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
ヤマト運輸株式会社 信州川中島センター
長野運送株式会社 北長野営業所
太平洋陸送株式会社 長野営業所
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
株式会社コイシカワ 長野営業所
トナミ運輸信越株式会社 長野支店
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
武石流通株式会社 本社
近物レックス株式会社 長野支店
株式会社ＮＢＳロジソル 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
信越定期自動車株式会社 長野営業所
株式会社都市貨物輸送 長野営業所
有限会社一城海運 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 長野中御所センター
日本郵便輸送株式会社 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
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
株式会社藤田運輸 本社営業所
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
ヤマト運輸株式会社 飯田座光寺センター
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
辰野貨物運送株式会社 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。

安全性優良事業所

（長野県）

住所
長野県長野市稲里町田牧字窪田１５９５番地５
長野県長野市桐原２丁目１番１２号
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
長野県長野市若穂川田３８００－１２
長野県長野市若里７－１１－５
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
長野県長野市真島町真島１１７０番地１
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２丁目１５
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
長野県長野市大字東和田舞台堰沖８３２
長野県長野市大字穂保４３６番地１３
長野県長野市大町７３７－１８
長野県長野市中御所４丁目７番２５号
長野県長野市北長池１８９８－３
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番地１２
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
長野県飯田市座光寺５２７２－２
長野県飯田市松尾明７６６７番地
長野県飯田市松尾明７７４２
長野県飯田市上郷飯沼３４５８－１
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電話番号
026-286-7160
026-243-3677
026-299-8822
026-292-1200
026-290-7884
026-214-2801
026-228-6110
026-261-2133
026-215-7088
026-284-9543
026-285-5300
026-254-6701
026-221-2222
026-295-6789
026-243-6561
026-217-0708
026-295-6789
026-229-6237
026-259-1926
026-236-9511
0263-77-7750
0263-72-6819
0263-71-1021
0263-72-8488
0263-71-3067
0263-62-5211
0265-25-0292
0265-24-3732
0265-56-4286
0265-24-2208
0265-23-2043
0265-23-3410

H29.12.12
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

伊那市

事業所名
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 飯田川路センター
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

千曲市

茅野市

株式会社長野フロー 伊那営業所
株式会社一城輸送 本社営業所
上田運送株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 信州丸子センター
佐川急便株式会社 白馬営業所
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
ヤマト運輸株式会社 岡谷北支店
有限会社丸伝運送 駒ヶ根営業所
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
信越定期自動車株式会社 小諸営業所
ヤマト運輸株式会社 信州臼田センター
アキタ株式会社 長野営業所
横山運送有限会社 本社
大高運輸株式会社 塩尻営業所
日本通運株式会社 長野営業所
有限会社おもと急送 長野支店
信越定期自動車株式会社 須坂営業所
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
信州西部陸送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 諏訪支店
株式会社ヤマザキ物流 長野営業所
早川運輸株式会社 更埴営業所
株式会社小川急送 本社営業所
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
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

※「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
長野県飯田市上郷別府３３２１番地５
長野県飯田市川路７５０１－２
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
長野県伊那市大字福島１９７９番地６２９
長野県上田市下塩尻７９７番地１
長野県上田市大字下塩尻字灰塚４９８－１２
長野県上田市中丸子字大耽１７２８番地１
長野県大町市社松崎６８８５－１
長野県大町市大字社５４２９－２７
長野県大町市大字常盤３６７１
長野県岡谷市神明町４－６０
長野県駒ヶ根市赤穂３３０番地２６
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
長野県小諸市大字柏木２３４－５
長野県佐久市臼田１１０２番６
長野県塩尻市広丘高出字北原２０１３－１
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１９４４
長野県須坂市大字井上字砂田１７００－１
長野県須坂市大字高梨字西田２１１番地９
長野県須坂市大字須坂１６４８
長野県須坂市大字野辺字竹ノ春１３５４－６
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４８７７－２
長野県諏訪市大字豊田字橋下１２３２－１
長野県千曲市大字雨宮５３４－１
長野県千曲市大字雨宮６７３番地１
長野県千曲市大字栗佐１０７８－１
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
長野県千曲市大字八幡大道北３１７０
長野県茅野市ちの３４４２－１
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電話番号
0265-56-3840
0265-27-6045
0265-72-3151
0265-98-6570
0265-96-0308
0268-21-6789
0268-22-0360
0268-43-8730
0263-53-4100
0261-26-3560
0261-22-8341
0266-23-0881
0265-98-0080
0267-26-6405
0267-23-5588
0267-22-3338
0267-81-4424
0263-54-7100
0263-52-7611
0263-53-6266
026-246-8371
026-285-0033
026-245-3747
026-246-6355
0266-53-2155
0266-57-1380
0266-56-2018
026-261-3533
026-274-5004
026-274-2224
026-275-6601
026-261-0530
026-261-3371
0266-72-2125

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
東御市

事業所名

東海西濃運輸株式会社 上田支店
トナミ運輸信越株式会社 上田営業所
中野市農協運輸株式会社 新井営業所
中野市
酸和運送株式会社 しなの営業所
松本市
信州名鉄流通株式会社 松本支店
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
日本通運株式会社 松本支店コンテナ営業所
マルソー株式会社 甲信共配センター
有限会社甲南物流 長野営業所
髙原急配株式会社 本社
中央運輸株式会社 松本営業所
有限会社宮崎配送センター 長野営業所
信越定期自動車株式会社 松本営業所
丸中運送株式会社 本社営業所
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
上伊那郡 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ＪＡアグリエール長野 伊那営業所
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
北安曇野郡 ＳＢＳゼンツウ株式会社 安曇野営業所
北佐久郡 有限会社トランスポート軽井沢 本社
ＳＢＳフレックネット株式会社 長野営業所
株式会社東部通商 立科営業所
有限会社丸伝運送 本社営業所
下伊那
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
下高井郡 みゆき野運輸株式会社 本社営業所
長野石油輸送株式会社 本社営業所
埴科郡
東筑摩郡 愛品物流株式会社 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
長野県東御市加沢字東原１４２８－１
長野県東御市本海野１７１７－１
長野県中野市大字新井３１７
長野県松本市梓川倭３８７８番地１
長野県松本市鎌田２－８－１０
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
長野県松本市出川町２０番地４０
長野県松本市村井町西２丁目５番１号
長野県松本市村井町北一丁目６９３－４
長野県松本市大字笹賀５９２９－７
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主棟２Ｆ
長野県松本市大字神林字藤塚５７１６
長野県松本市波田１００５３－１
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
長野県上伊那郡南箕輪村字中の原９７４１－３
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
長野県北安曇野郡池田町会染９０１１－１６
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馬瀬口字梨木平９３１－１
長野県北佐久郡立科町大字藤沢１３番地５
長野県下伊那郡高森町下市田３２１０－１２
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
長野県下高井郡木島平村大字穂高字西原３６７０－２
長野県埴科郡坂城町坂城１００４２－３
長野県東筑摩郡朝日村大字西洗馬１５３５
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電話番号
0268-62-1201
0268-64-4111
0269-26-7982
0263-76-2100
0263-48-5811
0263-88-2680
0263-24-2138
0263-57-5611
0263-25-3956
0263-87-1921
0263-86-2735
0263-28-2700
0263-57-6193
0263-87-3018
0263-57-8015
0263-92-3141
0263-85-6745
0263-58-6702
0265-85-6172
0266-41-0864
0265-78-9155
0265-71-3377
0265-71-3160
0265-96-7822
0261-85-2477
0267-31-2527
0267-32-6090
0267-51-3555
0265-34-4000
0260-32-3131
0265-34-3501
0269-82-4416
0268-82-3040
0263-99-2668

主な輸送品目（任意掲載）

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）

