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■一般貨物自動車運送事業（一般）の許可（自動車交通部） 

事業者名(法人番号) 代表者 許可年月日 主たる事務所の位置 
車両

数 

ジャパン・カーゴ株式会社 

(8220001018879) 

代表取締役 

日比野 明彦 R2.6.15 

石川県白山市上島田町２０番

地２ 
５ 

株式会社 大雅貿易商会 

(7110001017959) 

代表取締役 

蘇雅拉圖 R2.6.29 

新潟県柏崎市鯨波一丁目字鴨

クグリ乙１５１８番１ 
７ 

 

 

■一般貨物自動車運送事業（霊柩）の許可（自動車交通部） 

事業者名(法人番号) 代表者 許可年月日 主たる事務所の位置 
車両

数 

廣川 隆一 

(－) 

 

廣川 隆一 R2.6.16 

新潟県新潟市中央区堀之内南

１丁目２９０番地１１ 
１ 

富山 桜 

(－) 

 

富山 桜 R2.6.19 

富山県魚津市火の宮町１－２

９ 
２ 

桐澤 慎治（真心葬祭 慎） 

(－) 

 

桐澤 慎治 R2.6.19 
富山県滑川市上小泉７４７ １ 

有限会社 三浦葬祭 

(7230002007872) 

代表取締役 

三浦 茂 R2.6.19 

富山県魚津市本町２丁目４番

１１号 
２ 

株式会社 ＳＰＥＣ 

(1230001018257) 

代表取締役 

渡辺 徹 R2.6.26 

富山県富山市粟島町１丁目８

番７８号 
４ 

 

 

■指定自動車整備事業の指定（自動車技術安全部） 

指定番号 北信指第２０３１８号 

指定年月日 令和２年７月１日 

事業者名 ＮＴＰトヨタ信州株式会社（法人番号 7100001033081） 

事業場の名称 ＮＴＰトヨタ信州株式会社安曇野店 

事業場の所在地 長野県安曇野市穂高１４５１番地９ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、 

小型二輪自動車、軽自動車 

北陸信越運輸局報 
明日の交通・環境を創造します。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/ 

 
 

令和２年７月１３日（月曜日）  第６２１号 

国土交通省 北陸信越運輸局                                 毎月３回（1 日・11 日・21 日発行） 
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業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３１９号 

指定年月日 令和２年７月１日 

事業者名 ＮＴＰトヨタ信州株式会社（法人番号 7100001033081） 

事業場の名称 ＮＴＰトヨタ信州株式会社穂高店 

事業場の所在地 長野県安曇野市穂高１４８１番地１ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、 

小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３２０号 

指定年月日 令和２年７月１日 

事業者名 ＮＴＰトヨタ信州株式会社（法人番号 7100001033081） 

事業場の名称 ＮＴＰトヨタ信州株式会社鎌田店 

事業場の所在地 長野県松本市鎌田一丁目９番１３号 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、 

軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３２１号 

指定年月日 令和２年７月１日 

事業者名 ＮＴＰトヨタ信州株式会社（法人番号 7100001033081） 

事業場の名称 ＮＴＰトヨタ信州株式会社筑摩店 

事業場の所在地 長野県松本市筑摩３丁目１９番４号 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、 

小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３２２号 

指定年月日 令和２年７月１日 

事業者名 ＮＴＰトヨタ信州株式会社（法人番号 7100001033081） 

事業場の名称 ＮＴＰトヨタ信州株式会社松本店 

事業場の所在地 長野県松本市宮田５番５号 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、 

小型四輪自動車、小型三輪自動車、小型二輪自動車、 

軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３２３号 

指定年月日 令和２年７月１日 

事業者名 ＮＴＰトヨタ信州株式会社（法人番号 7100001033081） 

事業場の名称 ＮＴＰトヨタ信州株式会社木曽店 

事業場の所在地 長野県木曽郡木曽町福島２８７３番地８ 
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対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、 

小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３２４号 

指定年月日 令和２年７月１日 

事業者名 ＮＴＰトヨタ信州株式会社（法人番号 7100001033081） 

事業場の名称 ＮＴＰトヨタ信州株式会社下諏訪店 

事業場の所在地 長野県諏訪郡下諏訪町字湖浜６１３３の３９ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、 

小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３２５号 

指定年月日 令和２年７月１日 

事業者名 ＮＴＰトヨタ信州株式会社（法人番号 7100001033081） 

事業場の名称 ＮＴＰトヨタ信州株式会社諏訪店 

事業場の所在地 長野県諏訪市大字中洲字砂田２９１８番地１ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、 

小型四輪自動車、小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３２６号 

指定年月日 令和２年７月１日 

事業者名 ＮＴＰトヨタ信州株式会社（法人番号 7100001033081） 

事業場の名称 ＮＴＰトヨタ信州株式会社茅野店 

事業場の所在地 長野県茅野市本町東５番１５号 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、 

小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３２７号 

指定年月日 令和２年７月１日 

事業者名 ＮＴＰトヨタ信州株式会社（法人番号 7100001033081） 

事業場の名称 ＮＴＰトヨタ信州株式会社箕輪店 

事業場の所在地 長野県上伊那郡南箕輪村字久保４５番地１ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、 

小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３２８号 

指定年月日 令和２年７月１日 

事業者名 ＮＴＰトヨタ信州株式会社（法人番号 7100001033081） 

事業場の名称 ＮＴＰトヨタ信州株式会社伊那店 
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事業場の所在地 長野県上伊那郡南箕輪村字水添７４０４番１ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、 

軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３２９号 

指定年月日 令和２年７月１日 

事業者名 ＮＴＰトヨタ信州株式会社（法人番号 7100001033081） 

事業場の名称 ＮＴＰトヨタ信州株式会社駒ヶ根店 

事業場の所在地 長野県上伊那郡宮田村５１９７番地１ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、 

小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３３０号 

指定年月日 令和２年７月１日 

事業者名 ＮＴＰトヨタ信州株式会社（法人番号 7100001033081） 

事業場の名称 ＮＴＰトヨタ信州株式会社飯田上郷店 

事業場の所在地 長野県飯田市上郷飯沼１８５１番１ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、 

軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３３１号 

指定年月日 令和２年７月１日 

事業者名 ＮＴＰトヨタ信州株式会社（法人番号 7100001033081） 

事業場の名称 ＮＴＰトヨタ信州株式会社飯田インター店 

事業場の所在地 長野県飯田市育良町２丁目２番地１ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、 

小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３３２号 

指定年月日 令和２年７月１日 

事業者名 ＮＴＰトヨタ信州株式会社（法人番号 7100001033081） 

事業場の名称 ＮＴＰトヨタ信州株式会社飯田店 

事業場の所在地 長野県飯田市鼎名古熊２５８８番１ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、 

小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３３３号 

指定年月日 令和２年７月１日 

事業者名 ＮＴＰトヨタ信州株式会社（法人番号 7100001033081） 
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事業場の名称 ＮＴＰトヨタ信州株式会社レクサス松本 

事業場の所在地 長野県松本市村井町南２丁目１４番２７号 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、 

小型三輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

以 上 

 


