
令和3年3月31日
支部 会社名 支部 会社名
千葉 ㈱アールエス物流サービス 千葉 ㈲大野興業

㈱アイエフ物流サービス 大森運送㈱
㈱アイクリーン ㈱オールラウンドエキスプレス
㈱AIコンツェルン 岡本運送㈲
アイサービス㈱ ㈱オネスティー
㈲青山運輸 柏光和物流㈲
㈱アキ商事 片岡産業㈱
㈱アクセル 勝又自動車㈱
㈱アクティブ・1 カトーレック㈱
㈱アサヒセキュリティ 上新原運送㈱
アサヒロジスティクス㈱ 川正機工㈱
㈱飛鳥陸送 ㈱川畑重機輸送
ASKUL　LOGIST㈱ 関西倉本運送㈱
㈱アストモスガスセンター千葉 関東王子運送㈱
東海運㈱ 関東誠和梱枹運輸㈱
㈱アドバンス・アゲイン 関東福山通運㈱
㈱アドバンスコールドライン カンナナ京葉運輸㈱
㈲アペックスライン ㈱キーペックス
荒木トラック運送㈱ ㈲キーラインエクセル
㈱安全丸和輸送 ㈱木村商事
安全輸送㈱ ㈱共進
ＥＭオノエ㈱ ㈱共同貨物
㈱飯島企画 協立運輸倉庫㈱
㈲五十嵐総業運輸 京和興業㈱
石井開運㈱ ㈱クアトロ物流
石井商事運輸㈱ ㈲久保田企画
石黒物流㈱ 倉澤運輸㈱
石坂運輸㈱ ㈱グリーン自動車
イズミ物流㈱ 久留米運送㈱
市原清掃事業㈱ ㈲グローリー
イツモ㈱ ㈱群馬ロジテム
㈲伊藤運送店 京王自動車工業㈱
稲毛運送㈱ ケイジー物流㈱
稲葉運送㈱ ケイズ京葉㈱
茨城乳配㈱ ㈱京葉エナジー
岩井総業㈱ ㈱京葉クリーンセンター
㈱岩崎勝商店 ㈲京葉ダスト
ウィステリアス㈱ 京葉臨海通運㈱
㈱植松ライン ㈲Ｋ・Ｔ商運
㈱内房運送 ㈲ケーティーライン
内山運送㈱ ＫＴ　ＬＩＮＥ㈱
H&E㈱ ㈱ケー・ワイ・ティー
㈱エクシング ㈱鯉登運輸総業
㈱エクセル 江商運輸㈱
㈱エス・ディ・ロジ ㈱弘東
SBSフレックネット㈱ 鴻池運輸㈱
SBSリコーロジスティクス㈱ ㈱高陽運輸
SBフレームワークス㈱ 弘容通商㈱
㈱ＮＳロジ東日本 国分ロジスティクス㈱
㈱NTエンタープライズ 寿ロジコム㈱
エフ・ディ物流㈱ ㈱近藤商会
㈱エムライン コンレール運輸㈱
遠州トラック㈱ 酒井運送㈱
㈱大岩運輸 ㈱サカイ引越センター
大浦興業㈱ サカイ物流㈱
㈱大川運輸 ㈲佐川運送店
㈱ＯＫ企画 櫻井運送㈱
オーケー物流㈱ ㈲桜木観光
大塚運輸㈱ ㈲サクラ企画興業
㈱大野建設運輸 ㈲さくらネット

会員名簿
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令和3年3月31日
支部 会社名 支部 会社名

会員名簿

千葉 ㈲サコ 千葉 ㈲反田運輸
㈲三英 第一貨物㈱
㈱サンエイエコネット ㈱大一ファッションサービス
㈱三榮千葉 大輝運輸㈱
㈲山王商会 ㈱大興
㈱山紀 ㈱大誠恒産
三協運輸㈱ ダイセーロジスティクス㈱
㈲三共商事 泰平運輸㈱
㈱サン・クリーンサービス ㈱太平洋エクスプレス
㈲三幸清掃 大和トランワークス㈱
㈱三善運輸 田岡運輸㈲
㈱三富 高出運輸㈲
㈱サンリツ ㈲高千誉運輸
㈱サンリツ 宝塚運行サービス㈱
㈱山菱トランスポート ㈱タジマ
シーエス流通サービス㈱ ㈱田代運輸
ＪＦＥ物流㈱ ㈱タス・ジャパン
Ｊ－ロジテック㈱ ㈲龍生運輸
㈱Ｊ．Ｃ．Ｏ．Ｓ ㈲田中運送
㈱ジェットライン 多摩運送㈱
重野興運㈱ ㈱近馬運輸
島村運輸倉庫㈱ ㈲千種運送店
志村運送㈱ ㈱地区宅便
下村商運㈱ 千興運輸㈱
ジャパンエナジック㈱ 千葉ケミカル輸送㈱
ジャパンフーズ物流㈱ ㈱千葉興業運輸
㈱首都圏ロジスティクス 千葉興産㈱
城北運輸㈱ ㈲千葉興産
㈲白銀運輸機工 ㈱千葉商会トランスポート
伸栄総合物流㈱ ㈱千葉商会トランスポート千葉南
㈱伸幸 千葉塵芥清掃㈲
新港運輸産業㈱ ㈱千葉セルビス
新興海陸運輸㈱ 千葉通運㈱
㈱SHINKOロジ 千葉テクノサービス㈱
神葉運輸㈱ 千葉日梱㈱
㈱シンヨウ・ロジ ㈱千葉パワーテクノ
伸和運輸㈱ 千葉臨海清掃㈲
シンワ運輸東京㈱ 千代田興業㈱
㈱新和トランスポート 椿森運送㈲
伸和ピアノ㈱ ㈲翼商事
㈲鈴木運送 鶴総運㈱
鈴木運送㈱ ＴＳネットワーク㈱
鈴木商運㈱ ㈱ティーエムトランスポート
㈱スズキトランスポート ㈲Ｔ・Ｔ・Ｓ
㈱スター運輸 ㈱デイライン
㈱ステアリンク ㈱テクノトランス
㈱スリーエス・サンキュウ 天真エンタープライズ㈲
㈲セイコー運輸 ㈲東亜運輸
星勝ライン㈱ 東亜運輸㈲
清宮運送㈲ 東栄運送㈲
㈲セイワ 東海陸運㈱
㈱政和運輸 ㈱東基サービス
セイワ輸送㈱ 東京西濃運輸㈱
㈱関根エンタープライズＵＦＣ 東京第一物流㈱
セコム㈱ ㈱東伸
㈱全国赤帽 ㈱東盛興業
千南商事㈱ 東電物流㈱
㈱全日警 ㈱東髙運輸
全農物流㈱ 東邦海陸運輸㈱
綜合警備保障㈱ 東洋社物流㈱
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支部 会社名 支部 会社名

会員名簿

千葉 東和運輸㈱ 千葉 ㈱フジタ運輸倉庫
㈱トーア物流 ㈲二口商会
㈱トーヨー ㈱Burg
㈱戸田倉庫物流 ㈱プレア
トナミ運輸㈱ ㈲プロテック
㈱トポスエンタープライズ ㈱フロンティア
トミー輸送サービス㈱ ㈱BENEVOLENTE
豊福ロジテム㈱ 豊永興業㈱
㈱トラストシップ ㈲豊明
㈱Trans B ㈱ホームエナジック京葉
㈱トランスポート ㈱北新流通
㈲取次商事 ㈱星野商事
㈲ナカソネ 星見運輸㈲
中田運送㈱ ㈱ボンズカンパニー
長沼運送㈱ 前川運輸㈱
㈱中村産業 前田運輸倉庫㈱
㈱中村総業 ㈱真岡産業
㈱ナミツー ㈲マキノ運送
ナミツー陸運㈱ ㈲マコト商会
西千葉運輸㈱ ㈱マザール
西光運輸㈱ マックス運輸㈱
㈱西谷総合企画 ㈲松波運送
㈱日光總運 ㈱松本運送
日酸運輸㈱ ㈱丸運トランスポート東日本
日昭運輸㈱ ㈱丸幸
日進運輸㈱ ㈲丸十トラック運送店
日新通商㈱ ㈱丸勝物流
日生流通運輸倉庫㈱ ㈱丸玉運送
日通千葉貨物運送㈱ マルトミ運送㈱
㈱日東物流 ㈱マルノウチ
㈱ニップンロジス ㈱Ｍａｒｕｂａｙａｓｈｉサービス
日本通運㈱ ㈱丸文
日本郵便㈱ ㈱丸北運輸
日本ルートサービス㈱ ㈲丸和商会
日本サイロ㈱ ㈱丸和通運
日本図書輸送㈱ 御国石油㈱
㈱日本ネットワークサービス 水野運輸㈱
日本ピアノ運輸㈱ ㈱ミズレック
日本郵便輸送㈱ 三谷運輸㈱
㈱ネキスト ㈱三恵運輸
㈱ネクスト物流 ㈱みどり急便
萩原梱包運輸㈲ ㈱都重機建設
㈱昌和運輸 ムービングマスタージャパン㈱
㈲白鷺運輸 ㈱ム限
㈱ハナ ㈲明成ミキサーリース
㈱ハヤカワ 名鉄ゴールデン航空㈱
㈱春翔 明和輸送㈱
磐栄運送㈱ ㈱めふき運輸
ＢＡシステム㈱ ㈲山一運輸
東日本産業輸送㈱ ㈱山越運輸
光クリーンサービス㈱ ㈲山下商店
引越革命㈱ 山鈴運輸㈱
㈱引越社 ㈲やませ
日の出貨物㈲ ㈱山總
㈱ヒューテックノオリン ヤマト運輸㈱
Ｖｍａｒｋ　Ｍｅｔａｌ㈱ 山本運送㈱
㈱フェニックス ㈲山本舞台サービス社
㈲フォークリフト陽晟 ㈱倖人
福山通運㈱ ㈱ユニオンネットサービス
藤木陸運㈱ 横浜低温流通㈱
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令和3年3月31日
支部 会社名 支部 会社名

会員名簿

千葉 吉高運輸㈱ 市原 楠原輸送㈱
㈱四津葉運輸 クレハ運輸トラック㈱
代々木オール㈱ ㈱クロヒジ
菱自運輸㈱ ケイヒン陸運㈱
菱葉運送㈱ 京葉エクスプレス㈱
㈱ロードキャリークラブ 京葉急送㈱
㈱ロードリームジャパン 京葉産業㈱
㈲ロードワークス ㈲京葉ミキサーリース
㈱ロジサポート ㈲ケーヨー通商
ロジテムトランスポート㈱ ㈲小泉運輸関東
ロジフォワード㈱ コイデ陸運㈱
㈱YKエクスプレス 幸伸運送㈲
㈱ワイズコーポレーション 江東運送㈱
㈲わかば ㈱河野建材
若松運輸㈱ コープ商事物流㈱
渡邊倉庫運送㈱ ㈱古宮運輸
湾岸ケミカル㈱ ㈱コンテナ・サービス

市原 青柳運輸㈱ さくら物流㈱
アサガミ㈱ 三栄運送㈱
浅野運輸㈱ ㈱サンエーコンポウ
旭運輸㈱ 山九㈱
朝日運輸㈱ ㈱山九海陸
㈲あさみ 山九重機工㈱
アヅマ陸運倉庫㈱ ㈱サンキュウ・トランスポート・東日本
アモンケミカル㈱ 三倉運輸㈱
㈱イーストドレージ サンネット物流㈱
池田興業㈱ 三葉運輸㈲
㈲石井運輸 ㈲三和起業
石井興業㈲ ㈲三和トラック
㈱石島運輸倉庫 CKリース㈱
市原市資源回収協同組合 Ｊ．Ｄｒｅａｍ　Ｅｘｐｒｅｓｓ㈱
市原通運㈱ 澁澤陸運㈱
市原古川運送㈲ ジャパンクリーンテック㈱
㈱市原臨海 秀和運輸㈱
一宮運輸㈱ 昭栄運送㈱
㈲伊藤架設 城西運輸機工㈱
㈱井上興業 シライシ㈱
㈲岩田運輸 新開運輸倉庫㈱
上野輸送㈱ 新関東ネギシ㈱
碓永自動車㈱ 新興運輸倉庫㈱
卯月トランスポート㈱ 新和運輸㈱
㈱エスエルシー運輸東日本 ㈱杉孝
㈲エス・ジー・エス 杉田建材㈱
㈱エスワイプロモーション ㈱鈴与カーゴネット北関東
㈱大崎 住化ロジスティクス㈱
㈲大藤運輸 ㈱星葉土木
大宮重機産業㈱ ㈱星葉ロジテック
㈲オカノエキスプレス ㈱青和運輸
奥原興業㈱ セーフティオイルトランスポート㈱
㈲落合 ㈲積善山
㈱カインズ・ロジ センコー㈱
鎌滝運送㈲ 相和流通㈱
加茂谷運送㈱ 大成運送㈲
川岸運送㈱ ダイセル物流㈱
㈱川村商事 ㈱太鵬便
関東鈴鹿配送㈱ 太陽運輸㈱
菊池運輸㈱ 宇徳トランスネット㈱
京極運輸商事㈱ ㈱エキソー
㈲協伸輸送 千葉三港運輸㈱
共立輸送東京㈱ 千葉センコー運輸整備㈱
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令和3年3月31日
支部 会社名 支部 会社名

会員名簿

市原 千葉やよい運送㈱ 市原 米本運送㈲
㈱長太 ㈱ワカツキ
鉄鋼運輸㈱ 船橋 ㈱アイソネットライン
㈲東海運輸 ㈲葵興産
東葛運送㈱ 青葉運輸㈱
㈲東京ライン 暁運送㈱ 船橋
㈱東高商事 ㈲アシタプランニングＭＳ
東洋容器㈱ 東興運㈱
都北運輸㈱ イーグル貨物運輸㈱
中里運送㈱ ㈲石神運送
㈲長島運輸 ㈲いまよし鋼業
ナカミツ興業㈲ 岩井運送㈱
新潟運輸㈱ 岩谷物流㈱
㈱日陸 ㈱岩陸
日陸物流㈱ 宇井運輸㈱
日産物流㈱ ㈱植草運送店
㈱日硝ハイウエー ㈲ウオキチ
日通千葉南流通サービス㈱ 打越㈱
日東運輸倉庫㈱ ㈲エイチビーケーサービス
日本液体運輸㈱ ＡＢＣ㈱
日本トランスシティ㈱ ㈱ＳＡＪＩ
㈲野口建送 ㈱エス・ティー・エス
㈱原岡興業 ㈱オアシス
ビコー輸送㈱ 王子陸運㈱
㈱瞳商事 ㈱オー・ケー・ライン
ビューテック運輸㈱ ㈱オカジマ
ビューテックローリー㈱ ㈱小倉エンタープライズ
フジ運輸㈱ 長内運送㈲
㈱藤江運輸 ㈱門井運送
不二倉業㈱ ㈲カネコ綜合サービス
㈱藤田興運 かもめガスネット・サービス㈱
㈱芙蓉実業 川吉運送㈱
古河物流㈱ 関東馬匹運輸㈲
㈲平成輸送 ㈲北爪清掃事業
㈱ベイトランスポート ㈲キョウエイ
㈲外尾商事 共同通運㈱
ホクトミ運輸㈱ 共立運保㈱
ホクブトランスポート㈱ ㈱キョーエイコーポレーション
㈱ボルテックスセイグン ㈱クオリティ
前田運輸㈱ ㈱クロキー
㈱マックスライン 京葉アサノ運輸㈱
丸栄輸送㈱ 京葉運送㈲
丸川運送㈱ 京葉コーウン㈱
丸喜運輸㈱ 京葉ライン㈱
丸五運輸㈱ 廣和運輸㈱
丸全京葉物流㈱ コーケン運輸㈱
㈲丸藤商店 ㈱小島
丸富物流㈱ コバシ物流㈱
㈲丸善総業 小林運輸㈱
三井物産グローバルロジスティクス㈱ 小松川運輸㈱
源総業㈱ サッポロ流通システム㈱
向島運送㈱ ㈱サブヒロハマコーポレーション
㈱ムツミ ㈱三協商運
㈱メンテナンス・コシバ 三建運輸㈱
柳田運輸㈱ ㈱ジェイ・テック
山一運輸㈱ 芝浦物流㈱
山谷運送㈱ ㈱ジャンクサービス
陽品運輸倉庫㈱ 昭産運輸㈱
陽品ガステクノ㈱ ㈲城東企業
㈱ヨコタエンタープライズ 白井運輸㈱
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令和3年3月31日
支部 会社名 支部 会社名

会員名簿

船橋 ㈲信徳商事 船橋 ㈱ベイテックサービス
神葉港運㈲ ㈲法典清掃
㈱鈴商 北王流通㈱
スリーワン㈱ ㈱北部市場運送
㈱誠和物流 丸伊運輸㈱
㈱セキュリティリサイクル研究所 ㈲丸石運輸倉庫
セブン通商㈱ 丸菊運輸㈲
㈲園田物流 ㈱丸勝ライン
㈲大栄運送 ㈱丸文運送
大東港運㈱ 三咲運送㈲
ダイトウ物流㈱ 三橋運送㈱
滝本運輸㈱ 三ツ矢物産㈱
㈱タマ・ミルキーウェイ ミフネ運送㈱
中央運送㈱ ㈱メイリクサービス
中央陸運㈱ ㈲森木重機リース
㈱ツカサ ㈲八巻運輸
ティーグロー㈱ ヤマサ物流㈱
㈱デイリーサービス 山広運輸㈱
㈱デイリートランスポート 山藤運送㈱
㈱テクニカルコールド関東 結城運輸倉庫㈱
電業運輸㈱ 有隣運送㈱
東海急送㈱ ㈲吉川運輸
東海西部運輸㈱ 吉田海運㈱
㈱東晋 よつば流通㈱
東伸産業㈱ ㈱ライキ
東雪運輸㈱ ㈱リョーウンエキスプレス
㈲東薬運送 瀝青輸送㈱
東和輸送㈱ ㈱ロジパルエクスプレス
㈱トーヨーエフピー ㈱ロジ・レックス
㈱トラストワン ㈲ワンプラスワン
㈱トランスポートジャコ 習志野 アートコーポレーション㈱
㈲中瀬運送 アートバンライン㈱
㈱ナカノ商会 ㈱アイ・ディ・ワン
㈱ニシウラ ㈱浅野運輸
日軽物流㈱ ㈱アシスト東経
日通船橋運輸㈱ ㈱飯田運送
日本アルコール物流㈱ ㈲池田鋼業
日本低温運輸㈱ ㈲伊藤運送
日本ローバック㈱ ㈲植田運輸
日本ロジテム㈱ SBSロジコム関東㈱
根岸運輸㈱ ㈱エムティーコンベヤンス
根本運送㈱ ㈲岡清掃
橋本商事㈱ ㈱加悦
八大㈱ ㈲香澄商会
バディシステム㈱ ㈱関東エース
パナシアロジ㈱ ㈱協和運輸
ビー・カーゴワークス㈱ 協和トランスポート㈱
東日本エア・ウォーター物流㈱ グリーンエキスプレス㈱
東日本物流開発㈱ ㈱クリエイト
㈱ファーストサポート ㈱啓徳カーゴ・サービス
福岡運輸㈱ 小出運輸㈱
㈱福東運輸 航空集配サービス㈱
㈱富士エコー 小久保冷蔵運輸倉庫㈱
富士興運㈱ 坂上運輸倉庫㈱
フジックス㈱ ㈱サギヌマ運輸
㈲船橋市場運輸 ㈱サクラ企画運輸
船橋興産㈱ サンキ運輸㈱
（公社）船橋市清美公社 ㈱サンコー流通センター
船橋清掃㈱ ㈱三昭運輸
船橋レミコン㈱ ジー・ティー・エス㈱
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令和3年3月31日
支部 会社名 支部 会社名

会員名簿

習志野 ㈱ジェットライン・ワールド 市川 ㈱アザス
翔永輸送㈱ ㈱アドバンス芙蓉
㈱ＳＨＯＥＩＥＡＳＴＬＩＮＥ ㈱アベ
㈱食品流通システム ㈱Eastカンパニー
㈱星煌 ㈱石井興業所
㈱誠光運輸 ㈱石川運送
㈲大一輸送 ㈲石堂興業
大都運送㈱ 和泉運輸㈱
太陽商運㈱ 市川運送㈱
高橋電設運送㈱ ㈱市川環境エンジニアリング
玉運輸㈱ ㈲市川企業
玉成運送㈱ (公財)市川市清掃公社
㈱津田沼運輸サービス 伊藤商事㈲
㈱つばめ急便 入船ロジスティクス㈱
㈲ティー・ウィステリア ㈱イワサワ
東京宅配事業㈱ ㈱岩永組
㈱東京ベストプラン ㈱インター物流
東京丸善運輸㈱ ㈱宇田川清掃
㈱東葉物流 内宮運輸機工㈱
㈱東和重機工事 浦安小型運送㈲
㈱トラストロジコム ㈱浦安清運
永山運送㈱ ㈲浦安丸勝
㈱習志野清運 ㈱エイト陸送
㈱習志野トラックセンター ㈲エイト流通サービス
日永運送㈱ 江口運輸㈱
㈱日信興運 ㈱エスユーライン
㈱ハート引越センター ㈱ＳＹ
芳賀通運㈱ ㈱エナジートランスポーター
㈲花澤運送 ㈱エネックス
阪神トランスポート㈱ ㈱榎商
彦田建設運輸㈱ ㈱エムラインズ
㈱福嶋商事 オーケーライン㈲
㈱ホレスト 大阪旭陸運㈱
増田運輸㈱ 大阪運輸㈱
丸協運輸㈱ 大貫運送㈲
丸三物流総業㈱ ㈲岡太運輸
㈱マルヨシ物流 ㈲小田多運送
㈱水上三洋商会 ㈱越智運送店
㈲源清掃センター 小籏㈱
㈱三代川運送 ㈱カインドテクニカルサービス
名糖運輸㈱ ㈱金谷商運
八洲運輸㈱ ㈲亀田組
安原運輸㈱ ㈲関東興業
㈲八千代運送 関東マルエス㈱
㈲八千代レッカー ㈲協栄社
柳澤運送㈲ ㈱京三運輸
㈲山﨑自動車整備工場 ㈲京昇産業
㈱山本運輸 共通運送㈱
㈱ＲＩＳＥ 熊井倉庫㈱
㈱ロイヤルサービス 倉持土木建設㈱
㈱和香商事 グリーン運輸㈱

市川 ㈱ＲＯＭＴｒａｎｓｐｏｒｔ ㈲グリーンファイブクーリエ
㈲IBトランスポート けいはんな郵配㈱
㈱碧物流 京葉アドバンス物流㈱
㈲青木運送 ㈱ゲッコー
㈱アクセス有明 ケミカルトランスポート㈱
阿久津運輸㈱ ㈱建総
アクロストランスポート㈱ 交神運輸㈱
㈱浅井 ㈱光伸清運
アサガミ物流㈱ 合板運送㈱
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令和3年3月31日
支部 会社名 支部 会社名

会員名簿

市川 ㈱高谷産業 市川 道九運輸㈱
光陽運輸㈱ ㈱東京アクティー
興和運輸㈱ ㈱東京アルファライン
㈱国分運輸 東京エアカーゴサービス㈱
㈲小関土木 東京トラック運送㈱
㈲後藤鋼業 東京納品代行㈱
㈱COHARU 東京ロジスティック㈱
コンポート㈱ ㈲東航
㈱サイコー 東港輸送㈱
㈱酒井運輸 ㈲東伸運輸
佐川急便㈱ ドゥベスト㈱
㈱佐々木エンタープライズ 東宝運輸商事㈱
㈱三共運輸 東邦興産㈱
三協運輸㈱ トーレイ輸送㈱
㈱サントラス トキオカーゴ㈱
㈱サンファミリー ㈱ドラゴン
㈱CFF ㈲トラステック
㈱ジェイアール東日本物流 ㈱トランスメイト
㈱ＪＫトランス ㈱中山運輸
ジェイロジスティクス㈱ ナグモ産業㈱
㈱ジェーラインエクスプレス ㈱習志野運送
㈱システムジャパン 西多摩運送㈱
柴又運輸㈱ 西鉄物流㈱
志村興運㈱ ㈱日運
㈲下河商会 日輪商運㈱
㈱ジャステム ㈱ニッケン流通サービス
㈱ジョイントサービス ㈱日祥物流
㈲昭和 日新運輸㈲
㈲昭和興業運送 日精サービス㈱
新市運輸㈱ 日本ロジステックサポート㈱
㈱シンケン 日本航運㈱
杉本商事㈲ ㈱野辺運輸
㈱鈴与カーゴネット東京 ハイエスサービス㈱
㈱スマイルライン ㈲原運輸
㈲正起運輸 ㈱久津運送店
㈱清五郎運送 日田運輸㈱
㈱セイナントランスポート ㈱ビ・トータス
静和産業㈱ 平沢運輸㈱
㈱セフティ物流 ㈲廣謙周輸
㈱ゼロ・プラス関東 ファースト運輸㈱
センコーエーラインアマノ㈱ ㈱ファインエナジー
㈱泉州サービス 福山エクスプレス㈱
大市産業㈱ ㈱フコックス
大京運輸㈱ ㈲フジイルートサービス
大剛運輸㈱ 富士港運㈱
大光輸送㈱ ㈲藤城清掃サービス
㈱太一 武州運輸倉庫㈱
大和陸運倉庫㈱ 物産ロジスティクスソリューションズ㈱
高俊興業㈱ ㈱ブルーペッパー
㈱多喜運輸 ㈱豊興
㈲田島清掃 ホッコウ物流㈱
㈲田代商事 ㈲本間機工
㈱田中組 ㈱マツカゼ
㈱田中興業エンタープライズ 松島運輸㈱
㈱チドリ運送 松藤運輸倉庫㈱
㈲長運 丸一運輸㈲
㈱月島物流サービス ㈲丸功商会
角田運送㈱ ㈲丸新
㈱翼サービス ㈲丸彦
㈱天下一天晴 丸茂輸送㈲
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令和3年3月31日
支部 会社名 支部 会社名

会員名簿

市川 丸吉ロジ㈱ 柏 ㈱落合興業社
㈲瑞江重機 風早運輸㈲
㈲水野運輸 柏センコー運輸㈱
みなみ運輸㈱ ㈱柏流通
宮崎運送㈲ ㈱金運
㈱三芳エキスプレス ㈱川和
㈲睦月興業 関東いづみ運輸㈱
㈱ムロオ 関東ロジスコ㈱
㈲メイショウ物流サービス 北柏運輸㈱
明治ロジテック㈱ ㈲木村商事
森井運送㈲ ㈱キムラヤフレッシュライン
㈱八千代エクスプレス ㈱キャリアサービス
㈱山栄運輸 ㈲協栄
山岡産輸㈱ 協信機設㈱
㈱山加 共立輸送㈱
㈱ヤマガタ 近物レックス㈱
山新運輸㈱ グラッドサービス㈱
山神運輸工業㈱ ＧｒｅｅｎＢｏｘ㈱
㈱ヤマテック ㈱ケイディエス
吉川運輸㈱ ㈱K・R・C
米井運送㈱ ㈱ケーエム運送
㈱米山鉄工所 ㈱ケーワイケー
㈱読売ISロジテム 幸運トラック㈱
㈲ラウンドワーク 光栄通運㈱
㈱陸王運輸 神戸山口運送㈱
㈱レイ・モンド ㈲光隆運輸
㈱ロジックナンカイ 五郎商事㈱
ワーレックス㈱ ㈱さくらグローバルネット
㈱和協 ㈱ジェイネクストロジスティクス

柏 ㈱ＡＲＫ 信濃運輸㈱
アーク引越センター㈱ 篠崎運輸㈱
㈱ＩＨＬ ㈱島商
アイ・エス・ロジスティクス㈱ 沼南運送㈲
㈲愛知高速運輸 ㈲沼南清掃
㈱アクティオトランスポート 常南通運㈱
㈲アクティブライン 沼南廃棄物処理協業組合
㈱アットロジ 常陽運送㈱
淡路共正陸運㈱ ㈲昭和運輸
㈲アンテック 昭和サービス㈱
安蒜運送㈲ ㈲庄和物流
いきがい運輸㈱ 鈴江陸運㈱
㈲石井商事 西濃エキスプレス㈱
㈱石川工業 ㈲関商店
㈱石原運輸 ゼクス㈱
㈲今井運送 ㈱創友
㈱藺牟田運送 大伸運送㈲
魚津海陸運輸倉庫㈱ ㈱千葉商会トランスポート柏
浮ヶ谷興産㈲ ㈲千代田流通サービス
潤商事㈱ ディーケイ物流㈱
㈱A＆A-style TGK物流㈱
エービーカーゴ東日本㈱ ㈱テラモト
㈱エーライン ㈱東葛輸送
江戸川清掃㈱ 東京サービス㈱
㈱江奈 東芝ロジスティクス㈱
㈱エムズコーポレーション ㈱東総運輸
㈱LNJ中通 ㈱トーケン
大塚運送㈱ ㈱トータル・ワークス
大友ロジスティクスサービス㈱ ㈱トップライン
大畑運輸㈱ 豊島運輸㈲
㈱岡田運送 ㈲トランスポートささき
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支部 会社名 支部 会社名

会員名簿

柏 ㈱ドリーム 松戸 ㈲京伸興業
㈲ナカジマ ㈱共同
㈲中通運輸 旭光商運㈱
㈲流山清運社 ㈱近鉄トランステック
㈱流山清掃事業 小金運送㈲
㈲浪川運輸 ㈱ＪＲＣトランスポート
南信重機興業㈱ ㈲篠田配送
西久大運輸倉庫㈱ 島村興業㈱
日洋海運㈱ ㈱シムスサービス
日通トランスポート㈱ ㈲新高運送
㈱ニルス ㈱新日本運輸サービス
㈱仁和運送 鈴木運輸㈲
蓮田運輸㈱ ㈲スズキサービス
㈱蓮見興業 西丹陸運㈱
㈱初石板金 ㈲瀬田運送
㈱羽正 摂津ロジスティクス㈱
はまなす商運㈱ ㈲仙光産業
㈱日立物流首都圏 ㈲センチュリーオート
㈱日立プラントコンストラクション ㈱大成運輸
㈱フェイズ ㈱千葉自動車検査場
福永運送㈱ ティービー㈱
㈱藤商事 東葛清掃㈱
ふそう陸送㈱ 東京シティ物流㈱
㈱フロンティア 東京三八五流通㈱
㈲ベルサービス ㈲東松清業
㈲豊和運輸倉庫 ㈲東進産業
㈲北葉商会 ㈱東陽運輸
細野運送㈱ 常盤興業㈱
㈱マツダ ㈱ドライバンク
㈱丸庄運輸 日本サービス㈱
マルモ物流㈱ ㈱根本運輸
みずき通商㈱ ハートネット東関東㈱
三森商運㈲ ㈱長谷川運輸
ミナト流通サービス㈱ ㈱福寿台運輸
都運輸㈱ 松清興業㈲
森野輸送サービス㈱ 松戸運送㈱
㈲ヤマツウサービス 松戸市環境清掃協業組合
山本産業㈱ 松戸東部運送㈱
㈱ユタカ運輸 三八五流通㈱
㈲吉喜レッカー ㈱矢切衛生社
流北運送㈲ 山形運輸㈱
㈱ロジスター ㈱ヤマザキ物流
㈱Y’s ㈱山送

松戸 旭運輸㈱ 大和運送㈲
㈱アサヒ物流サービス ㈱山中納品代行
㈲アスカ物流サービス 山藤運送㈲
東陸運㈱ ㈱ユーカリ物流
㈲アップル商事 ㈲吉野屋運輸
㈲アリタサービス ㈲リアル
有馬運送㈲ 野田 相澤運送㈲
池田産業㈱ ㈲IBロジスティック
石橋運送㈱ 青木運送㈲
上野運送㈱ ㈱アクティー
エスアイアイ・ロジスティクス㈱ ㈱アクティブプランニング
㈱大倉 F-LINE㈱
㈱オーケーライン ㈱東運輸
㈲葛葉清掃 ㈱東物流
加藤運輸㈲ ㈲アドヴァンス
㈲嘉穂商事 ㈲石川運輸
キユーソーティス㈱ 石田運送㈱
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支部 会社名 支部 会社名

会員名簿

野田 ㈱岩崎運送 野田 ㈲平井運輸
㈱インターネット ㈲フカイ物流
ウイングライン㈱ 武州運輸㈱
ウヤマ産業㈱ フライスター物流㈱
エコウイング物流㈱ ㈱ブルーライン
㈲Sサポートトランス ㈱フレックス
SBSロジコム㈱ 北總貨物自動車運送㈱
㈲エヌエス流通サービス ㈲松村運輸
㈱エヌティサービス ㈱真秀サービス
㈱エフ・エス・エル ㈱丸運
MDロジスフィールドサービス㈱ ㈱丸運ロジスティクス関東
㈱小野寺商事 ㈱丸商
㈱カクヤ ㈱マルノウチディーエス
㈱カシマ ㈱丸和運輸機関
河井運輸㈱ ㈱六起商会
関東名鉄運輸㈱ ヤグチ物流㈱
木名瀬商事㈱ ㈱ヤマサ
キャリテック㈱ ㈲ヤマセ運送
GALSON CORPORATION (株) ㈲ヤマテック
九州西部運輸㈱ 山本運輸㈱
協栄流通㈱ ㈱ロジネクス
グッドサービス㈱ 印旛 アークス物流サポート㈱
㈱コダマサービス アイユーシー㈱
㈱坂田流通 ㈱あかうみ
サンインキケミカル㈱ ㈱茜商事
三友運送㈱ 旭運輸㈱
㈱シーエックスカーゴ ㈲芦田商事
Ｊライン㈱ ㈲安達　
㈱下総運輸 ㈱アテックス
昌栄高速運輸㈱ ㈱ADVANCE ＬＩＮＥ
シンキ配送㈱ ㈱アトラクティブ
新雪運輸㈱ ㈱荒井商会
㈱関宿急便 荒木商事㈲
㈱ＺＥＮＩＴＨ アルファエキスプレス㈱
センター物流㈲ ㈱アルプス物流
創建運輸㈱ あんぜんタカラ物流㈱
総武物流㈱ ㈱飯倉商事
㈱大伸 ㈱五十嵐商会
大和物流㈱ ㈱池田自動車運輸
㈲拓昇 勇運輸 ㈱
田口運送㈱ ㈲石山運送
中央運輸㈱ ㈲伊藤運送
中京陸運㈱ ㈲伊藤興業
㈱忠功 ㈲伊藤興業
㈱TMT ㈲今井流通
㈱DKSロジスティクス ㈱インザイトラスパー
東京井藤物流㈱ ㈱印旛共進
東京弘済物流㈱ ウイング㈱
東京輸送㈱ ㈱ウイングエキスプレス
㈱トッキュウ ウイングトランスポート㈱
㈱流山クリーンサービス ㈱エイ・エス・エクスプレス
㈱ネキストロジ ㈱ADM
㈲野口運輸 ㈱エネサンスサービス
野田小型運送㈱ 大川運輸㈱
野田センコーロジサービス㈱ ㈲大久保清掃
パスコ・ロジスティクス㈱ 大島運輸㈲
㈲畑山運輸 ㈲大武
原商事運輸㈱ ㈱オーユー
㈱PJ. C ㈲片岡岩次郎商店
㈱樋口運輸 ㈱片野運輸
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令和3年3月31日
支部 会社名 支部 会社名

会員名簿

印旛 ㈱金澤工務店 印旛 ㈲ダイセン物流
㈱カネヒラ・エクスプレス ㈱大通
鎌形運送㈲ ㈲大鳳通商
㈱ギオン ㈲高田商店
菊水物流㈲ 髙縄運輸㈱
㈱岸貝物流 ㈲タカハシライン
㈱北四国産業 ㈲髙藤
北村運送㈲ 田端運輸㈱
㈲共栄運輸倉庫 ㈱田平陸送
㈱共和通商 ㈱玉川運輸
㈱共和トランスポート ㈱丹内商事
協和流通㈱ 千葉共栄運輸㈱
㈲くじら 千葉クリーン㈱
㈲グリーンネットワークサービス ㈲千葉シマダ運輸
グリーンライン光進㈱ 直販配送㈱
㈲クリップ ㈱デイ・エス
㈲黒澤商運 ㈱TNK
ケイエス急送㈲ ㈱ティー・エル・エス
㈱ケイティーシー・ロジ ㈱手賀沼急送サービス
㈱京葉グループ 東英運輸倉庫㈱
㈱ケー・トランス 東開物流㈱
㈲光映運輸 ㈱東京三友
㈲弘興業 東都輸送㈱
㈲康進運輸 ㈲東豊産業
光陽物流㈱ 東和運送㈱
㈱弘和運送 ㈱東和通商
㈲コーワーカーズ ㈱トーハイ
国際空輸㈱ トキオロジスティックス㈱
㈱コバヤシユニオン 徳南エクスプレス㈱
㈱サクラ ㈲徳友エクスプレス
㈱佐倉環境センター ㈲十倉運輸
佐倉急送㈱ ㈲富里物流
㈲佐倉防疫 ㈲富里陸運
㈱佐倉レッカー ㈲富南運輸
ＳＡＴ㈱ 豊田運輸㈱
㈱佐原運輸 トラック・エンド・メンテナンス・サービス㈱
㈱サンエー物流 ㈱トランスウェブ
㈱サンエアカーゴサービス ㈱中島トランス
三希トランスポート㈱ ナガトミ運送㈱
㈲サンキョウ ㈲中根ライン
三照運輸㈱ ㈱仲屋商運
㈱サンロジスティックス ㈱並木商店
三和運輸機工㈱ ㈲NAMI LOGISTICS
㈱ジェイシーアイ ㈱ナリコー
㈱ＪＡＬエアテック 成田運送㈱
十和運送㈱ 成田総業㈱
㈲常栄企画 ㈱西塚物流
ショーワ運輸㈱ 日商運輸㈲
㈱ＳＨＩＮＳＥＩＴＲＡＮＳＰＯＲＴ ㈲日伸
㈲神保商事 日通佐倉運輸㈱
新友総業㈱ ニット物流興業㈱
㈲菅田重機商事 日本梱包運輸倉庫㈱
㈱スカッド 沼田運送㈱
鈴鹿配送㈱ ネクスト関東㈱
セイホー運輸㈱ 野島運輸㈱
泉海商運㈱ ハーモニートランスポート㈱
㈲総葉運輸 ㈲博進産業
第一商事㈱ 羽田運輸㈱
㈱大昇物流 ㈲馬場運輸
大成企業㈱ ㈲林建材土木
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令和3年3月31日
支部 会社名 支部 会社名

会員名簿

印旛 東関東石油輸送㈱ 香取 ㈱秋谷運送
㈱ヒダロジスティックス ㈲アクティヴ
㈱ビップ 朝陽運輸㈱
㈲英商運輸 ㈲荒井商運
㈱日向運輸 ㈱飯田丸運送
平野カーゴ㈱ ㈲石毛運送
㈲平間運送 石毛運送店
㈱ファーストカーゴ千葉 ㈲一元通商
フェデラルエクスプレスジャパン(合) 大内運輸㈱
㈲福田興業 ㈲小谷商店
富士運輸㈱ ㈲香取運輸
フジエアカーゴ㈱ 金井工業㈱
㈱藤川商運 ㈱金子運輸流通倉庫
藤﨑運輸㈲ ㈱金子流通サービス
物流技研㈱ ㈲カネス運輸
㈲プラスアルファ ㈱カネモト
古河運輸㈱ ㈲神谷運送店
古山建設運輸㈱ 萱田運送㈲
㈱フレッシュインターナショナルコーポレイション ㈲木内運送
㈱プロテクト 木村商運㈲
ベストエクスプレス㈱ 共新商事㈱
㈱ヘルティー ㈲協同運輸
豊進㈲ ㈱グローバルエアカーゴ
㈱ホームエネルギー東関東 ㈱ケイエフケイ
㈱北総運輸 ㈱斎田運送
㈱松本エクスプレス ㈲笹川運送
マテリアルライン㈱ ㈲佐原陸運
㈱丸喜運輸 ㈲三栄商事
㈲マルコー物流 ㈲椎名急送
マルコ産業運輸㈲ 白鳥運輸㈲
㈱マルシュウ 水郷運輸㈱
㈱マルソー ㈱水郷配電サービス
㈱丸本 ㈲須沢運送
㈲三河運送 太成興業㈱
ミシマ運輸㈱ 多古運輸㈲
名鉄運輸㈱ 利根開発機工㈱
㈲森川商事 ㈲戸村運送
㈱友動運輸 長嶋運送㈱
㈲友和 ㈱成田トランスポート
吉建運輸㈱ ㈱成田物流
㈲吉田商事 ㈱日本総合物流
㈱よつば物流 ㈱根本運送
㈱ライフサポート・エガワ ㈱萩原運輸
㈱ランテック 橋本運輸㈱
㈲隆盛物流 八段屋㈲
㈱流通サービス ㈱花太郎
Resonance㈱ ㈲浜田運輸
レンゴーロジスティクス㈱ ㈲林建材運輸
ロジスネット㈱ ㈱飛翔
㈱ロジックスライン ㈲平山輸送
㈱ロジックワークス ㈱藤物流
ワールド㈱ ㈲マルハチ
㈱ワールド通商 ㈱緑環境
㈲ワイ・アシスト ㈱ミユキ
ワイ・エフ物流㈱ 八起運輸㈱
㈲ワイエム運輸 山伝運送㈱
㈱YMcargo 銚子 阿部洋一
ワイエム総合サービス㈱ ㈱飯田運送
㈲渡邉運送 飯田物流㈱

香取 ㈱アイ・エム・イー ㈲飯森運送
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令和3年3月31日
支部 会社名 支部 会社名

会員名簿

銚子 伊豆運送店 海匝 匝瑳運輸㈱
市野屋運送㈲ ㈱タイヘイ物流システム
桶谷運送㈱ ㈲大洋電送
㈲尾張運送 ㈱高橋運送
㈲神谷運送 内匠運輸㈲
鴨志田運輸倉庫㈲ ㈲竹内運送
㈲熊田運送 ㈱立川運輸
Kワーク㈱ ㈱土屋運輸
㈲鋼栄輸送 ㈲天晴運送
さとう丸トラック㈱ 東総システム輸送㈱
㈱三銚ステーションサービス 冨沢運輸㈲
新生運輸㈱ 那須運送㈲
㈱水郷物流サービス 博洋運輸㈲
㈲竹山運輸 東関東陸送㈱
㈲中央運送店 ㈲干潟運送
銚子衛生事業㈱ 菱木運送㈱
銚子通運㈱ ㈲藤代運送
㈱銚子物流センター 北総通運㈱
㈱銚洋陸運 ㈱ホンダカーズ東総
㈲時田運輸 丸勝運輸㈲
㈲成川運送 ㈲丸治運送
根本運送㈲ ㈱ヤシバ運輸
㈲野村物流 ㈲矢部急行
ビジネス環境整備㈱ 山武 ＩＫトランス㈲
穂積運送 アイ・ティー物流㈱
㈲松下興産 ㈱アミティー
丸ト運送㈱ イーグル運輸㈱
丸友運送㈲ ㈲ＥＡＧＬＥ・ＣＡＲＧＯ・ＳＥＲＶＩＣＥ
㈲宮原運送 ㈱石橋運輸
㈲柳堀運送 ㈱石橋梱包運輸
㈲ヤマカ運輸 ㈲石橋陸商
㈱ヤマカロジスティクス ㈲伊藤運輸
㈲山源運輸 伊富運輸㈲
㈲山五運送 岩田運輸㈱

海匝 ㈱IMA EXPRESS ㈱イワハシエキスプレス千葉
㈲旭陸送 ㈱エシックス
石井運送㈲ ㈲エス・ケイ・ライン
㈲石井運輸 ㈱エスティサービス
伊藤運送㈱ エスライン㈱
㈲伊藤商事 ㈱ＮＰＣ
㈲伊藤商店 ㈱ＮＢＳロジソル
㈲衣鳩運輸 ㈱ＭＨＣＡＲＧＯ
㈲海上運送 小川運輸土木㈲
遠藤運送㈲ ㈱加藤運輸
大塚運輸㈲ かねご運送㈱
押田運送㈲ 川一産業㈱
㈲カトリ配送 ㈲ケービー物流
㈲鏑木自動車整備工場 光新運送㈱
㈲旭液輸送 ㈱光陽テクノサービス
㈱グランデ ㈲小菅運輸
㈲コウシュン ㈲小松運輸
㈲越川運輸 ㈲齋藤運送
㈲紺野運輸 佐久間運送㈲
佐久間運輸㈲ 山武運輸㈱
㈲さくら運輸 ㈱シー・エス・物流
㈱椎名商事 ㈱芝山タクシー
㈱秀英社 ㈲鈴木運送
スガヤトランス㈱ ㈲ステップロード
㈲鈴木自動車部 ㈲晴和商事
センコー物流倉庫㈱ ㈲高野運送
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令和3年3月31日
支部 会社名 支部 会社名

会員名簿

山武 ㈱千葉通商 長夷 千富産業㈱
㈲積田土木 総勝運送㈱
露口運輸㈲ ㈱倉庫サービス
つるとみ運輸㈱ ㈱泰斗
㈱ティーエフネット 太陽建設㈱
㈱Ｔ・Ｋ商事 ㈱太陽ネットワーク物流
東英エクスプレス㈱ 髙橋産業㈲
東英物流㈱ ㈲たかばし産業
東金液輸㈱ 中部興産㈱
㈱東洋陸送社 ㈲長栄電気運送
㈲豊成運輸 ネモト運送㈲
㈱ドリームトランスポート ㈲原田運送
㈲なみのり運送 ㈱平川運輸
㈱成田ＫＴＬ ㈲フレッシュ商会
㈱成東重機 ㈱房総白子ライン
㈲鳴浜運送 ㈲増田屋運送店
南総通運㈱ ㈲待山運輸
㈲新家興業 ㈲マツオ産業
㈲ネキスパート 丸佐運送㈱
㈱ネットワークス 丸惣外房急行㈲
㈲のぞみ運輸 ㈱三井化学オペレーションサービス　
野本運輸㈲ ㈲メイト
㈲八角運送 ㈲やまき運送
㈱廣建 ㈲山口運送
古川運送㈱ 山本建設㈱
㈱ベイライン ㈱裕光
松葉総業㈱ ㈲養老陸運
㈱松半 ㈲菱友運輸
丸四運輸㈲ 房州 ㈲青木商会
㈱丸光運輸 ㈱アレックス
㈱ミツギロジスティクス 臼井水産㈲
㈲山三運輸 ㈲岡名運送
㈲山重 ㈱加瀬運輸
㈲山新運輸 ㈲鋸南運輸
横芝運輸㈲ ㈱串栄
横山物流㈱ ㈲重田運送
ライフサービス㈱ 昭和運送興業㈱
㈲渡辺運送 ㈲白浜運送

長夷 石塚運送㈲ 新富物流㈱
㈲今井屋商事運送 ㈱田中運送
㈱AMS. ㈲角田運輸
㈱エンジェルライン 南総安房運輸㈱
㈱大阪大松運輸 ㈱二幸運輸倉庫
㈲大鈴通商 ㈱ベイ南関東産業
大多喜ガスパートナー㈱ 房州物流㈱
㈲大原鈑金 ㈲丸中運輸
大山輸倉㈱ 湯澤運輸㈱
岡田運送㈱ ㈲吉川運送
㈲小畑運送店 君津 秋元運輸倉庫㈱
上総通運㈱ ㈱アクア総業
㈲カネキチエンタープライズ ㈲アクア流通
㈱君塚商事 旭企業㈱
京葉ロジコ㈱ 安房運輸㈱
興陽運輸㈱ ㈲粟田商事
㈲三栄興業 ㈱石川商事
㈱シマヅ重機 ㈲内山建設
㈱ジャパンロードライン ㈲栄興運輸
㈲白子紙業 エーツーエーロジコム㈱
伸栄興産㈱ SBSフレイトサービス㈱
㈲鈴木運輸 榎本運送㈱
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令和3年3月31日
支部 会社名 支部 会社名

会員名簿

君津 ㈲エムズキャリー 君津 房総自動車㈱
㈱大石運輸 ㈲房総ライン
㈱大倉 ㈲前田ビジネス
大佐和運送㈱ ㈱牧野商事運輸
大隅機設㈱ 丸井運輸㈱
大富運輸㈱ ㈱丸江運輸
大美運輸㈲ ㈲丸三清運
㈲尾形運輸 丸昇運送㈲
㈲長田 ㈱丸高運輸
関東自動車工業㈱ ㈱ミスタースミス
菊竹産業㈱ みなと運送㈱
㈱基行 ㈲宮崎運送店
㈲木更津清掃社 ㈱テツゲン
木更津リサイクル㈱ 山源運輸㈱
㈱君津運送 ㈲やまこ水産
㈱君津特殊 ㈲山道水急
共栄運輸㈱ ㈲裕信運輸
㈱共進社 吉川工業㈱
旭新運送㈱ 吉原商事㈱
㈲切替運輸 両総通運㈱
㈲グリーン 湾岸高速運輸㈱
㈲栗原商店 支部未所属 ㈱アーバン・デリバリーサービス
小磯運輸㈲ ㈲アスカ
小糸運輸㈲ ㈲阿部商運
五島運輸倉庫㈱ ㈱アラマキ商事
㈲近藤運送 ㈱アルファサービス
㈲さかもと企画サービス ㈲飯岡運送
㈲サカリ舗装 市原不燃物処理㈱
㈲桜運輸 ㈲伊東運輸
サンエルティ㈱ 磐城興運㈱
㈱ジェイ・キャリー 梅室運送㈲
㈲宍倉建材 ㈲栄光商事
芝﨑商事㈱ ㈱エスエスライン
清水リース㈱ ㈱エスラインギフ
下川運輸㈲ ㈲江面自動車工業所
㈱住忠貿易物流 ㈱エムアンドエスコーポレーション
清興運輸倉庫㈱ ㈱大谷商事
世新建設運輸㈱ 大野運送㈲
㈱ソウマ 柏尾運輸㈱
㈲袖ヶ浦運送 ㈲勝美建材興業
㈲大丸運輸 ㈱カツヨー
高岡エクスプレス㈱ 川田運輸㈱
㈲髙木商会 ㈱環衛コントロール
中部運輸㈱ ㈲北関東トラフィック
㈲ティービーティー 協栄輸送㈲
㈱トーショー ㈲葛生運送
㈲時田商会 ㈲熊谷通商
戸塚運送㈱ 高翔運輸㈲
㈱中川商店 弘立倉庫㈱
日鉄物流君津㈱ ㈲国内興業運輸
日豊トランスポート㈱ 五興運輸㈲
㈲バンノー コスモ運輸㈱
一二三開発重機㈱ 後藤運送㈲
㈱日吉回漕店 小林倉運㈱
㈱ひらい ㈲近藤運輸機工
藤商㈱ ㈲齋藤建築
㈲フジリース 佐久間サッシコンヴェイ㈱
ブルーエキスプレス㈱ ㈲佐倉企業社
㈱フレックス ㈱三協運輸サービス
房総海陸運輸㈱ 山光運輸㈱
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令和3年3月31日
支部 会社名 支部 会社名

会員名簿

支部未所属 ㈲新栄急送 支部未所属 ㈱ワイケーサービス
㈲新星運輸 ㈲和伸運輸
杉山運輸㈲ 以上　1,982社(令和3年3月31日現在　休止11社を除く)
㈲鈴木建材総業
西濃運輸㈱
セイノースーパーエクスプレス㈱
千石運送㈱
千里通商㈱
総合トラック㈱
㈲総和
㈲泰成工業
㈱大東
㈲大日興産
㈲大和急送
㈲多胡配送サービス
たつみ運輸㈱
㈲立石興業
千葉県霊柩自動車協会
㈱千葉箱伊運輸
千葉輸送㈱
㈲天英運輸
東洋冷蔵フード＆ロジスティクス㈱
㈱藤和運輸
ときわ陸送㈲
豊田運輸㈲
㈲トラックス
㈲長崎運輸
長島運輸㈱
日本流通サービス㈱
㈱ニヤクコーポレーション
野田運送㈱
㈱ハセガワ
花島興業㈲
原木トレーディングサービス㈱
㈱東日本トランスポート
㈲光清掃
日野海運㈱
㈲船橋石油輸送
㈲ブルーライナー
㈲プロジェクト・エム
㈱北辰産業
㈱マツオホーム
㈲真弓興業
マルサン重機建設㈱
㈱マルシン商事
丸泉興業㈱
㈲丸富商運
丸八建設運輸㈱
㈲丸山クリーン
丸力運輸㈱
㈲宮脇運輸
㈲武蔵野興業
㈱武蔵野ロジスティクス
㈲八千代環境サービス
㈲八千代塵芥社
山口清掃㈲
陽品運輸商事㈱
㈱横瀬運輸産業
米山運送㈱
菱建運輸倉庫㈱
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