
　　令和元年１１月２１日発行

◎自動車運送事業許可申請処分

○貨物自動車運送事業許可申請処分

申請者名 車両数

申請者名 車両数

◎貨物利用運送事業登録処分

○第一種貨物利用運送事業登録申請処分（自動車に係るものに限る）

申請者名 住　所

申請者名 住　所

◎優良自動車整備事業の認定一覧表

認定年月日　令和元年9月6日

認定年月日　令和元年9月27日

認定年月日　令和元年11月1日

栃木県小山市大字横倉新田４７０－４

神奈川県綾瀬市上土棚北３－１８－２９

全国

全国

全国

株式会社ＴＳ 7020001132676 神奈川県横浜市青葉区あかね台１－６－３０ 関東

ブルーオーシャン物流株式会社

五十鈴関東株式会社

ＡＹＡＳＥテクニカ合同会社

6011701022532

1060001014109

5021003005995

株式会社及川商運 7030001132667 埼玉県三郷市半田４１８－１　エフローレ新三郷２１６－７１７ 全国

オールラウンド株式会社 6020001132644 神奈川県横浜市中区南本牧３－３ 全国

利用運送の区域又は区間

株式会社Ｈ．Ａ．Ｓ 1030001083668 埼玉県川口市大字新堀１０４７－１ 関東

大丸興業株式会社 9120001077471 大阪府大阪市中央区備後町３－４－９ 全国

東京都中央区日本橋浜町１－２－８　５階

株式会社　Ｋライン
(法人番号7040001109144)

株式会社　井澤興業
(法人番号1040001011611)

株式会社　松本運輸
(法人番号7030001114954)

株式会社　ヤマタネロジワークス
(法人番号3010601027719)

登録日　令和元年11月14日

法人番号

埼玉県加須市土手２－１１－３２ 

東京都江東区越中島１－２－２１

5

5

6

6

一般貨物自動車運送事業(霊きゅう)
株式会社　東京メモリアル
(法人番号9010601046135)

東京都墨田区両国１－８－７ 1

一般貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業

千葉県成田市十余三２５－１ 

千葉県千葉市緑区大椎町４４４ 

一般貨物自動車運送事業
株式会社　小暮商店
(法人番号4030001085728)

埼玉県深谷市原郷２６７ 10

一般貨物自動車運送事業(霊きゅう) 阿部　浩三郎 群馬県沼田市鍛冶町３９２１－１ 1

一般貨物自動車運送事業
株式会社　ＧＲＥＥＤ　ＬＡＢＯ
(法人番号7011601020429)

東京都練馬区南大泉５－３８－３ 5

一般貨物自動車運送事業
株式会社　アイエムエス
(法人番号4011301000031)

東京都杉並区上荻２－３－４　ゆうでんビル１Ｆ 5

5

5

許可日　令和元年11月14日

株式会社　ＴＮＫ
(法人番号7040001101472)

申請者住所

一般貨物自動車運送事業
株式会社　小林商事
(法人番号3030001130823)

埼玉県川口市芝中田２－２４－８ 5

5神奈川県川崎市川崎区京町３－１８－３

5

5

全国

利用運送の区域又は区間

埼玉県さいたま市見沼区大字南中丸１１１７－３１

許認可事項

ゼネラルパーソンカンパニー　株式会社
(法人番号7011801030310)

東京都足立区大谷田３－２１－６

株式会社　西運送
(法人番号3020001130717)

一般貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業
株式会社　串田重機
(法人番号8021001016315)

神奈川県相模原市緑区城山３－２－４０

許　可

許可日　令和元年11月7日

事業種別 申請者住所

一般貨物自動車運送事業

法人番号

一般貨物自動車運送事業

登　録

一般貨物自動車運送事業

株式会社　ＥＪ．ＬＯＧＩ
(法人番号7030001129597)

株式会社ＮＣＳ 千葉県千葉市若葉区千城台北３－９－１２

事業種別

5

株式会社　岩井環境サービス
(法人番号7050001015110)

茨城県坂東市辺田字向地６０６－１１

登録日　令和元年11月7日

8040001108194

千葉県成田市土屋２９６－１　コーポ美野里１０５

一般貨物自動車運送事業

関東認３
第４９２号

糸日谷　良太
千葉県大網白里市北今泉６２６番地

特殊整備工
場

車体整備作業（二種）
糸日谷鈑金

事業場の名称

作業区分

認定番号

株式会社ヤナセオートシステムズ　代表取締役　江花　辰実

埼玉県三郷市インター南１丁目７番地９
特殊整備工
場

車体整備作業（一種）（法人番号　7010401067688 　）

株式会社ヤナセオートシステムズ　ＢＰセンター三郷

事業場の所在地 認定の種類 作業区分

ＣＮカーメイク株式会社　代表取締役　佐久間　良行

千葉県千葉市美浜区新港１８４番地
特殊整備工
場

車体整備作業（一種）（法人番号 8040001047401  ）

ＣＮカーメイク株式会社　新港工場

千葉
関東認３
第４９４号

支局別 認定番号

事業者名　代表者名

事業場の所在地

関東認３
第４９３号

事業者名　代表者名

事業場の名称

支局別

千葉

認定の種類 作業区分

事業場の名称

埼玉

支局別 認定番号

事業者名　代表者名

事業場の所在地 認定の種類

1



　　令和元年１１月２１日発行

◎指定自動車整備事業の指定一覧表
指定年月日　令和元年11月8日

小
三

小
二

普
小

支局別 指定番号
事業者の氏名又は名称

対象とする自動車

普
大

普
中

大
特

普
乗

小
四

軽
事業場の名称及び事業場の所在地

群馬

株式会社スズキ自販群馬（法人番号　3070001007324  ）
関東指 代表取締役　五十﨑　雅之
第７－１０１５号 株式会社スズキ自販群馬　スズキアリーナ渋川

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

群馬県渋川市八木原１３７６番

神奈川

横浜市交通局

◯ ◯ ◯
関東指 横浜市交通事業管理者　城　博俊
第２－２２７９号 横浜市交通局自動車本部滝頭営業所

◯ ◯

◯

◯

神奈川県横浜市磯子区滝頭三丁目１番３３号

東京都八王子市東浅川町５４６番１８

東京

サーラカーズジャパン株式会社（法人番号　6180301009238　）

◯ ◯
関東指 代表取締役　上野　国久
第１－３８９５号 フォルクスワーゲンセンター八王子
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◎自動車運送事業認可申請処分

○一般乗用旅客自動車運送事業（1人1車制個人タクシー事業に限る。）の譲渡譲受認可申請処分（事前試験合格者）

認可日　令和元年11月21日

村本　治夫 今田　英樹 東京都墨田区 東京都　特別区武三交通圏

佐々木　浩一 小林　丈彦 東京都三鷹市 東京都　特別区武三交通圏

上野　進 権藤　昇 東京都江戸川区 東京都　特別区武三交通圏

小山　邦夫 小山　博一 東京都足立区 東京都　特別区武三交通圏

臼井　好夫 松本　章 東京都府中市 東京都　北多摩交通圏

中川　熊男 栗原　弘行 神奈川県横浜市神奈川区 神奈川県　京浜交通圏

杉山　誠 尾崎　忠雄 神奈川県横須賀市 神奈川県　京浜交通圏

小倉　義明 岩澤　義之 神奈川県横浜市鶴見区 神奈川県　京浜交通圏

許認可事項

認　可

譲渡人 譲受人 譲受人住所 営業区域
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