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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 上電通運株式会社　本社営業所 群馬県みどり市大間々町大間々６１１－１ 0277-73-1721

安中市 関東西濃運輸株式会社　高崎支店 群馬県安中市板鼻１６－１ 027-382-1315

安中市 ウイングトランスポート株式会社　安中営業所 群馬県安中市磯部４－１７－３４ 090-5758-7788

安中市 ジャパンエナジック株式会社　高崎事業所 群馬県安中市板鼻５２－１ 027-382-3315

安中市 株式会社ボルテックスセイグン　本社営業所 群馬県安中市原市１２２－１ 027-382-5555

伊勢崎市 株式会社豊明運輸　北関東営業所 群馬県伊勢崎市日乃出町７１２－４ 0270-75-1665

伊勢崎市 株式会社静岡サンワ　群馬営業所 群馬県伊勢崎市平井町１２６３－１ 0270-63-0105

伊勢崎市 日本ルートサービス株式会社　伊勢崎事業所 群馬県伊勢崎市堀下町４８０ 0270-75-6308

伊勢崎市 株式会社トランスメイト　関東北部営業所 群馬県伊勢崎市八寸町５３６７－１ 027-020-8020

伊勢崎市 大沼運輸倉庫株式会社　本社 群馬県伊勢崎市三室町６０６８ 0270-75-6822

伊勢崎市 三喜運輸株式会社　群馬営業所 群馬県伊勢崎市粕川町１６６５－２　１０５号 0270-75-5321

伊勢崎市 ＷＯＲＫＳ株式会社　本社営業所 群馬県伊勢崎市西久保町二丁目２２２番地１ 0270-61-5601

伊勢崎市 株式会社ディ・エス物流　伊勢崎営業所 群馬県伊勢崎市三室町６０８４－１ 0270-27-4105

伊勢崎市 富士運輸株式会社　群馬支店 群馬県伊勢崎市西久保町３－１１４２－１ 0270-75-5725

伊勢崎市 高崎通運株式会社　県央営業所 群馬県伊勢崎市平井町１３８３ 0270-20-8833

伊勢崎市 株式会社グローバル　本社営業所 群馬県伊勢崎市境下武士２６７５－２ 0270-74-0426

伊勢崎市
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

伊勢崎市 和喜輸送株式会社　群馬営業所 群馬県伊勢崎市国領町２０９－１ 0270-75-5799

伊勢崎市 株式会社ＡＬＳ　本社営業所 群馬県伊勢崎市境伊与久４０７８ 0270-61-5005

伊勢崎市 箱田運送有限会社　本社営業所 群馬県伊勢崎市田部井町三丁目２１４８番地 0270-62-6252

伊勢崎市 株式会社トランスメイト　伊勢崎営業所 群馬県伊勢崎市赤堀今井町２－７２７－１１ 0270-63-3241

伊勢崎市 平和運輸株式会社　群馬営業所 群馬県伊勢崎市田部井町２－５９３－１ 0270-20-2851

伊勢崎市
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

伊勢崎市 信正運輸株式会社　本社営業所 群馬県伊勢崎市市場町２－６３１－３ 0270-75-3915

伊勢崎市 みつわ運輸株式会社　伊勢崎営業所 群馬県伊勢崎市西久保町３－６２２－５ 0270-75-2511

伊勢崎市 株式会社協同物流　本社営業所 群馬県伊勢崎市戸谷塚町８５０ 0270-32-2370

伊勢崎市 北関東ピアノ運送株式会社　本社営業所 群馬県伊勢崎市五目牛町１３６－１ 0270-63-0363

伊勢崎市 株式会社エスラインギフ　群馬物流センター 群馬県伊勢崎市中町６８２ 0270-40-7012

伊勢崎市 有限会社小川運送　本社営業所 群馬県伊勢崎市東小保方町４６９５－７ 0270-63-1083

伊勢崎市 東群運送株式会社　伊勢崎物流センター 群馬県伊勢崎市間野谷町９３－１１３ 0270-62-8871

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 栄運輸株式会社　本社営業所 群馬県伊勢崎市三和町２５２９ 0270-40-5670

伊勢崎市 ジャパンエナジック株式会社　伊勢崎事業所 群馬県伊勢崎市中央町１４－２１ 0270-24-3418

伊勢崎市 株式会社カネタケ　本社営業所 群馬県伊勢崎市五目牛町３８５－１ 0270-61-0763

伊勢崎市 青木運輸倉庫株式会社　桐生営業所 群馬県伊勢崎市間野谷町９３－１１１ 0270-62-8911

伊勢崎市 株式会社群馬ロジスティックス　本社営業所 群馬県伊勢崎市国定町１－２７６－４ 0270-63-5566

伊勢崎市 中一運輸倉庫株式会社　本社営業所 群馬県伊勢崎市三室町６２０１－５ 0270-62-0591

館林市 株式会社Ｍ’ｓ　松原営業所 群馬県館林市松原１－２１－１５　ＡＩＣビル４階 0276-55-6007

館林市 トレジャー興業有限会社　本社営業所 群馬県館林市緑町２丁目２４番８号 0276-75-6008

館林市 東陸ロジテック株式会社　館林営業所 群馬県館林市大島町６００７－２ 0276-50-1205

館林市 株式会社関東ワークス　本社営業所 群馬県館林市近藤町２０６－２ 0276-74-5656

館林市 エービーカーゴ東日本株式会社　館林営業所 群馬県館林市下早川田町字道東５１３－３ 0276-55-2719

館林市 磯野運送株式会社　本社営業所 群馬県館林市成島町１２３０－２ 0276-74-0153

館林市 川崎運送株式会社　北関東物流センター 群馬県館林市野辺町３９５－１ 0276-75-7501

館林市 石島運送有限会社　本社営業所 群馬県館林市松原１－４－１ 0276-72-0622

桐生市 有限会社阿部商事　本社営業所 群馬県桐生市新里町板橋８７０－８ 0277-74-0624

桐生市 丸全電産ロジステック株式会社　桐生営業所 群馬県桐生市新里町小林字日横８２６－５ 0277-46-7667

桐生市 有限会社シンコー運輸　本社営業所 群馬県桐生市新里町鶴ヶ谷４７８ 0277-74-4069

桐生市 有限会社千明アクティー　本社営業所 群馬県桐生市新里町山上２２０８－１ 0277-74-3062

桐生市 きりしんビジネスサービス株式会社　本社営業所 群馬県桐生市錦町２－１５－２１ 0277-46-5151

桐生市 東群運送株式会社　桐生営業所 群馬県桐生市琴平町２－６ 0277-45-0195

高崎市 日本郵便株式会社　群馬南 群馬県高崎市宮原町２－１０ 027-395-6903

高崎市 有限会社ミナミ商事　本社営業所 群馬県高崎市箕郷町生原１９８２－１０ 027-371-4759

高崎市 関東名鉄運輸株式会社　高崎営業所 群馬県高崎市元島名町字中済１０８８－１ 027-353-2009

高崎市 株式会社群馬日新　本社営業所 群馬県高崎市藤塚町４１６ 027-323-4399

高崎市 有限会社フジコー　群馬事業所 群馬県高崎市下佐野町１０３３－１ 027-384-4944

高崎市 第一鋼業株式会社　本社営業所 群馬県高崎市高浜町５３４－１ 027-343-7323

高崎市 高崎陸送株式会社　本社営業所 群馬県高崎市箕郷町西明屋９５２－８ 027-371-3939

高崎市 株式会社首都圏物流　高崎センター 群馬県高崎市菅谷町１－１ 027-367-9100

高崎市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　高崎支店 群馬県高崎市上滝町字五反畑８４６－２ 027-386-8701

高崎市 株式会社ハート引越センター　群馬営業所 群馬県高崎市棟高町１６７５－２３ 027-360-6411

高崎市 株式会社美正　本社営業所 群馬県高崎市箕郷町上芝５４１－２ 027-386-8011

高崎市 日本通運株式会社　通運課 群馬県高崎市東中里町字村東６５ 027-346-2238

高崎市 株式会社新鮮便　高崎営業所 群馬県高崎市宮原町４番地 027-347-0705

高崎市 株式会社群馬総合輸送　本社営業所 群馬県高崎市中大類町１２０－４ 027-350-8121

高崎市 株式会社ライフサポート・エガワ　高崎営業所 群馬県高崎市下斎田町５１０ 027-350-5761
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高崎市 ヤマト運輸株式会社　高崎さの営業所 群馬県高崎市下佐野町字宮松１６－４ 027-320-2751

高崎市 共油運送株式会社　本社営業所 群馬県高崎市倉賀野町穴池２３５９－１ 027-346-2371

高崎市 株式会社マルトウ　本社営業所 群馬県高崎市上滝町２４５－２ 027-352-2491

高崎市 上信電鉄株式会社　郵便自動車業務所 群馬県高崎市下佐野町７７０ 027-346-2089

渋川市 美才治運輸株式会社　渋川営業所 群馬県渋川市渋川３７０６－７ 0279-26-2561

渋川市 佐藤運輸有限会社　本社営業所 群馬県渋川市行幸田４９－１ 0279-23-0240

前橋市 株式会社東京アクティー　北関東ＳＣＭ 群馬県前橋市五代町１１５４－６ 027-212-9290

前橋市 堀越運輸株式会社　ＥＭセンター営業所 群馬県前橋市飯土井町４００－６ 027-268-5555

前橋市 ヤマトボックスチャーター株式会社　群馬支店 群馬県前橋市上増田町９０４－１１ 027-280-8261

前橋市 富士見運輸株式会社　本社営業所 群馬県前橋市富士見町小沢１５－１ 027-288-5678

前橋市 株式会社横堀商事運輸　本社 群馬県前橋市五代町１３０６－４ 027-269-5077

前橋市 ティーロジエクスプレス株式会社　高崎営業所 群馬県前橋市下小出町３丁目２５－７　１０３号 027-289-3194

前橋市 株式会社栗原運輸　前橋営業所 群馬県前橋市上大島町１５７－１２ 027-261-7102

前橋市 北関東輸送株式会社　本社営業所 群馬県前橋市宮地町４３ 027-265-5770

前橋市 滝興運株式会社　前橋営業所 群馬県前橋市上泉町２００８－３ 027-289-9710

前橋市 株式会社川和運輸　本社営業所 群馬県前橋市滝窪町１３２７－１ 027-283-7272

前橋市 株式会社太陽工業　粕川営業所 群馬県前橋市粕川町込皆戸５１８－９ 027-285-2400

前橋市 有限会社阿部商事　前橋営業所 群馬県前橋市東片貝町３９８ 027-287-1070

前橋市 藤産業株式会社　群馬営業所
群馬県前橋市東大室町１０６０－９－２株式会社トラン

ス・ウァールド内
027-212-5207

前橋市 堀越運輸株式会社　本社営業所 群馬県前橋市鳥羽町４３１－１ 027-251-1328

前橋市 ヤマト運輸株式会社　前橋川原営業所 群馬県前橋市川原町１－５４－２０ 027-260-1805

前橋市 前橋倉庫株式会社　営業管理センター 群馬県前橋市力丸町４６４ 027-265-2321

前橋市 株式会社太陽運輸　本社営業所 群馬県前橋市五代町６７７－２ 027-269-7723

太田市 株式会社美正　太田営業所
群馬県太田市古戸町１１８７－４　メルキュール１階１

０１号室
027-661-3445

太田市 株式会社ブルーペッパー　本社営業所 群馬県太田市新田小金井町３２０－２１ 0276-30-9005

太田市 弘立倉庫株式会社　北関東営業所 群馬県太田市東新町３２３ 0276-26-1431

太田市 株式会社ＳＹエージェンシー　太田 群馬県太田市東新町２６８ 0276-52-8345

太田市 群馬日梱株式会社　本社 群馬県太田市新田大町６００－２８ 0276-57-9701

太田市 株式会社山一商事　本社 群馬県太田市藪塚町２５５８－３ 0276-55-8493

太田市 ロジスティクスワールド株式会社　太田センター 群馬県太田市東新町８３７－３ 0276-59-1190

太田市 三洋包装運輸株式会社　群馬営業所 群馬県太田市西矢島町２１３ 0276-57-6711

太田市
関越センコーロジ株式会社　北関東ロジスティクスセン

ター
群馬県太田市新田大町６００－１ 0276-57-9228
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太田市 株式会社正運　北関東営業所 群馬県太田市大原町４２１－４ 0277-32-3517

太田市
タカダ・トランスポートサービス株式会社　北関東セン

ター
群馬県太田市新田木崎町１４０４ー３ 0276-20-8020

太田市 株式会社エス・テー・エス　群馬営業所 群馬県太田市新田早川町３－１ 0276-56-2647

太田市 有限会社清村運輸　本社営業所 群馬県太田市新田溜池町１３４－１ 0276-57-0899

太田市 サンコー物流株式会社　本社営業所 群馬県太田市大原町２３６２ 0277-78-7222

太田市 有限会社新藤運送　本社営業所 群馬県太田市藪塚町２６９３ 0277-40-4393

太田市 井戸口産業株式会社　本社営業所 群馬県太田市新田木崎町１７３４－１ 0276-52-8109

太田市 北関東福山通運株式会社　群馬太田支店 群馬県太田市六千石町１８３－９６ 0277-78-1292

太田市 関東マルエス株式会社　群馬営業所 群馬県太田市新田村田町２０３６－２ 0276-57-3556

太田市 アルファトレーディング株式会社　本社営業所 群馬県太田市新道町１０１－１ 0276-32-5471

太田市 太田運輸株式会社　本社営業所 群馬県太田市吉沢町１２８２番地９ 0276-37-8100

太田市 株式会社新井商運　本社営業所 群馬県太田市西新町１１０－１５ 0276-33-7033

藤岡市 前橋南部運送株式会社　藤岡インター営業所 群馬県藤岡市中１４７１ 0274-24-9530

藤岡市 シングン物流株式会社　本社営業所 群馬県藤岡市下栗須３７７ 0274-23-7611

藤岡市 藤武運送株式会社　本社営業所 群馬県藤岡市下戸塚５２５－１ 0274-42-4101

富岡市 ＳＢＳゼンツウ株式会社　富岡営業所 群馬県富岡市田島２２３－１ 027-462-8414

富岡市 青木運輸倉庫株式会社　妙義営業所 群馬県富岡市妙義町北山５５１ 0274-73-3321

甘楽郡 有限会社三木梱包運輸　本社営業所 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉１８９１－６ 0274-70-4337

甘楽郡 上信トラック株式会社　下仁田営業所 群馬県甘楽郡下仁田町大字下仁田４６６－４ 0274-82-2249

甘楽郡 株式会社阿久津運送　本社営業所 群馬県甘楽郡甘楽町大字善慶寺１３８８－４ 0274-74-2354

吾妻郡 みつわ運輸株式会社　吾妻営業所 群馬県吾妻郡東吾妻町大字厚田１２６３－１ 0279-70-6011

吾妻郡 有限会社黒岩運輸　本社営業所 群馬県吾妻郡嬬恋村大字大笹２２００－１２ 0279-96-0871

佐波郡 ホクブトランスポート株式会社　群馬支店 群馬県佐波郡玉村町川井２３－１１ 0270-65-6881

佐波郡 株式会社エネサンスサービス　群馬事業所 群馬県佐波郡玉村町大字川井５３－５ 0270-88-0298

佐波郡 株式会社泉川運輸　群馬 群馬県佐波郡玉村町大字樋越１１－１ 0270-75-4113

佐波郡 ダイセーロジスティクス株式会社　群馬ハブセンター 群馬県佐波郡玉村町大字川井２１１０ 0270-65-8123

佐波郡 東群エクスプレス株式会社　高崎営業所 群馬県佐波郡玉村町八幡原１９７６ 0270-25-5881

佐波郡 マクサム通運株式会社　群馬営業所 群馬県佐波郡玉村町大字宇貫字赤城３７１－３ 0270-27-4114

佐波郡 マルトチ運輸株式会社　群馬営業所 群馬県佐波郡玉村町板井８１９ 0270-61-8815

佐波郡 青木運輸倉庫株式会社　玉村営業所 群馬県佐波郡玉村町大字上福島７４１－１ 0270-65-8011

佐波郡 トーショー丸貨株式会社　本社営業所 群馬県佐波郡玉村町大字斉田４５３－２ 0270-61-8030

佐波郡 株式会社マルジョウ　本社営業所 群馬県佐波郡玉村町大字板井１２６４ 0270-64-0072

佐波郡 株式会社太陽工業　本社営業所 群馬県佐波郡玉村町大字八幡原１８１３－１ 0270-65-6848

佐波郡 北関東福山通運株式会社　高崎営業所 群馬県佐波郡玉村町大字八幡原１９９４－２ 0270-65-8811
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佐波郡 ＳＢＳロジコム関東株式会社　高崎営業所 群馬県佐波郡玉村町上茂木１００ 0270-64-0014

佐波郡 芝浦運輸機工株式会社　高崎営業所 群馬県佐波郡玉村町大字川井２３－６ 0270-65-8181

北群馬郡 株式会社ブルーペッパー　渋川営業所 群馬県北群馬郡吉岡町大字漆原２５４９－５ 0272-34-1266

北群馬郡 株式会社横堀商事運輸　榛東 群馬県北群馬郡榛東村大字広馬場３０４４－１２ 0279-26-7722

邑楽郡 株式会社カンセイ　本社営業所 群馬県邑楽郡大泉町大字吉田２４７９－２ 0276-20-1965

邑楽郡 愛知車輌興業株式会社　太田 群馬県邑楽郡大泉町いずみ１－３０８６－１５ 0276-20-3030

邑楽郡 有限会社興産運送　本社営業所 群馬県邑楽郡邑楽町大字鶉７２７－１ 0276-88-3351

邑楽郡 日本運輸株式会社　群馬営業所 群馬県邑楽郡邑楽町大字赤堀３７６５ 0276-70-2620

邑楽郡 株式会社東洋陸送社　太田営業所 群馬県邑楽郡大泉町いずみ１丁目３０８６－１５ 0276-20-1150

邑楽郡 マルエー運輸倉庫株式会社　本社営業所 群馬県邑楽郡明和町大字斗合田１１５－２ 0276-73-3025

邑楽郡 杉村運輸株式会社　群馬営業所 群馬県邑楽郡板倉町泉野２－４０－７ 0276-80-4050

邑楽郡 株式会社マルノウチ　群馬営業所 群馬県邑楽郡大泉町いずみ１－３０８６－１５ 0276-55-4846

邑楽郡 株式会社トーリク　大泉営業所 群馬県邑楽郡大泉町古海字松塚７３６－３０ 0276-47-3014

邑楽郡 株式会社弥生運輸　館林 群馬県邑楽郡板倉町大字岩田１６３９－１ 0276-57-8000

邑楽郡 株式会社ハードゥン　館林営業所 群馬県邑楽郡明和町大輪２０２４－１ 0276-84-2536

邑楽郡 日本運輸株式会社　梱包センター営業所 群馬県邑楽郡大泉町大字寄木戸壁屋６１２ 0276-62-5113

邑楽郡 株式会社トーウン　明和営業所 群馬県邑楽郡明和町大輪３３６－１５ 0276-84-3721
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