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
株式会社港栄運輸 本社営業所
射水運輸株式会社 富山営業所
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）
ヤマト運輸株式会社 富山山室センター
株式会社オレンジライン 本社
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
甲信越福山通運株式会社 富山支店
諸星運輸株式会社 富山営業所
富南急送株式会社 本社
日本郵便株式会社 富山西郵便局
北産運輸株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 富山二口センター
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
ヤマト運輸株式会社 婦中支店
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

若林運輸株式会社 本社
有限会社中尾運送 本社営業所
星崎運輸株式会社 富山営業所
中倉陸運株式会社 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
大恵運輸有限会社 本社営業所
株式会社エス・シー・エム商事 本社営業所
日通トランスポート株式会社 小杉営業所
三島野運送株式会社 本社営業所
協和運輸株式会社 本社
株式会社デリバリー 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。

安全性優良事業所

（富山県）

住所
富山県富山市海岸通稲千場割２５５
富山県富山市吉岡４６８
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
富山県富山市古寺字五味溜割４６３－３
富山県富山市黒瀬１７９番地３
富山県富山市上野３３２－５
富山県富山市上野３３２番地１
富山県富山市水橋市田袋１５－３０
富山県富山市西大沢４３０
富山県富山市西番５００番地
富山県富山市池多１６０２－１０
富山県富山市中田２－７８－２
富山県富山市二口３丁目４番地１３
富山県富山市八尾町新田１７９
富山県富山市八尾町新田１７９
富山県富山市婦中町砂子田３８８番地３
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
富山県富山市米田字今地１０１
富山県富山市豊城町４２８
富山県射水市橋下条１７４６番２
富山県射水市橋下条１９２６－４
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
富山県射水市小島６０６－４
富山県射水市新開発４６６番地
富山県射水市西高木２２８－１
富山県射水市土合１２４６－１
富山県射水市布目沢３３６－２
富山県射水市片口高場４２９
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電話番号
076-437-5325
076-429-5123
076-434-8966
076-482-3833
076-442-4353
080-6604-9260
076-491-2555
076-429-1120
076-428-9338
076-478-2922
076-468-3303
076-492-1739
076-427-1560
076-438-1221
080-5045-2854
076-455-3030
076-429-8011
080-5451-4152
076-466-9211
076-465-6620
076-438-1051
076-438-3710
0766-57-8884
0766-56-1035
0766-84-9291
0766-86-5516
0766-52-2277
0766-84-1320
0766-55-1411
0766-52-2252
0766-53-0080
0766-84-5605

H29.12.12
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

魚津市

小矢部市
黒部市

高岡市

砺波市

南砺市

氷見市

事業所名
福栄ロジスティクス株式会社 富山営業所
竹島運送株式会社 本社営業所
株式会社大成商運 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
ヤマト運輸株式会社 魚津支店
大和トランスポート株式会社 本社
株式会社此川運輸 本社
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
中川運輸株式会社 黒部
寿運送有限会社 富山
濃飛西濃運輸株式会社 黒部営業所
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
ヤマト運輸株式会社 高岡笹川センター
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
有限会社一山運送店 本社
株式会社テルサウェイズ 高岡
米田運輸有限会社 本社
上野輸送株式会社 富山営業所
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
甲信越福山通運株式会社 高岡営業所
株式会社城北 本社営業所
東部ネットワーク株式会社 北陸営業所
株式会社ホクウン 富山営業所
キョウエイトランスポート株式会社 本社営業所
有限会社大恵商運 本社
ヤマト運輸株式会社 富山福光センター
国勝運送株式会社 福光営業所
城北運送有限会社 本社営業所
有限会社山二運輸 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
富山県射水市堀内８１－１
富山県射水市有磯２－４－２
富山県射水市鷲塚５１－１
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
富山県魚津市大字大海寺野村字四ッ塚割６００５－３
富山県小矢部市赤倉１６８
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４０９３
富山県黒部市荻生５８８番地１
富山県黒部市黒部新６０
富山県黒部市若栗２６１番地
富山県黒部市若栗６０３
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
富山県高岡市高田島２０８
富山県高岡市赤祖父５１５番
富山県高岡市中曽根２６０－１
富山県高岡市長慶寺６１－２
富山県高岡市内免２丁目８番５５号
富山県高岡市能町字打山５５５－６３
富山県高岡市伏木磯町７８番２３
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本領７１１－１
富山県高岡市野村１０７０－１６
富山県砺波市権正寺８１
富山県砺波市西中１９９
富山県砺波市鷹栖１８５６－１
富山県南砺市下吉江３１２－１
富山県南砺市下野１４７－１
富山県南砺市細木１０番１
富山県南砺市北野１２５－１
富山県氷見市上田子２０４番地１

2／3 ページ

電話番号
0766-53-1341
0766-86-1003
0766-55-2365
0765-24-5520
0765-22-4787
080-5044-0665
0766-67-6111
0765-65-0013
0765-54-2555
0765-52-5752
0765-56-9167
0765-52-5558
0765-52-0221
0766-63-3311
080-5044-0655
080-6604-5352
080-5098-3459
080-5044-0678
0766-23-1967
0766-26-7373
0766-25-7300
0766-45-1225
0766-64-4535
0766-64-0545
0766-64-6060
0766-64-1292
0766-24-8110
0763-37-2313
0763-33-6700
0763-34-5963
0763-23-3011
080-5044-0798
0763-62-0561
0763-23-6180
0766-91-3773

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
下新川郡

中新川郡

事業所名
中川トータルサービス株式会社 本社
株式会社婦中運輸 本社営業所
株式会社北都高速運輸倉庫黒部 黒部営業所
上越商事有限会社 本社
豊商運輸株式会社 本社
株式会社竹島 本社
株式会社日立物流中部 富山営業所
清水屋運輸倉庫株式会社 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
富山県氷見市大野字浦１２１７
富山県下新川郡朝日町月山字十五万田２３６３－１
富山県下新川郡入善町下飯野２１８番地１
富山県下新川郡入善町上飯野３６１－５
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中江上２２６－１
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電話番号
0766-74-1336
0765-83-3024
0765-76-0380
0765-72-4113
076-472-5048
076-464-1024
076-472-5735
076-473-1177

主な輸送品目（任意掲載）

