貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
宇都宮市

事業所名
関東名鉄運輸株式会社 宇都宮営業所
直販配送株式会社 宇都宮営業所
日本通運株式会社 宇都宮中央支店
ヤマト運輸株式会社 宇都宮インターパーク支店
ヤマト運輸株式会社 宇都宮下栗支店
株式会社ウナン 本社営業所
東北王子運送株式会社 宇都宮支店
ヤマト運輸株式会社 宇都宮岡本支店
国際ロジテック株式会社 宇都宮営業所
ヤマト運輸株式会社 宇都宮鶴田支店
清興運輸株式会社 宇都宮営業所
ヤマト運輸株式会社 宇都宮徳次郎支店
佐川急便株式会社 宇都宮東営業所
群馬郵便逓送株式会社 宇都宮営業所
株式会社アサヒセキュリティ 栃木営業所
相良運輸株式会社 本社営業所
栃木陸送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 宇都宮若草支店
日本郵便株式会社 宇都宮東郵便局
ヤマト運輸株式会社 宇都宮野沢センター
有限会社栃木運輸センター 本社営業所
東日本エア・ウォーター物流株式会社 宇都宮営業所
株式会社鈴与カーゴネット北関東 清原営業所
大坂屋運送株式会社 宇都宮営業所
岡山県貨物運送株式会社 宇都宮営業所
株式会社アクティチャレンジ 本社営業所
株式会社小野運送店 栃木営業所
有限会社相沢カアゴ 本社営業所
ジャパンエナジック株式会社 宇都宮事業所
日本ルートサービス株式会社 宇都宮営業所
ヤマト運輸株式会社 宇都宮江曽島センター
芳賀通運株式会社 宇都宮事業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 宇都宮営業所
ヤマト運輸株式会社 宇都宮不動前支店

※「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
住所

栃木県宇都宮市中島町５１８
栃木県宇都宮市平出町４１４１－１
栃木県宇都宮市平出工業団地１７－７
栃木県宇都宮市屋坂町４０５－２１
栃木県宇都宮市屋板町２６３－１
栃木県宇都宮市屋板町字エビノコ１０３０－４
栃木県宇都宮市屋板町字赤沢６２８－１
栃木県宇都宮市下岡本町３７１０－１５
栃木県宇都宮市下栗町字守子塚７０３－３４
栃木県宇都宮市下砥上町４００
栃木県宇都宮市下平出町１６０－６
栃木県宇都宮市瓦谷町字宮下５７－１
栃木県宇都宮市江曽島町２０６１－５
栃木県宇都宮市江曽島町字関道１１４３－２
栃木県宇都宮市今宮４－６－１６
栃木県宇都宮市今宮４丁目５－３６
栃木県宇都宮市砂田町３１７－２
栃木県宇都宮市若草３－４－２７
栃木県宇都宮市宿郷３－２０－２
栃木県宇都宮市新里町丁１１１３－５
栃木県宇都宮市瑞穂２丁目８－１１
栃木県宇都宮市清原工業団地１－３
栃木県宇都宮市清原工業団地２１－１７
栃木県宇都宮市清原工業団地２１－２
栃木県宇都宮市西刑部町字西原２７３０
栃木県宇都宮市西川田６－６－２１
栃木県宇都宮市川田町字二本杉８５３
栃木県宇都宮市台新田１－７－６
栃木県宇都宮市中岡本町２８５７－８
栃木県宇都宮市東簗瀬１丁目１６－３
栃木県宇都宮市八千代１丁目３－１
栃木県宇都宮市氷室町１７３９－１７
栃木県宇都宮市不動前３－１－２３
栃木県宇都宮市不動前３－１－２３
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（栃木県）
電話番号
028-656-9113
028-660-0138
028-613-6201
028-657-6206
028-657-0115
028-656-1565
028-656-5311
080-5098-0947
028-657-5558
028-684-0613
028-689-0410
028-627-1151
028-614-3212
028-684-0533
028-684-0230
028-684-2100
028-656-5521
028-627-6132
028-635-3258
080-5098-0930
028-656-5623
028-667-7843
028-667-5526
028-667-3221
028-656-1981
028-680-6411
028-636-7969
028-659-7590
028-673-8101
028-614-3661
080-6604-9720
028-667-3121
028-637-1639
028-634-3297

H31.2.1
主な輸送品目（任意掲載）

事業所名

市区郡名

ヤマト運輸株式会社 宇都宮兵庫塚センター
株式会社丸和通運 宇都宮支店
株式会社丸和運輸機関 宇都宮食品物流センター
エヌエヌ商事株式会社 平出物流センター
ヤマト運輸株式会社 宇都宮平出支店
南東北福山通運株式会社 宇都宮支店
カトーレック株式会社 宇都宮営業所
有限会社西塚運送 宇都宮営業所
日通宇都宮運輸株式会社 宇都宮中央営業所
株式会社北関東スワロートラック 栃木本社営業所
ヨシアース株式会社 宇都宮営業所
ヒタチ株式会社 宇都宮ハブセンター
宇東梱包運輸株式会社 本社営業所
株式会社鈴与カーゴネット北関東 宇都宮営業所
増山貨物自動車株式会社 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 栃木営業所
日本通運株式会社 宇都宮警送支店
日祥運輸倉庫株式会社 本社営業所
日本郵便輸送株式会社 宇都宮営業所
北関東広運株式会社 本社営業所
柳田運輸株式会社 宇都宮営業所
ヤマト運輸株式会社 宇都宮清原支店
有限会社新郷運輸 栃木営業所
カンダ物流株式会社 宇都宮北営業所
株式会社東日本トランスポート 栃木営業所
関東交通株式会社 宇都宮営業所
株式会社ライフサポート・エガワ 宇都宮営業所
松栄運輸株式会社 宇都宮営業所
王子陸運株式会社 宇都宮営業所
株式会社サカイ引越センター 宇都宮支社
株式会社栃雪運輸 本社営業所
関東西濃運輸株式会社 宇都宮支店
有限会社中山運送

宇都宮営業所

フレックス物流株式会社 本社
第一貨物株式会社 宇都宮支店

※「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

電話番号

栃木県宇都宮市兵庫塚町１７４－３
栃木県宇都宮市平出工業団地２７－２
栃木県宇都宮市平出工業団地３７－４
栃木県宇都宮市平出工業団地４１－４
栃木県宇都宮市平出工業団地４３－２４
栃木県宇都宮市平出工業団地４６－４
栃木県宇都宮市平出工業団地５－２
栃木県宇都宮市平出工業団地５－３
栃木県宇都宮市平出工業団地１７－７
栃木県宇都宮市平出工業団地１９－１１
栃木県宇都宮市平出工業団地３６－１４
栃木県宇都宮市清原工業団地１－２
栃木県宇都宮市清原工業団地２１－１６
栃木県宇都宮市清原工業団地２１－１７
栃木県宇都宮市清原工業団地２１－１８
栃木県宇都宮市平出町１６１３－１
栃木県宇都宮市平出町３５４２－３
栃木県宇都宮市平出町３５７２－７
栃木県宇都宮市平出町３７４９－９
栃木県宇都宮市平出町３７８６－１
栃木県宇都宮市問屋町３１７２－３５
栃木県宇都宮市野高谷町３０９－１
栃木県宇都宮市野沢町１８７－６９
栃木県宇都宮市野沢町５５１－１
栃木県宇都宮市簗瀬町１８８０－１６
栃木県宇都宮市簗瀬町２３８３
栃木県宇都宮市鐺山町字西川原１０５４－１
栃木県宇都宮市鐺山町字西川原１０５４－１
栃木県宇都宮市下田原町３５０６－７
栃木県宇都宮市元今泉７－３０－１１
栃木県宇都宮市江曽島１０２６－７
栃木県宇都宮市上欠町字高尾神８９０－７
栃木県宇都宮市新里町丁大堀前１３４４－１（全農チキ
ンフーズ（株）内）
栃木県宇都宮市西刑部町１９５７－４５
栃木県宇都宮市石井町２６１１－１

028-688-5657
028-661-3038
028-678-9966
028-660-2588
028-661-6692
028-663-2211
028-661-6759
028-612-8395
028-613-6206
028-663-7777
028-683-2828
028-670-8168
028-667-4551
028-667-1171
028-667-4511
028-660-0123
028-663-1008
0286-61-8040
028-660-0803
028-660-4161
028-656-9740
028-670-0344
028-665-1975
0289-72-1540
028-346-1090
028-635-9760
028-667-6551
028-667-6555
028-672-3061
028-613-3781
028-645-8962
028-647-0984

2／11 ページ

028-665-0281
028-657-8610
028-661-2421

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

足利市

大田原市

事業所名

住所

電話番号

幸洋運輸株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 宇都宮中央郵便局
茨城乳配株式会社 宇都宮
株式会社イディアトランスポートサービス 本社営業所
名鉄運輸株式会社 宇都宮支店
寺口運送株式会社 宇都宮営業所
北関東綜合警備保障株式会社 警送部輸送センター営業
所
有限会社利根運輸 本社営業所
岸和田運輸株式会社 宇都宮営業所
ダイシン物流株式会社 足利営業所
東洋梱包運輸株式会社 足利支店
ヤマト運輸株式会社 足利支店
北関東綜合警備保障株式会社 足利営業所
佐川急便株式会社 足利営業所
ヤマト運輸株式会社 足利常見センター
東武デリバリー株式会社 足利事業所
株式会社丸和運輸機関 アズコム北関東ＭＫ共配
ヤマト運輸株式会社 足利インター支店

栃木県宇都宮市石井町３３７３－１
栃木県宇都宮市中央本町４－１７
栃木県宇都宮市中岡本町２８５１－１０
栃木県宇都宮市中島町５１０－４
栃木県宇都宮市中島町字代里５１８－１
栃木県宇都宮市白沢町１６７１－６

028-657-7030
028-639-2413
028-673-2226
028-653-5421
028-655-1696
028-673-0170

栃木県宇都宮市不動前１－３－１７

028-610-2011

栃木県宇都宮市平出町３５２７－１
栃木県宇都宮市平出町字泉谷３８７８－４
栃木県足利市久保田町８０９－１
栃木県足利市久保田町字久分１３６－１
栃木県足利市上渋垂町１１８２
栃木県足利市上渋垂町字伊勢宮３９０－１
栃木県足利市上渋垂町字伊勢宮３９７－１
栃木県足利市常見町３－９－９
栃木県足利市真砂町３－２
栃木県足利市大月町３－３
栃木県足利市大月町６８０－１

028-661-5700
028-662-2824
0284-70-6551
0284-73-6724
0284-71-2097
0284-70-5100
0284-73-2611
080-5098-0804
0284-41-1020
0284-40-1311
0284-44-3591

フットワークエクスプレス関東株式会社 足利営業所

栃木県足利市大前町９９９－１

0284-62-2311

へんみ運送有限会社 本社営業所
関東名鉄運輸株式会社 足利営業所
東両毛通運株式会社 本社事業所
王子運送株式会社 足利支店
勝美運輸有限会社 本社営業所
エヌピー運輸関東株式会社 足利営業所
株式会社ロジコム・アイ 北関東営業所
第一貨物株式会社 足利支店
望月運送株式会社 本社営業所
丸文運輸株式会社 本社営業所
名鉄運輸株式会社 足利支店
鷹栖運輸機工有限会社 本社営業所
東京高速陸運株式会社 北関東営業所
株式会社北関東運輸 本社営業所
株式会社ニコンビジネスサービス 栃木営業所

栃木県足利市問屋町１５３５－１４
栃木県足利市野田町１１２０－１８
栃木県足利市野田町１１２０－２７
栃木県足利市野田町字米田１１２０－１３
栃木県足利市野田町字米田１１２０－１６
栃木県足利市宮北町１２－７
栃木県足利市南大町２８１－１
栃木県足利市堀込町字久島２２
栃木県足利市堀込町字原２１０３－６
栃木県足利市野田町１１２０－２０
栃木県足利市野田町字米田１１２０－２３
栃木県大田原市下石上１３６３－９
栃木県大田原市市野沢字後木曽１０５５－１
栃木県大田原市鹿畑字向山１０８１－５
栃木県大田原市実取７６６－１１５

0284-72-2626
0284-73-2755
0284-72-2210
0284-71-0058
0284-72-4591
0284-44-0575
0284-64-8118
0284-71-3973
0284-73-6045
0284-72-1768
0284-71-3145
0287-29-0198
0287-23-7130
0287-24-3561
0287-28-7165

※「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）

化学製品・ゴム製品、日用品・雑貨、
建築資材（断熱材等）

市区郡名

小山市

事業所名
栃木県北通運株式会社 大田原営業所
関東西濃運輸株式会社 大田原支店
ケミカルトランスポート株式会社 栃木営業所
ヤマト運輸株式会社 大田原富士見センター
有限会社クリーン環境 本社営業所
有限会社東北液化ガス運輸 本社営業所
日本郵便株式会社 大田原郵便局
日伸運輸株式会社 栃木支店
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 小山営業所
トーテツ興運株式会社 小山営業所
ワーレックス株式会社 小山営業所
ワーレックス株式会社 犬塚営業所
ヤマト運輸株式会社 小山横倉センター
株式会社アクティブ・ロジスティクス 小山営業所
ヤマト運輸株式会社 小山出井センター
センコーエーラインアマノ株式会社 栃木営業所
日本郵便株式会社 小山郵便局
アートコーポレーション株式会社 小山営業所
ヤマト運輸株式会社 小山中央支店
ヤマト運輸株式会社 小山北支店
マコトトランスポートサービス株式会社 関東営業所
株式会社末広物流サービス 本社営業所
関東西濃運輸株式会社 小山支店
日酸運輸株式会社 小山営業所
ヤマト運輸株式会社 小山南支店
レンゴーロジスティクス株式会社 小山営業所
渡邉金属運輸株式会社 本社営業所
イノウ運輸株式会社 小山営業所
有限会社新星ロジテック 本社営業所
萬運輸株式会社 小山営業所
ＡＣＴライナー株式会社 栃木営業所
株式会社ホームエネルギー首都圏 小山センター
株式会社新開トランスポートシステムズ 栃木営業所
名鉄運輸株式会社 小山支店
キャリテック株式会社 小山営業所
ユニプレス物流株式会社 小山営業所

※「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
栃木県大田原市住吉町２丁目４－７
栃木県大田原市上石上字東山１７４３－１
栃木県大田原市大神字赤坂６０１－２８
栃木県大田原市富士見１－１６１７－２７
栃木県大田原市本町２－２８１８－１
栃木県大田原市上石上字東山１５７１－９
栃木県大田原市新富町１－９－８
栃木県大田原市蛭田１－２３０
栃木県小山市稲葉郷６７－６１
栃木県小山市横倉５９０－２
栃木県小山市横倉新田４７０－４
栃木県小山市犬塚字南原９９５－３
栃木県小山市向原新田９８－８０
栃木県小山市出井１２１１－４
栃木県小山市出井７５８－７
栃木県小山市出井字磯宮浦１２００－８
栃木県小山市城東１丁目１３－１６
栃木県小山市城北２－１０－１１
栃木県小山市大行寺９７９－１
栃木県小山市大字稲葉郷６７－６１
栃木県小山市大字羽川字下田１１６番地１
栃木県小山市大字横倉８２１－１
栃木県小山市大字横倉字遠上１１９６
栃木県小山市大字横倉新田字溜南４７０－２７
栃木県小山市大字乙女６２５－１
栃木県小山市大字萱橋１２６０
栃木県小山市大字犬塚３２番地
栃木県小山市大字犬塚５１－１０８
栃木県小山市大字向原新田９８－２３
栃木県小山市大字向原新田字向原９８－２
栃木県小山市大字荒井字向田５６６番１
栃木県小山市大字梁２０７５－６
栃木県小山市大字梁２３３３－１７
栃木県小山市大字梁字中原２３３３－１５
栃木県小山市延島字瀬窪２７０５－１
栃木県小山市横倉新田４５７
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電話番号
0287-23-7868
0287-29-2211
0287-28-3210
080-5098-0805
0287-23-4375
0287-29-3375
0287-22-2442
0287-98-8121
0285-22-6800
0285-27-4421
0285-27-4161
0285-27-6586
080-6699-5591
0285-23-7221
0285-20-0810
0285-24-2401
0285-22-0427
0285-23-0123
0285-30-6322
0285-23-2319
0285-42-9510
0285-37-6254
0285-27-1771
0285-27-6347
0285-45-9224
0285-49-3003
0285-23-0505
0285-22-2140
0285-27-4500
0285-27-2885
0285-25-1902
0285-49-3830
0285-49-1481
0285-49-2370
0285-39-3834
0285-27-6893

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

鹿沼市

事業所名
岡野運送株式会社 栃木営業所
株式会社横山運輸 小山営業所
株式会社大崎 小山営業所
第一貨物株式会社 小山支店
株式会社宮城運輸 小山営業所
有限会社関東実行センター 本社営業所
トーエイ物流株式会社 小山営業所
有限会社松正商事 本社営業所
有限会社小山環境美化センター 本社営業所
共立興産株式会社 小山営業所
米原運送株式会社 栃木営業所
キユーソーティス株式会社 鹿沼営業所
ティーロジエクスプレス株式会社 栃木営業所
川合運輸株式会社 栃木営業所
日本郵便株式会社 鹿沼郵便局
ヤマト運輸株式会社 鹿沼久野センター
丸全昭和運輸株式会社 鹿沼営業所
佐川急便株式会社 栃木営業所
ヤマト運輸株式会社 鹿沼支店
日本図書輸送株式会社 宇都宮営業所
日通宇都宮運輸株式会社 鹿沼営業所
有限会社野中運送店 本社営業所
株式会社鹿沼梱包運輸 本社営業所
丸伊運輸株式会社 鹿沼営業所
ステリサイクルＭＥＤ株式会社 本社営業所
北港運輸株式会社 関東支店営業所
株式会社ホームエネルギー首都圏 鹿沼センター
大坂屋運送株式会社 鹿沼営業所
株式会社鹿沼梱包運輸 流通センター営業所
株式会社鬼怒川運輸 とちぎ流通センター支店
ヤマト運輸株式会社 栃木主管支店
株式会社日立物流首都圏 鹿沼出張所
株式会社丸神商事運輸 本社営業所
岡田運輸株式会社 鹿沼営業所
株式会社弥生運輸 鹿沼営業所
株式会社栃雪運輸 鹿沼営業所

※「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
栃木県小山市乙女１２４４－１
栃木県小山市犬塚１２９－２
栃木県小山市城東４－１８－３９
栃木県小山市城東４－５－１８
栃木県小山市大字延島２７０５－１
栃木県小山市大字外城字上台１５７番地３
栃木県小山市大字萱橋１１０８－１１９
栃木県小山市大字喜沢３９５－１１
栃木県小山市大字高椅１２４２
栃木県小山市大字出井１５３２－１２
栃木県小山市中久喜１０２－１
栃木県鹿沼市さつき町１２－１０
栃木県鹿沼市下石川４３１－１
栃木県鹿沼市貝島町５１２－４ 北星ビル２Ｆ
栃木県鹿沼市久保町１６９２－２
栃木県鹿沼市久野５９４－１
栃木県鹿沼市上石川字児子沼１０７８－７
栃木県鹿沼市上石川字上赤羽根１８２３－１
栃木県鹿沼市上殿町５７－１
栃木県鹿沼市深津７７４－４
栃木県鹿沼市大字茂呂字岩石５９９－２
栃木県鹿沼市茂呂１０５４－６
栃木県鹿沼市茂呂４０１－５
栃木県鹿沼市茂呂６４２－１
栃木県鹿沼市茂呂６５９－１９
栃木県鹿沼市茂呂字岩石５７５－４
栃木県鹿沼市茂呂北野２５４５－１３
栃木県鹿沼市流通センター７５
栃木県鹿沼市流通センター８２
栃木県鹿沼市流通センター８５
栃木県鹿沼市流通センター９３番地
栃木県鹿沼市さつき町８
栃木県鹿沼市下永野１００８
栃木県鹿沼市上石川字北原１１１９－９
栃木県鹿沼市上殿町２４１－２６
栃木県鹿沼市茂呂６４２－１
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電話番号
0285-39-6813
0285-20-5688
0285-22-1211
0285-24-4888
0285-38-9095
0285-23-3026
0285-49-0445
0285-23-7956
0285-49-0149
0285-23-1212
0285-22-4481
0289-76-0481
0289-76-5250
0289-63-6370
0289-64-3551
0289-85-8516
0289-76-1546
0289-76-2245
0289-65-6185
0289-76-2669
0289-76-1702
0289-76-2838
0289-76-2167
0289-76-1966
0289-72-1001
0289-76-2766
0289-74-7450
0289-76-1911
0289-76-2165
0289-76-1766
0289-76-0528
0289-76-2921
0289-84-0500
0289-72-1777
0289-74-7280
0289-72-0046

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

さくら市

佐野市

下野市

事業所名
カンダ物流株式会社 宇都宮営業所
近物レックス株式会社 宇都宮支店
株式会社カザキ運輸産業 本社営業所
株式会社鹿沼梱包運輸倉庫 本社営業所
株式会社鈴与カーゴネット北関東 鹿沼営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 宇都宮支店
ヤマト運輸株式会社 氏家センター
両羽ロジスティクス株式会社 栃木営業所
エービーカーゴ東日本株式会社 栃木営業所
喜連川貨物有限会社 本社営業所
エアケミ運輸株式会社 本社営業所
株式会社啓和運輸 栃木営業所
さくら流通株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 矢板営業所
和泉運輸株式会社 氏家営業所
ラクダ運輸株式会社 本社営業所
大和物流株式会社 栃木北出張所
株式会社立川運送 本社営業所
ハウス物流サービス株式会社 関東営業所
フェデラルエクスプレスジャパン合同会社 佐野営業所
株式会社関東エース 佐野営業所
株式会社フコックス 栃木営業所
増田運送株式会社 本社営業所
京葉流通倉庫株式会社 佐野営業所
日通トランスポート株式会社 佐野支店
ヤマト運輸株式会社 佐野多田センター
ヤマト運輸株式会社 佐野中央支店
株式会社フコックス 葛生営業所
株式会社祥和ロジスティックス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 佐野新都市支店
有限会社永瀬運送店 本社営業所
株式会社三国 北関東営業所
和泉運輸株式会社 栃木営業所
ファルマン運輸株式会社 北関東営業所
有限会社松崎加工 本社営業所
プリヴェ運輸株式会社 下野支店

※「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
栃木県鹿沼市流通センター２８番地
栃木県鹿沼市流通センター７１
栃木県鹿沼市流通センター８０
栃木県鹿沼市流通センター８２
栃木県鹿沼市流通センター８３
栃木県鹿沼市流通センター８６
栃木県さくら市卯の里２－１８－２
栃木県さくら市卯の里２－１９
栃木県さくら市押上２０１７－１
栃木県さくら市葛城１９８６－１
栃木県さくら市喜連川５１２９番１９
栃木県さくら市喜連川５３７８－１３
栃木県さくら市馬場１３２－１
栃木県さくら市鷲宿字中丸４５７３－２５
栃木県さくら市卯の里２－２０－２
栃木県さくら市下河戸５４４番地８
栃木県さくら市大字馬場字川崎道西１３１３－１
栃木県佐野市伊勢山町１０－１１
栃木県佐野市伊勢山町１４１４－１
栃木県佐野市栄町１－２
栃木県佐野市関川町３４７－１
栃木県佐野市山越町１８８
栃木県佐野市新吉水町３１３－１
栃木県佐野市西浦町３４－１
栃木県佐野市船津川町２０９２－１
栃木県佐野市多田町３０８７－１
栃木県佐野市大橋町３１９４－３
栃木県佐野市築地町３－２９
栃木県佐野市中町１３０２
栃木県佐野市鐙塚町字北の山７２９－３
栃木県佐野市田島町１９２番地２
栃木県佐野市鐙塚町字本郷２４７－２
栃木県佐野市築地町８０２
栃木県佐野市天神町９６６－１Ｂ棟
栃木県佐野市堀米町１３４７－３
栃木県下野市薬師寺３３５５
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電話番号
0289-72-1540
0289-76-1781
0289-76-1888
0289-76-2450
0289-76-1701
0289-76-6695
080-5098-0957
028-682-3335
028-682-0871
028-686-2280
028-686-5931
028-678-8040
028-682-6227
028-686-0111
0286-82-3705
028-686-3455
028-681-6460
0283-24-3338
0283-23-7777
0283-24-9890
0283-85-8961
0283-62-4511
0283-62-0591
0283-21-2101
0283-21-5100
0283-61-0071
0283-20-5214
0283-86-4567
0283-84-3211
0283-23-7179
0283-22-3841
0823-85-7661
0283-85-2494
0283-27-0510
0283-22-3362
0285-43-1014

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

栃木市

事業所名
マックスライン株式会社 本社営業所
株式会社エナジック関東 栃木営業所
石原運輸株式会社 本社営業所
株式会社ニヤクコーポレーション 関東支店 宇都宮事業
所
平沢運輸株式会社 石橋営業所
トナミ運輸株式会社 栃木支店
株式会社八下田陸運 小山営業所
株式会社タイセイ・エフ・ティー関東 宇都宮営業所
ヤマト運輸株式会社 下野小金井支店
株式会社ＡＲＫ 栃木営業所
新潟運輸株式会社 宇都宮支店
有限会社東西運輸 本社
日通宇都宮運輸株式会社 小山営業所
日興運輸株式会社 本社営業所
丸伊運輸株式会社 栃木営業所
三八五流通株式会社 栃木営業所
株式会社日立物流関東 栃木営業所
ヤマト運輸株式会社 栃木支店
宇都宮西運輸有限会社 本社営業所
株式会社泉川運輸 本社営業所
安立運輸株式会社 栃木営業所
篠崎運輸株式会社 栃木営業所
株式会社栃木ロジテム 南栃木物流支店
ヤマト運輸株式会社 栃木大森センター
有限会社大環舎 本社営業所
栃木輸送株式会社 本社営業所
大坂屋運送株式会社 栃木営業所
結城運輸倉庫株式会社 栃木営業所
ヤマト運輸株式会社 大平支店
株式会社メディカルネットワークサービス 本社営業所
福山通運株式会社 栃木支店
日軽物流株式会社 藤岡営業所
ジャパンエナジック株式会社 栃木事業所
株式会社ハナワトランスポート 栃木営業所
株式会社フコックス 静和営業所

※「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

電話番号

栃木県下野市下古山１２２
栃木県下野市下古山３２６１－４
栃木県下野市下古山３３２２－４

0285-53-4087
0285-53-0273
0285-53-5756

栃木県下野市下古山字北林３２２１－１

0285-53-1814

栃木県下野市下石橋５１１
栃木県下野市下坪山１８３６－１
栃木県下野市下坪山１９６２－１
栃木県下野市祇園２－１５－５ Ｂ－２０１
栃木県下野市柴２５３－８
栃木県下野市文教２－２６０
栃木県下野市下古山２９６４－１
栃木県下野市下石橋５７９－１
栃木県下野市下坪山１７２３
栃木県下野市仁良川１６８１－１１
栃木県栃木市岩舟町静２９３２－３
栃木県栃木市岩舟町静戸４６９－１
栃木県栃木市岩舟町静和５５４－１
栃木県栃木市今泉町２－１３－２９
栃木県栃木市西方町金井１７１９－２
栃木県栃木市泉川町字欠ノ下５５６－１
栃木県栃木市惣社町１６９３－７
栃木県栃木市大宮町２６０７番地２
栃木県栃木市大字惣社町１６９５－１０
栃木県栃木市大森町４５７－５
栃木県栃木市大平町真弓１５９０－４
栃木県栃木市大平町真弓１５９１－２
栃木県栃木市大平町蔵井６７８
栃木県栃木市大平町富田２７１４
栃木県栃木市大平町冨田２３８９－１
栃木県栃木市都賀町平川４１５－３
栃木県栃木市藤岡町太田１１１２－２
栃木県栃木市藤岡町富吉１６４０－４
栃木県栃木市平柳町１－２１－１１
栃木県栃木市平柳町３－５５－６
栃木県栃木市岩舟町静和１５０６－１

0285-53-1196
0285-48-2135
0285-22-8881
0285-38-6961
0285-44-8187
0285-39-8330
0285-53-1207
0285-53-7711
0285-48-2234
0285-48-0256
0282-55-2922
0282-55-8111
0282-55-7726
0282-22-5882
0282-92-8054
0282-20-7260
0282-29-5871
0282-28-2056
0282-28-0070
0282-30-1036
0282-43-5555
0282-43-2471
0282-43-6811
0282-43-1504
080-5098-0932
0282-27-9922
0282-62-1711
0282-68-2108
0282-24-9239
0282-28-6625
0282-55-3572
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

日本トラック株式会社 栃木営業所
北関東広運株式会社 西方営業所
石部運輸倉庫株式会社 北関東営業所
蔵の街運送株式会社 本社営業所
谷口運送株式会社 栃木営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 小山支店
有限会社鈴木商事 本社営業所
佐川急便株式会社 小山営業所
一宮運輸株式会社 北関東営業所
那須烏山市 ヤマト運輸株式会社 那須烏山支店
芳賀通運株式会社 富士見台事業所
ヤマト運輸株式会社 烏山センター
那須塩原市 株式会社日本引越センター 那須塩原営業所
太陽食品販売株式会社 栃木事業所
ヤマト運輸株式会社 那須高原支店
栃木県北通運株式会社 中央事業所
佐川急便株式会社 那須営業所
ジャパンエナジック株式会社 那須事業所
ヤマト運輸株式会社 那須塩原駅前センター
金井運送株式会社 本社営業所
スターゼンロジスティクス株式会社 那須営業所
日神機工株式会社 西那須営業所
ヤマト運輸株式会社 那須塩原支店
東和運輸株式会社 本社営業所
栃木県北通運株式会社 北事業所
日光市
株式会社山田運輸店 日光営業所
プリヴェ運輸株式会社 日光営業所
ヤマト運輸株式会社 鬼怒川センター
佐川急便株式会社 日光営業所
栃木日光物流株式会社 本社営業所
嶋田運送株式会社 本社営業所
大沢運送有限会社 本社営業所
株式会社サンコー 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 日光大沢支店
ヤマト運輸株式会社 日光支店
株式会社折一 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
栃木県栃木市岩舟町和泉６１５番地の１
栃木県栃木市西方町真名子９９１－３
栃木県栃木市西方町本城字水神１０６２－３９
栃木県栃木市大宮町字茱莫木西２７４５－２
栃木県栃木市大平町伯仲２２７６－２
栃木県栃木市大平町富田２３８９－１
栃木県栃木市都賀町富張２６７－４
栃木県栃木市藤岡町都賀２７０１－１
栃木県栃木市藤岡町富吉字西原１８６４－１
栃木県那須烏山市鴻野山２０９－５
栃木県那須烏山市藤田字山根後１６００－１５６
栃木県那須烏山市表１８３２－１
栃木県那須塩原市一区町１０５
栃木県那須塩原市下田野街道４６６番地１
栃木県那須塩原市黒磯６－６１０
栃木県那須塩原市三区町６５０－１
栃木県那須塩原市四区町７０２
栃木県那須塩原市石林１０１５－１
栃木県那須塩原市前弥六３６６－１０
栃木県那須塩原市渡辺３－７９
栃木県那須塩原市島方４５７－４
栃木県那須塩原市東三島６－３９４－１３
栃木県那須塩原市北二つ室３４８－６５
栃木県那須塩原市北弥六３８１－１
栃木県那須塩原市佐野８４－７
栃木県日光市塩野室町字栗木沢１５０３－１
栃木県日光市轟字北川１２３４番地
栃木県日光市小佐越１０－６
栃木県日光市森友６４８
栃木県日光市大室５７６－１
栃木県日光市大室５７７
栃木県日光市大沢町１０８９－６
栃木県日光市沢又６９０番地３
栃木県日光市木和田島２０８４－３
栃木県日光市野口２７－１
栃木県日光市木和田島２９７９ー２
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電話番号
0282-54-3611
0282-91-1150
0282-91-1113
0282-29-1199
0282-43-3511
0282-43-2110
0282-92-8808
0282-62-1111
0282-68-1138
0287-88-7724
0287-88-5501
080-6698-1957
0287-47-6088
0287-35-3507
0287-63-5104
0287-36-1121
0287-36-5759
0287-36-7830
0287-67-1181
0287-62-3278
0287-65-1162
0287-37-5391
0287-37-8398
0287-65-1890
0287-62-1511
0288-26-8893
0288-21-7511
0288-77-2985
0288-30-7066
0288-25-7235
0288-25-3123
0288-26-0333
0288-26-7376
0288-32-2171
0288-53-4529
0288-26-1611

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
真岡市

矢板市

河内郡

事業所名
芳賀通運株式会社 真岡事業所
株式会社渡邉物流 本社営業所
田口運送株式会社 真岡営業所
株式会社丸運ロジスティクス関東 栃木営業所
ヤマト運輸株式会社 真岡支店
日本梱包運輸倉庫株式会社 真岡営業所
ケイジー物流株式会社 真岡営業所
大和物流株式会社 栃木二宮支店
大和物流株式会社 栃木一般営業所
株式会社ホットライナー 真岡営業所
東京合通株式会社 北関東支店
芳賀通運株式会社 自動車事業所
ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社 北
関東海外生活支援センター
株式会社マルイワ 栃木営業所
南東北福山通運株式会社 矢板支店
ヤマト運輸株式会社 矢板支店
株式会社エナジック関東 矢板営業所
ＳＢＳロジコム北関東株式会社 矢板支店
関東西部運輸株式会社 栃木支店
株式会社高野商運 ＪＡしおのや営業所
栃木県北通運株式会社 南営業所
太平洋陸送株式会社 矢板営業所
株式会社月島物流サービス 宇都宮営業所
富士運輸株式会社 栃木支店
日本通運株式会社 宇都宮航空支店 カスタマーサービス
課
株式会社日本引越センター 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 上三川センター
ヤマト運輸株式会社 下野支店
株式会社バンテックイースト 栃木営業所
ホッコウ物流株式会社 北関東支店
株式会社サンキュウトランスポート・東京 栃木営業所
株式会社不二ロジカーゴ 本社営業所
株式会社東洋陸送社 栃木営業所
センコー株式会社 宇都宮流通センター

※「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

電話番号

栃木県真岡市下籠谷字南原３４７９－２
栃木県真岡市鬼怒ヶ丘１丁目１５番地３
栃木県真岡市寺内６５２－１
栃木県真岡市寺内字石島境８０１－２
栃木県真岡市松山町１１－３
栃木県真岡市松山町２４－４
栃木県真岡市松山町８－１
栃木県真岡市長沼２３１０番地
栃木県真岡市長沼２３３２－４
栃木県真岡市並木町３－３－９
栃木県真岡市鬼怒ヶ丘１４
栃木県真岡市寺内字大野原１１５２－２

0285-84-6711
0282-83-6031
0285-80-0052
0285-84-8897
0285-84-4825
0285-80-1873
0285-84-5384
0285-74-1321
0285-74-1224
0285-80-2811
0285-83-2511
0285-82-7711

栃木県真岡市松山町１１

022-388-8257

栃木県真岡市中８７－２
栃木県矢板市こぶし台２－３
栃木県矢板市片岡字通岡１１９５－１
栃木県矢板市片岡字梨木２３４３
栃木県矢板市こぶし台５－１
栃木県矢板市こぶし台６－２
栃木県矢板市こぶし台８番地
栃木県矢板市片岡４６８－１
栃木県矢板市末広町２４－４
栃木県河内郡上三川町しらさぎ１丁目２２－６
栃木県河内郡上三川町しらさぎ２丁目２３番１、２

0285-80-1626
0287-41-8292
0287-48-3101
0287-48-2517
0287-48-4432
0287-41-8050
0287-53-7992
0287-48-0111
028-743-1661
0285-37-8881
0285-55-0077

栃木県河内郡上三川町磯岡４５２

0285-56-0512

栃木県河内郡上三川町鞘堂５１－１
栃木県河内郡上三川町上三川５００３－２
栃木県河内郡上三川町大字鞘堂４１－１
栃木県河内郡上三川町大字上蒲生２１６９－１
栃木県河内郡上三川町大字上蒲生字花貫内５５０
栃木県河内郡上三川町大字上蒲生字花貴内５８４－１
栃木県河内郡上三川町大字西汗１６６２－１
栃木県河内郡上三川町大字西汗１７６６－４７
栃木県河内郡上三川町大字石田字砂田２０４６－２

0285-52-0888
080-6696-0504
0285-53-7457
0285-56-2535
0285-56-1122
0285-55-2239
0285-56-7894
0285-56-4943
0285-55-2577
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

塩谷郡

下都賀郡

那須郡

芳賀郡

事業所名
松岡満運輸株式会社 宇都宮営業所
ジェイティ物流株式会社 東日本支店
日本通運株式会社 宇都宮南物流事業所 宇都宮コンテナ
課
株式会社栃木ロジテム 宇都宮通運支店
株式会社ニップンロジス 宇都宮営業所
篠﨑運送有限会社 上三川業務センター
株式会社北関東スワロートラック 上三川営業所
芳賀通運株式会社 通運事業所
株式会社丸運ロジスティクス関東 宇都宮営業所
栃木県北通運株式会社 宇都宮貨物ターミナル駅事業所
株式会社ライフサポート・エガワ 上三川営業所
株式会社ティー・エル・エス 塩谷営業所
有限会社結城商事輸送 栃木営業所
株式会社トランスパック 栃木営業所
ヤマト運輸株式会社 高根沢センター
株式会社丸運トランスポート東日本 栃木営業所
ヤマト運輸株式会社 栃木壬生センター
株式会社鬼怒川運輸 本社営業所
増山貨物自動車株式会社 南営業所
三正商事株式会社 本社営業所
株式会社ＮＳロジ東日本 関東支店北関東営業所
高伸物流株式会社 本社
三正運輸株式会社 本社営業所
第一物流サービス株式会社 栃木営業所
株式会社イトー急行 栃木営業所
岡田運輸株式会社 野木営業所
株式会社日ピスビジネスサービス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 那須那珂川センター
株式会社増山物流 本社営業所
郡山運送株式会社 栃木営業所
株式会社ホットライナー なす南営業所
ヤマト運輸株式会社 那須高原センター
日生流通運輸倉庫株式会社 栃木営業所
第一貨物株式会社 那須支店
有限会社仲野運輸 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

電話番号

主な輸送品目（任意掲載）

栃木県河内郡上三川町大字石田字西谷２３００－１２
栃木県河内郡上三川町大字多功字上ノ原２５１７－１

0285-56-0511
0285-53-3400

栃木県河内郡上三川町大字多功字上の原２９７０

0285-53-3441

栃木県河内郡上三川町大字多功字上の原２９７０
栃木県河内郡上三川町大字多功字南原２５７９－６
栃木県河内郡上三川町石田字砂田２１５７－１
栃木県河内郡上三川町多功１５１３－１－Ｈ２
栃木県河内郡上三川町多功字上の原２９７０
栃木県河内郡上三川町多功字上野原２９７０
栃木県河内郡上三川町大字多功字上の原２９７０
栃木県河内郡上三川町大字多功南原２５７９－５
栃木県塩谷郡塩谷町大字原荻野目２７１
栃木県塩谷郡塩谷町大字田所字寺中７１８－８
栃木県塩谷郡塩谷町田所２１８７
栃木県塩谷郡高根沢町石末１９７４－１
栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち５－１－２４
栃木県下都賀郡壬生町安塚３３７６－１
栃木県下都賀郡壬生町大字安塚７９６－８
栃木県下都賀郡壬生町大字安塚字坂下１８１２－１
栃木県下都賀郡壬生町大字壬生乙字御成橋東４０２４
栃木県下都賀郡野木町川田３３－１５
栃木県下都賀郡野木町大字丸林５５４－４
栃木県下都賀郡壬生町大字壬生乙字吾妻原３５４６－１
栃木県下都賀郡壬生町大字藤井字吾妻１０５６－１
栃木県下都賀郡野木町大字若林字長野４４－１
栃木県下都賀郡野木町大字野木字宿２０４９－１
栃木県下都賀郡野木町野木１１１１－１
栃木県那須郡那珂川町小川９番１
栃木県那須郡那珂川町松野１１３２－１
栃木県那須郡那珂川町大字松野字並松９６０
栃木県那須郡那珂川町大内２７２９番地
栃木県那須郡那須町高久丙１４４０
栃木県那須郡那須町漆塚２０４－６
栃木県那須郡那須町大字豊原丙字松沼道２９２－７
栃木県芳賀郡益子町大字前沢６４７－１

0285-52-0727
0285-51-0760
0285-55-0775
0285-38-6650
0285-53-1300
0285-52-3000
0285-52-3080
0285-51-1810
0287-45-2617
0287-46-1121
0287-45-2486
080-5098-0814
0282-86-5563
0282-83-1226
0282-86-0693
0282-86-1504
0282-82-7454
0280-55-2812
0280-54-4100
0282-82-4100
0282-82-6911
0280-54-1285
0280-57-4619
0280-57-4072
080-6699-5590
0287-92-2224
0287-92-5217
0287-92-7115
0287-76-7221
0287-72-0345 食料品、飲料等、日用品・雑貨
0287-72-6521
0285-72-6158
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市区郡名

事業所名
ヤマト運輸株式会社 益子支店
佐川急便株式会社 芳賀営業所
ヤマト運輸株式会社 芳賀市貝センター
株式会社小野運送店 市貝営業所
田村運輸株式会社 真岡事業所
三和運送事業株式会社 栃木営業所
有限会社エース 栃木営業所
株式会社ホンダロジスティクス 栃木事業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 栃木営業所
池田興業株式会社 宇都宮支店
株式会社鈴与カーゴネット北関東 芳賀営業所
ＳＢＳロジコム株式会社 宇都宮支店
向島運送株式会社 栃木営業所
澁澤陸運株式会社 栃木ターミナル

※「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
栃木県芳賀郡益子町塙９４１－１
栃木県芳賀郡市貝町赤羽３８２７
栃木県芳賀郡市貝町大字市塙１３８９－２
栃木県芳賀郡市貝町大字上根字稲荷林１３０３－１
栃木県芳賀郡市貝町大字赤羽字４５４９－３
栃木県芳賀郡市貝町大字赤羽字前原４３７－２
栃木県芳賀郡芳賀町大字上延生４８７－４
栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台１４３
栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台２
栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台６２－５
栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台７７－１
栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台７７－４
栃木県芳賀郡市貝町大字赤羽３０６６－３
栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台５－２
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電話番号
0285-72-9804
0285-67-0120
0285-68-3278
0285-68-1623
0285-67-4170
0285-68-2880
028-687-1700
028-677-2722
028-677-0789
028-677-3144
028-677-4551
028-677-3844
0285-68-1824
028-677-0349

主な輸送品目（任意掲載）

