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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

許認可等事項

◆一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請状況
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

庄内まちづくり協同組合虹
（法人番号：５３９０００５００５０２６）
理事長　松本　政裕

R1.7.25 山形県
本社
山形県鶴岡市日枝字海老島３６番地４号

大型　１両 福祉輸送事業

及川　誠 R1.8.9 宮城県
本社
宮城県登米市米山町中津山字新古土手内
２５１－１

小型　１両 福祉輸送事業

梍　株式会社
（法人番号：５４２０００１０１６５８４）
代表取締役　福原　真一

R1.8.29 青森県
本社
青森県南津軽郡田舎館村大字東光寺字前
田７０番地２

小型　１両 福祉輸送事業

◆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

寒河江物流株式会社
(法人番号 4390001011821)
代表取締役　後藤　智樹

R1.8.1
寒河江物流本社物流センター一般倉庫・冷凍冷蔵倉庫

山形県寒河江市中央工業団地366-8,1177-5
一類
F1

2,530㎡
11,119㎥

日本通運株式会社
(法人番号 40104010228609)
代表取締役社長　齋藤　充

R1.8.2
中央倉庫
宮城県仙台市宮城野区苦竹4-3-1

一類 6,081㎡

株式会社大崎
(法人番号 4010701001886)
代表取締役社長　武田　一衛

R1.8.7
福島第一営業所センターＢ棟
福島県伊達市保原町字上野崎37-3

一類 920㎡
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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

東北汽船港運株式会社
(法人番号 5402701000175)
代表取締役社長　細川　廣行

R1.8.8
新田倉庫保税蔵置場
岩手県大船渡市大船渡町字新田64-4,64-6,64-7

一類 1,396㎡

株式会社タイヤワールド館ベスト
(法人番号 2370001003491)
代表取締役　安井　仁志

R1.8.22
本社物流センター
宮城県仙台市宮城野区苦竹2-62-1,62-6,73-1,93

一類TR 8,896㎡ 新規

有限会社小針運送
(法人番号 3380002017786)
代表取締役　小針　幸神

R1.8.22
第２倉庫
福島県西白河郡矢吹町沢尻223-1,222-1

一類 1,392㎡

株式会社岡部興業
(法人番号 8410001009099)
代表取締役　岡部　茂信

R1.8.26
株式会社岡部興業　低温物流センター
秋田県横手市杉沢字南杉沢89-1

一類 1,175㎡ 新規

株式会社マルヌシ
(法人番号 2420001006588)
代表取締役　地主　陽一

R1.8.30
第４冷蔵庫
青森県八戸市大字白銀町字三島下20-5　外4筆

F2 3,586㎥

弘前倉庫株式会社
(法人番号4420001009399)
取締役社長　大水　達也

R1.8.30
漆川１０号倉庫
青森県五所川原市大字金山字亀ヶ岡74-1

一類 1,946㎡

◆倉庫業の営業譲渡譲受認可
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

（譲渡人）

全農サイロ株式会社

(法人番号2010001020622)

代表取締役社長　荒波　隆一

（譲受人）

ＪＡ全農北日本くみあい飼料株式会社

(法人番号2370001018473)
代表取締役社長　羽田　仁一

R1.8.30
八戸工場糖蜜事業所１，０００ｔ糖蜜タンク
八戸工場糖蜜事業所２，０００ｔ糖蜜タンク
青森県八戸市大字河原木字海岸24-21

貯蔵槽
1,007㎥
1,954㎥

新規

◆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　かっぱ
（法人番号：４０１０００１１９７７９７）
代表取締役　白鳥　和明

R1.7.31 青森県
介護タクシー本舗　かっぱ
青森県青森市松森３丁目１７－５５

小型　１両 福祉輸送事業

吉田　功 R1.8.26 山形県
本店
山形県西村山郡河北町谷地丙７９番地

小型　１両 福祉輸送事業

Lien　株式会社
（法人番号：４４２０００１０１６６５１）
代表取締役　吉澤　直将

R1.8.28 青森県
本店
青森県青森市柳川一丁目２－１１－４０
２号

小型　１両 福祉輸送事業

社会福祉法人　恵生会
（法人番号：５４２０００５００３１０９）
理事長　工藤　幸子

R1.8.30 青森県
八幡のゆ
青森県三戸郡南部町大字小向字八幡１９
－１

小型　１両 福祉輸送事業

株式会社　健康
（法人番号：６４２０００１０１６５２６）
代表取締役　中山　武史

R1.8.30 青森県
株式会社　健康
青森県平川市町居南田１６２－２

小型　１両 福祉輸送事業
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◆貨物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

有限会社　東日本通信建設 本社営業所 普通・小型

（法人番号　６３７０８０２００２２５０　）

代表取締役　佐々田　哲舟 宮城県岩沼市恵み野三丁目１６番２３号 5

株式会社　ティー・エム・オー 本社営業所 普通・小型

（法人番号　８３８０００１０２４１６８　）

代表取締役　古川　智郎 福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字中山４番地の２ 5

株式会社　泉建設運輸 本社営業所 普通

（法人番号　９３８０００１０２９６５３　）

代表取締役　吉田　栄一 福島県田村市常葉町常葉字坂ノ下１５９番地１ 6

株式会社　ティーケーシー 南相馬営業所 小型

（法人番号　８３７０８０１００１６７２　）

代表取締役　髙橋　光一 福島県南相馬市小高区大田和字広畑３１７番地４ 5

株式会社　角田商運 本社営業所 普通・小型

（法人番号　２３７０００１０４４０７３）

代表取締役　角田　広 宮城県仙台市若林区今泉１丁目９番７９号 5

株式会社　福原宅送店 本社営業所 普通・小型

（法人番号　９３９０００１０１５５３７　）

代表取締役　鈴木　健介 山形県新庄市大字仁間字野際２８５ 5

岩手日報アド・ブランチ　株式会社 本社営業所 普通・小型

（法人番号　２４００００１０００２０５）

代表取締役　藤原　敬 岩手県盛岡市みたけ１丁目６番４０号 5

株式会社　福匠運輸 いわき営業所 普通・小型

（法人番号　６３８０００１０２９５４０）

代表取締役　杉山　克幸 福島県いわき市平豊間字原町１７－４　レインボーハイツ１０１号 5

株式会社　ピーエスリサイクル東北 松山営業所 普通・小型

（法人番号　３３７０００１０１２６４０　）

代表取締役　佐藤　勝利 宮城県大崎市松山字千石亀田１２３番 5

ダイレミ輸送　株式会社 本社営業所 普通

（法人番号　６４０２７０１０００１５８　）

代表取締役　熊谷　昭洋 岩手県大船渡市猪川町字藤沢口２０番地１ 24

株式会社　東部運送 本社営業所 普通

（法人番号　４３７０３０１００２３５７　）

代表取締役　工藤　豊和 宮城県東松島市大曲字南浜１番地４ 5

有限会社　赤帽あおもり運送 青森営業所 普通・小型

（法人番号　３４２０００２０００３６６）

代表取締役　石岡　ツグ子 青森県青森市大字安田字近野３０９番地１ 5

株式会社　エル・ティー・コーポレーション 第一営業所 普通・小型

福島県福島市南矢野目字鵯目５０番地の３

発起人　朽木　孝親　 土佐鋼業ビル２階５号 5

株式会社　アン・ソイン 本社営業所 バン

（法人番号　８３７０００１０３９７８６）

代表取締役　武藤　由香　 宮城県仙台市若林区六丁の目中町４－３０－３０６ 1

利用あり

利用あり

利用あり

利用あり

利用あり

R1.8.27 一般

R1.8.30 霊きゅう

R1.8.6 一般

R1.8.2 一般

R1.8.5 一般

R1.8.21 一般

R1.8.21 一般

R1.8.21 一般

R1.8.6 一般

R1.8.21 一般

R1.8.21 一般

R1.8.7 一般

R1.8.7 一般

一般R1.8.9

◆第一種貨物利用運送事業（自動車）登録状況
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

寿商事株式会社 寿商事株式会社 東自貨

（法人番号 ８３８０００１００４２８５）

代表取締役　山下　喜之 福島県伊達市中志和田７０番地３ 153

社会環境イノベーション株式会社 社会環境イノベーション株式会社 東自貨

（法人番号 ８３８０００１０２６６８４）

代表取締役　畑中　貢 福島県郡山市中町１０番１４号 154

合同会社井ノ上運送 合同会社井ノ上運送 東自貨

（法人番号 ８４２０００３００１９８６）

代表社員　上郡　勝 青森県青森市浪岡大字杉沢字井ノ上３２－３ 159

R1.8.9 東北・関東

R1.8.7

全国

全国（沖縄を除く）

R1.8.7


