
様式第十六(第六十一条第一項関係)

東京都知事　殿

汚染土壌の区域外搬出届出書

平成土色年　年月　ユg日

東京都港区新橋4丁目24怠1†号

届出者　　田中建設工業株式会

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

のとおり届け出ます。　　　　　　　　　　　　　　　ノウ 

要措置区域等の所在地 兌hｹ霎h揵���ﾈ自)ｩm｣IMC�x,ﾂﾙYH��沓�

汚染土嬢の特定有害物質によ �B�7��ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ顏�W94ｸﾘr��

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}��,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 �3C2縋ﾓ2�B��
※詳細は添付書類2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法・ 凛H補一�:竟B��愛8補��IIR��越H補一�:鞴ｒ�
※詳細は添付書類3のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 乘H�檍����矩zx6X4�6ﾘ4�8�5h�ｲ�

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

又は名称 忠gｸ��馼ｼh���

汚染土壌を処理する施設の所 在地 兒ｩ¥ｩ9傀謁ﾘ郢�ﾓｨ蟹&ﾘﾊy�8ﾌｸ�8�)ч*ﾃペMC8����窺C��

9ユ 

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���Xﾈ陋仂��

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���xﾈ���i?ｨ������ｷ"�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���以���Y?ｨ����蝌�.�皦�Y=ﾉj�ﾂ�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���佇�3�?ｨ����ｿyv引8ｶ���ｨﾘb��

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 �5儻H��}��(��X,ﾈ,h*��(��ﾇ�J陌(�2�

積替えを行う場所の所在地並 �8ﾉvﾙWY:ｨｩH�檍������R��ﾉﾉ�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ�2ﾓ��

びに所有者の氏名又は名称及 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍����kﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾi�Hﾊ�*ﾃSyMI&�&��b�

び連絡先(運搬の際、積替え を行う場合に限る。) ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}緝��x,ﾈ,h*�.��

保管施設の所在地並びに所有 �8ﾉvﾙWY:ｨｩH�檍������=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ�2ﾘﾔ��

者の氏名又は名称及び連絡先 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍����kﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾi�Hﾊ�*ﾃSyMI&�&��b�

(保管施設を用いる場合に限※詳細は添付書類6、7のとおり る。) 

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)を記載し、押印することに代えて、本人(法

人にあってはその代表者)が署名することができる。

<連絡先>

師建設工業株式会社　担当　　　　　　　　TEし:
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添付書類　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 

東京都文京区小石川一丁目4番17の一部、外5筆　(地番表示) 

基準不適合土壌

鉛

陸　運:株式会社　東立テクノクラシー 

荷　姿:ダンプトラック十シ∵ト掛け 

積替・保管施設:東洋埠頭株式会社　川崎支店

神奈川県川崎市川崎区扇町13-1

海　運:株式会社　東立テクノクラシー 

荷　姿:船舶(ハッチカバー) 

積替・保管施設:愛知海運株式会社　八号地現業所

名古屋市港区船見町57番地地先

陸　運:株式会社　東立テクノクラシー 

荷　姿:ダンプトラック十シート掛け 

処理施設:株式会社東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、 I18番l

種　　類:分別等処理施設

処理方法:異物除去、含水率調整



汚染土域の運搬の用に供する自動車に関する書類
<運搬車両一覧>　東球静文京区小石川　→　神奈川県川崎市川騨区扇町

¥ 俶yw��(,ﾉkﾈ�i��伽哲の住所 佗ﾙ/y�b�堪伸の形状 俾�:靂I:�+�MI�｢�劍刮��7��ｸ,ﾉ,hﾍ��飛散笹を肪止する髄 

I �ｩ8ﾈ､R�耽瑠都江戸川区押せ西か1ト10 �+(��S滴艙Iﾘ�"�ダンプ ��ｹzr�106 �,b�1 亅��YO駅��曲積み+トラックシートはリエステル製) 

2 �ｩ�ﾘ､R�兜癖郁江戸川区政箪西6-17-10 ��2ﾓS鼎(�X気#R�ダンプ ��ｹzr�130 �-2�4 乂ﾈ�X鷓v��拉節み十トラックシート(ポリエステル製) 

3 丶ｨ�ｨ､R�取京都江戸川区奴高田6-裏7-10 ��2ﾓS的�x耳ｸ倩"�ダンプ ��ｹzr�重0重 �+2�7 俘X�X�8��直組み十トラックシート(ポリエステル製) 

4 �ｨｯ愛R�兜栴那江戸川区来聴西6-17-10 ��2ﾓS�"ﾓS3#R�ダンプ ��ｸ/��101 �,ﾒ�5 兌(�X枇ﾟR�直稲み十トラックシート(ポリエステル扱) 

5 �ｨｺ8､R�奴癖櫛江戸川区露場面6-17-10 ��2ﾓS滴･ﾒﾓS鰻��ダンプ ��ｹ¥��宣01 定7R�8 僖��YO駅��直横み十トラックシート(ポリエステル畿) 

6 �ｩ�ﾘ､R�政市琉江戸川区環均西6十手10 ��8�SS鼎"ﾘ卿ﾍr�ダンプ ��ｹ���130 �.r�9 冩��YO衣R�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

7 �ｨﾊx､��兜商都江戸川区兜場面6-17-10 ��xｲﾓS�ﾘ/�S8･��ダンプ ��ｹzr�130 �.r�10 兌(�Y����曲観み十トラックシート(ポリエステル披) 

8 �ｩ%隍R�批難細江戸川区湛葛西か1ト10 �4佩イ"ﾓS�#R�ダンプ 俶(�nﾂ�重00 �,ﾒ�1231 �H�YO依ﾂ�拡散み十トラックシート(ポリエステル魁) 

9 ��9%隍R�鳴京都江戸川区東葛西6-17-10 ��2ﾓS鼎"ﾓS9:R�ダンプ ��ｹzr�130 �+ｲ�800】 �H�X�8ﾟR�曲横み十トラックシート(ポリエステル製) 

10 宙ｻ弌倬8ⅹ5��制約II県棚沢和泉区弥生台7置16 ���cRﾓ��^��-ﾃ�b�ダンプ ��Vﾂ�100 �,ﾒ�1771 �H�Y%韶ﾂ�直納み十トラックーシート(ポリエステル製) 

= 忠hﾒ���ﾊﾈⅹ5��神奈川撮軟派両県区弥生台ト16 ��ダンプ 竸ﾙF��100 �,ﾒ�1製陶 �H�YN�錂�宙俄み十トラックシート(ポリエステル製) 

12 忠iR��ｩnﾈⅹ5��制約Il県増派市泉区弥生台7-16 ���S�Rﾓ�%��c�(�｣b�ダンプ ��Vﾂ�100 �,ﾒ�蜜038 兒��X薊彝�鴎飼み+トラックシート(ポリエステル襲) 

13 忠E�凩慰Hⅹ5��神奈川県助演高度区弥生台ト16 ��闥ﾓ��"ﾓ�ｸ｣b�ダンプ 偖)�B�100 �,ﾒ�2097 兌H�X鷓{��屯拙み十トラックシート(ポリエステル製) 

I4 宙ｩ�假ﾈﾔHⅹ5��神祭川場戦旗市泉区弥生台7-16 毘h�ﾓ���rﾓ�#�b�ダンプ’ ��Vﾂ�100 �;R�2660 �H�YO杏��曲組み十トラックシート(ポリエステル製) 

15 忠*ﾒ亊ﾙnﾈⅹ5��抑剣II腿戦波布典区弥生台7-16 簸｣X益+#"ﾓ�#�b�ダンプ ��Vﾂ�100 �,ﾒ�3388 �H�YO頴R�龍破み十トラックシート(ポリエステル袋) 

章6 宙ﾈb��ﾙnﾎw�5��神妹川腺撤振和製区祢坐台7置16 ���cX�S��6��#�b�ダンプ �ﾈﾆｲ�1雷0 �+2�6225 �H�YN�ｸr�屯槻み十トラックシ÷ト(ポリエステル筏) 

17 �*笙�ﾙnﾉ7�5��神刺Il県餓洗市泉区弥生台7-16 �$�*ｲﾓ��"ﾓ�#�b�ダンプ ��ﾘｻR�100 �*��9521 �H�X�9�R�往轍み十トランクシート(ポリエステル製) 

18 忠iR册Hｺ淫I5��神楽川県横浜辞典区弥生台7-章6 ���cRﾘｨIZ�ﾓ�#�b�ダンプ 几�Vﾂ�重OO 儿��鑓09 ��H�Y%隶��彊撒み十トラックシート(ポリエステル襲) 

19 忠E�亊ﾙnﾈⅹ5��帥森川県磯洗面泉区弥生古手16 ��CRﾓ��"ﾘ�#�b�’ダンプ ��Fr�100 �*��9騰8 兌H�X鷙鑽�確執み十トラックシート(ポリエステル製) 

鎖) 宙xｹ(ynﾈⅹ5��神奈川県倣波布典区弥生台7-10 ��ダンプ �'儼ﾂ�100 �*��9659 ��H�YO駅��曲桶み十トラックシート(ポリエステル製) 

隻1 �$貯��ﾊﾈⅹ5��神森Ii陳撒浜肺患区弥生台7-重6 ��嵂ﾓ��"ﾓ�#�b�ダンプ 兌)Vﾂ�100 �*��9議塑 兌H�YO��2�虹積み十トラックシート(ポリエステル製) 

!塑 ��ｩ�阨騁�y��"飲ﾂ��朴察II腺横浜市港北区樽町4-17寸5 ��ダンプ 仄h��800 �*��3161 �H�YO悦��匝廠み十トラックシート(ポリエステル襲) 

23 ��ｩ�驗�}hｧ9'ｨ*ﾙiR��神勅II県戦況昨継北区樽町4-重7寸5 ���cRﾓSCbﾓ3S�R�ダンプ ��/B�800 �*��鈎51 亰��YO或��粛随み十トラックシート(ポリエステル製) 

24 ��ｩ�阨騁�隼'ｨ*ﾙhﾒ��神蘇Il陳朗誌面港北区樽吋4-1手45 ��ダンプ ��Vﾂ�100 �*��55的 ����YO駅��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

雪お 俥兀x¬}hｧ9|�e���神勅I陳増派押池北区隣町4二重7-街 ����ﾓSCh�S3X､��ダンプ ��Vﾂ�重00 �*��750寸 ���YO�ｲ�伍積み十トラックシート(ポリエステル製) 

2β ��ｩ�阨騁�y�yﾂ蔚r��袖森川県横浜巾港北区胎町4-重7-1雷 �+#RﾓSCh�YNS�R�ダンプ 佩窺"�130 �*��怖05 兒��Y%鞜R�薗損み十トラックシート(ポリエステル製) 

27 ��ｩ�霽ﾙ}hｧ9�ﾘ*ﾙ<鋳�神無用県域浜巾港北区樽巾4-17」5 ���cRﾙ*澱ﾘ�8*ﾙ9ﾂ�ダンプ 亢���130 �*��7506 ���X薨v��直撒み十トラックシート(ポリエステル製) 

郷 倬ｹOh暮t�蛤ｯB�｢�押掛I陳蹴派布湛北区樽町+重い櫛 ��ｿ蔦SCbﾙ|im3�R�ダンプ ��Vﾂ�180 �*��7507 兒��X鷙ｽ��呼撤み十トラックシート(ポリエステル銀) 

蜜9 ��ｩ�阨騁��Xﾈ�*ﾙ<鋳�袖剃り腺撒洗面港北区榔町4-17可与 簸店�SSCbﾙ/x､��ダンプ 刋餬ﾂ�180 �*��7508 乂ﾈ�YO衣R�駈積み十トラックシート(ポリエステル筏) 

30 倬ｹOh暮t�5Hｹ)4弍��神奈川県朗派甜湛北睦樽町4-17-45 ��ダンプ ��Vﾂ�180 �*��7509 ��H�Xｯ益r�曲穣み十トラックシート(ポリエステル線) 

31 俾ｸｿﾉ�ｹt��y&馥���紳東川県槻溌珊朗と幽町4-17-45 枇馗X�Y*塗�c3S�R�ダンプ 丼HｻR�180 �*��7510 �H�YO�+2�確報み十トラックシート(ポリエステル焚) 

3芝 ��ｩ�阨騁��Y'ｨ*ﾙhb��神勅I陳馳派市糊と区博聞-宣手傷 ���RﾓSCbﾓ3S�R�ダンプ 伜Y�B�1容0 �*��75重1 ��H�YO鵜��庫槙み十トラックシート(ポリエステル鑓) 

33 倬ｹOh暮t�ｻｹ��*ﾙhﾒ��神勅=煉獄浜布施地区樽町4-相互5 ��CRﾙ*澱ﾓゴ�u��ダンプ ��Fr�宣30 �*��75宣曳 �,ｨ�YO駅��屯組み十トラックシート(ポリエステル製) 

紬 ��ｩ���ｸｬｸｻｹEﾈ*ﾘｩB��神奈川県撒派市沌北区削町4」7」5 ��ダンプ �9ﾙF��1容0 �*��7軌3 ��x鋸�YO衣X�b�直徹み十トラックシート(ポリエステル製) 

35 仭碓i�it�ｩXｾｲ�｢�拙策川県統派市松北区博町4一着手寸5 ���cY^鉄Ci'S3S�R�ダンプ ��Vﾂ�180 �*��7514 ���Y%饅��龍耽み十トラックシート(ポリエステル数) 

3e 刋Iyｨ暮t����ｈｺﾂ��神勅=県横線巾樹と区樽町4-1手45 ��ダンプ ��Vﾂ�重30 �*��7515 �,ｨ�X�8ﾟR�曲撒み十トラックシート(ポリエステル製) 

寄7 几9F��ｹ}hｻｸⅳ茜B��袖褒II腺横振面的と区樽町4-距」5 ��ｩｳX�SSCh�S3S�R�ダンプ 亊yVﾂ�100 �*��8351 僵��X�¥��直積み十トラックシート(ポリエステル襲上 

88 ����霽ﾙt�ｩY|��4��神訴II鵬様洗面池北区樽町4-17」5 ��CRﾙ*澱ﾓ3S�R�ダンプ ��Vﾂ�100 �*��9億包1 冩��YO駅��薗積み+トラックシート(ポリエステル褒) 

89 倬ｹOi�ｹt�X｢�4��神東川腺験浜市松北区榊町4-17」き ��簡,SCh�Y/s�R�ダンプ 偖)���130 �*��75I7 ��H�YO����屯組み十トラックシート(ポリエステル襲) 

40 倬ｹOh暮t�y��"�<鋳�神捌i陳柳擬的沌北区的吋d輸17弓5 毘�H�SSCbﾓゴ�R�ダンプ 伜I���130 �*��?5I8 ��H�YO駅��磁航み十トラックシート(ポリエステル製) 



<運搬輌一覧>　束東部文京区小石川　→　神奈川県川崎市川崎区扇町

¥ 俶yw���,ﾉkﾈ�d��使用者の住所 刋�l��b�重体の形状 俾�:靺96�餉Hﾘb�劍刮�Y7�h,ﾈｿ凛ｲ�飛散野を防止する櫛遊 

d重 倬ｸ�8暮t�蛻�"永R��神奈川県粕誌面港北区絶叫を17-脂 毘'SRﾓSCbﾘｯ�u��ﾋ��ダンプ 刋餬ﾂ�重30 �*��7519 冩��Y%��b�曲鞘み十トラックシート(ポリエステル製) 

42 ��ｩOiYIo乘Y��*ﾙ8ﾒ��糾I森川県綴洗場離北は樽町4輸17-45 ��ｿ蔦SCh自����ダンプ ��Vﾂ�180 �*��75如 �H�YO洩2�拡殺み十トラックシート(ポリエステル製) 

43 ��ｩ���hｬｸｻｹ�ﾘ*ﾘx｢�神奈川帰敬波布鰹北区樽町4-1ト4S ��ダンプ 况ﾉVﾂ�130 �*��75狐 兌H�YO�%��曲積み十トラックシート(ポリエステル製) 

44 佛)�阨騁�f��ｸ*ﾙ�鋳�神蒸川聴壊滅市沌北区格調4-1ト篤 ��ダンプ ��Vﾂ�130 �*��75(狸 �H�YO��b�直飲み十トラックシート(ポリエステル製) 

45 ��ｩ�阨騁����ｉiR��神勅=腺統派斬継北区糊叩-17寸5 ��.�X�SSCbﾓ3S�u��ダンプ ��Vﾂ�180 �*��75鑓 ���Xﾆ位｢�薗積み十トラックシート(ポリエステル製) 

46 偃yYy��僮:��忠8ﾒ��神鋲II腺横浜而維北区楢町什17寸5 毘]�SCbﾓ3S�R�ダンプ �/(ﾋ��書30 �*��7馳4 �H�Y_ｩ�ﾂ�庫統み十トラックシート(ポリエステル製) 

47 ��ｩ�阨騁�ｻｹ��*ﾙiR��神謝り県統派市港北区鳩的4-17寸5 ��ダンプ �ﾉF��130 �*��75鮪 �H�YO杏��拡散み十トラックシート(ポリエステル製) 

4き ��ｩ���it�ｻｸ宰-b��抑制II腕前継北区神町4-17-脂 ��ダンプ ��Vﾂ�180 �*��7526 兒��YN�w��迫瑚み十トラックシート(ポリエステル塊) 

49 宙�ﾕｨ���糾蒸川場駁浜帝神奈川区羽沢町15飾-章 ��ダンプ ��Vﾂ�10重 �+��5 ��H�Y%鞜R�庫積み十トラックシート(ポリエステル製) 

50 忠W｢傴ﾈ･��神奈川県蹴旋市帥荒川区羽沢町聴35-1 ���cRﾓピ�ﾔ｣宛ﾒ�ダンプ ��Xﾌｲ�130 �.��55 �H�YN����直励み十トラックシート(ポリエステル製) 

51 忠W｢��9&��袖襟川腺横晩晴神奈川区羽沢町15簿-1 ��CRﾓ3s�ﾘ馗因｢�ダンプ ��Fr�100 �.r�63 �H�Xｫ洩2�曲轍み十トラックシート(ポリエステル襲) 

52 宙咥鉙�2�神鞠Ii県域派巾押森川区羽沢町1刷れ1 ��ダンプ 亢���100 �.r�68 ����YO衣R�薗倣み十トラックシート(ポリエステル襲) 

5き 忠W｢傴ﾉ���袖森川県説経両神東川区羽沢町1585-1 ���S�Rﾓ3x-�璽CイB�ダンプ �9ﾙF��100 �.r�69 �H�YO衣R�屯飲み十トラックシート(ポリエステル致) 

54 宙��ﾚｩ,｢�利剣i陳税源肺神勅ii区羽場町1鄭-1 ��ｨｳRﾓ3s�ﾘ*CイB�ダンプ 刋颶��100 �.r�77 �H�Y%頡��峰励み十トラックシート(ポリエステル製) 

55 中ﾆ�.�&��神祭川部馳況市抑制=区羽沢町郎-1 ��ダンプ ����100 �.r�7S ����Xﾆ��r�直観み十トラックシート(ポリエステル襲) 

轟くi 茶ｩ��ﾈ佖�袖荒川県横浜同相襟川区羽沢的153§-1 ��ダンプ ��Vﾂ�重00 �.r�8亀 ��H�Y%�)R�曲積み十トラックシート(ポリエステル典) 

57 忠W｢傴ﾉ?B�神蒸川県脱派的押森川区羽沢町1505-工 ��ダンプ ��Xﾌｲ�100 �.r�180 �H�XｶﾘﾟR�曲聯み十トラックシート(ポリエステル製) 

58 忠�r儘�ｹ$�4r�神祭川県樹海市銀区別所6一ト重 ��ダンプ ��Vﾂ�130 �*��813 �H�XｶﾙL��確積み十トラックシート(ポリエステル製) 

50 忠�著ﾔ�ｸⅹｸ"�神妓IIi県横線両線区別所を1-1 ���cRﾓsC"ﾓS偃2�ダンプ ���"�180 �*��814 ��H�YO�ｲ�西部み十トラックシート(ポリエステル製) 

60 忠<著ﾔ�ｸ�4r�神勅=腺聯秩両級区勘所叶重-1 ��ダンプ �yVﾂ�重寄0 �*��815 �,ｨ�YO衣R�直航み十トラックシート(ポリエステル製) 

6重 忠+R儘�ｹ>�4r�神弓的=照織淡市縄区甜所6-ト1 ��ダンプ ���"�1種0 �*��816 ���YO駅��直観み十トラックシート(ポリエステル製) 

62 忠hb儘�ｸ�����神勅I陳的浜甫緩聞所6-1-1 ��ダンプ ����工30 綿�"�817 俑��X鷓���曲龍み十トラックシート(ポリエステル襲) 

蝕 忠4儘�ｸ倢4r�押察II腺横浜両線区別所をト1 ��CRﾓxｯ����SS��B�ダンプ 刋靫2�1種0 �*"�818 �H�YO閲��屯撒み十トラックシート(ポリエステル製) 

壷4 忠*ﾒ儘�ｹ)8ｷ��神奈川県朗浜崎録区別新任1-1 �*倩蔦y�ﾂﾓS鉄R�ダンプ ��Vﾂ�130 �*��819 �H�X毘w��蜜飲み十トラックシート(ポリエステル製) 

備 忠hﾒ�ｩ69�弍��神奈川県撒浜和声壕区平戸8一流一鳩 �4迭ﾓ�#(耳ｼ�2�ダンプ 伜YVﾂ�重00 �*��797ま �H�Y&駢r�曲励み十トラックシート(ポリエステル製) 

66 宙ﾈ�&968��4r�神襟川県粉浜巾戸峻区平戸8-5㌻13 ���wﾘﾈ���ダンプ ��Vﾂ�10o �*��7統競 冩��YO��r�屯聯み十トラックシート(ポリエステル製) 

67 忠<著圸69�侏ﾒ�拙策川場憾洗面戸椴区平戸3づ5-13 ��CRﾓ�,bﾓC#C��ダンプ �>颶��100 �*��90弧 ���YO駅��直撒み十トラックシート(ポリエステル敬) 

68 忠<著圸68ﾇ����利剣II県蹴波布戸嫁区平戸細流-18 ���cX�S����Y-�)�ﾂ�ダンプ 弍鰻ﾂ�100 �*��的坊 �B)O杏��直鎖み十トラックシート(ポリエステル製) 

69 �&霎�[�茜B�� ��ORﾓ3#ふ9u侘��ダンプ ��ﾈ�｢�置00 �*��拙7 僵���衣R�拡散み十トラックシート(ポリエステル製) 

70 ��Xｾ�fR栄b�� 枇*CX�S3#��h氾#��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��3484 �,ｨ�Y+ﾈﾆ��直積み十トラックシート(ポリエステル杖) 

71 ��ｸ��&霎�ｺﾘ*ﾙ<鋳� 樋�Rﾓ3#��H-��ダンプ ��ﾉ'ﾂ�130 �*��謎0ま 乂ﾈ�X�8頸�屯組み十トラックシート(ポリエステル製) 

72 �霎��"茜B�� ��*CRﾓ8ｻﾘ�##��ダンプ ��ﾉ¥b�100 �*��3988 儿ｨ�YO駅��直概み十トラックシート(ポリエステル製) 

73 ��Xｾ�|�茜B�� ��<�靃#ぺ��#��ダンプ ��ﾉ4��100 �*��89§9 兌H�YN��b�租積み十トラックシート(ポリエステル製) 

74 �&霎�/�以b�� ���Rﾓ3#�ｩZ94��ダンプ ��ﾈｩ｢�130 �*��5柳 儿ｨ�Y%駢��直観み十トラックシート(ポリエステル襲) 

75 ��Y��'ｨ*ﾙ<鋳� ���cRﾙlSふ3S#��ダンプ ��ﾈｼ��130 �*��5840 �H�X毘7r�曲軌み十トラックシート(ポリエステル襲) 

78 佇�迄ｺ井y4��神嘉川県戦場市振区上山3丁目3か7 �+�*ｸ�i;�坪ｨﾃ3��ダンプ ��ﾈ�｢�101 �/��l 乂ﾈ�X�x��暗槙み十トラックシート(ポリエステル蝕) 

iれ 僞�:�y��4��神東川県横浜時録区上山3丁冨37崎 ��-��S#湯ﾙzﾃ3��ダンプ ��ﾈﾞ��重00 �*ｲ�生 �ﾈ�YN�鏗�磁穣み十トラックシート(ポリエステル洩) 

78 囘ﾉ�ﾉ5Io(x｢�押蒸川県増派調藤田ト山3丁目8争7 ��CH�X�S#湯ﾙl����ダンプ ��ﾉр�100 �*B�8 ��H�YO噂��直概み十トラックシート(ポリエステル製) 

79 亂�ｻｸｬ(x｢�神奈II陳馳派前線区上山3丁目32-7 ��%2ﾓ#湯ﾓ3S3��ダンプ ��ﾉ_B�10o �*ｲ�5 �H�YO溢ﾂ�直税み十トラックシート(ポリエステル製) 

80 冽��ﾉ5HﾜﾈｫR��神勅I憮横波沖縄区上山3丁目37づ �+#H自�ｹ:�ｩYC��ダンプ ��ﾈﾚ2�宣30 �*��6 �x�Xｼ���敵み十トラックシート(ポリエステル袋) 

81 ���ﾈｻｸｾﾈx｢�神襟川県節減商館区上山3丁目雷7-5 ���cBﾙ�湯ﾘ�6ﾂ�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*ﾒ�7 �H�X毘�ﾒ�直縮み十トラックシート(ポリエステル製) 



<運搬輌一覧>　煎都文京区小石川　→　神奈川県川崎市川崎区同町

¥ 俶yw�ﾅH,ﾈﾏi�R�供用哲の住所 刋�xﾙ�b�昨体の形状 俾�:驟��(蠣MHﾘb�劍刮�Y7�ｸ,ﾉ{Hｻﾒ�寵敬答を肪止する精通 

82 倚��ﾈｻｸﾜﾈx｢�神祭川拙戦浜両線区上山3丁目32-7 ��-ﾃH�Xｺヲﾓ3S���ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*"�8 �H�YO椅��商機み十トラックシート(ポリエステル的 

88 �(��ﾉ5H�i4��神奈川県横流布線は上山3i〇日37-5 ���cH耳ｯｨ耳ｯ鞍fﾂ�ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*B�55 冩��Xﾙ�R�拡散み十トラックシート(ポリエステル製) 

馳 丼��ﾈｻｸｾｹ4��神恭順県横浜両線区上III8丁目3ト5 ��CBﾙoh自9ﾘ氾��ダンプ ��ﾈﾞ��重80 �*ﾒ�1捌 �H�X�9�r�確執み十トラックシート(ポリエステル製) 

擬 佇�ﾘｻｹ|�4��坤寮川県駒派両線区上山3丁目容斗7 ��CBﾓ#祷自9ﾙVｶﾂ�ダンプ ��ﾈﾞ��130 ��章1 ����YO悦��暗敬み十トラックシート(ポリエステル製) 

櫛 ��苳�5I��｢�神奈川県横波高級区上山3丁目32「7 樋�H耳ﾍ�4���ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*��♀7 兒��Xｶﾙw��曲楕み十トラックシート(ポリエステル塊) 

87 倚��ﾈｻｸｾ��神祭川煉獄派げ級区上山8丁目82イ ��CH�hｪ�耳茱��ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*b�登6 ���YO駅��直積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

88 仂聘y��)4��神奈川県撒洗両級区上山3丁目捜-7 ��CBﾓ#祷自,延S��ダンプ ��ﾈﾞ��130 ����25 �,ｨ�YO越��故撒み十トラックシート(ポリエステル製) 

89 乖D漠i�x｢�神豹=県捕源市絞区上山3丁目盤イ ���H�X-ﾃ祷自YI�Vﾂ�ダンプ ��ﾈﾞ��133 �*��88 �H�YN�ﾟR�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

90 ��騫ﾘｻｸｼhx｢�神奈川県粉浜両線区上山3丁目82-7 枇*ｸ*##��)�ﾇｳ��ダンプ ��ﾈﾞ��180 �*��77 ���YO益��直観み十トラックシート(ポリエステル製) 

91 佇�ﾘｻｹZ��神森川県瞼漁師録区上山3丁目32-7 ��*CBﾙ6�蔦8ｧ3��ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*b�飾 �Iz�O咽��喰積み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

92 儁Y�ﾉJ鵜�4��神奈川県横浜前線区上山3丁目純-7 ��*H6xﾍ���,ﾆﾂ�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��315書 兌H�YN��b�直航み十トラックシート(ポリエステル製) 

93 俘Sﾙ����4��袖森川県戦派両線区上山3丁目絶叫 ��馼6s#湯ﾙ�ｹl���ダンプ ��ﾈﾋR�100 �*��8367 冩��YO栄2�庫槻み十トラックシート(ポリエステル粧) 

調 偖�w�ｻｹ�ﾘx｢�神森川県戦績暗線区上山8丁目寄2置7 ���fﾂﾙobﾓ���3��ダンプ ��ﾈﾞ��1調 �*��85宣9 �ITﾘｷ鞅"�直積み十トラックシート(ポリエステル塑) 

95 �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小間150818 �����壷v3bﾓ�ｦsB�ダンプ 估i$｢�130 �/��102 冩��YO鵜��直軸み十トラックシート(ポリエステル塊) 

96 �ｸ684ｨ5��埼玉県比企耶鳩山町大字小間1包08-18 樋��,9;�bﾓ�ゴB�ダンプ 亊�$｢�1種0 綿�"�58I �,ｨ�YN�>��直飲み十トラックシート(ポリエステル製) 

97 �ｸ684ｨ5��均整瓜比企職場田町大字小用1208-18 �+#�5ｳ澱ﾓ�茲�ダンプ 几I$｢�重80 �*��50 兌H�YO益��庫統み十トラックシート(ポリエステル製) 

98 宙ｪ�684ｨ5��埼玉県比企耶鳩山町大字小用重208-18 枇�c坪ｪッﾘ�dH*B�ダンプ ���$｢�宣30 �*"�生183 ��H�X鷙ﾖ��磁概み十トラックシート(ポリエステル粧) 

99 �ｸ684ｨ5��埼玉県比企榔低山町大字小用1208-18 �纔5｣澱ﾓ����ダンプ 丿y$｢�180 �*��3777 �H�XｶﾘﾟR�曲飲み十トラックシート(ポリエステル鑓) 

】00 忠$�684ｨ5��埼玉県比企耶鳩山町大字小用1柳8-18 ��C仂�*ﾘ6s�茲�ダンプ 丿ﾙ9｢�130 �*"�731 乂ﾈ�YO噂��直観み十トラックシート(ポリエステル粧) 

101 宙ｪ�684ｨ5��埼玉県比企那鳩山同大学小用1如8-18 ���i(｣bﾘ�4��ダンプ 估i$｢�130 �*"�龍野 �H�YO��b�宙積み十トラックシート(ポリエステル製) 

重O登 �ｩ69(i����4x5ﾈ訷6�6�ｫ��手製眼前安請手心12-10 ��ダンプ �ｨｼｩnﾂ�100 �*��6450 �H�YN�v��好積み十トラックシート(ポリエステル製) 

重的 �ｩ69(hｻｹjﾘ5��ｸ7h�h*9u2�千葉眼前跨肺千鳥峨-10 訳Cx��ﾍ��S#c���ダンプ ����ｹnﾂ�100 �*��即98 乂ﾈ�YN�ｻ��曲韻み十トラックシート(ポリエステル製) 

104 �ｩ69(i5HﾟH.(蘒x�h8冲2�千兆腺和衷的干場章曳-賞0 ��ダンプ �68躡nﾂ�100 �*��5005 �H�YO衣R�畦顧み十トラックシート(ポリエステル襲) 

重0与 丶ｩ69�ﾉ�ｹo)jﾘ蘒x�ﾈ処5��b�干鶏腺舶安的塙洲8せつ ���x�RIwrﾓ#f��ダンプ 做ｸ躡nﾂ�180 �*b�16 ��H�YO��b�政敵み十トラックシート(ポリエステル襲) 

IO6 �ｩ]�(hｻｹ+｢ﾓx�h*H*��干糞煉前夜巾譜洲8-β-9 ���x�c逢2ﾓ#c���ダンプ 凛�(冢ﾂ�1寄0 �*B�17 �H�YO�7ｸ��ﾒ�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

107 �ｩ69(hｻｹ[���4ｲﾓx�h処5��b�千炎腺和衷巾干場12-10 ���crﾓゴ9t�#c���ダンプ 做ｹ(冢ﾂ�100 �*��6脚 �H�X�8ﾟR�拡紋み十トラックシート(ポリエステル紋) 

重08 �ｩ69(hｩY�ﾘﾅ(4ｸ�ｸ6�8�'ﾂ�手強姻痛安和千月12-10 亶s��ﾓ#c���ダンプ �育Ynﾂ�100 �*��69君1 �H�YN�釮�旺撤み十トラックシート(ポリエステル捉) 

109 �ｩ69(i��ﾆ因H985��ｸ7h�h8曝5��b�千兆腺紬女帝千々やlO ��ダンプ 做ｸ�9nﾂ�100 �*��692之 �,ｨ�YO�R�直概み十トラックシート(ポリエステル製) 

110 忠�8684ｨ5I,i�R�神楽IiI県掛浜市塙筑区政山田2丁目槌吋 ��CYIﾘ��C"�ダンプ 乂ﾈｫ��130 �*ﾒ�821 几ｸ�YO����拡散み十トラックシート(ポリエステル製) 

111 �ｸ684ｨ5H冨��神勅i陳憤浜前部筑区妃山田2丁目鮎布 ��ダンプ 仭儼ﾂ�重30 �*"�936 �H�X�8ﾇ��政積み十トラックシート(ポリエステル製) 

1置2 忠��684ｨ5I�ﾘ�"�神楽川嶋横洗市部筑区蚊山田2丁目錨-6 ��ダンプ ��Vﾂ�130 �*��5902 ���YO駅��蜜飲み十トラックシート(ポリエステル製) 

118 �ｸ684ｨ5I�ﾙ�r�神勅I腺憤洗面都筑区龍山曲2丁目鮪寸 ��ダンプ ��Vﾂ�章80 �*��7794 假x�YO��ﾒ�直観み十トラックシート(ポリエステル製) 

1宣4 �ｸ684ｨ5I�ﾘ銀�神妙i陳横訴市都筑区煉山田2丁目鰭・6 ��ダンプ ���ﾂ�章30 �*��盤6 ��8�YO��b�直穣み+トラックシート(ポリエステル襲) 

115 �ｸ684ｨ5I)IfR�神楽川県撒渓市都筑区純山田2丁目鈍重 ��CX�SS凛"ﾘ��C"�ダンプ ��t��180 �*��2合7 ���Xｫ��"�直龍み十トラックシート(ポリエステル敬) 

I重6 �ｸ684ｨ5I�ﾘ�b�神熟I鵬駁派市都筑区政山田2丁目錨で ��ダンプ ��F��130 �*��鋤種 ��H�YO衣R�陣積み十トラックシート(ポリエステル製) 

117 �ｨ684ｨ5I��|��袖森川的協演市都筑区蚊山田8丁目25・ゼ ���cXﾈ�6s��IEb�ダンプ �>颶��130 �*b�289 �,ｨ�YO衣R� 

1鳩 忠�X684ｨ5I�ﾙ|��神奈川県旗痴情都筑区撮山田2丁目蟹玉 ��ダンプ ��Vﾂ�130 �*ｲ�805 �,ｨ�YN�ｽ��重職み十トラックシート(ポリエステル製) 

119 �ｸ684ｨ5I�ﾘ蟯�神楽)t陳増派高揚統区兜山田2丁目鈍七 ��ダンプ ��ﾙF��180 �*��33古 ��H�YIYx��直飲み十トラックシート(ポリエステル襲) 

1如 忠��684ｨ5I�)k2�神森川県税派市部筑区東山田2丁目磐で ��l"ﾓS�"ﾓ��IX2�ダンプ ��Vﾂ�100 �*ｲ�861 假x�Y%餃��薗敬み+トラックシート(ポリエステル餐) 

12! �4�684ｨ5H宰'｢�柑徳川県統派両統筑区故山国書丁目鮪で ��ダンプ ��ﾚﾂ�100 �*ｲ�槌は �H�X�9�r�直前み十トラックシート(ポリエステル製) 

1塑 迄ﾕ8684ｨ5I6ｹUr�神奈川県撒源帝都練直奴山田2丁目鎌崎 �+ﾈ,ﾘ-x�#"ﾓ��C"�ダンプ ��僥��180 �*"�宣364 �H�YO綾��直納み十トラックシート(ポリエステル製) 



<運搬車両一覧>　東京都文恵区小石川　→　禅奈川腺川崎市川崎区扇町

¥ 俶yw���,ﾉkﾈｿ�4��使用密の住所 刋�l��b�重体の形状 俾�:�4僥�ﾈhｯ8ﾘb�劍刮�Y7��ｸ,ﾉ,hｻﾒ�飛散蹄を防止する船遊 

重23 �ｸ684ｨ5I,i|��神奈川県軟派前部筑区政山田2丁目鈍重 ��ダンプ ��Vﾂ�1$0 �*��§738 �H�YG9L��妊龍み十トラックシート(ポリエステル紋) 

1ま」 �'x684ｨ5I�ﾙ|��神楽川膿瑚洗面都筑匹敵山田2i●日涯で ���cRﾓY�Bﾘﾔ��C"�ダンプ 弍ｹ%r�宣30 �*"�6重74 �H�YN��"�直観み十トラックシート(ポリエステル恕) 

重隻5 �ｸｷｸﾋHⅹ5��押豹I陳I事旧市多摩区竣戸l錨9 ����ﾓ鉄蔦4｣S��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��1636 倅ｸ�YO虻r�直統み十トラックシート(ポリエステル襲) 

工26 �ｸｷｸﾋHⅹ5��.　神勅i肌用時雨参府区嘘戸l鄭9 ��H6s鉄蔦3CS��ダンプ 免兩B�章00 �*��章66主 ���X鷓w��直撒み十トラックシート(ポリエステル襲) 

重合7 �ﾈｷｸｬ(ﾘ):R�神奈川県川崎暗多賂区鐙戸l鈍9 ��%2ﾘ序蘒壷�｣Sb�ダンプ ��ﾈﾞ��重00 �*��1704 �H�X�8�b�面飲み十トラックシート(ポリエステル製) 

1ま8 �ｸｷｹ4�ⅹ5��抑制=駄仙崎巾多度区鎧戸1涯9 ��CBﾓ俣蔦3CSb�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��1705 �H�Y%����泣軌み十トラックシート(ポリエステル紋) 

重隻9 �ｸﾘy68ⅹ5��抑森川腺川崎請多摩区亜戸1鋲9 ���"ﾓ鉄蔦イSb�ダンプ ��ﾈﾞ��置00 �*��1708 乂ﾈ�YN�L��迫横み十トラックシート(ポリエステル製) 

重30 宙,ﾈｷｸﾋHⅹ5��神射i隅Ii旧師多購区瑳戸章舗9 ���Bﾓ��.)OSb�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��章757 假x�Y�倚B�宙励み十トラックシート(ポリエステル製). 

131 �+(ﾘx麟IY5��紬的I服用的肺多摩区関戸1錨9 ���"ﾘｿ湯ﾙ-ｳSb�ダンプ ��ﾈﾞ��10筒 �*��生伯2 倅ｸ�X鷙ﾟR�直積み十トラックシート(ポリエステル紋) 

13年 �+(ﾘx鮒��5��神約Ii県川崎市参府区麓戸1狂9 樋��鉄蔦移Sb�ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*��2的8 兌H�YO鞍��匹敵み十トラックシート(ポリエステル致) 

工33 �ｸｷｹ4�G)5��抑制ii県川崎市多摩区襲声望匿9 樋�6s鉄蔦�*CSb�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��容795 乂ﾈ�YN��b��直破み十トラックシート(ポリエステル製) 

I3J �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎巾多朋区庭戸1鈍9 樋�Bﾓ鉄蔦�.ゴb�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��き泌08 乂ﾈ�Y%駢��直駁み十トラックシート(ポリエステル製) 

重綿 �ｸｷｹ�ⅹ5��神勅II県川崎前多摩区緩戸l鄭9 ��ﾘ*"ﾓ�ﾈ6s�9�X<��ダンプ ��ﾈ�｢�重00 �*��よ的朋) ���Y%�<r�直積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

重36 忠��vXｮxⅹ5��神徳川県川崎祁多購区鐙戸12与9 �+ﾃﾘ�S侏纈ﾓ>DCb�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��2810 兌(�X�9���商積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

137 �ｸｷｸﾋHⅹ5��神森川緑川竹前多麻区襲戸1蟹9 ���S��ﾓゴ��Y�｣S��ダンプ ��ﾈﾞ��重的 �*��5401 �ﾈ�YO����駈槻み十トラックシート(ポリエステル製) 

138 �+(ﾘy/ｸⅹ5��神勅l峨川崎市参府区破戸l謡9 �+#Bﾓ冢�ﾓ3CSb�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��540亀 乂ﾈ�YO衣R�曲積み十トラックシート(ポリエステル製) 

重39 忠�8ｷｸ遥��5��神速Il陳川崎的多虜区撞戸置259、 ��ダンプ ��ﾈﾞ��重00 �*��54脚 兌H�X�)w��拡散み十トラックシート(ポリエステル的 

重40 冽ﾙz�I��ｲ�神射り県川崎博多厚区登戸】259 ���cBﾓ鉄壷�餾B�ダンプ ��ﾉ���100 �*��540軍 乂ﾈ�YO杏��蜜統み十トラックシート(ポリエステル製) 

賞4章 �6饐8¬4俯"�神祭間隔韻寝市簿締区東山田町818 ��ダンプ ��Vﾂ�100 �*��6180 �H�YO��b�直航み十トラックシート(ポリエステル製) 

重42 傲�))8ｴ�xｲ�神奈川県撤沃市塙筑区政山田町8重8 �*�$ﾈﾈ�ｹ�{3�C��ダンプ 兒駮2�重00 �/��8000 �H�YFｩv��迫統み十トラックシート(ポリエステル製) 

調3 �ｹO�DHｵｩ4��神奈川県耕渡河郎鍍区東山田町318 ��CX�SS�"ﾓS�C��ダンプ ��Vﾂ�100 �*��伯卯 �H�YO旭��迫槻み十トラックシート(ポリエステル敦) 

重44 �+�6(ﾗｸﾞﾒ�神勅=県横浜柑都筑区政山田町318 ��ダンプ ��Vﾂ�100 �/��1000 ��ｨ�X�)z��宙飲み十トラックシート(ポリエステル襲) 

1さ5 �6饐9uhｵｩ4��神勅I(飛撒垢市部統区蚊山田町818 ��KX�.)�ﾃ��ダンプ 竸ﾙVﾂ�101 �*��8000 �H�X鷙ﾟR�政敵み十トラックシート(ポリエステル製) 

重46 �6饐8���4��抑制=県横浜両部練直龍山田町318 �絣ﾓS�"ﾓS�C��ダンプ �ﾉF��宣00 ��5000 ��H�X鷙�2�蜜紬み十トラックシート(ポリエステル襲) 

暮47 傲�9uh�(xｲ�神都II慨糊派南部筑区政山田同種18・ 毘U��������ダンプ 刋餬ﾂ�100 �*ﾒ�7000 �H�YO飲2�宙積みすトラックシート(ポリエステル致) 

】鳩 �6饐8��ｬ���袖察川県別洗面都筑履東山田岡18 �+#RﾓS�(�SS�C��ダンプ ��Vﾂ�130 �/��9000 �H�X�9w��拡散み十トラックシート(ポリエステル製) 

重49 ��〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇°〇〇〇°　“　〇〇〇 ��ダンプ ��〇〇〇〇 ��ｸ�ｲ� �H�Y{I,��直組み十トラフグシート(ポリエステル製) 

150 �� ��ダンプ �� �� �H�YN�ﾟR�拡紬み十トラックシート(ポリエステル製) 

】5I �� ��ダンプ �� �� 傴ﾈ�YO�r�屯飲み十トラックシート【ポリエステル狸) 

重52 ��ﾙ68ﾌｩ'ｨ*ﾘｪ��取高榔江戸川庭中お顔1-槍-7 ��2ﾓ3cビﾓ�y���ダンプ 亢騷r�100 丿r�5011 豫ｸ�Xｦﾘ錂�直鎖み十トラックシート(ポリエステル製) 

1劇 佻�ﾏｹ5N<I���敵前郁江戸川麿中軸暮-き3-7 ��2ﾓ��｣s�y���ダンプ ��ｹzr�重00 �,ﾒ�8572 �-��YO��2�曲僻み+トラックシート(ポリエステル製) 

154 估�?ｨｻｸｧ9�2�襲敵将江戸川区中増西1-18ワ ��2ﾓ9�｣rﾓ�sc"�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�348す ��H�Y%�'2�往航み十トラックシート(ポリエステル製) 

1姉 丼I?ｨｷ)�ﾈxｲ�購前節江戸川区中葛西ト13-7 ����S8�9�Srﾓ�sc"�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�3750 ��H�YO��b�轍み十トラックシート(ポリエステル褒) 

章56 佻�ﾏｸｻｸ彧�2�嬢京都江戸川区申増西裏-13イ ��2ﾓツビﾓ�sc"�ダンプ ��ｹzr�章00 �2778 乂ﾈ�Y%�>b�曙穣み十トラックシート(ポリエステル致) 

157 僵xﾏｸｻｾu�4��兜帝都江戸川区申堪西ト13」7 ��ﾖs3cビﾓ�siD��ダンプ ��ｹzr�重00 剽e493 �H�YO��b�好機み十トラックシート(ポリエステル襲) 

重さ8 宙�)O��ｻｹ|��埼玉同輩加商相馬町村3-1 ��C怨蔦Ssビ�ダンプ 兔imｩ��100 剞ﾟ55 傴ﾈ�YO衣R�曲線み十トラックシート(ポリエステル披) 

重59 �ｸｺH愡�����埼玉照雄加市相馬町7榔-4 ���c�ｩmﾙ}X自YCr�ダンプ 儂Y?ｨｧﾂ�重30 �6688 ���)^ﾙw��直航み+トラックシート(ポリエステル独) 

重60 �ｩ5H愃��'｢�埼玉部隊加同機鴫町7栂・4 ���cふ傲ﾓRﾓSsビ�ダンプ 偸I?ｩ/ｲ�章30 �6668 �H�YO��b�曲積み十トラックシート(ポリエステル製) 

裏61 冩h皐哩5I|��埼玉腺堆加商柵府町押8-4 ���ふ���Ssビ�ダンプ 偸I?ｩ]ﾂ�100 �5000 �H�YO伊2�直徹み十トラックシート(ポリエステル製) 

162 �ｸﾏY�ﾈｺ員��埼重煉埠如市棚魯町773-4 樋�ふ�?�9ﾂﾓSsビ�ダンプ 俤�?ｩ���130 �0000 �,ｸ�YIYx��直郁み十トラックシート(ポリエステル製) 

工的 �+(ﾏXﾇ��Y;ﾂ�埼玉県耽加種榊馬町乃3-4 ���cふ�=ﾒﾓSx+3r�ダンプ 偸I?ｩYB�100　な �7000 �H�YO吋ﾒ�敵組み十トラックシート(ポリエステル製) 



<運搬輌一覧>　嬢恵都丈東区小石川　→　神奈川県l【旧市川崎区画町

¥ ��x�jx,ﾉkﾈ�/r�使用費の住所 佗ﾘｦ��b�耶体の形状 俾傚Ynｸﾛｩ�iMHﾘb�劍刮�Y7��ｸ,ﾉ�D��飛散智を防止する髄 

重6」 �ｸﾏX毎ｻｸ愆�埼玉県堆加商柳勘印す褐-4 ���cふ冑簽Ssビ�ダンプ 几I69��100 �,(����������YO駅��腫紬み十トラックシートlポリエステル塊) 

重65 �ｸｺHｸ�遥|��埼玉県堆如斬柳鴎町押3」 ���ふ�6�簽Ssビ�ダンプ 偸I?ｩYB�130 �+6做#R���H�YO衣R�曲積み十トラックシート(ポリエステル紋) 

章68 �+(ﾏY~ｨｻｹ|��尊重県輯加商柳馬陣門3-4 亊h里ﾓ�=ﾒﾓSsビ�ダンプ 做ｸｪﾙnﾂ�130 �+x��H､���H�YO衣R�屯撤み十トラックシート(ポリエステル製) 

重67 伜(ｸXｵｨ�｢�千姫腺的II辞駆新田1-5-9 ��Cふ倩"ﾓSsビ�ダンプ 凩ｨｷﾙnﾂ�1oO �,ﾓ�(�����H�X鷙ｸr�拡散み十トラックシート(ポリエステル紘) 

重68 �� ��ダンプ �� ���-��YO持r�直概み十トラックシート(ポリエステル製) 

重69 �� ��ダンプ �� ��兌H�YO駅��直観み十トラックシート(ポリエステル敦) 

170 �� ��ダンプ �� ��凭��YO駅��匝蝕み十トラックシート(ポリエステル製) 

17重 �� ��ダンプ �� ��乂ﾈ�YO鵜��直前み十トラックシートはリエステル秘) 

17蜜 �ｩ���2�堪脚昆虫区花畑8一独一重1 ��9�6sャCB�ダンプ ��ｸｯ��130 �+ｸ��SS�����B)O衣R�出納み十トラックシート(ポリエステル製) 

173 �ｨﾋY�2�東部足立区花畑種-28-重4 ��ふSゴ�ﾙ4鼎B�ダンプ ��ｹzr�130 �+x��cc����H�X鷙ﾟR�直撤み十トラックシート(ポリエステル製) 

17容 �ｩ=y�2�痛市部足立区花畑3輸鑓-14 ��8�X�#�ﾓ�9[��ダンプ ��ｹ¥��180 �+��7700 兌H�X鷙�2�薗積み十トラックシート(ポリエステル蚊) 

章75 �ｨ��2�敬承帥足立区花畑3一郭-14 ��ふSス6s�#B�ダンプ ��ｹzr�130 �+��腿00 �H�YFｩ�ﾂ�曲積み十トラックシート(ポリエステル製) 

重78 �ｨ�9�2�奴癖蹄足立区花畑8-銘-14 ��ほIﾘ�(6s�8�S�B�ダンプ ��ｹzr�130 �+r�9900 兌H�YO��b�直積み+トラックシート(ポリエステル製) 

重77 �ｨ沙�2�兜帝都足虹区花畑3一郭-14 ��2ﾘ�3S�ﾓ�3CB�ダンプ ��ｹzr�重80 �-��鈎 �H�X�9�ｲ�曲較み十トラックシート(ポリエステル塑) 

178 亶)YI�2�押埼郁足立区花畑種-沈-14 ��2ﾓY/x6s�3H�b�ダンプ ��ｸｺ2�130 �-ﾂ�66 兌H�YO益��直統み十トラックシート(ポリエステル製) 

基78 �ｩmY�2�奴京都足立区花畑3一郭-14 ��2ﾓXﾚS�ﾓ�3CB�ダンプ 俑�?��1測 �.B�88 �H�Y%�7ｲ�直飲み十トラックシート(ポリエステル製) 

重紬 忠[IWY4�7冦��押高肺患躯弘道2-5・ゼ ��8�S3ツbﾓ���"�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�314】 ��H�YO衣R�拡散み十トラックシート(ポリエステル製) 

1sl ��9�掩Y7冦��炊粛部足立区弘道む5-6 ��ほ>H仰ﾓ���ｵB�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�8781 ��H�YO��ﾒ�匝銃み十トラックシート(ポリエステル製) 

18亀 �ｹ�ﾘ�7冦��鵬郁足血区弘道2-5-β ��8�S3������"�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�餅購1 傚ｸ�YO駅��瑠積み十トラックシート(ポリエステル裳) 

183 ��x�ｨ�ｨ�ｸ�ｨ�ｸ���x���ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｸ�r&辻� ��ダンプ �� �?�� 冩��Y%鞜R�彊煎み十トラックシート(ポリエステル製) 

18」 ��:ﾈ贓ii4��蚊珊練掬区雄田町4-22-1 ��2ﾓ3都ぺxs#��ダンプ �7���100 �,ﾒ�絢如 乂ﾈ�X鷓7ｲ�龍組み十トラックシート(ポリエステル製) 

重85 凉h枴W域ﾘ���埼玉鼎=日南旗節象1-17-15 ��8�i^涛sほ7ﾃ#��ダンプ ��Xｷｲ�100 �,ﾒ�1201 仂��YO��b�直飲み+トラックシート〈ポリエステル製) 

重櫛 �ｸ抦�)7偸��埼玉県川口山塊餌食重-17-重5 ��2ﾓンs��YO�#��ダンプ ��Xｷｲ�1100 �,ﾒ�2531 �H�X鷙ﾟR�確報み十トラックシート(ポリエステル製) 

187 宙ｪ傅ﾈ�(�8���埼玉県川口巾斑餌食1-1叶1盲 ��2ﾓンsふc3#��ダンプ ��Xｷｲ�100 �,ﾒ�重部0 ���YO衣R�屯郁み十トラックシート(ポリエステル製) 

l綿 ��2傅ﾈ�(�8���埼玉県川口両班飯食1-17-15 ��2ﾓンsふc2泳ﾒ�ダンプ ��Xｷｲ�100 �,ﾒ�3087 �H��O駅��薗統み十トラックシート(ポリエステル製) 

重89 俘)ohﾔ頴(x｢�埼玉県瑚韻市田馬」07-1 亊cふCッﾓc����ダンプ 傀ｩ�"�1aO �+��1020 冩��Y�ﾙk��彊朔み十トラックシート(ポリエステル裳) 

190 佛���ﾔ��4��埼玉規制綴前田同407-I ��ﾗrﾓCッﾓc����ダンプ 傀ｩ�"�130 �+ｲ�1019 �,ｨ�YO衣R�龍積み十トラックシート(ポリエステル塑) 

191 俘)ohﾔ宛i4��埼玉腿軌微出田和書07-重 ���BﾓCッﾓc����ダンプ 傀ｩ�"�重鍵0 �+��川18 �H�YO逢��高槻み十トラックシート(ポリエステル製) 

重92 俘)ohﾔ洩ｩIR�埼玉県柳敏和国庫軍07-1 ��+sふCッﾓc����ダンプ ��iF��130 �+ｲ�1017 兒��YN�ﾟR�直散み十トラックシート(ポリエステル製) 

宣鎗 凩ｩ��ﾔ云ﾉ^ﾒ��埼玉腿胡政商圃場鶴0斗1 ���ふCッﾓhﾔン��ダンプ 傀ｩ�"�130 �+ｲ�重0重5 �,ｨ�YN��r�直樹み十トラックシート(ポリエステル製) 

194 俘)ohﾔ��ﾓ�ﾍ��埼玉県助成巾田島407-1 ��ダンプ 傀ｩ�"�lsO �+r�1014 ���YO����曲概ね十トラックシート(ポリエステル塑) 

重95 俘)ohﾔ��Hx｢�埼玉県朗鐙市田馬407-1 ���c�'SC��8�����ダンプ 傀ｩ�"�180 �+��1018 乖h�X蜒ｩ���故舶み十トラックシート(ポリエステル敬) 

宣96 俘)oh�8ﾋxx｢�埼玉県瑚履宙田島40ト1 �-����cッﾓc�鳴�ダンプ・ 傀ｩ�"�重30 �+��101亀 �H�YO駅��拡散み十トラックシート(ポリエステル勘 

197 俘)ohﾔ絢ﾙ4��埼玉拙飢餓市田馬的手1 �+#ふCッﾓc����ダンプ 傀ｩ�"�100 �,ﾒ�863 兒��YO益��蜜積み+トラックシート(ポリエステル製) 

198 儂掩�ﾔ榎�x｢�埼玉県執政布田庫407-1 册�ﾓCッﾓc�偬B�ダンプ 傀ｩ�"�100 �,ﾒ�〇位 ��H�YO閲��暗轍み+トラックシート(ポリエステル袈) 

199 偬ﾈｧ8ﾔ�/�ｶ2�埼玉県助成布田励dO7-1 ��KRﾓCッﾓc����ダンプ 傀ｩ�"�重30 �+r�10亀1 兌H�YN��2� 

ま00 俘)ohﾔ�>Hx｢�埼遜瓜執成市田烏407-重 �-��3ふCッﾓc�偬B�ダンプ 傀ｩ�"�130 �+��10さま 凭��Y^ﾙ*��曲統み十トラックシート(ポリエステル製) 

20重 俘)ohﾔ飲ｨx｢�埼玉県同軸田舟40ト1 ��C��YKSbﾓc����ダンプ 傀ｩ�"�130 �,B�1023 �H�YFｩ%ﾒ�直旗み十トラックシート(ポリエステル襲) 

20竃 ��ｩ�����4��埼玉県朝飯市田馬407-1 俘CへCッﾓc����ダンプ 傀ｩ�"�130 �+2�重O勤 �H�X��hｲ�直概ね十トラックシート(ポリエステル製) 

203 ��刄_ンプ �7������R����Y�ﾘﾟB�直観み十トラックシート(ポリエステル製) 

隻04 ��"""""""〇〇〇〇〇〇〇〇〇臆鵜〃○○i〇〇〇〇〇〇〇 ��ダンプ �7�5ｲ� ��ｸ�ｲ� ���YO�,��曲歓み十トラックシート(ポリエステル製) 



<運搬車両一覧>　東泉都文京区小石川　→　神奈川県川崎市川博区扇町

¥ 俶yw�jx,ﾉkﾈ����他用卦の住所　　　　　　　　連絡先 剌d体の形状 俾�:鞐�6�餉Hﾘb�劍刪ﾟH贓��,ﾈ茲�飛散籍を防止する的迩 

隻05 ��〇〇〇""""""""""臆○賀〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇° ��ダンプ ��〇〇〇 ��佩x�YO駅��曲龍み十トラックシート(ポリエステル製) 

206 �� ��ダンプ �� ����H�Y%隴��曲積み十トラックシート(ポリエステル紋) 

まo7 �� ��ダンプ �� ���H�YO��b�暗飲み十トラックシート(ポリエステル裳) 

劉)8 �� ��ダンプ �� ��兌H�X鷙ﾇ��轍み十トラックシート(ポリエステル製) 

蜜09 ��〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇鵜 ��ダンプ ��ｨ�ｨ�ｨ�｢(�b�〇° ��佩x�YO益��直練み十トラックシート(ポリエステル製) 

鑓0 �(i�ｨｻｹhY4��楕斜I鵬横旗巾髄北区菊名7丁目7セ什容的 �����)�ﾃ2ﾘｸイ��ダンプ �iF��100 �,ﾘ��3��ﾂ�兒��YO����磁積み十トラックシート(ポリエステル裳) 

さll 仗��ｨｧ9|�x｢�袖幕川県横浜南港北区菊名す「目早郭-3晦 ��ｿ��SIl�ｩ�鼎��ダンプ ��ﾙF��重00 �,ﾘ��ピC���H�YN�>��屯積み十トラックシート(ポリエステル製) 

212 �(i�ｨｻｹhXx｢�神永川隔撒浜布施北区菊名7丁目で-飾-3脚 �-�店ｨｶC�2ﾙ�yD���ダンプ �>颶��100 �,ﾘ��S#c���H�Y%��b�腹徹み十トラックシート(ポリエステル製) 

薯13 仗��ｩy��(x｢�柏森川阻横浜市鵜北区菊名7丁目7-が鴨的 ���RﾙHﾃ�ｩZ��ダンプ ��ﾙF��100 �,ﾘ��S��B�乂ﾈ�YO噂��庫飢み十トラックシート(ポリエステル製) 

214 ��喜ss〇〇〇〇〇〇〇〇臆喜〇〇〇〇〇〇〇〇〇賀鵜臆" ��ダンプ ��ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�｢�〇〇〇 ���H�X鷙ﾟR�直蝕み十トラックシート(ポリエステル銀) 

雷章5 �� ��ダンプ �� ��乂ﾈ�YO衣R�曲積み十トラックシート(ポリエステル紋) 

互16 �� ��ダンプ �� ���H�YO杏��磁軟み十トラックシート(ポリエステル根) 

生17 �� ��ダンプ ��○○i" ���H�YO衣R�曲撒み十トラックシート(ポリエステル製) 

曳重8 ��Y�YE�<b�神勅i陳横波痛膿北区新菅田兜1寸8-重7 ��4��X5｣srﾓioィ�ダンプ 佝宇��重00 �,ﾘ��j以繧��H�X�¥��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

2I9 ��Y�Y�ﾙE��袖衛川場倣漁師継北区新宮闘技1-48-17 ��ダンプ �9�B�100 �,ﾘ��8ｵCs���H�YO吋ﾒ�曲概ね十トラックシート(ポリエステル襲) 

製的 忠���ﾈ�8�8ﾉ"�千葉県市川肺窒1-2七 �-��rﾓ3唐ﾓSツ��ダンプ 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾓ��3b��H�YO洩2�屯韻み十トラックシート(ポリエステル袈) 

ま21 �ｹ�ﾈ�8膾�r�手袋県昨II個室1-争5 ��ダンプ 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�14謡 ���Xｦﾘ�2�直綴み十トラックシート(ポリエステル塑) 

:塑2 �ｹ�ﾈ�9K(�2�手張県市川相姦ト2布 ���crﾓ3唐ﾓSツ��ダンプ 凛�ﾈ梺�置30 �+2�8400 �B(鷙ｮ��屯綿み十トラックシート(ポリエステル製) 

2隻3 忠$��ﾈ�9Nﾙhﾂ�千雑県的=両室1-オ5 ��Crﾓ3唐ﾓSツ��ダンプ 凩ｨｶ�ｵ��100 �,ﾒ�1870 �H�Y%鞜R�曲韻み十トラックシート薙リエステル製) 

整い 宙�)�ﾈ�9�ｹ���千郭腺市川哺疲1-隻-5 ��Cy�ﾓSツ��ダンプ 俶ﾈﾝr�100 �,ﾒ�136§ �,��Y%�<r�直穣み十トラックシート(ポリエステル製) 

2錨 忠�I�ﾈ�9N(ｻﾒ�千聴県市川市宝1-2-5 ���cx�c3唐ﾓSツ��ダンプ 凩ｨ�nﾂ�100 �,ﾒ�2728 ���YN�ﾟR�直前み十トラックシート(ポリエステル蚊) 

鑓6 忠oh7�8H5X4ﾂ��耽肩部江戸川区北増田4-1蜜「塑 ��2ﾘ靃cモﾓ�iNR�ダンプ 俑�(��重鍬0 �+2�蜜鎗 �Gﾘ�����確龍為すトラックシート(ポリエステル製) 

2亀7 忠oh7�8H5H4ﾂ�塊高枕紅戸川区北埠謡4-重隻を塑 ��ｩ�ツモﾓ�i,b�ダンプ ��ｹ¥��事30 �+2�49 兌H�YO衣R�直組み十トラックシート(ポリエステル製) 

228 �ｸ7�8H5H4ﾒ�如帝都江戸川区北堪西4-重亀-22 ��2ﾙjツモﾘ�i���ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�3800 �H�Y%��b�直航み十トラックシート(ポリエステル鄭 

まま9 綿ｽ�7�8H5H4ﾂ�舶湘陸別Ii厚地樋田何食-蜜2 ��8�X��cモﾓ�h�"�ダンプ 冏)zr�重00 �,ﾒ�80重2 �H�YO駅��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

鑓0 忠oh7�8H5H4ﾒ�現高統江戸川曙光埠西4-1露盤 ��ふ3cモﾓ�hﾍr�ダンプ ��ｸｵ｢�教00 �,ﾒ�3糊 ���Y%鞜R�拡散み十トラックシート(ポリエステル製) 

231 �ｸ7�8H5X4ﾂ�奴雨読江戸川区北地頭4-1才槌 ��.｣3cモﾘ�idB�ダンプ ��ｹzr�重OO �,ﾒ�351塑 �H�YN�ﾍb�直納み十トラックシート(ポリエステル製) 

豊32 忠:�7�8H5H4ﾒ�寝癖菰江戸川区北櫛西4-工会-塑 ��.｣3cモﾓ�mx稗�ダンプ ��ｸｯ��宣00 �,ﾒ�8523 乂ﾈ自u冽��直鎖み十トラックシート(ポリエステル根) 

雛は �ｸ7�8H5H4ﾒ�政商柿江戸川区北巧酌-1ま-埋 ��ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�40榔 ��H�X�97ｲ�堪櫓み十トラックシート(ポリエステル製)i 脚-種688-1蝕言 

23ま 忠��7�8H5H4ﾒ�蚊故紙江戸川区北鳩函4-1ま"却 ����Sツモﾘ���ダンプ ��ﾉzr�章00 �,ﾒ�50ま2 �H�YO亜"�曲軸み十トラックシート(ポリエステル貌) 

製糖 宙ﾕ87�8H5H4ﾒ�取高諦江戸川区北晒4」2-鑓 亶"ﾙ�cヨ耳�c#R�ダンプ ��89h葡�義1 �."�5798 乂ﾈ�X�8ﾟR�屯廠み十トラックシート(ポリエステル粧) 

236 �ｸ7�8H5H4ﾒ�接辞簿江戸川区此場面4-1曳一塊 ��2ﾓ3cモﾘ��ﾓR�ダンプ ��89h葡�100 �,ﾒ�1410 乂ﾈ�YN�ﾟR�直鎖み十トラックシート(ポリエステル貌) 

隻37 忠��7�8H5H4ﾒ�取高郭江戸川区北埴西4-1む塑 ���祢�估ﾂﾓ�c#R�ダンプ ��ｹzr�1心0 �,ﾒ�5耽 兌(�YO��b�曲紺み十トラックシート(ポリエステル製) 

製)8 儻ﾂ�7�8H5X4ﾂ�露龍神江戸川厚地櫛西4-12一塑 ��2ﾓ9��6Bﾙ�弍�V��ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�5985 ���YO運r�政敵み十トランクシートはリエステル製) 

製陶 ��87�8H5H4ﾒ�耽癖郁江戸川区北絶西4-12-盤 ��壷j���ﾓ�c#R�ダンプ �>)zr�100 �,ﾒ�5831 �,ｨ�Y%鞜R�敵陣み十トラックシート(ポリエステル褒) 

2」0 丶ｩN)>ﾈ､9����収載綿江戸川区西田江3一紬 ��2ﾓツsh�SSSc"�ダンプ ��ｸ/��100 �,ｲ�333 �H�YO衣R�曲積み十トラックシート(ポリエステル製) 

まill �ｩ�Y>ﾈ､8鉑�｢�兜高枕江芦川区西瑞江3-鈎 ��2ﾓツshﾎ��ダンプ ��ｹzr�130 �+r�873 �H�X�97ｲ�宙聯み十トラックシート(ポリエステル杖) 

糾揚 �ｩ[�>ﾈ､8ﾛｨｫ��蚊商都江戸川区画瑠関都 ��2ﾓ3csbﾓSSi���ダンプ �h.��章00 �,ﾒ�863 祷������僣�YO衣R�拡叡み十トラックシート(ポリエステル襲) 

納3 �ｩ$i>ﾉ*靄ｨﾝ��必癖簿祉戸川区画凋紅3十的 亶(ﾅ)�Csh�ゴSc"�ダンプ ��ｹzr�180 �*ｲ�84種 �H�YO伊2�確積み十トラックシート(ポリエステル製) 

紬4 �ｩ5I��､9,ｨ�ﾒ�兜高枕江戸川区画瑞江3吋9 亶"ﾙjツsbﾓSSc"�ダンプ ��ｹzr�重80 �+r�393 乂ﾈ�Xﾙ�R�直飲み十トラックシート(ポリエステル製) 

ま45 �ﾈ偰>ﾈ､8ﾇﾙ�｢�嬉恵都江戸川区画履江3-33 ��8�3csbﾓSSf��ダンプ ��ｹzr�10 ����,ﾘ��H�ﾃr����Xｯ駅��直枇み十トラックシート(ポリエステル襲) 



<運搬輌一覧>　東京都文恵区小石川　→　神奈川県川崎市川崎区珊

¥ 俶yw�jx,ﾉkﾈ��b�使用密の住所 佗ﾘﾈｹ7ﾒ�重体の形状 俾�:靂Hﾇ�7窺Hﾘb�劍刮�Y7��,ﾉ,iJ��帰服哲を防止する牌迎 

包46 �:��ｹ>ﾈ､8ﾞﾒ�政商概江戸川区画璃江雷-83 �4蔦���ﾓXﾅ3"�ダンプ ��ｹ?��130 �,b�666 �H�YO駅��拡訊み十トラァクシート(ポリエステル削 

包17 �ｩ$i>ﾈ卿ﾉｨﾝ��蚊帝都江戸111は西瑠江3-舶 ��ふ3csbﾓSSc"�ダンプ ��ｹzr�重80 �+r�8館 �H�YO以��拡膿み十トラックシート(ポリエステル襲) 

248 ��8ﾝ�ﾈ�4佶ｨﾝ��娘高蹄江戸川区西璃‡幽鴫3 ��2ﾘｿ都bﾓSSc"�ダンプ ��ｹzr�130 �+2�8粥 �H�YN�h2�直観み十トラックシート(ポリエステル製) 

蜜49 �ﾈﾍﾈ�y)7冦��鬼前部江戸川区瑞江曳ゼ7-3 �����3csふYYC"�ダンプ ��Xﾌｲ�100 �,ﾒ�3994 ��H�Y����拡散み十トラックシート(ポリエステル裳) 

鑓0 �ｸﾍﾈ�y)7冦��兜帝都江戸川区制江2つい3 亶(�SツsbﾓSXｵ｢�ダンプ ��Xﾌｲ�100 �,ﾒ�劇泊7 �,ｨ�YO����直撤み十トラックシート(ポリエステル製) 

雷51 �?ｩ�ﾉdﾘｧ�4��鳴廊郁増飾区細田4-1鵬 ��ふツs"ﾙ5颱fﾂ�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�3316 豫ｸ�Y%�,��遭積み十トラックシート(ポリエステル披) 

登5ま �?ｩ�ﾈ咬m�4��政商帥警備区細田4-重0-種 ��ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�4鳩5 �,ｨ�X鷓w��暗積み十トラックシート(ポリエステル製) 

籾 �?ｩ�ﾈｩX��x｢�兜京都櫛飾区細田4-10-3 ��2ﾓ3cy=ﾈ耳･｣&ﾂ�ダンプ ��ｹNB�100 �,ﾒ�4377 �H�YO駅��粧穣み十トラックシート(ポリエステル製) 

曇54 �?ｩ�ﾈｻｹkｩ4��蚊京都菌飾区細田ト10「3 ��ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�4089 ����YO駅��曲積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

蜜蒔 �?ｩ�ﾉy��)4��奴隷都堪飾区細田4-暮Oづ ��8�X+儺�(.��ﾂ�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�85軍1 乂ﾈ�YO斡��屯穣み十トラックシート(ポリエステル蚊) 

256 �?ｩ�ﾉ4偸�4��奴敢都増飾区細田」葛10-3 ��ダンプ ��Y�2�100 �,ﾒ�3部8 �H�X�8ｴ��密破み十トラックシート(ポリエステル製) 

響け �?ｩ�ﾈｻｸｾｸx｢�龍欝諦喝飾区細岡4-10「3 ���ﾓツs"ﾓ#S#��ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�31Iき �-ｸ�YO駅��直積み十トラックシート(ポリエステル焚) 

槌8 �?ｩ�ﾈｻｹ9ﾙ�2�耽商都増鏑区細田4-1調 忠KRﾓ3ピ(自%ﾉuｦﾂ�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�5825 �H�YO駅��護概み十トラックシート(ポリエステル襲) 

蟹田 �?ｩ�ﾉ5I|�4��蚊高都増的区細田4-10-8 ��2ﾓ3cs"ﾘ�##��ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�6475 �I�(鷓�b�屯積み十トラックシート(ポリエステル裳) 

雷60 �?ｩ�ﾈｻｸ�ｸx｢�娘討綿警飾区細田4-1〇・3 亶"ﾓナ����ﾂ�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�6497 兌H�YO����直前み十トラックシート(ポリエステル製) 

261 �?ｩ�ﾉy��(x｢�堪瓦祢雄雌区細田4-10-8 ��ふツy�2ﾓ#Y^�ﾒ�ダンプ 俯Y4��100 �,ﾒ�4拘6 �H�Y�倚B�祀槻み十トラックシート(ポリエステル襲) 

ま6ま �?ｩ�ﾉy��(x｢�郭帝都埠飾区細田4-10-8 ��亥�6ydﾃXｵC��ダンプ �7佗B�100 �,ﾒ�36重9 �H�YN�Hｲ�直執み十トラックシート(ポリエステル披) 

263 ��耽尊称縫取序曲淀む8-16 �+(��3csbﾓSSc"�ダンプ ��yo"�宣00 �,ﾒ�4833 �H�YO�8ﾂ�直納み十トラックシート(ポリエステル製) 

独対 俚(�盈�7冦浦B��吹轍堪戸川区前歯飾6丁邑む1 ��2ﾓ9M�,ﾒﾓ涛���ダンプ 俑�(��100 �*ｲ�塞く逸1 �H�YO����面鏡み十トラックシート(ポリエステル製) 

鈎5 俚(�噂I7冦�4��取捌江戸川区商尊的6丁目2-宣 ��Bﾓ3i'蔦涛���ダンプ ��ｹ?��100 �*��7毒3主 ���Xｦﾘｸr�薗蝕み十トラックシート(ポリエステル製) 

2β8 俚(�盈�7冦�4��爽市部江戸川区煎葛飾6丁目2-1 ��2ﾓ3cヨ�hﾚS���ダンプ ��ｹzr�100 �*��榔l 兌H�YO����直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

琉7 俚(�盈�7冦�4��蚊舶削り区鵬的6丁目2-1 ��2ﾓツモﾓ涛���ダンプ ��ｹzr�重00 �*��髄郷 �H�YO逢��喰組み十トラックシート(ポリエステル襲) 

登68 俚(�盈�7冦�4��取高都江戸川区劇蜂飾6丁目雪-1 ��8�S3cヨﾅ(ｴ����ダンプ ��ｹzr�100 �*ｲ�3儀的 ��H�X�9���’喧積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

ま69 俚(�盈�7冦�4��旗京都江戸川区前蜂節6丁目2十 ��2ﾓ3cモﾓ涛���ダンプ ��ｹzr�100 �*��7誠4 ���YO��b�腫撒み十トラックシート(ポリエステル製) 

270 俚(�盈�7冦�4��政府郊江別II区劇場飾6丁目2-1 ���'Y$ChﾘC����ダンプ ��ｹzr�重00 �*ｲ�3偶8 ��y�8�Xﾆ夷｢�噴飯み十トラックシート(ポリエステル根) 

容7I 俚(�盈�7冦�4��陣痛都江戸川区商壌飾6丁目を1 ��2ﾓ���ふ祷�+R�ダンプ 亰9zr�重OO �*��鱗均8 ���YO虻b�直練み十トラックシート(ポリエステル製) 

a72 俚(�盈�7冦�｢�耽帝都紅戸川区高郷的6丁目争1 ��2ﾓ3cモﾓ涛���ダンプ ��ｹzr�100 �*��8578 ���YO駅��直概み十トラックシート(ポリエステル製) 

ま7寄 俚(�盈�7冦�｢�如粛都堪印iI区帰陣飾6丁目2」 ��9t�3cモﾓ涛�ﾂ�ダンプ ��ｹzr�100 �*ｲ�87むl ��H�YO��b�故統み十トラックシート(ポリエステル製) 

274 俚(�盈�7冦�4��職鹿部江戸川区前場飾6丁目か1 ��2ﾓ以��｢ﾓ涛���ダンプ ��ｹzr�100 �*ｲ�69馳 ��H�9O����匝積み十トラックシート(ポリエステル技) 

275 俚(�盈�7冦�｢�期碍謡江戸川区掃き飾6丁目2-1 ��2ﾓツモﾓ�#��ダンプ 倬9zr�100 �*ｲ�7盤 �H�Y�ﾘﾟB�曲積み十トラックシート(ポリエステル製) 

a76 俚(�盈�7冦�4��痛市部江戸川区痛覚飾6丁目斗l ��2ﾓ9�Rﾓ涛���ダンプ ��Y�2�100 �*ｲ�7823 做X�X薊ﾟR�直納み十トラックシート(ポリエステル襲) 

年7了 俚(�盈�7冦�｢�出癖新江戸川区柵薦飾6丁目をl ��2ﾓ3cヨ�i:儘���ダンプ ��ｹzr�10り �*ｲ�7銅狐 ��H�YN����蜜龍み十トラックシート(ポリエステル袈) 

食78 俚(�盈��9�Y4��兜粛構江芦川厚舟場節6丁目2-】 ��xｲﾓ3hﾚ簽祷�ﾂ�ダンプ ��ｹzr�100 �*ｲ�78街 �,ｨ�YN�{��直撒み十トラックシート(ポリエステル鄭 

27さ 俚(�盈�7冦�4��奴前節江戸川区前掲節6丁郎-1 ��8�ツモﾓ涛���ダンプ ��ｹzr�100 �*ｲ�7捌 ��H�YO駅��直朗み十トラックシート(ポリエステル魯) 

280 �ｨ繁nﾉ7佶｢�耽東都足立区会人3-1-18 ��2ﾓ8ｷ"ﾓcSC��ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�23曲 �H�YO��b�西瓜み十トラックシート(ポリエステル襲) 

28l �ｨ､9nﾉ7倆R�耽京概足立厚舎人3〇十宣8 ���ﾓ8x｢ﾙ�靹x���ダンプ ��ｹ¥��重○○ �,ﾒ�2114 ��H�YO衣R� 

製臨 竸ﾒ舒)nﾉ7几B�奴粛斯健也区会人3-1-重8 ��8ﾎふcSC��ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�秘宣3 �H�YO����薗撒み十トラックシート(ポリエステル製) 

蟹隠 �ｨ繁nﾉ7佶｢�窮帝都足寄区会人8-l-職 ����3ゴ2ﾓcSH�｢�ダンプ ��ｸｯ��100 �,ﾒ�務70 ��H�X�8�2�咄枕み十トラックシート(ポリエステル製) 

!阻1 �+"舒)nﾉ7佶｢�煉嘉節足虹区舎人9-1-18 ��8自z8ﾚSふcSFﾂ�ダンプ ��ｹzr�重00 �,ﾒ�85蝕 �H�YO浦2�艇蝕み十トラックシート(ポリエステル蚊) 

製ほ �ｨ繁nﾉ7��ﾒ�政商節足立区会人3-ト18 ��2ﾓ3ゴ壷�y^��ダンプ ��ｹ?��180 �,b�1107 �H自G9w��畦的み十トラックシート(ポリエステル製) 

鑓6 �ｨｮ)nﾉ7佶｢�蚊京都足立区命人か1-18 ��8自Eｹ�R蔦cSFﾂ�ダンプ ��ｹ¥��1寄0 �,��宣章O7 ��)O駅��匝龍み十トラックシート(ポリエステル製) 



<運搬輌一覧>　泉東都文京区小石川　→　神奈川県川崎市川崎区員町

¥ 冑ﾉ:�H,ﾉkﾈ����使用哲の住所 刋�xﾙ�b�瑠偉の形状 俾傚XﾌH���MHﾘb�劍刮�Y7况ﾈ,ﾉo越ｲ�飛散蹄を妨止する鱒過 

2さ7 �� ��ダンプ ��〇° ��x�R���H�YN�+2�証積み十トラックシート(ポリエステル貌) 

蜜88 �""""(�ｨ�ｨ�｢ﾒ�。。〇〇〇〇〇。臆鵜。。二鵜 ��ダンプ ��○○ 舒ﾈ�b�乂ﾈ�X�)x��屯積み十トラックシート(ポリエステル製) 

製粉 宙�傅ﾈ鏐ｻｸｼb�埼玉県斯盛市新館1丁目5吋 ��2ﾓ3都ふc3#��ダンプ 傀ｩ�"�重1 �,H��Eｳb��H�YO衣R�薗統み十トラックシート(ポリエステル製) 

!勘0 �� ��ダンプ ��二 ���H�YO衣R�薗撤み十トラックシート(ポリエステル製) 

291 ��神尉i陳Ii胎市川備区大師本町6-11 ���簽#��ﾓ�3#��ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*c��R��H�YO衣R�匝励み十トラックシート(ポリエステル敦) 

29曳 ��神森I=県Il晒亜川的区大師本町8-1重 ��C�ﾓ#��ﾓ��ｳ��ダンプ ��ﾈﾞ��180 �*c��b���8�YO��b�直納み十トラックシート(ポリエステル披) 

298 ��神東川県川塙商川場区大師本町6-11 ��+"ﾓ(+3�ﾓ�9�fﾂ�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*���#3c"�乂ﾈ�YO逢��直積みすトラックシ∵ト(ポリエステル製) 

堪り ��袖蒸川場川崎市川崎区大師本町6-11 亰�H自�ャ�ﾓ��#��ダンプ ��ﾈﾞ��章00 �*���#2鰻ｲ����YO鵜��連破為すトラックシート(ポリエステル披) 

295 ��袖窪Ii鵬Il圃前川的区大筒本町6-1宣 ��ダンプ ��ﾈﾞ��180 �*h����r��H�YO杏r�出稿み十トラックシート(ポリエステル製) 

298 ��袖窯IiI脚I旧市川崎区大師本町6-11 ��ｸ｢ﾓ#�+#3#��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*���穆s���冩��YO衣R�政敵み十トラックシート(ポリエステル襲) 

297 ��押襟川脚I雌市川的区大師本町6-11 �+#Bﾓ#��ﾓ�lS��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*���C�4���H�Y%霽��彊統み十トラックシート(ポリエステル製) 

蟹)8 ��押襟川脚Il樽柿川場区大師本町6-11 ����ﾓ#��ﾘ�3#��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*曝��32��ﾈ�YO洩2�薗餅み十トラックシート(ポリエステル襲) 

塾鳩 ��神奈川則Ii筒袖II崎区大師本町6-11 ���籐]x�ｸ�ｳ�9j���ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*���CI���乂ﾈ�Y:騅��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

さ0ロ ��軸襟川肌用備前用船区大師本町6-11 ���6s#��ﾘ�8ｵFﾂ�ダンプ ��ﾈﾞ��重00 �*���CX､����H�YO悦��蔽部み十トラックシート(ポリエステル襲) 

801 ��拙策Ii陳Ii圃前川騰区大筒本町6-1工 ��ﾕ(�S#��ﾓ�lS��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*����4釘�儻x�Y%騅r�暗統み十トラックシート(ポリエステル製) 

80雪 ��神努川県川増市川崎区大師本町会-重重 ��CH��#��ｸ�ｳ�運���ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*���C�8ｯ���H�Xﾆ��r�直観み十トラックシート(ポリエステル襲) 

sO8 ��袖寮川鵬t噂刺ii峰区大師本町6葛重l �4滴�8�｣��3#��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*���C�3r��,ｨ�X鷙ﾟR�直舶み十トラックシート(ポリエステル餐) 

801 ��押蘇川的I胎市川鱒直火防本町6-1l �+(.�璽ｩZS�ﾓ��#��ダンプ ��ﾉt��100 �*���S�������YO鵜��曲軸み十トラックシート(ポリエステル製) 

805 ��神奈川脚I崎巾川場区大筒本町6-1重 ��*CBﾘｻﾓ�ﾓ�8-ﾈ��ダンプ ��ﾈﾞ��重00 �*��5111 �H�X鷓L��蜜組み十トラックシート(ポリエステル粧) 

aO6 ��神奈川県川崎巾川崎区大師本町6置11 ���cBﾙ�s��ﾓ��#��ダンプ ��ﾉ4��100 �*��4604 ���X�9�b�政舶み十トラックシート(ポリエステル焚) 

807 ��抽刺I陳川崎相川同区大師本町6-1重 ���Bﾓ#��ﾓ�3#��ダンプ ��ﾈﾞ��102 �*��1 ��H�Y�倚B�龍璃み十トラックシート(ポリエステル紋) 

308 ��神謝i陳II旧聞II櫛区大師本的6-重1 ��ｸｨ�S#��ﾓ�9vS��ダンプ ��ﾉ4��100 �*ﾒ�2 �H�X�9���直線み+トラックシート(ポリエステル製) 

309 ��糾東川県川崎的Il噂区大師本町6-1重 毘4�5ｳ��ﾓ�3#��ダンプ ��ﾉ4��130 �*b�宣08 �H�YO衣R�蜜綴み十トラックシート(ポリエステル裳) 

310 冑ﾘ��8���hｻｸﾛ��神刺i陳川崎的=鴫区匿町2-重5-8 ���簽#�ﾘ-ﾃs几��ダンプ ��ﾈﾞ��重80 �*"�4百00 亊��Y%霓��瑠璃み十トラックシート(ポリエステル裳) 

3重l 倬�陞���hｻｸ��神勅岨削i旧市川崎区削町2-15-8 ���闔ｩoｈ6x�3s途�ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*��4501 兒�ｫ��ﾒ�直積み十トラックシート(ポリエステル筏) 

81雷 冓X�檍���h踊ｩR�神勅=脚II錨的II崎区隠町2-15-8 ���cH耳ｼ��｢ﾘ穆s途�ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*��4502 �H�X鷓w��庫積み十トラックシート(ポリエステル袈) 

3章3 冑ﾘ�檍���hｺ��ﾒ�神事測り脚I旧制i圃区間曇-章5-8 ���Bﾓ#���XｵCs途�ダンプ ��ﾈﾞ��130 �-��4503 �H�YO厩��直磯舟十トラックシート(ポリエステル製) 

寄14 俐ﾈ�檍���hｻﾙVｲ�抽勅Ii隔川崎的川崎匹敵町2-重5-容 ��*ｶﾂﾙ�ﾙ4仍ﾘ*�r�ダンプ 冽�&��130 �*��4与0」 ��H�YO駅��輝報み+トラックシート(ポリエステル製) 

315 冑ﾘ�檍��f�f處��神勅il則II崎市川館区敵陣象-15-8 ��CBﾓ#ｈ6s#s途�ダンプ ��ﾉ4��重30 �*��d505 兌H�Y%顋2�直隠み十トラックシート(ポリエステル製) 

3章6 傚�H檍��f�ｻｸﾛ��神勅=腺川的部11噂区戯町2-15-s 枇-8*##衣�s途�ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*��4506 ���YO衣R�匝穣み十トラックシート(ポリエステル製) 

317 �%H�檍��遞､Ywr�神奈川卿=峰抑I旧区破調2-15-8 ���Bﾓ#姐#r�ダンプ ��ﾈ�｢�130 �-��4507 �H�YO鵜��調練み十トラックシート(がリエステル製) 

318 仆(-ﾈ檍��5�486X6(4��相姦川場川崎的Iil崎区千鳥町8-2 ��ﾓ#モﾓsh�s��ダンプ ��ﾈﾞ��重0o �*��き1能 ��H�YO郁��拡積み十トラックシート(ポリエステル製) 

319 冑ﾘ�檍��5�486X6(4��柚奈川的I順調川場区千曲調8-2 ���Bﾙoモﾓsh-ﾃB�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��寄513 丿��Y%鞜R�屯組み十トラックシート(ポリエステル製) 

3ま0 �<俾��8��5�486X6(4��神襟川隔IIi噛相川噸区千舟町8葛2 樋�馼�S#モﾓscCB�ダンプ ��ﾈｿ��100 �*��4895 乂ﾈ�YO駅��拡散為すトラックシート(ポリつもスチル露) 

3包1 儻ﾘ�檍��5�486X6(4��抽射り騨II峰市川峰区干場町8-2 ���cBﾘﾇ�,ﾒﾓx�#B�ダンプ ��ﾈﾞ��重00 �*��47糊 �H�YO閲��直積み十トラックシート(ポリエステル敦) 

統場 冓X�檍��5�486X6(4��神奈川服用的刺i隣区干場吋8-2 �-�YX�Xｿ3モﾓscCB�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��15重6 冩��X藕ﾟB�拡散み十トラックシート(ポリエステル披) 

粧3 冓X�檍��5�486X6(4��抽襟川鳳川崎市川崎区千月町8-曳 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��4896 兌(�YNIDﾒ�曲穣み十トラックシートはリエステル敬) 

324 �<俾陞��5�486X6(4��神勅Il県川崎市川館区千鳥町8葛2 ��YRﾓ#モﾓx��B�ダンプ ��ﾉd��100 �*��」897 �H�YO郁R�直横み十トラックシート(ポリエステル製) 

寄野 ���陞��5�486X6(4��神勅I=剛Il略市川峰区千鳥町8-2 尾ﾈ馼耳�#��cscCB�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��29容0 ��H�YO浦2�直執み十トラックシート(ポリエステル襲) 

92優 僣��檍��5�486X6(4��押蘇川脚Ii崎市川崎区千曳町8-2 �����S#モﾓsh��B�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��4631 �,ｸ��O��b�薗積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

紋7 �/(�檍��5�486X6(4��神森川脚=崎市川蛤区千月町8-2 �+#H耳ｻﾒﾓscCB�ダンプ ��ﾈﾞ��10 鑓��*���3�#���B)%顋2�龍組み十トラックシート(ポリエステル襲) 



<運搬輌一輝>　東京都文癖区小石川　→　神奈川県II旧市川崎区扇町

¥ 俶yw�oX,ﾉkﾈ�茣�使用書の住所 刋�xﾙ�b�重体の形状 俾�:驟��靼窺Hﾘb�劍刮�Y7僵X,ﾉ,hｧﾂ�飛散籍を肪止する議連 

328 �<俾陞��5�486X6(4��神奈川県川場的I鵬区子馬吋8-容 ���cIt��ｸ�"ﾓsh�cB�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��5IO9 �H�X鷓L��磁徹み十トラックシート(ポリエステル製) 

8ま9 冤ﾘ��8��5�486X6(4��神森川隙間峰市川噂は千歯町8-2 ��CBﾙ�xｯ稲ピcCB�ダンプ ��ﾈﾞ��置00 �*��50袖 �H�X�¥��r�直飲み十トラックシート(ポリエステル敬) 

83o 冓X�檍��5�486X6(4��神楽IiI県川崎市川陶区千鴎町8-2 ����ﾘ�3モﾓsh�cB�ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*��47寄6 ��H�X鷓7ｲ�直槻み十トラックシート(ポリエステル製) 

33! �<俾陞��5�486X6(4��柚泰川県川崎前川噛区千鳥町8-2 ���cBﾓ)���cscCB�ダンプ ��ﾉ4��100 �*��51章6 �H�Y%陷ｲ�直概み十トラックシート(ポリエステル的 

39ま 傴��檍��5�486X6(4��舶菊川県川崎市川的区千舟町8-2 �-��H自M�HRﾓsh-ﾃB�ダンプ ��ﾈﾞ��重00 �*��488き �H�Xﾆ��r�面鏡み十トラックシート(ポリエステル裳) 

3綿 俐ﾈ�檍��5�486X6(4��袖森川県川崎巾川崎区干場町8-2 ���Bﾓ)�3cCB�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �,ｲ�5105 �H�Ye��拡散み十トラックシート(ポリエステル襲) 

834 俐ﾈ�檍��5�486X6(4��神奈川肌用館相川蹄区千度町8-2 ��CBﾓ#ヨ�SscCB�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��4735 �H�YO��b�拡散み十トラックシート(ポリエステル製) 

835 冑X��8��5�486X6(4��神奈川県川崎市川館区手相8-2 ��CBﾘﾆ3モﾓscCB�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��馳槌 ���YO��r�拡散み十トラックシート(ポリエステル製) 

836 弌Xﾜh檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 樋�H�X�ｹ��8Ch�"�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��58(鴻 ��'YO衣R�曲龍み十トラックシート(ポリエステル槌) 

紳7 弌8�檍��5�486X6(4��神祭川県川峰市川雌区千鳥町8-雷 枇�fﾂﾓ#モﾓscCB�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��5364 ���YO虻b�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

3雷8 冑X卻檍��5�486X6(4��押測り県川崎耐=崎区千鳥町8-2 ��H6y�ｹ:�43cCB�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��5506 兌H�X�v��瑠璃み十トラックシート(ポリエステル製) 

捌寄 乘H�檍��5�486X6(4��押襟川的iI雌帆Ii峰区千鳥町8-2 ��YRﾓ#モﾓy4釘�ダンプ ��ﾈﾞ��】00 �*��5219 ��(�);ﾂ�匝統み十トラックシート(ポリエステル製) 

340 冓X�檍��5�486X6(4��柚発Ii畷川崎市川峰区千瓜町8-2 毘�籐oモﾓsc�B�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��5蜜20 �H��%�<r�宙積み十トラックシート(ポリエステル較) 

3・1) �<从陞��5�486X6(4��柵菊川隔川崎市川雌区千鴫町8-2 價sH耳ｯ為rﾓscCB�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��観塑1 兌(�YO����榔み十トラックシート(ポリエステル製) 

3う2 �<俾陞��5�486X6(4��神襟川脚II雌市川崎区千月町8-2 ��ダンプ ��ﾈﾞ��重00 �*��5478 ��H�YO��b�曲帥み十トラックシート(ポリエステル製) 

343 冓X��8��5�486X6(4��神勅II腺川崎市川崎区干場町8-2 ���H耳ｧ2ﾓscCB�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��5479 兒��YO噂��曲欣み十トラックシート(ポリエステル製) 

8」4 冑ﾘ�檍��5�486X6(4��神奈川県川場市川雌区千鳥町8-2 樋�H�S#モﾓsh�cB�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��58】9 乂ﾈ�YO��b�商館み十トラックシート(ポリエステル製) 

測与 冑ﾘ�檍��5�486X6(4��相姦川駅間峰帥I峨区干場町8-多 ���/�oモﾓx��B�ダンプ ��ﾉ�"�重00 �*��5618 �H�YN�L��確報み十トラックシート(ポリエステル製) 

346 ��ｸ�檠lH5�486X6(4��神勅iI県川鱈市川樽区千鳥町8-2 ��CBﾓ#モﾓsh�h�b�トラクタ ��ﾈﾞ��100 �*��声重00 亰��YO或b�故積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

3・重7 �亂(檍��5�486X6(4��神奈川則=備市川臓区千鵬町8-2 ��CBﾘｻﾘ�csイB�セミトレーラ ��89h葡�11 �*ﾘ+r�18蒔 凭�)O��b�曲励み十トラックシート(ポリエステル製) 

348 弍x�檍��5�486X6(4��神森川的=跨市Iii噛区千同8-2 �-��ｹ�ｻﾓふscCB�トラクタ ��ﾈｭ��100 �*��4877 �H�X�8ﾟR�故瑚み十トラックシート(ポリエステル郷) 

紳9 �<俾陞��5�486X6(4��神勅=閤I晒吋川崎区千月町8-魯 ���-ﾂﾙ�N�｣scCB�セミトレーラ ��89h葡�Il �*��1844 �H�Y%霈B�市棚み十トラックシート(ポリエステル製) 

350 �%韭陞��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千幽同8-2 �*���ﾈ��｢ﾓscCB�ダンプ ��ﾈﾞ��重00 �4ｨ�"�571a �H�YN�Jﾒ�直線み十トラックシート(ポリエステル紋) 

851 �:��ｩO�ｻｸｩH�檍���抑制1腺川崎的川崎区綱髄4丁目き-3 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��3103 凭8�X�ﾙb�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

締8 �ｩ�ｨ��:����H�2�神祭用恥l雌両川節区組髄通4丁目5-3 ��ダンプ ��ﾈ�ﾂ�100 �*��2780 �H�X�9w��庫龍み十トラックシート(ポリつエステル製) 

8弧 亊i�ｩuhｻｹ�h�檍���神剣=腿)i崎市川崎区絹密通4丁目5-3 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*B�555 ��H�YO����暗積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

354 �ｩ�ｨ�9Mﾉ<������神襟川的Ii脚部=櫛区綱密通4丁目5-8 枇�bｳ8��8ｸ�-���ダンプ ��ﾈ�2�重0億 �*"�10的 �,ｸ�YO��b�商議み十トラックシート(ポリエステル塑) 

855 俛��ｨ�9f�<俾陞���神勅(陳Jii峰市川陶区鋤鰭通4丁目5-3 ��ダンプ ��ﾈ�"�重OO �*��肇80 �H�YN�ﾇ��屯概み十トラックシート(ポリエステル襲) 

856 �:��ｨⅹ隼hﾘ��8���神京間鵬)】崎市川駆増俸通4丁目5-3 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��38創 �H�Y>�｢�在積み十トラックシート(ポリエステル裳) 

357 僵x*倬9���Y[�*ﾘﾉr�神勅=県II旧市商譜区久地1-13-鮎 ��+"ﾓ姻bﾘ�ｶs���ダンプ ��ﾈﾞ��重30 �*"�99 佻��YO鮎��庫積み十トラックシート(ポリエステル裳) 

858 傅H*弍益x遥L�*ﾙI｢��神勅i咽Ii崎市商前庭久地ト1さ-槌 ��Wィﾙ�ｸ橙ﾓ�u��ｯ��ダンプ ��ﾉ4��100 �*��3紬 ���(鷙��曲放れ十トラックシート(ポリエステル製) 

859 �,�=xﾉｨﾝ靂�竕<鋳�神勅=県川竹前高枕区久地1-重8-跨 ��CBﾙ9ﾙ�rﾓ�S���ダンプ ��ﾈﾞ��置00 �*��節5 ���僣�Y%雕b�遣積み十トラックシート(ポリエステル敦) 

860 傅I�8偀�隼'ｨ*ﾘｩB��神森川脚Ii崎市高陣区久地1-重8-務 ��CH自���蔦�S�2�ダンプ ��ﾈﾞ��裏00 �*B�5000 ���YO雨ﾒ�屯練み十トラックシート(ポリエステル襲) 

純1 俶�i;8ﾝ騅��ﾂ茜B��神蘇II帆川噛市南部区久地ト重3一鈎 ��H6xｻ��壷�鉄���ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*b�7000 ��H�YO斡��拡塙み十トラックシート(ポリエステル敦) 

862 亳ﾙ/ｸ偀ﾝ霆ｸｺﾘ*ﾙ4��神祭II糠II旧市商陣区久地ト調一蛍 ��%2ﾘﾚ顰ﾓS�2�ダンプ ��89h葡�18I �*��9000 ��H�YO駅��定職み十トラックシート(ポリエステル裳) 

8∞ ���俯(�免ﾈ倢j2�押測!1駄犬和布枕同ト重5-8章-3腿 訳H�ｨ耳ｦ9��ﾓピ���ダンプ 僭)F��13章 ��+r�章8 ��H�YO噂�� 

3餌 �ｹ��=��ﾈ偀ﾝ��神奈川県大和市雑閲1-重5「31-300 ���ch5ｲ迂h�ャs���ダンプ �����裏$0 �*b�47 �H�X�9w��直観み十トラックシート(ポリエステル製) 

3節 ��9��+､曝借ﾝ��神奈川照大和桝‡間ト15「31「種的 陛�咥�X5ｳc�ｩoi4��ダンプ ��Vﾂ�100 �*ｲ�1476 ��H�YO衣R�雌飲み十トラックシート(氷りエステル製) 

866 �ｹZ�8ﾉ�ﾈﾉｨﾝ��紳東川県大和市棚剛-15-81「3脚 ���S�h5ｹ9ｲﾓピ���ダンプ ��Fr�章00 �*ｲ�1477 �H�X鷓�b�直鎖み十トラックシート(ポリエステル製) 

367 �ｸｴ�ｹ��ﾈﾉｨﾝ��神奈川隔大柳市林間ト15吋1-3的 �+#h,3c蔦怨��ダンプ ��Vﾂ�100 �*ｲ�宣480 凭倡�O��b�直飲み十トラックシート(ポリエステル製) 

櫨鈎 �:�(鋠�ﾈﾉｨﾝ��神奈川県大柳市棚卜騰吋】-8脚 枇�cbﾙ6�2ﾓ亥��ダンプ 仆I6��100 �*ｲ�14&置 ��H�XｶﾙL��直前み十トラックシート(ポリエステル製) 



<運搬車両一覧>　舶都丈癖区小石川　→　神奈川県Il崎市川崎区珊

¥ 俶yw�ﾅH,ﾉkﾈ�Y4��使用哲の住所 刋�xﾙ�b�重体の形状 俾�:�.)MY�)MHﾘb�劍刮5I7弌(,ﾉ{Hｻﾒ�飛散群を防止する能遊 

369 �ｹ�98ﾉ�ﾈ倢�｢�袖豹I憮大和市林間ト15「3ト30合 樋�bﾓ(��ﾓピ���ダンプ ��Vﾂ�100 �*ｲ�1485 亰��(鷙ﾟR�宙積み十トラックシート(ポリエステル殺) 

370 �ｹ��=��ﾈ��ﾝ��神祭川腺大和肘枕間ト置5「8章-的0 ��ｿ蔦#c2ﾓピ���ダンプ ��Vﾂ�重OO �*ｲ�164d �H�X�9w��拡積み十トラックシート(ポリエステル焚) 

371 �ｹ��+｣ﾘ偀ﾝ��糾東川県大和荊幕間ト1盲や1-也的 ���i�ﾓピ���ダンプ �9Vﾂ�重00 �*ｲ�1即は �H�YO駅��薗統み十トラックシート(ポリエステル捉) 

37生 宙ｪ冲ﾙ=��ﾈﾉｨﾝ��神森川腺大和市難問1-重5-31-3調 ��H<�,(*ﾙVｸ�ャs���ダンプ ��Vﾂ�100 儿��16」6 乂ﾈ�Xｦﾙv��宙積み十トラックシート(ポリエステル製) 

容73 忠����=��ﾈ偀ﾞ��神奈川県大和和林間ト15-8ト800 ��Cbﾓ#h6s3s���ダンプ 僮YF��100 �*ｲ�1648 �H�YO駅��曲統み十トラックシート(ポリエステル敬) 

874 �ｹ����ﾈﾉｨﾝ��袖森川県大柳掃闘肌-15→31吋0鶴 ��Cbﾓ#h.｣ピ���ダンプ �ﾉVﾂ�100 �*ｲ�1僚0 �H�X侍ﾇｲ�直航み十トラックシート(ポリエステル製) 

8お �ｹ��=��ﾈﾉｨﾝ��神奈川県大和高郷1-15吋1」8o8 ��Chﾎふピ���ダンプ 僮ﾙVﾂ�章OO �*ｲ�1651 �H�X毘k2�屯積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

876 ��9��Y�ﾈ��ﾝ��神楽川場大和冊挟間重-重5吋ト303 ���ch5｣c2ﾓピ���ダンプ ��Fr�100 �*ｲ�1787 ����衣R�蜜散れ十トラックシート(ポリエステル敦) 

377 �ｹ�8ｽﾙ�ﾈ倢�｢�神楽川県央初市林間ト1百〇8ト800 ���S�bﾓ#c2ﾓピ���ダンプ ��Vﾂ�100 �*ｲ�1788 俑��YO洩2�曲飲み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

雷78 �ｹ��=��ﾉ��9ﾂ�神奈川県大和巾林間ト15-3重-8脚 ���ch耳ｶBﾓ怨���ダンプ 佩宇��重00 �*ｲ�章955 �H�X鷙ｽ��屯締み十トラックシート(ポリエステル製) 

379 �ｹ��,ｩ�ﾈﾗｨﾞ��神奈川県大和和雄旧し15吋1-8的 枇�ch�X茫�簽�����ダンプ ���Vﾂ�100 �*ｲ�2174 �H�YN�ﾇ��庫組み十トラックシート(ポリエステル劫 

380 �4�(c��諠ﾘ借ﾝ��神奈川県大和前幕間1-15吋1「308 ���iEﾓ2ﾓ怨���ダンプ 兌(�2�100 �*ｲ�捌4 �H�YO鵜��市棚み十トラックシートでポリエステル襲) 

881 �ｹ��ﾙ�ﾈﾉｨﾝ��押測=腺大和市妹閲1一艇-81-3脚 ���cbﾓ#�2ﾓピ���ダンプ ��ﾙF��100 �*ｲ�郡 �H�X毘w��曲鮒み十トラックシート(ポリエステル製) 

382 定xｹ��Y�ﾈ偀ｫ��帥窯II陳大和師妹I剛-15「31-紬3 ��Cbﾓ#c2ﾓピ���ダンプ ��xB�宣00 �*ｲ�靭7 ���Xｫ��b�匝組み十トラックシート(ポリエステル製) 

3鈎 �ｹ��ﾙ�ﾈ��ﾝ��神勅I糠大和師部問工-15吋1書棚 ���ch耳ｯ｢ﾓピ���ダンプ ��F��100 �*ｲ�2506 �H�XｦﾙDb�曲強み+トラックシート(ポリエステル製) 

384 忠ly��Y�ﾈﾉｨﾝ��神泰Ii陳大柳市林間動きやト3他 ��ｸ�ｳhﾈ�z�ピ���ダンプ ��ﾙF��100 �*ｲ�3280 ��H�YO衣R�薗飯み十トラックシート(ポリエステル秘) 

3饗場 忠����Y�ﾉd���押鰐川県大和面妖嗣子15-紬吋的 ���cbﾓ#cふピ���ダンプ �9ﾙF��181 �*��13 �H�YN�z��曲的み十トラックシート(ポリエステル製) 

細事6 �4���=��ﾈ偀��袖乗用県木和布祢問ト15吋1-測3 樋�bﾙ�ｳcほvSs���ダンプ ��Vﾂ�13重 �*��17 ���YO噂��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

887 �ｩ��Y�ｩ,ｨﾝ��軸窪川環大和昨枕閲十重5吋1-300 ��Cbﾓ#c2ﾘｯ�s���ダンプ ��F��章30 �*��87 �H�Y%����面前み十トラックシート(ポリエステル製) 

3蝕 忠IW�8ﾉ�ﾉ¥��｢�押奈川駄犬初市精励1-章5-31-803 ���cbﾓ#c2ﾓピ���ダンプ ��ﾙF��重30 定*ﾒ�123 ��H�X鷓w��拡散み十トラヮクシート(ポリエステル製) 

389 �+(5h6X4(�ｸ788ｸ6r�敗市塙江別=区織的即4丁目2ト13 ��I$�*ﾙT簽)M�,ﾒ�ダンプ ��ｹzr�130 �+2�788 ���Y%靹��直納み十トラックシート(ポリエステル製) 

890 忠+(5h6X4(�ｸ788ｸ6r�購再概江戸川区篠崎巾’4丁目27-13 ��CrﾓI��ｩ.B�ダンプ ��Y�2�重30 �+2�782 �H�YO����直観み十トラックシート(ポリエステル製) 

891 忠��5h6X4(�ｸ788ｸ6r�麻敬称江戸川区雑噂町4丁目容7-重3 尾ﾈ6sCcRﾓ#hｷ"�ダンプ ��ｹzr�重30 �+2�78章 ��H�YO掩"�屯積み十トラックシート(ポリエステル製) 

392 宙ﾕ85h6X4(�ｸ788ｸ6r�取高細江印ii区筏崎町4丁目2手13 ���crﾓCcX耳ﾌ�唐�ダンプ ��ｹzr�130 �+2�780 �H�YO衣R�曲観み十トラックシート(ポリエステル粧) 

39種 ��85h6X4(�ｸ788ｸ6r�取京都江戸川直様峰町4丁目主手槍 ��Cx�i9ｸ耳ﾍ��ダンプ ��Y�2�130 �+2�778 乂ﾈ�YO����直髄み十トラックシート(ポリエステル製) 

39il ��饉ﾙX(鵫�r�<鋳�埼玉県調練印西ノ宮80斗l ��*CふY��ﾓsc途�ダンプ 估i$｢�130 綿�"�2777 兌H�YO衣R�確積み十トラックシート(ポリエステル製) 

製糖 ��饉ﾙvﾙzI�r�4��埼玉撒加郷市西ノ宮80ま-1 ��ダンプ 估i$｢�130 �*"�生782 �H�YO鞍��迫組み十トラックシート(ポリエステル披) 

寄96 丼Hｧ�5I�刔��埼玉県三輝市半田13滅-3 �繧ﾓ鉄rﾙ,����ダンプ 亊�?ｩM��裏00 �,ﾒ�蜜791 ���YN�>��直前み十トラックシート(ポリエステル製) 

397 僮�wHｻｹhY$��埼玉腿三郷市半田13謎や ��Cほh縒ﾓャ���ダンプ 偸I?ｩYB�100 �,ﾒ�279亀 �H�YO衣B�直硫み十トラックシート(ポリエステル製) 

898 �)餠�5Io(x｢�埼玉県三郷的半田章統8輸3 ���ｳふ鉄rﾓャ���ダンプ 丶8ﾏｸﾗr�100 �,ﾒ�ま799 �H�X�9w��妃飲み十トラックシート(ポリエステル製) 

399 ��>I��愃x｢�埼玉猷三郷市隼田13翰吋 ���Xｭ壷��x自9ﾓ���ダンプ 兩佰ｹ��100 �,ﾒ�2800 ���YO益��曲概み十トラックシート(ポリエステル製) 

400 ��'ｨｻｸ�(x｢�埼玉県三郷請半田13靭鴫 ��C�,3Srﾓモ�+"�ダンプ 偸I?ｩYB�100 �,ﾒ�!塑74 僵��YO衣R�祀飲み十トラックシート(ポリエステル製) 

401 �/xﾍHｻｸﾍ��埼玉県三揮両半田l縫迫鴫 �+#ふ鉄x�Sャ���ダンプ 偸I?ｩYB�重の0 �,ﾒ�8食18 ����YO郁r�暗積み十トラックシート(ポリエステル経) 

402 刎�駟4傴y+"�鳴響限三郷晴半田1358-3 ��C��KSrﾓユ��ダンプ 儂hﾏｹ��100 丼��32重9 乂ﾈ�YO����直柳井十トラックシート(ポリエステル捜) 

亀O3 �<hｧ�4倅y4��埼玉県三脚半田1締8・匂 ��馗ふ鉄x自oc��ダンプ 偸I?ｩ��100 �,ﾒ�3鑓0 傴ﾈ�X鷙ﾟR�曲積み十トラックシート(ポリエステル筏) 

40」 ��'ｨｻｸｼhx｢�埼玉県三薄荷半田1約0十雷 ���,ﾒﾓ鉄x耳ｷ"�ダンプ 處委ｹ��100 �,ﾒ�級鑓 乂ﾈ�YO衣R�拡積み十トラックシート(ポリエステル製) 

405 仂ｸｧ�5I~ｨx｢�埼玉県三輝市半田1858吋 ���cふ�+8+x�Sャ���ダンプ 傲�?ｨⅲ�100 �,ﾒ�82まま ���Xﾜ)k��曲積み十トラックシート(ポリエステル製) 

408 豫�Hｻｸｼhﾗr��埼玉県三郷市半田1358-3 ���cふ�'縒ﾓャ���ダンプ 僖)?ｩ���100 �,ﾒ�8270 ��H�Y%�)R�拡積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

407 豫�Hｻｸ蝋x｢�埼玉腺三郷市半田1858→さ �驗Rﾓ鉄rﾓャ���ダンプ ��69��1的 �,ﾒ�8312 �H�X鷙ｧ��薗叡み十トラックシート(ポリエステル製) 

dO8 刔�+95I|�x｢�尊重県三郷市半田章3馳鴨 ���cぺﾗsrﾓャ���ダンプ 兢佰ｹ���100 �,ﾒ�8314 乂ﾈ�X�9w��屯積み十トラックシート(ポリエステル製) 

409 仂ｹ5Hｻｹ|�4��埼玉県三郷市半面18璃-3 �+#ふ冰縒ﾘｷ#��ダンプ �)9?ｩ��100 �,ﾒ�郷15 傚ｸ�YO駅��匝積み十トラックシート(ポリエステル製) 



<連敗輔一覧>　賊都文京区小石川　→　神奈川県川崎市川崎区扇町

¥ 俶yw�4�,ﾉkﾈ����使用密の住商 佗ﾘｦ��b�重体の形状 俾傚XﾌI$y+�MI^｢�劍刮�Y7弌�,ﾉ{Hｻﾒ�飛散欝を防止する鴇造 

4重0 �:ﾈﾇｸｻｹE�x｢�地理県三郷両半田1858-3 樋�ふ鉄rﾓャ���ダンプ 兢佰ｹ��100 �,ﾒ�3316 兌H�YO��b�虹橋み十トラックシート(ポリエステル製) 

411 傲冩(ｻｸｼi4��埼玉県≡郵相半田13き8-3 ��*Cふ鉄rﾘ�����ダンプ 僮i?ｩYB�100 �,ﾒ�88I8 僵��X鷓¥��確徹み十トラックシート(ポリエステル紋) 

412 冽ｨ乖ﾌｩ�ﾉ4��埼玉県三細面半田13拙匂 ��ダンプ 凩�?ｨｧﾂ�100 �,ﾒ�832竜 �H�X�9L��韮龍み十トラックシート(ポリエステル製) o書8○○竜7-的00 

413 侈i*8ｻｹ�ﾙ�2�埼玉県≡簿的半田13き8-3 ��*Cふ鉄rﾓャ���ダンプ 乂9?ｨﾈ��100 �,ﾒ�3328 �,｢)O胃��暗殺み十トラックシート(ポリエステル狼) 

414 ���XｻｸﾅXx｢�埼玉県三絹商半田1858「8 �+#��S鉄rﾓャ���ダンプ 偸I?ｩYB�100 �,ﾒ�的7寄 �H�Y%駢��直積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

4重5 �-ｸｧ�5I+�4��埼玉県三蜜柑半田13靭鴫 ��KRﾓ鉄rﾓャ���ダンプ 偸I?ｩYB�100 �,ﾒ�8412 �H�YO益��直瑚み十トラックシート(ポリエステル襲) 

418 傲冩)y��(x｢�埼玉県二締帝甲田輪郭-雷 �+#ふ店ｩ�ャ���ダンプ ���?ｨﾈ��100 �,��3うま0 �H�X鷓���政轍み十トラックシート(ポリエステル襲) 

叫7 忠����68偀ﾝ��干塊県祖師大井20紗 簸｣ふ��ﾓC8ｷ"�ダンプ 僮��130 �+ﾒ�3 �,ｨ�YO駅��直組み十トラックシート(ポリエステル紋) 

118 �ｹ��68ｼ溢ｲ�手業県柏巾大井容089 訳�ほe�蔦C3�2�ダンプ 冤r�100 �.r�4 �H�X鷙ﾟR�出納み十トラックシート(ポリエステル製) 

419 �:��8賈�R�千貌県拍碕大井20的 ���cふ田�#3�2�ダンプ 僮B�180 �+2�5 �H�X�9���屯積み十トラックシートはリエステル製) 

4如 冲ﾈﾌ�檍��jH蕀.ｸｹ"�埼玉県挟父押下合田75合8-1 ��ダンプ 估i$｢�100 �*��475l ���X�9w��市報み十トラックシート(ポリエステル製) 

i堪重 ������jH蕀7員��埼玉県槌父雨下吉田了533-1 ��ダンプ 估i$｢�100 �*��髄0a ���X�9¥��蹄飢み十トラックシート(ポリエステル襲) 

雌塑 竸)�X檍��jH蓼蝌ｺﾒ�埼玉県快父押下吉田了583-1 ��ダンプ 几I$｢�100 �*��6688 �H�YN�ﾟR�屯積み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

4鑓 冲ﾈﾌ�檍��ﾏｸ蕀Fy�"�塙蓋腺快父山下富田7538-1 �����bﾓsx�X�､����ダンプ 估i$｢�100 �*��6973 �,ｨ�Y%霹��匝組み十トラックシート(ポリエステル製) 

う2」 �YTx檍��jH蓼ﾜ�E��r�埼玉県耽父巾下合田了538-1 ���c釘ﾖ簽���b�ダンプ 估i$｢�100 �*��7脚9 �H�YO衣R�市塙み十トラックシート(ポリエステル襲) 

4う獅 ��塊東都江戸川区北跨西4-12-2 ��2ﾓSc澱ﾓCt鳴�ダンプ ��ｹzr�重OO �*ｲ�7016 ��H�YO駅��暗撒み十トラックシート(ポリエステル敦) 

42β �/(�檍���淫ﾉ+x�8ﾝ��川的部II崎区薦郎一14-10 ��9&��S#��ﾓCH*ｳ��ダンプ ��ﾈﾞ��暮30 �*��87 �H�YO衣R�薗組み十トラックシート(ポリエステル襲) 

4容7 俐ﾈ�檍����抦ﾍｸ簡ﾝ��川均的=崎区藤崎2-1・ト10 ��ダンプ ��ﾉ4��181 �*ﾒ�閲〉 �H�YO斡��曲積み十トラックシート(ポリエステル根) 

428 僣��檠�8���)Nx借ﾝ��川崎的=噸区膝噂里-14-10 ��ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*��89 �H�YO�8ｲ�庫帥み十トラックシート(ポリエステル粧) 

429 弌X�檍���亥)dｨ偀ﾝ��川崎市川崎区堆崎2-重4-工0 �-��H�#��ﾓCCS��ダンプ ��ﾈﾞ��重種0 �*��90 倅��YO杏��匹敵み十トラックシート(ポリエステル粧) 

4雷0 仆(-ﾈ檍�����(拷{Hﾝ��川崎市川崎区甑埠2-14-10 簸｣Bﾘﾌs�ﾘ�ﾋ繧�ダンプ ��ﾈﾞ��重雷0 �*��9I ��H�YO駅��直概ね十トラックシート(ポリエステル製) 

431 乘H�檍�����(�?Hﾝ��川崎卸=略区藤崎2-14-10 ��ダンプ ��ﾈﾞ��重80 �*��92 �H�X鷓8ｲ�龍積み十トラックシート(ポリエステル製) 

432 冑X�檍�����)[�Ixﾝ��川崎抑i晒区群峰斗14置10 ��ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*��85 乂ﾈ�Y%鞜R�拡散み十トラックシート(ポリエステル製) 

種33 冑ﾘ�檍����w�[ｩIxﾝ��川崎的川崎区藤崎2-重4-10 ��ダンプ ��ﾈﾞ��重30 �*"�86 �H�YO��2�直納み十トラックシート(ポリエステル粧) 

舶1 �<僞�����揵+yO�H��川峰市川略国置場2-14-重り ��ダンプ ��ﾈﾞ��】30 �*B�97 冩��YhxﾟR�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

出場 �X�檍�����)Nxﾌ���川崎和川崎区群峰2-宣4置重O ��ダンプ ��ﾉ¥b�130 �*B�98 �B)h�R�確報み十トラックシート(ポリエステル敦) 

436 俐ﾈ-8檍�����(拷&��｢�川崎抑川的区田崎打1ト10 ��ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*b�99 佇��YO駅��直轍み十トラックシート(ポリエステル製) 

437 冑ﾘ�檍��,R舐�"�神奈川脚II崎市川的区小向町4-4 ���6s#i�3�����ダンプ ��ﾈｭ��100 �*��3謡6 乂ﾈ�YO��b�匝飲み十トラックシート(ポリエステル製) 

部 冑ﾘ�檍��,Rﾄr�"�神埼川県川崎帝川崎区中馬町4-4 ����ﾓ#cbﾘｯ�����ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��8587 �H�Y�ﾘﾟB�直観み十トラックシート(ポリエステル敦) 

4的 �<俾陞��,R舐雹��押衆II腺II鵬的教崎区小向町4-4 ����5ｳcbﾓ3����ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��8髄4 乂ﾈ�Y%鞴��敵概み十トラックシート(ポリエステル製) 

44o ��iWh檍��,R舐�;R�神殊川部111噸市川崎区小同町4-4 枇�i'Rﾓ#cbﾓ�����ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��種660 �H�YN�w��薗廠み十トラックシート(ポリエステル製) 

44l �<俾陞��,R舐驅b�神奈川県川崎脚II崎区小心町4-4 ���Bﾙ�堅.#����ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��9852 豫ｸ�YO洩2�庫飲み十トラックシート(ポリエステル製) 

442 冑X�檍��,R舐鞋R�押森川的=峰市川崎区小鹿町4-4 ��ダンプ ��ﾈ�2�章00 �*��製鵡 �H�Y��ﾝ��拡散み+トラックシート(ポリエステル製) 

443 �<俾陞����7ﾘ4x6�8��川崎市川噌区魯亡兄密鴫匂 ��ﾋｲﾓ#b�6sI�霆B�ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*��3寄97 凭h�YO益��世綿み十トラックシート(ポリエステル製) 

4州 �<俾陞����,X4x6�8��川崎市川的区郷士旦那-3 ��CH��#bﾓCCym2�ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*��8亀68 �H�YO影��帝劇み十トラックシート(ポリエステル筏) 

445 倬�陞����7ﾘ4x6�8��川崎市川峰厚魯士鬼2「3吋 �+#Bﾓ#cbﾘ��CsR�ダンプ ��ﾈﾞ��重30 �*��6o ���YO���� 

446 �<俾陞����7ﾘ4x6�8��川的1軌=崎区宙上昇争4吋 ��ダンプ 免ｨﾞ��130 �*��亀407 �,ｨ�XﾋXｽb�直弼み十トラックシート(ポリエステル製) 

447 丼H�檍����7ﾘ4x6�8��川場市川噛区魯士晃年屯や ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*B�7 �H�X枇ﾟR�直倣み+トラックシート(ポリエステル製) 

的8 ���陞����7ﾘ4x6�8��川場布川埼区魯士見袖鴫 ��ダンプ ��ﾈ�｢�1雷0 �*��58 ���YO浦2�匝欲み十トラックシート(ポリエステル襲) 

449 冑ﾘ�檍����7ﾘ4x6�8��川崎市川崎唇歯士見蜜-3-8 ��CBﾙ�cbﾓCCsR�ダンプ ��ﾈﾞ��重30 �*"�46 �,ｨ�Y_ｩDﾒ�匹敵み十トラックシート(ポリエステル製) 

4§0 冑h�檍����8H4x6�8��川崎市川崎区禽士鬼才8鴫 亰�Bﾓ#cbﾓCCx*ｲ�ダンプ 粕綿ﾞ��130 �*"�47 ��H�YO飲2�庫職み+トラックシート(ポリエステル製) 



<運搬車両一覧>　東癖都文恵区小石川　→　神奈川県川崎市川崎区珊

¥ 俶yw�ﾅH,ﾉkﾈ����使用者の住所 ��ﾈ槓ｵ2�重体の形状 俾�:靺96�餉Hﾘb�劍刮�Y7丼H,ﾈ廂5��減版等を防止する拙逸 

45置 冓X�檍������68ﾔ囲B�間伐師川崎区峻町10-5 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��1799 �H�X�(�b�蜜龍み十トラックシート(ポリエステル襲) 

452 乘H�檍������68ﾔ榎��・川場市川峰匹壌町10-5 ���簽#sbﾙ4度ﾋ��ダンプ ��ﾉ4��100 �*��2111 �H�X�k2�蜜飲み+トラックシート(ポリエステル謎) 

453 俐ﾈ�檍������68ﾔ栄R�川特高川前区脚10七 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��8泌」 兌H�X�9�b�姫積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

僻4 况ﾈ�檍������68ﾔ頴"�川場耐川場区勧町10-毒 微CBﾓ#sbﾓ塔sR�ダンプ ��ﾈﾞ��重00 �*��42β7 �H�Xｫ駅��直観み十トラックシート(ポリエステル製) 

455 乘H�檍������68ﾔ���川崎的川崎区派町4-6-鑓 ��ダンプ ��ﾈｼ��重OO �*��4榔 �H�YO移r�曲統み十トラックシート(ポリエステル製) 

456 冓X�檍������68ﾔ映R�川崎賀l川崎区派町4-6一鈍 �#H�S#sbﾓ弍�sR�ダンプ ��ﾉ��100 �*��4457 乂ﾈ�X�8��直積み十トラックシート(ポリエステル紋) 

鳩7 冑ﾙv�檍������68ﾔ��ｲ�川館押川崎区洪町4・ぜ一掬 ��馗H5ｳs��S塔y���ダンプ ��ﾉ���100 �*��4458 兌H�YO駅��蜜積み十トラックシート(ポリエステル裳) 

158 冓X�檍������68ﾔ員"�川噛i帥=崎区添吋4葛を勘 ���cBﾓ#sbﾓ�3sR�ダンプ ��ﾉ4��100 �*��寄578 乂ﾈ�X毘�b�増蝕み十トラックシート(ポリエステル製) 

459 偃ﾈ�檍������69)ｩfR�川崎前川蹴区浜町4-6一関 ���Bﾓ#sh�iKX��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��4796 �H�X鷓7ｲ�曲紳み十トラックシート(ポリエステル製) 

460 冑X�檍������68ﾔ杏��川崎的II塙区渓町鶴吋「鑓 ��ダンプ ��ﾉOR�嘉00 �4ｨ���4845 冩��YO����正組み十トラックシート(ポリエステル蚊) 

461 冑ﾘ�檍�����Y68ﾔ宛B�川蛤市川崎区湊町4-6」導 �+(ｯ�ﾓ#sbﾓ�3sR�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��5097 冩��YO斡��屯積み十トラックシート(ポリエステル製) 

462 佇h�檍������68ﾔ��ｲ�川崎両川解区鮒4-6一鑓 �+#Bﾙ�sbﾓ�3xﾋ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��5391 �H�YO�8ｲ�直飯み十トラックシート(ポリエステル殻) 

463 �>韭陞�����ⅸ橙�神奈川煉川崎綱川騎区蝕蛾町6-16 偖僣籀顗�8耳ｼｲ�ダンプ ��ﾈﾞ��重雷0 �*B�登6 ���YO衣R�直積み+トラックシート(ポリエステル製) 

401 冑ﾘ��8��諸��ⅸ橙�神奈川県川崎細l脚暖波臨調6-章6 ���cBﾙ=ﾙh�ﾓxｨﾃb�ダンプ ��ﾉ¥b�重30 �*B�8章 �H�YO旭��直統み十トラックシート(ポリエステル製) 

4筒 冑h�檍���伜){ﾉu�騁��神勅I陳敬浜市船鬼区生密5丁畠11-3 ��F蔦S�6y4都"�ダンプ 仭僥��100 �*ｲ�30節 乂ﾈ�YO��2�拡謡み十トラックシート(ポリエステル製) 

46β 冑h�檍���伜(ⅹ���l��抽東川県朗派市場見区生麦5丁目11-8 ��ダンプ ��ﾙF��置00 �*��4鈎7 兌H�Y%�<r�庫廠み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

467 冓X�檍���伜(ⅸｽ��ｹ¥b�神勅Il県前派市場見区生瑳5丁目11-3 ��ダンプ 僮ﾙFr�工00 �*��99曲 �,ｨ�YIYx��直組み十トラックシート(ポリエステル製) 

468 佇h�檍���伜(ⅸ馼暮t��紳約=腺梯孫両船見区生変5丁目11-3 ���cX�SS��ﾓCCs"�ダンプ 冰�ｼR�100 �*��8179 ���Y%驅��醐み十トラックシート(ポリエステル製) 

469 冑ﾘ�檍���伜(ﾘ)ohⅹｬｲ�神奈川県橋渡市場鬼区生麦5丁目11葵3 ��CRﾓS�6sC�s"�ダンプ ��Vﾂ�1m �*��9107 �H�YO飲2�匝軸み十トラックシート(ポリエステル蚊) 

470 乘H�檍���伜)���ｨ暮t��神謝り県税浜面倒見区生麦5丁目11-3 ��ダンプ ��Vﾂ�100 �.r�110 乂ﾈ�Y%�<r�直硫み十トラックシート(ポリエステル製) 

471 乘H�檍���伜)�ｩnﾈ暮t��神訴II陳駒沢市船見区生麦5丁目1l-8 ���X�SS��ﾓCCyjr�ダンプ ��Vﾂ�100 �*ｲ�踏97 �H�YO衣R�直航み+トラックシート(ポリエステル杖) 

・17ま 冓X�檍���伜(ⅹ�暮t��神勅=県議海商の免官生安ら丁目11-8 枇�cRﾓS���S�馗s"�ダンプ ��Vﾂ�章00 �*��5806 ���Y%�<r�面軟み十トラックシート(ポリエステル製) 

473 乘H�檍�����ﾈﾘ)oh暮t��観想II鵬聯派市場見区生褒5丁目11-轡 尾ｦ迭ﾓS��ﾓCCs"�ダンプ �5�F��100 �*��4製狸 �,ｨ�YO�)R�脇積み十トラックシート(ポリエステル製) 

4神 亢��檍���伜(ⅸｿ佗ﾙo��神祇)Ii県横浜市の鬼区生焚5丁目11-3 ���cRﾓR"ﾘｴｳy�"�ダンプ 伜IF��100 �*��48報 兌(�YO吋ﾒ�拡顔み十トラックシート(ポリエステル製) 

47吉 冑X�檍���伜(ⅸ.)��ｭ��神訴I=淋勝訴商船見区生安ら丁目11-8 樋�RﾓS�ﾂﾘ*H*Cy��ダンプ ��Vﾂ�100 �.r�118 兌H�YO郁r�直観み十トラックシート(ポリエステル製) 

.476 冓X筋檍���伜(ⅹnｸ暮t��細密川場蹴派葡船見直生後5丁目11-3 �-��2ﾓS���ｨ�Sﾓs"�ダンプ 竸ﾙF��100 �*��98担 �H�YO��b�直駁み十トラックシート(ポリエステル袈) 

477 冑X�檍���伜(ⅸﾚ8暮t��神筑11腺横派商館鬼区生痩5丁目11-3 ��ダンプ 佩依��章的 �*ｲ�釣鋤 �H�YO�/r�曲紺み十トラックシート(ポリエステル製) 

478 �<俾陞���伜(手ﾟ�ｷH�"�神勅I嘱戦派市場見区生変5丁日11-3 �+#X�SS�6sCCs"�ダンプ �>侏��100 �*��6781 乂ﾈ�YO��b�龍積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

479 乘H�檍���伜(ﾘ)jxﾇﾘﾊb�押森川腺勝訴商船曳区生変5丁目11-3 ���im2ﾓS�6sCCs"�ダンプ 竸ﾙF��100 �*��9榔 �,ｸ�Y%餃��敵積み十トラックシート(ポリエステル製) 

480 ��h�檍���伜(ⅸ/�暮t��靴樹I陳統派市場見区生麦5丁目11-3 ��鰓ﾓR)t�CCs"�ダンプ ��儼ﾂ�100 �*ｲ�腿 乂ﾈ�YO虻r�高撒み+トラックシート(ポリエステル聴) 

481 乘H�檍���伜(ﾘ)�ｨ暮t��神索Ii鵬横波同職員区生狂5丁目11-3 樋�RﾓS����Cyz"�ダンプ ����100 �*��9915 �H�X�x��癒飲み十トラックシート(ポリエステル製) 

482 �<俾陞���伜(ﾘ)oh暮t��神勅I陳散源市船具区生焚5丁目Il-3 ��8�+2ﾓS�ﾂﾓCCs"�ダンプ �9ﾙF��、100 儿��23 �H�X�9w��薗積み十トラックシート(ポリエステル製) 

範3 冑h�檍���伜){ﾉu�騁��神訴川原繊渡橋場景区生提占丁目11-3 �+#X�SS�ﾔふCCs"�ダンプ �9ﾙF��100 �*��6056 �H�YO衣R�薗積み十トラックシート(ポリエステル製) 

48寸 �<俾陞���伜(ﾘ)oh暮t��神訴Ii恨撒嫉け鳩見区生資5丁目11-3 �-��RﾓS���Y��Cyj��ダンプ 冦y}ﾂ�100 ����3211 �-��X毘�b�曲励み十トラックシート(ポリエステル埜) 

4鰐 �<俾陞��ﾈ�(���川崎市事厚相串町3-7㌻章 ��ダンプ ��ﾙF��130 �+2�806 �,ｨ�YN�g｢�商機み十トラックシート(ポリエステル製) 

488 �<俾��8�����)�r�川格調堵区耐堵町3-才5-1 ��ダンプ ���7��180 �+ｲ�802 亊��YN�)R�匝積み十トラックシート(ポリエステル典) 

487 ���8ﾈ檍�����);R�川場的串は庶事町8一据置1 ��ダンプ ������130 �+r�819 ���YO�7ｲ�直様み十トラフグシート(ポリエステル焚) 

488 俐ﾈ�檍�����(環�川鱒師事区商事的-75-重 ��ダンプ 僮ﾙj��130 �,b�雷重8 �I'Y�cｩ]��屯統み十トラックシート(ポリエステル紋) 

489 亢��檍�����(佖�川崎両帝区商事町8一褐-1 ��ダンプ 伜IF��130 �-��3重0 ���X�9x��故紙み十トラックシート(ポリエステル致) 

490 �<俾陞�����)�r�川崎両帝区前車町雷-75-1 ��ダンプ ��Vﾂ�宣80 �+ｲ�30s 乂ﾈ�YO衣R�曲蝕み十トラックシート(ポリエステル餐) 

491 �<俾陞�����(佖�川場巾事区的甜容一膝-1 ��ダンプ ��Vﾂ�130　た　818 劍僣�XｶﾙL��直組み十トラックシート(ポリエステル製) 



<運搬車両一覧>　東京都文京区小石川　→　神奈川県川崎市川崎区扇町

¥ 俶yw�4�,ﾉkﾉ�Y���使用者の住所 刋�xﾙ�b�庫体の形状 俾�:靺9d刔餉Hﾘb�劍刮'ｩ7��ｸ,ﾉ'俎��飛散鱒を肪血する随遜 

4鍛 �<俾陞�����(･��川場市串区耐串町3-だ・1 ��ダンプ ���ﾂ�190 �,"�311 �H�X�(ｨ2�祉積み十トラックシート(ポリエステル披) 

49さ �<��X檍�����(���川崎師事は南軍町8-楠-1 ��ダンプ �i�B�130 �+r�814 僵��Y%��r�薗積み十トラックシート(ポリエステル紋) 

49嘉 仆(�檍�����(･��川喝前車区商事町8て5-1 ��ダンプ 刋�<r�1容0 �+r�817 �-ｸ�X鷓���拡散み十トラックシート(ポリエステル製) 

4櫛 亢���8�����)¥��川的巾軍区向率町3ヤ5-1 ��ダンプ ��Vﾂ�180 �+ﾒ�305 �H�X�8��拡散み十トラックシート(ポリエステル製) 

496 冑h��8�����)?B�川的市事区商事叩一袴-1 ��ダンプ ��Vﾂ�1雷0 �+ｲ�809 �H�XｶﾘﾟR�直締み十トラックシート(ポリエステル襲) 

497 冓X�檍�����(���川崎げ事区高車町3-75-1 ��ダンプ ��Vﾂ�重80 �+��803 ��H�X枇�b�苗励み十トラックシート(ポリエステル製) 

498 �<俾陞�����)&��川崎商事区商事町3-袴-1 ��ダンプ 况ﾈﾜﾂ�重80 �+ｲ�307 �H�YO��b�政励み十トラックシート(ポリエステル製) 

499 乘H�檍�����(里�川崎市脅区前帝町8一褐-1 ��ダンプ 儉�Vﾂ�180 �+ｲ�816 乂ﾈ�Y%韋r�面前九十トラックシート(ポリエステル製) 

500 �<俾陞�����(ﾛB�川崎神事区曲事町3-7㌻1 ��ダンプ ��Vﾂ�180 �,��815 �H�YO衣R�曲積み十トラックシート(ポリエステル製) 

501 倬�陞�����(�2�川崎師事区商事町組一拍"1 ��ダンプ 冤ﾉVﾂ�180 �+ﾒ�804 �H�YO斡��拡積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

50亀 冑ﾘ��8��傅ﾉ���川崎市串区商事町8一樽-1 ��ダンプ �8ﾘﾋ��180 �+r�312 �H�X鷙�2�呼積み十トラックシート(ポリエステル製) 

503 冑X�檍�����)¥��川崎市勢区廟串町8一誌-1 ��ダンプ �5�F��130 �+��3隻0 兒��YO��b�陣朗み十トラックシート(ポリエステル製) 

50・l 冓X��I{H���(ﾇﾒ�川崎市宰区庶事町3一褐寸 ��ダンプ 佻9���1容0 �+��32し ��H�X毘g｢�旺掬み十トラックシート(ポリエステル製) 

505 亢��檍�����)�r�川崎両帝区前章町8-75-1 ��ダンプ ��Vﾂ�130 �+r�3捜 ����YO��b�妬積み十トラックシート(ポリエステル製) 

50き 儻ｨﾌ�檍����ﾙ���g)|��神奈川卿=峰村川崎区淡町容丁目9-17 ��ダンプ ��ﾈﾞ��180 �+2�9創0 �H�Xｶﾘ�b�調練み+トラックシート(ポリエステル製) 

507 冲ﾈﾌ�檍����ﾙ�5Ij榎��神祭川場川崎市川崎区派町3丁目8-1手 ���ｩ��3bﾙ}ｳ�S��ダンプ ��ﾈﾞ��〕80 �+r�9却1 ���Y%駑��曲組み十トラックシート(ポリエステル襲) 

508 冲ﾈﾌ�檍����ﾙ�5H懐fR�押尭川場川崎制=崎区派町8丁目9-章7 ��ダンプ ��ﾉр�130 �+r�9拙 ��H�YO益��政敵み十トラックシート(ポリエステル典) 

509 ���:�ｭI�x�扱X�檍���袖奈川県川崎市川前庭大川町13泰地4号 ��H6y+#Bﾘ,ﾃ�#2�ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*��20調 乂ﾈ�YO鵜ｲ�瑠璃み十トラックシート(ポリエステル杖) 

軌0 �)�､ｩ&�<俾陞���柚東川県川崎的=跨区大川町脇希旭4号 ��Hﾍﾓ3CBﾓ��#2�ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*��2006 �H�YO�%��遣積み十トラックシート(ポリエステル衷) 

軸重 僣ｸ､ｨ����<兀�檍���神刺=肘iI崎市川的区大川町1的馴国号 ��ﾋｲﾓ3CBﾓ��#2�ダンプ ��ﾈﾞ��重30 �*B�2007 �H�YO��r�曲概みすトラックシート(ポリエステル製) 

5重2 儷靉H､ｩJﾘ�栄ﾘ��8���神泉川県川崎巾川崎区大川叫18番地4号 樋�BﾓイBﾓ��o��ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*"�2008 �H�X�8ﾄ｢�申請み十トラックシート(ポリエステル披) 

刷8 �=�H､ｨ���厭8��8���袖襟川鴨川鯖的1I鳩区大Ii鵬I18番地4号 仄��Y�イH�ｸ�ｲ�ｼ��ダンプ ��ﾈﾞ��180 綿�"�20基重 �H�YN�¥��故励み十トラックシート(ポリエステル襲) 

514 仆ﾙ}ｩn(ﾝ���<俾陞���神勅i陳川崎勘=評区大川町13番他4号 ���cH�S3CBﾓ��#��ダンプ 免冕b�130 �*"�2012 �H�Y%鞜R�屯積み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

515 亰�:�ｭHｩRﾉiX�檍���神祭川県川崎市川的鴎的ii叩3祷地4号 ��7倡�3CBﾔ�C#2�ダンプ ��ﾉ¥b�130 �-��2014 ���YO����彊蹄み十トラックシート(ポリエステル襲) 

5重6 况8�ｭINｸ尨��iX�檍���柳荒川県川崎的川崎区大川町1雷番地4号 仄釘ﾙ��Bﾓ��#2�ダンプ ��ﾈ�｢�130 �*��2015 冢H�%鞜R�直観み十トラックシート(ポリエステル敦) 



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類
<運搬車両一瞬>　愛知県名古屋市海区妙見町　→　愛知県瀬戸市山路町

使用者の名称等 俶yw�j�,ﾈ���連絡先 �9�ﾈ,ﾈﾆ��2�自動呼登録商号 ���Y7弌�,ﾉ�If｢�飛散哲を防止する膳遠 

1 ��I[xｪ"�密知鵬肋戸市議殿町雷丁目117 ��Sc�ﾓ泳ふs��2�ダンプ 仂y�H揵g����3�����.x�������鉛・枇搭 俘),�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ_���

蜜 ����zr�認知県淑戸高萩殿田膿丁目I17 ��ダンプ 仭ﾉ&ｸ揵g����������,(�����"�鉛・批索 �+ﾉEｸ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

3 佩I+)zr�衷畑県淑戸市故破調豊丁目1重7 ��S�6s�"ﾓs的xｲ�ダンプ 儖hﾌx揵g����3�����,(������#��鉛・批索 �8�8-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

4 �ｨｷ)zr�愛知県納戸市税殴町2丁目1重7 ��ダンプ 儖hﾌx揵g����ｩZ�����,h������8���飴・枇窯 冖y��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

5 �ｩk�(��愛知県郷戸市雑駁町農丁目117 ��Sc�ﾓ��rﾓs鼎��ダンプ 俎ｹFｨ揵g����3�����+ﾘ�������,b�鉛・批珠 �+ﾉ^ﾘ*h�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

6 ��KYk�(��愛知県湖戸的萩陵町2丁目章17 ��ダンプ �饑�揵lH���������*ｸ���������鉛・枇索 仂���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹN"��

7 �ｩk騷r�愛知県約百斬殺破調幻“日義17 ��ダンプ 仭ﾈﾆ淫ﾉg����������*ｸ�������"�鉛・和深 �+ﾉ'�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�鋳�

8 �ｨｷ)zr�覆知県納戸前渡風脚ま丁目117 ��*ｳc�ﾙ:C(自ocC��ダンプ 仂y�H揵g����������*ｸ������-ﾈ����鉛・蹴素 偬�ｸ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾆｒ�

9 �ｩk�(��擾畑県池戸稀萩殿町2丁目117 ��ダンプ ��闍X揵g����3�����*(�������B�鈴・枇索 仂�+(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

10 �ｨｷ)zr�凌知県淑戸布教殿皿職丁目117 ��ダンプ ���ﾘ揵g����3�����*H������､��鉛・枇素 丿xｪ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾆｒ�

1重 �ｨｷ)zr�愛知県撤声商綾取卿職丁目117 ��]�ャ"ﾓs砲2�ダンプ 仭ﾈ�(揵g����������,ﾘ�����ｦ#��針・枇繁 仄���-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

宣包 �ｩk闃ﾂ�愛知県瀬戸相殺殿調う丁目117 ��ダンプ �5�揵g����������,ﾘ�����鉄"�船・枇蒸 �+ﾉ9ﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

18 �ｨ7�685�92�愛知県名古屋商や山区諦心4丁目創3 ��S"ﾓs�*#�##��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊�����3���*��������鉛・枇寮 冕�做ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹN"��

宣4 �ｨ7�685�92�理知県名古屋巾や両区車●蘭丁目郷3 ��X-ﾉt��bﾓ�(､鋳�ダンプ 冖ﾈﾌ8譜���3�����*��������"�鍛・耽索 ��ﾙ¥h-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

重5 �ｨ7�685�92�愛知県名言庄和中山区牟心4丁目的3 ��ダンプ ��ﾘｷｴ(�����3�����+��������2�紛・雌索 仭)��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹN"��

重6 �ｨ7�685�92�根知鵬名古塵肺や山区串心4丁目如3 ��ダンプ ��ﾘｷｹIﾘ�����3�����*H�����B�鉛・枇索 仂扱�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

重7 �4�7�685�92�連知県名古座市や山区串●b4丁目却3 丶�^��hｨﾃbﾓ��y;��ダンプ 冖ﾈﾌ4(���������*h�����R�鉛、枇緊 仂���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ4鋳�

重8 �ｨ7�685�92�愛知県名古屋市や一山陣毎心4丁目203 兌俤｢ﾓs冲Bﾘ�##��ダンプ 冖ﾈﾌ8ﾜ������ｸｨ����*(����SY9ｲ�ぬ・碓搭 冕挨H,ｸ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

19 �ｨ7�685�92�痘加県名古屋的守山区挙心亀丁目餌場 ��ﾝ��X8C澱ﾓ�##��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊�����������*(����f��b�鉛・枇索 �+ﾈ�X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ環��

20 �ｨ7�685�92�愛知県名古屋的曾山区串心4丁目創8 ��ﾘ(*#s澱ﾓ�7I;��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊�����������*�����i?閲��飴・枇孫 冰謁�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

2重 �ｨ7�685�92�認知県名古圧印中山区率心4丁口柳3 ��褸6ss澱ﾓ�##��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊���������*�����イ���鉛・枇怒 俾X序-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹN"��

竣 �ｨ7�685�92�受如県名古庄市や山区串・鶴4丁目勘3 �2ﾓs澱ﾓ�j�;��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊�����8�����*h�����r�紛・枇索 侘��-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

23 �ｨ7�685�92�擾知県名古庄市や山区串心4丁目幻3 ��Y^�s澱ﾓ�t��ダンプ 冖ﾈﾌ9.ｸ���������*������b�鉛・批究 俘)��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

24 �ｸ棹�ﾉｨﾝ��漫知県傘臼井証大手町曳丁目柳4-宣 ��Scほ�ｸ�SSc�b�ダンプ 仭ﾈ宜揵g����������+8�������$���鉛・枇蒋 �+ﾉZ�-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹN"��

2与 忠��芥�ｼ溢ｲ�技知腺春日井的大手町2丁目劃4寸 ��ダンプ 儖i*8揵g������3�����+x����ｿ田r�鉛・枇衆 冤ｩ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

、ま6 �ｸ�9�(偀ﾞ��愛知県密国井市大手町之丁目如4-1 ��Y.簽扱H�SSc�b�ダンプ ��珣(揵g������������+x����/x苒�鉛・雌素 丿x藕-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

ま7 冩hﾄX�,i$ﾒ�受如腺裁日光市大手町ま丁目幻4-重 ��Scふ�"ﾓSc�b�ダンプ 兀x�8揵g����3�����*ｸ����3Y4��鉛・旗森 几Hｵ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

28 �ｸ蟹_)�Xﾞ��愛知県春日井師大手町2丁目卸4-工 ��Sc袷田�b�ダンプ 儖i*8揵g������������+8����wﾒ�鉛・枇察 兔��x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ<b��

29 �ｸ�8鰮yﾘﾞ��愛知県味日井高大手町芝丁目創4-重 ��ダンプ 儖i*8揵g����3�����+8����ゴs"�鉛・蹴索 ���oh-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ'b��

30 �:�ｨｻi����凌知県密臼井市大手町食丁目刻4-1 ��Scふ��ふSc�b�ダンプ 儖i*8揵g����������+x����=ﾙ/3r�鈴・枇繁 �=I��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾝ���

8重 �ｸﾇ俤�Xﾝ��我知県春日井巾大手同書丁目紬4-l ��R���.#Sd澱�ダンプ 仭ﾈﾌx揵g����3�����,h����9ﾓs��飴・耽蒸 �)9ﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��



<運搬車両一覧>　愛知県名古屋市簿区船鬼灯　→　愛知県瀬戸市山脚

使用宵の名称導 ��ﾉ[yjx,ﾈ���迎絡先 偬I�ﾈ,ﾈﾆ��2�自動呼登録番号 �茜Y7僵x,ﾈ實IB�飛蹄哲を勝也する樹遊 

8亀 �ｸｯ曳ｸｻｸ板�愛知県名古座的瑞穂区他作町3丁目41-ま ��YxｲﾓccX耳ｧ3��ダンプ 冖ﾈﾌ8ﾜ����������-�������"�鉛・砧搭 冕���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ���

83 �ｸ需m絢�'｢�盈畑凧糸古庄市塙埴区館作調3丁印ト2 ��X-ﾂﾓccRﾓ##���ダンプ 冖ﾉW右������冕������,�������B�鉛・則:瀦 �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

84 忠+)d�m謁��"�愛知県名古騒前掲槌区館作町種丁目4ト2 ��S"ﾓccX5ｹ����ダンプ 冖ﾈﾌ8ﾜ������������,ﾘ�����H����鈴子舶来 �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

35 �ｹdｩm烏ﾙ�R�衰卸限名古恩師踏倒区鵡作円筒丁目41セ ��S"ﾓccRﾘｸ����ダンプ 冖ﾈﾌ8輊�����������,ﾘ���������鉛・碓索 几I�X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

36 �+)�駑����魯知瓜名古屋市勉埴馳I伽的丁目41セ ��S"ﾓccX自oャ��ダンプ 冖ﾈﾌ8ﾜ������������,ﾘ������>Y,ﾂ�鉛・枇捕 ��I4�-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ=b��

37 �ｹ>Igｸ咬wB�程知珊名古屡的肩掛区虹作調8丁目41-ま ��S"ﾓccRﾙ����ダンプ 帝kﾈﾌ8ﾜ�尨�����������,(����S����鉛・枇素 �(序-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�鋳�

38 �ｸ需m�:��B�愛知県名書配布璃磁区惣作町8丁目d重セ ��S"ﾓi9ｲﾓ##���ダンプ 冖ﾈﾌ8柯�����������,ﾘ����S亊��鉛・枇怒 丿y�x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ=b��

紬 ��9�ｨ�(¬Z��愛知県名古屋市や山区脇田町1年0l ��ダンプ 冖ﾈﾌ968尨����+#�����+����������鉛・批索 丿x藕-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

40 �*ﾘｪ��ﾈ�(¬Z��愛知県名古屋轟や山区的田町1紬l ���ﾒﾓs湯ﾓ��Xﾞ��ダンプ 冖ﾈﾌ8ﾜ������3�����,(������#s#r�鉛・批蘇 仂���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ4��

41 �ｹ�ｨ�)��G2�琵如県名古屋抒中山区脇田吋1如1 ��S"ﾓs湯ﾓ���R�ダンプ 冖ﾈﾌ8ﾜ������3�����,h������*ｸ竜b�約・枇珠 ����X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ�2��

42 �ｹ�ｩ(i��5��受知県名宙昼市専用区脇田町1卿1 ��S"ﾓs湯ﾓ���R�ダンプ 冖ﾈﾌ8ﾜ������3�����+ｸ����CSCR�蛤・枇蒸 几ﾉ9ﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ騎��

43 宙ｪ��ｨ�)�ｸ薐�稜知県名宙鰹市や山区的田町1201 ��ダンプ 冖ﾈﾌ968���3�����+x����SH�"�鉛・枇鮨 �+ﾉIX-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

44 �ｨ��ｻｸ蜥�愛知県小牧荊大雄賃7竣一郭乙 ��Y�蔦#蔦涛�R�ダンプ 仂y�H揵g����������+�������CR�鉛一握擢 �)8�(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ=b��

」5 ��H�8ｻｸ蜥�程知県小牧市大埠57童8-鑓2 ��R疫bﾘ�c#蔦涛�R�ダンプ 儉�抦ｵｨ���3�����+8������CSH*ｲ�鉛・枇蘇 �)8ｴ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ'b��

46 �ｨ��ｻｸ蜥�波知県小牧市大軍需7槌■腿 ��X･H6s#蔦涛�R�ダンプ �8揵g�����ﾔ曳H����+x������*ｳCSB�戯・批怒 �=I��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

47 �ｩ�Y5H5H�ｸ7(5��衷知腺小牧同大祉毒7櫛-隻76 �2ﾓs蔦c���2�ダンプ 凉ｨﾌｨ揵g����3�����*�������I���u��鉛・磁靖 �+ﾉ�ｨ-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

48 �ｩ�Y5H5H�ｸ7(5��皐知県小牧珊大理i7統」打6 ��S�ﾇrﾓs蔦h�ｳ���ダンプ 儖i*8揵g����-ｸ����*(����C��r�鈴・枇蕪 侘��X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ烹��

49 宙ｪ�6X��X5�7H�i%8�X6d辻�愛知県神目非轟坂野町5丁目21-14 ��ダンプ 儉ｩ%������ｯ������+������ｦ"�鉛・枇諾 俘),�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹN"��

50 �ｸ6X��X5�7X.�ｨ�Xv����愛知県春日井和露野町5丁目2十重4 ��ダンプ 倡ﾘ.(�������������,ﾘ������丿"�・飴・枇靖 仂��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

51 �7ﾘ8ｸ5h6�5�488Hｷ"�愛知腺鍵田市原見町井ノ向鵜 ��Y)"ﾓC�,貭�ダンプ �=I68�����3�����+�������SR�鉛・枇来 �/�K�-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ���

き2 �7ﾘ8ｸ5h6�5�488Hx｢�稜知県龍田市保見町井ノ向郭 ��X･ふCほl�$��ダンプ 倆i68�����������,h������モ�鉛・枇繁 ��

53 �7ﾘ8ｸ5h6�5�488Hx｢�愛鬼l県駐闇市保見町井ノ内郷 ��X�ﾈ6sC��S33#��ダンプ 倆i68�������������,ﾘ������)G��鉛・枇索 ��

54 �7ﾘ8ｸ5h6�5�488Hx｢�愛知県蝕四面保見町井ノ前衛 ��ダンプ �i68������������,h������モ�鉛・横森 佩ﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

55 �7ﾘ8ｸ5h6�5�488Hx｢�愛知県駐印晴保見町井ノ向鎚 ��ScRﾓCふ�&#��ダンプ 倅�ﾘ�����������,ﾘ�����#���鉛・枇究 冤ｩ��-ﾘ�6x8�8�4�5h�ｸ6vﾈ7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

56 �7ﾘ8ｸ5h6�5�488I4��謡知既出日商保見町井ノ向20 ��Xﾜ(�c�'S33#��ダンプ 倅�ﾘ������������+�������csッ�鉛・枇燕 ��ﾘ序-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ,(4x5�6X8ｸ����

57 �7ﾘ8ｸ5h6�5�488Hx｢�受知県鎧由布保見町井ノ向鈍 ��Y9ｲﾖCぺ顥=ﾘ.��ダンプ 囘ﾉ68�����������+�������k��船・枇索 �(以�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

58 �7ﾘｾ8�ﾈ5h6�5�488I4��唾知県虫田市保見町井ノ向妨 ��ScRﾓC��Y$X��ダンプ 倅�ﾘ�������3�����+ﾘ������SR�飴・枇蘇 �+ﾈｬ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ板��

59 忠'x4��ｸ6x6��ｸ68/�5ﾈ5X4ﾂ�愛知腺名古座押曲区毎崎町l-ま ��*ID�cRﾙV�#���ダンプ 冖ﾈﾌ8ﾜ������������E��������#s��鉛・枇継 �+ﾉ4�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ�ｲ��

00 儖iwy7冦慰粟�� ��ダンプ ��ﾘｷｸｿﾈ�����������,ﾘ������cscr�鉛・批繁 ��

61 �?)�ﾘ贓m慰�閂｢�漫知県名古田的天白区一本や章丁目1重O宣-章 ��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊�����������,ﾘ����CsC��鉛・磁束 �5�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�鋳�

62 儖i*97冦慰鮎hx｢�受動職名五霞巾天白区一本松I丁即1"-章 ��ダンプ 冖ﾈﾌ9Yx�����������,ﾘ����csビ�鉛・枇察 �69�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

68 儖i*97冦慰虻y4��報知部名古座巾天白庄一本誌1丁目11〇十l ��ダンプ 冖ﾈﾌ96������������,ﾘ����#����鉛・枇索 �+ﾈｵ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ=b��



<運搬車両一覧>　愛知県名古屋市港区船見町　→　愛知県瀬戸市山路町

使用密の名機鋳 俶yw��(,ﾈ���迎餓鬼 丿y�ﾈ,ﾈﾆ��2�自動郎載録希や ���Y7况ﾈ,ﾈﾕｸ･B�飛散鰐を耽止する的避 

64 ��)Oi*97冦慰絢ﾘx｢� ��S"ﾓ��m8�h,ﾓ�b�ダンプ 仍��H�����������,ﾘ����ﾛﾒ祷�Vﾂ�鉛・枇尭 ��ﾙ4�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

筒 仭ﾈﾆ�7��ﾈﾔ��Hx｢�虞加県名古題辞天白曙一本松)丁目1】0トl ��ダンプ 僥胤ﾈ�����������Xｨ尨���蔭ﾓx��｢�鉛・耽諜 仂�+(-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

66 刋ﾉ_�7冦慰鮎i4�� ��ダンプ ��H鉙�����������,ﾘ������#�(｢�船・枇素 丿y��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｷ｢��

67 儖i*97冦慰�ｹ4��愛知部名古座面責自区一本松宣丁即重0I-1 ��ダンプ 儼ﾈ鉙�����������,ﾘ�����蔗�鉛・磁窯 丿ﾙ_�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

68 �?)&ｹ7冦慰斡(x｢�軸部名古庄南天自区一本松】丁目1章0ト1 ��S"ﾓ��X��3S�b�ダンプ 僥x鉙�����������,ﾘ�����妬;��鉛・祉索 �(薊-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

69 儖i*97冦慰榎�4�� ��X-ﾂﾓ��Rﾓ3S�b�ダンプ 儼ﾈ鉙�����������,ﾘ������#R�鉛・雌索 仂延�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ騎��

70 �ｹ5Hﾚ偉���愛知県海部郷関卸町源氏1丁目脚 ��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊������x����*h������ﾂ�鉛・磁窯 �円8-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ�b��

71 宙�(ｦ��ｻｹGﾒ�密知県梅郎耶蟹江町甑氏1丁目69 ��ダンプ 冖ﾈﾌ968�����3�����*(������r�鉛・批索 冰��X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾊR��

7宴 宙�)�Hﾘ�靖�R�程知腺海部耶蟹江町源氏1丁目00 ��ダンプ 冖ﾈﾌ9{h�����3�����*���������掛・枇蒸 �+ﾉEｸ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

73 忠�ｩ}xｺｨｻｹ|��受如県海部榔鋒江町源氏重丁目69 ��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊�����3�����*H�������"�掛・蹴落 �+ﾈ･H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

74 忠��ﾔHｻｩ�YL��受如鳴海同郡蟹江町源氏l丁目69 ��ダンプ 冖ﾈﾌ8汯������T�����*�������ssr�ぬ・耽読 冕謁�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

75 忠�y5IMHｻｹ|��密知腺縦郎榔拡江町源氏1丁目的 ��ダンプ 冖ﾈﾌ8�8���������+�������X�2�鉛・雌熟 兔�-ｸ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

76 宙ｪ��Xｯ8吠Jﾒ�愛知県海部榔録社町源氏重丁目69 ��Scrﾓ澱ﾓ�ピ��ダンプ 冖ﾈﾌ8ﾜ�����ﾈ�����*��������鉛・枇絃 �+ﾉEｸ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹN"��

打 冽ﾙv�ﾘ�<ﾂ�経知鵬漁郎郎拡江町源氏1丁目69 亶#rﾓ��ﾘ�ピ��ダンプ 冖ﾈﾌ9Yx�����������*���������鈴・枇察 仂��ﾈ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

78 忠�95Hﾘ�ｩXｾｲ�愛知県海部郡蟹江町源氏l丁目的 ��Scrﾓ妬t��ピ��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊�����������-������B�鉛・磁窯 �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ'r��

?9 宙ﾕ8ｭｹfhﾗｨⅳ�三重県桑名那木的同調白蝶628-87 ��Scrﾓc�,X,ﾓ�B�ダンプ 倅�H�����������*�������o厭R�掛・耽索 几ﾈ�(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

80 宙xｸｭｸﾊｸﾗｨ愆�三孤県桑名耶木鯖勘町自認磁-87 ��Scy?�墺ﾓ�#�B�ダンプ 倅�x���������3�����*�������r�掛・枇索 丿x藕-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ=b��

81 宙ﾕ8ｭｹn�ﾗｩ|��三爪県爽名称木調卸町自麓(掬い87 ��Scx�cc��YnI4��ダンプ 倅�ｨ�����姐#�����*������ツR�節・批難 亰�4�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

82 宙ﾕ8ｭｹ{Hﾗｩ�B�三腫県疏名耶木偶仰町自驚6蜜8-87 ��Scrﾙ^ﾘ�S3(帚�ダンプ 倅�ﾘ�����������*(������CR�鉛・枇索 仂���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ=b��

83 �ｸｭｹ}ｩ]xｺﾒ�三砿県楽名跡水域卸町自鍍6趣や7 ��ｩ�ﾓc��X��+r�ダンプ 倅�x������(����*���������飴・確認 倡��x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ﾒ��

84 忠��ｭｸｴﾘﾗｨ愆�三皿県無名耶水鉛卸町白遊6鑓輸87 ��Scrﾓc��c8ｯ｢�ダンプ 倅�H�����������*(������r�・鉛・枇発 �+ﾈ序-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

85 �ｸｭｸﾊｸｯ�ｲ�三砿県怒名耽木曽岬町自賂628-87 ��Sh6��Sc��ｩ�ﾃ�B�ダンプ ���ｨ�������=ﾘ����*(��������b�船・雌珠 仂��x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹN"��

86 宙ﾕ8ｭｹZﾘﾗｩ>��≡孤児桑名耶木曾坤町自超儲導-87 ��Scrﾓc��S3#�B�ダンプ 倅�ﾘ�����������*h������"�一館・職禽 �+ﾈ�X-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ環��

87 ��b���ｭｹdH竧ﾟR�三孤腺桑名棚木曽棚町自磐6吸-87 ��Scrﾙlふ3#�B�ダンプ 倅�>ｨ������(����/���������鉛+枇蘇 倬���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ烹��

88 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��畏野煉松本的大字柳田4709番地 ��-ｳふC�ﾓ�ツ��ダンプ 傴ﾉgｸ�����������,ﾘ�����C���鉛・雌蕊 ��閲H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹfR��

00 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松木市大宇和田4709宿場 ��#c2ﾓH�ｸ�ｳ�3cb�ダンプ 傴ﾉgｸ�����������ﾋX��������鉛・批寮 �9YH-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

90 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 ��(ｦ"ﾓC�ﾓ�8�"�ダンプ 傴ﾉgｸ��������������,ﾘ������X��飴・磁療 仂�-ｸ-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

91 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 ��艀ｽｲﾓC�ﾓ�-ｹVｲ�ダンプ 傴ﾉgｸ�����������,ﾘ��������2�節・批索 俤ﾘ薊-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

92 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本同大宇和圃4709番地 ��#c2ﾓC�ﾓ�3cb�ダンプ 傴ﾉgｸ�����������,ﾘ������/r�鈴・枇窯 亳)��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

9種 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本肺大字和田4708高地 ��#cふC�ﾓ�3cb�ダンプ 傴ﾉgｸ�����������,ﾘ�����ISr�鉛・枇素 亰�^ﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

9う �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��襲野県松本市大字和田4709番地 ��#c2ﾓC�ﾓ�3cb�ダンプ 傴ﾉm������������,ﾘ������Ch������~侭O駅���+ﾉ~8-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ=b��

9与 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野限松本市大宇和田4709持場 ��#cふC�ﾓ�3ッ�ダンプ 傴ﾉgｸ�����������,ﾘ����ｵ��������僣�Y��b��(���-ﾘ+x6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ=b��



<運搬輌一覧>　愛知県名古屋市港区船見町　→　愛知県瀬戸市山路町

使用者の名称鋒 俶yw�弴,ﾈ���連綿先 ���ﾈ,ﾈﾆ��2�自動呼鐙録祷労 �衣H齎椈,ﾈ顥n��飛散帝を防止する梢遥 

96 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��興野県松本轟大字和田4709番地 ��#c2ﾓC�ﾓ�3cb�ダンプ 傴ﾉm������������,ﾘ����#�Cb�鉛・批察 几I�x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ=b��

97 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松木市大宇和田4709番地 ��-ﾃc2ﾓC�ﾓ�3cb�ダンプ 傴ﾉgｸ�����������,ﾘ����#��"�船・批窯 ��･H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

98 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��投野腺松本帝大宇和田4709番地 ��#c2ﾓC�ﾓ�3cb�ダンプ 傴ﾉm��ﾈ�����������,ﾘ�����hx｢�鉛・枇瀦 刎��8-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹoｒ�

99 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��蛾県松木市大宇和田4709番地 ��ｻﾒﾓC�ﾓ�3cb�ダンプ 傴ﾉgｸ�����������,ﾘ����ｺ��R�鍛・碓素 �9IX-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

裏00 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��畏野腺松本市大字和田4709番地 ��#c8ｨｳC�ﾓ�3cb�“ダンプ 傴ﾉgｸ�����������,ﾘ����gC���鉛・磁蘇 冕��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ5B��

101 亶(6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��交野照松本掃天字和田4709番地 ��#c3��ﾓ�3cb�ダンプ 傴ﾉgｸ�����������,ﾘ����ﾆ��s"�ぬ・位索 �+ﾈｿH-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

102 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��襲野県松本市大宇和田4709番地 ��#c2ﾓC�ﾓ�ツb�ダンプ 傴ﾉgｸ�����������,ﾘ�����閲ｲ�紺・枇織 侘��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

103 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松木市大亭和田4709番地 ��#cぺ43�ﾓ�8帚�ダンプ・ 傴ﾉm�����������.�������S���鉛・枇楽 ��ｹ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

IO4 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��泉野娘松本前大学和田4709諦地 ��#c2ﾓF��3cb�ダンプ 傴ﾉgｸ�����������,ﾘ������C��鉛・枇靖 仂���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

105 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��畏野腺松本請大字和田4709春地 ��#c2ﾓC�ｺ�3cb�ダンプ 傴ﾉgｸ�����3�����*h������#R�帰・碓孫 丿x藕-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

重06 �ﾈ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大宇和田4709蒔地 ��)�蔦C�ﾓ�ツb�ダンプ 傴ﾉgｸ�����3�����*(�����モ�掛・敬謙 �(序-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

107 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野腺松本市大宇和田4709詩地 ��)�坪�c�ﾘ帙cb�ダンプ 傴ﾉgｸ�����������,ﾘ������#r�扮・枇溶 �+)��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

108 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 ��6��蔦C�ﾓ�3cb�ダンプ 傴ﾉm������������,ﾘ�����sc��紛・枇詳 �+ﾈｬ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ=b��

重09 �ｨ7h8ﾈ5x88�ｲ�蜜知県名古座昨報履鳴海町手下砂田158 ��S(5ｳ#Rﾓ3ツ��ダンプ 冖ﾈﾌ9Yx�����������*ｸ�����イ��粉・耽森 ��井(-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｯｲ��

重置o �ｨ7h8ﾈ5x88�ｲ�褒如県名古座両線灰鴫潟町手下汐圃場8 ��S)7Rﾓ�3h��ダンプ 冖ﾈﾌ8ﾊ������������*ｸ���������鉛・碓珠 �4y{H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

111 �ﾈ7h8ﾈ5x88�ｲ�受知腺雀宮毘昨縄区的競争下汐田1栂 舒�E�ｩ���ダンプ 冖ﾈﾌ8譜���������*ｸ����d隧��銃・批窯 �+ﾉ4�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ｸ.�4x5�6X8ｸ����

112 �ｨ7h8ﾈ5x88�ｲ�愛知県名詩昆布縁区噴湖町手下沙田1報 ��S(�Sc#Rﾓ3ツ��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊���������､h����ｼ��鎗・耽窯 丿x藕-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

重19 �ﾈ7h8ﾈ5x88�ｲ�長知県名合理両線区境涯町字下汐闘158 ���*)my�X�S33c��ダンプ 冖ﾈﾌ8ｺh�����������*�������sYl��′鉛・枇索 倡9Kx-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹN"��

114 �ﾈ7h8ﾈ5x88�ｲ�賀知県名を思両線区瓜潟町手下砂田158 ��S(耳肩�"ﾓ33c��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊�����������*ｸ������ｿ都B�扮・枇給 �?��-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

1重5 �ｨﾟx鯖,ｨﾞ��愛知県密国井市八田町7丁目l狼 儖ScふコﾓS3S��ダンプ 儖i*8揵g����3�����,h���������静・枇窯 仂�+(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ�b��

1宣6 �ｹk�,ｩy��ﾂ�蜜知県小牧市跳ケ丘3丁目館-1 ��Sc�ﾓC"ﾓ��#��ダンプ ����H揵g����������,ﾘ����oン2�鉛・磁落 丿ﾙ_�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ4鋳�

117 ��Io��2� ��S"ﾓc�8�X馗#���ダンプ 冖ﾈﾌ8ﾜ������������,ﾘ����4��R�鉛・枇窯 �+ﾉ�x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｯｲ��

章18 �ｨｴY�2� ��S(�田�2ﾓV����ダンプ 冖ﾈﾌ8夊�����������-�������ﾔ��b�鉛・耽読 �8ﾆ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

1暮9 �ｩ;��2� ��Yjふc�2ﾓS#���ダンプ 冖ﾈﾌ8ﾜ������������-���������鉛・枇鰊 偬I�X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹD��

120 册�/i�2�義知県名奇怪同級区大群討手細山=書ま紳 ��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊�����������-�������R�鉛・砧窯 ��(�(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

121 �ｩK9�2� ��u�(�Sc�2ﾓS#���ダンプ′ 冖ﾈﾌ8夊�����������-�������B�船・批索 �=H序-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

1唆 �ｸ�L�(ﾂ�愛知県滞都榔飛増村飛島新田 字竹之郷ハニノ創165-1 ��葺訷.�h耳ﾊ餉X��ダンプ ���x�����������,ﾘ������Ioビ�鉛・雌蕊 倆�ｴｸ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

1基盤 �ｹkｨ､8ｵｩ���鶉攫響璃轄苧湘 ��ScrﾓSbﾙt�����ダンプ 冖ﾈﾌ8ｹx�����������葈������イ�"�鉛,雌蕊 �+ﾈ･H,ｸ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

124 �8�X�X�Sy�Y:�4��受知駄榔敵陣飛庫材松之簿1丁目45 ��ScrﾓSbﾓsペ{��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊���������,ﾘ����ンs��槍・敢寮 ��

重つ5 �8�X,X�X,Y7ｩ��x｢�愛知環海廓陣痛由村松之輝1丁目45 ���3crﾓSbﾓs3sr�ダンプ 冖ﾈﾌ8夊�����������,ﾘ����ピvﾂ�鉛・枇素 ��･H,ｸ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

126 �8�Y(h,X侍､9�B�愛知腫海部耶飛鴫村松之郷1丁目45 ��ダンプ 冖ﾈﾌ8ﾜ����������*�����3�C��紛・枇揺 几I��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹD��

置27 �8�Y(h駟5H､8x｢�程知環海輝那飛瓜村松之輝1丁目45 ��ダンプ 冖ﾈ���ﾈ���������*迄����-賈Hﾈ����H�YO駅��侘僮X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����



<運搬輌一覧>　愛知県名古屋両港区船見町　→　愛知県瀬戸市山路町

使用著の名称街 俶yw��(,ﾈ���連絡先 亂ﾉ�ﾈ,ﾈﾆ��2�自動庫投線審や �茜Y7��ｸ,ﾉ,hｦ2�飛散徳を妨止する情趣 

重28 ��c・9・す姐糊棚 ��9&ﾘﾊy/怨佛9YIWｹ�ｨ鉑Ehｵ��)ｩmｩ?SR�0蒲7輸56-栂77 �5�987b�名書慮　　10重　　か　　81臓 �H�Xﾆ��r�拡概み十トラックシート(ポリエステル勘 

129 ��ダイキ腫級㈹ 假9&ﾘﾊykﾈﾌ9��9(i�ﾈｾh�9'))ｩm｣#s�B�052-4重4-削 �5�987b�名古庄∴∴∴職0　　え　　　鑓1ま 乂ﾈ�X枇ﾎ｢�直積み十トラックシート(ポリエステル蜘) 

130 ��ダイキ述敗的 兒)&ﾘﾊykﾈﾌ8ﾜ��9(i�ﾈｾhﾗ�=s))ｩm｣#s�B�削14-6800 �5�987b�名古屋　　l湘　　え　　　創0 �H�Y%騅��直槙み十トラックシート(ポリエステル製) 

181 ��ダイキ連敗的 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8ﾜ��9(i�ﾈｾi�ﾈ垉))ｩm｣#s�B�052-414-6800 �5�987b�名古屋　　1種0　　け　　　的8 �B)O益��面前み十トラックシート(ポリエステル鑓) 

重織 ��ダイキ姐腹部 冕�&ﾘﾊykﾈﾌ8夐Wｨｽ��ﾈｾhﾘy���)ｩmｨﾘss�B�052-414-餓00 �5�987b�名古屋　　103　　い　　　槻8 �H�YN�ｽb�靖説み十トラックシート(ポリエステル襲) 

重33 ��ダイキ姓敗的 俯#�ﾊykﾈﾌ968�9(i�ﾈｾh��oｳ))ｩm｣#s�B�05狐14鴫的0 �5�987b�名古座　　重00　　ひ　　　7捜 �H�X�9���喰徹み十トラックシート(ポリエステル製) 

量禽1 ��ダイキ述敗(的 ����ﾊykﾈ���育9(i�ﾈｾiX�YC))ｩmｨﾘss�B�052-寸14輸償00 �5�987b�名古庄　　穏0　　え　　　湘 ����X毘{��確執み十トラックシート(ポリエステル襲) 

1鈎 ��ダイキ建敵的 倅｣�ﾊykﾈﾌ8ﾜ��9(i�ﾈｾhｶx垉))ｩm｣#s�B�052-414-6800 �5�987b�各島匪∴∴101　い　　　3綿 �H�X鷓7ｲ�政敵み+トラックシート(ポリエステル紋) 

186 ��ダイキ並股的 假9&ﾘﾊykﾈﾌ8夐4�(i�ﾈｾi^ﾉ'(ｵI)ｩm｣#s���052-4重き-飴00 �5�987b�名古田　　101　　い　　　3榔容 ���Xｫ杏��匝積み十トラックシート(ポリエステル敬) 

137 ��ダイキ遮級部) �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夐��(i�ﾈｾhﾎ�D�))ｩmｨｵCx�｣"�052-41+6800 �5�987b�名富慮　　10I　　い　　　的00 凭��Xﾆ位｢�直積み十トラックシート(ポリエステル災) 

1榔 ��ダイキ遮鮫㈹ 儖ｩ&ﾘﾊykﾈﾌ8夐��(i�ﾈｾhｶyLｸ益)ｩm｣#s�2�052-414-6800 �5�987b�名古屋　　重80　　替∴∴∴8000 �H�YO����曲聯み十トラックシート(ポリエステル製) 

189 ��ダイキ姓徴㈹ 儺Y&ﾘﾊykﾈﾌ8ﾚ儻ｩ(i�ﾈｾh鎌D�))ｩmｨﾘss�B�052-414-6800 �5�987b�名古座∴∴100　　は　　90榔 �H�YO衣R�堪能み十トラックシート【ポリエステル製) 

重40 ��、ダイキ趣披糊 凉ﾙ&ﾘﾊykﾈﾌ8汯�9(i�ﾈｾhﾌ8�))ｩm｣#x�B�052-414峨00 �5�987b�名古歴　　10章　　か　　17重9 ��Hｶ�u倚R�市債み十トラックシート(ポリエステル独) 

141 ��ダイキ進級㈱ 冕y&ﾘﾊykﾉ�浦x畠4豚ｾi'ｸ�))ｩm｣#x-ﾃB� �5�987b�名占用　　章00　　ひ　　創00 ���Y%�5ｲ�龍韻み十トラックシート(ポリエステル襲) 

重4包 ��ダイキ遮股的・ �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9(i�ﾈｾi��=yvY)ｩm｣#s�B�052-も重4一柳0 �5�987b�名古風　　重00　　み　　釦00 凭X�X�8��直撒み十トラックシート(ポリエステル製) 

14寄 �� ��ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｦ��f迄�h�ｸ�ｸ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｸ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�｢� �5�987b� �H�X鷓w��蜜積み十トラックシート(ポリエステル級) 

144 �� �� �5�987b� �H�YO駅��直前み十トラックシート(ポリエステル製) 

重45 �� �� �5�987b� ���YO鞍��疏積み十トラックシート(ポリエステル独) 

146 �� �� �5�987b� 兌H�YO�%B�龍飲み十トラックシート(ポリエステル製) 

147 �� �� �5�987b� �C�O衣R�直航み十トラックシート(ポリエステル製) 

重48 �� �� �5�987b� �H�YO逢��直積み十トラックシート(ポリエステル的) 

149 �� �� �5�987b� 定鋸�YO駅��蜜積み十トラックシート(ポリエステル蚊) 

150 �� �� �5�987b� �H�YO壱��瞳積み十トラックシート(ポリエステル握) 

151 �� �� �5�987b� �Hﾎ9O衣R�拡散み十トラックシート(ポリエステル襲) 

15ま �� �� �5�987b� ��H�X�8��拡倣み+トラックシート(ポリエステル披) 

重53 �� �� �5�987b� �H�YO駅��宙飲み十トラックシート(ポリエステル襲) 

154 �� �� �5�987b� ��H�X�ｩw��卸蚊み+トラックシート(ポリエステル製) 

155 �� �� �5�987b� 兌(�YO衣R�故殺み十トラックシートはリエステル紋) 

156 �� �� �5�987b� 僵��X鷓7ｲ�間み十トラックシート(ポリエステル製) 

157 �� �� �5�987b� �H�YO��b�髄撒み十トラックシート(ポリエステル襲) 

158 �� �� �5�987b� �H�Y%頡��蜜飲み十トラックシート(ポリエステル蜜) 

159 �� �� �5�987b� 亰��X毘�ｲ�直績み十トラックシート(ポリエステル製) 



<運搬輌一覧>　愛知県名古屋市港区船見町　→　愛知県瀬戸市山路町

収用蜜の名称節　　　　　　使用密の住所　　　　　　　連絡先 儂��ﾈ,ﾈﾆ��2�■ 俾�:��(��ｬ��X."�汚典土壌の勘那 儖(藕ﾟ�/�eh鉅+x.�'�"�

漢書喜喜喜○○賀臆鵜喜喜喜一臆SSSSSSSS臆■臆〇〇〇,■■■臆臆■ ���� 

160 ���5�987b� 刪ｹ・批素 倡9_�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ���
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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神奈川県川崎市川崎区扇町→愛知県名古屋市港区船見町

添付書類5

番号 ��Ikﾂ�船舶番号 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��汚染土壌の種類 俶yw�tﾈ�(,ﾈ���

l �+�+�.X*Hｭｲ�134401 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・批索 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

2 ��i��Jｩ�ﾈﾏXｭｲ�「40135 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

3 ��h��Jｩ�ﾈﾏXｭｲ�141258 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ乖ｳ3��

4 ��bﾘ*�*�,(*ｲ�129547 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

5 ��h蓼��ｶxｭｲ�133078 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇索 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

6 ��i��Jｩ_9x渥ｲ�134182 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇索 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

7 �5h��133554 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���、鉛・枇素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

8 ��h蓼�Jｨﾇﾉuﾈｭｲ�132255 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇索 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

9 ��兩8ｭｲ�135399 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

10 ���ﾘｭｲ�134473 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9Lｸ�9kﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

11 傲ｸｵ�ｭｲ�134469 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・批素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾉLｳ"ﾓ蔦3��

12 ��i?��+8+隴ｲ�134207 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

13 ��h蓼��+8+隴ｲ�133208 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・批素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

14 ��h蓼�Jｨ+8+隴ｲ�134458 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

15 ��h�Jｩ�h��ｭｲ�134208 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

16 ��iU8�JｩYy�hｭｲ�134426 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇索 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9Lｸ�9kﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

17 ��iU9?���e�ｸﾘｭｲ�134428 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇索 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

18 ��iU9?��Jｩe�ｸﾘｭｲ�134431 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

19 ��iU8蓼��YYxｸﾘｭｲ�134432 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇索 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

20 ��iU8蓼�JｩYy�hｭｲ�「34434 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇索 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

21 ��iU8ﾍﾈ��e�ｸﾘｭｲ�140202 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇索 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

22 ��iU8ﾍﾈ�JｩYxｸﾘｭｲ�140550 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

23 ��iU9��Jｩe�ｸﾘｭｲ�141156 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

24 ��h�耳ﾘ(ﾛｸｭｲ�135658 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇索 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

25 ����ｭｲ�135868 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦8��

26 ��iJｨｾ�8�NIxXｭｲ�135168 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇索 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

27 ��iJｩ�XｺHｭｲ�135513 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇索 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

28 儻�渥ｲ�134264 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9Lｸ�9kﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

29 ��i?��YY�ｲ�135117 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ乖ｳ3��

30 �+�*(.�.H*B�135576 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇索 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9Lｸ�9kﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

3l 亳y����ｭｲ�135516 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

32 �5I���141233 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇索 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

33 倅�ﾈ��Y�xｭｲ�132326 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9Lｸ�9kﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

34 �����134624 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�(�c蔦3��

35 �����ｲ�「34667 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9Lｸｾikﾈﾖ�"ﾓ��c3��

36 ���w�ｭｲ�137022 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・拙策 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��
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添付書類6

頼替峠管の用に供する施設に関する書類
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添付膏類7

積香・保管の用に俣する施設に関する書類

1積替・保管施設の配置図

八号地全体図　名古屋市港区船見町57番地地先愛知海運株式会社八号地現業所


