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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 ヤマト運輸株式会社　明科センター 長野県安曇野市明科七貴８９０４番地１ 0263-81-2056

安曇野市 臼杵運送株式会社　長野 長野県安曇野市明科南陸郷１３３－１０ 0263-62-5211

安曇野市 株式会社ナガヤマ物流　安曇野営業所 長野県安曇野市豊科高家１１８９－１ 0263-71-1021

安曇野市 株式会社ＪＡアグリエール長野　あづみ営業所 長野県安曇野市堀金三田３３６０番地３ 0263-72-7360

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

伊那市 株式会社長野フロー　伊那営業所 長野県伊那市大字福島１９７９番地６２９ 0265-96-0308

伊那市 ヤマト運輸株式会社　伊那上牧センター 長野県伊那市上牧７１９３番地２ 0265-71-5732

伊那市 ヤマト運輸株式会社　宮田センター 長野県伊那市西春近６０５３番地 0265-77-2013

伊那市 株式会社中央高速運輸　本社 長野県伊那市西春近５８４８－２ 0265-73-8320

塩尻市 ヤマトグローバルエキスプレス株式会社　長野営業所 長野県塩尻市広丘吉田３３５１ 0263-85-3148

塩尻市 エムディエイ株式会社　本社営業所 長野県塩尻市大字広丘吉田６４２番地１３ 0263-85-3333

塩尻市 有限会社寿昇運　塩尻営業所 長野県塩尻市広丘吉田６７０－１ 0263-85-4050

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

塩尻市 アキタ株式会社　長野営業所 長野県塩尻市広丘高出字北原２０１３－１ 0263-54-7100

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 愛知車輌興業株式会社　塩尻営業所 長野県塩尻市宗賀本山５２６０－５ 0263-53-4533

塩尻市 中越運送株式会社　松本営業所 長野県塩尻市大字宗賀字床尾１６２１ 0263-52-7577

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

岡谷市 諏訪梱包運輸株式会社　岡谷営業所 長野県岡谷市郷田１－３－１ 0266-23-0645

岡谷市 株式会社タケウチライン　本社営業所 長野県岡谷市長地梨久保１丁目６－２２ 0266-28-4148

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

茅野市 安立運輸株式会社　長野営業所 長野県茅野市宮川字赤田１３８２－１ 0266-75-0079

茅野市 ヤマト運輸株式会社　茅野支店 長野県茅野市米沢字宮田２３４－１ 0266-73-0389

佐久市 一宮運輸株式会社　長野営業所 長野県佐久市田口５５８０－２ 0267-82-7880

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 株式会社シンコー　佐久営業所 長野県佐久市大字鳴瀬字原口１４０２－１ 0267-68-8000

佐久市 佐川急便株式会社　佐久営業所 長野県佐久市長土呂字聖原６４－２４ 0267-67-5800

佐久市 諏訪梱包運輸株式会社　佐久営業所 長野県佐久市塚原４７６－１ 0267-68-9780

小諸市 長野コスモ物流株式会社　コスモ物流ロジステージ 長野県小諸市耳取１４６１－１ 0267-24-0871

小諸市 株式会社ＪＡアグリエール長野　小諸営業所 長野県小諸市大字和田字砂原４８３－１０ 0267-23-5902

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 日本梱包運輸倉庫株式会社　松本営業所 長野県松本市大字島内８０１２－１ 0263-88-5166
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松本市 有限会社丸伝運送　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 レンゴーロジスティクス株式会社　松本営業所 長野県松本市大字和田南西原５５１１‐８ 0263-48-4689

松本市 株式会社アルプスウェイ　本社営業所 長野県松本市和田字南西原４０１０番地２８ 0263-40-1147

松本市 アルプス運輸建設株式会社　本社営業所 長野県松本市大字神林字下神小字大畑３８６４－７ 0263-26-3771

松本市 甲信越福山通運株式会社　松本支店 長野県松本市大字神林字市道５８１６－１ 0263-86-6200

松本市 株式会社スター物流　本社営業所 長野県松本市梓川倭２１０３番地２ 0263-76-2324

松本市 ヤマト運輸株式会社　松本南支店 長野県松本市野溝木工２丁目３８２番地１９ 0263-24-3367

松本市 長野石油輸送株式会社　松本営業所 長野県松本市今井４８２４－３ 0263-58-2844

松本市 中央運輸株式会社　松本営業所 長野県松本市大字笹賀７６００－４１ 0263-57-6193

松本市 有限会社宮崎配送センター　長野営業所 長野県松本市大字笹賀７６００番地４１主棟２Ｆ 0263-87-3018

松本市 富士物流株式会社　松本営業所 長野県松本市大字笹賀７９４１ 0263-26-8436

松本市 諏訪梱包運輸株式会社　松本営業所 長野県松本市大字笹賀７８５３ 0263-28-5912

松本市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　松本支店 長野県松本市村井町南２丁目１０番４２号 0263-44-1010

上田市 ヤマト運輸株式会社　上田常磐城センター 長野県上田市大字常磐城字魔除２２４８－１ 0268-22-3901

上田市 株式会社一城輸送　本社営業所 長野県上田市下塩尻７９７番地１ 0268-21-6789

上田市 日信サービス株式会社　神の倉事業所 長野県上田市塩川５８３７番地８ 0268-36-1500

上田市 北三運輸株式会社　長野営業所 長野県上田市塩川５８３７－６ 0268-34-7788

上田市 協同サービス株式会社　本社営業所 長野県上田市塩川３１２２－２ 0268-36-2327

上田市 菱化ロジテック株式会社　上田営業所 長野県上田市富士山２４７１－１ 0268-38-9311

上田市 大栄運輸株式会社　本社 長野県上田市真田町長６５１８ 0236-72-2031

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州字新田５３４３－９ 0266-52-6655

諏訪市 阿南自動車株式会社　諏訪営業所 長野県諏訪市大字中洲字松山５５０２－１８ 0266-52-5170

須坂市 株式会社コイシカワ　長野営業所 長野県須坂市大字五閑３４ 026-247-8340

須坂市 有限会社おもと急送　長野支店 長野県須坂市大字高梨字西田２１１番地９ 026-285-0033

千曲市 株式会社アルプスウェイ　長野営業所 長野県千曲市大字屋代字中島３０７５－１ 026-273-8250

千曲市 日本梱包運輸倉庫株式会社　千曲営業所 長野県千曲市大字屋代字高畑１４８３－１ 026-273-3812

千曲市 早川運輸株式会社　更埴営業所 長野県千曲市新田９６－１ 026-274-5004

千曲市 株式会社ムラヤマロジテック　本社営業所 長野県千曲市大字上徳間４６６－２ 026-275-6601

大町市 ヤマト運輸株式会社　大北支店 長野県大町市大字大町字子安沖２８３１ 0261-26-3235

中野市 中野市農協運輸株式会社　新井営業所 長野県中野市大字新井３１７ 0269-26-7982

中野市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　長野支店 長野県中野市大字江部７６８番地２ 0269-24-7530

中野市 清水梱包運輸株式会社　本社 長野県中野市大字栗林字松原６５２－２ 0269-22-5342

長野市 レンゴーロジスティクス株式会社　長野営業所 長野県長野市大字稲葉字日詰沖１７３１ 026-221-2242

長野市 善光寺白馬電鉄株式会社　本社営業所 長野県長野市中御所１－２０－１ 026-227-2270
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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 ヤマト運輸株式会社　長野主管支店 長野県長野市大字穂保字中ノ配３１７－１ 026-296-2173

長野市 株式会社一城　北部営業所 長野県長野市大字大町７３８－１２ 026-295-6789

長野市 有限会社一城海運　本社営業所 長野県長野市大町７３７番地１８ 026-295-6789

長野市 ヤマト運輸株式会社　長野西和田センター 長野県長野市大字大町字大堰内７０６－１ 026-295-8200

長野市 株式会社大原運輸　長野営業所
長野県長野市大字西尾張部１０１９－４　エーブルコート

Ｂ１０２
026-259-5865

長野市 吉田倉庫株式会社　本社 長野県長野市吉田４－１２－１１ 026-241-8101

長野市 日本通運株式会社　長野警送営業所 長野県長野市桐原２丁目１－１ 026-244-3689

長野市 株式会社パワード・エル・コム　長野営業所 長野県長野市若穂川田字外新田３８００番１２の１ 026-282-6701

長野市 株式会社長野フロー　本社営業所 長野県長野市若穂川田３８００－３ 026-266-5531

長野市 甲信越福山通運株式会社　長野支店 長野県長野市若穂川田外新田３８００－６ 026-282-6955

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 松代運輸株式会社　本社営業所 長野県長野市真島町真島字本道６９０－１ 026-284-5625

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 株式会社コスモフーズサービス　長野営業所 長野県長野市大橋南二丁目２２ 026-285-7191

長野市 中越運送株式会社　長野営業所 長野県長野市大橋南１－２５ 026-285-4161

長野市 諏訪梱包運輸株式会社　長野営業所 長野県長野市小島田町１８６５ 026-286-4640

長野市 株式会社スワリク　長野営業所 長野県長野市小島田町中村西沖１８８１ 026-214-6722

長野市 愛知車輌興業株式会社　長野営業所 長野県長野市小島田町字新城６８３－１ 026-283-2388

長野市 長野通運株式会社　本社営業所 長野県長野市稲里町田牧字東大下９１７ 026-291-1188

長野市 太平洋陸送株式会社　長野営業所 長野県長野市篠ノ井岡田４１５－１ 026-299-8822

長野市 共同サービス株式会社　本社営業所 長野県長野市丹波島１－７５８ 026-285-2921

長野市 環境通信輸送株式会社　長野事業部 長野県長野市青木島４－４－９ 026-284-3152

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 二本松物流株式会社　長野営業所 長野県長野市篠ノ井会８５８番地１ 026-214-7733

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 ジャパン流通株式会社　本社営業所 長野県長野市神明２５番地 026-274-5591

東御市 ヤマト運輸株式会社　東御センター 長野県東御市大字滋野字鞍掛乙１７６５番地６ 0268-63-0072

東御市 甲信越福山通運株式会社　上田支店 長野県東御市滋野乙１８４４ 0268-64-4600

東御市 株式会社まるすぎ　長野営業所 長野県東御市加沢字赤石４０４－１ 0268-63-7111

東御市 佐川急便株式会社　上田営業所 長野県東御市本海野１７９０－１ 0268-62-4151

飯山市 甲信越福山通運株式会社　飯山営業所 長野県飯山市大字飯山字大道西５３３１－１ 0269-62-3544

飯田市 甲信越福山通運株式会社　飯田営業所 長野県飯田市下殿岡５０１番１ 0265-25-0292

飯田市 株式会社パワード・エル・コム　飯田営業所 長野県飯田市松尾上溝５９４９－１ 0265-24-2356
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飯田市 有限会社飯田市場運輸　本社 長野県飯田市松尾新井７１３２ 0265-53-1888

飯田市 ヤマト運輸株式会社　飯田松尾センター 長野県飯田市松尾寺所６９８７－４ 0265-56-8007

飯田市 株式会社丸運工業　本社営業所 長野県飯田市松尾明７７４４番地 0265-23-1515

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 株式会社アルプスウェイ　飯田営業所 長野県下伊那郡松川町大島２１９０－１ 0265-36-6310

下高井郡 有限会社森宮運輸　本社営業所 長野県下高井郡木島平村大字上木島字木島２３－１ 0269-62-1990

上伊那郡 信州名鉄運輸株式会社　伊那支店 長野県上伊那郡南箕輪村中の原９７８１－１ 0265-72-6161

上伊那郡 甲信越福山通運株式会社　伊那支店 長野県上伊那郡南箕輪村字北原１６２８－４６２ 0265-74-9921

上伊那郡 丸全電産ロジステック株式会社　伊那営業所 長野県上伊那郡南箕輪村字北原１６３４ 0265-78-7000

上伊那郡 ＳＢＳゼンツウ株式会社　伊北営業所 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪８０４０－１ 0265-96-7822

埴科郡 坂城運輸株式会社　本社営業所 長野県埴科郡坂城町大字坂城１０３００ 0268-82-3105

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 日本通運株式会社　松本警送営業所 長野県東筑摩郡山形村字北野尻８１０２－２ 0263-97-4660

東筑摩郡 株式会社ケーツー　松本センター 長野県東筑摩郡山形村８２００番地 0263-97-3525

東筑摩郡 北安陸送株式会社　生坂営業所 長野県東筑摩郡生坂村５１９２ 0263-69-2040

北安曇郡 ＳＢＳゼンツウ株式会社　池田営業所 長野県北安曇郡池田町会染９０１１－１６ 0261-85-2477

北安曇郡 白馬陸運株式会社　本社営業所 長野県北安曇郡白馬村大字神城２４３６９ 0261-75-2034

北佐久郡 ＳＢＳフレックネット株式会社　長野営業所 長野県北佐久郡御代田町大字馬瀬口字梨木平９３１－１ 0267-32-6090

木曽郡 ヤマト運輸株式会社　木曽支店 長野県木曽郡木曽町新開４５８６番地４ 0264-21-2133
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