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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
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

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

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

関東西濃運輸株式会社　宇都宮支店 栃木県宇都宮市上欠町字高尾神８９０－７ 028-647-0984

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

ヒタチ株式会社　宇都宮ハブセンター 栃木県宇都宮市清原工業団地１－２ 028-670-8168

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

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

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

フレックス物流株式会社　本社 栃木県宇都宮市西刑部町１９５７－４５ 028-657-8610

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

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

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４－１７ 028-639-2413

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

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

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

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

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

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

株式会社北関東スワロートラック　栃木本社営業所 栃木県宇都宮市平出工業団地１９－１１ 028-663-7777

ヨシアース株式会社　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市平出工業団地３６－１４ 028-683-2828

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

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

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

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

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 0284-71-3973

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

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

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

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

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

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

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
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
ユニプレス物流株式会社　小山営業所 栃木県小山市横倉新田４５７ 0285-27-6893

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

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

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

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

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

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番地３ 0285-23-3026

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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番地 0289-72-1540

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

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

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８２ 0289-76-2450

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 0289-76-1701

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

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 0286-82-3705

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

大和物流株式会社　栃木北出張所 栃木県さくら市大字馬場字川崎道西１３１３－１ 028-681-6460

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

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 0823-85-7661

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

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

有限会社松崎加工　本社営業所 栃木県佐野市堀米町１３４７－３ 0283-22-3362

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

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

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

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

2／3



市区郡名 事業所名 住所 電話番号
栃木市 株式会社フコックス　静和営業所 栃木県栃木市岩舟町静和１５０６－１ 0282-55-3572

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 0282-54-3611

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

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

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

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

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

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

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 0282-62-1111

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

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

真岡市 東京合通株式会社　北関東支店 栃木県真岡市鬼怒ヶ丘１４ 0285-83-2511

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

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１１ 022-388-8257

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

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

関東西部運輸株式会社　栃木支店 栃木県矢板市こぶし台６－２ 0287-41-8050

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

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

太平洋陸送株式会社　矢板営業所 栃木県矢板市末広町２４－４ 028-743-1661

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

株式会社北関東スワロートラック　上三川営業所 栃木県河内郡上三川町多功１５１３－１－Ｈ２ 0285-38-6650

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

株式会社丸運ロジスティクス関東　宇都宮営業所 栃木県河内郡上三川町多功字上野原２９７０ 0285-52-3000

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

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

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

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

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

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

株式会社日ピスビジネスサービス　本社営業所 栃木県下都賀郡野木町野木１１１１－１ 0280-57-4072

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 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

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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