
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　千　月　溝　田 

東京都知事殿 

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、 

次のとおり届け出ます。 

< 冽i�ｹ'Xｾh司9�,ﾈ�ﾝﾙ&��住居表示:東京都千代田区神田駿河台三丁目Il番地2号(冨一利と∴ ��

地番表示:東京都千代田区神田駿河台三丁目Il番2の一部 

汚染土壌の特定有害物質による 儖衣R�7��ｹv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘr��

汚染状態 ��ｨﾝx,ﾙ5儻H��{�,俾h+x�"�

汚染土壌の体積 途ﾃs#r緜�ﾓ2�

汚染土壌の適娘の方法 凛H�8暮L��

汚染土壌を運艇する者の氏名又 は名称 乘H�檍��dﾉ�ﾘ6x8�5�6r�

汚染土壌を処理する者の氏名又 ���x慰�8ｩH�檍���

は名称 亶ｹ?�毎蝌ｼhｩH�檍���

汚染土壌を処理する施設の所在 ���x慰�8ｩH�檍���ﾈﾞ慰��｢�神奈川県川崎市川崎区扇町6-1 

地 亶ｹ?�毎蝌ｼhｩH�檍����刮�Y7��ｸﾜH��ﾋ�ｸ�yﾘ7h8�986r�

神奈川県川崎市川崎区扇町5葛8,5-2l,5-39,5-59,5-62,5-85,5-86 

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋韈�ﾈ苳�?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���佇���#�?｢�

汚染土嬢の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���佇���#�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���佇���3�?｢�

運搬の用に供する自動車等の所 有者の氏名又は名称及び連絡先 �5儻H��{�,俾h+x�"�

積替えを行う場所の所在地並び 定耳����ﾂ�

に所有者の氏名又は名称及び連 絡先(運搬の際、積替えを行う �,�+X����������������ViVh.��

場合に限る。) ��h*定ﾘ(�9+(��t����抱����+陳�

保管施設の所在地並びに所有者 �9]ｨ�+X遥y��8�溢｢�
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��������������ﾜﾈｶ9<xﾆ�:"�

連絡先> 

清水建設株式会社エンジニアリング事業本部土壌環境事業部 
担当:臆臆漢書　　TEしO3-356l-4313 

備考　1　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2　氏名(法人にあってはその代表者の氏名)を語載し、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。



形質変更時要届出区域の所在1山(地番表示) :東京都千代同区神田駿河台三丁目11番2の‾部
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汚染土壌の場所を明らかにした形質変更時要届出区域の図



添付資料3

汚染土壌の運搬の方法

3-1運搬フロー図

形質変更時要届出区域

東京都千代同区神田駿河台三丁目11番2の一部(地番表示)

枇素及びその化合物　汚染土壌

陸運;株式会社豊信トラスト 

荷姿:ダンプトラック十シート掛け 

処理施設:早来工営株式会社川崎工場 

神奈川県川崎市川崎区扇町6-1 

種類:分別等処理施設 

処理方法;分別等処理 

処理施設:富二栄産業株式会社

汚染土壌再資源化処理プラント

神奈川県川崎市川崎区扇町

5-8,5-21,5-39,5葛59,5-62,5・85,5←86

種類:浄化等処理施設
処理方法:浄化等処理

3-2　運搬体制

運搬受託者:株式会社豊信トラスト

協力会社及び使用する自動車等の一覧は,添付資料4のとおりである。

3-1



添付資料4

運搬の用に供する自動車等の使用者の氏名又は名称及び連絡先

早来工営株式会社川崎工場及び富二栄産業株式会社汚染土壌再資源化処理プラント向け運搬車両の

使用者の名称と連絡先を以下に示す。

・運搬受託者:株式会社豊信トラスト

(1-1)株式会社豊信トラスト

住所:埼玉県幸手市中2-1十20 丁E」: 0480-31-81 24

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

’1 ��Xｷｸ����h��+ﾓ��ダンプ 乘H�檍��dﾉ�ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中2-1十20 

2 偸I?ｩYC�����.���"�ダンプ 乘H�檍����ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中2-11-20 

3 偸I?ｩYC�����-ﾈ��2�ダンプ 乘H�檍��dﾉ�ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中2-11-20 

4 偸I?ｩYH�S3���-ﾈ��b�ダンプ 乘H�檍��dﾉ�ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中2-11-20 

5 偸I?ｩYC���,｣r�ダンプ 乘H�檍��dﾉ�ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中2-11-20 

6 偸I?ｩYC���.�����ダンプ 乘H�檍��dﾉ�ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中2-11-20 

7 偸I?ｩYC�3���,ｳ��ダンプ 乘H�檍��dﾉ�ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中2-11-20 

8 偸I?ｩYC�3�+ｳ���ダンプ 乘H�檍��dﾉ�ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中2-11-20 

9 ��Xｷｸ���3���,ｳ�"�ダンプ 乘H�檍��dﾉ�ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中2-1十20 

10 偸I?ｩYC�3���,C�B�ダンプ 乘H�檍��dﾉ�ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中2-11-20 

11 ��Xｷｸ���3���,��R�ダンプ 乘H�檍����ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中2-11-20 

12 偸I?ｩYC�3���,��b�ダンプ 乘H�檍��dﾉ�ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中2-11-20 

13 偸I?ｩYC�3���,��r�ダンプ 乘H�檍����ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中2-1十之0 

14 偸I?ｩYC�3���,c���ダンプ 乘H�檍��dﾉ�ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中2-11-20 

15・ 偸I?ｩYC�3���,(��#��ダンプ 乘H�檍��dﾉ�ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中2-11-20 

16 偸I?ｩYC�3���,｣#��ダンプ 乘H�檍��dﾉ�ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中2「1-20 

17 偸I?ｩYC�3���,ﾓ#"�ダンプ 乘H�檍��dﾉ�ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中2葛11-20 

18 偸I?ｩYC�3���,h��#2�ダンプ 乘H�檍��dﾉ�ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中2「「-20 

19 偸I?ｩYC�����.x�����ダンプ 乘H�檍��dﾉ�ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中2-1十20 

20 偸I?ｩYC�3���+ﾓ��r�ダンプ 乘H�檍��dﾉ�ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中2-11-20 

21 偸I?ｩYC�3���,c��r�ダンプ 乘H�檍��dﾉ�ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中2-1十20 

22 偸I?ｩYC�3���+3�#c��ダンプ 乘H�檍��dﾉ�ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中2「1-20 

23 ��Xｷｸ���S����.s�S2�ダンプ 乘H�檍��dﾉ�ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中2-11-20 

24 偸I?ｩYC�3���+s�3���ダンプ 乘H�檍��dﾉ�ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中2-11-20 

25 偸I?ｩYC��(��+8��R�ダンプ 乘H�檍��dﾉ�ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中2-11-20 

26 偸I?ｩYC���X-���R�ダンプ 乘H�檍��dﾉ�ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中2「1-20 
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(1 -2)株式会社豊信トラスト

住所:埼玉県幸手市中2-1十20　　　　　　　　　　　　　　丁亡」 : 0480-31-81 24

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

27 �7���������,ﾓ�c�2�ダンプ 乘H�檍��dﾉ�ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中2-1「-20 

28 �,(*ﾘ,����3���+8��cC���ダンプ 乘H�檍��dﾉ�ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中2-11-20 

29 �,h+�*ﾈ�������,ﾓS�3r�ダンプ 乘H�檍��;��ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中2-11葵20 

30 �,h+�*ﾈ���S����,ﾓS�3��ダンプ 乘H�檍����ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中2「十20 

31 �,h+�*ﾈ�������,ﾓCC�"�ダンプ 乘H�檍��dﾉ�ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中2「十20 

32 �,h+�*ﾈ�������,ﾓC��B�ダンプ 乘H�檍��dﾉ�ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中2-1「-20 

33 ��Xｷｸ�������,ﾓ3c#R�ダンプ 乘H�檍��dﾉ�ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中2-1十20 

34 ��Xｷｸ�������,ﾓ3#32�ダンプ 乘H�檍��dﾉ�ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中2-11-20 

35 ��Xｷｸ�������,ﾓ3#�2�ダンプ 乘H�檍��dﾉ�ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中211-20 

36 ��Xｷｸ�������,ﾘ��3�#2�ダンプ 乘H�檍��dﾉ�ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中2-1十20 

37 ��Xｷｸ�������.s�S��ダンプ 乘H�檍��dﾉ�ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中2-1十20 

38 ��ﾈﾏｸ�������+8��ッ�ダンプ 乘H�檍��･y�ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中2「1-20 

39 ��ﾈﾏｸ���������.x����ダンプ 乘H�檍����ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中2-1十20 

40 ��ﾈﾏｸ�������+8��3��ダンプ 乘H�檍��dﾉ�ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中2「1-20 

41 ��ﾈﾏｸ�������+3�33��ダンプ 乘H�檍��dﾉ�ﾘ6x8�5�6r�埼玉県幸手市中2-11-20 
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(2)東和工業株式会社

住所:埼玉県朝霞市上内聞木377葛82　　　　　　　　　　　　丁E」: 048-458-21 1 1

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

1 傀ｩ�(���3���+����"�ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市上内聞木3了7-82 

2 傀ｩ�(���3���+����S2�ダンプ 仍驢�ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市上内聞木377-82 

3 傀ｩ�(���3���+s���B�ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市上内聞木377-82 

4 傀ｩ�(���3���+ｳ���SR�ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市上内聞木377-82 

5 傀ｩ�(���3���+ｳ���Sr�ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市上内聞木377-82 

6 傀ｩ�(���3���+������ダンプ 仍驢�ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市上内聞木377-82 

7 傀ｩ�(���3���+ｳ�����ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市上内聞木377-82 

8 傀ｩ�(���3���+ｳ��#��ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市上内聞木877-82 

9 傀ｩ�(���3���+s��#��ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市上内聞木377-82 

10 傀ｩ�(���3���+���#"�ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市上内聞木377-82 

「1 傀ｩ�(���3���,C��#2�ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市上内聞木377-82 

12 傀ｩ�(���3���+3��#B�ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市上内聞木377-82 

13 傀ｩ�(���3���+s��#b�ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市上内聞木377-82 

14 傀ｩ�(���3���+���#r�ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市上内聞木377-82 

15 傀ｩ�(���3���+ｳ��#��ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市上内聞木3了7-82 

16 傀ｩ�(���3���+s��#��ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市上内聞木377-82 

17 傀ｩ�(���3���+���3��ダンプ 倡Y��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市上内聞木377鵜82 

「8 傀ｩ�(���3���+���3��ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市上内聞木377-82 

19 傀ｩ�(���3���+x��)｣�3"�ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市上内聞木377-82 

20 傀ｩ�(���3���+���32�ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市上内聞木377-82 

21 傀ｩ�(���3���+3��3B�ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市上内聞木377-82 

22 傀ｩ�(���3���+s��3R�ダンプ 仍騫慰鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市上内聞木377-82 

23 傀ｩ�(���3���+s��3b�ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市上内聞木377-82 

24 傀ｩ�(���3���+3��3r�ダンプ 仍驢�ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市上内聞木377-82 

25 傀ｩ�(���3���+���3��ダンプ 仍驢�ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市上内聞木377-82 
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(3)有限会社北井商事

住所:埼玉県上尾市緑丘4-1-17　　　　　　　　　　　　　　　丁E」:048-772-4496 

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

1 ��Xｷｸ�������,ﾓ���SR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸ皐ⅸ饕�埼玉県上尾市緑丘4〇十「7 

2 ��Xｷｸ�������,ﾓ���b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸ皐ⅸ饕�埼玉県上尾市緑丘4「-17 

3 ��Xｷｸ�������,ﾓ3#���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸ皐ⅸ饕�埼玉県上尾市緑丘4-1-17 

4 ��Xｷｸ�������,ﾓ3#���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸ皐ⅸ饕�埼玉県上尾市緑丘4丁「7 

5 ��Xｷｸ�������,ﾓ�c途�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸ皐ⅸ饕�埼玉県上尾市緑丘4-1-17 

6 ��Xｷｸ�������,ﾓ#3SB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸ皐ⅸ饕�埼玉県上尾市緑丘4-1-17 

7 ��Xｷｸ�������,ﾓ�cヲ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸ皐ⅸ饕�埼玉県上尾市緑丘4-1-17 

8 ��Xｷｸ�������,ﾓ�3迭�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸ皐ⅸ饕�埼玉県上尾市緑丘4-1-17 

9 ��Xｷｸ�������,ﾓ�3澱�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸ皐ⅸ饕�埼玉県上尾市緑丘41-17 

10 ��Xｷｸ�������,ﾓ33s2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸ皐ⅸ饕�埼玉県上尾市緑丘4-1輸17 

11 ��Xｷｸ�������,ﾓ33s"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸ皐ⅸ饕�埼玉県上尾市緑丘4「-17 

12 ��Xｷｸ���S����,ﾓ#Cs��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸ皐ⅸ饕�埼玉県上尾市緑丘4「-17 

13 ��Xｷｸ�������,ﾓ#Cs��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸ皐ⅸ饕�埼玉県上尾市緑丘4「「7 

14 ��Xｷｸ���S����,ﾓ3S3r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸ皐ⅸ饕�埼玉県上尾市緑丘4-1-17 

15 ��Xｷｸ�������,ﾓ3S3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸ皐ⅸ饕�埼玉県上尾市緑丘4-1-17 

「6 ��Xｷｸ�������,ﾓ3S3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸ皐ⅸ饕�埼玉県上屋市緑丘4「賀17　’ 

17 ��Xｷｸ�������,ﾓ3SCB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸ皐ⅸ饕�埼玉県上尾市緑丘4「-17 

18 ��Xｷｸ�������,ﾓ3SCR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸ皐ⅸ饕�埼玉県上屋市緑丘4-1-「7 

「9 ��Xｷｸ�������,ﾓ3SCb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸ皐ⅸ饕�埼玉県上尾市緑丘4-1「7 



(4)株式会社マツナガ

住所:埼玉県春日都市銚子口1355-1　　　　　　　　　　　丁E」:048-736-8395

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

1 偸I?ｩYC�����.x��#��ダンプ 乘H�檍��7ﾘ686�4ｲ�埼玉県春日都市銚子口1355-1 

2 偸I?ｩYC�3���-332�ダンプ 乘H�檍��7ﾘ686�4ｲ�埼玉県春日都市銚子口1355-1 

3 偸I?ｩYC�3���+鼎B�ダンプ 乘H�檍��7ﾘ686�4ｲ�埼玉県春日都市銚子口1355「 

4 偸I?ｩYC�3���+x��cb�ダンプ 乘H�檍��7ﾘ686�4ｲ�埼玉県春日都市銚子口1355-1 

5 偸I?ｩYC�3���+8��#S��R�ダンプ 乘H�檍��7ﾘ686�4ｲ�埼玉県春日都市銚子口1355-1 

6 偸I?ｩYC�3���+8��#S�"�ダンプ 乘H�檍��7ﾘ686�4ｲ�埼玉県春日都市銚子口1355「 

了 偸I?ｩYC�3���+8��#c���ダンプ 乘H�檍��7ﾘ686�4ｲ�埼玉県春日都市銚子口1355-1 

8 偸I?ｩYC�3���+x��#c�"�ダンプ 乘H�檍��7ﾘ686�4ｲ�埼玉県春日都市銚子口1355-1 

9 偸I?ｩYC�3���+s#c�2�ダンプ 乘H�檍��7ﾘ686�4ｲ�埼玉県春日都市銚子口1355-1 

10 偸I?ｩYC�3���+8��#c�B�ダンプ 乘H�檍��7ﾘ686�4ｲ�埼玉県春日都市銚子口1355-1 

11 偸I?ｩYC�3���+8��#c�R�ダンプ 乘H�檍��7ﾘ686�4ｲ�埼玉県春日都市銚子口1355-1 

12 偸I?ｩYC�3���+8��#s��R�ダンプ 乘H�檍��7ﾘ686�4ｲ�埼玉県春日都市銚子口1355葛1 

13 偸I?ｩYC�3���+s#s�"�ダンプ 乘H�檍��7ﾘ686�4ｲ�埼玉県春日都市銚子口1355「 

14 偸I?ｩYC�3���+�#s�2�ダンプ 乘H�檍��7ﾘ686�4ｲ�埼玉県春日都市銚子口1355-1 

15 偸I?ｩYC�3���+���#s�B�ダンプ 乘H�檍��7ﾘ686�4ｲ�埼玉県春日都市銚子口1355-1 

16 偸I?ｩYC�3���+x��){��R�ダンプ 乘H�檍��7ﾘ686�4ｲ�埼玉県春日都市銚子口1355-1 
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(5)有限会社湘南オートサービス

住所:神奈川県横須賀市湘南鷹取2葛34「0　　　　　　　　　丁E」: 046-827-7837

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

1 ��ｹzx�������.H�������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��神奈川県横須賀市況面鷹取2-3410 

2 ��ｹzx������+x�������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��神奈川県横須賀市湘南鷹取2-34-10 

3 ��ｹzx���3���+8�����"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��神奈川県横須賀市湘南鷹取2-34「0 

4 ��ｩlﾘ�������,ﾓ#S迭�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��神奈川県横須賀市湘南鷹取2-34-10 

5 ��ｩlﾘ���S����,ﾓ3csr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��神奈川県横須賀市湘南鷹取2-34-10 

6 ��Vﾈ���3���+8�����B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��神奈川県横須賀市湘南鷹取2-34「0 

7 ��Vﾈ���3���+8�����R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��神奈川県横須賀市湘南鷹取2-34葵10 

8 ��Vﾈ���3���+8�����b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��神奈川県横須賀市湘南鷹取2-34「0 

9 ��Vﾈ���3���+8��鼎���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��神奈川県横須賀市湘南鷹取2-34「0 

10 ��Vﾈ���3���+���ャ���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��神奈川県横須賀市湘南鷹取2-34喜10 

11 ��ｹzx���3���*ﾘ��s���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��神奈川県横須賀市湘南鷹取2暮34置10 

12 ��ｹzx���3���*H��s���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��神奈川県横須賀市湘南鷹取2-34-10 

13 ��ｹzx���3���*H��s3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��神奈川県棍須賀市湘南鷹取2-34-10 

14 ��ｹzx���3���*H��sS��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��神奈川県横須賀市湘南鷹取2-34-10 

15 ��ｹzx���3���*���sc��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��神奈川県横須賀市湘南鷹取2-34「0 

16 ��ｹzx���3���+ss���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��神奈川県横須賀市湘南鷹取2-34-10 

17 ��ｹzx���3���*ﾘ������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��神奈川県横須賀市湘南鷹取2-34-10 

18 ��ｹzx���3���*H����S��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��神奈川県横須賀市湘南鷹取2-34-10 

19 ��ｹzx���3���+���右c��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��神奈川県横須賀市湘南鷹取2-34-10 

20 ��ｹzx���3���*����3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��神奈Ji憬横須賀市湘南鷹取2-34-10 

21 ��ｹzx���3���+x��ゴ��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��神奈II憬横須賀市湘南鷹取2-34-10 

22 ��ｹzx���3���+8��ツ��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��神奈川県横須賀市湘南鷹取2-34「0 

23 ��ｹzx�S�3���+8��ピ��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��神奈Ii憬横須賀市湘南鷹取2-34-10 

24 ��ｹzx���3���+x��ャ��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��神奈川県横須賀市湘南鷹取2-34「0 

当　25 ��ｹzx���3���*(��ss��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��ﾂ�神奈川県横須賀市湘南鷹取2-34「0 

26 ��Vﾈ�������*都S���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��神奈川県横須賀市湘南鷹取2-34-10 

27 ��Vﾈ�������*都S�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��神奈」I憬横須賀市湘南鷹取2-34「0 

28 ��Vﾈ���3���*���sS�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��神奈川県横須賀市湘南鷹取2-34-10 

29 ��Vﾈ���3���*(ﾞ��R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��神奈川県韻須賀市湘南鷹取2-34-10 

30 ��Vﾈ���3���*(��sS�b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��神奈川県横須賀市湘南鷹取2-34-10 

31 ��Vﾈ���3���*(��sS�r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��神奈川県横須賀市湘南鷹取2-34-10 

32 �8餬ﾈ���3���*(��sS���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��神奈川県横須賀市湘南鷹取2-34-10 

33 ��Vﾈ���3���*(��sS���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��神奈川県桜須賀市湘南鷹取2-34-10 

34 ��Vﾈ���3���*(��sY)｣��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��神奈川県横須賀市湘南鷹取2-34-10 

35 ��Vﾈ���3���*(��sS�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��神奈川県横須賀市湘南鷹取2-34-10 

36 ��Vﾈ���3���*(��sS�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���9>ﾈ4��ｸ6x5H�ｸ7(5��神奈川県横須賀市湘南鷹取2-34-10 
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(6)株式会社米満興業

住所:埼玉県川口市上青木5丁目15-1 3　　　　　　　　　　　丁巨」:048-267-3195

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

1 ��Xｷｸ�������,ﾓ�s3b�ダンプ 乘H�檍��¥Ii霆ｸｼb�埼玉県川口市上青木5丁目15「3 

2 ��Xｷｸ�������,ﾓ�s3r�ダンプ 乘H�檍��¥Ii霆ｸｼb�埼玉県川口市上青木5丁目15-13 

3 ��Xｷｸ���S����,ﾓ��3��ダンプ 乘H�檍��¥Ii霆ｸｼb�埼玉県川口市上青木5丁目15「3 

4 ��Xｷｸ�������,���3"�ダンプ 乘H�檍��¥Ii霆ｸｼb�埼玉県川口市上青木5丁目15-13 

5 ��Xｷｸ�������,ﾓ#S���ダンプ 乘H�檍��¥Ii霆ｸｼb�埼玉県川口市上青木5丁目1513 

6 ��Xｷｸ�������,ﾓ#S�"�ダンプ 乘H�檍��¥Ii霆ｸｼb�埼玉県川口市上青木5丁目15-13 

7 ��Xｷｸ�������,ﾓ#�#r�ダンプ 乘H�檍��¥Ii霆ｸｼb�埼玉県川口市上青木5丁目15「3 

8 ��Xｷｸ�������,ﾓ#�#��ダンプ 乘H�檍��¥Ii霆ｸｼb�埼玉県川口市上青木5丁目「5-13 

9 ��Xｷｸ�������,ﾓ3�ッ�ダンプ 乘H�檍��¥Ii霆ｸｼb�埼玉県川口市上青木5丁目15-13 

10 ��Xｷｸ�������,ﾓ3�ビ�ダンプ 乘H�檍��¥Ii霆ｸｼb�埼玉県川口市上青木5丁目15-13 

11 ��Xｷｸ�������,ﾓ3H�S��ダンプ 乘H�檍��¥Ii霆ｸｼb�埼玉県川口市上青木5丁目15「3 

12 ��Xｷｸ�������,ﾓ3C�"�ダンプ 乘H�檍��¥Ii霆ｸｼb�埼玉県川口市上青木5丁目15-13 

13 ��Xｷｸ�������,ﾓ3C�2�ダンプ 乘H�檍��¥Ii霆ｸｼb�埼玉県」i旧市上青木5丁目15「3 

(7)有限会社高野建材

住所:埼玉県川口市戸塚鋏町35賀26　　　　　　　　　　　　　丁E」:048-287葛3325 

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

1 ��Xｷｸ���3���+3�#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市戸塚鋏町35-26 

2 ��Xｷｸ���3���+ｳ�3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市戸塚鋏町35-26 

3 偸I?ｩYC�3���+3�3"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市戸塚鋏町35-26 

4 偸I?ｩYC�3���+��32�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市戸塚鋏町35-26 

5 偸I?ｩYC�3���+3�3B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県Il旧市戸塚鋏町35-26 

6 偸I?ｩYC�3���.#���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市戸塚鋏町35-26 

7 偸I?ｩYC�3���+ｸ��#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市戸塚鉄町35-26 

8 偸I?ｩYC�3���,���3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市戸塚鋏町35-26 

9 偸I?ｩYC�3���+���C��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県月1口市戸塚欽町35置26 

10 偸I?ｩYC�3���,(��S��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市戸塚鋏町35-26 

11 ��ﾈﾏｸ�������,���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市戸塚鋏町35-26 
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(8)株式会社晃裔

住所:埼玉県新座市中野1-1 0-24　　　　　　　　　　　　　丁E」: 048-487-8051

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

1 傀ｩ�(�������,�#sS��ダンプ 乘H�檍��HHﾘ"�埼玉県新座市中野上10-之4 

2 �ｩ$ｨ�������,ﾓ3��ダンプ 乘H�檍��ﾕ~^��埼玉県新座市中野1-10-24 

3 偸I?ｩYH�S����,ﾓ3����ダンプ 乘H�檍��ﾕ~^��埼玉県新座市中野1「0-24 

4 傀ｩ�(���3���+x��#�cB�ダンプ 乘H�檍��ﾕ~^��埼玉県新座市中野1-10-24 

5 傀ｩ�(�������,ﾘ��#�#��ダンプ 乘H�檍��ﾕ~^��埼玉県新座市中野1-10-24 

(9)賢友興業株式会社

住所:埼玉県草加市柿木町384-1　　　　　　　　　　　　　丁巨」 : 048-954-5271

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

1 偸I?ｩYC�����,ﾓ�c�b�ダンプ 侈ｹthｻｸｼhｩH�檍���埼玉県草加市柿木町384「 

2 偸I?ｩYC������,ﾓ�c�r�ダンプ 侈ｹthｻｸｼhｩH�檍���埼玉県草加市柿木町384「 

3 偸I?ｩYC�����,ﾓ�s#2�ダンプ 侈ｹthｻｸｼhｩH�檍���埼玉県草加市柿木町384「 

4 偸I?ｩYC�����,ﾓ�s#B�ダンプ 侈ｹthｻｸｼhｩH�檍���埼玉県草加市柿木町384「 

5 偸I?ｩYC�����,ﾓ#�CR�ダンプ 侈ｹthｻｸｼhｩH�檍���埼玉県草加市柿木町384「 

6 偸I?ｩYC�����,ﾓ3sSR�ダンプ 侈ｹthｻｸｼhｩH�檍���埼玉県草加市柿木町384「 

7 偸I?ｩYH��'S����,ﾓ3x�cSb�ダンプ 侈ｹthｻｸｼhｩH�檍���埼玉県草加市柿木町384「 

8 偸I?ｩYC�����,�3sY{��ダンプ 侈ｹthｻｸｼhｩH�檍���埼玉県草加市柿木町384「 

9 偸I?ｩYC�����,ﾓ3sS��ダンプ 侈ｹthｻｸｼhｩH�檍���埼玉県草加市柿木町384「 

10 偸I?ｩYC�����,ﾓ3sS��ダンプ 侈ｹthｻｸｼhｩH�檍���埼玉県草加市柿木町384-1 

11 偸I?ｩYC�����,���s����ダンプ 侈ｹthｻｸｼhｩH�檍���埼玉県草加市柿木町384-1 

12 偸I?ｩYC�����,��������ダンプ 侈ｹthｻｸｼhｩH�檍���埼玉県草加市柿木町384「 

丁3 偸I?ｩYH�S3���+ｸ�������ダンプ 侈ｹthｻｸｼhｩH�檍���埼玉県草加市柿木町384-1 

14 偸I?ｩYH��C����,(��S都��ダンプ 侈ｹthｻｸｼhｩH�檍���埼玉県草加市柿木町384-1 

15 偸I?ｩYH�������,ﾓs#b�ダンプ 侈ｹthｻｸｼhｩH�檍���埼玉県草加市柿木町384鵜1 

16 偸I?ｩYH�������,ﾓs#r�ダンプ 著ﾊｹthｻｸｼhｩH�檍���埼玉県草加市柿木町384-1 
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(10)株式会社ホクリク

住所:東京都足立区梅島1-26鵜20　　　　　　　　　　　　　丁巨」:03-3889-1521 

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

1 ��ｹzx�������,ﾓ���"�ダンプ 乘H�檍��7ｨ4�8ｨ4��東京都足立区椋鳥十26-20 

2 ��ｹzx�������,ﾘ��#�cb�ダンプ 乘H�檍��7ｨ4�8ｨ4��東京都足立区梅島1-26-20 

3 ��ｹzx���S����,ﾓ3#�B�ダンプ 乘H�檍��7ｨ4�8ｨ4��東京都足立区梅島1-26-20 

4 ��ｹzx�������,ﾓ3#�R�ダンプ 乘H�檍��7ｨ4�8ｨ4��東京都足立区梅島1-26-20 

5 ��ｹzx�������,ﾓ3CSR�ダンプ 乘H�檍��7ｨ4�6ﾘ4��東京都足立区梅島1-26-20 

6 ��ｹzx�������,ﾓ3S#R�ダンプ 乘H�檍��7ｨ4�8ｨ4��東京都足立区梅島十26-20 

7 ��ｹzx�������,ﾓ3c�"�ダンプ 乘H�檍��7ｨ4�8ｨ4��東京都足立区梅島十26-20 

8 ��ｹzx�������,ﾓ3c#B�ダンプ 乘H�檍��7ｨ4�8ｨ4��東京都足立区梅島十26-20 

.9 ��ｹzx�������,ﾘ��3sSb�ダンプ 乘H�檍��7ｨ4�8ｨ4��東京都足立区梅島1-26農20 

10 ��ｹzx�������,ﾓ3ssB�ダンプ ��h��ｩH�檍��7ｨ4�6ﾘ4��東京都足立区梅島1-26-20 

11 ��ｹzx�������,ﾓ3s釘�ダンプ 乘H�檍��7ｨ4�6ﾘ4��東京都足立区棺島1-26-20 

12 ��ｹzx�������,ﾓ3ゴb�ダンプ 乘H�檍��7ｨ4�8ｨ4��東京都足立区梅島1-26-20 

13 ��ｹzx�������,ﾘ��CC3"�ダンプ ���ｩH�檍��7ｨ4�8ｨ4��東京都足立区梅島十26-20 

14 ��ｹzx�������,ﾓC��2�ダンプ 乘H�檍��7ｨ4�8ｨ4��東京都足立区梅島1-26-20 

15 ��ｹzx�������,ﾓS�9{��ダンプ 乘H�檍��7ｨ4�8ｨ4��東京都足立区梅島1-26-20 

16 ��ｹzx�������,ﾓSs釘�ダンプ 乘H�檍��7ｨ4�6ﾘ4��東京都足立区梅島1-26-20 

17 ��ｹzx�������,ﾓc��"�ダンプ 乘H�檍��7ｨ4�8ｨ4��東京都足立区梅島1-26-20 

18 ��ｹzx�������,ﾓc#s2�ダンプ 乘H�檍��7ｨ4�8ｨ4��東京都足立区梅島十26-20 

19 ��ｹzx�������,ﾓc3#2�ダンプ 乘H�檍��7ｨ4�8ｨ4��東京都足立区梅島1-26-20 

20 ��ｹzx�������,ﾓcゴ"�ダンプ 乘H�檍��7ｨ4�8ｨ4��東京都足立区梅島1-26-20 

21 ��ｹzx�������,ﾘ��cピ��ダンプ 乘H�檍��7ｨ4�4��東京都足立区梅島1-26-20 

22 ��ｹzx�������,ﾓs�コ�ダンプ 乘H�檍��7ｨ4�4��東京都足立区梅島十26-20 

23 ��ｹzx�������,ﾓs�ッ�ダンプ 乘H�檍��7ｨ4�8ｨ4��東京都足立区梅島十26-20 

24 ��Xｷｸ�������,ﾓ�ccb�ダンプ 乘H�檍��7ｨ4�4��東京都足立区梅島1-26-20 

25 ��Xｷｸ�������,ﾓ�ss��ダンプ 乘H�檍��7ｨ4�8ｨ4��東京都足立区梅島1-26-20 

26 ��Xｷｸ���S����,ﾓ�ccb�ダンプ 乘H�檍��7ｨ4�4��東京都足立区梅島1-26-20 

27 ��Xｷｸ�������,ﾓ�ss��ダンプ 乘H�檍��7ｨ4�4��東京都足立区梅島1-26葛20 
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(1 「-1 )真和土木機工株式会社

住所;埼玉県三郷市幸房「41 2　　　　　　　　　　　　　　　丁巨」: 048-952-7707

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

1 偸I?ｩYC��(��,ﾓ��ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市幸房141之 

2 偸I?ｩYH�c�����.���"�ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市書房1412 

・3 偸I?ｩYC���,ﾓ2�ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市幸房1412 

4 偸I?ｩYC�3���,ｳB�ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市幸房「412 

5 偸I?ｩYC���-絣�ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市幸房1412 

6 偸I?ｩYC�3���-ﾓb�ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市幸房「412 

7 偸I?ｩYC���.H��r�ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市幸房1412 

8 偸I?ｩYC�����,ﾓ�����ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市書房1412 

9 偸I?ｩYC�����,ﾓ�#ィ�ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市幸房1412 

10 偸I?ｩYC�����,ﾓ�c3��ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市幸房14「2 

11 偸I?ｩYC�����,ﾓ�cc��ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市幸房1412 

12 偸I?ｩYC�����,ﾓ�sSb�ダンプ ����ｩ7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市幸房1412 

埠 偸I?ｩYC�����,ﾓ�sSr�筆ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市幸房1412 

14 偸I?ｩYC�����,ﾘ�S��Sb�ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市幸房1412 

15 偸I?ｩYC�����,ﾓ���r�ダンプ ����7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市書房1412 

16 偸I?ｩYC�3���+8��SS32�ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市幸房1412 

17 偸I?ｩYC�����,ﾓ3C#��ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市幸房1412 

18 偸I?ｩYC�����,ﾓ3C3"�ダンプ ����7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市幸房1412 

「9 偸I?ｩYC�����,ﾓ3C32�ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市書房1412 

20 偸I?ｩYC�����,ﾓ3CCB�ダンプ ����7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市幸房141之 

21 偸I?ｩYC�����,ﾓ3CCR�ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市幸房1412 

22 偸I?ｩYC�����,ﾓ3sc��ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市幸房1412 

23 偸I?ｩYC�����,ﾓ3sc2�ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市書房1412 

24 偸I?ｩYH�S����,ﾓ��SB�ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市書房1412 

25 偸I?ｩYC�����,ﾓ��Sb�ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市幸房1412 
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(1 1-2)真和土木機工株式会社

住所・埼玉県三郷市幸房1412　　　　　　　　　　　　　　　丁E」;048-952-7707 

26 偸I?ｩYC�����,ﾓ��Sr�ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市幸房1412 

27 偸I?ｩYC�����,ﾓ��S��ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市幸房1412 

28 偸I?ｩYC�����,ﾓ#c3b�ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市幸房1412 

29 偸I?ｩYC�����,ﾓ#塔b�ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市幸房1412 

30 偸I?ｩYC�����,ﾓ#塔r�ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市書房「412 

31 偸I?ｩYC�����,ﾓ3sc"�ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市書房1412 

32 儼��ﾈ�������,ﾓ#3R�ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市書房1412 

33 儼��ﾈ�������,ﾓ��{唐�ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市幸房1412 

34 儼薄綿��ﾄ���,ﾘ��,C�s��ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市書房14「2 

35 ��ｹzx���3���/���C��ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市幸房1412 

36 ��ｹzx���3���*H��C2�ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市幸房1412 

37 ��ｹzx�������*ｸ��3�湯�ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市幸房1412 

38 ��ｹzx����8��*���ssr�ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市幸房1412 

39 ��ｹzx����(��*ﾘ��332�ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市幸房1412 

40 ��ｹzx����(��*�SR�ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市幸房1412 

41 ��ｹzx�ﾈ���S����*���sSSR�ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市書房1412 

42 ��ｹzx�������*���sSSb�ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市書房1412 

43 ��ｹzx�������*涛�#"�ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市書房1412 

44 ��ｹzx�������*涛�cb�ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市幸房1412 

45 ��ｹzx�������*ｸ��ss��ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市書房1412 

46 ��ｹzx�������*����3S2�ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市幸房1412 

4了 ��ｹzx�������*ｸ��3湯�ダンプ ����7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市幸房1412 

48 ��ｹzx�������*ｳ�涛B�ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市幸房141之. 

49 ��ｹzx�������,ﾘ��cc3��、　ダンプ ��驢�7冦斡�ﾔ茜H�檍���埼玉県三郷市幸房1412 
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(1 2)株式会社京葉建設

住所:千葉県船橋市三山1 -44-9　　　　　　　　　　　　　　丁亡」: 047-409「401

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

1 ��ｹzx������.x��3鼎b�ダンプ 乘H�檍��ｹ駢Hﾉｩ�ﾒ�千葉県船橋市三山上44-9 

2- 做ｸ躡nﾃ���+ﾘ��"�ダンプ 乘H�檍��ｹ駢Hﾉｩ�ﾒ�千葉県船橋市三山上44-9 

3 做ｸ躡nﾃ�����.���R�ダンプ 乘H�檍��ｹ駢Hﾉｩ�ﾒ�千葉県船積市三山1-44-9 

4 做ｸ躡nﾃ�3���,h��b�ダンプ 乘H�檍��ｹ駢Hﾉｩ�ﾒ�千葉県船橋市三山1葵44-9 

5 做ｸ躡nﾃ���,�����ダンプ 乘H�檍��ｹ駢Hﾉｩ�ﾒ�千葉県船橋市三山1-44-9 

6 做ｸ躡nﾃ�3�+8����ダンプ 乘H�檍��ｹ鞏伊ｩ�ﾒ�千葉県船橋市三山1-44-9 

7 做ｸ躡nﾃ�3���-3�2�ダンプ 乘H�檍��ｹ駢Hﾉｩ�ﾒ�千葉県船橋市三山1-44-9 

8 做ｸ躡nﾃ�3���,#�B�ダンプ 乘H�檍��ｹ鞏伊ｩ�ﾒ�千葉県船橋市三山1-44-9 

9 做ｸ躡nﾃ�3���-��R�ダンプ 乘H�檍��ｹ鞏伊ｩ�ﾒ�千葉県船橋市三山1-44-9 

10 做ｸ躡nﾃ�3���,ﾓ�r�ダンプ 乘H�檍��ｹ鞏伊ｩ�ﾒ�千葉県船橋市三山1-44-9 

11 做ｸ躡nﾃ�3���+ﾓ���ダンプ 乘H�檍��ｹ鞏伊ｩ�ﾒ�千葉県船橋市三山1ト44-9 

12 做ｸ躡nﾃ�3���,｣#��ダンプ 乘H�檍��ｹ駢Hﾉｩ�ﾒ�千葉県船橋市三山1-44-9 

13 做ｸ躡nﾃ�3���+ｸ��#��ダンプ 乘H�檍��ｹ駢Hﾉｩ�ﾒ�千葉県船橋市三山十44-9 

14 做ｸ躡nﾃ�3���,H��#"�ダンプ 乘H�檍��ｹ駢Hﾉｩ�ﾒ�千葉県船橋市三山1-44-9 

15 做ｸ躡nﾃ�3���+ｸ��#2�ダンプ 乘H�檍��ｹ駢Hﾉｩ�ﾒ�千葉県船橋市三山1-44-9 

16 做ｸ躡nﾃ�3���+ｸ��#B�ダンプ 乘H�檍��ｹ駢Hﾉｩ�ﾒ�千葉県船橋市三山1-44-9 

「7 做ｸ躡nﾃ�3���+�#b�ダンプ’ 乘H�檍��ｹ鞏伊ｩ�ﾒ�千葉県船橋市三山上44葛9 

「8 做ｸ躡nﾃ�3���+ｸ��#r�ダンプ 乘H�檍��ｹ鞏伊ｩ�ﾒ�千葉県船橋市三山1-44-9 

19 做ｸ躡nﾃ�3���+�#��ダンプ 乘H�檍��ｹ鞏伊ｩ�ﾒ�千葉県船橋市三山1-44-9 

20 做ｸ躡nﾃ�3���+ｸ��8�R�ダンプ 乘H�檍��ｹ駢Hﾉｩ�ﾒ�千葉県船橋市三山1-44-9 

21 做ｸ躡nﾃ�3���+x��3"�ダンプ 乘H�檍��ｹ鞏伊ｩ�ﾒ�千葉県船橋市三山上44葛9 

22 做ｸ躡nﾃ�3���+s3b�ダンプ 乘H�檍��ｹ駢Hﾉｩ�ﾒ�千葉県船橋市三山1-44-9’ 

23 做ｸ躡nﾃ�3���+ﾘ��3r�ダンプ 乘H�檍��ｹ駢Hﾉｩ�ﾒ�千葉県船橋市三山上44-9 
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(1 3)太陽ジオテック株式会社

住所:東京都足立区東綾瀬2-4「 9　　　　　　　　　　　　　丁E」: 03-3688-8581

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

「 ��89h葺�������,ﾓ33��ダンプ ��駢ｨ5x4�6X6(4隧H�檍���東京都足立区東綾瀬2-4「9 

2 ��89h蕪�����,ﾓ33��ダンプ ��駢ｨ5x4�6X6(4隧H�檍���東京都足立区束綾瀬2-4-19 

3 ��89h葺�������,ﾓs�r�ダンプ ��駢ｨ5x4�6X6(4隧H�檍���東京都足立区東綾瀬2-4-19 

4 ��89h蕪�����,ﾓs���ダンプ ��駢ｨ5x4�6X6(4隧H�檍���東京都足立区東綾瀬2-4-19 

5 ��89h蕪�����,ﾓ��#b�ダンプ ��駢ｨ5x4�6X6(4隧H�檍���東京都足立区東綾瀬2-4-19 

6 ��89h蕪�����,ﾓ�SSr�ダンプ ��駢ｨ5x4�6X6(4隧H�檍���東京都足立区東綾瀬2賀4-19 

7 ��89h葺�S����,ﾓ�SS��ダンプ ��駢ｨ5x4�6X6(4隧H�檍���東京都足立区東綾瀬2-4-19 

8 ��89h蕪�����,ﾓ33���ダンプ ��駢ｨ5x4�6X6(4隧H�檍���東京都足立区東綾瀬2-4-19 

9 ��89h蕪�3���+ｸ��33���ダンプ ��駢ｨ5x4�6X6(4隧H�檍���東京都足立区束綾瀬2-4-19 

(1 4)豊島土木株式会社

住所:東京都北区豊島2-7-1 2　　　　　　　　　　　　　　　丁E」: 03喜3608-8741

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

1 偸I?ｩYC�3���+3����ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2-7-12 

2 偸I?ｩYC�3���+x��#���ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2-7-12 

3 偸I?ｩYC�3���,���3���ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2-7-12 

4 偸I?ｩYC�3���+鼎���ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2-7「2 

5 偸I?ｩYC�3���+鉄��R�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2-7-12 

6 偸I?ｩYC�3���+ﾘ��s��R�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2-7-12 

7 偸I?ｩYC�3���+田���ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2-7-12 

8 偸I?ｩYC�3���+�������ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2-7-12 

9 偸I?ｩYC�3���*(�S����ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2-7-12 

10 偸I?ｩYC�3���*������ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2-了-12 

1「 偸I?ｩYC�3���*����"�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2-7「2 

12 偸I?ｩYC�3���*����2�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2-7-12 

13 偸I?ｩYC�3���*���ィ�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2-7-12 

14 偸I?ｩYC�3���*���コ�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2-7-12 

15 偸I?ｩYC�3���*���ビ�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2-7-12 

16 偸I?ｩYC�3���*���モ�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2-7-12・ 

17 偸I?ｩYC�3���*���ヲ�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2-7-12 

18 偸I?ｩYC�3���+3�����ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2-7-12 

19 偸I?ｩYC�3���+������ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2-7-12 

20 偸I?ｩYC�3���+3���2�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2-7-12 

21 偸I?ｩYC�3���+3���B�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2-了-12 

22 偸I?ｩYC�����,ﾓ��S�R�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2-7-12 

23 偸I?ｩYC�����,ﾓ���b�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2-7-12 

24 偸I?ｩYH�S����,ﾘ�SCC��ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2-7-12 
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(15)有限会社クロダ土木

住所:埼玉県三郷市鷹野2-396　　　　　　　　　　　　　　　丁巨」: 048-953-9675

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

1 偸I?ｩYC�3(��*#����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��4�8ﾘ5�7冦��埼玉県三郷市鷹野2-396 

2 偸I?ｩYC�3���+���3���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�8ﾘ5�7冦��埼玉県三郷市鷹野2-396 

3 偸I?ｩYC�3���*ﾘ��c����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��4�8ﾘ5�7冦��埼玉県三郷市鷹野2-396 

4 偸I?ｩYC�����*ﾘ�������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��4�8ﾘ5�7冦��埼玉県三郷市鷹野2-396 

5 偸I?ｩYC���*ｳ�����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��4�8ﾘ5�7冦��埼玉県三郷市鷹野2-396 

6 偸I?ｩYC�����*�#����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��4�8ﾘ5�7冦��埼玉県三郷市鷹野2-396 

7 偸I?ｩYC�����*ｸ��3����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��4�8ﾘ5�7冦��埼玉県三郷市鷹野2-396 

8 偸I?ｩYC���*���S����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��4�8ﾘ5�7冦��埼玉県三郷市鷹野2-396 

′9 偸I?ｩYC�����*鉄c���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��4�8ﾘ5�7冦��埼玉県三郷市鷹野2-396 

10 偸I?ｩYC�����*鉄c�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��4�8ﾘ5�7冦��埼玉県三郷市鷹野2-396 

11 偸I?ｩYC�����*鼎ツ"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��4�8ﾘ5�7冦��埼玉県三郷市鷹野2-396 

12 ��ｹzx�������,ﾘ��#c�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��4�8ﾘ5�7冦��埼玉県三郷市鷹野2-396 

13 偸I?ｩYC�����*鉄ャ��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��4�8ﾘ5�7冦��埼玉県三郷市鷹野2-396 

14 ��ｹzx�������,ﾓ#Sコ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��4�8ﾘ5�7冦��埼玉県三郷市鷹野2-396 

15 ��ｹzx�������,ﾓ�#S��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��4�8ﾘ5�7冦��埼玉県三郷市鷹野2-396 

(1 6)株式会社西澤興業

住所:埼玉県Jl旧市赤井3「 3←1 8　　　　　　　　　　　　　　TE」: 048-284-721 8

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

1 傴ﾉgｸ�������.x��cB�ダンプ 乘H�檍���ﾎ�hｻｸｼb�埼玉県川口市赤井3「3「8 

2 ��Xｷｸ�������.x���"�ダンプ 乘H�檍���ﾎ�hｻｸｼb�埼玉県川口市赤井3-13-18 

3 ��Xｷｸ�������.s�C��ダンプ 乘H�檍���ﾎ�hｻｸｼb�埼玉県川口市赤井313-18 

4 ��Xｷｸ�������.s�Y{��ダンプ 乘H�檍���ﾎ�hｻｸｼb�埼玉県川口市赤井3-13-18 

5 ��Xｷｸ�������+��c��ダンプ 乘H�檍���ﾎ�hｻｸｼb�埼玉県川口市赤井3-13「8 

6 ��Xｷｸ�������.s�s��ダンプ 乘H�檍���ﾎ�hｻｸｼb�埼玉県川口市赤井3-13-18 

7 ��Xｷｸ�������.s�s��ダンプ 乘H�檍���ﾎ�hｻｸｼb�埼玉県川口市赤井3輸13-18 

8 ��Xｷｸ�������.s�s"�ダンプ 乘H�檍���ﾉLｸｻｸｼb�埼玉県川口市赤井3-13-「8 

9 ��Xｷｸ�������.s�s2�ダンプ 乘H�檍���ﾎ�hｻｸｼb�埼玉県川口市赤井3「3-18 

10 ��Xｷｸ�������.s����ダンプ 乘H�檍���ﾎ�hｻｸｼb�埼玉県川口市赤井3-13-18 

1「 ��Xｷｸ�������.s��"�ダンプ 乘H�檍���ﾎ�hｻｸｼb�埼玉県川口市赤井3-13-18 

「2 ��Xｷｸ�������.s��2�ダンプ 乘H�檍���ﾎ�hｻｸｼb�埼玉県川口市赤井3-」3-18 

13 ��Xｷｸ�������,ﾘ��#3�R�ダンプ 乘H�檍���ﾎ�hｻｸｼb�埼玉県川口市赤井3-13「8 

14 ��Xｷｸ�������,ﾓ#3�b�ダンプ 乘H�檍���ﾎ�hｻｸｼb�埼玉県川口市赤井3-13「8 

15 ��Xｷｲ������,ﾓ#cC2�ダンプ 乘H�檍���ﾎ�hｻｸｼb�埼玉県」l旧市赤井3「3-18 
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(1 7)株式会社石峰興業

住所:埼玉県川口市朝日6「9葛7　　　　　　　　　　　　　　丁E」:048賀224-4704

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

1 ��ﾈﾏｸ���������,ﾓ�b�ダンプ 乘H�檍���饑Hｻｸｼb�埼玉県川口市朝日6「9-7 

2 ��ﾈﾏｸ���������,ﾘ�Sr�ダンプ 乘H�檍���饑Hｻｸｼb�埼玉県川口市朝日6-「9-7 

3 ��ﾈﾏｸ���������,ﾓ���ダンプ 乘H�檍���鞐綾ｸｼb�埼玉県川古市朝日619-7 

4 ��ﾈﾏｸ�������+8��#��R�ダンプ 乘H�檍���饑Hｻｸｼb�埼玉県川口市朝日6-19-7 

5 ��ﾈﾏｸ�������+8��#��b�ダンプ 乘H�檍���鞐綾ｸｼb�埼玉県川口市朝日6「9-7 

6 ��Xｷｸ�������,ﾓ3Cコ�ダンプ 乘H�檍���鞐綾ｸｼb�埼玉県川口市朝日6-19-7 

7 ��Xｷｸ�������,ﾓ3Cッ�ダンプ 乘H�檍���鞐綾ｸｼb�埼玉県川口市朝日6「9-7 

8 ��Xｷｸ�������,ﾓ3C迭�ダンプ 乘H�檍���鞐綾ｸｼb�埼玉県川口市朝日6-19-7 

9 ��Xｷｸ�������,ﾓ3S3R�ダンプ 乘H�檍���饑Hｻｸｼb�埼玉県川口市朝日6-19-7 

10 ��Xｷｸ�������,ﾓ3S3b�ダンプ 乘H�檍���鞐綾ｸｼb�埼玉県川口市朝日6-19-7 

1「 ��Xｷｸ�������,ﾓ3SSb�ダンプ 乘H�檍���鞐綾ｸｼb�埼玉県川口市朝日6-19-7 

12 ��Xｷｸ�������,ﾘ��3SSr�ダンプ 乘H�檍���鞐綾ｸｼb�埼玉県」i旧市朝日6-19-7 

13 ��Xｷｸ�������,ﾓ3ScB�ダンプ 乘H�檍���鞐綾ｸｼb�埼玉県川口市朝日6-「9-7・ 

14 ��Xｷｸ���S����,ﾓ3Scb�ダンプ 乘H�檍���鞐綾ｸｼb�埼玉県川口市朝日6-19-7 

(1 8)有限会社中村建興業

住所:東京都葛飾区南水元4-5葛9　　　　　　　　　　　　　　丁巨」 : 03-3600-9036

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

1 ��ｹzx�������,ﾘ��#3�b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��(i�ｨﾉｨｻｸｼb�東京都葛飾区南水元4-5-9 

之 ��ｹzx�������,ﾓ3sコ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��(i�ｨﾉｨｻｸｼb�東京都葛飾区南水元4-5-9 

3 ��ｹzx�������,ﾓ3ピ��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��(i�ｨﾉｨｻｸｼb�東京都葛飾区南水元4-5-9 

4 ��ｹzx���3���+8����3b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��(i�ｨﾉｨｻｸｼb�東京都葛飾区南水元4-5-9 
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(1 9)株式会社協同興業

住所:東京都足立区西伊興2-1 0-26　　　　　　　　　　　　　丁巨」: 03-3853-6388

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

1 ��ｹzx���3���+8��3��b�ダンプ 乘H�檍��ｺi:�ｸｼb�東京都足立区西伊興2「0-26 

2 ��ｹzx���3���+8��3��r�ダンプ 乘H�檍��ｺi:�ｸｼb�東京都足立区西伊興之-10-26 

3 ��ｹzx���3���+8��3����ダンプ 乘H�檍��ｺi:�ｸｼb�東京都足立区西伊興2-10-26 

4 ��ｹzx���3���+8��ャ���ダンプ 乘H�檍��ｺi:�ｸｼb�東京都足立区西伊興2「0-26 

5 ��ｹzx���3���+8��3�#��ダンプ 乘H�檍��ｺi:�ｸｼb�東京都足立区西伊興2-10-26 

6 ��ｹzx���3���+8��3�#��ダンプ 乘H�檍��ｺi:�ｸｼb�東京都足立区西伊興2-10-26 

7 ��ｹzx�������,ﾓS�3"�ダンプ 乘H�檍��ｺi:�ｸｼb�東京都足立区西伊興2-10-26 

8 ��ｹzx�������,ﾓc��B�ダンプ 乘H�檍��ｺi:�ｸｼb�東京都足立区西伊興2-「0-26 

9 ��ｹzx�������,ﾘ��c�x�R�ダンプ 乘H�檍��ｺi:�ｸｼb�東京都足立区西伊興2-10-26 

10 ��ｹzx�������,ﾘ��c#3��ダンプ 乘H�檍��ｺi:�ｸｼb�東京都足立区西伊興2「0-26 

11 ��ｹzx�������,ﾘ��ccs��ダンプ 乘H�檍��ｺi:�ｸｼb�東京都足立区西伊興2-10-26 

12 ��ｹzx�������,ﾓcs���ダンプ 乘H�檍��ｺi:�ｸｼb�東京都足立区西伊興2-10-26 

13 ��ｹzx�������,ﾓc�3��ダンプ 乘H�檍��ｺi:�ｸｼb�東京都足立区西伊興2-10-26 

14 ��ｹzx�������,ﾓc�3��ダンプ 乘H�檍��ｺi:�ｸｼb�東京都足立区西伊興2「0-26 


