
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年ル月　/8　日 

東京都知事　殿 

届出者器東言語撃⑩ 

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域こついて、次 

のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所在地 佝HﾆI�9dﾈ�Y8xｮﾒ運8鹵ﾂ� 

汚染土壌の特定有害物質による汚 �7��ｹv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘsｨ5ｩ_iwx+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ���N��hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ����六価クロム化合物、鉛及びその化合物、ふっ素及びその化合物 

染状態 �7��ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ顏�W94ｸﾘsｨ僣ｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ��

孝詳細は添付書類1のとおり 

汚染土壌の体積 �8��3ヲ紊�-��������越h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�(,ﾈ,h*�.��

汚染土嬢の運搬の方法 ����zH�8暮L�一�:竟B���t�zH�8暮L�一�:竟B��
春詳細は添付書類3のとおり臆 

汚染土域を運搬する者の氏名又は名称 乘H�檍��6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�

汚染土壌を処理する者の氏名又は名称 �����(ﾔ鮎hｩH�檍�����9�ﾈ8ｨ5H484�8ｸ5ｨ985��ｲ�
②　株式会社東興開発　市川塩浜工場 

汚染土壌を処理する施設の所在地 �����(ﾔ鮎hｩH�檍���9�ywHﾊx�9�ﾈ�9?�i9�i*ﾃ)MI&靫��
⑧　株式会社東興開発…千薬県市川市塩浜二丁目16番6,7,8の一部 

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���ﾈ��?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ3�D綛ﾈ�#�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ3�D綺�yJ8+R�

汚染土域の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ3�D繆活椶�

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 ��ﾈ<��
添付書類4のとおり 

領替えを行う場所の所在地並びに所有 者の氏名又は名称及び連絡先(運搬の際 �����������������������ﾈ�"������h*h,�+X��������������Ecゅ�ﾏｲﾃ���

、積替えを行う場合に限る。) 仭�xYe�蒻��齷)��

保管施設の所在地並びに所有者の氏名 �ｸ�ｼxｬ(郢�ﾙ��YB�

又は名称及び連絡先(保管施設を用いる 場合に限る。) 朝]ｸｬx,�+X��������������������������������H､ｹgXﾛｩ�霪h�b�

(避経書きし環境賦会社　　担当者‥書冊: 

備考1この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2　氏名(法人にあってほぞの代表者の氏名)を寵載し、押印することに代えて、本人(法

人にあってほぞの代表者)が署名することができる。



3・汚染の場所を明らかにした形質変更時要届出区域の図面

00田



5-2運搬フロー図

【形質変更時要届出区域等の所在地】東京都江東区大島8丁目40番13号(住居表示)

東京都江東区大島8丁目223番5, 223番6, 254番3 (地番表示)

汚染土壌　セレン溶出0.011mg/L-0、067mg/L

枇素溶出0.013皿官旭へ1.-5皿g仙(第二溶出量基準超過)

六価クロム溶出0、31皿g他へ1.8皿dL(第二溶出量基準超過)

鉛溶出0.011mgIL-0.071皿g/L

ふっ素溶出1裏O皿g几一2.2皿轡几

鉛含有160町g仕gへ1600皿dkg

陸運

【運搬受託者】　株式会社ハーモセレ　東京支店

住所:東京都中央区新川1丁目19番了号

YOSHIKAWA BLDG.2F

【荷姿】　ダンプトラック十シート掛け

【処理施設】　泉工業株式会社

市川リサイクルセンター

住所:千葉県市川市二俣新町22番1

【種類】分別等処理施設(異物除去)

【許可番号】第0780001001号

【処理施設】株式会社克典開発

市川塩浜工場

住所:千葉県市川市塩浜二丁目16番6、
7、 8の一部

【種類】分別等処理施設〈異物除去)

【許可番号】第0780001003号
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添付書類4

6.汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

6 - 1運搬受託者及び運搬請負者リスト

運搬受託者
株式会社ハーモセレ 東京都中央区新川1丁目19番7号

YOSHIKAWA BLDG.2階 TEし　O3-3553-6827

自動車登録番号 又は車輌番号 倆I�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l 做ｸ躡nﾈ���3�*c�����ダンプ 乘H�檍��6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�東京都中央区新川1丁目19番7号YOSHIIくAWABしDG.2階 

2 做ｸ躡nﾈ���3���*����"�ダンプ 乘H�檍��6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�東京都中央区新川1丁目19番7号YOSH肱AWABLDG.2階 

3 做ｸ躡nﾈ���3���*ｳ���2�ダンプ 乘H�檍��6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�東京都中央区新川l丁目19番7号YOSHIKAWABしDG.2階 

運搬請負者
株式会社義建　　　　　　　　　　東京都江戸川区春江町2-1 2-6

TEし　O3-5664-3383

自動車登録番号 又は車軸番号 ����ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��ｹzx����h��/���ﾂ�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2-12-6 

2 ��ｹzx����H��*���2�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春‡工町2-12-6 

3 ��ｹzx�������*ｸ����ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春手工町2-12-6 

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

5 ��ｹzx���3�*c����ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区蕃江町2-12-6 

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

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

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

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

10 ��ｹzx���3���+�����b�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区蕃江町2-12-6 

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

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

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

14 ��ｹzx���3���*H���2�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町212-6 
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運搬請負者
明和土木興業株式会社　　　　　　埼玉県川口市東領家2-3-12

TEし　O48-798-6684 

自動車登録番号 又は車輌番号 倆I�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��Xｷｸ�������,ﾘ��ピr�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-3-12 

2 ��Xｷｸ�������,ﾓ��32�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東顕家2-3-12 

3 ��Xｷｸ�������,ﾓ��3B�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-312 

4 ��Xｷｸ�������,ﾓ�#�b�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東嶺家2-312 

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

6 ��Xｷｸ�������,ﾓ�##��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口南東領家2-3-12 

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

8 ��Xｷｸ�������,ﾓ�#3"�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口南東領家2-3-12 

9 ��Xｷｸ�������,ﾓ�##R�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東嶺家2-3置12 

10 ��Xｷｸ�������,ﾓ�s�2�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-312 

ll ��Xｷｸ�������,ﾘ��#3sb�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県II旧市東領家2置3-12 

12 ��Xｷｸ�������,ﾘ��ﾔャ�R�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-312 

13 ��Xｷｸ�������,ﾘ��#3sr�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-312 

14 ��Xｷｸ�������,ﾓ��#r�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口南東領家2-3-12 

15 ��Xｷｸ���3���+8��#�3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-3-12 

16 ��Xｷｸ���3���+���#36ﾂ�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-3-12 

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

18 ��Xｷｸ���3���+8��#Svﾂ�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-3-12 

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

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

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

22 ��Xｷｸ�������,ﾓ��C��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-312 

23 ��Xｷｸ���3���+8��#�3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-3-12 

24 ��Xｷｸ���3���+8��#�3"�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-3-12 

25 ��Xｷｸ���3���+8��#�32�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-3-12 

26 ��Xｷｸ���3���+8��#c3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-3-12 

27 ��Xｷｸ���3���+8��#c���ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県)I旧市東頼家2-3-12 

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

29 ��Xｷｸ���3���+8��#s#��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-3-12 

30 ��Xｷｸ���3���+8��#s#"�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2葛3-12 

31 ��Xｷｸ���3���+8��#s3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県)i旧市東領家2-3-12 

運搬請負者
株式会社アサヒ興業　　　　　　　東京都江戸川区東葛西4-46-9

TEし　O3-5667-5225 

自動車登録番号 又は車軸番号 倆I�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l 做ｸ躡nﾈ�������,ﾘ��#3Sr�ダンプ 乘H�檍��4�5H7�ｻｸｼb�東京都江戸川区東葛西4-46-9 

2 做ｸ躡nﾈ�������,ﾘ��#3S��ダンプ 乘H�檍��4�5H7�ｻｸｼb�東京都江戸川区東萬西互-46-9 

運搬請負者
有限会社まかばら　　　　　　　　東京都足立区六木3-20-2

TEし　O3-3606-1296 

自動車登録番号 又は車輌番号 倆I�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��ｹzx���3���+8��S�3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��-ﾈ*�,�.r�東京都足立区六木3-20-2 

2 ��ｹzx�������,ﾘ��Cs�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��-ﾈ*�,�.r�東京都足立区六木3-20-2 

3 ��ｹzx�������,ﾘ��C�s��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��-ﾈ*�,�.r�東京都足立区六木3-20-2 

4 ��ｹzx�������,ﾘ��C3���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��-ﾈ*�,�.r�東京都足立区六木3-20-2 

5 ��ｹzx�������,ﾘ��S����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��-ﾈ*�,�.r�東京都足立区六木3-20-2 

6 ��ｹzx�������,ﾘ��Ss湯�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��-ﾈ*�,�.r�東京都足立区六木3-20-2 

7 ��ｹzx�������,ﾘ��c3#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��-ﾈ*�,�.r�東京都足立区六木3-20-2 



運搬請負者
株式会社オガタ商事　　　　　　　埼玉県八潮市八潮3-17-27

TEし　O489-96-5556

自動車登録番号 又は車輌番号 倆I�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l 偸I?ｩYH�������,ﾓ�����ダンプ 乘H�檍��4�4ｸ5顫H饕�埼玉県八潮市八潮3-17-27 

2 偸I?ｩYH�������,ﾓ��#��ダンプ 乘H�檍��4�4ｸ5顫H饕�埼玉県八潮市八潮3-17-27 

3 偸I?ｩYH�������,ﾓ�3Cb�ダンプ 乘H�檍��4�4ｸ5顫H饕�埼玉県八潮市八潮3-17-27 

4 偸I?ｩYH�������,ﾓ�鼎��ダンプ 乘H�檍��4�4ｸ5顫H饕�埼玉県八潮市八潮3-17-27 

5 偸I?ｩYH�������,ﾘ��#�S2�ダンプ 乘H�檍��4�4ｸ5�>ﾈﾅ"�埼玉県八潮市八潮3-17-27 

6 偸I?ｩYH�������,ﾘ��#S�"�ダンプ 乘H�檍��4�4ｸ5顫I���埼玉県八潮市八潮3-17-2了 

7 偸I?ｩYH�������,ﾘ��3Cヲ�ダンプ 乘H�檍��4�4ｸ5顫H饕�埼玉県八潮市八潮3-17-27 

8 偸I?ｩYH�������,ﾘ��3S3r�ダンプ 乘H�檍��4�4ｸ5顫I�"�埼玉県八潮市八潮3-17-2了 

運搬請負者
有限会社エールプラン　　　　　　東京都江戸川区西瑞江5-14-58

TEし　O48-798-668を

自動車登録番号 又は車輔番号 倆I�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 做ｸ躡nﾈ�������,ﾘ��#ゴ��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��4x�ｸ8ｸ7h8�92�東京都江戸川区西瑞江5-14-58 

2 做ｸ躡nﾈ�������,ﾘ��#sC2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��4x�ｸ8ｸ7h8�92�東京都江戸川区西瑞江514-58 

3 做ｸ躡nﾈ�������,ﾘ��#�#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��4x�ｸ8ｸ7h8�92�東京都江戸川区西瑞江514-58 

4 做ｸ躡nﾈ�������,ﾘ��3�s��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��4x�ｸ8ｸ7h8�92�東京都江戸川区西瑞江5-14-58 

5 做ｸ躡nﾈ�������,ﾘ��#ツ��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��4x�ｸ8ｸ7h8�92�東京都江戸川区西瑞江5-14-58 

6 做ｸ躡nﾈ�������,ﾘ��#sFﾂ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��4x�ｸ8ｸ7h8�92�東京都江戸川区西瑞江5-14-58 

7 做ｸ躡nﾈ�������,ﾘ��3�s��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��4x�ｸ8ｸ7h8�92�東京都江戸川区西瑞江5-14-58 

運搬請負者
有限会社戸舘総菜　　　　　　　東京都江戸川区小松川3-14-4-305

TEし　O3-3655-1865 

自動車登録番号 又は軍師番号 倆I�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l ��ｹzx���3���-�����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｸｭｩ�ﾘﾝ��東京都江戸川区小松川314-4-305 

2 ��ｹzx���3���,ｳ����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����ﾌｸｭｩ�ﾘﾝ��東京都江戸川区小松川3-14-4-305 

3 ��ｹzx���3���+ﾘ��3���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｸｭｩ�ﾘﾝ��東京都江戸川区小松川3-宣4-4-305 

4 ��ｹzx���3���,ｳ�3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｹ���ﾘﾝ��東京都江戸川区小松川3-14-4-305 

5 ��ｹzx���3���,(��#���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｸｭｩ�ﾘﾝ��東京都江戸川区小松川3-14-4-305 

6 ��ｹzx���3���+���C���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｹi��ﾘﾝ��東京都江戸川区小松川3-14-4-305 

運搬請負者
株式会社三尾アドバンス　　　　　東京都大田区本羽田l-27-4-601

TEし　O3-3741-8150 

自動車登録番号 又は車繭番号 剋ﾔ体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 傴ｲ�訓i1　130　そ　51 �5�987b�株式会社三尾アドバンス �8ﾈｹ�79�Y68ｾigｸ秤66ﾂﾓ#rﾓBﾓc���

2 俾ﾒ�訓1130　す　53 �5�987b�株式会社三尾アドバンス �8ﾈｹ�79�Y68ｾigｸ秤63�ﾓ#rﾓBﾓc���

3 儼��訓i　130　た　58 �5�987b�株式会社三尾アドバンス �8ﾈｹ�79�Y68ｾigｸ秤63�ﾓ#rﾓBﾓc���

4 鋳�i崎　130　あ　8880 �5�987b�株式会社三尾アドバンス �8ﾈｹ�79�Y68ｾigｸ秤63�ﾓ#rﾓBﾓc���

5 鋳�i崎　130　あ　8881 �5�987b�株式会社三尾アドバンス �8ﾈｹ�79�Y68ｾigｸ秤63�ﾓ#rﾓBﾓc���

6 鳴�l崎　130　あ　8882 �5�987b�株式会社三尾アドバンス �8ﾈｹ�79�Y68ｾigｸ秤66ﾂﾓ){蔦Bﾓc���

7 ��ﾈﾞ����3���*���ャ�2��5�987b�株式会社三尾アドバンス �8ﾈｹ�79�Y68ｾigｸ秤66ﾂﾓ#rﾓBﾓc���

8 ��ﾈﾞ��������*���33�B��5�987b�株式会社三尾アドバンス �8ﾈｹ�79�Y68ｾigｸ秤66ﾂﾓ#x自�"ﾓc�ﾂﾂ�

9 ��ﾈﾞ��������*���33�R��5�987b�株式会社三尾アドバンス �8ﾈｹ�79�Y68ｾigｸ秤63�ﾓ#rﾓBﾓc���

10 鋳�i崎　100　か　3311 �5�987b�株式会社三尾アドバンス �8ﾈｹ�79�Y68ｾigｸ秤63�ﾓ#rﾓBﾓc���

11 鋳��I崎　100　か　3408 �5�987b�株式会社三尾アドバンス �8ﾈｹ�79�Y68ｾigｸ秤63�ﾓ#rﾓBﾓc���



運搬請負者
有限会社伊藤総菜　　　　　　　東京都江戸川区上篠崎4-23-10102

TEし　O3-5666-3168

自動車登録番号 又は車輔番号 倆I�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��ｹzx�����+ﾓ����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4-23-10-102 

2 ��ｹzx�������+ｸ��##"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4-23-10-102 

3 ��ｹzx�������,ﾈ��332�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4-23-工0-102 

4 ��ｹzx���3���+���CCB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4-23-10-102 

5 ��ｹzx�������+���SSR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾛ��東京都江戸川区上篠崎4-23-10-102 

6 ��ｹzx���3���+���ccb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4-23-10-102 

7 ��ｹzx�����+8��ssr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ｼb�東京都江戸川区上篠崎4-2310-102 

8 ��ｹzx�������+ﾘ��ャ��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都手工戸川区上篠崎4-23-10102 

9 ��ｹzx���3���+ｸ��涛��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4-23-10-102 

10 ��ｹzx���3���+8��ss��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4-23-10-102 

工1 ��ｹzx���3���+8��s���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4-23-10-102 

12 ��ｹzx���3���+8��s���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4-23-10-102 

13 ��ｹzx���3���+8��s�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4-23-10-102 

14 ��ｹzx���3���+8��s�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4-23-10-10釜 

15 做ｸ躡nﾈ���3���,������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4-23-10-102 

16 ��ｹzx���3���,h�����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��.�:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4-23-10-102 

17 ��ｹzx���3���+ﾘ��#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4-23書10-102 

18 ��ｹzx���3���,(��3��ダンプ 帝tﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4-23-10-102 

19 ��ｹzx���3���,h��C��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4-23-10-102 

20 ��ｹzx���3���+x��s#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4-23-10-102 

運搬請負者
エステートサービス　株式会社　　　　　東京都江東区塩浜2-8-16

TEし　O3-6806-2572

自動車登録番号 又は車輔番号 倆I�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��ｹzx���3���*ﾘ��s���ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5���ｩH�檍���東京都江東区塩浜2-8-16 

2 ��ｹzx���3���*H��s���ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2-8-16 

3 ��ｹzx���3���*H��s3��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2-8-16 

4 ��ｹzx���3���*(��sS��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2-8-16 

5 ��ｹzx���3���*���sc��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2-8葛16 

6 ��ｹzx���3���*(��ss��ダンプ �4x5�6X�ｸ*�7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2-8-16 

了 ��ｹzx���3���*ﾘ������ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2「8-16 

8 ��ｹzx���3���*H������ダンプ �4x5�6X�ｸ*�7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2-8-16 

9 ��ｹzx���3���+����#��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2-8-16 

10 ��ｹzx���3���*����3��ダンプ �4x5�6X�ｸ*�7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2-8-16 

u ��ｹzx���3���+8��ツ��ダンプ �4x5�6X�5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2-8-16 

12 ��ｹzx���3���+8��ピ��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2-8-16 

13 ��ｹzx���3���+8��ャ��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2-8-16 

14 ��ｹzx���3���+x��ゴ��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2-8-16 

15 ��ｹzx���3���+x��s���ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2-8-16 

16 ��ｹzx�������.H�������ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ,h�h5茜H�檍���東京都江東区塩浜2-816 

17 ��ｹzx���3���+x�����ﾂ�ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2-8-16 

18 ��ｹzx����ﾔ�3���+8�����"�ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2-8-16 

19 ��ｩlﾘ�������,ﾘ��3i{几��ダンプ �4x5�6X�ｸ*�7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜乞-8-16 

20 ��ｩlﾘ�������,ﾘ��#S迭�ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2-8-16 



運搬請負者
有限会社東京プランニング　　　　　東京都江戸川区中葛西5-23-3

TEし　O3-5659-9932

自動車登録番号 又は車輌番号 倆I�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 做ｸ躡nﾈ�������.������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

2 做ｸ躡nﾈ�������.������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区申葡西5-23-3 

3 做ｸ躡nﾈ���3���,����"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

4 做ｸ躡nﾈ���3���,ﾈ���2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

5 做ｸ躡nﾈ���3���+ｸ���B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中幕西5-23-3 

6 做ｸ躡nﾈ���3���,ﾘ���R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

7 做ｸ躡nﾈ���3���,ﾘ���b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

8 做ｸ躡nﾈ���3���,ﾈ���{��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中菌西5-23-3 

9 做ｸ躡nﾈ���3���-������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中瑞軒5-23-3 

宣0 做ｸ躡nﾈ���3���+������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

ll 做ｸ躡nﾈ���3���,���#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

12 做ｸ躡nﾈ���3���,h��#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

13 做ｸ躡nﾈ���3���-8��#"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

14 做ｸ躡nﾈ�������,ﾓ�3コ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中持田5-23-3 

15 做ｸ躡nﾈ�������,ﾓ�3�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中高西5-23-3 

16 做ｸ躡nﾈ�������,ﾓ�3�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

17 做ｸ躡nﾈ�������,ﾓ�3釘�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-2き-3 

18 做ｸ躡nﾈ�������,ﾓ�S�R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中高西5-23-3 

19 做ｸ躡nﾈ�������,ﾓ�S�b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

20 做ｸ躡nﾈ�������,ﾓ�S���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

21 做ｸ躡nﾈ�������,ﾓ�SS��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中萬西5-23-3 

22 做ｸ躡nﾈ�������,ﾓ�SS"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

23 做ｸ躡nﾈ�������,ﾓ�SS2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中萬西5-23-3 

24 做ｸ躡nﾈ�������,ﾓ�SSB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中萬西5-23-3 

25 做ｸ躡nﾈ�������,ﾓ�SSR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

26 做ｸ躡nﾈ�������,ﾓ���R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

27 做ｸ躡nﾈ�������,ﾓ���b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都ま工戸川区中葛西5-23-3 

28 做ｸ躡nﾈ�������,ﾓ�ピR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

29 做ｸ躡nﾈ�������,ﾘ��#3モ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中萬西5-23-3 

30 做ｸ躡nﾈ�������,ﾘ��#3ヲ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

31 做ｸ躡nﾈ���3�+x����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中電西5-23-3 

32 做ｸ躡nﾈ���3���,ﾈ��湯�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中持田5-23-3 

33 做ｸ躡nﾈ���3���.(��涛��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 

34 做ｸ躡nﾈ���3���,ﾘ��涛湯�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区申萬西5-23-3 



運搬請負者
松島運輸株式会社　　　　　　　東京都杉並区梅里2-25-13

TEL O3-3247-040l

自動車登録番号 又は車軸番号 倆I�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��兔��������*���b�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

2 ��兔��������*�����ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-2513 

3 ��兔��������*������ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

4 ��兔��������*������ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

5 �ｹF����3���*h��涛��ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

6 �ｹF��������*���#Csb�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

7 �ｹF��������*���#S���ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

8 �ｹF��������*���#イ2�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

9 �ｹF��������*���#イB�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

10 �ｹF��������*���#鼎B�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

11 �ｹF��������*���#鼎R�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

12 �ｹF��������*���#鼎r�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

13 �ｹF��������*���3�c"�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

14 �ｹF����3���*���s�s��ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-2ト13 

運搬請負者
豊島土木株式会社　　　　　　　　東京都葛飾区西水元1-21-2

TEし　O3-3608-8741

自動車登録番号 又は軍師番号 �%9�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 偸I?ｩYH�������,ﾓ�CFﾂ�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都萬飾区西水元l-2l-2 

2 偸I?ｩYH�������,ﾓ�C3R�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1-21-2 

3 偸I?ｩYH�������,ﾓ�C3b�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都萬飾区西水元l-21-2 

4 偸I?ｩYH���3���+4���2�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都薗飾区西水元ト2l-2 

5 偸I?ｩYH���3���+3���B�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元l-21-2 

6 偸I?ｩYH�������,ﾔ���R�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都萬飾区西水元l-21-2 

7 偸I?ｩYH��ﾔ�����,ﾔ姪�b�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1-2l-2 

8 偸I?ｩYH�������,ﾓ���r�ダンプ �;�8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元l-21-2 

9 偸I?ｩYH���3���+3����ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都萬飾区西水元ト21-2 

10 偸I?ｩYH���3���+3����ダンプ �;�8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元l-21-2 

1l 偸I?ｩYH���3���+3�����ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1-2l-2 

12 偸I?ｩYH���3���+���鳴�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元l-2l-2 

13 偸I?ｩYH�������,ﾘ��#cC2�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元l-2l-2 

14 偸I?ｩYH���3���+x��#c#b�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都萬飾区西水元1-21-2 

15 偸I?ｩYH���3���+ﾘ��s���ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1-21-2 

16 偸I?ｩYH���3���+�������ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元l-2l-2 

17 偸I?ｩYH���3���,�������ダンプ �;�8y7冦茜H�檍���東京都璃飾区西水元1-21-2 

18 偸I?ｩYH���3���+���c���ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1-21-2 

19 偸I?ｩYH���3���*������ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元l-2l-2 

20 偸I?ｩYH���3���*����"�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元l-2ト2 

21 偸I?ｩYH���3���*����2�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1-21-2 

22 偸I?ｩYH���3���*���ィ�ダンプ �;�8y7冦茜H�檍���東京都萬飾区西水元1-2ト2 

23 偸I?ｩYH���3���*���コ�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1-21-2 

24 偸I?ｩYH���3���*���ビ�ダンプ �;�8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元l-2l-2 

2尋 偸I?ｩYH���3���*���モ�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都薗飾区西水元l-2l-2 

26 偸I?ｩYH���3���*���ヲ�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元l-21-2 



運搬請負者
株式会社伊能重機　　　　　　　　千葉県浦安市東野2-26- 1 06

TEL O47-355-1159

自動車登録番号 又は車軸番号 倆I�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 做ｸ躡nﾈ���3���-3�����ダンプ 乘H�檍��嫌Eﾈ�ｴ��千葉県浦安市東野2-26-106 

2 做ｸ躡nﾈ���3���,(��3��2�ダンプ 乘H�檍��嫌Eﾈ�ｴ��千葉県浦安市東野2-26-106 

3 做ｸ躡nﾈ���3���+ﾘ��S��R�ダンプ 乘H�檍��嫌Eﾈ�ｴ��千葉県浦安市東野2-26-106 

4 做ｸ躡nﾈ���3���+8��c��b�ダンプ 乘H�檍��嫌Eﾈ�ｴ��千葉県浦安市東野2-26-106 

5 做ｸ躡nﾈ���3���+���s��r�ダンプ 乘H�檍��嫌Eﾈ�ｴ��千葉県浦安市東野2-26-106 

運搬請負者
株式会社小原工業　　　　　　　東京都墨田区両国3-21-14

TEし　O3-3635-0461

自動車登録番号 又は車軸番号 倆I�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l ��ｹzx���3���*������ダンプ 乘H�檍����抦ﾋHﾔ鮎b�東京都蟹田区両国3-2114 

2 ��ｹzx���3���*c���"�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3-2l-14 

3 ��ｹzx���3���*c���2�ダンプ 乘H�檍����抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3-2ト14 

4 ��ｹzx���3���*C���B�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都蓮田区両国3-21-14 

5 ��ｹzx���3���*c���R�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墓園区両国3-21-14 

6 帝�ｹzx���3���*C���b�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3-21-14 

7 ��ｹzx���3���*����r�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3-2ト14 

8 ��ｹzx���3���*C�����ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3-2l-14 

9 ��ｹzx���3���*c�����ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墾田区両国3-21-14 

10 ��ｹzx���3���*c��#��ダンプ 乘H�檍����抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3-21-14 

ll ��ｹzx���3���*C��#��ダンプ 乘H�檍����抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3-2ト14 

12 ��ｹzx���3���*C��#"�ダンプ 乘H�檍����抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3-21-14 

13 ��ｹzx���3���*C��#2�ダンプ 乘H�檍����抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3-2l-14 

14 ��ｹzx���3���*#��#B�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3-2l14 

15 ��ｹzx����ﾔ�3���*c��#R�ダンプ 乘H�檍����抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田医師団3-2l-14 

運搬請負者
株式会社東興開発　　　　　　　千葉県市川市塩浜2-16-8

TEし　O47←35了-1155

自動車登録番号 又は車輌番号 倬i�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 做ｸ躡nﾈ���3���+8��c3��ダンプ 乘H�檍��8ﾈｻｸ､ｩJﾒ�千葉県市川市塩浜2-16-8 

2 做ｸ躡nﾈ���3���+8��c3"�ダンプ 乘H�檍����8ﾈｻｸ､ｩJﾒ�千葉県市川市塩浜2-16-8 

3 做ｸ躡nﾈ�������,ﾘ��C�"�ダンプ 乘H�檍��8ﾈｻｸ､ｩJﾒ�千葉県市川市塩浜2-16-8 

4 做ｸ躡nﾈ�������,ﾘ��C�2�ダンプ 乘H�檍��8ﾈｻｸ､ｩJﾒ�千葉県市川市塩浜2-16-8 

5 定�躡nﾈ�������,ﾓ�ン��ダンプ 乘H�檍��8ﾈｻｸ､ｩJﾒ�千葉県市川市塩浜2-16-8 

6 做ｸ躡nﾈ�������,ﾓ��32�ダンプ 乘H�檍��8ﾈｻｸ､ｩJﾒ�千葉県市川市塩浜2-16-8 

7 做ｸ躡nﾈ�������,ﾘ��###��ダンプ 乘H�檍��8ﾈｻｸ､ｩJﾒ�千葉県市川市塩浜2-16-8 

8 做ｸ躡nﾈ�������,ﾘ���#"�ダンプ 乘H�檍��ﾘ�5H､ｩJﾒ�千葉県市川市塩浜2-16-8 
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