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許 認 可 申 請

自動車交通部旅客第二課

申 請 者 申請年月日 営 業 区 域 営 業 所 の 名 称 及 び 位 置 配 置 車 両 備 考

株式会社　ピュアハート
（法人番号　３４２０００１００７３６２）
代表取締役　出貝　一則

H28.4.27 青森県
本社営業所
青森県八戸市大字新井田字木戸場１９番
地１

小型　１両 福祉輸送事業

◆一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請状況

許認可等事項

◆倉庫業の登録
交通政策部環境・物流課

申請者 登録年月日 倉庫の名称及び所在地
倉庫の
種　別

所　　管
面(容)積

備考

畠和水産株式会社(法人番号7370501000372)
代表取締役
畠山　和貴

H28.5.12
食品工場
宮城県気仙沼市本浜町二丁目95-1,71-1,144-12

一類
F1
F4

187㎡
788㎥

1,969㎥

高田運輸株式会社(法人番号9380001005737)
代表取締役
白岩　幸一

H28.5.16
高田運輸（株）倉庫
福島県郡山市田村町上行合字下川原71-1

一類 330㎡ 新規

株式会社福島北桑運輸(法人番号2380001002583)
代表取締役
村田　裕之

H28.5.16

北桑運輸Ａ倉庫
福島県伊達郡桑折町大字万正寺字東原前1-11
北桑運輸Ｂ倉庫
福島県伊達郡桑折町大字万正寺字東原前1-4

一類

一類

650㎡

981㎡

株式会社　ピュアハート
（法人番号　３４２０００１００７３６２）
代表取締役　出貝　一則

H28.4.27 青森県
本社営業所
青森県八戸市大字新井田字木戸場１９番
地１

小型　１両 福祉輸送事業

株式会社　かけ橋
（法人番号　９３８０００１０２５８３４）
代表取締役　古市　富寿代

H28.5.6 福島県
本店営業所
福島県いわき市内郷御厩町１丁目１６７

小型　１両 福祉輸送事業

株式会社　えがお
（法人番号　７４２０００１０１４５９４）
代表取締役　村上　照幸

H28.5.10 青森県
有料老人ホームほほえみ
青森県黒石市緑ヶ丘９２番２

小型　３両 福祉輸送事業

末谷　克 H28.5.10 宮城県
本店営業所
宮城県白石市大鷹沢三沢字中山７４番地
５７

小型　１両 福祉輸送事業

瀬川　正子 H28.5.12 宮城県
本店営業所
宮城県大崎市古川江合寿町三丁目５番３
７号

中型　１両 福祉輸送事業

新関　貴幸 H28.5.13 宮城県
本店営業所
宮城県多賀城市浮島２丁目４０－１３

小型　１両 福祉輸送事業



（２）第１１４３号　　平成２８年６月１３日　（月曜日） 　東　北　運　輸　局　報

自動車交通部貨物課
申請者 許可年月日 事業 営業所の名称及び位置 配置車輌数 備考

有限会社　ナノシステムズ 福島営業所 普通

（法人番号 ３４３０００２０６５５０８ ）

 代表取締役  滝口　征浩 福島県双葉郡広野町大字折木字東下４１番地 5

株式会社　みやび運輸商事 本社営業所 普通・小型

（法人番号６３７０６０１００３５０８ ）

 代表取締役  伊藤　雅浩 宮城県仙台市宮城野区蒲生１丁目５番地の１７ 5

下舘建設　株式会社 本社営業所 普通

（法人番号 ８４００００１００７９７０ ）

 代表取締役 下舘　康見 岩手県久慈市長内町第２４地割１６２番地 7

有限会社　湧井運送 本社営業所 普通 利用を行う

（法人番号５３８０００２０２０８０５ ）

 代表取締役  木村　昌弘 福島県岩瀬郡天栄村大字牧之内字権太倉７８番地 8

シグマテック　株式会社 東北支店 普通 利用を行う

一般H28.5.16

◆貨物自動車運送事業経営許可状況

H28.5.25 一般

H28.5.25 一般

H28.5.16 一般

武輪水産株式会社(法人番号7420001006113)
代表取締役社長
武輪　俊彦

H28.5.20

江陽冷蔵庫旧館
青森県八戸市江陽三丁目1番51号
江陽冷蔵庫新館
青森県八戸市江陽三丁目1番51号

F1

F1

6,083㎥

1,811㎥

エムケー物流株式会社(法人番号2380001009587)
代表取締役
村田　裕之

H28.5.26
本社４号倉庫
福島県安達郡大玉村玉井字矢ノ花66,88,89,223-1,224-
1,264,281,282

一類 1,298㎡

磐栄運送株式会社(法人番号4380001013612)
代表取締役
村田　裕之

H28.5.26
勿来３号倉庫
福島県いわき市南台3丁目1-3

一類 3,325㎡

石山水産株式会社(法人番号1400001007028)
代表取締役
石山　勝貴

H28.5.26
大槌工場倉庫
岩手県上閉伊郡大槌町安渡1丁目地内（K6街区）

F2 5,509㎥ 新規

株式会社共同物流サービス
(法人番号9420001005773)
代表取締役
橋本　昭一

H28.5.26
北インター倉庫
青森県八戸市北インター工業団地六丁目119-9,120-6

一類 4,375㎡

（法人番号５３８０００２０２０８０５ ）

 代表取締役  木村　昌弘 福島県岩瀬郡天栄村大字牧之内字権太倉７８番地 8

シグマテック　株式会社 東北支店 普通 利用を行う

（法人番号 ９０１０００１１１４３３５ ）

 代表取締役 深江　伯史 宮城県亘理郡亘理町逢隈十文字字大手４番地２、４番地１ 5

株式会社　桜庭建設 本社営業所 普通・小型

（法人番号５４２０００１００９９５１ ）

 代表取締役  櫻庭　仁 青森県黒石市大字南中野才ノ神４２番地６ 5

合同会社　ＳＹＣ 本社営業所 小型

（法人番号６３７０００３００１５７２ ）

 代表社員　相田　滋幸 宮城県仙台市宮城野区鶴巻１丁目１６番１６－１０７号 5

合同会社　新和 合同会社新和 普通・小型 利用を行う

（法人番号３４００００３００２００９）

 代表社員  工藤　政樹 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１０地割５０１番地３７ 5

株式会社　ＣＬＳ 福島営業所 普通

（法人番号 ７０２０００１０６１１８１ ）

 代表取締役 河元　滋 福島県南相馬市小高区大田和字広畑２１６ 5

一般

H28.5.31 一般

H28.5.26 一般

H28.5.26 一般

H28.5.31 一般

H28.5.25

H28.5.25 一般

自動車交通部貨物課

申請者 登録年月日
利用運送の区域又は

区間
営業所の名称及び位置 備考

株式会社サクライＬＩＮＥ 株式会社サクライＬＩＮＥ 東自貨
（法人番号　９３７０００１０３９０３４）

代表取締役　櫻井　誠　 宮城県多賀城市栄２丁目６番２２号 第37号

株式会社ミツキ 株式会社ミツキ 東自貨
（法人番号　５３７０００１０３９１９４）

代表取締役　松井　瑞希　 宮城県角田市角田字老ヶ崎８４番地１　コーポファミール２０６ 第42号

◆第一種貨物利用運送事業（自動車）登録状況

H28.5.19 東北

H28.5.19 東北


