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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　佛誠堂
（法人番号　３４２０００２０１１４３８）
代表取締役　山田　秀幸

H28.7.27 青森県
本社営業所
青森県五所川原市字本町３番地

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

株式会社　佛誠堂
（法人番号　３４２０００２０１１４３８）
代表取締役　山田　秀幸

H28.7.27 青森県
本社営業所
青森県五所川原市字本町３番地

小型　１両 福祉輸送事業

株式会社　坂本コーポレーション
（法人番号　３４２０００１０１４１１１）
代表取締役　菊地　了

H28.7.29 青森県
五所川原営業所
青森県五所川原市大字吹畑字藤巻１８キ
ティハイツ２号

小型　１両 福祉輸送事業

山田　房雄 H28.8.15 宮城県
本店営業所
宮城県仙台市若林区若林５丁目１７７番
地１

小型　１両 福祉輸送事業

合同会社　つぼみ福祉会
（法人番号　４４００００３００２０８１）
代表社員　佐藤　栄樹

H28.8.26 岩手県
本社営業所
岩手県盛岡市月が丘一丁目２７番１６号
１０１号室

普通　１両 福祉輸送事業

◆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

気仙沼水産食品事業協同組合
(法人番号3370505000406)
代表理事
清水　敏也

H28.8.2
赤岩港工場冷蔵庫
宮城県気仙沼市赤岩港36-1,42-1,43,44

F1

F2

5,416㎥

228㎥
新規

センコー株式会社(法人番号7120001059653)
代表取締役社長
福田　泰久

H28.8.2
東北ＲＤＣ
宮城県黒川郡大和町松坂平6丁目1番,3番1

一類 26,335㎡

丸東運送株式会社(法人番号3390001001773)
代表取締役社長
大貫　義博

H28.8.2
第４倉庫
山形県山形市鋳物町1-3

一類 920㎡ 新規

有限会社清建物流(法人番号4370402001893)
代表取締役
佐々木　健治

H28.8.2
栗原ロジスティクスセンター
宮城県栗原市若柳字大林西千刈33-10

一類 869㎡

有限会社横山物産(法人番号8380002030561)
代表取締役
横山　秀明

H28.8.9
原町倉庫
福島県南相馬市原町区雫字蛭沢175-14、
福島県南相馬市原町区下太田字川内廹310-23

一類 963㎡ 新規



（２）第１１５１号　　平成２８年９月１２日　（月曜日） 　東　北　運　輸　局　報

◆貨物自動車運送事業経営許可状況

株式会社アルム不動産運輸
(法人番号6400602001102)
代表取締役
光野　茂樹

H28.8.25
藤崎倉庫
青森県南津軽郡藤崎町大字矢沢字豊成五番囲27番
1,28番1

一類 6,945㎡

日本通運株式会社(法人番号4010401022860)
代表取締役社長
渡邉　健二

H28.8.25
盛岡航空支店倉庫
岩手県盛岡市北飯岡一丁目10番5

一類 448㎡

株式会社丸伸運送(法人番号7410001007260)

代表取締役
工藤　伸一

H28.8.25
大潟村倉庫
秋田県南秋田郡大潟村南一丁目39-36,59-37,59-38

一類 1,908㎡

　　　　　　　　　　　　　自動車交通部旅客第二課

申 請 者 許可年月日 営業区域 営 業 所 の 名 称 及 び 位 置 配置車両 備 考

株式会社　えがお

（法人番号　７４２０００１０１４５９４）

代表取締役　村上　照幸

H28.8.1 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

株式会社　アキラ工業

（法人番号　２４２０００１０１２２５６）

代表取締役　木村　明

H28.8.18 青森県
本社営業所

青森県上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎２５４番地
大型　１両 福祉輸送事業

株式会社　アーネストケアサービス

（法人番号　３３７０００１０１８１１８）

代表取締役　大泉　健治

H28.8.26 宮城県

本社営業所

宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷２丁目８番１鶴ヶ谷

プラザビル５６号

大型　１両 福祉輸送事業

平和自動車　株式会社

（法人番号　２３７０００１０３９７２６）

代表取締役　菊池　淳

H28.8.31 名取市
本社営業所

宮城県名取市閖上１丁目３５９番１
小型　８両

◆一般乗用旅客自動車運送事業経営許可状況

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

株式会社　平山工業 本社営業所 普通

（法人番号５４２０００１００８７９６）

代表取締役  平山　弘隆 青森県青森市大字新城字平岡９５９番地５ 5

株式会社　雄飛 本社営業所 普通

（法人番号５４２０００１０１３８７０）

代表取締役  永田　裕誉 青森県五所川原市大字金山字竹崎３１４－３ 7

有限会社　ジェイテック 本社営業所 普通

（法人番号８３８０００２０２９７５２）

代表取締役  杉内　芳人 福島県南相馬市原町区萱浜字原畑１６４番地の１ 5

有限会社　林業小山組 本社営業所 普通

（法人番号８４１０００２０１０９６４）

代表取締役  小山　忠 秋田県山本郡藤里町矢坂字上野蟹子沢８４番５ 5

株式会社　エテルノ 本店営業所 バス型

（法人番号６４２０００１０１０５７８）

代表取締役  佐々木　和世 岩手県滝沢市大釜字風林４８番地１５ 1

株式会社　仙台シティレッカー 本社営業所 普通・小型

（法人番号４３７０００１０２４０１６）

代表取締役  遠藤　尚善 宮城県仙台市太白区郡山字谷地田東１－１ 5

髙橋建設　株式会社 本社営業所 普通 利用を行う

（法人番号２３８０００１０１５９０８）

代表取締役 髙橋　徳 福島県南相馬市鹿島区横手字川原１５７番地１ 6

株式会社　ヤナガワ運送 本社営業所 普通 利用を行う

（法人番号８３８０００１０２６７３４）

代表取締役  寺島　裕之 福島県二本松市東裏６６番地１ 5

一般

霊きゅ
う

一般H．２８．８．３１

H．２８．８．２５

一般

H．２８．８．２５

◆貨物自動車運送事業経営許可状況

H．２８．８．１７ 一般

H．２８．８．１７ 一般

H．２８．８．３１ 一般

H．２８．８．１７ 一般

H．２８．８．３
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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

工藤　圭一 本社営業所 東自貨

山形県新庄市金沢１８３５番地の５２ 第133号

株式会社フットワーク 本社営業所 東自貨
（法人番号　３３９０００１０１４５６０）

代表取締役　船津　賢　　 山形県天童市大字奈良沢乙３５６番地の１ 第134号

◆第一種貨物利用運送事業（自動車）登録状況

平成28年8月1日 東北

平成28年8月1日 東北


