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許認可申請

◆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

蛯名　謙一 R4.6.14 青森県
本店
青森県十和田市大字赤沼字下平263-200

普通　１両 福祉輸送事業

まっすぐ介護　合同会社
（法人番号：2420003001083）
代表社員　秋田谷　一

R4.6.20 青森県
木造
青森県つがる市木造宮崎３番１

普通　１両 福祉輸送事業

藤山　健二 R4.6.24 秋田県
本店
秋田県大仙市佐野町４番３２－２号

小型　１両 福祉輸送事業

http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/
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許認可等事項

◆倉庫業の登録
交通政策部環境・物流課

◆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 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

Ｆ－ＬＩＮＥ株式会社
(法人番号 3010001068883)
代表取締役社長執行役員　本山　浩

R4.6.1
仙台物流センター
宮城県仙台市宮城野区中野字柳原26－3，26－17

一類 8,126㎡

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

R4.6.3
金ケ崎1号倉庫
岩手県胆沢郡金ケ崎町西根森山19-5

一類 2,201㎡

株式会社ＮＥＣフィールディング
(法人番号 3010401022977)
代表取締役　　鈴木　浩

R4.6.15
仙台パーツセンター
宮城県仙台市宮城野区扇町五丁目1-1，1-2，1-5

一類 700㎡

日本梱包運輸倉庫株式会社
(法人番号 2010001168115)
代表取締役　　大岡　誠司

R4.6.23
岩沼営業所倉庫
宮城県岩沼市空港西二丁目1番地

一類 21,028㎡

株式会社鈴木商館
(法人番号 3011401003348)
代表取締役　　鈴木　慶彦

R4.6.23

ボンベ庫・水素カードル庫
薬品庫・一般倉庫
危険物庫
岩手県北上市成田１地割33-4

危(建)
一類

危(建)

432㎡
494㎡
59㎡

大友ロジスティクスサービス株式会社
(法人番号 2010601027307)
代表取締役　　松村　豊人

R4.6.27
仙台第２倉庫
宮城県黒川郡大和町松坂平2丁目5-1

一類 2,249㎡

株式会社ナカノ商会
(法人番号 1011701014294)
代表取締役　　沼澤　宏

R4.6.28
第6本宮センター
福島県本宮市荒井字恵向13-1外11筆

一類 19,154㎡ 増床

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

竹花　守 R4.6.10 岩手県
本店
岩手県岩手郡葛巻町葛巻第２５地割１５
番地２

特大　１両 福祉輸送事業

沖野　光彦 R4.6.10 山形県
山形
山形県山形市南原町２丁目５－４９

小型　１両 福祉輸送事業

田村　高夫 R4.6.15 秋田県
本店
秋田県山本郡八峰町峰浜高野々字真山１
７７－３１

小型　１両 福祉輸送事業

株式会社　こころね
（法人番号：5390001014162）
代表取締役　中條　央崇

R4.6.29 山形県
本社
山形県酒田市こあら１丁目５番地の１１

大型　１両 福祉輸送事業

佐藤　正宏 R4.7.5 岩手県
本店
岩手県奥州市胆沢小山字下笹森４３－２
１

大型　１両 福祉輸送事業

駒野　一教 R4.7.5 宮城県
本店
宮城県角田市枝野字横堀６１番地

普通　１両 福祉輸送事業
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◆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

◆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

田中　薫 本店営業所 普通
小型

青森県三戸郡階上町大字道仏字耳ケ吠３番地２９０ 5 利用あり
太平商事　株式会社 本社営業所 普通
（法人番号　5410001001604） 小型
代表取締役　石田　裕 秋田県秋田市卸町三丁目6番2号 5
株式会社　ニッコン東北 本社営業所 普通
（法人番号　1370201003755）

代表取締役　山田　明広 宮城県岩沼市空港西二丁目１番地 5 利用あり
有限会社　丸中建設 本社営業所 普通
（法人番号　2380002016599）

代表取締役　遊佐　憲雄 福島県二本松市油井字長谷堂１１２－２ 5 利用あり
有限会社　新井企業 栄ヤード 普通
（法人番号　８３７０６０２０００１２２） 小型
代表取締役　新井　一美 宮城県多賀城市栄２丁目２２９－３ 5
有限会社　ワカバ 本社営業所 普通
（法人番号　4370202003727）

代表取締役　戸津川　洋 宮城県黒川郡大和町まいの１丁目４－１２ 5
有限会社　イシヤマ産業 本社営業所 普通
（法人番号　5370002020541）

代表取締役　石山　弥一 宮城県黒川郡大衡村大瓜字下南沢１４１－３ 5 利用あり
株式会社　上東五和 上東五和会館　営業所 バン型
（法人番号　6370301001480）

代表取締役　佐藤　牧観 宮城県石巻市中浦二丁目１０６番９ 1
株式会社　博志 大河原営業所 普通
（法人番号　7370001046767） 小型
代表取締役　大森　博文 宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬川根２４９ 5 利用あり

R4.6.29 一般

R4.6.15

一般R4.6.6

R4.6.6 一般

一般

R4.6.29 霊きゅう

R4.6.29 一般

R4.6.10 一般

R4.6.15 一般

R4.6.16 一般

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

株式会社　アシスト 仙台営業所 東自貨

（法人番号 1370001017237）

代表取締役　齋藤　元章 宮城県仙台市泉区泉ヶ丘１丁目１－１ 第80号

R4.6.14 東北


