上伊那地区
会員
事業種別
番号
5001 一般・利用
引越

正
会
員
事 業 所 会 員
上伊那貨物自動車株式会社

郵便番号

所

在

399-4117 駒ケ根市赤穂7251

地

代表者名
小池 長

駒ヶ根営業所 399-4117 駒ケ根市赤穂7251
塩尻営業所 399-6461 塩尻市大字宗賀1874-3
5003 一般・利用
引越

辰野貨物運送株式会社

399-0428 上伊那郡辰野町大字平出2323-3

池上 勝英

飯田営業所 395-0002 飯田市上郷飯沼3458-1
5004 一般・引越

株式会社丸登運送

455-0056 愛知県名古屋市港区砂美町21
伊那営業所 399-4511 上伊那郡南箕輪村43-1

5007 一般・引越

大河原運送株式会社

427-0024 静岡県島田市横井1-1-2
辰野営業所 399-0428 上伊那郡辰野町伊那富2670-2

5009 一般・利用
引越

株式会社泉翔

399-4511 上伊那郡南箕輪村2380-776

登内 範治
登内 勝久
菊地 久喜
赤羽 俊行
小泉 秀俊

本社営業所 399-4511 上伊那郡南箕輪村2380-776
松本営業所 399-1243 松本市神林339-11
5010 霊柩

藤澤健二(有限会社フジサワ造花)

396-0026 伊那市西町5139-6

藤澤 健二

伊那営業所 396-0026 伊那市西町5139-6
5011 一般・特積
利用・引越

大谷総業運輸倉庫株式会社

396-0005 伊那市野底8268-17
南箕輪営業所 399-4511 上伊那郡南箕輪村4037-2
長野営業所 381-2204 長野市真島町真島1564
飯田営業所 399-3103 下伊那郡高森町下市田3208-3
松本営業所 399-0033 松本市笹賀7209-1
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大谷 昇

電 話
ＦＡＸ
0265-82-4131
0265-82-2954
0265-82-4131
0265-82-2954
0263-50-6431
0263-50-6456
0266-41-0869
0266-41-5012
0265-23-3410
0265-23-3486
052-651-7111
052-651-7118
0265-72-7218
0265-72-5559
0547-37-7111
0547-37-1880
0266-41-0864
0266-43-0546
0265-72-8861
0265-72-6624
0265-72-8861
0265-72-6624
0263-58-0681
0263-58-0652
0265-72-3517
0265-78-4869
0265-72-3517
0265-78-4869
0265-72-4321
0265-76-3200
0265-72-8000
0265-72-9518
026-285-6255
026-285-6455
0265-35-8700
0265-35-8701
0263-86-5200
0263-86-6004

陸 災 防
所属分会
上伊那

上伊那

上伊那

上伊那

上伊那

上伊那

上伊那
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会員
事業種別
番号
5013 一般・利用
引越

正
会
事 業 所
日発運輸株式会社

会

員
員

郵便番号

所

在

236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦3-10
伊那営業所 399-4301 上伊那郡宮田村477-1

5014 一般・利用
引越

有限会社大和運送

399-4511 上伊那郡南箕輪村鳥居原8296-5

地

代表者名
坂本 博樹
冨永 好昭
城 康幸

本社営業所 399-4511 上伊那郡南箕輪村鳥居原8296-5
5017 一般・利用
引越

丸全電産ロジステック株式会社

105-0014 東京都港区芝1-12-7
芝一丁目ビル3F
伊那事業所 399-4511 上伊那郡南箕輪村北原1634

植山 秀次
飯田 威臣

諏訪営業所 392-0015 諏訪市中洲4600
5018 霊柩

株式会社儀礼センター

399-4102 駒ケ根市飯坂1-34-19

松川 常夫

本社営業所 399-4102 駒ケ根市飯坂1-34-19
5019 一般・利用

株式会杜信濃交産

399-3701 上伊那郡飯島町田切655-6

中村 俊一

本社営業所 399-3701 上伊那郡飯島町田切655-6
松本営業所 390-1242 松本市和田3967-24
5020 一般・利用

日通伊那運輸株式会社

396-0031 伊那市中の原8228-167

中根 剛

本社営業所 396-0031 伊那市中の原8228-167
諏訪営業所 392-0016 諏訪市大字豊田1070
飯田営業所 399-3202 下伊那郡豊丘村神稲9051-2
5021 一般・利用

伊那陸送株式会社

399-4511 上伊那郡南箕輪村9792-5

松村 賢二

本社営業所 399-4511 上伊那郡南箕輪村9792-5
5022 一般・利用

協同運輸株式会社

399-4511 上伊那郡南箕輪村8306-1101

鹿野 国博

電 話
ＦＡＸ
045-788-0811
045-701-5521
0265-85-6172
0265-85-6174
0265-78-8411
0265-73-2397
0265-78-8411
0265-73-2397
03-3454-8580
03-3454-8570
0265-78-7000
0265-76-6128
0266-54-5900
0266-54-5952
0265-83-2929
0265-83-8429
0265-83-2929
0265-83-8429
0265-86-3520
0265-86-4211
0265-86-3520
0265-86-4211
0263-40-2003
0263-48-1022
0265-76-9311
0265-76-9317
0265-76-9311
0265-76-9317
0266-54-2360
0266-52-5772
0265-34-3501
0265-34-3515
0265-78-6211
0265-78-6792
0265-78-6211
0265-78-6792
0265-76-5950
0265-76-6607

陸 災 防
所属分会
上伊那

上伊那

上伊那

上伊那

上伊那

上伊那

会員
番号

事業種別

正
事

業

会
所

会

員
郵便番号
所
在
員
本社営業所 399-4511 上伊那郡南箕輪村8306-1101

地

代表者名

長野営業所 381-2205 長野市青木島町大塚1181-2
5024 一般

北勢運送株式会社

511-0118 三重県桑名市多度町御衣野990-1
長野営業所 399-4601 上伊那郡箕輪町中箕輪14613-56

5025 霊柩

有限会社みのわ造花

399-4601 上伊那郡箕輪町大字中箕輪13065-3

上田 泰爾
田中 芳明
坂本 剛

本社営業所 399-4601 上伊那郡箕輪町大字中箕輪13065-3
5026 霊柩

株式会社盛花堂

399-0421 上伊那郡辰野町下辰野1723-2

征矢 武平

本社営業所 399-0421 上伊那郡辰野町下辰野1723-2
5033 一般・利用

株式会社橋爪興業

399-4511 上伊那郡南箕輪村1628-467

橋爪 貢

本社営業所 399-4511 上伊那郡南箕輪村1628-467
5034 一般

有限会社平沢運輸

399-4301 上伊那郡宮田村2697-6

平沢 正

本社営業所 399-4301 上伊那郡宮田村2697-6
5036 一般・利用

セル・トランス株式会社

399-4601 上伊那郡箕輪町大字中箕輪13797-1

笠原 正生

本社営業所 399-4601 上伊那郡箕輪町大字中箕輪13797-1
5037 一般

株式会社中央高速運輸

399-4431 伊那市西春近5848-2

山崎 貴志

本社営業所 399-4431 伊那市西春近5848-2
松本営業所 399-6462 塩尻市洗馬字西原7718-3
5039 一般

有限会社大三ロジテック

399-4601 上伊那郡箕輪町大字中箕輪6597
本社営業所 399-4601 上伊那郡箕輪町大字中箕輪6597
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有賀邦太郎

電 話
ＦＡＸ
0265-76-5950
0265-76-6607
026-285-7211
026-285-7313
0594-48-7700
0594-48-7705
0265-79-9542
0265-79-9547
0265-79-2536
0265-79-0303
0265-79-2536
0265-79-0303
0266-41-0463
0266-41-3744
0266-41-0463
0266-41-3744
0265-76-4345
0265-76-6885
0265-76-4345
0265-76-6885
0265-85-3770
0265-85-5770
0265-85-3770
0265-85-5770
0265-71-3377
0265-71-3376
0265-71-3377
0265-71-3376
0265-73-8320
0265-73-7019
0265-73-8320
0265-73-7019
0263-50-6123
0263-50-6124
0265-79-3404
0265-79-8694
0265-79-3404
0265-79-8694

陸 災 防
所属分会

上伊那

上伊那

上伊那

上伊那

上伊那

上伊那
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会員
事業種別
番号
5040 一般

正
会
員
事 業 所 会 員
GREEN TRANSPORT株式会社

郵便番号

所

在

地

399-0425 上伊那郡辰野町大字樋口1208-2

本社営業所 399-0425 上伊那郡辰野町大字樋口1208-2
5041 一般

有限会社若葉運送

399-4601 上伊那郡箕輪町大字中箕輪1445-3
本社営業所 399-4601 上伊那郡箕輪町大字中箕輪1445-3

5042 一般

伊那運輸有限会社

399-4601 上伊那郡箕輪町大字中箕輪1935-166
本社営業所 399-4601 上伊那郡箕輪町大字中箕輪1935-166

5043 一般

松運サービス株式会社

399-4511 上伊那郡南箕輪村2120-1
本社営業所 399-4511 上伊那郡南箕輪村2120-1

5044 霊柩

株式会社グレース

399-4432 伊那市東春近207
本社営業所 399-4432 伊那市東春近207

5045 一般

有限会社ウェーブ

399-4301 上伊那郡宮田村1933-1
本社営業所 399-4301 上伊那郡宮田村1933-1

5046 一般

有限会社オートレック

399-4511 上伊那郡南箕輪村8856-1
本社営業所 399-4511 上伊那郡南箕輪村8856-1

5047 霊柩

有限会社伊那スズキ

396-0026 伊那市西町4970-8
本社営業所 399-4511 上伊那郡南箕輪村8856-1

5048 一般

有限会社スズラン運送

399-4601 上伊那郡箕輪町大字中箕輪10916-2
本社営業所 399-4601 上伊那郡箕輪町大字中箕輪10916-2

5049 一般

中部急送株式会社

501-0222 岐阜県瑞穂市別府2140-1

電 話
ＦＡＸ
漆戸 昭仁
0266-43-3123
0266-78-8508
0266-43-3123
0266-78-8508
渡辺 すみ子 0265-71-1960
0265-71-1961
0265-71-1960
0265-71-1961
山越 重信
0265-71-3323
0265-71-3327
0265-71-3323
0265-71-3327
松崎 豊彦
0265-76-9333
0265-76-9322
0265-76-9333
0265-76-9322
向村 祐治
0265-76-2080
0265-76-1031
0265-76-2080
0265-76-1031
滝沢 浩樹
0265-84-1144
0265-84-1145
0265-84-1144
0265-84-1145
安藤 英彦
0265-74-1855
0265-74-1854
0265-74-1855
0265-74-1854
中谷 一憲
0265-78-4573
0265-73-9296
0265-78-4573
0265-73-9296
原 豊
0265-79-6405
0265-79-8862
0265-79-6405
0265-79-8862
広瀬 和秀
058-326-6611
058-327-4309
代表者名

陸 災 防
所属分会
上伊那

上伊那

上伊那

上伊那

上伊那

上伊那

上伊那

上伊那

上伊那

上伊那

会員
番号

事業種別

5050 一般

正
事

業

会
所

会

司企業株式会社

員
郵便番号
所
在
員
長野営業所 399-3705 上伊那郡飯島町七久保2710
473-0911 愛知県豊田市本町中根98

長野駒ヶ岳営業所 399-3705 上伊那郡飯島町七久保522-1
5051 一般

株式会社林材木店

399-3303 下伊那郡松川町元大島1660

地

代表者名
新多 光彦
庄司 只功
森下 高光
林 金之

積水ハウス松本支店松本作業所 396-0005 伊那市野底8268-99
5052 一般

有限会社牧澤鈑金

399-4431 伊那市西春近16056

牧澤 芳一

本社営業所 399-4431 伊那市西春近16056
5053 一般

1095 一般

有限会社小泉運輸関東

株式会社東日本トランスポート

290-0059 千葉県市原市白金町6-29-2

小泉 秀俊

長野営業所 399-4511 上伊那郡南箕輪村2380-776

中村 邦之

108-0023 東京都港区芝浦3-13-8
南信営業所 399-0428 上伊那郡辰野町伊那富7461-1

齋藤 和男
林

孝次

北信営業所 381-2214 長野市稲里町田牧1548
1152 一般

株式会社全日警

103-0007 東京都中央区日本橋浜町1-1-12
駒ヶ根営業所 399-4114 駒ケ根市上穂南4-1竹内ビル2F
長野支社 380-0813 長野市緑町1605-14
ダイヤモンドビル6階
飯田営業所 395-0000 飯田市上飯田5356-1
JR東海飯田支店1F
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片岡 由文
富永 弘師

電 話
ＦＡＸ
0265-98-0213
0265-98-0214
0565-53-3696
0565-53-3949
0265-86-7701
0265-86-7702
0265-36-3151
0265-36-3152
0265-74-2151
0265-74-2150
0265-78-5445
0265-78-6116
0265-78-5445
0265-78-6116
0436-20-0572
0436-20-0573
0265-72-8861
0265-72-6624
03-3769-0564
03-3454-7684
0266-41-5775
0266-41-5766
026-283-3030
026-283-3055
03-3862-3321
03-3862-3705
0265-83-6266
0265-83-6269
026-227-1066
026-228-4733
0265-53-8175
0265-53-8170

陸 災 防
所属分会

上伊那

上伊那

上伊那

上伊那

中信
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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

