
〈北海道運輸局〉

事業者名 代表者名 住所 車両数

㈱しんじゅＬ＆Ｍ 森神寿裕 中川郡幕別町忠類朝日６９ 6

㈱カーライフ北海道 佐々木憲一 札幌市北区新琴似５条１－４－１９ 5

積丹観光㈱ 四辻清実 古宇郡神恵内村大字神恵内村字ツボ石２１－１３ 5

㈱髙橋産業 髙橋貴博 網走郡美幌町字報徳９２－４７ 6

㈱アントレッド北海道 奥村利明 札幌市清田区清田２条１－１５－１５ 利用運送

㈱マルテツ 茂木哲也 標津郡中標津町字協和５９３６－１４ 利用運送

花田英子 茅部郡森町字森川町１６２ 利用運送

㈱札幌メディ・キャリー 高木利弘 札幌市中央区北３条西１８－２－２ 利用運送

㈱藤商物流 佐藤薫 野付郡別海町上春別旭町３１－８ 利用運送

〈東北運輸局〉

事業者名 代表者名 住所 車両数

㈱サクラサービス 齋洋之 岩沼市阿武隈２－１２４－１ 5

㈱佐藤解体 佐藤正 宮古市松山第７地割１１２－１８ ５

中川木材商事㈱ 中川賀文 仙台市宮城野区中野３－２－１９ 5

平成興業㈲ 松本一也 いわき市平沼ノ内諏訪原１－１０－７ 5

㈱一運輸 鮫島良一 伊達市保原町字野崎５－１ 5

㈱三浦産業圧送 三浦義幸 登米市迫町北方字天形２６５－１ 5

㈱栗城技研 栗城真幸 白河市北中川原１３３ 5

㈱後藤組 後藤茂之 米沢市万世町片子字荒井川向４３６４－９ 5

㈱小泉運輸東北 小泉秀俊 一関市東山町長坂字町４２９ 8

（同）キョウリツ物流 安部清剛 米沢市八幡原２－４３００－５１ 5

㈱青海建設 平山弘幸 北津軽郡中泊町大字今泉字布引１０１－１ 5

㈱十文字養鶏 十文字健助 二戸市下斗米字上野平６７－１５ 8

㈱ロジテックジャパン 阿部芳彦 仙台市若林区大和町３－２－５ 利用運送

㈱グローリー 星正行 大崎市古川新堀字旭町６０－Ｃ１０３ 利用運送

（同）山雄 伹野雄彦 栗原市築館字萩沢東８６－３ 利用運送

ａ－ｌｉｎｋ㈱ 荒井清光 仙台市宮城野区蒲生字鍋沼４９－２ 利用運送

〈関東運輸局〉

事業者名 住所 車両数

㈱ポストエクスプレス さいたま市西区大字飯田３１２　日本郵便輸送株式会社さいたま物流センター内２Ｆ 5

山口商事㈲ 八潮市大字八條２８１９－８ 8

㈱アークライズ 秦野市平沢１７０－６ 5

㈱ＭＲＭ運輸 小山市若木町３－４－２５ 5

㈱マルショウ 佐波郡玉村町大字角渕４４５０－２０ 5

川内興業㈱ 小美玉市野田２４６－４７ 9

㈱Ｔ＆Ｓ さいたま市北区日進町１－４４５－２　フレグランス日進Ｂ１０１ 5

㈱ハーベスト・ワールド・エクスプレス 大田区田園調布南１１－１０ 9

㈱三機工 北群馬郡榛東村大字広馬場３０８ 5

㈱ベスト・トランス 市川市原木２４２６ 5

㈱乃村工藝社 港区台場２－３－４ 利用運送

㈱陽輝興業 市原市能満１５３３－６９ 利用運送

㈱Ｍ＆Ｙ 板橋区徳丸３－１５－１４　パスカルコート２Ｆ 利用運送

㈱ＫＡＮＡＬＯＡ 町田市忠生３－１－７１ 利用運送

㈱スプレッドリンク 伊勢崎市豊城町２２９８－２ 利用運送

〈中部運輸局〉

事業者名 代表者名 住所 車両数

㈱フィニティ 服部義彦 海部郡飛島村西浜１１ 5

エムアイユー運送㈱ 深見利也 名古屋市北区池花町２６６ 5

盟生商工（同） 山﨑慎一 あま市古道赤本田４０－１ ５

Ｋｉｎｄｌｙ　Ｓｍｉｌｅ　Ｌｉｎｅ㈱ 酒井亜由美 知多郡東浦町大字森岡字浜田５８－５ 5

㈱プロジェクトＴ・Ｙ 山田貴広 鈴鹿市岡田３－７－３　リバーサイド鈴鹿２０６ 5

㈱島崎総建 島﨑藤村 揖斐郡池田町八幡字中道１７００－１ 5

㈱佐藤建材 佐藤剛 各務原市各務おがせ町９－１９８　コーポおがせＢ ２０２ 5

㈱グレードワン 江野村秀信 羽島郡笠松町北及１８６１－８　Ｆｉｆｔｈ　Ａｖｅ　３０３ 5

㈱千寿運送 白井誠一 亀山市関町木崎１４３－３　Ｔｕｊｕｈユーアイ１Ｆ　Ｂ 5

㈲スギタ 杉田久高 磐田市豊田８４５－４ 6

㈱花屋輸送 鈴鹿市磯山１－２３１９－１　２３２１－１ 5

㈱ティーズコンシェル 佐藤武司 名古屋市港区西茶屋３－７８－１ 5

㈱ＩＷＡＴＡ・ＴＯＷＩＮＧ 岩田直樹 浜松市中区布橋３－４－１２ 5

大豊商事㈱ 大高淳二 豊明市阿野町正戸３２－１ 利用運送

㈱ギフベア 福生敬久 岐阜市城東通２－４０－２ 利用運送

㈱松羚急送 小栁涼 小牧市久保一色１７２２－８ 利用運送

㈲植田輸送 上田秀男 鈴鹿市西条１－７－７ 利用運送

ＹＡＭＡＴＯ㈱ 谷口公彦 伊賀市服部町７５８－５ 利用運送

㈱加藤製作所 加藤章 知立市新富１－３ 利用運送

秦文博 名古屋市中村区並木２－２５６　ロイヤルピジョン八田４０２ 利用運送

㈱ソルロジ 固本成陽 豊田市曙町５－３９ 利用運送

（同）ｃｏｒｒｅｃｔ 望月裕 静岡市清水区北矢部８８２－３６　ドエル８８２　１０２ 利用運送

㈱クレイン 鈴木和樹 安八郡輪之内町四郷２５８５－３ 利用運送

エムロジ㈱ 前田博見 高浜市神明町２－２－１４ 利用運送

新英運輸㈱ 金子和弘 安城市二本木町西切替１０４－１ 利用運送

〈中国運輸局〉

事業者名 代表者名 住所 車両数

谷本卓弘 三原市本郷町南方４９６４－１ 5

仁翔㈱ 重本一仁 三原市長谷５－１－３４ 5

ＮＳＯロジスティクスサービス㈱ 三浦哲也 岡山市北区長瀬１２０３－６ 5

㈱栄工業 岡本栄一 福山市駅家町字万能倉７１９－５ 5

㈱ＫＯＵＫＩ 山口晃生 岡山市南区藤田１５６１ 5

㈱Ｙ＇ｓ　ＬＩＮＥ 野口美香 岡山市北区奉還町１－１－２ 5

友栄運輸㈱ 友森智之 倉敷市青江７６７ 5

岡北生コンクリート工業㈱ 近堂力 津山市加茂町齋野谷６２－１ 14

㈱マツバヤシ 呉市川尻町西１－２４－３４ 利用運送

Ｕ．Ｓ．Ａｕｔｏｍｏｔｉｖｅ㈱ 東広島市高屋台１－７－４０ 利用運送

チユーツーグループ㈱ 竹原市西野町２１０２ 利用運送

〈九州運輸局〉

事業者名 住所 車両数

㈱ＦＬＹ観光 福岡市東区松島３－１３－８－４０１ 5

㈱B－ＬＩＮＥ 糟屋郡宇美町宇美３－１３－１ 5

二見ヶ浦急行運輸㈱ 福岡市西区大字太郎丸９５４－２ 5

㈱石松運輸 田川市大字夏吉４０７８－１ 7

㈱エーケイロジスティックス 糟屋郡宇美町障子岳南２－２３－１ 5

（同）日海通商 福岡市東区和白丘３－１５－３９ 6

㈱ＴＲ 糟屋郡須恵町大字旅石８２５－７ 5

㈱瑠嘩商事 行橋市大字二塚２５－２ 5

㈱佐喜 北九州市八幡西区鷹の巣１－１８－１０ 5

㈱高巣商店 柳川市三橋町五拾町４０１ 5

㈱楢田水急 唐津市鏡９８１－１０ 7

㈱山商 島原市南下川尻町９３６７－１８ 5

㈱ＪＥＴ　ＬＩＮＥ　ＳＥＲＶＩＣＥ 上益城郡嘉島町大字上島２１８０－２－１ 5

㈲大広建設工業 別府市大字鶴見３２７６－１ 5

㈱ファス 小林市真方１０７０－３ 7

（同）イマムラ産業 鹿児島市下福元町３４０３－１ 5

㈱光心 出水市高尾野町上水流７６０－９ 5

㈲南日本リネン配送 姶良市船津１６３－１ 5

大分県酒類卸㈱ 大分市碩田町３－１－４１ 利用運送

小野建㈱ 北九州市小倉北区西港町１２－１ 利用運送
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新規許認可事業者


