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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
富山市 株式会社タナカ　富山営業所 富山県富山市海岸通り３ 076-437-5175

有限会社石黒　本社営業所 富山県富山市願海寺字水口４４１番地２ 076-436-7036

富山県綜合警備保障株式会社　本社営業所 富山県富山市金屋２７１５番３４ 076-443-5888

北陸名鉄運輸株式会社　富山支店 富山県富山市金屋字高見３１３７番１１ 076-444-0800

イワセ重機産業株式会社　本社営業所 富山県富山市金山新南２８番地 076-405-2155

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

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

富山工業株式会社　富山営業所 富山県富山市向新庄２００ 076-424-1621

日通富山運輸株式会社　本社営業所 富山県富山市向新庄町６丁目３番４５号 076-452-3611

ヤマト運輸株式会社　富山黒崎支店 富山県富山市黒崎字寺田割１４１ 080-5044-0860

有限会社スマイルサービス　本社営業所 富山県富山市黒崎字寺田割３０１番地 076-495-1070

有限会社松北ラインサービス　本社営業所 富山県富山市寺島１２９８番地 076-431-3566

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

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

株式会社テルサウェイズ　岩瀬営業所 富山県富山市上野新町１３ 076-438-7731

株式会社北陸トランポ富山　本社 富山県富山市新庄本町１丁目４番３５号 076-452-9770

日本通運株式会社　富山支店 富山県富山市新庄本町２丁目８番５９号 076-452-5522

株式会社新生商運　本社営業所 富山県富山市新保２６７－１ 076-429-8592

富山県トラック株式会社　本社 富山県富山市水橋沖１８８ 076-479-6311

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

富山太平洋物流株式会社　本社営業所 富山県富山市西宮町２番１ 076-438-7355

日本通運株式会社　富山航空貨物センター 富山県富山市西荒屋８ 076-428-2259

有限会社西野産業　本社営業所 富山県富山市大栗７１ 076-483-4038

日本通運株式会社　富山重機建設事業所 富山県富山市中田１丁目１番２５号 076-438-6530

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

北陸トラック運送株式会社　富山営業所 富山県富山市八町東４０４番地 076-435-1818

有限会社井林物流　本社営業所 富山県富山市八尾町大杉４１５番地 076-454-7010

飛越運送株式会社　本社営業所 富山県富山市婦中町広田３５８－１ 076-465-2312

司企業株式会社　富山営業所 富山県富山市婦中町高日附４３－１ 076-464-3780

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

富山運輸株式会社　本社営業所 富山県富山市婦中町西本郷６１６－１ 076-421-2309

有限会社トータル物流サービス　本社営業所 富山県富山市婦中町長沢字中坪４８１６番地 076-469-3961

株式会社ナチロジスティクス　東富山営業所 富山県富山市米田町３－２－５５ 076-438-4442
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
濃飛西濃運輸株式会社　富山支店 富山県富山市蜷川４２３－１ 076-429-8688

射水市 三進運送株式会社　本社 富山県射水市久々湊６２－１ 0766-30-8853

塚本郵便逓送株式会社　大門営業所 富山県射水市串田１３７６－２ 0766-53-1091

シンコー運輸倉庫有限会社　本社 富山県射水市戸破字神明６４７－１ 0766-55-1421

北陸ローディング株式会社　本社営業所 富山県射水市戸破字針原６９－６ 0766-56-5547

山森運輸有限会社　本社 富山県射水市高木２７２－１ 0766-84-0033

新湊ロジスティクス株式会社　本社営業所 富山県射水市高木２７２番地１ 0766-84-1443

栄徳運輸株式会社　本社 富山県射水市高木２９３ 0766-83-0333

有限会社エムライン　本社営業所 富山県射水市高木３３７－１ 0766-84-8855

一宮運輸株式会社　富山営業所 富山県射水市今井２４３－１ 0766-84-8546

株式会社ロジスティクス坂尻　富山営業所 富山県射水市今井４２８番１、４２８番２、４２９番 0766-84-8600

福井貨物自動車株式会社　高岡支店 富山県射水市小泉１７６―１ 0766-52-6093

北陸運送株式会社　本社営業所 富山県射水市小島３５２９ 0766-52-3282

姫妃輸送株式会社　本社 富山県射水市松木２２－２ 0766-82-6169

株式会社荒木運輸　本社営業所 富山県射水市松木３３５－２ 0766-84-5521

佐川急便株式会社　小杉営業所 富山県射水市上野２５４－１ 0766-56-1000

有限会社西井商会　本社営業所 富山県射水市西高木１８９－１ 0766-55-1501

株式会社長谷川運輸　本社 富山県射水市青井谷６２８－１ 0766-56-6878

株式会社アースクリーン２１　本社 富山県射水市川口宮袋入会地字大法寺６５５９－１ 0766-84-6648

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

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

有限会社新富運輸　本社 富山県射水市島１３２０－１ 0766-52-5225

森田商運有限会社　本社 富山県射水市白石９３７ 0766-59-2836

有限会社牧野運輸　本社営業所 富山県射水市本開発７９４－１ 0766-55-4747

有限会社丸栄運輸　小杉営業所 富山県射水市流通センター青井谷１－５－１ 0766-57-3060

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

ヤマトホームコンビニエンス株式会社　富山支店 富山県射水市流通センター青井谷一丁目８番４号 0766-57-1655

ひばり商事株式会社　本社 富山県射水市鷲塚１４２－８，１４２－９ 0766-55-3975

魚津市 株式会社魚津清掃公社　本社営業所 富山県魚津市往吉字天作６３、６０、６２ 0765-22-0311

日本通運株式会社　黒部支店魚津営業課 富山県魚津市釈迦堂１－６－１２ 0765-24-1161

株式会社新川清掃　本社営業所 富山県魚津市住吉字天作６３、６０、６２ 0765-22-6767

ホクトミ運輸株式会社　本社営業所 富山県魚津市上村木２－３０９ 0765-24-5221

小矢部市 ヤマト運輸株式会社　南砺支店 富山県小矢部市島１９０－２ 080-5044-0737

黒部市 高東興業株式会社　荒俣 富山県黒部市荒俣字西島４４－１ 0765-56-8850

有限会社桜栄運輸　本社 富山県黒部市生地中区１５０－２ 0765-57-0200
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
高岡市 荻布倉庫株式会社　本社営業所 富山県高岡市荻布字川開６８５ 0766-23-0210

三和企業株式会社　本社 富山県高岡市向野本町１３７番地８ 0766-23-0336

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

ケミプラス株式会社　中田営業所 富山県高岡市中田１４６６ 0766-36-1707

石田運送株式会社　本社 富山県高岡市長慶寺３３－１ 0766-25-5400

港運輸株式会社　本社営業所 富山県高岡市能町１０６３－１ 0766-28-3710

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

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

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

中越ロジスティクス株式会社　本社営業所 富山県高岡市伏木１－２３－４ 0766-44-1801

有限会社北陸石油物流　本社営業所 富山県高岡市伏木古府元町３番２６号 0766-44-1710

新潟運輸株式会社　高岡支店 富山県高岡市宝来町８９７、８９８ 0766-31-1771

砺波市 富山工業株式会社　砺波営業所 富山県砺波市新又２６番地 0763-32-2196

仙台オート輸送株式会社　富山支店 富山県砺波市神島５０８ 0763-32-6666

上田工業株式会社　本社営業所 富山県砺波市祖泉２１６－１ 0763-33-1267

有限会社山田運輸　本社 富山県砺波市鷹栖５０５ 0763-33-2002

滑川市 サワイ通運倉庫株式会社　本社営業所 富山県滑川市大掛１７６－１９ 076-471-2011

氷見市 有限会社弘益運送　本社営業所 富山県氷見市比美町２１３ 0766-74-3800

南砺市 有限会社大黒運輸ネットワーク　本社営業所 富山県南砺市岩武新３８７番２ 0763-34-7470

有限会社北陸旭輸送　本社営業所 富山県南砺市殿６４１ー５ 0763-52-1155

福光運輸株式会社　本社 富山県南砺市苗島６７番１ 0763-22-7887

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

有限会社入善環境センター　本社営業所 富山県下新川郡入善町上野１６７１－３ 0765-74-0555

鍋谷運送株式会社　本社 富山県下新川郡入善町椚山１４７９－１ 0765-74-0012

中新川郡 北陸トナミ運輸株式会社　富山営業所 富山県中新川郡上市町中青出１１１－１ 076-473-1737

有限会社村岡運輸　本社 富山県中新川郡立山町下段２２３ 076-463-3903

立山物流株式会社　本社 富山県中新川郡立山町五百石１４１ 076-463-0604
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