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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　アイ・ケィ・サポート
（法人番号：３３７０００１０２４６８５） H28.8.31 宮城県

岩沼営業所
宮城県岩沼市中央三丁目７番１６号

中型　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　アイ・ケィ・サポート
（法人番号：３３７０００１０２４６８５）
代表取締役　熊坂　勇一

H28.8.31 宮城県
岩沼営業所
宮城県岩沼市中央三丁目７番１６号

中型　１両 福祉輸送事業

株式会社　福興舎
（法人番号：１３７０００１０３９８４２）
代表取締役　伊藤　真康

H28.9.7 宮城県

五橋営業所
宮城県仙台市青葉区北目町４番７号ＨＳ
Ｇビル１階ＮＰＯ法人ファイブブリッジ
本部内

中型　１両 福祉輸送事業

株式会社　ピック・アップ
（法人番号：７３７０００２０１２９９０）
代表取締役　阿部　誠

H28.9.9 宮城県
本社営業所
宮城県仙台市宮城野区原町４丁目２番７
号

小型　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

株式会社三興（法人番号4380001012894）
代表取締役
稲葉　眞実

H28.9.6
中原第１冷蔵倉庫
中原第２倉庫・中原第２冷蔵倉庫
福島県いわき市小名浜字中原11番地の5

一類
C3
F2

 792㎡
8,690㎥

535㎥
新規

株式会社アック（法人番号6180001005999）
代表取締役
社本　吉正

H28.9.21
いわき危険物倉庫ＮＯ．２
福島県いわき市小名浜住吉字砂田10番5

危建 140㎡



（２）第１１５４号　　平成２８年１０月１１日　（火曜日） 　東　北　運　輸　局　報

　　　　　　　　　　　　　    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　蔵前

（法人番号　３４２０００２００６７９２）

代表取締役　三浦　順子

H28.9.26 青森県
本社営業所

青森県八戸市下長六丁目１１番４号
小型　１両 福祉輸送事業

株式会社　佛誠堂

（法人番号　３４２０００２０１１４３８）

代表取締役　山田　秀幸

H28.9.26 青森県
本社営業所

青森県五所川原市字本町３番地
大型　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　ティーケー生コン 本社営業所 普通 利用を行う

（法人番号３７０００１０１１７４４）

代表取締役　石下　謙二 宮城県仙台市若林区卸町４丁目６番１ 8

株式会社　クルマのわかつき 本社営業所 普通・小型

（法人番号２３８０００１０１６２８６）

代表取締役　若槻　英夫 福島県南相馬市原町区牛来字出口１４７番地６ 5

株式会社　大健運送 本社営業所 普通・小型 利用を行う

（法人番号８３７０００１０３９３４０）

代表取締役　大宮　誠子 宮城県柴田郡川崎町大字川内字北川原山２３８－３１ 5

ひかりオート　株式会社 本社営業所 普通・小型 利用を行う

（法人番号２３７０８０１０００７２１）

代表取締役　三浦　武史 宮城県名取市増田５丁目１６－１９ 5

株式会社　相双リテック 本社営業所 普通

（法人番号６３８０００１０２１０７６）

代表取締役  野村　英雄 福島県いわき市平字四町目１８番地　いわき総和ビルディング４階 10

本社営業所 普通 利用を行う

宮城県宮城郡松島町高城字三居山一５４番地の５５ 8

本店営業所 小型

一般

H28.9.7

一般

一般

H28.9.28

一般

H28.9.20

今野　芳晴

◆貨物自動車運送事業経営許可状況

H28.9.7 一般

H28.9.7 一般

H28.9.7

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

株式会社ケーワイ物流商事 株式会社ケーワイ物流商事 東自貨
（法人番号　２３７０００１０３９９６５）

代表取締役　赤堀　清貴　　　 宮城県亘理郡亘理町逢隈下郡字高躰４２番地２０ 第162号

Ｌｏｇｉｃ　ｏｎ株式会社 Ｌｏｇｉｃ　ｏｎ株式会社常磐営業所 東自貨
（法人番号　４３８０００１０２７１０９）

代表取締役　片野　幸広　　 福島県いわき市常磐西郷町銭田１０７－６ 第166号

渡部　徹 丸葵商店本社営業所 東自貨

宮城県石巻市鹿妻北三丁目７番地４ 第193号

ＦＣＬ自動車工業株式会社 ＦＣＬ自動車工業株式会社 東自貨
（法人番号　３３７０００１０４０１３８）

代表取締役　早川　徹　　 宮城県仙台市宮城野区出花二丁目１１－９ 第199号

株式会社葵 葵 東自貨
（法人番号　６３８０００１０２１８３６）

代表取締役　今井　誠　　　 福島県会津若松市館脇町３７３、３７４ 第201号

株式会社福岩産業 本社営業所 東自貨
（法人番号　５３８０００１００７１７５）

代表取締役　三瓶　功　 福島県郡山市富田町字上赤沼２４－９ 第203号

株式会社ワイ・ケー・エス 株式会社ワイ・ケー・エス 東自貨
（法人番号　３３７０００１０４０１６２）

代表取締役　去石　秀樹　　 宮城県仙台市若林区連坊一丁目１２番２３号 第207号

H28.9.29 東北

H28.9.29 東北

H28.9.29 東北、関東、中部、近畿

H28.9.29 全国（北海道、沖縄を除く）

◆第一種貨物利用運送事業（自動車）登録状況

H28.9.1 東北、関東

H28.9.6 東北

H28.9.27 東北

宮城県宮城郡松島町高城字三居山一５４番地の５５ 8

本店営業所 小型

青森県青森市港町３丁目４番地２ 5

株式会社　ワンライズ 本社営業所 普通 利用を行う

（法人番号３３７０００１０１９０３３）

代表取締役  太田　圭一 宮城県仙台市若林区大和町五丁目１２番１号 5

一般

一般H28.9.28

H28.9.28今野　芳晴

乗田　千明 H28.9.28 一般


