
令和1年5月31日 現在
ＮＯ． 分室名 事業者名

1 伊豆分室 井出運送　有限会社

2 伊豆分室 有限会社　伊豆太陽運送

3 伊豆分室 和泉陸運　有限会社

4 伊豆分室 有限会社　上村運送

5 伊豆分室 有限会社　梅原運送

6 伊豆分室 大富運送　株式会社

7 伊豆分室 白岩運輸　株式会社

8 伊豆分室 株式会社　たつみ運送

9 伊豆分室 西伊豆貨物自動車　株式会社

10 伊豆分室 伊豆西濃運輸　株式会社

11 伊豆分室 株式会社　フジタ

12 伊豆分室 有限会社　山口商店

13 伊豆分室 有限会社　落合興業

14 伊豆分室 株式会社　繁美建材土木

15 伊豆分室 株式会社　ティー・エス・フジ

16 伊豆分室 有限会社　和田

17 伊豆分室 神静流通センター　株式会社

18 伊豆分室 有限会社　トランスポートヤマダ

19 伊豆分室 小原工業　株式会社

20 伊豆分室 株式会社　オートレスキュー伊豆

21 伊豆分室 株式会社　ニコー

22 伊豆分室 株式会社　泰成重機興業

23 伊豆分室 かねみつ　株式会社

令和元年度　会員名簿



ＮＯ． 分室名 事業者名

1 東部分室 安信運輸　株式会社

2 東部分室 アオイトランスポート　株式会社

3 東部分室 株式会社　エフ・ライン

4 東部分室 伊豆総業　株式会社

5 東部分室 長岡運輸　株式会社

6 東部分室 井上運送　株式会社

7 東部分室 メタルコサービス　株式会社

8 東部分室 宇徳通運　株式会社

9 東部分室 内浦運輸　株式会社

10 東部分室 植松運送　株式会社

11 東部分室 大仁運輸　株式会社

12 東部分室 大富運輸　株式会社

13 東部分室 大岡企業　有限会社

14 東部分室 狩野自動車　有限会社

15 東部分室 岳南運輸　有限会社

16 東部分室 片山運輸機工　株式会社

17 東部分室 株式会社　影山運輸

18 東部分室 川口運輸　株式会社

19 東部分室 関東重機運送　有限会社

20 東部分室 勝建産業　株式会社

21 東部分室 敬和急行　株式会社

22 東部分室 株式会社　東髙運輸

23 東部分室 有限会社　御殿場特車

24 東部分室 山九　株式会社

25 東部分室 サカヱ運輸　有限会社

26 東部分室 佐藤運輸　株式会社

27 東部分室 三光運輸　株式会社

28 東部分室 株式会社　三駿運輸

29 東部分室 株式会社　サンライン

30 東部分室 有限会社　エスピーシー物流

31 東部分室 有限会社　清水総業

32 東部分室 トヨタ輸送関東　株式会社

33 東部分室 島津急送　株式会社



ＮＯ． 分室名 事業者名

34 東部分室 株式会社　城南倉庫

35 東部分室 静浦運輸　株式会社

36 東部分室 株式会社　シンエイ

37 東部分室 菅尾運輸　有限会社

38 東部分室 杉山運送　株式会社

39 東部分室 ヘイワツーリスト　株式会社

40 東部分室 有限会社　砂山運送店

41 東部分室 セキトランスシステム　株式会社

42 東部分室 静神運輸　株式会社

43 東部分室 大進運送　有限会社

44 東部分室 有限会社　高田産業

45 東部分室 田中産業運送　有限会社

46 東部分室 株式会社　田中運輸

47 東部分室 大勢運輸　株式会社

48 東部分室 泰平運輸　株式会社

49 東部分室 大興運輸　株式会社

50 東部分室 中駿自動車運送　株式会社

51 東部分室 中央運送　株式会社

52 東部分室 株式会社　露木商事

53 東部分室 東海輸送　株式会社

54 東部分室 東静運送　株式会社

55 東部分室 トヨタ輸送　株式会社

56 東部分室 東海産業　株式会社

57 東部分室 富島運輸　株式会社

58 東部分室 東部急送　株式会社

59 東部分室 東新運輸　株式会社

60 東部分室 株式会社　トウパル興産

61 東部分室 東徳運輸　有限会社

62 東部分室 株式会社　トクラ

63 東部分室 有限会社　鳥居運輸

64 東部分室 東部高圧ガス運輸　有限会社

65 東部分室 株式会社　中伊豆運送

66 東部分室 株式会社　スソノ物流



ＮＯ． 分室名 事業者名

67 東部分室 株式会社　七栄

68 東部分室 西浦貨物運送　株式会社

69 東部分室 日東石油輸送　株式会社

70 東部分室 沼津通運倉庫　株式会社

71 東部分室 沼津協栄運輸　有限会社

72 東部分室 原運輸　有限会社

73 東部分室 有限会社　原田物産

74 東部分室 福松屋運送　株式会社

75 東部分室 不二運輸　株式会社

76 東部分室 株式会社　古沢通商

77 東部分室 北駿運送　株式会社

78 東部分室 前田運輸　株式会社

79 東部分室 マルフク産業　株式会社

80 東部分室 丸安運送　有限会社

81 東部分室 増田運輸　株式会社

82 東部分室 株式会社　マルノウチ

83 東部分室 有限会社　憲東運輸

84 東部分室 株式会社　三島物流

85 東部分室 株式会社　山脇物産

86 東部分室 株式会社　ヤマソー

87 東部分室 躍進運輸　株式会社

88 東部分室 米山陸送　株式会社

89 東部分室 萬運輸　株式会社

90 東部分室 株式会社　渡産業

91 東部分室 株式会社　平安自動車

92 東部分室 株式会社　東成流通サービス

93 東部分室 秋吉産業　株式会社

94 東部分室 株式会社　サンキュウ・トランスポート・中部

95 東部分室 サンヨーエキスプレス　株式会社

96 東部分室 三ッ矢物産　株式会社

97 東部分室 有限会社　渡辺運輸

98 東部分室 SBSリコーロジスティクス　株式会社

99 東部分室 御殿場倉庫運輸　株式会社



ＮＯ． 分室名 事業者名

100 東部分室 株式会社　KyoDo

101 東部分室 有限会社　錦太産業

102 東部分室 有限会社　勝間田重機

103 東部分室 北港運輸　株式会社

104 東部分室 西家運送　有限会社

105 東部分室 有限会社　根上重機

106 東部分室 池田産業　株式会社

107 東部分室 近物レックス　株式会社

108 東部分室 駿豆通運倉庫　株式会社

109 東部分室 ケーエム運輸　有限会社

110 東部分室 株式会社　東名倉庫

111 東部分室 有限会社　渡辺建材

112 東部分室 ミドリトランス　株式会社

113 東部分室 さんしんビジネス　株式会社

114 東部分室 株式会社　静岡サンワ

115 東部分室 ぬましんビジネス　株式会社

116 東部分室 優伸運輸　株式会社

117 東部分室 株式会社　宮岡

118 東部分室 有限会社　都貨物運送

119 東部分室 ユニプレス物流　株式会社

120 東部分室 株式会社　エムトランスポート

121 東部分室 有限会社　鈴崇

122 東部分室 株式会社　山本陸運

123 東部分室 丸玉運輸　株式会社

124 東部分室 ヤクルトロジスティクス　株式会社

125 東部分室 株式会社　大洋ライン

126 東部分室 ユシロ運送　株式会社

127 東部分室 有限会社　ライフ山本

128 東部分室 英丸通商　株式会社

129 東部分室 株式会社　雅商運

130 東部分室 株式会社　サンアクト

131 東部分室 有限会社　サンフジ

132 東部分室 有限会社　望栄



ＮＯ． 分室名 事業者名

133 東部分室 有限会社　トップランナー

134 東部分室 駿東総業　有限会社

135 東部分室 有限会社　タケダ急便

136 東部分室 有限会社　伊豆商運

137 東部分室 朝日ヶ丘運輸　株式会社

138 東部分室 東洋産業　有限会社

139 東部分室 有限会社　スルガエクスプレス

140 東部分室 明幸運輸　有限会社

141 東部分室 有限会社　イワサキ・エクスプレス

142 東部分室 株式会社　タカダ産業

143 東部分室 有限会社　半田興業

144 東部分室 岩田産業　有限会社

145 東部分室 株式会社　ウォーカーズ

146 東部分室 サン運輸　株式会社

147 東部分室 株式会社　高橋緑化建設

148 東部分室 有限会社　サナダエクスプレス

149 東部分室 ステンレス急送　株式会社

150 東部分室 株式会社　金羊社ロジテム

151 東部分室 石井配送　有限会社

152 東部分室 株式会社　鈴与カーゴネット沼津

153 東部分室 ヤマト運輸　株式会社

154 東部分室 田口ライフサービス 株式会社

155 東部分室 有限会社　翔

156 東部分室 株式会社　ヤマキエクスプレス

157 東部分室 有限会社　岩﨑運送

158 東部分室 有限会社　伊藤商運

159 東部分室 有限会社　テムサービス

160 東部分室 有限会社　後藤建材

161 東部分室 有限会社　ロードライン南

162 東部分室 有限会社　三徳

163 東部分室 有限会社　鈴雄興業

164 東部分室 有限会社　サクセス

165 東部分室 有限会社　朋栄



ＮＯ． 分室名 事業者名

166 東部分室 株式会社　タカヤナギ

167 東部分室 有限会社　ケーティーエス

168 東部分室 株式会社　清栄運輸

169 東部分室 有限会社　ＵＫ－ＬＩＮＥ

170 東部分室 株式会社　クボタ商会

171 東部分室 有限会社　日協

172 東部分室 丸駒運輸　株式会社

173 東部分室 有限会社東富士クリーンサービス

174 東部分室 東洋運輸　株式会社

175 東部分室 株式会社　オレンヂ

176 東部分室 有限会社　剛健エンタープライズ

177 東部分室 株式会社　エーピーネットワーク

178 東部分室 有限会社　土屋タイヤ商会

179 東部分室 横浜低温流通　株式会社

180 東部分室 静岡ロジスティクス　株式会社

181 東部分室 株式会社　カマド

182 東部分室 株式会社　飛元物流

183 東部分室 トーエイ物流　株式会社

184 東部分室 COLORS TRAFFIC　株式会社

185 東部分室 凸版物流　株式会社

186 東部分室 丸義運輸　株式会社

187 東部分室 株式会社　静翔運輸

188 東部分室 ケーラインサービス　株式会社

189 東部分室 株式会社　優伸第二

190 東部分室 株式会社　ＳＮＴcorporation

191 東部分室 久保運輸　株式会社

192 東部分室 株式会社　Ｖａｎｑｕｉｓｈ

193 東部分室 アサガミ物流　株式会社

194 東部分室 株式会社　加藤オート・リペア

195 東部分室 株式会社　内田通商

196 東部分室 不二企業　株式会社

197 東部分室 オートアシスト＆サトーレッカー　株式会社

198 東部分室 有限会社　海



ＮＯ． 分室名 事業者名

199 東部分室 大沢重機　株式会社

200 東部分室 株式会社　天神

201 東部分室 株式会社　サン･エンジニアリング

202 東部分室 鉛金　株式会社

203 東部分室 有限会社 ミヤコロジ

204 東部分室 株式会社　池田商事

205 東部分室 株式会社　須走リサイクルセンター

206 東部分室 マルトモ機設　株式会社

207 東部分室 有限会社　エムネットコーポレーション

208 東部分室 株式会社　道場建設

209 東部分室 株式会社　ちゅうえき

210 東部分室 株式会社　あざみ配送センター

211 東部分室 日通静岡東部運輸　株式会社

212 東部分室 ジートラスト　株式会社

213 東部分室 セノラ物流　株式会社

214 東部分室 ダブルエム　株式会社



ＮＯ． 分室名 事業者名

1 富士分室 青木運送　有限会社

2 富士分室 阿部運輸　有限会社

3 富士分室 株式会社　和泉運送

4 富士分室 和泉産業　株式会社

5 富士分室 イトウ運輸商事　有限会社

6 富士分室 今泉運送　株式会社

7 富士分室 株式会社　池原運送

8 富士分室 遠藤運輸　有限会社

9 富士分室 有限会社　大木紙運輸

10 富士分室 株式会社　大村総業

11 富士分室 岡島運輸　株式会社

12 富士分室 表富士運送　合資会社

13 富士分室 株式会社　岡田組

14 富士分室 岡田運送　有限会社

15 富士分室 太田運輸　有限会社

16 富士分室 金森運送　有限会社

17 富士分室 神谷運送　株式会社

18 富士分室 川一産業　株式会社

19 富士分室 有限会社　金森商事

20 富士分室 金刺運送　株式会社

21 富士分室 株式会社　勝又運輸

22 富士分室 カナエ運輸　株式会社

23 富士分室 有限会社　カネヨシ運輸

24 富士分室 株式会社　北島組

25 富士分室 共和運送　有限会社

26 富士分室 窪田運輸　株式会社

27 富士分室 コーア流通　株式会社

28 富士分室 ビヨンズトランズ　株式会社

29 富士分室 金剛運送　株式会社

30 富士分室 桜井運輸　有限会社

31 富士分室 佐藤総業　有限会社

32 富士分室 佐野運輸　株式会社

33 富士分室 三陽運輸　株式会社



ＮＯ． 分室名 事業者名

34 富士分室 株式会社　アイライン

35 富士分室 昌南運輸　有限会社

36 富士分室 勝陽運輸　有限会社

37 富士分室 昭和急送　株式会社

38 富士分室 十代運送　株式会社

39 富士分室 昭特運輸　有限会社

40 富士分室 静岡石油輸送　株式会社

41 富士分室 白川運輸　株式会社

42 富士分室 静岡トラック　株式会社

43 富士分室 信栄運輸　有限会社

44 富士分室 杉山興業　有限会社

45 富士分室 鈴木運輸倉庫　株式会社

46 富士分室 鈴木トラック　有限会社

47 富士分室 駿河急送　有限会社

48 富士分室 鈴昭運輸　株式会社

49 富士分室 静興運送　株式会社

50 富士分室 センコー　株式会社

51 富士分室 先勝通産　株式会社

52 富士分室 静愛運輸　株式会社

53 富士分室 エヌピー運輸富士　株式会社

54 富士分室 株式会社　富士南エクスプレス

55 富士分室 大三産業　株式会社

56 富士分室 株式会社　辰巳商会

57 富士分室 大勝運輸　有限会社

58 富士分室 大乗運輸　有限会社

59 富士分室 株式会社　タカキュー

60 富士分室 株式会社　橘商事

61 富士分室 有限会社　田村運送店

62 富士分室 中越テック　株式会社

63 富士分室 土屋運輸　株式会社

64 富士分室 有限会社　伊東商事

65 富士分室 東栄運輸　株式会社

66 富士分室 友田運送　株式会社



ＮＯ． 分室名 事業者名

67 富士分室 東海運輸　株式会社

68 富士分室 東興流通　株式会社

69 富士分室 東洋実業　株式会社

70 富士分室 東和通商　株式会社

71 富士分室 中村運送　株式会社

72 富士分室 長貫運送　有限会社

73 富士分室 中野運送　株式会社

74 富士分室 有限会社　日興運輸

75 富士分室 日本プラスト運輸　株式会社

76 富士分室 日本図書輸送　株式会社

77 富士分室 ニュートランスポート　株式会社

78 富士分室 野坂運輸　有限会社

79 富士分室 株式会社　羽衣運輸

80 富士分室 花村運送　株式会社

81 富士分室 平井運輸　有限会社

82 富士分室 富士運送　株式会社

83 富士分室 有限会社　リージョナルサービス

84 富士分室 富久興運輸　株式会社

85 富士分室 富士宮運輸　株式会社

86 富士分室 富士丘運輸　株式会社

87 富士分室 富士倉庫　株式会社

88 富士分室 富士トラック　株式会社

89 富士分室 富士宮牛乳運輸　株式会社

90 富士分室 富士急送　株式会社

91 富士分室 富士宮通運　株式会社

92 富士分室 株式会社　富士ミルク

93 富士分室 富士栄養　株式会社

94 富士分室 平成運輸　株式会社

95 富士分室 富士重機運送　株式会社

96 富士分室 株式会社　富士通商

97 富士分室 船村興産倉庫　株式会社

98 富士分室 船村産業　株式会社

99 富士分室 松岡運輸倉庫　株式会社



ＮＯ． 分室名 事業者名

100 富士分室 丸富運輸　有限会社

101 富士分室 丸王運輸　株式会社

102 富士分室 有限会社　丸藤運輸

103 富士分室 丸富流通　株式会社

104 富士分室 株式会社　マルイ産業

105 富士分室 ミナト流通サービス　株式会社

106 富士分室 村上運輸倉庫　株式会社

107 富士分室 栄和物流　株式会社

108 富士分室 望月陸送　株式会社

109 富士分室 有限会社　望月組

110 富士分室 森運輸　株式会社

111 富士分室 森洋運輸　株式会社

112 富士分室 松井運輸　有限会社

113 富士分室 山川運輸　株式会社

114 富士分室 株式会社　山清倉庫

115 富士分室 ヤマト運送　株式会社

116 富士分室 山一運輸倉庫　株式会社

117 富士分室 合資会社　山田運送店

118 富士分室 株式会社　矢部庄七商店

119 富士分室 由井運送　株式会社

120 富士分室 吉原運送　株式会社

121 富士分室 山昇運輸　株式会社

122 富士分室 株式会社　ヨシノロジコ

123 富士分室 龍泉運輸　株式会社

124 富士分室 渡辺産業運輸　有限会社

125 富士分室 有限会社　渡辺興業

126 富士分室 株式会社　平安サービス

127 富士分室 旭新運送　株式会社

128 富士分室 共立運輸　株式会社

129 富士分室 中央興運　株式会社

130 富士分室 若葉運輸　有限会社

131 富士分室 株式会社　今村建材

132 富士分室 津田物流　有限会社



ＮＯ． 分室名 事業者名

133 富士分室 県南運輸　株式会社

134 富士分室 株式会社　笠原産業運輸

135 富士分室 望月工業　株式会社

136 富士分室 芙蓉流通　株式会社

137 富士分室 京極運輸商事　株式会社

138 富士分室 結城運輸倉庫　株式会社

139 富士分室 株式会社　野中運輸

140 富士分室 デリバリーエース　株式会社

141 富士分室 有限会社　植松システム物流

142 富士分室 株式会社　オートモビール静岡

143 富士分室 前嶋商事　有限会社

144 富士分室 株式会社　富士ロジテックホールディングス

145 富士分室 有限会社　エスディーサポート

146 富士分室 大東総業　株式会社

147 富士分室 株式会社　デリバリー・ホートク

148 富士分室 鈴木梱包　有限会社

149 富士分室 岩本運輸　有限会社

150 富士分室 有限会社　ミサキ流通サービス

151 富士分室 山梨名鉄運輸　株式会社

152 富士分室 つばめ運輸　株式会社

153 富士分室 川村商運　株式会社

154 富士分室 ダイオーロジスティクス　株式会社

155 富士分室 丸王産業　株式会社

156 富士分室 湯田運送　有限会社

157 富士分室 大昭倉庫　株式会社

158 富士分室 三和興産　株式会社

159 富士分室 富士センコー運輸　株式会社

160 富士分室 有限会社　三櫻商事

161 富士分室 有限会社　富士特殊自動車

162 富士分室 株式会社　エスエス＆パック

163 富士分室 有限会社　金森商事

164 富士分室 株式会社　マルチ輸送

165 富士分室 王子陸運　株式会社



ＮＯ． 分室名 事業者名

166 富士分室 鈴川商事　株式会社

167 富士分室 イツモ　株式会社

168 富士分室 柿畑運送　有限会社

169 富士分室 有限会社　小林運送

170 富士分室 エーユー生コン　株式会社

171 富士分室 株式会社　大翔運輸

172 富士分室 有限会社　みどり運輸

173 富士分室 英運輸　株式会社

174 富士分室 大友運送　株式会社

175 富士分室 有限会社　湧富運輸

176 富士分室 有限会社　富岳輸送

177 富士分室 有限会社　ふじロードサービス

178 富士分室 ジェーワイシー　株式会社

179 富士分室 株式会社　須走運送

180 富士分室 ケイエムライン　株式会社

181 富士分室 有限会社　豊誠

182 富士分室 有限会社　トランスポート清

183 富士分室 渡辺ブルドーザ工事　株式会社

184 富士分室 共栄運輸　株式会社

185 富士分室 有限会社　秋山産業

186 富士分室 三上運送　有限会社

187 富士分室 株式会社　斎藤商運

188 富士分室 埠頭サービス　株式会社

189 富士分室 富士トランスポートサービス　株式会社

190 富士分室 ラインサービス　有限会社

191 富士分室 株式会社 タケダ産業

192 富士分室 望月　邦雄（望月機送）

193 富士分室 有限会社　モチヅキ

194 富士分室 有限会社　田中運送

195 富士分室 志光産業　株式会社

196 富士分室 佐藤祐一（佐藤興業）

197 富士分室 有限会社　三浦興運

198 富士分室 有限会社　吉村商事



ＮＯ． 分室名 事業者名

199 富士分室 有限会社　栗田産業

200 富士分室 東光運輸　株式会社

201 富士分室 株式会社　エコネコル

202 富士分室 イズミ物流　株式会社

203 富士分室 ダイセル物流　株式会社

204 富士分室 株式会社　クリーンコントロールサービス

205 富士分室 有限会社　桜花運輸

206 富士分室 有限会社　加藤物産

207 富士分室 有限会社　丸英

208 富士分室 有限会社　大入運輸

209 富士分室 株式会社　二宮商事

210 富士分室 株式会社　鈴与カーゴネット富士

211 富士分室 富岳通運　株式会社

212 富士分室 丸嶋運送　株式会社

213 富士分室 協和運輸　株式会社

214 富士分室 アイユーシー　株式会社

215 富士分室 アーバンロジコム　株式会社

216 富士分室 丸山商事　株式会社

217 富士分室 有限会社　コーユー

218 富士分室 愛車の救急車　有限会社

219 富士分室 株式会社　稲葉商店

220 富士分室 株式会社　バンテックセントラル

221 富士分室 岳陽産業　有限会社

222 富士分室 有限会社　キャパ

223 富士分室 東洋陸運　株式会社

224 富士分室 株式会社　ＮＢＳロジソル

225 富士分室 大富運輸　株式会社

226 富士分室 株式会社　ヤマアキ

227 富士分室 株式会社　スワンサービス

228 富士分室 紙工流通　株式会社

229 富士分室 ヤマカ　株式会社

230 富士分室 株式会社　久津運送店

231 富士分室 加藤運輸　有限会社



ＮＯ． 分室名 事業者名

232 富士分室 株式会社　佐野建材

233 富士分室 みなと運送　株式会社

234 富士分室 株式会社　富士ロジテック静岡

235 富士分室 株式会社　ベストランス

236 富士分室 昭光産業　株式会社

237 富士分室 星の宮運輸　株式会社

238 富士分室 エスケイトランス 株式会社

239 富士分室 日本郵便輸送　株式会社

240 富士分室 株式会社　ワンズオートサービス

241 富士分室 株式会社　光建設

242 富士分室 株式会社　ロジパルエクスプレス



ＮＯ． 分室名 事業者名

1 清庵分室 株式会社　天野回漕店

2 清庵分室 アオキトラック運輸　株式会社

3 清庵分室 有限会社　青木産業

4 清庵分室 庵原運送　有限会社

5 清庵分室 有限会社　イムラ運送

6 清庵分室 稲吉運輸　株式会社

7 清庵分室 上野輸送　株式会社

8 清庵分室 興津貨物自動車運輸　株式会社

9 清庵分室 大阪内外液輸　株式会社

10 清庵分室 川口鉄工　株式会社

11 清庵分室 北上運送　有限会社

12 清庵分室 久保田運送　有限会社

13 清庵分室 株式会社　クミカ物流

14 清庵分室 コイト運輸　株式会社

15 清庵分室 株式会社　合同物流

16 清庵分室 清勝運輸　株式会社

17 清庵分室 三和運輸　株式会社

18 清庵分室 静岡山章運輸　株式会社

19 清庵分室 星ミュール　株式会社

20 清庵分室 中央ロジテック　株式会社

21 清庵分室 株式会社　ジェイエイしみずサービス

22 清庵分室 清水長崎運輸　株式会社

23 清庵分室 清水倉庫　株式会社

24 清庵分室 清水臨港通運　株式会社

25 清庵分室 清水自動車運輸　株式会社

26 清庵分室 清水丸共運輸　株式会社

27 清庵分室 清水陸運　有限会社

28 清庵分室 神明運輸　有限会社

29 清庵分室 新生トランスポート　株式会社

30 清庵分室 株式会社　スグル貨物運輸

31 清庵分室 鈴与自動車運送　株式会社

32 清庵分室 セントラルサービス　株式会社

33 清庵分室 菅原運送　有限会社



ＮＯ． 分室名 事業者名

34 清庵分室 株式会社　スズエエンタープライズ

35 清庵分室 柏栄トランス　株式会社

36 清庵分室 清和トラック輸送　株式会社

37 清庵分室 株式会社　静清貨物ターミナル

38 清庵分室 田村運送　株式会社

39 清庵分室 高山運送店

40 清庵分室 中央運輸　株式会社

41 清庵分室 長栄運送　株式会社

42 清庵分室 株式会社　日立物流中部

43 清庵分室 中部陸運　株式会社

44 清庵分室 帝都陸運　株式会社

45 清庵分室 鉄興運輸　株式会社

46 清庵分室 東海弘通　株式会社

47 清庵分室 東溶運輸　株式会社

48 清庵分室 有限会社　東邦

49 清庵分室 株式会社　静岡トヨペットサービス

50 清庵分室 飛島運送　株式会社

51 清庵分室 徳三運輸倉庫　株式会社

52 清庵分室 株式会社　東海スワロートラック

53 清庵分室 株式会社　中村運輸

54 清庵分室 清和物流　株式会社

55 清庵分室 日軽物流　株式会社

56 清庵分室 有限会社　西宮運輸

57 清庵分室 西田勝浩（西田運送店）

58 清庵分室 株式会社　則竹運輸

59 清庵分室 はごろも運輸　株式会社

60 清庵分室 日東富士運輸　株式会社

61 清庵分室 ほてい運輸　株式会社

62 清庵分室 株式会社　Ｊーパック

63 清庵分室 増田運輸　有限会社

64 清庵分室 丸両自動車運送　株式会社

65 清庵分室 丸和運送　株式会社

66 清庵分室 丸高運送　株式会社



ＮＯ． 分室名 事業者名

67 清庵分室 丸中運輸　有限会社

68 清庵分室 株式会社　丸　勇

69 清庵分室 丸百運送　株式会社

70 清庵分室 丸徳運送　株式会社

71 清庵分室 丸茂運送　株式会社

72 清庵分室 港トラック運送　株式会社

73 清庵分室 株式会社　鈴与ガスあんしんネット

74 清庵分室 三星海運　株式会社

75 清庵分室 ミラク運送　株式会社

76 清庵分室 株式会社　山崎運送

77 清庵分室 株式会社　ユイックス

78 清庵分室 レンゴーロジスティクス　株式会社

79 清庵分室 株式会社　渡辺産業

80 清庵分室 有限会社　渡邉リース運輸

81 清庵分室 釜田急便

82 清庵分室 有限会社　松井葬祭

83 清庵分室 清水飼料運送　有限会社

84 清庵分室 株式会社　エクシング

85 清庵分室 シンワ運輸　株式会社

86 清庵分室 株式会社　タキトラフィック

87 清庵分室 株式会社　ティー・アール・エス

88 清庵分室 フジ運輸　株式会社

89 清庵分室 八洲運輸　株式会社

90 清庵分室 有限会社　山田建材

91 清庵分室 株式会社　セイセイトラフィック

92 清庵分室 豊橋港陸運　株式会社

93 清庵分室 駿河流通　株式会社

94 清庵分室 有限会社　相馬商事

95 清庵分室 新光運輸　株式会社

96 清庵分室 株式会社　五咲運輸

97 清庵分室 株式会社　するが花き卸売市場

98 清庵分室 株式会社　エスワイプロモーション

99 清庵分室 セイアン産業　株式会社



ＮＯ． 分室名 事業者名

100 清庵分室 株式会社　鈴与カーゴネット静岡

101 清庵分室 株式会社　東邦運輸

102 清庵分室 株式会社　ギオン

103 清庵分室 清水運送　株式会社

104 清庵分室 有限会社　瀧澤トランスポート

105 清庵分室 清水キャリアサービス　有限会社

106 清庵分室 第一物流サービス　株式会社

107 清庵分室 東洋メビウス　株式会社

108 清庵分室 有限会社　永楽海商

109 清庵分室 有限会社　牧野産業

110 清庵分室 エス・ティー・サービス　株式会社

111 清庵分室 静脈産業　株式会社

112 清庵分室 昭和冷凍　株式会社

113 清庵分室 ブルーエキスプレス　株式会社

114 清庵分室 有限会社　木原商会

115 清庵分室 株式会社　エイ・コーポレーション

116 清庵分室 大黒運輸　株式会社

117 清庵分室 有限会社　ポートスターエクスプレス

118 清庵分室 鈴与セキュリティサービス　株式会社

119 清庵分室 イシハラホームテック　株式会社

120 清庵分室 美翔物流　株式会社

121 清庵分室 有限会社　ワタモ

122 清庵分室 グリーンライン静岡　株式会社

123 清庵分室 株式会社　アサヒセキュリティ

124 清庵分室 株式会社　眞殿建設

125 清庵分室 有限会社　山中運送

126 清庵分室 愛知陸運　株式会社

127 清庵分室 有限会社　アイティーエム駿河

128 清庵分室 株式会社　ロジ・クリエイト

129 清庵分室 株式会社 ヒラオ

130 清庵分室 有限会社　宮商運輸

131 清庵分室 株式会社　ヨロズ物流

132 清庵分室 ベルエクスプレス　株式会社



ＮＯ． 分室名 事業者名

133 清庵分室 株式会社　真通商

134 清庵分室 株式会社　ダイトロジ

135 清庵分室 シグマロジスティクス　株式会社

136 清庵分室 合同会社　わあくす



ＮＯ． 分室名 事業者名

1 静岡分室 株式会社　芦川商運

2 静岡分室 安倍運輸　株式会社

3 静岡分室 青山建設運輸　有限会社

4 静岡分室 朝比奈運送　株式会社

5 静岡分室 株式会社　一乃瀬運輸

6 静岡分室 今村運送　有限会社

7 静岡分室 植田陸運　有限会社

8 静岡分室 株式会社　梅久運輸

9 静岡分室 株式会社　大河内運送

10 静岡分室 株式会社　上坂

11 静岡分室 共立運送　株式会社

12 静岡分室 合資会社　栗下運送店

13 静岡分室 鯨陽陸運　有限会社

14 静岡分室 株式会社　小林鋼運

15 静岡分室 株式会社　キャリーサービス

16 静岡分室 佐藤運送　有限会社

17 静岡分室 静岡通運　株式会社

18 静岡分室 静岡県新聞輸送　株式会社

19 静岡分室 静岡松永運輸　有限会社

20 静岡分室 株式会社　真和

21 静岡分室 城北運輸　株式会社

22 静岡分室 株式会社　嶌本運輸

23 静岡分室 新静運輸　株式会社

24 静岡分室 松栄運輸　株式会社

25 静岡分室 株式会社　静岡運送

26 静岡分室 新都運送　有限会社

27 静岡分室 株式会社　エムツー静岡

28 静岡分室 株式会社　鈴崇運輸

29 静岡分室 スズワ運輸　株式会社

30 静岡分室 静北運輸　株式会社

31 静岡分室 静遠運輸　株式会社

32 静岡分室 株式会社　静清フレイト

33 静岡分室 綜合警備保障　株式会社



ＮＯ． 分室名 事業者名

34 静岡分室 大和製缶運送　株式会社

35 静岡分室 太陽急配　株式会社

36 静岡分室 株式会社　竹下運送

37 静岡分室 仲央運送　株式会社

38 静岡分室 株式会社　千代田商行

39 静岡分室 ジェイアール東海物流　株式会社

40 静岡分室 中央急送　株式会社

41 静岡分室 東海乳菓運輸　株式会社

42 静岡分室 中村運輸　株式会社

43 静岡分室 ヒダ物流　株式会社

44 静岡分室 有限会社　藤原産業

45 静岡分室 有限会社　豊栄運送

46 静岡分室 有限会社　丸朝配送

47 静岡分室 丸善運送　株式会社

48 静岡分室 株式会社　牧野運送

49 静岡分室 まるや山本運送　有限会社

50 静岡分室 株式会社　マルシメ

51 静岡分室 丸子運送　有限会社

52 静岡分室 株式会社　三浦運輸倉庫

53 静岡分室 用宗運輸　株式会社

54 静岡分室 持山配送　株式会社

55 静岡分室 山崎運輸　株式会社

56 静岡分室 米山運送　有限会社

57 静岡分室 竜爪運輸　株式会社

58 静岡分室 三菱電機ロジスティクス　株式会社

59 静岡分室 藁科運輸　有限会社

60 静岡分室 静和商事　株式会社

61 静岡分室 株式会社　静岡オリコミ

62 静岡分室 ヤマコー・テクノ流通　株式会社

63 静岡分室 株式会社　東海平安自動車

64 静岡分室 和田運送　有限会社

65 静岡分室 原川倉庫運輸　株式会社

66 静岡分室 静岡保安センター　株式会社



ＮＯ． 分室名 事業者名

67 静岡分室 名鉄ゴールデン航空　株式会社

68 静岡分室 有限会社　新　陽

69 静岡分室 有限会社　東海配送

70 静岡分室 ライフメイド静岡　有限会社

71 静岡分室 静岡ガスサービス　株式会社

72 静岡分室 有限会社　静岡急便

73 静岡分室 千運送　有限会社

74 静岡分室 有限会社　丸十輸送サービス

75 静岡分室 末廣運輸　株式会社

76 静岡分室 アートコーポレーション　株式会社

77 静岡分室 株式会社　ウインズ

78 静岡分室 株式会社　アサック

79 静岡分室 セコム　株式会社

80 静岡分室 丸大通商　株式会社

81 静岡分室 北一建設工業　株式会社

82 静岡分室 株式会社　ケイエムライン静岡

83 静岡分室 日本通運　株式会社

84 静岡分室 西濃運輸　株式会社

85 静岡分室 トナミ運輸　株式会社

86 静岡分室 新潟運輸　株式会社

87 静岡分室 株式会社　エスラインギフ

88 静岡分室 第一貨物　株式会社

89 静岡分室 福山通運　株式会社

90 静岡分室 駿河物流　株式会社

91 静岡分室 株式会社　サカイ引越センター

92 静岡分室 東光ガード　株式会社

93 静岡分室 平和みらい　株式会社

94 静岡分室 株式会社　リョーウンエキスプレス

95 静岡分室 アーク引越センター　株式会社

96 静岡分室 有限会社　ワイ・エイチ・エス

97 静岡分室 櫻井商事運輸　株式会社

98 静岡分室 有限会社　翔友

99 静岡分室 正和物流　株式会社



ＮＯ． 分室名 事業者名

100 静岡分室 せいしんビジネス　株式会社

101 静岡分室 有限会社　萩原

102 静岡分室 有限会社　ケー・アドバンス

103 静岡分室 巴川物流サービス　株式会社

104 静岡分室 岡山県貨物運送　株式会社

105 静岡分室 有限会社　大慶

106 静岡分室 見城運送　有限会社

107 静岡分室 有限会社　丸修木材

108 静岡分室 有限会社　中部特殊自動車

109 静岡分室 株式会社　甲陽産業

110 静岡分室 末永運送　有限会社

111 静岡分室 ホンダ部品販売　株式会社

112 静岡分室 有限会社　大洋工運

113 静岡分室 藤田建材　株式会社

114 静岡分室 有限会社　エスエスサポート

115 静岡分室 株式会社　大翔物流

116 静岡分室 フェデラルエクスプレスジャパン　合同会社

117 静岡分室 広伸配送　株式会社

118 静岡分室 株式会社　ハート引越センター

119 静岡分室 有限会社　加成屋

120 静岡分室 株式会社　ワンビシアーカイブズ

121 静岡分室 株式会社　ホーコー

122 静岡分室 有限会社　キタテック

123 静岡分室 有限会社　西野商店

124 静岡分室 田形青果　株式会社

125 静岡分室 有限会社　マーキュリー

126 静岡分室 有限会社　神和

127 静岡分室 日本郵便　株式会社

128 静岡分室 有限会社　ワカスギ

129 静岡分室 株式会社　ノーベル

130 静岡分室 カリツー　株式会社

131 静岡分室 西濃名古屋エキスプレス　株式会社

132 静岡分室 トランコムＥＸ東日本　株式会社



ＮＯ． 分室名 事業者名

133 静岡分室 名古屋第一物流　株式会社

134 静岡分室 福山エクスプレス　株式会社

135 静岡分室 株式会社　駒井商事

136 静岡分室 株式会社　山翔

137 静岡分室 中野商会　株式会社



ＮＯ． 分室名 事業者名

1 中部分室 秋山配送　有限会社

2 中部分室 一宮運輸　株式会社

3 中部分室 御前崎物流　株式会社

4 中部分室 大井川輸送　有限会社

5 中部分室 大河原運送　株式会社

6 中部分室 株式会社　ロジネットサポート

7 中部分室 株式会社　カネトモ

8 中部分室 カネ儀運輸　有限会社

9 中部分室 株式会社　笠原産業

10 中部分室 菊川輸送センター　有限会社

11 中部分室 株式会社　木佐森

12 中部分室 協立運送　株式会社

13 中部分室 株式会社　ランテック

14 中部分室 鴻池運輸　株式会社

15 中部分室 小園運輸　有限会社

16 中部分室 東海ロジテク　株式会社

17 中部分室 佐藤運送　株式会社

18 中部分室 桜井資材運輸　株式会社

19 中部分室 静岡運送　株式会社

20 中部分室 中部三和物流　株式会社

21 中部分室 島田協同運輸　株式会社

22 中部分室 株式会社　新友商事

23 中部分室 株式会社　サガラ

24 中部分室 島田トラック運輸　株式会社

25 中部分室 静岡三和梱包運輸　株式会社

26 中部分室 アストラックス 株式会社

27 中部分室 駿遠自動車　株式会社

28 中部分室 駿河重機運輸　有限会社

29 中部分室 西延運送　株式会社

30 中部分室 高村電設運輸　株式会社

31 中部分室 株式会社　ニヤクコーポレーション

32 中部分室 大一運送　株式会社

33 中部分室 有限会社　タカラ運輸



ＮＯ． 分室名 事業者名

34 中部分室 株式会社　リクサス静岡

35 中部分室 中部運送　有限会社

36 中部分室 有限会社　千代田運送店

37 中部分室 柘運送　株式会社

38 中部分室 株式会社　ロジテムツムラ

39 中部分室 東海造船運輸　株式会社

40 中部分室 高取ロジスティクス　株式会社

41 中部分室 株式会社　渡仲セメント

42 中部分室 新東海ロジスティクス　株式会社

43 中部分室 永野運送　有限会社

44 中部分室 株式会社　日昇運輸

45 中部分室 成澤商運　有限会社

46 中部分室 SBSフレイトサービス株式会社

47 中部分室 日発運送　株式会社

48 中部分室 榛原自動車　株式会社

49 中部分室 株式会社　榛南自動車

50 中部分室 有限会社　ハッスイトランスポート

51 中部分室 有限会社　一筋運輸

52 中部分室 株式会社　本郷

53 中部分室 有限会社　増田重機運輸

54 中部分室 株式会社　マルエス物流

55 中部分室 丸庄幸運　有限会社

56 中部分室 株式会社　丸総

57 中部分室 丸清運輸　株式会社

58 中部分室 増田運送　株式会社

59 中部分室 松葉倉庫運輸　株式会社

60 中部分室 水谷運輸　株式会社

61 中部分室 望月運輸　株式会社

62 中部分室 株式会社　八潮産業

63 中部分室 やよい産業　株式会社

64 中部分室 山岸運送　株式会社

65 中部分室 有限会社　焼津陸運

66 中部分室 有限会社　山中運送



ＮＯ． 分室名 事業者名

67 中部分室 株式会社　焼津港湾

68 中部分室 有限会社　山二急配

69 中部分室 有限会社　小　林

70 中部分室 株式会社　丸橋運送

71 中部分室 株式会社　平安送迎社

72 中部分室 サッポロ流通システム　株式会社

73 中部分室 カトーレック　株式会社

74 中部分室 株式会社　新村組

75 中部分室 株式会社　アクト

76 中部分室 有限会社　村松運送

77 中部分室 有限会社　するが通商

78 中部分室 有限会社　石神商会

79 中部分室 山下運輸　株式会社

80 中部分室 Ｆ－ＬＩＮＥ　株式会社

81 中部分室 キユーソーティス　株式会社

82 中部分室 株式会社　くろしおエクスプレス

83 中部分室 坪本運送　株式会社

84 中部分室 日本物流　株式会社

85 中部分室 株式会社　丸二運輸

86 中部分室 島信総合サービス　株式会社

87 中部分室 鎌田急送　有限会社

88 中部分室 有限会社　静高運輸

89 中部分室 株式会社　シージーエス

90 中部分室 株式会社　まるよ運送

91 中部分室 株式会社　ＹＣＬ

92 中部分室 有限会社　神崎運送

93 中部分室 ライフサービス　株式会社

94 中部分室 中電輸送サービス　株式会社

95 中部分室 駿遠運送　株式会社

96 中部分室 山梨貨物自動車　株式会社

97 中部分室 静岡吉川運輸　有限会社

98 中部分室 日本ロジテム　株式会社

99 中部分室 幸和運輸　株式会社



ＮＯ． 分室名 事業者名

100 中部分室 ビューテック運輸　株式会社

101 中部分室 有限会社　焼津丸水輸送

102 中部分室 有限会社　ムラマツ

103 中部分室 松尾配送　株式会社

104 中部分室 大豊物流　株式会社

105 中部分室 有限会社　サン急配

106 中部分室 ホイテクノ物流　株式会社

107 中部分室 ハセ川物流　株式会社

108 中部分室 有限会社　丸金エクスプレス

109 中部分室 株式会社　ストーク

110 中部分室 ビューテックローリー　株式会社

111 中部分室 ヨシコンサービス　有限会社

112 中部分室 石黒物流　株式会社

113 中部分室 株式会社　村上エキスプレス

114 中部分室 山晃運輸　株式会社

115 中部分室 株式会社　丸中

116 中部分室 有限会社　藤丸

117 中部分室 吉川運輸　株式会社

118 中部分室 有限会社　藤枝急便

119 中部分室 有限会社　関根急送

120 中部分室 株式会社　中央防犯

121 中部分室 有限会社　成紀運送

122 中部分室 有限会社　越川運送

123 中部分室 有限会社　和商運

124 中部分室 有限会社　堀住運送

125 中部分室 有限会社　清水興産

126 中部分室 有限会社　山通

127 中部分室 東海トネックス　株式会社

128 中部分室 有限会社　伸栄物流

129 中部分室 株式会社　エム・ティー・エス

130 中部分室 株式会社　ケイ・アイ・トランスポート

131 中部分室 株式会社　鈴与カーゴネット焼津

132 中部分室 ゼンセイ　株式会社



ＮＯ． 分室名 事業者名

133 中部分室 マルト運輸　株式会社

134 中部分室 株式会社 静浜ロジネット

135 中部分室 有限会社　ゆみかトランスポート

136 中部分室 有限会社　西湘

137 中部分室 川崎運送　株式会社

138 中部分室 有限会社　鈴木建材

139 中部分室 三和運輸機工　株式会社

140 中部分室 ヤマトボックスチャーター　株式会社

141 中部分室 有限会社　竹下冷市商店

142 中部分室 株式会社　エネックス

143 中部分室 株式会社　ＳＡＷＡＤＡ

144 中部分室 株式会社　ムソー

145 中部分室 株式会社　ＭＫライン

146 中部分室 中部トランスポート　株式会社

147 中部分室 レント総合サービス　株式会社

148 中部分室 有限会社　鈴木商事運輸

149 中部分室 株式会社　東海通信資材サービス

150 中部分室 株式会社　エイトサービス

151 中部分室 有限会社　吉田リース

152 中部分室 株式会社　日之出運輸

153 中部分室 静岡トヨタ物流サービス　株式会社

154 中部分室 ケイヒン陸運　株式会社

155 中部分室 昭和冷蔵　株式会社

156 中部分室 株式会社　北榛物流

157 中部分室 有限会社　荒木トランス

158 中部分室 大晃商事　有限会社

159 中部分室 有限会社　アムトラックス

160 中部分室 株式会社　日本光開発

161 中部分室 株式会社　マーキュリー

162 中部分室 有限会社　丸義ロードサービス

163 中部分室 共栄貨物　株式会社

164 中部分室 株式会社　大和ロジテック

165 中部分室 株式会社　ピジョン



ＮＯ． 分室名 事業者名

166 中部分室 株式会社　ゼロ・プラス中部

167 中部分室 株式会社　超運

168 中部分室 株式会社　ヒラマツ

169 中部分室 株式会社　御前崎急送

170 中部分室 株式会社　ススム

171 中部分室 株式会社　榛南ツバタ

172 中部分室 佐藤産業 有限会社

173 中部分室 株式会社　ＧＶ

174 中部分室 株式会社　ＫＡＲＩＫＯ

175 中部分室 株式会社　レックス

176 中部分室 株式会社　ＫＩＺＵＮＡエンターテイメント

177 中部分室 日通静岡中部運輸　株式会社

178 中部分室 株式会社　畠山商事



ＮＯ． 分室名 事業者名

1 中遠分室 青葉総業　有限会社

2 中遠分室 油屋運送　有限会社

3 中遠分室 市野輸送　株式会社

4 中遠分室 株式会社　イトー急行

5 中遠分室 稲垣運輸　有限会社

6 中遠分室 岩品運送　有限会社

7 中遠分室 株式会社　イワタ

8 中遠分室 磐田小型運送　株式会社

9 中遠分室 ワーレックス　株式会社

10 中遠分室 磐田運送　株式会社

11 中遠分室 有限会社　一隆運送

12 中遠分室 株式会社　イワタ輸送センター

13 中遠分室 遠州運輸　株式会社

14 中遠分室 遠州トラック　株式会社

15 中遠分室 遠州共栄運輸　株式会社

16 中遠分室 遠州協同運輸倉庫　有限会社

17 中遠分室 株式会社　遠州急行

18 中遠分室 遠州梱包運輸　株式会社

19 中遠分室 栄光運輸　株式会社

20 中遠分室 小笠運送　株式会社

21 中遠分室 大浜運輸　株式会社

22 中遠分室 株式会社　大井流通システム

23 中遠分室 有限会社　オザワ梱包運輸

24 中遠分室 菊川運送　有限会社

25 中遠分室 岸和田運輸　株式会社

26 中遠分室 協興運送　有限会社

27 中遠分室 五光コンテナー　株式会社

28 中遠分室 有限会社　黒田商会

29 中遠分室 静岡光陽陸運　株式会社

30 中遠分室 株式会社　サンワネッツ

31 中遠分室 静岡紙運輸　株式会社

32 中遠分室 株式会社　日の出スーン

33 中遠分室 榛葉運送　有限会社



ＮＯ． 分室名 事業者名

34 中遠分室 有限会社　親和運送

35 中遠分室 株式会社　新開トランスポートシステムズ

36 中遠分室 新高商運　株式会社

37 中遠分室 有限会社　スギムラ

38 中遠分室 株式会社　スギヤマ

39 中遠分室 清友梱包輸送　有限会社

40 中遠分室 大和物流　株式会社

41 中遠分室 田地川運送　株式会社

42 中遠分室 知多梱包輸送　有限会社

43 中遠分室 中遠運輸　株式会社

44 中遠分室 株式会社　ツカサ

45 中遠分室 遠江運輸　有限会社

46 中遠分室 東海運送　有限会社

47 中遠分室 東豊運輸　株式会社

48 中遠分室 豊岡協同輸送　有限会社

49 中遠分室 株式会社　トランスポート・オオスギ

50 中遠分室 東海貨物輸送センター　株式会社

51 中遠分室 株式會社・豊島輸送センター

52 中遠分室 夏島運輸　株式会社

53 中遠分室 日本運輸　株式会社

54 中遠分室 浜岡運輸　株式会社

55 中遠分室 浜松ピアノ配送　株式会社

56 中遠分室 有限会社　浜運物流サービス

57 中遠分室 佐川急便　株式会社

58 中遠分室 株式会社　袋井運輸

59 中遠分室 北勢運送　株式会社

60 中遠分室 有限会社　豊和興業

61 中遠分室 松浦梱包輸送　株式会社

62 中遠分室 株式会社　マツイ

63 中遠分室 株式会社　まるあ

64 中遠分室 株式会社　丸横運送

65 中遠分室 有限会社　丸仁運送

66 中遠分室 三笠運輸　株式会社



ＮＯ． 分室名 事業者名

67 中遠分室 ミナト運輸　株式会社

68 中遠分室 森町運送　有限会社

69 中遠分室 山本陸送　有限会社

70 中遠分室 大和運送　株式会社

71 中遠分室 山二輸送　株式会社

72 中遠分室 有限会社　筬川輸送

73 中遠分室 株式会社　ユニオンサービス

74 中遠分室 有限会社　丸新運送

75 中遠分室 株式会社　マルブン

76 中遠分室 瀬戸運輸　株式会社

77 中遠分室 山庄運輸　株式会社

78 中遠分室 株式会社　外﨑運輸

79 中遠分室 保証運輸　株式会社

80 中遠分室 株式会社　上　　組

81 中遠分室 恵毘寿運輸　有限会社

82 中遠分室 株式会社　杉山物流

83 中遠分室 フジセーレック　株式会社

84 中遠分室 株式会社　ビップ

85 中遠分室 株式会社　山栄システム

86 中遠分室 八州建設　株式会社

87 中遠分室 トーヨー・ロジテック　株式会社

88 中遠分室 東京高速陸運　株式会社

89 中遠分室 エフコ　株式会社

90 中遠分室 片山運送　有限会社

91 中遠分室 エージーエス　株式会社

92 中遠分室 平野カーゴ　株式会社

93 中遠分室 株式会社　竜洋運輸

94 中遠分室 株式会社　東貨流通

95 中遠分室 有限会社　東名急行

96 中遠分室 有限会社　とよぶる運輸

97 中遠分室 トス運輸　株式会社

98 中遠分室 株式会社　藤友物流サービス

99 中遠分室 株式会社　天野商店



ＮＯ． 分室名 事業者名

100 中遠分室 株式会社　すずのき重機

101 中遠分室 有限会社　弥生

102 中遠分室 マルア興運　株式会社

103 中遠分室 勅使川原産業　株式会社

104 中遠分室 有限会社　広伸運輸

105 中遠分室 十和運送　株式会社

106 中遠分室 みもも配送　有限会社

107 中遠分室 静岡近交運輸　株式会社

108 中遠分室 有限会社　ワタナベ

109 中遠分室 株式会社　南海サービス

110 中遠分室 株式会社　鈴木商店

111 中遠分室 株式会社　クラウン商会

112 中遠分室 株式会社　Ｎｅｗｚ

113 中遠分室 有限会社　揚商

114 中遠分室 浜昇物流　株式会社

115 中遠分室 有限会社　太洋運輸サービス

116 中遠分室 株式会社　横運

117 中遠分室 大豊工業　有限会社

118 中遠分室 中部急送　株式会社

119 中遠分室 湯澤運輸　有限会社

120 中遠分室 有限会社　竹内重建

121 中遠分室 株式会社　ジャトス

122 中遠分室 アクト物流　株式会社

123 中遠分室 有限会社　マスダ・エス・エス

124 中遠分室 アイオー急送　有限会社

125 中遠分室 静岡ダイキュー運輸　株式会社

126 中遠分室 有限会社　日進運輸

127 中遠分室 ケミカルトランスポート　株式会社

128 中遠分室 株式会社　アイ・エス・ライン

129 中遠分室 有限会社　足立商運

130 中遠分室 日本アルコール物流　株式会社

131 中遠分室 中遠環境保全　株式会社

132 中遠分室 株式会社　マツイプラント



ＮＯ． 分室名 事業者名

133 中遠分室 有限会社　山下青果運輸

134 中遠分室 有限会社　トラスト物流

135 中遠分室 翔運輸　株式会社

136 中遠分室 東海交易　株式会社

137 中遠分室 株式会社　山紀

138 中遠分室 株式会社　コーシンサービス

139 中遠分室 株式会社　東海ロジテム

140 中遠分室 有限会社　内藤運輸

141 中遠分室 株式会社　マーベラスロジ

142 中遠分室 明治ロジテック　株式会社

143 中遠分室 有限会社　大橋商事

144 中遠分室 国光運輸 株式会社

145 中遠分室 キーピング運輸　有限会社

146 中遠分室 浅羽梱包　有限会社

147 中遠分室 有限会社　共栄興商

148 中遠分室 有限会社　横川産業

149 中遠分室 株式会社　エポック

150 中遠分室 株式会社　廣川運送

151 中遠分室 有限会社　大岡建材

152 中遠分室 松浦運送　株式会社

153 中遠分室 吉田運送　株式会社

154 中遠分室 すずき商店　株式会社

155 中遠分室 株式会社　鈴与カーゴネット浜松

156 中遠分室 株式会社　入丸

157 中遠分室 株式会社　孝栄

158 中遠分室 此花運輸　株式会社

159 中遠分室 セイノースーパーエクスプレス　株式会社

160 中遠分室 株式会社　新陸運輸

161 中遠分室 株式会社　やまひろ運輸

162 中遠分室 株式会社　キャリスター

163 中遠分室 有限会社　和宏商業

164 中遠分室 杉崎運輸　株式会社

165 中遠分室 株式会社　丸敏



ＮＯ． 分室名 事業者名

166 中遠分室 多摩運送　株式会社

167 中遠分室 司静岡　株式会社

168 中遠分室 中部運輸 株式会社

169 中遠分室 株式会社　アルプス物流

170 中遠分室 川辺輸送　株式会社

171 中遠分室 光ロジエクスプレス　株式会社

172 中遠分室 ＲＵＮ＆ＲＵＮ　株式会社

173 中遠分室 ナカヤインダストリ－ズ　株式会社

174 中遠分室 株式会社　スカイ

175 中遠分室 ＳＴＭエクスプレス　株式会社

176 中遠分室 株式会社　鈴昌組



ＮＯ． 分室名 事業者名

1 西部分室 葵ロジスティクス　株式会社

2 西部分室 愛知車輛興業　株式会社

3 西部分室 株式会社　アイデックス

4 西部分室 遠州運輸倉庫　株式会社

5 西部分室 エテルナ運送　株式会社

6 西部分室 小笠原梱包　株式会社

7 西部分室 ウェルポート　株式会社

8 西部分室 加茂金運送　株式会社

9 西部分室 笠井合同小型運送　株式会社

10 西部分室 笠井運送　有限会社

11 西部分室 金光運輸　株式会社

12 西部分室 川口商事　株式会社

13 西部分室 株式会社　加納運輸

14 西部分室 株式会社　河合運送

15 西部分室 株式会社　共進開発

16 西部分室 株式会社　京三運輸

17 西部分室 弘容通商　株式会社

18 西部分室 幸伸運輸倉庫　株式会社

19 西部分室 三農サービス　株式会社

20 西部分室 三大運輸倉庫　株式会社

21 西部分室 株式会社　佐原運輸倉庫

22 西部分室 株式会社　サンコーファースト

23 西部分室 サーラ物流　株式会社

24 西部分室 ＳＫＹロジスティック　株式会社

25 西部分室 株式会社　新遠州倉庫

26 西部分室 株式会社　清水アルミ商事

27 西部分室 鈴建輸送　株式会社

28 西部分室 スズキ輸送梱包　株式会社

29 西部分室 株式会社　スズケイ

30 西部分室 杉浦運送　株式会社

31 西部分室 スズキ産業　有限会社

32 西部分室 西部興運　株式会社

33 西部分室 株式会社　セイリュウ



ＮＯ． 分室名 事業者名

34 西部分室 清進運輸　株式会社

35 西部分室 株式会社　辰巳急行

36 西部分室 竹田運輸　株式会社

37 西部分室 高野運送　有限会社

38 西部分室 株式会社　第一運輸

39 西部分室 大五運送　株式会社

40 西部分室 大同商運　株式会社

41 西部分室 株式会社　ダイコー商運

42 西部分室 中部共栄運輸　株式会社

43 西部分室 中部貿易倉庫　株式会社

44 西部分室 株式会社　鉄友社

45 西部分室 東和運輸倉庫　株式会社

46 西部分室 東京梱包輸送　株式会社

47 西部分室 株式会社　東洋陸送社

48 西部分室 永井配送センター　株式会社

49 西部分室 中谷システム輸送　株式会社

50 西部分室 南星キャリックス　株式会社

51 西部分室 日本荷造運送　株式会社

52 西部分室 日本梱包運輸倉庫　株式会社

53 西部分室 日本陸送　株式会社

54 西部分室 名波陸送　株式会社

55 西部分室 日精サービス　株式会社

56 西部分室 株式会社　布橋運送

57 西部分室 野島運送　株式会社

58 西部分室 浜北小型運輸　有限会社

59 西部分室 浜北運送　株式会社

60 西部分室 株式会社　アトランス

61 西部分室 浜北トランスポート　株式会社

62 西部分室 浜松運送　株式会社

63 西部分室 浜名運輸　株式会社

64 西部分室 有限会社　浜松貨物運輸

65 西部分室 協業組合　浜松輸送センター

66 西部分室 浜松倉庫　株式会社



ＮＯ． 分室名 事業者名

67 西部分室 浜松委托運送　株式会社

68 西部分室 株式会社　ハマキョウレックス

69 西部分室 浜松興運　株式会社

70 西部分室 株式会社　ジャパンフラックス

71 西部分室 浜松トラック　株式会社

72 西部分室 有限会社　ハマユキエクスプレス

73 西部分室 ピアノ運送　株式会社

74 西部分室 株式会社　マーリス

75 西部分室 深谷運送　株式会社

76 西部分室 スペースプランニング　株式会社

77 西部分室 二葉物産　株式会社

78 西部分室 株式会社　細川商事

79 西部分室 豊英産業　株式会社

80 西部分室 ホンダ運送　株式会社

81 西部分室 株式会社　北信

82 西部分室 株式会社　北星

83 西部分室 丸正陸運　株式会社

84 西部分室 マルク運輸　株式会社

85 西部分室 有限会社　松野エクスプレス

86 西部分室 株式会社　丸八ロジスティクス

87 西部分室 丸松急行　株式会社

88 西部分室 ピックパックエクスプレス　株式会社

89 西部分室 舞阪運送　株式会社

90 西部分室 株式会社　マルト輸送センター

91 西部分室 牧野運送　有限会社

92 西部分室 有限会社　丸信エクスプレス

93 西部分室 都田運送　有限会社

94 西部分室 株式会社　トレードトラスト

95 西部分室 有限会社　山口組

96 西部分室 みやび山下運輸　有限会社

97 西部分室 株式会社　ロジコム・アイ

98 西部分室 若林小型運送　有限会社

99 西部分室 株式会社　中央葬祭



ＮＯ． 分室名 事業者名

100 西部分室 丸和運輸倉庫　有限会社

101 西部分室 大興産業　株式会社

102 西部分室 浜松いわたビジネスサービス　株式会社

103 西部分室 株式会社　出雲殿

104 西部分室 株式会社　浜松急送

105 西部分室 株式会社　共立運輸

106 西部分室 浜重機アシスト　株式会社

107 西部分室 天竜建材　株式会社

108 西部分室 中倉陸運　株式会社

109 西部分室 中央輸送　株式会社

110 西部分室 ニシリク　株式会社

111 西部分室 八洲輸送　株式会社

112 西部分室 天方エクスプレス　有限会社

113 西部分室 ホソダ重機運送　有限会社

114 西部分室 株式会社　引越社

115 西部分室 アート梱包運輸　株式会社

116 西部分室 有限会社　アスコン運輸

117 西部分室 株式会社　マルキロジステック

118 西部分室 有限会社　浜松中央運送

119 西部分室 えんしん総合サービス　株式会社

120 西部分室 株式会社　トランスポート・セイブ

121 西部分室 名鉄急配　株式会社

122 西部分室 株式会社　ミダック

123 西部分室 渥美運輸　株式会社

124 西部分室 濃飛倉庫運輸　株式会社

125 西部分室 株式会社　スワロー物流浜松

126 西部分室 浜松定温輸送　株式会社

127 西部分室 株式会社　内藤物流

128 西部分室 有限会社　雄己システムサービス

129 西部分室 株式会社　ジェイ・アール・シー

130 西部分室 株式会社　グリーンサービス

131 西部分室 株式会社　菅沼産業

132 西部分室 株式会社　クラショウ



ＮＯ． 分室名 事業者名

133 西部分室 アーイカーゴ　有限会社

134 西部分室 ドコス　株式会社

135 西部分室 有限会社　トランスポートナカムラ

136 西部分室 株式会社　笠子流通

137 西部分室 有限会社　堀内運輸

138 西部分室 信州ヤマヨ運輸　株式会社

139 西部分室 株式会社　チャーター・エクスプレス

140 西部分室 株式会社　ヤマウチ

141 西部分室 名糖運輸　株式会社

142 西部分室 株式会社　イーグルサービス

143 西部分室 日神機工　株式会社

144 西部分室 有限会社　平松建材興業

145 西部分室 有限会社　松下商会

146 西部分室 ジェイ・レックス　株式会社

147 西部分室 ダイセーエブリー二十四　株式会社

148 西部分室 柳河物流　株式会社

149 西部分室 株式会社　エス・ディ・ロジ

150 西部分室 有限会社　平松商工

151 西部分室 株式会社　エーシー物流

152 西部分室 株式会社　湖北

153 西部分室 有限会社　カネス

154 西部分室 株式会社　コトー

155 西部分室 有限会社　丸慶起業

156 西部分室 株式会社　ティ・ダブル・ライン浜松

157 西部分室 株式会社　マイシン

158 西部分室 株式会社　ナルキュウ

159 西部分室 株式会社　浜松中日サービスセンター

160 西部分室 三幸運輸倉庫　株式会社

161 西部分室 有限会社　丸真山下

162 西部分室 日本ルートサービス　株式会社

163 西部分室 株式会社　ミヤザキ運輸

164 西部分室 有限会社　カズトランスポート

165 西部分室 サトー建材　株式会社



ＮＯ． 分室名 事業者名

166 西部分室 株式会社　ワイピーシー

167 西部分室 株式会社　ファイトフォー

168 西部分室 有限会社　カマラドガラージュ

169 西部分室 ＴＳネットワーク株式会社

170 西部分室 有限会社　大昌物流

171 西部分室 有限会社　山惠

172 西部分室 有限会社　栄総業

173 西部分室 有限会社　ワールドロジ

174 西部分室 有限会社　オートファクトリーフクタ

175 西部分室 有限会社　ワラマック

176 西部分室 末広エクスプレス　有限会社

177 西部分室 湖南工業　株式会社

178 西部分室 株式会社　西遠陸送

179 西部分室 平岩運輸　株式会社

180 西部分室 株式会社　長岡サンコー

181 西部分室 日本空輸　株式会社

182 西部分室 株式会社　ダブルロジスティック

183 西部分室 有限会社　ピアレス鈴喜

184 西部分室 株式会社　エリア・ジップ

185 西部分室 有限会社　ブルーサービス

186 西部分室 星義物流　株式会社

187 西部分室 鈴和建設　有限会社

188 西部分室 遠鉄石油　株式会社

189 西部分室 山志サービス　株式会社

190 西部分室 株式会社　スマイル

191 西部分室 両備トランスポート　株式会社

192 西部分室 名鉄運輸　株式会社

193 西部分室 幸和工業　株式会社

194 西部分室 株式会社　匠信

195 西部分室 株式会社　伊藤車輌

196 西部分室 トウヨウ　株式会社

197 西部分室 有限会社　ワイ・イー・エス

198 西部分室 有限会社　内山建材



ＮＯ． 分室名 事業者名

199 西部分室 株式会社　アグリ・アシスト

200 西部分室 株式会社　浜松高速陸運

201 西部分室 翔南運輸　株式会社

202 西部分室 株式会社　ヘルプス

203 西部分室 株式会社　大元

204 西部分室 株式会社　松井浜松運輸

205 西部分室 株式会社　田中建設

206 西部分室 株式会社　Ｇｏｔｃａｒｇｏ

207 西部分室 株式会社　中村物流

208 西部分室 株式会社　心希

209 西部分室 有限会社　扶桑エキスプレス

210 西部分室 奈良三笠運輸　株式会社

211 西部分室 坂井モーター　株式会社

212 西部分室 株式会社　伊吹通商

213 西部分室 豊能運送　株式会社

214 西部分室 有限会社　生駒

215 西部分室 株式会社　ネストロジスティクス

216 西部分室 日通浜松運輸　株式会社

217 西部分室 株式会社　湧美輸送



ＮＯ． 分室名 事業者名

1 北遠分室 エイコー運輸　株式会社

2 北遠分室 春野物流　株式会社

3 北遠分室 天竜自動車運送　株式会社

4 北遠分室 花島運輸　株式会社

5 北遠分室 株式会社　マルシンレッカー運輸

6 北遠分室 マルハチ運送　株式会社

7 北遠分室 相生運送　有限会社

8 北遠分室 天竜配送サービス　有限会社

9 北遠分室 株式会社　文花堂

10 北遠分室 株式会社　アスカ運輸

11 北遠分室 カミキャリー　有限会社

12 北遠分室 株式会社　ケー

13 北遠分室 株式会社　西尾商店

14 北遠分室 有限会社　トラック北遠

15 北遠分室 森田物流システム　有限会社

16 北遠分室 株式会社　華

17 北遠分室 有限会社　浜北ロジステック

18 北遠分室 遠州西濃運輸　株式会社

19 北遠分室 有限会社　モリタエクスプレス

20 北遠分室 有限会社　マルワ

21 北遠分室 浜名梱包輸送　株式会社

22 北遠分室 東洋サービス　有限会社

23 北遠分室 株式会社　ナニワ

24 北遠分室 株式会社　アオシマ

25 北遠分室 浜昇殿　株式会社

26 北遠分室 有限会社　名古運送

27 北遠分室 アッピ急行　有限会社

28 北遠分室 株式会社　丸天建材

29 北遠分室 有限会社　天竜運輸倉庫

30 北遠分室 有限会社　琢美輸送

31 北遠分室 有限会社　平都エクスプレス

32 北遠分室 株式会社　山栄

33 北遠分室 木下　孝行（愛美興業）



ＮＯ． 分室名 事業者名

34 北遠分室 サム工業　有限会社

35 北遠分室 有限会社　ハロー・テンリュー

36 北遠分室 株式会社　ファースト

37 北遠分室 株式会社　ＴＫライン

38 北遠分室 株式会社　トータルユソウシステム

39 北遠分室 有限会社　ＨＳＢ

40 北遠分室 株式会社　名西運輸

41 北遠分室 上沢運送　株式会社

42 北遠分室 有限会社　足立建材興業

43 北遠分室 クエスト運輸　株式会社

44 北遠分室 有限会社　浜名流通サービス


