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許 認 可 申 請
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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
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 R3.2.8 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

石田　佳代子 R3.2.12 福島県
本店
福島県福島市永井川字松木下５５番地の
１７

小型　１両 福祉輸送事業

株式会社　桃生交通
（法人番号：8370301001347）
代表取締役　岩倉　宏

R3.2.25 桃生郡
本店
宮城県石巻市桃生町給人町字東町８５

特大　３両
普通　２両

◆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

株式会社フクテイ
(法人番号 9420001009452)
代表取締役社長　 福島　英一

R3.2.2

フクテイ木造倉庫Ａ棟
青森県つがる市木造森野4-3、3-2
フクテイ木造倉庫Ｂ棟
青森県つがる市木造森野3-2

一類

一類

298㎡

469㎡
新規

青森問屋町配送株式会社
(法人番号 9420001000221)
代表取締役　 西　秀記

R3.2.24
問屋町配送１号倉庫
青森県青森市第二問屋町４丁目226‐1－2

一類 2,064㎡ 増床

白鷹運送株式会社
(法人番号 2390001011245)
代表取締役　 早田　久次

R3.2.24
１１号低温倉庫
山形県西置賜郡白鷹町大字鮎貝5822-1,5823,5824-
7

一類 992㎡
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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Ｔｍｏｒｏ
（法人番号：6390003001785）
代表社員　三沢　武士

R3.2.5 山形県
本所
山形県山形市陣場新田５６２－３

小型　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　磐城タクシー 本社営業所 タクシー車両
（法人番号　５３８０００１０１２３２４）

代表取締役　佐藤　慶直 福島県いわき市小名浜字上町８２番地 19
株式会社　ブルーバレット 青森営業所 普通
（法人番号　８４２０００１０１６９２９）

代表取締役　佐藤　尚哉 青森県青森市石江字江渡５２－６ 5
有限会社　星建材 本社営業所 普通・小型
（法人番号　５３７０８０２００１０７１）

代表取締役　星　亨 宮城県名取市増田字北谷１８１－１０－Ｂ 5 利用あり
株式会社　サトー商会 仙台営業所 普通
（法人番号　７３７０００１００５１５３）

代表取締役社長　滝口　良靖 宮城県仙台市宮城野区扇町５丁目２番１５号 5 利用あり
白河観光交通　株式会社 本社営業所 タクシー車両
（法人番号　９３８０００１０１０２３３）

代表取締役　山口　松之進 福島県白河市中山南５番地９７ 38
有限会社　なすやタクシー 本社営業所 タクシー車両
（法人番号　１３７０５０２０００７０８）

代表取締役　佐藤　弘 宮城県気仙沼市松崎浦田９３－１ 27
有限会社　五十番タクシー 本社営業所 タクシー車両
（法人番号　４３７０５０２０００６９６）

代表取締役　小野寺　修一 宮城県気仙沼市浜町一丁目１番７号 20
有限会社　かねとタクシー 本社営業所 タクシー車両
（法人番号　２３８０００２００８６９５）

代表取締役　國分　学 福島県郡山市富田町字大島前６３番地 11
フタセ交通　株式会社 本社営業所 タクシー車両
（法人番号　９３８０００１００７１３０）

代表取締役　安藤　一成 福島県郡山市田村町金屋字川久保２６－１ 25
株式会社　さくら観光 本社営業所 タクシー車両
（法人番号　８４１０００１００６８９７）

代表取締役　中嶋　日吉 秋田県大館市釈迦内字山神台１５－１ 17
株式会社　ヒノヤタクシー 本社営業所 タクシー車両
（法人番号　４４００００１００１３３３）

代表取締役　大野　尚彦 岩手県盛岡市中央通１丁目８番１８号 29
株式会社　ミナトタクシー 新町本社営業所 タクシー車両
（法人番号　６３７０５０１０００４７２）

代表取締役　佐藤　雅彦 宮城県気仙沼市新町３１５－７ 13
有限会社　三陸タクシー 本社営業所 タクシー車両
（法人番号　９３７０３０２００１１０６）

代表取締役社長　三浦　新一 宮城県石巻市新栄２丁目１－４ 11
有限会社　衣川タクシー 有限会社　衣川タクシー営業所 タクシー車両
（法人番号　４４００６０２００１３８４）

代表取締役　鈴木　庄悦 岩手県奥州市衣川古戸４１５番地６ 2

食料・飲料

R3.2.4 一般

一般

R3.2.2

R3.2.4

R3.2.4 一般

R3.2.5 食料・飲料

食料・飲料

R3.2.5 食料・飲料

R3.2.5 食料・飲料

R3.2.10 食料・飲料

食料・飲料

R3.2.10 食料・飲料

R3.2.10 食料・飲料

R3.2.10

R3.2.16

食料・飲料

R3.2.10

R3.2.10 食料・飲料
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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

株式会社　常南 本社営業所 タクシー車両
（法人番号　９３７０８０３００００３６）

代表取締役　髙橋　理佳 宮城県亘理郡亘理町荒浜字星５２ 6
本社営業所 タクシー車両

青森県八戸市城下４丁目３－６ 15

西営業所 タクシー車両

青森県八戸市大字長苗代字蟇河原１３－１ 11

三沢営業所 タクシー車両

青森県三沢市大津４丁目１２－３１７ 8

本社営業所 タクシー車両

岩手県奥州市水沢字三本木４－４２ 57

岩谷堂営業所 タクシー車両

岩手県奥州市江刺中町３番１５ 10

金ケ崎営業所 タクシー車両

岩手県胆沢郡金ケ崎町西根矢来３－２ 4

有限会社　ワコータクシー 本社営業所 タクシー車両
（法人番号　９３７０５０２００１１２０）

代表取締役　菅原　知永 宮城県気仙沼市本吉町津谷新明戸２７９番地 6
株式会社　気仙沼観光タクシー 本社ワンダーランド営業所 タクシー車両
（法人番号　９３７０５０１０００１６４）

代表取締役　宮井　和夫 宮城県気仙沼市田中前三丁目７－１１ 29
株式会社　畠山清商店 株式会社　畠山清商店営業所 普通
（法人番号　８４１０００３００１２９３）

代表取締役　畠山　清 秋田県大館市御成町二丁目１８番３３号 5
郡山タクシー　株式会社 本社営業所 タクシー車両
（法人番号　１３８０００１００５２０８）

代表取締役　西條　勝昭 福島県郡山市大槻町字仁池向５－３ 29
西条タクシー　株式会社 静営業所 タクシー車両
（法人番号　２３８０００１００６０９７）

代表取締役　西條　勝昭 福島県郡山市台新一丁目３１－１２ 29
有限会社　光タクシー 本社営業所 タクシー車両
（法人番号　６４００６０２００１１８４）

代表取締役社長　阿部　光悦 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根町裏７２－２ 8

R3.2.17 食料・飲料

R3.2.18 一般

R3.2.16 食料・飲料

R3.2.16 食料・飲料

三八五交通　株式会社

（法人番号　５４２０００１００６６３５）

代表取締役　小笠原　修
R3.2.16 食料・飲料

株式会社　北都交通

（法人番号　１４００６０１０００２８２）

代表取締役社長　小野　真紀子
R3.2.16 食料・飲料

R3.2.19 食料・飲料

R3.2.19 食料・飲料

R3.2.25 食料・飲料


