
事業者名 主たる事務所の所在地 備考

貨物・鉄道 日本貨物鉄道株式会社 東京都

貨物・事業用自動車 エア・ウォーター物流　株式会社 北海道
札樽自動車運輸　株式会社 北海道
札幌通運　株式会社 北海道
日晶運輸　株式会社 北海道
北海道西濃運輸　株式会社 北海道
松岡満運輸　株式会社 北海道
ホッコウ物流 株式会社 北海道
共通運送　株式会社 北海道
北海道フーズ輸送　株式会社 北海道
北海道郵便逓送　株式会社 北海道
株式会社エース 北海道
青森三八五流通　株式会社 青森県
青森定期自動車　株式会社 青森県
盛運輸　株式会社 青森県
二葉運送　株式会社 岩手県
北海道東北名鉄運輸株式会社 岩手県
カメイ物流サービス　株式会社 宮城県
東北三八五流通　株式会社 宮城県
株式会社バイタルエクスプレス 宮城県
第一貨物　株式会社 山形県
郡山運送　株式会社 福島県
磐城通運　株式会社 福島県
川合運輸　株式会社 福島県
東北王子運送株式会社 福島県
国際ロジテック株式会社 茨城県
株式会社ヤマガタ 茨城県
大川運輸株式会社 茨城県
エービーカーゴ東日本株式会社 茨城県
ABCロジテム株式会社 栃木県
芳賀通運株式会社 栃木県
プリヴェ運輸株式会社 栃木県
関東運輸株式会社 群馬県
関東西濃運輸株式会社 群馬県
ホクブトランスポート株式会社 群馬県
武蔵貨物自動車株式会社 埼玉県
株式会社流通サービス 埼玉県
アサヒロジスティクス株式会社 埼玉県
株式会社丸和運輸機関 埼玉県
日本梱包運輸倉庫株式会社 東京都
株式会社ジャパンカーゴ 埼玉県
株式会社デイライン 埼玉県
マルタケ運輸株式会社 埼玉県
日生流通運輸倉庫株式会社 埼玉県
ＳＢＳゼンツウ株式会社 埼玉県
太平洋陸送株式会社 埼玉県
シグマベンディングサービス株式会社 埼玉県
株式会社シーエックスカーゴ 埼玉県
株式会社トラストシップ 埼玉県
フェデラルエクスプレスジャパン株式会社 千葉県
南総通運株式会社 千葉県
安房運輸株式会社 千葉県
ジェイロジスティクス株式会社 千葉県
株式会社新晃 千葉県
株式会社パルライン 東京都
ビューテックローリー株式会社 千葉県
J-ロジテック株式会社 千葉県
名糖運輸株式会社 東京都
株式会社アイソネットライン 東京都
株式会社トランスメイト 東京都
王子運送株式会社 東京都
西多摩運送株式会社 東京都
日本図書輸送株式会社 東京都
花王ロジスティクス株式会社 東京都
カトーレック株式会社 東京都
株式会社アサヒセキュリティ 東京都
セイノースーパーエクスプレス株式会社 東京都
京極運輸商事株式会社 東京都
株式会社スリーエス・サンキュウ 東京都
共立輸送株式会社 東京都
ヤマト運輸株式会社 東京都
株式会社ジェイアール東日本物流 東京都
株式会社ニヤクコーポレーション 東京都
日本通運株式会社 東京都
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日軽物流株式会社 東京都
株式会社ヒューテックノオリン 東京都
菊池運輸株式会社 東京都
ダイセーロジスティクス株式会社 東京都
株式会社エスワイプロモーション 東京都
キユーソーティス株式会社 東京都
第一運輸有限会社 東京都
直販配送株式会社 東京都
株式会社ライフサポート・エガワ 東京都
日通トランスポート株式会社 東京都
名鉄ゴールデン航空株式会社 東京都
ＴＳネットワーク株式会社 東京都
丸伊運輸株式会社 東京都
向島運送株式会社 東京都
株式会社トーショー 東京都
株式会社首都圏物流 東京都
株式会社ベストランス 東京都
南日本運輸倉庫株式会社 東京都
多摩運送株式会社 東京都
綜合警備保障株式会社 東京都
柳田運輸株式会社 東京都
株式会社アシスト 東京都
株式会社東日本トランスポート 東京都
アクロストランスポート株式会社 東京都
セコム株式会社 東京都
吉川運輸株式会社 東京都
東礼自動車株式会社 東京都
中越テック株式会社 東京都
大東実業株式会社 東京都
イズミ物流株式会社 東京都
株式会社ハナワトランスポート 東京都
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 東京都
ＳＢＳフレイトサービス株式会社 東京都
ヤマトボックスチャーター株式会社 東京都
株式会社ロジカル 東京都
日本郵便輸送株式会社 東京都
新日本物流株式会社 東京都
菱化ロジテック株式会社 東京都
日本郵便株式会社 東京都
シグマロジスティクス株式会社 東京都
田口運送株式会社 東京都
株式会社新開トランスポートシステムズ 東京都
ジャパンエナジック（株） 東京都
日本ルートサービス株式会社 東京都
センコーエーラインアマノ株式会社 東京都
SBSフレックネット株式会社 東京都
SBSロジコム関東株式会社 東京都
ASKUL　LOGIST株式会社 東京都
F-LINE株式会社 東京都
日本ロジテム株式会社 東京都
株式会社ナカノ商会 東京都
株式会社ロジパルエクスプレス 東京都
株式会社バンテックセントラル 神奈川県
株式会社エネックス 神奈川県
上野輸送株式会社 神奈川県
東部ネットワーク株式会社 神奈川県
楠原輸送株式会社 神奈川県
株式会社ギオン 神奈川県
安全輸送株式会社 神奈川県
エス・ティー・サービス株式会社 神奈川県
東邦興産株式会社 神奈川県
丸泉興業株式会社 神奈川県
諸星運輸株式会社 神奈川県
株式会社山紀 神奈川県
石井商事運輸株式会社 神奈川県
株式会社ゼロ・プラス関東 神奈川県
富岳通運株式会社 山梨県
中越運送株式会社 新潟県
新潟運輸株式会社 新潟県
中越通運株式会社 新潟県
東部運送株式会社 新潟県
株式会社新潟食品運輸 新潟県
トナミ運輸信越株式会社 新潟県
トナミ運輸株式会社 富山県
北陸名鉄運輸株式会社 石川県
株式会社シンクラン 石川県
阿南自動車株式会社 長野県
信州名鉄運輸株式会社 長野県
ラニイ福井貨物自動車株式会社 福井県
西濃運輸株式会社 岐阜県



東海西濃運輸株式会社 岐阜県
濃飛倉庫運輸株式会社 岐阜県
飛騨運輸株式会社 岐阜県
株式会社エスラインギフ 岐阜県
濃飛西濃運輸株式会社 岐阜県
西濃エキスプレス株式会社 岐阜県
ハートランス株式会社 岐阜県
駿遠運送株式会社 静岡県
浜名梱包輸送株式会社 静岡県
近物レックス株式会社 静岡県
株式会社ハマキョウレックス 静岡県
遠州トラック株式会社 静岡県
渥美運輸株式会社 愛知県
サーラ物流株式会社 愛知県
司企業株式会社 愛知県
名正運輸株式会社 愛知県
株式会社ユーネットランス 愛知県
ホイテクノ物流株式会社 愛知県
愛知陸運株式会社 愛知県
トランコムDS株式会社 愛知県
中京陸運株式会社 愛知県
大興運輸株式会社 愛知県
大宝運輸株式会社 愛知県
名古屋東部陸運株式会社 愛知県
カリツー株式会社 愛知県
碧南運送株式会社 愛知県
アキタ株式会社 愛知県
愛知車輌興業株式会社 愛知県
名鉄急配株式会社 愛知県
高末株式会社 愛知県
株式会社エス・ディ・ロジ 愛知県
名鉄運輸株式会社 愛知県
勅使川原産業株式会社 愛知県
ダイセーエブリー二十四株式会社 愛知県
名阪急配株式会社 愛知県
ビューテック運輸株式会社 愛知県
太陽急配株式会社 愛知県
株式会社イトー急行 愛知県
岡崎通運株式会社 愛知県
三岐通運株式会社 三重県
株式会社日商 三重県
ヤマトマルチチャーター 株式会社 京都府
株式会社 関西丸和ロジスティクス 京都府
佐川急便 株式会社 京都府
京都生活協同組合 京都府
レンゴーロジスティクス 株式会社 大阪府
大阪サンヱー物流株式会社 大阪府
センコー 株式会社 大阪府
山陽自動車運送 株式会社 大阪府
トナン輸送 株式会社 大阪府
トールエクスプレスジャパン株式会社 大阪府
鴻池運輸 株式会社 大阪府
梅田運輸倉庫 株式会社 大阪府
株式会社 サカイ引越センター 大阪府
アートバンライン 株式会社 大阪府
株式会社 合通ロジ 大阪府
水間急配 株式会社 大阪府
アート引越センター株式会社 大阪府
大和物流 株式会社 大阪府
丸協運輸 株式会社 大阪府
株式会社 大阪西物流 大阪府
北港運輸 株式会社 大阪府
荒木運輸 株式会社 大阪府
浪速運送 株式会社 大阪府
ブルーエキスプレス 株式会社 大阪府
株式会社　日本トランスネット 大阪府
株式会社　HI-LINE 大阪府
大阪運輸倉庫　株式会社 大阪府
株式会社　イズミサービス 大阪府
エーエルプラス　株式会社 大阪府
淡路共正陸運 株式会社 兵庫県
株式会社 上組 兵庫県
株式会社 コープムービング 兵庫県
株式会社 エクシング 兵庫県
姫路合同貨物自動車 株式会社 兵庫県
大栄環境 株式会社 兵庫県
フジトランスポート 株式会社 奈良県
日ノ丸西濃運輸株式会社 鳥取県
岡山県貨物運送株式会社 岡山県
岡山スイキュウ株式会社 岡山県



株式会社ムロオ 広島県
福山エクスプレス株式会社 広島県
双葉運輸株式会社 広島県
西部運輸株式会社 広島県
誠和梱枹運輸株式会社 広島県
備後通運株式会社 広島県
株式会社ティーユーロジネット 広島県
シモハナ物流株式会社 広島県
株式会社藤伸 広島県
トナミ運輸中国株式会社 広島県
株式会社ロジコム・アイ 広島県
四国高速運輸株式会社 徳島県
三豊運送株式会社 香川県
瀬戸内陸運株式会社 香川県
株式会社四国物流サービス 香川県
四国名鉄運輸株式会社 愛媛県
四国西濃運輸株式会社 愛媛県
一宮運輸株式会社 愛媛県
丸協運輸株式会社 愛媛県
神山運輸株式会社 愛媛県
四国運輸株式会社 高知県
九州商運株式会社 福岡県
株式会社ランテック 福岡県
高千穂倉庫運輸株式会社 福岡県
西鉄運輸株式会社 福岡県
株式会社博運社 福岡県
久留米運送株式会社 福岡県
九州西濃運輸株式会社 福岡県
九州名鉄運輸株式会社 福岡県
池田興業株式会社 福岡県
大成運輸株式会社 福岡県
福岡運輸株式会社 福岡県
松藤商事株式会社 長崎県
幸運トラック株式会社 長崎県
株式会社らくのう運輸 熊本県
九州産交運輸株式会社 熊本県
株式会社NBSロジソル 大分県
臼杵運送株式会社 大分県
丸和運送株式会社 宮崎県
出水運輸センター株式会社 鹿児島県
株式会社肥後産業 鹿児島県
沖縄ヤマト運輸株式会社 沖縄県

貨物・自家用自動車 生活協同組合コープさっぽろ 北海道
北海道ベンディング株式会社 北海道
日本ホワイトファーム　株式会社 青森県
みやぎ生活協同組合 宮城県
服部コーヒーフーズ　株式会社 宮城県
株式会社　バイタルネット 宮城県
株式会社　高速 宮城県
カメイ株式会社 宮城県
株式会社サトー商会 宮城県
いばらきコープ生活協同組合 茨城県
ウォータースタンド株式会社 埼玉県
生活協同組合コープみらい 埼玉県
株式会社あらた 千葉県
ユーシーシーフーヅ株式会社 東京都
アルフレッサ株式会社 東京都
関東日本フード株式会社 東京都
株式会社メディセオ 東京都
株式会社なとり 東京都
株式会社タケエイ 東京都
東都生活協同組合 東京都
株式会社巴商会 東京都
山崎製パン株式会社 東京都
株式会社伊藤園 東京都
株式会社白洋舎 東京都
東京キリンビバレッジサービス株式会社 東京都
株式会社ユカ 東京都
太誠産業株式会社 東京都
株式会社海老正 東京都
株式会社バイク王＆カンパニー 東京都
アサヒ飲料販売株式会社 東京都
株式会社ニチイ学館 東京都
株式会社ヨコハマタイヤジャパン 東京都
株式会社カクヤス 東京都
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 東京都
川崎市 神奈川県
横浜市 神奈川県
株式会社サニクリーン東京 神奈川県



株式会社ベネフレックス 富山県
カナカン株式会社 石川県
生活協同組合コープながの 長野県
株式会社トーカイ 岐阜県
生活協同組合コープぎふ 岐阜県
株式会社ザ・トーカイ 静岡県
株式会社八神製作所 愛知県
株式会社スズケン 愛知県
株式会社宮崎 愛知県
株式会社マキタ 愛知県
株式会社大丸松坂屋百貨店 愛知県
生活協同組合コープあいち 愛知県
株式会社レッドバロン 愛知県
株式会社 サカイ引越センター 大阪府
生活協同組合 おおさかパルコープ 大阪府
丸大食品　株式会社 大阪府
ダイドービバレッジサービス株式会社 大阪府
尾家産業株式会社 大阪府
中日本フード　株式会社 大阪府
関西キリンビバレッジサービス 株式会社 大阪府
大阪いずみ市民生活協同組合 大阪府
株式会社 トーホーフードサービス 兵庫県
生活協同組合コープこうべ 兵庫県
アサヒプリテック 株式会社 兵庫県
生活協同組合おかやまコープ 岡山県
株式会社エバルス 広島県
ティーエスアルフレッサ株式会社 広島県
株式会社キリンビバックス 広島県
生活協同組合ひろしま 広島県
株式会社あじかん 広島県
生活協同組合コープえひめ 愛媛県
エフコープ生活協同組合 福岡県
株式会社アトル 福岡県
西日本フード株式会社 福岡県
株式会社サニクリーン九州 福岡県
コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング株式会社 福岡県
生活協同組合ララコープ 長崎県
九州東邦株式会社 熊本県
株式会社アステム 大分県

貨物・船舶 第一中央汽船株式会社 東京都
日本海運株式会社 東京都
川崎近海汽船株式会社 東京都
商船三井フェリー株式会社 東京都
ＪＦＥ物流株式会社 東京都
エスオーシー物流株式会社 東京都
近海郵船物流株式会社 東京都
昭和日タン株式会社 東京都
上野トランステック株式会社 東京都
栗林商船株式会社 東京都
日鉄物流株式会社 東京都
コスモ海運株式会社 東京都
NSユナイテッド内航海運株式会社 東京都
鶴見サンマリン株式会社 東京都
東海運株式会社 東京都
旭タンカー株式会社 東京都
株式会社商船三井内航 東京都
ENEOSオーシャン株式会社 神奈川県
日藤海運株式会社 神奈川県
株式会社フジトランスコーポレーション 愛知県
トヨフジ海運株式会社 愛知県
株式会社 辰巳商会 大阪府
田渕海運 株式会社 大阪府
プリンス海運株式会社 兵庫県
宇部興産海運株式会社 山口県
大王海運株式会社 愛媛県
鶴丸海運株式会社 福岡県
マルエーフェリー株式会社 鹿児島県
琉球海運株式会社 沖縄県

旅客・鉄道 北海道旅客鉄道株式会社 北海道
札幌市交通局 北海道
西武鉄道株式会社 埼玉県
小田急電鉄株式会社 東京都
東京都交通局 東京都
京浜急行電鉄株式会社 東京都
東京地下鉄株式会社 東京都
東武鉄道株式会社 東京都
東日本旅客鉄道株式会社 東京都
京成電鉄株式会社 東京都



京王電鉄株式会社 東京都
東急電鉄株式会社 東京都
相模鉄道株式会社 神奈川県
名古屋鉄道株式会社 愛知県
東海旅客鉄道株式会社 愛知県
名古屋市交通局 愛知県
阪急電鉄 株式会社 大阪府
近畿日本鉄道 株式会社 大阪府
阪神電気鉄道 株式会社 大阪府
西日本旅客鉄道 株式会社 大阪府
大阪市高速電気軌道株式会社 大阪府
京阪電気鉄道 株式会社 大阪府
南海電気鉄道 株式会社 大阪府
四国旅客鉄道株式会社 香川県
西日本鉄道株式会社 福岡県
九州旅客鉄道株式会社 福岡県

旅客・バス 北海道中央バス株式会社 北海道
ジェイ・アール北海道バス株式会社 北海道
函館バス株式会社 北海道
道南バス株式会社 北海道
弘南バス　株式会社 青森県
岩手県交通　株式会社 岩手県
岩手県北自動車　株式会社 岩手県
宮城交通　株式会社 宮城県
仙台市交通局 宮城県
ジェイアールバス東北　株式会社 宮城県
株式会社　ミヤコーバス 宮城県
秋北バス　株式会社 秋田県
山交バス　株式会社 山形県
福島交通　株式会社 福島県
新常磐交通　株式会社 福島県
茨城交通株式会社 茨城県
関東鉄道株式会社 茨城県
関東自動車株式会社 栃木県
西武バス株式会社 埼玉県
朝日自動車株式会社 埼玉県
小湊鉄道株式会社 千葉県
千葉交通株式会社 千葉県
立川バス株式会社 東京都
東京都交通局 東京都
国際興業株式会社 東京都
東武バスウエスト株式会社 東京都
小田急バス株式会社 東京都
ジェイアールバス関東株式会社 東京都
西東京バス株式会社 東京都
東武バスセントラル株式会社 東京都
京成バス株式会社 東京都
東京空港交通株式会社 東京都
京浜急行バス株式会社 東京都
東急バス株式会社 東京都
関東バス株式会社 東京都
京王バス株式会社 東京都
横浜市交通局 神奈川県
川崎市交通局 神奈川県
神奈川中央交通株式会社 神奈川県
川崎鶴見臨港バス株式会社 神奈川県
株式会社江ノ電バス 神奈川県
新潟交通株式会社 新潟県
越後交通株式会社 新潟県
新潟交通観光バス株式会社 新潟県
アルピコ交通株式会社 長野県
岐阜乗合自動車株式会社 岐阜県
遠州鉄道株式会社 静岡県
しずてつジャストライン株式会社 静岡県
伊豆箱根バス株式会社 静岡県
株式会社東海バス 静岡県
名阪近鉄バス株式会社 愛知県
名古屋市交通局 愛知県
名鉄バス株式会社 愛知県
名鉄観光バス株式会社 愛知県
三重交通株式会社 三重県
京阪バス 株式会社 京都府
京都市交通局 京都府
阪急バス 株式会社 大阪府
近鉄バス 株式会社 大阪府
大阪シティバス株式会社 大阪府
西日本ジェイアールバス 株式会社 大阪府
南海バス 株式会社 大阪府
日本交通 株式会社 大阪府



神姫バス 株式会社 兵庫県
神戸市交通局 兵庫県
阪神バス株式会社 兵庫県
奈良交通 株式会社 奈良県
両備ホールディングス株式会社 岡山県
広島電鉄株式会社 広島県
中国ジェイアールバス株式会社 広島県
広島バス株式会社 広島県
株式会社中国バス 広島県
防長交通株式会社 山口県
サンデン交通株式会社 山口県
徳島バス株式会社 徳島県
伊予鉄バス株式会社 愛媛県
とさでん交通株式会社 高知県
西日本鉄道株式会社 福岡県
西鉄バス北九州株式会社 福岡県
昭和自動車株式会社 佐賀県
長崎県交通局 長崎県
西肥自動車株式会社 長崎県
長崎自動車株式会社 長崎県
九州産交バス株式会社 熊本県
産交バス株式会社 熊本県
大分バス株式会社 大分県
宮崎交通株式会社 宮崎県
南国交通株式会社 鹿児島県
鹿児島交通株式会社 鹿児島県
鹿児島市交通局 鹿児島県
那覇バス株式会社 沖縄県
沖縄バス株式会社 沖縄県
株式会社琉球バス交通 沖縄県

旅客・タクシー 札幌交通株式会社 北海道
株式会社日の丸リムジン 東京都
西武ハイヤー株式会社 東京都
株式会社グリーンキャブ 東京都
国際ハイヤー株式会社 東京都
国際自動車株式会社(T1) 東京都
国際自動車株式会社(T2) 東京都
神奈川都市交通株式会社 神奈川県
平和交通株式会社 神奈川県
神奈中タクシー株式会社 神奈川県
遠鉄タクシー株式会社 静岡県
エムケイ 株式会社 京都府
都タクシー 株式会社 京都府
彌榮自動車 株式会社 京都府
近鉄タクシー 株式会社 大阪府
株式会社 国際興業大阪 大阪府
阪急タクシー 株式会社 大阪府
相互タクシー 株式会社 大阪府
日本タクシー 株式会社 大阪府
日本交通 株式会社 大阪府
神戸相互タクシー 株式会社 兵庫県

旅客・船舶 津軽海峡フェリー株式会社 北海道
商船三井フェリー株式会社 東京都
川崎近海汽船株式会社 東京都
太平洋フェリー株式会社 愛知県
株式会社 名門大洋フェリー 大阪府
新日本海フェリー 株式会社 大阪府
四国開発フェリー株式会社 愛媛県
阪九フェリー株式会社 福岡県
オーシャントランス株式会社 福岡県
株式会社フェリーさんふらわあ 大分県
宮崎カーフェリー株式会社 宮崎県

航空 日本航空株式会社 東京都
全日本空輸株式会社 東京都


