
申請者 帝釈観光株式会社（法人番号　1240001025062　）
運行の態様 区域運行
営業の区域 広島県庄原市頭谷地区
許可年月日 平成30年4月26日
備考 新規許可

申請者 下津井電鉄株式会社(法人番号　1260001003330　）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 岡山県倉敷市田ノ上１００５－５番地先 岡山県倉敷市堀南６３４－８番地先　他 11.9
運行系統 田ノ上～岡山中学校・岡山高等学校線
認可年月日 平成30年4月4日
備考 岡山中学校・岡山高等学校からの要望に伴う路線認可

申請者 株式会社中国バス（法人番号　1240001034773　）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 広島県世羅町京丸７７７番地８６地先 広島県世羅町下津田３４５番地５５地先　他 13.08
運行系統 せら農園花めぐり観光バス
認可年月日 平成30年4月9日
備考 世羅町からの要望に伴う経路変更

申請者 株式会社日の丸タクシー(法人番号　7260001014553　）　
運行の態様 路線不定期 キロ程
路線 岡山県総社市岡谷３１６-１先 岡山県総社市三須８２５－１　他 2.4
運行系統 雪舟くん(倉敷中央病院往復便)
認可年月日 平成30年4月12日
備考 住民要望による経路変更

申請者 株式会社安全タクシー（法人番号　1240001037173　）
運行の態様 区域運行
営業の区域 小梨・十八原地区
認可年月日 平成30年4月17日
備考 運行事業者変更に伴う営業区域新設

申請者 エイチ・ディー西広島株式会社（法人番号　5240001014136　）
運行の態様 路線定期 キロ程

路線
広島県広島市佐伯区五日市町大字石内字石休６０９８番地１
地先

広島県広島市佐伯区石内東一丁目６６１番地２地先　他 1.0

運行系統 西広島駅～ジ・アウトレット広島線　等
認可年月日 平成30年4月19日
備考 ジ・アウトレット乗り入れに伴う路線延長

申請者 広島電鉄株式会社（法人番号　9240001009470 ）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 広島県広島市佐伯区石内南４丁目1 広島県広島市佐伯区石内東１丁目６８１番４　他 3.30
運行系統 広島バスセンター～ジ・アウトレット広島線　等
認可年月日 平成30年4月19日
備考 ジ・アウトレット乗り入れに伴う路線延長

申請者 鞆鉄道株式会社（法人番号　5240001032914　）
運行の態様 路線定期 キロ程

路線 広島県広島市安佐南区川内２丁目１８８５地先
広島県広島市佐伯区五日市町大字石内字扇迫１５８５-２地先
他

23.11

運行系統 ローズライナー
認可年月日 平成30年4月20日
備考 ジ・アウトレット乗り入れに伴う路線延長

申請者 防長交通株式会社（法人番号　3250001009252　）
運行の態様 路線定期 キロ程
路線 広島県広島市佐伯区五日市町大字石内５０７８-１地先 広島県広島市佐伯区五日市町大字石内４６０地先　他 4.5
運行系統 山口大学前・防府駅～広島線、田布施～広島線
認可年月日 平成30年4月20日
備考 ジ・アウトレット乗り入れに伴う路線延長

一般乗合旅客自動車運送事業について次のとおり許可した

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

大下　隆輔 広島県
本店営業所
広島県広島市安佐北区大林１丁目５－
１７

1両 H30.4.23 福祉輸送限定

津和野タクシー株式会社 法人番号:6280001007201 鹿足郡
鹿谷営業所
島根県鹿足郡津和野町冨田二２８６
番地３

2両 H30.4.26

事業者名 法人番号
新設

営業区域
認可年月日 備考

有限会社サービスタクシー 法人番号:9270002000748 鳥取交通圏 H30.4.5
鳥取県（福祉輸
送事業限定）営
業区域廃止

認可年月日 備考

H30.4.16 一人一車制

事業者名 法人番号 営業区域 廃止年月日 備考

ハスミ工業有限会社 法人番号:3240002037154
患者限定の
み広島県、
佐伯郡B

H30.4.1

有限会社湖陵タクシー 法人番号:4280002006674
出雲市、簸
川郡湖陵町・
多伎町・佐多

H30.4.1

蒜山タクシー株式会社 法人番号:3260001022865 真庭郡 H30.4.1

光田　健蔵 広島県 H30.4.9 福祉輸送限定

笹倉　恒夫 広島県 H30.4.18 福祉輸送限定

野田　昭弘 呉市A H30.4.30 一人一車制

有限会社アップル 法人番号:7240002026054 広島県 H30.4.30 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

三村　博則 岡山市 H30.4.11 一人一車制

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

◎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

広島県広島市

広島県呉市

広島県呉市

広島県広島市

広島県佐伯郡

島根県簸川郡

岡山県真庭郡

山口　敏男（広島県福山市） 廣田浩二（広島県福山市）

一般乗用旅客自動車運送事業の許認可等について

（平成30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事業計画変更について、次のとおり認可した。

営業所の名称・位置

本社営業所
鳥取県鳥取市栄町２１２番地、２１２番地２



◎　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

株式会社　ＰＬＵＳ 8260001028981 藤原　正博 岡山県岡山市北区奥田本町12-7 086-362-7931 1 H30.4.20 霊柩

株式会社　タカギ 3250001007248 山本　幸冶 山口県下関市武久町二丁目1番5号 083-253-1230 5 H30.4.11 一般

凱物流株式会社 9260001031753 大森　哲也 岡山県岡山市中区湊194-1ﾊﾋﾟﾈｽ湊F号室 080-2885-9574 5 H30.4.16 一般

信菱液化ガス株式会社 9240001034270 小川　晃 広島県府中市中須町1233番地の1 0847-45-4433 5 H30.4.24 一般

株式会社　ＴＡＭＡＲＵ 1250001001632 横岡　摂樹 山口県山口市大内問田三丁目23番23号 083-923-2026 5 H30.4.17 一般

有限会社　吉村石油 4240002035479 吉村　和美 広島県呉市音戸町坪井3丁目2番4号 0823-52-1431 5 H30.4.23 一般

株式会社　ミヤタライフサービス 3260001022956 宮田　勉 岡山県真庭市上水田3026番地 0866-52-5727 3 H30.4.26 霊柩

株式会社　サンウッド 2240001007621 森尾　治江 広島県広島市安芸区船越6丁目20-38 082-822-1415 5 H30.4.6 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

1240002003901 1240001003357 H30.4.16

H30.4.16

備考
旧事業者

所在地

新事業者

所在地
認可年月日

合併  利用有
有限会社　カツギキューソー 株式会社　河野

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

広島包装設計有限会社 2240002028278 広島県東広島市志和町別府１０２０番地 H30.4.12 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

真庭市 岡山県真庭市久世2927番地2 H30.4.1 霊柩（利用有） 霊柩 有

丸協運輸有限会社 8240002052256 広島県尾道市御調町国守65-5 H30.3.31 一般（利用無） 一般 無

高梁市 岡山県高梁市松原通2043 H30.3.31 霊柩（利用無） 霊柩 無

株式会社盛大運輸 8250001013217 山口県宇部市大字善和355番地48 H30.3.27 一般（利用無） 一般 無

関光汽船株式会社 2250001005236 山口県下関市竹崎町4丁目6-8 H30.3.31 一般（利用有） 一般 有

有限会社秋田建材 4270002005231 鳥取県米子市夜見町1666ｰ10 H30.3.31 一般（利用無） 一般 無

山中　均 広島県呉市広古新開9丁目32-25 H30.4.4 一般（利用無） 一般 無

有限会社　瀧尾運輸 8240002054161 広島県三原市本郷北3丁目10番35号 H30.4.1 一般（利用無） 一般 無

丸三配送　株式会社 1240001026572 広島県呉市築地町4-7 H23.1.28 一般（利用有） 一般 有

有限会社　廣濱運輸 5240002029645 広島県山県郡北広島町新庄2860-1 H30.3.31 一般（利用無） 一般 無

丸三配送株式会社 1240001026572 広島県呉市築地町4-7 H23.1.28 利用運送事業 利用 -

丸協運輸有限会社 8240002052256 広島県尾道市御調町国守65-5 H30.3.31 利用運送事業 利用 -

小橋　誠子 岡山県岡山市東区政津809-2 H30.4.14 利用運送事業 利用 -

宇部商事(株) 1250001003034 山口県宇部市明治町一丁目9番15号 H30.4.1 利用運送事業 利用 -


