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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）

燕市 新産運送株式会社　燕営業所 新潟県燕市大字杉名字杉名８８５番１ 0256-66-3623

燕市 トナン輸送株式会社　新潟営業所 新潟県燕市新興野１５－２３ 0256-98-2576

燕市 みつわ運輸株式会社　新潟営業所 新潟県燕市八王寺字荒所２４８６ 0256-66-1511

燕市 越美通運株式会社　新潟営業所 新潟県燕市大字蔵関字道下３９５番地１ 0256-61-6515

燕市 吉田運送株式会社　本社営業所 新潟県燕市吉田西太田１４１－１ 0256-93-4155

燕市 ツバメロジス株式会社　本社営業所 新潟県燕市大字大関３５３ 0256-63-4663

加茂市 株式会社カモライン　本社営業所 新潟県加茂市大字後須田３９８番地１ 0256-52-2931

魚沼市 有限会社桑原運送　本社営業所 新潟県魚沼市中家１２４７ 025-792-1721

見附市 エコアライアンス株式会社　三条営業所 新潟県見附市上新田１１４－４ 0258-61-4030

見附市 新潟日梱株式会社　見附営業所 新潟県見附市新幸町９番７号 0258-61-5589

見附市 大虎運輸新潟株式会社　本社営業所 新潟県見附市新幸町８番１号 0258-61-5155

見附市 三条日通運輸株式会社　見附営業所 新潟県見附市上新田町字上谷内５２番１ 0258-66-2822

見附市 日本郵便輸送株式会社　新潟営業所 新潟県見附市新幸町１２２－２ 0258-94-4591

見附市 アクロストランスポート株式会社　新潟営業所 新潟県見附市今町６丁目２８－２６ 0258-61-4635

見附市 日本通運株式会社　見附支店 新潟県見附市上新田町字上谷内５２－１ 0258-66-2822

佐渡市 佐渡汽船運輸株式会社　佐和田支店 新潟県佐渡市八幡２０３３－２ 0259-52-2196

佐渡市 有限会社中川商会　両津営業所 新潟県佐渡市両津湊字川方３３８番５ 0259-74-3134

佐渡市 新潟トランスポート株式会社　佐渡営業所 新潟県佐渡市長江１０３８－１ 080-3930-2293

三条市 株式会社マルソー・トランスポート　本社営業所 新潟県三条市大字福島新田丁６８０番地 0256-45-3331

三条市 有限会社岡本運送　本社営業所 新潟県三条市金子新田佐印乙４９７－１８ 0256-32-7340

三条市 新潟新興運輸株式会社　本社営業所 新潟県三条市一ツ屋敷新田６０７番地１ 0256-45-5200

三条市 ケーピー運送株式会社　本社営業所 新潟県三条市大字帯織８９１１－３ 0256-45-5616

三条市 笹岡運輸株式会社　本社営業所 新潟県三条市猪子場新田２３８－１ 0256-45-5805

三条市 小池運送株式会社　本社営業所 新潟県三条市大字猪子場新田８９番地１７ 0256-45-4841

十日町市 十日町礼柩有限会社　本社 新潟県十日町市妻有町東１丁目４－１０ 025-752-2724

上越市 菊池運輸株式会社　上越営業所 新潟県上越市大字上源入字大城１５３－３６ 025-530-7386

上越市 株式会社サンエーサービス　上越営業所 新潟県上越市頸城区西福島字横江６６２－１２ 025-543-0483

上越市 株式会社豊明運輸　上越営業所 新潟県上越市大潟区蜘ヶ池１７１７－１０ 025-535-5111

上越市 株式会社共伸運送　本社営業所 新潟県上越市頸城区市村１０６４番地 025-539-2188

上越市 越南郵便輸送株式会社　本社 新潟県上越市大島区大島１０１７－１ 025-594-2110

上越市 シグマベンディングサービス株式会社　上越営業所 新潟県上越市西田中４２－７ 070-3835-3259

上越市 株式会社産業運輸　上越営業所 新潟県上越市大字黒井字東原２７３５－２５ 0255-31-0139
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上越市 インペックスロジスティクス株式会社　本社営業所 新潟県上越市大潟区渋柿浜９３５ 025-534-5670

上越市 株式会社新潟食品運輸　上越営業所 新潟県上越市大字石沢字外新田１４２３－１ 025-522-8691

上越市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　上越営業所 新潟県上越市上源入１５３番１１ 025-520-8226

上越市 カネヨ運輸株式会社　上越営業所 新潟県上越市大字黒井谷内２５８９－６ 025-545-0766

上越市 株式会社流通サービス　本社営業所 新潟県上越市春日山町３－８－３６ 025-523-1506

上越市 柏崎運送株式会社　上越営業所 新潟県上越市大潟区下小船津浜１１２２－６ 025-534-2151

上越市 日正運輸株式会社　上越営業所 新潟県上越市大字黒井字青山２２７６番５ 025-544-8416

上越市 中越ロジテム株式会社　上越営業所 新潟県上越市頸城区榎井字砂原３７２ 025-544-3651

新潟市 株式会社豊明運輸　本社営業所 新潟県新潟市北区島見町２４３４番地５２ 025-278-6555

新潟市 西濃運輸株式会社　新潟支店 新潟県新潟市西区山田２３０７－１２６ 025-265-3281

新潟市 朝日物流株式会社　新潟ＤＣ営業所 新潟県新潟市西蒲区升潟５０８０ 0256-88-5480

新潟市 株式会社サカイ引越センター　新潟西支社 新潟県新潟市南区大通南５丁目１０７１番１ 025-362-2660

新潟市 株式会社ハート引越センター　新潟営業所 新潟県新潟市東区津島屋３－２１９ 025-368-8101

新潟市 日正運輸株式会社　新潟営業所 新潟県新潟市北区島見町字芝田２４３４－１５ 025-257-4122

新潟市 中越運送株式会社　新潟営業所 新潟県新潟市中央区美咲町１丁目２３番２６号 025-285-0111

新潟市 中越通運株式会社　新潟ＡＬＣ 新潟県新潟市東区卸新町三丁目６３番地１５ 025-279-2125

新潟市 環境通信輸送株式会社　新潟物流センター 新潟県新潟市中央区女池７－２５－１５ 025-285-8484

新潟市 株式会社ヤマザキ物流　新潟営業所 新潟県新潟市江南区二本木４－１３－３５ 025-385-8555

新潟市 株式会社ロードサポート新潟　新潟営業所 新潟県新潟市中央区紫竹山３－１０－２７ 025-249-7118

新潟市 株式会社ホームエネルギー新潟　新潟センター 新潟県新潟市中央区東出来島１１番９号 025-284-1605

新潟市 株式会社倭産業　本社営業所 新潟県新潟市西区小針１丁目２４２番地 025-231-4823

新潟市 ヤマト運輸株式会社　新潟黒埼営業所 新潟県新潟市西区山田２３０７－３５４ 080-5045-1595

新潟市 株式会社タイヘイ物流システム　新潟営業所 新潟県新潟市江南区曙町２－９－１９ 025-383-3455

新潟市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　新潟支店 新潟県新潟市江南区亀田工業団地２丁目２８７１－３１ 025-381-6019

新潟市 菱中海陸運輸株式会社　新潟営業所 新潟県新潟市東区古湊町３番３３号 025-271-9161

新潟市 ヤマト運輸株式会社　新潟主管支店 新潟県新潟市西区山田２３０７－１３３ 025-231-2298

新潟市 ヤマト運輸株式会社　新潟紫竹山営業所 新潟県新潟市中央区柴竹山１－２１７－１、２１８－１ 080-5045-1604

新潟市 有限会社物流サービス　本社営業所 新潟県新潟市東区卸新町二丁目２０６６番１３ 025-270-4524

新潟市 シグマベンディングサービス株式会社　新潟営業所 新潟県新潟市西区善久６３０－１ 070-3835-3256

新潟市 株式会社新鮮便　新潟営業所 新潟県新潟市北区笹山東５０番地 025-386-1530

新潟市 株式会社ワールドライン　江南営業所 新潟県新潟市江南区丸山ノ内善之丞組１１４８番地 025-256-8348

新潟市 株式会社ＬＪＰ　新潟営業所 新潟県新潟市江南区曙町３丁目１３番３５号 025-288-6010

新潟市 新潟東砺運輸株式会社　新潟営業所 新潟県新潟市北区島見町字山興野３３９９－５ 025-257-4710

新潟市 アートコーポレーション株式会社　新潟支店 新潟県新潟市東区山木戸８丁目７－５ 025-285-0123

新潟市 大広運輸株式会社　本社 新潟県新潟市北区島見町３３９９－２１ 025-255-3171
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新潟市 有限会社ランニング　本社営業所 新潟県新潟市西区緒立流通２－３－６ 025-378-1205

新潟市 富士運輸株式会社　東新潟支店 新潟県新潟市東区下木戸３－３－２５ 025-271-9191

新潟市 新潟県牛乳輸送株式会社　本社営業所 新潟県新潟市西蒲区称名９１８－２ 0256-86-3351

新潟市 株式会社マルソー・トランスポート　東港営業所 新潟県新潟市北区太郎代字浜辺２６５６ 025-255-3061

新潟市 プリヴェ運輸株式会社　新潟支店 新潟県新潟市中央区鳥屋野３６６ 025-283-2338

新潟市 株式会社サンエーサービス　新潟営業所 新潟県新潟市西蒲区升潟字中ノ島５０５４ 0256-88-6899

新潟市 シュタープ株式会社　本社営業所 新潟県新潟市北区木崎字尾山前８７１－１６ 025-388-0111

新潟市 日本海倉庫株式会社　本社営業所 新潟県新潟市中央区竜が島１丁目１１番１０号 025-245-5541

新潟市 上野輸送株式会社　新潟事業所 新潟県新潟市東区船江町１－２４－３４ 025-274-0727

新発田市 司企業株式会社　新潟東営業所 新潟県新発田市新栄町３丁目４－３３ 0254-28-7282

新発田市 大宝運輸株式会社　本社営業所 新潟県新発田市荒町字大宝地２３９７－１ 0254-22-0720

新発田市 新発田運輸株式会社　本社 新潟県新発田市佐々木１７８７－４ 0254-21-5200

村上市 新潟東砺運輸株式会社　村上営業所 新潟県村上市九日市字江添１４１－３ 0254-66-7821

村上市 株式会社村建運輸　本社営業所 新潟県村上市仲間町字一枚下り６３６番７ 0254-50-1550

村上市 有限会社昌隆運輸　本社営業所 新潟県村上市宿田２２５番２８ 0254-66-8080

胎内市 佐川急便株式会社　中条営業所 新潟県胎内市つつじが丘１１０ 0570-01-0119

長岡市 プリヴェ運輸株式会社　長岡支店 新潟県長岡市高島町字新保８２５ 0258-23-3111

長岡市 北越水運株式会社　長岡営業所 新潟県長岡市蔵王３－２－１ 0258-24-7166

長岡市 新潟陸運株式会社　長岡営業所 新潟県長岡市灰島新田１４２５番地２１ 0258-61-4311

長岡市 株式会社ケートゥ　長岡営業所 新潟県長岡市高見町９５番地１２－１０２号 0258-24-7957

長岡市 株式会社ＦＩＴ　本社営業所 新潟県長岡市平島３丁目１１番地 0258-23-0789

長岡市 株式会社ヤマショウ　本社営業所 新潟県長岡市寿１丁目１－１１ 0258-89-7961

長岡市 アートコーポレーション株式会社　長岡支店 新潟県長岡市要町３丁目１２０７番地２ 0258-34-0123

長岡市 株式会社ネットワークス　本社営業所 新潟県長岡市新産１丁目２－７ 0258-94-4677

長岡市 有限会社平成サービス　本社営業所 新潟県長岡市大口３４４－３、３４５－２１ 0258-21-2310

長岡市 東部運送株式会社　長岡営業所 新潟県長岡市灰島新田９２３－１４ 0258-66-0011

長岡市 日の出運輸企業株式会社　長岡営業所 新潟県長岡市石動南町３６－１ 0258-24-8789

長岡市 佐川急便株式会社　長岡営業所 新潟県長岡市新産１－２－８ 0570-01-0204

長岡市 シグマベンディングサービス株式会社　長岡営業所 新潟県長岡市石動南町３６番地１ 070-3835-3257

長岡市 中越運送株式会社　長岡営業所 新潟県長岡市下条町字野々入８１４ 0258-22-3470

長岡市 濃飛西濃運輸株式会社　長岡支店 新潟県長岡市新産東町３６番地 0258-46-2233

長岡市 加藤急便有限会社　本社営業所 新潟県長岡市谷内２－５－２５ 0258-52-2547

長岡市 近物レックス株式会社　長岡営業所 新潟県長岡市中之島字六枚田１９９３－２１ 0258-66-4901

長岡市 新潟旭急送株式会社　長岡営業所 新潟県長岡市南七日町５－４ 0258-47-8870

長岡市 富士運輸株式会社　長岡支店 新潟県長岡市中之島１７８１－２７ 0258-86-6168
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長岡市 朝日物流株式会社　長岡営業所 新潟県長岡市中之島字古新田１７８１番３ 0258-86-0244

長岡市 米原商事株式会社　長岡営業所 新潟県長岡市北園町２－８３ 0258-24-1911

長岡市 株式会社スタッフサイトウ　本社営業所 新潟県長岡市蔵王２丁目４９７－３ 0258-24-6422

長岡市 長岡物流サービス株式会社　本社営業所 新潟県長岡市藤橋１－４５３６－１ 0258-46-6590

南魚沼市 株式会社新潟食品運輸　南魚沼営業所 新潟県南魚沼市余川字藤塚２９５５－１ 025-773-3161

南魚沼市 株式会社ホームエネルギー新潟　六日町センター 新潟県南魚沼市美佐島１８５３番地 025-773-6186

南魚沼市 株式会社魚沼中央トランスポート　本社営業所 新潟県南魚沼市君沢４２－１５ 025-783-4790

南魚沼市 三条日通運輸株式会社　塩沢営業所 新潟県南魚沼市君沢川原１５９－２ 025-783-5130

南魚沼市 シグマベンディングサービス株式会社　六日町営業所 新潟県南魚沼市川窪１１１９番地１ 070-3835-3261

柏崎市 日本郵便株式会社　柏崎郵便局 新潟県柏崎市駅前１丁目５－１１ 0257-22-4130

柏崎市 株式会社ＦＩＴ　柏崎営業所 新潟県柏崎市荒浜１丁目３番５０号 0257-41-5156

柏崎市 柏崎急送株式会社　本社営業所 新潟県柏崎市荒浜１－２－４１ 0257-20-0393

柏崎市 上越運送株式会社　柏崎支店 新潟県柏崎市大字上田尻９０１ 0257-22-4116

柏崎市 丸高運輸株式会社　本社営業所 新潟県柏崎市大字畔屋９９１－３ 0257-21-2020

柏崎市 中越ロジテム株式会社　柏崎営業所 新潟県柏崎市大字曽地字五百刈３１６ 0257-28-2156

柏崎市 有限会社金井運送　本社営業所 新潟県柏崎市茨目３－８－１２ 0257-22-7332

北蒲原郡 株式会社ミトク　東港営業所 新潟県北蒲原郡聖籠町東港７丁目１５－１ 025-256-8032

北蒲原郡 株式会社軽商運輸　本社営業所 新潟県北蒲原郡聖籠町大字蓮潟５３７３番地４ 025-278-1123

北蒲原郡 山ス流通サービス株式会社　本社営業所 新潟県北蒲原郡聖籠町大字蓮潟字横道下５３２２－１３ 025-257-5522

北蒲原郡 株式会社エネックス　新潟支店 新潟県北蒲原郡聖籠町東港６－２２０７－４ 025-256-3355

北蒲原郡 テーエス運輸株式会社　新潟営業所 新潟県北蒲原郡聖籠町東港１丁目１６４－４ 025-257-5430

北蒲原郡 有限会社ジェイユウ軽送　東港営業所
新潟県北蒲原郡聖籠町大字網代浜字磯山１６１１－３２

０
0254-32-5651

北蒲原郡 株式会社上組　新潟支店 新潟県北蒲原郡聖龍町大字蓮潟字横道下５３２２－３ 025-256-3071
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