
申請者 萩近鉄タクシー株式会社　（法人番号　2250001008057  ）
運行の態様 区域運行
営業の区域 萩地区（旧萩市内全域）～福岡空港

認可年月日 平成28年8月9日
備考 区域新設

申請者 いわくにバス株式会社　（法人番号　7250001012293  ）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 山口県岩国市今津町１丁目９－２１番地先 山口県岩国市今津町１丁目１０－１３番地先 0.1

山口県岩国市錦見７丁目８－２２番地先 山口県岩国市岩国２丁目７－３３番地先 0.7
運行系統 桜ヶ丘線（岩国駅～錦帯橋）
認可年月日 平成28年8月31日
備考 路線延長

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



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

山本　剛 広島県
古市営業所
広島県広島市安佐南区古市３丁
目９－８

1両 H28.8.23 福祉輸送限定

特定非営利活動法人　周南コアラ 法人番号:6250005008223 山口県
周南コアラ介護タクシー営業所
山口県周南市大字安田９７６番地

1両 H28.8.23 福祉輸送限定

株式会社絆 法人番号:4270001006998 鳥取県
株式会社絆営業所
鳥取県倉吉市福吉町二丁目
１５３３－６

3両 H28.8.25 福祉輸送限定

認可年月日 備考

H28.8.30 全部譲渡

事業者名 法人番号 営業区域 認可年月日 備考

浅口タクシー株式会社 法人番号:8260001012449 倉敷市 H28.8.9

岡山タクシー株式会社 法人番号:2260001001192

岡山市（旧瀬
戸町、建部町
除く）

H28.8.9

総社両備タクシー株式会社 法人番号:7260001015948

総社市
（患者限定：
岡山県）

H28.8.9

両備グレースタクシー株式会社 法人番号:2260001000962

岡山市（旧瀬
戸町、建部町
除く）

H28.8.9

両備ホールディングス株式会社 法人番号:7260001007086

岡山市（旧瀬
戸町、建部町
除く）

H28.8.9

金子　勝巳 広島交通圏 H28.8.22 一人一車制

西光　克彦 広島交通圏 H28.8.22 一人一車制

松長　孝樹 広島交通圏 H28.8.22 一人一車制

金山　隆司 広島交通圏 H28.8.22 一人一車制

阿瀬田　昌弥 広島交通圏 H28.8.22 一人一車制

大西　敬三 広島交通圏 H28.8.22 一人一車制

東備バス株式会社 法人番号:9260001021754 瀬戸内市 H28.8.31

認可年月日 備考

H28.8.1

事業者名 法人番号 営業区域 廃止年月日 備考

為近　信昭 下関市 H28.7.25 一人一車制

筬島　定孝 呉市A H28.7.29 一人一車制

てのひら株式会社 法人番号:1270001006183 鳥取県 H28.7.28 福祉輸送限定

サニー産業有限会社 法人番号:8240002044451 広島県 H28.7.31 福祉輸送限定

米田　優 広島交通圏 H28.8.9 一人一車制

広島県広島市

広島県広島市

広島県広島市

広島県福山市

広島県呉市

鳥取県鳥取市

岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓３９１１－３７

◎一般乗用旅客自動車運送事業の相続による事業継続について、次のとおり認可した。

被相続人 相続人

上田　君雄
（広島県東広島市河内町宇山３２９番地）

上田　泰彦
（広島県東広島市河内町入野２０５６番地１）

◎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

山口県下関市

◎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

岡山県倉敷市玉島１３６９番地の１

岡山県岡山市南区豊浜町１１番４７号

岡山県総社市井尻野７１４番２号

岡山県岡山市中区国富１丁目１４番１４号

岡山県岡山市東区西大寺上１丁目１番５０号

広島県広島市

広島県広島市

広島県広島市

広島県広島市

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8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

有限会社安全タクシー
（法人番号：8260002030301）
岡山県美作市明見３３５－１

有限会社ナイカイグループ
（法人番号：5260002030592）
岡山県美作市豊国原３５０－５



◎　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。

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

堀田産業　株式会社 4250001002215 堀田　佳典 山口県防府市国衙2丁目1-47 0835-23-6381 5 H28.8.9 一般

泰海運輸工業　株式会社 6240001048934 重村　雅之 広島県広島市安佐北区上深川町字森之木807番1 082-847-3027 5 H28.8.9 一般

有限会社　中尾木材 2240002011630 中尾　光博 広島県広島市安佐北区安佐町大字飯室4336-5 082-835-2565 5 H28.8.7 一般

スーパーサポート　株式会社 2280001007139 星野　健 島根県出雲市白枝町1343番地3 0853-21-2209 5 H28.8.9 一般

株式会社　山﨑産業 8240001049393 山﨑　秀明 広島県広島市佐伯区河内南二丁目23番10号 082-521-4323 5 H28.8.19 一般

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

072-865-3768 5 H28.8.9 一般

有限会社　山崎商会 2240002028550 鈴木　明夫 広島県東広島市八本松西2丁目3番29号 082-428-8822 7 H28.8.9 一般

株式会社　優美ライン 6280001007093 河田　将茂 島根県邑智郡川本町大字因原434番地1 090-4806-6792 5 H28.8.9 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

2260001011209 2260001009574 H28.8.3

H28.8.3

4240001047087 H28.8.23

H28.8.23

9260001029657 H28.8.5

H28.8.5

備考
旧事業者

所在地

新事業者

所在地
認可年月日

譲渡譲受

譲渡譲受

譲渡譲受  利用
有

ア・オリジナル　株式会
社

株式会社　コーホク

岡山県岡山県

山田　雅治 株式会社　ヤママサ興業

広島県 広島県

長田　強 三晃運輸株式会社

岡山県 岡山県



◎　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

株式会社　LAUGHTER 8240001049617 広島県広島市安佐南区伴北七丁目24番17号 H28.8.3 利用登録

グローロジスティクス株式会社 1250001013504
山口県下関市東大和町1丁目4番32号ｶﾈﾐﾂﾋﾞﾙ
102号

H28.8.29 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

船附　基 広島県三原市鷺浦町向田野浦990 H28.7.26 一般（利用無） 一般 無

有限会社　横野運送 6260002029691 岡山県津山市上横野1942番地 H28.7.31 一般（利用無） 一般 無

瀬戸内ファーム　有限会社 2260002023772 岡山県総社市駅前二丁目11番30号 H28.4.25 霊柩（利用無） 霊柩 無

大野工業　株式会社 7250001012806 山口県大島郡周防大島町大字伊保田909番地3 H28.8.4 一般（利用有） 一般 有

備北運送　有限会社 2240002031736 広島県庄原市東城町久代2450番地4 H28.6.30 一般（利用無） 一般 無

第一運送　株式会社 2260001021595 岡山県備前市伊里中224番地 H28.8.19 一般（利用有） 一般 有

深井　公元 山口県宇部市大字川上380-44 H28.8.1 特定（利用無） 特定 無

市川通商　株式会社 3260001022155 岡山県玉野市宇野1丁目43番1号 H28.8.30 一般（利用有） 一般 有


