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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 大富運輸株式会社　本社 富山県滑川市北野２８９１ 076-475-4111

魚津市 冨士運送有限会社　本社 富山県魚津市吉野６８４－２ 0765-22-5843

魚津市 ヤマト運輸株式会社　魚津営業所 富山県魚津市大字大海寺野村字四ッ塚割６００５－３ 080-5044-0665

高岡市 株式会社エコネクト物流　高岡物流センター 富山県高岡市能町７５０番地 0766-30-8800

高岡市 ハリタ金属株式会社　本社営業所 富山県高岡市福岡町荒屋敷２４８ 0766-64-3516

高岡市 雄基工業株式会社　雄基工業株式会社本社営業所 富山県高岡市能町東３４番地 0766-22-0473

高岡市 多田運輸株式会社　本社 富山県高岡市波岡２４、２５、２６ 0766-21-9812

高岡市 ケミプラス株式会社　本社営業所 富山県高岡市石瀬１９２８番地 0766-22-7893

高岡市 株式会社テルサウェイズ　高岡営業所 富山県高岡市内免２丁目８番５５号 0766-26-7373

高岡市 米田運輸有限会社　本社 富山県高岡市能町字打山５５５－６３ 0766-25-7300

高岡市 ヤマト運輸株式会社　高岡戸出営業所 富山県高岡市戸出市野瀬字中筋島３９５８ 080-5044-0655

高岡市 ヤマト運輸株式会社　富山新湊営業所 富山県高岡市中曽根２６０－１ 080-5044-0678

高岡市 ヤマト運輸株式会社　高岡駅南営業所 富山県高岡市赤祖父５１５番 080-5098-3459

高岡市 遠州トラック株式会社　富山営業所 富山県高岡市福岡町江尻４５０ー１ 0766-64-0545

高岡市 株式会社城北　本社営業所 富山県高岡市野村１０７０－１６ 0766-24-8110

高岡市 有限会社福岡運送　本社 富山県高岡市福岡町一歩二歩８９６番地の４ 0766-64-4535

高岡市 甲信越福山通運株式会社　高岡営業所 富山県高岡市福岡町本領７１１－１ 0766-64-1292

高岡市 西濃北陸エキスプレス株式会社　高岡営業所 富山県高岡市戸出栄町５１番８ 0766-63-3311

黒部市 株式会社籠瀬運輸　本社 富山県黒部市沓掛字道上割３１３３ 0765-54-0246

黒部市 株式会社此川運輸　輸送センター 富山県黒部市荻生４０９３ 0765-54-2555

黒部市 株式会社此川運輸　本社 富山県黒部市宇奈月町下立字半場下６５３－１ 0765-65-0013

黒部市 寿運送有限会社　富山 富山県黒部市若栗２６１番地 0765-52-5558

射水市 株式会社エコネクト物流　新湊物流センター 富山県射水市有磯１丁目６－４ 0766-86-0081

射水市 今井重機建設株式会社　小杉営業所 富山県射水市三ケ１８９０－１ 0766-56-3600

射水市 中央ロジテック株式会社　北陸営業所 富山県射水市新堀６番１号 0766-86-8681

射水市 北陸センコー運輸株式会社　富山営業所 富山県射水市流通センター水戸田２－２－１ 0766-73-2023

射水市 北陸ポートサービス株式会社　新湊営業所 富山県射水市西高木１２５０－５ 0766-86-3377

射水市 株式会社小泉運輸松本　富山営業所 富山県射水市善光寺８－２コーポ潮風１０３号室 0766-30-3977

射水市 イズミ物流株式会社　富山営業所 富山県射水市橋下条１８８７ 0766-56-8892

射水市 河島運輸株式会社　本社 富山県射水市西高木２１－１ 0766-55-0808

射水市 岡山県貨物運送株式会社　富山営業所 富山県射水市大江１６２１－１ 0766-55-4811

射水市 三進運送株式会社　本社 富山県射水市久々湊６２－１ 0766-84-8851
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射水市 株式会社大成商運　本社営業所 富山県射水市鷲塚５１－１ 0766-55-2365

射水市 三島野運送株式会社　本社営業所 富山県射水市土合１２４６－１ 0766-52-2252

射水市 星崎運輸株式会社　富山営業所 富山県射水市橋下条１７４６番２ 0766-57-8884

射水市 株式会社朝日運輸　本社営業所 富山県射水市今井４７０番地 0766-84-9291

射水市 竹島運送株式会社　本社営業所 富山県射水市有磯２－８ 0766-86-1003

射水市 株式会社デリバリー　本社営業所 富山県射水市片口高場４２９ 0766-84-5605

射水市 日通トランスポート株式会社　小杉営業所 富山県射水市西高木２２８－１ 0766-55-1411

射水市 協和運輸株式会社　本社 富山県射水市布目沢３３６－２ 0766-53-0080

砺波市 上昇運輸株式会社　富山営業所 富山県砺波市三合新８２番地 0763-37-1081

砺波市 キョウエイトランスポート株式会社　本社営業所 富山県砺波市鷹栖１８５６－１ 0763-34-5963

砺波市 東部ネットワーク株式会社　北陸営業所 富山県砺波市権正寺８１ 0763-37-2313

南砺市 今井重機建設株式会社　本社営業所 富山県南砺市百町１１４ 0763-22-3706

南砺市 福光運輸株式会社　本社 富山県南砺市苗島６７番１ 0763-22-7887

南砺市 ヤマト運輸株式会社　富山福光営業所 富山県南砺市下野１４７－１ 080-5044-0798

南砺市 城北運送有限会社　本社営業所 富山県南砺市北野１２５－１ 0763-23-6180

富山市 株式会社アイザック・トランスポート　本社 富山県富山市米田町１丁目１番２号 076-437-5520

富山市 株式会社アサヒセキュリティ　富山営業所 富山県富山市下新町６５番地，６４番地 076-431-6573

富山市 池田運輸株式会社　本社 富山県富山市金泉寺４５６ 076-451-6417

富山市 日産物流株式会社　富山支店 富山県富山市婦中町笹倉６３５ 076-465-4322

富山市 飛騨運輸株式会社　富山支店 富山県富山市新庄本町３－１－５ 076-451-8551

富山市 エヌディーエス株式会社　本社営業所 富山県富山市八町東７０ 076-435-6855

富山市 富山通運株式会社　本社営業所 富山県富山市八町３３０９ 076-434-3811

富山市 富山建材運輸株式会社　上野 富山県富山市上野３３２－１６ 076-429-6300

富山市 日本海通商株式会社　本社営業所 富山県富山市上野３３２－２ 076-429-4141

富山市 若林運輸株式会社　本社営業所 富山県富山市米田字今地１０１ 076-438-1051

富山市 ヤマト運輸株式会社　富山二口営業所 富山県富山市二口３丁目４番地１３ 080-5045-2854

富山市 諸星運輸株式会社　富山営業所 富山県富山市西大沢４３０ 076-468-3303

富山市 日本海通商株式会社　八尾営業所 富山県富山市八尾町新田１７９ 076-455-3030

富山市 日本海運輸倉庫株式会社　本社 富山県富山市八尾町新田１７９ 076-429-8011

富山市 ヤマト運輸株式会社　富山山室営業所 富山県富山市古寺字五味溜割４６３－３ 080-6604-9260

富山市 ヤマト運輸株式会社　婦中営業所 富山県富山市婦中町砂子田３８８番地３ 080-5451-4152

富山市 有限会社ユニバーサル・エクスプレス　富山営業所 富山県富山市上野３３２番地３ 076-428-9338

富山市 射水運輸株式会社　富山営業所 富山県富山市吉岡４６８ 076-429-5123

富山市 甲信越福山通運株式会社　富山支店 富山県富山市水橋市田袋１５－３０ 076-478-2922

富山市 株式会社オールロジスティクス　本社 富山県富山市豊城町４２８ 076-438-3710

2／3　ページ　



市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

下新川郡 鬼原省治　新川物流サービス 富山県下新川郡入善町浦山新２５８ 0765-78-0471

下新川郡 株式会社北都高速運輸倉庫黒部　黒部営業所 富山県下新川郡入善町下飯野２１８番地１ 0765-76-0380

中新川郡 清水屋運輸倉庫株式会社　本社営業所 富山県中新川郡上市町中江上２２６－１ 076-473-1177
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