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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
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

特定非営利活動法人　いとしあ
（法人番号：1390005008965）
理事長　佐藤　真樹

R4.9.22 山形県
いとしあ営業所
山形県米沢市大字笹野６３６番地の５

特大　１両 福祉輸送事業

浅石　浩明 R4.9.22 秋田県
本店
秋田県鹿角市八幡平大里９６

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

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

株式会社関根エンタープライズＴＬＳ
(法人番号 7030001138409)
代表取締役　　保田　敬一

R4.9.6
宮城営業所倉庫
宮城県仙台市宮城野区蒲生1丁目101-11

一類 899㎡

プラスロジスティクス株式会社
(法人番号 6013301023489)
代表取締役社長　若佐　照夫

R4.9.6

・ジョインテックス東北センター
　宮城県岩沼市空港南三丁目2-35，2-38
・ジョインテックス東北センター特定屋内貯蔵所
　宮城県岩沼市空港南三丁目2-35

・一類
・危険品
（建屋）

・11,827㎡
・　　46㎡

有限会社大士運輸
(法人番号 2370302001459)
取締役　　菊田　浩

R4.9.7
本店倉庫
宮城県東松島市みそら二丁目10-1

一類 972㎡ 新規

気仙沼水産加工業協同組合
(法人番号 1370505000093)
代表理事　　小野寺　弘志

R4.9.9

・第一冷蔵工場
　宮城県気仙沼市赤岩港29-5，31-1，31-4
・第二冷蔵工場
　宮城県気仙沼市赤岩港32-1，33-1

・Ｆ１
・Ｆ１

・6,633㎥
・4,381㎥

新規

東陸ロジテック株式会社
(法人番号 8180001076238)
代表理事　　上田　茂夫

R4.9.13
仙台1号倉庫
宮城県仙台市宮城野区扇町7丁目8番12

一類 338㎡

センコー株式会社
(法人番号 5120001197793)
代表取締役社長　福田　泰久

R4.9.13
仙台北ＰＤセンター
宮城県宮城郡利府町沢乙字白石沢32-70

一類 31,747㎡

株式会社日立物流東日本
(法人番号 7050001023567)
代表取締役社長　小田切　仁

R4.9.20
岩手金ケ崎物流センター
岩手県胆沢郡金ケ崎町西根森山3-1

一類 2,657㎡

株式会社関東エース
(法人番号 6030001050548)
代表取締役　　林　博己

R4.9.21
亘理センター
宮城県亘理郡亘理町吉田字下大畑24，25-1，25-
2，25-3

一類 4,413㎡

マルナカ株式会社
(法人番号 2380002016599)
代表取締役　　遊佐　憲雄

R4.9.21
長谷堂倉庫
福島県二本松市油井字長谷堂112-2、112-3

一類 650㎡ 新規

大和物流株式会社
(法人番号 3120001066744)
代表取締役　　木下　健治

R4.9.21
プロロジス岩沼物流センター
宮城県岩沼市空港南三丁目2-35，2-38，2-41

一類 8,698㎡

南貨物自動車株式会社
(法人番号 5420001010018)
代表取締役　　横山　博文

R4.9.27
盛岡営業所
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南一丁目4-9，4-
10

一類
Ｆ１
Ｃ３

164㎡
2,115㎥
2,511㎥

株式会社泉エキスプレス
(法人番号 5370001017464)
代表取締役　　石井　允啓

R4.9.27
株式会社泉エキスプレス
宮城県黒川郡大郷町川内字南清水前3-4

一類 1,296㎡ 新規

株式会社丸山運送
(法人番号 7370001006151)
代表取締役　　三浦　一夫

R4.9.28
仙台蒲生北部危険物倉庫
宮城県仙台市宮城野区蒲生4丁目5-3

危建 882㎡
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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 営 業 区 域 営 業 所 の 名 称 及 び 位 置 配 置 車 両 備 考

有限会社　お花畑
（法人番号：3380002014412）
代表取締役　宗像　有美

R4.9.12 福島県
本社
福島県郡山市熱海町玉川字横川５６番地

普通　１両 福祉輸送事業

合同会社　ＶＩＳＴＡ
（法人番号：4410003003681）
代表社員　戸井田　涼

R4.9.13 秋田県
本店
秋田県秋田市牛島西３丁目７－２９

普通　１両 福祉輸送事業

◆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
事業
種別

営業所の名称及び位置 配置車輌数 備考

高進機工　株式会社 本社営業所 普通、小型
（法人番号　１４２０００１０１３９４９） 牽引・被牽引
代表取締役　寺澤　憲司 青森県十和田市赤沼字下平２６３－４８５ 6
業　株式会社 大釜営業所 普通、小型
（法人番号　３４００００１０１４８８０）

代表取締役　大楢　幸輔 岩手県滝沢市大釜大清水３５５番地２ 5
佐々総業　株式会社 本社営業所 普通
（法人番号　1400001009016）

代表取締役　佐々　克考 岩手県下閉伊郡山田町織笠第１４地割３１番地１、３１番地２ 5
株式会社　岩崎商事 株式会社岩崎商事 普通、小型
（法人番号　5400001015489）

代表取締役　岩崎　美穂 岩手県盛岡市上米内字赤坂3番地287 5 利用あり
株式会社　SUGANO通商 本社営業所 普通、小型
（法人番号　1390001016732）

代表取締役　菅野　純 山形県天童市北久野本５丁目２番５号 5
東日本工業　株式会社 吉田営業所 普通
（法人番号　7390001013988）

代表取締役　阿部　真 山形県酒田市吉田深ケ４８番１ 5
株式会社　橋本工業 市名坂　営業所 普通、小型
（法人番号　2370001044874）

代表取締役　橋本　浩一 宮城県仙台市泉区市名坂字本町１４番地２－１０１ 5 利用あり
株式会社　一の縁 本社営業所 洋型
（法人番号　1410001012745）

代表取締役　佐々木　律子 秋田県横手市大屋新町字大平589－3 1

一般R4.9.1

R4.9.1 一般

R4.9.8 一般

一般

R4.9.16 一般

R4.9.16 一般

R4.9.30 霊きゅう

R4.9.16 一般

R4.9.15

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

むつ小川原モビリティ協同組合 むつ小川原モビリティ協同組合 東自貨

代表理事　小泉　國雄 青森県上北郡六ヶ所村倉内字笹崎１０５０番地１ 第208号

有限会社ＯＦＦＩＣＥ　Ｙ’ｓ ワイズ・ロジスティクスセンター 東自貨

（法人番号 8390002010595）

代表取締役　米山　茂朗 山形県鶴岡市大山字向町６８番地１号 第217号

田村　美華 恒美興産 東自貨

宮城県宮城郡利府町神谷沢字塚元１９－３　メゾンウィスタリア利府B１０２ 第218号

R4.9.29
全国（北海道、沖縄を除

く）

R4.9.29
全国（北海道、沖縄を除

く）

R4.9.29 東北・関東・北陸・信越


