
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年　ユ　月/十日 

東京都嫡殿　頼欝蒸器認離 　届出者 土壌汚染対策法第16条第1項の規定によ。、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 忠&餉B佶�79(inﾈｾhﾕﾘ�(蕀)ｩmｨ+S���=ｳ3(,ﾈ�R�R� 
(住居表示)なし 

汚染土壌の特定有畜物質による �Hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZｉ7��ｹv頽��ｮ顏�W94ｸﾘr��

汚染状態 儂�ﾟXｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZｉ7��ｹv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘr��

汚染土壌の体積 �*C�+8��e�ｯ����h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�(,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 凛I�r一�:竟B����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 乘H�檍��5H98�X786(4��

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍��5x�ｸ��48�ｸ6X4�6ﾘ5��

汚染土壌を処理する施設の所在地 乘H�檍��5x�ｸ�ｸ48�ｸ6X4�6ﾘ5�����ﾈ馼ｼh��
神奈川県横湊市神奈川区恵比須町8 

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ�ﾓ吋�8ﾈ糴?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��#���D���H��ﾈ���ﾔス��?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��#���D���H��ﾈ��X��?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��#���D���X��ﾈ���3�?｢�

運搬の用に供する自動車等の使用 者の氏名又は名称及び連絡先 ��i5儻H��{���X,ﾈ,h*�.��

領皆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。) ��

東京 
く連絡先〉　　　　　之三二で与 所属:株式会社熊谷組首都圏支店総合束腕新鯛(Ⅱ期)作漸璃闘醐覇悔 氏名; 票誤読認諾　　　　て東鶉局繋授乾草琉 

〇才 

備考l　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。　　　　　　　　　　　　仏字物輿河東課 
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(’　」つてはそ 

の代表者)が署名することができる。



添付書類1

汚染土壌の場所を明らかにした要措置区域等の図面

形質変更時要届出区域の所在地‥東京都中野区江古田三丁目1101番32の一部(地番)
G2-2(No.1)
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添付書類3

汚染土壌の運搬の方法

1.運搬フロー

形質変更時要届出区域:東京都中野区江古田三丁目1101番32 (地番)

鉛及びその化合物　基準不適合土壌

批索及びその化合物　基嘩不適合土壌

【運搬】 
株式会社サン・ピック 

東京都港区港南2-16-1 

【荷姿】 
かけトラック十シート即す 

【処理】

株式会社ジー・イーテクノス　練浜事業所
神奈川県撒浜市神奈川区恵比須町8

【汚染土壌処理業許可施設】

横転市第0850001002号

【種類】

分別等処理施設

【処理方法】

男物除去、含水率調整

(二次処理予定先)

【処理】
株式会社サン・ビック　名古屋事業所
愛知県名古屋市港区潮見町3番、 4番、
5番、 22番、 23番、 51番、 52番、 53葎

【汚染土壌処理業許可施設】

名古屋市　第1091001001号

【種類】
浄化等処理施設

【処理方法】
洗浄方式



添付資料4

汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する菖類

1.明和土木興業株式会社　T冒し; 048-798-6684

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾙ>ﾉlｩMHﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��Xｷｸ�������,ﾘ��ペ{��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東顕家2丁目312 

2 ��Xｷｸ�������-�����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丁目3-12 

3∴ ��Xｷｸ�������,ﾘ����3B�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉尉Il口市東頼家2丁目3-12 

4 ��Xｷｸ�������,ﾘ���#�b�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東嶺家2丁目3-12 

5 ��Xｷｸ�������,ﾓ�#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丁目3-12 

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

7 ��Xｷｸ�������,ﾘ���#3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県」l旧市東領家2丁目3-12 

8 ��Xｷｸ�������,ﾘ���#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丁目3-12 

9 ��i�Xｷｸ�������,ﾓ�##R�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東頼家2丁目3-12 

10 ��Xｷｸ�������,ﾘ���s�2�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東顕家2丁目3-12 

11 ��Xｷｸ�������,ﾘ��#3sb�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県」i旧市東領家2丁目3-12 

12 ��Xｷｸ�������,ﾘ�����R�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東館家2丁目㌃12 

13 ��Xｷｸ�������,ﾘ��#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丁目3-12 

14 ��Xｪ��������,ﾘ����#r�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口帝京頼家2丁目3-12 

15 ��Xｷｸ���3���+8��#�6ﾂ�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2丁目3-12 

16 ��Xｷｸ���3���+���#36ﾂ�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領家2丁目312 

17 ��Xｷｸ���3���+8��#C鳴�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東顕家2丁目3-12 

18 ��Xｷｸ���3���+8��#Ss��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東頼家2丁目3-12 

19 ��Xｷｸ�������,ﾘ���CS��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東館家2丁目3-12 

20・ ��Xｷｸ�������,ﾘ���Xｧィ�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東顕家2丁目3-12 

21 ��Xｷｸ�������,ﾘ����sb�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2丁目3鵜工2 

22 ��Xｷｸ�������,ﾓ��Z��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口帝京領家2丁目㌻12 

23 ��Xｪ����3���+8��#�6ﾂ�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2丁目計12 

24 ��Xｷｸ���3���*ｸ��#�3"�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東頼家2丁目312 

25 ��Xｷｸ���3���+8��#�32�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東顕家2丁目3-12 

26 ��Xｷｸ���3���+8��#c鳴�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2丁目3-12 

27 ��Xｷｸ���3���+8��#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丁目3-12 

28 ��Xｷｸ���3���+8��#s#��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2丁目3-12 

29 ��Xｷｸ���3���+8��){�#"�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口南東頼家2丁目3-12 

30 ��Xﾙﾈ���3���+8��#s3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束顕家2丁目3-12 



添付資料4

汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

2.株式会社議連TEし:03-5664-3383

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾘ鋹{ﾉMHﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��ｹzx����h��/�������ﾔ��ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12番6号 

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

3 ��ｹzx���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番6号 

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

5 ��ｹzx�������*ｸ��������ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目宣2番6号 

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

7 ��ｹzx���3���*������ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江吋2丁目12番6号 

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

9 ��ｹzx���3���*�����"�ダンプ 乘H�檍��ｶ8ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12呑6号 

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

1l ��ｹzx���3���*ﾘ����ﾔ��B�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12番6号 

12 ��ｹzx���3���*�����ﾔ��R�ダンプ 乘H�檍��ｶ9���東京都紅戸川区春江町2丁目12番6号 

13 ��ｹzx���3���+�����b�ダンプ 乘H�檍��ｶ9���東京都江戸川区春江町2丁目12番6号 

14 ��ｹzx���3���*h����r�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12番6号 

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

16 ��ｹzx���3���*H�����"�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12番6号 

17 ��ｹzx���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番6号 

3.有限会社丸和工業置、Eし: 03-3853-6961

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾘ鋹{ﾉMHﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

l ��ｹzx�������,ﾘ���Cc��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｹ��ﾔ鮎b�東京都足立区入谷3丁目5-8 

2 ��ｹzx�������,ﾘ��33#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｹ��ﾔ鮎b�東京都足立区入谷3丁目5-8 

3 ��ｹzx�������,ﾘ��#�Sb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｹ��ﾔ鮎b�東京都足立区入谷3丁目5-8 

4 ��ｹzx�������,ﾘ��#塔r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｹ��ﾔ鮎b�東京都足立区入谷3丁目与-8 

4.有限会社米塚総建TE」:048-421-5088

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾘ鋹{ﾉMHﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��Xｷｸ����(��.���ャモ�ダンプ ��Ytﾈﾌ�檍��¥I,ｹ�ﾘﾉ｢�埼玉県戸田市美女木4-12-14 

2 ��Xｷｸ����8��,��������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��¥I,ｹ�ﾘﾉ｢�埼玉県戸田市美女木4-12-14 



添付資料4

汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

5.有限会社璧信興業　TE」:048-940-7171

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb��H,ﾘ鋹{ﾉMHﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��Xｷｸ����h��+ﾘ����ﾂ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉoXｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

2 偸I?ｩYH�������.�������"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

3 偸I?ｩYH�������-ﾈ������2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾇ��ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

4 偸I?ｩYH���3���-ﾈ������b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��･)�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷荷船渡字上川原1521 

5 偸I?ｩYH�������,ｨ����{��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

6 偸I?ｩYH�������.���������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��;��ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船鞍手上川原1521 

7 偸I?ｩYH���3���,ｸ������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船波字上川原1521 

8 偸I?ｩYC�3���,ﾘ�����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��;��ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

9 做�69YH���3���+ｸ��鳴�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼh�R�埼玉県越谷市船鞍手上川原1521 

10 偸I?ｩYH���3���,ｸ���"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��6��ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

11 偸I?ｩYH���3���,ｸ���2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���餔Xｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

12 偸I?ｩYH���3���,H���B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡亭上川原1521 

・重3 ��Xｷｸ���3���,����R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��eﾙ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

14 偸I?ｩYH���3���,����b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍�����ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船撥字上川原1521 

15 偸I?ｩYH���3���,����r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��;��ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船綬章上川原1521 

16 偸I?ｩYC�7���,h�����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾇ��ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原152工 

17 偸I?ｩYC�3���,(����#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��;��ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船蔽字上川原1521 

18 偸I?ｩYC�3���,ｨ����&ﾂ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��¥y�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

19 偸I?ｩYH�������.x����鳴�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷南船渡字上川原1521 

20 偸I?ｩYH���3���+ﾘ����r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船艇字丁勤i原1521 

21 偸I?ｩYH���3���,h����r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｹJﾒ�埼玉県越谷市船渡寧上川原1521 

22 偸I?ｩYH���3���+s�#c��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��¥y�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船鞍手上)l傭1烏21 

23 偸I?ｩYH��+S3���+ﾘ�������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ{Xｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

2互 ��Xｷｸ�������.x���S2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

25 偸I?ｩYH���3���+s�3���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

26 偸I?ｩYH����x��+8������R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船鞍手上川原152l 

6.株式会社ハーモセレ　丁E」: 03-鵠53-6823

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾘ鋹{ﾉMHﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

l 做ｸ躡nﾈ��������*h�����ﾂ�ダンプ 乘H�檍��6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�東京都中央区新川ト19-7-2F 

2 做ｸ躡nﾈ���3���*������"�ダンプ 乘H�檍��6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�東京都中央区新川ト19十2F　　l 

3 做ｸ躡nﾈ���3���*����2�ダンプ 乘H�檍��6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�東京都中央区新川l-19-7-2F 



添付資料4

汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

7.有限会社戸籍総菜TEL:03-3655-1865

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾘ鋹{ﾉMHﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��ｹzx���3���-�������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｾ,I�ﾘﾝ��東京都江戸川区小松) 箔9)ｩm｣�BﾓBﾓ3�R�

2 ��ｹzx���3���,ｸ������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｸｭｩ�ﾘﾝ��東京都江戸川区小松ノ 俣9)ｩm｣�BﾓBﾓ3�u��

3 ��ｹzx����ﾔ�3���+ﾘ���3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｹ���ﾘﾝ��東京都江戸川区小松川3丁目14-4-30与 

4 ��ｹzx�c�3���+ﾘ����3���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｹ���ﾘﾝ��東京都汗戸川区小松川3丁目14-4-305 

5 ��ｹzx���3���,(��#���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｹ���ﾘﾝ��東京都江戸川区小松川3丁目14-4-305 

6 ��ｹzx���3���+���C���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｹ���ﾘﾝ��東京都江戸川区小松川3丁目14-4-305 

8.有限会社新拓興業TEし: 048-952-8155

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾘ鋹{ﾉMHﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

l 偸I?ｩYH�������,ﾘ��3#3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���I��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄l丁目328番地 

2 偸I?ｩYC�����,ﾘ��#s�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄l丁目328番地 

3 偸I?ｩYH���3���+8�����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄l丁目328番地 

4 �7���������,ﾘ��C#S��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄1丁目328番地 

5 偸I?ｩYC���5���,ﾘ��#c#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄l丁目328番地 

6 偸I?ｩYH����(��,H������R�ダンプ. 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄1丁目328番地 

7 偸I?ｩYH���3���,h����S��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄l丁目328番地 

8 偸I?ｩYH���3���,H��S���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄l丁目328番地 

9 偸I?ｩYH�������-���S����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���X輾ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄1丁目328番地 

10 偸I?ｩYH�������,ｸ��SSSR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄1丁目328番地 

11 偸I?ｩYH���3���+ﾘ��CcC��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄l丁目328番地 

12 偸I?ｩYH���3���,H����ｯ�R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄1丁目328番地 

9.有限会社保戸田総菜T重し:03-5667-4874

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾘ鋹{ﾉMHﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

l ��ｹzx�������.x����#b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��]ｸﾌｹ69�ﾘﾝ��東京都江戸川区中薗西7丁目2312 

2 ��ｹzx�������.x����#r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��]ｸﾌｹ69�ﾘﾝ��東京都江戸川区中葛西7丁目23-12 

3 ��ｹzx���3���-ﾈ����sr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��]ｸﾌｹ69�ﾘﾝ��東京都江戸川区中葛西7丁目23-I2 

4 ��ｹzx���3���,ﾘ���#2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��]ｸﾌｹ69�ﾘﾝ��東京都江戸川区中高西7丁目23-12 

5 ��ｹzx���3���+8��S����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��]ｸﾌｹ69�ﾘﾝ��東京都江戸川区中欝西7丁目23-12 

6 ��ｹzx���3���,ｨ����モ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��]ｸﾌｹ69�ﾘﾝ��東京都江戸川区中瑞酉7丁目23-12 

7 ��ｹzx�������,ﾘ��3C3"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��]ｸﾌｹ69�ﾘﾝ��東京都江戸川区中葛西7丁目23-12 



添付資料4

汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

1 0.株式会社青葉興業TEし:045-593-8145

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾘ鋹{ﾉMHﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 丶)Vﾈ���3���,#�##2�ダンプ 乘H�檍���)wHｻｸｼb�神奈川県摸浜市都筑区東山田ト7-4 

2 ��������3���+ｸ���##B�ダンプ 乘H�檍���)wHｻｸｼb�神奈川県横浜市都筑区東山田l-7-4 

3 儼��ﾈ�������,ﾘ����"�ダンプ 乘H�檍���)wHｻｸｼb�神奈川県横浜市都筑区東山田ト7-4 

4 ��89h蕪�����,ﾘ�c�c釘�ダンプ 乘H�檍���ﾘ��ｻｸｼb�神奈川県横浜市都筑区東山田l-7-4 

5 ��Vﾈ�������,ﾘ��Ccc��ダンプ 乘H�檍���)wHｻｸｼb�神奈川県横浜市都筑区東山田l-7-4 

6 傲9>ﾈ�������,H������ダンプ 乘H�檍���(閂ｻｸｼb�神奈川県横浜市都筑区東山田1-7-4 

7 ��ﾈﾞ��������+ｸ��SSR�ダンプ 乘H�檍���(ﾝ綾ｸｼb�神奈川県横浜市都筑区東山田1-7-4 

8 ��ﾈﾞ��������,ﾘ��sS��ダンプ 乘H�檍��ﾗ�o(ｻｸｼb�神奈川県横湊市都筑区東山田ト7-4 

9 ��ﾈﾞ��������,ﾘ��#��R�ダンプ 乘H�檍���)wHｻｸｼb�神奈川県械浜市都筑区東山田l-7-4 

10 ��ﾈﾞ��������-ﾘ�����ダンプ 乘H�檍���)wHｻｸｼb�神奈川県横浜市都筑区東向田1-了-4 

11.有限会社伊藤総菜TEL:03-輔66-3168

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾘ鋹{ﾉMHﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��ｹzx�������+ﾘ������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4丁目23-10-102 

2 ��ｹzx�������+ｸ����##"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ｼb�東京都江戸川区上篠崎4丁目23-10-102 

3 ��ｹzx�������,ﾈ����332�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4丁目23-10-102 

4 ��ｹzx���3���+���ﾋｳB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4丁目23-10-102 

5 ��ｹzx�������+���Yk��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4丁目23-10-102 

6 ��ｹzx���3���+�����ccb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎在丁目23-10-102 

了 ��ｹzx�������+8����ssr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都沈戸川区上篠崎4丁目23-10-102 

8 ��ｹzx�������+ﾘ��ャ��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4丁目23-10-102 

9 ��ｹzx���3���+ｸ��涛��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4丁目23-1叶102 

10 ��ｹzx���3���+8����y{唐�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4丁目23-10-102 

ll∴ ��ｹzx���3���+8����s���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠駒丁目23-1叶102 

12 ��ｹzx���3���+8����s��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都牡戸川区上篠崎4丁目23+0-102 

13 ��ｹzx���3���+8����s�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘｼb�東京都江戸川区上篠崎d丁目23-10-102 

14 ��ｹzx���3���+8��s�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘｼb�東京都江戸川区上篠崎4丁目2鴛-10102 

15 做ｸ躡nﾈ���3���,��������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4丁目23-10-重02 

16 ��ｹzx���3���.ｸ�����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4丁目23-10-102 

17 ��ｹzx���4���+ﾘ����#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘ��東京都江戸川区上篠崎4丁目23-10-102 

18 ��ｹzx��ﾓ3���,(����3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4丁目23+0-1o2 

19 ��ｹzx���3���,h����9���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾙo"�東京都江戸川区上篠崎4丁目23-10一]02 

20 �.越x���+3���+x����{�#��ダンプ　　　有限会社伊藤総繋　　東京都江戸川区上篠崎4「国23+0102 



添付資料4

汚染土接の運搬の用に供する自動車に関する車類

12.エステートサービス株式会社TEし:03-6806-2572

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�ﾉiH,ﾘ鋹{ﾉMHﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��ｹzx���3���*ﾘ����s���ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2丁目8-16 

2 ��ｹzx���3���*H����s���ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2丁目8-16 

3 ��ｹzx���3���+8����sC��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2丁目816 

4 ��ｹzx���3���*(����sS��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2丁目8-16 

5 ��ｹzx���3���*�����sc��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2丁目8-16 

6 ��ｹzx���3���*(����ss��ダンプ �4x5�6X�ｸ*�7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2丁目8-16 

7 ��ｹzx���3���*ﾘ��������ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2丁目8-16 

8 ��ｹzx���3���*H��������ダンプ �4x5�6X�5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2丁目816 

9 ��ｹzx�����3���*H�����#��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2丁目8-16 

10 ��ｹzx���3���*������3��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2丁目816 

1l ��ｹzx���3���+8����ツ��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2丁目8-16 

12 ��ｹzx���3���+8����ピ��ダンプ �4x5�6X�ｸ*�7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2丁目8-16 

13 ��ｹzx���3���+x����ャ��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2丁目8-16 

14 ��ｹzx���3���+x����ゴ��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2丁目8-16 

15 ��ｹzx���3���+x��s���ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2丁目8-16 

16 ��ｹzx�������.H�������ダンプ �4h5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2丁目8-16 

17 ��ｹzx���3���+x�������ダンプ �4h5�6X耳ﾙ�耳7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2丁目8-16 

18 ��ｹzx���3���+8�����"�ダンプ �4x5�6X�ｸ*�7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2丁目8-16 

19 ��ｩlﾘ�������,ﾘ��3csr�ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2丁目816 

20 ��ｩlﾘ�������,ﾘ��#S迭�ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2丁目816 

21 ��ｹzx���3���*H����s3��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2丁目8-16 

13.佐藤商運有限会社TEし:03-3689-2768

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾘ鋹{ﾉMHﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��ｹzx���3���*ﾘ����#��ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南萬西6丁目16-6 

2 ��ｹzx���3���*ﾘ����S��ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南萬西6丁目16-6 

3 ��ｹzx���3���*h����c��ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南鶉西6丁目16-6 

4 ��ｹzx����ﾔ�3���*(����s��ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南葛西6丁目16-6 

5 ��ｹzx���3���*(�������ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南鶉西6丁目16-6 

6 ��ｹzx���3���*(�������ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南萬西6丁目16-6 

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

8 ��ｹzr��3���*ﾘ����C��ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区葡萄西6丁目16-6 



添付資料4

汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

14.有限会社ケイテック　T官し:044-288-7644

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾘ鋹{ﾉMH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��������*���#�3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�48��6(4��神素月幌川崎市川崎区千鳥町8鵜2 

2 ��ﾈﾞ��������*���ｵC�ッ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

3 ��ﾈﾞ��������*���S#���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

4 ��ﾈﾞ��������*��ﾈ��S##��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

さ ��ﾈﾞ��������*���S##��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市l剛埼区千鳥町8-2 

6 ��ﾈﾞ��������*���CンR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

7 ��ﾈﾞ��������*���Cンb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

8 ��ﾈﾞ��������*���Cンr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

9 ��ﾈﾞ��������*���Cン��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

10 ��ﾈﾞ��������*���Cc6ﾂ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

11 ��ﾈﾞ��������*���Cs3R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

12　ふ ��ﾈﾞ��������*���Cs3b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

13 ��ﾈﾞ��������*���3�#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-ゼ 

14 ��ﾈﾞ��������*���Xﾔ��"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

15 ��ﾈﾞ��������*���<S��2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 
′ 16 ��ﾈﾞ��������*���S��R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

17 ��ﾈﾞ��������*���S��b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

18 ��ﾈﾞ��������*���CS�2�ダンプ● 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8置2 

19 ��ﾈﾞ��������*���S�3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

20 ��ﾈﾞ��������*���SCs��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

21 ��ﾈﾞ��������*���SCs��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

22 ��ﾈﾞ��������*���S3c"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈)i幌川崎市川崎区千鳥町8-2 

23 ��ﾈﾞ��������*���S3c2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

24 ��ﾈﾞ��������*���S3cB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

25 ��ﾈﾞ��������*���SS�b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

26 ��ﾈﾞ��������*���Sc���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

27 ��ﾈﾞ��������*���.sc���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川鴫区千鳥町8-2 

15.有限会社倉舘建材TEし:048-26l-62倣

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾘ鋹{ﾉMHﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��Xｷｸ�������.x����ャ��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����,Hﾉｨﾝ��埼玉県川口市柳崎4-20-6-105 

2 ��Xｷｸ�������,���332�_ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����ｭｨﾉｨﾝ��埼玉県川口市棚崎4-20-6-105 

3 估i$ｨ���3���+8����的W��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����ｭ佶ｨﾝ��埼玉県川口両脚崎4-20-6105 



添付資料4

汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する善類

16.シグマテック株式会社でEし:03-5651-2201

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾘ鋹{ﾉMHﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

l 冖ﾈﾌ8夊��ﾔ�����,ﾘ��S����ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5番4号 

2 冖ﾈﾌ8夊�������,ﾘ��Cssr�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5番4号 

3 倅�H���3���+ｸ����ｿCB�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

4 冖ﾈﾌ8夊���3���,(��S�S��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5番4号 

5 冖ﾈﾌ8夊���3���,�����s��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5番4号 

6 倅�H�������,ﾘ���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番4号 

7 倅�H�������,ﾘ���cッ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5番4号 

8 倅�H�������,ﾘ���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番4号 

9 倅�H���3���+8����3s2�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5番4号 

10 倅�H����(��,ﾘ������+R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町う番4号 

11 倅�H�������,ﾘ��#�S2�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5番4号 

12 冖ﾈﾌ8夊���3���+ｸ����s��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5番4号 

13 傀ｩ�(���3���+x��#C#B�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本編宮沢町5番4号 

14 傀ｩ�(�������,ﾘ��#33R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5番4号 

15 倅�H���3���+8����Sビ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5番4号 

16 傀ｩ�(�������,ﾘ��#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番4号 

17 倅�H�������,ﾘ����Sビ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5番4号 

宣8 傀ｩ�(�������,ﾘ��)xｳビ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5番4号 

19 傀ｩ�(�������,ﾘ��#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番4号 

20 傀ｩ�(����ﾔ�����,ﾘ��#33r�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5番4号 

21 傀ｩ�(�������,ﾘ��#C#"�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本捕宮沢町5番4号 

22 傀ｩ�(�������,ﾘ��#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番4号 

23 傀ｩ�(�������,ﾘ��#C3��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5番4号 

24 傀ｩ�(�������,ﾘ��#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番4号 

25 傀ｩ�(�������,ﾘ��#h�ﾂ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5番4号 

26 倅�H�������,ﾘ��CC�2�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5番4号 

27 冖ﾈﾌ8壹�����-���丑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番4号 

28 冖ﾈﾌ8夊�������,ﾘ��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番4号 

29 冖ﾈﾌ8夊������,ﾘ��ャ3r�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5番4号 

30 冖ﾈﾌ8夊�������,ﾘ����sr�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5番4号 

31 冖ﾈﾌ8夊�������,ﾘ���#c��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5番4号 

32 倅�H�������,ﾘ��##3"�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢吋5番4号 

33 倅�H�������,ﾘ��#�#��ダンプ ��X5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5番4号 

34 冖ﾈﾌ8夊�������,ﾘ�������ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5番4号 



添付資料4

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾘ鋹{ﾉMHﾘb�事体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

35 冖ﾈﾌ8夊�������,ﾓ�#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番4号 

36 冖ﾈﾌ8夊�������-ﾈ��Scs��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

37 冖ﾈﾌ8夊�������,ﾘ��ャSB�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢叩き番4号 

38 倅�H�������,ﾘ���CC2�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5番4号 

39 倅�H�������,ﾘ��##3r�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5番4号 

40 冖ﾈﾌ8夊�������,ﾘ��c�cb�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5番4号 

41 倅�H�������-���CC���ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5番4号 

42 ��h��(�������+x��{�3�2�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5番4号 

43 冖ﾈﾌ8夊���3���,H��sS��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5番4号 

44 冖ﾈﾌ8夊���3���,(����sb�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

45 冖ﾈﾌ8夊������,ﾘ��sC3B�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本稲宮沢町5番4号 

46 冖ﾈﾌ8夊�������.H����s��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

47 冖ﾈﾌ8夊�������,ﾘ��#S3B�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5番4号 

互8 囘ﾈｻH�������,ﾓ�3���ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5番4号 

49 冖ﾈﾌ8夊�������,ﾘ���3#"�ダンプ’ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5番4号 

50 冖ﾈﾌ8夊�������,ﾘ���##��’ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5番4号 

51 傀ｩ�(�������,ﾘ��#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番4号 

52 傀ｩ�(�������,���#ssr�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本編宮沢町5番4号 

53 傀ｩ�(�������,ﾘ��#�#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番4号 

54 傀ｩ�(�������,ﾘ��#�#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番4号 

55 傀ｩ�(�������,ﾘ��#�#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番4号 

56 冖ﾈﾌ8夊�������,ﾘ��鉄�"�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5番4号 

17.株式会社三尾アドバンスT巳し;03-3741-8150

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾘ鋹{ﾉMHﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

喜 儼��ﾈ���3���+x����S2�ダンプ 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽田l-27-4-601 

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

3 ��ﾈﾞ����3���*���ャ���ダンプ 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大国匪本羽田l-27-4-601 

4 ��ﾈﾞ����3���*���ャ���ダンプ 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽田l-27-4-601 

5 ��ﾈﾞ����3���*���ャ�"�ダンプ 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽田事-27-4-601 

6 ��ﾈﾞ����3���*(��ャ�2�ダンプ 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽剛一27-4-601 

7 ��ﾈﾞ��������*���33�B�ダンプ 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽田1-27-4-601 

8 ��ﾈﾞ��������*���33�R�ダンプ 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽田l-27「-601 

9 ��ﾈﾞ��������*���33���ダンプ 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽田1-2了-4-601 

10 ��ﾈﾞ��������*���8�S����ダンプ 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽田一27-4葵601　! 
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18.松島運輸株式会社T巳し: 03-3247-040l

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾘ鋹{ﾉMHﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

l �ｹF����3���*h��涛��ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

2 �ｹF��������*���#3湯�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

3 �ｹF��������*���#Csb�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

4 �ｹF��������*���#S���ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

5 �ｹF��������*���#S���ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

6 �ｹF��������*���#イ2�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2置25-13 

7 �ｹF��������*���),ィ�ダンプ 抱鉑8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

8 �ｹF����3���*���s�vﾂ�ダンプ ��X鉑8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

9 �ｹF��������*���#鼎r�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

10 �ｹF��������*���#滴襭�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

11 �ｹF��������*���#鼎R�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

12 �ｹF��������*���3�c"�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

13 ��ﾙh��������,ﾘ���C�"�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

14 ��兔��������*�����b�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

15 ��兔��������*���������ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

16 ��兔��������*��������ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

工7 ��兔��������*���鳴�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

19.有限会社松田商会TEし:03-5607-2035

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾘ鋹{ﾉMHﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��ｹzx���3���+ｸ����3"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2丁目3l-47 

2 ��ｹzx�������.x����32�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2丁目3l-47 

3 ��ｹzx���3���+x����3B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2丁目3ト47 

4 ��ｹzx�������.x����3R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2丁目3l-47 

5 ��Xｷｸ���3���,H����3b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2丁目3l一叩 

6 ��Xｷｸ���3���+�����3r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都手工戸川区西瑞江2丁目3l-47 

7 ��ｹzx���3���+ﾘ����3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉙圷ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2丁目31-47 

8 ��ｹzx����ﾔ�3���+8���Cr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2丁目31-47 

9 ��Xｷｸ���3���+x���C��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2丁目31-47 

10 ��ywH���3���+x��3�R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2丁目3l-47 

ll ��ywH���3���+x��3SB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2丁目31-47 

12 ��ywH���3���+s�#6ﾂ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2丁目3l-47 

工3 ��y'ｨ���3���+x��#�3b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2「目3ト47 
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20.株式会社小原工業丁Eし:03-3635-046重

、NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾘ鋹{ﾉMHﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所’ 

1 ��ｹzx���3���*��������ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目2l-14 

2 ��ｹzx���3���*h����+S"�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目2114 

3 ��ｹzx���3���*h�����2�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目2事-14 

4 ��ｹzx���3���*H�����B�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都堅田区両国3丁目2l-14 

5 ��ｹzx���3���*h����+SR�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目2l14 

6 ��ｹzx���3���*H����+Sb�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田医師団3丁目21-14 

7 ��ｹzx���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2l-14 

8 ��ｹzx���3���*H�������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zx���3���*h�������ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田医師団3丁目2l-14 

10 ��ｹzx���3���*h����#��ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都蓮田区両国3丁目2l-14 

11’ ��ｹzx���3���*H����&ﾂ�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目21賀14 

12 ��ｹzx���3���*H����#"�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 

13 ��ｹzx���3���*H����#2�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目2l-14 

14 ��ｹzx���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21-14 

15‾ ��ｹzx���3���*h����#R�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目2l-14 

16 ��ｹzx���3���*H����#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 

17 ��ｹzx���3���*(����#r�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎h����8ﾈｹ�79f�68ｾi{ﾈﾙ�9)ｩm｣#�ﾓ�B�

教8 ��ｹzx���3���*h����#��ダンプ　　　株式会社小原工業　　東京都墨田区両国3丁目21-14 

2l.株式会社清建興業丁官しこ03-5647-5880

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾘ鋹{ﾉMHﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

l ��ｹzx�������,�������R�ダンプ 乘H�檍���Hﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3置17-25-301 

2 ��ｹzx���3���+�������b�ダンプ 乘H�檍��4伊ｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3-17-25-301 

3 ��ｹzx�������,ﾘ��#C32�ダンプ 乘H�檍���Hﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3-17-25葛301 

4 ��ｹzx�������,ﾘ��3�3r�ダンプ 乘H�檍���Hﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興31了-25→301 

5 ��ｹzx�������,ﾘ��c��X���ダンプ 乘H�檍��4伊ｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3-17-25-30工 

6 ��ｹzx�������+���c��b�ダンプ 乘H�檍���Hﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3-17-25葛301 

7 ��ｹzx�������+8��c��r�ダンプ 乘H�檍��4伊ｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3-17-25-301 

8 ��ｹzx���3���+8��c����ダンプ 乘H�檍���Hﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3-17-25-301 

9 ��ｹzx���3���+x��c����ダンプ 乘H�檍��ｨｨﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3-1手25-301 

10 ��ｹzx���3���+8��.s����ダンプ 乘H�檍���Hﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3-17-25-301　l 

ll ��ｹzx������,ﾘ��3涛��ダンプ 乘H�檍���Hﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3-17-25-301　l 

12 ��ｹzx�������,ﾘ��3涛��ダンプ 乘H�檍����ﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3-17-25-301　l .
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22.有限会社東京プランニングTEし:03-5659-9932

N0. 俾�:竟I6�餉Hﾘb�ﾉiH,ﾘ鋹{ﾉMH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ﾈ�������,ﾘ���3コ�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丁目23-3 

2 做ｸ躡nﾃ�����-����3�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区申萬西5丁目23-3 

3 做ｸ躡nﾈ�������,ﾘ���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丁目23-3 

4 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ���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丁目23-3 

5 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�S��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丁目23-3 

6 做ｸ躡nﾈ�������,ﾘ���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丁目23-3 

7 做ｸ躡nﾈ�������,ﾘ���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丁目23-3 

8 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丁目23-3 

9 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ���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丁目23-3 

10 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ���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丁目23-3 

ll 做ｸ躡nﾈ�������,ﾘ���SSB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中萄西5丁目23-3 

12 做ｸ躡nﾈ�������,ﾘ���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丁目23-3 

13 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ�����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丁目23-3 

14 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ�����b�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丁目23-3 

15 做ｸ躡nﾈ�������,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丁目23-3 

16 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ��#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丁目23-3 

17 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ��#3ヲ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中薗西5丁目23-3 

18 做ｸ躡nﾃ�����.������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中輯西5丁目23-3 

19 做ｸ躡nﾃ�����.������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丁目23-3 

、20 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丁目23-3 

21 做ｸ躡nﾃ�3���,ﾈ���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丁目23-3 

22 做ｸ躡nﾃ�3���+ｸ����+SB�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丁目23-3 

23 做ｸ躡nﾃ�3���,ﾘ���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丁目23-3 

24 做ｸ躡nﾃ�3���,ﾘ���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丁目23-3 

25 做ｸ躡nﾃ�3���,ﾈ���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丁目23-3 

26 做ｸ躡nﾃ�3���-������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中蘭画5丁目23-3 

27 做ｸ躡nﾈ���3���+������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中萄西5丁目23-3 

28 做ｸ躡nﾈ���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丁目23-3 

29 做ｸ躡nﾈ���3���,h����&ﾂ�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丁目23-3 

30 做ｸ躡nﾈ���3���-8����#"�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丁目23-3 

3l 做ｸ躡nﾈ���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丁目23-3 

32 做ｸ躡nﾃ�3���,ﾈ����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5丁目23-3 

33 做ｸ躡nﾃ�3���.(��涛��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丁目23-3 

34 做ｸ躡nﾃ�3���,ﾘ��涛湯�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都紅戸川区中萬西5丁目23-3 
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23. KT産業株式会社TEし:03-3655-54了8

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾘ鋹{ﾉMHﾘh�����車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��ｹzx�������,ﾘ��3Ssb�ダンプ 鳩H蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色l丁目3-1 

2 ��ｹzx�������,ﾘ��9m3���ダンプ 鳩H蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色l丁目3-1 

3 ��ｹzx�������,ﾘ��3�S��ダンプ 鳩H蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色l丁目3-1 

4 ��ｹzx�������,ﾘ��3cc��ダンプ 鳩H蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色l丁目3-1 

5 ��ｹzx�������,ﾘ��3��R�ダンプ 鳩H蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1丁目3-1 

6 ��ｹzx�������,ﾘ��3s3R�ダンプ 鳩H蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色l丁目3葛1 

7 ��ｹzx�������,ﾘ��3s3b�ダンプ 鳩H蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1丁目31 

8 ��ｹzx�������,ﾘ��3scb�ダンプ 鳩H蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色l丁目3-l 

9 ��ｹzx�������,ﾘ��9{田R�ダンプ 鳩H蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸)1 綿ｾh�8自�c�)ｩm｣2ﾖﾂ�

10 ��ｹzx�������,ﾘ��94���ダンプ 鳩H蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一・色1丁目3-1 

1l ��ｹzx�������,ﾘ��S�c��ダンプ 鳩H蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色廿日3-l 

12 ��ｹzx�������,ﾘ��3cs��ダンプ 鳩H蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸)i 仞h�8自�fﾉ)ｩm｣2ﾓ��

1脅 ��ｹzx�������,ﾘ��CsS"�ダンプ 鳩H蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1丁目31 

14 ��ｹzx���3���+8��XﾔゴR�ダンプ 鳩H蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区⊥一色1丁目3-1 

15 ��ｹzx�������,ﾘ��3cs��ダンプ 鳩H蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1丁目3-1 

16 ��ｹzx�������,(��Scs��ダンプ 鳩H蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色l丁目3-1 

17 ��ｹzx�������,ﾘ��ｩ�"�・ダンプ 鳩H蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸) 綿ｾh�8自�c�)ｩm｣2ﾓ��

18 ��ｹzx�������,ﾘ��+3S���ダンプ 鳩H蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸) 曝ｾh�8自�fﾉ)ｩm｣2ﾓ��

19 ��ｹzx�������,ﾘ��SS���ダンプ 鳩H蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1丁目3-1 

20 ��ｹzx�������,ﾘ��SSs"�ダンプ 鳩H蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色l丁目3-1 

21 ��ｹzx�������,ﾘ��SS���ダンフ二 鳩INｸｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色l丁目31 

22 ��ｹzx�������,ﾘ��SC湯�ダンプ 鳩H蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1丁目3-1 

23 ��ｹzx�������,ﾘ����Vﾂ�ダンプ 鳩H蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1丁目31 

24.有限会社晃其興業でらし:045-507-0070

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾘ鋹{ﾉMHﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

l ��Vﾈ���3���-�����ﾂ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾕy�霆ｸｼb�神奈川県横浜市鶴見区平安町1-36-2-201 

2 亰ｹVﾈ���3���,(����j��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��T�x8ｻｸｼb�神奈川県横浜市鶴見区平安町l-36-2-201 
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25.山良建設株式会社TEし: 03-3489-7137

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾘ鋹{ﾉMHﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��ﾙh��������*��c�B�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1丁目1213 

2 ��ﾙh��������*������R�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多別丁.目12-13 

3 ��ﾙh��������*���-ﾃ�s2�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1丁目1213 

4 ��ﾙh��������*���#�sB�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1丁目工2-13 

5 ��ﾙh��������*���##���ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区吾多見l丁目12-13 

6 ��ﾙh��������*���#S3b�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1丁目12-13 

7 ��ﾙh��������*���#S3r�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見l丁目12-13 

8 ��ﾙh��������*���#c���ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区膏多見重丁目12-13 

9 ��ﾘ���������*���#cy{��ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区暮多見1丁目12-13 

10 ��ﾙh��������*���3�几��ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見l丁目12-13 

11 ��ﾙh��������*���3��B�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1丁目12-13 

12 ��ﾙh��������*���3����ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区蕾多見1丁目12-13 

13 ��ﾙh��������*���33C��ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷医書多見1丁目12-13 

14 ��ﾙh��������*���33S��ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見l丁目12-13 

26.有限会社高野建材TEし:048-266-5251

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾘ鋹{ﾉMHﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��Xｷｸ���3���+8���#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市芝高木2丁目10置14-406 

2 ��Xｷｸ���3���+ｸ���3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市芝高木2丁目10-14-406 

3 偸I?ｩYH���3���+8���3"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市芝高木2丁目10-14-406 

4 偸I?ｩYH���3���+����32�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��>ﾉnﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市芝高木2丁目10置14-406 

5 偸I?ｩYH���3���+8���3B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��>ﾉnﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市芝高木2丁目10-工4-406 

6 偸I?ｩYC�����+x���#3"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市芝高木2丁目工0-14-406 

7 偸I?ｩYC�3���.(�����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市芝高木2丁目1014-406 

8 偸I?ｩYC�3���+ｸ����#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市芝高木2丁目10-14-406 

9 偸I?ｩYH���3���,�����3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市芝高木2丁目io葛14-406 
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27.有限会社北建産業TE」:O172賀77葛雷305

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾘ鋹{ﾉMHﾘb�草体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

十 ��)���������,ﾘ��#�3r�ダンプ 帝tﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越橋元38-1 

2 ��)���������,ﾘ��#�#2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｹ¥x蝎o"�曹森県北津軽郡柳町舘野越橋元38-1 

3 ��)���������,ﾘ��##Xｼr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越橋元38-1 

4 ��)���������,ﾘ��##�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝎�"�青森県北津軽郡柳町舘野越橘元38-1 

5 ��)���������,ﾘ��#Cィ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越橋元38-1 

6 ��)���������,ﾘ��#Y{途�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町鶴野越橘元38-1 

7 ��)���������,ﾘ��#S湯�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越橋元38-1 

8 ��)���������,ﾘ��#c3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越播元38-1 

9 ��)����ﾔ�����,ﾘ��#cC2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越橋元38-1 

10 ��)���������,ﾘ��#c鳴�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越橋元381 

1l ��)���������,ﾘ��){鼎2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越橘元38-1 

丁2 ��)���������,ﾘ��#sC��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北洋軽部柳町舘野越橋元38-1 

13 ��)���������,ﾘ��#塔��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越橋元38-1 

14 ��)��������,ﾘ��3�ィ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森期ヒ津幡郡柳町舘野越橋元381 

15 ��)���������,ﾘ��4塔��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越橋元38-1 

16 ��)����ﾔ�����,ﾘ��3�#B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越橋元38-1 

17 ��)���������,ﾘ��3#C��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越縮元38-1 

18 ��)���������,ﾘ��3#sr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越橋元38-1 

19 ��)���������,ﾘ��3C�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越橋元38-l 

20 ��)���������,ﾘ��3C�R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越橋元38-1 

21 俎����������,ﾘ��3C�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越橋元38-1 

22 ��)���������,ﾘ��,ナ{��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越橋元38-l 

28.株式会社伊能重機TEし: 04了-355-1 159

N○ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾘ鋹{ﾉMHﾘb�事体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 做ｸ躡nﾃ�3���-3���ﾂ�ダンプ 乘H�檍��嫌Eﾈ�ｴ��千葉県浦安市東野2丁目26-106 

2 做ｸ躡nﾃ�3���,(��3��2�ダンプ 乘H�檍��嫌Eﾈ�ｴ��千葉県浦安市東野2丁目26-106 

3 做ｸ躡nﾃ�3���+ﾘ��S��R�ダンプ 乘H�檍��嫌Eﾈ�ｴ��千葉県浦安市東野2丁目26-106 

4 做ｸ躡nﾃ�3���+8��4��b�ダンプ 乘H�檍��嫌Eﾈ�ｴ��千葉県浦安市東野2丁目26-106 

5 做ｸ躡nﾃ�3���+���s��r�ダンプ 乘H�檍��嫌Eﾈ�ｴ��千葉県浦安市東野2丁目26-106 
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29.豊島土木株式会社丁巴し:03-3608-874l

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾘ鋹{ﾉMHﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

l 偸I?ｩYH�������,ﾓ�CC��ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都萬飾区西水元l-2l-2号 

2 偸I?ｩYH�������,ﾓ�C3R�ダンプ �;�8y7冦茜H�檍���東京都萬飾区西水元l-2l-2号 

“3 偸I?ｩYH�������,ﾓ�C3b�ダンプ �;�8y7冦茜H�檍���東京都萬飾区西水元l-21-2号 

4 偸I?ｩYH���3���+8��S�2�ダンプ �;�8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元l-21-2号 

5 偸I?ｩYH���3���+3���B�ダンプ �;�8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元l-2l-2号 

6 偸I?ｩYH�������,ﾓ���R�ダンプ �;�8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元l-21-2号 

7 偸I?ｩYH�������,ﾓ���b�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元l-2l-2号 

8 偸I?ｩYH�������,ﾓ���r�ダンプ �;�8y7冦茜H�檍���東京都萬飾区西水元ト2l-2号 

9 儁y?ｩYH���3���+8������ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元l-2l-2号 

10 偸I?ｩYH���3���+8������ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元ト21-2号 

11 偸I?ｩYH���3���+3�����ダンプ �;�8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元l-2ト2号 

12 偸I?ｩYH���3���+���儘��ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1-2宣-2号 

13 偸I?ｩYH�������,ﾘ��#ii��ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元l-21-2号 

14 偸I?ｩYC�3���+x��#c#b�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元l-2l-2号 

15 偸I?ｩYH���3���+ﾘ��s�ﾔ��ダンプ �;�8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元l-2l-2号 

16 偸I?ｩYC�3���+�������ダンプ �;�8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1-2ト2号 

17 偸I?ｩYC�3���,�������ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都萬飾区西水元l-21セ号 

18 偸I?ｩYC�3���+���c�ﾂ�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都萬飾区西水元1-2l-2号 

19 偸I?ｩYH���3���*������ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1-21-2号 

20 偸I?ｩYH���3���*���ﾔ���"�ダンプ �;�8y7冦茜H�檍���東京都萬飾区西水元l-21-2号 

21 偸I?ｩYH���3���*����2�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1-2l-2号 

22 偸I?ｩYH���3���*���ィ�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元l-2l-2号 

23 偸I?ｩYC�3���*���ス�b�ダンプ �;�8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元l-21-2号 

24 偸I?ｩYH���3���*���ビ�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1-2l-2号 

25 偸I?ｩYH���3���*���ﾔ��モ�ダンプ �;�8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1-2l-2号 

26 偸I?ｩYH���3���*���ヲ�ダンプ・ �;�8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元l-21-2号 



添付資料4

汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

30,大藩工業株式会社TE事.:048-259-O159

NP 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾘ鋹{ﾉMHﾘb��草体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 ��

l ��Xｷｸ���c����*���s��ﾂ�ダンプ’ ��YLｸﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大字天瀬538-1 ��

2 ��Xｷｸ�������*���s��"�音ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大字天瀬538-1 ��

3 ��Xｷｸ�������*���s��2�ダンプ 帝�YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538-1 ��

4 ��Xｷｸ�������*���s��B�ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538-1 ��

5 ��Xｷｸ�������*���s��R�ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大字大願538-1 ��

6 ��Xｷｸ�������*���s��b�ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538-1 ��

7 ��Xｪ��������*���s��r�ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大字天瀬538-1 ��

8 ��Xｷｸ�������*���s����ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大字天瀬粥8-1 ��

9 ��Xｷｸ�������*���{塔���ダンプ �5hﾅｸﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大字天瀬5381 ��

10 ��Xｷｸ�������*���s�#��ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538-1 ��

ll ��Xｷｸ�������*���s�&ﾂ�ダンプ ��YLｸﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538-1 ��

12 ��Xｷｸ�������*���s�#"�ダンプ ��YLｸﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大字天瀬538-1 ��

13 ��Xｷｸ����-ﾃ����*���s�#2�ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538-1 ��

14 ��Xｷｸ�������*���s�#B�ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538-1 ��

15 ��Xｪ��������*���s����ダンプ ��YLｸﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大頼る38輸1 ��

16 ��Vﾈ���3���/����b�ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538-1 ��

17 ��Vﾈ���3���*����r�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538-1 ��

18 ��Vﾈ���3�*h�����ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538-1 ��

19 ��Vﾈ���3���+��������ダンプ ��YwXﾔ���ｩH�檍���埼玉県八潮市大字大輔5381 ��

20 ��Vﾈ���8�8*H����#��ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大字天瀬538-1 ��

21 ��Vﾈ���3���*ﾘ����&ﾂ�ダンプ ��YLｸﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大字大瀬538-l● ��

22 ��Vﾈ���3���*�����#"�ダンプ ��YLｸﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大字六滴5381 ��

23 ��Vﾈ���3���*�����#2�ダンプ ��YLｸﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大字大海粥8-1 ��

24 ��Vﾈ���3(��*(����#B�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538-1 ��

25 仆I6���+S3���+�����#R�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大頼538-1 ��

26 ��Vﾈ���3���*�����#b�ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬5381 ��

27 ��Vﾈ���3���*ｸ����#r�ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大字大輔538--1 ��

28 ��Vﾈ���3���*(����#��ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大字天瀬捕8-1 ��

29 ��Vﾈ���3���*h����#��ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮両大学大瀧53紅l ��

30 ��Vﾈ���3���*(����3��ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大字天瀬538-1 ��

31 ��Vﾈ���3���*(����6ﾂ�ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大字大潟5381 

32 ��Vﾈ���3���*h����+3"�ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬粥8-1 

33 ��Vﾈ���3���*(����32�ダンプ �5hﾅｸﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大字天瀬538「 

34 ��Vﾈ���3���*(����3B�ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538-1 



添付資料4

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾘ鋹{ﾉMHﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

35 ��Vﾈ���3���*h����3R�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬5381 

36 ��Xｷｸ���3���*h����3b�ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538-1 

37 ��Xｪ����3���*ｸ����3r�ダンプ ��駢Xﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大字天瀬粥8-1 

38 ��Xｷｸ���3���*�����3��ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538-1 

39 ��Xｷｸ���3���*ｸ����3��ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538-1 

40 ��Xｷｸ���3���*ｸ����C��ダンプ ��YLｸﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538-1 

41 ��Xｷｸ���3���*�����C��ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538輸1 

42 ��Xｷｸ���3���*H����C"�ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大字大願538-1 

43 ��Xｷｸ���3���*h����C2�ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大字大願538-1 

44 ��Xｷｸ���3���*�����CB�ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大字大瀬538-1 

45 ��Xｪ����3���*h����CR�ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大字天瀬538-1 

46 ��Xｷｸ����ﾔ�����*�����C2�ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538-1 

47 ��Xｷｸ�������*�����s��ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大字天瀬5381 

31.華和建設興業株式会社TEし:047-362-3339

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾘ鋹{ﾉMHﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 冢ﾉ68���3���+8����ンR�ダンプ 儘ｹ��ﾉｩ�ﾘｻｸｼhｩH�檍���千葉県松戸市仲居町3丁目81-2 

2 冢ﾉ68�������,ﾘ��3釘�ダンプ 儘ｹ��ﾉｩ�ﾘｻｸｼhｩH�檍���千葉県松戸市仲居町3丁目8ト2 

3 冢ﾉ68�������,ﾘ����3迭�ダンプ 儘ｹ��ﾉｩ�ﾘｻｸｼhｩH�檍���千葉県松戸市仲居町3丁目8ト2 

4 冢ﾉ68�������,ﾘ����C#��ダンプ 儘ｹ��ﾉｩ�ﾘｻｸｼhｩH�檍���千葉県松戸市仲居町3丁目8工-2 

5 冢ﾉ68�������,ﾘ����C#��ダンプ 儘ｹ��ﾉｩ�ﾘｻｸｼhｩH�檍���千葉県松戸市仲居町3丁目8工-2 

6 冢ﾉ68�������,ﾘ����cS"�ダンプ 儘ｹ��ﾉｩ�ﾘｻｸｼhｩH�檍���千葉県松戸市仲居町3丁目81-2 

7 冢ﾉ68����������,ﾘ��ン2�ダンプ 儘ｹ��ﾉｩ�ﾘｻｸｼhｩH�檍���千葉県松戸市仲居町3丁目8l-2 

8 冢ﾉ68�������,ﾘ����ンB�ダンプ 倬i��ﾉｩ�ﾘｻｸｼhｩH�檍���千薬県松戸市仲居町3丁目81-2 

9 做ｸ躡nﾃ�3���+ｸ����+S"�ダンプ 儘ｹ��ﾉｩ�ﾘｻｸｼhｩH�檍���千葉県松戸市仲居町3丁目8l-2 


