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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

エビス交通　有限会社
（法人番号：９４１０００２００５１９５）
代表取締役　加藤　光子

H28.12.26 秋田県
本社営業所
秋田県秋田市外旭川字小谷地１３３番地
５

中型　１両 福祉輸送事業

株式会社　エ・アロールグループ
本社営業所

◆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

（法人番号：９４１０００２００５１９５）
代表取締役　加藤　光子

H28.12.26 秋田県 秋田県秋田市外旭川字小谷地１３３番地
５

中型　１両 福祉輸送事業

株式会社　エ・アロールグループ
（法人番号：１３９０００１００５７０２）
代表取締役　伊藤　節子

H28.12.28 山形県
本社営業所
山形県山形市桜田西二丁目５番１２号

大型　１両 福祉輸送事業

合同会社　とも和
（法人番号：７４２０００３００１６５７）
代表社員　安井　清隆

H29.1.6 青森県
本社営業所
青森県青森市古川３丁目１３番２号

大型　１両 福祉輸送事業

株式会社　サクライ
（法人番号：１３８０００１０１９０７５）
代表取締役　櫻井　康

H29.1.19 福島県
一箕営業所
福島県会津若松市一箕町大字八幡字墓料
９７－７６

小型　１両 福祉輸送事業

星　光明 H29.1.21 宮城県
本店営業所
宮城県宮城郡七ヶ浜町松ヶ浜字西沢田４
６－３

小型　１両 福祉輸送事業

東　司 H29.1.25 岩手県
本店営業所
岩手県滝沢市巣子８５７－７４スカイ
コーポあっぷる１０９号

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

弘前倉庫株式会社
(法人番号4420001009399)
取締役社長　大水　達也

H29.1.17
岩木１２号
青森県弘前市大字一町田字早稲田807　外2筆

一類 488㎡ 増床

白鷹運送株式会社
(法人番号2390001011245)
代表取締役　早田　久次

H29.1.17

四季の郷低温倉庫（Ａ棟）
四季の郷低温倉庫（Ｂ棟）
四季の郷低温倉庫（Ｃ棟）
山形県西置賜郡白鷹町大字鮎貝字四季の郷7401

一類
2,216㎡
1,098㎡
1,098㎡
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諸星運輸株式会社
(法人番号9021001033227)
代表取締役　諸星　重文

H29.1.17
仙台ロジスティックスセンター
宮城県黒川郡大和町吉岡字上柴崎18番1　外7筆

一類 1,875㎡

株式会社臼真倉庫
(法人番号2370501000030)
代表取締役社長　臼井　真人

H29.1.23
大谷インター倉庫第３倉庫
宮城県気仙沼市本吉町石川原354番

一類 450㎡

株式会社上組
(法人番号6140001006951)
代表取締役社長　深井　義博

H29.1.24
定温物流センター
青森県八戸市豊洲3番24

一類 12,631㎡

八戸通運株式会社
(法人番号6420001006444)
代表取締役社長　田中　信明

H29.1.30
北インター工業団地物流倉庫
青森県八戸市北インター工業団地六丁目100-2

一類 5,940㎡

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

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

H29.1.5 宮城県
本店営業所

宮城県亘理郡亘理町逢隈中泉字大原１６７－１
小型　２両 福祉輸送事業

合同会社　ライフスタイル

（法人番号：３３８０００３００３６６１）

代表社員　薗部　行永

H29.1.25 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

H29.1.26 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１０

１号

小型　１両 福祉輸送事業

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

H29.1.31 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

◆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　Ｓ・Ｓ・ＬＩＮＥ 本社営業所 小型 利用を行う

（法人番号８３８０００１０２７１５４）

代表取締役　長谷川　誠 福島県郡山市大槻町字室ノ木７７番地 5

株式会社　アシストロジパル 山形営業所 小型 利用を行う

（法人番号６０１０６０１０４５９９８）

代表取締役　荒木　友紀 山形県最上郡舟形町舟形字向山２７９１－１ 5

県北学校給食運送協業組合 本社営業所 普通 利用を行う

（法人番号３３８０００５００２０１８）

代表理事　加藤　聖司 福島県伊達市保原町字宮下６７番地４ 5

有限会社　エフワンオートサービス 本社営業所 普通・小型 利用を行う

（法人番号３３８０００２０１６１４４）

代表取締役　下条　廣司 福島県二本松市東裏１１２－２ 5

宮城ポスタルサービス　株式会社 本社営業所 普通・小型

（法人番号７３７０００１００６５７２）

代表理事　新井田　福男 宮城県仙台市若林区遠見塚東７番８号 5

加藤興業　株式会社 本社営業所 普通

（法人番号４４１０００１０１０８６１）

代表取締役　加藤　文春 秋田県秋田市雄和田草川字本田１１５番３ 5

株式会社　東北高速道岩手 本社営業所 普通 利用を行う

（法人番号２４００００１０１３３５５）

代表取締役　光野　茂樹 岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根油地２８番地１ 5

株式会社　福岩産業 西田営業所 普通 利用を行う

（法人番号５３８０００１００７１７５）

代表取締役　三瓶　功 福島県郡山市西田町鬼生田字石堂１１４４ 5

有限会社　千田清掃 本社営業所 普通・小型

（法人番号４３７０２０２０００７４０）

代表取締役　千田　信良 宮城県大崎市古川狐塚字西田７７番地 5

株式会社　Ｂｌｕｅ　Ｓｋｙ陸運 本社営業所 普通・小型

（法人番号３４００００１０１３３７０）

代表取締役　伏春　秀弘 岩手県久慈市山形町川井第１６地割２４番地３ 5

一般

一般

H29.1.6

H29.1.4 一般

一般

◆貨物自動車運送事業経営許可状況

H29.1.6 一般

H29.1.23 一般

H29.1.24

一般

一般H29.1.31

一般

H29.1.31 一般

H29.1.31

H29.1.23

H29.1.24

代表取締役　松嶋　大
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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

みちのくエンタープライズ株式会社 本社営業所 東自貨
（法人番号　８４００００１０１３２９１）

代表取締役　伊藤　泰晃　　 岩手県北上市藤沢１３地割１０６番地５ 第350号

日本産業株式会社 仙台支店営業所 東自貨
（法人番号　８０２１００１００１６３０） 東北

代表取締役　和田　秀雄　 宮城県黒川郡大郷町東成田字板谷山１８番地の１ 第351号

大類　満朋 本社営業所 東自貨

東北

福島県田村郡三春町桜ケ丘４丁目１０番地の３ 第379号

株式会社大将 本社営業所 東自貨
（法人番号　２３９０００１０１４７１９）

代表取締役　小林　久美子　 山形県東根市大字羽入６２０番地１０ 第380号

◆第一種貨物利用運送事業（自動車）登録状況

H29.1.18 東北、関東

H29.1.31 東北

H29.1.18

H29.1.31


