
H30.12.13
市区郡名 事業所名 住所 電話番号
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

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

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字芦原５７３ 027-266-0244

フタバ運輸有限会社　本社営業所 群馬県前橋市亀里町３３８－２ 027-265-1350

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

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

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

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

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

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

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

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

日本通運株式会社　群馬引越センター 群馬県前橋市中内町７９－１ 027-290-4000

滝興運株式会社　前橋営業所 群馬県前橋市鳥羽町１４４ー１ 027-253-8670

有限会社扶桑エキスプレス　前橋 群馬県前橋市天川大島町１３５３ 027-289-9950

有限会社エヌエス商事　本社営業所 群馬県前橋市東片貝町３９８ 027-290-6170

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

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

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

安中市 群馬小型運送株式会社　横川営業所 群馬県安中市松井田町横川２９７－１ 027-350-7020

伊勢崎市 有限会社渡良瀬運輸　本社営業所 群馬県伊勢崎市間野谷町１－１７ 0270-62-8464

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 0270-62-8211

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
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

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

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

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 0270-63-3214

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

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

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

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 0270-62-5252

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

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

株式会社ＡＬＳ　本社営業所 群馬県伊勢崎市日乃出町７０１－９ 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

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

株式会社サンブツ　伊勢崎営業所 群馬県伊勢崎市富塚町２７０－９－２０１ 0270-61-9557

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

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

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

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

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

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

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

株式会社エキソー　本社営業所 群馬県太田市新田反町町３７１－１ 0276-56-7977

東群物流株式会社　本社営業所 群馬県太田市新田木崎町５２８－１ 0276-20-8288

日本陸送株式会社　本社営業所 群馬県太田市清原町２－６ 0276-25-7030

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

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

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

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

蛭間運送株式会社　本社営業所 群馬県太田市大原町３８－１ 0277-78-6001

日通太田運輸株式会社　本社営業所 群馬県太田市只上町２４１１－１ 0276-20-5709

日本運輸株式会社　関東ロジスティックスセンター営業所 群馬県太田市只上町５２５番地 0276-40-2737

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

有限会社フレンズ運送　本社営業所 群馬県太田市粕川町２５３－２５ 0276-60-7576

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

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
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
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

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

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

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

丸全電産ロジステック株式会社　桐生営業所 群馬県桐生市相生町４丁目２４７番地５５ 0277-32-6545

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

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

日本通運株式会社　下之城営業所 群馬県高崎市下之城町８３９ 027-347-0608

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

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

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

有限会社協栄運輸　本社営業所 群馬県高崎市高浜町１４６３－１ 027-343-8851

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

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

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

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

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

株式会社群共運輸　高崎営業所 群馬県高崎市菅谷町２０－６０９ 027-386-6586

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

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

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

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

高陽運輸株式会社　本社営業所 群馬県高崎市日高町字江田境甲１６３ 027-362-3482

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

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

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 0276-55-2707

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

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

株式会社群馬ロジテム　本社営業所 群馬県館林市大谷町９８６－５ 0276-72-0194

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

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

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ー３ 0274-42-6673

前橋南部運送株式会社　藤岡営業所 群馬県藤岡市中１４７１ 0274-24-9530
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
日本郵便株式会社　藤岡郵便局 群馬県藤岡市藤岡５０－３ 0274-22-1236

王子陸運株式会社　藤岡営業所 群馬県藤岡市本動堂７１７－３ 0274-24-8190

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

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

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

吾妻郡 ヤマト運輸株式会社　中之条支店 群馬県吾妻郡中之条町大字折田字瀧沢２５５－１ 0279-75-6189

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

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

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

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

滝沢物流有限会社　本社営業所 群馬県吾妻郡東吾妻町大字川戸１３７８－３ 0279-68-2099

邑楽郡 矢萩運輸株式会社　群馬営業所 群馬県邑楽郡千代田町昭和１ 0276-86-6900

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

株式会社日陸　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

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

株式会社群馬ロジテム　大泉営業所 群馬県邑楽郡大泉町仙石２－２５－１ 0276-20-3131

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

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

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

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

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

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

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

甘楽郡 有限会社鈴木運輸　本社営業所 群馬県甘楽郡下仁田町大字吉崎２７ 0274-82-2473

有限会社松井運輸　本社営業所 群馬県甘楽郡甘楽町大字福島２８１ 0274-67-5311

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上野田２００７－２ 0279-54-0403

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下之宮４１２－５ 0270-27-6625

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

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

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

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

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

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

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

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字辰巳１３３６－７ 0270-65-3216
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
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

株式会社ＬＮＪ関東　高崎支店 群馬県佐波郡玉村町４０９ 0270-65-9841

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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