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市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

安曇野市 日本通運株式会社　豊科営業所 長野県安曇野市豊科５０５０番地 0263-71-1230

安曇野市 前橋南部運送株式会社　信州あづみ野営業所 長野県安曇野市穂高５７３０－１ 0263-31-6619

安曇野市 株式会社ホームエネルギー長野　松本営業所 長野県安曇野市豊科高家１６３番地 0263-72-8982

安曇野市 有限会社ユウケイ物流　安曇野営業所 長野県安曇野市穂高有明７３７９－９１ 0263-50-8861

安曇野市 丸富物流株式会社　松本営業所 長野県安曇野市豊科４６６７－２８ 0263-72-6819

安曇野市 アート梱包運輸株式会社　松本営業所 長野県安曇野市豊科高家１０４２－５６ 0263-72-8488

伊那市 株式会社ワイズ・パーソン　伊那営業所 長野県伊那市福島５８７番地１ 0265-98-0788

伊那市 株式会社アップル運輸　伊那営業所 長野県伊那市西春近５８３８－２ 0265-73-2510

塩尻市 山手運送株式会社　長野営業所 長野県塩尻市宗賀７９－３８ 0263-31-6938

塩尻市 ＳＢＳゼンツウ株式会社　塩尻営業所 長野県塩尻市宗賀本山４１４５－１ 0263-88-6466

塩尻市 大西運輸株式会社　松本営業所 長野県塩尻市大字洗馬字西原７７１６－１ 0263-54-9190

塩尻市 株式会社ハート引越センター　長野営業所 長野県塩尻市広丘高出字北原２０１４－７ 026-344-1811

塩尻市 近物レックス株式会社　松本支店 長野県塩尻市大字広丘吉田字八幡原５６５番１外８筆 0263-86-7001

塩尻市 有限会社丸信システム流通　本社営業所 長野県塩尻市大門桔梗町１７番３号 0263-53-4300

塩尻市 横山運送有限会社　本社 長野県塩尻市大字広丘野村１６１１－１ 0263-52-7611

塩尻市 大高運輸株式会社　塩尻営業所 長野県塩尻市大字広丘野村字角前１９４４ 0263-53-6266

岡谷市 ヤマト運輸株式会社　岡谷神明営業所 長野県岡谷市神明町４－６０ 0266-23-0881

茅野市 諏訪貨物自動車株式会社　茅野営業所 長野県茅野市ちの３４４２－１ 0266-72-2125

茅野市 株式会社トーウン　長野営業所 長野県茅野市金沢御狩野５７４０－１ 0266-75-1420

佐久市 株式会社カクショウ運輸　本社営業所 長野県佐久市大字猿久保２３５－１ 0267-68-1858

佐久市 有限会社エースライン　本社営業所 長野県佐久市八幡字神明５６３番 0267-58-0102

佐久市 株式会社アスカ・コーポレーション　長野支店 長野県佐久市小田井９１５番地１ 0267-88-7651

佐久市 ヤマト運輸株式会社 　信州臼田営業所 長野県佐久市臼田１１０２番６ 0267-81-4424

小諸市 信州自動車株式会社　佐久営業所 長野県小諸市大字市高塚１１３５－１ 0267-22-9511

小諸市 下伊那自動車株式会社　小諸支店 長野県小諸市大字市字土橋９１６－１２ 0267-23-5588

小諸市 ヤマト運輸株式会社　東小諸営業所 長野県小諸市大字市字五反田８０４－３ 0267-26-6405

小諸市 信越定期自動車株式会社　小諸営業所 長野県小諸市大字柏木２３４－５ 0267-22-3338

松本市 株式会社アップル運輸　松本営業所 長野県松本市島立７９８－１　ＹＳビル　１０１ 0263-48-6112

松本市 松本日梱株式会社　本社営業所 長野県松本市大字島内８０１２－１ 0263-88-8385

松本市 株式会社丸伝運送　松本営業所 長野県松本市大字今井松本道７２２２－１ 0263-50-7720

松本市 菊池運輸株式会社　松本営業所 長野県松本市和田３９６７－３１ 0263-48-0271

松本市 大谷総業運輸倉庫株式会社　松本営業所 長野県松本市大字笹賀７２０９－１ 0263-86-5200

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（長野県）
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松本市 王子陸運株式会社　松本営業所 長野県松本市笹賀５２００－１ 0263-24-2138

松本市 酸和運送株式会社　しなの営業所 長野県松本市梓川倭３８７８番地１ 0263-76-2100

松本市 日本郵便輸送株式会社　松本営業所 長野県松本市平田東３－１６－３ 0263-58-6702

松本市 有限会社甲南物流　長野営業所 長野県松本市村井町北一丁目６９３－４ 0263-86-2735

松本市 株式会社食品流通システム　松本センタ－ 長野県松本市平田東２丁目９番１７号 0263-85-6745

松本市 日本通運株式会社　松本コンテナ営業所 長野県松本市出川町２０番地４０ 0263-25-3956

松本市 丸中運送株式会社　本社営業所 長野県松本市波田１００５３－１ 0263-92-3141

松本市 山梨貨物自動車株式会社　松本営業所 長野県松本市大字笹賀７１４９－１ 0263-57-5611

上田市 中部陸運株式会社　本社 長野県上田市下塩尻７５－２ 0268-24-4403

上田市 株式会社ホームエネルギー長野　上田営業所 長野県上田市長瀬１０７７－８ 0268-42-6322

上田市 株式会社小宮山運送　本社営業所 長野県上田市舞田４８番地１ 0268-39-3939

上田市 株式会社アップル運輸　上田営業所 長野県上田市古里１６２０番地１ 0268-29-8500

上田市 株式会社イノウエ　本社営業所 長野県上田市舞田７１０番地 0268-39-7889

上田市 有限会社上田急便　本社営業所 長野県上田市真田町傍陽６６０８－６ 0268-61-5500

上田市 ヤマト運輸株式会社 　信州丸子営業所 長野県上田市中丸子字大耽１７２８番地１ 0268-43-8730

諏訪市 株式会社塚腰運送ＳＨＩＮＡＮＯ　諏訪営業所 長野県諏訪市赤羽根３９６１番地２ 0266-52-8287

諏訪市 近物レックス株式会社　諏訪支店 長野県諏訪市大字中洲字新田５３４３－９ 0266-52-6655

諏訪市 株式会社山信運輸　本社 長野県諏訪市中洲５５０２－２１ 0266-58-1226

諏訪市 東海西濃運輸株式会社　諏訪支店 長野県諏訪市沖田町４－４１ 0266-58-1818

諏訪市 丸全電産ロジステック株式会社　諏訪営業所 長野県諏訪市中洲４６４２番地１０ 0266-54-5900

諏訪市 ヤマト運輸株式会社　諏訪営業所 長野県諏訪市大字豊田字橋下１２３２－１ 080-5068-1508

諏訪市 信州西部陸送株式会社　本社営業所 長野県諏訪市大字中洲４８７７－２ 0266-57-1380

須坂市 株式会社トヨナカ　長野営業所 長野県須坂市大字米持字大道下南ノ割４５８番地 026-285-9922

須坂市 株式会社エム．ケイライン　本店営業所 長野県須坂市大字幸高２６０番地８ 026-242-7222

須坂市 日本通運株式会社　長野営業所 長野県須坂市大字井上字砂田１７００－１ 026-246-8371

須坂市 信越定期自動車株式会社　須坂営業所 長野県須坂市大字須坂１６４８ 026-245-3747

千曲市 株式会社ヤマザキ物流　長野営業所 長野県千曲市大字雨宮５３４－１ 026-261-3533

千曲市 株式会社小川急送　本社営業所 長野県千曲市大字粟佐１０７８－１ 026-274-2224

千曲市 ヤマト運輸株式会社　戸倉上山田営業所 長野県千曲市大字上徳間字中村３９３番地２ 026-261-0530

大町市 株式会社安曇　本社営業所 長野県大町市大字平８６５７－１ 0261-22-0704

大町市 信州名鉄運輸株式会社　大町センター 長野県大町市大字社５４２９－２７ 0261-26-3560

大町市 有限会社合津運輸　本社営業所 長野県大町市大字常盤３６７１ 0261-22-8341

長野市 株式会社井上産業　本社営業所 長野県長野市大字大豆島５３０７番地２ 026-214-3830

長野市 吉田倉庫株式会社　南営業所 長野県長野市小島田町１７５９番地１ 026-285-3564

長野市 川中島陸送株式会社　長野営業所 長野県長野市松代町豊栄字村西５８４４－１ 026-278-1010
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長野市 株式会社ホームエネルギー長野　長野営業所 長野県長野市大字東和田７４９番地 026-263-1139

長野市 株式会社アップル運輸　長野 長野県長野市真島町川合１９７７－３ 026-283-0099

長野市 日本郵便株式会社　長野東郵便局 長野県長野市東和田７０８－１ 026-259-4862

長野市 株式会社一城不動　長野営業所 長野県長野市大字穂保３６８－１ 026-296-6911

長野市 株式会社一城　南部営業所 長野県長野市真島町真島１５０７－１ 026-284-6789

長野市 信幸運輸株式会社　本社営業所 長野県長野市篠ノ井杵淵字碇１２１－８ 026-299-8311

長野市 株式会社丸善急行　本社 長野県長野市青木島町綱島７７３－６９番地 026-274-5453

長野市 株式会社中村商会　本社営業所 長野県長野市松岡１－７－６ 026-222-5600

長野市 有限会社ユニバーサル運輸　本社 長野県長野市大字稲葉９４０－６８ 026-222-3118

長野市 有限会社エスライン　本社営業所 長野県長野市松代町豊栄字村西５８３０番地６－２ 026-215-7088

長野市 株式会社ＮＢＳロジソル　長野営業所 長野県長野市大橋南２丁目－１４－１ 026-254-6701

長野市 日本郵便輸送株式会社　長野営業所 長野県長野市北長池１８９８－３ 026-259-1926

長野市 ヤマト運輸株式会社　長野駅前営業所 長野県長野市中御所４丁目７番２５号 026-229-6237

長野市 株式会社ＪＡアグリエール長野　篠ノ井営業所 長野県長野市篠ノ井岡田４５２ 026-292-1200

長野市 株式会社ＪＡアグリエール長野　長野営業所 長野県長野市松代町大字東寺尾字松原東３２８５－１ 026-261-2133

長野市 株式会社ケーツー　長野センター 長野県長野市篠ノ井会８５２－１ 026-290-7884

長野市 トナミ運輸信越株式会社　長野支店 長野県長野市若里７－１１－５ 026-228-6110

長野市 ヤマト運輸株式会社　信州川中島営業所 長野県長野市稲里町田牧字窪田１５９５番地５ 026-286-7160

東御市 トナミ運輸信越株式会社　上田営業所 長野県東御市本海野１７１７－１ 0268-64-4111

飯山市 信越定期自動車株式会社　飯山営業所 長野県飯山市大字飯山字野坂田河原３６９１－１ 0269-62-3175

飯田市 株式会社ホームエネルギー長野　飯田営業所 長野県飯田市山本１１２－２ 0265-25-7172

飯田市 株式会社イトー急行　飯田営業所 長野県飯田市駄科１９５６－４ 0265-26-9016

飯田市 ヤマト運輸株式会社　天竜峡営業所 長野県飯田市川路７５０１－２ 080-5481-6240

飯田市 ヤマト運輸株式会社　飯田座光寺営業所 長野県飯田市座光寺５２７２－４ 0265-56-4286

飯田市 辰野貨物運送株式会社　飯田営業所 長野県飯田市上郷飯沼３４５８－１ 0265-23-3410

飯田市 阿南自動車株式会社　飯田営業所 長野県飯田市松尾明７６６７ 0265-24-2208

飯田市 三岐通運株式会社　飯田営業所 長野県飯田市座光寺３６２９－３ 0265-24-3731

下伊那郡 仙台オート輸送株式会社　長野営業所 長野県下伊那郡松川町上片桐３６５０－２ 0265-37-3442

下伊那郡 株式会社ワイズ・パーソン　本社営業所 長野県下伊那郡松川町上片桐４２７８番地２０ 0265-49-0117

下伊那郡 池畑運送株式会社　飯田支店営業所 長野県下伊那郡高森町下市田３３３３ 0265-34-2202

下伊那郡 竜峡自動車株式会社　本社営業所 長野県下伊那郡豊丘村大字河野９０７７番地２ 0265-48-6663

上伊那郡 ＧＲＥＥＮ　ＴＲＡＮＳＰＯＲＴ株式会社　本社営業所 長野県上伊那郡辰野町大字伊那富９３８２番地１ 0266-43-3123

上伊那郡 有限会社大和運送　本社営業所 長野県上伊那郡南箕輪村鳥居原８２９６－３ 0265-78-8411

上伊那郡 大河原運送株式会社　辰野営業所 長野県上伊那郡辰野町大字伊那富２６６９－２ 0266-41-0864

上伊那郡 株式会社ＪＡアグリエール長野　伊那営業所 長野県上伊那郡南箕輪村字中の原９７４１－３ 0265-78-9155
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上伊那郡 セル・トランス株式会社　本社営業所 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪１３７９７－１ 0265-71-3377

上伊那郡 信州名鉄運輸株式会社　カインズ・ベイシアセンター 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪１４６１３－６ 0265-71-3160

上伊那郡 日発運輸株式会社　伊那営業所 長野県上伊那郡宮田村４７７－１ 0265-85-6172

上高井郡 有限会社金沢運輸　本社 長野県上高井郡小布施町大字小布施字裏町４０２－１ 026-247-2146

埴科郡 長野石油輸送株式会社　本社営業所 長野県埴科郡坂城町坂城１００４２－３ 0268-82-3040

諏訪郡 美野里運送倉庫株式会社　富士見営業所 長野県諏訪郡富士見町富士見字根重２００１－１ 0266-61-0911

東筑摩郡 松本倉庫株式会社　本社 長野県東筑摩郡山形村８２３１ 0263-98-5556

東筑摩郡 有限会社マルヤス運送　朝日営業所 長野県東筑摩郡朝日村西洗馬１１８３－１ 0263-88-5411

東筑摩郡 株式会社ディ・エス物流　松本営業所 長野県東筑摩郡山形村８２００番地 0263-88-6192

東筑摩郡 細川運送株式会社　本社営業所 長野県東筑摩郡山形村１５７９番地４ 0263-55-4730

東筑摩郡 愛品物流株式会社　本社営業所 長野県東筑摩郡朝日村大字西洗馬１５３５ 0263-99-2668

木曽郡 三殿陸送有限会社　上松営業所 長野県木曽郡上松町上松１３３０番地２ 0573-64-2266

木曽郡 東郷運輸株式会社　東郷運輸株式会社南木曽営業所 長野県木曽郡南木曽町読書２８２０ 090-1566-9126

木曽郡 ＳＢＳゼンツウ株式会社　木曽営業所 長野県木曽郡上松町大字荻原１０１９－２ 0264-52-5511
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