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キョウホジドウシャ 5040001073763 なし

鏡浦自動車（株） ●

〒 294-0045 TEL： 0470-27-5311

館山市北条１８８２番地

代表者： 代表取締役 山田　幸生

タテヤマニットウバス 5040001073838 なし

館山日東バス（株） ●

〒 294-0045 TEL： 0470-22-0111 ●

館山市北条２２０１番地の１

代表者： 代表取締役 平野　直

キーペックス 2040001001603 なし ●

（株）キーペックス ●

〒 260-0024 TEL： 043-241-6891

千葉市中央区中央港二丁目４番４号

代表者： 代表取締役 齊藤　進

チクタクビン 5040001011418 なし

（株）地区宅便 ●

〒 267-0056 TEL： 043-205-9686 ●

千葉市緑区大野台二丁目６番地１５

代表者： 代表取締役 鎌田　光男

シラトリカシタクシー 5040002073754 なし

白鳥川岸タクシー（有） ●

〒 290-0015 TEL： 0436-41-1719

市原市市原５１０番地１

代表者： 取締役社長 白鳥　東吾

トウヨウバス 4040001005412 なし

東洋バス（株） ●

〒 262-0032 TEL： 043-271-7621

千葉市花見川区幕張町四丁目６１８番地

代表者： 代表取締役 木嶋　正孝

アスカコウツウ 7040001012587 なし

あすか交通（株） ●

〒 261-0001 TEL： 043-246-3431 ●

千葉市美浜区幸町二丁目１９番４６号

代表者： 代表取締役 吉田　平

ニシザキカンコウ 6040001012588 なし

西岬観光（株） ●

〒 266-0016 TEL： 043-265-6667 ●

千葉市緑区椎名崎町１８９番地１

代表者： 代表取締役 吉田　平

フジタクシー 4040001009586 なし

富士タクシー（株） ●

〒 260-0023 TEL： 043-204-2411

千葉市中央区出洲港１４番６号

代表者： 代表取締役 関口　勝裕
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ヘイワコウツウ 8040001012586 なし

平和交通（株） ●

〒 263-0054 TEL： 043-256-5111 ●

千葉市稲毛区宮野木町５７７番１

代表者： 代表取締役 金子　明美

ミツヤタクシー 1040001007295 なし

三ツ矢タクシー（株） ●

〒 260-0842 TEL： 043-265-7311

千葉市中央区南町３丁目１０番１号

代表者： 代表取締役 関口　元

コミナトテツドウタクシー 3040001002476 なし

小湊鉄道タクシー（株） ●

〒 261-0002 TEL： 043-241-1215

千葉市美浜区新港１８２番地

代表者： 取締役社長 御園生　和義

ニュートウホウ 6040001066980 なし ● ●

（株）ニュー東豊 ● ●

〒 270-1166 TEL： 04-7183-6655 ●

我孫子市我孫子１丁目２４番２５号

代表者： 代表取締役 豊島　善浩

アビコセイブカンコウ 2040001066704 なし

アビコ西武観光（株） ●

〒 270-1166 TEL： 04-7182-8430 ●

我孫子市我孫子三丁目２８番１５号

代表者： 代表取締役 梶　陽介

ナンソウツウウン 6040001057294 なし ● ●

南総通運（株） ● ●

〒 283-0802 TEL： 0475-54-3581

東金市東金５８２番地

代表者： 代表取締役 今井　利彦

トヨシマウンユ 2040002092914 なし

豊島運輸（有） ●

〒 270-1112 TEL： 04-7188-1171

我孫子市新木１８５６番地

代表者： 代表取締役 豊島　庸市

イチハラチュウオウカンコウ 1040001054791 なし

市原中央観光（株） ●

〒 290-0221 TEL： 0436-95-0075

市原市馬立１９３８番地２

代表者： 代表取締役 齊田　孝

イマイタクシー 1040002092353 なし

今井タクシー（有） ●

〒 270-1138 TEL： 04-7184-3531 ●

我孫子市下ケ戸１８２５番地の６

代表者： 代表取締役 今井　勝
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ショウワウンソウコウギョウ 3040001073807 なし ●

昭和運送興業（株） ●

〒 294-0054 TEL： 0470-22-2127 ●

館山市湊４９３番地

代表者： 代表取締役 安田　憲史

ウルマツアーリングサービス 5040001055241 なし

（株）ウルマツアーリングサービス ●

〒 290-0056 TEL： 0436-21-3251 ●

市原市五井８８２４番地

代表者： 代表取締役 潤間　崇徳

ドライバンク 2040001039429 なし ●

（株）ドライバンク ● ●

〒 270-0001 TEL： 047-711-5813

松戸市幸田４丁目１６番地の１

代表者： 代表取締役 富永　文明

イシイ 8040001025571 なし

（株）イシイ ●

〒 272-0805 TEL： 047-337-8305 ●

市川市大野町四丁目３１４７番地

代表者： 代表取締役 石井　茂

トウヨウブツリュウ 5040001013439 なし

（株）東葉物流 ●

〒 262-0003 TEL： 043-215-2675

千葉市花見川区宇那谷町１５０１番９

代表者： 代表取締役 中山　徹

カズサコウツウ 4040001050879 なし

かずさ交通（株） ●

〒 292-0838 TEL： 0438-36-7755

木更津市潮浜二丁目１番３５

代表者： 代表取締役 奥瀬　亮彦

タコウンユ 8040002083750 なし ●

多古運輸（有） ●

〒 289-2242 TEL： 0479-76-2038

香取郡多古町染井１４番地３

代表者： 代表取締役 加瀬　浩一郎

トウカンコウツウ 9040001044901 なし

東関交通（株） ●

〒 287-0225 TEL： 0476-73-6630

成田市吉岡１０４９番地の２６

代表者： 代表取締役 浅川　範仁

マルノウチノダトランスポート 1040001071440 なし

（株）マルノウチ・ノダトランスポート ● ●

〒 270-0233 TEL： 04-7189-8020 ●

野田市船形８８７番地３

代表者： 代表取締役 澤田　龍規
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ディーケイブツリュウ 1040001069088 なし ●

ディーケイ物流（株） ●

〒 277-0005 TEL： 04-7162-5567

柏市柏六丁目９番１２号

代表者： 代表取締役 水留　茂之

ダイエーコウツウ 6040001075164 なし

（株）ダイエー交通 ●

〒 298-0251 TEL： 0470-82-3219 ●

夷隅郡大多喜町久我原８５９番地

代表者： 代表取締役 坂輪　琴音

カミヤウンソウテン 4040002059630 なし ●

（有）神谷運送店 ●

〒 287-0244 TEL： 0476-73-5151

成田市川上２４５番地９８４

代表者： 代表取締役 神谷　修一

チバグリーンバス 2040001047852 なし

ちばグリーンバス（株） ●

〒 285-0821 TEL： 043-481-0808

佐倉市角来１４７４番１号

代表者： 代表取締役社長 勝田　佳男

ナノハナコウツウバス 5040001047016 なし

なの花交通バス（株） ●

〒 285-0017 TEL： 043-483-3320 ●

佐倉市城内町２４７番地１

代表者： 代表取締役 富田　篤史

コミナトタクシー 9040001053927 なし

小湊タクシー（株） ●

〒 290-0054 TEL： 0436-22-7265

市原市五井中央東一丁目１番地２

代表者： 取締役社長 御園生　和義

ナンソウタクシー 3040001057297 なし

南総タクシー（株） ● ●

〒 283-0802 TEL： 0475-54-1810

東金市東金５８７番地の６

代表者： 代表取締役社長 中村　隆則

リョウソウカンコウ 8040001058266 なし

両総観光（株） ●

〒 289-1512 TEL： 0479-82-1321 ●

山武市松尾町八田１６６番地

代表者： 代表取締役 川島　正博

ケイセイタクシーサクラ 9040001046617 なし

京成タクシー佐倉（株） ●

〒 285-0808 TEL： 043-484-2200

佐倉市太田２３０６番地の４

代表者： 代表取締役 戸川　有
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チバコウナイタクシー 8040001004567 なし

千葉構内タクシー（株） ●

〒 260-0025 TEL： 043-242-6541

千葉市中央区問屋町５番４２号

代表者： 代表取締役社長 加藤　末昭

フジコウツウ 1040002030115 なし

（有）富士交通 ●

〒 276-0047 TEL： 047-459-9191

八千代市吉橋字西内野１８３４番地２１

代表者： 代表取締役 大曽根　直

ウィズ 5040001022571 なし

（株）ウィズ ●

〒 261-0025 TEL： 043-213-2521 ●

千葉市美浜区浜田二丁目３８番地　幕張ビル２Ｆ

代表者： 代表取締役 宗吉　秀之

フナバシコウツウ 8040001019367 なし

船橋交通（株） ●

〒 273-0011 TEL： 047-431-7137

船橋市湊町二丁目７番７号

代表者： 代表取締役社長 篠崎　敦

ササモト 9040002083072 なし

（有）ササモト ●

〒 289-2114 TEL： 0479-72-1159 ●

匝瑳市上谷中２２３８番地の８

代表者： 代表取締役 笹本　昇

トウシン 7040001018155 なし

（株）東晋 ● ●

〒 273-0022 TEL： 047-420-3883

船橋市海神町二丁目２６９番地４号

代表者： 代表取締役 保坂　篤宏

チバチュウオウバス 7040001004824 なし

千葉中央バス（株） ●

〒 266-0011 TEL： 043-300-2410 ●

千葉市緑区鎌取町２７３番４号

代表者： 代表取締役 笹尾　充宏

トシコウツウ 3040002057627 なし

（株）都市交通 ●

〒 270-1614 TEL： 0476-98-0100

印西市瀬戸１７３３番地の１０

代表者： 代表取締役 豊泉　達樹

シューエイショウコウ 8040001003263 なし ●

（株）シューエイ商行 ●

〒 260-0011 TEL： 043-225-4511 ●

千葉市中央区亀井町４番１５号

代表者： 代表取締役 板倉　秀秋
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ケイセイバス 5010601029309 なし

京成バス（株） ●

〒 272-8540 TEL： 047-712-7400

市川市八幡三丁目３番１号

代表者： 代表取締役社長 齋藤　隆

ケイヨウロジコ 5040001059523 なし ●

京葉ロジコ（株） ● ● ●

〒 297-0029 TEL： 0475-22-2361

茂原市高師１６９０番地の１

代表者： 代表取締役社長 鶴野　正勝

ネモトウンソウ 2040001063651 なし

（株）根本運送 ●

〒 287-0025 TEL： 0478-59-1511

香取市本矢作１１２２番地３

代表者： 代表取締役 根本　勝雄

ロジレックス 9010801009305 なし

（株）ロジ・レックス ●

〒 273-0017 TEL： 047-413-9040 ●

船橋市西浦二丁目５番３号　ＪＢＳ物流センタービル４階

代表者： 代表取締役社長 佐野　篤

タビトモ 7040001050232 なし

（株）旅友 ●

〒 289-1104 TEL： 0476-33-4371 ●

富里市中沢１１５０番地６

代表者： 代表取締役 中村　光枝

リョウソウツウウン 1040001051013 なし

両総通運（株） ●

〒 292-0067 TEL： 0438-22-2131

木更津市中央１丁目１番６号

代表者： 代表取締役 高橋　武志

トウキョウベイシティコウツウ 6040001030334 なし

東京ベイシティ交通（株） ●

〒 279-0032 TEL： 047-352-2113 ●

浦安市千鳥１２番５

代表者： 代表取締役社長 多田　和義

ユザワウンユ 6040001073952 なし

湯澤運輸（株） ●

〒 294-0012 TEL： 0470-24-4411 ●

館山市稲１９４番地５

代表者： 代表取締役社長 湯澤　渚

ケイヨウアドバンスブツリュウ 2011701002645 なし

京葉アドバンス物流（株） ●

〒 272-0004 TEL： 047-318-8300 ●

市川市原木２５２６番３５

代表者： 代表取締役社長 小宮　泰彦
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コウキョウサンギョウ 7040001002233 なし ●

興共産業（株） ●

〒 263-0021 TEL： 043-255-9421 ●

千葉市稲毛区轟町一丁目４番２１号

代表者： 代表取締役 水上　修

ヤワタコウツウ 3040001027820 なし

八幡交通（株） ●

〒 272-0816 TEL： 047-334-2114

市川市本北方一丁目２６番７号

代表者： 代表取締役社長 徳田　昭

フナバシタクシー 8040002026643 なし

船橋タクシー（有） ●

〒 273-0047 TEL： 047-438-3194

船橋市藤原五丁目８番５号

代表者： 代表取締役社長 徳田　昭

チバタクシー 8040001065972 なし

千葉タクシー（株） ●

〒 277-0014 TEL： 04-7166-9123

柏市東一丁目３番１２号

代表者： 代表取締役社長 徳田　昭

ウラヤスタクシー 2040002040369 なし

浦安タクシー（有） ●

〒 272-0126 TEL： 047-701-1900

市川市千鳥町７番地

代表者： 代表取締役社長 徳田　昭

カツタダイコウツウ 1040001020604 なし

勝田台交通（株） ●

〒 276-0022 TEL： 047-484-8211

八千代市上高野１５３７番地

代表者： 代表取締役社長 徳田　昭

ナリタクウコウコウツウ 8010601013961 なし

成田空港交通（株） ●

〒 286-0121 TEL： 0476-35-2321

成田市駒井野字山ノ台１３６８番地２２

代表者： 代表取締役社長 田口　健

コスモスバス 1040001017303 なし

（株）コスモスバス ●

〒 270-1471 TEL： 047-457-8888 ●

船橋市小室町３００６番地

代表者： 代表取締役社長 米井　文学

マルジュウタクシー 8040002025505 なし

（有）丸十タクシー ●

〒 273-0047 TEL： 047-438-3194

船橋市藤原五丁目８番５号

代表者： 代表取締役社長 徳田　昭
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チバコウツウ 6040001043022 なし

千葉交通（株） ●

〒 286-0033 TEL： 0476-24-3331

成田市花崎町７５０番地の１

代表者： 取締役社長 芹澤　弘之

コジマ 7011801001526 なし ●

（株）小島 ● ● ●

〒 273-0018 TEL： 047-432-0511

船橋市栄町一丁目２３番１６号

代表者： 代表取締役 小島　生年

フナバシシンケイセイバス 7040001028757 なし

船橋新京成バス（株） ●

〒 273-0128 TEL： 047-443-2091

鎌ヶ谷市くぬぎ山四丁目１番１２号

代表者： 代表取締役 足原　潤一

アサヒリクソウ 7040002084163 なし

（有）旭陸送 ●

〒 289-2504 TEL： 0479-62-1925

旭市ニの２３５０番地

代表者： 代表取締役 加瀬　正義

シバヤマタクシー 4040001063113 なし

（株）芝山タクシー ●

〒 289-1615 TEL： 0479-70-8808

山武郡芝山町境５５２番地

代表者： 代表取締役 金塚　章吉

カモガワニットウバス 7040001074165 なし

鴨川日東バス（株） ●

〒 296-0001 TEL： 04-7092-1234

鴨川市横渚９４５番地

代表者： 代表取締役 土田　真

アズマコウツウ 1040001063157 なし

（株）東交通 ●

〒 289-1601 TEL： 0479-78-1430 ●

山武郡芝山町香山新田５７番地１

代表者： 代表取締役 山川　弘道

ナリタセントラルカンコウ 3040001061415 なし

（株）成田セントラル観光 ●

〒 289-2232 TEL： 0479-76-7177

香取郡多古町喜多３８９番地２３

代表者： 代表取締役 前橋　良弘
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チバポートサービス 2040001004861 なし

千葉ポートサービス（株） ●

〒 260-0024 TEL： 043-242-4568

千葉市中央区中央港一丁目６番１号

代表者： 代表取締役 管野　利藏

スイゴウカンコウ　 7040002086936 なし

水郷観光（有） ●

〒 287-0012 TEL： 0478-57-1455

香取市大倉丁子４２７番地２

代表者： 代表取締役 大原　一真

ヤチヨトラックセンター 9040005003465 なし

（協）八千代トラックセンター ●

〒 276-0015 TEL： 047-489-2115

八千代市米本２７１１番地１

代表者： 代表理事 日下部　良夫

ミズノコウギョウ 3040002011204 なし

ミズノ興業（有） ●

〒 260-0834 TEL： 043-209-6633 ●

千葉市中央区今井３丁目１２番１１号

代表者： 代表取締役 水野　浩利

ウシクタクシー 8040001053622 なし

牛久タクシー（株） ●

〒 290-0225 TEL： 0436-92-1321

市原市牛久８９７番地

代表者： 取締役社長 御園生　和義

オオタキタクシー 2040001075143 なし

大多喜タクシー（株） ●

〒 298-0214 TEL： 0470-82-2731

夷隅郡大多喜町新丁１６番１号

代表者： 取締役社長 御園生　和義

チバシーサイドバス 1040001008698 なし

千葉シーサイドバス（株） ●

〒 262-0032 TEL： 043-271-0205

千葉市花見川区幕張町四丁目６１９番地２３

代表者： 代表取締役 木嶋　正孝

ヤマグチウンソウ 3040002102432 なし

（有）山口運送 ● ●

〒 299-5225 TEL： 0470-73-5033

勝浦市墨名６０１番地６５

代表者： 代表取締役 山口　弘行

ヨウカイチバカンコウ 5040001061207 なし

八日市場観光（株） ●

〒 289-2173 TEL： 0479-74-1515

匝瑳市飯高１７０８番地１

代表者： 代表取締役 石橋　幸子
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マルフジ 8040001071533 なし

（株）丸藤 ●

〒 278-0016 TEL： 04-7125-1919 ●

野田市二ツ塚１６番地

代表者： 代表取締役 藤木　均

ウルイドタクシー 2040002072841 なし

（有）潤井戸タクシー ● ●

〒 290-0171 TEL： 0436-74-0058

市原市潤井戸１０５８番地

代表者： 代表取締役 菊岡　文夫

サンキュウコウツウ 9040002068908 なし

三久交通（有） ●

〒 299-0236 TEL： 0438-75-6600

袖ケ浦市横田４１９５番地６

代表者： 代表取締役 土橋　政江

マルケイタクシー 9040002075202 なし

（有）丸恵タクシー ●

〒 290-0034 TEL： 0436-22-4358

市原市島野２０３９番地１

代表者： 代表取締役 根本　邦男

イチハラアンシンタクシー 9040005009818 なし

市原あんしんタクシー（協） ●

〒 290-0171 TEL： 0436-74-0058

市原市潤井戸１０５８番地

代表者： 代表理事 小野尾　光

チバケンコジンタクシー 1040005000305 なし

千葉県個人タクシー（協） ●

〒 264-0024 TEL： 043-231-8562

千葉市若葉区高品町１５０番地１

代表者： 理事長 泉水　正和

アスカコウツウ 2040002101328 なし

（有）明日香交通 ●

〒 294-0813 TEL： 0470-36-2034 ●

南房総市谷向５８番地

代表者： 代表取締役 軽込　眞壽栄

タイセイコウツウ 1040002057521 なし

（有）大成交通 ●

〒 270-1611 TEL： 0476-99-1195 ●

印西市造谷５４５番地の１

代表者： 代表取締役 石井　隆

フエル 8040001066260 なし ●

（株）フエル ●

〒 277-0862 TEL： 04-7144-2728

柏市篠籠田１２７１番地６

代表者： 代表取締役 宮下　芳之
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エール 8040001069362 なし ●

（株）エール ●

〒 277-0863 TEL： 04-7141-6276

柏市豊四季２７８番地９２

代表者： 代表取締役 宮下　典之

イチハラベイタクシー 2040001055590 なし

市原ベイタクシー（株） ●

〒 299-0109 TEL： 0436-21-0700 ● ●

市原市千種７丁目１番地１１

代表者： 代表取締役 小出　雄太

ニューセントタクシー 6040002065791 なし

（有）ニュー千都タクシー ●

〒 284-0008 TEL： 043-304-2550

四街道市鹿放ケ丘２３１番地５

代表者： 代表取締役社長 徳田　昭

ミヤマカンコウバス 5040001018867 なし

三山観光バス（株） ●

〒 274-0072 TEL： 047-478-5787

船橋市三山八丁目４６番１５号

代表者： 代表取締役 宇佐美　武

アシスト 8040002020167 なし

（有）アシスト ●

〒 274-0063 TEL： 047-461-7671

船橋市習志野台二丁目４９番１８号

代表者： 代表取締役 久保田　洋助

ハナマルカンコウジドウシャ 1040002101270 なし

（有）花まる観光自動車 ●

〒 299-2512 TEL： 0470-46-4511

南房総市岩糸２５９９番地の１

代表者： 代表取締役 肥沼　秀夫

ヤマトウンソウ 7040002046948 なし

大和運送（有） ●

〒 271-0068 TEL： 047-364-6212

松戸市古ケ崎二丁目３１２０番地の１

代表者： 代表取締役 長谷　幸夫

ジンノエクスプレス 6040002040992 なし ●

（有）ジンノエクスプレス ●

〒 279-0023 TEL： 047-705-3027 ●

浦安市高洲一丁目１番２９‐３１１号

代表者： 取締役 神野　紳一郎

キーラインエクセル 9040002003146 なし ●

（有）キーラインエクセル ●

〒 264-0023 TEL： 043-432-8477

千葉市若葉区貝塚町１３６８番地１３

代表者： 代表取締役 水堀　絹代
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チバシンダイジドウシャ 1040001019282 なし

千葉寝台自動車（株） ●

〒 274-0063 TEL： 047-469-1199

船橋市習志野台八丁目４１番１０号

代表者： 代表取締役 太田　貴士
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エスビーエスロジコム 5010601031801 なし

ＳＢＳロジコム（株） ●

〒 130-0012 TEL： 03-3829-2340

東京都墨田区太平四丁目１番３号

代表者： 代表取締役 鎌田　正彦

オオサキ 4010701001886 シュトケンダイニシテン ●

（株）大崎 （株）大崎　首都圏第二支店 ●

〒 141-0032 TEL： 03-3492-0911 〒 290-0068 TEL： 0436-42-3435

東京都品川区大崎一丁目１１番２号 市原市八幡浦一丁目６番地 齋藤　秀明

代表者： 代表取締役 武田　一衛

アカボウシュトケンケイジドウシャウンソウ 8010505001897 チバケンシブ　チバハイソウセンター

赤帽首都圏軽自動車運送（協） 赤帽首都圏軽自動車運送（協）　千葉県支部　千葉配送センター ●

〒 111-0053 TEL： 03-6240-9600 〒 262-0011 TEL： 043-250-5591

東京都台東区浅草橋三丁目８番５号 千葉市花見川区三角町１８０番１ 安齋　一郎

代表者： 代表理事 石中　清則

フクヤマツウウン 1240001032736 ヒッコシブ

福山通運（株） 福山通運（株）　引越部 ●

〒 721-0974 TEL： 03-3643-0857 〒 135-0044 TEL： 03-3643-0857

広島県福山市東深津町４丁目２０番１号 東京都江東区越中島３丁目６番１５号 豊田　智

代表者： 取締役社長執行役員 小丸　成洋

ニッポンツウウン 4010401022860 チバシテン ● ●

日本通運（株） 日本通運（株）　千葉支店 ● ● ●

〒 105-8322 TEL： 03-6251-1111 〒 260-0834 TEL： 043-226-7604 ●

東京都港区東新橋一丁目９番３号 千葉市中央区今井１丁目１４番２２号 横田　修

代表者： 代表取締役社長 齋藤　充

サガワキュウビン 8130001000053 ヒガシカントウシテン ●

佐川急便（株） 佐川急便（株）　東関東支店 ● ●

〒 601-8104 TEL： 075-691-6500 〒 273-0016 TEL： 047-431-2206 ●

京都府京都市南区上鳥羽角田町６８番地 船橋市潮見町４２番地５ 福元　俊朗

代表者： 代表取締役 本村　正秀

カトーレック 3010601029525 ビジュツユソウトウキョウシテン

カトーレック（株） カトーレック（株）　美術輸送東京支店 ●

〒 135-0051 TEL： 03-5683-7000 〒 135-0051 TEL： 03-5632-5555

東京都江東区枝川二丁目８番７号 東京都江東区枝川二丁目８番７号 森　誠

代表者： 代表取締役 加藤　英輔

ミヤゾノバス 7011201006506 チバエイギョウショ

宮園バス（株） 宮園バス（株）　千葉営業所 ●

〒 164-0011 TEL： 03-3362-7557 〒 272-0802 TEL： 047-303-6294 ●

東京都中野区中央３丁目１３番１１号 市川市柏井町１丁目１５９３番１３号 須田　真基

代表者： 代表取締役 佐藤　文章

ヤマトホームコンビニエンス 4010001059584 ヒガシカントウホウジンソリューションシテン ●

ヤマトホームコンビニエンス（株） ヤマトホームコンビニエンス（株）　東関東法人ソリューション支店 ●

〒 103-0022 TEL： 03-6671-9470 〒 273-0024 TEL： 047-495-2238

東京都中央区銀座二丁目１２番１８号 船橋市海神町南１丁目７３１ 垣内　雅人

代表者： 代表取締役 和田　誠
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クマヒラ 1010001108872 チバシテン ●

（株）クマヒラ （株）クマヒラ　千葉支店 ● ●

〒 103-0023 TEL： 03-3270-4381 〒 260-0013 TEL： 043-227-8471 ●

東京都中央区日本橋本町１丁目１０番３号 千葉市中央区中央四丁目１７番３号 田中　慎吾

代表者： 代表取締役 中山　英敏

トウブデリバリー 3011801010415 なし

東武デリバリー（株） ●

〒 336-0963 TEL： 048-633-0950

埼玉県さいたま市緑区大門２５００

代表者： 代表取締役 須澤　広幸

アイホー 1180301009696 チバエイギョウショ

（株）アイホー （株）アイホー　千葉営業所 ●

〒 442-8580 TEL： 0533-88-5111 〒 260-0001 TEL： 043-234-1211

愛知県豊川市白鳥町防入６０番地 千葉市中央区都町９９２番地２ 平野　貴久

代表者： 代表取締役社長 寺部　良洋

ジェイアールヒガシニホンブツリュウ 9010601022169 なし

（株）ジェイアール東日本物流 ●

〒 130-0013 TEL： 03-3829-5132

東京都墨田区錦糸三丁目２番１号

代表者： 代表取締役 唐澤　朝徳

ヒタチブツリュウ 1010601022399 ヒガシニホンエイギョウホンブヒガシカントウエイギョウブ

（株）日立物流 （株）日立物流　東日本営業本部東関東営業部 ●

〒 104-0031 TEL： 03-6263-2800 〒 278-0015 TEL： 04-7126-3376

東京都中央区京橋二丁目９番２号 野田市西三ヶ尾字西原３５５番地１５号 松崎　伸次郎

代表者： 代表執行役 中谷　康夫

ミライケンセツコウギョウ 1010401078435 チバエイギョウシテン

みらい建設工業（株） みらい建設工業（株）　千葉営業支店 ●

〒 108-0014 TEL： 03-6436-3710 〒 260-0032 TEL： 043-302-5755

東京都港区芝四丁目６番１２号 千葉市中央区登戸一丁目２３番１６号 岡本　新次

代表者： 代表取締役 小西　武

ヤマトウンユ 1010001092605 チバケンチョウセンター

ヤマト運輸（株） ヤマト運輸（株）　千葉県庁センター ●

〒 104-8125 TEL： 03-3541-3411 〒 260-0855 TEL： 043-226-1741

東京都中央区銀座二丁目１６番１０号 千葉市中央区市場町９番２２号 尾中　啓吾

代表者： 代表取締役社長 長尾　裕

ニッポンユウビン 1010001112577 チバチュウオウユウビンキョク

日本郵便（株） 日本郵便（株）　千葉中央郵便局 ● ●

〒 100-8792 TEL： 03-3477-0111 〒 260-8799 TEL： 043-246-0159

東京都千代田区大手町二丁目３番１号 千葉市中央区中央港一丁目１４番１号 鈴木　昭雄

代表者： 代表取締役社長 横山　邦男

トウシバロジスティクス 9020001089386 イテンヒッコシセンター

東芝ロジスティクス（株） 東芝ロジスティクス（株）　移転引越センター ●

〒 210-0024 TEL： 044-223-2141 〒 210-0024 TEL： 044-223-2141

神奈川県川崎市川崎区日進町１番１４号 神奈川県川崎市川崎区日進町１番１４号 佐野　徹

代表者： 代表取締役 佐藤　広明
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ヤマトカガク 7010001059565 チバエイギョウショ

ヤマト科学（株） ヤマト科学（株）　千葉営業所 ●

〒 103-0023 TEL： 03-3231-1110 〒 260-0032 TEL： 043-241-7085 ●

東京都中央区日本橋本町二丁目２番２号 千葉市中央区登戸１丁目２６番１号朝日生命千葉登戸ビル２階 山崎　隆一

代表者： 代表取締役社長 森川　智

アートコーポレーション 8122001015081 トウキョウホウジンエイギョウブ

アートコーポレーション（株） アートコーポレーション（株）　東京法人第二営業部 ● ●

〒 540-6016 TEL： 06-6946-0123 〒 140-0002 TEL： 03-5479-0123

大阪府大阪市中央区城見一丁目２番２７号 東京都品川区東品川一丁目３番１０号 田代　憲

代表者： 代表取締役 寺田　千代乃

セイノースーパーエクスプレス 9010601041061 チバヒッコシセンター ●

セイノースーパーエクスプレス（株） セイノースーパーエクスプレス（株）　千葉引越センター ● ●

〒 135-0053 TEL： 03-6384-7800 〒 260-0824 TEL： 043-208-5061 ●

東京都江東区辰巳三丁目１０番２３号 千葉市中央区浜野町１０２５ 長嶋　正行

代表者： 代表取締役 小寺　康久

ニチリク 8010001033932 チバブツリュウセンター

（株）日陸 （株）日陸　千葉物流センター ●

〒 101-0054 TEL： 03-5281-8111 〒 299-0108 TEL： 0436-22-2535

東京都千代田区神田錦町三丁目７番地１ 市原市千種海岸８番地３ 佐生　和彦

代表者： 代表取締役社長 能登　洋一

コウワショウジ 5010001002683 チバシテン

幸和商事（株） 幸和商事（株）　千葉支店 ●

〒 113-0033 TEL： 03-3816-0461 〒 270-0111 TEL： 04-7178-2341

東京都文京区本郷五丁目１番１３号 流山市江戸川台東三丁目１５５番３号 根本　貴史

代表者： 代表取締役 吉田　武史

ミナトウンソウ 8050001020811 なし ● ●

みなと運送（株） ●

〒 314-0112 TEL： 0299-96-1151

茨城県神栖市知手中央十丁目７番４３号

代表者： 代表取締役 山本　勇

マルダイカンコウ 9030001027279 チバエイギョウショ

丸大観光（株） 丸大観光（株）　千葉営業所 ●

〒 358-0022 TEL： 04-2962-8211 〒 272-0814 TEL： 047-704-8355

埼玉県入間市扇町屋四丁目１番３５号 市川市高石神１３番地７号 横尾　敏明

代表者： 代表取締役 齋藤　栄作

イズミカンコウバス 5110001011567 チバエイギョウショ

泉観光バス（株） 泉観光バス（株）　千葉営業所 ●

〒 959-1821 TEL： 0250-41-0888 〒 286-0211 TEL： 0476-93-8008

新潟県五泉市赤海８７３番地１ 富里市御料９２０番地１０ 関塚　伸

代表者： 代表取締役 関塚　政行

イヌイウンソウ 6010601036790 チバエイギョウショ

イヌイ運送（株） イヌイ運送（株）　千葉営業所 ●

〒 135-0062 TEL： 03-3528-1254 〒 261-0002 TEL： 043-238-1254

東京都江東区東雲２丁目１番１０号 千葉市美浜区新港１３０ 松井　聡

代表者： 代表取締役社長 乾　隆志
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アイエスエス 7010001098670 なし ● ●

（株）アイ・エス・エス ●

〒 111-0034 TEL： 03-5830-3233 ●

東京都台東区雷門一丁目４番４号

代表者： 代表取締役 山本　和也

ヤマトグローバルロジスティクスジャパン 1010001066641 トウキョウビジュツヒンシテン

ヤマトグローバルロジスティクスジャパン（株） ヤマトグローバルロジスティクスジャパン（株）　東京美術品支店 ●

〒 104-0045 TEL： 03-6757-8500 〒 135-0062 TEL： 03-3529-0801

東京都中央区築地二丁目３番４号 東京都江東区東雲二丁目２番３号　３階 嶋村　純一

代表者： 代表取締役 金井　宏芳

ヘイセイエンタープライズ 5030001048782 チバエイギョウショ

（株）平成エンタープライズ （株）平成エンタープライズ　千葉営業所 ●

〒 354-0015 TEL： 049-253-7777 〒 299-0243 TEL： 0438-60-2722 ●

埼玉県富士見市東みずほ台１‐４‐５　グランシャリオ２０２ 袖ケ浦市蔵波３１０８‐１３４ 西澤　敏郎

代表者： 代表取締役 田倉　貴弥

ヤマタネ 2010601007242 フカガワエイギョウショ

（株）ヤマタネ （株）ヤマタネ　深川営業所 ●

〒 135-8501 TEL： 03-3820-1116 〒 135-0044 TEL： 03-3820-1116

東京都江東区越中島一丁目２番２１号 東京都江東区越中島一丁目１番１号 曽我部　誠

代表者： 代表取締役社長 山崎　元裕
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ゼンニッキュウカンジャユソウ 3020001064279 なし

全日救患者輸送（株） ●

〒 214-0036 TEL： 044-976-1351

神奈川県川崎市多摩区南生田４丁目１９番３号

代表者： 代表取締役 工藤　千枝
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ニホンバヒツユソウジドウシャ 1010401023184 なし

日本馬匹輸送自動車（株） ●

〒 105-0004 TEL： 03-3437-1681

東京都港区新橋六丁目２０番１１号

代表者： 代表取締役社長 小西　敏之

ミツイソウコビジネスパートナーズ 7010401046378 ● ●

三井倉庫ビジネスパートナーズ（株） 三井倉庫ビジネスパートナーズ（株）　　 ● ●

〒 108-0022 TEL： 03-6400-8601 〒 108-0022 TEL： 03-6400-8601 ●

東京都港区海岸三丁目２２番２３号 東京都港区海岸三丁目２２番２３号 谷島　一哉

代表者： 代表取締役 和田　泰彦

コトブキデータバンク 3060001022150 なし

（株）寿データバンク ●

〒 326-0327 TEL： 0284-70-0050

栃木県足利市羽刈町５７６番地３

代表者： 代表取締役 本島　靖彦

オカヤマセキサイウンユ 2260001001093 なし

（株）岡山積載運輸 ●

〒 701-0214 TEL： 086-298-1234

岡山県岡山市南区曽根１９５番地

代表者： 代表取締役 味野　淳子

ハネダクウコウコウツウ 9010801024163 なし

羽田空港交通（株） ●

〒 210-0869 TEL： 044-589-5077 ●

神奈川県川崎市川崎区東扇島９０番地３‐Ｉ

代表者： 代表取締役 溝口　晴美

グリーンキャブ 2011101023399 なし

（株）グリーンキャブ ●

〒 162-0052 TEL： 03-5272-1516 ●

東京都新宿区戸山３丁目１５番１号

代表者： 代表取締役 高野　公秀

パースジャパン 9010001006318 なし

（株）パースジャパン ●

〒 113-0033 TEL： 03-3814-6838

東京都文京区本郷五丁目２６番４号　東京クリスタルビル

代表者： 代表取締役 高西　正博

スイゴウボートサービス 6050001021497 なし ●

水郷ボートサービス（株） ●

〒 311-2424 TEL： 0299-63-1231

茨城県潮来市潮来５０４３番地

代表者： 代表取締役 久保木　聡

ブルームビルド 7370001017925 なし

ブルームビルド（株） ●

〒 981-3628 TEL： 022-346-7498

宮城県黒川郡大和町杜の丘三丁目２番地の６

代表者： 代表取締役 小関　朋宏
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ミツイソウコ 8010401114448 カントウシシャ

三井倉庫（株） 三井倉庫（株）　関東支社 ●

〒 105-0003 TEL： 03-6400-8311 〒 105-0003 TEL： 03-6400-8311

東京都港区西新橋三丁目２０番１号 東京都港区西新橋三丁目２０番１号 中西　紀之

代表者： 代表取締役社長 木納　裕

サイビドウ 6010501015275 なし

彩美堂（株） ● ●

〒 110-0015 TEL： 03-5827-5155

東京都台東区東上野四丁目１番９号

代表者： 代表取締役 礒部　巖

ヒノマルジドウシャ 4010001006660 なし

日の丸自動車（株） ●

〒 112-0004 TEL： 03-3815-6371

東京都文京区後楽一丁目１番８号

代表者： 代表取締役 富田　昌孝

ヒロタユニオン 1120001016049 なし ●

広田ユニオン（株） ●

〒 536-0008 TEL： 06-6932-6730

大阪府大阪市城東区関目四丁目３番１４号

代表者： 代表取締役 廣田　慎吾

ヒガシトゥエンティワン 3120001077535 なし

（株）ヒガシトゥエンティワン ●

〒 540-0013 TEL： 06-6945-5611

大阪府大阪市中央区内久宝寺町三丁目１番９号

代表者： 代表取締役 金森　滋美

サカイヒッコシセンター 6120101002720 カントウホウジンブ

（株）サカイ引越センター （株）サカイ引越センター　関東法人部 ●

〒 590-0823 TEL： 072-241-0464 〒 108-0023 TEL： 03-5439-1141

大阪府堺市堺区石津北町５６番地 東京都港区芝浦２‐１３‐１１ 吉田　龍治

代表者： 代表取締役社長 田島　哲康

タカサキソウコ 5070001007462 なし

高崎倉庫（株） ●

〒 370-0855 TEL： 027-346-6161

群馬県高崎市下佐野町７１番地

代表者： 代表取締役 宮澤　伸

トウデンフドウサン 3010001051484 なし ● ● ● ●

東電不動産（株） ●

〒 110-0015 TEL： 03-6372-1234

東京都台東区東上野四丁目１０番３号

代表者： 代表取締役社長 淺見　佳郎

関東支社長
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グローバルトランスポート 1180001100086 なし

グローバルトランスポート（株） ● ●

〒 456-0051 TEL： 052-678-6777 ●

愛知県名古屋市熱田区四番一丁目１０番４号

代表者： 代表取締役 川村　悦久

トウキョウマルイビジュツ 8010601038546 なし

（株）東京マルイ美術 ●

〒 130-0004 TEL： 03-3624-2631

東京都墨田区本所４丁目２９番１５号

代表者： 代表取締役 吉川　恒生
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