
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 劔 

東京都知事　殿　　　　　　　　　　　平成28年前坪田 

拙者醸讃姓区蒜 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、のお 

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��[ﾙ?�)ｩmｦﾉMC��,ﾈ自YH��)MC�,ﾈ自YH��� 

2番9の一部、六町一丁日工3番2の-部、1114番の-部、 

1117番2の-部、1207番6、7、1245番6の一部、1251番3の一部、 

2093番6、2096番1の一部、2101番1、2工02番1の一部、 

2103番lの一部、2103番4(地番表示) 

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��枇　素(土壌溶出量基準不適合) 

る汚染状態 �H���7��ｹv頽�ｨ��7��ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ顏�W94ｸﾘr��

※添付書類1参照・ 

汚染土壌の体積 兩Yjx��i5儻H��}�(����

汚染土壌の運搬の方法 ��zH蝌�U9:竟B��ｸ､8補��IIR��ｹzH補一�:竟B��②陸運(自動車) 

※添付書類3参照 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 ��i5儻H��}紿����

汚染土壌を処理する者の氏名 ��ｩH�檍����8ﾉzx6X4�6ﾘ4�8�5h�ｸ��gｸ��馼ｼh��

又は名称 ��?ｨｻｸ5H�ｸ7(5茜H�檍���

汚染土壌を処理する施設の所 在地 舒ﾘ��ｽ靜ｲﾇ陌(麁��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ�h/��8ﾌ�ﾈ糲蕀?ｨ�����

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ,c吋糘���c�?ｨ�����������������ﾜ��騏���?�ﾂ�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ*吋驅ｨﾈ�*盈ｨ��������������{��h�X�X�X�ｨ+�*H���B�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ蕗D餠ﾈﾈ��ﾒ����������������8��h+佇8ﾕc)�ﾙD靼d��

運搬の用に供する自動車等の ��xｵｸ�F隰(砡淤��72�

所有者の氏名又は名称及び連 絡先 ��i5儻H��}紿�������������������������:ｹ,闖�頸�

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 兔ｩdIWH耳+h5ｉ�鋳�5ｨ耳�)>��9�ﾉWｹ�ﾘ自d��

び連絡先(運搬の際、積替え を行う場合に限る。) 弍I¥兀�-�ｩuｨ肢4隱僮R�

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。) �;x���2�

リ岸触　　　　　　　　　　　　　エコシステムエナシニプリヅ備) � ��

備考1この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。　　み手鼻序-8実存 
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。
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添付書類3-1

1.運搬フロー図

(1)汚染土壌



汚染土桟の運搬の用に供する自動車に関する書類 添付書類4- 1

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 ��ﾈﾞ����*���3C3B�ダンプ �隶仂hx｢�神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4 

3 免曝ﾞ��3�*���3S�"�ダンプ �隶仂hx｢�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｢�神奈川県続演市西区北幸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　　神奈川県掠浜市緑区上山3丁目3了-5　　　　　　電話: 0幻「299-3531

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����*ｳ"�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県板浜市緑区上山3丁目37葛5 

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

4 ��ﾈﾞ����*ｳR�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 

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37-5 

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�ﾈｻｹx�｢�神奈川県樵浜市緑区上山3丁目37-5 

10 ��ﾈﾞ��3�*h��cb�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市議区上山3丁目37-5 

「∴1 ��ﾈﾞ��3�*���y{��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 

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｢�神奈川県横浜市振区上山3丁目37-5 

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

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

16 ��ﾈﾞ��3�*�#r�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県続演市緑区上山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｢�神奈川県桜浜市緑区上山3丁目37-5 

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

※上諦内容は、車検証より転記したものである

3.有限会社ツカダ　埼玉県比企郡鳩山町小用1208-18　　　　　　　　電話:049-296「854

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�/���"�ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208-18 

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1208-18 

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

4 估i$｣�3���*���3ssr�ダンプ �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1208-18 

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1208-18 

※上記内容は、車検証より転記したものである



添付書類4セ

4.株式会社後藤田商店　　神奈川県川崎市川崎区浅野町十5　　　　　　電話: 0糾-366-1 414

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������*���Csモ�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町子5 

4 ��ﾈﾞ������*���Cs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������*���C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1-5 

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

10 ��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 

置1 ��ﾈﾞ������*鉄S#��ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町十5 

※上記内容は、車検証より転記したものである

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1 2-1 0　　　　電話: 047-353-2609

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h4x5ﾈ5���7h8�485��千葉県浦安市千鳥12-10 

2 做ｸ躡nﾃ�����*���S�唐�ダンプ �ｩ69(hｻｸｼhﾔ�985��ｸ7h8�485員ﾂ�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hﾔ�5h5��ｸ7h8�485��ﾂ�千葉県浦安市千鳥12-10 

4 做ｸ躡nﾃ�����*���c�#��ダンプ 冦I69(hｻｸｼh4x5ﾈ5��ｸ7h8�485ご�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h4x5ﾈ5��ｸ7h8�485����千葉県浦安市千鳥12-10 

※上記内容は、車検証より転記したものである

6.株式会社ツカサ総菜　　神奈川県横浜市港北区新吉田町5857-1　　　電話: 045-592-1 1 42

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���*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Ii腺横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

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

4 ��Vﾃ�3���*���ss釘�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市部筑区東山田2丁目25-6 

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

8 ��Vﾃ�3���*c#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���*ｳ3�R�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市部筑区東山田2丁目25-6 

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

11 ��Vﾃ���*ｸ��ツ��ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県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��神奈川県横浜市部筑区東山田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25-8 

※上記内容は、車検証より転記したものである



添付喜類4-3

7.株式会社林建材　　埼玉県日高市原宿426「　　　　　　　　　　　　電話: 042-989-3仙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���

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426-1 

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

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

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426-1 

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�#�����*��SC�cR�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

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�#�3���*���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 

17 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

8.有限会社宮原商店　　神奈川県川崎市多摩区登戸1 259　　　　　　　電話: 044-959-3456

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���

1 ��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������*��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��神奈川県川崎市多麿区登戸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��神奈川県川崎市多度区登戸1259 

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

11 ��ﾈﾞ������*���SC���ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県It帽市多摩区南生田8-58幻-1 

12 ��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葛5824-置 

13 ��ﾈﾞ������*���SC�2�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神女川県川崎市多摩　南生 刃、　l　　　　区　　田8-5824-1 

14 ��ﾈﾞ������*���SC�B�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��去川　川崎　多摩　　生 那　県　　市　　区　　田8-5824-1 

※上記内容は、車検証より転記したものである



添付書類`ト4

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

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9����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8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

3 ��Vﾃ���*c#����ダンプ �6饐8ﾉｨ餧xｲ�神奈川県掠浜市都筑区東山田町318 

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

5’ ���ﾃ���*�����ダンプ �6饐8ﾅﾘｴ�xｲ�神奈川県掠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�神奈川県続演市部筑区東山田町318 

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

8 ��Vﾃ�3�/��������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 

9 ��Vﾃ�3�*cc����ダンプ �6饐8ﾉｨ餧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 帝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、車検証より転記したものである

10.㈲ヒガノ・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:0仙-280-1321

弓謀議欝 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ｨ8ｨ��6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県月 俥育9�ﾈﾞ粟i�X蹣gｹ*ﾃbﾓ���

2 ��ﾈﾞ������*�#3c2�ダンプ �ｸ7�4ｸ6ﾘ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県II 俥育9�ﾈﾞ粟i�X蹣gｹ*ﾃbﾓ���

3 ��ﾈﾞ��S����*���#s���ダンプ �ｸ7�4ｨ8ｨ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県)i 俥育9�ﾈﾞ粟i�X蹣gｹ*ﾃh�S��

4 ��ﾈﾞ������*���#s���ダンプ �ｸ7�4ｸ6ﾘ�8ﾈ�ｸ6X4(984��神奈川県月 俥育9�ﾈﾞ粟i�X蹣gｹ*ﾃbﾓ���

5 ��ﾈﾞ����*鼎�Cb�ダンプ �ｸ7�4ｸ6ﾘ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県jI 俥育9�ﾈﾞ粟i�X蹣gｹ*ﾃbﾓ���

6 ��ﾈﾞ����*鼎�32�ダンプ �ｸ7�4ｸ6ﾒ(6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県月 俥育9�ﾈﾞ粟i�X蹣gｹ*ﾃbﾓ���

.7 ��ﾈﾞ������*���CC�"�ダンプ �ｸ7�|ﾙ5�6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県月 俥育9�ﾈﾞ粟i�X蹣gｹ*ﾃh�S��

8 ��ﾈﾞ������*���CS�R�ダンプ �ｸ7�4ｩD�6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県」i 俥育9�ﾈﾞ粟i�X蹣gｹ*ﾃbﾓ���

9 ��ﾈﾞ����*���Cc�B�ダンプ �ｸ7�4ｲ�(6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県Ii 俥育9�ﾈﾞ粟i�X蹣gｹ*ﾃbﾓ���

10 ��ﾈﾞ����*鼎�3b�ダンプ �ｸ7�4ｨ8ｦ�6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県11 俥育9�ﾈﾞ粟i�X蹣gｹ*ﾃh�S��

11 ��ﾈﾞ����*���C�3r�ダンプ �ｸ7�4ｲ偖ﾈ8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県月 俥育9�ﾈﾞ粟i�X蹣gｹ*ﾃh�S��

12 ��ﾈﾞ������*���S����ダンプ �ｸ7�4ｸ6ﾘ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県」i 俥育9�ﾈﾞ粟i�X蹣gｹ*ﾃbﾓ���

13 ��ﾈﾞ������*���S����ダンプ �ｸ7�4ｸ6ﾘ�8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県」I 俥育9�ﾈﾞ粟i�X蹣gｹ*ﾃbﾓ���

14 ��ﾈﾞ���(��*���ダンプ �ｸ7�4ｨ8ｨ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県II 俥育9�ﾈﾞ粟i�X蹣gｹ*ﾈv����

15 ��ﾈﾞ����*ﾓ"�ダンプ �ｸ7�4ｨ8｢(6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県月 倬��v迄ﾞ粟i�X蹣gｹ*ﾃbﾓ���

16 ��ﾈﾞ��3���*c��2�ダンプ �ｸ7�4ｸ6ﾘ�h6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県Ii 俥育9�ﾈﾞ粟i�X蹣gｹ*ﾃbﾓ���

17 ��ﾈﾞ��3�*c��R�ダンプ �ｸ7�4ｨ8ｨ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県II 俥育9�ﾈﾞ粟i�X蹣gｹ*ﾃbﾓ���

18 ��ﾈﾞ��3���*c��b�ダンプ �ｸ7�4ｨ8ｨｻ86x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県月 乖X�9�ﾈﾞ粟i�X蹣gｹ*ﾃbﾓ���

19 ��ﾈﾞ��3�*c��r�ダンプ �ｸ7�4ｸ6ﾘ6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県Il 俥育9�ﾈﾞ粟i�X蹣gｹ*ﾃbﾓ���

※上記内容は、車検証より転記したものである

11・株式会社岸野商店　神奈川県横浜市泉区弥生台7番地16　　　　電話:045-802-1216

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�����*���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 佶�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��神奈川県楼浜市泉区弥生台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、車検証より転記したものである



添付書類4-5

1 2.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: 03-565十2201

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宮沢町5-4 

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

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

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5-4 

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

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

.12 傀ｩ�#�����,ﾘ��#ssb�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本描宮沢町5-4 

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

15 傀ｩ�#�����,ﾘ��#�#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冨沢町5-4 

20 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��ャ3r�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋宮沢町5輸4 

21 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ����y{��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冨沢町5-4 

※上記内容は、車検証より転記したものである

賞3.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 �;�'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 �;�'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 們)'ﾈｻｸｼ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 �;�'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 �;�'ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-1 

※上記内容は、車検証より転記したものである



添付書類4-6

14.太平洋陸送株式会社　埼玉県加須市西ノ谷802-1　　　　　　　電話:0480-73-8101

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「 

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���*���#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802-1 

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

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

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

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

21 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$ｨ�S3���*���#��"�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���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802-1 

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｢�埼玉県加須市警ノ谷802-1 

28 ��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802-1 

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、車検証より転記したものである



添付書類∠ト7

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「27-81 1 1

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 ��ﾈxｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

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

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

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

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

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

「2 �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�����*�����S2�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

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

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���*涛�cb�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

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 

18 �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������*���S���ダンプ �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13-13 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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13-13 

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

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

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

45 傀ｩ�#�����*���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�#�����*���c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�����*���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、車検証より転記したものである



添付書類4-8

16.株式会社天佑　埼玉県朝霞市根岸245-1　　　　　　　　　　　電話:048-461-8277

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 �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245「 

3 傀ｩ�#�����*���cCC��ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸2451 

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245-1 

7 傀ｩ�#�����*���cCS2�ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

8 傀ｩ�(�S����*���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「 

11 傀ｩ�#�����*���cS�"�ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸2備-1 

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

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「 

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「 

※上溝内容は、車検証より転話したものである

17・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葛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｢�神奈月 侈t亦�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II 侈t亦�埼市幸区南加韻4丁目13-9 

3 ��Vﾃ�3���*h����"�ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈Ii 侈xﾈ��崎市幸区南加瀬4丁目13-9 

4 ��Vﾃ�3�*�����2�ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈月 侈y�ﾈﾞ育8ﾔｸｾi>ﾈ���3I)ｩm｣�2ﾓ��

5 ��Vﾃ�3���*h����R�ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川 侈xﾈ��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 侈x�f��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 侈xﾈ��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 侈y�ﾈﾞ育8ﾔｸｾi>ﾈ���3I)ｩm｣�2ﾓ��

9 ��Vﾃ�3���*(������ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈]l 侈xﾈ��崎市幸区南加瀬4丁目13-9 

10 ��Vﾈ�S3���*���3����ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈Ii 侈t亦�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｢�神祭II 侈t亦�崎市幸区南加瀬4丁目13-9 

12 ��Vﾃ���*H��Ec����ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川 侈t亦�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 侈t亦�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」i 侈x�f��崎市幸区南加瀬4丁目13-9 

15 ��Vﾃ���+��������ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川県Il 剄闔s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Ii 剄闔s幸区南加瀬4丁目13-9 

※上記内容は、車検証より転記したものである



添付雪類4-9

18.株式会社太田工業　神奈川県川崎市川崎区浜町4丁目6番23号　　　電話:044-2了6-9375

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l 迄ﾞ育9�ﾈﾞ粟hｺｹ*ﾃ��ﾓR�

3 ��ﾈﾞ������*���3#ィ�ダンプ �ｩ��68ﾔ鮎b�神奈川県J 綿ﾞ育9�ﾈﾞ粟hｺｹ*ﾃ��ﾓR�

4 ��ﾈﾞ������*���C#3r�ダンプ �ｩ��68ﾔ鮎b�神奈川県」 曝ﾞ育9�ﾈﾞ粟hｺｹ*ﾃ��ﾓR�

5 ��ﾈﾞ������*鼎#3��ダンプ �ｩ��68ﾔ鮎b�神奈川県l ��ﾞ育9�ﾈﾞ粟hｺｹ*ﾃ��ﾓR�

6 ��ﾈﾞ������*���CCSb�ダンプ �ｩ��68ﾔ鮎b�神奈川県月 俥育9�ﾈﾞ粟iVﾉ*ﾃBﾓbﾓ#2�

7 ��ﾈﾞ������*鼎CSr�ダンプ �ｩ��68ﾔ鮎b�神奈川県Ii 俥育9�ﾈﾞ粟iVﾉ*ﾃBﾓbﾓ#2�

8 ��ﾈﾞ������*鼎Ss��ダンプ �ｩ��68ﾔ鮎b�神奈川県月 俥育9�ﾈﾞ粟iVﾉ*ﾃBﾓbﾓ#2�

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

10 ��ﾈﾞ������*���S3���ダンプ �ｩ��68ﾔ鮎b�神奈川県JI 俥育9�ﾈﾞ粟iVﾉ*ﾃBﾓbﾓ#2�

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、車検証より転話したものである

(



(愛知海運㈱-㈱東立テクノクラシー本社事業所) 添付書類4-1 0

19.株式会社明立　愛知県瀬戸市萩殿町2丁目117　　　　　　　　　電話:056十82-7943

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

1 儖i*8揵g��3���.s���ダンプ 乘H�檍��k騷r�愛知県瀬戸市萩殿町2丁目117 

1 儖i*8揵g��3���,#�"�ダンプ 乘H�檍��k騷r�愛知県瀬戸市萩殿町2丁目117 

2 儖i*8揵g��3���,(��#��ダンプ 乘H�檍��k騷r�愛知県瀬戸市萩殿町2丁目117 

10 儖i*8揵g��3���,h��3���ダンプ 乘H�檍��k騷r�愛知県瀬戸市萩殿町2丁目117 

10 儖i*8揵g��3���+ﾓ�#��ダンプ 冓X�檍��k騷r�愛知県瀬戸市萩殿町2丁目117 

3 儖i*8揵g������*ｳ�����ダンプ 乘H�檍��k騷r�愛知県瀬戸市萩殿町2丁目117 

4 儖i*8揵g������*ｳ���"�ダンプ 乘H�檍��k騷r�愛知県瀬戸市萩殿町2丁目117 

5 儖i*8揵g������*ｳ���2�ダンプ 乘H�檍��k騷r�愛知県瀬戸市萩殿町2丁目117 

6 儖i*8揵g��3���*#���B�ダンプ 乘H�檍��k騷r�愛知県瀬戸市萩殿町2丁目117 

7 儖i*8揵g��3�*C���R�ダンプ 乘H�檍��k騷r�愛知県瀬戸市萩殿町2丁目117 

8 儖i*8揵g������,ﾓ�鉄��ダンプ 乘H�檍��k騷r�愛知県瀬戸市萩殿町2丁目117 

9 儖i*8揵g������,ﾓ�鉄"�ダンプ 乘H�檍��k騷r�愛知県瀬戸市萩殿町之丁目117 

※上記内容は、車検証より転記したものである

20・株式会社ミツケン　愛知県名古屋市守山区幸心4丁目203　　　　電話‥052-796-1229

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 冖ﾈﾌ8壹�3�*����ダンプ 乘H�檍��7�685�92�愛知県名古屋市守山区幸心4丁目203 

2 冖ﾈﾌ8壹�3���*��"�ダンプ 乘H�檍��7�685�92�愛知県名古屋市守山区幸心4丁目203 

3 冖ﾈﾌ8壹�3���+��2�ダンプ 乘H�檍��7�685�92�愛知県名古屋市守山区幸心4丁目203 

4 冖ﾈﾌ8壹�3���*C�B�ダンプ 乘H�檍��7�685�92�愛知県名古屋市守山区幸心4丁目203 

5 冖ﾈﾌ8壹�3�*c�R�ダンプ 乘H�檍��7�685�92�愛知県名古屋市守山区幸心4丁目203 

6 冖ﾈﾌ8壹�3���*(��SS�R�ダンプ 乘H�檍��7�685�92�愛知県名古屋市守山区幸心4丁目203 

7 冖ﾈﾌ8壹�3���*(��SS�b�ダンプ 乘H�檍��7�685�92�愛知県名古屋市守山区幸心4丁目203 

8 冖ﾈﾌ8壹�3���*���cC�r�ダンプ 乘H�檍��7�685�92�愛知県名古屋市守山医事心4丁目203 

9 冖ﾈﾌ8壹�3���*���cC���ダンプ 乘H�檍��7�685�92�愛知県名古屋市守山区幸心4丁目203 

10 冖ﾈﾌ8壹�3�*c�r�ダンプ 乘H�檍��7�685�92�愛知県名古屋市守山区幸心4丁目203 

11 冖ﾈﾌ8壹�3�*��b�ダンプ 乘H�檍��7�685�92�愛知県名古屋市守山区幸心4丁目203 

※上記内容は、車検証より転記したものである

21・有限会社要事建材　愛知県春日井市大手町2丁目204-1　　　　電話:0568-82-5616

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���

十 儖i*8揵g��3���+8��3S#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��芥�ﾉｨﾝ��愛知県春日井市大手町2丁目204「 

2 儖i*8揵g��3�+s3Scr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��wh馼ﾉｨﾝ��愛知県春日井市大手町2丁目204-1 

3 儖i*8揵g��3�+s3Sc��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��芥��ﾉｨﾝ��愛知県春日井市大手町2丁目204-1 

4 儖i*8揵g��3���+8��3Sc��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��芥�ﾉｨﾝ��愛知県春日井市大手町2丁目204「 

5 儖i*8揵g��3���+8��3Ss��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��芥�ﾉｨﾝ��愛知県春日井市大手町2丁目204-1 

6 儖i*8揵g��3���+8��3Ss"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��芥�ﾉｨﾝ��愛知県春日井市大手町2丁目204-1 

7 儖i*8揵g��3�+s3Ssr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��芥�ﾉｨﾝ��愛知県春日井市大手町2丁目204葛1 

8 儖i*8揵g��3���,h��3Ss��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��芥�ﾉｨﾝ��愛知県春日井市大手町2丁目204「 

※上記内容は、車検証より転記したものである
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22.有限会社妾木興業　　愛知県名古屋市瑞穂区惣作町3丁目41 -2　　　電話: 052-665-2280

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 冖ﾈﾌ8壹���-���"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���)m綾ｸｼb�愛知県名古屋市瑞誌区惣作町3丁目41-2 

2 冖ﾈﾌ8壹�3���,���B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾜ盈綾ｸｼb�愛知県名古屋市瑞穂区惣作町8丁目4ト2 

3 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��#鼎��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾜ盈綾ｸｼb�愛知県名古屋市瑞穂区恕作町3丁目4十2 

4 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��3c���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���)m綾ｸｼb�愛知県名古屋市塙話区惣作町3丁目4十2 

5 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��3ピ��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��勾m綾ｸｼb�愛知県名古屋市瑞穂区恕作町3丁目41-2 

6 冖ﾈﾌ8壹�����,(��S����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��{駑綾ｸｼb�愛知県名古屋市塙誌区惣作町3丁目4ト2 

了 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��S田2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��匀m綾ｸｼb�愛知県名古屋市瑞誌区惣作町3丁目41-2 

※上記内容は、車検証より転記したものである

23.有限会社村山建設　　愛知県名古屋市守山区脇田町1 201　　　　　電話: 052-799-0005

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 冖ﾈﾌ8壹�3�+������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���ｨ�(ﾉｩ�ﾒ�愛知県名古屋市守山区脇田町1201 

2 冖ﾈﾌ8壹�3���,(��#s#r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���ｨ�(ﾉｩ�ﾒ�愛知県名古屋市守山区脇田町1201 

3 冖ﾈﾌ8壹�3���,c3c3b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���ｨ�(ﾉｩ�ﾒ�愛知県名古屋市守山区脇田町1201 

4 冖ﾈﾌ8壹�3���+ｸ��CSCR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���ｨ�(ﾉｩ�ﾒ�愛知県名古屋市守山区脇田町1201 

5 冖ﾈﾌ8壹�3�+x��SCSB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���ｨ�(ﾉｩ�ﾒ�愛知県名古屋市守山区脇田町1201 

※上記内容は、車検証より転記したものである

24.株式会社匠興産　　愛知県小牧市大草5728賀232　　　　　　　　　電話: 0568賀29-9905

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 儖i*8揵g��3�+���CR�ダンプ 乘H�檍����ｻｸ蜥�愛知県小牧市大草5728-232 

2 儖i*8揵g��3�+3CSCR�ダンプ 乘H�檍����ｻｸ蜥�愛知県小牧市大草5728-232 

3 儖i*8揵g��3�+sSCSB�ダンプ 乘H�檍����ｻｸ蜥�愛知県小牧市大草5728-232 

※上記内容は、車検証より転記したものである

25.株式会社大貴サービス　愛知県小牧市大草5785-276　　　　　　　電話:0568-79-6113

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 儖i*8揵g��3���*���C��R�ダンプ 乘H�檍���Xｴﾘ5H�ｸ7(5��愛知県小牧市大草5785葛276 

2 儖i*8揵g��3���*(��C��r�ダンプ 乘H�檍���Xｴﾘ5H�ｸ7(5��愛知県小牧市大草5785-276 

※上記内容は、車検証より転謁したものである

26.有限会社ティー・ダブノユ"デイー　愛知県春日井市東野町5丁目2十14　　　電話: 0568-84-7505

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 弍)Xﾃ�3�+��コ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��6X4(�ｸ�X5�7X8ｨ8R(6X4(�ｲ�愛知県春日井市東野町5丁目2十14 

2 弍)Xﾃ�����,ﾓ田��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��6X4(�ｸ�X5�7X6ﾘ8h��6h48�ｲ�愛知県春日井市東野町5丁目21-14 

※上話内容は、車検証より転記したものである
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27.マルシバタイヤ株式会社　　愛知県豊田市保見町井ノ向26　　　　　電話: 0565-48細3321

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 囘ﾉ68��)｣3���+���SR�ダンプ �7ﾘ8ｸ5h6�5�488HｩH�檍���愛知県豊田市保見町井ノ向26 

2 囘ﾉ63�����,h��モ�ダンプ �7ﾘ8ｸ5h6�5�488HｩH�檍���愛知県豊田市保見町井ノ向26 

3 囘ﾉ63�����,���#sR�ダンプ �7ﾘ8ｸ5h6�5�488HｩH�檍���愛知県豊田市保見町井ノ向26 

4 囘ﾉ63�����,h��モ�ダンプ �7ﾘ8ｸ5h6�5�488HｩH�檍���愛知県豊田市保見町井ノ向26 

5 倅�ﾓ�����,ﾓ�#����ダンプ �7ﾘ8ｸ5h6�5�488HｩH�檍���愛知県豊田市保見町井ノ向26 

6 倅�ﾓ��+���csッ�ダンプ �7ﾘ8ｸ5h6�5�488HｩH�檍���愛知県豊田市保見町井ノ向26 

7 囘ﾉ63�3���+���SR�ダンプ �7ﾘ8ｸ5h6�5�488HｩH�檍���愛知県豊田市保見町井ノ向26 

8 倅�ﾓ�3���+ﾘ��SR�ダンプ �7ﾘ8ｸ5h6�5�488HｩH�檍���愛知県豊田市保見町井ノ向26 

※上記内容は、車検証より転話したものである

28・有限会社オートパーツキソザキ　愛知県名古屋市南区寺崎町1　　電話:052-665-2280

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 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ���#s��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��4��ｸ6x7��ｸ684ﾈ5ﾈ5X4ﾂ�愛知県名古屋市南区寺崎町1-2 

※上記内容は、車検証より転記したものである

29・尾張土木工業株式会社　愛知県名古屋市天白区一本松1丁目　　　電話:052-805「3506

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 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��cscr�ダンプ 儖i*97冦慰鮎hｩH�檍���愛知県名古屋市天白区一本松1丁目1101-1 

2 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��CsC��ダンプ 儖i*97冦慰鮎hｩH�檍���愛知県名古屋市天白区一本松1丁目110ト1 

3 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��csビ�ダンプ 儖i*97冦慰鮎hｩH�檍���愛知県名古屋市天白区一本松1丁目1101-1 

4 冖ﾈﾌ8夊�S����,ﾘ��#����ダンプ 儖i*97冦慰鮎hｩH�檍���愛知県名古屋市天白区一本松1丁目1101-1 

5 儼ﾈ鈊�����,ﾓ#�釘�ダンプ 儖i*97冦慰鮎hｩH�檍���愛知県名古屋市天白区一本松1丁目110十1 

6 儼ﾈ鈊�����,ﾓ�s���ダンプ 儖i*97冦慰鮎hｩH�檍���愛知県名古屋市天白区一本松1丁目1101-1 

7 儼ﾈ鈊�����,ﾘ��#��2�ダンプ 儖i*97冦慰鮎hｩH�檍���愛知県名古屋市天白区一本松1丁目1101-1 

8 儼ﾈ鈊�����,ﾓ�s���ダンプ 儖i*97冦慰鮎hｩH�檍���愛知県名古屋市天白区一本松1丁目1101-1 

9 儼ﾈ鈊�����,ﾓ�iEc2�ダンプ 儖i*97冦慰鮎hｩH�檍���愛知県名古屋市天白区一本松1丁目110十1 

10 儼ﾈ鉙��+s����,ﾓ��#R�ダンプ 儖i*97冦慰鮎hｩH�檍���愛知県名古屋市天白区一本松1丁目110ト1 

※上記内容は、車検証より転記したものである

30・有限会社真吾興業　愛知県海部郡蟹江町源氏1丁目69　　　　　電話:0567-96-1871

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 冖ﾈﾌ8壹��x��*c��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���靜�ｻｸｼb�愛知県海部郡蟹江町源氏1丁目69 

2 冖ﾈﾌ8壹�3���*#��r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���靼�ｻｸｼb�愛知県海部郡蟹江町源氏1丁目69 

3 冖ﾈﾌ8壹�3���*�����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���靜�ｻｸｼb�愛知県海部郡蟹江町源氏1丁目69 

4 冖ﾈﾌ8壹�3���*C���"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���靜�ｻｸｼb�愛知県海部郡蟹江町源氏1丁目69 

5 冖ﾈﾌ8壹��(��*���ssr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���靜�ｻｸｼb�愛知県海部郡蟹江町源氏1丁目69 

6 冖ﾈﾌ8壹���+���SSR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���靜�ｻｸｼb�愛知県海部郡蟹江町源氏1丁目69 

7 冖ﾈﾌ8壹�38��*����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��Oﾈﾘ�ｻｸｼb�愛知県海部郡蟹江町源氏1丁目69 

8 冖ﾈﾌ8壹���*�����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���顋�ｻｸｼb�愛知県海部郡蟹江町源氏1丁目69 

9 冖ﾈﾌ8壹�����-��B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���靜�ｻｸｼb�愛知県海部郡蟹江町源氏1丁目69 

※上記内容は、車検証より転記したものである
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31.有限会社丸賢鉱業　　三重県桑名郡木曽岬町白鷺628-87　　　　　　電話; 0567-68-3204

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�3���*�##R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｸﾊｸﾗｨｼb�三重県桑名郡木曽岬町白鷺628-87 

2 倅�C�3���*��ﾃ��r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｸﾊｸﾗｨｼb�三重県桑名郡木曽岬町自覚628-87 

3 倅�C�3���*���SR�ダンプ ��Ytﾈﾌ�檍��ｭｸﾊｸﾗｨｼb�三重県桑名郡木曽岬町自爆628-87 

4 倅�C�3���*(��CR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｸﾊｸﾗｨｼb�三重県桑名郡木曽岬町白鷲628-8了 

5 倅�C��(��*�����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｸﾊｸﾗｨｼb�三重県桑名郡木曽岬町白鷲628-87 

6 倅�C���*(��r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｸﾊｸﾗｨｼb�三重県桑名郡木曽岬町白鷲628-87 

7 倅�C�3(��*(��b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｸﾊｸﾗｨｼb�三重県桑名郡木曽岬町白鷺628-87 

8 倅�C���*h��"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｸﾊｸﾗｨｼb�三重県桑名郡木曽岬町白鷺628-87 

9 倅�C��(��/���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｸﾊｸﾗｨｼb�三重県桑名郡木曽岬町自覚628-87 

※上記内容は、車検証より転記したものである

32.株式会社トータルシステム・長野県松本市大字和田4709番地　　　電話:0263-40-0366

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 傴ﾉgｳ�����,ﾓ�C���ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

2 傴ﾉgｳ�����,ﾓ���b�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

3 傴ﾉgｳ�����,ﾘ��S3R�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

4 傴ﾉgｳ�����,ﾘ����2�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

5 傴ﾉgｳ�����,ﾓ��3R�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

6 傴ﾉgｳ�����,ﾓ�ツr�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4了09番地 

7 傴ﾉgｳ�����,ﾓ��Cb�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

8 傴ﾉgｳ�����,ﾘ��c���ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

9 傴ﾉgｳ�����,ﾓ#�Cb�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

10 傴ﾉgｳ�����,ﾘ��#��"�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

11 傴ﾉgｳ�����,ﾓ�cc��ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

12 傴ﾉgｳ�����,ﾘ��#�CR�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

13 傴ﾉgｳ�����,ﾘ��#����ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

14 傴ﾉgｳ�����,ﾓ#��"�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

15 傴ﾉgｳ�����,ﾓ�ツR�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

16 傴ﾉgｳ��.���S���ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 
-17 傴ﾉgｳ�����,ﾓ��C��ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

18 傴ﾉgｳ�3���*c#R�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大宇和田4709番地 

19 傴ﾉgｳ�3���*#�モ�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

20 傴ﾉgｳ�����,ﾘ��#�#r�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4了09番地 

21 傴ﾉgｳ�����,ﾓ�sc��ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

※上蔀内容は、車検証より転記したものである
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33.株式会社プレジャー　愛知県名古屋市緑区鳴海町字下汐田151　　電話:052-625-3361

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 冖ﾈﾌ8壹�����*ｳ�3C��ダンプ 乘H�檍��7h8ﾈ5x88�ｲ�愛知県名古屋市緑区鳴海町字下汐田158 

2 冖ﾈﾌ8壹�����*ｳ�����ダンプ 乘H�檍��7h8ﾈ5x88�ｲ�愛知県名古屋市緑区鳴海町手下汐田158 

3 冖ﾈﾌ8壹�����*ｸ��#SSR�「ダンプ 乘H�檍��7h8ﾈ5x88�ｲ�愛知県名古屋市緑区鳴海町手下汐剛58 

4 冖ﾈﾌ8壹�����*ｸ��3ン"�ダンプ 乘H�檍��7h8ﾈ5x88�ｲ�愛知県名古屋市緑区鳴海町手下汐田158 

5 冖ﾈﾌ8壺������*���sS32�ダンプ 乘H�檍��7h8ﾈ5x88�ｲ�愛知県名古屋市緑区鳴海町手下汐田158 

6 冖ﾈﾌ8壹�����*ﾃゴsB�ダンプ 乘H�檍��7h8ﾈ5x88�ｲ�愛知県名古屋市緑区鳴海町手下汐園丁58 

※上記内容は、車検証より転記したものである

34・株式会社横井建材　愛知県春日井市八田町7丁目12-32　　　　　電話:0568-85-5351

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 儖i*8揵g��3���,c3��ダンプ 乘H�檍����皐ﾉｨﾝ��愛知県春日井市八田町7丁目12-32 

※上記内容は、車検証より転記したものである

35・有限会社明達興業　愛知県小牧市桃ケ丘3丁目68-1　　　　　電話二0561軍42-0129

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 儖i*8揵g������,ﾓ#ン2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��k靄ｨｻｸｼb�愛知県小牧市桃ケ丘3丁目68-1 

※上記内容は、車検証より転記したものである

36・有限会社東海技建　愛知県海部郡飛鳥村飛島新田字竹之郷八二ノ卸65-1　　電話:0567-56-2221

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�����,ﾘ��C#途�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���丶8ｵｨﾉ｢�愛知県海部部飛鳥村飛島新田手竹之郷八二ノ訓締-1 

2 冖ﾈﾌ8壹�����*ｸ��イ�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈ､8ｵｨﾉ｢�愛知県海部郡飛鳥村飛島折田字竹之郷八二ノ割16㌻1 

※上記内容は、車検証より転記したものである

37・〇・W"丁東海株式会社　愛知県海部郡飛鳥村松之郷1丁目45　　　電話二0567-56-7377

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 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��ンs��ダンプ ��ｨ�Ux�Y)ｩ8ﾈ､8ｩH�檍���愛知県海部郡飛鳥村松之郷1丁目45 

2 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��ペ{���ダンプ ��ｨ�Ux�Y)ｩ8ﾈ､8ｩH�檍���愛知県海部郡飛鳥村松之郷1丁目45 

3 冖ﾈﾌ8壹���*���3�C��ダンプ ��ｸ�ｵx�Y)ｩ8ﾈ､8ｩH�檍���愛知県海部郡飛鳥村松之郷1丁目45 

4 冖ﾈﾌ8壹���X*���3�C2�ダンプ �8�Ux�Y)ｩ8ﾈ､8ｩH�檍���愛知県海部郡飛鳥村松之郷1丁目45 

5 冖ﾈﾌ8壹���*���3�c��ダンプ ��ｨ�Ux�Y)ｩ8ﾈ､8ｩH�檍���愛知県海部郡飛鳥村松之郷1丁目45 

※上記内容は、車検証より転記したものである
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38.ダイキ建設株式会社　愛知県名古屋市中川区吉津2丁目2704　　　電話:052-414-6800

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 冖ﾈﾌ8壹�3���*h��#��"�ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名古屋市中川区吉淳2丁目2704 

2 冖ﾈﾌ8壹�3���*h������ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名古屋市中川区吉津2丁目2704 

3 冖ﾈﾌ8壹�3���*�������ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名古屋市中川区吉津2丁目2704 

4 冖ﾈﾌ8壹��8��*(��ャ��ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名古屋市中川区吉津2丁目2704 

5 冖ﾈﾌ8壹�����-���s#"�ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名古屋市中川区吉津2丁目2704 

6 冖ﾈﾌ8夊���3���*h��32�ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名古屋市中川区吉津2丁目2704 

7 冖ﾈﾌ8壹���*(��332�ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名古屋市中川区吉津2丁目2704 

8 冖ﾈﾌ8壹���*(��3332�ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名古屋市中川区古津2丁目2704 

9 冖ﾈﾌ8壹���*(�������ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名古屋市中川区古津2丁目2704 

10 冖ﾈﾌ8壹�3���*ｸ�������ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名古屋市中川区吉津2丁目2704 

11 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ����s2�ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名古屋市中川区吉津2丁目2704 

12 冖ﾈﾌ8壹���*��s���ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名古屋市中川区吉津之丁目2704 

13 冖ﾈﾌ8壹�����-���#����ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名古屋市中川区古津2丁目2704 

14 冖ﾈﾌ8壹�����-ﾘ��3����ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名古屋市中川区古津2丁目2704 

※上記内容は、車検証より転記したものである

電話:

※上記内容は、車検証より転記したものである

屯括;

※上記内容は、車検証より転話したものである

電話

※上記内容は、車検証より転記したものである

電話

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　　　　　使用者の住所 

1 ��ダンプ ��������x��������������(�R�

2 ��ダンプ ��

3 ��ダンプ �������������������ｸ�ｸ�����b�

※上記内容は、車検証より転記したものである
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電話

撞音量董重量
※上記内容は、車検証より転記したものである

電話二

※上記内容は、車検証より転記したものである

言語

運萱草襲用者の聖二使用者の住所
※上記内容は、車検証より転記したものである

電話:　　　　　‾‾‾

※上謁内容は、車検証より転記したものである

電話:

…萱草葬用者の氏名又は≡ ‾_使用者の住所-
※上記内容は、車検証より転記したものである

48・株式会社衝心　愛知県名古屋市緑区大高印字定細山14葛233　　　電話:052-693-5219

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 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��鼎�R�ダンプ 乘H�檍��;��2�愛知県名古屋市緑区大高町宇定紬山14-233 

2 冖ﾈﾌ8壹�����-���)｣�b�ダンプ 乘H�檍��;��2�愛知県名古屋市繰区大高町手足納山14-233 

3 冖ﾈﾌ8壹�����-�����ダンプ 乘H�檍���Y�2�愛知県名古屋市揚区大高町字定細山14-233 

4 冖ﾈﾌ8壹�����-���R�ダンプ 乘H�檍��;��2�愛知県名古屋市銀区大高町手足湖山14-233 

5 冖ﾈﾌ8壹�����-���B�ダンプ 乘H�檍��;��2�愛知県名古屋市緑区大高町字定紬山14-233 

※上記内容は、車検証より転記したものである
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1.愛知海運株式会社　　　　　名古屋市港区名港二丁目9番3す号　　　　　　電話: 052-612-3725

番号 ��Ikﾂ�船舶番号 俶yw��(����kﾈ��,ﾙkﾈ��使用有者の住所 儖(藝9�/�f育�+x.俔ﾉ�"�の　　又 

1 �+�+�.X*Hｭｲ�134401 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市港区名港2-9-31 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�易ﾉ�)�ﾓ���

2 ��i��Jｩ�ﾈﾏXｭｲ�140135 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市港区名港2-9-31 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�易ﾉ�)�ﾘ�X,i:�竰�

3 ��h��Jｩ�ﾈﾏXｭｲ�141258 �I&ﾘ､8戊ｩH�uﾙG��愛知県名古屋市港区名港2-9-31 �+ﾉhｨ-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�易ﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�

4 ��bﾘ*�*�,(*ｲ�129547 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市港区名港2-9「31 佶i��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�易ﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�

5 ��h蓼��ｶxｭｲ�133078 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市港区名港2-9-31 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�易ﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�

6 ��i��Jｩ_9x渥ｲ�134182 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市港区名港2-9-31 �+ﾉ�ｨ-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�易ﾉ�)�ﾘ�X,i:�竰�

7 �5h��133554 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市港区名港2-9-31 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�易ﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�

8 ��h蓼�Jｨﾇﾉuﾈｭｲ�132255 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市港区名港2-9「31 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�易ﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�

9 ��兩8ｭｲ�135399 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市港区名港2-9-31 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�易ﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�

「0 ���ﾘｭｲ�134473 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市港区名港2-9-31 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�易ﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�

11 傲ｸｵ�ｭｲ�134469 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市港区名港2-9-31 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�易ﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�

12 ��i?��+8+隴ｲ�13420了 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市港区名港2-9「31 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�易ﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�

13 ��h蓼��+8+隴ｲ�133208 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市港区名港2-9-31 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�易ﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�
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1積替・保管施設配置図

日興サービス株式会社
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1積替・陳管施設配置図

愛知海運株式会社　八号地現業所

八号地全体図

古屋市港区船見町57番地地先


