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

笠間市

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
近物レックス株式会社 水戸運行事業所
株式会社サカイ引越センター 水戸支社
日本郵便輸送株式会社 水戸営業所
株式会社ハート引越センター 茨城センター営業所
日通茨城運輸株式会社 本社営業所
株式会社ジェーラインエクスプレス 水戸営業所
備海運送有限会社 本社営業所
有限会社クラモト商事 水戸営業所
石岡地区通運株式会社 赤塚営業所
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
王子運送株式会社 水戸支店
ファーストライナー株式会社 本社営業所
有限会社恵賑商事 本社営業所
桜井運送有限会社 本社営業所
株式会社アクティブ・ロジスティクス 本社営業所
ウロコ運輸株式会社 本社営業所
トナン輸送株式会社 茨城営業所
淀川海運株式会社 茨城営業所
株式会社宮本梱包運輸 本社営業所
リンコー運輸株式会社 茨城営業所
有限会社トウタツ 本社営業所
関東イチミヤ物流サービス株式会社 本社営業所
明治ロジテック株式会社 茨城事業所
丸茂産業株式会社 美野里営業所
株式会社平成貨物 本社営業所
株式会社酒井自動車運送 本社営業所
小林運輸株式会社 茨城営業所
株式会社三原物産 本社営業所
白帆運輸株式会社 本社営業所
株式会社水戸線通運 本社営業所
高田運輸株式会社 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。

安全性優良事業所
住所

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
茨城県水戸市河和田町字東中曾根３９３４－８
茨城県水戸市吉沢町３５４－３５
茨城県水戸市金町２－５－４３
茨城県水戸市見川町２１３１－９６７
茨城県水戸市元石川町２７６－１６
茨城県水戸市酒門町４４０８－２
茨城県水戸市大場町２１８９－６
茨城県水戸市大町３－２－１４
茨城県水戸市飯島町１２８９－６、１２８８－３
茨城県水戸市姫子１－１００－１０
茨城県水戸市平須町１６３
茨城県水戸市平須町２３５－４１
茨城県石岡市下林７５８－１
茨城県石岡市荒金１番地２７号
茨城県石岡市鹿の子２丁目３－２０
茨城県石岡市大字柏原７－３
茨城県石岡市谷向町２０－２
茨城県稲敷市阿波崎１６２－１
茨城県稲敷市蒲ヶ山３２６－５
茨城県稲敷市釜井５０７
茨城県牛久市中央３－１２－６
茨城県小美玉市羽鳥２９６０番地３
茨城県小美玉市羽鳥２９６９－４
茨城県小美玉市堅倉１５９９－２０
茨城県小美玉市上合字大砂１４５７－１３
茨城県小美玉市先後４９３番地１
茨城県小美玉市大谷２８０－１１
茨城県小美玉市中野谷１１９－１
茨城県小美玉市与沢９２７－１
茨城県笠間市稲田字白石３８８８－２５
茨城県笠間市押辺字皿久保２２６８－１
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（茨城県）
電話番号
029-304-0123
029-253-9305
029-297-1111
029-304-6501
029-221-2914
029-305-4811
029-248-7660
029-247-2805
029-269-5018
029-291-4347
029-252-5201
029-252-8185
029-353-7705
029-244-6633
0299-36-4210
0299-22-4021
0299-24-5451
0299-22-6111
0299-24-2571
029-894-3313
029-892-4001
02997-9-3001
029-875-2661
0299-56-7138
0299-46-5152
0299-48-0246
0299-56-6868
0299-48-4333
0299-56-4585
0299-47-1415
029-954-0026
0296-74-4881
0299-37-8711

H29.12.12
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

鹿嶋市

かすみがうら市

神栖市

事業所名
ＳＢＳゼンツウ株式会社 笠間営業所
株式会社江森梱包 北関東配送センター
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
茨城中央運輸有限会社 本社営業所
石岡地区通運株式会社 友部営業所
太平洋陸送株式会社 友部営業所
金彰運送有限会社 本社営業所
関東トナミ運輸株式会社 鹿島営業所
関東西部運輸株式会社 茨城支店
東洋陸運株式会社 鹿島営業所
八大運輸株式会社 鹿島営業所
上野輸送株式会社 鹿嶋営業所
日本郵便株式会社 鹿嶋郵便局
谷田川運送株式会社 本社営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 土浦支店
縫友運送株式会社 本社営業所
株式会社雅賀 本社営業所
株式会社大塚組 霞ヶ浦営業所
札幌通運株式会社 土浦支店
株式会社青和運輸 土浦営業所
白鳥輸送株式会社 本社営業所
株式会社ニチエイ・ベスト・プロデュース 土浦営業所
株式会社サンキュウ・トランスポート・東日本 鹿島営業
所
株式会社新晃 神栖営業所
株式会社まるあ 鹿島事業所
豊永興業株式会社 鹿島営業所
株式会社根本運送 鹿嶋営業所
株式会社明和油送 鹿嶋営業所
セイリュウ運送株式会社 本社営業所
新廻運送有限会社 本社営業所
株式会社弥生京極社 鹿島支店
飯田物流株式会社 鹿嶋支店
みなと運送株式会社 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

電話番号

茨城県笠間市石井２７８－１
茨城県笠間市泉１－１６
茨城県笠間市大田町１３８７
茨城県笠間市土師１２５８－８
茨城県笠間市湯崎１２４３－１０９
茨城県笠間市南友部１９２１－７
茨城県笠間市南友部１９６６－５
茨城県鹿嶋市宮中字中町附４６２５－３
茨城県鹿嶋市大字泉川字南泉２０６１
茨城県鹿嶋市大字長栖字浦地１８７９－３９５
茨城県鹿嶋市大字平井字灘２２７６－６
茨城県鹿嶋市大字平井字灘２２７９番２
茨城県鹿嶋市長栖字蒲地１８７９－３７６
茨城県鹿嶋市鉢形１５２７－２
茨城県鹿嶋市明石５９３－１
茨城県かすみがうら市下稲吉２６５０－１
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土田１５２２－８
茨城県かすみがうら市牛渡２９６８－７
茨城県かすみがうら市宍倉５６８５－４
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１９４３－１３
茨城県かすみがうら市上稲吉２００２－３

029-673-4707
0299-45-7877
0296-77-2817
0299-45-8184
0296-77-0297
0296-78-5021
0296-77-1183
0299-82-3255
0299-95-7550
0299-85-2170
0299-85-2155
0299-85-1088
0299-84-1431
0299-82-7753
0299-82-3573
0299-59-5300
0299-59-2151
029-956-5081
0298-98-2971
029-832-3263
0299-59-6155
0299-59-4538
029-831-3822

茨城県神栖市奥野谷６１７０－３６

0299-94-3903

茨城県神栖市神栖２－４－１８
茨城県神栖市神栖３－１３－１４
茨城県神栖市神栖３丁目１２２８番地２４５
茨城県神栖市息栖３０４０番地２８１
茨城県神栖市太田１８８５－３
茨城県神栖市太田３３７３－３
茨城県神栖市太田３４０３－２
茨城県神栖市太田字宝山３４７４－９
茨城県神栖市知手２９２９－１７
茨城県神栖市知手中央１０－７－４３

0299-90-1015
0299-92-9521
0299-92-9720
0299-94-3121
0479-48-5411
0479-40-1080
0479-46-4142
0479-46-6375
0299-97-1171
0299-96-1151
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

北茨城市

桜川市
潮来市
古河市

下妻市

事業所名
旭新運送株式会社 鹿島営業所
日通鹿島輸送株式会社 本社営業所
大川運輸株式会社 深芝営業所
昭産運輸株式会社 鹿島営業所
柳生運送有限会社 本社営業所
関東西濃運輸株式会社 北茨城支店
株式会社向洋 本社営業所
勝沼運送株式会社 本社営業所
三共貨物自動車株式会社 岩瀬営業所
株式会社太陽運送 本社営業所
霞北運輸株式会社 本社営業所
株式会社ハードゥン 潮来営業所
株式会社石川興業運輸 北関東営業所
共同輸送株式会社 古河営業所
株式会社ロジス・ワークス 古河配送センター
茨城流通サービス株式会社 本社営業所
カリツー株式会社 北関東営業所
古河陸運株式会社 本社営業所
美野里運送倉庫株式会社 古河営業所
東邦興産株式会社 古河営業所
有限会社砂川運送 本社営業所
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
株式会社和幸流通サービス 茨城営業所
有限会社丸晋運送 本社営業所
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
関東ロジテム株式会社 本社営業所
北関東ロジテム株式会社 本社営業所
株式会社茨運 三和営業所
株式会社エナジック関東 三和営業所
株式会社日陸 古河事業所
丸喜運輸株式会社 茨城営業所
株式会社川崎商事 下妻営業所
株式会社ＮＢＳロジソル 茨城営業所

※「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
茨城県神栖市知手中央１－９－８
茨城県神栖市東深芝２８－５
茨城県神栖市東深芝６
茨城県神栖市東深芝６
茨城県北茨城市磯原町上相田６３５－５
茨城県北茨城市磯原町豊田字稲干場１２９２－１
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櫻井８６４－４
茨城県桜川市上城６８２－７
茨城県桜川市西小塙１８５７
茨城県潮来市牛堀１０１
茨城県潮来市水原字根崎６８３－７
茨城県古河市下大野７３９－１４－１０２
茨城県古河市丘里１３－８
茨城県古河市丘里１３番地６
茨城県古河市丘里１４－４
茨城県古河市坂間２５３番地１１２
茨城県古河市三杉町１－１０－２０
茨城県古河市諸川１１３６－８－１０１
茨城県古河市上大野２２８８－３４
茨城県古河市上辺見２５４９
茨城県古河市上和田１３－１
茨城県古河市上和田４０６－１
茨城県古河市水海２６６６
茨城県古河市大字中田字宿並８１６－１
茨城県古河市谷貝字下原５６７－１
茨城県古河市中田２３５９
茨城県古河市東牛谷１２００－１
茨城県古河市東牛谷１２００－１
茨城県古河市東山田３５８３－３
茨城県古河市南間中橋字八反田東１４－５
茨城県古河市北利根８番４
茨城県下妻市江字本郷１５４５番地の１１
茨城県下妻市村岡乙１６７－４
茨城県下妻市大字半谷字芝山４８５
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電話番号
0299-96-2627
0299-92-7617
0299-92-8713
0299-93-5706
0293-43-0011
0293-42-7711
0293-46-4711
0293-42-0650
0296-71-5222
0296-76-1030
0299-64-2111
0299-67-5329
0280-91-2460
0280-98-5129
0280-98-5511
0280-98-1224
0280-47-0148
0280-31-5252
0280-75-2131
0280-75-2526
0280-32-1581
0280-75-1227
0280-77-1711
0280-91-1055
0280-48-5880
0280-78-0811
0280-47-0711
0280-98-2200
0280-98-2200
0280-78-3731
0280-76-6811
0280-91-0111
0296-43-5115
0296-30-5045
0296-43-3676

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

常総市

高萩市

筑西市

つくば市

つくばみらい市

事業所名
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
関東トナミ運輸株式会社 水海道営業所
松藤運輸倉庫株式会社 北関東営業所
柳田運輸株式会社 水海道営業所
センコー株式会社 住宅車輌営業所
株式会社トーヨーエフピー 利根営業所
有限会社田中商事 本社営業所
京阪運輸株式会社 茨城営業所
株式会社細金商運 本社営業所
有限会社佐川運送 本社営業所
日本ルートサービス株式会社 茨城事業所
下館地区通運株式会社 川島営業所
蓮沼商運株式会社 本社営業所
八洲運輸株式会社 茨城営業所
神葉運輸株式会社 茨城営業所
株式会社新開トランスポートシステムズ 茨城営業所
丸関運輸株式会社 本社営業所
株式会社金澤物流サービス 関東営業所
美穂運輸株式会社 筑西営業所
青木重機運輸株式会社 本社営業所
関東福山通運株式会社 いばらき筑西支店
株式会社日之出運輸 茨城支店
大和物流株式会社 つくば支店
株式会社ニチエイ・ベスト・プロデュース つくば営業所
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
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
所
株式会社サカイ引越センター つくば支社
日本通運株式会社 東京東支店 茨城自動車事業所
岸和田運輸株式会社 筑波営業所
ヤマト運輸株式会社 つくば豊里センター
京阪久宝株式会社 筑波営業所

※「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
茨城県常総市菅生町５０８－４／５０９－１
茨城県常総市大生郷町字大部堂２８２６－１２
茨城県常総市内守谷町３７１９－１
茨城県常総市内守谷町きぬの里１－３－１
茨城県常総市内守谷町谷頭４０４９－１
茨城県常総市平町３７７番地３
茨城県高萩市上手綱４４－１
茨城県高萩市赤浜８４８
茨城県高萩市大字大能字梗下３６７－１
茨城県筑西市みどり町２－７－２
茨城県筑西市伊佐山１６５
茨城県筑西市伊讃美９８３－１
茨城県筑西市下江連１２８１－１
茨城県筑西市下川島７６９－２６－１０３
茨城県筑西市関館３３３－８
茨城県筑西市関舘２６０－１
茨城県筑西市寺上野１１７７
茨城県筑西市新治字谷島１９９１－１５
茨城県筑西市神分１０１－１
茨城県筑西市船玉２８６－２２
茨城県筑西市鍋山字殿山７５４－１
茨城県つくば市みどりの東１８－２
茨城県つくば市松代３－１－８
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

0296-30-7786
0296-54-4915
0297-22-9111
0297-27-4769
029-724-2378
0297-27-1885
0297-25-2203
0297-27-3141
0297-23-3083
0293-24-6371
0293-23-1779
0293-28-0009
0296-54-6359
0296-28-0311
0296-28-1151
0296-28-0811
043-262-4390
0296-37-2248
0296-37-6707
0296-52-4680
0296-57-5560
0296-24-1211
0296-37-1205
0296-20-5711
029-846-2300
029-847-0271
029-866-2950
029-866-2828

茨城県つくば市真瀬９１２

029-869-9906

茨城県つくば市台町１丁目１番地１
茨城県つくば市谷田部３３５７－１
茨城県つくば市片田４７０－１
茨城県つくば市野畑７２７－２
茨城県つくばみらい市坂野新田１－５

029-839-2141
029-886-3355
029-839-0315
029-848-2280
0297-52-1401
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

土浦市

事業所名
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
永和運輸株式会社 本社営業所
美野里運送倉庫株式会社 つくば営業所
株式会社エナジック関東 土浦営業所
成田運送株式会社 つくば営業所

取手市

那珂市

行方市

廣瀬運輸株式会社 本社営業所
フジ運輸株式会社 本社営業所
白帆運輸株式会社 土浦営業所
株式会社未来 土浦営業所
株式会社新栄流通サービス 本社営業所
株式会社ＡＺロジコム 本社営業所
株式会社ケイワイケイ福山 関東営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 土浦営業所
相互運輸株式会社 土浦営業所
来栖運送株式会社 本社営業所
株式会社宮城運輸 茨城営業所
有限会社一進 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 茨城主管支店
株式会社三榮商會 土浦営業所
中島運輸倉庫株式会社 本社営業所
ケーエルサービス東日本株式会社 茨城営業所
みなみ運輸株式会社 本社営業所
株式会社テクニカルコールド関東 取手営業所
秋田運輸株式会社 本社営業所
野口運送有限会社 本社営業所
株式会社未来 那珂営業所
日水運輸株式会社 本社営業所
日立地区通運株式会社 勝田ターミナル
伊藤運輸倉庫株式会社 日立営業所
株式会社石間流通 本社営業所
株式会社原田商店 本社営業所
行方運送株式会社 本社営業所
原運輸有限会社 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谷井田２７５４－１
茨城県つくばみらい市板橋２９４２－１
茨城県土浦市下坂田１７５８－２
茨城県土浦市荒川沖東２－２５－１４ フラッツ沖新田
１０５号室
茨城県土浦市小松２－２－４
茨城県土浦市真鍋字沖屋敷１－８－５
茨城県土浦市大畑１６４２－１
茨城県土浦市大畑２１１－３
茨城県土浦市中７３１－１
茨城県土浦市中貫２３６３－２２
茨城県土浦市虫掛３６３２－２
茨城県土浦市東若松町３３７６－２
茨城県土浦市東中貫町１番１８号
茨城県土浦市藤沢７７０－１
茨城県土浦市板谷７－６２６－２０
茨城県土浦市板谷七丁目６３５番地５
茨城県土浦市並木５－２９５４－１
茨城県土浦市北神立町６－１
茨城県土浦市木田余３２４０－１
茨城県取手市井野字前土井１０６８－１
茨城県取手市井野字前土井８７４
茨城県取手市山王１４４１－１
茨城県取手市山王１７３１－１
茨城県取手市大字上高井字糠塚３９６－５
茨城県那珂市横堀８４０－５
茨城県那珂市戸崎４０－３
茨城県那珂市後台字富士山３０４７－５
茨城県那珂市鴻巣字東風谷３２３１
茨城県行方市行戸１０４８－１
茨城県行方市若海５９７－３
茨城県行方市手賀２６２９－２
茨城県行方市小貫１９６９－２
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電話番号
0297-52-6292
0297-58-2516
0297-58-2727
0297-44-8255
029-862-4310
029-846-0128
029-821-0847
029-821-6234
029-829-3811
029-875-9633
029-842-7821
029-834-8277
029-835-1550
029-824-2201
0298-32-3100
029-862-2006
029-875-8360
029-832-3233
029-831-2785
029-831-0957
029-825-1885
0297-74-6010
0297-72-8640
0297-71-6755
0297-83-1661
0297-78-8418
029-219-8517
029-295-6222
029-295-7666
029-219-5772
0291-36-6006
0299-55-2856
0299-55-0155
0291-35-3151

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
坂東市

事業所名

野口運輸株式会社 本社営業所
有限会社塚原運送店 本社営業所
株式会社翔和商事 本社営業所
明光運輸株式会社 本社営業所
株式会社小島 岩井営業所
北関東福山通運株式会社 いばらき坂東支店
横清運輸有限会社 本社営業所
株式会社ワカミヤ 本社営業所
前山運送株式会社 神田山営業所
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
滝本運送有限会社 本社営業所
有限会社ヤワラ 本社営業所
常陸太田市 興進運輸有限会社 本社営業所
有限会社城司物流 本社営業所
有限会社クラモト商事 本社営業所
アサヒ鉱業株式会社 本社営業所
常陸大宮市 有限会社岡崎運輸 本社営業所
中部急送株式会社 茨城営業所
株式会社ヤマガタ 常陸大宮営業所
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
株式会社ＮＢＳロジソル 水戸営業所
會澤運送株式会社 本社営業所
株式会社油屋運送 本社営業所
日立市
関東福山通運株式会社 日立支店
株式会社丸運ロジスティクス関東 日立営業所
カメイ物流サービス株式会社 日立営業所

ひたちなか市

日立中央運送株式会社 本社営業所
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 日立営業所
ワーレックス株式会社 勝田営業所
第一貨物株式会社 水戸支店
株式会社ヤマガタ 常陸那珂港営業所

※「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
茨城県坂東市みむら３３１－１
茨城県坂東市岩井３３０１－１
茨城県坂東市岩井４１５２番地４５
茨城県坂東市岩井４５３７－３
茨城県坂東市幸神平１
茨城県坂東市幸神平４１－２
茨城県坂東市小山１２５４
茨城県坂東市小泉２３１－３
茨城県坂東市神田山１１２９
茨城県坂東市菅谷１３１１－１，２
茨城県坂東市生子新田８２６－１
茨城県坂東市長谷１８４４－４
茨城県坂東市矢作３９７８番地５
茨城県常陸太田市岩手７４９
茨城県常陸太田市大森町７１６－２
茨城県常陸太田市大方町１２３５－４
茨城県常陸太田市馬場町４７５
茨城県常陸大宮市下桧沢３－１
茨城県常陸大宮市工業団地１
茨城県常陸大宮市工業団地２０
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
茨城県常陸大宮市若林１９７７－２
茨城県常陸大宮市上大賀字反町２１３５
茨城県日立市久慈町６－４１－１
茨城県日立市砂沢町鬼ヶ作３５３－１
茨城県日立市小木津町字井戸尻９１８－１１
茨城県日立市東金沢町３－１２（住居表示：日立市東金
沢町３－６－２５）
茨城県日立市東多賀町２－１０－１５
茨城県日立市日高町１－３１－２１
茨城県日立市留町１１７０－１０
茨城県ひたちなか市足崎１４７６－１７
茨城県ひたちなか市大字枝川字赤城２４４３
茨城県ひたちなか市大字長砂字渚１６３－３３、１６３
－３４
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電話番号
0297-20-9600
0297-35-1142
0297-36-1330
0297-34-3331
0297-47-5115
0297-47-3000
0297-38-2444
0297-38-0050
0297-36-0011
0280-88-0547
0280-82-1021
0297-35-3182
0297-38-1631
0294-76-2206
0294-74-1174
0294-70-3447
0294-72-2744
0295-58-2574
0295-53-9855
0295-54-0550
0295-53-5575
0295-52-2702
0295-52-6655
0295-52-1936
0294-52-4474
0294-43-7070
0294-44-7231
0294-32-1651
0294-34-1515
0294-42-9171
0294-54-2443
029-285-7350
029-231-8101
029-264-2222

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

守谷市
鉾田市
結城市

稲敷郡

北相馬郡
久慈郡
猿島郡

那珂郡
東茨城郡

事業所名
株式会社ニヤクコーポレーション 日立事業所
茨城中央運輸有限会社 ひたちなか
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
鹿島灘運輸株式会社 本社営業所
都運送株式会社 結城営業所
千代川運輸株式会社 結城営業所
結城陸運株式会社 本社営業所
有限会社ばば運輸 本社営業所
ＰＣジャパン有限会社 本社営業所
有限会社ワイケイ物流サービス 本社営業所
株式会社八戸急行 北関東営業所
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
東部運輸株式会社 茨城営業所
関東福山通運株式会社 竜ヶ崎営業所
有限会社奥久慈運輸 本社営業所
株式会社シャチライン 茨城境営業所
株式会社ヤマサン運輸 本社営業所
共同物流株式会社 五霞営業所
東罐ロジテック株式会社 茨城営業所
株式会社金子運輸 本社営業所
飯島商事有限会社 本社営業所
高橋陸送株式会社 日立営業所
世新建設運輸株式会社 茨城営業所
株式会社未来 水戸営業所
幹光運輸株式会社 水戸営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 茨城営業所
東澤運送有限会社 茨城西営業所
株式会社丸和運輸機関 水戸営業所
菱幸運輸株式会社 水戸営業所
ネクストロジスティクス株式会社 大洗営業所
有限会社ハギワラコーポレーション 大洗営業所
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

※「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
茨城県ひたちなか市大字長砂字渚１６３番４１
茨城県ひたちなか市馬渡１２２８－１３
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
茨城県鉾田市柏熊３００番地１１
茨城県結城市上山川字大久保５７０１－４
茨城県結城市新矢畑２番地４
茨城県結城市新矢畑２番地７
茨城県結城市新矢畑５－３
茨城県結城市大字結城４３６５－１
茨城県結城市大字矢畑３０２－７
茨城県結城市田間１２８２
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
茨城県稲敷郡河内町片巻１６８１－２
茨城県北相馬郡利根町大字横須賀８１４－１
茨城県久慈郡大子町池田１５３８－１
茨城県猿島郡境町大字下小橋８８０
茨城県猿島郡境町大字内門８１７－４
茨城県猿島郡五霞町元栗橋７５１４
茨城県猿島郡五霞町江川２８２９
茨城県猿島郡五霞町大字江川１７０８－２
茨城県猿島郡五霞町大字山王山７０６番地２
茨城県那珂郡東海村村松字平原３１２９－２５
茨城県那珂郡東海村村松字平原３１２９－５２
茨城県東茨城郡茨城町桜の郷１０００－１
茨城県東茨城郡茨城町大字奥谷１７２０－１９
茨城県東茨城郡茨城町大字下土師字高山２０００－１３
茨城県東茨城郡茨城町中央工業団地２－９
茨城県東茨城郡茨城町長岡３６５９－１
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４５５－１
茨城県東茨城郡大洗町五反田５００
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
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電話番号
029-229-3335
029-272-8834
029-229-1010
0297-47-0136
0291-34-0515
029-633-1100
0296-33-1275
0296-32-3619
0296-32-4619
0296-33-9111
0296-35-4191
0296-20-9189
029-893-2870
029-893-2431
0297-84-6091
0297-61-7855
0295-72-4963
0280-86-6301
0280-86-6412
0280-84-1777
0280-84-1418
0280-84-0863
0280-84-0838
0292-82-4961
029-287-7430
029-306-9374
029-889-1292
029-291-0960
029-292-7230
048-951-3030
029-266-0096
029-267-0710
029-219-6952
029-267-5907
029-264-9081

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

結城郡

事業所名
株式会社札通ロジスティックス東京 大洗営業所
有限会社サツケン 大洗営業所
北海道通運株式会社 関東支店
株式会社グリーンライン 大洗営業所
柳田輸送株式会社 本社営業所
日進運輸株式会社 本社営業所
株式会社首都圏ロジスティクス 茨城センター
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港中央５
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芦ヶ谷３２８７－１
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平塚字中山４７８３－９
茨城県結城郡八千代町平塚３２７０番地１
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電話番号
029-264-5817
029-264-7710
029-277-1400
029-266-0765
0296-48-3138
0296-48-0662
0296-30-2360
0296-49-3839

主な輸送品目（任意掲載）

