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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

合同会社　うりずん
（法人番号：9380003004761）
代表社員　運天　有美

R2.11.30 福島県
本社
福島県いわき市泉町二丁目１２番地９

小型　１両 福祉輸送事業

柴田　顕成 R2.11.30 秋田県
本店
秋田県大仙市大曲日の出町２丁目４－３
８

中型　１両 福祉輸送事業

合同会社　Ｔｍｏｒｏ
（法人番号：6390003001785）
代表社員　三沢　武士

R2.12.9 山形県
本所
山形県山形市大字陣場新田５６２－３

小型　１両 福祉輸送事業

アイウェルサービス株式会社
（法人番号：1380001030206）
代表取締役　穗積　賢治

R2.12.17 福島県
本社営業所
福島県郡山市喜久田町字赤沼向３番地の
８１

大型　１両 福祉輸送事業



（２）第１３０６号　　令和３年１月１２日　（火曜日） 　東　北　運　輸　局　報

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

株式会社ジーンズエムシーディ
(法人番号 3410001003544)
代表取締役　　林　史郎

R2.12.3
ＭＣＤ物流センター
秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地1-4

一類 5,994㎡ 新規

有限会社東北キャリーサービス
(法人番号 6410002003425)
代表取締役社長　　佐々木　力

R2.12.3
奥州第一倉庫
岩手県奥州市胆沢小山字下笹森89-1

一類 670㎡ 新規

株式会社ホームロジスティクス
(法人番号 2430001044959)
代表取締役　　松元　史明

R2.12.7
ＤＰＬ仙台港
仙台市宮城野区港四丁目155-7、多賀城市栄三丁目
90-1

一類 734㎡ 新規

株式会社臼眞倉庫
(法人番号 2370501000030)
代表取締役社長　　臼井　真人

R2.12.9
岩沼臨空倉庫
岩沼市空港南１－３－１

一類 3,420㎡

株式会社ヤマガタ
(法人番号 9050001023796)
代表取締役社長　　山縣　静

R2.12.15
北上倉庫Ⅱ
岩手県北上市相去町大松沢1-66

一類 1,006㎡

南光運輸株式会社
(法人番号 5370301000979)
代表取締役社長　　内田　耕一郎

R2.12.16
仙台東倉庫
宮城県宮城郡七ヶ浜町東宮浜字笠岩16-27

一類 2,995㎡

有限会社安藤運輸
(法人番号 4390002008445
代表取締役社長　　安藤　政則

R2.12.21
高砂ふ頭１号倉庫
山形県酒田市高砂239-2、233-2

一類 8,133㎡ 新規

◆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

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

R2.12.1 大館市
本社
秋田県大館市字新町９１番地

小型　１７両

川嶋　喜信 R2.12.1 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

合同会社　good・care
（法人番号：4380003004691）
代表社員　篠原　典子

R2.12.2 福島県
本社
福島県いわき市内郷高坂町桜井９３番地
の３７２

大型　１両 福祉輸送事業
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◆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　田中 本岡営業所 普通

（法人番号　２３８０００１０２１１４６）

代表取締役　田中　清邦 福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚６５８番地 5

株式会社　長谷川建設 本店営業所 普通

（法人番号　７４０２７０１０００３１４）

代表取締役　長谷川　順一 岩手県陸前高田市竹駒町字沖の沢１６番地１ 5

株式会社　パス・キャリー 三本木営業所 普通

（法人番号　６３７０００１０４５４５６）

代表取締役　武者　富士夫 宮城県大崎市三本木桑折字多高田堤６番１ 5

伊藤　卓也 花しゅん葬儀社営業所 洋型

バン型

宮城県石巻市清水町１丁目９番２８号 2

霊きゅうR2.12.16

一般

R2.12.1 一般

一般

R2.12.1

R2.12.7

◆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

株式会社巽水 本店 東自貨

（法人番号 1380001031237）

代表取締役　若本　静枝 福島県郡山市待池台１丁目５５番地の２５ 第３５５号

本社 東自貨

（法人番号 なし）

岡崎　誠二 宮城県仙台市宮城野区大梶８－３－２０１号 第３７０号

株式会社エヌ企画 本社営業所 東自貨

（法人番号 4420001017170）

代表取締役　二川原　光 青森県南津軽郡藤崎町大字水木字稲田８７番地４ 第３７１号

株式会社みやちゅう 仙台空港工場 東自貨

（法人番号 9370001014466）

代表取締役　菊池　圭吾 宮城県岩沼市空港南５丁目３－４ 第３８２号

R2.12.23
全国

（北海道、沖縄を除く）

R2.12.15
全国

（北海道、沖縄を除く）

R2.12.3 東北

R2.12.15 東北


