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

鹿沼市

事業所名
清興運輸株式会社 宇都宮営業所
佐川急便株式会社 宇都宮東営業所
株式会社アサヒセキュリティ 栃木営業所
栃木陸送株式会社 本社営業所
都運送株式会社 清原営業所
岡山県貨物運送株式会社 宇都宮営業所
株式会社アクティチャレンジ 本社営業所
有限会社相沢カアゴ 本社営業所
日本ルートサービス株式会社 宇都宮営業所
芳賀通運株式会社 宇都宮事業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 宇都宮営業所
株式会社丸和運輸機関 宇都宮食品物流センター
エヌエヌ商事株式会社 平出物流センター
有限会社西塚運送 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
柳田運輸株式会社 宇都宮営業所
有限会社新郷運輸 栃木営業所
カンダ物流株式会社 宇都宮北営業所
東洋梱包運輸株式会社 足利支店
株式会社丸和運輸機関 アズコム北関東ＭＫ共配
関東名鉄運輸株式会社 足利営業所
東両毛通運株式会社 本社事業所
東京高速陸運株式会社 北関東営業所
有限会社クリーン環境 本社営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 小山営業所
トーテツ興運株式会社 小山営業所
ワーレックス株式会社 犬塚営業所
株式会社アクティブ・ロジスティクス 小山営業所
アートコーポレーション株式会社 小山営業所
渡邉金属運輸株式会社 本社営業所
イノウ運輸株式会社 小山営業所
株式会社新開トランスポートシステムズ 小山営業所
キユーソーティス株式会社 鹿沼営業所

※「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

栃木県宇都宮市下平出町１６０－６
栃木県宇都宮市江曽島町２０６１－５
栃木県宇都宮市今宮４－６－１６
栃木県宇都宮市砂田町３１７－２
栃木県宇都宮市清原工業団地２１－１７
栃木県宇都宮市西刑部町字西原２７３０
栃木県宇都宮市西川田６－６－２１
栃木県宇都宮市台新田１－７－６
栃木県宇都宮市東簗瀬１丁目１６－３
栃木県宇都宮市氷室町１７３９－１７
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３７－４
栃木県宇都宮市平出工業団地４１－４
栃木県宇都宮市平出工業団地５－３
栃木県宇都宮市平出町１６１３－１
栃木県宇都宮市問屋町３１７２－３５
栃木県宇都宮市野沢町１８７－６９
栃木県宇都宮市野沢町５５１－１
栃木県足利市久保田町字久分１３６－１
栃木県足利市大月町３－３
栃木県足利市野田町１１２０－１８
栃木県足利市野田町１１２０－２７
栃木県大田原市市野沢字後木曽１０５５－１
栃木県大田原市本町２－２８１８－１
栃木県小山市稲葉郷６７－６１
栃木県小山市横倉５９０－２
栃木県小山市犬塚字南原９９５－３
栃木県小山市出井１２１１－４
栃木県小山市城北２－１０－１１
栃木県小山市大字犬塚３２番地
栃木県小山市大字犬塚５１－１０８
栃木県小山市大字梁２３３３－１７
栃木県鹿沼市さつき町１２－１０
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（栃木県）
電話番号
028-689-0410
028-614-3212
028-684-0230
028-656-5521
028-667-5526
028-656-1981
028-680-6411
028-659-7590
028-614-3661
028-667-3121
028-637-1639
028-678-9966
028-660-2588
028-612-8395
028-660-0123
028-656-9740
028-665-1975
0289-72-1540
0284-73-6724
0284-40-1311
0284-73-2755
0284-72-2210
0287-23-7130
0287-23-4375
0285-22-6800
0285-27-4421
0285-27-6586
0285-23-7221
0285-23-0123
0285-23-0505
0285-22-2140
0285-49-1481
0289-76-0481

H29.12.12
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

ティーロジエクスプレス株式会社 栃木営業所
株式会社鹿沼梱包運輸 本社営業所
株式会社鹿沼梱包運輸 流通センター営業所
さくら市 株式会社啓和運輸 栃木営業所
さくら流通株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 矢板営業所
株式会社フコックス 栃木営業所
佐野市
増田運送株式会社 本社営業所
京葉流通倉庫株式会社 佐野営業所
株式会社フコックス 葛生営業所
株式会社祥和ロジスティックス 本社営業所
マックスライン株式会社 本社営業所
下野市
株式会社エナジック関東 栃木営業所
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
株式会社ＡＲＫ 栃木営業所
丸伊運輸株式会社 栃木営業所
栃木市
三八五流通株式会社 栃木営業所
株式会社日立物流関東 栃木営業所
株式会社泉川運輸 本社営業所
安立運輸株式会社 栃木営業所
篠崎運輸株式会社 栃木営業所
大坂屋運送株式会社 栃木営業所
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
スターゼンロジスティクス株式会社 那須営業所
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
プリヴェ運輸株式会社 日光営業所
佐川急便株式会社 日光営業所
株式会社渡邉物流 本社営業所
真岡市
田口運送株式会社 真岡営業所
株式会社丸運ロジスティクス関東 栃木営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 真岡営業所
ケイジー物流株式会社 真岡営業所

※「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
栃木県鹿沼市下石川４３１－１
栃木県鹿沼市茂呂４０１－５
栃木県鹿沼市流通センター８２
栃木県さくら市喜連川５３７８－１３
栃木県さくら市馬場１３２－１
栃木県さくら市鷲宿字中丸４５７３－２５
栃木県佐野市山越町１８８
栃木県佐野市新吉水町３１３－１
栃木県佐野市西浦町３４－１
栃木県佐野市築地町３－２９
栃木県佐野市中町１３０２
栃木県下野市下古山１２２
栃木県下野市下古山３２６１－４
栃木県下野市下坪山１８３６－１
栃木県下野市祇園２－１５－５ Ｂ－２０１
栃木県下野市文教２－２６０
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５５４－１
栃木県栃木市泉川町字欠ノ下５５６－１
栃木県栃木市惣社町１６９３－７
栃木県栃木市大宮町２６０７番地２
栃木県栃木市大平町蔵井６７８
栃木県栃木市平柳町３－５５－６
栃木県那須塩原市一区町１０５
栃木県那須塩原市島方４５７－４
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
栃木県日光市轟字北川１２３４番地
栃木県日光市森友６４８
栃木県真岡市鬼怒ヶ丘１丁目１５番地３
栃木県真岡市寺内６５２－１
栃木県真岡市寺内字石島境８０１－２
栃木県真岡市松山町２４－４
栃木県真岡市松山町８－１
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電話番号
0289-76-5250
0289-76-2167
0289-76-2165
028-678-8040
028-682-6227
028-686-0111
0283-62-4511
0283-62-0591
0283-21-2101
0283-86-4567
0283-84-3211
0285-53-4087
0285-53-0273
0285-48-2135
0285-38-6961
0285-39-8330
0282-55-2922
0282-55-8111
0282-55-7726
0282-20-7260
0282-29-5871
0282-28-2056
0282-43-6811
0282-28-6625
0287-47-6088
0287-65-1162
0287-65-1890
0288-26-8893
0288-21-7511
0288-30-7066
0282-83-6031
0285-80-0052
0285-84-8897
0285-80-1873
0285-84-5384

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

矢板市
河内郡

塩谷郡
下都賀郡

那須郡
芳賀郡

事業所名
大和物流株式会社 栃木二宮支店
株式会社ホットライナー 真岡営業所
株式会社エナジック関東 矢板営業所
株式会社月島物流サービス 宇都宮営業所
富士運輸株式会社 栃木支店
日本通運株式会社 宇都宮航空支店 カスタマーサービス
課
株式会社日本引越センター 本社営業所
株式会社バンテックイースト 栃木営業所
センコー株式会社 宇都宮流通センター
松岡満運輸株式会社 宇都宮営業所
有限会社結城商事輸送 栃木営業所
株式会社トランスパック 栃木営業所
三正商事株式会社 本社営業所
株式会社ＮＳロジ東日本 関東支店北関東営業所
高伸物流株式会社 本社
郡山運送株式会社 栃木営業所
株式会社ホットライナー なす南営業所
田村運輸株式会社 真岡事業所
株式会社ホンダロジスティクス 栃木事業所
池田興業株式会社 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

電話番号

栃木県真岡市長沼２３１０番地
栃木県真岡市並木町３－３－９
栃木県矢板市片岡字梨木２３４３
栃木県河内郡上三川町しらさぎ１丁目２２－６
栃木県河内郡上三川町しらさぎ２丁目２３番１、２

0285-74-1321
0285-80-2811
0287-48-2517
0285-37-8881
0285-55-0077

栃木県河内郡上三川町磯岡４５２

0285-56-0512

栃木県河内郡上三川町鞘堂５１－１
栃木県河内郡上三川町大字上蒲生２１６９－１
栃木県河内郡上三川町大字石田字砂田２０４６－２
栃木県河内郡上三川町大字石田字西谷２３００－１２
栃木県塩谷郡塩谷町大字田所字寺中７１８－８
栃木県塩谷郡塩谷町田所２１８７
栃木県下都賀郡壬生町大字壬生乙字御成橋東４０２４
栃木県下都賀郡野木町川田３３－１５
栃木県下都賀郡野木町大字丸林５５４－４
栃木県那須郡那珂川町大字松野字並松９６０
栃木県那須郡那珂川町大内２７２９番地
栃木県芳賀郡市貝町大字赤羽字４５４９－３
栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台１４３
栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台６２－５

0285-52-0888
0285-56-2535
0285-55-2577
0285-56-0511
0287-46-1121
0287-45-2486
0282-82-7454
0280-55-2812
0280-54-4100
0287-92-5217
0287-92-7115
0285-67-4170
028-677-2722
028-677-3144
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主な輸送品目（任意掲載）

