貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
新潟市

事業所名
マルソー株式会社 新潟西ＳＬＣ
第一貨物株式会社 新潟支店
花王ロジスティクス株式会社 新潟営業所
富士運輸株式会社 東新潟支店
北越水運株式会社 本社営業所
新潟トヨタ陸送株式会社 本社営業所
長岡トラック株式会社 新潟営業所
新潟中部運送株式会社 江南営業所
株式会社新潟食品運輸 新潟南営業所
中越運送株式会社 新潟ロジスティクスセンター
有限会社つの田運送店 本社営業所
亀田トランスポート株式会社 本社営業所
株式会社タイヘイ物流システム 新潟営業所
亀田キャリー株式会社 本社営業所
株式会社ＬＪＰ 新潟営業所
株式会社第一製品流通 本社営業所
株式会社ミトク 新潟営業所
新潟市場運送株式会社 本社営業所
株式会社ギオン 新潟江南センター
清水配送株式会社 江南営業所
株式会社中越エクスプレス 新潟営業所
ヤマト運輸株式会社 新潟亀田支店
新潟旭急送株式会社 横越営業所
株式会社デイリーネットワーク 本社営業所
株式会社新潟食品運輸 本社営業所
有限会社ネット新潟 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 新津支店
東部運送株式会社 本社営業所
愛知車輌興業株式会社 新潟営業所
甲信越福山通運株式会社 新潟支店
新潟県牛乳輸送株式会社 本社営業所
東部運送株式会社 新潟南営業所
中越通運株式会社 巻営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

安全性優良事業所
住所

新潟県新潟市西蒲区旗屋字舟場９０４番地１
新潟県新潟市寺山字前沢５９５－１
新潟県新潟市鴎島町７－１
新潟県新潟市下木戸３－３－２５
新潟県新潟市下木戸５６０－１１
新潟県新潟市江南区茅野山３－４－５０
新潟県新潟市江南区茅野山３丁目４－１１
新潟県新潟市江南区亀田工業団地２丁目１番４０号
新潟県新潟市江南区亀田工業団地２丁目１番４０号
新潟県新潟市江南区亀田早通字東郷２４０２－１
新潟県新潟市江南区亀田中島２丁目６番１１号
新潟県新潟市江南区砂岡５－７－２７
新潟県新潟市江南区曙町２－９－１９
新潟県新潟市江南区曙町２丁目７－３５
新潟県新潟市江南区曙町３丁目１３番３５号
新潟県新潟市江南区曙町３丁目６番２５号
新潟県新潟市江南区曙町３丁目７番１５号
新潟県新潟市江南区西山１００９－１
新潟県新潟市江南区西山８３０－７
新潟県新潟市江南区西山８３０番地５
新潟県新潟市江南区東早通３丁目１番３５号
新潟県新潟市江南区東早通４－１－２
新潟県新潟市江南区二本木１－１－８
新潟県新潟市江南区木津工業団地３番２０号
新潟県新潟市江南区茗荷谷字東囲６７９－５
新潟県新潟市秋葉区荻島１丁目２５番３
新潟県新潟市秋葉区新津東町３丁目１９－２
新潟県新潟市秋葉区川口５８０－２１
新潟県新潟市秋葉区川口乙５７８番１０
新潟県新潟市緒立流通１丁目２番地２
新潟県新潟市称名９１８－２
新潟県新潟市西蒲区井随千日１７５８番地
新潟県新潟市西蒲区高橋字土手下２６９９
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（新潟県）
電話番号
0256-77-8601
025-275-5111
025-257-9271
025-271-9191
025-275-7765
025-382-3401
025-382-2613
025-383-1182
025-383-1858
025-381-1120
025-382-5560
025-382-6830
025-383-3455
025-381-7360
025-288-6010
025-382-1414
025-250-6750
025-277-3399
025-278-5050
025-257-2155
025-383-3500
080-5045-1596
025-382-4116
025-385-5753
025-277-1136
0250-24-8283
080-5045-1581
0250-24-7100
0250-21-7115
025-379-0111
0256-86-3351
0256-86-1008
0256-82-4750

H30.11.1
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
巻運送株式会社 巻営業所
丸周運送株式会社 本社営業所
株式会社サンエーサービス 新潟営業所
東部運送株式会社 西蒲営業所
マルソー株式会社 新潟巻潟東ＳＬＣ
水和生コン株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 新潟巻支店
西陽運送株式会社 本社営業所
アキタ株式会社 新潟営業所
西濃運輸株式会社 新潟支店
ヤマト運輸株式会社 新潟主管支店
株式会社流通サービス にいがた西センター
近物レックス株式会社 新潟支店
株式会社豊栄運輸倉庫 黒埼山田営業所
株式会社マルハコーポレーション 新潟営業所
株式会社技研運輸 四ッ郷屋営業所
株式会社ハート引越センター 新潟営業所
ヤマト運輸株式会社 新潟流通団地センター
有限会社ランニング 本社営業所
田中運輸機工株式会社 新潟営業所
株式会社バイタルエクスプレス 新潟営業所
株式会社倭産業 本社営業所
有限会社丸西運送 本社営業所
シグマベンディングサービス株式会社 新潟営業所
ヤマト運輸株式会社 新潟大学前支店
有限会社新潟ひまわり通運 本社営業所
三福運輸株式会社 新潟営業所
新潟日通運輸株式会社 本社事業所
日本通運株式会社 新潟物流事業所
株式会社トランスメイト 新潟営業所
トナミ運輸信越株式会社 本社営業所
新潟中央運送株式会社 新潟支店
新潟運輸株式会社 新潟支店
上越運送株式会社 新潟支店
東西運輸株式会社 流通センター営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
新潟県新潟市西蒲区漆山８０８６番地１
新潟県新潟市西蒲区升潟字中ノ島４８４３－１
新潟県新潟市西蒲区升潟字中ノ島５０５４
新潟県新潟市西蒲区称名９１８
新潟県新潟市西蒲区打越字焼野丙１６０番地１
新潟県新潟市西蒲区中郷屋７３６
新潟県新潟市西蒲区馬堀６５６４－１
新潟県新潟市西蒲区和納５７６７－４２
新潟県新潟市西区山田１８５－１
新潟県新潟市西区山田２３０７－１２６
新潟県新潟市西区山田２３０７－１３３
新潟県新潟市西区山田２３０９番地７
新潟県新潟市西区山田９１－２
新潟県新潟市西区山田字中道上の東７５番地
新潟県新潟市西区山田字堤付２３０７番４０１
新潟県新潟市西区四ツ郷屋２６２０－１
新潟県新潟市西区緒立流通１丁目２－７
新潟県新潟市西区緒立流通１丁目３番７号
新潟県新潟市西区緒立流通２－３－６
新潟県新潟市西区小新３６９９番５
新潟県新潟市西区小新字大通３７９９番地１
新潟県新潟市西区小針１丁目２４２番地
新潟県新潟市西区神山字屋敷添７７９番地１
新潟県新潟市西区善久６３０－１
新潟県新潟市西区大学南１－６７０６－１
新潟県新潟市西区的場流通１－３－１２
新潟県新潟市西区的場流通１丁目２－１３
新潟県新潟市西区的場流通１丁目３－１２
新潟県新潟市西区的場流通１丁目３番地１２
新潟県新潟市西区的場流通１丁目３番地１５
新潟県新潟市西区北場１０８７－１
新潟県新潟市西区流通３丁目２－３
新潟県新潟市西区流通センター６－１－１
新潟県新潟市西区流通センター６－１－５
新潟県新潟市西区流通センター６－３－６
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電話番号
0256-72-2011
0256-88-0111
0256-88-6899
0256-70-5513
025-375-5555
0256-72-1560
080-5045-1586
0256-72-8467
025-230-7730
025-265-3281
025-231-2298
025-378-3712
025-266-3121
025-234-6020
025-232-1900
025-239-3477
025-368-8101
080-6698-4261
025-378-1205
025-264-1414
025-234-1350
025-231-4823
025-264-3970
025-379-3312
080-5045-1603
025-260-7681
025-269-7281
025-211-8488
025-268-1111
025-268-4511
025-377-1073
025-260-4671
025-260-5111
025-260-4191
025-260-4195

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
佐渡汽船運輸株式会社 新潟支店新潟営業所
新潟鉄道荷物株式会社 新潟流通センター営業所
富士興業株式会社 新潟営業所
大島運輸株式会社 新潟営業所
日軽物流株式会社 新潟営業所
ヤマト運輸株式会社 新潟川岸支店
新潟名鉄運輸株式会社 新潟支店
新潟旭急送株式会社 本社営業所
信濃興産株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 新潟山二ツセンター
ドリーム・エクスプレス株式会社 新潟営業所
日本通運株式会社 新潟警送事業所
ヤマト運輸株式会社 新潟紫竹山支店
株式会社新潟マルヤマサービス 本社営業所
環境通信輸送株式会社 新潟事業部
ヤマト運輸株式会社 新潟女池センター
エヌ・ユー総合物流株式会社 本社営業所
株式会社丸五運送店 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 新潟上所支店
セイノースーパーエクスプレス株式会社 新潟営業所
プリヴェ運輸株式会社 新潟支店
日本郵便株式会社 新潟中央郵便局
清水配送株式会社 出来島営業所
ヤマト運輸株式会社 新潟鳥屋野センター
株式会社中越エクスプレス 美咲町営業所
佐渡汽船株式会社 新潟貨物営業所
佐渡汽船運輸株式会社 新潟支店 万代島営業所
佐渡汽船株式会社 新潟支店
日本海倉庫株式会社 本社営業所
新潟東洋埠頭株式会社 本社営業所
大広運輸株式会社 本社
株式会社丸日日諸産業 新潟支店
有限会社物流サービス 本社営業所
株式会社新潟中央物流 卸新町営業所
新潟陸運株式会社 新潟営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
新潟県新潟市西区流通センター６丁目１番２号
新潟県新潟市西区流通センター６丁目３番地１号
新潟県新潟市船江町１丁目５５－３０
新潟県新潟市太郎代居浦６４３
新潟県新潟市太郎代字山小屋１５７２－２７
新潟県新潟市中央区川岸町２丁目１４番１
新潟県新潟市中央区姥ケ山４３５
新潟県新潟市中央区姥ヶ山６丁目６－１７
新潟県新潟市中央区関新２－１－５８
新潟県新潟市中央区山二ツ３丁目１０３７
新潟県新潟市中央区山二ツ五丁目８１１－１
新潟県新潟市中央区紫竹山１丁目１１番２４号
新潟県新潟市中央区紫竹山１丁目２１７－１
新潟県新潟市中央区女池６丁目１番２１号
新潟県新潟市中央区女池７－２５－１５
新潟県新潟市中央区女池神明３－１４－４
新潟県新潟市中央区女池北１丁目１番１号
新潟県新潟市中央区沼垂東６丁目１０－２７
新潟県新潟市中央区上所中２丁目４０１
新潟県新潟市中央区鳥屋野１丁目２９－７
新潟県新潟市中央区鳥屋野３６６
新潟県新潟市中央区東大通２丁目６－２６
新潟県新潟市中央区南出来島１丁目８－２
新潟県新潟市中央区美咲町１丁目１７９６－１１９
新潟県新潟市中央区美咲町１丁目２３－２６
新潟県新潟市中央区万代島８－２６
新潟県新潟市中央区万代島９－１
新潟県新潟市中央区万代島９－１
新潟県新潟市中央区竜が島１－１１－１０
新潟県新潟市中央区竜が島１－８－３
新潟県新潟市島見町３３９９－２１
新潟県新潟市島見町字下往来２３５７－１
新潟県新潟市東区逢谷内４－２－１６
新潟県新潟市東区卸新町３－１６－３４
新潟県新潟市東区卸新町３丁目１６番地１５
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電話番号
025-260-5451
025-311-0223
025-274-5101
025-255-2320
025-255-3121
080-5045-2401
025-287-3333
025-286-6068
025-266-0955
080-5045-1614
025-286-9011
025-241-5294
080-5045-1604
025-285-1581
025-285-8484
080-6604-5665
025-285-4455
025-244-4311
080-5045-1591
025-284-7601
025-283-2338
025-244-6101
025-283-7708
080-5043-7494
025-283-3011
025-247-3201
025-245-6682
025-245-6611
025-245-5541
025-245-0241
025-255-3171
025-255-3373
025-270-4524
025-378-6248
025-250-5511

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社ビー・アイ運送 新潟営業所
中越ロジテム株式会社 新潟配送センター
株式会社ニヤクコーポレーション 関東支店新潟事業所
株式会社サカイ引越センター 新潟支社
秋保運送株式会社 新潟営業所
沼垂運輸株式会社 本社営業所
旭カーボンロジスティクス株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 新潟木工団地支店
シートランス株式会社 本社営業所
新洋運送有限会社 本社営業所
株式会社新開トランスポートシステムズ 新潟営業所
株式会社フコックス 新潟営業所
アートコーポレーション株式会社 新潟営業所
新潟鉄道荷物株式会社 新潟中央営業所
新潟陸運株式会社 本社営業所
東部運送株式会社 新潟営業所
株式会社ギオン 新潟センター
日本通運株式会社 新潟重機建設支店
新潟第一梱包運輸株式会社 本社営業所
越後運輸建設株式会社 新潟営業所
新潟綜合警備保障株式会社 警送事業部新潟営業所
日本通運株式会社 新潟航空貨物センター
新潟中部運送株式会社 本社営業所
上野輸送株式会社 新潟事業所
恵実物流株式会社 新潟営業所
センコー株式会社 新潟営業所
ヤマト運輸株式会社 新潟竹尾支店
中越通運株式会社 新潟引越センター
株式会社アサヒセキュリティ 新潟営業所
中越通運株式会社 新潟営業所
一嘉運送株式会社 本社営業所
有限会社大乗運送 本社営業所
有限会社山修運送 本社営業所
榮組運送株式会社 本社営業所
清水配送株式会社 南紫竹営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
新潟県新潟市東区卸新町３丁目１番地１３
新潟県新潟市東区卸新町３丁目６３－１５
新潟県新潟市東区下木戸１丁目２－２３
新潟県新潟市東区下木戸３丁目３－４
新潟県新潟市東区下木戸５６０番地１１
新潟県新潟市東区下木戸６００－８
新潟県新潟市東区河渡庚２９６－４５
新潟県新潟市東区海老が瀬字大刎１０５７－１
新潟県新潟市東区古湊町２－５３
新潟県新潟市東区古湊町２番６６号
新潟県新潟市東区山木戸４－１３－７
新潟県新潟市東区山木戸８－７－７
新潟県新潟市東区山木戸８丁目７番５号
新潟県新潟市東区紫竹卸新町１８０８番地１０
新潟県新潟市東区紫竹卸新町１９４２－１
新潟県新潟市東区紫竹卸新町２０１３－４
新潟県新潟市東区紫竹卸新町２０１７番地１
新潟県新潟市東区紫竹卸新町８１－５
新潟県新潟市東区寺山字前沢５９５－１
新潟県新潟市東区若葉町２丁目４番２８号
新潟県新潟市東区小金町１丁目９番地２
新潟県新潟市東区松島２丁目１番１０号
新潟県新潟市東区上王瀬町２１番地
新潟県新潟市東区船江町１－２４－３４
新潟県新潟市東区竹尾２－１９－７
新潟県新潟市東区竹尾８１８－１
新潟県新潟市東区竹尾卸新町７４４－５
新潟県新潟市東区竹尾卸新町７４４番地４
新潟県新潟市東区竹尾卸新町８０７番地１
新潟県新潟市東区竹尾字前沢７１２－１，外１筆
新潟県新潟市東区中興野７－１１
新潟県新潟市東区中木戸３４９－２
新潟県新潟市東区津島屋７丁目３１－１
新潟県新潟市東区桃山町２－１３２－８
新潟県新潟市東区南紫竹２－５－２５
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電話番号
025-271-9021
025-279-2155
025-273-5915
025-278-9292
025-384-8824
025-274-6775
025-271-1181
080-5045-1593
025-271-8773
025-271-0071
025-271-3511
025-270-6688
025-285-0123
025-270-5163
025-275-4577
025-279-5361
025-271-9188
025-275-7132
025-275-5066
090-3145-0748
025-270-9972
025-271-0200
025-275-0065
025-274-0727
025-279-3111
025-274-7157
080-5045-1602
025-273-1212
025-250-2880
025-271-9084
025-274-9197
025-275-7118
025-274-0115
025-279-2251
025-286-1851

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
菱中海陸運輸株式会社 新潟
東新運輸株式会社 本社営業所
西川運輸興業株式会社 本社営業所
株式会社髙助 臨海営業所
太平洋陸送株式会社 新潟営業所
協和ロジス株式会社 臨港町ウエア営業所
早川運輸株式会社 新潟営業所
ヤマトボックスチャーター株式会社 新潟支店
ヤマト運輸株式会社 白根茨曽根センター
株式会社産業エクスプレス 本社営業所
株式会社産業運輸 本社営業所
東翔運輸株式会社 本社営業所
中越ロジテム株式会社 三条営業所
シュタープ株式会社 県央デポ営業所
吉田運送株式会社 白根営業所
関東運輸株式会社 新潟営業所
丸運トラック株式会社 新潟営業所
ヤマト運輸株式会社 白根高井センター
有限会社イシダ 本社
株式会社高建組 本社営業所
株式会社カモライン 新潟営業所
センコーエーラインアマノ株式会社 新潟営業所
第一物流株式会社 新潟営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 白根営業所
三和運輸機工株式会社 白根事業所
中越通運株式会社 白根営業所
桜井石油株式会社 本社営業所
新潟三和運輸株式会社 本社営業所
有限会社田中運輸 本社営業所
日本郵便株式会社 白根郵便局
新潟日梱株式会社 本社営業所
浪速運送株式会社 新潟営業所
有限会社丸善建設 本社営業所
株式会社イワキ運輸 新潟営業所
株式会社ＳＲＩロジテム 新潟営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
新潟県新潟市東区湊町３番３３号
新潟県新潟市東区木工新町１１８８番１
新潟県新潟市東区木工新町４３１－２
新潟県新潟市東区臨海町１－２１
新潟県新潟市東区臨港町２－４９１４
新潟県新潟市東区臨港町３丁目４６０９－７
新潟県新潟市東本町２丁目３－１８
新潟県新潟市南区山田字堤付２３０７番地３７０
新潟県新潟市南区茨曽根６５１３
新潟県新潟市南区茨曽根８１１１番地
新潟県新潟市南区茨曽根８１１１番地
新潟県新潟市南区茨曽根８４２６番地
新潟県新潟市南区茨曽根字関上２３５８番地３
新潟県新潟市南区茨曽根字谷地２６７４番地
新潟県新潟市南区臼井字町南１３３３－３
新潟県新潟市南区大通南６丁目９７１番地１
新潟県新潟市南区戸頭２９００番１
新潟県新潟市南区高井東１－４６４－３
新潟県新潟市南区高井東１丁目１番１８号
新潟県新潟市南区根岸１４７７
新潟県新潟市南区根岸８１０番地
新潟県新潟市南区根岸８７０－１
新潟県新潟市南区上塩俵字タフ１９２５番１
新潟県新潟市南区新飯田字高田１８０８－１
新潟県新潟市南区新飯田字松子江２０５１－１
新潟県新潟市南区清水字清水３－７３４－１
新潟県新潟市南区西笠巻新田３９４
新潟県新潟市南区東萱場２１１１
新潟県新潟市南区白根古川４４４
新潟県新潟市南区白根日の出町１１－１
新潟県新潟市南区北田中７８０番地１１
新潟県新潟市南区北田中字堀留７８０－３０
新潟県新潟市南区鷲ノ木新田１０８番地
新潟県新潟市北区下大谷内３７８－７
新潟県新潟市北区笹山東１０７
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電話番号
025-271-9161
025-271-8801
025-271-7111
025-271-7771
025-275-0156
025-257-9020
025-278-3672
025-367-0170
080-5045-1594
025-201-6610
025-201-6565
025-375-5876
025-375-0460
025-375-8111
025-373-5106
025-370-6251
025-372-6773
080-6604-5670
025-362-1973
025-362-5551
025-362-7267
025-362-7421
025-362-3661
025-374-2016
025-374-1211
025-375-4131
025-362-5365
025-375-2070
025-373-3391
025-373-2300
025-362-1051
025-362-6728
025-362-5529
025-259-5411
025-388-2110

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

阿賀野市

事業所名
中越通運株式会社 下越ＡＬＣ
中越運送株式会社 新潟東港ロジスティクスセンター
株式会社新鮮便 新潟営業所
ヤマト運輸株式会社 新潟松浜センター
ジャパンエクスプレス株式会社 新潟営業所
株式会社新潟総合物流 本社営業所
エム・アール・エス株式会社 本社営業所
日新運輸株式会社 本社営業所
コープ商事物流株式会社 新潟事業部
株式会社テスコ商運 本社営業所
山ス運送株式会社 本社営業所
株式会社マルソー・トランスポート 東港営業所
新潟王子運送株式会社 新潟営業所
株式会社山形運輸 新潟営業所
株式会社日立物流関東 新潟営業所
藤野運輸興業株式会社 新潟営業所
マルコー・トランスポート株式会社 本社営業所
新潟東砺運輸株式会社 新潟営業所
丸肥運送倉庫株式会社 東港営業所
新栄運送株式会社 本社営業所
株式会社大通 新潟物流センター
株式会社イチマサ冷蔵 本社営業所
株式会社エヌエス・トランスポート 本社営業所
新潟東港運輸株式会社 本社営業所
有限会社エヌ・ティ・エル 本社営業所
株式会社ワールドライン 木崎営業所
シュタープ株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 豊栄支店
新潟トラック運送株式会社 新潟営業所
株式会社長谷川運送 本社営業所
丸新輸送株式会社 京ヶ瀬営業所
新潟輸送株式会社 新潟支店
有限会社千石運輸 新潟営業所
ヤマト運輸株式会社 阿賀野センター
東部運送株式会社 安田営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
新潟県新潟市北区笹山東１５１
新潟県新潟市北区笹山東１９
新潟県新潟市北区笹山東５０
新潟県新潟市北区神谷内字川跡２９２７－１
新潟県新潟市北区西名目所５５０７－１０
新潟県新潟市北区西名目所５５０７番地１０
新潟県新潟市北区太夫浜１３０４番地
新潟県新潟市北区太夫浜１３８９
新潟県新潟市北区太郎代１４４８－３
新潟県新潟市北区太郎代２０２２番地５８
新潟県新潟市北区太郎代２６７０
新潟県新潟市北区太郎代字浜辺２６５６
新潟県新潟市北区濁川１７３－１
新潟県新潟市北区島見町２３９１－３
新潟県新潟市北区島見町２４３４－２９
新潟県新潟市北区島見町３３９９－２１
新潟県新潟市北区島見町３３９９－２１
新潟県新潟市北区島見町字山興野３３９９－５
新潟県新潟市北区島見町字芝田２４３４－４８
新潟県新潟市北区島見町字芝田２４３４番３７
新潟県新潟市北区白勢町６９－１３
新潟県新潟市北区白勢町字上大曲９７－４
新潟県新潟市北区浜浦字古川３３４２－６
新潟県新潟市北区木崎３４２５－３
新潟県新潟市北区木崎３４２５番地３
新潟県新潟市北区木崎字尾山前８３７－２９
新潟県新潟市北区木崎字尾山前８７１－１６
新潟県新潟市北区柳原８９８－１
新潟県新潟市流通センター６－４－３
新潟県阿賀野市下里６６５番地
新潟県阿賀野市京ヶ瀬工業団地１０６２－３
新潟県阿賀野市京ヶ瀬工業団地１０６２－４
新潟県阿賀野市京ヶ瀬工業団地８０１番地３１
新潟県阿賀野市寺社字庚塚甲３２１６－１
新潟県阿賀野市保田４２０７－３
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電話番号
025-384-1187
025-388-0222
025-386-1530
080-5045-1600
025-288-6393
025-282-7562
025-259-8683
025-259-6371
025-255-2411
025-255-2240
025-255-2515
025-255-3061
025-259-8810
025-255-3999
025-255-3665
025-255-3240
025-255-3770
025-257-4710
025-255-3535
025-257-4066
025-278-6510
025-255-3660
025-255-4135
025-386-7171
025-388-8059
025-256-8348
025-388-3811
080-5045-1592
025-260-3391
0250-67-2602
0250-67-4545
0250-67-4861
0250-67-2852
080-5481-7721
0250-68-2052

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

糸魚川市

魚沼市

小千谷市

柏崎市

事業所名

住所

東日本エア・ウォーター物流株式会社 新潟ローリー営業
新潟県阿賀野市六野瀬字井戸瀬４３６－５
所
ヤマト運輸株式会社 糸魚川支店
新潟県糸魚川市上刈５－１２４５－１，１２４６－８
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
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
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
田辺運輸株式会社 本社営業所
新潟県糸魚川市大字須沢３８２８
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
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
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
株式会社籠瀬運輸 糸魚川営業所
新潟県糸魚川市大字大野字一本木１３９２－１
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番地
ヤマト運輸株式会社 能生センター
新潟県糸魚川市大字能生字鱗７５０－４
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
吉沢運送株式会社 青海営業所
新潟県糸魚川市田海１５５９－１
佐川急便株式会社 糸魚川営業所
新潟県糸魚川市南寺島１丁目１番２１号
日本通運株式会社 糸魚川営業所
新潟県糸魚川市南寺島２－９－２１
株式会社櫻井運輸 本社営業所
新潟県魚沼市佐梨４７３－１
グリーン運輸株式会社 本社営業所
新潟県魚沼市青島１１８０番地
有限会社桑原運送 本社営業所
新潟県魚沼市中家１２４７番地
ヤマト運輸株式会社 魚沼支店
新潟県魚沼市中原１９３－１
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
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
ヤマト運輸株式会社 小千谷支店
新潟県小千谷市桜町２６－３，２６－４
東部運送株式会社 小千谷営業所
新潟県小千谷市若葉３－３０
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
株式会社日乃出輸送 本社営業所
新潟県小千谷市大字千谷字原付甲５０６番地
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
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
新潟中部運送株式会社 柏崎営業所
新潟県柏崎市茨目１１３９番地
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
有限会社金井運送 本社営業所
新潟県柏崎市茨目３－８－１２
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
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
ヤマト運輸株式会社 柏崎支店
新潟県柏崎市三和町字蓬田１４７４－１

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。
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電話番号
0250-68-2971
080-5044-3826
025-552-7339
025-552-0946
025-552-2520
025-562-3222
025-562-1288
025-552-9211
025-552-1222
025-553-2833
025-566-2428
080-5044-4024
025-562-1403
025-562-3883
025-553-1010
025-552-9134
025-792-9633
025-792-0707
025-792-1721
080-6699-8002
025-794-4346
025-794-4110
080-5044-3900
0258-89-5811
0258-83-2352
0258-86-8678
0258-84-2501
0258-82-2200
0257-24-8382
0257-32-6606
0257-22-7332
0257-23-3141
0257-24-2106
080-5044-3843

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

加茂市

五泉市

佐渡市

事業所名
寿運送有限会社 本社営業所
上越運送株式会社 柏崎支店
中越ロジテム株式会社 柏崎営業所
中越通運株式会社 柏崎営業所
頸城運送倉庫株式会社 柏崎営業所
新潟名鉄株式会社 柏崎営業所
佐川急便株式会社 柏崎営業所
丸高運輸株式会社 本社営業所
新潟運輸株式会社 柏崎支店
日本通運株式会社 柏崎営業所
株式会社中越エクスプレス 柏崎営業所
株式会社関越 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 加茂センター
株式会社カモライン 本社営業所
マルソー株式会社 県央共配センター
有限会社村松運輸サービス 本社営業所
有限会社五泉輸送 本社営業所
株式会社丸五急送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 五泉センター
中越運送株式会社 五泉営業所
新潟運輸株式会社 五泉支店
ヤマト運輸株式会社 村松センター
大勝運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 南佐渡センター
佐渡汽船運輸株式会社 中央支店中央営業所
ヤマト運輸株式会社 佐渡佐和田支店
前佐渡運送株式会社 小木営業所
ヤマト運輸株式会社 佐渡両津支店
佐渡汽船運輸株式会社 中央支店新穂営業所
株式会社中川運送 ちぐさ営業所
新潟トランスポート株式会社 佐渡営業所
日本郵便株式会社 両津郵便局
佐渡急送株式会社 本社営業所
佐渡汽船株式会社 両津支店
佐渡汽船株式会社 両津貨物営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
新潟県柏崎市西山町池浦１０８０
新潟県柏崎市大字上田尻９０１
新潟県柏崎市大字曽地字五百刈３１６
新潟県柏崎市大字曽地字五百刈３１６
新潟県柏崎市大字曽地字五百刈３７６番地１
新潟県柏崎市大字藤井字西沖１２５９
新潟県柏崎市大字藤橋字四握刈８９２－１
新潟県柏崎市大字畔屋９９１－３
新潟県柏崎市大字両田尻４２３番地１他１４筆
新潟県柏崎市穂波町１３－３
新潟県柏崎市北半田１丁目１０番５号
新潟県加茂市後須田５９３番地
新潟県加茂市大字加茂新田字作場１００１０番１３
新潟県加茂市大字後須田３９８番地１
新潟県加茂市大字後須田字片樋下６１６－４
新潟県五泉市城下２丁目６９３－１
新潟県五泉市赤羽２０８－１
新潟県五泉市大字赤海８７２－１
新潟県五泉市大字赤海字下島８９２－２
新潟県五泉市大字船越字窪田１２３６－１
新潟県五泉市大字木越石道１７４９
新潟県五泉市美郷３３２
新潟県五泉市論瀬３１５５番地
新潟県佐渡市羽茂本郷１９
新潟県佐渡市宮川字平田甲６４０－１
新潟県佐渡市窪田字木戸田１７－８
新潟県佐渡市小木町１９５０
新潟県佐渡市上横山字戸ノ下６３６－４
新潟県佐渡市新穂大野１１７８－１
新潟県佐渡市泉１９５番地１，１９４番地
新潟県佐渡市長江１０３８－１
新潟県佐渡市両津夷２－１
新潟県佐渡市両津夷２６９－１０
新潟県佐渡市両津湊３５３
新潟県佐渡市両津湊３５６－６
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電話番号
0257-47-4305
0257-22-4116
0257-28-2156
0257-28-2156
0257-28-2210
0257-35-9125
0257-20-7631
0257-21-2020
0257-22-5225
0257-22-3165
0257-24-6411
0256-53-7731
080-5045-1615
0256-52-2931
0256-57-1211
0250-41-5055
0250-43-7078
0250-43-1180
080-5045-1588
0250-43-5145
0250-43-3164
080-5045-1589
0250-43-5501
080-5045-1609
0259-66-2469
080-5045-1610
0259-86-3710
080-5045-1590
0259-22-2570
0259-63-6178
080-3930-2293
0259-27-2200
0259-27-3121
0259-27-5134
0259-27-3128

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

三条市

新発田市

事業所名
佐渡汽船運輸株式会社 両津支店
有限会社中川商会 両津営業所
日本郵便株式会社 三条郵便局
伸和運輸株式会社 本社営業所
新潟王子運送株式会社 三条営業所
有限会社岡本運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 三条月岡センター
三条日通運輸株式会社 東三条営業所
三陸運送株式会社 本社営業所
有限会社アイワ運輸 本社営業所
株式会社カネコ物流 三条営業所
有限会社外山運送 本社営業所
中越通運株式会社 三条営業所
株式会社新潟タイセイ物流 本社営業所
新潟新興運輸株式会社 本社営業所
マルソー株式会社 三条営業所
カネマツ運輸株式会社 本社営業所
ケーピー運送株式会社 本社営業所
西濃運輸株式会社 三条支店
大嶋急送株式会社 本社営業所
第一貨物株式会社 三条支店
小池運送株式会社 本社営業所
新潟運輸株式会社 三条支店
ヤマト運輸株式会社 三条塚野目センター
丸喜重量運輸株式会社 本社営業所
中越運送株式会社 三条ロジスティクスセンター
日本通運株式会社 三条支店営業課
三条日通運輸株式会社 本社営業所
笹岡運輸株式会社 本社営業所
シグマベンディングサービス株式会社 三条営業所
有限会社カクダ運送 本社営業所
株式会社久津運送店 新潟営業所
三福運輸株式会社 本社営業所
藤田運送株式会社 本社営業所
株式会社県北物流 本社営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
新潟県佐渡市両津湊３５６－６
新潟県佐渡市両津湊字川方３３８番５
新潟県三条市旭町２丁目１－１
新潟県三条市一ツ屋敷新田６０７－１
新潟県三条市栄荻島１９９１－１
新潟県三条市金子新田佐印乙４９７－１８
新潟県三条市月岡１丁目１０４６－１
新潟県三条市三竹３丁目１番５８号
新潟県三条市新堀字浦田１０２５
新潟県三条市西潟２９番４１号
新潟県三条市西本成寺２－２８－２４
新潟県三条市川通中町４５５番地
新潟県三条市善久寺３０５８－１
新潟県三条市代官島字川原６８３番地３
新潟県三条市大字一ツ屋敷新田６０７番地１
新潟県三条市大字月岡字綾ノ前２７８３－１
新潟県三条市大字上須頃字古川４８４０－１７
新潟県三条市大字帯織８９１１－３
新潟県三条市大字帯織丁号８３８３－１
新潟県三条市大字大島４９２５
新潟県三条市大字猪子場新田１０５１－１
新潟県三条市大字猪子場新田８９番地１７
新潟県三条市大字猪子場新田字六反野２０１９－４
新潟県三条市大字鶴田３丁目２６０番地２
新潟県三条市大字福島新田丁６８１番地
新潟県三条市大字柳川新田字浦谷内９８７－１
新潟県三条市猪子場新田１０７２番地
新潟県三条市猪子場新田１０７２番地
新潟県三条市猪子場新田２３８－１
新潟県三条市猪子場新田７００番地１
新潟県三条市東本成寺３０－２１
新潟県三条市福島新田松橋下丁３１１
新潟県新発田市横岡１１６６番地２
新潟県新発田市関井２３
新潟県新発田市佐々木２４３０番地３
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電話番号
0259-27-3191
0259-74-3134
0256-33-0400
0256-45-2040
0256-45-5611
0256-32-7340
080-5068-2898
0256-46-0406
0256-45-7210
0256-38-5300
0256-32-6060
0256-45-0007
0256-41-1155
0256-33-5281
0256-45-5200
0256-34-2631
0256-35-6613
0256-45-5616
0256-45-3681
0256-35-8087
0256-45-3048
0256-45-4841
0256-32-0131
080-5416-3925
0256-45-3161
0256-38-9111
0256-45-5311
0256-45-5290
0256-45-5805
0256-45-3113
0256-33-6631
0256-45-0323
0254-33-2229
0254-41-2019
0254-20-7333

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

上越市

事業所名
株式会社ヨウコー 新潟営業所
レンゴーロジスティクス株式会社 新潟営業所
株式会社バイタルエクスプレス 新発田営業所
ヤマト運輸株式会社 新発田支店
ヤマト運輸株式会社 新発田五十公野センター
丸紅ロジスティクス株式会社 新潟営業所
新潟県牛乳輸送株式会社 下越営業所
巻運送株式会社 新発田営業所
株式会社宝重機建設 本社営業所
吉沢運送株式会社 新潟営業所
東部ネットワーク株式会社 新潟営業所
有限会社トランスポート・サービス 下越営業所
日本郵便株式会社 新発田郵便局
ヤマト運輸株式会社 浦川原支店
東部運送株式会社 上越営業所
ヤマト運輸株式会社 くびき野支店
大和物流株式会社 新潟支店
越後運輸建設株式会社 本社営業所
高助合名会社 本社営業所
鴻池運輸株式会社 鹿島支店 業務第二部直江津営業所
直江津海陸運送株式会社 直江津営業所
日本通運株式会社 直江津支店
日正運輸株式会社 上越営業所
富士興業株式会社 上越営業所
株式会社ニヤクコーポレーション 関東支店 上越事業所
株式会社ヨウコー 直江津営業所
株式会社流通サービス 本社営業所
頸城運送倉庫株式会社 上越営業所
日精サービス株式会社 上越営業所
シグマベンディングサービス株式会社 上越営業所
ヤマトボックスチャーター株式会社 上越支店
株式会社エネックス 上越営業所
柏崎運送株式会社 上越営業所
インペックスロジスティクス株式会社 本社営業所
新潟東砺運輸株式会社 上越営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
新潟県新発田市佐々木２５５８番地
新潟県新発田市佐々木２８８４－１
新潟県新発田市新富町２丁目７６０番地１
新潟県新発田市曾根宮ノ腰３１１
新潟県新発田市大字岡田字川前１９９０－４７
新潟県新発田市大字岡田字走出１５７８－８
新潟県新発田市大字岡田字薄原２０３０番地
新潟県新発田市大字荒町甲１２０９番地５
新潟県新発田市大字荒町字大宝池２３９７－１
新潟県新発田市大字佐々木字大池２８８２－３
新潟県新発田市大字佐々木字大池３１０７－４６
新潟県新発田市大字本田字内谷内３３６３－１
新潟県新発田市大手町４丁目３－２０
新潟県上越市浦川原区虫川１９９６－１
新潟県上越市柿崎区柿崎３２６７番地
新潟県上越市柿崎区柿崎７７１－１
新潟県上越市柿崎区三ツ屋浜字袖７２９－１
新潟県上越市柿崎区直海浜８３６番地６
新潟県上越市港町１－８－２
新潟県上越市港町２－１２－１
新潟県上越市港町２－９－１１
新潟県上越市港町２－９－２３
新潟県上越市港町２丁目１０番６３号
新潟県上越市黒井２７３５－２７
新潟県上越市三ツ屋町１－２２
新潟県上越市三ツ屋町１－２６
新潟県上越市春日山町３－８－３６
新潟県上越市上源入１５３番地１０
新潟県上越市清里区今曽根８３７
新潟県上越市西田中４２－７
新潟県上越市石橋新田１１１－２
新潟県上越市石橋新田字六貫野１１１－２
新潟県上越市大潟区下小船津浜１１２２－６
新潟県上越市大潟区渋柿浜９３５
新潟県上越市大潟区蜘ヶ池字仲道１７２９－１
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電話番号
0254-27-2267
0254-27-5517
0254-24-2151
080-5045-1583
080-6604-5054
0254-23-5213
0254-23-5053
0254-23-7131
0254-24-1212
0254-27-5757
0254-27-3305
0254-32-3357
0254-22-2200
080-5044-3908
025-536-6351
080-5044-3958
025-536-3767
025-536-2888
025-543-7116
025-531-0830
025-543-3421
025-543-1131
025-544-8416
025-543-3847
025-544-3132
025-543-2092
025-523-1506
025-546-7111
025-529-1331
025-546-7851
025-545-6351
025-520-9590
0255-34-2151
025-534-5670
025-534-5911

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
ヤマト運輸株式会社 上越保倉センター
長田産業株式会社 新潟営業所
上越郵便輸送株式会社 直江津営業所
新潟丸善運輸株式会社 本社営業所
新潟名鉄運輸株式会社 上越営業所
有限会社アシュア 新潟営業所
株式会社前田運送 新潟営業所
トナミ運輸信越株式会社 上越営業所
株式会社ミトク 上越営業所
第一貨物株式会社 上越営業所
株式会社アイシン 本社営業所
有限会社新興運輸 上越Ｐ・Ｄベース
日通高田運輸株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 高田支店営業課
日本通運株式会社 高田警送係営業所
アイレック新潟株式会社 本社営業所
サニー商運株式会社 上越営業所
新潟陸運株式会社 上越営業所
株式会社産業運輸 上越営業所
カネヨ運輸株式会社 上越営業所
濃飛西濃運輸株式会社 上越支店
マルソー株式会社 上越ＳＬＣ
セイノースーパーエクスプレス株式会社 上越営業所
株式会社バイタルエクスプレス 上越営業所
株式会社新潟食品運輸 上越営業所
直江津港高速輸送株式会社 本社営業所
株式会社上越商会 本社
田中運輸機工株式会社 本社営業所
田中産業株式会社 上越営業所
ヤマト運輸株式会社 上越高田支店
甲信越福山通運株式会社 上越支店
佐川急便株式会社 上越営業所
有限会社上新運輸 本社営業所
吉沢運送株式会社 直江津営業所
日本郵便株式会社 高田郵便局

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
新潟県上越市大字下吉野字蓮ノ町３９２番地
新潟県上越市大字下源入１６２番地
新潟県上越市大字下源入字大野２６７－６
新潟県上越市大字下荒浜３６５番地１
新潟県上越市大字下荒浜３８８－１
新潟県上越市大字下荒浜字大谷内横田１６３－８
新潟県上越市大字下荒浜字大谷内横田１６９－１
新潟県上越市大字下荒浜字大谷内横田２５０番１
新潟県上越市大字下荒浜字大谷内横田２９６－１
新潟県上越市大字下荒浜字坊野土尻４３４
新潟県上越市大字下門前１６４８
新潟県上越市大字黒井２５９８番地７
新潟県上越市大字黒井２６７６－１
新潟県上越市大字黒井字西原２６７６－１
新潟県上越市大字黒井字西原２６７６番地１
新潟県上越市大字黒井字大割２７８９番地１
新潟県上越市大字黒井字谷内２５９８－３１
新潟県上越市大字黒井字東原１２１６－１
新潟県上越市大字黒井字東原２７３５－２５
新潟県上越市大字黒井谷内２５８９－６
新潟県上越市大字三田新田字西屋敷３９７－１
新潟県上越市大字寺字裏川原１５５－１
新潟県上越市大字寺町字三正町３３－１，３４－１
新潟県上越市大字上島字上川原４５７番地１
新潟県上越市大字石沢字外新田１４２３－１
新潟県上越市大字直江津字名古浦４４０－８
新潟県上越市大字土橋１０１２
新潟県上越市大字土橋１９２８番地
新潟県上越市大字土橋１９２８番地
新潟県上越市大字土橋字川原１７６５－１
新潟県上越市大字富岡３４８８
新潟県上越市大字富岡字引田１８０４－１
新潟県上越市大字福橋７４９－１
新潟県上越市大字福田字一の坪４５－２
新潟県上越市大手町３－２１
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電話番号
080-6699-5324
025-545-3688
025-544-2216
025-545-0053
0255-43-2677
025-544-6801
025-545-3737
025-543-4208
025-539-0370
025-544-5290
025-543-9055
025-531-3939
025-543-5344
025-543-3496
025-543-3105
025-544-6381
025-544-7025
025-545-6311
025-531-0139
025-545-0766
025-544-2526
025-521-2020
025-522-3240
025-524-6161
025-522-8691
025-544-5101
025-524-6180
025-526-2222
025-525-1212
080-5044-4004
025-526-8000
025-525-2525
025-545-1120
025-543-4802
025-523-2860

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

胎内市

燕市

事業所名
越南郵便輸送株式会社 本社
日本通運株式会社 日曹営業所
ヤマト運輸株式会社 直江津支店
有限会社イノウエ運輸 本社営業所
城西運輸機工株式会社 上越営業所
名立運送株式会社 本社営業所
頸城運送倉庫株式会社 木田営業所
新潟道徳運輸株式会社 本社営業所
中越通運株式会社 上越営業所
中越ロジテム株式会社 上越営業所
株式会社共伸運送 本社営業所
株式会社マルフク運送 上越支店
プリヴェ運輸株式会社 上越営業所
株式会社工藤工業 本社営業所
新潟王子運送株式会社 上越営業所
丸新ライフサービス株式会社 本社営業所
上越運送株式会社 上越支店
株式会社ボルテックスセイグン 上越物流センター
新潟運輸株式会社 上越支店
株式会社サンエーサービス 上越営業所
佐川急便株式会社 中条営業所
サニー商運株式会社 本社営業所
株式会社新潟日和 本社営業所
ミズカ運輸株式会社 本社営業所
株式会社丸運産業 本社営業所
新潟運輸株式会社 中条支店
ヤマト運輸株式会社 中条支店
日本通運株式会社 新発田支店 中条営業所
株式会社ミナシア 新潟営業所
三和トランス株式会社 新潟営業所
三和運輸機工株式会社 新潟支店
巻運送株式会社 吉田営業所
吉田運送株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 越後吉田営業所
ヤマト運輸株式会社 新潟吉田センター

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所

電話番号

新潟県上越市大島区大島１０１７－１
新潟県上越市中郷区藤沢字西林１２４３番３
新潟県上越市藤野新田大字大割３６５－２
新潟県上越市福橋７５６番地３
新潟県上越市平成町５９８－１
新潟県上越市名立区名立小泊１４０－１７
新潟県上越市木田２－１３－１４
新潟県上越市頸城区榎井字砂原３４９－１
新潟県上越市頸城区榎井字砂原３７２
新潟県上越市頸城区榎井字砂原３７２番地
新潟県上越市頸城区市村１０６４番地
新潟県上越市頸城区上吉２１－２３
新潟県上越市頸城区上吉８０－２０
新潟県上越市頸城区下三分一９７２番地２３
新潟県上越市頸城区西福島４２４－１
新潟県上越市頸城区西福島４４０－１
新潟県上越市頸城区西福島４４０－１
新潟県上越市頸城区西福島４４０－１０
新潟県上越市頸城区西福島５７５－４
新潟県上越市頸城区西福島字横江６６２－１２
新潟県胎内市つつじが丘１１０
新潟県胎内市高野字茨島２４９－４０１
新潟県胎内市松波１０１３－３５
新潟県胎内市水沢町１番１号
新潟県胎内市清水９－１０６
新潟県胎内市大字近江新字橋本２１４－１３
新潟県胎内市中条３０５４－１
新潟県胎内市長橋字川ナシ上１２４－１
新潟県燕市井土巻２丁目２８０ キャメロット１棟１０１
号室
新潟県燕市吉田鴻巣１８０－１４
新潟県燕市吉田鴻巣１８０－１４
新潟県燕市吉田鴻巣８１番地１
新潟県燕市吉田西太田１４１－１
新潟県燕市吉田西太田２０５８番２
新潟県燕市吉田法花堂土手外４８２３番地１

025-594-2110
0255-74-2001
080-5068-1496
025-543-1178
025-523-4545
025-537-2101
025-523-5649
025-543-1351
025-544-3618
025-544-3618
025-539-2188
025-531-2770
025-544-2133
025-544-7733
025-543-1313
025-544-3649
025-543-3107
025-545-3811
025-544-6711
025-543-0483
0254-43-5501
0254-44-8113
0254-45-5055
0254-43-2537
0254-43-0114
0254-47-2201
080-5045-1587
0254-43-3181
0256-46-0875
0256-93-1215
0256-93-1211
0256-93-4181
0256-93-4155
0256-93-2000
080-6604-7072
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

十日町市

長岡市

事業所名
日本運輸荷造株式会社 分水営業所
分水運送株式会社 本社営業所
有限会社ブイライン 本社営業所
有限会社杉本運送 本社営業所
日昭運輸株式会社 燕営業所
小関梱包運輸有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 三条支店
三条日通運輸株式会社 燕営業所
ヤマト運輸株式会社 燕支店
越美通運株式会社 新潟営業所
ツバメロジス株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 燕ロジスティクス事業所
日本郵便株式会社 燕郵便局
みつわ運輸株式会社 新潟営業所
新潟運輸株式会社 燕支店
中越運送株式会社 燕ロジスティクスセンター
中越トラック株式会社 燕営業所
ヤマト運輸株式会社 十日町支店
ヤマト運輸株式会社 松代センター
プリヴェ運輸株式会社 十日町支店
株式会社村山興業 本社営業所
株式会社ヤマショウ 本社営業所
マルソー株式会社 長岡新産ＳＬＣ
株式会社梅沢商店 本社営業所
有限会社晴海運輸サービス 本社営業所
新潟綜合警備保障株式会社 警送事業部長岡営業所
柏崎運送株式会社 長岡営業所
長岡運輸株式会社 長岡営業所
株式会社長岡カーゴサービス 本社営業所
中越運送株式会社 長岡営業所
リクウンワークス有限会社 長岡営業所
東部運送株式会社 長岡営業所
株式会社新潟食品運輸 中之島営業所
マルソー株式会社 長岡中之島ＳＬＣ
株式会社サカイ引越センター 長岡支社

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
新潟県燕市笈ヶ島１３９７－１
新潟県燕市笈ケ島１４８１－１
新潟県燕市熊森１４９０番１
新潟県燕市五千石２７９４－３－２
新潟県燕市小関１１１４－１
新潟県燕市小関字野中１１２７－１
新潟県燕市大字佐渡字寄合割５２４１
新潟県燕市大字桜町字小屋場２２０番地
新潟県燕市大字杉名字杉名８８１－１
新潟県燕市蔵関３９５番地１
新潟県燕市大字大関３５３番地
新潟県燕市大字榑木字中道下２４０５他
新潟県燕市白山町１丁目１－６
新潟県燕市八王寺字荒所２４８６
新潟県燕市物流センター４－５
新潟県燕市物流センター４丁目４番地
新潟県燕市本町二丁目２番２４号
新潟県十日町市字上島丑５７５－２
新潟県十日町市松代字釜田５５２２－１
新潟県十日町市大字北鐙坂２４０８
新潟県十日町市北新田１３２
新潟県長岡市寿１丁目１－１１
新潟県長岡市南七日町５３－１
新潟県長岡市稲保４丁目７４１番地１３
新潟県長岡市浦２１４－１１
新潟県長岡市下々条１－５０３－１
新潟県長岡市下々条３－１４２１
新潟県長岡市下下条４丁目１５２６番地１
新潟県長岡市下山２－２４２７－１
新潟県長岡市下条町字野々入８１４
新潟県長岡市灰島新田１４２５番地２０
新潟県長岡市灰島新田９２３－１４
新潟県長岡市灰島新田９２３－１５
新潟県長岡市灰島新田９２３－１８
新潟県長岡市喜多町４１２－１
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電話番号
0256-98-4776
0256-97-2243
0256-97-1616
0256-97-2403
0256-64-5521
0256-64-3751
080-5045-1572
0256-46-0519
080-5045-1585
0256-61-6515
0256-63-4663
0256-63-6155
0256-63-2400
0256-66-1511
0256-63-5148
0256-63-5031
0256-63-2135
080-5044-3816
080-5044-4005
025-757-6111
025-757-8542
0258-89-7961
0258-21-5731
0258-25-2276
0258-92-6866
0258-25-0721
0258-24-0522
0258-24-1515
0258-27-8887
0258-22-3470
0258-61-4033
0258-66-0011
0258-66-7711
0258-66-7433
0258-20-5556

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
魚沼陸送整備株式会社 長岡営業所
有限会社山一運輸 本社営業所
第一貨物株式会社 長岡支店
新潟名鉄運輸株式会社 長岡支店
プリヴェ運輸株式会社 長岡支店
長岡乳配株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 長岡今井支店
日本郵便株式会社 長岡郵便局
日昭運輸株式会社 本社営業所
寺泊交通株式会社 本社
株式会社王道ネット・エクスプレス 本社営業所
日精サービス株式会社 長岡営業所
株式会社サンエーサービス 長岡営業所
石部運輸倉庫株式会社 新潟営業所
丸運輸送株式会社 長岡支店
ヤマト運輸株式会社 長岡主管支店
日本海運輸株式会社 長岡営業所
佐川急便株式会社 長岡営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 長岡営業所
株式会社ネットワークス 本社営業所
中越郵便輸送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 長岡新産支店
ヤマト運輸株式会社 長岡法人営業支店
株式会社バイタルエクスプレス 長岡営業所
新潟王子運送株式会社 長岡営業所
株式会社エスワイプロモーション 新潟営業所
新潟中部運送株式会社 長岡営業所
株式会社新潟食品運輸 長岡営業所
株式会社魚沼運輸 本社営業所
中越通運株式会社 長岡営業所
中越ロジテム株式会社 長岡営業所
ＮＹＴ株式会社 長岡営業所
濃飛西濃運輸株式会社 長岡支店
株式会社三定運輸 本社営業所
トナミ運輸信越株式会社 長岡支店

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
新潟県長岡市喜多町字金輪９６－１
新潟県長岡市高見町１７６４番地
新潟県長岡市高見町３００８－２１
新潟県長岡市高見町字畑直６００番地
新潟県長岡市高島町字新保８２５
新潟県長岡市高島町字新保９３０
新潟県長岡市今井２－３，４，２０，２１
新潟県長岡市坂之上町２丁目６－１
新潟県長岡市寺泊香清水１５９６
新潟県長岡市寺泊川崎６５０番地１
新潟県長岡市寺泊竹森１５６０－１１９
新潟県長岡市十二潟町１８８番地２
新潟県長岡市十日町字小島１９３３
新潟県長岡市小国町桐沢字川原２４８６－１
新潟県長岡市新産１－２－１
新潟県長岡市新産１－２－３
新潟県長岡市新産１－２－６
新潟県長岡市新産１－２－８
新潟県長岡市新産１丁目２－６
新潟県長岡市新産１丁目２番７号
新潟県長岡市新産２－１２－１０
新潟県長岡市新産２丁目１２－４
新潟県長岡市新産２丁目１２番地５
新潟県長岡市新産２丁目１番１４
新潟県長岡市新産３－４－１
新潟県長岡市新産３－６－２２
新潟県長岡市新産３丁目１－１
新潟県長岡市新産３丁目８番地１
新潟県長岡市新産４－１－６
新潟県長岡市新産４－３－４
新潟県長岡市新産４丁目３番４
新潟県長岡市新産東町２番地
新潟県長岡市新産東町３６番地
新潟県長岡市新組町字筒場１９３５番地１
新潟県長岡市新組町字筒場２３３９
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電話番号
0258-46-1130
0258-24-7953
0258-24-5511
0258-24-4427
0258-23-3111
0258-22-1317
080-5044-3858
0258-32-0200
0258-75-3098
0258-75-3121
0256-97-0010
0258-21-2260
0258-23-3010
0258-95-3273
0258-47-1338
0258-46-9415
0258-86-6348
0258-46-7121
0258-46-7631
0258-94-4677
0258-46-2033
080-5044-3870
0258-46-7684
0258-46-9911
0258-46-0380
0258-47-5030
0258-89-5973
0258-21-5809
0258-46-3333
0258-46-2621
0258-46-2621
0258-46-1151
0258-46-2233
0258-24-1308
0258-24-7890

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
日本通運株式会社 長岡航空貨物センター
株式会社グリーン配送システム 本社営業所
日の出運輸企業株式会社 長岡営業所
シグマベンディングサービス株式会社 長岡営業所
株式会社豊明運輸 長岡
株式会社スタッフサイトウ 本社営業所
有限会社平成サービス 本社営業所
株式会社カモライン 長岡営業所
大島運輸株式会社 長岡営業所
加藤急便有限会社 本社営業所
新潟東砺運輸株式会社 本社営業所
株式会社首都圏物流 新潟営業所
長岡トラック株式会社 長岡営業所
富士運輸株式会社 新潟支店
株式会社中之島交通 本社営業所
長岡運輸株式会社 中之島営業所
デイリースタッフ株式会社 新潟営業所
飛鳥運輸株式会社 本社営業所
株式会社新潟食品運輸 中央営業所
朝日物流株式会社 長岡営業所
近物レックス株式会社 長岡営業所
三条日通運輸株式会社 原信営業所
上越運送株式会社 長岡支店
ヤマト運輸株式会社 長岡東蔵王支店
長岡物流サービス株式会社 本社営業所
新潟中央運送株式会社 長岡支店
新潟旭急送株式会社 長岡営業所
株式会社デイライン 新潟物流センター
丸周運送株式会社 中之島営業所
株式会社陸送北越 本社営業所
株式会社大原運輸 本社営業所
中越トラック株式会社 長岡営業所
新潟運輸株式会社 長岡支店
株式会社トラックス 新潟営業所
米原商事株式会社 長岡営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
新潟県長岡市石動町４７５－１
新潟県長岡市石動南町１０番地２
新潟県長岡市石動南町３６－１
新潟県長岡市石動南町３６番地１
新潟県長岡市石動南町５０番１
新潟県長岡市蔵王２丁目４９７－３
新潟県長岡市大口３４４－３、３４５－２１
新潟県長岡市大字日越字原７９０－１
新潟県長岡市大島新町４－甲１１３７－２
新潟県長岡市谷内２丁目５番２５号
新潟県長岡市中興野字四枚配２１１－１
新潟県長岡市中興野字四枚配２４８
新潟県長岡市中島６丁目１番４０号
新潟県長岡市中之島１７８１－２７
新潟県長岡市中之島１９８２－１４
新潟県長岡市中之島１９８２番地１３
新潟県長岡市中之島１９９３－１
新潟県長岡市中之島８４６－１
新潟県長岡市中之島字古新田１７８１－５
新潟県長岡市中之島字古新田１７８１番３
新潟県長岡市中之島字六枚田１９９３－２１
新潟県長岡市中之島六枚田１９９３番地１
新潟県長岡市東高見２－２－３４
新潟県長岡市東蔵王２丁目５８０－８２
新潟県長岡市藤橋１－４５３６－１
新潟県長岡市藤橋２丁目４１５番地１
新潟県長岡市南七日町５－４
新潟県長岡市南陽２丁目１０１１－１０
新潟県長岡市猫興野字村浦１５７－４
新潟県長岡市飯塚字中之島２７０７－１
新潟県長岡市福道町３２５－１
新潟県長岡市片田町１１３４番地２
新潟県長岡市片田町字西荒田１０４８
新潟県長岡市宝４－１－１２
新潟県長岡市北園町２－８３
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電話番号
0258-47-2259
0258-47-5505
0258-24-8789
0258-47-2782
0258-42-8088
0258-24-6422
0258-21-2310
0258-94-5477
0258-27-4364
0258-52-2547
0258-66-6311
0258-66-8305
0258-36-4880
0258-86-6168
0258-66-3170
0258-61-2525
0258-86-7827
0258-66-0413
0258-61-2163
0258-86-0244
0258-66-4901
0258-66-7347
0258-24-0710
080-6604-5930
0258-46-6590
0258-46-6446
0258-47-8870
0258-23-1180
0258-66-0512
0258-92-2455
0258-27-2000
0258-22-0822
0258-23-2111
0258-22-6848
0258-24-1911

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

見附市

南魚沼市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 長岡北陽支店
東西運輸株式会社 長岡営業所
越商運輸株式会社 本社営業所
株式会社メタルトランスポート 本社営業所
日本通運株式会社 長岡ロジスティクスセンター
日本通運株式会社 長岡警送課
ヤマト運輸株式会社 越路センター
ヤマト運輸株式会社 長岡蓮潟センター
株式会社ギオン 長岡センター
ヤマト運輸株式会社 長岡和島支店
ヤマト運輸株式会社 栃尾センター
有限会社見附輸送 本社営業所
アクロストランスポート株式会社 新潟営業所
ヤマト運輸株式会社 見附支店
みつけ物流株式会社 本社営業所
三条日通運輸株式会社 見附営業所
日本通運株式会社 見附支店
株式会社中越エクスプレス 県央営業所
株式会社協栄 本社営業所
日本郵便輸送株式会社 新潟営業所
株式会社コラビス 新潟営業所
大虎運輸新潟株式会社 本社営業所
大信物流輸送株式会社 新潟営業所
上越郵便輸送株式会社 見附営業所
新潟運輸株式会社 見附支店
ヤマト運輸株式会社 石打支店
丸山運輸株式会社 本社営業所
三条日通運輸株式会社 塩沢営業所
ヤマト運輸株式会社 六日町支店
佐川急便株式会社 六日町営業所
八海運送株式会社 本社営業所
中越運送株式会社 魚沼物流センター
シグマベンディングサービス株式会社 六日町営業所
新潟運輸株式会社 六日町支店
甲信越福山通運株式会社 塩沢営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
新潟県長岡市北陽１－５３－６１
新潟県長岡市北陽１－５３－７３
新潟県長岡市北陽２丁目１４番２６
新潟県長岡市北陽２丁目１４番地１１
新潟県長岡市要町１丁目４番４４号
新潟県長岡市要町１丁目９１６番地
新潟県長岡市来迎寺字前田甲２０３７－１
新潟県長岡市蓮潟１丁目５９３番地
新潟県長岡市六日市町６５０番地１
新潟県長岡市和島北野字五枚田２３６－１
新潟県長岡市楡原字沢田７８４－１
新潟県見附市今町６－２０３９－１
新潟県見附市今町６丁目２８－２６
新潟県見附市今町７－２１９２，２１９３
新潟県見附市今町８－８－２
新潟県見附市上新田町字上谷地内５２番１
新潟県見附市上新田町字上谷内５２－１
新潟県見附市上新田町上谷内６３４－１３
新潟県見附市新幸町１０－２
新潟県見附市新幸町１２２－２
新潟県見附市新幸町５－３
新潟県見附市新幸町８－１
新潟県見附市新幸町９番１１号
新潟県見附市新幸町９番３－２号
新潟県見附市本所１－１６－７
新潟県南魚沼市関１１７８－１
新潟県南魚沼市宮６０３番地４
新潟県南魚沼市君沢川原１５９－２
新潟県南魚沼市四十日２９６９－１、２９７０
新潟県南魚沼市四十日３１００
新潟県南魚沼市寺尾１４２９
新潟県南魚沼市新堀新田字三国川原６２９番８９１
新潟県南魚沼市川窪１１１９番地１
新潟県南魚沼市大字余川字坂ノ下８５５
新潟県南魚沼市中字天小３８２
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電話番号
080-5044-3976
0258-24-5588
0258-24-0311
0258-24-4554
0258-36-4400
0258-36-9440
080-5045-8894
080-6698-1932
0258-23-2348
080-5044-3916
080-5044-3984
0258-61-4301
0258-61-4635
080-5044-3883
0258-66-1661
0258-66-2822
0258-66-2822
0258-66-4881
0258-66-7860
0258-94-4591
0258-61-2282
0258-61-5155
0258-66-7333
0258-89-6123
0258-62-2390
080-5044-3803
025-774-2115
025-783-5130
080-5044-3775
025-776-2977
025-776-3101
025-775-2700
025-772-3522
025-772-3314
025-778-2920

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

妙高市

村上市

岩船郡
刈羽郡

北蒲原郡

事業所名

住所

電話番号

カトーレック株式会社 新潟営業所
株式会社雪国環境サービス 本社
安立運輸株式会社 新潟営業所
ヤマト運輸株式会社 新潟茗荷沢センター
ヤマト運輸株式会社 妙高支店
ダイセル物流株式会社 新井物流センター
株式会社上越商会 新井営業所
ヤマト運輸株式会社 妙高高原センター
ヤマト運輸株式会社 山北センター
新潟東砺運輸株式会社 村上営業所
ヤマト運輸株式会社 新潟荒川センター
北越運送株式会社 村上営業所
株式会社ミトク 村上営業所
有限会社昌隆運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 瀬波センター
寒川運送株式会社 朝日営業所
ヤマト運輸株式会社 村上センター
村上中越運送株式会社 村上営業所
株式会社村建運輸 本社営業所
日本郵便株式会社 村上郵便局
髙坂運送株式会社 本社営業所
有限会社ネット北星運輸 本社営業所
株式会社新開輸送サービス 本社営業所

新潟県南魚沼市長崎８１３番地３
新潟県南魚沼市南田中３７２－１
新潟県南魚沼市美佐島１６４８番地１
新潟県南魚沼市茗荷沢新田１８１番地
新潟県妙高市栗原３丁目７番７号
新潟県妙高市新工町１－１
新潟県妙高市大字巻淵１４０番地
新潟県妙高市二俣８００－１
新潟県村上市下大蔵３５－１
新潟県村上市九日市字江添１４１－３
新潟県村上市坂町３５２４－１
新潟県村上市山屋１０９３番地
新潟県村上市山辺里１６４番地
新潟県村上市宿田２２５番２８
新潟県村上市松山字下田４８７－１
新潟県村上市早稲田１０４９－１
新潟県村上市大字山辺里字太田２５９
新潟県村上市仲間町６３９－２０
新潟県村上市仲間町字一枚下り６３６番地７
新潟県村上市田端町６－４５
新潟県村上市八日市１２－４６
新潟県岩船郡関川村大字打上８６番地１
新潟県刈羽郡刈羽村大字十日市字了明分８８７－１

0257-82-9946
025-783-3939
025-772-7376
080-6604-5019
080-5044-3853
0255-72-5066
0255-75-3215
080-5044-3989
080-5045-1611
0254-66-7821
080-5045-1597
0254-60-1302
0254-53-4777
0254-66-8080
080-5045-1598
0254-60-3535
080-5045-1584
0254-53-2193
0254-50-1550
0254-53-2800
0254-56-6211
0254-64-2230
0257-45-2261

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

株式会社上組 新潟支店
木﨑運送株式会社 東港営業所
株式会社カネコ物流 東港営業所
株式会社ニイガタキャリイ 本社営業所
新潟陸運株式会社 東港営業所
磐梯貨物株式会社 新潟営業所

新潟県北蒲原郡聖龍町大字蓮潟字横道下５３２２－３
新潟県北蒲原郡聖龍町東港３丁目１８２－４
新潟県北蒲原郡聖籠町位守町１６０－４０
新潟県北蒲原郡聖籠町位守町１６０番地１７
新潟県北蒲原郡聖籠町大字位守町１６０－４３
新潟県北蒲原郡聖籠町大字大夫興野字小池１２９０－７

025-256-3071
025-256-2760
025-256-1339
025-256-3100
025-256-2044
0254-27-6745

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１６１１－３２０

0254-32-5651

株式会社軽商運輸 本社営業所
山ス流通サービス株式会社 本社営業所
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大字蓮潟５３７３番地４
新潟県北蒲原郡聖籠町大字蓮潟字横道下５３２２－１３
新潟県北蒲原郡聖籠町東港１丁目１６４－４

025-278-1123
025-257-5522
025-257-5430

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
東西運輸株式会社 東港営業所
新潟運輸株式会社 新発田支店
全農物流株式会社 新潟支店運送事業部
日本通運株式会社 新潟海運支店東港事業所
東部運送株式会社 東港陸運営業所
鴻池運輸株式会社 新潟流通センター営業所
富士運輸株式会社 東港支店
日陸物流株式会社 新潟営業所
株式会社エネックス 新潟支店
新野運送株式会社 新野運送株式会社
新潟中央運送株式会社 東港事業所
新東運輸工業株式会社 東港営業所
中越ロジテム株式会社 新潟東港営業所
中越通運株式会社 新発田営業所
株式会社マルハコーポレーション 東港営業所
株式会社中川運送 新潟営業所
株式会社天尾重建 本社営業所

中魚沼郡

ヤマト運輸株式会社 津南センター

西蒲原郡
東蒲原郡
南蒲原郡

東部運送株式会社 弥彦営業所
ヤマト運輸株式会社 津川センター
有限会社ファナティック 本社営業所
有限会社テクノ物流 本社営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所

電話番号

新潟県北蒲原郡聖籠町東港３－４３２－１７
新潟県北蒲原郡聖籠町東港３－６２４０－４２
新潟県北蒲原郡聖籠町東港３－６５７６－８
新潟県北蒲原郡聖籠町東港３丁目４３２番地１６
新潟県北蒲原郡聖籠町東港４丁目６３３５番２０
新潟県北蒲原郡聖籠町東港５－１９２３－１３
新潟県北蒲原郡聖籠町東港６－１９２３－１１
新潟県北蒲原郡聖籠町東港６－２１８０－３
新潟県北蒲原郡聖籠町東港６－２２０７－４
新潟県北蒲原郡聖籠町東港６丁目３１０３－３
新潟県北蒲原郡聖籠町東港７－４７６３－１４
新潟県北蒲原郡聖籠町東港７－５８４０－２
新潟県北蒲原郡聖籠町東港７丁目１５番地１５
新潟県北蒲原郡聖籠町東港７丁目１５番地１５
新潟県北蒲原郡聖籠町東港７丁目１５番地１６
新潟県北蒲原郡聖籠町東港７丁目６０６８－１５
新潟県北蒲原郡聖籠町東港７丁目６０６８－２６
新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊２８９－４，２７９－
１
新潟県西蒲原郡弥彦村大字大戸字割６５５番３
新潟県東蒲原郡阿賀町天満３９８－１
新潟県南蒲原郡田上町大字坂田甲５６番地１
新潟県南蒲原郡田上町大字川船河１６９１番地

025-256-2036
025-256-2246
025-256-2229
025-256-1177
025-256-3501
025-256-1601
025-256-1812
025-256-4051
025-256-3355
025-278-1155
025-256-1031
025-256-2225
025-256-2165
025-278-1713
025-256-2551
025-250-6197
025-256-2221
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080-5045-8893
0256-78-7477
090-2643-3034
0256-53-3900
0256-52-2081

主な輸送品目（任意掲載）

