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第１１８９号　　平成２９年１０月１１日　（水曜日） 　東　北　運　輸　局　報

http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/平成２９年１０月１１日

東北運輸局マスコット
“とうほくろっ犬”

    　　　公示第５０号

  道路運送法第７５条において準用する同法第５３条の規定により、次のとおり公示する。

　東北運輸局長　尾関　良夫

    １．事案番号及び事案の種類

　事案番号：２９旅一第１００１号

　事案の種類：専用自動車道工事施行認可

    ２．当該自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所

　東京都渋谷区代々木二丁目２番２号

　東日本旅客鉄道株式会社

　代表取締役社長　冨田　哲郎

    ３．当該工事施行の区間の起点及び終点の地名及び地番並びに経過市町村名

起　点 宮城県登米市津山町柳津字黄牛田高畑１－２地先

終　点 同　県同　市同　町柳津字黄牛田高畑５－９６地先

起　点 宮城県登米市津山町柳津字谷木３１０－２地先

終　点 同　県同　市同　町柳津字幣崎６３３－３地先

起　点 宮城県登米市津山町柳津字黄牛田高畑３４８－１５地先

終　点 同　県同　市同　町柳津字黄牛田高畑３４８－１９地先

公　 　示

平成２９年１０月１１日

公 示



（２）第１１８９号　　平成２９年１０月１１日　（水曜日） 　東　北　運　輸　局　報

起　点 宮城県登米市津山町柳津字黄牛田高畑３４８－１６地先

終　点 同　県同　市同　町柳津字黄牛深畑１６０－９０地先

起　点 宮城県登米市津山町横山字山梨子坂１７３－１４地先

終　点 同　県同　市同　町横山字山梨子坂１７３－９地先

起　点 宮城県登米市津山町横山字山梨子坂１６５－２地先

終　点 同　県同　市同　町横山字山梨子坂１５８－４５地先

起　点 宮城県登米市津山町横山字山梨子坂１５８－４６地先

終　点 同　県同　市同　町横山字新山梨子坂７－２地先

起　点 宮城県登米市津山町横山字新山梨子坂６０－２地先

終　点 同　県同　市同　町横山字新山梨子坂８３地先

起　点 宮城県登米市津山町横山字新山梨子坂８６地先

終　点 同　県同　市同　町横山字新山梨子坂１０９地先

起　点 宮城県登米市津山町横山字新殿田２５－２地先

終　点 同　県同　市同　町横山字新殿田３０－２地先

起　点 宮城県登米市津山町横山字新殿田１６８－２地先

終　点 同　県同　市同　町横山字殿田３９－３地先

起　点 宮城県登米市津山町横山字殿田３９－４地先

終　点 同　県同　市同　町横山字殿田５－２地先

起　点 宮城県登米市津山町横山字青木７６－３地先

終　点 同　県同　市同　町横山字青木７６－４地先

起　点 宮城県登米市津山町横山字青木７６－４地先

終　点 同　県同　市同　町横山字新青木９７－２地先

起　点 宮城県登米市津山町横山字青木３－３地先

終　点 同　県同　市同　町横山字本町１５６－３地先

起　点 宮城県登米市津山町横山字上鴻巣４７－２地先

終　点 同　県同　市同　町横山字上鴻巣８３－１地先

起　点 宮城県登米市津山町横山字上鴻巣８３－１地先

終　点 同　県同　市同　町横山字小金沢９５－４地先

起　点 宮城県登米市津山町横山字宮田９１－２地先

終　点 同　県同　市同　町横山字宮田１１５－２地先

起　点 宮城県本吉郡南三陸町戸倉字町５５－３地先

終　点 同　県同　郡同　　町戸倉字滝の沢７－３地先

起　点 宮城県本吉郡南三陸町戸倉字大畑４－２地先

終　点 同　県同　郡同　　町戸倉字大畑４－２地先

起　点 宮城県本吉郡南三陸町戸倉字大畑１３－３地先

終　点 同　県同　郡同　　町戸倉字大畑３７－３地先
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許認可等事項

許 認 可 申 請

起　点 宮城県本吉郡南三陸町戸倉字大畑３７－３地先

終　点 同　県同　郡同　　町戸倉字大畑５５－８地先

　経過市町村　なし

    ４．当該工事施行の区間のキロ程及び総幅員

キロ程 ０．６７８３キロメートル

総幅員 ３．２５～４．０メートル

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　ＬＩＮＥ　ＥＸＰＲＥＳＳ　ＷＲＥ
ＣＫＥＲ
（法人番号：２３７０６０１００３３０５）
代表取締役　鈴木　健稔

H29.9.7 宮城県
本社営業所
宮城県宮城郡利府町森郷字川袋１８－１

大型　１両 福祉輸送事業

佐々木　一俊 H29.9.14 岩手県
本店営業所
岩手県盛岡市清水町４番５－７０２

普通　１両 福祉輸送事業

合同会社　工藤興業
（法人番号：９４２０００３００１５５６）
代表社員　工藤　広幸

H29.9.21 青森県
本社営業所
青森県青森市松森三丁目１７番３５号プ
レジャー１０８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

成運株式会社
(法人番号 5370001017027)
代表取締役　佐藤　利成

H29.9.1
仙台港センターＤＰＬ仙台港Ｃ区画
宮城県多賀城市栄三丁目90-1,仙台市宮城野区港四丁目
155-7

一類 14,570㎡ 新規

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

H29.9.7

Ｎｏ．１倉庫（１０１倉庫）
岩手県盛岡市永井140-3
Ｎｏ．２倉庫（１０２倉庫）
岩手県盛岡市永井140-1

危建
819㎡

999㎡

株式会社ニチレイ・ロジスティクス東
北
(法人番号 2370001013136)
代表取締役社長　池田　雅人

H29.9.7
仙台物流センター
宮城県仙台市宮城野区港４丁目1-3

F1 1,411㎥ 増床

大友運送株式会社
(法人番号 2010601027307)
代表取締役　松村　豊人

H29.9.7
北上営業所
岩手県胆沢郡金ケ崎町西根森山4-14

一類 4,570㎡

株式会社こばうん
(法人番号 8380001010515)
代表取締役社長　齋藤　陽一

H29.9.7

第二倉庫
福島県西白河郡西郷村小田倉字大平533-1外3筆
第三倉庫
福島県西白河郡西郷村小田倉字大平534-1,535-1

一類
1,392㎡

1,395㎡
新規

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

H29.9.7
仙台南流通センター倉庫
宮城県刈田郡蔵王町大字小村崎字山崎6-1

一類 990㎡
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カトーレック株式会社
(法人番号 3010601029525）
代表取締役　加藤　英輔

H29.9.7
仙台物流センター
宮城県仙台市宮城野区扇町一丁目3-9

一類 1,260㎡ 増床

南光運輸株式会社
(法人番号 5370301000979)
代表取締役社長　内田　耕一郎

H29.9.7
瀬見１号～６号倉庫（６棟）
宮城県石巻市瀬見町14-11

一類 8,970㎡

八戸臨港倉庫株式会社
(法人番号 2420001006480)
代表取締役社長　大矢　卓

H29.9.19
八戸臨港倉庫株式会社・全農物流株式会社八戸共有倉
庫
青森県八戸市大字河原木字海岸23-9

一類 2,712㎡

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

小野　靖信 H29.9.15 岩手県
本店営業所

岩手県一関市大東町大原字野々下３１番地８
普通　１両 福祉輸送事業

ハッピーライフ　合同会社

（法人番号：２４００００３００２１５８）

代表社員　吉田　文則

H29.9.22 岩手県
本店営業所

岩手県盛岡市津志田中央３丁目２１番１号
普通　１両 福祉輸送事業

倉石ハーネス　株式会社

（法人番号：６４２０００１００６９２３）

代表取締役　上山　貢

H29.9.22 青森県
本社営業所

青森県八戸市北白山台五丁目２番７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

本店営業所 普通・小型

三熊　浩二

秋田県能代市朴瀬字村下大川反５８番地 5

有限会社　山愛緑化 本社営業所 普通

（法人番号　６４００００２００８１３６）

代表取締役 藤本　満寛 岩手県花巻市西宮野目第９地割１４１番地１ 5

株式会社　トーホク 南会津事務所 普通

（法人番号　６３８０００１０２４８９６）

代表取締役 田﨑　幸男 福島県南会津郡南会津町長野字加藤谷１８７４番地２ 7

合同会社　ＫＤＮコーポレーション 仙台営業所 普通・小型 利用を行う

（法人番号　３３７０００３００１６１７）

代表社員　　加藤　佳一 宮城県太白区秋保町湯向27番地の15 5

山田工業　株式会社 本社営業所 普通

（法人番号　８３８０００１００３９９７）

代表取締役 山田　高士 福島県福島市佐倉下字上谷地８番２ 5

有限会社　石井産業 本社営業所 普通・小型

（法人番号　７３８０００２０２２３０４）

代表取締役 石井　雄一 福島県いわき市小名浜字吹松１番１ 5

光輝　株式会社 本社営業所 普通 利用を行う

（法人番号　４３７０００１０４１４２４）

代表取締役　　髙橋　政三 宮城県石巻市北村字千刈田2番地1 6

株式会社　ＷＯＲＫＥＲＳ 本社営業所 小型

（法人番号　４３８０００１０２３９８２）

代表取締役　　本田　享史 福島県二本松市渋川字羽山９番１０ 5

川元建設　株式会社 本社営業所 普通

（法人番号　４４４０００１０００４９６）

代表取締役　　川元　正和 福島県伊達郡川俣町字仲ノ内２６番地５ 5

東北イートップ　株式会社 本社営業所 普通

（法人番号　６３９０００１００８０１５）

代表取締役　　成澤　剛 山形県鶴岡市藤浪四丁目１０４番地２ 13

株式会社　センティスト 仙台営業所 バン型

（法人番号　９３７０００１０４００８２）

代表取締役　　青木　隆一 宮城県仙台市泉区七北田字白水沢１４番地１ 3

有限会社　トップギア 本社営業所 バン型

（法人番号　５４１０００２０１３９５３）

代表取締役　　石山　利幸 秋田県横手市婦気大堤字街道下1番地1 1

霊きゅ
う

一般

H29.9.28

一般

H29.9.5

H29.9.5 一般

一般

一般

H29.9.28

◆貨物自動車運送事業経営許可状況

H29.9.6 一般

H29.9.13 一般

H29.9.13 一般

一般

H29.9.21 一般

H29.9.28
霊きゅ

う

H29.9.13

H29.9.28

H29.9.20
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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

大和薬品株式会社 本社営業所 東自貨

（法人番号　370001005497）

代表取締役　黒田　卓郎 宮城県黒川郡大和町松坂平８丁目３番２号 第243号

北新機材株式会社 大間営業所　　　　　　　　　 東自貨

（法人番号　420001012474） 青森県むつ市横迎町２丁目２１番１２号

六ヶ所営業所

代表取締役　中村　昭芳 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附２１３－４ 第248号

◆第一種貨物利用運送事業（自動車）登録状況

H29.9.28 全国

H29.9.27 東北


