
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 

ヽ 東京都嫡殿　　　　　　　　　　軸経営年子万座日 

東京都濃区芝三丁目8禽2号 

届出者報告雰会謹書 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。　　　　　　　　　　　　　　　　　臆■ 

要措置区域等の所在地 宙�ｸ�ﾈ鹵�8ﾈｹ�79V��ﾈｾi�YV�ｬX�?｣3)MC�2� 
(地番表示)東京都品川区大利臆書目3615番16の一部 

汚染土壌の特定有害物質による汚 染状態 �Hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZｉ7��ｹ�8ﾆ����-c"ﾃ���葷r�r��
※詳細は添付資料1のとおり 

汚染土壌の体積 ��#�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I�r一�:竟B��愛9�r��IIR��越I�r一�:竟B��※詳細は添付剖醤醤おり 

汚染土壌を運搬する者の氏名又は ����ｸ�ｸ�(ｮﾈ�h�i�ﾈ�"ﾈ������頽H+X�"�8��������自H�ｨ�倡H訷�X��ﾗ��-9zr�

名称 �������ﾘﾈｩ隴�;h耳��耳����j�緊Y�ｻh矩zx6St僞H�b�

汚染土壌を処理する者の氏名又は 乘Hﾘﾉgﾈ栗zx6X4�6ﾘ4�8�5h�ｲ�
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�ﾓｸ蟹&ﾘﾊy�8ﾌｸ�8�)ч*ﾃペMC8����窺C��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋�6佇讎�?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋ｨ.ｸﾈ糲.�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���xﾈ���Y?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋繆ﾈ���3�?｢�

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

積替えを行う場所の所在地並びに所 �?ｨ毎蝌ｼhｩH�檍��8ﾈｹ�79�Y68ｾhｹ餬ﾉ8s2ﾓRﾓ"�
有者の氏名又は名称及び連絡先(運 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��kﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾi�Hﾊ�*ﾃSyMI&�&��b�
撥の際、積替えを行う場合に限る。) ��i5儻H揄}緝��x,ﾈ,h*�.��

保管施設の所在地並びに所有者の �����ｴXﾇ�ﾄXﾇ�菱ｿ��>,H靼�9'��b�
氏名又は名称及び連絡先(保管施 
段を用いる場合に限る。) ��i5儻H��}緝��x,ﾈ,h*�.��

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

代表者)が署名することができる。

<連絡先>
所属:大井一丁日南第1地区市街地再開発組合　　所属:岬Eミネラル㈱環境

藷黒。161 FAX番号:。3_3,,4_。424　護憲嘉2。8 FAX
E-mail : OOil chome@mx3. alpha-Web 、ne.jp E-m包il :

ー28.5- 16



添付書類1
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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
形質変更時要届出区域の所在地:東京都品川区大井-丁目3615割6 (地番)の一部



添付書類　3

汚染土壌の運搬の方法

3-1青　運搬フロー図

形質変更時要届出区域 

東京都品川区大井一丁目32番13地内 

基準不適合土壌

鉛

陸　運:株式会社東立テクノクラシー【運搬受託者】 

愛知県瀬戸市山路町13色番地1 

荷　姿:ダンプトラック十シート掛け 

陸　運;株式会社東昇【協力会社】 

東京都江戸川区東葛西6-17置10Jビル4F 

荷　姿:ダンプトラック十シート掛け 

積替・保管施設:日栄産業株式会社

東京都大田区京浜島3置5・2

海　運:愛知海運株式会社【運搬請負者】 

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) 

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番地塊先

陸　運:株式会社明立【運搬請負者】 

愛知県瀬戸市萩殿町二丁目117番地 

荷　姿:ダンプトラック十シート掛け 

処理施設:株式会社粟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



汚染土壌の運搬の用に僕する自動車に関する書類(陸送① :現場一京浜島)

<遊敵軍両一騎>

添付書類　4

¥ 兌冽�jx,ﾉkﾉ$ﾘ�2�倣朋費の住所 刋�xﾙ�b�重体の形状 僮)4儖胃ｩ�MH."�劍刮�Y7�h,ﾈ燁'b�飛散衛を防止する梅迫 

1 �ｸ竧､��廠高枕江戸川区虎増西を1了-10 ��ダンプ ��ｹzr�106 �,b�1 ����確約み十トラックシート(ポリエステル製) 

塞 �ｨ�;��妬高郷江戸川区舟場四調十10 ��ダンプ ��ｹzr�101 �,ﾒ�8 �B�屯横み十トラックシート(ポリエステル襲) 

3 俔9�丶R�.露拭部江戸間帳場葛西㌻1手書0 ��2ﾓS��"ﾓS8ﾍr�ダンプ ��ｹzr�180 �-2�4 �>r�直観み十トラックシート(ポリエステル製) 

4 ��8ｼ��ﾂ�奴粛都江戸川区的拷西8・重ト10 ��2ﾘﾍ�馗(耳ｧ3#R�ダンプ ��ｹzr�101 �+2�7 �B�哩積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

5 �ｨ��ﾔB�煉再訪正副iI区郭ぢ西叶17-10 ��2ﾓS鼎"ﾓYxｳ#R�ダンプ ��ｹzr�101 �,ﾒ�5 �B�曲積み十トラックシート(ポリエステル製) 

6 ��IIX･b�耽敦郁江戸川区蚊埴四を17-10 ��ふS鼎"ﾓS愛��ダンプ ��ｹzr�101 �,"�8 �B�曲積み十トラックシート(ポリエステル製) 

了 �ｩ�(���蚊帰敬江戸川区博宮西6-1了」0 �4俯S滴ｵH�8ﾍr�ダンプ ��ｹzr�180 �.r�9 �B�庫積み十トラックシートはリエステル教) 

8 �ｨ洽福�郭水郭江戸川底龍勝田をlト10 ��2ﾓS倆bﾓY=�*��ダンプ ��ｹzr�130 �.r�10 �B�臆積み十トラックシート(ポリエステル製) 

9 �ｩN�福�脱京概江戸川底現場四6-1了置重0 ��ふS倆bﾙws#R�ダンプ 仄h�9nﾂ�100 �,ﾒ�1281 豫ｲ�直積み十トラックシートくポリエステル製) 

10 丶ｩ_ｨ福�斑樽柿江別=区競葛西ト章7-章0 ��vRﾓY'�(,9z8ﾚR�ダンプ ��ｹzr�重30 �+ｲ�8001 ����曲釈み十トラックシート(ポリエステル襲) 

11 �ｩD�､R�兜尊称江別Il区加増西を17-10 ��2ﾓS��"ﾓS3#R�ダンプ ��ｹ?��180 �+r�8002 �B�遣積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

宣2 忠4僵ｩnﾈⅹ5��神刺=県劇派市兼区弥生台718 ��Hv繝�"ﾓ�#�b�ダンプ 僮ﾙjﾂ�工00 �,ﾒ�1771 兌B�轍み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

18 宙ｩB竸ｩnﾈⅹ5��抑制iI環横浜市束区弥生台7-16 �-�*���-ﾈ�S�$澱�ダンプ 僮ﾙVﾂ�100 �,ﾒ�1809 �B�醐十トラックシート(ポリエステル敬) 

14 忠hb�冢ﾈⅹ5��抽刺=県域波布泉区弥生台7-16 ��ダンプ ��.��ioo �,ﾒ�2038 �B�暗淑み十トラックシート(ポリエステル製) 

15 忠4僵ｩnﾈⅹ5��押煎り帰敬駒村泉区弥生台7-16 ��ダンプ 冉�R�100 �,ﾒ�2097 �B�轍み十トラックシート(ポリエステル襲) 

重8 宙ｩB亊ﾙnﾈ蹣iｲ�神荒川県駁浜和泉区弥生台ト16、 尾ｩ���jふ�(+Sb�ダンプ 儉��100 �,ﾒ�2860 ����確積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

17 宙�兩冢ﾈⅹ5��神約II腺験浜市掠区諒盤台ト嘉6 ��.8任�(自MS�b�ダンプ 僮ﾙF��100 �,ﾒ�33的 �B�直税み十トラックシート(ポリェスチル竣) 

18 宙瓶亊ﾙnﾈⅹ5��押森川腺壊滅耐難区弥生台ナ16 ���X�Rﾓ��"ﾓ�#���ダンプ 兩ｩ���180 �*ｲ�臼披与 冩��拡散み十トラックシート(ポリエステル敬) 

19 忠iR僭i{ﾉ.僣b�神勅!l娘横鋲市泉区離合ト10 ��Hv繪�(6s�#�<��ダンプ ���ﾂ�100 �*��9載1 �B�宙積み十トラックシート(ポリエステル製〉 

20 宙ｴ�僵ｩnﾈⅹ5��神蔚I陳横派市泉区弥生台7-18 ��CRﾓ��"ﾓ�#�R�ダンプ 伜IF��100 �*ｲ�2809 豫ｲ�暗顧み十トラックシー“ト(ポリエステル製) 

まl 忠iR僵Ynﾈⅹ5��神奈川県横浜肺患区弥生台ナ16_ ��CRﾓ��"ﾓ��b�ダンプ 伜IF��10o �*��的58 ����暗積み十トラックシート(ポリエステル製) 

22 宙ﾈb亊ﾙnﾈⅹ5��押寮III取掛洗面農区拡生色千十6 ��ｾ�ﾓ��"ﾓ�j��<��ダンプ 伜I�R�100 �*��部5会 �B�彊積み十トラックシート(ポリエステル製) 

28 忠/"亊冢ﾈⅹ5��祁謝Il県横浜市泉区弥生台ナ16 ��ｵCRﾓ��"ﾘ-ﾃ#�b�ダンプ 偖)�ﾂ�100 �*��的撞 �B�鵡横み十トラックシートぱリエステル襲) 

雪4 几ﾈｼyO�}hｧ9'ｨ*ﾙ:ﾘ*ｲ�約諾IJi県横浜商維北区将町4-17一塘 ��+ﾃRﾗ3Cbﾓゴ�R�ダンプ ���Vﾂ�800 �*��針61 �B�細波み十トラックシート(ポリエステル製) 

2寄 偃yOiYI�ﾈｻｹDﾘ*ﾘｶB�神翻り県域渡布施北区樽剛-17-45 ��ダンプ ��Vﾂ�800 �*��雷8壱1 �B�廠敬み十トラックシート(ポリエステル駄) 

16 27 �9���ﾉo�5Hｺﾘ*ﾙ4��神奈川照披派的鴻池区格調4-1了一億 ��CRﾓY]��X蹐�f��ダンプ �9F��100 �*��菰03 乂ﾂ�確敢み十トラックシート(ポリ雷スチル製) 

寺尾連館興姓(抹) ���=��ﾈﾊx��F閲ﾈ�(ｾi$ﾙ*ﾈ��rﾓCR�0.脂-5」競505 �5�987b�検脈 �����R�か 都S�B�鉛 几H序-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

う狙 ��ｩ�阨騁�ｵ鞁b永R��押東川県横派市樹と区付町4-工7-言5 ��ダンプ ��Vﾂ�180 �*��750言 ��B�拡敬み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

29 ��ｩ��,ｩ�I�Y[�*ﾘｴ���神勅(I県粉浜耐膳北区格調4-重7-45 ��ダンプ �����180 �*��7506 �B�姐捌み十トラックシート(ポリエステル製) 

30 �.儖iYHｬｸｻｹDﾘ*ﾘx｢�神勅II県域波面継北区格調叶1叶15 ��ダンプ 竸ﾘ��180 �*��7507 ��ﾂ�旺積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

3】 ��ｩ�驗�l姻ﾘ��*ﾘｩB��神奈川県馳浜西経北区議町4-17-45　- ��ｩｳY^俯#bﾓ3S�R�ダンプ ��仂R�重80 �*��筒08 ��h傳�直積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

82 ��ｩ�阨�,ﾉy�'ｨ*ﾘ錂��押尉i憾撒輝市湘北区樽町4-17-薄 ��KrﾓSCbﾓゴ�R�ダンプ �4�6��13o �-��7509 �B�唾積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

3嚢 偃x夊偀�(ｻｹ'ｨ*ﾘｩB��神謝り県破綻市謄北区格調4-17」ほ ��ダンプ ��ﾔ2�130 �*��7510 儻��轍み十トラックシート(ポリエステル製) 

3書 倬ｹOi�ﾈ�ｻｹL�*ﾙ4��神奈川県鞍波布態北区櫓町4-1叶鯖 ��CX�ｨｨCbﾓ悦ｳ�R�ダンプ 佩xｼ2�重30 �*��7511 �B�拡散み十トラックシート(ポリエステル粧) 

8S �5ｹyｨ暮t�v��"�｢�抽豹II県戦況郎港地区樽町重17-櫛 ��CX�X茱�ﾓ94�R�ダンプ 仆9F��130 �*��751露 兌B�由積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

3寄 倬ｹOh暮t�ｻｹ�ｲ囲��抽熟=兜横浜市輝北区樽町4-17一崎 ��CX,3FRﾘｼ3�R�ダンプ ��Vﾂ�130 �*��7518 ��B�匝旗み十トラックシート(ポリエステル襲) 

37 乖H�y,亜Xｧ宙ｯｒ�禅荒川腺横浜市稔北区樽町担1「膳 ��3�Rﾘ�#bﾓ3S�R�ダンプ 丶)F��100 �*��7514 �B�確執み十トラックシート(ポリエステル製) 

88 ��ｩ�霽ﾙ}hｧ9|��｢�神勅l膿横線市控北区相調十1れ鰐 ��ダンプ 凛ｹxB�180 �*��7515 �B�匝積み十トラックシート(ポリエステル提) 

89 倬ｸ�)O�ｬｸｻｹ�X*ﾘ瓶��神奈川県横波市膳地区樽町4-1ナ45 ��;9?�YCbﾘ�ﾈ�ｩMB�ダンプ 冑ｨ��100 ���*��8851 �B�噴積み+トラックシート(ポリエステル襲) 

40 偃yvｩ�hｬｸｻｹ�X*ﾘｩB��神剃り腺横派市港北区樽町を工手菌 ���Y��ｩU｣bﾘｿ��m2�ダンプ 丼HｻR�100 �*��9021 俑��好積み十トラックシート(ポリエステル竣) 

4章 ��ｩ�阨騁�遥�X*ﾙE���神奈川県梯瞭和船北区榔町立1叶4冨 ��Iyh/�ｩ倩#�S��ダンプ 乂ﾈ��130 �*��7517 �B�逝叡み十トラックシート(ポリエステル襲) 



<運搬輌一覧>

¥ 俶yw��(,ﾉkﾈ�XB�使用者の住所 刋�xﾙ�b�坤体の形状 俾�:�����靼ｾR�劍刪��7��ｸ,ﾉ�Xﾎ��飛散籍を防止する幹通 

42 �.�5y��ﾛﾘ��茜B��押弟Iil県横波市捻北陸樽町五重手塙 枇�h蛻耳��m2�ダンプ �*YJﾂ�1紬 �.��7軌8 �B�拡散み十トラックシート(滞りエステル敬) 

43 刋IGｹ�ﾈｬｹ5Io"��B�柏襟川県横派市泌北区樽町4-17-衝 ��ダンプ 伜IF��鳩0 �*��7519 �B�拡散み十トラックシート(ポリエステル製) 

・= 倬ｹOi�ｸ鋸ｯｨｩR緯ﾂ��紳森川県域渡海総地区相調4-1ト45 ��ダンプ・ 仭僥��1雷0 �*��7520 �:��確捌み十トラックシート(ポリエステル製) 

4石 倬ｹOh暮t�卷�ｲ以b��神奈川隔膜浜茄勝北区格調4-裏手櫛 ��ダンプ �(��130 �*��7報1 乂ﾂ�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

48 倬ｹOh暮t�ｻｸﾝ�*ﾙ<鋳�押鵜川娘横浜市挫北区櫓町4-1?-45 ��9:ｸ璽SIISS�ﾋ��ダンプ 佝宇��130 �*��商会2 �B�敵機み十トラックシート(ポリエステル独) 

47 倬ｹOiO�l��X�*ﾘﾜﾂ��神勅=撮駁碇市撚北区相同4-17-櫛 ��I�2ﾓSH<�ﾙ/s�R�ダンプ 佝宇��180 �*��楯敷 �B�晴耕み十トラックシート(ポリエステル襲) 

48 倬ｹvｩ��漁5I[�*ﾙiR��押察Ii隙横浜市膿陀区樽町鶴-1了尋5 ��KXﾎッﾙh��<R�ダンプ 亰冕ﾂ�130 �*��.花車l �B�蜜積み十トラックシート(ポリエステル製) 

49 �:)��ui}hｧ9lﾂ斡���神奈川県披織布絶北区的町●ん-1了」5 ��Kx耳�#h自zﾃ�+2�ダンプ 儉)*2�重容0 �*��?52毒 �B�直鎖み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

50 ��ｩ�齏(ｻｸｼb葦ｒ�神荒川県撤旋昨態北区紬町4-17-1I5 ��CRﾓY4蔦ゴ��2�ダンプ ��F��1容0 �*��7526 �B�暗制み十トラックシート(ポリエステル勃 

51 宙�傴ﾈ佖�神奈川県馴涙雨的剃Il区羽沢町巧3ト1 ��*ﾘ*ﾓRﾘｭﾃs�ﾓHｴ��ダンプ ���b�101 �+��与 乂ﾂ�拡散み十トラックシート(ポリエステル製) 

52 忠/｢冢��ｲ�神撚Il慨繊脈市神奈川区羽沢町鳩35・1 ��CRﾓピ���ﾈ�B�ダンプ ��Xﾌｲ�180 �.��65 �B�拡散み十トラックシート(ポリエステル報) 

的 忠�R傴ﾈ佖�神藤川腺特派市神勅I旧羽沢町鵬弱-1 ����Rﾓ3s�ﾓBd釘�ダンプ 佇IF��100 �.r�馳 �B�確執み十トラックシート(ポリエステル堪) 

54 忠W｢傴ﾈⅳ�神奈川県増派両神約=区羽沢町1弧トl ��ダンプ 仄h��100 �.r�68 俑��喰積み十トラックシートはリエステル駆) 

j冒 忠W｢傴ﾈ���押東川抱腹派市神奈川区羽択町1請-1 ��ダンプ ��Vﾂ�100 �.r�69 �B�直観み十トラックシート(ポリエステル製) 

56 忠W｢��x���押約=照概況帝掘尉=区羽択町1馳5-1 ��ダンプ ��F��100 �.r�77 �B�醐み十トラックシート(ポリエステル穀) 

57 宙�2傴ﾉ?B�相姦II腺散波布神奈川区羽沢町1弱5・1 ��CRﾓピ�ﾓI'��ダンプ ��xB�100 �.r�78 �B�拡飲み十トラックシート(ポリエステル披) 

58 忠�｢傴ﾉu��柚襟川腺樹派的神祭川区羽択町153言-l ��Im2ﾓ3s�ﾓC鮎��ダンプ 倅ｩxB�100 �.r�鱒 �B�曲耕み十トラックシートぐポリエステル襲) 

59 冑笘鉙���神奈川照横派暗箱爺Iil厚羽沢町嘉5締-1 ��ダンプ ��Xﾌｲ�100 �.r�188 兢ﾂ�放散み十トラックシート〈ポリエステル耀) 

00 宙ｶHﾔ�ｹ;8ﾍ"�神j酌=嘱閲浜市浦区別噺を卜1 ��ダンプ ��Vﾂ�190 �*��813 �B�担税み十トラックシート(ポリエステル数) 

61 忠iR儘�ｹ/ﾈ猟�抑制iI納横浜市線区別新種1-l ����X耳ﾋｳ"ﾓS����ダンプ ��Vﾂ�130 �*��き14 �B�薗餅み十トラックシート(ポリエステル妙 

62 忠iR儘�X��ﾍ"�神勅Ii県横波両線区別所直しl ��ｶ�RﾓsH睦ﾓS����ダンプ ��ﾘｻR�180 �*��8I5 �B�直税み十トラックシート(ポリエステル穏) 

63 宙xｨﾔ�H��ﾚ｢�神徳川腺横波前縁区別所を1-1 ��ダンプ ��xB�130 �*��816 ����曲櫛み+トラックシート(ポリエステル製) 

64 宙ｩB儘�ﾈﾆ��相姦小腸横紙押練匪別所6-ト1 ��ダンプ ��Vﾂ�180 �*"�817 �B�軍歌み十トラックシート(ポリエステル襲) 

砺 忠iR儘�ﾙu兒��紺東川照瑚派両線区別所6-l-1 ��ダンプ 亢��ﾂ�180 �*"�孤8 �B�匹敵み十トラックシート1(ポリエステル嬰) 

66 况"儘�ｹ,ｩ8｢�神勅り恩粉浜前線区別開一1-1 ��ダンプ ��Vﾂ�130 �*��き19 兢ﾂ�迫積み十トラックシート(ポリエステル披) 

07 88 忠hﾒ�ｩ69&饂��制約iI腺横浜河戸嫁区平戸8一流-18 樋�X������h-ﾈ.c2�ダンプ 刋���10o �*��7972 �B�拡散み十トラックシートはリエステル蚊) 

(㈱向田遮緩 ������ﾉ�(��N(�8ﾌｹ,ｸｾi[ﾘﾌｸｩ�?86s���0鳩-8空2-盤勘 �5�987b�搬派 �����か 都塔��鉛 �5�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

69 忠�ｲ�69]韶�2�神勅II県城猿的声域区平戸8・蕊ト1蜜 ��ダンプ 仄h��100 �*��9024 �B�輔的み十トラックシート(ポリエステル袈) 

70 忠iR�:�+(���｢�神勅=腺梯淀和声嫁区平戸8-5㌻13 ��CY'S�#"ﾘ*H-ﾘ,ﾒ�ダンプ ����100 �*��90樋 �B�庭協み十トラックシート(ポリエステル襲) 

7l ��Xｾ�Jﾂ栄R�� 侈Xv��Yj�#ふゴ#��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��2097 ��B�曲徹み十トラックシート(ポリエステル製) 

72 �7Xｾ�ｬ"永R��坤稿Ii旧慣戴け西区北軍ト8-1援瞬西口聯ピルl脂 ��CRﾓ9oふ3S#��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��容484 �B�直慎み十トラックシート(ポリエステル製) 

73 �霎�劦-b��捧癖Ii職檎派的管区北の争8・4　俄滅菌口調ピル10請 ��Iu��Xﾈ�NX��S#��ダンプ ��ﾉ���腿0 �-��8502 �B�曲積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

74 ��Xｾ�瓶以b��織東川瓜患舞的励磁錠トかイ　慣鴻田口磯ピ九九〇贈 訳CRﾓ員�*#8*ｳ#��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��3988 �B�叡み十トラックシート(ポリエステル製) 

75 ��Xｾ�'ｨ*ﾘ��� ��Rﾓ綾c3S#��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��絢89 �B�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

76 ��Xｾ�|�栄R�� ��CRﾙlSふゴ#��ダンプ ��ﾈﾞ��1合0 �*��的39 �B�彊磯み十トラックシート(ポリエステル製) 

17 ��ﾈｮ仂b永R�� ��7�7ﾂﾘﾅ�#��ダンプ ��ﾈ閉�100 �*��与Bす0 兌B�庫積みすトラックシート(ポリエステル嬰) 

78 偖�w��Xｺﾙ�r�神奈川県横浜帥録区上山3丁目並イ ��ダンプ ��ﾈｾ��101 �/��重 �B�祀飲み十トラックシート(ポUエステル製) 

79 �4ｹw��Y�X��神東川県横浜市締区上山3丁目8手5 ���X耳ｯ｢ﾙxｸｩ���ダンプ ��f侭¥b�100 �*ｲ�蜜 �B�埴積み十トラックシート(ポリエステル製)“ 

80 囘ﾉ�ﾉy��)4��押訓腺紺派市繰区上山8丁目82-7 ��ﾖBﾓ(ｩ偃�8ｶi'R�ダンプ 薄俥��100 �*B�8 乂ﾂ�匹敵み十トラックシート(ポリエステル襲) 

8重 囘ﾉ�ﾉv�hY4��神慮川腺粉浜両線区上山雷丁目滅-7 ��%2ﾘｶBﾓ������ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*ｲ�5 �B�直積み十トラックシート(ポリエステル貌) 

紋 ����ﾈｻｹ'ｨｭ鋳�押荒川腺駿波布線区上山き丁目37」5 ��CBﾘｼ��X�8ﾘ3��ダンプ ��ﾈﾞ��180 �*��履 �B�密穣み十トラックシート(ポリエステル粧) 

1翰 从��ﾈｻｸ�x｢�神勅=県域派前線区上山3丁目も7・5 ��Hｩ�D�蔦3S��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*ﾒ�7 �B�嘲み十トラックシ葛ト(ポリエステル郵 



<運搬輌一覧>
’¥ ¥ 僮Yw��(,ﾉkﾈｦ�jr�倣相唇の住所 刋�xﾙ�b�重体の形状 俾�:竟H��顫Hﾘb�劔.��ﾙ7��H,ﾉ,iIB�派取締を肪止する前進 

8書 佇�綿ｻｸ矩fR��神寮川県談波布餓屡上山8丁目82十 ���T��Vﾈ5｣湯ﾓ3S���ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*"�8 ��B�宙敬み十トラックシート(ポリエステル製) 

騰 仂饋ｩkｩ|�4��神奈川県概況柿緩区上山3丁目37-5 ����(c#湯ﾘ�9+C��ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*B�く簿 ��B�直鎖み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

86 倚��ﾈｻｹ�ﾘ�"��神奈川県横浜暗線区上山9丁目37-5 ���cH自K8ｴ�耳�8ﾆc��ダンプ ��ﾈﾞ��180 �*ﾒ�1掬 亊｢�匝積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

87 �)9�ﾉ�Y|�xｲ�神森川現職浜暗線区上山3丁目純-7 ��CBﾓ#唐ﾙwﾓ��ダンプ ��ﾈﾞ��職0 ��重1 冲��醐み十トラックシート(ポリエステル製) 

88 冩��ﾈｻｹv�｢�神奈川醐波布綬区上山雷丁目32イ 傅ﾃ�6s)4��ｳ稲3��ダンプ ��ﾈ餝�重30 �*��27 �B�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

89 囘ﾉ�ﾈｻｸ竧茲�神奈川県横浜同級区上山3丁目32-7 ��ダンプ ��ﾈﾞ��章30 �*b�● �B�曲拭み十トラックシート(ポリエステル限) 

90 儁Y�ﾉ5Io)���神森川県横浜市線区上山3丁目純イ ��CBﾓ#湯ﾓ8ｻﾙ���ダンプ ��ﾈﾞ��章80 �*ｲ�曇る 凭��曲槙み十トラックシート(ポリエステル製) 

帆 亂�5H楮x｢�神祭Ii悌横鴇市緩区上山3丁目82イ �+#Bﾓ#湯ﾘｻﾖﾂ�ダンプ ��ﾈﾞ��13雷 �*��88 �B�遣積み十トラックシート(ポリエステル援) 

82 乖H.綾ｸ靖�r��神祭川場獄派前線区上山3丁目82-7 ��CBﾙ�ｹlゴ6ﾂ�ダンプ ��ｨﾔB�180 �*��77 �B�商叡み十トラックシート(ポリエステル襲) 

93 �x�(ｻｸ梺�神奈川腺横浜前線区上山3丁目弛-7 ��CBﾙ=ﾈｷ(�YvSS傲ﾒ�ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*b�66 乂ﾂ�拡散み十トラックシート(ポリエステル製) 

9書 仂苳僭ﾙ�Xx｢�神奈川県概況市緑区上山8丁目滅イ ��ダンプ ��ﾉ_B�100 �*��81臣吐 �B�薗積み十トラックシート(ポリエステル披) 

95 倅ｦ緬:��冲��神祭川県域睨前線区上山3丁目滅-7 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��曲67 倅ｲ�韓微み十トラックシート(ポリエステル製) 

90 偬Iw�:��4��神奈川照駁旋荊親区上山8丁目3か7 儿ﾓH�c)4��Sゴ3��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��締19 �B�直税み十トラックシート(ポリエステル襲) 

〕7 �ｸ684ｨ4������ｲ�埼玉県比企郡的山町大字小用1208-18 ��C蔦#澱ﾘﾔラ+"�ダンプ ��$｢�1寄0 �/��102 ��V��直積み十トラックシート(ポリエステル塊) 

寄8 �ｸ684ｨ5��埼玉腺比企郡鳩山町大字小用1208-18 ��ダンプ 亊�$｢�130 ��X�"�馳l 凭��薗倣み十トラックシート(ポリエステル襲) 

99 忠��684ｨ5��埼玉県比企榔鳩山吋大字小用鮭0む18 ��ダンプ 册�$｢�宣30 �*��50 �B�曲撹み十トラックシート(ポリエステル蚊) 

100 �$�684ｨ5��埼玉県比企陣場両町大字小爪1208-18 ��C蔦#澱ﾙ��/ｳB�ダンプ 估i$｢�180 �*"�21糊 �B�轍み十トラックシート(ポリエステル製) 

101 �ｸ684ｨ5��埼玉県比企棚山町大字小冊1208-18 ��c�C蔦#澱ﾓ�ゴB�ダンプ ���$｢�180 �*��3了77 �B�曲救み十トラックシート(ポリエステル梨) 

102 �ﾈ684ｨ5��埼玉県比企郁鳩山町大字小用1208-18 ��C壷jﾓbﾓ�ｯ����ダンプ 亊�$｢�100 �*"�781 �B�確報み十トラックシート(ポリエステル提) 

10種 �ｸ684ｨ5��埼玉鰊比企郡松山町大字小用1208-18 ��C蔦#澱ﾓ�ゴB�ダンプ 凩�$｢�130 �*"�8曳5 �B�直積み十トラックシート(ポリエステル援) 

10事 �ｨｺ�(hｻｸ乖.(6sr�8�485��ﾂ�手製県浦安市千鳥12十0 ��ダンプ �9�)nﾂ�100 ���*��6450 �����直飲み十トラックシート(ポリエステル竣) 

105 �:��(hｻｹ/�wiZ8璽x�iKｸ馼�ﾂ�千葉県浦安市干場細れ0 ���cx耳�8耳�c���ダンプ �4霆�nﾂ�100 �*��5098 凭��担積み十トラックシート(ポリエステル蚊) 

重06 ��y69(hｧ8ｬ(4x5ﾈ6x7X8儻ｨ�b�平楽腺油綾南干場膿-10 ��ダンプ 做ｸｫ9nﾂ�100 �*��5005 �B�晴耕み十トラックシート(ポリエステル襲) 

107 �ｩ69(h蛤�馼985��ｸ7h�ﾈ8亳ﾒ�千葉県浦安的商紳3-6○○ ��y�ﾍ�ﾓ#c���ダンプ 做ｹ¥慰B�13o �*b�16 俑��轍み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

108 丶ｩ68抦ﾊyfY�(､8�S��h8�485��ﾂ�千媒県浦安鵡詞洲3-6吋 樋�rﾓゴ液�#c���ダンプ 做ｸﾆ)nﾂ�130 �*B�1了 �B�匝積み十トラックシート(ポリエステル製) 

109 110 �ｩ69(i�Y|�ﾚ86x6僵ｸ馼�b�手製現前費耐千鳥職-10 ��H6xﾍ�ﾓ#c���ダンプ 做ｸ躡nﾂ�100 �*��的20 �B�庫積み十トラックシート(ポリエステル粉 

㈲調中興賎エツト7’和義’ 偃��H������9�y+��"ﾓ��� �5�987b�暫定野 �����か 田�#��鉛 仂�(-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

11重 �ｩ69(hｻｹjﾘ5�4R�8亶r�千炎眼前安市子鴫12-重O ��Crﾓ���2ﾙD����ダンプ 做ｸ躡nﾂ�100 �*��19】塑 �B�拡散み十トラックシート(ポリエステル慨) 

112 ���684ｨ5I�ﾘｾｲ�柚斜iI県横浜両部筑区収山田2丁目鰐-6 ���2ﾘﾍ�"ﾓ��C"�ダンプ ��Fr�130 �*ﾒ�821 乂ﾂ�嘲み十トラックシート(ポリエステル襲) 

113 宙ｪ�684ｨ5Hﾖ亜"�抑制I腺敬洗面都筑区蛾【l咽2丁目統べ ��CRﾓS�"ﾙ���C"�ダンプ 兩ｩ���130 �*"�測8 ����暗積み十トラックシート(ポリエステル根) 

11耳 �ｸ6H4ｨ5Hｾﾉ|��押捺Il腺概況市衝敏区東山田2丁目跨-6 ��ダンプ 丼HｻR�130 �*��5902 �B�曲積み十トラックシート(ポリエステル製) 

115 ��8684ｨ5I�ﾘｨﾒ�抑制=県横派市都筑区政山田2丁目鮪-6 ��ダンプ ��Vﾂ�180 �*��7相場 凭��西積み十トラックシート(ポリエステル披) 

章16 �ｨ684ｨ5I�ﾙGﾒ�神豹i慨験混同都筑区奴山田2丁目禍-6 ��<�ﾓS�"ﾓ��C"�ダンプ �5�6��180 �-��2糊 �ﾂ�在劉み十トラックシート(ぶりエステル嬰) 

1重で �ｸ684ｨ5I�xｾｲ�押尉=県横浜市都筑区叡山由2丁目捷吋 ���bﾓS�"ﾓ����ダンプ 丼HｻR�130 �*��227 �B�拡散み十トラックシート(ポリエステル製) 

重量8 �ﾈ684ｨ5I���R�約歳Il慨馳腺的謡棋麿加山田ま丁目槌で ��ダンプ 佝鰻ﾂ�鳩0 �*��243 ����蜜糊み十トラックシート(ポリエステル製) 

119 �+(684ｨ5IE�銀�神荒川媒擾派市都筑区耽山田2丁目擬-6 ��-�'儘�ﾉ�R�ダンプ 伜H氓�130 �*b�鑓9 ��ﾒ�曲餌み十トラックシート(ポリエステル製) 

120 忠$�684ｨ5IE��"�神奈川県掛睨斬都筑匿畑山固ま丁目25-8 ��ダンプ ��Fr�1sO �*ｲ�805 兌B�匝散み十トラックシート(ポリエステル製) 

置21 �ｸ684ｨ5I�ﾘﾇ��神勅Il照劇場師部筑区奴山田2丁目お-8 ��ダンプ ��F��190 �4ｧﾒ�835 �B�宙糊み十トラックシート(ポリエステル製) 

12容 �ｸ684ｨ5I�ﾙ]r�紳東川県議浜前掲親区塊山田2丁目締-0 ��CRﾓS��ﾓ��崧"�ダンプ ���F��100 �*ｲ�86I ����面紋み十トラックシート(ポリエステル製) 

123 �ｸ684ｨ5I�ﾘ�"�神尉I腺撤派市都筑区勲山田2丁目筏-6 ��ｶRﾓY�rﾓ��C"�ダンプ 倅ｩF��100 �*ｲ�捌 �B�龍積み十トラックシート(ポリエステル敢〉 

重21 忠��684ｨ5I�ﾙ|��神勅i腺横源市郎純区臓山田2丁目締-6 鑓蹂�SXｩRﾓ��兊�ダンプ ��F��130 �*"�186う �B�拡散み十トラックシート(ポリエステル襲) 

125 忠�8684ｨ5I�ﾙ�B�祁約=県横波市都筑区旗山田2丁目姉-8 ����RﾓS�*粕滴睦�ダンプ 伜I�ﾂ�事80 �*��押綿 �B�匝敬み十トラックシート(ポリエステル製〉 



¥ 俶yw�ﾜH,ﾈ�78ﾊﾂ�使用密の住所 刋�xﾙ�ﾂ�申倍の形状 �?ｩ:靂Iw豫��Xﾘb�劍刮�Y7��ｸ,ﾉ,i���飛散謡を防止する相通 

126 忠YH684ｨ5I�ﾘ愆�神奈川県的派市郎筑区瓜山田2丁目鮎-0 ��ダンプ ��Fr�180 �*(����sB�儼��租蝕み十トラックシート(ポリエステル襲) 

12了 �+(ﾅｸ､ｨⅹ5��神奈川則り館巾各席曙登戸1榔9 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��cッ����密軌み十トラックシート(ポリエステル襲) 

128 �ｸﾘy:�I5��神勅I腺川崎市多摩区遥戸12河 ��CBﾓ侏纈ﾓ3CSb�ダンプ ��ﾉKr�100 �*��1662 �B�轍み十トラックシート(ポリエステル援) 

129 僞ｸｫｹ:�I5��押東川県川崎的多摩区登戸1貌 ��ダンプ ��ﾈ敖�10o �*��s�B�����宙積み十トラックシート(ポリエステル製) 

180 忠��ｸﾋHⅹ5��柚約Il児川場市多摩区登戸1鋒9 ��CH�S添wﾙ:ｳb�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��s�R�����直観み十トラックシート(ポリエステル襲) 

宣3l �ｸ尸��Y5��押尉Ii則I鵬市参府区整声雌謡 ��+"ﾓ鉄��h-8��Sb�ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*��s����B�在親み十トラックシート(ポリエステル馳) 

132 �ｨｷｸﾋHⅹ5��押奈II腺川協和多磁区登戸l捌 ��ダンプ ��ﾈﾞ��重00 �*��sSr��B�直観み十トラックシート(ポリエステル独) 

133 �ｨﾄI�ⅹ5��同約=県川崎市多励区蜜戸l謡9 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*����イ�"��B�直横み十トラックシート(ポリエステル鴻) 

134 忠oiI(物ﾘ):R�神奈川児川崎市多購区盛戸1掩9 ��靃Bﾓ疫繧ﾓ8�cSb�ダンプ ��ﾈﾞ��工00 �*���(ｷ#2��B�静観み十トラックシート(ポリエステル敬) 

185 �:�靈Hⅹ5��神訴個別Il崎的多聯区擬声l鋳り ��H6s頴�ﾘｨI���ダンプ ��ﾉ4��100 �*���#s迭���B�直観み十トラックシート(ポリエステル秘〉 

186 �ｸｪ�ｸⅹ5��神奈川腺川前市多鴎区登戸1鮎9 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*���)�3��倬B�政敵み十トラックシート(ポリエステル敬) 

137 �ｸｷｹYHⅹ5��押襟川県川崎市多摩区盛戸l蟹9 ���Bﾓ鉄坪垪ｧ2�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*���#����亰R�蹄敬み十トラックシート(ポリエステル敢) 

138 冽ﾙz�ｨⅹ5��押鏡川蜘I旧市多摩区盛戸1場9 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*���#����乂ﾂ�庫積み十トラックシート(ポリエステル製) 

.99 忠��ｸﾋHⅹ5��押森畑削Il埼肺多ぼ区登戸1櫛9 ��+"ﾓ鉄蔦9�"�ダンプ ��ﾉ/ｲ�100 �*���,�����B�直積み+トラックシート(ポリエステル致) 

110 �:��ﾈ麟FY(��柚菊川尉=埼布多嬉区登戸1259 ��CBﾓ鉄��ie�b�ダンプ ��ﾉ8��1oO �*����#�"��B�宙穣み十トラックシート(ポリエステル襲) 

重41 亊Hｷｸ踊ⅹ5��紺約=剰I旧市多摩区襲戸重錨9 ��,ﾒﾙ=ﾓ坪ｸ｣Sb�ダンプ ��ﾈﾞ��l○○ �*����#����B�屯叔み十トラックシート(ポリエステル製) 

112 兌xﾘye�ⅹ5��神勅II堀川碕市多曝区疲戸重楠9 ��98ふ鉄壷-ｳS��ダンプ ��ﾉnﾂ�100 �*����#�B��B�轍み+トラックシート(ポリエステル捜) 

書43 佇9]8��8ｩ4��神尉II県横波市部筑区畑山田町818 ���RﾓS仭2ﾓS�C��ダンプ ��Vﾂ�100 �*��������冩��卸的み十トラックシート(ポリエステル貌) 

144 �6饐8暮L�-ｲ�神祭=旧懐誌面都筑区鳩山田町818 ��<�ﾓS�"ﾓS�C��ダンプ ��ﾘｻR�100 �/���3�����B�麿積み十トラックシート(ポリエステル製) 

145 �ｹ]8��hｩ4��相姦川場横派和都筑区奴画調叩18 ��CRﾓS�"ﾓS�C��ダンプ ��Vﾂ�100 �*���C鉄���B�畦劇み十トラックシート(ポリエステル捜) 

宣伸 儂)]8ﾇﾘｴ�ｭb�柚東川県域浜市郭筑区麻山田町318 尾CRﾓS�"ﾘｷﾃ�D"�ダンプ ��Vﾂ�10o �/�������B�曲徹み十トラックシート(ポリエステル蚊) 

重4了 �6饐8���Y+"�紳剣II取掛据市部筑区政山田町軌8 ��ダンプ ��F��101 �*��������豫ｲ�政敵み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

宣48 兩ｩ]9�ｨｴ�4��押荒川児戯鴻市都筑区龍山四郎18 ��KRﾓS�"ﾓS�C��ダンプ 儂ﾘﾝ��事00 �+���V����:��喰積み+トラックシート(ポリエステル製) 

149 丿y]8偀児4��神欝川腺樟派市都筑区叡山田町3重8 ��KRﾓS�"ﾓS�C��ダンプ ��F��100 �*ﾘ��s�����:R�申救み十トラックシート(ポリエステル襲) 

15o 冢I]8��ｴ���2�相姦II鵬横源南都鏡区畑山田町318 ����磁3�"ﾓS�C��ダンプ 丶)F��130 �/������������租徹み十トラックシート(ポリエステル袈) 

151 152 � � � �� �B�遣積み十トラックシート(ポリエステル敬) 

m臆〇〇〇十一 ��ダンプ �� ��

臆 �� �5�987b� �� ��掛 仂円8-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

軸 ��。」。。。。。　　」　　　臆 ��ダンプ �� �� �B�醐み十トラックシート(ポリエステル製) 

1毎4 佻�ﾏｹ5Hｪﾈxｲ�虹京都江芦川区巾堵面子鯖イ ��2ﾓ3cビﾓ�sc"�、ダンプ ��ｹ?��loO �,ﾒ�5011 �B�拡散み十トラックシート(ポリエステル製) 

155 �7968ｻｹ%x*ﾘ�"�舶都江戸川区中葛西ト1れ7 訳2ﾓ3c�6s�sc"�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�3572 �B�醐み十トラックシート(ポリエステル製) 

章56 估�ﾏｹ�Xﾄhﾞﾒ�如癖都江戸川区中筋西ト13書7 ��ダンプ ��ｹzr�10o �,ﾒ�84軸 凭��直叡み十トラックシート(ポリエステル製) 

157 僵y?ｨｻｹ|�4��糾帝都江戸川区中絶西トl丸で ��ふ3c閲坪�,Sc"�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�3750 �&"�匝概み十トラックシート(難　さニステル紋〉 

宣58 僵xﾏｹ5Io)��龍郷江戸川区申場面l-18-7 ��62ﾓｈ櫑{壷�弐c"�ダンプ 俑�(��100 �,ﾒ�2了了8 �B�蜜積み十トラックシート(ポリエステル蚊) 

1寄9 佻�ﾏｹ5HｸY4��晩高郷江戸川区中軸1-1蜜-7 ��ふ域x*��几塔"�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�2498 �B�帝劇み十トラックシートはリエステル竣) 

100 �+(ﾏX哩5H���埼玉腺増加痛柳庫町乃3」 ����ふ刧�ﾎ��ダンプ 佗�mｨ鐫�10o �,��既読 ����直微み十トラックシート(ポリエステル摂) 

16I �*ﾘ.ｩO�>���"�埼玉蝋増加市棚邸町で7容」 ���S�茜｢ﾓSs閲��ダンプ ���?ｨ頸�130 �+r�さ鴎 ����陣積み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

重賞避 忠Z�H哩5If��塔重職的同調購ロ朋3-4 ��H蒻��s閲��ダンプ 偸H甯ﾗ��130 �+��6666 �B�匹徹み十トラックシート(ポリエステル製) 

163 ��9%x閂ｺ榎��埼玉偶埠如市棚鴎町那珂 ����"ﾓ�(ﾋ簽Ssビ�ダンプ 偸I?ｨ�2�100 �,ﾒ�5000 �B�直税み十トラックシートlポリエステル襲) 

宣64 忠+(ﾏX哩5I|��埼玉県埴加高柳肉町了槻-4 ��KRﾓ�#XｨｳSsビ�ダンプ ��68獅�1抑　ち　6000 劍傳�正教み十トラックシート(ポリエステル製) 

165 �ｸｺH愃ｻｸ���埼玉腺堆加前柳脚778-4 樋�ふ佗�蘒Ssビ�ダンプ 偸I?ｩ��100　な �7000 ����直概み十トラックシート(ポリエステル披) 

し6β �ｸﾏX哩y��"�埼玉収草加韓柳向け了褐-4 ��Cふ傚�ｨｷ"�ダンプ �'9?ｨ���100 �,"�8000 ��B�卸蝕み十トラックシート(ポリエステル貌) 

167 忠oh皐愃ｻｹ'ﾒ�埼玉県草加市棚馬脚げ78-」 ��7　ダンプ ��ﾙ69��130 �*ｲ�445 儁��直積み十トラックシート(ポリエステル甜 



<運搬輌一覧>

¥ �｢�用宙の名称特 俶yw��(,ﾈ���遮格先 乂9�ﾈ,ﾈﾆ��2�日掛呼登録稀唇 劔汚襲土壌の紅顔 儖(藝�H/�f育�+x.�4儖��

168 ��㈲典繋蝦 俥仂ｨ�u���94僥�*ﾈ咐ふB�0鳩-925-5787 �5�987b�営富野 �����す 鼎�R�鉛 �+ﾈ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

1⑨ ��〃 舒ﾂ(ｮﾃ��t�ﾈｮﾈｮﾈｮﾈｮﾈｮﾈｮﾈｮﾈ�ｨ�ｨ�ｨｮﾈ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ畔��� �5�987b� ��〇〇〇 ��鎗 �%9�X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ����

重70 �� �� �5�987b� �� ��鉛 伜��X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

171 �� �� �5�987b� �� ��鎗 侘伜X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ皦5�6�8ｸ����

172 �� �� �5�987b� �� ��鉛 仂��H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

重73 �� ��ｸ�ｲ(畔�ｸ�ｸ��畔棹畔ｮﾈｮﾈｮﾈｮﾈｮﾈｮﾈｮﾈｮﾈｮﾅ8椶(ｮﾈｮﾈｫ�� �5�987b� �� ��鉛 �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

喜ssssss臆Sm � � �� ��

重74 ��㈱厳正 乘X�zﾉ�ｹzxｾh扞J�2ﾓ#ふ�B�03-s851-884寸 �5�987b�足立 ��3��そ 鉄S���鉛 冤ｩL�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

175 ��㈱純正 偃hｹ颯��ｹzxｾh扞J�8耳ｧ8�S�B�03-5851「83調 �5�987b�足也 ��3��す 田c���鉛 ���(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ/���

章76 ��㈱耗遥 俎xｸ�ｧ9�ｹzxｾh扞Jヨ耳ｧ9t��饕�03-5851輸栂審4 �5�987b�足遺 ��3��せ ��閲几����鉛 几ﾈｸ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

重77 ��請託正 儂�ﾅ�79�ｹzxｾh扞Jヨ自NRﾓ�B� �5�987b�足立 儘�3��ち 塔��ｸ�ｲ�紺 仂���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾆｒ�

178 ��㈱艶麗 �%餮y/ｹ�ｹzxｾh扞Jヨ�Yjモﾓ���03-5鮪1「8測.l �5�987b�足立 ���y4��す 塔����鎗 侘���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ烹��

179 ��㈱勝正 冤(ﾘ(ｧ9�ｹzxｾh扞J�9'Y�ふ�B� �5�987b�足立 �����む 塔��鉛 兒ﾈ�X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹg"��

180 ��㈱粧正 �7ｨｹ�79�ｹzxｾh扞Jヲﾓ#ふ�B�03-駆51一製鎚 �5�987b�足立 �����ま 田b�錦 �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

軌 ��駒施 偃hﾘ)79�ｹzxｾh扞Jヨ5｣ふ�B�03しき851-83相 �5�987b�凪虫 ��3��ゆ 塔��船 仂���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｾZﾒ��

重82 ��㈲磐脇土木 弌ｨ菱ｧ9�ｹzxｾhﾔ�;冕ふRﾓb�03-飴66「8012 �5�987b�足立 �����は 亢���鉛 冰h手-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

章馳 ��同培地土木 倅).�79�ｹzxｾhﾔ�;刋蔦Rﾓb�08-3866-80置2 �5�987b�足立 �����は 塔s���敏 �����-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

l鑓 ��同姓腺土木 冑8ｹ�79�ｹzxｾhﾔ�;刋蔦X韮�08-8榔0-8012 �5�987b�足立 �����は 田cc��鉛 �5�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

185 �� ���5�987b� �� ��掛 仂円8-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

喜喜喜喜鵜喜喜喜○○喜喜喜賀○○鵜喜鵜喜喜喜喜■ 豫X��ｮﾈｮﾈｮﾈ���r��� �� 

186 ��福岡王水的 �,凩ｩ/ｨｬ�ﾈｾhﾝﾙ?ｩ*ﾃBﾙ=ﾒﾓ��03-3978-脚20 �5�987b�土浦 �����ば �3刋Fﾂ�翰 丿ﾙ��-ﾘ�6x8�5ﾘ4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

187 ��(馴小山土述 俥仂ｩ�)�ﾈﾏｸ�9x榎ﾉ�X*#�rﾓ�b�03÷3978-6脚 �5�987b�大宮 �����は ��#�B�鉛 �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｾﾂ��

188 ��帥小山土娃 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9D��(徂6s�rﾓ�R�0寄-8978-的20 �5�987b�大官 傲ﾓ���は �)m38��鉛 仂疫ｨ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

189 ��(調小山土建 俥仂ｩ�X.�8ﾘ�8�ｨｦ(�ｸ6s�yt��R�Oさ卜3978-6820 �5�987b�大宮 �����磯 ��c���鉛 丿ﾘ序-ﾘ�6x8�6(4�5b(6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

190 ��㈲小山上述 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｹ���7ﾉhｳ�ﾓ�{�ｩ)��0寄-8978-6320 �5�987b�大富 �����は �3�ビ�掛 �=I4�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ�b��

重軌 ��痛和事燥㈱ 俥仂ｨ�(ﾎ��ﾉh�4兒S��rﾓ��O18-486○○191 �5�987b�所沢 ������せ ���#��鉛 �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ騎��

19蜜 ��粛和工熊的 俥仂ｩWy�_�4�698sC�rﾓ�� �5�987b�新釈 ��3��そ ������鉛 �+ﾉ�X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹK"��

193 19■l ��粛抑工梁㈱ 俥仂ｨﾊy*儁��969~3C�rﾓ��018-486-餌" �5�987b�新訳 �����せ 偬C����脇 丿x藕-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

同工裳的 俥仂ｨﾊxｨH�x�969�3�rﾓ��048-486-619l �5�987b�新派 ��3��そ ����r�鉛 僞���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ=b��

裏的 ��前部工梁醐 俥仂ｨ埈����969Wｹ-��rﾘ�� �5�987b�所沢 ���3��そ ����R�鉛 冕���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ腕��

190 ��麻細工袋的 俥仂ｩ�(ﾎ窺�､968ｪ��c�rﾘ�� �5�987b�所沢 ��塔��す 傚���B�鉛 侘I�x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

197 ��細工貌㈱ 侘IF�攣�Ox鰮698x�c�6s��048-486-β1軌 �5�987b�所沢 �����ち ����2�鉛 �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

198 ��杭和工梁的 俥仂ｨﾊx�ｸ�4�698sC�蘒��048-486-6重りl �5�987b�新釈 ��-ｲ�せ ����"�鉛 仭)^ﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

199 ��癖細工駒 俥仂ｨﾊxﾎ姶ｸ�969F紊�rﾓ��ひ18-4的-6191 �5�987b�新線 儘����は 悼4��鉛 �.ｹ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

200 ��府抑工娘駒 俥仂ｨﾊyoi69$�68敗C�rﾓ��048-細0-6191 �5�987b�所沢 �����は 津9$R�鉛 �����-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｾﾂ��

曾OI ��高柳工鶉的 俥仂ｨﾊx�ﾌ��969F紊�s��0う調86-6I91 �5�987b�所沢 ����す ���#��鉛 �9��-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ茲�

202 ��抑工業㈱ 俥仂ｨ�8ﾈ�嚠�969F紊�rﾓ��048-486-6101 �5�987b�所沢 ��3��せ ���#"�船 倅ｨ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ汳��

208 ��東和工塊的 俥仂ｩ�Hｪ卯8�968輩-��rﾘ��048寸救ト寄191 �5�987b�所沢 ��j���て ���ﾌ｢�鉛 �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

2o4 ��市棚豊艶㈱ 俥仂ｨﾊxｨHｭ��ｩ68敗C�6s��048-4純一6191 �5�987b�所沢 ��3��き ���+��鉛 �+ﾉ�X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

ま05 206 �� �� �� �� �� ��

ダンプ �� �� �B�菌積み十トラックシート(ポリエステル製) 

ダンプ �� �� �B�宙敏み十トラックシート(ポリエステル製) 

207 �� �� �5�987b� �� ��鉛 仂畏X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

208 �� �� �5�987b� �� ��紛 册�5�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ烹��

209 �� �� �5�987b� 舒ﾈｮﾈｫ�� ��餌 �5�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

∃∃∃重苦 �� 劔��



<運搬車両一覧>

¥ 俶yw�wx,ﾉkﾈｴ����使用筈の住所 �+I�)�b�担体の形状 俾�:齏�N)�MHﾘb�劍ﾞ�ｩ7��ｸ,ﾈ顥}��和服師を防止する前進 

2重O �� �� �� 鳴� ��8 

○ �5�987b�○ �� ��紛 俾Y��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹjr��

211 ���� ��ダンプ �� �� ���画積み十トラックシート(ポリエステル袈〉 

21登 ��ﾉ���愡4��神勅=押拭浜市港北区菊名7丁目了-26-紬5 ��CRﾓC�8自eﾘ脚�ダンプ �����100 �,ﾒ�9866 �B�屯税み十トラックシート(ポリエステル製) 

雷工雷 �(i�ｨｻｸ愡4��神奈川県敏渓前駆北区碑名7丁目ナ26」鵬 ��Ibﾓ�32ﾓ#(�i���ダンプ ��Fr�重00 �,ﾒ�3740 �B�租積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

214 �(i�ｨｻｸｼi4��神祭II腺額派耶港北区菊名7丁目7セ6-柳5 ��ダンプ 丶(��重00 �,ﾒ�織的 �B�証積み+トラックシート(ポリエステル敦) 

蜜I曇 �(i�ｨｻｹ|�x｢�神刺i陳横浜市逆光区菊名7丁目了-26-805 ��馼謌耳ﾝ鼎��ダンプ ��|��100 �,ﾒ�5314 �B�艇積み十トラックシート(ポリエステル製) 

216 ��■■■■ ��ダンプ ��臆鵜 舒ﾈｫ�� �B�直税み十トラックシート(ポリェスチル焚) 

蜜重7 ��� ��ダンプ �� �� �B�曲積み十トラックシート(ポリエステル製) 

2重8 ��� ��ダンプ �� �� ��B�虹歓み十トラックシート(ポリエステル襲) 

219 �� ��ダンプ �� �� �B�僅靭み十トラックシート(ポリつエステル敏) 

220 ��Xｼ)�ﾘ��神奈川腺横的I手樽地区紡哲国政ト48十1 ���Iz�#y{坪ｯ�oゆ��ダンプ ��Fr�loO �,��掬43 �B�暖叙み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

幾重 ��Y��9|��抑奈川撮横浜碕涯北区新音調火l寸8-1† ��-3��Yjピrﾘ�#扱B�ダンプ 儖8���100 �,ﾒ�鈍70 �B�埴積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

22蜜 忠wﾙ�ﾈ�8ｵｨ�2�千薬膳耐用師宣1-2七 ��ダンプ 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�10寄6 �-��故殺み十トラックシート(ポリエステル製) 

.23 �ｹ�ﾈ�8ｵｨﾉ"�千鶉腺制rI折衷1-2-5 ��ダンプ 做ｹ¥慰B�100 �,ﾒ�1453 �B�腫飲み十トラックシート(ポリエステル洩) 

j披4 �ｹ�ﾈ�8ｵｩ���千葉腺市川市哀⊥十㌔5 簸ｨ訷.#唐ﾓSツ��ダンプ 做ｹj嬰��130 �+2�3400 俑��出潮み十トラックシート(ポリエステル製) 

重婚 宙�)�ﾈ�8ｵｩ���千兆腺商用暗雲卜争5 僵�自lモﾘｧ3c��ダンプ 做ｸｫ8ﾔB�100 �,��1370 �B�轍み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

2邪 忠�9�ﾈ�8ｵｩ���手製凧弼=押合l一食-5 ��I{蔦ンふSツ��ダンプ 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�1郭5 �,｢�確執み十トラックシートはリエステル製) 

亀27 �:��X�8�8佖�千鶴鼎勘Ii市宝1-2ゼ 訳I{蔦��ｳふSツ��ダンプ 凛�冢ﾂ�100 �,ﾒ�曳聡 �b�匝積み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

く盟8 �ｸ7�8H5H4ﾒ�加商師直声川底北磯田4一成一塑 ��8�4塔ふ�c#R�ダンプ ��ｹzr�重30 �*ｲ�軸 �B�喰敬み十トラックシート(ポリエステル襲) 

箆導 �ｸ7�8H5X4ﾂ�兜帝都江戸川区北増西4-12-22 ��ぺ�9����迭�ダンプ ��ｹ¥��130 �*ｲ�49 凭��磁積み十トラックシート(ポリエステル製) 

230 忠IX7�8H5X4ﾂ�痛京都江戸川区北埼西寸-12-竣 ��ｯ�ﾘ了4蔦�}sR�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�3300 俑��拡積み+トラックシート(ポリエステル製) 

鑓l �ｸ7糲8H5X4ﾂ�姉京都江戸川区北葛西4-成一竣 ��ふツモﾓ�c#R�ダンプ 俑�r�100 �,ﾒ�3012 乂ﾂ�拡散み十トラックシート(ポリエステル製) 

232 宙ﾞX7�8H5X4ﾂ�妨粛郭江戸川曙光堪西互職一竣 ��ダンプ 侈偬��100 �,ﾒ�8饗場 �B�庫敬み十トラックシート(ポリエステル襲) 

郷8 ��87�8H5H4ﾒ�蚊高柳江戸川閉じ磐田重工食-塑 ��ふツモﾓ�c#R�ダンプ ��ｹzr�し0o �,ﾒ�鮪勉 �B�虹積み十トラックシート(ポリエステル製) 

2飢 �ｸ7�8H5H4ﾒ�蚊尊顔江戸川区北緯西4-成一竣 ��ふツモﾓ�c#R�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�く嫁掬 �B�拡散み十トラックシート(ポリエステル襲) 

ま掲 出6 �*ﾘ�(7�8H5H4ﾂ�虎商都江戸川区北埴函車重2「竣 ��2ﾓ��｣ふ�mﾙMb�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�40関 兌B�磁積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

㈲ミヤザキ 冑9vhｦ��8ﾌｹ�ﾈｾifｸ蒹Bﾓ�"ﾓ)j��09鴫688-1晒 �5�987b�足立 �����は 鉄�(-ﾂ�鉛 傅I��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

姦7 ��87�8H5X4ﾂ�兜再読江戸川区北緯西4-1オ竣 ����S浦Cふ�i)R�ダンプ ��89h葡�11 �."�前的 凭��瑚み十トラックシート(ポリエステル製) 

鑓8 ��87�8H5X4ﾂ�枇南都江戸川区北葛西+堪一塑 ��ダンプ ��89h葡�し00 �,ﾒ�1」l0 �B�班積み十トラックシート(ポリエステル製) 

2的 �ｸ7�8H5X4ﾂ�眺商都江戸川区北増西4一職-22“ ��ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�5772 �B�直物み十トラックシート(ポリエステル襲) 

2」0 宙�(7�8H5X4ﾂ�職制江戸川区北埼酌一鯉一握 乘ｲﾓ9�｣ぺ��們b�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�糊85 �B�拡散み十トラックシート(ポリエステル袈) 

曳.皿 宙�(7�8H5X4ﾂ�舶概観江戸川区北増田4-宣まで2 枇顥nｹ�ｨ耳陌�"�ダンプ ��ｹzr�100 畑-ﾂ�5831 們��直積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

蜜42 �ｨ�ﾈ�4�����収束抑江戸川区宙嬉間鴨容 ��蔦3csbﾓXｧｦ�"�ダンプ ��ｹzr�100 �,｢�33雷 �B�問み十トラックシート(ポリ雷スチル敬〉 

容43 �ｩ5H��9u��｢�妨痛都江戸川区画瑞江8-鴻 ��ダンプ ��ｹzr�180 �+r�878 �B�昨報み十トラックシート(ポリェスチル襲) 

244 �4偖��ﾉ:�?Hﾝ��職高調江戸川区西瑚江餌的 亶(��(｣ykﾒﾓSSc"�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�8的9 �B�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

2鳩 �ｩ5I>ﾈ､8�ﾝ��鳩帝都江戸川区画硝江3一的 ��2ﾓ3csbﾘ�3h-ﾂ�ダンプ ��ｲ�?��1雷0 �+2�3硬 倬B�菌積み十トラックシート(ポリエステル製〉 

2亀6 �:��ｸ�ﾙ�ﾘ鉑�｢�取高郭江戸川区西捌江打沈 ��8�c3cxｩ�ｩy���ダンプ ��ｹzr�130 �+r�的8 ���迫積み十トラックシート(ポリエステル塊) 

測7 �ｨ乘���ﾈﾉｨﾝ��虹京都江戸川区西田江蜜-的 ��2ﾘｧ3sbﾓSSc"�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�466了 豫ｲ�宙敬み十トラックシート(ポリエステル独) 

248 �ｹ$i>ﾈﾎﾒ�取高都江戸川区西捌江8-弧 ��ダンプ ��i�ｹzr�130 �,b�666 �B�匝槙み十トラックシート(ポリエステル袈) 

249 �ｩ5I(����ﾂ�叔細江芦川区画蹄虹3-的 ��ダンプ ��ｹzr�宣容0 �+r�363 �B�曲顧み十トラックシート(ポリエステル製) 

く海0 儉�.�5ｨﾉｩN��龍粛都江戸川底西封江3-33 ��vRﾓツsbﾙ��"�ダンプ �(凛r�i30 �+B�3靭 �B�庫敬み十トラックシート(ポリエステル製) 

う野I �ｨﾍﾈ�y)7冦��耽虜都江戸川区瑞江2てい8 ��vRﾓツxｽ)'綛<�"�ダンプ ��Xﾌｲ�工00 �,ﾒ�8994 ���糊み十トラックシート(ポリエステル製) 



<運搬車両一騎>

¥、 仍���(,ﾉkﾈｾ��供同者の住所 �;��ｩ�b�車体の形状 俾傚Xﾌy}ｹ�ｹMHﾘb�劍刮5I7几H,ﾉ�Y5��飛散師を防止する栂遊 

2蚕2 �ｸﾍﾈ�y)7冦��鵬珊江戸川区瑞江2-蜜7-容 ��ダンプ ��Y�｢�100 �,ﾒ�3997 �B�拡散み十トラックシート(ポリエステル襲) 

25言 �?ｩ�ﾈｩXｴｹ�r�旗帝都増帥区細田4-10-8 ��2ﾓツs"ﾓ)z3��ダンプ �.ｹzr�100 �,ﾒ�綿16 �B�増税み十トラックシート(ポリエステル製) 

254 �?ｩ�ﾉ5Io)4��味麻靭蜂飾区細田`I-重00 ��ふツs(ｩ｣#��ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�419石 �B�喧積み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

255 �<��x𠘑�)4��掬珊芭飾匿細田ト10吋 ��ふ3cs(耳�&ﾂ�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�48了7 �B�匹敵み十トラックシート(ポリエステル製) 

2諦 �?ｩ�ﾈｺ�ｸx｢�加療都増的区細田4-10-3 ��2ﾓ3ピ"ﾓ(*ｸ-ﾃ��ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�4039 凭��直敢み十トラックシート(ポリエステル製) 

う逼7 �?ｩ�ﾈｻｹ|�ﾍ��購求都均街区細田叶10-容 ��ぺ�3yj��X5ｹ_hﾌr�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�8訪1 ���曲積み十トラックシート(ポリエステル輿) 

2与8 �?ｩ�ﾈ��ｸｹ4��叔鵬飾区制由子1直3 ��8�Xｯ�cs"ﾓ#S#��ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�8668 兌B�護積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

259 �?ｩ�ﾈｻｸ��x｢�腹痛部均的区制闘い1叶3 ��逸H�#"ﾙh�#��ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�3115 兌B�宙敬み十トラックシート(ポリエステル製) 

260 �?ｩ�ﾉ>�ﾍ)4��艇庫都営飾区組曲ト10-3 ��ふ3cyjふ#S#��ダンプ ��ｹzr�100 俎r�5師 倅ｲ�曲積み十トラックシート(ポリエステル襲〉 

281 �?ｩ�ﾈ踊ｬ(xｲ�取高都葛飾区抽田4-10-容 ��ふ3cs"ﾙ=ﾓ#��ダンプ 帝�ｹzr�100 �,ﾒ�鎚7曇 �B�政故み十トラックシート(ポリエステル竣) 

2経 �<��ﾉ5H竧茲�瓜尊郭将帥区棚田4-10-3 ��ふ3cs"ﾓ(ﾝ���ダンプ ��ｹzr�1○○ �,ﾒ�6497 �B�直積み十トラックシート(ポリエステル敦) 

263 �?ｩ�ﾉ5Hｬ)4��取帝劇均箇区制問い1○○3 ��ダンプ �7���100 �,ﾒ�的56 �B�衝積み十トラックシート(ポリエステル敬) 

紘= �?ｩ�ﾈｺ粟��府粛箭堵飾区卸間-10-3 ��8�Yxｹ�x5ｳS#��ダンプ �7���100 �,ﾒ�郊1e 兌B�暗積み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

.6S ��麻粛都江東区脇減2-8-16 ��ダンプ ��yGﾒ�100 �,ﾒ�寄3増 ��B�彊積み十トラックシートくポリエステル瞬) エステートサービス駒 

香66 俚(�盈�7冦�4��離粛捌江戸川区南堪節6丁目2-1 愉{h��cモﾓ涛���ダンプ ��ｹzr�100 �*ｲ�8舵1 亰R�両統み十トラックシート(ポリエステル襲) 

2伊7 俚(�盈�7冦駅ﾒ�耽粛箭江戸川区甫導飾6丁目2-1 ��2ﾓツモﾓ涛���ダンプ ��ｹzr�100 �*��了5拙 �B�匝横み十トラックシート(ポリエステル瑛) 

208 俚(�盈�7冦�4��姉衛江戸川区宙埴飾8丁目2-裏 ��2ﾓ94嶋�S祷���ダンプ ��ｹzr�100 �*��7531 �B�辞飲み十トラックシート(ポリエステル製) 

269 俚(�盈�7冦�4��旗前部江戸川区煎瑳節6丁目ま-1 ��2ﾓ3ャふ涛��｢�ダンプ ��Y�ｹzr�置OO �*��8586 亰R�蹄叔み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

曇70 ��ﾘ�盈�7冦穎"�兜粛都江戸川区南緯飾鋤‾日蜜1 ��2ﾓャモﾓ涛�z��ダンプ ��ｹzr�100 �*ｲ�3620 �B�直瑚み十トラックシート(ポリエステル寝) 

27l 俚(�盈�7冦�｢�、　班坑謡江戸川区措堪飾6丁目蜜-1 ��2ﾓ3�モﾓン��Vﾂ�ダンプ ��ｹzr�章00 �*��75糾 �B�宙積み十トラックシート(ポリエステル製) 

272 俚(�盈�7��Y4��政府韻江戸川区賭場飾6丁目を重 ��ダンプ ��ｹzr�100 �*ｲ�8βI8 �B�直税み十トラックシート(ポリエステル製) 

278 俚(�曳ｹ7兔I�B�爽帝都江戸川区宙葛飾6丁目雪-1 ��2ﾓ3�モﾓ涛���ダンプ ��ｹzr�100 �*��鎧98 訂[B�直蝕み十トラックシート(ポリエステル襲) 

27亀 俚(�盈�7冦�4��瞭商都江戸川区制埴約〇丁目容-l ��ふ3cモﾓ涛���ダンプ ��ｹzr�100 �*��8弼 �B�宙殺み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

275 俚(�盈�7冦�ｲ�購求都江戸川区絹地的6丁目2-1 ��8�ｨｨH�#ふ塔���ダンプ 亰9¥��100 �*ｲ�8栂・l �B�拡散み十トラックシートはリエステル袈) 

雷了6 俚(�盈雲9m�ｲ�取捌江戸川区高歯節会丁目2-1 ��2ﾓ3cモﾓ嶋����ダンプ ��ｹzr�100 �*ｲ�的88 �B�蹄歓み十トラックシート(ポリエステル寝) 

277 登了8 俚(�盈�7冦�｢�撮細江戸川区蔚増飾6丁目曳-1 ��ｯ�ﾓ冤�ほ4����ダンプ ��ｹzr�置00 �*ｲ�7822 �B�斌積み十トラックシート(ポリエステル製) 

佐々木土木部 凉�)ohﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi���ｨ�ﾃi)ｩmｩ�ﾓ��03-3隠8軍帽皿 �5�987b�足立 �����き 土�ｲ�鉛 �+ﾉ�X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6x,ﾘ8ｨ4x5�6X8ｸ����

雪79 俚(���7冦�4��叡前部江戸川区煎堪飾6丁目2-1 ��顗.#cモﾓ涛�ﾂ�ダンプ ��ｹ¥��宣00 �*ｲ�龍21 �B�拡散み十トラックシート(ポリエステル製) 

蟹鴻 俚(���7冦�｢�東珊江戸川区鮒均的8丁目種1 ��2ﾘ�9~蔦涛���ダンプ ��ｹzr�宣00 �*ｲ�7825 �B�畦粕み十トラックシート(ポリエステル製) 

28重 俚(�盈�7冦�｢�蚊京都江戸川区雨堪飾6丁目2-1 ��2ﾘｯ�cヨ�ン����ダンプ ��ｹzr�100 ��b�了8雪6 �:R�宙敏み十トラックシート(ポリエステル製) 

28ま �ｩn穎ﾉ7僵R�撮珊足立区会人8-ト18 ��8ﾎヨ�X�Y�B�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�2364 兢ﾒ�轍み十トラックシート(ポリエステル捜) 

283 �ｸｮ)nﾉ7佶｢�抑京都足立区会人9-ト18 ��2ﾓ9�ｹlふh*ｸ-ﾃ��ダンプ ����ｹ¥��100 �,ﾒ�露114 倬B�暗駁み十トラックシート(ポリエステル粧) 

捌 俯�nﾉ7佶｢�聴東都足立区会人8-ト裏8 ��2ﾓ3ゴ�ﾙ'鳴�ダンプ 仍Xﾈﾂ�100 �,ﾒ�蜜818 �B�匝秋み十トラックシート(ポリエステル襲) 

ま騰 �4��ｩnﾉ7几B�珊痛部足立区白人9-1-18 ��2ﾘ鋸��X��L��ダンプ ��ｹzr�1○○ �,��∴95了0 �B�直積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

鑓6 仞��ｨﾊﾉ7佶｢�取高榔足立区会人命〇十18 ��2ﾓ塔S2ﾘ�ﾈ�S�ﾂ�ダンプ ��ｹzr�具00 �,ﾒ�3569 �B�拡蝕み十トラックシート(ポリエステル喰) 

287 �ｨ�ﾙnﾈ�8���焼魚都足立区会人寄一ト18 ��怨�自)���ダンプ 俑�(��重80 �,b�1107 �B�遭積み十トラックシート(ポリエステル製) 

288 �ｨｮ)nﾈ�ﾘ���廠磨都足並区会人8-l-18 ��8�S3ゴ2ﾓiU｣��ダンプ 俑�(��130 �,��宣107 �r�直税み十トラックシート(ポリエステル蟄) 

289 290 � � � ���� ダンプ ���Xｮﾈｫ��R�劍傳�曲積み十トラックシート(ポリエステル穀) 

ダンプ 亅��� �� 倬B�嘲み十トラックシート(ポリエステル製) 
○ ���� �� 

29I 宙�抦鏈5Hｹ"�埼玉県斬庭師新郷丁目5-8 ��ふ3都ぺ��6���ダンプ 傀ｩ�"�虹 �,B�蜜46 �B�直積み十トラックシート(ポリエステル穏) 

292 � 刄_ンプ ��○○○○ �� �B�面積み+トラックシート(ポリエステル蟄) 

之9種 ��x嚔4�7�4ｨ8ｨ�X6x8ﾈ�ｸ5��X984�����=��ﾉ�Sﾘﾞ倡4曝ﾞ粟i�X踪����bﾒ���+"ﾓ#��ﾓ�,���ダンプ ��ﾈﾞ��工80 �*b�105 �B�庫積み十トラックシート(ポリエステル蚊) 本町　Il 



<運搬車面一覧>

¥ 俶y:�H,ﾉkﾈ����供用者の住所 佗ﾙxﾙ�b�車体の形状 僮)jﾙ�6�靉H繒�劍刮/�7�+H,ﾈ茲�親政笛を肪止する構造 

29・重 ��柚索IIi県川筋綱i噛区大師本町6-11 ��CBﾓ#ｈ6s��xﾌ��ダンプ ��ﾉ4��180 �*b�重00 俑��彊飲み十トラックシート(ポリエステル教) 

妙5 ��押東川則I悔市川館区大瓶本町8-1重 ��ダンプ ��ﾉ���100 �*��2362 兌B�陣積み十トラックシート(ポリエステル製) 

296 ��神祭IIl県用館市Il順区大師杏町6-11 ��Hｮﾈｨｳ#��ﾓ��-ﾃ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��鶴63 �B�直税み十トラックシート(ポリエステル謡) 

響け ��押掛iI緑川時削I脂区大師本町8-11 ��ｯ�Bﾓ#��ﾓ�3#��ダンプ ��ﾈﾞ��重30 �*b�107 ����喰穏み十トラックシート(ポリエステル製〉 

鑓8 ��抽奈川則=鰭的Il館区大姉本町6-11 ��CBﾘｧ3�ﾓ�3(��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��2nO �B�直鎖み十トラックシート(ポリエステル褒) 

299 ��紳剤II尉=将帥=椅区大姉本町6-11 ��CBﾓ#��ﾓ��#��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��4o46 豫ｲ�直鎖み十トラックシート(ポリエステル製) 

300 ��神奈川腺川崎的Ii個区大筋本町6-事1 ��環ﾓ#��ﾙ��3&ﾂ�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��41綿 兌B�拡散み十トラックシート(ポリエステル狸) 

301 ��神余間照川崎市II胸区大師本町6-11 ��ｼぺ氾�ﾓ��ｶﾂ�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��4492 �B�迫積み十トラックシート(ポリエステル敬) 

8o2 ��柚襟川鹿川的市川時区大師奉町6-11 ��CH5ｹ�6s�凅ｶﾂ�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��鯖05 乂ﾂ�確執み+トラックシート(ポリエステル襲) 

30書 ��神奈川則Ii崎的i同区大師本町6-11 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��160事 �B�轍み十トラックシート(ポリエステル襲) 

304 ��神奈川的Ii珊川崎区大師本町6-11 ��I�#��ﾘﾔャ#��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��4的6 �B�轍み+トラックシート(ポリエステル製) 

305 ��紳i鞠iI則I旧市川崎区大姉本町6-11 ���"ﾓ#��ﾓ�xｹo��ダンプ ��ﾉ4��100 �*��4餌了 �B�的積み十トラックシート(ポリエステル政) 

306 ��神尉il県II惟柳I脂区大師本町6-裏1 ��CBﾓ#��ﾘ��6ﾂ�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��軌1o �B�曲組み十トラックシート(ポリエステル製) 

0了 ��神奈川県川崎駒l崎区大師本町6-11 ��E�bﾓ#��ﾘ�����ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��烏111 �B�直敏み+トラックシート(ポリエステル製) 

容08 ��紺東川則i旧市川崎区大師本町6-11 ��ダンプ ��ﾉ4｢�重00 �*��4604 乂ﾂ�粧捌み十トラックシート(ポリエステル製) 

808 ��神奈川県川崎的I旧区大姉本町6-11 ��ｴ�自=ﾘ*#�lS��ダンプ ��ﾈﾞ��102 �*��l �B�昨敏み十トラックシート(溝リエステル髄) 

軌0 ��神奈川的=雌耐II均区大師本町8-11 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*ﾒ�2 ����時報み十トラックシート(ポリエステル襲) 

3宣1 ��相識)i陳川的冊i同区大師本町6-11 ��B(6s#c�ﾓ�lS��ダンプ ��ﾉ���130 �*b�嘉03 �B�面積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

寄肥 乘H�檍���hｬ(ｺｲ�神奈川県川崎前川埼区殿町2輸15-8 ��H�h5ｳ��ﾓ#x*ｳr�ダンプ ��ﾈﾞ��130 綿�"�4500 豫｢�軽微み十トラックシート(ポリエステル襲〉 

寄18 冓X�檍���hｻｸ愆�押東川則II峰刷iI蹄区破調2-15-8 ���H5｣右ﾃsビ�ダンプ ��ﾈﾞ��180 �*��4501 �B�直積み十トラックシート(ポリエステル的 

314 乘H�檍���hﾌ���坤東川線Iii陶印I噂区政町2-15-8 ���Bﾙjャ�ﾓ){涛r�ダンプ ��ﾈﾞ��章80 �*��4靴 �B�直観み十トラックシート(ポリエステル製) 

寄1露 �ｸ�檍���hｻｹfR�神奈川鼎Il埼市川髄区殴打2-15-8 ��t�ﾘ/�)v8ﾜピ途�ダンプ ��ﾈﾞ��1容0 �*��凋03 ��ﾂ�轍み十トラックシート(ポリエステル援) 

31e �,iWi�8���h､X��押森川則=灼市川崎区政町愛-15-8 ��ｿ蔦#���S#s几��ダンプ ��ﾈﾞ��1的 �*��450〈1 �B�砧積み十トラックシート(ポリエステル型) 

鼠17 乘H�檍���i�����紳豹If県川館的I雌区殿町豊-1軍-8 ����Bﾓ#��ﾘ穆s途�ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*��寸505 刔��直靭み十トラックシート(ポリエステル襲) 

818 冑ﾘ�檍���hｻｹ�ﾂ�押菊川県川憾市川崎区成町2-章毎-8 ��ｸ｢ﾓ#��ﾙh纉r�ダンプ ��ﾈｺb�130 �*��4506 �B�直税み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

寄I9 d20 �/(�檍���hｻｸ�2�神奈川脚I崎的l順区域町2-工5-8 ��馗Bﾓ#��ﾓ#s途�ダンプ ��ﾈﾞ��重90 �*��4507 �B�直税み十トラックシート(ポリエステル嬰〉 

抹式全社ゲイテック ���=��ﾉ4漠e育�4豚ﾞ粟i�y+�*ﾃふ"�0的-2曲-76朝 �5�987b�川前 �����か 鉄��"�鉛 仂���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ�2��

3鑓 凅x��8��5�486X6(4��神楽川尉i周布川樹医千鳥町8-2 ���Bﾘ鷙�｢#xｵ�ｵB�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��4軸3 �B�捌み十トラックシート(ポリエステル靭) 

3空2 乘H�檍��5�486X6(4��神的月別嘱制帽区千鳥町8-2 ��馼揵^�BﾓscH��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��48舗 �B�彊飲み十トラックシート(ポリエステル捌 

8鈎 冑ﾘ�檍��5�486X6(4��抽謝り則Il崎市川岱区千鳥町8-2 ��ダンプ ��ﾉ���100 �*��4736 乂ﾂ�屯敬み十トラックシート(ポリエステル裂) 

324 冑X�檍��5�486X6(4��神奈川鼎II崎的II崎区干場町8-2 ��CBﾓ#モﾓx��B�ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*��1516 �B�直税み十トラックシート(ポリエステル袈) 

.誠う 冓X�檍��5�486X6(4��押森川的i旧制I脂区千鳥巾8-2 毘L�ﾓ#モﾙ{��釘�ダンプ ��ﾉ8��100 �*��4896 �B�確執み十トラックシート(ポリエステル製) 

326 �/(�檍��5�486X6(4��神祭II幌II崎市川埼区千島町8-2 ��+8�)vX板ﾓy+#B�ダンプ ��ﾈﾞ��10寄 �*��489了 乂ﾂ�直積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

雛2了 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川県Il憫廟II鵬区子息町8-2 ��ｸｨ自Txｿ"ﾓxｵ�B�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��2980 亊��庫積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

828 乘H�檍��5�486X6(4��神討=則i崎的川崎区子馬町8-2 ��CH自zｹNX43h馗B�ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*��1631 �B�曲数み十トラックシート(ポリエステル製) 

829 乘H�檍��5�486X6(4��袖創il腺川塙的=雌区千鳥町さ輸2 愉Z蔦#モﾓsc�B�ダンプ ��ﾉ8��宣00 �*��容9牽8 �B�屯積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

綿0 冤ﾘ�檍��5�486�6(4��神奈川則l峨市川噂区千鳥嬉8-2 �4釘ﾙ,iKX�#s偉r�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��5108 丿"�暗敬み十トラックシートはリエステル襲) 

831 乘H�檍��5�486X6(4��紺割印尉I胸高川崎区千舟町8-2 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��50紳 乂ﾂ�政敵み十トラックシート(ポリエステル製) 

832 乘H�檍��5�486X6(4��神勅il則=博珊i峨区千鳥町8-2 ��ダンプ ��ﾈﾞ��工00 �*��事7鍵6 �B�龍叡み十トラックシート(ポリエステル扱) 

338 乘H�檍�85�486X6(4��抑尉ii現川時制I昭区手前町8-2 ��CBﾓ#延�8CcCB�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��5116 �B�屯蝕み十トラックシート(ポリエステル製) 

斡4 乘H�檍��5�486X6(4��紳襟川県川崎駒Il雌区干場町さ-重 ��MRﾓ#モﾓy,��Vﾂ�ダンプ 做(ﾜ"�100 �*��地98 �B�迫積み十トラックシート(ポリエステル製) 

容95 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川県川鯖相川蹄区千船町8-2 ��CH5ｹ�Bﾓy�ﾉ|｢�ダンプ ��ﾉ���100 �*��510言 �B�敵前み十トラックシート(ポリエステル鞄) 



<運搬輌一騎>

¥ ��H�)jx,ﾉkﾈ�wr�位粗密の住所 刋�xﾙ�b�坪体の形状 俾傚Xﾚ9�xｬ�xﾘb�劍刮�(齎ｾ�,ﾈｼ�=��飛般帝を防止する捕逸 

330 亢��檍��5�486X6(4��神尉Ii卿i鵬的II晦区千戚町8-2 ��CBﾘ�ｸﾂﾙ{塗�h�S��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��・1735 �B�遊瀬み十トラックシート(ポリエステル程) 

83す 乘H�檍��5�486X6(4��坤豹iI則il埼市川晦区千船町8-2 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��5362 ����貯飲み十トラックシート(ポリエステル穏) 

鈍胸 ���8ﾈ檍��5�486X6(4��神勅11現川館市川喝区干場町8-2 仄蔦#モﾙ{塔CB�ダンプ ��ﾉ:��100 �*��5883 �B�直飲み十トラックシート(ポリエステル援) 

839 冓X�檍��5�486X6(4��神奈川腺川崎前川餌区千度町8-2. ����Bﾓ#モﾓx<��cB�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��586.I ���虹税み十トラックシート(ポリエステル援) 

840 乘H�檍��5�486X6(4��押尉Ii覚り坪的iI埼区千鳥町8-蜜 ��CBﾙj�4�ｩ{田CB�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��5506 �B�暗積み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

341 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川県II旧市川前区千同町8-2 ��+sBﾙj畏2ﾓscG��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��5219 乂ﾂ�轍み十トラックシート(ポリエステル襲) 

342 册�陞��5�486X6(4��神奈川腺川崎市川館区千鳥町8-2 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��5要20 �B�薗積み十トラックシート(ポリエステル製) 

343 乘H�檍��5�486X6(4��紺奈川腺川崎絢ii嘩区千鴫町8-2 ��H�#モﾙ{俯#B�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��5敦1 �B�確執み十トラックシート(ポリエステル恕) 

84`l �/(�檍��5�486X6(4��神奈川県川的市川飾区干場町容-ま ���ﾌ3#モﾓscCB�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��塊78 �B�確積み+トラックシート(ポリエステル製) 

測る 冓X�檍��5�486X6(4��押豹1I腺川崎暗川崎区千船町8-宴 ��Yfﾓ)�cふsh�Vﾈ�Vﾂ�ダンプ ��ﾈ妝�100 �*��軌78 �B�薗積み十トラックシート(ポリエステル敬) 

846 �<俾陞��5�486X6(4��神奈川脚=櫛恥l圃区千摩町8-馨 ��CBﾓ#モﾓy4釘�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �4ｩ^��5619 �B�曲概み十トラックシート(ポリエステル袈) 

蜜47 乘H�檍��5�486X6(4��糾森川鼎=櫛市川峰厚千舟町8-2 �+(饕ﾓ#モﾓscCB�ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*��5618 侭[B�庫叡み十トラックシート(ポリエステル襲) 

鋤8 ��ﾈ��8��5�486X6(4��叡蒸川県川崎市川蹄区干場町寄-空 ��-�ｩ.�43cCB�トラクタ ��ﾉ$ﾂ�100 �*��軌00 �B�匹敵みすトラックシート(ポリエステル竣) 

j49 乘H�檍��5�486X6(4��禅奈川県川崎韓川崎区千励町8-2 ��セミトレーラ ��89h葡�11 �*��1削る 豫ｲ�曲積みすトラックシート(ポリエステル政) 

850 仆(�檍��5�486X6(4��紳菊川腺川時間=崎区子馬町8-2 樋���ﾙ=ﾘ*��H隸��トラクタ ��ﾉOR�暮OO �*��4877 �B�拡散み十トラックシート(ポリエステル製) 

簿1 冑X�檍��5�486X6(4��袖奈川照川場市川館区千鳥町8-慶 ����5ｹ'壷{塗+sB�ゼミトレーラ ��89hﾌ｢�11 �*��1種山 �B�蹄紋み十トラックシート(ポリエステル製) 

8る2 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川黒川筒市川晴区千幽町8一望 ��CBﾘﾏモﾓy�r�ダンプ ��ﾈﾞ��章00 �*��5712 兌B�昨積み十トラックシート(ポリエステル製) 

3綿 �ｩ�ｨⅹ��ｩH�檍���押絵Iり難川崎前il噂区韻密通4丁目毎-8 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��3102 �B�拡散み十トラックシート(ポリ雷スチル観) 

鎌蝿 冽ﾘﾙﾉ$ｸｻｸﾈh�檍���押葉川県川崎市川崎区餌笹通4丁目5-3 枇�i�8�2�6sSCC��ダンプ ��ﾈ閉�10o �*��2780 �B�面積み十トラックシート(ポリエステル製) 

3流 �:��ｩ��ｩXｩH�檍���神祭川県川崎昨川前区飼優越4丁目5-a ��ダンプ ��ﾉ���100 �*B�5捕 �B�敵み十トラックシート(ポリエステル襲) 

350 �ｩ�ｩuhｻｸｩH�檍���柚剤It則Il略剛II雄区細館通4丁目5-8 ���壷,ィﾙ¥｣H+R�ダンプ ��ﾉ8��100 �*"�1000 ����日朝み十トラックシート(ポリエステル翠) 

357 �ｨ�ﾙu仄萎�陞���神勅II凧用飽和Il館区痢蹄通4丁目5-8 ���Bﾙ,ィﾙy�C��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��2甜0 傴ﾂ�拡飲み十トラックシート(ポリエステル製) 

358 冢(�ﾙ¥�遥hh�檍���押諒川同州儲市川儲区飼管通4丁目さ-3 ��hBﾙ,⑨耳�#C��ダンプ ��ﾈﾞ��10o �*��33鈍 俑��亜積み十トラックシート(ポリエステル製) 

858 俘(ｻﾙyﾘﾞ�ｻｹ|�ﾉiR��押約Il県川崎市塙斌区久強い1れ輔 ���9Z蔦�#"ﾓ�m3���ダンプ ��ﾉ4��重80 �*"�33 �B�商積み十トラックシート(ポリエステル銀) 

360 俘),9�俤霆ｹDﾘ*ﾘx｢�神勅Il県Il惟辞商都区久地ト重8一秘 ��CBﾘｾﾉ��｣�*ｸ���ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��湘3 �B�拡散み十トラックシート頼りエステル堰) 

勺6重 802 傅Hﾖ�DIWy58�"�<鋳�神奈川県川崎的商泳区久地1-重3ゼ5 ��I�7IMRﾓ�S���ダンプ ��ﾈﾞ��裏00 �*��555 �B�拡積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

商謡娃村興堆く抹) ���=��ﾉ�$免ﾈ數%顫I�ｾhｷi&��ﾘ�ぺｸ��調4-盤-1518 �5�987b�川埼 免��う 鉄����鉛 僣韵x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

8蝕 俘),竟Y�ｨｺｹ�ｸ*ﾘｩB��柚森川則II塙席龍都区久地卜約一鯵 �����ﾓ��蔦�S���ダンプ ��ﾉ4��100 �*b�了000 �B�噴飯み十トラックシート〈ポリエステル製) 

364 俘(鉑�俥�､Y>�*ﾙ<鋳�神奈川則I咽市塙郎区久地1-重汁鋒 ��CBﾙwx/�ﾓ�ｴ���ダンプ ��89h葡�181 �*��9000 �B�画報み十トラックシート(ポリエステル製) 

365 �ﾉ��+､迄･駟��神藤川県木和市棚ト15-3ト008 ��ダンプ 丼HｻR�181 �*��18 豫ｲ�蜜積み十トラックシート(ポリエステル提) 

386 �ｹ�8ﾗ)�ﾈ･����神奈川県大和耐林間ト1ト3ト808 亊hｸﾂﾓ#c壷wﾒ�ダンプ ��F��賞30 �*b�」7 俾��曲積み十トラックシート(ポリエステル袈) 

367 �+)4��曝ﾉｨﾝ��神奈川撮大和市糾問ト1蘭)ト8脚 ��Cbﾓ#c2ﾓピ���ダンプ ��F��100 �*ｲ�147e ��B�轍み十トラックシート(ポリエステル製) 

868 �ｸ咬U聒司i��神奈川県大和茄林間ト16-8ト808 ��Cbﾓ#c2ﾙ9ﾘ+3��ダンプ 仄h��100 �*ｲ�14?7 ��B�確報み十トラックシート(ポリエステル穏) 

869 �ｸﾚ�=駢�7(ｦ��神奈川県大和市棟同いlト3ト303 ��V����3c2ﾓピ���ダンプ 假y�｢�100 �*ｲ�1寄80 �B�屯倣み十トラックシート(ポリエステル製) 

容70 忠�9tﾙ8ﾉ�ﾈ��･B�神祭川場大和和樹捌き15-31-300 ��Cほ=�2ﾓ卯S��ダンプ ����100 �*ｲ�148亀 ����曲赦み十トラックシート(ポリエステル裳) 

371 �ｹ��=��ﾉ?Hﾝ��抽荒川腺大和市棚ト1盲高上-803 ��ｵCbﾓ#c2ﾓピ���ダンプ ��ﾘｻR�100 �*ｲ�1種85 �B�紅旗み十トラックシート(ポリエステル製) 

872 �ｹ��=��ﾈ�9�｢�神勅II録大和市祢間1-15-81-剥3 ��ｵCh�Y�c�2ﾓピ���ダンプ ��Vﾂ�100 �*ｲ�184事 �B�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

373 �ｹ��=��ﾈ鉑�｢�神勅l腺大和市撮同い1ト3ト303 ��Cbﾘ蝿�｢ﾓ掩S��ダンプ ��Vﾂ�工00 �*ｲ�16篤 �:R�宙組み十トラックシート(ポリエステル蚊) 

374 �ｹ��=��ﾈ���｢�神勅Ii県大和市林間l-1計雷ト808 ��ダンプ ��Vﾂ�100 �*ｲ�重848 乂ﾂ�直紋み十トラックシート(ポリエステル暖) 

875 忠YI��+｣ﾙ,i�｢�制約II場末的市棚ト1き-8ト808 毘4蔦(苒ﾓピ���ダンプ �&ｹVﾂ�100 �*ｲ�1648 乂ﾂ�直鎖み十トラックシート(ポリエステル鰹) 

378 忠(ｨ咬w�免ﾈ��･B�神奈川県大和的林間トl袖手803 ����h5ｳc2ﾓピ���ダンプ 伜I�"�10o �*ｲ�l飾請 �B�担税み十トラックシート(ポリエステル捉) 

877 �ｹ��+､曝借ﾝ��神奈川県大和fI了林間1-15吋ト容03 ��Cbﾙh�2ﾓペ4��ダンプ 佶�ﾂ�100 �*ｲ�1651 ��B�租税み十トラックシート(ポリエステル袈) 



<遊戯車両一覧>

¥ 俶yw�ｯ8,ﾉkﾈ�ﾞ��供用蜜の錐所 俾ｹ�Y�b�重体の形状 俾傚X咥ﾊﾘ���奝�劍彧x�7弌�,ﾈ顥}��飛散野を防止する博通 

878 �ｹ��+､侭h�B�神奈川県大和市林間1-15-81-808 鑓�#bﾓ(､ｨ璽ピ���ダンプ 佶���100 �*ｲ�1787 �B�龍積み十トラックシート(ポリエステル製〉 

879 �ｸ咬o�漠DHﾞ��神奈川県大和市祁聞手15-櫨し-803 �,ド�Y�h��ﾓピ��2�ダンプ 僮ﾙ*2�100 �*ｲ�17榔 �B�遣積み十トラックシート(ポリエステル製) 

800 �ｹ��=��ﾈﾉｨﾝ��神奈川県大柳庸糾問1-1ト3ト803 ��$坪ｧ3ふピ���ダンプ 僮I-��100 �*ｲ�10謡 ���脱稿み十トラックシート(ポリエステル製) 

881 忠�ｩ4����ﾈ顥�｢�神森川県大和市林間ト1㌻3ト容08 ��ダンプ ��Vﾂ�100 俛��2174 �B�庭積み十トラックシート(ポリエステル製) 

88曾 宙ﾞT冩�漠)9z��押捺机照夫和布糠問い15-3ト303 ��C�ﾓ(+3ふピ���ダンプ ���"�100 �+2�賀211鶴 �B�菌数なすトラックシート(ポリエステル提) 

剥対 �ｸﾚ�=��ﾈﾉｨﾝ��神奈川県大和市‡椰】ト宣5・机-8脚 ��C怨蔦ピ���ダンプ ���"�100 �*ｲ�塑65 豫ｲ�曲積み十トラックシート(嘉リエステル襲) 

3弧 �ｸ咥ﾗ)�ﾈⅹﾞ��神奈川腺大和的附的ト15-孤-80種 ��Ch5｣c2ﾓピ���ダンプ 儉��100 �*ｲ�掬7 �B�励み十トラックシート(ポリエステル製) 

駁婿 �+(ﾚ�=��ﾈﾉｨﾝ��神鮒il照大和市棚調ト宣5-8ト803 ��CbﾙD�ふピ���ダンプ ��8､B�重00 �*ｲ�2506 �B�拡散み十トラックシート(ポリエステル製) 

榔0 �ｩtﾙ;��ﾈﾉｨﾝ��神奈川県大和両脚1」的ト303 ��ｿ蔦(�ｳふピ���ダンプ ��ﾘｻR�100 �*ｲ�滅80 �B�曲積み十トラックシート(ポリエステル取) 

981 �ｸ咬���ﾈﾉｨﾝ��押懲川県大和辞林的ト15-3ト803 樋�bﾓ(ｦ"ﾓピ���ダンプ ��Vﾂ�181 �*��18 兌B�直敬み十トラックシート(ポリエステル袈) 

388 �ﾉoh�i�ﾈ¬O��神鮒=蝋大和市妹聞手鳩-31-003 ��ﾌッﾓ#c2ﾓピ���ダンプ 佛�*��181 �*��1了 ����庫撤み十トラックシート(ポリエステル製) 

389 忠-ｸ咬���ﾈﾎﾒ�神奈川県大柳市糾問1-15-31-80雷 ��ダンプ ��ﾙF��1紬 �*��37 凭��曲飲み十トラックシート(ポリエステル的 

890 �ｸ咬=��ﾉDII��相姦Il偶大和前塚田ト15-31-803 ��ダンプ 傴ﾉ���130 �*ﾒ�123 凭��拡散み十トラックシート(ポリエステル紋) 

屯l 忠$�5h6X4(�ｸ788ｸ6r�舶京都江戸川区謡崎町亀丁目27-13 微Crﾘ�i)(ﾎャ��ダンプ �%)¥��130 �+2�了83 乂ﾂ�直前み十トラックシート(ポリエステル耀) 

892 ��5h6X4(�ｸ788ｸ6r�奴東都江戸川区錐崎町4丁目幻-13 ��H6���hv�)¥c��ダンプ ��ｹzr�130 �*ｲ�7さ2 豫ｲ�嘲み十トラックシート(ポリエステル製) 

鍬郭 宙ｪ�5h6X4(�ｸ788ｸ6r�購癖輝江戸川区飯館町4丁目2ト18 ��CrﾓC�Rﾓ#cモ�ダンプ ��ｹ?��180 �+2�781 �B�彊積み十トラックシート(ポリエステル塑) 

891 忠$�5h6X4(�ｸ788ｸ6r�舶帝都江戸川区披崎的1丁目2了-13 ��馗rﾓCcRﾓ#�モ�ダンプ ��ｹzr�工30 �+2�購0 �B�匝散み十トラックシート(ポリエステル収) 

綿雪 �*ﾙkx5h6X4(�ｸ788ｸ6r�如掘都江戸川区徹櫛町4丁目2手13 ���rﾓ��cRﾓ(*ｳモ�ダンプ ��ｹzr�180 �+2�77寄 俑��曲積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

89き ��饉ﾙvﾘ�)O�茜B��埼玉照加幼前歯ノ宙802-1 �#ふYvX.ｨ,Y4途�ダンプ 几y$｢�130 �*"�277? �B�直積み十トラックシート(ポリエステル袈) 

397 ��饉ﾘ�ｩzI�r栄ﾒ��埼玉県加靭市田ノ郎021 ��C��SY�(ｺ�4途�ダンプ ��I$｢�130 �*"�2782 乂ﾂ�直税み十トラックシート(ポリエステル襲) 

398 佻�跖ｯｨｺ��埼玉県三卸商半田1358-3 ��Cふ鉄rﾓャ���ダンプ �)9?ｩ�2�100 �-��27親 �B�遊靭み十トラックシート(ポリエステル堪) 

糊9 �隗�5I�ﾈx｢�埼玉県三郷市半間18郭→9 ��Cふ鉄rﾘ*ｸ*ｳ���ダンプ 偸I?ｩYB�100 �,ﾒ�2798 �B�斌槙み十トラックシート(ポリエステル製) 

400 偸�ﾟHｻｸ�ﾈx｢�埼玉照三輝市単Ⅲ13誠一3 ��Cふ鉄rﾙnC���ダンプ 冑�?ｨ獅�100 �,ﾒ�2799 �B�匹敵み十トラックシート(ポリエステル製) 

40重 ����5H�)4��埼玉腺三郷的半田1鮪8-9 ��Cほ=ﾓy'Sャ���ダンプ 偸I?ｩwr�100 �,ﾒ�容800 �B�蹄敬み十トラックシート(ポリエステル眼) 

402 倩��Y��]ﾈ���埼玉蝋≡都挿半田13郭鴫 ���3茜ｳSrﾙ�����ダンプ 仂盈ｨ獅�100 �,ﾒ�28了寸 兢ﾂ�匹敵み十トラックシート(ポリエステル製) 

108 40亀 傲冩(ｻｸｼi4��埼玉県≡夢市半田舶58-雷 ��Cほ=ﾓyt�ャ���ダンプ 冕y?ｩ��細00 �,ﾒ�純18 �B�迫叡み十トラックシート(ポリェスチル製) 

稲楽典梁㈱ 俥仂ｨﾊx��/ｸｦ�Kﾉ63�T｢ﾓ2� �5�987b�亦日揮 �����は 况S#���鉛 仂���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

40i �鞴y�'ｨｭ鋳�埼玉腺三郷前半同18邦-容・ ��Cふ鉄rﾙ�｣���ダンプ 傲�?ｨｭ��工00 �,ﾒ�純20 �,｢�鴎飲み十トラックシート(ポリエステル蚊〉 

406 冽x��Y|�x｢�埼玉県三輝柑半田1蜜58-3 薬��ふ�*��c頴��｢�ダンプ 乂�?ｩ9ﾒ�100 �,ﾒ�湘1 丿"�醐み十トラックシート(ポリエステル製) 

4o了 �,馭Xｻｸｼi4��埼玉隔三招師半田1謡-3 ��ダンプ 傴ﾉ69���100 �,ﾒ�9独 們����ﾂ�暗改み十トラックシート(ポリエステル捜) 

408 俟Xｸyy��)4��埼玉県三瓶市半田l泌8-3 ��C��3店6sゴ���ダンプ �=I69wr�100 綿-ﾂ�8270 �B�珊み十トラックシート(ポリエステル襲) 

408 �陞ｹ�ﾈ�)&X-ﾂ�埼玉的三郷市半田動き8」3 ��KX自H�'Y'�+"�ダンプ 偸I?ｩYB�100 �,ﾒ�3312 �B�拡散み十トラックシート(ポリエステル馳) 

410 估�fX､Hｾｹ4��埼玉鳩三郷聯半田13誰-8 訳C��iгx自�ｹ4���ダンプ 佛8ﾙ��r�宣00 偬H,��831ふ ��h������傳�匝叡尊+トラックシート(ポリエステル魯) 

411 ��'ｨｻｹ|�x｢�埼玉県三綴師半田18郭-容 ��ﾘ(�sSrﾙ/#���ダンプ 儂�?ｩ���100 �,ﾒ�的16 �B�暗積み十トラックシート(ポリエステル製) 

412 ��ｩfXｩ^Dhx｢�埼玉県≡渇耐半田18粥戚 ��Cふ��3y'Sャ���ダンプ 从Ymｨ獅�100 �,��飴16 ���謡鎖み十トラックシート(ポリエステル襲) 

虹8 儂冩(ｻｸﾜﾉEｲ�埼玉県三郷市半耶858-8 ��Cほ��蔦�4���ダンプ ��Imｩ.��10o �,ﾒ�8容18 ����澱み十トラックシート(ポリエステル蚊) 

4川 儂冩(ｻｸ���埼玉県三縄前半調1358-8 ��ダンプ 从YmｩYB�100 �,ﾒ�綿25 兌B�匹秋み十トラックシート!ポリエステル襲) 

415 �駢I�YwIZ��埼玉購三蟹田半田1縮む8 ��Cほ6偃�����ダンプ 亰�?ｩYB�100 �,ﾒ�3328 �B�匹敵も+トラックシート(ポリエステル製) 

416 ��乂�5H�4��埼玉県三輝両筆削櫛8鴫 ��C�ｩwﾒﾓヨ�ｸ�ｲ�ダンプ 佗�mｩYB�100 �,ﾒ�3376 �B�涯槙み十トラックシート(ポリエステル製) 

41す 儂倚HｻｹGﾘx｢�埼玉県三鰐商華田l軟か3 ��Cふ鉄rﾓャ���ダンプ 亊�?ｩ��100 �,ﾒ�8412 ����直観み十トラックシートくポリエステル鞠 

418 侏��Hｻｸ愡4��埼玉腺三郷市半田1358-3 ��Cぺｦ�rﾘｷ#��ダンプ 凛9?ｩ=��100 �,��親2o �B�匝敬み十トラックシート(ポリエステル敬) 

419 �ｹ��68ﾉｨ娚�千葉県柏市大非的靭 ��C�I4��Y��4唐�ダンプ 僮��13o �+ﾒ�3 �B�暗積みすトラックシート(ポリエステル襲) 



<連叡車両一義>

¥ 佰�Yy�ｨ,ﾉkﾈ����倣凧路の住所 刋�xﾙ�b�担体の形状 俾�:��ﾉ6�靼ﾈﾘb�劍刪ｩY7��ｸ,ﾈ顗ｦ2�飛散徳を防止する構造 

.1釦 �ｹ��68ﾅﾙ���干謡県柏市大非2089 ��Cふ田蔦C����ダンプ 僮��100 �.r�4 ����匝積み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

421 �ｩ��68借ﾝ��千難聴抽市大非柳的 ��Cふ田蔦I4�2�ダンプ 僮��180 �+2�5 ����道撤み十トラックシート(戴リエステル製) 

4畳2 冲ﾈﾌ�檍��jH���x鑽�埼玉県秩父的下合田7588-1 ��KSBﾓsrﾓ�����ダンプ 仭I$｢�100 �*��4751 ����匝積み+トラックシート(ポリエステル製) 

423 冲ﾈﾌ�檍��jH蕀uhｧ2�埼玉腕枕父市下吉田7毎38-l ����傅ﾈﾟｸ�#���b�ダンプ 冩ｹ$｢�100 �*��6寄02 �B�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

424 儻ｨﾌ�檍��F(���ﾘ���埼玉県秩父市下吉田7533-宣 ��ダンプ 乘�$｣��1○○ �*��6088 �B�宙横み+トラックシート(ポリエステル製) 

4蜜5 ����檍��jH蕀�仞ｲ�埼玉県秩父昨下宮田7588-1 ��ダンプ 估i$｢�100 �*��6973 �B�匝紺み十トラックシート(ぷリエステル製) 

426 冲ﾈﾌ�檍��jH��冤ﾂ�埼玉県秩父市下古田7583-l ��o��X�,X蘒�����ダンプ 亊�$｢�100 �*��709曾 �B�宙積み十トラックシート(ポリエステル製) 

427 ��兜粛都江戸川区北屯田4-1ま-2 訳2ﾓSc乏ﾓI{����ダンプ. ��ｹzr�100 �*ｲ�7016 �B�直刷み十トラックシート(ポリエステル袈) 

よ28 冓X��8�����(ﾞ(倢v"�川峨肋=埼区髄崎2-意4-10 訳CBﾓ#�6sI�"�ダンプ ��ﾈｿ��重80 �*��餌 �B�曲的み十トラックシート(ポリエステル貌) 

429 �8ﾘ�檍�����(壕ｻi�｢�川僻市川節瞳櫛略を章4-10 ��ダンプ ��ﾈﾞ��1寄1 �*ﾒ�榔 �B�屯飲み十トラックシート(ポリエステル製) 

430 冑X�檍�����(ﾞ(��ﾝ��川特高川崎区騰術計1寄輸10 ��ダンプ ��ﾈﾞ��180 �*��89 �B�曲線み十トラックシート(ポリエステル襲) 

431 乘H�檍�����)+yEXｫ��川崎前川鑓輔筒斗14-10 ��ダンプ ��ﾈﾞ��重90 �*��90 �B�蜜積み+トラックシート(ポリエステル軽) 

432 乘H�檍����lｩ+xﾌ�8��川箇所III同区磯崎争1手工0 枇ｭI'S#��ﾙtﾃ�ｾﾂ�ダンプ ��ﾈﾞ��180 �*��91 �B�注敬み十トラックシート(/ポリエステル錠) 

133 傴ﾈ�檍��漠*�ｨﾝ��川館市川雌区膝的2-14-10 尾ﾈ�X6s#ﾘ�Y��ﾈﾍB�ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*��02 �B�鴎積み十トラックシート(ポリコエステル援) 

48、l 倬�陞�����(ﾚ�?Ihﾒ�川崎市川館区雌跨2-14-10 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��櫛 �B�暗殺みすトラックシート(ポリエステル塊) 

435 乘H�檍�����(拷DH苒�川崎抑Il喝区臆喝2-1を-10 ��ダンプ ��ﾉKr�180 �*"�86 �B�匝飲み+トラックシート(ポリエステル襲) 

438 乘H�檍�����(壕ﾉｨﾝ��川崎的=跨区務崎ま-14-10 ��4蔦#���i4唐�ダンプ ��ﾈﾞ��180 �*B�97 兌B�磁飲み+トラックシート(ポリエステル製) 

487 冓X�檍�����(�u佶"�川崎的=儲区謡崎2-事4-10 ��ダンプ ��ﾈﾞ��180 �*B�98 �B�拡散み十トラックシート(ポリエステル襲) 

438 �/(�檍�����(��ｻi�｢�川峰市川埼区磁僻む1ト10 ��ダンプ ��ﾉ4��宣30 �*b�期 �B�拡散み十トラックシート(ポリエステル蚊) 

489 乘H�檍��,R�2鞋R�押測I「県川崎市川雌区小馬町4-4 ��ダンプ ��ﾈ賜�100 �*��8586 �B�曲槙み十トラックシート(ポリエステル蚊) 

4畑 僞��X檍��,R�2�"�神勅II隔川蹄市川駆小塙町4-4 ��Fﾂﾓ#iEｴ��R�ダンプ ��ﾉ:��100 �*��8587 �B�脚み十トラックシート(ポリエステル裳〉 

d11 乘H�檍��,R�2鞋R�神奈川鼎I峰的時節区小節町4-4 ��CBﾙ-ｳbﾓ�����ダンプ ��ﾈ�｢�重OO �*��3β孤 �B�曲積み十トラックシート(ポリエステル裳) 

442 冤ﾘ��8��,R舐�"�神奈川鴨川博的川崎区小畑町4-4 ��ダンプ ��ﾈﾞ��宣00 �*��郭60 亰��晦敬み十トラックシート(ポリエステル襲) 

443 乘H�檍��,R舐ﾈﾜR�抑窯Ii眠川増的Ii時区小脇町4-4 ��ダンプ ��ﾉmr�100 �*��き筋2 �B�轍み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

4的 乘H�檍��,R舐��ﾂ�抑森川腺川崎市川埼区小舟町4-4 ��ダンプ ��ﾈ閉�100 �*��湘53 ����拡散み十トラックシート(ポリエステル製) 

相言 を46 冓X�檍����7ﾘ4x6�8��川的市川蹄区宙士見2-3-9 ��ﾕ2ﾓ#cbﾓCCsR�ダンプ ��ﾉ���130 �*��339了 �B�鵡積み十トラックシート(ポリエステル製) 

挨式全社　マエハラ ��ﾈﾞ�4薄ﾈﾞ粟i(域ﾘﾊ�"ﾓ2ﾓ��0担-266-4475 �5�987b�川崎 僵S��め ��IYB�鉛 丿x藕-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

447 ��亢ﾘ檍���+x4x6�8��川崎昨川崎区紅士鬼オ3-3 ��CI?�#cぺｸｨ+sR�ダンプ ��ﾈﾞ��脚0 �*��60 乂ﾂ�堆粕み十トラックシート(ポリエステル襲) 

州8 乘H�檍����7ﾘ4x6�8��川晦市川鰭区宵士見袖-8 ��CBﾓ)��6x/�H鉸�ダンプ ��ﾉKr�180 �*��2407 �B�宙積み十トラックシート(ポリエステル製) 

4調 冑ﾘ��8����7ﾘ4x6�8��川崎軌=時区宵士兄い3-3 ��ダンプ ��ﾉKr�100 �*B�7 倬B�屯叡み十トラックシート(ポリエステル製) 

450 乘H�檍����7ﾘ4x6�8��川崎市川的区禽士見2・3-3 ���籐jツbﾙ�9��x.��ダンプ ��ﾈ�"�130 �*��拭 ���曲飲み十トラックシート(ポリエステル袈) 

45l 冓X��8����7ﾘ4x6�8��川崎駒I鵬区愈士見2-8-3 ��9�｢ﾓ#cbﾙ�度*ｲ�ダンプ ��ﾈﾞ��重30 �*"�40 兌B�菌積み十トラックシート(ポリエステル提〉 

4与2 册�陞����,X4x6�8��川崎市川的区魯士鬼2-8-3 ��'x耳ﾘ�ﾓCI{冉��ダンプ ��ﾈﾞ��180 �*"�47 �B�轍み十トラックシート(ポリエステル襲) 

453 乘H�檍������68ﾔ��r�川埼市川崎区税調10-5 ��C�6yjピh�ｸ�ｳ3sR�ダンプ ��ﾉKr�工00 �*��1舶9 �B��彊積み十トラックシート(ポリエステル蚊) 

454 乘H�檍������697弌"�川崎市川館区披町10-5 ���Bﾙeﾓsbﾓ塔sR�ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*��2111 �B�龍靭み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

455 冓X�檍������68ﾔ映R�川場巾川崎区税調10-5 ��CBﾓ#sbﾓ塔sR�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��32馳 ��B�陪観み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

4富6 乘H�檍������68ﾔ扱r�川埼刑i鵬区税調10一毎 ��CHｨｳ#sbﾓ况SsR�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��d287 �B�匝積み十トラックシート(ポリエステル製) 

457 乘H�檍������68ﾔ榎��川崎市川崎区派町4一缶鑓 ���t�#sbﾓ�3sR�ダンプ ��ﾈﾞ��1bo �*��他郷8 �B�喧積み十トラックシート(ポリエステル製) 

458 ��ｨ�檍������68ﾔ扱��“川館市川嘩区湊町4-膝鑓 ��狽ﾓ#sbﾓ�3sR�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��・44§7 冩��匝積み十トラックシート(ポリエステル敬) 

459 乘H�檍������68ﾔ鮎b�川場市川埠区源町4十費謡 ��CBﾘ�3y�33y{2�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��4鼻56 �B�彊積み+トラックシート(ポリエステル製) 

460 �*x�檍������68ﾔ榎��州債市川同区誌町種一掛合3 ��YRﾓ#xｯ��ｸ�ｳ3xｵB�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��4578 �:��旺積み十トラックシート(ポリエステル扱) 

4寄1 弌Y��������68ﾔ亜"�川崎駒i樽区旋町4-6-鑓 ���S�Hｹﾘ*�ﾓ嶋��ダンプ ��ﾈ��100 �*��4796 ���直積み十トラックシート(ポリエステル製) 



<連接輌一覧>

¥ 僮Yw�(�,ﾉkﾈ�4��使用者の住所 刋�xﾙ�b�呼体の形状 俾傚Xｽ�)8�T｢�劍刮�Y7冑ｨ,ﾈ顥M��飛散徳を防止する構造 

462 乘H�檍������68ﾔ謁ﾂ�川筒市川崎区旋町4-6」場 ���&ﾂﾓ#sbﾓ�3sR�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��48櫛 �B�励み+トラックシート(ポリエステル製) 

4曲 佇h�檍������68ﾔ�ｲ�川崎市川磁区派町4-6葛38 �*綿*##sbﾘﾌ｣sR�ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*��酌9了 �B�轍み十トラックシート(ポリエステル製) 

4調 �%H�檍������68ﾔ頴r�川館的i(埼区浜町州ト鄭 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��5991 �B�曲積み十トラックシート(ポリエステル塑) 

4飾 乘H�檍��ｺi��ⅸ橙�神奈川県J)旧師I惟区浅野町8-16 ���Rﾓ稲2ﾓy{乂2�ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*B�郭 从ｲ�直敬み十トラックシート(ポリエステル裂) 

d66 傲Hｼｨ檍��ｺi��ⅸ橙�神訴州別il崎市川同区洩卿6-16 ���ﾓ鰻�ﾓsyZ��ダンプ ��ﾈﾞ��1容0 �*B�81 �B�菌積み十トラックシート(ポリエステル製〉 

4磨7 册�X檍���伜)=xﾌI�ｸ拠�紺約II県蹴派市場見厚生費与丁目Il-3 ��CRﾓS��ﾓCCs"�ダンプ ��Fr�100 �*ｲ�8066 �B�轍み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

4的 儁(�檍���伜(蜑��"�押寮Jl嘱験的廿船虫区生抜5T日11-3 �#RﾓS���SCs"�ダンプ 倅ｩ6��100 �*��4舶了 兌B�醐み十トラックシート(ポリエステル製) 

轟68 �<俾��8���伜(ⅸｦyyﾙt��神勅=照駁浜市場見区生を5丁日章裏-8 ���Y�h�Yh���自�縱"�ダンプ ��Vﾂ�100 �*��鈎導 �B�直積み十トラックシート(ポリエステル摂) 

4?0 兩ｨ��檍���伜(ⅸ.(暮t��柑麗III県協演市場見区婆麦5丁目1l-3 ��CRﾓS�6sCCx-ﾂ�ダンプ ��Vﾂ�100 �*��軌7敦 �B�囚積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

4れ 冑X�檍���伜(ⅸ踵,ｩ�B�押掛(慨横浜前掲見区生麦5丁目宣1-8 ��ダンプ 伜I���100 �*��9107 �B�蜜積み十トラックシート(ポリエステル控) 

472 乘H�檍���伜(畑ﾄ8¬(｢�神森iIi県域浜前掲見区生麦5丁目11-8 ��ダンプ 假yVﾂ�100 �.r�110 �B�密殺み十トラックシート(ポリエステル襲) 

47容 冓X��8���伜(ⅸ�8ﾇﾙH��押捺IIl県協旋市場見区生麦5丁目1章-8 ���cRﾓS��ﾘｸ｣yE��ダンプ ��Fr�100 �*ｲ�錨97 豫��宙靭み十トラックシート(ポリエステル製) 

47重 冓X�檍���伜(ｩyoh･ﾈ梺�神藷IIl腺韻瞭市場免区笹薮5丁目11-容 ��H�ほo��I}｣"�ダンプ 伜Y�B�100“ �*��載8β 乂ﾂ�貯瑚み十トラックシートでポリエステル蚊) 

;75 �俾陞���伜(ⅸ咬,ｩo��柚奈川撮横的1鳩見区生疲5丁目11-雷 ��CRﾓS��ﾓHﾘ#"�ダンプ 仄iF��100 �*��4釣2 �B�匝励み十トラックシート(ポリエステル敬) 

470 乘H�檍���伜(ﾘIﾎ�Z��神勅ii県俄旅所喝見区生麦5丁目11-3 ��ダンプ ��Vﾂ�重00 �*��種3的 �B�屯積み+トラックシート(ポリエステル摂) 

477 乘H�檍���伜(ⅸ�戊ｬｲ�神勅=鳴駒旋市鵡見区坐変事丁目工1-3 弍�ｿ蔦S��ﾘ�cI�R�ダンプ 亢�F��100 �.r�118 豫ｲ�直飲み十トラックシート(ポリエステル製) 

478 乘H�檍�9�伜)���ｩ��l��神祭Ii腺横浜市場見区坐安さ丁目11-8 ��ダンプ �iF��】00 �*��98事1 仄b�匝積み十トラックシート(ポリエステル政) 

479 偃ﾈ�檍���伜(ﾘ)oh暮t��神祭Ii腺横派蹄鶴見区生竣5丁目11-8 ��ｿ蔦S�ﾈ��JSx-ﾂ�ダンプ ����100 �*ｲ�鈎鑓 儻��曲輯み十トラックシート(ポリエステル牧) 

480 乘H�檍���伜(ⅸｦxｷH�"�押捺Ii欄髄断面館見区坐次5丁目工1-容 ��KRﾓS�ﾂﾙ:��R�ダンプ ��ｨ��100 �*��6781 假r�鴎飲み十トラックシート(ポリエステル袈) 

`181 �俾陞���伜)����ｨ拠�柵東川腺板喉同船見区生喪5丁目11-8 ��CX�X*��6sCI�R�ダンプ ��ｵｲ�100 �*��9883 凭��匝旗み十トラックシート、(ポリエステル裳) 

482 乘H�檍���伜(ⅸ咥暮t��神祭川棚軟派前職見区生愛事丁目裏1-8 ��ダンプ �9ﾙF��重00 �*ｲ�88 ���蜜綴み十トラックシート(ポリエステル襲) 

483 乘H�檍���伜(輾ﾌI�i(｢�抽尉Ii無機派市場見区生変る丁目1工-8 樋�RﾓS�6s�Cs"�ダンプ �,颶��工00 �*��8915 �B�嘲み+トラックシート(ポリエステル製) 

録的 冓X�檍���伜(ⅹ�ﾇﾙ�R�柚襟川腺壊滅市の見直生変る丁目11-8 ��ダンプ. ��F��100 �*ｲ�28 �B�直積み十トラックシート(ポリエステル扱) 

を85 僞��檍���伜(ⅹ}ｩ.�b�押剰=県駿源面倒見区生焚5丁目11-8 ��CRﾓS�6yu都"�ダンプ 仂����100 �*��005β �B�斌積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

d8β 冑ﾘ�檍���伜(ⅸ�ｩ�ｹ(｢�神奈川隅駒沢市餓鬼区生産5丁目1l-3 ��踉ﾓV�ﾓCC�"�ダンプ ��Vﾂ�100 �*ｲ�32宣1 �B�庭積み十トラックシート(ポリエステル蟹) 

48了 ミ88 偃ﾈ��8�����(���用埼和幸区筒拳町8-栢」1 ��ダンプ ��F��130 �+2�806 兌B�直敬み十トラックシート(ポリエステル製) 

接式会社　山狐 ��ﾉ4倡8ﾅ(ｾhﾊ逸I*ﾃふsRﾓ�� �5�987b�横浜 ��3��モ 塔�"�鉛 ��姥�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ���

嶋9 �<俾陞�����(���川館前車区商事町3・75-1. ��ダンプ ��F��180 �+r�雷19 �B�暗殺み十トラックシート(ポリエステル製) 

的0 仄�陞����4�;2�川崎市奉区砲車町8-了5-1 ��ダンプ 儉�F��重80 �,b�818 ���堆執み十トラックシート(ポリエステル勘 

491 俐ﾈ��ｾ��2ﾈ�(里�川髄師事区陶玲町か75-1 ��ダンプ ��Vﾂ�章80 �-��3宣0 冩��底積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

種押 俐ﾈ�檍����抦ﾟ｢�川崎商事区前単調8-碕-1 ��ダンプ 竸ﾙVﾂ�130 �+ｲ�308 ����直横み十トラフグシート(ポリエステル製) 

d9雷 乘H�檍�����(里�川崎商事区商事町3-隔-1 ��ダンプ 丿xｵｲ�重80 �+ﾒ�818 �B�薗棚み十トラックシート(ポリエステル製) 

494 儻ﾘﾄｸ檍�����)h��川崎前車区痛串町3-75-1 ��ダンプ �/)F��130 ���,"�811 �B�直鎖み十トラックシート(ポリエステル限) 

49雪 俐ﾈ�檍�����(里�川崎師事区的串町汁屯置1 ��ダンプ ��Vﾂ�130 �+r�さ14 ���傳�匝敏み十トラックシート(ポリエステル製) 

4寄き 儻ﾘﾄｸ檍�����(���州債高率区商事町容-75-1 ��ダンプ ��ﾗﾂ�180 �+r�311 �B�匝積み十トラックシート(ポリエステル製)・ 

497 冓X�檍�����(佖�川蛤市や区商事町3一栂-l ��ダンプ 冑ｩF��180 �+ﾒ�00百 �B�堪執み十トラックシート(ポリエステル製) 

498 佇h�檍�����(���川崎市串区舟牢町8-75・l ��ダンプ ��ﾘｻR�130 �+ｲ�809 �B�宙積み十トラックシート(ポリエステル袋) 

499 乘H�檍�����(ｦﾂ�川崎師事区前車町3-碕-工 ��ダンプ �����130 �+��秋)雷 兌B�晦執み十トラックシート(ポリエステル製) 

500 乘H�檍�����(���川崎市幸区前車町8-7㌻1 ��ダンプ ���"�180 �+ｲ�307 帝�B�蜜叡み十トラックシート(ポリエステル袈) 

50重 乘H�檍�����(里�川崎師事区摘草卿3-75-1 ��ダンプ �.餬ﾂ�130 �+ｲ�亀16 �B�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

露0蜜 乘H�檍�����(���川崎前章区商事晴れ75置工 ��ダンプ ��Vﾂ�重90 �,��机8 �B�匝積み十トラックシート(ポリエステル製) 

503 冓X�檍�����(佖�川崎商事区商事調3-7ト重 ��ダンプ ��Vﾂ�130 �+ﾒ�801 �B�直組み十トラックシート(ポリエステル襲) 



<運搬車両一覧>

¥ 刎XｭI�ﾈ,ﾉkﾈ�ﾖ��使用車の住斯 �+I�)�b�調停の形状 俾傚Y��7I=ｸｻ｢�劍ﾞ�i7佇�,ﾉN�4r�飛散衛を防止する筋透 

50書 乘H�檍�����(佖�川崎市電区的箪町3イ5-1 ��ダンプ 丼HｻR�重30 �+r�812 �r�彊瑚み十トラックシート(ポリエステル観) 

505 乘H�檍���亥(���川崎昨串区前車町3十㌔1 ��ダンプ ��ｼR�重30 �+��320 �B�屯積み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

508 冑ﾘ�檍�����(ⅳ�川崎師事区細事町3-75-l ��ダンプ ��|B�重80 �+��321 �B�直親み十トラックシート(ポリエステル襲) 

あ07 冓X�檍�����(里�州債商事区商窃町8-75-1 ��ダンプ 冩�*2�180 �+r�純2 ���捌み十トラックシート(ポリエステル製) 

508 冲ﾈﾌ�檍������|yj洩｢�神奈川現川館前川櫛区派町8丁目9-1了 ���fBﾓ3h<�ﾓ#�S��ダンプ ��ﾉ8��130 �+2�9200 �B�匝積み十トラックシート(ポリエステル製) 

509 冲ﾈﾌ�檍�����ﾙ7榎倅r�神奈川熊川鱈叩=崎曙駒町種丁目9-17 ��ダンプ ��ﾉ4��130 �+r�9201 �B�嘲み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

510 冲ﾈﾌ�檍����ﾙ��6隰"�柚熟I慣用噴市川陶区顔同前丁目9-17 ��N�ﾓド<�ﾙj��K��ダンプ ��ﾈﾞ��130 �+r�9202 �B�拡散み十トラックシート(ポリエステル致) 

51章 冉Xｿ凭8ｩX��E��檍���神勅=県川場市川同区大川叩8春樹静 俟CBﾓ3CBﾔ�ﾓ#2�ダンプ ��ﾉ/ｲ�190 �*��蜜00き �'r�匝執み十トラックシート(ポリエステル掲) 

5重2 刋靜ﾙJﾘ�厭8�檍���神祭川場IiI帥I洲崎区大川町13番地4写 ���ｨ禰ﾈ�I)&�'��ダンプ ��ﾈﾞ��180 �*��如Oe 冩��拡散み十トラックシート(ポリエステル製) 

5重3 佻ｩ�ﾈ虜����Gh�檍���利剣Il則り耐用筒区大川町18番池4号 ��.ダンプ ��ﾈ鰾�130 �*B�2007 �B�迫瑚み十トラックシート(ポリエステル製) 

514 �*���:ﾉJﾘ��ｩH�檍���神奈川県川喝市川鱈区大川町18提地4号 ��ダンプ ��ﾉ4��180 綿�"�20能 乂ﾂ�蹄積み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

5重5 ��ﾘﾆ�ｩ6X��ｩH�檍���神奈川l捌i峨討Ii旧区大川町13詩的や ��+(��兀Rﾔ��#2�ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*"�20.11 �B�両叔み十トラックシート(ポリエステル襲) 

別6 刋顋�I,���e�陞���神菊川則=崎的I憫区大川町宣細胞・崎 ���X*"ﾙ4釘ﾓ��#��ダンプ ��ﾈﾞ��18o �*"�20重2 �B�匝靭み十トラックシート(ポリエステル製) 

17 �馼ﾈ､ｩJﾘ��ｩH�檍���制約Il鼎=噂市川埼区大川町13番地嘉母 ��ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*��2014 �B�屯敏み十トラックシート(ポリエステル襲) 

518 佝欝y:����ｩH�檍���神勅l瞭川的市川蜂区大川町18番地や 佇ﾃBﾘｸ｣H�T��#��ダンプ ��ﾈﾞ��章80 �*��捌)15 �B�靖積み+トラックシート(ポリエステル製) 



汚染土撥の運搬の用に棋する自動車に関する書類(陸送① :現掻一京浜島)

<運搬車両一覧>　8t　輌

添付書類　4

¥ 俶yw��(,ﾉkﾈｩI���侠朋輩の住所 佗ﾙxﾙ�b�巾牌の形状 ��4刔���YMHﾘb�劍刮��贓�ｨ,ﾉ�Xｺ��飛散笹を防止する船遊 

l ��x遞､R�取高都江戸川区政葛西を17-10 ��ダンプ ��ｹzr�180 �+ｲ�8001 �B�直籾み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

2 ��I¥xｼY7冦��現高都足立区弘道2-5-6 ��2ﾘ�3cbﾓ���ﾘr�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�蜜621 �B�屯積み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

8 �7iFx脂u冲ﾒ�埼玉腺川三湾持上ロト125-l ��ダンプ 亊�?ｩYB�100 �,��3湘8 �B�直粕み十トラックシート(ポリエステル劉) 

’4 �ｹ�ﾙ4xﾉｨﾝ��埼玉別II三筋市上田l-1拶-1 ��]�=ﾘｯ�ﾓ3S唐�ダンプ ��Hﾏｹ��100 �,ﾒ�1916 �:R�屯積み十トラックシート(ポリエステル製) 

5 �ｹ4y�x��hﾒ�埼玉県川三鍍市上ロトl袴-1 ��ダンプ �)9?ｨｵ��重00 �*��2148 �B�卸的み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

6 刔ﾙhﾈﾗ��ﾈﾝ��埼玉県用言婿市上田1-工2言-1 ��ダンプ ��冦ｨﾚ��1種1 �*ｲ�9 �B�宙積み十トラックシートくポリエステル捜) 

7 兀H弴佖�如碗都紋励区旭町子塑-18-10種 ��ふS訳Bﾓ��#��ダンプ 冢H��100 �,｢�7 乂ﾂ�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

8 �ｸﾕ8ﾅﾒ�煉東都紋邸区旭町ト22-18-宣03 ��2ﾓS�ﾖH�SCc#��ダンプ 冢H鰾�100 �,ﾒ�570 �B�嘲み十トラックシート(ポリエステル製〉 

9 �ｸ*I_�轤�兜粛都的揚区旺町1-獲ト18-109 ��2ﾙu纉�Bﾓ�c#��ダンプ �-H�ｲ�100 �,ﾒ�122定 ��2�蜜積み+トラックシート(ポリエステル敏) 

10 �ｹ�y��7佶｢�埼玉県和光市下新倉上-10・6l ��Cほ��crﾘｿ都R�ダンプ 傀ｩ�"�130 �,��16 �B�直積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

11 �8�985�6X6(7i4��麻稿部紳掲区兜大郷-3手鑓 鑓霻ﾓcscrﾓ���ｸ�ｲ�ダンプ 冑ｩF��100 �,ﾒ�1214 豫ｲ�曲紋み十トラックシート(ポリエステル政) 

12 忠��6x7�5驅ﾉ_B�郊痛細部馬匹南大東1-16-9 ��2ﾓ3ャrﾓcC#��ダンプ 傀ｩ�"�130 �,ﾒ�55 �B�拡散み十トラックシート(ポリエステル製) 

13 �ｨ6x7�5駮ｸ踉�鶏群締約馬区掃大患十重6-8 ��ふ3ナ{蔦�兤��ダンプ 冏��｢�180 �+2�20ol 兢ﾂ�匝積み十トラックシート(ポリエステル製) 

14 �ｸ6x7�5顫I72�耽帝都練馬区帝大幾ト16-9 ��2ﾘﾝx*#h�Vﾈｴ��ダンプ 傀ｨﾋ��180 �+ｲ�500 �B�密約み十トラックシート(ポリエステル製) 

1毒 �ｸ6x7�5驅ﾉ���購寄掛敏灼区南大泉ト16-9 ��ほvSド6y4�#��ダンプ 傀ｩ�"�18り �+ﾒ�99 �B�屯積み十トラックシート(ポリエステル製) 

18 ��6x7�5顫I%��奴忠節劇場区寓大泉1-16-9 ��8自z8ﾚSy'X-8ﾟ��ダンプ 傀ｩ�"�180 �+��榔 �B�直積み十トラックシート(ポリエステル袈) 

1了 �*ﾘｪ�6x7�5靼)ob�庇珊餌場区簡大患ト16」9 ��2ﾓャcrﾘ-9_C��ダンプ 倡ｩFr�130 �,B�77 �B�曲積み十トラックシート〈ポリエステル製) 

宣8 ��8ﾌｸﾊ��ﾙZ����妬赤穂旗郎区大泉町紅2-18 ��ダンプ 傀ｩ���100 �-��11重 �B�轍み十トラックシート(ポリエステル竣〉 

19 �*ｨﾌｸﾊ兔�ﾍ(x｢�兜京都徽瓜区大泉町3-2-1寄 ��ダンプ 傀ｩ�"�180 �,ﾒ�9ら9 �B�屯鋲み十トラックシート(ポリエステル壕) 

20 偬儷8ｵ8��ﾍ)4��勲高郷練的区大泉町3-2-19 ��2ﾙ{3��S�rﾘ�3S��ダンプ 傀ｩ�"�100 �-��888 ����宙叔み十トラックシート〈ポリェスチル襲) 

曇1 ��8ﾌｸﾊ�ｩ/yo��鵬都徽励区大泉町3-2-19 ��2ﾓS��rﾙ����ダンプ 傀ｩ�"�100 �-��7つて 亊��拡散み十トラックシート(ポリエステル襲) 

22 倅ｨﾌｸｵ8��4xx｢�麻姑都練馬区大刺f3-蜜-18 ��霻ﾙ�94途ﾓY����ダンプ 傀ｩ�"�180 �,��666 冩��曲組み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

23 偬侘ｸﾊ丿x藝4��蚊痛都開跨区大泉町3-2-重3 ��2ﾓS鼎x��Xⅸﾔ��ダンプ 傀9(��100 �+r�弼 ����鴎敬み十トラックシート(ポリエステル製) 

24 ��9�ｨﾊ偸�Z�4��班醐馬区大患町8-蜜13 ��ダンプ ���ﾒ�180 �+��批4 �ﾂ�暗瑚み+トラックシート(ポリエステル捉) 

25 ∠8 冦Hﾌｸﾊ冕9Lｩ���取高都紋陶区大鹿町8-2-13 ��ダンプ ��ｩF��100 �+2�2梯 �B�高槻み十トラックシート(ポリエステル渡) 

韻戸鬼撞醐 �%雹�79�ｹF霎i�Y�)*ﾃ2ﾘ-ﾂﾓ�2� �5�987b�厨涙 �����ほ 唐�掛 丿y��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

却 �ｹ�Ynﾉy��"�臓粛都餌場区春日町を10-紘 ��ｯ�自_�都�ﾙz�����ダンプ 傀ｩ�"�IOO �,ﾒ�1891 ���直積み十トラックシート(ポリエステル袈) 

鑓 �ｩLynﾈ隼hR�龍枕詞舶認区密日町を10魂 ��ｯ�ﾓ�{��自��R�ダンプ 傀ｩ�"�100 �,ﾒ�1892 �B�曲積み十トラックシート(ポリエステル竣) 

鑓 �ｩ��ﾉy��"�如京都髄区春日町缶重O-8き ��ｯ�ﾓンs�ﾓC����ダンプ 傀ｩ�"�重00 �,ﾒ�こ狐97 兌B�畦敬み+トラックシート(ポリエステル提) 

80 �ｩ��ﾉ5I>��購京都練馬区春日町何章0-31 ��2ﾓ3几��ﾓC�����ダンプ 傀ｩ�"�100 �,ﾒ�蜜87 �B�屯積み十トラックシート(ポリエステル製) 

3I �ｸﾍInﾈｻｹ|��麻京都製陶区密田町6-10「34 ��2ﾓ3都����ﾂ�ダンプ 傀ｩ�"�100 �,ﾒ�鮪軸 乂ﾂ�鴎積み十トラックシート(ボりエステル袈) 

82 �ｹ}ｹnﾉy��"�此耽読観照区恕田町重工0-軌 ��ダンプ 傀ｩ�"�宣00 �,ﾒ�抵閲 �B�脇拙み十トラックシート(ポリエステル提) 

33 �ｩ��ﾈｩY'｢�奴尊称練馬区粧田町い10→34 ��ダンプ ��h炅�100 �,ﾒ�2871 俑��妊積み十トラックシート(ポリエステル致) 

紳 �ｹ��ﾉv�|��脚部徴掲区埴田町を10-鎚 ��2ﾓ3都�ﾓC��-ﾂ�ダンプ 傀ｩ�"�100 �,ﾒ�柳寄 凭��屯積み十トラックシート(ポリエステル製) 

85 �=i��ﾔ榎�4��埼玉県朗鐙市宮戸10十26 ��C��ｨ�ッﾓc����ダンプ 傀ｩ�"�1雷0 �+r�705 �B�敵積み十トラックシート(ポリエステル製〉 

86 �����榎�4��埼玉原柳露姉宮戸10-26 ��ﾚ2ﾘ�ﾂﾘｯs���ダンプ ��io2�100 �+2�707 �B�暗鈎み十トラックシート(ポリエステル貌) 

37 偬ﾉ��ﾔ鮎iYB�埼玉県朗露和宮戸工0-2β ��CふH�3����ダンプ 傀ｩ�"�130 �+2�了08 ����暗殺み十トラックシート(ポリエステル製) 

38 ����ﾔ溢Iwﾒ�埼玉県胡拡而宮戸10-如 愉KRﾓCッﾓc����ダンプ ��i���180 �+2�?04 �B�密叡み十トラックシート(ポリエステル襲) 

89 �ｩ�X�(��7H暮t��如高枕足立区足立区白人2寸-8 ��2ﾘｾｳ湯ﾓ�.B�ダンプ ��ｹzr�100 �*ﾂ�1893 �B�直積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

40 �ｩ�Y�����騁��撮前節足立区足並暗合大卒4-3 ��2ﾘ+9_�4坪�#ィ�ダンプ 倡izr�100 �*��㈱8 �B�拡散み十トラックシートくポリエステル襲) 

41 仞駑�(ﾉｩ�ﾙ��ｭ��批難都是正区是正区各人2-4-8 ��ｯ�ﾙ�s湯ﾘ�茲�ダンプ ��ｹ¥��100 �*ｲ�48与 �B�政敵み十トラックシート(ポリエステル襲) 



<運搬車両一覧>　8t　輌

¥ ¥ 竸ﾙ:�(,ﾉkﾈ�Iｲ�使用者の住所 刋�xﾙ�b�重体の形状 �(�4俯�dﾉ�倩ﾘｾR�劍刮5I7偸�,ﾈ實-ｲ�飛散箔を妨止する鳩遠 

42 仆凛�*�,ﾘ.r�拙商都足並区六木8-狐-2 ��ふツ�bﾙtモ�ダンプ ��ｹzr�180 �+2�5031 �B�庭飲み十トラックシート(ポリエステル製) 

43 �ｸ-ﾈ*�,�.r�廠蹄部足立区六木3-如-2 ��ぺ�3�bﾓ�#澱�ダンプ ��ｹ¥��100 �,ﾒ�4798 �B�曲粕み十トラックシート(ポリエステル接) 

44 漠�ｸ-ﾈ*�,�.r�蚊塙都足立区六木8-2い2 ��(izﾉ�Bﾓ�婀��ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�4179 ���曲横み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

45 �ｸ-ﾈ*�,�.r�政敵節足立正大束3-20セ ���I4澱ﾓ�#澱�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�5798 ����曲殺み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

46 �ｨ-ﾈ*�,�.r�麻琉郁足立区六木容「20-2 ��2ﾘ�3�bﾓ�#�+2�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�4311 ����暗積み十トラフグシート(ポリエステル製) 

47 �ｸ-ﾈ*�,�.r�疲拡輯足立区六木3-射幸 ��2ﾓ塗�ｳbﾓ�oッ�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�的01 �B�蜜積み十トラックシート(ポリエステル唆)“ 

48 宙�(-ﾈ*�,�.r�波高概足技区大水容即せ ��2ﾓ3c�bﾓ�#澱�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�腿鑓 假r�雌積み十トラックシート(蘇りエステル製) 

49 忠�ｘ揵��5H���寝癖珊練馬区田柄1-㌻紬 ��Cぺ��crﾓ���ﾂ�ダンプ 傀ｩ�"�100 �,ﾒ�2114 ��2�直積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

50 忠tﾂ傅ﾉ��ｻｹfR�加痛謡練馬暗闘細い5-測 ��ｶ�ふCcrﾓ��+"�ダンプ 傀ｩ�"�100 �,ﾒ�製陶3 �:R�政教み十トラックシート(ポリエステル劉〉 

51 宙ﾟ(揵��擇�班粛都蝕的区田柄トか34 ��Cぺﾗsrﾓ������ダンプ 倡ｩ���章00 �,ﾒ�披77 �B�直観み十トラックシート(ポリエステル製) 

52 俑�鯖7冦ｉ�｢��勲部都観照匹早宮ト5-害 ��HﾂﾓC�rﾓ�����ダンプ 傀�｢�100 �,ﾒ�了83 倅ｲ�昨秋み十トラックシート(ポリエステル製) 

53 忠iR儻Yy�fR�取粛都江戸川区賭場西5-u-15 ��ダンプ ��ｹzr�130 �,ﾂ�100章 �B�薗積み十トラックシート(ポリエステル製) 

64 忠4��ｩy�ｾﾂ�購怠納江戸川区南蜂蜜5-11-15 ��ダンプ ��ｹzr�130 �+ﾒ�2002 乂ﾂ�旺積み十トラヅクシート(ポリエステル嬰) 

弱 册�佝iy��ﾂ�奴家郷江戸川区棺前面5-1ト15 ��ダンプ ��Y�ｹzr�100 �,ﾒ�8103 �B�政敵み十トラックシート(ポリエステル襲) 

56 宙ｩB��xｻｸ�"�郭前部江戸川区由雄面5-1ト15 ��ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�4484 �-��拡散み十トラックシート(ポリエステル製) 

57 忠iR僵Y4們B�取捌江戸川区隅田5-1ト15 ��ふドｯ稲ャs�{��ダンプ ��ｹzr�13o �+r�5005 �B�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

68 宙ｩB儂�ﾈｾｲ�蚊杭姉江戸川区南葛西5-1ト15 ��2ﾓ3cッﾓピ�r�ダンプ ��ｹzr�180 �+r�0006 �B�轍み十トラックシート(ポリエステル襲) 

59 忠.笘嚔�XﾟH�R�競市都江戸川区斎場西㌻11-1冒 ��2ﾒCc��ﾓピ�r�ダンプ ��ｹzr�130 �+r�了007 �B�匝蝕み十トラックシート(ポリエステル襲) 

60 宙ｩB僥騫��"�取締江戸川区宙粘菌㌻1ト15 ��2ﾓツッﾓピ�r�ダンプ ��ｹ¥��180 �+ﾒ�8008 �B�喰倣み十トラックシート(ポリエステル提) 

6章 宙ｩB僥霆ｹ|��奴前部江戸川区前埠頭5-11-15 ��ダンプ ��ｹzr�130 �+2�的09 �B�瞭散み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

62 忠iR�8xｻｸ�"�掬軸矧調印=区静拷邸-】⊥15 ��ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�5939 乂ﾂ�拡積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

脚 ��ｙ(謁��"�拙抑江戸川区晴増田㌻1ト15 ��2ﾓツッﾓピ�{��ダンプ ��ｹ¥��180 �-��100 �B�直税み十トラックシート(ポリエステル製) 

84 宙茯ﾆiy��"�腺帝都江刺=区南群西を虹一瞬 ��ほ4塔bﾓピ�r�ダンプ ��ｹzr�章30 �,��200 凭��匝散み十トラックシート(ポリエステル襲) 

6霧 忠�"伜(咬MXﾚ｢�奴痛細江奴区平睨置16-幻 ����S怨蔦ピ�{��ダンプ ��ｹzr�180 �+r�42.1 �B�匝積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

66 �6x8�5�7H4�486�985ｉhb��奴高柳江兜区如膳を3-2 ��.｣3ャbﾓピ�{��ダンプ ��ｹNB�100 �,ﾒ�粥32 �B�確徹み十トラックシート(ポリエステル襲) 

67 68 宙奝伜(葺蒭ｬ��琉輔江蚊区平軒2-18一鑓 ��2ﾓツッﾓピ�r�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�297冒 �B�妬救み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

(村)藤田典薬 ��h978�8�ﾉg(�iIF�ﾓ�ふx耳ﾘ�B�0雷-姉86-8707 �5�987b�足立 ������は �33S��鉛 �5�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

69 ��〇〇〇〇〇〇〇°○○■ ��ダンプ �� ��s�� �B�曲線み十トラックシート(ポリエステル数) 

10 忠W｢�5iK���l��手張腺宮部和不大串77セ 亶"ﾙ-ｳ��+�ピ�{��ダンプ ��ｹzr�100 弍����8978 �B�拡散み十トラックシート(ポリエステル妙 

71 �� ��ダンプ �� �� 豫ｲ�彊執み十トラックシート(ポリエステル製) 

72 �7�*�4x687h4X6(5��庇粛箭千代田区鍛町5セー1 ��ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�6078 �B�喧積み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

78 �ｩ7ｨ､R�奴承諾旗印II区旗均西什17-10 ��2ﾓXｵ�"ﾓS9eb�ダンプ ��ｹzr�130 �+r�800曳 �B�轍み十トラックシート(ポリエステル援) 



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に開する書類(陸送② :名古屋浩一処理施設)　　　　添付書類　4

<運搬車両一覧>

使用者の名称鮮 俶yw�ﾄX,ﾈ���連絡先 刔��ﾈ,ﾈﾆ��2�日勤郎嘘鍍根号 ����7��ｸ,ﾈｪ映｢�抽披謡を防止する横越 

l �ｩk��b�愛知県陥戸前渡殿町2丁目117 ��Sh6s�)z｣�2�ダンプ 仭ﾈｺﾘ揵g����-ｶ�����.x�������鉛 倚���-ﾘ+x6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

2 �ｨﾈ�¥��蜜知腺轍声高数段口脇丁目117 ���86s�"ﾓx､��2�ダンプ 儖i*8揵g������3�����,(�����"�鉛 亶(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ���

8 �ｨ��zr�唾知馳髄戸市萩殿町を丁目117 ��ダンプ 儖i*8揵nH���������,(������#��・鉛 �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

4 丶ｩk騷r�受知県数百市萩殿甘職丁目117 ��S�6y-H6y{等+"�ダンプ 儖i*8揵g����������,h����������鉛 �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

5 �ｩk騷r�痩知県瀬戸晒捌町2丁目11了 ��ダンプ �<ﾙ�ﾘ揵g����3�����+ﾘ�������#��鉛 �+ﾈﾛﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

6 ��9�越r�優知県激声前渡殿町2丁目11? ��ﾝx*#運bﾓxｸ｣2�ダンプ 仭ﾈﾙ(抦藕���������*ｸ�����因Hﾔ����鉛 �(���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�B��

7 �ｩk騷r�擾知県翻戸高萩隈町容丁目117 ��ダンプ 佇��5ﾉ8ｨ���������*ｸ�������"�鉛 �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ=b��

き ��駝饅��波知腺淑声高読取陣容丁目117 ���(6x槓43�-�2�“ダンプ 檜���^ﾘ���������*ｸ�������2�槍 仂�=ｨ-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

音9 �ｩ��b�西畑県淑戸市教職町2丁目1重7 ��ダンプ 儖i*8抦ｵｨ�����C�����*(���������鉛 亊x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�著���

10 ����(��波知県淑戸高萩破調ま丁日117 丿�h6s�"ﾓs鼎2�ダンプ 弌i*8抦ｵｨ���+(����*H�������R�鉛 俾Y�H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

脚立 �I&ﾘﾊy�8ﾌｸ�96餾I)ｩm｣��r�0581噌-了班8 �5�987b�展翻1敏　100　　は　　章951 �B�暗槙み十トラックシート(茄リェスチル襲) 

I2 �ｨ靖zr�焚知照湖冨岡磁殿暗ま丁目調7 ��G(6s�"ﾓs亳R�ダンプ 冢�*8揵�H���������,ﾘ�����ｯ��ﾒ�鉛 侘俚ﾘ-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

13 �ｨ7�685�92�穏知児名古屈筋中山区巷心4丁目2的 ��S(�)4蔦�(ｪ��ダンプ ��ikﾈｯ�輊�����3���*��������鎗 �=Hｸ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

14 ��xｨ7�685�92�愛知県名古屋部やl山区率心4丁目如容 ��Nｸ43澱ﾓ�)o��ダンプi ��ﾉkﾈﾌ8������4�����*������"�鉛 �+ﾈ･H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

章5 �ｨ7�685�92�衷知腺名古屋市や山区執心4丁目柳寄 ��S"ﾓsモﾓ�##��ダンプ 俤ﾘｪ�h�����3�����+������迂R�餓 �+ﾈｬ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

宣6 �ｨ7�685�92�愛知凧糸青虫市や山区串心4丁目紬3 毘�ﾒﾙ,ﾃbﾘ�j綾ﾒ�ダンプ 冖ﾈﾌ9|x����ﾔャ�����*H�������ﾘﾂ�鉛 侘��ｸ-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�鋳�

重7 �ｨ7�685�92�愛知県名古庄市や山区詩心種丁目鑓3 ��S"ﾓs澱ﾓ�K3��ダンプ 冖ﾈﾌ8ﾜ����3���*h�����R�掛 �+ﾉFｩ�X�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

18 �ｸ7�685�92�凌帥腺名古屋晴中山区宰心4丁日勤3 丶�"ﾓs澱ﾓ���;��ダンプ 冖ﾉU97����������*(�����ｸx｢�鉛 �+ﾈｬ�-ﾘ�6x8�/�4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ烹��

重り �ｨ7�685�92�毅知眼名古思肺や山区串心4丁目幻3 ��Ywﾙ�蔦�##��ダンプ 冖ﾈﾌ9L�����KS�����*(����/｣�b�鉛 冩ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ﾒ��

20 �ｨ7�685�5b�愛知県名古庄市や山区串心`l丁目203 ��c�X4俎x*#�(狽�ダンプ 冖ﾈﾌ8夊����z�3�����-��������r�鉛 �+ﾉ��-ﾘ�6x8�8�4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�"��

’,1 !盛. �ｨ7�685�92�愛知県名古殿市守山区串心4丁目蜜03 ��S"ﾓy4蔦�#)tB�ダンプ 冖ﾈﾌ8ｪ(���井､���*�����オ�｢�鎗 �8-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ��｢�

如ミツケン ���&ﾘ�kﾈﾌ8夊�8.(�(ｾih��3I)ｩ?ｨｶ��2�052-796-重電獅 �5�987b�名古思　　181　え　　17 �B�直積み十トラックシートはりエステル襲) 

23 �ｨ7�685�92�譲知県名古駆市守山区帝心4丁目却3 ��X�s��ﾓ�)zｲ�ダンプ ��Ykﾈｬｩg(�����vS���*������b�鉛 侘���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�鋳�

孤 仂)�8�ｨ露���琵知県春日井的大手町隻丁目的う-1 ��Scふ�"ﾘﾍﾓc���ダンプ 凉ｨﾌｨ揵g����3�����+8������3X-ﾈ-2�鐙 �(���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6x*ﾘ7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

坊 �ｸ�N倆X･B�愛知県秘日光師大手町蜜丁目蜜飢-1 ��T｢ﾙ�壷��b�ダンプi 儖i*8抦ｵｨ���������+x����k����’紺 �+ﾉ��-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ_｢��

26 �ｨ蟹jy,ｩ�｢�愛知娘春日井耽大手町2丁目的書-1 ��ダンプ 儖i*8揵g����婢����+x����鉄c��掛 丿x藕-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

27 �*ﾘ.ﾙwxｵ��(ｶb�密知県春日井請大手町2丁目2帥-1 ��ダンプ 儖i*8揵hx������������+8�����ャSc��掛 �+ﾈｬ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ9�5�6�8ｸ烹��

28 忠�x蟹}ｩj8ﾞ��委知腺駐日井桁大手耐電丁目的41 ��Xx｢ﾓX�#b�ダンプ �饑�*冏�������ﾔ�4�����+8����+3Ss��翰 �(�(-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ腕��

劇 �$�(�HﾉｩN��羨知照密日光市大手陣容丁目的調 ��Xﾆ育�nBﾓSc���ダンプ �+IY顫ﾈｵｨ��ﾉD�����*ｸ�����3s"�翰 �+ﾉ��-ﾘ�6x8�4�5�5h�ｸ6x,ﾘ8ｨ4x5�6X8ｸﾆｒ�

30 �ｩwi/ｨﾉｨﾝ��密知県春日井市大手町2丁目抑1寸 ��ダンプ 儖i*8揵g����3�����+x����h�$��鍔 偃���-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

31 ���Xﾅﾘﾝ��蚤知県密日光市大手町a丁目郷4-1 ��X諄蘒�"ﾓSiIR�ダンプ 儖i*8抦ｵｨ���-ｸ����,h������3X���鉛 偬H傀-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ=b��

32 做(ｪﾙm泳�ｦ��鍵知腺春吉昆布増勘区館作調8丁目曲亭 ��$簽cス自]s���ダンプ 冖ﾈﾌ8ｺh���������-��X��"�鈴 仂��H-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

場3 宙ｪ儁盈員�ﾇ��受節婦名古屋同増徴区館作調寄丁目偉一2 ����ﾘｭ田X耳ｶC��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊�����������,��������4��鑓 俾Y��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r胃���,(4x5�6X8ｸ����



<達股車両一覧>

使用者の名称師 俶yw�ﾟ�,ﾈ���連綿先 偬I�ﾈ,ﾈﾆ��2�自助塙登録活写 �卯Y7��ｸ,ﾈ朱W��帰敬籍を防止する櫓遊 

34 �:���ﾉ�ｲ�疲知龍名古庄晴瑠穏区製作粛拘丁即ト2 ��S"ﾓccX5ｨ穆���ダンプ 冖ﾈﾌ8輊�����������{H����ｻﾓ��鉛 �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�鋳�

85 �ｸ需m綾ｹ|��寂知県名吉履市瑞級区敏一印章3丁即1-2 訳S"ﾓc�+2ﾓ##���ダンプ 冖ﾈﾌ968�����������,ﾘ����鑛4��鉛 仂���-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

36 �ｸｽ駟i�俛b�愛知麻雀富樫同館鴎区削陣ね丁即1-2 ��ダンプ 冖ﾈﾌ96���������,ﾘ������垉s��鉛 �=I��-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6yxｨ.�4x5�6X8ｹoｒ�

37 �ｸ塰�X�(�"�嚢卸職名古座晴瑚観区叡I帥前丁目41-2 ��Y^�4迭ﾓ)ec��ダンプ 俤ﾘｪ��������������,(�����ゴ����鉛 偬�H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

38 ��8ｪﾙm�5Io"�愛知鵬古庄同朋鴎区館御調丁即1-2 ��S"ﾙ4店耳ｼャ��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊�����������,ﾘ�������迂R�鉛 侘I��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ���

89 �ｹ�ｨ�(��8｢�密知県名古屋市や山区脇田町重20重 ��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊�����4�����+����������鎗 �+)�ｸ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

40 �ｩ�ｨ�(��ﾖ��疫痢県名古思晴守山地田町1201 ��ダンプ 冖ﾈﾌ8�H�����3�����,(����oc#r�録 ���&�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾝ｢��

41 刔ﾘﾙﾈ�)¥�wr�安知腺名古屋市やI山区出陣町職01 ��S"ﾓs湯ﾓ���R�ダンプ 冖ﾈｯ�ｫ8�����vS�����,h�����ャc3��輸 仭)��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

42 �ｨ�ﾘ�)��4��密劇場名宵包市や山区脇田町l蜘1 ��S"ﾓs湯ﾓ���R�ダンプ 冖ﾈﾌ8夊�����������+ｸ����CY��*ｲ�鉛 �)hｨ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

48 忠�9�8�(�9���愛知蝋名古屋市や山区脇田町章的1 ��YvRﾓs湯ﾓ���R�ダンプ 冖ﾈ寘Iﾘ�����������+x����>店�Vﾂ�鉛 �+ﾈﾛﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�鋳�

・= 4与 �ｩT8ｻｸ蜥�愛知県小微雨大概孤塁8一掬雷 ��ダンプ �饑�揵g����������+�������CR�紛 �+ﾉ�ﾈ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

㈱匠同産 假9&ﾘ物揵g��9�Yu鉄y<h自o�"�0568-29-9的5 �5�987b�尾張小紋　150　　さ　　4塊寄 �B�軸み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

46 �ｩ;ﾙv�ﾍB�謡知県小牧市大埴5相場ま ��ダンプ 仭ﾉY顫ﾈ�(������4�����+x����SCSB�鉛 �+ﾈｬ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ4ﾂ��

47 �ｩ�Y5H5H�ｸ7(5��愛知県小牧的大磯57鮪一柳6 ��W田ふs�ﾓh+X���ダンプ 儖i*8揵4sｨ�Κｼ������*������X闥�鎗・ �+ﾈ�-ﾘ+x6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹw2��

鳩 �ｩ�X�(5H�ｸ7(5��愛知県小牧和木埠5椰8 ��ｩs液�s蔦c��2�ダンプ 儖i*8揵g����ﾄﾃ�����*(����C��r�踏 �+ﾈｬ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

49 �ｸ6T坪�X5��ﾃx�ih��X6�uﾂ�波知県秤目井両班野町5丁目2ト14 愉T｢ﾓ�8ふsS�u��ダンプ 俚I���������3�����+������4ﾂ�鉛 丿x藕-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

50 �ｸ6Yuﾈ�T��cx�ﾈ簡�X6h42ﾒ�愛知鳴郭日光前菓好調s丁目2ト14 ��ダンプ �9%������������,ﾘ������移��鈴 ��ｹ4�-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

互1 �7ﾘ8ｸ5h6�5�488I4��愛知県塩田市保見町井ノ向28 ��ダンプ 亂968�����3�����+�������<r�鉛 ����-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

52 �7ﾘ8ｸ5h6�5�488I4��琵知収駐日昨保見町井ノ同年6 ��ダンプ 囘ﾉ68�����������,h������モ�鉛 �+ﾉ~8-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｭｒ�

53¥ �7ﾘ8ｸ5h6�5�488I4��浬知県塩田甜保見町井ノ向26 丶���#ふャ#��ダンプ 几I68�������������,ﾘ������#sR�鉛 仂��H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

塊 �7ﾘ8ｸ5h6�5�488I4��琵知県屯田印僑鬼町井ノ向26 ��X�"ﾘ�cほ4�#��ダンプ 囘ﾉ68�����������,h������･B�鎗 仂���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

マルシバタイヤ的 刪､知県技Ⅲ晴保見町井ノ向鵜 ��Xﾕ�6sHv駮�#��ダンプ 倅�ﾘ�����������,ﾘ�����#���鉛 �+ﾈﾛﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ腕��

56 �7ﾘ8ｸ5h6�5�488I4��汲知腔田市保見町井ノ向豊6 ��Y9ｲﾙKRﾓ9j偉r�ダンプ 倅�ﾘ����������+�������yi4��鉛 佶i��-ﾘ�6x8�5�4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

57 �7ﾘ8ｸ5h6�5�488HｫR��洩如鯉口市僻見町井ノ向28 價cCふ9lS��ダンプ 倅)68�����������+�������ｻB�鉛 仂鞍�,�+x6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ�b��

58 �7ﾘ8ｸ5h6�5�488Hxｲ�安知線色国師保見町井ノ向26 ��ﾋ�9ｲﾙ��ぺｶhｵｳ��ダンプ 倅�ﾘ�������������+ﾘ���������鉛 刎Y:X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

59 �ｸ4��ｸ6x7��ｸ684ﾈ685�4ﾂ�徳和県名古屋瞞区毎呼卿ト2 ���ふccX自u���ダンプ 冖ﾈﾌ8夊�����������������ｯ�*唐�鉛 竸ﾙ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

60 儖i*97冓hﾔ榎�4��愛知瓜名古屋市来日直一本松l丁目裏10ト1 ��ダンプ �(ﾌ968�����������,ﾘ�����ツscr�鉛 �+ﾉ�X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

61 儖i*97冦慰�8ﾈｻﾒ�愛知職名古庄市天白区一本松重丁目1重Ol-宣 ��ダンプ 冖ﾈﾌ9�����������,ﾘ����CsC��鉛 �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

62 儖i*97冦慰��Ihﾂ��褒知児角笛国柄天白区一本松1丁目110l-1 愉$��S��ｯ�ﾙ4��b�ダンプ 冖ﾈﾌ8汯�����������,ﾘ������4)4"�∴缶 几I��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

63 凉ｩ*97冦慰榎��"��襲知魚名古風市来自区一本松I丁郎101-1 ���ﾒﾓ��+2ﾓ94澱�ダンプ 冖ﾈﾌ9Yx�����������,ﾘ����)4湯�鉛 兩ｨ藕-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

64 儖i*97冦慰亜(x｢�憂部名喜田ゆ天白区一本松1丁即10珂 ��ダンプ 僥絢ﾘ���越�������,ﾘ尨�����右c���Vﾂ�鉛 仭)�H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

晦 凉ｩ*97冦慰溢Hx｢�帥線名吉日的天白区一本松1丁目I10事・1 ��X睦ﾓ��Rﾙh��b�ダンプ 儘�鉙�����������,ﾘ�����s���鉛 �+ﾈﾛﾘ-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ﾒ��

68 儖i*97冦慰絢ﾙ4��擾如職者古座市天白区一撃松l丁田地Oト1 ��Xｾ�ﾓ��6xｻﾓ�b�ダンプ 僥胤ﾈ����������,ﾘ����z#�ｷ"�鉛 �+ﾈｬ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

07 仭ﾈ戯7冦慰�I�r��舞知腺名を思掃天自区一本松重丁目1101・1 ��*ｳ"ﾓ��X�Yk��b�ダンプ 侏傴ﾈ�����������,ﾘ�����yz���鉛 弍���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����



悌用者の名称埼 假ｹw�ﾔｨ,ﾈ���連綿先 �%��ﾈ,ﾈﾆ��2�自嘲神経録潰せ ��ﾉ�(益��,ﾈ實zｲ�飛散衛を肪止する構造 

1鴻 仭ﾉ�ﾙ7冦慰握(ｾ��良知撮名古風市天白区一本松1丁即!0ト1 ��S"ﾓ��Rﾙ;I4��ダンプ 儼ﾈ鉙�����������,ﾘ�����ｻ����船 仭亅h-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

69 仭ﾉ*97冦慰右����愛知瓜名古庄晴天白日一本松章丁目重lOト1 ��X-ﾂﾓ��Rﾓゴ�b�ダンプ 儼ﾈ鉙������+S������,ﾘ������Z��鉛 �+ﾉ�X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

了0 兀IN��5Hﾙ"�愛知購髄細部旗抑源氏l丁目69 ��ｩU3i{蔦唐ﾘ���ダンプ 冖ﾈﾌ8輊������{�����*h��������鉛 �+ﾉ�H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｴR��

7I 兀IN�ｨｶH板�妥知県胸部榔蟹江町澱氏l丁目00 ����*�ﾘsbﾓ�ピ��ダンプ 冖ﾈﾌ8汯�����+(����*(������r�鉛 侘I��-ﾘ�6x8�5�4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ茲�

72 忠:��ﾈﾘ�5Ik｢�寝知腺絢郁陣蟹江蘭叡氏け目的 ��ﾌsyt��bﾓ�ピ��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊���������*������������鉛 俯��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

73 �ﾈｿXﾚ綾ｹ5B�孜初凪海部硯鍍江町同氏1丁目的 ���H���ﾓ�ベ��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊���3�����*H�������"�鎗 佇ﾉ�X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

7事 �ｸ甯ｻｩdﾘｧ��密知腺鱒前節蟹江町源氏l丁目⑭ ��ダンプ 冖ﾈﾌ8譜������X����*�������ﾒ�鉛 �+ﾈｬ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹMb��

75 �+)Wy;�X愆�謝恩海部榔蟹江町源氏章丁目69 ��ダンプ 冖ﾈﾌ8汯������8h����6ｨ������/ｳR�鉛 �+ﾈｭ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ4��

76 �*ﾙ�益�jxｩX咊�瑛知瓜海部即製江町源氏l丁目69 ��Y��澱ﾓ�プﾂ�ダンプ 冖ﾈﾌ8汯������8����*�������ｲ�鉛 兩ｨ藕-ﾘ�6x8�4�5�5h�ｸ6r�/ｨ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

77 忠��Y�ﾈ物蚌�愛知照海部郡謡江町溜剛丁目69 ��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊������+(����*�����薄ﾂ�鎗 仂鞍�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ���

ヶ年 79 �$�5Ijy�X�"�或知帰的榔蟹聞氏1丁目① ��ダンプ 冖ﾈﾌ968�����������-������B�鎗 丿8-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnr��

(軸丸笈鉱獄 倅�y�ykﾉnｹ�XｨI�ﾉ*ﾈﾄIY田#ふ閲��o561-68尋204 �5�987b�三亜　　1釦∴∴移　　　駐5 �B�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

脚 �ｸｭｹd倩hｼb�三孤県窯名耶木曽岬町白嬉62打的 ��弱rﾓc��YFs���ダンプ 倅�x�����3�����*�������r�船 �+ﾈ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

81 �ｸｭｹH8ﾗｩ|��三狐県桑名櫛木曽畑町日精磁-87 ��タ’ンプ 侏饑ｨ�����������*�������]��鉛 �9��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6y8�.�4x5�6X8ｸ����

き2 忠�8ｭｸﾊｸｦy*2�三腫脹隷名耶木曾岬町白賭6梯吋7 ��蕪rﾓcふ3#�B�ダンプ 倅������塔�����*(������h��飴 仂��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

83 ��8ｭｸﾊｸｦx�b�三皿娘桑名栃木宙神町白鷺6郷も7 ��Scrﾓcふ3#�-ﾂ�ダンプ 倅�ｨ������(��*����モ�翰 丿ﾙ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

84 �*ﾙ�8ｭｹH8ｾ(�"�三愈隔染名椛木曾押同日窮0槌一㍍ ��Scrﾓ�ふ3#�B�ダンプ 倅�ｨ���������*(������r�鉛 �&�ﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

85 �ｨｭｸｵ�,�/��≡瓜照疏名櫛木曽押町自郭鎚一釘 ��Ye�ﾘｯ�#�B�ダンプ 倅�x�����vS(����*(������b�鉛 ���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r磯ﾘ��,(4x5�6X8ｹ�ｲ��

き6 �ｸｭｸﾊｸﾗｨｴ"�三旗県桑名郡木曾仰白鯨弛8〇㍍ ��b扱#crﾙ^ﾒﾓ3)+"�ダンプ ���x���������*h��������紛 �+ﾈﾛﾘ-ﾘ�6x8�4�5�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

87 ��ﾂ亊ｹH8ﾗｨ板�≡亜県桑名榔東田即町日揮6郭鴫7 ��Sc�cふ囲��ダンプ 倅�x������棹�雲(,h���蔭ﾒ�鉛 仂��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

88 仗ｘ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大宇和剛7脚持場 ��#c2ﾓC�ﾓ�ツ��ダンプ 傴ﾉgｸ���越�������,ﾘ�����,���婦 ��y��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6x,ﾘ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密地 ��-ﾃc2ﾙ���ﾓ�3c��ダンプ 傴ﾉ_(�����������,ﾘ���������船 俾Y}X-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��㈲ト・-タルシステム �+ynﾈ�(鉑m育9�X鬩��69Js��)&��0郭3-40-03舶 �5�987b�松本　　100　　は　　　く渇筆 �B�拡悩み十トラックシート(ポリエステル抑 

9l �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��披野県松本市大事和田4700番地 ��)�蔦C�ﾓ�3cb�ダンプ 傴ﾉgｸ�����������,ﾘ��������2�鉛 冤ｩ&(-ﾘ�6x8�7H4�5h�ｸ6r�7ｸ.�4x5�6X8ｹ�ｲ��

9之 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��毅野蝋松本巾大字和郎700番地 ��#h*#C�ｽ�94��ダンプ 傴ﾉgｸ�������������,ﾘ��������鉛 兒ﾉ�h-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

9寄 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野腺松本昨大字和田4709馳 ��#cふC�ﾓ�3cb�ダンプ 傴ﾉgｸ�����������,ﾘ����ﾉ=��鉛 �8膵-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�鋳�

81 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��衰襲県松本市大字和田47的審地 ��#c2ﾓC�ﾓ�3cb�ダンプ 傴ﾉgｸ�����������,ﾘ��ﾈｵ�b�鉛 �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

95 ��oh6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本帝大字和国4抑明地 ��#c7ｸ���ﾓ�ド<��ダンプ 傴Igｸ�����������,ﾘ������c���翰 冤ｨ�(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

榔 97 98 99 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本和犬宇和圃4709番地 ��sc���*#�3���ダンプ 傴ﾉgｸ�����������,ﾘ����ｷ�馗b�卑 �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

㈱トータルシステム 佛Xｵ��ﾈ鉑gｸ�9�X鬩��63Cs���I&��0郭3「10○○3飾 �5�987b�松本　　100　　は　　ま112 �B�曲積み十トラックシート(ポリエステル製) 

膳)トータルシステム �+ynﾈﾊx鉑gｸ�9�X琶��4鼎s���)&��0283-40-03的 �5�987b�松本　　100　　は　　宣6飽 兌B�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

脚トータルシステム 偸Inﾉ�(鉑gｸ�9�X琶��ﾏｹ4凉9Ir�0268セ0-0さ88 �5�987b�松本　　100　　は　　弧5 �:R�直撮み+トラックシート(ポリエステル製) 

lo ����xｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本帝大宇和剛7的奉迎 ��(隆ﾓC�ﾓ�3cb�ダンプ 傴ﾉgｸ�����������,ﾘ����#����鉛 �+)�ｸ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��
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<運搬車画一墳>

¥ �*Yw��(,ﾉkﾈ�.��使用者の住所 佗ﾙ���b�事件の形状 俾�:靂ITX婪MHﾘb�汚娃故の種類 儖(藕��/�f育�+x.�8�2�

101 �ｸ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本師大字和田4709番地 ��#c2ﾓC�ﾓ�8拠�ダンプ 傴ﾉgｸ�������������,ﾘ尨������#��"�鉛 仂���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

置02 竸ﾔ�6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大宇和田4709馳 ��#cふC��S�3c��ダンプ 傴ﾉgｸ�����������,ﾘ�����ツR�鉛 �+ﾈ竧-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

103 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野照松本席大字和田4709番地 ��ダンプ 傴ﾉgｸ����������.������ゴ���鉛 �+ﾈﾛﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

101 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野腺松木冊大字和田4709馳 ��)4蔦C�ﾓ�ツ��ダンプ 傴ﾉgｸ�����������,ﾘ�����-�����鉛 丿x藕-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

重05 亅R�6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野腺松本耽大字和田4709番地 ��),ふC�ﾓ�3cb�ダンプ 傴ﾉgｸ�����-ｸ����*h������eb�鉛 �)��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

宣06 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本叩大字和田4708稀地 ��#c2ﾓC�ｽ�94��ダンプ 傴ﾉgｸ�����3�����*(�������モ�鉛 仂迂ﾘ-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

107 竸ﾘ�(6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本和犬字和田妬09諒地 ��#c��c�ﾓ�ｯ�Sb�ダンプ 傴ﾉgｸ�������������,ﾘ����ｸ｣#r�船 ��ﾙ4x-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

108 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野腺松本相木字和田4709番地 ��#c2ﾓC�ﾓ�3cb�ダンプ 傴ﾉgｸ�����������,ﾘ�����｣sc��鎗 刎Y68-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

重00 �ｨ7h8ﾈ5x88�ｲ�愛知隔名古題的敬駐屯随町字下砂田1き8 ���H自M�F闔ｩlドﾔ��ダンプ 冖ﾈﾌ8･������������J������3C��掛 �+ﾈﾛﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

IlO �ｨ7h8ﾈ5x88�ｲ�露和職名古田前縁区鴎櫛町手下汐同158 ��ダンプ 亰Hｶx������������*ｸ���������鉛 仂虻�-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

111 112 �%ﾒ�7h8ﾈ5x88�ｲ�愛知職名宮田調練区鴫榔町年下宮田章的 ��S"ﾓc#2ﾙh騷ｦﾂ�ダンプ 冖ﾈﾌ8夊�����������/�������尨ﾍxﾇr�掛 �+ﾉ:8-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

㈱プレジャー 冕�&ﾘﾊykﾉ(��y+)�ｸｾh,ﾈﾍ�禰訷岑�ﾙ63�S�� �5�987b�名言思　　100　　き　　38期 �B�薗散みすトラックシート(ポリエステル襲) 

113 處B�7h8ﾈ5x88�ｲ�愛知練糸古田両線区鴎樹吋手下常田1輯 ��ダンプ 冖ﾈﾌ9�h�����������*�����{佻���鉛 几I�x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

114 �ｨ7h8ﾈ5x88�ｲ�愛知県缶古田調練区鴎的町寧下砂田158 ��S"ﾓc(�ﾒﾘｻﾓfﾂ�ダンプ �hﾌ8･�����簸�����*ｸ����h縱B�鉛 �+ﾉ^ﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r胤8.�4x5�6X8ｹ,b��

115 ��8ﾚ��(ﾉｨﾝ��愛知腺婦臼井師八田町7丁目12書滅 ��Scぺｯ稲ズ����ﾂ�ダンプ �.ｸ�x抦ﾆ������3�����,h������4��鉛 偃���-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

116 忠��k竟Y(B�焚知県小散布機ケ丘3丁日蝕-l ��u緝6xﾛBﾓ��#��ダンプ 凉ｩ*8揵g����������,ﾘ����ｻﾒ�鉛 冓ｹ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ�b��

宣17 �ｨｭ��2� ��S"ﾓc�2ﾓS#���ダンプ 冖ﾈﾌ8汯�����������,ﾘ������4��R�疏) �+ﾉ��-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

118 �ｩ;��2� ���ﾘﾉ#2ﾓS#���ダンプ 冖ﾈﾌ8汯�����������-���������b�鉛 �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｾﾂ��

119 �ｨ��2� ��S"ﾘｫS2ﾘ+8-ﾃ���ダンプ 冖ﾈﾌ8夊����������-�����ﾉKR�鉛 冤ｩ*X-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

120 �ｩ&��2�賞知瓜名古畳肺臓は大迫印字定納山14-郷 ��ﾝ蔦c�2ﾙz9�B�ダンプ 冖ﾈﾌ8�H���������-�������R�鉛 ��ﾙ4x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

121 �)4��2�憂知職名青島制縞区大高印字道場的1書1鈎 ��S"ﾓc弍�ｨｸ����ダンプ 冖ﾉ�(･������������-����������鉛 仂���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

同県海技延 呟G攫襲嫡轄曹田 偵�Scrﾘｧ2ﾙ�ｳ#��ダンプ 倅�7X�����������,ﾘ����C#途�鉛 ��y��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ烹��

123 �*ﾙ�乘X､8ｵｩ;2�密知照榔部郡派忠対訳掲折田 竿竹之輝ハエノ納1騰-1 ��Sc�ﾓSbﾙ7I�鳴�ダンプ 冖ﾈﾌ9yｨ�����������*ｸ����ｵ�'��鉛 伜�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

124 �*��X馼,X����4��愛知鳩海部榔舶村俊之蹄重丁別電 ��Scrﾘｻ馭ﾙ9��R�ダンプ 冖ﾈﾌ9Yx�����������,ﾘ����ｾﾈ*��鉛 冕�*X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

宣25 ��ｨ�X�ｨ�X,Xｧ9��｢�駆知県腕郁郁痛青年村松之揮1丁帥5 ��X<�rﾓSbﾓs3sr�ダンプ 冖ﾈﾌ8譜�����������,ﾘ�����%��鉛 �+ﾉhｨ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｾ"��

1紬 �*��WH�X,Y|Hﾍh茲�愛知瓜細部購練馬村松之廓1丁目45 ��ダンプ 冖ﾈﾌ8輊���������*�����3�I���飴 仂�5�-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

1隻7 �8�Xｮﾈ�UHｯ移�4��波知膿胸細部飛鴎村松之輝1丁目4呂 ��Scx���"ﾓs3sr�ダンプ 冖ﾈﾘ(輊����柳ﾈ��*������9)ﾂ�鉛 侘I�H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

128 �8�Xｹ�,Xｯ頴ｹIB�蜜知県的郁榔舶村松之招1丁目45 ��ダンプ 冖ﾈ寘Iﾘ���������*����葵賈���鐙 �+ﾈｬ�-ﾘ+x6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ'b��

重29 �5�484ﾈ��M�x｢�彼知県名古恩師中川区昔馳丁目幻調 ��+9z"ﾘ靃�Bﾘ�#���ダンプ 冖ﾉ�(･������������*h����=ﾘ�"�鉛 �+ﾈ�X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

180 �5�484ﾉDH藕x｢�愛知腺名音速暗中川区割抑丁目27調 �8璽C�Bﾙ.����ダンプ 冖ﾈﾌ9�(���蔭ﾓ������*h�������3��鉛 仭)�H-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

重3l �5�484ﾈ��o�4��提知蝋名古屋市中用区吉相2丁目270il ��_�ﾓC�Bﾙ/ｳ���ダンプ 冖ﾈﾌ8夊�����4�����*��������3��鉛 �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6x*ﾘ7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ'b��

章32 �5�484ﾈﾉｨ菠ﾖｒ�蜜知鳩名古田市帥Il区宮地丁目2704 ��S"ﾓC�Bﾘﾉ#���ダンプ 冖ﾈﾌ9Yx������8����*(�������鐙 �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾖｒ�

)33 �5�484ﾈ��4y4��受知児名古殿的抑II区宮維2丁目270事 ��m3"ﾓC�Bﾓc���ダンプ 冖ﾈﾌ968�����������-�����y���鎗 ��ﾙ4x-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

重測 �5�484ﾉ�I4��妥知腺名古屋前中川区富浦2丁目27調 ��S"ﾓC�-�c����ダンプ 冖ﾈﾌ8ﾜ�����������*h�������2�鎗 仂���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����



<速戦車両一覧>

伐期各の名称謡 俶yw��(,ﾈ���逆接先 �-��ﾈ,ﾈﾆ��2�自助雌蹟敵将や ���Y7弌�,ﾈ實y��飛取持を防止する㈱抱 

1縫 ��ダイキ姓隈的 �/I&ﾘｴ���(ｾﾈ�9(i�ﾈｾhｶy�6�)ｩm｣(ｭh�b�05ま-414-駒場0 �5�987b�名古屋　　10工　　い　　　舗3 �B�直轍み十トラックシート(ポリエステル襲) 

重86 ��ダイキ娃滋鮮) 假9D�ﾊykﾈﾌ8ﾜ��9(i�ﾈｾiV8ﾊi&�)ｩmｨｿ3s���舵-414-6800 �5�987b�名古堅∴∴101　い　　靭細 豫ｲ�屯慎み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

137 ��ダイキ敬股靭 仆�&ﾘﾊykﾈﾌ9.ｸ蹣(i�ﾈｾhｶy'))ｩm｣#y�R�0誠一亀1ヰ6800 �5�987b�名古屋　101∴∴い　’紬00 �B�噌穣み十トラヮクシート(ポリエステル襲) 

188 ��ダイキ延張的 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊蹣(i�ﾈｾhｶy,3))ｩmｩv9IR�0裁-▲i14-6800 �5�987b�名音感　　180　　き∴∴∴約〇8 �B�町積み十トラックシート(ポリエステル製) 

139 ��ダイキ嵯級㈲ �I&ﾘ�)kﾈﾌ8ﾜ��9(iw�ｾi'ｸﾝy��)ｩ?ｨ�&��0離-叫4-6800 �5�987b�名古屋　　100　　は:∴∴釦78 �B�龍轍み十トラックシート(ポリエステル製) 

110 ��ダイキ廼散㈲ 僖i&ﾘﾊykﾉ�)y)���$綿ｾhｶy-ｸ幌)ｩmｨ茱�B�飾2-4重4-命的o �5�987b�名古屋　　101　か　　1719 �B�曲積み十トラックシート(ポリエステル製) 

宣4重 ��ダイキ建設㈱ �I&ﾘ�7��).ｸ蹣(i�ﾈｾiX�*ﾙF9)ｩmｩ=ﾈ.｣B�052-4宣4-6軟調 �5�987b�名古殿　　100　　ひ　　勘00 �B�曲数み+トラックシート(ポリエステル銀) 

1d2 ��ダイキ娃散㈱ 冕y&ﾘﾊykﾈﾌ8夊ﾘﾉ(i�ﾈｾhｷｹ,3))ｩm｣#x�B�052-414-6帥0 �5�987b�●名盲唖　100　　み∴∴∴3000 �B�償積み十トラックシート(ポリエステル製) 

書 ��

l低 亦���ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｸ�ｲ� �5�987b� 乂ﾂ�暗績み十トラックシート(ポリエステル製) 

144 �� �� �5�987b� ���直融み十トラックシート(ポリエステル製) 

叫5 146 �� ���� �5�987b� �B�直積み十トラックシート(ポリエステル塑) 

ダンプ ��紛 俥陏�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ��4x5�6X8ｹ�ﾒ��

14了 �� �� �5�987b� �B�直観み十トラックシート(ポリエステル襲) 

重48 �� �� �5�987b� ��B�拡散み十トラックシート(ポリエステル製) 

1う9 �� �� �5�987b� �B�薗叡み十トラックシート(ポリエステル製) 

160 �� �� �5�987b� ����曲槙み十トラックシート(ポリエステル襲) 

151 �� �� �5�987b� �B�調積み十トラックシート(ポリエステル製) 

152 �� �� �5�987b� �B�護積み十トラックシート(ポリエステル製) 

15雷 �� �� �5�987b� �B�直蝕み十トラックシート(ポリエステル蚊) 

15書 �� �� �5�987b� �B�屯槙み十トラックシート(ポリエステル製) 

155 �� �� �5�5h7H�r� 假r�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

ダンプ ��鉛 �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5i)ｨ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹMR��

1印 �� �� �5�987b� �B�調練み十トラックシート(ポリエステル垣) 

1舐 �� �� ���5�987b� �B�拡散み十トラックシート(ポリエステル筏) 

159 �� ���� �5�987b�上　　　　菓 �7ﾂ�紅慎み十トラックシート(ポリエステル製〉 

100 �� 舒ﾈｮﾈ棹ｮﾈｮﾈｮﾈｮﾈｮﾈｮﾈ畔ｮﾈ棹ｮﾈ棹ｮﾈｮﾈ畔畔畔ｮﾂ"�" �5�987b� 兌B�直観み十トラックシート(ポリエステル嬰) 
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添付書類4

10七草
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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

愛知海運株式会社名古屋市港区名港二丁目9番31号

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���

1 �+�+�.X*Hｭｲ�134401 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �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�140135 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �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 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9Lｸ�9kﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

4 ��bﾘ*�*�,(*ｲ�12954了 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �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 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

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

7 �5h��1335軍4 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦8ﾔ��

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

9 ��兩8ｭｲ�135399 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9Lｸ�9kﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

10 ���ﾘｭｲ�134473 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ�'S3��

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

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

14 ��h蓼�Jｨ+8+隴ｲ�134458 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・ �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9Lｸ�9kﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

15 ��h�Jｩ�n�隴ｲ�134208 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9Lｸ�9kﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

16 ��iU8�Jｩe��hｭｲ�134426 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �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 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾉLｳ"ﾓ蔦3��

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

19 ��iU8蓼��e�ｸﾘｭｲ�184432 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9�hｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

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

21 ��iU8ﾍﾈ��YYy�hｭｲ�140202 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

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

23 ��iU9��Jｩe��hｭｲ�141156 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �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�13軍658 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �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 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

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

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

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

30 �+�*(.�.H*B�135576 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

31 亳yY���ｭｲ�う35516 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

32 仆ｹ;��141233 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �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 �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 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9Lｸ�9kﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

35 �9~ﾘｭｲ�134667 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

36 ���^8ｭｲ�137022 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�(ｨｳ蔦3��

37 ��X�2�「4「717 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��



38 ��h蓼��uHｭｲ�131829 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

39 ��hﾍﾈ��uHｭｲ�141654 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

40 ��h蕀Y��ｭｲ�134599 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾉ�"ﾓ蔦3��

41 ��h蕀��ﾕxｭｲ�134564 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

42 ��h貶�ﾍﾈ蓼��ｭｲ�134195 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

43 ��h�戊毎ｭｲ�132330 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

44 ��h�?9�h毎ｭｲ�「32312 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

45 ��h�JｩY�渥ｲ�134395 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

46 ��h�?�毎�ｭｲ�134361 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

47 ��i?��ﾍﾉdﾈｼｨｭｲ�134650 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

48 ��iJｨｪ��ﾈｭｲ�134388 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

49 ��iJｨﾔｹ;�ｲ�134190 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

50 ��iJｩMIvﾘｭｲ�133639 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�)t�蔦3��

51 ��iJｩ��ｭｲ�131738 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

52 僣騁Xｭｲ�141478 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

53 儻域ﾙY�ｲ�134448 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鈴 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

54 兀�ｸｭｲ�136392 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾉ霎ikﾈﾖ�"ﾓ蔦8ﾔ��

55 處ﾘ魔�134809 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

56 ��iJｨｭｸﾎ�ｭｲ�135660 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

57 ��i?�ﾏｨ毎ｭｲ�135706 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

58 ��iJｩ�h毎ｭｲ�130838 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

59 ��h�ﾍﾉdﾈ毎ｭｲ�137023 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

60 ��iU8��e��hｭｲ�134369 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

61 ��iU8��Jｩe��hｭｲ�141677 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9Lｸｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��



I ●ヽ ..稲園譲爵 劍���X��ﾘ�ﾈ耳ﾘ)<R粐���?�.���x8h6ｩ?�?�?����劍��ﾈ�R����
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添付書類　6

1積替後保管施設配置図

日栄産業株式会社　東京都大田区京浜島3-5-2

( i さ ) 1 ��ﾈ6ﾘ��ｨ耳��ﾘ-h���"��7��ｹ:�ｪｨ�ｨ�ﾂ�劔刮� 紙取ドルフィン 

、、　′′　桟描 ヽ、--__一-′/ 

看臆臆臆臆臆臆臆臆■■l 

/ 佝儼��ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｸ�ｸ�ｸ�(耳��ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｸ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｲﾙ'X�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｸ�ｸ耳��ｨ�ｨ�ｨ�｣ﾘﾖﾙFR�劔劔エヽ　ス 

国　号 凵ｩ散水栓 劔lR�� 

I 葛 i l I 冉ﾘ��������ﾈﾙ��閉�����ﾈ�����+Uﾈ��ﾒ�」攣十 i I II i! 葛I 書■-〇一一。- 凱/ 

-萱音音、i董重。臆音〇、圏 畷諒闇l圏 

:ll- !¥I; !¥!; lIl !Ⅴ弓 ;∴八∴! 讃 1i 

漣圏 鐙�"�
ルー‾‾へ昌 一′? ��iI〇〇〇 1 1 台貫 I i ▲少溝 秒�J｢��ﾂ���ﾂ�ﾆﾂ�佶x�h�h�8ﾉr�

!I土牧保管潮軸 Iト、___/了当 劔畷/′騒 

l 亦ﾘ������拱FX�����R�

一　　　　　　　　　門琵　　　　i　　i“‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾-一 

I ヽ 

一・-・〇・一〇-・一・〇・〇・-・-・-・一・一・-・-・〇・暮・-・-・-・-　道路中央線　-・〇・-・一・-・-・一・一・-・-・-・葛■-・・



添付書類　7

l秘替・保管施設配置図

八号地全体図　　名古屋市港区船見町き7番地的先愛知海運株式会社八号地現業所


