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市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

滑川市 北陸トランテック株式会社　滑川営業所 富山県滑川市東金屋１６１番地１ 076-411-9141

魚津市 飛騨運輸株式会社　魚津営業所 富山県魚津市東尾崎字外川原３６３６ 0765-24-0394

魚津市 中川運輸株式会社　本社 富山県魚津市宮津字中川原２１７－１ 0765-24-5520

魚津市 中川運輸株式会社　早月 富山県魚津市三ケ字砂田２２７－３１ 0765-22-4787

高岡市 高岡通運株式会社　本社 富山県高岡市能町字大水川１９３５－１ 0766-21-3100

高岡市 呉西運送株式会社　本社 富山県高岡市江尻３６６－１ 0766-21-0689

高岡市 伏木貨物自動車株式会社　本社 富山県高岡市伏木２丁目１－１１ 0766-44-1135

高岡市 東光運輸株式会社　本社 富山県高岡市伏木古府１丁目１番２号 0766-44-0890

高岡市 有限会社平成運送　本社営業所 富山県高岡市下黒田７７７番地２８ 0766-24-0248

高岡市 三和運輸株式会社　本社 富山県高岡市向野本町１３７－８ 0766-23-0336

高岡市 日本郵便株式会社　高岡郵便局 富山県高岡市御馬出町３４ 0766-28-5200

高岡市 飛騨運輸株式会社　高岡支店 富山県高岡市昭和町２－３１５－３ 0766-21-1658

高岡市 北陸トナミ運輸株式会社　本社営業所 富山県高岡市上四ツ屋５８０－１ 0766-21-9825

高岡市 日通高岡運輸株式会社　本社営業所 富山県高岡市四屋８３０－１ 0766-25-7770

高岡市 有限会社一山運送店　本社 富山県高岡市長慶寺６１－２ 0766-23-1967

高岡市 三尚運輸株式会社　本社 富山県高岡市佐加野字高寺３５４－２ 0766-24-7779

高岡市 日本通運株式会社　高岡支店 富山県高岡市四屋８３０－１ 0766-21-2030

高岡市 濃飛西濃運輸株式会社　高岡営業所 富山県高岡市戸出栄町５１－８ 0766-63-3311

黒部市 中川運輸株式会社　黒部 富山県黒部市黒部新６０ 0765-56-9167

黒部市 日本通運株式会社　黒部支店 富山県黒部市北野４４ 0765-52-1206

黒部市 日通黒部運輸株式会社　本社営業所 富山県黒部市北野４４番地 0765-52-1235

黒部市 カトーレック株式会社　富山営業所 富山県黒部市古御堂畑割５１－１ 0765-52-5555

黒部市 ヤマト運輸株式会社　黒部支店 富山県黒部市荻生１０７５－１ 080-5044-0758

黒部市 大和物流株式会社　富山東営業所 富山県黒部市若栗１９０－１，１９１－２ 0765-56-5350

射水市 サンエツ運輸株式会社　新湊営業所 富山県射水市新堀５番地 0766-86-5801

射水市 トナミ運輸株式会社　中央支店 富山県射水市津幡江９５ 0766-84-8011

射水市 松岡満運輸株式会社　富山営業所 富山県射水市津幡江９５ 0766-84-7374

射水市 北陸湊運輸株式会社　本社 富山県射水市高木２７１－２ 0766-84-5556

射水市 有限会社北高運輸　本社 富山県射水市高木２９６ 0766-82-7600

射水市 中越テック株式会社　北陸営業所 富山県射水市広上２０００番１ 0766-52-8600

射水市 大恵運輸有限会社　本社営業所 富山県射水市小島６０６－４ 0766-52-2277

射水市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　富山支店 富山県射水市本開発５５２番１ 0766-55-5634

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（富山県）
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射水市 ヤマトグローバルエキスプレス株式会社　富山 富山県射水市赤井字大坪１２１－６ 0766-55-7701

射水市 八代運送株式会社　本社営業所 富山県射水市赤井１９４番地 0766-52-3459

射水市 大聖寺運輸株式会社　富山（営） 富山県射水市小杉白石３１５－１ 0766-55-4707

射水市 城西物流倉庫株式会社　富山中央営業所 富山県射水市小杉白石８００番地１ 0766-55-8950

射水市 日本梱包運輸倉庫株式会社　富山小杉出張所 富山県射水市流通センター青井谷２－２－１ 0766-56-2404

射水市 日通富山運輸株式会社　富山中央ターミナル営業所 富山県射水市流通センター青井谷２丁目６番 0766-57-3850

射水市 石川トナミ運輸株式会社　小杉営業所 富山県射水市流通センター青井谷２－１－１ 0766-56-8310

射水市 トミレ運輸株式会社　小杉営業所 富山県射水市流通センター水戸田３丁目５ 0766-56-3888

小矢部市 有限会社中島運送　本社営業所 富山県小矢部市岩武字東島８２５－３ 0766-61-2038

小矢部市 中部ロジ株式会社　北陸営業所 富山県小矢部市平桜６１４４ 0766-69-7755

小矢部市 石川トナミ運輸株式会社　小矢部営業所 富山県小矢部市平桜６５０７ 0766-69-8582

小矢部市 大和トランスポート株式会社　本社 富山県小矢部市赤倉１６８ 0766-67-6111

砺波市 日本通運株式会社　高岡支店砺波営業課 富山県砺波市苗加１３１１－３ 0763-33-2106

砺波市 株式会社ホクウン　富山営業所 富山県砺波市西中１９９ 0763-33-6700

砺波市 株式会社北都高速運輸倉庫富山　砺波営業所 富山県砺波市狐島３５０番地１ 0763-33-0030

砺波市 株式会社ヒスコム　砺波ＬＣ営業所 富山県砺波市東保１２０２－１ 0763-37-8800

南砺市 有限会社昭信機工　本社営業所 富山県南砺市岩屋２－１ 0763-82-5566

南砺市 福野運送株式会社　本社 富山県南砺市野新２２１－２ 0763-22-2128

南砺市 株式会社南砺工業所　本社 富山県南砺市院林３２７ 0763-22-4677

南砺市 株式会社新陸運輸　本社 富山県南砺市遊部３６６－１ 0763-52-7777

南砺市 アキタ株式会社　富山営業所 富山県南砺市縄蔵１３６－１ 0763-53-2061

富山市 池田興業株式会社　北陸支店 富山県富山市境野新６２－６ 076-434-8966

富山市 日本郵便輸送株式会社　富山営業所 富山県富山市池多１６０２番６ 076-434-2036

富山市 北陸石井運輸株式会社　富山（営） 富山県富山市池多１６０２番地８ 076-482-3240

富山市 山口郵便逓送株式会社　本社 富山県富山市池多１６０２番６ 076-482-4111

富山市 富山県小型運輸株式会社　本社営業所 富山県富山市栃谷４３８－１ 076-434-3736

富山市 日本郵便株式会社　富山西郵便局 富山県富山市池多１６０２－１０ 076-427-1580

富山市 エマックス高柳株式会社　本社 富山県富山市興人町１番６８号 076-442-4353

富山市 株式会社サカイ引越センター　富山支社 富山県富山市上冨居１丁目３２番６号 076-452-1110

富山市 日本通運株式会社　富山警送事業所 富山県富山市上冨居１丁目２番１６号 076-441-7141

富山市 濃飛倉庫運輸株式会社　富山営業所 富山県富山市下赤江中摺１５ 076-433-2155

富山市 株式会社鵜坂運輸　本社
富山県富山市羽根字外窪割１４２０－１６、１４４２－

３１
076-425-2968

富山市 ＳＢＳゼンツウ株式会社　富山営業所 富山県富山市金屋５５５番地 076-443-8912

富山市 二本松物流株式会社　富山営業所 富山県富山市金屋２７１５番地２４ 076-444-7433
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富山市 ラニイ福井貨物株式会社　富山支店 富山県富山市金屋字川端７６７－２３ 076-445-5060

富山市 有限会社野尻建材運輸　本社営業所 富山県富山市安養坊字坂下７０６－５ 076-431-3711

富山市 株式会社日本海ロジテック　本社 富山県富山市一本木１４７ 096-452-3196

富山市 株式会社ティピーエス　本社 富山県富山市町村字外塚田割８６番６ 076-424-0466

富山市 晃進運輸株式会社　本社営業所 富山県富山市田中町一丁目７番５８号 076-431-1121

富山市 射水運輸株式会社　富山北営業所 富山県富山市金山新東２８９ 076-435-2022

富山市 大興運輸倉庫株式会社　本社 富山県富山市金山新中３５９ 076-435-4500

富山市 米原商事株式会社　運輸機工部富山営業所 富山県富山市八町８５８０ 076-434-3331

富山市 株式会社ニヤクコーポレーション　富山事業所 富山県富山市四方荒屋字沢田７９－３ 076-435-3544

富山市 株式会社大虎急送　本店 富山県富山市犬島３丁目８１－３ 076-437-4824

富山市 日本通運株式会社　富山港海運課 富山県富山市東岩瀬６１ 076-437-7115

富山市 大東運輸株式会社　本社 富山県富山市小西６７－１ 076-451-0202

富山市 株式会社トップライン　本社営業所 富山県富山市犬島２丁目８４番８ 076-471-5855

富山市 北陸高圧ガス運輸株式会社　富山営業所 富山県富山市永久町１番２号 076-438-1235

富山市 株式会社ナガイ運送　本社 富山県富山市婦中町成子２１５番地 076-461-7880

富山市 株式会社テルサウェイズ　本社営業所 富山県富山市中大久保字寺坂割３４９－３ 076-467-2200

富山市 司北陸株式会社　富山営業所 富山県富山市婦中町高日附４３－１ 076-464-3780

富山市 大友ロジスティクスサービス株式会社　富山営業所 富山県富山市婦中町萩島３１４番地 076-466-5331

富山市 富山県陸運株式会社　本社営業所 富山県富山市婦中町青島３６－１ 076-466-2322

富山市 株式会社忠功　富山営業所 富山県富山市婦中町広田４２９８番地１ 076-482-5205

富山市 株式会社アイカワ　本社営業所 富山県富山市水橋市田袋２９１－１ 076-478-0140

富山市 株式会社ナチロジスティクス　富山 富山県富山市西公文名字雨月割１－１ 076-425-0262

富山市 日本郵便株式会社　富山南郵便局 富山県富山市堀川町２５７－２ 076-421-3383

富山市 富南急送株式会社　本社 富山県富山市西番５００番地 076-492-1739

富山市 西村物流株式会社　本社営業所 富山県富山市布瀬町南２丁目５－４ 076-468-3000

下新川郡 株式会社婦中運輸　本社営業所 富山県下新川郡朝日町月山字十五万田２３６３－１ 0765-83-3024

下新川郡 有限会社大谷運輸　本社営業所 富山県下新川郡朝日町草野１７８－２ 0765-83-0101

中新川郡 ヤマト運輸株式会社　立山支店 富山県中新川郡立山町若宮１８０ 080-5044-0749

中新川郡 株式会社竹島　本社 富山県中新川郡舟橋村舟橋字東掛上９８９－７ 076-464-1024

中新川郡 豊商運輸株式会社　本社 富山県中新川郡上市町放士ヶ瀬新４５番地１ 076-472-5048
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