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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

ＮＰＯ法人　シェルパ
（法人番号：６３８０００５０１１４３７）
理事　古市　貴之

H29.3.27 福島県
本社営業所
福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字風呂内
２２番地

小型　１両 福祉輸送事業

株式会社　アクトリー
（法人番号：１４２０００１０１４９２２）
代表取締役　齋藤　慶吾

H29.3.31 青森県
本社営業所
青森県青森市大字新城字山田４２５番地
１

小型　１両 福祉輸送事業

安藤　聖司 H29.4.17 福島県
本社営業所
福島県福島市飯坂字月崎４番地の４

小型　１両 福祉輸送事業

森　雄太郎 H29.4.20 福島県
本社営業所
福島県伊達市坂ノ上１９－５

大型　１両 福祉輸送事業

雁部　茂樹 H29.4.18 宮城県
本社営業所
宮城県石巻市渡波字黄金浜６－２

大型　１両 福祉輸送事業

株式会社　イーズ
（法人番号：８３７０００１０４０９２６）
代表取締役　高野　文彦

H29.4.21 宮城県
本社営業所
宮城県仙台市太白区袋原五丁目２番２８
号

大型　２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

株式会社オー・エル・エス
(法人番号1010001013164)
代表取締役社長　福島　義平

H29.4.6

Ｎｏ．１倉庫（２０１倉庫）
Ｎｏ．２倉庫（２０３倉庫）
Ｎｏ．３倉庫（１００倉庫）
Ｎｏ．４倉庫（１０１倉庫）
福島県郡山市冨久山町久保田字深田8-1

危建

105㎡
105㎡
818㎡
820㎡

アート梱包運輸株式会社
(法人番号1100001010739)
代表取締役　櫻井　晴夫

H29.4.6
東北営業所倉庫
山形県寒河江市中央工業団地192,192-2

一類 1,332㎡
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吉川運輸株式会社
(法人番号2010001031677)
代表取締役　吉川　康信

H29.4.6
吉川倉庫Ａ棟
秋田県にかほ市金浦字古賀の田71-1,68-1

一類 991㎡ 新規

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

H29.4.12
寒河江倉庫
山形県寒河江市大字寒河江字鶴田4

一類 875㎡

三八五通運株式会社
(法人番号5400001001530)
代表取締役　曽根　利明

H29.4.12
盛岡貨物ターミナル駅倉庫
岩手県盛岡市永井30地割140-3,296,297

一類 849㎡ 新規

株式会社白石倉庫
(法人番号6370101001342)
代表取締役　太宰　榮一

H29.4.13
白石インターＴＴＣ１号倉庫
宮城県白石市福岡深谷字佐久来5-1

一類 713㎡

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

H29.4.14
稲倉第４倉庫
秋田県にかほ市象潟町字蒲谷地1-4,1-5

一類 575㎡

三井倉庫サプライチェーンソリューション
株式会社
(法人番号1010701024774)
代表取締役社長　川﨑　成一

H29.4.14
第２営業部　宮城営業所（多賀城栄）
宮城県多賀城市栄二丁目202-4,202-5

一類 7,699㎡

伊藤忠ロジスティクス株式会社
(法人番号6010401053796)
代表取締役　佐々　和秀

H29.4.20

Ａ棟倉庫
福島県白河市表郷三森字清水93-1,95-1
Ｂ棟倉庫
福島県白河市表郷三森字清水67-1,68-1,69-1
Ｃ棟倉庫
福島県白河市表郷下谷地37-1,36-5
Ｄ棟倉庫
福島県白河市表郷下羽原吉田10-1,9-1

一類

1,261㎡

974㎡

1,802㎡

2,137㎡

相馬エネルギーサポート株式会社
(法人番号9010401123027)
代表取締役　井上　洋一郎

H29.4.20
相馬野積倉庫
福島県相馬市光陽一丁目2-25

野積 36,462㎡ 新規

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　さくらの

（法人番号：６３７０００１０２４０８８）

代表取締役　石川　浩光

H29.4.7 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

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

H29.4.7 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

星　光明 H29.4.27 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４６－３
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

H29.4.27 福島県
本社営業所

福島県郡山市湖南町福良字家老９３８１番地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　ドリーム 本社営業所 普通・小型 利用を行う

（法人番号　４３７０００１０２５５１８）

代表取締役 大友　謙 宮城県仙台市若林区上飯田３丁目８－２３ 5

株式会社　東栄 本社営業所 普通

（法人番号　７３８０００１０２０７３８）

代表取締役 西川　孝広 福島県相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢８３４番８ 6

一般H29.4.6

◆貨物自動車運送事業経営許可状況

H29.4.6 一般
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株式会社　エム・エス・ケイ 本社営業所 普通

（法人番号　７３７０５０１００１０５７）

代表取締役 山下　覚史 宮城県本吉郡南三陸町戸倉字太田４６番地１ 5

穗積運輸　株式会社 本社営業所 普通 利用を行う

（法人番号　－　）

設立時代表取締役 白石　智裕 福島県東白川郡塙町大字上石井字上石井88番地2 5

株式会社　林材センター 本店営業所 普通・小型

（法人番号　５４２０００１０１４４５６）

代表取締役 工藤　由美子 青森県八戸市大字河原木字海岸１８番地５ 5

有限会社　寺島重機工業 本社営業所 普通 利用を行う

（法人番号　４３８０００２００５９２２）

代表取締役 寺島　博 福島県福島市飯野町大久保字梗ノ木作９番地 5

株式会社　はなみずき交通 本社営業所 洋型・バン型

（法人番号　８４２０００１０１４８９９

代表取締役 小野　公一 青森県八戸市諏訪３－１４－１５ 3

株式会社　エスワン 本社営業所 普通・小型

（法人番号　７３７０８０１００１６０８）

代表取締役 渡辺　祥平 宮城県名取市飯野坂６丁目８７番地 5

株式会社　ＭＡＸグループ 東北営業所 普通・小型 利用を行う

（法人番号　２０３０００１０５３６８６）

代表取締役 赤間　由典 宮城県気仙沼市最知森合１６番地２ 5

有限会社　オートフレンド 本社営業所 普通・小型

（法人番号　４３７０００２０１５７６５）

代表取締役 鑓水　一弘 宮城県仙台市宮城野区扇町１丁目５－１ 5

株式会社　ＫＭＴ 本社営業所 普通

（法人番号　７３７０３０１００２９９８）

代表取締役 安藤　喜美男 宮城県石巻市吉野町３丁目１７４－１番地 6

株式会社　今泉商事 本社営業所 普通

（法人番号　３３８０００１０２０４０３）

代表取締役 今泉　信男 福島県いわき市内郷御厩町２丁目１３７番地 5

株式会社　丸栄堂 本社営業所 バン型

（法人番号　２４１０００１００８５８５）

代表取締役 三浦　大英 秋田県仙北市角館町下菅沢１９３番地１ 1

有限会社　塚原商運 本社営業所 普通

（法人番号　８３８０００２０３５２７１）

代表取締役　塚原　芳一 福島県喜多方市塩川町天沼字第六３８番地 5

株式会社　カメヤ 本社営業所 普通 利用を行う

（法人番号　４３７０３０２０００６９８）

代表取締役 亀谷　伸 宮城県東松島市新東名二丁目９番地１２ 5

一般

H29.4.13 一般

一般

H29.4.13

H29.4.13

H29.4.28 一般

H29.4.26 一般

H29.4.26

H29.4.13

H29.4.28

霊きゅう

一般

H29.4.26 一般

一般

一般

霊きゅう

H29.4.13

H29.4.13

H29.4.7 一般

H29.4.7 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

有限会社　仙南日本軽貨物 （有）仙南日本軽貨物 東自貨
（法人番号　３３７０１０２００２４５８）

代表取締役　渡木　一郎　　　 宮城県白石市中町３８番地 第３４号

◆第一種貨物利用運送事業（自動車）登録状況

H29.4.25 東北


