貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
金沢市

事業所名
株式会社新開トランスポートシステムズ 金沢営業所
稲沢運輸株式会社 金沢営業所
石川コープロジスティクス株式会社 本社営業所
アーク引越センター北陸株式会社 本社営業所
センコー株式会社 金沢コンテナ営業所
日本通運株式会社 金沢支店 高柳物流事業所
株式会社東山建材 本社営業所
福井貨物自動車株式会社 金沢支店
ヤマト運輸株式会社 金沢上荒屋支店
株式会社日本引越センター 本社営業所
トナミ運輸株式会社 金沢支店
株式会社ミツノリ 金沢支店
有限会社新栄建設工業 本社営業所
株式会社ライフアトラス 金沢支店
日本通運株式会社 金沢支店専光寺物流センター
北陸荷物株式会社 専光寺物流センター
有限会社ヒヨリ運輸 本社営業所
西川輸送株式会社 本社営業所
有限会社グロウス 本社営業所
東夥油漕株式会社 金沢営業所
クリーンライフ株式会社 本社営業所
中作運輸株式会社 本社営業所
兼六運輸株式会社 本社営業所
吉沢運送株式会社 金沢営業所
丸運トラック株式会社 金沢営業所
濃飛西濃運輸株式会社 金沢港営業所
日本通運株式会社 金沢支店 国際物流センター
日本通運株式会社 金沢警送事業所
北陸名鉄急配株式会社 金沢支店
甲信越福山通運株式会社 金沢東営業所
有限会社山田運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 金沢無量寺センター
佐川急便株式会社 金沢営業所

※「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

石川県金沢市近岡町３７６－１
石川県金沢市古府２－１５１，１５２
石川県金沢市古府２丁目１８８－４
石川県金沢市高畠３－２３７
石川県金沢市高柳町１－１
石川県金沢市高柳町１字１５－１
石川県金沢市小池町レ４３－１
石川県金沢市松寺町申１０８番地
石川県金沢市上安原南１０７
石川県金沢市神野町東２０２
石川県金沢市神野町東２０２
石川県金沢市神野町東８９
石川県金沢市畝田東４丁目１１６１番地
石川県金沢市千木町ル２１１番地
石川県金沢市専光寺町イ５４
石川県金沢市専光寺町そ１０１
石川県金沢市専光寺町タ１５番地
石川県金沢市専光寺町レ３－２９
石川県金沢市専光寺町レ４番地４
石川県金沢市大野町４丁目レ４０番１６２
石川県金沢市田上本町５８街区６
石川県金沢市東蚊爪町１丁目３４－１
石川県金沢市二日市町ヘ９８番地
石川県金沢市湊１－５６－３
石川県金沢市湊１丁目５５－３４
石川県金沢市湊３丁目２９－３
石川県金沢市湊３丁目５－２
石川県金沢市湊３丁目５番地２
石川県金沢市湊３丁目８－１２
石川県金沢市湊４丁目５４－２
石川県金沢市無量寺２丁目４２番地１
石川県金沢市無量寺町ホ１１８番地
石川県金沢市木越町ト８０－１
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（石川県）
電話番号
076-238-5222
076-240-4561
076-269-2508
076-291-0003
076-251-2859
076-252-1121
076-257-5691
076-237-0100
080-5044-4499
076-249-0220
076-249-1073
076-249-0088
076-268-1863
076-258-6767
076-268-4500
076-268-8981
076-275-1271
076-266-2755
076-266-0707
076-238-0845
076-229-2961
076-239-4045
076-257-4098
076-237-1260
076-238-7775
076-238-5756
076-238-5915
076-239-0901
076-238-8118
076-239-0551
076-268-7089
080-6698-9884
076-257-5433

H27.12.15
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
加賀市

かほく市

小松市

七尾市

野々市市
羽咋市

能美市

事業所名
福栄ロジスティクス株式会社 加賀営業所
株式会社新陸運輸 加賀営業所
株式会社大同ゼネラルサービス 本社営業所
宇谷運輸株式会社 本店営業所
丸運トラック株式会社 本社営業所
株式会社久保建材工業 本社営業所
株式会社北陸カイリック 本社営業所
北陸センコー運輸株式会社 高松営業所
有限会社北陸建運 本社営業所
有限会社キタ修整 本社営業所
日本通運株式会社 小松支店重機引越センター
高橋配送有限会社 本社営業所
株式会社三和油送 本社営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 小松営業所
株式会社岸野運送 本社営業所
沖津運輸株式会社 小松営業所
トナミ運輸株式会社 小松支店
メイホウ輸送株式会社 本社営業所
日通トランスポート株式会社 加賀支店
北陸石井運輸株式会社 七尾営業所
有限会社あきら物流 本社営業所
株式会社シンクラン 能登営業所
七尾海陸運送株式会社 七尾営業所
丸一運輸株式会社 本社営業所
野々市商事株式会社 本社営業所
西村運送有限会社 本社営業所
北陸名鉄運輸株式会社 羽咋営業所
山田運輸株式会社 本社営業所
有限会社谷口物流サービス 本社営業所
有限会社能登物流 本社営業所
斎藤運輸倉庫株式会社 本社営業所
折戸運送有限会社 本社営業所
株式会社吉田倉庫 南物流センター
大協運送株式会社 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
石川県加賀市宇谷町ヤ１－２４
石川県加賀市宇谷町ヤ１－２４
石川県加賀市熊坂町ホ８７番地１
石川県加賀市小塩辻町４番
石川県加賀市西島町チ６１
石川県かほく市高松ミ２１番地１
石川県かほく市高松乙２番２３
石川県かほく市高松乙２番３４
石川県かほく市七窪タ６８－１
石川県かほく市木津イ３６－１０
石川県小松市下牧町イ１、２、３、４、己８１、８２、
８３、８４－１
石川県小松市御館町乙１番地３
石川県小松市今江町９－６４５
石川県小松市佐美町壬２２－１
石川県小松市三谷町さ５１－１
石川県小松市梯町へ２５
石川県小松市二ツ梨町ヘ５８
石川県小松市平面町り８８－１
石川県小松市矢田野町５５字３５－１
石川県七尾市江曽町ロ４－１
石川県七尾市佐味町ハ部１３番地１
石川県七尾市中島町中島二部１－４
石川県七尾市矢田新町地先埋立地
石川県七尾市矢田町二部１
石川県野々市市本町６丁目１０番３５号
石川県羽咋市一ノ宮町１５８－１
石川県羽咋市寺家町ル６－７
石川県羽咋市滝町７１－１
石川県羽咋市鶴多町鶴多田１－１
石川県能美市下ノ江町未１３４－１
石川県能美市小長野町イ６２－１
石川県能美市西任田町ト１４－１
石川県能美市赤井町は１４１番１
石川県能美市大浜町ク１４３
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電話番号
0761-76-2200
0761-76-4820
0761-72-3905
0761-76-0809
0761-77-2788
076-281-3400
076-281-3337
076-281-2676
076-283-1909
076-285-2233
0761-22-3701
0761-24-6548
0761-24-0011
0761-24-6360
0761-23-2210
0761-24-1230
0761-43-1706
0761-24-2283
0761-43-3266
0767-57-3073
0767-54-0252
0766-66-2611
0767-53-1250
0767-53-0252
076-248-3171
0767-22-6567
0767-22-2740
0767-22-5553
0767-22-7908
0761-55-4489
0761-57-1200
0761-58-4010
0761-55-2103
0761-55-0321

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
東洋運輸株式会社 石川営業所

白山市

鹿島郡
能美郡
羽咋郡
鳳珠郡

セイノースーパーエクスプレス株式会社 金沢営業所
ＳＢＳフレックネット株式会社 北陸営業所
濃飛西濃運輸株式会社 金沢支店
株式会社シキケミカル 本社営業所
有限会社水野通商 本社営業所
日本ルートサービス株式会社 北陸事業所
ヤマト運輸株式会社 石川鶴来センター
清水屋運輸倉庫株式会社 北陸ＬＣ
北村建材株式会社 本社営業所
中部日立物流サービス株式会社 石川営業所
株式会社鷺富運送 鶴来営業所
株式会社シンクラン 石川営業所
株式会社インプレス 白山物流センター
有限会社北建材運輸 本社営業所
株式会社北陸ロジスティックス 本社営業所
北陸石井運輸株式会社 金沢営業所
佐川急便株式会社 白山営業所
センコー株式会社 金沢営業所
有限会社ケィ．ケィ．エム 本社営業所
有限会社公利輸送 本社営業所
北陸貨物運輸株式会社 白山営業所
中越運送株式会社 金沢営業所
日本通運株式会社 金沢支店 七尾営業課
是則北陸運輸株式会社 良川営業所
みなと梱包運送株式会社 本社営業所
日章トラック株式会社 本社
大島産業物流株式会社 能登営業所
トナミ運輸株式会社 能登支店
佐川急便株式会社 柳田営業所

※「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
石川県能美市北市町リ９番地（郵便宛先 北市リ１番地
東リ工場内）
石川県白山市横江町９９３番地
石川県白山市旭丘３－１８
石川県白山市横江町９８０
石川県白山市横町１０７番地
石川県白山市宮永市町３１６番地２
石川県白山市鹿島町二号３０
石川県白山市小柳町ろ２２６－１、２２６－２
石川県白山市上小川町８００番地１３
石川県白山市上柏野町６１
石川県白山市森島町う１４０－１３
石川県白山市森島町う１８１－３
石川県白山市水島町４８０
石川県白山市水島町５９２番地１
石川県白山市水島町９９０番地１
石川県白山市西米光町ト２番地１
石川県白山市倉部町２０１１
石川県白山市相川新町６０８番１
石川県白山市村井町５７０－１
石川県白山市徳丸町１２０番地４
石川県白山市熱野町イ５１－３
石川県白山市八田町１７３０
石川県白山市番匠町３４９
石川県鹿島郡中能登町大槻イ部７５番地１
石川県鹿島郡中能登町良川よ１
石川県能美郡川北町橘２６０番地１
石川県能美郡川北町字田子島い７
石川県羽咋郡宝達志水町今浜ホ１５５－１，３，２
石川県羽咋郡宝達志水町南吉田ろ３３－１
石川県鳳珠郡能登町字天坂ろ２８
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電話番号
0761-51-4583
076-274-6680
076-276-7771
076-274-2221
076-275-1468
076-274-4416
076-259-0786
080-5045-7417
076-276-8211
076-275-2892
076-273-5875
076-273-9400
076-277-3690
076-277-0978
076-277-7325
076-278-2001
076-276-0609
076-274-5111
076-275-8201
076-274-5266
076-272-3331
076-275-3880
076-275-6101
0767-74-2250
0767-74-1145
076-277-8577
076-277-1401
0767-28-3100
0767-28-4108
0768-76-0229

主な輸送品目（任意掲載）

