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栄 典

旭日小綬章 渡邉　和裕 元　一般社団法人日本旅館協会 副会長

元　福島県生活衛生同業組合連合会 会長

旭日双光章 三浦　哲生 城北運輸有限会社 代表取締役会長

元　社団法人岩手県トラック協会 副会長

瑞宝双光章 三澤　眞一 元　東北運輸局自動車交通部長

瑞宝双光章 木村　誠 元　東北運輸局海上安全環境部首席運航労務監理官

◎令和３年 秋の叙勲

（１１月３日付）

◎死亡叙位
                                                                    

正六位 安齋　文夫

令和３年１０月１日付け 

元　社団法人福島県タクシー協会会長
元　二本松商工会議所副会頭
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許認可等事項

許 認 可 申 請

黄綬褒章 荒井　誠二 テック両羽株式会社 代表取締役

東北舶用工業会 副会長

緑綬褒章 福島地区華道教授連合会

◎令和３年 秋の褒章

（１１月３日付）

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

株式会社　スマイルタカラ
（法人番号：6420001015222）
代表取締役　天間　財子

R3.10.7 青森県
住宅型有料老人ホームマリーゴールド
青森県上北郡おいらせ町上久保６１番地
１６１

大型　１両 福祉輸送事業

みさきケア　株式会社
（法人番号：7410001012871）
代表取締役　中西　一也

R3.10.11 秋田県
本社
秋田県男鹿市払戸字横長根８９番地２

大型　１両 福祉輸送事業

ｉ－ｓｔｅｐ　ｍｏｂｉｌｉｔｙ　株式会社
（法人番号：4380001031077）
代表取締役　藤井　秀徳

R3.10.18 福島県
平
福島県いわき市平上荒川字長尾１１５－
３第３すずビル１０７

大型　１両
普通　１両

福祉輸送事業

合同会社　プラスワン
（法人番号：8380003004597）
代表社員　高橋　恵美子

R3.10.27 福島県
本社
福島県須賀川市日向町９０番地１

普通　１両 福祉輸送事業

ナーシングサービスいわき　株式会社
（法人番号：8380001015266）
代表取締役　鈴木　美代子

R3.10.27 福島県
本店営業部
福島県いわき市平字四軒町２２－２２

大型　１両 福祉輸送事業

株式会社　よこ八
（法人番号：4380001011021）
代表取締役　石山　久

R3.10.29 福島県
本社
福島県西白河郡西郷村大字羽太字清水窪１
－１０４

普通　１両 福祉輸送事業

ネクストステーション合同会社
（法人番号：3370003004363）
代表社員　髙梨　淳

R3.10.29 宮城県
本社
宮城県仙台市青葉区小田原４丁目２番５
０－２

大型　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

有限会社湯島運輸
(法人番号 9380002035691)
代表取締役　　湯島　一盛

R3.10.4
会津北倉庫
福島県大沼郡会津美里町字宮里78

2類 992㎡ 新規

株式会社ナカノ商会
(法人番号 1011701014294)
代表取締役　　沼澤　宏

R3.10.19
仙台中野物流センター
宮城県仙台市宮城野区中野字柳原26-17

1類 16,214㎡ 増床

秋田三八五流通株式会社
(法人番号 9410001003233)
代表取締役　　幸澤　正人

R3.10.29
秋田南流通センター
秋田県由利本荘市岩城道川字久保田18－1、32－2、
197

1類 8,286㎡ 新規

◆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

株式会社　スター代行
（法人番号：2410001012884）
代表取締役　高橋　正光

R3.10.19 秋田県
本社
秋田県横手市増田町増田字七日町１７６
番地１０

大型　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

株式会社　サクラサービス 本社　営業所 普通・小型
（法人番号　３３７０００１０４６０４４）

代表取締役　齋　洋之 宮城県岩沼市阿武隈二丁目１２４－１ 5
株式会社　佐藤解体 本社　営業所 普通・小型
（法人番号　４４００００１００９２４４）

代表取締役　佐藤　正 岩手県宮古市松山第７地割１１２番地１８ 5
中川木材商事　株式会社 本社　営業所 普通・小型
（法人番号　２３７０００１００５７４４）

代表取締役　中川　賀文 宮城県仙台市宮城野区中野３丁目２－１９ 5
庄交ハイヤー　株式会社 本社　営業所 タクシー車両
（法人番号　１３９０００１００７３８４）

代表取締役社長　村　紀明 山形県鶴岡市日和田町２０－３７ 25
平成興業　有限会社 本社　営業所 普通
（法人番号　１３８０００２０２５８８１）

代表取締役　松本　一也 福島県いわき市平沼ノ内諏訪原一丁目１０－７ 5 利用あり
株式会社　一運輸 本社　営業所 普通
（法人番号　６３８０００１０３１３４８）

代表取締役　鮫島　良一 福島県伊達市保原町字野崎５－１ 5
株式会社　三浦産業圧送 本社　営業所 普通・小型
（法人番号　８３７０００１０４５８９１）

代表取締役　三浦　義幸 宮城県登米市迫町北方字天形２６５－１ 5
合同会社　リノベイトケアサービス 合同会社リノベイトケアサービス バン型
（法人番号　８４１０００３００３４６３）

代表社員　藤澤　洋 秋田県秋田市手形字中谷地６７番地４ 1
株式会社　栗城技研 本社　営業所 小型
（法人番号　６３８０００１０３０４７３）

代表取締役　栗城　真幸 福島県白河市北中川原１３３番地 5
株式会社　後藤組 本社　営業所 普通・小型
（法人番号　６３９０００１００９８５５）

代表取締役　後藤　茂之 山形県米沢市万世町片子字荒井川向４３６４番９ 5 利用あり
株式会社　小泉運輸東北 一関営業所 小型
（法人番号　４２３０００１０１７７５１） 牽引・被牽引
代表取締役　小泉　秀俊 岩手県一関市東山町長坂字町４２９番地 8 利用あり
合同会社　キョウリツ物流 （同）キョウリツ物流営業所 普通
（法人番号　７３９０００３０００９０２）

代表社員　安部　清剛 山形県米沢市八幡原２丁目４３００番地５１号 5
株式会社　青海建設 本社　営業所 普通
（法人番号　２４２０００１００８３４５）

代表取締役　平山　弘幸 青森県北津軽郡中泊町大字今泉字布引１０１番地１ 5
株式会社　十文字養鶏 二戸　営業所 普通
（法人番号　４４００００１０１４５７４）

代表取締役　十文字　健助 岩手県二戸市下斗米字上野平６７番地１５ 8

一般R3.10.8

R3.10.8 一般

R3.10.8 一般

食料・飲料

R3.10.8 一般

R3.10.8 一般

R3.10.8 一般

R3.10.8

R3.10.27 一般

R3.10.19 一般

R3.10.21 一般

R3.10.21 一般

R3.10.8 霊きゅう

R3.10.21 一般

一般R3.10.18

◆貨物自動車運送事業経営許可状況
自動車交通部貨物課
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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

株式会社　ロジテックジャパン 本社営業所 東自貨

（法人番号 2370001047290）

代表取締役　阿部　芳彦 宮城県仙台市若林区大和町３丁目２番５号 第238号

株式会社　グローリー 本社営業所 東自貨

（法人番号 2370001042952）

代表取締役　星　正行 宮城県大崎市古川新堀字旭町６０－Ｃ１０３ 第272号

合同会社　山雄 合同会社　山雄 東自貨

（法人番号 6370003004105）

代表社員　伹野　雄彦 宮城県栗原市築館字萩沢東８６番３号 第270号

ａ－ｌｉｎｋ　株式会社 本社営業所 東自貨

（法人番号 6370001047519）

代表取締役　荒井　清光 宮城県仙台市宮城野区蒲生字鍋沼４９－２ 第271号

R3.10.6 全国（沖縄を除く）

R3.10.27 東北

R3.10.27 全国（北海道、沖縄を除く）

R3.10.27 東北

◆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


