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市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

みどり市 株式会社ジョーデン・フィード輸送　本社営業所 群馬県みどり市大間々町大間々５１２－１ 0277-72-1525

みどり市 須田運送株式会社　本社営業所 群馬県みどり市笠懸町阿左美７７２－１０ 0277-76-4581

みどり市 有限会社トラスト　本社営業所 群馬県みどり市笠懸町久宮６３７ 0277-46-6600

みどり市 株式会社矢野テック　本社営業所 群馬県みどり市笠懸町久宮１１５－７ 0277-70-7447

みどり市 星野輸送株式会社　本社営業所 群馬県みどり市笠懸町西鹿田７０９－２ 0277-76-9284

安中市 ヤマト運輸株式会社　群馬松井田センター 群馬県安中市郷原字中村６９４ 027-380-6501

伊勢崎市 株式会社赤石三光堂　本社営業所 群馬県伊勢崎市境栄７９０ 0270-74-0008

伊勢崎市 ティーロジエクスプレス株式会社　本社営業所 群馬県伊勢崎市三和町２７３９－２ 0270-30-3551

伊勢崎市 株式会社利根総業　本社営業所 群馬県伊勢崎市下植木町７７２－２９ 0270-75-5683

伊勢崎市 ヒタチ株式会社　伊勢崎ハブセンター
群馬県伊勢崎市茂呂町２－２８２３－１アビーロードＵ

棟１０３号室
0270-88-0407

伊勢崎市 株式会社ＳＹエージェンシー　本社営業所 群馬県伊勢崎市宮子町１２９６－１ 0270-50-0580

伊勢崎市 株式会社啓和運輸　伊勢崎営業所 群馬県伊勢崎市宮子町３０６４－２Ｂ－１０５ 0270-20-3900

伊勢崎市 マルタケ運輸株式会社　前橋営業所 群馬県伊勢崎市東上之宮町２５０－１ 0270-50-7277

伊勢崎市 株式会社アマカン　群馬営業所 群馬県伊勢崎市西上之宮町１６６－１ 0270-30-1236

伊勢崎市 大友ロジスティクスサービス株式会社　伊勢崎営業所 群馬県伊勢崎市下蓮町１５７７－８ 0270-40-3030

伊勢崎市 株式会社ＴＪＲ　伊勢崎営業所 群馬県伊勢崎市長沼町２４３ 0270-75-2881

伊勢崎市 明治ロジテック株式会社　群馬事業所 群馬県伊勢崎市長沼町１７３９－１ 0270-32-7176

伊勢崎市 株式会社タイセイ・エフ・ティー　群馬営業所 群馬県伊勢崎市宮子町１４４１－１０１ 027-290-4305

伊勢崎市 株式会社小野運送店　群馬営業所 群馬県伊勢崎市赤堀鹿島町６５６－１ 0270-27-4615

伊勢崎市 両備トランスポート株式会社　群馬営業所 群馬県伊勢崎市曲沢町６７１－２ 0270-63-0010

伊勢崎市 有限会社新誠運輸倉庫　本社営業所 群馬県伊勢崎市曲沢町６９４－２ 0270-20-8410

伊勢崎市 株式会社ＮＳロジ東日本　北関東営業所群馬事業所 群馬県伊勢崎市曲沢町５５２－３ 0270-62-3878

伊勢崎市 有限会社群馬物流企画　本社営業所 群馬県伊勢崎市西久保町三丁目６２３番地１ 0270-63-4899

伊勢崎市 株式会社あぐり輸送　本社営業所 群馬県伊勢崎市香林町２丁目８７５－５ 0270-75-5617

伊勢崎市 有限会社大間々急送　伊勢崎営業所 群馬県伊勢崎市香林町２－１１９２－５ 0270-61-7006

伊勢崎市 橋爪運輸株式会社　本社営業所 群馬県伊勢崎市市場町２－１２６５－３ 0270-62-0283

伊勢崎市 両備トランスポート株式会社　チルド冷凍営業所 群馬県伊勢崎市市場町２丁目１２２３－１ 0270-63-6668

伊勢崎市 株式会社群馬グリーン配送　伊勢崎支店 群馬県伊勢崎市堀下町４８０ 0270-40-0535

伊勢崎市 株式会社イマージュ　本社営業所 群馬県伊勢崎市西久保町３－１１３６－３ 0270-63-4493

伊勢崎市 日本運輸株式会社　伊勢崎営業所 群馬県伊勢崎市三室町６２１４ 0270-63-0821

伊勢崎市 司企業株式会社　群馬伊勢崎営業所 群馬県伊勢崎市東小保方町４０６５－１ 0270-27-4433

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（群馬県）
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伊勢崎市 有限会社新利根流通　本社営業所 群馬県伊勢崎市三室町５９１０－１ 0270-20-8301

伊勢崎市 株式会社コイシカワ　伊勢崎営業所 群馬県伊勢崎市三室町５８５３－２ 0270-63-3203

伊勢崎市 寿運輸倉庫株式会社　本社営業所 群馬県伊勢崎市三室町６２０１－１２ 0270-63-1212

館林市 株式会社西武建設運輸　関東営業所 群馬県館林市羽附町１４９２－２ 0276-72-6680

館林市 大和物流株式会社　群馬支店 群馬県館林市羽附旭町字町谷１２１０－１ 0276-70-7723

館林市 大杉運輸倉庫株式会社　本社営業所 群馬県館林市大字近藤町２５９－１ 0276-72-0002

館林市 上平商運株式会社　群馬営業所 群馬県館林市下三林町５７２－１ 0276-70-1581

館林市 株式会社大崎　館林 群馬県館林市野辺町３５８－４ 0276-74-6531

館林市 有限会社ランアンドラン・スズキ　館林営業所 群馬県館林市足次町１２１０大原ハイツ３０８ 0276-74-6353

桐生市 ワイエスジャパン株式会社　本社営業所 群馬県桐生市広沢町２－２９８１－７ 0277-52-6752

桐生市 チェリージャパン株式会社　本社営業所 群馬県桐生市広沢町２－２９８１－３ 0277-52-6752

高崎市
セイノースーパーエクスプレス株式会社　高崎航空営業

所
群馬県高崎市京目町字柳ノ内１１３１ 027-352-8111

高崎市 東武物流サービス株式会社　高崎支店 群馬県高崎市元島名町字瓦井１１４５ 027-353-3111

高崎市 王子運送株式会社　高崎支店 群馬県高崎市元島名町字中子１２１７－３ 027-353-3200

高崎市 新潟運輸株式会社　高崎支店 群馬県高崎市元島名町字中子１２２９他２筆 027-352-2211

高崎市 有限会社エム・オー・サービス　本社営業所 群馬県高崎市島野町６８－１１３ 027-350-1615

高崎市 近物レックス株式会社　高崎支店 群馬県高崎市上滝町６８１番地 027-353-1321

高崎市 新町運送有限会社　本社営業所 群馬県高崎市上滝町２－３ 027-352-2081

高崎市 株式会社ガルト　高崎営業所 群馬県高崎市中大類町１２０－１１ 027-386-2013

高崎市 株式会社冨運　本社営業所 群馬県高崎市飯塚町字清水１７３５－１ 027-362-2297

高崎市 株式会社トーハイ　高崎営業所 群馬県高崎市大八木町３７２－１ 027-370-7121

高崎市 ＴＳネットワーク株式会社　高崎流通センター 群馬県高崎市高松町５ 027-326-2145

高崎市 日本郵便株式会社　高崎郵便局 群馬県高崎市高松町５－６ 027-325-5807

高崎市 みつわ運輸株式会社　本社営業所 群馬県高崎市片岡町１丁目１７番２２号 027-325-9236

高崎市 月夜野運送株式会社　高崎営業所 群馬県高崎市上豊岡町５６１－３３ 027-343-4334

高崎市 ＳＢＳゼンツウ株式会社　新高崎営業所 群馬県高崎市八幡町３９７－２ 027-344-1055

高崎市 東部ネットワーク株式会社　高崎営業所 群馬県高崎市倉賀野町２４６３－２ 027-346-1090

高崎市 清興運輸株式会社　高崎営業所 群馬県高崎市宮原町４ 027-346-3010

高崎市
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
群馬県高崎市栗崎町字原４３４－１ 027-347-3340

高崎市 北関東輸送株式会社　高崎営業所 群馬県高崎市綿貫町２２２１－１ 027-360-5770

高崎市 上信トラック株式会社　吉井営業所 群馬県高崎市吉井町池７７９－１０ 027-387-4147

高崎市 株式会社関東エース　高崎 群馬県高崎市菅谷町２０－２５０ 027-384-2813

渋川市 日本郵便株式会社　渋川郵便局 群馬県渋川市渋川１９０２－２８ 0279-22-4027
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渋川市 高山運輸倉庫株式会社　渋川営業所 群馬県渋川市半田３０４０ 0279-30-3231

渋川市 群酒輸送株式会社　本社営業所 群馬県渋川市金井２９７－３ 0279-22-2863

渋川市 有限会社関口運輸　本社営業所 群馬県渋川市北橘町下箱田２５７ 0279-52-3416

渋川市 池上通運株式会社　渋川営業所 群馬県渋川市白井字落合４５－１ 0279-30-0753

沼田市 高崎貨物自動車株式会社　沼田営業所 群馬県沼田市久屋原町８８－３ 0278-23-1148

沼田市 有限会社佐藤運輸　本社営業所 群馬県沼田市栄町２２９－２ 0278-24-3538

沼田市 タツミ運輸有限会社　本社営業所 群馬県沼田市下川田町６０４６－９８ 0278-24-8720

沼田市 大晃運送有限会社　本社営業所 群馬県沼田市薄根町４１２２－８ 0278-23-8528

前橋市 磐栄運送株式会社　前橋 群馬県前橋市西片貝町４－１２－２５－１０３ 027-289-5896

前橋市 株式会社立川運輸　前橋北営業所 群馬県前橋市五代町９３９－１ 027-264-1011

前橋市 株式会社大伸　本社営業所 群馬県前橋市樋越町５１５－１１ 027-230-4121

前橋市 株式会社上野　本社営業所 群馬県前橋市滝窪町５７７－１ 027-283-7092

前橋市 日本通運株式会社　北関東警送事業所群馬センター 群馬県前橋市南町３ー７６ー２４ 027-221-1881

前橋市 株式会社鈴与カーゴネット北関東　前橋営業所 群馬県前橋市江田町４９２－５ 027-280-5055

前橋市 群馬中央興業株式会社　本社営業所 群馬県前橋市元総社町２２６ 027-251-3213

前橋市 アートコーポレーション株式会社　群馬営業所 群馬県前橋市問屋町２－８－５ 027-253-0123

前橋市
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
群馬県前橋市大渡町２－１－３１ 027-255-5861

前橋市 ジャパンエナジック株式会社　前橋事業所 群馬県前橋市大渡町１－１０－５ 027-253-6438

前橋市 日本郵便株式会社　前橋中央郵便局 群馬県前橋市城東町１丁目６－５ 027-234-5503

前橋市 中越通運株式会社　前橋配送センター 群馬県前橋市西大室町３０２８－２ 027-268-6700

前橋市 明治ロジテック株式会社　前橋事業所 群馬県前橋市西大室町１２７１－６ 027-230-3320

前橋市 株式会社高橋水産運輸　前橋営業所 群馬県前橋市飯土井町１０６８－２ 027-268-0707

前橋市 関東西濃運輸株式会社　前橋支店 群馬県前橋市飯土井町４００－３ 027-268-5511

前橋市 名正運輸株式会社　前橋西 群馬県前橋市上増田町２５８－１２ 027-267-7151

前橋市 ヤマトグローバルエキスプレス株式会社　群馬営業所 群馬県前橋市上増田町９０４－１１ 027-267-0355

前橋市 日通群馬物流株式会社　本社営業所 群馬県前橋市東善町１４６ 027-266-3446

前橋市 株式会社新潟食品運輸　群馬営業所 群馬県前橋市力丸町２２１ 027-289-4890

前橋市 前橋定期運送株式会社　本社営業所 群馬県前橋市力丸町４６３番地 027-265-2345

前橋市 前橋運輸株式会社　本社営業所 群馬県前橋市力丸町４６８ 027-265-2331

前橋市 永井運輸株式会社　力丸営業所 群馬県前橋市力丸町４７１ 027-265-2233

前橋市 東京第一物流株式会社　前橋営業所 群馬県前橋市新堀町３９９－７ 027-212-5600

前橋市 株式会社ホームエネルギー首都圏　前橋センター 群馬県前橋市天川大島町２８７番地－２ 027-289-6490

太田市 ジャパンエナジック株式会社　群馬事業所 群馬県太田市新田小金井町２９４ 0276-57-3111

太田市 大友ロジスティクスサービス株式会社　群馬営業所 群馬県太田市新田大町６００－２９ 0276-60-9288
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太田市 日本梱包運輸倉庫株式会社　太田営業所 群馬県太田市新田大町６００－２８ 0276-57-9701

太田市 関東名鉄運輸株式会社　太田営業所 群馬県太田市安養寺町２３６－１ 0276-30-7111

太田市 Ｆ－ＬＩＮＥ株式会社　尾島物流センター 群馬県太田市世良田町１９６９－２ 0276-60-7130

太田市 東武物流サービス株式会社　太田支店 群馬県太田市只上町２３２８－１ 0276-37-6111

太田市 ヤマト運輸株式会社　太田毛里田支店 群馬県太田市只上町１０５４ 0276-36-1500

太田市 株式会社山紀　北関東営業所 群馬県太田市清原町１－１ 0276-55-5271

太田市 富士陸運株式会社　太田営業所 群馬県太田市清原町太田流通団地３－２ 0276-37-8130

太田市 扇運輸株式会社　本社営業所 群馬県太田市清原町９－２ 0276-37-8417

太田市 株式会社ボルテックスサンエイ　本社営業所 群馬県太田市清原町８－３ 0276-37-8402

太田市 株式会社シムックス　本社営業所 群馬県太田市植木野町３００番地１ 0276-40-2241

太田市 名古屋東部陸運株式会社　関東営業所 群馬県太田市東新町８３７－３ 0276-55-1097

太田市 群馬くみあい運輸株式会社　太田営業所 群馬県太田市東新町８１７－２ 0276-20-5588

太田市 カメイ物流サービス株式会社　太田営業所 群馬県太田市吉沢町１０５９番地１３ 0276-60-5288

太田市 株式会社サン・エンジニアリング　本社営業所 群馬県太田市東金井町８７５－１ 0276-40-2077

太田市 株式会社ホシノ　太田営業所 群馬県太田市別所町３７５－１ 0276-55-3449

太田市 極東運輸機工株式会社　群馬営業所 群馬県太田市西野谷町４７－２ 0276-31-3111

太田市 大友ロジスティクスサービス株式会社　太田営業所 群馬県太田市龍舞町５３７６ 0276-60-1170

太田市
日本通運株式会社　北関東ロジプロ営業部太田航空営業

所
群馬県太田市龍舞町５４１１ 0276-46-6211

太田市 関東西濃運輸株式会社　太田支店 群馬県太田市安良岡町２１８－１ 0276-22-8811

太田市 株式会社鹿沼梱包運輸　群馬営業所 群馬県太田市東長岡町１８７１番地１ 0276-55-3887

太田市 日渉運輸株式会社　本社営業所 群馬県太田市下浜田町９３－１ 0276-38-2252

太田市 大八運送有限会社　関東営業所 群馬県太田市下浜田町３７０－１６ 0276-30-2227

太田市 佐川急便株式会社　太田営業所 群馬県太田市富沢町１５－１ 0276-38-0011

太田市 北勢運送株式会社　太田営業所 群馬県太田市西新町８－９ 0276-32-6051

太田市 ヤマト運輸株式会社　太田宝泉支店 群馬県太田市西新町７－１ 0276-33-7750

太田市 日本運輸株式会社　太田営業所 群馬県太田市西新町４４－１ 0276-31-3656

太田市 株式会社石島運輸倉庫　群馬営業所 群馬県太田市大原町２４５５－１ 0277-78-6451

太田市 青伸産業運輸株式会社　新田 群馬県太田市六千石町２０２－１ 027-779-0555

藤岡市 丸新運輸梱包株式会社　本社営業所 群馬県藤岡市岡之郷５８６－３ 0274-42-6673

藤岡市 群馬郵便逓送株式会社　群馬本社営業所 群馬県藤岡市篠塚７００－７ 0274-25-8775

藤岡市 南毛運送株式会社　本社営業所 群馬県藤岡市上大塚１３７６－１ 0274-40-2727

藤岡市 有限会社群馬物流企画　藤岡 群馬県藤岡市白石２１１３－７ 0274-40-2433

甘楽郡 関東西濃運輸株式会社　下仁田支店 群馬県甘楽郡下仁田町馬山３９６０－１ 0274-82-3118

吾妻郡 高山運輸倉庫株式会社　本社営業所 群馬県吾妻郡高山村中山５６０３－２ 0279-63-2336
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吾妻郡 ヤマト運輸株式会社　群馬吾妻町センター 群馬県吾妻郡東吾妻町大字岩井１０３６－１ 0279-76-4511

吾妻郡 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

佐波郡 関東運輸株式会社　共配群馬事業所 群馬県佐波郡玉村町大字上福島３４７－２ 0270-65-3335

佐波郡 株式会社エムエスビー　北関東営業所 群馬県佐波郡玉村町大字上福島７８７－３ 0270-27-5775

佐波郡 シートランス株式会社　群馬営業所 群馬県佐波郡玉村町大字箱石４０９ 0270-65-9901

佐波郡 松岡満運輸株式会社　高崎営業所
群馬県佐波郡玉村町大字箱石４０９　（株）群馬トレー

ラーターミナル内
0270-65-1411

佐波郡 関東物流株式会社　本社営業所 群馬県佐波郡玉村町大字川井３６－３ 0270-65-2557

佐波郡 ワーレックス株式会社　高崎営業所 群馬県佐波郡玉村町大字川井５０－１ 0270-65-6411

佐波郡 金田運輸株式会社　本社営業所 群馬県佐波郡玉村町大字上茂木４２１－１ 0270-65-2933

佐波郡 ＳＢＳ三愛ロジスティクス株式会社　群馬営業所 群馬県佐波郡玉村町宇貫６０３ 0270-64-2481

佐波郡 キユーソーティス株式会社　群馬営業所 群馬県佐波郡玉村町板井１２６７ 0270-75-2773

佐波郡 トナミ運輸株式会社　高崎支店 群馬県佐波郡玉村町大字板井１３３６－７ 0270-65-3216

佐波郡 日陸物流株式会社　群馬営業所 群馬県佐波郡玉村町大字板井８５４ 0270-65-3683

佐波郡 株式会社新共ロジテム　本社営業所 群馬県佐波郡玉村町大字板井１６９－１ 0270-50-1150

北群馬郡 太陽運輸倉庫株式会社　榛東物流センター 群馬県北群馬郡榛東村広馬場３５９１ 0279-25-8633

北群馬郡 東武物流サービス株式会社　渋川支店 群馬県北群馬郡吉岡町大字下野田１１５１－１ 0279-54-8111

邑楽郡 テック物流株式会社　北関東営業所 群馬県邑楽郡大泉町朝日２－３２－１３ 0276-55-2398

邑楽郡 有限会社阿部商運　本社営業所 群馬県邑楽郡千代田町大字新福寺２６２－１ 0276-49-5551

邑楽郡 江商運輸株式会社　群馬営業所 群馬県邑楽郡千代田町大字新福寺字西ノ原２５６－１ 0276-86-5001

邑楽郡 ヤマニ屋物流サービス株式会社　群馬営業所 群馬県邑楽郡大泉町大字吉田本郷１２１６－２ 0276-52-8088

邑楽郡 東武物流サービス株式会社　大泉支店 群馬県邑楽郡大泉町仙石三丁目２２－２ 0276-20-0113

邑楽郡 澁澤陸運株式会社　群馬ターミナル 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野字堀田谷戸３４０４ 0276-88-6628

邑楽郡 ワーレックス株式会社　太田営業所 群馬県邑楽郡邑楽町大字篠塚３４８８ 0276-88-3511

邑楽郡 ジャパンエナジック株式会社　館林事業所 群馬県邑楽郡明和町中谷３３０－１ 0276-84-2837

邑楽郡 トーウンサービス株式会社　館林営業所 群馬県邑楽郡千代田町大字下中森６６８－１ 0276-86-8701

邑楽郡 アール・ワイ・システム株式会社　館林営業所 群馬県邑楽郡板倉町海老瀬１４０５－３ 0276-61-3311
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