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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 株式会社北陸カイリック　本社営業所 石川県かほく市高松乙２－２３ 076-281-3337

かほく市 濃飛西濃運輸株式会社　能登営業所 石川県かほく市高松丁３３番８ 076-281-2223

羽咋市 長良通運株式会社　北陸営業所 石川県羽咋市粟生町ワ６番１－２ 0767-23-4570

羽咋市 有限会社谷口物流サービス　本社営業所 石川県羽咋市鶴多町鶴多田１－１ 0767-22-7908

加賀市 株式会社木村建設運輸　本社営業所 石川県加賀市動橋町レ１－１ 0761-75-7843

加賀市 株式会社久津運送店　北陸営業所 石川県加賀市山代温泉１５－１５０番地１０ 0761-77-7488

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

加賀市 株式会社エコネクト物流　加賀物流センター 石川県加賀市桑原町ハ９－１ 0761-75-6666

加賀市 株式会社市の谷　本社営業所 石川県加賀市大聖寺上福田町に５５－４、５５－１ 0761-73-2005

加賀市 宇谷運輸株式会社　本店営業所 石川県加賀市小塩辻町４番 0761-76-0809

加賀市 株式会社新陸運輸　加賀営業所 石川県加賀市宇谷町ヤ１－２４ 0761-76-4820

加賀市 濃飛西濃運輸株式会社　加賀支店 石川県加賀市分校町カ１８０番１ 0761-75-3131

加賀市 ヤマト運輸株式会社　加賀営業所 石川県加賀市熊坂町リ１６番地１ 080-5044-4498

金沢市 株式会社エンカク運輸　本社 石川県金沢市粟崎町５丁目５番地４ 076-238-8880

金沢市 株式会社グリーンサービス　北陸営業所 石川県金沢市割出町４１２－１ 076-238-1306

金沢市 ＳＢＳゼンツウ株式会社　古府営業所 石川県金沢市古府２－１８９ 076-214-6335

金沢市 株式会社フードシステム金澤　本社営業所 石川県金沢市二宮町１４０７番地 076-222-0080

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

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 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 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 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 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 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 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

金沢市 日栄運送株式会社　本社営業所 石川県金沢市戸水１丁目３９２番地 076-237-5121

金沢市 株式会社梶運送　金沢営業所 石川県金沢市上安原南１ 076-272-8250

金沢市 有限会社浜口商運　本社 石川県金沢市東蚊爪町ラ１９ 076-237-0245

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 上野輸送株式会社　金沢営業所 石川県金沢市大野町４丁目レ４０－１４２ 076-238-7771

金沢市 株式会社デンテツ運輸　本社営業所 石川県金沢市打木町東１４３１番地２ 076-240-7776

金沢市 丸福物流サービス有限会社　本社営業所 石川県金沢市専光寺町そ１００ 076-266-0111

金沢市 明和運送有限会社　金沢営業所 石川県金沢市湊１丁目５５番地３４ 076-238-7775

金沢市 株式会社新開トランスポートシステムズ　金沢営業所 石川県金沢市近岡町３７６－１ 076-238-5222

金沢市 有限会社ヒヨリ運輸　本社営業所 石川県金沢市専光寺町タ１５番地 076-275-1271

金沢市 日本通運株式会社　金沢警送事業所 石川県金沢市湊３丁目５番地２ 076-239-0901

金沢市 株式会社ライフアトラス　金沢支店 石川県金沢市千木町ル２１１番地 076-258-6767

金沢市 環境開発株式会社　本社営業所 石川県金沢市大桑町上猫下４番地７ 076-244-2850

金沢市 北陸名鉄運輸株式会社　金沢支店 石川県金沢市間明町２丁目１２１番地 076-291-3401

金沢市 加賀運送株式会社　金沢営業所 石川県金沢市八日市出町８１７番地 076-243-9951

金沢市 宮本運送株式会社　本社営業所 石川県金沢市寺中町ヘ３ 076-268-4447

金沢市 中倉陸運株式会社　石川営業所 石川県金沢市沖町イ８３－２，４，５ 076-253-0666

金沢市 有限会社直人運輸　金沢営業所 石川県金沢市袋畠町北１６３番地 076-267-8558

金沢市 北川運輸株式会社　本社営業所 石川県金沢市大桑町チ１５５番地 076-243-3200

金沢市 城西運輸機工株式会社　戸水営業所 石川県金沢市湊４丁目７０番地 076-238-1527

金沢市 城西物流倉庫株式会社　金沢営業所 石川県金沢市大野町４丁目レ４０－１５１ 076-238-1515

金沢市 石川アサヒ運送株式会社　佐奇森営業所 石川県金沢市佐奇森町イ－８４ 076-267-8811

金沢市 株式会社シンコー運輸　本社営業所 石川県金沢市湊１丁目９３－９ 076-237-4123

金沢市 野々市運輸機工株式会社　本社営業所 石川県金沢市湊１丁目５５－２３ 076-238-7077

七尾市 ヤマト運輸株式会社　七尾営業所 石川県七尾市盤若野町ワ５２－５ 0767-57-3683

七尾市 有限会社丸田建設運輸　本社 石川県七尾市中島町中島６部４－１ 0767-66-0439

七尾市 佐川急便株式会社　能登営業所 石川県七尾市大津町東小谷内１１－乙 0570-01-0462

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

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 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 株式会社とらすと　本社営業所 石川県小松市符津町ソ２２番地 0761-46-5125

小松市 松川運送株式会社　本社営業所 石川県小松市矢崎町丁３７－２ 0761-21-3260

小松市 沖津運輸株式会社　小松営業所 石川県小松市梯町へ２５ 0761-24-1230

小松市 株式会社グリーントランスポート　本社営業所 石川県小松市南浅井町ロ５５－１ 0761-21-7980

小松市 南征建設運輸株式会社　本社営業所 石川県小松市白江町ト１２－１ 0761-23-7857

小松市 信栄運輸株式会社　本社営業所 石川県小松市月津町ワ３－１ 0761-43-3241

能美市 株式会社エンカク運輸　根上営業所 石川県能美市赤井町は１４１番地 0761-56-0888
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能美市 司北陸株式会社　石川能美営業所 石川県能美市粟生町ウ２００ 0761-58-0880

能美市 有限会社直人運輸　本社営業所 石川県能美市大長野町リ３７番地 0761-57-3195

能美市 折戸運送有限会社　本社営業所 石川県能美市西任田町ト１４－１ 0761-58-4010

能美市 斉藤運輸倉庫株式会社　本社営業所 石川県能美市小長野町イ６２－１ 076-157-1200

白山市 国勝運送株式会社　白山営業所
石川県白山市平松町１３８、１３９－１、１３９－２、１

４０
076-276-7011

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 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 080-2448-6009

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 有限会社築丸商事　本社営業所 石川県白山市宮保町１３７０－４ 076-276-2139

白山市 ナカムラ運送有限会社　白山営業所 石川県白山市旭丘二丁目１１番地 090-3290-2802

白山市 久安重機運輸株式会社　本社営業所 石川県白山市橋爪新町３０５－１、３０５－２ 076-276-7797

白山市 株式会社タッタ流通産業　本社営業所
石川県白山市宮永町８３７，８３８，８３９，８４０，８

４１番地
076-275-8666

白山市 北陸通運株式会社　松任営業所 石川県白山市徳丸町６３，６４ 076-275-7322

白山市 ＳＢＳフレックネット株式会社　北陸営業所 石川県白山市旭丘３－１８ 076-276-7771

白山市 株式会社北陸ロジスティックス　本社営業所 石川県白山市西米光町ト２番地１ 076-278-2001

白山市 株式会社鷺富運送　鶴来営業所 石川県白山市森島町う１８１－３ 076-273-9400

白山市 北陸七福運送株式会社　本社営業所 石川県白山市長屋町イ８９－１ 076-278-4444

白山市 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 石川県白山市竹松町３１０５番地２ 076-276-6612

白山市 北陸大池運送株式会社　本社営業所 石川県白山市鹿島町ぬ３番地１ 076-278-6881

白山市 石川トナミ運輸株式会社　石川営業所 石川県白山市平松町１５８－１ 076-276-3873

白山市 株式会社ホクトラ石川　本社営業所 石川県白山市相川新町７３６番地１ 076-275-6120

白山市 有限会社藤橋運輸　本店 石川県白山市深瀬新町３５ 076-273-3817

白山市 若松運輸株式会社　本社営業所 石川県白山市宮永町２８４８ 076-274-7200

白山市 北陸明治運輸株式会社　石川営業所 石川県白山市木津町１１００番地１ 076-274-0095

白山市 若松梱包運輸倉庫株式会社　本社営業所 石川県白山市宮永町２８４８ 076-274-7200

野々市 株式会社インプレス　野々市営業所 石川県野々市市押野４丁目１１７ 076-248-5353

野々市 ヤマト運輸株式会社　金沢押野営業所
石川県野々市市押野１丁目３４５，３４６，３４７，３６

０，３６１，３６２
080-5068-0264

野々市 二本松物流株式会社　二本松物流株式会社本社営業所 石川県野々市市徳用三丁目１８番地 076-294-7008

輪島市 ヤマト運輸株式会社　輪島営業所 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 株式会社新出組　本社営業所 石川県輪島市河井町２１部６４－２ 0768-22-0671
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羽咋郡 志賀興業建設株式会社　本社営業所 石川県羽咋郡志賀町堀松７字１－１ 0767-32-5155

羽咋郡 株式会社青山運送　本社営業所 石川県羽咋郡志賀町字小室ろの１０番地１ 0767-38-1311

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

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 株式会社日章　本社営業所 石川県能美郡川北町字田子島い７ 076-277-1401

能美郡 城南運送株式会社　本社営業所 石川県能美郡川北町土室を５９－２，６０ 076-277-3351

能美郡 株式会社ロジスティクス坂尻　本社営業所 石川県能美郡川北町字田子島い４２－１ 076-277-8333
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