
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3　月(8　日 

東京都知事殿　　届出者灘霹認諾非番7題 

土壌汚染対策法第16粂第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 

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi�Y8y+�Uﾈ鹵�� 

汚染土壌の特定有害物質によ ��������������v��-8,��h���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 都#B�8萼2�※詳細は添付書類2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B��※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 �4h5(5h5�6X8�4x985x6ｨ4�8ｨ984�H�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍��6h43�5h48���ﾈﾞ慰��｢�

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾆﾂﾓ��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋靉�����ﾘ��?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋繆ﾈ���x��?｢�

汚染土嬢の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋繆ﾈ���x��?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋繆��ﾈ繆��m｢�

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 ��i5儻H��}紿,ﾈ,h*�.���������������#飲�*ｸﾏｹ���

絡先 定�(ｶ�鰮�9&駛��ｯ���.�7���

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。) 綿�ｸ�ｸｨｸ,V��ｩz��#x+�ﾈ������鳴�諌境局泉捉韻事青‾ 
解物賞対照貴 

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1この用紙の大きさは、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

人にあってほぞの代表者)が署名することができる。

鰭閲諺鱒積み緯度　　」 0㌻御至-蹄l
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添付書類3一ユ

1.運搬フロー図



添付書類4-1

汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

1.旭企業株式会社　　神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4　　　　　　　電話: 045-328-3520

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

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

2 牝俥����*���3C3B�ダンプ �隶仂hx｢�柚奈川県横浜市西区北幸2丁目8葛4 

3 ��ﾈﾞ��3�*���3S�"�ダンプ �隶仂hx｢�神奈川県横浜市西区北幸2丁目81 

4 ��ﾈﾞ����*���3塔��ダンプ �隶仂hx｢�神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4 

5 ��ﾈﾞ����*���3塔��ダンプ �隶仂hx｢�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hx｢�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hx｢�神奈川県横浜市西区北幸2丁目8「4 

※上記内容は、車検証より転記したものである

2.豊川興業株式会社　　神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5　　　　　　電話: 044-299喜3531

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��ﾈﾞ����/���ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

2 ��ﾈﾞ������*ｸ��"�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜奇縁区上山3丁目37-5 

3 ��ﾈﾞ������*H��2�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目32-7 

4 ��ﾈﾞ����*ｸ��R�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-軍 

5 ��ﾈﾞ��3���*���b�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�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hx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

7 ��ﾈﾞ������*(����ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37葛5 

8 ��ﾈﾞ��3���+����ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

9 ��ﾈﾞ��3���*H��SR�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

10 ��ﾈﾞ��3���*h��cb�ダンプ 囘ﾃ���ｻｸｼhx｢�祁奈川県横浜奇縁区上山3丁目37-5 

11 ��ﾈﾞ��3���*���{途�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜奇縁区上山3丁目37-5 

12 ��ﾈﾞ��38��*���モ�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

13 ��ﾈﾞ��3���*ﾓ�#2�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

14 ��ﾈﾞ��3�*ｳ#R�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

15 ��ﾈﾞ��3�*c#b�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

16 ��ﾈﾞ��3�*�#r�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

17 ��ﾈﾞ����*�3�SB�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目32-7 

18 ��ﾈﾞ����*�33cr�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

19 ��ﾈﾞ����*�3S���ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県続演市緑区上山3丁目37-5 

※上記内容は、車検証より転読したものである



添付書類4-2

3.有限会社ツカタ　埼玉県比企郡鳩山町小用1208-18　　　　　　　　電話:049-296-18う4

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 估i$｣�3�/���Eb�ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208「8 

2 估i$｣�3���*(��S���ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1之08-18 

3 估i$｣�����*�����sB�ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山吋大字小用1208-18 

4 估i$ｨ�S3���*���3ssr�ダンプ ��ﾈxｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208-18 

5 估i$｣�3�*H��#�32�ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208「8 

6 估i$｣�3�*H��s3��ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208-18 

7 估i$｣�3�*H���#R�ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208「8 

※上記内容は、車検証より転記したものである

4.株式会社後藤田商店　神奈川県川崎市川崎区浅野町子5　　　　　電話:0伸せ66-1414

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��ﾈﾞ����*���#ss"�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

2 ��ﾈﾞ������*�3�sb�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町十5 

3 ��ﾈﾞ������*鼎sモ�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町十5 

4 ��ﾈﾞ������*鼎sヲ�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

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

6 ��ﾈﾞ������*���C涛R�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

7 ��ﾈﾞ������*���S#�2�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

8 ��ﾈﾞ������*���S#釘�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町子5 

9 ��ﾈﾞ������*���S3�R�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町十5 

10 ��ﾈﾞ������*���SS#��ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町十5 

11 ��ﾈﾞ������*鉄S#��ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

※上記内容は、車検証より転読したものである

5.株式会社田中興業エンタープライズ　千葉県浦安市千鳥「2-10　　　電話:047置353-2609

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 做ｸ躡nﾃ�����*���cCS��ダンプ �ｩ69(hｻｸｼh4x985��ｸ7h8�485��千葉県浦安市千鳥12「0 

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

4 做ｸ躡nﾃ�����*���c�#��ダンプ �ｩ69(hｻｸｼh4x985��ｸ7h8�485��千葉県浦安市千鳥12-10 

5 做ｸ躡nﾃ�����*���c�#"�ダンプ �ｩ69(hｻｸｼhﾔ�985���s�8�485��千葉県浦安市千鳥12-10 

※上語内容は、車検証より転記したものである 



添付書類4-3

6.株式会社ツカサ総菜　　神奈川県横浜市港北区新吉田町5的7-1　　　電話: 045-592-」 142

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��Vﾈ�S3���*ﾘ��3#��ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

2 ��Vﾃ�3���*(��33b�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

き ��Vﾃ�3���*���S��"�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

4 ��Vﾃ�3���*���ss釘�ダンプ �ｨ684ｨ5I}hｼb�神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

5 ��Vﾃ�3���*���##b�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘｼb�神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

6 ��Vﾃ�3���*���##r�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

7 ��Vﾃ�3���*���#C2�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘｼb�神奈川県横浜市都筑区東山田之丁目25-6 

8 ��Vﾃ�3���*h��#ヲ�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

9 ��Vﾃ�3���*ｸ��3�R�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

10 ��Vﾃ�3���*���33R�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

11 ��Vﾃ�����*ｸ��ツ��ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈II憮横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

12 ��Vﾃ�����*ｸ��ャ2�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

13 ��Vﾃ�3���*#�3cB�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

14 ��Vﾃ�3���*���Ss32�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目2盲-6 

※上蔀内容は、車検証より転読したものである

7.株式会社林建材　　埼玉県日高市原宿426-1　　　　　　　　　　　電話: 042-989-3446

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��ﾈ離�3���*���b�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

2“ 傀ｩ�#�3���*���#C2�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

3 ��ﾈ離�3���*���33B�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

4 傀ｩ�#�3���*(��Ss"�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426「 

5 傀ｩ�#�����*���3��ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

6 傀ｩ�#�����*���#sc��ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

7 傀ｩ�#�����*���#�3��ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

8 傀ｩ�#�����*���3�#r�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426「 

9 傀ｩ�#�����*���C�cB�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

10 傀ｩ�#�����*���C�cR�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426「 

11 傀ｩ�#�3���*���SS3��ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

12 傀ｩ�#�����*���SSc"�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

13 傀ｩ�(�S3���*���Ss#B�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

14 傀ｩ�#�����*���SsS��ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

15 傀ｩ�#�����*���cCCb�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

16 傀ｩ�#�����*���cssB�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

1了 傀ｩ�#�����*���cssR�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

18 傀ｩ�#�����*���c�3"�トレーラー �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

※上記内容は、車検証より転記したものである



添付書類4-4

8.有限会社宮原商店　神奈川県川崎市多摩区登戸1259　　　　　　　電話:0仙-959-3456

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l ��ﾈﾞ������*��s�B�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

2 ��ﾈﾞ������*��s�R�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

3 ��ﾈﾞ������*偵�s���ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

4 ��ﾈﾞ������*��sSr�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

5 ��ﾈﾞ����*���#C�"�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

6 ��ﾈﾞ������*���#C�2�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

7 ��ﾈﾞ������*�#s迭�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

8 ��ﾈﾞ������*���#����ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

9 ��ﾈﾞ������*�#����ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸12軍9 

10 ��ﾈﾞ��S����*���#����ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

11 ��ﾈﾞ������*���SC���ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区南生田8-5824「 

12 ��ﾈﾞ������*���SC�"�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多産区南生田8-5824-1 

13 ��ﾈﾞ������*���SC�2�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区南生田8-5824-1 

14 ��ﾈﾞ������*���SC�B�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��柚奈川県川崎市多摩区南生田8-5824-1 

※上記内容は、車検証より転記したものである

9.渡辺建横有限会社　神奈川県横浜市都筑区東山田町318　　　　　電話:045-592葛5148

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��Vﾃ�����*���c����ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

2 ��Vﾃ���/�3����ダンプ �6饐9�(ｴ�xｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

3 ��Vﾃ���*h��#����ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

4 ��Vﾃ���/������ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

5 ��Vﾃ���*�����・ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県横浜市部筑区東山田町318 

6 ��Vﾃ�����+���S����ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

7 ��Vﾃ�����*ﾓs����ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

8 ��Vﾃ�3�/��������ダンプ �6饐8ﾉｩﾙｸxｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

9 ��Vﾃ�3�*h��c����ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

10 ��Vﾃ�3���+�C����ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

※上記内容は、車検証より転読したものである 



添付書類4-5

10.㈲ヒカリートレーディング　　神奈川県川崎市川崎区大師本町6「 1　　電話:044-280-1321

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��ﾈﾞ������*���#3c"�ダンプ �ｸ7�4ｸ6ﾘ6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川嶋区大師本町6-11 

2 ��ﾈﾞ������*���#3c2�ダンプ �ｸ7�4ｸ6ﾘ�8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6「1 

3 ��ﾈﾞ������*���#s���ダンプ �ｸ7�4ｸ�hﾎ86x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

4 ��ﾈﾞ��S����*�#s���ダンプ �ｸ7�4ｸ�iE�6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町611 

5 ��ﾈﾞ������*���C�Cb�ダンプ �ｸ7�4ｸ6ﾘ�h6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6「1 

6 ��ﾈﾞ������*���C�32�ダンプ �ｸ7�4ｩD�6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈Il憬川崎市川崎区大師本町6-11 

7 ��ﾈﾞ��S����*���CC�"�ダンプ �ｸ7�4ｸ6ﾘ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神祭11憬川崎市川崎区大師本町6「1 

8 ��ﾈﾞ������*鼎S�R�ダンプ �ｸ7�4ｨ8ｨ�6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

9 ��ﾈﾞ������*���Cc�B�ダンプ �ｸ7�4ｸ6ﾘｨｸ6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈It憬川崎市川崎区大師本町611 

10 ��ﾈﾞ������*���C�3b�ダンプ �ｸ7�4ｨ8ｨ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

11 ��ﾈﾞ������*���C�9{��ダンプ �ｸ7�4ｲ�6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

12 ��ﾈﾞ������*���S����ダンプ �ｸ7�ﾏy�(6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

13 ��ﾈﾞ������*���S����ダンプ �ｸ7�4ｲ��X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

14 ��ﾈﾞ���(��*��R�ダンプ �ｸ7�4ｲ��X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県Jl帽市川崎区大師本町6-11 

15 ��ﾈﾞ������*ﾓ"�ダンプ �ｸ7�4ｩD�6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6「1 

16 ��ﾈﾞ��3���*c��2�ダンプ �ｸ7�4ｲ迄6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

17 ��ﾈﾞ��3���*h�c�+2�ダンプ �ｸ7�4ｲ�8ﾈ6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

18 ��ﾈﾞ��3���*c��b�ダンプ �ｸ7�4ｸ6ﾙ�ｨ6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6葛11 

19 ��ﾈﾞ��3���*c��r�ダンプ �ｸ7�4ｸ6ﾘ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6「1 

※上記内容は、車検証より転記したものである

. 1 1.株式会社岸野商店　　神奈川県横浜市泉区弥生台了番地1 6　　　　　電話: 045-802-121 6

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

「 ��Vﾃ�����*���田S��ダンプ �ｨｭﾙnﾈⅹ5��神奈川県横浜市泉区弥生台7番地16 

2 ��Vﾃ�����*ｸ��#����ダンプ �ｨｭﾙnﾈⅹ5��神奈川県横浜市泉区弥生台7番地16 

3 ��Vﾃ�����*���鉄#��ダンプ �ｨｭﾙnﾈⅹ5��神奈川県横浜市泉区弥生台7番地16 

4 ��Vﾃ�����*���田S��ダンプ �ｨｭﾙnﾈⅹ5��神奈川県横浜市泉区弥生台7番地16 

※上記内容は、車検証より転調したものである



添付書類4-6

12.シグマテック株式会社東京都中央区日本橋富沢町5-4　　　　　　　電話: 03-5651-2201

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 倅�C�����,ﾓ�cビ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

2 倅�C�����,ﾓ�cs"�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

3 傀ｩ�#�����,ﾘ��#8��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

4 傀ｩ�#�����,ﾘ��#33R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

5 傀ｩ�(�S����,ﾓ#33b�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

6 傀ｩ�#�����,ﾘ��#39{��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

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

8 傀ｩ�#�����,ﾘ��#3ビ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5鵜4 

9 傀ｩ�#�����,ﾘ��#C#"�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5」 

10 傀ｩ�#�����,ﾘ��#C3��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

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

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

13 傀ｩ�(�S����,ﾘ��#ssr�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

14 傀ｩ�#�����,ﾓ#�#R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本揺富沢町5-4 

15 傀ｩ�#���,ﾓ#�#b�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

16 傀ｩ�#�����,ﾘ��#�#r�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

17 傀ｩ�#�3�+s#C#B�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5「4 

18 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��ャ3R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

19 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��ャ3b�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

20 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��ャ3r�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橘冨沢町5-4 

21 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ����sr�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

22 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ�����R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

※上記内容は、車検証より転記したものである



添付書類4葛7

13.太平洋陸送株式会社　　埼玉県加須市西ノ谷802-1　　　　　　　　電話: 0480-73-81 01

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 估i$｣�3���*���#ss��ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

2 估i$｣�3���*���#ss��ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

3 估i$｣�3���*��S#ss2�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

4 估i$｣�3���*���#ssB�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

5 估i$｣�3���*���#ss��ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802細1 

6 估i$｣�3���*���){塔��ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

7 估i$ｨ�S3���*���#s�2�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市田ノ谷802「 

8 估i$｣�3���*���){悼{��ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市電ノ谷802-1 

9 估i$｣�3���*���#sヲ�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

10 估i$｣�3���*���#s���ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

11 估i$｣�3���*���#s���ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

12 估i$｣�3���*���#s�"�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

13 估i$ｨ�S3�*�#s�2�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

14 估i$｣�3���*���#s釘�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

15 估i$｣�3���*���){涛R�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

16 估i$｣�3���*���#s澱�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

17 估i$｣�3���*���#s几��ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

18 估i$｣�3���*���#s唐�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ呑802-1 

19 估i$｣�3���*���#s湯�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

20 估i$｣�3���*���#����ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802「 

2「 估i$｣�3���*���#����ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

22 估i$｣�3���*���#��"�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

23 估i$｣�3���*���#��2�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

24 估i$｣�3���*���#��B�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

25 估i$｣�3���*���S�#2�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802葛1 

26 估i$｣�3���*���S�#B�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

27 估i$｣�3���*���S�#R�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

28 估i$｣�3���*���S�#��ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

29 估i$｣�3���*���S�3��ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

30 估i$｣�3���*���S�3��ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

31 估i$｣�3���*���S�3"�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷8021 

32 估i$｣�3���*���S�32�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

※上記内容は、車検証より強請したものである



添付書類4葛8

14.徳竹興業株式会社　神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-1　　　　　電話:044-288-7566

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��ﾈﾞ������*��cC��ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-1 

2 ��ﾈﾞ������*���#2�ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-1 

3 ��ﾈﾞ������*��cc2�ダンプ ��WHｻｸｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-1 

4 ��ﾈﾞ������*���#Sc��ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-1 

5 ��ﾈﾞ������*���3�s��ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-1 

6 ��ﾈﾞ������*���3c���ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhx｢�神奈11憬川崎市川崎区千鳥町8「 

※上記内容は、車検証より転記したものである

15.株式会社大典　青森県八戸市西白山台5丁目13-13　　　　　　　電話:0178-27-8111

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 �i78ｷｳ�����*���sc澱�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

2 �i78ｷｳ���*都都2�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

3 �i78ｷｳ�����*����#S��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

4 �i78ｷｳ�����*塔S�B�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

5 �i78ｷｳ�����*����#SR�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

6 �i78ｷｳ�����*���ン���ダンプ �ｩ�Xｻｲ�青森県八戸市西白山台5丁目13-18 

7 �i78ｷｳ�����*���ン右b�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

8 �i78ｷｳ�����*�����S��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

9 �i78ｷｳ�����*�����S��ー　ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

10 �i78ｷｳ�����*�����s"�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

11 �i78ｷｳ�����*�����SS��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

12 �i78ｷｳ���*�����S"�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

13 �i78ｷｳ�����*�����SS2�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

14 �i78ｷｳ�����*�����SSB�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

15 �i78ｷｳ�����*�����cR�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

16 �i78ｷｳ�����*�����cb�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

17 �i78ｷｳ�����*�����c��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

「8 �i78ｷｳ�����*�����c��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

19 僮������*鉄���ダンプ 迄xｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

20 僮������*���S#��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

21 僮������*���S#��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

22 僮������*���S#"�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-「3 

23 僮������*���Sc��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

24 ��｣�����*���Ss��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

25 僮������*���S���ダンプ 鎚xｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

26 僮������*���S�"�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

27 僮������*���S�2�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

28 ��｣�����*���S�"�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 



添付書類4-9

29 僮���ｸ�ｸ��*���c���ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

30 僮������*���c���ダンプ �ｩ�Xｻｲ�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

31 僮������*���cC��ダンプ �ｩ�Xｻｲ�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

32 僮������*���cCb�ダンプ �ｩ�Xｻｲ�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

33 僮������*���cCr�ダンプ �ｩ�Xｻｲ�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

34 僮������*���cC��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

35 傀ｩ�#�����*���cSc��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

36 傀ｩ�#�����*���c#S2�ダンプ 迄xｩ�Xｻｲ�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

37 傀ｩ�#�����*���c3閲��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

38 傀ｩ�#�����*���c3モ�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

39 傀ｩ�#�����*���c3ヲ�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市電白山台5丁目13「3 

40 傀ｩ�#�����*���c都��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

41 傀ｩ�#�����*���c鉄r�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-「3 

42 傀ｩ�#�����*���c鉄��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

43 傀ｩ�#�����*���cc右b�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-丁3 

44 傀ｩ�#�����*���ccコ�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

45 傀ｩ�(�c����*���ccッ�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

46 傀ｩ�#�����*���4涛2�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

47 傀ｩ�#�����*���s�コ�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

※上記内容は、車検証より転調したものである

1 6.株式会社天佑　埼玉県朝霞市根岸之45「　　　　　　　　　　　　　電話: 048-46十8277

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 傀ｩ�#�����*���C�3b�ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

2 傀ｩ�#�����*���C�3��ダンプ ��ﾈxｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸幻5-1 

3 傀ｩ�#�����*���cCC��ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

4 傀ｩ�#�����*���cCS��ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

5 傀ｩ�#�����*���cCS��ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

6 傀ｩ�#�����*���cCS"�ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸之45-1 

7 傀ｩ�#�����*���cCS2�ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245「 

8 傀ｩ�#�����*���cCSR�ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

9 傀ｩ�#�����*���cCS��ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

10 傀ｩ�#�����*���cS���ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

1「 傀ｩ�#���*���cS�"�,ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

12 傀ｩ�#�����*���cSィ�ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245細1 

13 傀ｩ�#�����*���c塔��ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

14 傀ｩ�#�����*���c塔��ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

15 傀ｩ�#�����*���c涛��ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

16 傀ｩ�#�����*���s�#"�ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

17 傀ｩ�#�����*���s�3B�ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

18 傀ｩ�#�����*���s�3R�ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

※上記内容は、車検証より転記したものである



添付書類41 0

1了.日向建設株式会社　神奈川県神奈川区恵美須町7-2　　　　　　　電話:045-453-6691

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��Vﾃ�3���+�������ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川県川崎市川崎区本町1丁目2÷7 

2 ��Vﾃ�3���*�������ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈Il憬l 迄ﾞ育8ﾔｸｾi>ﾈ���3I)ｩm｣�2ﾓ��

3 ��Vﾃ�3���*h����"�ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川県) 曝ﾞ育8ﾔｸｾi>ﾈ���3I)ｩm｣�2ﾓ��

4 ��Vﾃ�3���*�����2�ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目13-9 

5 ��Vﾃ�3���*h����R�ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目13-9 

6 ��Vﾃ�3���*(����b�ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目13-9 

7 ��Vﾃ�3���*�����r�ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目13-9 

8 ��Vﾃ�3�*H������ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目13葛9 

9 ��Vﾃ�3���*(������ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目13-9 

10 ��Vﾃ�3���*���3����ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目13-9 

11 ��Vﾃ��(/������ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目13-9 

12 ��Vﾃ���*H��#����ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目13-9 

13 ��Vﾃ��(*(��3����ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目13-9 

14 ��Vﾃ�3���/�C����ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目13-9 

15 ��Vﾃ��,H��+������ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�軸奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目13-9 

16 ��Vﾃ�3�*��������ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目13-9 

※上記内容は、車検証より転話したものである

18.株式会社太田工業　神奈川県川崎市川崎区湊町4丁目6番23号　　　電話:04牛276-9375

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��ﾈﾞ������*��s湯�ダンプ �ｩ��68ﾔ鮎b�神奈川県川崎市川崎区境町10-5 

2 ��ﾈﾞ������*�#����ダンプ �ｩ��68ﾔ鮎b�神奈川県川崎市川崎区境町10-5 

3 ��ﾈﾞ������*�3#ィ�ダンプ �ｩ��68ﾔ鮎b�神奈川県川崎市川崎区境町10-5 

4 ��ﾈﾞ������*鼎#3r�ダンプ �ｩ��68ﾔ鮎b�神奈川県川崎市川崎区境町10-5 

5 ��ﾈﾞ���*C����*���C#3��ダンプ �ｩ��68ﾔ鮎b�神奈111県川崎市川崎区横町10-5 

6 ��ﾈﾞ������*����鉄b�ダンプ �ｩ��68ﾔ鮎b�神奈川県川崎市川崎区浜町4-6葛23 

7 ��ﾈﾞ������*���CCSr�ダンプ �ｩ��68ﾔ鮎b�神奈川県川崎市川崎区湊町4-6-23 

8 ��ﾈﾞ������*���CSs��ダンプ �ｩ��68ﾔ鮎b�神奈川県川崎市川崎区浜町4-6-23 

9 ��ﾈﾞ������*���Cs澱�ダンプ �ｩ��68ﾔ鮎b�神奈川県川崎市川崎区湊町4-6-23 

10 ��ﾈﾞ������*���S3���ダンプ �ｩ��68ﾔ鮎b�神奈川県川崎市川崎区湊町4-6-23 

11 ��ﾈﾞ������*���S�途�ダンプ �ｩ��68ﾔ鮎b�神奈川県川崎市川崎区浜町4-6-23 

※上記内容は、車検証より転記したものである


