富山県内における自動車運転代行業者一覧
令和4年3月2日
認定
番号

代行業者名

4 ひよこ代行
5

有限会社新和サービス商会
（しんわ代行）

6 Ｄ．Ｄ．Ｓ
8 大映代行運転

管轄
警察署

営業所所在地

電話番号

高岡

高岡市 上北島152-6

090-1639-7013

高岡

高岡市 中川一丁目５番36号

0766-25-2772

射水

射水市 二口字早稲田3109

0766-52-6549

富山南 富山市 山室191番地37

076-425-2928

10 ことぶき代行

砺波

砺波市 杉木４丁目４番地

0120-44-5233

14 いろは代行

氷見

氷見市 上泉1155番地

0766-91-1600

16 富士代行

魚津

魚津市 緑町７番15号

0765-24-2437

25 マリン代行

氷見

氷見市 北大町３－５

0766-72-1312

富山西 富山市 八尾町大杉2387番地１

076-455-3340

26 八尾おわら観光代行運転
32 ひまわり代行
36 ふちゅう代行
42 上滝代行
44 末広代行
52 つばめ代行
62

有限会社ササヨシ
（ササヨシ運転代行）

64 エコー運転代行

富山中央 富山市 藤木954番地
富山西 富山市 婦中町蔵島397番地２
富山中央 富山市 打出829番地
高岡

高岡市 福岡町小伊勢領126番地13

076-421-8948
090-2034-1515
090-3763-8901
0766-64-1820（福岡町）
0766-25-4656（高岡）

富山南 富山市 黒崎43番地１

076-422-4814

富山南 富山市 大町１番地５

076-493-4771

富山西 富山市 五艘1766番地７

076-441-1626

66 アルプス代行

上市

立山町 蔵本新387番28号

076-464-1985

74 アイリス代行

氷見

氷見市 窪1399番地１

0766-91-7770

75 フラワー代行

高岡

高岡市 戸出市野瀬854番地

0120-39-0605
0766-63-0605㈹
0766-63-5577（FAX）

82 丸の内代行運転
94 ニコニコ代行
99 有限会社マックス
106 アジア代行
112 小矢部代行
124

有限会社國士舘
（國士舘代行）

127 ＳＳ商事代行部
128 Ｇ・Ｍ代行
145 富士代行
152 ナイト代行

長江新町二丁目５番43－202号
押田ビル
五福4174番地５
富山西 富山市
宮田アパ－ト１階

富山中央 富山市

高岡

高岡市 戸出市野瀬614番地３

富山中央 富山市

水橋中村町２番地２
市住１棟204号

076-423-6857
076-482-4470
0766-63-8000
076-479-2580

小矢部 小矢部市 小矢部町７－２５

0766-68-1600

富山中央 富山市 綾田町一丁目12番

076-441-5478

富山西 富山市
滑川

滑川市 堀江56番地３

076-475-1889

富山中央 富山市 西中野本町８番３号

090-4321-7561

富山西 富山市 八尾町大杉２７１

076-454-6409
090-3764-7110

江尻字1253番地１
鎌倉ビル２Ｆ

154 セーフティ代行

高岡

高岡市

156 あさくら代行

射水

射水市 戸破1926番地

157 スドウ代行
160 ウエスト代行

富山中央 富山市 布目668番地
富山西 富山市 本郷中部458番地

0766-21-9591
090-3589-1288
076-435-1008
090-3298-2959
090-8968-1815

169 ゼロ代行

富山中央 富山市 布目2210番地40

090-1315-0201

175 日新代行

富山南 富山市 花崎1139番地10

076-483-3261

182 すばる代行

高岡

高岡市 戸出狼108番地の18

0766-63-4288

183 ぴよぴよ代行

富山南 富山市 西番45番地

090-7085-1414

192 めおと代行運転サービス

富山西 富山市

090-8091-8070

202 アルファ代行
220 新ロマンス運転代行

高岡

高岡市 江尻1401番地

富山南 富山市 大泉本町二丁目５番14号

0766-26-5867
076-425-6460
076-422-4649

221 こなみ代行

魚津

魚津市 天王32番地

0765-22-0434

223 龍代行

南砺

南砺市 下吉江48番地

0763-22-5123

224 エコー代行

氷見

氷見市 上田子1268番地

090-3297-2232

233 田中代行
234 エビス代行

富山南 富山市 堀（上堀町）33番地
富山中央 富山市 窪新町４－66

076-444-4317

247 ヒデちゃん代行

魚津

魚津市 本江3155－１ 208

0765-24-7789

251 相木代行

魚津

魚津市 観音堂1643番地２

0765-23-0390

252 ニコちゃん代行

黒部

黒部市 三日市3544番地

090-2032-7799

258 かご家代行

富山西 富山市 婦中町笹倉151番地

090-7084-0498

261 ＪＯＹ代行

滑川

滑川市 下梅沢130番地

090-6812-0742

264 ふるさと代行

上市

上市町 西町８番地１

090-2099-8265

265 Ｓｍｉｌｅ
272 Ｓｅｃｒｅｔ代行
273 アルファー代行
274 サンダーバーズ代行

富山中央 富山市 荒川３－１－６
射水

射水市 山本新445番地２

富山中央 富山市

綾田町２丁目４－６
綾田テナントビル101号

076-442-2271
0120-05-3623
076-438-3303

富山南 富山市 中市２丁目235－４

076-422-2219

275 クール代行

富山中央 富山市 下冨居一丁目17番地

090-9440-8778

277 ホタルイカ代行

富山中央 富山市 水橋開発町4032番地

076-478-1927

284 運転代行社ブルーバード

富山中央 富山市 曙町13－２シャト－曙101号

080-6356-6365

289 ＣＭ運転代行

富山南 富山市

西大泉16番１号
春日ビル３Ｆ

291 Ｐｕｒｅ代行

上市

立山町 蔵本新529番地の13

296 ひみ代行

氷見

氷見市

伊勢大町一丁目8番7号
ＴＫビル４Ｆ－Ｂ

076-493-5553
090-9765-6335
0766-72-6122

302 大月代行

富山中央 富山市 下赤江町二丁目９番６号

076-432-7979
090-6277-1333

304 クロバ代行２

富山中央 富山市 西長江一丁目６番21号

090-5687-1384

308 ハート代行
309 ＦＡＳＴ

ＳＴＡＲ代行

富山西 富山市 北代472番地１

080-1969-4321

富山西 富山市 婦中町速星584番地

0120-178-854

315 高陵代行

高岡

高岡市 伏木一宮１丁目６番18号

0120-401-200

327 高岡代行

高岡

高岡市 伏木一宮１丁目６番18号

0120-75-1788

芝園町二丁目５番１号
山崎マンション３－１

328 ＧＯＧＯ代行

富山中央 富山市

331 一夜運転代行

富山中央 富山市

090-2120-0018

333 コスモ代行

富山中央 富山市 中島三丁目５番34号

090-5176-1298

340 アレックス代行
343

運転代行
ＫＵＲＯＢＵＴＡ

344 ラブリー代行
345 ＴＯＫＩ代行
346 フェイス代行
347

城南交通株式会社
（城南代行）

射水

射水市 戸破2815番地

富山南 富山市 秋ケ島155-7
高岡

高岡市 明野町６番７号

富山中央 富山市
砺波

水橋辻ケ堂1275番地19
ヴィラ・シャロームⅡ102号室

砺波市 営業エリア富山市内

富山南 富山市 太田12番地25
吉作1662-2
ブリックハウス105号

090-3765-0005

090-4686-3574
076-413-7211
090-9763-8828
090-9440-5278
090-2125-6712
076-491-3863

348 Ｈａｐｐｙ代行

富山西 富山市

351 Ｔ・Ｓ代行

富山西 富山市 婦中町中名364番地

090-5174-5656

355 ８４運転代行

富山南 富山市 天正寺113

080-8690-8484

357 Ｅ－代行

富山南 富山市

上大久保1230番地３
サニ－テラスⅡ202号

076-481-6375

080-6366-7733

358 まいど代行

射水

射水市 中野368－４

090-9449-2432

359 マイティ代行

射水

射水市 小林426番地

0766-52-5204

360 ＢＵＢＵ代行

射水

射水市 二口2592－11

090-2832-7751

362 高岡１０８代行

高岡

高岡市 長慶寺303番地６

0766-54-6815

363 ＡＢＣ代行

高岡

高岡市 木津609番地１

090-2831-9047

367 ベル代行サービス
369 ふじのき代行
370 丸神代行
371 ピンズ代行
372 ＴＥＡＭ

ＴＡＫＡ

株式会社ａｑｕａ
（ａｑｕａ北陸）

381 ＭＵＵＮ代行

080-2958-5202

富山中央 富山市 弥生町一丁目５番14号

090-9441-3102

富山西 富山市 婦中町笹倉２番地19

090-1041-0509

上市

375 ＮＡＯＫＩ代行
376

富山南 富山市 高屋敷823番地15 ６-402号

上市町 北島

富山中央 富山市 柳町一丁目２番５号
東田地方町一丁目５番52号アパガ
－デンプレイス302号
吉島一丁目608－２
魚津 魚津市
大同林業吉島ビル２階
西田地方町１丁目４－８
富山中央 富山市
オフィス88 ２Ｆ
富山中央 富山市

090-7743-1144
090-3762-3366
090-3298-5221
0765-23-0344
090-6502-2736（受付）
0120-524-160

有限会社グリーン商事
（グリーン代行）
株式会社ＨＲＳ
386
（ＨＲＳ代行）
385

387 あっぷる代行
ＰＲＥＭＩＵＭ ＶＩＰ
代行
株式会社ＴＭＴサービス
394
（ダイヤモンド代行）
株式会社ＴＭＴ
394
（運転代行ＣＡＴ’Ｓ）
株式会社名水
395
（黒部名水代行）
393

400 運転代行社バッテリー
401 Ｅ，Ｙ運転代行
402 ＢＩＧ

ＭＯＯＮ

404 昭和代行

砺波

砺波市 林７８８番地

0120-54-1239

高岡

高岡市 二塚1170番地

080-3046-8406

魚津

魚津市 仏田2985番地４

0765-23-4004

富山中央 富山市 針原中町566番地５

090-1319-2356

富山中央 富山市 豊田町二丁目９番17号

076-442-2101

豊田町二丁目９番17号
ＴＭＴサ－ビス２F

076-442-2101

富山中央 富山市
黒部

黒部市 新牧野349番地

高岡

高岡市 鴨島町139番地

富山南 富山市 上野970番地
富山中央 富山市 下赤江町
黒部

黒部市 石田834－４

0765-57-1627
0120-57-1627

090-3885-0856
076-400-8056
080-2960-8297

408 典礼代行

富山南 富山市 小泉町163番地

090-6814-5570
090-9445-0012

410 中央代行

富山南 富山市 太田80番地83

076-413-8818

411 Ｐ・Ｆ代行

富山中央 富山市

新屋10番地
市営住宅３棟105号

076-451-1773
090-3888-0615

414 運転代行まいったー
415 キャッシュバック代行
416 Ａ代行
418 Ａｃｔｉｎｇ
419 ひばり代行
421 あい代行
422 レインボー代行
423 ヤマト代行
424 株式会社酔助代行
428

ＬｉｑｕｏｒＢｕｄｄｙ
代行

富山中央 富山市 窪新町１番26号
高岡

高岡市 伏木一宮１丁目12番21号

富山南 富山市
高岡

高岡市 神主町12番地

富山南 富山市
高岡

赤田563番地１
ライフＭアカダ105号

二口町五丁目６番地４
パナメゾンⅢ二口302号

076-443-1189
090-3763-9893
090-6043-3924
0766-25-1717
076-461-3242

高岡市 戸出6丁目10-17

富山中央 富山市 安田町３番８号

090-7085-5777

射水

射水市 作道2101番地１

0766-82-4996

上市

立山町 寺田ことぶき町52番地１

080-2958-0769

429 Ｏ．Ｋ代行

富山西 富山市 八尾町水谷2044番地11

080-8991-5252

430 あすりー運転代行

富山南 富山市 上袋348番地

080-6356-5711

432 だるま代行

富山南 富山市 長附317番地15

090-1631-4669

433 ダイワ代行
434

Ｇ．Ｉ商事株式会社
（げんちゃん代行）

高岡
高岡

大町4番23－208号
サンフラワ－大町Ｂ棟
佐野975番地
高岡市
エスケイホ－ムビル２階
高岡市

0766-25-0125
0766-92-2555

435 合同会社アシスト

高岡

高岡市 早川157番地11

0766-24-2354

436 めんどり代行

高岡

高岡市 福岡町上向田4950番地

0766-64-5021

438 日星代行運転

富山中央 富山市 荒川三丁目１－６

076-441-0555

440 ふしき代行
441 アーバン代行
442 ハロー代行
443 たくみ代行運転サービス

高岡

高岡市 伏木一宮１丁目１番57号

富山西 富山市 婦中町上田島154番地
滑川

滑川市 柳原83番地２

富山南 富山市

中市18番地
市営住宅8棟405号

080-5856-3319
0766-75-3555
076-465-5521
090-2371-9384
090-8969-5540

444 ＬＩＮＥ代行

富山中央 富山市 磯部町四丁目2番14号

070-4446-0869

447 Ｐｅａｃｈ代行

富山中央 富山市 東富山寿町一丁目５番11号

090-3764-5170

450 １０００代行
451 いちご代行
452 マリン代行
453 新栄くろべ代行
454 新マーク代行
455 ＱｕｅｅｅｅｅｎＺ代行
456 Ｆ代行

富山南 富山市 町村86番地30
上市

立山町 五百石16番地６

富山南 富山市 八日町２
黒部

黒部市

植木491－１
コ－トハウスＫ ２Ｆ

富山西 富山市

076-461-7739
076-456-6141
090-1634-8489
0120-547-481
0765-54-0088
076-461-5271

魚津

080-7652-9008

富山南 富山市

上野1066番地
ビレッジハウス富山南1棟107号

457 ＭＡＥＫＥＮ代行

富山中央

458 ＫＡＴＵＣＨＡＮ代行

富山中央

459 けいよん

富山中央 富山市 荒川３丁目１番６号

080-9067-2600

090-8701-5812

460 プライム代行

上市

上市町 大永田22番地

076-472-5728

461 立山町46代行

上市

立山町 前沢2529番地１

090-7537-2867

462 夢代行

高岡

高岡市 荻布516番地

0766-25-7226
090-1317-5023

463 帰りは代行

高岡

090-8263-9795

