
2021年5月31日時点

電話番号

鹿島支店 〒314-0112 茨城県神栖市知手中央2-10-34 0299-96-1500

土浦支店 〒315-0052 茨城県かすみがうら市下稲吉2650-1 0299-59-5300

羽生支店 〒348-0047 埼玉県羽生市下新郷167-1 048-563-1900

埼玉支店 〒350-1313 埼玉県狭山市上赤坂594-1 042-959-1141

大宮支店 〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町2-5-7 048-664-3756

熊谷支店 〒366-0042 埼玉県深谷市東方町2-28-18 048-571-1773

千葉支店 〒277-0932 千葉県柏市藤ヶ谷新田36-2 04-7193-0211

千葉南支店 〒264-0021 千葉県千葉市若葉区若松町750 043-423-3341

市原支店 〒299-0107 千葉県市原市姉崎海岸58 0436-61-5411

東京支店 〒134-0086
東京都江戸川区臨海町4-3-1

葛西トラックターミナル7号棟
03-3878-3341

東京中央支店 〒143-0006
東京都大田区平和島2-1-1

京浜トラックターミナル1号棟
03-3762-4121

板橋支店 〒175-0082
東京都板橋区高島平6-1-1

板橋トラックターミナル8号棟
03-3938-0070

東京北支店 〒121-0836 
東京都足立区入谷6-1-1

足立トラックターミナル1号棟
03-3855-2251

青梅支店 〒198-0023 東京都青梅市今井5-2477-1 0428-31-4315

横浜支店 〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町7-1 045-776-0971

戸塚支店 〒245-0063 神奈川県横浜市戸塚区原宿2-61-1 045-851-6163

港北支店 〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町1189-1 045-543-5381

厚木支店 〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津4031-1 046-285-4311

平塚支店 〒254-0014 神奈川県平塚市四之宮1-3-44 0463-22-6100

岐阜支店 〒501-6123 岐阜県岐阜市柳津町流通センター2-9-1 058-279-3351

浜松支店 〒435-0001 静岡県浜松市東区上石田町30 053-434-6600

静岡支店 〒424-0065 静岡県静岡市清水区長崎137 0543-48-6311

三島支店 〒411-0907
静岡県駿東郡清水町伏見字向田354-1

近物レックス株式会社　沼津支店内
055-981-8091

富士支店 〒416-0931 静岡県富士市蓼原214-1 0545-61-1718

掛川支店 〒436-0005 静岡県掛川市伊達方921-8 0537-27-0431

名古屋支店 〒498-0001
愛知県弥富市西中地町五右194-1

近物レックス株式会社　西名古屋支店内
0567-65-8811

安城支店 〒446-0011 愛知県安城市北山崎町築地25-1 0566-77-5001

中部支店 〒497-0005 愛知県あま市七宝町伊福隅田32 052-431-1211

豊橋支店 〒441-0100
愛知県豊川市小坂井町八幡田9-2

近物レックス株式会社　豊橋支店内
0533-72-2300

小牧支店 〒486-0801 愛知県春日井市上田楽町字西島298 0568-33-1230

四日市支店 〒512-8042 三重県四日市市平津町603-7 059-363-0022

滋賀支店 〒520-3223 滋賀県湖南市夏見1274 0748-72-1181

近江八幡支店 〒523-0004 滋賀県近江八幡市西生来町1216-1 0748-37-6160

京都支店 〒613-0035 京都府久世郡久御山町下津屋上ノ浜28-2（関西第一物流センター1階） 0774-34-0370

福知山支店 〒620-0853 京都府福知山市長田野町2-39-6 0773-27-6161

大阪支店 〒567-0051 大阪府茨木市宿久庄2-10-2 072-641-7100

南港支店 〒559-0032
大阪府大阪市住之江区南港南1-1-125

DPR南港物流センター
06-6614-2109

東大阪支店 〒581-0852 大阪府八尾市西高安町4-57-1 0729-23-0801

松原支店 〒580-0045 大阪府松原市三宅西6-891-1 072-336-6151

貝塚支店 〒597-0095 大阪府貝塚市港17-8 0724-31-1721

尼崎支店 〒660-0845 兵庫県尼崎市西高洲町16-19 06-6419-8201

西神戸支店 〒651-2228 兵庫県神戸市西区見津ヶ丘3-6-3 078-994-2471

加古川支店 〒675-0019 兵庫県加古川市野口町水足43-1 0794-24-5551

淡路支店 〒656-0046 兵庫県洲本市金屋1148-1 0799-24-6151

三木小野支店 〒675-1325 兵庫県小野市樫山町1471-40 0794-63-2001

西脇支店 〒677-0037 兵庫県西脇市比延町915-4 0795-22-3406

姫路支店 〒671-0244 兵庫県姫路市四郷町見野477-1 0792-53-2265

奈良支店 〒632-0004 奈良県天理市櫟本町164 0743-65-2109

和歌山支店 〒649-6325 和歌山県和歌山市下和佐72-1 073-477-1344
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岡山支店 〒701-0221 岡山県岡山市南区藤田657-3 086-296-2111

福山支店 〒720-0004 広島県福山市御幸町大字中津原1799 084-955-2233

広島支店 〒738-0033 広島県廿日市市串戸1-12-8 0829-32-2161

徳山支店 〒745-0814 山口県周南市鼓海2-118-55 0834-25-2109

山口支店 〒754-0896 山口県山口市江崎3753-1 083-989-3651

徳島支店 〒770-0064 徳島県徳島市不動西町4-1987-1 088-633-1121

高松支店 〒760-0065 香川県高松市朝日町6-5-10 087-823-4705

丸亀支店 〒763-0062 香川県丸亀市蓬莱町28-8 0877-24-5831

新居浜支店 〒792-0893 愛媛県新居浜市多喜浜6-9-64 0897-46-0381

松山支店 〒791-2111 愛媛県伊予郡砥部町八倉161-1 089-969-8301

福岡支店 〒813-0023 福岡県福岡市東区蒲田4-9-1 092-691-8011

北九州支店 〒803-0801 福岡県北九州市小倉北区西港町83-3 093-571-4831

大牟田支店 〒836-0067 福岡県大牟田市四山町80-17 0944-53-4567

中九州支店 〒838-0141 福岡県小郡市小郡1450-1 0942-73-1551

佐賀支店 〒849-0936 佐賀県佐賀市鍋島町森田543-1 0952-32-6123

長崎支店 〒854-0065 長崎県諫早市津久葉町99-38 0957-25-5551

佐世保支店 〒859-3223 長崎県佐世保市広田4-5-21 0956-38-3271

熊本支店 〒861-2212 熊本県上益城郡益城町平田2526 096-388-2091

天草支店 〒863-0041 熊本県天草市志柿町6834-3 0969-22-5241

八代支店 〒869-4615 熊本県八代市川田町東1055 0965-39-0721

人吉支店 〒868-0008 熊本県人吉市中青井町354-5 0966-23-2530

水俣支店 〒867-0034 熊本県水俣市袋2353-1 0966-63-7620

大分支店 〒870-0018 大分県大分市豊海5-2-8 097-533-1501

中津支店 〒879-0105 大分県中津市犬丸51 0979-32-2525

宮崎支店 〒880-0036 宮崎県宮崎市花ケ島町622-1 0985-39-3133

日向支店 〒883-0021 宮崎県日向市財光寺1350-1 0982-50-0522

鹿児島支店 〒891-0122
鹿児島県鹿児島市南栄4-11-1

(鹿児島臨海トラックターミナル)
099-266-1981

姶良支店 〒899-5203 鹿児島県姶良市加治木町小山田943-1 0995-62-3435

川内支店 〒896-0076 鹿児島県いちき串木野市芹ケ野14166-1 0996-32-3100

中国

四国

九州


