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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

保原　弘一 R3.3.10 宮城県
本店
宮城県石巻市渡波字中三勺１－２０

普通　１両 福祉輸送事業

船木　孝行 R3.3.10 福島県
本店
福島県南会津郡只見町大字黒谷字白沢２
７４９－２１

小型　１両 福祉輸送事業

伊藤　淳 R3.3.16 鶴岡市
本社
山形県鶴岡市大山二丁目３８－２９

小型　５両

◆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

許認可等事項

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

東邦運輸倉庫株式会社
(法人番号 6370001005666)
代表取締役　　黒川　久

R3.3.1
６号倉庫
宮城県仙台市宮城野区日の出町3丁目5－6，5－11

一類TR 5,736㎡

丸全昭和運輸株式会社
(法人番号 8020001028881)
代表取締役　　浅井　俊之

R3.3.9
岩沼物流センター
岩沼物流センター危険物倉庫
宮城県岩沼市空港西２－２－２

一類
危建

10,346㎡
471㎡

西濃運輸株式会社
(法人番号 7200001015755)
代表取締役　　小寺　康久

R3.3.23
仙台物流倉庫
宮城県仙台市宮城野区港２丁目１－９

一類 4,035㎡

◆倉庫業の登録
交通政策部環境・物流課
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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

株式会社東北高速道岩手
(法人番号 2400001013355)
代表取締役　　加賀谷　明彦

R3.3.25
北上倉庫
岩手県北上市相去町山根梨の木43-153

一類 3,332㎡ 新規

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

R3.3.25
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 9,881㎡ 増床

三紀運輸株式会社
(法人番号 5120901000932)
代表取締役　　杉野　利幸

R3.3.25

盛岡北倉庫
盛岡南倉庫
岩手県紫波郡矢巾町大字下矢次第3地割12-5､
12-7､209-3

一類
一類

390㎡
789㎡

株式会社フェイス
(法人番号 2370001014919)
代表取締役　　伊藤　友紀

R3.3.30
フェイス物流センター
宮城県仙台市宮城野区苦竹三丁目６－１０

一類 1,274㎡ 新規

株式会社辰巳商会
(法人番号 2120001029347 )
代表取締役社長　　西　豊樹

R3.3.30
テント倉庫
福島県いわき市小名浜字高山312-6

三類 434㎡

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

菅野　佳代子 R3.3.10 福島県
本店
福島県福島市永井川字松木下５５番地の１
７

小型　１両 福祉輸送事業

澤田　誠之 R3.3.31 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

◆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

◆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

寿仮設　株式会社 本社営業所 普通・小型
（法人番号　９３７０００１０３９１９９）

代表取締役　相澤　万寿雄 宮城県黒川郡大和町吉岡字下町２９番地２－１０１ 5
竹内　武年 本社営業所 普通・小型

青森県十和田市大字三本木字下平１２１番地１ 5
有限会社　カンノ林産工業 有限会社　カンノ林産工業　愛宕営業所 普通
（法人番号　５３８０００２００６５１５）

代表取締役　菅野　正美 福島県伊達市梁川町大関字愛宕後２７番地１ 5
株式会社　前沢タクシー 本社営業所 タクシー車両
（法人番号　８４００６０１０００５９８）

代表取締役　今野　晄 岩手県奥州市前沢字七日町裏１３－１ 8
株式会社　釜石タクシー 本社営業所 タクシー車両
（法人番号　２４００００１００７３３２）

代表取締役　小澤　伸之助 岩手県釜石市大町１－９－１９ 10
有限会社　奥州いさわタクシー 本社営業所 タクシー車両
（法人番号　３４００６０２００１２２９）

代表取締役　高橋　千亜紀 岩手県奥州市胆沢南都田字本木１６４番地１ 6
株式会社　悠建 本店営業所 普通・小型

（法人番号　６３８０００１０２４５１７）

代表取締役　橋本　剛 福島県いわき市鹿島町米田字南内１１番地１ 5 利用あり

R3.3.4 一般

R3.3.8 一般

R3.3.8 一般

R3.3.10 食料・飲料

R3.3.11 食料・飲料

R3.3.12 食料・飲料

R3.3.16 一般
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◆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 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　大平ファーム 本社営業所 普通
（法人番号　６４２０００１０１６０４７）

代表取締役　大平　裕和 青森県黒石市松原１５５番地２ 5
株式会社　水沢タクシー 本社営業所 タクシー車両
（法人番号　２４００６０１０００３４８）

代表取締役　高橋　十一 岩手県奥州市水沢区東大通り二丁目３番３０号 13
上の橋営業所 タクシー車両

岩手県盛岡市紺屋町５－２０ 11
天昌寺営業所 タクシー車両

岩手県盛岡市稲荷町４１－８，４１－９ 39
国分通り営業所 タクシー車両

岩手県盛岡市月が丘三丁目２５７－８ 18
出羽ハイヤー　株式会社 本社営業所 タクシー車両
（法人番号　１３９０００１００７７０７）

代表取締役　松本　元朝 山形県鶴岡市新形町５番１５号 13

勝山工業　株式会社 本社営業所 普通
（法人番号　８３８０００１０１６４９５）

代表取締役　勝山　広幸 福島県双葉郡双葉町大字中野字堂ノ前１番地 8
株式会社　ＺＥＡＬ パステルカーズ　営業所 普通・小型
（法人番号　８３７０１０１００１９０２）

代表取締役　熊澤　敦史 宮城県柴田郡大河原町字広表３８番地１３ 5
株式会社　Ｔ．Ｋライン 本社　営業所 普通・小型
（法人番号　３３８０００１０３１１２８）

代表取締役　佐藤　謙太 福島県南相馬市原町区信田沢字日照田７６－１ 5 利用あり
石井　勝義 本社　営業所 普通・小型

秋田県南秋田郡五城目町富津内下山内字高田１４０番地５ 5
大将運輸　株式会社 本社　営業所 普通・小型

（法人番号　８３７０００１０４６３４５）

代表取締役　大塚　久美 宮城県遠田郡涌谷町長柄町３９－２ 5

R3.3.17 一般

R3.3.18 食料・飲料

岩手中央タクシー　株式会社

（法人番号　６４００００１０００１９２）

代表取締役　佐々木　康太郎
R3.3.18 食料・飲料

R3.3.23 食料・飲料

R3.3.24 一般

R3.3.30 一般

R3.3.25 一般

R3.3.26 一般

R3.3.30 一般

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ＫＳロジスティックス 本社営業所 東自貨

（法人番号 6400001015240）

代表取締役　佐藤　幸和 岩手県一関市東地主町１３番地１ 第５０５号

丸雅興業株式会社 本社営業所 東自貨

（法人番号 5380001028980）

代表取締役　前田　忍 福島県相馬郡新地町駒ケ嶺字古海道８－２ 第５０６号

福進工業株式会社 本社営業所 東自貨

（法人番号 9380001013731）

代表取締役　佐川　裕二 福島県いわき市泉町５丁目６番地の８ 第５０７号

大野商事株式会社 大野商事株式会社 東自貨

（法人番号 1370001046541）

代表取締役　大野　拓也 宮城県白石市白川津田字赤丸４２番地 第５０８号

株式会社ゼロワン 本社 東自貨

（法人番号 2370302003315）

代表取締役　兵頭　繁男 岩手県奥州市江刺梁川字舘下７６番地 第５３２号

R3.3.2
全国

（北海道、沖縄を除く）

R3.3.2 東北、関東

R3.3.2 東北

R3.3.2 東北、関東

R3.3.12
全国

（北海道、沖縄を除く）
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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

有限会社グローバルネット 本社 東自貨

（法人番号 1380002035831）

代表取締役　小池　真也 福島県郡山市田村町上行合字北古川４２－２ラフォート１３－１０５号 第５５７号

株式会社大森 株式会社大森　岩沼営業所 東自貨

（法人番号 7370001046767）

代表取締役　大森　博文 宮城県岩沼市栄町１丁目１－１－５１０ 第５５８号

株式会社さくらトラベル 株式会社さくらトラベル 東自貨

（法人番号 2370101001569）

代表取締役　八重樫　裕子 宮城県柴田郡大河原町字新南２０番地の５ 第５５９号

有限会社藤進 有限会社藤進　本店営業所 東自貨

（法人番号 5380002007059）

代表取締役　佐藤　進一 福島県二本松市橋本１７７番地８ 第５６０号

R3.3.25 東北

R3.3.25 東北

R3.3.25 東北

R3.3.25
全国

（北海道、沖縄を除く）


