危険品倉庫一覧
都道府県名
北海道
宮城県
福島県
群馬県

危険品倉庫名
三和倉庫株式会社 札幌事業所
株式会社丸運 仙台物流センター
保土谷ロジスティックス株式会社 郡山営業所
株式会社 日陸 群馬物流センター
株式会社丸運 日立中央インター倉庫
日本トランスシティ株式会社 岡野倉庫
茨城県
日本トランスシティ株式会社 南浜倉庫
株式会社丸運 日立北倉庫
三和倉庫株式会社 大宮事業所
三和倉庫株式会社 川口事業所
日本トランスシティ株式会社 東松山倉庫
埼玉県
トーエイ物流株式会社 白岡物流センター
トーエイ物流株式会社 大利根物流センター
トーエイ物流株式会社 新堀営業所
株式会社築港 横浜化学品センター
株式会社築港 横浜化学品センター第2倉庫
株式会社丸運 川崎ケミカルセンター
株式会社丸運 東扇島物流センター
三和倉庫株式会社 川崎事業所
三和倉庫株式会社 横浜事業所
鈴江コーポレーション株式会社 新杉田埠頭倉庫営業所
鶴見倉庫株式会社 大黒町倉庫
東京油槽株式会社
内外トランス・ケミカル株式会社
神奈川県 内外輸送株式会社 横浜支店
株式会社 日陸 横浜物流センター
セントラル・タンクターミナル株式会社 川崎事業所
セントラル・タンクターミナル株式会社 横浜事業所
日新倉庫株式会社
株式会社東京液体化成品センター
保土谷ロジスティックス株式会社 横浜営業所
日本埠頭倉庫株式会社
京極運輸商事株式会社 京浜支店 浮島倉庫
ブルーエキスプレス株式会社 横浜営業所
丸一海運 東京化学品センター

住所
北海道札幌市白石区流通センター2-2-6-108
宮城県仙台市宮城野区扇町4-7-25
福島県郡山市谷島町4番5号
群馬県邑楽郡千代田町鍋谷35
茨城県日立市助川町砥蚰2810-13
茨城県鹿島郡波崎町柳川字若松3009‐11
茨城県鹿島郡波崎町南浜3‐47
茨城県日立市小木津町井戸尻918-11
埼玉県さいたま市北区大成町4-884
埼玉県川口市八幡木3-18-16
埼玉県東松山市大字石橋字沖仲801番1
埼玉県白岡市荒井新田1111-4
埼玉県加須市新利根1-1-1
埼玉県久喜市菖蒲町新堀2181-1
神奈川県横浜市鶴見区大黒町5番81号
神奈川県横浜市鶴見区大黒町9-15
神奈川県川崎市川崎区池上新町3-1-2
神奈川県川崎市川崎区東扇島16-2
神奈川県川崎市川崎区白石町4-3
神奈川県横浜市緑区上山1-16-1
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町11
神奈川県横浜市鶴見区大黒町8-1
神奈川県川崎市川崎区千鳥町4-1
神奈川県横浜市金沢区幸浦2丁目8番13号
神奈川県横浜市鶴見区大黒町3番100号
神奈川県横浜市鶴見区大黒町9-2
神奈川県川崎市川崎区千鳥町2番2号
神奈川県横浜市鶴見区安善町2-3-2
神奈川県川崎市川崎区浮島町4-2
神奈川県川崎市川崎区大宮町5-4共栄ビル
神奈川県横浜市鶴見区大黒町7番43号
神奈川県横浜市鶴見区大黒町5-50
神奈川県川崎市川崎区浮島11-3
神奈川県川崎市川崎区浮島町12-9
神奈川県川崎市川崎区浮島町9-3
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TEL
011-863-2414
022-237-0111
024-944-1234
0276-86-6565
0294-24-0111
0479-46-1221
0479-46-1221
0294-44-7231
048-664-1771
048-284-4111
0493-23-5188
0480-44-9100
0480-44-8681
0480-87-2751
045-502-1867
045-510-4590
044-280-0961
044-276-3211
044-355-7111
045-932-6111
045-774-1371
045-521-0021
044-276-3801
045-785-0221
045-501-1121
045-508-1551
044-277-7411
045-502-8041
044-266-2241
044-520-1750
045-521-2300
045-502-2151
044-288-2008
044-270-1671
044-266-5570

東京都

千葉県

愛知県

福井県
三重県

株式会社築港 東京営業所
株式会社丸運 西多摩物流センター
三和倉庫株式会社 本社
株式会社 日陸 本社
保士谷ロジスティックス株式会社 本社・営業部
株式会社ジャパンエキスプレス 東京支店
イイノエンタープライズ株式会社 本社
イイノエンタープライズ株式会社 有明倉庫
三和倉庫株式会社 千葉事業所
鈴江コーポレーション株式会社 姉ヶ崎危険品倉庫営業所
鈴江コーポレーション株式会社 長浦危険物倉庫営業所
株式会社 日陸 千葉物流センター
丸善株式会社 市川事業所
丸善株式会社 柏事業所
エヌアイケミカル株式会社
株式会社築港 九号地倉庫
株式会社築港 中部物流センター
株式会社築港 名古屋倉庫
株式会社築港 名古屋化学品センター
日本トランスシティ株式会社 西春倉庫
株式会社 日陸 名古屋物流センター
シーケー物流株式会社
名港海運株式会社 西２区物流センター
名港海運株式会社 弥冨物流センター
知多産業運輸株式会社 豊橋港DP 第一倉庫
知多産業運輸株式会社 豊橋港DP 第二倉庫
知多産業運輸株式会社 新城DP
株式会社辰巳商會 名古屋ケミカルターミナル
株式会社丸運 小牧物流センター
福井倉庫株式会社 南江守営業所
福井倉庫株式会社 坂井営業所
日本トランスシティ株式会社 河原田倉庫
日本トランスシティ株式会社 楠倉庫
日本トランスシティ株式会社 国分倉庫

東京都港区三田3-13-16 三田43MTビル3Ｆ
東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原9-11
東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館4階
東京都千代田区神田錦町3丁目7番地1 興和一橋ビル8F
東京都中央区八重洲2丁目4番1号 ユニゾ八重洲ビル
東京都中央区八丁堀4-11-7 神谷ビル6階
東京都港区西新橋1丁目6番15号 NS虎ノ門ビル5階
東京都江東区有明4丁目2番7号
千葉県市原市五井南海岸12-57
千葉県市原市姉ヶ崎海岸72
千葉県袖ヶ浦市長浦拓1-1-20
千葉県市原市千種海岸8-8
千葉県市川市二俣新町19番地
千葉県白井市河原子244-6
千葉県千葉市美浜区新港231番地
愛知県名古屋市港区潮見町10-3
愛知県弥富市操出6丁目10-11-1
愛知県名古屋市港区河口町2-17
愛知県弥富市操出10丁目10-1
愛知県西春日井郡西春町大字山之腰字天神東1番地
愛知県東海市浅山1-1
愛知県半田市日東町1番地36
愛知県海部郡飛島村木場一丁目94番3
愛知県弥富市鍋田町八穂121番1
愛知県豊橋市明海町33-31
愛知県豊橋市明海町2-58
愛知県新城市八名井字大上ミ屋敷1-11
愛知県名古屋市港区潮見町37-16
愛知県小牧市大字横内字立野627-18
福井県福井市南江守町1号1番地
福井県坂井市坂井町宮領8字3-3
三重県四日市市河原田町字松本1314番地
三重県三重郡楠町大字小倉字横手1774
三重県鈴鹿市国分町西の岡689
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03-5730-4051
042-556-3301
03-3578-3001
03-5281-8137
03-5299-8153
03-3553-1225
03-6273-3442
03-3529-5521
0436-22-3340
0436-61-4303
0438-63-9406
0436-22-2535
047-328-3101
047-404-1001
043-242-6471
052-614-4600
0567-68-5305
052-661-8266
0567-66-3353
052-582-7271
052-601-7511
0569-24-0711
0567-55-1522
0567-69-2088
0532-25-9518
0532-25-3101
0536-27-2377
052-611-4611
0568-73-1291
0776-35-3556
0776-67-5199
0593-66-2417
0593-66-2417
0593-66-2417

関西化成品輸送株式会社
アスト株式会社 なみはやターミナル
アスト株式会社 北港ターミナル
三和倉庫株式会社 茨木事業所
三和倉庫株式会社 大阪支社
三和倉庫株式会社 大東事業所
内外輸送株式会社 大阪支店
株式会社 日陸 大阪物流センター
丸一海運 大阪港化学品センター
丸一海運 木津川倉庫
寺本運輸倉庫株式会社 中島営業所
株式会社ジャパンエキスプレス 大阪支店
ブルーエキスプレス株式会社 本社大浜営業所
株式会社辰巳商會 桜島作業所
株式会社辰巳商會 梅町作業所
株式会社辰巳商會 北港ケミカルターミナル
株式会社辰巳商會 堺ケミカルターミナル
株式会社築港 桜島営業所
株式会社築港 大阪西倉庫
株式会社築港 カルモ倉庫
株式会社築港 カルモ第2倉庫
株式会社築港 遠矢浜倉庫
株式会社築港 遠矢浜第2倉庫
株式会社築港 遠矢浜第3倉庫
株式会社築港 ポートアイランド化学品センター
株式会社築港 本社
セントラル・タンクターミナル株式会社 神戸事業所
寺本運輸倉庫株式会社 初島営業所
株式会社ジャパンエキスプレス 本社
株式会社ジャパンエキスプレス
魚崎物流センター・魚崎危険品倉庫

大阪府大阪市此花区島屋6-1-135
大阪府大阪市大正区鶴町1丁目1番23号
大阪府大阪市此花区北港2丁目4番67号
大阪府茨木市沢良宜浜3-4-3
大阪府大阪市都島区片町2-2-40 大発ビル
大阪府大東市氷野-13-15
大阪府堺市西区築港新町2-9
大阪府高石市高砂8-39
大阪府大阪市住之江区南港北3丁目4番99号
大阪府大阪市住之江区平林北1丁目1番23号
大阪府大阪市西淀川区中島2丁目1番4号
大阪府大阪市中央区淡路町3丁目1番9号 淡路町ダイビル5階
大阪府堺市堺区大浜西町10番地
大阪府大阪市此花区桜島3-2-75
大阪府大阪市此花区梅町2-1-67
大阪府大阪市此花区北港2-1-67
大阪府堺市西区築港新町2-8
大阪府大阪市此花区梅町1丁目1-62
兵庫県尼崎市東海岸町22
兵庫県神戸市長田区苅藻島町1丁目1‐12
兵庫県神戸市長田区苅藻島町1丁目1‐27
兵庫県神戸市兵庫区遠矢浜町5-27
兵庫県神戸市兵庫区遠矢浜町4-46
兵庫県神戸市兵庫区遠矢浜町23-3
兵庫県神戸市中央区港島8丁目7番
兵庫県神戸市中央区海岸通3番地 シップ神戸海岸ビル12階
兵庫県神戸市長田区南駒栄町1番43号
兵庫県尼崎市南初島町17番地
兵庫県神戸市中央区新港町8番1号

06-6468-7441
06-6554-5760
06-6463-7301
072-634-1224
06-6353-7406
072-873-5951
0722-44-2252
0722-68-1071
06-6613-3371
06-6685-5347
06-6477-7701
06-6205-7006
072-225-1530
06-6463-0584
06-6464-6336
06-6462-6821
072-244-0335
06-4804-1717
06-6409-0165
078-671-1776
078-671-1776
078-681-1691
078-681-1691
078-681-1691
078-306-2370
078-391-6671
078-611-5934
06-6487-0789
078-321-2151

兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町3-2

078-451-2181

岡山県

丸一海運 水島港物流センター

岡山県倉敷市玉島乙島字新湊8259-3

086-523-6301

広島県
山口県

佐賀県

内外輸送株式会社 広島支店
保土谷ロジスティックス株式会社 南陽営業所
東海運株式会社 太刀浦倉庫営業所危険品倉庫
山九株式会社北九州支店
鶴丸海運株式会社 危険物倉庫
株式会社シーゲートコーポレーション 門司物流センター
株式会社 日陸 九州物流センター

広島県安芸郡坂町鯛尾1丁目2-1
山口県周南市福川南町1番1号
福岡県北九州市門司区太刀浦海岸11-1
福岡県北九州市小倉北区西港町117番地
福岡県北九州市門司区田野浦海岸17番1
福岡県北九州市門司区新門司北1丁目5-6
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲4550-7 佐賀東部中核工業団地内

熊本県

松木運輸株式会社 危険物倉庫

熊本県八代市大島町字大島5053番

大分県

株式会社辰巳商會 大分営業所

大分県大分市大字日吉原1-29

082-884-1311
0834-61-3653
093-331-6486
093-571-3133
093-322-2822
093-331-2166
0952-51-1045
0965-46-5656
0965-37-1101
097-593-3815

大阪府

兵庫県

福岡県
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