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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 佐川急便株式会社　矢板営業所 栃木県さくら市鷲宿字中丸４５７３－２５ 028-686-0111

宇都宮市 ビックネット株式会社　本社営業所 栃木県宇都宮市屋板町５６４－１ 028-616-2261

宇都宮市 株式会社セントラルガスセンター　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市平出町３７４８－１４ 028-613-6860

宇都宮市 川﨑運輸株式会社　宇都宮営業所
栃木県宇都宮市石井町２９６９－１　ユーミーマツダ１

０７号室
028-678-6345

宇都宮市 株式会社ＪＡグリーンとちぎ　上河内物流センター 栃木県宇都宮市下小倉町５５４２ 028-674-7070

宇都宮市 エヌエヌ商事株式会社　清原ロジセンター 栃木県宇都宮市清原工業団地１８－１ 028-667-5770

宇都宮市 東群エクスプレス株式会社　栃木営業所
栃木県宇都宮市新富町４－５　プチロジェ・新富ビル１

０２号室
0270-25-5881

宇都宮市 北関東広運株式会社　折込配送営業所 栃木県宇都宮市平出町３７３４番地４ 028-663-5433

宇都宮市 株式会社ＪＡグリーンとちぎ　中央物流センター 栃木県宇都宮市中岡本町２７１３－１ 028-673-3315

宇都宮市 野口運輸株式会社　宇都宮センター営業所 栃木県宇都宮市高松町１２１ 028-674-7127

宇都宮市 富士山運輸株式会社　本社営業所 栃木県宇都宮市江曽島町１４２８－１ 050-3536-2312

宇都宮市 プリヴェ運輸株式会社　宇都宮支店 栃木県宇都宮市上欠町字高山１１８２－１ 028-648-6011

宇都宮市 フットワークエクスプレス関東株式会社　宇都宮支店 栃木県宇都宮市平出町３７５０ 028-661-2677

宇都宮市 株式会社星川産業　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市清原工業団地２１－９ 028-666-6868

宇都宮市 株式会社立和運輸倉庫　本社営業所 栃木県宇都宮市平出町大字小原１０４１－３ 028-662-6711

宇都宮市 株式会社イディアトランスポートサービス　本社営業所 栃木県宇都宮市中島町５１０－４ 028-653-5421

宇都宮市 幸洋運輸株式会社　本社営業所 栃木県宇都宮市石井町３３７３－１ 028-657-7030

宇都宮市 増山貨物自動車株式会社　本社営業所 栃木県宇都宮市清原工業団地２１－１８ 028-667-4511

宇都宮市 寺口運送株式会社　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市白沢町１６７１－６ 028-673-0170

宇都宮市 株式会社栃雪運輸　本社営業所 栃木県宇都宮市江曽島１０２６－７ 028-645-8962

宇都宮市 清興運輸株式会社　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市下平出町１６０－６ 028-689-0410

宇都宮市 カンダ物流株式会社　宇都宮北営業所 栃木県宇都宮市野沢町５５１－１ 0289-72-1540

宇都宮市 芳賀通運株式会社　宇都宮事業所 栃木県宇都宮市氷室町１７３９－１７ 028-667-3121

下野市 太平洋陸送株式会社　宇都宮営業所 栃木県下野市上古山２３２８－１ 0285-53-6686

下野市 新潟運輸株式会社　宇都宮支店 栃木県下野市下古山２９６４－１ 0285-53-1207

下野市 有限会社東西運輸　本社営業所 栃木県下野市下石橋５７９－１ 0285-53-7711

下野市 マックスライン株式会社　本社営業所 栃木県下野市下古山１２２ 0285-53-4087

佐野市 関東西濃運輸株式会社　佐野支店 栃木県佐野市大字船津川町字岡田２３００ 0283-24-7111

佐野市 新日本輸送株式会社　栃木営業所 栃木県佐野市閑馬町字遠原５０３－５ 0283-65-0150

佐野市 浪速運送株式会社　栃木営業所 栃木県佐野市富岡町１５２６－１ 0283-21-0234
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佐野市 トランネクスト株式会社　栃木営業所 栃木県佐野市伊勢山町１９１０番地１ 0283-85-9991

佐野市 ホクブトランスポート株式会社　栃木支店 栃木県佐野市上羽田町４７４－１ 0283-21-1691

佐野市 司企業株式会社　栃木佐野営業所 栃木県佐野市富岡町１３０８ 0283-27-0304

佐野市 株式会社祥和ロジスティックス　本社営業所 栃木県佐野市中町１３０２ 0283-84-3211

佐野市 株式会社フコックス　葛生営業所 栃木県佐野市築地町３－２９ 0283-86-4567

佐野市 株式会社フコックス　栃木営業所 栃木県佐野市山越町１８８ 0283-62-4511

鹿沼市 株式会社ディ・エス物流　宇都宮営業所 栃木県鹿沼市さつき町１２－２ 0289-74-7727

鹿沼市 株式会社鹿沼梱包運輸倉庫　本社営業所 栃木県鹿沼市流通センター７４番地 0289-76-2450

鹿沼市 株式会社日立物流首都圏　江戸崎・鹿沼出張所 栃木県鹿沼市さつき町８ 0289-76-2921

鹿沼市 株式会社丸神商事運輸　本社営業所 栃木県鹿沼市下永野１００８ 0289-84-0500

鹿沼市 株式会社栃雪運輸　鹿沼営業所 栃木県鹿沼市茂呂６４２－１ 0289-72-0046

鹿沼市 株式会社鈴与カーゴネット北関東　鹿沼営業所 栃木県鹿沼市流通センター８３ 0289-72-0185

鹿沼市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　宇都宮支店 栃木県鹿沼市流通センター８６ 0289-76-6695

小山市 株式会社セントラルガスセンター　小山営業所 栃木県小山市花垣町２－１１－２２ 0285-25-1172

小山市 株式会社共栄　本社営業所 栃木県小山市城北１－１８－１７ 0285-21-2887

小山市 ヤマニ屋物流サービス株式会社　小山営業所 栃木県小山市延島２７０５－１ 0285-39-8383

小山市 株式会社サカイ引越センター　小山支社 栃木県小山市大字粟宮字宮内１８７５－４ 0285-20-1141

小山市 株式会社横山運輸　小山営業所 栃木県小山市犬塚１２９－２ 0285-20-5688

小山市 米原運送株式会社　栃木営業所 栃木県小山市中久喜１０２－１ 0285-22-4481

小山市 キャリテック株式会社　小山営業所 栃木県小山市延島字瀬窪２７０５－１ 0285-39-3834

小山市 ユニプレス物流株式会社　小山支店 栃木県小山市横倉新田４５７ 0285-27-6893

小山市 株式会社宮城運輸　小山営業所 栃木県小山市大字延島２７０５－１ 0285-38-9095

小山市 ワーレックス株式会社　犬塚営業所 栃木県小山市犬塚字南原９９５－３ 0285-27-6586

小山市 株式会社新開トランスポートシステムズ　栃木営業所 栃木県小山市大字梁２３３３－１７ 0285-49-1481

小山市 渡邉金属運輸株式会社　本社営業所 栃木県小山市大字犬塚３２番地 0285-23-0505

小山市 トーテツ興運株式会社　小山営業所 栃木県小山市横倉５９０－２ 0285-27-4421

真岡市 天真エンタープライズ有限会社　北関東営業所 栃木県真岡市下籠谷４２６５－１ 0285-81-6135

真岡市 川﨑運輸株式会社　本社営業所 栃木県真岡市台町２８５５番地 0285-81-1680

真岡市 芳賀通運株式会社　自動車事業所 栃木県真岡市寺内字大野原１１５２－２ 0285-82-7711

真岡市 株式会社渡邉物流　本社営業所 栃木県真岡市鬼怒ヶ丘１丁目１５番地３ 0285-83-6031

真岡市 ダイオーエクスプレス株式会社　真岡営業所 栃木県真岡市松山町８－１ 0285-84-5384

足利市 ヤマト運輸株式会社　足利鹿島営業所 栃木県足利市鹿島町４１２－２ 0284-65-0039

足利市 株式会社大阪大松運輸　栃木営業所 栃木県足利市野田町１１２０－２４ 0284-72-2262

足利市 株式会社ロジコム・アイ　北関東営業所 栃木県足利市南大町２８１－１ 0284-64-8118

足利市 関東名鉄運輸株式会社　足利営業所 栃木県足利市野田町１１２０－１８ 0284-73-2755
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足利市 東両毛通運株式会社　本社事業所 栃木県足利市野田町１１２０－２７ 0284-72-2210

大田原市 ヤマト運輸株式会社　大田原蛭田営業所 栃木県大田原市蛭田１９８９－１４ 0278-98-3032

大田原市 東京高速陸運株式会社　北関東営業所 栃木県大田原市市野沢字後木曽１０５５－１ 0287-23-7130

栃木市 株式会社ＪＡグリーンとちぎ　県南物流センター 栃木県栃木市藤岡町赤麻３００３－５ 0282-62-3121

栃木市 ヤマト運輸株式会社　栃木藤岡営業所 栃木県栃木市藤岡町大前９５４－１ 0282-61-2431

栃木市 北関東広運株式会社　西方営業所 栃木県栃木市西方町真名子９９１－３ 0282-91-1150

栃木市 有限会社鈴木商事　本社営業所 栃木県栃木市都賀町富張２６７－４ 0282-92-8808

栃木市 蔵の街運送株式会社　本社営業所 栃木県栃木市大宮町字茱莫木西２７４５－２ 0282-29-1199

栃木市 谷口運送株式会社　栃木営業所 栃木県栃木市大平町伯仲２２７６－２ 0282-43-3511

栃木市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　小山支店 栃木県栃木市大平町富田２３８９－１ 0282-43-2110

栃木市 一宮運輸株式会社　北関東営業所 栃木県栃木市藤岡町富吉字西原１８６４－１ 0282-68-1138

栃木市 篠崎運輸株式会社　栃木営業所 栃木県栃木市都賀町家中２３３１ 0282-28-2056

栃木市 株式会社日立物流関東　栃木営業所（輸送係） 栃木県栃木市岩舟町静和５５４－１ 0282-55-7726

栃木市 大坂屋運送株式会社　栃木営業所 栃木県栃木市大平町蔵井６７８ 0282-43-6811

栃木市 安立運輸株式会社　栃木営業所 栃木県栃木市惣社町１６９３－７ 0282-29-5871

日光市 株式会社エネサンスサービス　栃木事業所 栃木県日光市猪倉字向台４３７－２ 0288-32-0118

日光市 株式会社折一　本社営業所 栃木県日光市木和田島２９７９－２ 0288-26-1611

日光市 プリヴェ運輸株式会社　日光営業所 栃木県日光市轟字北川１２３４ 0288-21-7511

矢板市 株式会社高野商運　ＪＡしおのや営業所 栃木県矢板市こぶし台８番地 0287-53-7992

塩谷郡 有限会社結城商事輸送　栃木営業所 栃木県塩谷郡塩谷町大字田所字寺中７１８－８ 0287-46-1121

下都賀郡 株式会社ロジパルエクスプレス　栃木営業所 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち４－９－１９ 0282-86-5155

下都賀郡 株式会社ＮＳロジ東日本　関東支店北関東営業所 栃木県下都賀郡野木町川田３３－１５ 0280-55-2812

河内郡 芳賀通運株式会社　エコビジネス部 栃木県河内郡上三川町字多功字二ノ谷２４０３－３ 0285-53-1544

河内郡 ヤマト運輸株式会社　宇都宮コンテナ支店 栃木県河内郡上三川町大字多功字上の原２４６９－１ 0285-52-2003

河内郡 マルトチ運輸株式会社　宇都宮営業所 栃木県河内郡上三川町大字磯岡４５２－１ 0285-56-7661

河内郡 野口運輸株式会社　上三川センター営業所 栃木県河内郡上三川町大字多功字南原２５６５－１２ 0285-51-0077

河内郡 松岡満運輸株式会社　宇都宮営業所 栃木県河内郡上三川町大字石田字西谷２３００－１２ 0285-56-0511

河内郡 センコー株式会社　宇都宮流通センター 栃木県河内郡上三川町大字石田字砂田２０４６－２ 0285-55-2577

河内郡 株式会社日本引越センター　上三川営業所 栃木県河内郡上三川町鞘堂５１－１ 0285-52-0888

那須郡 株式会社セントラルガスセンター　那須営業所 栃木県那須郡那須町大字漆塚２０３－１ 0287-72-1002

芳賀郡 向島運送株式会社　栃木営業所 栃木県芳賀郡市貝町大字赤羽３０６６－３ 0285-68-1824

芳賀郡 株式会社ホンダロジスティクス　栃木事業所 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台１４３ 028-677-2722
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