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許認可等事項

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　Indigo Stage
（法人番号：６３７０００１０３９１９３）
代表取締役　庄子　康彦

H29.2.14 宮城県
本社営業所
宮城県仙台市青葉区広瀬町２－５

小型　１両 福祉輸送事業

株式会社　さくらの
（法人番号：６３７０００１０２４０８８）
代表取締役　石川　浩光

H29.2.20 宮城県
本社営業所
宮城県仙台市泉区松森字関場２６番地の
１

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

◆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

株式会社新開トランスポートシステムズ
(法人番号5010601039191)
代表取締役　古賀　あや

H29.2.2
北仙台営業所Ｂ棟
宮城県黒川郡大衡村桔梗平5-1

一類 1,031㎡

丸全昭和運輸株式会社
(法人番号8020001028881)
代表取締役　浅井　俊之

H29.2.8
仙台物流センター
仙台物流センター危険物倉庫
宮城県名取市愛島台七丁目101-40

一類
危建

8,681㎡
471㎡

日本郵便株式会社
(法人番号1010001112577)
代表取締役社長　横山　邦男

H29.2.17
岩手郵便局
岩手県北上市相去町大松沢1-111

一類 3,162㎡

ＪＡパールライン福島株式会社
(法人番号1380001001413)
代表取締役社長　引地　英俊

H29.2.17
相馬港米低温倉庫
福島県相馬郡新地町駒ヶ嶺字今神159-1

一類 1,656㎡

ヨコウン株式会社
(法人番号6410001008929)
代表取締役　塩田　充弘

H29.2.21
秋田営業所倉庫
秋田県秋田市御所野湯本五丁目1-45,1-46

一類
C3
F1

394㎡
2,285㎥
4,002㎥

株式会社アルプス物流
(法人番号9020001019401)
代表取締役社長　臼居　賢

H29.2.24
庄内倉庫
山形県鶴岡市宝田三丁目4-5,4-6

一類 1,626㎡

株式会社金正藤田正紀商店
(法人番号6420001008960)
代表取締役　藤田　正紀

H29.2.24
境関冷蔵庫
青森県弘前市大字境関字西田15-2,15-
8,15-12

F1 4,564㎥

協同組合ＧＲＥＥＮ
(法人番号9430005004234)
代表理事　小林　幸男

H29.2.24
仙台冷蔵センター
宮城県仙台市宮城野区蒲生二丁目31-9

C2
C3

13,646㎥
15,227㎥
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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　かけ橋

（法人番号　９３８０００１０２５８３４）

代表取締役　古市　富寿代

H29.2.21 福島県
本店営業所

福島県いわき市内郷御厩町１丁目１６７
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

H29.2.1 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　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

H29.2.6 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 H29.2.16 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 H29.2.13 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６０４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

H29.2.27 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

エビス交通　有限会社

（法人番号：９４１０００２００５１９５）

代表取締役　加藤　光子

H29.2.7 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
小型　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

H29.2.21 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

◆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

種別
営業所の名称及び位置 配置車輌数 備考

富士乳業　株式会社　 本社営業所 普通 利用を行う

（法人番号９３９０００１００４５４８）

代表取締役　千葉　一幸 山形県天童市中里四丁目１番４５号 5

有限会社　マルカメ自動車工業 本社営業所 普通・小型

（法人番号８３７０３０２００２２３７）

代表取締役　亀山　安雄 宮城県石巻市大街道北四丁目６番１号 5

株式会社　稲川畜産 本社営業所 普通・小型 利用を行う

（法人番号４３８０００１０１７０４３）

代表取締役　稲川　忠夫 福島県須賀川市桙衝字古町１１９番地 5

大昇総建　株式会社　 福島営業所 小型

（法人番号４０４０００１０８８５２３）

代表取締役　鈴木　旭 福島県いわき市平原高野字百目木８－１ 5

株式会社　小塚建材重機 本社営業所 普通・小型 利用を行う

（法人番号４４１０００１００９７７１）

代表取締役　小塚　斉 秋田県北秋田市脇神字堂ヶ岱屋敷廻５番地 5

株式会社　千印荷役　 本店営業所 普通

（法人番号７４２０００１０１５２６２）

代表取締役　工藤　千樹 青森県南津軽郡田舎館村大字和泉字岡本３６番地 5

株式会社　八重樫建装 本社営業所 普通

（法人番号８４００００１０１０１２４）

代表取締役　平賀　雪雄 岩手県北上市北鬼柳１７地割５２番地５ 5

株式会社　スギモトデンキサービス 本店営業所 普通・小型 利用を行う

（法人番号３４２０００１０１２８９０）

代表取締役　杉本　忠志 青森県八戸市城下１丁目２３番１４号 5

大平建設　株式会社 本社営業所 普通・小型

（法人番号８４００５０１０００９７９）

代表取締役　山崎　秀二 岩手県一関市中里字沢田３５９番地１５２ 5

司東日本　株式会社 仙台営業所 普通 利用を行う

（法人番号９１８０３０１０２６４２０）

代表取締役　庄司　只功 宮城県黒川郡大衡村大瓜字上土橋３９－１ 5

一般

一般H29.2.13

一般

H29.2.16 一般

H29.2.13

H29.2.7

H29.2.7

◆貨物自動車運送事業経営許可状況

H29.2.1 一般

H29.2.7 一般

H29.2.7 一般

一般

H29.2.1

H29.2.1 一般

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

相双地区トラック協同組合 相双地区トラック協同組合除染廃棄物収集運搬事業部 東自貨
（法人番号　９３８０００５００６８８８）

代表理事　鎌田　武雄　　　 福島県相馬市日下石字鬼越迫７７ 第387号

◆第一種貨物利用運送事業（自動車）登録状況

H29.2.2 東北


