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みどり市 チェリージャパン株式会社　本社営業所 群馬県みどり市笠懸阿佐美１９４２－５ 0277-32-6706

みどり市 有限会社Ｅｓ．ライン　本社営業所 群馬県みどり市笠懸町阿左美７３４番地１ 0277-30-8228

みどり市 久保田運輸倉庫株式会社　本社営業所 群馬県みどり市笠懸町久宮７０－１６ 0277-76-2008

伊勢崎市 月夜野運送株式会社　東毛営業所 群馬県伊勢崎市間野谷町１－１３ 0278-24-1158

伊勢崎市 株式会社フジサービス　群馬営業所 群馬県伊勢崎市日乃出町７１２－５ 0270-30-8123

伊勢崎市 株式会社ＩＲＧロジスティクス　本社営業所 群馬県伊勢崎市太田町１１３６番地９ 0270-75-4127

伊勢崎市 株式会社泰通　本社営業所 群馬県伊勢崎市八斗島町１３９４－１ 0270-31-0123

伊勢崎市 名糖運輸株式会社　北関東センター 群馬県伊勢崎市八寸町５３６７－１ 0270-20-8020

伊勢崎市 株式会社中村商事　本社事務所 群馬県伊勢崎市西久保町２－２２２－１ 0270-62-8089

伊勢崎市 簑田運輸株式会社　本社事務所 群馬県伊勢崎市西久保町２－２２２－１ 0270-61-5601

伊勢崎市 株式会社小野寺商事　伊勢崎営業所 群馬県伊勢崎市連取町１５１６　テナントＢ 0270-75-2230

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 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 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 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

伊勢崎市 磐栄運送株式会社　群馬営業所 群馬県伊勢崎市曲沢町５４２－２ 0270-75-2813

伊勢崎市 株式会社伊勢崎運輸　本社営業所 群馬県伊勢崎市三室町５２２９－１ 0270-62-7252

伊勢崎市 株式会社栗原急送　本社営業所 群馬県伊勢崎市香林町２－１５１０－１ 0270-30-7070

伊勢崎市 伊勢崎液化株式会社　本社営業所 群馬県伊勢崎市日乃出町１０８ 0270-25-4538

伊勢崎市 境運輸株式会社　本社営業所 群馬県伊勢崎市境島村３７３－１１３ 0270-74-5520

伊勢崎市 センヨシロジスティクス株式会社　本社営業所 群馬県伊勢崎市西久保町２－２２２－１ 0270-62-8089

伊勢崎市 東群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 0270-25-5881

伊勢崎市 東上通運株式会社　群馬営業所 群馬県伊勢崎市野町１５６－１１ 0270-63-3805

伊勢崎市 群馬通商株式会社　本社 群馬県伊勢崎市赤堀今井町１－６２４－１ 0270-63-1202

伊勢崎市 株式会社新鮮便　本社営業所 群馬県伊勢崎市間野谷町１－２０ 0270-61-8800

伊勢崎市 前橋南部運送株式会社　上武大国支店 群馬県伊勢崎市境下渕名２９８６－１ 0270-76-7530

伊勢崎市 札樽自動車運輸株式会社　北関東営業所 群馬県伊勢崎市三室町５２８４－１ 0270-30-7841

伊勢崎市 ＳＢＳロジコム関東株式会社　伊勢崎支店 群馬県伊勢崎市飯島町１０８ 0270-32-7081

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 北関東物流株式会社　伊勢崎営業所 群馬県伊勢崎市赤堀今井町２丁目１０２１－２ 0270-40-0707

伊勢崎市 東日本エア・ウォーター物流株式会社　群馬営業所 群馬県伊勢崎市三室町５９１３－１ 0270-63-0870

伊勢崎市 カンダ物流株式会社　伊勢崎営業所 群馬県伊勢崎市日乃出町２９２ 0270-75-3110

伊勢崎市 東日トランスポート株式会社　本社営業所 群馬県伊勢崎市田部井町３－４９３－１ 0270-62-8622

伊勢崎市 ヤマト運輸株式会社　伊勢崎営業所 群馬県伊勢崎市堀口町城南９３３－１ 0270-32-0665

館林市 王将運輸株式会社　群馬営業所 群馬県館林市上三林町２１５２ 0280-84-2147

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

館林市 有限会社柳通商　本社営業所 群馬県館林市堀工町２０４９ 0276-91-4649

館林市 株式会社城北流通　群馬営業所 群馬県館林市諏訪町字中堤１４４７－４ 0276-70-7103

館林市 株式会社群馬ロジテム　群馬東物流センター支店 群馬県館林市下早川田町４７２番地 0276-72-0194

館林市 両毛通商株式会社　本社営業所
群馬県館林市下早川田町４４９－１，４５０，４６２，

４６２－２
0276-74-8451

館林市 ヤタガワ物流サービス株式会社　本社営業所 群馬県館林市下早川田町字北蓮河原３４１－２ 0276-72-2196

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 株式会社神田運送店　本社営業所 群馬県桐生市相生町２－５８８－４ 0277-52-6006

高崎市 澤希運輸有限会社　本社営業所 群馬県高崎市金古町１５３－１３ 027-360-6667

高崎市 日本郵便輸送株式会社　群馬営業所 群馬県高崎市宮原町２－１１ 027-381-6153

高崎市 オカゼン株式会社　群馬営業所 群馬県高崎市新町１４３６－２ 0274-50-8591

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 セイノースーパーエクスプレス株式会社　高崎航空営業 群馬県高崎市京目町字柳ノ内１１３１ 027-352-8111

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 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

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

高崎市 永岡運送有限会社　本社営業所 群馬県高崎市下佐野町５１６－３ 027-346-5579

高崎市 鈴信運送株式会社　群馬営業所 群馬県高崎市新町２３３０－２４ 0274-42-9677

高崎市 シグマベンディングサービス株式会社　高崎営業所 群馬県高崎市八幡町２２７番地 070-3862-7861

高崎市 日本通運株式会社　群馬自動車営業所 群馬県高崎市中尾町４０６－１ 027-386-5700

高崎市 松浦運送有限会社　本社営業所 群馬県高崎市新保町１６６３－９ 027-352-0338

高崎市 丸文運輸株式会社　本社営業所 群馬県高崎市下佐野町６７－２ 027-346-0007

高崎市 カンダ物流株式会社　高崎営業所 群馬県高崎市大八木町７７９ 027-361-6804

高崎市 高崎貨物自動車株式会社　高崎営業所 群馬県高崎市飯塚町７２７ 027-361-5741

高崎市 群馬小型運送株式会社　本社営業所 群馬県高崎市中大類町１１８－３ 027-350-7020

高崎市 堤自動車運送株式会社　本社営業所 群馬県高崎市上大類町１０２５ 027-352-3608
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高崎市 有限会社野村運輸　本社営業所 群馬県高崎市新町１３１４－５ 0274-40-3015

高崎市 株式会社協栄運輸　本社営業所 群馬県高崎市宮沢町１７９０－１ 027-374-8851

高崎市 みどり運送有限会社　本社営業所 群馬県高崎市倉賀野町１８３３－１５ 027-360-5415

高崎市 高陽運輸株式会社　本社営業所 群馬県高崎市日高町１６３番地１ 027-362-3482

高崎市 株式会社サカイ引越センター　高崎支社 群馬県高崎市菊地町薬師前４３６－２ 027-360-4411

渋川市 関東運輸株式会社　共配群馬渋川営業所 群馬県渋川市中村字十二７６３－１ 0279-26-7451

渋川市 関東西濃運輸株式会社　渋川支店 群馬県渋川市半田字西田１２００－１ 0279-23-5562

渋川市 有限会社須田商事　本社営業所 群馬県渋川市中郷４５４－１７３ 0279-23-2451

沼田市 月夜野運送株式会社　本社 群馬県沼田市白沢町上古語父２５８３ 0278-24-1158

沼田市 シグマベンディングサービス株式会社　沼田営業所 群馬県沼田市下川田町１４２５ 070-3835-3252

沼田市 日本郵便株式会社　沼田郵便局 群馬県沼田市西倉内町８１９ 0278-22-2781

沼田市 沼田貨物株式会社　本社営業所 群馬県沼田市東原新町１４１７－２ 0278-22-2031

前橋市 株式会社武蔵野物流　前橋営業所 群馬県前橋市市之関町４５１番地１ 027-280-2212

前橋市 有限会社タムラ運輸　本社営業所 群馬県前橋市亀里町１３００－１ 027-265-3465

前橋市 有限会社丸昇運輸　本社営業所 群馬県前橋市東片貝町３９８ 027-263-0527

前橋市 有限会社群新物流　本社営業所 群馬県前橋市上泉町８１－２ 027-243-2488

前橋市 赤城陸送株式会社　本社 群馬県前橋市大手町３丁目１－１０ 027-268-5328

前橋市 レンゴーロジスティクス株式会社　前橋営業所 群馬県前橋市天川大島町１１４４ 027-263-2843

前橋市 株式会社東京アクティー　群馬ＤＦセンター 群馬県前橋市大渡町１丁目１０－１ 027-212-9920

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 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 株式会社高橋水産運輸　前橋営業所 群馬県前橋市飯土井町１０６８－２ 027-388-9115

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 太平洋陸送株式会社　前橋営業所 群馬県前橋市古市町狸塚１７４－３ 027-251-3195

前橋市 株式会社ディ・エス物流　前橋営業所 群馬県前橋市東片貝町３８６ 027-290-6220

前橋市 アサヒロジスティクス株式会社　両毛営業所 群馬県前橋市五代町８０５－１３ 027-269-9585

前橋市 株式会社三山運輸　本社営業所 群馬県前橋市二之宮町１４３９ 027-268-6996

前橋市 株式会社アジア運輸　前橋営業所 群馬県前橋市総社町２－１３－６ 027-255-4145

前橋市 株式会社物流サービス　本社営業所 群馬県前橋市下大島町４５４－４ 027-266-6540

前橋市 関東運輸株式会社　本社営業所 群馬県前橋市下佐鳥町４６８－１ 027-265-1112

前橋市 株式会社ミツミ　本社営業所 群馬県前橋市粕川町込皆戸３８０－２ 027-285-5221

前橋市 小山総業有限会社　本社営業所 群馬県前橋市高井町１－３０－４ 027-252-5273

前橋市 清水商運株式会社　本社営業所 群馬県前橋市上佐鳥町４６２－１ 027-265-1508
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前橋市 大島倉庫運輸有限会社　本社営業所 群馬県前橋市下大島町５７３番地 027-266-0244

前橋市 諏訪梱包運輸株式会社　前橋営業所 群馬県前橋市飯土井町６５－９ 027-280-7007

太田市 株式会社星川産業　群馬営業所 群馬県太田市大久保町３１４－３ 0277-47-9303

太田市 株式会社タドコロ物流　群馬営業所 群馬県太田市大原町２２７５－３ 0277-78-7887

太田市 株式会社グンリック　太田営業所 群馬県太田市安養寺町３６－１ 0276-61-3911

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

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 名古屋東部陸運株式会社　関東営業所 群馬県太田市東今泉町３６８－１ 0276-55-1097

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 有限会社大原運送　太田 群馬県太田市新田村田町１２４２－２ 0276-49-6685

太田市 日本郵便株式会社　太田郵便局 群馬県太田市飯田町９４８ 0276-47-0474

太田市 有限会社岡島　本社営業所 群馬県太田市新道町１０１－１ 0276-47-3540

太田市 株式会社東海車輌　関東営業所 群馬県太田市新田反町町１６６－４ 0276-56-3971

太田市 北関東広運株式会社　両毛営業所 群馬県太田市東新町３２８－１ 0276-20-2202

太田市 株式会社諸田トラフィック　本社営業所 群馬県太田市小舞木町２０１番地１ 0276-47-2081

太田市 シグマベンディングサービス株式会社　東毛営業所 群馬県太田市新田小金町５－１９２ 070-3835-3250

太田市 有限会社フレンズ運送　本社営業所 群馬県太田市脇屋町７１０－１ 0276-55-1775

太田市 東群物流株式会社　本社営業所 群馬県太田市新田木崎町１１５３－１ 0276-20-8288

太田市 日本流通サービス株式会社　本社営業所 群馬県太田市東金井町７７０ 0276-25-0706

太田市 株式会社ガルト　太田営業所 群馬県太田市新井町１１４８－１ 0276-56-4390

太田市 日本運輸株式会社　第四営業部運輸課 群馬県太田市只上町５２５ 0276-40-2737

太田市 早川海陸輸送株式会社　太田営業所 群馬県太田市緑町８１－１２ 0276-20-5153

太田市 株式会社ウエタケ　本社営業所
群馬県太田市南矢島町地内東矢島土地区画整理事業８１

街区７番－１
0276-38-5221

太田市 渡辺運輸倉庫株式会社　本社営業所 群馬県太田市龍舞町４６４９－１ 0276-49-2431

太田市 新田産業株式会社　本社営業所 群馬県太田市新田反町町１０７－２ 0276-56-2108

太田市 株式会社サカイ引越センター　太田支社 群馬県太田市西矢島町５８４番地１ 0276-30-1211

太田市 日本陸送株式会社　本社営業所 群馬県太田市清原町２－６ 0276-36-1055

太田市 三橋運輸株式会社　群馬営業所 群馬県太田市新田反町町３７１－１ 0276-56-7977

太田市 日通群馬物流株式会社　太田営業所 群馬県太田市只上町２４１１－１ 0276-20-5709

藤岡市 株式会社Ｆ－ＢＲＯ　本社営業所 群馬県藤岡市岡之郷字川原１５００－３ 0274-40-2580

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
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吾妻郡 シグマベンディングサービス株式会社　長野原営業所 群馬県吾妻郡長野原町大字長野原字向原１３９２－１４ 070-3835-3253

吾妻郡 株式会社群馬グリーン配送　本社営業所 群馬県吾妻郡嬬恋村大字田代１０１８－１ 0279-98-0521

吾妻郡 美才治運輸株式会社　本社営業所 群馬県吾妻郡嬬恋村大字西窪２５６－１２ 0279-96-1045

吾妻郡 滝沢物流有限会社　本社営業所 群馬県吾妻郡中之条町大字横尾３１５３－３ 0279-26-7330

吾妻郡 池上通運株式会社　本社営業所 群馬県吾妻郡長野原町大字北軽井沢１９９０－４９５１ 0279-84-2015

吾妻郡 株式会社たくゆう　本社営業所 群馬県吾妻郡東吾妻町大字川戸１２８１ 0279-68-3136

吾妻郡 ヤマト運輸株式会社　中之条営業所 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条字小川４９２－１ 0279-25-7851

佐波郡 共進運輸株式会社　群馬営業所 群馬県佐波郡玉村町大字上福島７６５ 0270-75-2544

佐波郡 朝日急送株式会社　本社営業所 群馬県佐波郡玉村町下之宮４３０－２ 0270-20-4438

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 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 東松企業株式会社　群馬営業所 群馬県佐波郡玉村町大字板井１４１番地 0270-50-1067

佐波郡 有限会社ワイズコーポレーション　本社営業所 群馬県佐波郡玉村町大字上茂木３９５－４ 0270-50-0915

佐波郡 ハイエスサービス株式会社　群馬営業所 群馬県佐波郡玉村町大字川井５６ 0270-64-0357

佐波郡 結城運輸倉庫株式会社　群馬営業所 群馬県佐波郡玉村町樋越２１７－２ 0270-64-6949

佐波郡 株式会社ＬＮＪ関東　高崎支店 群馬県佐波郡玉村町箱石４０９ 090-5988-1959

北群馬郡 有限会社水沢運輸　本社営業所 群馬県北群馬郡吉岡町大字上野田２００７－２ 0279-54-0403

邑楽郡 昭和冷蔵株式会社　北関東営業所 群馬県邑楽郡邑楽町大字赤堀字鞍掛４１２２－１ 0276-91-8825

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 株式会社トーウン　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 有限会社カタベ急送　本社営業所 群馬県邑楽郡板倉町大字海老瀬１０５９ー９ 0276-91-4100

邑楽郡 有限会社ワイエスエンタープライズ　本社営業所 群馬県邑楽郡大泉町東小泉２丁目１１－１４ 0276-56-9037

邑楽郡 トナン輸送株式会社　北関東営業所 群馬県邑楽郡邑楽町大字赤堀１１８６－１０１ 0276-70-2500

邑楽郡 日本運輸荷造株式会社　群馬営業所 群馬県邑楽郡千代田町大字新福寺３５２－１ 0276-55-2681

邑楽郡 カンダ物流株式会社　北関東主管営業所 群馬県邑楽郡邑楽町大字赤堀字鞍掛１１７３－１ 0276-51-1830

邑楽郡 ＳＢＳロジコム株式会社　館林支店 群馬県邑楽郡板倉町除川１８５６ 0276-77-2122

邑楽郡 ＮＲＳ株式会社　群馬物流センター 群馬県邑楽郡千代田町鍋谷３５－５ 0276-86-6565

利根郡 高橋商運有限会社　本社営業所 群馬県利根郡昭和村大字川額１１８２ 0278-24-6868
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