貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
富山市

事業所名
有限会社野尻建材運輸 本社営業所
北陸高圧ガス運輸株式会社 富山営業所
ヤマト運輸株式会社 富山大沢野支店
ヤマト運輸株式会社 富山下熊野センター
寺崎運輸株式会社 本社
日本通運株式会社 富山支店鉄道コンテナ課
濃飛倉庫運輸株式会社 富山営業所
株式会社朝日運輸 富山営業所
株式会社タナカ 富山営業所
株式会社港栄運輸 本社営業所
株式会社富山市場輸送 本社営業所
有限会社石黒 有限会社石黒 本社営業所
射水運輸株式会社 富山営業所
トナミ運輸株式会社 富山支店
池田興業株式会社 北陸支店
株式会社浜庄運輸 富山営業所
エマックス高柳株式会社 本社（営）
富山県綜合警備保障株式会社 本社営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 富山営業所
北陸名鉄運輸株式会社 富山支店
福井貨物自動車株式会社 富山支店
二本松物流株式会社 富山営業所
射水運輸株式会社 富山北営業所
イワセ重機産業株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 富山経堂センター
ヤマト運輸株式会社 富山山室センター
株式会社ナチロジスティクス 富山
富山工業株式会社 富山営業所
日通富山運輸株式会社 本社営業所
株式会社Ｔ・Ｍエクスプレス 富山営業所
ヤマト運輸株式会社 富山黒崎支店
有限会社スマイルサービス 本社営業所
株式会社エスラインヒダ 富山営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

安全性優良事業所
住所

富山県富山市安養坊７０６－５
富山県富山市永久町１番２号
富山県富山市塩字内割６４８－４
富山県富山市下熊野２０４番４
富山県富山市下新西町４－２０
富山県富山市下赤江中摺１５
富山県富山市下赤江中摺１５
富山県富山市下冨居２丁目１３番８１号
富山県富山市海岸通３
富山県富山市海岸通稲千場割２５５
富山県富山市掛尾５００番地
富山県富山市願海寺字水口４４１番地２
富山県富山市吉岡４６８
富山県富山市宮町３３４－１
富山県富山市境野新６２－６
富山県富山市境野新６２番地８
富山県富山市興人町１番６８号
富山県富山市金屋２７１５番３４
富山県富山市金屋５５５番地
富山県富山市金屋字高見３１３７番１１
富山県富山市金屋字川端７６７－２３
富山県富山市金屋字苗代１６３４－１６
富山県富山市金山新東２８９
富山県富山市金山新南２８番地
富山県富山市経堂２－２
富山県富山市古寺字五味溜割４６３－３
富山県富山市公文名１－１
富山県富山市向新庄２００
富山県富山市向新庄町６丁目３番４５号
富山県富山市高木南６０－１１８
富山県富山市黒崎字寺田割１４１
富山県富山市黒崎字寺田割３０１番地
富山県富山市黒崎字松ノ木割６５０－２
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（富山県）
電話番号
076-431-3711
076-438-1235
080-5044-0727
080-5098-3458
076-432-1860
076-431-6520
076-433-2155
076-444-5076
076-437-5175
076-437-5325
076-495-2222
076-436-7036
076-429-5123
076-452-1990
076-434-8966
076-482-3833
076-442-4353
076-443-5888
076-443-8912
076-444-0800
076-445-5060
076-444-7433
076-435-2022
076-405-2155
080-5044-0868
080-6604-9260
076-425-0262
076-424-1621
076-451-7935
076-427-0755
080-5044-0860
076-495-1070
076-429-2180

H30.2.8
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

住所

電話番号

株式会社オレンジライン 本社

富山県富山市黒瀬１７９番地３

076-491-2555

セイノースーパーエクスプレス株式会社 富山営業所
株式会社ニヤクコーポレーション 富山
北陸日本海油送株式会社 富山支店
有限会社松北ラインサービス 本社営業所
大東運輸株式会社 本社
日本通運株式会社 富山警送事業所
株式会社サカイ引越センター 富山支社
北酸物流株式会社 本社営業所
富山建材運輸株式会社 上野
日本海通商株式会社 本社営業所
有限会社雄峯運輸 本社
有限会社ユニバーサル・エクスプレス 富山営業所
株式会社テルサウェイズ 岩瀬営業所
ヤマト運輸株式会社 富山新屋支店
新潟運輸株式会社 富山支店
有限会社新栄運輸 本社営業所
株式会社北陸トランポ富山 本社
日本通運株式会社 富山支店
株式会社新生商運 本社営業所
富山県トラック株式会社 本社
甲信越福山通運株式会社 富山支店
佐川急便株式会社 富山営業所
西日本エア・ウォーター物流株式会社 富山ローリー営業
所
富山太平洋物流株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 富山航空貨物センター
諸星運輸株式会社 富山営業所
富南急送株式会社 本社
有限会社西野産業 本社
日本郵便株式会社 富山西郵便局
日本物流マネジメント株式会社 富山営業所
日本郵便輸送株式会社 富山
山口郵便逓送株式会社 本社
北陸石井運輸株式会社 富山（営）

富山県富山市黒瀬字向田割２５５－３
富山県富山市四方荒屋字沢田７９－３
富山県富山市四方荒屋字中坪割５７６－１
富山県富山市寺島１２９８番地
富山県富山市小西６７－１
富山県富山市上冨居１丁目２番１６号
富山県富山市上冨居１丁目３２番６号
富山県富山市上冨居１丁目３番６９号
富山県富山市上野３３２－１６
富山県富山市上野３３２－２
富山県富山市上野３３２－５
富山県富山市上野３３２番地１
富山県富山市上野新町１３
富山県富山市新屋字殿田割１０
富山県富山市新屋字殿田割６０－１他１６筆
富山県富山市新庄町５８－４
富山県富山市新庄本町１丁目４番３５号
富山県富山市新庄本町２丁目８番５９号
富山県富山市新保２６７－１
富山県富山市水橋沖１８８
富山県富山市水橋市田袋１５－３０
富山県富山市水橋田伏１－１４

076-425-0020
076-435-3544
076-435-4201
076-431-3566
076-451-0202
076-441-7141
076-452-1110
076-433-1200
076-429-6300
076-429-4141
076-429-1120
076-428-9338
076-438-7731
080-5044-0839
076-451-4891
076-451-9527
076-452-9770
076-452-5522
076-429-8592
076-479-6311
076-478-2922
076-479-9900

富山県富山市西宮町２７－１

076-438-6063

富山県富山市西宮町２番１
富山県富山市西荒屋８
富山県富山市西大沢４３０
富山県富山市西番５００番地
富山県富山市大栗７１
富山県富山市池多１６０２－１０
富山県富山市池多１６０２－１１他３筆
富山県富山市池多１６０２番６
富山県富山市池多１６０２番６
富山県富山市池多１６０２番地８

076-438-7355
076-428-2259
076-468-3303
076-492-1739
076-483-4038
076-427-1560
076-482-4823
076-434-2036
076-482-4111
076-482-3240

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。
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主な輸送品目（任意掲載）
日用品・雑貨、出版・印刷物、木
材・木製品

市区郡名

事業所名
株式会社テルサウェイズ 本社営業所
有限会社北陸総業 本社営業所
日本通運株式会社 富山重機建設事業所
北産運輸株式会社 本社
晃進運輸株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 富山港海運課
富山港湾運送株式会社 本社
有限会社今井運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 富山二口センター
米原商事株式会社 運輸機工部 富山営業所
北陸トラック運送株式会社 富山営業所
アーク引越センター北陸株式会社 富山支店
日本海通商株式会社 八尾営業所
日本海運輸倉庫株式会社 本社
有限会社井林物流 本社営業所
竹田運輸倉庫株式会社 統括事業所
飛越運送株式会社 本社営業所
中京陸運株式会社 富山営業所
ヤマト運輸株式会社 婦中支店
日産物流株式会社 富山支店
富山運輸株式会社 本社営業所
富山県陸運株式会社 本社営業所
株式会社千里運送 本店営業所
有限会社トータル物流サービス 本社営業所
丸栄運輸機工株式会社 本社
泉海商運株式会社 富山営業所

射水市

株式会社神コン運輸 本社
西村運輸株式会社 本社
若林運輸株式会社 本社
株式会社ナチロジスティクス 東富山営業所
有限会社中尾運送 本社営業所
日本郵便株式会社 富山南郵便局
ヤマト運輸株式会社 富山呉羽支店
ヤマトボックスチャーター株式会社 富山支店

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
富山県富山市中大久保字寺坂割３４９－３
富山県富山市中大久保字寿坂割３７５－７
富山県富山市中田１丁目１番２５号
富山県富山市中田２－７８－２
富山県富山市田中町一丁目７番５８号
富山県富山市東岩瀬６１
富山県富山市東岩瀬町１００番地
富山県富山市栃谷４０５
富山県富山市二口３丁目４番地１３
富山県富山市八町８５８０
富山県富山市八町東４０４番地
富山県富山市八日町２４３番地１５ 外１筆
富山県富山市八尾町新田１７９
富山県富山市八尾町新田１７９
富山県富山市八尾町大杉４１５番地
富山県富山市婦中町横野８４
富山県富山市婦中町広田３５８－１
富山県富山市婦中町広田５５９７
富山県富山市婦中町砂子田３８８番地３
富山県富山市婦中町笹倉６３５
富山県富山市婦中町西本郷６１６－１
富山県富山市婦中町青島３６－１
富山県富山市婦中町千里４２２
富山県富山市婦中町長沢字中坪４８１６番地
富山県富山市婦中町道場３９－８
富山県富山市婦中町道場字粕塚５３１－８、同赤池５７
９－６
富山県富山市婦中町浜子１３１３
富山県富山市布瀬町南二丁目１２－３
富山県富山市米田字今地１０１
富山県富山市米田町３－２－５５
富山県富山市豊城町４２８
富山県富山市堀川町２５７－２
富山県富山市本郷字蒲池２３９５－２
富山県射水市手崎字針原３１６
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電話番号
076-467-2200
076-468-2486
076-438-6530
076-438-1221
076-431-1121
076-437-7115
076-437-9231
076-434-3894
080-5045-2854
076-434-3331
076-435-1818
076-428-0003
076-455-3030
076-429-8011
076-454-7010
076-465-5111
076-465-2312
076-465-5375
080-5451-4152
076-465-4322
076-421-2309
076-466-2322
076-469-4500
076-469-9000
076-466-9211
076-465-6620
076-465-2179
076-491-2525
076-438-1051
076-425-0205
076-438-3710
076-421-3383
080-5044-0777
0766-55-5631

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
三進運送株式会社 本社
星崎運輸株式会社 富山営業所
株式会社丹保運送 本社営業所
中倉陸運株式会社 富山営業所
丸運トラック株式会社 富山営業所
塚本郵便逓送株式会社 大門営業所
北陸ローディング株式会社 本社営業所
有限会社田畠建設運輸 本社
中越テック株式会社 北陸営業所
北陸湊運輸株式会社 本社
山森運輸有限会社 本社
新湊ロジスティクス株式会社 本社営業所
栄徳運輸株式会社 本社
有限会社北高運輸 本社
明穂輸送株式会社 本社
有限会社エムライン 本社営業所
大幸運輸株式会社 本社
一宮運輸株式会社 富山営業所
株式会社ロジスティクス坂尻 富山営業所
株式会社朝日運輸 本社営業所
有限会社生活環境サービス 本社営業所
北陸名鉄急配株式会社 富山支店
吉沢運送株式会社 富山営業所
城西物流倉庫株式会社 富山中央営業所
福井貨物自動車株式会社 高岡支店
北陸運送株式会社 本社営業所
大恵運輸有限会社 本社営業所
姫妃輸送株式会社 本社
株式会社荒木運輸 本社営業所
佐川急便株式会社 小杉営業所
株式会社エス・シー・エム商事 本社営業所
サンエツ運輸株式会社 新湊営業所
北陸ポートサービス株式会社 新湊営業所
有限会社西井商会 本社営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
富山県射水市久々湊６２－１
富山県射水市橋下条１７４６番２
富山県射水市橋下条１７５９
富山県射水市橋下条１９２６－４
富山県射水市橋下条３９９番地
富山県射水市串田１３７６－２
富山県射水市戸破字針原６９－６
富山県射水市広上２０００－２２
富山県射水市広上２０００番１
富山県射水市高木２７１－２
富山県射水市高木２７２－１
富山県射水市高木２７２番地１
富山県射水市高木２９３
富山県射水市高木２９６
富山県射水市高木３３６－２
富山県射水市高木３３７－１
富山県射水市今井１５７（調整区域）
富山県射水市今井２４３－１
富山県射水市今井４２８番１，４２８番２，４２９番
富山県射水市今井４７０番地
富山県射水市七美中野６２番地１
富山県射水市手崎字針原３５６－３
富山県射水市小杉白石７１３
富山県射水市小杉白石８００番地１、８００番地３、８
００番地４、８００番地５、７９９番地１
富山県射水市小泉１７６－１，１７８－１
富山県射水市小島３５２９
富山県射水市小島６０６－４
富山県射水市松木２２－２
富山県射水市松木３３５－２
富山県射水市上野２５４－１
富山県射水市新開発４６６番地
富山県射水市新堀５番地
富山県射水市西高木１２５０－５
富山県射水市西高木１８９－１
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電話番号
0766-30-8853
0766-57-8884
0766-56-0444
0766-56-1035
0766-56-7222
0766-53-1091
0766-56-5547
0766-52-7325
0766-52-8600
0766-84-5556
0766-84-0033
0766-84-1443
0766-83-0333
0766-82-7600
0766-84-8855
0766-84-8855
0766-84-1008
0766-84-8546
0766-84-8600
0766-84-9291
0766-86-5516
0764-55-3680
0766-55-5678
0766-55-8950
0766-52-6093
0766-52-3282
0766-52-2277
0766-82-6169
0766-84-5521
076-656-1000
0766-84-1320
0766-86-5801
0766-86-3377
0766-55-1501

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
河島運輸株式会社 本社
日通トランスポート株式会社 小杉営業所
松岡満運輸株式会社 富山営業所
株式会社長谷川運輸 本社
八代運送株式会社 本社
株式会社アースクリーン２１ 本社
岡山県貨物運送株式会社 富山営業所
中越運送株式会社 富山営業所
有限会社協和興業 本社営業所
オヤマ運輸機工株式会社 本社
三島野運送株式会社 本社営業所
有限会社新富運輸 本社
日通富山運輸株式会社 新港営業所
日本通運株式会社 富山新港国際輸送支店海運課
一宮運輸株式会社 奈呉の江営業所
大聖寺運輸株式会社 富山営業所
森田商運有限会社 本社
協和運輸株式会社 本社
射水運輸株式会社 本社
株式会社デリバリー 本社営業所
福栄ロジスティクス株式会社 富山営業所
有限会社牧野運輸 本社営業所
藤田運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 富山主管支店
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 富山
株式会社オーシーシー 本社
竹島運送株式会社 本社営業所
センコー株式会社 富山ＰＤセンター
トミレ運輸株式会社 小杉営業所
大東実業株式会社 富山営業所
有限会社丸栄運輸 小杉営業所
北陸トナミ運輸株式会社 小杉
石川トナミ運輸株式会社 小杉営業所
日通トランスポート株式会社 富山支店
日通富山運輸株式会社 富山中央ターミナル営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
富山県射水市西高木２１－１
富山県射水市西高木２２８－１
富山県射水市西高木２２８番地１
富山県射水市青井谷字丸山６２８－１
富山県射水市赤井１９４番地
富山県射水市川口宮袋入会地字大法寺６５５９－１
富山県射水市大江１６２１－１
富山県射水市津幡江１２３
富山県射水市津幡江７３６番地１
富山県射水市殿村４２２
富山県射水市土合１２４６－１
富山県射水市島１３２０－１
富山県射水市奈呉の江４－１
富山県射水市奈呉の江４－１
富山県射水市奈呉の江８
富山県射水市白石３１５－１
富山県射水市白石９３７
富山県射水市布目沢３３６－２
富山県射水市布目沢３３６－８
富山県射水市片口高場４２９
富山県射水市堀内８１－１
富山県射水市本開発７９４－１
富山県射水市本開発字石田８０８
富山県射水市本開発字代官免３０５－１
富山県射水市本開発字代官免３０５－１
富山県射水市有磯２－３３－７
富山県射水市有磯２－４－２
富山県射水市流通センター水戸田２－２－１
富山県射水市流通センター水戸田３丁目５
富山県射水市流通センター青井谷１－３－１
富山県射水市流通センター青井谷１－５－１
富山県射水市流通センター青井谷２－１－１
富山県射水市流通センター青井谷２－１－１
富山県射水市流通センター青井谷２丁目６番
富山県射水市流通センター青井谷２丁目６番
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電話番号
0766-55-0808
0766-55-1411
0766-55-4911
0766-56-6878
0766-52-3459
0766-84-6648
0766-55-4811
0766-83-0011
0766-83-7309
0766-73-6122
0766-52-2252
0766-52-5225
0766-83-7603
0766-84-1211
0766-84-2803
0766-55-4707
0766-59-2836
0766-53-0080
0766-53-1021
0766-84-5605
0766-53-1341
0766-55-4747
0766-55-0225
0766-55-1935
0766-55-3993
0766-86-3730
0766-86-1003
0766-56-7210
0766-56-3888
0766-56-7575
0766-57-3060
0766-56-9105
0766-56-8310
0766-56-8833
0766-57-3850

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

魚津市

小矢部市

黒部市

事業所名
ダイセーエブリー二十四株式会社 富山センター
ひばり商事株式会社 本社
株式会社大成商運 本社営業所
株式会社魚津清掃公社 本社営業所
中川運輸株式会社 本社
中川運輸株式会社 早月
日本通運株式会社 黒部支店 魚津営業課
株式会社新川清掃 本社営業所
魚津運輸株式会社 本社営業所
ホクトミ運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 魚津支店
経田運輸株式会社 本社
有限会社中島運送 本社営業所
株式会社スリーティ運輸 本社営業所
大和トランスポート株式会社 本社
石動運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 南砺支店
石川トナミ運輸株式会社 小矢部営業所
北陸トナミ運輸株式会社 小矢部営業所
北陸明治運輸株式会社 富山営業所
株式会社此川運輸 本社
ヤマト運輸株式会社 黒部支店
株式会社此川運輸 輸送センター
荻生運輸倉庫株式会社 本社営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 富山営業所
トナミ運輸株式会社 黒部営業所
カトーレック株式会社 富山営業所
高東興業株式会社 荒俣
中川運輸株式会社 黒部
大和物流株式会社 富山東営業所
寿運送有限会社 富山
濃飛西濃運輸株式会社 黒部営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 魚津営業所
有限会社桜栄運輸 本社
佐川急便株式会社 黒部営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
富山県射水市流通センター青井谷一丁目１０番地１
富山県射水市鷲塚１４２－９
富山県射水市鷲塚５１－１
富山県魚津市往吉字天作６３、６０、６２
富山県魚津市宮津字中川原２１７－１
富山県魚津市三ケ字砂田２２７－３１
富山県魚津市釈迦堂１－６－１２
富山県魚津市住吉字天作６３、６０、６２
富山県魚津市住吉字野毛３９５６－１７
富山県魚津市上村木２－３０９
富山県魚津市大字大海寺野村字四ッ塚割６００５－３
富山県魚津市東町４－１６
富山県小矢部市岩武字東島８２５－３
富山県小矢部市新西４７
富山県小矢部市赤倉１６８
富山県小矢部市赤倉２２１
富山県小矢部市島１９０－２
富山県小矢部市平桜６５０７
富山県小矢部市平田３０７７番地
富山県小矢部市和沢２９５
富山県黒部市宇奈月町下立字半場下６５３－１
富山県黒部市荻生１０７５－１
富山県黒部市荻生４０９３
富山県黒部市荻生５８８番地１
富山県黒部市沓掛５６０
富山県黒部市沓掛字道上割２０００－１７
富山県黒部市古御堂５１－１
富山県黒部市荒俣字西島４４－１
富山県黒部市黒部新６０
富山県黒部市若栗１９０－１，１９１－２
富山県黒部市若栗２６１番地
富山県黒部市若栗６０３
富山県黒部市若栗６０３
富山県黒部市生地中区１５０－２
富山県黒部市田家新３１０－１
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電話番号
0766-53-7066
0766-55-3975
0766-55-2365
0765-22-0311
0765-24-5520
0765-22-4787
0765-24-1161
0765-22-6767
0765-24-0604
0765-24-5221
080-5044-0665
0765-24-1122
0766-61-2038
0766-61-1601
0766-67-6111
0766-67-0814
080-5044-0737
0766-69-8582
0766-69-7021
090-7085-0129
0765-65-0013
080-5044-0758
0765-54-2555
0765-52-5752
0765-52-0400
0765-54-1113
0765-52-5555
0765-56-8850
0765-56-9167
0765-56-5350
0765-52-5558
0765-52-0221
0765-54-0981
0765-57-0200
0765-54-2448

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

高岡市

事業所名
日本通運株式会社 黒部支店
日通黒部運輸株式会社 本社営業所
黒部クリーン株式会社 本社
荻布倉庫株式会社 本社営業所
東夥油漕株式会社 本社営業所
富山工業株式会社 高岡営業所
有限会社平成運送 本社営業所
有限会社丸栄運輸 本社営業所
西濃北陸エキスプレス株式会社 高岡営業所
ヤマト運輸株式会社 高岡西支店
戸出運輸株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 高岡郵便局
三和運輸株式会社 本社
三和企業株式会社 本社
呉西運送株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 高岡笹川センター
日通高岡運輸株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 高岡支店
北陸トナミ運輸株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 高岡航空貨物センター
ケミプラス株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 高岡駅南センター
ヤマト運輸株式会社 新湊支店
ケミプラス株式会社 中田営業所
石田運送株式会社 本社
有限会社一山運送店 本社
ヤマト運輸株式会社 高岡支店
株式会社テルサウェイズ 高岡
港運輸株式会社 本社営業所
米田運輸有限会社 本社
有限会社昭和運輸 本社
雄基工業株式会社 雄基工業株式会社本社営業所
多田運輸株式会社 本社
中越ロジスティクス株式会社 本社営業所
東光運輸株式会社 本社営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
富山県黒部市北野４４
富山県黒部市北野４４番地
富山県黒部市北野４７－２
富山県高岡市荻布字川開６８５
富山県高岡市荻布字川西９６－３
富山県高岡市荻布字川東１４４－１
富山県高岡市下黒田７７７番地２８
富山県高岡市吉久１－９８３－２
富山県高岡市戸出栄町５１番８
富山県高岡市戸出市野瀬字中筋島３９５８
富山県高岡市戸出町３－２２１７
富山県高岡市御馬出町３４
富山県高岡市向野本町１３７－８
富山県高岡市向野本町１３７番地８
富山県高岡市江尻３６６－１
富山県高岡市高田島２０８
富山県高岡市四屋８３０－１
富山県高岡市四屋８３０－１
富山県高岡市上四ツ屋５８０－１
富山県高岡市新成町２２－３
富山県高岡市石瀬１９２８番地
富山県高岡市赤祖父５１５番
富山県高岡市中曽根２６０－１
富山県高岡市中田１４６６
富山県高岡市長慶寺３３－１
富山県高岡市長慶寺６１－２
富山県高岡市内免２－２０１－１
富山県高岡市内免２丁目８番５５号
富山県高岡市能町１０６３－１
富山県高岡市能町字打山５５５－６３
富山県高岡市能町字飛田９７４－５
富山県高岡市能町東３４番地
富山県高岡市波岡２５
富山県高岡市伏木１－２３－４
富山県高岡市伏木２－４１－５
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電話番号
0765-52-1206
0765-52-1235
0765-52-0047
0766-23-2310
0766-21-0517
0766-24-9562
0766-24-0248
0766-84-1900
0766-63-3311
080-5044-0655
0766-63-0578
0766-28-5100
0766-23-0336
0766-23-0336
0766-21-0689
080-6604-5352
0766-25-7770
0766-21-2030
0766-21-9825
0766-25-0847
0766-22-7893
080-5098-3459
080-5044-0678
0766-36-1707
0766-25-5400
0766-23-1967
080-5044-0823
0766-26-7373
0766-28-3710
0766-25-7300
0766-27-3313
0766-22-0473
0766-21-9812
0766-44-1808
0766-44-0890

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

砺波市

滑川市

南砺市

事業所名
伏木貨物自動車株式会社 本社営業所
北陸日本海油送株式会社 本社
上野輸送株式会社 富山営業所
有限会社北陸石油物流 本社営業所
有限会社福岡運送 本社
遠州トラック株式会社 富山営業所
株式会社細川建材運輸 本社
富士運輸株式会社 本社
甲信越福山通運株式会社 高岡営業所
新潟運輸株式会社 高岡支店
株式会社城北 本社営業所
有限会社北陸プランナー 本社
北陸ロジスティクス株式会社 砺波ＬＣ営業所
北陸トナミ運輸株式会社 砺波営業所
東部ネットワーク株式会社 北陸営業所
トナミ運輸株式会社 砺波支店
日本郵便株式会社 砺波郵便局
富山工業株式会社 砺波営業所
仙台オート輸送株式会社 富山支店
呉西運輸有限会社 本社
株式会社ホクウン 富山営業所
パイオニア運輸株式会社 本社営業所
上田工業株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 砺波支店
キョウエイトランスポート株式会社 本社営業所
有限会社山田運輸 本社
株式会社シンクラン 富山営業所
日通高岡運輸株式会社 砺波営業所
日本通運株式会社 高岡支店砺波営業課
ヤマト運輸株式会社 滑川支店
株式会社公生社 本社営業所
サワイ通運倉庫株式会社 本社営業所
株式会社此川運輸 滑川営業所
有限会社按田運輸 本社営業所
株式会社南砺工業所 本社

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
富山県高岡市伏木２丁目－１－１１
富山県高岡市伏木磯町１－１６
富山県高岡市伏木磯町７８番２３
富山県高岡市伏木古府元町３番２６号
富山県高岡市福岡町一歩二歩８９６番地の４
富山県高岡市福岡町江尻４５０番地１
富山県高岡市福岡町三日市２９６番地
富山県高岡市福岡町福岡新１７７
富山県高岡市福岡町本領７１１－１
富山県高岡市宝来町８９７
富山県高岡市野村１０７０－１６
富山県高岡市利屋町５０，５１
富山県砺波市東保１２０１－１
富山県砺波市栄町１－２
富山県砺波市権正寺８１
富山県砺波市五郎丸１１５
富山県砺波市三島町１１－３
富山県砺波市新又２６
富山県砺波市神島５０８
富山県砺波市杉木一丁目１６５番地
富山県砺波市西中１９９
富山県砺波市千保１６２－４
富山県砺波市祖泉２１６－１
富山県砺波市太郎丸４０７－１
富山県砺波市鷹栖１８５６－１
富山県砺波市鷹栖５０５
富山県砺波市東保１２０１－１
富山県砺波市苗加１１６３－１
富山県砺波市苗加１３１１－３
富山県滑川市魚躬字小硲８９９－８
富山県滑川市栗山３５９６
富山県滑川市大掛１７６－１９
富山県滑川市東金屋５４、５５、５６、５７
富山県滑川市柳原７９番地９
富山県南砺市院林３２７
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電話番号
0766-44-1135
0766-44-1105
0766-45-1225
0766-44-1710
0766-64-4535
0766-64-0545
0766-64-6060
0766-64-4611
0766-64-1292
0766-31-1771
0766-24-8110
0766-21-0590
0763-37-8800
0763-32-3307
0763-37-2313
0763-33-2033
0763-32-3300
0763-32-2196
0763-32-6666
0763-32-2514
0763-33-6700
0763-33-2515
0763-33-1267
080-5044-0701
0763-34-5963
0763-33-2002
0763-37-2840
0763-33-3046
0763-33-2106
080-5044-0808
076-477-1114
076-471-2011
076-475-2500
076-475-1802
0763-22-4677

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

氷見市

下新川郡

中新川郡

事業所名
有限会社大恵商運 本社
ヤマト運輸株式会社 富山福光センター
有限会社昭信機工 本社営業所
有限会社大黒運輸ネットワーク 本社営業所
パイオニア建設株式会社 本社営業所
国勝運送株式会社 福光営業所
ヨシダ運送株式会社 本社
有限会社北陸旭輸送 本社営業所
アキタ株式会社 富山営業所
福光運輸株式会社 本社（営）
城北運送有限会社 本社営業所
福野運送株式会社 本社
スーパー物流有限会社 本社営業所
株式会社新陸運輸 本社
有限会社山二運輸 本社
中川トータルサービス株式会社 本社
有限会社弘益運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 氷見支店
株式会社婦中運輸 本社営業所
両越自動車株式会社 本社営業所
有限会社大谷運輸 本社営業所
鬼原省治 新川物流サービス
株式会社北都高速運輸倉庫黒部 黒部営業所
株式会社飯作運輸 本社営業所
北陸トナミ運輸株式会社 黒部事業所
サンエツ運輸株式会社 本社営業所
上越商事有限会社 本社
有限会社入善環境センター 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 入善センター
鍋谷運送株式会社 本社
豊商運輸株式会社 本社
有限会社アイワ運送 本社営業所
株式会社竹島 本社
株式会社日立物流中部 富山営業所
北信運輸株式会社 上市営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
富山県南砺市下吉江３１２－１
富山県南砺市下野１４７－１
富山県南砺市岩屋２－１
富山県南砺市岩武新３８７番２
富山県南砺市吉江中８９４
富山県南砺市細木１０番１
富山県南砺市松木５
富山県南砺市殿６４１－５
富山県南砺市縄蔵１３６－１
富山県南砺市苗島６７番１
富山県南砺市北野１２５－１
富山県南砺市野新２２１－２
富山県南砺市野新４２４番地１
富山県南砺市遊部３６６－１
富山県氷見市上田子２０４番地１
富山県氷見市大野字浦１２１７
富山県氷見市比美町２１３
富山県氷見市柳田１３１８
富山県下新川郡朝日町月山字十五万田２３６３－１
富山県下新川郡朝日町月山字西土万田１９４７
富山県下新川郡朝日町草野１７８－２
富山県下新川郡入善町浦山新２５８
富山県下新川郡入善町下飯野２１８番地１
富山県下新川郡入善町下飯野新３６４
富山県下新川郡入善町若栗新２１３番地１
富山県下新川郡入善町上飯野１２３０－１
富山県下新川郡入善町上飯野３６１－５
富山県下新川郡入善町上野１６７１－３
富山県下新川郡入善町入膳３５９－２
富山県下新川郡入善町椚山１４７９－１
富山県中新川郡上市町放士ケ瀬新４５番地１
富山県中新川郡舟橋村舟橋村国重１８０番地
富山県中新川郡舟橋村舟橋字東掛上９８９－７
富山県中新川郡上市町久金３１２ 日立物流内
富山県中新川郡上市町上条沖１９
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電話番号
0763-23-3011
080-5044-0798
0763-82-5566
0763-34-7470
0763-52-2351
0763-62-0561
0763-52-2211
0763-52-1155
0763-53-2061
0763-22-7887
0763-23-6180
0763-22-2128
0763-23-1880
0763-52-7777
0766-91-3773
0766-74-1336
0766-74-3800
080-5451-3520
0765-83-3024
0765-83-3101
0765-83-0101
0765-78-0471
0765-76-0380
0765-72-2531
0765-78-1105
0765-72-2121
0765-72-4113
0765-74-0555
080-5044-0689
0765-74-0012
076-472-5048
076-482-5545
076-464-1024
076-472-5735
076-473-2203

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
清水屋運輸倉庫株式会社 本社営業所
北陸トナミ運輸株式会社 富山営業所
有限会社立花運輸 本社営業所
有限会社村岡運輸 本社
立山物流株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 立山支店

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
富山県中新川郡上市町中江上２２６－１
富山県中新川郡上市町中青出１１１－１
富山県中新川郡上市町放土ヶ瀬１９７
富山県中新川郡立山町下段２２３
富山県中新川郡立山町五百石１４１
富山県中新川郡立山町若宮１８０
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電話番号
076-473-1177
076-473-1737
076-472-0682
076-463-3903
076-463-0604
080-5044-0749

主な輸送品目（任意掲載）

