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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

合同会社　ライフスタイル
（法人番号：３３８０００３００３６６１）
代表社員　薗部　行永

H28.11.29 福島県
本社営業所
福島県いわき市中岡町４丁目７番地１３

小型　１両 福祉輸送事業

合同会社　　Apt ホームケアサービスはうる営業所

◆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

株式会社小山平八商店
(法人番号9370501000057)
代表取締役　小山　富雄

H28.12.7
第２冷蔵庫
宮城県気仙沼市弁天町二丁目221-1,394

F1
C1

3,131㎥
482㎥

新規

全農サイロ株式会社
(法人番号2010001020622)
代表取締役社長　杉山　由洋

H28.12.9
２，０００ｔ糖蜜タンク
青森県八戸市大字河原木字海岸24番21

貯蔵槽 1,954㎥

高橋水産株式会社
(法人番号4370501000292)
代表取締役　髙橋　一彦

H28.12.20
本社工場冷蔵庫
宮城県気仙沼市赤岩港128番地1

F1 15,640㎥

合同会社　ライフスタイル
（法人番号：３３８０００３００３６６１）
代表社員　薗部　行永

H28.11.29 福島県
本社営業所
福島県いわき市中岡町４丁目７番地１３

小型　１両 福祉輸送事業

合同会社　　Apt
（法人番号：５３８０００３００３６８４）
代表社員　鈴木　学

H28.12.1 福島県
ホームケアサービスはうる営業所
福島県いわき市明治団地７０－３ハイツ
夏樹１０１号

小型　１両 福祉輸送事業

株式会社　やちだもや
（法人番号：３４００００１００４８０８）
代表取締役　法両　誠

H28.12.5 岩手県
手代森営業所
岩手県盛岡市手代森２１地割２６番地

普通　１両 福祉輸送事業

吉田　隆志 H28.12.15 福島県
本店須賀川営業所
福島県須賀川市あおば町２６

小型　１両 福祉輸送事業

加藤　英二 H28.12.22 青森県
本店営業所
青森県北津軽郡中泊町大字中里字亀山６
０４番地

大型　１両 福祉輸送事業

株式会社　アンダンテ
（法人番号：７４１０００１００７６８１）
代表取締役　畠山　誠悦

H28.12.21 秋田県
本社営業所
秋田県能代市檜山字白金田６２番地３

小型　１両 福祉輸送事業
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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

合同会社　あーすりずむ

（法人番号　８３８０００３００３６０８）

代表社員　岡村　恵子

H28.12.2 福島県
やんわりハート営業所

福島県二本松市亀谷１丁目１２１番地
小型　１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

H28.12.6 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

株式会社　花

（法人番号：７４１０００１００６８５７）

代表取締役　花岡　要介

H28.12.20 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

青山　渉 H28.12.27 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９０番地１
大型　１両 福祉輸送事業

戸羽　文明 H28.12.27 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状況
自動車交通部旅客第二課

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　ティーエムライン 本社営業所 普通 利用を行う

（法人番号９４２０００１０１４７８２）

代表取締役　倉岡　美紀 青森県八戸市大字河原木字蓮沼３１－９ 5

サトウモーター　有限会社 本社営業所 普通・小型

◆貨物自動車運送事業経営許可状況

H28.12.2 一般（法人番号９４２０００１０１４７８２）

代表取締役　倉岡　美紀 青森県八戸市大字河原木字蓮沼３１－９ 5

サトウモーター　有限会社 本社営業所 普通・小型

（法人番号６４２０００２００１２９５）

代表取締役　佐藤　学 青森県青森市松原３丁目５番６号 5

有限会社　イシウン工業 本社営業所 普通・小型 利用を行う

（法人番号５４００００２００８５９９）

代表取締役　畠山　親夫 岩手県花巻市石鳥谷町中寺林第５地割２４番地２６ 5

株式会社　石松 本店営業所 普通 利用を行う

（法人番号５０１２８０１０１０１３０）

代表取締役　松本　龍之 福島県いわき市平下神谷字立田帯１１番地１－１０１ 7

株式会社　環境施設 本社営業所 普通

（法人番号２３７０００１０２１９５６　）

代表取締役　田中　直継 宮城県仙台市宮城野区白鳥１丁目１番２０号 5

有限会社　茂木冷暖サービス 本社営業所 普通・小型

（法人番号２４１０００２０１２８５０）

代表取締役　茂木　吉男 秋田県仙北市角館町西長野鬼壁３９６－９ 5

株式会社　ツカダロジ東北 本社営業所 普通・小型 利用を行う

（法人番号７３８０００１０２６９９０）

代表取締役　塚田　和夫 福島県二本松市大平山３７番地 5

有限会社　ピー・エイチ・エス 本社営業所 バン型

（法人番号４３７０３０２００１９３６）

代表取締役　渡邊　俊雄 宮城県石巻市丸井戸三丁目３番８号 1

株式会社　ＭＳライン 本社営業所 普通 利用を行う

（法人番号６３７０００１０４０１１０）

代表取締役　佐藤　英一 宮城県気仙沼市本吉町洞沢１０番地８ 5

株式会社フットライトコーポレーション東北 本社営業所 普通 利用を行う

（法人番号４０１２３０１０１０６７２）

代表取締役　皆葉　孝太 福島県本宮市高木字北ノ脇５番地１ 5

H28.12.20

一般

霊きゅうH28.12.27

一般

H28.12.27 一般

H28.12.27

H28.12.15

H28.12.20 一般

H28.12.13 一般

H28.12.15 一般

一般

一般

H28.12.13

H28.12.2 一般
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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

株式会社Ｔ･Ｍロジスティクス 本社営業所 東自貨
（法人番号　４３７０００１０４０４４２）

代表取締役　菅原　敏秋　 宮城県仙台市若林区伊在字東通３０番地 Ｂ‐１０２ 第305号

株式会社巴屋商事 株式会社巴屋商事 東自貨
（法人番号　２３７０００１０４０４６９）

代表取締役　星　和徳　 宮城県登米市中田町上沼字新田８８番地 沼倉住宅Ａ 第306号

株式会社アースエコロジー 本社営業所 東自貨
（法人番号　５３８０００１００４８６６）

代表取締役　石井　隆明　　 福島県郡山市田村町金屋字川久保５０番地１ 第335号

東北、関東、北陸信
越、中部、近畿、中国

H28.12.26

◆第一種貨物利用運送事業（自動車）登録状況

H28.12.8 東北、関東

H28.12.8 東北


