貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
水戸市

石岡市

稲敷市

牛久市

小美玉市

事業所名
アートコーポレーション株式会社 茨城支店
株式会社茨城エナジック 本社営業所
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
日本郵便輸送株式会社 水戸営業所
佐川急便株式会社 茨城営業所
日本通運株式会社 水戸支店
柳田運輸株式会社 水戸営業所
有限会社海老原運送 本社営業所
株式会社藤井運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 水戸大串センター
ヤマカ運輸株式会社 本社営業所
株式会社久信田運送 本社営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 水戸航空営業所
ファーストライナー株式会社 本社営業所
日本物流システム株式会社 水戸営業所
ヤマト運輸株式会社 茨城八郷センター
株式会社ヤマガタ 石岡営業所
トナン輸送株式会社 茨城営業所
吉川自動車運送株式会社 石岡営業所
株式会社川村運送店 本社営業所
日軽物流株式会社 石岡営業所
ウロコ運輸株式会社 本社営業所
常南運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 稲敷東センター
リンコー運輸株式会社 茨城営業所
南総通運株式会社 茨城事業所
有限会社サンロジスティックス 本社営業所
有限会社トウタツ 本社営業所
筑波運輸株式会社 本社営業所
株式会社トランシス関東 本社営業所
美野里運送倉庫株式会社 本社営業所
十和運送株式会社 石岡支店

※「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。

安全性優良事業所
住所

（茨城県）
電話番号

茨城県水戸市けやき台３－３３－３
茨城県水戸市河和田町４３８１－１７

029-304-0123
029-253-9305

茨城県水戸市宮町１－１－２０

029-221-8062

茨城県水戸市金町２－５－４３
茨城県水戸市見川町２１３１－３１５
茨城県水戸市元石川町２７６－１６
茨城県水戸市住吉町１４５－１
茨城県水戸市上水戸２－７－３
茨城県水戸市千波町２２６４－１
茨城県水戸市大串町４３１１
茨城県水戸市谷津町字細田１－３２
茨城県水戸市田島町７８９
茨城県水戸市姫子１－１００－１０
茨城県水戸市平須町２３５－４１
茨城県水戸市堀町９０９－１
茨城県石岡市柿岡２７００－３
茨城県石岡市大砂１０３６５
茨城県石岡市谷向町２０－２
茨城県石岡市柏原１４
茨城県石岡市柏原１－７
茨城県石岡市柏原１７－３
茨城県石岡市柏原７－３
茨城県石岡市柏原町９９５３－２１
茨城県稲敷市伊佐部２０１６
茨城県稲敷市釜井５０７
茨城県稲敷市月出里１２０５－４
茨城県牛久市岡見町２８８６－２
茨城県牛久市中央３－１２－６
茨城県牛久市田宮町４２番地１
茨城県小美玉市堅倉１５８３－１４
茨城県小美玉市堅倉１６９８－１２
茨城県小美玉市西郷地１７０７－８

029-221-2914
029-244-4111
029-248-0202
029-246-0553
029-221-7813
029-241-1735
029-304-4451
029-254-7611
029-252-1452
029-252-8185
029-244-6633
029-251-5656
0299-43-3267
0299-23-9166
0299-24-2571
0299-24-2129
0299-23-6392
0299-24-2246
0299-22-6111
0299-24-3535
0299-80-4855
0299-79-3001
029-892-5571
0298-73-3611
029-875-2661
029-872-0800
0299-36-7791
0299-48-1573
0299-48-2591
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H27.12.15
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

小林運輸株式会社 茨城営業所
株式会社菊池輸送 本社営業所
白帆運輸株式会社 本社営業所
丸伊運輸株式会社 水戸営業所
笠間市
株式会社水戸線通運 本社
株式会社日恵物流 茨城営業所
鴻池運輸株式会社 水戸営業所
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
株式会社江森梱包 北関東配送センター
ヤマト運輸株式会社 笠間泉センター
市毛運送有限会社 本社営業所
株式会社日動運輸 茨城営業所
ヤマト運輸株式会社 笠間平町センター
金彰運送有限会社 本社
鹿嶋市
有限会社平伸運輸 本社営業所
東洋陸運株式会社 鹿島営業所
谷田川運送株式会社 本社営業所
かすみがうら市 ダイシン物流株式会社 茨城営業所
東日本日立物流サービス株式会社 土浦物流部土浦輸送グ
ループ
横浜運送株式会社 茨城営業所
縫友運送株式会社 本社営業所
株式会社小松﨑商事 本社営業所
日発運輸株式会社 土浦営業所
株式会社青和運輸 土浦営業所
株式会社ニチエイ・ベスト・プロデュース 土浦営業所
佐川急便株式会社 土浦営業所
ヤマト運輸株式会社 かすみがうら西センター
株式会社ツカサ 土浦営業所
ヤマト運輸株式会社 かすみがうら東センター
関東いづみ運輸株式会社 茨城営業所
神栖市
三洋運輸株式会社 鹿島営業所
株式会社エネックス 関東支店 鹿島営業所
株式会社新晃 神栖営業所

※「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。

住所

電話番号

茨城県小美玉市大谷２８０－１１
茨城県小美玉市飯前字兎内１２４８－１
茨城県小美玉市与沢９２７－１
茨城県笠間市安居１３４６－５
茨城県笠間市稲田字白石３８８８－２５
茨城県笠間市市野谷３－９２
茨城県笠間市小原２６９５－１２４
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
茨城県笠間市泉１－１６
茨城県笠間市泉字古市２２０１－１
茨城県笠間市大田町１３８７
茨城県笠間市土師１２５８－８
茨城県笠間市平町４４６－１
茨城県鹿嶋市宮中字中町附４６２５－３
茨城県鹿嶋市大字平井１１００－３７
茨城県鹿嶋市大字平井字灘２２７６－６
茨城県鹿嶋市明石５９３－１
茨城県かすみがうら市下稲吉１６６９－３

0299-56-4585
0299-52-1344
029-954-0026
0299-45-5650
0296-74-4881
0299-45-8618
0296-77-0996
0296-72-1022
0296-73-0203
0299-45-7877
0299-45-1151
0296-77-2817
0299-45-8184
0296-77-8272
0299-82-3255
0299-83-4308
0299-85-2155
0299-82-3573
0299-59-1521

茨城県かすみがうら市下稲吉２６４４－１

0299-59-6920

茨城県かすみがうら市下稲吉２６７１－１０
茨城県かすみがうら市下稲吉７５５－３
茨城県かすみがうら市下佐谷３２１－８
茨城県かすみがうら市上稲吉１７６４－１３
茨城県かすみがうら市上稲吉１７７２－４
茨城県かすみがうら市上稲吉２００２番３
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新治１８２５－３８
茨城県かすみがうら市深谷１０－１，１０－４
茨城県かすみがうら市深谷２６２３－１
茨城県神栖市奥野谷７９６４
茨城県神栖市砂山１１－１
茨城県神栖市砂山１６－４
茨城県神栖市神栖２－４－１８

0299-56-4761
0299-59-2152
0299-59-4880
0299-59-0270
0299-59-6155
029-831-3822
0299-59-7611
0299-59-0182
029-897-1222
029-840-8820
0299-96-6430
0479-46-2458
0479-40-1001
0299-90-1015
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

北茨城市

古河市

事業所名
橋本運輸株式会社 本社営業所
豊永興業株式会社 鹿島営業所
株式会社ＴＳトランスポート 鹿島事業所
株式会社ヤマガタ 神栖営業所
共立輸送関東株式会社 鹿島営業所
株式会社茨城日新 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
株式会社茨運 本社営業所
株式会社エスワイプロモーション 鹿島営業所
乙羽流通株式会社 本社営業所
クレハ運輸株式会社 鹿島営業所
大川運輸株式会社 深芝営業所
菱江ロジスティクス株式会社 鹿島営業所
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 神栖矢田部センター
安立サービス株式会社 鹿島営業所
株式会社ギオン 北茨城ステーション
柳生運送有限会社 本社営業所
株式会社向洋 本社営業所
常磐港運株式会社 茨城営業所
ヤマト運輸株式会社 古河支店
株式会社ヤマザキ物流 古河営業所
有限会社桜井運輸 本社営業所
東邦興産株式会社 古河営業所
新潟運輸株式会社 茨城古河支店
アサヒロジスティクス株式会社 北関東共配センター
株式会社初見運輸倉庫 本社営業所
ヒタチ株式会社 古河ハブセンター
関東西濃運輸株式会社 古河支店
株式会社エスユーロジ 北関東事業所
佐川急便株式会社 古河営業所
中鋼運輸株式会社 北関東営業所
株式会社エナジック関東 三和営業所
青伸産業運輸株式会社 古河営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 古河営業所

※「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。

住所
茨城県神栖市神栖３－５－３０
茨城県神栖市神栖３丁目１２２８番地２４５
茨城県神栖市神栖３丁目５－２５
茨城県神栖市知手３０１１－１５
茨城県神栖市知手３０６１－２２，２５
茨城県神栖市知手中央１０－８－２
茨城県神栖市知手中央２－１０－３４
茨城県神栖市知手中央８－１４－２０
茨城県神栖市東深芝２３－１７
茨城県神栖市東深芝２３－７
茨城県神栖市東深芝２３－７
茨城県神栖市東深芝６
茨城県神栖市東和田３５－１
茨城県神栖市木崎２４０６－４９６
茨城県神栖市矢田部７８０１－２２
茨城県神栖市鰐川５５－２２７
茨城県北茨城市磯原町磯原１１３０－６
茨城県北茨城市磯原町上相田６３５－５
茨城県北茨城市関南町神岡下２１９－６
茨城県北茨城市中郷町下桜井８５８－２
茨城県古河市関戸１２８４－４
茨城県古河市丘里７
茨城県古河市高野９０３－１
茨城県古河市上大野２２８８－３４
茨城県古河市上和田１３－１
茨城県古河市上和田４０６－１
茨城県古河市西牛谷１３９４－２
茨城県古河市大字関戸２０２３－１
茨城県古河市谷貝字下原５６７－１
茨城県古河市中田２３５９
茨城県古河市東山田３１９３－２
茨城県古河市東諸川８５４－１
茨城県古河市南間中橋字八反田東１４－５
茨城県古河市尾崎４１８８－１
茨城県古河市北利根１２－１
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電話番号
0299-92-8668
0299-92-9720
0299-94-8066
0299-96-7264
0299-90-5118
0299-96-0231
0299-96-1554
0299-96-7158
0299-92-6555
0299-93-0840
0299-92-2311
0299-92-8713
0299-90-6201
0299-92-6491
0479-40-6020
0299-92-6333
029-343-7775
0293-43-0011
0293-46-4711
0293-43-0711
0280-98-1391
0290-97-1210
0280-92-3188
0280-75-2526
0280-75-1227
0280-77-1711
0280-32-7576
0280-97-1323
0280-78-0811
0280-47-0711
0280-78-1199
0280-77-0391
0280-76-6811
0280-33-7741
0280-92-7014

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
桜川市

潮来市
下妻市

常総市

高萩市
筑西市

事業所名
石坂運輸株式会社 北関東営業所
株式会社長谷川運送 本社営業所
株式会社丸和運輸機関 桜川食品物流センター
ヤマト運輸株式会社 桜川真壁支店
株式会社太陽運送 本社営業所
佐川急便株式会社 潮来営業所
霞北運輸株式会社 本社営業所
有限会社山王運送 本社営業所
ハナワ物流株式会社 本社営業所
霞運輸機工株式会社 本社営業所
株式会社関商運輸 本社営業所
国際ロジテック株式会社 千代川センター
グリーンサービス株式会社 下妻営業所
太陽興業株式会社 本社営業所
城北流通株式会社 茨城営業所
センコー株式会社 住宅車輌営業所
ヤマト運輸株式会社 常総支店
ヤマト運輸株式会社 高萩センター
株式会社細金商運 本社営業所
カトーレック株式会社 下館営業所
三共貨物自動車株式会社 下館営業所
下館陸運株式会社 本社営業所
株式会社リーディングサポート 筑西営業所
株式会社ムツミ 茨城営業所

つくば市

青木重機運輸株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 筑西営業所
株式会社トマト 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 つくば若栗センター
大和物流株式会社 つくば支店
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
日本通運株式会社 東京東支店 自動車事業所
佐川急便株式会社 つくば営業所

※「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。

住所
茨城県桜川市高森１１２１－１１
茨城県桜川市上城３２４
茨城県桜川市上野原地新田２９１－１
茨城県桜川市真壁町原方１２２－１
茨城県桜川市西小塙１８５７
茨城県潮来市延方３７４７番
茨城県潮来市牛堀１０１
茨城県下妻市皆葉５５３－２
茨城県下妻市石の宮１６－４
茨城県下妻市大字下木戸２７６番地１
茨城県下妻市大字平沼２７４－１
茨城県下妻市唐崎８６５－１
茨城県下妻市本城町１－１４－Ａ
茨城県常総市三坂町１３８９－５
茨城県常総市大生郷町６１３２－１
茨城県常総市内守谷町きぬの里１－３－１
茨城県常総市豊岡町丙２３９－４
茨城県高萩市高浜町３－６２－１
茨城県高萩市赤浜８４８
茨城県筑西市みどり町２－１－１
茨城県筑西市横塚１３５７－６
茨城県筑西市玉戸１０００－４
茨城県筑西市犬塚字東塚５２７－２
茨城県筑西市市野辺５４８－１ ハイツ６３４（ムサ
シ）Ｂ１０１
茨城県筑西市神分１０１－１
茨城県筑西市神分字弁天１３３－１
茨城県筑西市中館４１６－５
茨城県筑西市辻１８９３－１
茨城県つくば市若栗７５４－１
茨城県つくば市上河原崎元中北字東山６１－３
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
茨城県つくば市谷田部３３５７－１
茨城県つくば市谷田部６８８２－１
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電話番号
0296-20-6671
0296-76-1311
0296-70-4433
0296-54-1731
0296-76-1030
0299-67-2300
0299-64-2111
0296-43-2632
0296-43-0991
0296-45-0425
0296-43-6544
0296-30-7786
0296-54-4915
0297-22-9111
0297-44-6288
0297-25-2203
0297-27-4905
0293-20-7176
0293-23-1779
0296-22-5220
0296-57-3151
0296-28-3411
0296-37-8146
0296-58-5060
0296-24-1211
0296-25-0066
0296-25-4011
0296-37-5501
029-840-1590
029-848-0177
029-861-0361
029-841-8292
029-886-3355
029-839-2222

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

ヤマト運輸株式会社 つくば豊里センター
つくばみらい市 十和運送株式会社 つくば支店
京阪久宝株式会社 筑波営業所
十和運送株式会社 みなみ支店
国際ロジテック株式会社 つくばセンター
有限会社フジイ運輸 本社営業所
Ｔ・Ｓ物流株式会社 本社営業所
美野里運送倉庫株式会社 つくば営業所
株式会社筑波物流 本社営業所
茨城近交運輸倉庫株式会社 本社営業所
十和運送株式会社 水海道支店
日本通運株式会社 つくば航空貨物センター
土浦市
株式会社エナジック関東 土浦営業所
土浦通運株式会社 自動車営業所
株式会社新晃 北土浦営業所
株式会社関東エース つくば営業所
ヤマト運輸株式会社 土浦乙戸センター
ヤマト運輸株式会社 土浦永国センター
白帆運輸株式会社 土浦
株式会社パルライン 新治営業所
関東名鉄急配株式会社 土浦営業所
中越運送株式会社 土浦営業所
松岡満運輸株式会社 土浦営業所
株式会社新栄流通サービス 本社
セイノースーパーエクスプレス株式会社 土浦営業所
日本郵便輸送株式会社 土浦営業所
株式会社太陽運輸 茨城営業所
株式会社宮城運輸 茨城
日本図書輸送株式会社 土浦営業所
ヤマト運輸株式会社 茨城主管支店
東京トラック運送株式会社 土浦支店
株式会社三榮商會 土浦営業所
みなみ運輸株式会社 本社営業所
取手市
株式会社ライズワン 本社
株式会社テクニカルコールド関東 取手営業所

※「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。

住所
茨城県つくば市野畑７２７－２
茨城県つくばみらい市高岡５８４－１
茨城県つくばみらい市坂野新田１－５
茨城県つくばみらい市台７３６－１
茨城県つくばみらい市台９７０－３
茨城県つくばみらい市谷井田２０９５－１
茨城県つくばみらい市板橋２８４３－１１
茨城県つくばみらい市板橋２９４２－１
茨城県つくばみらい市福岡２４７７
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樛木３７１－１
茨城県土浦市卸町１－６－１７
茨城県土浦市下坂田１７５８－２
茨城県土浦市荒川沖東２－３－６
茨城県土浦市紫ヶ丘５－３
茨城県土浦市紫ヶ丘５番地２
茨城県土浦市小山田２－３
茨城県土浦市大字永国字台５１２番地１７
茨城県土浦市大畑１６４２－１
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
茨城県土浦市中貫字西野２３７８－２
茨城県土浦市中字向原６６０－１
茨城県土浦市東若松町３３７６－２
茨城県土浦市東真鍋町９－２６
茨城県土浦市板谷６－５５７－３２，３３
茨城県土浦市板谷７－６２６－２０
茨城県土浦市並木３－１６－１３
茨城県土浦市並木５－２９５４－１
茨城県土浦市北神立町２－７
茨城県土浦市北神立町６－１
茨城県取手市井野字前土井８７４
茨城県取手市戸頭９－２１－３２
茨城県取手市山王１４４１－１
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電話番号
029-848-2280
0297-47-6101
0297-52-1401
0297-52-6711
0297-52-6288
0297-58-2516
0297-44-5214
0297-44-8255
0297-52-2648
0297-52-5887
0297-52-3131
029-843-1311
029-862-4310
029-841-0917
029-833-1155
029-830-1512
029-843-6831
029-822-3015
029-829-3811
029-830-6224
029-830-6311
029-862-1430
029-833-2611
029-842-7821
029-824-2201
029-822-0496
029-833-1133
029-875-8360
029-822-1476
029-831-2785
029-832-1116
029-831-0957
0297-72-8640
0297-78-0208
0297-71-6755

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

秋田運輸株式会社 本社営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 藤代営業所
ヤマト運輸株式会社 取手戸頭センター
佐川急便株式会社 那珂営業所
那珂市
中央運送株式会社 茨城営業所
日本郵便株式会社 那珂郵便局
平塚運送有限会社 本社営業所
株式会社原田商店 本社営業所
行方市
行方運送株式会社 本社営業所
吉藤運送株式会社 本社営業所
株式会社石間流通 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 行方センター
野口運輸株式会社 本社営業所
坂東市
明光運輸株式会社 本社営業所
ヤマイチ運輸株式会社 本社
猿島運送株式会社 本社営業所
キャリーシステム株式会社 本社営業所
横清運輸有限会社 本社営業所
レンゴーロジスティクス株式会社 岩井営業所
有限会社飯田運輸 本社営業所
株式会社新興運輸 本社営業所
ヨシアース株式会社 本社営業所
常陸太田市 アサヒ鉱業株式会社 本社
茨城通運株式会社 大宮営業所
株式会社エナジック関東 常陸大宮営業所
佐川急便株式会社 日立営業所
日立市
池の川産業有限会社 本社営業所
日本郵便株式会社 日立郵便局
株式会社丸ト 本社
東日本日立物流サービス株式会社 輸送部 日立輸送グ
ループ
株式会社多荷物流 本社
株式会社未来 日立営業所
有限会社寿美屋運送店 本社営業所
湯浅運輸株式会社 大沼営業本部

※「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。

住所

電話番号

茨城県取手市山王１７３１－１
茨城県取手市平野５４－１
茨城県取手市米の井７１９－８
茨城県那珂市戸崎字木戸１６６３－７
茨城県那珂市後台２３０６－２
茨城県那珂市菅谷１６７－７
茨城県那珂市福田５３３－１
茨城県行方市若海５９７－３
茨城県行方市手賀２６２９－２
茨城県行方市手賀４４９７－４
茨城県行方市中根６８９－１３
茨城県行方市麻生字田幸５９８－１
茨城県坂東市みむら３３１－１
茨城県坂東市岩井４５３７番地３
茨城県坂東市沓掛１７８９－１
茨城県坂東市沓掛２３３９
茨城県坂東市鵠戸１２２２－１
茨城県坂東市小山１２５４
茨城県坂東市上出島１１１３－１３
茨城県坂東市菅谷１３１１－１，２
茨城県坂東市生子新田８２６－１
茨城県坂東市長須２１９２－１
茨城県常陸太田市馬場町４７５
茨城県常陸大宮市工業団地２６－１
茨城県常陸大宮市工業団地６５１－１
茨城県日立市滑川町１－３２２
茨城県日立市久慈町３－４５－６
茨城県日立市幸町２－３－２８
茨城県日立市幸町２－６－１３

0297-83-1661
0297-82-5420
0297-70-7505
029-295-7555
029-298-1918
029-295-1030
029-295-4020
0299-55-2856
0299-55-0155
0299-55-0593
0291-35-0798
0299-80-64141
0297-20-9600
0297-34-3331
029-744-3800
0297-44-2157
0297-35-6088
0297-38-2444
0297-34-3001
0280-88-0547
0280-82-1021
0297-36-0001
0294-72-2744
0295-53-5575
0295-52-2788
0294-24-0045
0294-54-1005
0294-21-1040
0294-22-4448

茨城県日立市国分町１－３－１２

0294-25-6266

茨城県日立市国分町３－１－１２
茨城県日立市砂沢町赤坂３３０－１
茨城県日立市神田町字久下沼後１３９７
茨城県日立市東金沢町１－３－３０

0294-36-2451
0294-33-6408
0294-52-1819
0294-34-4321

6／8 ページ

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

三田運送有限会社 本社営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 日立センター
神永和浩 本店営業所
ヤマト運輸株式会社 日立南工業団地センター
東日本日立物流サービス株式会社 輸送部水戸輸送グルー
ひたちなか市
プ
東京トラック運送株式会社 水戸支店
株式会社多荷物流 ひたちなか営業所
武蔵貨物自動車株式会社 水戸営業所
ヤマト運輸株式会社 那珂湊支店
湯浅運輸株式会社 勝田営業所
株式会社産業ガステクノサービス ひたちなか営業所
株式会社春海丸 本社営業所
株式会社月島物流サービス 水戸営業所
国際ロジテック株式会社 守谷センター
守谷市
有限会社西塚運送 守谷営業所
株式会社明送 守谷営業所
鹿島灘運輸株式会社 本社営業所
鉾田市
山一産業株式会社 北関東営業所
結城市
株式会社水上三洋商会 結城営業所
立勝運輸株式会社 本社営業所
結城陸運株式会社 本社営業所
有限会社ワイケイ物流サービス 本社営業所
竜ヶ崎市 大和物流株式会社 竜ヶ崎支店
東部運輸株式会社 茨城営業所
稲敷郡
ヤマト運輸株式会社 茨城大子センター
久慈郡
有限会社奥久慈運輸 本社営業所
株式会社小野寺商事 本社営業所
猿島郡
共同物流株式会社 五霞営業所
株式会社有明 茨城営業所
東罐ロジテック株式会社 茨城営業所
中倉陸運株式会社 茨城営業所
川崎陸送株式会社 江川営業所
関東運輸株式会社 茨城営業所
ヤマト運輸株式会社 茨城東海センター

※「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。

住所

電話番号

茨城県日立市日高町１－３１－２１
茨城県日立市留町１１７０－１０
茨城県日立市留町２４３５－１０
茨城県日立市留町字前川１１７０－１０

0294-42-9171
0294-54-2444
0294-28-1028
0294-29-3055

茨城県ひたちなか市稲田１０９６－３４

029-285-2221

茨城県ひたちなか市佐和８５２－３
茨城県ひたちなか市山崎１４１番地６
茨城県ひたちなか市枝川２８９－１
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西原１４５７－１８７
茨城県ひたちなか市大字市毛１０５２－２
茨城県ひたちなか市長砂字横道宿後６７０－１
茨城県ひたちなか市部田野２９８０
茨城県守谷市百合ヶ丘１－２３７０－１
茨城県守谷市百合ヶ丘３－２７９２－１
茨城県守谷市百合丘１丁目字黒内２３５４番地１００
茨城県鉾田市柏熊３００番地１１
茨城県結城市若宮１１－２３
茨城県結城市若宮３－５８
茨城県結城市若宮９－５
茨城県結城市新矢畑２番地７
茨城県結城市大字矢畑３０２－７
茨城県竜ヶ崎市板橋町字安台５４２－２
茨城県稲敷郡河内町片巻１６８１－２
茨城県久慈郡大子町大字池田字宿平３８－１
茨城県久慈郡大子町池田１５３８－１
茨城県猿島郡境町大字浦向５８８－１
茨城県猿島郡五霞町元栗橋７５１４
茨城県猿島郡五霞町原宿台４丁目３２－３
茨城県猿島郡五霞町江川２８２９
茨城県猿島郡五霞町大字幸主字川原５７０－１
茨城県猿島郡五霞町大字江川２５８５－１
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

029-285-4181
029-265-2115
029-231-5459
029-265-5068
029-274-3351
029-273-9828
029-285-8100
029-265-7687
0297-47-0136
0297-44-4635
0297-46-1571
0291-34-0515
0296-33-8711
0296-33-8393
0296-32-0202
0296-32-3619
0296-35-4191
0297-62-8344
0297-84-6091
0295-72-5451
0295-72-4963
0280-81-1488
0280-84-1777
0280-80-0307
0280-84-1418
0280-23-1945
0280-84-1201
029-270-5031
029-287-3172
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
東茨城郡

結城郡

事業所名
株式会社茨城ミトモ 水戸
日本梱包運輸倉庫株式会社 茨城営業所
株式会社丸和運輸機関 水戸営業所
ヤマト運輸株式会社 茨城大洗センター
菱幸運輸株式会社 水戸営業所
株式会社ヤマガタ 大洗営業所
東日本エア・ウォーター物流株式会社 大洗営業所
有限会社サツケン 大洗営業所
株式会社グリーンライン 大洗営業所
ヤマト運輸株式会社 茨城八千代センター
西山運輸機工株式会社 本社営業所
株式会社アスカ 本社営業所

※「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。

住所
茨城県東茨城郡茨城町奥谷１７２０－１８
茨城県東茨城郡茨城町大字下土師字高山２０００番１３
茨城県東茨城郡茨城町長岡３６５９－１
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３３３
茨城県東茨城郡大洗町五反田５４４
茨城県東茨城郡大洗町港中央１
茨城県東茨城郡大洗町港中央１番地
茨城県東茨城郡大洗町大貫町５５７－５２
茨城県結城郡八千代町大字菅谷字新田山１０５２－１
茨城県結城郡八千代町尾崎３０９－１
茨城県結城郡八千代町平塚３２７０番地１
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電話番号
029-219-1715
029-291-0960
048-951-3030
029-266-0162
029-266-0096
029-267-5907
029-264-9081
029-264-7710
029-266-0765
0296-48-3433
0296-48-2111
0296-48-1153

主な輸送品目（任意掲載）

