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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）

阿賀野市 株式会社長谷川運送　本社営業所 新潟県阿賀野市下里６６５番地 0250-67-2602

燕市 司企業株式会社　新潟燕営業所 新潟県燕市笈ヶ島字谷地１３９３－１ 0256-78-7580

燕市 日本運輸荷造株式会社　分水営業所 新潟県燕市笈ケ島１３９７－１ 0256-98-4776

燕市 プリヴェ運輸株式会社　セッツカートン事業所 新潟県燕市新興野１２－６６ 0256-97-3812

燕市 株式会社西部市場運送　本社営業所 新潟県燕市吉田法花堂４６７０ 0256-92-7570

燕市 モリックス運輸株式会社　本社営業所 新潟県燕市吉田下中野１６０２－３ 0256-92-7080

燕市 三和運輸機工株式会社　新潟支店 新潟県燕市吉田鴻巣１８０－１４ 0256-93-1211

燕市 巻運送　株式会社　吉田営業所 新潟県燕市吉田鴻巣８１－１ 0256-93-4181

燕市 株式会社ロードサポート新潟　三条営業所 新潟県燕市井土巻５丁目１５０番 025-249-7112

燕市 日本郵便株式会社　燕郵便局 新潟県燕市白山町１丁目１－６ 0256-63-2200

燕市 リクウンワークス有限会社　県央営業所 新潟県燕市杣木３４７１ 0256-47-4133

燕市 日昭運輸株式会社　燕営業所 新潟県燕市小関１１１４－１ 0256-64-5521

燕市 小関梱包運輸有限会社　本社営業所 新潟県燕市大字小関字野中１１２７－１ 0256-64-3751

魚沼市 沖建材運輸株式会社　本社営業所 新潟県魚沼市十日町１２３－１ 025-793-7667

魚沼市 株式会社技研運輸　魚沼営業所 新潟県魚沼市七日市新田３６９番地１ 025-792-7211

魚沼市 魚沼陸送整備株式会社　本社営業所 新潟県魚沼市田戸２０７－２ 025-794-4346

魚沼市 日本通運株式会社　魚沼営業所 新潟県魚沼市田戸字谷内２４６－２ 025-794-4110

見附市 新潟郵便輸送株式会社　見附営業所 新潟県見附市新幸町２－１１ 0258-86-7901

見附市 上越郵便輸送株式会社　見附営業所 新潟県見附市新幸町９番３－２号 0258-89-6123

見附市 みつけ物流株式会社　本社営業所 新潟県見附市今町８－８－２ 0258-66-1661

五泉市 有限会社村松運輸サービス　本社営業所 新潟県五泉市城下２丁目６９３－１ 0250-41-5055

五泉市 ヤマト運輸株式会社　村松センター 新潟県五泉市美郷３３２ 080-5045-1589

佐渡市 佐渡急送株式会社　本社営業所 新潟県佐渡市両津夷２６９－１０ 0259-27-3121

佐渡市 佐渡汽船運輸株式会社　両津支店 新潟県佐渡市両津湊３５６－６ 0259-27-3191

佐渡市 佐渡汽船運輸株式会社　中央支店 新潟県佐渡市宮川甲６４０－１ 0259-66-2469

佐渡市 株式会社中川運送　ちぐさ営業所 新潟県佐渡市泉１９５番地１，１９４番地 0259-63-6178

佐渡市 ヤマト運輸株式会社　佐渡佐和田支店 新潟県佐渡市窪田字木戸田１７－８ 080-5045-1610

佐渡市 日本郵便株式会社　両津郵便局 新潟県佐渡市両津夷２－１ 0259-27-2200

三条市 株式会社新潟タイセイ物流　本社営業所 新潟県三条市代官島字川原６８３番３ 0256-33-5281

三条市 マルソー株式会社　三条営業所 新潟県三条市大字月岡字綾ノ前２７８３－１ 0256-34-2631

三条市 日本郵便株式会社　三条郵便局 新潟県三条市旭町２丁目１－１ 0256-33-0400

三条市 ドリーム・エクスプレス株式会社　本社営業所 新潟県三条市山王５９－１９９０－６ 0256-45-5901
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三条市 日本通運株式会社　三条支店営業課 新潟県三条市猪子場新田１０７２番地 0256-45-5311

三条市 伸和運輸株式会社　本社営業所 新潟県三条市一ツ屋敷新田６０７－１ 0256-45-2040

糸魚川市 小川建設株式会社　本社営業所 新潟県糸魚川市大字上刈６－２－３３ 0255-52-0946

糸魚川市 日本通運株式会社　糸魚川営業所 新潟県糸魚川市南寺島２丁目９－２１ 025-552-9134

糸魚川市 株式会社上越商会　糸魚川営業所 新潟県糸魚川市大字大野２９６８－１ 025-552-1222

糸魚川市 ホクトミ運輸株式会社　糸魚川営業所 新潟県糸魚川市大字大野１１１５ 025-552-9211

糸魚川市 吉沢運送株式会社　青海営業所 新潟県糸魚川市大字田海１５５９－１ 025-562-3883

十日町市 株式会社村山興業　本社営業所 新潟県十日町市北新田１３２ 025-757-8542

小千谷市 日本郵便株式会社　小千谷郵便局 新潟県小千谷市本町１丁目１２－３ 0258-82-2200

小千谷市 株式会社西部市場運送　小千谷営業所 新潟県小千谷市大字桜町字天田５３１９番地２ 0258-82-3200

小千谷市 有限会社池田産業　本社営業所 新潟県小千谷市若葉３丁目３９番地 0258-83-2352

上越市 高助合名会社　本社営業所 新潟県上越市港町１－８－２ 025-543-7116

上越市 トモエ運輸株式会社　新潟営業所 新潟県上越市大字黒井４９６－２ 025-544-1153

上越市 日本通運株式会社　新潟警送事業所高田センター 新潟県上越市大字黒井字西原２６７６番地１ 025-543-3105

上越市 日通高田運輸株式会社　本社営業所 新潟県上越市大字黒井２６７６－１ 025-543-5344

上越市 日本通運株式会社　高田支店営業課 新潟県上越市大字黒井字西原２６７６－１ 025-543-3496

上越市 株式会社ヨウコー　直江津事業所 新潟県上越市大字黒井２２９６－２ 025-543-2092

上越市 株式会社ニヤクコーポレーション　関東支店上越事業所 新潟県上越市大字黒井２２９６－２ 025-544-3132

上越市 株式会社アシュア　新潟営業所 新潟県上越市大字下荒浜字大谷内横田１６３－８ 025-544-6801

上越市 トナミ運輸信越株式会社　上越営業所 新潟県上越市大字下荒浜字大谷内横田２５０番１ 025-543-4208

上越市 株式会社前田運送　新潟営業所 新潟県上越市大字下荒浜字大谷内横田１６９－１ 025-545-3737

上越市 東部運送株式会社　上越営業所 新潟県上越市福橋７１９－４ 025-520-8675

上越市 有限会社イノウエ運輸　本社営業所 新潟県上越市福橋７５６番地３ 025-543-1178

上越市 上越郵便輸送株式会社　直江津営業所 新潟県上越市大字下源入字大野２６７－６ 025-544-2216

上越市 濃飛西濃運輸株式会社　上越支店 新潟県上越市大字上源入字大城１５３番１１ 025-544-2526

上越市 株式会社アイシン　本社営業所 新潟県上越市大字下門前１６４８ 025-543-9055

上越市 中越運送株式会社　上越ロジスティクスセンター 新潟県上越市石橋２８４５ 025-545-2711

上越市 プリヴェ運輸株式会社　上越支店 新潟県上越市頸城区上吉８０－２０ 025-544-2133

上越市 新潟運輸株式会社　上越支店 新潟県上越市頸城区西福島５７５－４ 025-544-6711

上越市 ヤマト運輸株式会社　上越保倉センター 新潟県上越市大字下吉野字蓮ノ町３９２番地 080-6699-5324

上越市 頸城運送倉庫株式会社　木田営業所 新潟県上越市木田２－１３－１４ 025-523-5649

上越市 日本郵便株式会社　高田郵便局 新潟県上越市大手町３－２１ 025-523-2830

上越市 マルソー株式会社　上越ＳＬＣ 新潟県上越市板倉区稲増２００－５７ 0255-78-4839

上越市 名立運送株式会社　本社営業所 新潟県上越市名立区名立小泊１４０－１７ 025-537-2101

上越市 上越建設工業株式会社　本社営業所 新潟県上越市柿崎区直海浜１９４５－５０ 025-536-3111
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上越市 大和物流株式会社　新潟営業所 新潟県上越市柿崎区三ツ屋浜字袖７２９－１ 025-536-3767

新潟市 株式会社三南建設運送　本社営業所 新潟県新潟市東区河渡庚２９６－２９ 025-273-5322

新潟市 リンコー運輸株式会社　本社 新潟県新潟市東区船江町１丁目６－３３ 025-274-7541

新潟市 西濃通運株式会社　新潟営業所 新潟県新潟市東区古湊町３－２２ 025-270-5891

新潟市 光駿トレーラー輸送株式会社　新潟支店 新潟県新潟市東区古湊町３－２２ 025-273-2222

新潟市 新洋運送有限会社　本社営業所 新潟県新潟市東区古湊町２－６６ 025-271-0071

新潟市 株式会社高助　臨海 新潟県新潟市東区臨海町１－２１ 025-271-7771

新潟市 新潟中部運送株式会社　本社営業所 新潟県新潟市東区上王瀬町２１番地 025-271-1311

新潟市 株式会社フコックス　新潟営業所 新潟県新潟市東区松島１丁目３７－５，３７－２ 025-270-6688

新潟市 新潟トランスポート株式会社　本社営業所 新潟県新潟市東区末広町９－５８ 025-271-0050

新潟市 新潟市場運送株式会社　本社営業所 新潟県新潟市江南区西山１００９－１ 025-277-3316

新潟市 株式会社キョウハイ・ロジテム　本社営業所 新潟県新潟市江南区曙町３丁目７番１５号 025-382-3215

新潟市 株式会社新潟食品運輸　新潟南営業所 新潟県新潟市江南区亀田工業団地２丁目１番４０号 025-383-1858

新潟市 新潟トヨタ陸送株式会社　本社営業所 新潟県新潟市江南区茅野山３－４－５０ 025-382-3401

新潟市 中越運送株式会社　新潟ロジスティクスセンター 新潟県新潟市江南区亀田早通字東郷２４０２－１ 025-381-1120

新潟市 ドリーム・エクスプレス株式会社　新潟営業所 新潟県新潟市江南区亀田中島３丁目５７５番８ 025-286-9011

新潟市 新潟旭急送株式会社　横越営業所 新潟県新潟市江南区二本木１ー１－８ 025-382-4116

新潟市 株式会社ムロオ　新潟営業所 新潟県新潟市江南区木津工業団地３－２３ 025-250-6503

新潟市 株式会社デイリーネットワーク　本社営業所 新潟県新潟市江南区木津工業団地３番２０号 025-385-5753

新潟市 株式会社新潟丸和運輸　本社営業所 新潟県新潟市東区海老ヶ瀬字長田５０２番地１ 025-275-2339

新潟市 東新運輸株式会社　本社営業所 新潟県新潟市東区木工新町１１８８番１ 025-271-8801

新潟市 新潟通運株式会社　本社営業所 新潟県新潟市東区下場字北側２５－１４ 025-270-0511

新潟市 越後運輸建設株式会社　新潟営業所 新潟県新潟市東区若葉町２丁目４番２８号 090-3145-0748

新潟市 恵実物流株式会社　新潟営業所 新潟県新潟市東区竹尾２－１９－７ 025-279-3111

新潟市 センコー株式会社　新潟営業所 新潟県新潟市東区竹尾８１８－１ 025-274-7157

新潟市 株式会社ビー・アイ運送　新潟営業所 新潟県新潟市東区卸新町３丁目１番地１３ 025-271-9021

新潟市 中越通運株式会社　新潟引越センター 新潟県新潟市東区竹尾卸新町７４４番地４外２筆 025-273-1212

新潟市 株式会社アサヒセキュリティ　新潟営業所 新潟県新潟市東区竹尾卸新町８０７－１ 025-250-2880

新潟市 リクウンワークス有限会社　新潟営業所 新潟県新潟市東区紫竹卸新町１９４２－３ 025-275-4651

新潟市 新潟郵便輸送株式会社　新潟営業所 新潟県新潟市東区紫竹卸新町１９９４－６ 025-271-2707

新潟市 株式会社ギオン　新潟センター 新潟県新潟市東区紫竹卸新町２０１７番地１ 025-271-9188

新潟市 日本通運株式会社　新潟重機建設支店 新潟県新潟市東区紫竹卸新町８１番５ 025-275-7132

新潟市 新潟陸運株式会社　新潟営業所 新潟県新潟市東区紫竹卸新町１９４２－３ 025-275-4577

新潟市 株式会社新開トランスポートシステムズ　新潟営業所 新潟県新潟市東区山木戸４－１３－７ 025-271-3511

新潟市 花王ロジスティクス株式会社　新潟営業所 新潟県新潟市東区鴎島町７－１ 025-257-9271
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新潟市 秋保運送株式会社　新潟営業所 新潟県新潟市東区下木戸５６０番地１１ 025-384-8825

新潟市 株式会社サカイ引越センター　新潟支社 新潟県新潟市東区下木戸３丁目３－４ 025-278-9292

新潟市 沼垂運輸株式会社　本社営業所 新潟県新潟市東区下木戸６００－８ 025-274-6775

新潟市 日本通運株式会社　新潟警送事業所新潟センター 新潟県新潟市中央区紫竹山１丁目１１番２４号 025-241-5294

新潟市 新潟旭急送株式会社　本社営業所 新潟県新潟市中央区姥ヶ山６丁目６－１７ 025-286-6068

新潟市 株式会社中越エクスプレス　美咲町営業所 新潟県新潟市中央区美咲町１丁目２３－２６ 025-283-3011

新潟市 佐川急便株式会社　新潟営業所 新潟県新潟市西区山田３０９－１ 0570-01-0159

新潟市 新潟トランスポート株式会社　黒埼営業所 新潟県新潟市西区善久６３０－１ 025-271-0050

新潟市 株式会社越後ロジテム　本社営業所 新潟県新潟市西区鳥原新田４６４番地１ 025-370-7101

新潟市 株式会社弥生運輸　新潟営業所 新潟県新潟市西区黒鳥１１４９－１ 025-378-3456

新潟市 ヤマトグローバルエキスプレス株式会社　新潟営業所 新潟県新潟市西区緒立流通１丁目３番地７ 025-370-7521

新潟市 株式会社カモライン　新潟営業所 新潟県新潟市南区根岸８１０番地 025-362-7267

新潟市 株式会社高建組　本社営業所 新潟県新潟市南区根岸１４７７ 025-362-5551

新潟市 有限会社イシダ　本社 新潟県新潟市南区高井東１丁目１番１８号 025-362-1973

新潟市 日本郵便株式会社　白根郵便局 新潟県新潟市南区白根日の出町１１－１ 025-373-2200

新潟市 株式会社産業運輸　本社営業所 新潟県新潟市南区茨曽根８１１１番 025-201-6565

新潟市 新潟三和運輸株式会社　本社営業所 新潟県新潟市南区東萱場２１１１ 025-375-2070

新潟市 丸運輸送株式会社　本社営業所 新潟県新潟市西区流通センター６丁目２番地３ 025-260-4121

新潟市 新潟運輸株式会社　新潟支店 新潟県新潟市西区流通センター６－１－１ 025-260-5111

新潟市 佐渡汽船運輸株式会社　新潟支店新潟営業所 新潟県新潟市西区流通センター６－１－２ 025-260-5451

新潟市 株式会社新潟中央物流　西営業所 新潟県新潟市西区的場流通１－３－１３ 025-378-6248

新潟市 日本通運株式会社　新潟物流事業所 新潟県新潟市西区的場流通１丁目３番地１２ 025-268-1111

新潟市 匠サポートサービス株式会社　本社 新潟県新潟市西区新田６５０番地 025-211-4117

新潟市 沼垂運輸株式会社　東港営業所 新潟県新潟市北区太郎代字上往来６４６番２ 025-385-7622

新潟市 山ス運送株式会社　本社営業所 新潟県新潟市北区太郎代２６７０ 025-255-2515

新潟市 日軽物流株式会社　新潟営業所 新潟県新潟市北区太郎代１５７２－２７ 025-255-3121

新潟市 株式会社　丸日日諸産業　新潟支店 新潟県新潟市北区島見町字下往来２３５７－１ 025-255-3373

新潟市 株式会社日立物流関東　新潟営業所 新潟県新潟市北区島見町２４３４－２９ 025-255-3665

新潟市 株式会社イチマサ冷蔵　本社営業所 新潟県新潟市北区白勢町字上大曲９７－４ 025-255-3660

新潟市 株式会社新潟総合物流　本社営業所 新潟県新潟市北区西名目所５５０７番地１０ 025-282-7562

新潟市 有限会社エヌ・ティ・エル　本社営業所 新潟県新潟市北区木崎３４２５番地３ 025-388-8059

新潟市 日本郵便株式会社　新潟中央郵便局 新潟県新潟市中央区東大通２丁目６－２６ 025-244-6101

新潟市 両備トランスポート株式会社　新潟営業所 新潟県新潟市西蒲区漆山７８６９番地１ 0256-72-0051

新潟市 西陽運送株式会社　本社営業所 新潟県新潟市西蒲区和納５７６７－４２ 0256-72-8467

新潟市 イズミ物流株式会社　新潟営業所 新潟県新潟市西蒲区西長島８２３－１ 0256-82-4449
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新潟市 愛知車輌興業株式会社　新潟営業所 新潟県新潟市秋葉区川口乙５７８番１０ 0250-21-7115

新潟市 東部運送株式会社　新潟南営業所 新潟県新潟市西蒲区井随千日１７５８番地 0256-86-1008

新潟市 ＴＳネットワーク株式会社　新潟流通センター 新潟県新潟市西蒲区遠藤１８５８－９ 0256-86-1113

新潟市 株式会社ニシヒロ　北信越支社新潟営業部 新潟県新潟市西蒲区遠藤字場根１８０６番５ 0256-70-5050

新発田市 トーヨーシステム株式会社　本社営業所 新潟県新発田市佐々木字地利目木２５９１ 0254-27-5136

新発田市 レンゴーロジスティクス株式会社　新潟営業所 新潟県新発田市佐々木２８８４－１ 0254-27-5517

新発田市 株式会社ヨウコー　新潟事業所 新潟県新発田市佐々木２５５８ 0254-27-2267

新発田市 日本郵便株式会社　新発田郵便局 新潟県新発田市大手町４丁目３－２０ 0254-22-2450

新発田市 株式会社翠星　本社営業所 新潟県新発田市向中条１８０６番地２６ 0254-28-7555

村上市 髙坂運送株式会社　本社営業所 新潟県村上市八日市１２－４６ 0254-56-6211

村上市 株式会社ミトク　村上営業所 新潟県村上市山辺里１６４番地 0254-53-4777

村上市 村上中越運送株式会社　本社営業所 新潟県村上市仲間町６３９－２０ 0254-53-2193

村上市 日本郵便株式会社　村上郵便局 新潟県村上市田端町６－４５ 0254-53-2200

村上市 ヤマト運輸株式会社　山北センター 新潟県村上市下大蔵３５－１ 080-5045-1611

胎内市 日本通運株式会社　新発田支店中条営業課 新潟県胎内市長橋字川ナシ上１２４－１ 0254-43-3181

長岡市 日精サービス株式会社　長岡営業所 新潟県長岡市十二潟町１８８番地２ 0258-21-2260

長岡市 有限会社山一運輸　本社営業所 新潟県長岡市高見町１７６４ 0258-24-7953

長岡市 マルフジ運輸株式会社　本社営業所 新潟県長岡市東高見２－１－４ 0258-24-0131

長岡市 大友ロジスティクスサービス株式会社　新潟営業所 新潟県長岡市原町２丁目２番３ 0258-24-2794

長岡市 日本通運株式会社新潟警送事業所　長岡センター 新潟県長岡市城岡２丁目１０番１６号 0258-31-8231

長岡市 日本郵便株式会社　長岡郵便局 新潟県長岡市坂之上町２丁目６－１ 0258-32-0200

長岡市 中越通運株式会社　南長岡営業所 新潟県長岡市千歳１丁目１１１番地 0258-35-6877

長岡市 越商運輸株式会社　本社営業所 新潟県長岡市北陽２丁目１４番２６ 0258-24-0311

長岡市 新潟運輸株式会社　長岡支店 新潟県長岡市片田町字西荒田１０４８ 0258-23-2111

長岡市 日本通運株式会社　長岡ロジスティクスセンター 新潟県長岡市要町１丁目４番４４号 0258-36-4400

長岡市 悠久礼送株式会社　本社営業所 新潟県長岡市水梨町字一佛１６６－１ 0258-22-1399

長岡市 日本通運株式会社　長岡航空貨物センター 新潟県長岡市石動町４７５－１ 0258-47-2259

長岡市 センコー株式会社　埼玉主管支店長岡出張所 新潟県長岡市西陵町２６７４－１１ 0258-46-1050

長岡市 株式会社長岡カーゴサービス　本社営業所 新潟県長岡市下山２－２４２７－１ 0258-27-8887

長岡市 甲信越福山通運株式会社　長岡支店 新潟県長岡市新産３丁目４－１ 0258-46-4995

長岡市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　長岡支店 新潟県長岡市新産２－９－２ 0258-21-5555

長岡市 株式会社バイタルエクスプレス　長岡営業所 新潟県長岡市新産２丁目１番１４ 0258-46-9911

長岡市 株式会社魚沼運輸　本社営業所 新潟県長岡市新産４－１－６ 0258-46-3333

長岡市 日昭運輸株式会社　本社営業所 新潟県長岡市寺泊香清水１５９６ 0258-75-3098

長岡市 石部運輸倉庫　株式会社　新潟営業所 新潟県長岡市小国町桐沢字川原２４８６－１ 0258-95-3273
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長岡市 新潟輸送株式会社　長岡営業所 新潟県長岡市浦字五百島４２３４番地 0258-23-0270

長岡市 エムライン株式会社　本社営業所 新潟県長岡市浦９７６７ 0258-89-5550

長岡市 有限会社晴海運輸サービス　本社営業所 新潟県長岡市浦２１４－１１ 0258-92-6866

長岡市 株式会社ミトク　長岡営業所 新潟県長岡市中之島字古新田１７８１番３ 0258-88-7744

南魚沼市 株式会社雪国環境サービス　本社 新潟県南魚沼市南田中３７２番地１ 025-783-3939

南魚沼市 カトーレック株式会社　新潟営業所 新潟県南魚沼市長崎８１３番地３ 0257-82-9946

南魚沼市 安立運輸株式会社　新潟営業所 新潟県南魚沼市美佐島１６４８番地１ 025-772-7376

柏崎市 頸城運送倉庫株式会社　柏崎営業所 新潟県柏崎市大字曽地字五百刈３７６番１ 0257-28-2210

柏崎市 日本通運株式会社　柏崎営業所 新潟県柏崎市穂波町１３－３ 0257-22-3165

柏崎市 太平洋陸送株式会社　柏崎営業所 新潟県柏崎市中浜２－４－４７ 0257-24-7800

柏崎市 越後運輸建設株式会社　柏崎営業所 新潟県柏崎市茨目２丁目１３４４－１ 0257-32-6606

柏崎市 新潟運輸株式会社　柏崎支店 新潟県柏崎市大字両田尻４２３番地１他１４筆 0257-22-5225

妙高市 ヤマト運輸株式会社　妙高支店 新潟県妙高市栗原３丁目７番７号 080-5044-3853

妙高市 ヤマト運輸株式会社　妙高高原センター 新潟県妙高市二俣８００－１ 080-5044-3989

刈羽郡 ヤマト運輸株式会社　刈羽センター
新潟県刈羽郡刈羽村大字下高町字谷地５６４．５６５番

地
080-5044-4038

西蒲原郡 東部運送株式会社　弥彦営業所 新潟県西蒲原郡弥彦村大字大戸字割６５５番３ 0256-78-7477

南蒲原郡 有限会社テクノ物流　本社営業所 新潟県南蒲原郡田上町大字川船河１６９１ 0256-52-2081

南蒲原郡 有限会社ファナティック　本社営業所 新潟県南蒲原郡田上町大字坂田甲５６番地１ 0256-53-3900

北蒲原郡 朝日物流株式会社　東港営業所 新潟県北蒲原郡聖籠町東港７丁目１５－１ 025-256-2222

北蒲原郡 朝日物流株式会社　物流センター営業所 新潟県北蒲原郡聖籠町東港７丁目６０６８－１５ 025-256-2223

北蒲原郡 有限会社エムティ物流　新潟営業所 新潟県北蒲原郡聖籠町東港６丁目５５１６－３ 025-256-2737

北蒲原郡 株式会社中川運送　新潟営業所 新潟県北蒲原郡聖籠町東港６丁目１９２３－３２ 025-250-6197

北蒲原郡 富士運輸株式会社　東港支店 新潟県北蒲原郡聖籠町東港６－１９２３－１１ 025-256-1812

北蒲原郡 木﨑運送株式会社　東港営業所 新潟県北蒲原郡聖龍町東港３丁目１８２－４ 090-4120-7066

北蒲原郡 日本通運株式会社　新潟海運支店東港事業所 新潟県北蒲原郡聖籠町東港３丁目４３２番地１６ 025-256-1177

北蒲原郡 株式会社マルハコーポレーション　東港営業所 新潟県北蒲原郡聖籠町東港７－１５－１６ 025-256-2551

北蒲原郡 新東運輸工業株式会社　東港営業所 新潟県北蒲原郡聖籠町東港７－５８４０－２ 025-256-2225

北蒲原郡 東西運輸株式会社　東港営業所 新潟県北蒲原郡聖籠町東港３－４３２－１７ 025-256-2036

北蒲原郡 新潟中央運送株式会社　東港事業所 新潟県北蒲原郡聖籠町東港７－４７６３－１４ 025-256-1031

北蒲原郡 新潟トランスポート株式会社　東港営業所 新潟県北蒲原郡聖籠町位守町１６０－４４ 025-271-0050

北蒲原郡 新潟陸運株式会社　東港営業所 新潟県北蒲原郡聖籠町大字位守町１６０－４３ 025-256-2044

北蒲原郡 東日本エア・ウォーター物流株式会社　新潟区域営業所 新潟県北蒲原郡聖籠町網代浜２２６０－１ 025-278-1881

北蒲原郡 磐梯貨物株式会社　新潟営業所 新潟県北蒲原郡聖籠町大字大夫興野字小池１２９０－７ 0254-27-6745
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