
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 剪� 

平成28年き月乙8旦 剪�

東京都知事　　　殿 剪�

東京都江東直射か一丁副劇手書臆臆臆 剪�

届出老　親竹中土木東京本/案 剪�

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接について、次 剪�

のとおり届け出ます。 剪�

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�79[hｹ霎h揵�霾�6y)ｩm｣9MCC�,ﾈ自YH��自)ｩm｣9MCC8,ﾈ自YB� 
(地番表示)　　　　潅3J小一や 

汚染土壌の特定有害物質によ �B�7��ｸｭﾉtﾉ|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 們xｽ�5儻H��{�(,ﾈ,h*��"�

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B��
※詳細は添付資料3のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 部�ﾔ�6X6(4隧H�檍���

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��#SiMH､��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ$X*吋��hﾈ糘�?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ�3吋饉ﾘﾈ茯�ｩ?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ,c吋騏霾��h4�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ�D霾(ﾅｨ*C�?｢�

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 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��{�,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。) 丼�9h,�+R�

保管施設の所在地並びに所有 仍��

者の氏名又は名称及び連絡先 丼�9h,�+X����������������������������ﾘ7h6�?�+�#��

(保管施設を用いる場合に限 る。) 度ｵｸ淙ﾙ��h8h�梯�

ヽ‾‾虫類血糖をま笈夏聴郵すう場 �� 

¥壁蔀碗競「 冤‾ 

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(法人にあってはその代表者の氏名)を認識し、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。

海中、国書か/れ葎/



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:東京都文京区小石川一丁目3番40の-部、一丁目3番43の園部(地番表示)

Q17後1-3 

深度 �Hｭﾉtﾉ|｢�

く配管下〉 鉄���

(F」O.28m-0.78m) 

(G」-0.28m-0.78m) 

「.Om �#���

1.5m 鼎��

2,Om ��b�

3,Om 督�

1,Om

…-~単位区画

一筆拐界

一滴査対象地

口中執哨和光の噺

【格子の回転角度(88度58分12秒)】

格子の回転角度は支点を通り、東西方向及

び南北方向に引いた線並びにこれらと並行

して10皿間隔で引いた線により構成されて

いる格子を、支点を中心として、右回りに回

転させた角度を示す。



汚染土壌の運搬の方法

形質変更時要届出区域:

東京都文京区小石川一丁目3番40の一部
一丁目3番43の-部(地番表示)

鉛含有量基準不適合土壌

【運搬受託者】 
YAMAテック株式会社 

荷姿:直積み十浸透防止シート等 

【処理施設】
ケイエスライン株式会社香取土壌浄化施設
千葉県香取郡多古町千田字裏山56番ほか
処理方法:浄化等処理施設

0121001003号

1.運搬フロー図

2.施工体制

運搬受託者: YAMAテック株式会社

協力会社及び使用する自動車等の一覧は、添付資料4のとおり

3.運搬等の方法

①　運搬に伴う有害物質等の飛散等及び地下浸透を防止するための措置
・掘削現場に鉄板を敷き、タイヤへの汚染土壌の付着を防止します。なお、汚染土壌が付着した場合

は、敷地内において、タイヤの乾式洗浄を行います。

・　自動車への積込み作業中に適宜散水を行います。

・汚染土壌は、自動車の荷台全面にシート掛けを行い、運搬中に飛散、落下等が生じないように管理

します。

②　運搬に伴う悪臭、騒音及び振動による生活環境保全上への支障を防ぐ措置

・　積込みには、低騒音型かつ低振動型の建設機械を使用します。

{　使用する自動車の最大積載重量及び法定速度を順守します。

・　場内では、不要なアイドリング・空吹かしの禁止を徹底します。

③　緊急時の対応

・事故等を未然に防ぐための注意事項等について、尊前に作業員等への教育を行います。

・　緊急連絡体制、緊急時の対応マニュアルを整備し、運搬車両等に備え付けます。

④　自動車等及び運搬容器の接遇

・汚染土壌の運搬には、ダンプトラックを使用し、荷台全面にシート掛けを行います。



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

上　使用自動車の構造について

運搬を行う自動車は、 「汚染土壌の運搬に関するガイドライン」に基づき、以下の対応を行う。

・汚染土壌は、平ボディー車により陸上運搬する。

・　荷姿は、バラ積みとし、荷台全面にシート掛けをし、汚染土壌の飛散を防止する。

・　自動車の両側面に汚染土壌を運搬している旨の表示(J工SZ8305に規定する140ポイント以上(約

5c皿)の大きさの文字)を行う。

・　運転手は管理票を自動車に備え付け、運行する。
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運搬車両構造図(ダンプトラック)

積込み状況 積込み後のシート掛け状況



2.運搬車両一覧

東京都文京区小石)Iト丁目3番40の一部、一丁目3番43の一部(地番表示)
へ　ケイエスライン株式会社　香取土壌浄化施設

処分受託者:ケイエスライン株式会社　住所:千葉県香取郡多古町千田字裏山56番ほか

運搬受託者; YAMAテック株式会社　住所:千葉県千葉市稲毛区穴川2-9-13

株式会社K劃一　　　　　　　連絡先:03-3553-6827 

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zs�����*ｸ����CSィ�ダンプ 乘H�檍��ｹ4"�東京都江戸川区船堀l-7-6 

2 ��ywC�����,ﾘ����s##��ダンプ 乘H�檍��ｵ4｢�東京都江戸川区船堀l-7-6 

3 ��ｹzs�����*ｸ����CSッ�ダンプ 乘H�檍��ｹYR�東京都江戸川区船堀1-7-6 

4 ��ｹzs�����*ｸ����CSビ�ダンプ 乘H�檍��ｹzｲ�東京都江戸川区船堀1-7-6 

5 ��ｹzs�����*ｸ����CSモ�ダンプ 乘H�檍��ｵ4｢�東京都江戸川区船堀l-7-6 

6 ��ｹzs�����*ｸ����SCモ�ダンプ 乘H�檍��ｸ娚�東京都江戸川区船堀ト7-6 

7 ��ｹzs�����*ｸ����c�3B�ダンプ 乘H�檍��ｵ4｢�東京都江戸川区船堀1-7-6 

8 ��ｹzs�����*ｸ����cC32�ダンプ 乘H�檍��ｸｷ��東京都江戸川区船堀1-7-6 

9 ��ｹzs�����*ｸ����cC3B�ダンプ 乘H�檍��ｹzｲ�東京都江戸川区船堀1-7-6 

10 ��ｹzs�����*ｸ�ScC3R�ダンプ 乘H�檍��ｵ4｢�東京都江戸川区船堀1-7-6 

1工 ��ｹzs�����*ｸ����cC3b�ダンプ 乘H�檍��ｸｦ8�ﾂ�東京都江戸川区船堀1-7-6 

12 ��ｹzs�����*ｸ����cC3r�ダンプ 乘H�檍��ｸ娚�東京都江戸川区船堀1-7-6 

13 ��ｹzs�����*ｸ����s�S2�ダンプ 乘H�檍��ｸｷ��東京都江戸川区船堀1-7-6 

14 ��ｹzs�����*ｸ����sSC��ダンプ 乘H�檍��ｸ���東京都江戸川区船堀1-7-6 

15 ��ywC�����,ﾘ����s##��ダンプ 乘H�檍��ｹYR�東京都江戸川区船堀1-7-6 

16 ��ｹzs�����*ｸ����sSCB�ダンプ 乘H�檍��ｸｦ2�東京都江戸川区船堀1-7-6 



有限会社中央建設機工　　　　連絡先: 03-6638-9084

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 

1 ��ｹzs�����*�����Ccc��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��(h匣ﾉｩ�ﾘｴ�ﾔ��東京都江戸川区船堀1-7-6 

2 ��ｹzs�����*ｸ������S##��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��(h匣ﾉｩ�ﾘｴ�ﾔ��東京都江戸川区船堀l-了-6 

3 ��ｹzs�����*�����sccb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��(h匣ﾉｩ�ﾘｴ�ﾔ��東京都江戸川区船堀l-7-6 

4 ��ｹzs�����*�����CピB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��(h匣ﾉｩ�ﾘｴ�ﾔ��東京都江戸川区船堀1-7-6 

5 ��ywC�����,ﾘ����s#sB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��(h匣ﾉｩ�ﾘｴ�ﾔ��東京都江戸川区船堀1-7-6 

6 ��ｹzs�����*ｸ������c�#R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��(h匣ﾉｩ�ﾘｴ�ﾔ��東京都江戸川区船堀l-7-6 

7 ��ｹzs�����*ｸ������c�#b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��(h匣ﾉｩ�ﾘｴ�ﾔ��東京都江戸川区船堀l-7-6 

8 ��ｹzs�����*ｸ������c�#r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��(h匣ﾉｩ�ﾘｴ�ﾔ��東京都江戸川区船堀1十一6 

9 ��ｹzs�����*ｸ������c�#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��(h匣ﾉｩ�ﾘｴ�ﾔ��東京都江戸川区船堀l-7-6 

10 ��ywC�����,ﾘ����s#sR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��(h匣ﾉｩ�ﾘｴ�ﾔ��東京都江戸川区船堀1-7-6 

11 ��ｹzs�����*ｸ�������3#B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��(h匣ﾉｩ�ﾘｴ�ﾔ��東京都江戸川区船堀l-7-6 

12 ��ｹzs�����*ｸ�������3#R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��(h匣ﾉｩ�ﾘｴ�ﾔ��東京都江戸川区船堀1-7-6 

13 ��ｹzs�����*ｸ�������3#b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��(h匣ﾉｩ�ﾘｴ�ﾔ��東京都江戸川区船堀1-7-6 

14 ��ｹzs�����*ｸ�������3#r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��(h匣ﾉｩ�ﾘｴ�ﾔ��東京都江戸川区船堀1-7-6 

15 ��ｹzs�����*ｸ�������3#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��(h匣ﾉｩ�ﾘｴ�ﾔ��東京都江戸川区船堀l-7-6 

16 ��ｹzs�����*ｸ�������3釘�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��(h匣ﾉｩ�ﾘｴ�ﾔ��東京都江戸川区船堀l-7-6 

17 ��ｹzs�����*ｸ����ツ���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��(h匣ﾉｩ�ﾘｴ�ﾔ��東京都江戸川区船堀1-7-6 

株式会社関東ミキシングヒンクリート　　　　　　　　　　連絡先; 03-6638-9081

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zs�����*ｸ������ゴ��ダンプ 乘H�檍��ｭi8ﾈ7�4ﾈ5h984�5(984�8ｨ�ｸ6r�東京都江戸川区鹿骨2-33-11 

2 ��ｹzs�����*ｸ������ゴ"�ダンプ 乘H�檍��ｭi8ﾈ7�4ﾈ5h984�5(984�8ｨ�ｸ6r�東京都江戸川区鹿骨2-33-11 

3 ��ｹzs�����*ｸ������ゴ2�ダンプ 乘H�檍��ｭi8ﾈ7�4ﾈ5h984�5(984�8ｨ�ｸ6r�東京都江戸川区鹿骨2-33賀11 

4 ��ｹzs�����*ｸ�����3s��ダンプ 乘H�檍��ｭi8ﾈ7�4ﾈ5h984�5(984�8ｨ�ｸ6r�東京都江戸川区鹿骨2-33-11 

5 ��ｹzs�����*ｸ�����3vﾂ�ダンプ 乘H�檍��ｭi8ﾈ7�4ﾈ5h984�5(984�8ｨ�ｸ6r�東京都江戸川区鹿骨2-33葛11 

6 ��ｹzs�����*ｸ�����3s"�ダンプ 乘H�檍��ｭi8ﾈ7�4ﾈ5h984�5(984�8ｨ�ｸ6r�東京都江戸川区鹿骨2-33葛11 

7 ��ｹzs�����*ｸ�����3s2�ダンプ 乘H�檍��ｭi8ﾈ7�4ﾈ5h984�5(984�8ｨ�ｸ6r�東京都江戸川区鹿骨2「33-11 

8 ��ｹzs�����*�����ss���ダンプ 乘H�檍��ｭi8ﾈ7�4ﾈ5h984�5(984�8ｨ�ｸ6r�東京都江戸川区鹿骨2-33-11 

9 ��ｹzs�����*�����s��2�ダンプ 乘H�檍��ｭi8ﾈ7�4ﾈ5h984�5(984�8ｨ�ｸ6r�東京都江戸川区鹿骨2葛33-11 

10 ��ｹzs�����*�����s�s��ダンプ 乘H�檍��ｭi8ﾈ7�4ﾈ5h984�5(984�8ｨ�ｸ6r�東京都江戸川区鹿骨2-33-11 

11 ��ｹzs�����*ｸ����ゴS"�ダンプ 乘H�檍��ｭi8ﾈ7�4ﾈ5h984�5(984�8ｨ�ｸ6r�東京都江戸川区鹿骨2-33-1l 



株式会社関東共同土建　　　　連絡先: 047-306葛8778

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 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ����#ツr�ダンプ 乘H�檍��ｭi8ﾈｺI:�7佶｢�千葉県市川市行徳駅前2-8-20 

2 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ����#ピ"�ダンプ 乘H�檍��ｭi8ﾈｺI:�7佶｢�千葉県市川市行徳駅前2-8-20 

3 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ����#C#b�ダンプ 乘H�檍��ｭi8ﾈｺI:�7佶｢�千葉県市川市行徳駅前2-8-20 

4 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ����#c3b�ダンプ 乘H�檍��ｭi8ﾈｺI:�7佶｢�千葉県市川市行徳駅前2-8置20 

5 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ����#c3R�ダンプ 乘H�檍��ｭi8ﾈｺI:�7佶｢�千葉県市川市行徳駅前2-8-20 

6 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ����#c3B�ダンプ 乘H�檍��ｭi8ﾈｺI:�7佶｢�千葉県市川市行徳駅前2-8-20 

7 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ����#3コ�ダンプ 乘H�檍��ｭi8ﾈｺI:�7佶｢�千葉県市川市行徳駅前2-8-20 

8 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ����#3ッ�ダンプ 乘H�檍��ｭi8ﾈｺI:�7佶｢�千葉県市川百行徳駅前2-8-20 

9 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ����#3ビ�ダンプ 乘H�檍��ｭi8ﾈｺI:�7佶｢�千葉県市川市行徳駅前2-8-20 

10 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ����##S"�ダンプ 乘H�檍��ｭi8ﾈｺI:�7佶｢�千葉県市川市行徳駅前2-8-20 

11 ��ywC�����,ﾘ����SS�r�ダンプ 乘H�檍��ｭi8ﾈｺI:�7佶｢�千葉県市川市行徳駅前2-8-20 

12 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ����##S��ダンプ 乘H�檍��ｭi8ﾈｺI:�7佶｢�千葉県市川市行徳駅前2-8-20 

13 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ����##�B�ダンプ 乘H�檍��ｭi8ﾈｺI:�7佶｢�千葉県市川市行徳駅前2-8-20 

14 ��ywC�����,ﾘ����S33��ダンプ 乘H�檍��ｭi8ﾈｺI:�7佶｢�千葉県市川市行徳駅前2-8-20 

15 做ｸ躡nﾃ�����*�����C涛R�ダンプ 乘H�檍��ｭi8ﾈｺI:�7佶｢�千葉県市川市行徳駅前2-8-20 

16 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ����#�C��ダンプ 乘H�檍��ｭi8ﾈｺI:�7佶｢�千葉県市川市行徳駅前2-8-20 

17 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ�����cC��ダンプ 乘H�檍��ｭi8ﾈｺI:�7佶｢�千葉県市川市行徳駅前2-8-20 

18 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ����#����ダンプ 乘H�檍��ｭi8ﾈｺI:�7佶｢�千葉県市川市行徳駅前2-8-20 

19 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ����#����ダンプ 乘H�檍��ｭi8ﾈｺI:�7佶｢�千葉県市川市行徳駅前2-8-20 

20 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ�����cCr�ダンプ 乘H�檍��ｭi8ﾈｺI:�7佶｢�千葉県市川市行徳駅前2-8-20 

21 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ����#s3"�ダンプ 乘H�檍��ｭi8ﾈｺI:�7佶｢�千葉県市川市行徳駅前2-8-20 

22 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ����#s32�ダンプ ��XｩH�檍��ｭi8ﾈｺI:�7佶｢�千葉県市川市行徳駅前2-8-20 

23 偸I?ｩYC�����,ﾘ����3s�2�ダンプ 乘H�檍��ｭi8ﾈｺI:�7佶｢�千葉県市川市行徳駅前2-8-20 

株式会社イースト51　　　　　連絡先;0476-91-5151 

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 ��ﾉ63�3���+8����S����ダンプ 乘H�檍��48�ｸ5�6sS��千葉県富里市七栄526-48 

2 ��ﾉ63�3���+8����S��"�ダンプ 乘H�檍��48�ｸ5�6sS��千葉県富里市七栄526-48 

3 ��ﾉ63�����,ﾘ����3cB�ダンプ 乘H�檍��48�ｸ5�6sS��千葉県富里市七栄526-48 

4 ��ﾉ63�����,ﾘ����3c��ダンプ 乘H�檍��48�ｸ5�6sS��千葉県富里市七栄526-48 

5 ��ﾉ63�����,ﾘ����3迭�ダンプ 乘H�檍��48�ｸ5�6sS��千葉県富里市七栄526-48 

6 ��ﾉ63�����,ﾘ����3澱�ダンプ 乘H�檍��48�ｸ5�6sS��千葉県富里市七栄526-48 

7 ��ﾉ63�����,ﾘ����Ss��ダンプ 乘H�檍��48�ｸ5�6sS��千葉県富里市七栄526-48 

8 ��ﾉ63�����,ﾘ������S���ダンプ 乘H�檍��48�ｸ5�6sS��千葉県富里市七栄526-48 

9 ��ywC�����,ﾘ����途�コンテナ車 乘H�檍��48�ｸ5�6sS��千葉県富里市七栄526-48 

10 ��ywC�����,ﾘ����湯�コンテナ車 乘H�檍��48�ｸ5�6sS��千葉県富里市七栄526-48 

11 ��ﾉ63�����,ﾘ����#�b�コンテナ車 乘H�檍��48�ｸ5�6sS��千葉県富里市七栄526-48 

12 ��ﾉ68�������,ﾘ����#�r�コンテナ車 乘H�檍��48�ｸ5�6sS��千葉県富里市七栄526-48 



有限会社富士建材　　　　　連絡先: 043-440-3951

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 

重 ��ywC�3���+8�����c��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��W域ﾘﾉｨﾝ��千葉県八街市八街は106-195 

2 ��ywC�3���+������SR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��W域ﾘﾉｨﾝ��千葉県八街市八街は106-195 

3 ��ywC�3���+x�����3R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��W域ﾘﾉｨﾝ��千葉県八街市八街は106-195 

4 ��ywC�3���+������3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��W域ﾘﾉｨﾝ��千葉県八街市八街は106-195 

5 ��ywC�3���+x������b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��W域ﾘﾉｨﾝ��千葉県八街市八街は106-195 

6 ��ywC�3���+�������r�.ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��W域ﾘﾉｨﾝ��千葉県八街市八街は106-195 

7 ��ywC�3���+���������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��W域ﾘﾉｨﾝ��千葉県八街市八街は106-195 

8 ��ywC�3���+ｸ������"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��W域ﾘﾉｨﾝ��千葉県八街市八街は106-195 

9 ��ywC�3���,ｸ������r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��W域ﾘﾉｨﾝ��千葉県八街市八街は106-195 

10 ��ywC�3���+���������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��W域ﾘﾉｨﾝ��千葉県八街市八街は106-195 

11 ��ywC�3���+������#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��W域ﾘﾉｨﾝ��千葉県八街市八街は106-195 

12 ��ywC�����,ﾘ����S��R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��W域ﾘﾉｨﾝ��千葉県八街市八街は106-195 

13 ��ywC�����,ﾘ����c�#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��W域ﾘﾉｨﾝ��千葉県八街市八街は106-195 

14 ��ywC�����,ﾘ����c涛��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��W域ﾘﾉｨﾝ��千葉県八街市八街は106-195 

15 ��ywC�����,ﾘ����#�SB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��W域ﾘﾉｨﾝ��千葉県八街市八街は106葛195 

16 ��ywC�3���,ﾈ������3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��W域ﾘﾉｨﾝ��千葉県八街市八街は106-195 

17 ��ywC�3���,ｨ������3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��W域ﾘﾉｨﾝ��千葉県八街市八街は106-195 

18 ��ywC�����,ﾘ����3S途�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��W域ﾘﾉｨﾝ��千葉県八街市八街は106賀195 

19 ��ywC�3���+8����田�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��W域ﾘﾉｨﾝ��千葉県八街市八街は106-195 

20 ��ﾉ63�����,(������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��W域ﾘﾉｨﾝ��千葉県八街市八街は106-195 

21 ��ﾉ63�3���,ｸ������"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��W域ﾘﾉｨﾝ��千葉県八街市八街は106-195 

22 ��ﾉ63�3���,�������2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��W域ﾘﾉｨﾝ��千葉県八街市八街は106195 

23 ��ywCC3���+ｸ������b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��W域ﾘﾉｨﾝ��千葉県八街市八街は106-195 

24 ��ywCC3���,(�����#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��W域ﾘﾉｨﾝ��千葉県八街市八街は106-195 

25 ��ywC�����+�����3�#R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��W域ﾘﾉｨﾝ��千葉県八街市八街は106-195 

26 ��ywC�����+x����s�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��W域ﾘﾉｨﾝ��千葉県八街市八街は106-195 



シグマテック株式会社　　　　　連絡先: 03-565l-220l

NO ���齷:竟I6�餉Hﾘb�駟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 倅�C�����,ﾘ�����cs"�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 

2 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5-4 

3 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5-4 

4 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5-4 

5 傀ｩ�#�����,ﾘ����#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 

6 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宮沢町5-4 

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

8 傀ｩ�#�����,ﾘ����#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 

9 傀ｩ�#�3���+x����#C#B�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

10 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置4 

11 傀ｩ�#�����,ﾘ����#C6ﾂ�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 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ����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 

13 冖ﾈﾌ8壹�����,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5-4 

14 冖ﾈﾌ8壹�����,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5-4 

15 倅�C�3���+8������S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 

16 冖ﾈﾌ8壹�����,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5-4 

17 倅�C�3���+8������3s2�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 倅�C��(��,ﾘ����ﾂ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

19 倅�C�����,ﾘ����#�S2�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 

20 冖ﾈﾌ8壹�3���,(����S�S��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

21 亶ｸ�������,ﾘ�����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 

22 冖ﾈﾌ8壹�����,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5-4 

23 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��������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 

24 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 

25 倅�C�����,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5-4 

26 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5-4 

27 傀ｩ�#�����,ﾘ����#ssr�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 

28 傀ｩ�#�����,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5-4 

29 傀ｩ�#�����,ﾘ����#�#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 

30 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5-4 

31 冖ﾈﾌ8壹�����,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5-4 

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

33 傀ｩ�#�����,ﾘ����3��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 



・明和土木興業株式会社　　　連絡先:048-224-6641 

NO 冉Hｶ9Fﾈﾋ��車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

l ��Xｷｳ�����,ﾘ����ピr�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東顕家2-3-12 

2 ��Xｷｳ�����,ﾘ������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�����,ﾘ������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 

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

5 ��Xｷｳ�����,ﾘ�����#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 

6 ��Xｷｳ�����,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2-3葵12 

7 ��Xｷｳ�����,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2-3-12 

8 ��Xｷｳ�����,ﾘ�����##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 

9 ��Xｷｳ�����,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2-3-12 

10 ��Xｷｳ�����,ﾘ����#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�����,ﾘ�������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 

12 ��Xｷｳ�����,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2-3-12 

13 ��Xｷｳ�����,ﾘ������#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���+8����#�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2-3-12 

16 ��Xｷｳ�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2-3-12 

17 ��Xｷｳ�3���+8����#Ss��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 

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

工9 ��Xｷｳ�����,ﾘ�����ScB�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 

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

21 ��Xｷｳ�����,ﾘ�S��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���+8����#�3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-312 

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

24 ��Xｷｳ�3���+8����#�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���+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2-3-12 

26 ��Xｷｳ�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2-3-12 

27 ��Xｷｳ�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2-3-12 

28 ��Xｷｳ�3���+8����#s#"�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県)i旧市東領家2-3-12 

29 ��Xｷｳ�3���+8����){�3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東顕家2-3-12 



株式会社義建　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: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zs��h��/���������ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2-12-6 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 ��ｹzs�3���*�������R�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2十2-6 

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

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

有限会社伊藤総菜　　　　　連絡先:03-5666-3168′ 

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zs�����+ﾘ��������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘｼb�東京都江戸川区鹿骨2-43-4 

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

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

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

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

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

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

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

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2-43-4 

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

.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2-43-4 

13 ��ｹzx��ﾔ�3���+8������s�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:�}hｼb�東京都江戸川区鹿骨2-43-4 

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

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

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

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

19 ��ｹzs�3���,h������C��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ�����8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾙﾃ"ﾓC2ﾓB�

20 ��ｹzs�3���+x������s#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ�����8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾙﾃ"ﾓC2ﾓB�


