貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
水戸市

事業所名
アートコーポレーション株式会社 茨城支店
ヤマト運輸株式会社 水戸西センター
株式会社茨城エナジック 本社営業所
マルタケ運輸株式会社 水戸営業所
日本通運株式会社 水戸警送支店
東雪運輸株式会社 水戸営業所
株式会社日警 本社営業所
株式会社サカイ引越センター 水戸支社
協栄輸送株式会社 水戸営業所
株式会社ジェイアール東日本物流 塩浜物流センター水戸
出張所
日本郵便輸送株式会社 水戸営業所
佐川急便株式会社 茨城営業所
有限会社谷沢運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 水戸見川センター
日本通運株式会社 水戸航空支店
株式会社綿引運送 本社営業所
東日本エア・ウォーター物流株式会社 水戸営業所
日本通運株式会社 水戸支店
日通茨城運輸株式会社 本社営業所
株式会社明伸 本社営業所
日本郵便株式会社 水戸中央郵便局
株式会社ジェーラインエクスプレス 水戸営業所
水戸急送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 水戸酒門支店
柳田運輸株式会社 水戸営業所
有限会社川崎商運 本社
国際ロジテック株式会社 水戸センター
有限会社海老原運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 水戸北センター
株式会社栃木ロジテム 水戸支店
三愛ロジスティクス株式会社 茨城営業所
株式会社藤井運送 本社営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

安全性優良事業所

（茨城県）

住所

電話番号

茨城県水戸市けやき台３－３３－３
茨城県水戸市加倉井町字原１２５５－１
茨城県水戸市河和田町４３８１－１７
茨城県水戸市河和田町４４３３－１１
茨城県水戸市河和田町字中城８９２－１
茨城県水戸市笠原町１４４２－２０
茨城県水戸市萱場町１０４１－３
茨城県水戸市吉沢町３５４－３５
茨城県水戸市吉沢町字会野３５２－１０９，１１３

029-304-0123
029-309-4701
029-253-9305
029-253-4338
029-255-2155
029-241-6964
029-253-1771
029-304-6501
029-247-8862

茨城県水戸市宮町１－１－２０

029-221-8062

茨城県水戸市金町２－５－４３
茨城県水戸市見川町２１３１－３１５
茨城県水戸市見川町２５００－８
茨城県水戸市見川町字丹下一ノ牧２１３１－１８９５
茨城県水戸市元吉田町１０８８－９
茨城県水戸市元吉田町９９７－１０
茨城県水戸市元吉田町字一里塚西１２８７－１
茨城県水戸市元石川町２７６－１６
茨城県水戸市元石川町２７６－１６
茨城県水戸市元石川町字新谷８５０
茨城県水戸市三の丸１－４－２９
茨城県水戸市酒門町４４０８－２
茨城県水戸市酒門町４４０８－９
茨城県水戸市酒門町９１０－１
茨城県水戸市住吉町１４５－１
茨城県水戸市小吹町９８５－２
茨城県水戸市小吹町字西原三ノ台２０５３－５９
茨城県水戸市上水戸２－７－３
茨城県水戸市青柳町字小井戸４１６１
茨城県水戸市青柳町小井戸４１５０
茨城県水戸市千波町１８２４番地３
茨城県水戸市千波町２２６４－１

029-221-2914
029-244-4111
029-241-3578
029-305-4355
029-248-6251
029-247-1127
029-247-4026
029-248-0202
029-248-7660
029-246-4020
029-224-7138
029-247-2805
029-247-2411
029-248-1508
029-246-0553
029-243-8523
029-305-5671
029-221-7813
029-300-5671
029-231-5608
029-277-8350
029-241-1735
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H29.9.12
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

石岡市

事業所名

住所

電話番号

ヤマト運輸株式会社 水戸大串センター
東ヶ峰運輸株式会社 本社営業所
株式会社トレンディ茨城 本社営業所
関東名鉄運輸株式会社 水戸支店
東水運輸株式会社 本社営業所
株式会社久信田運送 本社営業所
常北陸運株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 水戸東原支店
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 水戸支店
城西運輸株式会社 本社営業所

茨城県水戸市大串町４３１１
茨城県水戸市大塚町１３９５－３
茨城県水戸市谷津町１－３０
茨城県水戸市谷津町字細田１－２６
茨城県水戸市中大野字出河原１１，１２
茨城県水戸市田島町７８９
茨城県水戸市渡里町上伏木３００－１
茨城県水戸市東原２－１０－３７
茨城県水戸市東赤塚２０８９
茨城県水戸市飯島町１３８６

029-304-4451
029-251-8256
029-254-6620
029-251-8411
029-226-3341
029-252-1452
029-221-3593
029-231-6257
029-254-6471
029-252-3244

株式会社エスティーシステム 水戸営業所

茨城県水戸市飯島町菖蒲川１４４３－１

029-259-5346

セイノースーパーエクスプレス株式会社 水戸航空営業所 茨城県水戸市姫子１－１００－１０

029-252-8185

王子運送株式会社 水戸支店
ファーストライナー株式会社 本社営業所
常磐運送株式会社 本社営業所
ミヤウチ物流システム株式会社 本社営業所
関東福山通運株式会社 水戸支店
ヤマト運輸株式会社 水戸平須支店
日本物流システム株式会社 水戸営業所
国際ロジテック株式会社 水戸本店営業所
茨城倉庫株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 茨城八郷センター
石岡地区通運株式会社 石岡営業所
株式会社ヤマガタ 石岡営業所
トナン輸送株式会社 茨城営業所
新三協物流株式会社 石岡営業所
吉川自動車運送株式会社 石岡営業所
株式会社川村運送店 本社営業所
日軽物流株式会社 石岡営業所
株式会社アクティブ・ロジスティクス 本社営業所
ウロコ運輸株式会社 本社営業所

茨城県水戸市平須町１６３
茨城県水戸市平須町２３５－４１
茨城県水戸市平須町２３５番地の３８
茨城県水戸市平須町字原山１５８－１９０
茨城県水戸市平須町字原山１６３－２
茨城県水戸市平須町字赤穂２３４－１
茨城県水戸市堀町９０９－１
茨城県水戸市木葉下町２９２－２８
茨城県水戸市木葉下町字富士山２９２－２２
茨城県石岡市柿岡２７００－３
茨城県石岡市石岡字並木東２２４０
茨城県石岡市大砂１０３６５
茨城県石岡市谷向町２０－２
茨城県石岡市柏原１０
茨城県石岡市柏原１４
茨城県石岡市柏原１－７
茨城県石岡市柏原１７－３
茨城県石岡市柏原１９－４
茨城県石岡市柏原７－３

029-248-0011
029-244-6633
029-243-2123
029-212-3812
029-243-3881
029-241-7034
029-251-5656
029-254-1541
029-251-2211
0299-43-3267
0299-23-0219
0299-23-9166
0299-24-2571
0299-23-5677
0299-24-2129
0299-23-6392
0299-24-2246
0299-24-5451
0299-22-6111

常南運送株式会社 本社営業所

茨城県石岡市柏原町９９５３－２１

0299-24-3535

日本郵便株式会社 石岡郵便局

茨城県石岡市府中１丁目７－２８

0299-22-6211

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

2／20 ページ

主な輸送品目（任意掲載）

出版・印刷物、紙・紙加工品、引越
貨物

鉄鋼・金属、木材・木製品、機械・
機械部品

市区郡名
稲敷市

牛久市

小美玉市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 石岡支店
ヤマト運輸株式会社 稲敷東センター
株式会社暁運輸 霞ヶ浦営業所
株式会社啓和運輸 東関東営業所
リンコー運輸株式会社 茨城営業所
南総通運株式会社 茨城事業所
湖南通運株式会社 江戸崎支店
ヤマト運輸株式会社 稲敷江戸崎センター
東都輸送株式会社 美浦営業所
有限会社栗山商事 運輸部営業所
新潟運輸株式会社 鹿島支店
ヤマト運輸株式会社 稲敷新利根センター
有限会社サンロジスティックス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 牛久ひたち野センター
ヤマト運輸株式会社 牛久支店
八紘運輸株式会社 本社営業所
有限会社トウタツ 本社営業所
筑波運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 牛久奥原センター
環境通信輸送株式会社 東関東物流センター
ＳＢＳゼンツウ株式会社 茨城営業所
飯塚運輸有限会社 本社営業所
茨城空港運輸株式会社 本社営業所
関東イチミヤ物流サービス株式会社 本社営業所
明治ロジテック株式会社 茨城事業所
大隅運輸有限会社 本社営業所
株式会社美野里物流サービス 本社営業所
加藤運輸有限会社 茨城営業所
行方運送株式会社 水戸営業所
株式会社トランシス関東 本社営業所
丸茂産業株式会社 美野里営業所
美野里運送倉庫株式会社 本社営業所
前田運輸倉庫株式会社 茨城営業所
東日本エア・ウォーター物流株式会社 水戸区域営業所
クレハ運輸トラック株式会社 茨城センター

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
茨城県石岡市北府中３－１２，２７０－７９
茨城県稲敷市伊佐部２０１６
茨城県稲敷市釜井１７３７
茨城県稲敷市釜井１７３７
茨城県稲敷市釜井５０７
茨城県稲敷市月出里１２０５－４
茨城県稲敷市高田５６８－５
茨城県稲敷市佐倉３１０７
茨城県稲敷市佐倉６４８－１
茨城県稲敷市時崎土戸２６２－１
茨城県稲敷市西代字北田４２１
茨城県稲敷市中山字水開２１１０
茨城県牛久市岡見町２８８６－２
茨城県牛久市下根町７９１
茨城県牛久市女化町４１７－３
茨城県牛久市小坂町字鹿ヶ作３３９８－１１７
茨城県牛久市中央３－１２－６
茨城県牛久市田宮町４２番地１
茨城県牛久市島田町８４５－１
茨城県牛久市福田町字向原２０１２－２６４
茨城県小美玉市羽鳥２５６－９
茨城県小美玉市羽鳥２６０７－１７
茨城県小美玉市羽鳥２６０７－２
茨城県小美玉市羽鳥２９６０－３
茨城県小美玉市羽鳥２９６９－４
茨城県小美玉市下吉影２４２２
茨城県小美玉市橋場美３９－３
茨城県小美玉市栗又四ヶ２５７０－８
茨城県小美玉市堅倉１５２６－１
茨城県小美玉市堅倉１５８３－１４
茨城県小美玉市堅倉１５９９－２０
茨城県小美玉市堅倉１６９８－１２
茨城県小美玉市高崎１７６３番地
茨城県小美玉市三箇８１７－１
茨城県小美玉市上玉里２１９８－８
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電話番号
0299-23-2418
0299-80-4855
02-9980-4350
0299-80-4131
0299-79-3001
029-892-5571
029-892-2405
029-834-5101
029-875-4291
029-892-3043
0299-78-3851
0297-63-1811
0298-73-3611
029-878-5561
029-874-2364
0298-73-8811
029-875-2661
029-872-0800
029-830-9051
029-830-8301
0299-46-3548
0299-46-2168
0299-46-2168
0299-56-7135
0299-46-5122
0299-53-0341
0299-48-0862
0299-28-0007
0299-48-4157
0299-36-7791
0299-48-0246
0299-48-1573
0299-26-6512
0299-48-3892
0299-28-0260

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

笠間市

鹿嶋市

事業所名
有限会社サンロジスティックス 石岡営業所
株式会社ベストランス 茨城営業所
十和運送株式会社 石岡支店
ヤマト運輸株式会社 茨城美野里支店
小林運輸株式会社 茨城営業所
株式会社三原物産 本社営業所
株式会社菊池輸送 本社営業所
株式会社デイリートランスポート 茨城営業所
白帆運輸株式会社 本社営業所
綜合警備保障株式会社 茨城支社茨城警送支店
東水運輸株式会社 岩間営業所
丸伊運輸株式会社 水戸営業所
センコー住宅物流株式会社 笠間営業所
株式会社水戸線通運 本社
丸全水戸運輸株式会社 水戸営業所
高田運輸株式会社 本社営業所
三共貨物自動車株式会社 笠間営業所
日本郵便株式会社 笠間郵便局
株式会社日恵物流 茨城営業所
株式会社水戸香美運輸 本社営業所
鴻池運輸株式会社 水戸営業所
和喜輸送株式会社 茨城営業所
安立サービス株式会社 水戸営業所
国際ロジテック株式会社 笠間センター
ヤマト運輸株式会社 笠間石井センター
株式会社江森梱包 北関東配送センター
ヤマト運輸株式会社 笠間泉センター
市毛運送有限会社 本社営業所
株式会社日動運輸 茨城営業所
茨城中央運輸有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 笠間平町センター
株式会社パルライン 鹿嶋営業所
国際ロジテック株式会社 鹿島センター
金彰運送有限会社 本社
株式会社ＮＳロジ鹿島 本社営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
茨城県小美玉市上玉里９０４－１
茨城県小美玉市上玉里桜山５０－１３７
茨城県小美玉市西郷地１７０７－８
茨城県小美玉市西郷地８４０－３
茨城県小美玉市大谷２８０－１１
茨城県小美玉市中野谷１１９－１
茨城県小美玉市飯前字兎内１２４８－１
茨城県小美玉市部室１２０１－１
茨城県小美玉市与沢９２７－１
茨城県笠間市旭町６００－１，６００－４
茨城県笠間市安居１３４６－１
茨城県笠間市安居１３４６－５
茨城県笠間市稲田字白石３８８８－１４
茨城県笠間市稲田字白石３８８８－２５
茨城県笠間市押辺２５５３－２５
茨城県笠間市押辺字皿久保２２６８－１
茨城県笠間市笠間１１７５
茨城県笠間市笠間１５９３－１１
茨城県笠間市市野谷３－９２
茨城県笠間市住吉９１５
茨城県笠間市小原２６９５－１２４
茨城県笠間市小原４４００－１
茨城県笠間市石井１５１７－１
茨城県笠間市石井字御手洗２７８－１
茨城県笠間市石井字向畑４５２番地８
茨城県笠間市泉１－１６
茨城県笠間市泉字古市２２０１－１
茨城県笠間市大田町１３８７
茨城県笠間市土師１２５８－８
茨城県笠間市湯崎１２４３－１０９
茨城県笠間市平町４４６－１
茨城県鹿嶋市下津２７３－１９
茨城県鹿嶋市宮中５２３２
茨城県鹿嶋市宮中字中町附４６２５－３
茨城県鹿嶋市大字粟生２６４０－４
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電話番号
0299-26-7240
0299-26-8316
0299-48-2591
0299-48-3814
0299-56-4585
0299-47-1415
0299-52-1344
0299-48-4850
029-954-0026
0296-71-2300
0299-45-0051
0299-45-5650
0296-74-3912
0296-74-4881
0299-37-6603
0299-37-8711
0296-72-1188
0296-72-1923
0299-45-8618
0296-77-7810
0296-77-0996
0296-73-5691
0296-72-1022
0296-71-1761
0296-73-0203
0299-45-7877
0299-45-1151
0296-77-2817
0299-45-8184
0296-77-0297
0296-77-8272
0299-85-0677
0299-83-6395
0299-82-3255
0299-82-1161

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

日鉄住金物流鹿島株式会社 鹿島営業所
東関運輸有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 鹿嶋支店
関東西部運輸株式会社 茨城支店
株式会社浅野運輸 茨城営業所
行方運送株式会社 鹿嶋営業所
有限会社平伸運輸 本社営業所
東洋陸運株式会社 鹿島営業所
ヤマト運輸株式会社 鹿島灘センター
新関東ネギシ株式会社 鹿嶋
日本郵便株式会社 鹿嶋郵便局
谷田川運送株式会社 本社営業所
かすみがうら市 ダイシン物流株式会社 茨城営業所
常陽運送株式会社 本社営業所
株式会社日立物流東日本 土浦輸送営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 土浦支店
横浜運送株式会社 茨城営業所
縫友運送株式会社 本社営業所
株式会社小松﨑商事 本社営業所
株式会社大塚組 霞ヶ浦営業所
札幌通運株式会社 土浦支店
株式会社ライフサポート・エガワ 土浦営業所
エービーカーゴ東日本株式会社 千代田営業所
日発運輸株式会社 土浦営業所
株式会社青和運輸 土浦営業所
株式会社ニチエイ・ベスト・プロデュース 土浦営業所
中越テック株式会社 茨城営業所
近物レックス株式会社 土浦運行事業所
高塚運送株式会社 土浦営業所
株式会社テクニカルコールド関東 本社営業所
佐川急便株式会社 土浦営業所
安房運輸株式会社 土浦営業所
ヤマト運輸株式会社 かすみがうら西センター
株式会社ツカサ 土浦営業所
生熊運送株式会社 本社

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
茨城県鹿嶋市大字光３
茨城県鹿嶋市大字大船津３５８８
茨城県鹿嶋市大字大船津字鶴町３２３５－１
茨城県鹿嶋市大字長栖字浦地１８７９－３９５
茨城県鹿嶋市大字長栖字蒲地１８７９－５２－１０１
茨城県鹿嶋市大字長栖字蒲池１８７９－６１
茨城県鹿嶋市大字平井１１００－３７
茨城県鹿嶋市大字平井字灘２２７６－６
茨城県鹿嶋市大小志崎１５９０－１
茨城県鹿嶋市長栖１８７９－３７５
茨城県鹿嶋市鉢形１５２７－２
茨城県鹿嶋市明石５９３－１
茨城県かすみがうら市下稲吉１６６９－３
茨城県かすみがうら市下稲吉１６７６－１
茨城県かすみがうら市下稲吉２６４４－１
茨城県かすみがうら市下稲吉２６５０－１
茨城県かすみがうら市下稲吉２６７１－１０
茨城県かすみがうら市下稲吉７５５－３
茨城県かすみがうら市下佐谷３２１－８
茨城県かすみがうら市牛渡２９６８－７
茨城県かすみがうら市宍倉５６８５－４
茨城県かすみがうら市宍倉５６８５－４
茨城県かすみがうら市上稲吉１７５８－３
茨城県かすみがうら市上稲吉１７６４－１３
茨城県かすみがうら市上稲吉１７７２－４
茨城県かすみがうら市上稲吉２００２番３
茨城県かすみがうら市上稲吉２０４４－１０
茨城県かすみがうら市上稲吉２０４８－５
茨城県かすみがうら市上稲吉２０４８－５
茨城県かすみがうら市上稲吉２０４８番地９
茨城県かすみがうら市上稲吉字新宿山１８２８－２
茨城県かすみがうら市上稲吉東清水２０４４－７
茨城県かすみがうら市新治１８２５－３８
茨城県かすみがうら市深谷１０－１，１０－４
茨城県かすみがうら市深谷２５－１０
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電話番号
0299-84-3230
0299-85-0851
0299-82-6727
0299-85-2170
0299-94-2071
0299-85-3399
0299-83-4308
0299-85-2155
0299-90-9511
0299-83-0640
0299-82-7753
0299-82-3573
0299-59-1521
0299-57-2220
0299-59-6920
0299-59-5300
0299-56-4761
0299-59-2152
0299-59-4880
0298-98-2971
029-832-3263
029-832-2210
0299-59-1206
0299-59-0270
0299-59-6155
029-831-3822
029-832-0403
029-831-0221
029-834-7667
029-831-6112
0299-59-7611
029-817-0297
0299-59-0182
029-897-1222
029-828-1875

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
神栖市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 かすみがうら東センター
大川運輸株式会社 深芝営業所
東部ネットワーク株式会社 鹿島営業所
株式会社サンキュウ・トランスポート・東日本 鹿島営業
所
日本液体運輸株式会社 鹿島支店
関東いづみ運輸株式会社 茨城営業所
菱化ロジテック株式会社 鹿島営業所
株式会社ＪＫトランス 鹿島営業所
関東イチミヤ物流サービス株式会社 鹿島営業所
株式会社ヤマガタ 鹿島北港
三洋運輸株式会社 鹿島営業所
株式会社エネックス 関東支店 鹿島営業所
株式会社ニヤクコーポレーション 鹿島事業所
丸全昭和運輸株式会社 鹿島営業所
丸全鹿島物流株式会社 本社営業所
株式会社港南運輸 本社営業所

住所

電話番号

茨城県かすみがうら市深谷２６２３－１
茨城県神栖市東深芝６
茨城県神栖市奥野谷５５０９－７

029-840-8820
0299-92-8713
0299-96-0772

茨城県神栖市奥野谷６１７０－３６

0299-94-3903

茨城県神栖市奥野谷７５８６－２
茨城県神栖市奥野谷７９６４
茨城県神栖市奥野谷字浜野６１７０－３４
茨城県神栖市横瀬９３５－１
茨城県神栖市居切１３４７－１４
茨城県神栖市居切字蒲地１４５６－１１４
茨城県神栖市砂山１１－１
茨城県神栖市砂山１６－４
茨城県神栖市砂山２６２６－４４
茨城県神栖市砂山２７７４－２３
茨城県神栖市砂山２７７４－２３
茨城県神栖市砂山２８３１－１８

0299-96-5881
0299-96-6430
0299-94-8012
0299-96-2365
0299-77-8220
0299-83-7664
0479-46-2458
0479-40-1001
0479-40-1271
0479-40-1105
0479-40-1105
0479-46-3040

株式会社丸運トランスポート東日本 鹿島支店鹿島営業所 茨城県神栖市砂山２８３１－２３

0479-46-3901

株式会社新晃 神栖営業所
株式会社まるあ 鹿島事業所
橋本運輸株式会社 本社営業所
豊永興業株式会社 鹿島営業所
株式会社ＴＳトランスポート 鹿島事業所
コウノイケ・エキスプレス株式会社 鹿島支店
株式会社明和油送 鹿嶋営業所
株式会社弥生京極社 鹿島支店
関東王子運送株式会社 鹿島営業所
ヤマト運輸株式会社 神栖大野原センター
飯田物流株式会社 鹿嶋支店
株式会社ヤマガタ 神栖営業所
共立輸送関東株式会社 鹿島営業所
トナミ運輸株式会社 鹿島支店
結城運輸倉庫株式会社 鹿島営業所
ヤマト運輸株式会社 神栖知手センター
株式会社茨城日新 本社営業所

0299-90-1015
0299-92-9521
0299-92-8668
0299-92-9720
0299-94-8066
0299-91-0750
0479-48-5411
0479-46-6375
0299-92-7541
0299-92-5273
0299-97-1171
0299-96-7264
0299-90-5118
0299-96-5210
0299-96-2480
0299-90-6301
0299-96-0231

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

茨城県神栖市神栖２－４－１８
茨城県神栖市神栖３－１３－１４
茨城県神栖市神栖３－５－３０
茨城県神栖市神栖３丁目１２２８番地２４５
茨城県神栖市神栖３丁目５－２５
茨城県神栖市神栖４－１－１６
茨城県神栖市太田１８８５－３
茨城県神栖市太田字宝山３４７４－９
茨城県神栖市大野原５丁目３番３６号
茨城県神栖市大野原中央４丁目１３－４５
茨城県神栖市知手２９２９－１７
茨城県神栖市知手３０１１－１５
茨城県神栖市知手３０６１－２２，２５
茨城県神栖市知手３０６１－３５
茨城県神栖市知手６３６５
茨城県神栖市知手中央１０－６６１３－１６
茨城県神栖市知手中央１０－８－２
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

北茨城市

桜川市

事業所名
トールエクスプレスジャパン株式会社 鹿島支店
株式会社茨運 本社営業所
旭新運送株式会社 鹿島営業所
中央通運株式会社 神栖営業所
関東福山通運株式会社 鹿島支店
株式会社エスワイプロモーション 鹿島営業所
クレハ運輸トラック株式会社 鹿島センター
鈴江茨城株式会社 本社
日通鹿島輸送株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 鹿島港支店
大川運輸株式会社 神栖営業所
菱江ロジスティクス株式会社 鹿島営業所
日本アルコール物流株式会社 鹿島営業所
株式会社トーショー 鹿嶋営業所
ビーエス工運株式会社 本社（営）
株式会社津久芳運送 本店（営）
セイノースーパーエクスプレス株式会社 鹿島営業所
ヤマト運輸株式会社 神栖矢田部センター
鹿島シティフレイト株式会社 本社営業所
株式会社長太 鹿島営業所
安立サービス株式会社 鹿島営業所
株式会社ギオン 北茨城ステーション
柳生運送有限会社 本社営業所
常北運輸株式会社 本社営業所
関東西濃運輸株式会社 北茨城支店
株式会社石井商会 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 北茨城支店
株式会社向洋 本社営業所
有限会社まるこ運送店 本社営業所
常磐港運株式会社 茨城営業所
安立サービス株式会社 北茨城営業所
石坂運輸株式会社 北関東営業所
株式会社長谷川運送 本社営業所
三共貨物自動車株式会社 岩瀬営業所
株式会社丸和運輸機関 桜川食品物流センター

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
茨城県神栖市知手中央２－１０－３４
茨城県神栖市知手中央８－１４－２０
茨城県神栖市知手中央一丁目９－８
茨城県神栖市東深芝２２－１
茨城県神栖市東深芝２２－１１
茨城県神栖市東深芝２３－１７
茨城県神栖市東深芝２３－７
茨城県神栖市東深芝２７－３
茨城県神栖市東深芝２８－５
茨城県神栖市東深芝２８－５
茨城県神栖市東和田１７－６
茨城県神栖市東和田３５－１
茨城県神栖市南浜３－１８６
茨城県神栖市南浜３番６６
茨城県神栖市南浜７
茨城県神栖市波崎２０７－６
茨城県神栖市木崎２４０６－４９６
茨城県神栖市矢田部７８０１－２２
茨城県神栖市柳川４１２１－４
茨城県神栖市鰐川２５－２６１
茨城県神栖市鰐川５５－２２７
茨城県北茨城市磯原町磯原１１３０－６
茨城県北茨城市磯原町上相田６３５－５
茨城県北茨城市磯原町豊田２丁目１２番地
茨城県北茨城市磯原町豊田字稲干場１２９２－１
茨城県北茨城市磯原町豊田字道仕内古川３２４－４
茨城県北茨城市磯原町木皿字米田１０６５－１
茨城県北茨城市関南町神岡下２１９－６
茨城県北茨城市大津町北町字天神下３３４７－１
茨城県北茨城市中郷町下桜井８５８－２
茨城県北茨城市中郷町日棚字宝壷６４４－４１
茨城県桜川市高森１１２１－１１
茨城県桜川市上城３２４
茨城県桜川市上城６８２－７
茨城県桜川市上野原地新田２９１－１
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電話番号
0299-96-1554
0299-96-7158
0299-96-2627
0299-93-4751
0299-93-0322
0299-92-6555
0299-93-0840
0299-92-9626
0299-92-7617
0299-92-2031
0299-96-2024
0299-90-6201
0299-95-1017
0299-90-5310
0299-90-5262
0479-44-0458
0299-92-6491
0479-40-6020
0479-46-1919
0299-92-7722
0299-92-6333
029-343-7775
0293-43-0011
0293-42-0664
0293-42-7711
0293-42-1150
0293-44-0416
0293-46-4711
0293-46-0372
0293-43-0711
0293-42-4712
0296-20-6671
0296-76-1311
0296-71-5222
0296-70-4433

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

潮来市

古河市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 桜川真壁支店
株式会社小野運送店 茨城営業所
株式会社太陽運送 本社営業所
日発運輸株式会社 筑波営業所
佐川急便株式会社 潮来営業所
株式会社ヤマガタ 鹿島営業所
霞北運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 いたこセンター
株式会社ハードゥン 潮来営業所
十和運送株式会社 潮来支店
隅田倉庫株式会社 北関東支店
株式会社ヤマガタ 総和営業所
株式会社石川興業運輸 北関東営業所
ヤマト運輸株式会社 古河支店
株式会社ロジス・ワークス 古河営業所
共同輸送株式会社 古河営業所
茨城流通サービス株式会社 本社営業所
株式会社ヤマザキ物流 古河営業所
関東センコー運輸株式会社 茨城営業所
センコー株式会社 茨城住宅物流センター
青翔運輸株式会社 茨城営業所
久保運輸株式会社 北関東営業所
株式会社青和運輸 茨城営業所
有限会社桜井運輸 本社営業所
関東通運株式会社 古河支店
日本郵便株式会社 古河郵便局
美野里運送倉庫株式会社 古河営業所
東邦興産株式会社 古河営業所
新潟運輸株式会社 茨城古河支店
株式会社アクティブ・ロジスティクス 三和営業所
アサヒロジスティクス株式会社 北関東共配センター
有限会社リンク 本社営業所
高塚運送株式会社 本社営業所
株式会社初見運輸倉庫 本社営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
茨城県桜川市真壁町原方１２２－１
茨城県桜川市真壁町東矢貝９１９
茨城県桜川市西小塙１８５７
茨城県桜川市大国玉３９２６
茨城県潮来市延方３７４７番
茨城県潮来市延方字延方前３７３４番１
茨城県潮来市牛堀１０１
茨城県潮来市小泉南１４０７－１
茨城県潮来市水原字根崎６８３－７
茨城県潮来市日の出３－７－３２
茨城県古河市旭町２丁目１４－６５ コーポサンシティ
Ｂ棟２１１号室
茨城県古河市下大野１０９９－１
茨城県古河市下大野７３９－１４－１０２
茨城県古河市関戸１２８４－４
茨城県古河市丘里１３－６
茨城県古河市丘里１３－８
茨城県古河市丘里１４－４
茨城県古河市丘里７
茨城県古河市久能８３６－３
茨城県古河市久能８３６－３
茨城県古河市高野３４５－２
茨城県古河市高野６７４－１
茨城県古河市高野８４９－５
茨城県古河市高野９０３－１
茨城県古河市高野９１３
茨城県古河市桜町１－１０
茨城県古河市諸川１１３６－８－１０１
茨城県古河市上大野２２８８－３４
茨城県古河市上和田１３－１
茨城県古河市上和田３０５
茨城県古河市上和田４０６－１
茨城県古河市水海２５０３番地１
茨城県古河市西間中橋３５－２３
茨城県古河市西牛谷１３９４－２
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電話番号
0296-54-1731
0296-54-2245
0296-76-1030
0296-58-6051
0299-67-2300
0299-67-0501
0299-64-2111
0299-67-1305
0299-67-5329
0299-66-5166
0280-33-2010
0280-92-8441
0280-91-2460
0280-98-1391
0280-98-5511
0280-98-5129
0280-98-1224
0290-97-1210
0280-92-6679
0280-92-0313
0280-92-9200
0280-92-7369
0280-92-6941
0280-92-3188
0280-92-1211
0280-22-0481
0280-75-2131
0280-75-2526
0280-75-1227
0280-75-2110
0280-77-1711
0280-92-7784
0280-77-0777
0280-32-7576

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

下妻市

事業所名
安立サービス株式会社 古河営業所
ダイセー倉庫運輸株式会社 関東物流センター
ヒタチ株式会社 古河ハブセンター
ヤマト運輸株式会社 古河鴻巣センター
株式会社吉澤運送 本社営業所
有限会社マルキ商事 本社営業所
ロジトライ株式会社 古河事業所
関東西濃運輸株式会社 古河支店
セイノースーパーエクスプレス株式会社 古河支店
ダイセーロジスティクス株式会社 茨城営業所
三共運輸倉庫株式会社 古河
株式会社エスユーロジ 北関東事業所
新潟名鉄株式会社 関東営業所
デヤマニ貨物株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 古河営業所
中鋼運輸株式会社 北関東営業所
株式会社エナジック関東 三和営業所
青伸産業運輸株式会社 古河営業所
ヤマト運輸株式会社 古河間中橋センター
日本梱包運輸倉庫株式会社 古河営業所
株式会社日陸 古河事業所
有限会社山王運送 本社営業所
千代川運輸株式会社 本社営業所
株式会社ＮＢＳロジソル つくば営業所
ヤマト運輸株式会社 下妻支店
ハナワ物流株式会社 本社営業所
株式会社オリオン急配 本社営業所
株式会社流通サービス しもつまセンター
霞運輸機工株式会社 本社営業所
平和貨物運送株式会社 本社営業所
株式会社関商運輸 本社営業所
有限会社青木貨物運輸 本社営業所
国際ロジテック株式会社 千代川センター
株式会社ＮＢＳロジソル 茨城営業所
グリーンサービス株式会社 下妻営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
茨城県古河市西牛谷３７９－１
茨城県古河市大山１７６７－１
茨城県古河市大字関戸２０２３－１
茨城県古河市大字原字ざらめき５－１
茨城県古河市大字坂間１９８－１６
茨城県古河市大和田２７３３－２
茨城県古河市大和田９６５－１１２
茨城県古河市谷貝字下原５６７－１
茨城県古河市谷貝字下原５６７－１
茨城県古河市茶屋新田２２－４
茨城県古河市茶屋新田２７０番３９
茨城県古河市中田２３５９
茨城県古河市東牛谷１２００－１
茨城県古河市東山田１０２２－４．５
茨城県古河市東山田３１９３－２
茨城県古河市東諸川８５４－１
茨城県古河市南間中橋字八反田東１４－５
茨城県古河市尾崎４１８８－１
茨城県古河市北間中橋１７７－１
茨城県古河市北利根１２－１
茨城県古河市北利根８－４
茨城県下妻市皆葉５５３－２
茨城県下妻市原９２３－４
茨城県下妻市高道祖東原４２３５－６
茨城県下妻市黒駒字篠山１０４９－１
茨城県下妻市石の宮１６－４
茨城県下妻市前河原５６１－２
茨城県下妻市大串６７８－１
茨城県下妻市大字下木戸２７６番地１
茨城県下妻市大字下木戸字清水久保３６５－１
茨城県下妻市大字平沼２７４－１
茨城県下妻市長塚字天神浦４５５－１
茨城県下妻市唐崎８６５－１
茨城県下妻市半谷字芝山４８５
茨城県下妻市本城町１－１４－Ａ
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電話番号
0280-98-1856
0280-48-6950
0280-97-1323
0280-47-4113
0280-48-1231
0280-76-6583
0280-76-5602
0280-78-0811
0280-79-0880
0280-47-0811
0280-48-3764
0280-47-0711
0280-98-6511
0280-78-2110
0280-78-1199
0280-77-0391
0280-76-6811
0280-33-7741
0280-76-3399
0280-92-7014
0289-91-0111
0296-43-2632
0296-43-6143
0296-54-6506
0296-44-6798
0296-43-0991
0296-44-6600
0296-30-4055
0296-45-0425
0296-43-3653
0296-43-6544
0296-45-0088
0296-30-7786
0296-43-3676
0296-54-4915

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
常総市

高萩市

筑西市

事業所名
センコー株式会社 住宅車輌営業所
前山倉庫株式会社 石下営業所
ヨシアース株式会社 常総営業所
有限会社つくば輸送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 常総石下センター
株式会社山形運輸 茨城営業所
トナミ運輸株式会社 新関東流通センター営業所
太陽興業株式会社 本社営業所
県西運輸株式会社 本社営業所
関東トナミ運輸株式会社 水海道営業所
株式会社晃運ルートサービス 茨城営業所
城北流通株式会社 茨城営業所
やまとや運輸有限会社 本社営業所
柳田運輸株式会社 水海道営業所
晃陸運株式会社 つくば営業所
株式会社トーヨーエフピー 利根営業所
ヤマト運輸株式会社 常総支店
ヤマト運輸株式会社 高萩センター
京阪運輸株式会社 茨城営業所
株式会社細金商運 本社営業所
丸全水戸運輸株式会社 高萩営業所
日豊運輸株式会社 本社営業所
日立地区通運株式会社 高萩営業所
高萩商事株式会社 運輸部営業所
カトーレック株式会社 下館営業所
下館地区通運株式会社 川島営業所
安立サービス株式会社 本社営業所
三共貨物自動車株式会社 下館営業所
日本郵便株式会社 下館郵便局
八洲運輸株式会社 茨城営業所
東ヶ峰運輸株式会社 下館営業所
株式会社新開トランスポートシステムズ 茨城営業所
丸関運輸株式会社 本社営業所
下館陸運株式会社 本社営業所
トーヨーエキスプレス株式会社 茨城営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
茨城県常総市内守谷町きぬの里１－３－１
茨城県常総市古間木１７９２－７
茨城県常総市古間木１８１３－１
茨城県常総市鴻野山１６４３－１
茨城県常総市鴻野山１７３７－１
茨城県常総市坂手町２８８２
茨城県常総市坂手町馬頭５５４１－６
茨城県常総市三坂町１３８９－５
茨城県常総市新井木町８５１－１
茨城県常総市菅生町５０９－１，５０８－４
茨城県常総市菅生町樽井２７５－４０
茨城県常総市大生郷町６１３２－１
茨城県常総市大輪町６５７－６
茨城県常総市内守谷町３７１９－１
茨城県常総市内守谷町３９４８－１
茨城県常総市内守谷町谷頭４０４９－１
茨城県常総市豊岡町丙２３９－４
茨城県高萩市高浜町３－６２－１
茨城県高萩市上手綱４４－１
茨城県高萩市赤浜８４８
茨城県高萩市赤浜字町８６０－３
茨城県高萩市大字高萩９３１
茨城県高萩市大字赤浜字堺田９２１－１
茨城県高萩市大字赤浜字松久保２５８－６
茨城県筑西市みどり町２－１－１
茨城県筑西市伊佐山１６５
茨城県筑西市一本松１７５３
茨城県筑西市横塚１３５７－６
茨城県筑西市乙１００８
茨城県筑西市下江連１２８１ー１
茨城県筑西市下江連１６６４
茨城県筑西市関館３３３－８
茨城県筑西市関舘２６０－１
茨城県筑西市玉戸１０００－４
茨城県筑西市玉戸２９２９
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電話番号
0297-25-2203
0297-43-1321
0297-43-0680
0297-43-7939
0297-30-5670
0297-27-4915
0297-27-0672
0297-22-9111
0297-23-1514
0297-27-4769
0297-27-9174
0297-44-6288
0297-24-7021
0297-27-1885
0297-44-8843
0297-27-314
0297-27-4905
0293-20-7176
0293-43-6371
0293-23-1779
0293-23-5143
0293-23-7242
0293-24-0202
0293-23-2484
0296-22-5220
0296-28-0311
0296-25-3335
0296-57-3151
0296-22-3380
0296-28-0811
0296-28-7541
0296-37-2248
0296-37-6707
0296-28-3411
0296-28-3540

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
下館地区通運株式会社 本社営業所
東北王子運送株式会社 下館営業所
株式会社リーディングサポート 筑西営業所

電話番号
0296-24-5575
0296-24-6322
0296-37-8146

株式会社マルイワ 本社営業所
五光物流株式会社 本社営業所
青木重機運輸株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 筑西営業所
ヤマト運輸株式会社 筑西支店
関東福山通運株式会社 いばらき筑西支店
株式会社トマト 本社営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 筑西営業所
株式会社日之出運輸 茨城支店
大和物流株式会社 つくば支店
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 つくば支店
ヤマト運輸株式会社 つくば榎戸支店
日本郵便株式会社 筑波学園郵便局
ヤマト運輸株式会社 つくば若栗センター

茨城県つくば市若栗７５４－１

029-840-1590

株式会社ニチエイ・ベスト・プロデュース つくば営業所
株式会社オアシスエクスプレス つくば
株式会社土浦関東商事 つくば営業所
関東商事株式会社 本社営業所
株式会社イワサワ 筑波営業所
株式会社サカイ引越センター つくば支社
ヤマト運輸株式会社 つくば並木センター
沼尻産業株式会社 つくば営業所
桜南運輸有限会社 本社営業所
有限会社総合整備 本社営業所
センコーエーラインアマノ株式会社 つくば営業所
ヤマト運輸株式会社 つくば平塚支店
菱化ロジテック株式会社 筑波営業所
ヤマト運輸株式会社 つくば谷田部センター
日本通運株式会社 東京東支店 茨城自動車事業所
日通つくば運輸株式会社 本社営業所

茨城県つくば市松代３－１－８
茨城県つくば市真瀬４７８－３
茨城県つくば市赤塚４２３
茨城県つくば市赤塚字前口４１６－１
茨城県つくば市前野字上原３５９－１
茨城県つくば市台町１丁目１番地１
茨城県つくば市大角豆字八ノ久保１２０４－２
茨城県つくば市大字榎戸７４８－２
茨城県つくば市大字下広岡３７４－３
茨城県つくば市大字赤塚６１６－１
茨城県つくば市大字谷田部字漆出口２２２１－３
茨城県つくば市大字東平塚字稲荷臺１１４０－１
茨城県つくば市大字北中島字大久保４７７－１
茨城県つくば市谷田部２１７７－３
茨城県つくば市谷田部３３５７－１
茨城県つくば市谷田部３３５７－１

029-847-0271
029-839-1201
029-821-3793
029-836-3007
029-850-7052
029-839-2141
029-861-0361
029-837-1505
029-857-3166
029-836-3686
029-838-1400
0120-01-9625
029-841-8292
029-839-2861
029-886-3355
029-836-3962

株式会社ムツミ 茨城営業所

つくば市

住所
茨城県筑西市玉戸９８７－１６
茨城県筑西市玉戸字上宿４－４．５－３
茨城県筑西市犬塚字東塚５２７－２
茨城県筑西市市野辺５４８－１ ハイツ６３４（ムサ
シ）Ｂ１０１
茨城県筑西市女方７８７
茨城県筑西市小川字大堀東４－１
茨城県筑西市神分１０１－１
茨城県筑西市神分字弁天１３３－１
茨城県筑西市西方８２３－１
茨城県筑西市船玉２８６－２２
茨城県筑西市中館４１６－５
茨城県筑西市辻１８９３－１
茨城県筑西市鍋山７５４－１
茨城県つくば市みどりの東１８番地２
茨城県つくば市谷田部１６００－１
茨城県つくば市榎戸５２５－１
茨城県つくば市吾妻１－１３－２

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。
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0296-58-5060
0296-28-8018
0296-22-4541
0296-24-1211
0296-25-0066
0296-24-9576
0296-37-1205
0296-25-4011
0296-37-5501
0296-20-5711
029-846-2300
029-839-0821
0120-01-9625
029-851-9611

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

佐川急便株式会社 つくば営業所
王子運送株式会社 つくば支店
ヤマト運輸株式会社 つくば北条センター
ヤマト運輸株式会社 つくば豊里センター
株式会社タカキ物流サービス つくば営業所
つくばみらい市 十和運送株式会社 つくば支店
戸塚運送株式会社 谷和原営業所
京阪久宝株式会社 筑波営業所
十和運送株式会社 みなみ支店
国際ロジテック株式会社 つくばセンター
カトーレック株式会社 筑波営業所
有限会社ＩＴＯ 茨城営業所
有限会社フジイ運輸 本社営業所
山陽自動車運送株式会社 つくばみらい営業所
大和陸運倉庫株式会社 本社営業所
Ｔ・Ｓ物流株式会社 本社営業所
美野里運送倉庫株式会社 つくば営業所
株式会社筑波物流 本社営業所
茨城近交運輸倉庫株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 つくばみらい支店
十和運送株式会社 水海道支店
日本通運株式会社 つくば航空貨物センター
土浦市
株式会社エナジック関東 土浦営業所
株式会社アストモスガスセンター千葉 茨城営業所
成田運送株式会社 つくば営業所
土浦通運株式会社 自動車営業所
埼玉西濃運輸株式会社 土浦営業所
株式会社新晃 北土浦営業所
株式会社関東エース つくば営業所
ヤマト運輸株式会社 土浦乙戸センター
第一貨物株式会社 土浦支店
安立サービス株式会社 土浦営業所
日本郵便株式会社 土浦郵便局
株式会社マルミネ田中運輸 土浦営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
茨城県つくば市谷田部６８８２－１
茨城県つくば市島名字高田前１５２－１
茨城県つくば市北条字中町裏４４７４－５
茨城県つくば市野畑７２７－２
茨城県つくば市緑ヶ原１－１－１
茨城県つくばみらい市高岡５８４－１
茨城県つくばみらい市細代７１２－１
茨城県つくばみらい市坂野新田１－５
茨城県つくばみらい市台７３６－１
茨城県つくばみらい市台９７０－３
茨城県つくばみらい市台字萩砂８０１
茨城県つくばみらい市谷井田１３５３番地４６
茨城県つくばみらい市谷井田２０９５－１
茨城県つくばみらい市筒戸１１１４－１
茨城県つくばみらい市筒戸１８２３－１
茨城県つくばみらい市板橋２８４３－１１
茨城県つくばみらい市板橋２９４２－１
茨城県つくばみらい市福岡２４７７
茨城県つくばみらい市福岡２４７７番地
茨城県つくばみらい市野堀４８０－８
茨城県つくばみらい市樛木３７１－１
茨城県土浦市卸町１－６－１７
茨城県土浦市下坂田１７５８－２
茨城県土浦市下坂田１７５８－２
茨城県土浦市荒川沖東２－２５－１４フラッツ沖新田１
０５号室
茨城県土浦市荒川沖東２－３－６
茨城県土浦市高岡２３８６－１
茨城県土浦市紫ヶ丘５－３
茨城県土浦市紫ヶ丘５番地２
茨城県土浦市小山田２－３
茨城県土浦市上高津字岡代２４４番１
茨城県土浦市上坂田１４３６－１
茨城県土浦市城北町２－２１
茨城県土浦市真鍋３－１１－１７
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電話番号
029-839-2222
0298-47-7135
0120-01-9625
029-848-2280
029-847-7057
0297-47-6101
0297-52-4061
0297-52-1401
0297-52-6711
0297-52-6288
0297-52-5033
0297-44-9251
0297-58-2516
0297-25-3135
0297-52-3511
0297-44-5214
0297-44-8255
0297-52-2648
0297-52-5887
0297-57-0253
0297-52-3131
029-843-1311
029-862-4310
029-862-5512
029-846-0128
029-841-0917
029-862-5196
029-833-1155
029-830-1512
029-843-6831
029-827-2181
029-862-5511
029-821-1050
029-830-2340

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

住所

電話番号

東和物流株式会社 土浦営業所
佐々木興業株式会社 土浦
ヤマト運輸株式会社 土浦神立支店
日立建機ロジテック株式会社 物流営業部土浦運輸グルー
プ
東栄運輸株式会社 土浦営業所
又新運輸株式会社 茨城営業所
日本物流システム株式会社 土浦物流センター
ヤマト運輸株式会社 土浦永国センター
東京第一物流株式会社 土浦営業所
ヤマト運輸株式会社 土浦高津支店
関東福山通運株式会社 土浦支店
白帆運輸株式会社 土浦
西濃運輸株式会社 土浦支店
株式会社パルライン 新治営業所
関東名鉄運輸株式会社 土浦営業所
株式会社未来 土浦営業所
中越運送株式会社 土浦営業所
国際ロジテック株式会社 土浦センター
株式会社新栄流通サービス 本社
株式会社ＡＺロジコム 本社
松岡満運輸株式会社 土浦営業所
日本通運株式会社 水戸警送支店土浦警送課
株式会社ケイワイケイ福山 関東営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 土浦営業所
日本郵便輸送株式会社 土浦営業所

茨城県土浦市真鍋４－１２－５
茨城県土浦市真鍋５－１４－２０
茨城県土浦市神立中央５－４６８９－３

029-835-0887
029-822-2182
029-831-2814

茨城県土浦市神立町６５０

029-832-3143

茨城県土浦市神立東２－３０－２５
茨城県土浦市西並木町３６０３
茨城県土浦市川口２丁目６番３６号
茨城県土浦市大字永国字台５１２番地１７
茨城県土浦市大字上高津字岡代２４４－１
茨城県土浦市大字上高津字岡代２８５
茨城県土浦市大畑１６１３－３
茨城県土浦市大畑１６４２－１
茨城県土浦市大畑１６９３－１
茨城県土浦市大畑１９２－１
茨城県土浦市大畑２１１－１
茨城県土浦市大畑２１１－３
茨城県土浦市大畑字年田２０９－２
茨城県土浦市滝田１－７－２
茨城県土浦市中７３１－１
茨城県土浦市中貫２３６３－２２
茨城県土浦市中貫字西野２３７８－２
茨城県土浦市虫掛３５７４－２
茨城県土浦市虫掛３６３２－２
茨城県土浦市東若松町３３７６－２
茨城県土浦市東真鍋町９－２６

029-831-6654
029-875-7795
029-824-0032
029-822-3015
029-835-8617
029-821-9643
029-862-3781
029-829-3811
029-862-2883
029-830-6224
029-830-6311
029-875-9633
029-862-1430
029-835-3910
029-842-7821
029-831-0333
029-833-2611
029-824-2759
029-835-1550
029-824-2201
029-822-0496

コカ・コーライーストジャパン株式会社 土浦営業所

茨城県土浦市東中貫町４－１

029-832-4040

トーヨーエキスプレス株式会社 土浦営業所

茨城県土浦市東中貫町６－１

029-830-0132

株式会社岡野運送 本社営業所

茨城県土浦市板谷１－６６６－１０７

029-831-4665

株式会社太陽運輸 茨城営業所
株式会社宮城運輸 茨城
日本図書輸送株式会社 土浦営業所
伊藤運輸倉庫株式会社 つくば営業所
ヤマト運輸株式会社 茨城主管支店
東京トラック運送株式会社 土浦支店

茨城県土浦市板谷６－５５７－３２，３３
茨城県土浦市板谷７－６２６－２０
茨城県土浦市並木３－１６－１３
茨城県土浦市並木４－１８－７
茨城県土浦市並木５－２９５４－１
茨城県土浦市北神立町２－７

029-833-1133
029-875-8360
029-822-1476
029-875-5520
029-831-2785
029-832-1116

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。
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主な輸送品目（任意掲載）

機械・機械部品、輸送機械・輸送機
械部品

市区郡名

取手市

那珂市

行方市

事業所名
株式会社ギオン 茨城営業所
株式会社三榮商會 土浦営業所
東立運輸株式会社 茨城営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 つくば営業所
中島運輸倉庫株式会社 本社（営）
株式会社日硝ハイウエー 土浦営業所
土浦通運株式会社 コンテナ（営）
ケーエルサービス東日本株式会社 茨城営業所
みなみ運輸株式会社 本社営業所
株式会社ライズワン 本社
株式会社テクニカルコールド関東 取手営業所
秋田運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 取手支店
ヤマト運輸株式会社 取手藤代センター
ＳＢＳゼンツウ株式会社 藤代営業所
ヤマト運輸株式会社 取手戸頭センター
関東総業株式会社 本社営業所
有限会社寺門建材 本社営業所
株式会社未来 那珂営業所
中央運送株式会社 茨城営業所
西濃運輸株式会社 水戸支店
日立地区通運株式会社 勝田ターミナル
丸千運輸株式会社 本社（営）
ヤマト運輸株式会社 茨城那珂センター
日本郵便株式会社 那珂郵便局
ヤマト運輸株式会社 那珂中里センター
株式会社巽運輸 本社営業所
平塚運送有限会社 本社営業所
株式会社マルセイ 本社営業所
国際ロジテック株式会社 鉾田センター
株式会社原田商店 本社営業所
有限会社エヌ・エー 本社営業所
行方運送株式会社 本社営業所
吉藤運送株式会社 本社営業所
株式会社石間流通 本社営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
茨城県土浦市北神立町４番２号
茨城県土浦市北神立町６－１
茨城県土浦市本郷２０－２８
茨城県土浦市本郷字原山２０－２９
茨城県土浦市木田余３２４０－１
茨城県土浦市木田余字１丁田台４５９８－４
茨城県土浦市有明町２－４１
茨城県取手市井野字前土井１０６８－１
茨城県取手市井野字前土井８７４
茨城県取手市戸頭９－２１－３２
茨城県取手市山王１４４１－１
茨城県取手市山王１７３１－１
茨城県取手市青柳字井戸田７４２－１
茨城県取手市谷中６６０
茨城県取手市平野５４－１
茨城県取手市米の井７１９－８
茨城県取手市毛有５９８
茨城県那珂市瓜連１１２８番地１
茨城県那珂市横堀８４０－５
茨城県那珂市後台２３０６－２
茨城県那珂市後台３１２７－２６
茨城県那珂市後台字富士山３０４７－５
茨城県那珂市鴻巣字木戸２０９９－１
茨城県那珂市杉１４６－６
茨城県那珂市菅谷１６７－７
茨城県那珂市中里８０３－２
茨城県那珂市南酒出６３１
茨城県那珂市福田５３３－１
茨城県行方市玉造甲２６０８番地１
茨城県行方市芹沢９２０－８６
茨城県行方市若海５９７－３
茨城県行方市手賀２６２９－２
茨城県行方市手賀２６２９－２
茨城県行方市手賀４４９７－４
茨城県行方市中根６８９－１３
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電話番号
029-832-9022
029-831-0957
029-830-6400
029-829-2246
029-825-1885
029-824-7626
029-822-0035
0297-74-6010
0297-72-8640
0297-78-0208
0297-71-6755
0297-83-1661
0297-74-1059
0297-83-1131
0297-82-5420
0297-70-7505
0297-83-3511
029-296-0127
029-219-8517
029-298-1918
029-295-0881
029-295-7666
029-298-8871
029-353-0537
029-295-1030
0297-63-1811
029-298-1504
029-295-4020
0299-55-0356
0299-55-4741
0299-55-2856
0299-55-0155
0299-55-0155
0299-55-0593
0291-35-0798

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
坂東市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 行方センター
野口運輸株式会社 本社営業所
明光運輸株式会社 本社営業所
ヤマイチ運輸株式会社 本社
猿島運送株式会社 本社営業所
株式会社サントス 茨城営業所
株式会社小島 岩井営業所
北関東福山通運株式会社 いばらき坂東支店
川崎商運株式会社 本社営業所
キャリーシステム株式会社 本社営業所
横清運輸有限会社 本社営業所
株式会社ワカミヤ 本社営業所
レンゴーロジスティクス株式会社 岩井営業所
東都運輸株式会社 岩井営業所
石田運送株式会社 茨城物流センター
前山運送株式会社 神田山営業所
ヤマト運輸株式会社 坂東神田山センター
株式会社川崎商事 本社営業所
エス・ティー・サービス株式会社 岩井営業所
有限会社飯田運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 坂東センター
株式会社新興運輸 本社営業所

住所
茨城県行方市麻生字田幸５９８－１
茨城県坂東市みむら３３１－１
茨城県坂東市岩井４５３７番地３
茨城県坂東市沓掛１７８９－１
茨城県坂東市沓掛２３３９
茨城県坂東市沓掛遠神１１６５－１７
茨城県坂東市幸神平１
茨城県坂東市幸神平４１番地２
茨城県坂東市幸田１３５０－１
茨城県坂東市鵠戸１２２２－１
茨城県坂東市小山１２５４
茨城県坂東市小泉２３１－３
茨城県坂東市上出島１１１３－１３
茨城県坂東市上出島１２１６－１９９
茨城県坂東市上出島１２１６－４
茨城県坂東市神田山１１２９
茨城県坂東市神田山１６４５－５
茨城県坂東市神田山３０５１－４ １Ｆ
茨城県坂東市神田山字原２４４５－１２
茨城県坂東市菅谷１３１１－１，２
茨城県坂東市生子２２４０－１
茨城県坂東市生子新田８２６－１

株式会社サンキュウ・トランスポート・東京 茨城営業所 茨城県坂東市大字弓田八幡脇２１９４番地１
ヨシアース株式会社 本社営業所
株式会社新興運輸 茨城営業所
常陸太田市 アサヒ鉱業株式会社 本社
国際ロジテック株式会社 常陸太田センター
ヤマト運輸株式会社 常陸太田センター
常陸大宮市 株式会社栄光商事 本社（営）
中部急送株式会社 茨城営業所
株式会社ヤマガタ 常陸大宮営業所
茨城通運株式会社 大宮営業所
株式会社エナジック関東 常陸大宮営業所
川澄運送有限会社 本社（営）

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

茨城県坂東市長須２１９２－１
茨城県坂東市矢作３０８１－１
茨城県常陸太田市馬場町４７５
茨城県常陸太田市岡田町２１０８－２
茨城県常陸太田市小澤町字長町１５１５－４
茨城県常陸大宮市栄町１３２１－１
茨城県常陸大宮市工業団地１
茨城県常陸大宮市工業団地２０
茨城県常陸大宮市工業団地２６－１
茨城県常陸大宮市工業団地６５１－１
茨城県常陸大宮市三美１４７２
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電話番号
0299-80-6411
0297-20-9600
0297-34-3331
029-744-3800
0297-44-2157
0297-38-4717
0297-47-5115
0297-47-3000
0297-20-8008
0297-35-6088
0297-38-2444
0297-38-0050
0297-34-3001
0297-34-3251
0297-34-2001
0297-36-0011
0297-20-8737
0297-47-3330
0297-36-3018
0280-88-0547
0280-82-1075
0280-82-1021
0297-35-9939
0297-36-0001
0297-30-2601
0294-72-2744
0294-70-2261
0294-74-1759
0295-52-1223
0295-53-9855
0295-54-0550
0295-53-5575
0295-52-2788
0295-52-0075

主な輸送品目（任意掲載）

窯業・土石製品、鉄鋼・金属製品

市区郡名

日立市

事業所名
株式会社ＮＢＳロジソル 水戸営業所
ヤマト運輸株式会社 常陸大宮支店
共和運輸株式会社 本社営業所
株式会社日立物流 日立重電営業所
佐川急便株式会社 日立営業所
株式会社ＮＴＣドリームマックス 本社
株式会社田尻産業運輸 本社営業所
株式会社川口商事 日立営業所
池の川産業有限会社 本社営業所
株式会社日昭丸運 本社営業所
日本郵便株式会社 日立郵便局
株式会社丸ト 本社
株式会社日立物流東日本 日立輸送営業所
株式会社松原組 本社営業所
株式会社多荷物流 本社
近物レックス株式会社 日立運行事業所
関東福山通運株式会社 日立支店
株式会社未来 日立営業所
ヤマト運輸株式会社 日立桜川支店
株式会社ルート・サービス茨城 本社営業所
有限会社藤田急配 本社営業所
国際ロジテック株式会社 十王センター
株式会社丸運 日立中央物流センター
株式会社丸運ロジスティクス関東 日立営業所
有限会社寿美屋運送店 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 日立川尻センター
佐々木興業株式会社 本社営業所
真崎運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 日立支店
山桝運送有限会社 本社営業所
湯浅運輸株式会社 大沼営業本部
カメイ物流サービス株式会社 日立営業所
大東運送有限会社 本社営業所
株式会社国進運輸 本社営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
茨城県常陸大宮市若林１９７７－２
茨城県常陸大宮市田子内町３０２６－４６
茨城県日立市旭町３－１２－９
茨城県日立市河原子町１－５
茨城県日立市滑川町１－３２２
茨城県日立市滑川本町１－２２－１
茨城県日立市滑川本町４－１４－１
茨城県日立市久慈町１－１－３
茨城県日立市久慈町３－４５－６
茨城県日立市宮田町３４８４
茨城県日立市幸町２－３－２８
茨城県日立市幸町２－６－１３
茨城県日立市河原子町１－５
茨城県日立市国分町１－８－８
茨城県日立市国分町３－１－１２
茨城県日立市砂沢町７００－１５
茨城県日立市砂沢町字鬼ヶ作３５３－１
茨城県日立市砂沢町赤坂３３０－１
茨城県日立市桜川町３－１１－１０
茨城県日立市鹿島町３－１－２
茨城県日立市鹿島町３－１－２
茨城県日立市十王町伊師２０－３６
茨城県日立市助川町２８１０－１３
茨城県日立市小木津町井戸尻９１８－１１
茨城県日立市神田町字久下沼後１３９７
茨城県日立市折笠町５５８－３
茨城県日立市相賀町１８－１
茨城県日立市東滑川町５－４－６
茨城県日立市東滑川町５－５－６６
茨城県日立市東滑川町５－６－５
茨城県日立市東金沢町１－３－３０
茨城県日立市東金沢町３－１２（住居表示：日立市東金
沢町３－６－２５）
茨城県日立市東多賀町２－１０－３１
茨城県日立市東多賀町３－２－１２
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電話番号
0295-52-6655
0295-52-6214
0294-22-1276
0294-38-8411
0294-24-0045
0294-22-7141
0294-21-0353
0294-29-1060
0294-54-1005
0294-21-0086
0294-21-1040
0294-22-4448
0294-25-6266
0294-33-0820
0294-36-2451
0294-43-5566
0294-43-7070
0294-33-6408
0294-33-3921
0294-24-4871
0294-24-4871
0294-20-2333
0294-24-0111
0294-24-0111
0294-52-1819
0294-44-9761
0294-21-6424
0294-42-4873
0294-42-9091
0294-42-4664
0294-34-4321
0294-32-1651
0294-33-0321
0294-34-0151

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

日立地区通運株式会社 日立営業所
三田運送有限会社 本社営業所
日立貨物自動車株式会社 本社営業所
八鍬運送有限会社 本社営業所
株式会社ヤマガタ 本社営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 日立支店
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 日立営業所
株式会社神和運輸 本社営業所
株式会社福井屋 本社
ヤマト運輸株式会社 日立南工業団地センター
ひたちなか市 株式会社日立物流東日本 水戸輸送営業所
ヤマト運輸株式会社 ひたちなか支店
日立地区通運株式会社 ひたちなか営業所
株式会社山菱トランスポート 本社営業所
東京トラック運送株式会社 水戸支店
株式会社誠光運輸 本社営業所
株式会社多荷物流 ひたちなか営業所
三ッ輪物流株式会社 水戸支店
武蔵貨物自動車株式会社 水戸営業所
第一貨物株式会社 水戸支店
ヤマト運輸株式会社 那珂湊支店
ワーレックス株式会社 勝田営業所
株式会社川友 本社営業所
湯浅運輸株式会社 勝田営業所
株式会社産業ガステクノサービス ひたちなか営業所
株式会社鈴与カーゴネット東京 常陸那珂営業所
株式会社ニヤクコーポレーション 日立事業所
勝田環境株式会社 運輸部営業所
日立建機ロジテック株式会社 ひたちなか営業所
株式会社春海丸 本社営業所
株式会社ヤマガタ 常陸那珂港営業所
ヤマト運輸株式会社 ひたちなか津田センター
国際ロジテック株式会社 ひたちなかセンター
株式会社丸羽ロジテック 本社営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
茨城県日立市東町３－８－３
茨城県日立市日高町１－３１－２１
茨城県日立市本宮町１－９－２０
茨城県日立市本宮町４－１３－１
茨城県日立市茂宮町字沼田７９３
茨城県日立市留町１０４８
茨城県日立市留町１１７０－１０
茨城県日立市留町２４３５－１０
茨城県日立市留町２５００番地
茨城県日立市留町字前川１１７０－１０
茨城県ひたちなか市稲田１０９６－３４
茨城県ひたちなか市高場１６０８－８１
茨城県ひたちなか市高場字下原１７３０－１０
茨城県ひたちなか市高野字矢畑１９１－５
茨城県ひたちなか市佐和８５２－３
茨城県ひたちなか市山崎１４１－３
茨城県ひたちなか市山崎１４１番地６
茨城県ひたちなか市山崎３６－１
茨城県ひたちなか市枝川２８９－１
茨城県ひたちなか市枝川字赤城２４４３番地
茨城県ひたちなか市字西十三奉行１１６４５－２
茨城県ひたちなか市足崎１４７６－１７
茨城県ひたちなか市足崎字高野前２８０－１
茨城県ひたちなか市足崎字西原１４５７－１８７
茨城県ひたちなか市大字市毛１０５２－２
茨城県ひたちなか市大字長砂字渚１６３－３５
茨城県ひたちなか市大字長砂字渚１６３－４１
茨城県ひたちなか市大字津田字砂沢２５５４－２，６
茨城県ひたちなか市長砂１６３－１０
茨城県ひたちなか市長砂字横道宿後６７０－１
茨城県ひたちなか市長砂字渚１６３－３３，１６３－３
４
茨城県ひたちなか市津田字片岡１９５３－８
茨城県ひたちなか市田彦１００８
茨城県ひたちなか市田彦１２１０－４８
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電話番号
0294-22-1919
0294-42-9171
0294-21-0588
0294-22-0898
0294-52-5831
0294-33-9971
0294-54-2444
0294-28-1028
0294-53-2918
0294-29-3055
029-285-2221
029-285-3041
029-272-7125
029-285-3228
029-285-4181
029-264-2444
029-265-2115
029-264-2130
029-231-5459
029-231-8101
029-265-5068
029-285-7350
029-285-3711
029-274-3351
029-273-9828
029-265-5826
029-229-3335
029-272-2141
029-265-2036
029-285-8100
029-264-2222
029-276-5371
029-273-9051
029-275-2288

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

守谷市

鉾田市
結城市

事業所名
茨城中央運輸有限会社 ひたちなか
株式会社月島物流サービス 水戸営業所
株式会社セフティ物流 守谷営業所
株式会社トーワ・ロジスティック 本社営業所
国際ロジテック株式会社 守谷センター
アサヒロジスティクス株式会社 取手営業所
東名輸送株式会社 東京営業所
有限会社西塚運送 守谷営業所
株式会社明送 守谷営業所
中村運輸株式会社 本社営業所
株式会社中山運輸 守谷営業所
ヤマト運輸株式会社 守谷支店
日本ロジテム株式会社 茨城営業所
エービーカーゴ東日本株式会社 茨城営業所
大貫運送有限会社 守谷営業所
株式会社山高運輸 守谷営業所
鹿島灘運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 鉾田支店
フコク物流株式会社 北関東営業所
ヤマト運輸株式会社 結城センター
千代川運輸株式会社 結城営業所

龍ケ崎市

加瀬興業運輸株式会社 本社営業所
山一産業株式会社 北関東営業所
株式会社水上三洋商会 結城営業所
立勝運輸株式会社 本社営業所
株式会社松興物流 本社営業所
都運送株式会社 結城営業所
大興運輸株式会社 結城物流センター
結城陸運株式会社 本社営業所
有限会社ワイケイ物流サービス 本社営業所
株式会社八戸急行 北関東営業所
ヤマト運輸株式会社 龍ヶ崎大徳センター
大和物流株式会社 竜ヶ崎支店
株式会社協和 本社営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
茨城県ひたちなか市馬渡１２２８－１３
茨城県ひたちなか市部田野２９８０
茨城県守谷市松ヶ丘４－１７－７－Ｄ
茨城県守谷市松並２０２４－５８
茨城県守谷市百合ヶ丘１－２３７０－１
茨城県守谷市百合ヶ丘１－２４１５－１
茨城県守谷市百合ヶ丘１－２４３７－３
茨城県守谷市百合ヶ丘３－２７９２－１
茨城県守谷市百合丘１丁目字黒内２３５４番地１００
茨城県守谷市本町５０４－２
茨城県守谷市野木崎６０９－５
茨城県守谷市立澤字山王前２２７－１
茨城県守谷市緑１－２－９
茨城県守谷市緑２－１７－１
茨城県守谷市緑２－２５－１
茨城県守谷市緑２－２５－１
茨城県鉾田市柏熊３００番地１１
茨城県鉾田市柏熊１００１－７５
茨城県結城市結城字作野谷２８０
茨城県結城市結城字城ノ内８７７２－６、７
茨城県結城市結城第一工業団地矢畑地区土地区画整理事
業地内２街区４画地
茨城県結城市若宮１０－１７
茨城県結城市若宮１１－２３
茨城県結城市若宮３－５８
茨城県結城市若宮９－５
茨城県結城市上山川５６０８－１
茨城県結城市上山川５７０１－４
茨城県結城市新矢畑１番地２３
茨城県結城市新矢畑２番地７
茨城県結城市大字矢畑３０２－７
茨城県結城市田間字上１２８２
茨城県竜ヶ崎市大徳町５２０
茨城県竜ヶ崎市板橋町字安台５４２－２
茨城県龍ケ崎市貝原塚町４０５３－２
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電話番号
029-272-8834
029-265-7687
0297-51-1212
0297-45-3880
0297-47-0136
0297-48-8990
0297-48-8661
0297-44-4635
0297-46-1571
0297-48-0155
0297-47-0800
0297-45-6942
0297-45-7470
0297-45-8350
0297-46-2302
0297-46-1755
0291-34-0515
0291-32-5871
0296-32-0123
0296-34-1245
0296-33-1275
0296-33-7036
0296-33-8711
0296-33-8393
0296-32-0202
0296-32-9874
0296-33-1100
0296-21-3115
0296-32-3619
0296-35-4191
0296-20-9189
0297-61-2251
0297-62-8344
0297-64-3044

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

稲敷郡

事業所名
株式会社ニップンロジス 龍ヶ崎営業所
ヤマト運輸株式会社 龍ヶ崎川原代センター
龍ヶ崎通運株式会社 龍ヶ崎営業所
幹光運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 阿見支店
湖南通運株式会社 阿見支店

北相馬郡
久慈郡
猿島郡

都運送株式会社 つくば営業所
株式会社元木物流 茨城営業所
株式会社イディアトランスポートサービス 茨城営業所
有限会社グリーンサービス 本社営業所
フジ運輸株式会社 茨城営業所
東部運輸株式会社 茨城営業所
株式会社ヤマガタ 土浦営業所
関東福山通運株式会社 竜ヶ崎営業所
ヤマト運輸株式会社 茨城大子センター
有限会社奥久慈運輸 本社営業所
北三運輸株式会社 茨城営業所
ヤマニ屋物流サービス株式会社 本社営業所
旭光商運株式会社 境営業所
株式会社小野寺商事 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 茨城境センター
共同物流株式会社 五霞営業所
キユーソーティス株式会社 五霞営業所
株式会社ビー・アイ運送 やまや関東ロジスティクス
株式会社マルミネ田中運輸 五霞営業所
株式会社有明 茨城営業所
東罐ロジテック株式会社 茨城営業所
ヤマト運輸株式会社 茨城五霞センター
中倉陸運株式会社 茨城営業所
川崎陸送株式会社 江川営業所
株式会社正和運輸 本社営業所
株式会社新幸運輸倉庫 本社営業所
ヤクルトロジスティクス株式会社 茨城営業所
株式会社昭運 本社営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
茨城県龍ヶ崎市向陽台１－７
茨城県龍ヶ崎市川原代町１９６７－３
茨城県龍ヶ崎市馴馬町５８０－３
茨城県稲敷郡阿見町吉原１１０５－１
茨城県稲敷郡阿見町実穀字寺子１６４８－８
茨城県稲敷郡阿見町大字阿見字阿見原４６６６－３２５
０
茨城県稲敷郡阿見町大字星の里３－３
茨城県稲敷郡阿見町大字福田８４－９
茨城県稲敷郡阿見町中央１－５－１０
茨城県稲敷郡阿見町福田８４－９
茨城県稲敷郡阿見町福田字内野８４－１７
茨城県稲敷郡河内町片巻１６８１－２
茨城県稲敷郡美浦村大字舟子３２４９－１
茨城県北相馬郡利根町大字横須賀８１４－１
茨城県久慈郡大子町大字池田字宿平３８－１
茨城県久慈郡大子町池田１５３８－１
茨城県猿島郡境町１３５２－１０
茨城県猿島郡境町猿山３－１
茨城県猿島郡境町染谷１０６
茨城県猿島郡境町大字浦向５８８－１
茨城県猿島郡境町大字長井戸字南前２７２
茨城県猿島郡五霞町元栗橋７５１４
茨城県猿島郡五霞町元栗橋字大門２２５６－１
茨城県猿島郡五霞町原宿台３－２３－３
茨城県猿島郡五霞町原宿台４－３２－６－２０２
茨城県猿島郡五霞町原宿台４丁目３２－３
茨城県猿島郡五霞町江川２８２９
茨城県猿島郡五霞町新幸谷４７９－３
茨城県猿島郡五霞町大字幸主字川原５７０－１
茨城県猿島郡五霞町大字江川２５８５－１
茨城県猿島郡五霞町大字小手指１１９３番地１
茨城県猿島郡五霞町大字新幸谷字天沼２５６－１
茨城県猿島郡五霞町大字川妻１３２６
茨城県猿島郡五霞町冬木１７８－１
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電話番号
0297-64-7321
0297-63-7895
0297-62-0122
029-889-1292
0120-01-9625
029-887-1111
029-840-3850
029-889-6001
029-840-2400
029-889-6003
029-889-2665
0297-84-6091
029-885-1214
0297-61-7855
0295-72-5451
0295-72-4963
0280-81-2011
0280-33-7661
0280-87-2123
0280-81-1488
0280-87-5188
0280-84-1777
0280-84-0466
0280-84-3718
0280-84-4334
0280-80-0307
0280-84-1418
0280-80-1131
0280-23-1945
0280-84-1201
0280-80-1191
0280-84-2112
0280-23-1442
0280-84-0472

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
那珂郡

東茨城郡

結城郡

事業所名
関東運輸株式会社 茨城営業所
光洋運輸株式会社 日立営業所
高橋陸送株式会社 日立営業所
世新建設運輸株式会社 茨城営業所
ヤマト運輸株式会社 茨城東海センター
北関東物流株式会社 茨城営業所
株式会社仙台ミトモ 水戸
株式会社未来 水戸営業所
幹光運輸株式会社 水戸営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 茨城営業所
東澤運送有限会社 茨城西営業所
株式会社丸和運輸機関 水戸営業所
株式会社大洗輸送 本社
ヤマト運輸株式会社 茨城大洗センター
菱幸運輸株式会社 水戸営業所
ネクストロジスティクス株式会社 大洗営業所
株式会社ヤマガタ 大洗営業所
株式会社札通ロジスティックス東京 大洗営業所
東日本エア・ウォーター物流株式会社 大洗営業所
大洗港湾運送株式会社 本社
有限会社サツケン 大洗営業所
北海道通運株式会社 関東支店
株式会社グリーンライン 大洗営業所
共進運輸有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 茨城八千代センター
晃陸運株式会社 本社営業所
西山運輸機工株式会社 本社営業所
株式会社アスカ 本社営業所
株式会社首都圏ロジスティクス 茨城センター

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
茨城県那珂郡東海村石神外宿２５６７－２
茨城県那珂郡東海村照沼字渚７６８－４５
茨城県那珂郡東海村村松字平原３１２９－２５
茨城県那珂郡東海村村松字平原３１２９－５２
茨城県那珂郡東海村白方字北原１３１８－１
茨城県東茨城郡茨城町小幡２７６６－１１１
茨城県東茨城郡茨城町奥谷１７２０－１８
茨城県東茨城郡茨城町桜の郷１０００－１
茨城県東茨城郡茨城町大字奥谷１７２０－１９
茨城県東茨城郡茨城町大字下土師字高山２０００番１３
茨城県東茨城郡茨城町中央工業団地２－９
茨城県東茨城郡茨城町長岡３６５９－１
茨城県東茨城郡大洗町磯浜町８２５３－２６
茨城県東茨城郡大洗町磯浜町字原８２２７－３
茨城県東茨城郡大洗町五反田３３３
茨城県東茨城郡大洗町五反田４５４番地１
茨城県東茨城郡大洗町五反田５４４
茨城県東茨城郡大洗町港中央１
茨城県東茨城郡大洗町港中央１
茨城県東茨城郡大洗町港中央１
茨城県東茨城郡大洗町港中央１番地
茨城県東茨城郡大洗町港中央５
茨城県東茨城郡大洗町大貫町５５７－５２
茨城県結城郡八千代町大字若１３１５番地の３４
茨城県結城郡八千代町大字菅谷字新田山１０５２－１
茨城県結城郡八千代町大字平塚１１５９
茨城県結城郡八千代町尾崎３０９－１
茨城県結城郡八千代町平塚３２７０番地１
茨城県結城郡八千代町平塚４７８３－９
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電話番号
029-270-5031
029-265-1017
0292-82-4961
029-287-7430
029-287-3172
029-350-1500
029-219-1715
029-306-9374
029-889-1292
029-291-0960
029-292-7230
048-951-3030
029-266-0011
029-266-0162
029-266-0096
029-267-0710
029-267-5907
029-264-5817
029-264-9081
029-267-6641
029-264-7710
029-277-1400
029-266-0765
0296-48-2377
0296-48-3433
0296-48-1979
0296-48-2111
0296-48-1153
0296-30-2360

主な輸送品目（任意掲載）

