
H30.12.13
市区郡名 事業所名 住所 電話番号
長野市 ヤマト運輸株式会社　安茂里支店 長野県長野市安茂里小市１－４１－５ 026-264-7369

株式会社ディ・エス物流　長野営業所 長野県長野市稲里町田牧１５４８ 026-274-5466

長野運送株式会社　篠ノ井営業所 長野県長野市稲里町田牧字入会田１４９７ 026-284-9135

池田運輸株式会社　長野営業所 長野県長野市下駒沢五反田７２０－７７ 026-296-7080

綜合警備保障株式会社　長野支社 長野県長野市高田２５９－２ 026-227-0181

株式会社日翔通商　本社営業所 長野県長野市市場１－２ 026-219-5888

阿南自動車株式会社　長野営業所 長野県長野市篠ノ井横田字金山６０５ 026-290-7250

株式会社田中光男商会　株式会社田中光男商会 長野県長野市篠ノ井布施高田字臼女３６５番１の１ 026-292-0510

株式会社丸水運送センター　長野営業所 長野県長野市若穂川田字外新田３８００－１２ 026-282-1787

山梨貨物自動車株式会社　長野営業所 長野県長野市若穂川田字外新田３８００－８ 026-266-5066

信州名鉄運輸株式会社　長野支店 長野県長野市若穂川田字外新田３８００－８ 026-282-6800

昌栄高速運輸株式会社　本社営業所 長野県長野市若穂綿内４５８番７ 026-274-5591

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

株式会社トヨナカ　長野営業所 長野県長野市真島町川合１３７２－１４ 026-286-7845

第一貨物株式会社　長野支店 長野県長野市真島町川合字北稗島１９６３－１０ 026-283-1144

有限会社結城商事輸送　長野営業所 長野県長野市神明５０番地 026-285-0537

ヤマト運輸株式会社　長野今井センター 長野県長野市川中島町今里字松木河原１１４番地１ 026-254-7145

善光寺運送株式会社　川中島営業所 長野県長野市川中島町大字御厨１３６９外２筆 026-285-2564

ヤマト運輸株式会社　長野東支店 長野県長野市大橋南２丁目１３番 026-284-6442

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

株式会社エーアイエム　本店 長野県長野市大字稲葉中千田沖２０２５ 026-214-2113

長野運輸株式会社　本社営業所 長野県長野市大字石渡１３２－２ 026-243-7371

株式会社新開トランスポートシステムズ　長野営業所 長野県長野市大字南長池字村前１４６－２ 026-221-5451

川野運輸株式会社　本社営業所 長野県長野市大字北長池字新田４０５ 026-243-7778

ヤマト運輸株式会社　長野屋島センター 長野県長野市大字北長池字牧田２７１－５ 026-244-8018

長野陸送株式会社　長野営業所 長野県長野市日詰１４０１ 026-221-2191

安曇野市 株式会社啓和運輸　長野営業所 長野県安曇野市豊科５０５０－８ 0263-73-1540

阿南自動車株式会社　豊科営業所 長野県安曇野市豊科南穂高６２７ 0263-73-6100

協和物流株式会社　松本営業所 長野県安曇野市堀金三田３５５８－２ 0263-72-7374

飯田市 ヤマト運輸株式会社　飯田山本支店 長野県飯田市三日市場１４１２－１ 080-5044-4096

佐川急便株式会社　飯田営業所 長野県飯田市三日市場１４４０－１ 0265-25-1119

ＳＢＳゼンツウ株式会社　飯田営業所 長野県飯田市松尾寺所７３１２ 0265-48-5205

南信郵便逓送株式会社　飯田営業所 長野県飯田市大通１丁目３３番地３ 0265-22-0700

２０１８年度（平成３０年度）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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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
株式会社吉川　本社営業所 長野県飯田市嶋９０－５ 0265-26-1246

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

伊那市 日本通運株式会社　伊那営業所 長野県伊那市大字伊那字中の原８２２８－１６７ 0265-72-3141

佐川急便株式会社　伊那営業所 長野県伊那市大字西箕輪字中島７２００－６４ 0265-73-1400

大谷総業運輸倉庫株式会社　伊那営業所 長野県伊那市野底８２６８番地２８ 0265-73-2811

上田市 株式会社ニヤクコーポレーション　上田事業所 長野県上田市下塩尻字渋草３７８ 0268-22-8805

真田陸送株式会社　本社営業所 長野県上田市真田町長３７９４－１ 0268-72-2345

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

下伊那自動車株式会社　上田営業所 長野県上田市大字住吉字鳥居町２６７－１８ 0268-24-7249

信州名鉄運輸株式会社　上田支店 長野県上田市大字小牧字絵図之木８８４－６ 0268-24-1223

川西陸送株式会社　本社営業所 長野県上田市大字上塩尻１６５－３ 0268-23-2266

日通長野運輸株式会社　上田営業所 長野県上田市大字殿城字下ノ久保１４７番地１ 0268-28-5130

株式会社イノウエ　本社営業所 長野県上田市舞田７１０番地 0268-39-7881

大町市 八雲運送株式会社　本社営業所 長野県大町市常盤９５８４ 0261-23-7095

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

岡谷市 ヤマト運輸株式会社　岡谷中央支店 長野県岡谷市塚間町２丁目６４２２番地１ 0266-21-1256

駒ケ根市 ヤマト運輸株式会社　駒ヶ根支店 長野県駒ケ根市赤穂５６２１－２ 0265-82-7102

上伊那貨物自動車株式会社　本社 長野県駒ケ根市赤穂７２５１番 0265-82-4131

小諸市 南信貨物自動車株式会社　佐久営業所 長野県小諸市大字御影新田釜神１５２２－５ 0267-25-5037

三鱗運送株式会社　佐久平営業所 長野県小諸市大字御影新田字和田原２７１２－１ 0267-31-6123

株式会社ミツミ　長野営業所 長野県小諸市大字市６８４番地８ 0267-26-0182

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

有限会社まるひろ　本社営業所 長野県小諸市大字滋野甲９４７番地１ 0267-23-3414

佐久通運株式会社　小諸 長野県小諸市大字森山６３－９ 0267-22-0705

セイノースーパーエクスプレス株式会社　佐久営業所 長野県小諸市大字和田字下原５９８－６ 0267-23-1435

ヤマト運輸株式会社　小諸センター 長野県小諸市丙水梨４８５－１ 0267-25-5152

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

ヤマト運輸株式会社　佐久支店 長野県佐久市大字岩村田北１－６－１ 0267-68-8953

有限会社バンノー　本社営業所 長野県佐久市長土呂２２番地６ 0267-66-1700

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

塩尻市 ササキ通商株式会社　本社営業所 長野県塩尻市大字広丘吉田２９０２－１５１ 0263-86-6644

細川運送株式会社　本社営業所 長野県塩尻市大字広丘吉田５１２番地９ 0263-55-4730

松本運送株式会社　本社営業所 長野県塩尻市大字広丘吉田５７３－１ 0263-58-0122

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

セコム上信越株式会社　長野県現送センター 長野県塩尻市大字広丘高出１５８２－１ 0263-53-4475
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
ヤマト運輸株式会社　松本主管支店 長野県塩尻市大字広丘野村字角前１９４５－１ 0263-54-1950

上伊那貨物自動車株式会社　塩尻営業所 長野県塩尻市大字宗賀１８７４－３ 0263-50-6431

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

須坂市 佐川急便株式会社　長野営業所 長野県須坂市大字井上７００－１ 026-251-2522

日通長野運輸株式会社　本社 長野県須坂市大字井上字砂田１７００－１ 026-248-6341

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

ヤマト運輸株式会社　須坂南センター 長野県須坂市大字幸高字後荒市場２１８番地１ 026-242-7243

東海西濃運輸株式会社　長野支店 長野県須坂市大字福島字雁土橋３６１－１ 026-248-5800

日本郵便株式会社　須坂郵便局 長野県須坂市馬場町１２７２－１０ 026-245-0480

諏訪市 株式会社山信運輸　諏訪 長野県諏訪市沖田町３－４８ 0266-53-5677

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

ヤマト運輸株式会社　諏訪湖南センター 長野県諏訪市湖南１３３３番地１ 0266-53-8557

南信貨物自動車株式会社　諏訪営業所 長野県諏訪市大字中洲字松山５５０２－１６ 0266-52-1357

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

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

千曲市 ヒタチ株式会社　長野ハブセンター 長野県千曲市雨宮４１１ 026-273-9222

ヤマトボックスチャーター株式会社　長野支店 長野県千曲市大字雨宮起返中ノ割２４４３－１ 026-274-7735

株式会社ミライ化成　本社営業所 長野県千曲市大字雨宮字起返中ノ割２４７４番地４ 026-274-7662

岩佐運輸株式会社　本社 長野県千曲市大字屋代１４７６－１ 026-272-0783

茅野市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　諏訪営業所 長野県茅野市ちの２６２６－４ 0266-82-7100

新潟運輸株式会社　諏訪支店 長野県茅野市宮川字馬場１１１３－３１他１６筆 0266-73-1255

東御市 株式会社食品流通システム　東御センター 長野県東御市加沢１３８番地２６ 0268-71-0667

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

丸協運輸株式会社　本社営業所 長野県東御市滋野乙１５１９－１ 0268-62-1166

長野運輸株式会社　東信営業所 長野県東御市滋野字高石３３９５－１５ 0268-64-5010

エボシ山急送株式会社　本社営業所 長野県東御市大字祢津９７１－９ 0268-62-4156

佐久通運株式会社　東御営業所 長野県東御市布下４１１－１ 0268-71-5370

中野市 上越運送株式会社　長野支店 長野県中野市立ケ花４５０－１ 0269-23-5721

松本市 株式会社あづみ野　本社営業所 長野県松本市梓川倭３７５６－１ 0263-78-5358

有限会社フジ広益　松本空港東営業所 長野県松本市空港東８９７９－１ 0263-87-2661

有限会社松本商運　本社 長野県松本市今井７１１６－１ 0263-87-7730

北安陸送株式会社　松本物流センター 長野県松本市大字島立字水無３７８４ー２ 0263-47-2194

早川運輸株式会社　松本営業所 長野県松本市今井字和田道４８２４－１２ 0263-87-8531

株式会社サカイ引越センター　松本支社 長野県松本市笹部２丁目３番２０号 080-1612-1192

太平洋陸送株式会社　松本営業所 長野県松本市市場１－６６ 026-325-9366

3／5



市区郡名 事業所名 住所 電話番号
信州運送株式会社　本社営業所 長野県松本市寿北６丁目２４－２４ 0263-58-3623

株式会社都市貨物輸送　松本営業所 長野県松本市神林５１１２－１３ 0263-57-0745

松本牛乳輸送株式会社　本社営業所 長野県松本市征矢野１丁目７番４３号 0263-25-5828

日本通運株式会社　南松本営業所 長野県松本市双葉３５８－５９ 0263-27-0836

明科陸運株式会社　松本営業所 長野県松本市村井町南２丁目９番３号 0263-57-1196

株式会社シンクラン　松本営業所 長野県松本市村井町北２丁目９－２４ 0263-86-8090

日通松本運輸株式会社　本社営業所 長野県松本市大字笹賀５６５２－９ 0263-24-1800

ＮＹＴ株式会社　松本営業所 長野県松本市大字笹賀６４９１－１ 0263-26-9397

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番地１ 0263-86-5200

株式会社丸進　本社 長野県松本市大字笹賀７６００－４１ 0263-57-3096

株式会社パワード・エル・コム　松本営業所 長野県松本市大字笹賀７６００番地４１ 0263-85-7552

ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社　信越海外生活支援セ
ンター

長野県松本市大字島内寺村７１６８－９ 026-340-0810

ヤマト運輸株式会社　松本山辺センター 長野県松本市大字里山辺字横堰１９６７番地１ 0263-35-8507

信州名鉄運輸株式会社　松本支店 長野県松本市大字和田４８６１ 0263-48-5000

株式会社ナガタ運輸　本社営業所 長野県松本市大字和田６５３２番地５ 0263-40-2322

阿南自動車株式会社　松本支店 長野県松本市大字和田字下西原４６２０番地 0263-40-3500

九州興業株式会社　本社営業所 長野県松本市筑摩２－３４－３５ 0263-25-7770

つばさ運輸株式会社　本社営業所 長野県松本市南松本２－６－５２ 0263-28-0763

ヤマト運輸株式会社　松本東支店 長野県松本市並柳１丁目１０－１８ 080-2853-6012

長野第一物流株式会社　松本営業所 長野県松本市野溝東１ー１－４１ 0263-25-6163

第一貨物株式会社　松本支店 長野県松本市野溝東１丁目１番４１号 0263-27-1414

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

上伊那郡 セイノースーパーエクスプレス株式会社　伊那営業所 長野県上伊那郡南箕輸村５５５３－１他１筆 0265-74-7011

株式会社泉翔　本社 長野県上伊那郡南箕輪村２３８０－７７６ 0265-72-8862

ヤマト運輸株式会社　伊那支店 長野県上伊那郡南箕輪村三本木原８３０４－５２２ 0265-71-5075

阿南自動車株式会社　伊那営業所 長野県上伊那郡南箕輪村字中の原９６３４－２ 0265-73-2652

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七久保１５５５－１２５ 0265-86-2572

北勢運送株式会社　長野営業所 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１４６１３－５６ 0265-79-9524

ヤマト運輸株式会社　伊北支店 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪字樋久保１８３６ 0265-79-8191

上水内郡 ヤマト運輸株式会社　信濃町支店 長野県上水内郡信濃町大字穂波字南平１２９－３ 026-255-5341

北安曇郡 ヤマト運輸株式会社　白馬センター 長野県北安曇郡白馬村大字北城字中新切１６９７－１ 0261-75-1027

北佐久郡 ヤマト運輸株式会社　軽井沢支店 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字北浦１７０６－１ 080-5043-7746

信州星野運輸有限会社　御代田営業所 長野県北佐久郡御代田町大字御代田字一ノ沢４１０６－１３５ 0267-31-1645

ヤマト運輸株式会社　信州立科支店 長野県北佐久郡立科町大字芦田字青木屋敷１８３２－１ 0267-56-0616
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
木曽郡 上松陸送株式会社　本社営業所 長野県木曽郡上松町旭町２４ 0264-52-2409

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

東海西濃運輸株式会社　上松営業所 長野県木曽郡上松町大字萩原２３６６番１ 0264-52-2603

ヤマト運輸株式会社　木曽大桑センター 長野県木曽郡大桑村大字須原９８２－１６ 0264-55-1223

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

諏訪郡 丸全電産ロジステック株式会社　諏訪南営業所 長野県諏訪郡原村１４８６２－２ 0266-79-6002

下伊那郡 旭松フレッシュシステム株式会社　飯田営業所 長野県下伊那郡高森町下市田３１１３－２ 0265-34-3344

盟豊運送有限会社　本社営業所 長野県下伊那郡高森町山吹５２０７－３ 0265-35-2860

ヤマト運輸株式会社　松川高森支店 長野県下伊那郡松川町元大島５２１６－１ 0265-36-5840

信州名鉄運送株式会社　飯田営業所 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲９１０８－２ 0265-34-2111

下高井郡 長野運輸株式会社　飯山営業所 長野県下高井郡木島平村大字上木島６５ 0269-62-3083

埴科郡 ヤマト運輸株式会社　信州坂城センター 長野県埴科郡坂城町大字中之条字中沢３９番地１ 0268-81-3220

東筑摩郡 ダイヤ運輸株式会社　本社営業所 長野県東筑摩郡山形村８０７６番地２ 0263-31-0070

上野輸送株式会社　松本営業所 長野県東筑摩郡山形村字北野尻８１７４－２ 0263-98-4400

東海西濃運輸株式会社　松本支店 長野県東筑摩郡山形村字北野尻８２６５ 0263-98-4800

セイノースーパーエクスプレス株式会社　松本営業所 長野県東筑摩郡山形村字北野尻８２６５ 0263-98-4830

南佐久郡 ヤマト運輸株式会社　信州小海センター 長野県南佐久郡小海町大字千代里北木戸２９４４－１ 0267-92-3454

川上陸送株式会社　本社営業所 長野県南佐久郡川上村大字御所平１７２５－１ 0267-97-3635

信濃物流株式会社　本社 長野県南佐久郡川上村大字樋澤２３４－１ 0267-97-3333

5／5


