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
ヤマト運輸株式会社 前橋大胡支店
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
群馬くみあい運輸株式会社 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
株式会社立川運輸 前橋北営業所
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
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
明治ロジテック株式会社 前橋事業所
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
株式会社川和運輸 本社営業所
株式会社トピック 本社営業所
滝興運株式会社 前橋営業所
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
日本通運株式会社 群馬警送支店
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
株式会社大伸運輸 本社営業所
株式会社大伸 本社営業所
有限会社セントラル輸送 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
永井運輸株式会社 力丸営業所
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

※「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
群馬県前橋市桶越町４７９－６
群馬県前橋市下佐鳥町４７８
群馬県前橋市下小出町１－２８－１３
群馬県前橋市亀里町１３０６－３
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９３９－１
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
群馬県前橋市西大室町１２７１－６
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
群馬県前橋市滝窪町１３２７－１
群馬県前橋市中内町３２５－１０
群馬県前橋市鳥羽町１４４－１
群馬県前橋市天川大島町１１４４
群馬県前橋市東片貝町１１１５
群馬県前橋市南町３－７６－２４
群馬県前橋市飯土井町４００－３
群馬県前橋市飯土井町４００－６
群馬県前橋市樋越町５１５－１１
群馬県前橋市樋越町５１５－１１
群馬県前橋市本町１－１５－１３
群馬県前橋市力丸町４６３番地
群馬県前橋市力丸町４６８
群馬県前橋市力丸町４７１
群馬県前橋市力丸町４９０
群馬県前橋市六供町１０１４－７
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電話番号
027-283-1025
027-265-7729
027-233-2681
027-220-2635
027-265-5770
027-280-8140
027-280-5380
027-264-1011
027-280-5055
027-230-3965
027-280-8640
027-234-5503
027-256-8114
027-230-3320
027-251-8143
027-253-6438
027-283-7272
027-289-3391
027-253-8670
027-263-2843
027-261-6815
027-221-1881
027-268-5511
027-268-5555
027-230-4331
027-230-4121
027-235-9920
027-265-2345
027-265-2331
027-265-2233
027-265-1736
027-224-0214

H28.12.15
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
安中市

伊勢崎市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 群馬松井田センター
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
関東西濃運輸株式会社 高崎支店
ヤマト運輸株式会社 伊勢崎華蔵寺支店
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
関東センコー運輸株式会社 群馬営業所
株式会社ＮＳロジ東日本 群馬営業所
有限会社大間々急送 伊勢崎営業所
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
株式会社コイシカワ 伊勢崎営業所
寿運輸倉庫株式会社 本社営業所
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
ヤマト運輸株式会社 群馬赤堀センター
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
明治ロジテック株式会社 群馬事業所
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
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
マルタケ運輸株式会社 前橋営業所
株式会社ＡＬＳ 本社営業所

電話番号
027-380-6501
027-385-6882
027-385-3588
070-2184-4329
027-382-1315
0270-26-3115
0270-76-5051
0270-74-0008
0270-74-5522
0270-74-0426
0270-76-2771
0270-62-3878
0270-61-7006
0270-20-3232
0270-40-5761
0270-63-3203
0270-63-1212
0270-63-0821
0270-26-6617
0270-20-2081
0270-20-8822
0270-63-3241
0270-32-7176
0270-23-9688
0270-20-2851
0270-62-5252
0270-63-0891
0270-50-7277
0270-75-6336

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

株式会社サンブツ 伊勢崎営業所

0270-61-9557

ヒタチ株式会社 伊勢崎ハブセンター
太田市

住所
群馬県安中市郷原字中村６９４
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
群馬県安中市板鼻字大門西１６－１
群馬県伊勢崎市安堀町２３６－１
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５４番地
群馬県伊勢崎市曲沢町５５２－３
群馬県伊勢崎市香林町２丁目１１９２－５
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５８５３－２
群馬県伊勢崎市三室町６２０１－１２
群馬県伊勢崎市三室町６２１４
群馬県伊勢崎市三和町２４０５－２３
群馬県伊勢崎市西久保町２丁目５８６－１
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
群馬県伊勢崎市長沼町１７３９－１
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三丁目２１４８番地
群馬県伊勢崎市東小保方町２９７８
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７０１－９

関東西濃運輸株式会社 太田支店
桐生商管株式会社 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。

群馬県伊勢崎市富塚町２７０－９－２０１
群馬県伊勢崎市茂呂町２－２８２３－１ アビーロード
Ｕ棟１０３号室
群馬県太田市安良岡町２１８－１
群馬県太田市吉沢町９９０
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027-088-0407
0276-22-8811
0276-40-5777

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

桐生市

渋川市

事業所名
株式会社シムックス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 新田支店
株式会社エス・テー・エス 群馬営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 群馬営業所
株式会社ケー・ライン 本社営業所
木村商運株式会社 本社営業所
三栄運輸株式会社 本社営業所
日本運輸株式会社 太田営業所
青木運輸倉庫株式会社 太田営業所
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
日本陸送株式会社 太田営業所
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
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
佐川急便株式会社 太田営業所
日本通運株式会社 太田航空営業所
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
ヤマト運輸株式会社 桐生支店
ヤマト運輸株式会社 大間々支店
有限会社阿部商事 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
日本郵便株式会社 渋川郵便局
ヤマト運輸株式会社 渋川支店
ヤマト運輸株式会社 伊香保支店

館林市

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
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

※「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
群馬県太田市植木野町３００番地１
群馬県太田市新田市町７７－３
群馬県太田市新田早川町３－１
群馬県太田市新田大町６００－２８
群馬県太田市新田木崎町１７６８－１
群馬県太田市清原町３－１
群馬県太田市清原町８－３
群馬県太田市西新町４４－１
群馬県太田市西矢島町１１６－１
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
群馬県太田市東金井町１３５６
群馬県太田市東金井町８７５－１
群馬県太田市東新町８１７－２
群馬県太田市内ヶ島町６４７－１
群馬県太田市内ヶ島町７８４－１
群馬県太田市富沢町１５－１
群馬県太田市龍舞町５４１１
群馬県太田市六千石町１８３－９６
群馬県太田市藪塚町２１６２－３
群馬県桐生市広沢町１－２４７６－１
群馬県桐生市新里町字山上５７３－１
群馬県桐生市新里町板橋８７０－８
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
群馬県渋川市渋川１９０２－２８
群馬県渋川市半田字沼辺１８９０
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
群馬県館林市近藤町２０６－２
群馬県館林市近藤町字大塚２－２８９
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電話番号
0276-40-2241
0276-56-1300
0276-56-2647
0276-57-9701
0276-20-8188
0276-37-8123
0276-37-8402
0276-31-3656
0276-60-3988
0276-31-5255
0276-36-1500
0276-37-6111
0276-50-2177
0276-40-2077
0276-20-5588
0276-45-4034
0276-45-1991
0276-38-0011
0276-46-6211
0277-78-1292
0277-78-6447
0277-52-3049
0277-74-4171
0277-74-0624
0277-55-5201
0277-32-6545
0277-20-5021
0279-22-4027
0279-25-1803
0279-24-1512
0276-70-7723
0276-72-6680
0276-74-5656
0276-75-8124

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

高崎市

事業所名
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
上平商運株式会社 群馬営業所
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
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
ヤマト運輸株式会社 高崎塚沢支店
ヤマト運輸株式会社 榛名支店
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
清興運輸株式会社 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
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
日本郵便株式会社 高崎郵便局
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
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
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
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
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
株式会社トーハイ 高崎営業所
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

※「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
群馬県館林市上三林町５７２－１
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
群馬県館林市楠町字下志柄１９６９－１
群馬県館林市冨士見町４３６－１、６０８
群馬県高崎市井野町字天水１０３２－１
群馬県高崎市下里見町１２２１－１
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
群馬県高崎市金古町１５３－１３
群馬県高崎市金古町５４４－１

0276-70-7350
0276-77-1933
0276-70-1581
0276-72-0002
0276-73-9867
0276-80-1061
0276-55-0383
027-364-1421
027-344-8166
027-387-4536
027-387-4147
027-346-3010
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
群馬県高崎市高松町５－６
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
群馬県高崎市菅谷町２０－２２６
群馬県高崎市菅谷町２０－５７８
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２４３９
群馬県高崎市倉賀野町２４６１－１
群馬県高崎市大八木町３７２－１
群馬県高崎市塚田２２８－１
群馬県高崎市島野町１００４－２

027-353-3111
027-353-3200
027-322-5360
027-352-2081
027-352-0145
027-386-8701
027-322-5248
027-343-4334
0273-43-3782
027-330-4130
027-372-1091
027-373-1663
027-365-3427
027-350-7312
027-346-4811
027-346-1531
027-370-7121
027-373-7156
027-352-9234
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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

吾妻郡

邑楽郡

事業所名
株式会社ハート引越センター 群馬営業所
新潟運輸株式会社 高崎支店
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
みつわ運輸株式会社 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
ヤマト運輸株式会社 高崎問屋町センター
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
土屋運送株式会社 本社営業所
有限会社佐藤運輸 本社営業所
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
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
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
ヤマト運輸株式会社 群馬藤岡新町センター
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
須田運送株式会社 本社営業所
株式会社矢野テック 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
星野輸送株式会社 本社営業所
関東グレーン物流株式会社 本社営業所
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 群馬嬬恋センター
群北運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 群馬吾妻町センター
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
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

※「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
群馬県高崎市棟高町１６７５－２３
群馬県高崎市南大類町字堤添１１７１－１
群馬県高崎市八幡町３９７－２
群馬県高崎市飯塚町１７３５－１
群馬県高崎市片岡町１－１７－２２
群馬県高崎市綿貫町２２２１－１
群馬県高崎市問屋町西１－４－３
群馬県高崎市問屋町西１丁目２－１
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
群馬県富岡市南後箇１１６５番地１
群馬県沼田市栄町２２９－２
群馬県沼田市久屋原町４６６－１
群馬県沼田市久屋原町５４－３
群馬県沼田市薄根町４１２２－８
群馬県藤岡市篠塚７００－７
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
群馬県藤岡市中島字下鮒窪３９９－１
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
群馬県みどり市笠懸町阿左美７７２－１０
群馬県みどり市笠懸町久宮１１５－７
群馬県みどり市笠懸町鹿１０６３－３
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６１１－１
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
群馬県吾妻郡嬬恋村大字鎌原字笹平７１７－１
群馬県吾妻郡嬬恋村大字大前７８７－１
群馬県吾妻郡東吾妻町大字岩井１０３６－１
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福島４５２－３
群馬県邑楽郡大泉町いずみ１－１－２
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電話番号
027-360-6411
027-352-2211
027-344-1055
027-362-2297
027-325-9236
027-360-5770
027-362-2487
027-251-8143
0274-89-1271
0274-67-2363
0274-63-7234
0278-24-3538
0278-24-5155
0278-23-1110
0278-23-8528
027-231-3555
0274-40-2727
0274-52-3450
0274-20-2801
0274-40-2631
0274-24-2021
0277-76-4581
0277-70-7447
0277-76-2410
0277-76-9284
0277-72-7208
0279-63-2336
0279-88-2568
0279-80-2151
0279-96-0521
0279-76-4511
0276-49-5551
0276-86-5001
0276-86-7010
0276-55-4846

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

甘楽郡
北群馬郡

佐波郡

利根郡

事業所名
東武物流サービス株式会社 大泉支店
ヤマト運輸株式会社 群馬大泉センター
株式会社三蔵 本社営業所
株式会社トーリク 大泉営業所
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
カンダコーポレーション株式会社 北関東ＣＳセンター
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
エービーカーゴ東日本株式会社 館林営業所
澁澤陸運株式会社 群馬ターミナル
関東西濃運輸株式会社 下仁田営業所
有限会社松井運輸 本社営業所
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
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
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
ワーレックス株式会社 高崎営業所
松岡満運輸株式会社 高崎営業所
株式会社マルジョウ 本社営業所
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
ヤマト運輸株式会社 玉村支店
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７８１－１
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
群馬県邑楽郡邑楽町赤堀１１７３－１
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赤堀３６９０
群馬県邑楽郡邑楽町大字中野字堀田谷戸３４０４
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福島２８１
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５０－１
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板井１２６４
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樋越１０１－５
群馬県利根郡みなかみ町上津２０４４－１
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電話番号
0276-63-3061
0276-40-3022
0276-62-2851
0276-47-3014
0276-57-8000
0276-91-4116
0276-51-1800
0276-88-3511
0276-60-4010
0276-89-1097
0276-88-6628
0274-82-3118
0274-67-5311
0279-54-0633
0279-54-8111
0279-25-8633
0270-64-2481
0270-65-8011
0270-65-8719
0270-61-8030
0270-65-6411
0270-65-1411
0270-64-0072
0270-50-1150
0270-65-3683
0270-64-8371
0278-62-1935

主な輸送品目（任意掲載）

