貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名

事業所名
本社
ヤマト運輸株式会社 かすみがうら東センター
トモエ運輸有限会社 本社営業所
辻運輸株式会社 茨城営業所
ヤマト運輸株式会社 かすみがうら西センター
常陽運送株式会社 本社営業所
株式会社日立物流東日本 土浦輸送営業所
鴻池運輸株式会社 茨城営業所
白鳥輸送株式会社 本社営業所
中越テック株式会社 茨城営業所
佐川急便株式会社 土浦営業所
株式会社雅賀 本社営業所
株式会社小松﨑商事 本社営業所
行方運送株式会社 つくば営業所
十和運送株式会社 つくば支店
株式会社ニシヒロ 北関東営業所
ヤマト運輸株式会社 つくばみらい支店
有限会社伊奈運輸 本社営業所
永和運輸株式会社 本社営業所
茨城近交運輸倉庫株式会社 本社営業所
山陽自動車運送株式会社 つくばみらい営業所
大和陸運倉庫株式会社 本社営業所
十和運送株式会社 水海道支店
ヤマト運輸株式会社 つくば若栗センター
株式会社タカキ物流サービス つくば営業所
有限会社トータルトランスコーポレーション つくば営業

かすみがうら市 生熊運送株式会社
かすみがうら市
かすみがうら市
かすみがうら市
かすみがうら市
かすみがうら市
かすみがうら市
かすみがうら市
かすみがうら市
かすみがうら市
かすみがうら市
かすみがうら市
かすみがうら市
つくばみらい市
つくばみらい市
つくばみらい市
つくばみらい市
つくばみらい市
つくばみらい市
つくばみらい市
つくばみらい市
つくばみらい市
つくばみらい市

つくば市
つくば市
つくば市
つくば市
つくば市
つくば市
つくば市
つくば市

所
ヤマト運輸株式会社 つくば北条センター
アペニンコーポレーション株式会社 筑波営業所
昇運輸有限会社 つくば営業所
ヤマト運輸株式会社 つくば並木センター
菱化ロジテック株式会社 筑波営業所

安全性優良事業所

（茨城県）

住所
茨城県かすみがうら市深谷２５－１０
茨城県かすみがうら市深谷２６２３－１
茨城県かすみがうら市加茂５３１９－６
茨城県かすみがうら市加茂５２８９－１
茨城県かすみがうら市新治１８２５－３８
茨城県かすみがうら市下稲吉字向原１６７６－１
茨城県かすみがうら市下稲吉２６４４－１
茨城県 かすみがうら市 上稲吉字清水１９８０－１０
茨城県かすみがうら市上稲吉１９４３－１３
茨城県かすみがうら市上稲吉２０４４－１０
茨城県かすみがうら市上稲吉字新宿山１８２８－２
茨城県かすみがうら市下土田１５２２－１
茨城県かすみがうら市下佐谷３２１－８
茨城県つくばみらい市東楢戸字鹿島社脇９６１－１
茨城県つくばみらい市高岡５８４－１
茨城県つくばみらい市板橋２８４４－９７
茨城県つくばみらい市野堀４８０－１６
茨城県つくばみらい市下平柳５６７－３
茨城県つくばみらい市谷井田２７５４－１
茨城県つくばみらい市福岡２４７７番地
茨城県つくばみらい市筒戸１１１４－１
茨城県つくばみらい市筒戸１８２３－１
茨城県つくばみらい市樛木３７１－１
茨城県つくば市若栗７５４－１
茨城県つくば市緑ヶ原１－１－１

電話番号
029-828-1875
029-840-8820
029-828-2218
029-830-3877
0299-59-0182
0299-57-2220
0299-59-6920
029-896-7885
0299-59-4538
029-832-0403
0299-59-7600
029-956-5081
0299-59-4880
0297-20-7039
0297-47-6101
0297-20-7771
0297-57-0253
0297-58-7712
0297-58-2727
0297-52-5887
0297-25-3135
0297-52-3511
0297-52-3131
029-840-1590
029-847-7057

茨城県つくば市みどりの二丁目４０番地６

029-869-9906

茨城県つくば市北条字中町裏４４７４－５
茨城県つくば市上大島１７８３
茨城県つくば市上大島字神明１６７２－１
茨城県つくば市大角豆字八ノ久保１２０４－２
茨城県つくば市大字北中島字大久保４７７－１

029-867-5031
029-866-2950
029-866-2828
029-861-0361
029-841-8292
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R1.12.13
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
つくば市
つくば市
つくば市
つくば市
つくば市
ひたちなか市
ひたちなか市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 つくば平塚支店
ヤマト運輸株式会社 つくば榎戸支店
ヤマト運輸株式会社 つくば谷田部支店
佐川急便株式会社 つくば営業所
岸和田運輸株式会社 筑波営業所
ヤマト運輸株式会社 那珂湊支店
株式会社川友 本社営業所

ひたちなか市 株式会社エネックス

茨城営業所

ひたちなか市 株式会社鈴与カーゴネット東京

常陸那珂営業所
本社営業所
ヤマト運輸株式会社 ひたちなか津田支店
株式会社産業ガステクノサービス ひたちなか営業所
武蔵貨物自動車株式会社 水戸営業所
京阪運輸株式会社 ひたちなか営業所
株式会社日立物流東日本 水戸輸送営業所
ヤマト運輸株式会社 ひたちなか支店
福岡ロジテック株式会社 関東営業所
ヤマト運輸株式会社 稲敷江戸崎センター
南総通運株式会社 茨城支店
株式会社宮本梱包運輸 本社営業所
淀川海運株式会社 茨城営業所
ヤマト運輸株式会社 稲敷東センター
ヤマト運輸株式会社 稲敷新利根センター
丸喜運輸株式会社 茨城営業所
ヤマト運輸株式会社 下妻支店
杉崎運輸株式会社 北関東営業所
ハナワ物流株式会社 本社営業所
有限会社初沢産業 本社営業所
千代川運輸株式会社 本社営業所
有限会社山王運送 本社営業所
株式会社川崎商事 下妻営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 笠間営業所
安立サービス株式会社 水戸営業所
ヤマト運輸株式会社 笠間石井センター

ひたちなか市 株式会社ミックアムーバー
ひたちなか市
ひたちなか市
ひたちなか市
ひたちなか市
ひたちなか市
ひたちなか市
ひたちなか市

稲敷市
稲敷市
稲敷市
稲敷市
稲敷市
稲敷市
下妻市
下妻市
下妻市
下妻市
下妻市
下妻市
下妻市
下妻市
笠間市
笠間市
笠間市

住所
茨城県つくば市大字東平塚字稲荷臺１１４０－１
茨城県つくば市榎戸５２５－１
茨城県つくば市谷田部２１７７－３
茨城県つくば市大字谷田部字山崎６８８２－１
茨城県つくば市片田４７０－１
茨城県ひたちなか市字西十三奉行１１６４５－２
茨城県ひたちなか市足崎字高野前２８０－１
茨城県ひたちなか市大字長砂字渚１６３－３７、１６３－
３８
茨城県ひたちなか市大字長砂字渚１６３－３５
茨城県ひたちなか市大字中根４８１９－６
茨城県ひたちなか市津田字片岡１９５３－８
茨城県ひたちなか市市毛１０５２－２
茨城県ひたちなか市枝川２８９－１
茨城県ひたちなか市大成町１５－１２
茨城県ひたちなか市稲田１０９６－３４
茨城県ひたちなか市高場１６０８－８１
茨城県ひたちなか市田彦１２６０－３
茨城県稲敷市佐倉３１０７
茨城県稲敷市月出里１２０５－４
茨城県稲敷市蒲ヶ山３２６－５
茨城県稲敷市阿波崎１６２－１
茨城県稲敷市伊佐部２０１６
茨城県稲敷市中山字水開２１１０
茨城県下妻市江字本郷１５４５番地の１１
茨城県下妻市黒駒字篠山１０４９－１
茨城県下妻市高道祖４２４５－１４６
茨城県下妻市石の宮１６－４
茨城県下妻市小野子町２丁目４０番１
茨城県下妻市原９２３－４
茨城県下妻市皆葉５５３－２
茨城県下妻市村岡乙１６７ー４
茨城県笠間市石井２７８－１
茨城県笠間市石井１５１７－１
茨城県笠間市石井字向畑４５２番地８
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電話番号
029-864-8914
029-836-3731
029-839-2861
029-839-2211
029-839-0315
029-265-5068
029-285-3711
029-265-3201
029-265-5826
029-229-0339
029-276-5371
029-273-9828
029-231-5459
029-354-0133
029-285-2221
029-285-3041
029-354-8665
029-834-5101
029-892-5571
029-892-4001
029-894-3313
0297-80-4855
0297-63-1811
0296-43-5115
0296-44-6798
0296-30-0233
0296-43-0991
0296-44-4369
0296-43-6143
0296-43-2632
0296-30-5045
029-673-4707
0296-72-1256
0296-73-0203

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
笠間市
笠間市
笠間市
笠間市
笠間市
笠間市
笠間市
笠間市
笠間市
牛久市
牛久市
牛久市
牛久市
結城市
結城市
結城市
結城市
結城市
結城市
結城市
古河市
古河市
古河市
古河市
古河市
古河市
古河市
古河市
古河市
古河市
古河市
古河市

事業所名
株式会社長谷川通商 本社
鴻池運輸株式会社 水戸営業所
ヤマト運輸株式会社 笠間平町センター
有限会社友部流通 本社営業所
太平洋陸送株式会社 友部営業所
石岡地区通運株式会社 友部営業所
丸伊運輸株式会社 水戸営業所
株式会社日恵物流 茨城営業所
ヤマト運輸株式会社 笠間泉センター
ヤマト運輸株式会社 牛久ひたち野センター
ヤマト運輸株式会社 牛久支店
筑波運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 牛久奥原センター
ＰＣジャパン有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 結城センター
カリツー株式会社 茨城営業所
加瀬興業運輸株式会社 本社営業所
山一産業株式会社 北関東営業所
株式会社松興物流 本社営業所
有限会社ばば運輸 本社営業所
古河陸運株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 古河鴻巣センター
有限会社丸晋運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 古河間中橋センター
株式会社茨運 三和営業所
佐川急便株式会社 古河営業所
株式会社星田商運 本社営業所
中鋼運輸株式会社 北関東営業所
ヤマト運輸株式会社 古河支店
ヒタチ株式会社 古河ハブセンター
株式会社ヤマザキ物流 古河営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 古河営業所

古河市

株式会社サクセス

古河営業所

古河市

株式会社和幸流通サービス

茨城営業所

住所
茨城県笠間市来栖１３２０
茨城県笠間市小原２６９５－１２４
茨城県笠間市平町４４６－１
茨城県笠間市南小泉９６４－１
茨城県笠間市南友部１９６６－５
茨城県笠間市南友部１９２１－７
茨城県笠間市安居２６９２－１４
茨城県笠間市市野谷３－９２
茨城県笠間市泉字古市２２０１－１
茨城県牛久市下根町７９１－１
茨城県牛久市女化町４１７－３
茨城県牛久市田宮町４２番地１
茨城県牛久市島田町８４５－１
茨城県結城市大字結城４３６５－１
茨城県結城市結城字城ノ内８７７２－６、７
茨城県結城市若宮８－４４
茨城県結城市若宮１０－１７
茨城県結城市若宮１１－２３
茨城県結城市上山川５６０８－１
茨城県結城市新矢畑５－３
茨城県古河市三杉町１－１０－２０
茨城県古河市大字原字ざらめき５－１
茨城県古河市大字中田字宿並８１６－１
茨城県古河市北間中橋１７７－１
茨城県古河市東山田３５８３－３
茨城県古河市東山田前原３１９３－２
茨城県古河市谷貝８８３－１０
茨城県古河市東諸川８５４－１
茨城県古河市関戸１２８４－４
茨城県古河市大字関戸２０２３－１
茨城県古河市丘里７
茨城県古河市北利根１２－１
茨城県古河市高野９６９番地１２ サクセス古河寮２０３
号室
茨城県古河市水海２６６６
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電話番号
0296-73-0300
0296-77-0996
0296-77-8272
0296-77-8488
0296-77-1183
0296-78-5021
0299-45-5650
0299-45-8618
0299-45-1151
029-878-5561
029-874-2364
029-872-0800
029-830-9051
0296-33-9111
0296-34-1245
0296-34-1137
0296-33-7036
0296-33-8711
0296-32-9874
0296-32-4619
0280-31-5252
0280-47-4113
0280-48-5880
0280-76-3399
0280-78-3731
0280-78-1199
0280-78-0901
0280-77-0391
0280-98-1391
0280-97-1323
0280-97-1210
0280-92-7014
0280-23-5537
0280-91-1055

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
古河市
古河市
古河市
古河市
行方市
行方市
行方市
行方市
高萩市
高萩市
坂東市
坂東市
坂東市
坂東市
坂東市
坂東市
坂東市
坂東市
坂東市
坂東市
坂東市
桜川市
桜川市
桜川市
鹿嶋市
鹿嶋市
鹿嶋市
鹿嶋市
鹿嶋市
鹿嶋市
鹿嶋市
鹿嶋市
鹿嶋市
鹿嶋市
鹿嶋市

事業所名
北関東ロジテム株式会社 本社営業所
関東ロジテム株式会社 本社営業所
株式会社初見運輸倉庫 本社営業所
有限会社砂川運送 本社営業所
丸栄運輸有限会社 本社営業所
原運輸有限会社 本社営業所
吉藤運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 行方センター
ヤマト運輸株式会社 高萩センター
有限会社佐川運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 坂東センター
ヤマイチ運輸株式会社 本社
不二運輸株式会社 つくば営業所
ヤマト運輸株式会社 坂東神田山センター
有限会社ヤワラ 本社営業所
株式会社新興運輸 茨城営業所
有限会社塚原運送店 本社営業所
キャリーシステム株式会社 本社営業所
滝本運送有限会社 本社営業所
東都運輸株式会社 岩井営業所
レンゴーロジスティクス株式会社 岩井営業所
有限会社大鶴 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 桜川真壁支店
株式会社丸和運輸機関 桜川営業所
ヤマト運輸株式会社 鹿島灘センター
八大運輸株式会社 鹿島営業所
有限会社平伸運輸 本社営業所
株式会社彦新 鹿島営業所
関東トナミ運輸株式会社 鹿島営業所
株式会社Ｋライン 茨城営業所
上野輸送株式会社 鹿嶋事業所
株式会社浅野運輸 茨城営業所
行方運送株式会社 鹿嶋営業所
東関運輸有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 鹿嶋支店

住所
茨城県古河市東牛谷１２００－１
茨城県古河市東牛谷１２００－１
茨城県古河市西牛谷１３９４－２
茨城県古河市上辺見２５４９
茨城県行方市繁昌８０４－１
茨城県行方市小貫１９６９－２
茨城県行方市手賀４４９７－４
茨城県行方市麻生字田幸５９８－１
茨城県高萩市高浜町３－６２－１
茨城県高萩市大字大能字梗下３６７－１
茨城県坂東市生子２２４０－１
茨城県坂東市沓掛１７８９－１
茨城県坂東市幸神平４１番１
茨城県坂東市神田山１６４５－５
茨城県坂東市矢作３９７８番地５
茨城県坂東市矢作３０８１－１
茨城県坂東市岩井３３０１－１
茨城県坂東市鵠戸１２２２－１
茨城県坂東市長谷１８４４－４
茨城県坂東市上出島１２１６－１９９
茨城県坂東市上出島１１１３－１３
茨城県桜川市真壁町大字田１０７９－１
茨城県桜川市真壁町原方１２２－１
茨城県桜川市上野原地新田２４５－１
茨城県鹿嶋市大小志崎１５９０－１
茨城県鹿嶋市大字平井字灘２２７９番２
茨城県鹿嶋市平井１１００－３７
茨城県鹿嶋市大船津４０８６
茨城県鹿嶋市大字泉川字南泉２０６１
茨城県鹿嶋市長栖１８７９－５２
茨城県鹿嶋市長栖字蒲地１８７９－３７６
茨城県鹿嶋市大字長栖字蒲地１８７９－５２－１０１
茨城県鹿嶋市大字長栖字蒲池１８７９－６１
茨城県鹿嶋市大字大船津３５８８
茨城県鹿嶋市大字大船津字鶴町３２３５－１
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電話番号
0280-98-2200
0280-98-2200
0280-32-7576
0280-32-1581
0291-35-2024
0291-35-3151
0299-55-0593
0299-80-6411
0293-20-7176
0293-28-0009
0280-82-1075
0297-44-3800
0297-21-7380
0297-20-8737
0297-38-1631
0297-30-2601
0297-35-1142
0297-35-6088
0297-35-3182
0297-34-3251
0297-34-3001
0296-54-1568
0296-54-1731
080-3300-4865
0299-90-9511
0299-85-1088
0299-83-4308
0299-83-8855
0299-95-7550
0299-94-5211
0299-84-1431
0299-94-2071
0299-85-3399
0299-85-0851
0299-82-6727

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
取手市
取手市
取手市
取手市
取手市
守谷市
守谷市
守谷市
小美玉市
小美玉市
小美玉市
小美玉市
小美玉市
小美玉市
小美玉市
小美玉市
小美玉市
小美玉市
小美玉市
小美玉市
小美玉市
常総市
常総市
常総市
常総市
常総市
常総市
常総市
常総市
常陸太田市
常陸太田市
常陸太田市
常陸太田市
常陸大宮市
常陸大宮市

事業所名
有限会社澤部運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 取手藤代センター
ヤマト運輸株式会社 取手支店
ヤマト運輸株式会社 取手戸頭センター
野口運送有限会社 本社営業所
株式会社明送 守谷営業所
東名輸送株式会社 東京営業所
ヤマト運輸株式会社 守谷支店
ダイセーエブリー二十四株式会社 茨城ハブセンター
株式会社平成貨物 本社営業所
光運送有限会社 本社営業所
関東運輸株式会社 小美玉営業所
加藤運輸有限会社 茨城営業所
ヤマト運輸株式会社 茨城美野里支店
十和運送株式会社 石岡支店
東日本エア・ウォーター物流株式会社 水戸区域営業所
行方運送株式会社 水戸営業所
株式会社酒井自動車運送 本社営業所
茨城空港運輸株式会社 本社営業所
飯塚運輸有限会社 本社営業所
株式会社オオタカ 小美玉営業所
松藤運輸倉庫株式会社 北関東営業所
城北流通株式会社 茨城営業所
ヤマト運輸株式会社 常総石下センター
有限会社田中商事 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 常総支店
安達運輸株式会社 筑波営業所
有限会社キャスコジャパン 茨城営業所
株式会社晃運ルートサービス 茨城営業所
有限会社城司物流 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 常陸太田センター
興進運輸有限会社 本社営業所
有限会社クラモト商事 本社営業所
未来運輸株式会社 水戸営業所
ヤマト運輸株式会社 常陸大宮支店

住所
茨城県取手市浜田２６７－１
茨城県取手市谷中６６０
茨城県取手市青柳字井戸田７４２－１
茨城県取手市米の井７１９－８
茨城県取手市大字上高井字糠塚３９６－５
茨城県守谷市百合ヶ丘１丁目字黒内２３５４番地１００
茨城県守谷市百合ヶ丘１－２４３７－３
茨城県守谷市立澤字山王前２２７－１
茨城県小美玉市世楽１０５５－５
茨城県小美玉市上合字大砂１４５７－１３
茨城県小美玉市野田９９６－３
茨城県小美玉市栗又四ケ２３９７－１４
茨城県小美玉市栗又四ヶ２５７０－８
茨城県小美玉市西郷地８４０－３
茨城県小美玉市西郷地１７０７－８
茨城県小美玉市三箇８１７－１
茨城県小美玉市堅倉１５２６－１
茨城県小美玉市先後４９３番地１
茨城県小美玉市羽鳥２６０７－２
茨城県小美玉市羽鳥２６０７－１７
茨城県小美玉市花野井３５８－４２
茨城県常総市大生郷町字大部堂２８２６－１２
茨城県常総市大生郷町６１３２－１
茨城県常総市鴻野山１７３７－１
茨城県常総市平町３７７番地３
茨城県常総市豊岡町丙２３９－４
茨城県常総市坂手町字釼崎６７０５番地４
茨城県常総市坂手町５５１０－２１
茨城県常総市菅生町樽井２７５－４０
茨城県常陸太田市大森町７１６－２
茨城県常陸太田市小澤町字長町１５１５－４
茨城県常陸太田市岩手町７４９
茨城県常陸太田市大方町１２３５－４
茨城県常陸大宮市工業団地１５
茨城県常陸大宮市田子内町３０２６－４６
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電話番号
0297-83-0504
0297-83-1131
0297-74-1059
0297-70-7505
0297-78-8418
0297-46-1571
0297-48-8661
0297-45-6942
0299-37-3720
0299-56-6868
0299-58-0006
0299-26-6366
0299-28-0007
0299-48-3814
0299-48-2591
0299-48-3892
0299-48-4157
0299-48-4333
0299-46-2168
0299-46-2168
0299-36-8211
029-724-7761
0297-44-6288
0297-30-5670
0297-23-3083
0297-27-4905
0297-27-3831
0297-27-6780
0297-27-9174
0294-74-1174
0294-29-3055
0294-76-2206
0294-70-3447
0295-52-5008
0295-52-6214

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
常陸大宮市
神栖市
神栖市
神栖市
神栖市
神栖市
神栖市
神栖市
神栖市
神栖市
神栖市
神栖市
神栖市
神栖市
神栖市
神栖市
神栖市
神栖市
神栖市
神栖市
神栖市
神栖市
神栖市
神栖市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市

事業所名
有限会社岡崎運輸 本社営業所
菱江ロジスティクス株式会社 鹿島営業所
株式会社上組 鹿島
株式会社エスワイプロモーション 鹿島営業所
みなと運送株式会社 本社営業所
株式会社茨運 本社営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 鹿島支店
共立輸送関東株式会社 鹿島営業所
関東いづみ運輸株式会社 茨城営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 鹿島営業所
ヤマト運輸株式会社 神栖大野原センター
株式会社根本運送 鹿嶋営業所
三和運輸機工株式会社 鹿島事業所
株式会社ＴＳトランスポート 鹿島事業所
安立サービス株式会社 鹿島営業所
昭産運輸株式会社 鹿島営業所
陽品ガステクノ株式会社 鹿島営業所
鹿島シティフレイト株式会社 本社営業所
株式会社石橋運輸 本社
新廻運送有限会社 本社営業所
セイリュウ運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 神栖知手センター
株式会社エネックス 関東支店 鹿島営業所
ヤマト運輸株式会社 神栖矢田部センター
ヤマト運輸株式会社 水戸北センター
ヤマト運輸株式会社 水戸東原支店
有限会社アイアールイー 有限会社アイアールイー本社営
業所
ヤマト運輸株式会社 水戸酒門支店
株式会社明伸 本社営業所
日本通運株式会社 水戸支店
有限会社クラモト商事 水戸営業所
協栄輸送株式会社 水戸営業所
ＳＢＳ三愛ロジ関東株式会社 茨城営業所
関東福山通運株式会社 水戸支店

住所
茨城県常陸大宮市下桧沢３－１
茨城県神栖市東和田３５－１
茨城県神栖市東深芝２３－１
茨城県神栖市東深芝２３－１７
茨城県神栖市知手中央１０－７－４３
茨城県神栖市知手中央８－１４－２０
茨城県神栖市知手中央２－１０－３４
茨城県神栖市知手３０６１－２２，２５
茨城県 神栖市 奥野谷 ７９６４
茨城県神栖市木崎２４０６－４９６
茨城県神栖市大野原中央４丁目１３－４５
茨城県神栖市息栖３０４０番地２８１
茨城県神栖市居切１４５６ー５７
茨城県神栖市神栖３丁目５－２５
茨城県神栖市鰐川５５－２２７
茨城県神栖市東深芝６
茨城県神栖市柳川字一ノ松２３９番地９
茨城県神栖市柳川４１２１－４
茨城県神栖市太田７０５－３１６
茨城県神栖市太田３４０３－２
茨城県神栖市太田３３７３－３
茨城県神栖市知手中央１０－６６１３－１６
茨城県神栖市砂山１６－４
茨城県神栖市矢田部７８０１－２２
茨城県水戸市青柳町字小井戸４１６１
茨城県水戸市東原２－１０－３７

電話番号
0295-58-2574
0299-90-6201
0299-92-6905
0299-92-6555
0299-96-1151
0299-96-7158
0299-96-1500
0299-90-5118
0299-96-6430
0299-92-6491
0299-92-5273
0299-94-3121
0299-85-1355
0299-94-8066
0299-92-6333
0299-93-5706
0479-21-3101
0479-46-1919
0479-46-6050
0479-46-4142
0479-40-1080
0299-90-6301
0479-40-1001
0479-40-6020
029-300-5671
029-231-6257

茨城県水戸市西大野２３８－１，２３８－３

029-232-8922

茨城県水戸市酒門町９１０－１
茨城県水戸市元石川町字新谷８５０
茨城県水戸市元石川町２７６－１６
茨城県水戸市大町３－２－１４
茨城県水戸市吉沢町字会野３５２－１０９，１１３
茨城県水戸市千波町１８２４番地３
茨城県水戸市平須町字原山１６３－２

029-248-1508
029-246-4020
029-248-0202
029-291-4347
029-247-8862
029-277-8350
029-243-3881
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
水戸市

ヤマト運輸株式会社

事業所名
水戸平須支店

水戸市

有限会社石川運輸

本社営業所

水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
石岡市
石岡市
石岡市
石岡市
石岡市
石岡市
筑西市
筑西市
筑西市
筑西市
筑西市
筑西市
筑西市
筑西市
筑西市
筑西市
筑西市
筑西市
筑西市
潮来市
土浦市

日本物流システム株式会社 水戸物流センター
ヤマト運輸株式会社 水戸見川センター
株式会社ハート引越センター 茨城センター営業所
佐川急便株式会社 茨城営業所
ヤマト運輸株式会社 水戸大串センター
備海運送有限会社 本社営業所
東水運輸株式会社 本社営業所
近物レックス株式会社 水戸運行事業所
五興運輸株式会社 水戸営業所
石岡地区通運株式会社 赤塚営業所
ヤマト運輸株式会社 水戸西センター
株式会社ムロオ 茨城石岡センター
日軽物流株式会社 石岡営業所
常南運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 石岡支店
ヤマト運輸株式会社 茨城八郷センター
有限会社恵賑商事 本社営業所
株式会社関商運輸 筑波営業所
株式会社金澤物流サービス 関東営業所
有限会社ダイレイ運輸 本社営業所
日本ルートサービス株式会社 茨城事業所
カトーレック株式会社 下館営業所
蓮沼商運株式会社 本社営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 筑西営業所
ヤマト運輸株式会社 筑西支店
下館陸運株式会社 本社営業所
神葉運輸株式会社 茨城営業所
美穂運輸株式会社 筑西営業所
三共貨物自動車株式会社 下館営業所
協栄輸送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 いたこセンター
株式会社関東エース つくば営業所

電話番号
住所
029-241-7034
茨城県水戸市平須町字赤穂２３４－１
茨城県水戸市渡里町３２３９－６ ムーランコーポ２１１
029-221-2959
号
029-251-5656
茨城県水戸市堀町９０９－１
029-305-4355
茨城県水戸市見川町字丹下一ノ牧２１３１－１８９５
029-305-4811
茨城県水戸市見川町２１３１－９６７
029-244-4111
茨城県水戸市見川町２１３１－３１５
029-304-4451
茨城県水戸市大串町４３１１
029-269-5018
茨城県水戸市大場町２１８９－６
029-239-3361
茨城県水戸市六反田１２２２－１
029-297-1111
茨城県水戸市河和田町字東中曾根３９３４－８
029-254-1918
茨城県水戸市飯島町１１６４番地
029-252-5201
茨城県水戸市飯島町１２８９－６ １２８８－３
029-309-4701
茨城県水戸市加倉井町字原１２５５－１
0299-27-7950
茨城県石岡市柏原６－４
0299-24-2246
茨城県石岡市大字柏原１７－３
0299-24-3535
茨城県石岡市柏原町９９５３－２１
0299-23-2418
茨城県石岡市北府中３－１２２７０－７９
0299-43-3267
茨城県石岡市柿岡２７００－３
0299-36-4210
茨城県石岡市下林７５８－１
0296-43-6544
茨城県筑西市寺上野字下割１１９８番地９
0296-52-4680
茨城県筑西市寺上野１１７７
0296-52-5377
茨城県筑西市吉田７０２－１
0296-54-6359
茨城県筑西市みどり町２－７－２
0296-22-5220
茨城県筑西市みどり町２－１－１
0296-28-1151
茨城県筑西市伊讃美９８３－１
0296-37-5501
茨城県筑西市辻１８９３－１
0296-24-9576
茨城県筑西市西方８２３－１
0296-28-3411
茨城県筑西市玉戸１０００－４
043-262-4390
茨城県筑西市下川島７６９－２６－１０３
0296-57-5560
茨城県筑西市新治字谷島１９９１－１５
0296-57-3151
茨城県筑西市横塚１３５７－６
0296-57-2291
茨城県筑西市知行２９６
0299-67-1305
茨城県潮来市小泉南１４０７－１
029-830-1512
茨城県土浦市紫ヶ丘５番地２
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
那珂市
那珂市
那珂市
那珂市
那珂市
那珂市
那珂市
那珂市
那珂市
日立市
日立市
日立市
日立市

事業所名
株式会社新晃 北土浦営業所
相互運輸株式会社 土浦営業所
有限会社一進 本社営業所
株式会社太陽運輸 茨城営業所
ヤマト運輸株式会社 土浦神立支店
日本物流システム株式会社 土浦物流センター
宇田川運輸株式会社 本社営業所
日本図書輸送株式会社 土浦営業所
ヤマトボックスチャーター株式会社 茨城支店
ヤマト運輸株式会社 土浦高津支店
ヤマト運輸株式会社 土浦永国センター
廣瀬運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 土浦乙戸センター
日本通運株式会社 つくば航空貨物センター
土浦通運株式会社 自動車営業所
東立運輸株式会社 茨城営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 つくば営業所
株式会社パルライン 新治営業所
関東名鉄運輸株式会社 土浦支店
中越運送株式会社 土浦営業所
株式会社アストモスガスセンター千葉 茨城営業所
来栖運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 那珂中里センター
ヤマト運輸株式会社 茨城那珂センター
中央運送株式会社 茨城営業所
平塚運送有限会社 本社営業所
佐川急便株式会社 那珂営業所
日水運輸株式会社 本社営業所
株式会社巽運輸 本社営業所
伊藤運輸倉庫株式会社 日立営業所
丸千運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 日立桜川支店
日立中央運送株式会社 本社営業所
株式会社日立物流東日本 日立輸送営業所
株式会社松原組 本社営業所

住所
茨城県土浦市紫ヶ丘５－３
茨城県土浦市東中貫町１－１８
茨城県土浦市板谷七丁目６３５番地５
茨城県土浦市板谷６－５５７－３２，３３
茨城県土浦市神立中央５－４６８９－３
茨城県土浦市川口２丁目６番３６号
茨城県土浦市真鍋１－８－５
茨城県土浦市並木３－１６－１３
茨城県土浦市若松町２－２２
茨城県土浦市大字上高津字岡代２８５
茨城県土浦市大字永国字台５１２番地１７
茨城県土浦市小松２－２－４
茨城県土浦市小山田２－３
茨城県土浦市卸町１－６－１７
茨城県土浦市荒川沖東２－３－６
茨城県土浦市本郷２０－２８
茨城県土浦市本郷字原山２０－２９
茨城県土浦市大畑１９２－１
茨城県土浦市大畑２１１－１
茨城県土浦市大畑字年田２０９－２
茨城県土浦市下坂田１７５８－２
茨城県土浦市藤沢７７０－１
茨城県那珂市中里８０３－２
茨城県那珂市杉１４６－６
茨城県那珂市後台２３０６－２
茨城県那珂市福田５３３－１
茨城県那珂市戸崎字木戸１６６３－７
茨城県那珂市戸崎４０－３
茨城県那珂市南酒出６３１
茨城県那珂市鴻巣字東風谷３２３１
茨城県那珂市鴻巣字木戸２０９９－１
茨城県日立市桜川町３－１１－１０
茨城県日立市東多賀町２－１０－１５
茨城県日立市河原子町１－５
茨城県日立市国分町１－８－８
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電話番号
029-833-1155
029-832-3100
029-832-3233
029-833-1133
029-831-2814
029-824-0032
029-821-6234
029-822-1476
029-835-6651
029-821-9643
029-822-3015
029-821-0847
029-843-6831
029-843-1311
029-841-0917
029-830-6400
029-829-2246
029-830-6224
029-830-6311
029-862-1430
029-862-5512
029-862-2006
0297-63-1811
029-353-0537
029-298-1918
029-295-4020
029-295-7555
029-295-6222
029-298-1504
029-219-5772
029-298-8871
0294-33-3921
0294-34-1515
0294-25-6266
0294-33-0820

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
日立市
日立市
日立市
日立市
日立市
日立市
日立市
日立市
日立市
日立市
日立市
日立市
鉾田市
鉾田市
北茨城市
北茨城市
北茨城市
北茨城市
北茨城市
竜ヶ崎市
竜ヶ崎市
竜ヶ崎市
龍ヶ崎市
稲敷郡
稲敷郡
稲敷郡
猿島郡
猿島郡
猿島郡
猿島郡
猿島郡
猿島郡
猿島郡
猿島郡
久慈郡

事業所名
株式会社多荷物流 本社
ヤマト運輸株式会社 日立支店
佐川急便株式会社 日立営業所
株式会社のぞみ 本社営業所
日立貨物自動車株式会社 本社営業所
池の川産業有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 日立南工業団地センター
株式会社神和運輸 本社営業所
関東西濃運輸株式会社 日立支店
セイノースーパーエクスプレス株式会社 日立営業所
ヤマト運輸株式会社 日立川尻センター
株式会社未来 日立営業所
ヤマト運輸株式会社 鉾田支店
茨城特殊車輌株式会社 運輸部
株式会社石井商会 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 北茨城支店
常磐港運株式会社 茨城営業所
有限会社吉田興業 本社営業所
常北運輸株式会社 中郷営業所
大和物流株式会社 竜ヶ崎支店
株式会社糸賀商運 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 龍ヶ崎大徳センター
ヤマト運輸株式会社 龍ヶ崎川原代センター
田口運送株式会社 阿見営業所
高運送株式会社 茨城営業所
ヤマト運輸株式会社 阿見支店
飯島商事有限会社 本社営業所
株式会社金子運輸 本社営業所
川崎陸送株式会社 江川営業所
株式会社新幸運輸倉庫 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 茨城五霞センター
ヤマト運輸株式会社 茨城境センター
株式会社ヤマサン運輸 本社営業所
株式会社シャチライン 茨城境営業所
ヤマト運輸株式会社 茨城大子センター

住所
茨城県日立市国分町３－１－１２
茨城県日立市東滑川町５－５－６６
茨城県日立市滑川町１－３２２
茨城県日立市本宮町２－９－２
茨城県日立市本宮町 １－９－２０
茨城県日立市久慈町３－４５－６
茨城県日立市留町字前川１１７０－１０
茨城県日立市留町２４３５－１０
茨城県日立市神田町字久下沼後１３７１－１
茨城県日立市十王町伊師字十王前２０－４４
茨城県日立市折笠町５５８－３
茨城県日立市砂沢町赤坂３３０－１
茨城県鉾田市柏熊１００１－７５
茨城県鉾田市烟田２２０４－１
茨城県北茨城市磯原町豊田字道仕内古川３２４－４
茨城県北茨城市磯原町木皿字米田１０６５－１
茨城県北茨城市中郷町下桜井８５８－２
茨城県北茨城市中郷町足洗字後宿９１１－１９
茨城県北茨城市中郷町日棚字宝壺６４４番地３０
茨城県竜ヶ崎市板橋町字安台５４２－２
茨城県竜ヶ崎市大徳町２８３－１
茨城県竜ヶ崎市大徳町５２０
茨城県龍ヶ崎市川原代町１９６７－３
茨城県稲敷郡阿見町星の里６－１
茨城県稲敷郡阿見町大字星の里６－１
茨城県稲敷郡阿見町実穀字寺子１６４８－８
茨城県猿島郡五霞町大字山王山７０６ー２
茨城県猿島郡五霞町江川字前川１７０８－２
茨城県猿島郡五霞町大字江川２５８５－１
茨城県猿島郡五霞町大字新幸谷字天沼２５６－１
茨城県猿島郡五霞町新幸谷４７９－３
茨城県猿島郡境町大字長井戸字南前２７２
茨城県猿島郡境町大字内門８１７－４
茨城県猿島郡境町４１１番地１－１０１
茨城県久慈郡大子町大字池田字宿平３８－１
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電話番号
0294-36-2451
0294-42-9091
0294-24-0045
0294-21-0073
0294-21-0588
0294-54-1005
0294-29-3055
0294-28-1028
0294-54-0111
0294-39-1070
0294-44-9761
0294-33-6408
0291-32-5871
0291-33-2415
0293-42-1150
0293-44-0416
0293-44-0711
0293-42-5291
0293-42-3315
0297-62-8344
0297-62-3980
0297-61-2251
0297-63-7895
029-893-2870
029-893-2431
029-841-1542
0280-84-0838
0280-84-0863
0280-84-1201
0280-84-2112
0280-80-1131
0280-87-5188
0280-86-6412
0280-23-3297
0295-72-5451

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
結城郡
結城郡
結城郡
結城郡
結城郡
東茨城郡
東茨城郡
東茨城郡
東茨城郡
東茨城郡
那珂郡
那珂郡

事業所名
共進運輸有限会社 本社営業所
日進運輸株式会社 本社営業所
西山運輸機工株式会社 本社営業所
柳田輸送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 茨城八千代センター
ヤマト運輸株式会社 茨城大洗センター
有限会社ハギワラコーポレーション 大洗営業所
有限会社東海産業運輸 本社営業所
株式会社東京三友 水戸営業所
株式会社ＫＣスカイ物流 本社営業所
関東運輸株式会社 茨城営業所
ヤマト運輸株式会社 茨城東海支店

住所
茨城県結城郡八千代町大字若１３１５番地の３４
茨城県結城郡八千代町大字東蕗田４３３－１
茨城県結城郡八千代町大字尾崎３０９－１
茨城県結城郡八千代町大字芦ヶ谷３２８７－１
茨城県結城郡八千代町大字菅谷字新田山１０５２－１
茨城県東茨城郡大洗町磯浜町字原８２２７－３
茨城県東茨城郡大洗町五反田５００
茨城県東茨城郡茨城町大字長岡字新田３４４８－４
茨城県東茨城郡茨城町奥谷１７２０－１８
茨城県東茨城郡城里町大字下阿野沢２０４番地１
茨城県那珂郡東海村石神外宿２５６７－２
茨城県那珂郡東海村白方字北原１３１８－１

10／10 ページ

電話番号
0296-48-2377
0296-48-0662
0296-48-2111
0296-48-3138
0296-48-3433
029-266-0162
029-219-6952
029-292-6991
029-219-1715
029-289-3655
029-270-5031
029-287-3172

主な輸送品目（任意掲載）

