
地域 処分日 事業者名 所在地 営業所名 処分内容 違反行為の概要

北海道 8日 日昇運輸㈱ 北見市留辺蘂町 本社 文書警告 定期点検整備の実施違反

8日 日昇運輸㈱ 紋別郡湧別町 中湧別 文書警告 点呼の記録事項義務違反ほか1件

22日 ㈲汐見運輸 勇払郡むかわ町 本社 458日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか17件

22日 ㈱ハート引越センター 函館市高松町 函館 110日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか12件

22日 ㈲道北環境サービス 上川郡鷹栖町 本社 50日車ほか 点呼の実施義務違反ほか3件

22日 ㈱剣運 上川郡剣淵町藤本町 本社 40日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか6件

22日 ㈱道南開発商運 茅部郡森町字富士見町 本社 30日車ほか 事業計画変更の変更認可違反ほか6件

22日 本別運送㈱ 中川郡幕別町札内みずほ町 帯広 30日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか3件

22日 ㈱北海道京通 石狩市新港西 本社 10日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか8件

22日 カネニ山商物流㈱ 苫小牧市新中野町 カネニ山商物流㈱ 10日車ほか 事業計画変更の変更認可違反ほか4件

福島 7日 ㈱物流サービス東北 いわき市泉町 本社 文書警告 運転者台帳の作成義務違反

20日 島本運輸㈲ 郡山市喜久田町 本社 30日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか2件

20日 ㈲朝日急送 郡山市喜久田町 本社 60日車ほか 点呼の実施義務違反ほか5件

茨城 21日 ㈲湯原運送 土浦市大 本社 20日車 運転者に対する指導監督違反等

28日 ㈱カネツ 水戸市西大野 本社 50日車 乗務時間等告示の順守違反ほか8件

28日 ㈱のぞみ 日立市本宮町 本社 20日車 乗務時間等告示の順守違反ほか2件

栃木 7日 ㈲相馬商事 那須塩原市高林 本社 文書警告 乗務時間等告示の順守違反ほか2件

7日 ㈲はぐろや建材 宇都宮市上欠町 本社 文書警告 点呼の実施義務違反等ほか1件

21日 小山聡 栃木市岩舟町 本店 50日車 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

21日 ＤＣＴトランス㈱ 足利市山下町 本社 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか5件

21日 石原宏晃 佐野市韮川町 本店 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

21日 栃木壬生運送㈲ 下都賀郡壬生町 本社 20日車 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

21日 ㈲鶴見建材工業 宇都宮市新富町 本社 20日車 乗務時間等告示の順守違反ほか1件

21日 日本機総㈱ 栃木市新井町 本社 10日車 点呼の記録事項義務違反ほか3件

28日 ㈱山口商店 下野市石橋 本社 60日車 健康状態の把握義務違反ほか7件

28日 ㈱青木商事 宇都宮市東横田町 本社 55日車 健康状態の把握義務違反ほか8件

28日 ㈲青木陸運 那須烏山市森田 本社 50日車 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

28日 ㈲関東合材運輸 下都賀郡壬生町 本社 10日車 乗務時間等告示の順守違反ほか1件

群馬 14日 米井運送㈱ 伊勢崎市長沼町 北関東 10日車 点呼の実施義務違反ほか1件

21日 石原運送㈲ 前橋市天川大島町 本社 100日車 健康状態の把握義務違反ほか8件

21日 ㈲狩野商運 北群馬郡吉岡町 本社 40日車 乗務時間等告示の順守違反ほか6件

21日 東群ネットライナー㈱ 伊勢崎市三和町 本社 20日車 点呼の実施義務違反等ほか1件

21日 県南陸送㈲ 伊勢崎市美茂呂町 本社 20日車 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

28日 ㈲トラスト みどり市笠懸町 本社 80日車 乗務時間等告示の順守違反ほか5件

埼玉 7日 今井商運㈱ さいたま市岩槻区 本社 150日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか10件

7日 ㈲大村運輸 草加市柿木町 本社 60日車 健康状態の把握義務違反ほか9件

7日 ㈲堀運送 鴻巣市屈巣 本社 20日車 運転者に対する指導監督違反ほか1件

21日 ㈱川翔プログレス 越谷市大成町（旧：港区芝浦） 埼玉東(旧：芝浦） 140日車 健康状態の把握義務違反ほか9件

28日 ㈲ツカダ 比企郡鳩山町 本社 155日車 乗務時間等告示の順守違反ほか9件

千葉 14日 ㈱マルノウチ 千葉市美浜区 千葉 10日車 乗務時間等告示の順守違反

21日 ㈱エムライン 袖ヶ浦市蔵波台 千葉 190日車 健康状態の把握義務違反ほか11件

21日 田岡運輸㈲ 山武市埴谷 山武 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

東京 7日 ㈲吉田運送店 豊島区巣鴨 本社 140日車 健康状態の把握義務違反ほか10件

7日 ㈱那須商会 足立区辰沼 本社 80日車 乗務時間等告示の順守違反ほか8件

7日 ㈱エスペランサ あきる野市小峰台（旧：あきる野市舘谷） 本社 70日車 乗務時間等告示の順守違反ほか7件

7日 ㈱榎本運輸 豊島区南大塚 本社 60日車 健康状態の把握義務違反ほか7件

7日 ㈱多田自動車運輸 練馬区平和台 本社 60日車 健康状態の把握義務違反ほか9件

7日 ㈲小田桐運送 練馬区大泉学園町 本社 10日車 運転者に対する指導監督違反

14日 ㈲水口運送店 大田区北千束 本社 70日車 健康状態の把握義務違反ほか6件

14日 ㈱藤本組運輸 江戸川区東葛西 本社 50日車 点呼の実施義務違反等ほか2件

14日 ㈱東日本物流システム 西多摩郡瑞穂町（旧：西多摩郡瑞穂町） 本社 30日車 点呼の実施義務違反等ほか1件

21日 ㈱エムライン 江戸川区東葛西 本社 250日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか13件

21日 ㈲東和サッシ工業 小平市津田町 本社 200日車 健康状態の把握義務違反ほか9件

21日 小林運送㈲ 大田区下丸子 本社 50日車 点呼の実施義務違反等ほか6件

21日 碇運送㈱ 足立区南花畑 本社 20日車 乗務時間等告示の順守違反ほか5件

21日 ㈱コバヤシユニオン 板橋区前野町 本社 20日車 健康状態の把握義務違反ほか6件

28日 ㈱サンデリバリーシステム 葛飾区奥戸 本社 260日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか11件

28日 ㈱流星物流 大田区東矢口 東京 50日車 健康状態の把握義務違反ほか5件

28日 ㈱東京フロー 江戸川区南葛西 本社 35日車 点呼の記録事項義務違反ほか4件

28日 矢吹陸運㈱ 江東区若洲 本社 20日車 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

28日 マルタケ運輸㈱ 町田市大蔵町 町田 10日車 点呼の記録事項義務違反ほか2件

神奈川 7日 ㈲山下建材 足柄上郡松田町 本社 20日車 整備管理者の研修受講義務違反ほか1件

14日 ㈲ヤマト梱包 横浜市神奈川区羽沢南（旧：大田区南馬込） 本社 140日車 乗務時間等告示の遵守違反ほか9件

28日 ㈲東日興運社 川崎市高津区子母口 本社 275日車 点呼の実施義務違反等ほか8件

28日 ㈲平和運送 平塚市平塚 本社 90日車 運転者に対する指導監督違反ほか6件

28日 ㈱スタームービング 横浜市港北区新羽町 本社 20日車 健康状態の把握義務違反ほか1件

新潟 7日 燕運送㈱ 燕市大字蔵関 本社 文書警告 点呼の記録違反ほか1件

20日 ㈱丸通 長岡市平島 本社 20日車ほか 健康状態の把握違反ほか4件

富山 1日 ㈱エスラインヒダ 高岡市戸出栄町 高岡 文書警告 点呼の実施違反ほか3件

8日 ㈱萩浦興産 富山市東富山寿町 本社 40日車 乗務時間等告示の順守違反ほか5件

石川 15日 ㈱城東物流サービス 白山市荒屋柏野町 本社 40日車 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

山梨 28日 ㈲國伸運輸 南アルプス市六科 本社 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

長野 16日 信州名鉄運輸㈱ 長野市若穂川田 長野支店 文書警告 点呼の実施違反ほか5件

22日 ㈱シンヨー物流 須坂市大字井上字中町 本社 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

静岡 6日 静岡紙運輸㈱ 浜松市西区湖東町 浜松 30日車ほか 事業計画変更認可違反ほか7件

17日 ㈱三恵物流センター 羽島郡笠松町 岐阜 40日車 乗務時間等の基準の遵守違反

17日 五興運輸㈲ 藤枝市仮宿 本社 60日車ほか 事業計画変更認可違反ほか10件

17日 中谷システム輸送㈱ 浜松市西区湖東町 本社 40日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか4件

17日 東部ネットワーク㈱ 富士市今泉字三条 静岡 20日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか1件

22日 ㈲マーストランジット 静岡市清水区宮加三 本社 90日車ほか 事業計画変更認可違反ほか8件

22日 大浜運輸㈱ 掛川市浜野 本社 20日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか1件

29日 富士倉庫㈱ 富士市今泉高尾奈 本社 20日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか2件

29日 ㈱キャリーサービス 静岡市駿河区中島 本社 10日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか7件

愛知 1日 山利興業㈲ 海部郡飛島村 本社 30日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか6件

1日 喜多村運輸㈱ 名古屋市港区 本社 10日車ほか 点呼の記録義務違反ほか5件

7日 尾西運輸㈱ 一宮市大字大毛 本社 文書警告 点呼の実施義務違反

9日 ㈱　大栄工業 江南市赤童子町 本社 文書警告 運転者台帳の作成義務違反ほか2件

13日 大石㈱ 名古屋市港区 本社 文書警告 点呼の実施義務違反ほか3件

14日 タカラサービス㈱ 名古屋市港区 本社 文書警告 健康状態の把握義務違反ほか1件

15日 新急㈱ 碧南市港南町 本社 文書警告 報告義務違反

17日 ㈱三希輸送 小牧市間々原新田 本社 55日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか8件

17日 ㈱アイソネット 江南市古知野町 一宮 10日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか1件

17日 豊物流サービス㈱ 知多郡武豊町 愛知 30日車ほか 事業計画変更認可違反ほか3件

17日 ㈱ＭＫ　ＬＩＮＥ あま市本郷四反田 本社 30日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか4件

17日 ㈱ユーサン物流 岩倉市神野町 本社 20日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか3件

20日 ㈱ジェイライン 一宮市森本 本社 30日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか7件

20日 フジミブックライナー㈱ 豊橋市柱九番町 豊橋 20日車ほか 点呼の実施義務違反ほか4件

21日 ㈱コダマサービス 常滑市セントレア 空港 60日車ほか 事業計画変更認可違反ほか5件

22日 ㈱山忠運輸 小牧市小木 本社 50日車ほか 事業計画変更認可違反ほか3件

愛知 24日 ㈲エムライン 瀬戸市北山町 本社 60日車ほか 事業計画変更認可違反ほか10件

27日 ㈱ファイズ 江南市前飛保町 中部 40日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか4件

三重 9日 ㈲鈴鹿物流サービス 亀山市関町 本社 40日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか3件
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27日 大陽運輸㈱ 四日市市大字羽津 本社 文書警告 運転者に対する指導監督違反ほか2件

京都 2日 ㈱井田建設 与謝郡与謝野町 本社 20日車 健康状態の把握義務違反ほか6件

8日 ㈱シーガル 京都市南区 本社 60日車 事業計画変更認可違反ほか7件

大阪 6日 三石運輸㈱ 東大阪市池島町 本社 80日車 事業計画変更事前届出違反ほか15件

7日 ㈲青𡌛運送 堺市美原区 本社 60日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか8件

兵庫県 10日 ダイイチ興業㈱ 神戸市中央区 神戸本社 70日車 事業計画変更事前届出違反ほか9件

10日 ㈲石井運送 明石市大久保町 本社 50日車 事業計画変更認可違反ほか11件

10日 ㈱ダイサン 神戸市中央区 神戸 文書警告 通知件数（運転者の指導監督義務違反）3件

奈良 1日 ㈱I-Kraft 奈良市神殿町 本社 160日車 営業類似違法行為を行う自家用貨物自動車利用

17日 御厨運送㈱ 葛城市東室 奈良 文書警告 健康状態の把握義務違反ほか1件

広島 15日 ㈲松光運送 廿日市市宮島町 本社 130日車ほか 乗務等の記録の記載事項義務違反ほか11件

29日 呉広商事㈲ 東広島市黒瀬楢原東 黒瀬 90日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか6件

山口 22日 ㈲原井商会 宇部市東藤曲 本社 許可の取消し 事業の無届出休止・廃止

22日 ㈱白川運送 下関市長府扇町 本社 許可の取消し 事業の無届出休止・廃止

香川 13日 富士運輸㈱ 高松市円座町 高松支店 文書警告 乗務時間等の基準の順守違反ほか3件

22日 滝宮運送㈲ 綾歌郡綾川町 本社 70日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか7件

22日 ふじかわ陸運㈱ 綾歌郡綾川町 本社 20日車 乗務時間等の基準の順守違反

愛媛 24日 関西興業㈱ 東温市下林 本社 30日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか4件

佐賀 1日 東京高速陸運㈱ 鳥栖市姫方町 九州中央 50日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか6件

13日 松本　司 三養基郡 本店 30日車ほか 自動車に関する表示義務違反ほか9件

長崎 27日 ㈲青木運送 西海市西海町 本社 60日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか7件

熊本 7日 ㈱永井運送 宇城市松橋町 本社 80日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか8件

7日 亀井　末義 下益城郡 本店 30日車ほか 点呼の記録事項義務違反ほか5件

大分 21日 クロレラ輸送㈲ 由布市庄内町 本社 10日車ほか 運転者台帳の作成義務違反ほか6件

宮崎 21日 ㈱信興運輸 日南市益安 本社 90日車ほか 乗務等の記録事項義務違反ほか10件

沖縄 2日 合資会社安謝運送 那覇市港町 本社 20日車ほか コンテナの落下防止措置未実施ほか3件

6日 玉城清保 西原町字兼久 本社 195日車ほか 乗務等の記録義務違反ほか17件

6日 湧地運送合名会社 伊江村字西江前 本社 30日車ほか 点呼の実施義務違反ほか3件
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