
平成29年7月31日現在

安立サービス（株）北茨城営業所

株式会社 石井商会

大友重機運送 有限会社

小川運輸 有限会社

オミネ運送店

勝沼運送 株式会社

亀山運送 有限会社

関東西濃運輸　株式会社　北茨城営業所

北茨城市企業衛生　株式会社

共同運輸 株式会社

京阪運輸　株式会社　モリマー事業部　茨城営業所

株式会社　向　洋

興和運輸 有限会社

有限会社 國分運送店

有限会社　小堀商事

有限会社 佐川運送

有限会社 塩田運輸

有限会社　柴田商事

十王運送 有限会社

常北運輸 株式会社

有限会社 鈴木運輸

鈴屋商事　株式会社

高萩運輸 株式会社

高萩商事 株式会社

高萩陸運 有限会社

常磐港運 株式会社　茨城営業所

豊田運送店

日豊運輸 株式会社

根本運送店

日立地区通運（株）高萩営業所

平澤運輸 株式会社

藤田運送 有限会社

北部運輸 有限会社

株式会社　 細金商運

有限会社 まるこ運送店

株式会社　ムラタ

柳生運送 有限会社

株式会社　ヤマサ　エコ・ネットサービス

ヤマト運輸（株）高萩営業所

株式会社 吉原梱包運輸

有限会社　アール交通

池の川産業 有限会社

磯野運送 有限会社

磯野運輸 株式会社

稲沢運輸 株式会社

茨城県貨物自動車運送（株）日立営業所

株式会社 茨城物流サービス

一般社団法人茨城県トラック協会会員名簿

県北支部

日立支部



宇梶輸送 有限会社

株式会社　エヌティシー

有限会社　大川運輸　日立支店

大郷運輸　株式会社

大橋運輸機工

有限会社 大甕運輸

尾又運送 株式会社

カメイ物流サービス　株式会社　日立営業所

株式会社　川口商事

関東西濃運輸　株式会社　日立営業所

共和運輸 株式会社

近物レックス　株式会社　日立運行営業所

株式会社 ケンコー

公益産業 有限会社

有限会社　江南運輸

光洋運輸 株式会社 日立営業所

株式会社　神和運輸

株式会社 国進運輸

有限会社 コンポン運送

佐川急便 株式会社　日立営業所

佐々木興業 株式会社

有限会社　十王産業

城西物流倉庫　株式会社

城西物流倉庫　株式会社　茨城営業所

城南運輸 有限会社

株式会社　常陽建商

有限会社 寿美屋運送店

有限会社 大興物流

大社運輸 株式会社

大東運送　有限会社

株式会社 高村商事

有限会社 滝建材

株式会社 田尻産業運輸

株式会社　巽運輸

株式会社　多荷物流

有限会社 円井産業

滑川輸送 有限会社

株式会社 西野商事

日和サービス　株式会社

株式会社 日昭丸運

日本郵便　株式会社　日立郵便局

株式会社　ニヤクコーポレーション　日立事業所

額賀運送 有限会社

株式会社　のぞみ

林運輸倉庫 株式会社

日高運輸 株式会社

日高産業 有限会社

日立運送 有限会社

日立貨物自動車 株式会社

日立支部



協業組合日立環境開発センター

日立急送自動車 株式会社

日立地区通運 株式会社

日立地区通運　株式会社　日立営業所

日立中央運送 株式会社

日立東映運輸 株式会社

日立特急 有限会社

株式会社 日立物流　東日本営業本部

株式会社　日立物流東日本

日立埠頭 株式会社

有限会社 日立南運輸

有限会社　日立リース運輸機工

株式会社 福井屋

有限会社　ホクブ

真崎運送 株式会社

株式会社 松原組

株式会社　丸運　日立中央営業所

株式会社　丸運ロジスティクス関東　日立営業所

株式会社 丸ト

三田運送 有限会社

有限会社　みづほエンジニアリング

三峰商事

株式会社 宮本商事

有限会社 三代運送

株式会社　みらい

株式会社　村田運輸

八鍬運送 有限会社

株式会社 ヤマガタ

株式会社　山形運送

山桝運送 有限会社

湯浅運輸 株式会社

リ　　ズ　　ム

株式会社 ルートサービス茨城

會澤運送　株式会社

アサヒ鉱業　株式会社　運輸部

石井運輸　有限会社

有限会社　石崎輸送システム

伊藤運輸倉庫　株式会社　日立営業所

茨城通運　株式会社

株式会社　栄光商事

海老沢運輸　有限会社

株式会社　大崎運送

大宮陸運　有限会社

大森運輸　有限会社

有限会社　岡崎運輸

有限会社　岡田商事

有限会社　緒川運送

有限会社　奥久慈運輸

掛札興運

日立支部

水郡線支部



株式会社　掛札商運

有限会社　金沢運送

川澄運送　有限会社

有限会社　菊池商事

久慈運送　有限会社

有限会社　クラモト商事

京信交易輸送　株式会社

株式会社　ＫＣスカイ物流

有限会社　小泉運送

興進運輸　有限会社

鴻池運輸㈱霞ヶ浦営業所　茨城北事業所

佐川急便　株式会社　那珂営業所

篠原運輸　有限会社

有限会社　城司物流

株式会社　スズキデリバリーシステムズ

株式会社　鈴　建

株式会社誠光運輸　那珂営業所

有限会社　静峰商運

高橋運輸　有限会社

中部急送　株式会社

中部急送　株式会社　茨城営業所

司企業　株式会社　水戸営業所

冨山運送　有限会社

那珂川運輸　有限会社

日水運輸　株式会社

日本郵便　株式会社　那珂郵便局

有限会社　沼田運輸

有限会社　野上運輸

有限会社　パーフェクト・ワン

有限会社　常陸ドライブ

平塚運送　有限会社

平塚商運　有限会社

有限会社　福田運送

古谷運輸

有限会社　真弓運送

丸光商運　有限会社

マルミトランスポート　株式会社

水戸北運輸　株式会社

未来運輸　株式会社　水戸営業所

八起重工　株式会社

株式会社　吉　　久

吉成運送　株式会社

吉原運輸　有限会社

株式会社　ワコー

有限会社　赤城運送

株式会社 油屋運送

アミックス　株式会社

株式会社　井滝建設

株式会社　エネックス　茨城営業所

水郡線支部

常陸那珂支部



有限会社　エム・ユーシステム

有限会社　大洗貨物運送

大洗港湾運送　株式会社

株式会社　大洗輸送

大洗流通　株式会社

有限会社　大内物流

株式会社　大倉運輸

大浪陸運　株式会社　茨城事業所

有限会社　大山企業

株式会社　角昇運輸

勝田環境　株式会社

有限会社　川上産業

株式会社　川　　友

関東運輸　株式会社　茨城営業所

キクショウ運輸　有限会社

株式会社　北島商事

株式会社　グリーンライン

有限会社　クロサワクリーンサービス

京阪運輸　株式会社　ひたちなか営業所

株式会社　Ｋ．Ｕコーポレーション

桜井運輸　有限会社

株式会社　サワハタキャリーサービス

澤畠物産運輸　有限会社

株式会社　産業ガステクノサービス

株式会社　産業ガステクノサービス

産機リース　株式会社

株式会社　三　　友

株式会社　山菱トランスポート

有限会社　清水建材運輸

株式会社　春海丸

株式会社　　常磐荷役運送

有限会社　常陽エクスプレス

株式会社　真和ワークス

有限会社　すいめい

須加野運送　株式会社

株式会社　誠光運輸

清広運輸　有限会社

世新建設運輸　株式会社　茨城営業所

誠和工業　株式会社

全農物流　株式会社　茨城支店

高橋陸送　株式会社

立繁産業　株式会社

株式会社　多荷物流　ひたちなか営業所

（株）　月島物流サービス　水戸営業所

有限会社　津田産業

東京トラック運送　株式会社　水戸支店

東水運輸　株式会社

中島運輸　有限会社

那珂湊運送　有限会社

常陸那珂支部



那珂湊通運　株式会社

株式会社　名古屋技研

株式会社　ナルキュウ

株式会社　ナルキュウ　茨城営業所

有限会社　西原産業

株式会社　ネキスト　茨城営業所

ネクストロジスティクス　株式会社　大洗営業所

張替運送　有限会社

日立建機ロジテック　株式会社　ひたちなか営業所

日立地区通運　株式会社　勝田営業所

株式会社　日立物流東日本

有限会社　平野興産

福岡ロジテック　株式会社　関東営業所

法光運輸　株式会社

北海道通運　株式会社　関東支店

有限会社　丸正興運

株式会社　丸羽ロジテック

有限会社 丸穂運輸

有限会社　美川商事

三ツ輪物流　株式会社

湊衛生　株式会社

有限会社　安物産

八千代運輸　株式会社　大洗営業所

湯川運送　有限会社

横信建材工業　株式会社

吉田海運　株式会社　茨城営業所

菱幸運輸　株式会社　水戸営業所

株式会社　ＲＯＳＳＯ　常陸那珂営業所

ワーレックス　株式会社

渡辺運送倉庫　株式会社

浅野運輸　有限会社

朝日陸送　有限会社

安立サービス株式会社　水戸営業所

有限会社　井坂建材

石岡地区通運　株式会社　赤塚営業所

有限会社　石川運輸

伊藤運輸倉庫　株式会社

伊藤運輸倉庫　株式会社　水戸営業所

株式会社　茨城エナジック

有限会社　茨城クリーンサービス

株式会社　茨城警運

茨城県貨物自動車運送　株式会社

茨城倉庫　株式会社

茨城通運　株式会社　水戸輸送所

株式会社　茨城荷役運輸

茨城乳配　株式会社

吽野流通運輸　有限会社

株式会社　ＡＢＣ

株式会社　エスティーシステム　水戸営業所

常陸那珂支部

水戸支部



株式会社　エス・ディ・ロジ　水戸営業所

ＳＰトランスポート　株式会社

有限会社　海老原運送

有限会社　エム産業

株式会社　エム・ビー・シー

株式会社　Ｍライン

王子運送　株式会社　水戸支店

ＯＳＯ　株式会社　東日本営業所

大島運輸　有限会社

株式会社　オオタカ

大武ロジテック　株式会社

有限会社　大槻流通サービス

株式会社　カーサポート水戸

株式会社　海西運輸

株式会社　カネツ

株式会社　叶野運送

軽部商運　有限会社

有限会社　川崎商運

関工企業　株式会社

関東イチミヤ物流サービス　株式会社

株式会社　関東貨物

関東車輌　株式会社

関東福山通運　株式会社

北関東通商運輸　株式会社

北関東通商　株式会社

北関東物流　株式会社　茨城営業所

共進陸運　有限会社

有限会社　京塚運輸

株式会社　久信田運送

有限会社　桑　　商

有限会社　郡司運送

Ｋ・システム　株式会社

鴻池運輸　株式会社　水戸営業所

株式会社　洸　　陽

国際ロジテック　株式会社

株式会社　小林運輸

株式会社　サカイ引越センター　水戸支社

株式会社　サカイ引越センター

佐川急便　株式会社　茨城営業所

有限会社　笹沼物産

三愛ロジスティクス　株式会社　茨城営業所

有限会社　　三　　英　　厚木英利

三成運送　有限会社

㈱ジェイアール東日本物流　塩浜物流センター水戸出張所

株式会社　ジェーラインエクスプレス

資源開発興業　株式会社

ジャパン通商　株式会社

城西運輸　株式会社

常北陸運　株式会社

水戸支部



昭和陸運　有限会社

有限会社　白梅商事

白帆運輸　株式会社

白帆ロジテム　株式会社

新安全警備保障　株式会社

進栄通商　株式会社

新栄物流　株式会社

新生環境整備　株式会社

末広物産運輸　株式会社

西濃運輸　株式会社　水戸支店

関谷運送　有限会社

株式会社　仙台ミトモ　東京支社　水戸営業所

全通内国通運　株式会社

綜合警備保障　株式会社　茨城警送支店

第一貨物　株式会社　水戸支店

大栄運輸　株式会社

大真運輸　株式会社

有限会社　大邦運輸

有限会社　タカノ

中央運送　株式会社　茨城営業所

中央自動車　株式会社

長生産業　株式会社

TSネットワーク株式会社　水戸流通センター

東液サービス株式会社　水戸支店

有限会社　東海産業運輸

東ヶ峰運輸株式会社

株式会社　東京急送

東澤運送　有限会社

東雪運輸　株式会社

常磐運送株式会社

株式会社　栃木ロジテム　水戸支店

有限会社　友部流通

トヨタ部品茨城共販　株式会社

有限会社　トランスポート水戸

株式会社　トレンディ茨城

株式会社　中陽運輸

株式会社　日警

日通茨城運輸　株式会社

日本郵便　株式会社　水戸中央郵便局

日本運輸　　株式会社

日本通運　株式会社　水戸支店

日本通運株式会社　水戸警送支店

日本通運株式会社　水戸航空支店

日本物流システム　株式会社

日本物流システム　株式会社　水戸物流センター

日本郵便輸送　株式会社　水戸支店

有限会社　ノハラデリテム

有限会社　野平商事

株式会社　ハート引越センター

水戸支部



有限会社　はにわ商事

林運輸　株式会社　水戸営業所

備海運送　有限会社

東日本エア・ウォーター物流　（株）　水戸営業所

株式会社　ヒラマツ

株式会社　ヒラマツ　水戸営業所

ファーストライナー　株式会社

ファーストロジコム　株式会社

有限会社　福正運輸

株式会社　藤井運送

富士企業　株式会社

株式会社　プロテックライン

有限会社　星山運送

有限会社　丸木物流

有限会社　丸越運送

丸昌運輸　有限会社

丸千運輸　株式会社

丸藤運輸　有限会社

丸茂産業　株式会社

丸勇運輸　有限会社

水野運輸　有限会社

三ツ矢運輸　株式会社

株式会社　水戸香美運輸

水戸急送　株式会社

水戸通商　株式会社

ミヤウチ物流システム　株式会社

宮部運輸　有限会社

美和運輸　株式会社

武蔵貨物自動車　株式会社

有限会社　明光運輸

有限会社　明光産業

株式会社　明　伸

有限会社　谷沢運輸

柳田運輸　株式会社　水戸営業所

横須賀急送　株式会社

有限会社　吉池工務店　運輸部

吉成商事運輸　有限会社

ロジトライ　株式会社

株式会社　綿引運送

青山運送　有限会社

赤城山運輸　株式会社　茨城営業所

株式会社　アクティブ・ロジスティクス

株式会社　アクティブ・ロジスティクス

有限会社　浅野商事

旭運輸　株式会社

飯塚運輸　有限会社

石岡興業　株式会社

石岡地区通運　株式会社

一橋運輸　有限会社

水戸支部

石岡支部



市村商事　有限会社

茨城共同サービス　株式会社

茨城空港運輸　株式会社

茨城中央運輸　有限会社

茨城通信運輸　株式会社

茨城トヨタ陸送　株式会社

岩田産業　有限会社

岩間鉱業　株式会社

株式会社　インターネット　水戸営業所

植田運輸　株式会社

株式会社　上田運輸倉庫

内田運送　株式会社

ウロコ運輸　株式会社

エービーカーゴ東日本株式会社　千代田営業所

株式会社　江森梱包　茨城営業所

大隅運輸　有限会社

株式会社　オオワダ商事

株式会社　岡崎荷役

有限会社　岡部運輸

小川運輸　有限会社

有限会社　荻沼物流

小島物流　株式会社

有限会社　小田運送店

柿岡丸正運送　有限会社

有限会社　梶川物流

鹿島参宮通運　株式会社

有限会社　片岡運送

加藤運輸　有限会社

株式会社　河原物流

株式会社　川村運送店

関東運輸㈱　小美玉営業所

有限会社　関東田名見運輸

株式会社　菊池輸送

きのえ運送　有限会社

株式会社　共伸運輸

株式会社　協同企業

クレハ運輸 株式会社 茨城営業所

クレハ運輸トラック　株式会社　茨城センター

黒川運輸　株式会社

ケイアイ物流　有限会社

有限会社　恵賑商事

Ｋ－ＬＩＮＥ　株式会社

国進運輸　株式会社　石岡営業所

株式会社　小堀荷役

小松崎運輸　有限会社

株式会社　酒井自動車運送

佐川急便　株式会社　土浦営業所

桜井運送　有限会社

桜井運送　有限会社

石岡支部



三美運輸　株式会社

株式会社　三陸商運

常南運送　株式会社

白鳥輸送　株式会社

株式会社　伸光堂物流

新三協物流　株式会社　石岡営業所

株式会社　ダイセーエクスプレスシステム

株式会社　ダイセーエクスプレスシステム　水戸営業所

ダイセーエブリー二十四株式会社茨城ハブセンター

高田運輸　株式会社

有限会社　高道運送

有限会社　竹井商事

龍己運輸　株式会社

田中産業　株式会社

有限会社　玉里クリーン

塚田運輸　株式会社

月夜野運送　株式会社

月夜野運送　株式会社　茨城営業所

株式会社　Ｔ・Ｎ・Ｒ

株式会社　デイリートランスポート　茨城営業所

東京西濃運輸　株式会社

東美運輸　有限会社

トナン輸送株式会社　茨城営業所

株式会社　トランシス関東

株式会社　ドリーム・デリバリー

株式会社　トロピカル　グリーンサービス

長島運輸　有限会社

日軽物流　株式会社　石岡営業所

株式会社ＮＩＴＴＡエキスプレス

日本郵便　株式会社　石岡郵便局

株式会社　日動運輸　茨城営業所

日本植物運輸　株式会社

日本植物運輸　株式会社

昇運輸　有限会社

博大運送　有限会社

パゴタ急便　有限会社

長谷川運輸　株式会社

株式会社　ハタヤモータープール

東日本エア・ウォーター物流　（株）　水戸区域（営）

光運送　有限会社

常陸共和運送　株式会社

不二三運輸　株式会社

株式会社　プロイコム常陸

株式会社　平成貨物

株式会社　ベストランス

星の宮運輸　株式会社　茨城営業所

有限会社　前島商運

前田運輸倉庫　株式会社

丸伊運輸　株式会社

石岡支部



丸伊運輸　株式会社　水戸営業所

株式会社　丸運ロジスティクス関東

丸全水戸運輸　株式会社

丸茂産業　株式会社　美野里営業所

南農産運輸　有限会社

美野里運送倉庫　株式会社

株式会社　美野里物流サービス

株式会社　三原物産

有限会社　ミヤビ重量機工

株式会社　ムロオ

株式会社　ムロオ　茨城石岡センター

明治ロジテック　株式会社　茨城営業所

吉川自動車運送　株式会社

有限会社　ランテック

株式会社　龍和運輸

株式会社アイアールイー

株式会社　アキバ

有限会社　秋葉運輸

株式会社　浅　井　　茨城営業所

株式会社　アストモスガスセンター千葉　茨城営業所

有限会社　阿見企画

株式会社　安全丸和輸送

安立サービス　株式会社　土浦営業所

有限会社　飯島商運

飯塚運輸　株式会社

生熊運送　株式会社

池田運送　有限会社

有限会社　井坂通運

有限会社　イシコーグリーン

株式会社　イディアトランスポートサービス

伊藤運輸倉庫　株式会社

伊藤運輸倉庫　株式会社　つくば営業所

株式会社　伊東商事

茨城県貨物自動車運送　（株）　土浦営業所

茨城新光運輸　株式会社

イバラキ流通サービス　株式会社

イリエ物流システム　株式会社

岩浪運送　株式会社

牛込運輸　有限会社

株式会社　AZロジコム

株式会社　エス・ディ・ロジ

株式会社　エス・ディ・ロジ　茨城営業所

ＳＢＳロジコム株式会社　土浦支店

ＳＢＳロジコム北関東　株式会社

ＳＢＳロジコム北関東　株式会社　土浦支店

株式会社　エナジック関東

株式会社　エムケイ

桜南運輸　有限会社

有限会社　岡沢機械サービス

土浦支部

石岡支部



株式会社　岡野運送

株式会社　岡野興業

株式会社　カインズ・ロジ

株式会社　カインズ・ロジ　茨城営業所

株式会社　雅　　賀

金澤運輸　株式会社

幹光運輸　株式会社

株式会社　関東エース　つくば営業所

関東名鉄運輸　株式会社

株式会社　関東隆和

株式会社　ギオン　茨城営業所

有限会社　共栄運送

協立運輸　株式会社

協立運輸　株式会社　関東営業所

近物レックス　株式会社　土浦運行営業所

久保田運送　有限会社

有限会社　栗原運送店

有限会社　栗原商事

来栖運送　株式会社

株式会社　くるまだ商会

株式会社　ケイエスロジテック

ケーアイ運輸　株式会社

有限会社　県南物流

県南陸運　株式会社

髙運送　株式会社

光希運輸　有限会社

コカ・コーライーストジャパンプロダクツ　株式会社　茨城配車センター

湖南通運　株式会社

株式会社　小松崎商事

埼玉西濃運輸　株式会社　土浦営業所

株式会社　サカイ引越センター　土浦支社

株式会社　サカイ引越センター

佐川急便　株式会社　つくば営業所

佐々木興業 株式会社　土浦営業所

株式会社　三栄商会　土浦営業所

株式会社　三広

株式会社　篠崎商事

株式会社　常総運輸

常総物流サービス　株式会社

常陽運送　株式会社

昭和運送　株式会社

株式会社　白河運輸

シンエイ倉庫　株式会社

株式会社　新栄流通サービス

株式会社　新晃

株式会社　水郷物流サービス

株式会社　鈴　文

有限会社　誠　運

西濃運輸　株式会社　土浦支店

土浦支部



株式会社　青和運輸　土浦営業所

センコーエーラインアマノ　株式会社

相互運輸　株式会社　土浦営業所

株式会社　総　商

第一貨物　株式会社　土浦支店

ダイシン物流　株式会社　茨城営業所

有限会社　太平洋物流

滝興運　株式会社　土浦営業所

田口運送　株式会社

田口運送　株式会社　阿見営業所

中越運送 株式会社

中越テック　株式会社　茨城営業所

有限会社　千代田衛生

株式会社　ツカサ

株式会社　筑波学園環境整備

土浦運輸　有限会社

株式会社　土浦関東商事

土浦通運　株式会社

株式会社　テクニカルコールド関東

株式会社　デリバリーアイコー

株式会社　東亜物産　小美玉営業所

東栄運輸　株式会社　土浦営業所

株式会社　東栄商事

東液サービス株式会社

東関運輸　有限会社

東京第一物流　株式会社

東京第一物流㈱　土浦営業所

東京トラック運送　株式会社　土浦支店

東京トラック運送　株式会社

東立運輸　株式会社　茨城営業所

東和物流　株式会社　土浦営業所

株式会社　トーア物流

トーヨーエキスプレス株式会社土浦営業所

トモエ運輸　有限会社

有限会社　トランスポートニヘイ

ドレックスカーゴ　株式会社

直井建材運輸　有限会社

中島運輸倉庫　株式会社

有限会社　中島梱包運輸

長野運送　有限会社

株式会社　ニチエイ・ベスト・プロデュース

日興運送　株式会社

有限会社　日幸運輸

株式会社　日硝ハイウェー

日発運輸　株式会社　土浦営業所

日本郵便　株式会社　土浦郵便局

日本図書輸送　株式会社

日本物流運輸　株式会社

日本物流システム　株式会社

土浦支部



日本物流システム　株式会社　土浦物流センター

日本郵便輸送　株式会社　土浦営業所

株式会社　野本商事

株式会社　萩原工務店

有限会社　長谷川商事

初鳥運送　有限会社

株式会社　東関東ダブル・ジー・ヤマギシ

光運輸倉庫　株式会社

株式会社　ひかる商事

日立貨物運送　有限会社

日立建機ロジテック　株式会社

株式会社　日立物流東日本

日の出運送　有限会社

廣瀬運輸　株式会社

株式会社　福田興業

フジ運輸　株式会社

フジ運輸　株式会社　茨城営業所

藤江商事　株式会社

株式会社　フジ急

縫友運送　株式会社

増山運輸　有限会社

株式会社　丸　　株

丸宮運輸　株式会社

丸与運輸　株式会社

三田運送有限会社　土浦営業所

株式会社　宮城運輸　茨城営業所

都運送　株式会社　つくば営業所

明　　三　株式会社

株式会社　太基運輸

有限会社　モトズ建販

有限会社　モ　　リ

ヤマト運輸　株式会社　茨城主管支店

株式会社　侑弘物流

又新運輸　株式会社

有限会社　湯原運送

横浜運送　株式会社　茨城営業所

株式会社　ライフサポートエガワ　茨城支店

株式会社　リーディングサポート

株式会社　暁運輸　霞ヶ浦営業所

秋田運輸　株式会社

有限会社　浅野商事

株式会社　アサヒヤ

アスカ精工　株式会社

株式会社　飯田商運

有限会社　板橋運輸

株式会社　糸賀運輸

株式会社　糸賀商運

茨城県貨物自動車運送　株式会社　竜ヶ崎営業所

有限会社　栄広社

土浦支部

県南支部



株式会社　Ｎ・Ｋ

海老原商事　有限会社

有限会社　エム・ワイ産業

大隅物流　有限会社

太田運送　有限会社

株式会社　大塚運輸

株式会社　大山

株式会社　柏流通

河内運送　有限会社

川野運輸　有限会社

環境通信輸送　株式会社　東関東物流センター

関東運輸㈱　龍ヶ崎営業所

関東車輌　株式会社

関東総業　株式会社

関東馬匹運輸　有限会社

有限会社　木村通商

協栄運輸　有限会社

京橋運送　株式会社

株式会社　協　和

有限会社　倉　持

有限会社　グリーンサービス

黒田運輸　株式会社

株式会社　黒田物産

株式会社　Ｋ・Ｓロジテム

ケーエルサービス東日本　株式会社

ケーエルサービス東日本株式会社　茨城（営）

有限会社　晃栄運送

晃進物流　株式会社

興和運送　有限会社

小島運輸　株式会社

株式会社　古手物流輸送

有限会社　澤部運送

サンキ運輸　株式会社

三敬物流　株式会社

有限会社　サンロジスティックス

サンワ陸運　株式会社

株式会社　ＪＲＣトランスポート茨城

有限会社　篠田通産

鯱梱包運輸　株式会社

正慶商事　有限会社

有限会社　新活アドバンス

有限会社　神保総業

鈴木商事　株式会社

有限会社　鈴木物産

株式会社　そめや

大和物流　株式会社

株式会社　チドリ運送　茨城営業所

株式会社　チドリ運送　佐倉営業所

有限会社　つかさ運輸

県南支部



筑波運輸　株式会社

株式会社　津本産業

有限会社　東西

有限会社　東進産業

有限会社　トウタツ

東都輸送　株式会社　美浦営業所

株式会社　トランスワールド　茨城営業所

鳥見運輸　有限会社

有限会社　成増運送

南総通運　株式会社　茨城事業所

新潟運輸　株式会社　鹿島支店

株式会社　西澤コーポレーション

株式会社　日新トランスポート

株式会社　ニップンロジス　竜ヶ崎営業所

日本瓦斯運輸整備　株式会社

日本馬匹輸送自動車　株式会社

にまる　株式会社

根本運輸　株式会社

野口運送　有限会社

有限会社　野原運輸

野村運送店

八紘運輸　株式会社

有限会社　光企業

有限会社　人　組

平山商事　株式会社

福栄運輸　株式会社

丸大運送　有限会社

有限会社　丸　　彦

丸吉産業　株式会社

みなみ運輸　株式会社

株式会社　宮本梱包運輸

株式会社　元木物流

有限会社　山新商会

ヤマト運輸　株式会社　取手営業所

株式会社　山結物流

淀川海運　株式会社

株式会社　ライズワン

株式会社　ライト陸運

有限会社　竜ヶ崎運輸

竜ヶ崎重機　株式会社　運輸部

竜ヶ崎商行運輸　有限会社

竜ヶ崎通運　株式会社

竜ヶ崎荷役

菱化ロジテック　株式会社　筑波営業所

リンコー運輸　株式会社　茨城営業所

有限会社　ワタベ商会

青木重機運輸　株式会社

有限会社　青木商会

あかね運輸　有限会社

県南支部

水戸線支部



明野運輸　株式会社　茨城営業所

明野資源リサイクル　株式会社

旭運輸　株式会社　明野営業所

安立サービス　株式会社

株式会社　イイダ

有限会社　飯沼運輸

有限会社　石井物流システム

石坂運輸　株式会社　北関東営業所

有限会社　石島商事

市毛運送　有限会社

有限会社　市村商事

有限会社　伊藤運送

茨一運輸　株式会社

茨城県貨物自動車運送　株式会社　下館営業所

有限会社　海老澤運送

株式会社　海老重建設

有限会社　エムアンドエー運輸

株式会社　黄章ロジテックス

有限会社　大島商運

株式会社　大山商事

岡本運送　株式会社

有限会社　奥村商事

小倉マスターズライン　有限会社

有限会社　風間運輸

加瀬興業運輸　株式会社

カトーレック　株式会社　下館営業所

株式会社　金澤物流サービス　関東営業所

株式会社　カネトモ

釜屋運送　有限会社

株式会社　亀田運輸

川尻運送　有限会社

有限会社　川田運送

関東物流　有限会社

有限会社　希光総業

有限会社　北関東タイセイ物流

有限会社　北島運輸

協栄輸送　株式会社

有限会社　共成輸送

有限会社　京和運輸

株式会社　協和梱包

有限会社　協和配送商事

株式会社　協和物流倉庫

くるす運輸　有限会社

株式会社　京浜ライン

株式会社　京浜ライン　茨城営業所

株式会社　ケイビーエス

県西陸運　有限会社

小泉運輸　有限会社

株式会社　国府田

水戸線支部



五光物流　株式会社

古室運送　有限会社

有限会社　小室運輸

株式会社　坂井運輸

有限会社　酒寄企画

有限会社　酒寄資源センター

佐川急便　株式会社　筑西営業所

株式会社　さしろ

三共貨物自動車　株式会社

三共貨物自動車　株式会社　笠間営業所

三共貨物自動車　株式会社　岩瀬営業所

（株）　サンコー流通センター　筑波営業所

株式会社　篠崎運輸

有限会社　シノザキ鋼業

下館地区通運　株式会社

下館陸運　株式会社

株式会社　松興物流

城南運輸　株式会社

昭和物流　有限会社

株式会社　新開トランスポートシステムズ　茨城営業所

新城運輸　有限会社

株式会社　信山電機

株式会社 鈴木商事運輸

鈴木物流　有限会社

有限会社　須藤クレーン

有限会社　正和運輸

関城運送　有限会社

センコー住宅物流　株式会社　笠間営業所

相互運輸　株式会社　つくば営業所

大興運輸　株式会社

太平洋陸送　株式会社

株式会社　太陽運送

有限会社　ダイレイ運輸

高木電設　有限会社

株式会社　タカラ倉庫運輸サービス

千代川運輸　株式会社　結城営業所

チヨダロジステック　有限会社

株式会社　鶴見運輸

株式会社　デジマ　筑波営業所

有限会社　テラ・フーズ

有限会社　天孝産業

東ヶ峰運輸　株式会社　下館営業所

東北王子運送　株式会社　下館営業所

トーヨーエキスプレス　株式会社　茨城営業所

株式会社　トマト

株式会社　豊栄商事

有限会社 中野運送

有限会社　中村運送

生井重機工　有限会社

水戸線支部



有限会社　日翔運輸

日発運輸　株式会社　筑波営業所

日本郵便　株式会社　笠間郵便局

日本郵便　株式会社　下館郵便局

日本ルートサービス　株式会社　茨城事業所

有限会社　根　　本

野尻運送　有限会社

有限会社　羽賀商事

蓮沼商運　株式会社

株式会社　長谷川運送

株式会社　長谷川通商

株式会社　八戸急行　北関東営業所

有限会社　ばば運輸

株式会社　万　　匠

株式会社　日之出運輸　茨城支店

有限会社　平野商事

フコク物流　株式会社

株式会社　藤澤運輸倉庫

藤巻運輸　有限会社

株式会社　物流サポート

株式会社　物流サポート　茨城営業所

有限会社　　松　商

有限会社　松村運送

株式会社　マルイワ

株式会社　丸神運輸　筑西営業所

丸関運輸　株式会社

株式会社　丸和運輸機関　東関東共配センター

株式会社　水上三洋商会

株式会社　水戸線通運

美穂運輸　株式会社

美穂運輸　株式会社　筑西営業所

都運送　株式会社　茨城支店

宮田運送　株式会社

株式会社　ムツミ　茨城営業所

明和運輸　株式会社

八洲運輸　株式会社　茨城支店

山一産業　株式会社

有限会社　山下運輸

結城陸運　株式会社

有限会社　結城流通

株式会社　結南クリーンセンター

吉江総業　有限会社

株式会社　RISE

ラクダ運輸　株式会社　茨城営業所

有限会社　ラン・サービス

立勝運輸 　株式会社

株式会社　蓮　　華

有限会社　ワイケイ物流サービス

渡辺運送　株式会社

水戸線支部



株式会社　ＩＳ transport

株式会社　ＩＢＳ

有限会社　アイ流通

青木運送　有限会社

有限会社　青木貨物運輸

青山運輸　有限会社

晃陸運　株式会社

阿久津運送　有限会社

浅野興業　株式会社　結城営業所

株式会社　アサヒ運輸

アサヒロジスティクス　株式会社　取手営業所

株式会社　アスカ

アペニンコーポレーション　株式会社

荒川運輸機工株式会社

荒木運送　有限会社

アルファトランスポート　株式会社

株式会社　飯田運送　茨城営業所

株式会社　飯田商事運輸

有限会社　伊奈運輸

稲葉運送　株式会社

稲見運送　有限会社

茨城近交運輸倉庫　株式会社

茨城乳配　株式会社　水海道営業所

株式会社　イワサワ　筑波営業所

株式会社　イワハシエキスプレス　つくば営業所

株式会社インフィニティ・トランスポート・サービス

株式会社　内田運輸

内山運輸　有限会社

宇津野運輸　有限会社

有限会社　梅木商会

株式会社　榮興運輸

栄進運輸　有限会社

永和運輸　株式会社

エービーカーゴ東日本株式会社　茨城営業所

株式会社　エーライン

株式会社 エスユーロジ

株式会社 エスユーロジ　つくばみらい事業所

江戸町運送　株式会社

株式会社　ＮＢＳロジソル　茨城営業所

株式会社　F.R.C　常総営業所

株式会社　エムアンドエスコーポレーション

エムケイ物流　株式会社

株式会社　ＭＹトランスポート

株式会社　オアシスエクスプレス

王子運送　株式会社　つくば支店

株式会社　大　　崎　　筑波営業所

有限会社　大月運送

株式会社　AUTO・M２

有限会社　岡野運輸

常総支部



岡本運送店

株式会社　小澤運送

株式会社　オリオン急配

有限会社　海西運輸

笠倉運輸　株式会社

株式会社　風見商事

霞運輸機工　株式会社

かつみ運輸　有限会社

カトーレック　株式会社　筑波支店

川崎商運　株式会社

株式会社　川崎商事

関東共和運送　有限会社

関東梱包　有限会社

株式会社　関東システムサービス

株式会社　関東システムサービス　つくば営業所

関東商事　株式会社

関東物流　株式会社　つくば営業所

株式会社　関東堀内商事

岸和田運輸　株式会社　筑波営業所

有限会社　北守谷商事

株式会社　キノミヤ運送

有限会社　キャスコジャパン

有限会社　キャスコジャパン　茨城営業所

共進運輸　有限会社

栗原運送　有限会社

ケイアイ産業　株式会社

京阪久宝　株式会社

有限会社　ケーエスケー

健翔運輸　株式会社

県西運輸　株式会社

鯉渕運送　有限会社

株式会社　恒運産業

幸運トラック　株式会社　関東営業所

有限会社　幸　　昇

国際ロジテック　株式会社

小島運輸　有限会社

有限会社　小林運送

小林運輸　有限会社

小松運送

株式会社　サクセス

株式会社　サトー運輸

株式会社　真田商事

有限会社　山愛商事

サンエイ物流倉庫㈱

株式会社　三　幸

株式会社　山高運輸

有限会社　山王運送

山陽自動車運送　株式会社 つくばみらい支店

株式会社　シイナクリーン

常総支部



株式会社　篠崎商事運輸

株式会社　柴運送

下妻運送　有限会社

有限会社　ジャパン・ウィング

十和運送　株式会社

株式会社　首都圏ロジスティクス

株式会社　常　　進

株式会社　常成

常総梱包運輸　有限会社

シライシ　株式会社　茨城営業所

有限会社　新栄運輸

有限会社　進栄産業

心友運送 株式会社　つくば営業所

新日本サービス　株式会社

真和運輸　株式会社

杉崎運輸　株式会社

株式会社　杉田商事

鈴木運輸　有限会社

株式会社　鈴木自動車部

株式会社　ステラ物流

有限会社　誠和運輸

株式会社　関商運輸

関野屋商事　株式会社

株式会社　関宿急便

株式会社　セフティ物流

センコー　株式会社　関東業務センター

有限会社　総合整備

ソーワトランスポート　株式会社

ソーワトランスポート　株式会社　茨城営業所

株式会社　大功運送

有限会社　ダイゼン

大東京輸送　株式会社　つくば営業所

大東京輸送　株式会社

大徳運輸　有限会社

太陽興業　株式会社

株式会社タカキ物流サービス　つくば営業所

高塚運送　株式会社

有限会社　高野商事

高橋運輸　有限会社

滝興運　株式会社

有限会社　タクショウ

有限会社　田中商事

株式会社　田宮運輸

有限会社　中央興産

有限会社　中央興産

株式会社中央流通サービス

千代川運輸　株式会社

司企業　株式会社　古河営業所

株式会社　つくばトランスポート

常総支部



株式会社　筑波物流

有限会社　つくばプランニング

有限会社　つくば輸送

株式会社　筑波流通

株式会社　つくばロジスティックス

有限会社　土田運輸

東京荒井清運送　株式会社　茨城営業所

東名輸送　株式会社

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　トーヨーエフピー　利根事業所

株式会社　トーワ・ロジスティック

トキワ運輸　株式会社

戸塚運送　株式会社　谷和原営業所

有限会社　戸塚商事運輸

トナミ運輸　株式会社　新関東流通センター

トモエ運送　株式会社

トモエ運送　株式会社

トモエ運送㈱　茨城営業所

株式会社　トランスシグマ

株式会社　永井運送　関東営業所

有限会社　長塚運送

中村運輸　株式会社

株式会社 中山運輸

行方運送　株式会社　つくば営業所

株式会社　習志野運送

成田運送　株式会社

成田運送　株式会社　つくば西営業所

株式会社　ニシヒロ

西山運輸機工　株式会社

（株）ニチエイ・ベスト・プロデュース　つくば営業所

株式会社　日昇つくば

日進運輸　株式会社

日通つくば運輸　株式会社

日本通運　株式会社　つくば支店

日本通運　株式会社　東京東支店

日本郵便　株式会社　筑波学園郵便局

日本ロジテム　株式会社

日本ロジテム　株式会社　茨城営業所

株式会社　仁和運送

沼尻産業　株式会社

株式会社　根本運送

根本自動車　株式会社

有限会社　野口商事

株式会社　ノザワ運輸

野村運送　有限会社

野村商運　有限会社

有限会社　野村商事

株式会社　ハクシン

有限会社　初澤産業

常総支部



株式会社　花木

ハナワ物流　株式会社

株式会社　羽　　商

パネックス　株式会社

株式会社　早川商事

有限会社　原運輸

株式会社　原田運送

有限会社　光流通

株式会社　秀商

有限会社　瞳商事

株式会社　日の丸商事

吹上運輸　有限会社

福岡運輸　株式会社

福田運送　株式会社

有限会社　フジイ運輸

藤田商事　株式会社　茨城営業所

株式会社　プランドール

平和貨物運送　株式会社

平和産業　株式会社

ぺがさす物流　株式会社

有限会社　ホーキタ清運

本多運輸　株式会社

株式会社　前川インターテック

有限会社　正木商事

有限会社　松井運輸

松藤運輸倉庫　株式会社

マルイ運送　有限会社

丸喜運輸株式会社　茨城営業所

有限会社　丸茂総業　つくば営業所

有限会社　マルタカ商事

株式会社　マルハラ

有限会社　水海道運輸

水海道産業　株式会社

宮田運送　株式会社　茨城営業所

株式会社　むさし陸運

明進物流　株式会社

株式会社　明送　守谷営業所

柳田運輸　株式会社

柳田輸送　株式会社

山秋運輸　有限会社

株式会社　山形運輸　茨城営業所

株式会社　山岸興業

株式会社　山岸興業　下妻営業所

有限会社　やまだ

ヤマダイ運輸　株式会社

やまとや運輸　有限会社

大和陸運倉庫　株式会社

株式会社　谷原商運

結城運輸　有限会社

常総支部



豊ビルダー関東　株式会社

吉金運輸　有限会社

㈱流通サービス　運輸安全省エネマネジメント推進室

株式会社　流通サービス　しもつまセンター

有限会社　新井商事

安立サービス　株式会社　古河営業所

有限会社　伊藤運輸

有限会社　稲見運送

茨城流通サービス　株式会社

印出運輸　有限会社

江口運輸　株式会社　古河営業所

株式会社　エスユーロジ

岡崎運送　株式会社　茨城営業所

カリツー　株式会社　北関東営業所

有限会社川手自動車板金工業

株式会社　関東興産

関東西濃運輸　株式会社　古河支店

関東センコー運輸　株式会社

関東通運　株式会社

関東丸和運輸　株式会社

関東ロジテム　株式会社

北関東ロジテム　株式会社

共栄運輸　有限会社

共同輸送　株式会社　古河営業所

久保運輸株式会社　北関東物流センター

株式会社　京浜トレーディング　北関東営業所

有限会社　ケーシー企画

株式会社　ケーライン

株式会社　恒栄運輸

古河運送　株式会社

古河陸運　株式会社

斉藤運輸倉庫　有限会社

有限会社　桜井運輸

三共運輸倉庫　株式会社　古河営業所

有限会社　シリウスコーポレーション

新栄運輸　有限会社

有限会社　砂川運送

隅田倉庫　株式会社　北関東支店

有限会社　成建産業

青翔運輸　株式会社

株式会社　青和運輸

有限会社　関商会

関根運輸倉庫　有限会社

センコー　株式会社　北関東主管支店

有限会社　五月女運輸

有限会社　総和運輸

ダイセー倉庫運輸　株式会社

ダイセー倉庫運輸　株式会社　関東物流センター

ダイセーロジスティクス(株) 茨城営業所

常総支部

古河支部



大同運送　株式会社

有限会社　高橋運送

有限会社　武沢運送

田畑商事　有限会社

東栄梱包　株式会社

東豊梱包運輸　有限会社

東洋運輸　有限会社

有限会社　鳥波運送

トランスポート宝　株式会社

株式会社　永塚運輸

永沼運輸　株式会社

日本郵便　株式会社　古河郵便局

日本梱包運輸倉庫　（株）北関東流通センター営業所

株式会社　野木屋運送

有限会社　望運輸

株式会社　初見運輸倉庫

船橋運送　有限会社

古谷輸送　有限会社

有限会社　増田運輸

有限会社　丸晋運送

株式会社　マルゼン運輸倉庫

株式会社　マンセイ運輸倉庫

株式会社　ヤマザキ物流

株式会社　ヤマザキ物流　古河営業所

山中運輸　有限会社

ヤマニ屋物流サービス　株式会社

有限会社　山室物流

有限会社　ユウケイ物流

株式会社　吉澤運送

株式会社　ロジス・ワークス　古河配送センター

株式会社　渡辺商運

株式会社　アクティブ・ロジスティクス　三和営業所

有限会社　旭運輸

アサヒロジスティクス　株式会社

アサヒロジスティクス　株式会社　北関東共配センター

飯島商事　有限会社

飯田運輸　有限会社

有限会社　飯田運輸

岩井流通輸送　株式会社

株式会社　イワセ運輸機工

株式会社　梅里物流サービス

永進運輸　株式会社

エス・ティー・サービス　株式会社

王将運輸　株式会社

株式会社　小野寺商事

株式会社　筧商事

金吉運輸　有限会社

株式会社　金子運輸

株式会社　鎌倉屋

古河支部

県西支部



川崎陸送　株式会社　江川営業所

関東建運　株式会社

株式会社　関東食品輸送

株式会社　菊　　翔

北関東福山通運　株式会社

岐阜梱包　株式会社　茨城営業所

キャリーシステム　株式会社

キユーソーティス　株式会社　　五霞営業所

協新運輸　株式会社　坂東営業所

共伸運輸　有限会社

共同物流　株式会社　輸送本部五霞営業所

共立産業　株式会社

共立産業　株式会社　関東営業所

旭光商運　株式会社

日下部運輸　有限会社

沓掛運輸　有限会社

有限会社　倉持運輸

有限会社　倉持商運

株式会社　グリーンサービス

株式会社　Ｋ－ロジテック

幸上建工　株式会社

株式会社 五霞企業

株式会社　小　　島

境貨物運輸　株式会社

佐川急便　株式会社　古河営業所

猿島運送　株式会社

佐怒賀運輸　有限会社

三栄運送　有限会社

株式会社　サンキュウ・トランスポート・東京

有限会社　サン商会

三和運輸倉庫　株式会社

三和企業　有限会社

有限会社　三和急送

三和中央運送　有限会社

有限会社　椎名運送

鹿久保運輸　株式会社

株式会社　シノザキ総業

有限会社　島田運輸

株式会社　シャチライン

株式会社　昭　　運

常陽サービス産業　株式会社

株式会社　翔和商事

株式会社　新栄開発

株式会社　新興運輸

株式会社　新幸運輸倉庫

有限会社　新和流通

青伸産業運輸　株式会社

セイノースーパーエクスプレス　株式会社　古河支店

株式会社　正和運輸

県西支部



有限会社　ZERO

有限会社　染谷商事運輸

大王製紙パッケージ運輸　株式会社

株式会社　タキモト

滝本運送　有限会社

有限会社　匠

知久運送　有限会社

中鋼運輸　株式会社　北関東営業所

中倉陸運　株式会社

有限会社　塚原運送店

鶴見運送　有限会社

株式会社　ティースタッフ

デヤマニ貨物　株式会社

東罐ロジテック　株式会社　茨城営業所

東興運輸　株式会社

東都運輸　株式会社

東邦興産　株式会社

東邦興産　株式会社　古河営業所

戸塚運送　株式会社

有限会社　トニーワン

利根運輸　有限会社

中山運輸　有限会社

新潟運輸　株式会社　茨城古河支店

西多摩運送　株式会社

株式会社　西山重機運輸

日新運輸　有限会社

野口運輸　株式会社

株式会社　初見商事

ハトミ運輸　有限会社

株式会社　ビー・アイ運送　関東ロジスティクス

不二運輸　株式会社　北関東支店

株式会社　フジライン

株式会社　フジライン　茨城営業所

有限会社　舟橋リース

株式会社　フルカワ

株式会社　星田商運

前山運送　株式会社

マエヤマ・エコワークス　株式会社

前山倉庫　株式会社

マルイチ運輸　有限会社

有限会社　丸亀運送

有限会社　マルキ商事

有限会社　丸賢産業

マルショウ物流　株式会社

有限会社　丸大流通サービス

丸近運輸　株式会社

有限会社　マルトク商事

株式会社　マルミネ田中運輸　五霞営業所

株式会社　マルミネ田中運輸

県西支部



みすぎ物流　株式会社

有限会社みなば運輸

明光運輸　株式会社

明成物流　有限会社

株式会社　めふき運輸

森田運輸倉庫　株式会社

ヤクルトロジスティクス　株式会社

株式会社　ヤシバ運輸　八潮営業所

株式会社　ヤシバ運輸　茨城営業所

ヤマイチ運輸　株式会社

有限会社　山上運送

有限会社　山恭物流

株式会社　ヤマサン運輸

株式会社　山下運送店

ヤマセイ運輸　株式会社

有限会社　大和物流運送

有限会社　山村運輸

有限会社　ヤワラ

株式会社　ユーカリ物流　茨城営業所

横清運輸　有限会社

ヨシアース　株式会社

吉田運送　有限会社

レンゴーロジスティクス株式会社　岩井営業所

株式会社　ワカミヤ

和田自動車　有限会社

会津建設　株式会社

青梅運送

有限会社　青野屋運送

有限会社　　青　　　山

アサガミ　株式会社

株式会社　浅野運輸

有限会社　旭運輸

アサヒ運輸　株式会社　鹿島営業所

アスカ物流　株式会社

有限会社　東運輸

麻生運送　有限会社

愛宕倉庫　株式会社　鹿島臨海事業所

有限会社　荒井運輸

安立サービス　株式会社　鹿島営業所

飯田物流　株式会社　鹿嶋支店

有限会社　池田交通

石毛運輸　株式会社

株式会社　石橋運輸

株式会社　石間流通

株式会社　イスズライナー

有限会社　稲葉運送

株式会社　茨　運

茨城特殊車輌　株式会社

株式会社　茨城日新

鹿行支部

県西支部



宇井運輸　株式会社

宇井運輸　株式会社　鹿島営業所

株式会社　上杉物産　木内徹也

上野輸送　株式会社　鹿島事業所

上原運輸　有限会社

有限会社　うろこ清掃社

株式会社　A.C.S

エスコ運輸　株式会社

(株)エスワイプロモーション 鹿島物流ｾﾝﾀｰ

有限会社　エヌ・エー

株式会社　ＮＳロジ鹿島

株式会社　エネサンスサービス

株式会社　エネックス　鹿島営業所

大川運輸　株式会社

有限会社　大槻運送

株式会社　大貫運送

小野運送　有限会社

有限会社　鹿嶋建運

鹿島コンクリート運送　株式会社

鹿島シティフレイト　株式会社

鹿島灘運輸　株式会社

鹿島物流　株式会社

鹿島臨海通運　株式会社

霞北運輸　株式会社

株式会社　上　組　鹿島支店

有限会社　神栖運輸

有限会社　神栖鋼機

株式会社　神栖重機

神栖埠頭　有限会社

株式会社　神長商事

有限会社　河甚

有限会社　カワノ商事

関東イチミヤ物流サービス㈱鹿島営業所

関東いづみ運輸　株式会社

関東王子運送　株式会社　鹿島営業所

関東共栄運輸　有限会社

関東西部運輸　株式会社　茨城支店

関東トナミ運輸　株式会社

関東トナミ運輸　株式会社

株式会社　北浦商運

北浦まるみ運送　有限会社

有限会社　北関東運送

吉藤運送　株式会社

共立輸送関東　株式会社

旭新運送　株式会社

金彰運送　有限会社

来栖運輸　株式会社

クレハ運輸トラック　株式会社　鹿島センター

株式会社　啓生運輸

鹿行支部



（有）　ゲット・クリエイターズ・カンパニー

幸信物流　株式会社　鹿島事務所

幸友運送

株式会社　港南運輸

コウノイケ・エキスプレス　株式会社

鴻池運輸　株式会社　鹿島支店

弘容通商　株式会社　茨城営業所

光和運輸　有限会社

光和産業　株式会社

有限会社　小松崎運輸

有限会社　小松崎物流

埼京運輸　株式会社　鹿島支店

有限会社　彩光商運

斉藤運送　有限会社

酒井運送　株式会社

有限会社　榊原商店

佐川急便　株式会社　潮来営業所

有限会社　佐々木商事

有限会社　三起興業運輸

山　九　　株式会社　鹿島支店

（株）　サンキュウトランスポート東日本　鹿島営業所

株式会社　サンキョウ

有限会社　サンケイ物流

三徳運輸　株式会社

三洋運輸　株式会社　鹿島営業所

三和運輸機工　株式会社　鹿島事業所

有限会社　椎木商事

株式会社ＪＫトランス　鹿島営業所

湘栄産業　株式会社

昭産運輸　株式会社

昭産運輸　株式会社　鹿島営業所

常陽運輸　株式会社

株式会社　昭立電工

食品デリバリー　有限会社

新廻運送　有限会社

新光運輸　株式会社　鹿島営業所

新光運輸　株式会社

新東京運輸　株式会社

新陽商運　株式会社

水郷急送　有限会社

有限会社　菅谷物流

鈴江茨城　株式会社

住吉屋運送　有限会社

有限会社　正翔トランスポート

セイリュウ運送　株式会社

セバック　株式会社

株式会社　全国輸送

有限会社　大翔運輸

有限会社　大　　洋

鹿行支部



株式会社　高木運輸　鹿島営業所

有限会社　高塚陸送

高野運輸　株式会社

株式会社　高野臨海商事　運輸部

株式会社　高橋組　鹿島支店

株式会社　田山商事運輸

有限会社　中央サービス

中電興産　株式会社

株式会社　長　太　　鹿島営業所

株式会社　津久芳運送

有限会社　土子建材

株式会社　TSトランスポート

株式会社　出久根運送

東関運輸　有限会社

東京日食　株式会社

東高運輸　有限会社

株式会社　東章サービス

有限会社　トウミネ運輸

遠峰運輸　有限会社

株式会社　トーショー

株式会社　トーショー　鹿嶋営業所

トナミ運輸　株式会社　鹿島支店

株式会社　トランス・エース

長岡運送　有限会社

有限会社　中嶋運送

株式会社　中野組　茨城事業所

行方運送　株式会社

日通鹿島輸送　株式会社

日鉄住金物流鹿島　株式会社

日本通運　株式会社　鹿島港支店

日本郵便　株式会社　鹿嶋郵便局

日本アルコール物流　（株）　鹿島営業所

日本液体運輸　株式会社　鹿島支店

日本トランスシティ　（株）　運輸部鹿島支店

（株）ニヤクコーポレーション関東支店　鹿島事業所

額賀運輸　有限会社

有限会社　根本運輸

有限会社　野中運送

株式会社　ハードゥン　潮来営業所

株式会社　萩原運送

橋本運輸　株式会社

八大運輸　株式会社　鹿島営業所

塙運送　株式会社

原運輸　有限会社

株式会社　原田商店

ビーエス工運　株式会社

彦新運輸　株式会社

彦新運輸　株式会社　鹿島営業所

ビューテックローリー　株式会社

鹿行支部



株式会社　ファインエナジー　横浜営業所

株式会社　ファインエナジー　鹿島営業所

扶和物流　株式会社

有限会社　平伸運輸

有限会社　平和運輸

保立運送店

堀越運送　有限会社

有限会社　マツモト

株式会社　まるあ

株式会社　丸運トランスポート東日本

丸栄運輸　有限会社

丸幸商事　株式会社

株式会社　丸章運輸

株式会社　丸神運輸　鹿島営業所

株式会社　マルセイ

丸全鹿島物流　株式会社

丸全昭和運輸　株式会社　鹿島支店

有限会社　マルトウ物流

ミトラケミカル　株式会社

みなと運送　株式会社

南クリーン総業

三橋運輸　株式会社

宮内運送店

有限会社　宮内運輸

株式会社　明和油送

有限会社　茂木物流

有限会社　森通運送

有限会社　森山運送

谷田川運送　株式会社

谷田川トランスポート　株式会社

ヤマゼントラフィック　株式会社　茨城事業所

有限会社　山本運輸

株式会社　弥生京極社

結城運輸倉庫（株）　船橋支店鹿島営業所

豊運輸　株式会社

陽品ガステクノ　株式会社

陽品ガステクノ　株式会社　鹿島営業所

横瀬運送　有限会社

株式会社　吉　　建　鹿島事業部

代々城運送　株式会社

菱化ロジテック株式会社　鹿島支店

菱江ロジスティクス　株式会社　鹿島営業所

菱和物流　株式会社　茨城営業所

株式会社　ワタヤ

鹿行支部


