
様式第十六(第六十一条第一項関係)

東京都知事　殿

汚染土壌の区域外搬出届出書

平成28年I月Z位

東京都江東区豊洲六丁目4番

清水■大林・鴻池・関南
建設共同企業体

届出者■臆■

土壌汚染対策法第16条第1項の規定により、要措置区域等から搬出する汚染土壌について、次

のとおり届け出ます。

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾidﾈ��)ｩmｩ&�>�員ｨｸ�ﾈ鹵��東京都江東区豊洲六丁目8番、9番1-9番9、14番2、17番1、21番1-21番6、 
22番、23番、37番、38番(地番表示) 

汚染土壌の特定有害物質によ �7��hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ���僣ｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ��
る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}貶,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 �8ﾗ��4���������萼8���h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�(,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 �5�987h5h�ｸ6xｧﾈ*�-ﾈ+ﾘ,ﾘ7H8ﾈ5(98ｶﾈ-�,�.h.凛H�8暮L��※詳細は添付書類3のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 ��i5儻H��}�8,ﾈ,h*�.��

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 �7yu�ynﾈ99iｩ�Xｮﾈﾇ兔ﾉ}伜ﾘ7h8�986r�

汚染土壌を処理する施設の所 儻�?�毎蝌ｼhx｣ｹ��=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃRﾓ���Rﾓ#���Rﾓ3����●　　　　●　　　　　湘賀漢覇醸● 

在地 �5�484x5�8�4898x｣ｨ��wHﾊxｬX竧ﾅ9�ﾘﾌ9*ﾉ�y68鬩z��#SiMH-�*��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋��8ﾈ�,ﾙ?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋纔ﾈ�3�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋纔ﾈ�3�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���ﾈ��y?｢�

運搬の用に供する自動車等の所有 者の氏名又は名称及びTEし ��i5儻H��}紿,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在地並びに 所有者の氏名又は名称及びTEしく運 搬の際、積替えを行う場合に限る。) �,�+R�

保管施設の所在地並びに所有者の 氏名又は名称及びTEしく保管施設を 用いる場合に限る。) �,�+R�

【T馳】清水・大林・鴻池・関南建設共同企業体

氏名:　　　　　　　　‾　電話番号:03-3531一塊9l

2　氏名(法人にあってはその代表者の氏名) を記載し、押印することに代えて、本人(法人
にあってはその代表者)が署名することができる。



土壌の特定有害物質による汚染状態
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<支点> 

支点は、翻査対無地(江東区垂訓6丁目8番)の最北端にある 
ぴようから西へ1.7藍調、南へ9.了k血進んだ地点とする 

<格子の回転角度(50度24分> 

格子の回転角度は、支点を通り、東西方向及び閉じ方向引いた線並び 
にこれらと並行して.10皿闘将で引いた線により揺成されている掩子を、 

支点を中心として右回りに回転させた角度として示す 

図1-1汚染土壌の場所を明らかにした形質変更時要届出区域の図面(27環改化形緯71号)
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土壌の特定有害物質による汚染状態

′‾ヽ

凡例 

一一一一:単位区画 圏こ形質変更時要届出区域 

鷺:形質変更時要届出区域 ‾‾　(親側第五十八条第四項第九号に該当する区域) 

□;オープンカットによる掘削乾田個我工割・ 

<支点> 

支点は、朗義憤地(江東区埋洲6丁目8番)の最北船にある 
ーぴょうから西へ1・7止m、南へ9.7k皿進んだ地点とする 
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汚染土壌の運搬方法

3.1.運搬フロー図

汚染土壌の運搬フローを図3-1に示す。

搬出予定数量: 2,500.00皿3 搬出予定数量: 1,000.00皿3

※汚染土壌処理業許可証が更新された際には、その内容を確認し搬出を行う。

図3-1汚染土壌運搬フロー図
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汚染土壌の運搬に供する自動車に関する書類

運搬車両の使用者の名称と、連絡先を表4」、表4-2に示す。

.表4」　運搬車両に関する一覧表

(富二栄産業㈱)

1篠竹興業株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨」:昨ト288-7566 

神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-1 

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の 俾�:竟I9�,ﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 佝��2�使用者の名称等 

1 ��ﾈﾞ������*�3�x�R�平ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhｩH�檍���袖奈川県川崎市川崎区千鳥町8-1 

2 ��ﾈﾞ������*��cC��平ダンプ �;�'ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県川崎市川時区千鳥町8-1 

3 ��ﾈﾞ�ﾄ�*���#2�平ダンプ �;�'ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-1 

4 ��ﾈﾞ������*���#Sc��平ダンプ �;�'ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-1 

5 ��ﾈﾞ������*���)｣cc2�平ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhｩH�檍���柚奈川県川崎市川崎区千鳥町8-1 

6 ��ﾈﾞ������*�3c���平ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-1 

7 ��ﾈﾞ������*��#sr�平ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-1 

8 ��ﾈﾞ������*���#�SR�平ダンプ �;�'ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-1 

9 ��ﾈﾞ������*�#S�)｢�平ダンプ �;�'ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県II帽市」I帽区千鳥町8-1 

10 ��ﾈﾞ���F���*���3���平ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県川崎市II噛区千鳥町8-1 

11 ��ﾈﾞ������*���ピ��平ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-1 

丁2 ��ﾈﾞ������*鼎#s"�平ダンプ �;�'ﾉ5Io(ｩH�檍���神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-1 

13 ��ﾈﾞ������*�3#�B�平ダンプ �;�'ﾈｻｸｼhｩH�檍���袖奈II憬川崎市川崎区千鳥町8「 

14 ��ﾈﾞ������*��S#CB�平ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-1 

2原住 刳J発株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨」:04十7飾-1914 

神奈川県川崎市宮前区野川 剴#3C��

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�倆I�ﾈ,ﾂ�自動車等の 俶yw��(,ﾈ���
又は車両番号 凵E形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��

1. 白�i崎100　か　927 兌ﾘ5�987b�原住開発株式会社 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育8ｷｹ��inﾄ��I2341 

2 ��b�i崎100　か　929 兌ﾘ5�987b�原住開発株式会社 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育8ｷｹ��inﾈ�b�!2341 

3 鳴�i崎100　か　2060 兌ﾘ5�987b�原住開発株式会社 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育8ｷｹ��inﾄ��i2341 

4 鳴�I崎100　か2104 兌ﾘ5�987b�原住開発株式会社 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育8ｷｹ��inﾂ��置2341 

5 ���崎100　か2078 兌ﾘ5�987b�原住開発株式会社 ���=苳卷ﾉ�ﾈﾞ育8ｷｹ��inﾄ｢�12341 

6 白�崎100　か3773 兌ﾘ5�987b�原住開発株式会社 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育8ｷｹ��inﾈ�b�i2341 
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3有限会社金光興業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁E」:0仙セ77二2632 

神奈川 剏ｧ川崎市川崎区池上新町2丁目16一廿 

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�倆I�ﾈ,ﾂ�自動車等の 俶yw��(,ﾈ���
又は車両番号 剏`状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��

1 鳴�i崎130　う　601 兌ﾘ5�987b�有限会社金光興業 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾍx�4鳴�剩|区池上新町2丁目16-1「 

2 鳴�I崎130　い　602 兌ﾘ5�987b�有限会社金光興業 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育8�fﾂ�剄闍謦r上新町2丁目16-「1 

3 箸�喜崎「30　え　603 兌ﾘ5�987b�有限会社金光興業 ���=貭�県l 俥倡9�ﾉK粟i'(�9�i*ﾃ))ｩm｣�bﾓ���

4 鳴�i崎130　い　604 兌ﾘ5�987b�有限会社金光興業 ���=��f��県Il 乖X�8�fﾂ�崎区池上新町2丁目16-11 

5 鳴�i鴫130　い　605 兌ﾘ5�987b�有限会社金光興業 ��ｨ�d鳴�県Ii ��育9�ﾂ�略区池上新町2丁目16-11 

6 白�l崎†30　い　606 兌ﾘ5�987b�有限会社金光興業 ����hﾈ��累月 ��育4白�崎区池上新町2丁目16-11 

7 鋳�崎130　い　607 兌ﾘ5�987b�有限会社金光興業 ����白�県Il 仞��8ﾈ��飾区池上新町2丁目16-11 

8 鋳�崎130　い　608 兌ﾘ5�987b�有限会社金光興業 ��H��鳴�県)l �$ﾈ�8�fﾂ�岐区池上新町2丁目16-「「 

9 鳴�崎130　い　609 兌ﾘ5�987b�有限会社金光興業 ���=莓ﾂ�県II �=ｨ�8�d��崎区池上新町2丁目16-「1 

4株式会社槙運輸　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁E」:0僻-423-8246 

横浜市神奈川区松見町2丁目618-5 

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の 俾�:竟I9�,ﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 佝��2�使用者の名称等 

† ��Vﾃ�3���/�����平ダンプ 乘H�檍��hｨ暮t��横浜市神奈川区松見町2丁目618-5 

2 ��Vﾃ�����*ﾘ��##"�平ダンプ 乘H�檍��lﾘ暮t��横浜市神奈川区松見町2丁目618-5 

3 ��Vﾃ��(��*(��332�平ダンプ 乘H�檍����騁��横浜市神奈川区松見町2丁目6喜8置5 

4 ��Vﾃ���*���SSR�平ダンプ 乘H�檍��hｨ暮t��横浜市神奈川区松見町2丁目618-5 

5 ��Vﾃ�3���*���ccb�平ダンプ 乘H�檍��hｨ暮t��横浜市神奈III区松見町2丁目618葛5 

6 ��Vﾈ�ﾃ���*���ャ��平ダンプ 乘H�檍��lﾘ暮t��横浜市神奈川区松見町2丁目618-5 

7 ��Vﾃ�����*���c�Cb�平ダンプ 乘H�檍��lﾘ暮t��横浜市神奈川区松見町2丁目618-5 

8 ��Vﾃ�����*都3�b�平ダンプ 乘H�檍��lﾘ暮t��横浜市神奈川 仞h鉙ﾊ�*ﾃ))ｩm｣c�ふR�

9 ��Vﾃ��(��*ｳ���)｢�平ダンプ 乘H�檍����暮t��筏浜市神奈川 仞h鉙ﾊ�*ﾉEi)ｩm｣c�ふR�

「0 ��Vﾈ��ｮﾃ����*�3332�平ダンプ 乘H�檍��hｨ暮t��続演市神奈川区松見町之丁目618-5 

11 ��Vﾃ�����*���SSSR�平ダンプ 乘H�檍��hｨ暮t��続演市神奈川区松見町2丁目618-5 

12 ��Vﾈ��)｣��*h��sssr�平ダンプ 乘H�檍��ｩﾈ暮t��額浜市神奈川 仞h鉙ﾊ�*ﾃ))ｩm｣c�ふR�

13 ��Vﾃ�3�*(��涛湯�平ダンプ 乘H�檍��hｨ暮t��撲浜市神奈川区松見町2丁目618-5 

5栄伸産業株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨」:04牛366-2仙4 

神奈 ��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃbﾓb�

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�����ﾃﾖ��車体の 形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 
又畦車両番号 

1 ��ﾈﾞ������,ﾓ��ヲ�平ダンプ ���ﾈ蝌ｼhｩH�檍���神奈川県川崎市川崎区扇町6-6 

2 ��ﾈﾞ������,ﾓ�����平ダンプ ���ﾈ蝌ｼhｩH�檍���神奈Ii憬川崎市川崎区扇町6-6 

3 ��ﾈﾞ������,ﾓ�����平ダンプ ���ﾈ蝌ｼhｩH�檍���神奈川県川崎市月 迄ﾞ粟i��*ﾃbﾓb�

4 ��ﾈﾞ������,ﾘ��,C#���平ダンプ ���ﾈ蝌ｼhｩH�檍���神奈川県川崎市川崎区扇町6-6 

5 ��ﾈﾞ������,ﾓ�##��平ダンプ ���ﾈ蝌ｼhｩH�檍���神奈川県川崎市It崎区扇町6-6 

6 ��ﾈﾞ���)｣����,ﾓ�#))｢�平ダンプ ���ﾈ蝌ｼhｩH�檍���神奈川県川崎市川崎区扇町6-6 
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6石川建輸株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨」:045-541「971 

神奈川県横浜市港北区新羽町2295-1 

NO ��X齷:竟I6�餉Hﾘb�車体の 俾�:竟I9�,ﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 佝��2�使用者の名称等 

丁 ��Vﾈ�S����*ｳ�����平ダンプ ����ﾈﾉｩt�ｩH�檍���神奈川県横浜市謹北区新羽町2295-1 

2 ��Vﾃ�����*���S鼎��平ダンプ ����ﾈﾉｩt�ｩH�檍���神奈川県横浜市港北区新羽町229さ-1 

3 ��Vﾈ��)｣����*������2�平ダンプ ����ﾈﾉｩt�ｩH�檍���神奈」i 侈x��Vﾈ�8ﾖ�fｸｾi�h秤*ﾃ##迭ﾓ��

4 ��Vﾃ�����*����3���平ダンプ ����ﾈﾉｩt�ｩH�檍���神奈川 侈x��Vﾈ�8ｽ馭ｸｾi�h秤*ﾃ##迭ﾓ��

5 ��Vﾃ�����*���ツ唐�平ダンプ ����ﾈﾉｩt�ｩH�檍�����神奈川県続浜市港北区新羽町2295-1 

6 ��Vﾃ�����*���ツ湯�平ダンプ ����ﾈﾉｩt�ｩH�檍���神奈川県横浜市港北区新羽町2295-1 

7 ��Vﾈ�S��*���ャ���平ダンプ ����ﾈﾉｩt�ｩH�檍���神奈川県続演市港北区新羽町2295-1 

8. ��Vﾃ�����*���ャsR�平ダンプ ����ﾈﾉｩ}hｩH�檍���神奈川県横浜市港北区新羽町2295-1 

9 ��Vﾃ�����*���ャ���平ダンプ ����ﾈﾉｩt�ｩH�檍���神奈川県横浜市港北区新羽町2295-1 

「0 ��Vﾃ�����*ｸ��S���平ダンプ ����ﾈﾉｩt�ｩH�檍���神奈川県樵浜市港北区新羽町2295-1 

1丁 ��Vﾃ�����*ｸ��S�2�平ダンプ ����ﾈﾉｩt�ｩH�檍���神奈II惧模浜市港北区新羽町2295-「 

12 ��Vﾃ�3���*���#C���平ダンプ ����ﾈﾉｩt�ｩH�檍���神奈」I惧横浜市港北区新羽町2295-「 

13 ��Vﾃ�����*ｸ��3sC��平ダンプ ����ﾈﾉｩt�ｩH�檍���神奈川県摂浜市港北区新羽町2295-1 
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7寺尾運輸興業株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨」:調5-546-3505 

神奈 ��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�Y8x�9*ﾃ��S��

NO 著齷:竟I6�餉Hﾘb�車体の 俾�:竟I9�,ﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 佝��2�使用者の名称等 

1 ��Vﾈ�������*�3�#r�平ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhｩH�檍���柏奈l 侈y�ﾈﾞ育2�ll崎区大島上町9-11 

2 ��Vﾃ�3���*���sS�r�平ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhｩH�檍���神奈I 侈y�ﾈﾞ育2�il崎区大島上町9-11 

3 ��Vﾃ�3���*���sS���平ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhｩH�檍���神祭」 侈y�ﾈﾞ育2�i崎区大島上町9「1 

4 ��Vﾈ�S3���*���sX�S��平ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhｩH�檍���神奈」 侈y�ﾈﾞ育2�i崎区大島上町9「1 

5 ��Vﾃ�3���*���sS#��平ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhｩH�檍���神奈I 侈y�ﾈﾞ育2�i崎区大島上町9-11 

6 ��Vﾃ�3���*���sS#��平ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhｩH�檍���神奈l 侈y�ﾈﾞ育2�l崎区大島上町9「1 

7- ��Vﾃ�3���*���sS#"�平ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhｩH�檍���神奈l 侈y�ﾈﾞ育2�i崎区大島上町9-11 

8 ��Vﾃ�3���*���sS#2�平ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhｩH�檍���神奈」 侈y�ﾈﾞ育6ﾂ�崎区大島上町9-11 

9 ��Vﾃ�3���*���sS#B�平ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhｩH�檍���袖奈」 侈y�ﾈﾞ育8�b�崎区大島上町9-11 

10 ��Vﾃ�3���*���sS#R�平ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhｩH�檍���祐乗I 侈y�ﾈﾞ育8ﾈ��崎区大島上町9-11 

11 ��Vﾃ�3���*���sS#b�平ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhｩH�檍���神奈) 侈y�ﾈﾞ育4亦�崎区大島上町9-11 

12 ��Vﾃ�3���*���{鉄#r�平ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhｩH�檍���神奈」l 侈y�ﾈﾞ育4鳴�崎区大島上町9-11 

13 ��Vﾃ�3���*���sS#��平ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhｩH�檍���神奈月 侈y�ﾈﾞ育2�崎区大島上町9葛11 

丁4 ��Vﾃ�3���*���sS#��平ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhｩH�檍���神奈月 侈y�ﾈﾞ育4亦�崎区大島上町9-11 

15 ��Vﾃ�3���*���sS3��平ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhｩH�檍���神奈)I 侈y�ﾈﾞ育2�崎区大島上町9-11 
i16 ��Vﾃ�3���*���sS9'R�平ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhｩH�檍���神奈II 侈y�ﾈﾞ育4亦�崎区大島上町9-11 

17 ��Vﾃ�3���*�sS3"�平ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhｩH�檍���神奈川 侈y�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�Y8x�9*ﾃ��X�c��

18 ��Vﾃ�3���*���sS32�平ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhｩH�檍���神奈川 侈y�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�Y8x�9*ﾃ蔦���

19 ��Vﾃ�3���*���{鉄3B�平ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhｩH�檍���神奈)i 侈y�ﾈﾞ育2�崎区大島上町9「「 

20 ��Vﾃ�3���*���sS3R�平ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhｩH�檍���神奈月 侈y�ﾈﾞ育2�崎区大島上町9「1 

21 ��Vﾃ�3���*���sS3b�平ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhｩH�檍���神祭Ii 侈y�ﾈﾞ育2�崎区大島上町9-11 

22 ��Vﾃ�3���*���sS3r�平ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhｩH�檍���神索引 侈y�ﾈﾞ育2�晦区大島上町9-11 

23 ��Vﾃ�3���*���sS3��平ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhｩH�檍���神奈II 侈y�ﾈﾞ育4ｦﾂ�崎区大島上町9-11 

24 ��Vﾃ�3���*(��sS3��平ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼihX�檍���神奈)I 侈y�ﾈﾞ育9�ﾂ�埼区大島上町9-11 

25 ��Vﾃ�3���*���sS���平ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhｩH�檍���神泰男 侈y�ﾈﾞ育9�ﾂ�崎区大島上町9「1 

26 ��Vﾃ�3���*���sSC��平ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhｩH�檍���神奈川 侈y�ﾈﾞ育2�崎区大島上町9「1 

27 ��Vﾈ�S����*����#S"�平ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhｩH�檍���神素月 侈y�ﾈﾞ育4白�峰区大島上町9「1 

28 ���������*����#S2�平ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhｩH�檍���神奈 侈y�ﾈﾞ育2�崎区大島上町9-11 

29 ��Vﾈ��C��*���#C���平ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhｩH�檍������=��ﾂ�侈y�ﾈﾞ育9�ﾂ�晦区大島上町9「1 
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表牛2　運搬車両に関する=覧表

(シナマテ、γ7(本分)

1シグマテック株式会社　連絡先;03-5651-2201

¥ 倆I{ﾉ6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 倅�����,ﾓ�cs"�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

2 倅�C���,ﾓ�i�cr�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本楯富沢町5農書 

亀 傀ｩ�#���,ﾓ#33B�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

4 傀ｩ�#���,ﾓ#33R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橘富沢町5-4 

5 傀ｩ�#��ｸ�ｸ,ﾓ#33b�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5一‡ 

6 傀ｩ�#���,ﾙEc33r�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4駟X�檍���東京都中央区日本橋富沢町㌻4 

了 傀ｩ�(�c���,ﾙEc3ッ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5一書 

8 傀ｩ�#���,ﾙEc3ビ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東東部中央区日本橋富沢吋5-4 

9 傀ｩ�#���,ﾓ#C#"�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5葛4 

10 傀ｩ�#�3�+s#C#B�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

11 傀ｩ�#���,ﾓ#C3��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

12 傀ｩ�#���,ﾓ#C3��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

13 冖ﾈﾌ8壹���,ﾓャ3R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町き-4 

14 冖ﾈﾌ8壹���,ﾓャ3b�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本揺旨沢町5-4 

1与 冖ﾈﾌ8壹���,ﾓャ3r�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

章6 倅�s�3���+8��Sビ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本描富沢町5-4 

17 冖ﾈﾌ8壹���,ﾖ縱r�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5「4 

18 ��X蓼��3���+8��3s2�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���三重県桑名市小貝須1602吋● 

19 倅�C��(��,�����ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���三重県桑名市小貝須1602-3 

20 倅�H�S��,ﾓ#�*ｳ2�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���三重県桑名市i小貝類1602-3 

21 冖ﾈﾌ8壹�3�,#S�S��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区東日本橋3丁目4-10 

22 冖ﾈﾌ8壹�3�+ｸ��s��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本枠冨沢町5-4 

23 冖ﾈﾌ8壹���,ﾓS����ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���三重県桑名市小貝須1602「3 

24 冖ﾈﾌ8壹���,ﾓ��sr�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5主事 

25 倅�C�3���+ｸ��CCB�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

26 ���?�����,ﾓCC�2�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4駟X�檍���東京都中央区東日本橋3丁目4-10 

27 傀ｩ�#���,�#ssb�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

28 傀ｩ�#���,ﾓ#ssr�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京蔀中央区日本橋富沢町5イ 

29 傀ｩ�#���,ﾓ#�#R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

30 傀ｩ�#���,ﾓ#�#b�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5可1 

31 傀ｩ�#��ｸ�ｸ,ﾓ#�#r�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4韶ｨ�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

32 冖ﾈﾌ8壹���,ﾓ���R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢珊5-4 

33 傀ｩ�#���,ﾓ#cCR�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-l 
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2旭企業株式会社　連絡先:045-328-3520

¥ 倆I{ﾉ6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

l ��ﾈﾞ����*�#�途�ダンプ �隶仂iiX�檍���神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4 

2 ��ﾈﾞ����*�3C3B�ダンプ �隶仂hｩH�檍���神奈川県掠浜市西区北幸2丁目8-4 

3 ��ﾈﾞ��3�*�3S�"�タン露「, �隶仂hｩH�檍���神奈川県掠浜市西区北幸2丁目8十 

4 ��ﾈﾞ����*�*ｳ塔��ダンプ �隶仂ixx�檍���神奈川県様浜南西区北幸2丁目8十 

5 ��ﾈﾞ����*�3塔��ダンプ �隶仂hｩH�檍���神祭」i憬横浜市西区北幸2丁目8十 

6 ��ﾈﾞ��3���*#S�3��ダンプ �隶仂hｩH�檍���神奈」I惧横浜市西区北幸2丁目8寸 

7 ��ﾉ�89h蕪�3�*�S鮎"�ダンプ �隶仂ixx�檍���神奈川県横浜市西区北幸2丁目81 

3豊川典薬椿式会社　連絡先:044「299-3531

¥ 倆I{ﾉ6�餉Hﾘh����鋹�ﾈ,ﾈﾆ��2�俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��ﾈﾞ����/�����ダンプ 俯ｩ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県様浜高禄区上山3丁目37七 

2 ��ﾈﾞ����*ｸ��"�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県桟浜市緑区上山3丁目37-5 

3 ��ﾈﾞ����*H��2�ダンプ 丿6曝ｻｸｼhｩH�檍���神奈川県横浜市緑区上山3丁目37七 

“4 ��ﾈﾞ����*ｸ�SR�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県横浜市緑区上山3丁目37七 

5 ��ﾈﾞ��3���*���b�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼixx�檍���神奈川県続演市緑区上山3丁目37-5 

6 ��ﾈﾞ������*ﾘ��r�ダンプ 囘ﾉ�ﾉ5Io(ｩH�檍���神奈川県梯浜市緑区上山3丁目37七 

7 ��ﾈﾞ������*(����ダンプ 囘ﾆ､��HｼhｩH�檍���神奈川県続演市緑区上山3丁目37七 

8 ��ﾈﾞ��*ｳ�*H��SR�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍����神奈川県襟浜市緑区上山3丁目37-5 

9 ��ﾈﾞ��3���*h��cb�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県掠浜市緑区上山3丁目37七 

10 ��ﾈﾞ��3���*���sr�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩI<X檍���神奈川県横浜市緑区上山3丁目37七 

1「 ��ﾈﾞ��38��*���モ�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼie�陞���神奈川県板浜市緑区上山3丁目37-5 

丁2 ��ﾈﾞ��3�*ﾓ�#2�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県横浜市緑区上山3丁目37「5 

13 ��ﾈﾞ��3�*ｸ��#R�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県横浜市緑区上山3丁目37「5 

14 ��ﾈﾞ��3�*c#b�ダンプ 兔yw�ｻｸｼiiX�檍���神祭Ii憮横浜市緑区上山3丁目3ナ5 

†5 ��ﾈﾞ��S3���*���#r�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼixx�檍���神奈川県桜浜市繰区上山3丁目37-5 

16 ��ﾈﾞ����*�#SSr�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県掠浜市議区上山3丁目37・七 

17 ��ﾈﾞ����*�3�s��ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県続演市緑区上山3丁目37七 

18 ��ﾈﾞ����*�3�SB�ダンプ �6��ｻｸｼhｩH�檍���神奈川県検浜市緑区上山3丁目37-5 

19 ��ﾈﾞ����*�33cr�ダンプ 囘ﾉ�ﾉ5Io(ｩH�檍���神奈川県梯浜市緑区上山3丁目37-5 

20 ��ﾈﾞ����*�3S���ダンプ 兔yw�ｻｸｼhｩH�檍���神奈川鯛浜市駆上山汀酌7寸 
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4株式会社田中典薬エンタープライズ　連絡先;047-353「2609

¥ 倆I{ﾉ6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 做ｸ躡nﾃ���*田CS��ダンプ 乘H�檍��69(hｻｸｼhﾔ�985闔ｨﾌ�7h8�485��千葉県浦安市千鳥12-10 

2 做ｸ躡nﾈ�ﾃ���*鉄�唐�‾ダンプ 乘H�檍��69(i5Io(ﾔ�985��ｸ7h8�485��千葉県浦安市千鳥1210 

3 做ｸ躡nﾃ���*田�#"�ダンプ 乘H�檍��69(hｻｸｼh4x985��ｸ7h8�485��千葉県浦安市高洲3丁目6葛9 

5株式会社三郷興業　連絡先:008-957-3001

¥ 倆I{ﾉ6�餉Hﾘb��車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 偸I?ｩYC���*田##��ダンプ 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田484「 

2 偸I?ｩYH�S��*鼎�ッ�ダンプ 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三劾市半田484「 

3 偸I?ｩYC���*田�ビ�ダンプ 乘H�檍��蓼�ｻｸｼb�埼玉県三郷市学田484-1 

4 偸I?ｩYC���*�3�32�ダンプ 乘H�檍��蓼ﾔHｻｸｼb�埼玉県三郷市半田484「 

5 偸I?ｩYC���,ﾓ#鉄��ダンプ 乘H�檍��蓼ｻﾙ5Io"�埼玉県三郷市半田484「 

6 偸I?ｩYC���,ﾓ#s澱�脱着装置付コンテナ専用車 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三都市半田48ト1 

7 偸I?ｩYC���*�#s���ダンプ 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市学田484-1 

8 偸I?ｩYC���,ﾙEccヲ�ダンプ. 乘H�檍��蓼ｻﾙ5Ix��埼玉県三郷市半田484-1 

9 偸I?ｩYH*C��,ﾓ3�S"�脱着装駐付コンテナ専用車 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田484-1 

10 偸I?ｩYC���,�3#3��脱着装置付コンテナ専用車 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三好市半田48午「 

11 偸I?ｩYI)｣��*都�S(�b�ダンプ 乘H�檍��蓼ｻﾙ5Io"�埼玉県三娼市学田484-1 

12 偸I?ｩYH�S��*土EcS2�ダンプ 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三好市半田484-1 

6株式会社美章興業　連絡先:調8-285-5356

¥ 倆I{ﾉ6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��Xｷｳ���,ﾓ3�#���ダンプ 乘H�檍��Oﾈ�ｻｸｼb�埼玉県川口市南鳩ヶ谷4丁目6-12七06 

2 ��Xｷｳ���,ﾓ#�3r�ダンプ 乘H�檍��Oﾈ�ｻｸｼb�埼玉県川口市南伯ケ谷4丁目6-12-506 

3 ��Xｷｳ��X��-ﾈ����ダンプ 乘H�檍��Oﾈ�ｻｸｼb�埼玉県川口市南娼ヶ谷4丁目6-12-506 

4 ��Xｷｸ��)｣8�X,｣���ダンプ 乘H�檍��Oﾈ�ｻｸｼb�埼玉県川口市南鳩ヶ谷4丁目6-1オー50き 
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7株式会社後藤田商店連絡先:044-366「414

¥ 倆I{ﾉ6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��ﾈﾞ����*�#Cs��ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈」1憬川崎市川崎区浅野町1葛5 

2 ��ﾈﾞ����*�#ss"�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9z�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

3 ��ﾈﾞ����*�#s澱�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町子5 

4 ��i�ﾈﾞ����*�#����ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

5 ��ﾈﾞ�)｣��*�3�sb�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町子5 

6 ��ﾈﾞ����*�33cb�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野帥-5 

7 ��ﾈﾞ����*�33�"�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

8 ��ﾈﾞ����*鼎�#��ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

9 ��ﾈﾞ����*鼎�3��ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

10 ��ﾈﾞ����*鼎sモ�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町子5 

11 ��ﾈﾞ����*鼎sヲ�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町ト5 

12 ��ﾈﾞ����*鼎涛B�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

13 ��ﾈﾞ����*鼎涛R�‾ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町ト5 

14 ��ﾈﾞ����*鉄�#��ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1「5 

15 ��ﾈﾞ����*鉄�#��ダンプ 乘H�檍��ﾎ9z�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町子5 

16 ��ﾈﾞ����*鉄�C��ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1葵5 

17 ��ﾈﾞ����*鉄�Cb�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

18 ��ﾈﾞ����*鉄�cR�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

19 ��ﾈﾞ����*鉄#�2�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町子5 

20 ��ﾈﾞ����*鉄#釘�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

21 ��ﾈﾞ����*鉄3���ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町十5 

22 ��d�ﾃ���*鉄3�B�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町子5 

23 ��ﾈﾞ����*鉄3�R�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

24 ��ﾈﾞ����*鉄C�"�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

25 ��ﾈﾞ����*鉄C�2�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町†七 

26 ��ﾈﾞ����*鉄S#��ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神馴馴崎市川崎区浅野町1-5l 

27 ��ﾈﾞ����*鉄S#��ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川馴崎市川駆浅珊1-5l 

15



8明和土木興業株式会社丁巨」:調8一鑓4-6641

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈﾍB�使用者の住所 

1 ����Xｷｳ���,ﾘ��ピr�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2鴫-12 

2 ��Xｷｳ���,ﾓ��32�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-3「2 

3 ��Xｷｳ���,ﾓ��3B�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県II旧市東領家2-3-12 

4 ��Xｷｳ���,ﾓ�##��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東関豪2-3-†2・ 

5 ��Xｷｳ���,ﾓ�#3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領家2「3-12 

6 ��Xｷｳ���,ﾓ�#3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領家令3-12 

7 ��Xｷｳ���,ﾓ�#3"�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東嶺豪㌻3-12 

8 ��Xｷｳ���,ﾓ�##R�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領家2-3-12 

9 ��Xｷｳ���,ﾓ�s�2�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領蒙2-3-12 

10 ��Xｷｳ���,ﾓ#3sb�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県」I旧市東館家2十3-12 

11 ��Xｷｳ���,ﾓ���R�ダンプ 冖驢�7冦�5Io(ｩH�檍���埼玉県川口市束領豪2-3-12 

12 ��Xｷｳ���,ﾓ#3sr�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束頼家2-3-12 

13 ��Xｷｳ���,ﾓ��#r�ダンプ 冖驢�7冦�5Io(ｩH�檍���埼玉県川口市東領豪之-3「2 

14 ��Xｷｳ�3�+3#�3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領豪2-3-12 

15 ��Xｷｳ�3�+�#33��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸ�ｩH�檍���埼玉県川口市東館家を鴨-12 

「6 ��Xｷｳ�3�+3#C���ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東嶺豪2-3-12 

17 ��Xｷｳ�3�+3#Ss��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領豪2-3-12 

18 ��Xｷｳ���,ﾓ�CS��’ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2葛3-12 

19 ��Xｷｳ���,ﾓ�ScB�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領家2着3-12 

20 ��Xｷｳ���,ﾓ3�sb�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東嶺家2-3-12 

21 ��Xｷｳ���,ﾓ��C��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領裏年3-12 

22 ��Xｷｳ�3�+3#�3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東嶺家2-3-12 

23 ��Xｷｳ�3�+3#�3"�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領豪2「3-12 

24 ��Xｷｳ�3�+3#�32�ダンプ 冖驢�7冦�5Io(ｩH�檍���埼玉県川口市東領家2「3-12 

25 ��Xｷｳ�3�+3#c���ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼixx�檍���埼玉県川口市東領豪2-3-12 

26 ��Xｷｳ�3�+3#c�"�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領家2-3-12 

27 ��Xｷｳ�3�+3#s#��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県」I旧市束領家2-3「2 

28 ��Xｪ��3�+3#s#"�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼihX�檍���埼玉県川口市東領家2-3-12 

29 ��Xｷｳ�3�+3#s3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東館豪2「3「2 
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9接式会社義建　丁E」:03-5664-綿83

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 剋g用者の名称 � 俶yw��(,ﾈ���

1 ��ｹzs��h/���ダンプ 刳博ｮ会社衰運 � �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾕﾙ*ﾃ))ｩm｣�"ﾓb�

2 ��ｹzs��H*�2�ダンプ 刳博ｮ会社瑳建 � �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾕﾙ*ﾃ))ｩm｣�"ﾓb�

3 ��ｹzs�3�*cB�ダンプ 刳博ｮ会社議連 � �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾕﾙ*ﾃ))ｩm｣�"ﾓb�

4 ��ｹzs�����+���R�ダンプ 刳博ｮ会社誌建 � �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾕﾙ*ﾃ))ｩm｣�"ﾓb�

5 ��ｹzs���*ｸ����ダンプ 刳博ｮ会社義建 � �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾕﾙ*ﾃ))ｩ�c"ﾓb�

6 ��ｹzs�3���+�����ダンプ 刳博ｮ会社義建 � �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾕﾙ*ﾃ))ｩm｣�Ebﾓb�

7 ��ｹzs�3�*����ダンプ 刳博ｮ会社薮建 � �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾕﾙ*ﾃ))ｩm｢��"ﾓb�

8 ��ｹzs�3���*�����R�ダンプ 剿�ｮ会社義建 � �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾕﾙ*ﾃ))ｩm｣�"ﾓb�

9 ��ｹzs�3�*H���"�ダンプ 刳博ｮ会社藍建 � �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾕﾙ*ﾃ))ｩm｣�Ebﾓb�

10 ��ｹzs�3�*H���2�ダンプ 剽㍽ｮ会社義建 � �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾕﾙ*ﾃ))ｩm｣�"ﾓb�

11 ��ｹzs�3�*c����ダンプ 刳博ｮ会社義建 � �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾕﾘ任))ｩm｣�(�薰�

12 ��ｹzs�3�*���"�ダンプ ��株式会社義建 凵@　　　　’、 東京都江戸川区春江町2丁目12-6 

13 ��ｹzs�3���+���2�ダンプ ��株式会社義隆 剴結椏s江戸川区春江町2丁別2-6 

14 ��ｹzs�3�*ﾘ��B�ダンプ ��株式会社義建 剴結椏s江戸川区春江町2丁目12-6 

15 ��ｹzs�3�*���R�ダンプ ��鮨会社義建l 剴結椏s江戸川区春江町2丁目12-6 

16 ��ｹzx�S3�+���b�ダンプ ��株式会社義建 ��東京都江戸川区春江町2丁目1ケ6 

17 ��ｹzs�3�*c��r�ダンプ ��株式会社寮建 ��東京都江戸川区春江町2丁目12-6 
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10有限会社東京プランニング　丁丘しね3-5659-9932

¥ 俾�:���6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

1 做ｸ躡nﾃ�3�.����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西ト16二2 

2 做ｸ躡nﾃ�3�.����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中高西5-16「2 

3 做ｸ躡nﾃ�3�,��"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾉ�(7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

4 做ｸ躡nﾃ�3���,ﾃ�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5「6セ 

5 做ｸ躡nﾃ�3�+ｳ�B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16「2 

8 做ｸ躡nﾃ�3���,ﾓ�R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

7 做ｸ躡nﾃ�3�+ﾓ�b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16セ 

8 做ｸ躡nﾃ�3���,ﾃ�r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

9 做ｸ躡nﾃ�3�-����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

10 做ｸ躡nﾈ�S6(+��c���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西㌻16「2 

11 做ｸ躡nﾃ�3�,�#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川庭中甚西5-16セ 

12 做ｸ躡nﾃ�3���,iEc��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16セ 

13 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�3SB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

14 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�3コ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16「2 

15 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�3�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5「6-2 

16 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�3�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��wHﾝ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16「2 

17 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�ｨｳ釘�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-自滅 

18 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�S�R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23「ま 

19 做ｸ躡nﾉ)｣��,ﾓ�S�b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5・ゼ3「3 

20 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�S�r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西㌻23-3 

21 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�S���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5「23-3 

22 做ｸ�nﾃ���,ﾓ�S#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5セ3一七 

23 做ｸ躡nﾃ���,��SS��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5「6二2 

24 做ｸ躡nﾃ���,��m3S"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16セ 

之5 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�SS2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5「6「2 

26 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�SSB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

之7 做ｸ躡nﾈ���,ﾓ�SSR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西計23-3 

28 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ���R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中高西5-16・セ 

29 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ���b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16「2 

30 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�ペm2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西を16-2 

31 做ｸ躡nﾃ���,�#3モ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-1㌻2 

32 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ)4湯�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西チ16-2 

33 做ｸ躡nﾃ�3�+s��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西鼻で缶2 
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11有限会社伊藤総菜　丁巨」:03-5666-3168

¥ 俾�:竟I6�隸�ﾘb�車体の形状 剋g用者の名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��ｹzs���+ﾓ����ダンプ 剽L限会社伊藤総覧 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾙﾃ))ｩm｣C2ﾓB�

2 ��ｹzs�����+ｸ�c##"�ダンプ 剽L限会社伊藤総菜 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾙﾃ))ｩm｣C2ﾓB�

3 ��ｹzx��'S����,ﾈ��332�ダンプ 剽L限会社伊藤総柴 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾙﾃ))ｩm｣C2ﾓB�

4 ��ｹzx�S3���+鼎CB�ダンプ 剽L限会社伊藤総菜 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｴ迄鵰�ﾙﾃ))ｩm｣C9���

5 ��ｹzs�����+���SSR�ダンプ 剽L限会社伊藤総業 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾙﾃ))ｩmｩ�ﾈ��

6 ��ｹzs�3�+���ccb�ダンプ 剽L限会社伊薦総柴 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾙﾃ))ｩm｣C8ｷﾂ�

7 ��ｹzs���+8��y{途�ダンプ 剽L限会社伊藤総業 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾙﾃ))ｩm｣C2ﾓB�

8 ��ｹzs�����+ﾘ��ャ��ダンプ 剽L限会社伊藤総菜 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾙﾃ))ｩm｣C8�b�

9 ��ｹzs�3���+ｳ涛��ダンプ 剽L限会社伊藤総菜 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾙﾃ))ｩmｩ�ﾂﾓB�

10 ��ｹzx�S3���+3ss��ダンプ　　有限会社伊藤総菜 劔8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾙﾃ))ｩm｣C8�"�

11 ��ｹzs�3���+8��s���ダンプ ��ｸ��tﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ���8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾙﾃ))ｩm｣C8��

12 ��ｹzs�3���+8��s�)｢�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ���8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾙﾃ))ｩmｩ�ﾈ��

13 ��ｹzs�3��+8��s�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ���8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾙﾃ))ｩmｩ�ﾈｷﾂ�

14 ��ｹzs�3���+8��y4��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ���8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾙﾃ))ｩm｣C2ﾓB�

15 做ｸ躡nﾃ�3�,������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ｼb��8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾙﾉEi)ｩm｣C2ﾓB�

「き ��ｹzs�3���.ｳ���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ���8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾙﾃ))ｩm｣C9���

17 ��ｹzs�3�+ﾘ��#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ���8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾙﾃ))ｩm｣C2ﾓB�

18 ��ｹzx��{�3���,(��3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ���8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾙﾃ))ｩm｣C2ﾓB�

19 ��ｹzs�3���,cC��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ���8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾙﾃ))ｩm｣C8�b�

20 ��ｹzs�3�+ss#��ダンプl有限会社伊藤総菜l束料江戸腫鹿骨2丁目43-。 

12有限会社晃真興業　丁且- 

自動車登録番号 草体の形状 使用者の名称 使用者の住所

横浜130ほ　801 有限会社晃真興業 神奈川県横浜市相見区平安町1 「3 6「2-柳1

撲浜130つ　803 有限会社晃真興業 神奈川県横浜市鶴見区平安町子3 6-2-20 1
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13有限会社北建産業　丁E」:0172-77-3305

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

1 ��)�������,ﾓ#S湯�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町飽野趣描元38「 

2 ��)�����,ﾓ#c6R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡概柳町館野越橋元38「 

3 ��)�����,ﾓ(ﾈ#r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町館野越橋元38-1 

4 ��)�������,ﾓ#�#2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝎'｢�青森県北津軽郡坂柳町館野越橋元38-書 

5 亶ｹ�����,ﾓ##Sb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北洋軽部板柳町館野越構元38-1 

6 ��)�������,�##�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳吋館野越橋元38-1 

7 ��)�����,ﾓ#Cィ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡根柳町蝕野趣緒元38「 

8 ��)�������,ﾓ#i�ﾂ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳的飯野越権元38葛1 

9 ��)�������,ﾙEcSsr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽都板柳町館野越橋元38葛1 

10 ��)�����,ﾓ#c���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡梗柳町館野越特売38-1 

11 ��)�������,ﾓ#sC2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡振柳町館野越揃元38「 

12 ��)�������,�#sC��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町飽野趣橋元38-1 

13 ��)�������,ﾓ#塔��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｹ�伜仂b�青森県北津軽郡抜柳町館野越橋元381 

14 ��)�����,ﾓ3�ィ�ダンプ・ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郵板柳町飽野趣橋元38-1 

15 ��)�������,ﾓ3�モ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡坂柳町飯野越梧元38-1 

16 ��)������,ﾘ��3�#B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｹ¥x蝌ｼb�晋森県北津軽郡板柳町飽野趣緒元38-1 

17 ��)�������,ﾘ��3(帚�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町館野越橋元38-1 

18 ��)�����,ﾓ3#sr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡根柳町館野越捕元38-1 

19 ��)�����,ﾓ94�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡根柳町館野越捕元38-1 

20 ��)�����,ﾓ3C�R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽劫板柳町館野越橋元38「 

21 ��)�������,ﾓ3C�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郵坂柳町館野起橋元38-1 

22 ��)�����,ﾓ3Ccr�ダンプ.丁子.. 帝tﾈﾌ�檍��fｹ¥x蝌ｼb�青森県北津軽郡坂柳町館野越揺元38「. 

14株式会社伊能重機連絡先:047「355-1 159

¥ 倆I{ﾉN�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 做ｸ躡nﾃ�3�,#3��2�ダンプ 乘H�檍��嫌Eﾈ�ｴ��浦安市東野2輸26-106 

2 做ｸ躡nﾃ�3�+ﾓS��R�ダンプ 乘H�檍��嫌Eﾈ�ｴ��浦安市東野2-26-106 

3 做ｸ躡nﾃ�3�+3c��b�ダンプ 乘H�檍��嫌Eﾈ�ｴ��浦安市東野2÷26-106 

4 做ｸ躡nﾃ�3�+���r�ダンプ 乘H�檍��嫌Eﾉeﾙ��浦安市東野之-26-106 

5 做ｸ躡nﾃ�3�-3�����ダンプ 乘H�檍��嫌Eﾈ�ｴ��浦安市東野2-26-106 
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1 5株式会社三尾アドバンス　　　　　丁E」O3-374ト81 50

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�・草体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

1 儼��ﾃ�3�+x��S2�ダンプ 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽削賀27一手601 

2 儼��ﾃ�3���+ﾘ��S��ダンプ 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽剛「27-4-601 

3 ��ﾈﾞ��3�*�ャ���ダンプ 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽剛毛7一十601 

4 ��ﾈﾞ��3�*�ャ���ダンプ 乘H�檍��蓼夊4�6�6�985��東京都大田区本羽剛七十4-601 

5 ��ﾈﾞ��3�*�ャ�"�ダンプ 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京部大田区本羽削「27-仁60喜 

6 ��ﾈﾞ�,S3�*�ャ�2�ダンプ 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽削セ7一生601 

7 ��ﾈﾞ����*�33���ダンプ 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽副審7-4-601 

8 ��ﾈﾞ����*�33�B�ダンプ 册�陞��蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本源剛セ7一ト601 

9 ��ﾈﾞ����*�9-ｳR�ダンプ 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽副審7-午で01 

10 ��ﾈﾞ����*塔C���ダンプ 冓X�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽剛-27十-601 

16佐藤商運有限会名　　　　丁巨」O3-36的」2768 16佐藤商運有限会社　　　　　　丁巨」O3-36的」2768 

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

1 ��ｹzs�3�*ﾓ#��ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南葛西6-16-6 

2 ��ｹzx��+s3�/�3��ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南葛西6-16-6 

3 ��ｹzs�3�*ﾓC��ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南葛西6-16-6 

4 ��ｹzs�3�*ﾓS��ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南葛西6-16-6 

5 ��ｹzs�3�*cc��ダンプ 俚):�ⅹ��tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南葛西6-16-6 

6 ��ｹzs�3�*#s��ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南葛西6「6-6 

7 ��ｹzs�3�*#���ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南葛西6-16-6 

8 ��ｹzs�3�*#������5�987b���(暮tﾈﾌ�檍���8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾhﾎﾓbﾙO2�

17有限会社ツカダ連絡先:049-296-1的4

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

1 估i$｣�����*塔�sB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町小用1280-18 

2 估i$｣�3�*���S��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町小用1280「8 

3 估i$｣�3�*H��s3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町小用1280-18 

4 估i$｣�3���*���3ssr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町小用1280-18 

さ 估i$｣�3���*(��S���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町小用1280-18 

6 ��I$｣�3�*H���#R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町小用1280-18 

7 估i$｣�3�/��S�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町小用1280「8 

8 估i$｣�3�*H��#�32�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町小用1280-18 
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1 8窒島土木株式会社　　　　　　　　　丁巨」O3-3608置8741

¥ �?ｨｼ���6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

1 偸I?ｩYC�3�,���3���ダンプ �;�8y7冦茜H�檍���東京都北畠堂島2丁目7葵12 

2 偸I?ｩYC�3�+���c���ダンプ �;�8y7冦茜H�檍���東京都北区塑烏2丁目7-1之 

3 偸I?ｩYC�3�+3�����ダンプ 囘ﾉ8y7冦疫8�檍���東京都北区豊島2丁目7-12 

4 偸I?ｩYC�3�+������ダンプ �;�8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目7-丁2 

5 偸I?ｩYC�3�+3���2�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区堂島2丁目7-12 

6 �<XﾏｹYC�3�+3���B�ダンプ �;�8y7冦茜H�檍���東京都北区堂島2丁目7-12 

7 偸I?ｩYC�����,ﾓ���R�ダンプ �;�8y7冦茜H�檍���東京都地区堂島2丁目了-12 

8 偸I?ｩYC�����,ﾓ���ﾃb�ダンプ �;�8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目7-12 

9 偸I?ｩYC�����,ﾓ���r�ダンプ �;�8y7冦茜H�檍���東京蔀北区堂島2丁目7「2 

10 偸I?ｩYC�����,ﾓ�C3R�ダンプ �;�8y7冦茜H�檍���東京都北区堂島2丁目7-1之 

11 偸I?ｩYC�����,ﾓ�C3b�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目7-12 

12 偸I?ｩYC�����,ﾓ�CC��ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区堂島2丁目7-12 

19裸式会社トシマ　　　　　　　　　　丁巨」O3「3608-8741

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

1 偸I?ｩYC�3�+3����ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元1丁目21-2 

2 偸I?ｩYH�S3�+3����ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元†丁目21-2 

3 偸I?ｩYC�3�+鼎���ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元1丁目21-2 

‾4 偸I?ｩYC�3�+鉄���ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元1丁目2十2 

5 偸I?ｩYC�3�+ﾓs���ダンプ 凅x�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元1丁目21-2 

6 偸I?ｩYC�3�+�������ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元1丁目21-2 

7 偸I?ｩYC�3���,涛���ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元1丁目2ト2 

8 偸I?ｩYC�3���*#�����ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元1丁目21-2 

9 偸I?ｩYC�3�*������、ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元1丁目21-之 

10 偸I?ｩYC�3���*����"�ダンプ 偃ﾈ�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元1丁目2十2 

11 偸I?ｩYC�3�*����2�ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元1丁目21-2 

12 偸I?ｩYC�3���*���ィ�ダンプ 偃ﾈ�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元1丁目21置2 

13 偸I?ｩYC�3���*���コ�ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元1丁目21-2 

14 偸I?ｩYC�3�*���ビ�ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都轄飾区西水元1丁目21-2 

15 偸I?ｩYC�3���*���モ�ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元1丁目21-2 

16 偸I?ｩYC�3�*���ヲ�ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元1丁目21-2 

22



20株式会社ハー一章セレ　　　　　　　丁巨」O3-3553-6827

¥ 俾�:竟H��MHﾘb�車体の形状 俶yw�4�,ﾉkﾉ)R�使用書の住所 

1 做ｸ躡nﾃ�3�*c�����ダンプ 俾陞��6��ｸ8(5｢�千葉県市川奇行筏駅前3丁目丁5-14 

2 做ｸ躡nﾃ�3���*����"�ダンプ 俾陞��Jｨ耳8(5｢�千葉県市川市行徳駅前3丁目1舌「4 

3 做ｸ躡nﾃ�3���*��S�ｷ"�ダンプ 俾陞��6��ｸ8(5｢�千葉県市川市行毎駅前3丁目15-14 

21有限会社米塚総理　丁重」:調8-42子ら088

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

1 ��Xｷｳ���,ャ��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��¥I,ｹ�ﾘ錬�東京都豊島区巣鴨1丁目2「2百〇302 

2 ��Xｷｳ��(.塔ャ��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��¥I,ｹ�ﾘ者�東京劫堂島区巣鴨1丁目を2き十302 

22株式会社小原工業　　　　　　　　丁巨」O47・128「3933

¥ 俾刔�ｧi6�餉Hﾘb�瑠体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用吾の住所 

1 ��ｹzs�3���*������.ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ胤b�東京都墨田区両国3丁目2ト14 

2 ��ｹzs�3�*c���"�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ溢B�東京都墨田区両国3丁目2ト14 

3 ��ｹzx專�3���*h��ｮﾃ��2�ダンプ 凅x�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目2ト14 

4 ��ｹzs�3�*C���B�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ溢B�東京都墨田区両国3丁目2ト14 

5 ��ｹzs�3�*c���R�ダンプ 凅x�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田産両国3丁目2ト14 

6 ��ｹzs�3�*C���b�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目2ト14 

7 ��ｹzs�3���*������r�ダンプ 冓X�檍��抦ﾋHﾔ��b�東京都墨田区両国3丁目21-14 

8 ��ｹzs�3�*C��#��ダンプ 兢�-ﾈ檍��抦ﾋHﾔ頴"�東京都墨田区両国3丁目2ト14 

9 ��ｹzs�3�*C��#"�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目2ト14 

10 ��ｹzs�3�*C��Ec2�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目21-14 

11 ��ｹzs�3���*#��#B�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目2ト14 

12 �.越s�3���*c��EcR�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ溢B�東京都墨田区両国3丁目21「4 

鑓有限会社新拓興業　　　　　　　丁冒しO伸置952-81 55

¥ �?ｨｷ)6�餉Hﾘb�単体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

1 偸I?ｩYC�����,ﾓ�#3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄「丁目3之8 

2 偸I?ｨ�8������,ﾓ#s�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��5Io"�埼玉県三好市果て丁目328 

3 偸I?ｩYC�3�+3���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三好市栄「丁目328 

4 �7�������,ﾓC#S��・ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���I��5Io"�埼玉県三郭市栄1丁目328 

5 偸I?ｩYC�����,ﾓ#c#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三好市架1丁目328 

6 偸I?ｩYC��(,CR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三却市栄1丁目328 

7 偸I?ｩYC�3���,cS��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��5Io"�埼玉県三郷市栄1丁目328 

8 偸I?ｩYC�3�,CS���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��5Io"�埼玉県三拘市栄1丁目328 

o 偸I?ｩYC�����-�����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i���ｹo"�埼玉県三郷市栄1丁目328 

10 儁ImｩYC���,ｳSX*ｳR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�増車県三榔市栄1丁郎28 
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