
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

届出者　住所
氏名

平成　29年　/月　2グ日

二課嬬
取締役副社長支店長　今木　雪

氏名又は名称及び住所並びに法人
にあっては、その代表者の氏名

東京都知苺殿

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。

要措置区域等の所在地

住所表示;東京都品川区北品川五丁目l番1号
地番表示:東京都品川区北品)i伍丁目420番1, 420番7, 428番l着

438番1, 438番3の各一部

汚染土壌の特定有害物質による

汚染状態

トリクロロエチレン(土壌溶出量基準不適合)
シスー1,2・ジクロロエチレン(土壌溶出量基準不適合)

鉛(土壌含有量基準不適合)
六価クロム(土壌溶出量基準不適合)
枇索(土壌溶出量基準不適合)
ふっ素(土壌溶出量基準不適合,土壌含有量基準不適合)
詳細は添付資料1に示す。

汚染土壌の体積 46, 599.99 m3

汚染土嬢の運搬の方法 陸運(自動車)

汚染土壌を遥般する者の氏名又

は名称

関電ジオレ株式会社,株式会社豊信トラスト,
株式会社ハーモセレ

汚染土壌を処理する者の氏名又

は名称 馨麟・採工職
汚染土壌を処理する施設の所在

地
添付資料lに示す。

汚染土壌の搬出の着手予定日 平成29年1月3日

汚染土壌の搬出完了予定日 平成30年　5月14日

汚染土壌の運搬完了予定日 平成30年　5月14日

汚染土嬢の処理完了予定日 平成30年　5月15日

遥態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

添付資料4に示す。

積替えを行う場所の所在地並び
に所有者の氏名又は名称及び連

絡先鎚鞭の際、積替えを行う
場合に限る。 )

保管施設の所在地並びに所有者
の氏名又は名称及び連絡先(保

管施設を用いる場合に限る。 )

’29, 1.2噂

<連絡先>

蒋水建設株式会社エンジニアリング草葉本部土壌環境事業部
担当:　　　　　　TEL O3-3561-4313

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)を記載し、押印すること
にあってほぞの代表者)が署名することができる。



要措置区域等の所在地(地番表示) :

東京都品川区北品川五丁目420番1,420番7, 428番1, 438番1基438番3の各一部
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(凡例)

[コ軸区画

□ 30m格子

目謳対象地

□形質変更時要届出区域

園土壌捌工事(V〇〇〇鉛複合汚染土壌)

圏瑚掘削工事(六価クロム・ふっ素複合汚染土壌)

圏土壌掘削工事(鉛一枇素“ふっ素単独又は抱合汚染土壌)

〇一:シートパイル(遮水蜜)設置範囲

葛○○: §脚(速水壁)設置範囲

汚染土壌の場所を明らかにした要措置区域等の図(1)
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添付資料呂

汚染土壌の運搬の方法

3-1運搬フロー図

(1) V〇〇 ・鉛複合汚染土壌

要措置区域等

東京都品川区北品川五丁目420番1, 420番7, 428番1, 438番1書438番8の各一部(地番表示)

トリクロロエチレン　汚染土壌

シス・1,2・ジクロロエチレン　汚染土壌

鉛及びその化合物　汚染土壌

陸運;関霹ジオレ株式会社 

荷姿:トラック十フレコン(内袋あり) 

十シート掛け 

処理施設:関電ジオレ株式会社本社工場 

兵庫県尼崎市東浜町1番地の1 

種類:浄化等処理施設 

処理方法:浄化(分解一熱分解) 

(2)六価クロム・ふっ素複合汚染土壌

要措置区域等

東京都品川区北品川五丁目420番1, 420番7, 428番工, 438番l, 438番3の各一部(地番表示)

六価クロム化合物　汚染土壌

ふっ素及びその化合物　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: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"59,5"62,5-85,5-86 

種類:浄化等処理施設 

処理方法:浄化(抽出一洗浄処理) 
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(3)鉛・枇素〃ふっ素単軸又は複合汚染土壌

襲措置区域等

東京都品川区北品川五丁目竣0番1, 420番7, 428番1, 438番1, 438番3の各一部(地番表示)

鉛及びその化合物　汚染土壌

枇索及びそのイ拾物　汚染土壌

ふっ素及びその化合物　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;宮二栄産業株式会社 

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置21,5-39,5-59,5車62,5-85,5-86 

種類:浄化等処理施設 

処理方法:浄化(抽出一洗浄処理) 

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-ユ 

種類:分別等処理施設 

処理方法:分別等 

3-2　運搬体制

鉛及びその化合物　汚染土壌

硝薬及びその化合物　汚染土壌

ふっ素及びその化合物　汚染土壌

陸運:株式会社ハーモセレ 

荷姿:ダンプトラック十シート掛け 

処理施設:株式会社東興開発市川塩浜工場 

千葉県市川市塩浜二丁目 

16番6,7,8 

種類;分別等処理施設 

処理方法:分別等 

運搬受託者 傀謁ﾘ郢�ﾒ�

関電ジオレ株式会社 亊h��5x4�8ﾈｩH�檍��gｸ��ﾔ��｢�

株式会社豊信トラスト 儻�?�毎蝌ｼhｩH�檍��刮�Y7��ｸﾜH��ﾋ�ｸ�yﾘ7h8�986r�
早来工営株式会社川崎工場 

株式会社ハーモセレ 乘H�檍��ﾘ�5H､ｩJﾘ�9�ﾈ冓Vﾈﾔ��｢�

協力会社の一蜘ま,添付資料4のとおりである。 
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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

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を以下に示す。

4置1関囁ジオレ株式会社本社工場(陸運)

◆運搬受託者:関霹ジオレ株式会社

自動車等の 使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�車体の形状 ���Y7��ｸ,ﾈ實}��飛散防止を防止する構造 

上組陸運株式会社擬浜支店 ��CRﾓc#ふcs�r�大型平ボディ トラック �H�6x8ｨ4�$�4x6�8ﾈ92�5h5��ｳ��"ﾘ5x4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�フレキシブルコンテナ(内装あり:ポリエチレン製) 

池田興業株式会社大阪支店・ ��s"ﾓc#Bﾓ##C��大型平ボディ トラック �Bﾈ6x8ｨ4�$�4x6�8ﾈ92�5h5��ｶﾈ��"ﾘ5x4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�フレキシブル雪シテナ(内袋あり;ポリエチレン製) 

株式会社日之出運輸　関東 ��Cふ#モﾓs��#��大型平ボディ トラック �H��6x8ｨ4�$�4x6�8ﾈ92�5h5��ｳ�ﾃ"ﾘ5x4�$�4x6�8ﾈ92�フレキシブルコンテナ(内袋あり:ポリエチレン製〉 

製缶陸運株式会社横浜支店 ��CRﾓC3"ﾓYLs��大型平ボディ トラック �Bﾈ6x8ｨ4�$�4x6�8ﾈ92�5h5��ｳ��"ﾘ5x4�$�4x6�8ﾈ92�フレキシブルコンテナ(内袋あり:ポリエチレン興) 

製缶陸運株式会社長崎本社 ��迭ﾓ�3蔦3#�ﾂ�大型平ボディ トラック �Bﾈ6x8ｨ4�$�4x6�8ﾈ92�5h5��ｶﾂ�"ﾘ5x4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�フレキシブルコンテナ(内袋あり:ポリエチレン製) 

神戸合同適齢有限会社 ��rﾓャSrﾓ3�s��大型平ボディ トラック �Bﾈ6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�5h5��ｳ��"ﾘ5x4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�フレキシブルコンテナ(内袋あり:ポリエチレン裂) 

五輪運輸倉庫有限会社 ��bﾓcsCbﾓccSb�大型平ボディ トラック �Bﾈ6xﾛｹ684x6�8ﾈ92�5h5��ｳ��"ﾘ5x4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�フレキシブルコンテナ(内袋あり:ポリエチレン捜〉 

株式会社川崎運送 ��CBﾓ#CBﾓ��S��大型平ボディ トラック �Bﾈ6xﾛｹ684x6�8ﾈ92�5h5��ｶﾈ��(耳5x4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�フレキシブルコンテナ(内袋あり:ポリエチレン襲〉 

酒井運送株式会社 ��sCRﾓC"ﾓ���R�大型平ボディ トラック �Bﾈ6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�5h5��ｶﾈ��"ﾘ5x4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�フレキシブルコンテナ(内袋あり:ポリエチレン数〉 

江崎運送株式会社 ��bﾓcc�rﾓ3332�大型平ボディ トラック �Bﾈ6x8ｨ4�$�4x6�8ﾈ92�5h5��ｳ��"ﾘ5x4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�フレキシブルコンテナ(内袋あり:ポリエチレン捌) 

日誠商運株式会社 ��bﾓcc�"ﾓ#S���大型平ボディ トラック �Bﾈ6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�5h5��ｶﾂ�"ﾘ5x4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�フレキシブルコンテナ(内袋あり:ポリエチレン製) 

有限会社山城運送 ��sCBﾓ�"ﾓ#�#b�大型平ボディ トラック �Bﾈ6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�5h5��ｶﾂﾃ"ﾘ5x4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�フレキシブルコンテナ(内袋あり:ポリエチレン製) 

株式会社カミックス ��CRﾓc#ふcs�r�大型平ボディ トラック �Bﾈ6x8ｩ�88ﾘ4x6�8ﾈ92�5h5��ｶﾂﾃ"ﾘ5x4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�フレキシブルコンテナ(内袋あり:ポリエチレン製) 

株式会社日立オートサービス ��CRﾓCs8�Sc�cb�大型平ボディ トラック �Bﾈ6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�5h5��ｳ���"ﾘ5x4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�フレキシブルコンテナ(内袋あり:ポリエチレン製) 

スターライン株式会社 ��C迭ﾓ32ﾓ鉄���大型乎ボディ トラック �Bﾈ6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�5h5��ｴﾃ"ﾘ5x4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�フレキシブルコンテナ(内袋あり:ポリエチレン竣) 

有限会社松本商事 ��Cふ���"ﾓCC3B�大型平ボディ トラック �Bﾈ6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�5h5��ｹ^偵"ﾘ5x4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�フレキシブルコンテナ(内袋あり:ポリエチレン製) 

楠原輸送株式会社 ��CRﾓH+��t�#�s��大型平ボディ トラック �Bﾈ6x8ｨ4�$�4x6�8ﾈ92�5h5��ｳ��"ﾘ5x4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�フレキシブルコンテナ(内装あり:ポリエチレン製) 

謹呈物流株式会社 ��CふS3"ﾓcSC2�大型平ボディ トラック �Bﾈ6x8ｨ4�4�4x6�8ﾈ92�5h5��ｳ��"ﾘ5x4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�フレキシブルコンテナ(内袋あり:ポリエチレン製) 

株式会社YASHIMA ��bﾓcSX6s3�鳴�大型平ボディ トラック �Bﾈ6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�5h5��ｳ���"ﾘ5x4�$�4x6�8ﾈ92�フレキシブルコンテナ(内袋あり:ポリエチレン製) 

有限会社モリダニ南部 ��bﾓccィﾓS�#2�大型平ボディ トラック �Bﾈ�8.�ｸ8ﾘ4x6�8ﾈ92�5hｷh示ﾂ�"ﾘ5x4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�フレキシブルコンテナ(内終わり:ポリエチレン製) 
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4・2　高二栄産業株式会社汚染土壌再資源化処理プラント及び早来工営株式会社川崎工場(陸運)

・運搬受託者:株式会社豊信トラスト

自動車等の 使用者の氏名鵠 刋�xﾙ�b�車体の形状 ���Y7��ｸ,ﾈ顥}��飛散防止を防止する稲造 

株式会社堂悟トラスト ��C��ﾓ3�ﾓ因C#B�ダンプ �Bﾉ�廁4�8ﾘ8�ﾂ�'傚2�-8,��b�直積十シート掛け(ポリエステル製等) 

株式会社MAXグIトゲ ��C��ﾓS2ﾓC�C"�ダンプ �Bﾉ�廁4�8ﾘ8�ﾂ�5ｸﾝり-8,���直頼十シート掛け(ポリエステル製等) 

株式会社サカエ ��Cふ砺ﾂﾓイ���・ダンプ �Bﾉ�廁4�8ﾘ8�ﾂ�N�{���-8,��b�直積十シート掛け(ポリエステル製等) 

株式会社ブジュー ��CRﾓ3�2ﾓs�$��ダンプ �Bﾉ�廁4�8ﾘ8���N�|��-8,�ﾟR�直積十シート掛け(ポリエステル銀等) 

有限会社明山興業 ��CRﾓC�"ﾓ#�Sr�ダンプ �Bﾉ�廁4�8ﾘ8�ﾂ�N�ﾟR�-8,��b�直積十シート掛け(ポリエステル製等) 

株式会社太田工業 ��CBﾓ#sbﾓ�9{迭�ダンプ �Bﾉ�廁4�8ﾘ8�ﾂ�N�wH��-8,�ﾝ��暗額十シート掛け(ポリエステル製等) 

有限会社湘南オートサービス ��Cbﾓ�#rﾓs�3r�ダンプ �Bﾉ�廁4�8ﾘ8�ﾂ�N�ﾟR�-8,��b�直積十シート掛け(ポリエステル製等) 

エステーけ-ビス株式会社 ��2ﾓc��bﾓ#Y{�"�ダンプ �Bﾉ�廁4�8ﾘ8�ﾂ�N��b�-8,��b�直税十シート掛け(ポリエステル製等) 

有限会社北井商事 ��Cふss"ﾓCC澱�ダンプ �B驟ｨ廁4�8ﾘ8�ﾂ�O衣R�-8,��b�直積十シート掛け(ポリエステル製等) 

株式会社イッポウ ��Cふ涛2ﾓC3C��ダンプ �Bﾉ�廁4�8ﾘ8�ﾂ�N�ﾟR�-8,�{��苗穂十シート掛け(ポリエステル製等) 

京和工業株式会社 ��2ﾓ3SSbﾓC����ダンプ �Bﾉ�廁4�8ﾘ8�ﾂ�O咽�-8,��b�直敬十シート掛け(ポリエステル製等) 

貿友典籍株式会社 ��Cふ鉄BﾓS#s��ダンプ �Bﾉ�廁4�8ﾘ8�ﾂ�N�{粨-8,�鑽�直観十シート掛け(ポリエステル製等) 

株式会社聾美 ��Cふ鉄ふsゴr�ダンプ �Bﾉ�廁4�8ﾘ8�ﾂ�ﾆ��rﾈ-8,��b�直積十シート掛け(ポリエステル製等) 

株式会社滴建興業 ��2ﾓScCrﾓSャ��ダンプ �Bﾉ�廁4�8ﾘ8�ﾂ�5ｸﾝり-8,�wB�直積十シート掛け(ポリエステル製等) 

株式会社ティーアール産業 ��Cふ鼎�ﾓ都32�ダンプ �Bﾉ�廁4�8ﾘ8�ﾂ�N����-8,��b�直積十シート掛け(ポリエステル製等) 

有限会社西谷開発 ��C液�sSRﾓ���R�ダンプ �Bﾉ�廁4�8ﾘ8�ﾂ�O閲粨-8,��b�踵積十シート掛け(ポリエステル製等) 

明和土木興業株式会社 ��Cふ##BﾓccC��ダンプ �Bﾉ�廁4�8ﾘ8�ﾂ�N�ﾟR�-8,��r�直積十シート掛け(ポリエステル製等) 

株式会社ソリッド ��CBﾓ#s�ﾓ#s�(�b�ダンプ �Bﾉ�廁4�8ﾘ8����$几粨-8,�ﾇ��直械十シート掛け(ポリエステル興等) 

栄伸産業株式会社 ��CBﾓ3cbﾓ#CCB�ダンプ �Bﾉ�廁4�8ﾘ8�ﾂ�-8,��b餒�ﾟR�直積十シート掛け(ポリエステル裂等) 

石川建輪株式会社 ��CRﾓSFﾂﾓs度ﾔ��ダンプ �Bﾉ�廁4�8ﾘ8�ﾂ�-8,�ﾝるN�{��直積十シート掛け(ポリエステル製等) 

寺尾運輸興業株式会社 ��CRﾓSCbﾓ3S�R�ダンプ �Bﾉ�廁4�8ﾘ8�ﾂ�-8,��b餒�ﾟR�直積十シート掛け(ポリエステル製等) 

株式会社太田工業 ��CBﾓ#sbﾓ�3sR�ダンプ �Bﾉ�廁4�8ﾘ8�ﾂ�-8,�ﾟR餒�ﾟR�産額十シート掛け(ポリエステル艶等) 

相原建設株式会社 ��CY'S�3�ﾓS3SR�ダンプ �Bﾉ�廁4�8ﾘ8�ﾂ�-8,�o"餔頴"�直積十シート掛け(ポリエステル裂等) 

九五産業株式会社 ��Cbﾓゴbﾓ��3��ダンプ �Bﾉ�廁4�8ﾘ8�ﾂ�-8,��b餒�ｸr�直頼十シート掛け(ポリエステル製等) 

株式会社ケ一・ティー◆シー ��2ﾓScS蔦�c�b�ダンプ �Bﾉ�廁4�8ﾘ8�ﾂ�-8,��b餒�鑽�直積十シート掛け(ポリエステル製等) 

益子工業株式会社 ��2ﾓ3cビﾓ#S#��ダンプ �Bﾉ�廁4�8ﾘ8�ﾂ�-8,�{粨毘{��直積十シート掛け(ポリエステル製等) 

篠竹興業株式会社 ��CBﾓ#モﾓsScb�ダンプ �Bﾉ�廁4�8ﾘ8�ﾂ�-8,��h��N�ｻ��直積十シート掛け(ポリエステル製等) 

原住開発株式会社 ��CBﾓscbﾘﾔン�B�ダンプ �Bﾉ�廁4�8ﾘ8�ﾂ�-8,��b餒���虹鱒十シート掛け(ポリエステル雛等) 

有限会社金光興業 ��CI'S){几蔦#c3"�ダンプ �Bﾉ�壓4�8ﾘ8�ﾂ�-8,��b餒�､r�直積十シート掛け(ポリエステル製等) 

株式会社槙運輸 ��CRﾓC#2ﾓ�#Cb�.ダンプ �Bﾉ�廁4�8ﾘ8�5��-8,��bﾉN�ﾟR�直積十シート掛け(ポリエステル裂等) 
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4・3　株式会社東興開発市川塩浜工場(陸運)

・運搬受託者:株式会社ハーモセレ

自動車等の 使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�車体の形状 ���Y7��ｸ,ﾈ顥}��飛散防止を防止する櫛進 

株式会社ハーモセレ ��2ﾓ3SS2ﾓc�#r�ダンプ �Bﾈ-8,��bﾉN�ﾟR�直積十シート掛け(ポリエステル製等) 

株式会社関東共同土建 ��Crﾓ3�bﾓ閲都��ダンプ �H��-8,�ｸrﾉN�)��直接十シート掛け(ポリエステル製等) 

明和土木典薬株式会社 ��Cふs唐ﾓccィ�ダンプ �B�-8,��bﾉN�ﾟR�直覇十シート勘ナ(ポリエステル製等) 

株式会社義建 ��2ﾓSccBﾓ33�2�ダンプ �B�-8,�ｸr餒�ﾟR�直積十シート掛け(ポリエステル製等) 

有限会社戸籍総業 ��2ﾓ3cSRﾓ�ツR�ダンプ �Bﾈ-8,��bﾉN�ﾟR�直積十シート掛け(ポリエステル製等) 

有限会社伊藤終発 ��2ﾓSccbﾓ3�c��ダンプ �Bﾈ-8,��bﾉO衣R�直積十シート掛け(ポリエステル鎖等) 

エステーけ-ビス株式会社 ��2ﾓc��bﾓ#Ss"�ダンプ �Bﾈ-8,��bﾉN�ﾟR�画稿十シート掛け(ポリエステル製等) 

松島運輸株式会社 ��2ﾓ3#Crﾓ�C���ダンプ �Bﾈ-8,��bﾉN�ﾟR�直積十シート掛け(ポリエステル製等) 

株式会社三尾アドバンス ��2ﾓ3sC�ﾓ��S��ダンプ �Bﾈ-8,��bﾉN�ﾟR�直鎖十シート掛け(ポリエステル製等) 

株式会祉小原工業 ��2ﾓ3c3Rﾓ�Cc"�ダンプ �Bﾈ-8,��bﾉN�ﾟR�直積十シート掛け(ポリエステル製等) 

有限会社東京プランニング ��2ﾓScS蔦涛3"�ダンプ �Bﾈ-8,�{篷N�{��直積十シート掛け(ポリエステル製等) 

株式会社伊能亜機 ��Crﾓ3SRﾓ��S��ダンプ �Bﾈ-8,��bﾉO衣R�直積十シート掛け(ポリエステル製等) 

堂島土木株式会社 ��2ﾓ3c��'SピC��ダンプ �Bﾈ-8,�o(駟N�ﾇ��直積十シート掛け(ポリエステル製等) 

豊川興業株式会社 ��Hｸﾓ#湯ﾓ3S3��ダンプ �Bﾈ-8,��bﾉ_ｨｯﾂ�直徴十シート掛け(ポリエステル製等) 

渡辺建機有限会社 ��CRﾓS�"ﾓS�C��ダンプ �H��-8,��bﾉN�銀�直積十シート掛け(ポリエステル製等) 

有限会社宮原商店 ��CBﾓ鉄蔦3CSb�ダンプ �Bﾈ-8,��h5饑ｨｯﾂ�直横十シート掛け(ポリエステル製等) 

松島運輸株式会社 ��2ﾓS��2ﾓ�3�r�ダンプ �Bﾈ-8,��bﾈ毘{��直頼十シート掛け〈ポリエステル艶等) 

株式会社山建 ��CBﾓSヲﾓss�r�ダンプ �B�-8,��bﾉN����直額十シート掛け(ポリエステル製等) 

有限会社ヒカリトレーディング ��CBﾓ#��ﾓ�3#��ダンプ �Bﾈ-8,�ｸrﾉN�ﾟR�直積十シート掛け(ポリエステル塊等) 

有限会社成上技建 ��Crﾓ3唐ﾓSツ��ダンプ �Bﾈ-8,��bﾉO閲��直鎖十シート掛け(ポリエステル製等) 

栗林土木 ��Crﾓ3ヲﾓSャ��ダンプ �Bﾈ-8,��bﾉN�x��直積十シート掛け(ポリエステル製等) 

佐藤商運有限会社 ��2ﾓ3cヲﾓ#sc��ダンプ �Bﾈ-8,��bﾉO衣R�直積十シート掛け(ポリエステル麹等) 

K丁産業株式会社 ��2ﾓSi{唐ﾓ�����ダンプ �Bﾈ-8,��bﾉN�ﾟR�画稿十シート掛け(ポリエステル製等) 

株式会社カズサ ��Crﾓ3��ﾓ�3���ダンプ �Bﾈ-8,��bﾉN�ﾘﾂ�直頼十シート掛け(ポリエステル製等) 

山良建設株式会社 ��2ﾓ3Cヲﾓs�3r�ダンプ �Bﾈ-8,��bﾉN�ﾟR�画稿十シート掛け(ポリエステル製等) 

有限会社苦海商事 ��2ﾓ3cッﾓssS"�ダンプ �Bﾈ-8,��bﾉO衣R�直轍十シート掛け(ポリエステル控等) 
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