
産業廃棄物管理票交付等状況報告書(平成26年度) 

東京都知事殿 劔�����������������[ﾙ�ﾃ#yD緝ﾈ�#�?｢��#｢�������_�ﾙ��"�����������8ﾈｹ�78ﾖ�ｾi�Hﾞ#bﾓRﾓ���

l._._ 寸評●:・ 劔倩���kﾈ�������������8xﾉｩ�ﾘx｢粐�

¥こ∴ヾ: 劔忠d��ﾈ,�*�,�,H,ﾙkﾂ�剌ﾌ及び代表者の氏名) 
、ここ∴　　　　　　　　　　　電話番号 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定に基づき、平成26年度の産業廃棄物管理票に関する報告書を提出します。 

事業場の名称 剞ﾔ坂Kタワー 劔刹ﾆ種 認�"� 

事業場の所在地 凵ｧ107・巾051　　　東京都港区元赤坂1丁目2番7号　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号 

番 伜仂iG�ｯﾉZ��排出量G) 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�処分受託者の 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���
号 �,ﾈ��顗��}��佰�WIhy�B�の許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ���,ﾈｹh�)MHﾘb�氏名又は名称 

1 茶b僭�7h8�5�6�6"�6.2 塔2�017260 �ｩ78�8ｬ(ｺｸﾔ��〒143-0003 東京都大田区京浜島2-15- ���s#c��㈱都市環境エ ンジニアルゲ 京浜島工場 ��r�
ク類 劔ンシニアリング ����

2 茶b僭�7h8�5�6�6"�4驀��0.04 湯�017260 �ｩ78�8ｬ(ｺｸ4r�985x6ｨ4�8ｨ984��〒136・巾075 東京都江東区新砂3-6-31 ���s#c��㈱都市環境工 ンゾ二アリング 江東工場 ��r�

3 茶�2仞���*ﾘ+��1 鉄"�017260 �ｩ78�8ｬ(ｺｸ4r�985x6ｨ4�8ｨ984��〒143-0003 東京都大田区京浜島3-3-14 ��##c�2�有明興業㈱ 京浜島工場 ��r�

4 茶�B�4ｸ8�5�(5(92�4�8ｨ�ｸ6r):俾Xｮﾒ�*ﾘ+r�0.8 途�017260 �ｩ78�8ｬ(ｺｸ4r�985x6ｨ4�8ｨ984��〒143-0003 東京都大田区京浜島2-15-3 几ﾈﾟ8鰓��ｨ6hﾖﾂ�㈱京福商店 京浜島営業所 ��r�

備考 
1この報告書は、前年4月1日から3月31日までに交付した産業廃棄物管理票について6月30日までに提出すること。 
2　同-の都道府県(政令市)の区域内 劍,����ﾙ'X*ｩ%ｨｯｨｭH,X*�.���iH,ﾘ�ﾝﾙ&�*ｨ自.�+X,�*(馼ｼh�ｨ*｣(決�8*�.��ｨﾘx,ﾘ��+�.ｨ.x,ﾈ馼ｼh�ｨ/��馼ｼh�ｨ,h+X,H-ﾈ,h-�+ﾘ�8,Y/��+x.�+�,h�"�
3　産業廃棄物の種類及び委託先ごと 劍+�ｴﾉ?ﾈ+x.�+�,h�"�

4菜種には日本標準産業分類の中分類を記入すること。 
5　運 儉�iH,ﾘ�Zｨ/�勾�X+X+ﾘ蝌ｼiG�ｯﾉZ�,��駘渥ﾉtﾈ蝌ｼiG�ｯﾉZ�*ｨｭﾈ-ﾈ.ｨ.��ｨﾘx,ﾘ���X蝌ｼiG�ｯﾉZ�,ﾈ顥}��h,ﾉy8,�+ｸ,ﾈ酳/�ｴﾈﾝｨ+x.�,h,h.�,���ｦX馼ﾘ�,�,(*(,I�鞏xｭﾉtﾈ蝌ｼiG�ｯﾈ茯+�ﾅx.�.�,ﾈ/��

明らかにすること。 
6処分場所の住所(な運搬先の住所と同じである場合には記入する必要はないこと。 
7区間を区切って運搬を委託した場合又は受託者が再委託を行った場合IこIま、区間ごとの運搬受託者又I挿委託者Iこついてすべて記入することo　　　(東京都により一部改鋳H23.3) 



○○ 東京都作成様式(2ページ以降用)　　　事業場の名称:赤坂Kタワー　　　2/2ページ 

番 ・号 伜仂iG�ｯﾉZ��,ﾈ顥}��排出量に) 豫yyﾙUｸ,ﾂ�ﾏ�WIhy�B�運搬受託者 の許可番号 �雕假9�X�(,ﾂ���kﾉiH,ﾙkﾈ��運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�,ﾈｹh�)MHﾘb�処分受託者の 氏名又は名称 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���

5 茶3ｘ+ｸ,ﾉ�ﾈﾚﾂ�ﾘyG�ｯﾉZ��0,7 �#��017260 �ｩ78�8ｬ(ｺｸ4r�985x6ｨ4�8ｨ984��〒136「)083 東京都江東区若洲2-8-25 ��##c�2�有明興業㈱若 　洲工場 �)｢�

〒 

〒 

〒 

〒 

〒 

〒 

丁 

〒 

〒 



i 　　　　　　　　　　　　　　i 東京都作成様式(2ページ以降用)　　　事業場の名称:鹿亀建設抹式会社真東建築支店部内各工事現場2/6ぺ-ジ 

番 号 伜仂iG�ｯﾉZ��排出量(t) 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�処分受託者の 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���
の　種　類 剏�t枚数 �,ﾈｹh�)MHﾘb�氏名又は名称 凾ﾌ許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ��

5 茶�ｘ4�5�7H4�8ｲ�6x�h5(984�8ｨ�ｸ6r�Fｩ]��89.9 ����007338 倅�68ﾉｩ�ﾘ暮t���<鋳�〒224-0057 神奈川県横浜市部筑区川和 町219 ����塔b�世紀東急工業 (裸)横浜合材 工場 ��r�

6 茶�ｘ4�5�7h4�8ｲ�9,2 ���009854 宙ﾕﾂ�?ｩdﾈⅸ饕�〒224「調57 ����塔b�世紀東急工業 �)｢�ト・コンクリート 破片 劔���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8�9'ﾘｾi�ﾉ���*ﾃ#���宙ｩB��Vﾈﾘxﾝ��ﾔ��｢�

7 茶�ｘ4�5�7H4�8ｲ�6r(5(984�8ｨ�ｸ6r�Fｩ]��45.7 迭�041983 忠tﾂ偖ﾈ�ｨｻｸｼb�〒224-0057 補奈川県横浜市部筑区川和 町219 ����塔b�世紀東急工業 (珠)横浜合材 工場 ��r�

8 茶�ｘ4�5�7H4�8ｲ�6x�h5(984�8ｨ�ｸ6r�Fｩ]��4.0 ���072324 忠tﾂ�4�5H6���補�〒21○○0866 神奈川県川嶋市川崎区水江 町1-1 ���#c�b�廉さ道路(裸) 川崎アスコン ��r�

9 茶ｙm�*ﾘ+r�0.4 ���000416 �4X48ﾔ�8�ｻｸｼb�悦r��〒136-0075 東京勧江東区新砂2-3-43 ����C�b�ウイ工ム興業(珠) 新砂リサイクルセン ター ��r�

10 茶"��4B�170.8 ��b�052340 �隶仂b永R��〒210置0854 紳奈川県川崎市川崎区浅野 町2936番1他 ��#�ツR�(株)デイ・シイ川 崎工場 ��r�

11 茶"��4B�226.8 �#r�026670 忠<著8ﾈ8�5"�〒2100867 神奈川県川崎市川峰区原町 �����sR�富二栄産業(橡) �)｢�
5-20"5置21 

12 茶"��4B�282.5 �#B�000485 忠<著4�485X6(5��6x8�985�7ﾈ�ｸ6r�〒931-8304 雪山東富山市米田町3-3-39 外 ���C�#��(橡)アイザック環 境事業本部(普通 産廃) ��r�

13 茶"��4B�102.2 湯�000485 忠iR�4�485X6(5��6x8�985�7ﾈ�ｸ6r�〒93(ト0156 富山県富山市山本宇浅桐谷 1-1他145筆 ��Cc����(裸)アイザック・ オール管理型最 終処分場 ��r�

14 茶"��4B�12.6 �"�026670 忠<著8ﾈ8�5"�〒272「)127 千葉県市川市塩浜2-16-8 ��#C3sR�(榛)東興開発 行徳事業所(市川 中間処理場). ��r�



東京都作成様式(2ページ以降用)　　　　　　　　　　　　　　　　事業場の名称:磨き建設株式会社東再建築支店軸内各工事現場　　3/6　ページ 

番 号 伜仂iG�ｯﾉZ��排出霊代) 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�処分受託者の 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���
の　種　類 剏�t枚数 �,ﾈｹh�)MHﾘb�氏名又は名称 凾ﾌ許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ��

15 茶"��4B�812.0 都��009089 ��ﾉthｻｸｼb稲ﾂ��〒143-002 東京勧大田区城南鼻3-3-3 �����ヲ�成友興業〈橡) 城南鼻工場 ��r��

16 茶"��4B�5,6 �"�005986 伜)�YZ亥忠<鋳�〒335-0033 埼玉県戸田市笹目北町14- 17 ���3Cビ�日興サービス(株) ��r�

17 茶"��4B�5.2 �"�028368 �I68ｬ(ｺｸ5H�ｸ7"�5��〒335-0033 埼玉県戸田市笹目北町14- 17 ���3Cビ�日興サービス(橡) ��r�

18 茶"��h刮4B�0.6 ���003072 忠xr�5h985h4��〒14脚3 東京観品川区八潮3-2-10.11 ���3�s"�(橡)シソシア品 川R・cセンター ��r�

19 茶"��4B�32.5 ��2�009635 豫y�Hﾔ鮎b悦r��〒136「)075 東京郭江東区新砂3-11-7 ���Sc���(抹)京葉興業 新砂事業所(改質 同化プラント) ��r�

20 茶"��4B�0.6 �"�173818 �8ﾉvﾘﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�x｢�〒143-0002 東京郭大田区域高さ3-3-3 �����ヲ�成友興業(構) 城南島工場 �)｢�

21 茶"��4B�0.1 ���078092 �ｨｭｹ$9;刋慰��ｼb�〒206「)801 東京都稲城市大丸岬珊○○○○ I午年・う他l1亨 ���c�Cb�(棒)エコ・ファクト リー ��r�

22 茶�B�4ｸ8�5��X5(92�4�8ｨ�ｸ6x�Y:俾Xｮﾒ�*ﾘ+��0.6 ���000416 �4X48ﾔ�8�ｻｸｼb�茜B��〒34同調2 埼玉県草加市青柳2-1212、 1224、1225、1226-2 ����C�b�ウイ工ム興業(蝶) 草加リサイクルセン ター �)｢�

23 茶�B�4ｸ8�5��X5(92�4�8ｨ�ｸ6x�Y:俾Xｮﾒ�3.0 ���007844 �靠Xⅸ補茜B��〒358-0035 埼玉県入間市大字中神764- ���c��2�比留間運送(裸) 入間工場(AしCリ ��r�

くず 劔��b��5H484�8ｸ郢�ﾒ��

24 茶�B�4ｸ8�5��X5(92�17.4 唐�000416 �8�48ﾔ�8�ｻｸｼb��<鋳�〒136-0075 ����C�b�ウイ工ム興業(株) ��r�クリート・陶磁器 くす 劔�8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi�hﾛｳ"ﾓ2ﾓC2���hﾛｸ8ｨ5H484�8ｸ5ｨ92�5��ｲ�



東京都作成様式(2ページ以降用)　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業場の名称:鹿島建設裸式会社東京建築支店都内各工事現場　　　4　/　6　ページ 

番 伜仂iG�ｯﾉZ��排出量(t) 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�処分受託者の 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���
号 �,ﾈ��顗��}��佰�WIhy�B�の許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ���,ﾈｹh�)MHﾘb�氏名又は名称 

25 茶�2仞���*ﾘ+r�7.3 途�000416 �4X48ﾔ�8�ｻｸｼb�茜B��〒340-0002 埼玉県草加市青柳2賀1212、 122生1225、1226-2 ����C�b�ウイ工ム興業(抹) 草加リサイクルセン ター ��r�

26 茶�2仞���*ﾘ+r�7.0 唐�000416 �4X48ﾔ�8�ｻｸｼb�永R��〒136-0075 東京都江東区新砂2-3-43 ����C�b�ウイ工ム興業(橡) 新砂リサイクルセン ター �)｢�

27 茶3�佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�G�ｯﾉZ��51.4 �3��000416 �4X48ﾔ�8�ｻｸｼb�茜B��〒340-0002 埼玉県草加市青柳2「212、 1224、1225、1226-2 鳴����C�b�ウイ工ム興業(橡) 草加リサイクルセン ター ��r�

28 茶3�佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�G�ｯﾉZ��0葛6 ���003455 宙ｩB�5�5�ﾔ�42�〒210-0862 神奈川県川崎市川崎区浮烏 町珊 IローI′ ���3CSR�(株)タケ工イ川崎 リサイクルセンター �)｢�

29 茶3�佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�G�ｯﾉZ��19.5 �2�022693 冲ﾉk霆ｸｼb茜B��〒136-0083 東京都江東区若洲2-8-25 ��##c�2�有明興業(抹) 若洲工場 ��r�

30 茶�b�*�.ｨ*ｹ}��1,000.4 ��#��013234 俘(ｻH蝌ｼb栄R��〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港 228番8の一部他 ��C�S#b�(抹)抜本金属 美浜シツビングヤー ド ��r�

31 茶�b�*�.ｨ*ｹ}��713.0 涛��015082 宙ｩB���ﾞ綾ｸｼb�〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港 228番8の一部他 ��C�S#b�(橡)岐本金属 美浜シツビングヤー ド ��r�

32 茶�b�*ｨ.ｨ*ｹ}��999,3 ��#"�015092 宙ｩB�5H986x8�5��〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港 228番8の-部他 ��C�S#b�(株)厳木金属 美浜シツビングヤー ド ��r�

33 茶�b�*ｨ.ｨ*ｹ}��4,889.1 田#r�021497 忠tﾂ��8毎ｻｸｼb�〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港 228番8の-部他 ��C�S#b�(裸)境木金属 美浜シツビングヤー ド �)｢�

34 茶�b�*ｨ.ｨ*ｹ}��435.3 鉄b�057352 ��Xｷi]ｸｻｸｼb�茜B��〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港 228番8の一部他 ��C�S#b�(株)抜本金属 美浜シツビングヤー ド �)｢�



東京都作成様式(2ページ以降用)　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業観の名称:鹿島建設株式会社東京建築支店部内各工事現場　　　5　/　6　ページ 

番 伜仂iG�ｯﾉZ��排出量(t) 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�処分受託者の 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���
号 �,ﾈ��顗��}��佰�WIhy�B�の許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ���,ﾈｹh�)MHﾘb�氏名又は名称 

35 茶�b�*�.ｨ*ｹ}��2,260.0 �#途�002567 宙ｩB俛YU��〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港 228番8の-部他 ��C�S#b�(株)岐本金属 美浜シツビングヤー ド ��r�

36 茶#R僭�7h8�5��6�6(4驀竕�駘��ｭﾉtﾂ��0.9 ���002555 �79'ｩ;ｨ蜥茜B��〒972-0161 福島県いわき市遠野町上遠 野字沢繋8-1外31筆 ���#SSR�都築鋼産(株) 最終処分場 ��r�

37 茶C貯G��駘�9��2.6 �2�・e鄭ユ5 冦ﾙ�(6X5H7�､ｩJﾒ�〒壬伽的亀○○_ ●::--　三竃　　　= �� ��r�
)域郷-9 

38 �� 冰��075675 宙ｩB�4�5H7�､ｩJﾒ�〒756-0817 山口県山陽小野田市大字小 野田6289-18 ���#�C"�共英製鋼(橡) 山口事業所 ��r�

39 茶#B�4ｸ8�5�(5(92�4�8ｨ�ｸ6x渇:俾Xｮﾒ�*ﾘ+r��駘渥ﾉtﾂ��4.8 �"���」糊5 窒�抑・ 袖奈　市下川入ノ 墳鎌槍“〇一 �� ��r�

40 �� 冰��075675 宙.(4�5H7�､ｩJﾒ�〒756-0817 山口県山陽小野田市大字小 野田6289-18 ���#�C"�共英製鋼(裸) 山口事業所 ��r�

41 茶#b�*�.ｨ*ｹ}����駘渥ﾉtﾂ��1ず639.3 �3モ�003982 忠�著ｺI:�7冦��〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2642 �� ��r�

42 �� ��000179 筈dXｬ(ｺｸ8ﾘ5r�6X6(4竕xr��〒370-2139 群馬県高崎市吉井町上臭平 2187-1外5筆 ��s#�SB�二光産業処理 (有)安定型最 終処分場 ��r�

43 茶S�僞(*hｦｲ液ﾂ�･���0.5 �����くす雑競了5 ��ﾉE�,fﾈ��?�蔘��8�h�ｵ�?ｩ?｢����X�X48�(6ﾘ6ﾘ6ﾘ�f��〒棚競 ・i・-三。- 月等韓的-9 �� �)｢�

44 �� ��b�075675 宙ｩB�4�5H7�､ｩJﾒ�〒756-0817 山口県山陽小野田市大字小 野田6289「8 ���#�C"�共英製鋼(株) 山口事業所 ��r�



事業場の名称 剏ﾕノ門タワーズオフィス 劔刹ﾆ種 妊��ﾘﾘxﾔ磯ix��

事業場の所在地 凵ｧ105-0001　　　東京都港区虎ノ門4-1-28 劔剴d話番号 ��2ﾓSssrﾓScCR�

番 号 伜仂iG�ｯﾉZ��,ﾈ顥}��排出重代) 豫yyﾙUｸ,ﾂ�ﾏ�WIhy�B�運搬受託者 の許可番号 �餃��9�X�(,ﾂ���kﾉiH,ﾙkﾈ��運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�,ﾈｹh�)MHﾘb�処分受託者の 氏名又は名称 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���

1 茶b僭�7h8�5�6�6"�4驀��18.4 �#CB�・017260 �ｩ78�8ｬ(ｺｸﾔ��〒143-0003 東京都大田区京浜島2-15- 11 ���s#c��㈱都市環境エ ンジニアIIンゲ 京浜島工場 �)｢�
ンシニアリング 

2 茶"��4B�48 ����002661 �ｨ�9�ﾈｬ(ｺｸ4r�985x6ｨ4�8ｨ984��〒136-0075 東京舘江東区新砂3-11- 13,15 ���Sc���㈱京葉興業 排水処理プラ ント 

3 �� �� �� �� �)｢�

4 �� �� �� �� �)｢�



東京都作成様式(2ページ以降用) 劔剋幕ﾆ場の名称:西調布実験場　　　　　　　　　　　　　　　　2/4　　ページ 

番 伜仂iG�ｯﾉZ��排出量(t) 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�処分受託者の 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���
号 �,ﾈ��顗��}��佰�WIhy�B�の許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ���,ﾉ/x�)MHﾘb�氏名又は名称 

5 茶�b�*ｨ.ｨ*ｹ}��836,546 ��ビ�017928 �8ﾉk霆ｸｼhx｢�〒359-0011 埼玉県所沢市南永井844-2 ���s�#��東明興業㈱ ��r�

6 茶3�佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�G�ｯﾉZｈ��.��ﾅ�,ﾈ-ﾒ��107.5 �3"�017928 �8ﾉk霆ｸｼhx｢�〒359-0011 埼玉県所沢市南永井844-2 ���s�#��東明興業㈱ ��r�

7 茶"��4B�5.37 �"�006064 �ｨ蓼ﾕ�4x985��ｲ�7h8�485��〒335-0033 塙玉県戸田市笹目北町14- 19 ���3Cビ�日興サービス㈱ ��v��

8 茶"��4B�47.3 迭�006064 �ｨ蓼ﾕ�4x985��ｲ�7h8�485��〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室 字志久4408他 ���3都��野崎興業㈱ ��r�

9 茶"��4B�1.16 ���160023 �ｨ5h�ｸ�X4�48耳�｢�5h�ｸ�h4�4�4�6X6"�4��〒335-0033 埼玉県戸田市笹目北町14一 19 ���3Cビ�日興サービス㈱ ��r�

10 茶b僭�7h8�5�6�6"�4驀��0.638 田"�024029 忠tﾂ�+)Wｩ�I�ﾂ�〒206-0801 東京郭稲城市大丸1481番地 ��#C�#��(有)調布清掃 ��r�

11 茶�2仞���*ﾘ+r�0.417 鉄��024029 忠tﾂ�+)Wｩ�I�ﾂ�〒206-0801 棄‾部稲城市大丸1481番地 ��#C�#��(有)調布清掃 ��r�思 

12 茶�B�4ｸ8�5��X5(92�4�8ｨ�ｸ6x�Y:俾Xｮﾒ�*ﾘ+��0.175 ��R�024029 忠tﾂ�+)Wｩ�I�ﾂ�〒206-0801 東京都稲城市大丸1481番地 ��#C�#��(有)調布清掃 ��r�
旧ii　　　　　葛　　　●　　　　し 

13 茶�2仞���*ﾘ+��1.96 �2�017260 忠xr�78�8ｬ(ｺｲ�4x985x6ｨ4�8ｨ984��〒143-0003 果東邦大田区京浜轟3-3-14 ��##c�2�有明興業(榛) ��r�

14 茶3ｘ+ｸ,ﾉ�ﾈﾚﾂ�ﾘyG�ｯﾉZ��3.39 �"�017260 忠xr�78�8ｬ(ｺｲ�4x985x6ｨ4�8ｨ984��〒136-0083 東京都江東区若洲2-8-25 ��##c�2�有明興業(構) ��r�



東京郭作成棲式(2ページ以降用)　　　　　　　　　　　　　　　事業場の名称・西調布実験場　　　　　　　　　　　　　3/4　　ページ 

! i i ��劔劔��

番 号 伜仂iG�ｯﾉZ��排出量(0 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�処分受託者の 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ������vﾂ�
の　種　類 剏�t枚数 �,ﾈｹh�)MHﾘb�氏名又は名称 凾ﾌ杵可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ��

15 茶"��4B�3.28101 �#B�001169 ���x慰�2悦r��〒252-0132 持奈川県相模原市練区橋本 台1-562-1外3筆 ����s#��三友プラントサー ビス(橡) 

16 茶"��4B�0.28324 ��"�001169 ���x慰�2悦r��〒252-0212 神奈川県相模原市中央区宮 下2-375-5外1筆 ����s#��三友プラントサー ビス(裸) �)｢�

17 茶2僭�oｲ�2.19043 ��b�001169 ���x慰�2悦r��〒252-0132 補奈川県相模原市繊区橋本 ����s#��三友プラントサー ビス(株) ��r�
台1-562-1外3筆 

18 茶B僭�褪�0.0007 �"�001169 ���x慰�2茜B��〒252-0212 神奈川県相模原市中央区宮 下2-375-5外1筆 ����s#��三友プラントサー ビス(橡) ��r�

19 茶b僭�7h8�5�6�6"�0.0021 釘�001169 ���x慰�2�<鋳�〒252-0132 神奈川県相模原市練区橋本 ����s#��三友プラントサー ��r�
ク類 劔��C�ﾓSc"ﾓ�､�9Tﾒ��7(5ｉ<鋳�

20 茶�2仞���*ﾘ+��0.00178 �2�001169 ���x慰�2悦r��〒252-0132 神奈川県相模原市縁区橘本 台1-562-1外3筆 ����s#��三友プラントサー ビス(橡) ��r�

21 茶�B�4ｸ8�5��X5(92�4�8ｨ�ｸ6x�Y:俾Xｮﾒ�*ﾘ+��0.0024 釘�001169 ���x慰�2易ﾂ��〒252-0132 神奈川県相模原市線区橋本 台1-562-1外3筆 ����s#��三友プラントサー ビス(構) ��r�

22 茶3著処憺�ｹG��oｲ�0.1854 途�001169 ���x慰�2易ﾂ��〒252「)132 柚奈川県相模原市繊区橋本 ����s#��三友プラントサー ビス(裸) ��r�
台1-562-1外3筆 

23 茶C�仄ﾙG�褪�0.01858 釘�001169 ���x慰�2茜B��〒252「)212 持奈川県相模原市中央区宮 下2-375-5外1筆 ����s#��三友プラントサー ビス(橡) ��r�

24 茶C2仄ﾙ7�4�8ｸ4｢�8｢�0.01752 �2�001169 ���x慰�2悦r��〒252-0212 神奈川県相模隔市中央区宮 下2-375-5外1筆 ����s#��三友プラントサー ビス(裸) ��r�



東京郭作成様式(2ページ以降用) 劔剋幕ﾆ場の名称:西調布実験場　　　　　　　　　　　　　　4/4　　ページ 

番 伜仂iG�ｯﾉZ��排出量(0 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�処分受託者の 傀瓜ｨｷ(,ﾈ����
号 �,ﾈ��顗��}��佰�WIhy�B�の許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ���,ﾈｹh�)MHﾘb�氏名又は名称 

25 茶S2��4B液ﾂ�･���0,0095 澱�001169 ���x慰�2茜B��〒252-0212 神奈川県相模原市中央区宮 下2-375-5外1筆 ����s#��三友プラントサー ビス(株) ��r�

26 茶SB僭�褪液ﾂ�･���0.05417 迭�001169 ���x慰�2易ﾂ��〒252-0212 神奈川県相模原市中央区宮 ����s#��三友プラントサー ビス(裸) ��r�
下2-375-5外1筆 

27 茶SR僭�4�8ｸ4ｨ8｢�液ﾈ･���0.001 ���001169 ���x慰�2�<鋳�〒252-0212 神奈川県相模原市中央区宮 下2-375-5外1筆 ����s#��三友プラントサー ビス(株) �)｢�

28 茶S2��4B液ﾂ�･�陳�0.0429 唐�004830 ��Xｻｸ暮t���ﾌ��x｢�〒210-0861 川崎市川崎区小鼻町10-2 �� ��r�

001001 �?ｩgｹ,ｨ戊x｢�〒210-0826 川嶋市川峰区櫨浜4-1-1 �� ��r�

004578 �?ｩgｸ无Z�59;��x｢�〒090-0020 北海道北見市大着京1丁目 　基_ �� ��r�

001001 �?ｩgｹ,ｨ戊x｢�〒091-0162 北海道北見市留辺禁町富士 見　217-1 ���CsCb�野村興産(抹)イ トムカ鉱業所 ��r�

〒 �� ��r�

丁 �� ��r�

〒 �� �)｢�
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産業廃棄物管理票交付等状況報告書(平成26年度)　　　　平成27年6月抑 劔劔劔、上 I I ′号“ `■● 

東京都知事殿 劔∴　享　　　　　　　　　　　　報告者 

・∴千言こ ∴∴.∴生 劔.、’チ∵手 ∴二言 剪嚴q≡話三言名護葦‾1 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3寮7項の規定に基づき、平成26年度の産業廃棄物管理票に関する報告書を提出します。 

事業場の名称 剩�c給本館研究センター 劔刹ﾆ種 妊��ﾘﾘxﾔ磯hｼb� 

事業場の所在地 凵ｧ182「調36・　　東京都調布市飛田給2-19-1　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　042(489)-7162 

番 伜仂iG�ｯﾉZ��,ﾈ顥}��排出霊位) 豫yyﾙUｸ,ﾂ�ﾏ�WIhy�B�運搬受託者 の許可番号 �餃��9�X�(,ﾂ���kﾉiH,ﾙkﾈ��運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�,ﾈｹh�)MHﾘb�処分受託者の 氏名又は名称 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���
号 

1 茶3�佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�G�ｯﾉZｈ��.��ﾅ�,ﾈ-ﾒ��22.14 �#B�017928 �8ﾉk霆ｸｼhx｢�〒359-(調11 埼玉県所沢市南永井8仙-2 ���s�#��東明興業㈱ �)｢�

2 茶"��4B�0.95 ����006064 �ｨ蓼ﾕ�4x985��ｲ�7h8�485��〒335「調33 埼玉県戸田市笹目北町14一 19 ���3Cビ�日興サービス ㈱ 

3 茶"��4B�2.46 澱�160023 �ｨ5h�ｸ�X4�48耳�"�5h�ｸ�X4�4�4�6X6"�4��〒335-0033 埼玉県戸田市笹目北町1」ト 19 ���3Cビ�日興サービス ㈱ �)｢�

4 茶b僭�7h8�5�6�6"�4驀��1,207 田b�024029 忠tﾂ�+)Wｩ�I�ﾂ�〒206○○801 東京鵡稲城市大丸1481番地 ��#C�#��(有)調布清掃 ��r�

備考
1この報告書は、前年4月1日から3月31日までに交付した産業廃棄物管理票について6月30日までに提出すること。
2同一の鵡道府県(政令市)の区域内に、級長が短糊間であり、又は所在地が-定しない事業場が2以上ある場合は、これらの事業場を1事業場としてまとめた上で提出すること。
3産業廃棄物の種類及び委託先ごとに記入すること。
4業種には日本標準産業分顔の中分類を記入すること。
5運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業魔葉物が含まれる場合は、 「産業廃棄物の種類」の棚こその旨を記載するとともIこ、各事項について石綿含有産業廃棄物に係るものを
明らかにすること。

6処分場所の住所は、運搬先の住所と同じである場合には記入する必要はないこと。
7区間張切って運搬を婁託した場合又は受託者が再妻託を行った場合lこ《よ・区間賞の運搬受託者又l婿委託者lこついてすべて記入することe　　　　(東京訓こより一節改編H23.3)



○○ 

東京郭作成様式(2ページ以降用)　　　　　　　　　　　　　　事業場の名称・飛田給本館研究センター　　　　　　　　　2/3　　ページ 

i i ��劔劔��

番 号 伜仂iG�ｯﾉZ��排出書直) 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�処分受託者の 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���
の　種　類 剏�t枚数 �,ﾈｹh�)MHﾘb�氏名又は名称 凾ﾌ許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ��

(13)金属くす ��縱�b�50 ��#C�#��(有)調布清掃 ��s#�bﾓ�����8ﾈｹ驃H手�倡9�Xｭｳ��ﾃ�MI&��024029 忠tﾂ�+)Wｩ�I�ﾂ�丁 

(14)ガラス・コン クリート・陶磁器 くす ���3�b�32 ��#C�#��(有)調布清掃 ��s#�i'S�����8ﾈｹ隗9�ｨ�倡9�Xｭｳ����MI&��024029 忠tﾂ�+)Wｩ�I�ﾂ�丁 

(38)その他混● 含廃棄物 ��緜R�1 ���s#c��(橡)都市環境 エンジニアリング ��s�3bﾓ���2�8ﾈｹ隗8ﾕﾙ8ﾈｾh���"ﾓふ#R�022693 冲ﾉk霆ｸｼb�<鋳�丁 

(2)汚泥 ��縱cゴR�13 �����c��早来工普く裸) ��s#S"ﾓ��3"���=��ﾈﾊy�ｩlﾘﾋH�9�Xｾh�gｲ��C�ﾓSc(�X､�9Tﾒ�000728 倅�h7h8�986x5H�ｲ�7(5ｉxr��〒 

(2〉汚泥 ��縱�cコ�7 �����c��早来工営(裸) ��s#S"ﾓ�#�"�鰮=��ﾈﾊy�ｩlﾘﾋH�9(h匣ｾhｷｲ�屮"ﾓ3sRﾓX､��Tﾒ�000728 倅�h7h8�986x5H�ｲ�7(5ｉxr��〒 

(3)廃油 ���#C�s"�8 �����c��早来工営(裸) ��s#S"ﾓ��3"���=��ﾈﾊy�ｩlﾘﾋH�8傀ｾhﾕﾉgｲ��C�ﾓSc"ﾓ�､�9Tﾒ�000728 倅�h7h8�986x5H�ｲ�7(5ｉxr��〒 

(4)廃酸 ����#ツ��4 �����c��早来工営(裸) ��s#S"ﾓ�#�"���=��ﾈﾊy�ｩlﾘﾋH�9(h匣ｾhｷｲ�屮"ﾓ3sRﾓX､��Tﾒ�000728 倅�h7h8�986x5H�ｲ�7(5ｉiR��丁 

(5)廃アルカリ �������R�1 �����c��早来工普く裸) ��s#S"ﾓ�#�"�^)=��ﾈﾊy�ｩlﾘﾋH�9(h匣ｾhｷｲ�屮"ﾓ3sRﾓX､��Tﾒ�000728 倅�h7h8�986x5H�ｲ�7(5ｉxr��〒 

(6)廃プラスチッ ク類 ����3sB�2 �����c��早来工営(棒) ��s#S"ﾓ��3"��)=��ﾈﾊy�ｩlﾘﾋH�8傀ｾhｻIgｲ�000728 倅�h7h8�986x5H�ｲ�7(5ｉ<鋳�〒 

台1-562-1外3筆 

(13)金属くず ����#�R�2 �����c��早来工営(椿) ��s#S"ﾓ��9Eb���=��ﾈﾊy�ｩlﾘﾋH�9�Xｾhﾕﾉgｲ��C�ﾓSc"ﾓ�､�9Tﾒ�000728 倅�h7h8�986x5H�ｲ�7(5ｉ<鋳�〒 
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番 伜仂iG�ｯﾉZ��排出量毎) 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�処分受託者の 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���
号 �,ﾈ��顗��}��佰�WIhy�B�の許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ���,ﾉ�(�)MHﾘb�氏名又は名称 

(14)ガラス・コン クリート・陶磁器 くす �����cr�2 �����c��早来工営(裸) ��s#S"ﾓ��3"�tﾙ=��ﾈﾊy�ｩlﾘﾋH�8ｾ(ｾhｻIgｲ��C�ﾓSc"ﾓ�､�9Tﾒ�000728 倅�h7h8�986x5H�ｲ�7(5ｉxr��〒 

(39)引火性廃 油 ����CCR�3 �����c��早来工営(裸) ��s#S"ﾓ��3"�^)=��ﾈﾊy�ｩlﾘﾋH�8傀ｾhﾕﾉgｲ��C�ﾓSc"ﾓ�､�9Tﾒ�000728. 倅�h7h8�986x5H�ｲ�7(5ｉxr��〒 

(41)強廃酸 ����C3s��5 �����c��早来工営(抹) ��s#S(�R�#�"�^)=��ﾈﾊy�ｩlﾘﾋH�9(h匣ｾhｷｲ�屮"ﾓ3sRﾓX､��Tﾒ�000728 倅�h7h8�986x5H�ｲ�7(5ｉxr��〒 

(43)強度アルカ リ �����cSR�2 �����c��早来工営(橡) ��s#S(�Y~ﾃ#�"���=��ﾈﾊy�ｩlﾘﾋH�9(h匣ｾhｷｲ�000728 倅�h7h8�986x5H�ｲ�7(5ｉxr��〒 〒l 

下2-375-5外1筆 

(53)汚泥(有 ��紊CcSR�6 �����c��早来工営(橡) ��s#S"ﾓ�#�"���=��ﾈﾊy�ｩlﾘﾋH�9(h匣ｾhｷｲ�000728 倅�h7h8�986x5H�ｲ�

害) 劔�｣"ﾓ3sRﾓX､��Tﾒ��7(5ｉxr��

(54)廃酸(有 害) ��紊c田��6 �����c��早来工営(抹) ��s#S"ﾓ�#�"�^)=��ﾈﾊy�ｩlﾘﾋH�9(h匣ｾhｪ��000728 倅�h7h8�986x5H�ｲ�7(5ｉxr��〒 

下2-375-5外1筆 

(55)廃アルカリ (有害) �����b�1 �����c��早来工営(株) ��s#S"ﾓ�#�"���=��ﾈﾊy�ｩlﾘﾋH�9(h匣ｾhｷｲ�屮"ﾓ3sRﾓX､��Tﾒ�000728 倅�h7h8�986x5H�ｲ�7(5ｉxr��丁 

〒 �� ��r�

〒 �� ��r�

丁 �� ��r�



様式第三号(第八条の二十七関係)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　2　/ 1ページ

産業廃棄物管理票交付等状況報告書(平成26年度) 

平成27年6月30日 

東京都知事殿　表麗　報告ては名護 劔劔�����+8�R��ﾈﾌ���ﾉ��S2ﾓ��R���揄Uﾈ靖/yo���+x咬j�險�ｒ��Rﾒ��h�r��X�ｨ�R�

電話番号　　　　03-5申　__　’ 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律執2条の3第7項の規定に基づき、平成26年度の産業廃棄物管理票に関する報告書を提出します。 

事業場の名称 刄Cーストネットビルディング 劔刹ﾆ種 妊��ﾘﾘxﾔ磯hｼb� 

事業場の所在地 凵ｧ135二0016　　　東京都江東区東陽7-1-1　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　(03)5606-0525 

番 伜仂iG�ｯﾉZ��排出量(t) 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�処分受託者の 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���
号 �,ﾈ��顗��}��佰�WIhy�B�の許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ���,ﾈｹh�)MHﾘb�氏名又は名称 

1 茶3ｘ+ｸ,ﾉ�ﾈﾚﾂ�ﾘyG�ｯﾉZ��1.6 鼎��017260 �ｩ78�8ｬ(ｺｸ4r�985x6ｨ4�8ｨ984��〒136-0083 東京都江東区若洲2-8-25 �#��##c�2�有明興業㈱若 洲工場 �)｢�

2 茶b僭�7h8�5�6�6"�36.7 ��S2�017260 �ｩ78�8ｬ(ｺｸﾔ��〒143-0003 東京都大田区京浜島2-15- 11 �#���s#c��㈱都市環境エ ソリニアルゲ 京浜島工場 �)｢�
ク類　’ 劔ンリニアリング 

3 �� �� ��〒 �� ��r�

4 �� �� ��丁 �� ��r�

備考 
1この報告書は、前年4月1日から3月31日までに交付した産業廃棄物管理票について6月30日までに提出すること。 
2同-の都道府県(政令市)の区域内に、設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合は、これらの事業場を1事業場としてまとめた上で提出すること。 3産業廃棄物の稜類及び委託先ごとに記入すること。 

4業種には日本標準産業分類の中分類を記入すること。 
5運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、「産業廃棄物の種類」の桐にその旨を記載するとともに、各事項について石綿含有産業廃棄物に係るものを 

明らかにすること。 
6　処分場所の住所は、運搬先の住所と同じである場合には記入する必 劔冽h,ﾘ,�*(+�,h�"�

7区間を区切って運搬を委託した場合又は受託者楯委託を行った場合Iこは、区間ごとの運搬受託者又は再委託者(こついてすべて請人することo　　　(東京都はり一部改編H23.3) 
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産業廃棄物管理票交付等状況報告書(平成26年度) 劔劔劔 

東京都知事殿　≦議　書凝議昌平酬 

電話番号　　a3一上す午年一r/(/ 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定に基づき、平成26年度の産業廃棄物管理票に関する報告書を提出します。 

事業場の名称 剋ｭ島本社ビル 劔刹ﾆ種 妊��ﾘﾘxﾔ磯hｼb� 

事業場の所在地 凵ｧ107-0051　　　東京都港区元赤坂十3葛1　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　(　) 

番 伜仂iG�ｯﾉZ��排出量(t) 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�処分受託者の 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���
号 �,ﾈ��顗��}��佰�WIhy�B�の許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ���,ﾈｹh�)MHﾘb�氏名又は名称 

1 茶3ｘ+ｸ,ﾉ�ﾈﾚﾂ�ﾘyG�ｯﾉZ��1_8 鉄b�017260 �ｩ78�8ｬ(ｺｸ4r�985x6ｨ4�8ｨ984��〒136-0083 東京都江東区若洲2-8-25 ��##c�2�有明興業㈱ 若洲工場 �)｢�

2 茶�2仞���*ﾘ+��0,9 �����01726動 �ｩ78�8ｬ(ｺｸ4r�985x6ｨ4�8ｨ984��〒143-0003 東京都大田区京浜島3-3-14 ��##c�2�有明興業㈱ 京浜島工場 �)｢�

3 茶b僭�7h8�5�6�6"�4驀��12.7 �#ヲ�017260 �ｩ78�8ｬ(ｺｸ4r�985x6ｨ4�8ｨ984��〒143-0003 東京都大田区京浜島2-15- 11 ���s#c��㈱都市環境エ ソゾ二アリング 京浜島工場 �)｢�

4 茶�B�4ｸ8�5�(5(92�4�8ｨ�ｸ6x�):俾Xｮﾒ�*ﾘ+��1.6 鉄��017260 �ｩ78�8ｬ(ｺｸ4r�985x6ｨ4�8ｨ984��〒143-0003 東京都大田区京浜島2「5-3 ������㈱京福商店 京浜島営業所 �)｢�

備考 
「この報告書は、前年4月1日から3月31日までに交付した産業廃棄物管理票について6月30日までに提出すること。 
2同-の都道府県(政令市)の区域内に、設置が短期間であり、又は所在地が-定しない事業場が2以上ある埠合iなこれらの事業鴇を1事業場としてまとめた上で提出すること。 

3　産業廃棄物の種類及び委託先ごとに記入すること。 
4菜種には日本標準産業分類の中分類を記入すること。 
5運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、「産業廃棄物の種類」の欄にその旨を記載するとともに、各事項について石綿含有産業廃棄物に係るものを 

明 �.x*�,�+x.�+�,h�"�

6処分楊所の住所(な運搬先の住所と同じである場 劔合には記入する必 冽h,ﾘ,�*(+�,h�"�
7区間を区切って運搬を委託した場合又蝦話者が再委託を行った楊合IこIな区間ごとの運搬受託者又は再委託者についてすべて記入することo　　　(東京都により〇割改編H23.3) 



’(8’8乙H駒鳴一脚晦掌草)　　　o秤阜Y態ユ寝1¥1しこ慢堪垂堂判堪擬輝明抽因・糊擢草城躍里雄幸理淫判古寺欝印斐善事聯亜ユ⊂脚掴図L 劔劔劔I I i l 

oココ¥1単利委嘱合でY理判二l号 劔劍ｨﾘﾘyTﾖ綿賈�y%).�,ﾉ6x�ﾎｨ��Kｹ%)��,ﾉ%(ｫｸｷｹYC��

o二子二曾七二I¥四 劔劔凵A睨 

章の年生鞠三周華劉業翠阜号鵠里王、1Cコ償竜骨、コI稿二漫享導蹄牽昌の三二脚の噌動の雌拳郵券劃、判与鴇生母羊早出的萎劉善事阜与勝里〕雌挙動募軍制製委尋常耐判Ⅹ硝整合 
〇二だ聖上Y蹄章瑳宮中の瑳宵蕃畢索敵率日印憤叢ウ 

○半生でY鞋コ 劔劔雷二常襲埜弁普選親の翰挙動善事　8 
o神聖上田蔀ユ丁草餅羊1悟鴇善卑し尋常蕃車の匂時二、割号乾生呼丁†祁贈舘薫重し1印単一幽配車週刊古、昭i開館郵掘躍、二固辞因の(耳写独)適期諜畦の-国乙 

oネコ曾阜嘱託性雪白0時91¥1ここ憧覗馬蹄挙動善事引出杢二は羊目し附e鮒白眉佃帆、判事早韓のこ　し 

孝鄭 

⊥ 凉ﾘｶﾈﾕhｬyj����ｦ9yﾙ�H琪x｢�笹島 帽自-闔ｨ�8ｬ~Zﾙ;�ﾚ)?ｨｧyhI��G������������ﾘ咥+X�ﾒ�4く∩∠二欠く 工辞艶里蝿的 ���8+X+S��し曾 ��X�2�　孟〉 諾鞄嘲・十-何 て亡“と⊆.韓(印) �4R� 

⊥ ��X唔'���珖�紵'ﾈ�9?���b�ﾔ渥嬰ﾉz(鳬�r�09乙Lし0 �������+X+R�自�｢ﾘ�8ｬxｫ�y�ﾙ?ｩw)/ｸ琩G����T��因�7��β{[∠二たく 工常澄里時制 ���4ﾈ+S��88e �8�2�　　鞘を 高士と∈∠暫く9) 唐�

⊥ 儉ﾘﾔ闇)N�;��xｩ���)��"�869乙乙O 偬��ﾃ穐��傴ieﾘ賈KﾉHi;�G������������ﾘ�8+X�ﾒ�舌く〔∠二たく 工欝鞋出場的 ���8+X�d��乙Oし ��T2�㌔〉営琴(8し) �2�

⊥ 凛�磯8���ｾ霪�/ｹ4凛"�869乙乙O �8�2ﾓぺ�8�8ｮ馥ﾙG�6H�ｩG僭������ャ��ﾓ嶋+X�ﾒ�身{白土ニ欠く 工常澄里轄㈱ ���8+X+S��6ウ 塗�h�2�晩輩塾吉 報制の主(88) �+R�

坦尋の坦常常前 弌)TﾉKｸ/�ｨｹ4��含整世豊の 冑IYX,ﾉTﾘﾊYwr�塊葛鞘古事智 儿ﾉ�(ﾈﾈ餧,ﾂ�璃秘的肇 �ﾉW�69l��蟻　塾　の 冰��
⑦老婆琵罵前 竸ﾉ/�ﾇ�������i�ﾉeﾙ�顯ﾘﾎ｢�掌理蜜硝諜 �i��ｶ)T��亊xﾉﾘﾄHｶ8饕�婁 

…し(肪錯)80　　言霊望重　　　　　　　　　　　　　　　　　し円-9遊撃因累嘩掌草　　　9斡8-LOし± 劔劔印章哩の範議事 

叢重工号鷲90口 僖i���鴇暗常掌管劉 劔刳浮�F常葉車 

o王手「円萄軍事号韓里上聞二倍誼寛陥輩野蒜翠の智幸9乙珂左、手鼻等二倍韓の宜L党8⑦善孔雀謁畢生上聞〕慨韓負極覗前の晩輩暫 

しししトウウ鈴-80　　　　　古畳望塾　　　　　　　　・・了‥‥・-へ. 

咽霊藷酬量∴持去∴硯醐 
(頚事9Z狛玉)畢音盤離瀞挙国牽董註島喩拳攣莞事 

呑一高[/　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(鞠閏年十二の葺¥伯)舌三茸拝謝 
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番 号 伜仂iG�ｯﾉZ��,ﾈ顥}��排出量(t) 豫yyﾙUｸ,ﾂ�ﾏ�WIhy�B�運搬受託者 の許可番号 �餃��9�X�(,ﾂ���kﾉiH,ﾙkﾈ��運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�,ﾈｹh�)MHﾘb�処分受託者の 氏名又は名称 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���

15 茶�ｘ4�5�7H4�8ｲ�6x�X5(984�8ｨ�ｸ6r�Fｩ]��5.6 迭�145778 忠tﾂ伜(ﾞ因Hｴ��〒136-0075 東京鵡江東区新砂3-11-28 ��C�����日本チヤトミカス (橡) ��r�

16 茶�ｘ4�5�7H4�8ｲ�6x�X5(984�8ｨ�ｸ6r�Fｩ]��36.3 迭�009854 忠<貯?ｩdﾈⅸ饕�〒2100866 神奈川県川崎市川崎区水江 町畳 儁R�○○ヽ主各回き′農と ��r�
雑案事案、韓) 川崎アスコン 

17 茶�ｘ4�5�7h4�8ｲ�1,457.6 ��sr�019426 俚):�ｻｸｼb永R��〒2100866 粕��I′ ��r�ト,コンクリート 破片 劔���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�Xﾕﾒ�*ﾈ��S��ﾍ���{��車軸。綱0一 ���ｭh�饋�+uﾈ�ﾈ禰6x�ﾂ��ﾈﾞ�4�5�5(92�

18 茶�ｘ4�5�7h4�8ｲ�15,6 �"�024774 ���=��ﾈ��ﾝ阨��t�茜B��〒210-0866 粕��/′ �)｢�ト〃コンクリート 破片 劔���=��ﾈﾊy�ﾉ8育9�ﾈﾞ粟i�Xﾕﾒ�*ﾈ���;�ｩ�r�東岸績報命輸 停粫�?��｣ｲ��ﾈﾞ�4�5�5(92�

19 茶�ｘ4�5�7H4�8ｲ�6r(5(984�8ｨ�ｸ6r�Fｩ]��31.7 釘�072324 忠tﾂ�4�5H6���補�〒210-0866 神奈川県川崎市川噛区水江 町柵 午一? ����b�Y/ｹeほt��　II 一〇○○書"噛し ��r�
輯㈱ 川崎アスコン 

20 茶�b�*ｨ.ｨ*ｹ}��4.0 ���122079 佻ﾈ�y(��5B�〒136-0075 東京部江東区新砂3-11-28 ��C�����日本チヤトミックス (構) ��r�

21 茶�b�*ｨ.ｨ*ｹ}��5,3 釘�145778 忠tﾂ伜(ﾞ因Hｴ��〒136置0075 東京都江東区新砂3-11-28 ��C�����日本チヤトミックス (橡) ��r�

22 茶ｙm�*ﾘ+��3.6 �2�003455 忠xr�5�5�ﾔ�42�〒2100862 神奈川県川峨市川崎区浮き 町3譲咄 (〇・・11 ���3CSR�(橡)タケ工イ 川崎リサイクルセン ター ��r�

23 茶"��4B�208,6 �#2�015258 忠tﾂ偃x夊ﾉｩ�ﾒ�ｻｸｼb�〒2100867 補奈川県川崎市川噂区扇町 5-20・5-之1 �����sR�富二栄産業(裸) ��vﾂ�

24 茶"��4B�170.1 ��r�017413 ���ﾈ蝌ｼb�<鋳�〒210-0867 神奈川県川嶋市川嶋区扇町 5-20。5-21 �����sR�富二栄産業(橡) ��r�
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番 号 伜仂iG�ｯﾉZ��,ﾈ顥}��排出量(t) 豫yyﾙUｸ,ﾂ�ﾏ�WIhy�B�運搬受託者 の称可番号 �餃��9�X�(,ﾂ���kﾉiH,ﾙkﾈ��運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�,ﾈｹh�)MHﾘb�処分受託者の 氏名又は名称 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���

25 茶"��4B�1,205.4 ��#2�015092 忠xr�5H986x8�5��〒210-0858 神奈川県川嶋市川略区大川 �ｨxｨ6��ｲ� ��r�
町5番7 

26 �� ��003487 �?ｨｻｸ5H�ｸ7(5��悦r��〒559-0023 大阪府大阪市住之江区泉2- 1-92 ���Ccc��大阪ベントナイト事 業協同組合 泉プラント ��t����

27 茶"��4B�427.2 鼎��123873 忠<著4�98�h5�488��〒210-0858 神奈川県川嶋市川嶋区大川 町5番7 ���3Cビ� ��r�

28 �� ��003487 �?ｨｻｸ5H�ｸ7(5���<鋳�〒559-0023 大阪府大阪市住之江区泉2- 1-92 ���Ccc��大阪ベントナイト事 業協同組合 泉プラント ��r�

29 茶"��4B�1,6 �2�162816 忠tﾂ�ｩ�84ｨ6(6X4"�984�ｸｼb�〒194-0034 東京部八王子市大谷町481 番外8筆 ����#s��(裸)小池建材 大谷工場 ��r�

30 茶"��4B�32.e ����009635 儻�儘鮎b永R��〒136「鳩75 東京郭江東区新砂3-11-7 ���Sc���(抹)京葉興業 ��r�新砂事業所(改質 同化プラント) 

31 茶3�佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�G�ｯﾉZ��10.2 途�003455 忠<著5�5�ﾔ�42�〒2100862 神奈川県川崎市川崎区浮裏 町的的場 lo葛11 ���3CSR�(橡)タケ工イ 川崎リサイクルセン ター ��r�

32 茶3�佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�G�ｯﾉZ��39.6 途� 俾倆�暮L��〒136-0083 東京都江東区若洲2-8-25 �� ��r�

33 �� ��022693 冲ﾉk霆ｸｼb�<鋳�〒143-0002 東京都大田区城南き3-2-1 5 ���C�#2�高俊興業(珠) 東京臨海エコプラ ント ��r�

34 茶3�佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�G�ｯﾉZ��0.2 ��� 俾倆�暮L��〒210-0854 神奈川県川嶋市川峨区浅野 町2730番83 ���#C3r� ��r�
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臆 

番 号 伜仂iG�ｯﾉZ��排出量に) 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�処分受託者の 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���
の　種　類 剏�t枚数 �,ﾈｹh�)MHﾘb�氏名又は名称 凾ﾌ許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ��

35 �� ��002437 宙ｩB�(hﾘ"�〒210-0867 女 ���#C3r�(株)中高 扇町CRセンター (普通産廃) �)｢��
神奈川県川崎市川崎区扇町 5-15 

36 茶�B�4ｸ8�5��X5(92�4�8ｨ�ｸ6x�Y:俾Xｮﾒ�*ﾘ+r�1,2 ��� 俾倆�暮L��〒143-0002 東京都大田区城南鼻3-2-1 5 ���C�#2�高俊興業(株) 東京臨海エコプラ ント �)｢�

37 茶�B�4ｸ8�5�(5(92�4�8ｨ�ｸ6r):俾Xｮﾒ�*ﾘ+��1.3 ��� 俾倆�暮L��〒136-0083 東京都江東区若洲2-8-25 �� �)｢�

38 �� ��022693 冲ﾉk騅�'ｨ*ﾘｩB��〒143-0002 東京都大田区城南島3-2-1 5 ���C�#2�高俊興業(株) 東京臨海エコプラ ント �)｢�

39 茶b僭�7h8�5�6�6"�4驀��12.6 ��� 俾倆�暮L��〒 東京都江東区若洲2-8-25 ��##c�2�有明興業(株) 若洲工場 �)｢�

40 茶�2仞���*ﾘ+r�1.4 ��� 俾倆�暮L��〒143-0002 東京都大田区城南島3葛2-1 5 ���C�#2�高俊典薬(橡) 東京臨海エコプラ ント �)｢�

41 茶�僞(*hｦｲ�0.2 ��� 俾倆�暮L��〒136-0075 東京都江東区新砂3-1十7 ���Sc���(株)京葉興業 新砂事業所(改質 同化プラント) �)｢�

42 茶�僞(*hｦｲ�9.0 ��� 俾倆�暮L��〒136-0083 東京都江東区若洲2-8-25 ��##c�8�R� �)｢�

43 �� ��005618 宙ｩB仍駢Hｻｸｼb�〒136-0075 東京都江東区新砂3-11-了 ���Sc���(株)京葉興業 新砂手業所(改質 同化プラント) �)｢�

44 茶#B�4ｸ8�5��h5(92�4�8ｨ�ｸ6x�y:俾Xｮﾒ�*ﾘ+r��駘渥ﾉtﾂ��6.4 ���自社運搬 凵ｧ143-0002 東京都大田区城南島3-2-15　004823 � ��r�
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・・　　　　-I　　　し’描’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　音 

I 伜仂iG�ｯﾉZ握yyﾙUｸﾏ�WI9��8ｻY_�ﾙ���閏ﾙ�ﾃ#iD�7ｘ�R�劔劔剪�

東京都知事殿　　　報告者 　　　　住所　東京都江東区新 　　　　氏名　株式会社竹中工務 　　　　(法人にあっては名称及び代表者の氏 　　　　電話番号03-6810-5114 劔劔���[ﾙ�ﾃ#yD緝ﾈ�#i?｢�ﾛｳ�ﾓ�ﾓ��5�8ﾈｹ馮ｹ5疫��ﾈ�����ﾆ��kﾂ��

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定に基づき、平成26年度の産業廃棄物管理票l調する報告書を提出します。 

事業場の名称 刳博ｮ会社竹中工務店東京本店都内各工事現場 劔刹ﾆ種 妊��ﾘﾘxﾔ磯hｼb� 

事業場の所在地 凵ｧ136〇〇〇75　　東京都新砂1-1-1　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　03(6810)5○○0 

番 伜仂iG�ｯﾉZ��排出量0) 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�処分受託者の 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���
号 �,ﾈ��顗��}��佰�WIhy�B�の許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ���,ﾈｹh�)MHﾘb�氏名又は名称 

1 ����僞(*hｦｲ�169.0 ��2�043278 �(h匯,ｨ戊ｩH��神奈川県横浜市鶴見区大 ���3#�2�大栄環境株式 兌ｨﾌ侈x蕀m育8������i�鬚�
会社 �8ﾈ-9:ｩ)｣������櫓谷　　21外36筆 

2 茶�僞(��� ��147049 �Igｸⅸ戊ｩH��兵庫県神戸市中央区港鼻 ���3#�2�境株式 兌ｨﾌ侈x蕀m育8ﾏｸｶy�ﾉ*ﾈﾞX鬚�
会社 �7ﾈ�ｸ6x4�488�986����b�����横谷457響21外36筆 

3 忠E(*hｦｲ� ��161675 兌ﾙnﾈ4x4�5�7h8ﾂ�兵庫県三木市口吉川町撒 ���3#�2�大栄環境構式 兌ｨﾌ侈x蕀m育8ﾏｸｶy�ﾉ*ﾉ�ｨ訷爾�
ス橡式会社 倬ｨ��$｣CSyMC#�､�3b�Tﾒ�����横谷457番21外36筆 

備考 
1この報告書は、前年4月1日から3月31日までに交付した産業廃棄物管理票について6月30日までに提出すること。 2同一の都道府県(政令市)の区域内に、設置が短期間で柳、又は所在地が一定しない事業肋で2以上ある楊含Iなこれらの事業場を1事業場としてまとめた上で提出すること。 

3産業廃棄物の種類及び委託先ごと 劍+�ｴﾉ?ﾈ+x.�+�,h�"�

4業種には日本標準産業分類の中分類を記入すること。 5運搬又は処分を萎托した産業廃棄捌こ石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、「産業廃棄物の種類」の部費の旨を記載するとともに、各事項について石綿含有産業廃棄捌こ係るものを 

明 �.x*�,�+x.�+�,h�"�

6処分場所の住所は、運搬先の住所と同じである場合には記入する必要はないこと。 7区間を区切って運搬を委託した場合又I板耗者が再委託を行った場合に(な区間ごとの運搬受託者又は再委託者についてすべて記入すること。　(東京制こより一部改編H23.3) 



東京部作成織式(2ページ以降用)　　　　　　　　　　　　　　　　　事乗場の名称:橡式会社竹中工務店東京本店轟内各工事現場　　2　/　2　ページ 

番 伜仂iG�ｯﾉZ��排出霊代) 儻逢�8ﾈ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�処分受託者の 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���
号 �,ﾈ��顗��}��佰�WIhy�B�の許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ���,ﾈｹh�)MHﾘb�氏名又は名称 

4 茶�僞(*hｦｲ�29.5 �"�055755 ��神奈川県横浜市観見区大 黒ふ頭T9 ���3#�2�大栄環境株式会 社 兌ｨﾌ侈x蕀m育8��Kr�鬨48�cyMC#�､��9��
篠竹興業株式 会社 

5 �� ��147049 �ｨ��������耳耳������尨�����������ー ���3#�2�　環境株式会 社 兌ｨﾌ侈x蕀m育8ﾏｸｶy�ﾉ*ﾈ���訷��$｣CSyMC#�､��3iTﾒ�
井本商運株式 会社 兌ｨﾌ侈y��ｸ�9(h匣ｾhﾖ�8r�7ﾈ�ｸ6x4�488�986���+R�

6 �� ��161675 兌ﾙnﾈ4x4�5�7b�8ﾈ5茜H�檍���兵庫県三木市口吉川町横 手横谷457番21外 36筆 ���3#�2�大栄環境株式会 社 兌ｨﾌ侈x蕀m育8ﾏｸｶy�ﾉ*ﾈ���鬨��$｣CSyMC#�､��3i%ﾂ�

7 茶�僞(*hｦｲ�68.61 途�114350 乘H�檍��5x4b�486X6(4�5h5��6X8��三重県伊賀市予野手鉢屋 ���CHｦcr�三重中央開発 倅�Hﾊx堅棹�9uﾉnﾈ詹Jｸ壺�
4713 刳博ｮ会社 鼎s�2�

8 茶"��4B�2002 �#���O15076 亊ｹ8ﾈⅸｹﾙtﾈﾌ��檍���神奈川県川崎市川崎区扇 町5番20、21 �����sR�富二栄産業株式 会社 冉H�h4ﾈ�3｢�

9 茶"��4B�85.8 ��"�017413 ���ﾈ蝌ｼhｩH��檍���神奈川県川崎市川崎区扇 町5番20、21 �����sR�富二栄産業株式 会社 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i���*ﾃYMC#���#��

10 茶#"��8ﾘiG�ｯﾂ�Z��42.35 釘�098886 乘H�檍��蛤ﾈ��群馬県邑楽郡邑楽町篠塚 ��s�#C��株式会社グリー 佛�F靆yuxｧ佛9uxｧ�*ﾈ�),ｲ�
林業 �3窺C���987ﾘ6X8ｨ4�8ｲ�38番l 

11 茶#"��8ﾘiG�ｯﾂ�Z��412.5 ��r�162307 乘H�檍��4��8ｨ�ｸ984x4�5��7h8ﾈ5��群馬県邑楽郡邑楽町篠塚 38番1 ��s�#C��株式会社グリー ンマテリアル 佛�F靆yuxｧ佛9uxｧ�*ﾈ�),ｲ�3窺C��

12 茶�b�*ｨ.ｨ*ｹ}��879.12 涛��0/j符」 �駢Hｻｸｼh��ｩB�埼玉県春日都市永沼61 ���3塔"�株式会社共同土 木 俥仂ｨﾊx�?ｩYH�8迄��c��
式会社 �"ﾓ���2-1 

13 茶#2佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�h(�iZｉ�駘��ｭﾉtﾂ��1.3 鳴�009862 乘H�檍���)7��m��群馬県桐生市新里町関2 ����3��C��3��有限会社　満山 佛�F靆xｼｹ�h�9�iz)*ﾈｭc"�
05-4 剋糟ｹ ��RﾓB�



)I 東東都作成様式(2ベ 剪ﾘ5x決ﾗ駢������������������������������������馼ｼh�ｨ,ﾉkﾈ�ｨｩH�檍��'ﾉ(hﾔ洩�5�8ﾈｹ馮ｹ5浦I>�ｦXﾔ磯hﾋｸ�ｨ����8�����8��7��ｸ5r�

● 

番 伜仂iG�ｯﾉZ��排出重代) 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�処分受託者の 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���
号 �,ﾈ��顗��}��佰�WIhy�B�の許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ���,ﾈｹh�)MHﾘb�氏名又は名称 

14 茶#2佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�G�ｯﾉZｉ�駘��ｭﾉtﾂ��12.6工 途�009862 乘H�檍���)7��群馬県桐生市新里町関2 ����3��C��3��有限会社　満山 佛�F靆xｼｹ�h�9�iz)*ﾈｭc"�
木 ��X��B�倬�ﾋ��05-4 

15 �� �� �� �� ��

16 �� �� �� �� ��

17 �� �� �� �� ��

18 �� �� �� �� ��

19 �� �� �� �� ��

20 �� �� �� �� ��

21 �� �� �� �� ��

22 �� �� �� �� ��

23 �� �� �� �� ��
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東京都知事殿

産業廃棄物管理票交付等状況報告書(平成26年度)
平成27年6月25日

報告者
住　所　　　　東京都中央区京橋二丁目16番1号

氏　名　　　　　　清水建設橡式会社、取締役社長宮本洋-
(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

電話番号　　　　　03-356竜1-1111

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第1 2条の3第7項の規定に基づき、平成26年度の産業廃棄物管理票に関する報告書を提出します。

事業場の名称 剴y木東京支店が管轄 凾ｷる部内の各工事現場 劔業種 妊��ﾘﾘxﾔ磯hｼb�

事業場の所在地 凵ｧ104-8470　　土木東京支店が管轄　　　　　　柳の耕年　　　　　　電話番号　03(3561)3845 

番 伜仂iG�ｯﾉZ��排出量(寄 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�処分受託者の 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���
号 �,ﾈ��顗��}��佰�WIhy�B�の許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ���,ﾈｹh�)MHﾘb�氏名又は名称 

1 茶"��4B�116.6“ �#R�0⊥封汁ら 」曲調阜巳。 伜)�8ﾉｩ�ﾒ悦r��〒134-0084 東京都江戸川区東葛西3丁 目17番22号 ��cSCSB�㈱環 

2 茶"��4B�9.5 �"�062469 忠xr仄i��ﾔ鮎b�〒335-0033 ���3Cビ�日興サービス (妹) �)｢�埼玉県戸田市笹目北町14- 19 

3 茶"��4B�427.9 田b�003970 冢ﾈﾞ綾ｸｼb��鋳�〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室 字志久4408他 ���3都��野崎興業(榛) ��r�

4 茶"��4B�3 �"�015258 忠tﾂ偃x夊ﾉｩ�ﾒ�ｻｸｼb�〒134-0084 東京綿江戸川区東葛西3丁 目17番22号 ��cSCSB�㈱環 �)｢�

備考
1この報告書は、前年4月1日から3月31日までに交付した産業廃棄物管理刺こついて6月30目までに提出すること。
2同-の勧道府県(政令市〉の区域内に、投壇が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合は、これらの事業場を1事業場としてまとめた上で提出すること。
3産業廃棄物の種類及び委託先ごとに記入すること。
4　業種には日本標準産業分類の中分類を記入すること。
5運搬又は処分を委託した産業廃棄削こ石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、 「産業廃棄物の種類」の網にその旨を記載するとともに、各事項について石綿含有産業廃棄物に係るものを
明らかにすること。

6　処分場所の住所Iな運搬先の住所と同じである場合には記入する必要はないこと。
7　区間を区切って運搬を委託した場合又は受託者が再委託を行った場合には、区間ごとの建議受龍音叉は再委託者についてすべて記入すること。

(東京郭により一部改編H23.3)



東京観作成様式(2ページ以降用) 劔剋幕ﾆ場の名称:土木東京支店が管轄する部内の各工事現場 剴"���-ぺ5r�
漢百百国　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書 

番 号 伜仂iG�ｯﾉZ��,ﾈ顥}��排出量(0 豫yyﾙUｸ,ﾂ�ﾏ�WIhy�B�運搬受託者 の許可番号 �餃��9�X�(,ﾂ���kﾉiH,ﾙkﾈ��運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�,ﾈｹh�)MHﾘb�処分受託者の 氏名又は名称 傀瓜ｨｷ(,ﾈ��ﾂ�

5 ��b��4B�18.8 �2�001169 ���x慰�2永R��〒252-0132 神奈川県相模原市縁区構本 台1丁目軍62番1外3筆 ����s#��三友プラントサー ビス㈱ ��vﾂ��x�R�

6 茶"��4B�0.7 �2�078092 �ｨｭｹ$9;刋慰��ｼb�〒206-0801 東京都稲城市大丸1434-3 ���c�Cb�㈱エコ・ファクト リー 

7 茶"��4B�491.8 鼎��001002 �5h4�7ﾘ6X6(4竕xr��〒518-1152 三重県伊賀市予野宇鉢塵 4713 ���CCビ�三重中央開発 ㈱ ��r�

8 茶"��4B�7.9 ����119756 �ｧ4ｵ��〒518-1152 東京郭大田区大森東5-31-6 ���都Sb�㈱sKY ��r�

9 茶2僭�oｲ�1.4 釘�001169 ���x慰�2悦r��〒252-0132 神奈川県相模原市練区楢本 台1丁目562番1外3筆 ����s#��三友プラントサー ビス㈱ ��r�

10 茶2僭�oｲ�0.4 �"�002437 忠iR�(hﾘ"�〒2100854 神奈川県川崎市川崎区浅野 町2730-83 ���#C3r�(株)中高 ��r�

11 茶b僭�7h8�5�6�6"�4驀��23.2 鼎��調55 宙ﾕﾂ�5�5�ﾔ�42�〒2100862 柚奈川川崎市川嶋区親書町 10-11 ���3CSR�(裸)タケ工イ �)｢�

12 茶ｙm�*ﾘ+r�239.7 �#��073829 忠<著7ﾘ8ｸ6x5b�〒283-0823 千葉県東金市山田 1048.1056-9他 ��s3�#��(株)マルトシ ��r�

13 茶ｙm�*ﾘ+r�1.4 �"�諸星 �掩�8ｨ5H484�8ｲ�〒136-0082 東京都江東区新木場二丁目 ���#Cc��東京ボード工業 ��r�
(楊) ��"ﾓR�忠<鋳�

14 茶ｙm�*ﾘ+��5 釘�036630 ��Yth暮t��<鋳�〒175-0081 東京粗根橋区新河岸1丁目 14-12 ��3cc3��大友運輸(抹) ��r�

告
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十
十



⊥ ���xｨ785"�自�8�h,H���%�蔗�8乙LOOO ���<S羽�+Y=ﾈ.涛俾��ｸ�hｶr�駟>�+8ﾎ��ﾈ������ﾔ仍8�2���ｩK��ﾙ�H�8�ﾒ�(鴇)烏工筆舌 田�+X*ｳ���し ����h+R�猪野凝(しの �4X���

± 忠;ﾂ冤ﾈｽ霰)Kﾂ�089980 �����*ｸ+Rﾓ�I"�?ｨ�8+Y^ﾉ�I�Hﾚ)>�)KX琩G����+S���ｨｸ��+X�ﾒ�(激)境寮学半 ��ン塔��§ 定+X�ﾃ�+R�　翰拳劉 写謎蕊謡(Oe) 嶋���

圭 �����x｢�ﾄ�握x琩/ｹ�R�986000 ������(�2ﾓ�4R�4Xﾖ(���ｷｸ�);��丶�﨓��鰓���4S���ﾘ+U3��ﾒ�摸露営白(鴇) 氾ャh�4��9 祷�ﾈ�2�鞍手時蒋(9し) �8���

± 仞��ｩ>�栄B�8♭0900 �����5ｸ�2ﾓ�4R�4X�9n(/��ﾙ�X琩D(ﾞ淫顋�;ﾂ���4S���ﾓ��ヨ�ﾒ�洲。量羽(鴇) 祷+X�8+S���ウ8し 電ﾈ+X�b�瑳幸時雄(9し) �+X���

± 亶(ｹh4x8ﾙ��ﾂ�006し00 ���ｷ(�8���Kｹw"��ﾈﾙ��ｸ�9lﾈ芍xｸﾈ)wh敲琪ｧb���4S���ﾓ嶋+X�ﾒ�(親) 暁雲と-∠ ��ヨ��8+R�乙8 塔�+R�鞘幸時好(9し) ���ﾂ�

± �｣C��4x8ﾙH���006し00 ���ｷ)4冽ywxﾈ�w"�(i?ｨ�ｸ�9+9Xﾉ�ﾘ琩yﾙ_H琪ｧb���8C���ﾘ��+8+X�ﾒ�在壬∠(瀞) 塔涛�+X+R�6 僣��蟻幸時雄(9し) 塗4R�

± �ｨﾟ�4x8ﾘﾔHｧr�006し00 ���ﾟｹ4凅ｹ79�yw"�(i?ｨ�ｸ�8ｻ驃ﾈ��ﾅ(馼冨;������4S���ｨｹ>x+X�ﾒ�(鴇)硯轟王撃 ���4Sャ���乙 �4R�遊軍叫岬(9し) 嶋4R�

± �ｨﾟ�4x8ﾙ�ﾙKﾂ�006し00 ���Xﾙ4們�wyKｸ饕�(i?ｨ�8.亳8馼淑��ﾏｸﾖ�9h珖���.ン��ﾙ����ﾒ�善逝面白く綿) �4�ﾈ+S��9し 嶋ﾘx+R�蟻引畠中(9し) 畔4R�

± �����x｢�ｼhﾔ握x琪ﾍx怩�986000 �����ﾆRﾘ,h+X齟��ｳ���w(ﾋ頽�8ﾔ丶�琪ｧb����4��咥+X�ﾒ�　喋諜鶉 謡字自推(阜) �8+T��+R�乙L �+X�ﾉ�3��蟻卓叫岬(9し) 祷4R�

± �����x｢���ﾔ握x琩��ﾊﾂ�986000 �����+T2ﾔﾈ+X齟��ｶX恢����ﾙw�|ｩwi_I��������4��咥+X�ﾒ�　(激) 喋諒淫稲田三 塔ヨ+T��6し �+Tﾈ+R�瑳幸時雄(9し) ���5B�

理帝の坦静宮前 �;ﾈｹﾙKｸﾌ8駟4��亀豊喧嘩の 凉ﾙ��,ﾉ6xﾌ驂��提琴‡怪事哲 侘8�I�維ｨ,ﾂ�璃敬国華 宙饕儻�68���機　動　の 儻��⑦早避蚕宮部 竸ﾉ/�衒ｷｹ����i�Fｹ6H����掌理蚕硝諒 �i��ｶ(ﾕb�亊xｹ9:餬i���・暴 

呑->9/9　　　　儲駿軍工唇の幽蝶曾阜群島鵬峰掌草半干:唯事の蹄善事　　　　　　　　　　　　　　(即帥緯->乙漣教制動時当革 



楕式第三号(第八条の二十七関係) �� 

産業廃棄物管理票交付等状況報告蕃(平成26年度) ��
平成27年6月30日 

東京都知事　廠 �� 

受億　　　報害者所 �8ﾈｹ�79(h匣ｾhｹ霆I?�)ｩm｣�iMFﾈﾘb�

轟紗∵誓っては ��I�Xﾉｩ�ﾘｩH�檍��靖/yo���+xｷｹgｹvﾒﾒ�kﾈ�ｷ�-��9Uﾈ�(,ﾈ��kﾂ���8�S3Sc�ﾓ��ﾔ����9Uﾂ��
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3筑7項の規定に基づき、 兌ﾙ�ﾃ#iD�7�,ﾈ蝌ｼiG�ｯﾉZ握yyﾙUｸ,亊h+x.兩�ﾙ�ﾗ�/�/��+X-ﾈ+x�"� 

i事業場の名称i建築事業本部煎支店 ��l業　種i総合工蝶Dot　　　l 

i事業場の所在地!細部中央区棚二丁目16-1 �6I�)MHﾘh���2ﾓ3Sc�ﾓ��ﾔ���l 

備考 �� 

1　この報告事(も前年4月l日から3月31日までに交付した産業廃棄物管理票について6月30日までに提出すること。. 

2　同-の都道府県(政令市)の区域内に、設置が短期間であり、又は住所地が一定しか、事業場が2以上ある場合には、これらの事業場を1事業場としてまとめた上で提出すること。 

3　産業廃棄物の種類及び委耗先ごとに記入すること。 �� 

4∴業種には日本標準産業分類の中分類を記入すること。 �� 

5　運搬先又は処分を委托した産業廃棄伽こ石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、「産業盛薬物の種類」の柚にその旨を記載するとともに、各事項について石綿含有産業廃棄物に係るものを明らかに 
・すること。 �� 

6　処分場所の住所は、運搬先の住所と同じである楊合には記入する必要はないこと。 � 

7　区間を区切って運搬を委挿した場合叉は受耗者が再委託を行った場合には、区間ごとの運搬受託者又は再受託者についてすべて記入すること。 

(日本工業規格　A列4番) 
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番 伜���ｼh��G���ｯﾈ��Z��排出量の 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住 所 剌�ｪ受託者 傀瓜ｨ�9mX�(,ﾂ�処分場所の住所 
号 �,ﾈ����顗����}��佰�WIhy�B�の論可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ��凾ﾌ許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ��

1 刋�8ｨﾆ靺ﾈﾘyG�ｯﾉZｈｬyyﾒ�ﾅ竰�・1. ���1300015855 冲ﾈﾌ�檍��4��ｲ�4��ﾂ�3621畑16 �8ﾈｹ驢�ﾕﾘ�8ｾi�hﾛｸ蕀)ｩm｣���MC3�ﾘb�01320003982 忠xr仄I:�7冦�� ��

2 佶ｩ�ﾘﾆ靺ﾈﾘyG�ｯﾉZｈ��.��ﾅ竰�1.125 ���1300015855 冲ﾈﾌ�檍��4��ｲ�4��362-0016 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi�hﾛｸ蕀)ｩm｣���MC8�Xﾘb�01320003982 忠xr仄I:�7冦�� ��

3 僭�7h8�5�6�6(4竕�駘渥ﾉtﾉG��ｯﾉZｒ�2.34 �2�0131(X調2555 �79'ｨﾗﾈ蝎<俾��檍���972-0161 兀�8x惠*(.ﾘ*ｸ�8�9nﾉ*ﾈ�9$"�nﾈ詹�(ﾇ�窺C�､�3�Tﾒ�09440002555 �79'ｨﾗﾈ蝌ｩH��檍��� ��

4 �*�.ｨ*ｹ}竕�駘渥ﾉtﾈ蝌ｼb�G�ｯﾉZｒ�28.12 �2�01310002555 �79'ｨﾗﾈ蝌ｩH��檍���b�972」)161 兀�*ｸ惠*(.ﾘ*ｸ�9�葦�*ﾈ�8ｿb�nﾈ詹�(ﾇ�窺C�､�3�Tﾒ�09440002555 �79'ｨﾗﾈ蝎xx��檍��� ��

5 �4ｸ8�5��X5(984�8ｨ�ｸ6y:俾Xｮﾒ�*ﾘ+r��駘渥ﾉtﾉG�ｯﾉZｒ�0,84 ��S��01310002555 �79'ｨﾖｨ蝌ｩH��檍����972-0161 ��8ｯ��*(.ﾘ*ｸ�9;冢ﾉ*ﾈ�9$"�nﾈ詹�(ﾇ�窺C�､�3�Tﾒ�09仙02555 �79'ｨﾗﾈ蝌ｩH��檍��� ��

6 �4ｸ8�5�*ﾘ+���5(984�8ｨ�ｸ6x*ﾘ+��ｷ�-�:俾Xｮﾘ*ﾘ+��8.99 迭�1300017928 �8ﾈﾍ8ｻｸｼhｩH��檍���972-8311 兀�8位x*(.ﾘ*ｸﾘ)�Mi�Ynﾉ$｢�菜�XｵH6ﾙOcコﾓ"�09420050518 傅ﾉkﾉVﾈｶynﾉ���ﾗ��<鋳� ��

7 刋�8ｨﾆ靺ﾈﾘyG�ｯﾉZｈｬyyﾒ�ﾅ竰�37.75 ����01357001002 �5h4�7ﾘ6h4｢�茜B��989-3212 儻愛)�X�)�H�9�)wHｾh���(薰��)nﾉmイSrﾓ�､��)Tﾒ�05480052901 ��Y�Hｬ(ｺｸ､ｩJﾒ�茜B�� ��

8 僭��駘�9忠O(藝�ｲ��5.4 �2�01357001002 �5h4�7ﾘ6X6(4��茜B��989-3212 亶ｸ�侈y�Y�H�9�)wHｾh���(薰��)nﾉmイSxｮﾃ�､��)Tﾒ�05480052901 ��Y�Hｬ(ｺｸ､ｩJﾒ�茜B�� ��

9 僭�7h8�5�6�6(4竕�駘渥ﾉtﾉG��ｯﾉZ��"�1.179 釘�01357001002 �5h4�7ﾘ6X6(4��茜B��989-3212 亶ｸ�侈y�Y�H�9�)wHｾh詹�(鬚��)nﾉmイSrﾓ�､��)Tﾒ�05480052901 ��Y�Hｬ(ｺｸ､ｩJﾒ�影�� ��

10“ �*ｨ.ｨ*ｹ}竕�駘渥ﾉtﾈ蝌ｼb�G�ｯﾉZｒ�99.012 途�01357001002 �5h4�7ﾘ6X6(4��茜B��R�989-3212 亶ｸ�侈y�Y�H�9�)wIz�y�(鬚��)nﾉmイSrﾓ�､��)Tﾒ�05480052901 ��Y�Hｬ(ｺｸｭYJﾒ�*ﾙ<鋳� ��

11 �4ｸ8�5��X5(984�8ｨ�ｸ6x�Y:俾Xｮﾒ�*ﾘ+r��駘渥ﾉtﾉG�ｯﾉZｒ�192 ����01357001002 �5h4�7ﾘ6X6(4��栄R��989-3212 亶ｸ���X�)�H�9�)wHｾh詹�(鬚��)nﾉmイSrﾓ�､��)Tﾒ�05480052901 ��Y�Hﾘ�ｺｸ､ｩJﾒ�悦r�� ��

12 �4ｸ8�5�*ﾘ+���5(984�8ｨ�ｸ6x*ﾘ+r�ｷ�-�:俾Xｮﾘ*ﾘ+r�9.765 釘�01357001002 �5h4�7ﾘ6X6(4��茜B��989-3212 亶ｸ�亊h�)�H�9�)wHｾh詹�(鬚��)nﾉmイSrﾓ�､��)Tﾒ�05480052901 ��Y�Hｬ(ｺｸ､ｩJﾘ�R�茜B�� ��

13 佶ｩ�ﾘﾆ靺ﾈﾘyG�ｯﾉZｈｬyyﾒ�ﾅ竰�24.375 澱�1350018949 宙ｩB�5�48�Xﾔ�8���ｺｲ�989-3212 亶ｸ�侈y�Y�H�9�)wHｾh���(鬚��)nﾉmイSxｨｳ�､��)Tﾒ�05480052901 ��Y�Hｬ(ｺｸ､ｩJﾒ�永R�� ��

14 �.ｹ�顏99忠O(藝�ｲ��1.6.2 澱�1350018949 忠-b�5�42(ﾔ�8��ｬ(ｺｲ�989-3212 亶ｸ��8ﾉ�Y�H�9�)wHｾh���(鬚��)nﾉmイY{蔦�､��)Tﾒ�05480052901 ��Y�Hｬ(ｺｸ､ｩJﾒ�永R停� ��

15 僭�7h8�5�6�6(4竕�駘渥ﾉtﾉG��ｯﾉZｒ�1.89 �2�1350018949 忠iR�5�48�Xﾔ�8��R�ｬ(ｺｲ�989-3212 亶ｸ�侈y�Y�H�9E�hｾh���(鬚��)nﾉmイSrﾓ�､��)Tﾒ�05480052901 ��Y�Hｬ(ｺｸ､ｩJﾒ�悦r�� ��

16 �4ｸ8�5��X5(984�8ｨ�ｸ6x�Y:俾Xｮﾒ�*ﾘ+ｉ�駘渥ﾉtﾉG�ｯﾉZｒ�34.56 途�1350018949 宙ｩB�5�48�xﾔ�8��ｬ(ｺｲ�989-3212- 亶ｸ�侈y�Y�H�9�)wI?ｨｧy�(鬚��)nﾉmイSxｨｳ�､��)Tﾒ�05480052901 ��Y�Hｬ(ｺｸ､ｩJﾒ�茜B�� ��

17 刋�8ｨﾆ靺ﾈﾘyG�ｯﾉZｈｬyyﾒ�ﾅ竰�1.5 �"�1300017928 �8ﾉk霆ｸｼhｩH��檍�����177「)032 俥仂ｨﾊx��(�9^��05小事0052901 ��Y�Hｬ(ｺｸ､ｩJﾒ�影��989-3212 亂��Y8ﾉ�Y�H�9�)wH�8ｧyF稲���)nﾉmイcrﾓ�､��)Tﾒ�



明細様式2東京都

東京郵作成様式(2ページ以降用)

番 伜���ｼh��G���ｯﾈ��Z��排出登の 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住 所 剌�ｪ受託者 傀瓜ｨ�9�X�(,ﾂ�処　　の年所 � 

号 �,ﾈ����顗����}��佰�WIhy�B�の許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ��凾ﾌ許可番尋 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ��

18 �*�.ｨ*ｹ}竕�駘渥ﾉtﾈ蝌ｼb�G�ｯﾉZｒ�5.18 ���1300017928 �8ﾈｭhｻｸｼhｩH��檍���177丁場32 弍�唏ﾊx��(�9>ﾈ迄擦イBﾒ�05440052901 ��Y�Hｬ(ｺｸ､ｩJﾒ�茜B��989宰 �+8��ｨﾘ鬚�

19 �4ｸ8�5��h5(984�8ｨ�ｸ6r):俾Xｮﾒ�*ﾘ+ｉ�駘渥ﾉtﾉG�ｯﾉZｒ�23.68 途�1300017928 �8ﾉk霆ｸｼhｩH��檍���177葛0032 �7h咬�Y�2�05440052901 ��Y�Hｬ(ｺｸ､ｩJﾒ�茜B��989-32 亶ｸ�侈y�Y�H�9�)wHｾhｧyF稲����gｳCSrﾓ�､��)Tﾒ�青野 

20 刋�8ｨﾆ靺ﾈﾘyG�ｯﾉZ���ｬyyﾒ�ﾅ竰�0.5 ���013100関叫16 仗鞁�ｻｸｼiWﾒ�989-3212 亶ｸ���X�(ﾚ��9�)wHｾhｧyF磯｢��)nﾉmイSrﾓ�､��YTﾒ�0544005 �8�� ��
(裸) 

21 佶ｩ�ﾘﾆ靺ﾈﾘyG�ｯﾉZｈｬyyﾒ�ﾅ竰�0.625 ���1300015855 冲ﾈﾌ�檍��4��ｲ�4��143-0002 �8ﾈ�79�Y68ｾh刺ﾘ)8�8���R�0132i開場4823 俘(�(ｻｸｼhｩH��檍��� ��
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77 冦�*ﾘ+��1.95 途�13(調001024 �掩�8ｨ5H484�8ｲ�<�?8檍���359■榔21 偬I�X��(�8�ｴ�鰮68ﾋC��rﾓ"�����)+&�#���橡式会社ユーワ �� 

78 倩h*ﾘ+��0.27 �2�1製!oOOlO24 �掩�8ｨ5H484�8ｲ�iY?8檍���3591調21 �&陏H惓&i�(ｯ�m��ｩ-�C��rﾓ"�����#��ｨ�ｨ�ｩ=ﾃ���橡式会社ユーワ �� 

79 僭�7h8�5�6�6(4��の72 澱�1300001024 �掩�8ｨ5H484�8ｲ�<俾陞���359-0021 弍�|ｩ8ﾈ��(�9gｸ�ｨﾟ)�ｨﾋC��rﾓ"�����#����#���裸式会社ユーワ �� 

80 僭�4�8ｸ4ｨ8｢�0.08 ���13関004159 �<俾陞��4�8ﾂ�綿･Hｺｲ�21け〇億関磨 ���=��ﾈ�ｩ�ﾉ8育9�ﾉ8姥育�'R�*ﾃ旭觜ﾘb���Ss#���C�S��裸式会社ウレハ 照雄 �� 

81 �*ｨ.ｨ*ｹ}��63 途�013く調019267 囘ﾉ�ﾈｻｸｼixx��檍���21ひ-0861 ���=��ﾈ惓�ﾉ8育9�ﾉ8粟h抦ｩｲ�*ﾈ*ｲﾓ����Ss#���##��(裸)N事PPO 川崎合材工場 �� 

82 �*ｨ.ｨ*ｹx｢�252.9 �#停�013001」岬504 忠<著6�5�6r�210-0861 倬ﾙ{��ﾉ8ﾉ�ﾉ8淫Iw�ｴ�ｾh揵8��*ﾈ+2ﾓ����Ss)+"�##��(裸)NIPPO 川嶋合材工場 �� 

83 �*ｨ.ｨ*ｹx｢�183.9 �#"�1300150770 凅x�檍��7ﾒ�ﾔ�6�8��210-0861 倬ﾙ�ｩ�ﾉ8ﾉ�ﾈ�ｨ�9�ﾉ8粟h揵T��*ﾃふ����Ss#���##��(裸)NIPPO 川嶋合材工場 �� 

84 仄8.ｨ*ｹx｢�51.8 途�01300015082 忠<著ｵHﾞ綾ｸｼb�210一〇0866 倬ﾙ=��ﾉ8ﾉ�ﾈｺ8�9�ﾉ8粟i�Xﾕﾒ�*ﾃ�ﾓ����Ss#���#c�b�筋轟遍路撫養 会社川嶋アスコ �� 

寄5 �*ｨ.ｨ*ｹ}��209 �#����013003478 忠tﾂ��Hﾉｨⅸ饕�134-0084 佛(馼ｽ易ﾘﾌｹ�ﾈｾi8ﾈﾅ)�ﾃ9)｢�m｣�rﾓ3r����3#����塔b�世紀東急工業 橡式会社妙見 "i"●○○」〇〇着 �� 
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産業廃棄物管理票交付等状況報告書(平成26年度) 
平成27年6月30目 東京都知事殿議　㊥報≡詰薫藻草長執行役貝原田昇三 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定に基づき、平成26年度の産業廃棄物管理票に関する報告書を提出します。 

事業場の名称 刳博ｮ会社大林組本社 劔刹ﾆ種 妊��ﾘﾘxﾔ磯hｼb� 

事業場の所在地 凵ｧ108-8502　　　　東京都港区港南2-15-2　品II 劔インターシティB棟　　　　　　　　　　電話番号　　03(5769)1023 

番 伜仂iG�ｯﾉZ��排出量仕) 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�処分受託者の 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���
号 �,ﾈ��顗��}��佰�WIhy�B�の許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ���,ﾈｹh�)MHﾘb�氏名又は名称 

1 茶3"佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�G�ｯﾉZｈｬyyﾒ�ﾅ�/�ｭﾈ-竰�8.12 澱�023438 �ｨ6X8ｸ9��〒134-0084 東京都江戸川区束慕飾‾ 3‾17‾15　鬼面・ ��#c鉄r�㈱日成ストマッ ケトーキョー �)｢�

2 茶3"佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�G�ｯﾉZｈｬyyﾒ�ﾅ�/�ｭﾈ-竰�0.103 ���026957 �ｩ?ｩ�ﾈ5�6x7ﾘ6"�〒134-0084 東京都江戸川区東葛飾→ ��#c鉄r�㈱日成ストマッ �)｢��ｨ爾ﾘ�X�ﾈ�X�X��ﾘ�h���
ク“トーキョー �2ﾓ�rﾓ�X��������鳴��5�6x�ｸ4ﾈ8x�ｲ�

3 茶3"佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�G�ｯﾉZｈｬyyﾒ�0.46 ���023438 �ｨ6X8ｸ9��〒134-0084 東京和江房　東葛飾 ���C3�2�JF巨環境㈱了 　　　●ヽ �.俘ﾉ.�)��

型を含む) 劔�2ﾘ��������,頁��劍A打レl‾す 　.-●-i〇一《● 

4 茶3"佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘyG��ｯﾉZｈｬyyﾘﾅ�/�ｭﾂ�3.42 ���023438 �ｨ6X8ｸ9��〒134葛0084 東京都江戸川区東葛飾 ��#c鉄r�㈱日成ストマッ ��r�
む) (他、紙くず) 劔�8���x���X����ﾘﾂ��4��X6x4ﾈ8x�ｲ�

備考 
1この報告書は、前年4月1日から3月31日までに交付した産莱廃棄物管理票について6月30日までに提出すること。 
2同-の都道府県(政令市)の区域内に、設置が短期間であり、又は所在地が-定しない事業場が2以上ある場合Iなこれらの事業場を1事業場としてまとめた上で提出すること。 
3産業廃棄物の種類及び委託先ごと 劍+�ｴﾉ?ﾈ+x.�+�,h�"�

4業種には日本標準産業分類の中分類を記入すること。 
5運搬又は処分を委託した産業廃棄 劔Z�,��駘渥ﾉtﾈ蝌ｼiG�ｯﾉZ�*ｨｭﾈ-ﾈ.ｨ.��ｨﾘx,ﾘ���X蝌ｼiG�ｯﾉZ�,ﾈ顥}��h,ﾉ$�,�+ｸ,ﾈ酳/�ｴﾈﾝｨ+x.�,h,h.�,���ｦX馼ﾘ�,�,(*(,I�駘渥ﾉtﾈ蝌ｼiG�ｯﾉZ�,佛x.�.�,ﾈ/��

明らかにすること。 
6処分場所の住所は、運搬先の住所と同じである培 劔合には記入する必 冽h,ﾘ,�*(+�,h�"�
7区間躯切って運搬を委託した場合又暇託者が再委託を行った場合IこIま、区間ごとの運搬受託者又は再委託者についてすべて記入することo　　　(東京都(こより一部改編白23.3) 



産業廃棄物管理票交付等状況報告書(平成2 6年度)

東京都知事　殿

報告者

住　所東京都港区港南2-15-2

氏　名株式会社大林組　東京本店・

(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

電話番号　03(5769)1390

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定に基づき、平成2 6年度の産業廃棄物管理票に関する報告書を提出します。

平成27年　6月⊥9日

事業場の名称 劔Jｨ唏���9>�/��*ﾙ79>�ｦXﾔ磯hﾋｸ�｢�劔業　種 ��ﾘﾘxﾔ磯hｼb�(iZｩ}�*(6x���b��

事業場の名称所在地 劔Jｨ唏���8/��*ﾙ79>�ｦX�����������������������������������������������������6I�)MHﾘh�����2ゴsc駐�3���

番 号 伜仂iG�ｯﾉZ�,ﾈ顥}��排出量(t) 刳ﾇ理票の 交付枚数 �餃��9�X�(,ﾂ�ｹh�)MHﾘb�運搬受託者の氏名又は名称 �餃��h,ﾈ���処分受託者の 許可番号 傀瓜ｨ�9�X�(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��処分場所の住所 

1 �4�5�5(98�"�713.4 �76 ��3���S�ユﾂ�有限会社サンフラワー 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9m延�賈)ｩm｣#b���MCI�ﾂ�1120037852 �(hﾋHﾉｩ�ﾘｩH�檍��� 

2 �4�5�5(98�"�311.3 �34 ��3���S�ャ��有限会社サンフラワー �8ﾈｹ�79�ｹzxｾh揵�C�)ｩm｣#R�MC��ﾘf��1320025147 倅�xﾉｩ�ﾘｩH�檍��� 

3 �4�5�5(98�"�929.8 �98 ��3���s#CS2�有限会社工藤建材工業 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi�hﾛｳ9)ｩm｣���ﾓ��1320001228 傴ｩ�陋ｸﾔ茜H�檍��� 

4 �4ｸ8�5��Y:俾Xｮﾘ*ﾘ+��0;3. 冤 ��3����3CSR�株式会社タケエイ �8ﾈｹ�79�Y68ｾh��>ﾉ8s9)ｩm｣B�MC8ﾘb�1320115462 乘H�檍��8ｨ5H484�8ｸ�X784�� 

5 丶仄8ﾙH.B�0.1 �1 ��3����##CB�白井エコセンター株式会社 �8ﾈｹ�79�ｹzxｾi?ﾉ$ｨﾍﾉ)ｩm｣�b�MC#畏b�1320002244 僮(皐4x5(5ｨ985��ｸｩH�檍��� 

備考

l　この報告書は、前年4月1日から3月31日までに交付した産業廃棄物管理票について6月30日までに提出すること。

2　同-の都道府県(政令市)の区域内に、設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業鴇が2以上ある場合には、これらの事業場をl事業場としてまとめた上で提出すること。

3　産業廃棄物の種類及び委託先ごとに帝人すること。

4　業種には日本標準産業分類の中分類を記入すること。

5　運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる均合は、 「産業廃棄物の種類」の相にその旨を寵載するとともに、各事項について石綿含有産業廃棄物に係るものを明らかにすること。

6　処分場所の住所は、運搬先の住所と同じである場合には請人する必要はないこと。

7　区間を区切って運搬を委託した場合又は受託者が再委託を行った場合には、区間ごとの運搬受託者又は再受託者についてすべて記入すること。

(日本工業規格　A列4番)



番 号 伜仂iG�ｯﾉZ�,ﾈ顥}��排出量(七) 豫yyﾙUｸ,ﾂ�ﾏ�WIhy�B�運搬受託者の 許可番号 �餃��9�X�(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�(,ﾂ�ｹh�)MHﾘb�処分受託者の氏名又は名称 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���

6 �5(984�8ｨ�ｸ6x�"�4.5 ���1300003455 乘H�檍��5�5�4x42�東京都大田区城南島3丁目4 番3号 ��3#���SCc"�株式会社リサイクル・ピア ��

7 �5(984�8ｨ�ｸ6x�"�200.0 田B�1300022919 乘H�檍��7ｨ�ｸ8��東京都北区浮間4丁目24- 25 ��3#��#S�Cr�三立建設株式会社 ��

8 �5(984�8ｨ�ｸ6x�"�176.2 �#��1300036606 ��ｨﾍﾘ暮t�ｩH�檍���東京都江東区若洲二丁目8番 25号 ��3#��##c�2�有明興業株式会社 ��

9 �5(984�8ｨ�ｸ6x�"�56.6 澱�1300151881 冲ﾈﾌ�檍��5H987H8�8��ｲ�埼玉県川口市木蓮四丁目26 00呑4他 ���#��3sゴ"�中原建設株式会社 ��

10 �5(984�8ｨ�ｸ6x�"�20.0 �"�1300151881 冲ﾈﾌ�檍��5H987H8�8��ｲ�千葉県市川市本行徳2554 番86 ��##���田#r�竹石産業株式会社 ��

11 �5(984�8ｨ�ｸ6x�"�496.2 鉄b�1300151881 冲ﾈﾌ�檍��5H987H8�8��ｲ�東京都足立区/小台1丁目25 番11号 ��3#��#S�Cr�三立建設株式会社 ��

12 �5(984�8ｨ�ｸ6x�"�455.0 田B�1300151881 冲ﾈﾌ�檍��5H987H8�8��ｲ�東京都江東区新砂3丁目11 番28号 ��3#��C�����日本チヤトミックス株式会 社 ��

13 �5(984�8ｨ�ｸ6x�"�59.7 澱�1300072453 冲ﾈﾌ�檍��ﾔ�:�ﾉｨﾝ靫鮎b�東京都江東区新砂3丁目10 -1 ��3#����##��昭石化工株式会社 ��

14 �+ｸ,ﾈtﾂ�33.6 ����1300003455 乘H�檍��5�5�4x42�東京都大田区城南島3丁目4 番3号 ��3#���SCc"�株式会社リサイクル・ビア ��

15 �+ｸ,ﾈ葢�1タ099.3 ��S��1300151881 冲ﾈﾌ�檍��5H987H8�8��ｲ�東京都江戸川区東葛西3丁目 1了番15号 ��3#��#c鉄r�株式会社日成ストマック・トーキョー ��

16 �+ｸ,ﾈﾊ��564,l 鉄��1300072453 冲ﾈﾌ�檍��ﾔ�:�ﾉｨﾝ靫鮎b�東京都江東区新砂3丁目1○ ○1 ��3#����##��昭石化工株式会社 ��

17 仞���*ﾘ+��1.2 �"�1300003455 乘H�檍��5�5�4x42�東京都大田区城南島3丁目4 番3号 ��3#���SCc"�株式会社リサイクル・ピア ��

(日本工業親株　A列4番)



番 号 伜仂iG�ｯﾉZ�,ﾈ顥}��排出量(t) 豫yyﾙUｸ,ﾂ�ﾏ�WIhy�B�運搬受託者の 許可番号 �餃��9mX�(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�(,ﾂ�ｹh�)MHﾘb�処分受耗者の氏名又は名称 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���

18 仞���*ﾘ+��0.3 ���1310026957 乘H�檍��?ｩ�ﾈ5�6x7ﾘ6(4��X6x�ｸ4ﾈ+2ﾒ�東京都江戸川区東葛西3丁目 17審15号 偬C3#��#c鉄r�株式会社日成ストマック・トーキ事- ��

19 ��4B�2.6 唐�1300078092 乘H�檍��ｭｹ$9;刋慰鮎b�東京都稲城市大丸1434番 3他l2筆 ���3#���c�Cb�株式会社エコ・ファクトリー ��R�

20 ��4B�2.9 ���1300006004 乘H�檍��蓼ﾕ�4x985��ｸ7h8�485��埼玉県戸田市笹目北町14番 地17他 ���#���3Cビ�日興サービス株式会社 

21 ��4B�3.6 鳴�1300008491 乘H�檍���Xｬ(5H�ｸ7(5��埼玉県戸田市笹目北町14番 地17他 ���#���3Cビ�日興サービス株式会社 ��

22 ��4B�44.6 ����1300003487 �?ｨｻｸ5H�ｸ7(5茜H�檍���埼玉県戸田市徳目北町14番 地17他 ���#���3Cビ�日興サービス株式会社 ��

23 冲ﾈｴ�刮4B�0.9 ���130007救畑2 乘H�檍��ｭｹ$9;刋慰鮎b�東京都稲城市大丸1434番 3他12掌 偬C3#���c�Cb�株式会社エコ・ファクトリー ��

24 ��i4B�置3.3 �"�1300011985 倅�握yyﾘｻｸｼhｩH�檍���埼玉県北本市宮内5-414 他 ��c�#����塔R�三栄管理興業株式会社 ��

25 ��惓Zｈｬyyﾘﾅ篦�64.5 鉄B�1300003455 冓X�檍��5�5�4x42�東京都大田区域高さ3丁目4 番3号 ��3#���SCc"�株式会社リサイクル・ピア ��

26 ����ﾂ�ﾚﾈﾘyG�ｯﾉZｈｬyyﾘﾅ��"�14.4 ��r�1310026957 刋(�檍��?ｩ�ﾈ5�6x7ﾘ6(4��X6x�ｸ4ﾈ*ｲﾒ�東京都江戸川区東葛西3丁目 17番15号 ��3#��#c鉄r�株式会社日成ストマック・ トーキョー ��

27 儼ｸ*ﾘ+��0.3 ���1310026957 乘H�檍��?ｩ�ﾈ5�6x7ﾘ6(4��R�東京都江戸川区東葛西3丁目 ��3#��#c鉄r�株式会社日成ストマック・ ��
トーキョー ��yMC�Xﾘb��6x�ｸ4ﾈ8x�ｲ�

28 ��駘渥ﾈ+�.ｨ*ｲ�75.6 唐�1300135023 乘H�檍��ﾜｩ���群馬県桐生市新里町的205 -4 ���3��C��3��有限会社満山資源 ��

29 凩h*�.ｨ*ｲ�3.5 鳴�1310004823 俘(�(ｻｸｼhｩH�檍���群馬県桐生市新里町関205 -4 ���3��C��3��有限会社浦山資源 ��

(日本工業規格　A列4番)
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東京都知事殿

産業廃棄物管理票交付等状況報告書(平成26年度)

平成27年4月10日

報告者

住　所　　　　　東京都新宿区西新宿6-8-1新宿オークタワー

氏　名　　　　　　大成建設㈱常務執行役貝、、

(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

電話番号　　　　　03-5381 -5372

担当者　　　　　大成建設㈱東京支店安全・環境部:

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第1 2条の3第7項の規定に基づき、平成26年度の産業廃棄物管理票に関する報告書を提出します。

事業場の名称 剔蜷ｬ建設㈱東京支店 劔刹ﾆ種 妊��ﾘﾘxﾔ磯hｼb�

事業場の所在地 凵ｧ163-6007　　　東京都新宿区西新宿6-8-1新宿オークタワー　　　　　　　　　電話番号　　03(5381)5372 

番 伜仂iG�ｯﾉZ��排出量毎) 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�処分受託者の 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���
号 �,ﾈ��顗��}��佰�WIhy�B�の許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ���,ﾈｹh�)MHﾘb�氏名又は名称 

1 茶"��4B�300.0 �"� ��Y�ﾈﾉｩ�ﾒ悦u一����暮4僮R�〒210-0867 神奈川県川崎市川蹄区扇町 5-10 ��Ss#���sC�2�一二闇“ 

2 茶"��4B�5.041.2 都�"�01300000813 宙ｩB��9�ﾈｻｸｼb�〒210「)867 神奈川県川崎市川崎区扇鼻 ��SsC�����sR�害二乗産業 (妹X中間灼=埼 ��s#���ツr���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈ癖ｾi��8r�

5-10 剋s) 迭ﾓ���

3 茶"��4B�9,5 ���01300000920 �?ｩgｸ5�5�6r�����〒335「)033 ����#���3Cビ�日興サービス ��s33Rﾓ��32�埼玉県戸田市徳目北町14- �(抹)(中間X埼玉 俥仂ｨﾊxﾌｹ68�9;�ｩfｹ*ﾃ�Bﾒ�
19 剏ｧ) ����

4 茶"��4B�偽名 �2�0131002244 僮(皐4x5(5ｨ985��ｲ��<鋳�〒252-0143 神奈川県相模原市録区橋本 1-562-1 ��塔#����s#��三友プラントサー ���=��ﾈﾊy�ｩlﾘﾋHｮ��hｻIgｲ��ﾓSc"ﾓ��寄0 久クrのり 劔刄rス(株X中間X相 模原市)第一工場 

備　考

1この報告書は、請年4月1日から3月31日までに交付した産業廃棄物管理票について6月30日までに提出すること。

2同一の都道府県(政令市)の区域内に、設置が短期間であり、又は所在地が一定しかl事案揚が2以上ある場合は、これらの事業場を1章票場としてまとめた上で提出すること。
3産業廃棄物の種類及び委託先糠に記入すること。
4業種には日本標準産業分類の中分類を記入すること。
5運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、 「産業廃棄物の種類」の櫛にその旨を記載するとともに、各章項について石綿含有産業廃棄物に係るものを

明らかにすること。
6処分場所の住所iな蓮搬先の住所と同じである場合には記入する必要は軌1こと。
7区間を区切って蓮搬を委託した場合又は受託者が再委託を行った場合には、区間ごとの運搬受託者又は再委託者についてすべて記入すること。
8この報告書は、平成27年4月10日時点で2014年4月1日か62015年3月31目までに産業廃棄物管理票を交付し、 E巾AMに登録したものを集計しています。  (東京都により一部改編H23・3)
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番 伜仂iG�ｯﾉZ��排出昌代) 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�処分.受託者の 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���
号 �,ﾈ��顗��}��佰�WIhy�B�の許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ���,ﾈｹh�)MHﾘb�氏名又は名称 

5 茶"��4B�1.2 ���01300003455 �5�5�4x42�〒230「)045 横浜市鱈見区末広町2-1-8 ��Sc#���C3�2�JF巨環境(殊X中 間)(横浜市X末広作 業所) 俎Xｾh蔗�

6 茶"��4B�1.0 �"�01301003970 冢ﾈﾞ綾ｸｼb�<鋳�〒362〇℃806 埼玉県北足立部伊奈町小室 字志久仙調8 ����#���3都��野崎興業(裸X中 間)(埼玉県〉 ��s3c(ｨｳ���b�ﾞ仂ｨﾊyfｹ�ｹzyu��=�*ﾈ抦��

宇志久4408 

7 茶"��4B�12.9 �"�01300005102 忠xr�5H985�42�〒335-0033 埼玉県戸田市笹目北町14- 19 ����#���3Cビ�日興サービス (裸)(中間)(埼玉県) ��s33Rﾓ��32�ﾞ仂ｨﾊxﾌｹ68�8ﾟ冦ｩfｹ*ﾃ�H爾����

8 茶"��4B�5.5 �"�013餌場09635 豫y�Hﾔ鮎b�〒335-0033 埼玉県戸田市笹目北町14一 19 ����#���3Cビ�日興サービス (裸X中間)(埼玉県) ��s33X�R��32�ﾞ仂ｨﾊxﾌｹ68�8ﾟ冦ｩfｹ*ﾃ�Bﾒ����

9 茶"��4B�31.2 迭�01300015之58 忠tﾂ偃x夊ﾉｩ�ﾘｻｲ�ｼb�〒272「調13 ���##���都#"�(榛)高谷汚泥処理 ��s#s"ﾓ���2�千葉県市川市高谷1963、 刄Zンター(中間)(千葉 ��ywHﾊx�9�ﾈ�8ﾘ)$｣�田8���

1964、 剏ｧ) ��田H���

10 茶"��4B�56.4 唐�01300015258 忠tﾂ偃x夊ﾉｩ�ﾘｻｲ�ｼb�〒134-0084 東京都江戸川区東葛西3- 17-22 ���3#��cSCSB�(抹)現(中岡X東京 都) ��s�3Bﾓ��ィ�8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi8ﾈｨｹ�ﾃ2ﾒ��rﾓ#"�

11 茶"��4B�86.4 ��"�01300022919 �7ｨ�ｸ8��〒210-0867 神奈川県川崎市川崎区扇町 5-10 ��Ss#���sC�2�栄伸産業(橡X中 間X川崎市) ��s#��ﾓ�ツr���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾂ�Rﾓ���

12 茶"��4B�54,6 途�01300025484 倅�Hⅸ饕�〒276-0022 千葉県八千代市上高野宇高 田台485-2 ���##��#SCィ�三井商事(構X中 間)(千葉県) ��s#sbﾓ��#"��ywHﾊyJｩ�y�8�8�8ﾘ)nﾈ派ﾘ"�69�CCコﾓ"�

13 茶"��4B�158.4 �#"�01300035370 宙ｩB��hｻｹx��〒210置0867 浸登 ��Ss#���sC�2�栄伸産業〈裸X中 間X川崎市) ��s#��ﾓ�ツr���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾂ�Rﾓ���神奈川県川崎市川崎区扇町 5細10 

14 茶"��4B�27.4 塔"�01310078092 亊ｹ$9;刋��〒206-0801 ���3#���c�Cb�(榛)エコ・フアクト ��s#�bﾓ�����
東京都稲城市大丸1434-3他 刄梶[(中岡X東京都) �8ﾈｹ�78手�倡9�Xｭｳ��*#9�ﾂ�
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番 号 伜仂iG�ｯﾉZ��排出宣㈹ 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�処分受託者の 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���
の’種　類 剏�t枚数 �,ﾈｹh�)MHﾘb�氏名又は名称 凾ﾌ許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ��

15 茶"��4B�〆1.2 ���01300127633 忠<著蓼ﾏY�ﾙOXﾔ��ｼb�8ﾈｹ竰�〒2061)801 東京郭稲城市大丸14紬-3他 ���3#���c�Cb�(榛)エコ・ファクト リー〈中間)(東京都) 儼h9��

16 茶"��4B�7,2 �"�01300130492 仍隗伜仂b�〒272-0013 ���##���都#"�(裸)高谷汚泥処理 ��s#s"ﾓ���2�千葉県市川市高谷1963、 刄Zンター(中間X千葉 ��ywHﾊx�9�ﾈ�8ﾘ)$｣�田8���
1964、 剏ｧ) ��田H���

17 茶"��4B�2.5 �2�01300145530 �刎�ﾔ鮎b悦r��〒136「)075 東京都江東区新砂3-11-13 ���3#���Sc���(橡)京葉興業(中間・ 廃水処理・破砕X東 京都) ��s�3bﾓ��sR�8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi�hﾛｳ2ﾓ��ﾓ�2�

18 茶"��4B�39.6 澱�01300151881 �5H987H8�8��ｲ�〒210-0867 神奈川県川崎市川崎区扇町 5-10 ��Ss#���sC�2�栄伸産業(株X中 間)(川崎市) ��s#��ﾓ�ツr���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾂ�Rﾓ���

19 茶2僭�oｲ�0.1 ���01300000920 �?ｩgｸ5�5�6r悦r��〒230-0046 柚奈川県横浜市轄見区小野 町13-1 ��Sc#���#�ヲ�鶴見油化工業 (裸X中間)(横浜市) ��s#3�ﾓ��Cb���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ﾙHﾊ仞h揵nﾂ�*ﾃ�2ﾓ��

20 茶2僭�oｲ� �"�01310002244 僮(皐4x5(5ｨ985��ｲ�悦r��〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本 ��塔#����s#��三友プラントサービ ス(裸)(中間X相模原 ��s#S"ﾓ��C2���=��ﾈﾊy�ｩlﾘﾋH�9|霎hｻIgｲ�

1-562-1 剋s)第一工場 ��ﾓSc"ﾓ��

21 茶2僭�oｲ�0.2 ���01310002555 �79'ｩ>x蜥茜B��〒370-0703 ����#���#SSR�都築鋼産(橡X中 ��s3s�ﾓ�s�2�群馬県邑楽郡明和町下江黒 剿�)(群馬県X館林工 佛�F靆yuxｧ佛9k驢�*ﾈ岑ﾕﾘﾙR�
653「、653-2、653-3 剌�) 田S2ﾓ���cS2ﾓ(��cS2ﾓ2�

22 茶2僭�oｲ�0.2 ���01360003177 忠hR�6�6�4�4R�<���〒210-0867 神奈川県川崎市川崎区扇町 ��Sss���#C3r�(裸)中高扇町cRセン タ「中間X持管)(川 ��s#��ﾓ�ツr���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾂ�

5-15 剄闔s) 迭ﾓ�R�

23 茶2僭�oｲ�0.8 ���01300003379 �8ﾉ���ﾘﾝｉtﾂ��〒358「)013 埼玉県入間市大字上藤沢字 谷川927-1 ����#���33s��東和総秦(有X中 間)(埼玉県) ��s3S��R���2�ﾞ仂ｨﾊy�Y:�9�X鬨�9:��(鬚�$ｩ�ﾃ�#rﾓ��

24(3)廃油　1・2　201300003379東和総菓(有)講蒜露之。1。。5　01120101157誅読経諾蒜露之。1。。5 
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番 伜仂iG�ｯﾉZ��排出豊住) 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�処分受託者の 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���
号 �,ﾈ��顗��}��佰�WIhy�B�の許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ���,ﾈｹh�)MHﾘb�氏名又は名称 

185 茶�ｘ4�5�7H4�8ｲ�’22.6 �2�01300151881 �5H987H8�8��ｲ�〒135-0065 ���3#��������大成ロテック(株)東 ��s�3Rﾓ��cR�トコンクリート 劔�8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi�(､3))ｩmｩ&��仍驀X､88ｨ5H488ｸ5ｨ985��ｲ�東京都江東区青海2丁目地 

破片 劔��i(h匯f宇y.y>��IhIzy&��忠(hｭB忠8ﾈｹ�72��先中央防波堤内側埋立地 

186 茶�ｘ4�5�7H4�8ｲ�1’22,0 ��b�01300161085 仞��(ﾔx���〒135-0065 ���3#��������大成ロテック(株)東 ��s�3Rﾓ��cR�ト〃コンクリート 劔�8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi�(､3))ｩmｩ4��仍驀X､88ｨ5H488ｸ5ｨ985��ｲ�東京都江東区青海2丁目地 

破片 劔��i(h匯f宇y.y>��IhIzy&��忠(hｭB忠8ﾈｹ�72��先中央防波堤内側埋立地 

「87 茶�ｘ4�5�7H4�8ｲ�57.0 唐�01300161754 凛ym綾ｸｼb�〒135-0065 ���3#��������大成ロテック(株)東 ��s�3Rﾓ��cR�卜"コンクリート 劔�8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi�(､3))ｩmｩ&��仍驀X､88ｨ5H484�8ｸ5ｨ985��ｲ�東京都江東区青海2丁目地 

破片 劔��i(h匯f宇y.y>��IhIzy&��忠(hｭB忠8ﾈｹ�72��先中央防波堤内側埋立地 

188 茶#2佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�29.4 唐�01310002555 �79'ｨﾗﾈ蜥茜B��〒972-0161 ��鼎C���#SSR�都築鋼産(株)(最 終)(いわき市) ��s都"ﾘｽ��c��廃棄物(石綿 劔兀�8xﾊx*(.ﾘ*ｸ�8�9nﾉ*ﾈ�9$"�剳沒㈹ｧいわき市遠野町上達 

含有) 劔冢ﾈ詹�(ﾇ�ふ��剿�囁�q8-1 

189 茶#2佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�2.0 ���01310004823 俘(�(ｻｸｼb�〒376-0134 ����3��C��3��(有)満山資源(最 終)(群馬県) ��s3sbﾓ��3B�廃棄物(石綿 劔佛�F靆xｼｹ�h�9�iz)*ﾈｭX棈�2�剏Q馬県桐生市新里町関学上 

含有) 劔�+x�##�YMCH､��I%ﾂ�剪ｷ者205番4外14筆 

190 茶#2佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�「.0 ���01300023133 ��i��ｬ)Kr茜B��〒989-3212 ��SCC��S#����仙台演壇開発 (株)(最終)(仙台市) ��s塔蔦3#�"�廃棄物(石綿 劔亶ｸ�侈y�Y�H�9�)wHｾh���(鬚�刹{城県仙台市青葉区芋沢字 

含有) 劔亂�ﾉmイSrﾓ�､��)Tﾒ�剞ﾂ野木457葛1外12筆 

191 茶#2佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�4.5 �2�01310036630 ��Yth暮t�永R��〒376-0134 ����3��C��3��(有)満山資源(最 終)(群馬県) ��s3sbﾓ��3B�廃棄物(石綿 劔佛�F靆xｼｹ�h�9�iz)*ﾈｭh棈�2�剏Q馬県桐生市新里町聞手上 

含有) 劔�+x�##�YMCH､��ITﾒ�剪ｷ者205番4外14筆 

192 茶3�佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�G�ｯﾉZｈ��.��ﾅ�,ﾈ-ﾒ��13,4 唐�01310004823 俘(�(ｻｸｼb�〒143-0002 ���3#���C�#2�高俊典薬(株)(申 ��s�C2ﾓ���"�
東京都大田区城南島3-2-15 刳ﾔ)(東京都) �8ﾈｹ�79�Y68ｾh��>ﾉ8s2ﾓ"ﾓ�R�

193 茶3�佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�2.6 ���01300020了93 宙ｩB俎(圷ⅹ5ｉ8ﾂ�ｹ�72��〒340-0813 ����#��3cC���(株)コーエイサービ ス(中間)(埼玉県) ��s3C�ﾓ���2�廃棄物(安定 劔俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X鬩m��ﾘ釐ﾔｲ�剄驪ﾊ県八潮市大字木曽根字 

型のみ) 劔��3SCYMC���SCiMH�X��決�3)Tﾒ�剌�545番1、546番1、以上2筆 

194 茶3�佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�3.2 ���01310036630 ��Yth暮t�永R��〒175-0081 ���3#��3cc3��大友運輸(株)(中 間)(東京都) ��s�sRﾓ�����廃棄物(安定 劔�8ﾈｹ�79L(ｻHｾi�h憙ｭﾓ�ﾘ�X��剴結椏s板橋区新河岸1-「牛 

型のみ) 劔��"��12 
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番 伜仂iG�ｯﾉZ��排出量毎) 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�処分受託者の 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���
号 �,ﾈ��顗��}��佰�WIhy�B�の許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ���,ﾈｹh�)MHﾘb�氏名又は名称 

195 茶3�佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�G�ｯﾉZｈ��.��ﾅ�,ﾈ-ﾒ��25.2 ��"�01310101419 ��:H�8x､8補�〒143-0002 ���3#���C�#2�高俊興業(株)(中 ��s�C2ﾓ���"�
(株) �8ﾈｹ�79�Y68ｾh��>ﾉ8s2ﾓ"ﾓ�R�亊B忠8ﾈｹ�72��東京都大田区城南島3-2-15 

196 茶3�佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�G�ｯﾉZｈ��.��ﾅ�,ﾈ-ﾒ��411.2 涛b�01300116404 忠tﾂ�8�5(�ｸ4x5"�〒292-0032 千葉県木更津市笹子犬成笹 ���S##���cC�B�(有)ワコーエコテック ��s#�"ﾓ��3"��ywHﾊym易�,8�8ﾟ倡�ﾊ)�ﾈﾟ��
テック 倡�{ﾉ�ｩ�i68鬩&���;��Cc��MBﾃBﾃbﾓ�"�忠�ywHﾊr��子両村新田字地蔵堂台69 番.4.6-12 

197 茶3�佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�G�ｯﾉZｈ��.��ﾅ�,ﾈ-ﾒ��43.3 �#��01300145306 冏ｹ;��〒120-0046 ���3#��#S�Cr�三立建設(株)(中 ��s�#�ﾓ��Cb�
東京都足立区小台1-25-11 刳ﾔ)(東京都) �8ﾈｹ�79�ｹzxｾh揵�C�ﾓ#Rﾓ���

198 茶3"佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�16.5 唐�01300000405 �4x6��ｸ4�6ﾘ�ｸ988��〒210-0867 ��Ss#����C�R�(株)工バーグ)-ン ��s#��ﾓ�ツr�管理 劔���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾂ��8�4892�(hｭB忠�ﾈﾞ��神奈川県川崎市川崎区扇町 

型を含む) 劔イン 偖ﾃ�蓼鯖WY:ｩ>��倡2��1-1三井埠頭内 

199 茶3"佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�G�ｯﾉZｈｬyyﾒ�ﾅ�/�ｭﾈ-竰�29.9 �#��01300000416 �4X48ﾔ�8�ｻｸｼb�〒340-0002 ����#����C�b�ウイエム興業 ��s3C�ﾓ���"�
(株) 俥仂ｨﾊy�����9�)oc"ﾓ�#�)�ﾂ�宙ｩB忠(hｭE萎仂ｨﾊr��埼玉県草加市青柳2置1212他 

200 茶3"佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�6.2 釘�01300003455 �5�5�4x42�〒210-0862 ��Ss#���3CSR�(株)タケエイ(中 間)(川崎市) ��s#��ﾓ�ツ"�廃棄物(管理 劔���=��ﾈﾊs���ﾞ育9�ﾈﾞ粟iX)8r�剞_奈川県川崎市川崎区浮島 

型を含む) 劔�*ﾃ���S��剪ｬ10-11 

20」 茶3"佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�G�ｯﾉZｈｬyyﾒ�ﾅ�/�ｭﾈ-竰�85.5 鼎b�01310004823 俘(�(ｻｸｼb�〒143葛0002 ���3#���C�#2�高俊興業(株)(申 ��s�C2ﾓ���"�
東京都大田区城南島3-2-15 刳ﾔ)(東京都) �8ﾈｹ�79�Y68ｾh��>ﾉ8s2ﾓ"ﾓ�R�

202 茶3"佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�62.7 �3��01300023133 ��i��ｬ(ｺｲ茜B��〒342-0043 ����#��#8�S32�新和環境(株)(中 間)(埼玉県) ��s3C"ﾓ��C2�廃棄物(管理 型を含む) 劔俥仂ｨﾊxｶy�ﾈ�8抦鉑�ﾃScrﾓ���ﾂ�剄驪ﾊ県吉川市小松川567-1 他 

203 茶3"佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�38.0 �#��01310036630 ��Yth暮t�茜B��〒175-0081 ���3#��3cc3��大友運輸(株)(中 間)(東京都) ��s�sRﾓ�����廃棄物(管理 劔�8ﾈｹ�79L(ｻHｾi�h憙ｭﾓ�ﾓ�Bﾒ�剴結椏s板橋区新河岸1-14葛 

型を含む) 劔��"��12 

204 茶3"佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�25.4 �#2�01300078096 忠tﾂ�5��ｸ78�ｸﾔ鮎b�〒221-0024 ��Sc#���C3���(株)光洲産業(中 間)(横浜市) ��s##�ﾓ��#B�廃棄物(管理 劔���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9��=��ﾈｾhﾆ"�剞_奈川県横浜市神奈川区恵 

型を含む) 劔儂I�ｹ*ﾃRﾓ�"�剩苣{町5-12 



.、∴∴∴′　　　　　　l置 　　i 　　　　事業場の名称:大成建設㈱東京支店　　之2/23ページ 

番 伜仂iG�ｯﾉZ��排出量毎) 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�処分受託者の 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���
各章 書手“ �,ﾈ��顗��}��佰�WIhy�B�の許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ���,ﾈｹh�)MHﾘb�氏名又は名称 

205 茶3"佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘr�3.3 ���01300081080 宙ｩB�5(�ｸﾔ�484��〒340-0813 ����#��3cC���(株)コーエイサービ ��s3C�ﾓ���2�理 劔俥仂ｨﾊyJｩ*ｨ�9�X鬩m��ﾘﾚｨ鬚�剄驪ﾊ県八潮市大字木曽根字 

型を含む) 劔リーン ��3SCYMC���SCiMC���決�3)Tﾒ��5ｉ(hｭB宙ﾞ仂ｨﾊr��上545番1、546番1、以上2箪 

206 茶3R僭�6Hｴ8ｴ��0.1 ���013100048之3 俘(�(ｻｸｼb�〒143-0002 ���3#���C�#2�高俊典薫く株)(中 ��s�C2ﾓ���"�
械器具 劔�8ﾈｹ�79�Y68ｾh��>ﾉ8s2ﾓ"ﾓ�R�亊B忠8ﾈｹ�72��東京都大田区城南島3-2「5 

207 茶3R僭�6Hｴ8ｴ��1.8 �"�01300081080 宙ｩB�5(�ｸﾔ�484��〒135-0052 ���3#���##Cb�(財)東京都環境整 備公社(中間)(東京 ��s�3X耳���S"�
械器具 劔リーン �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi*ｨﾊ��ﾓ2ﾓ"�兀B��東風都江東区潮見1-3-2 

208 茶CR亅I�Y�ｸ蜥�ｼiG�ｯﾉZ��0.「 ���01356002244 僮(皐4x5(5ｨ985��ｲ��<���〒252○○132’ 神奈川県相模原市緑区橋本 1-562「 ��塔s����s#��三友プラントサービ ス(株)(中間)(特 管)(相模原)第一工 場 ��s#S"ﾓ��3"���=��ﾈﾊy�ｩlﾘﾋH�9|霎hｻIgｲ��ﾓSc"ﾓ��

209 茶C貯G��駘�9��16○○ 湯�01357003571 �7H4(8ｸ6X6(4竕<���〒507-0046・ ��#�����3Ss��(株)フィルテック(最 ��sS�x�ｨ���Cb�岐阜県多治見市廿原町字四 剌I)(特管物)(岐阜 弍)Xﾈﾊy�ﾘ��ﾊ倡9?侏I*ﾈ鬨貭�
反日820-2外 剏ｧ) 僵ﾙ?｣�#�ﾓ(､��

210 茶C貯G��駘�9��21,9 釘�01358004610 �?ｩgｸ6x8ｨ�ｸ6r磯ﾒ��〒317-0055 茨城県日立市宮田町3453番 地 ���ピ���3cS��JX金属環境(抹)(中 間)(特)(茨城県) ��s3�rﾓ��SR�綬�侈y?ｩzx�8ｷｹ69*ﾃ3CS9MB�&��

211 茶C貯G��駘�9��14.7 �2�01350018949 �5�48�Xﾔ�8�ｬ(ｺｲ�<��ｬyZｒ�〒989-3212 ��SC���S#����仙台環境開発 ��s塔蔦9Ec�"�宮城県仙台市青菜区芋沢字 �(殊)(最終)(特管 亶ｸ�侈y�Y�H�9�(ﾝ粟h���(鬚�

青野木457「外12筆 剳ｨ)(仙台市) ��)nﾉmイSrﾓ�､��)Tﾒ�

212 茶S"僭�oｲ液ﾂ�･���0.00674 �"�01356002244 僮(皐4x5(5ｨ985��ｲ��<���〒252-0132 神奈川県相模原市緑区橋本 1-562-1 ��塔s����s#��三友プラントサービ ス(株)(中間)(特 管)(相模原)第一工 場 ��s#S"ﾓ��3"���=��ﾈﾊy�ｩlﾘﾋH�9|霎hｻIgｲ��ﾓSc"ﾓ��

213 茶S"僭�oｲ液ﾂ�･���0.3 ��R�01360003177 宙ｩB�6�6�4�4R磯ﾒ��〒210-0867 ��Sss���#C3r�(株)中高扇町CRセン ��s#��ﾓ�ツr�神奈川県川崎市川崎区扇町 刄g(中間)(特管)(川 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾂ�
5-15 剄闔s) 迭ﾓ�R�

2「4 茶SB僭�褪液ﾂ�･���6.0 ���01350000226 �4x5�4��ｸ8ｲ�<���〒252-0212 神奈川県相模原市中央区宮 下2-375-5-1 ��塔s����s#��三友プラントサービ ス(桔)(中間)(特 曹)(相模原)第二工 場 ��s#S"ﾓ�#�"���=��ﾈﾊy�ｩlﾘﾋH�9(h匣ｾhｷｲ�屮"ﾓ3sRﾓRﾓ��



廃棄物の処理及び清掃に関する法律纂1 2条の3第7項の規定に基づき、平成26年度の産業廃棄物管理票に関する報告書を提出します。

事業場の名称 剏ﾋ田建設㈱東京支店　部内各工事現場 劔剄ﾘ種 妊��ﾘﾘxﾔ磯hｼb�

事業場の所在地 刳ﾑ書青線　　‾　　　　都内各所　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　03(3535)1519 

番 伜仂iG�ｯﾉZ��排出量(t) 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�処分受託者の 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���
号 �,ﾈ��顗��}��佰�WIhy�B�の許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ���,ﾈｹh�)MHﾘb�氏名又は名称 

1 茶"��4B�639.0 都��011985 倅�握yyﾘｻｸｼb�〒364-0002 ����塔R�三栄管理興業 ��r�
(抹) 俥仂ｨﾊyfｹgｸ�8ｷｹ>�RﾓC�B�忠xr��

2 茶"��4B�0.2 ���009032 宙ｩB�?����〒347-0032 埼玉県加須市大宇花崎1 336番地1 ��33c#r�’(株)ネット ワークジャパ ン ��r�

3 茶"��4B�161.8 �3��078092 宙ﾕﾂ亊ｹﾄ�;��’〒206-0801 ���c�Cb�(裸)エコ・ ��r�
路工業 �8ﾈｹ�78手�倡9�Xｭｳ�C3Bﾓ2��7H4�4�6x8ｨ�ｲ�

4 茶"��4B�30.0 �2�057352’ ��Xｷi]ｸｻｸｼb�悦r��〒206-0801 東京都稲城市大丸1償い3 ���c�Cb�(構)エコ・ ファクトリー �)｢�

備考
1この報告書は、前年4月1日から3月31日までに交付した産業廃棄物管理票について6月30日までに提出すること。
2同一の都道府県(政令市)の区域内に、設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合は、これらの事業場を1事業場としてまとめた上で提出する糠。
3産業廃棄物の種類及び委託先ごとに記入すること。
4業種には日本標準産業分類の中分類を記入すること。
5運搬又は処分を委託した寝業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、 「産業廃棄物の種類」の榔こその旨を記載するとともに、各事項について石綿含有産業廃棄物に係るものを
明らかにすること。

6処分場所の住所は、運搬先の住所と同じである場合には記入する必要は軌lこと。
7区間を区切って運搬を委託した場合又は受託者が再委託を行った場合には、区間ごとの運搬受託者又は再委託者についてすべて記入すること。

(東京郭により一部改編H23.3)



●l　　　　　　　ll 東京邦作成様式(2ページ以降用)　　　事業場の名称:戸田建設㈱東京支店部内各工事現場　2/13ページ 

番 伜仂iG�ｯﾉZ��排出量(t) 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�処分受託者の 傀瓜ｩ^8,ﾈ����
号 �,ﾈ��顗��}��佰�WIhy�B�の許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ���,ﾈｹh�)MHﾘb�氏名又は名称 

5 茶"��4B�30.0 �2�120912 忠tﾂ倅�ｸ��ｴ��〒206-0801 東京節稲城市大丸1434-3 ���c�Cb�(橡)エコ" ファクトリー ��r�

6 茶"��4B�3.6 ����119756 忠<瀦4ｵ��〒143-0012 東京都大田区大森東5- 31-6 ���都Sb�(橡)SKY ��r�

7 茶"��4B�0.8 ���011999 侈ｹthｻｸｼb�茜B��〒134-0084 東京都江戸川区東葛西 3丁目17番22号 ��cSCSB�(構)環 ��r�

8 茶"��4B�72.0 唐�015258 忠tﾂ偃x夊ﾉ｢��ﾘｻｸｼb�〒27300851 千葉県船橋市馬込町 1155-2 ��S#�#r�(裸)サンコー トーア ��r�

9 茶"��4B�378.0 鼎"�052927 宙ｩH�(5H98�b�5(�ｸ6x�ｸ4��〒273-0851 千葉県船橋市馬込町 1155-2・ ��S#�#r�(抹)サンコー トーア ��r�

10 茶"��4B�2584.5 �#SB�011999 侈ｹthｻｸｼb��<鋳�〒270-0175 千葉県流山市三輪野山字 向原746-3 ���##���武蔵野建設 (株) ��r�

11 茶"��4B�133.5 ��R�012832 宙ｩB冉ｹzH蜥�ｼb�〒270-0175 千葉県流山市三輪野山字 向原746-3 ���##���武蔵野建設 (妹) ��r�

12 茶b僭�7h8�5��6�6(4驀��415.5 鼎��015258 忠tﾂ偃x夊ﾉ｢��ﾘｻｸｼb�〒270-0175 千葉県流山市三輪野山字 向原746-3 ���##���武蔵野建設 (株) ��r�

13 茶b僭�7h8�5��6�6(4驀��130.5 ��B�052927 忠<著5H92�5(�ｸ6x�ｸ4��〒270-0175 ���##���武蔵野建設 (株)・ ��r�千葉県流山市二輪野山字 向原746-3’ 

14 茶b僭�7h8�5��6�6(4驀��849.0 塔R�058686 忠tﾂ�5�6X8B�7ﾘⅸ橙�〒270-0175 ���##���武蔵野建設 (構) ��r�千葉県流山市二輪野山字 向原746-3 



ll　　　　　　　ll 東京郭作成様式(2ページ以降用)　　　事業場の名称・戸田建設㈱東京支店都内各工事現場　3/13ページ 

番 伜仂iG�ｯﾉZ��排出量(t) 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住所. 傀瓜ｨ�9�X�"�処分受託者の 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���
号 �,ﾈ��顗��}��佰�WIhy�B�の許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ���,ﾈｹh�)MHﾘb�氏名又は名称 

15 茶"��4B�1237.5 ��#��015076 亊ｹ8ﾈⅸ饕�液ﾂ��〒210-0867 神奈川県川崎市川噌区扇 町5番20、21 �����sR�富二栄産業 (株) �)｢��r�

16 茶"��4B�6528.0 田3r�026670 忠xr�8ﾈ8�5"�〒210-0867 神奈川県川崎市川崎区扇 町5番20、21 �����sR�富二栄産業 (株) 

17 茶2僭�oｲ�0.2 ���002555 �79'ｩ;ｨ蜥�悦r��〒276-0022 千葉県八千代市上高野 1728-5 ���Sc3r�(裸)東亜オイ ル興業所 ��r�

18 茶2僭�oｲ�4.2 �"�002089 俛Hﾊ冩ｸ嶌ﾔ鮎b�悦r��〒230-0046 神奈川県横浜市鵡見区小 野町13-1 ���#�ヲ�鶴見油化工業 (株) ��r�

19 茶8�)G�oｲ�0.7 �"�005637 宙ｩB����4��488ｸｻｸｼh��〒276葛0022 千葉県八千代市上高野 1728-5 ���Sc3r�(裸)東亜オイ ル興業所 ��r�

20 茶R僭�4�8ｸ4｢�8｢�0.8 ���000920 �?ｩgｸ5�5�6r�栄R��〒224-0054 横浜市部筑区佐江戸町 148番地1 ���Sc���(株)クリー ン"ジャパン・ エンジニアリン グ ��r�

21 茶b僭�7h8�5��6�6(4驀��0:千㈱ �3B�024029 忠iR�+)Wｩ�B��ﾂ�〒206-0801 東京都稲城市大丸1481 ��#C�#��・(珠)調布清掃 ��r��

22 茶b僭�7h8�5��6�6(4驀��9.4 鼎2�003455 忠iR�5�5�ﾔ��42�〒210-0862 神奈川県川崎市川崎区浮 島町10-11 ���3CSR�(裸)タケエイ 川崎リサイクル センター ��r�

23 茶b僭�7h8�5��6�6(4驀��0.1 �"�013752 忠iR��6X4(�ｸ4x8�6��985��〒3700351 群馬県太田市新田大町 000番26 ��Sピ途�群掘エコロ (裸) ��r�

24 茶r倩h*ﾘ+��2,1 澱�003455 忠<著5�5�4r�42�〒210-0862 神奈川県川崎市川喝区浮 島町10-11 ���3CSR�(構)タケ工イ 川崎リサイクル センター ��r�
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番 伜仂iG�ｯﾉZ��排出量柾) 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住所 傀瓜ｨ�2驢(�"�処分受託者の 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���
号 �,ﾈ��顗��}����ﾂ�佰�WIhy�B�の許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ���,ﾈｹh�)MHﾘb�氏名又は名称 

105 茶�ｘ4�5�7H4�8ｲ�6x�X5(984�8ｨ�ｲ�6yFｩ]��14.0 �2�100311 忠tﾂ��ﾉｨｴ��〒210-0826 神奈川県川崎市川崎区塩 浜3鵜24-10 ���c�C��京浜リサイクル センター前田道 路(株)川崎 合材工塩 ��r�

106 茶�ｘ4�5�7H4�8ｲ�8.8 �2�003455 宙ｩB�5�5�ﾔ��42�〒210-0862 ���3CSR�(株)タケエイ ��r�ト・コンクリ- 劔���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟iX"���ﾈﾞ�8ｨ5H484�8ｲ�
ト破片 劔�8y*ﾃ��ﾓ����5ｨ985��ｲ�

107 茶#B坪4ｸ8�5�(5"�984�8ｨ�ｸ6x�Xｻ��ｽﾘｮﾘ*ﾘ+ｉ�駮��ｭﾉtﾂ��3.9 �"�003571 宙ｩB�7H4(8ｲ�6X6(4��〒509-0214 岐阜県多治見市廿原町字 四友田820-2.外 ���3Ss��(株)フィル テック多治見 処分場 ��r�

108 茶#B�4ｸ8�5��X5"�984�8ｨ�ｸ6x�Y:��鷙ｮﾘ*ﾘ+ｉ�鞏r�ｭﾉtﾂ��0,3 ���003455 忠hR�5�5�ﾔ��42�〒370-2139 群馬県高崎市吉井田上奥 平2187-1 ��s#�SB�二光産業処理 (有) ��r�

109 茶#R僭�7h8�5��6�6(4驀竕�駘��ｭﾉtﾂ��3.9 �"�004823 俘(�(ｻｸｼb�栄R��〒143-0002 東京都大田区城南島3- 2賀15 ���C�#2�高俊興業(株) ��r�

110 茶3�佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘy7��9.5 ���014719 傅ﾉ}�暮t��〒335-0015 ����##��(株)NIPP �)｢�案物(安定型の み) 劔(株)戸田事 業所 俥仂ｨﾊxﾌｹ68�9�ﾈｭﾓ�ﾓ��ﾓ#����ｸﾌｹ68ﾘxﾝ靫���｢�

111 茶3�佶ｩ�ﾘﾚﾈﾘyG��ｯﾉZｈ��.闇�,ﾂ�-ﾒ��70,0 ����011999 侈ｹthｻｸｼb�茜B��〒115-0051 東京都北区浮間四丁目 24番25号 ��#S�Cr�三立建設(妹) ��r�

112 茶3�佶ｩ�ﾘﾚﾂ�ﾘyG�ｯﾉZｈ���.闇�,ﾈ-ﾒ��4.0 ���100311 忠tﾂ��ﾉｨｴ��〒210-0826 神奈川県川崎市川崎区塩 浜3-24-10 ���c�C��京浜リサイクル センター前田道 路(株)川崎 合材工嫁 �)｢�

113 茶3�佶ｩ�ﾘﾚﾂ�3.0 �2�003455 宙ｩB�5�5�ﾔ��42�〒210-0862 ���3CSR�(株)タケエイ ��r�合廃棄物(安 劔���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟iX"���ﾈﾞ�8ｨ5H484�8ｲ�

定型のみ) 劔�8y*ﾃ��ﾘ�S���5ｨ985��ｲ�

114 茶3"佶ｩ�ﾘﾚﾂ�ﾘyG�ｯﾉZｈｬr�yﾘﾅ�/�ｭﾈ-竰�28.9 ��r�004823 俘(�(ｻｸｼb�茜B��〒143-0002 東京都大田区城南島3- 2-15 ���C�#2�高俊興業(株) ��r�
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番 伜仂iG�ｯﾉZ��排出量に) 豫yyﾙUｸ,ﾂ�運搬受託者 �餃��9�X�(,ﾂ�運搬先の住所 傀瓜ｨ�9�X�"�処分受託者の 傀瓜ｨ�ｨ�,ﾈ���
号 �,ﾈ��顗��}��佰�WIhy�B�の許可番号 倩�kﾉiH,ﾙkﾈ���,ﾈｹh�)MHﾘb�氏.名又は名称 

115 茶3"定ﾉｩ�ﾘﾚﾂ�62.0 塔��003455 宙ｩB�5�5�ﾔ��42�〒210-0862 ���3CSR�(株)タケエイ ��r�合廃棄物(管 劔���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟iX"���ﾈﾞ�8ｨ5H484�8ｲ�

理型を含む) 劔�8y*ﾃ��ﾓ����5ｨ985��ｲ�

116 茶C貯G��駘��9��.45.2 ��r�009571 宙ｩB�7H4(8ｲ�6X6(4��〒509-0214- 岐阜県多治見市甘原町字 四反日820-2外 ���3Ss�ﾒ�(株)フィル テック多治見 処分場’ ��r�

117 茶C�����ｲ�G�oｲ液ﾈ･���0.2 ���005945 宙ｩB��駢ｩoｲ�峇�〒175-0091 東京都板橋区三園2-12-2 ���S鼎R�(株)太陽油化 ��r�

118 茶S�僞(*hｦｲ�液ﾈ･�停�0.9 俣B�013752 宙ｩB��6X4(�ｸﾔ�8�6��985��〒370-0351 群馬県太田市新田大町 600番26 ��Sピ途�詳桐エコロ (株) ��r�

119 �� �� �� �� ��r�

120 �� �� �� �� �)｢�

121 �� �� �� �� ��r�

122 �� �� �� �� ��r�

123 �� �� �� �� �)｢�

124 �� �� �� �� ��r�


