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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

許 認 可 申 請

許認可等事項

◆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

株式会社　山りんご
（法人番号：３３８０００１０３０３９３）
代表取締役　伊達　良子

R2.2.19 福島県
本社
福島県相馬市塚部字本社９４番地の８

小型　１両 福祉輸送事業

菅井　政己 R2.2.18 秋田県
本店
秋田県由利本荘市石脇字田尻２８－６２

小型　１両 福祉輸送事業

◆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

山形トヨペット株式会社
(法人番号 6390001002075)
代表取締役　鈴木　壽昭

R2.2.3
中古車ランド東バイパスタイヤ倉庫
山形県山形市上山家町字下宿760-1　外6筆

一類TR 1,050㎡

ＳＢＳリコーロジスティクス株式会社

(法人番号 7010801012582)
代表取締役　若松　勝久

R2.2.3
ＢＣ宮城第２
宮城県仙台市宮城野区扇町7-3-13

一類 4,502㎡

株式会社須賀川東部運送
(法人番号 2380001011270)
代表取締役　吉田　雅弘

R2.2.3
鏡石物流センター
福島県岩瀬郡鏡石町池の台184-1

一類 2,764㎡
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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

日本通運株式会社
(法人番号 40104010228609)
代表取締役社長　齋藤　充

R2.2.6
喜久田ターミナル５号倉庫
福島県郡山市喜久田町卸2-2-4

一類 688㎡

東鉱商事株式会社
(法人番号 1050001023399)
代表取締役　関　信一

R2.2.21
金ヶ崎第三危険物倉庫
岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根森山4-12

危険品
（建屋）

293㎡

コーユーロジックス株式会社
(法人番号 8010401056517)
代表取締役　長田　朋久

R2.2.21
仙台南センター
宮城県仙台市太白区中田5-3-21

一類 3,248㎡

浜名東日本株式会社
(法人番号 4370001040806)
代表取締役社長　島本　純

R2.2.25
本社倉庫
宮城県栗原市高清水中の沢25-26、忽滑沢20-10

一類 2,152㎡ 新規

株式会社三興
(法人番号 4380001012894)
代表取締役　稲葉　眞実

R2.2.27
林ノ上倉庫・林ノ上冷蔵倉庫
福島県いわき市小名浜字林ノ上247-8

一類
F1
C3

1,601㎡
1,713㎥

859㎥

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

リーフ　株式会社
（法人番号：５４２０００１０１６６４２）
代表取締役　千葉　康広

R2.2.6 青森県
本店
青森県むつ市小川町１－７－１４

大型　１両 福祉輸送事業

株式会社　新庄輸送サービス
（法人番号：４３９０００１００８５１２）
代表取締役　五十嵐　健夫

R2.2.27 最上郡
肘折温泉
山形県最上郡大蔵村大字南山４８８番地
１、４８８番地３

中型　２両

◆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

有限会社　永朗建設 本社営業所 小型

（法人番号　９０４０００２０６８３８７　）

代表取締役　山﨑　朗 福島県南相馬市原町区信田沢字新田原７９ 5

株式会社　ケーズキャリー 本社営業所 普通

（法人番号　８３７０００１０４４７６１　）

代表取締役　横山　喜久男 5 利用あり

株式会社　ニコニコ運輸 秋田営業所 普通・小型

（法人番号　６４１０００１０１１９８１　）

代表取締役　堀田　崇拓 秋田県秋田市御所野湯本一丁目１番９号 5 利用あり

株式会社　ＭＫコーポレーション 本社営業所 小型

（法人番号　７３７０００１０４４６０６　）

代表取締役 眞籠　寛道 宮城県石巻市鹿又字大巻下４７番地１ 5 利用あり

アテラ　株式会社 本社 普通・小型

（法人番号　９３８０００１０１５０５９　）

代表取締役　寺村　淳 福島県いわき市好間工業団地３４番地の１ 5 利用あり

一般

R2.2.3

R2.2.12

一般

R2.2.6

R2.2.18

一般

一般

R2.2.3 一般 宮城県仙台市若林区沖野七丁目６番１－６号

ボヌール沖野６番館Ａ
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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

いわき物流　株式会社 いわき営業所 普通・小型

（法人番号　９３８０００１０２９７７７　）

代表取締役　朝熊　克則 福島県いわき市好間町大利字戸作田４１－１ 5 利用あり

株式会社　岡山 本社営業所 普通・小型

（法人番号　１４２０００１０１４３６９　）

代表取締役　岡山　富士子 青森県上北郡東北町字外蛯沢前平７８番地４４ 5 利用あり

一般

R2.2.26

R2.2.28

一般

◆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

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Ｆｒｅｅ・Ｓｔｙｌｅ・Ｌｉｎｏ 本社営業所 東自貨

（法人番号 7380001030497）

代表取締役　石田　大志 福島県会津若松市幕内南町５番１２号 第４４４号

本社 東自貨

（法人番号 なし）

佐藤　靖彦 宮城県気仙沼市赤岩石兜１７７－４ 第４５３号

株式会社イーブン・ロジ 本社営業所 東自貨

（法人番号 9370001044975）

代表取締役　佐々木　信二 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目４－１６　ヴィレッジ１０６ビル４Ｆ－Ｂ 第４５４号

本社 東自貨

（法人番号 なし）

菅原　祐二 宮城県気仙沼市本吉町高岡２２１－１ 第４７３号

秋田エコプラッシュ株式会社 秋田エコプラッシュ株式会社　本社営業所 東自貨

（法人番号 7410001007509）

代表取締役　松井　隆伸 秋田県能代市扇田字扇渕１１番地１ 第４７５号

R2.2.13

北海道、東北、関東、

北陸信越、中部、近

畿、中国、四国、九州

R2.2.28 東北

R2.2.5 東北

R2.2.28 全国（沖縄を除く）

R2.2.13

北海道、東北、関東、

北陸信越、中部、近

畿、中国、四国、九州


