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第１１５７号　　平成２８年１１月１１日　（金曜日） 　東　北　運　輸　局　報

http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/平成２８年１１月１１日

東北運輸局マスコット
“とうほくろっ犬”

黄綬褒章 佐藤　總子 株式会社大観 女将

◎平成２８年 秋の褒章

（１１月３日付）

◎平成２８年 秋の叙勲

栄 典

旭日小綬章 渡邉　泰夫 公益社団法人福島県トラック協会 会長

會津通運株式会社 代表取締役社長

瑞宝双光章 屋代　勝二十 元　東北運輸局鉄道部長

瑞宝双光章 北村　治 元　東北運輸局海上安全環境部長

◎平成２８年 秋の叙勲

（１１月３日付）

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　花
（法人番号：７４１０００１００６８５７）

H28.9.12 秋田県
マザーパレス大館
秋田県大館市字長倉１４－４、１４－
５

小型　１両 福祉輸送事業

ハピネス　株式会社
（法人番号：１４２０００１０１５１１１）
代表取締役　土岐　富子

H28.10.7 青森県
本社営業所
青森県黒石市大字牡丹平字福民８８番地
１３

小型　２両 福祉輸送事業

株式会社　アピイ
（法人番号：３４２０００１０１４２８４）
代表取締役　濱田　美香子

H28.10.14 青森県
本社営業所
青森県青森市大字野木字野尻３８番地
１

小型　１両 福祉輸送事業

青山　渉 H28.10.14 青森県
本店営業所
青森県北津軽郡中泊町大字今泉字唐崎９
０番地１

大型　１両 福祉輸送事業

戸羽　文明 H28.10.18 宮城県
本店営業所
宮城県気仙沼市唐桑町崎浜３３－５

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申請状況



（２）第１１５７号　　平成２８年１１月１１日　（金曜日） 　東　北　運　輸　局　報

許認可等事項

株式会社　ことのは医療研究所
（法人番号：８４００００１０１３２８３）
代表取締役　松嶋　大

H28.10.24 岩手県
ことのは営業所
岩手県盛岡市向中野五丁目１７番８号

普通　１両 福祉輸送事業

東北センコー運輸　株式会社
（法人番号：２３７０８０１０００５７２）
代表取締役　早瀬　典男

H28.10.28 宮城県
本店営業所
宮城県亘理郡亘理町逢隈中泉字大原１６
７－１

小型　２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

ライズみちのく販売株式会社
(法人番号7400001006305)
代表取締役　奥本　浩之

H28.10.4
北上相去倉庫

岩手県北上市相去町西裏63番19
一類 1,647㎡ 新規

東鉱商事株式会社
(法人番号1050001023399)
代表取締役　関　信一

H28.10.4

山形営業部危険物１号倉庫
山形営業部危険物２号倉庫

山形営業部危険物３号倉庫
山形県寒河江市中央工業団地191番6

危建
580㎡
580㎡
580㎡

有限会社北栄商事
(法人番号9380002019455)
代表取締役　岡野　幸夫

H28.10.4
白河物流センターＡ棟
白河物流センターＢ棟
福島県白河市白坂字勝多石1番3、大暮矢見山25番4

一類
3,276㎡

3,276㎡
新規

株式会社マスダ運輸
(法人番号6011801013638)
代表取締役　増田　充

H28.10.11
仙台支店東北物流センター

宮城県名取市愛島台7丁目101番地38
一類 1,316㎡ 新規

株式会社吉成運送店
(法人番号5380001010534)
代表取締役　熊田　匡弘

H28.10.11
第４号倉庫

福島県東白川郡塙町大字植田字前ノ内51番地、55番地1
一類 1,440㎡

秋田定温倉庫事業協同組合
(法人番号7410005005979) H28.10.17

船川５号倉庫Ｄ

秋田県男鹿市船川港船川字海岸通り2号6-3,6-4
一類 874㎡ 新規

秋田定温倉庫事業協同組合
(法人番号7410005005979)
代表理事　西宮　公平

H28.10.17
船川５号倉庫Ｄ

秋田県男鹿市船川港船川字海岸通り2号6-3,6-4
一類 874㎡ 新規

三信倉庫株式会社
(法人番号1010001044457)
代表取締役社長　大竹　英明

H28.10.21
仙台営業所１・２号倉庫

宮城県仙台市宮城野区扇町1丁目7番45号
一類 1,229㎡ 増床

ゴーテック株式会社
(法人番号9040001035371)
代表取締役　澁谷　章

H28.10.21
北東北ストックポイント
青森県八戸市城下2丁目11番地1,101番地32

一類 1,374㎡

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

山田　房雄 H28.10.5 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
中型　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

H28.10.20 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

合同会社　つぼみ福祉会

（法人番号　４４００００３００２０８１）

代表社員　佐藤　栄樹

H28.10.27 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

◆一般乗用旅客自動車運送事業経営許可状況



（３）　東　北　運　輸　局　報第１１５７号　　平成２８年１１月１１日　（金曜日）

自動車交通部貨物課

申請者 許可年月日
事業
種別

営業所の名称及び位置 配置車輌数 備考

夢みなみ農業協同組合 しらかわ典礼センター 洋型・バン型

（法人番号１３８０００５００５０８８）

代表理事　橋本　正和 福島県白河市弥次郎窪２９番地１ 4

株式会社　ＮＩＣＨＩＵＮ．ＲＡＦＴ 本社営業所 小型・牽引・被牽引 利用を行う

（法人番号　３４２０００１０１５１４２　）

代表取締役  藤本　和成 青森県青森市大字野木字野尻３７番地１２４ 7

株式会社　トランス 本店営業所 普通･小型･牽引･被牽引 利用を行う

（法人番号８３７０００１０３８９８６）

代表取締役  渡邊　勝弘 宮城県亘理郡亘理町逢隈上郡字雁田１０６番地 6

船引運輸　株式会社 七ヶ浜営業所 普通 利用を行う

（法人番号－）

設立時取締役　三浦　文雄 宮城県宮城郡七ヶ浜町東宮浜字笠岩１６－２４ 5

有限会社　楠工業 本社営業所 普通 利用を行う

（法人番号６３８０００２０１３８６５）

取締役　本間　浩二 福島県郡山市西田町芹沢字妻５４番地の１ 5

株式会社　ａｐｐｌｅ　ｌｉｎｅ 本社営業所 普通

（法人番号６４２０００１０１５２８８）

代表取締役　齊藤　大志 青森県弘前市大字早稲田３丁目１４番地４ 5

有限会社　たむら農建 本社営業所 普通

（法人番号４３８０００２０１５２４４）

代表取締役　渡辺　洋子 福島県田村市都路町岩井沢字西光地４１番地５ 5

株式会社　東北貿易 本社営業所 普通･小型

（法人番号１３７０４０１０００８８２）

代表取締役  佐藤　直樹 宮城県登米市南方町西山成前２１５番地１ 5

株式会社　アルファ 本社営業所 普通･小型 利用を行う

（法人番号９４２０００１０１４７６６）

代表取締役　工藤　進一 青森県弘前市大字平岡町１０２番地１ 5

株式会社　雄心工業 本社営業所 普通･小型

（法人番号－）

発起人　池田　與喜 岩手県北上市和賀町後藤１２地割３２番地 5

H28.10.20

霊きゅう

H28.10.27 一般

H28.10.5

H28.10.5

一般

一般

一般

H28.10.24

H28.10.12

一般

H28.10.20 一般

H28.10.21

◆貨物自動車運送事業経営許可状況

H28.10.6 一般

H28.10.12 一般

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）ティーエス産業 （株）ティーエス産業 東自貨
（法人番号　７３８０００１００４１０５）

代表取締役　佐藤　健　　　　 福島県伊達郡国見町大字山崎字柴崎１番地３ 第223号

（株）フービス （株）フービス 東自貨
（法人番号　３３７０００１０２２６３１）

代表取締役　阿部　祐紀　　　　　 宮城県仙台市若林区卸町１丁目６番１５号　卸町セントラルビル４Ｆ 第225号

吉﨑　節夫 山吉重建 東自貨

福島県耶麻郡猪苗代町大字長田字長田９３番地３ 第239号

東北、関東H28.10.26

◆第一種貨物利用運送事業（自動車）登録状況

H28.10.13
東北、関東、北陸信
越、中部、近畿、中

国

H28.10.14 東北

株式会社　雄心工業 本社営業所 普通･小型

（法人番号－）

発起人　池田　與喜 岩手県北上市和賀町後藤１２地割３２番地 5

H28.10.27 一般


