
申請者 宇野自動車株式会社　（法人番号　 1260001000674   ）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 岡山県岡山市中区浜１－１－２９番地先 岡山県岡山市北区弓之町１７－２番地先 0.57
運行系統 後楽園線
認可年月日 平成29年4月7日
備考 後楽園線系統新設に伴う路線延長

申請者 WILLER EXPRESS 関東株式会社　（法人番号　 5010401101630   ）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 岡山県岡山市北区伊島町2丁目20-29 岡山県岡山市北区富町2丁目3-29　他 2.37
運行系統 TDL倉敷線
認可年月日 平成29年4月14日
備考 迂回系統新設に伴う路線延長

申請者 有限会社赤来交通　（法人番号　　9280002011785   ）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 島根県飯石郡飯南町下赤名２５３１－２ 島根県飯石郡飯南町下赤名１７７０ 0.3
運行系統 飯南町巡回バス　赤名ルート　下赤名地区
認可年月日 平成29年4月27日
備考 飯南町巡回バスの一部路線延長

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

西峰テクノス株式会社 法人番号:4250003001009 山口県
下松営業所
山口県下松市駅南１丁目６－１６

1両 H29.4.19 福祉輸送限定

山田　篤史 広島県
本店営業所
広島県廿日市市友田３７３番地の３

1両 H29.4.19 福祉輸送限定

山口　俊雄 広島県
本店営業所
広島県東広島市西条町寺家４８３４－
２

1両 H29.4.19 福祉輸送限定

Ｃｏｍｍｏｎ株式会社 法人番号:3240001050406 広島県
コモン訪問介護事業所営業所
広島県広島市西区草津東１丁目１１
番２０号

1両 H29.4.19 福祉輸送限定

丹正　健一 岡山県
ふくろうケアタクシー営業所
岡山県倉敷市八王寺町１８２番地１１

1両 H29.4.27 福祉輸送限定

認可年月日 備考

H29.4.19 一人一車制

事業者名 法人番号 営業区域 廃止年月日 備考

特定非営利活動法人ふれあい
センターたんぽぽ

法人番号:9240005006621 広島県 H29.4.7 福祉輸送限定

株式会社ＯＦＦＩＣＥ・ＮＡＯ 法人番号:4240001019706 広島県 H29.4.16 福祉輸送限定

大成　浩二 広島県 H29.4.22 福祉輸送限定

中村　尚嗣 岡山県 H29.4.30 福祉輸送限定

事業者名 法人番号 営業区域 死亡年月日 備考

冨谷　靖也 岡山市 H29.3.15 一人一車制

上畠　一美（広島県広島市） 二宮　健二（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29年4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

岡山県美作市

広島県広島市

広島県豊田郡大崎上島町

広島県江田島市

事業者住所

◎一般乗用旅客自動車運送事業の死亡届を受理した。

岡山県岡山市



◎ 自家用有償旅客運送者の登録を次のとおり抹消した。 
運送者名 運送の種別 運送の区域 抹消年月日 備考 

特定非営利活動法人 
十人十色 

福祉有償運送 鳥取県鳥取市、智頭町、 
八頭町 

H29.4.18  

 



◎　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

エース株式会社 1260001029672 杉元　順一郎 岡山県倉敷市笹沖349番地4 086-426-6401 5 H29.4.17 一般

株式会社　ハラケン運輸 8250001016211 峯　伸一郎 山口県山口市陶1523番地1 083-986-2357 5 H29.4.20 一般

株式会社　美西 2250001010806 市川　貴章 山口県下松市大字西豊井字能行200番5 0833-45-1611 5 H29.4.5 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

8120101046749 9260001029905 H29.4.5

H29.4.5

7240001049089 H29.4.27

H29.4.27

4240001050314 H29.4.5

H29.4.5

備考

株式会社　大成

広島県 広島県

瀬戸　貢二

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

譲渡譲受  利用
有

譲渡譲受

大聡興産株式会社

大阪府

株式会社花建運送

岡山県

中野　芳隆

鶴鳴館株式会社

広島県広島県



◎　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

間口グリーンエクス株式会社 1240001050548 岡山県岡山市南区藤田566-126 H29.4.5 利用登録

ＣＫサービス株式会社 5260001030651 岡山県倉敷市児島阿津3丁目3番地53号 H29.4.28 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

株式会社　オーナミＳＢＳ 6240001039033 広島県世羅郡世羅町大字東神崎216-2 H29.3.31 一般（利用無） 一般 無

有限会社　藤田資材 6240002014480 広島県広島市東区中山西2丁目18番17号 H29.4.1 一般（利用無） 一般 無

中田　重光 島根県隠岐郡隠岐の島町北方894 H29.4.1 一般（利用無） 一般 無

株式会社　島尾運送 9270001003000 鳥取県鳥取市青谷町青谷5558番地26 H29.4.10 一般（利用無） 一般 無

アイテックサービス株式会社 7240001023746 広島県東広島市志和町奥屋2337番地 H29.4.21 一般（利用有） 一般 有

ＳＳ　Ｌｏｇｉ　Ｗｏｒｋｓ株式会社 7250001014265 山口県下関市菊川町大字上田部635番地13 H29.3.16 一般（利用有） 一般 有


