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許認可等事項

許認可申請

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　Ｏｗｌ
（法人番号：9420003001052）
代表社員　小濱　俊明

R4.2.28 青森県
アウルの森ケアステーション
青森県青森市松森三丁目１番１０号

普通　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

R4.3.2 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

合同会社　オウル
（法人番号：2420003000548）
代表社員　中里　藤枝

R4.3.8 青森県
本社
青森県八戸市江陽１丁目３番１６号

大型　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申請状況
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

二葉運送株式会社
(法人番号 2400001003810)
代表取締役　　藤原　修一

R4.3.3
仙台倉庫
宮城県仙台市宮城野区蒲生5丁目12番地１

一類 4,469㎡

株式会社ＳＳトランスポート
(法人番号 4400601001195)
代表取締役社長　佐藤　忍

R4.3.9
本社倉庫
岩手県奥州市胆沢南都田字広表92-1

一類 1,412㎡ 新規

久野産業株式会社
(法人番号 7120001087811)
代表取締役　　柳原　望

R4.3.10
一関倉庫
岩手県一関市真柴字吉ケ沢23-26、25-22、70-2

一類 583㎡ 新規

沼田運輸倉庫株式会社
(法人番号 3370001003813)
代表取締役　　沼田　一義

R4.3.15
本社倉庫
宮城県仙台市若林区卸町東3丁目3-29

一類 941㎡

◆倉庫業の登録
交通政策部環境・物流課

http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/
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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

東北急送株式会社
(法人番号 3370001006403)
代表取締役　　佐藤　良太郎

R4.3.29
第5倉庫
宮城県仙台市宮城野区蒲生1丁目110-6

二類 495㎡ 新規

有限会社柳田商店
(法人番号 1420002014426)
代表取締役　　柳田　正一

R4.3.29
本社倉庫
青森県弘前市大字親方町32-6

１Ｔ 39㎡ 新規

三井倉庫サプライチェーンソリュー
ション株式会社
(法人番号 1010701024774)
代表取締役　　関取　高行

R4.3.29
郡山保税蔵置場
福島県郡山市喜久田町堀之内字向原5-12

一類 4,804㎡ 増床

株式会社ロジコム
(法人番号 7370001017999)
代表取締役　　小山　幸也

R4.3.31
蒲生倉庫
宮城県仙台市宮城野区蒲生三丁目8-16

一類 1,492㎡

山形県米穀株式会社
(法人番号 5390001002019)
代表取締役　　土田　仁

R4.3.31
第2倉庫
山形県山形市東篭野町37番5

一類 1,069㎡

◆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

合同会社　フルール
（法人番号：4370003003827）
代表社員　佐藤　由美子

R4.3.10 宮城県
フルール介護ステーション
宮城県塩竈市桜ケ丘６番２号

普通　１両 福祉輸送事業

戸塚　弘之 R4.3.25 岩手県
本店
岩手県紫波郡紫波町二日町字御堂前６３
番地１

大型　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　神嶺興産　 本社営業所 普通・小型
（法人番号　２３７０００１０４２７７０）

代表取締役　鈴木　勉 宮城県宮城郡七ヶ浜町松ケ浜字謡２２－１７ 5
株式会社　Ｍ．Ｊネクサス　 本社事務所 バン型
（法人番号　７３８０００１０１４５１７）

代表取締役　平井　準也 福島県いわき市鹿島町久保１丁目３－７ 1
有限会社　富士圧送興業 本社営業所 普通・小型
（法人番号　４４２０００２０００２００）

取締役　熊谷　勝則 青森県青森市大字野内字菊川３３２番５ 5
奥会津交通　株式会社 奥会津貨物　営業所 普通
（法人番号　９３８０００２０３４３８８）

代表取締役　山内　拓也 福島県河沼郡柳津町大字細八字堺乙１０９番地１０－３ 5

一般

R4.3.25 一般

一般R4.3.8

R4.3.10 霊きゅう

R4.3.24
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辞 令

◆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

令和 ４年　４月　８日付
(国土交通省東北運輸局)

(東北運輸局長発令) Ｎｏ．１

氏 名

辞　職（4月8日付）
（独立行政法人自動車技術総合機構東北検査部福島事務
所）

松 本 拓 海 福島運輸支局首席陸運技術専門官（検査整備保安）付

辞　職（4月8日付）
（独立行政法人自動車技術総合機構東北検査部検査課）

工 藤 拓 也 宮城運輸支局首席陸運技術専門官（検査整備保安）付

以 上

発　　令　　事　　項 現　　　　　　　職

人 事 異 動

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

株式会社高一建設 本社営業所 東自貨

（法人番号 4370001017837）

代表取締役　高橋　一美 宮城県黒川郡大郷町土橋字台畑１１番地４ 第４２８号

公益社団法人下北物産協会 公益社団法人下北物産協会 東自貨

（法人番号 1420005006263）

会長　中新　鐵男 青森県むつ市柳町一丁目１０番２５号 第4２７号

株式会社河北新報社 株式会社河北新報社 東自貨

（法人番号 2370001007609）

代表取締役　一力　雅彦 宮城県仙台市青葉区五橋一丁目２番２８号 第４４１号

株式会社ライフクリーンケミカル 株式会社ライフクリーンケミカル 東自貨

（法人番号 2420001016942）

代表取締役　葛西　亜貴夫 青森県八戸市桔梗野工業団地二丁目１０番２１号 第4３７号

株式会社ミカワ 本社営業所 東自貨

（法人番号 8390001016750）

代表取締役　奥田　祐一 山形県酒田市字山田２３番地の１２ 第４３０号

株式会社円菱 本社営業所 東自貨

（法人番号 2380001031715）

代表取締役　仁田　雄生 福島県いわき市草木台二丁目１２番地の１９ 第4３１号

株式会社ｉ’ｓ 本社営業所 東自貨

（法人番号 2370001039214）

代表取締役　近藤　勝則 宮城県仙台市青葉区川平五丁目４番３０号 キャピタル中山６F 第４４６号

株式会社マルミツサービス 北上営業所 東自貨

（法人番号 1400001015716）

代表取締役　光野　茂樹 岩手県北上市諏訪町二丁目５番１７号２Ｆ 第4５８号

Ｒｅｖｅｌｉｚｅ株式会社 Ｒｅｖｅｌｉｚｅ株式会社 東自貨

（法人番号 2380001032639）

代表取締役　増子　裕之 福島県郡山市笹川１丁目９７番地の１ 第4５７号

4.3.2２
全国（北海道、沖縄を除

く）

4.3.2５
全国（北海道、沖縄を除

く）

4.3.2５
全国（北海道、沖縄を除

く）

4.3.1４ 東北

4.3.1０
全国（北海道、沖縄を除

く）

4.3.1０
全国（北海道、沖縄を除

く）

4.3.10
全国（北海道、沖縄を除

く）

4.3.10 東北、関東

4.3.16 東北


