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かすみがうら市 有限会社太平洋物流　土浦営業所 茨城県かすみがうら市戸崎字柳沢２４８７－８ 029-879-8795

かすみがうら市 株式会社ティー・ピー・サービス　茨城営業所 茨城県かすみがうら市上稲吉字向原１７５８－３ 0299-56-2930

かすみがうら市 株式会社テクニカル物流　本社営業所 茨城県かすみがうら市上稲吉１９８０－３ 029-832-7500

かすみがうら市 白鳥輸送株式会社　本社営業所 茨城県かすみがうら市上稲吉１９４３－１３ 0299-59-4538

かすみがうら市 株式会社雅賀　本社営業所 茨城県かすみがうら市下土田１５２２－８ 029-956-5081

かすみがうら市 ダイシン物流株式会社　茨城営業所 茨城県かすみがうら市下稲吉１６６９－３ 0299-59-1521

かすみがうら市 日発運輸株式会社　土浦営業所 茨城県かすみがうら市上稲吉１７６４－１３ 0299-59-0270

かすみがうら市 横浜運送株式会社　茨城営業所 茨城県かすみがうら市下稲吉２６７１－１０ 029-956-4761

かすみがうら市 株式会社岡野運送　本社営業所 茨城県かすみがうら市上稲吉字新宿山１８３８番 0299-56-4665

つくばみらい市 株式会社エスユーロジ　つくばみらい事業所 茨城県つくばみらい市小絹６８６－２ 0297-25-2115

つくばみらい市 永和運輸株式会社　本社営業所 茨城県つくばみらい市谷井田２７５４－１ 0297-58-2727

つくばみらい市 株式会社筑波物流　本社営業所 茨城県つくばみらい市福岡２４７７ 0297-52-2648

つくばみらい市 十和運送株式会社　みなみ支店 茨城県つくばみらい市台７３６－１ 0297-52-6711

つくば市 株式会社秀商　本社営業所 茨城県つくば市篠崎１２１５番地 029-864-1919

つくば市 ティーロジエクスプレス株式会社　つくば営業所 茨城県つくば市柳橋１０８－２ 029-893-3775

つくば市 株式会社アースエコ　本社 茨城県つくば市赤塚２７４－１　シャトレ赤塚Ａ－１０１ 029-839-0839

つくば市 株式会社風見商事　本社営業所 茨城県つくば市境松字割地６７８番５ 029-893-5411

つくば市 株式会社アスリート　関東営業所 茨城県つくば市稲岡迎山７９３－１ 029-869-8400

つくば市 アペニンコーポレーション株式会社　筑波営業所 茨城県つくば市みどりの南２０番１ 029-828-7171

つくば市 岸和田運輸株式会社　筑波営業所 茨城県つくば市片田４７０－１ 029-839-0315

つくば市 沼尻産業株式会社　つくば営業所 茨城県つくば市大字榎戸７４８－２ 029-837-1505

つくば市 株式会社イワサワ　筑波営業所 茨城県つくば市前野字上原３５９－１ 029-850-7052

つくば市 センコーエーラインアマノ株式会社　つくば営業所 茨城県つくば市大字谷田部字漆出口２２２１－３ 029-838-1400

ひたちなか市 株式会社ナルキュウ　ひたちなか営業所 茨城県ひたちなか市新光町５５２－７７ 029-229-1316

ひたちなか市 株式会社ＢＯＮＤＳ　本社 茨城県ひたちなか市高場８０６－１ 029-352-3298

ひたちなか市 株式会社オリタ物流　茨城営業所 茨城県ひたちなか市山崎２７番地 029-219-9820

ひたちなか市 大友ロジスティクスサービス株式会社　ひたちなか営業所 茨城県ひたちなか市新光町５５２－７５ 029-264-2026

ひたちなか市 株式会社ケーズキャリーサービス　本社営業所 茨城県ひたちなか市部田野３００８ 029-219-5583

ひたちなか市 株式会社丸正興運　本社営業所 茨城県ひたちなか市高野３５８番地１ 029-202-7255

ひたちなか市 株式会社春海丸　本社営業所 茨城県ひたちなか市長砂字横道宿後６７０－１ 029-285-8100

ひたちなか市 東京トラック運送株式会社　水戸支店 茨城県ひたちなか市大字佐和字童子塚１４１２－１ 029-285-4181

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（茨城県）
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ひたちなか市 湯浅運輸株式会社　勝田営業所 茨城県ひたちなか市足崎字西原１４５７－１８７ 029-274-3351

ひたちなか市 株式会社多荷物流　ひたちなか営業所 茨城県ひたちなか市山崎１４１番地６ 029-265-2115

ひたちなか市 勝田環境株式会社　運輸部営業所 茨城県ひたちなか市大字津田字砂沢２５５４－２，６ 029-272-2141

稲敷市 株式会社曙運輸　茨城営業所 茨城県稲敷市岡飯出字野中前３９０番１ 029-879-7300

稲敷市 株式会社宮本梱包運輸　本社営業所 茨城県稲敷市蒲ヶ山３２６－５ 029-892-4001

稲敷市 淀川海運株式会社　茨城営業所 茨城県稲敷市阿波崎１６２－１ 029-894-3313

稲敷市 新潟運輸株式会社　鹿島支店 茨城県稲敷市西代４２１ 0299-78-3851

下妻市 株式会社サンコー流通センター　筑波営業所 茨城県下妻市江１７５４－２、１７５４－４ 0296-54-4474

下妻市 株式会社むさし陸運　本社営業所 茨城県下妻市下妻丙８４０ 0296-30-5885

下妻市 丸喜運輸株式会社　茨城営業所 茨城県下妻市江字本郷１５４５番地の１１ 0296-43-5115

下妻市 株式会社川崎商事　下妻営業所 茨城県下妻市村岡乙１６７番地４ 0296-30-5045

下妻市 株式会社関商運輸　本社営業所 茨城県下妻市大字平沼２７４－１ 0296-43-6544

下妻市 霞運輸機工株式会社　本社営業所 茨城県下妻市大字下木戸２７６番地１ 0296-45-0425

下妻市 株式会社オリオン急配　本社営業所 茨城県下妻市前河原５６１－２ 0296-44-6600

笠間市 関東運輸株式会社　共配水戸事業所 茨城県笠間市安居２６９２－１４ 0299-56-4082

笠間市 浪速運送株式会社　岩間営業所 茨城県笠間市市野谷字二子塚１５３１－３ 0299-45-0728

笠間市 株式会社水戸香美運輸　本社営業所 茨城県笠間市住吉９１５ 0296-77-7810

笠間市 太平洋陸送株式会社　友部営業所 茨城県笠間市南友部１９６６－５ 0296-77-1183

笠間市 ＳＢＳゼンツウ株式会社　笠間営業所 茨城県笠間市石井２７８－１ 029-673-4707

笠間市 三共貨物自動車株式会社　笠間営業所 茨城県笠間市押辺２２８７－４ 0299-57-1160

牛久市 株式会社樋口物流サービス　北関東物流センター 茨城県牛久市桂町２３６５番１ 029-886-3020

牛久市 株式会社大塚運輸　本社営業所 茨城県牛久市栄町６丁目４７番地１ 029-879-7839

牛久市 有限会社サンロジスティックス　本社営業所 茨城県牛久市岡見町２８８６－２ 029-873-3611

牛久市 八紘運輸株式会社　本社営業所 茨城県牛久市小坂町字鹿ヶ作３３９８－１１７ 029-873-8811

牛久市 環境通信輸送株式会社　茨城物流センター 茨城県牛久市福田町字向原２０１２－２６４ 029-830-8301

結城市 株式会社タカラ倉庫運輸サービス　結城営業所 茨城県結城市若宮９－１４ 0296-32-1511

結城市 カリツー株式会社　茨城営業所 茨城県結城市若宮８－４４ 0296-34-1137

結城市 ＰＣジャパン有限会社　本社営業所 茨城県結城市大字結城４３６５－１ 0296-33-9111

結城市 株式会社水上三洋商会　結城営業所 茨城県結城市若宮３－５８ 0296-33-8393

結城市 立勝運輸株式会社　本社営業所 茨城県結城市若宮９－５ 0296-32-0202

古河市 有限会社成建産業　本社営業所 茨城県古河市葛生字鍋隠シ１３８４－２ 0280-92-4922

古河市 株式会社フェイズ　茨城営業所
茨城県古河市久能字道内１１８４番２　フローラＥ２０１

号室
0280-33-3661
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古河市 株式会社ユーネットランス　古河営業所 茨城県古河市柳橋字中道６４１－４ 0280-91-2010

古河市 新日本物流株式会社　古河事業所 茨城県古河市仁連２２２０－１６ 0280-23-4031

古河市 株式会社小野寺商事　古河営業所 茨城県古河市仁連２０５０番地５ 0280-33-6333

古河市 大浜運輸株式会社　茨城営業所 茨城県古河市関戸２６３９番地６ 0280-33-3790

古河市 イズミ物流株式会社　古河営業所 茨城県古河市関戸字稲荷前１６０５番地１２ 0280-23-2823

古河市 株式会社滋賀運送甲賀　関東支店　古河営業所 茨城県古河市柳橋字中道６３９番地１ 0280-33-7051

古河市 株式会社クリンゲル　本社営業所 茨城県古河市久能１０４０－４ 0280-92-3746

古河市 有限会社伊藤運輸　本社営業所 茨城県古河市関戸１５８１－１１ 0280-98-5700

古河市 関東ロジテム株式会社　本社営業所 茨城県古河市東牛谷１２００－１ 0280-98-2200

古河市 北関東ロジテム株式会社　本社営業所 茨城県古河市東牛谷１２００－１ 0280-98-2200

古河市 株式会社茨運　三和営業所 茨城県古河市東山田３５８３－３ 0280-78-3731

古河市 有限会社丸晋運送　本社営業所 茨城県古河市大字中田字宿並８１６－１ 0280-48-5880

古河市 株式会社和幸流通サービス　茨城営業所 茨城県古河市水海２６６６ 0280-91-1055

古河市 有限会社櫻井運輸　本社営業所 茨城県古河市高野９０３－１ 0280-92-3188

古河市 高塚運送株式会社　本社営業所 茨城県古河市西間中橋３５－２３ 0280-77-0777

古河市 ダイセーロジスティクス株式会社　茨城営業所 茨城県古河市茶屋新田２２－４ 0280-47-1570

古河市 関東通運株式会社　古河支店 茨城県古河市高野９１３ 0280-92-1211

古河市 青翔運輸株式会社　茨城営業所 茨城県古河市高野３４５－２ 0280-92-9200

古河市 新潟名鉄運輸株式会社　関東営業所 茨城県古河市東牛谷１２００―１ 0280-98-6511

古河市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　古河支店 茨城県古河市谷貝字下原５６７－１ 0280-79-0880

古河市 安立サービス株式会社　古河営業所 茨城県古河市西牛谷３７９－１、３７８ 0280-98-1856

行方市 有限会社小松﨑運輸　本社営業所 茨城県行方市芹沢４５７ 0299-36-2077

行方市 原運輸有限会社　本社営業所 茨城県行方市小貫１９６９－２ 0291-35-3151

高萩市 有限会社佐川運送　本社営業所 茨城県高萩市大字大能字梗下３６７－１ 0293-28-0009

坂東市 株式会社つくばトランスポート　坂東営業所 茨城県坂東市弓田２４３６ 029-738-6186

坂東市 滝本運送有限会社　本社営業所 茨城県坂東市長谷１８４４－４ 0297-35-3182

坂東市 有限会社ヤワラ　本社営業所 茨城県坂東市矢作３９７８番地５ 0297-38-1631

坂東市 有限会社塚原運送店　本社 茨城県坂東市岩井３３０１－１ 0297-35-1142

坂東市 ヨシアース株式会社　本社営業所 茨城県坂東市長須２１９２－１ 0297-47-5023

坂東市 猿島運送株式会社　本社営業所 茨城県坂東市沓掛２３３９ 0297-44-2157

坂東市 石田運送株式会社　茨城物流センター 茨城県坂東市上出島１２１６－４ 0297-34-2001

桜川市 株式会社京浜ライン　茨城営業所 茨城県桜川市真壁町源法寺３８０－１ 0296-54-5257

桜川市 石坂運輸株式会社　北関東営業所 茨城県桜川市高森１１２１－１１ 0296-20-6671
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桜川市 株式会社長谷川運送　本社営業所 茨城県桜川市上城３２４ 0296-76-1311

桜川市 日発運輸株式会社　筑波営業所 茨城県桜川市大国玉３９２６ 0296-58-6051

鹿嶋市 シグマロジスティクス株式会社　鹿嶋営業所 茨城県鹿嶋市粟生２３０３－３ 070-3512-1200

鹿嶋市 関東トナミ運輸株式会社　鹿島営業所 茨城県鹿嶋市大字泉川字南泉２０６１ 0299-95-7550

鹿嶋市 上野輸送株式会社　鹿島事業所 茨城県鹿嶋市長栖字蒲地１８７９－３７６ 0299-84-1431

鹿嶋市 八大運輸株式会社　鹿島営業所 茨城県鹿嶋市大字平井字灘２２７９番２ 0299-85-1088

鹿嶋市 株式会社ＮＳロジ鹿島　本社営業所
茨城県鹿嶋市平井東部土地区画整理事業地内７２－１街区

２号
0299-82-1161

取手市 野口運送有限会社　本社営業所 茨城県取手市大字上高井字糠塚３９６－５ 0297-78-8418

取手市 株式会社ライズワン　本社営業所 茨城県取手市戸頭９－２１－３２ 0297-78-0208

守谷市 幸運トラック株式会社　関東営業所 茨城県守谷市緑２丁目２５番１，２ 0297-44-8445

守谷市 有限会社西塚運送　守谷営業所 茨城県守谷市百合ヶ丘３－２７９２－１ 0297-44-4635

守谷市 アサヒロジスティクス株式会社　取手営業所 茨城県守谷市百合ヶ丘１－２４１５－１ 0297-48-8990

小美玉市 株式会社ネストロジスティクス　茨城営業所 茨城県小美玉市山野３８１－１ 0299-57-6790

小美玉市 鹿島参宮通運株式会社　常陸小川営業所 茨城県小美玉市田木谷鳥下９２－１ 0299-58-2031

小美玉市 岩田産業有限会社　本社営業所 茨城県小美玉市中台１４４－１ 0299-49-1030

小美玉市 南農産運輸有限会社　本社営業所 茨城県小美玉市野田２７６ 0299-58-1609

小美玉市 株式会社平成貨物　本社営業所 茨城県小美玉市上合字大砂１４５７－１３ 0299-56-6868

小美玉市 株式会社菊池輸送　本社営業所 茨城県小美玉市飯前字兎内１２４８－１ 0299-52-1344

小美玉市 株式会社トランシス　水戸営業所 茨城県小美玉市堅倉１５８３－１４ 0299-36-7791

常総市 有限会社土田運輸　本社 茨城県常総市上蛇町１８５７－３ 0297-22-7652

常総市 ＦＵＪＩＲＩＫＵ株式会社　つくば営業所
茨城県常総市小山戸町２－１　コーポＪＯＹ　Ａ棟１０２

号
0297-25-3032

常総市 健翔運輸株式会社　茨城営業所 茨城県常総市内守谷町きぬの里３－４０－２ 0297-20-3360

常総市 茨城乳配株式会社　常総営業所 茨城県常総市内守谷町４７７１番地２ 0297-27-2027

常総市 株式会社ユーカリ物流　茨城営業所 茨城県常総市坂手町字保田敷房６４９４番地３ 0297-38-6960

常総市 松藤運輸倉庫株式会社　北関東営業所 茨城県常総市大生郷町字大部堂２８２６－１２ 029-724-7761

常総市 有限会社田中商事　本社営業所 茨城県常総市平町３７７番地３ 0297-23-3083

常総市 トナミ運輸株式会社　新関東流通センター営業所 茨城県常総市坂手町大字馬頭５５４１－６ 0297-27-0672

常陸太田市 鴻池運輸株式会社　茨城北営業所 茨城県常陸太田市岡田町２０９３ 0294-74-5322

常陸太田市 有限会社城司物流　本社営業所 茨城県常陸太田市大森町７１６－２ 0294-74-1174

常陸太田市 有限会社クラモト商事　本社営業所 茨城県常陸太田市大方町１２３５－４ 0294-70-3447

常陸太田市 興進運輸有限会社　本社営業所 茨城県常陸太田市岩手町７４９ 0294-76-2206
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常陸大宮市 有限会社岡崎運輸　本社営業所 茨城県常陸大宮市下桧沢３－１ 0295-58-2574

神栖市 フジトランスポート株式会社　鹿島支店 茨城県神栖市奥野谷８１６８　豊成ビル１階 0299-94-3015

神栖市 愛宕倉庫株式会社　鹿島 茨城県神栖市東深芝２３－１８ 0299-92-0075

神栖市 有限会社宝山物流　本社営業所 茨城県神栖市太田２８９１番地３ 0479-46-5171

神栖市 株式会社ホームエネルギー東関東　鹿島センター 茨城県神栖市須田１０１９ 0479-40-1730

神栖市 ワーレックス株式会社　鹿島営業所 茨城県神栖市居切１４５６番２８ 0299-95-9711

神栖市 みなと運送株式会社　本社営業所 茨城県神栖市知手中央１０－７－４３ 0299-96-1151

神栖市 新廻運送有限会社　本社営業所 茨城県神栖市太田３４０３－２ 0479-46-4142

神栖市 株式会社根本運送　鹿嶋営業所 茨城県神栖市息栖３０４０番地２８１ 0299-94-3121

神栖市 昭産運輸株式会社　鹿島営業所 茨城県神栖市東深芝６ 0299-93-5706

神栖市 セイリュウ運送株式会社　本社営業所 茨城県神栖市太田３３７３－３ 0479-40-1080

神栖市 クレハ運輸トラック株式会社　鹿島センター 茨城県神栖市東深芝２３－７ 0299-92-2311

神栖市 橋本運輸株式会社　本社営業所 茨城県神栖市神栖３－５－３０ 0299-92-8668

神栖市 株式会社ヤマガタ　神栖営業所 茨城県神栖市南浜３番２０８ 0299-96-7264

神栖市 大川運輸株式会社　神栖営業所 茨城県神栖市東和田１７－６ 0299-96-2024

神栖市 株式会社長太　鹿島営業所 茨城県神栖市鰐川２５－２６１ 0299-92-7722

神栖市 結城運輸倉庫株式会社　鹿島営業所 茨城県神栖市知手６３６５ 0299-96-2480

神栖市 株式会社ＪＫトランス　鹿島営業所 茨城県神栖市横瀬９３５－１ 0299-96-2365

神栖市 丸全昭和運輸株式会社　鹿島営業所 茨城県神栖市砂山２７７４－２３ 0479-40-1105

水戸市 有限会社明光産業　本社営業所 茨城県水戸市笠原町９２０－１２ 029-241-8787

水戸市 常磐運送株式会社　水戸営業所 茨城県水戸市平須町２３５－３６ 029-297-5355

水戸市 株式会社プロテックライン　本社 茨城県水戸市中央２－７－１２ 029-222-2700

水戸市 三成運送有限会社　本社営業所 茨城県水戸市堀町字シッケ１２４２－４ 029-252-6267

水戸市 有限会社海老原運送　本社 茨城県水戸市上水戸２－７－３ 029-221-7813

水戸市 伊藤運輸倉庫株式会社　水戸営業所
茨城県水戸市笠原町１４４２番地１１　大内コーポＢ棟１

０１号室
029-246-6733

水戸市 関東車輌株式会社　本社営業所 茨城県水戸市平須町１８２０－７７ 029-243-1222

水戸市 株式会社北海通商　本社 茨城県水戸市千波町１７２１－６－２０１ 029-239-3299

水戸市 ＴＳネットワーク株式会社　水戸流通センター 茨城県水戸市笠原町１４８７－３ 029-243-4309

水戸市 丸盛輸送株式会社　茨城営業所 茨城県水戸市島田町字勝見田３４４１－５ 029-264-8231

水戸市 ジャパンエナジック株式会社　水戸事業所 茨城県水戸市笠原町１４７６－１ 029-243-7340

水戸市 株式会社カーサポート水戸　笠原営業所 茨城県水戸市笠原町１４４２－１１－Ａ２０２ 029-228-1196

水戸市 備海運送有限会社　本社営業所 茨城県水戸市大場町２１８９－６ 029-269-5018
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水戸市 有限会社クラモト商事　水戸営業所 茨城県水戸市住吉町３２１－１ 029-291-4347

水戸市 石岡地区通運株式会社　赤塚営業所 茨城県水戸市飯島町１２８９－６　１２８８－３ 029-252-5201

水戸市 近物レックス株式会社　水戸運行事業所 茨城県水戸市河和田町字東中曾根３９３４－８ 029-297-1111

水戸市 株式会社藤井運送　本社営業所 茨城県水戸市千波町２２６４－１ 029-241-1735

水戸市 株式会社ジェイアール東日本物流　塩浜物流センター水戸 茨城県水戸市宮町１－１－２０ 029-221-8062

水戸市 柳田運輸株式会社　水戸営業所 茨城県水戸市住吉町１４５－１ 029-246-0553

水戸市 株式会社久信田運送　本社営業所 茨城県水戸市田島町７８９ 029-252-1452

水戸市 株式会社日警　本社営業所 茨城県水戸市萱場町１０４１－３ 029-253-1771

水戸市 国際ロジテック株式会社　水戸営業所 茨城県水戸市木葉下町２９２－２８ 029-254-1541

水戸市 株式会社トレンディ茨城　本社営業所 茨城県水戸市谷津町１－３０ 029-254-6620

水戸市 株式会社エスティーシステム　水戸営業所 茨城県水戸市飯島町字菖蒲川１４４３－１ 029-259-5346

石岡市 有限会社梶川物流　本社営業所 茨城県石岡市旭台３－２１－１６ 0299-24-4147

石岡市 フジトランスポート株式会社　茨城支店 茨城県石岡市石岡１－３－３ 0299-57-6980

石岡市 月夜野運送株式会社　茨城 茨城県石岡市府中５－８－８－２０２ 0278-24-1158

石岡市 東洋メビウス株式会社　石岡支店 茨城県石岡市大字柏原８－２ 0298-24-1896

石岡市 株式会社ＩＲＳエキスプレス　本社 茨城県石岡市柏原６－３ 0299-22-3910

石岡市 株式会社ホームエネルギー東関東　茨城中央出張所 茨城県石岡市柿岡２３４１－１ 0299-57-3737

石岡市 博大運送有限会社　本社営業所 茨城県石岡市大砂１０３８３番地３３ 0299-36-0633

石岡市 小松崎運輸有限会社　本社営業所 茨城県石岡市柿岡２６４４－１ 0299-44-1004

石岡市 有限会社恵賑商事　本社営業所 茨城県石岡市下林７５８－１ 0299-36-4210

石岡市 吉川自動車運送株式会社　石岡営業所 茨城県石岡市柏原１４ 0299-24-2129

石岡市 株式会社ヤマガタ　石岡営業所 茨城県石岡市大砂１０３６５ 0299-23-9166

石岡市 株式会社川村運送店　本社営業所 茨城県石岡市柏原１－７ 0299-23-6392

筑西市 株式会社トマト　本社営業所 茨城県筑西市中館４１６－５ 0296-25-4011

筑西市 関東物流株式会社　本社営業所 茨城県筑西市女方７８７－３１ 0296-28-5750

筑西市 小倉マスターズライン有限会社　本社営業所 茨城県筑西市大字玉戸９９６－３２ 0296-28-1240

筑西市 日本ルートサービス株式会社　茨城事業所 茨城県筑西市みどり町２－７－２ 0296-54-6359

筑西市 神葉運輸株式会社　茨城営業所 茨城県筑西市下川島７６９－２６－１０３ 0296-28-5833

筑西市 蓮沼商運株式会社　本社営業所 茨城県筑西市伊讃美９８３－１ 0296-28-1151

筑西市 美穂運輸株式会社　筑西営業所 茨城県筑西市新治１９９１－１５ 029-657-5560

筑西市 株式会社金澤物流サービス　関東営業所 茨城県筑西市寺上野１１７７ 0296-52-4680

筑西市 佐川急便株式会社　筑西営業所 茨城県筑西市神分字弁天１３３－１ 0570-01-0584

筑西市 下館地区通運株式会社　本社営業所 茨城県筑西市玉戸９８７－１６ 0296-24-5575
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筑西市 株式会社マルイワ　本社営業所 茨城県筑西市小川１－１ 0296-28-8018

潮来市 株式会社Ｇｒｏｕｎｄ　Ａｒｅａ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　本社 茨城県潮来市延方西１５３２ 0299-77-7001

土浦市 株式会社明信運輸　本社 茨城県土浦市右籾２４４８－３０ 029-842-9155

土浦市 株式会社関東隆和　本社営業所 茨城県土浦市北神立町６－５ 029-893-6580

土浦市 シグマロジスティクス株式会社　土浦営業所 茨城県土浦市北神立町１－６ 070-3889-5436

土浦市 有限会社荒井商事　本社営業所 茨城県土浦市荒川沖東二丁目１６番２０号 029-843-3333

土浦市 株式会社侑弘物流　本社 茨城県土浦市大畑１５６９番地 0298-86-9026

土浦市 県南陸運株式会社　本社営業所 茨城県土浦市板谷七丁目６３５番地２ 029-886-3335

土浦市 株式会社太基運輸　本社営業所 茨城県土浦市中村西根字長田２７３番地１ 029-896-8211

土浦市 大友ロジスティクスサービス株式会社　土浦営業所 茨城県土浦市東中貫町２－３ 029-834-8250

土浦市 株式会社リープ　茨城営業所 茨城県土浦市虫掛３５４６－１ 029-896-9700

土浦市 株式会社ケーズキャリーサービス　土浦営業所 茨城県土浦市虫掛３４７６番地２ 029-886-3131

土浦市 トレース株式会社　本社 茨城県土浦市大字中村西根１１８６－１ 029-841-0481

土浦市 有限会社関東エキスプレス　本社営業所 茨城県土浦市城北町４－５　コーポ城北２０６ 029-834-0100

土浦市 来栖運送株式会社　本社営業所 茨城県土浦市藤沢７７０－１ 029-862-2006

土浦市 宇田川運輸株式会社　本社営業所 茨城県土浦市真鍋１－８－５ 029-821-6234

土浦市 有限会社一進　本社営業所 茨城県土浦市板谷七丁目６３５番地５ 029-832-3233

土浦市 相互運輸株式会社　土浦営業所 茨城県土浦市東中貫町１－１８ 029-832-3100

土浦市 廣瀬運輸株式会社　本社営業所 茨城県土浦市小松２－２－４ 029-821-0847

土浦市 松岡満運輸株式会社　土浦営業所 茨城県土浦市中貫字西野２３７８－２ 0298-33-2611

土浦市 日本郵便輸送株式会社　土浦営業所 茨城県土浦市東真鍋町９－２６ 029-822-0496

土浦市 東京トラック運送株式会社　土浦支店 茨城県土浦市北神立町２－７ 029-832-1116

土浦市 安立サービス株式会社　土浦営業所 茨城県土浦市上坂田１４３６－１ 029-862-5511

土浦市 東栄運輸関東株式会社　貨物部土浦営業所 茨城県土浦市神立東二丁目３０番２５号 029-831-6654

土浦市 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社　土浦営業所 茨城県土浦市東中貫町４－１　２F 029-832-4040

土浦市 西濃運輸株式会社　土浦支店 茨城県土浦市大畑１６９３－１ 029-862-2883

土浦市 第一貨物株式会社　土浦支店 茨城県土浦市上高津字岡代２４４－１ 029-827-2181

土浦市 埼玉西濃運輸株式会社　土浦営業所 茨城県土浦市並木１丁目１０番１３号 029-862-5196

那珂市 株式会社ホームエネルギー東関東　茨城センター 茨城県那珂市向山１２５７－１ 029-298-1212

那珂市 司企業株式会社　水戸営業所 茨城県那珂市古徳字辻後２９０－１ 029-296-9901

那珂市 日水運輸株式会社　本社営業所 茨城県那珂市戸崎４０－３ 029-295-6222

那珂市 伊藤運輸倉庫株式会社　日立営業所 茨城県那珂市鴻巣字東風谷３２３１ 029-219-5772

那珂市 日本郵便株式会社　那珂郵便局 茨城県那珂市菅谷１６７－７ 029-295-1030
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日立市 株式会社ヒタチ産業　本社 茨城県日立市平和町２－６１－１ 0294-87-7077

日立市 日立埠頭株式会社　本社営業所 茨城県日立市みなと町１４－１ 0294-52-4210

日立市 有限会社日高産業　本社 茨城県日立市本宮町３－２５－８ 0294-21-0410

日立市 株式会社油屋運送　本社営業所 茨城県日立市久慈町６－４１－１ 0294-52-4474

日立市 株式会社常陽建商　本社営業所 茨城県日立市滑川本町５－１－３ 0294-22-7154

日立市 日立運送有限会社　本社営業所 茨城県日立市田尻町３－２６－２０ 0294-42-6767

日立市 日立中央運送株式会社　本社営業所 茨城県日立市東多賀町２－１０－１５ 0294-34-1515

日立市 日本郵便株式会社　日立郵便局 茨城県日立市幸町２－３－２８ 0294-21-1040

日立市 有限会社寿美屋運送店　本社営業所 茨城県日立市神田町字久下沼後１３９７ 0294-52-1819

日立市 湯浅運輸株式会社　大沼営業本部 茨城県日立市東金沢町一丁目３－３０ 0294-34-4321

日立市 株式会社丸ト　本社営業所 茨城県日立市幸町２－６－１３ 0294-22-4448

日立市 株式会社福井屋　本社 茨城県日立市留町２５００番地 0294-53-2918

日立市 山桝運送有限会社　本社営業所 茨城県日立市東滑川町５－６－５ 0294-42-4664

日立市 佐々木興業株式会社　本社営業所 茨城県日立市相賀町１８－１ 0294-21-6424

鉾田市 株式会社大貫運送　本社営業所 茨城県鉾田市柏熊字掛ノ上３００番地７ 0291-32-2885

北茨城市 株式会社ギオン　北茨城ステーション 茨城県北茨城市磯原町磯原１１３０－６ 0293-43-7775

北茨城市 安立サービス株式会社　北茨城営業所 茨城県北茨城市中郷町日棚字宝壷６４４－４１ 0293-42-4712

龍ヶ崎市 株式会社ホームエネルギー東関東　龍ヶ崎センター 茨城県龍ヶ崎市大徳町１５１８ 0297-62-2680

竜ヶ崎市 株式会社協和　本社営業所 茨城県竜ヶ崎市貝原塚町４０５３－２ 0297-64-3044

龍ヶ崎市 株式会社ニップンロジス　龍ヶ崎営業所 茨城県龍ヶ崎市向陽台１－７ 0297-64-3639

稲敷郡 株式会社プロテックライン　土浦営業所 茨城県稲敷郡阿見町青宿３３９－１ 029-846-1887

稲敷郡 株式会社石渡運輸　本社
茨城県稲敷郡阿見町よしわら１丁目１６－１　仮換地阿見

吉原土地区画整理事業Ｗー１９街区１画地
029-883-0028

稲敷郡 有限会社篠田通産　本社営業所 茨城県稲敷郡河内町片巻１５０４番地２ 0297-86-3599

稲敷郡 株式会社エスケイコールド　本社営業所 茨城県稲敷郡河内町長竿１５９６ 029-841-3503

稲敷郡 高運送株式会社　茨城営業所 茨城県稲敷郡阿見町大字星の里６－１ 029-893-2431

稲敷郡 田口運送株式会社　阿見営業所 茨城県稲敷郡阿見町星の里６－１　１階 029-893-2870

稲敷郡 フジ運輸株式会社　茨城営業所 茨城県稲敷郡阿見町福田字内野８４－１７ 029-889-2665

稲敷郡 株式会社ヤマガタ　土浦 茨城県稲敷郡美浦村大字舟子３２４９－１ 029-885-1214

猿島郡 キユーソーティス株式会社　五霞営業所 茨城県猿島郡五霞町元栗橋字大門２２５６－１ 0280-84-0466

猿島郡 株式会社杉孝　栗橋営業所 茨城県猿島郡五霞町大字幸主川原６８６ 0280-80-0020

猿島郡 株式会社ヤマサン運輸　本社営業所 茨城県猿島郡境町大字内門８１７－４ 0280-86-6412
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猿島郡 飯島商事有限会社　本社営業所 茨城県猿島郡五霞町大字山王山７０６番地２ 0280-84-0838

猿島郡 株式会社シャチライン　茨城境営業所 茨城県猿島郡境町４１１番地１－１０１ 0280-23-3297

猿島郡 株式会社金子運輸　本社営業所 茨城県猿島郡五霞町江川字前川１７０８－２ 0280-84-0863

猿島郡 株式会社有明　茨城営業所 茨城県猿島郡五霞町原宿台４丁目３２－３ 0280-80-0307

猿島郡 中倉陸運株式会社　茨城営業所 茨城県猿島郡五霞町大字幸主字川原５７０－１ 0280-23-1945

猿島郡 株式会社小野寺商事　本社営業所 茨城県猿島郡境町大字浦向５８８－１ 0280-81-1488

猿島郡 株式会社正和運輸　本社営業所 茨城県猿島郡五霞町大字小手指１１９３－１ 0280-80-1191

結城郡 大友ロジスティクスサービス株式会社　古河営業所 茨城県結城郡八千代町大字菅谷字向根ノ谷８９０－１３ 0296-30-2210

結城郡 日進運輸株式会社　本社営業所 茨城県結城郡八千代町東蕗田４３３－１ 0296-48-0662

結城郡 柳田輸送株式会社　本社営業所 茨城県結城郡八千代町大字芦ヶ谷３２８７－１ 0296-48-3138

東茨城郡 有限会社弘富通商　大洗営業所 茨城県東茨城郡大洗町大貫町５５７番地５２　１Ｆ 029-219-7902

東茨城郡 株式会社石渡運輸　茨城営業所 茨城県東茨城郡茨城町小幡２５２２番地１９ 029-306-8028

東茨城郡 株式会社茨城荷役運輸　本社営業所 茨城県東茨城郡茨城町大字長岡３４７４－１ 029-291-0009

東茨城郡 京信交易輸送株式会社　本社営業所 茨城県東茨城郡城里町大字下阿野沢２０４番地３ 029-291-6091

東茨城郡 有限会社ハギワラコーポレーション　大洗営業所 茨城県東茨城郡大洗町五反田４５４－１ 029-219-6952

東茨城郡 東日本エア・ウォーター物流株式会社　水戸営業所 茨城県東茨城郡茨城町中央工業団地６－１２　１Ｆ 029-292-6800

東茨城郡 北関東物流株式会社　茨城営業所 茨城県東茨城郡茨城町小幡２７６６－１１１ 029-350-1500

那珂郡 吉田海運株式会社　茨城営業所 茨城県那珂郡東海村石神外宿２４８２ 029-352-3115
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