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市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

かすみがうら市 イバラキ流通サービス株式会社　本社営業所 茨城県かすみがうら市宍倉５６８４－９ 029-832-1800

かすみがうら市 トモエ運輸有限会社　本社営業所 茨城県かすみがうら市加茂５３１９－６ 029-828-2218

かすみがうら市 辻運輸株式会社　茨城営業所 茨城県かすみがうら市加茂５２８９－１ 029-830-3877

かすみがうら市 鴻池運輸株式会社　茨城営業所 茨城県かすみがうら市上稲吉字清水１９８０－１０ 029-896-7885

かすみがうら市 株式会社ライフサポート・エガワ　土浦営業所 茨城県かすみがうら市宍倉５６８５－４ 029-832-2210

かすみがうら市 近物レックス株式会社　土浦運行事業所 茨城県かすみがうら市上稲吉２０４８－５ 029-831-0221

かすみがうら市 株式会社テクニカルコールド関東　本社営業所 茨城県かすみがうら市上稲吉２０４８番地９ 029-831-6112

かすみがうら市 安房運輸株式会社　土浦営業所 茨城県かすみがうら市上稲吉東清水２０４４－７ 029-817-0297

かすみがうら市 トールエクスプレスジャパン株式会社　土浦支店 茨城県かすみがうら市下稲吉２６５０－１ 0299-59-5300

かすみがうら市 株式会社大塚組　霞ヶ浦営業所 茨城県かすみがうら市牛渡２９６８－７ 0298-98-2971

かすみがうら市 株式会社ＬＮＪ関東　土浦支店 茨城県かすみがうら市宍倉５６８５－４ 080-8280-0645

つくばみらい市 株式会社飯田商事運輸　本社営業所 茨城県つくばみらい市上長沼１４３１－３ 0297-52-2151

つくばみらい市 株式会社吉原　本社 茨城県つくばみらい市加藤２５０－２ 0297-52-5700

つくばみらい市 行方運送株式会社　つくば営業所 茨城県つくばみらい市東楢戸字鹿島社脇９６１－１ 0297-20-7039

つくばみらい市 株式会社ニシヒロ　関東支社　北関東営業部 茨城県つくばみらい市板橋２８４４－９７ 0297-20-7771

つくばみらい市 株式会社ＩＴＯ　茨城営業所 茨城県つくばみらい市谷井田１３５３－４６ 0297-44-9251

つくば市 有限会社ロードスター　本社営業所 茨城県つくば市谷田部１９６２－１ 029-836-6188

つくば市 西久大運輸倉庫株式会社　つくば支店 茨城県つくば市みどりの２－５１－３ 029-839-3966

つくば市 アートコーポレーション株式会社　つくば支店 茨城県つくば市万博記念公園西Ｇ５街区１ 029-851-0123

つくば市 桜南運輸有限会社　本社営業所 茨城県つくば市下広岡３７４－３ 029-857-3166

つくば市 株式会社オアシスエクスプレス　つくば営業所 茨城県つくば市真瀬４７８－３ 029-839-1201

つくば市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　つくば支店 茨城県つくば市谷田部１６００－１ 029-839-0821

つくば市 有限会社総合整備　本社営業所 茨城県つくば市大字赤塚６１６－１ 029-836-3686

つくば市 関東商事株式会社　本社営業所 茨城県つくば市赤塚字前口４１６－１ 029-836-3007

つくば市 株式会社サカイ引越センター　つくば支社 茨城県つくば市台町１丁目１番地１ 029-839-2141

つくば市
株式会社ニチエイ・ベスト・プロデュース　つくば営業

所
茨城県つくば市松代３－１－８ 029-847-0271

ひたちなか市 株式会社ミックアムーバー　本社営業所 茨城県ひたちなか市大字中根４８１９－６ 029-229-0339

ひたちなか市 福岡ロジテック株式会社　関東営業所 茨城県ひたちなか市田彦１２６０－３ 029-354-8665

ひたちなか市 株式会社エネックス　茨城営業所
茨城県ひたちなか市大字長砂字渚１６３－３７、１６３

－３８
029-265-3201

ひたちなか市 国際ロジテック株式会社　ひたちなかセンター 茨城県ひたちなか市田彦１００８ 029-219-5811
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ひたちなか市 日立建機ロジテック株式会社　臨港事務所 茨城県ひたちなか市長砂１６３－１０ 029-265-2090

ひたちなか市 茨城中央運輸有限会社　ひたちなか 茨城県ひたちなか市馬渡１２２８－１３ 029-272-8834

ひたちなか市 株式会社ヤマガタ　常陸那珂港営業所
茨城県ひたちなか市大字長砂字渚１６３－３３，１６３

－３４
029-264-2222

ひたちなか市 第一貨物株式会社　水戸支店 茨城県ひたちなか市大字枝川字赤城２４４３ 029-231-8101

ひたちなか市 株式会社ニヤクコーポレーション　日立事業所 茨城県ひたちなか市大字長砂字渚１６３番４１ 029-229-3335

ひたちなか市 ワーレックス株式会社　勝田営業所 茨城県ひたちなか市足崎１４７６－１７ 029-285-7350

稲敷市 株式会社暁運輸　霞ヶ浦営業所 茨城県稲敷市釜井１７３７ 0299-80-4350

稲敷市 東都輸送株式会社　美浦営業所 茨城県稲敷市佐倉６４８－１ 029-875-4291

稲敷市 株式会社啓和運輸　東関東営業所 茨城県稲敷市釜井１７３７ 0299-80-4131

稲敷市 有限会社栗山商事　運輸部営業所 茨城県稲敷市時崎２６２－１ 029-892-3043

下妻市 株式会社日硝ハイウエー　つくば営業所 茨城県下妻市高道祖４２３５－１０ 0296-45-5190

下妻市 杉崎運輸株式会社　北関東営業所 茨城県下妻市高道祖４２４５－１４６ 0296-30-0233

下妻市 有限会社初沢産業　本社営業所 茨城県下妻市小野子町２丁目４０番１ 0296-44-4369

下妻市 株式会社ＮＢＳロジソル　つくば営業所 茨城県下妻市高道祖東原４２３５－６ 0296-54-6506

下妻市 有限会社青木貨物運輸　本社営業所 茨城県下妻市長塚字天神浦４５５－１ 0296-45-0088

下妻市 平和貨物運送株式会社　本社営業所 茨城県下妻市下木戸３６５－１ 0296-43-3653

下妻市 株式会社ＮＢＳロジソル　茨城営業所 茨城県下妻市大字半谷字芝山４８５ 0296-43-3676

笠間市 株式会社長谷川通商　本社 茨城県笠間市来栖１３２０ 0296-73-0300

笠間市 有限会社友部流通　本社営業所 茨城県笠間市南小泉９６４－１ 0296-77-8488

笠間市 国際ロジテック株式会社　笠間センター 茨城県笠間市石井字御手洗２７８－１ 029-671-1761

笠間市 和喜輸送株式会社　茨城営業所 茨城県笠間市小原４４００－１ 0296-77-6300

笠間市 茨城中央運輸有限会社　本社営業所 茨城県笠間市湯崎１２４３－１０９ 0296-77-0297

笠間市 幹光運輸株式会社　水戸営業所 茨城県笠間市安居字彦田塚２５６２－５ 029-889-1292

結城市 千代川運輸株式会社　結城営業所 茨城県結城市新矢畑２番地４ 0296-33-1275

結城市 株式会社鈴与カーゴネット北関東　結城営業所 茨城県結城市上山川字大久保５７０１－４ 0296-33-1100

結城市 株式会社八戸急行　北関東営業所 茨城県結城市田間１２８２ 0296-20-9189

古河市 日本梱包運輸倉庫株式会社　三和営業所 茨城県古河市大和田字香取前２２２０－１ 0280-75-0002

古河市 株式会社仁礼物流　茨城営業所 茨城県古河市高野５２１－１ 0280-23-5888

古河市 大同運送株式会社　茨城営業所 茨城県古河市高野５２１－１ 0280-23-6922

古河市 大同運送株式会社　本社営業所 茨城県古河市高野５２１－１ 0280-92-9522

古河市 株式会社寿進　茨城営業所 茨城県古河市高野字谷中６５０－１ 0280-93-0560

古河市 株式会社サクセス　古河営業所 茨城県古河市高野７２２番地１ 0280-92-3366

古河市 株式会社星田商運　本社営業所 茨城県古河市谷貝８８３－１０ 0280-78-0901

古河市 株式会社青和運輸　茨城営業所 茨城県古河市高野８４９－５ 0280-92-6941
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古河市 株式会社隅田ロジックス　北関東支店
茨城県古河市旭町２丁目１４－６５　コーポサンシティ

Ｂ棟２１１号室
0280-33-2010

古河市 有限会社マルキ商事　本社営業所 茨城県古河市大和田２７３３－２ 0280-76-6583

古河市 有限会社リンク　本社営業所 茨城県古河市水海２５０３番地１ 0280-92-7784

古河市 株式会社吉澤運送　本社営業所 茨城県古河市大字坂間１９８－１６ 0280-48-1231

古河市 株式会社ヤマガタ　総和営業所 茨城県古河市下大野１０９９－１ 0280-92-8441

古河市 株式会社石川興業運輸　北関東営業所 茨城県古河市下大野７３９－１４－１０２ 0280-91-2460

古河市 美野里運送倉庫株式会社　古河営業所 茨城県古河市諸川１１３６－８－１０１ 0280-75-2131

古河市 茨城流通サービス株式会社　本社営業所 茨城県古河市丘里１４－４ 0280-98-1224

古河市 株式会社ロジス・ワークス　茨城配送センター 茨城県古河市丘里１３―６ 0280-98-5511

行方市 東京日食株式会社　茨城営業所 茨城県行方市麻生３２９０－６５ 0299-94-8005

行方市 株式会社原田商店　本社営業所 茨城県行方市若海５９７－３ 0299-55-2856

行方市 丸栄運輸有限会社　本社営業所 茨城県行方市繁昌８０４－１ 0291-35-2024

行方市 国際ロジテック株式会社　鉾田センター 茨城県行方市芹沢９２０－８６ 029-955-4748

行方市 有限会社エヌ・エー　本社営業所 茨城県行方市手賀２６２９－２ 0299-55-0155

高萩市 高萩商事株式会社　運輸部営業所 茨城県高萩市大字赤浜字松久保２５８－６ 0293-23-2484

高萩市 丸全水戸運輸株式会社　高萩営業所 茨城県高萩市赤浜字町８６０－３ 0293-23-5143

高萩市 日豊運輸株式会社　本社営業所 茨城県高萩市大字高萩９３１ 0293-23-7242

高萩市 京阪運輸株式会社　関東営業所 茨城県高萩市下手綱１０３４ 0293-24-6371

坂東市 有限会社飯田運輸　本社営業所 茨城県坂東市菅谷１３１１－１，２ 0280-88-0547

坂東市 株式会社サントス　茨城営業所 茨城県坂東市弓田字東原１５８４－１ 0297-38-4717

坂東市 有限会社丸大流通サービス　茨城営業所 茨城県坂東市幸神平１７－２ 0297-36-8028

坂東市 不二運輸株式会社　つくば営業所 茨城県坂東市幸神平４１番１ 0297-21-7380

坂東市 株式会社川崎商事　本社営業所 茨城県坂東市神田山３０５１－４　１Ｆ 0297-47-3330

坂東市 川崎商運株式会社　本社営業所 茨城県坂東市幸田１３５０－１ 0297-20-8008

坂東市 エス・ティー・サービス株式会社　岩井営業所 茨城県坂東市神田山字原２４４５－１２ 0297-36-3018

坂東市 前山運送株式会社　本社営業所 茨城県坂東市弓田字向山８９１番地１ 0297-38-8095

坂東市 株式会社ワカミヤ　本社営業所 茨城県坂東市小泉２３１－３ 0297-38-0050

坂東市 北関東福山通運株式会社　いばらき坂東支店 茨城県坂東市幸神平４１－２ 0297-47-3000

桜川市 有限会社大鶴　本社営業所 茨城県桜川市真壁町大字田１０７９－１ 0296-54-1568

桜川市 三共貨物自動車株式会社　岩瀬営業所 茨城県桜川市上城６８２－７ 0296-71-5222

鹿嶋市 株式会社エネサンスサービス　鹿嶋事業所 茨城県鹿嶋市泉川北本山１４８７－６ 0299-94-7731

鹿嶋市 株式会社彦新　鹿島営業所 茨城県鹿嶋市大船津４０８６ 0299-83-8855

鹿嶋市 国際ロジテック株式会社　鹿嶋センター 茨城県鹿嶋市粟生２３４３－３ 029-983-6407

鹿嶋市 新関東ネギシ株式会社　鹿嶋営業所 茨城県鹿嶋市長栖１８７９－３７５ 0299-83-0640
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鹿嶋市 日本郵便株式会社　鹿嶋郵便局 茨城県鹿嶋市鉢形１５２７－２ 0299-82-7753

取手市 株式会社アクア環境　本店 茨城県取手市野々井１４０１ 0297-84-1800

取手市 ＳＢＳゼンツウ株式会社　藤代営業所 茨城県取手市平野５４－１ 029-782-5420

取手市 株式会社Ｋ・Ｓロジテム　本社営業所 茨城県取手市毛有６０１号 0297-83-8611

取手市 有限会社澤部運送　本社営業所 茨城県取手市浜田２６７－１ 0297-83-0504

取手市 ケーエルサービス東日本株式会社　茨城営業所 茨城県取手市井野字前土井１０６８－１ 0297-74-6010

守谷市 株式会社中央流通サービス　つくば営業所
茨城県守谷市百合ヶ丘２丁目２７４３－２　Ｓｕｎ　Ｆ

ｌｏｗｅｒ　Ⅲ　２０２号室
0297-47-8883

守谷市 株式会社ピースエンタープライズ　つくば営業所
茨城県守谷市久保ヶ丘４－１７－３　ファミーユＫ２０

３号室
0297-44-8779

守谷市 株式会社セフティ物流　守谷営業所 茨城県守谷市松ケ丘４－１７－７－Ｄ 0297-51-1212

守谷市 中村運輸株式会社　本社営業所 茨城県守谷市本町５０４－２ 0297-48-0155

小美玉市 塚田運輸株式会社　本社営業所 茨城県小美玉市上合９２ 0299-53-0355

小美玉市 美野里運送倉庫株式会社　本社営業所 茨城県小美玉市堅倉１６９８－１２ 0299-48-1573

小美玉市 株式会社共伸運輸　本社営業所 茨城県小美玉市竹原中郷字十三１５８０－２ 0299-47-0863

小美玉市 有限会社浅美運輸　本社営業所 茨城県小美玉市西郷地１６８２－５ 0299-48-1503

小美玉市
株式会社ゼロ・プラス関東　茨城カスタマーサービスセ

ンター
茨城県小美玉市西郷地１３７８－２ 0299-48-3395

小美玉市 ダイセーエブリー二十四株式会社　茨城ハブセンター 茨城県小美玉市世楽１０５５－５ 0299-37-3720

小美玉市 株式会社オオタカ　小美玉営業所 茨城県小美玉市花野井３５８－４２ 0299-36-8211

小美玉市 光運送有限会社　本社営業所 茨城県小美玉市野田９９６－３ 0299-58-0006

小美玉市 関東運輸株式会社　小美玉営業所 茨城県小美玉市栗又四ケ２３９７－１４ 0299-26-6366

小美玉市 株式会社デイリートランスポート　茨城営業所 茨城県小美玉市部室１２０１－１ 0299-48-4850

小美玉市 明治ロジテック株式会社　茨城事業所 茨城県小美玉市羽鳥２９６９－４ 0299-46-5152

小美玉市 株式会社三原物産　本社営業所 茨城県小美玉市中野谷１１９－１ 0299-47-1415

小美玉市 丸茂産業株式会社　美野里営業所 茨城県小美玉市堅倉１５９９－２０ 029-948-0246

小美玉市 関東イチミヤ物流サービス株式会社　本社営業所 茨城県小美玉市羽鳥２９６０番地３ 0299-56-7138

常総市 株式会社仁和運送　つくば営業所 茨城県常総市大生郷町６１３２－１ 0297-27-5018

常総市 株式会社梅木商会　本社営業所 茨城県常総市大塚戸町１３５－１ 0297-27-2322

常総市 新日本陸送株式会社　つくば営業所 茨城県常総市杉山１１１１番地 0297-43-9181

常総市 有限会社キャスコジャパン　茨城営業所 茨城県常総市坂手町５５１０－２１ 0297-27-6780

常総市 安達運輸株式会社　筑波営業所 茨城県常総市坂手町字釼崎６７０５番地４ 0297-27-3831

常総市 晃陸運株式会社　つくば営業所 茨城県常総市内守谷町３９４８－１ 0297-44-8843

常総市 前山倉庫株式会社　石下営業所 茨城県常総市古間木１７９２－７ 0297-43-1321

常総市 県西運輸株式会社　本社営業所 茨城県常総市新井木町８５１－１ 0297-23-1514
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常総市 ヨシアース株式会社　常総営業所 茨城県常総市古間木１８１３－１ 0297-43-0680

常総市 株式会社東日本トランスポート　常総営業所 茨城県常総市水海道高野町字目下５６５番地１ 0297-28-2551

常総市 やまとや運輸有限会社　本社営業所 茨城県常総市大輪町６５７－６ 0297-24-7021

常総市 有限会社つくば輸送　本社営業所 茨城県常総市鴻野山１６４３－１ 0297-43-7939

常総市 柳田運輸株式会社　水海道営業所 茨城県常総市内守谷町３７１９－１ 0297-27-1885

常総市 関東トナミ運輸株式会社　水海道営業所 茨城県常総市菅生町５０８－４、５０９－１ 0297-27-4769

常総市 株式会社トーヨーエフピー　利根営業所 茨城県常総市内守谷町４０４９－１ 0297-27-3141

常陸太田市 国際ロジテック株式会社　常陸太田センター 茨城県常陸太田市岡田町２１０８－２ 029-470-2265

常陸大宮市 未来運輸株式会社　水戸営業所 茨城県常陸大宮市工業団地１５ 0295-52-5008

常陸大宮市 川澄運送有限会社　本社 茨城県常陸大宮市三美１４７２ 0295-52-0075

常陸大宮市 株式会社ＮＢＳロジソル　水戸営業所 茨城県常陸大宮市若林１９７７－２ 0295-52-6655

常陸大宮市 中部急送株式会社　茨城営業所 茨城県常陸大宮市工業団地１ 0295-53-9855

常陸大宮市 株式会社ヤマガタ　常陸大宮営業所 茨城県常陸大宮市工業団地２０ 0295-54-0550

神栖市 株式会社津久芳運送　本店 茨城県神栖市波崎２０７－６ 0479-44-0458

神栖市 豊運輸株式会社　鹿島支店 茨城県神栖市息栖３９９４－２２ 0299-92-7105

神栖市 塙運送株式会社　本社 茨城県神栖市南浜３－１５ 0299-96-1525

神栖市 株式会社大洗輸送　鹿嶋営業所 茨城県神栖市神栖２丁目４－６０ 029-992-1440

神栖市 トーウントラフィック株式会社　鹿島営業所 茨城県神栖市砂山２０－１ 0479-46-7030

神栖市 株式会社ファインエナジー　鹿島営業所
茨城県神栖市大野原３丁目１番１１号　第８５平成コー

ポ　２０５号室
0299-95-8870

神栖市 陽品ガステクノ株式会社　鹿島営業所 茨城県神栖市柳川字一ノ松２３９番地９ 0479-21-3101

神栖市 株式会社Ｋライン　茨城営業所 茨城県神栖市居切１３８０番地５（１Ｆ） 0299-94-5211

神栖市 株式会社石橋運輸　本社 茨城県神栖市太田７０５－３１６ 0479-46-6050

神栖市 株式会社上組　鹿島 茨城県神栖市東深芝２３－１ 0299-92-6905

神栖市 三和運輸機工株式会社　鹿島事業所 茨城県神栖市居切字蒲池１４５６－５７ 0299-85-1355

神栖市 株式会社ヤマガタ　鹿島北港 茨城県神栖市居切１４５６－１１４ 0299-83-7664

神栖市 鈴江茨城株式会社　本社営業所 茨城県神栖市東深芝２７－３ 0299-92-9626

神栖市 株式会社港南運輸　本社営業所 茨城県神栖市砂山２８３１－１８ 0479-46-3040

神栖市 日通鹿島輸送株式会社　本社営業所 茨城県神栖市東深芝２８－５ 0299-92-7617

神栖市 飯田物流株式会社　鹿嶋支店 茨城県神栖市知手２９２９－１７ 0299-97-1171

神栖市 株式会社まるあ　鹿島事業所 茨城県神栖市居切１２３０番地１４ 0299-92-9521

神栖市 株式会社明和油送　鹿嶋営業所 茨城県神栖市太田１８８５－３ 0479-48-5411

神栖市 旭新運送株式会社　鹿島営業所 茨城県神栖市知手中央１－９－８ 0299-96-2627

神栖市
株式会社サンキュウ・トランスポート・東日本　鹿島営

業所
茨城県神栖市奥野谷６１７０－３６ 0299-94-3903
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神栖市 株式会社弥生京極社　鹿島支店 茨城県神栖市太田字宝山３４７４－９ 0479-46-6375

水戸市 横須賀急送株式会社　本社営業所 茨城県水戸市ちとせ１丁目１５０７ 029-225-5511

水戸市 丸藤運輸有限会社　本社営業所 茨城県水戸市大場町２１８９－８ 029-269-6171

水戸市 株式会社カネツ　本社営業所 茨城県水戸市西大野字後田３２－１ 029-225-3244

水戸市 有限会社石川運輸　本社営業所
茨城県水戸市渡里町３２３９－６　ムーランコーポ２１

１号
029-221-2959

水戸市 有限会社アイアールイー　本社営業所 茨城県水戸市西大野２３８－１，２３８－３ 029-232-8922

水戸市 国際ロジテック株式会社　水戸センター 茨城県水戸市小吹町字西原三ノ台２０５３－５９ 029-305-5682

水戸市 株式会社谷沢運輸　本社営業所 茨城県水戸市見川町２５００－８ 029-241-3578

水戸市 水戸急送株式会社　本社営業所 茨城県水戸市酒門町４４０８－９ 029-247-2411

水戸市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　水戸支店 茨城県水戸市谷津町１－１８ 029-254-6471

水戸市 有限会社川崎商運　本社営業所 茨城県水戸市小吹町９８５－２ 029-243-8523

水戸市 株式会社サカイ引越センター　水戸支社 茨城県水戸市吉沢町３５４－３５ 029-304-6501

水戸市 王子運送株式会社　水戸支店 茨城県水戸市平須町１６３ 029-353-7705

水戸市 日通つくば運輸株式会社　水戸事業所
茨城県水戸市元石川町権現台２７６－１６　日本通運水

戸支店アローセンター二階
029-248-7660

水戸市 株式会社ジェーラインエクスプレス　水戸営業所 茨城県水戸市酒門町４４０８－２ 029-247-2805

石岡市 株式会社ダイエックス東京　水戸営業所 茨城県石岡市東成井２１５９－４ 0299-56-5559

石岡市 株式会社アクティブ・ロジスティクス　本社営業所 茨城県石岡市鹿の子２丁目３－２０ 0299-24-5451

筑西市 藤巻運輸有限会社　本社営業所 茨城県筑西市伊讃美１９６９番地１ 0296-28-3211

筑西市 株式会社アロウズ　本社営業所 茨城県筑西市成井６３２－２３、２４、２５ 0296-52-6650

筑西市 県西陸運有限会社　本社 茨城県筑西市字大野原６０５－２ 0296-28-3501

筑西市 協栄輸送株式会社　本社営業所 茨城県筑西市知行２９６ 0296-57-2291

筑西市 株式会社関商運輸　筑波営業所 茨城県筑西市寺上野字下割１１９８番地９ 0296-54-5607

筑西市 有限会社ダイレイ運輸　本社営業所 茨城県筑西市吉田７０２－１ 0296-52-5377

筑西市 五光物流株式会社　本社営業所 茨城県筑西市小川字大堀東４－１ 0296-28-6151

筑西市 関東福山通運株式会社　いばらき筑西支店 茨城県筑西市船玉２８６－２２ 0296-37-1205

筑西市 丸関運輸株式会社　本社営業所 茨城県筑西市関舘２６０－１ 0296-37-6707

筑西市 株式会社日之出運輸　茨城支店 茨城県筑西市鍋山字殿山７５４－１ 0296-20-5711

筑西市 八洲運輸株式会社　茨城営業所 茨城県筑西市下江連１２８１ー１ 0296-28-0811

筑西市 株式会社新開トランスポートシステムズ　茨城営業所 茨城県筑西市関館３３３－８ 0296-37-2248

筑西市 下館地区通運株式会社　川島営業所 茨城県筑西市伊佐山１６５ 0296-28-0311

潮来市 株式会社ハードゥン　潮来営業所 茨城県潮来市水原字根崎６８３－７ 0299-67-5329

土浦市 株式会社タイヨー流通　土浦営業所
茨城県土浦市荒川沖東１丁目２－１　Ｍ・Ｙマンション

１０２号室
029-879-5777
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土浦市 シグマロジスティクス株式会社　茨城営業所 茨城県土浦市神立中央５－３６－２１ 029-846-2385

土浦市 ヤマトボックスチャーター株式会社　茨城支店 茨城県土浦市本郷字原山２０番２９号 029-829-3161

土浦市 国際ロジテック株式会社　土浦センター 茨城県土浦市滝田１－７－２ 028-835-3915

土浦市 株式会社日硝ハイウエー　土浦営業所 茨城県土浦市木田余字１丁田台４５９８－４ 029-824-7626

土浦市 佐々木興業株式会社　土浦営業所 茨城県土浦市真鍋５－１４－２０ 029-822-2182

土浦市 東和物流株式会社　土浦営業所 茨城県土浦市真鍋４－１２－５ 029-835-8087

土浦市 伊藤運輸倉庫株式会社　つくば営業所 茨城県土浦市並木４－１８－７ 029-875-5520

土浦市 株式会社土浦関東商事　本社営業所 茨城県土浦市卸町１丁目５番地６－Ａ１０１ 029-821-3793

土浦市 株式会社ＡＺロジコム　本社営業所 茨城県土浦市中貫２３６３－２２ 029-834-8277

土浦市 株式会社パルシステム・イースト　土浦営業所 茨城県土浦市大畑２１１－３ 029-875-9633

土浦市 中島運輸倉庫株式会社　本社営業所 茨城県土浦市木田余３２４０－１ 029-825-1885

土浦市 成田運送株式会社　つくば営業所
茨城県土浦市荒川沖東２－２５－１４　フラッツ沖新田

１０５号室
029-846-0128

那珂市 佐川急便株式会社　那珂営業所 茨城県那珂市戸崎字木戸１６６３－７ 029-295-7555

那珂市 西濃運輸株式会社　水戸支店 茨城県那珂市後台３１２７－２６ 029-295-0881

那珂市 有限会社寺門建材　本社営業所 茨城県那珂市瓜連１１２８番地１ 029-296-0127

那珂市 株式会社パルシステム・イースト　那珂営業所 茨城県那珂市横堀８４０－５ 029-219-8517

那珂市 日立地区通運株式会社　勝田ターミナル 茨城県那珂市後台字富士山３０４７－５ 029-295-7666

日立市 株式会社山菱トランスポート　日立営業所 茨城県日立市留町２４３５－６ 0294-29-1651

日立市 有限会社みづほエンジニアリング　本社営業所 茨城県日立市鮎川町４－１－４０ 0294-37-1170

日立市 関東西濃運輸株式会社　日立支店 茨城県日立市神田町字久下沼後１３７１－１ 0294-54-0111

日立市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　日立営業所 茨城県日立市十王町伊師字十王前２０－４４ 0294-39-1070

日立市 株式会社のぞみ　本社営業所 茨城県日立市本宮町一丁目９番２０号 0294-21-0573

日立市 国際ロジテック株式会社　十王センター 茨城県日立市十王町伊師２０－３６ 029-420-2337

日立市 株式会社田尻産業運輸　本社営業所 茨城県日立市滑川本町４－１４－１ 0294-21-0353

日立市 株式会社エヌティシィー　本社 茨城県日立市滑川本町１－２２－１ 0294-22-7141

日立市 共和運輸株式会社　本社営業所 茨城県日立市旭町３－１２－９ 0294-22-1276

日立市 近物レックス株式会社　日立運行事業所 茨城県日立市砂沢町７００－１５ 0294-43-5566

日立市 八鍬運送有限会社　本社営業所 茨城県日立市本宮町４－１３－１ 0294-22-0898

日立市 大東運送有限会社　本社営業所 茨城県日立市東多賀町２－１０－３１ 0294-33-0321

日立市 関東福山通運株式会社　日立支店 茨城県日立市砂沢町鬼ヶ作３５３－１ 02-9443-7070

日立市 カメイ物流サービス株式会社　日立営業所
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）
0294-32-1651

日立市 株式会社丸運ロジスティクス関東　日立営業所 茨城県日立市小木津町字井戸尻９１８－１１ 0294-44-7231

鉾田市 茨城特殊車輌株式会社　運輸部 茨城県鉾田市烟田２２０４－１ 0291-33-2415
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北茨城市 有限会社吉田興業　本社営業所 茨城県北茨城市中郷町足洗字後宿９１１－１９ 0293-42-5291

北茨城市 有限会社まるこ運送店　本社営業所 茨城県北茨城市大津町北町字天神下３３４７－１ 0293-46-0372

北茨城市 関東西濃運輸株式会社　北茨城支店 茨城県北茨城市磯原町豊田字稲干場１２９２－１ 0293-42-7711

龍ヶ崎市 株式会社糸賀商運　本社営業所 茨城県竜ヶ崎市大徳町２８３－１ 0297-62-3980

龍ヶ崎市 龍ヶ崎通運株式会社　龍ヶ崎営業所 茨城県龍ヶ崎市馴馬町５８０－３ 0297-62-0122

稲敷郡 協立運輸株式会社　関東営業所 茨城県稲敷郡阿見町星の里６－１ 029-893-2231

猿島郡 有限会社サン商会　本社営業所 茨城県猿島郡境町伏木１３０２－３ 0280-87-7126

猿島郡 日下部運輸有限会社　本社 茨城県猿島郡境町伏木５０８－１ 0280-86-5914

猿島郡 共伸運輸有限会社　本社 茨城県猿島郡境町染谷１３９－１２ 0280-87-4918

猿島郡 有限会社利根運輸　茨城営業所 茨城県猿島郡五霞町原宿台４丁目２７番８ 0280-23-6915

猿島郡 旭光商運株式会社　境営業所 茨城県猿島郡境町染谷１０６ 0280-87-2123

猿島郡 ヤマニ屋物流サービス株式会社　本社営業所 茨城県猿島郡境町猿山３－１ 0280-33-7662

猿島郡 株式会社マルミネ田中運輸　五霞営業所 茨城県猿島郡五霞町原宿台４－３２－６－２０２ 0280-84-4334

結城郡 株式会社大誠　本社営業所 茨城県結城郡八千代町大里２０８ 0296-48-8639

結城郡 司企業株式会社　古河営業所
茨城県結城郡八千代町大字若字向根曽１２６７番地３　

若ハイツ２階２０１号室
0296-30-3550

結城郡 晃陸運株式会社　本社営業所 茨城県結城郡八千代町大字平塚１１５９ 0296-48-1979

結城郡 株式会社首都圏ロジスティクス　茨城センター 茨城県結城郡八千代町大字平塚字中山４７８３－９ 0296-30-2360

東茨城郡 共同ロジスティクス株式会社　本店
茨城県東茨城郡大洗町港中央１　フェリーターミナル１

階
029-267-6631

東茨城郡 株式会社丸和運輸機関　水戸営業所 茨城県東茨城郡茨城町長岡４２９５－９－Ａ号 048-951-3030

東茨城郡 有限会社東海産業運輸　本社営業所 茨城県東茨城郡茨城町大字長岡字新田３４４８－４ 029-292-6991

東茨城郡 株式会社ＫＣスカイ物流　本社営業所 茨城県東茨城郡城里町大字下阿野沢２０４番地１ 029-289-3655

東茨城郡 大洗港湾運送株式会社　本社営業所
茨城県東茨城郡大洗町港中央１番地　フェリーターミナ

ル１階
029-267-6641

東茨城郡 株式会社大洗輸送　本社営業所 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町８２５３－２６ 029-266-0015

東茨城郡 北海道通運株式会社　関東支店 茨城県東茨城郡大洗町港中央５ 029-277-1400

東茨城郡 株式会社パルシステム・イースト　水戸営業所 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷１０００－１ 029-306-9374

東茨城郡 東澤運送有限会社　茨城西営業所 茨城県東茨城郡茨城町中央工業団地２－９ 029-292-7230

東茨城郡 株式会社ＬＮＪ東京　大洗営業所 茨城県東茨城郡大洗町港中央１ 080-8280-5460

東茨城郡 株式会社ネクスト　関東支店 茨城県東茨城郡大洗町五反田４５５番地１ 029-264-9131

那珂郡 株式会社山菱トランスポート　本社営業所 茨城県那珂郡東海村照沼７６８－６１ 029-212-4177

那珂郡 世新建設運輸株式会社　茨城営業所 茨城県那珂郡東海村村松字平原３１２９－５２ 029-287-7430

那珂郡 高橋陸送株式会社　日立営業所 茨城県那珂郡東海村村松字平原３１２９－２５ 0292-82-4961

北相馬郡 関東福山通運株式会社　竜ヶ崎営業所 茨城県北相馬郡利根町大字横須賀８１４－１ 0297-61-7855
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