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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 株式会社日新　本社営業所 石川県かほく市横山ナ２９番地１ 076-285-0081

かほく市 株式会社エコマスク　本社営業所 石川県かほく市高松乙２番地１８１ 076-281-3263

かほく市 甲信越福山通運株式会社　能登営業所 石川県かほく市高松ア１８－９ 076-281-0206

羽咋市 有限会社エム・エー・ライン　本社 石川県羽咋市柴垣町参七２１番地１ 0767-27-8001

加賀市 株式会社ソディック物流センター　加賀営業所 石川県加賀市宮町１１番地１ 0761-75-7231

金沢市 株式会社トリビュート　本社営業所 石川県金沢市古府一丁目２２１番地 076-240-1785

金沢市 ヤマト運輸株式会社　金沢疋田営業所
石川県金沢市千木１丁目５０，５１，５２，５８，５

９，６０
080-5044-4571

金沢市 加賀重量有限会社　本社営業所 石川県金沢市専光寺町ツ３８ 076-267-5772

金沢市 株式会社ネットワークス　北陸営業所 石川県金沢市近岡町８０２番地 076-227-8920

金沢市 上昇運輸株式会社　本社営業所 石川県金沢市専光寺町レ３－３０、３－９ 076-268-0778

金沢市 株式会社トヨタレンタリース石川　本社　営業部 石川県金沢市神田１－５９ 076-226-2222

金沢市 有限会社小西商建　本社 石川県金沢市上安原南４番地 076-249-5580

金沢市 ハートランド運輸株式会社　金沢営業所 石川県金沢市専光寺町ヲ２３０ 076-214-5155

金沢市
株式会社ジェイアール貨物・北陸ロジスティクス　金沢

営業所
石川県金沢市高柳町１－１ 076-253-4660

金沢市 北陸名鉄運輸株式会社　金沢営業所 石川県金沢市湊３丁目８－１２ 076-238-8118

金沢市 大浦運輸株式会社　本社営業所 石川県金沢市神宮寺１－１９３ 076-251-0151

金沢市 福田運送株式会社　本社営業所 石川県金沢市福増町北７０１ 076-249-4486

金沢市 株式会社吉田倉庫　金沢営業所 石川県金沢市米泉町７－２８ 076-241-3181

金沢市 ホクトミ運輸株式会社　金沢営業所 石川県金沢市湊１丁目８２番地 076-254-6526

金沢市 飛騨運輸株式会社　金沢支店 石川県金沢市湊４丁目５－２ 076-268-5545

金沢市 有限会社たけだ重機運輸　本社営業所 石川県金沢市湊２丁目４０番地１ 076-237-8912

金沢市 沖津商事株式会社　本社営業所 石川県金沢市神宮寺３丁目１４９ 076-253-3000

金沢市 株式会社ニヤクコーポレーション　金沢事業所 石川県金沢市大野町４丁目レ－４０－１４０ 076-237-9289

金沢市 有限会社城寛商事　本社営業所 石川県金沢市矢木二丁目３１７ 076-281-6339

金沢市 北陸明治運輸株式会社　金沢営業所 石川県金沢市新保本４丁目６５－１５ 080-8695-3785

金沢市 北陸通運株式会社　金沢営業所 石川県金沢市高柳町１－１ 076-251-1165

金沢市 日本郵便輸送株式会社　北陸支社金沢営業所 石川県金沢市専光寺町チ３３－１ 076-266-4545

金沢市 大阪北陸急配株式会社　金沢営業所 石川県金沢市無量寺町ニ１２番地７ 076-268-7925

金沢市 株式会社ワーク　本社 石川県金沢市疋田１－１３３ 076-253-1428

金沢市 株式会社ハート引越センター　金沢センター営業所 石川県金沢市神田二丁目１番２１号 076-290-8101

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 北昭油送株式会社　本社営業所 石川県金沢市近岡町８０３番地１ 076-239-4655

金沢市 安房運輸株式会社　金沢営業所 石川県金沢市千木町ル２１８ 076-204-7100

金沢市 株式会社北陸共配　本社営業所 石川県金沢市駅西新町２丁目１番９号 076-224-8009

金沢市 株式会社ＪＡアグリライン石川　本社営業所 石川県金沢市専光寺町口１１４－１ 076-266-0480

金沢市 北陸電通輸送株式会社　本社営業所 石川県金沢市法光寺町ホ２２ 076-258-1133

金沢市 有限会社エス・ティ物流　本社営業所 石川県金沢市湊２丁目３７番地２ 076-254-5234

金沢市 中居建設株式会社　本社営業所 石川県金沢市北間町ホ１６０－３ 076-238-0095

金沢市 宮下運輸株式会社　本社営業所 石川県金沢市東蚊爪町１－２１ 076-238-7350

金沢市 北陸綜合警備保障株式会社　金沢警送事業所 石川県金沢市いなほ２丁目７番地 076-269-8684

金沢市 ヤマト運輸株式会社　金沢小坂町営業所 石川県金沢市小坂町北２１２－１ 080-5098-0970

金沢市 大和物流株式会社　金沢営業所 石川県金沢市神野町東２０２番地 076-249-1101

金沢市 北陸ダイセキ株式会社　本社営業所 石川県金沢市打木町東３０２番地２ 076-249-6363

金沢市 石川アサヒ運送株式会社　本社営業所 石川県金沢市西泉５－４１ 076-267-8811

金沢市 三恵物産株式会社　金沢営業所 石川県金沢市四十万ユ３６番地 076-298-8139

七尾市 佐藤産業有限会社　石川営業所 石川県七尾市矢田町３号１２８番地３ 0767-53-2123

珠洲市 株式会社アメニテイ　本社 石川県珠洲市上戸町南方い字５０，５１ 0768-82-2115

小松市 有限会社松山運輸　本社営業所 石川県小松市下粟津町子６６番地１ 0761-44-3784

小松市 有限会社こまつ　本社営業所 石川県小松市符津町ソ２２番地 0761-46-5111

小松市 飛騨運輸株式会社　小松営業所 石川県小松市長田町ロ－１８１ 0761-21-9233

小松市 有限会社大運トランスポート　本社 石川県小松市御館町乙４２番地２ 0761-23-5251

小松市 富山建設運輸株式会社　本社営業所 石川県小松市今江町９－８１ 0761-22-1928

小松市 株式会社鶴尾運輸　本社営業所
石川県小松市鶴ヶ島町１番地１、城南町６９番地１，１

５５番地１
0761-46-6116

小松市 北陸トキサン運輸株式会社　本社営業所 石川県小松市二ツ梨町ウ９２－３ 0761-44-5356

小松市 株式会社鍋田運送　本社 石川県小松市八幡甲１２５－１ 0761-47-1551

小松市 吉村運送株式会社　吉村運送株式会社 石川県小松市那谷町れ２ 0761-65-1728

小松市 互応物流株式会社　北陸営業所 石川県小松市荒木田町ワー８ 0761-47-1366

小松市 大聖寺運輸株式会社　本社営業所 石川県小松市御館町乙４２－１ 0761-23-2333

小松市 ヤマト運輸株式会社　小松串営業所
石川県小松市今江町５丁目５３７、５３８、５３９，５

４０
080-5098-0888

小松市 丸急運送株式会社　本社営業所 石川県小松市御館町乙４２－３ 0761-24-0955

能美市 株式会社アースメイク　小松事業所
石川県能美市大長野町へ１６５番地アルファステージ２

０２号
0761-58-1250

能美市 株式会社コダマサービス　北陸営業所 石川県能美市大長野町へ１６５番地αステージ１０３号 0761-58-0784

能美市 吉美商事株式会社　本社営業所 石川県能美市大浜町ウ８５－１ 0761-55-0819
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能美市 富士運輸株式会社　石川支店 石川県能美市辰口町４９３ 0761-58-0090

白山市 株式会社石美屋　本社営業所 石川県白山市上二口町１６６番地１ 076-255-7105

白山市
ダイセーエブリー二十四株式会社　北陸第二ハブセン

ター
石川県白山市宮永町２８４７－２ 076-200-7118

白山市 日本物流マネジメント株式会社　美川インター営業所 石川県白山市鹿島町ニ号４６番 076-214-6977

白山市 眞協運輸株式会社　本社営業所 石川県白山市松本町７７２－１ 076-276-5553

白山市 株式会社大晃重設　本社営業所 石川県白山市水島町５８０番地３ 076-277-3320

白山市 有限会社まこと商事　本社営業所 石川県白山市鹿島町ぬ９番地１ 076-272-8083

白山市 中越テック株式会社　石川営業所 石川県白山市水島町９４３番地１ 076-277-0082

白山市 日本海トランスポート株式会社　白山営業所 石川県白山市水島町１０９４－１ 076-287-5748

白山市 国勝運送株式会社　松任営業所 石川県白山市中奥町２０１－１ 076-276-1007

白山市 株式会社関西丸和ロジスティクス　石川営業所 石川県白山市行町西７２，７３，７４，７５ 076-273-4513

白山市 加賀運送株式会社　本社営業所 石川県白山市水島町３３７ 076-277-1131

白山市 大高運輸株式会社　北陸営業所 石川県白山市福留町６０７－１ 076-277-1060

白山市 北陸センコー運輸株式会社　金沢営業所 石川県白山市村井町５７０－１ 076-274-4564

野々市 石川トナミ運輸株式会社　野々市営業所 石川県野々市市二日市二丁目１５０番地 076-214-6437

野々市 ヤマト運輸株式会社　野々市営業所 石川県野々市市中林１丁目３９９番地 076-246-0627

野々市 シンメ建設運輸株式会社　本社営業所 石川県野々市市若松町４番１号 076-218-4713

野々市 株式会社ヤマトインテグレート　石川営業所 石川県野々市市堀内４丁目１７２ 076-227-5015

野々市 ヤマト運輸株式会社　金沢主管支店 石川県野々市市御経塚３丁目２５番地 076-249-9820

輪島市 有限会社森運輸　本社 石川県輪島市房田町７字３６番地 0768-22-8878

羽咋郡 有限会社誠心サービス　本社営業所 石川県羽咋郡志賀町小室二の６番地１ 0767-38-1613

羽咋郡 株式会社宏栄商会　本社営業所 石川県羽咋郡志賀町富来領家町乙の５番地 0767-42-1065

羽咋郡 ヤマト運輸株式会社　石川志賀営業所 石川県羽咋郡志賀町堀松へ３０番地３ 080-5481-7565

羽咋郡 株式会社稲岡　本社営業所 石川県羽咋郡志賀町字徳田寅７６－７ 0767-37-2121

羽咋郡 株式会社稲岡運輸　本社営業所 石川県羽咋郡志賀町字徳田寅の７６－７ 0767-37-2122

羽咋郡 株式会社戸坂運送店　本社営業所 石川県羽咋郡志賀町給分ニ６１ 0767-42-0144

河北郡 株式会社榛南ツバタ　本社営業所 石川県河北郡津幡町字舟橋２１２番地１ 076-288-3988

鹿島郡 株式会社林組　本社営業所 石川県鹿島郡中能登町能登部上リ部１２３ 0767-72-2132
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