
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

宮城 5日 ㈱エスペランサ 大崎市古川 東北 90日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか5件

5日 富士陸運㈱ 仙台市宮城野区 仙台 50日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか5件

5日 ㈱仙台丸井運輸 亘理郡亘理町 本社 15日車ほか 定期点検整備の実施違反

16日 マルサ運輸㈱ 栗原市志波姫堀口館輪 本社 90日車ほか 点呼の実施義務違反ほか5件

28日 ㈲マルエ運送 石巻市重吉町 本社 文書警告 乗務時間等の基準の順守違反ほか2件

秋田 22日 ㈲北秋運送 北秋田市綴子 本社 140日車ほか 点呼の実施義務違反ほか7件

山形 5日 吉田重機運輸㈱ 山形市東篭野町 本社 本社営業所 定期点検整備の実施違反ほか2件

5日 ㈲山五商事運輸 尾花沢市大 本社 文書警告 運転者に対する指導監督違反

福島 1日 豊里運輸㈱ 本宮市本宮 福島 10日車ほか 点呼の実施義務違反ほか2件

2日 郡東エクスプレス㈱ 郡山市日和田町 本社 文書警告 車体表示義務違反

7日 ㈲佐久間加工 須賀川市森宿 本社 文書警告 運転者台帳の記載事項義務違反ほか1件

12日 ㈱ライズジャパン いわき市泉町 小名浜 文書警告 乗務時間等の基準の順守違反ほか3件

茨城 2日 トーホー運輸㈲ 下妻市大 本社 事業許可取消し事業の無届出休止・廃止

2日 丸一運輸㈱ 古河市高野 本社 事業許可取消し事業の無届出休止・廃止

2日 ジャパンスクラム㈱ 下妻市高道祖 本社 事業許可取消し事業の無届出休止・廃止

2日 ㈱夢屋物流 古河市西牛谷 本社 事業許可取消し事業の無届出休止・廃止

6日 ㈱万匠 結城市結城 本社 60日車 乗務時間等告示の順守違反ほか7件

19日 大同運送㈱ 古河市高野 本社 40日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

20日 ㈱大塚運輸 牛久市栄町 本社 40日車 乗務時間等告示の順守違反ほか5件

栃木 13日 ㈲松本建材興業 宇都宮市下田原町 本社 20日車 過積載運行

22日 和花荷役㈲ 下野市下古山 本社 事業許可取消し自動車検査証の返納及び登録番号票領置命令違反

群馬 6日 日の出ライン㈲ 太田市西新町 本社 40日車 運転者に対する指導監督違反ほか3件

6日 WORKS㈱ 伊勢崎市西久保町（旧：伊勢崎市西久保町） 本社 50日車 乗務時間等告示の順守違反ほか5件

6日 ㈲ワールドロジテム みどり市笠懸町 本社 40日車 健康状態の把握義務違反ほか6件

埼玉 6日 マルヨー運輸㈲ 深谷市大 本社 170日車 健康状態の把握義務違反ほか9件

6日 ㈲三豊運輸 志木市上宗岡 志木 30日車 健康状態の把握義務違反ほか8件

9日 ㈲エース 川越市中台南 本社 文書警告 健康状態の把握義務違反ほか1件

13日 ビコーオペレーションシステム㈱ 富士見市鶴瀬東 埼玉 文書警告 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

20日 ㈱ラリー運輸 戸田市笹目 本社 230日車 健康状態の把握義務違反ほか10件

20日 エスケイ物流㈱ 吉川市美南 本社 120日車 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

26日 京和運輸㈱ 戸田市笹目 埼玉 文書警告 乗務時間等告示の順守違反ほか1件

27日 ㈲サンライン 桶川市倉田 本社 273日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか13件

27日 ㈱東ニュークリエイト 春日部市梅田 春日部 50日車 乗務時間等告示の順守違反ほか5件

27日 ㈱ネットライン 志木市中宗岡 志木 40日車 乗務時間等告示の順守違反ほか8件

千葉 6日 ㈱加悦 千葉市美浜区高洲 千葉 110日車 乗務時間等告示の順守違反ほか10件

6日 ㈱住忠貿易物流 木更津市本郷（旧：木更津市岩根） 木更津 90日車 乗務時間等告示の順守違反ほか6件

6日 ㈱ハナエ運送 白井市富塚 本社 40日車 乗務時間等告示の順守違反ほか5件

13日 ㈱銚洋陸運 山武市井之内 本社 30日車 過積載運行

20日 レックス㈱ 成田市本三里塚 富里 60日車 乗務時間等告示の順守違反ほか7件

20日 ㈱倉庫サービス 長生郡長生村七井土 本社 50日車 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

20日 共立運保㈱ 船橋市南海神 船橋 20日車 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

20日 ㈱藤商事 流山市古間木 本社 10日車 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

東京 2日 真田運輸㈲ 葛飾区東堀切 本社 事業許可取消し事業の無届出休止・廃止

6日 北明産業㈱ 江戸川区新堀 江戸川 100日車 健康状態の把握義務違反ほか6件

6日 ㈲室商店 江戸川区松江 本社 100日車 点呼の実施義務違反等ほか6件

6日 ㈱幸運 青梅市師岡町 本社 100日車 乗務時間等告示の順守違反ほか10件

6日 ㈱トゥルートランス 江東区南砂 本社 80日車 乗務時間等告示の順守違反ほか8件

6日 三多摩トランスポート㈱ 調布市柴崎 調布 文書警告 運転者に対する指導監督違反

神奈川 2日 ㈲桃源 平塚市四之宮 本社 事業許可取消し事業の無届出休止・廃止

2日 ㈱大新商運 横浜市緑区寺山町 本社 事業許可取消し事業の無届出休止・廃止

2日 ㈱グッド．Com 平塚市西八幡 本社 事業許可取消し事業の無届出休止・廃止

6日 ㈱丸山企画 横浜市都筑区池辺町 本社 40日車 乗務等の記録義務違反ほか3件

20日 ㈱鈴木運送 三浦市三崎町 ㈱鈴木運送（旧：本店） 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか5件

20日 ㈲清水運送 横浜市金沢区 横浜 文書警告 運転者に対する指導監督違反等

27日 京浜運輸㈱ 座間市東原 座間 20日車 点呼の実施義務違反ほか3件

新潟 12日 ㈱輸送サービス 新潟市中央区 本社 10日車 健康状態の把握違反ほか1件

14日 ㈱駒形急便 長岡市新組町 本社 文書警告 点呼の記録違反

石川 20日 石田運輸㈱ 白山市横江町 本社 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

福井 16日 ㈱入羽建工 福井市西開発 本社 20日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか3件

山梨 6日 ㈲キョートー 山梨市万力 本社 90日車 健康状態の把握義務違反ほか9件

13日 ㈲ガレージヒット 甲府市国玉町（旧：笛吹市石和町） 本社 230日車 健康状態の把握義務違反ほか8件

20日 ㈱アクセスシステム 甲府市小瀬町 本社 70日車 乗務時間等告示の順守違反ほか9件

20日 佐々木商運㈲ 山梨市西字真渡 本社 40日車 乗務時間等告示の順守違反ほか7件

長野 14日 ㈲あすなろ運送 諏訪市湖南 本社 許可の取り消し事業の無届出休止・廃止

16日 川上陸送㈱ 南佐久郡川上村大 本社 20日車 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

岐阜 7日 中川運輸㈱ 各務原市鵜沼朝日町 本社 20日車ほか 点呼の実施義務違反ほか5件

23日 喜廣商運㈲ 加茂郡坂祝町 本社 20日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか6件

28日 徳伸急送㈱ 美濃加茂市牧野 本社 45日車ほか 点呼の実施義務違反ほか8件

静岡 6日 東静運輸㈲ 島田市旭 本社 70日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか6件

7日 秋吉産業㈱ 御殿場市神場 本社 30日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか5件

7日 野田急送㈲ 伊豆市本立野 本社 20日車 健康状態の把握義務違反ほか1件

9日 ㈲コーユー 富士市島田町 本社 40日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか5件

9日 ㈲アンカーエクスプレス 静岡市駿河区下島 下島ベース 20日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか3件

27日 ㈲ムラマツ 焼津市相川 本社 文書警告 健康状態の把握義務違反ほか1件

28日 東海乳菓㈱ 静岡市葵区 本社 30日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか4件

愛知 1日 ㈱笹野運輸 名古屋市中村区 本社 30日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか2件

9日 久栄運輸㈱ 半田市日東町 本社 20日車ほか 過積載運行ほか3件

16日 太西陸運㈱ 名古屋市港区 本社 20日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか2件

19日 ㈱高木運輸 岡崎市牧平町 岡崎 90日車ほか 点呼の実施義務違反ほか10件

23日 嶋本運輸㈱ 小牧市多気北町 名古屋支店 30日車 乗務時間等の基準の順守違反ほか1件

23日 吉田海運㈱ 碧南市六軒町 愛知 10日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか1件

23日 由良陸運㈱ 知多郡武豊町 衣浦 10日車 乗務時間等の基準の順守違反

23日 大法輸送㈱ 岡崎市赤渋町 本社 10日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか2件

23日 ㈲英伸運輸 愛西市森川町 本社 10日車ほか 運行記録計による記録義務違反ほか1件

28日 山本工業㈲ 半田市板山町 本社 文書警告 点呼の記録記載不備

30日 ㈱ジョブステーション 知立市新富 名古屋支社 60日車ほか 点呼の実施義務違反ほか3件

30日 日東通商㈱ 豊田市寿町 本社 文書警告 点呼の実施義務違反ほか3件

30日 ㈲丸十運輸 半田市鴉根町 本社 文書警告 点呼の記録義務違反ほか3件

三重 7日 ㈱奥伊勢EX 多気郡大台町 本社 20日車 事業計画変更認可違反

滋賀 12日 ㈲土山近陸運送 野洲市野洲 野洲 40日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか5件

13日 キムラワークサービス㈱ 栗東市下鈎 本社 10日車 健康状態の把握義務違反ほか4件

京都 22日 ㈲和田商店 綴喜郡井手町 京都 文書警告 乗務時間等の告示の順守違反ほか2件

27日 酒井和人 京都市南区 本店 40日車 過積載運行

27日 酒井和人 京都市南区 本店 20日車 過積載運行

大阪 16日 ㈱田平陸送 貝塚市澤 南大阪 10日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか4件

19日 愛熊運輸機工㈱ 茨木市西豊川町 本社 50日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか10件

20日 関西やしま陸運㈱ 堺市東区草尾 本社 70日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか8件

22日 小谷運輸㈱ 泉佐野市上瓦屋 本社 50日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか7件

22日 ㈱大和リース 南河内郡河南町 本社 120日車 事業計画変更認可違反ほか7件

26日 ㈱奥建設 泉佐野市鶴原 泉佐野 10日車 点呼の実施義務違反ほか3件

27日 信和運輸倉庫㈱ 東大阪市新庄東 本社 10日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか3件

27日 ㈱高森 大阪市港区 本社 10日車 点呼の実施義務違反ほか3件
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兵庫 5日 大倉総業㈱ 尼崎市鶴町 本社 文書警告 健康状態の把握義務違反ほか4件

9日 西濃運輸㈱ 神戸市東灘区 神戸支店 文書警告 通知件数（運転者の指導監督義務違反）3件

19日 ㈱トラストサービス 伊丹市南町 本社 20日車 健康状態の把握義務違反ほか3件

26日 則武運送㈱ 姫路市白浜町 本社 文書警告 乗務時間等の告示の順守違反ほか1件

奈良 14日 ㈱ＴＭトランスポート 磯城郡田原本町 本社 10日車 過積載運行

和歌山 14日 ㈲尾崎運輸 海南市下津町小南 本社 20日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか4件

鳥取 20日 ㈱丸安 鳥取市安長 鳥取 文書警告 通知件数（運転者の指導監督義務違反）3件

22日 ㈱Tknet 鳥取市千代水 本社 30日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか4件

岡山 28日 ㈱新沖開発 岡山市中区 本社 160日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか11件

29日 ㈲大研運送 岡山市北区 本社 65日車ほか 事業計画の変更認可違反ほか11件

29日 ㈲平田運輸 倉敷市真備町 本社 20日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか6件

広島 26日 ㈱大翔 呉市押込 本店 70日車ほか 事業計画の変更認可違反ほか12件

27日 ヤマトボックスチャーター㈱ 広島市西区 広島支店 文書警告 乗務時間等の基準の順守違反ほか3件

香川 19日 ㈲四国急行 三豊市山本町 本社 40日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか5件

27日 ㈲コジマ 東かがわ市伊座 本社 10日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか1件

愛媛 19日 ㈲大豊陸送 松山市山西町 本社 30日車ほか 点呼の記録事項義務違反ほか2件

27日 ㈱フジ物流 今治市南高下町 今治 20日車 過積載運行

福岡 6日 三和陸運㈱ 福岡市博多区 空港物流センター 30日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか7件

27日 ㈱ダイトー 宮若市本城 本社 40日車ほか 運転者台帳の記載事項義務違反ほか8件

佐賀 14日 内田運輸土木㈱ 佐賀市川副町 本社 20日車ほか 報告義務違反ほか9件

熊本 1日 未来エキスプレス㈱ 菊池郡大津町 本社 30日車ほか 乗務時間等の基準の遵守違反ほか6件

13日 ㈱上妻運送 熊本市北区 本社 90日車ほか 点呼の実施義務違反ほか11件

大分 20日 ㈱雄和工業 別府市南立石 本社 40日車ほか 点呼の実施義務違反ほか12件

宮崎 13日 泉海商運㈱ 都城市今町 宮崎 40日車ほか 点呼の実施義務違反ほか6件

23日 つきぢＴＣ㈱ 宮崎市佐土原町 本社 50日車ほか 乗務時間等の基準の遵守違反ほか9件

鹿児島 1日 ㈱翔和 阿久根市波留 本社 120日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか11件

7日 ㈱久保技建 鹿児島市宮之浦 運輸部 60日車ほか 点呼の実施義務違反ほか12件

23日 山川貨物自動車㈱ 指宿市山川福元 本社 135日車ほか 乗務時間等の基準の遵守違反ほか21件

27日 藤崎運送㈲ 鹿児島市田上台 本社 140日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか13件

30日 永田利弘 垂水市 本店 70日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか5件

沖縄 27日 合名会社丸正産業 うるま市与那城平安座 本社 20日車ほか 乗務等の記録違反ほか3件
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