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上小地区
会員
事業種別
番号
2003 一般・利用
引越

正
会
事 業 所 会
アート梱包運輸株式会社

員
員

郵便番号

所

在

389-0406 東御市八重原3510-1

地

代表者名
桜井 晴夫

本社営業所 389-0406 東御市八重原3510-1
松本営業所 399-8204 安曇野市豊科高家138-4
2004 一般・利用
引越

川西陸送株式会杜

386-0042 上田市上塩尻225-5

甲田 俊幸

本社営業所 386-0042 上田市上塩尻165-3
2005 一般・利用
引越

塩田運輸有限会社

386-1434 上田市新町151-5

岡田 宝正

本社営業所 386-1434 上田市新町151-5
長野営業所 389-1104 長野市豊野町浅野1368-8
2006 一般・特積
利用・引越

眞田陸送株式会社

386-2201 上田市真田町長3785

一之瀬 治

本社営業所 386-2201 上田市真田町長3785
2007 一般・利用
引越

大栄運輸株式会社

386-2201 上田市真田町長6518

石井 雄太

本社営業所 386-2201 上田市真田町長6518
2008 一般・利用
引越

エボシ山急送株式会社

389-0506 東御市祢津971-9

齋藤 佳久

本社営業所 389-0506 東御市祢津971-9
2011 一般・利用
引越

武石運輸株式会杜

386-0503 上田市下武石30

下城 億司

本社営業所 386-0503 上田市下武石30
2012 一般・利用
引越

長門運輸株式会社

386-0401 上田市塩川2500-53
東御営業所 389-0505 東御市和2110-1
長野営業所 381-2203 長野市真島字川合2041-14

齋藤 正一

電 話
ＦＡＸ
0268-67-0345
0268-67-0350
0268-67-0345
0268-67-0350
0263-72-8488
0263-72-8512
0268-23-2266
0268-23-2268
0268-23-2266
0268-23-2268
0268-38-2548
0268-38-8173
0268-38-2548
0268-38-8173
026-257-3111

陸 災 防
所属分会
上小

0268-72-2345
0268-72-2346
0268-72-2345
0268-72-2346
0268-72-2031
0268-72-4554
0268-72-2031
0268-72-4554
0268-62-4156
0268-62-3767
0268-62-4156
0268-62-3767
0268-85-0080
0268-85-0082
0268-85-0080
0268-85-0082
0268-36-3141
0268-64-3042
0268-64-3066
0268-64-3042
026-283-4800
026-283-4850

上小

上小

上小

上小

上小

上小

上小

会員
番号

事業種別

正
事

業

会
所

会

員
郵便番号
所
在
地
員
佐久営業所 389-0206 北佐久郡御代田町大字御代田1141-1

代表者名

南信営業所 399-3304 下伊那郡松川町大島406-5
松本営業所 390-1401 松本市波田9174-1
2015 一般・利用
引越

丸協運輸株式会杜

389-0512 東御市滋野乙1519-1

小林 明徹

本社営業所 389-0512 東御市滋野乙1519-1
2016 一般・利用
引越

上田運送株式会社

386-0043 上田市下塩尻灰塚498-12

松本 清

本社営業所 386-0043 上田市下塩尻灰塚498-12
2018 一般・利用
引越

FT物流株式会社

386-0407 上田市長瀬1603-1

青木 俊明

本社営業所 386-0407 上田市長瀬1603-1
2021 一般・利用

株式会社一城輸送

386-0043 上田市大字下塩尻797-1

小林 義達

本社営業所 386-0043 上田市大字下塩尻797-1
2022 一般

長野石油輸送株式会社

389-0601 埴科郡坂城町大字坂城10042-3

武重 昌樹

本社営業所 389-0601 埴科郡坂城町大字坂城10042-3
伊那営業所 399-3705 上伊那郡飯島町七久保1555-13
松本営業所 390-1131 松本市大字今井4824-3
2023 一般・利用

協同サービス株式会社

386-0401 上田市塩川3122-2

松山 信久

本社営業所 386-0401 上田市塩川3122-2
2024 一般・利用
引越

中部陸運株式会社

386-0043 上田市下塩尻75-3
本社営業所 386-0043 上田市下塩尻75-3
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小林浩太郎

電 話
陸 災 防
ＦＡＸ
所属分会
0267-32-9115
0267-32-9121
0265-49-8788
0265-49-8789
0263-91-1601
0263-91-1602
0268-62-1166
上小
0268-62-1117
0268-62-1166
0268-62-1117
0268-22-0360
上小
0268-23-1510
0268-22-0360
0268-23-1510
0268-43-4755
上小
0268-34-5598
0268-43-4755
0268-34-5598
0268-21-6789
上小
0268-27-8128
0268-21-6789
0268-27-8128
0268-82-3040
更埴
0268-82-8231
0268-82-3040
0268-82-8231
0265-86-2572
0265-98-022１
0263-58-2844
0263-86-3528
0268-36-2327
上小
0268-35-0282
0268-36-2327
0268-35-0282
0268-24-4403
上小
0268-27-4686
0268-24-4403
0268-27-4686
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会員
事業種別
番号
2026 一般・利用
引越

正
会
事 業 所 会
諏訪梱包運輸株式会社

員
員

郵便番号

所

在

386-0041 上田市秋和323-1

地

代表者名
浅川 健司

上田営業所 386-0041 上田市秋和323-1
長野営業所 381-2212 長野市小島田1865
佐久営業所 385-0025 佐久市塚原476-1
岡谷営業所 394-0021 岡谷市郷田1-3-1
松本営業所 399-0033 松本市大字笹賀7853
2027 霊柩

有限会社丸山造花店

386-0012 上田市中央6-12-8

山﨑 一明

本社営業所 386-0012 上田市中央6-12-8
2028 霊柩

株式会社御牧

389-0517 東御市県291-2

安達 欣伍

本社営業所 389-0517 東御市県291-2
2029 一般・利用
引越

青木運輸倉庫株式会社

386-1601 小県郡青木村大字田沢3122

五味 香

本社営業所 386-1601 小県郡青木村大字田沢3122
2030 一般・利用
引越

日信サービス株式会社

386-0016 上田市国分1-1-9

宮下 直也

神の倉事業所 386-0401 上田市塩川5837-8
2031 霊柩

株式会社信州さがみ典礼

386-0027 上田市常磐城3-2236-2

池田 成彦

本店 386-0027 上田市常磐城3-2236-2
長野営業所 381-0038 長野市東和田899-1
佐久営業所 385-0022 佐久市岩村田1082-1
2032 一般・利用
引越

株式会社東部通商

384-2302 北佐久郡立科町藤沢13-5

松原 成明

電 話
ＦＡＸ
0268-22-4191
0268-25-4855
0268-22-4191
0268-25-4855
026-286-4640
026-286-4954
0267-68-9780
0267-68-9781
0266-23-0645
0266-23-0435
0263-28-5912
0263-28-5883
0268-22-3364
0268-22-3367
0268-22-3364
0268-22-3367
0268-62-3222
0268-64-2738
0268-62-3222
0268-64-2738
0268-49-3411
0268-49-3316
0268-49-3411
0268-49-3316
0268-26-3611
0268-23-8883
0268-36-1500
0268-36-1510
0268-27-4449
0268-24-1993
0268-27-4449
0268-24-1993
026-241-4242
026-243-9889
0267-67-4449
0267-64-4450
0267-51-3555
0267-51-3663

陸 災 防
所属分会
上小

上小

上小

上小

上小

会員
番号

事業種別

2033 一般・利用

正
事

業

会
所

会

株式会社R＆C物流

員
郵便番号
所
在
員
立科営業所 384-2302 北佐久郡立科町藤沢13-5
381-2202 長野市市場3-4-2

地

代表者名

堀 雄一

上田営業所 386-0041 上田市秋和531-1
松本営業所 399-0033 松本市笹賀7600-41
2034 一般・利用
引越

株式会社アップル運輸

386-0151 上田市大字芳田439-1

下城 洋司

上田営業所 386-0005 上田市古里1620-1
長野営業所 381-2203 長野市真島町川合1977-1
伊那営業所 399-4431 伊那市西春近5838-2
松本営業所 390-0875 松本市城西1-2-25
2035 一般

滋野自動車株式会社

389-0512 東御市滋野乙1589-1

春原 一幸

本社営業所 389-0512 東御市滋野乙1589-1
2038 一般・利用

株式会社食品流通システム

103-0016 東京都中央区日本橋小網町17-2
東御センター 389-0514 東御市加沢138-26

森本 正則
渡辺 譲司

松本センター 399-0014 松本市平田東2-8-9
2041 一般

菱化ロジテック株式会社

105-0012 東京都港区芝大門1-1-30
上田営業所 386-1212 上田市富士山2471-1

2042 一般

株式会社まるすぎ

156-0053 東京都世田谷区桜3-22-10
長野営業所 389-0514 東御市加沢赤石404-1

2044 霊柩

合同会社 千花堂

386-0404 上田市上丸子1445-1
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中島 英男
森口 努
杉森 敏夫
熊谷 正徳
原田 丈雄

電 話
ＦＡＸ
0267-51-3555
0267-51-3663
026-284-9755
026-284-9760
0268-26-4600
0268-26-6345
0263-57-6464
0263-57-6064
0268-22-0600
0268-29-8501
0268-29-8500
0268-29-8501
026-283-0099
026-284-5602
0265-73-2510
0265-96-0084
0263-31-0234
0263-31-0243
0268-62-1037
0268-62-2410
0268-62-1037
0268-62-2410
03-3639-2961
03-3639-2960
0268-64-7676
0268-64-7670
0263-85-6745
0263-85-6723
03-5408-4730
03-5408-4958
0268-38-9311
0268-39-1104
03-3417-9111
03-3749-2001
0268-63-7111
0268-63-7188
0268-42-3773
0268-42-7639

陸 災 防
所属分会

上小

上小

上小

上小

上小

上小

上小
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会員
番号

事業種別

2045 一般

正
事

業

会
所

会

株式会社小宮山運送

員
郵便番号
所
在
員
本社営業所 386-0404 上田市上丸子1445-1

地

386-1326 上田市舞田48-1

代表者名

小宮山英昭

本社営業所 386-1326 上田市舞田48-1
2046 一般

丸利急送有限会杜

386-0407 上田市長瀬1722-1

堀内 利茂

本社営業所 386-0407 上田市長瀬1722-1
2047 一般

一心流通システム有限会社

386-0503 上田市下武石1212-7

下城 守将

本社営業所 386-0503 上田市下武石1212-7
2049 一般

有限会社ミハラ運輸

389-0512 東御市滋野乙1532-4

舩田 正明

本社営業所 389-0512 東御市滋野乙1532-4
2055 一般・利用

IPDロジスティクス株式会社

389-0514 東御市加沢88-12

岩下 貴

本社営業所 389-0514 東御市加沢88-1
2056 一般・利用
引越

有限会社イマイ急便

386-0001 上田市上田305-2

今井 寛

本社営業所 386-0001 上田市上田305-2
2057 一般・利用

有限会社永商

386-2202 上田市真田町本原1323-11

一之瀬文一

本社営業所 386-2202 上田市真田町本原1323-11
佐久営業所 385-0011 佐久市猿久保番屋前890-12-1
2058 一般・利用

北三運輸株式会社

338-0837 埼玉県さいたま市桜区田島4-40-24
長野営業所 386-0401 上田市塩川5837-6

2059 一般

株式会社サニテック

386-1602 小県郡青木村大字村松56-1

三浦 一晃
菅井 勝敏
西川 初子

電 話
ＦＡＸ
0268-42-3773
0268-42-7639
0268-39-3939
0268-39-3940
0268-39-3939
0268-39-3940
0268-42-0104
0268-42-3190
0268-42-0104
0268-42-3190
0268-85-3838
0268-85-3839
0268-85-3838
0268-85-3839
0268-62-4063
0268-62-4082
0268-62-4063
0268-62-4082
0268-63-1151
0268-63-1152
0268-63-1151
0268-63-1152
0268-22-6560
0268-22-9833
0268-22-6560
0268-22-9833
0268-72-9111
0268-72-9222
0268-72-9111
0268-72-9222
0267-77-7722
0267-77-7723
048-863-6677
048-863-6622
0268-34-7788
0268-34-7780
0268-49-3626
0268-37-3030

陸 災 防
所属分会

上小

上小

上小

上小

上小

上小

上小

上小

上小

会員
番号

事業種別

2060 一般

正
事

業

会
所

会

有限会社上田急便

員
郵便番号
所
在
員
長野営業所 386-1602 小県郡青木村大字村松56-1
386-2203 上田市真田町傍陽6608-6

地

代表者名

間藤 芳恵

本社営業所 386-2203 上田市真田町傍陽6608-6
2062 一般・利用

有限会社リゲイン

386-0407 上田市長瀬3623-6

滝沢 泰嗣

長瀬営業所 386-0407 上田市長瀬2860-2
2063 一般

株式会社イノウエ

386-1326 上田市舞田708-1

井上 道子

本社営業所 386-1326 上田市舞田708-1
2064 一般

株式会社群馬グリーン配送

377-1614 群馬県吾妻郡嬬恋村田代1018-66
長野営業所 386-0004 上田市殿城上西野3530-1

2065 一般

株式会社エフビーエス

386-0013 上田市中央東12-18

佐藤今朝司
藤澤 和男
宮下 宗樹

秋和営業所 386-0041 上田市秋和1110-3
2066 一般

株式会社NKグループ

386-0004 上田市殿城968-2

竹内 信之

本社営業所 386-0004 上田市殿城968-2
2067 一般

株式会社開道

386-0401 上田市塩川931-3
上田事務所 386-0401 上田市塩川931-3
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下村 道明

電 話
ＦＡＸ
0268-49-3626
0268-37-3030
0268-61-5500
0268-61-5501
0268-61-5500
0268-61-5501
0268-43-0307
0268-43-0317
0268-71-7125
0268-71-7126
0268-39-7881
0268-39-7882
0268-39-7881
0268-39-7882
0279-98-0521
0279-98-0525
0268-23-5388
0268-23-5686
0268-75-0087
0268-75-2622
0268-75-0087
0268-75-2622
0268-21-1001
0268-23-0919
0268-21-1001
0268-23-0919
0268-35-0243
0268-35-0244
0268-35-0243
0268-35-0244

陸 災 防
所属分会

上小

上小

上小

上小

上小

上小

上小
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会員
番号

事業種別

正
事

業

会
所

会

員
員

郵便番号

所

在

地

代表者名

電 話
ＦＡＸ

陸 災 防
所属分会

