
申請者 有限会社ピオーネ交通　（法人番号　1260002026743 ）
運行の態様 路線不定期 キロ程
路線 岡山県高梁市旭町１３１７－２ 岡山県高梁市奥万田 11.0
運行系統 楢井備中松山城展望台線
運行の態様 区域運行
営業の区域 玉川地区
認可年月日 平成28年6月24日
備考 路線新設、区域新設

申請者 勝田交通株式会社　（法人番号　4260001019654 ）
運行の態様 路線不定期 キロ程
路線 岡山県津山市南町１－９４ 岡山県真庭市久世２９２７番地２ 27.46
運行系統 真庭・津山線
認可年月日 平成28年6月24日
備考 路線新設

申請者 サンタクシー有限会社　（法人番号　1280002010927  ）
運行の態様 路線不定期 キロ程
路線 島根県隠岐郡隠岐の島町今津奥田３５８－５ 島根県隠岐郡隠岐の島町今津森５４８－３６ 0.9

島根県隠岐郡隠岐の島町今津田垣８４６－５ 島根県隠岐郡隠岐の島町岬町岬１８５３－４２４先 2.1
運行系統 岸浜・今津線、岬町線
認可年月日 平成28年6月28日
備考 路線延長

申請者 西田　剛
営業区域 山口県、福岡県北九州市門司区
営業所の位置 山口県下関市菊川町大字楢崎字妻月９４４番
車両数 小型３両
許可年月日 平成28年6月24日

一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画変更について次のとおり認可した

一般貸切旅客自動車運送事業について次の通り許可した



申請者の氏名又は名称 法人番号 営業区域 営業所の名称・位置
営業所別
配置車両数

許可年月日 備考

絹川　博一 広島県
上下介護タクシー
広島県府中市上下町上下１４１
１－２２

1両 H28.6.1 福祉輸送限定

認可年月日 備考

H28.6.29 全部譲渡

事業者名 法人番号 営業区域 許可年月日 備考

岡山交通株式会社 法人番号:9260001000972

岡山市
倉敷交通圏
福山交通圏

H28.6.27

事業者名 法人番号 営業区域 廃止年月日 備考

一般社団法人　小春日和 法人番号:7260005009459 岡山県 H28.3.1 福祉輸送限定

横山　博美 岡山市 H28.5.31 一人一車制

株式会社ワールド 法人番号:1240001034757 福山交通圏 H28.5.31

花本　裕 広島交通圏 H28.6.3 一人一車制

木村　正昭 広島交通圏 H28.6.13 一人一車制広島県広島市

◎一般乗用旅客自動車運送事業の運送約款変更について、次のとおり認可した。

主たる事務所の位置

広島県広島市

◎一般乗用旅客自動車運送事業の廃止届を受理した。

事業者住所

岡山県岡山市

岡山県岡山市

広島県福山市

岡山県岡山市南区豊成一丁目１４番１２号

由宇タクシー有限会社
(法人番号：9250002019014)
代表取締役　松本延昭
（山口県岩国市由宇町南二丁目１－９）

有限会社通津タクシー
(法人番号：2250002018278)
代表取締役　隅　泰男
（山口県岩国市通津２８９１－５）

一般乗用旅客自動車運送事業の許認可等について

（平成28年6月分）

◎一般乗用旅客自動車運送事業の経営について、次のとおり許可した。

◎一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡譲受について、次のとおり認可した。

譲　渡　人 譲　受　人



◎　一般貨物自動車運送事業の経営について、次のとおり許可した。

中国自貨 申　　請　　者 法人番号 代表者名 主たる事務所 電話番号 車両数 許可年月日
一般
霊柩の
別

４１ 株式会社　リープ 9270001006382 石原　和人 鳥取県日野郡日南町菅沢872番地1 0859-87-0500 5 H28.6.2 一般

４３ 株式会社　オキタ 3240001024005 沖田　忠行 広島県山県郡北広島町阿坂11145番地702 0826-72-4288 5 H28.6.8 一般

６０ 株式会社　橋本陸運 4260001029257 橋本　清司 岡山県岡山市中区倉富497 090-7892-4649 5 H28.6.17 一般

５１ 株式会社　やま藤 8260001016466 藤井　啓明 岡山県倉敷市福井176-12 086-426-6068 5 H28.6.14 一般

４５ 株式会社　三徳興産 7270001004207 長谷川　泉 鳥取県米子市榎原1452番地1 0859-26-0508 5 H28.6.8 一般

６６ 有限会社　日南セントラル運送 2270002008624 荒木　征一 鳥取県日野郡日南町佐木谷1075-11 0859-87-0111 8 H28.6.24 一般

４４ 河野建設　株式会社 9280001004476 河野　千加子
島根県浜田市三隅町下古和1000番地6,1000番地
7,1001番地3

0855-35-1121 5 H28.6.8 一般

７１ 株式会社　ピースカンパニー 3260001026833 芝　健樹 岡山県真庭市上中津ﾉ井590-2 080-2936-5934 5 H28.6.24 一般

５４ 株式会社　ウォーム運輸 5260001029347 加納　篤史 岡山県岡山市北区奉還町3-2-14 090-7770-3344 5 H28.6.15 一般

５５ 株式会社　吉延物流 6260001029346 吉延　清太郎 岡山県岡山市北区庭瀬265-19 090-7376-2933 5 H28.6.15 一般

５９ 有限会社　北央工業 1270002002586 北邑　廣子 鳥取県鳥取市国府町麻生222番地 0857-27-6062 5 H28.6.17 一般

５３ 有限会社　山田石油店 3240002029614 山田　照明 広島県山県郡北広島町壬生58番地の1 0826-72-2352 5 H28.6.14 一般



◎　一般貨物自動車運送事業の譲渡譲受等について、次のとおり認可した。

法人番号 法人番号

7260001004760 5260001029173 H28.6.24

H28.6.24

9240001003309 5240001017329 H28.6.24

H28.6.24

H28.6.14

H28.6.14

広島県 広島県

小山　隆治 小山　由議

鳥取県 鳥取県

株式会社　弘設 株式会社　三田億工業

株式会社　轟運送

合併  利用有

譲渡譲受

備考

株式会社　轟建運

岡山県 岡山県

旧事業者

所在地

新事業者

所在地
認可年月日

譲渡譲受  利用
有



◎　第一種貨物利用運送事業について、次のとおり登録した。

申請者 法人番号 主たる事務所 登録年月日 備考

福東工業　株式会社 6240001031898 広島県福山市大門5丁目10番20号 H28.6.16 利用登録

高田　清 岡山県岡山市中区平井6丁目4-17 201号 H28.6.9 利用登録

株式会社　西日本運輸サービス 4120001197910
広島県広島市安佐北区安佐町大字毛木字大坪
249

H28.6.24 利用登録



◎　事業（貨物自動車運送事業・利用運送事業）廃止の届出について、次のとおり受理した。

事　業　者　名 法人番号 住　　　　所 廃止日 備    考

一般
特定
利用
霊柩の別

利用有無

有限会社　ミササ貨物運送 1240002031200 広島県安芸高田市向原町坂1568 H28.3.31 利用運送事業 利用 -

有限会社　マルユ運送 2280002010653 島根県鹿足郡吉賀町九郎原108-1 H28.6.6 一般（利用無） 一般 無

有限会社　カワショウ 4260002024455 岡山県倉敷市中庄2881番地18 H28.6.3 一般（利用有） 一般 有

有限会社　マルユ運送 2280002010653 島根県鹿足郡吉賀町九郎原108-1 H28.6.6 利用運送事業 利用 -

備南開発　株式会社 3260001022436 岡山県玉野市明神町13番27号 H28.6.23 利用運送事業 利用 -


