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さくら市 株式会社聖菱運輸　本社営業所 栃木県さくら市喜連川２９４８－１ 028-686-6060

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

さくら市 さくら流通株式会社　本社営業所 栃木県さくら市馬場１３２－１ 028-682-6227

さくら市 和泉運輸株式会社　氏家営業所 栃木県さくら市卯の里２－２０－２ 028-682-3705

宇都宮市 株式会社　八下田陸運　本社営業所 栃木県宇都宮市中島町４３５－１ 028-654-0891

宇都宮市 株式会社大成　本社営業所 栃木県宇都宮市西川田２－２－２５ 028-656-9561

宇都宮市 増山貨物自動車株式会社　牛乳輸送営業所 栃木県宇都宮市平出工業団地５－３ 028-661-2656

宇都宮市 株式会社サンコー　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市平出町３７５１－１ 028-688-8135

宇都宮市 名鉄運輸株式会社　宇都宮支店 栃木県宇都宮市中島町字代里５１８－１ 028-655-1696

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

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 有限会社新郷運輸　栃木営業所 栃木県宇都宮市野沢町１８７－６９ 028-665-1975

宇都宮市 有限会社西塚運送　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市平出工業団地５－３ 028-612-8395

宇都宮市 株式会社アサヒセキュリティ　栃木営業所 栃木県宇都宮市今宮４－６－１６ 028-684-0230

宇都宮市 株式会社鈴与カーゴネット北関東　清原営業所 栃木県宇都宮市清原工業団地２１－１７ 028-667-5526

宇都宮市 エヌエヌ商事株式会社　平出物流センター 栃木県宇都宮市平出工業団地４１－４ 028-660-2588

宇都宮市 株式会社アクティチャレンジ　本社営業所 栃木県宇都宮市西川田６－６－２１ 028-680-6411

宇都宮市 株式会社丸和運輸機関　宇都宮食品物流センター 栃木県宇都宮市平出工業団地３７－４ 028-678-9966

宇都宮市 日本郵便株式会社　宇都宮中央郵便局 栃木県宇都宮市中央本町４－１７ 028-639-3012

宇都宮市 宇東梱包運輸株式会社　本社営業所 栃木県宇都宮市清原工業団地２１－１６ 028-667-4551

宇都宮市 日通宇都宮運輸株式会社　宇都宮中央営業所 栃木県宇都宮市平出工業団地１７－７ 028-613-6206

宇都宮市 有限会社中山運送　宇都宮営業所
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）
028-665-0281

宇都宮市 王子陸運株式会社　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市下田原町３５０６－７ 028-672-3061

宇都宮市 株式会社サカイ引越センター　宇都宮支社 栃木県宇都宮市元今泉７－３０－１１ 028-613-3781

宇都宮市 第一貨物株式会社　宇都宮支店 栃木県宇都宮市石井町２６１１－１ 028-661-2421

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 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

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（栃木県）
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下野市 日通宇都宮運輸株式会社　小山営業所 栃木県下野市下坪山１７２３ 0285-48-2234

佐野市 株式会社オカダトランス　佐野営業所 栃木県佐野市富岡町１６８５ 0283-24-4711

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 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 京葉流通倉庫株式会社　佐野営業所 栃木県佐野市西浦町３４－１ 0283-21-2101

佐野市 和泉運輸株式会社　栃木営業所 栃木県佐野市築地町８０２ 0283-85-2494

佐野市 有限会社永瀬運送店　本社営業所 栃木県佐野市田島町１９２番地２ 0283-22-3841

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

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 ティーロジエクスプレス株式会社　栃木営業所 栃木県鹿沼市下石川４３１－１ 0289-76-5250

鹿沼市 岡田運輸株式会社　鹿沼営業所 栃木県鹿沼市上石川字北原１１１９－９ 0289-72-1777

鹿沼市 カンダ物流株式会社　宇都宮営業所 栃木県鹿沼市流通センター２８ 0289-72-1540

小山市 有限会社平澤運送　本社営業所 栃木県小山市犬塚４－２０－１２ 0285-30-2388

小山市 栃南通運株式会社　小山支店 栃木県小山市城山３－４－３　栃南ビル１号館 0285-27-3121

小山市 日神機工株式会社　小山営業所 栃木県小山市大字雨ヶ谷新田字東畑７８番地１９ 028-538-6921

小山市 株式会社エネサンスサービス　小山事業所 栃木県小山市出井１５３３－７ 0285-25-5620

小山市 株式会社パルシステム・イースト　栃木営業所 栃木県小山市横倉新田１９８－１ 0285-39-7501

小山市 ＫＢ　ＬＩＮＥ株式会社　栃木営業所 栃木県小山市大字延島２３７０－１７ 0285-37-9350

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 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 株式会社アクティブ・ロジスティクス　小山営業所 栃木県小山市出井１２１１－４ 0285-23-7221

小山市 岡野運送株式会社　栃木営業所 栃木県小山市乙女１２４４－１ 0285-39-6813

小山市 有限会社小山環境美化センター　本社営業所 栃木県小山市大字高椅１２４２ 0285-49-0149

小山市 有限会社関東実行センター　本社営業所 栃木県小山市大字外城字上台１５７－３ 0285-23-3026

小山市 株式会社大崎　小山営業所 栃木県小山市城東４－１８－３９ 0285-22-1211

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 大和物流株式会社　栃木二宮支店 栃木県真岡市長沼２３１０番地 0285-74-1321

真岡市 株式会社丸運ロジスティクス関東　栃木営業所 栃木県真岡市寺内字石島境８０１－２ 0285-82-4845

真岡市 株式会社合通ジェイトラ　北関東支店 栃木県真岡市熊倉１－３２－５ 0285-83-2511

真岡市 株式会社マルイワ　栃木営業所 栃木県真岡市中８７－２ 0285-80-1626

足利市 株式会社丸五商会　運輸部営業所 栃木県足利市山川町５９０－２ 0284-42-9383

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 東洋梱包運輸株式会社　足利支店 栃木県足利市久保田町字久分１３６－１ 0284-73-6724
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足利市 名鉄運輸株式会社　足利支店 栃木県足利市野田町字米田１１２０－２３ 0284-71-3145

足利市 エヌピー運輸関東株式会社　足利営業所 栃木県足利市宮北町１２－７ 0284-44-0575

足利市 第一貨物株式会社　足利支店 栃木県足利市堀込町字久島２２－１ 0284-71-3973

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 有限会社クリーン環境　本社営業所 栃木県大田原市本町２－２８１８－１ 0287-23-4375

大田原市 日本郵便株式会社　大田原郵便局 栃木県大田原市新富町１－９－８ 0287-22-2442

大田原市 有限会社東北液化ガス運輸　本社営業所 栃木県大田原市上石上字東山１５７１－９ 0287-29-3375

栃木市 株式会社ＬＮＪ関東　栃木支店 栃木県栃木市岩舟町静戸４６９－１ 080-8280-2086

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 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 株式会社泉川運輸　本社営業所 栃木県栃木市泉川町字欠ノ下５５６－１ 0282-20-7260

栃木市 佐川急便株式会社　小山営業所 栃木県栃木市藤岡町都賀２７０１－１ 0282-62-1573

栃木市 日本トラック株式会社　栃木営業所 栃木県栃木市岩舟町和泉６１５番地の１ 0282-54-3661

那須烏山市 株式会社コトー　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 0287-83-8884

那須塩原市 スターゼンロジスティクス株式会社　那須営業所 栃木県那須塩原市島方４５７－４ 0287-65-1162

日光市 株式会社サンコー　本社営業所 栃木県日光市沢又６９０番地３ 0288-26-7376

日光市 ヤマト運輸株式会社　日光営業所 栃木県日光市野口２７－１ 0288-53-4529

日光市 ヤマト運輸株式会社　鬼怒川営業所 栃木県日光市小佐越１０－６ 0288-77-2985

矢板市 栃木県北通運株式会社　南営業所 栃木県矢板市片岡４６８－１ 0287-48-0111

矢板市 ＳＢＳロジコム関東株式会社　矢板支店 栃木県矢板市こぶし台５－１ 0287-48-4432

塩谷郡 ダイオーエクスプレス株式会社　栃木営業所 栃木県塩谷郡塩谷町田所２１８７ 0287-45-2486

下都賀郡 有限会社ＭＩＹＡＢＩ　本社営業所 栃木県下都賀郡壬生町藤井１１３６－２ 0282-81-0607

下都賀郡 高伸物流株式会社　本社営業所 栃木県下都賀郡野木町野木１５２－１ 0280-54-4100

下都賀郡 三正運輸株式会社　本社営業所 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生乙字吾妻原３５４６－１ 0282-82-4100

下都賀郡 第一物流サービス株式会社　栃木営業所 栃木県下都賀郡壬生町大字藤井字吾妻１０５６－１ 0282-82-6911

下都賀郡 岡田運輸株式会社　野木営業所 栃木県下都賀郡野木町大字野木字宿２０４９－１ 0280-57-4619

河内郡 株式会社ライフサポート・エガワ　上三川営業所 栃木県河内郡上三川町大字多功南原２５７９－５ 0285-51-1810

河内郡 株式会社ＬＮＪ関東　宇都宮営業所 栃木県河内郡上三川町多功字上の原２９７０ 080-8280-3459

河内郡 株式会社小野寺商事　宇都宮営業所 栃木県河内郡上三川町大字上蒲生２０１４－３ 0285-38-6588

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 フジトランスポート株式会社　栃木支店 栃木県河内郡上三川町しらさぎ２丁目２３番２ 0285-55-0077

河内郡 株式会社月島物流サービス　宇都宮営業所 栃木県河内郡上三川町しらさぎ１丁目２２－６ 0285-37-8881

河内郡 株式会社バンテックイースト　栃木営業所 栃木県河内郡上三川町大字上蒲生２１６９－１ 0285-56-2535
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河内郡 日本通運株式会社　宇都宮航空営業部　カスタマーサー 栃木県河内郡上三川町磯岡４５２ 0285-56-0512

河内郡 栃木県北通運株式会社　宇都宮貨物ターミナル駅事業所 栃木県河内郡上三川町大字多功字上の原２９７０ 0285-52-3080

河内郡 芳賀通運株式会社　通運事業所 栃木県河内郡上三川町多功字上の原２９７０ 0285-53-1300

那須郡 第一貨物株式会社　那須支店 栃木県那須郡那須町大字豊原丙字松沼道２９２－７ 0287-72-6521

芳賀郡 三和運送事業株式会社　栃木第２営業所 栃木県芳賀郡市貝町杉山１２００番１ 0285-81-5111

芳賀郡 池田興業株式会社　宇都宮支店 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台６２－５ 028-677-3144

芳賀郡 田村運輸株式会社　真岡事業所 栃木県芳賀郡市貝町大字赤羽字４５４９－３ 0285-67-4170

芳賀郡 澁澤陸運株式会社　栃木ターミナル 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台５－２ 028-677-0349
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