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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
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

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 0258-29-9155

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

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

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

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

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

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

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

新潟トランスポート株式会社　新津営業所 新潟県新潟市小口字塩沢１７２－１ 080-3460-0566

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

マルソー株式会社　新潟西ＳＬＣ 新潟県新潟市西蒲区旗屋字舟場９０４番地１ 0256-77-8601

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

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

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

ヤマトボックスチャーター株式会社　新潟支店 新潟県新潟市西区山田字堤付２３０７番地３７０ 025-367-0170

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

新潟トランスポート株式会社　黒埼 新潟県新潟市西区善久６３０－１ 090-2632-2284

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

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

上越運送株式会社　新潟支店 新潟県新潟市西区流通センター６－１－５ 025-260-4191

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

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

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

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

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６－１－２１ 025-258-1581

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

大広運輸株式会社　本社 新潟県新潟市島見町３３９９－２１ 025-255-3171

有限会社物流サービス　本社営業所 新潟県新潟市東区逢谷内４－２－１６ 025-270-4524

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

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

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
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
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番６号 025-271-2707

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

新潟綜合警備保障株式会社　警送事業部新潟営業所 新潟県新潟市東区小金町１丁目９番２号 025-270-9972

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

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

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

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

丸運トラック株式会社　新潟営業所 新潟県新潟市南区戸頭２９００番１ 025-372-6773

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

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

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

日新運輸株式会社　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

新栄運送株式会社　本社営業所 新潟県新潟市北区島見町字芝田２４３４－３７ 025-257-4066

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

株式会社エヌエス・トランスポート　本社営業所 新潟県新潟市北区浜浦字古川３３４２－６ 025-255-4135

株式会社ワールドライン　木崎営業所 新潟県新潟市北区木崎字尾山前８３７－２９ 025-256-8348

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

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

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

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

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

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

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

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

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

小千谷市 株式会社丸安運輸　本社営業所 新潟県小千谷市片貝町４７９１－１ 0258-84-2501

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

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

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

太平洋陸送株式会社　柏崎営業所 新潟県柏崎市中浜２－４－４７ 025-724-7800

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

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

五泉市 有限会社五泉輸送　本社営業所 新潟県五泉市赤羽２０８－１ 0250-43-7078
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
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

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 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

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

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

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

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

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

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

丸喜重量運輸株式会社　本社営業所 新潟県三条市福島新田丁６８１ 0256-45-3161

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

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

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

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

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

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

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

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２－９－１１ 025-543-3421

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

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

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

中越運送株式会社　上越営業所 新潟県上越市石橋２８４５ 025-545-2711

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１７２９－１ 025-534-5911

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

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

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

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

佐川急便株式会社　上越営業所 新潟県上越市大字富岡字引田１８０４－１ 025-525-1173

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

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

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

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
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
ヤマトボックスチャーター株式会社　上越支店 新潟県上越市大字石橋新田１１１番地２ 025-545-6351

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 0254-43-5501

株式会社新潟日和　本社営業所 新潟県胎内市松波１０１３－３５ 0254-45-5055

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

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

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

三和トランス株式会社　新潟営業所 新潟県燕市吉田鴻巣１８０－１４ 0256-93-1215

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

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

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

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

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

新潟運輸株式会社　燕支店 新潟県燕市物流センター四丁目５番 0256-63-5148

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

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

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

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

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

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

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

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

佐川急便株式会社　長岡営業所 新潟県長岡市新産１－２－８ 0258-46-7121

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

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番地７ 0258-94-4677

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丁目９番２ 0258-21-5555

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

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

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

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 0258-29-9155

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

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

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

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

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

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 0258-89-7744
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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

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

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

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

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

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 0254-66-2821

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

寒川運送株式会社　朝日営業所 新潟県村上市早稲田１０４９－１ 0254-60-3535

見附市 有限会社見附輸送　本社営業所 新潟県見附市今町６丁目２０３９番地１ 0258-61-4301

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

新潟運輸株式会社　見附支店 新潟県見附市本所１－１６－７ 0258-62-2390

株式会社コラビス　新潟営業所 新潟県見附市新幸町５－３ 090-3768-5839

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外 025-783-5130

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 025-776-2977

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 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 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

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１６０－４４ 080-4070-3785

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

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

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

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

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

5／5


