
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」i年　上月　夕日 

東京都知事殿　　　　　　　　　　　▲ 

屈輯難轟牒益井龍コン大井踊作類書′ 

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 �8ﾈｹ�79V��ﾈｾi�ﾉ�X皐自)ｩm｣iMC8ﾘb員ｨｸ�ﾈ鹵�� 
東京都品川区西大井一丁目5447番1ほか30筆(地番表示) 

汚染土壌の特定有害物質による �H��O��h��-8,��h��-�*I�h��5h4�98���廁4�8ﾘ8����Xｾ"�トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン 

汚染状態 忠7��ｸｭﾉtﾉ|ｨ�Yv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘr��
※詳細は添付書類1のとおり 

汚染土壌の体積 涛S#R緜�-��������h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�(,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B丶8補��IIR����h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�8,ﾈ,h*�.��

汚染土壌を運搬する者の氏名又 は名称 部�ﾔ�6X6(4隧H�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名又 ��耳ｩH�檍��5x�ｸ�X48�ｸ6X4�6ﾘ5��Vﾈ馼ｼh��
②′ケイエスライン株式会社　香取土蟻浄化施設/ 

③,株式会社東立テクノクラシー　本社事業所/ 

は名称 �2隧H�檍��5H98�ﾈ7(6(4���Kﾉ68馼ｼh��
⑤′三井商事株式会社/ 
⑥イオオノ開発株式会社　東温事業所 

汚染土壌を処理する施設の所在 ������=��ﾈﾊx��Vﾈ�9��=��ﾈｾhﾆ)NI�ｹ*ﾃ��
②　千葉県香取郡多古町子国字袈山56番ほか 

③　愛知県瀬戸市山路町87番3、118番l 

地 �8��蟹&ﾘﾊxｧy68�9?ｩ8ﾉ*ﾃ�MC��
⑤　千葉県八千代市上帝野手高田台485番地2ほか 

⑥　愛媛県東温市河之内幸大小屋乙628番37、815番45、628番1 

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ6ﾘ4�D���8ﾈ糴?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ8h5颯���艾ﾈ�8��y?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ�h6ﾙD���]�ﾈ篷?ｩ?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ�h6ﾙD���ﾘhﾈ茲�?｢�

運搬の用に供する自動車等の所 有者の氏名又は名称及び連絡先 �5儻H��}紿,ﾈ,h*�.��

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(運搬の際、積替えを行う 場合に限る。) ����?ｨｻｸ5H�ｸ7(5茜H�檍���ﾈﾞ�8ｼh����ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�Y�ﾉ*ﾃ�ﾓ���
②　東洋埠頭株式会社川崎支店　川崎市川埼区扇町13-1 

③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 ④三井埠頭株式会社　神奈川県川崎市川崎区扇町9-1 

⑤　東予港　愛媛県西条市北条地先北条岸壁 
※詳細は添付資料6のとおり 

保管施設の所在地並びに所有者 ����?ｨｻｸ5H�ｸ7(5茜H�檍��ﾈ雕ﾈ�8ｼh����ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�Y�ﾉ*ﾈ6s���
②　東洋埠頭株式会社川崎支店　川崎市川崎区扇町13-1 

の氏名又は名称及び連絡先(保 �(��蟹&ﾘ､8戊ｩH�檍��Jｨﾘi&靈ｸｼh���kﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾi�Hﾊ�*ﾃY{儁I&�&��b�

管施設を用いる場合に限る。) �8��蓼鯖WY:ｨｩH�檍������=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ蔦��※詳細は添付資料6のとおり 

備考l　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イ

z蝦靴聯碕号



汚染土壌の場所を明らかにした要措置区域等の図面
形質変更時要届出区域の所在地:東京都品川区西大井丁目5447番1ほか30筆(地番表示)

・形質変更時要届出区域の所在地:東京都品川区西大井一丁目6番3号(住居表示)

東京都品川区西大井一丁目5447番1ほか30筆(地番表示)
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汚染土壌の運搬の方法(1) (積善"保管無し)

形質変更時要届出区域:

東京都品川区西大井一丁目5447番1ほか30牽く地番表示)

鉛、砧素、ふっ素、ほう素、シアン、六価クロム、水銀
テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン

(溶出里基準不適合土壌、含有畳基準不適合土壌)

【運搬受託者】 
YAMAテック株式会社 

荷姿;直積み十浸透防止シート等又は密閉式車両 
フレコンパック十浸透防止シート等又は密閉式車両 

【処理施設】

株式会社ジーイーテクノス梯浜事業所

神奈川県検浜市神奈川区恵比須町8

種類:分別等処理施設

処理方法:異物除去、含水率調整

汚染土壌処理業許可第0850001 002号

【処理施設】

ケイエスライン株式会社香取土壌浄化施設

千葉県香取郡多古町千田字哀山56番ほか

種類:分別等処理施設

処理方法:浄化(抽出一洗浄処理)

汚染土壌処理業許可籍01 2「 001 003号

【処理施設】

株式会社サン葵ビック半田事業所

愛知県半田市目東町1番8

種類:浄化等処理施設

処理方法:浄化(分解一熱分解) (抽出一洗浄処理)

汚染土壌処理業許可第0231 001 002号

【処理施設】
三井商事株式会社

千葉県八千代市上高野宇宙田舎485番地2ほか

種類:浄化等処理施設

処理方法:浄化

汚染土壌処理業許可第01 21 001 001号

【処理施設】

株式会社寮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、 118番1

種　類:分別等処理施設

処理方法;異物除去、含水率調整

汚染土壌処理案許可第023 1 001 003号

【処理施設】

オオノ開設株式会社束温事業所

愛媛県松山市束温市河之内幸大小屋乙628「1

628-37、 81 5-45

種　類:埋立・浄化・分別等処理施設

処理方法:管理型埋立、熱分解、洗浄処理

異物除去
汚染土壌処理業許可第0231 001 003号

1.運搬フロー図



汚染土壌の運搬の方法(2) (積替重保管有り)

1.運搬フロー図①

形質変更時要届出区域:
東京都品川区西大井一丁目5447番「ほか30筆(地番表示)

鉛、枇素、ふっ素、ほう素、シアン、六価クロム
(溶出量基準不適合土壌、含有量基準不適合土壌)

【運搬受託者】(陸運) 
YAMAテック株式会社 

千葉県千葉市桶毛区穴川2-9-13 

荷姿:直積み十浸透防止シート等 

【積善・保管施設】
日興サービス株式会社　川崎事業所

神奈川県川崎市川崎区大川町5-7

【運搬請負者】(海運) 

愛知海運株式会社 

愛知県名古屋市港区名港二丁目9番31号 

荷姿:船舶(ハッチカバー付) 

【積善・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

【運搬請負者】(陸運) 

株式会社明立 
愛知県瀬戸市萩殿町二丁目117番地 

荷姿:ダンプトラック十浸透防止シート等 

【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、 1 18番1

種　類:分別等処理施設
処理方法:異物除去、含水率調整

汚染土壌処理業許可第0231 001 003号



1.運搬フロー図②

形質変更時要届出区域:
東京都品川区西大井一丁目5447番1ほか30筆(地番表示)

鉛、枇素、ふっ素、ほう素、シアン、六価クロム
(溶出量基準不適合土壌、含有量基準不適合土壌)

【運搬受託者】(陸運) 
YAMAテック株式会社 

千葉県千葉市稲毛区穴川2-9-13 

荷姿:直積み十浸透防止シート等 

【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111崎区扇町1 3-1

【運搬請負者】(海運) 

愛知海運株式会社 
愛知県名古屋市港区名浩二丁目9番31号 

荷姿;船舶(ハッチカバー付) 

【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

【運搬請負者】〈陸運) 

株式会社明立 
愛知県瀬戸市萩殿町二丁目117番地 

荷姿:ダンプトラック十浸透防止シート等 

【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、 1 18番1

種　類:分別等処理施設

処理方法:異物除去、含水率調整

汚染土壌処理業許可第0231 001 003号



1.運搬フロー図③

形質変更時要届出区域:
東京都品川区西大井一丁目5447番1ほか30筆(地番表示)

鉛、枇素、ふっ素、ほう素、シアン、六価クロム
(溶出量基準不適合土壌、含有量基準不適合土壌)

【運搬受託者】(陸運) 
YAMAテック株式会社 

千葉県千葉市繭毛区穴川2-9-13 

荷姿:直積み十浸透防止シート等 

【積替・保管施設】
三井埠頭株式会社

神奈川県川崎市川崎区扇町9-1

【運搬請負者】(海運) 

西瀧海運株式会社 

大分県津久見市港町2-18 

荷姿:船舶(ハッチカバー付) 

【積替施設】

東予港
愛媛県西条市北条地先　北条岸壁

【運搬請負者】(陸運) 

大王海運株式会社 

愛媛県四国中央市中之庄町1693 

荷姿ソくラ十浸透防止シート等 
フレコン十浸透防止シート等 

【処理施設】

オオノ開霞株式会社束温事業所

愛媛県松山市東温市河之内幸大小屋乙628「 、 628-37、 815-45

種　類:埋立“浄化葛分別等処理施設

処理方法:管理型埋立、熱分解、洗浄処理、異物除去

汚染土壌処理業許可第0231 001 003号



4。汚染土壌の運搬の用に供する自動車及び船舶に関する書類

1・使用自動車及び使用船舶の構造について

運搬を行う自動車ば「汚染土壌の運搬に関するガイドライン」に基づき、以下の対応を行う。
・　汚染土壌は、ダンプトラックにより陸上運搬する。
・　荷姿は、バラ積みとし、荷台全面にシート掛けをし、汚染土壌の飛散を防止する。

・　自動車の両側面に汚染土壌を運搬している旨の表示約5cmの大きさの文字を行う。

・　運転手は管理票を自動車に備え付け、運行する。

運搬を行う船舶は、 「汚染土壌の運搬に関するガイドライン」に基づき、以下の対応を行う。
・　汚染土壌は、ハッチカバー付の船舶により海上運搬する。

・　荷姿は、バラ積みとし、ハッチカバーを使用し、汚染土壌の飛散を防止する。

・　汚染土壌をフレコンに詰めシート掛けを行い、トレーラーに積載したまま船舶で海上運搬する。

・　船舶の両側面に汚染土壌を運搬している旨の表示約cmの大きさの文字を行う。

◆　運転手は管理票を船舶に備え付け、運行する。

艶 ◆ 
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社名　. 凾｢すキ �8ﾈｷﾘﾅ(ﾊi�ｹIr�

寧両型式 凵ｸ×R52E2〈○○6) ��Y)､c#壱(舐�

宰再重量 �:�"�4,340 ��Tｩ'T��

役職　., ��c�&��,イ.寄食o 

乗員 �����〃""" 

最大確能登 忘^�����21、e○○ 

両軍オフセット 鼎���乙970 

車両重量 �ｸ�ﾂ�争715 励ゅ塔��

幾能く「) 湯ﾃザ2�e.47o 

役鋤く2) ��ｲ�’　9.470 

微的(3) ��ｲ�ー 

合計 ��Yu粤Sv��27.9患0 

連館寧両総重量 �3H<�*ﾙKX�R��

車両寸法 章 ��僣i�9+r�1e禽60 

前回り半径 ��c"��V��1.340 

碓回り半径’ ��ﾌ3v��∴亀100 

カブラ高さ 茶�(帑��#���.1章2○○ 

暗合寸法 �+x+2� ��"ﾃ#薬�

巾・ ��・　・2.4oO 

高さ ��980 

床面根上高 ��1.46o 

鮒タンク 况Y|ｨ���R��4寄o 

詮的手硫 刋�ｭ儖ｩM�駟9ﾒﾒ�龍人中師 

握行許可馬借 ��k9�ｲ�

垂犠緩和申請● �｢�〇〇〇1 

寧限今 ●A幕解毒重 し態含:職O) ��%ﾈﾜY��IT2�12,480. 

節電重富 鮒;�ﾃcF�������

許容珊餓量 �,H.r)�2�

Dゼ8

●商品説明:.

・主に分割可能な荷物を混載して輸送する巷準的軍師
・です〇

・鰐煽式平鹿トレーテで、ボリューム重視のトレーテ

で、定夫積載量2 1,6 00録g、荷台全長1 2置84 0m

です。トラクタ祭5精確垂10トン対応ですd (類
別60●7〉

トラクタ第5給荷重9トン対応の鴇合、最大帝淑量

嵩離籍㌢合金長さ2・雪90調鴫となりま

欝譜年輩芸:競鶴諸藷読鰯
で幅広く併用されています。
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2.運搬車両一覧

2十東京都品川区西大井一丁目5447番1ほか30筆(地番表示)

へ　株式会社ジー・イーテクノス横浜事業所

運搬受託者: YAMAテック株式会社 住所:千葉県千葉市稲毛区穴川二丁目9番1 3号

2-2・東京都品川区西大井一丁目5447番1ほか30筆(地番表示)

軍　ケイエスライン株式会社香取土壌浄化施設

運搬受託者: YAMAテック株式会社 住所:千葉県千葉市稲毛区穴川二丁目9番1 3号

2-3青東京都品川区西大井一丁目5447番lほか30筆(地番表示)

運搬受託者: YAMAテック株式会社

一　三井商事株式会社

住所:千葉県千葉市稲毛区穴川二丁目9番1 3

2-4.東京都品川区西大井一丁目5447番1ほか30筆(地番表示)

へ　株式会社東立テクノクラシー本社事業所

運搬受託者: YAMAテック株式会社 住所:千葉県千葉市稲毛区穴川二丁目9番1 3

2-5.東京都品川区西大井一丁目5447番lほか30筆(地番表示)

運搬受託者: YAMAテック株式会社

一　株式会社サン・ビック半田事業所

住所;千葉県千葉市稲毛区穴川二丁目9番1 3

2-6.東京都品川区西大井一丁日5447番1ほか30筆(地番表示)

運搬受託者: YAMAテック株式会社

ー　株式会社オオノ開発東温事業所

住所:千葉県千葉市稲毛区穴川二丁目9番1 3



自動車等の使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�車体の形状 舒顏�W94ｸﾘy7��ｸ,ﾉ;9}��飛散等を防止する樟造 

明和土木興業㈱ ��Cふs唐ﾓccィ�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

㈱義建 ��2ﾓSccBﾓ33�2�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

(有)丸和工業 ��2ﾓ3ゴ2ﾓc塗�R�ダンプ �H��N��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

㈱豊信トラスト ��C��ﾓ3�ﾓ��#B�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

(有)戸館総菜 ��2ﾓ3cSRﾓ�ツR�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直棲み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

(有)新拓興業 ��Cふ鉄"ﾓ��SR�ダンプ �H��N��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

(有)米塚総研 ��CふC#�ﾓS�モ�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

㈱青葉興業 ��CRﾓS�2ﾓ��CR�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

㈱ハーモセレ ��2ﾒ�3SS2ﾓc�#2�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直税み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

(有)伊藤総菜 ��2ﾓSccbﾓ3�c��ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

エステートサービス㈱ ��2ﾓc��h�S#Ss"�ダンプ �H��ﾊY�h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポノエチレン製) 

(有)ケイテック ��CBﾓ#モﾓscCB�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 



自動車等の使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�車体の形状 舒顏�W94ｸﾘy7��ｸ,ﾈ顥}��飛散等を防止する構造 

シグマデック㈱ ��2ﾓScS�ﾓ##���ダンプ �H��N��h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

松島運輸㈱ ��2ﾓ3#Crﾓ�C���ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

㈱三尾アドバンス ��2ﾓ3sC�ﾓ��S��ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b��X5h4�98���廁4�8ﾘ8��R�直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

㈱小原工業 ��2ﾓ3c3Rﾓ�Cc��ダンプ �H��N��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポノエチレン製) 

(有)東京プランニング ��2ﾓScS蔦涛3"�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポノエチレン製) 

K丁産業㈱ ��2ﾓ3cSRﾓSCs��ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直詰み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

山良建設㈱ ��2ﾓ3Cヲﾓs�3r�ダンプ �H��ｶﾙ�h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

佐藤商運(有) ��2ﾓ3cヲﾓ#sc��ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

(有)保戸田総菜 ��2ﾓSccrﾓCピB�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

(有)北建産業 ���s"ﾓsrﾓ33�R�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直轄み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

(有)晃真興業 ��CRﾓS�{�s��s��ダンプ �H��N��h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

(有)松田商会 ��2ﾓSc�rﾓ#�3R�ダンプ �H��N�{���-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 



自動車等の使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�事体の形状 舒顏�W94ｸﾘy7��ｸ,ﾈ顥}��飛散等を防止する構造 

_　(有)倉舘建材 ��Cふ#c�ﾓc#Cb�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

㈱伊能重機 ��Crﾓ3SRﾓ��S��ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直稽み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

㈱清建興業 ��2ﾓScCrﾓSャ��ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

(有)高野建材 ��Cふ#cbﾓS#S��ダンプ �H��N��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

豊島土木㈱ ��2ﾓ3c�ふピC��ダンプ �H��N��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シ二ト(ポリエチレン製) 

大審工業㈱ ��Cふ#S蔦��S��ダンプ �H��N��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

幸和建設工業㈱ ��Cxｨｳ3c"ﾓ333��ダンプ �H��ｶﾙ�h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

㈱荒田商店 ��2ﾓ3c�bﾓcScR�ダンプ �H��5ｸﾝ���-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直詰み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

阿仁建材工業㈱ ��Cふ##BﾓSCs2�ダンプ �H��N��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

(有)大翔産業 ��C�'Ss#�ﾓ�����ダンプ �H��N��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

(有)高栄建具 ��C"ﾓccbﾓC#���ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

㈱井口工業 ��Cふs#bﾓ#s�2�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 



自動車等の使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�車体の形状 舒顏�W94ｸﾘy7��ｸ,ﾈ顥}��飛散等を防止する構造 

㈱竹村建商 ��C"ﾓs�2ﾓ�ccb�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直請み十浸透防止シート(ポリエチレン製)’ 

(有)呂栄興業 ��Cふ#澱ﾓC3���ダンプ �H��N�����-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 



自動車等の使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�車体の形状 舒顏�W94ｸﾘy7��ｸ,ﾈ顥}��飛散等を防止する構造 

明和土木興業㈱ ��Cふs唐ﾓccィ�ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直詰み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈱議連 ��2ﾓSccBﾓ33�2�ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

(有)丸和工業 ��2ﾓ3ゴ2ﾓc田��ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック+浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈱豊信トラスト ��C��ﾓ3�ﾓ��#B�ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポ)エステル製) 

(有)戸飽総菜 ��2ﾓ3cSRﾓ�ツR�ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

(有)新拓興業 ��Cふ鉄"ﾓ��SR�ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ(�b�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

(有)米塚総研 ��CふC#�ﾓS�モ�ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポ)エステル製) 

㈱青葉興業 ��CRﾓS�2ﾓ��CR�ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈱ハーモセレ ��2ﾒ�3SS2ﾓc�#2�ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

(有)伊藤総菜 ��2ﾓScch�S3�c��ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポノエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

エステートサービス㈱ ��2ﾓc��bﾓ#Ss"�ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ボ)エステル製) 

(有)ケイテック ��CBﾓ#モﾓscCB�ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直読み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 



自動車等の使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�車体の形状 舒顏�W94ｸﾘy7��ｸ,ﾈ顥}��飛散等を防止する構造 

シグマテック㈱ ��2ﾓScS�ﾓ##���ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

松島運輸㈱ ��2ﾓ3#Crﾓ�C���ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈱三尾アドバンス ��2ﾓ3sC�ﾓ��S��ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈱小原工業 ��2ﾓ3c3Xｨｳ�Cc��ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

(有)東京プランニング ��2ﾓScS蔦涛3"�ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポノエステル製) 

K丁産業㈱ ��2ﾓ3cSRﾓSCs��ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

山良建設㈱ ��2ﾓ3Cヲﾓs�3r�ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

佐藤商運(有) ��2ﾓ3cヲﾓ#sc��ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直詰み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

(有)保戸田総菜 ��8ｨｳSccrﾓCピB�ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

(有)北建産業 ���s"ﾓsrﾓ33�R�ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

(有)晃真興業 ��CRﾓS�yE���s��ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直頼み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

(有)松田商会 ��2ﾓSc�rﾓ#�3R�ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み+浸透防止シート(ポノエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 



自動車等の使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�車体の形状 舒顏�W94ｸﾘy7��ｸ,ﾈ顥}��飛散等を防止する構造 

(有)倉舘建材 ��Cふ#c�ﾓc#Cb�ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈱伊龍重機 ��Crﾓ3SRﾓ��S��ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈱清建興業 ��8ｨｳScCrﾓSャ��ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

(有)高野建材 ��Cふ#cbﾓS#S��ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 
フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

豊島土木㈱ ��2ﾓ3c�ふピC��ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) ‾　フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

大審工業㈱ ��Cふ#S蔦��S��ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

幸和建設工業㈱ ��Crﾓ3c"ﾓ333��ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポ)エステル製) 

㈱荒田商店 ��2ﾓ3c�bﾓcScR�ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�、直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

阿仁建材工業㈱ ��Cふ##BﾓSI{�2�ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポノエステル製) 

(有)大翔産業 ��Cふs#�ﾓ�����ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

(有)高栄建具 ��C"ﾓccbﾓC#���ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル畿) 
フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈱井口工業 ��Cふs#bﾓ#s�2�ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 



自動車等の使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�車体の形状 舒顏�W94ｸﾘy7��ｸ,ﾈ顥}��飛散等を防止する構造 

㈱竹村建商 ��C"ﾓs�2ﾓ�ccb�ダンプー �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポ)エステル製) 

(有)昌栄興業 ��Cふ#澱ﾓC3���ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル袈) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

豊運送㈱ ��S釘ﾓ#"ﾓイ���トラック �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈱井口運輸 ��S3"ﾓ#XｨｳC�3��トラック �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポ)エステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

梼原輸送㈱ ��S"ﾓc�Bﾓs閲唐�トラック �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

楠原運送㈱ ��CふSsBﾓcSsr�トラック �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

トラックス㈱ ��S32ﾓコﾓ�3�2�トラック �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

ランナー㈱・ ��S8ｨｳS迭ﾓ�����トラック �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

タイトートラックス(有) ��ScrﾓSbﾓ���b�トラック �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

丸全中部物流㈱ ��S"ﾓ3��ﾔ�)｣澱�トラック �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

楠町運送(有) ��S蔦3土t�3�C��トラック �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

(有)丸十運輸 ��Sc�'S#rﾓ�##��トラック �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 



自動車等の使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�車体の形状 舒顏�W94ｸﾘy7��ｸ,ﾈ顥}��飛散等を防止する構造 

(有)ユキコーポレーション ��ScふSBﾓツ���トラック �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直棲み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

なこの浦運送 ��S蔦3コﾓ��cb�トラック �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 
フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 



自動車等の使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�車体の形状 舒顏�W94ｸﾘy7��ｸ,ﾈ朱}��飛散等を防止する桔造 

株式会社KSJ ��2ﾓSccrﾓS332�ダンプ �H��_ｨｯﾈ��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直稿み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

中央建設機工 ��2ﾓSccrﾓS�SR�ダンプ �H��5ｸﾝ���-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

有限会社松田商会 ��2ﾓSc�rﾓ#�3R�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

株式会社カズサ ��Crﾓ3��ﾓ�3�"�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

有限会社セイショウ ��Csbﾓ#�ﾓ��3��ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8�����������直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

有限会社工-ルブラン ��2ﾓ3��Bﾓ�ScR�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�h���5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

賢友興業株式会社 ��Cふ鉄H6sS#s��ダンプ �H��ﾊY�h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

大審工業㈱ ��Cふ#S蔦��S��ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

㈱イースト51 ��Csbﾓ��ﾓS�S��ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 



自動車等の使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�車体の形状 舒顏�W94ｸﾘy7��ｸ,ﾈ顥}��飛散等を防止する構造 

有限会社鈴木土木工事 ��CBﾓs唐ﾓ3��r�ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポ)エステル製) 
フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

株式会社青葉興業 ��CRﾓS�2ﾓ��CR�ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポノエステル製) 
フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

株式会社倉崎興業 ��CRﾓ3�Bﾓ�ピ2�ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 
フレコンパック十浸透防止シ÷ト(ポリエステル製) 

株式会社黒田興業 ��CHｨｳsSRﾓs��b�ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直磋み十浸透防止シート(ポリエステル製) 
フレコンパック十浸透防止シート(ポノエステル製) 

株式会社共立興業 ��CRﾓ鉄�ﾓs��b�・ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 
フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

株式会社塩沢建材 ��CH氾ツbﾓ��3��ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 
フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

有限会社青木建材 ��CBﾙ{田bﾓ3#3B�ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 
プレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

有限会社間建材 ��C(ｨｳs�"ﾓナ'S2�ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 
フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

大審工業㈱ ��C葵ｳ#S蔦��S��ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 
フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

幸和建設工業㈱ ��Crﾓ3c(��333��ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 
フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈱荒田商店 ��2ﾓ3c�bﾓcScR�ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 
フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

阿仁建材工業㈱ ��Cふ##BﾓSCs2�ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 
フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 



自動車等の使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�車体の形状 舒顏�W94ｸﾘy7��ｸ,ﾉ;9}��飛散等を防止する構造 

(有)大翔産業 ��Cふs#�ﾓ�����ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

(有)高栄建具 ��C"ﾓccbﾓC#���ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル型) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈱井口工業 ��Cふs#bﾓ#s�2�ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈱竹村建商 ��C(ｨｳs�2ﾓ�ccb�‾ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

(有)昌栄典業 ��Cふ#澱ﾓC3���ダンプ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�直積み+浸透防止シート(ポリエステル製) フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 



自動車等の使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�車体の形状 舒顏�W94ｸﾘy7��ｸ,ﾈ顥}��飛散等を防止する構造 

㈱東昇 ��2ﾓS鼎"ﾓS3#R�ダンプ �H��N��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

(株)岸野商店 ��CRﾓ��(�S#�b�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

寺尾運輸興業(株) ��CRﾓSCbﾓ3S�R�ダンプ �H��5ｸﾝ���-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポ)エチレン製) 

(有)松建 ��CRﾓ3s��CイB�ダンプ �H��ｶﾙ�h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直請み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

(株)弘充建設 ��CRﾓsC"ﾓS鉄R�ダンプ �H��N��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

(株)岡田建設 ��CRﾓ�#"ﾓC#C2�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

旭企業(株) ��CYt�3#ふ3S#��ダンプ �H��N��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

豊川興業㈱ ��CBﾓ#湯ﾓ3S3��ダンプ �H��5ｸﾝ���-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

㈲ツカダ ��C蔦#澱ﾓ�ゴB�ダンプ �H��N��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

㈱田中興業エソタープライス◆ ��Crﾓ3S2ﾓ#c���ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

㈲ツカサ総菜 ��CRﾓS�"ﾓ��C"�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

㈲宮原商店 ��CBﾓ鉄��S3CSb�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポノエチレン製) 



自動車等の使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�車体の形状 舒顏�W94ｸﾘy7��ｸ,ﾈ顥}��飛散等を防止する構造 

渡辺建機㈲ ��CRﾓS�"ﾓS�C��ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

個人事業主 ��ダンプ �H��ｶﾙ�h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

個人事業主 ��ダンプ �H��N��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

堀口興業㈲ ��2ﾓ3cビﾓ�sc"�ダンプ �H��5ｸﾝ���-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

㈲共栄興業 ��Cふ�#RﾓSsビ�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

山城辰男 ��Cふ�#RﾓSsビ�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

個人事業主 ��ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

個人事業主 ��ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直稿み+浸透防止シート(ポリエチレン製) 

㈱託正 ��2ﾓSゴ�ﾓ�3CB�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

㈲岩脇土木 ��2ﾓ3ツbﾓ���"�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 　　　　　　　　　　● 

個人事業主 ��ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

福岡土木㈲ ��2ﾓ3都葵ｳc3#��ダンプ �H��N��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 



自動車等の使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�車体の形状 舒顏�W94ｸﾘy7��ｸ,ﾈ顥}��飛散等を防止する構造 

㈲小山土建 ��2ﾓ3都�｣c3#��ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

東和工業㈱ ��CふCドｨｳc����ダンプ �H��ｶﾙ�h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

個人事業主 ��ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

個人事業主 ��ダンプ �I?�O��h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

個人事業主 ��ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

中村興業㈱ ��CRﾓC32ﾓ##C��ダンプ �H��ｶﾙ�h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

個人事業主 ��ダンプ �H��毘�h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

個人事業主 ��ダンプ �H��N��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み+浸透防止シート(ポリエチレン製) 

㈲成上技建 ��Crﾓ3唐ﾓSツ��ダンプ �H��N��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

㈲ミヤザキ ��2ﾓ3cモﾓ�c#R�ダンプ �H��N��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

㈱美南海建材 ��8氾3csbﾓSSc"�ダンプ �H��5ｸﾝ���-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

㈲五十嵐土木 ��2ﾓ3csbﾓSSc"�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン貌) 



自動車等の使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�車体の形状 舒顏�W94ｸﾘy7��ｸ,ﾈ顥}��飛散等を防止する構造 

日成興業㈱ ��9'S3cs"ﾓ#S#��ダンプ �H��N��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直稿み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

エステートサービス㈱ ��8ｮﾃ3csbﾓSSc"�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

佐々木土木㈱ ��2ﾓ3cモﾓ涛���ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

㈱岩野土建 ��2ﾓ3ゴ2ﾓcSC��ダンプ �H��ｶﾙ�h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン袋) 

個人事業主 ��ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直話み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

個人事業主 ��ダンプ �H��5ｸﾝ���-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み+浸透防止シート(ポリエチレン製) 

(有)小糸興業 ��2ﾓ3都ふc3#��ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

個人事業主 ��ダンプ �H��ｶﾙ�h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

有限会社ヒガノトレーディング ��CBﾓ#��ﾓ�3#��ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

株式会社新興業 ��CBﾓ#��ﾓ#s途�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

株式会社ケイテック ��CBﾓ#モﾓscCB�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

岡村建興株式会社 ��CBﾓ3CBﾓSCC��ダンプ �H��N��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 



自動車等の使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�車体の形状 舒顏�W94ｸﾘy7��ｸ,ﾈ顥}��飛散等を防止する構造 

高津建材興業(株) ��CBﾓ�#(�SS�2�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

㈲神奈川建材 ��Cbﾓ#c2ﾓピ���ダンプ �H��N��h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

㈲シティービルト ��CrﾓCcRﾓ#cモ�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直請み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

太平洋陸送(株) ��CふS32ﾓsc途�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

稲葉興業㈱ ��Cふ鉄rﾓャ���ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

㈲倉田建材 ��Cふ田蔦C3�2�ダンプ �H��毘�h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

有限会社巳三産業 ��C釘ﾙ{度氾���b�ダンプ �H��N��h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

イズミロジスティックス㈱ ��2ﾓSc澱ﾓCs���ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

株式会社　山長建材 ��CBﾓ#��ﾓCCS��ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

株式会社丁.G.R ��CBﾓ#cbﾓ3����ダンプ �H��5ｸﾝ���-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

株式会社マ工ハラ ��CBﾓ#cbﾓCCsR�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

株式会社太田工業 ��CBﾓ#sbﾓ�3sR�ダンプ �H��N��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 



自動車等の使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�車体の形状 舒顏�W94ｸﾘy7��ｸ,ﾉ4i}��飛散等を防止する構造 

株式会社協和商会 ��CBﾓ3SRﾓssSb�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

株式会社杉山商事運輸 ��CRﾓS��h椒CCs"�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

株式会社山建 ��CBﾓSヲﾓss�x�b�ダンプ �H��ｶﾙ�h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

個人事業主 ��ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

有限会社国良産業 ����CBﾓ3cbﾓ#�S��ダンプ �H��ﾊY�h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

須藤開発株式会社 ��CI'S3CBﾓ��#2�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 



自動車等の使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�車体の形状 舒顏�W94ｸﾘy7��ｸ,ﾈ顥}��飛散等を防止する構造 

愛知海運株式会社 ��2ﾓ3#迭ﾓsC#��ガット線 �H��N��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十ハッチによる密閉構造 



自動車等の使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�車体の形状 舒顏�W94ｸﾘy7��ｸ,ﾉ;9}��飛散等を防止する構造 

㈱明立 ��Sc�ﾓ�"ﾓs鼎2�ダンプ �H��ｶﾙ�h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポノエチレン製) 

㈱ミツケン ��S"ﾓs塗�S##��ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

㈲愛春建材 ��Sc葵ｳ�"ﾓSc�b�ダンプ �H��N��h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

㈱トータルシステム ��#c2ﾓC�ﾓ�3cb�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

㈱プレジャー ��S"ﾓc#Rﾓ33c��ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み+浸透防止シート(ポリエチレン製) 

㈱横井建材 ��ScふコﾓS3S��ダンプ �H��ｶﾙ�h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

(有)カネケンリース ��S"ﾓs3蔦SSC��ダンプ �H��毘�h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

個人事業主 ��ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

個人事業主 ��ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

個人事業主 ��ダンプ �H��N��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 

個人事業主 ��ダンプ �H��ﾊY�h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポノエチレン製) 

個人事業主 ��ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエチレン製) 



自動車等の使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�車体の形状 舒顏�W94ｸﾘy7��ｸ,ﾈ顥}��飛散等を防止する構造 

三井商事㈱ ��C2ﾓ#SRﾓcccb�ダンプ �H��N��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポノエステル製)・ 

三井商事㈱ ��C2ﾓ#SRﾓcccr�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十自動開閉蓋(ステンレス製) 

三井商事㈱ ��c�C2ﾓ#SRﾓccc��タンク車 �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十善締め(ステンレス製) 

山喜興業㈱ ��C8椒#�Bﾓ��CB�ダンプ �H��N��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈱三言総菜 ����ﾓSs��ﾓ田sr�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈱義建 ��8ｨｳSccBﾓ33�2�ダンプ �H��ｶﾙ�h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈲土屋建材 ��C2ﾓ#Srﾓ##SR�ダンプ �H��ｶﾙ�h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直詰み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈱日南 ��C2ﾓ#�bﾓs�3�� �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈱イマムラ興業 ��CrﾓC#蔦イcb� �H��N��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエステル製). 

㈲タテヤマ商会 ��2ﾓSccrﾓ�C��� �H��N��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

丸東商事㈲ ��2ﾓ3cッﾓC���� �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み+浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈲伊藤総菜 ��2ﾓSccbﾓ3�c�� �H��ｶﾙ�h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 



自動車等の使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�草体の形状 舒顏�W94ｸﾘy7��ｸ,ﾈ顥}��飛散等を防止する構造 

㈲シティービルド ��2ﾓS#C8氾#C3�� �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

個人事業主 �� �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈲セキゲチデベロげメソト ��2ﾓ3c唐ﾓ#sS��ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈱伊龍重機 ��Crﾓ3SRﾓ��S��ダンプ �H��ｶﾙ�h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポ)エステル製) 

㈱ハーモセレ ��2ﾓ3SS8ｨｳc�#r�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈱sKクリーンシステム ��Cふs澱ﾓ#��R�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈲戸館総菜 ��2ﾓ3cSRﾓ�ツR�ダンプ �H��N��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

K丁産業㈱ ��2ﾓ3cSRﾓSCs��ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈲東京プランニング ��2ﾓScS蔦涛#2�ダンプ �H��ｶﾙ�h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直砧み十浸透防止シート(ポリエステル敦) 

㈱小原工業 ��Crﾓ3#ふ3�32�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

和泉土木㈱ ��Cふ##2ﾓ#ャ��ダンプ �H��5ｸﾝ���-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直頼み十浸透防止シート(ポリエステル製) 



自動車等の使用者の氏名等 刋�xﾙ�h������鋹�ﾈ,ﾈﾆ��8��ｮ顏�W94ｸﾘy7��ｸ,ﾈﾇ凩��剩�U等を防止する構造 

大王海運株式会社 ��ンbﾓ#BﾓS#3��セミトレーラ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

有限会社マネックス ��s#Rﾓ32ﾓ�#���セミトレーラ ��h6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

ブルーエキスプレス㈱ ��C3ふc2ﾓ3C�2�トラクターヘット◆ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

霞運輸機工㈱ ��#澱ﾓCRﾓ�C#R�トラクターヘッド �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�フレコンパック十浸透防止シート(ポ)エステル製) 

(有)平成輸送 ��C3bﾓ#"ﾓ�#c��トラクターヘッド �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

丸泉興業㈱ ��C3葵ｳc2ﾓ�3#��トラクターヘッド �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

世新建設運輸㈱ ��C3ふc�ﾓ#cc��トラクターヘット◆ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈱田代運輸 ��C2ﾓC3"ﾓsccr�トラクターヘッド �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�プレコンパック十浸透防止シート(ポ)エステル畿) 

㈱三裕商事 ��Crﾓc�"ﾓs#Cr�トラクターヘッド �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈱ムツミ ��C3bﾓ#"ﾓS都��トラクターヘッド �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈱山加 ��Cx椒3#ふ�S�"�トラクターヘッド �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ(���フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

磐栄運送㈱ ��#Cbﾓ澱ﾓc3���トラクターヘット◆ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 



自動車等の使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�車体の形状 舒顏�W94ｸﾘy7��ｸ,ﾉ;9}��飛散等を防止する構造 

(有)鈴木運送 ��C2ﾓC#2ﾓ�����トラクターヘッド �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

丸泉興業㈱ ��C3ふc8�S3#��トラクターヘッド �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�プレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈱ハーモセレ ��bﾓC��Bﾓ�3S2�トラクターヘッド �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

丸善海陸運輸㈱ ��鼎"ﾓCrﾓ�s3r�トラクターヘッド �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

山広運輸㈱ ��CrﾓC3Bﾓ�#モ�トラクターヘット’ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

㈱ヨコタエンタープライズ ��Scふ#bﾓ3S32�トラクターへ外◆ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

(有)ノースライナー ���#蔦S�ﾓS3SR�トラクターへ外’ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

大王海運株式会社 ��2ﾓ3#c�ﾓc��R�R○○RO船 �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 

四国中央開発株式会社 ��ンbﾓ#BﾓS#3��トラクターヘッド �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) パラ十浸透防止シート(ポリエステル製) 

金生運輸株式会社 ��ンbﾓSふC3Sb�トラクター勺ド �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) バラ十浸透防止シート(ポリエステル製) 

有限会社十河童興 ��ンrﾓC�ﾓ33S��トラクターヘッド �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) バラ十浸透防止シート(ポリエステル製) 

宮崎産業株式会社 ��ンbﾓ#Rﾓ�#3R�トラクターヘッド �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) バラ十浸透防止シート(ポリエステル製) 



自動車等の使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�車体の形状 舒顏�W94ｸﾘy7��ｸ,ﾈ顥}��飛散等を防止する構造 

真鍋産業株式会社 ��ンbﾓ#X�S����トラクターヘッド �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 
バラ十浸透防止シート(ポリエステル製) 

株式会社御日豪商事 ��ンbﾓSふcャ��トラクターヘット �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 
バラ十浸透防止シート(ポノエステル製) 

カトレツクウエスト株式会社　′ ��ン��｣cRﾓc�s"�トラクターヘット事 �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 
バラ十浸透防止シート(ポリエステル製) 

港運送株式会社 ��ピrﾓCbﾓS�3��トラクターヘット’ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 
バラ十浸透防止シート(ポリエステル製) 

大一運送株式会社 ��ンbﾓSふC3���トラクターヘッド �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 
バラ+浸透防止シート(ポリエステル製) 

株式会社仙波運輸 ��ヲﾓ田2ﾓャ���トラクターヘッド �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�フレコンパック十浸透防止シート(ポリエステル製) 
バラ十浸透防止シート(ポリエステル製) 

株式会社千照運輸 ��ヲﾓ都bﾓSC���ダンプセミトレーラ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92�6X6x8�4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92����Xｾ"�フレコンパック十浸透防止シ二ト(ポリエステル製) 
トラクタ 刄oラ十浸透防止シート(ポリエステル製) 



自動車等の使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�車体の形状 舒顏�W94ｸﾘy7��ｸ,ﾈ顥}��飛散等を防止する措造 

有限会社丸幸三栄商事 ��8ｨｳ33�蔦ピCr�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポ)エステル製) 

株式会社光貴建運 ��Crﾓ3SBﾓ�cc"�ダンプ �H����h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十自動開閉蓋(ステンレス製)i 

関根運輸有限会社 ��C釘ﾓc)t��SS��ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十重締め(ステンレス製) 

株式会社田中興業エンタープライズ ��Crﾓ3S2ﾓ#c���ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直請み十浸透防止シート(ポリエステル製)・ 

株式会社大豊土木 ��2ﾓ3cモﾓゴ�)｢�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

有限会社工藤建材工業 ��CRﾓSs"ﾓc��b�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

有限会社イケダケンキ ��2ﾓSc�2ﾓsc�b�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直詰み十浸透防止シート(ポノエステル製) 

株式会社後藤田商店 ��CBﾓ3cbﾓ�C�B�ダンプ �H����h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポ)エステル製) 

株式会社Rエンジニアリング ��CRﾓ3�"ﾓcCC"�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

株式会社美南海建材 ��2ﾓ3csbﾓSSc"�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直稿み十浸透防止シート(ポノエステル銀) 

有限会社共栄興業 ��Cふ�#RﾓSsビ�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

株式会社議連. ��CふC(6s�#3r�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 



自動車等の使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�車体の形状 舒顏�W94ｸﾘy7��ｸ,ﾈ顥}��飛散等を防止する構造 

大典重機株式会社 ��CH椒ssrﾓSSS��ダンプ �H��N��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

島田興業株式会社 ��CBﾓゴRﾓ�c迭�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

エステートサービス株式会社 ��2ﾓc��bﾓ#Ss"�ダンプ �H��N��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

有限会社セキグチデベロプメント ��2ﾓ3c唐ﾓ){鉄��ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

株式会社　関東共同土建 ��Crﾓ3�bﾓピs��ダンプ �H��ﾊY�h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

舟津産業株式会社 ��CRﾓsコﾓ�C���ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

有限会社ツカダ ��C蔦#澱ﾓ�ゴB�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�h���5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

有限会社東京プランニング ��8氾ScS蔦涛3"�ダンプ �H��N��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

株式会社協和商会 ��CBﾓ3SRﾓssSb�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

有限会社伊藤総菜 ��2ﾓSccbﾓ3�c��ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

有限会社シティービルト ��2ﾓS#C2ﾓ#C3��ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十浸透防止シート(ポリエステル製) 

有限会社佐藤商運 ��2ﾓ3cヲﾓ#sc��ダンプ �H��ﾊY�h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8�� 



自動車等の使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�車体の形状 舒顏�W94ｸﾘy7��ｸ,ﾈ顥}��飛散等を防止する構造 

株式会社アサヒ興業 ��8ｨｳ3c��ﾓ�3���ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

有限会社神奈川建材 ��Cbﾓ#c2ﾓピ���ダンプ �H��O��x��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

株式会社瑛信 ��CcRﾓC"ﾓ涛途�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

株式会社義建 ��2ﾓSccHｨｳ33�2�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

有限会社島田企画 ��C釘ﾓ#BﾓccS"�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

有限会社島田企業 ��C的t�#BﾓccS"�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

株式会社三鈴産業 ��I{蔦C3Rﾓ#C���ダンプ �H��5ｸﾝ���-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

株式会社渡辺商会 ��CRﾓS�"ﾓs����ダンプ �H��ｶﾙ�h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

株式会社丁GR ��CBﾓ#ビﾓ��cr�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

益子工業株式会社 ��2ﾓ3cビﾓ#S#��ダンプ �H��N��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直請み十トラックシート(ポリエステル製) 

有限会社　日昇興業 ��SSRﾓ#Bﾓ��ヲ�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

有限会社東栄興業 ��CBﾓ#��ﾓ3�釘�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 



自動車等の使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�車体の形状 舒顏�W94ｸﾘy7��ｸ,ﾈ顥}��飛散等を防止する構造 

豊川興業株式会社 ��CBﾓ#湯ﾓ3S3��ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直稿み十トラックシート(ポリエステル製) 

有限会社戸舘総菜 ��2ﾓ3cSX�SツR�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

株式会社ハーモセレ ��bﾓcC�蔦�s3R�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

聖和産業有限会社 ��CRﾓ�#�ﾓ�#ッ�ダンプ �H��N��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

有限会社クロダ土木 ��Cふ鉄2ﾓ田sR�ダンプ �H��5ｸﾝ���-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ�ﾈ8��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

マルタ工業株式会社 ��CRﾓSC"ﾓs����ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

有限会社アゲナ流運 ��CBﾓ#��ﾓ3Scr�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直詰み十トラックシート(ポリエステル製) 

有限会社　国良産業- ��CBﾓ3cbﾓ#�S��ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

株式会社　明之興業 ��2ﾓcc3ふc�s2�ダンプ �H��N��h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

株式会社三郷興業 ��Cふ鉄rﾓ3����ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

株式会社マエハラ ��CBﾓ#cbﾓCCsB�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポノエステル製) 

石川建輸株式会社 ��CRﾓSC�ﾓs都��ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 



自動車等の使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�車体の形状 舒顏�W94ｸﾘy7��ｸ,ﾈ顥}��飛散等を防止する構造 

田中石材土木株式会社 ��CcふSbﾓ��3��ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポリエステル製)　　　　て 

尾花興業株式会社 ��2ﾓ3c途ﾓ�3c��ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

株式会社松本土木 ��8�｣3s��t�s���ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

向井建設株式会社 ��2ﾓ3#Sx�SS���ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

太平洋陸送株式会社 ��Cふ�s8銈�����ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み+トラックシート(ポリエステル製) 

昭和通運株式会社 ��C釘ﾓ#(ｨｳC�S2�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

成友興業株式会社 ��8ｨｳ3s湯ﾓs����ダンプ �H��ｶﾙ�h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

株式会社サンノウ興業 ��2ﾓ3ssrﾓ�S#"�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

根岸建設株式会社 ��2ﾓSc3bﾓ�3s2�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

有限会社まかばら ��2ﾓ3c�bﾓ�#澱�ダンプ �H��Fｨｯﾈ��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直頼み十トラックシート(ポリエステル製) 

明和土木興業株式会社 ��Cふs唐ﾓccィ�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポ)エステル製) 

有限会社星川土木 ��2ﾓ3cSRﾓ3S�R�ダンプ �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 



自動車等の使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�車体の形状 舒顏�W94ｸﾘy7��ｸ,ﾈ顥}��飛散等を防止する構造 

松栄株式会社 ���2ﾓsc�ﾓc#c"�ガット船 �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十ハッチカバー 

西瀧海運株式会社 ��都"ﾓ�"ﾓ#S�"�ガット船 �H���o(��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十ハッチカバー 

正栄海運株式会社 ��2ﾓ3CSBﾓcSS��ガット船 �H��N��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十ハッチカバー 

住若海運株式会社 ��モﾓc祷�ツc#"�ガット船 �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十ハッチカバー 

有限会社富士海運 ��C3ふ#8ｨｳcCSB�ガット船 �H��5ｸﾝ���-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十ハッチカバー 

富山港湾運送株式会社 ��2ﾓ3#x�RﾓS3���ガット船 �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十ハッチカバー 

第一中央汽船株式会社 ��2ﾓSSC�ﾓ#�澱�ガット船 �H��O��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直槙み十ハッチカバー 

東海運株式会社 ��2ﾓc#(�##3��ガット船 �H��ﾊY�h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十ハッチカバー 

大道埠頭株式会社 ��bﾓcC��ﾓ#SS��ガット船 �H��O��h��-8,��h��-�*HﾟR�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直嶺み十ハッチカバー 

太平洋セメント株式会社 ��2ﾓSS3�ﾓs3唐�ガット船 �H��N��h��-8,��h��-�*I�b�5h4�98���廁4�8ﾘ8��直積み十ハッチカバー 



○保管場所拡大図
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イ積善施設の図面及び写真

<川崎港>日興サービス株式会社:神奈川県川崎市川崎区大川1-10

1.積替・保管施設配置図
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1積替・保管施設配置図

八号地全体図　　名古屋市藩医船見町57番地地先愛知海運株式会社八号地現業所



積替・保管の用に供する施設に関する書類
(川崎港)

1積替・保管施設の配置図

〇構内図

・年間・・・醐

J臼票田本川喝発電新

I 染’ ��亦������e�����褪���)ｩ�ｯ��+R�������R��しj-′ 〇・6 c・5 C・4 C◆雷 C・露 C・l 二」 

珊 
河　上 　i 劔��Y-�,ﾔ���V豆��ﾒ�

鵡 川申出i十 劔儺R�ｬ8����割富 .に ilく 
I　-　j 刄Z ) 

景品高言● ′〇　〇〇細 　　・? 俎r�

筆圧. 倅�?����986x6��
“・汚塊土壌運搬船 

温点i

鵬醐1仰　　　- i



積善の用に供する施設に関する書類

ト1積替施設の配置図



積善の用に供する施設に関する書類

1-2積善施設の配置図


