
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 27日 ㈲和田運送 札幌市北区百合が原 本社 30日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか7件

27日 ㈱丸三片岡運輸 標津郡標津町 本社 10日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか5件

27日 北海万豊運輸㈱ 札幌市豊平区平岸４条 本社 文書警告 自動車検査証の備付けの違反ほか1件

宮城 4日 ㈱日進運輸建設 仙台市宮城野区 仙台 50日車ほか 点呼の実施義務違反ほか3件

24日 ㈲佐藤運送 岩沼市下野郷 本社 100日車ほか 点呼の実施義務違反ほか5件

福島 13日 ㈱クニヨシ 郡山市安積町 郡山 50日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか9件

13日 ㈲アール急便 須賀川市大袋町 本社 50日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか3件

茨城 10日 那珂湊通運㈱ ひたちなか市釈迦町 本社（旧：那珂湊） 40日車 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

10日 ㈱津久芳運送 神栖市波崎 本店 文書警告 乗務時間等告示の順守違反ほか2件

17日 日立東映運輸㈱ 日立市東金沢町 本社 85日車 点呼の記録義務違反ほか7件

17日 協新運輸㈱ 坂東市莚打 坂東 70日車 健康状態の把握義務違反ほか8件

栃木 10日 月夜野運送㈱ 小山市城北 栃木 90日車 健康状態の把握義務違反ほか5件

10日 ㈲川﨑運送 真岡市台町 本社 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

17日 ㈲相馬運輸 那須塩原市一区町 本社 130日車 乗務時間等告示の順守違反ほか12件

17日 ㈱栃昭運送 栃木市平柳町 本社 40日車 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

17日 ㈲福一企画 宇都宮市竹林町 本社 10日車 健康状態の把握義務違反ほか4件

群馬 10日 ㈲アオキ商事 前橋市椦島町 本社 30日車 健康状態の把握義務違反ほか5件

10日 大関運輸㈲ 高崎市吉井町 群馬 10日車 点呼の記録事項義務違反ほか6件

17日 赤城山運輸㈱ 伊勢崎市五目牛町 本社 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか5件

埼玉 10日 ㈲ユーズドカーマルキ さいたま市西区 本店 100日車 乗務時間等告示の順守違反ほか11件

10日 ㈱康誠 春日部市南 本社 60日車 点呼の記録義務違反ほか4件

17日 太宰府エキスプレス㈱ さいたま市岩槻区 埼玉 30日車ほか 点呼の実施義務違反ほか6件

17日 ダイヤ流通㈱ 北足立郡伊奈町 本社 80日車 健康状態の把握義務違反ほか9件

24日 ㈱川金運輸 川口市西川口 本社 50日車 乗務時間等告示の順守違反ほか8件

24日 ㈱光進 さいたま市見沼区島町 埼玉 50日車 健康状態の把握義務違反ほか7件

千葉 10日 ㈱三裕商事 富里市七栄 本社 70日車 乗務時間等告示の順守違反ほか6件

10日 ㈱新晃 千葉市若葉区（旧：千葉市中央区） 千葉中央 20日車 点呼の実施義務違反等ほか4件

10日 ナカジマトーケン㈱ 佐倉市馬渡 千葉 文書警告 点呼の実施義務違反ほか4件

東京 10日 丸信運輸㈱ 足立区大谷田 本社 50日車 健康状態の把握義務違反ほか3件

17日 シン・ワート・ジャパン㈱ 江戸川区鹿骨 本社 70日車 健康状態の把握義務違反ほか5件

17日 ㈲星川土木興業 江戸川区興宮町 本社 70日車 健康状態の把握義務違反ほか10件

17日 ㈱ロードワーク 八王子市滝山町 八王子 20日車 運転者に対する指導監督違反ほか1件

17日 東販自動車㈱ 国立市泉 国立 10日車 運転者に対する指導監督違反等ほか1件

24日 丸善運送㈲ 葛飾区奥戸 本社 240日車 健康状態の把握義務違反ほか6件

24日 ㈲イシダ商運 江戸川区西瑞江 本社 150日車 点呼の実施義務違反等ほか9件

24日 ㈲協同システム 江戸川区篠崎町 本社 140日車 乗務時間等告示の順守違反ほか7件

神奈川 10日 ワークサービス㈱ 横浜市磯子区東町 本社 55日車 健康状態の把握義務違反ほか7件

10日 茅北運輸㈱ 茅ヶ崎市堤 本社 50日車 乗務時間等告示の順守違反ほか5件

24日 ㈲龍己商事 横浜市旭区万騎が原 本社 170日車 乗務時間等告示の順守違反ほか11件

24日 シンワロジスティクス㈱ 相模原市緑区青山 本社 10日車 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

24日 ㈱渡邉物流 藤沢市桐原町 本社 文書警告 運転者に対する指導監督違反等

新潟 13日 ㈲丸松石井運輸 新発田市下高関 本社 50日車 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

16日 日本海物流㈱ 新潟市北区島見町 本社 105日車 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

18日 ㈱グリーンカーゴサービス 上越市藤巻 本社 20日車 乗務時間等告示の順守違反ほか1件

富山 27日 ㈱はなぶさ 南砺市小山 本社 50日車 乗務時間等告示の順守違反ほか9件

石川 26日 城西物流倉庫㈱ 金沢市大野町 金沢 40日車 事業計画変更事前届出違反ほか4件

福井 23日 ㈲ユウカミ 福井市石盛町 春江 50日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか5件

山梨 10日 青伸産業運輸㈱ 上野原市上野原（旧：上野原市上野原） 上野原 90日車 乗務時間等告示の順守違反ほか8件

10日 ㈲村松商事 笛吹市御坂町 本社 20日車 運転者に対する指導監督違反等ほか1件

10日 ㈱岡建 南巨摩郡南部町 本社 20日車 点呼の記録事項義務違反ほか5件

24日 丸十小型運送㈲ 上野原市鶴川（旧：上野原市鶴川） 本社 10日車 点呼の記録事項義務違反ほか3件

長野 4日 山谷運輸㈱ 諏訪市大字中州 本社 80日車 乗務時間等告示の順守違反ほか5件

岐阜 10日 ㈲丸利商店 土岐市駄知町 本社 150日車ほか 事業計画変更認可違反ほか10件

16日 ジンエイジェント㈱ 各務原市那加柄山町 本社 10日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか1件

16日 アルプス運輸㈱ 高山市問屋町 本社 10日車 乗務時間等の基準の順守違反

静岡 13日 ㈲都貨物運送 伊豆の国市小坂 本社 10日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか3件

13日 ㈲大木紙運輸 富士市島田町 本社 10日車ほか 運転者に対する指導監督違反ほか1件

16日 ㈲千代田運送店 島田市金谷東 本社 10日車ほか 点呼の実施義務違反ほか4件

愛知 9日 浅井運輸㈱ 名古屋市港区 本社 60日車ほか 事業計画変更認可違反ほか6件

10日 三家運送㈱ 名古屋市西区 本社 60日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか3件

11日 ㈲アクセス 安城市東栄町 本社 30日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか3件

12日 ホーリン㈲ 岡崎市朝日町 本社 20日車ほか 事業計画変更認可違反ほか4件

16日 中京運輸㈱ 犬山市大字犬山東古券 小牧 10日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか3件

16日 ホリカワ運送㈱ 弥富市操出 本社 50日車ほか 事業計画変更認可違反ほか5件

16日 サンワリューツー㈱ 刈谷市一里山町 本社 20日車 乗務時間等の基準の順守違反

16日 ㈲コトブキ運輸 海部郡飛島村 本社 10日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか4件

16日 清栄運輸㈱ 名古屋市中川区 本社 10日車ほか 事業計画変更認可違反ほか2件

16日 ユシロ運送㈱ 名古屋市緑区鳴海町 名古屋 10日車ほか 点呼の実施義務違反ほか1件

三重 18日 ㈲アドバンス 志摩市浜島町 本社 60日車 無車検運行

京都 3日 ㈱ハロー引越サービス 京都市西京区 本社 30日車 健康状態の把握義務違反ほか3件

20日 ㈱羽束師建設 京都市伏見区 本社 50日車ほか 点呼の実施義務違反等ほか5件

26日 ㈲上田オート商会 宇治市木幡檜尾 本社 40日車 健康状態の把握義務違反ほか6件

大阪 10日 杉浦篤 松原市別所 南大阪 50日車ほか 乗務時間等の告示の順守違反ほか11件

16日 ㈱ビー・ウエスト 枚方市宮之阪 本社 70日車 点呼の実施義務違反等ほか4件

20日 ㈱田島運輸 松原市天美我堂 松原 112日車ほか 乗務等の記録義務違反ほか14件

兵庫 11日 ㈱睦美運送 尼崎市元浜町 尼崎 文書警告 運転者に対する指導監督違反

24日 ㈱成和運輸商事 神戸市西区大沢  本社 10日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか2件

24日 ㈱ジャパンカーゴ 西宮市西宮浜 西宮 文書警告 運転者に対する指導監督違反ほか1件

奈良 5日 小林正宜 奈良市朱雀 小林建材本店 50日車 点呼の実施義務違反ほか5件

9日 ㈲ツヨシトランスポーション 大和郡山市満願寺町 本社 30日車 健康状態の把握義務違反ほか6件

鳥取 4日 ㈲安部運送 境港市竹内町 境港 10日車 過積載運行

島根 4日 ㈲柘植運送 出雲市荻杼町 本社 20日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか6件

岡山 4日 竹本運送㈱ 井原市東江原町 本社 80日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか14件

4日 ㈱勢昌興運 玉野市番田 本社 50日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか8件

6日 ㈲サン運輸 岡山市北区下足守 本社 60日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか9件

山口 4日 柴原運輸㈲ 熊毛郡田布施町 本社 30日車ほか 点呼実施義務違反ほか6件

香川 20日 ㈱MIコーポレーション 東かがわ市伊座 本社 文書警告 乗務時間等告示の順守違反

福岡 17日 ㈱安武 糟屋郡粕屋町 本社 40日車ほか 点呼の実施義務違反ほか9件

佐賀 10日 ㈲アーネスト 三養基郡みやき町 本社 90日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか11件

16日 九州西濃運輸㈱ 鳥栖市真木町 鳥栖支店 文書警告 運転者台帳の記載事項義務違反ほか6件

23日 ㈱福吉水産物流 佐賀市大和町 ㈱福吉水産物流 70日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか9件

長崎 10日 田中運輸㈲ 松浦市志佐町 本社 70日車ほか 点呼の実施義務違反ほか8件

23日 西九州物流サービス㈲ 佐世保市大塔町 本社 80日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか7件

大分 11日 大分緑地運輸㈱ 大分市青崎 本社 60日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか13件

17日 芝田幸春 大分県大分市 本社 70日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか15件

18日 ㈱ＪＥＴＳＴＲＥＡＭ 大分市大在北 大分支店 10日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか10件

鹿児島 5日 ㈲国内物流サービス 鹿児島市川上町 本社 165日車ほか 報告義務違反ほか22件

11日 鹿屋陸運㈲ 鹿屋市祓川町 本社 215日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか19件

沖縄 26日 沖縄配送㈱ 宜野湾市伊佐 本社 10日車ほか 整備管理者の研修受講義務違反ほか2件
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