
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/〇月/j　日 

東京都知事　　殿 

東京都中野区中野四丁目8番1号 

のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所在地 ��h�ｾi]�5i*ﾃ��YMC�,ﾈ自YH��]�5i*ﾃ��iMCHﾘb� 

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 ��ｨﾝx,ﾙ5儻H��}貶,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 ���H萼2�C｣��Hﾈﾃ2��ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�(,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:��著�愛8補��IIR��越H補一�:竟B��

汚染土壌を運搬する者の氏名 ��Y��ｬ(ｺｸｩH�檍����I&ﾘ､8戊ｩH�檍���茜H�檍��矩zx6X4�6ﾒ�

又は名称 �4�8�5h�ｲ�

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍����8ﾉzx6X4�6ﾘ4�8�5h�ｲ�

汚染土壌を処理する施設の所 在地 �I&ﾘﾊy�8ﾌｸ�8�)ц任ペMC8����窺C��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋莓ﾈﾈ���7�?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋莓ﾈﾈ�6ﾖ�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙy�*糲�ｸﾈ糲8i?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ��k$佇�8h5�?｢�

運搬の用に供する自動車等の 仄��

使用者の氏名又は名称及び連 絡先 �5儻H��}紿��X,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在地並 �?ｨ毎蝌ｼhｩH�檍����8ﾈｹ�79�Y68ｾhｹ餬ﾉ8s2ﾓRﾓ"�

ぴに所有者の氏名又は名称及 疋(+X���2ﾓ3s��ﾓsC���

び連絡先(運搬の際、積替え �I&ﾘ､8戊ｩH�檍����蟹&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9�hｾi�Hﾊ�*ﾃSyMI&��b�

を行う場合に限る。) 疋Tﾈ���"ﾓS�(�c3�#X���ｨﾝx,ﾙ5儻H��}緝��x,ﾈ,h*�.��

保管施設の所在地並びに所有 �?ｨ毎蝌ｼhｩH�檍����8ﾈｹ�79�Y68ｾhｹ餬ﾉ8s2ﾓRﾓ"�

者の氏名又は名称及び連絡先 疋X+X���2ﾓ3s��ﾓsC���

(保管施設を用いる場合に限 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍����蟹&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾi�Hﾊ�*ﾃSyMI&��b�

る。) 疋Tﾈ���"ﾓS�"ﾓ3�#X���ｨﾝx,ﾙ5儻H��}緝��x,ﾈ,h*�.��

′ 連絡先>　　　　　　　　　　　　　　)之8,1011雷 

東欝譲欝所書誌霊鷲計担当　　　　塾豊璧‥豊 　　　　　　　　　　　　　　▼看“ 

警溺覇通 



㊥



汚染土斑の運搬の方法

置運搬フロー図

形質変更時要届出区域

東京都新宿区弁天町1 15番1号

鉛汚染土壌

陸運:新和環境株式会社【運搬受託者】 

東京都新宿区西早朝田2葛21葛12 

荷姿:ダンプトラック十シート掛け 

添付資料4のとおり【運搬請負者】 

積替・保管施設:日栄産業株式会社

東京都大田区京浜島3-5-2

海運:愛知海運株式会社【運搬受託者】 

愛知県名古屋市港区二丁目9番31号 

荷姿:船舶(ハッチカバー) 

添付資料5のとおり【運搬請負者】 

積替置保管施設:愛知海運株式会社

愛知県名古屋市船見町57番地地先

陸運:㈱束立テクノクラシー【運搬受託者】 

愛知県瀬戸市山路町87番3、118番1 

荷姿:ダンプトラック十シート掛け 

添付資料4のとおり【運搬請負者】 

処理施設:株式会社束立テクノクラシー本社事業所

愛知県瀬戸市山路町87番3、 1 18番1

撞類　:分別等処理施設

処理方法:異物除去、含水率調整



<運搬車両一覧>

¥ 俶yw��(,ﾉkﾈ鉙���側同者の蘭抒 佗ﾘｦ从b�雄性の瓜状 �������仄�ﾈｮ��ｴ�.��劔o�ﾌd�?�ｭ�,ﾉ�I-ｲ�購肱織を筋止すろ聯観 

駁!9 儂ｩYH手醺����雄璃柿餅鯖は層!ll職博2一別一12 ��2ﾙ�ｳ�ふS�帚�・一ムロー 冰遁�｢�10ひ �8028 ����市税み十トラックシートはリエステル敦) 

田ゆ ��i�ｬ)��4��堀部栂餅館瞬菌中綿i舶成l-1隻 ��・-ムロー 凅X����書00 �80盤) ����晴概み十トラックシート(ポリエステル敬) 

591 侈I���X�ｩ4��血心弱姉的嘉凹中部I調争2日暮 ��8�h佇*ﾙz｢ﾘ�#���ーふヽ〇- ��ｶ�*IIR�章00 �+r�壌鵜2 兌B�直憎み十トラクタシート(ポリエステル敦) 

592 ��ｸ幄ｧYtI4��舶;腑斯術i事的町輪Illシ2ト12 ��2ﾘｸ忠KRﾘﾟﾃ���一ムロ・- 儂�陋��IOU �+r�靭鈎 ��2�曲撮み十トラックシートくポリエステル製) 

593 ���ｼ(蛻鉙圓�取払櫛斬綿は暗!桐Iliケ2日2 ��ームロ- 偸I?ｨﾚ��100 �+r�襲購1 冩b�曲耽み十トラックシート(ポリエステル粧) 

弧書 �/yEｸｫｸﾛHx｢�出薄構斯制球酎~l騨雌-蜜ト12 亶"ﾓ3#�ふX靃���・-ムローl 儂刔靺��】00 �+��紳重 ����宙舶み十トラックシートlポリエステル粧) 

59王 ��hｻ兀IgH,ﾂ�飯事柿餅押収西中細田2ゼト)2 ��2ﾓ9-ｳ�ﾘ汎��ームローl 偸I?ｨﾚ��100 �?��8推 ��2�曲槻み十十ラックシート(ポリエステル塊) 

5錐 ��i���Y�y¥｢�耽郎師筋肉匝暗く輔雌セ1-重雷 ��2ﾓ�#�*ｲﾘﾍ���一-ム〇〇 �%�.ｩIR�JOO �+��393 兌B�臨み十トラックシート(ポリエステル製) 

597 冉��ｨ�ｩ,i4��臓郎紺新調は国中概(lI争2章-】2 ��2ﾘ��ふS3��｢�・-ム〇一l �ｹ68ﾚ��100 �+��469 ��B�直積み十トラックシート(ポリエステル郷) 

i98 ��8ｪH�8x｢�幕瑠掃新物lま四国削112-2ト12 忠�ﾓ3#�夷�ﾂ�・-ム〇・-l 仍��S��"�100 �+��】叩7 俤r�郎聯み十トラックシート(ポリエステル根) 

599 �/ｹ��YyZ�4��鳩前部鉄柵は西中脚雌一租-膿 忠Сﾘ�3�ほ����ーム〇・一 ���69��100 �+��1008 兌B�曲舶為すトラックシート(ポリエステル敬) 

000 ��i��ｭ�,i4��撮嶋的新館匿厨中岡剛性ゼ1-1生 亶"ﾓ�#���Y4��ﾂ�-ム〇・- 亊ｩ�����luO �+��iO脚 冦ﾒ�龍的み十トラックシート(ポリエステル製) 

601 ��i��g��ｨx｢�璃郎謝締槍区噌甲田調2受1-12 ��ｨ自_���ｨｶ9Jr�ームロー ��(ﾄI���川0 �+��脚10 ����庫拙み十トラックシート(ポリエステル製) 

餌峻 倡ｩ�ｨ�ｩ��｢�璃郎撤噺相医腐串間肌直2ト職 ��2ﾙFs�ふS3���一ムP- 倚�����ﾂ�100 �+��包771 �ﾂ�肌馳み十トラックシート(ポリエステル捜) 

脚3 俶�餮ｸ�8x｢�短所働新憎陣西中鰍昭一租-12 �4��Xｷ#ほ�����一ムロー 俤ﾙ?ｩ,��10ひ �+��2772 ��2�直概み十トラックシート(ポリエステル製) 

調書 冉�y��ﾉ^ﾙ+"�班郎郎畑的匿勘iし削録を2l-I蜜 亶(自�ﾉNﾂﾘｾﾈｺ��｢�一ムローI 仞ｴ傲ﾙ���博0 �+��2773 俥R�・曲薄み十トラックシーI・(ポリエステル概〕 

飾購 豫��ｨ�94��b�諏高枕銑栢医師間削=オ2日露 �+(�YN(*ﾙ�｢ﾘ-ﾉJ因B�ームロ・-l 凅X��4��川0 �+��277・1 兌B�庫脱み十トラックシート購リエステル製) 

606 ��ﾉ&ﾙYx刺xﾂ�水球部勝浦は店ti【削酵-2出雷 �4��S3#���SS��ﾂ� ������」30 �+2�150∫i ��2�伸餅みてiトラックシート(ポリエステル製) 

(脚7 兔h�6舒�,ﾂ�倣拭掃紡鯖陛西Il咽IIIむ2ト職 ��8自ZモﾓS�"�一ムロ・- ����5ｲ�i紬 �+2�1505 倡｢�血統み十トラックシート(ポリエステル披) 

帥き ��i��e�ｫX*ﾙ4��幽串耶斬飴I支障中綿=12-2ト12 �4壷�C�ほzｴ��ームロ・一 丿ﾘｷ)YB�4伽 �+��O=4 仂��萌的み十トラックシート(ポリエステル披) 

609 �9ﾙ�9�X�ｩ4��押相称新劇暗面寄書舶用蜜セロ2 ��2ﾓ�#�ほ.D��・-ムロー 儁�.��2�相0 �+��7525 亰��糾捜み十トラックシート(ポリエステル袈I 

6川 冉��ｨ�ｩM94��聴牌櫛締紳I書庫II咽聞準則-12 ��*)N)�｢ﾙ����・置ム〇-1 况遁��430 �+��陶0寄 �B�直税み十トラックシート(ポリエステル的 

61! ��i���X�ｨx｢�寝市棚節相は同相=竹蜜ト13 ��y�nC��ｩ*佛��一ム〇〇- 冰刎�4��寸0∪ �+ﾒ�】肥浬 �r�憤慨み十トラックシート(ポリエステル製) 

帥2 冉�YH苻ﾋY4��加持榔鮮塙は曲鞘飢陀-隻l・12 �:�nC�ふS3���一ム〇・- ��ｸ裵刔��仙0 �+ﾒ�4調8 乂ﾂ�直横み十トラックシート(ポリエステル竣) 

6】3 冉�ﾞY�X刺x｢�瓜前節新曲陛西中前面2・親-I2 ��-ムロー 儂蝿ﾗ��400 �+ﾒ�飢範 ����直刷み+トラックシート(ポリエステル製) 

6重4 ��r�:��Xx｢�雄前節折的障歯軸I博一糾十2 ��2ﾙ���ほwy4���・-ム〇・- ��F�+�ﾉ�ﾒ�400 �+ﾒ�脚】7 �B�姉駁み十トラックシート(ポリエステル郭) 

615 ��i��}ｩKXｻ��北都簡締租は賢母紺=購うl-臓 �+(�S3(ｷ"ﾓS3�ﾂ�トラック 傴ﾉK�B�100 �*ｲ�8鍔1 丿r��此撮み+トラックシート(ポリエステル襲) 

O10 ��i���W��Yob�振庫聯締龍は聴聞i博-まトは ��2ﾘ�8ﾅ)j8耳諠��トラック ��ﾗr�100 �+��2450 倅ｲ�龍範み十トラックシート!ポリエステル襲) 

即7 ��i��諸u�｢�辞職楕噺地底国(Il餓Ili2・21-12 �4蔦3#�ふYwﾖﾂ�トラック 侏倅呱ﾒ�10U �+r�T7糾 冩b�磁糊み十トラックシートはリエステル提) 

618 �&ﾙ��/ｹtI4��璃磯部新劇は碑j咽(腫・2出生 �,����｢ﾓX���ﾂ�トラック 倚�ﾙ��川0 �,ﾒ�7了4 ����辞職み十トラックシート(ポリエステル製) 

面脚 ��i����8x｢�無碍稲新治陛画串脇田2-2ト12 ��ほwﾙJRﾓS3���トラック ���ｩ��100 �,ﾒ�l縦I櫨 ����昨朗み十トラックシート(ポリエステル捜) 

6蜜0 仂ﾉ�ｩ�姻8x｢�球豹蒲斯創出削1憎蝉でl-12 ���ﾓ�#���SS3���トラック ��I69�2�100 �,ﾒ�1681 ���碕朗み十トラックシート叩りエステル削 

621 僵i�ｨ諸N(x｢�璃布部挿棺I重な申描叩2-登十線 ��ふ�#�ぺﾍ�"�トラック ���移��10ひ �,ﾒ�21腿 ����損韻み十トラックシート頼りエステル製) 

飾塑 �/y��7ﾉKY4��束前郷銑約は即事紬脚押上1蜜 亶"ﾓ3#�ぺ汎��トラック 佗���4��1ひ0 �+2�個55 亰��拡磯み十トラックシート(ポリエステル敬) 

6郷 �9ﾙ�8�9&飩r�敢磯部新掘図師串脇田ま-隻手12 亶"ﾙnC�夷��トラック 乂�?ｩYB�tOO �+r�部I6 亰��出現み十トラックシート(ポリエステル製) 

雌l ��i��鮒KY4��購秋庸飯高は職印硝冊ト2重-12 �+"ﾓ3#���Yu�4��b�トラック ��X����」00 �+r�675重 兌B�櫛破れ十トラックシート(ポリエステル粒) 

飯場 冉��>(�8x｢�蛇帝都純綿は湾小鞘皿やゼl-】ま ��2ﾓ�#�ふS3�ﾂ�トラック 亰�6s�YB�130 �+2�15腿 儁b��曲柾み十トラックシート(ポリエステル製) 

62雌 俤v兔i��4��畑的新潮障鴎醐川を糾う2 �ｲﾓ3#�ぺｧ3�ﾂ�トラック 俤y69�2�】00 �+r�8書9重 �B�曲積み十トラックシート(ポリエステル観) 

俄7 倩i4��X�ｩ4��雄雌龍紡捌駐留Il嘱闘勤-重さ ��2ﾙ/����SS����トラック 冢穎Y��】り0 �+��的9 �-ｲ�磁朋み十トラックシート(ボ　さエステル敦) 

628 ��i�8ｿI�ﾉ4��斑瞭枕飾宙は劇や舶=匿登山隻 亶"ﾓ�#�ほwxｺ��トラック 傲ﾃ��hﾚ��iOO �+��14筒 俥���曲撮み十トラックシート(ポリエステル製) 

629 �9ﾙ�9~9�ﾉ4��水球押斯掘I重囲か樹脂・2ト重2 ��2ﾓ3#�ぺﾛﾘｷ(�｢�トラック 僖俥�YB�100 �15】4 俑��拡槻み十トラックシートlポリエステル敦) 

的0 儁��､呱ﾙ�ﾘx｢�克郎拙新前I支西や細川2-21-12 亊h��9xｳ�ふS3�ﾂ�トラック 僭H馭ﾉ�R�章00　せ �1538 ��B�位廠み十トラックシート(ポリエステル製) 



<運搬輌一覧>

¥ 漠+､冕�,ﾈｦYYHｬ��他用蜜の雌栃 ��ﾈｦ丶��母体の傭状 豫9y淫ﾉ�X榾/ｸ,��劍刪�(�h+��8,ﾉ�.B�飛散節を肪止する聯超 

的1 ��i��X�ｩ+&��鵬珊餅駒は西i魯働il匿2甲雪 冑ﾈ詹�C�ぺﾍ��ﾂ�トラック �/､緬���100 �+��278置 亰��心機み十トラックシート(ポリエステル紋) 

峨 ��i��物�4��東京舶約時勘il錦町争2ト12 ��2ﾓ3#�ふS����トラック 俤y69��重く抑 �+��鴎85 仗��両横み十トラックシート(ポリエステル製) 

偵櫓 ��i���X刺x｢�瓜前櫛斯淘怪聞i書棚I酵-2トIま ��2ﾘｯ�#�ふS����トラック 倚�?ｨｿ��l(鳩 �+��2榔0 ��2�曲槻み十トラックシート(ポリエステル製) 

的l 儂ｩ��諟�8x｢�撮帝楕飯田l羊蹄J欄l腫-2ト12 氷霻ﾙ�C�JRﾘｾﾉJ��トラック �$駮怨��1的 �+��】50重 �B�曲横み十トラックシート(ポリエステル的 

635 ��i¥ｨｭ亂ﾉEﾂ��規僻郁餌塙I事由埠抽調2-糾-1蜜 ��トラック 俐�JY���lく)0 �+ﾒ�】教職 亰��珊み十トラックシート(ポリエステル襲) 

63筒 ���:�:��Xx｢�撮何部節的瞳洒卑相聞か雪国2 亶(�Y�S�ふS3���ダンプ 乂�+T刔��章00 �,ﾒ�空403 乂ﾂ�昨組み十トラックシート(ポリエステル敬) 

儲け 冏ﾄ�ｨ�(x｢�諏前節蹄同区西陣拙叩2-2ト12 ��｢ﾓ3#�ふS3���-ム〇一 �/ｹ+)���章0U �,ﾒ�1雛的 ���直舶み十トラックシート(ポリエステル敬) 

的8 倡ｩ��諟ﾖI4鋳�龍市債新曲I着増刊削り2-2卜12 亶(自nC��ｨｨD�B�-・ムロー 冢ﾘｷ)YB�100 �,ﾒ�】901 儻r�雄撮み十トラックシート(ポリエステル製) 

639 ��i��竧ﾉ����規律櫛斬枕陛卸11横町2セト12 ��蔦9z#�ぺﾈ價���・-ムロー) 丿ﾙ'y]竰�川0 �,ﾒ�刻限 佇��曲撒み十トラックシート(ポリエステル披) 

640 俶��霑I�ﾉ�R��取海部悌紬は高車撒陣I望-2l-】2 亊bﾙ:｣�?店ｸ｣��○○ム寄- ��+)���100 �,ﾒ�蜜債鰭 �B�薗強み十トラックシート(ポリエステル勘 

雌= 偬Y�驅���9'r�収雄郁断簡陣蹄や橋田2セ】-12 ��.｣3#�ふY4鳴�・-ムローl 况粕ｩ��130 �-ﾒ�重0 �ﾂ�∬駁み十トラックシート(ポリエステル粗) 



<運搬輌一覧>

¥ 假xｨｹKH,ﾉkﾈﾟｸｫb�他用槍の博行 仂��ﾉ�b�Ii雄の形状 冲�+ｩ$��Y}�7Xﾘb�劔^ｩkｦﾂ雍�,ﾉIYIR�帰敬特を防止する隠抜 

l �ﾉ&H抜�硬球押出戸川は寝均同町17-10 �+(�X8#鼎"ﾘ�##R�ダンプ 冑Izr�IOβ �,b�l 倅ｲ�置撮み十トラックシート(ポリエステル製) 

容 亅T伜(�"�対質帥江戸川陣職場直6-17・10 �4蔦S倚��Y5ｹ/r�ダンプ ��ｹzr�101 �,ﾒ�8 亰��故殺み十トラックシート(ポリエステル襲) 

8 �ｩYH､��舶母脚⊥芦川は餌場面を章7・10 ��ダンプ �)?��!30 �-2�4 僥竰�郵鞘み十トラックシート(ポリエステル襲) 

・l �ｨﾝx撮�幽;(綿祥月IiI医諏埴i貰い17一)0 亶"ﾙ����S8､��ダンプ 倬8ﾈﾂ�10I �+2�7 亰��直概み十トラックシート(ポリエステル製) 

5 佇��ｨｺ2�璃前部江川"購競埠宙柵I7-iO 亶"ﾓS的6�ﾍ�#R�ダンプ ��ｸ/��101 �,ﾒ�5 ��ﾂ�曲飲み十トラックシート(ポリエステル根) 

峨 ��IYH咄�撮軍都沖戸川雌雄地酒柵I7一)0 儿ﾒﾓS��T�"ﾘﾈ��｢�ダンプ 僵X/��IOl 定,"�8 ����梗概み十トラックシート(ポリエステル郡 

7 ��,頡"�蛾那帥戸川脇耽増幅をIト10 ��*ｸ自n��-ﾈ耳ｧ8･��ダンプ 倬8ｦ��190 �.r�9 凭2�龍概み十トラックシート(ポリエステル粗) 

8 亶)YI$��撮琉慨持戸川陣皿拷酉叶】7-10 亶"ﾓYy�"ﾓS8ｦ"�ダンプ 傅�ﾂ�1糾 �.r�10 亰��曲槻み十トラックシート(ポリエステル襲) 

9 亅Xﾋ亥｢�部隊綿的刊iIは蚊磯憎む17-10 訳2ﾓS亰C"ﾙl�#R�ダンプ 估H�nﾂ�100 �,ﾒ�宣281 佇��曲的み十トラックシート(ポリエステル概) 

10 亶)-､��蜘釈押江l可iI障蝦西を1十川 亶"ﾓXｴ�"ﾓXｶ8�｢�ダンプ 亂ﾈ.｢�18卿 �+ｲ�8001 �B�批協み十トラックシート(ポリエステル紘) 

lI �ｩ9��b�購榔糊肛戸川広如鰭彊叶章子重0 ��ﾂﾓS倆bﾓY9ﾘ､2�ダンプ �豫��180 �+r�8002 �"�曲的み十トラックシート(ポリエステル襲) 

し2 宙�$竸仄卯R�神谷川博的訴昨龍陣弥堆台7-16 ��<�ﾙ4�"ﾙ�S�ｬ2�ダンプ ��Vﾂ�100 �,ﾒ�1771 ����血積み十トラックシート(ポリエステル製) 

13 宙xｩ^ｩnﾈ�)H��神節用聴聞酌量章軌は弥生台7-16 ��ダンプ 傚���IOO �,ﾒ�舶肱) 冩b�轍み十トラックシート(ポリエステル捉) 

】・l 綿xｩIVﾈﾞｨｪﾂ�袖金川蹴韻的調律陣弥色盲7・16 �:�ﾓ��"ﾓ�(�｣b�ダンプ �ﾉF��IOO �,ﾒ�20む8 倅��直拙み十トラックシート(ポリエステル紋) 

15 忠hﾓﾙ4��(瑤�捕食IiI悦服庇1Ii龍は鯨襲われ18 ��ダンプ �+)�ｲ�100 �,ﾒ�2醐 乂ﾂ�柾概み十トラックシート(ポリエステル製) 

16 宙x､迄ｵ(ﾝr�押熱iI鵬撒派海氷区雑鈍冶7-】6 價sRﾓ��"ﾘ�)�澱�ダンプ ��8氓�100 �,ﾒ�2債畑 �-ｲ�昨雌み十トラックシート(ポリエステル栂) 

17 亊H初4綿ｮ�魵�押捺I周腑抵Ii優は猟銃や十〇倍 �*箔X��諟自�T唐�ダンプ �:9Vﾂ�100 �,ﾒ�湘櫛 ����鵡廠み十トラックシート(ポリエステル襲) 

憎 宙ｻ�,Ynﾈ踪ﾟ��抑制II焼撒減I妬く区依長命7・川 �4迭ﾓ��"ﾓ�#�JR�ダンプ 竸ﾘｨ��130 �+2�飯場 僮B�確舶み+トラックシート(ポリエステル製) 

】臼 宙�"��ｩnﾈ陌f"�押細川鵡舶採用舶暗線坐台7-舶 ���ﾘｷ#"ﾙ�R�ｭ��ダンプ 偖(ｺﾂ�100 �*��閲2) ��B�心機み十トラックシート(ポリエステル襲) 

20 宙鹸白�ｵ(ⅹ5��抑森IIi黙劇戯Ili泉は翰坐宙7-16 ��ダンプ ��Fr�"0 �*ｲ�2809 ���姉別み十トラックシート(ポリエステル放) 

蜜l 忠.聒垓�:��ﾂ�押斜=鵬陥渡Ii璃区弧I此1手書6 ��ダンプ 刔ﾙF��川0 �*��9購8 亰��昨硫み十トラヮクシート(ポリエステル敬) 

盤 忠/)�ﾂ�ｧ4��ﾉ���押祭Ii陳情瞬時鞠匹的盤台7-書6 ��H�(耳�c#�b�ダンプ 僮ﾙF��100 �*��0館珊 俘R�雌像み十I・ラックシート(ポリエステル吸) 

23 忠�8�nﾈｽ稲��抑森川取掛派前部匿弥生台7-16 ��ダンプ ��Y�ﾂ�1○○ �*��9与2雷 冏��肌馳み+トラックシート(ポリエステル製) 

2・l ��､蜂,ｨｬ�ﾙXｸ*ﾙhﾒ��祁斜=蝿肌釈II灘北は鮮明-章7「与 ��ダンプ 刋駛ﾂ�脚0 �*��31剛 兌B�曲熊み十トラックシート(ポリエステル蚊) 

25 俘)&騁�了yr��｢��抑銑間隔拙附け他説は掃母ト17-45 ��靃Y��+ﾈ･��R�ダンプ 冩i�"�800 �*��紳51 亂��確納み十トラックシート(ポリエステル製) 

26 �(Ye怨冩�'仞ﾉв��抑紺II規扱深海継北は櫓肌I「7-楯 ��ダンプ ��F��重00 �*��きる08 �(R��轍み十トラックシート(ポリエステル製) 

27 ��､蜂�t�5Io)^ﾒ��押j約i咽横波紺触北僅憎町重17可5 ��Hﾂﾙ*澱ﾙJSX.コ�ダンプ �'弍ｲ�100 �*��了504 ����屯統み十トラックシート(ポリエステル蚊) 

28 �7､偬I=�hｧ9w��x獣�帥森川県餓箭Ii粒此区桝叶ト1了「5 ��話ﾓXﾕ2ﾙ���R�ダンプ 仞��"�130 �*��7505 ����龍概み十トラックシート(ポリエステル製) 

容9 佗izｩ4y�Hｷｩ�ｸ*ﾙv��“帥森川耽倒振出樹脂相即ト1了寸5 ��Hﾂﾙ9��ﾘｯ�ｩ��ダンプ 竸ﾙxB�180 �*��75同 們ｲ�醐み十トラックシート(ポリエステル貌) 

80 ���9yﾙt�IXﾝｨｵ"��抑節用鵬蹴蔽II稚北は博町4-重7-伯 俯#X8#��ﾓゴ�*ｲ�ダンプ 冦ﾙ�"�1種0 �*��751け ��B�葎憎み十トラックシート(ポリエステル製) 

31 亂��i}ｩt�ｻｹYB為竰�押懇Ii陳桃耗筋池北は相即"重7・4与 ��ダンプ ���r�18○ �*��7508 儻r�敢槻み十トラックシート(ポリエステル製) 

32 傀�*ｸﾇﾙ�I4處�宇��沖釣り臨機砥i博的鎚博明-17-碕 ��ダンプ ��5��調0 �*��楯的 ��2�庫概み十トラックシート(ポリエステル敬〕 

種種 ��ﾉui�I/杏��4��帥狩川駄馳減的醐昭博町村7イ患 ��CRﾓX靃bﾓ3S�R�ダンプ �僥��】30 ��X*��7510 豫ｲ�耽撮み十トラックシート(ポリエステル戴) 

糾 ��H鮒��o弌)L�*ﾘ��4��紬癖川嶋強訴Il純水は櫛町有明し樽 ��CXﾈ�4��ダンプ 亰冕ﾂ�130 �*��7511 ����靖梢み十トラックシート(ポリエステル製) 

35 ���&阨騁��(繁*竰�糾襟川県城派据維北は樽肌ト17寸5 ��ダンプ �5����130 �*��鳩12 刎R�轍み十トラックシート(ポリエステル襲) 

36 偃x鮒��漁�ｸ頸栄ﾒ��抑森iI根概況=碓北曙脇間-17「5 ��H�ほ:繧ﾘ､8ｩｲ�ダンプ 兒�hﾂ�I抑 �*��誌13 乂ﾂ�曲積み十トラックシート(ポリエステル救) 

37 俯x.傀I�I4儉�*ﾙ.竰�仙菊II鵬憤脈請勝北曙櫛町4-1不備 ��CX自'塗自HﾓR�ダンプ 册�5��180 �.��7514 俯"�直僻み十トラックシート(ポリエステル敬) 

88 �."蜂,ｩ�IGﾙ�R�%竰�押余)咽凋択iif勝北は増田4-17-伯 ��CX�SSCbﾓ3S�R�ダンプ 亰ﾙF��130 �*��楯1与 丿"�但舶み十トラックシート(ポリエステル敦) 

38 �<T��9u儿ｨ攤ｨ�*ﾘﾉ鋳�書瞭川場駒成山鳩地区帥叶トI7可5 冖綛,3Iu｢�・ダンプ ��.��100 �*��関51 們��薗飲み十トラックシート(ポリエステル製) 

40 �.$蜂�it�ｺ���<鋳�即金Jl鵬減漁I棚此腐樽町個7〇億 ��l"ﾓSCh�Xｨ����ダンプ �'倩��100 �*��8021 �B�曲拙み十トラックシート(ポリエステル緩) 

4l 亂疫亶I}綾ｹwr萎R�押飴iI陳掃滅d湖北膳櫓肌-1ナ寸5 ��ダンプ 倅ｩ�"�i3○ �*��751? 僖��穂綿み十トラックシート(ポリエステル製) 

42 倬ｹOhﾇﾙ}hｧ8�"�.韶ﾒ�神奈川県舶載甜拙北は樽町Il・Iト4§ 亰�RﾓSC��Y�xｺコ�ダンプ 伜I���130 �*��7軌8 冏B�曲榊み十トラックシート(ポリエステル製) 



<運搬車両一艇>

¥ 竸ﾘｼｹ{ｨ,ﾉkﾉOY���鯉川拝の(曲折 几Il�b�IIl件の形状 ���Xｺ�4�:疫兢�,��劔t噂ｨﾅ�,ﾈｧYhﾂ�飛散街を駁止する櫛岱 

43 儻ｩ&驗�ｭ�'xﾇ�亜R��糾創り鵬撒渡部鰹北は櫛町子Iト備 ��ダンプ 佇IF��l抑 �*��75" 亰��榔概み十トラックシート(ポリエステル敬) 

4・l 俾ｴ�+8暮t�ｻｸｼ2�,ﾒ��神都川蝉軟派和船此陣場町ト17-伸 ��{RﾓX�V飛ﾘ･碓R�ダンプ ��9F��I30 �*��752億 ��2��曲櫓み十トラックシート(ポリェスチル蚊) 

45 偃t蜂�K綾ｹE�稲ﾂ��袖洗III県鵬的I構北は鳩町十1手痛 ��ダンプ �5�wr�j30 �*��?謎1 竸x�R�心拍み十トラックシート(ポリエステル製) 

46 ��i&�+I�(ｻｾu髷���袖森III既横断I(f肥北は同町4-17-4る ��ダンプ 伜IlR�】容0 �*��柘22 亰��准撮み+トラックシート(ポリエステル製) 

47 舒�&險Id�ｹ��*ﾘx｢�神筑川姻鵬廟閥恥握的町1・l手術 ��CRﾘｴ�ﾙ/r穎��ダンプ ��X鐫�18o �*��’蒔く導 兌B�雌積み十トラックシーi・(ポリエステル根) 

48 佛)�H暮t�'y�ﾘ*ﾘx｢�押衛III鵬統派時池批位相肌l-1ト45 冖絣ﾓX*C�ﾓ3S�R�ダンプ 僮ﾙjﾂ�130 �-��椛4 亰��曲聯み十トラックシート(ポリエステル製) 

48 �-苻ﾘﾉ,ｩ�4冉R�ｲ��押出JI陳倣蹄諦剛胆相聞一17-燈 �;�8璽X+sbﾖ仆���ダンプ �5����重80 �*��752う 亂��龍積み十トラックシート(ポリエステル屯) 

50 �-�&騫ﾙo仆ｹ��*ﾘx｢�帥森川鵬凝派II鵬北匿騰町4-11可呂 ���RﾓX�YKRﾘｿ亊r�ダンプ 刋颶��130 �*��7526 亰��曲舶み十トラックシート耀リエステル襲) 

51 忠�b傴ﾈ�2�神名川脱磯的l湘(射り区割り聞J1535-i ��ダンプ ��Fr�101 �+��5 ��B�曲耽み+トラックシート(ポリエステル報) 

52 ��$貯*磯2�紬的I鵬撤恢II榊策Il惟制御「15櫛-1 ��ﾓRﾙJSs�ﾘﾋｹ4釘�ダンプ ��Xﾌｲ�1種0 �.��55 �'��龍舶み十トラックシート(ポリエステル拠) 

53 緬�b�ｸｹ"�神繕II棚横紙IIi飾徐Ii旧劇卿I15締-1 �-��3Rﾓ3s�ﾓCイB�ダンプ 亊x頸�1億0 �.r�63 �ﾂ�町制み十トラックシート(ポリエステル致) 

看4 忠W｢伜8�2�鉦釣り腺的厳Ii榊襟川匿的棚rl翰露-1 ��ダンプ 兩ﾉ.��100 �.r�68 梍ﾒ�雌概み十トラックシート(ポリエステル塑) 

55 仗ｘ鉙�2�抑斜I幌戯碗l桐l-奈川区相関J1与締・1 ��ｿ��Sピ�ﾓC��8�ｵB�ダンプ ���.��章00 �.r�69 ���雌撒み十トラックシート(ポリエステル製) 

56 綿44著�&��押測I陳繊鞠i細I襟川区羽状町15鈍-1 ��ダンプ 僭iF��】同 �.r�’け ��B�曲頼み十トラックシート(ポリエステル製) 

57 曝�Y&ﾈﾕ�nr�捕森川腺蹴晩Il調l襟川は羽秋野!5謎一l �-�迭ﾓ3s�ﾘ�T�4釘�ダンプ 刔ﾙF��100 �+��78 �B�曲積み十トラックシート(ポリエステル勧) 

58 忠/｢��ﾈ�2�抑制i駆鞭掛i榊刺1順鞘駅間甜計l 伜(ﾞ�.#s�ﾙ��椅B�ダンプ 兀�4��章00 �.r�82 丿B��出場み十ドラックシート(ポリエステル靭) 

59 屯著�(ｿ"�神奈川脚湘珊剛矧Ii陣刺状町15蹄-l ��ダンプ ��Xﾌｲ�】00 �.r�!8の ��2�柾槻み十トラックシート(ポリエステル製) 

60 忠�ﾂ儘�Y&餉R�押銑I)鵬戦勝郎隷I雪柳I卵-ト1 ��ダンプ 俔ﾉF��】80 �*��813 �-ｲ�龍横み十トラックシートくポリエステル敬) 

βl 忠{B儘���IZ��帥約I陳即脈一博線抵別斯6・トl ��h+ssC"ﾘﾘY���ダンプ ��鐫�130 �*��8= ����償稀み十トラックシート(ポリエステル製) 

62 宙xｩZX�)�ﾈ膤�細線Iii県議派iI純陸棚断面十〇l ���X48ﾕｸ��4��ダンプ 倅X頸�180 �*��8重5 �-ｲ�庫組み十トラックシート(ボUエステル嬰) 

檎 免�ｨﾔ�Y�r�神徳川聴牌謡III鮎性別I荊トトl �:�)ふyHﾂﾘ�"�ダンプ 刋颶��章種0 �*��8I6 僞ｲ�すく馴み十トラフクシート(ポリエステル製) 

0↑ ��xｩZX�(�94r�抑制=課機派市臓は別所をl-I ��ダンプ 伜IF��180 綿�"�8I7 ��2�船舶み十トラックシート(ポリエステ)レ蚊) 

65 宙苳ｨﾔ�)&��ﾒ�袖無用船慨絢i聴取卿斤をl-1 ��H闔｣v箔(自H����ダンプ 倚ｹF��調0 �*"�削8 ����頂耽み十トラックシート(ポリエステル製) 

6り 緬�2儘�X�9^ﾒ�神勅l博馳鬼姉韻弘調所6」-l ��CRﾓx�2ﾘﾘY���ダンプ 僮YF��)00 侈苒�810 �9ﾒ�直的み十トラックシート(ポリエステル襲) 

67 忠H��ｨ�)�ﾈﾕ｢�押紺I榔愉派的手塚は,和子8-5㌻13 ��ﾞ蔦��BﾓH�32�ダンプ 僮YF��博0 �*��787蜜 亰��昨報み十トラックシート(ポリエステル製) 

輯 宙ﾅ)4亊i68ⅹ*ﾙ?��棚的i陳陥ぬ11手傷はや千3-毎年i8 ��ダンプ 亰)F��1調0 �*��79即 僮B�匠朗み十トラックシート(ポリエステル緩) 

(組 宙肪冲���i4處��抑制=県慎提げI予壌惇平戸汁5㌻18 ��顗.x�ｨ見�蔦I�韶ﾒ�ダンプ 刋餬ﾂ�川0 �*��90整4 ����心臓み十トラックシート(ポリエステル技) 

70 宙彰亊i�ﾉ&��B�紬蛮Il憮横猿I!肺臓は砂子3七㌔13 ��,��C"ﾙ�y�ﾂ�ダンプ ��ｻr�川O �*��9冊23 �ﾂ�曲的み十トラックシート(ポリエステル製) 

71 �&霎�fR�%B�� ��ﾊh�Y^ｩ,h耳･H/���ダンプ ��ﾈｭ��100 �*��創97 倆ﾂ�此櫨み十トラックシート(ポリエステル製) 

7ま �&��8�"烏b�� ��ﾇ簽9N坪��#��ダンプ ��ﾈﾞ��!00 �*��8ヰ餌 兌B�批稿み十トラックシート(ポリエステ碩) 

7種 �&霎�|�栄b��榊的i順調肺部自陣支伸疎いi献静電口調ピル"蹄 ��ダンプ ��ﾈﾞ��1的 �*��鮎O2 亰��重税み十トラックシート(ポリエステル粗) 

74 冲ﾘｮ�'ｨ*ﾙ�鋳� ��CX�S9��'RCS#��ダンプ ��ﾈﾞ��"0 �*��39榔 兌B�直観九十トラックシート(ポリエステル購) 

75 ��Xｮ俐x*ﾙ�｢�� ��Xﾞふ3#ふゴ#��ダンプ ��ﾈﾞ��川0 �*��く勅的 兌B�両横み十トラックシート(ポリエステル紋) 

76 �&霎�L�*ﾙ����柳烏i同源則細は工やさき-1蹴爪利口職ビルl蘭 ��CRﾘﾊh寤自����ダンプ ��ﾉ_B�章80 �*��5劇9 俑��恥軌み十トラックシート(ポリエステル襲) 

77 �霎�Fr��R�� ��oRﾓ3#��Y�C��ダンプ ��ﾉ_B�130 �*��鋤0 ��ﾂ�艇粕み+トラックシート(ポリエステル襲) 

78 �yw�ｻｹ��4��柑荒川隔制訳出練は上山8T録32-7 ���ﾓ(ｷ"ﾓ逢8��ダンプ ��ﾈ�2�101 刋B�1 ��ﾂ�直舶み十トラックシート1ポリエステル披) 

78 �聒ｯｩwy4��押襟川撮帥振辞職誌上両種丁目持7-5 倬sH5ｸｭh自���ダンプ ��ﾈﾞ��宣00 �*ｲ�隻 �-��曲駁み十トラックシート(ポリエステル敬) 

さ0 俥ﾖ綿ｻｹk9'��抑森川県蹴絞前納と白州8丁目種を7 ��I-�v8耳�3��ダンプ ��ﾉH��100 �*B�8 ����拡朗み十トラクタシート(ポリエステル敦) 

81 乖D曝ｻｸﾎﾒ�押紺=県旗訴郎練区上il甘萱「日経-? 倬貶�ﾈ詹�ｲ唐ﾙ��ﾅ��ダンプ ��ﾈﾞ��脚ひ �*ｲ�5 ��2�磁橋み十トラックシート(ポリエステル製) 

駿 亂�:��｢�拙斜Ii鵡説的(樋は」二山さす同種予5 ��ﾝ籐%ﾈ冷ﾓ9+$��ダンプ ��ﾈ�｢�J30 �*��0 兢���曲拙み十トラックシート(ポリエステル製) 

83 �>薄ﾈｩY�ﾙ�2�糾森川持説渡海鋤は」血書’「I醤7-5 ��CH�X5ｨﾞﾙU｣��ダンプ　　川的　1叩　く 劔7 兌B�心機み十トラックシート(ポリエステル躯) 

棚」∴∴∴駐川興県的　　　　袖襟"陳殺派恥舶医土的丁目盤-了 剴��"ﾘｦ)�#9U｢��ダンプ　　川場】00　い　8 劔亰��庫飾み十トラックシート(ポリエステル勘 



<運搬車画一蒐>
¥. ¥ 忠+ｩ}h,ﾉkﾉ�Y���曲順蜜の個所 飭ﾉl��b�il雄の形状 ��怨曝��+�����劍刮k｣�韜8,ﾈｿ��R�飛散縛を防止する鳩蹄 

衝 仂譎%�4亂�4��神助iI博聞練亜餓l文士山種子調37-5 傅ﾉ^ｨ自$ｸ�(耳ｶB��ダンプ ��ﾈ苒�1帥 �*B�55 ��2�耽榔み十トラックシートIポリエステル製) 

86 俥ﾔ綿隼o)4鋳�抑制iI腕餅派的樹乙上向8「帆37-5 亢��X6s#湯ﾙ�ｹl因B�ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*ﾒ�l劉 �B�1蘭緩み十トラックシート(ポリエステル牧) 

87 俥ﾖ�,)kｨx｢�捕森川撮賊庇II鵬は上川3丁目3争7 ��ｸ�ｳ�Bﾘｯｨ耳荐ﾂ�ダンプ ��ﾈﾞ��100 ��11 佇��曲積み十トラックシート(ポリエステル馳) 

腿 �>粕凉ﾙ4�+"�神都II鵬航護持軸は上向8r目繕ト7 ���"ﾓ(ｷ(耳茱��ダンプ ��ﾈ�2�130 �*��磐7 們ｲﾒ�曲的み十トラックシート(ポリエステル機) 

$9 仂譁ﾈｷ)�ﾉ�2�押余I=臨撤派時緋畔上両3i「l」提-7 ���+ﾉn���8��3��ダンプ ��ﾉ8��l飢 �*b�2櫨 兢ﾂ�血統み十トラックシート(ポリエステル観) 

9o 俥ﾔ曝ｻｹ�ｹ4��神薬用県駁荻再騰雌上山8丁「】粧ヰ ��[�jン壷%鞐ﾒ�ダンプ ��ﾈｩ｢�100 �*ｲ�跨 乂ﾂ�庫的み十トラックシート(ポリエステル製) 

即 佇��,)�I4��紳却咽も朗恢il穂怪上向3.「円縞坤 ��CBﾓ)���X�3��ダンプ ��ﾈﾞ��t細 �*��郷 俑��妊駁み十トラックシート(ポリエステル製) 

92 亅Y�ﾈ�ｩxhx｢�神奈川鳩節約1璃隣」世13丁細線イ ���S�Bﾘｦ#蔦越ｸ��ダンプ ��ﾈﾞ��190 �*��77 �ﾂ�両横み十トラックシート(ポリエステル敦) 

榔 佇�綿ｻｸx｢�押襟川原職派的練区上l栂l乍i32-7 ��CBﾓ#湯ﾓ3S3��ダンプ ��ﾈｯ��1紬 �*b�飾 佩r�拡散み十トラックシート調リエステル製) 

0イ 冑､免ﾉ{H弴x｢�神恭IIi臨駁派11融医I・山種Ii‖3争7 ��o��ｨﾏiKRﾓ3S3��ダンプ 魅ﾘｩ｢�1種0 �*��3154 亰��弛概み十トラックシート(ポリエステル暮) 

9与 �*饉y+)o)4��抑蛮II鵬惜波Ii櫓随」到I8丁酌む7 ��CBﾓ#湯ﾘ協ﾂ�ダンプ ��ﾉ���100 �*��3鈍7 亰��確積み十トラックシート(ポリエステル敦) 

06 俥ﾖ迄ｻｸ閂苳��抽斜I鵬陥龍雄純博士I」囲r調製-7 �+#Bﾙ.IY駝x��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��3519 ����碓舶み十トラックシート(ポリエステル製) 

07 漠oh684ｨ5��埼玉鵬比企櫛鳩山即大字小冊2脚-18 ��ダンプ ��(毅�1紬 �/��iO2 ����直積み十トラックシート(ポリエステル的 

98 宙xﾈ684ｨ5��均す課比企職場川町天草小川2(牌18 樋�蔦#唐ﾓ�:SB�ダンプ 册�XB�130 �*"�6棚 �-ｲ�鵡殺み十トラックシートしポリエステル製) 

99 宙蛻684ｨ5��購うi爬比企朋的iIi小人字小用は脚-18 價s蔦)4蔦����ダンプ 僮YВ�1的 �*��50 凭2�曲劇み+トラックシート(ポリエステル製) 

)00 宙xｸ684ｨ5��鳩遭県比企押鳩i佃I天呼小用1如柵1櫨 ��:壷v3h耳ｷ(ｴ��ダンプ 倩傲ｲ�130 免ﾂ�別綿 亰��世職み十トラックシート(ポリエステル叡) 

101 忠K�684ｨ5��埼蟻購比企榔郎向田I大字小用1208-I8 亰���i<hｺ����ダンプ �$Y�ﾒ�100 �*��3m �B�母的み十トラックシート(ポリエステル即 

I眼 忠�X684ｨ4��埠瞳聴比企邪的I囲r大草小冊20櫨-18 �+ﾉ4蔦#唐ﾖ�:��ダンプ 亊�$｢�130 �*"�了8I 亅��曲横み十トラックシート(ポリエステル漫) 

103 薄ﾆﾂ�684ｨ5��埼丁(聴比企棚Ii叩「大胡ヽ用I208-18 ��ダンプ 估i$｢�180 �*"�捜s 仍ｒ�陣殺み十トラックシート(ポリエステル襲) 

川4 僮Yw�(hｻｸ*�986x+x*H485��b�千炎螺油幼I宜干場12-IO �ﾘ��4蔦(帙��lダンプ ��靫ｩnﾂ�博O �*��飢50 俘R�直航み十トラックシート(ポリエステル栂) 

l(嚇 ��9:ﾄ末ﾈ蛤ｩX�8986sx�h8�48ﾗr�千臓堀部な葛ii千卿12-博 ���x��阡ﾈ.(ｵ�湯�ダンプ ���ﾂ�1伽 �*��5(趨8 兒��仰議み十トラックシート(ポリエステル根) 

章06 �+)�ﾈ抦ｭi8ﾉ^�4ｲﾓx�ﾈ*H*��千臓鵠綱父母干場12-10 ��ダンプ 俑隱ﾘ咄�100 �*��500雪 佇��調練み十トラックシート(ポリエステル紋) 

107 �:�(揵kｨﾚx��7X6sx�yYX,��手袋県紬な辞儀測3-6"9 ��Cx自YHｨｳ):��ダンプ 儂倡X梺�1的 �*b�舶 �-ｲ�確執み十トラックシート(ポリエステル鍛) 

10櫨 ���,ﾔ亦ﾙf���4ｨ�ｳs�冢ﾒ�手錠朕的磯iI碕洲3-6・9 �-�Crﾓ3X､��4���ダンプ �.(-H咄�180 �,"�置7 亰��此糊み十トラックシート(ポリエステル的 

109 弍�+ｦ倬隸ｩ8ｨ��4｢ﾓ��ﾈ8�485��b�千徳晰肱轟干場1争iO ���S�rﾓ3S8�S(x｢�ダンプ 佇�<Ywfb�10ひ �*��僅)20 �B�昨概ね十トラックシート(ポリエステル輯) 

=0 �*ﾘｯｨｭH自Lx��^�.ｨ�Sx�h8�485��b�干炎鵬宙胸賄子亀1斗】0 ��*�ｵﾘﾗx自wﾓ��ダンプ ��ｨ��nﾂ�】0廿 �*��憶腺I �-V��榔胱み+トラックシート(ポリエステル製) 

=】 �ｨ�(hｻｹL�8h5�5��ｸ7h�ﾈ8俤ﾘ�r�手袋鵬的嬢l】げ陶1巨10 �-��x��3S2ﾓ#����ダンプ 僣餮穎ﾂ�IOO �*��69!塑 ����髄拙み十トラックシート(ポリエステル雄) 

l12 冽ﾘ684ｨ5I�ﾙ�B�紳鏡川帰服旅海相蹴厭親I用12千円2s巧 ��CRﾘﾍ�(�SﾓIxｲ�ダンプ �9F��章80 �*ﾒ�821 兢ﾂ�薗級み十トラックシート(ポリエステル技) 

=3 宙幄684ｨ5I����押森川鵬樹派II凋筑晴雄山間2丁蘭鋳-6 ��CXﾎ�6sﾘ.越"�ダンプ 佇�=r�100 �*"�386 冩��峨み十トラヅクシート(ポリエステル製) 

置14 宙幄684ｨ5I�ｸ��勅勘I臨機冷静被簿は取囲雅一用鮪-0 ��ダンプ �����130 �*��き9舵 凭2�昨報み十トラックシート(ポリエステル的 

115 ��684ｨ5I�ﾙWr�柑森II咽制球(i崩御隆雄剛I峨「H謡-6 ��ダンプi 丶ﾙ���18○ �*��ナ褐4 ��R�珊瑚み十トラックシート(ポリエステル勲) 

l調 宙幄684ｨ5I'冉B�抑森Il博横旅所衛筑医舶山朋I用錨-個 ��ダンプ ��ｹF��1β0 �*��犠郷 估ﾂ��昨倣み十トラックシート(ポリエステル磯) 

=7 忠:�684ｨ5I��舐�博鏡川場臓的i!部鋤阿姐=lり2丁ll擬ぺ ��3�RﾓS�"ﾓﾓC"�ダンプ 僭iF��約0 �*��織7 估ﾂ��軒聯み十トラックシート(ポリエステル根) 

=8 ��8684ｨ5IU(��神祭川焼餅鴻I梱紋は姐山間2丁口鮪-0 ���ﾈｴ�自IﾘﾛBﾓ��C"�ダンプ 倅ｩ.��180 �*��2綿 ��R�直撤みすトラックシート(ポリエステル報) 

l重0 �*ﾘﾌ(684ｨ5I;����押妹II腺聯漁師聯紋は恥II冊2i●山鮎巾 ��ダンプ 偖)F��章的 �*b�289 俘R�心拍み十トラックシート(ポリエステル製) 

120 忠OX684ｨ5H鉑^B�袖森川脱胎的i栂舘脇姐山肌2丁=謡-0 ��CRﾓS�"ﾓﾓC"�ダンプ �$��2�130 �*ｲ�805 亰��昨拙み十トラックシート(ポリエステル恨) 

12重 兀B�684ｨ5IN冩"�押衛Il鵬撒諏前節筑区雄Il佃2丁口瑳巾 ��ダンプ 刋颶��130 �*��835 �-ｲ�追晴み十トラックシート(ポリエステル製) 

)‡塑 �:�684ｨ5H彧x��神祭I章陳板紙iI調節は耽Il刷2丁博錨鴫 ��ダンプ �'冕ﾂ�)OU 僞r�(迫1 亰��枇胱みすトラックシート(ポリエステル襲) 

l姥) ��684ｨ5H鉑'ﾒ�舶貌)I槻櫛的)渦紋峰山山田ま丁甘25・8 ��ダンプ �宇��100 ��b�靭 亰��庫級み十トラックシート(ポリエステル製) 

121 宙幄684ｨ5IE�漏�神祭周航明浜II渦紋は撮刷り2丁日約五 ���ﾃ�X��"ﾘ�､ﾓ"�ダンプ �$X橫�180 �*"�l湘4 俯"�曲舶み十トラックシート(ポリエステル敬) 

12§ 宙幄684ｨ5I�X霻�押筑II陳肺腺海部筑区部IiIl雌r轡錆-6 �+#Rﾙ'蔦���2�ダンプ 刧(ｮr�190 �*��5舶 ��2�祉概み十トラックシート(ポリエステル穏) 

126 漠J�684ｨ5I�ﾙ'｢�袖鋳Ii欄捌渡部締鵜匠諏山田隻丁円蟹-6 ��SX�ﾓ��截�ダンプ 伜IlR�130 �*"�81材 �ﾂ�蔽厳み十トラックシート(ポリエステル援) 



<運搬車両一髪>

¥ 儂ﾈ�)j�,ﾉlHﾌy4��腿硯ねの此所 佗ﾙIR�li(伸の廠挟 仍顋X鳧,ﾘ苻�i�b��劔�ｨ�ｨ�8��,ﾉ,hﾌ｢�爪腺謡を肪庇する紛遡. 

職7 忠:�侏X洸5ﾂ�神楽川的ii′吼ij妙I勤ま的ヨ12甜 ��ダンプ ��ﾈ苒�100 �*��l飯場 ��ﾂ�軸概み十トラックシートtポリエステル独) 

)28 �韵x陌KyH��帥襟川恥=飽和多種医憾戸1涯9 ��ダンプ ��ﾉ4��100 �*��1662 ��B�直樹み十トラックシート(ポリエステル敦) 

成9 宙���I:��益b�押森川跳川崎iI諺・厚は竣中1259 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��口調† �ﾂ�龍的み十トラックシート(ポリエステル輿) 

130 忠�YJY4俶悦ｲ�神奈川肌用噂和め櫛は緩戸1捷9 ���ﾈ�S�*C伜��ダンプ ��ﾉ'ﾂ�100 �*��170る ��B�償樟み十トラックシート(ポリエステル製) 

t3重 冑��Hｶ�ｽ蔭��神奈川敗II晒i】移魅は駐車1ま劉 ���ｲﾘ�ﾉ4��ｨｯ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��17能 乂ﾂ�出帆み十トラックシート(ポリエステル概) 

1載 忠$��(�)���神諦Ii隅II胸ii移鰍蓋城戸1脚 ��ダンプ ��ﾈ."�100 �*��1757 ��2�暗概み十トラックシート(ポリエステル襲) 

133 兩ﾈ�|(蜑vb�制約=附I咽市多輝区織戸1259 ��ダンプi 冽�4��100 �*��劃92 �B�庫拙み十トラックシート(ポリエステル製) 

1:l∴1 仞��ｩ4僮R�紬的i服用剛l砂的区織戸1蜜9 傚X6s鉄蔦8�c�Sb�ダンプ ��ﾈﾞ��10ひ �*��捌93 兢��調碗み十トラックシート(ポリエステル観) 

重35 茶�ｼ)4�踪葢�勅舘II欄Ii咽ilf多磁区鎧戸1締り ��ダンプ ��ﾉ4��100 �*��27詞 倅��出帆み十トラックシートはリエステル即 

I36 �:�ｨ�8ｻ冓ｲ�帥斜l峨I=館II移庫瞬撮戸吋締9 �$�H�S俘�坪ｨH�2�ダンプ ��ﾉ'ﾂ�iOO �*��2808 ��B�宙組み十トラックシート(ポリエステル製) 

I37 忠�Xﾙﾈｿ俘9H��押飾り的II階南多摩区雌戸重259 價sH�X蹂*�3I]��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��餌的 ��B�曲軸み十トラックシート(ポリエステル粧) 

t88 忠���ﾟﾈⅹ��押維川附i腰高多鋤き的買鰭9 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��さ狙10 俑��直接み十トラックシート(ポリエステル焚) 

139 忠�ｩ+)e��<�:ｲ�神館II陳II旧市を削嶋鐙同郷9 �ﾓBﾓ鉄蔦9.8ｫR�ダンプ ��ﾉ4��1脚 �*��5ilOl ����曲徹み十トラックシート(ポリエステル製) 

Iイ0 忠�H�4册�?��糾衣川卿胴部露多堪暗即でl謡9 ��タ’ンブ ��ﾈｭ��]00 �*��5402 ����直聯み十トラックシート(ポリエステル製) 

141 仆俛ﾈｺﾔ�����利剣=附(I勘I榔・購区鮎戸重襲開 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��5403 �ﾂ�曲強み十トラックシート(ポリエステル製) 

=2 �:�)yiG旭��袖的II脚=削移庫は蹟戸12鴇 ��ダンプ ��ﾈﾞ��】関 �*��軌0う ��B�庫舶み十トラックシート(ポリエステル叡) 

1高 冩ｹ]9&阡)+"�神徳川耽馳派出榔蜘呼撮II咽即納持 �-��X�SS�(�SS�C��ダンプ 丼9F��1ひ0 �*��あ1榊 亰��宙飯み十トラックシート(ポリエステル蚊) 

=4 冢I;��ｨｴ��R�鵬細l県城的i胸筑区助Ii帥岬18 ��ダンプ 倅)F��博0 �/��3000 兒��取組み十トラックシート(ポリエステル蜘) 

=5 僮x.��ﾉ�Y�R�紬的I鵬桝塊師部筑i乙部=佃叩18 �-���X,3�"ﾙ¥ｨ�S���ダンプ 兔(��100 �*��4蛎0 佇��密約み+トラックシート(ポリエステル穏) 

146 傲�ﾘ�4謀��抑為り聞朋漁l栂撤退的Ii川即時 ��ダンプ 亊y���章OO �/��宣000 佇��直拙み十トラヮクシート(ポリエステル製) 

i47 冑ﾙ]9�ﾙ�Hxﾂ�蹄刑場横紙持榔縦佐助l川調脚18 ��ダンプ 刋��B�10】 �*��創動0 �-ｲ�雌憾み十トラヮクシート(ポリエステル抑 

1小8 �4y�ｹ$厭xｼ"�押鮮II隅軟派IiI機的悦雄山叩町3】8 ��ダンプ �9ﾙF��重的 ��50脚 �-ｲ�亜肌み十トラックシート(ポリエステル敦) 

1岬 �4y]8�9}Y+"�沖銑II鵬蹴沌祢帥梯区部聞剛胆I8 ��ダンプi 僮Yjﾂ�川0 �*ﾒ�70脚 �-ｲ�雌概み十トラククシート(ポリエステル難) 

150 僭9]9&闔�4白�紳岱Il鵬戯派Ii渦紋は撮刷り耶18 ��ダンプ ��Xｦr�I30 �/��90脚 佇��部撒み十トラックシート(ポリエステル製) 

15l ��""易 ��ｨ�ｨ�ｨ�ｸ�ｸ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｲ�ダンプ ��11i喜 ��〇〇〇〇 �9ﾒ�曲糊み十トラックシート(ポリエステル製) 

152 �� ��ダンプ �� �� 儁b��直納み十トラックシート(ポリエステル製) 

1軸 ��○○""""""〇〇〇"""〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇喜 ��タンフ’ �� �� ���臆割み十トラックシート(ポリエステル致) 

154 �譁ﾉy�>I4��収梯楕江戸川曙中継四十13-了 ��顗��8ｨｹwsrﾓ�x楪�ダンプ ��ｹzr�博0 僞��5011 ����此聯み十トラックシートくポリエステル襲) 

I58 佶v豆冽ﾙ�y4��踊;棚油刊i旧II噂酌-13-7 �4�ｩ9ﾔ#s�r疫b�ダンプ 丶�Mﾂ�100 �,ﾒ�35?2 俘R�時制み十トラックシート(ポリエステル報) 

156 僮T�6､亊i4���雄帝都江周)腹中埠臨卜13-7 ��8自YIJSrﾓ�sc"�ダンプ �饂R�100 �,ﾒ�3子1種1 兢ﾒ�輯棺み十トラックシート(ポリエステル製) 

157 �$�*�yZ雨��肌や撒江別1i区中歯四十18-7 ��ダンプ ��/��川o �,ﾒ�3了50 �B�拡耽み十トラックシート(ポリエステル報) 

鳩き 刔�-6��乖�4��奴擁棚J:副i脳中掲商い13ヤ ��8�S9[x*�都c"�ダンプ �>(ﾙ��100 �,ﾒ�2778 ���細廠み十トラックシート(ポリエステル釈) 

159 亊x�X�i��ﾇ�ｷ"�耽必枇増I聞睦II噂四1-1肝7 ��8�YZ蔦�ﾟ"�ダンプ �>)���10ひ �,ﾒ�馨498 �-ｲ�直樹み十トラックシート(ポリエステル蚊) 

章伽 宙蜀ｩ�ﾘ��:��ﾂ�埼l摘付加iI朝晩田口7れl �-��ぺ顥wrﾘｧ3ビ�ダンプ ���:�B�章00 �,��:発‡遁 �-��柾劇み十トラックシート(ポリエステル製) 

161 忠�ｩwIx員�愆�鳩競媒櫨飾磨部隊町7?3-・I �4嶋�X.�#RﾓSsビ�ダンプ 凅X����100 �+r�0088 亰��市煎み十トラックシートくポリエステル蚊) 

1さま 緬�ﾉ*颶8鰄ﾇ��帰着狐増加部鱒畑教卵3可 �cふ�)u簽Ssビ�ダンプ ��xﾚ��130 �+��66郎 仞��X���b�薗棚み十トラックシート(ポリエステ凋) 

163 �ｸ�hﾇ�4�ﾂ�櫛止鵬叩】腔l筋骨押印汁」 仄價Rﾓ丼ふSsビ�ダンプ 冰秤���100 �,ﾒ�6叩0 ��謁b�曲概み十トラックシート(ポリエステI峨) 

1即 ��Yo(�ｸﾌy<b�崎重版笹加轟調的叩73〇・l ��Cふ丶蔦Ssビ�ダンプ 丶2��ﾚ��重30 �+��6000 做ﾒ�.直槙み十トラックシート(ポリエステル裳) 

l筒 忠J�.�x�+)�ｲ�尊重龍雄加I朝対照n78-」 �:��Xｯ�Y'SSs閲��ダンプ ���ｨ��川0 �,��7000 俯"�薗積み十トラックシート(ポリエステル襲)・ 

章66 綿���ｹ=r�地盤媒体加持掃聯聞け褐・`i ��Cふ�#Rﾙ=��ダンプ 俐�*���100 �,"�80伽 �B�重職み十トラックシート(ポリエステル勤 

耶7 宙ｪ處y¥H�)wr�地盤肌掌伽I母機ぬ調け前-4 ��Cほ�SRﾓV乖ﾉ{��ダンプ 俥ｩ?ｨﾈ��!130 �*ｲ�4・15 佇��苗頼み十トラックシート(ポリエステル観) 

l鴨 忠�X��ｸ���'｢�増玉眼雌仙南持氏町773-4 亶#ふ�(*BﾓSsビ�ダンプ 凛ｸ躡nﾃ�3���+r�寸05 佇��薗寂み十トラックシート(ポリエステル栂) 



<運搬車両一語>

¥ �4漠+�,ﾉkﾉ�����博川拝のIl噺 偸�xﾘｩR�母体のJ因果 亶(娵俯�槓ｴ�."�劍咥ｩ��h+���,ﾉ,h楪�相隣呼を助止する間道 

169 �:�从��Xﾚr�¥竹近県坤」相ij柳的鴫「7榊-4 ��3�ふ�MbﾓSyyb�ダンプ 冰佰ｸ�����｣���+��5500 兒��輝鮪み十トラックシート(ポリエステル報) 

170 17重 I7雷 173 i7寸 ���� �� �� �� 

把 �� �5�987b� �� ��船 仂以�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

l �� �5�987b� �� ��粉 仂���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ腕��

l �� �5�987b�� �� ��帥 �+ﾉ�ﾈ-ﾘ�6x8�984�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

音 �� �5�987b� �� ��餓 丿ﾙh�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾆｒ�

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇易〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇SS ��ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�｢�ダンプ ��〇〇〇 �� ��2�腹働み十トラックシート(ポリエステル破) 

175 ��IXｧｦﾈ蔗�博拡郎雌職位‡鋤的-堪-1J ��8自9ﾘｽ�*(ｪォ+r�ダンプ ��ｸ."�I柳 �+ｲ�読00 �ﾂ�調概み十トラックシートー(ポリエステル製) 

I70 儿ﾙ4I;��取持糊定職区稚拙3受き-1」 忠JX�SSス6xﾎ��ﾈﾝr�ダンプ �����1寄0 �+r�脚0 ���出猟み十トラックシート(ポリエステル襲1 

177 �ｩ=v曝蔗�奴擁榔腿乱臣的i3・鎚-14 忠��Sズfﾓ�3CB�ダンプ ��ｹzr�1剥 �+��乃00 ���直納み十トラックシート(ポリエステル創 

178 �4��ｨ蛯�奴)寿紺地畔蛇仰乱関り4 亶(�Xｺ9:ﾂﾘ."�B�ダンプ ��*��舶0 �+��秘00 俘R�昨舶み十トラックシート(ポリエステル約 

179 ����|B�郭轟抑娘血剛的i種-秘-= 亶(�X�ﾗx*#�8ﾏ���ダンプ �ｨ/��】如 �+r�9900 俑��直旗み十トラックシート(ポリエステル襲) 

180 �ｨﾘ)Mﾒ�取成抑足立勘的I3」盗-1・I ��2ﾓSス6y�仂ィ�ダンプ 僵X���tOO �-��83 俤r�庫的み十トラックシート(ポリエステル襲) 

18l �ｨ枇���恥塙柳心血は花畑3一秘・14 亶"ﾓXｿ偬B#�8-ﾃB�ダンプ �&隍ﾒ�】鎖) 僞��的 亢��曲職み十トラックシート(ポリエステル狭) 

182 亂迂YE��崇雄郷地並は花畑3-28-= 亶"ﾓSス6sラ�ﾂ�ダンプ 僵Y¥��131 �.B�88 �$��出納み+トラックシート(ポリエステル製) 

183 曝�&ﾉ�8,b�壇海部雄雌姐的囲一蹴-14 ��-�ｨ�(ｦH�ﾓャCB�ダンプ 倬8/��181 �+x��{途�兌B�曲絡み十トラックシート(ポリエステル鈍) 

184 兢��ｩ�贓m��航穣榔埋立陛仏道2-5-8 �:�ｩNScbﾓXﾊHｿ2�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾘ���H��佇��直撒み+トラックシート(ポリエステル製) 

1鮪 忠wﾘｸy4俣ｩm��撮郎撒鳩高位弘道を㌻6 �+(*)�塗�YJr�"�ダンプ 倬9Mﾒ�100 �,ﾘ��JSx*ｳ����B�暗部み十トラックシート(ポリエステル塑) 

180 忠�Y�I4��9�R�魚礁椰凪請ば弘地2-㌻6 ��2ﾙz8�2ﾓ���ﾜr�ダンプ 倬9zr�章00 �,ﾖ��顰��｢�����雌撮み十トラックシート(ポリエステル襲) 

鳩7 ��喜鵜臆鵜臆喜臆ココ ��ダンプ �� 亅�8ｫ��俑��曲概み+トラックシート(ポリエステル襲) 

188 ��ｩ+(齎顥�Y�2�飛前部鋭掲Iま潅il町ト唆1 侭KRﾙ4都ふiFs��ダンプ ��9Eｲ�100 曝.h��卿ｪ���B�何的み十トラックシート(ポリエステル製) 

I的 忠?ｨ揵[�7佶｢�埼瑚馴i口iI諏飾蜜i-17○○5 ��2ﾙ4都�ｨﾍ�4��ダンプ ��ﾉ���100 �,ﾘ���X-���亰��碓横み十トラックシート(確りエステル駆) 

180 �4�(iw�7倬2�埼:明朝=哨戒鎖線卜浄鴫 ��8ｹﾘｪピふc9D��ダンプ �5i{B�川0 �,ﾘ��ws3����ﾂ�直観み十トラックシート(ポリエステル裂) 

181 漠IX揵w�ﾉ���対比脚用」子聞く撒蜜】-1トI5 �4坪競sぴ鰻ｳ#��ダンプ ��Y�｢�100 �,ﾖﾈﾉ(ｷ"�冤��的磯み十トラックシート(ポリエステル敬) 

)92 �4�(h�(�h+��ﾒ�埼蛍的川…I硬餌鍬l-I7-15 ��2ﾘｷ#s���'俘��ダンプ ��Y9ｲ�!00 �,ﾘ����ビ�儻r�曲梢み十トラックシート(ポリエステル製) 

置98 ��i�ﾔ丑�4��埼道限飢餓描けI栂407-1 ���偃Y+(�Sh����ダンプ 俶�ﾝ��重30 �+���#��亰��耽聞み十トラックシー.ト(ポリエステル根) 

重O-l ����ｨﾔ渥ｩ���埼止吸軌捌梱Il勅的-1 ��ダンプ �$�x*ﾒ�100 �+ｸ�d��������坤舶み十トラックシート(ポリエステ研リ 

l的 刔弍x�9�ﾙ�2�埼上県胡散押出的07-1 ��ダンプ. ��h��J30 �+��｣��｣���7r��龍飲み十トラックシート(ポリエステル妙 

I9β �ｨｵ�､陶o�4��均茸鵬釧陥印)帥ひい1 ��C���ッﾓc�鳴�ダンプ 倡ｨﾈ��130 �+ｶ枇���乂ﾂ�敵頼み十トラックシート(ポリエステル焚) 

m7 刔���ﾔ鮎i4��埼一助l胡散値的埼407-1 ��Cほ��ッﾓb��b�ダンプ 曝+xﾝx*ﾒ�)8U �+ｳ���R�亅��同軸み十トラックシート(ポリエステル襲) 

198 冑8*��8ﾟHx｢�埼調的鵬浦田馬40れ ��*CふCッﾘﾟﾃ���ダンプ ��h炅�重3ひ �+s���B���2�拡散み十トラックシート(ポリェスチル製) 

I関 �,�4偬Hﾋ�｢�埼玉撮胡剃狙i偶407-1 仭CふH�X6sc�傲ﾒ�ダンプ 倡HﾊB�130、 �+�������ﾂ�批横み十トラックシート(ポリエステル製) 

200 �;�:��ｹ4��購軸的i唆西畑的仰-i 雄Hﾂﾙ��ﾈ�6s��ｨ､ﾒ�ダンプ 貯��*ﾒ�i的 �+������"�����雌叡み十トラックシート(ポリエステル教) 

2ひ1 俘)&ﾘ鋹�ﾉ4��埼遥鴨軌故il州初07・1 ��ダンプ 傀ｩ�"�IOO ��Xｶ�偃ﾒ��������耐損九十トラックシート(ポリ義ステル較) 

20智 �����ﾌ��ｹ4��埼蟻腺助榔I細樹0手1 尾��ふI�ﾂﾓh�ｳ���ダンプ 俶���1関 �,ﾘ��3h-ﾂ�兌"�出勤み十トラックシート(ポリエステル製) 

203 貯-ｶﾈ4y�ﾈx｢�鳩凄腕邸磁ii洲膳4調-1 ��C��SCッﾓh�ｵ��ダンプ 兩ﾉLB�130 �+s��$��俘R�直納み十トラックシートはリエステル製) 

201 �-ｨ咥�8ｶi4��的Ⅲ偶刷腹部I叫的407-1 ��CふCッﾘ�3鳴�ダンプ ��h狽�】30 �+���2�佇��直納み十トラックシートlポリエステル隷) 

2崎 �$ﾙ�苹?��Y�2�埼雷鳴軌鴎的田畑07-1 �+#C�#葦�耳ｴ��鳴�ダンプ 俶�f��180 �,C��#2���B�曲餅み+トラックシート(ポリエステル製) 

ま脚 ���&ﾘ馗ｩ�ﾃ�*��肘瑚脚偶珊1I相調-1 �+#�#��ﾓc����ダンプ ��磯��】30 �+6緬%�.���B�此劇み十トラックシート(ポリエステル蚊) 

露07 冰刎��ｸｧ兀B��塵腰部朗磁i腫I相調-i ��ダンプ 曝*I[x*ﾒ�180 �+s��窿����B�出帆み十トラックシート(ポリエステル製) 

208 �.��ﾔ��姐"�埼玉龍伽削刑期岬-1 ��ダンプ ��hｻﾒ�i90 �+s�����R���B�忙殺み十トラックシート(ポリエステル敦) 

敬譲 做ﾙ:�駅y4��埼朗醐脚打田勅07-1 �-��ふ�:�ｩ4偃ﾓ��ダンプ 倡ｩ�"�)30 �+3��^｢�儻r�曲積み十トラックシート(ポリエステル裳) 

210 曝ｼ曝ﾔ曳ﾉ�b�崎玉眼朗騨剛I暢407-1 仄悼��4蔦c����ダンプ ��io2�130 �+����c2����龍城み十トラックシート(ポリエステル敬) 



<運搬車両一瞬>

¥ ��榔I路の名跡縛 僥ｩ+$傲�,ﾈ����迎絡鈍 �%9�ﾈ,ﾈﾆ��2�日動匝鰻雌掃坤 劔的場土昭の挫舶 儖)^ﾙ-�/�f(鉅+x.凛ｩub�

2重】 ��命か章:袋的 俥畏��ｨﾍ8藕ﾝsﾙ�CC�rﾓ�� �5�987b�新訳 俣���き 緬+#"�紛 丿xｻ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｒ�

里12 ��高相〇二袋的 俥仂ｨｴｹ�y�ﾉ��69�c�rﾔ�� �5�987b�所沢 僵S��す ������船 俾ｹ�X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

2網 ��棚)「蹴悌) 俥�ﾄ��駅ﾓ�,�+的+"ﾓ��ひう8」的-819l �5�987b�廟択 緬wﾒ�ち 傲ﾓ�3��掃 仂��ｨ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹNﾒ��

2I4 ��雄和上乗㈱ ��ﾘ�I6Hｺﾙ�疫ｩ��免ﾉ'v���rﾖ�� �5�987b�師部 ��4��さ ��4途�慕) 偬�h-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾚ｢��

糾5 ��餌加工渠㈱ 僵S�L�ﾟﾉ4y�wT倚ｴ樋rﾓ��ひ18-4的-6博l �5�987b�新秋 綿�2�す ���3��劇 侈ﾉ^ﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹfR��
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<運搬車両一覧>

¥ ���陂,ﾉkﾉ.靉r�他用峰の作柄 佗ﾙ&��b�il〔件の朋心 �?ｨﾉT亦右驢ｹ5ｸ6��劍刮&��9�X,ﾉ{Hｻﾒ�珊肌呼を勝正する請出 

嫡櫨 忠(ｨ7�8H5H4ﾂ�部隊撒江I可Il性」じ跨歯4-12-捜 册�ﾓ8楪ﾓ�h､��ダンプ ��ｹzr�裏00 �,ﾒ�3糊 亰��が軌み十トラックシート(ポリエステル観) 

街4 仂(7�8H5X4ﾂ�寝庫概況印ii匪北鱈西4-職-域 ��2ﾓ員2ﾓ�c#R�ダンプ �>(ﾘ��10U �,ﾒ�淵塑 亰��櫛積み十トラックシート(ポリエステル隷) 

疲麗 窒椅�8H5H4ﾂ�壇龍揮氾戸川聴覚鋒隅4-12-塑 忠Сﾓ8x｢ﾓ�c#R�ダンプ 佶ｩzr�100 �,ﾒ�8哉狙 乂ﾂ�直税み十トラックシート(ボ　さしスチル製) 

鮪の 宙ﾌ(7�8H5H4ﾒ�瓜雌榔陣J可=昨批掛軸二成一緩 ��ダンプ ��ｹzr�101) �,ﾒ�41雌l 亢��性能み十トラックシート(ポリエステル栂) 

締7 仆�7�8H5H4ﾒ�庇;(騨I:勘I=靴軸4-I2・緩 ��ふ3cモﾓ��#R�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�訓2雪 亰��曲飲み十トラックシート(ポリエステル敬) 

製陶 �*ﾘ,ﾈ7�8H5H4ﾂ�無康郁子賃戸川厚地堪晴4-章を塑 ��8自9ﾘ咩ぶ冩コ�ダンプ 倚(5���= �."�57脚 ��2�曲線み十トラヴ、クシート(ポリエステル紋) 

2う9 忠�ﾈ7�8H5X4ﾂ�輔と樹I:戸川利的帥-12・綾 ���ﾓ3h�(�S�c(*B�ダンプ ��苻5�-ｹ+"�100 �,ﾒ�1相0 ����血撤み十トラックシート(ポリエステル貌) 

260 忠�X7�8H5X4ﾂ�撮葡き弼I:戸川鹿北堪蹄4-1打製 ��2ﾙ4塔ふ�M��｢�ダンプ 佶ｩzr�10ロ �,ﾒ�5772 ��B�薙撒み十トラックシーi・(ポリエステル裳) 

郷1 ��7�8H5X4ﾂ�璃碕綿iI:戸川去北堪酉4-12-竣 ��2ﾓ3ャふ�c(<��ダンプ �ｩzr�"∪ �,ﾒ�5985 亅��曲概み十トラックシート(ポリエステル根) 

2鯖と �+(7�8H5H4ﾒ�取購部種:〆了川堪北増麿4-】2-塑 ��2ﾙYIYBﾓ�囲r�ダンプ 亢騷r�川U �,ﾒ�583I 冩��直軸みすトラックシート(ポリエステル槌) 

a63 �:�)4�&��｢�鎚窮榔I:戸Ii膜聴牌江3一掬 亶"ﾓツsbﾙ'��ダンプ ��ｸ將�100 �,｢�:嬉寄 俥R�曲摸み十トラックシート(ポリエステル韓) 

26■1 ��Yx緬����9u��取掛枕濫用=ば幽翻博一関 宙ﾗrﾓ9/ｳbﾓY>s"�ダンプ ��ｨ/��130 �+r�373 亰��直的み十トラックシート(ポリエステル製) 

雄逼 �ｩ5Hﾈｹ��&齏"�取持節昨月用意西朋甚3・綿 ��2ﾙYH,Sh�YF鵆ｩg"�ダンプ �>(環�100 �,ﾒ�録鱈的 亰��曲概み十トラックシート(ポリエステル蚊) 

ー鍍滞 �ｨﾌh苹nﾘ曲ﾞ��幽棚阻却I博踏戯曲3〇割 ��2ﾓ9ycbﾓSSc"�ダンプ ��ｹ¥��重的 �+2�8」8 ��B�鵜枇み十トラックシート(ポリエステル披) 

267 枇��)����9�&齏(�r�撮球輔l:i明峰由I蹄職-絹 亶"ﾘﾅ3�bﾓSSc"�ダンプ ��ﾘﾈﾂ�1的 �+r�89種 �B�曲概み十トラックシートlポリエステル損) 

268 傚ｸ甑�ｩ4冕8ｫ��雄村榔l:戸川は西岡堪れ湘 �4蔦8ﾊﾃbﾓSX�2�ダンプ 倬8*��100 �,ﾒ�雄1Ⅳ �-ｲ�曲概み十トラックシート(ポリエステル舶) 

郡9 侘ｩvﾈ�4冰倬2�硬磁榔r刷Ii区的勤鱒一紺 亶"ﾙ�scsiｧﾒ�ダンプ 儖�X��I30 �,b�的6 �B�薙鮫み十トラックシート(ポリエステル襲) 

蜜70 �ｨﾝ��-Y4仄ﾙWB�郭皐棚肌団iiは画創部-33 亶"ﾓ3cx嫌nｩ.��ダンプ ��ｹzr�130 �+r�櫨的 �-ｲ�面駁み十トラックシート(ポリエステル的 

登71 仆兌9lｩ4佶ｨﾝ��硬請陶工子細i慎由即l:3-的 亶"ﾓ8*ｳsbﾓSSij��ダンプ 亢騷r�】30 �+2�9鵡 佇��薙軌み十トラックシート(ポリエステル的 

27露 仆��bﾖﾈ�Y>)7冦��壌擁櫛l:戸川割増的ト27-3 亶"ﾘ�8,S�ﾙ/y&r�ダンプ ��Xﾌｲ�l調O �,ﾒ�3991 ����西部み十トラックシート(ポリエステル削 

27種 �-ｳﾘ�詹�贓���硬軟賦ェ戸川ぼ現職・27-櫨 ��2ﾙ�ｸﾝ綯ﾘﾎ��ダンプ ��Xﾌｲ�100 �,ﾒ�柳7 倅ｲ�珊み十トラックシート(ポリエステル郷) 

雷7・I 遁�Xｯｨﾝ�x｢�奴武龍鰭的陣朗l用-1血8 �4刔都"ﾓ#S#��ダンプ ��zr�100 �,ﾒ�紳脚 佇��柾的み十トラックシート(ポリエステル鵜) 

275 �:饋ﾘ隼L�4��鎚前部埠雌は即時ト10吋 �:�｣3i�X耳ｶFﾂ�ダンプ �,hｺ2�100 �,ﾒ�・重lO5 僮B�師部み十トラックシート(ポリエステル襲) 

智70 遁�4佗ｹ4��璃擁締堪悌収納叩4-1り-8 �,ﾂﾙxｸ,ﾉ�X耳ｻﾖﾂ�ダンプ 倬8/��100 �,ﾒ�4寄77 佇��妬敬み十トラックシート(ポリエステル襲) 

婆77 遁�Y4从�4��雄毒婦均飾匪舶博4-iい8 ��.ｨ卿,YvX5ｳYxｳ��ダンプ 倬8ｷR�100 �,ﾒ�40絢 佇��心機み十トラックシート(ポリエステル鵜) 

278 豚鮒wﾙ{I^ﾒ��軟球怖餅伽は紬I聞一白い8 ��2ﾓ9>�"ﾘﾇ��R�ダンプ �/謁��脚0 ��R�鎌削 偬R�直鎖み十トラックシート(ポリエステル報) 

278 遁�ﾈｻｸﾙi4��蕪辞郷岱飾闇剛胆10欄 ��2ﾓ9%闔ｨﾅ�zｲ�ダンプ 亢����100 �,ﾒ�8綿 亰��硬励み十トラックシート(ポリエステル撮) 

280 �:��Yy�4竸｢�耽塙部蜂飾i〕綿棚・トl叩 ���ﾓ3cs(5ｹ�H��ダンプ 偃�*��1的 �,ﾒ�種11S ����磁概み十トラックシート(ポリエステル製) 

28事 ��h見:�ﾘﾟ"�偲前節錯成区紬I聞-IO・種 ��2ﾘ�3s(�X凝&ﾂ�ダンプ ��ｸ���100 �,ﾒ�5鮪 儻r�直僻み+トラックシート(ポリエステル製) 

2櫨2 �+(�8ｩYo(顥l��隊商庫櫛的脚I剛-10-3 �$X6s9Gc"ﾓ#S#��ダンプ �,x��)00 �,ﾒ�馴75 冑��血糊み十トラックシート(ポリエステル貌) 

2餌 �?ｩ�ﾈｯｩL�4��虹辞帥均的区紬閲・ト10吋 ��2ﾓ3cs"ﾓ#S#��ダンプ ��ｹX��100 �,ﾒ�伽97 乂ﾂ�轍み十トラックシート(ポリエステル叡) 

劉負 凭ﾉ?�亰i5IL佇��細持帰埠飾同拙Iト10「粛 ��ﾈ�ﾎ曳"ﾓ#S(�｢�ダンプ ��9Eｲ�100 �,ﾒ�4856 儼��曲頼み+トラックシート(ポリエステル塊) 

28与 �?ｩ�ﾉ�傀94��撮連館櫛餅は細田4-10一鑓 ��ﾄBﾘｧ3s(��#S&ﾂ�ダンプ �7伜��100 �,ﾒ�的場 �-ｲ�昨横み十トラックシート(ポリエステル製) 

2帥 �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5�4��葉節龍江必区鳩旗2-8-18 ��2ﾘ挙sbﾙ�Y���ダンプ 偃��ｲ�I関 �,ﾒ�4拙 僮B�龍脇み十トラックシート(ポリエステル蚊) 

287 �ｸ���X�9m��｢��加穣榔高潮帳(傭喝的丁即・1 ��2ﾓ9��"ﾓ祷�ｨ��ダンプ 倬9u��川0 �*ｲ�36納 ��ﾂ�追捕み十トラックシート(ポリエステル独) 

288 �ｸ���T陶m�4��撮磯榔青戸川脇前歯飾6「●l三股-1 ��2ﾓ3iOぺｯ｣���ダンプ 佶ｩ=B�100 �*��7軸 �B�拡厳み十トラックシート(ポリエステル製) 

2掛 俥ﾈ/�.ｦﾃｩm�4��姻【舶章:戸川廟的歯節6丁臼蜜「 ��2ﾓ3cラt�弍ｦﾂ�ダンプ �&�/��100 �*��7531 仭｢�咋撮み十トラックシート(ポリエステル敬) 

290 �ｸ.)mゆ�?�m�$��耽原綿江戸II低覇雌的0丁個2-】 �4乘ｹ>x耳ｷ#���ダンプ �>(ｽ��100 �*��鈎的 亰��曲横み十トラックシート(ポリエステル蚊) 

29l 冲#Im�7冦�4��奴向郎紅戸川直前堪飾り丁棚-章 �簸�3hｵｸ�8ｯｨ�｣��ダンプ �>)zr�100 �*ｲ�訓遥0 亊鋳�旺韻み十トラックシート(ポリエステル製) 

292 冲H���Y+冦�+"�奴磁櫛調印I随騨埠節伍丁日オ1 ��霻ﾓ9�)��ｨﾕ8.��ダンプ 倬8泙�100 �*��翻 亰��庫概み十トラックシート(ポリエステル絞) 

餐譲 俚(�盈�7冦�4��他者噺調印I恨同峰的鴫-「牌-1 ��2ﾙ-ｳモﾘｷ$白�ダンプ ��ｹzr�博0 �*ｲ�関18 �-ｲ�担税み十トラックシート(ポリエステル製) 

饗)1 冲H�盈��9m�4��来龍郷調印Ii旧幽塔勝6丁的-1 ��蔦8楪ﾘｷ#����ダンプ 亰8ｪ"�100 �*��8軸8 俯"�庫概み十トラックシート(ポリエステル製) 



<運搬車両一叢>

¥ 兢譏�ｹ.�,ﾉfｹ{H�ｲ�硬川桁の性斯 佗ﾘ榾�b�・Iくく・的確撮 ��4傅ﾉ�Y�)jyWR�劍､94俶ﾘｶ�,ﾈﾜ�5��職場哲を肪」Lする捕逸 

堪婚 俚(�盈慰��顥Z��躯高柳請l刊i肱駒場飽鯖「lうむ1 ��ﾈ+妬��苓ﾌ｣ﾒ�ダンプ ��ｹzr�10∪ �*侭��{�*ｲ�兌B�直怯み十トラックシート(ポリエステル駆) 

均β 竸ﾘ�永hｸ騙�｢�撮磯部的千川蘭鋳儲飾6「1」ま-1 ��6�9e�ﾓ涛���ダンプ �>)=B�100 �/�况Sy���B�故拙み十トラックシート(ポリエステル毅) 

うめ7 仂��盈��9�Y4��斑ホ削鴨宮川は胎埠飾0丁日豊1 ��ダンプ ��兔��10ひ �+8��4塔��儻r�直税み十トラックシート1ボ　ユズテル線) 

臼は 几ｹu�����ﾈﾘ)����諏雄拙い一朝i幽碍鯖節6「‾I]2-1 ���ﾓ9M�O�ﾓ涛���ダンプ 仗�ﾂ�100 �*ｸ��y'�"�����調朗み十トラックシート(ポリエステル綴) 

劉9 俚(�盈�7冦�｢�雄楕櫛時戸川はl傭鰭飾6丁I着2・l ��2ﾓナ{H耳ｻ笂���ダンプ �&y�b�100 �*ｸ��{��刋R��B�此強み十トラックシート(ポリエステル根) 

800 倚������ｩm噂竰�時短徹江刺I腫I缶磯節6丁闘2-1 ��2ﾓｈｨ唐ﾓ祷�ｨ��ダンプ 佶ｩzr�100 �*ｸ��y'��ﾆﾂ�刋��昨倣み十トラックシート(ポリエステル襲) 

3ひI 俚(�盈�7冦�4��の腑郁置戸Il惟南峰飾6丁博打1 ��8耳ｯｩ��ﾓ涛���ダンプ ��ｹ���100 �*ｸ��s愛��乂ﾂ�拡積み十トラックシート(ポリエステル揖) 

302 僣��盈��9�Y4��親臨椰調戸)I博劇傷飾6/「i弼-! 亶"ﾓ3c�*ｲﾘｷ#ﾒ�々’ンブ 倬9zr�100 �*ｸ��yJS(<���B�曲概み+トラックシートくポリエステル根) 

凱鳩 �ｩh冢ﾈ�9�｢�鼻購碕促随分畑-1-18 ��霻ﾘ��耳荀��ダンプ �ｩzr�100 �,ﾘ��ｭ2����做ﾒ�調糊み十トラックシート(ポリエステル技) 

301 佻���咆鐙��出庫綿取立I重合人計上i櫨 ��8�Y�y�h自���ﾂ�ダンプ 冑H*��IOO �,ﾘ��)�ﾆﾂ���頴��市部み十トラックシート(ポリエステル犠) 

さ0さ ���*ｹd�7�&��蛇餌紳提出1夏日人世I-1櫨 ��顗自D韜(ﾌｨ自�ﾂ�ダンプ ��ｸ*��100 几H��o��*ｲ�亢��肺臓み十トラックシート(ポリエステル数) 

き〇日 �4�4冰儘ｸ�2�撮薫陶埠並障缶入れI-I8 ��2ﾘx｢ﾙ����ダンプ 俑���100 �,ﾘ��dI+ﾃ��亰��庫朗み十トラックシート(ポリエステル援) 

亀07 ��X繁nﾃ�?�&��部樽鯖地色は自大3・ト18 ��2ﾘﾘ3S2ﾘ､��ｦﾂ�ダンプi �,ｩ<r�川0 �,ﾘ��ﾍ����2�畔的み十トラックシート(ポリエステル狼) 

鮒8 ��9�ﾙnﾆ�?��2�撮Ii(飾粧せはね人種一トI8 ��2ﾙ,ゴ2ﾙ>亦�ダンプ �?扱｢�】的 �,d���r�����曲概み十トラックシート(ポリエステル貌) 

809 �ｨ�9��贓nr�欺庫舶雄競Iえ命人種-1-18 ��ほ=ﾘ.�2ﾘ茱��ダンプ ��ｹ¥��18ひ �,����r�僖��節税み十トラフクシート(ポリエステル製) 

飢0 ��〇〇〇〇i""○○"〇〇〇〇""""臆〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ��ダンプ ��s喜 ���ﾂ�拡散み十トラックシート1ポリエステル典) 

3= �� ��ダンプ ��○○漢 ���-ｲ�庫聯み十トラックシート(ポリエステル典) 

糾2 忠'ﾂ傅ﾈ鏐ｭh�b�埼玉県姉鋤け箭叩I十日㌻9 ��2ﾓ3度.��Y��#��ダンプ 著ﾞR��重I �,H��#Cb���ﾄ��曲徹み+トラックシート(ポリエステル製) 

313 �� ��ダンプ �� ��俤r��雌撮み十トラックシート(ポリエステル粧) 

314 ��神経用鵡川的i刷闇は大師本的0-1章 ��ダンプ ��ﾉ���190 �*fﾈ､��冏B�秘鰍み十トラックシーI・(ポリエステル畏) 

8】5 ��神楽IIl騨I圃i聞I噂瓜大層本町6-11 �4滴�S#��ﾓ�]vﾂ�ダンプ 粕俥��13ひ �*c��b���B�辞的み十トラックシート(ポリエステル提) 

鶴】6 ��舶森川脚I旧Il洲崎は大節義即峰一11 價sH�S#��ﾘ�ｩ�ﾖﾂ�ダンプ ��ﾈｩ｢�1脚 �*���ｪﾉEﾂ�����直旗み十トラックシート(ポリエステル数) 

蜜】7 ��抑然相殺川崎周Ii館雌犬聯本町0-Il ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��郷的 刋��博帥み十トラフクシート(ポリエステル敬) 

8購 ��博森川的II蹄剛=崎晴天帥糊e-11 假CH�S#葦�ﾙ)ﾃ#��ダンプ ��ﾈｩ｢�1櫨0 �*b�10了 佇��曲概み十トラックシート(ポリエステル紋) 

8ミ9 ��執念川場川崎辞Jl旧は大師月的髄-1l ��CBﾓ)�bﾘ�lS��ダンプ ��ﾈﾞ��重的 �*��2710 亰��直撤み十トラックシート(ポリエステル級) 

寄20 ��神楽Ii咽IiI櫛I洲崎陣大鵬ノ曲IO-白 ��ダンプ ��ﾈ���100 �*��10「0 做｢�匠的み+トラックシート(ポリエステル製) 

3ま重 ��神都II服用博聞l館は大師榔「6-1I ����ｩMC��ﾙH�#��ダンプ 樗僣��10ひ �*��出的 亰��旺筒み十トラックシート(ポリエステル穏) 

322 ��神蜜II鵬川崎持川崎陽大師本剛性-〕1 ��48�V�ｨｺ��S�靃#��ダンプ ��ﾈ�｢�iOO �*��砧02 俑��祀頼み十トラックシート(ポリエステル報) 

323 ��¥相鉄IIl脚Il増刷i旧Iま末節本町6-11 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��45(爆 �B�I瞭陥み十トラックシート(ポリエステル敦) 

32・l ��神祭l(鵬川的調I個は椰木調6-11 �+ﾉ4坪��ﾘ�l��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��I6明 ����帥拙み十トラックシート(ポリエステル製) 

325 ��相継川場川鍋個=雌曙大鵬抑「種-1重 ��ダンプ ��ﾈﾞ��1関 �*��4栂6 兔｢�雌み十トラックシート(ポリエステル鵜) 

8郷 ��紳俄川場)Ii儲I聞旧は大師本町0-11 ��+x*##��ﾘ�*ﾙw6��ダンプ ��ﾈﾞ��重00 �*��l的7 ����曲撤み十トラックシート(ポリエステル貌) 

827 ��抑制i舶用t断的i的区太郎本町0-置重 ��]�)JS�ﾓ�/�ﾂ�ダンプ 冽�&��100 �*��5=0 兌B�鎚強み十トラックシート(ポリエステル敦) 

3総 ��制約周期i勘的=飴は天晴木調0-1章 ��ダンプ ��ﾉt��100 �*��雷IIl 从｢�拡散み十トラックシート(ポリエステル披) 

種嬰) ��捕物同県川的部ii雌堪大師本竹6-重1 �������R�ﾓ(ｷ"ﾓ��#��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��4脚・1 兔｢�轍み十トラックシート(ポリエステル製) 

330 ��紳斜I咽川崎間I圃曙火博本町億〇月 ��ダンプ ��ﾉt��102 曝6��1 �B�曲積み十トラックシート(ポリエステル杖) 

331 ��袖簿IIl騨II崎狩川略は大飯抑叩-11 假CBﾙ���ﾓ�9z&ﾂ�ダンプ ��ﾈﾍr�重OO �*ﾒ�3 ��x��B�喰概み十トラックシート(ポリエステル製) 

332 ��拘禁Ii肌用i卸間I増僅大師本的峨-1】 ��CH5ｳ��ﾖ冤X�｢�ダンプ ��ﾉ4��130 �*b�103 亅��他部み+トラックシート(ポリエステル製) 

33寄 冑X��檍���hｻｹ��制約=県川噛i個i雌瞳戦時2-1響一倍 價sH�h虐�ﾓ#s���ダンプ ��ﾉ4��1寄0 �*"�・1如0 俥R�端厳み十トラックシート(蘇りエステル製) 

的4 �*x�檍���ik��b�臨餉(I脱IIi崎11朝i鯖区鞍的2-15-8 ��愷��Xｸ雨��S#s途�ダンプ ��ﾉ4��180 �*��碕0章 ����耽舶み十トラックシート・(ポリエステル削 

3銘 �<�8ﾉ�丑��hｻｹ;��押悠用駄川場的Ii館脚町2-15-8 ���(自oh5ｸｨﾃr�ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*��460亀 �ﾂ�概観み十トラックシート(ポリエステル製) 

836 ��H檍��遨k鞏r�利剣II恥=増刷=噂晴朗[空-宣5-櫨 冖紿5ｳ��ﾘﾘss途�ダンプ ��ﾉWR�裏30 �*��4503 乂ﾂ�曲槻み十トラックシート(ポリエステル敬) 



<運搬輌一艇>

¥ 僮Yw�_H,ﾉ~i�ｩ�ｲ�傭州拓の他所 佗ﾙxﾙ�b�母体の形状 �?ｨｼ餾H�(ｯ因ﾈ.��劍咬&��9��,ﾈｧ陞ﾂ�恥敗簿を陥止する的超 

(鴻7 冓��X檍���hｻｹ�R�糾襟=I鵬Il邸l川噂区職的2葛宣5-越 ��H�"ﾓ#��ﾓ#s途�ダンプ ��ﾉ4��130 �*��伯ひl 俑��出校み十トラックシート偽りエステル彊) 

榔8 倅)�X檍��踵hX��神谷Ill脚II俄間l噂l2[以W2-15-8 ��ダンプ ��ﾈﾞ��1紬 �*��鴫05 �B�虹的み十トラックシート(ポリエステル製) 

339 �<俾��郁9f�y�z��抑怨=i鼎II噸Il洲崎は殿町里-15-8 ��ダンプ ��ﾈﾞ��180 �*��4508 亰��面概み十トラックシート(ポリエステル製) 

を章0 冑Yj��(��5H楷�抑鰐川脚Il的部i雌凶報町隻-教葦-き ���Bﾓ#��ﾙV縱途�ダンプ ��ﾉV��13心 �*��′脂07 几Fﾂ�曲蝕み+トラックシート(ポリエステル紋) 

種請 僣�j���5�486X6(4��帥炎II順)i峨I周l噂は千的J8-2 �3Bﾓ#モﾓxｵ�B�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��5川2 �R�輝強み十トラックシート(ポリエステル壌) 

3-12 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川県iII博的Ii圃僅干場町8-2 ��ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*��碕章8 �B�薗脱み十トラックシート(ポリエステル敬) 

幼3 �y���椅x5�486X6(4��抑制Ii腺川場肋I雌陣干場吋8-2 ��ダンプ ��ﾈﾞ��重00 �*��48媚 �ﾂ�敵敬み十トラックシート(ポリエステル観) 

測4 傴ﾉ�����5�486X6(4��押金川肌用峰事聞I崎は干場町8-2 ��愑�5ｸｿ蔦shｯ��ダンプ ��ﾈｭ��10調 �*��4736 亰��曲頼み十トラックシート(ポリエステル製) 

315 乘H�檍��5�486X6(4��袖剃II鵡川的刑的区干場吋8-賃 ��ダンプ ��ﾈﾞ��重00 �*��151面 乂ﾂ�確報み十トラックシート(ポリエステル劉) 

糾鱈 冑X��駅�5�486X6(4��抑森川県川崎II研き卸も下郎「櫨-空 ��ダンプ �:���1脚 �*��凋9田 ����直概ね十トラックシート(ポリエステル製) 

紳7 �.韭陞��ｨ5�486X6(4��軸菊川脚I圃1聞I峰雌干郎rき-2 ��F佛)KI�x,X�#B�ダンプ ��ﾉ4��)00 �*��4的7 亰��榔励み十トラックシート(ポリエステル拘) 

3まき 丿俾陞��ﾈ5�486X6(4��糾窮I章i脚i咽凪Il噂甚平忠吋寄-2 冖紕ﾘ鐵ふsc�B�ダンプ ��ﾈﾞ��)00 �*��郷関 ����曲敬み十トラックシート(ポリエステル披) 

軌9 冑h��郁85�486X6(4��博珠川聴聞略郎II時は千船町8-蜜 ��CBﾘｶh,ﾒﾓy�8ｵB�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��4(櫨】 冏B�耽撮み十トラックシート(ポリエステル概) 

、貯0 ��俾�/�^ｨ5�48��6(4��神約Il脚=崎Ii川崎低下烏叫8-2 ��ダンプ ��ﾈﾞ��】00 �*��3928 ���直納み十トラックシート(ポリエステル隷) 

館重 ��i�Y�郁ｸ5�486X6(4��抑矧=脚I晒溝川場は干近所8-2 ��ダンプ ��ﾈﾞ��】Ou �*��5103 ��B�直概み十トラックシート(溝リエステル製) 

継耀 �%I�X檍�85�486X6(4��神祭川鵬川崎i印Ii館区手嶋的8-2 ��ダンプ ��ﾈﾞ��10u �*��5㈱9 亰��曲舶み十トラックシート(ポリエステル紋) 

純槍 乘H�檍�85�486h6(4��抑蒸Ii膝川軌i用的犀千月的8-蜜 弍��6s)KRﾓscCB�ダンプ ��ﾉ���100 �*��・17拙 丿��笹聯み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

鴻4 �,(��椅x5�48��6(4��仙術川駒川峰席II悩日干色町8-2 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��香116 ����畦的み十トラックシート(ポリエステル製) 

鈍5 亢�+y���ｸ5�486X6(4��仙森川的=岱Ii聞崎庄平烏町8-2 ��CBﾓ#モﾓxﾗ�B�ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*��・l膜は ��B�直槻み十トラックシート(ポリエステル敬) 

8馬6 倬�����ｸ5�486X6(4��軸蒸II慨=雌囲=館l亀千畑I8-2 仄釘ﾓ#ヤ｣x�ｩGｲ�ダンプ ��ﾈｭ��同0 �*��510§ �B�曲飲み十トラックシート(ポリエステル的 

種57 傚��Y�9N�5�486X6(4��袖余IiI鵬川崎抑Il噛障子お印き-2 ��SBﾓ#モﾓx�#B�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��.1735 ����昨撮み十トラックシート(ポリエステル敦) 

358 傚�i��鰄5�486X6(4��軸金川脚Ii的I刑埠は手職町き-2 ��ォ5ｹ,��Ssh�"�ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*��5002 ����伸餅み十トラックシート(ポリエステル紋) 

寄脚 �x�荼ﾃｨ5�48��6(4��紳徳川附り櫛的i鵬は干卵子8-2 ��ダンプ ��ﾉ4��100 �*��5363 �B�i髄鞘み十トラックシート(ポリエステル披) 

300 倬���郁85�486X6(4��坤森川的il脚部I崎は干場町8-ま ��ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*��糊6I �ｲ�調的み十トラックシート(ポリエステル塊) 

雷0I 緬�H檍��5�486X6(4��同約II肱川鯖I周i咽幽干場町き-2 價sI�#ふxｵ�B�ダンプ ��ﾉ4��)00 �*��鮪0櫨 �(｢�昨納み十トラックシート(ポリエステル製) 

362 �Xﾘ(檍��5�486X6(4��耶窮川場iI崎事柄I胸は乎増野8-2 �4釘ﾙN蔦sh�ﾂ�ダンプ ��ﾉ��100 �*��52】9 亅��曲斑み十トラックシート(掘りエステル粧) 

a部 ��H�ﾛﾘ+X5�486�6(4��袖衛Iil鮭川肋間=鯖医千曳町8-2 ���H�X蜂}Rﾓy�4��ダンプ ��f曝拠�)脚 �*��黒竣0 亰��陣鮫み十トラックシート(ポリエステル敬) 

36→l ��Y+yzｸﾗx5�486X6(4��押蒸川脚Ii蜂的i賦障干場吋凧-2 ���耳ﾏh垬6y+#B�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��522i 兌B�醐み十トラックシート(ポリエステル襲) 

8晦 僭h�-��85�486X6(4��抑制=隔川峰溝川峰は乎船町8-2 ��k簽#�*ｲﾓxｪィ�ダンプ ��ﾈｽ��IOO �*��5478 亰��龍耕み十トラックシート(ポリエステル製) 

櫨66 俤ｸ.i;ｨ+X5�486X6(4��袖幕l順肌i雄和IIi同峰干場吋8-2 ��F�ﾂﾙjx*ｳふshﾝ��ダンプ ��ﾉ_B�100 �*��5-170 冩b�高積み十トラックシート(ポリエステル貌) 

8餌 兒x�檍��5�486X6(4��柵森II皿II崎刷l噂は下郎rB-2 ��CBﾙz#モﾓscCB�ダンプ ��ﾉ4��章00 �*��50I9 亰��辞職み十トラックシート(ポリエステル製) 

3部 �亂(檍��5�486X8�4��紬余川場川場Il刑峰は千即[櫨-象 ��ｸ｢ﾓ#モﾓy�B�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��朋章8 兌B�曲酌み十トラックシート(ポリエステル橡) 

369 �)+y�ｧH5�486X6(4��抽射i鵬川的剛I噛瞬千鳥吋8-2 ��揀�ﾒ���ﾓsi4��トラクタ ��ﾈﾞ��1ひ0 �*��5Iり0 ��B�軽部み十トラックシート(ポリエステル的 

亀70 ��ﾉ+x檍��5�486X6(4��相鉄Ii映Ii雌II川嶋庄平継母8-2 �-���ﾓ(ｭbﾓscCB�セミトレーラ ��89i��11 �*��l軸5 俥R�穣概み十トラックシート(ポリエステル抜) 

37I 乘H��椅x5�486X6(4��紬鏡II慨川崎刷iI館は千席町8-2 ��CH5ｳモﾙ{�4釘�トラクタ ��ﾉ4��10D �*��博打 ����庫糊み十トラックシート(ポ　つ年スチル橡) 

372 倬�����ｸ5�48��6(4��押森川的=削朝や鴎手動r8一蜜 ���｢ﾓ#モﾓy4釘�セまトレーラ ��89hﾄ2�11 �*��1馳4 仂��耽穣み十トラックシート(ポリエステル致) 

373 仂��韲阡x5�486X6(4��相貌II陳)=崎的I旧任千幽即8-a 仄釘ﾓ#ヨ��,Xｴ���ダンプ ��ﾈｭ��100 �*��5712 亰��曲積み十トラックシート(ポリエステル裂) 

寄74 兌x�h�9:���X檍���紳鮒II則=醐用I鯖轡偶鯖組IJ●日5-雷 ��ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*��種102 冽ﾒ�穂儲み十トラックシート(ポリエステル製) 

375 亶(�;凅h,ﾙ�X檍���抑琉II咽IIl姉母用句購場岱皿」丁目5-3 ��ｴｹ�BﾓX�C��ダンプ ��ﾈﾞ��IuO �*��2780 ��"�調朗み十トラックシート(ポリエステル敬I 

37館 �:�)�ﾉ�Y_��X檍���抑制=脚=鯖的l崎匿的岱郎4“I●日5置8 ��ダンプ・ 冽�&��IOO �*B�旗漏 ����僅撮み十トラックシート(ポリエステル技) 

37了 �ｩ�ｩkｨﾎﾙ�X檍���細則I順IiI岬博Ii時は劇髄劇は丁田5-8 ��ダンプ ��ﾈﾞ��重OU �*"�1000 兌B�曲瑠み十トラックシート(ポリエステル製) 

378 亊i�ｨ�8咥��檍���抑飴iI峡川崎iIi川的時制節通4丁目5-8 ��ダンプ ��ﾈﾞ��)0ひ �*��鮪軌) 俚ﾒ��直鯖み十トラックシートばリエステル報) 



<運搬車両一叢>

梗〇億峰の名節笠 俶yw�_H,ﾈ�<��連絡兜 ��ｭH馼,ﾈﾆ��2�I喜劇同級蝕継母 劔印的I:雌の同紙 凩H靖�h/�8ﾘ�(+x.僭h嘯�

37寄 �:�),ｨｭi�ｨ�檍���押襟川聴川蝉海相館は剛健通4十日5-3 ��ダンプ ��ﾈﾞ��】00 �*��綿2・l ����直概み十トラックシート(ポリエステル製) 

種櫨0 几ｹ^ｩ�I4凉�fR栄R��抑制映りII雌Ii満雄陛久地1-】3-鮎 �-���詹�Bﾓ�V偃ﾒ�ダンプ ��ﾈﾞ��】30 �*"�33 佇��曲頼み十トラックシート(ポリエステル粗) 

381 �+#�ﾖH�ｻｸｸ�e���押分冊腿川崎III脂畑は久也ト13-鈍 ��ダンプ ��ﾈｭ��】00 �*��833 ����ぱ穣み十トラックシート(ポリエステル筏) 

38馨 俎yJ�&�?凉��ｲ扱R��袖筑川的II酌I涌持I差久)餌-I3-鮪 ��ダンプ ��ﾉ���100 �,｢�5訪 �B�暗餓み+トラックシート(ポリエステル根) 

銘3 侘��ﾉu�+ｹ4��ｲ�����押知II鵬川的iI飾l岬久J即-」3-悠 ��ﾖBﾓ�#(耳�｣S�2�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*B�さ00ひ 冩b�心髄み十トラックシート(ポリエステル製) 

弛l �))���8･Hｺ�>�*ﾙhﾒ��坤おII槻川節I薙う章惟久地ト18-鮪 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*b�7000 冩b�曲舶み十トラックシート(ポリエステル敬) 

地雷 亰曝ﾖH�iy�L�*ﾘ彰��神勅I鵬川蹄II椿油は久‡帥-18-鎚 ��ダンプ ��85�l��13】 �*��9000 豫ｲ�在朝み十トラックシート(ポリエステル紋) 

38個 郵鳬xｨﾅ�丼�:"�抑制=県人向山聴聞トIか31-糾0 ��3���X5ｩ4坪ｷ"�ダンプ 僮XｻR�131 �*��I8 僮B�帝劇み十トラックシート(ポリエステル蚊) 

榔7 忠�d曝ﾝYw�&闌��抑約時と大柳両脚I時日5-3ト3的 ��Cbﾘ-ﾉ'蔦ペ4��ダンプ 竸ﾙVﾂ�180 �*b�寸7 ���出稿み十トラックシート(ポリエステル援) 

388 宙蜆曝ｷ�w�,i$ﾒ�押蛮川臨大和Ii冊i肌一艇一肌一3鵬 ���堅5ｨx｢ﾘﾝy�R�ダンプ 僭i���JOO �*ｲ�=70 ��B�辞職み十トラックシート(ポリエステル狭) 

種B9 忠,��94薄ﾈﾉｩi��抑細川舶大仰Ii時間l-15萄l高閲 ���bﾓ"�ふピ���ダンプ 亰)F��100 �*ｲ�】477 俟ｲ�往駁み十トラックシート(ポリエステル製) 

8凱 仆�4��駅�･隰2�帥鋭III博大和郎咽肌-j5-3ト3脚 �*��bﾙ6�2ﾙEｳ��ダンプ 亊yF��100 �*ｲ�I400 俥R�雌舶み+トラックシート(ポリエステル的 

39I 忠,��ｩ59�ﾉJ迂R�押細り鵡大部Il備州ト1椚)一3舶 ���h�ﾓ)4�ｨｨI�b�ダンプ 刋颶��】00 �*ｲ�1硬4 �ｲ�曲横み十トラックシート(ポリエステル数) 

種蛇 忠oi69uﾘｭI�胃��判姉II側棚輔剛直l弼】-80雷 ���Xｴﾂﾓ)��ｩ9ﾓ���ダンプ 僮ﾘ��100 ���I硬5 ��B�虹破み十トラックシート【ポリエステル製) 

393 �6�駮�漠�Y�｢�加奈II聴対面晒剛一1恥トOO3 ��ﾝrﾓ#cふピ���ダンプ 價厭ﾂ�100 �*ｲ�16朋 �-ｲ�庫的み+トラックシート(ポリエステ凋) 

89Il �:�8�粕�ﾉ9ｲ�糾金川脱水即げ博聞1-15-3手的さ ����bﾘｻﾓ2ﾓピ��ダンプ 亰)F��10u �*ｲ�1645 �B�直鮫み十トラックシートくポリエステル製) 

395 中ﾈﾌ#�冩�ﾘﾉｨﾝ��糾奈川鵬人相苗場聞手1百・親一湘 宙��bﾘ椹^坪珣x娚�ダンプ �'僥��100 亊ﾂ�i即面 亂��昨親み十トラックシート(ポリエステル敬) 

的8 宙��9���ﾉZ��朴菊川鎌天和ii聴i剛一1電動卜的3 ���R�｢ﾓペ�ﾃ��ダンプ �ﾙF��】00 �*ｲ�t祝8 ��R�証積み十トラックシート(ポリエステル製) 

397 遊伜ｉ���ﾈ�8�"�抑制i鵬表1帥i博聞1-15-3ト的3 ����h5ｳh*#ベｷ"�ダンプ 册�Vﾂ�事側 �*ｲ�16削 �ﾂ�曲別み十トラックシート(ポリエステル限) 

398 宙ｼ(*(ﾝt粕�,ｨ�ﾒ�糾斜=雌犬利用問研一1言やト容O3 傅ﾃ�bﾓ#c��Sりｫ���ダンプ 僮Y���100 �+2�165章 �B�曲撒み十トラックシート(ポリエステル揖) 

889 ��8ﾟﾈｸt粕��ﾘﾘR�抑鵜川鵬大和I博舶糾-I5・8ト3的 ��ｨｿ蔦(�(*(*ｳs���ダンプ ��僥��点間 俘r�1787 儻r�調節み十トラックシート(ポリエステル努) 

400 仆�ﾓI*ｨｭHﾆb�押熟=親犬相持場問い15一紬鴫的 佇�h5ｹYH耳ﾍ�4��ダンプ 兀H嵂�100 �*ｲ�1788 ��B�i櫨飲み+トラックシート(ポリエステル鵜) 

10l �+(�9Tｹw�ﾉｨﾝ��押豹i服天和II琳仙十重を3ト30種 �+ﾉ+"ﾓ)tC2ﾓ怨���ダンプ 亰����100 �*ｲ�章0謡 倆ﾂ�雌磯み十トラックシート(ポリエステル貌) 

402 宙ｼ&ﾉOI�ﾉ&��｢�袖的=照大和宙聴聞1-1㌻3ト3同 嫡綯ﾙ��3�ペxｳ��ダンプ 刋�=r�IOO 刋B�2174 佇��拡散み十トラックシートくポリエステル製) 

4脚 宙幃�����ﾉ&��｢�柵森用凱天利IIl博聞ト1㌻3l-3ひ3 ��Cbﾓ#c2ﾓ葵ﾃ��ダンプ �$俾��博0 儿��秘14 ��ﾂ��曲櫛み十トラックシート(ポリエステル襲) 

404 忠oiwﾘ酵�ﾉJ��ﾒ�利き削Il鵬天和和博聞手】5-3l-雷03 ��,ﾂﾘ﨎2ﾓピ���ダンプ 佇�F��100 �*ｲ�ま2随 ��2�直俄み十トラックシート(ポリエステル敬) 

405 �ｨ咥ﾉSﾙJ�&��抑制=博大和郎抹間ト1毎-31-3㈱ ��ダンプ �>颶��1叩 �*ｲ�2綿7 亰��巾概み十トラックシート(ポリエステル根) 

400 �:��ｨﾉT曝��WB�神奈川的人相=i抹個l-1㌻刈-種的 ��4蔦"鰻ｹ'SペJS��ダンプ ��ﾘｻR�100 况R�錨請8 亢2�請耕み十トラックシート(ポリエステル製) 

4ひで 宙帶ﾈ���ﾉ&齏"�袖舘l冊頼部(I冊朋子糖-3ト3調 ��ﾘ#bﾓ#c2ﾘ蜒��ダンプ �ﾈ踉�100 �*ｲ�種さ的 俥R�曲強み十トラックシート(ポリエステル製) 

・川8 ��xﾚ3�仞��ﾉ�俤��博徒周航大部I郁恥-I5「3l-糾0 �4���S"扱��S怨���ダンプ 儖斡��18i �*��約 ��2�弘拙み十トラックシート(ポリエステル致) 

4脚 窒��4曝ﾉT曝ﾉｨﾝ��抑銑Ii陳大和高根皿一伊軌-3的 ��ｷ"ﾙ�韶ﾒﾓピ���ダンプ ��ﾘ暫�1親 �*��17 �ﾂ�市塙み十トラックシート(ポリエステル製) 

4" 僣饉y'ﾙ�ﾈ��WB�袖符I=馳大畑海樹肌一15-寄手8調 ��C�5ｳc2ﾙwﾒ�ダンプ ��ﾜﾂ�置30 �*��寄了 亰��肺臓み十トラックシートlポリエステル襲) 

4】l �:�絢ｹ�ﾈｼ溢ｲ�伸僚II鵬大柳I聞棚卸15珂吋的 仄塗耳ｧ38任xｷ"�ダンプ 刋霈R�180 �*ﾒ�1渇 亰��市部み十トラックシート(ポリエステル蚊) 

4i2 忠:�5h6X4(�ｸ7(8ｸ6r�耽応翻甘利i惟隷船町4」咽27-13 ��+sy��ｧRﾓ#i�｢�ダンプ 倬9zr�1β0 �+2�7鍛 �ﾂ�龍撤み十トラックシート(ポリエステル製) 

413 ��撮硝舶氾l可Ilは敬節町1l●田まい1雷 ��CrﾓI9ｲﾓ)�$ﾒ�ダンプ 倬8ﾈﾂ�1種0 �+2�7鯉 ��ﾂ�直概み十トラックシート(ポリエステル製) 

414 侘(5h6X4(�ｸ788ｸ6r�露的郷汀戸川区鯖的町=’同27-13 ��Crﾒ��Rﾓ)��"�ダンプ 傲�"�180 �*ｲ�781 ��B�曲軸み十トラックシート(ポリエステル披) 

iu5 忠oh5h6X4(�ｸ788ｸ6r�出前樹i:戸川雌的曲調4丁ロ27・13 ��ダンプ �����130 �*ｲ�780 俑��曲働み十トラックシート(ポリエステル報) 

.‖6 綿蛻5h6X4(�ｸ788ｸ6r�班統帥fロ可II暖職印I4丁目2手I3 ��CrﾓHx｢ﾓ#cモ�・ダンプ �>(ﾘ��130 �+2�778 ����江龍み十トラックシート(ポリエステル輝) 

′1宣7 ��Xﾅ餔噂9Xｸ*ﾘｻ"��崎玉眼仙郷轟踏ノ宵8唯-) ���T唐ﾓY�｢ﾓxｷ(*��ダンプ 估io��130 �*"�27「け 丿��此積み十トラックシート(ポリエステル塑) 

41櫨 ��鞋倩�僞�*ﾙ4��埼玉県朝敵iI棚ノ樹8肥-1 ��C��SS32ﾓxxｳr�ダンプ 倩�4｢�章30 綿�"�幼捜 ���曲積み十トラックシート(ポリエステル披) 

419 仂ｹo(､ﾙ�俎r��悩瑚三郷商半I周鴻8-8 ��Cぺ��rﾓラJr�ダンプ 僮i?ｨﾚ��100 �,ﾒ�279∴1 倅��財部み十トラックシートlポリエステル嬰) 

42∪ 刎Y�ﾙ�亶"�I紳聴こう期If草調I締櫨-書 �+#��S鉄x耳ｷ#��ダンプ ���ｮﾉ��ｷ"�漠���抑8 ����曲槻み十トラックシート(ポリエステル蚊) 



<運搬輌一覧>

(的i腸の名跡軒 �*鑾h�(,ﾉOY���辿絶宛 侘(6x,ﾆﾈﾈ�+��聞軌I(曝露碑吟 劔i(極土岐の柾瑚 �ｨ靖/x/�ex鉅+x.仆����

4隻l 册�5Io(帚�崎証撮三筋Il津田1輔貼-3 ��C��Y��ﾓャ���ダンプ �7968ﾚ��tOO �,ﾒ�郷9 �B�血戦み+トラックシート(ポリエステル輯I’ 

422 佩ｨﾇ�4佗�4��騎迅鵬≡嫡補半周1358-3 價s��Xｩ偃ャ雨r�ダンプ 定幄*I��川0 �,ﾒ�独畑0 估ﾂ��磯聯み十トラックシート(ポリエステル聾) 

423 兀I5Hｹ)�(���増光鋤く三郷II持出1358-3 ��ダンプ ����,��100 �,ﾒ�287il ����脱硫みヰトラックシート(ポリエステル筏) 

・124 倅乘Y4几I4鋳�憐職場≡嬉甜半間13鮒-3 冖�*ｲﾓ��ビﾘﾍ���ダンプ 凅YnX���!00 �,ﾒ�321構 �B�輝棚み十トラックシート(ポリエステル般) 

l獅 �ﾉhXｻｹxHx｢�埼玉県三事的Ii単調1358-雷 ���4蔦��闔｣�4�-��ダンプ ���ﾙYB�100 �,ﾒ�3219 亰��庫撮み十トラックシート(ポリエステル殺) 

426 况�ｩ���ijb�埼轍鮒三郷海草Il博悔い種 ��ダンプ ��68ｿ��100 �,ﾒ�82卿 儼��辞職み十トラックシート(ポリエステル敬) 

427 �ﾈ乘4儉�4��尊正博三購昨半田1粥は-3 ���ぺ闢rﾓ�*ｳ���ダンプ �$��S�YB�1脚 �,ﾒ�那塑I 刋��鴎積み十トラックシート(ポリエステル敦) 

4響8 冏ﾉ,謁�ｴ)4��埼玉蝋三郷亜牛用1釣8-3 ��Cふ鉄rﾓャ���ダンプ ��8ﾏｸﾚ��100 �,ﾒ�3抜嬰 亰��曲撤み十トラックシート(ポリエステル袈) 

429 �ﾈﾇ�ｻｸﾇ�4��埼鴫鵬二割l串間締8・3 ��ダンプ ��8ﾏｸ�ﾂ�100 �,ﾒ�8宴70 亰��笹統み十トラックシート(ポリエステル拘) 

i鳩0 ����ﾈ�9�ｹ4��埼玉県三郷壷単調章8需櫨-葛 仄價Rﾙe�rﾘｻﾓ���ダンプ 冰刎��ﾂ�1脚 �,ﾒ�湘12 兌B�耽蝕み十トラックシート(ポリエステル粧) 

43l 凩i5I4�綿ﾞR�掲竜眼三郷II柑叩け58-3 �-��ふ凅ｸ,Rﾓ維ﾒ���ダンプ �&�.ｩ��100 �,ﾒ�綿重4 亰��曲観み十トラックシート(ポリエステル製) 

1き2 倅�9ﾙ�倚I4��鳩脆隔三郷前的用a軟-3 ��Cほ6途ﾒ�ﾈ����ダンプ 凅YnX獅�IOO �,ﾒ�綿)5 亰��醐み十トラックシート(ポリエステル製) 

4鈎 �ｹ��hｯI4��埼述部三郷iIj守田13鍵-3 �-��ふ鉄rﾓ��r���ダンプ ������Yyb�】O" �,ﾒ�綿iO 亰��曲偶みすトラックシート(ポリエステル紋) 

43・l 仆冰hｻｹ�ｹ4��櫛逼娃三番的廿草間13§8-3 �-���ｷ(�9'x-��ダンプ 冰�?ｨ獅�1伽 �,ﾒ�33】さ ��B�曲頼み十トラックシート(ポリエステル披) 

伯5 丼HｸYL���埼竜鵬三郷直航=8粥一3 ��C�,3Sx自:ｳ���ダンプ 冢�+)���川0 �,ﾒ�紬25 刔���曲概ね十トラックシート(ポリエステル敬) 

伸6 仂ｹ�Xｻｾ�8ｾ��埼正味三年間Ij草=聞紺-3 �-��ほh縒ﾙ�｣���ダンプ ��ﾈ*(x｢�】00 �,ﾒ�錐)榔 刋��昨統み十トラックシート(ポリエステル則 

437 �ﾈｧ�5Hｧ�4��埠宜腫二部南田川博的・種 價yJRﾓ鉄x耳ｯ�4���ダンプ �ﾉ����】脚 �,ﾒ�糠かβ 亂鋳�調組み十トラックシート(ポリエステル叡) 

4耽 僵��ﾉ4冩(����埼玉県三郷埴半間章3馳輸8 ���ﾂﾓ添{壷�xub�ダンプ ��F�*I���】0り �,ﾒ�3:l12 佇��曲聯み十トラックシート(ポリエステル製) 

439 兀H�8隼{I4��崎乗場三義気l津i即流8-3 ��ダンプ ��8ﾙ4��100 �,ﾒ�ひ120 �ﾂ�弧み十トラックシート(ポリェスチル襲) 

440 茶�,ﾈ�ωﾈ�9i��千控脚師i扶持如89 尾唐ﾙ4湯ﾘ�6ﾈ卿霻�ダンプ ��R�130 �+ﾒ�3 兌B�曲脱み十トラックシート(ポリエステル披) 

・川1 僵���.磯94��千葉県輔l扶持20的 ��ﾄ�ﾙe�仄曝ﾍ��ダンプ 刎R�10o �.r�小 ��B�曲撮み十トラックシート(ポリエステル根) 

種42 �ｸ樣w�曲��乎雅的l個l来光20脚 ��ダンプ ����130 �*ｲ�s 傚ｲ�l色耽み十トラヮクシート(ポリエステル敦) 

4伸 俘)+)���ｹjH���處��崎茸県秋舗I小菅凪了s33-1 ��ダンプ 俤y$｢�iOO �*��」!751 �-ｲ�直厳み十トラックシート(ポリエステル韓) 

小ト重 俤ﾘ藕檍��倬倅�ﾘﾝ��崎的.!挽父和〆高Ilけ533-1 冖�4壷:"ﾓ�-��b�ダンプ 几IXB�)00 �*��鮒02 �"�曲概み十トラックシート(ポリエステル製) 

相5 倬ﾙ$X檠K亥(蓼���r�概華撮映父机下高畑了583-1 ��C釘ﾓsrﾓ������ダンプ �*頷ﾒ�100 �*��6駁娼 ���曲締れ十トラックシート(ポリエステル的 

446 �44�$Xｾ�Nﾉj8蕀�ﾈ�"�均せ鵬旗父硝下帝=け538-l ��ダンプ 刎YXB�100 �*��0敦梱 ��B�道厳み十トラックシート(ポリエステル製) 

d47 ��Xﾄx檍��F#ｦ�%�>��尊式服挟父耶下村I珊7与種8-1 ��ダンプ 兒凭��100 �*��7099 ��2�範統み+トラックシート(ポリエステル観) 

聞8 ��頗;碕紅戸川暖地櫛朗4-12-3 �+"ﾘ+3c澱ﾖ��sﾒ�ダンプ 冕8/��重OO �*ｲ�7016 �ﾂ�l概黄み十トラックシート(ポリエステル穣) 

440 �%��Xｾ�鰄���(ｺﾈ�8ﾞR�川場巾川崎匹的噂2・14-章0 ���耳ｸｨ*#H�Vﾉ�ﾒ�ダンプ ��ﾉWR�母0 �*��87 亅��確執み十トラックシート(ポリエステル製) 

蒔億 佗陞����lｩNy&��｢�川崎持川崎区雌崎2-書直10 ���V傅ﾃ)�傲ﾒﾓH�V���ダンプ ��ﾈﾞ��I3I �*ﾒ�88 儻r�曲的み十トラックシート(ポリエステル製) 

45l 俤ｹj��､粕偬I')eb�川的I州的匹櫛崎2・l有Iひ ��ダンプ 冽�ｾR�100 �*��89 亰��曲撒み十トラックシート(ポリエステル致) 

」52 ��倩��8���因�鬪ﾉ.��川鑓柄I胎は磁場ま-14・1調 ��ダンプ ��ﾈﾞ��職ひ �*��8調 ��2�雌駁み十トラックシート碓リェスチル数) 

脂3 ��ｩ]����6ﾉ8丑�ﾂ�相場制i旧区髄的2-1か10 ��CH5ｶﾈ益w�S��ダンプ ��ﾉ4��130 �*��91 傴ﾂ�高枕み十トラックシート(ポリエステル製) 

454 �%韭陞�����)5I�胃��川的剛I噂は請跨2-1仙0 ��ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*��臓 亢��仇軌み十トラックシート(ポリエステル損) 

455 儁8�檍�����hｻｸﾉｨﾝ��川的剛=伯は雌崎2-14-10 田CBﾘｵ��ｨ�ｨ�Y:�｢�ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*��9言 �$��債轍み十トラフクシート(ポリエステル典) 

4i6 冑h��8ｼ���枴�ﾉZy4��川崎両川鰭的藤崎ま-1仁10 ��ダンプ ��ﾈ�2�180 �*"�96 儻r�調糊み十トラックシート(ポリエステル蚊) 

457 �.��X檍��粕�y�ｨ�"�川的柄I雌は雌鍛量-地」0 ��ダンプ ��ﾉK��!30 �*B�97 亰��雌蝕み十トラックシート(ポリエステル敬) 

458 �yj��､鳴碓)&韵r�川蝉市川的区峨崎2-1を]0 ��ダンプ ��ﾈ�ｲ�130 �*B�98 兒��前説み十トラックシート(ポリエステル塊) 

459 乘H�ﾏi*���儂x�8��川博聞I峨は雌的2・I車重O ��ダンプ ��ﾉH��l紬 �*b�99 �-ｲ�拡散み十トラックシート(ポリエステル製) 

460 凭ﾈ�ｨﾏi*蕋舐�'��神奈川的i周調川騎嬉小磯町4-4 ��ダンプ ��ﾈﾞ��章00 �*��35紬 ����直撮み十トラックシート(ポリエステル製) 

46l �<��X檍��,R�2�%��帥菊川県II崎細旧恩小馴r亀-4 ��ダンプ 冽�t��IOO �*��8謡7 兢ﾂ�曲撮み十トラックシート(ポリエステル製) 

462 仞ｸﾏh��,R舐鞋R�神埼II博II時間=雌医小的町4置4 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��“3臓4 亰��往積み十トラックシート【ポリエステル綬) 



<運搬車両一瞬>

¥ �:ﾖ緬)�,ﾉkﾈ�Lｲ�(曲り省の栂抒 佗ﾙ9ﾘｦ��担体の形状 册9�)Z緯I:ｹ��*���劍垪ﾙｹ7��ｸ,ﾉwﾘ���爪惟響を的庇する的遊 

46鶴 �+ﾙ�Y�磯ﾘ�ｨ�ﾂ舐竟｢�神訴I=脚i旧制I崎は小鳩町ま-4 ��ダンプ ��ﾈﾞ��IOO �*��3660 ����博部み十トラックシート(ポリエステル襲) 

46軍 冑h��椅uB�2雹��糾鶴川脚=雌雄川増区小塙町4-4 ��ダンプ ��ﾉ4��100 �*��3騰2 �ﾂ�昨綴み十トラックシート(ポリエステル捜) 

4晴 倬�靠h��,R��霄2�袖節用蟻川的i個侍医小鳩即4-4 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��8捌 俘"�曲陥み十トラックシート(ポリエステル穏) 

・16β �,(-8檍����7ﾘ4x6�8��川節制(l鳩隣縛と鑓2欄や ��6蔦#h墺ﾓCCsb�ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*��拙汀 儁d��磁頼み十トラックシート(ポリエステル敬) 

4峨7 ��i�Y�瓜X��8H4x6ﾘ�(8��用的)川崎は肌l:見事匂-3 ��ダンプ ��ﾉ���130 �-��披68 ���出憾み十トラックシート(ポリエステル栂) 

・16き’ 傚ﾉ�X檍����,X4x6�8��川崎I聞II増は樹上覚3-霜や ��CH�X�ﾃ���Hｺ｢�ダンプ ��ﾉ4��職0 �*��個0 ��B�昨樹み十トラックシート(ポリエステル敦) 

469 緬hX檍����7ﾘ4x6�8��川的i剛i雌は楢・I:鬼讐一種均 ��ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*��2407 俑��淀槻み十トラックシート(ポリエステル襲) 

470 冲I�陞����7ﾘ4x�ﾈ��8��川館浦川飴は筒1:脇的吋 ��ダンプ ��ﾉр�博0 �*B�7 俯"�商機み十トラックシート(ポリエステル製) 

471 倬�鞴ｴ�?���7ﾘ4x�ﾈ��8��川前II帥圃惟紳士塩生3-3 �-��ﾍﾘ�S)���8ﾏﾃsR�ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*��58 停�櫛朗み十トラックシート(ポリエステル製) 

農7雷 �%韭��椅x��7ﾘ4x6�8��川崎抑I咽は玖士よ雄一繍憎 ��ダンプ ��ﾈｨR�1(10 �*"�可6 ����昨倣み十トラックシート(ポリエステル敬)i 

・置場 亢�MI6�����,X4x6�8��川竹Iii川崎は衛士嶋ナ汁3 ��H抦ﾅ3h�Xﾕ3x*ｲ�ダンプ ��ﾈﾞ��180 免ﾂ�・17 冩b�直聯み十トラックシート(ポリエステル敬) 

÷17・1 �ｹ,椅�ｩ�ｩ+#ｨｨﾂ�川鰭II洲的陣摸町1い尋 ��ダンプ ��ﾉ4��重OO �*��1789 �-ｲ�曲積み十トラックシート(ポリエステル駆) 

ー175 �%�<y�椅x��-Sﾔ��ｳｩ|��liI胸骨川峰陣i畑「10-5 ��ダンプ ��ﾈｭ��章00 �*��飢11 �ﾂ�曲軌み十トラックシート(ポリエステル的) 

476 仄ﾈ�ﾈｵH檍�����莓ﾃ�'Sｩ|��lI胸的I個は惚叩0・5 ��ダンプ ��ﾉ$ﾒ�100 �*��種28i 俥R�曲概み十トラックシート(ポリエステル製) 

477 �%闕��郁8������ﾓｩ���川的I聞I鯖は成聞手10七 ��ダンプ ��ﾉ_B�100 �*��4鑓7 僖��珊瑚み十トラックシート(ポリエステル披) 

47き �ｹ+x檍�8����68ﾔ扱ｲ�川崎制=均嘘的和国-i手製 ��6蔦#sbﾙ4都R�ダンプ ��ﾈﾞ��叩0 ���4隻脚 兌B�拡概み十トラックシート(ポリエステル概) 

479 �ｹ+x檍�����謨X�i?�|��川崎iIi川崎は的吋4〇番一都 ��ダンプ ��ﾈ�｢�】00 �*��4伯7 俘R�庫舶み十トラックシート(ポリエステル襲) 

480 �亂(檍�����Sﾖﾈ4y���川崎11川I蹄区派的4-6-鑓 ��ダンプ ��ﾈ�｢�IOl) �*��小I56 ��B�拡散み十トラックシート(ポリエステル蚊) 

48! 儿ｨｾ�鰄���ﾉJy'Xﾇ��川的剛I館区醐4-6「劉 ��ダンプ ��ﾉK��100 �*��4578 �(｢�虹聯み十トラックシート(ポリエステル製) 

小槌 ������6ﾘ���莓曝�xﾇ��川場il州錆は波田「4-8一掬 �+#H5｣sbﾓ塔sb�ダンプ ��ﾉ4��100 �*��4796 �'��曲励み十トラックシート(ポIIエステル敬) 

48種 冑Y�Xｾ�鰄���謾迄ﾔ洩r�川嶋聞II伸障脈町小鰭一勧 ��H�Vﾂﾓ#sbﾓ�+#R�ダンプ ��ﾉ4��"0 �*��48種5 ����虹統み十トラヮクシート1ポリエステル製) 

4境 仄ﾈ�ｾ�鰄���ﾈｭFﾃｨ��lI舶I事川崎陣派即4-6葛鑓 ��CH5ｳs�ﾓ�3sR�ダンプ ��ﾈ�2�100 �*��5097 ��ﾂ�曲的み十トラックシート(ポリエステル敬) 

4騰 僵���駅���5i�ﾈ4xｼ2�川場串川場は派叩l-6・密l �:�ﾘ5ｳs�ﾙ[x*��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��靭I ��2�雌聯み十トラックシート(ポリエステル貌) 

486 �8醜ｾ�鰄諸��ⅸ橙�帥群Ii服II伯ill川戦闘的IO-18 �+(*)/sRﾙnｳb�ダンプ ��ﾈｭ��liIO �*B�28 乂ﾂ�直槻み十トラックシート(ポリエステル貌) 

伯7 冑ﾙY���8諸��G����抑森II服用館聞I崎は洩柳川-1騰 ��[��S9��sx�"�ダンプ ��ﾉ4��1糾 �*B�81 ��B�血糊み十トラックシート(ポリエステル製) 

4㈱ �,ﾙ�X檍���伜$�ﾆﾆﾉ+I�"�杓的II蝋肌択鴫露見iよ倣蜜5l●風11-3 �+(ﾇh.s�6x惲都"�ダンプ �5�F��100 �*ｲ�3066 ��｢�直樹み十トラックシート(ポリエステル製) 

489 僵�����d陶�敦��ﾄ��xﾇﾙt��帥嬢iII脱戯源I碓姐Iき倣没5‾i◆闘宣1輸8 ���2ﾓS�6s�Cs"�ダンプ 亰�.��100 �*��4・137 兒��直撮み十トラックシート(ポリエステル敬) 

州0 �'X､(檠,8ｪ亦迂Y�晞o��朴徹II開戦派海蝕乳性堆笈5“持置〕1-3 �-�Hv靂､壷�3Cy6��ダンプ �4y���100 �*��脚鑓 佇��曲縮み十トラックシート(ポリエステル蚊) 

仰l ���ｩmﾔ���4俥ﾙ�ye��榔創iI鵬節減II斡鼠区埋没5丁増ll-3 �$�bﾘ謌+SCCyz"�ダンプ �$Ye��100 �*��8179 凭2�龍積み十トラフクシート(ポリエステル製) 

4合2 �ｸ�����ｹ*F伜){Iu佗ﾘｬｲ�抑制I陳戦況和博雛区往拠5】’山ll-3 ��I'韶Y+&坪�yxｲ�ダンプ 佝宇��100 �*��9107 亰��蹄的み十トラックシート(ポリエステル致) 

4的 兒���9OX�4緬t�$���l��神祭II帆削碇布船虫陸生菱1雪i-山11-鵜 ��CX�SS�6sH�S�y�ﾒ�ダンプ 伜Hﾔ2�100 ��ﾈ+��重章0 ����曲組み十トラックシート(ポリエステル幾) 

494 冑ﾙ�X檍���侘)4�4��ﾙz｢�帥尉i!鳩戦線I渦塊昭も要5r細ll-櫨 ��ｿ蔦S����Cs"�ダンプ �8ﾋ��l脚 �*ｲ�電動7 亰��血糊み十トラックシート(ポリエステル製) 

495 俐ﾉj��ｩ�伜)Ki4��侈b�網境川舶捌腕前他見園と汲5」●いll-3 ��ダンプ 兒����博0 �*��5806 亰��直税み十トラックシート(ポリエステル致) 

梱偶 僭i�X檍���薄緬:�馼Io��袖森Ii咽股旅市場見暖色提5丁調重l-3 ��ダンプ 伜I�B�川U �*��伯82 兒��輝軌み十トラックシート(ポリエステル敦) 

497 傚��������侭IYH霽ﾙo��袖的=鳩柳沢Ilf鴫覚I墓に襲5丁葛〇°重-3 ��CRﾓS��ﾓH靃s"�ダンプ 儷ﾙF��葛Oひ �*��」l縦軸 儻r�出軌み十トラックシート(ポリエステル蚊) 

498 ��ｩ�X檍���伜(ﾈ��ｨ�8ﾊb�押刹ii球戯訴前場姐埴生裁5丁噛裏1-3 ��ダンプ �閲B�】OD �.r�重18 乂ﾂ�血統み十トラックシート1ポリエステル杖) 

499 倅定�檍���又侭��H餠)}b�神祭Ii朝議派Ilf峨嵐区亀臓露丁職l置-き ��ダンプ 伜I���100 �*��8即′l �-ｲ�請撒み十トラックシート(ポリエステル製) 

500 僭i�Y�案94粕��8��ﾉo��神祭Ii陳撒派持場鬼区生涯5丁Iヨ1重-3 亰�RﾓS�偖ﾈ�V度ﾎ��ダンプ 刔�F��100 �*ｲ�8928 ���ｲ�租税み十トラックシート(ポリエステル披) 

50l �������ｹ�箔ﾘⅹ�ﾇﾙo��糾鮮iI胴部渦I細則区色裁5丁目11-3 ��ダンプ �/ｹF��100 �*��鯖781 �ﾂ�耐紺み十トラックシート(ポリエステル製) 

5職 �%��X檍����hⅹ$�ｷH�"�糾襟川臨機孫11j蜘覚は錐尖ら丁口ll-3 ��ダンプ �ﾉF��重0の �*��9靭 ����蜜毅み十トラックシート(ポリエステル魯) 

50寄 亢�j��9�伜):�ｨﾇﾙo��袖襟川聴軟渋出場児陣伍光5子細11-3 ��ダンプ 仭�.��川0 �*ｲ�榔 ��2�龍働み十トラックシート(ポリエステル栂) 

504 �.��Y�郁9�薄ﾈ�ｩ{ﾈﾊHﾇﾙo��袖森川博舶低くI的場埴生裳5丁帽章1-3 ��ダンプ �ﾉF��100 �*��脚15 兒��ぱ槻み十トラックシート(ポリエステル穏) 



<運搬車両一覧>

¥ 亶&俟�,ﾉkﾉ�X."�側i摺の砂折 佗ﾙШ���ll【伸の形状 ��4薄ﾈ恫�8･h炻�劍刮�Y7�&�,ﾈｼ僮R�飛散蛤金的とする的逆 

iひ5 僭i�X檍�����ﾆ几I4�N豫ｲ�押森川県域挟市場撮購化粧毒手日置l-3 ��ダンプ �>颶��1仙 �*ｲ�23 ��2�庫能み十トラックシート(ポリエステル塑) 

506 仄ﾉj��ﾙ�伜)4亶���ｭ��抑刹=県議減Il相接は亀裁5丁tう1)-3 ��ダンプ 佇�,��100 �*��6056 ��r�鵬撤み十トラックシート(ポリエステル製) 

雷同 儿ｨ檍����*&���u亂ﾈｭ��袖貌III撮憶説出船塊I汁牲要5-ロゴ1l-3 ����ﾈv綺Jrﾘ�#s"�ダンプ �5�F��章OO �*ｲ�321重 儻r�昨槻み十トラックシート(ポリエステル穏) 

50櫨 冓X�檍��忠h��川崎和事鴎傭串岬博一術-I ��ダンプ 倅Y6��i30 �+2�308 �����b�直撮み十トラックシート(ポリエステル繊) 

与的 冑X�檍���閲ﾈ�2�川的ij草的傭軍部8-7計l ��ダンプ 兌yxB�】種0 �+ｲ�902 �ﾂ�匝撒みすトラックシート(ホリエステル報) 

51U 冑X�ｾ�鰆薄ﾈ誡�川場市部厚的率町3-75-i ��ダンプ ���=r�」80 �+r�録19 亦�庫撒み十トラックシート!ポリエステル粉 

5重1 �8�頽H菰又倬2�川幽画壇I幻紳相打75-i ��ダンプ ��F��時0 �,b�寄鳩 �ﾂ�昨積み十トラヮクシート(ポリエステル蚊) 

512 冓�|xｽxｻX�委ﾈﾗ｢�川場教I確麻I高率町3・露・l ��ダンプ 刋餬ﾂ�130 �-��310 冩b�曲糊み十トラックシート(ポリエステル製) 

5章3 傚�陞������2�川場轟や膳廟や町8-75-1 ��ダンプ 僮Y.��憎0 �+ｲ�80櫨 儻r�部的み十トラックシート(ポリエステル租) 

514 �ij���d�?���{ﾉ?��川的1相即龍却町汁楯-1 ��ダンプ 僮YF��180 �+ﾒ�8i8 ����曲撮み十トラックシート(ポリエステル敬) 

515 �<俾��郁8��{ﾉ&��川嶋II啓は捕革同種-聯-1 ��ダンプ 亰僥��190 �,"�31重 兌B�曲統み十トラックシート(ポリエステル徴) 

5舶 倬���椅v牝亂ﾂ�川場II呼は商事鎮r3イ㌻l ��ダンプ 估�mR�調0 �+r�3= ��2�昨秋み十トラックシート(ポリエステル製) 

517 冑YY�����{ﾈ���川崎師事同軸筆陣I3・75・l ��ダンプ �$侏��130 �+r�櫨17 兌B�昨戦み十トラックシート(ポリエステル製) 

51き 冲H�ﾉ�椅x��ﾘ��川嶋海草は南軍的8-栴-l ��ダンプ 兩ﾉF��130 �+ﾒ�3肪 ��ﾂ�枇槻み十トラックシート(ポリエステル捜) 

519 冑Y�Y��6ﾔ粕��｢�川崎両軍I雪的率同町櫛-1 ��ダンプ 兩ﾉF��I80 �+ｲ�309 俘R�曲頼み十トラックシート(ポリエステル敬) 

520 亂����椅t免ﾈ･��川的ii薄匿的申輯舶-7毎-l ��ダンプ 兩ﾉ5ﾒ�)種0 �+��8同 兌B�准倣五十トラックシート(ポリエステル槻) 

$2l 冑ﾙ�騷9E�綿�2�川崎I嗣子は柑華的8イ5-1 ��ダンプ 刋靼2�1糾 �+ｲ�湘7 亰��匝厳み十トラックシート(ポリエステル敬) 

522 ��H什�郁6薄��ﾂ�用的Il浦膳南軍陣脚・重トi ��ダンプ 刔ﾙ.��180 �+ｲ�8川 ��B�拡舶み1・トラックシート(ポリエステル製) 

51幽 �%韭馮Fﾃ､侭t"�川的心事4躯同輩脚I種-?㌻) ��ダンプ 仭�6��180 �,��寄15 兌B�昨積み十トラックシート(ポリエステル製) 

5撃I ��ﾉ+x檍��白郁2�川的章噂的肘や開脚-7与-1 ��ダンプ ��X��榔0 �+ﾒ�抑11 ��2�班組み十トラックシート(ポリエステル郷) 

52看 冑X�ｾ�鰆又傲｢�川崎和利竃相弔町汁楯-1 ��ダンプ 竸ﾙF��鳩0 �+r�31食 ��B�鵡励みすトラックシート(ポリエステル郷) 

52請 倬�陞��苴ﾘ�2�川崎持率原種串間汁75-l ��ダンプ �9ﾙF��I的 �+��紋0 ��B�曲概み十トラックシート(ポリエステル紋) 

527 偃ﾉj��V漠���川i印i蒔医同約叩一栂・1 ��ダンプ �9F��1ミ0 �+��821 僞ｲ�肌脱み十トラックシート(ポリエステル製) 

5隻8 仂��靄T逃粕倬2�川崎雅章阪南率脚博-7㌻! ��ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�｢�ダンプ 佻�F��!30 �+r�822 ��2�増拙み十トラックシート(ポリエステル製) 

5柳 �� ��ダンプ �� �� 做ﾒ�虹報九十トラックシート(ポリエステル的 

5種0 俘)+(ｾ�自E�����|x��寂�神奈川脚i胸部=噛国劇調川着9-1了 ��ダンプ ��ﾉV��I種0 �+2�9200 亰��曲糊みすトラックシート(ポリエステル観) 

531 �49YFﾈ檍���悦ｨﾋX洽愆�紳群II順Ii旧市川嶋懐紙的叫.同8-1了 ���T倆C塗<�ﾙ¥ｩ¥｢�ダンプ ��ﾈﾞ��130 �+r�920重 侘"��帥横み十トラフグシート(ポリエステル損) 

532 �48ｼ(ﾉX齎��ﾙ�ｵｨｾ�ｬ"�押鎌II陳IiI増刷i昭は派胃の丁間9輸17 ��ｶﾒﾓ3ch�S#�T��ダンプ ��ﾈﾞ��1的 �+r�卿2腿 兢ﾂ�直樹み十トラックシート(ポリエステル敦) 

5脚 ��僮渥h���絢ﾙ]仞�鰓�博森川刑=同部間削g大川町18?部的均 ��ダンプ ��ﾈ�2�章30 �*��2000 ��ﾂ��範瑚み十トラックシート(ポリエステル敦) 

53■l 俑�4�48�&ﾈ�����"�帥楽=博Ii騎IiI川噛区天川叫13紳同職 ��ダンプ ��ﾉmr�130 �*��2006 俘R�辞職み十トラックシート(ポリエステル襲) 

鎖は 亰�~ｩ[x吃�斡�+x檍���押窮II憮川的I川場は天川叩3利同時 ��ダンプ“ ��ﾉv"�130 �*B�2007 亰��曲枇み十トラックシート(ポリエステル製) 

郭6 �9ﾘ�(ｷ)�x�栄X�檍���押角II樵間置桁I川館は州I冊書3鴻胤埠 ��ダンプ ��ﾈ�｢�)80 �*"�200き 亰��心頼み十トラックシート(ポリエステル葬) 

5種7 ��ﾉ:ｸ了yx��%Hｸ�-苴｢�神奈川圃Il吼I刑場Iを大Ii同宣晒同時 ��ダンプ ��ﾈ苒�I80 綿�"�20】】 亂��i書置納み十トラックシート朝りエステル叡) 

糊も 倩hﾎﾙDH��尨,ﾘ�ﾏi*��拙稿Ii蝶i間姉印Ii飴嘘大I冊r朝的的場 ��ダンプ ��ﾈｩ｢�130 �*"�20】2 ���肛敬み十トラックシート(ポリエステル製) 

5種9 兒俥ﾙ.HｩX����+y�椅r�紳猿II眠IIi博聞l鴫ほ大川関13艇的I廿 ��ダンプ ��ﾈ�｢�180 �*��2014 兌"�高槻み十トラックシート(ポリエステル的 

540 ��餾I[y�X����+x檍���神勅I峨Ii雌肺II晒I女心i肌重3磨他囲 ��ダンプ ��ﾉt��18櫨 �*��20I5 兌C��出納み十トラックシート(ポリエステル製) 

s・重l 丶ｨｮ詈ji;9IR�均増刷的峨聞初iI僻睦-1 亰�ぺｪ�"ﾙNY�R�ダンプ’ ��ﾄ��i5ｲ�IOO �,ﾒ�17】8 亰��曲的み十トラックシート(ポリエステル製) 

542 ��KVinｹ&齏"�埼玉鵬僻加串節水勘節を1 ��Cふ�3(自���ﾂ�ダンプ 偸I?ｮ挽�陶0音 �+��糾24 勗r�直馴み十トラックシート凍りエステル製) 

513 �:��ﾈ鱗�9�｢�崎彊奴枇飾I湖水的飾2置1 ��Cほ4�"ﾘ駟Z��"�ダンプ 冰薄ﾉYB�100 �,ﾒ�2・12寄 亰��脆撒み十トラックシート(ポリエステル製) 

軸4 僮X咥ﾈ�,握2�崎」鵬郎加iI湖オ叩郎㌢l ��C�?�4�"ﾓ##C"�ダンプ �ｴ�6ｨｼ���1的 �*ｲ�ま427 亰��恥撮み十トラックシート〈ポリエステル紘) 

軸5 �ｨ咥ｴ�,ｨﾞR�埼玉弧や輔間j71卸間争l ��C�ｨｭc"ﾙ/x�S�xｲ�ダンプ 冰�:�ﾒ�130 �+2�24郷 儻r�通報み十トラックシート(ポリエステル製) 

5妬 �%駝(��nｸ�9u��幽韮螺付加I博的慣r髄斗1 ��C案�ﾓ(､ﾓ"�ダンプ 况俘IIR�I30 �+2�糾卿 �ｩ���確報み十トラックシート(ポリエステル紋) 



<運搬車両一艇>

¥ �(y�ﾉnx,ﾉkﾉ�ﾉ^ｲ�恥調拓の債新 偃��x誼�埴伸の形状 仗�+､免�)9�ijｸ.��劔4儉�ﾃｨ�8,ﾉIX�"�飛船籍を肪止する紺馳 

糾7 ��H�ｸｿ��8苒�埼“期間加I栂来町的争1 ��H��Rﾓ#)Hﾂ�ダンプ ��v俑��1的 �+r�2くけ0 �ﾂ�座職み十トラックシート(ポリエステル封) 

5・重8 ���吠H�,ｩWB�埼玉蹴鮮血I細水日[髄むI ���S�*ｳ�l���ﾓ##C"�ダンプ ��D��i/r�130 �+2�ま131 兌B�心拍み十トラフクシート(ポリエステル銀) 

549 �ｨ咬+)�ｹhﾒ�埼判的師附加的なl ��C��ｸ�ｳ8-ﾂﾙ�ｹ�r�ダンプ 偸佰ｹ��陶0 �+r�24滅 ��ｒ�曲勘み十トラックシート(ポリエステル製) 

輔0 �ｨﾈ&ie�&��｢�,」蜂止県埋却市場青柳「櫛む1 ��ダンプ 冰迄�t俑��130 �+2�2、13】 �B�直鎖み十トラックシート(ポリエステル槌) 

籍1 �4冢ﾈ�9u儻B�埼副長耽加巾栖」抽「蝕む1 ��ダンプ 兔�:�B�!80 �+2�2435 �B�成規み十トラックシート(ポリエステル的) 

55空 ��ｷ(諸u俘R�均質県雅加計細水照郎-I ��U�禰靃"ﾙ�ｳC"�ダンプ 仍���{ｲ�190 �+2�2480 �4��節税み+トラックシート(ポリエステル軽) 

弱3 ��ﾈ幄ｬ(�霻�押帝都断簡は函車輪朝露嘩ト職 ��2ﾓ�#�ふS3���ダンプ �ｹnY4��tOO �+2�納8 亰��敵機み+トラックシート(ポリエステル敦I 

謎1 冉����ﾞﾙ�X.｢�諏雌楕節制区画中書削り2-ま上腿 祐2ﾓ8ｷ�ほ~｢簸��ダンプ 僭H馭ﾉ,��100 �*ｲ�絢45 ��2�昨概み十トラフクシート(ポリエステル根) 

餐遁 ��i��y｢冏H,ﾂ�瓜蒔帥斯帰陣西側川2一郭-12 ��2ﾓ�#�ふS3���ダンプ 倬ﾘ+僮R�10u �+2�41餌 傚ｲ�輝舶み十トラックシート(ポリエステル根) 

謀薙 ��i[�Xﾘ�4��蜘珊舶銑柑i貢幽寄書陥I眼セl-12 尾Bﾓ3#�"ﾓS3���ダンプ 冰遁{B�重0() �+2�相戦 亰��虹鰍み十トラックシート(ポリエステル製) 

請7 佛9YIyｩKY4��龍雄部新樹医間鴨1櫛1腫一租-12 ��ダンプ 冑ｸｷ(ﾚ��100 �+2�櫛蹴 �-ｲ�郎聯み十トラックシート(ポリエステル製) 

558 俶��ｨ�ｩ,�%苒�撮都耶斬紺は暦か棚田2セ出2 �4壷�C�窺H�､��ダンプ ��y��1脚 �+2�4589 �$��迩積み十トラックシート(ポリエステル披) 

559 �-ｹ��ｿH鷙�"�雄雌部新調は歯車椰I舵-2ト峻 �����ﾙ4唐ﾓY4���ダンプ ��)?ｩIR�】00 �+2�45飢) �.R��直納み十トラックシート(ポリエステル襲) 

5的 �9ﾙ�8･I��4��如雌畑斬請医樽埠削随一2ト1雷 亶"ﾙ�C�ゅS3���ダンプ 仞ｴ�,IYB�100 �+2�47櫛 亰��直税み十トラックシート(ポリエステル製) 

拙1 俶��8ﾗy��4鋳�虹統帥新調区自嘲I鯖呼l一成 ��ダンプ 偸I?ｨ蛯�】00 �+2�・1788 ��2�直櫛み十トラックシート(ポリエステル援) 

5腿 ��i�物ｪﾈ賜��諏耽硝鋤的はば醐博す2出2 ��霻ﾓ3#�ふYZ���ダンプ �-i{IYB�100 �+2�4700 �-ｲ�世撤み十トラックシート(ポリエステル敦) 

5(請 侈I���X�ｩ4��飯店棚新種区凹中細l岬セ1・12 氷霻ﾙ�ｳ�ぺｧ8-���ダンプ 俘$����ﾆﾂ�100 �+��180 �ﾂ�恥厳み十トラックシート(ポリエステル製) 

56↑ ��i��YyKY4��納京柿餅柳は師凋博ゼト12 忠KRﾓ3#�ふY-苒�ダンプ 傲ﾃ�*IJ��100 �+��l$1 亰��匝励み十トラックシート(ポリエステル敬) 

5筒 倡ｩ��諟�8x｢�撮6瀬餅頑は西醐Il)2-2ト12 ��2ﾘﾈ��ｨ自Uｦﾂ�ダンプ ����)�2�100 �+��889 冩b�曲的み十トラックシート(ポリエステル提) 

560 ��i��:��4��腑櫛噺叡ぼ賄埠舶用2-2l-1雪 ��ダンプ 丿x����100 �+��390 倅ｲ�出納み十トラックシート(厭リエステル蚊) 

561 ��ﾉ�阨ｨ�)4��亜郵相紡機区画珊間なまト12 ��2ﾙ�C�ふS����ダンプ 冰�:�B�・書00 �+��8陶7 �-ｲ�曲積み十トラックシート(ポリエステI岐) 

5鴫8 ��):��,i�2�璃海部紡紺は幽鴨l拍=I2セト!2 ���ﾙFs��ｩ�3��ダンプ 俤ﾘ.移��・10り �+��9085 亰��出場み十トラックシート(ポリエステル顔) 

5(鴻 冉�:��,顋竰�山海榔相打曙関q蟻叩2ゼ1-宣容 亶"ﾒC#�ぺﾅ�-ﾂ�ダンプ 冰俤yYB�400 ��x,"�章20き 刋��陣磯み十トラックシート(ポリエステル則 

570 俶�ｵ��(ｯ)4��雄が紡織紬I雷四部削鱒を凱-1里 �4�｣3#�*ｲﾙ�4��ダンプ ��?ｨ獅�40卿 �+��柳8 ����昨撤み十トラックシート(ポリエステル填) 

571 冉�¥ｨｭ��Y4��振向耶斬縛区画申横間狐-i2 忠JRﾙlS�ふS3���ダンプ 冩ｹ?ｩYB�400 �+ﾒ�87絢 儻r�曲撒み十トラックシート(ポリエステル穏) 

572 �/y��諸�Xx｢�瓜抗癌新聞部勘iし掘調む納-ほ ��ふ3#�JX�XﾘC��ダンプ ��T怨��.100 �,"�4§ま0 �-ｲ�此撮み十トラックシート【ポリエステル典) 

573 冉��ｩ:��4��撮両部飯浦駐屯t11部的2七十I2 �%籀靃#��ｨﾞﾖﾂ�ダンプ �.ｦﾂﾓ�ﾗr�400 �,B�姐5 兌"�曲徽み十トラックシート(ポリエステル報) 

574 ��i[�Xｦ�+"�偶再帰備前博昭叫朋l博一撮-12 緬KX自Fs�*ｲﾙ�3��ダンプ 儂�?ｩ4��同0 �,B�iI40 ��ﾂ�曲説み十トラックシート(ポリエステル製) 

5了5 俶�ﾙKy��4��璃前湾姉筋i舞曲胴囲里妻子臓 ��8�ｩ�ﾈｷ(耳ﾎ��トラック 俤y4��・I80 �*��制約 ��2�碕概み十トラックシート(ポリエステル製) 

5調 僵i�ｩ�x�ｩ4��束耽櫛斬淵は歯車栂i評ゼト1蜜 ��8�X+�#�ふYJS���一ムロ・一 ��ｨﾚ��"0 �+2�42脚 �-ｲ�好積み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

5了7 豫��ｨ�泗4��雄雌祢銑掘l鞘前脚i‖2雪上1隻 亶"ﾓ3(ｯ�ほHﾓ���i-ムロー 倚�?ｩYB�100 �+2�4剃 ���櫛概み十トラックシートくポリエステ凋) 

678 傀9��YyKY4��撮劇綿糊聞く脂や職印馨し2ト12 冲(自�C�ふS88ﾓ��・-ムロー 俘(訷�Y��10o �+2�(液73 儻r�榔概み十トラックシート(ポリエステル輿) 

5糊 ��i�e���4鋳�魂旗紳姉箱は噴け橋調2-2l・章2 ��8耳ｷ#ぺ���� 傴ﾈﾋHﾚ��100 �+2�筒露 兌B�唯軌み十トラックシート(ポリエステル塊I 

5櫨0 ��h*��X�ｨｫR��雄雌櫛斬棉曙商可部関を2トiま ��2ﾓ9y井I�����i"-ムロー �'�,f兀B�)00 �+2�鰍 傚ｲ�雌舶み十トラックシート(ボ　エステル製) 

58I ��i�ｬ(ｺｹKR��聴称柿餅棺は商中綿I‖争曾トi隻 ���ﾓ3#�ふX�B�・-ム〇・- ���69��100 �+2�67綿 ��B�調練み十トラックシート(ポリエステル畿) 

582 ��i+&ﾈｧYM94��撮癌徹紡覇は鴎中綿調書2十重蜜 亶(自9ﾙ+#ぺﾅ���・-ムロー 凩�:�ﾒ�100 �+r�2977 ��2�償槻み十トラックシート(ポリエステル製) 

§83 俶����KX�2��諏持帰新田瞬時や櫛Il12-額-12 亶(�i�S�JRﾓYwﾘ�｢�-ムロー 傴ﾉ?ｨｷ"�時0 �+r�さ026 俯"�“商戦み十トラックシート’(ポリエステル親) 

584 �/y:��Y,i4��敗東部斯幼時賭け励間2-2トi竃 ��2ﾓ3#�ふY4���・-ムロー 乂�?ｨﾚ��100 �+r�・"8蜜 儼��曲読み十トラックシート(ポリエステル裳〕 

585 �/y�9�X�ｩ4��敗前郷斬綿は即事勧説セト12 �����3��)u����一一ム〇・一 ��IW�IR�100 �+r�Il重16 �:ﾒ�蘭槻み十トラックシート(ポリエステル製) 

部6 倩iYH彧hy4��臓琉椰新劇雌湾的博2ゼi-12 ��8��*ﾙ/��ふS3���・-ムロー 亊�?ｩ��IOO �+r�411? 帝7r��虹捌み十トラックシートlポリエステル蚊) 

5顔 册xﾞﾙe�4��孤球柿餅綿は四凪橋脚2-利一)2 ��ﾖx*ﾙw��ｯ�ﾙ;ﾃ�ﾂ�-ムロ・- �-ｨｯ�ﾖR�IOO �+r�Sま)∴l �9ﾒ�昨晩み十トラックシート(ポリエステル致) 

5瑠 倡ｨ��T仄i+"�競市概新館原曲Ijl橋川2-まl-章ま ��2ﾙ=ﾓ�ふS3���ームロー 傴ﾉ69��100 �+x��Iﾘ梺��B�曲的み十トラックシート(ポリエステル穀) 



<連接車両一覧>㈱明立

座州符の名柿等 俶yw��(,ﾉ{ｸ��迎部允 刔兔h,ﾈﾆ��2�手i駒崎並婦商号 �4��X�9��,ﾉ����放散餅を防止する腿追 

I 冦ﾙJyzr�稜知鵬紬l二で轟紋服前職月ゴロ7 ��ダンプ 仭ﾉ�x揵4x���3�����.x���������飢 倬8�(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

2 竸ﾘ���b�密加県甜詩心i模糊町ま丁即i7 ��ダンプ 倩从ｨ揵g����3�����-8���������、　鉛 倚�$X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

3 ���k靼"�愛知県瀬戸母線敏昭丁剛17 ��ダンプ 僵Xﾌｨ抦ｵｨ���3�����,(�����"�鉛 丿ﾘﾆ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

・I 傚�Yzr�程加膜的戸i忙模柳J2丁1う117 ��Sh6s�"ﾓs��T�2�ダンプ 仭ﾉ=�ﾈ恫��ﾉ-ｸ����,(���������紬 仂瓜�-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹN"��

5 僮Y_ﾈﾈﾂ�擾加蝋瀬戸紺脚峰子即17 ��ダンプ 假xｪ���^ﾘ��傲8����+ｸ������3r�紺 几H序-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｬ��

6 亅Xﾍ�H��援創県湖中面積服項羽●日出7 ��ダンプ 僵yL�揵<����������+ﾘ������丑��軸 �%霄ﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

? ���ｩ+(墺�翻I規制戸浦模鴎的幻●陶=7 ��ダンプ 俐9Tｨ揵g����������*ｸ���������帥 傚韃H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ=b��

8 �ｨﾍ9y��愛知県舶I:7うli榊覚糊J2「判=7 ��ダンプ 冕8ﾌｨ揵g�ｨ����,ﾈ�����畏x�������ﾃ�"�鉛 �,ｩ4�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

0 ��ﾍ�8ｦ仍��擾知脹湖戸証搬同職丁I]117 ��ダンプ 著､ｩ[x���X���������*ｸ���#��錆 迫"胤�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

iO ��i�仆��徳的ふ撤回II雑戯曲登丁.印章7 ��ﾅ8�9,簽x-��ｧ｢�ダンプ 傴ｩL�抦ｵｨ���3�����*(������ﾘ*���捕 �>ﾉYH-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

iま ��9>�.｢�安夫時制刺椴的聞●i司直7 ��S�'RﾘｴX璽s滴霻�ダンプ 幡IL�揵g����靃�����*H���������紳 ����X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾆｒ�㈹明通 �/i&ﾙe�5��$��yIﾙ*ﾃ(�励��r� �5�987b�屈敢IM女　100　　は　　19護 亰��直納み十トラックシート(ポリエステル敬) 

1種 �ｩ$�7��謡か螺制戸両横峻抑J2丁帽11了 ��^86y=ﾘ����ダンプ ��餃�(i�ｸ���������*(����因D��帥 倚�,�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹfR��

川 �ｩk�*��袋加聴く櫓戸11了梯昭博ま丁Iす1葛7 ��ダンプ 凉ﾙL�揵g����行�����*(����3�ｮ��船 倬8ﾍ�-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

15 冤｣��7�685�92�既知鵬名高出子I羽中i雌尊的】●由ま0種 ��S"ﾓs�<�ﾓ�##��ダンプ 冤Hﾌ8ｼ�����估ﾃ�����*������z"�袖 仂亥X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾆｒ�

16 亶(7�685�92�魯如拙名寄魅砧や向快事心付“日登的 ��ｫ"ﾓs��Rﾓ�##��ダンケ 俘ﾂﾈｩｸ輊���､ｨ尨����+������2�鉛 俟IXﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

17 ��翻i駄名高帰郡やIII既箪心川●調合的 ��S"ﾓs唐ﾓ�##��ダンプ 俤y��ﾈ�����塔�����*H�����B�扮 ��H膵-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｷ竰�

18 ��87�685�92�蚤如拙牝古座Iij印画ばや心叩●日却種 ��S(�cs澱ﾓ�##��ダンプ 冖ﾈｯ�嬋�����3���*h�����R�努) 倬9�8-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

19 �ｨ7�685�92�甜鵬鮎や必Iiq-1I亜申t読「●調狐3 ���ﾘﾋｸ�｢ﾓ�ﾕC��ダンプ 冖ﾉ(�7H���������*������b�紳 儺冑ﾘ-ﾘ�6x8�4�5�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ�"��

20 ��X7�685�92�妥加県名前屈郎呼山区部心4丁日削8 ��xｶ�"ﾓs�*ﾘ6t�##��ダンプ 冖ﾉ�ｨ������ｨｸｨ����*h�������r�紳 冑��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

21 佻�7�685�92�受如県名古脱硝呼聞蜜輩心4“」●目測3 ��S"ﾓs��ﾓ�##��ダンプ 冖ﾈ鋹D�������(������*ｸ�������柳 曝�9xｨ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ$��

22 �ｨ7�685�92�愛知I県名高出師やIIiは箪心4丁目20組 ��z2ﾙ4唐ﾔ丼ｨ�"�ダンプ 冖ﾈ��,h�����4�����*�����湯�紳 丶9��-ﾒｸ6x8�8�4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ~｢��

眺Iミツケン �I&ﾙH洩ﾈｯ�鵫YH.$����8馼�ﾉ�8�Ym｣#���052-7飾-1229 �5�987b�名薗殿　　」31　け　　　2i �B�姉組み十トラックシート(ポリエステル敬) 

21 �ｨ7�685�92�理知肌名前屡邸や向降車心付●山馨03 ��ダンプ ���ﾈR�冲������ﾋﾈ����*ｸ����ｩ$ｲ�飢 僣�4�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

2う �ｨ7�685�92�朗硯名瓦規Il凋t画l菓輩心4千田釧3 ��S"ﾓs澱ﾘ�##��ダンプ 冖ﾉU8�������3���*(������Mb�紺 ���4�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

2鱈 �ﾈ7�685�5b�受卸県名高圧師やIl膜箪心=蘭釧3 百S(ｨｳs唐ﾓ�ｨｾﾃ��ダンプ �ﾉ(��ｨ������(����*(������ｸ｢�紛 仂井(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

27 �ｨ7�685�92�を加鵬名高頼i」やIi腫中心4J●しl創意 ��S"ﾓx顥Gｲﾔ�I���ダンプ 冖ﾈ*��h���������*(����$��紬 丿ﾙ4�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ4��

秘 ��uh7�685�92�愛知県名宙頼軒やI山は童心4“「調刻3 ��S"ﾙKSふ�##��ダンプ 俤x馼������3�����*(���������飢 仂亥H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�R�

29 �ｨ7�685�92�愛知蝿省高慢時やIl唯事心4「鯖即さ ��ダンプ 冖ﾈｼ悪H���謁������*��������H�r�紳 侘倆�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

80 祐�%ﾘ�(�9'ﾂ�愛知鵬継I」非iIf大手町2’1周宴0トl ��Xｭ�ｩ�BﾓSc�b�ダンプ 亳ｸ�揵nH���������+8������IC#��縦) 侘���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

3章 嫡��鉙ﾉｩi��擾加鳩粧iう雄心寝耳同船丁目204-重 ��R鰻ｲﾓ�"ﾓSc�b�ダンプ 們94�揵g����靃�����+x������3Scr�紳 侘冤�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

82 價x蟹+ｸ簡.��愛知県蛮i]非肺大手町2丁的0トl ��ﾝx*)��S����ダンプ 僥H�(揵g����3�������������4僞ﾂ�鉛 丿ﾙ[x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

湘 宙幃�ﾈﾝﾘﾉｨﾝ��愛知県雄lり朝i大手町空手鱒ま0トl ���#ふ�(�X���b�ダンプ 曝ﾞﾘﾘH��W����ｶc�����+8������/xt｢�紬 仂��x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

軌I 宙�)d���9Y｢�理知県挫印書巾人手博之丁.田柳川 ��W田ぺﾎ�Sc�b�ダンプ �?)X�ﾉLｨ���3�����+8������ゴs��節 ���H,ｸ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��



<運搬車両一覧> ㈱押立

使用者の名請詩 俶yw��(,ﾈ���連綿先 �,��,ﾈﾆ��2�自勅坪遥旗番卒 ��ｹ7兒�,ﾉU(ｯ��敵組籍を防止する捕逸 

35 兀IN�ｸⅹｿ��愛知県籍冨井市大手町2丁目蜜調-l ��Scふ��rﾓSc�b�ダンプ ��霄顫ﾉg���ﾉD�����*ｸ��������s"�船 从9�H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

86 �ｹx8�)?永��長押抽春日井帝人手日露’「目2調-1 ��Scぺ��SSc�b�ダンプ �饑�揵nH�����4�����+x����3Sx+r�翰 仂��H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

37 宙�(�8畔ﾅﾘ�"�費観照群国井市大手町曇丁目2関-1 ��Scふ�(�YYC�b�ダンプ 亊��x揵g������9Eｴ�����,h���3Xﾍ��劇 �(ｺh-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

的 亶(ｺﾙeﾉ$ｸﾄﾂ�愛知浪鵜臼井市大乎貴職丁目狐ト1 ��R碓�自�ｸ�SSc�b�ダンプ 丿y*9(i^ﾘ��ﾉwﾘ����w(����/ｹ4��鑓 儺94x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ�"��

39 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��畏野隔跨春帝大字訓剛709番地 ��#c2ﾓ���ｸ�ｳ3cb�タン’ブ 傴ﾉm���餤ﾓ������,ﾒﾈ�����H､ﾒ�紬 �+ﾈ�(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹoｒ�

40 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野娘松本洞穴宇和田47脚審地 ��#c2ﾓC��l�ｸﾃb�ダンプ 傴ﾉgｸ�����������,ﾘ������+"�飴 �(���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ'r��

1重 �4�6x�ｸ5�8ｸ更5�6X8��裁卿腺松本巾大字柳田4了的傘僅 ��(飃�SC��S�9���ダンプ 傴ﾉgｸ�����������:8������'迭�鉛 �+ﾈﾜ(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾆｒ�

4雷 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��畏鵬松本神大寺和則的0毒性 ��(ｭ椿D��X幄�ﾂ�ダンプ 倡ｹ¥H�������������,ﾘ�����ン�vR�蜘 侘�ｸ-ﾘ�6x8�7H4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ8h5�6X8ｸｩ2��

13 兒�6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��襲輝県松本押大手和郎7拘密地 ��(ﾈ�ﾓC��｣�ツb�ダンプ 傴ﾉgｸ����������h�x������^ｸ�R�紬 �+ﾈｬ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6x敲8ｨ4x5�6X8ｸ����

44 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��襲襲塊松本博大宇和聞7的謡地 ��ダンプ 傴ﾉgｸ�����������,ﾘ�����茲�飴 仂絢ﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ=b��

㈲トータルシステム �+ynﾈﾊx鉑gｸ�9�X琶��ﾘCCxｷ)MI&��02(溝-40-0紬6 �5�987b�松本　　100　　嘘　　1的6 冲��直積みすトラックシート(ポリエステル報) 

僧 �'x6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本帝大孝和即700番地 ��(ｷ(�X���ｽ�M��｢�ダンプ 傴ﾉgｸ�����｣�����h-ﾈ���ヨ�ｳ��婦 ��9�H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

47 �'x6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野腺松本市大字和郎709柁地 ��)�蔦C�ﾓ�ツb�ダンプ 傴ﾉgｸ���づ�������,ﾘ����$澱�鉛 處��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

イ8 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��爽卿媒依本市大字伽剛7仰持場 ��(苻�S�ﾓ�3cb�ダンプ ��X鉑gｸ�����������,ﾘ�X����#��,ｲ�財 �+ﾈｮx-ﾘ+x6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ5B��

49 �ﾈ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��最拙松本市大孝和即7的番地 ��z8ｻﾒﾓC�ﾓ�4澱�ダンプ 傴ﾉgｸ������馗������,ﾘ�����ht��船 �+ﾉ�x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

50 佇�6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��婁野瓜松本相木宇和凪47脚滝也 ��&�ﾇｲﾓC�ﾓ�3cb�ダンプ 傴ﾉgｸ�����������;X����#�CR�。患 �+ﾉ~8-ﾘ�6x8�6(4�/�ﾘ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ4��

51 �ｨ6x耳耳5�8ｸ5h5�6X8��畏卿県憐本市大字和郎7的希地 ��#c2ﾓC�ﾓ�IY�b�ダンプ 傴ﾉgｸ����������X,ﾘ�x��ﾘ�4��鉛 �/ｹ{H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ夢��

52 ��x��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��戴難球松本ホ大子和郎709番地 ��=ﾓ2ﾓC�ﾓ�3cb�ダンプ 傴ﾉgｸ�����������,ﾘ�����96��船 侘凭8-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

.顔 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大寄畑調709番組 ��#h霻ﾓ#坪茱���タンク塙 傴ﾉgｸ����4������,ﾘ����#b�鑓 兢X�-ﾘ�F��8��YMR旭亶�5B��

54 ��ｨ4�5x4�986X6(4��勲腎臓北佐久群立職印や田的98-ま ��ｻﾓrﾙ:�*ﾙг�R�トラクタ �'仞ﾈ������馼ｭh����*������ゥ倬hﾅ(���ﾂ�館 �ｩGｨ5�987h5ｨ7�6x8ﾈ�ｸ8��ｸ,ﾈﾎﾘ��

群 �ｨ4�5x4�986�6(4��長野県北佐久耶立村町杵聞498-ま ��(飃�cX6s3S�R�ダンプき書}レーク 偬Inﾈ�����������*h������C�R�蜘 ���x-ﾘ�6x8�6(4�5h��6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ﾂ��

l翰アジアンチック �+ynﾈﾊyfｸﾛ(ｷh咥��9*ﾈ��:�+#弍�ﾘ-ﾂ�0聾67-5l-3505 �6x8�4�5��鬼頭　　100　　か　　1披7 倅��下記ダンプセミルーラーの駆動部 

e綿アジアンチック 俾ﾙnﾈ鮒fｸﾉ(ｷhﾅ�zy�ﾙ68��633C唐ﾙ�r�02軒一5ト種50う �5�987h5ｨ7�6x8ﾈ�ｳ��只野　　100　　え　　　4軸 亊��敵慣み十トラックシート(ポリエステル製) 

・58 �ｨ4�5x4�986�6(4��梶野腺北佐久秘史紳町声調3498-2 ��#crﾓS�ﾓ3S�R�トラクタ ��)tｸ����簸���*�������HﾃC��轡 �ｨｴﾈ5�987h5ｨ7�6x8ﾈ�ｸ*Bﾘ,ﾈｾﾉ:茁��

59 �ｨ4�5x4�986�6(4��衷職猟北佐久榔綿的声調3498受 訳#crﾓX6yl��u��ダンプセIトレー年 �+ynﾈ�����������*b���C#��ぬ 仄馼ｨ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｹI(7ﾈ8ｨ益V�6X8ｹ�b�

60 �ﾈ4�5x4�986�6(4��罫蛾卿と佐久雄雌帥J芦田349きゼ ��#crﾓVﾂﾘ卿､��トラクタ �扱������������*�����I=ﾙh��鎖 �ｨｴﾈ5�987h5ｨ7�6x8ﾈ�ｸ8��ｸ吃ｷ"�

61 �ｨ4�5x4�986�6(4��長期舶ヒ佐久榔血的町戸田軸8-2 ��#crﾓT蔦3S�R�タンプきまトし-ラ 亰9nﾈ������z�������*h������H皞�錆 丿y��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6x��7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

餓 �ｨ4�5x4�986�6(4��鹿野県北佐久榔虹劇町勝田3498-蜜 僞ﾈ*ﾙ/2ﾓYfﾘ顥u��R�トラクタ 佇�Uﾘ�����������*�����+shｷ"�掛 �ｨｴﾈ5�987h6x8ﾈ�ｸ8��ｸ,ﾉ�ｸ�)72�

∞・ ��84�5x4�986�6(4��東野鼎北佐久耶曳i沖I声調3498-ま ��#crﾓS�ﾓ3S���セミトレーラ �5H咥�����｣������*h������3sB�i鉛 刋�ｺｸ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�R��

6書 俎r�7h8ﾈ5x88�ｲ�衷如婦毛管農相穐伍功淘町手下抄録‖郭 ��S"ﾓh･ふ8�8饕�ダンプ 冖ﾉ�97�����9ｴ�����+8�����靃C��紬 仄韜H-ﾘ-86x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ'b��

65 僮X7h8ﾈ5y�"ﾒ�裏卿線名古座肌蹴区鴎好調手下沙聞き8 冉#"ﾓc#Rﾓ33fﾂ�ダンプ 冖ﾈﾘ(･(�����������u����������飴 侘���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ話��

節 亅R�7h8ﾈ5x88�ｸ�ｲ�愛知線名古寝押嵐区鴎簡調「李下汐Ⅱ=郭 ��S"ﾙmx宸ﾓ38*ｴ��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊�����������+8������尸'8ｯ��飼 �+ﾈｬ�ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｶb��

1訂 ��愛知県牝宮脇肺臓区唆譜印字下抄削る �*ｸ���S"ﾓc#Rﾙ4田��ダンプ 冖ﾈｯ�������'S������*ｸ����l��ｲ�船 �;仆�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

68 �ｨ7h8ﾈ5x88�ｲ�哀知部名畜度前轍区域調蘭r手下秒削る8　0駿-踏一部61 刄_ンプ 冖ﾉW逢����S�������*�����sYo��費)　・ 凩ｩ,�-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6x+�8ｨ4x5�6X8ｹ�鋳�



<運搬車両一覧>船舶

仲川磨iの名節鮮 俶yw�甯,ﾉH顏｢�孤的兜 �%9�ﾈ,ﾈﾆ��2�請同Ii船場樟巧 ���X�8敬,ﾉ�X暫�押収簿を肪止する部費 

69 ��捉如県名高地海綿瞳⑩脚J宰下炒り=5櫨 ��S"ﾓc#Rﾘﾕ3fﾂ�ダンプ 冖ﾈ棈������������*ｸ�������ﾃsB�飢 几I4�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

70 仭H苹�ﾈ皐��WB�擾知略雄日光商八l脚J7子印生-飽 ���檀5ｹeｸ�XｬｳS��ダンプ 倩儉�揵^ﾘ���3�����,h������4��鉛 仂亥H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

7l 倬9�yO�d���援加県北Iりi個人刑期7置.酌む雌 ��R為rﾓコﾘﾍ�V��ダンプ ��ｩ]ｨ揵^ﾘ�����3�����,h������4��凱 ��ﾉG8-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ���

72 �ｩV��2� ��ダンプ 冖ﾉtﾈﾜ���������,ﾘ����册��鉛 俛�ｨ.ｨ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ��4x5�6X8ｹ4鋳�

78 �ｩ�I�2�嘘細部省右肘l渦は大高博幸往創面4瑚 ��ダンプ �%ｹ�8������亶(����-���������鉛 ��X-ﾘ�6x8�5�4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

7・l 佻�&��2�健劇場名高出席縄厚大畑「字定職向l」一柳3 ��ダンプ 冖ﾈﾌ8ﾜ������������-�������ﾓ��鉛 僮X錡-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹZﾂ��

75 愉IX*ｸ-8���敦餌場名高岨同職拡大ぬ叩草薙創面1・1-雪は鶴 ��S(ｨｳc�2ﾘｫ#���ダンプ 冖ﾈﾘ(�������������-�������ﾓR�帥 �4�,�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ'r��

76 ����ﾘ�V"�愛知駅名喜劇II時は大体町字程舶幽・l・郷 ��ダンプ 亳Y(泳8�����ﾄ�����-�������襷��船 丿x藕-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

打 �ｨ�Y�2�垂加部名宙敵前榊医大抑槍薄舶IIIll-糊 ��ダンプ 冖ﾈﾘ)�ｨ����簸�����-�������r�紳 俯)�x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6x��7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹN"��

78 忠�Y�Y4弍)M��使如拙恥郎枇沌恥骨純的新I!l 宰相之掬ハニノ捌l備-l ��ダンプ 倅��ﾈ�����������,ﾘ����*Hｻﾓr�紬 倬9IX-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹN"��

.ヽl 80 牝俟Io��ｹ,b�鶉畿禦籍鰯細山 ��X蛯ﾘﾅ2ﾙj�##��ダンプ 冖ﾈ������簸�����*ｸ����ﾞﾙ�ｲ�弾) 偬��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

ぐ・Y・†撮海鴨) 俾9D�*頽8�)_ﾈ�h�ｩT乂ﾉEhｻﾖﾉ)ｩm｣H*B�0捕7-56-職71 �5�987b�包む照　　看OO　　は　　　馳79 ����心蝕み十トラックシート(ポリエステル襲) 

81 �*��Vﾈ�h�UI8ﾈ､8x｢�笈如鵬的鮒飾原職樹松之郷=●削る ���途ﾙhド自¥�*���ダンプ 从xﾘ)O8�����������*������ャx.｢�鉛 �>ﾉYH-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ恵��

82 �8�YW��UIh�4�｢�徳知鵬海部耶誠櫛村松と輝=‾日45 ��Hﾘ*�ｩ*�433y{��ダンプ 冖ﾈﾌ8ｾﾈ���������*�����3ﾔ��船 �+ﾈ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾚ｢��

納 �*ｸ�YW��UI�94�4��愛知撮陶舶仙納嵐村松之犠l「剛s ��ダンプ ��霍ｹ����������*�������ャﾓ��紬 倡��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

棚 �8�Vﾈ�UH�):��ｴ��愛知規的庸耶脆樽村松之既重’J凋45 ��ダンプ 冖ﾈ�ｬ������+(����*������餾B�帥 仂��-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

(海 �5�484ﾉu�4侈b�愛知撮名高劇II油川重離職丁目幻04 ��S"ﾓC�Bﾒ為x帚�ダンプ 冖ﾈﾘ(ｦh����塔�����*h������#��(���納 仂��x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

88 �5�484ﾈﾉｨｸ�4��理知鵬綜i通庸I間脳脊髄=’博70・l ��S"ﾖ�偬C�H自Eﾃ���ダンプ 冖ﾈ��������+(����*h������4���鉛 仂井(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

87 �5�484ﾈ擠YB��袈知県名占出師一朝旧揃い芝丁H270-1 ��S"ﾖ�8ｸ�Eﾃ���ダンプ 冖ﾈﾘ(ﾜ������������+�������4唐�紳 偬�ﾘ-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｩ2��

鵬 �5�484ﾉnxｷ)KR�費畑鵬鮎I舶I間柄I僅轟押す即704 ��筋ﾅ)w�:�ｩ�｣���ダンプ 冖ﾈﾋ頽��x�����+(����*(������掩R�紳 俾Xｭx-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

89 �5�484ﾈ�94�4��接触鵬名高麟Il川川陣許的豊丁Iう釘調 ��ダンプ 凭凉h������������-�������yo��紳 �+ﾉ¥ｨ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ'r��

90 �5�484ﾈｶ�ﾘI4��甜軸締高的剛朝腹轟博】◆日270」 亊x.ｩ�ﾈ6shｯ����ダンプ 冖ﾈﾌ968����ﾊc�����*h������4��鉛 俤yYH-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

ダイキ地役的 �I&ﾙ}Ykﾈﾘ(ｿ亊I[�*ﾘ-ｨｪ俚H齪ﾘﾃs�鳴� �5�987b�持越　　101　　い　　　8袖 兌"�批組み十トラックシート(ポリエステル製) 

92 �5�484ﾈ�靜ﾒ�愛知県名喜劇I開聞区筋性丁目釘重1 ��ダンプ ��隶��h尨����&���*(����9�｢�釦 冢y4X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ�"��

的 �5�484ﾈ簡�94��蜜加味名高師朝一川は宙細2丁目2712 ��S(耳�X覃蘒c����ダンプ �ﾙU9Iﾘ���������*(�����+"��紬 丿x藕-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

9種 �5�484ﾉ=ﾈｼ��ｨx｢�愛知県名古殿碑い川は弼種子郎718 ��S(自�紕ﾙ�����ダンプ 冖ﾈﾘ(冑�����8�ｸ����*ｸ�����ャ�裵�紳 偬8��-ﾘ�6x�ﾈ8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ'b��

9寄 �5�484ﾉ�ﾈ藝4��愛知県名寄臓i印刷I軍育細2「日捌il 乘ｳ"ﾓC��X6sc����ダンプ 僞ｸ鋹�����ｷ"���,ﾘ�����ャ�,ﾂ�組 侘几H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

90 �5�484ﾈ�8鷙xﾂ�度如鵬名高脇師回II隣諦1I2“「日か1可 ������(��ﾈ炻ﾉ��4��ダンプ 冖ﾈ�ｾﾈ���������*����馗s���飢 刎Y$X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

97 �5�484ﾉ4俯)4��愛知県名高屡畑中周囲細胞丁日羽4 ��ダンプ 从y(粟ﾘ�����������-������������劾 �+ﾈ�(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

08 �5�484ﾉ�伜Y4��程加焼払市出師剛i闘鶏咋丁●日2掴 ��&�ｨ抦ﾙ�自����ダンプ 从hﾘ)6������������-ﾘ尨���ゴ����紳 几Hｴｨ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

99 ��受か附玉髄凱Iに刺口調細的宣番地 ��YC��h瑤ﾘﾘss�"�ダンプ 刋ﾉL�揵g���簸�����,ﾘ��������途�鉛 �?�%�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ_���

iOO 宙�iWy�ﾉzi7冓b�愛知母蹄り幽碕ニガ丘1「登れ5明地 ���ｭ蔦モﾙ�s��ダンプ ��ﾈ��YO������������+�������モ�掛 俎xﾋX-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ板��

IOi 忠���Y��7冦��優知的姉lノ踊不二:ガ丘1】●即52番地 ��YEﾉ�自�s��ダンプ ��I?ｨｯh�����������,(������モ�飢 ��ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

102 宙xｨ�8咄�密如県名-I胞面映I“幽釣か丁月10耶 ��'蔦yKX�s���ダンプ 冖ﾈ鋹�����3�����-ﾈ���������飢 �&ﾉ4�-ﾘ+x6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ=b��



<運搬車両一発> ㈱馳

供用拝の名同湾 倅ﾉ�ﾈﾔｨ,ﾄ倅｢�迎統覚 竸ｩ�ﾈ,ﾄｩ*ﾒ� �'xｷ(ｼ��(�9/ｸﾈ"�岬的一二臓の櫛鎖 �6Y^ﾙ�/�f育�+x.��儁R�

103 ��(㈱雌州 刋ID�ﾊykﾉ(因�+ﾈ�$免��ﾖ�6�ﾖ坪��rﾓb�052-7?9-0791 �5�987h�b� 冖ﾈﾌ9{H������(����,h�������餉 �9YH-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾘB�

IO・1 ��(炊)他称 �&兔ｨﾊykﾉ��,h恢靍薄兩H圷*�)ｨ�3�rﾓb�0誠イ7寄巾7飢 ��X5�987b� 冖ﾃ��{�7�������(����-�������ﾒ�鉛 漠JYIﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

iO5 ��(昧)他州 冕��j�kﾈﾘ)Yylｨ�ﾉYFﾉ&ﾈﾏﾉ�Fﾉ)ｩ�c�rﾘｭ��052-779-0791 �5�987b� 冖ﾈﾘ)�������������+�����s#$��船 �=y��-ﾘ���X8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾆｒ�

106 ��(採)倣押 �I&ﾘﾊy_畏)Yx�8.(柯ｺfﾈ禰齠��y63��{壷9ｲ� �5�987b� 冖ﾈ鋹�ｸ尨���卯S�����-ﾈ�������ン��紬 仭丼H,ｸ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹW���

107 ��(妹)髄卯 亢)D�ﾊykﾉ��4薄ｦﾈ���(ﾙ�祢�C���ﾉ?｣��6sb�05蜜-押9・07軌 �5�987f�� 冖ﾈﾘ)~8����������,ﾘ����oc���飢 仂�,�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�B��

IO8 ��(枕)出井 冕雨疫�kﾈﾘ)5�懐�ﾈ�(,ﾔ倬ﾘﾌ4畑�ﾓ�6s�� �5�987b� �%ｸﾘ)~ﾘ�����ﾋﾈ����,H�������鈴 侘傴�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ=b��

108 ��(l綿倣鉢 �I&ﾘﾊykﾈﾘ(ｨ�ｨ.&冽�y疫猪ﾆ��ﾈ�3�5��� �5�987f�� 冖ﾈｬｨｾﾈ�����������-8����s����飢 �,y{H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

=O ��凋種槌押 丼ｩD�遥kﾉdｸ�踪.&粕�ﾄ偸ｸ.#���ﾉ�c�rﾓ��052-779-079I �5�987b� 冖ﾉtﾉvﾈ�����6���,�������l��釧 兀H･H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

嘉= ��(体I龍押 冲ID�e���Ks�ｭH.#�綿�4�(��)ｨ励��詹)�� �5�987b� 冖ﾈﾘ)�ｨ������ｨ尨������,�������{����紳 做扱(-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾆｒ�

=2 ��(存)カネケンリース ��052-739-5卵8 �5�987b� 冖ﾈ�����������,H������2�鉛 仂亥H-ﾘ�6x8�6(4�5h�X6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹN"��

●●o l11 ��(存)カネケンリース ��052-739-5548 �5�987b� 冖ﾈ�亜h����ﾈｮ�����-ﾘ������2�飢 几H�8-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

(証)カネケンリース �� �5�987b� 冖ﾉV倅(������#�����.���������紳 僣�4�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

漢 �� 亅�� 

II5 ����ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�｢� �5�987b� 剞a 俟Hｴ�-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ���

=β �� �� �5�987b� ��紺 佇ﾉ9ﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｹ"��

=7 �� �� �5�987b� ��帥 丿x藕-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｫｒ�

=8 �� �� �5�987b� ��覚l 佇ﾉ9ﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹN"��

=8 �� �� �5�987b� ��飴 �+ﾉ4�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ'鋳�

t20 �� �� �5�987b� ��筑 ��ﾉYH-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ=b��

i21 �� �� �5�987b� ��紳 �)�x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

i22 �� �� �5�987b� ��帥 豫ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6x*ﾘ7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

128 �� �� �5�987b� ��ぬ �+ﾈ侍-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6x*ﾘ7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

12・i i’ �� �� �5�987b� ��紛 牝���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ[���

ダンプ �� 兌B�成敗み十トラックシート(ポリエステル毅) 

聖国王王墓国王∃星空星王墓王墓 剪� 



添付書類5　汚染土壌の運搬の用に供する船舶に関する書類
海運∴運搬船舶一覧表

愛知海運株式会社　名古屋市港区名港二丁目9謡呂1号

番号 ��Ikﾂ�船舶怒号 俶yw��(,ﾈ��kﾈﾛ8,ﾙkﾈ��汚染土壌の種類 俶yw�tﾈ�(,ﾈ���飛散等を防止する櫛造 

l �+�+�.X*Hｭｲ�13440重 �I&ﾘ､8暮G(ｸX檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�4祷�S6ﾂ�ハッチカバー 

2 ��i��Jｩ(xﾏXｭｲ�140185 �I&ﾘ､9O�ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夐{ﾈﾖ�ｾikﾈﾖ�kC蔦8ﾔ��ハッチカバー 

8 ��h��Jｩ�ﾈﾏXｭｲ�141258 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 兀�&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8､8ｾikﾈﾖ�ﾖs蔦3��ハッチカバー 

4 ��h耳*�*�,(*ｲ�129547 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 几ﾙ&ﾘﾊykﾈﾌ8夐lｨｶﾈｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦���ハッチカバー 

5 ��h蓼��ｶxｭｲ�138078 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ｨﾘｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��ハッチカバー 

6 ��i��Jｨ�x渥ｲ�134182 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ｭ粟ikﾉ�c"ﾓ蔦3��ハッチカバー 

7 �5h瑤�133554 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ｨﾘｾikﾈﾖ�)'S蔦���ハッチカバー 

8 ��h蓼�Jｨ捧uﾈｭｲ�1蜜2255 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夐{ﾈﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦��ハッチカバー 

9 ��兩8ｭｲ�185399 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夐{ﾈﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��ハッチカバー 

10 ���ﾘｭｲ�184473 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 俶�&ﾘﾊykﾈﾌ8夐��6霎ikﾉ��ﾓ蔦慰��ハッチカバー 

11 傲ｹ5�ｭｲ�1344鰻9 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8､8ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦6ﾂ�ハッチカバー 

12 ��i?��+8+隴ｲ�1鎚207 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9��ikﾈﾉ�"ﾓ蔦3��ハッチカバー 

13 ��h蓼��+8+隴ｲ�183208 �I&ﾘ､9O�ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9��ikﾈﾖ�"ﾓ蔦8ﾔ��ハッチカバー 

工4 ��h蓼�Jｨ+8+隴ｲ�134458 �I&ﾘ､8暮-h�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦6ﾂ�ハッチカバー 

15 估h�Jｩ�n�隴ｲ�134208 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 儖ｩ&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9ﾙ霎ikﾉ��"ﾓ��S6ﾂ�ハッチカバー 

16 ��iU8�Jｩ���hｭｲ�134426 �I&ﾙ�碓�ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夐{ﾈﾖ��9kﾈﾖ�"ﾓ蔦6ﾂ�ハッチカバー 

17 ��iU9?���e��hｭｲ�184428 �I&ﾘ､9�ｹiX�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾉV�"ﾓ蔦6ﾂ�ハッチカバー 

18 ��iU9?��Jｩe��hｭｲ�134431 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8��ｾikﾉ�S"ﾓ蔦6ﾂ�ハッチカバー 

19 ��iU8蓼��Yy�hｭｲ�184432 �I&ﾘ郢O�ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��ハッチカバー 

20 ��iU8蓼�Jｩe��hｭｲ�134434 �I&ﾘﾆ�HｩH�檍���鉛 僖i&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�ﾖ�ｾikﾈﾖ�^�蔦6ﾂ�ハッチカバー 

21 ��iU8ﾍﾈ��YYy�hｭｲ�140202 僖i&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��ハッチカバー 

22 ��iU8ﾍﾈ�Jｩe��hｭｲ�140550 兒)&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��ハッチカバー 

28 ��iU9��Jｩe��hｭｲ�141156 僖i&ﾘ､8暮iX�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ｨﾘｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��ハッチカバー 

24 ��h�自>ﾈﾛｸｭｲ�135658 �I&ﾘ､9O�ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夐{ﾈﾖ�ｾikﾉ�c(ｨｳ蔦3��ハッチカバー 

25 ����ｭｲ�1釣輔8 �7ｹ&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦���ハッチカバー 

26 ��iJｨｾ�8�NI|隴ｲ�185168 仆�&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �;�&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�)t�蔦3��ハッチカバー 

27 从yJｩ�XｺHｭｲ�13551蜜 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夐{ﾈﾖ�ｾikﾉ�c"ﾓ蔦3��ハッチカバー 

28 俎�o(ｭｲ�184264 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9�hｾikﾈﾖ�eﾙ'S蔦3��ハッチカバー 

29 ��i?��餾�ｲ�185117 �I&ﾘﾋ儖�ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾕ�ikﾈﾖ�"ﾓ壷vS��ハッチカバー 

80 �+�*(.�.8*B�185576 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 冕�&ﾘﾊykﾈﾌ8夐>ﾈﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ冲�8ﾔ��ハッチカバー 

軌 亳yY���ｭｲ�135516 �I&ﾘ､9��ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊ⅸﾖ�ｾikﾉ9ﾉ^�蔦3��ハッチカバー 

轡2 仆ｹ*b�141233 �I&ﾘ､8戊ﾉ俾陞���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦���ハッチカバー 

33 倅�ﾈ��YMXｭｲ�132326 �I&ﾘ､9?HｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9Ih�9kﾈﾖ�"ﾓ蔦3��ハッチカバー 

34 �����134624 兒)&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夐>ﾈﾖ�ｾikﾈﾖ�)'S蔦3��ハッチカバー 

35 �9oHｭｲ�134667 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦8ﾔ��ハッチカバー 

36 ���[�ｲ�137022 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦���ハッチカバー 

37 ��Ye��14171了 �I&ﾙ%ﾘⅹｩH�檍���鉛 冕�&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾉ��"ﾓ蔦3��ハッチカバー 

38 ��h蓼��uHｭｲ�工31829 �I&ﾘ､8ⅹｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊ⅸﾖ�ｾikﾈﾖ�睦ﾓ蔦3��ハッチカバーi 

容9 ��hﾍﾈ��uHｭｲ�141館4 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 儖ｩ&ﾘﾊykﾈﾌ8夐>ﾈﾖ�ｾikﾈﾖ�^�蔦3��ハッチカバ・- 

40 ��h蕀Y�Hｭｲ�134599 �I&ﾘ､8暮hh�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾉ�c"ﾓ蔦3��ハッチカバー 



4工 ��h蕀��ﾕxｭｲ�重34564 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈｨﾓ"ﾓ�'S3��ハッチカバー 

42 ��h貶�ﾍﾈ蓼��ｭｲ�134195 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍�2�鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9�ｾikﾉ�S"ﾓ蔦3��ハッチカバー 

43 ��h�O�>�ｲ�I32約0 �I&ﾘ､8戊ｩ��檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊ⅸﾖ�ｾikﾉ��睦ﾓ蔦6ﾂ�ハッチカバー 

44 �;�Y?8�ｨﾘｭｲ�132312 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊ⅸﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦6ﾂ�ハッチカバー 

45 亳X��JｩY�xｭｲ�184395 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦6ﾂ�ハッチカバー 

46 ��h�?�ﾉ8ﾔHｭｲ�134361 �I&ﾘ､8�ｩH�檍���鈴 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夐{ﾈﾖ�ｾikﾉ�h-纖'S6ﾂ�ハッチカバー 

47 ��i?��ﾍﾈﾜ�ｼｨｭｲ�1純650 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ｨﾘｾikﾉ�c"ﾓ蔦6ﾂ�ハッチカバー 

48 ��iJｨｪ��ﾈｭｲ�134888 �I&ﾘ､9O�ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾉ�h-纈ﾓ6ﾂ�ハッチカバー 

49 ��iJｨﾔｹ;�ｲ�134190 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊ⅸﾖ�ｾikﾈﾖ�4湯ﾓ6ﾂ�ハッチカバー 

50 ��iJｩMIvﾘｭｲ�133689 �;��､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾉJﾃ"ﾓ蔦��ハッチカバー 

51 ��iJｩ��ｭｲ�131738 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦6ﾂ�ハッチカバー 

52 僣騁Xｭｲ�141478 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦6ﾂ�ハッチカバー 

富3 儻域ﾙY�ｲ�1844色8 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ｨﾘｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦��ハッチカバー 

54 兀�ｸｭｲ�136392 �I&ﾙ%ﾙO�ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ｨﾘｾikﾈﾉ�"ﾓ蔦3��ハッチカバー 

55 處ﾘ魔�134809 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦6ﾂ�ハッチカバー 

56 ��iJｨｾ9Зｭｲ�185660 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾉ��"ﾓ乖ｳ3��ハッチカバー 

5了 ��i?�ﾏｨ毎ｭｲ�135706 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9��ikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��ハッチカバー 

盲8 ��iJｩ�ix亊ｲ�130838 �I&ﾘ､8暮hh�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夐>ﾈﾖ�ｾikﾉ�c"ﾓ蔦6ﾂ�ハッチカバー 

59 凭偖ﾈ�XﾍﾉhH毎ｭｲ�工37028 �I&ﾙJﾉO�ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9V粟ikﾈﾖ�"ﾓ蔦���ハッチカバー 

60 ��iU8��e��hｭｲ�134309 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈｨﾓ"ﾓ蔦��ハッチカバー 

61 ��餬8��Jｩ�ﾉ�hｭｲ�141677 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���“鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夐>ﾈﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��ハッチカバー 

※上証内容は、船舶国籍証書、船舶検査証書より転記したものである。
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添付書類6

1積替・保管施設配罷図

日栄産業株式会社　東京都大田区京浜島撞セ



1瀕替・保管施設配置図

八号地全体図’名古屋市港区蹴見晰7番地地先愛知海運株式会社八号地現業所

○←-散水栓　‾十三〇　　　　　　　散水捨○○→°
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