貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
金沢市

事業所名

安全性優良事業所

（石川県）

住所

電話番号

北陸綜合警備保障株式会社 金沢警送事業所
株式会社北陸共配 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 金沢駅西センター

石川県金沢市いなほ２丁目７番地
石川県金沢市駅西新町２丁目１番９号
石川県金沢市駅西新町３丁目９１９番地

076-269-8684
076-224-8009
080-6699-8647

株式会社山水 本社営業所

石川県金沢市駅西本町５丁目１００１番地、１００２番地

076-260-2778

市場急配センター株式会社 本社営業所
中倉陸運株式会社 石川営業所
ヤマト運輸株式会社 金沢割出センター
北陸名鉄運輸株式会社 金沢支店
大森建設運輸株式会社 本社営業所
株式会社新開トランスポートシステムズ 金沢営業所
北昭油送株式会社 本社営業所
稲沢運輸株式会社 金沢営業所
株式会社ツカサ 本社営業所
株式会社ハート引越センター 金沢センター営業所
日栄運送株式会社 本社営業所
アーク引越センター北陸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 金沢高尾センター
センコー株式会社 金沢コンテナ営業所
北陸通運株式会社 金沢営業所
日本通運株式会社 金沢支店 高柳物流事業所
石川アサヒ運送株式会社 佐奇森営業所
三恵物産株式会社 金沢営業所
宮本運送株式会社 本社営業所
大西運輸株式会社 本社営業所
有限会社藤和商運 本社営業所

石川県金沢市駅西本町５丁目１０番２０号
石川県金沢市沖町イ８３－２，４，５
石川県金沢市割出町６３８番地３
石川県金沢市間明町２丁目１２１番地
石川県金沢市京町５５７
石川県金沢市近岡町３７６－１
石川県金沢市近岡町８０３－１
石川県金沢市古府２－１５１，１５２
石川県金沢市古府３丁目１０７番地
石川県金沢市古府二丁目７４番
石川県金沢市戸水１丁目３９２番地
石川県金沢市高畠３－２３７
石川県金沢市高尾台４丁目１７６、１７５
石川県金沢市高柳町１－１
石川県金沢市高柳町１の１番地
石川県金沢市高柳町１字１５－１
石川県金沢市佐奇森町イ－８４
石川県金沢市四十万ユ３６
石川県金沢市寺中町ヘ３
石川県金沢市示野町西５１
石川県金沢市出雲町イ３３４
石川県金沢市出雲町イ４０４，４０５，４０６，４０７，
４０８
石川県金沢市小坂町北２１２－１
石川県金沢市小池町レ４３－１
石川県金沢市松寺町申１０８番地
石川県金沢市松寺町辰６６
石川県金沢市上安原南１０７
石川県金沢市上安原南１番地

076-260-4050
076-253-0666
080-6699-4763
076-291-3401
076-253-2080
076-238-5222
076-239-4655
076-240-4561
076-249-2070
076-290-8101
076-237-5121
076-291-0003
080-5451-3754
076-251-2859
076-251-1165
076-252-1121
076-267-8811
076-298-8139
076-268-4447
076-268-1679
076-265-3330

ヤマト運輸株式会社 金沢桜田支店
ヤマト運輸株式会社 金沢小坂町センター
株式会社東山建材 本社営業所
福井貨物自動車株式会社 金沢支店
金沢デンカ生コン輸送株式会社 金沢デンカ生コン
ヤマト運輸株式会社 金沢上荒屋支店
株式会社梶運送 金沢営業所

※「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。
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080-5044-4370
080-5098-0970
076-257-5691
076-237-0100
076-238-1391
080-5044-4499
076-272-8250

H30.11.1
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
北陸明治運輸株式会社 金沢営業所
日本郵便株式会社 新金沢郵便局
上野郵便逓送株式会社 本社営業所
沖津商事株式会社 本社営業所
株式会社金沢環境サービス公社 本社営業所
株式会社日本引越センター 本社営業所
トナミ運輸株式会社 金沢支店
日通トランスポート株式会社 金沢支店
大和物流株式会社 金沢営業所
株式会社ミツノリ 金沢支店
有限会社新栄建設工業 本社営業所
石川アサヒ運送株式会社 本社営業所
株式会社ライフアトラス 金沢支店
安房運輸株式会社 金沢営業所
株式会社サカイ引越センター 石川支社
石川日通運輸株式会社 本社営業所
丸福物流サービス有限会社 本社営業所
北陸荷物株式会社 専光寺物流センター
株式会社コラビス 本社営業所
ヤマトボックスチャーター株式会社 金沢支店
有限会社ヒヨリ運輸 本社営業所
株式会社丸伸インダストリ 本社営業所
日本郵便輸送株式会社 北陸支社金沢営業所
日本通運株式会社 金沢物流事業所
株式会社アクティー 本社営業所
西川輸送株式会社 本社営業所
株式会社ドライ 本社営業所
有限会社グロウス 本社営業所
株式会社ＪＡアグリライン石川 本社営業所
北陸貨物運輸株式会社 泉本町営業所
株式会社デンテツ運輸 本社営業所
北陸ダイセキ株式会社 本社営業所
谷口運輸株式会社 本社営業所
北川運輸株式会社 本社営業所
環境開発株式会社 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
石川県金沢市新保本４丁目６５－１５
石川県金沢市新保本４丁目６５－２
石川県金沢市新保本４丁目６５番１９
石川県金沢市神宮寺３丁目１４９
石川県金沢市神田１－２６３，２６４
石川県金沢市神野町東２０２
石川県金沢市神野町東２０２
石川県金沢市神野町東２０２
石川県金沢市神野町東２０２番地
石川県金沢市神野町東８９
石川県金沢市畝田東４丁目１１６１番地
石川県金沢市西泉５－４１
石川県金沢市千木町ル２１１番地
石川県金沢市千木町ル２１８
石川県金沢市千木町ル６７－１
石川県金沢市専光寺町イ５４番地
石川県金沢市専光寺町そ１００
石川県金沢市専光寺町そ１０１
石川県金沢市専光寺町そ６８
石川県金沢市専光寺町そ７９
石川県金沢市専光寺町タ１５番地
石川県金沢市専光寺町チ１－１
石川県金沢市専光寺町チ３３－１
石川県金沢市専光寺町ヨ８番地
石川県金沢市専光寺町レ３－１８
石川県金沢市専光寺町レ３－２９
石川県金沢市専光寺町レ３番地１８
石川県金沢市専光寺町レ４番地４
石川県金沢市専光寺町口１１４－１
石川県金沢市泉本町４－１８
石川県金沢市打木町東１４３１－２
石川県金沢市打木町東３０２番地２
石川県金沢市袋畠町北１６３番地
石川県金沢市大桑町チ１５５
石川県金沢市大桑町上猫下４番地７
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電話番号
080-8695-3785
076-214-3185
076-249-2348
076-253-3000
076-241-3161
076-249-0220
076-249-1073
076-249-6233
076-249-1101
076-249-0088
076-268-1863
076-267-8811
076-258-6767
076-204-7100
076-258-7001
076-268-0201
076-266-0111
076-268-8981
076-268-1110
076-267-8366
076-275-1271
076-266-1221
076-266-4545
076-266-4555
076-255-1191
076-266-2755
076-268-6606
076-266-0707
076-266-0480
076-247-5100
076-240-7776
076-249-6363
076-267-8558
076-243-3200
076-244-2850

主な輸送品目（任意掲載）

石油、廃棄物

市区郡名

事業所名
北陸日本海油送株式会社 金沢支店営業所
株式会社ニヤクコーポレーション 金沢事業所
上野輸送株式会社 金沢営業所
城西物流倉庫株式会社 金沢営業所
株式会社金剛 本社営業所
株式会社ディリー・クリーン・サービス 本社営業所
東夥油漕株式会社 金沢営業所
ヤマト運輸株式会社 金沢杜の里支店
クリーンライフ株式会社 本社営業所
宮下運輸株式会社 本社営業所
中作運輸株式会社 本社営業所
株式会社アペックス 本社営業所
有限会社浜口商運 本社
兼六運輸株式会社 本社営業所
加賀運送株式会社 金沢営業所
株式会社ワーク 本社
日本通運株式会社 金沢航空貨物センター
福田運送株式会社 本社営業所
竹原運輸株式会社 金沢営業所
ヤマト運輸株式会社 西金沢センター
北陸電通輸送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 湊支店
中居建設株式会社 本社営業所
株式会社田内運輸 本社営業所
吉沢運送株式会社 金沢営業所
星崎運輸株式会社 金沢支店
株式会社浜庄運輸 本社営業所
野々市運輸機工株式会社 本社営業所
丸運トラック株式会社 金沢営業所
明和運送有限会社 金沢営業所
株式会社大崎 金沢営業所
株式会社シンコー運輸 本社営業所
大東実業株式会社 金沢営業所
有限会社エス・ティ物流 本社営業所
濃飛西濃運輸株式会社 金沢港営業所

※「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
石川県金沢市大野町４丁目ソ１０－２
石川県金沢市大野町４丁目レ－４０－１４０
石川県金沢市大野町４丁目レ４０－１４２
石川県金沢市大野町４丁目レ４０－１５１
石川県金沢市大野町４丁目レ４０－１７２
石川県金沢市大野町４丁目レ４０－１７２
石川県金沢市大野町４丁目レ４０番１６２
石川県金沢市朝霧台１丁目５０
石川県金沢市田上本町５８街区６
石川県金沢市東蚊爪町１－２１
石川県金沢市東蚊爪町１丁目３４－１
石川県金沢市東蚊爪町ク１－１
石川県金沢市東蚊爪町ラ１９
石川県金沢市二日市町ヘ９８番地
石川県金沢市八日市出町８１７番地
石川県金沢市疋田１－１３３
石川県金沢市福増町北１３１２番地
石川県金沢市福増町北７０１番地
石川県金沢市福増町北８６０番地
石川県金沢市米泉町７丁目１７－１
石川県金沢市法光寺町ホ２２
石川県金沢市北間町ホ１６０－２
石川県金沢市北間町ホ１６０－３
石川県金沢市北森本町へ３２－１
石川県金沢市湊１－５６－３
石川県金沢市湊１－８６－４，５
石川県金沢市湊１丁目１－４
石川県金沢市湊１丁目５５－２３
石川県金沢市湊１丁目５５－３４
石川県金沢市湊１丁目５５番地３４
石川県金沢市湊１丁目９３番６
石川県金沢市湊１丁目９３番地９
石川県金沢市湊２丁目１７６番地２
石川県金沢市湊２丁目３７番地２
石川県金沢市湊３丁目２９－３
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電話番号
076-238-4960
076-237-9289
076-238-7771
070-238-1515
076-239-4153
076-255-6422
076-238-0845
080-5068-1520
076-229-2961
076-238-7350
076-239-4045
076-239-1123
076-237-0245
076-257-4098
076-243-9951
076-253-1428
076-240-2621
076-249-4486
076-249-7472
080-5068-1521
076-258-1133
090-5044-4419
076-238-0095
076-257-2582
076-237-1260
076-237-2600
076-237-5522
076-238-7077
076-238-7775
076-238-7775
076-237-3668
076-237-4123
076-239-0571
076-254-5234
076-238-5756

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

加賀市

事業所名
日本通運株式会社 金沢支店 国際物流センター
日本通運株式会社 金沢警送事業所
株式会社興商 本社営業所
株式会社北都高速運輸倉庫金沢 金沢営業所
城西運輸機工株式会社 戸水営業所
日本通運株式会社 重機建設課
西金運輸株式会社 本社営業所
有限会社山田運送 本社営業所
有限会社コーケンサービス 本社営業所
ピアノ運送株式会社 北陸営業所
大阪北陸急配株式会社 金沢営業所
ヤマト運輸株式会社 金沢無量寺センター
佐川急便株式会社 金沢営業所
有限会社城寛商事 本社営業所
株式会社新陸運輸 加賀営業所
福栄ロジスティクス株式会社 加賀営業所
株式会社大同ゼネラルサービス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 加賀支店

かほく市

株式会社エコネクト物流 加賀物流センター
和束運輸株式会社 加賀営業所
有限会社金太郎引越社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 片山津センター
宇谷運輸株式会社 本店営業所
丸運トラック株式会社 本社営業所
明和運送有限会社 本社営業所
株式会社市の谷 本社営業所
有限会社南藤興産物流 本社営業所
濃飛西濃運輸株式会社 加賀支店
甲信越福山通運株式会社 能登営業所
株式会社久保建材工業 本社営業所
株式会社北陸カイリック 本社営業所
北陸センコー運輸株式会社 高松営業所
株式会社エコマスク 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 石川高松センター

※「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

石川県金沢市湊３丁目５－２
石川県金沢市湊３丁目５番地２
石川県金沢市湊４－３－８
石川県金沢市湊４丁目５４番地１
石川県金沢市湊４丁目７０番地
石川県金沢市湊一丁目４５番地２
石川県金沢市湊一丁目５５番地１０
石川県金沢市無量寺２丁目４２番地１
石川県金沢市無量寺２丁目９２番地
石川県金沢市無量寺３丁目５７、５８
石川県金沢市無量寺町ニ１２－７
石川県金沢市無量寺町ホ１１８番地
石川県金沢市木越町ト８０－１
石川県金沢市矢木二丁目３１７
石川県加賀市宇谷町ヤ１－２４
石川県加賀市宇谷町ヤ１－２４
石川県加賀市熊坂町ホ８７番地１
石川県加賀市熊坂町リ４－１，１４－１，１５，１６，１
８－１
石川県加賀市桑原町ハ９－１
石川県加賀市三木町ロ１２－１－１
石川県加賀市山代温泉リ５６－１
石川県加賀市篠原町ハ４６－１
石川県加賀市小塩辻町４番
石川県加賀市西島町チ３５番地
石川県加賀市西島町チ３５番地
石川県加賀市大聖寺上福田町に５５－４，５５－１
石川県加賀市新保町ウ２番地１
石川県加賀市分校町カ１８０番１
石川県かほく市高松ア１８－９
石川県かほく市高松ミ２１番地１
石川県かほく市高松乙２番２３
石川県かほく市高松乙２番３４
石川県かほく市高松乙２番地１８１
石川県かほく市高松甲１６番地９３，９４

076-238-5915
076-239-0901
076-214-5043
076-238-3222
076-238-1108
076-237-5595
076-239-1123
076-268-7089
076-268-8625
076-243-0871
076-268-7925
080-6698-9884
076-257-5433
076-275-4949
0761-76-4820
0761-76-2200
0761-72-3905
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080-5044-4498
0761-75-6666
0761-72-8277
0761-77-2551
080-5098-0885
0761-76-0809
0761-77-2788
0761-77-2772
0761-73-2005
0761-74-8887
0761-75-3131
076-281-0206
076-281-3400
076-281-3337
076-281-2676
076-281-3263
090-7598-4511

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

小松市

事業所名
濃飛西濃運輸株式会社 能登営業所
有限会社北陸建運 本社営業所
沖津運輸株式会社 本社営業所
有限会社キタ修整 本社営業所
日本郵便株式会社 小松郵便局
日本通運株式会社 小松支店 コマツ粟津営業課
有限会社北仁組 本社営業所
信栄運輸株式会社 本社営業所
有限会社月津運送 本社営業所
株式会社セキ 本社営業所
高橋配送有限会社 本社営業所
大聖寺運輸株式会社 本社営業所
丸急運送株式会社 本社営業所
有限会社大運トランスポート 本社
小前田運輸株式会社 本社営業所
上田運輸株式会社 本社営業所
互応物流株式会社 北陸営業所
ヤマト運輸株式会社 小松串センター
株式会社三和油送 本社営業所
富山建設運輸株式会社 本社営業所
株式会社東崎倉庫運輸 本社営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 小松営業所
株式会社岸野運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 小松支店
株式会社鶴尾運輸 本社営業所
沖津運輸株式会社 小松営業所
吉村運送株式会社 吉村運送株式会社
株式会社グリーントランスポート 本社営業所
北陸トキサン運輸株式会社 本社営業所
トナミ運輸株式会社 小松支店
福井貨物自動車株式会社 小松支店
南征建設運輸株式会社 本社営業所
株式会社鍋田運送 本社
日本通運株式会社 小松空港貨物センター

※「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

石川県かほく市高松丁３３番８
石川県かほく市七窪タ６８－１
石川県かほく市秋浜ニ１６－１０
石川県かほく市木津イ３６－１０
石川県小松市園町ハ１２８－１
石川県小松市串町セ２５
石川県小松市月津町に１６４
石川県小松市月津町ワ３－１
石川県小松市犬丸町丁７６番地１０
石川県小松市御館町乙１－６
石川県小松市御館町乙１番地３
石川県小松市御館町乙４２－１
石川県小松市御館町乙４２－３
石川県小松市御館町乙４２番地２
石川県小松市工業団地１－１１１
石川県小松市工業団地１丁目６８番地
石川県小松市荒木田町ワ－８
石川県小松市今江町５丁目５３７、５３８、５３９，５４
０
石川県小松市今江町９－６４５
石川県小松市今江町９－８１
石川県小松市佐美町２２５－２
石川県小松市佐美町壬２２－１
石川県小松市三谷町さ５１－１
石川県小松市長崎町４丁目９６，９７
石川県小松市鶴ヶ島町１番地１、城南町６９番地１、１５
５番地１
石川県小松市梯町へ２５
石川県小松市那谷町れ２
石川県小松市南浅井町ロ５５－１
石川県小松市二ツ梨町ウ９２－３
石川県小松市二ツ梨町ヘ５８
石川県小松市二ツ梨町リ２５－１
石川県小松市白江町ト１２－１
石川県小松市八幡甲１２５－１
石川県小松市浮柳町ヨ５０番地先 小松空港内

076-281-2223
076-283-1909
076-283-1000
076-285-2233
0761-22-0100
0761-44-1225
0761-43-2236
0761-43-3241
0761-23-2311
0761-21-3228
0761-24-6548
0761-23-2333
0761-24-0955
0761-23-5251
0761-23-1120
0761-21-8271
0761-47-1366
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080-5098-0888
0761-24-0011
0761-22-1928
0761-43-0525
0761-24-6360
0761-23-2210
0761-23-2274
0761-46-6116
0761-24-1230
0761-65-1728
0761-21-7980
0761-44-5356
0761-43-1706
0761-43-2250
0761-23-7857
0761-47-1551
0761-23-5556

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

珠洲市
七尾市

事業所名
株式会社とらすと 本社営業所
メイホウ輸送株式会社 本社営業所
石川日通運輸株式会社 小松営業所
粟津運送株式会社 本社営業所
松川運送株式会社 本社営業所
日通トランスポート株式会社 加賀支店
三杉運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 石川珠洲センター
志賀運輸株式会社 本社営業所
北陸石井運輸株式会社 七尾営業所
北環美掃株式会社 本社営業所
有限会社あきら物流 本社営業所
佐川急便株式会社 能登営業所
大聖寺運輸株式会社 七尾営業所
有限会社丸田建設運輸 本社
株式会社シンクラン 能登営業所
北国通運株式会社 本社営業所
株式会社ＪＡアグリライン石川 七尾営業所
有限会社七尾運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 七尾支店
瀧の川運輸株式会社 本社営業所
七尾海陸運送株式会社 本社営業所
丸一運輸株式会社 本社営業所

野々市市

羽咋市

ヤマト運輸株式会社 金沢押野支店
株式会社インプレス 野々市営業所
ヤマト運輸株式会社 金沢主管支店
シンメ建設運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 野々市センター
二本松物流株式会社 本社営業所
新潟運輸株式会社 金沢支店
石川トナミ運輸株式会社 野々市営業所
株式会社ヤマトインテグレート 石川営業所
野々市商事株式会社 本社営業所
西村運送有限会社 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

石川県小松市符津町ソ２２番地
石川県小松市平面町り８８－１
石川県小松市宝町６２－１番地
石川県小松市蓑輪町ニ２９－１
石川県小松市矢崎町丁３７－２
石川県小松市矢田野町５５字３５－１
石川県珠洲市三崎町二本松い２７－７
石川県珠洲市宝立町柏原申２－１
石川県七尾市奥原町上１７７－１，２
石川県七尾市江曽町ロ４－１
石川県七尾市佐味町３０部９５番地１，２
石川県七尾市佐味町ハ部１３番地１
石川県七尾市大津町東小谷内１１－乙
石川県七尾市大田町字１１２部８番６
石川県七尾市中島町中島６部４－１
石川県七尾市中島町中島二部１－４
石川県七尾市津向町和田３８
石川県七尾市藤橋町申１２－１
石川県七尾市八幡町ち部４７－２
石川県七尾市盤若野町ワ５２－５
石川県七尾市万行町６部６（七尾市万行町３７街区１、
他）
石川県七尾市矢田新町地先埋立地
石川県七尾市矢田町二部１
石川県野々市市押野１丁目３４５，３４６，３４７，３６
０，３６１，３６２
石川県野々市市押野４丁目１１７番地
石川県野々市市御経塚３丁目２５番地
石川県野々市市若松町４番１号
石川県野々市市中林１丁目３９９番地
石川県野々市市徳用３丁目１８番地
石川県野々市市徳用町３１６
石川県野々市市二日市二丁目１５０番地
石川県野々市市堀内４－１６２
石川県野々市市本町６丁目１０番３５号
石川県羽咋市一ノ宮町１５８－１

0761-46-5125
0761-24-2283
0761-22-0920
0761-44-2445
0761-21-3260
0761-43-3266
0768-82-3791
080-5044-4460
0767-62-2248
0767-57-3073
0767-52-6217
0767-54-0252
0767-68-3881
0767-52-1286
0767-66-0439
0766-66-2611
0767-52-3101
0767-53-0909
0767-53-3672
080-5045-3113
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0767-52-3100
0767-53-1250
0767-53-0252
080-5044-4592
076-248-5353
076-249-7479
076-218-4713
076-246-0627
076-294-7008
076-248-1371
076-214-6437
076-227-5015
076-248-3171
0767-22-6567

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

能美市

事業所名
北陸名鉄運輸株式会社 羽咋営業所
有限会社エム・エー・ライン 本社
ヤマト運輸株式会社 石川羽咋センター
城西物流倉庫株式会社 羽咋営業所
竹原運輸株式会社 羽咋営業所
有限会社谷口物流サービス 本社営業所
有限会社能登物流 本社営業所
株式会社ユニホック 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 石川能美支店
斎藤運輸倉庫株式会社 本社営業所
折戸運送有限会社 本社営業所
株式会社吉田倉庫 南物流センター
有限会社直人運輸 本社営業所
吉美商事株式会社 本社営業所
大協運送株式会社 本社
富士運輸株式会社 石川支店
ケーアイエキスプレス株式会社 物流センター営業所
東洋運輸株式会社 石川営業所

白山市

日本通運株式会社 能美物流センター
セイノースーパーエクスプレス株式会社 金沢営業所
ＳＢＳフレックネット株式会社 北陸営業所
ナカムラ運送有限会社 白山営業所
株式会社久盛建設工業 本社営業所
濃飛西濃運輸株式会社 金沢支店
西濃北陸エキスプレス株式会社 金沢営業所
株式会社シキケミカル 本社営業所
有限会社水野通商 本社営業所
若松梱包運輸倉庫株式会社 本社営業所
若松運輸株式会社 本社営業所
日本物流マネジメント株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 石川白山支店
株式会社タッタ流通産業 本社営業所
有限会社築丸商事 本社営業所
久安重機運輸株式会社 本社

※「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

電話番号

石川県羽咋市寺家町ル６－７
石川県羽咋市柴垣町参七２１番地１
石川県羽咋市西釜屋町オ４８－１
石川県羽咋市千代町い２６番地１
石川県羽咋市大町ロ２３
石川県羽咋市鶴多町鶴多田１－１
石川県能美市下ノ江町未１３４－１
石川県能美市岩内町１番地３
石川県能美市寺井町ロ５８－１，５９－１，６０－１
石川県能美市小長野町イ６２－１
石川県能美市西任田町ト１４－１
石川県能美市赤井町は１４１番１
石川県能美市大長野町リ３７番地
石川県能美市大浜町ウ８５－１
石川県能美市大浜町ク１４３
石川県能美市辰口町４９３
石川県能美市道林町へ４９－３
石川県能美市北市町リ９番地（郵便宛先 北市リ１番地
東リ工場内）
石川県能美市能美２丁目１番、２番
石川県白山市横江町９９３番地
石川県白山市旭丘３－１８
石川県白山市旭丘二丁目１１番地
石川県白山市井口町は２３番地１
石川県白山市横江町９８０
石川県白山市横江町９８０番地
石川県白山市横町１０７番地
石川県白山市宮永市町３１６－２
石川県白山市宮永町２８４８
石川県白山市宮永町２８４８番地
石川県白山市宮永町２８４８番地
石川県白山市宮永町３０６，３０７
石川県白山市宮永町８３７，８３８，８３９，８４０，８
４１
石川県白山市宮保町１３７０－４
石川県白山市橋爪新町３０５－１、３０５－２

0767-22-2740
0767-27-8001
080-5044-4400
0767-26-2344
0767-26-2567
0767-22-7908
0761-55-4489
0761-51-7730
080-5068-1522
0761-57-1200
0761-58-4010
0761-55-2103
0761-57-3195
0761-55-0819
0761-55-0321
0761-58-0090
0761-55-5846

7／10 ページ

0761-51-4583
0761-58-1821
076-274-6680
076-276-7771
090-3290-2802
076-273-2299
076-274-2221
076-274-2221
076-275-1468
076-274-4416
076-274-7211
076-274-8232
076-274-7236
076-274-4421
076-275-8666
076-276-2139
076-276-7797

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
甲信越福山通運株式会社 金沢支店
株式会社関西丸和ロジスティクス 石川営業所
北日本運輸株式会社 本社営業所
北陸大池運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 石川鶴来センター
清水屋運輸倉庫株式会社 北陸ＬＣ
北村建材株式会社 本社営業所
中部日立物流サービス株式会社 石川営業所
株式会社鷺富運送 鶴来営業所
有限会社藤橋運輸 本店
岡山県貨物運送株式会社 北陸支店
日本海トランスポート株式会社 本社営業所
加賀運送株式会社 本社営業所
浪速運送株式会社 石川営業所
株式会社インプレス 白山物流センター
有限会社北建材運輸 本社営業所
株式会社北陸ロジスティックス 本社営業所
北陸石井運輸株式会社 金沢営業所
是則北陸運輸株式会社 金沢営業所
佐川急便株式会社 白山営業所
株式会社ホクトラ石川 本社営業所
千代田運輸株式会社 金沢営業所
北陸センコー運輸株式会社 金沢営業所
センコー株式会社 金沢営業所
花王ロジスティクス株式会社 金沢営業所
ダイセーエブリー二十四株式会社 北陸スーパーハブセン
ター
北本運輸株式会社 本社営業所
国勝運送株式会社 松任営業所
北陸七福運送株式会社 本社営業所
有限会社ケィ．ケィ．エム 本社営業所
北陸通運株式会社 松任営業所
株式会社アクティー 白山営業所
有限会社公利輸送 本社営業所
北陸貨物運輸株式会社 白山営業所

※「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

石川県白山市源兵島町５７６、５７７、５７８、６２８－
２
石川県白山市行町西７２，７３，７４，７５
石川県白山市鹿島町２９番地３
石川県白山市鹿島町ぬ３番地１
石川県白山市小柳町ろ２２６－１、２２６－２
石川県白山市上小川町８００番地１３
石川県白山市上柏野町６１
石川県白山市森島町う１４０－１３
石川県白山市森島町う１８１－３
石川県白山市深瀬新町３５
石川県白山市水島町１０００－１
石川県白山市水島町１０９４－１
石川県白山市水島町３３７
石川県白山市水島町４２９－１、２０
石川県白山市水島町５９２番地１
石川県白山市水島町９９０番地１
石川県白山市西米光町ト２番地１
石川県白山市倉部町２０１１
石川県白山市倉部町２０１２番地
石川県白山市相川新町６０８番１
石川県白山市相川新町７３６番地１
石川県白山市村井町３２１－１
石川県白山市村井町５７０－１
石川県白山市村井町５７０－１
石川県白山市村井町６２８－１

076-273-4513
076-278-6600
076-278-6881
080-5045-7417
076-276-8211
076-275-2892
076-273-5875
076-273-9400
076-273-3817
076-277-2011
076-287-5748
076-277-1131
076-277-2626
076-277-0978
076-277-7325
076-278-2001
076-276-0609
076-274-5011
076-274-5111
076-275-6120
076-274-9000
076-274-4564
076-275-8201
076-276-9111

石川県白山市竹松町３１０５番地２

076-276-6612

石川県白山市竹松町３２９
石川県白山市中奥町２０１－１
石川県白山市長屋町イ８９－１
石川県白山市徳丸町１２０番地４
石川県白山市徳丸町６３，６４
石川県白山市徳光町２７２７－１
石川県白山市熱野町イ５１－３
石川県白山市八田町１７３０

076-276-1653
076-276-6645
076-278-4444
076-274-5266
076-275-7322
076-277-4335
076-272-3331
076-275-3880
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076-277-1212

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

輪島市

鹿島郡

河北郡

能美郡

羽咋郡

事業所名
中越運送株式会社 金沢営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 金沢営業所
石川日通運輸株式会社 敷島配送センター営業所
大高運輸株式会社 北陸営業所
石川トナミ運輸株式会社 石川営業所
ヤマト運輸株式会社 白山木津センター
北陸明治運輸株式会社 石川営業所
玉木運送株式会社 本社営業所
株式会社新出組 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 輪島センター
有限会社森運輸 本社
日本通運株式会社 金沢支店 七尾営業課
水口運送株式会社 本社営業所
日生運輸株式会社 本店営業所
是則北陸運輸株式会社 良川営業所
株式会社夢商 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 石川津幡センター
株式会社ナニワ急便 本社営業所
みなと梱包運送株式会社 本社営業所
タケシタ運送株式会社 本社営業所
株式会社ロジスティクス坂尻 本社営業所
株式会社日章 本社
アイウン株式会社 本社営業所
城南運送株式会社 本社営業所
株式会社戸坂運送店 本社営業所
株式会社青山運送 本社営業所
株式会社稲岡 本社営業所
株式会社稲岡運輸 本社営業所
有限会社誠心サービス 本社
株式会社宏栄商会 本社営業所
株式会社笑栄通商 北陸営業所
志賀興業建設株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 石川志賀センター
大島産業物流株式会社 能登営業所
トナミ運輸株式会社 能登支店

※「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
石川県白山市番匠町３４９
石川県白山市福新町６８－１
石川県白山市福留町２０１－７
石川県白山市福留町６０７－１
石川県白山市平松町１５８番地１
石川県白山市木津町１０６０番地
石川県白山市木津町１１００の１
石川県輪島市稲屋町１字６６の２
石川県輪島市河井町２１部６４番地の２
石川県輪島市塚田町参部１９番３，２０番３，２０番４
石川県輪島市房田町７字３６
石川県鹿島郡中能登町大槻イ部７５番地１
石川県鹿島郡中能登町徳前ゐ部２７番地
石川県鹿島郡中能登町良川く部１番地
石川県鹿島郡中能登町良川よ１
石川県河北郡津幡町字潟端ね３９番地１
石川県河北郡津幡町字中橋イ６４－１，６５－１
石川県河北郡内灘町字千鳥台２丁目１９番地
石川県能美郡川北町橘２６０番地１
石川県能美郡川北町字田子島い３９－３
石川県能美郡川北町字田子島い４２－１
石川県能美郡川北町字田子島い７
石川県能美郡川北町字土室を５９－２、６０
石川県能美郡川北町土室を５９－２，６０
石川県羽咋郡志賀町給分ニ６１
石川県羽咋郡志賀町字小室ろの１０番地１
石川県羽咋郡志賀町字徳田寅７６－７
石川県羽咋郡志賀町字徳田寅の７６－７
石川県羽咋郡志賀町小室二の６番地１
石川県羽咋郡志賀町富来領家町乙の５番地
石川県羽咋郡志賀町米町ル４３－８
石川県羽咋郡志賀町堀松７字１－１
石川県羽咋郡志賀町堀松へ３０番地３
石川県羽咋郡宝達志水町今浜ホ１５５－１，３，２
石川県羽咋郡宝達志水町南吉田ろ ３３－１
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電話番号
076-275-6101
076-277-1152
076-277-9222
076-277-1060
076-276-3873
080-6699-1012
076-274-0095
0768-22-0297
0768-22-0671
080-5098-1030
0768-22-8878
0767-74-2250
0767-76-1225
0767-74-0037
0767-74-1145
076-289-4911
090-7598-4505
076-237-5060
076-277-8577
076-277-1122
076-277-8333
076-277-1401
076-277-3372
076-277-3351
0767-42-0144
0767-38-1311
0767-37-2121
0767-37-2122
0767-38-1612
0767-42-1065
0767-38-1760
0767-32-5155
080-5481-7565
0767-28-3100
0767-28-4108

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
鳳珠郡

事業所名
ヤマト運輸株式会社 能登支店
株式会社能都運輸 本社営業所
佐川急便株式会社 柳田営業所

※「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
石川県鳳珠郡穴水町字乙ヶ崎ヌ３２番地５，６
石川県鳳珠郡能登町山田１０字田２２－３
石川県鳳珠郡能登町字天坂ろ２８
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電話番号
080-5044-4427
0768-67-2604
0768-76-0229

主な輸送品目（任意掲載）

