貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
安曇野市
安曇野市
安曇野市
安曇野市
安曇野市
安曇野市
安曇野市
安曇野市
安曇野市
伊那市
伊那市
伊那市
伊那市
塩尻市
塩尻市
塩尻市
塩尻市
塩尻市
塩尻市
塩尻市
塩尻市
岡谷市
岡谷市
岡谷市
茅野市
茅野市
茅野市
駒ヶ根市
駒ケ根市
佐久市
佐久市

事業所名
明科陸運株式会社 本社営業所
サンシンエキスプレス株式会社 本社
信州自動車株式会社 松本営業所
南信貨物自動車株式会社 松本営業所
ヤマト運輸株式会社 安曇野インター支店
株式会社タイセイ・エフ・ティー西関東 松本営業所
協和物流株式会社 松本営業所
ヤマト運輸株式会社 安曇野北支店
日本郵便株式会社 穂高郵便局
日通伊那運輸株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 伊那郵便局
株式会社パワード・エル・コム

伊那営業所

近物レックス株式会社 伊那支店
ササキ通商株式会社 本社営業所
株式会社小泉運輸松本 松本営業所
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
日本図書輸送株式会社 松本営業所
中村陸送株式会社 塩尻営業所
ヤマト運輸株式会社 塩尻支店
上伊那貨物自動車株式会社 塩尻営業所
岡谷運輸株式会社 本社営業所
有限会社河口運送 本社営業所
大井運送株式会社 本社営業所
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
ヤマト運輸株式会社 茅野宮川センター
株式会社丸伝運送 駒ヶ根営業所
日本郵便株式会社 駒ヶ根郵便局
株式会社トラックス 本社営業所
信州名鉄運輸株式会社 佐久営業所

安全性優良事業所

（長野県）

住所
長野県安曇野市明科光５３８－１
長野県安曇野市三郷温６５４７－１
長野県安曇野市三郷温１４４２
長野県安曇野市豊科高家２２８７－１０
長野県安曇野市豊科３５２９－１
長野県安曇野市堀金烏川３２４８－１
長野県安曇野市堀金三田３５５８－２
長野県安曇野市穂高柏原２１２８－４
長野県安曇野市穂高５６１７－１
長野県伊那市中の原８２２８－１６７
長野県伊那市坂下３２９７－２
長野県伊那市大字西春近字下小出前５８５４－２他１２
筆
長野県伊那市西春近字下ノ島２５６４
長野県塩尻市大字広丘吉田２９０２－１５１
長野県塩尻市大字広丘野村１８３０
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
長野県塩尻市広丘野村１０４２－１
長野県塩尻市広丘高出１９６５－１
長野県塩尻市大字大門字桔梗ケ原１０７９－５１
長野県塩尻市大字宗賀１８７４－３
長野県岡谷市神明町４－２１－８
長野県岡谷市堀ノ内二丁目２０－６
長野県岡谷市長地小萩１丁目１４－２
長野県茅野市ちの字古川１８８－１
長野県茅野市宮川４４０４－８
長野県茅野市宮川平通１９５９番地２
長野県駒ヶ根市赤穂３３０番地２６
長野県駒ケ根市中央１３－１３
長野県佐久市小田井５５番地１
長野県佐久市長土呂８００－１１
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電話番号
0263-62-3065
0263-77-7750
0263-50-7152
0263-73-0605
080-5044-4282
0263-31-5793
0263-72-7374
0263-81-3878
0263-82-7117
0265-76-9311
0265-72-2896
0265-98-6570
0265-72-3151
0263-86-6644
0263-88-5812
0263-53-3833
0263-51-0755
0263-54-6836
0263-50-5152
0263-51-0008
0263-50-6431
0266-22-8111
0266-22-5921
0266-27-5115
0266-72-5005
0266-72-4340
0266-82-8060
0265-98-0080
0265-83-2575
0267-66-1092
0267-67-2161

R2.12.14
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
佐久市
佐久市
小諸市
小諸市
小諸市
小諸市
小諸市
小諸市
小諸市
松本市
松本市
松本市
松本市
松本市
松本市
松本市
松本市
松本市
松本市
松本市
松本市
松本市
松本市
松本市
松本市
松本市
松本市
松本市
松本市
松本市
松本市
松本市
松本市
松本市

事業所名
東城運輸株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 佐久郵便局
ホソヤ物流株式会社 本社営業所
株式会社ミツミ 長野営業所
佐久通運株式会社 小諸営業所
みすゞ運輸有限会社 本社
信州名鉄運輸株式会社 佐久支店
南信貨物自動車株式会社 佐久営業所
有限会社まるひろ 本社営業所
綜合警備保障株式会社 長野支社松本支店
ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社
越海外生活支援センター
ヤマト運輸株式会社 松本インター支店
ＴＳネットワーク株式会社 松本流通センター
株式会社都市貨物輸送 松本営業所
早川運輸株式会社 松本営業所
株式会社ＮＢＳロジソル 松本営業所
株式会社ニヤクコーポレーション 松本事業所
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
ヤマトボックスチャーター株式会社 松本支店
有限会社フジ広益 松本空港東営業所
株式会社ナガタ運輸 本社営業所
株式会社ケン・ワークス 本社
株式会社コスモフーズサービス 松本営業所
信越定期自動車株式会社 松本営業所
栄光運輸株式会社 本社営業所
太平洋陸送株式会社 松本営業所
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
株式会社新潟食品運輸 松本営業所
髙原急配株式会社 本社
大谷総業運輸倉庫株式会社 松本第２営業所
日本通運株式会社 大久保営業所
株式会社シンクラン 松本営業所

信

住所
長野県佐久市大字取出町４４７－２
長野県佐久市中込３７３４－１２
長野県小諸市大字加増９３１－１
長野県小諸市大字市６８４番地８
長野県小諸市大字森山６３－９
長野県小諸市大字森山１００５－２
長野県小諸市大字和田字古屋敷４６４－２
長野県小諸市大字御影新田釜神１５２２－５
長野県小諸市大字滋野甲９４７番地１
長野県松本市南松本２－７－３０

電話番号
0267-62-0405
0267-64-8600
0267-25-2254
0267-26-0182
0267-22-0705
0267-22-1726
0267-25-1616
0267-25-5037
0267-23-3414
0263-28-4130

長野県松本市大字島内寺村７１６８－９

026-340-0810

長野県松本市大字島立１０４１－１
長野県松本市今井７１１０－４０
長野県松本市神林５１１２－１３
長野県松本市今井字和田道４８２４－１２
長野県松本市今井７１１０－６４
長野県松本市今井７２５５
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
長野県松本市大字空港東９０６２－１
長野県松本市空港東８９７９－１
長野県松本市大字和田６５３２番地５
長野県松本市大字和田３９６７番地２３
長野県松本市大字和田３９６７－１８
長野県松本市大字神林字藤塚５７１６
長野県松本市神林小坂道７１０７－５１
長野県松本市市場１－６６
長野県松本市市場１０番地３
長野県松本市市場１－６６
長野県松本市大字笹賀６５３１－２５
長野県松本市大字笹賀５９２９－７
長野県松本市笹賀４０１１－１３
長野県松本市大字笹賀５６５２－９－４
長野県松本市村井町北２丁目９－２４

0263-40-7014
0263-86-2855
0263-57-0745
0263-87-8531
0263-57-2242
0263-86-2987
0263-85-1713
0263-86-1051
0263-85-7215
0263-87-2661
0263-40-2322
0263-87-6580
0263-87-0074
0263-57-8015
0263-40-5560
0263-25-9366
0263-24-3345
0263-25-2038
0263-87-2226
0263-28-2700
0263-86-5241
0263-26-0446
0263-86-8090
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
松本市
上田市
上田市
上田市
上田市
上田市
上田市
上田市
上田市
上田市
上田市
上田市
諏訪市
諏訪市
諏訪市
諏訪市
諏訪市
諏訪市
諏訪市
諏訪市
諏訪市
諏訪市
須坂市
須坂市
須坂市
須坂市
須坂市
須坂市
千曲市
千曲市
千曲市
千曲市
千曲市
千曲市

事業所名
日本郵便株式会社 松本南郵便局
日通長野運輸株式会社 上田営業所
日本通運株式会社 上田総合物流センター営業所
ヤマト運輸株式会社 真田支店
日本郵便株式会社 上田郵便局
諏訪梱包運輸株式会社 上田営業所
信越定期自動車株式会社 上田営業所
上田運送株式会社 本社
ＦＴ物流株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 塩田支店
青木運輸倉庫株式会社 上田営業所
有限会社永商 本社営業所
長野第一物流株式会社 諏訪営業所
株式会社丸伝運送 諏訪営業所
株式会社山信運輸 諏訪営業所
信州名鉄運輸株式会社 諏訪支店
大井運送株式会社 諏訪営業所
山谷運輸株式会社 本社営業所
日通伊那運輸株式会社 諏訪営業所
株式会社スワリク 本社営業所
大友ロジスティクスサービス株式会社 諏訪営業所
有限会社清水企画 本社営業所
株式会社小泉運輸松本 本社営業所
菊池運輸株式会社 長野支店
日通長野運輸株式会社 本社
株式会社シーエックスカーゴ 関東配送センター 長野
事業所
ヤマト運輸株式会社 須坂支店
日本郵便株式会社 須坂郵便局
株式会社ミライ化成 本社営業所
長野第一物流株式会社 屋代営業所
岩佐運輸株式会社 本社
信越定期自動車株式会社 屋代営業所
株式会社嶋﨑商事 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 千曲支店

住所
長野県松本市平田東二丁目１７番１号
長野県上田市大字殿城字下ノ久保１４７番地１
長野県上田市殿城字下ノ久保１４７番地１
長野県上田市大字古里字西の手１１１－２
長野県上田市中央西２丁目２－２
長野県上田市秋和３２３－１
長野県上田市大字秋和字森下２６１－８
長野県上田市大字下塩尻字灰塚４９８－１２
長野県上田市長瀬１６０３番地１
長野県上田市大字下之郷字東原田１４８４－１
長野県上田市富士山３９６７番１
長野県上田市真田町長６２４６番地１
長野県諏訪市沖田２－１３１－１
長野県諏訪市大字四賀字仲田通２３８９番地
長野県諏訪市沖田町３－４８
長野県諏訪市大字中州５３４３－１０
長野県諏訪市中洲字三ツ俣５７０９－２１
長野県諏訪市大字中州２９６２
長野県諏訪市大字豊田１０７０
長野県諏訪市豊田１０７０－１
長野県諏訪市大字湖南字城下３１４０－１
長野県諏訪市湖南３８６５－８
長野県須坂市大字米持５５５番地３
長野県須坂市大字井上字砂田１７００－５
長野県須坂市大字井上字砂田１７００－１

電話番号
0263-58-2075
0268-28-5130
0268-27-0202
0268-25-0890
0268-22-0077
0268-22-4191
0268-55-2346
0268-22-0360
0268-43-4755
0268-38-8850
0268-39-3311
0268-72-9111
0266-52-6250
0266-75-2155
0266-53-5677
0266-52-6565
0266-58-8050
0266-52-5432
0266-54-2360
0266-52-6193
0266-54-3550
0266-52-8008
026-214-2830
026-242-5501
026-248-6341

長野県須坂市井上砂田１７００－１１

026-248-7755

長野県須坂市大字小河原字六川道西沖３１１２－１
長野県須坂市須坂馬場町１２７２－１０
長野県千曲市大字雨宮字起返中ノ割２４７４番地４
長野県千曲市大字栗佐１６２２
長野県千曲市大字屋代１４７６－１
長野県千曲市大字打沢字大圦２７－４
長野県千曲市大字鋳物師屋１８０番地２
長野県千曲市大字新田字東上川原７１８

026-048-6664
026-245-0480
026-274-7662
026-272-0148
026-272-0783
026-272-0455
026-274-5886
026-273-4627
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
千曲市
千曲市
大町市
大町市
中野市
中野市
中野市
中野市
長野市
長野市
長野市
長野市
長野市
長野市
長野市
長野市
長野市
長野市
長野市
長野市
長野市
長野市
長野市
長野市
長野市
長野市
長野市
長野市
長野市
長野市
長野市
長野市
長野市
長野市

事業所名
株式会社シンクラン 更埴営業所
花王ロジスティクス株式会社 更埴営業所
近物レックス株式会社 大町営業所
佐川急便株式会社 白馬営業所
信州名鉄運輸株式会社 北信濃営業所
ヤマト運輸株式会社 信州中野支店
みゆき野運輸株式会社 信州中野営業所
信越定期自動車株式会社 中野営業所
ヤマト運輸株式会社 長野上松センター
中央運輸株式会社 本社営業所
株式会社エーアイエム 本店営業所
株式会社髙見澤 長野営業所
株式会社都市貨物輸送 長野営業所
株式会社アサヒセキュリティ 長野営業所
新潟運輸株式会社 長野支店
三鱗運送株式会社 長野営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 長野航空営業
所
信越定期自動車株式会社 長野営業所
ヤマト運輸株式会社 徳間支店
日本通運株式会社 長野コンテナ営業所
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
南信貨物自動車株式会社 長野営業所
長野陸送株式会社 長野東営業所
株式会社日翔通商 本社営業所
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
近物レックス株式会社 長野支店
善光寺白馬電鉄株式会社 南営業所
信州自動車株式会社 本社営業所
株式会社ディ・エス物流 長野営業所
中村陸送株式会社 本社営業所
長野陸送株式会社 篠ノ井営業所
日本郵便株式会社 長野南郵便局

住所
長野県千曲市大字八幡大道北３１７０
長野県千曲市大字八幡１１２２－１
長野県大町市大字大町２８９６番地２
長野県大町市社松崎６８８５－１
長野県中野市吉田立石木９２－１
長野県中野市大字江部字川原田１４０９－５
長野県中野市大字草間２１２１番地
長野県中野市大字草間字栗林上１３６９番１
長野県長野市上松４丁目３０－２３
長野県長野市大字川合新田字古屋敷北３４８７
長野県長野市稲葉中千田２０２５
長野県長野市大字赤沼字柳橋２２７６－２
長野県長野市大字穂保４３６番地１３
長野県長野市大字柳原字下返町２５５１番地１９
長野県長野市大字屋島３３３７－１
長野県長野市北長池字山王南沖２００３－９

電話番号
026-261-3371
026-272-6200
0261-22-1356
0263-53-4100
0269-22-3105
0269-22-7906
0269-38-1991
0269-22-3534
026-263-7701
026-221-2222
026-214-2113
026-296-9001
026-217-0708
026-236-9511
026-241-1161
026-263-6566

長野県長野市南高田２－３－３

026-263-0050

長野県長野市大字東和田舞台堰沖８３２
長野県長野市大字徳間３１２９
長野県長野市桐原２丁目１－１
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
長野県長野市若穂川田字外新田３８００番１２の１
長野県長野市若穂牛島字村南沖１９４－１
長野県長野市市場１－２
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
長野県長野市青木島町大字大塚字北島７２０－１
長野県長野市青木島町綱島字小中島７６３－９
長野県長野市大橋南１－１８
長野県長野市稲里町田牧１５４８
長野県長野市下氷鉋１ー９ー１
長野県長野市篠ノ井岡田４１５－１
長野県長野市川中島町御厨９５４－１

026-243-6561
026-263-2303
026-244-3688
026-282-6955
026-282-0551
026-282-6810
026-282-7121
026-219-5888
026-284-9543
026-285-6255
026-285-5300
026-283-4773
026-283-1313
026-274-5466
026-284-2751
026-292-2287
026-284-9595
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
長野市
長野市
長野市
東御市
東御市
東御市
東御市
東御市
東御市
東御市
東御市
飯山市
飯山市
飯田市
飯田市
飯田市
飯田市
飯田市
飯田市
飯田市
飯田市
下伊那郡
下伊那郡
下伊那郡

事業所名
ＳＢＳゼンツウ株式会社 篠ノ井営業所
ヤマト運輸株式会社 川中島支店
株式会社サカイ引越センター 長野支社
佐久通運株式会社 東御営業所
株式会社丸勝渡辺運輸 本社
アート梱包運輸株式会社 本社営業所
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
長野陸送株式会社 上田営業所
長野第一物流株式会社 上田営業所
近物レックス株式会社 上田支店
ヤマト運輸株式会社 北信州支店
中京陸運株式会社 飯山営業所
株式会社コスモフーズサービス 本社
昭和運送株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 飯田郵便局
近物レックス株式会社 飯田支店
ＳＢＳゼンツウ株式会社 飯田営業所
平沢運輸株式会社 飯田営業所
東海西濃運輸株式会社 飯田支店
信州名鉄運輸株式会社 飯田支店
有限会社やまに重機 本社営業所
株式会社丸伝運送 本社営業所
有限会社熊谷商事 本社営業所

下伊那郡

大谷総業運輸倉庫株式会社

下伊那郡
下伊那郡
下高井郡
小県郡
上伊那郡
上伊那郡
上伊那郡
上伊那郡
上伊那郡

日本通運株式会社 飯田営業所
信州神港運輸株式会社 本社営業所
みゆき野運輸株式会社 本社営業所
青木運輸倉庫株式会社 本社営業所
株式会社東日本トランスポート 南信営業所
中部急送株式会社 長野営業所
東新物流株式会社 長野営業所
有限会社小泉運輸関東 長野営業所
大谷総業運輸倉庫株式会社 南箕輪営業所

飯田営業所

住所
長野県長野市篠ノ井御幣川６５６
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
長野県東御市布下４１１－１
長野県東御市布下７４６－３
長野県東御市八重原３５１０－１
長野県東御市和１５４６－１
長野県東御市和字下平３６１８他３筆
長野県東御市和１４９９－１９
長野県東御市加沢字上川原１３８－３２
長野県東御市常田字伊豆宮７７－１
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
長野県飯田市座光寺５１５８
長野県飯田市上郷別府３３２１－７
長野県飯田市鈴加町１丁目７
長野県飯田市下殿岡４５８－３
長野県飯田市松尾寺所７３１２
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７５０３
長野県下伊那郡天龍村神原４１１４番地２２
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下市田３２０５－６
長野県下伊那郡高森町下市田３２０８番地１、３２０８
番地２（連絡書３２０８番地１で発行）
長野県下伊那郡豊丘村大字神稲９０５１番地２
長野県下伊那郡松川町大島３５６２－１
長野県下高井郡木島平村大字穂高字西原３６７０－２
長野県小県郡青木村大字田沢３１２２
長野県上伊那郡辰野町大字伊那富７４６１－１
長野県上伊那郡飯島町七久保２７１０
長野県上伊那郡中川村片桐６５１２－１１２
長野県上伊那郡南箕輪村２３８０番地７７６
長野県上伊那郡南箕輪村字東川原４０３７－２

5／6 ページ

電話番号
026-214-3369
026-293-4883
026-290-5135
0268-71-5370
0268-67-0121
0268-67-0351
0268-62-2727
0268-63-0660
0268-64-0118
0268-63-0050
0268-64-3770
0269-62-2953
0269-62-6155
0265-21-2241
0265-22-7123
0265-22-0075
0565-25-1955
0265-48-5205
0265-24-8311
0265-22-2501
0265-22-4040
0260-32-3231
0265-34-4000
0265-35-3919
0265-35-8700
0265-34-3501
0265-36-4133
0269-82-4416
0268-49-3411
0266-41-5775
0265-98-0213
0265-88-3951
0265-72-8861
0265-72-8000

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
上伊那郡
上伊那郡
上伊那郡
上伊那郡
上伊那郡
上伊那郡
上高井郡
諏訪郡
諏訪郡
諏訪郡
東筑摩郡
東筑摩郡
東筑摩郡
南佐久郡
北安曇郡
北安曇郡
北佐久郡
北佐久郡
北佐久郡
北佐久郡

事業所名
東海西濃運輸株式会社 伊那支店
株式会社スワリク 伊那営業所
愛知車輌興業株式会社 伊那営業所
有限会社泰成運輸 本社営業所
株式会社丸伝フラワーロジ 本社
北勢運送株式会社 長野営業所
株式会社ヘルティー 長野営業所
丸全電産ロジステック株式会社 諏訪南営業所
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
鉢盛運送株式会社 本社営業所
三鱗運送株式会社 本社営業所
東洋メビウス株式会社 あずみ野支店
早川運輸株式会社 川上営業所
株式会社マテリアル白馬 本社営業所
株式会社大糸運輸 本社
株式会社東部通商 立科営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 軽井沢営業所
有限会社トランスポート軽井沢 本社
三協運輸株式会社 本社営業所

住所
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字中の原９９０２－５
長野県上伊那郡南箕輪村字中野原８３０６－１１１１
長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１２２４４－１
長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１９３５番地１６６
長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１４６１３－５６
長野県上高井郡高山村大字高井字十二崖６１００－３７
長野県諏訪郡原村１４８６２－２
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
長野県東筑摩郡朝日村大字古見１５４１－１
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８２２８
長野県南佐久郡川上村大字御所平８７１番地３
長野県北安曇郡白馬村北城１３７２２－１１
長野県北安曇郡白馬村大字北城１－１５
長野県北佐久郡立科町大字藤沢１３番地５
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殿畑９７９－４
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電話番号
0265-72-3617
0265-74-8578
0265-78-9401
0265-79-0266
0265-71-3323
0265-79-9524
026-246-4477
0266-79-6002
0266-79-4111
0266-62-7556
0263-99-2112
0263-97-3338
0263-97-3011
0267-97-3001
0261-72-6606
0261-72-5050
0267-51-3555
0267-42-8467
0267-31-2527
0267-32-2562

主な輸送品目（任意掲載）

