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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 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 ヤマト運輸株式会社　さくら支店 栃木県さくら市卯の里２－１８－２ 080-5098-0957

さくら市 エービーカーゴ東日本株式会社　栃木営業所 栃木県さくら市押上２０１７－１ 028-682-0871

さくら市 エアケミ運輸株式会社　本社営業所 栃木県さくら市喜連川５１２９－１９ 028-686-5931

宇都宮市 ヤマト運輸株式会社　宇都宮富士見ケ丘センター 栃木県宇都宮市瓦谷町字宮下５７－１ 028-627-1151

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 ヤマト運輸株式会社　宇都宮若草支店 栃木県宇都宮市若草３－４－２７ 028-627-6132

宇都宮市 ヤマト運輸株式会社　宇都宮不動前支店 栃木県宇都宮市不動前３－１－２３ 028-634-3297

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 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 株式会社ディ・エス物流　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市上横田町１３２９－１ 028-684-0910

宇都宮市 株式会社小野運送店　栃木営業所 栃木県宇都宮市川田町字二本杉８５３ 028-636-7969

宇都宮市 ヤマト運輸株式会社　宇都宮下栗支店 栃木県宇都宮市屋板町２６３－１ 028-657-0115

宇都宮市 関東名鉄運輸株式会社　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市中島町５１８ 028-657-7080

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 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１４３－３ 028-674-7127

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１０４１－３ 028-662-6081

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 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 日本郵便輸送株式会社　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市平出町３７４９－９ 028-660-0803

宇都宮市 日祥運輸倉庫株式会社　本社営業所 栃木県宇都宮市平出町３５７２－７ 028-661-8040

宇都宮市 北関東広運株式会社　本社営業所 栃木県宇都宮市平出町３７８６－１ 028-660-4161

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 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 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 ヤマト運輸株式会社　宇都宮東支店 栃木県宇都宮市平出工業団地４３－２４ 028-661-6692

宇都宮市 株式会社丸和通運　宇都宮支店 栃木県宇都宮市平出工業団地２７－２ 028-661-3038

宇都宮市 カトーレック株式会社　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市平出工業団地５－２ 028-661-6759

宇都宮市 関東交通株式会社　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市簗瀬町２３８３ 028-635-9760

宇都宮市 ヤマト運輸株式会社　宇都宮野沢センター 栃木県宇都宮市新里町丁１１１３－５ 028-627-6132

宇都宮市 ヤマト運輸株式会社　宇都宮清原支店 栃木県宇都宮市野高谷町３０９－１ 028-670-0344
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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 株式会社ライフサポート・エガワ　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市鐺山町字西川原１０５４－１ 028-667-6551

宇都宮市 ヤマト運輸株式会社　宇都宮岡本支店 栃木県宇都宮市下岡本町３７１０－１５ 080-5098-0947

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 株式会社東日本トランスポート　栃木営業所 栃木県宇都宮市簗瀬町１８８０－１６ 028-346-1090

下野市 株式会社ＡＲＫ　栃木営業所 栃木県下野市文教２－２６０ 0285-81-3003

下野市 石原運輸株式会社　本社営業所 栃木県下野市下古山３３２２－４ 0285-53-5756

下野市 株式会社ニヤクコーポレーション　関東支店　宇都宮事業 栃木県下野市下古山字北林３２２１－１ 0285-53-1814

佐野市 ヤマト運輸株式会社　佐野中央支店 栃木県佐野市大橋町３１９４－３ 0283-20-5214

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 ヤマト運輸株式会社　佐野多田センター 栃木県佐野市多田町３０８７－１ 0283-61-0071

佐野市 株式会社関東エース　佐野営業所 栃木県佐野市関川町３４７－１ 0283-85-8961

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 ヤマト運輸株式会社　佐野新都市支店 栃木県佐野市鐙塚町字北の山７２９－３ 0283-23-7179

佐野市 フェデラルエクスプレスジャパン合同会社　佐野営業所 栃木県佐野市栄町１－２ 0283-24-9890

佐野市 株式会社立川運送　本社営業所 栃木県佐野市伊勢山町１０－１１ 0283-24-3338

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 日本郵便株式会社　佐野郵便局 栃木県佐野市浅沼町４１０－１ 0283-22-0101

鹿沼市 日本図書輸送株式会社　宇都宮営業所 栃木県鹿沼市深津字中台原７７４－４ 0289-76-2669

鹿沼市 佐川急便株式会社　栃木営業所 栃木県鹿沼市上石川字上赤羽根１８２３－１ 0289-76-2245

鹿沼市 ヤマト運輸株式会社　栃木主管支店 栃木県鹿沼市流通センター９３番 0289-76-0528

鹿沼市 株式会社鬼怒川運輸　とちぎ流通センター支店 栃木県鹿沼市流通センター８５ 0289-76-1766

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４３１－１ 028-976-5250

鹿沼市 丸伊運輸株式会社　鹿沼営業所 栃木県鹿沼市茂呂６４２－１ 0289-76-1966

鹿沼市 川合運輸株式会社　栃木営業所 栃木県鹿沼市茂呂２４８７－４ 0289-64-2050

鹿沼市 ステリサイクルＭＥＤ株式会社　本社営業所 栃木県鹿沼市茂呂６５９－１９ 0289-72-1001

鹿沼市 有限会社野中運送店　本社営業所 栃木県鹿沼市茂呂１０５４－６ 0289-76-2838

鹿沼市 ヤマト運輸株式会社　鹿沼久野センター 栃木県鹿沼市久野５９４－１ 0289-85-8516

鹿沼市 東群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 0270-25-5881

小山市 マコトトランスポートサービス株式会社　関東営業所 栃木県小山市大字羽川字下田１１３番地１３ 0285-42-9510

小山市 ＡＣＴライナー株式会社　栃木営業所 栃木県小山市大字荒井字向田５６６－１ 0285-25-1902

小山市 ヤマト運輸株式会社　小山北支店 栃木県小山市大字稲葉郷６７－６１ 0285-23-2319

小山市 ヤマト運輸株式会社　小山中央支店 栃木県小山市大行寺９７９－１ 0285-30-6322

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
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小山市 ヤマト運輸株式会社　小山出井センター 栃木県小山市出井７５８－７ 0285-20-0810

小山市 センコーエーラインアマノ株式会社　栃木営業所 栃木県小山市出井字磯宮浦１２００－８ 0285-24-2401

小山市 関東西濃運輸株式会社　小山支店 栃木県小山市大字横倉字遠上１１９６ 0285-27-1771

小山市 日酸運輸株式会社　小山営業所 栃木県小山市大字横倉新田字溜南４７０－２７ 0285-27-6347

小山市 ヤマト運輸株式会社　小山横倉センター 栃木県小山市向原新田９８－８０ 080-6699-5591

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

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 芳賀通運株式会社　真岡事業所 栃木県真岡市下籠谷字南原３４７９－２ 0285-84-6711

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 大和物流株式会社　栃木一般営業所 栃木県真岡市長沼２３３２－４ 0285-74-1224

足利市 ヤマト運輸株式会社　足利インター支店 栃木県足利市大月町６８０－１ 0284-44-3591

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 勝美運輸有限会社　本社営業所 栃木県足利市野田町字米田１１２０－１６ 0284-72-4591

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

足利市 ダイシン物流株式会社　足利営業所 栃木県足利市久保田町８０９－１ 0284-70-6551

足利市 へんみ運送有限会社　本社営業所 栃木県足利市問屋町１５３５－１４ 0284-72-2626

足利市 北関東綜合警備保障株式会社　足利営業所 栃木県足利市上渋垂町字伊勢宮３９０－１ 0284-70-5100

足利市 ヤマト運輸株式会社　足利支店 栃木県足利市上渋垂町１１８２ 0284-71-2097

足利市 佐川急便株式会社　足利営業所 栃木県足利市上渋垂町字伊勢宮３９７－１ 0284-73-2611

足利市 フットワークエクスプレス関東株式会社　足利営業所 栃木県足利市大前町９９９－１ 0284-62-2311

大田原市 株式会社北関東運輸　本社営業所 栃木県大田原市鹿畑字向山１０８１－５ 0287-24-3561

大田原市 ヤマト運輸株式会社　大田原支店 栃木県大田原市富士見１－１６１７－２７ 0287-20-1217

大田原市 鷹栖運輸機工有限会社　本社営業所 栃木県大田原市下石上１３６３－９ 0287-29-0195

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 株式会社ニコンビジネスサービス　栃木営業所 栃木県大田原市実取７６６－１１５ 0287-28-7165

大田原市 栃木県北通運株式会社　大田原営業所 栃木県大田原市住吉町２丁目４－７ 0287-23-7868

大田原市 ヤマト運輸株式会社　大田原蛭田支店 栃木県大田原市蛭田１９８９－１４ 0287-98-3032

栃木市 ヤマト運輸株式会社　栃木藤岡センター 栃木県栃木市藤岡町大前９５４－１ 0282-61-2431

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 株式会社栃木ロジテム　南栃木物流支店 栃木県栃木市大字惣社町１６９５－１０ 0282-28-0070

栃木市 ヤマト運輸株式会社　栃木支店 栃木県栃木市今泉町２－１３－２９ 0282-22-5882

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 株式会社メディカルネットワークサービス　本社営業所 栃木県栃木市都賀町平川４１５－３ 0282-27-9922

栃木市 ヤマト運輸株式会社　栃木大森支店 栃木県栃木市大森町４５７－５ 0282-30-1036
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栃木市 日軽物流株式会社　藤岡営業所 栃木県栃木市藤岡町富吉１６４０－４ 0282-68-2108

栃木市 ヤマト運輸株式会社　大平支店 栃木県栃木市大平町冨田２３８９－１ 0282-43-0553

栃木市 有限会社大環舎　本社営業所 栃木県栃木市大平町真弓１５９０－４ 0282-43-5555

栃木市 栃木輸送株式会社　本社営業所 栃木県栃木市大平町真弓１５９１－２ 0282-43-2471

那須烏山市 芳賀通運株式会社　富士見台事業所 栃木県那須烏山市藤田字山根後１６００－１５６ 0287-88-5501

那須烏山市 ヤマト運輸株式会社　喜連川支店 栃木県那須烏山市鴻野山２０９－５ 0287-88-7724

那須烏山市 ヤマト運輸株式会社　那須烏山支店 栃木県那須烏山市表１８３２－１ 090-6698-1957

那須塩原市 ヤマト運輸株式会社　那須塩原北支店 栃木県那須塩原市黒磯６－６１０ 0287-63-5104

那須塩原市 イズミ物流株式会社　那須営業所 栃木県那須塩原市北二つ室３４９－６４ 0287-37-7977

那須塩原市 ヤマト運輸株式会社　那須塩原支店 栃木県那須塩原市北二つ室３４８－６５ 0287-37-8398

那須塩原市 栃木県北通運株式会社　中央事業所 栃木県那須塩原市三区町６５０－１ 0287-36-1121

那須塩原市 ヤマト運輸株式会社　那須塩原西支店 栃木県那須塩原市前弥六３６６－１０ 0287-67-1181

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

矢板市 ヤマト運輸株式会社　矢板支店 栃木県矢板市片岡字通岡１１９５－１ 0287-48-3101

矢板市 南東北福山通運株式会社　矢板支店 栃木県矢板市こぶし台２－３ 0287-41-8292

塩谷郡 ヤマト運輸株式会社　高根沢センター 栃木県塩谷郡高根沢町石末１９７４－１ 080-5098-0814

塩谷郡 株式会社ティー・エル・エス　塩谷営業所 栃木県塩谷郡塩谷町大字原荻野目２７１ 0287-45-2617

塩谷郡 株式会社トランスパック　栃木営業所 栃木県塩谷郡塩谷町田所２１８７ 0287-45-2486

下都賀郡 株式会社鬼怒川運輸　本社営業所 栃木県下都賀郡壬生町大字安塚７９６－８ 0282-86-0693

下都賀郡 ヤマト運輸株式会社　栃木壬生センター 栃木県下都賀郡壬生町安塚３３７６－１ 0282-83-1226

下都賀郡 株式会社丸運トランスポート東日本　栃木営業所 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち５－１－２４ 0282-86-5563

下都賀郡 高伸物流株式会社　本社 栃木県下都賀郡野木町大字丸林字雷電４１５番４ 0280-54-4100

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 ヤマト運輸株式会社　宇都宮コンテナ営業所 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 株式会社ニップンロジス　宇都宮営業所 栃木県河内郡上三川町大字多功字南原２５７９－６ 0285-51-0760

河内郡 日本通運株式会社　宇都宮コンテナ課 栃木県河内郡上三川町大字多功字上の原２９７０ 0285-53-3441

河内郡 ヤマト運輸株式会社　下野支店 栃木県河内郡上三川町大字鞘堂４１－１ 0285-53-7457

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 日本通運株式会社　宇都宮航空支店　カスタマーサービス 栃木県河内郡上三川町磯岡４５２ 0285-56-0512

河内郡 株式会社不二ロジカーゴ　本社営業所 栃木県河内郡上三川町大字西汗１６６２－１ 0285-56-7894

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

河内郡 株式会社サンキュウ・トランスポート・東京　栃木営業所 栃木県河内郡上三川町大字上蒲生字花貫内５８４－１ 0285-55-2239

河内郡 ホッコウ物流株式会社　北関東支店 栃木県河内郡上三川町大字上蒲生字花貫内５５０番地 0285-56-1122

河内郡 富士運輸株式会社　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

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
　　掲載を希望された事業所のみ掲載しています。 4／5　ページ　



市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

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

那須郡 ヤマト運輸株式会社　那須那珂川センター 栃木県那須郡那珂川町小川９番１ 080-6699-5590

那須郡 株式会社増山物流　本社営業所 栃木県那須郡那珂川町松野１１３２－１ 0287-92-2224

那須郡 ヤマト運輸株式会社　那須高原支店 栃木県那須郡那須町高久丙１４４０ 0287-76-7221

那須郡 日生流通運輸倉庫株式会社　栃木営業所 栃木県那須郡那須町漆塚２０４－６ 0287-72-0345

芳賀郡 有限会社エース　栃木営業所 栃木県芳賀郡芳賀町大字上延生４８７－４ 028-687-1700

芳賀郡 ＳＢＳロジコム関東株式会社　宇都宮支店 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台７７－４ 028-616-3736

芳賀郡 日本梱包運輸倉庫株式会社　宇都宮営業所 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台２ 028-677-0789

芳賀郡 ヤマト運輸株式会社　市貝支店 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙１３８９－２ 0285-68-3278

芳賀郡 株式会社小野運送店　市貝営業所 栃木県芳賀郡市貝町大字上根字稲荷林１３０３－１ 0285-68-1623

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 佐川急便株式会社　芳賀営業所 栃木県芳賀郡市貝町赤羽３８２７ 0285-67-0120

芳賀郡 三和運送事業株式会社　栃木営業所 栃木県芳賀郡市貝町大字赤羽字前原４３７－２ 028-568-2128

芳賀郡 有限会社仲野運輸　本社営業所 栃木県芳賀郡益子町大字前沢６４７－１ 0285-72-6158

芳賀郡 ヤマト運輸株式会社　益子支店 栃木県芳賀郡益子町塙９４１－１ 0285-72-9804

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
　　掲載を希望された事業所のみ掲載しています。 5／5　ページ　


