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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 

株式会社はまなす観光タクシー 

（5110001018521） 

代表取締役 

菱田 貢 R2.12.1 

新潟県村上市田端町１１

番８号 
１５ 

条件：タクシー車両を使用しての食料・飲料の運送に限る。許可期限：令和４年９月３０日まで。 

株式会社三洋タクシー 

（1110001002289） 

代表取締役社長 

坂井 鶴美 R2.12.9 

新潟県新潟市東区藤見町

２丁目６－５ 
５８ 

条件：タクシー車両を使用しての食料・飲料の運送に限る。許可期限：令和４年９月３０日まで。 

日の丸観光タクシー株式会社 

（6110001014610） 

代表取締役 

西山 丈基 R2.12.9 

新潟県三条市東三条１丁

目６番１４号 
４５ 

条件：タクシー車両を使用しての食料・飲料の運送に限る。許可期限：令和４年９月３０日まで。 

さくら交通株式会社 

（1110001002207） 

代表取締役 

三田 正志 R2.12.17 

新潟県新潟市東区豊１丁

目１１番４３号 
２５ 

条件：タクシー車両を使用しての食料・飲料の運送に限る。許可期限：令和４年９月３０日まで。 

株式会社アゼウチ 

(4230001018337) 

代表取締役 

畦内 正広 R2.12.17 

富山県高岡市福岡町上蓑

３６８番地 
５ 

株式会社ＳＩＶ 

(4230001005590) 

代表取締役 

イルイネフ セルゲイ R2.12.18 

富山県富山市水橋市田袋

１７７ 
５ 

 

■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３０１４８号 

指定年月日 令和３年１月４日 

事業者名 トヨタモビリティ富山株式会社（法人番号 1230001002145） 

事業場の名称 トヨタモビリティ富山株式会社 稲荷 

事業場の所在地 富山県富山市稲荷町４丁目９番１１ 

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 

北陸信越運輸局報 
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指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第３０１４９号 

指定年月日 令和３年１月４日 

事業者名 トヨタモビリティ富山株式会社（法人番号 1230001002145） 

事業場の名称 トヨタモビリティ富山株式会社 Ｇスクエア五福 

事業場の所在地 富山県富山市五福末広町１２３８ 

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）、 

大型特殊自動車、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３０１５０号 

指定年月日 令和３年１月４日 

事業者名 トヨタモビリティ富山株式会社（法人番号 1230001002145） 

事業場の名称 トヨタモビリティ富山株式会社 Ｙ－ｔｏｗｎ山室 

事業場の所在地 富山県富山市山室新町４１番地 

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３０１５１号 

指定年月日 令和３年１月４日 

事業者名 トヨタモビリティ富山株式会社（法人番号 1230001002145） 

事業場の名称 トヨタモビリティ富山株式会社 富山南 

事業場の所在地 富山県富山市黒崎字高木割１２８番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）、 

大型特殊自動車、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３０１５２号 

指定年月日 令和３年１月４日 

事業者名 トヨタモビリティ富山株式会社（法人番号 1230001002145） 

事業場の名称 トヨタモビリティ富山株式会社 掛尾 

事業場の所在地 富山県富山市掛尾栄町５－５ 

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３０１５３号 

指定年月日 令和３年１月４日 

事業者名 トヨタモビリティ富山株式会社（法人番号 1230001002145） 

事業場の名称 トヨタモビリティ富山株式会社 高岡 

事業場の所在地 富山県高岡市美幸町１丁目１番７２号 
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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、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３０１５４号 

指定年月日 令和３年１月４日 

事業者名 トヨタモビリティ富山株式会社（法人番号 1230001002145） 

事業場の名称 トヨタモビリティ富山株式会社 高岡駅南 

事業場の所在地 富山県高岡市下伏間江３６３ 

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）、 

大型特殊自動車、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３０１５５号 

指定年月日 令和３年１月４日 

事業者名 トヨタモビリティ富山株式会社（法人番号 1230001002145） 

事業場の名称 トヨタモビリティ富山株式会社 Ｓｅｕｌ高岡南 

事業場の所在地 富山県高岡市十二町島８５番地 

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

普通自動車（乗用）、大型特殊自動車、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３０１５６号 

指定年月日 令和３年１月４日 

事業者名 トヨタモビリティ富山株式会社（法人番号 1230001002145） 

事業場の名称 トヨタモビリティ富山株式会社 砺波中央 

事業場の所在地 富山県砺波市寿町２番４６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）、 

大型特殊自動車、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３０１５７号 

指定年月日 令和３年１月４日 

事業者名 トヨタモビリティ富山株式会社（法人番号 1230001002145） 

事業場の名称 トヨタモビリティ富山株式会社 黒部 

事業場の所在地 富山県黒部市萩生８７２７－１ 

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 
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指定番号 北信指第３０１５８号 

指定年月日 令和３年１月４日 

事業者名 トヨタモビリティ富山株式会社（法人番号 1230001002145） 

事業場の名称 トヨタモビリティ富山株式会社 中古車 Ｇａｒａｇｅ 富山

南テクノショップ 

事業場の所在地 富山県富山市蜷川２７１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４０１５８号 

指定年月日 令和３年１月４日 

事業者名 北星産業株式会社（法人番号 4220001006037） 

事業場の名称 北星産業株式会社今江車検センター 

事業場の所在地 石川県小松市今江町５丁目６７９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 

 

 

以 上 

 


