
種別 事業者名称 位置 代表者名 許可年月日 営業所の名称 営業所の位置 車両数

一般 （有）中山タイヤセンター 三重県三重郡菰野町大字宿野９４－５ 中山 裕多加 令和2年7月1日 059- 394- １２１２ 本店営業所 三重県三重郡菰野町大字宿野９４番地５ 5

一般 丸王運送（株） 三重県熊野市飛鳥町大又３７５番地１ 西山　照哲 令和2年7月1日 本社営業所 三重県熊野市飛鳥町大又３６９番地９ 5

一般 （有）ブルーコーナー静岡県下田市三丁目２番１８号 石垣　幸二 令和2年7月1日 沼津営業所 静岡県沼津市江浦５１４番地９２　ヤマハマリーナ沼津１Ｆ 5

霊柩 （株）市川葬典 岐阜県岐阜市本町三丁目１８番地 市川　智己 令和2年7月1日 本町営業所 岐阜県岐阜市本町四丁目２番地２ 1

一般 （株）アットロジコム 愛知県名古屋市中川区元中野町四丁目１０６番地の１ 猪刈　修一 令和2年7月1日 本社営業所 愛知県名古屋市中川区元中野町四丁目106番地の１ 5

一般 （株）八洲物流 愛知県名古屋市港区藤前１丁目９０６番地 桑畑　英之 令和2年7月1日 本社営業所 愛知県名古屋市港区藤前１丁目９０６番地 5

一般 ハルエ機工（有） 福井県坂井市春江町中筋第４２号３番地１ 野原　勇二 令和2年7月1日 0776- 51- ４２１５ 本店営業所 福井県坂井市春江町中筋第４２号３番地１ 5

一般 （株）マコトエクスプレス 愛知県豊川市上野三丁目１２９番地の４ 角谷　啓治 令和2年7月1日 0532- 87- ４４６６ 本社営業所 愛知県豊橋市下五井町捨田３８番地 5

一般 丸三水産（株） 三重県伊勢市村松町櫻本２２３１番地 田端　稔 令和2年7月1日 0596- 37- ２０７３ 名古屋営業所 愛知県北名古屋市中之郷栗島１１５番地 5

一般 Ｇｏｌｄ　Ｍｏｕｎｔａｉｎ（株） 岐阜県美濃加茂市本郷町五丁目１３番地３３号　プラザ山手Ｂ１０３号 西崎　ガリンド 令和2年7月16日 0574- 42- ８２９４ 本社営業所 岐阜県美濃加茂市本郷町五丁目１３番３３号　プラザ山手Ｂ１０１ 5

一般 （株）運美屋本舗茜 愛知県名古屋市西区大野木４ー７３ー１０１ 石岡　茜 令和2年7月16日 本社営業所 愛知県名古屋市西区野南町１１６藤コーポ２０３号 5

一般 （株）大府商運 愛知県大府市梶田町六丁目２２２番地２０５号 岩田　章 令和2年7月16日 0562- 57- ０５２２ 本社営業所 愛知県大府市梶田町六丁目２２２番地２０５号 5

一般 合同会社　大黒天企画 愛知県弥富市森津十一丁目２１９番地４０ 吉村　法明 令和2年7月16日 0567- 65- ６２３９ 本社営業所 愛知県安西市須依町須賀割２０９６番地１３ 5

一般 （株）エム’ダッシュ 愛知県名古屋市中川区愛知町４０１０番 西岡　昌彦 令和2年7月16日 052- 387- ９７７７ 本社営業所 愛知県名古屋市中川区愛知町４０１３番 5

一般 ビッグシード（株） 福岡県福岡市博多区麦野五丁目２３番３０号 馬場　和也 令和2年7月16日 本社営業所 愛知県西春日井郡豊山町青山字金剛４２番地１　フェリス２０６ 5

一般 英進（株） 愛知県小牧市小牧五丁目９３番地 澤舘　英明 令和2年7月16日 0568- 41- ２７７３ 本社営業所 愛知県丹羽郡大口町萩島一丁目１１５番地６ 5

一般貨物自動車運送事業の新規許可事業者一覧表（令和２年７月）
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一般 ヴィヴァン（株） 三重県三重郡菰野町大字永井３０６７－１０８ 中西　佐紀 令和2年7月31日 059- 340- ０６６２ 本社営業所 三重県三重郡菰野町３０６７－１０８ 5

霊柩 （株）秋桜 三重県桑名市大字蓮花寺１５９８番地 小串　盛雄 令和2年7月31日 0594- 25- １９００ 本店営業所 三重県桑名市大字蓮花寺１５９８番地 2

霊柩 ライフ交通（株） 三重県桑名市八間通３９番地 内田　喜祥 令和2年7月31日 0594- 25- ９７９２ 安永営業所 三重県桑名市大字安永２００番地 1

一般 （株）ワークラス 静岡県静岡市駿河区大和田２８５番地の２ 佐野　吉紀 令和2年7月31日 054- 659- ５２２３ 静岡営業所 静岡県静岡市葵区南安倍二丁目４－７ 5

一般 （株）緑商運 愛知県名古屋市緑区鳴丘一丁目１３３１番地の１　６０６号 井村　孝 令和2年7月31日 本社営業所 愛知県名古屋市緑区鳴丘一丁目１３３１番地の１－６０６号 5

一般 （株）山十 愛知県名古屋市緑区大高町字東正地６９番６ 小川　裕 令和2年7月31日 052- 621- ２０７２ 本社営業所 愛知県名古屋市緑区大高町字奥中道４５番２ 5

一般 （株）ＰＨＯＥＮＩＸ 愛知県名古屋市南区中割町三丁目１４１番地 半田　保男 令和2年7月31日 052- 618- ５５５２ 本社営業所 愛知県名古屋市南区中割町三丁目１４１番地 5

一般 （株）トヨタクレーン 愛知県豊田市河合町三丁目６４番地 藤原　輝美 令和2年7月31日 0565- 42- ２２７５ 本社営業所 愛知県豊田市河合町三丁目６４番地１２ 5

一般 （株）野田商店 愛知県一宮市大和町馬引字郷浦４６番地７ 野田　浩平 令和2年7月31日 0568- 44- １１８２ 羽島営業所 岐阜県羽島市正木町曲利１０３５番地１ 7



事業者名称 位置 代表者名 営業所名称 営業所位置 登録年月日

宮川　詠次 福井県越前市四郎丸町６４－８　コジマアパート２ 宮川　詠次 宮川商店 福井県越前市四郎丸町６４－８　コジマアパート２ 令和2年7月14日

（同）丸福運送 三重県四日市市塩浜本町１－６０ 塩澤　嘉亨 本社営業所 三重県四日市市塩浜本町１－６０ 令和2年7月14日

（有）JIT 岐阜県羽島市福寿町千代田１－２３－１ 山本　健一 （有）ＪＩＴ 岐阜県羽島市福寿町千代田１－２３－１－３A 令和2年7月14日

友 三重県員弁郡東員町笹尾東４－２０－８ 七五三　健一 友　本社営業所 三重県員弁郡東員町笹尾東４－２０－８ 令和2年7月16日

（株）モビール 愛知県一宮市多加木三丁目１５番地３号 髙橋　直子 （株）モビール 愛知県一宮市多加木三丁目１５番地３号 令和2年7月21日

第一種貨物利用運送事業者（自動車）の新規登録事業者一覧表（令和２年７月）


