
■東京事業部 府中営業所 〒183-0026　東京都府中市南町6-17-1
 TEL042-366-3911　FAX042-335-2566

■本社 本社 〒183-0026　東京都府中市南町6-17-1
TEL042-366-3733　FAX042-335-2566

府中物流センター 〒183-0032　東京都府中市本宿町4-31-1
 TEL042-366-3910　FAX042-366-3912

西東京事業所 〒208-0023　東京都武蔵村山市伊奈平1-26-38
 TEL042-520-8500　FAX042-531-0094

埼玉三芳事業所 〒354-0045　埼玉県入間郡三芳町上富428　澁澤倉庫㈱内
TEL 049-293-5731　FAX 049-293-5738

■千葉事業部 千葉営業所 倉庫部 〒263-0001　千葉県千葉市稲毛区長沼原町200  澁澤倉庫(株) 京葉配送(営)内 

 TEL 043-258-8013  FAX 043-215-1413

千葉営業所 輸送部 〒262-0011　千葉県千葉市花見川区三角町671-1
 TEL043-306-9948　FAX043-306-9949

花見川倉庫 〒262-0011　千葉県千葉市花見川区三角町12-1
 TEL 043-286-6247 FAX 043-216-0089

 
松戸事業所 〒270-2231　千葉県松戸市稔台6丁目7番地1 澁澤倉庫(株)松戸営業所内 

 

TEL 047-369-1505 FAX 047-369-1512

三郷事業所 〒341-0054 　埼玉県三郷市泉3丁目5番地  澁澤倉庫(株)三郷営業所内 
 TEL 048-960-0654　FAX 048-949-2342

ホームページ

川崎営業所 〒210-0869　神奈川県川崎市川崎区東扇島19-2　ロジポートＣ棟２階Ｅ室

 

TEL044-277-6892　FAX044-277-6893

http://www.johoku-unyu.co.jp/

城 北 運 輸 株 式 会 社

会 社 案 内

Johoku Unyu
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使  命
私たちは創業以来一貫して守り抜いてきたことがあります。

それは「御用聞き営業」です。

物流を熟知したお客様のニーズを的確に捉えるためには 

フェイス・ツー・フェイスでのヒューマンタッチな情報収集が欠かせない

 今まで書き綴ってきた手作りのデータベースこそ貴重な「大福帳」

私たちは「話す」営業より一生懸命「聞く」営業がベターだと考えます。

臨機応変の機動力と柔軟な対応力は私たちの強みです。

私たちは物流のコーディネーターとしてお客様に満足を運びます。
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それは「御用聞き営業」です。

物流を熟知したお客様のニーズを的確に捉えるためには 

フェイス・ツー・フェイスでのヒューマンタッチな情報収集が欠かせない

 今まで書き綴ってきた手作りのデータベースこそ貴重な「大福帳」

私たちは「話す」営業より一生懸命「聞く」営業がベターだと考えます。

臨機応変の機動力と柔軟な対応力は私たちの強みです。

私たちは物流のコーディネーターとしてお客様に満足を運びます。



城北では、会社は社員のために、社員は会社のためにという社内での格言があります。

会社と社員はともにイノベートしていくことで組織が成長していく。

その端緒を私たちは開いていきます。

5年、10年先の会社の姿を描き目標を定める。

その先にはきっと会社のあるべき姿が見えてくるでしょう。

そのためにも私たちは、社員が満足して働く環境を作っていきます。

みんなが笑う声、その笑顔が会社の未来を作っていきます。

働き方支援
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商号 城北運輸株式会社

設立 昭和52 年4 月

代表者 代表取締役　社長　小林　輝男

 代表取締役　専務　大澤　天

資本金 50,000 千円

営業種目 一般貨物自動車運送事業　貨物利用運送事業　倉庫業　

物流業務支援サービス 一般労働者派遣事業　

取引銀行 みずほ銀行・きらぼし銀行・ 多摩信用金庫

主な取引先 澁澤倉庫株式会社　

 ジェイロジスティクス株式会社

 ヤマト運輸株式会社 

 キリングループロジスティック株式会社　

 遠州トラック株式会社

 株式会社ウイニングコーポレーション　

 株式会社日新　セイノースーパーエクスプレス株式会社　

 株式会社伊藤園　株式会社ヒガシ21　

 株式会社二葉物流システム

 東洋埠頭株式会社　ＳＢＳロジコム株式会社

安全性優良事業所 府中営業所・川崎営業所・江戸川営業所・千葉営業所

グリーン経営認証 府中営業所・川崎営業所・江戸川営業所・千葉営業所

プライバシーマーク付与

登録認定 認定番号　第10410112（06）号

グリーン物流パートナーシップ

会員

会　社　概　要

沿　革

■貨物自動車輸送事業安全性評価事業の「安全性優良事業所」を認定
平成15年12月~ 川崎営業所
平成16年12月~ 江戸川営業所
平成16年12月~ 千葉営業所 
平成17年12月~ 府中営業所

■交通エコロジー・モビリティー財団の「グリーン経営」を認証
平成16年11月~ 府中営業所 
平成16年11月~ 千葉営業所
平成17年  5月~ 江戸川営業所
平成17年  5月~ 川崎営業所

■一般財団法人日本データ通信協会
「プライバシーマーク付与登録認定」 平成21年11月 認定番号 : 10410112 (06)

グリーン物流パートナーシップ会議会員

「安全性優良事業所認定」・「グリーン経営認証」・「プライバシーマーク認定」

安全性優良事業所 グリーン経営認証 プライバシーマーク

昭和５２年　　４月 城北運輸有限会社設立
昭和６１年　１１月 千葉営業所開設
昭和６２年　　５月 江戸川営業所開設
平成　元年　　 8月 「城北運輸株式会社」に商号変更
平成　２年　　２月 松戸事業所開設
平成　２年　１０月 第一種貨物利用運送事業免許　
平成　３年　　３月 首都圏区域貨物運送事業免許
平成　７年　　３月 東京都府中市南町に本社移転
平成　８年　　６月 一般貨物自動車運送事業山梨県区域の許可
平成１０年　　４月 川崎営業所開設
平成１０年　　７月 府中市本宿町に７２０坪の倉庫用地取得
平成１１年　　６月 一般貨物自動車運送事業免許（関東圏）
平成１２年　　３月 府中市南町に５８０坪の車庫用地取得
平成１３年　　６月 本宿物流センター開設　７３２坪の倉庫稼働
平成１８年　　５月 一般労働者派遣事業免許
平成２１年　　７月 千葉市花見川に８５０坪の車庫用地取得
平成２１年　　８月 市川市柏井町に４６６坪の車庫用地取得
平成２２年　　２月 府中市南町の本社事務所土地６０坪取得
平成２２年　　７月 府中市四谷に８３０坪の車庫用地取得
平成２４年　　３月 東京事業部　西東京事業所開設
平成２９年　　７月 千葉事業部　三郷事業所開設
令和　元年　　 8月 江戸川営業所、千葉営業所に統合の為廃止
令和　元年　  11月 東京事業部　埼玉三芳事業所開設



商号 城北運輸株式会社

設立 昭和52 年4 月

代表者 代表取締役　社長　小林　輝男

 資本金 50,000 千円

営業種目 一般貨物自動車運送事業　貨物利用運送事業　倉庫業　

物流業務支援サービス 一般労働者派遣事業　

取引銀行 みずほ銀行・きらぼし銀行・ 多摩信用金庫

主な取引先 澁澤倉庫株式会社　

 ジェイロジスティクス株式会社

 ヤマト運輸株式会社 

 キリングループロジスティック株式会社　

 遠州トラック株式会社

 株式会社ウイニングコーポレーション　

 株式会社日新　セイノースーパーエクスプレス株式会社　

 株式会社伊藤園　株式会社ヒガシ21　

 株式会社二葉物流システム

 東洋埠頭株式会社　ＳＢＳロジコム株式会社

安全性優良事業所 府中営業所・川崎営業所・千葉営業所

グリーン経営認証 川崎営業所

プライバシーマーク付与

登録認定 認定番号　第10410112（06）号

グリーン物流パートナーシップ

会員

会　社　概　要

沿　革 昭和５２年　　４月 城北運輸有限会社設立
昭和６１年　１１月 千葉営業所開設
昭和６２年　　５月 江戸川営業所開設
平成　元年　　 8月 「城北運輸株式会社」に商号変更
平成　２年　　２月 松戸事業所開設
平成　２年　１０月 第一種貨物利用運送事業免許　
平成　３年　　３月 首都圏区域貨物運送事業免許
平成　７年　　３月 東京都府中市南町に本社移転
平成　８年　　６月 一般貨物自動車運送事業山梨県区域の許可
平成１０年　　４月 川崎営業所開設
平成１０年　　７月 府中市本宿町に７２０坪の倉庫用地取得
平成１１年　　６月 一般貨物自動車運送事業免許（関東圏）
平成１２年　　３月 府中市南町に５８０坪の車庫用地取得
平成１３年　　６月 本宿物流センター開設　７３２坪の倉庫稼働
平成１８年　　５月 一般労働者派遣事業免許
平成２１年　　７月 千葉市花見川に８５０坪の車庫用地取得
平成２１年　　８月 市川市柏井町に４６６坪の車庫用地取得
平成２２年　　２月 府中市南町の本社事務所土地６０坪取得
平成２２年　　７月 府中市四谷に８３０坪の車庫用地取得
平成２４年　　３月 西東京事業所開設
平成２９年　　７月 三郷事業所開設
令和　元年　　 8月 江戸川営業所、千葉営業所に統合の為廃止
令和　元年　  11月 埼玉三芳事業所開設



■第一事業部 府中営業所 〒183-0026　東京都府中市南町6-17-1
 TEL042-366-3911　FAX042-335-2566

■本社 本社 〒183-0026　東京都府中市南町6-17-1
TEL042-366-3733　FAX042-335-2566

府中物流センター 〒183-0032　東京都府中市本宿町4-31-1
 TEL042-366-3910　FAX042-366-3912

西東京事業所 〒208-0023　東京都武蔵村山市伊奈平1-26-38
 TEL042-520-8500　FAX042-531-0094

埼玉三芳事業所 〒354-0045　埼玉県入間郡三芳町上富428　澁澤倉庫㈱内
TEL 049-293-5731　FAX 049-293-5738

■第二事業部 千葉営業所 倉庫部 〒263-0001　千葉県千葉市稲毛区長沼原町200  澁澤倉庫(株) 京葉配送(営)内 

 TEL 043-258-8013  FAX 043-215-1413

千葉営業所 輸送部 〒262-0011　千葉県千葉市花見川区三角町671-1
 TEL043-306-9948　FAX043-306-9949

花見川倉庫 〒262-0011　千葉県千葉市花見川区三角町12-1
 TEL 043-286-6247 FAX 043-216-0089

 
松戸事業所 〒270-2231　千葉県松戸市稔台6丁目7番地1 澁澤倉庫(株)松戸営業所内 

 

TEL 047-369-1505 FAX 047-369-1512

三郷事業所 〒341-0054 　埼玉県三郷市泉3丁目5番地  澁澤倉庫(株)三郷営業所内 
 TEL 048-960-0654　FAX 048-949-2342

ホームページ

川崎営業所 〒210-0869　神奈川県川崎市川崎区東扇島19-2　ロジポートＣ棟２階Ｅ室

 

TEL044-277-6892　FAX044-277-6893

htt ps: //www.johoku-unyu.co.jp/


	名称未設定



