貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
長野市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 安茂里支店
ヤマト運輸株式会社 信州川中島センター
長野通運株式会社 本社営業所
長野運送株式会社 篠ノ井営業所
中村陸送株式会社 本社営業所
吉田倉庫株式会社 本社
日本通運株式会社 長野警送営業所
長野運送株式会社 北長野営業所
綜合警備保障株式会社 長野支社
阿南自動車株式会社 長野営業所
太平洋陸送株式会社 長野営業所
長野陸送株式会社 篠ノ井営業所
株式会社ＪＡアグリエール長野 篠ノ井営業所
株式会社ケーツー 長野センター
株式会社パワード・エル・コム 長野営業所
南信貨物自動車株式会社 長野営業所
ヤマト運輸株式会社 長野篠ノ井支店
株式会社サカイ引越センター 長野支社
株式会社田中光男商会 株式会社田中光男商会
長野陸送株式会社 長野東営業所
株式会社コイシカワ 長野営業所
甲信越福山通運株式会社 長野支店
株式会社丸水運送センター 長野営業所
株式会社長野フロー 本社営業所
信州名鉄運輸株式会社 長野支店
信州名鉄流通株式会社 長野営業所
山梨貨物自動車株式会社 長野営業所
福山エクスプレス株式会社 長野営業所
ヤマト運輸株式会社 長野若穂センター
昌栄高速運輸株式会社 本社営業所
トナミ運輸信越株式会社 長野支店
諏訪梱包運輸株式会社 長野営業所
愛知車輌興業株式会社 長野営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

安全性優良事業所
住所

長野県長野市安茂里小市１丁目４１番５号
長野県長野市稲里町田牧字窪田１５９５番地５
長野県長野市稲里町田牧字東大下９１７
長野県長野市稲里町田牧字入会田１４９７
長野県長野市下氷鉋１丁目９－１
長野県長野市吉田４－１２－１１
長野県長野市桐原２丁目１－１
長野県長野市桐原２丁目１番１２号
長野県長野市高田２５９－２
長野県長野市篠ノ井横田字金山６０５
長野県長野市篠ノ井岡田４１５－１
長野県長野市篠ノ井岡田４１５－１
長野県長野市篠ノ井岡田４５２番地
長野県長野市篠ノ井会８５２－１
長野県長野市篠ノ井御幣川６６７－３
長野県長野市篠ノ井御幣川６６７－３
長野県長野市篠ノ井御幣川字松島６６０－１
長野県長野市篠ノ井布施五明５２－１
長野県長野市篠ノ井布施高田字臼女３６５番１の１
長野県長野市若穂牛島字村南沖１９４－１
長野県長野市若穂川田３８００－１２
長野県長野市若穂川田外新田３８００－６
長野県長野市若穂川田字外新田３８００－１２
長野県長野市若穂川田字外新田３８００－３
長野県長野市若穂川田字外新田３８００－８
長野県長野市若穂川田字外新田３８００－８
長野県長野市若穂川田字外新田３８００－８
長野県長野市若穂川田字外新田３８００番地６
長野県長野市若穂川田字古町上３５８７番
長野県長野市若穂綿内４５８番７
長野県長野市若里７－１１－５
長野県長野市小島田町１８６５
長野県長野市小島田町字新城６８３－１
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（長野県）
電話番号
026-264-7369
026-286-7160
026-291-1188
026-284-9135
026-284-2751
026-241-8101
026-244-3689
026-243-3677
026-227-0181
026-290-7250
026-299-8822
026-292-2287
026-292-1200
026-290-7884
026-299-5151
026-290-7560
026-293-4883
026-290-5135
026-292-0510
026-282-7121
026-214-2801
026-282-6955
026-282-1787
026-266-5531
026-282-6800
026-282-6830
026-266-5066
026-282-0292
026-282-0551
026-274-5591
026-228-6110
026-286-4640
026-283-2388

H30.11.1
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社スワリク 長野営業所
株式会社中村商会 本社営業所
株式会社ＪＡアグリエール長野 長野営業所
有限会社エスライン 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 長野上松センター
武石流通株式会社 本社
大谷総業運輸倉庫株式会社 長野営業所
松代運輸株式会社 本社
株式会社トヨナカ 長野営業所
第一貨物株式会社 長野支店
ジャパン流通株式会社 本社営業所
有限会社結城商事輸送 長野営業所
株式会社大原運輸 長野営業所
環境通信輸送株式会社 長野事業部
善光寺白馬電鉄株式会社 南営業所
近物レックス株式会社 長野支店
日本郵便株式会社 長野南郵便局
ヤマト運輸株式会社 長野今井センター
善光寺運送株式会社 川中島営業所
信州自動車株式会社 本社営業所
中越運送株式会社 長野営業所
ヤマト運輸株式会社 長野東支店
株式会社ＮＢＳロジソル 長野営業所
株式会社コスモフーズサービス 長野営業所
有限会社ユニバーサル運輸 本社
レンゴーロジスティクス株式会社 長野営業所
ヤマト運輸株式会社 長野稲葉センター
新潟運輸株式会社 長野支店
池田運輸株式会社 長野営業所
長野運輸株式会社 本社営業所
株式会社髙見澤 長野営業所
中央運輸株式会社 本社営業所
株式会社一城 北部営業所
ヤマト運輸株式会社 長野西和田センター
信越定期自動車株式会社 長野営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
長野県長野市小島田町中村西沖１８８１
長野県長野市松岡１－７－６
長野県長野市松代町大字東寺尾字松原東３２８５－１
長野県長野市松代町豊栄字村西５８３０番地６‐２
長野県長野市上松４丁目３０－２３
長野県長野市真島町真島１１７０番地１
長野県長野市真島町真島１５６４番地
長野県長野市真島町真島字本道６９０－１
長野県長野市真島町川合１３７２－１４
長野県長野市真島町川合字北稗島１９６３－１０
長野県長野市神明２５番地
長野県長野市神明５０番地
長野県長野市西尾張部１０１９－４ Ｂ１０２
長野県長野市青木島４－４－９
長野県長野市青木島町綱島字小中島７６３－９
長野県長野市青木島町大字大塚字北島７２０－１
長野県長野市川中島町御厨９５４－１
長野県長野市川中島町今里字松木河原１１４番地１
長野県長野市川中島町大字御厨１３６９外２筆
長野県長野市大橋南１－１８
長野県長野市大橋南１－２５
長野県長野市大橋南２丁目１３番
長野県長野市大橋南２丁目１５
長野県長野市大橋南二丁目２２
長野県長野市大字稲葉９４０－６８
長野県長野市大字稲葉字日詰沖１７３１
長野県長野市大字稲葉字八幡田沖２４８８－１
長野県長野市大字屋島３３３７－１
長野県長野市大字下駒沢字五反田７２０－７７
長野県長野市大字石渡１３２－２
長野県長野市大字赤沼字柳橋２２７６－２
長野県長野市大字川合新田字古屋敷北３４８７
長野県長野市大字大町７３８－１２
長野県長野市大字大町字大堰内７０６－１
長野県長野市大字東和田舞台堰沖８３２
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電話番号
026-214-6722
026-222-5600
026-261-2133
026-215-7088
026-263-7701
026-284-9543
026-285-6255
026-284-5625
026-286-7845
026-283-1144
026-283-5070
026-285-0537
026-259-5865
026-284-3152
026-283-4773
026-285-5300
026-284-9595
026-254-7145
026-285-2564
026-283-1313
026-285-4161
026-284-6442
026-254-6701
026-285-7191
026-222-3118
026-221-2242
026-225-6120
026-241-1161
026-296-7080
026-243-7371
026-296-9001
026-221-2222
026-295-6789
026-295-8200
026-243-6561

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

安曇野市

飯田市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 長野徳間支店
株式会社新開トランスポートシステムズ 長野営業所
株式会社都市貨物輸送 長野営業所
ヤマト運輸株式会社 長野主管支店
川野運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 長野屋島センター
有限会社一城海運 本社営業所
共同サービス株式会社 本社営業所
善光寺白馬電鉄株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 長野中御所センター
セイノースーパーエクスプレス株式会社 長野営業所
長野陸送株式会社 長野営業所
日本郵便輸送株式会社 長野営業所
三鱗運送株式会社 長野営業所
株式会社アサヒセキュリティ 長野営業所
サンシンエキスプレス株式会社 本社
日本郵便株式会社 穂高郵便局
前橋南部運送株式会社 信州あづみ野営業所
共和運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 安曇野北支店
ヤマト運輸株式会社 安曇野インター支店
丸富物流株式会社 松本営業所
株式会社ナガヤマ物流 安曇野営業所
アート梱包運輸株式会社 松本営業所
南信貨物自動車株式会社 松本営業所
株式会社藤田運輸 本社営業所
メイコー運輸株式会社 本社営業所
阿南自動車株式会社 豊科営業所
株式会社ＪＡアグリエール長野 あづみ営業所
明科陸運株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 明科センター
臼杵運送株式会社 長野
甲信越福山通運株式会社 飯田営業所
三岐通運株式会社 飯田営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
長野県長野市大字徳間３１２９番地
長野県長野市大字南長池字村前１４６－２
長野県長野市大字穂保４３６番地１３
長野県長野市大字穂保字中ノ配３１７－１
長野県長野市大字北長池字新田４０５
長野県長野市大字北長池字牧田２７１－５
長野県長野市大町７３７－１８
長野県長野市丹波島１－７５８
長野県長野市中御所１丁目２０番１号
長野県長野市中御所４丁目７番２５号
長野県長野市南高田２－３－３
長野県長野市日詰１４０１番地
長野県長野市北長池１８９８－３
長野県長野市北長池字山王南沖２００３－９
長野県長野市柳原２５５１番地１９
長野県安曇野市三郷温６５４７－１
長野県安曇野市穂高５６１７－１
長野県安曇野市穂高５７３０－１
長野県安曇野市穂高８１６９－２
長野県安曇野市穂高柏原２１２８－４
長野県安曇野市豊科３５２９－１
長野県安曇野市豊科４６６７－２８
長野県安曇野市豊科高家１１８９－１
長野県安曇野市豊科高家１３８－４
長野県安曇野市豊科高家２２８７－１０
長野県安曇野市豊科高家２２８７番地１２
長野県安曇野市豊科南穂高１０８５－２
長野県安曇野市豊科南穂高６２７
長野県安曇野市堀金三田３３６０番地３
長野県安曇野市明科光５３８－１
長野県安曇野市明科七貴８９０４番地１
長野県安曇野市明科南陸郷１３３－１０
長野県飯田市下殿岡５０１－１、５０１－２、５０４－
４、５０７－１、５０８－１、５０３－３
長野県飯田市座光寺３６３１－２

3／14 ページ

電話番号
026-263-2303
026-221-5451
026-217-0708
026-296-2173
026-243-7778
026-244-8018
026-295-6789
026-285-2921
026-227-2270
026-229-6237
026-263-0050
026-221-2191
026-259-1926
026-263-6566
026-236-9511
0263-77-7750
0263-82-4049
0263-31-6619
0263-82-8166
0263-81-3878
080-5044-4282
0263-72-6819
0263-71-1021
0263-72-8488
0263-73-0605
0263-71-3067
0263-72-6428
0263-73-6100
0263-72-7360
0263-62-3065
0263-81-2056
0263-62-5211
0265-25-0292
0265-24-3732

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

飯山市

伊那市

事業所名

住所

電話番号

株式会社コスモフーズサービス 本社
ヤマト運輸株式会社 飯田座光寺センター
南信郵便逓送株式会社 飯田営業所
ヤマト運輸株式会社 飯田山本支店
佐川急便株式会社 飯田営業所
ヤマト運輸株式会社 飯田松尾センター
株式会社パワード・エル・コム 飯田営業所
城南運送株式会社 本社営業所
有限会社飯田市場運輸 本社
信州名鉄運輸株式会社 飯田支店
有限会社パル飯田 本社営業所
東海西濃運輸株式会社 飯田支店
阿南自動車株式会社 飯田営業所
竜峡自動車株式会社 本社営業所
株式会社丸運工業 本社営業所
辰野貨物運送株式会社 飯田営業所
昭和運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 飯田中央センター
ヤマト運輸株式会社 天竜峡支店
株式会社吉川 本社営業所
日本郵便株式会社 飯田郵便局
甲信越福山通運株式会社 飯山営業所
ヤマト運輸株式会社 飯山支店
中京陸運株式会社 飯山営業所
信越定期自動車株式会社 飯山営業所
日本郵便株式会社 伊那郵便局
ヤマト運輸株式会社 伊那美すずセンター
株式会社中央高速運輸 本社
ヤマト運輸株式会社 宮田センター
近物レックス株式会社 伊那支店
日本通運株式会社 伊那営業所

長野県飯田市座光寺５１５８番地
長野県飯田市座光寺５２７２－２
長野県飯田市大通１丁目３３番３号
長野県飯田市三日市場１４１２－１
長野県飯田市三日市場１４４０－１
長野県飯田市松尾寺所６９８７－４
長野県飯田市松尾上溝５９４９－１
長野県飯田市松尾上溝５９４９－１
長野県飯田市松尾新井７１３２
長野県飯田市松尾明７５０３
長野県飯田市松尾明７５５１－２
長野県飯田市松尾明７５６０
長野県飯田市松尾明７６６７番地
長野県飯田市松尾明７７４２
長野県飯田市松尾明７７４４番地
長野県飯田市上郷飯沼３４５８－１
長野県飯田市上郷別府３３２１－８外３筆
長野県飯田市上郷別府３３２１番地５
長野県飯田市川路７５０１－２
長野県飯田市嶋９０－５
長野県飯田市鈴加町１丁目７
長野県飯山市大字飯山字大道西５３３１－１
長野県飯山市大字木島字宮の前９２４－４
長野県飯山市大字寿字西長峯９５－１
長野県飯山市大字飯山字野坂田河原３６９１－１
長野県伊那市伊那３２９７－２
長野県伊那市上牧７１９３番地２
長野県伊那市西春近５８４８－２
長野県伊那市西春近６０５３番地
長野県伊那市西春近字下ノ島２５６４
長野県伊那市大字伊那字中の原８２２８－１６７

0265-21-2241
0265-56-4286
0265-22-1038
0265-25-6869
0265-25-1119
0265-56-0413
0265-24-2356
0265-24-5366
0265-53-1888
0265-22-4040
0265-24-8311
0265-22-2501
0265-24-2208
0265-23-2043
0265-23-1515
0265-23-3410
0265-22-7123
0265-56-3840
0265-27-6045
0265-26-1246
0265-22-0075
0269-62-3544
0269-62-2953
0269-62-6155
0269-62-3175
0265-72-2896
0265-71-5732
0265-73-8320
0265-77-2013
0265-72-3151
0265-72-3141

株式会社パワード・エル・コム 伊那営業所

長野県伊那市大字西春近字下小出前５８５４－２他１２筆

0265-98-6570

佐川急便株式会社 伊那営業所
株式会社長野フロー 伊那営業所

長野県伊那市大字西箕輪字中島７２００－６４
長野県伊那市大字福島１９７９番地６２９

0265-73-1400
0265-96-0308

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

上田市

大町市

事業所名
日通伊那運輸株式会社 本社営業所
大谷総業運輸倉庫株式会社 伊那営業所
協同サービス株式会社 本社営業所
北三運輸株式会社 長野営業所
日信サービス株式会社 神の倉事業所
中部陸運株式会社 本社営業所
株式会社一城輸送 本社営業所
株式会社ニヤクコーポレーション 上田事業所
諏訪梱包運輸株式会社 上田営業所
眞田陸送株式会社 本社営業所
有限会社永商 本社営業所
大栄運輸株式会社 本社
有限会社上田急便 本社営業所
上田運送株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 上田西支店
ヤマト運輸株式会社 上田東支店
信越定期自動車株式会社 上田営業所
下伊那自動車株式会社 上田営業所
信州名鉄運輸株式会社 上田営業所
川西陸送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 上田常磐城センター
日本通運株式会社 上田総合物流センター営業所
菱化ロジテック株式会社 上田営業所
日本郵便株式会社 上田郵便局
ヤマト運輸株式会社 信州丸子センター
ＦＴ物流株式会社 本社営業所
株式会社小宮山運送 本社営業所
株式会社イノウエ 本社営業所
佐川急便株式会社 白馬営業所
八雲運送株式会社 本社営業所
信州名鉄運輸株式会社 大町営業所
有限会社合津運輸 本社営業所
近物レックス株式会社 大町営業所
ヤマト運輸株式会社 大北支店
株式会社安曇 本社営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
長野県伊那市中の原８２２８－１６７
長野県伊那市野底８２６８番地２８
長野県上田市塩川３１２２－２
長野県上田市塩川５８３７－６
長野県上田市塩川５８３７番地８
長野県上田市下塩尻７５－２
長野県上田市下塩尻７９７番地１
長野県上田市下塩尻字渋草３７８
長野県上田市秋和３２３－１
長野県上田市真田町長３７９４－１
長野県上田市真田町長６２４６番地１
長野県上田市真田町長６５１８
長野県上田市真田町傍陽６６０８－６
長野県上田市大字下塩尻字灰塚４９８－１２
長野県上田市大字下之郷字東原田１４８４－１
長野県上田市大字古里字西の手１１１－２
長野県上田市大字秋和字森下２６１－８
長野県上田市大字住吉字鳥居町２６７－１８
長野県上田市大字小牧字絵図之木８８４－６
長野県上田市大字上塩尻１６５－３
長野県上田市大字常磐城字魔除２２４８－１
長野県上田市大字殿城字下ノ久保１４７番地１
長野県上田市大字富士山字北迎山２４７１番地１
長野県上田市中央西２丁目２－２
長野県上田市中丸子字大耽１７２８番地１
長野県上田市長瀬１６０３－１
長野県上田市舞田４８番地１
長野県上田市舞田７１０番地
長野県大町市社松崎６８８５－１
長野県大町市常盤９５８４
長野県大町市大字社５４２９－２７
長野県大町市大字常盤３６７１
長野県大町市大字大町２８９６番地２
長野県大町市大字大町字子安沖２８３１
長野県大町市大字平８６５７－１
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電話番号
0265-76-9311
0265-73-2811
0268-36-2327
0268-34-7788
0268-36-1500
0268-24-4403
0268-21-6789
0268-22-8805
0268-22-4191
0268-72-2345
0268-72-9111
0268-72-2031
0268-61-5500
0268-22-0360
0268-38-8850
0268-25-0890
0268-55-2346
0268-24-7249
0268-24-1223
0268-23-2266
0268-22-3901
0268-27-0202
0268-38-9311
0268-22-0077
0268-43-8730
0268-43-4755
0268-39-3939
0268-39-7881
0263-53-4100
0261-23-7095
0261-26-3560
0261-22-8341
0261-22-1356
0261-26-3235
0261-22-0704

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
岡谷市

駒ヶ根市

小諸市

佐久市

事業所名
諏訪梱包運輸株式会社 岡谷営業所
岡谷運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 岡谷北支店
大井運送株式会社 本社営業所
株式会社タケウチライン 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 岡谷中央支店
有限会社河口運送 本社営業所
有限会社丸伝運送 駒ヶ根営業所
ヤマト運輸株式会社 駒ヶ根支店
上伊那貨物自動車株式会社 駒ヶ根営業所
日本郵便株式会社 駒ヶ根郵便局
長野コスモ物流株式会社 コスモ物流ロジステージ
ホソヤ物流株式会社 本社営業所
三鱗運送株式会社 佐久平営業所
信州自動車株式会社 佐久営業所
ヤマト運輸株式会社 東小諸センター
下伊那自動車株式会社 小諸支店
みすゞ運輸有限会社 本社
信越定期自動車株式会社 小諸営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 佐久営業所
信州名鉄流通株式会社 佐久営業所
信州名鉄運輸株式会社 佐久支店
株式会社ＪＡアグリエール長野 小諸営業所
ヤマト運輸株式会社 小諸センター
ヤマト運輸株式会社 信州臼田センター
株式会社トラックス 本社営業所
株式会社アスカ・コーポレーション 長野支店
ヤマト運輸株式会社 佐久支店
ヤマト運輸株式会社 佐久中込原センター
株式会社シンコー 佐久営業所
日本郵便株式会社 佐久郵便局
有限会社バンノー 本社営業所
信州名鉄運送株式会社 佐久支店
佐川急便株式会社 佐久営業所
諏訪梱包運輸株式会社 佐久営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
長野県岡谷市郷田１－３－１
長野県岡谷市神明町４－２１－８
長野県岡谷市神明町４－６０
長野県岡谷市長地小萩１丁目１４－２
長野県岡谷市長地梨久保１丁目６－２２
長野県岡谷市塚間町２丁目６４２２番地１
長野県岡谷市堀ノ内２丁目２０－６
長野県駒ヶ根市赤穂３３０番地２６
長野県駒ケ根市赤穂５６２１－２
長野県駒ケ根市赤穂７２５１番
長野県駒ケ根市中央１３－１３
長野県小諸市耳取１４６１－１
長野県小諸市大字加増９３１－１
長野県小諸市大字御影新田字和田原２７１２－１
長野県小諸市大字市高塚１１３５－１
長野県小諸市大字市字五反田８０４－３
長野県小諸市大字市字土橋９１６－１２
長野県小諸市大字森山１００５－２
長野県小諸市大字柏木２３４－５
長野県小諸市大字和田字下原５９８－６
長野県小諸市大字和田字古屋敷４６４－２
長野県小諸市大字和田字古屋敷４６４－２
長野県小諸市大字和田字砂原４８３－１０
長野県小諸市丙水梨４８５－１
長野県佐久市臼田１１０２番６
長野県佐久市根々井２０２番地１
長野県佐久市小田井９１５番地１
長野県佐久市大字岩村田北１丁目６－１
長野県佐久市大字中込字大塚２９８８番地１
長野県佐久市大字鳴瀬字原口１４０２－１
長野県佐久市中込３７３４－１２
長野県佐久市長土呂２２番地６
長野県佐久市長土呂８００－１１
長野県佐久市長土呂字聖原６４－２４
長野県佐久市塚原４７６－１
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電話番号
0266-23-0645
0266-22-8111
0266-23-0881
0266-27-5115
0266-28-4148
0266-21-1256
0266-22-5921
0265-98-0080
0265-82-7102
0265-82-4131
0265-83-2575
0267-24-0660
0267-25-2254
0267-31-6123
0267-22-9511
0267-26-6405
0267-23-5588
0267-22-1726
0267-22-3338
0267-23-1435
0267-25-1755
0267-25-1616
0267-23-5902
0267-25-5152
0267-81-4424
0267-66-1092
0267-88-7651
0267-68-8953
0267-63-1523
0267-68-8000
0267-64-8600
0267-66-1700
0267-67-2161
0267-67-5800
0267-68-9780

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

塩尻市

須坂市

諏訪市

事業所名
一宮運輸株式会社 長野営業所
有限会社エースライン 本社営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 長野営業所
有限会社寿昇運 塩尻営業所
中村陸送株式会社 塩尻営業所
アキタ株式会社 長野営業所
日本図書輸送株式会社 松本営業所
愛知車輌興業株式会社 塩尻営業所
早川運輸株式会社 松本営業所
細川運送株式会社 本社営業所
松本運送株式会社 本社営業所
エムディエイ株式会社 本社営業所
近物レックス株式会社 松本支店
セコム上信越株式会社 長野県現送センター
横山運送有限会社 本社
善光寺白馬電鉄株式会社 松本営業所
柴又運輸株式会社 松本営業所
大高運輸株式会社 塩尻営業所
ヤマト運輸株式会社 松本主管支店
中越運送株式会社 松本営業所
株式会社中央高速運輸 松本営業所
ヤマト運輸株式会社 塩尻支店
有限会社丸信システム流通 本社
株式会社シーエックスカーゴ 長野営業所
佐川急便株式会社 長野営業所
日本通運株式会社 長野営業所
株式会社エム．ケイライン 本店営業所
ヤマト運輸株式会社 須坂南センター
有限会社おもと急送 長野支店
ヤマト運輸株式会社 須坂支店
信越定期自動車株式会社 須坂営業所
東海西濃運輸株式会社 長野支店
株式会社小泉運輸松本 本社営業所
みゆき野運輸株式会社 須坂営業所
長野第一物流株式会社 諏訪営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
長野県佐久市田口５５８０－２
長野県佐久市八幡字神明５６３番
長野県塩尻市広丘吉田３３５１
長野県塩尻市広丘吉田６７０－１
長野県塩尻市広丘高出１９６５－１
長野県塩尻市広丘高出字北原２０１３－１
長野県塩尻市広丘野村金塚１０４２－１
長野県塩尻市宗賀本山５２６０－５
長野県塩尻市洗馬字太田２９２－２
長野県塩尻市大字広丘吉田５１２番地９
長野県塩尻市大字広丘吉田５７３－１
長野県塩尻市大字広丘吉田６４２番地１３
長野県塩尻市大字広丘吉田字八幡原５６５番１外８筆
長野県塩尻市大字広丘高出１５８２－１
長野県塩尻市大字広丘野村１６１１－１
長野県塩尻市大字広丘野村字角前１９１１，１９０９
長野県塩尻市大字広丘野村字角前１９１３
長野県塩尻市大字広丘野村字角前１９４４
長野県塩尻市大字広丘野村字角前１９４５－１
長野県塩尻市大字宗賀字床尾１６２１
長野県塩尻市大字洗馬字西原７７１８－３
長野県塩尻市大字大門字桔梗ケ原１０７９－５１
長野県塩尻市大門桔梗町１７－３
長野県須坂市井上砂田１７００－１１
長野県須坂市大字井上７００－１
長野県須坂市大字井上字砂田１７００－１
長野県須坂市大字幸高２６０番地８
長野県須坂市大字幸高字後荒市場２１８番地１
長野県須坂市大字高梨字西田２１１番地９
長野県須坂市大字小河原字六川道西沖３１１２－１
長野県須坂市大字須坂１６４８
長野県須坂市大字福島字雁土橋３６１－１
長野県須坂市大字米持５５５番地３
長野県須坂市大字野辺字竹ノ春１３５４－６
長野県諏訪市沖田２－１３１－１
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電話番号
0267-82-7880
0267-58-0102
0263-85-3148
026-385-4050
0263-50-5152
0263-54-7100
0263-54-6836
0263-53-4533
0263-53-6320
0263-55-4730
0263-58-0122
0263-85-3333
0263-86-7001
0263-53-4475
0263-52-7611
0263-53-3833
0263-51-0755
0263-53-6266
0263-54-1950
0263-52-7577
0263-50-6123
0263-51-0008
0263-53-4300
026-248-7755
026-251-2511
026-246-8371
026-242-7222
026-242-7243
026-285-0033
026-048-6664
026-245-3747
026-248-5800
026-214-2830
026-246-6355
0266-52-6250

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

千曲市

茅野市

事業所名
東海西濃運輸株式会社 諏訪支店
ヤマト運輸株式会社 諏訪湖南センター
有限会社清水企画 本社営業所
有限会社丸伝運送 諏訪営業所
山谷運輸株式会社 本社営業所
信州西部陸送株式会社 本社営業所
信州名鉄運送株式会社 諏訪支店
阿南自動車株式会社 諏訪営業所
近物レックス株式会社 諏訪支店
日通伊那運輸株式会社 諏訪営業所
ヤマト運輸株式会社 諏訪支店
丸全電産ロジステック株式会社 諏訪営業所
株式会社山信運輸 本社
大井運送株式会社 諏訪営業所
南信貨物自動車株式会社 諏訪営業所
株式会社スワリク 本社営業所
ヒタチ株式会社 長野ハブセンター
ヤマトボックスチャーター株式会社 長野支店
株式会社ヤマザキ物流 長野営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 長野営業所
株式会社アルプスウェイ 長野営業所
株式会社小川急送 本社営業所
長野第一物流株式会社 屋代営業所
株式会社ムラヤマロジテック 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 戸倉上山田センター
早川運輸株式会社 更埴営業所
ヤマト運輸株式会社 更埴センター
信越定期自動車株式会社 屋代営業所
花王ロジスティクス株式会社 更埴営業所
株式会社シンクラン 更埴営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 諏訪営業所
諏訪貨物自動車株式会社 茅野営業所
三鱗運送株式会社 諏訪営業所
日本郵便株式会社 茅野郵便局
安立運輸株式会社 長野営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
長野県諏訪市沖田町４－４１
長野県諏訪市湖南１３３３番地１
長野県諏訪市湖南３８６５－８
長野県諏訪市大字四賀字仲田通２３８９番地
長野県諏訪市大字中洲２９６２
長野県諏訪市大字中洲４８７７－２
長野県諏訪市大字中洲５３４３－１０
長野県諏訪市大字中洲字松山５５０２－１８
長野県諏訪市大字中洲字新田５３４３－９
長野県諏訪市大字豊田１０７０
長野県諏訪市大字豊田字橋下１２３２－１
長野県諏訪市中洲４６４２番地１０
長野県諏訪市中洲５５０２－２１
長野県諏訪市中洲字三ツ俣５７０９－２１
長野県諏訪市中洲松山５５０２－１６
長野県諏訪市豊田１０７０－１
長野県千曲市雨宮４１１
長野県千曲市大字雨宮２４４３－１
長野県千曲市大字雨宮５３４－１
長野県千曲市大字屋代字高畑１４８３－１
長野県千曲市大字屋代字中島３０７５－１
長野県千曲市大字栗佐１０７８－１
長野県千曲市大字栗佐１６２２
長野県千曲市大字上徳間４６６－２
長野県千曲市大字上徳間字中村３９３番地２
長野県千曲市新田９６－１
長野県千曲市大字新田字東上川原７１８
長野県千曲市大字打沢字大圦２７－４
長野県千曲市大字八幡１１２２－１
長野県千曲市大字八幡大道北３１７０
長野県茅野市ちの２６２６－４
長野県茅野市ちの３４４２－１
長野県茅野市ちの字古川１８８－１
長野県茅野市宮川４４０４－８
長野県茅野市宮川字赤田１３８２－１
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電話番号
0266-58-1818
0266-53-8557
0266-52-8008
0266-53-2155
0266-52-5432
0266-57-1380
0266-52-6565
0266-52-5170
0266-52-6655
0266-54-2360
0266-56-2018
0266-54-5900
0266-58-1226
0266-58-8050
0266-52-1357
0266-52-6193
026-273-9222
026-274-7735
026-261-3533
026-273-3812
026-273-8250
026-274-2224
026-272-0148
026-275-6601
026-261-0530
026-274-5004
026-273-4627
026-272-0455
026-272-6200
026-261-3371
0266-82-7100
0266-72-2125
0266-72-5005
0266-72-4340
0266-75-0079

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

東御市

中野市

松本市

事業所名

住所

電話番号

新潟運輸株式会社 諏訪支店
ヤマト運輸株式会社 茅野宮川センター
ヤマト運輸株式会社 茅野支店
株式会社食品流通システム 東御センター

長野県茅野市宮川字馬場１１１３－３１
長野県茅野市宮川平通１９５９番地２
長野県茅野市米沢字宮田２３４－１
長野県東御市加沢１３８番地２６

ＩＰＤロジスティクス株式会社 本社営業所

長野県東御市加沢８８番地１

0268-63-1151

長野第一物流株式会社 上田営業所
株式会社まるすぎ 長野営業所
東海西濃運輸株式会社 上田支店
丸協運輸株式会社 本社営業所
甲信越福山通運株式会社 上田支店
長野運輸株式会社 東信営業所
近物レックス株式会社 上田支店
ヤマト運輸株式会社 東御センター
エボシ山急送株式会社 本社営業所
アート梱包運輸株式会社 本社営業所
株式会社丸勝渡辺運輸 本社
トナミ運輸信越株式会社 上田営業所
佐川急便株式会社 上田営業所
長野陸送株式会社 上田営業所
坂城運輸株式会社 東御営業所
新潟運輸株式会社 上田支店
信州名鉄運輸株式会社 北信濃営業所
信州名鉄運送株式会社 北信濃営業所
清水梱包運輸株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 信州中野支店
中野市農協運輸株式会社 新井営業所
信越定期自動車株式会社 中野営業所
上越運送株式会社 長野支店
有限会社スター物流 本社営業所
株式会社あづみ野 本社営業所
酸和運送株式会社 しなの営業所
梓運輸株式会社 本社営業所
信州名鉄流通株式会社 松本支店
信州自動車株式会社 松本営業所

長野県東御市加沢字上川原１３８－３２
長野県東御市加沢字赤石４０４－１
長野県東御市加沢字東原１４２８－１
長野県東御市滋野乙１５１９－１
長野県東御市滋野乙１８４４
長野県東御市滋野字高石３３９５－１５
長野県東御市常田字伊豆宮７７－１
長野県東御市大字滋野字鞍掛乙１７６５番地６
長野県東御市大字祢津９７１番地９
長野県東御市八重原３５１０－１
長野県東御市布下７４６－３
長野県東御市本海野１７１７－１
長野県東御市本海野１７９０－１
長野県東御市和１４９９－１９
長野県東御市和１５４６－１
長野県東御市和字下平３６１８他３筆
長野県中野市吉田立石木９２－１
長野県中野市大字吉田９２番地１
長野県中野市大字栗林字松原６５２－２
長野県中野市大字江部字川原田１４０９－５
長野県中野市大字新井３１７
長野県中野市大字草間字栗林上１３６９番１
長野県中野市立ケ花４５０－１
長野県松本市梓川倭２１０３番地２
長野県松本市梓川倭３７５６－１
長野県松本市梓川倭３８７８番地１
長野県松本市梓川倭５９５－２
長野県松本市鎌田２－８－１０
長野県松本市高宮北１－１９

0268-63-0050
0268-63-7111
0268-62-1201
0268-62-1166
0268-64-4600
0268-64-5010
0568-64-3770
0268-63-0072
0268-62-4156
0268-67-0351
0268-67-0121
0268-64-4111
0268-62-4151
0268-64-0118
0268-62-2727
0268-63-0660
0269-22-3105
0269-22-0362
0269-22-5342
0269-22-7906
0269-26-7982
0269-22-3534
0269-23-5721
0263-76-2324
0263-78-5358
0263-76-2100
0263-76-1010
0263-48-5811
0263-25-4157

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。
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他１６筆

主な輸送品目（任意掲載）

0266-73-1255
0266-82-8060
0266-73-0389
0268-64-7676
機械・機械部品、輸送機械・輸送機
械部品、木材・木製品

市区郡名

事業所名
株式会社ＮＢＳロジソル 松本営業所
有限会社松本商運 本社
株式会社ニヤクコーポレーション 松本事業所
大谷総業運輸倉庫株式会社 松本第２営業所
南信貨物自動車株式会社 笹賀営業所
王子陸運株式会社 松本営業所
山梨貨物自動車株式会社 松本営業所
株式会社サカイ引越センター 松本支社
株式会社スワリク 松本営業所
長野陸送株式会社 松本支店
信州運送株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 松本支店コンテナ営業所
南信郵便逓送株式会社 松本営業所
甲信越福山通運株式会社 松本支店
栄光運輸株式会社 本社営業所
松本牛乳輸送株式会社 本社営業所
有限会社甲南物流 長野営業所
明科陸運株式会社 松本営業所
ヤマト運輸株式会社 松本西支店
新潟運輸株式会社 松本支店
長野石油輸送株式会社 松本営業所
日本通運株式会社 大久保営業所
日通松本運輸株式会社 本社営業所
髙原急配株式会社 本社
ＮＹＴ株式会社 松本営業所
株式会社新潟食品運輸 松本営業所
大谷総業運輸倉庫株式会社 松本営業所
中央運輸株式会社 松本営業所
株式会社丸進 本社
株式会社パワード・エル・コム 松本営業所
有限会社宮崎配送センター 長野営業所
諏訪梱包運輸株式会社 松本営業所
富士物流株式会社 松本営業所
アルプス運輸建設株式会社 本社営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 松本営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
長野県松本市今井７１１０－６４
長野県松本市今井７１１６－１
長野県松本市今井７２５５
長野県松本市笹賀４０１１番地１３
長野県松本市笹賀４６３１番地
長野県松本市笹賀５２００－１
長野県松本市笹賀７１４９－１
長野県松本市笹部２丁目３番２０号
長野県松本市市場１０番地３
長野県松本市市場３９７番地５
長野県松本市寿北６丁目２４－２４
長野県松本市出川町２０番地４０
長野県松本市小屋北１丁目１４番１９号
長野県松本市神林５８１６－１
長野県松本市神林小坂道７１０７－５１
長野県松本市征矢野１丁目７番４３号
長野県松本市村井町北一丁目６９３－４
長野県松本市村井町南２丁目９番３号
長野県松本市大字今井６６８９－１
長野県松本市大字今井字松本道７２５３－２
長野県松本市大字今井字和田道４８２４－３
長野県松本市大字笹賀５６５２－９
長野県松本市大字笹賀５６５２番地９
長野県松本市大字笹賀５９２９－７
長野県松本市大字笹賀６４９１－１
長野県松本市大字笹賀６５３１－２５
長野県松本市大字笹賀７２０９番地１
長野県松本市大字笹賀７６００－４１
長野県松本市大字笹賀７６００－４１
長野県松本市大字笹賀７６００番地４１
長野県松本市大字笹賀７６００番地４１主棟２Ｆ
長野県松本市大字笹賀７８５３
長野県松本市大字笹賀７９４１
長野県松本市大字神林字下神小字大畑３８６４－７
長野県松本市大字神林字唐沢５０９８－３
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電話番号
0263-57-2242
0263-87-7730
0263-86-2987
0263-86-5241
0263-88-2680
0263-24-2138
0263-57-5611
0263-24-1140
0263-24-3345
0263-25-2038
0263-58-3623
0263-25-3956
0263-58-9570
0263-86-6200
0263-40-5560
0263-25-5828
0263-86-2735
0263-57-1196
0263-85-1713
0263-86-1058
0263-58-2844
0263-26-0446
0263-24-1800
0263-28-2700
0263-26-9397
0263-87-2226
0263-86-5200
0263-57-6193
0263-57-3096
0263-85-7552
0263-87-3018
0263-28-5912
0263-26-8436
0263-26-3771
0263-58-5642

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

上伊那郡

事業所名
信越定期自動車株式会社 松本営業所
日本通運株式会社 南松本営業所
ヤマト運輸株式会社 松本インター支店
北安陸送株式会社 松本物流センター
ヤマト運輸株式会社 松本山辺センター
株式会社タイラ運輸 本社営業所
株式会社コスモフーズサービス 松本営業所
株式会社ケン・ワークス 本社
信州名鉄運輸株式会社 松本支店
阿南自動車株式会社 松本支店
レンゴーロジスティクス株式会社 松本事業所
九州興業株式会社 本社営業所
つばさ運輸株式会社 本社営業所
綜合警備保障株式会社 長野支社 松本支店
丸中運送株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 松本南郵便局
株式会社食品流通システム 松本センター
日本郵便輸送株式会社 松本営業所
ヤマト運輸株式会社 松本東支店
長野第一物流株式会社 松本営業所
第一貨物株式会社 松本支店
ヤマト運輸株式会社 松本南支店
菊池運輸株式会社 松本営業所
株式会社アルプスウェイ 本社営業所
日発運輸株式会社 伊那営業所
大河原運送株式会社 辰野営業所
株式会社東日本トランスポート 南信営業所
東新物流株式会社 長野営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 伊那営業所
株式会社泉翔 本社
ヤマト運輸株式会社 伊那支店
上伊那貨物自動車株式会社 伊那営業所
阿南自動車株式会社 伊那営業所
株式会社ＪＡアグリエール長野 伊那営業所
株式会社スワリク 伊那営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
長野県松本市大字神林字藤塚５７１６
長野県松本市大字双葉３５８－５９
長野県松本市大字島立１０４１－１
長野県松本市大字島立字水無３７８４－２
長野県松本市大字里山辺字横堰１９６７番地１
長野県松本市大字和田１６４６－１
長野県松本市大字和田３９６７－１８
長野県松本市大字和田３９６７番地２３
長野県松本市大字和田４８６１
長野県松本市大字和田字下西原４６２０番地
長野県松本市大字和田南西原５５１１－８
長野県松本市筑摩２－３４－３５
長野県松本市南松本２－６－５２
長野県松本市南松本２－７－３０
長野県松本市波田１００５３－１
長野県松本市平田東２－１７－１
長野県松本市平田東２丁目９番１７号
長野県松本市平田東３－１６－３
長野県松本市並柳１丁目１０－１８
長野県松本市野溝東１丁目１－４１
長野県松本市野溝東１丁目１番４１号
長野県松本市野溝木工２丁目３８２番地１９
長野県松本市和田３９６７－３１
長野県松本市和田字南西原４０１０番地２８
長野県上伊那郡宮田村４７７－１
長野県上伊那郡辰野町大字伊那富２６６９－２
長野県上伊那郡辰野町大字伊那富７４６１－１
長野県上伊那郡中川村片桐６５１２－１１２
長野県上伊那郡南箕輸村５５５３－１他１筆
長野県上伊那郡南箕輪村２３８０－７７６
長野県上伊那郡南箕輪村三本木原８３０４－５２２
長野県上伊那郡南箕輪村字才家８１６０－２
長野県上伊那郡南箕輪村字中の原９６３４－２
長野県上伊那郡南箕輪村字中の原９７４１－３
長野県上伊那郡南箕輪村字中の原９９０２－５
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電話番号
0263-57-8015
0263-27-0836
0263-40-0802
0263-47-2194
0263-35-8507
0263-48-4146
0263-87-0074
0263-87-6580
0263-48-5000
0263-40-3500
0263-48-4689
0263-25-7770
0263-28-0763
0263-28-4130
0263-92-3141
0263-58-8842
0263-85-6745
0263-58-6702
0263-28-0002
0263-25-6163
0263-27-1414
0263-24-3367
0263-48-0271
0263-40-1147
0265-85-6172
0266-41-0864
0266-41-5775
0265-88-3951
0265-74-7011
0265-72-8861
0265-71-5075
0265-72-6188
0265-73-2652
0265-78-9155
0265-74-8578

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

電話番号

長野県上伊那郡南箕輪村字中野原８３０６－１１１１
長野県上伊那郡南箕輪村字東川原４０３７番地２
長野県上伊那郡南箕輪村字北原１６２８－４６２
長野県上伊那郡南箕輪村字北原１６３４
長野県上伊那郡南箕輪村大字中ノ原９５９５－１
長野県上伊那郡南箕輪村中の原９７８１－１

0265-78-9401
0265-72-8000
0265-74-9921
0265-78-7000
0265-72-3617
0265-72-6161

長野石油輸送株式会社 伊那営業所

長野県上伊那郡飯島町大字七久保字丸山１５５５－１２５

0265-86-2572

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪字樋久保１８３６
長野県上伊那郡箕輪町中箕輪１３７９７－１
長野県上伊那郡箕輪町中箕輪１４６１３－６
長野県上伊那郡箕輪町中箕輪８０４０－１
長野県上水内郡信濃町大字穂波字南平１２９－３
長野県上高井郡高山村高井６１００－３７
長野県木曽郡上松町旭町２４
長野県木曽郡上松町大字荻原１０１９－２
長野県木曽郡上松町大字萩原２３６６番１
長野県木曽郡大桑村大字須原９８２－１６
長野県木曽郡南木曽町読書２８２０
長野県木曽郡南木曽町読書３２２２－１
長野県木曽郡木曽町新開４５８６番地４
長野県北安曇郡白馬村大字神城２４３６９
長野県北安曇郡白馬村大字北城字中新切１６９７－１
長野県北安曇郡白馬村大字北城１－１５
長野県北安曇野郡池田町会染９０１１－１６
長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字小丸浦６－２
長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字北浦１７０６－１
長野県北佐久郡御代田町大字御代田２３８１番地５
長野県北佐久郡御代田町大字御代田字一ノ沢４１０６－１
３５
長野県北佐久郡御代田町大字御代田字殿畑９７９－４
長野県北佐久郡御代田町大字馬瀬口字梨木平９３１－１
長野県北佐久郡立科町大字芦田字青木屋敷１８３２－１
長野県北佐久郡立科町大字藤沢１３番地５
長野県小県郡青木村大字田沢３１２２
長野県下伊那郡高森町下市田３１１３－２

0265-79-8191
0265-71-3377
0265-71-3160
0265-96-7822
026-255-5341
026-246-4477
0264-52-2409
0264-52-5511
0264-52-2603
0264-55-1223
090-1566-9126
0264-57-2266
0264-21-2133
0261-75-2034
0261-75-1027
0261-72-5112
0261-85-2477
0267-42-8467
080-5043-7746
0267-31-2527

ヤマト運輸株式会社 伊北支店
セル・トランス株式会社 本社営業所
信州名鉄運送株式会社 箕輪営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 伊北営業所
上水内郡 ヤマト運輸株式会社 信濃町支店
上高井郡 株式会社ヘルティー 長野営業所
上松陸送株式会社 本社営業所
木曽郡
ＳＢＳゼンツウ株式会社 木曽営業所
東海西濃運輸株式会社 上松営業所
ヤマト運輸株式会社 木曽大桑センター
東郷運輸株式会社 南木曽営業所
三殿陸送有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 木曽支店
北安曇郡 白馬陸運株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 白馬センター
株式会社大糸運輸 本社
北安曇野郡 ＳＢＳゼンツウ株式会社 安曇野営業所
北佐久郡 セイノースーパーエクスプレス株式会社 軽井沢営業所
ヤマト運輸株式会社 軽井沢支店
有限会社トランスポート軽井沢 本社
信州星野運輸有限会社 御代田営業所

小県郡
下伊那郡

住所

愛知車輌興業株式会社 伊那営業所
大谷総業運輸倉庫株式会社 南箕輪営業所
甲信越福山通運株式会社 伊那支店
丸全電産ロジステック株式会社 伊那営業所
東海西濃運輸株式会社 伊那支店
信州名鉄運輸株式会社 伊那支店

三協運輸株式会社 本社営業所
ＳＢＳフレックネット株式会社 長野営業所
ヤマト運輸株式会社 信州立科支店
株式会社東部通商 立科営業所
青木運輸倉庫株式会社 本社営業所
旭松フレッシュシステム株式会社 飯田営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。
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0267-31-1645
0267-32-2562
0267-32-6090
0267-56-0616
0267-51-3555
0268-49-3411
0265-34-3344

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

下高井郡

諏訪郡

埴科郡

東筑摩郡

南佐久郡

事業所名
有限会社熊谷商事 本社営業所
大谷総業運輸倉庫株式会社 飯田営業所
有限会社丸伝運送 本社営業所
盟豊運送有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 松川高森支店
株式会社アルプスウェイ 飯田営業所
信州神港運輸株式会社 本社営業所
有限会社やまに重機 本社営業所
日通伊那運輸株式会社 飯田営業所
信州名鉄運送株式会社 飯田営業所
長野運輸株式会社 飯山営業所
有限会社森宮運輸 本社営業所
みゆき野運輸株式会社 本社営業所
峡北陸送株式会社 富士見営業所
高島運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 諏訪富士見支店
長野石油輸送株式会社 本社営業所
坂城運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 信州坂城センター
株式会社ケーツー 松本センター
東洋メビウス株式会社 あずみ野支店
三鱗運送株式会社 本社営業所
ダイヤ運輸株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 松本警送営業所
上野輸送株式会社 松本営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 松本営業所
東海西濃運輸株式会社 松本支店
北安陸送株式会社 生坂営業所
鉢盛運送株式会社 本社営業所
愛品物流株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 信州小海センター
川上陸送株式会社 本社営業所
早川運輸株式会社 本社営業所
信濃物流株式会社 本社

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
長野県下伊那郡高森町下市田３２０５－６
長野県下伊那郡高森町下市田３２０８番地３
長野県下伊那郡高森町下市田３２１０－１２
長野県下伊那郡高森町山吹５２０７－３
長野県下伊那郡松川町元大島５２１６－１
長野県下伊那郡松川町大島２１９０－１
長野県下伊那郡松川町大島３５６２番地１
長野県下伊那郡天龍村神原４１１４－２２
長野県下伊那郡豊丘村大字神稲９０５１番地２
長野県下伊那郡豊丘村大字神稲９１０８－２
長野県下高井郡木島平村大字上木島６５
長野県下高井郡木島平村大字上木島字木島２３－１
長野県下高井郡木島平村大字穂高字西原３６７０－２
長野県諏訪郡富士見町富士見字神戸原２１５０－１２
長野県諏訪郡原村１３２４６－４
長野県諏訪郡富士見町富士見字手洗沢２６１－１
長野県埴科郡坂城町坂城１００４２－３
長野県埴科郡坂城町大字坂城１０３００
長野県埴科郡坂城町大字中之条字中沢３９番地１
長野県東筑摩郡山形村８２００番地
長野県東筑摩郡山形村８２２８
長野県東筑摩郡山形村字下本郷４０８２－５
長野県東筑摩郡山形村８０７６番地２
長野県東筑摩郡山形村字北野尻８１０２－２
長野県東筑摩郡山形村字北野尻８１７４－２
長野県東筑摩郡山形村字北野尻８２６５
長野県東筑摩郡山形村字北野尻８２６５
長野県東筑摩郡生坂村５１９２
長野県東筑摩郡朝日村大字古見１５４１－１
長野県東筑摩郡朝日村大字西洗馬１５３５
長野県南佐久郡小海町大字千代里字北木戸２９４４－１
長野県南佐久郡川上村大字御所平１７２５－１
長野県南佐久郡川上村大字御所平８７１番地３
長野県南佐久郡川上村大字樋澤２３４－１
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電話番号

主な輸送品目（任意掲載）

0265-35-3919
0265-35-8700
0265-34-4000
0265-35-2860
0265-36-5840
0265-36-6310
0265-36-4133
0260-32-3131
0265-34-3501
0265-34-2111
0269-62-3083
0269-62-1990
0269-82-4416
0266-62-4131
0266-79-4111
0266-62-7556
0268-82-3040
0268-82-3105
0268-81-3220
0263-97-3525
0263-97-3011
0263-97-3338
0263-31-0070
0263-97-4660
0263-98-4400
0263-98-4830
0263-98-4800
0263-69-2040
0263-99-2112
0263-99-2668
0267-92-3454
0267-97-3635
0267-97-3001
0267-97-3333

紙・紙加工品、木材・木製品、飲料等

市区郡名

事業所名

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
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電話番号

主な輸送品目（任意掲載）

