
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 19日 ㈱アイ・アル 札幌市豊平区 札幌 文書警告 運輸開始期限違反

25日 ㈲堀松運輸 札幌市白石区 札幌 130日車ほか 点呼の記録の改ざん・不実記載ほか5件

25日 三宝運輸㈱ 河西郡芽室町 帯広 35日車ほか 点呼の実施義務違反ほか7件

青森 1日 石橋運送㈲ 三戸郡階上町 階上 120日車ほか 点呼の記録事項義務違反ほか12件

25日 川内運送㈲ 三戸郡五戸町 本社 文書警告 運転者に対する指導監督義務違反

宮城 5日 ＮＡＶＩＸサービス㈱ 仙台市若林区 本社 文書警告 点呼の実施義務違反ほか2件

7日 渡波運輸㈱ 石巻市渡波字 本社 20日車ほか 運転者に対する指導監督義務違反ほか2件

25日 ㈲迫運輸サービス 登米市中田町 本社 30日車 乗務時間等の基準の順守違反ほか1件

25日 ダイショウ・ロジ㈱ 大崎市古川清水字 本社 10日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか3件

山形 1日 ㈲エスケー 飽海郡遊佐町 本社 20日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか4件

福島 8日 ㈱スカイ運輸 本宮市荒井字 本宮 10日車ほか 点呼の実施義務違反ほか2件

14日 昭和運輸㈱ 南相馬市原町区 本社 10日車 自動車車庫の位置及び収容能力違反

18日 関東運輸㈱ 本宮市荒井字 福島 文書警告 運転者に対する指導監督義務違反

茨城 18日 ㈱港陸ライン 常総市本豊田 茨城 170日車 点呼の実施義務違反等ほか18件

栃木 12日 マルトチ運輸㈱ 佐野市富岡町 佐野 70日車 乗務時間等告示の順守違反ほか7件

埼玉 6日 早川運輸㈱ 入間郡三芳町 埼玉 40日車 過積載運行

6日 ㈱ライフサポート・エガワ 戸田市美女木東 戸田 10日車 点呼の記録保存義務違反ほか3件

19日 ㈱ウィズウェイストジャパン 久喜市清久町 物流部 10日車 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

千葉 12日 ㈱長谷川サービス 市川市南大野 本社 190日車 点呼の実施義務違反等ほか12件

12日 物流技研㈱ 八街市榎戸 本社 175日車 疾病のおそれのある乗務ほか13件

18日 ㈱NTエンタープライズ 千葉市花見川区 本社 218日車ほか 疾病のおそれのある乗務ほか9件

東京 6日 ㈲ストロングワーク 調布市菊野台 本社 90日車 点呼の実施義務違反等ほか4件

神奈川 26日 ㈱オッサム 厚木市妻田東 厚木妻田 60日車 乗務時間等告示の順守違反ほか6件

26日 ㈱トランスポートジャコ 横浜市都筑区池辺町 本社 30日車 点呼の実施義務違反等ほか6件

静岡 6日 ㈲カズトランスポート 浜松市浜北区 本社 40日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか5件

25日 統清物流㈲ 牧之原市波津 本社 20日車ほか 運転者に対する指導監督違反ほか1件

25日 ㈱日東フルライン 静岡市清水区 清水 文書警告 点呼の実施義務違反ほか3件

29日 ㈱アサヒセキュリティ 静岡市清水区 静岡 文書警告 運転者に対する指導監督違反ほか1件

愛知 13日 ㈱ワイピーシー 名古屋市港区 名古屋 60日車ほか 点呼の実施義務違反ほか10件

19日 豊商運㈱ 豊田市竜神町 豊田 80日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか7件

20日 ㈱オール・ウェイズ 北名古屋市沖村西ノ川 北名古屋 70日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか10件

20日 パシフィックリレー㈱ 弥富市操出 本社 60日車 無車検運行

25日 ディーエヌシー物流㈱ 岡崎市昭和町 本社 10日車ほか 乗務等の記録記載不備ほか4件

28日 エイコウ産業㈱ 西尾市吉良町 本社 10日車ほか 点呼の実施義務違反ほか4件

三重 7日 ㈱ヒロ・サービス 四日市市みゆきヶ丘 本社 10日車ほか 点呼の実施義務違反ほか7件

京都 15日 西日本輸送㈲ 舞鶴市字大波下小字 舞鶴 90日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか6件

15日 フィール㈱ 八幡市下奈良蜻蛉尻筋 関西支店 70日車 点呼の記録義務違反ほか3件

15日 ㈲Ｔ．Ｒ．Ｓ髙橋商会 久世郡久御山町 本社 60日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか4件

大阪 12日 ㈱東亜運送 大阪市阿倍野区 本社 20日車 点呼の記録事項義務違反ほか4件

12日 ケイアイエス物流㈱ 高槻市辻子 本社 10日車 点呼の実施義務違反ほか4件

18日 ㈱巽産業 八尾市福万寺町 本社 75日車 健康状態の把握義務違反ほか7件

28日 （同）ＡＫＩＲＡ 東大阪市箕輪 本社 175日車 健康状態の把握義務違反ほか11件

28日 進光運輸㈱ 大阪市鶴見区浜 本店 130日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか11件

28日 池田運送㈱ 摂津市東一津屋 本社事務所 110日車 健康状態の把握義務違反ほか11件

兵庫 12日 吉田海運㈱ 神戸市東灘区 神戸 20日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか3件

22日 関西ジェットライン㈱ 神戸市兵庫区 本社 文書警告 健康状態の把握義務違反

奈良 18日 ㈱ナミット 大和郡山市白土町 大和郡山 文書警告 事業計画変更事前届出違反

19日 東関西ライン㈱ 生駒市小瀬町 東関西ライン奈良 30日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか4件

和歌山 26日 ㈱伍晃 和歌山市十番丁 本社 140日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか9件

高知 18日 ㈱中四国丸和ロジスティクス 南国市領石 南国 文書警告 運転者台帳の記載事項等の不備

福岡 5日 ㈱肥後産業 糟屋郡久山町 福岡支店 40日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか7件

25日 ㈲小田通商 京都郡苅田町 本社 100日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか12件

熊本 1日 ㈲柿本建材 天草市本渡町 本社 240日車ほか 点呼の実施義務違反ほか13件

鹿児島 22日 ㈱宮崎ジャパンエキスプレス 日置市伊集院町 鹿児島支店 文書警告 運転者台帳の記載事項義務違反

沖縄 22日 丸清運送 宮古島市伊良部字 本社 文書警告 定期点検整備等の未実施ほか2件
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