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
富士運輸株式会社 東新潟支店
株式会社新潟食品運輸 新潟南営業所
有限会社つの田運送店 本社営業所
株式会社中越エクスプレス 新潟営業所
株式会社新潟食品運輸 本社営業所
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
株式会社サンエーサービス 新潟営業所
水和生コン株式会社 本社営業所
近物レックス株式会社 新潟支店
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
株式会社バイタルエクスプレス 新潟営業所
有限会社丸西運送 本社営業所
丸運輸送株式会社 本社営業所
ドリーム・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
高崎貨物自動車株式会社 新潟営業所
日本海倉庫株式会社 本社営業所
新潟陸運株式会社 新潟営業所
秋保運送株式会社 新潟営業所
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
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
中越通運株式会社 新潟引越センター
東新運輸株式会社 本社営業所
太平洋陸送株式会社 新潟営業所
株式会社産業エクスプレス 本社営業所
シュタープ株式会社 県央デポ営業所
有限会社イシダ 本社
新潟三和運輸株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 白根郵便局

※「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。

安全性優良事業所
住所

新潟県新潟市下木戸３－３－２５
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中島２丁目６番１１号
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茗荷谷字東囲６７９－５
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升潟字中ノ島５０５４
新潟県新潟市西蒲区中郷屋７３６
新潟県新潟市西区山田９１－２
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
新潟県新潟市西区小新字大通３７９９番地１
新潟県新潟市西区神山字屋敷添７７９番地１
新潟県新潟市西区流通センター６丁目２番地３
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鳥屋野３６６
新潟県新潟市中央区鳥屋野字中沼４３０
新潟県新潟市中央区竜が島１－１１－１０
新潟県新潟市東区卸新町３丁目１６番地１５
新潟県新潟市東区下木戸５６０番地１１
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卸新町７４４番地４
新潟県新潟市東区木工新町１１８８番１
新潟県新潟市東区臨港町２－４９１４
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字谷地２６７４番地
新潟県新潟市南区高井東１丁目１番１８号
新潟県新潟市南区東萱場２１１１
新潟県新潟市南区白根日の出町１１－１
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（新潟県）
電話番号
025-271-9191
025-383-1858
025-382-5560
025-383-3500
025-277-1136
025-379-0111
0256-86-3351
0256-88-6899
0256-72-1560
025-266-3121
025-368-8101
080-6698-4261
025-234-1350
025-264-3970
025-260-4121
025-286-9011
025-283-2338
025-283-1611
025-245-5541
025-250-5511
025-384-8824
025-275-5066
090-3145-0748
025-274-0727
025-279-3111
025-273-1212
025-271-8801
025-275-0156
025-201-6610
025-375-8111
025-362-1973
025-375-2070
025-373-2300

H29.12.12
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

阿賀野市
柏崎市

佐渡市

三条市

新発田市
上越市

事業所名
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
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
株式会社マルソー・トランスポート 東港営業所
株式会社山形運輸 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
丸肥運送倉庫株式会社 東港営業所
シュタープ株式会社 本社営業所
新潟輸送株式会社 新潟支店
越後運輸建設株式会社 柏崎営業所
有限会社金井運送 本社営業所
日本郵便株式会社 柏崎郵便局
寿運送有限会社 本社営業所
中越ロジテム株式会社 柏崎営業所
丸高運輸株式会社 本社営業所
株式会社中越エクスプレス 柏崎営業所
ヤマト運輸株式会社 佐渡佐和田支店
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
佐渡急送株式会社 本社営業所
有限会社中川商会 両津営業所
伸和運輸株式会社 本社営業所
ケーピー運送株式会社 本社営業所
小池運送株式会社 本社営業所
笹岡運輸株式会社 本社営業所
新潟県牛乳輸送株式会社 下越営業所
吉沢運送株式会社 新潟営業所
株式会社流通サービス 本社営業所
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
有限会社アシュア 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

※「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
新潟県新潟市北区下大谷内３７８－７
新潟県新潟市北区笹山東１０７
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郎代字浜辺２６５６
新潟県新潟市北区島見町２３９１－３
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芝田２４３４－４８
新潟県新潟市北区木崎字尾山前８７１－１６
新潟県阿賀野市京ヶ瀬工業団地１０６２－４
新潟県柏崎市茨目２丁目１３４４－１
新潟県柏崎市茨目３－８－１２
新潟県柏崎市駅前１丁目５－１１
新潟県柏崎市西山町池浦１０８０
新潟県柏崎市大字曽地字五百刈３１６
新潟県柏崎市大字畔屋９９１－３
新潟県柏崎市北半田１丁目１０番５号
新潟県佐渡市窪田字木戸田１７－８
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２６９－１０
新潟県佐渡市両津湊字川方３３８番５
新潟県三条市一ツ屋敷新田６０７－１
新潟県三条市大字帯織８９１１－３
新潟県三条市大字猪子場新田８９番地１７
新潟県三条市猪子場新田２３８－１
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佐々木字大池２８８２－３
新潟県上越市春日山町３－８－３６
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２５０番１
新潟県上越市大字下荒浜字大谷内横田２９６－１
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電話番号
025-259-5411
025-388-2110
025-288-6393
025-282-7562
025-255-3061
025-255-3999
025-255-3240
025-255-3770
025-255-3535
025-388-3811
0250-67-4861
0257-32-6606
0257-22-7332
0257-22-2400
0257-47-4305
0257-28-2156
0257-21-2020
0257-24-6411
080-5045-1610
0259-63-6178
080-3930-2293
0259-27-3121
0259-74-3134
0256-45-2040
0256-45-5616
0256-45-4841
0256-45-5805
0254-23-5053
0254-27-5757
025-523-1506
0255-34-2151
025-534-5670
025-544-6801
025-543-4208
025-539-0370

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
有限会社新興運輸 上越Ｐ・Ｄベース
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
日正運輸株式会社 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
セイノースーパーエクスプレス株式会社 上越営業所
株式会社新潟食品運輸 上越営業所
株式会社上越商会 本社
中越ロジテム株式会社 上越営業所
株式会社マルフク運送 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

燕市

十日町市
長岡市

株式会社ミナシア 新潟営業所
吉田運送株式会社 本社営業所
有限会社ブイライン 本社営業所
三条日通運輸株式会社 燕営業所
ツバメロジス株式会社 本社営業所
中越運送株式会社 燕ロジスティクスセンター
株式会社村山興業 本社営業所
有限会社晴海運輸サービス 本社営業所
柏崎運送株式会社 長岡営業所
株式会社サカイ引越センター 長岡支社
寺泊交通株式会社 本社
日精サービス株式会社 長岡営業所
株式会社グリーン配送システム 本社営業所
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
株式会社カモライン 長岡営業所
株式会社首都圏物流 新潟営業所
富士運輸株式会社 新潟支店
デイリースタッフ株式会社 新潟営業所
朝日物流株式会社 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
新潟県上越市大字黒井２５９８番地７
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大割２８２８－１他２筆
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町字三正町３３－１，３４－１
新潟県上越市大字石沢字外新田１４２３－１
新潟県上越市大字土橋１０１２
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上吉２１－２３
新潟県上越市頸城区西福島４４０－１０
新潟県燕市井土巻２丁目２８０ キャメロット１棟１０
１号室
新潟県燕市吉田西太田１４１－１
新潟県燕市熊森１４９０番１
新潟県燕市大字桜町字小屋場２２０番地
新潟県燕市大字大関３５３番地
新潟県燕市物流センター４丁目４番地
新潟県十日町市北新田１３２
新潟県長岡市浦２１４－１１
新潟県長岡市下々条３－１４２１
新潟県長岡市喜多町４１２－１
新潟県長岡市寺泊川崎６５０番地１
新潟県長岡市十二潟町１８８番地２
新潟県長岡市石動南町１０番地２
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
新潟県長岡市大字日越字原７９０－１
新潟県長岡市中興野字四枚配２４８
新潟県長岡市中之島１７８１－２７
新潟県長岡市中之島１９９３－１
新潟県長岡市中之島字古新田１７８１番３
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電話番号
025-531-3939
025-543-3105
025-544-6381
025-544-8416
025-545-6311
025-531-0139
025-545-0766
025-544-2526
025-522-3240
025-522-8691
025-524-6180
025-544-3618
025-531-2770
025-545-3811
0256-46-0875
0256-93-4155
0256-97-1616
0256-46-0519
0256-63-4663
0256-63-5031
025-757-8542
0258-92-6866
0258-24-0522
0258-20-5556
0258-75-3121
0258-21-2260
0258-47-5505
0258-42-8088
0258-24-6422
0258-94-5477
0258-66-8305
0258-86-6168
0258-86-7827
0258-86-0244

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

見附市

村上市

北蒲原郡

事業所名
上越運送株式会社 長岡支店
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
新潟運輸株式会社 長岡支店
米原商事株式会社 長岡営業所
アクロストランスポート株式会社 新潟営業所
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
日本郵便輸送株式会社 新潟営業所
ヤマト運輸株式会社 山北センター
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
株式会社村建運輸 本社営業所
株式会社上組 新潟支店
有限会社ジェイユウ軽送 東港営業所

西蒲原郡
南蒲原郡

テーエス運輸株式会社 新潟営業所
東部運送株式会社 東港陸運営業所
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
東部運送株式会社 弥彦営業所
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
新潟県長岡市東高見２－２－３４
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
新潟県長岡市片田町字西荒田１０４８
新潟県長岡市北園町２－８３
新潟県見附市今町６丁目２８－２６
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
新潟県見附市新幸町１２２－２
新潟県村上市下大蔵３５－１
新潟県村上市山辺里１６４番地
新潟県村上市宿田２２５番２８
新潟県村上市仲間町字一枚下り６３６番地７
新潟県北蒲原郡聖龍町大字蓮潟字横道下５３２２－３
新潟県北蒲原郡聖籠町大字網代浜字磯山１６１１－３２
０
新潟県北蒲原郡聖籠町東港１丁目１６４－４
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
新潟県西蒲原郡弥彦村大字大戸字割６５５番３
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
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電話番号
0258-24-0710
0258-46-6590
0258-46-6446
0258-47-8870
0258-23-2111
0258-24-1911
0258-61-4635
0258-66-1661
0258-66-2822
0258-66-2822
0258-94-4591
080-5045-1611
0254-53-4777
0254-66-8080
0254-50-1550
025-256-3071
0254-32-5651
025-257-5430
025-256-3501
025-250-6197
025-256-2221
0256-78-7477
0256-53-3900
0256-52-2081

主な輸送品目（任意掲載）

