
様式第十六(第六十一条第一項関係)

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(法人にあってほぞの

代表者)が署名することができる。

<連絡先→　株式会社オンエア担当　　　　　富Eし: 03-6457・了910



要措置区域等の所在地;東京都荒川区西日暮里五丁目273-3、 27牛1 、 274-3 (地番)
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汚染土壌の場所を明らかにした要措置区域等の図面



汚染土壌の運搬の方法

l.運搬フロー図

要措置区域等 

東京都荒川区西日暮里五丁目273葛3、274-1、274-3 

土壌運搬 

陸運:シグマテック株式会社 

荷姿:ダンプ十フレコン(内装あり) 

土壌運搬 

陸運:シグマテック株式会社 

荷姿:ダンプ十シート掛け 

2.運搬体制

運搬受託者:シグマテック㈱

※協力会社および使用する自動車の-寛は、添付書類4のとおり



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

N.」 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 ��ｸ�8�����b�班体の形状 ���Y7��ｸ,ﾉ�}��劔O(ﾙ胃x/�fる6h+x.俥Yub�

l �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���栗荊榔中火区日本橋柿沢ii可5-4 ��2ﾓScX6s##�ﾂ�ダンプ �H����持クロム、ふっ �-ﾂ��(�"�まう索 仂囲ｨ-ﾘ�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ,ｒ�
ト男巾博すレン、シスー 津"ﾘ5ﾙmﾈ咥4x6��ン、 ���-8,�m���-�*H銀�フレキシブルコンテナ(内袋あり:ポリエチレン捜) 

2 囘ﾉ�ﾉ5Io(�(�檍���神奈川県戯浜両線区上山3丁照37-5 ��CBﾓ#湯ﾓ3S8+R�ダンプ �H����II汐ロム、ふっ �*ｸ��-�*HﾟR�偖囲ｨ-ﾘ�5h�ｸ6r�5��リエステル捜) 
トリグロ調エチレン、シス丁重 津"ﾘ5ﾘ蹂8ﾘ4x8ｸ98��僣��-8,�m���-�*H銀�刄tレキシブルコンテナ(困 刋�*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

:1 冲ﾈﾌ�檍��684ｨ5��埼義妹比企郡楊i岬i.小爪1280-18 ��ｼ"ﾓ#澱ﾔ塔SB�ダンプ �H���Y-��li汐ロム、ふっ蕪、ほう熱 劔�I�X-ﾘ�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

肋巾眼ルン、シスーl 津"ﾘ5ﾈ8ﾘ8ﾘ4x8ｸ98��僣��-8,�閂��-�*I7ｲ�刄vレキンこなレコンテナ(内袋あり:ポリエチレン捜) 

∴1 �6ﾙ,��檍��h粟ﾉoｹ�r�神衆)I陳川姉l了多摩区駕戸1259 ��[��鉄�'S3CSb�ダンプ �H���tﾂ�iI汐ロム、ふっ �����,ﾘ*IxR��.ｹ�8-ﾘ�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

トリグ叩エチレン、シスーl 津"ﾘ5ﾘｹ靠ｸ4x8ｸ98������-8,��h��-�*Im��フレキシブルコンテナ(内袋あり:ポリエチレン鰻) 

I 乘H�檍��*ﾉ(hｻｸｼh4x985��ｸ7h8�485��千葉県浦安両手胤12-10 ��Crﾓ3S2ﾓ#c���ダンプ �H����iIiクロム、ふっ黙、 凾､蕪 ����-ﾘ�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｲ��) 

トリ即事チレン、シスー �"ﾘ5ﾙ6�8ﾘ4x6�8ﾈ98��僣��-8,��h��-�*H鑽�刄tレキシブルコンテナ(内袋あり・ポリ 劍6�8ﾈ99�ｲ��

占 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口廿圃〔餌家2-3-12 ��43ふ##BﾓccH��ダンプ �H����Il汐ロム、ふっ薬、ほう索 劍,��-ﾘ�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5���8ｨ8ﾉ�ｲ��

トリグ叩エチレン、シスー �)t�5�4�+(8ﾘﾔ�*�98��僣��-8,��h��-�*H鑽�刄tレキシブルコンテナ(内袋あり: 凾ｮi �6�8ﾈ99�ｸ�"�

●7 i �8�陞��楮ⅳ�東京堀江二戸川区春江町2丁目12-6 ��2ﾓSccBﾓ33�2�ダンプ �H����冊クロム、ふっ ���-�*H�����ﾍｨ-ﾒｸ5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�����6ﾒ�) 

彫周「はチレン、シスー �)t�5ﾘ4陋ﾘ鳧4x6��“、鉛、ふっ黙、ほう粟 刄tレキシブルコンテナ(内袋あり: 凾ｮI �6�8ﾈ98�"��

8 ��XﾈH�檍��蓼毎ｻｸｼb�埼玉県三郷串戸ヶ麟3用●照3互7 ��Cふ鉄X�cc3"�ダンプ �H����iiクロム、ふっ ���-�*H鑽�儂刔�-ﾘ�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5���6ﾒ�) 

ト男母i調チレン、シスー �"ﾘ5ﾘ､��ｨ4x6��、鉛、ふっ素、ほう黙 刄tレキシブルコンテナ(内袋あり: � ��ｸ8ﾈ99k｢��

リ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川悶姐軒2丁円互3-4 ��2ﾓSccbﾓ3�c��ダンプ. �H���Y-��Iiクロム、ふっ ���-�*Im��仄隍(-ﾘ�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｲ��) 

トリ加博チレン、シスー1, �(耳5ﾙD�*�4x8ｸ98��僣��-8,�m���-�*Io"�刄tレキシブルコンテナ(西袋あり:ポリ 劍6�8ﾈ99�ｲ��

10 冲ﾈﾌ�檍��ﾕx��5Io"�神奈川県櫛鴻I了鶴見区平安町子36-2-201 �����ダンプ �H���ﾌ"�Iiクロム、ふっ楽、ほう黙 劔Mﾘ茯-ﾘ�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5����ﾈ6ﾒ�) 
トリグ囲エチレン、シスー �"ﾘ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ98��僣��-8,�o(��,ﾘ*Hｸr�刄tレキシブルコンテナ(内袋あり: �.ず ヽ �6�8ﾈ99,ｒ�

= �?��ﾈｮ�檍��嶌ﾉｩ>9o"�靖森県北測i醐耶板柳iI手鍋野船橋元38-1 ���s"ﾓsrﾓ33�R�ダンプ �H����I汐ロム、ふっ荻、ほう楽 劍��ﾍｨ-ﾘ�5h�ｸ6r�4｢�ニエス �6ﾒ�) 
トリクロロエチレン、シスー �"ﾘ5ﾘ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ98��傳���(��-8,��h��-�*Im��フレキシブルコンテナ(内 佻h.Υ�房 ��ｸ8ﾈ99�ｲ��

は 乘H�檍�8嫌Eﾈ蒭ｴ��浦安肺葉坪2-26-106 ��Crﾓ3SRﾓ�+SS��ダンプ �H����i汐ロム、ふっ ���-�*Hｧ�����X-ﾘ�5h�ｸ6x*ﾘ,ｲ�リエステル �) 
トリグ叩エチレン、シスーl, �"ﾘ5h4�8ﾘ8ﾘ+�+�8ﾈ98��傳������-8,�m���-�*H鑽�フレキシブルコンテナ(肉袋あり:ポリエ 劍6�8ﾈ99�ｲ��

同 ����檍��蕀Oh4�6�6�985��東京榔大門「区本羽川上27-4-601 ��2ﾓ3x43�ﾓ��S��ダンプ �H����｢�liクロム、ふっ粟、ほう菓 劔+ﾈ��-ﾘ�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5���ｨ8ｹ�ｲ��
トリグ叩エチレン、シス一㌦ �"ﾘ5x4�$�4x6�8ﾈ98��僣��-8,����-�*Hﾉ2�刄tレキシブルコンテナ(内袋あり;ポリエチレン製) 

14 冰凩曠I/ﾉtﾈﾌ�檍���東京都汁戸川区舶鵜輯6-16-6 ��2ﾓ3cヲﾓ#sc��ダンプ �H���ﾌ"�i汐ロム、ふっ ���-�*H鑽�僣韵x-ﾘ�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��
トリグ叩エチレン、シスー1. �"ﾘ5ﾈ8ﾘ8ﾘ4x6��、鉛、ふっ黙、ほう紫 刄tレキシブルコンテナ(内袋あり:ポリエチレン製) 

時 囘ﾉKx6ｦ�?�m以H�檍���菓荒都北区牲勅2丁円7-12 ��2ﾓ3c�ふベｯr�ダンプ �>x����Iiクlゴム、ふっ ���-�*Io"����X-ﾘ�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��
トリ如けエチレン、シスー �"ﾘ5x4�H4x6�8ﾈ98��僣��-8,�閂��-�*Io"�刄tレキシブルコンテナ(内袋あり:ポリエチレン製)′ 

時 �%Hｸ�檍��Ihﾉｨｻｸｼb�菓京都足立区伊興3-17-25-301 ��2ﾓScCrﾓSャ��ダンプ �H����iクロム、ふっ紫、ほう紫 劔�ﾘ錡-ﾘ�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��
ト男性調エチレン、シスー �"ﾘ5ﾙD�*�4x6�8ﾈ98��僣��-8,�m���-�*I~｢�刄tレキシブルコンテナ(内袋あり:ポリエチレン捜) 

1了 凅x�檍��6x5h7ﾒ�東京翻鵜飾区西水元l丁手12ト2 ��2ﾓ3c�ふペtﾆﾂ�ダンプ �H����iクロム、ふっ ��う蔀 偖8錡-ﾘ�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5���8ｹL���
トリグ叩エチレン、シスー1, �"ﾘ5ﾈ8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ98��僣��-8,�閂��-�*H銀�刄tレキシブルコンテナ(内袋あり: 凾閭Fチレン捜) 

団 乘H�檍��6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�千粟県了剛冊行徳駅前3丁印5一!4 ��2ﾓ3SS2ﾓc�#r�ダンプ �H������iクロム、ふっ黙、ほう霧 劍��､(-ﾘ�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5���8ｹ�ｲ��
トリグ叩エチレン、シスー1, �"ﾘ5x4�4�8ﾘ4x6�8ﾈ98��僣��-8,�閂��-�*Hｧ��刄tレキシブルコンテナ(内袋あり: 剄ｻエチレン捜) 

問 冲ﾈﾌ�檍��¥I,ｹ�ﾙEX�ﾂ�栗東榔既胞区巣鴨1丁目2-25-302 ��CふC(6sS�モ�ダンプ �H����iクロム、ふっ ��う索 冲��-ﾘ�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5���8ｹ�ｲ��
トリグ朋エチレン、シスー �"ﾘ5x4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ98������-8,�m���-�*H鑽�フレキシブルコンテナ(内袋あり: 刄潟Gチレン捜) 

ご0 倅(�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�粟諜榔駅間閉-i一憫3-「日2ト14 ��Crﾓ3#ふ3�32�ダンプ �H����iクロム、ふっ薬、ほう楽 劍�8��-ﾘ�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��
トリグ口調:チレン、シスー1, �"ﾘ5ﾙD�*�4x6�8ﾈ98��僣��-8,�閂��-�*H鑽�刄tレキシブルコンテナ(内袋あり:ポリエチレン製) 

二l 冲ﾈﾌ�檍��iv�5Io"�埼漉県三郷持薬1丁1「328 ��Cふ鉄"ﾓ��SR�ダンプ �H���ﾌ"�汐ロム、ふっ黙、ほう紫 劍�8��-ﾒｸ5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5���8ｸｷ竰�
トリグ叩こけレン、シスー1, �ｨ5ﾘ4隴H4x6�8ﾈ98��僣��-8,�閂��-�*IfB�刄tレキシブルコンテナ(内袋めり:ポリエチレン製) 

捜 冲ﾉ,(檍��秤hﾙ����神奈川県川崎苗宙附区水沢3-6-27 ��[�都bﾓ�#Cr�ダンプ �H����iクロム、ふっ ���-�*Im����9��-ﾘ�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｲ��) 
トリルl調う・レン、シスー ��ｸ5ﾘ4�$�4x6�8ﾈ98��僣��-8,����,ﾘ*Hｧ��刄tレキシブルコンテナ(内袋あり:ポリエ 劍�ｸ8ﾈ99�ｲ��



帆 俶r�)ｨ傾,ﾉkﾈ��使用秤の住所 佗ﾘﾚ��i�b�時体の形状 ���Y7��ｸ,ﾉ�}��劔飛倣舘を防」lこする構造 

黒く 俤ﾘﾞ8檍��ｭｹ��ﾔ鮎b�東京榔足立区入谷3町田5-8 ��2ﾓ3ゴ2ﾓc田��ダンプ �H��7B� 末ﾈ�8ﾘ8���-8,��三l �-ﾈ*H鑽�輯磯み十シート(ポリエステル捜) 
ト男川田エチレン、シスー1 �,2一ゾク叩エチ �98���、ふっ薬、ほう黙 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

劉 �+�鐙5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5�8�陞���栗原椰江東区制兄上16-3 ��9t�c��bﾓ#Ss"�ダンプ �H����牝迄4�8ﾘ8���-8,��t 3ヽ �-ﾈ*Io"�矩顧み十シート(ポリエステル製) 
ト男佃ロエチレン、シスー1 �2-ゾク朋エチ �98���紅ふっ楽、ほう粟 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.�+�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99,ｒ�

登轟 冲ﾉ<ﾈ檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京郁荘戸川区中猟師5-23-3 ��2ﾓScS蔦涛3"�ダンプ �H��7B� 粕迄4�8ﾘ8���-8,��ヽ ヾヽ �-ﾈ*H銀�融榔み+シート(ポリエステル鍍) 
トリクロロエチレン、シス 津"ﾘ5ﾘ4陋�4x6�8ﾈ98���凵Aふっ染、ほう衆 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

三高 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｹh��ﾙo"�功割勘綱江戸川区東小松川3-1十十306 ��2ﾓ3cSRﾓ�ツR�ダンプ ��ﾘｴ刔｢�又俾ﾈ8ﾘ8���-8,��h����-ﾈ*H鑽�ぱ顧み十シート(ポリエステル製) 
ト男性叩チレン、シスー1 �2-ゾ姉調エチレン、 凵Aふっ紫、ほう黙 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

ご7 ��ﾉ�ｹ�(檍��ｽ穎ﾈﾉｨﾝ��騎玉県川口暗戸塚銚町35-26 ��Cふ#ビﾓ33#R�ダンプ �H���ﾉl｢�牝迄4�8ﾘ8���-8,�閂�����ｸ*H銀�班搬み十シート(ポリエス ��X8ｹ�ｲ��
トリグ叩エチレン、シスー1 �2-ジグ叩エチレン、鉛、ふっ繋、ほう紫 劍7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Δ�ポリエチレン捜) 

霊能 佇H�檍��ｹ9:�5x887�92�東京都江戸川区西拙西6-2-16 ��Cふ涛BﾓSc#"�ダンプ �H���-��僣�4�8ﾘ8���-8,��き、ほう謀 吮J榔み十シート(ポリエス ���8ｹ�ｲ��
ト男時ロエチレン、シスー1 �2輸ゾグロロエチレン、 凾ｳ、ふっ黙、ほう蒸 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>ﾈｭh*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ997B��

崇) 冑h�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎蒔川崎区手刷町8-2 ���ﾃ�Bﾓ#ヨ43h�Y�ﾂ�ダンプ �H����薄�4�8ﾘ8���-8,�閂����-ﾈ*Im��租税み十シート(ポリエステル鰻) 
ト男性肌チレン、シスー1 �2-シクロロエチレン、鉛、ふっ謙、ほう紫 劍7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

:用 ��ﾉkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千藤娘習志野軒帝溌21-I 尾ﾆ途ﾓCS2ﾓ�#�b�ダンプ �H���{ﾂ�薄�4�8ﾘ8���-8,��き、ほう紫 刹m積み+シート(ポリエステル捜) 
剛性ロエチレン、シスー1, �2-ゾク関エチ 坪��僣��-8,�閂��-�*H鑽��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ98�"��

:= 仍駢Hﾉｩ]ｨ�(�檍���手袋県船橋轟三時1-祝-9 ��CrﾓC�9t�3�湯�ダンプ �H����曝�8ﾘ8���-8,��ごく ヾヽ �-ﾈ*H鑽�植樹み十シート(ポリエス ���8ｹ�ｲ��
トリグ抑エチレン、シス一㌦ �2-ブタ間口エルン、鉛、ふっ寮、ほう薬 劍7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Δ�リエチレン製) 

:I2 况俾陞���ﾉJ��神奈川県川崎串輩産前常時3丁円75-l-209 ��ﾊBﾓSヲﾓss�r�ダンプ �H��7R� 薄�4�8ﾘ8���-8,�ｧ���-�*HﾟX�����ﾂ�剩z強み十シート(ポリエス ��ｸ8ｹ�ｲ��
トリグ師エチレン、シスー1, �2置ゾ卯ロエルン、鉛、ふっ紫、ほう紫 劍7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ｨ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

持:l 冲ﾈﾌ�檍��7�4ｨ8ｨ6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県)l嘩帝)l雌区大師本町6-11 ��ﾊBﾓ#��ﾓ�3#��ダンプ �H���-��免�4�8ﾘ8���-8,�fH��-�*H鑽�剩z棚み十シート(ポリエステル鰻) 
l男加ロエチレン、シスー1 �2-ゾ仙骨エチレン、鉛、ふっ紫、ほう紫 劍7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

:I′I 冲ﾈﾌ�檍���ﾈ�8ｵｩER�千嫌県市川暗室1丁閣2蒋5号 ��Crﾓ3唐ﾓSツ��ダンプ �H����曝�ﾏｸ.���-8,��、ほう楽 剌S積み十シート(ポリエス ��X8ｹ�ｲ��
トリグ囲エチレン、シスー �2-ゾク叩エチ ���僣��-8,����-�*Io"��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Δ�りエチレン製) 

:腫 估��YzH�9m��千葉県松戸帝河原塚237葵2-305 ��ﾍﾓrﾓ3ヲﾓSャ��ダンプ �H����曝�8ﾘ8���-8,��亀 �-ﾈ*H鑽�確榔み十シート(ポリエス ��X8ｸ秒��
トリグ叩エチレン、シス 津"ﾘ5x4�ﾘ4x6����、ふっ紫、ほう黙 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

:購 ��Y,��檍��/ｹ]���u��東京都江戸川区中潟町l丁印1-14 ��2ﾓ3cッﾓssS"�ダンプ �H���{ﾂ�俯�4�8ﾘ8���-8,�� �-ﾈ*H��祇載み十シート(ポリエステル捜) 
トリロロエチレン、シスー1, �2-ジグ叩エチレン、鉛、ふっ窮、ほう紫 劍7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

:け 刔�:(ﾇﾙt�ｾﾈ�檍���取高櫛形維区鵬担2丁田25-!3 ��2ﾓS��2ﾓ�3s��ダンプ �H����薄�4�8ﾘ8���-8,�m���-�*Im��刹ﾈ顧み十シート(ポリエステル製) 
トリクロロエチレン、シスー �2一ゾク叩こしチレン、鉛、ふっ黙、ほう紫 劍7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

:I8 �6饐8ﾉｨｴ�tﾈﾌ�檍���神奈川県倣派串椰銑区葉中間1丁●318 ��CRﾓS�"ﾓS�C��ダンプ �H����末�4�8ﾘ8���-8,��、ほう楽 剄g拙み十シート(ポリエステル捜) 
ト男時限チレン、シスー1, �2-ジグ叩エチレン、鉛、ふっ紫、ほう隷 劍7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

判 凅x�檍��[ﾙnﾈﾉｨﾝ靫鮎b�埼漉県東松山大学下庸子1482番 ��C�9'S#rﾓcS���ダンプ �H��7��R�曝�8ﾘ8���-8,�m���-�*Im��刮｠頼み十シート(ポリエステル娘) 
ト男仙ロエチレン、シスー1, �2-ゾク叩エチレン、鉛、ふっ荻、ほう紫 劍7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

用) 乘H�檍��8h5h6佶ｨﾔ��東京榔江戸川区瑞浦上36-1イ ��2ﾓS(ﾍﾓ2ﾓc�s"�ダンプ �H����曝�8ﾘ8���-8,�m������-ﾈ*I'｢�旺頼み十シート(ポリエス �5ﾈ8ﾉ,ｒ�
トリ叩エチレン、シスー �2-ゾ如眼チレン、鉛、ふっ粟、ほう紫 劍7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

・= �,(�檍��Oﾈ�=xﾉｨﾝ��東京榔江戸川区西瑞江3丁円33番地 ��2ﾓ3csbﾓSSc"�ダンプ �H����末�4�8ﾘ8���-8,��、ほう紫 刹ｮ蝕み十シート(ポリエステル製) 
トリグ叩エチレン、シスー �2-ゾノ周ロエチレ ���僣��-8,�m���-�*H���7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

′i2 冲ﾈﾌ�檍��鉑�ﾉ^8橙�江戸川区一之江2丁印2諦5骨 ��2ﾓSc�rﾓ#�3R�ダンプ �H����薄�4�8ﾘ8���-8,��、ほう黙 剌ﾉ撤み十シート(ポリエステル製) 
ト妙岬ロエチレン、シスー �2一ジグ間エチレ ���僣��-8,�ｾｸ��-�*H鑽��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

点! 冲ﾈﾌ�uﾘｦY?｣ﾘﾏｸ��ﾝ��埼玉県川口師弥平1細17-3 ��Cふ##BﾓSC#B�ダンプ �I�����4�8ﾘ8���-8,��、ほう楽 刮｠械み十シート(ポリエステル捜) 
トリグ関エチレン、シスー �2-ジグ叩エチレン、鉛、ふっ黙、ほう薬 劍7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6忠>��ﾈ*�.Κ7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��


