貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
宇都宮市

足利市

大田原市

小山市

事業所名
有限会社ミナミ商事 本社営業所
佐川急便株式会社 宇都宮東営業所
栃木陸送株式会社 本社営業所
関東名鉄カーゴサービス株式会社 宇都宮営業所
宇東梱包運輸株式会社 本社営業所
岡山県貨物運送株式会社 宇都宮営業所
有限会社相沢カアゴ 本社営業所
日本郵便株式会社 宇都宮中央郵便局
株式会社八下田陸運 本社営業所
日本ルートサービス株式会社 宇都宮営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 宇都宮センター
株式会社丸和通運 宇都宮支店
ヨシアース株式会社 宇都宮営業所
カトーレック株式会社 宇都宮営業所
アートコーポレーション株式会社 栃木営業所
日祥運輸倉庫株式会社 本社営業所
北関東広運株式会社 本社営業所
柳田運輸株式会社 宇都宮営業所
関東交通株式会社 宇都宮営業所
株式会社ライフサポート・エガワ 宇都宮営業所
ダイシン物流株式会社 足利営業所
佐川急便株式会社 足利営業所
へんみ運送有限会社 本社営業所
株式会社北関東運輸 本社営業所
株式会社ニコンビジネスサービス 栃木営業所
日本郵便株式会社 大田原郵便局
鷹栖運輸機工有限会社 本社営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 栃木営業所
岡野運送株式会社 栃木営業所
センコーエーラインアマノ株式会社 栃木営業所
アートコーポレーション株式会社 小山営業所
マコトトランスポートサービス株式会社 関東営業所
日酸運輸株式会社 小山営業所

※「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。

安全性優良事業所
住所

栃木県宇都宮市横田新町１９－３
栃木県宇都宮市江曽島町２０６１－５
栃木県宇都宮市砂田町３１７－２
栃木県宇都宮市瑞穂１－１６－１０
栃木県宇都宮市清原工業団地２１－１６
栃木県宇都宮市西刑部町字西原２７３０
栃木県宇都宮市台新田１－７－６
栃木県宇都宮市中央本町４－１７
栃木県宇都宮市中島町４３５－１
栃木県宇都宮市東簗瀬１丁目１６－３
栃木県宇都宮市不動前３－１－２３
栃木県宇都宮市平出工業団地２７－２
栃木県宇都宮市平出工業団地３６－１４
栃木県宇都宮市平出工業団地５－２
栃木県宇都宮市平出町１６１３－１
栃木県宇都宮市平出町３５７２－７
栃木県宇都宮市平出町３７８６－１
栃木県宇都宮市問屋町３１７２－３５
栃木県宇都宮市簗瀬町２３８３
栃木県宇都宮市鐺山町字西川原１０５４－１
栃木県足利市久保田町８０９－１
栃木県足利市上渋垂町字伊勢宮３９７－１
栃木県足利市問屋町１５３５－１４
栃木県大田原市鹿畑字向山１０８１－５
栃木県大田原市実取７６６－１１５
栃木県大田原市新富町１－９－８
栃木県大田原市薄葉２２０６－８
栃木県小山市稲葉郷６７－６１
栃木県小山市乙女１２４４－１
栃木県小山市出井字磯宮浦１２００－８
栃木県小山市城北２－１０－１１
栃木県小山市大字羽川字下田１１６番地１
栃木県小山市大字横倉新田字溜南４７０－２７
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（栃木県）
電話番号
028-659-2361
028-614-3212
028-656-5521
028-656-9113
028-667-4551
028-656-1981
028-659-7590
028-639-2413
028-654-0891
028-614-3661
028-637-1639
028-661-3038
028-683-2828
028-661-6759
028-625-0123
0286-61-8040
028-660-4161
028-656-9740
028-635-9760
028-667-6551
0284-70-6551
0284-73-2611
0284-72-2626
0287-24-3561
0287-28-7165
0287-22-2442
0287-29-0198
028-522-6800
0285-39-6813
0285-24-2401
0285-23-0123
0285-42-9510
0285-27-6347

H27.12.15
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

鹿沼市

さくら市

佐野市

下野市

栃木市

事業所名
イノウ運輸株式会社 小山営業所
萬運輸株式会社 小山営業所
ＡＣＴライナー株式会社 栃木営業所
有限会社小山環境美化センター 本社営業所
キユーソーティス株式会社 鹿沼営業所
川合運輸株式会社 栃木営業所
佐川急便株式会社 栃木営業所
岡田運輸株式会社 鹿沼営業所
日本図書輸送株式会社 宇都宮営業所
有限会社野中運送店 本社営業所
株式会社鹿沼梱包運輸 本社営業所
丸伊運輸株式会社 鹿沼営業所
ステリサイクルＭＥＤ株式会社 本社営業所
株式会社鹿沼梱包運輸 流通センター営業所
喜連川貨物有限会社 本社営業所
エアケミ運輸株式会社 本社営業所
株式会社啓和運輸 栃木営業所
株式会社立川運送 本社営業所
株式会社エムラインズ 佐野営業所
フェデラルエクスプレスジャパン株式会社 佐野営業所
株式会社関東エース 佐野営業所
増田運送株式会社 本社営業所
関東西濃運輸株式会社 佐野支店
株式会社オカダトランス 佐野営業所
有限会社松崎加工 本社営業所
株式会社エナジック関東 栃木営業所
石原運輸株式会社 本社営業所
株式会社ニヤクコーポレーション 関東支店 宇都宮事業
所
トナミ運輸株式会社 栃木支店
株式会社タイセイ・エフ・ティー関東 宇都宮営業所
丸伊運輸株式会社 栃木営業所
三八五流通株式会社 栃木営業所
株式会社フコックス 静和営業所
株式会社栃木ロジテム 南栃木物流支店

※「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。

住所

電話番号

栃木県小山市大字犬塚５１－１０８
栃木県小山市大字向原新田字向原９８－２
栃木県小山市大字荒井字向田５６６番１
栃木県小山市大字高椅１２４２番地
栃木県鹿沼市さつき町１２－１０
栃木県鹿沼市貝島町５１２－４ 北星ビル２Ｆ
栃木県鹿沼市上石川字上赤羽根１８２３－１
栃木県鹿沼市上石川字北原１１１９－９
栃木県鹿沼市深津７７４－４
栃木県鹿沼市茂呂１０５４－６
栃木県鹿沼市茂呂４０１－５
栃木県鹿沼市茂呂６４２－１
栃木県鹿沼市茂呂６５９－１９
栃木県鹿沼市流通センター８２
栃木県さくら市葛城１９８６－１
栃木県さくら市喜連川５１２９番１９
栃木県さくら市喜連川５３７８－１３
栃木県佐野市伊勢山町１０－１１
栃木県佐野市伊勢山町１４６２
栃木県佐野市栄町１－２
栃木県佐野市関川町３４７－１
栃木県佐野市新吉水町３１３－１
栃木県佐野市大字船津川町字岡田２３００
栃木県佐野市富岡町１６８６
栃木県佐野市堀米町１３４７－３
栃木県下野市下古山３２６１－４
栃木県下野市下古山３３２２－４

0285-22-2140
0285-27-2885
0285-25-1902
0285-49-0149
0289-76-0481
0289-63-6370
0289-76-2245
0289-72-1777
0289-76-2669
0289-76-2838
0289-76-2167
0289-76-1966
0289-72-1001
0289-76-2165
028-686-2280
028-686-5931
028-678-8040
0283-24-3338
0283-21-1754
0283-24-9890
0283-85-8961
0283-62-0591
0283-24-7111
0283-24-4711
0283-22-3362
0285-53-0273
0285-53-5756

栃木県下野市下古山字北林３２２１－１

0285-53-1814

栃木県下野市下坪山１８３６－１
栃木県下野市祇園２－１５－５
栃木県栃木市岩舟町静２９３２－３
栃木県栃木市岩舟町静戸４６９－１
栃木県栃木市岩舟町静和１５０６－１
栃木県栃木市大字惣社町１６９５－１０

0285-48-2135
0285-38-6961
0282-55-2922
0282-55-8111
0282-55-3572
0282-28-0070
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

有限会社大環舎 本社営業所
栃木輸送株式会社 本社営業所
株式会社メディカルネットワークサービス 本社営業所
佐川急便株式会社 小山営業所
株式会社ハナワトランスポート 栃木営業所
那須塩原市 株式会社日本引越センター 那須塩原営業所
東和運輸株式会社 本社営業所
株式会社山田運輸店 日光営業所
日光市
佐川急便株式会社 日光営業所
株式会社サンコー 本社営業所
東京合通株式会社 北関東支店
真岡市
田口運送株式会社 栃木営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 真岡営業所
大和物流株式会社 栃木一般営業所
関東西部運輸株式会社 栃木支店
矢板市
栃木県北通運株式会社 南営業所
株式会社エナジック関東 矢板営業所
日弘陸送株式会社 栃木営業所
河内郡
芳賀通運株式会社 通運事業所
ホッコウ物流株式会社 北関東支店
株式会社サンキュウトランスポート・東京 栃木営業所
株式会社不二ロジカーゴ 本社営業所
栃木県北通運株式会社 宇都宮貨物ターミナル駅事業所
日本通運株式会社 宇都宮南物流事業所 宇都宮コンテナ
課
株式会社ニップンロジス 宇都宮営業所
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
三正運輸株式会社 本社営業所
三正商事株式会社 本社営業所
第一物流サービス株式会社 栃木営業所
岡田運輸株式会社 野木営業所
株式会社日ピスビジネスサービス 本社営業所
株式会社増山物流 本社営業所
那須郡
郡山運送株式会社 栃木営業所
日生流通運輸倉庫株式会社 栃木営業所

※「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

栃木県栃木市大平町真弓１５９０－４
栃木県栃木市大平町真弓１５９１－２
栃木県栃木市都賀町平川４１５－３
栃木県栃木市藤岡町都賀２７０１－１
栃木県栃木市平柳町３－５５－６
栃木県那須塩原市一区町１０５
栃木県那須塩原市北弥六３８１－１
栃木県日光市塩野室町字栗木沢１５０３－１
栃木県日光市森友６４８
栃木県日光市沢又６９０番地３
栃木県真岡市鬼怒ヶ丘１４
栃木県真岡市寺内６５２－１
栃木県真岡市松山町２４－４
栃木県真岡市長沼２３３２－４
栃木県矢板市こぶし台６－２
栃木県矢板市片岡４６８－１
栃木県矢板市片岡字梨木２３４３
栃木県河内郡上三川町上蒲生２５００
栃木県河内郡上三川町多功字上の原２９７０
栃木県河内郡上三川町大字上蒲生字花貫内５５０
栃木県河内郡上三川町大字上蒲生字花貴内５８４－１
栃木県河内郡上三川町大字西汗１６６２－１
栃木県河内郡上三川町大字多功字上の原２９７０

0282-43-5555
0282-43-2471
0282-27-9922
0282-62-1111
0282-28-6625
0287-47-6088
0287-65-1890
0288-26-8893
0288-30-7066
0288-26-7376
0285-83-2511
0285-80-0052
0285-80-1873
0285-74-1224
0287-41-8050
0287-48-0111
0287-48-2517
0285-56-4447
0285-53-1300
0285-56-1122
0285-55-2239
0285-56-7894
0285-52-3080

栃木県河内郡上三川町大字多功字上の原２９７０

0285-53-3441

栃木県河内郡上三川町大字多功字南原２５７９－６
栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち５－１－２４
栃木県下都賀郡壬生町大字壬生乙字吾妻原３５４６－１
栃木県下都賀郡壬生町大字壬生乙字御成橋東４０２４
栃木県下都賀郡壬生町大字藤井字吾妻１０５６－１
栃木県下都賀郡野木町大字野木字宿２０４９－１
栃木県下都賀郡野木町野木１１１１－１
栃木県那須郡那珂川町松野１１３２－１
栃木県那須郡那珂川町大字松野字並松９６０
栃木県那須郡那須町漆塚２０４－６

0285-51-0760
0282-86-5563
0282-82-4100
0282-82-7454
0282-82-6911
0280-57-4619
0280-57-4072
0287-92-2224
0287-92-5217
0287-72-0345
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主な輸送品目（任意掲載）

食料品、飲料等、日用品・雑貨

市区郡名
芳賀郡

事業所名
三和運送事業株式会社 栃木営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 栃木営業所
池田興業株式会社 宇都宮支店
ＳＢＳロジコム株式会社 宇都宮支店

※「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。

住所
栃木県芳賀郡市貝町大字赤羽字前原４３７－２
栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台２
栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台６２－５
栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台７７－４
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電話番号
0285-68-2880
028-677-0789
028-677-3144
028-677-3844

主な輸送品目（任意掲載）

