貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
前橋市

事業所名
アサヒロジスティクス株式会社 両毛営業所
ヤマト運輸株式会社 前橋大胡支店
関東運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 群馬主管支店
ヤマト運輸株式会社 前橋小出支店
中越運送株式会社 前橋ロジスティクスセンター
株式会社物流サービス 本社営業所
大島倉庫運輸有限会社 本社営業所
群馬くみあい運輸株式会社 本社営業所
フタバ運輸有限会社 本社営業所
北関東輸送株式会社 本社営業所
株式会社関東興運 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 前橋元総社センター
株式会社太陽運輸 本社営業所
株式会社立川運輸 前橋北営業所
ニットー運輸株式会社 本社営業所
親松運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 前橋城南センター
小山総業有限会社 本社営業所
清水商運株式会社 本社営業所
有限会社相田商事 本社営業所
佐川急便株式会社 前橋営業所
株式会社日立物流関東 前橋営業所
日本郵便株式会社 前橋中央郵便局
ヤマト運輸株式会社 新前橋支店
東京第一物流株式会社 前橋営業所
株式会社立川運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 群馬物流システム支店
明治ロジテック株式会社 前橋事業所
中越通運株式会社 前橋配送センター
ヤマト運輸株式会社 前橋川原支店
株式会社アドバンティク・レヒュース 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

（群馬県）

住所
群馬県前橋市五代町８０５－１３
群馬県前橋市桶越町４７９－６
群馬県前橋市下佐鳥町４６８－１
群馬県前橋市下佐鳥町４７８
群馬県前橋市下小出町１－２８－１３
群馬県前橋市下大島字堰上１０２－４
群馬県前橋市下大島町４５４－４
群馬県前橋市下大島町５７３番地
群馬県前橋市亀里町１３０６－３
群馬県前橋市亀里町３３８－２
群馬県前橋市宮地町４３
群馬県前橋市駒形町２９６番地１ サニーコート２０１
号
群馬県前橋市元総社町９３７番２４
群馬県前橋市五代町６７７－２
群馬県前橋市五代町９３９－１
群馬県前橋市江田町３５３－１
群馬県前橋市江田町４９２－５
群馬県前橋市荒子町３３１－３
群馬県前橋市高井町１－３０－４
群馬県前橋市上佐鳥町４６２－１
群馬県前橋市上泉町３９－１
群馬県前橋市上増田町２５８－１４
群馬県前橋市上増田町９０４－１０
群馬県前橋市城東町１－６－５
群馬県前橋市新前橋町１－３８
群馬県前橋市新堀町３９９－７
群馬県前橋市西善町６１７
群馬県前橋市西善町６１９－１
群馬県前橋市西大室町１２７１－６
群馬県前橋市西大室町３０２８－２
群馬県前橋市川原町１－５４－２０
群馬県前橋市泉沢町１２５０－１６
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電話番号
027-269-9585
027-283-1025
027-265-1112
027-265-7729
027-233-2681
027-263-7700
027-266-6540
027-266-0244
027-220-2635
027-265-1350
027-265-5770
027-280-8140
027-280-5380
027-269-7723
027-264-1011
027-251-7046
027-280-5055
027-230-3965
027-252-5273
027-265-1508
027-232-0273
027-290-4800
027-280-8640
027-234-5503
027-256-8114
027-212-5600
027-290-4343
027-265-7710
027-230-3320
027-268-6700
027-260-1805
027-268-0055

H29.1.18
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

住所

電話番号

株式会社アジア運輸 前橋営業所

群馬県前橋市総社町２丁目１３番地６

027-255-4145

ヤマト運輸株式会社 前橋問屋センター
ロジトライ株式会社 前橋事業所
株式会社ゼロ 群馬カスタマーサービスセンター
群馬綜合ガードシステム株式会社 本社営業所
株式会社川和運輸 本社営業所
株式会社上野 本社営業所
群馬急送株式会社 本社営業所
株式会社トピック 本社営業所
日通前橋運輸株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 群馬引越センター
滝興運株式会社 前橋営業所
堀越運輸株式会社 本社営業所
レンゴーロジスティクス株式会社 前橋営業所
ヤマト運輸株式会社 前橋片貝支店
有限会社阿部商事 前橋営業所
有限会社エヌエス商事 本社営業所
日本通運株式会社 群馬警送支店
株式会社三山運輸 本社営業所
株式会社ミツミ 本社営業所
株式会社太陽工業 粕川営業所
関東西濃運輸株式会社 前橋支店
堀越運輸株式会社 ＥＭセンター営業所
諏訪梱包運輸株式会社 前橋営業所
株式会社大伸運輸 本社営業所
株式会社大伸 本社営業所
富士見運輸株式会社 本社営業所
群馬中央運送株式会社 本社営業所
有限会社セントラル輸送 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 群馬営業所
前橋倉庫株式会社 営業管理センター
斉藤運送株式会社 本社営業所
前橋定期運送株式会社 本社営業所
前橋運輸株式会社 本社営業所

群馬県前橋市総社町総社２６６２－１
群馬県前橋市大渡町１－１０－５
群馬県前橋市大渡町２－１－３１
群馬県前橋市大渡町２－１－５
群馬県前橋市滝窪町１３２７－１
群馬県前橋市滝窪町５７７－１
群馬県前橋市中内町２５５－１
群馬県前橋市中内町３２５－１０
群馬県前橋市中内町７９－１
群馬県前橋市中内町７９－１
群馬県前橋市鳥羽町１４４－１
群馬県前橋市鳥羽町４３１－１
群馬県前橋市天川大島町１１４４
群馬県前橋市東片貝町１１１５
群馬県前橋市東片貝町３９８
群馬県前橋市東片貝町３９８
群馬県前橋市南町３－７６－２４
群馬県前橋市二之宮町１４３９
群馬県前橋市粕川町込皆戸３８０－２
群馬県前橋市粕川町込皆戸５１８－９
群馬県前橋市飯土井町４００－３
群馬県前橋市飯土井町４００－６
群馬県前橋市飯土井町６５－９
群馬県前橋市樋越町５１５－１１
群馬県前橋市樋越町５１５－１１
群馬県前橋市富士見町小沢１５－１
群馬県前橋市北代田町５７４
群馬県前橋市本町１－１５－１３
群馬県前橋市問屋町２－８－５
群馬県前橋市力丸町２２１番地
群馬県前橋市力丸町２５３番地
群馬県前橋市力丸町４６３番地
群馬県前橋市力丸町４６８

027-251-8143
027-253-6438
027-255-5861
027-256-7260
027-283-7272
027-283-7092
027-266-3551
027-289-3391
027-266-3446
027-290-4000
027-253-8670
027-251-1328
027-263-2843
027-261-6815
027-287-1070
027-290-6170
027-221-1881
027-268-6996
027-285-5221
027-285-2400
027-268-5511
027-268-5555
027-280-7007
027-230-4331
027-230-4121
027-288-5678
027-231-2873
027-235-9920
027-253-0123
027-265-2321
027-265-2288
027-265-2345
027-265-2331

※「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。
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主な輸送品目（任意掲載）
機械・機械部品、輸送機械・輸送機
械部品、引越貨物

市区郡名

安中市

伊勢崎市

事業所名
永井運輸株式会社 力丸営業所
株式会社新鮮便 前橋営業所
力丸流通サービス株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 前橋六供支店
ヤマト運輸株式会社 群馬松井田センター
株式会社ボルテックスセイグン 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 安中支店
新潟運輸株式会社 安中支店
群馬小型運送株式会社 横川営業所
井上道路株式会社 本社営業所
ロジトライ株式会社 高崎事業所
有限会社トランスポート山田 本社営業所
関東西濃運輸株式会社 高崎支店
ティーロジエクスプレス株式会社 本社営業所
東群エクスプレス株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 伊勢崎華蔵寺支店
株式会社カネタケ 本社営業所
株式会社新鮮便 本社営業所
青木運輸倉庫株式会社 桐生営業所
東群運送株式会社 伊勢崎物流センター
株式会社タイセイ・エフ・ティー関東 群馬営業所
藤産業株式会社 群馬営業所
ヤマト運輸株式会社 伊勢崎境支店
株式会社赤石三光堂 本社営業所
有限会社栁田商事 本社営業所
株式会社グローバル 本社営業所
前橋南部運送株式会社 上武大国支店
関東センコー運輸株式会社 群馬営業所
境運輸株式会社 本社営業所
中央運送株式会社 群馬営業所
株式会社ＮＳロジ東日本 群馬営業所
有限会社新誠運輸倉庫 本社営業所
丸伊運輸株式会社 群馬営業所
株式会社協同物流 本社営業所
株式会社栗原急送 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
群馬県前橋市力丸町４７１
群馬県前橋市力丸町４８８－１
群馬県前橋市力丸町４９０
群馬県前橋市六供町１０１４－７
群馬県安中市郷原字中村６９４
群馬県安中市原市１２２－１
群馬県安中市原市２丁目字芝原西１０７０
群馬県安中市原市字南地尻８９８他１４筆
群馬県安中市松井田町横川２９７－１
群馬県安中市中宿９７７－１
群馬県安中市板鼻５２－１
群馬県安中市板鼻５９９－２
群馬県安中市板鼻字大門西１６－１
群馬県伊勢崎市三和町２７３９－２
群馬県伊勢崎市三和町２７３９－２
群馬県伊勢崎市安堀町２３６－１
群馬県伊勢崎市下触町１４３－１
群馬県伊勢崎市間野谷町１－２０
群馬県伊勢崎市間野谷町９３－１１１
群馬県伊勢崎市間野谷町９３－１１３
群馬県伊勢崎市宮子町１４４１－１０１
群馬県伊勢崎市境伊与久３１５３
群馬県伊勢崎市境伊与久３３３８
群馬県伊勢崎市境栄７９０番地
群馬県伊勢崎市境下武士２６７３－１
群馬県伊勢崎市境下武士２６７５－２
群馬県伊勢崎市境下渕名２９８６－１
群馬県伊勢崎市境下渕名５４番地
群馬県伊勢崎市境島村３７３－１１３
群馬県伊勢崎市曲沢町５５０
群馬県伊勢崎市曲沢町５５２－３
群馬県伊勢崎市曲沢町６９４－２
群馬県伊勢崎市戸谷塚町１０６９－１
群馬県伊勢崎市戸谷塚町８５０番地
群馬県伊勢崎市香林町２－１５１０－１
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電話番号
027-265-2233
027-265-2860
027-265-1736
027-224-0214
027-380-6501
027-382-3333
027-385-6882
027-385-3588
070-2184-4329
027-382-2415
027-382-3315
027-382-7009
027-382-1315
0270-30-3551
0270-25-5881
0270-26-3115
0270-63-0763
0270-62-8484
0270-62-8911
0270-62-8871
027-290-4305
0270-76-3549
0270-76-5051
0270-74-0008
0270-74-5522
0270-74-0426
0270-76-7530
0270-76-2771
0270-74-5520
0270-20-8758
0270-62-3878
0270-20-8410
0270-32-6394
0270-32-2370
0270-30-7070

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
有限会社大間々急送 伊勢崎営業所
株式会社群馬ロジスティックス 本社営業所
株式会社大晃運送 群馬営業所
ヤマト運輸株式会社 伊勢崎中央センター
札樽自動車運輸株式会社 北関東営業所
北関東ピアノ運送有限会社 本社営業所
株式会社コイシカワ 伊勢崎営業所
株式会社利根総業 本社営業所
東日本エア・ウォーター物流株式会社 群馬営業所
寿運輸倉庫株式会社 本社営業所
宮下運輸株式会社 伊勢崎流通センター営業所
中一陸運株式会社 本社営業所
中一運輸倉庫株式会社 本社営業所
カンダ物流株式会社 伊勢崎営業所
日本運輸株式会社 伊勢崎営業所
上武物流株式会社 本社営業所
栄運輸株式会社 本社営業所
信正運輸株式会社 本社営業所
センヨシロジスティクス株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 群馬赤堀センター
群馬通商株式会社 本社営業所
みつわ運輸株式会社 伊勢崎営業所
アサヒロジスティクス株式会社 伊勢崎物流センター
株式会社トランスメイト 伊勢崎営業所
北関東物流株式会社 群馬営業所
株式会社小野運送店 群馬営業所
ロジトライ株式会社 伊勢崎事業所
株式会社エスラインギフ 群馬物流センター
明治ロジテック株式会社 群馬事業所
株式会社ＴＪＲ 伊勢崎営業所
株式会社北関東商事 本社営業所
平和運輸株式会社 群馬営業所
東日トランスポート株式会社 本社営業所
箱田運送有限会社 本社営業所
和喜輸送株式会社 群馬営業所

※「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
群馬県伊勢崎市香林町２丁目１１９２－５
群馬県伊勢崎市国定町１丁目２７６－４
群馬県伊勢崎市国領町４４９－７
群馬県伊勢崎市今泉町１－１３０５－２
群馬県伊勢崎市三室町５２８４－１
群馬県伊勢崎市三室町５５７９－４
群馬県伊勢崎市三室町５８５３－２
群馬県伊勢崎市三室町５９１０－１
群馬県伊勢崎市三室町５９１３－１
群馬県伊勢崎市三室町６２０１－１２
群馬県伊勢崎市三室町６２０１－７
群馬県伊勢崎市三室町６２０１－９
群馬県伊勢崎市三室町６２０１番地５
群馬県伊勢崎市三室町６２０３－２
群馬県伊勢崎市三室町６２１４
群馬県伊勢崎市三和町２４０５－２３
群馬県伊勢崎市三和町２５２９
群馬県伊勢崎市市場町２－６３１－３
群馬県伊勢崎市西久保町２－２２２－１
群馬県伊勢崎市西久保町２丁目５８６－１
群馬県伊勢崎市西久保町３－１１４２－１
群馬県伊勢崎市西久保町３－６２２－５
群馬県伊勢崎市西久保町３－７２１－１
群馬県伊勢崎市赤堀今井町２－７２７－１１
群馬県伊勢崎市赤堀今井町２丁目１０２１－２
群馬県伊勢崎市赤堀鹿島町６５６－１
群馬県伊勢崎市中央町１４－２１
群馬県伊勢崎市中町６８２
群馬県伊勢崎市長沼町１７３９－１
群馬県伊勢崎市長沼町２４３
群馬県伊勢崎市田中島町１４０４－８
群馬県伊勢崎市田部井町２－５９３－１
群馬県伊勢崎市田部井町３－４９３－１
群馬県伊勢崎市田部井町三丁目２１４８番地
群馬県伊勢崎市東小保方町２９７８
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電話番号
0270-61-7006
0270-63-5566
0270-20-3232
0270-40-5761
0270-30-7841
0270-63-0363
0270-63-3203
0270-23-6512
0270-63-0870
0270-63-1212
0270-25-0238
0270-62-8888
0270-62-8888
0270-62-1577
0270-63-0821
0270-26-6617
0270-40-5670
0270-75-3915
0270-62-8089
0270-20-2081
0270-63-1202
0270-75-2511
0270-20-8822
0270-63-3241
0270-64-4705
0270-27-6315
0270-24-3418
0270-40-7012
0270-32-7176
0270-75-2881
0270-23-9688
0270-20-2851
0270-62-8622
0270-62-5252
0270-63-0891

主な輸送品目（任意掲載）

日用品・雑貨、飲料等、機械・機械部品

事業所名

市区郡名

電話番号

群馬県伊勢崎市東小保方町４６９５－７
群馬県伊勢崎市東上之宮町２５０－１
群馬県伊勢崎市日乃出町１０８
群馬県伊勢崎市日乃出町６９
群馬県伊勢崎市日乃出町７０１－９

0270-63-1083
0270-50-7277
0270-25-4538
0270-25-9481
0270-25-4519

株式会社ＡＬＳ 本社営業所

群馬県伊勢崎市日乃出町７０１－９

0270-75-6336

有限会社トータルトランスコーポレーション 本社営業所 群馬県伊勢崎市日乃出町７１２－７

0270-75-3372

株式会社泰通

0270-31-0123

本社営業所

群馬県伊勢崎市八斗島町１３９４－１

株式会社イディアトランスポートサービス 伊勢崎営業所 群馬県伊勢崎市八斗島町８２２－１３８

0270-50-4625

ＳＢＳロジコム株式会社 伊勢崎支店
株式会社サンブツ 伊勢崎営業所
高崎通運株式会社 県央営業所
名糖運輸株式会社 群馬営業所
ヤマト運輸株式会社 伊勢崎堀口支店

0270-32-8990
0270-61-9557
0270-20-8833
0270-25-3238
0270-32-0663

ヒタチ株式会社 伊勢崎ハブセンター
太田市

住所

有限会社小川運送 本社営業所
マルタケ運輸株式会社 前橋営業所
伊勢崎液化株式会社 本社営業所
株式会社ヤマザキ物流 伊勢崎営業所
株式会社長岡運送 本社営業所

東上通運株式会社 群馬営業所
井戸口産業株式会社 本社営業所
名鉄運輸株式会社 太田支店
関東西濃運輸株式会社 太田支店
大八運送有限会社 関東営業所
日渉運輸株式会社 本社営業所
梅田運輸倉庫株式会社 本社営業所
カメイ物流サービス株式会社 太田営業所
桐生商管株式会社 本社営業所
高山運輸倉庫株式会社 太田営業所
株式会社ギオン 群馬営業所
株式会社シムックス 本社営業所
株式会社ガルト 太田営業所
ヤマト運輸株式会社 新田支店
株式会社エナジック関東 群馬営業所
株式会社井ノ瀬運送 東毛センター
株式会社エス・テー・エス 群馬営業所
新田運輸株式会社 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。

群馬県伊勢崎市飯島町１０８
群馬県伊勢崎市富塚町２７０－９－２０１
群馬県伊勢崎市平井町１３８３
群馬県伊勢崎市北千木町１４３５
群馬県伊勢崎市堀口町城南９３３－１
群馬県伊勢崎市茂呂町２－２８２３－１ アビーロード
Ｕ棟１０３号室
群馬県伊勢崎市野町１５６－１１
群馬県太田市新田木埼町１７３４－１
群馬県太田市安養寺町２３７－１
群馬県太田市安良岡町２１８－１
群馬県太田市下浜田町３７０－１６
群馬県太田市下浜田町９３－１
群馬県太田市丸山町１０４１
群馬県太田市吉沢町１０５９番地１３
群馬県太田市吉沢町９９０
群馬県太田市市場町１０６０－７
群馬県太田市小舞木町２４３－１
群馬県太田市植木野町３００番地１
群馬県太田市新井町１１４８－１
群馬県太田市新田市町７７－３
群馬県太田市新田小金井町２９４
群馬県太田市新田小金町５丁目１９２番地
群馬県太田市新田早川町３－１
群馬県太田市新田村田町１０９９－１
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027-088-0407
0270-63-6805
0276-52-8111
0276-52-9321
0276-22-8811
0276-30-2227
0276-38-2252
0276-37-7200
0276-60-5288
0276-40-5777
0284-22-7258
0276-60-1375
0276-40-2241
0276-56-4390
0276-56-1300
0276-57-3111
0276-60-9854
0276-56-2647
0276-57-1277

主な輸送品目（任意掲載）

機械・機械部品、繊維・衣料品、引
越貨物

市区郡名

事業所名
関東マルエス株式会社 群馬営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 群馬営業所
新田産業株式会社 本社営業所
株式会社エキソー 本社営業所
株式会社ケー・ライン 本社営業所
東群物流株式会社 本社営業所
有限会社清村運輸 本社営業所
アルファトレーディング株式会社 本社営業所
関東エース物流株式会社 尾島営業所
株式会社小澤運送店 本社営業所
太田運輸株式会社 本社営業所
日本陸送株式会社 本社営業所
木村商運株式会社 本社営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 群馬営業所
三栄運輸株式会社 本社営業所
沢口運輸株式会社 本社営業所
株式会社新井商運 本社営業所
日本運輸株式会社 太田営業所
有限会社北沢運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 群馬宝泉センター
北勢運送株式会社 太田営業所
東群運送株式会社 群馬営業所
青木運輸倉庫株式会社 太田営業所
株式会社サカイ引越センター 太田支社
サンコー物流株式会社 本社営業所
蛭間運送株式会社 本社営業所
北関東運輸株式会社 本社営業所
極東運輸機工株式会社 群馬営業所
ヤマト運輸株式会社 太田別所支店
ヤマト運輸株式会社 群馬毛里田センター
東武物流サービス株式会社 Ｌ・Ｓ太田支店
日通太田運輸株式会社 本社営業所

住所
群馬県太田市新田村田町２０３６－２
群馬県太田市新田大町６００－２８
群馬県太田市新田反町町１０７－２
群馬県太田市新田反町町３７１－１
群馬県太田市新田木崎町１７６８－１
群馬県太田市新田木崎町５２８－１
群馬県太田市新田溜池町１３４－１
群馬県太田市新道町１０１－１
群馬県太田市世良田町１９６９－２
群馬県太田市清原町２－１
群馬県太田市清原町２－４
群馬県太田市清原町２－６
群馬県太田市清原町３－１
群馬県太田市清原町６－５
群馬県太田市清原町８－３
群馬県太田市清原町９－４
群馬県太田市西新町１１０－１５
群馬県太田市西新町４４－１
群馬県太田市西新町４４－３
群馬県太田市西新町７－１
群馬県太田市西新町８－９
群馬県太田市西新町９３－８
群馬県太田市西矢島町１１６－１
群馬県太田市西矢島町５８４番地１
群馬県太田市大原町２３６２
群馬県太田市大原町３８－１
群馬県太田市大原町５－５，４－６
群馬県太田市大字西野谷字宮田４７
群馬県太田市大字別所字新田５３０－１
群馬県太田市只上町１０５４
群馬県太田市只上町２３２８－１
群馬県太田市只上町２４１１－１

電話番号
0276-57-3556
0276-57-9701
0276-56-2108
0276-56-7977
0276-20-8188
0276-56-6165
0276-57-0899
0276-32-5471
0276-60-7130
0276-37-8080
0276-37-8100
0276-36-1055
0276-37-8123
0276-37-8444
0276-37-8402
0276-37-8423
0276-33-7033
0276-31-3656
0276-31-1288
0276-33-7750
0276-32-6051
0276-31-1099
0276-60-3988
0276-30-1211
0277-78-7222
0277-78-6001
0277-78-6611
0276-31-3111
0276-31-5255
0276-36-1500
0276-37-6111
0276-20-5705

日本運輸株式会社 関東ロジスティックスセンター営業所 群馬県太田市只上町５２５番地

0276-40-2737

日本陸送株式会社 太田営業所

0276-50-2177

※「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。

群馬県太田市東金井町１３５６
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主な輸送品目（任意掲載）

事業所名

市区郡名

日本流通サービス株式会社 本社営業所
株式会社サン・エンジニアリング 本社営業所
群馬くみあい運輸株式会社 太田営業所
株式会社バンテックイースト 太田営業所
株式会社鹿沼梱包運輸 群馬営業所
ヤマト運輸株式会社 太田支店
東武物流サービス株式会社 太田支店
株式会社ウエタケ

桐生市

本社営業所

有限会社フレンズ運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 太田尾島支店
株式会社東陸 本社営業所
佐川急便株式会社 太田営業所
坂本運輸株式会社 本社営業所
エルアローカーゴ有限会社 本社営業所
渡辺運輸倉庫株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 太田航空営業所
早川海陸輸送株式会社 太田営業所
北関東福山通運株式会社 群馬太田支店
福山エクスプレス株式会社 群馬太田営業所
ヤマト運輸株式会社 藪塚支店
有限会社新藤運送 本社営業所
きりしんビジネスサービス株式会社 本社営業所
東群運送株式会社 桐生営業所
ヤマト運輸株式会社 桐生支店
三共運送株式会社 本社営業所
有限会社千明アクティー 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大間々支店
群馬天沼運輸株式会社 本社営業所
有限会社シンコー運輸 本社営業所
有限会社阿部商事 本社営業所
株式会社神田運送店 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 桐生相生支店
丸全電産ロジステック株式会社 桐生営業所
ヤマト運輸株式会社 桐生中央センター

※「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
群馬県太田市東金井町７７０
群馬県太田市東金井町８７５－１
群馬県太田市東新町８１７－２
群馬県太田市東新町８３７－１
群馬県太田市東長岡町１８７１番地１
群馬県太田市内ヶ島町６４７－１
群馬県太田市内ヶ島町７８４－１
群馬県太田市南矢島町地内東矢島土地区画整理事業８１
街区７番－１
群馬県太田市粕川町２５３－２５
群馬県太田市粕川町４３５－１
群馬県太田市富若町６２７番地
群馬県太田市富沢町１５－１
群馬県太田市矢田堀町２８２－４
群馬県太田市薮塚町３１０９－１
群馬県太田市龍舞町４６４９－１
群馬県太田市龍舞町５４１１
群馬県太田市緑町８１－１２
群馬県太田市六千石町１８３－９６
群馬県太田市六千石町１８３－９６
群馬県太田市藪塚町２１６２－３
群馬県太田市藪塚町２６９３
群馬県桐生市錦町２丁目１５番地２１
群馬県桐生市琴平町２－６
群馬県桐生市広沢町１－２４７６－１
群馬県桐生市広沢町５－１４６５－２
群馬県桐生市新里町山上２２０８－１
群馬県桐生市新里町字山上５７３－１
群馬県桐生市新里町大久保８７
群馬県桐生市新里町鶴ヶ谷４７８
群馬県桐生市新里町板橋８７０－８
群馬県桐生市相生町２－５８８－４
群馬県桐生市相生町３－４８０－１
群馬県桐生市相生町４丁目２４７番地５５
群馬県桐生市梅田町１－５７２－１４
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電話番号
0276-25-0706
0276-40-2077
0276-20-5588
027-620-5188
0276-55-3887
0276-45-4034
0276-45-1991
0276-38-5221
0276-60-7576
0276-40-7180
0276-26-1033
0276-38-0011
0276-37-8088
0277-78-6861
0276-49-2431
0276-46-6211
0276-20-5153
0277-78-1292
0277-78-1292
0277-78-6447
0277-40-4393
0277-46-5151
0277-45-0195
0277-52-3049
0277-54-4003
0277-74-3062
0277-74-4171
0277-74-8366
0277-74-4069
0277-74-0624
0277-52-6006
0277-55-5201
0277-32-6545
0277-20-5021

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
渋川市

事業所名
富士商運株式会社 群馬営業所
日本郵便株式会社 渋川郵便局
佐川急便株式会社 渋川営業所
有限会社須田商事 本社営業所
池上通運株式会社 渋川営業所
今井運送株式会社 本社営業所
高山運輸倉庫株式会社 渋川営業所
ヤマト運輸株式会社 渋川支店
鴻池運輸株式会社 渋川営業所
有限会社関口運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 伊香保支店

館林市

高崎市

大和物流株式会社 群馬営業所
株式会社西武建設運輸 関東営業所
ヤタガワ物流サービス株式会社 本社営業所
両毛通商株式会社 本社営業所
株式会社関東ワークス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 館林近藤センター
有限会社井上運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 館林支店
石島運送有限会社 本社営業所
上平商運株式会社 群馬営業所
磯野運送株式会社 本社営業所
有限会社ランアンドラン・スズキ 館林営業所
大杉運輸倉庫株式会社 本社営業所
株式会社新鮮便 館林営業所
株式会社群馬ロジテム 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 館林城沼センター
ヤマト運輸株式会社 館林駅前支店
川崎運送株式会社 北関東物流センター
ヤマト運輸株式会社 高崎塚沢支店
丸文運輸株式会社 本社営業所
上信電鉄株式会社 郵便自動車業務所
ヤマト運輸株式会社 高崎さのセンター
株式会社ライフサポート・エガワ 高崎営業所

※「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
群馬県渋川市金井７３７
群馬県渋川市渋川１９０２－２８
群馬県渋川市大字金井字諏訪４８７－１
群馬県渋川市中郷４５４－１７３
群馬県渋川市白井字落合４５－１
群馬県渋川市八木原４８１－１
群馬県渋川市半田３０４０
群馬県渋川市半田字沼辺１８９０
群馬県渋川市半田字中原２８０－８
群馬県渋川市北橘町下箱田２５７
群馬県渋川市有馬字鳥居貝戸６２２－２，１４，１５，
１６
群馬県館林市羽附旭町字町谷１２１０－１
群馬県館林市羽附町１４９２－２
群馬県館林市下早川田町３４１－２
群馬県館林市下早川田町４４９－１
群馬県館林市近藤町２０６－２
群馬県館林市近藤町字大塚２－２８９
群馬県館林市坂下町３２４３－２
群馬県館林市四ツ谷町字鎌木４４８－１
群馬県館林市松原１丁目４－１
群馬県館林市下三林町５７２－１
群馬県館林市成島町１２３０－２
群馬県館林市足次町１２１０ 大原ハイツ３０８号室
群馬県館林市大字近藤２５９－１
群馬県館林市大字足次町字道下１０７２－２
群馬県館林市大谷町９８６－５
群馬県館林市楠町字下志柄１９６９－１
群馬県館林市冨士見町４３６－１、６０８
群馬県館林市野辺町３９５－１
群馬県高崎市井野町字天水１０３２－１
群馬県高崎市下佐野町６７－２
群馬県高崎市下佐野町７７０
群馬県高崎市下佐野町字宮松１６－４
群馬県高崎市下斎田町５１０番地
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電話番号
0279-24-3664
0279-22-4027
0279-23-2881
0279-53-5124
0279-30-0753
0279-23-1588
0279-30-3231
0279-25-1803
0279-23-8940
0279-52-3416
0279-24-1512
0276-70-7723
0276-72-6680
0276-72-2196
0276-74-8451
0276-74-5656
0276-75-8124
0276-70-7350
0276-77-1933
0276-72-0622
0276-70-1581
0276-74-0153
0276-74-6353
0276-72-0002
0276-73-9867
0276-72-0194
0276-80-1061
0276-55-0383
0276-75-7501
027-364-1421
027-346-0007
027-346-2089
027-320-2751
027-350-5761

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
日本通運株式会社 下之城営業所
ヤマト運輸株式会社 榛名支店
株式会社サカイ引越センター 高崎支社
ヤマト運輸株式会社 群馬吉井町センター
上信トラック株式会社 吉井営業所
株式会社ファーストロジスティックス 高崎営業所
清興運輸株式会社 高崎営業所
株式会社新鮮便 高崎営業所
澤希運輸有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 群馬町支店
株式会社ジェイアール東日本物流 塩浜物流センター高崎
出張所
名鉄運輸株式会社 高崎支店
直井自動車運送株式会社 本社営業所
東武物流サービス株式会社 高崎支店
王子運送株式会社 高崎支店
日本郵便輸送株式会社 高崎営業所
日本郵便株式会社 高崎郵便局
有限会社協栄運輸 本社営業所
有限会社萌會 本社営業所
日本通運株式会社 高崎航空貨物センター
堤自動車運送株式会社 本社営業所
新町運送有限会社 本社営業所
花澤運輸倉庫株式会社 本社営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 高崎支店
株式会社マルトウ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 高崎支店
月夜野運送株式会社 高崎営業所
ヤマト運輸株式会社 高崎豊岡支店
ヤマト運輸株式会社 高崎西口支店
有限会社野村運輸 本社営業所
松浦運送有限会社 本社営業所
ベスト輸送有限会社 本社営業所
高崎協同運送株式会社 本社営業所
第一貨物株式会社 高崎支店

※「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

群馬県高崎市下之城町８３９番地
群馬県高崎市下里見町１２２１－１
群馬県高崎市菊地町薬師前４３６－２
群馬県高崎市吉井町池１３７４－１３
群馬県高崎市吉井町池７７９－１０
群馬県高崎市宮原町４
群馬県高崎市宮原町４
群馬県高崎市宮原町４番地
群馬県高崎市金古町１５３－１３
群馬県高崎市金古町５４４－１

027-347-0600
027-344-8166
027-360-4411
027-387-4536
027-387-4147
027-347-0209
027-346-3010
027-347-0705
027-360-6667
027-360-6130

群馬県高崎市栗崎町字原４３４－１

027-347-3340

群馬県高崎市元島名町１０８８－１
群馬県高崎市元島名町４８２番地
群馬県高崎市元島名町字瓦井１１４５
群馬県高崎市元島名町字中子１２１７－３
群馬県高崎市江木町１３２３－４
群馬県高崎市高松町５－６
群馬県高崎市高浜町１４６３－１
群馬県高崎市寺尾町１７３－３
群馬県高崎市小八木町字西久保３０５
群馬県高崎市上大類町１０２５
群馬県高崎市上滝町２－３
群馬県高崎市上滝町２８４番地
群馬県高崎市上滝町字五反畑８４６－２
群馬県高崎市上滝町字中屋敷前８９６－３
群馬県高崎市上中居町２７５
群馬県高崎市上豊岡町５６１番地３３
群馬県高崎市上豊岡町５７６－８
群馬県高崎市乗附町字一丁田２８２－１
群馬県高崎市新町１３１４－５
群馬県高崎市新保町１６６３－９
群馬県高崎市菅谷町２０－２２６
群馬県高崎市菅谷町２０－５７８
群馬県高崎市菅谷町２０－５８１

027-353-1455
027-352-5100
027-353-3111
027-353-3200
027-326-8514
027-322-5360
027-343-8851
027-327-3279
027-370-2211
027-352-3608
027-352-2081
027-352-0145
027-386-8701
027-352-2491
027-322-5248
027-343-4334
0273-43-3782
027-330-4130
0274-42-5225
027-352-0338
027-372-1091
027-373-1663
027-373-6111
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社群共運輸 高崎営業所
ヤマト運輸株式会社 高崎正観寺支店
ヤマト運輸株式会社 高崎京ケ島センター
みどり運送有限会社 本社営業所
株式会社ホームエネルギー首都圏 高崎センター
株式会社コウショウ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 高崎倉賀野支店
東部ネットワーク株式会社 高崎営業所
株式会社ニヤクコーポレーション 高崎事業所
共油運送株式会社 本社営業所
株式会社イワサワ 高崎営業所
株式会社トーハイ 高崎営業所
カンダ物流株式会社 高崎営業所
群馬小型運送株式会社 本社営業所
株式会社群馬総合輸送 本社営業所
株式会社ガルト 群馬営業所
株式会社関東隆商運輸 本社営業所
新日本陸送株式会社 高崎営業所
日本通運株式会社 通運課
株式会社ハート引越センター 群馬営業所
株式会社群馬日新 本社営業所
協同貨物自動車株式会社 髙崎営業所
新潟運輸株式会社 高崎支店
日高運輸株式会社 本社営業所
高陽運輸株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 群馬営業所
矢内運輸株式会社 本社営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 新高崎営業所
株式会社冨運 本社営業所
株式会社吉原 本社営業所
高崎貨物自動車株式会社 高崎営業所
みつわ運輸株式会社 本社営業所
株式会社美正 本社営業所
北関東輸送株式会社 高崎営業所
柳田運輸株式会社 高崎営業所

※「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
群馬県高崎市菅谷町２０－６０９
群馬県高崎市正観寺町字前久保２５
群馬県高崎市西島町字宮内３８－１
群馬県高崎市倉賀野町１８３３番地１５
群馬県高崎市倉賀野町１８５７－１
群馬県高崎市倉賀野町２４３９
群馬県高崎市倉賀野町２４６１－１
群馬県高崎市倉賀野町２４６３－２
群馬県高崎市倉賀野町３２０６－１
群馬県高崎市倉賀野町穴池２３５９－１
群馬県高崎市倉賀野町字乙大道南３３７２－１
群馬県高崎市大八木町３７２－１
群馬県高崎市大八木町７７９
群馬県高崎市中大類町１１８－３
群馬県高崎市中大類町１２０－４
群馬県高崎市塚田２２８－１
群馬県高崎市島野町１００４－２
群馬県高崎市島野町８９０番地４
群馬県高崎市東中里町字村東６５
群馬県高崎市棟高町１６７５－２３
群馬県高崎市藤塚町４１６
群馬県高崎市南大類町７０９－１
群馬県高崎市南大類町字堤添１１７１－１
群馬県高崎市日高町１０４９－１
群馬県高崎市日高町字江田境１６３
群馬県高崎市萩原町字屋敷間１８
群馬県高崎市八幡原町１９９８
群馬県高崎市八幡町３９７－２
群馬県高崎市飯塚町１７３５－１
群馬県高崎市飯塚町２１０
群馬県高崎市飯塚町７２７番地
群馬県高崎市片岡町１－１７－２２
群馬県高崎市箕郷町上芝５４１－２
群馬県高崎市綿貫町２２２１－１
群馬県高崎市問屋町西１－４－３
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電話番号
027-386-6586
027-365-3427
027-350-7312
027-360-5415
027-346-2053
027-346-4811
027-346-1531
027-346-1090
027-346-1125
027-346-2371
027-320-2194
027-370-7121
027-361-6804
027-350-7020
027-350-8121
027-373-7156
027-352-9234
027-352-8422
027-346-2238
027-360-6411
027-323-4399
027-352-5986
027-352-2211
027-362-1887
027-362-3482
027-352-9330
027-346-8482
027-344-1055
027-362-2297
027-361-3984
027-361-5741
027-325-9236
027-386-8011
027-360-5770
027-362-2487

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

富岡市

沼田市

藤岡市

みどり市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 高崎問屋町センター
関東名鉄カーゴサービス株式会社 高崎営業所
かぶら運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 富岡支店
ヤマト運輸株式会社 群馬下仁田南牧センター
ＳＢＳゼンツウ株式会社 富岡営業所
土屋運送株式会社 本社営業所
青木運輸倉庫株式会社 妙義営業所
有限会社佐藤運輸 本社営業所
関東運輸株式会社 沼田営業所
利根西部運送株式会社 岩本営業所
ヤマト運輸株式会社 沼田支店
群酒輸送株式会社 本社営業所
高崎貨物自動車株式会社 沼田営業所
日本郵便株式会社 沼田郵便局
沼田貨物株式会社 本社営業所
月夜野運送株式会社 本社営業所
大晃運送有限会社 本社営業所
群馬郵便逓送株式会社 群馬本社営業所
藤武運送株式会社 本社営業所
南毛運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 群馬奥多野センター
ＳＢＳゼンツウ株式会社 藤岡営業所
安立運輸株式会社 群馬営業所
株式会社ジャパンカーゴ 藤岡営業所
ヤマト運輸株式会社 群馬藤岡新町センター
株式会社トーリク 群馬営業所
愛知陸運株式会社 藤岡営業所
中越テック株式会社 群馬営業所
日本郵便株式会社 藤岡郵便局
ヤマト運輸株式会社 藤岡新町支店
ヤマト運輸株式会社 多野藤岡支店
王子陸運株式会社 藤岡営業所
有限会社Ｅｓ．ライン 本社営業所
須田運送株式会社 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
群馬県高崎市問屋町西１丁目２－１
群馬県高崎市矢島町字薬師２８２－１，２８３－３
群馬県富岡市一ノ宮１７６５
群馬県富岡市一ノ宮字稲荷森２２９－１
群馬県富岡市上小林字山神２２３－１
群馬県富岡市田島２２３－１
群馬県富岡市南後箇１１６５番地１
群馬県富岡市妙義町北山５５１
群馬県沼田市栄町２２９－２
群馬県沼田市横塚町５６９
群馬県沼田市岩本町字柿平５４８－１
群馬県沼田市久屋原町４６６－１
群馬県沼田市久屋原町５４－３
群馬県沼田市久屋原町８８－３
群馬県沼田市西倉内町８１９
群馬県沼田市東原新町１４１７－２
群馬県沼田市白沢町上古語父２５８３
群馬県沼田市薄根町４１２２－８
群馬県藤岡市篠塚７００－７
群馬県藤岡市下戸塚５２５－１
群馬県藤岡市上大塚１３７６－１
群馬県藤岡市浄法寺字下三友９０７－１
群馬県藤岡市森１０９
群馬県藤岡市中字中沖８７５－１
群馬県藤岡市中大塚１０６５－４
群馬県藤岡市中島字下鮒窪３９９－１
群馬県藤岡市東平井１４４５
群馬県藤岡市東平井字寺西１６１６－１
群馬県藤岡市藤岡１３３０－１
群馬県藤岡市藤岡５０－３
群馬県藤岡市藤岡字北ノ原７７５－６
群馬県藤岡市白石字根岸２６２５－１
群馬県藤岡市本動堂７１７－３
群馬県みどり市笠懸町阿左美７３４－１
群馬県みどり市笠懸町阿左美７７２－１０
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電話番号
027-251-8143
027-353-2009
0274-62-2040
0274-89-1271
0274-67-2363
027-462-8414
0274-63-7234
0274-73-3321
0278-24-3538
027-830-2151
0278-24-0359
0278-24-5155
0278-23-1110
0278-23-1148
0278-23-1000
0278-22-2031
0278-24-1158
0278-23-8528
027-231-3555
027-442-4101
0274-40-2727
0274-52-3450
027-424-1290
0274-23-1277
0274-22-5130
0274-20-2801
0274-22-2787
0274-23-2604
0274-24-6520
0274-22-1236
0274-40-2631
0274-24-2021
0274-24-8190
0277-30-8228
0277-76-4581

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

吾妻郡

邑楽郡

事業所名

住所

電話番号

株式会社矢野テック 本社営業所
久保田運輸倉庫株式会社 本社営業所
株式会社ホームエネルギー首都圏 桐生センター
佐川急便株式会社 桐生営業所
星野輸送株式会社 本社営業所
株式会社ジョーデン・フィード輸送 本社営業所
上電通運株式会社 本社営業所
関東グレーン物流株式会社 本社営業所
有限会社中澤興業 本社営業所
高山運輸倉庫株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 群馬草津支店
ヤマト運輸株式会社 中之条支店
吾妻環境株式会社 本社営業所
山伝運送有限会社 本社営業所
池上通運株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 群馬嬬恋センター
美才治運輸株式会社 本社営業所

群馬県みどり市笠懸町久宮１１５－７
群馬県みどり市笠懸町久宮７０－１６
群馬県みどり市笠懸町鹿１０６３－３
群馬県みどり市笠懸町鹿４６１４－１
群馬県みどり市笠懸町西鹿田７０９番地２
群馬県みどり市大間々町大間々５１２－１
群馬県みどり市大間々町大間々６１１－１
群馬県みどり市大間々町大間々６１１－１
群馬県みどり市大間々町大間々９９－２
群馬県吾妻郡高山村中山５６０３－２
群馬県吾妻郡草津町大字前口字ウルイノ１２４－６
群馬県吾妻郡中之条町大字折田字瀧沢２５５－１
群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町３４３－１
群馬県吾妻郡中之条町大字入山２７３１
群馬県吾妻郡長野原町大字北軽井沢１９９０－４９５１
群馬県吾妻郡嬬恋村大字鎌原字笹平７１７－１
群馬県吾妻郡嬬恋村大字西窪２５６－１２

0277-70-7447
0277-76-2008
0277-76-2410
0277-76-2000
0277-76-9284
0277-72-1525
0277-73-1721
0277-72-7208
0277-73-3235
0279-63-2336
0279-88-2568
027-975-6188
0279-75-5444
0279-95-5153
0279-84-2015
0279-80-2151
0279-96-1045

群北運輸株式会社 本社営業所

群馬県吾妻郡嬬恋村大字大前７８７－１

0279-96-0521

株式会社群馬グリーン配送 本社営業所
有限会社東橋 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 群馬吾妻町センター
みつわ運輸株式会社 吾妻営業所
株式会社たくゆう 本社営業所
滝沢物流有限会社 本社営業所
鴻池運輸株式会社東日本支店 北関東流通センター営業
所
矢萩運輸株式会社 群馬営業所
有限会社阿部商運 本社営業所
江商運輸株式会社 群馬営業所
臼杵運送株式会社 北関東支店
株式会社日陸 群馬物流センター
原口商運有限会社 本社営業所
株式会社マルノウチ 群馬営業所
日本運輸株式会社 梱包センター営業所
株式会社群馬ロジテム 大泉営業所

群馬県吾妻郡嬬恋村大字田代１０１８－１
群馬県吾妻郡東吾妻町原町２３３
群馬県吾妻郡東吾妻町大字岩井１０３６－１
群馬県吾妻郡東吾妻町大字厚田１２６３－１
群馬県吾妻郡東吾妻町大字川戸１２８１
群馬県吾妻郡東吾妻町大字川戸１３７８番地の３

0279-98-0521
0279-68-3792
0279-76-4511
0279-70-6011
0279-68-3136
0279-68-2099

群馬県邑楽郡千代田町大字舞木字横根原３０２７－５

0276-70-5141

群馬県邑楽郡千代田町昭和１
群馬県邑楽郡千代田町大字新福寺２６２－１
群馬県邑楽郡千代田町大字新福寺字西ノ原２５６－１
群馬県邑楽郡千代田町大字福島８５７－１
群馬県邑楽郡千代田町鍋谷３５－５
群馬県邑楽郡千代田町福島４５２－３
群馬県邑楽郡大泉町いずみ１－１－２
群馬県邑楽郡大泉町寄木戸６１２
群馬県邑楽郡大泉町仙石２－２５－１

0276-86-6900
0276-49-5551
0276-86-5001
0276-89-1331
0276-86-6565
0276-86-7010
0276-55-4846
0276-62-5113
0276-20-3131

※「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。
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主な輸送品目（任意掲載）

農産物、飲料等、化学製品・ゴム製品

市区郡名

事業所名
東武物流サービス株式会社 大泉支店
日本運輸荷造株式会社 群馬営業所
ヤマト運輸株式会社 群馬大泉センター
ヤマニ屋物流サービス株式会社 群馬営業所
株式会社三蔵 本社営業所
株式会社トーリク 大泉営業所
ＳＢＳロジコム株式会社 館林支店
株式会社弥生運輸 館林
ヤマト運輸株式会社 邑楽板倉センター
株式会社ハードゥン 館林営業所
株式会社丸和運輸機関 館林営業所
有限会社オーケーサービス 明和営業所
トーウンサービス株式会社 明和営業所
カンダコーポレーション株式会社 北関東ＣＳセンター
株式会社オザワ運輸 本社営業所
ワーレックス株式会社 太田営業所
芳賀通運株式会社 邑楽事業所
有限会社竹澤運輸 本社営業所
エービーカーゴ東日本株式会社 館林営業所
日本運輸株式会社 群馬営業所
カンダ物流株式会社 北関東主管営業所
トナン輸送株式会社 北関東営業所
ヤマト運輸株式会社 邑楽支店

甘楽郡

北群馬郡

澁澤陸運株式会社 群馬ターミナル
田島運輸株式会社 本社営業所
有限会社鈴木運輸 本社営業所
関東西濃運輸株式会社 下仁田営業所
佐川急便株式会社 富岡営業所
株式会社阿久津運送 本社営業所
有限会社松井運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 甘楽支店
朝比奈運送株式会社 吉岡営業所
東武物流サービス株式会社 渋川支店
有限会社水沢運輸 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
群馬県邑楽郡大泉町仙石三丁目２２－２
群馬県邑楽郡大泉町大字吉田７７５－３
群馬県邑楽郡大泉町大字吉田７８１－１
群馬県邑楽郡大泉町大字吉田本郷１２１６－１
群馬県邑楽郡大泉町大字古海２１３３
群馬県邑楽郡大泉町大字古海字松塚７３６－３０
群馬県邑楽郡板倉町除川１８５６
群馬県邑楽郡板倉町大字岩田１６３９－１
群馬県邑楽郡板倉町大字飯野字中８４３－１
群馬県邑楽郡明和町大輪２０２４－１
群馬県邑楽郡明和町大輪２５３２－１
群馬県邑楽郡明和町南大島１５１６
群馬県邑楽郡明和町矢島１１１１－１
群馬県邑楽郡邑楽町赤堀１１７３－１
群馬県邑楽郡邑楽町大字篠塚２７４６
群馬県邑楽郡邑楽町大字篠塚３４８８
群馬県邑楽郡邑楽町大字篠塚字寺中４２０４－１
群馬県邑楽郡邑楽町大字石打６４５－５
群馬県邑楽郡邑楽町大字赤堀３６９０
群馬県邑楽郡邑楽町大字赤堀３７６５
群馬県邑楽郡邑楽町大字赤堀字鞍掛１１７３－１
群馬県邑楽郡邑楽町大字赤堀字鞍掛１１８６－１０１
群馬県邑楽郡邑楽町大字狸塚字高原３５８－１、３５５
－２
群馬県邑楽郡邑楽町大字中野字堀田谷戸３４０４
群馬県邑楽郡邑楽町狸塚６７９－１
群馬県甘楽郡下仁田町大字吉崎２７
群馬県甘楽郡下仁田町馬山３９６０－１
群馬県甘楽郡甘楽町大字金井字北金井２７５－１
群馬県甘楽郡甘楽町大字善慶寺１３８８－４
群馬県甘楽郡甘楽町大字福島２８１
群馬県甘楽郡甘楽町大字福島字赤坂１２５８－１３
群馬県北群馬郡吉岡町小倉７６３－１２５
群馬県北群馬郡吉岡町大字下野田１１５１－１
群馬県北群馬郡吉岡町大字上野田２００７－２
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電話番号
0276-63-3061
0276-63-4051
0276-40-3022
0276-57-8282
0276-62-2851
0276-47-3014
0276-77-2122
0276-57-8000
0276-91-4116
0276-84-2536
0276-84-5959
0276-55-2938
0276-84-3721
0276-51-1800
0276-88-6111
0276-88-3511
0276-60-4010
0276-88-8711
0276-89-1097
0276-70-2620
0276-51-1830
0276-70-2500
0276-88-8453
0276-88-6628
0276-88-1761
0274-82-2473
0274-82-3118
0274-74-7474
0274-74-2354
0274-67-5311
0274-70-4390
0279-54-0633
0279-54-8111
0279-54-0403

主な輸送品目（任意掲載）

事業所名

市区郡名
佐波郡

太陽運輸倉庫株式会社 榛東物流センター
三愛ロジスティクス株式会社 群馬営業所
東群運送株式会社 前橋南インター営業所
ＳＢＳロジコム株式会社 高崎営業所
ホクブトランスポート株式会社 群馬支店
有限会社オート・ツー・カネタ 本社営業所
有限会社ワイズコーポレーション 本社営業所
沼田貨物株式会社 高崎営業所
青木運輸倉庫株式会社 玉村営業所
金田運輸有限会社 本社営業所
トーショー丸貨株式会社 本社営業所
芝浦運輸機工株式会社 高崎営業所
関東物流株式会社 本社営業所
ワーレックス株式会社 高崎営業所
株式会社エネサンスサービス 群馬事業所
ハイエスサービス株式会社 群馬営業所
松岡満運輸株式会社 高崎営業所
株式会社太陽工業 本社営業所
福山通運株式会社 高崎支店
北関東福山通運株式会社 高崎営業所
株式会社マルジョウ 本社営業所
東松企業株式会社 群馬営業所
株式会社新共ロジテム 本社営業所
日陸物流株式会社 群馬営業所
有限会社フレイト 本社営業所
朝日急配株式会社 群馬支店
東和トランスポート株式会社 本社営業所
札幌通運株式会社

利根郡

高崎支店

株式会社新開トランスポートシステムズ 高崎営業所
ヤマト運輸株式会社 玉村支店
結城運輸倉庫株式会社 群馬営業所
髙橋商運有限会社 本社営業所
株式会社新鮮便 昭和インター営業所
ヤマト運輸株式会社 みなかみ支店

※「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
群馬県北群馬郡榛東村広馬場３５９１
群馬県佐波郡玉村町宇貫６０３
群馬県佐波郡玉村町上福島７３１－３
群馬県佐波郡玉村町上茂木１００番地
群馬県佐波郡玉村町川井２３－１１
群馬県佐波郡玉村町大字下新田５３４－５
群馬県佐波郡玉村町大字下之宮４１２－５
群馬県佐波郡玉村町大字上之手２０７５－１
群馬県佐波郡玉村町大字上福島７４１－１
群馬県佐波郡玉村町大字上茂木４２１－１
群馬県佐波郡玉村町大字斉田４５３－２
群馬県佐波郡玉村町大字川井２３－６
群馬県佐波郡玉村町大字川井３６－３
群馬県佐波郡玉村町大字川井５０－１
群馬県佐波郡玉村町大字川井５３－５
群馬県佐波郡玉村町大字川井５６番地
群馬県佐波郡玉村町大字箱石４０９ シートランス㈱内
群馬県佐波郡玉村町大字八幡原１８１３－１
群馬県佐波郡玉村町大字八幡原１９９４－２
群馬県佐波郡玉村町大字八幡原１９９４－２
群馬県佐波郡玉村町大字板井１２６４
群馬県佐波郡玉村町大字板井１４１番地
群馬県佐波郡玉村町大字板井１６９－１
群馬県佐波郡玉村町大字板井８５４
群馬県佐波郡玉村町大字飯倉２３５
群馬県佐波郡玉村町大字飯塚２７７－１－２
群馬県佐波郡玉村町大字樋越１７１－２
群馬県佐波郡玉村町箱石４０９ シートランス株式会社
内２Ｆ
群馬県佐波郡玉村町八幡原１９７１
群馬県佐波郡玉村町樋越１０１－５
群馬県佐波郡玉村町樋越２１７－２
群馬県利根郡昭和村川額１１８２
群馬県利根郡昭和村大字森下２０８０－１５
群馬県利根郡みなかみ町上津２０４４－１
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電話番号
0279-25-8633
0270-64-2481
0270-50-1400
0270-64-0012
0270-65-6881
0270-64-4961
0270-27-6625
0270-65-3390
0270-65-8011
0270-65-8719
0270-61-8030
027-065-8181
0270-65-2557
0270-65-6411
0270-88-0298
0270-64-0357
0270-65-1411
0270-65-6848
0270-65-8811
0270-64-1946
0270-64-0072
0270-50-1067
0270-50-1150
0270-65-3683
0270-65-1144
0270-20-4436
0270-65-1177
0270-65-9841
0270-64-2781
0270-64-8371
0270-64-6949
0278-24-6868
0278-30-9005
0278-62-1935

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

※「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
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電話番号

主な輸送品目（任意掲載）

