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
太平洋陸送株式会社 前橋営業所
株式会社太陽運輸 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
東京第一物流株式会社 前橋営業所
ヤマト運輸株式会社 群馬法人営業支店
ヤマト運輸株式会社 前橋川原支店
株式会社ゼロ・プラス関東 群馬カスタマーサービスセン
ター
株式会社上野 本社営業所
日通前橋運輸株式会社 本社営業所
堀越運輸株式会社 本社営業所
株式会社ディ・エス物流 前橋
有限会社阿部商事 前橋営業所
株式会社太陽工業 粕川営業所
アートコーポレーション株式会社 群馬営業所
斉藤運送株式会社 本社営業所
前橋倉庫株式会社 営業管理センター
株式会社ボルテックスセイグン 本社営業所
ロジトライ株式会社 高崎事業所
株式会社利根総業 本社営業所
株式会社カネタケ 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
有限会社新誠運輸倉庫 本社営業所
株式会社協同物流 本社営業所
株式会社群馬ロジスティックス 本社営業所
株式会社伊勢崎運輸 本社営業所
北関東ピアノ運送有限会社 本社営業所
中一運輸倉庫株式会社 本社営業所
栄運輸株式会社 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。

安全性優良事業所

（群馬県）

住所

電話番号

群馬県前橋市古市町狸塚１７４－３
群馬県前橋市五代町６７７－２
群馬県前橋市上泉町３９－１
群馬県前橋市上増田町２５８－１４
群馬県前橋市新堀町３９９－７
群馬県前橋市西善町６１９－１
群馬県前橋市川原町１－５４－２０

027-251-3195
027-269-7722
027-232-0273
027-290-4800
027-212-5600
027-265-7710
027-260-1805

群馬県前橋市大渡町２－１－３１

027-896-1168

群馬県前橋市滝窪町５７７－１
群馬県前橋市中内町７９－１
群馬県前橋市鳥羽町４３１－１
群馬県前橋市東片貝町３８６
群馬県前橋市東片貝町３９８
群馬県前橋市粕川町込皆戸５１８－９
群馬県前橋市問屋町２－８－５
群馬県前橋市力丸町２５３
群馬県前橋市力丸町４６４
群馬県安中市原市１２２－１
群馬県安中市板鼻５２－１
群馬県伊勢崎市下植木町７７２－２９
群馬県伊勢崎市下触町１４３－１
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 トランス・ウァール
ド内
群馬県伊勢崎市曲沢町６９４－２
群馬県伊勢崎市戸谷塚町８５０番地
群馬県伊勢崎市国定町１－２７６－４
群馬県伊勢崎市三室町５２２９－１
群馬県伊勢崎市三室町５５７９－４
群馬県伊勢崎市三室町６２０１－５
群馬県伊勢崎市三和町２５２９

027-283-7092
027-266-3466
027-251-1328
027-290-6220
027-287-1070
027-285-2400
027-253-0123
027-265-2288
027-265-2321
027-382-5555
027-382-3315
0270-70-5683
0270-61-0763
0270-62-8911
0270-62-8871
027-290-4305
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0270-76-3549
0270-20-8410
0270-32-2370
0270-63-5566
0270-62-7252
0270-63-0363
0270-62-0591
0270-40-5670

H29.12.12
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
ティーロジエクスプレス株式会社 本社営業所
トマルロジスティクス株式会社 本社営業所
信正運輸株式会社 本社営業所
株式会社啓和運輸 関越営業所
みつわ運輸株式会社 伊勢崎営業所
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
株式会社ＴＪＲ 伊勢崎営業所
有限会社小川運送 本社営業所

太田市

住所
群馬県伊勢崎市三和町２７３９－２
群馬県伊勢崎市山王町１９５８－２
群馬県伊勢崎市市場町２－６３１－３
群馬県伊勢崎市柴町１７０７
群馬県伊勢崎市西久保町３－６２２－５
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２４３
群馬県伊勢崎市東小保方町４６９５－７

電話番号
0270-30-3551
0270-23-7766
0270-75-3915
0270-20-3900
0270-75-2511
0270-27-4615
0270-24-3418
0270-40-7012
0270-75-2881
0270-63-1083

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 本社営業所
名糖運輸株式会社 群馬営業所
大八運送有限会社 関東営業所
カメイ物流サービス株式会社 太田営業所
株式会社諸田トラフィック 本社営業所
株式会社エナジック関東 群馬営業所
シグマベンディングサービス株式会社 東毛営業所
新田運輸株式会社 本社営業所
関東マルエス株式会社 群馬営業所
株式会社東海車輌 関東営業所
井戸口産業株式会社 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
太田運輸株式会社 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
株式会社新井商運 本社営業所
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
有限会社岡島 本社営業所
有限会社大原運送 本社営業所
サンコー物流株式会社 本社営業所

0270-31-0123
0270-25-3238
0276-30-2227
0276-60-5288
0276-47-2081
0276-57-3111
0276-60-9871
0276-57-1277
0276-57-3556
0276-56-3971
0276-52-8111
0276-57-0899
0276-32-5471
0276-60-7130
0276-37-8100
0276-37-8444
0276-33-7033
0276-31-1288
0276-33-7750
0276-32-6051
0276-45-2179
0277-78-7104
0277-78-7222

※「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。

群馬県伊勢崎市八斗島町１３９４－１
群馬県伊勢崎市北千木町１４３５
群馬県太田市下浜田町３７０－１６
群馬県太田市吉沢町１０５９番地１３
群馬県太田市小舞木町２０１番地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５－１９２
群馬県太田市新田村田町１０９９‐１
群馬県太田市新田村田町２０３６－２
群馬県太田市新田反町町１６６－４
群馬県太田市新田木崎町１７３４－１
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２－４
群馬県太田市清原町６－５
群馬県太田市西新町１１０－１５
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
群馬県太田市石原町４４６
群馬県太田市大原町１１１－１２１
群馬県太田市大原町２３６２
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

桐生市

渋川市

館林市

高崎市

事業所名
極東運輸機工株式会社 群馬営業所
北関東広運株式会社 両毛営業所
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
日本郵便株式会社 太田郵便局
北関東福山通運株式会社 群馬太田支店
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
有限会社千明アクティー 本社営業所
有限会社シンコー運輸 本社営業所
池上通運株式会社 渋川営業所
高山運輸倉庫株式会社 渋川営業所
関東西濃運輸株式会社 渋川支店
有限会社関口運輸 本社営業所
石島運送有限会社 本社営業所
シグマベンディングサービス株式会社 館林営業所
株式会社城北流通 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
有限会社柳通商 本社営業所
川崎運送株式会社 北関東物流センター
永岡運送有限会社 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
株式会社新鮮便 高崎営業所
株式会社マルトウ 本社営業所
鈴信運送株式会社 群馬営業所
東部ネットワーク株式会社 高崎営業所
共油運送株式会社 本社営業所
株式会社群馬総合輸送 本社営業所
日本通運株式会社 通運課
シグマベンディングサービス株式会社 高崎営業所
株式会社美正 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
群馬県太田市大字西野谷字宮田４７
群馬県太田市東新町３２８－１
群馬県太田市東新町８３７－１
群馬県太田市東長岡町１８７１－１
群馬県太田市飯田町９４８
群馬県太田市六千石町１８３－９６
群馬県太田市藪塚町２６９３
群馬県桐生市錦町２丁目１５番２１号
群馬県桐生市琴平町２－６
群馬県桐生市新里町山上２２０８－１
群馬県桐生市新里町鶴ヶ谷４７８
群馬県渋川市白井字落合４５－１
群馬県渋川市半田３０４０
群馬県渋川市半田字西田１２００－１
群馬県渋川市北橘町下箱田２５７
群馬県館林市松原１丁目４－１
群馬県館林市諏訪町１０６６
群馬県館林市諏訪町字中堤１４４７－４
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
群馬県館林市堀工町２０４９
群馬県館林市野辺町字長良前３９５－１
群馬県高崎市下佐野町５１６－３
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
群馬県高崎市宮原町４番地
群馬県高崎市上滝町字中屋敷前８９６－３
群馬県高崎市新町２８４９－２－１０１
群馬県高崎市倉賀野町２４６３－２
群馬県高崎市倉賀野町穴池２３５９－１
群馬県高崎市中大類町１２０－４
群馬県高崎市東中里町字村東６５
群馬県高崎市八幡町２２７番地
群馬県高崎市箕郷町上芝５４１－２
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電話番号
0276-31-3111
0276-20-2202
0276-20-5188
0276-55-3887
0276-47-0373
0277-78-1292
0277-40-4393
0277-46-5151
0277-45-0195
0277-74-3062
0277-74-4069
0279-30-0753
0279-30-3231
0279-23-5562
0279-52-3416
0276-72-0622
0276-74-4895
0276-70-7103
0276-74-0153
027-674-6353
0276-73-6749
0276-75-7501
027-346-5579
027-346-2089
027-320-2751
027-350-5761
027-347-0705
027-352-2491
02744-2-9630
027-346-1090
027-346-2371
027-350-8121
027-346-2238
027-370-4933
027-386-8011

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

甘楽郡
佐波郡

事業所名
ＳＢＳゼンツウ株式会社 富岡営業所
青木運輸倉庫株式会社 妙義営業所
シグマベンディングサービス株式会社 沼田営業所
高崎貨物自動車株式会社 沼田営業所
月夜野運送株式会社 本社営業所
有限会社入澤運送店 本社営業所
藤武運送株式会社 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
シグマベンディングサービス株式会社 長野原営業所
みつわ運輸株式会社 吾妻営業所
株式会社啓和運輸 本社営業所
日本運輸株式会社 梱包センター営業所
ヤマニ屋物流サービス株式会社 群馬営業所
有限会社ワイエスエンタープライズ 本社営業所
有限会社カタベ急送 本社営業所
株式会社ハードゥン 館林営業所
トーウンサービス株式会社 明和営業所
日本運輸株式会社 群馬営業所
株式会社阿久津運送 本社営業所
ＳＢＳロジコム株式会社 高崎営業所
東群運送株式会社 前橋南インター営業所
芝浦運輸機工株式会社 高崎営業所
有限会社ラビット 本社営業所
関東物流株式会社 本社営業所
東和トランスポート株式会社 伊勢崎営業所
株式会社太陽工業 本社営業所
北関東福山通運株式会社 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
群馬県富岡市田島２２３－１
群馬県富岡市妙義町北山５５１
群馬県沼田市下川田町１４２５
群馬県沼田市久屋原町８８－３
群馬県沼田市白沢町上古語父２５８３
群馬県沼田市白沢町上古語父２６６９
群馬県藤岡市下戸塚５２５－１
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６１１－１
群馬県吾妻郡長野原町大字長野原字向原１３９２－１４
群馬県吾妻郡東吾妻町大字厚田１２６３－１
群馬県邑楽郡大泉町仙石３丁目３０－２
群馬県邑楽郡大泉町大字寄木戸壁屋６１２
群馬県邑楽郡大泉町大字吉田本郷１２１６－２
群馬県邑楽郡大泉町東小泉２丁目１１－１４
群馬県邑楽郡板倉町大字海老瀬１０５９－９
群馬県邑楽郡明和町大輪２０２４－１
群馬県邑楽郡明和町大輪３３６－１５
群馬県邑楽郡邑楽町大字赤堀３７６５
群馬県甘楽郡甘楽町大字善慶寺１３８８－４
群馬県佐波郡玉村町上茂木１００
群馬県佐波郡玉村町大字上福島７３１－３
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２５－４
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箱石４０９番地２０４号室
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
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電話番号
027-462-8414
0274-73-3321
0278-23-1189
0278-23-1148
0278-24-1158
0278-25-4554
0274-42-4101
0277-72-1525
0277-73-1721
0279-82-3331
0279-70-6011
0276-62-4161
0276-62-5113
0276-57-8282
0276-56-9037
0276-91-4100
0276-84-2536
0276-55-6726
0276-70-2620
0274-74-2354
0270-64-0012
0270-50-1400
0270-65-8181
0270-64-0117
0270-65-2557
0270-65-1177
0270-65-6848
0270-65-8811

主な輸送品目（任意掲載）

