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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

稲田　千秋 H29.12.4 福島県
本店営業所
福島県福島市御山字一本木８２－１　ド
ルチェ御山Ａ２０２

小型　１両 福祉輸送事業

荻生　元之 H29.12.1 福島県
本社営業所
福島県郡山市緑ヶ丘西３丁目１６－６

小型　１両 福祉輸送事業

株式会社　びーくる
（法人番号：４３９０００１０１５１３７）
代表取締役　成田　民明

H29.12.15 山形県
本社営業所
山形県東根市神町北二丁目１９番２０－
１７号

大型　１両 福祉輸送事業

合同会社　オハナ
（法人番号：２３７０００３００４００１）
代表社員　愛川　元也

H29.12.20 宮城県
本店営業所
宮城県柴田郡大河原町字東桜町７番地１
６

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

◆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

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

H29.12.5
山形物流事業所Ｃ号倉庫
山形県山形市大字十文字字天神東776外9筆

一類 996㎡ 増床

株式会社三興

(法人番号 4380001012894)
代表取締役　稲葉　眞実

H29.12.8
滝尻倉庫
福島県いわき市泉町滝尻字松原6-1外6筆

一類 2,112㎡

株式会社オートバックスセブン
(法人番号 3010601030532)
代表取締役　小林　喜夫巳

H29.12.14
タイヤ倉庫
岩手県盛岡市三本柳23地割46-1　外5筆

一類TR 128㎡

いわき大王紙運輸株式会社
(法人番号 5380001012316)
代表取締役　横内　義壽

H29.12.14
１－２号倉庫
３－４号倉庫
福島県いわき市南台三丁目1-30

一類
10,208㎡
10,208㎡

新規
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マルカ川商株式会社
(法人番号 9402701000444)
代表取締役　川原　睦夫

H29.12.20
第二冷蔵庫
岩手県大船渡市大船渡町字砂子前104-4

F1 2,684㎥ 新規

ソーダニッカビジネスサポート株式会社
(法人番号 8010001152286)
代表取締役　島田　堅一朗

H29.12.22

七ヶ浜１号倉庫
七ヶ浜２号倉庫
七ヶ浜３号倉庫
宮城県宮城郡七ヶ浜町東宮浜字笠岩16-24

三類
一類
三類

339㎡
386㎡
339㎡

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　ＬＩＮＥ　ＥＸＰＲＥＳＳ　ＷＲＥＣ

ＫＥＲ

（法人番号：２３７０６０１００３３０５）

代表取締役　鈴木　健稔

H29.12.21 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

合同会社　工藤興業

（法人番号：９４２０００３００１５５６）

代表社員　工藤　広幸

H29.12.20 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

株式会社　ケアプラザなごみ

（法人番号：５４２０００１０１４８９３）

代表取締役　鹿内　学

H29.12.6 青森県
本社営業所

青森県黒石市迫子野木一丁目１５５番１
小型　１両 福祉輸送事業

レトロキャンバス　株式会社

（法人番号：２３７０００１０４００６４）

代表取締役　佐藤　宏憲

H29.12.14 宮城県
本社営業所

宮城県仙台市青葉区中山台西４番地の２
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　坂本興業 本社営業所 普通・小型 利用を行う

（法人番号　６３９０００１０１３６５９）

代表取締役　　坂本　二郎 山形県東村山郡山辺町大字山辺3065の1 5

仙台英商運　株式会社 本社営業所 普通・牽引・被牽引 利用を行う

（法人番号　１３７０００１０４１３２８）

代表取締役　　小野寺　英之 宮城県仙台市若林区上飯田四丁目14番54コーポ小林101号 7

株式会社　仙台睦 本社営業所 普通・小型 利用を行う

（法人番号　８３７０００１０３１２６３）

代表取締役　　昆野　伸二 宮城県仙台市宮城野区田子字新入５ 5

Ｈ.Ｉ.Ｔレッカーサービス　株式会社 本社営業所 普通・小型

（法人番号　１４２０００１０１５８６２）

代表取締役　　今　仁志 青森県青森市妙見３丁目１番１２号 5

株式会社　ＪＫＤ 本社営業所 普通・小型

（法人番号　６３８０００１０２１６７９）

代表取締役　　玉川　寿之 福島県二本松市作田１３６番地１ 5

有限会社　松伸 原町営業所 普通・小型 利用を行う

（法人番号　７３８０００２０２９１５０）

代表取締役　　松本　良光 福島県南相馬市原町区下太田川内廹３１０－１４ 5

根本興産　株式会社 いわき営業所 普通

（法人番号　８３８０００１０１３６００）

代表取締役　　根本　克頼 福島県いわき市四倉町芳ノ沢１－５９ 5

有限会社　誠友 鹿島営業所 普通

（法人番号　５３８０００２０２８６３３）

代表取締役　　相澤　広之 福島県南相馬市鹿島区小池字原畑３６６番地３ 5

H29.12.12 一般

一般

H29.12.12

H29.12.27

H29.12.27 一般

◆貨物自動車運送事業経営許可状況

一般

一般

H29.12.7

H29.12.1 一般

H29.12.8 一般

H29.12.12 一般



（３）第１１９８号　　平成３０年１月１１日　（木曜日） 　東　北　運　輸　局　報

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

山口倉庫株式会社 駅前倉庫営業所 東自貨

（法人番号　380001006845）

代表取締役　山口　広志 福島県郡山市笹川三丁目40－5 第1408号

株式会社フレッシュネット 本社営業所 東自貨

（法人番号　390001015114）

代表取締役　齋藤　源 山形県山形市七日町一丁目4番47－1101号シティタワー山形七日町 第1409号

株式会社Ｓ．Ｔ．Ｆ 株式会社Ｓ．Ｔ．Ｆ福島事業所 東自貨

（法人番号　180001070906）

代表取締役　大曽根　源徳 福島県南相馬市原町区1－22 第1410号

◆第一種貨物利用運送事業（自動車）登録状況

H29.12.21 全国

H29.12.21 全国

H29.12.21 全国


