
様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出書 

平成　28　牢　上　月　∫　日 

東京都知事殿 　　　東京都江東区南砂二丁目工番1庭霧 

届出者　cRS株式会社 

代表取締役桶野秋弘 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�79�ｹzxｾi�ﾈ堅ｻｹ*ﾉ&�>�� 

汚染土壌の特定有害物質によ �-8,��b�7��ｹv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘr��

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�(,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 �-8,��h��"ﾃsS���Y-����h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�(,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 俾�:頽H,�.h.凛Iц暮L����h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�8,ﾈ,h*�.��

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 �5儻H��}紿,ﾈ,h*�.��

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 �5�484x5�8�4898ｩH�檍���

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ��ywHﾊxﾘ�竧ﾅ9�ﾘﾌ9*ﾉ�y68鬩z��#SiMB�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ��#吋��8��ﾈ糴uｹ?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��#吋���8ﾈ���3�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��#吋���8ﾈ���3�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��#吋��SH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連 絡先 ��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 び連絡先(運搬の際、積替えを 行う場合に限る。) ��

保管施設の所在地並びに所有 者の氏名又は名称及び連絡先 (保管施設を用いる場合に限 る。) ��

備考　ユ　ニの用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2　氏名(法人にあってほぞの代表者の氏名)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。

東京都東部公団線地事務所　工事課　田中　(連絡先) TEし:03 (3821)了001



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

別紙1資料1(別図2)
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菓臆本工事で汚染土壌の搬出を行う形蹟変更時要届出区域の範囲
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添付書類1

資料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

足立区西伊興町43番1 1

<支点>

支点は.各調査対象地の最北端とする。 (各調査対象地
の北辺は僅かに傾いており、西側角が北端である。 )

<格子の回転角度>

支点⑤ 0度

支点㊨) 0度

支点⑦ 0度

支点⑧ 0度

格子の国語角度は、支点を通り、東西方向及び南北方向
に引いた総並びにこれらと平行して10m間隔で引いた韻

により形成された格子を、支点を中心として右回りに国

語させた角度を示す。
<支点の座標>

支点⑤　X ・ -23174.076. Y: -5207.831

支点⑥　X:置23201.576. Y:置5237.831

支点⑦　X: -23239.576. Y: -5238.417

支点⑧　X: -23258.076. Y: -5200.417

※支点の座標は、日本測地系座標計算によって作成した。

<凡例> 

。。。。。。。。。。。_　調査対象地 

_〇〇〇.__..単位区画境界線 
一　筆境界線 

足立区西伊興町43番10の一都

足立区西伊興町43番16の一部

足立区西伊興町43番10の一部

足立区西伊興町43番45の-部

足立区西伊興町43番10の一部

足立区西伊興町43番38の一部

足立区西伊興町43番45の一部

足立区西伊興町43番9の一部 

足立区西伊興町43番8の一部 

足立区西伊興町43番9の一部 

[二コ　汚染土壌の搬出を行う形質変更時要届出区域



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
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区域指定解除済みの区画

区域指定解除済みの区画

本工事の汚染土壌搬出範囲

凡　例

口舎人公園C地区範囲

□各対象地(各事業褐跡地)

o　各対象地のメッシュの起点

看lO皿区画
‾だジ批素　基地超過区画

の囲ふっ素　基準超過区画

鮎田対熊深度

口地下水基準超過区画
」○○型巴。葛。_」 ’、“十干、‾●



汚染土壌の運搬の方法

軸綿は㍉軸乳首乱南朝舶疎か更新されて上中乙

原魂レ壷敗弔う

1.運搬フロー図



添付書類　4

汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類



1シグマテック株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:03-5651-220丁

¥ 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�C���,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�cビ�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 

3 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���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

5 傀ｩ�#���,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5-4 

6 傀ｩ�#���,ﾓ#33r�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 

7 傀ｩ�#���,ﾓ#3ッ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

8 傀ｩ�#���,ﾓ#3ビ�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 

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5-4 

千0 傀ｩ�#�3�+s#C#B�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橘宮沢町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冨沢町5-4 

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

15 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細4 

16 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5-4 

17 傀ｩ�#���,ﾓ#ssb�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本播富沢町5-4 

す8 傀ｩ�#���,ﾓ#ssr�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 

19 傀ｩ�#���,ﾓ#�#b�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 

20 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宮沢町5-4 

之1 傀ｩ�#���,ﾓ3��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 



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 

1 ��ﾈﾞ����*�#�途�ダンプ �隶仂hｩH�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���神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4 

3 ��ﾈﾞ��3�*�3S�"�ダンプ �隶仂hｩH�檍���神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4 

4 ��ﾈﾞ����*�3塔��ダンプ �隶仂hｩH�檍���神奈川県横浜市管区北幸2丁目8-4 

5 ��ﾈﾞ����*�3塔��ダンプ �隶仂hｩH�檍���神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4 

6 ��ﾈﾞ��3���*(��S�3��ダンプ �隶仂hｩH�檍���神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4 

7 ��ﾈﾞ��3�*#Sイ��ダンプ �隶仂hｩH�檍���神奈川県横浜市西区北幸2丁目8置4 



3　豊川興業株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:044-299-3531

¥ 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����/�����ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神祭II惧横浜市緑区上山3丁目37-5 

2 ��ﾈﾞ������*ｸ��"�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������*H��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 

4 ��ﾈﾞ������*ｸ��R�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県構浜市緑区上山3丁目37-5 

5 ��ﾈﾞ��3���*���b�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 

6 ��ﾈﾞ������*ﾘ��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置5 

7 ��ﾈﾞ������*(����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37-5 

8 ��ﾈﾞ��3���*H��SR�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈Iii県横浜市緑区上山3丁目37-5 

9 ��ﾈﾞ��3���*h��cb�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

10 ��ﾈﾞ��3���*���sr�ダンプ 儂��ｻｸｼhｩH�檍���神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

11 ��ﾈﾞ��38��*���モ�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置5 

12 ��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���*h��#b�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県措浜市緑区上山3丁目37-5 

15 ��ﾈﾞ��3���*���#r�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈IiI県横浜市緑区上山3丁目37-5 

16 ��ﾈﾞ����*�3�SB�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 

17 ��ﾈﾞ����*�33cr�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 

18 ��ﾈﾞ����*�3S���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 

19 ��ﾈﾞ��3�+����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 



¥ 倆I{ﾉ6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉ[h,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h4x985��ｸ7h8�485��千葉県浦安市千鳥12-10 

2 做ｸ躡nﾃ���*鉄�唐�ダンプ 乘H�檍��69(hｻｸｼh4x985��ｸ7h8�485��千葉県浦安市千鳥12-10 

3 做ｸ躡nﾃ���*田�#"�ダンプ 乘H�檍��69(hｻｸｼh4x985��ｸ7h8�485��千葉県浦安市千鳥12-10 



5　株式会社三郷興業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 048-957-3001

¥ 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 ��hｩH�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田484「 

2 偸I?ｩYC���*鼎�ッ�ダンプ 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田484-1 

3 偸I?ｩYC���*田�ビ�ダンプ 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田4841 

4 偸I?ｩYC���*�3�32�ダンプ 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田484-1 

5 偸I?ｩYC���,ﾓ#鉄��ダンプ 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田484-1 

6 偸I?ｩYC���,ﾓ#s澱�脱嬉装置付コンテナ専用串 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田484-1 

7 偸I?ｩYH�S��*�#s���ダンプ 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田484「 

’8 偸I?ｩYC���,ﾓ#cヲ�ダンプ 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田484-1 

9 偸I?ｩYC���,ﾓ8�SS"�腺着裳観相コンテナ軍用車 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田4841 

10 偸I?ｩYC���,ﾓ3#モ�説鵜装置付コンテナ専用車 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田4B4-1 

11 偸I?ｩYC���*都�S"�ダンプ 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田484-1 

12 偸I?ｩYC���*都#S2�ダンプ 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田484-1 



6　株式会社美章興業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 048-285-5356

¥ 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6-12-506 

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

3 ��Xｷｳ��X��-ﾈ����ダンプ 乘H�檍��Oﾈ�ｻｸｼb�埼玉県川口市南鳩ヶ谷4丁目6「2-506 

4 ��Xｷｳ�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6-12-506 



7　株式会社後藤田商店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:044-366-1414

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

2 ��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1-5 

3 ��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 

4 ��ﾈﾞ����*�33cb�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川時庭浅野町1-5 

5 ��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 

6 ��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 

7 ��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ト5 

8 ��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1-5 

9 ��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 

10 ��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子5 

11 ��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十5 

12 ��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 

13 ��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葵5 

14 ��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 

15 ��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 

16 ��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 

17 ��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1-5 

18 ��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十5 

19 ��ﾈﾞ����*鉄3�2�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

20 ��ﾈﾞ����*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1-5 

21 ��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 

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

23 ��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1-5 

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

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

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

27 ��ﾈﾞ����*鉄cSr�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　明和土木興業株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:048-224-664l

¥ 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���,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2-3-12 

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2-3-12 

3 ��Xｷｳ���,ﾓ��3B�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 

4 ��Xｷｸ�S��,ﾓ�##��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-3-12 

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���埼玉県川口市東領家2-3-12 

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

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

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

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

11 ��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 

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

13 ��Xｷｳ���,ﾘ,C�#r�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-3-12 

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

15 ��Xｷｳ�3�+�#33��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 

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

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

18 ��Xｷｳ���,ﾓ�CS��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領家2-312 

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2-3-12 

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

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

22 ��Xｷｳ�3�+3#�3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領家2-312 

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

24 ��Xｷｸ�S3�+3#�32�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-3-12 

25 ��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 

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

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

28 ��Xｷｳ�3�+3#s#"�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県Il旧市東領家2-3-12 

之9 ��Xｷｳ�3�+3#s3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-3-12 



9　株式会社義理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:03-5664-3383

¥ 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��h��/���ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江吋2丁目12-6 

2 ��ｹzs��H��*���2�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12-6 

3 ��ｹzs�3�*h��B�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12喜6 

4 ��ｹzs�����+���R�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12-6 

5 ��ｹzs�����*ｸ����ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12-6 

6 ��ｹzs�3���+�����ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12-6 

7 ��ｹzs�3�*����ダンプ 乘H�檍��ｶ9���東京都江戸川区春江町2丁目12-6 

8 ��ｹzs�3���*������ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12-6 

9 ��ｹzs�3���*H���"�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12-6 

10 ��ｹzs�3���*H���2�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12-6 

11 ��ｹzs�3�*c����ダンプ 乘H�檍��ｶ8ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12-6 

12 ��ｹzs�3�*���"�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目1之-6 

13 ��ｹzs�3���+���2�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12-6 

14 ��ｹzs�3���*ﾓ��B�ダンプ 乘H�檍��ｶ9���東京都江戸川区春江町2丁目12-6 

15 ��ｹzs�3�*���R�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12-6 

16 ��ｹzs�3�+���b�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12-6 

17 ��ｹzs�3�*c��r�ダンプ 乘H�檍��ｶ9���東京都江戸川区春江町2丁目12-6 



10有限会社東京プランニング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:03-5659-9932

¥ 俾�:竟I6�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5-16-2 

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

3 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 

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5-16-2 

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 

6 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置16-2 

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 

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

12 做ｸ躡nﾃ�3���,h��(�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 

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5-16-2 

16 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�3�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5-16-2 

17 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�3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5-16-2 

18 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�S�R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中萬西5-16-2 

19 做ｸ躡nﾃ���,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「6-2 

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516-2 

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5-16-之 

22 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�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5-16-2 

23 做ｸ躡nﾈ���,ﾓ�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輸2 

24 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5-16-2 

25 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5-16-2 

26 做ｸ躡nﾃ���,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5-16-2 

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

28 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 

29 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�ピ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「6-2 

30 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ#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5-16-2 

31 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ#3ヲ�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 

32 做ｸ躡nﾃ�3�+x����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 



1 1有限会社伊藤総菜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:03-5666-3丁68

¥ 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���X+ﾓ����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

2 ��ｹzs�����+ｸ��##"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

3 ��ｹzs�����,ﾈ��332�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

4 ��ｹzs�3���+���CCB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

5 ��ｹzs�����+���SSR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

6 ��ｹzs�3�+���ccb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

7 ��ｹzs���+8��ssr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ｼb�東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

8 ��ｹzs�����+ﾘ��ャ��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

9 ��ｹzs�3�+ｳ涛��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸IIl区鹿骨2丁目43-4 

10 ��ｹzs�3���+8��ss��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

11 ��ｹzs�3���+8��{塔��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

12. ��ｹzs�3���+8��s���.ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

13 ��ｹzs�3���+8��s�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

14 ��ｹzs�3���+8��s�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

15 做ｸ躡nﾃ�3���,������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

16 ��ｹzs�3���.ｳ���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

17 ��ｹzs�3���+ﾘ��#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

18 ��ｹzx�c3���,(��3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

19 ��ｹzs�3���,h��C��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

20 ��ｹzs�3���+x��s#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 



12有限会社北建産業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: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 ��)�������,ﾘ��#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館野越橋元38-1 

2 ��)�������,ﾘ��#c3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町筋野趣橋元38-1 

3 ��)�������,ﾘ��#�3r�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揺元38-1 

4 ��)�������,ﾘ��#�#2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町筋野趣橋元38-1 

5 ��)�������,ﾘ��##Sb�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 

6 ��)�������,ﾘ��##�"�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 

7 ��)�������,ﾘ��#Cィ�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 

8 ��)�������,ﾘ��#cC2�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 

9 ��)�������,ﾘ��#Ssr�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 

10 ��)�������,ﾘ��#c���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権元38-1 

11 ��)�������,ﾘ��#sC2�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 

12 ��)�������,ﾘ��#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館野越橋元38-1 

13 ��)�������,ﾘ��#塔��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 

14 ��)�������,ﾘ��3�ィ�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 

15 ��)�������,ﾘ��3�モ�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揺元38-1 

16 ��)�������,ﾘ��3�#B�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 

17 ��)�������,ﾘ��3#C��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町筋野趣橋元38-1 

18 ��)�������,ﾘ��3#sr�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 

19 ��)�������,ﾘ��3C�2�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-書 

20 ��)�������,ﾘ��3C�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 

21 ��)�������,ﾘ��3C�2�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 

22 ��)�������,ﾘ��3Ccr�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揺元38-1 



13　株式会社伊能重機　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:047-355-1 159

¥ 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�3�,#3��2�ダンプ 乘H�檍��嫌Eﾈ�ｴ��浦安市東野2-26-106 

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ﾈ�ｴ��浦安市東野2-26「06 

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 

(



14株式会社三尾アドバンス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:03葛3741-8150

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 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��東京都大田区本羽田1-27-4-601 

2 儼��ﾃ�3���+ﾘ��S��ダンプ 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽田1-27-4-601 



15佐藤商運有限会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 03-3689-2768

¥ 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���*ﾘ��#��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zs�3�/�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「6-6 

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

(



1 6株式会社ハーモセレ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:03-3553-6827

¥ 俾�:竟I6�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�*c�����ダンプ 乘H�檍��6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�千葉県市川市行徳駅前3丁目15-14 

2 做ｸ躡nﾃ�3���*����"�ダンプ 乘H�檍��6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�千葉県市川市行徳駅前3丁目15-14’ 

3 做ｸ躡nﾃ�3���*����2�ダンプ 乘H�檍��6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�千葉県市川市行徳駅前3丁目15-14 



1 7　株式会社小原工業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:047-328-3933

¥ 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���*������ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目21葛14 

2 ��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21「4 

3 ��ｹzs�3���*c���S2�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 

4 ��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21-14 

5 ��ｹzs�3���*c���R�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 

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 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目2ト14 

8 ��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21-14 

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21-14 

10 ��ｹzs�3���*C��#2�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目21「4 

11 ��ｹzs�3���*#��#B�ダンプ ��h��ｩH�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目2十14 

12 ��ｹzs�3���*c��#R�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�・東京都墨田区両国3丁目之甲4 



1 8有限会社丸和工業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:03-3853-6961

¥ 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���,ﾓ�Cc��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｹ��ﾔ鮎b�東京都足立区入谷3町目5-8 

2 ��ｹzs���,ﾓ#�Sb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｹ��ﾔ鮎b�東京都足立区入谷3町目5-8 

3 ��ｹzs���,ﾓ#塔r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｹ��ﾔ鮎b�東京都足立区入谷3町目5-8 

4 ��ｹzs���,ﾓ33#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｹ��ﾔ鮎b�東京都足立区入谷3町目5-8 



監ぐ牒倣高調


