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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

株式会社　大館・花矢交通
（法人番号：7410001012582）
代表取締役　谷地田　恒夫

R2.8.31 大館市
本社
秋田県大館市字新町９１番地

小型　１７両

株式会社　なかじま
（法人番号：2420001016091）
代表取締役　中島　尚武

R2.8.27 青森県
訪問介護かりん
青森県南津軽郡大鰐町大字三ツ目内字大
堰口３３番地１０

普通　１両 福祉輸送事業

川嶋　喜信 R2.9.14 宮城県
築館営業所
宮城県栗原市築館字上宮野秋山５６

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

弘前倉庫株式会社
(法人番号 4420001009399)
取締役社長　　大水　達也

R2.9.8
漆川１２号倉庫
青森県五所川原市大字金山字亀ヶ岡74番1、字竹崎
171番6

一類 3,395㎡

株式会社樋口物流サービス
(法人番号 6122001006017)
代表取締役　  樋口　修一朗

R2.9.9
第一倉庫
宮城県仙台市若林区鶴代町4-36

一類 714㎡

ブリヂストンタイヤジャパン株式会社

(法人番号 1010001056262)
代表取締役　　田中　浩二

R2.9.9
タイヤ館弘前
青森県弘前市大字安原1丁目1－31、1－25、1－
26、1－27、1－33

一類 165㎡
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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

株式会社ロジコム
(法人番号 4240001016199)
代表取締役　　大上　正人

R2.9.16
福島営業所
福島県福島市大笹生字兎橋1-1、字柳町12-1、字台
田1-7、字北鬼渕3-7、10-6

一類 5,936㎡

協和運輸倉庫株式会社
(法人番号 8370001004939)
代表取締役社長　髙橋　大輔

R2.9.16
仙台空港営業所
宮城県岩沼市空港西2丁目6-2、6-3

一類 8,000㎡

株式会社ヤマケン
(法人番号 4420001014671)
代表取締役　　山崎　治喜

R2.9.18
ヤマケン北上金ケ崎倉庫
岩手県胆沢郡金ケ崎町六原前二ツ森1-116

一類 1,423㎡

株式会社秋田物流センター
(法人番号 1410001000535)
代表取締役社長　 齋藤　靖之

R2.9.28
新御所野倉庫
秋田県秋田市御所野堤台3丁目1-1

一類

Ｃ３

Ｆ１

3,191㎡

890㎥

219㎥

増床

株式会社アルム不動産運輸
(法人番号 6400602001102)
代表取締役　　光野　茂樹

R2.9.28
上嶋田倉庫
岩手県胆沢郡金ケ崎町西根上嶋田75-1、中村5-7

一類 1,985㎡

ＪＡパールライン福島株式会社
(法人番号 1380001001413)
代表取締役社長　佐藤　勝則

R2.9.30
県中物流センター倉庫２号倉庫
福島県須賀川市森宿字御膳田1-11

一類 1,023㎡

宮城県開発株式会社
(法人番号 2370301002152 )
代表取締役社長　犬飼　章

R2.9.30
石巻港中島野積場
宮城県石巻市中島町170-1

野 5,892㎡ 増床

◆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

飯野　忍 R2.9.2 山形県
本店
山形県米沢市万世町牛森４３５９－８

大型　１両 福祉輸送事業

株式会社アサノ企画
（法人番号：1370001001298）
代表取締役　浅野　吉郎

R2.9.25 宮城県
アシストくまさんタクシー本社営業所
宮城県名取市堀内字北竹３４６番地の１

小型　１両 福祉輸送事業

◆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

株式会社　アイセイオート 本社営業所 普通・小型

（法人番号　７３７０３０１００２４７８）

代表取締役　相澤　剛 宮城県石巻市鹿又字町浦１００番地１ 5 利用あり

株式会社　藤敬 本社営業所 普通

（法人番号　６４００００１０１２７４１）

代表取締役　藤原　敬次 岩手県釜石市鵜住居町第５地割２５番地１ 5

株式会社　エンザワ 本社営業所 普通・小型

（法人番号　３４２０００１０１６７０２）

代表取締役　遠澤　郁 青森県三戸郡田子町大字田子字下モ鳴滝９５番地１１ 5 利用あり

R2.9.10

一般

R2.9.9 一般

一般

R2.9.2
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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

明昇物流　株式会社 明昇物流(株)営業所 小型

（法人番号　４３７０００１０４５５１６）

代表取締役　小山　剛 宮城県大崎市岩出山下川原町１４１番地 5 利用あり

株式会社　スパット北上 本社営業所 普通

（法人番号　１４００００１００６２６９）

代表取締役　千葉　智英 岩手県北上市村崎野１４地割６３番地３ 6

株式会社　ＥＮＲＩＣＨトランスポート 福島営業所 小型

（法人番号　２０１０００１２１０５３７）

代表取締役　福島　隆司 福島県田村郡小野町大字塩庭字平内１５７－１ 5

株式会社　東武 本社営業所 普通

（法人番号　７３８０００１０２７３８６）

代表取締役社長　中島　照夫 福島県南相馬市原町区本陣前二丁目５１番地 4

一般R2.9.14

R2.9.18 一般

R2.9.25 一般

R2.9.25 一般廃棄物

◆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

本社営業所 東自貨

（法人番号 なし）

齋藤　定幸 青森県平川市小国山下９５ ２３０号

ケーエルエス株式会社 ケーエルエス株式会社 東自貨

（法人番号 8380001031115）

代表取締役　久保田　健志 福島県郡山市富久山町久保田字我妻８番地の７ ２３１号

株式会社Ｔ．Ｋライン 株式会社Ｔ．Ｋライン 東自貨

（法人番号 3380001031128）

代表取締役　佐藤　謙太 福島県南相馬市原町区信田沢字日照田７６番地の１ ２４５号

株式会社ＡＫＡＳＨＩ 株式会社ＡＫＡＳＨＩ 東自貨

（法人番号 4400001009459）

代表取締役　佐藤　芳久 岩手県北上市成田２６地割８９番地１０ ２４６号

株式会社安真産業 株式会社安真産業　喜久田営業所 東自貨

（法人番号 4380001024997）

代表取締役　山田　秀男 福島県郡山市喜久田町字菖蒲池２３番地１７７　２階中央 ２５５号

R2.9.15
全国

（北海道、沖縄を除く）

R2.9.25 東北，関東

R2.9.9 東北，関東

R2.9.9 東北

R2.9.15
全国

（北海道、沖縄を除く）


