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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）

かほく市 有限会社キタ修整　本社営業所 石川県かほく市木津イ３６－１０ 076-285-2233

かほく市 沖津運輸株式会社　本社営業所 石川県かほく市秋浜ニ１６－１０ 076-283-1000

かほく市 株式会社梶運送　本社営業所 石川県かほく市中沼レ７－１１ 076-282-5514

かほく市 北陸センコー運輸株式会社　高松営業所 石川県かほく市高松乙２番３４ 076-281-2676

かほく市 株式会社久保建材工業　本社営業所 石川県かほく市高松ミ２１番地１ 076-281-3400

羽咋市 ヤマト運輸株式会社　石川羽咋センター 石川県羽咋市西釜屋町オ４８－１ 080-5044-4400

羽咋市 城西物流倉庫株式会社　羽咋営業所 石川県羽咋市千代町い２６番地１ 0767-26-2344

羽咋市 竹原運輸株式会社　羽咋営業所 石川県羽咋市大町ロ２３ 076-726-2567

羽咋市 能登部運送株式会社　本社営業所 石川県羽咋市四柳町と部１２ 0767-26-3115

加賀市 有限会社金太郎引越社　本社営業所 石川県加賀市山代温泉リ５６番地１ 0761-77-2551

加賀市 佐川急便株式会社　加賀営業所 石川県加賀市梶井町６１－１ 0761-74-2580

加賀市 福栄ロジスティクス株式会社　加賀営業所 石川県加賀市宇谷町ヤ１－２４ 0761-76-2200

加賀市 大友ロジスティクスサービス株式会社　小松営業所 石川県加賀市桑原町ハ９－１ 0761-74-3780

金沢市 株式会社サカイ引越センター　石川支社 石川県金沢市千木町ル６７－１ 076-258-7004

金沢市 センコー株式会社　金沢コンテナ営業所 石川県金沢市高柳町１－１ 076-251-2859

金沢市 市場急配センター株式会社　本社営業所 石川県金沢市駅西本町５丁目１０番２０号 076-260-4050

金沢市 ＡＳＫ金澤株式会社　本社営業所 石川県金沢市駅西新町一丁目２３－２０ 076-220-6974

金沢市 オオニシ機工株式会社　本社営業所 石川県金沢市示野町西４７ 076-267-9090

金沢市 大西運輸株式会社　本社営業所 石川県金沢市示野町西５１ 076-268-1679

金沢市 兼六運輸株式会社　本社営業所 石川県金沢市二日市町ヘ９８番地 076-257-4098

金沢市 株式会社東山建材　本社営業所 石川県金沢市小池町レ４３－１ 076-257-5691

金沢市 株式会社アペックス　本社営業所 石川県金沢市東蚊爪町ク１－１ 076-239-1123

金沢市 ＴＳネットワーク株式会社　金沢流通センター 石川県金沢市湊４－６－２ 076-267-5744

金沢市 ＳＢＳゼンツウ株式会社　金沢営業所 石川県金沢市湊２－７－１ 076-208-3177

金沢市 甲信越福山通運株式会社　金沢東営業所 石川県金沢市湊４丁目５４－２ 076-239-0551

金沢市 株式会社ゼロ・プラス中部　金沢営業所 石川県金沢市湊１丁目５９ 076-239-3055

金沢市 金沢生コンクリート株式会社　金沢営業所 石川県金沢市湊４－５２ 076-237-4175

金沢市 大東実業株式会社　金沢営業所 石川県金沢市湊２丁目１７６番地２ 076-239-0571

金沢市 株式会社大崎　金沢営業所 石川県金沢市湊１丁目９３番６ 076-237-3668

金沢市 株式会社エナジーサポート石川　本社事業所 石川県金沢市大野町４丁目ソ６番地３ 076-237-1220

金沢市 株式会社ディリー・クリーン・サービス　本社営業所 石川県金沢市大野町４丁目レ４０－１７２ 076-255-6422

金沢市 株式会社金剛　本社営業所 石川県金沢市大野町４丁目レ４０－１７２ 076-239-4153

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（石川県）
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金沢市 ヤマト運輸株式会社　金沢無量寺センター 石川県金沢市無量寺町ホ１１８番地 080-6698-9884

金沢市 有限会社山田運送　本社営業所 石川県金沢市無量寺２丁目４２番地１ 076-268-7089

金沢市 ピアノ運送株式会社　北陸営業所 石川県金沢市無量寺３丁目５７、５８ 076-243-0871

金沢市 有限会社コーケンサービス　本社営業所 石川県金沢市無量寺２丁目９２番地 076-268-8625

金沢市 株式会社金港倉庫　本社 石川県金沢市桂町イの５３ 076-268-1323

金沢市 有限会社グロウス　本社 石川県金沢市専光寺町レ４番地４ 076-266-0707

金沢市 株式会社丸伸インダストリ　本社営業所 石川県金沢市専光寺町チ１－１ 076-266-1221

金沢市 石川日通運輸株式会社　本社営業所 石川県金沢市専光寺町イ５４番地 076-268-0201

金沢市 株式会社ツカサ　本社営業所 石川県金沢市古府３丁目１０７番地 076-249-2070

金沢市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　金沢支店 石川県金沢市神野町東１番地１ 076-249-9810

金沢市 株式会社日本引越センター　本社営業所 石川県金沢市神野町東２０２ 076-249-0220

金沢市 日通トランスポート株式会社　金沢支店 石川県金沢市神野町東２０２ 076-249-6233

金沢市 日本通運株式会社　金沢航空貨物センター 石川県金沢市福増町北１３１２番地 076-240-2621

金沢市 大森建設運輸株式会社　本社営業所 石川県金沢市京町５５７ 076-253-2080

金沢市 ヤマト運輸株式会社　金沢笠舞センター 石川県金沢市笠舞本町１丁目３番１６号 080-6692-0955

金沢市 大西運輸株式会社　東営業所 石川県金沢市金市町ニ２６番地１ 076-258-2400

金沢市 アーク引越センター北陸株式会社　本社営業所 石川県金沢市高畠３－２３７ 076-291-0003

金沢市 株式会社金沢環境サービス公社　本社営業所 石川県金沢市神田１－２６３，２６４ 076-241-3161

金沢市 大一急行株式会社　増泉 石川県金沢市増泉１丁目３６－１１ 076-241-0141

金沢市 北陸貨物運輸株式会社　泉本町営業所 石川県金沢市泉本町４－１８ 076-247-5100

金沢市 ヤマト運輸株式会社　西金沢センター 石川県金沢市米泉町７丁目１７－１ 080-5098-0550

金沢市 日本郵便株式会社　新金沢郵便局 石川県金沢市新保本４丁目６５－２ 076-259-5468

金沢市 上野郵便逓送株式会社　本社営業所 石川県金沢市新保本４丁目６５番１９ 076-249-2348

金沢市 ヤマト運輸株式会社　金沢高尾センター 石川県金沢市高尾台４丁目１７６、１７５ 080-5451-3754

七尾市 大聖寺運輸株式会社　七尾 石川県七尾市大田町字１１２部８番６ 0767-52-1286

七尾市 瀧の川運輸株式会社　本社営業所
石川県七尾市万行町６部６（七尾市万行町３７街区１、

他）
0767-52-3100

七尾市 有限会社七尾運輸　本社営業所 石川県七尾市八幡町ち部４７－２ 0767-53-3672

七尾市 株式会社環境日本海サービス公社　本社営業所 石川県七尾市昭和町３３，３４，３５ 0767-53-0437

七尾市 株式会社ＪＡアグリライン石川　七尾営業所 石川県七尾市下町丁３０－１ 0767-57-1677

七尾市 ヤマト運輸株式会社　七尾支店 石川県七尾市盤若野町ワ５２－５ 080-5045-3113

小松市 海老運送有限会社　本社 石川県小松市御館町乙１－４ 0761-22-3815

小松市 株式会社セキ　本社営業所 石川県小松市御館町乙１－６ 0761-21-3228

小松市 有限会社吉田運輸建設　本社営業所 石川県小松市島田町ヌ１１－１ 0761-22-1333

小松市 有限会社北基商事　本社営業所 石川県小松市長田町イ６８－１ 0761-21-2898
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小松市 ＳＢＳゼンツウ株式会社　小松営業所 石川県小松市矢崎町丙１５－１ 0761-46-6414

小松市 ラニイ福井貨物株式会社　小松支店 石川県小松市二ツ梨町リ２５－１ 0761-43-2250

小松市 日本郵便株式会社　小松郵便局 石川県小松市園町ハ１２８－１ 0761-22-0300

小松市 石川日通運輸株式会社　小松営業所 石川県小松市宝町６２－１番地 0761-22-0920

小松市 大信建運株式会社　本社 石川県小松市串町２６６番地１、２６７番地１ 0761-43-2501

小松市 株式会社東崎倉庫運輸　本社営業所 石川県小松市佐美町２２５－２ 0761-43-0525

小松市 小前田運輸株式会社　本社営業所 石川県小松市工業団地１丁目１１１番地 0761-23-1120

小松市 上田運輸株式会社　本社営業所 石川県小松市工業団地１丁目６８ 0761-21-8271

能美市 株式会社ユニホック　本社営業所 石川県能美市岩内町１番地３ 0761-51-7730

能美市 富山県トラツク株式会社　石川営業所 石川県能美市宮竹町イ－１９ 0761-52-0511

能美市 有限会社能登物流　本社営業所 石川県能美市下ノ江町未１３４－１ 0761-55-4489

能美市 大協運送株式会社　本社 石川県能美市大浜町ク１４３ 0761-55-0321

能美市 ケーアイエキスプレス株式会社　物流センター営業所 石川県能美市道林町へ４９－３ 0761-55-5846

白山市 有限会社加賀配送　本社営業所 石川県白山市森島町い２１番地５外１筆 076-273-3293

白山市 株式会社勝美建材運輸　本社 石川県白山市森島町い４２－３ 076-273-1225

白山市 株式会社加賀オペレーションサポート　本社営業所 石川県白山市明島町西１０５番地１１ 076-220-6830

白山市 是則北陸運輸株式会社　金沢営業所 石川県白山市倉部町２０１２番地 076-274-5011

白山市 藤ビルメンテナンス株式会社　松任営業所 石川県白山市横江町１０７９－１ 076-276-0088

白山市 株式会社ジャストロジスティクス　本社営業所 石川県白山市宮永町２８４８番地 076-275-9990

白山市 北本運輸株式会社　本社営業所 石川県白山市竹松町３２９ 076-276-1653

白山市 株式会社丸昇運輸　本社営業所 石川県白山市村井町１６２２番地２ 076-287-6061

白山市 北村建材株式会社　本社営業所 石川県白山市上柏野町６１ 076-275-2892

白山市 株式会社エナジーサポート石川　白山事業所 石川県白山市下柏野町９５０番１号 076-237-1220

白山市 司企業株式会社　石川小松営業所 石川県白山市福留町６０７－１ 076-220-6090

白山市 甲信越福山通運株式会社　金沢支店
石川県白山市源兵島町５７６、５７７、５７８、６２８

－２
076-277-1212

白山市 日本海急送株式会社　本社営業所 石川県白山市宮保町２７２９番地２ 076-276-2271

白山市 清水屋運輸倉庫株式会社　北陸ＬＣ 石川県白山市上小川町８００番地１３ 076-276-8211

白山市 株式会社福井アクティー　白山共配センター 石川県白山市徳光町２７２７－１ 076-236-2202

白山市 有限会社ケィ．ケィ．エム　本社営業所 石川県白山市徳丸町１２０番地４ 076-274-5266

白山市 株式会社インプレス　白山物流センター 石川県白山市水島町５９２－１ 076-277-0978

白山市 浪速運送株式会社　石川営業所 石川県白山市水島町４２９－１、２０ 076-277-2626

白山市 岡山県貨物運送株式会社　北陸支店 石川県白山市水島町１０００－１ 076-277-2011

白山市 金沢日梱株式会社　本社営業所 石川県白山市福新町６８番地１ 076-277-1152

白山市 日本梱包運輸倉庫株式会社　金沢営業所 石川県白山市福新町６８－１ 076-277-1152
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白山市 北日本運輸株式会社　本社営業所 石川県白山市鹿島町２９番地３ 076-278-6600

白山市 株式会社鷺富運送　美川営業所 石川県白山市西米光町ト２番１ 076-278-7301

野々市 ヤマトグローバルエキスプレス株式会社　金沢営業所 石川県野々市市御経塚３丁目２５番地 076-249-9805

野々市 有限会社あづま運輸　本社営業所 石川県野々市市徳用２丁目３５５番地 076-294-4488

野々市 新潟運輸株式会社　金沢支店 石川県野々市市徳用１丁目４０番地 076-248-1371

輪島市 ヤマト運輸株式会社　輪島センター 石川県輪島市塚田町参部１９番３，２０番３，２０番４ 080-5098-1030

輪島市 玉木運送株式会社　本社営業所 石川県輪島市稲屋町１字６６－２ 0768-22-0297

羽咋郡 トナミ運輸株式会社　能登支店 石川県羽咋郡宝達志水町南吉田ろ３３－１ 0767-28-4108

河北郡 株式会社ナニワ急便　本社営業所 石川県河北郡内灘町字千鳥台２丁目１９番地 076-237-5060

河北郡 株式会社オルティー　本社営業所 石川県河北郡津幡町字潟端ね３９番地１ 076-204-8181

鹿島郡 有限会社山喜商事　本社営業所 石川県鹿島郡中能登町能登部上丙１－１ 0767-72-4017

鹿島郡 日生運輸株式会社　本店営業所 石川県鹿島郡中能登町良川く部１ 0767-74-0037

鹿島郡 水口運送株式会社　本社営業所 石川県鹿島郡中能登町徳前ゐ部２７番地 0767-76-1225

能美郡 有限会社裕進運輸　金沢営業所 石川県能美郡川北町字土室か１６番地７ 076-277-3003

能美郡 タケシタ運送株式会社　本社営業所 石川県能美郡川北町字田子島い３９－３ 076-277-1122

能美郡 朝日工建株式会社　本社営業所 石川県能美郡川北町字朝日ホ３７，５０－１，５０－２ 076-277-1225

鳳珠郡 株式会社能都運輸　本社営業所 石川県鳳珠郡能登町山田１０字田２２－３ 0768-67-2243
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