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許 認 可 申 請

許認可等事項

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

小野　聖子 R3.5.10 宮城県
本店
宮城県仙台市太白区八木山東２丁目７９
－３９

普通　１両 福祉輸送事業

川和田　亮 R3.6.7 秋田県
本店
秋田県秋田市手形字西谷地９１－２

普通　１両 福祉輸送事業

株式会社　ＳＲＡＣＫ
（法人番号：8380001030455）
代表取締役　五嶋　和広

R3.6.10 福島県
本店
福島県南相馬市小高区片草字金場台６１
－３

中型　１両 福祉輸送事業

合同会社ケアサービスえがお
（法人番号：2380003002193）
代表社員　高橋　弘子

R3.6.10 福島県
本社
福島県いわき市好間町下好間字沼田１３
４－３

小型　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申請状況
自動車交通部旅客第二課

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

横浜冷凍株式会社
(法人番号 1020001030638 )

代表取締役社長　　松原　弘幸

R3.6.24
気仙沼ソーティングスポット２号
宮城県気仙沼市川口町二丁目40-1，58，125-1

Ｆ１ 20,322㎥

宮石運輸株式会社
(法人番号 4370401000582 )
代表取締役　　小野寺　賢二

R3.6.24
大衡倉庫
宮城県黒川郡大衡村駒場字彦右衛門橋109-1

一類 987㎡

寺田倉庫株式会社
(法人番号 8010701006378)
代表取締役社長　　寺田　航平

R3.6.29
仙台営業所
宮城県名取市愛島台一丁目2-1

１Ｔ 5926㎡ 増床

◆倉庫業の登録
交通政策部環境・物流課
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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

東北アクセス　株式会社
（法人番号：2380002028999）
代表取締役　遠藤　竜太郎

R3.6.2 双葉郡
双葉

福島県双葉郡双葉町大字中野字高田１番地１
産業交流センター２Ｆ２０４号室

特大　１両
小型　３両

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

R3.6.10 桃生郡
本社
宮城県石巻市桃生町給人町字東町８５

特大　３両
普通　２両

株式会社　ラポール・ライブ
（法人番号：5420001014407）
代表取締役　工藤　大夢

R3.6.11 青森県
本社
青森県青森市港町２丁目１３－７

大型　１両 福祉輸送事業

有限会社　たんぽぽプラザ
（法人番号：2410002007256）
代表取締役　渡部　務

R3.6.21 秋田県
本社
秋田県由利本荘市岩城滝俣字観音前１１
３番地

小型　１両 福祉輸送事業

齋藤　亮次 R3.6.21 宮城県
本店
宮城県石巻市広渕字町北１３７－４

大型　１両 福祉輸送事業

浜通り交通　株式会社
（法人番号：2380001016963）
代表取締役　永山　剛清

R3.6.24 双葉郡
楢葉本社
福島県双葉郡楢葉町大字波倉字原１５３
－２

特大　２両

安食　亘 R3.7.6 山形県
本店
山形県山形市飯田西四丁目１２番８号

特大　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

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

聖商事　株式会社 本社営業所 普通・小型
（法人番号　５３７０００１０４６５８７）

代表取締役　吉田　聖作 宮城県塩竃市権現堂５－２５ 5 利用あり
合同会社　昌栄 本社営業所 普通・小型
（法人番号　３３８０００３００４５８５）

代表取締役　黒沢　宣昌 福島県いわき市小川町塩田字北前４８－２ 5
株式会社　ヨシケン工業 本社営業所 普通・小型
（法人番号　５４００００１００９８７９）

代表取締役　大澤　善憲 岩手県花巻市石鳥谷町新堀第４９地割５０番地４ 5 利用あり

R3.6.9 一般

R3.6.21 一般

R3.6.29 一般

◆貨物自動車運送事業経営許可状況
自動車交通部貨物課

◆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　石川工業 東北営業所 東自貨

（法人番号 7180001047693）

代表取締役　石川　勝雄 福島県双葉郡富岡町大字小浜字中央２９５　ふたばタイムズ２階　事務所Ａ 第５８号

本店営業所 東自貨

（法人番号 なし）

片桐　美紀 宮城県気仙沼市松崎萱６５－４ 第８８号

株式会社　事代商事 本社営業所 東自貨

（法人番号 1400001015393）

代表取締役　熊谷　廣 岩手県大船渡市赤崎町字諏訪前４２番地５ 第９３号

クサカ運送　株式会社 本社営業所 東自貨

（法人番号 3370001046861）

代表取締役　日下　章 宮城県亘理郡亘理町逢隈下郡字椿山８３番地 第１０６号

株式会社　オオワダ 宮城工場営業所 東自貨

（法人番号 5013101005143）

代表取締役社長　大和田　正樹 宮城県栗原市金成沢辺前門沢１２７－１ 第１０２号

R3.6.16 東北

R3.6.30
全国（北海道、沖縄を除

く）

R3.6.24 東北

R3.6.1
全国（北海道、沖縄、離

島を除く）

R3.6.10 東北


