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阿賀野市 新潟輸送株式会社　新潟事業部 新潟県阿賀野市京ヶ瀬工業団地１０６２－４ 0250-27-4861

阿賀野市 東日本エア・ウォーター物流株式会社　新潟ローリー営 新潟県阿賀野市六野瀬字井戸瀬４３６－５ 0250-68-2971

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 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 司北陸株式会社　新潟燕営業所 新潟県燕市笈ヶ島字谷地１３９３－１ 0256-78-7580

燕市 中越運送株式会社　燕ロジスティクスセンター 新潟県燕市物流センター４丁目４番地 0256-63-5031

燕市 株式会社ミナシア　新潟営業所 新潟県燕市小池中通３６３３番地２ 0256-46-0875

燕市 有限会社ブイライン　本社営業所 新潟県燕市熊森１４９０番１ 0256-97-1616

燕市 分水運送株式会社　本社営業所 新潟県燕市笈ケ島１４８１－１ 0256-97-2243

燕市 新潟運輸株式会社　燕支店 新潟県燕市物流センター４丁目５番 0256-63-5148

加茂市 株式会社関越　本社営業所 新潟県加茂市大字後須田５９３番地 0256-53-7731

魚沼市 株式会社フードレック　新潟営業所 新潟県魚沼市十日町字八色原１６８７－７ 025-793-7787

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

魚沼市 株式会社櫻井運輸　本社営業所 新潟県魚沼市佐梨４７３－１ 025-792-9633

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 株式会社コラビス　新潟営業所 新潟県見附市新幸町９－１４－２ 0258-89-6530

五泉市 有限会社五泉輸送　本社営業所 新潟県五泉市大字赤羽２０８－１ 0250-43-7078

五泉市 中越運送株式会社　五泉営業所 新潟県五泉市大字船越字窪田１２３６－１ 0250-43-5145

五泉市 新潟運輸株式会社　五泉支店 新潟県五泉市大字木越字石道１７４９ 0250-43-3164

佐渡市 前佐渡運送株式会社　小木営業所 新潟県佐渡市小木町１９５０ 0259-86-3710

佐渡市 佐渡汽船株式会社　両津貨物支店 新潟県佐渡市両津湊３５６－６ 0259-27-3128

三条市 東北西部運輸株式会社　新潟営業所 新潟県三条市猪子場新田字北家付６６０－１番地 0256-45-7500

三条市 株式会社ＪＴＬ　総合物流センター 新潟県三条市福島新田字松橋下丁３２１番地 0256-45-0100

三条市 プリヴェ運輸株式会社　三条営業所 新潟県三条市福島新田丁２１７０ 0256-45-4131

三条市 日神機工株式会社　新潟営業所 新潟県三条市西大崎３丁目５番地１９号 0256-64-8541

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

三条市 カネマツ運輸株式会社　本社営業所 新潟県三条市大字上須頃字古川４８４０－１７ 0256-35-6613

三条市 有限会社カクダ運送　本社営業所 新潟県三条市東本成寺３０－２１ 0256-33-6631

三条市 三条日通運輸株式会社　本社営業所 新潟県三条市猪子場新田１０７２ 0256-45-5290

三条市 株式会社カネコ物流　三条営業所 新潟県三条市西本成寺２丁目２８－２４ 0256-32-6060

三条市 第一貨物株式会社　三条支店 新潟県三条市大字猪子場新田字樋口１０５１－１ 0256-45-3048

三条市 西濃運輸株式会社　三条支店 新潟県三条市大字帯織丁号８３８３－１ 0256-45-3681
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三条市 丸喜重量運輸株式会社　本社営業所 新潟県三条市大字福島新田丁６８１ 0256-45-3161

糸魚川市 カネヨ運輸株式会社　本社営業所 新潟県糸魚川市大字須沢３４１３ 025-552-2520

糸魚川市 西頸城運送株式会社　明星営業所 新潟県糸魚川市上刈６－２－４８ 025-552-7339

糸魚川市 青海運輸株式会社　本社営業所 新潟県糸魚川市大字田海１５１８番地２ 025-562-1403

糸魚川市 能生運輸株式会社　本社営業所 新潟県糸魚川市大字能生８１０－２ 025-566-2428

糸魚川市 濃飛西濃運輸株式会社　糸魚川営業所 新潟県糸魚川市大字須沢字セト田２９３５ 025-562-1288

十日町市 プリヴェ運輸株式会社　十日町支店 新潟県十日町市大字北鐙坂２４０８ 025-757-6111

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

上越市 ダイセーエブリー二十四株式会社　上越センター 新潟県上越市大字寺町３３－１ 0255-42-0689

上越市 新潟共立運輸株式会社　上越営業所 新潟県上越市頸城区西福島字本田５１２－６ 025-544-2107

上越市 株式会社マルソー・トランスポート　上越営業所 新潟県上越市木田３丁目７番３７号 025-522-5155

上越市 株式会社エネックス　上越営業所 新潟県上越市石橋新田字六貫野１１１－２ 025-520-9590

上越市 美野里運送倉庫株式会社　上越営業所 新潟県上越市頸城区上吉１０２３番２３ 025-546-7651

上越市 東新運輸株式会社　上越営業所 新潟県上越市大字寺字裏川原１５５－１ 025-520-8613

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

上越市 株式会社マルフク運送　上越支店 新潟県上越市頸城区上吉２１－２３ 025-531-2770

上越市 アイレック新潟株式会社　本社営業所 新潟県上越市大字黒井字大割２７８９番地１ 025-544-6381

上越市 有限会社新興運輸　上越Ｐ・Ｄベース 新潟県上越市大字黒井２５９８－７ 025-531-3939

上越市 株式会社ミトク　上越営業所 新潟県上越市大字下荒浜字大谷内横田２９６－１ 025-539-0370

上越市 新潟陸運株式会社　上越営業所 新潟県上越市大字黒井字東原１２１６－１ 025-545-6311

上越市 株式会社上越商会　本社 新潟県上越市大字土橋１０１２ 025-524-6180

上越市 丸新ライフサービス株式会社　本社営業所 新潟県上越市頸城区西福島４４０番地１ 025-544-3649

上越市 日精サービス株式会社　上越営業所 新潟県上越市清里区今曽根８３７ 025-529-1331

上越市 ヤマトボックスチャーター株式会社　上越輸送支店 新潟県上越市大字石橋新田１１１番地２ 025-545-6351

上越市 直江津港高速輸送株式会社　本社営業所 新潟県上越市大字直江津字名古浦４４０－８ 025-544-5101

上越市 直江津海陸運送株式会社　直江津営業所 新潟県上越市港町２－９－１１ 025-543-4882

上越市 株式会社バイタルエクスプレス　上越営業所 新潟県上越市大字上島字上川原４５７番地１ 025-524-6161

上越市 新潟丸善運輸株式会社　本社営業所 新潟県上越市下荒浜３６５番地１ 025-545-0053

上越市 新潟東砺運輸株式会社　上越営業所 新潟県上越市大潟区蜘ヶ池字仲道１７２９ー１ 025-534-5911

上越市 城西運輸機工株式会社　上越営業所 新潟県上越市平成町５９８－１ 025-523-4545

上越市 第一貨物株式会社　上越営業所 新潟県上越市大字下荒浜字坊野土尻４３４番地 025-544-5290

上越市 富士興業株式会社　上越営業所 新潟県上越市黒井２７３５－２７ 025-543-3847

上越市 鴻池運輸株式会社　鹿島支店業務第二部直江津営業所 新潟県上越市港町２丁目１２番１号 025-531-0830
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新潟市 信越商運株式会社　本社営業所 新潟県新潟市北区白勢町上大曲６４番１６号 025-278-6151

新潟市 ダイセーエブリー二十四株式会社　新潟センター 新潟県新潟市西区善久７０１番地２ 025-364-1484

新潟市 株式会社産業運輸　新潟東港営業所 新潟県新潟市北区太郎代１５４６番地１ 025-290-7971

新潟市 株式会社中越エクスプレス　新潟営業所 新潟県新潟市江南区東早通３丁目１番３５号 025-383-3500

新潟市 新潟共立運輸株式会社　新潟南営業所 新潟県新潟市南区新飯田２２４０番地１ 025-374-1161

新潟市 株式会社ゼロ・プラス関東　新潟カスタマーサービスセ 新潟県新潟市南区北田中字宮下４９７－２６ 025-362-0006

新潟市 株式会社長岡陸送　新潟 新潟県新潟市南区大通黄金３丁目１番１０ 025-362-5199

新潟市 第三貨物自動車株式会社　本社 新潟県新潟市東区榎町３６－１６ 025-273-5233

新潟市 ヤマツサービス株式会社　本社営業所 新潟県新潟市江南区茗荷谷７１１番地 025-257-6917

新潟市 中央ロジテック株式会社　新潟営業所 新潟県新潟市北区太郎代字山の下１５２３番地の６ 025-255-2399

新潟市 株式会社後藤運輸　本社営業所 新潟県新潟市北区笠柳８７６番地２ 025-282-7244

新潟市 有限会社昌隆運輸　新潟営業所 新潟県新潟市北区島見町字芝田２４３４番４１ 025-255-4567

新潟市 旭カーボンロジスティクス株式会社　本社 新潟県新潟市東区河渡庚２９６－４５ 028-271-1181

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 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 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番２２号 025-273-2222

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 株式会社弥生運輸　新潟支店 新潟県新潟市西区黒鳥１１４９－１ 025-278-3456

新潟市 リンコー運輸株式会社　本社営業所 新潟県新潟市東区船江町１丁目６－３３ 025-274-5311

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 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ー３ 025-275-4651

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 佐川急便株式会社　新潟営業所 新潟県新潟市西区山田３０９－１ 025-265-5202

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

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 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 株式会社髙助　臨海営業所 新潟県新潟市東区臨海町１－２１ 025-271-7771

新潟市 藤野運輸興業株式会社　新潟営業所 新潟県新潟市北区島見町３３９９－２１ 025-255-3240

新潟市 新潟第一梱包運輸株式会社　本社営業所 新潟県新潟市東区寺山字前沢５９６－３ 025-275-5066

新潟市 株式会社新潟食品運輸　新潟営業所 新潟県新潟市江南区西山８３０番地９ 025-277-1224

新潟市 株式会社イワキ運輸　新潟営業所 新潟県新潟市北区下大谷内３７８－７ 025-259-5411

新潟市 リンコー港運倉庫株式会社　東港営業所 新潟県新潟市北区島見町字芝田２４３４－４８ 025-255-3535

新潟市 太平洋陸送株式会社　新潟営業所 新潟県新潟市東区臨港町２－４９１４ 025-275-0156
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新潟市 有限会社つの田運送店　本社営業所 新潟県新潟市江南区亀田中島２丁目６番１１号 025-382-5560

新潟市 マルコー・トランスポート株式会社　本社営業所 新潟県新潟市北区島見町３３９９－２１ 025-255-3770

新潟市 水和生コン株式会社　本社営業所 新潟県新潟市西蒲区中郷屋７４８番地 0256-72-1560

新潟市 ヤマト運輸株式会社　新潟流通団地営業所 新潟県新潟市西区緒立流通１丁目３番７号 080-5098-1001

新潟市 新潟陸運株式会社　本社営業所 新潟県新潟市東区卸新町３丁目１６番地１５ 025-250-5511

新潟市 近物レックス株式会社　新潟支店 新潟県新潟市南区北田中字宮下５１８－５ 025-378-2842

新潟市 シュタープ株式会社　県央デポ営業所 新潟県新潟市南区茨曽根字谷地２６７４番地 025-375-8111

新潟市 ジャパンエクスプレス株式会社　新潟営業所 新潟県新潟市北区西名目所５５０７－１０ 025-288-6393

新潟市 甲信越福山通運株式会社　新潟支店 新潟県新潟市西区緒立流通１丁目２番地２ 025-379-0111

新潟市 第一貨物株式会社　新潟支店 新潟県新潟市東区寺山字前沢５９５－１ 025-275-5111

新潟市 株式会社エヌエス・トランスポート　本社営業所 新潟県新潟市江南区丸山ノ内善之丞組１１４８番地 025-277-1701

新潟市 新潟鉄道荷物株式会社　新潟流通センター営業所 新潟県新潟市西区流通センター６丁目３番地１号 025-311-0223

新潟市 東部運送株式会社　本社営業所 新潟県新潟市秋葉区川口５８０－２１ 0250-24-7100

新潟市 亀田トランスポート株式会社　本社営業所 新潟県新潟市江南区砂岡５丁目７番２７号 025-382-6830

新潟市 有限会社ネット新潟　本社営業所 新潟県新潟市秋葉区荻島１丁目２５－３ 0250-24-8283

新潟市 株式会社新潟マルヤマサービス　本社営業所 新潟県新潟市中央区女池６－１－２１ 025-285-1581

新潟市 東翔運輸株式会社　本社営業所 新潟県新潟市南区茨曽根８４２６番地 025-375-5876

新潟市 シートランス株式会社　本社営業所 新潟県新潟市東区古湊町２－５３ 025-271-8773

新潟市 富士興業株式会社　新潟営業所 新潟県新潟市東区船江町１丁目５５－３０ 025-274-5101

新潟市 信濃興産株式会社　本社営業所 新潟県新潟市中央区関新２－１－５８ 025-266-0955

新潟市 ヤマトボックスチャーター株式会社　新潟支店 新潟県新潟市中央区美咲町１丁目１７９６番地１１９ 025-288-2371

新潟市 西川運輸興業株式会社　本社営業所 新潟県新潟市東区木工新町４３１－２ 025-271-7111

新潟市 関東運輸株式会社　新潟営業所 新潟県新潟市南区大通南６丁目９７１番地１ 025-370-6251

新潟市 ＭＧＣアドバンス株式会社　本社営業所 新潟県新潟市北区太夫浜１３８９ 025-259-6371

新潟市 センコーエーラインアマノ株式会社　新潟営業所 新潟県新潟市南区根岸８７０－１ 025-362-7421

新潟市 佐渡汽船株式会社　新潟貨物支店 新潟県新潟市中央区万代島８－２６ 025-247-3201

新潟市 アキタ株式会社　新潟営業所 新潟県新潟市西区山田１８５－１ 025-230-7730

新潟市 亀田キャリー株式会社　本社営業所 新潟県新潟市江南区曙町２丁目７－３５ 025-381-7360

新潟市 東西運輸株式会社　流通センター営業所 新潟県新潟市西区流通センター６－３－６ 025-260-4195

新潟市 新潟日通運輸株式会社　本社事業所 新潟県新潟市西区的場流通１丁目３－１２ 025-211-8488

新潟市 株式会社大通　新潟物流センター 新潟県新潟市北区白勢町６９－１３ 025-278-6510

新潟市 三福運輸株式会社　新潟営業所 新潟県新潟市西区的場流通１丁目２－１３ 025-269-7281

新発田市 新潟県牛乳輸送株式会社　下越営業所 新潟県新発田市大字岡田字薄原２０３０番地 0254-23-5053
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新発田市 吉沢運送株式会社　新潟営業所 新潟県新発田市大字佐々木字大池２８８２－３ 0254-27-5757

新発田市 株式会社県北物流　本社営業所 新潟県新発田市佐々木２４３０番地３ 0254-20-7333

新発田市 藤田運送株式会社　本社営業所 新潟県新発田市関井２３ 0254-41-2019

新発田市 株式会社バイタルエクスプレス　新発田営業所 新潟県新発田市新富町２丁目７６０番地１ 0254-24-2151

村上市 北越運送株式会社　村上営業所 新潟県村上市山屋１０９３ 0254-60-1302

胎内市 ＮＹＴ株式会社　新潟営業所 新潟県胎内市高野字茨島２４９－４４３ 0254-43-5424

胎内市 新潟運輸株式会社　中条支店 新潟県胎内市大字近江新字橋本２１４－１３ 0254-47-2201

胎内市 ミズカ運輸株式会社　本社営業所 新潟県胎内市水沢町１－１ 0254-43-2537

長岡市 堀井仮設興業株式会社　本社営業所 新潟県長岡市来迎寺４０４０番 0258-89-7195

長岡市 株式会社ロードサポート新潟　長岡営業所 新潟県長岡市喜多町１１８１番１ 025-249-7113

長岡市 有限会社鉄鋼運輸　本社 新潟県長岡市宝４－１－３２ 0258-24-7210

長岡市 寺泊交通株式会社　本社 新潟県長岡市寺泊川崎６５０番地１ 0258-75-3121

長岡市 本橋鉄工運輸株式会社　本社 新潟県長岡市寺泊北曽根２１８３番地１ 0256-97-4199

長岡市 新潟輸送株式会社　長岡共配センター 新潟県長岡市浦字五百島４２３４番地 0258-23-0270

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 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 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 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 新潟中央運送株式会社　長岡支店 新潟県長岡市藤橋２丁目４１５番地１ 0258-46-6446

長岡市 株式会社グリーン配送システム　本社営業所 新潟県長岡市石動南町１０番地２ 0258-47-5505

長岡市 上越運送株式会社　長岡支店 新潟県長岡市東高見２－２－３４ 0258-24-0710

長岡市 株式会社豊明運輸　長岡営業所 新潟県長岡市石動南町３６番１３ 0258-42-8088

長岡市 柏崎運送株式会社　長岡営業所 新潟県長岡市下々条３－１４２１ 0258-24-0522

長岡市 株式会社サカイ引越センター　長岡支社 新潟県長岡市喜多町４１２－１ 0258-20-5556

長岡市 デイリースタッフ株式会社　長岡中之島営業所 新潟県長岡市中之島１９９３－１ 0258-86-7827

長岡市 株式会社首都圏物流　新潟営業所 新潟県長岡市中興野字四枚配２４８ 0258-66-8305

長岡市 魚沼陸送整備株式会社　長岡営業所 新潟県長岡市喜多町字金輪９６番地１ 0258-46-1130

長岡市 ＮＹＴ株式会社　長岡営業所 新潟県長岡市新産東町２ 0258-46-1151

長岡市 株式会社トラックス　新潟営業所 新潟県長岡市宝４丁目１－１２ 0258-22-6848

長岡市 株式会社丸安運輸　本社営業所 新潟県長岡市浦５５５番地１ 0258-89-6782

長岡市 新潟綜合警備保障株式会社　警送事業部長岡営業所 新潟県長岡市下々条１－５０３－１ 0258-25-0721

長岡市 丸運輸送株式会社　長岡支店 新潟県長岡市新産１－２－１ 0258-47-1338

長岡市 東西運輸株式会社　長岡営業所 新潟県長岡市北陽１－５３－７３ 0258-24-5588
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長岡市 長岡トラック株式会社　長岡営業所 新潟県長岡市中島６－１－４０ 0258-36-4880

長岡市 株式会社サンエーサービス　長岡営業所 新潟県長岡市十日町字小島１９３３ 0258-23-3010

長岡市 株式会社中之島交通　本社営業所 新潟県長岡市中之島１９８２－１４ 0258-66-3170

長岡市 第一貨物株式会社　長岡支店 新潟県長岡市高見字大潟３００８－２１ 0258-24-5511

長岡市 新潟東砺運輸株式会社　本社営業所 新潟県長岡市中興野字四枚配２１１－１ 0258-66-6311

南魚沼市 佐川急便株式会社　六日町営業所 新潟県南魚沼市四十日３１００ 0570-01-0209

柏崎市 寿運送有限会社　本社営業所 新潟県柏崎市西山町池浦１０８０ 0257-47-4305

柏崎市 株式会社中越エクスプレス　柏崎営業所 新潟県柏崎市北半田１丁目１０番５号 0257-24-6411

柏崎市 株式会社三起商会　本社営業所 新潟県柏崎市荒浜３丁目１３番６５号 0257-24-2106

柏崎市 柏崎運送株式会社　本社営業所 新潟県柏崎市荒浜３丁目１３－９６ 0257-23-3141

妙高市 ヤマト運輸株式会社　妙高営業所 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　妙高高原営業所 新潟県妙高市二俣８００－１ 080-5044-3989

妙高市 ダイセル物流株式会社　新井物流センター 新潟県妙高市新工町１－１ 0255-72-5066

刈羽郡 ヤマト運輸株式会社　刈羽営業所 新潟県刈羽郡刈羽村大字下高町字谷地５６４．５６５番 080-5044-4038

刈羽郡 株式会社新開輸送サービス　本社営業所 新潟県刈羽郡刈羽村大字十日市字了明分８８７－１ 0257-45-2261

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 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 株式会社ニイガタキャリイ　本社営業所 新潟県北蒲原郡聖籠町位守町１６０－１７ 025-256-3100

北蒲原郡 全農物流株式会社　新潟支店物流営業部物流営業課 新潟県北蒲原郡聖籠町東港３－６５７６－８ 025-256-2229

6／6　ページ　


