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
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
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
株式会社ナチロジスティクス 富山
株式会社ニヤクコーポレーション 富山
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
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
ヤマト運輸株式会社 富山新屋支店
有限会社新栄運輸 本社営業所
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）
株式会社テルサウェイズ 本社営業所
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
米原商事株式会社 運輸機工部 富山営業所
アーク引越センター北陸株式会社 富山支店
富山県陸運株式会社 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

※「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
富山県富山市公文名１－１
富山県富山市四方荒屋字沢田７９－３
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
富山県富山市上野３３２－１６
富山県富山市上野３３２－２
富山県富山市新屋字殿田割１０
富山県富山市新庄町５８－４
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
富山県富山市中大久保字寺坂割３４９－３
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
富山県富山市八町８５８０
富山県富山市八日町２４３番地１５ 外１筆
富山県富山市婦中町青島３６－１
富山県富山市堀川町２５７－２
富山県富山市本郷字蒲池２３９５－２
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（富山県）
電話番号
076-431-3711
076-438-1235
080-5044-0727
076-433-2155
076-444-5076
076-495-2222
076-436-7036
076-443-8912
076-444-0800
076-445-5060
076-444-7433
076-435-2022
076-425-0262
076-435-3544
076-451-0202
076-441-7141
076-452-1110
076-429-6300
076-429-4141
080-5044-0839
076-451-9527
076-482-4823
076-434-2036
076-482-4111
076-482-3240
076-467-2200
076-431-1121
076-437-7115
076-434-3331
076-428-0003
076-466-2322
076-421-3383
080-5044-0777

H28.12.15
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
射水市

事業所名
三進運送株式会社 本社
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
有限会社北高運輸 本社
明穂輸送株式会社 本社
大幸運輸株式会社 本社
北陸名鉄急配株式会社 富山支店
城西物流倉庫株式会社 富山中央営業所

小矢部市

黒部市

サンエツ運輸株式会社 新湊営業所
河島運輸株式会社 本社
松岡満運輸株式会社 富山営業所
ヤマト運輸株式会社 富山物流システム支店
八代運送株式会社 本社
岡山県貨物運送株式会社 富山営業所
大聖寺運輸株式会社 富山営業所
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
トミレ運輸株式会社 小杉営業所
株式会社富山アクティー 本社営業所
石川トナミ運輸株式会社 小杉営業所
日通富山運輸株式会社 富山中央ターミナル営業所
ダイセーエブリー二十四株式会社 富山センター
有限会社中島運送 本社営業所
石動運送株式会社 本社営業所
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
ヤマト運輸株式会社 黒部支店
カトーレック株式会社 富山営業所
大和物流株式会社 富山東営業所
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

※「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２９６
富山県射水市高木３３６－２
富山県射水市今井１５７（調整区域）
富山県射水市手崎字針原３５６－３
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
富山県射水市新堀５番地
富山県射水市西高木２１－１
富山県射水市西高木２２８番地１
富山県射水市赤井１２１－６
富山県射水市赤井１９４番地
富山県射水市大江１６２１－１
富山県射水市白石３１５－１
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丁目４番地４
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一丁目１０番地１
富山県小矢部市岩武字東島８２５－３
富山県小矢部市赤倉２２１
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
富山県黒部市荻生１０７５－１
富山県黒部市古御堂５１－１
富山県黒部市若栗１９０－１，１９１－２
富山県黒部市北野４４
富山県黒部市北野４４番地
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電話番号
0766-30-8853
0766-52-7325
0766-52-8600
0766-84-5556
0766-82-7600
0766-84-8855
0766-84-1008
0764-55-3680
0766-55-8950
0766-86-5801
0766-55-0808
0766-55-4911
080-6692-0808
0766-52-3459
0766-55-4811
0766-55-4707
0766-55-1935
0766-55-3993
0766-86-3730
0766-56-3888
0766-30-2294
0766-56-8310
0766-57-3850
0766-53-7066
0766-61-2038
0766-67-0814
0766-69-8582
0766-69-7021
090-7085-0129
080-5044-0758
0765-52-5555
0765-56-5350
0765-52-1206
0765-52-1235

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
高岡市

砺波市

滑川市
南砺市

氷見市
下新川郡

中新川郡

事業所名
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
日本郵便株式会社 高岡郵便局
三和運輸株式会社 本社
呉西運送株式会社 本社
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
ケミプラス株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 高岡支店
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
東光運輸株式会社 本社営業所
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
日本郵便株式会社 砺波郵便局
呉西運輸有限会社 本社
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
株式会社南砺工業所 本社
有限会社昭信機工 本社営業所
秋田運輸株式会社 富山営業所
福光運輸株式会社 本社（営）
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
ヤマト運輸株式会社 氷見支店
有限会社大谷運輸 本社営業所
鬼原省治 本社営業所
北陸トナミ運輸株式会社 黒部事業所
ヤマト運輸株式会社 入善センター
有限会社立花運輸 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
富山県高岡市御馬出町３４
富山県高岡市向野本町１３７－８
富山県高岡市江尻３６６－１
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
富山県高岡市石瀬１９２８番地
富山県高岡市内免２－２０１－１
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２－４１－５
富山県砺波市東保１２０１－１
富山県砺波市栄町１－２
富山県砺波市三島町１１－３
富山県砺波市杉木一丁目１６５番地
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１３１１－３
富山県滑川市魚躬字小硲８９９－８
富山県南砺市院林３２７
富山県南砺市岩屋２－１
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
富山県氷見市柳田１３１８
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若栗新２１３番地１
富山県下新川郡入善町入膳３５９－２
富山県中新川郡上市町放土ヶ瀬１９７
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電話番号
0766-24-9562
0766-24-0248
0766-84-1900
0766-28-5100
0766-23-0336
0766-21-0689
0766-25-7770
0766-21-2030
0766-21-9825
0766-22-7893
080-5044-0823
0766-22-0473
0766-21-9812
0766-44-0890
0763-37-8800
0763-32-3307
0763-32-3300
0763-32-2514
0763-33-2002
0763-37-2840
0763-33-2106
080-5044-0808
0763-22-4677
0763-82-5566
0763-53-2061
0763-22-7887
0763-22-2128
0763-23-1880
0763-52-7777
080-5451-3520
0765-83-0101
0765-78-0471
0765-78-1105
080-5044-0689
076-472-0682

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
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
富山県中新川郡立山町若宮１８０
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電話番号
080-5044-0749

主な輸送品目（任意掲載）

