貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
前橋市

安中市
伊勢崎市

事業所名
アサヒロジスティクス株式会社 両毛営業所
中越運送株式会社 前橋ロジスティクスセンター
ニットー運輸株式会社 本社営業所
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
株式会社アドバンティク・レヒュース 本社営業所
株式会社アジア運輸 前橋営業所
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
株式会社上野 本社営業所
群馬急送株式会社 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
株式会社三山運輸 本社営業所
群馬中央運送株式会社 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
株式会社新鮮便 前橋営業所
井上道路株式会社 本社営業所
有限会社トランスポート山田 本社営業所
株式会社新鮮便 本社営業所
株式会社タイセイ・エフ・ティー関東 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
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
株式会社栗原急送 本社営業所
株式会社利根総業 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
センヨシロジスティクス株式会社 本社営業所
群馬通商株式会社 本社営業所
株式会社小野運送店 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。

安全性優良事業所
住所

群馬県前橋市五代町８０５－１３
群馬県前橋市下大島字堰上１０２－４
群馬県前橋市江田町３５３－１
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
群馬県前橋市泉沢町１２５０－１６
群馬県前橋市総社町２丁目１３番地６
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５７７－１
群馬県前橋市中内町２５５－１
群馬県前橋市中内町７９－１
群馬県前橋市中内町７９－１
群馬県前橋市二之宮町１４３９
群馬県前橋市北代田町５７４
群馬県前橋市問屋町２－８－５
群馬県前橋市力丸町４８８－１
群馬県安中市中宿９７７－１
群馬県安中市板鼻５９９－２
群馬県伊勢崎市間野谷町１－２０
群馬県伊勢崎市宮子町１４４１－１０１
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６９４－２
群馬県伊勢崎市戸谷塚町１０６９－１
群馬県伊勢崎市香林町２－１５１０－１
群馬県伊勢崎市三室町５９１０－１
群馬県伊勢崎市三室町６２０１－７
群馬県伊勢崎市三室町６２０１－９
群馬県伊勢崎市西久保町２－２２２－１
群馬県伊勢崎市西久保町３－１１４２－１
群馬県伊勢崎市赤堀鹿島町６５６－１
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（群馬県）
電話番号
027-269-9585
027-263-7700
027-251-7046
027-212-5600
027-290-4343
027-265-7710
027-268-0055
027-255-4145
027-255-5861
027-256-7260
027-283-7092
027-266-3551
027-266-3446
027-290-4000
027-268-6996
027-231-2873
027-253-0123
027-265-2860
027-382-2415
027-382-7009
0270-62-8484
027-290-4305
0270-74-5520
0270-20-8758
0270-20-8410
0270-32-6394
0270-30-7070
0270-23-6512
0270-25-0238
0270-62-8888
0270-62-8089
0270-63-1202
0270-27-6315

H27.12.15
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

太田市

桐生市

事業所名
株式会社ＴＪＲ 伊勢崎営業所
株式会社伊勢崎液化サービス 本社営業所
株式会社ヤマザキ物流 伊勢崎営業所
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
株式会社長岡運送 本社営業所
高崎通運株式会社 県央営業所
東上通運株式会社 群馬営業所
名鉄運輸株式会社 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
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
株式会社ガルト 太田営業所
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
新田運輸株式会社 本社営業所
東群物流株式会社 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
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 群馬営業所
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
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
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
日本流通サービス株式会社 本社営業所
株式会社鹿沼梱包運輸 群馬営業所
有限会社フレンズ運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 群馬尾島センター
株式会社東陸 本社営業所
三共運送株式会社 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
群馬県伊勢崎市長沼町２４３
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７０１－１２
群馬県伊勢崎市日乃出町７０１－２
群馬県伊勢崎市日乃出町７０１－９
群馬県伊勢崎市平井町１３８３
群馬県伊勢崎市野町１５６－１１
群馬県太田市安養寺町２３７－１
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
群馬県太田市市場町１０６０－７
群馬県太田市小舞木町２４３－１
群馬県太田市新井町１１４８－１
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
群馬県太田市新田村田町１０９９－１
群馬県太田市新田木崎町５２８－１
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６－５
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
群馬県太田市只上町５２５番地
群馬県太田市東金井町７７０
群馬県太田市東長岡町１８７１番地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
群馬県桐生市広沢町５－１４６５－２
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電話番号
0270-75-2881
0270-21-1055
0270-25-9481
0270-30-3551
0270-25-5881
0270-25-4519
0270-20-8833
0270-63-6805
0276-52-9321
0276-30-2227
0276-38-2252
0276-37-7200
0276-60-5288
0284-22-7258
0276-60-1375
0276-56-4390
0276-57-3111
0276-60-9854
0276-57-1277
0276-56-6165
0276-60-7130
0276-37-8080
0276-37-8444
0276-33-7750
0276-32-6051
0276-31-1099
0277-78-6611
0276-31-3111
0276-40-2737
0276-25-0706
0276-55-3887
0276-60-7576
0276-40-7180
0276-26-1033
0277-54-4003

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
渋川市

館林市

高崎市

富岡市
沼田市

事業所名
群馬天沼運輸株式会社 本社営業所
富士商運株式会社 群馬営業所
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
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
両毛通商株式会社 本社営業所
有限会社ランアンドラン・スズキ 館林営業所
鴻池運輸株式会社 利根川営業所
株式会社群馬ロジテム 本社営業所
日本通運株式会社 下之城営業所
株式会社ファーストロジスティックス 高崎営業所
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
日本郵便輸送株式会社 高崎営業所
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
第一貨物株式会社 高崎支店
株式会社群共運輸 高崎営業所
株式会社ホームエネルギー首都圏 高崎センター
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
新日本陸送株式会社 高崎営業所
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
日高運輸株式会社 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
株式会社吉原 本社営業所
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
関東運輸株式会社 沼田営業所

※「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
群馬県桐生市新里町大久保８７
群馬県渋川市金井７３７
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中原２８０－８
群馬県渋川市北橘町下箱田２５７
群馬県館林市下早川田町４４９－１
群馬県館林市足次町１２１０ 大原ハイツ３０８号室
群馬県館林市大字野辺町３５８－３
群馬県館林市大谷町９８６－５
群馬県高崎市下之城町８３９番地
群馬県高崎市宮原町４
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
群馬県高崎市江木町１３２３－４
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
群馬県高崎市菅谷町２０－５８１
群馬県高崎市菅谷町２０－６０９
群馬県高崎市倉賀野町１８５７－１
群馬県高崎市倉賀野町２４６３－２
群馬県高崎市倉賀野町３２０６－１
群馬県高崎市島野町８９０番地４
群馬県高崎市藤塚町４１６
群馬県高崎市南大類町７０９－１
群馬県高崎市日高町１０４９－１
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
群馬県高崎市飯塚町２１０
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
群馬県沼田市横塚町５６９
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電話番号
0277-74-8366
0279-24-3664
0279-23-2881
0279-53-5124
0279-30-0753
0279-23-1588
0279-30-3231
0279-23-8940
0279-52-3416
0276-74-8451
0276-74-6353
0276-73-5750
0276-72-0194
027-347-0600
027-347-0209
027-353-1455
027-352-5100
027-326-8514
027-327-3279
027-370-2211
027-373-6111
027-386-6586
027-346-2053
027-346-1090
027-346-1125
027-352-8422
027-323-4399
027-352-5986
027-362-1887
027-352-9330
027-346-8482
027-361-3984
027-353-2009
0274-62-2040
027-830-2151

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

藤岡市

みどり市

吾妻郡
邑楽郡

事業所名
日本通運株式会社 沼田営業所
利根西部運送株式会社 岩本営業所
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
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
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
有限会社Ｅｓ．ライン 本社営業所
佐川急便株式会社 桐生営業所
株式会社ジョーデン・フィード輸送 本社営業所
有限会社中澤興業 本社営業所
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
臼杵運送株式会社 北関東支店
日本運輸荷造株式会社 群馬営業所
ヤマニ屋物流サービス株式会社 群馬営業所
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
株式会社オザワ運輸 本社営業所
有限会社竹澤運輸 本社営業所
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
佐波郡

田島運輸株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 富岡営業所
ヤマト運輸株式会社 群馬甘楽センター
東群運送株式会社 前橋南インター営業所
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
関東物流株式会社 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
群馬県沼田市下久屋町８７４番地
群馬県沼田市岩本町字柿平５４８－１
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
群馬県みどり市笠懸町阿左美７３４－１
群馬県みどり市笠懸町鹿４６１４－１
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９９－２
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
群馬県邑楽郡千代田町大字福島８５７－１
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本郷１２１６－１
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
群馬県邑楽郡邑楽町大字篠塚２７４６
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狸塚６７９－１
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福島字赤坂１２５８－１３
群馬県佐波郡玉村町上福島７３１－３
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川井３６－３
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電話番号
0278-22-2141
0278-24-0359
0278-23-1148
0278-23-1000
027-424-1290
0274-23-1277
0274-22-5130
0274-22-2787
0274-23-2604
0274-24-6520
0274-22-1236
0277-30-8228
0277-76-2000
0277-72-1525
0277-73-3235
0279-75-5444
0279-95-5153
0276-89-1331
0276-63-4051
0276-57-8282
0276-84-5959
0276-55-2938
0276-88-6111
0276-88-8711
0276-70-2500
0276-88-8453
0276-88-1761
0274-74-7474
0274-70-4390
0270-50-1400
0270-65-6881
0270-27-6625
0270-65-3390
0270-65-2557

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

利根郡

事業所名
福山通運株式会社 高崎支店
東松企業株式会社 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
株式会社新開トランスポートシステムズ 高崎営業所
株式会社新鮮便 昭和インター営業所

※「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１４１番地
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八幡原１９７１
群馬県利根郡昭和村大字森下２０８０－１５
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電話番号
0270-65-8811
0270-50-1067
0270-65-1144
0270-20-4436
0270-65-1177
0270-64-2781
0278-30-9005

主な輸送品目（任意掲載）

