
種別 事業者名称 位置 代表者名 許可年月日 営業所の名称 営業所の位置 車両数

一般 株式会社　大橋興業 愛知県海部郡大治町大字砂子字大宮崎２６４５番地の３１ 河合　秀明 令和2年2月3日 052- 717- 1143 本社営業所 愛知県海部郡大治町大字砂子字大宮崎２６４５番地の３１ 6

一般 中京トラストカーゴ　株式会社 愛知県一宮市木曽川町里小牧字笠原３１番地２ 野村　秀和 令和2年2月3日 0586- 86- 8261 本社営業所 愛知県海部郡大治町大字東條字高松５５番 5

一般 有限会社　和 愛知県名古屋市中川区野田二丁目２３１番地 梅村　和弘 令和2年2月3日 052- 432- 2204 キャリーサービス営業所 愛知県名古屋市中川区新家二丁目８０１番地 5

一般 富船運輸　株式会社 愛知県名古屋市中川区富船町三丁目1番地１ 原　慎一 令和2年2月3日 052- 351- 6404 本社営業所 愛知県名古屋市中川区富船町三丁目１番地１ 18

一般 富船運輸　株式会社 愛知県名古屋市中川区富船町三丁目1番地１ 原　慎一 令和2年2月3日 052- 351- 6404 三重営業所 三重県津市河芸町東千里１８７番地１マンションヒロ２０２号室 5

霊柩 株式会社　花椿 愛知県安城市赤松町前川４７番地１ 木村　圭吾 令和2年2月3日 0566- 76- 7075 本社営業所 愛知県安城市桜井町大役田３８－１岡田ビル１Ｆ－Ｃ 1

一般 株式会社　Ｗｏｒｋｓ－Ｌｉｎｋ 愛知県北名古屋市山之腰天神東１５４番地 荒尾　政弘 令和2年2月3日 0568- 26- 1911 本社営業所 愛知県北名古屋市山之腰天神東１５４番地 6

一般 梶浦　大基 愛知県一宮市小信中島字北東山１１番地８ 令和2年2月3日 0586- 52- 5115 本店営業所 愛知県一宮市小信中島字北東山１１番地８ 5

一般 株式会社　シンセリティー 愛知県名古屋市西区浮野町１６１－２－１Ｃ 遠藤　美由紀 令和2年2月3日 本社営業所 愛知県名古屋市西区大野木４－７３　１０１号室 5

一般 株式会社　ＣＭＴ 愛知県名古屋市西区城西２－３－８ 石原　竜也 令和2年2月3日 清須営業所 愛知県清須市朝日弥生２５番地 5

一般 ネッツトヨタ浜松　株式会社 静岡県浜松市中区森田町１６番地 鈴木　憲之 令和2年2月3日 053- 453- 4113 磐田物流センター 静岡県磐田市大久保字二区６番９、６番１０、６番１１、８番 5

一般 株式会社　ワークス 静岡県浜松市北区細江町小野６６０番地 宮野　直樹 令和2年2月3日 053- 527- 2522 本社営業所 静岡県浜松市浜北区中瀬６４２７番地の１ 5

一般 株式会社　富士宇部 静岡県富士市木島２５８番地 杉村　禎一 令和2年2月3日 0545- 56- 0033 本社営業所 静岡県富士市木島字田中沢２５８番地、２５９番地、２６３番地３ 5

一般 合同会社　宝島ライン 静岡県御殿場市塚原７８－４ 田代　博正 令和2年2月3日 0550- 70- 6301 合同会社　宝島ライン 静岡県御殿場市新橋１９３８－１０　ふじのやビル３－Ｂ号 5

一般 北村商事　株式会社 静岡県浜松市西区雄踏二丁目２０番７号 北村　直義 令和2年2月3日 053- 401- 3955 本社営業所 静岡県浜松市西区舞阪町舞阪５２４１－２サンパークＦ号室 5

一般 株式会社　平静物流サービス 静岡県駿東郡小山町阿多野１４７番地 平川　浩司 令和2年2月3日 0550- 76- 0650 御殿場営業所 静岡県御殿場市新橋２０３３番地の１ 5

霊柩 五嶋　裕平 岐阜県中津川市阿木５３６６番地の２ 令和2年2月3日 本店営業所 岐阜県中津川市阿木字柏本５０９８番地の１ 1

一般 Ｙ’ｓキャリー　株式会社 岐阜県安八郡神戸町大字神戸2190番地の１ 藪下　繁盛 令和2年2月3日 0584- 27- 5182 本社営業所 岐阜県安八郡神戸町大字神戸字堤外２２４４番地４ 5

一般 株式会社　ＦＬＴ三重 三重県伊賀市治田５３８８番地１ 待鳥　匠 令和2年2月3日 0595- 20- 2202 本社営業所 三重県伊賀市治田５３８８番地１ 5

一般 花井商事　株式会社 三重県津市幸町１４－１１ 花井　勝路 令和2年2月3日 059- 227- 7496 本社営業所 三重県鈴鹿市東玉垣町山神戸２５７７－５８ 5

一般貨物自動車運送事業の新規許可事業者一覧表（令和２年２月）

電話番号
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一般貨物自動車運送事業の新規許可事業者一覧表（令和２年２月）

電話番号

一般 パッケージビルド　株式会社 福井県福井市三尾野町第９号２番地２９ 八木　修司 令和2年2月3日 0776- 33- 2111 本社営業所 福井県福井市三尾野町２９字蛇谷２番地２９ 5

一般 株式会社　若狭急便センター 福井県小浜市門前２－２４ 池田　佐代美 令和2年2月3日 0770- 57- 2311 松永営業所 福井県小浜市大興寺３７号下清水５番１ 5

一般 株式会社　田中與商店 福井県福井市西開発四丁目５０１番地 山田　博文 令和2年2月3日 0776- 53- 1108 本社営業所 福井県福井市西開発四丁目５０１番地 5

一般 株式会社　ＭＲＲ 愛知県名古屋市中川区葉池町１丁目８番地　アクティブサンライズ葉池Ｂ号 本多　宏次 令和2年2月17日 052- 355- 7518 本社営業所 愛知県名古屋市港区藤前５丁目１３３番地 5

一般 樽谷　香織 愛知県田原市浦町西側２３番地１ 令和2年2月17日 0531- 23- １９３１ 本店営業所 愛知県田原市浦町西側２３番地１ 5

一般 塚本商店　株式会社 愛知県津島市唐臼町中杁２３番地１　アーバンレジデンス１０６号 塚本　悦生 令和2年2月17日 本社営業所 愛知県津島市百島町字観音坊３４ 5

一般 株式会社　愛真 愛知県豊橋市大岩町字北屋敷２８番地１ 山本　真美 令和2年2月17日 053- 488- 8220 浜松事業所 静岡県浜松市西区雄踏町字布見９５５２番地の４４ 5

一般 株式会社　オスロ 静岡県静岡市葵区福田ヶ谷６２番地 大塚　雄介 令和2年2月17日 054- 294- 9671 本社営業所 静岡県焼津市焼津５丁目７番１２号 5

一般 株式会社　スマイルサービスみえ 三重県松阪市大口町字北堀田２７３番地２ 森下　智 令和2年2月17日 059- 229- 2772 津宅配営業所 三重県津市高洲町３番２０号 5



事業者名称 位置 代表者名 営業所名称 営業所位置 登録年月日

(株)ＮＲＳケミカルセンター 東京都千代田区神田錦町３－７－１ 田野　泰二 名古屋ケミポート 愛知県名古屋市港区潮見町３７－３１ 令和2年2月10日

水谷建設(株) 三重県桑名市大字蛎塚新田３２８番地 堤　節夫 本社営業所 三重県桑名市大字蛎塚新田３２８番地 令和2年2月13日

水谷建設(株) 三重県桑名市大字蛎塚新田３２８番地 堤　節夫 東北支店 福島県二本松市川崎字堂平１６－１ 令和2年2月13日

Ｈ２(株) 岐阜県羽島市福寿町平方７丁目２１番地 奥山　秀展 本社営業所 岐阜県羽島市福寿町平方７丁目２１番地ライフガーデンＳＡＴＯＵ２０６ 令和2年2月13日

(株)ケーシー 愛知県小牧市間々原新田７０７ 倉　滋子 (株)ケーシー 愛知県小牧市間々原新田７０７ 令和2年2月14日

溝口　伸枝 愛知県豊橋市西浜町２６番地９ サミットインターナショナル 愛知県豊橋市西浜町２６番地９ 令和2年2月26日

(株)ＭＫ・ＯＮＥ 愛知県あま市本郷四反田９番地 磯谷　和貴 (株)ＭＫ・ＯＮＥ 愛知県あま市本郷四反田９番地 令和2年2月26日

リンナイ(株) 愛知県名古屋市中川区福住町２－２６ 内藤　弘康 リンナイ総合物流センター 愛知県小牧市新小木１丁目３１番地 令和2年2月26日

リンナイ(株) 愛知県名古屋市中川区福住町２－２６ 内藤　弘康 リンナイ東日本物流センター 神奈川県厚木市飯山２３８５－１０ 令和2年2月26日

第一種貨物利用運送事業者（自動車）の新規登録事業者一覧表（令和２年２月）


