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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

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

澤田　誠之 R2.3.3 岩手県
本店
岩手県盛岡市永井２５地割２５番地２

普通　１両 福祉輸送事業

株式会社　エノン
（法人番号：３４１０００１０１２２８９）
代表取締役　佐藤　ヨシノ

R2.3.13 秋田県
本社
秋田県由利本荘市中梵天３４番地１

小型　１両 福祉輸送事業

美曽作　秀美 R2.3.27 青森県
本店
青森県三戸郡南部町大字苫米地字殿村１
５番地

普通　１両 福祉輸送事業

株式会社　響き
（法人番号：３４２０００１０１６５２０）
代表取締役　櫻庭　義明

R2.3.25 青森県
本社
青森県五所川原市金木町中柏木鎧石２６
３－１０

普通　１両 福祉輸送事業
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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

紅屋商事株式会社
(法人番号 7420001001915)
代表取締役　秦　雅秀

R2.3.4
紅屋商事株式会社黒石ＩＣ物流センター
青森県黒石市大字浅瀬石字扇田410　外8筆

一類
F1
C3

3,822㎡
 848㎥

10,841㎥
新規

株式会社日立物流
(法人番号 1010601022399)
代表執行役社長　中谷　康夫

R2.3.10
仙台港物流センター
宮城県多賀城市栄3-90-1、宮城県仙台市宮城野区
港4-155-7

一類 3,968㎡

サンライズ産業株式会社

(法人番号 4420001010605)
代表取締役　工藤　博文

R2.3.12
青森配送センター第四倉庫
青森県青森市浪岡大字高屋敷字野尻1-6

一類 3,226㎡

日立物流ダイレックス株式会社
(法人番号 7430001027645)
代表取締役　生沼　俊一

R2.3.17
仙台港倉庫
宮城県多賀城市栄3-90-1、宮城県仙台市宮城野区
港4-155-7

一類 7,217㎡

株式会社帝北ロジスティックス
(法人番号 6380001000897)
代表取締役　尾越　建一

R2.3.17
西第２物流センターＢ棟
福島県福島市庄野字石田1-1、字立ノ腰1-1

一類 3,330㎡

株式会社青葉冷凍
(法人番号 6370001002515)
代表取締役　菅原　輝之

R2.3.23
仙台蒲生物流センター
宮城県仙台市宮城野区蒲生字町86-17　ほか5筆

F1 11,566㎥

池田興業株式会社
(法人番号 9290801005094)
代表取締役　池田　哲

R2.3.23
富谷倉庫
宮城県富谷市ひより台2-3-8

一類 688㎡

日本ロジテム株式会社
(法人番号 3010701007868)
代表取締役社長　中西　弘毅

R2.3.25
郡山第四倉庫
福島県郡山市字外河原8-1、字大河原121-1

一類 4,913㎡

幸信商運株式会社
(法人番号 2010001043813)
代表取締役　縄谷　幸克

R2.3.26
東北営業所　野積倉庫
宮城県仙台市宮城野区蒲生字町9-1　他37筆

野積 10,600㎡

昭和運輸株式会社
(法人番号 8380001015605)
代表取締役　鎌田　武雄

R2.3.30
１号倉庫
福島県南相馬市原町区雫字聖下218-4 他8筆

一類 2,062㎡ 増床

昭和運輸株式会社
(法人番号 8380001015605)
代表取締役　鎌田　武雄

R2.3.30
２号倉庫
福島県南相馬市原町区雫字聖下218-4　他10筆

一類 11,514㎡

株式会社エートランス
(法人番号 1370101002213)
 代表取締役　安藤　亜喜良

R2.3.30
仙台南インター倉庫
宮城県名取市高舘熊野堂字余方川端11-8

一類 1,278㎡
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◆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　ＮＹＳ
（法人番号：２４２０００３００２０１６）
代表社員　能代谷　尚俊

R2.3.5 青森県
本社
青森県青森市中央２丁目２－２０ アシ
スト青森マンション１０１号

普通　１両 福祉輸送事業

眞舩　眞 R2.3.5 福島県
本店
福島県白河市大手町８番地３

小型　１両 福祉輸送事業

合同会社　ＨＡＬ
（法人番号：３４００００３００２４０５）
代表社員　安藤　正明

R2.3.9 岩手県
本店
岩手県奥州市水沢字蓬田４０－４

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　イーストライン 本社営業所 普通・小型

（法人番号　３３８０００１０２８４０５　）

代表取締役　伊東　智幸 福島県福島市永井川字合ノ川１６－２ 5

株式会社　森の典典舎 本社営業所 バン型

（法人番号　４３７０００１０４４９３９　）

代表取締役　早坂　久美 宮城県仙台市宮城野区新田四丁目１１８番地４ 1
本店営業所 普通

（法人番号　なし　）

赤坂　裕希 青森県十和田市大字奥瀬字中ノ渡１８７番地３ 5

株式会社　Ｆ’ｓプランニング 本社営業所 普通

（法人番号　３３８０００１０２０４７７　）

代表取締役　斉藤　文彦 福島県郡山市安積町日出山四丁目１３３番地 5

有限会社　一心工業 本社営業所 普通

（法人番号　７４２０００２０１２６９６　）

代表取締役　葛西　徹哉 青森県つがる市木造豊田千刈９７番２１ 5

ロジテック東北　株式会社 本社営業所 普通

（法人番号　８３８０００１０３０５０５　）

代表取締役  大山　進 福島県本宮市荒井字北ノ内６０番地７ 5 利用あり

株式会社　プラスＢ 本社営業所 普通

（法人番号　２３８０００１０２８８８４　）

代表取締役　佐久間　良英 福島県郡山市西田町大田字金堀１０４０番地 5

有限会社　ニシカワ特殊車体 本社営業所 普通・小型

（法人番号　８３８０００２０２０１０９　）

代表取締役　三瓶　英次 福島県須賀川市森宿字北向７６番地１５ 5

有限会社　菊池整備 本社営業所 普通・小型

（法人番号　７４２０００２０１９５９２　）

代表取締役　菊池　遵 青森県むつ市大字田名部字赤川１番地６９ 5

奥通　株式会社 本社営業所 普通

（法人番号　３３８０００１０３０３３６　）

代表取締役　富野　龍弘 福島県二本松市油井字宮下２ 5 利用あり

一般

一般

R2.3.19 一般

R2.3.11

R2.3.12

R2.3.10

R2.3.11

一般

R2.3.25 一般

一般

R2.3.9

一般

霊きゅう

R2.3.16

一般

R2.3.5

R2.3.10

一般
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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

ＳＥＩＫＯ　ＮＥＴ　ＷＯＲＫＳ　株式会社 美里町営業所 普通・小型

（法人番号　５３７０００１０４２８５９　）

代表取締役　後藤　誠幸 宮城県遠田郡美里町北浦字横埣前田７－２ 5 利用あり

株式会社　大門 本社営業所 普通・小型

（法人番号　２４００００１０１４７９０　）

代表取締役　小野寺　正道 岩手県一関市花泉町金沢字天王前５８番地１ 5

エスエスロジ　株式会社 本社営業所 普通・小型

（法人番号　９３７０００１０４２４５９　）

代表取締役　塩谷　隼人 宮城県岩沼市下野郷字新田７２－１ 5 利用あり

株式会社　栗田工業 本社営業所 普通・小型

（法人番号　７３８０００１０２６９０９　）

代表取締役　栗田　嵩広 福島県須賀川市苧畑５８－１ 5

株式会社　舞台ファーム 本社営業所 普通

（法人番号　５３７０００１０１３３３１　）

代表取締役　針生　信夫 宮城県仙台市太白区あすと長町１丁目５－４０－２６１４ 5

株式会社　令孝社 本社営業所 普通・小型

（法人番号　３３８０００１０３０３５２　）

代表取締役　榎本　孝之 福島県郡山市喜久田町字菖蒲池２１番地３ 5 利用あり

R2.3.31 一般

R2.3.26 一般

R2.3.30 一般

R2.3.30 一般

R2.3.30 一般

R2.3.30 一般

◆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

株式会社アスコウ運輸 株式会社アスコウ運輸 東自貨

（法人番号 3420001010894）

代表取締役　羽賀　光義 青森県弘前市大字撫牛子２－４－４ ４８７号

株式会社サンシップ 株式会社サンシップ 東自貨

（法人番号 8380001030653）

代表取締役　松村　千晶 福島県田村郡三春町字荒町８７番地 ４９０号

株式会社丞商事 本社営業所 東自貨

（法人番号 1380001030668）

代表取締役　深谷　俊光 福島県白河市萱根字長木原６番地２ ４９１号

リベルトホールディングス株式会社 リベルトホールディングス株式会社 東自貨

（法人番号 4380001022497）

代表取締役　鈴木　則衛 福島県安達郡大玉村玉井字中山２８番地 509号

ｅｆｆｏｒｔ株式会社 本社 東自貨

（法人番号 6370001045167）

代表取締役　草刈　純一 宮城県仙台市宮城野区白鳥１丁目３４番６号 518号

株式会社秋田魁新報社 株式会社秋田魁新報社 東自貨

（法人番号 8410001000330）

代表取締役　佐川　博之 秋田県秋田市山王臨海町１番１号 519号

株式会社かしょのゆめ 本社営業所 東自貨

（法人番号 2370001044916）

代表取締役　小野寺　晴彦 宮城県石巻市門脇字明神６番地１ 516号

R2.3.5
全国

（北海道・沖縄を除く）

R2.3.19 東北

R2.3.4 東北、関東

東北

R2.3.16 東北

R2.3.5 東北

R2.3.25 東北

R2.3.19
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辞 令

令和 ２年 ４月１３日付
(国土交通省東北運輸局)

(国土交通大臣発令) Ｎｏ．１

氏 名

大臣官房人事課 佐 藤 航 福島運輸支局首席運輸企画専門官（輸送・監査）付

以 上

発　　令　　事　　項 現　　　　　　　職

人 事 異 動


