貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
みどり市
みどり市
安中市
安中市
安中市
伊勢崎市
伊勢崎市
伊勢崎市
伊勢崎市
伊勢崎市
伊勢崎市
伊勢崎市
伊勢崎市
伊勢崎市
伊勢崎市
伊勢崎市
伊勢崎市
伊勢崎市
伊勢崎市
伊勢崎市
伊勢崎市
伊勢崎市
伊勢崎市
伊勢崎市
伊勢崎市
伊勢崎市
館林市
館林市
館林市
館林市
館林市
館林市

事業所名
有限会社中澤興業 本社営業所
佐川急便株式会社 桐生営業所
株式会社トランスポート山田 本社営業所
井上道路株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 安中支店
ヤマト運輸株式会社 伊勢崎境支店
有限会社栁田商事 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 伊勢崎華蔵寺支店
上武物流株式会社 本社営業所
株式会社長岡運送 本社営業所
株式会社ヤマザキ物流 伊勢崎営業所
ヤマト運輸株式会社 伊勢崎中央センター
株式会社啓和運輸 関越営業所
丸伊運輸株式会社 群馬営業所
株式会社大晃運送 群馬営業所
関東センコー運輸株式会社 群馬営業所
中央運送株式会社 群馬営業所
富士運輸株式会社 群馬支店
ＷＯＲＫＳ株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 伊勢崎赤堀支店
石原運送有限会社 本社営業所
高崎通運株式会社 県央営業所
宮下運輸株式会社 伊勢崎流通センター営業所
中一陸運株式会社 本社営業所
株式会社ディ・エス物流 伊勢崎
株式会社伊勢崎運輸 本社営業所
東洋陸運株式会社 館林営業所
ヤマト運輸株式会社 館林支店
ヤマト運輸株式会社 館林城沼センター
ヤマト運輸株式会社 館林駅前支店
有限会社柳通商 本社営業所
株式会社城北流通 群馬営業所

安全性優良事業所

住所
群馬県みどり市大間々町大間々９９－２
群馬県みどり市笠懸町鹿字杉菜原４６１４－１
群馬県安中市板鼻５９９－２
群馬県安中市中宿９７７－１
群馬県安中市原市２丁目字芝原西１０７０
群馬県伊勢崎市境伊与久３３３８
群馬県伊勢崎市境下武士２６７３－１
群馬県伊勢崎市安堀町２３６－１
群馬県伊勢崎市三和町２４０５－２３
群馬県伊勢崎市日乃出町７０１－９
群馬県伊勢崎市日乃出町６９
群馬県伊勢崎市今泉町１－１３０５－２
群馬県伊勢崎市柴町１７０７
群馬県伊勢崎市戸谷塚町１０６９－１
群馬県伊勢崎市国領町４４９－７
群馬県伊勢崎市境下渕名５４番地
群馬県伊勢崎市曲沢町５５０
群馬県伊勢崎市西久保町３－１１４２－１
群馬県伊勢崎市西久保町二丁目２２２番地１
群馬県伊勢崎市西久保町２丁目５８６－１
群馬県伊勢崎市香林町２－１０１３－２
群馬県伊勢崎市平井町１３８３
群馬県伊勢崎市三室町６２０１－７
群馬県伊勢崎市三室町６２０１－９
群馬県伊勢崎市三室町６０８４－１
群馬県伊勢崎市三室町５２２９－１
群馬県館林市大島町６００７－２
群馬県館林市四ツ谷町字鎌木４４８－１
群馬県館林市楠町字下志柄１９６９－１
群馬県館林市冨士見町４３６－１、６０８
群馬県館林市堀工町２０４９
群馬県館林市諏訪町字中堤１４４７－４
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（群馬県）
電話番号
0277-73-3235
0277-76-2000
027-382-7009
027-382-2415
027-385-6882
0270-76-5051
0270-74-5522
0270-26-3115
0270-26-6617
0270-25-4519
0270-25-9481
0270-40-5761
0270-20-3900
0270-32-6394
0270-20-3232
0270-76-2771
0270-20-8758
0270-75-5725
0270-61-5601
0270-20-2081
0270-62-3536
0270-20-8833
0270-25-0238
0270-62-8888
027-027-4105
0270-62-7252
0276-50-1205
0276-77-1933
0276-86-1061
0276-55-0383
0276-73-6749
0276-70-7103

R1.12.13
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
館林市
館林市
館林市
桐生市
桐生市
桐生市
桐生市
桐生市
桐生市
高崎市
高崎市
高崎市
高崎市
高崎市
高崎市
高崎市
高崎市
高崎市
高崎市
高崎市
高崎市
高崎市
高崎市
高崎市
高崎市
高崎市
高崎市
高崎市
高崎市
高崎市
高崎市
高崎市
高崎市
高崎市

事業所名
シグマベンディングサービス株式会社 館林営業所
株式会社新鮮便 館林営業所
有限会社井上運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 桐生相生支店
ヤマト運輸株式会社 桐生支店
三共運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大間々支店
群馬天沼運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 桐生中央センター
ヤマト運輸株式会社 高崎塚沢支店
ヤマト運輸株式会社 高崎問屋支店
柳田運輸株式会社 高崎営業所
ヤマト運輸株式会社 高崎正観寺支店
佐川急便株式会社 群馬営業所
直井自動車運送株式会社 本社営業所
名鉄運輸株式会社 高崎支店
株式会社関東隆商運輸 本社営業所
新日本陸送株式会社 高崎営業所
ヤマト運輸株式会社 高崎京ケ島センター
矢内運輸株式会社 本社営業所
協同貨物自動車株式会社 高崎営業所
株式会社吉原 本社営業所
日本通運株式会社 北関東ロジプロ支店高崎航空営業セン
ター
ヤマト運輸株式会社 高崎支店
永岡運送有限会社 本社営業所
有限会社萌會 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 高崎観音山支店
ヤマト運輸株式会社 高崎豊岡支店
シグマベンディングサービス株式会社 高崎営業所
株式会社ニヤクコーポレーション 高崎事業所
株式会社ファースト・ロジスティックス 高崎営業所
鈴信運送株式会社 群馬営業所
ヤマト運輸株式会社 群馬吉井町センター
高崎陸送株式会社 本社営業所

住所
群馬県館林市諏訪町１０６６
群馬県館林市大字足次町字道下１０７２－２
群馬県館林市坂下町３２４３－２
群馬県桐生市相生町３－４８０－１
群馬県桐生市広沢町１－２４７６－１
群馬県桐生市広沢町５－１４６５－２
群馬県桐生市新里町字山上５７３－１
群馬県桐生市新里町大久保８７
群馬県桐生市梅田町１－５７２－１４
群馬県高崎市井野町字天水１０３２－１
群馬県高崎市問屋町西１丁目２－１
群馬県高崎市問屋町西１－４－３
群馬県高崎市正観寺町字前久保２５
群馬県高崎市萩原町字屋敷間１８
群馬県高崎市元島名町４８２番地
群馬県高崎市元島名町１０８８－１
群馬県高崎市島野町１００４－２
群馬県高崎市島野町８９０番地４
群馬県高崎市西島町字宮内３８－１
群馬県高崎市八幡原町１９９８
群馬県高崎市南大類町字館前７０９－１
群馬県高崎市飯塚町２１０

電話番号
048-647-9821
0276-73-9867
0276-70-7350
0277-55-5201
0277-52-3049
0277-54-4003
0277-74-4171
0277-74-8366
0277-20-5021
027-364-1421
027-370-4175
027-362-2487
027-365-3427
027-352-9330
027-352-5100
027-353-1455
027-352-9234
027-352-8422
027-350-7312
027-346-8482
027-352-5986
027-361-3984

群馬県高崎市小八木町３０５

027-370-2211

群馬県高崎市上中居町荒神２７５
群馬県高崎市下佐野町５１６－３
群馬県高崎市寺尾町１７３番地３
群馬県高崎市乗附町字一丁田２８２－１
群馬県高崎市上豊岡町５７６－８
群馬県高崎市八幡町２２７番地
群馬県高崎市倉賀野町字乙大道南３２０６－１
群馬県高崎市宮原町４
群馬県高崎市新町２８４９－２－１０１
群馬県高崎市吉井町池１３７４－１３
群馬県高崎市箕郷町西明屋９５２－８

027-322-5404
027-346-5579
027-327-3279
027-330-4130
027-343-3782
048-647-9821
027-346-1125
027-347-0209
0274-42-9677
027-387-4536
027-371-3939
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
高崎市
高崎市
高崎市
高崎市
高崎市
高崎市
高崎市
渋川市
渋川市
渋川市
渋川市
渋川市
渋川市
渋川市
渋川市
渋川市
沼田市
沼田市
沼田市
沼田市
前橋市
前橋市
前橋市
前橋市
前橋市
前橋市
前橋市
前橋市
前橋市
前橋市
前橋市
前橋市
前橋市
前橋市

事業所名
第一鋼業株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 榛名支店
ヤマト運輸株式会社 群馬町支店
株式会社首都圏物流 高崎センター
高崎協同運送株式会社 本社営業所
ベスト輸送有限会社 本社営業所
第一貨物株式会社 高崎支店
今井運送株式会社 本社営業所
鴻池運輸株式会社 北関東流通センター営業所

渋川流通

センター
関東西濃運輸株式会社 渋川支店
ヤマト運輸株式会社 渋川支店
ヤマト運輸株式会社 伊香保支店
佐藤運輸有限会社 本社
ティーロジエクスプレス株式会社 渋川営業所
富士商運株式会社 群馬営業所
佐川急便株式会社 渋川営業所
関東運輸株式会社 沼田営業所
ヤマト運輸株式会社 沼田支店
シグマベンディングサービス株式会社 沼田営業所
有限会社入澤運送店 本社営業所
株式会社ディ・エス物流 前橋営業所
ヤマト運輸株式会社 前橋片貝支店
ヤマト運輸株式会社 前橋小出支店
株式会社横堀商事運輸 本社
株式会社大伸運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 前橋大胡支店
ヤマト運輸株式会社 前橋六供支店
ヤマト運輸株式会社 群馬主管支店
ヤマト運輸株式会社 新前橋支店
太平洋陸送株式会社 前橋営業所
ヤマト運輸株式会社 前橋元総社センター
ヤマト運輸株式会社 前橋問屋センター
ＡＬＳＯＫ群馬株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 前橋城南センター

住所
群馬県高崎市高浜町５３４－１
群馬県高崎市下里見町１２２１－１
群馬県高崎市金古町５４４－１
群馬県高崎市菅谷町１－１
群馬県高崎市菅谷町２０－５７８
群馬県高崎市菅谷町２０－２２６
群馬県高崎市菅谷町２０－５８１
群馬県渋川市八木原４８１－１

電話番号
027-343-7323
027-344-8166
027-360-6130
027-367-9100
027-373-1663
027-372-1091
0273-73-6111
0279-23-1588

群馬県

0279-23-8940

渋川市半田字中原２８０－８

群馬県渋川市半田字西田１２００－１
群馬県渋川市半田１８９０
群馬県渋川市有馬字鳥居貝戸６２２－２
群馬県渋川市行幸田４９－１
群馬県渋川市金井７３１－１
群馬県渋川市金井７３７
群馬県渋川市大字金井字諏訪４８７－１
群馬県沼田市横塚町５６９
群馬県沼田市久屋原町４６６－１
群馬県沼田市下川田町１４２５
群馬県沼田市白沢町上古語父２６９９
群馬県前橋市東片貝町３８６
群馬県前橋市東片貝町１１１５
群馬県前橋市下小出町１－２８－１３，１４
群馬県前橋市五代町１３０６－４
群馬県前橋市樋越町５１５－１１
群馬県前橋市桶越町４７９－６
群馬県前橋市六供町１０１４－７
群馬県前橋市下佐鳥町４７８
群馬県前橋市新前橋町１－３８
群馬県前橋市古市町狸塚１７４－３
群馬県前橋市元総社町９３７番２４
群馬県前橋市総社町総社２６６２－１
群馬県前橋市大渡町２丁目１番地の５
群馬県前橋市荒子町３３１－３
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0279-23-5562
0279-25-1803
0279-24-1512
0279-23-0240
0270-30-3551
0279-24-3664
0279-23-2881
027-830-2151
0278-24-5164
048-647-9821
0278-25-4554
027-290-6220
027-261-6815
027-233-2681
027-269-5077
027-230-4331
027-283-1025
027-224-0214
027-265-7711
027-256-8114
027-251-3195
027-280-5380
027-251-8143
027-256-7260
027-230-3965

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
前橋市
前橋市
前橋市
前橋市
前橋市
前橋市
太田市
太田市
太田市
太田市
太田市
太田市
太田市

事業所名
株式会社関東興運 本社営業所
株式会社立川運輸 本社営業所
群馬急送株式会社 本社営業所
中越運送株式会社 前橋ロジスティクスセンター
株式会社栗原運輸 前橋営業所
株式会社新鮮便 前橋営業所
シグマベンディングサービス株式会社 東毛営業所
株式会社井ノ瀬運送 東毛センター
ヤマト運輸株式会社 太田新田支店
株式会社東海車輌 関東営業所
株式会社タカダ・トランスポートサービス 北関東セン
ター
株式会社ケー・ライン 本社営業所
関越センコーロジ株式会社 北関東ロジスティクスセン

太田市
太田市

ター
ヤマト運輸株式会社 群馬尾島センター
名鉄運輸株式会社 太田支店

太田市

三洋包装運輸株式会社

太田市
太田市
太田市
太田市
太田市
太田市
太田市
太田市
太田市
太田市
太田市
太田市
太田市
太田市
太田市
太田市

株式会社小澤運送店 本社営業所
高山運輸倉庫株式会社 太田営業所
北関東広運株式会社 両毛営業所
日本陸送株式会社 太田営業所
ヤマト運輸株式会社 太田別所支店
有限会社岡島 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 太田支店
株式会社諸田トラフィック 本社営業所
青木運輸倉庫株式会社 太田営業所
東群運送株式会社 群馬営業所
日本郵便株式会社 太田郵便局
桐生商管株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 藪塚支店
株式会社正運 北関東
北関東運輸株式会社 本社営業所
福山エクスプレス株式会社 群馬太田営業所

群馬営業所

住所
群馬県前橋市駒形町２９６－１サニーコート２０１号
群馬県前橋市西善町６１７
群馬県前橋市中内町２５５－１
群馬県前橋市下大島字堰上１０２－４
群馬県前橋市上大島町１５７－１２
群馬県前橋市力丸町４８８－１
群馬県太田市新田小金町５－１９２
群馬県太田市新田小金町５丁目１９２番地
群馬県太田市新田市町７７－３
群馬県太田市新田反町町１６６－４

電話番号
027-280-8140
027-290-4343
027-266-3551
027-263-7700
027-261-7102
027-265-2860
048-647-9821
0276-60-9854
0276-57-1300
0276-56-3971

群馬県太田市新田木崎町１４０４－３

0276-20-8020

群馬県太田市新田木崎町１７６８－１

0276-20-8188

群馬県太田市新田大町６００－１

0276-30-9122

0276-40-7180
群馬県太田市粕川町４３５－１
0276-52-9321
群馬県太田市安養寺町２３６－１
群馬県太田市清原町１２－２２ 太田国際貨物ターミナル
0276-20-5551
内
0276-37-8080
群馬県太田市清原町２－１
0284-22-7258
群馬県太田市市場町１０６０－７
0276-20-2202
群馬県太田市東新町３２８－１
0276-50-2177
群馬県太田市東金井町１３５６
0276-31-5255
群馬県太田市大字別所字新田５３０－１
0276-45-2179
群馬県太田市石原町４４６
0276-45-4034
群馬県太田市内ヶ島町６４７－１
0276-47-2081
群馬県太田市小舞木町２０１番地１
0276-60-3988
群馬県太田市西矢島町１１６－１
0276-31-1099
群馬県太田市西新町９３－８
0276-47-0373
群馬県太田市飯田町９４８
0276-40-5777
群馬県太田市吉沢町９９０
0277-78-6447
群馬県太田市藪塚町２１６２－３
0277-32-3517
群馬県太田市大原町４２１－４
0277-78-6611
群馬県太田市大原町５－５，４－６
0277-78-1292
群馬県太田市六千石町１８３－９６
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
太田市
藤岡市
藤岡市
藤岡市
藤岡市
藤岡市
藤岡市
藤岡市
藤岡市
藤岡市
藤岡市
藤岡市
富岡市
富岡市
北群馬郡
甘楽郡
甘楽郡
甘楽郡
吾妻郡
吾妻郡
吾妻郡
吾妻郡
吾妻郡
佐波郡
佐波郡
佐波郡
佐波郡
佐波郡
佐波郡
佐波郡
佐波郡
佐波郡
佐波郡
佐波郡
邑楽郡

事業所名
有限会社大原運送 太田
ヤマト運輸株式会社 群馬奥多野センター
ヤマト運輸株式会社 群馬藤岡新町センター
マクサム通運株式会社 群馬営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 藤岡営業所
ヤマト運輸株式会社 藤岡新町支店
中越テック株式会社 群馬営業所
愛知陸運株式会社 藤岡営業所
株式会社トーリク 群馬営業所
安立運輸株式会社 群馬営業所
株式会社ジャパンカーゴ 藤岡営業所
ヤマト運輸株式会社 多野藤岡支店
土屋運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 富岡支店
株式会社横堀商事運輸 榛東
ヤマト運輸株式会社 甘楽支店
佐川急便株式会社 富岡営業所
上信トラック株式会社 下仁田営業所
吾妻環境株式会社 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
ヤマト運輸株式会社 群馬嬬恋センター
有限会社黒岩運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 群馬草津支店
株式会社泉川運輸 群馬営業所
ヤマト運輸株式会社 玉村支店
有限会社フレイト 本社営業所
ダイセーロジスティクス株式会社 群馬ハブセンター
有限会社ラビット 本社営業所
ティーロジエクスプレス株式会社 高崎営業所
株式会社新開トランスポートシステムズ 高崎営業所
福山通運株式会社 高崎支店
沼田貨物株式会社 高崎営業所
マルトチ運輸株式会社 群馬営業所
東群エクスプレス株式会社 高崎営業所
臼杵運送株式会社 北関東支店

住所
群馬県太田市新田村田町１２４２－２
群馬県藤岡市浄法寺字下三友９０７－１
群馬県藤岡市中島字下鮒窪３９９－１
群馬県藤岡市立石５１２－３
群馬県藤岡市森１０９
群馬県藤岡市藤岡字北ノ原７７５－６
群馬県藤岡市藤岡１３３０－１
群馬県藤岡市東平井字寺西１６１６－１
群馬県藤岡市東平井１４４５
群馬県藤岡市本動堂字上川原９７０－１
群馬県藤岡市中大塚１０６５－４
群馬県藤岡市白石字根岸２６２５－１
群馬県富岡市南後箇１１６５番地１
群馬県富岡市上小林字山神２２３－１
群馬県北群馬群榛東村大字広馬場３０４４－１２
群馬県甘楽郡甘楽町大字福島字赤坂１２５８－１３
群馬県甘楽郡甘楽町大字金井字北金井２７５－１
群馬県甘楽郡下仁田町大字下仁田４６６－４
群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町３４３－１
群馬県吾妻郡長野原町大字長野原字向原１３９２－１４
群馬県吾妻郡嬬恋村大字鎌原字笹平７１７－１
群馬県吾妻郡嬬恋村大字大笹２２００－１２
群馬県吾妻郡草津町大字前口字ウルイノ１２４－６
群馬県佐波郡玉村町大字樋越１１－１
群馬県佐波郡玉村町大字福島字屋敷１２３２－１
群馬県佐波郡玉村町大字飯倉２３５
群馬県佐波郡玉村町大字川井２１１０
群馬県佐波郡玉村町大字川井２５－４
群馬県佐波郡玉村町八幡原１９７６
群馬県佐波郡玉村町八幡原１９７１
群馬県佐波郡玉村町大字八幡原１９９４ー２
群馬県佐波郡玉村町上之手２０７５－１
群馬県佐波郡玉村町板井８１９
群馬県佐波郡玉村町八幡原１９７６
群馬県邑楽郡千代田町大字福島８５７－１
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電話番号
0277-46-6495
0274-52-3450
0274-20-2801
0274-50-9157
027-424-1290
0274-40-2631
0247-24-6520
0274-23-2604
0274-22-2787
0274-23-1277
0274-22-5130
0274-24-2021
0274-63-7234
0274-67-2363
0279-26-7722
0274-70-4390
0274-74-7474
0274-82-2249
0279-75-5444
048-647-9821
0279-80-2151
0279-96-0871
0279-88-2568
0270-75-4113
0270-75-2638
0270-65-1144
0270-65-8123
0270-64-0117
0270-50-1771
0270-64-2781
0270-65-8811
0270-65-3390
0270-61-8815
0270-25-5881
0276-89-1331

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
邑楽郡
邑楽郡
邑楽郡
邑楽郡
邑楽郡
邑楽郡
邑楽郡
邑楽郡

事業所名
有限会社ワイエスエンタープライズ
ヤマト運輸株式会社 大泉支店
株式会社三蔵 本社営業所
株式会社東洋陸送社 太田営業所
株式会社啓和運輸 大泉営業所
株式会社ギオン 群馬ステーション
有限会社竹澤運輸 本社営業所
田島運輸株式会社 本社営業所

本社営業所

邑楽郡

ヤマト運輸株式会社

邑楽支店

邑楽郡
邑楽郡
邑楽郡
邑楽郡
邑楽郡
邑楽郡
邑楽郡
邑楽郡
邑楽郡
邑楽郡
利根郡
利根郡

カンダコーポレーション株式会社 北関東ＣＳセンター
芳賀通運株式会社 邑楽事業所
株式会社オザワ運輸 本社営業所
有限会社オーケーサービス 明和営業所
マルエー運輸倉庫株式会社 本社営業所
株式会社丸和運輸機関 館林営業所
鴻池運輸株式会社 北関東流通センター営業所
有限会社カタベ急送 本社営業所
杉村運輸株式会社 群馬
ヤマト運輸株式会社 邑楽板倉センター
株式会社新鮮便 昭和インター営業所
ヤマト運輸株式会社 みなかみ支店

住所
群馬県邑楽郡大泉町東小泉２丁目１１－１４
群馬県邑楽郡大泉町大字吉田７８１－１
群馬県邑楽郡大泉町大字古海２１３３
群馬県邑楽郡大泉町いずみ１丁目３０８６－１５
群馬県邑楽郡大泉町仙石３－３０－２
群馬県邑楽郡大泉町仙石２－２４７０－２
群馬県邑楽郡邑楽町大字石打６４５－５
群馬県邑楽郡邑楽町大字狸塚６７９－１
群馬県邑楽郡邑楽町大字狸塚字高原３５８－１、３５５－
２
群馬県邑楽郡邑楽町大字赤堀字鞍掛１１７３－１
群馬県邑楽郡邑楽町大字篠塚字寺中４２０４－１
群馬県邑楽郡邑楽町大字篠塚２７４６
群馬県邑楽郡明和町南大島１５１６
群馬県邑楽郡明和町大字斗合田１１５－２
群馬県邑楽郡明和町大輪２５３２－１
群馬県邑楽郡千代田町大字舞木字横根原３０２７－５
群馬県邑楽郡板倉町大字海老瀬１０５９－９
群馬県邑楽郡板倉町泉野２－４０－７
群馬県邑楽郡板倉町大字飯野字中８４３－１
群馬県利根郡昭和村大字森下２０８０－１５
群馬県利根郡みなかみ町上津２０４４－１
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電話番号
0276-56-9037
0276-40-3022
0276-62-2851
0276-20-1150
0276-62-4161
0276-62-3131
0276-88-8711
0276-88-1761
0276-88-8453
0276-51-1800
0276-60-4010
0276-88-6111
0276-55-2938
0276-73-3025
0276-84-5959
0276-70-5141
0276-91-4100
0276-80-4050
0276-91-4116
0278-30-9005
0278-62-1935

主な輸送品目（任意掲載）

