佐久地区
会員
事業種別
番号
3001 一般・特積
利用・引越

正
会
事 業 所
株式会社一城不動

会

員
員

郵便番号

所

在

地

384-0083 小諸市大字市字土橋916-5

代表者名
小林 義達

本社営業所 384-0083 小諸市大字市字土橋916-5
長野営業所 381-0003 長野市大字穂保379
3002 一般・利用
引越

千曲運輸株式会社

384-0061 小諸市大字加増578

中嶋 剛登

本社営業所 384-0061 小諸市大字加増578
3003 一般・利用
引越

みすゞ運輸有限会社

384-0085 小諸市大字森山1005-2

古越 三浩

本社営業所 384-0085 小諸市大字森山1005-2
3004 一般・利用
引越

株式会社丸勝渡邉運輸

389-0402 東御市布下746-3

渡邉 勉

本社営業所 389-0402 東御市布下746-3
3006 一般・利用
引越

東城運輸株式会社

385-0043 佐久市取出町447-2

東城 健治

本社営業所 385-0043 佐久市取出町447-2
3008 一般・利用
引越
3009 一般

三協運輸株式会社

389-0206 北佐久郡御代田町大字御代田字殿畑
979-4
本社営業所 389-0206 北佐久郡御代田町大字御代田字殿畑
979-4
南佐久合同貨物自動車有限会社
385-0052 佐久市原523

櫻井 寿昭

田中 清

本社営業所 385-0052 佐久市原523
3010 一般・利用
引越

川上陸送株式会社

384-1407 南佐久郡川上村大字御所平812

小池 和幸

本社営業所 384-1407 南佐久郡川上村大字御所平1725-1
3011 一般・利用
引越

早川運輸株式会社

384-1407 南佐久郡川上村大字御所平843
本社営業所 384-1407 南佐久郡川上村大字御所平843
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早川 駒男

電 話
ＦＡＸ
0267-25-9123
0267-22-5543
0267-25-9123
0267-22-5543
026-296-6911
026-296-3411
0267-23-4571
0267-23-4573
0267-23-4571
0267-23-4573
0267-22-1726
0267-22-3933
0267-22-1726
0267-22-3933
0268-67-0121
0268-67-0122
0268-67-0121
0268-67-0122
0267-62-0405
0267-62-8614
0267-62-0405
0267-62-8614
0267-32-2562
0267-32-5995
0267-32-2562
0267-32-5995
0267-62-2404
0267-62-2671
0267-62-2404
0267-62-2671
0267-97-2667
0267-97-3817
0267-97-3635
0267-97-3518
0267-97-3001
0267-97-3323
0267-97-3001
0267-97-3323

陸 災 防
所属分会
佐久

佐久

佐久

佐久

佐久

佐久

佐久

佐久

佐久
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会員
番号

事業種別

3013 一般・利用
引越

正
事

業

会
所

会

佐久通運株式会社

員
郵便番号
所
員
更埴営業所 387-0007 千曲市新田96-1

在

384-0085 小諸市大字森山63-9
小諸営業所 384-0085 小諸市大字森山63-9

3015 一般・利用
引越

長野コスモ物流株式会社

384-0084 小諸市耳取1461-1
本社営業所 384-0084 小諸市耳取1461-1

3016 霊柩

有限会社熊木仏具造花店

384-0006 小諸市与良町4-1-4
本店営業所 384-0006 小諸市与良町4-1-4

3018 霊柩

大工原元太郎(野沢典礼社)

385-0052 佐久市原432
本社営業所 385-0052 佐久市原432

3021 一般・利用

株式会社シンコー

157-0077 東京都世田谷区鎌田4-18-15
佐久営業所 385-0016 佐久市鳴瀬1402

3024 一般・利用
引越

株式会社千曲物流

384-0412 佐久市田口4749-1
本社営業所 384-0412 佐久市田口4749-1

3027 一般・利用
引越

三信物流有限会社

385-0022 佐久市岩村田271-2
本社営業所 385-0022 佐久市岩村田271-2

3028 一般・利用
引越

ホソヤ物流株式会社

384-0061 小諸市大字加増931-1
本社営業所 384-0061 小諸市大字加増931-1

3029 一般・利用

株式会社野辺山産業

384-1305 南佐久郡南牧村大字野辺山312
本社営業所 384-1305 南佐久郡南牧村大字野辺山312

地

電 話
ＦＡＸ
026-274-5004
026-274-5024
黒澤 明男
0267-22-0705
0267-23-8936
0267-22-0705
0267-23-8933
西井 隆志
0267-24-0871
0267-24-0661
0267-24-0871
0267-24-0661
井部 幸廣
0267-22-0115
0267-23-8701
0267-22-0115
0267-23-8701
大工原元太郎 0267-62-0218
0267-62-6823
0267-62-0218
0267-62-6823
03-5494-8000
03-5494-8008
若林 博喜
0267-68-8000
0267-68-8030
井澤 愛子
0267-82-7077
0267-82-7078
0267-82-7077
0267-82-7078
中山 節男
0267-68-3177
0267-68-5270
0267-68-3177
0267-68-5270
細谷 芳繁
0267-25-2254
0267-25-2421
0267-25-2254
0267-25-2421
大工原孝道
0267-98-3121
0267-98-3107
0267-98-3121
0267-98-3107
代表者名

陸 災 防
所属分会

佐久

佐久

佐久

佐久

佐久

佐久

佐久

佐久

佐久

会員
事業種別
番号
3030 一般・利用

正
会
事 業 所
信濃物流株式会社

会

員
員

郵便番号

所

在

地

384-1408 南佐久郡川上村大字樋沢234

代表者名
油井 福久

本社営業所 384-1408 南佐久郡川上村大字樋沢234
3031 一般・利用

一宮運輸株式会社

792-8584 愛媛県新居浜市西原町2-4-36
物流センター長野 384-0412 佐久市田口5580-2

3032 一般・利用

伊那運送株式会社

649-6601 和歌山県紀の川市名手上193

一宮 貢三
秋山 仁弘
坂 保孝

長野営業所 384-1305 南佐久郡南牧村大字野辺山ニツ山693-120 小池 永樹
3035 一般

株式会社上田技研

385-0009 佐久市小田井627

上田 章男

本社営業所 385-0009 佐久市小田井627
3037 一般

宮本物産株式会杜

384-0809 小諸市滋野甲1197-3

宮本 光慶

本社営業所 384-0809 小諸市滋野甲1197-3
3038 一般・利用

東信物流株式会杜

389-0401 東御市島川原100-1

矢野 巻雄

本社営業所 389-0401 東御市島川原100-1
3040 一般

株式会社エスピーエス

389-0207 北佐久郡御代田町大字馬瀬口2100-1

佐藤 恒一

本社営業所 389-0207 北佐久郡御代田町大字馬瀬口2100-1
3041 一般・利用

信州星野運輸有限会社

389-0104 北佐久郡軽井沢町軽井沢東43-4

星野 弘

御代田営業所 389-0206 北佐久郡御代田町大字御代田4106-135
3042 一般・利用

有限会杜蓼科商会

384-2306 北佐久郡立科町大字宇山1703-2

掛川 初子

本社営業所 384-2306 北佐久郡立科町大字宇山1703-2
3043 一般・利用
引越

有限会社トランスポート軽井沢

389-0206 北佐久郡御代田町大字御代田2381-5
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島田 佳於

電 話
ＦＡＸ
0267-97-3333
0267-97-3330
0267-97-3333
0267-97-3330
0897-33-0138
0897-33-0166
0267-82-7880
0267-82-8023
0736-73-7355
0736-73-7298
0267-98-2689
0267-98-2690
0267-68-5592
0267-68-0762
0267-68-5592
0267-68-0762
0267-23-5678
0267-23-5679
0267-23-5678
0267-23-5679
0268-67-2003
0268-67-2787
0268-67-2003
0268-67-2787
0267-32-6793
0267-32-6775
0267-32-6793
0267-32-6775
0267-42-2133
0267-31-1646
0267-42-2133
0267-31-1646
0267-56-1318
0267-56-3330
0267-56-1318
0267-56-3330
0267-31-2527
0267-31-2528

陸 災 防
所属分会
佐久

佐久

佐久

佐久

佐久

佐久

佐久

佐久
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会員
番号

事業種別

3044 霊柩

正
事

業

会
所

会

堀篭国雄(あさま葬祭)

員
郵便番号
所
在
地
員
本社営業所 389-0206 北佐久郡御代田町大字御代田2381-5
384-0061 小諸市加増3-531-3

代表者名

堀篭 国雄

本社営業所 384-0061 小諸市加増3-531-3
3045 一般

株式会社来光

389-0206 北佐久郡御代田町大字御代田4014-5

池田 千秋

本社営業所 389-0206 北佐久郡御代田町大字御代田4014-5
3047 一般

冨士重機株式会社

384-0304 佐久市北川465

内藤 博

本社営業所 384-0304 佐久市北川465
3051 一般

株式会社フジサービス

174-0043 東京都板橋区坂下3-37-8
長野営業所 389-0403 東御市御牧原2490-3

3054 一般・利用

株式会社トラックス

385-0051 佐久市中込732-3

北島 寿一
野口 正樹
早川多津男

本社営業所 385-0012 佐久市根々井202-1
3055 一般・利用

SBSフレックネット株式会社

130-0012 東京都墨田区太平4-1-3
長野営業所 389-0207 北佐久郡御代田町大字馬瀬口931-1

3058 一般・利用

株式会社卜ーシン

384-1301 南佐久郡南牧村大字海尻2446-2

佐藤 佳嗣
古越 浩二
井出 幸義

本社営業所 384-1301 南佐久郡南牧村大字海尻2446-2
3059 一般

株式会社カクショウ運輸

385-0011 佐久市大字猿久保235-1

森角 聡

本社営業所 385-0011 佐久市大字猿久保235-1
3064 一般

千代里物流有限会社

384-1105 南佐久郡小海町大字千代里3139-1
本社営業所 384-1105 南佐久郡小海町大字千代里3139-1

新井 助夫

電 話
ＦＡＸ
0267-31-2527
0267-31-2528
0267-23-6444
0267-25-3133
0267-23-6444
0267-25-3133
0267-32-8159
0267-32-6768
0267-32-8159
0267-32-6768
0267-82-6834
0267-82-7179
0267-82-6834
0267-82-7179
03-3969-1366
03-3969-4674
0268-67-1837
0268-67-1838
0267-64-1093
0267-64-1095
0267-66-1092
0267-68-1091
03-3829-3085
03-3829-2109
0267-32-6090
0267-32-6131
0267-96-2544
0267-96-2100
0267-96-2544
0267-96-2100
0267-68-1858
0267-68-5191
0267-68-1858
0267-68-5191
0267-92-2622
0267-92-2673
0267-92-2622
0267-92-2673

陸 災 防
所属分会

佐久

佐久

佐久

佐久

佐久

佐久

佐久

佐久

会員
事業種別
番号
3068 一般

正
会
事 業 所
有限会社軽井沢通商

会

員
員

郵便番号

所

在

地

389-0206 北佐久郡御代田町大字御代田2664-27

代表者名
会沢 弘

本社営業所 389-0206 北佐久郡御代田町大字御代田2664-27
3071 一般・利用

有限会社ケイテイ物流

384-2203 佐久市布施354-1

戸井口慶二

本社営業所 384-2203 佐久市布施354-1
長野営業所 381-2222 長野市金井田118
3072 一般

有限会社レッカーサービス110

384-0808 小諸市大字御影新田2517-1

加藤幸之助

本社営業所 384-0808 小諸市大字御影新田2517-1
3075 一般

有限会社トランスポート浅間

3076 一般

株式会社ミツミ

3078 一般・引越

雪窓ロジテム有限会社

3079 一般

有限会社エースライン

389-0207 北佐久郡御代田町大字馬瀬口
1597-311
本社営業所 389-0207 北佐久郡御代田町大字馬瀬口
1597-311
371-0216 群馬県前橋市粕川町込皆戸380-2

大井 龍哉

長野営業所 384-0083 小諸市大字市字芝宮684-8

森角 文博

389-0206 北佐久郡御代田町大字御代田
4108-1412
本社営業所 389-0206 北佐久郡御代田町大字御代田
4108-1412
384-2106 佐久市八幡字神明563

小林 一雅

小林 正和

鈴木 武生

本社営業所 384-2106 佐久市八幡字神明563
3081 一般

有限会社バンノー

385-0021 佐久市長土呂22-6

伴野 竜一

本社営業所 385-0021 佐久市長土呂22-6
3082 一般・利用

株式会社サンクス物流

385-0011 佐久市大字猿久保235-1
本社営業所 385-0011 佐久市大字猿久保235-1
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小山 幸二

電 話
ＦＡＸ
0267-32-7401
0267-32-8077
0267-32-7401
0267-32-8077
0267-53-8767
0267-53-8766
0267-53-8767
0267-53-8766
026-293-5797
026-293-5798
0267-24-0110
0267-23-2555
0267-24-0110
0267-23-2555
0267-65-7662
0267-65-7662
0267-65-7662
0267-65-7662
027-285-5221
027-285-5222
0267-26-0182
0267-26-6122
0267-31-2992
0267-31-2993
0267-31-2992
0267-31-2993
0267-58-0102
0267-58-0103
0267-58-0102
0267-58-0103
0267-66-1700
0267-66-1710
0267-66-1700
0267-66-1710
0267-66-0565
0267-66-0566
0267-66-0565
0267-66-0566

陸 災 防
所属分会
佐久

佐久

佐久

佐久

佐久

佐久

佐久

佐久

佐久
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会員
事業種別
番号
3083 一般

正
会
事 業 所 会
長野県パトロール株式会社

員
員

郵便番号

所

在

地

384-0808 小諸市御影新田竹ノ花1425-1

代表者名
竹花 長雅

本社営業所 384-0808 小諸市御影新田竹ノ花1425-1
3084 一般・利用

有限会社上原運送

384-0084 小諸市大字耳取308-7

上原 悦夫

本社営業所 384-0084 小諸市大字耳取308-7
3086 一般

株式会社エス・エス・ケイ

389-0202 北佐久郡御代田町大字草越1173-137

佐々木竜也

本社営業所 389-0202 北佐久郡御代田町大字草越1173-137
3087 一般・利用

有限会社まるひろ

384-0809 小諸市大字滋野甲947-1

中込 裕幸

本社営業所 384-0809 小諸市大字滋野甲947-1
3088 一般

株式会社アジアンテック

384-2305 北佐久郡立科町芦田3498-2

掛川 一也

本社営業所 384-2305 北佐久郡立科町芦田3498-2
3089 一般

有限会社和久急送

384-1407 南佐久郡川上村大字御所平1060

和久 知則

本社営業所 384-1407 南佐久郡川上村大字御所平1060
3091 一般

有限会社アサマサンライン

389-0111 北佐久郡軽井沢町長倉4679-78
本社営業所 384-0051 小諸市八満2158

黒田 味加
入江 勇

電 話
ＦＡＸ
0267-25-5363
0267-22-8802
0267-25-5363
0267-22-8802
0267-25-3339
0267-25-3341
0267-25-3339
0267-25-3341
0267-32-2737
0267-32-2837
0267-32-2737
0267-32-2837
0267-23-3414
0267-23-3412
0267-23-3414
0267-23-3412
0267-51-3505
0267-51-3506
0267-51-3505
0267-51-3506
0267-97-2157
0267-97-2157
0267-97-2157
0267-97-2157
0267-46-4858
0267-46-9099
0267-25-3741
0267-24-3090

陸 災 防
所属分会
佐久

佐久

佐久

佐久

佐久

佐久

佐久

会員
番号

事業種別

正
事

業

会
所

会

員
員

郵便番号

所
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在

地

代表者名

電 話
ＦＡＸ

陸 災 防
所属分会

