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引越サービス名称 電話番号 事業所名 所在地 事業者（団体）名

カンガルー引越便 025-562-1288 濃飛西濃運輸　糸魚川営業所 糸魚川市大字須沢字セト田２９３５ 西濃運輸株式会社

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

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

柏崎市 新潟運輸株式会社 0257-22-5225 柏崎支店 柏崎市大字上田尻山崎９１９－１ 新潟運輸株式会社

五泉市 中越運送株式会社 0250-43-5145 五泉営業所 五泉市船越字窪田１２３６ 中越運送株式会社

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

カンガルー引越便 0256-45-3681 三条支店 三条市大字帯織字丁号８３８３－１ 西濃運輸株式会社

中越運送株式会社 0256-38-9111 三条ロジスティクスセンター 三条市大字柳川新田９８７－１ 中越運送株式会社

新潟運輸株式会社 0256-32-0131 三条支店 三条市金子新田丙６２５－７ 新潟運輸株式会社

日本通運株式会社 0256-45-5311 三条支店営業課 三条市猪子場新田１０７２ 日本通運株式会社

新発田市 日本通運株式会社 0254-32-6620 新潟支店新発田支店　営業課 新発田市日渡１１８ 日本通運株式会社

カンガルー引越便 0255-44-2526 濃飛西濃運輸　上越支店 上越市大字三田新田字西屋敷３９７－１ 西濃運輸株式会社

新興運輸 025-531-3939 新興運輸　上越Ｐ．Ｄベース 上越市大字黒井字谷内２５９８－７ 有限会社新興運輸

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

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

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

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

アート引越センター 0258-34-0123 長岡支店 長岡市要町３－２－３６ アート引越センター株式会社

カンガルー引越便 0258-46-2233 濃飛西濃運輸　長岡支店 長岡市新産東町３６ 西濃運輸株式会社

サカイ引越センター 025-820-5556 長岡支社 長岡市喜多町４１２－１ 株式会社サカイ引越センター

株式会社スタッフサイトウ 0258-24-6422 本社営業所 長岡市蔵王２丁目４番１７号 株式会社スタッフサイトウ

中越運送株式会社 0258-22-3470 長岡営業所 長岡市下条町字野々入７４６ 中越運送株式会社

中越通運引越センター 0258-46-2621 長岡営業所 長岡市新産４－３－４ 中越通運株式会社
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中越トラック株式会社 0258-22-0822 長岡営業所 長岡市片田町１１３４番地２ 中越トラック株式会社

長岡運輸株式会社 0258-24-1515 長岡営業所 長岡市下下条４丁目１５２６番地１ 長岡運輸株式会社

長岡運輸株式会社 0258-61-2525 中之島営業所 長岡市中之島１９８２番地１３ 長岡運輸株式会社

新潟運輸株式会社 0258-23-2111 長岡支店 長岡市片田町１０４８ 新潟運輸株式会社

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

新潟市
秋葉区

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

新潟市
北区

中越運送株式会社 025-388-0222 新潟東港ロジスティクスセンター 新潟市北区笹山東１９番地 中越運送株式会社

エヌ・ユー引越センター 025-285-4455 エヌ・ユー引越センター 新潟市中央区女池北１丁目１番１０号 エヌ・ユー総合物流株式会社

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

中越運送株式会社 025-283-0022 本社 新潟市中央区美咲町１－２３－２６ 中越運送株式会社

新潟鉄道荷物株式会社 025-247-4807 新潟中央営業所ＪＲ新潟支社駐在 新潟市中央区花園１丁目１－１ 新潟鉄道荷物株式会社

アート引越センター 025-023-0123 新潟西支店 新潟市西区善久６２８－１ アート引越センター株式会社

カンガルー引越便 025-265-3281 新潟支店 新潟市西区山田２３０７－１２１ 西濃運輸株式会社

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

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

日本通運株式会社 025-268-1111 新潟支店新潟物流事業所　引越物流課 新潟市西区的場流通１丁目３－１２ 日本通運株式会社

日本通運株式会社 025-268-0111 新潟物流事業所 新潟市西区的場流通１丁目３－１２ 日本通運株式会社

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

アート引越センター 025-285-0123 新潟支店 新潟市東区山木戸８－７－５ アート引越センター株式会社

アクティブ感動引越センター 025-279-3111 新潟支社 新潟市東区竹尾２丁目１９－７ 恵実物流株式会社

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

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

新潟通運株式会社 025-270-0511 新潟通運株式会社 新潟市東区下場２５－１４ 新潟通運株式会社

新潟鉄道荷物株式会社 025-275-4573 新潟中央営業所 新潟市東区紫竹卸新町１８０８－１０ 新潟鉄道荷物株式会社

新潟市
東区

長岡市

新潟市
中央区
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西区
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新潟市
東区

新潟鉄道荷物株式会社 025-270-5163 本社営業部 新潟市東区紫竹卸新町１８０８－１０ 新潟鉄道荷物株式会社

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

日本梱包運輸倉庫株式会社 025-374-2016 白根営業所 新潟市南区新飯田字高田１８０８－１ 日本梱包運輸倉庫株式会社

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

南魚沼市 中越運送株式会社 025-772-2700 魚沼ロジスティクスセンター 南魚沼市新堀新田６２９番８９１ 中越運送株式会社

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

新潟市
南区
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