
H30.12.13
市区郡名 事業所名 住所 電話番号
水戸市 ケーアイ運輸株式会社　水戸営業所 茨城県水戸市河和田３－２３７９－３ 029-212-5130

株式会社エム・ビー・シー　本社営業所 茨城県水戸市笠原町１５６５番地１ 029-240-3565

株式会社日警　本社営業所 茨城県水戸市萱場町１０４１－３ 029-253-1771

株式会社ジェイアール東日本物流　塩浜物流センター水戸出張所 茨城県水戸市宮町１－１－２０ 029-221-8062

有限会社谷沢運輸　本社営業所 茨城県水戸市見川町２５００－８ 029-241-3578

東日本エア・ウォーター物流株式会社　水戸営業所 茨城県水戸市元吉田町字一里塚西１２８７－１ 029-247-4026

水戸急送株式会社　本社営業所 茨城県水戸市酒門町４４０８－９ 029-247-2411

柳田運輸株式会社　水戸営業所 茨城県水戸市住吉町１４５－１ 029-246-0553

有限会社川崎商運　本社営業所 茨城県水戸市小吹町９８５－２ 029-243-8523

国際ロジテック株式会社　水戸センター 茨城県水戸市小吹町字西原三ノ台２０５３－５９ 029-305-5671

全通内国通運株式会社　本社営業所 茨城県水戸市常磐町６２３４番地 029-221-5731

茨城乳配株式会社　本社営業所 茨城県水戸市千波町１８２１－１ 029-241-1241

株式会社藤井運送　本社営業所 茨城県水戸市千波町２２６４－１ 029-241-1735

有限会社荘司通商　本社営業所 茨城県水戸市大串町６６８－１ 029-269-5219

株式会社トレンディ茨城　本社営業所 茨城県水戸市谷津町１－３０ 029-254-6620

株式会社久信田運送　本社営業所 茨城県水戸市田島町７８９ 029-252-1452

ヤマトホームコンビニエンス株式会社　水戸支店 茨城県水戸市東赤塚２０８９ 029-254-6471

ＯＳＯ株式会社　東日本営業所 茨城県水戸市八幡町１３７３番１ 029-353-8819

株式会社エスティーシステム　水戸営業所 茨城県水戸市飯島町字菖蒲川１４４３－１ 029-259-5346

株式会社叶野運送　本社営業所 茨城県水戸市平須町２３５－３７ 029-241-4337

国際ロジテック株式会社　水戸営業所 茨城県水戸市木葉下町２９２－２８ 029-254-1541

石岡市 昇運輸有限会社　本社営業所 茨城県石岡市上曽１０８９－１ 0299-43-6868

株式会社ヤマガタ　石岡営業所 茨城県石岡市大砂１０３６５ 0299-23-9166

吉川自動車運送株式会社　石岡営業所 茨城県石岡市柏原１４ 0299-24-2129

株式会社川村運送店　本社営業所 茨城県石岡市柏原１－７ 0299-23-6392

潮来市 佐川急便株式会社　潮来営業所 茨城県潮来市延方３７４７番 0299-67-2300

稲敷市 株式会社暁運輸　霞ヶ浦営業所 茨城県稲敷市釜井１７３７ 0299-80-4350

株式会社啓和運輸　東関東営業所 茨城県稲敷市釜井１７３７ 0299-80-4131

大川運輸株式会社　江戸崎営業所 茨城県稲敷市江戸崎みらい２－３２Ｆ 029-892-0364

光運輸倉庫株式会社　本社営業所 茨城県稲敷市高田字新畑５６５ 029-875-4041

東都輸送株式会社　美浦営業所 茨城県稲敷市佐倉６４８－１ 029-875-4291

有限会社栗山商事　運輸部営業所 茨城県稲敷市時崎字土戸２６２－１ 029-892-3043

アスカ精工株式会社　本社営業所 茨城県稲敷市柴崎６７１６－２０ 0297-87-6515
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
大隅物流有限会社　本社営業所 茨城県稲敷市柴崎６７３０－１ 0297-75-1121

新潟運輸株式会社　鹿島支店 茨城県稲敷市西代字北田４２１ 0299-78-3851

牛久市 有限会社サンロジスティックス　本社営業所 茨城県牛久市岡見町２８８６－２ 029-873-3611

八紘運輸株式会社　本社営業所 茨城県牛久市小坂町字鹿ヶ作３３９８－１１７ 029-873-8811

環境通信輸送株式会社　東関東物流センター 茨城県牛久市福田町字向原２０１２－２６４ 029-830-8301

小美玉市 大隅運輸有限会社　本社営業所 茨城県小美玉市下吉影２４２２ 0299-53-0341

株式会社トランシス関東　本社営業所 茨城県小美玉市堅倉１５８３－１４ 0299-36-7791

株式会社東亜物産　本社営業所 茨城県小美玉市中野谷４４９－２ 0299-47-0226

株式会社菊池輸送　本社営業所 茨城県小美玉市飯前字兎内１２４８－１ 0299-52-1344

株式会社デイリートランスポート　茨城営業所 茨城県小美玉市部室１２０１－１ 0299-48-4850

鹿嶋市 国際ロジテック株式会社　鹿嶋センター 茨城県鹿嶋市粟生２３４３－３ 029-983-6407

新関東ネギシ株式会社　鹿嶋営業所 茨城県鹿嶋市長栖１８７９－３７５ 0299-83-0640

株式会社ＮＳロジ鹿島　本社営業所 茨城県鹿嶋市平井東部土地区画整理事業地内７２－１街区２号 0299-82-1161

笠間市 三共貨物自動車株式会社　笠間営業所 茨城県笠間市押辺２２８７－４ 0299-57-1160

株式会社山菱トランスポート　水戸ＣＤＣ 茨城県笠間市押辺２５９４－１１６エレガンツ横倉Ａ２０１ 0299-37-8421

和喜輸送株式会社　茨城営業所 茨城県笠間市小原４４００－１ 0296-77-6300

国際ロジテック株式会社　笠間センター 茨城県笠間市石井字御手洗２７８－１ 029-671-1761

かすみがうら市 ダイシン物流株式会社　茨城営業所 茨城県かすみがうら市下稲吉１６６９－３ 0299-59-1521

株式会社エムケイ　本社 茨城県かすみがうら市下稲吉２３２９－２ 029-830-1155

横浜運送株式会社　茨城営業所 茨城県かすみがうら市下稲吉２６７１－１０ 0299-56-4761

株式会社ライフサポート・エガワ　土浦営業所 茨城県かすみがうら市宍倉５６８５－４ 029-832-2210

日発運輸株式会社　土浦営業所 茨城県かすみがうら市上稲吉１７６４－１３ 0299-59-0270

近物レックス株式会社　土浦運行事業所 茨城県かすみがうら市上稲吉２０４８－５ 029-831-0221

株式会社テクニカルコールド関東　本社営業所 茨城県かすみがうら市上稲吉２０４８番地９ 029-831-6112

ＳＢＳロジコム関東株式会社　土浦支店 茨城県かすみがうら市上稲吉東清水２０４４－７ 029-831-4944

安房運輸株式会社　土浦営業所 茨城県かすみがうら市上稲吉東清水２０４４－７ 029-817-0297

株式会社ツカサ　土浦営業所 茨城県かすみがうら市深谷１０－１，１０－４ 029-897-1222

神栖市 株式会社ＪＫトランス　鹿島営業所 茨城県神栖市横瀬９３５－１ 0299-96-2365

株式会社ヤマガタ　鹿島北港 茨城県神栖市居切字蒲地１４５６－１１４ 0299-83-7664

丸全昭和運輸株式会社　鹿島営業所 茨城県神栖市砂山２７７４－２３ 0479-40-1105

株式会社港南運輸　本社営業所 茨城県神栖市砂山２８３１－１８ 0479-46-3040

橋本運輸株式会社　本社営業所 茨城県神栖市神栖３－５－３０ 0299-92-8668

有限会社大槻運送　本社営業所 茨城県神栖市大字息栖２８８２ 0299-92-0854

株式会社ヤマガタ　神栖営業所 茨城県神栖市知手３０１１－１５ 0299-96-7264

結城運輸倉庫株式会社　鹿島営業所 茨城県神栖市知手６３６５ 0299-96-2480
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
新光運輸株式会社　鹿島営業所 茨城県神栖市知手字前野２９５０番地５２ 0299-95-7622

株式会社茨城日新　本社営業所 茨城県神栖市知手中央１０－８－２ 0299-96-0231

クレハ運輸トラック株式会社　鹿島センター 茨城県神栖市東深芝２３－７ 0299-93-0840

鈴江茨城株式会社　本社営業所 茨城県神栖市東深芝２７－３ 0299-92-9626

大川運輸株式会社　神栖営業所 茨城県神栖市東和田１７－６ 0299-96-2024

株式会社長太　鹿島営業所 茨城県神栖市鰐川２５－２６１ 0299-92-7722

北茨城市 株式会社ギオン　北茨城ステーション 茨城県北茨城市磯原町磯原１１３０－６ 0293-43-7775

有限会社まるこ運送店　本社営業所 茨城県北茨城市大津町北町字天神下３３４７－１ 0293-46-0372

安立サービス株式会社　北茨城営業所 茨城県北茨城市中郷町日棚字宝壷６４４－４１ 0293-42-4712

古河市 隅田倉庫株式会社　北関東支店 茨城県古河市旭町２丁目１４－６５コーポサンシティＢ棟２１１号室 0280-33-2010

株式会社ヤマガタ　総和営業所 茨城県古河市下大野１０９９－１ 0280-92-8441

有限会社総和運輸　茨城営業所 茨城県古河市久能１１３１－１，２，３ 0280-91-2676

青翔運輸株式会社　茨城営業所 茨城県古河市高野３４５－２ 0280-92-9200

有限会社ユウケイ物流　茨城営業所 茨城県古河市高野７４６－１ 0280-23-3661

株式会社青和運輸　茨城営業所 茨城県古河市高野８４９－５ 0280-92-6941

有限会社櫻井運輸　本社営業所 茨城県古河市高野９０３－１ 0280-92-3188

株式会社アクティブ・ロジスティクス　三和営業所 茨城県古河市上和田３０５ 0280-75-2110

青伸産業運輸株式会社　古河営業所 茨城県古河市仁連２２２０－１７ 0280-33-7741

有限会社リンク　本社営業所 茨城県古河市水海２５０３番地１ 0280-92-7784

高塚運送株式会社　本社営業所 茨城県古河市西間中橋３５－２３ 0280-77-0777

安立サービス株式会社　古河営業所 茨城県古河市西牛谷３７９－１ 0280-98-1856

株式会社吉澤運送　本社営業所 茨城県古河市大字坂間１９８－１６ 0280-48-1231

有限会社マルキ商事　本社営業所 茨城県古河市大和田２７３３－２ 0280-76-6583

セイノースーパーエクスプレス株式会社　古河支店 茨城県古河市谷貝字下原５６７－１ 0280-79-0880

ダイセーロジスティクス株式会社　茨城営業所 茨城県古河市茶屋新田２２－４ 0280-47-1570

新潟名鉄運輸株式会社　関東営業所 茨城県古河市東牛谷１２００－１ 0280-98-6511

桜川市 石坂運輸株式会社　北関東営業所 茨城県桜川市高森１１２１－１１ 0296-20-6671

株式会社長谷川運送　本社営業所 茨城県桜川市上城３２４ 0296-76-1311

下妻市 滝興運株式会社　茨城 茨城県下妻市下木戸字稲荷久保１８６－１ 0296-43-3680

平和貨物運送株式会社　本社営業所 茨城県下妻市下木戸字清水久保３６５－１ 0296-43-3653

株式会社ＮＢＳロジソル　つくば営業所 茨城県下妻市高道祖東原４２３５－６ 0296-54-6506

株式会社大崎　筑波営業所 茨城県下妻市黒駒１０５１番１ 0296-44-6881

霞運輸機工株式会社　本社営業所 茨城県下妻市大字下木戸２７６番地１ 0296-45-0425

株式会社オリオン急配　本社営業所 茨城県下妻市大字前河原５６１－２ 0296-44-6600

株式会社関商運輸　本社営業所 茨城県下妻市大字平沼２７４－１ 0296-43-6544
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有限会社青木貨物運輸　本社営業所 茨城県下妻市長塚字天神浦４５５－１ 0296-45-0088

常総市 前山倉庫株式会社　石下営業所 茨城県常総市古間木１７９２－７ 0297-43-1321

ヨシアース株式会社　常総営業所 茨城県常総市古間木１８１３－１ 0297-43-0680

有限会社つくば輸送　本社営業所 茨城県常総市鴻野山１６４３－１ 0297-43-7939

トナミ運輸株式会社　新関東流通センター営業所 茨城県常総市坂手町大字馬頭５５４１－６ 0297-27-0672

県西運輸株式会社　本社営業所 茨城県常総市新井木町８５１－１ 0297-23-1514

やまとや運輸有限会社　本社営業所 茨城県常総市大輪町６５７－６ 0297-24-7021

株式会社丸山運送　首都圏営業所 茨城県常総市大輪町９０３－６ 0297-27-5550

晃陸運株式会社　つくば営業所 茨城県常総市内守谷町３９４８－１ 0297-44-8843

千代田運送株式会社　茨城 茨城県常総市内守谷町きぬの里２－２－８ 0297-38-7733

株式会社港陸ライン　茨城営業所 茨城県常総市本豊田５１７番地５ 048-229-1512

常陸太田市 篠原運輸有限会社　本社営業所 茨城県常陸太田市磯部町６１２ 0294-72-6030

国際ロジテック株式会社　常陸太田センター 茨城県常陸太田市岡田町２１０８－２ 029-470-2265

常陸大宮市 川澄運送有限会社　本社 茨城県常陸大宮市三美１４７２ 0295-52-0075

有限会社菊池商事　本社営業所 茨城県常陸大宮市野上２１９８－１ 0295-57-2478

高萩市 丸全水戸運輸株式会社　高萩営業所 茨城県高萩市赤浜字町８６０－３ 0293-23-5143

日豊運輸株式会社　本社営業所 茨城県高萩市大字高萩９３１ 0293-23-7242

高萩商事株式会社　運輸部営業所 茨城県高萩市大字赤浜字松久保２５８－６ 0293-23-2484

筑西市 下館地区通運株式会社　本社営業所 茨城県筑西市玉戸９８７－１６ 0296-24-5575

相互運輸株式会社　つくば 茨城県筑西市向上野１５００－３３ 0296-52-5750

明野運輸株式会社　茨城営業所 茨城県筑西市向上野南原８６３－３ 0296-52-2778

株式会社マルイワ　本社営業所 茨城県筑西市小川１－１ 0296-28-8018

五光物流株式会社　本社営業所 茨城県筑西市小川字大堀東４－１ 0296-28-6151

関東物流有限会社　本社営業所 茨城県筑西市松原２０２２－８ 0296-52-6183

佐川急便株式会社　筑西営業所 茨城県筑西市神分字弁天１３３－１ 0296-25-0066

ラクダ運輸株式会社　茨城営業所 茨城県筑西市倉持１１７４番地１ 0296-20-5886

つくばみらい市 十和運送株式会社　みなみ支店 茨城県つくばみらい市台７３６－１ 0297-52-6711

株式会社ＩＴＯ　茨城営業所 茨城県つくばみらい市谷井田１３５３番地４６ 0297-44-9251

株式会社筑波物流　本社営業所 茨城県つくばみらい市福岡２４７７ 0297-52-2648

つくば市 株式会社オアシスエクスプレス　つくば営業所 茨城県つくば市真瀬４７８－３ 029-839-1201

関東商事株式会社　本社営業所 茨城県つくば市赤塚字前口４１６－１ 029-836-3007

株式会社イワサワ　筑波営業所 茨城県つくば市前野字上原３５９－１ 029-850-7052

沼尻産業株式会社　つくば営業所 茨城県つくば市大字榎戸７４８－２ 029-837-1505

桜南運輸有限会社　本社営業所 茨城県つくば市大字下広岡３７４－３ 029-857-3166

有限会社総合整備　本社営業所 茨城県つくば市大字赤塚６１６－１ 029-836-3686
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センコーエーラインアマノ株式会社　つくば営業所 茨城県つくば市大字谷田部字漆出口２２２１－３ 029-838-1400

ヤマトホームコンビニエンス株式会社　つくば支店 茨城県つくば市谷田部１６００－１ 029-839-0821

国際ロジテック株式会社　つくば営業所 茨城県つくば市谷田部１６００番地１ 029-839-2727

土浦市 日興運送株式会社　本社 茨城県土浦市荒川沖東２－１０－３４ 029-841-2138

埼玉西濃運輸株式会社　土浦営業所 茨城県土浦市高岡２３８６－１ 029-829-3636

株式会社関商運輸　土浦営業所 茨城県土浦市紫ヶ丘３番地 029-879-5142

第一貨物株式会社　土浦支店 茨城県土浦市上高津字岡代２４４－１ 029-827-2181

安立サービス株式会社　土浦営業所 茨城県土浦市上坂田１４３６－１ 029-862-5511

株式会社マルミネ田中運輸　土浦営業所 茨城県土浦市真鍋３－１１－１７ 029-830-2340

東和物流株式会社　土浦営業所 茨城県土浦市真鍋４－１２－５ 029-835-8087

佐々木興業株式会社　土浦 茨城県土浦市真鍋５－１４－２０ 029-822-2182

東栄運輸関東株式会社　貨物部土浦営業所 茨城県土浦市神立東２－３０－２５ 029-831-6654

西濃運輸株式会社　土浦支店 茨城県土浦市大畑１６９３－１ 029-862-2883

ＳＢＳゼンツウ株式会社　土浦営業所 茨城県土浦市滝田１－７－２ 029-893-5185

国際ロジテック株式会社　土浦センター 茨城県土浦市滝田１－７－２ 028-835-3915

松岡満運輸株式会社　土浦営業所 茨城県土浦市中貫字西野２３７８－２ 029-833-2611

滝興運株式会社　土浦営業所 茨城県土浦市中都町４―９５４―１ 029-896-8321

日本郵便輸送株式会社　土浦営業所 茨城県土浦市東真鍋町９－２６ 029-822-0496

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社　土浦営業所 茨城県土浦市東中貫町４－１２Ｆ 029-832-4040

株式会社岡野運送　本社営業所 茨城県土浦市板谷１－６６６－１０７ 0299-56-4665

株式会社新晃　茨城営業所 茨城県土浦市並木１－３－７－１０５ 029-822-7765

伊藤運輸倉庫株式会社　つくば営業所 茨城県土浦市並木４－１８－７ 029-875-5520

東京トラック運送株式会社　土浦支店 茨城県土浦市北神立町２－７ 029-832-1116

日本物流運輸株式会社　土浦営業所 茨城県土浦市北神立町６－５ 029-834-1007

株式会社日硝ハイウエー　土浦営業所 茨城県土浦市木田余字１丁田台４５９８－４ 029-824-7626

株式会社土浦関東商事　本社営業所 茨城県土浦市卸町１丁目５番地６－Ａ１０１ 029-821-3793

取手市 株式会社ライズワン　本社営業所 茨城県取手市戸頭９－２１－３２ 0297-78-0208

那珂市 有限会社寺門建材　本社営業所 茨城県那珂市瓜連１１２８番地１ 029-296-0127

大武ロジテック株式会社　本社営業所 茨城県那珂市戸３０８０－２ 029-297-0777

西濃運輸株式会社　水戸支店 茨城県那珂市後台３１２７－２６ 029-295-0881

株式会社誠光運輸　那珂営業所 茨城県那珂市向山１２６４－３ 029-295-7700

日本郵便株式会社　那珂郵便局 茨城県那珂市菅谷１６７－７ 029-295-1030

八起重工株式会社　本社営業所 茨城県那珂市菅谷４５００ 029-295-3540

行方市 株式会社マルセイ　本社営業所 茨城県行方市玉造甲２６０８番地１ 0299-55-0356

国際ロジテック株式会社　鉾田センター 茨城県行方市芹沢９２０－８６ 029-955-4748
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有限会社エヌ・エー　本社営業所 茨城県行方市手賀２６２９－２ 0299-55-0155

株式会社啓生運輸　本社営業所 茨城県行方市麻生２７９７－１ 0299-72-1600

坂東市 株式会社関宿急便　茨城営業所 茨城県坂東市逆井２８７１－２６０ 0280-23-2105

大川運輸株式会社　坂東営業所 茨城県坂東市沓掛１２９７－４クラソービレッジＥ５ 0297-35-6848

猿島運送株式会社　本社営業所 茨城県坂東市沓掛２３３９ 0297-44-2157

川崎商運株式会社　本社営業所 茨城県坂東市幸田１３５０－１ 0297-20-8008

石田運送株式会社　茨城物流センター 茨城県坂東市上出島１２１６－４ 0297-34-2001

株式会社川崎商事　本社営業所 茨城県坂東市神田山３０５１－４１Ｆ 0297-47-3330

エス・ティー・サービス株式会社　岩井営業所 茨城県坂東市神田山字原２４４５－１２ 0297-36-3018

ヨシアース株式会社　本社営業所 茨城県坂東市長須２１９２－１ 0297-36-0001

日立市 共和運輸株式会社　本社営業所 茨城県日立市旭町３－１２－９ 0294-22-1276

株式会社日立物流　日立重電営業所 茨城県日立市河原子町１－５ 0294-38-8411

株式会社エヌティシィー　本社 茨城県日立市滑川本町１－２２－１ 0294-22-7141

株式会社田尻産業運輸　本社営業所 茨城県日立市滑川本町４－１４－１ 0294-21-0353

日本郵便株式会社　日立郵便局 茨城県日立市幸町２－３－２８ 0294-21-1040

株式会社丸ト　本社営業所 茨城県日立市幸町２－６－１３ 0294-22-4448

近物レックス株式会社　日立運行事業所 茨城県日立市砂沢町７００－１５ 0294-43-5566

国際ロジテック株式会社　十王センター 茨城県日立市十王町伊師２０－３６ 029-420-2337

有限会社寿美屋運送店　本社営業所 茨城県日立市神田町字久下沼後１３９７ 0294-52-1819

佐々木興業株式会社　本社営業所 茨城県日立市相賀町１８－１ 0294-21-6424

山桝運送有限会社　本社営業所 茨城県日立市東滑川町５－６－５ 0294-42-4664

湯浅運輸株式会社　大沼営業本部 茨城県日立市東金沢町１－３－３０ 0294-34-4321

大東運送有限会社　本社営業所 茨城県日立市東多賀町２－１０－３１ 0294-33-0321

八鍬運送有限会社　本社営業所 茨城県日立市本宮町４－１３－１ 0294-22-0898

ヤマトホームコンビニエンス株式会社　日立支店 茨城県日立市留町１０４８ 0294-33-9971

株式会社福井屋　本社 茨城県日立市留町字２５００番地 0294-53-2918

ひたちなか市 株式会社山菱トランスポート　本社営業所 茨城県ひたちなか市高野字矢畑１９１－５ 029-285-3228

株式会社多荷物流　ひたちなか営業所 茨城県ひたちなか市山崎１４１番地６ 029-265-2115

湯浅運輸株式会社　勝田営業所 茨城県ひたちなか市足崎字西原１４５７－１８７ 029-274-3351

東京トラック運送株式会社　水戸支店 茨城県ひたちなか市大字佐和字童子塚１４１２－１ 029-285-4181

勝田環境株式会社　運輸部営業所 茨城県ひたちなか市大字津田字砂沢２５５４－２，６ 029-272-2141

日立建機ロジテック株式会社　ひたちなか営業所 茨城県ひたちなか市長砂１６３－１０ 029-265-2036

株式会社春海丸　本社営業所 茨城県ひたちなか市長砂字横道宿後６７０－１ 029-285-8100

国際ロジテック株式会社　ひたちなかセンター 茨城県ひたちなか市田彦１００８ 029-219-5811

守谷市 株式会社セフティ物流　守谷営業所 茨城県守谷市松ヶ丘４－１７－７－Ｄ 0297-51-1212
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アサヒロジスティクス株式会社　取手営業所 茨城県守谷市百合ヶ丘１－２４１５－１ 0297-48-8990

有限会社西塚運送　守谷営業所 茨城県守谷市百合ヶ丘３－２７９２－１ 0297-44-4635

中村運輸株式会社　本社営業所 茨城県守谷市本町５０４－２ 0297-48-0155

龍ヶ崎市 株式会社協和　本社営業所 茨城県龍ヶ崎市貝原塚町４０５３－２ 0297-64-3044

株式会社ニップンロジス　龍ヶ崎営業所 茨城県龍ヶ崎市向陽台１－７ 0297-64-7321

川野運輸有限会社　本社営業所 茨城県龍ヶ崎市松ヶ丘１－１０－９ 0297-62-5653

龍ヶ崎通運株式会社　龍ヶ崎営業所 茨城県龍ヶ崎市馴馬町５８０－３ 0297-62-0122

結城市 株式会社水上三洋商会　結城営業所 茨城県結城市若宮３－５８ 0296-33-8393

立勝運輸株式会社　本社営業所 茨城県結城市若宮９－５ 0296-32-0202

稲敷郡 幹光運輸株式会社　本社営業所 茨城県稲敷郡阿見町吉原１１０５－１ 029-889-1292

フジ運輸株式会社　茨城営業所 茨城県稲敷郡阿見町福田字内野８４－１７ 029-889-2665

株式会社ヤマガタ　土浦営業所 茨城県稲敷郡美浦村大字舟子３２４９－１ 029-885-1214

猿島郡 北三運輸株式会社　茨城営業所 茨城県猿島郡境町１３５２－１０ 0280-81-2011

ヤマニ屋物流サービス株式会社　本社営業所 茨城県猿島郡境町猿山３－１ 0280-33-7662

旭光商運株式会社　境営業所 茨城県猿島郡境町染谷１０６ 0280-87-2123

東興運輸株式会社　本社営業所 茨城県猿島郡境町大字一ノ谷５０７番地１ 0280-86-5349

株式会社小野寺商事　本社営業所 茨城県猿島郡境町大字浦向５８８－１ 0280-81-1488

鹿久保運輸株式会社　本社営業所 茨城県猿島郡境町大字伏木１２８３－５ 0280-87-2688

共立産業株式会社　関東営業所 茨城県猿島郡五霞町原宿台１－１１６２ 0280-84-3629

エス・ティー・サービス株式会社　関東 茨城県猿島郡五霞町原宿台４－３２－６－１０１ 0280-80-1261

株式会社マルミネ田中運輸　五霞営業所 茨城県猿島郡五霞町原宿台４－３２－６－２０２ 0280-84-4334

株式会社有明　茨城営業所 茨城県猿島郡五霞町原宿台４丁目３２－３ 0280-80-0307

日本トーカンパッケージ株式会社　茨城工場 茨城県猿島郡五霞町江川２８７５番１の２ 0280-84-1181

中倉陸運株式会社　茨城営業所 茨城県猿島郡五霞町大字幸主字川原５７０－１ 0280-23-1945

株式会社正和運輸　本社営業所 茨城県猿島郡五霞町大字小手指１１９３－１ 0280-80-1191

王将運輸株式会社　本社営業所 茨城県猿島郡五霞町大字小手指４６９－１０ 0280-84-2147

東茨城郡 有限会社タカノ　本社営業所 茨城県東茨城郡茨城町下土師４７２－２ 029-291-8815

北関東物流株式会社　茨城営業所 茨城県東茨城郡茨城町小幡２７６６－１１１ 029-350-1500

株式会社大洗輸送　本社営業所 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町８２５３－２６ 029-266-0011

大洗港湾運送株式会社　本社営業所 茨城県東茨城郡大洗町港中央１番地フェリーターミナル１階 029-267-6641

結城郡 晃陸運株式会社　本社営業所 茨城県結城郡八千代町大字平塚１１５９ 0296-48-1979
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