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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

有限会社　このゆびとまれ
（法人番号：４３７０２０２００４１３９）
代表取締役　桝形　恭一

H29.2.27 宮城県
本社営業所
宮城県大崎市松山千石字亀田３００番地
の５

大型　１両 福祉輸送事業

株式会社　KONAN
（法人番号：８３８０００１０１９５８９）
代表取締役　小沼　幸弘

H29.2.27 福島県
本社営業所
福島県郡山市湖南町福良字家老９３８
１番地１

大型　１両 福祉輸送事業

黒石タクシー　株式会社
（法人番号：４４２０００１０１５５７９）
代表取締役　盛　鐵藏

H29.3.2 黒石市
本社営業所
青森県黒石市大字山形町６５番地４

小型　９両

一般社団法人　ことか
（法人番号：６３７０００５００９０８５）
代表理事　藤原　琴香

H29.3.8 宮城県
多賀城営業所
宮城県多賀城市大代二丁目２番２３号

中型　１両 福祉輸送事業

大槻　昌徳 H29.3.17 福島県
本店営業所
福島県郡山市緑ヶ丘東四丁目２４番地
の５

小型　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 申 請

◆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

株式会社ヨコハマタイヤルック宮城
(法人番号4370001004240)
代表取締役　平井　一正

H29.3.3
仙台東倉庫
宮城県仙台市宮城野区福室四丁目811

一類TR 667㎡ 新規

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

H29.3.3
稲倉第３倉庫
秋田県にかほ市象潟町字源蔵潟1-36

一類 905㎡

東北三八五流通株式会社
(法人番号2370001012880)
代表取締役　高橋　信夫

H29.3.21
山形１号倉庫
山形県山形市流通センター四丁目1-1,1-16

一類 4,270㎡

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

H29.3.21
北上第一危険物倉庫
北上第二危険物倉庫
岩手県北上市流通センター156-4,156-5

危建
150㎡
150㎡
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日本ロジテム株式会社
(法人番号3010701007868)
取締役社長　中西　弘毅

H29.3.24
郡山１号倉庫
福島県郡山市喜久田町堀之内字向原5-12

一類 6,060㎡

日通ＮＥＣロジスティクス株式会社
(法人番号5020001075142)
代表取締役　吉村　直樹

H29.3.24
郡山ターミナル倉庫
福島県安達郡大玉村大山字羽山25-1

一類 536㎡ 増床

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

H29.3.29
金浦倉庫
秋田県にかほ市金浦字古賀の田71-1,68-1

一類 1,253㎡

日本通運株式会社
(法人番号4010401022860)
代表取締役社長　渡邉　健二

H29.3.29
山形航空支店山形物流センター
山形県天童市清池東二丁目788-1,788-4,3352-
2

一類 178㎡

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

東　司 H29.3.22 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

◆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

株式会社　八代建材 本店営業所 普通 利用を行う

（法人番号３３８０００１０１２１３６）

代表取締役　八代　嘉朝　 福島県福島市町庭坂字堀ノ内１５－７ 5

株式会社　フルカワ 本社営業所 普通

（法人番号３３８０００１００３８２９）

代表取締役　古川　壮一 福島県伊達郡川俣町飯坂字下谷沢１９番地の５ 5

株式会社　イークス 本社営業所 小型

（法人番号１４００００１００８５２１）

代表取締役　村井　幸治 岩手県盛岡市永井１７地割７０番地２０ 5

株式会社　和 本社営業所 ﾊﾞﾝ型

（法人番号９４１０００１０１１２３６）

代表取締役　柿崎　司 秋田県横手市平鹿町上吉田字田ノ植１－１ 1

株式会社　荒井興業 本社営業所 普通

（法人番号６４２０００１０１４４８８）

代表取締役　荒井　明浩 青森県五所川原市大字沖飯詰字鴻ノ巣２８３番地 5

株式会社　千葉自動車 本社営業所 普通・小型

（法人番号９４１０００２００８５７８）

代表取締役　千葉　倉男 秋田県大館市二井田字小石台１３番地１０ 5

有限会社　タケショウ 本社営業所 ﾊﾞﾝ型

（法人番号４３９０００２０１３７８３）

代表取締役　竹田　明 山形県東置賜郡高畠町高畠２０４４番地１ 1

有限会社　玉川興産 本社営業所 普通

（法人番号３３８０００２０２１１５２）

代表取締役　阿部　廣春 福島県石川郡玉川村岩法寺字下竹ノ内８５番地２ 5

有限会社　千葉岩材工業 本社営業所 普通 利用を行う

（法人番号７３７０３０２００３２８５）

代表取締役　千葉　武一 宮城県東松島市新東名四丁目８番地８ 6

株式会社　吉田建材 本社営業所 普通

（法人番号５３７０００１０３９８６３）

代表取締役　吉田　則一 宮城県気仙沼市岩月千岩田１６１番地６ 5

サクセスロード　株式会社 本社営業所 普通・小型 利用を行う

（法人番号３３７０００１０２４８５０）

代表取締役　佐藤　賢一 宮城県仙台市宮城野区宮千代２丁目１番地の２アイランドビル２０３ 5

株式会社　ホーヨクライン・イースト 本社営業所 普通 利用を行う

（法人番号５３７０００１０４０５１６）

代表取締役　大湯　勝紀 宮城県名取市美田園５丁目１２番８－２０３号 5

大同商事　株式会社 亘理営業所 普通・小型

（法人番号７３７０３０１００３０３０）

代表取締役　伊嶋康司 宮城県亘理郡亘理町逢隈中泉字新田1番地4ｼﾞｪﾙﾒ・ｴｽﾄⅣ201号室 5

H29.3.30 一般

H29.3.30 一般

一般

H29.3.30 一般

一般

一般

一般

◆貨物自動車運送事業経営許可状況

H29.3.7 一般

H29.3.9
霊きゅ

う

H29.3.15
霊きゅ

う

一般

H29.3.7

H29.3.7

H29.3.15

一般

H29.3.24 一般

H29.3.24

H29.3.9

H29.3.9
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花岡土建　株式会社 大披営業所 普通・小型

（法人番号３４１０００１００６１０１） 牽引・被牽引
代表取締役　鈴木　泚士 秋田県大館市大披字大沢２番 6

株式会社三沢警備保障 本社営業所 普通・小型

（法人番号２４２０００２０１７９５６）

代表取締役　佐々木　仁 青森県三沢市大字三沢字下夕沢８３番地１３６ 5

H29.3.31 一般

H29.3.30 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

八戸　実 蘭八商建 東自貨

青森県黒石市住吉町７６ 第418号

株式会社Ｓｎｏｗ　ｐｒｏｕｄ (株)Ｓｎｏｗ　proud 東自貨
（法人番号　９４２０００１０１０９１４）

代表取締役　小舘　誉弘　　　 青森県弘前市浜の町西３丁目７‐２ 第451号

クレハ運輸株式会社 いわき営業所：福島県いわき市錦町落合８０番地 東自貨
（法人番号　９３８０００１０１２７９０） 茨城営業所：茨城県小美玉市上玉里２１９８－１　

代表取締役　田中　宏幸　　　 鹿島営業所：茨城県神栖市東深芝２３－７　 第450号

千葉営業所：千葉県市原市八幡海岸通５２－２

大阪営業所：大阪府東大阪市楠根１－６－３

◆第一種貨物利用運送事業（自動車）登録状況

H29.3.28 東北

H29.3.31 全国

H29.3.9 東北


