貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
長野市

安曇野市
飯田市

事業所名
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
吉田倉庫株式会社 本社
株式会社都市貨物輸送 長野営業所
阿南自動車株式会社 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
信州名鉄流通株式会社 長野営業所
昌栄高速運輸株式会社 本社営業所
愛知車輌興業株式会社 長野営業所
株式会社スワリク 長野営業所
武石流通株式会社 本社
松代運輸株式会社 本社
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
近物レックス株式会社 長野支店
中越運送株式会社 長野営業所
レンゴーロジスティクス株式会社 長野営業所
長野運輸株式会社 本社営業所
中央運輸株式会社 本社営業所
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
株式会社アサヒセキュリティ 長野営業所
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
長野陸送株式会社 長野営業所
サンシンエキスプレス株式会社 本社
株式会社藤田運輸 本社営業所
近物レックス株式会社 飯田支店
佐川急便株式会社 飯田営業所
株式会社パワード・エル・コム 飯田営業所
有限会社飯田市場運輸 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。

安全性優良事業所
住所

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
長野県長野市吉田４－１２－１１
長野県長野市桐原２丁目６９６番地１
長野県長野市篠ノ井横田字金山６０５
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
長野県長野市若穂綿内４５８番７
長野県長野市小島田町字新城６８３－１
長野県長野市小島田町中村西沖１８８１
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字本道６９０－１
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町大字大塚字北島７２０－１
長野県長野市大橋南１－２５
長野県長野市大字稲葉字日詰沖１７３１
長野県長野市大字石渡１３２－２
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字大堰内７０６－１
長野県長野市大字東和田舞台堰沖８３２
長野県長野市大字柳原字下返町２５５１番地１９
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
長野県長野市日詰１４０１番地
長野県安曇野市三郷温６５４７－１
長野県安曇野市豊科高家２２８７番地１２
長野県飯田市下殿岡４５８－３
長野県飯田市三日市場１４４０－１
長野県飯田市松尾上溝５９４９－１
長野県飯田市松尾新井７１３２
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（長野県）
電話番号
026-291-1188
026-284-9135
026-241-8101
026-263-8886
026-290-7250
026-282-6955
026-282-1787
026-266-5531
026-282-6830
026-274-5591
026-283-2388
026-214-6722
026-284-9543
026-284-5625
026-285-0537
026-259-5865
026-285-5300
026-285-4161
026-221-2242
026-243-7371
026-221-2222
026-295-8200
026-243-6561
026-236-9511
026-285-2921
026-227-2270
026-221-2191
0263-77-7750
0263-71-3067
0265-25-1955
0265-25-1119
0265-24-2356
0265-53-1888

H27.12.15
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
飯山市
伊那市

事業所名
株式会社丸運工業 本社営業所
甲信越福山通運株式会社 飯山営業所
株式会社中央高速運輸 本社
近物レックス株式会社 伊那支店
株式会社パワード・エル・コム 伊那営業所

上田市

大町市
岡谷市
駒ヶ根市
小諸市
佐久市

塩尻市

須坂市
諏訪市

佐川急便株式会社 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
大栄運輸株式会社 本社
上田運送株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 上田常磐城センター
塩田運輸有限会社 本社
菱化ロジテック株式会社 上田営業所
佐川急便株式会社 白馬営業所
諏訪梱包運輸株式会社 岡谷営業所
有限会社丸伝運送 駒ヶ根営業所
長野コスモ物流株式会社 コスモ物流ロジステージ
千曲運輸株式会社 本社営業所
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
有限会社バンノー 本社営業所
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
一宮運輸株式会社 長野営業所
有限会社寿昇運 塩尻営業所
愛知車輌興業株式会社 塩尻営業所
エムディエイ株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 松本営業所
中越運送株式会社 松本営業所
みゆき野運輸株式会社 須坂営業所
有限会社丸伝運送 諏訪営業所
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

※「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
長野県飯田市松尾明７７４４番地
長野県飯山市大字飯山字大道西５３３１－１
長野県伊那市西春近５８４８－２
長野県伊那市西春近字下ノ島２５６４
長野県伊那市大字西春近字下小出前５８５４－２他１２
筆
長野県伊那市大字西箕輪字中島７２００－６４
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
長野県上田市真田町長６５１８
長野県上田市大字下塩尻字灰塚４９８－１２
長野県上田市大字常磐城字魔除２２４８－１
長野県上田市大字新町１５１－５
長野県上田市大字富士山字北迎山２４７１番地１
長野県大町市社松崎６８８５－１
長野県岡谷市郷田１－３－１
長野県駒ヶ根市赤穂３３０番地２６
長野県小諸市耳取１４６１－１
長野県小諸市大字加増５７７－１
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
長野県佐久市長土呂２２番地６
長野県佐久市長土呂字聖原６４－２４
長野県佐久市塚原４７６－１
長野県佐久市田口５５８０－２
長野県塩尻市広丘吉田６７０－１
長野県塩尻市宗賀本山５２６０－５
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野村字金塚１０３１－１
長野県塩尻市大字宗賀字床尾１６２１
長野県須坂市大字野辺字竹ノ春１３５４－６
長野県諏訪市大字中洲字三ツ俣５７０９番地２０
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
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電話番号
0265-23-1515
0269-62-3544
0265-73-8320
0265-72-3151
0265-98-6570
0265-73-1400
0268-36-2327
0268-34-7788
0268-36-1500
0268-72-2031
0268-22-0360
0268-22-3901
0268-38-2548
0268-38-9311
0263-53-4100
0266-23-0645
0265-98-0080
0267-24-0660
0267-23-4571
0267-63-1523
0267-68-8000
0267-66-1700
0267-67-5800
0267-68-9780
0267-82-7880
026-385-4050
0263-53-4533
0263-85-3333
0263-53-4100
0263-52-7577
026-246-6355
0266-75-2155
0266-52-5170
0266-52-6655

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
千曲市

茅野市

東御市

中野市
松本市

上伊那郡

事業所名
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
株式会社シンクラン 更埴営業所
諏訪貨物自動車株式会社 茅野営業所
安立運輸株式会社 長野営業所
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
株式会社まるすぎ 長野営業所
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
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
佐川急便株式会社 上田営業所
清水梱包運輸株式会社 本社
株式会社あづみ野 本社営業所
梓運輸株式会社 本社営業所
甲信越福山通運株式会社 松本支店
マルソー株式会社 甲信共配センター
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
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
信越定期自動車株式会社 松本営業所
レンゴーロジスティクス株式会社 松本事業所
株式会社アルプスウェイ 本社営業所
上伊那貨物自動車株式会社 伊那営業所
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
長野石油輸送株式会社 伊那営業所

北安曇郡
北佐久郡

白馬陸運株式会社 本社営業所
有限会社トランスポート軽井沢 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
長野県千曲市大字八幡大道北３１７０
長野県茅野市ちの３４４２－１
長野県茅野市宮川字赤田１３８２－１
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
長野県東御市加沢字赤石４０４－１
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
長野県東御市本海野１７９０－１
長野県中野市大字栗林字松原６５２－２
長野県松本市梓川倭３７５６－１
長野県松本市梓川倭５９５－２
長野県松本市神林５８１６－１
長野県松本市村井町西２丁目５番１号
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
長野県松本市大字神林字藤塚５７１６
長野県松本市大字和田南西原５５１１－８
長野県松本市和田字南西原４０１０番地２８
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
長野県上伊那郡飯島町大字七久保字丸山１５５５－１２
５
長野県北安曇郡白馬村大字神城２４３６９
長野県北佐久郡御代田町大字御代田２３８１番地５

3／4 ページ

電話番号
026-273-3812
026-273-8250
026-261-3371
0266-72-2125
0266-75-0079
0266-73-0389
0268-64-7676
0268-63-7111
0268-64-4600
0268-64-5010
0268-63-0072
0268-62-4156
0268-62-4151
0269-22-5342
0263-78-5358
0263-76-1010
0263-86-6200
0263-89-1921
0263-28-2700
0263-26-9397
0263-87-2226
0263-28-5912
0263-26-8436
0263-26-3771
0263-58-5642
0263-57-8015
0263-48-4689
0263-40-1147
0265-72-6188
0265-74-9921
0265-78-7000
0265-86-2572
0261-75-2034
0267-31-2527

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
信州星野運輸有限会社 御代田営業所

下伊那郡

下高井郡
諏訪郡
埴科郡
東筑摩郡

有限会社丸伝運送 本社営業所
株式会社アルプスウェイ 飯田営業所
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
長野運輸株式会社 飯山営業所
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
坂城運輸株式会社 本社営業所
株式会社ケーツー 松本センター
日本通運株式会社 松本警送営業所
北安陸送株式会社 生坂営業所

※「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
長野県北佐久郡御代田町大字御代田字一ノ沢４１０６－
１３５
長野県下伊那郡高森町下市田３２１０－１２
長野県下伊那郡松川町大島２１９０－１
長野県下伊那郡天龍村神原４１１４番地２２
長野県下伊那郡豊丘村大字神稲９０５１番地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
長野県埴科郡坂城町大字坂城１０３００
長野県東筑摩郡山形村８２００番地
長野県東筑摩郡山形村字北野尻８１０２－２
長野県東筑摩郡生坂村５１９２
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電話番号
0267-31-1645
0265-34-4000
0265-36-6310
0260-32-3131
0265-34-3501
0269-62-3083
0269-82-4416
0266-62-4131
0268-82-3105
0263-97-3525
0263-97-4660
0263-69-2040

主な輸送品目（任意掲載）

