
H30.12.13
市区郡名 事業所名 住所 電話番号
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１－２３ー２０ 076-220-6974

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

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

中倉陸運株式会社　石川営業所 石川県金沢市沖町イ８３－２，４，５ 067-253-0666

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

ヤマト運輸株式会社　金沢割出センター 石川県金沢市割出町６３８番地３ 080-6699-4763

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

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

株式会社ハート引越センター　金沢センター営業所 石川県金沢市古府二丁目７４番 076-290-8101

北陸通運株式会社　金沢営業所 石川県金沢市高柳町１－１ 076-251-9011

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

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

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

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

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

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

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

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

谷口運輸株式会社　本社営業所 石川県金沢市袋畠町北１６３番地 076-267-8558

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

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７ 076-244-3132

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

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

株式会社ワーク　本社 石川県金沢市疋田１－１３３ 076-253-1428

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

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

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

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 076-238-1108

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１２－７ 076-268-7925

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

加賀市 有限会社南藤興産物流　本社営業所 石川県加賀市新保町ウ２番地１ 0761-74-8887

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
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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

ヤマト運輸株式会社　加賀支店 石川県加賀市熊坂町リ４－１，１４－１，１５，１６，１８－１ 080-5044-4498

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

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

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

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

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

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

小松市 日本通運株式会社　小松支店コマツ粟津営業課 石川県小松市串町セ２５ 0761-44-1225

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

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

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

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

ヤマト運輸株式会社　小松支店 石川県小松市長崎町４丁目９６，９７ 090-7598-4524

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１，１５５番地１ 0761-46-6116

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

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

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

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

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

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

日本通運株式会社　小松空港貨物センター 石川県小松市浮柳町ヨ５０番地先小松空港内 0761-23-5556

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

野々市市 ヤマト運輸株式会社　金沢押野支店 石川県野々市市押野１丁目３４５，３４６，３４７，３６０，３６１，３６２ 080-5044-4592

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

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

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

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

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 0761-57-1200

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

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

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

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

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

2／3



市区郡名 事業所名 住所 電話番号
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

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

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１０７９－１ 076-276-8977

西濃北陸エキスプレス株式会社　金沢営業所 石川県白山市横江町９８０番地 076-274-0136

若松運輸株式会社　本社営業所 石川県白山市宮永町２８４８ 076-274-8232

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 076-274-7211

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

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

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３－１ 076-278-6881

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

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

株式会社鷺富運送　鶴来営業所 石川県白山市森島町う１８１－３ 076-272-2951

有限会社藤橋運輸　本店 石川県白山市深瀬新町３５ 076-273-3817

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

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

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

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

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

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ター 石川県白山市竹松町３１０５番地２ 076-276-6612

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

石川日通運輸株式会社　敷島配送センター営業所 石川県白山市福留町２０１－７ 076-277-9222

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

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

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ー１ 076-274-0095

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

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

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

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

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

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

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 0767-38-1612
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