自交㈱　 神奈川県川崎市中原区大倉町　１０

川崎営業所 211-0023 　　　　　　三菱ふそうトラック・バス㈱　内

三田港運㈱ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町　７－１

本社営業所 210-0865 　　　　　　　　ポートサイドカワサキ　３階

富士陸運㈱

本社営業所 210-0869

210-0834

三井埠頭㈱

東扇島営業部 210-0869

213-0033

210-0821

㈲スギタニ富山 神奈川県川崎市川崎区砂子２－８－１　

神奈川支店 210-0006 シャンボール互恵ビル５２０号室

　

㈱トランスポート・金沢

川崎営業所 210-0869

神奈川県愛甲郡愛川町角田 ５０７ 046-285-3271

楠田　一彦 046-262-8021

秋永　正実 

㈲日東陸送 佐々木　憲郎 046-231-1552

豊口　アイ 046-235-2400

戸澤　延寿 046-233-5542

㈲中津陸送 鈴木　美恵子 神奈川県愛甲郡愛川町中津 ７４９７－４ 046-285-0068

熊野輸送㈱ 山本  貴史 神奈川県相模原市中央区宮下本町　３－３９－６ 042-771-1552

日産サ－ビスセンタ－㈱ 角田　顕彦 神奈川県座間市広野台　２－１０－１ 046-298-2210

南橋　祐二 046-278-0590

コックス・ギア㈱ 出水　操 神奈川県藤沢市遠藤　４６５８－２ 0466-48-2606

宇野　英彦 神奈川県藤沢市大鋸３－１１－２４ 0466-28-2867

菱沼　妙子 神奈川県藤沢市藤沢　４－１０－３ 0466-26-7558

吉中　清 神奈川県相模原市南区磯部　４５００－１ 046-266-2116

㈲嶋屋 佐藤　小一郎 042-685-1881

協和産業㈱

丹羽　秀夫 神奈川県平塚市東八幡３－４－１ 0463-21-6847

㈱陸送システム 平山　一三 神奈川県厚木市三田字川渕２９３８ 046-281-8395

磯部　芳治 神奈川県川崎市中原区大倉町　１０ 044-599-3616

磯部　芳治 044-422-9711

三田　　久 044-288-2951

相澤　一喜 神奈川県川崎市川崎区東扇島　９２－２００ 044-277-7151

㈱アイザック 森川　智之 神奈川県川崎市川崎区大島　３－２７－２  044-245-8454

神奈川県川崎市川崎区東扇島　９２   044-276-2961

三菱自動車ロジテクノ㈱ 横井　英雄 神奈川県川崎市高津区下作延　６－３２－２ 044-833-7481

田原　義朗

㈱カワカイソウ 林　和俊 神奈川県川崎市川崎区殿町　２－３－１１ 044-287-1218

杉谷　秀一 044-742-2727

小松　康作 神奈川県川崎市川崎区東扇島　２１ 044-223-8902



（株）永山運輸 永山　隆司 神奈川県川崎市川崎区南町２１－１６　

神奈川営業所 210-0015                        スペーシア川崎Ⅲ　７１０号

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱

川崎営業所 211-0014

神奈川県川崎市幸区堀川町　５８０番地

㈱ゼロ 北村　竹朗 212-0013 　　　　　　　　　　　　ソリッドスクエア　西館６階 044-520-0633

www.zero-group.co.jp/
神奈川県川崎市幸区堀川町　５８０番地

212-0013 　　　　　　　　　　　　ソリッドスクエア　西館６階

044-201-6500

山崎　展愛 神奈川県川崎市中原区田尻町２９－１－６０７ 044-272-9880

㈱ゼロ・プラス関東 丹羽　秀夫 044-549-3023



埼玉県

会　　社　　名 代表者名 〒 所　　　　在　　　　地　/　ホームページアドレス 電話番号

新星陸運㈱　

上尾営業所 362-0043

城南輸送㈱　

上尾営業所 362-0054

㈱ホンダロジスティクス　

製品物流部 350-1331

 http://www.honda-logistics.co.jp/
㈱関東陸送　

本社営業所 338-0014

㈱東洋陸送社　

所沢営業所 354-0021

362-0806

351-0001

㈱ゼロ・プラス関東

埼玉ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 351-0032

日輸商事㈱　

埼玉営業所 343-0104

㈱正栄輸送　 埼玉県熊谷市佐谷田　２２２８

熊谷営業所 360-0023 　　　　　　　東京日野自動車株式会社　熊谷支店内

362-0042

358-0046

協栄陸運㈱　

上尾営業所 吉岡　奨馬 362-0054

東伸商運㈲

本社営業所 350-0816

埼玉陸送㈲

本社営業所 364-0001

㈱長瀧陸送

本社営業所 341-0025

338-0837

㈲ムサシノ陸送

本社営業所 343-0025

ピーアンドピー

ロジスティクス㈱ 331-0077

大宮営業所

山一陸送産業㈱

上尾営業所 362-0054

山本陸送㈱

上尾営業所 362-0054

（合）スカウトハウス

本社営業所 362-0052

㈱北関東陸送　

本社営業所 362-0058

331-0813

奥原　誠太郎 埼玉県上尾市西宮下　２－２２１ 048-773-5022

関戸　英雄 埼玉県上尾市堤崎　４２０－１ 048-781-7567

埼玉県狭山市新狭山　１－１２－５ 04-2953-5282

荒川　しのぶ 埼玉県さいたま市中央区上峰　１－１４－４ 048-853-0222

永井　髙志

別所　仁 埼玉県富士見市鶴馬　1丁目１７－２８　１Ｂ 049-274-7202

埼玉トヨペット陸送㈱ 平沼　貴之 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室　１０５５７ 048-720-7637

エヌティオ－トサ－ビス㈱ 水村　清 埼玉県朝霞市大字上内間木　４２８－３ 048-456-2310

048-991-8255

丹羽　秀夫 埼玉県朝霞市田島１－１２－２１ 048-458-1000

加藤　正勝 0485-24-2610

佐野　恭行 埼玉県北葛飾郡松伏町田島東　１－２

㈲栄陸送 弘田　和雄 埼玉県上尾市谷津　１－２－１８　１０４　 048-775-9833

㈲ワ－ルドキャリ－ 吉永　光宏 埼玉県入間市南峯　９１０－１ 04-2936-4412

埼玉県上尾市大字堤崎　４２０－１ 048-781-2471

指村　善雄 埼玉県川越市上戸　３１５－２５　　指村様方 0492-32-5169

金田　和幸 埼玉県北本市深井　８－６５－１ 048-543-6200

長瀧　栄一 埼玉県三郷市茂田井 ２５３ 048-953-0771

埼玉県越谷市大沢　３－２０－１７ 048-979-0134

㈱ジィオ 磯山　　伸 埼玉県さいたま市桜区田島　５－１９－８ 048-838-5512

塚田　恵一 埼玉県さいたま市西区中釘　２０３０－１ 048-621-3311

磯村　吉彦

吉田　公樹 埼玉県上尾市大字堤崎　４２０－１ 048-781-8405

山本　　努 埼玉県上尾市大字堤崎　４２０－１ 048-781-7585

埼玉県上尾市大字中新井 ２２－７ 048-781-0201

松浦　孝徳 埼玉県上尾市大字上野　７５８－３ 048-783-1234

鈴木　光義

㈲東陸サ－ビス 武田　政章 埼玉県さいたま市北区植竹町　１－２３１ 048-669-2281



ホンダ運送㈱

関東事業所 狭山センター 350-1331

日本梱包運輸倉庫㈱

狭山タ－ミナル営業所 大岡　誠司 350-1213

㈲キャメル トランスポ－ト

サ－ビス 359-0012

ギャラクシ－㈱

埼玉営業所 357-0047

332-0034

350-1151

㈱極東陸送

さいたま営業所 332-0023

㈱セラット

上尾営業所 362-0054

㈱カ－トランスネット

埼玉支店 343-0851

千代田運輸㈱

商品車物流部 350-1234

日高配車センター

㈱ベスト・トランスポート

埼玉営業所 350-1335

http://best-transport.co.jp/
泉車輌輸送㈱

埼玉営業所 350-1335

(株)ITO 350-0413

エスケーオート㈱

本社営業所 350-0433

㈱ソウイング

深谷営業所 369-1108

㈱ゼロ・プラスＢＨＳ

埼玉営業所 橋本　健生 339-0073 埼玉県さいたま市岩槻区上野５丁目１番地８ 048-794-6640

齊田 克浩 埼玉県狭山市新狭山　１－５－１１ 04-2953-5261

埼玉県日高市高萩　９９５－１ 042-985-1972

栗田　禎子 埼玉県所沢市坂之下　１４ 0429-45-1959

　代表取締役社長

松本　順大 埼玉県飯能市落合　５１７－１ 042-971-5545

㈲ハンツコ－ポレ－ション 飯塚　康則 埼玉県川口市並木　２－１９－１　　埼京ビル３F 048-242-0387

㈱ミツギロジスティクス 佐々木　俊彦 埼玉県川越市中台南３－１０－８ 049-246-5216

埼玉県川口市飯塚　１－９－５２－２０１ 048-259-3944

片山　頼宣 埼玉県上尾市堤崎　４２０－１ 048-782-9461

楠田　一彦

042-985-9130

今本　芳彦 埼玉県越谷市七左町　４丁目４００－１ 06-6686-0063

清末　悦夫 埼玉県狭山市柏原円光寺窪　３７１－２ 042-937-5541

水野　功 埼玉県日高市上鹿山　６８９－１　日野自動車内

泉　清隆 埼玉県狭山市柏原円光寺窪　３７１－２ 042-941-5415

伊東　克己 埼玉県入間郡越生町大字如意１０２－１１ 049-277-1103

柴田　國昭 埼玉県入間郡毛呂山町大字西大久保３１４－１ 0492-76-1822

丹羽　政之 埼玉県深谷市田中２６３１番地 080-1139-8567



　千葉県

会　　社　　名 代表者名 〒 所　　　　在　　　　地　/　ホームページアドレス 電話番号

マツダロジスティクス㈱

東日本事業部 261-0002

安全輸送㈱　

千葉営業所 260-0024

泰平運輸㈱　

千葉営業所 261-0002

260-0024

㈱三協 部　長

千葉支店 石井　昭一 260-0024

㈲北峯

本社営業所 261-0002

㈱マルノウチ

千葉営業所 261-0002

264-0017

京葉陸送㈲ 千葉県千葉市美浜区新港　７１

千葉営業所 261-0002 　　　　　　　　　　　　　　千葉三菱ふそう内

　

杉崎陸送㈲ 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸　４－９－１

本社営業所 261-0005 　　　　　　　　　　　　　　　東映マンションＡ－１０４

㈲中部陸送　 千葉県千葉市花見川区花園  １－２０－１８

本社営業所 262-0025 　　　　　　　　　　　　　横須賀第２ビル２階

　　

千葉県千葉市美浜区新港 ５１　　

261-0002 　　　　　　　　　　　　　　　マツダロジスティクス㈱内

㈱ゼロ・プラス関東

千葉ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 261-0002

豊福ロジテム㈱

本社営業所 260-0024

日誠港運㈱

本社営業所 261-0002

千代田自交㈱　 千葉県市川市塩浜　３－１６－１

市川営業所 272-0127 三菱ふそうトラック・バス㈱南関東ふそう東京市川　内

㈱丸文　

関東支店 261-0002

㈱エムライン　 千葉県千葉市美浜区新港　５１　　

千葉営業所 261-0002 　　　　　　　　　　　　　　　マツダロジスティクス㈱内

菱自運輸㈱　

関東営業所 261-0002

千葉県千葉市緑区おゆみ野中央　６－４４－３

266-0032 　　　　　　　　　　　　　　　クレールメゾンB２０２

㈱新共和サービス

習志野営業所 275-0023

277-0043

サカイ物流㈱

東金営業所 283-0826

㈱大興 千葉県千葉市美浜区新港　５１　　

千葉営業所 261-0002 　　　　　　　　　　　　　マツダロジスティクス㈱　内

　

甲田　良憲 千葉県千葉市美浜区新港　５１ 043-242-1246

伊澤　彰師 千葉県千葉市中央区中央港　２－９－２ 043-247-2203

伊藤　隆行 千葉県千葉市美浜区新港　１３６ 043-242-0936

㈱群馬ロジテム 尾﨑　洋市 千葉県千葉市中央区中央港　２－９－２ 043-441-8020

千葉県千葉市中央区中央港　２－１０－３ 043-243-1451

北村　栄司 千葉県千葉市美浜区新港 １７７ 043-246-4322

青木　信幸 千葉県千葉市美浜区新港　７４ 043-243-2900

セイワ輸送㈱ 杉本　竜彦 千葉県千葉市若葉区加曽利町　３６７－１ 043-235-1221

松川　裕之 043-246-9564

043-247-1906

平尾　清見 043-306-5091

杉崎　　廣

㈲オヤマ流通サ－ビス　 小山　一枝 043-246-0130

丹羽　秀夫 千葉県千葉市美浜区新港　８８ 043-238-7345

千葉県千葉市美浜区新港　８８ 043-246-3376

043-301-8308尾頭　　透 千葉県千葉市中央区中央港　２－１０－３

磯部　芳治 0473-95-8031

佐藤　真弘

横田　直樹 千葉県千葉市美浜区新港　８８ 043-244-3691

山本　幹夫 043-242-5884

千葉県千葉市美浜区新港　８８ 043-238-8101

㈲ファンイ－ト 鈴木　志郎 043-291-5017

赤塚　浩也

人見　典夫 千葉県習志野市芝園　２－４－５ 047-454-2391

0475-55-5932

㈱北都サ－ビス 海野　裕雄 千葉県柏市南逆井　２－２３－９ 0471-75-0843

岡田　大 043-204-8456

大塚　一郎 千葉県東金市丘山台　３－４



トヨタ輸送㈱ 千葉県千葉市中央区中央港　１－９－５

千葉営業所 260-0024 　　　　　　　　　　　　　千葉ポートセンター　７F

　

㈱H　R　S

関東営業所 285-0837

㈲新港サ－ビス

本社営業所 260-0031

278-0051

277-0923

関東自動車工業㈱

潮浜工場 292-0838

磐栄運送㈱

千葉営業所 284-0008

289-1742

292-0054

289-1514

板坂　克則 043-301-7120

千葉県千葉市中央区新千葉　３－２－１ 043-243-4615

大石　仁 千葉県佐倉市王子台　６－２７－２３ 043-460-4770

㈱テイクオフ 児玉　剛 千葉県野田市七光台　１１－１　 047-128-0751

田中　実

㈲やまぐち 山口　善久 千葉県柏市塚崎　１４２４－２ 0471-36-1120

荒井　潤一郎 千葉県木更津市潮浜　２－１－３９ 0438-37-5611

土屋　宗泰 千葉県山武郡横芝光町牛熊　７９７ 043-308-9806

村田　裕之 千葉県四街道市鹿放ヶ丘　１２２番 043-304-3611

㈱ジェイ・キャリー 甲斐　淳一 千葉県木更津市長須賀７１９ 0438-38-3939

Ｔ・トランスポート㈱

㈱ﾍﾞｽﾄﾛｼﾞ埼玉　　　　　　
　千葉営業所

矢田　良一 千葉県山武市松尾町松尾２８０ 0479-86-6891



　栃木分会

会　　社　　名 代表者名 〒 所　　　　在　　　　地　/　ホームページアドレス 電話番号

㈱東洋陸送社　

栃木営業所 329-0607 栃木県河内郡上三川町大字西汗１７６６－４７

　

三ツ星運輸㈲

本社営業所 321-0112

篠崎運送㈲ 栃木県河内郡上三川町上蒲生　２５００

上三川営業所 329-0617 　　　　　　　　㈱ゼロ　内

　

山本陸送㈱

本社営業所 321-0102

栃木陸送㈱

本社営業所 321-0113

http://www.tochiriku.co.jp/
㈱ホンダロジスティクス　

栃木事業所 321-3325

 http://www.honda-logistics.co.jp/
山一陸送産業㈱　 栃木県佐野市栄町　２ 　　

佐野営業所 327-0816 　　　　　　　　新明和工業㈱　内

　

㈱極東陸送　 栃木県佐野市栄町　２ 　　

佐野営業所 327-0816 　　　　　　　　　新明和工業㈱　内

城南輸送㈱　

北関東営業所 329-4404

㈱ゼロ・プラス関東

栃木カスタマ－サ－ビスセンタ－ 329-0617

㈱トラストアンドスマイル

本社営業所 329-0201

329-0201

㈱ラクネット

関東営業所 323-0820

323-0820

324-0501

㈱しのぶや物流 329-3215 栃木県那須郡那須町寺子乙２８９０－２３

　

別所　仁 0285-56-4943

石井　光信 栃木県宇都宮市屋板町　７５２ 028-656-4277

篠崎　泰三 0285-56-4444

山本　幹夫 栃木県宇都宮市砂田町　３１７－２ 028-656-5521

山本　　努

栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台 １４３ 028-677-2722

栃木県宇都宮市江曽島町 １４２８－１ 028-658-1202

吉田　公樹 0283-23-1858

永井　髙志

楠田　一彦 0283-22-9152

0285-56-2364

関戸　英雄 栃木県栃木市大平町富田　５９０　　　　 0282-43-0043

中島　健一 栃木県小山市粟宮　８９８－６ 0285-32-8130

丹羽　秀夫 栃木県河内郡上三川町上蒲生　２５００

㈱ファイントラフィック 横倉　一夫 栃木県小山市粟宮　１１２６－９ 0285-37-8400

近　 靖彦 栃木県小山市西城南７－２－１　コスモビル２０１ 0285-31-0100

湘南エンタープライズ㈱ 仲三河 佳和 栃木県小山市西城南３－１０－４ 0285-28-6400

㈱タカロジ 西口　高生 栃木県那須郡那珂川町小川３４８９ 0287-96-2057

小林　洋 0287-71-1450



　群馬分会

会　　社　　名 代表者名 〒 所　　　　在　　　　地　/　ホームページアドレス 電話番号

太田運輸㈱

本社営業所 373-0012

www.otaunyu.sakura.ne.jp

379-2133

www.eiriku.jp
㈱東海車輌　

関東営業所 370-0313

㈱マルノウチ

群馬営業所 370-0531

www.marunouchi-corp.co.jp

370-3517

㈱カタウン

沼田営業所 378-0005

373-0821

372-0801

www.trailer-house.biz

379-2211

371-0132

373-0814

https://www.subaru-logistics.co.jp/
日本陸送㈱　

太田営業所 373-0022

nihonrikusoukabushikigaisya.jp/
富士陸運㈱

太田営業所 373-0012

www.fujiriku.co.jp
㈱東洋陸送社

太田営業所 370-0531

㈱ゼロ・プラス関東

群馬ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 371-0854

375-0013

星野　勝美 群馬県太田市清原町　２－４ 0276-37-8100

0276-56-3971

㈱エイリク 田島　勝幸 群馬県前橋市中内町　３２５－１０ 027-289-3393

青木　信幸 群馬県邑楽郡大泉町いずみ　１－１－２　 0276-55-4846

水野　邦生 群馬県太田市新田反町町　１６６－４

㈱ピ－・シ－・エイ 大山　駿作 群馬県高崎市引間町　１０３３－１ 027-373-2611

群馬県沼田市久屋原町　３８０ 0278-22-4288

日渉運輸㈱ 木村　武雄 群馬県太田市下浜田町　９３－１ 0276-38-2252

星野　辰也

群馬陸送㈲ 上原　　勲 群馬県伊勢崎市宮子町　１１９９－３ 0270-21-4931

㈱群馬トヨタ総合センタ－ 横田　　衛 群馬県伊勢崎市市場町　２－１２４０ 0270-62-7211

両毛運輸㈱ 上田　　賢 群馬県前橋市五代町　６７２－６ 027-269-2277

0276-50-2177

㈱スバルロジスティクス 鴨川　珠樹 群馬県太田市朝日町　５５８－１ 0276-48-3131

相澤　一喜 群馬県太田市清原町　３－２ 0276-37-8130

黒岩　一夫 群馬県太田市東金井町　１３５６

別所　仁 群馬県邑楽郡大泉町いずみ　１－１－２ 0276-20-1150

群馬県前橋市大渡町２－１－３１ 027-896-1168

㈱鈴友 鈴木　彰人 群馬県藤岡市上戸塚３５８－４ 0274-25-8550

丹羽　秀夫



　茨城分会 　　　　　　                                            

会　　社　　名 代表者名 〒 所　　　　在　　　　地　/　ホームページアドレス 電話番号

310-0853

319-0102

310-0853

www.kantotrading.com
千代田自交㈱　 茨城県東茨城郡茨城町長岡　３５４８

水戸営業所 311-3116 三菱ふそうトラック・バス㈱北関東ふそう茨城　内

　

㈱ゼロ・プラス関東

茨城ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 319-0102

㈱浅井　

茨城営業所 300-0134

www.asai-e.co.jp
㈱日東陸送関東

茨城営業所 315-0002

千代田運輸㈱

古河センター 306-0114

www.chiyodaunyu.co.jp

ヨシアース㈱ 306-0645 0297-36-0001

www.yoshiearth.co.jp

(株)ＩＴＯ 茨城営業所 300-2337 茨城県つくばみらい市谷井田１３５３－４６ 0297-44-9251

㈱トランスポート・金沢

古河営業所 306-0114 0280-23-3240

東京陸送㈱ 尾田　美代子 茨城県水戸市平須町　２３５－３７ 029-243-7411

㈱ハタヤモータープール 太田　守 茨城県小美玉市西郷地　１５７６ 0299-48-0111

関東車輌㈱ 軍司　義貴 茨城県水戸市平須町 １８２０－７７ 029-243-1222

磯部　芳治 029-292-7051

茨城県小美玉市西郷地　１３７８－２ 0299-48-3395

浅井　　隆 茨城県かすみがうら市深谷　６８７ 0298-97-0907

丹羽　秀夫

佐々木　憲郎　 茨城県石岡市柏原　１７－３ 0299-22-3181

伊東　克己

水野　功 茨城県古河市山田字東海道 ３２４，３２５番地 0280-23-3781

小松　康作 茨城県古河市山田 ３２４

吉岡　進 茨城県坂東市長須2192-1




