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市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

さくら市 ラクダ運輸株式会社　本社営業所 栃木県さくら市下河戸５４４番地８ 028-686-3455

さくら市 株式会社啓和運輸　栃木営業所 栃木県さくら市喜連川５３７８－１３ 028-678-8040

さくら市 喜連川貨物有限会社　本社営業所 栃木県さくら市葛城１９８６－１ 028-686-2280

宇都宮市
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
栃木県宇都宮市不動前１－３－１７ 028-610-2011

宇都宮市 ヤマトグローバルエキスプレス株式会社　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市不動前３－１－２３ 028-637-1639

宇都宮市 ヤマト運輸株式会社　宇都宮鶴田支店 栃木県宇都宮市下砥上町４００ 028-684-0613

宇都宮市 佐川急便株式会社　宇都宮東営業所 栃木県宇都宮市江曽島町２０６１－５ 028-610-5061

宇都宮市 群馬郵便逓送株式会社　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市江曽島町字関道１１４３－２ 028-684-0533

宇都宮市 有限会社相沢カアゴ　本社営業所 栃木県宇都宮市台新田１－７－６ 028-659-7590

宇都宮市 有限会社仲野運輸　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市川田町８８２番地１ 028-678-6591

宇都宮市 栃木陸送株式会社　本社営業所 栃木県宇都宮市川田町７４８番地１ 028-680-6323

宇都宮市 ヤマト運輸株式会社　宇都宮インターパークセンター 栃木県宇都宮市屋板町４０５－２１ 028-657-6206

宇都宮市 株式会社ウナン　本社営業所 栃木県宇都宮市屋板町字エビノコ１０３０－４ 028-656-1565

宇都宮市 東北王子運送株式会社　宇都宮支店 栃木県宇都宮市屋板町字赤沢６２８－１ 028-656-5311

宇都宮市 ヤマト運輸株式会社　宇都宮兵庫塚センター 栃木県宇都宮市兵庫塚町１７４－３ 028-688-5657

宇都宮市 有限会社陽正交運　本社営業所 栃木県宇都宮市若松原１－２０－４ 028-902-3750

宇都宮市 相良運輸株式会社　本社営業所 栃木県宇都宮市今宮４丁目５－３６ 028-684-2100

宇都宮市 ヤマト運輸株式会社　宇都宮江曽島センター 栃木県宇都宮市八千代１丁目３－１ 080-6604-9720

宇都宮市 両羽ロジスティクス株式会社　栃木営業所 栃木県宇都宮市下小倉町５０１１ 028-601-7279

宇都宮市 有限会社利根運輸　本社営業所 栃木県宇都宮市平出町３５２７－１ 028-661-5700

宇都宮市 アートコーポレーション株式会社　栃木営業所 栃木県宇都宮市平出町１６１３－１ 028-660-0123

宇都宮市 直販配送株式会社　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市平出町４１４１番１ 028-660-0138

宇都宮市 日本通運株式会社　北関東警送事業所宇都宮センター 栃木県宇都宮市平出町３５４２－３ 028-663-1008

宇都宮市 ヤマト運輸株式会社　宇都宮平出支店 栃木県宇都宮市平出工業団地３１－２ 080-5098-9045

宇都宮市 南東北福山通運株式会社　宇都宮支店 栃木県宇都宮市平出工業団地４６－４ 028-663-2211

宇都宮市 日本通運株式会社　宇都宮中央支店 栃木県宇都宮市平出工業団地１７－７ 028-613-6201

宇都宮市 柳田運輸株式会社　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市問屋町３１７２－３５ 028-656-9740

宇都宮市 有限会社竹中運送店　本社営業所 栃木県宇都宮市石井町３３７３－１ 028-689-9758

宇都宮市 株式会社栃木曙運輸　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市石井町字根本台３３１８－１ 028-666-7271

宇都宮市 岸和田運輸株式会社　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市平出町字泉谷３８７８－４ 028-662-2824

宇都宮市 国際ロジテック株式会社　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市下栗町字守子塚７０３－３４ 028-657-5558
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宇都宮市 日本ルートサービス株式会社　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市東簗瀬１丁目１６－３ 028-614-3661

宇都宮市 岡山県貨物運送株式会社　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市西刑部町字西原２７３０ 028-656-1981

宇都宮市 日本郵便株式会社　宇都宮東郵便局 栃木県宇都宮市宿郷３丁目２０－２ 028-635-3258

宇都宮市 株式会社鈴与カーゴネット北関東　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市清原工業団地２１－１７ 028-667-1171

宇都宮市 東日本エア・ウォーター物流株式会社　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市清原工業団地１番地３ 028-667-7843

宇都宮市 大坂屋運送株式会社　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市清原工業団地２１－２ 028-667-3221

宇都宮市 松栄運輸株式会社　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市鐺山町字西川原１０５４－１ 028-667-6555

宇都宮市 茨城乳配株式会社　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市中岡本町２８５１－１０ 028-673-2226

宇都宮市 ジャパンエナジック株式会社　宇都宮事業所 栃木県宇都宮市中岡本町２８５７－８ 028-673-8101

下野市 トナミ運輸株式会社　栃木支店 栃木県下野市下坪山１８３６－１ 0285-48-2135

下野市 株式会社八下田陸運　小山営業所 栃木県下野市下坪山１９６２－１ 0285-22-8881

下野市 プリヴェ運輸株式会社　下野支店 栃木県下野市薬師寺３３５５ 0285-43-1014

下野市 日興運輸株式会社　本社営業所 栃木県下野市仁良川１６８１－１１ 0285-48-0256

下野市 株式会社タイセイ・エフ・ティー　宇都宮営業所 栃木県下野市祇園２丁目１５番地５Ｂ－２０１号 0285-38-6961

下野市 株式会社啓和運輸　壬生営業所 栃木県下野市下古山１４４－２ 0285-32-6582

下野市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　栃木営業所 栃木県下野市下古山字北林３２３１－１ 0285-52-0600

下野市 ジャパンエナジック株式会社　下野事業所 栃木県下野市下古山３２６１－４ 0285-53-0436

下野市 栃南通運株式会社　宇都宮貨物ターミナル支店 栃木県下野市下石橋５１０－２ 0285-53-1147

下野市 平沢運輸株式会社　石橋営業所 栃木県下野市下石橋５１１ 0285-53-5311

佐野市 日通トランスポート株式会社　佐野支店 栃木県佐野市船津川町２０９２－１ 0283-21-5100

佐野市 オストリッチ運輸株式会社　栃木営業所 栃木県佐野市大橋町３１８１－５ 048-799-1198

佐野市 増田運送株式会社　本社営業所 栃木県佐野市新吉水町３１３－１ 0283-62-0591

佐野市 株式会社三国　北関東営業所 栃木県佐野市鐙塚町字本郷２４７－２ 0283-85-7661

佐野市 ＦーＬＩＮＥ株式会社　栃木物流センター佐野出張所 栃木県佐野市伊勢山町１４１４－１ 0283-23-7777

佐野市 大坂屋運送株式会社　佐野営業所 栃木県佐野市富岡町１３３５ 0283-85-8100

佐野市 ファルマン運輸株式会社　北関東営業所 栃木県佐野市天神町９６６－１Ｂ棟 0283-27-0510

佐野市 株式会社ハート引越センター　栃木営業所 栃木県佐野市大橋町３２０２－５ 0283-80-8010

鹿沼市 キユーソーティス株式会社　鹿沼営業所 栃木県鹿沼市さつき町１２－１０ 0289-76-0481

鹿沼市 丸全昭和運輸株式会社　鹿沼営業所 栃木県鹿沼市上石川字児子沼１０７８－７ 0289-76-1546

鹿沼市 近物レックス株式会社　宇都宮支店 栃木県鹿沼市流通センター７１ 0289-76-1781

鹿沼市 株式会社カザキ運輸産業　本社営業所 栃木県鹿沼市流通センター８０ 0289-76-1888

鹿沼市 株式会社鹿沼梱包運輸　流通センター営業所 栃木県鹿沼市流通センター８２ 0289-76-2165

鹿沼市 大坂屋運送株式会社　鹿沼営業所 栃木県鹿沼市流通センター７５ 0289-76-1911

鹿沼市 株式会社滋賀運送甲賀　関東営業所 栃木県鹿沼市茂呂８８６－１ 0289-72-1198

鹿沼市 北関東物流株式会社　鹿沼第二営業所 栃木県鹿沼市茂呂２４５７番地 0289-74-7301
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鹿沼市 株式会社鹿沼梱包運輸　本社営業所 栃木県鹿沼市茂呂４０１－５ 0289-76-2167

鹿沼市 株式会社ホームエネルギー首都圏　鹿沼センター 栃木県鹿沼市茂呂北野２５４５－１３ 0289-74-7450

鹿沼市 日通宇都宮運輸株式会社　鹿沼営業所 栃木県鹿沼市大字茂呂字岩石５９９－２ 0289-76-1702

鹿沼市 北港運輸株式会社　関東支店営業所 栃木県鹿沼市茂呂字岩石５７５－４ 0289-76-2766

鹿沼市 株式会社弥生運輸　鹿沼営業所 栃木県鹿沼市上殿町２４１－２６ 0289-74-7280

鹿沼市 ヤマト運輸株式会社　鹿沼支店 栃木県鹿沼市上殿町５７－１ 0289-65-6185

小山市 有限会社松正商事　本社営業所 栃木県小山市大字喜沢３９５－１１ 0285-23-7956

小山市 ヤマトグローバルエキスプレス株式会社　小山営業所 栃木県小山市稲葉郷６７－６１ 0285-22-6800

小山市 アートコーポレーション株式会社　小山営業所 栃木県小山市城北２丁目１０番１１号 0285-23-0123

小山市 大友ロジスティクスサービス株式会社　小山営業所 栃木県小山市大字外城字中台９０－９、９０－２５ 0285-20-3255

小山市 株式会社ホームエネルギー首都圏　小山センター 栃木県小山市大字梁２０７５－６ 0285-49-3830

小山市 名鉄運輸株式会社　小山支店 栃木県小山市大字梁字中原２３３３－１５ 0285-49-2370

小山市 トーエイ物流株式会社　小山営業所 栃木県小山市大字萱橋１１０８－１１９ 0285-49-0445

小山市 レンゴーロジスティクス株式会社　小山営業所 栃木県小山市大字萱橋１２６０ 0285-49-3003

小山市 第一貨物株式会社　小山支店 栃木県小山市城東４－５－１８ 0285-24-4888

小山市 日本郵便株式会社　小山郵便局 栃木県小山市城東１丁目１３－１６ 0285-22-0427

小山市 共立興産株式会社　小山営業所 栃木県小山市大字出井１５３２－１２ 0285-23-1212

小山市 イノウ運輸株式会社　小山営業所 栃木県小山市大字犬塚５１－１０８ 0285-22-2140

小山市 株式会社末広物流サービス　本社営業所 栃木県小山市大字横倉８２１－１ 0285-37-6254

小山市 ワーレックス株式会社　小山営業所 栃木県小山市横倉新田４７０－４ 0285-27-4161

小山市 萬運輸株式会社　小山営業所 栃木県小山市大字向原新田字向原９８－２ 0285-27-2885

小山市 ヤマト運輸株式会社　小山南支店 栃木県小山市大字乙女６２５ー１ 0285-45-9224

真岡市 田口運送株式会社　真岡営業所 栃木県真岡市寺内６５２－１ 0285-80-0052

真岡市
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
栃木県真岡市松山町１１ 028-584-5153

真岡市 ヤマト運輸株式会社　真岡支店 栃木県真岡市松山町１１－３ 0285-84-4825

真岡市 大友ロジスティクスサービス株式会社　真岡営業所 栃木県真岡市鬼怒ケ丘１－１０－１ 0285-82-7093

真岡市 日本梱包運輸倉庫株式会社　真岡営業所 栃木県真岡市松山町２４－４ 0285-80-1873

足利市 ヤマト運輸株式会社　足利常見センター 栃木県足利市常見町３－９－９ 080-5098-0804

足利市 東武デリバリー株式会社　足利営業所 栃木県足利市真砂町３－２ 0284-41-1020

足利市 福山通運株式会社　足利営業所 栃木県足利市野田町字米田１１２０－１３ 0284-73-8118

足利市 丸文運輸株式会社　本社営業所 栃木県足利市野田町１１２０－２０ 0284-72-1768

足利市 王子運送株式会社　足利支店 栃木県足利市野田町字米田１１２０－１３ 0284-71-0058

足利市 望月運送株式会社　本社営業所 栃木県足利市堀込町字原２１０３－６ 0284-73-6045

大田原市 ケミカルトランスポート株式会社　栃木営業所 栃木県大田原市大神字赤坂６０１－２８ 0287-28-3210
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大田原市 三喜運輸株式会社　栃木営業所 栃木県大田原市上石上１８４０番地 0287-26-1012

大田原市 関東西濃運輸株式会社　大田原支店 栃木県大田原市上石上字東山１７４３－１ 0287-29-2211

大田原市 日伸運輸株式会社　栃木支店 栃木県大田原市蛭田１－２３０ 0287-98-8121

栃木市 有限会社大誠物流　栃木営業所 栃木県栃木市西方町金井３２９－５ 0282-21-7580

栃木市 宇都宮西運輸有限会社　本社営業所 栃木県栃木市西方町金井１７１９－２ 0282-92-8054

栃木市 石部運輸倉庫株式会社　北関東営業所 栃木県栃木市西方町本城字水神１０６２－３９ 0282-91-1113

栃木市 福山通運株式会社　栃木支店 栃木県栃木市藤岡町太田１１１２－２ 0282-62-1711

栃木市 株式会社ハナワトランスポート　栃木営業所 栃木県栃木市平柳町３－５５－６ 0282-28-6625

栃木市 ジャパンエナジック株式会社　栃木事業所 栃木県栃木市平柳町１－２１－１１ 0282-25-5403

栃木市 三八五流通株式会社　栃木営業所 栃木県栃木市岩舟町静戸４６９－１ 0282-55-8111

栃木市 飯島倉庫株式会社　佐野営業所 栃木県栃木市岩舟町大字静字法花塚２２０６番１ 0283-21-3000

栃木市 株式会社東北急行　首都圏営業所 栃木県栃木市岩舟町静３０３０－３ 0282-55-5448

栃木市 結城運輸倉庫株式会社　栃木営業所 栃木県栃木市大平町富田２７１４ 0282-43-1504

那須烏山市 株式会社コトー　栃木事業所 栃木県那須烏山市上川井９１３－３ 0287-88-7006

那須塩原市 ジャパンエナジック株式会社　那須事業所 栃木県那須塩原市石林１０１５－１ 0287-36-7830

那須塩原市 株式会社日本引越センター　那須塩原営業所 栃木県那須塩原市一区町１０５ 0287-47-6088

那須塩原市 佐川急便株式会社　那須営業所 栃木県那須塩原市四区町７０２ 0287-36-5759

那須塩原市 日神機工株式会社　西那須営業所 栃木県那須塩原市東三島６－３９４－１３ 0287-37-5391

那須塩原市 株式会社太陽ネットワーク物流　栃木事業所 栃木県那須塩原市下田野街道４６６番地１ 0287-35-3507

那須塩原市 東和運輸株式会社　本社営業所 栃木県那須塩原市北弥六３８１－１ 0287-65-1890

那須塩原市 栃木県北通運株式会社　北事業所 栃木県那須塩原市佐野８４－７ 0287-62-1511

日光市 栃木日光物流株式会社　本社営業所 栃木県日光市大室５７６－１ 0288-25-7235

日光市 大沢運送有限会社　本社営業所 栃木県日光市大沢町１０８９－６ 0288-26-0333

日光市 株式会社山田運輸店　日光営業所 栃木県日光市塩野室町字栗木沢１５０３－１ 0288-26-8893

日光市 佐川急便株式会社　日光営業所 栃木県日光市森友６４８ 0288-30-7066

矢板市 株式会社相互梱包運送　栃木営業所 栃木県矢板市片岡字大谷津２０９５－８ 0287-48-8388

矢板市 ジャパンエナジック株式会社　矢板事業所 栃木県矢板市片岡字梨木平２３４３ 0287-48-2517

矢板市 太平洋陸送株式会社　矢板営業所 栃木県矢板市末広町２４－４ 0287-43-1661

下都賀郡 増山貨物自動車株式会社　南営業所 栃木県下都賀郡壬生町大字安塚字坂下１８１２－１ 0282-86-1504

下都賀郡 三正商事株式会社　本社営業所 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生乙字御成橋東４０２４ 0282-82-7454

下都賀郡 株式会社イトー急行　栃木営業所 栃木県下都賀郡野木町大字若林字長野４４－１ 0280-54-1285

河内郡 篠﨑運送有限会社　上三川業務センター 栃木県河内郡上三川町石田字砂田２１５７－１ 0285-55-0775

河内郡 ＴＳネットワーク株式会社　宇都宮流通センター 栃木県河内郡上三川町大字多功字上ノ原２５１７－１ 0285-53-7201

河内郡 ジェイティ物流株式会社　東日本支店 栃木県河内郡上三川町大字多功字上ノ原２５１７－１ 0285-53-3400

河内郡 株式会社栃木ロジテム　宇都宮通運支店 栃木県河内郡上三川町大字多功字上の原２９７０ 0285-52-0727
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河内郡 株式会社東洋陸送社　栃木営業所 栃木県河内郡上三川町大字西汗１７６６－４７ 0285-56-4943

河内郡 ヤマト運輸株式会社　上三川センター 栃木県河内郡上三川町上三川５００３－２ 080-6696-0504

河内郡
株式会社ゼロ・プラス関東　栃木カスタマーサービスセ

ンター
栃木県河内郡上三川町上蒲生２５００ 0285-42-0265

那須郡 郡山運送株式会社　栃木営業所 栃木県那須郡那珂川町大字松野字並松９６０ 0287-92-5217

芳賀郡 株式会社鈴与カーゴネット北関東　芳賀営業所 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台７７－１ 028-687-0155
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