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
北陸綜合警備保障株式会社 金沢警送事業所
株式会社北陸共配 本社営業所
株式会社山水 本社営業所
日栄運送株式会社 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
三恵物産株式会社 金沢営業所
ヤマト運輸株式会社 金沢小坂町センター
株式会社東山建材 本社営業所
金沢デンカ生コン輸送株式会社 金沢デンカ生コン
株式会社梶運送 金沢営業所
株式会社日本引越センター 本社営業所
大和物流株式会社 金沢営業所
石川アサヒ運送株式会社 本社営業所
安房運輸株式会社 金沢営業所
丸福物流サービス有限会社 本社営業所
有限会社グロウス 本社営業所
株式会社ＪＡアグリライン石川 本社営業所
株式会社デンテツ運輸 本社営業所
北陸ダイセキ株式会社 本社営業所
上野輸送株式会社 金沢営業所
宮下運輸株式会社 本社営業所
有限会社浜口商運 本社
竹原運輸株式会社 金沢営業所
北陸電通輸送株式会社 本社営業所
中居建設株式会社 本社営業所
株式会社浜庄運輸 本社営業所
明和運送有限会社 金沢営業所
有限会社エス・ティ物流 本社営業所
株式会社興商 本社営業所
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

※「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

（石川県）

住所
石川県金沢市いなほ２丁目７番地
石川県金沢市駅西新町２丁目１番９号
石川県金沢市駅西本町５丁目１００１番地、１００２番
地
石川県金沢市戸水１丁目３９２番地
石川県金沢市高畠３－２３７
石川県金沢市高柳町１－１
石川県金沢市四十万ユ３６
石川県金沢市小坂町北２１２－１
石川県金沢市小池町レ４３－１
石川県金沢市松寺町辰６６
石川県金沢市上安原南１番地
石川県金沢市神野町東２０２
石川県金沢市神野町東２０２番地
石川県金沢市西泉５－４１
石川県金沢市千木町ル２１８
石川県金沢市専光寺町そ１００
石川県金沢市専光寺町レ４番地４
石川県金沢市専光寺町口１１４－１
石川県金沢市打木町東１４３１－２
石川県金沢市打木町東３０２番地２
石川県金沢市大野町４丁目レ４０－１４２
石川県金沢市東蚊爪町１－２１
石川県金沢市東蚊爪町ラ１９
石川県金沢市福増町北８６０番地
石川県金沢市法光寺町ホ２２
石川県金沢市北間町ホ１６０－３
石川県金沢市湊１丁目１－４
石川県金沢市湊１丁目５５番地３４
石川県金沢市湊２丁目３７番地２
石川県金沢市湊４－３－８
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
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電話番号
076-269-8684
076-224-8009
076-260-2778
076-237-5121
076-291-0003
076-251-2859
076-298-8139
080-5098-0970
076-257-5691
076-238-1391
076-272-8250
076-249-0220
076-249-1101
076-267-8811
076-204-7100
076-266-0111
076-266-0707
076-266-0480
076-240-7776
076-249-6363
076-238-7771
076-238-7350
076-237-0245
076-249-7472
076-258-1133
076-238-0095
076-237-5522
076-238-7775
076-254-5234
076-214-5043
076-268-7089
080-6698-9884

H29.12.12
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
加賀市

かほく市

小松市

事業所名
福栄ロジスティクス株式会社 加賀営業所
株式会社エコネクト物流 加賀物流センター
明和運送有限会社 本社営業所
株式会社市の谷 本社営業所
甲信越福山通運株式会社 能登営業所
株式会社久保建材工業 本社営業所
北陸センコー運輸株式会社 高松営業所
有限会社キタ修整 本社営業所
大聖寺運輸株式会社 本社営業所
丸急運送株式会社 本社営業所
互応物流株式会社 北陸営業所
ヤマト運輸株式会社 小松串センター

七尾市

野々市市

能美市

白山市

吉村運送株式会社 吉村運送株式会社
株式会社とらすと 本社営業所
粟津運送株式会社 本社営業所
松川運送株式会社 本社営業所
志賀運輸株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 能登営業所
有限会社丸田建設運輸 本社
北国通運株式会社 本社営業所
七尾海陸運送株式会社 本社営業所
株式会社インプレス 野々市営業所
ヤマト運輸株式会社 金沢主管支店
東和トランスポート株式会社 石川営業所
有限会社能登物流 本社営業所
有限会社直人運輸 本社営業所
大協運送株式会社 本社
ナカムラ運送有限会社 白山営業所
有限会社水野通商 本社営業所
株式会社タッタ流通産業 本社営業所
有限会社築丸商事 本社営業所
久安重機運輸株式会社 本社
株式会社関西丸和ロジスティクス 石川営業所
清水屋運輸倉庫株式会社 北陸ＬＣ

※「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
石川県加賀市桑原町ハ９－１
石川県加賀市西島町チ３５番地
石川県加賀市大聖寺上福田町に５５－４，５５－１
石川県かほく市高松ア１８－９
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３４
石川県かほく市木津イ３６－１０
石川県小松市御館町乙４２－１
石川県小松市御館町乙４２－３
石川県小松市荒木田町ワ－８
石川県小松市今江町５丁目５３７、５３８、５３９，５
４０
石川県小松市那谷町れ２
石川県小松市符津町ソ２２番地
石川県小松市蓑輪町ニ２９－１
石川県小松市矢崎町丁３７－２
石川県七尾市奥原町上１７７－１，２
石川県七尾市大津町東小谷内１１－乙
石川県七尾市中島町中島６部４－１
石川県七尾市津向町和田３８
石川県七尾市矢田新町地先埋立地
石川県野々市市押野４丁目１１７番地
石川県野々市市御経塚３丁目２５番地
石川県野々市市堀内４－１６２
石川県能美市下ノ江町未１３４－１
石川県能美市大長野町リ３７番地
石川県能美市大浜町ク１４３
石川県白山市旭丘二丁目１１番地
石川県白山市宮永市町３１６－２
石川県白山市宮永町８３７，８３８，８３９，８４０，
８４１
石川県白山市宮保町１３７０－４
石川県白山市橋爪新町３０５－１、３０５－２
石川県白山市行町西７２，７３，７４，７５
石川県白山市上小川町８００番地１３
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電話番号
0761-76-2200
0761-75-6666
0761-77-2772
0761-73-2005
076-281-0206
076-281-3400
076-281-2676
076-285-2233
0761-23-2333
0761-24-0955
0761-47-1366
080-5098-0888
0761-65-1728
0761-46-5125
0761-44-2445
0761-21-3260
0767-62-2248
0767-68-3881
0767-66-0439
0767-52-3101
0767-53-1250
076-248-5353
076-249-7479
076-227-5015
0761-55-4489
0761-57-3195
0761-55-0321
090-3290-2802
076-274-4416
076-275-8666
076-276-2139
076-276-7797
076-273-4513
076-276-8211

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

羽咋郡

事業所名
北村建材株式会社 本社営業所
加賀運送株式会社 本社営業所
株式会社インプレス 白山物流センター
北陸センコー運輸株式会社 金沢営業所
国勝運送株式会社 松任営業所
有限会社ケィ．ケィ．エム 本社営業所
北陸通運株式会社 松任営業所
大高運輸株式会社 北陸営業所
株式会社戸坂運送店 本社営業所
株式会社青山運送 本社営業所
株式会社稲岡 本社営業所
株式会社稲岡運輸 本社営業所
株式会社宏栄商会 本社営業所
志賀興業建設株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 石川志賀センター
トナミ運輸株式会社 能登支店

※「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
石川県白山市上柏野町６１
石川県白山市水島町３３７
石川県白山市水島町５９２番地１
石川県白山市村井町５７０－１
石川県白山市中奥町２０１－１
石川県白山市徳丸町１２０番地４
石川県白山市徳丸町６３，６４
石川県白山市福留町６０７－１
石川県羽咋郡志賀町給分ニ６１
石川県羽咋郡志賀町字小室ろの１０番地１
石川県羽咋郡志賀町字徳田寅７６－７
石川県羽咋郡志賀町字徳田寅の７６－７
石川県羽咋郡志賀町富来領家町乙の５番地
石川県羽咋郡志賀町堀松７字１－１
石川県羽咋郡志賀町堀松へ３０番地３
石川県羽咋郡宝達志水町南吉田ろ ３３－１

3／3 ページ

電話番号
076-275-2892
076-277-1131
076-277-0978
076-274-4564
076-276-6645
076-274-5266
076-275-7322
076-277-1060
0767-42-0144
0767-38-1311
0767-37-2121
0767-37-2122
0767-42-1065
0767-32-5155
080-5481-7565
0767-28-4108

主な輸送品目（任意掲載）

