貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
かすみがうら市
かすみがうら市
かすみがうら市
かすみがうら市
かすみがうら市
かすみがうら市
つくばみらい市
つくばみらい市
つくばみらい市
つくばみらい市
つくばみらい市
つくばみらい市

つくば市
つくば市
つくば市
つくば市
つくば市
つくば市
つくば市
つくば市
つくば市
つくば市
ひたちなか市
ひたちなか市
ひたちなか市
ひたちなか市
ひたちなか市

事業所名
縫友運送株式会社 本社営業所
株式会社エムケイ 本社
ＳＢＳロジコム関東株式会社 土浦支店
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
エービーカーゴ東日本株式会社 千代田営業所
美野里運送倉庫株式会社 つくば営業所
有限会社フジイ運輸 本社営業所
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
京阪久宝株式会社 筑波営業所
株式会社エスユーロジ つくばみらい事業所
株式会社風見商事 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 つくば豊里センター
王子運送株式会社 つくば支店
株式会社アスリート 関東営業所
株式会社アースエコ 本社
国際ロジテック株式会社 つくば営業所
日本通運株式会社 茨城支店茨城自動車事業所
日通つくば運輸株式会社 本社事業所
大和物流株式会社 つくば支店
日本郵便株式会社 筑波学園郵便局
株式会社誠光運輸 本社営業所
株式会社サワハタキャリーサービス 本社営業所
株式会社月島物流サービス 水戸営業所
株式会社丸正興運 本社営業所
大友ロジスティクスサービス株式会社 ひたちなか営業

所
ひたちなか市 日立地区通運株式会社 ひたちなか営業所
ひたちなか市 三ッ輪物流株式会社 水戸支店
ひたちなか市 株式会社丸羽ロジテック 本社営業所
光運輸倉庫株式会社 本社営業所
稲敷市

安全性優良事業所

（茨城県）

住所
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稲吉２３２９－２
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上稲吉１７７２－４
茨城県かすみがうら市上稲吉２００２－３
茨城県かすみがうら市上稲吉１７５８－３
茨城県つくばみらい市板橋２９４２－１
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坂野新田１３－１
茨城県つくばみらい市小絹６８６－２
茨城県つくば市境松字割地６７８番５
茨城県つくば市野畑７２７－２
茨城県つくば市島名字高田前１５２－１
茨城県つくば市稲荷前１３－１０－２０１
茨城県つくば市赤塚２７４－１シャトレ赤塚Ａ－１０１
茨城県つくば市谷田部１６００－１
茨城県つくば市谷田部３３５７－１
茨城県つくば市谷田部３３５７－１
茨城県つくば市みどりの東１８－２
茨城県つくば市吾妻１－１３－２
茨城県ひたちなか市山崎１４１－３
茨城県ひたちなか市部田野３００８
茨城県ひたちなか市部田野２９８０
茨城県ひたちなか市高野３５８－１

電話番号
0299-59-2151
029-830-1155
029-831-4944
0299-59-6155
029-831-3822
0299-59-1206
0297-44-8255
0297-58-2516
029-752-6288
0297-52-5033
0297-44-4878
0297-25-2115
029-893-5411
029-848-2280
0298-47-7135
029-869-8400
029-839-0839
029-839-2727
029-886-3355
029-836-3962
029-846-2300
029-851-9225
029-264-2444
029-219-5583
029-265-7687
029-202-7255

茨城県ひたちなか市新光町５５２－７５

029-264-2026

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大字高場字房田２６３４番１
茨城県ひたちなか市田彦１２１０－４８
茨城県稲敷市高田字新畑５６８－５

029-272-7125
029-352-9192
029-275-2288
029-875-4041
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R2.12.14
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
稲敷市
稲敷市
稲敷市
稲敷市
下妻市
下妻市
下妻市
下妻市
下妻市
笠間市
笠間市
笠間市
笠間市
笠間市
笠間市
笠間市
笠間市
笠間市
笠間市
笠間市
笠間市
牛久市
牛久市
結城市
結城市
結城市
結城市
古河市
古河市
古河市
古河市
古河市
古河市
古河市
古河市

事業所名
大川運輸株式会社 江戸崎営業所
リンコー運輸株式会社 茨城営業所
アスカ精工株式会社 本社営業所
大隅物流有限会社 本社営業所
株式会社大崎 筑波営業所
滝興運株式会社 茨城
株式会社むさし陸運 本社営業所
グリーンサービス株式会社 下妻営業所
国際ロジテック株式会社 千代川センター
株式会社水戸線通運 本社営業所
センコー住宅物流株式会社 笠間営業所
株式会社水戸香美運輸 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
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
丸全水戸運輸株式会社 水戸営業所
関東運輸株式会社 共配水戸事業所
株式会社山菱トランスポート 水戸ＣＤＣ
東水運輸株式会社 岩間営業所
浪速運送株式会社 岩間営業所
株式会社江森梱包 北関東配送センター
株式会社大塚運輸 本社営業所
有限会社トウタツ 本社営業所
有限会社ワイケイ物流サービス 本社営業所
結城陸運株式会社 本社営業所
大興運輸株式会社 結城物流センター
フコク物流株式会社 北関東営業所
三共運輸倉庫株式会社 古河
ダイセー倉庫運輸株式会社 関東物流センター
株式会社エスユーロジ 北関東事業所
東邦興産株式会社 古河営業所
ジャパンエナジック株式会社 三和事業所
ジャパンエナジック株式会社 古河事業所
関東西濃運輸株式会社 古河支店
新潟運輸株式会社 茨城古河支店

住所
茨城県稲敷市江戸崎みらい２－３ ２Ｆ
茨城県稲敷市釜井５０７
茨城県稲敷市柴崎６７１６－２０
茨城県稲敷市柴崎６７３０－１
茨城県下妻市黒駒１０５１番１
茨城県下妻市下木戸字稲荷久保１８６－１
茨城県下妻市下妻丙８４０
茨城県下妻市本城町１－１４－Ａ
茨城県下妻市唐崎８６５－１
茨城県笠間市稲田字白石３８８８－２５
茨城県笠間市稲田字白石３８８８－１４
茨城県笠間市住吉９１５
茨城県笠間市旭町６００－１，６００－４
茨城県笠間市大田町１３８７
茨城県笠間市土師１２５８－８
茨城県笠間市押辺２５５３－２５
茨城県笠間市安居２６９２－１４
茨城県笠間市安居字上平２９７６番３
茨城県笠間市安居２６９２－１４
茨城県笠間市市野谷字二子塚１５３１－３
茨城県笠間市泉１－１６
茨城県牛久市栄町６丁目４７番地１
茨城県牛久市中央３－１２－６
茨城県結城市大字矢畑３０２－７
茨城県結城市新矢畑２番地７
茨城県結城市新矢畑１番地２３
茨城県結城市結城字作野谷２８０
茨城県古河市茶屋新田２７０番３９
茨城県古河市大山１７６７－１
茨城県古河市中田２３５９
茨城県古河市上大野２２８８－３４
茨城県古河市南間中橋字八反田東１４－５
茨城県古河市大和田９６５－１１２
茨城県古河市谷貝字下原５６７－１
茨城県古河市上和田１３－１
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電話番号
029-892-0364
0299-79-3001
0297-87-6515
0297-75-1121
0296-44-6881
0296-43-3680
0296-30-5885
0296-54-4915
029-630-7786
0296-74-4881
0296-74-3912
0296-77-7810
0296-71-2300
0296-77-2817
0299-45-8184
0299-37-6603
0299-56-4082
0299-37-8421
0299-45-0051
0299-45-0728
0299-45-7877
029-879-7839
029-875-2661
0296-35-4191
0296-32-3619
0296-21-3115
0296-32-0123
0280-48-3764
0280-48-6950
0280-47-0711
0280-75-2526
0280-76-6811
0280-76-5602
0280-78-0811
0280-75-1227

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
古河市
古河市
古河市
古河市
古河市
古河市
古河市
古河市
古河市
古河市
古河市
行方市
行方市
行方市
高萩市
高萩市
坂東市
坂東市
坂東市
坂東市
坂東市
坂東市
坂東市
桜川市
桜川市
鹿嶋市
鹿嶋市
鹿嶋市
鹿嶋市
取手市
取手市
取手市
取手市
守谷市

事業所名
青伸産業運輸株式会社 古河営業所
株式会社滋賀運送甲賀 関東支店古河営業所
有限会社伊藤運輸 本社営業所
イズミ物流株式会社 古河営業所
株式会社クリンゲル 本社営業所
有限会社総和運輸 茨城営業所
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 茨城車輛センター
株式会社日陸 古河事業所
有限会社ユウケイ物流 茨城営業所
久保運輸株式会社 北関東営業所
株式会社石間流通 本社営業所
行方運送株式会社 本社営業所
株式会社啓生運輸 本社営業所
株式会社細金商運 本社営業所
日立地区通運株式会社 高萩営業所
株式会社新興運輸 本社営業所
大川運輸株式会社 坂東営業所
株式会社サンキュウ・トランスポート・東京

茨城営業

所
株式会社ユーカリ物流 茨城営業所
横清運輸有限会社 本社営業所
明光運輸株式会社 本社営業所
野口運輸株式会社 本社営業所
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
谷田川運送株式会社 本社営業所
株式会社パルライン 鹿嶋営業所
東陸ロジテック株式会社 鹿島営業所
金彰運送有限会社 本社営業所
関東総業株式会社 本社営業所
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
みなみ運輸株式会社 本社営業所
株式会社東髙運輸 守谷営業所

住所
茨城県古河市仁連２２２０番地１７
茨城県古河市柳橋６５７番地１
茨城県古河市関戸１５８１－１１
茨城県古河市関戸字稲荷前１６０５番地１２
茨城県古河市久能１０４０－４
茨城県古河市久能１１３１－１，２，３
茨城県古河市久能８３６－３
茨城県古河市久能８３７－４
茨城県古河市北利根８番４
茨城県古河市高野７４６－１
茨城県古河市高野６７４－１
茨城県行方市行戸１０４８－１
茨城県行方市手賀２６２９－２
茨城県行方市麻生２７９７－１
茨城県高萩市赤浜８４８－３
茨城県高萩市大字赤浜字堺田９２１－１
茨城県坂東市生子新田８２６－１
茨城県坂東市沓掛１２９７－４クラソービレッジＥ５

電話番号
0280-33-7741
0280-33-7051
0280-98-5700
0280-23-2823
0280-92-3746
0280-91-2676
0280-92-9968
0280-92-0313
0280-91-0111
0280-23-3661
0280-92-7369
0291-36-6006
0299-55-0155
0299-72-1600
0293-23-1779
0293-24-0202
0280-82-1021
0297-44-3344

茨城県坂東市大字弓田八幡脇２１９４番地１

0297-35-9939

茨城県坂東市矢作１４番地１７
茨城県坂東市小山１２５４
茨城県坂東市冨田８０７－４
茨城県坂東市みむら３３１－１
茨城県桜川市真壁町東矢貝９１９
茨城県桜川市西小塙１８５７
茨城県鹿嶋市明石５９３－１
茨城県鹿嶋市下津２７３－１９
茨城県鹿嶋市大字平井字灘２２７６－６
茨城県鹿嶋市宮中字中町附４６２５－３
茨城県取手市毛有５９８
茨城県取手市山王１４４１－１
茨城県取手市山王１７３１－１
茨城県取手市井野字前土井８７４
茨城県守谷市緑２－２５－１

0297-36-7040
0297-38-2444
0297-34-3331
0297-20-9600
0296-54-2245
0296-76-1030
0299-82-3537
0299-85-0677
0299-85-2155
0299-82-3255
0297-83-3511
0297-71-6755
0297-83-1661
0297-72-8640
0297-46-1755
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
守谷市
守谷市
守谷市
守谷市
守谷市
守谷市
小美玉市
小美玉市
小美玉市
小美玉市
小美玉市
小美玉市
小美玉市
小美玉市
小美玉市
小美玉市
小美玉市
常総市
常総市
常総市
常総市
常陸太田市
常陸太田市
常陸大宮市
常陸大宮市
常陸大宮市
常陸大宮市
神栖市
神栖市
神栖市
神栖市
神栖市
神栖市
神栖市
神栖市

事業所名
エービーカーゴ東日本株式会社 茨城営業所
日本ロジテム株式会社 茨城営業所
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
株式会社中山運輸 守谷営業所
大貫運送有限会社 守谷営業所
南農産運輸有限会社 本社営業所
白帆運輸株式会社 本社営業所
鹿島参宮通運株式会社 常陸小川営業所
クレハ運輸トラック株式会社 茨城センター
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
株式会社美野里物流サービス 本社営業所
株式会社東亜物産 本社営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 茨城支店
岩田産業有限会社 本社営業所
小林運輸株式会社 茨城営業所
センコー株式会社 住宅車輌営業所
太陽興業株式会社 本社営業所
株式会社丸山運送 首都圏営業所
千代田運送株式会社 茨城
鴻池運輸株式会社 茨城北営業所
篠原運輸有限会社 本社営業所
ジャパンエナジック株式会社 常陸事業所
茨城通運株式会社 大宮営業所
株式会社栄光商事 本社営業所
有限会社菊池商事 本社営業所
大川運輸株式会社 深芝営業所
関東福山通運株式会社 鹿島支店
日本通運株式会社 鹿島港支店
株式会社ＬＮＪ中通 神栖営業所
ＢＳ東日本テック株式会社 鹿島事業所
日本アルコール物流株式会社 鹿島営業所
新光運輸株式会社 鹿島営業所
トナミ運輸株式会社 鹿島支店

住所
茨城県守谷市緑２－１７－２
茨城県守谷市緑１－２－９
茨城県守谷市松並２０２４－５８
茨城県守谷市百合ヶ丘１－２３７０－１
茨城県守谷市野木崎６０９－５
茨城県守谷市緑２－２５－１
茨城県小美玉市野田２７６
茨城県小美玉市山野字勘兵衛山１２２１－１
茨城県小美玉市田木谷鳥下９２－１
茨城県小美玉市上玉里２１９８－８
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
茨城県小美玉市橋場美３９－３
茨城県小美玉市中野谷５０１－１２４
茨城県小美玉市羽鳥２５６－９
茨城県小美玉市中台１４４－１
茨城県小美玉市大谷２８０－１１
茨城県常総市内守谷町きぬの里１－３－１
茨城県常総市三坂町１３８９－５
茨城県常総市大輪町９０３－６
茨城県常総市内守谷町きぬの里２－２－８
茨城県常陸太田市岡田町２０９３
茨城県常陸太田市磯部町６１２
茨城県常陸大宮市工業団地６５１－１
茨城県常陸大宮市工業団地２６－１
茨城県常陸大宮市栄町１３２１－１
茨城県常陸大宮市野上２１９８－１
茨城県神栖市東深芝６
茨城県神栖市東深芝２２－１１
茨城県神栖市東深芝２８－５
茨城県神栖市東深芝２２－１
茨城県神栖市南浜７番
茨城県神栖市南浜３－１８６
茨城県神栖市知手字前野２９５０番地５２
茨城県神栖市知手３０６１－３５
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電話番号
0297-45-8350
0297-45-7470
0297-45-3880
029-747-0136
0297-47-0800
0297-46-2302
0299-58-1609
0299-57-1251
0299-58-2031
0299-28-0260
0299-26-7240
0299-26-8316
0299-48-0862
0299-47-0226
0299-46-3548
0299-49-1030
0299-56-4585
0297-25-2203
0297-22-9111
0297-27-5550
0297-38-7733
0294-74-5322
0294-72-6030
0295-52-2702
0295-53-5575
0295-52-1223
0295-57-2478
0299-92-8713
0299-93-0322
0299-92-2031
0299-93-4751
0299-90-5262
0299-95-1017
0299-95-7622
0299-96-5210

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
神栖市
神栖市
神栖市
神栖市
神栖市
神栖市
神栖市
神栖市
神栖市
神栖市
神栖市
神栖市
神栖市
神栖市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市

事業所名
菱化ロジテック株式会社 鹿島営業所
日本液体運輸株式会社 鹿島支店
有限会社宝山物流 本社営業所
有限会社大槻運送 本社営業所
ワーレックス株式会社 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
豊永興業株式会社 鹿島営業所
株式会社ＳＨＩＮＫＯロジ 神栖営業所
コウノイケ・エキスプレス株式会社 鹿島支店
関東王子運送株式会社 鹿島営業所
株式会社ホームエネルギー東関東 鹿島センター
丸全鹿島物流株式会社 本社営業所
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
株式会社ニヤクコーポレーション 鹿島事業所
株式会社栃木ロジテム 水戸支店
全通内国通運株式会社 本社営業所
ＯＳＯ株式会社 東日本営業所
日本郵便輸送株式会社 水戸営業所
株式会社綿引運送 本社営業所
日本通運株式会社 航空事業支店水戸航空営業部
セイノースーパーエクスプレス株式会社 水戸営業所
アートコーポレーション株式会社 茨城支店
茨城乳配株式会社 本社営業所
ジャパンエナジック株式会社 水戸事業所
株式会社カーサポート水戸 笠原営業所
ＴＳネットワーク株式会社 水戸流通センター
株式会社エム・ビー・シー 本社営業所
東雪運輸株式会社 水戸営業所
株式会社叶野運送 本社営業所
ファーストライナー株式会社 本社営業所
ミヤウチ物流システム株式会社 本社営業所
常磐運送株式会社 本社営業所
常北陸運株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 水戸中央郵便局

住所
茨城県神栖市奥野谷字浜野６１７０－３４
茨城県神栖市奥野谷７５８６－２
茨城県神栖市太田２８９１番地３
茨城県神栖市大字息栖２８８２
茨城県神栖市居切１４５６番２８
茨城県神栖市居切１３４７－１４
茨城県神栖市神栖３丁目１２２８番地２４５
茨城県神栖市神栖２－４－１８
茨城県神栖市神栖４－１－１６
茨城県神栖市大野原５丁目３番３６号
茨城県神栖市須田１０１９
茨城県神栖市砂山２７７４－２３

電話番号
0299-94-8012
0299-96-5881
0479-46-5171
0299-92-0854
0299-95-9711
0299-77-8220
0299-92-9720
0299-90-1015
0299-91-0750
0299-92-7541
0479-40-1730
0479-40-1105

茨城県神栖市砂山２８３１－２３

0479-46-3901

茨城県神栖市砂山２６２６－４４
茨城県水戸市青柳町小井戸４１５０
茨城県水戸市常磐町６２３４
茨城県水戸市八幡町１３７３番１
茨城県水戸市金町２－５－４３
茨城県水戸市元吉田町９９７－１０
茨城県水戸市元吉田町１０８８－９
茨城県水戸市酒門町１０３２番地
茨城県水戸市けやき台３－３３－３
茨城県水戸市千波町１８２１－１
茨城県水戸市笠原町１４７６－１
茨城県水戸市笠原町１４４２－１１－Ａ２０２
茨城県水戸市笠原町１４８７－３
茨城県水戸市笠原町１５６５番１
茨城県水戸市笠原町１４４２－２０
茨城県水戸市平須町２３５－３７
茨城県水戸市平須町２３５－４１
茨城県水戸市平須町字原山１５８－１９０
茨城県水戸市平須町２３５番地の３８
茨城県水戸市渡里町上伏木３００－１
茨城県水戸市三の丸１丁目４－２９

0479-40-1271
029-231-5608
029-221-5731
029-353-8819
029-221-2914
029-247-1127
029-248-6251
029-350-7666
029-304-0123
029-241-1241
029-243-7340
029-228-1196
029-243-4309
029-240-3565
029-241-6964
029-241-4337
029-244-6633
029-212-3812
029-243-2123
029-221-3593
029-224-7138
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
石岡市
石岡市
石岡市
石岡市
石岡市
石岡市
石岡市
石岡市
石岡市
筑西市
筑西市
筑西市
筑西市
筑西市
筑西市
筑西市
筑西市
筑西市
筑西市
筑西市
筑西市
潮来市
潮来市
土浦市
土浦市
土浦市

事業所名
有限会社荘司通商 本社営業所
東ヶ峰運輸株式会社 本社営業所
ケーアイ運輸株式会社 水戸営業所
株式会社茨城エナジック 本社営業所
城西運輸株式会社 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 東関東警送事業所水戸センター
関東名鉄運輸株式会社 水戸支店
茨城倉庫株式会社 本社営業所
博大運送有限会社 本社営業所
石岡地区通運株式会社 石岡営業所
株式会社ＩＲＳエキスプレス 本社営業所
ウロコ運輸株式会社 本社営業所
新三協物流株式会社 石岡営業所
トナン輸送株式会社 茨城営業所
株式会社ホームエネルギー東関東 茨城中央出張所
小松崎運輸有限会社 本社営業所
昇運輸有限会社 本社営業所
ラクダ運輸株式会社 茨城営業所
明野運輸株式会社 茨城営業所
相互運輸株式会社 つくば
関東物流有限会社 本社営業所
株式会社トマト 本社営業所
日本郵便株式会社 下館郵便局
青木重機運輸株式会社 本社営業所
安立サービス株式会社 本社営業所
小倉マスターズライン有限会社 本社営業所
トーヨーエキスプレス株式会社 茨城営業所
東ヶ峰運輸株式会社 下館営業所
関東物流株式会社 本社営業所
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
株式会社関商運輸 土浦営業所
株式会社テクニカル物流 本社営業所
大友ロジスティクスサービス株式会社 土浦営業所

住所
茨城県水戸市大串町６６８－１
茨城県水戸市大塚町１３９５－３
茨城県水戸市河和田３－２３７９－３
茨城県水戸市河和田町４３８１－１７
茨城県水戸市河和田町３９３４番１３
茨城県水戸市河和田町字長谷原４４３３－１１
茨城県水戸市河和田町８９２－１
茨城県水戸市谷津町字細田１－２６
茨城県水戸市木葉下町字富士山２９２－２２
茨城県石岡市大砂１０３８３番地３３
茨城県石岡市石岡２２４０－２
茨城県石岡市柏原６－３
茨城県石岡市柏原７－３
茨城県石岡市柏原１０番地
茨城県石岡市谷向町２０－２
茨城県石岡市柿岡２３４１－１
茨城県石岡市柿岡２６４４－１
茨城県石岡市上曽１０８９－１
茨城県筑西市倉持１１７４－１
茨城県筑西市向上野南原８６３－３
茨城県筑西市向上野１５００－３３
茨城県筑西市松原２０２２－８
茨城県筑西市中館４１６－５
茨城県筑西市乙１００８
茨城県筑西市神分１０１－１
茨城県筑西市一本松１７５３
茨城県筑西市大字玉戸９９６－３２
茨城県筑西市玉戸２９２９
茨城県筑西市下江連１６６４
茨城県筑西市女方７８７－３１
茨城県潮来市延方字延方前３７３４番１
茨城県潮来市牛堀１０１
茨城県土浦市紫ヶ丘３番地
茨城県土浦市東中貫町２－３
茨城県土浦市東中貫町２－３

6／9 ページ

電話番号
029-269-5219
029-251-8256
029-212-5130
029-253-9305
029-252-3244
029-253-4338
029-255-2155
029-251-8411
029-251-2211
0299-36-0633
0299-23-0219
0299-22-3910
0299-22-6111
0299-23-5677
0299-24-2571
0299-57-3737
0299-44-1004
0299-43-6868
0296-20-5886
0296-52-2778
0296-52-5750
0296-52-6183
0296-25-4011
0296-22-3380
0296-24-1211
0296-25-3335
0296-28-1240
0296-28-3540
0296-28-7541
0296-28-5750
0299-67-0501
0299-64-2111
029-879-5142
029-832-7500
029-834-8250

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
那珂市
那珂市
那珂市
那珂市
那珂市
日立市
日立市

事業所名
トーヨーエキスプレス株式会社 土浦営業所
県南陸運株式会社 本社営業所
株式会社宮城運輸 茨城営業所
滝興運株式会社 土浦営業所
日立建機ロジテック株式会社 国内輸送物流部工場輸送
グループ
日本物流運輸株式会社 土浦営業所
株式会社三榮商會 土浦営業所
株式会社ギオン 茨城ステーション
土浦通運株式会社 コンテナ営業所
有限会社関東エキスプレス 本社営業所
株式会社ＳＨＩＮＫＯロジ 茨城営業所
ヤマト運輸株式会社 茨城主管支店
セイノースーパーエクスプレス株式会社 土浦営業所
株式会社サワハタキャリーサービス 土浦営業所
株式会社リープ 茨城営業所
日本通運株式会社 東関東警送事業所土浦センター
又新運輸株式会社 茨城営業所
東京第一物流株式会社 土浦営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 土浦営業所
株式会社新栄流通サービス 本社営業所
株式会社太基運輸 本社営業所
トレース株式会社 本社
日興運送株式会社 本社
白帆運輸株式会社 土浦営業所
関東福山通運株式会社 土浦支店
ジャパンエナジック株式会社 下坂田事業所
日本郵便株式会社 土浦郵便局
株式会社ホームエネルギー東関東 茨城センター
株式会社誠光運輸 那珂営業所
八起重工株式会社 本社営業所
大武ロジテック株式会社 本社営業所
司企業株式会社 水戸営業所
真崎運送株式会社 本社営業所
株式会社日昭丸運 本社営業所

住所
茨城県土浦市東中貫町６－１
茨城県土浦市板谷七丁目６３５番地２
茨城県土浦市板谷７－６２６－２０
茨城県土浦市中都町四丁目９５４番地１

電話番号
029-830-0132
029-886-3335
029-875-8360
029-896-8321

茨城県土浦市神立町６５０

029-832-3143

茨城県土浦市北神立町６－５
茨城県土浦市北神立町６－１
茨城県土浦市北神立町４番２号
茨城県土浦市有明町２－４１
茨城県土浦市城北町４－５コーポ城北２０６
茨城県土浦市並木１－３－７－１０５
茨城県土浦市並木５－２９５４－１
茨城県土浦市東若松町３３７６－２
茨城県土浦市虫掛３４７６番地２
茨城県土浦市虫掛３５４６－１
茨城県土浦市虫掛３５７４－２
茨城県土浦市西並木町３６０３
茨城県土浦市大字上高津字岡代２４４－１
茨城県土浦市滝田１－７－２
茨城県土浦市中７３１番地１
茨城県土浦市中村西根字長田２７３番地１
茨城県土浦市大字中村西根１１８６－１
茨城県土浦市荒川沖東２－１０－３４
茨城県土浦市大畑１６４２－１
茨城県土浦市大畑１６１３－３
茨城県土浦市下坂田１７５８－２
茨城県土浦市城北町２－２１
茨城県那珂市向山１２５７－１
茨城県那珂市向山１２６４－３
茨城県那珂市菅谷４５００
茨城県那珂市戸３０８０－２
茨城県那珂市古徳字辻後２９０－１
茨城県日立市東滑川町５－４－６
茨城県日立市宮田町３４８４

029-834-1007
029-831-0957
029-832-9022
029-822-0035
029-834-0100
029-822-7765
029-831-2785
029-824-2201
029-886-3131
029-896-9700
029-824-2759
029-875-7795
029-835-8617
029-893-5185
029-842-7306
029-896-8211
029-841-0481
029-841-2138
029-829-3811
029-862-3781
029-862-4310
029-821-1050
029-298-1212
029-295-7700
029-295-3540
029-297-0777
029-296-9901
0294-42-4873
0294-21-0086
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
日立市
日立市
日立市
日立市
日立市
日立市
北茨城市
北茨城市
龍ヶ崎市
龍ヶ崎市
稲敷郡
稲敷郡
稲敷郡
稲敷郡
稲敷郡
猿島郡
猿島郡
猿島郡
猿島郡
猿島郡
猿島郡
猿島郡
猿島郡
猿島郡
猿島郡
猿島郡
猿島郡
猿島郡
久慈郡
結城郡
結城郡
東茨城郡
東茨城郡
東茨城郡

事業所名
日立地区通運株式会社 日立営業所
株式会社川口商事 日立営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 日立営業所
株式会社ヤマガタ 本社営業所
三田運送有限会社 本社営業所
日立運送有限会社 本社営業所
柳生運送有限会社 本社営業所
株式会社向洋 本社営業所
株式会社ホームエネルギー東関東 龍ヶ崎センター
川野運輸有限会社 本社営業所
株式会社鈴与カーゴネット北関東 つくば営業所
有限会社グリーンサービス 本社営業所
株式会社元木物流 茨城営業所
株式会社エスケイコールド 本社営業所
有限会社篠田通産 本社営業所
日本トーカンパッケージ株式会社 茨城工場
東罐ロジテック株式会社 茨城営業所
アサヒロジスティクス株式会社

五霞共配センター

株式会社杉孝 栗橋営業所
株式会社昭運 本社営業所
エス・ティー・サービス株式会社 関東営業所
共立マイラ株式会社 関東営業所
株式会社ビー・アイ運送 関東ロジスティクス
共同物流株式会社 五霞営業所
ヤクルトロジスティクス株式会社 茨城営業所
王将運輸株式会社 本社営業所
鹿久保運輸株式会社 本社営業所
東興運輸株式会社 本社営業所
有限会社奥久慈運輸 本社営業所
株式会社アスカ 本社営業所
大友ロジスティクスサービス株式会社 古河営業所
丸盛輸送株式会社 茨城営業所
菱幸運輸株式会社 水戸営業所
株式会社ヤマガタ 大洗営業所

住所
茨城県日立市東町３－８－３
茨城県日立市久慈町１－１ー３
茨城県日立市留町１１７０－１０
茨城県日立市茂宮町字沼田７９３
茨城県日立市日高町１－３１－２１
茨城県日立市田尻町３－２６－２０
茨城県北茨城市磯原町上相田６３５－５
茨城県北茨城市関南町神岡下２１９－６
茨城県龍ヶ崎市大徳町１５１８
茨城県龍ヶ崎市松ヶ丘１－１０－９
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大字福田８４－９
茨城県稲敷郡河内町長竿１５９６
茨城県稲敷郡河内町片巻１５０４－２
茨城県猿島郡五霞町江川２８７５番１の２
茨城県猿島郡五霞町江川２８２９
茨城県猿島郡五霞町 五霞インターチェンジ周辺地区土
地区画整理事業３街区１画地
茨城県猿島郡五霞町大字幸主川原６８６
茨城県猿島郡五霞町大字冬木１７８－１
茨城県猿島郡五霞町原宿台４－３２－６－１０１
茨城県猿島郡五霞町原宿台１－１１６２
茨城県猿島郡五霞町原宿台３－２３－３
茨城県猿島郡五霞町元栗橋７５１４
茨城県猿島郡五霞町大字川妻１３２６
茨城県猿島郡五霞町大字小手指４６９－１０
茨城県猿島郡境町大字伏木１２８３－５
茨城県猿島郡境町大字一ノ谷５０７番地１
茨城県久慈郡大子町池田１５３８－１
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大字菅谷字向根ノ谷８９０－１３
茨城県東茨城郡大洗町磯浜町８２２７－５３
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５４４
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電話番号
0294-22-1919
0294-29-1060
0294-54-2443
0294-52-5831
0294-42-9171
0294-42-6767
0293-43-0011
0293-46-4711
0297-62-2680
0297-62-5653
029-840-3850
029-889-6003
029-889-6001
029-841-3503
0297-86-3599
0280-84-1181
0280-84-1417
0280-33-6661
0280-80-0020
0280-84-0472
0280-80-1261
0280-84-3629
0280-84-3718
0280-84-1777
0280-23-1442
0280-84-2147
0280-87-2688
0280-86-5349
0295-72-4963
0296-49-3839
0296-30-2210
029-264-8231
029-266-0096
029-267-5907

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
東茨城郡
東茨城郡
東茨城郡
東茨城郡
那珂郡
那珂郡

事業所名
株式会社グリーンライン 大洗営業所
株式会社茨城荷役運輸 本社
日本梱包運輸倉庫株式会社 茨城営業所
京信交易輸送株式会社 本社営業所
吉田海運株式会社 茨城営業所
光洋運輸株式会社 日立営業所

住所
茨城県東茨城郡大洗町大貫町５５７－５２
茨城県東茨城郡茨城町大字長岡３４７４－１
茨城県東茨城郡茨城町大字下土師字高山２０００－１３
茨城県東茨城郡城里町大字下阿野沢２０４番地３
茨城県那珂郡東海村石神外宿２４８２
茨城県那珂郡東海村照沼字渚７６８－４５
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電話番号
029-266-0765
029-291-0009
029-291-0960
029-291-6091
029-352-3115
029-265-1017

主な輸送品目（任意掲載）

