
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 

平成王離許月I五日 

東京都知事　殿 

届出者　東京都品川区北品川五丁目7輸3 

識警籠籠作翳支店 

土壌汚染対策法第16条第1項の規定により、要措置区域等から搬出する汚染土壌につい、 
のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾidﾈ�?�)ｩm｣�YMC�"� 

汚染土壌の特定有害物質によ �-��b�7��ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ顏�W94ｸﾘx��v頽�｢��

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�,ﾉ,ｨ.��

汚染土壌の体積 �##C�蓼ﾈﾃ8�h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�,ﾉ,ｨ.��

汚染土壌の運搬の方法 凛I�r一�:竟B��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�,ﾉ,ｨ.��

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍���

汚染土壌を処理する施設の所 在地 �8ﾈｹ�79�Y68ｾh��>ﾉ8s2ﾓ2ﾓ2�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋馼以纖?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ3�D�8ﾈ�-H�(�(�h�(�h8��

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ3�D紵68�����ﾂ�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ3�D紿ﾈ陋ｨ拗��I"�

運搬の用に供する自動車等の 兔ｨ鑄�X刮�Y7��ｸ,ﾈ暮L�,ﾉw�,仍�+x.俾�:竟H,亊h+x.傚�}��b�

使用者の氏名又は名称及び連 絡先 刎(敬,ﾉ,ｨ.��

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 ����h*h,ﾘﾗ8.ﾘ,�*"�

び連絡先(運搬の際、積替え を行う場合に限る。) ���ﾂ��c)6CｳHﾋ�"��ﾈ����������e��"�

保管施設の所在地並びに所有 者の氏名又は名称及び連絡先 (保管施設を用いる場合に限 る。) 兢ｸｬx,ﾘﾗ8.ﾘ,�*"�

連絡先　大成建設株式会社東京支店　豊洲二丁目再開発作業所　03-6432-5870 

備考　1　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

芝　氏名(法人にあってはその代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本人(法

人にあってはその代表者)が署名することができる。



添付書類1

汚染土壌の場所を明確にした要措置区域等の図面

要措置区域等の所在地
地名地番:東京都江東区豊洲二丁目15番12
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添付書類4

汚染土壌の運搬の方法

形質変更時要届出区域

東京都江東区豊洲二丁目「 5番12(地番)

陸運搬:成友興業株式会社他6社(添付書類5参照) 

荷姿:ダンプトラック　十　シート掛け 

処理施設:成友興業(株)城南島工場 

東京都大田区城南島3-3-3 

種類:分別等処理施設 

処理方法:異物除去i含水調整 

2運搬体制

運搬受託者:成友興業株式会社

協力会社及び使用する自動車等の一覧は、添付資料5のとおり



添付資料5

成友興業㈱へ搬出する搬出車両登録一覧　(排出現場一城南島工場)

運搬受託者:成友興業株式会社

N。1成友興業株式会社　　　　　　　東京都あきる野市草花1141-1　　　　　　　　　　　　　　丁軋042‾558‾寄111 

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾘ鋹{ﾉMHﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 儼��ﾃ���*鉄#���ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1141「 

2 儼��ﾃ���*鉄#���ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花114ト1 

3 儼��ﾃ���*鉄##"�ダンプ ��ﾉ+y5Io(x｢�東京都あきる野市草花114ト1 

4 儼��ﾃ���*鉄##��ダンプ ��ﾉti5Io(x｢�東京都あきる野市草花1141葛1 

5 儼��ﾃ���*鉄#3��ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1141-「 

6 儼��ﾃ���*鉄#3��ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花114丁-1 

7 儼��ﾃ���*鉄)�2�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花114十1 

8 儼��ﾃ���*鉄#9{��ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花冊子1 

9 儼��ﾃ���*鉄#3��ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1持上1 

10 儼��ﾃ���*鉄#C��ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1141「 

11 儼��ﾃ���*鉄塔b�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1141-1 

12 儼��ﾆﾄ�*田�#��ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1141「 

13 儼��ﾃ���*田�3��ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花114十1 

14 儼��ﾃ���*田����ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1141-丁 

15 儼��ﾃ���*田��"�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1141-1 

16 儼��ﾃ���*田��2�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花114ト1 

1了 儼��ﾃ���*鉄塔r�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花114ト1 

18 儼��ﾃ���*鉄塔��ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花114十1 

19 儼��ﾃ���*田C3B�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1141-1 

20 儼��ﾃ���*田C3R�ダンプ ��ﾉti5Io(x｢�東京都あきる野市草花114ト1 

21 儼��ﾃ���*田C3b�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花114ト1 

22 儼��ﾃ���*田cc��ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1141-1 

23 儼��ﾃ���*田csr�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1141-1 

之4 儼��ﾃ���*田cs��ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1141-1 

25 儼��ﾈ�c��*田cs��ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1141-1 

26 儼��ﾃ���*田s�B�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1う41「 

27 儼��ﾃ���*田s�R�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1141「 

28 儼��ﾃ���*田s�b�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1141-1 

29 儼��ﾃ���*田s#"�ダンプ ��ﾉti5Io(x｢�東京都あきる野市草花1141-1 

30 儼��ﾃ���*田s#2�ダンプ ��ﾉti5Io(x｢�東京都あきる野市草花1141「 

31 儼��ﾃ���*田s#B�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhxｨ�����ﾂ�東京都あきる野市草花1141-1 

32 儼��ﾃ���*田�#��ダンプ ��ﾉ+xｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花11引-1 



33 儼��ﾃ���*田�#��ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花114ト1 

34 儼��ﾃ���*田僞c"�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花114l「 

35 儼��ﾃ���*�4�#2�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1141「 

36 儼��ﾃ���*�4�#B�ダンプ ��ﾉti5Io(x｢�東京都あきる野市草花114ト1 

37 儼��ﾃ���*田鉄��ダンプ ��ﾉti5Io(x｢�東京都あきる野市草花114ト1 

38 儼��ﾈ�S��*田鉄��ダンプ ��ﾉti5Io(x｢�東京都あきる野市草花1141-1 

39 儼��ﾃ���*田鉄"�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1141「 

40 儼��ﾃ���*田鉄2�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1141-1 

41 儼��ﾃ���*田鉄B�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花114ト1 

42 價ｨ唏�����*�#����ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花114ト1 

43 價ｨ唏�����*�#����ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花114ト1 

44 價ｨ唏�����*�#3���ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花114ト1 

45 價ｨ唏�����*�#3���ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花114ト1 

48 價ｨ唏�����*�#3�"�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花114ト1 

47 價ｨ唏�����*�#S32�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1141-1 

48 價ｨ唏��ｮﾃ��*�#S3B�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1141-1 

49 價ｨ唏�����*�#SC��ダンプ ��ﾉthｻｹwHx｢�東京都あきる野市草花114ト1 

50 價ｨ唏�����*�#SC2�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1141「 

51 價ｨ唏�����*�#ピ��ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花114ト1 

52 價ｨ唏�����*�#ピ"�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花114ト1 

53 價ｨ唏�����*�3�#R�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1141-1 

54 價ｨ唏�����*�3�#b�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花114ト1 

55 價ｨ唏�����*�3�cB�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1141-1 

56 價ｨ唏�����*�3�cR�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花114ト1 

57 價ｨ唏�����*�3�c��ダンプ ��ﾉti5Io(x｢�東京都あきる野市草花1141「 

58 價ｨ唏�����,ﾘ��ゴ��ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1141-1 

59 價ｨ唏�����,ﾘ��涛2�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花114l-1 

60 價ｨ唏�����,ﾓ��ッ�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1141-1 

61 價ｨ唏�����,ﾓ��ビ�ダンプ ��ﾉti5Io(x｢�東京都あきる野市草花1141「 

62 價ｨ唏�����,ﾓ�cC��ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花11411 

63 癖唏�����,��c���ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花114十1 

64 價ｨ唏�����*������ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花114ト1 

65 價ｨ唏�����*������ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1141-1 

66 價ｨ唏�����*��s#R�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花114十1 

6了 價ｨ唏�����*��s���ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1141「 

68 癖唏�����*��s���ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花114十1 

69 價ｨ唏����ｸ�ｸ*�#�度������5�987b���ﾉthｻｸｼhxｨ��������������������8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��戮��C�ﾓ��



競o.2-1捜式会社オン・命イム No離籍欝 剋ﾔ体の砂状 ���8ﾈﾝxﾕﾘ��ｾh��ｶs�ﾙT�ﾖ�ﾓF��諍w��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾉ^ｲ�使用各の住所 

1足立100き1まa4 刄_ンプ �ｨ4�98�X5�488��東京勧江東区千石章」-8-4o5 

2　足立10oき鑓43 刄_ンプ �ｨ4�98�X5�488��輔和江彊区千石卜を8-相場 

a　足立100き錐‖8 刄_ンプ �ｨ4�98�X5�488��環東館江磁区千石トト8可憐 

4i王譲を100き紳43 刄_ンプ �ｨ4�98�X5�488��奴東館江郭区千石トト8」的 

5　足立100き亀的了 刄_ンプ �ｨ4�98�X5�488��敦京勧江東区千石1」ト8十〇5 

6　足立1○○き4o雷9 刄_ンプ ��84�98�X5�488��東京初江旗国千石l十〇8-405 

7　足立1pOき4411 刄_ンプ �ｨ4�98�X5�488��寝癖初江敵国千石1「-8農05 

8　足立1∞き4420 刄_ンプ �ｨ4�98�X5�488��寝癖租江東区千石1-Il一的5 

寄　足立100き44僻 刄_ンプ �ｨ4�98�X5�488��観察都連項区千石1-4鴫-4晦 

iO　足立IOOき僻19 刄_ンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江襲区千石1-4吋一仰5 

11足立1○○を4槻I 刄_ンプ �ｨ��98�X5�488��襲京初江照区千石トト8「05 

1農　足立100さき鑓ゆ 刄_ンプ �ｨ4�98�X5�488��東泉卸江東良子利一4-8-4肪 

13　足立10oき5統0 刄_ンプ �ｨ4�98�X5�488��勲京都江東区千石1」-8-同軍 

置4　足立100き5抑1 刄_ンプ �ｨ4�98�X5�488��蚊東由江碑区千石1輸4-8一仙§ 

15　足立100隼塊07 刄_ンプ �ｨ4�98�X5�488��照東部江東区千石いい寄十勝 

16　足立100き5413 刄_ンプ �ｨ4�98�X5�488��文京握江東区千石1審-8一舶 

17 ��ｹzx��ｮﾈ�ｸ�ｸ*ｸ�)4��ダンプ ���X98�X5�488��抵鵡正史区千石1」-8一)05 

18　足立1動きうら櫛 刄_ンプ �ｨ4�98�X5�488��東京租江東は千石1寸葛8-4o与 

i8　足立IoOき5611 刄_ンプ �ｨ4�98�X5�488��叡京郭陣取区千石1十〇容置4憐 

榔　足立100き5脇7 刄_ンプ �ｨ4�98�X5�488��束帯勧叡区千石1守一か4鴫 

21足立1関き自他9 刄_ンプ �ｨ4�98�X5�488��陳郭連環区千石1」-8十〇5 

22　足立100きe41o 刄_ンプ �ｨ4�92(5�488��策寮向直文官千石1「-種」鵬 

之a ��ｹzs�ｪ椅ﾉ:ｳ�r�ダンプ �ｨ4�92�5�488��寝癖初陣襲区千石1」-8「oさ 

2寄 ��ｹzs�ｷ)vXｵc�霻�ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京細江破区千石1置4-寄守o5 

25 ��ｹzv簸�*ｳcS���ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東区干石山-い4bs 

26 ��ｹzx�����+8�)4��ダンプ �ｨ4�98�X5�488��寝癖郁江東良子石トトa」O5 

27 ��ｹzs�+(ﾘsi{田r�ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江旗日千石1」-8「嶋購 

年寄 ��ｹzs���*ｶSy4��ダンプ �ｨ4�98�X5�488��取東都江東区千石1「鴫農03 

29 ��ｹzt�+(*ｳペ4��ダンプ �ｨ4�98�X5�488��襲東鈎江東区千石1「一8」的5 

3o ��ｹzt簸�I6Cン��ダンプ �ｨ4�98�X5�488��粛欝都正真区千石i-ケ種一鵬 

3i ��ｹzs�+(/�S��ｸ�ｲ�ダンプ �ｨ4�98�X5�488��露京都江隔区千石1-4-8置1o5 

32 ��ｹzs��vY�i4�2�ダンプ ��IH4�98�X5�488��屯東都江襲区千石1「-き-4雌 

33 ��ｹzt�+(ﾘy4田B�ダンプ 刋�4��ﾈ98�X5�488��尊拝趨江藤区千石11・8・仰5 

34 ��ｹzt簸�*ｳc�ﾂ�ダンプ �ｨ4�98�X5�488��襲東館正瞭区千石1可-8一関 

3s �.越s���ﾘxｾ�)｣2�ダンプ �ｨ4�985�488��東橿郭連環区千石1一手8十〇5 

a8 ��ｹzt��ｸ�ｸ��$��{��ダンプ �ｨ4�98��5�488��露東館正真区千石1-4『ト的5 

37 ��ｹzs���*ｳs����ダンプ �ｨ4�98�X5�488��真東郭江襲区千石1一山寸脚 

38 ��ｹzs���*ｳs�4��ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京初江項目千石1-l-8「脚 

ao ��ｹzs��*ｳs)=ﾃ��ダンプ �ｨ4�98�X5�488��揚高柳江東区千石1「吋-伽5 

嶋0 ��ｹzs�+(��y6�#"�ダンプ �ｨ4�98�X5�488��定家叡江東区千石いい8-405 

相 ��ｹzs���*ｳs#モ�ダンプ �ｨ4�98��5�488��東寓細江環国手石ト調一舶 

42 ��ｹzs���*ｳyo葦��ダンプ �ｨ4�98�X5�488��癖痢江泉区千石1寸〇㌦巧05 

4種 ��ｹzs��x*ｹ{����ダンプ �ｨ4�98�X5�488��轍粛却江嘱目千石1」←8可陣 

44 ��ｹzs���*ｳx*ｳ���ダンプ �ｨ4�98�X5�488��潰寮細江真庭千石1「-8寸05 

15 ��ｹzs��*ｳxｯ�B�1　　ダンプ �ｨ4�98�X5�488��接高郷孤臣事雪子4-8弓的 

46 ��ｹzs���*ｳx+3B�〇　　　一ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京細江寝区千石1」」を4晦 

47 ��ｹzs��*ｳx顥u��引∴∴∴ダンプ ���4�98�X5�488��来精細江東区千石1「-い405 

48 ��ｹzs���*ｳs8�"�ダンプ �ｨ4�98�X5�488��露恵初江環区千石1・寸・申-4oS 

49 ��ｹzs��ｸ�ｸ/�s3���ダンプ �ｨ4�98�X5�488��融東勧江寝区千石1-4鴫-4oさ 

50 ��ｹzv��ｸ�ｸ/�s3b�1　　ダンプ �ｨ4�92(5�488��観恵都江東区手酌十一8一鵬 

51 ��ｹzs���*ｳv�b�隻　　　ダンプ �ｨ4�98�X5�488��景東館江蹟区千雷1一ト8-4髄 

5之 ��ｹzs���kCx*C��帥∴∴∴ダンプ 僮X�X98�X5�488��東東部江東区千石1〇㌦8-仰5 

53 ��ｹzs���*ｳx�"�叫∴∴　音ダンプ �ｨ4�98�X5�488��輝東郷江東区千石】「匂「o5 

54 ��ｹzx痔躍�*ｳx�"�1　　ダンプ 冤�4�98�X5�488��束欝糊口束区千石手羽-40う 

55 ��ｹzt簸�*ｳ����ま　　　ダンプ �ｨ4�98�X5�488��束東部連繋区千石1十一8-0帖 

朝 ��ｹzx��ﾘ�ｸ/�sh板�ダンプ ���4�98�X5�488�� 

写7 ��ｹzv��ｸ�ｸ*ｳvS"�4　　　ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江兜区千石トト8寸OS 



88 ��ｹzs��*ｳsツ"�ダンプ �ｨ4�98�X5�488��幕京初江東国千石1「-ト4o5 

59 ��ｹzs���*ｳss���ダンプ �ｨ4�92(5�488��襲京勧揮駐留千石1弓ヰ「05 

60 ��ｹzt簸�*ｳss���ダンプ �ｨ4�98�X5�488��環京都江東区千石l-書-寄」IOS 

81 ��ｹzs���*ｳss#��ダンプ �ｨ4�98�X5�488��襲京細江取厚子右手+8「05 

e2 ��ｹzs��ｸ�ｸ*ｳsss��ダンプ �ｨ4�98�X5�488��敬黒柳連環区千石i-4-8-4唯 

e3 ��ｹzs���*ｳssv��ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東東都正賞区千石ト亙り1鴫 

64 ��ｲ�)3���*ｹ{都��ダンプ �ｨ4�98�X5�488��正家細江襲区千石1十七「0ら 

eう ��ｹzs�ｷ(/�sx+6ﾂ�ダンプ �ｨ4�98�X5�488��癒釦江駆区千石1七鴫「o5 

鴇鶉欝 倆I�ﾈ,ﾈｦx�2�使用者の氏名又は名標 俶yw�ﾞh,ﾈ���

1 ��ｹzs�3�+x��X�ｴ��ダンプ �ｨ4�98�X5�488��高鳥綿江戸川冨北葛西れ7-1o 

ま ��ｹzs�-ｸ+xｭcr�ダンプ �ｨ4�98�X5�488��端粗江戸川区北葛西れ1ト10 

3 ��ｹzs�3�+8��WH*ｲ�ダンプ �ｨ4�98�X5�488��寝癖部江戸川区北著西亀-17-1o 

4 ��ｹzv�3�+3�)/r�ダンプ �ｨ4�98�X5�488��照最初江戸川区北葛西を17-10 

5 ��ｹzs�3�+3#3sr�ダンプ �ｨ4�98�X5�488��環東部江戸川区北高西2-17-10 

No3 No 冲x�(檍��薊�)����齷:�.�6�餉Hﾘb�ﾛ8,ﾙ�ⅹMHﾘb�剌d体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈﾘ��使用者の住所 

1 儼��ﾃ���,ﾘ.sXｯ��刄_ンプ �ｸ��)4侈��蝦却大田区中央7・6・暮ら 

2 倚ﾄ薄ﾉ�6�,ﾓ��4B�刄_ンプ �ｸ��):���寝東館大田区中央7・寄・衛 

軍 儼�� 刄_ンプ �ｸ��)n(ﾝ��爽欝郭大田区中央7・e・筏 

4 ��刄_ンプ �ｸ��)]餾��兜東郷大田区中央7・ト2i 

5 儼��ﾃ��ｸ�ｸ,ﾓ�T唐�刄_ンプ �ｹ<伜(ｭIY��寝癖勧大田区申輿7-寄・鯵 

o ��ﾈﾞ��,ﾘ-ﾃ)KR�刄_ンプ 宙蛻��(､ｩJﾒ�現高叡大田区中央7-e-鮎 

音7 箸�蜂IoOはま22o 刄_ンプ �ｸ��)4��ﾘ���東京鵡大田区中央7・6・締 

寄 ��館100は2221 刄_ンプ �ｸ��(ｷ(ｼB�東高勧大田区中央7・〇・25 

9 ��崎 尾�,ﾙ�C#��ダンプ 佇���(､ｩJﾒ�露寂勧大田区中央7・8・謡 

10 ��ﾉ*��躍�,ﾓ)wﾒ�ダンプ 宙ﾍ�hﾘ�(ｭI=ﾒ�前部大田区中央7・館・姉 

= ��ｹzs�wﾘ+亂ﾈｵ��刄_ンプ �ｸ��)4侈��環京粗大日曜中央7・6・謡 

12 ��ｹzs�3�+��#�-ﾂ�刄_ンプ 傚ｸｨ(�(､ｨｩR�旗忠邦大田区中央7・さ・筏 

13 ��ｹzs�-ﾃ�+�*ﾓ)+"�刄_ンプ �ｸ藕�(ｭIJﾒ�龍窟郭大田区中央7・6・獅 

14 ��ｹzs�3�+s�ﾍ��刄_ンプ �ｸ��(ｭIlb�寝癖鵡大田区中央7-か穂 

1S ��ｹzs�6�+s��xｷ"�刄_ンプ �:��X�(ｭIlb�旗標都大田区中央7-.6-2与 

16 ��刄_ンプ �ｸ��(､ｩJﾒ�蚊京劇大田区中央7・6・獅 

No寄 調o ��ﾘ��8��ﾄｹ���%ｹDi���連体の穆状 天��諍w�_(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾉ{��使用者の住所 

I ��ダガ 冤ﾘ�檠lH����寝癖勧大田区本羽田3-8-1・50I/ 

書 儼��ﾃ���,ﾖ亰���ダンプ 佝���咽y���寝東館大田区本羽田さ-○○1・百〇l 

雷 處y�ﾃ��,ﾈ,ﾓ#3R�ダンプ �ｹ?8檍������瞭京都大日置本羽田覆-寄-1・50I 

NくJiイ No 俾�:靂y;8ｬ儁Hﾘb�iH,ﾘﾌ�ｨ�ｷｲ�事体の形状 俶yw�ﾗ�,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

l ��ｹzs���+3v��b�ダンプ �485�7�8ﾘ5x5�6X4(4�5�4��高最初江戸川区北葛西4-12-2-10事 

」曇 ��ｹzr���*ｳs��{��ダンプ �485�7�8ﾘ5x5�6X4(4�5�｢�孤京郭江戸川区北龍西4-1ま-2-(脚 



運搬受託者:成友興業株式会社

No7エステートサービス襟 剋ｮ会社　　　　東京都江東区細見1-16-3　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁巨動3-さ806-2572 

NO 俾�:鞋I6�餉Hﾘb�iH,ﾘ鋹{ﾉMHﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��ｹzs�3���*ﾘ��s���ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1-16-3 

2 ��ｹzs�3�*H��s���ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見ト1丘-3 

3 ��ｹzs�3���*H��s3��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5栄X�檍���東京都江東区潮見1-16-種 

4 ��ｹzs�3�*(��sS��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5悦x�檍���東京都江東区潮見1-16-3 

5 ��ｹzs�3�*���sc��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見ト・16輸3 

6 ��ｹzs�3�*(��ss��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区細見1-16-3 

了 ��ｹzs�3���*ﾘ����ｸ�ｲ�ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1「宙-3 

8 ��ｹzs�靃�*H������ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区覿見ト16-3 

争 ��ｹzs�3�*���+33��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���釆京都江東区潮見1輸16-3 

10 ��ｹzs�3�+x��s���ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見ト1叶3 

11 ��ｹzs�4�+����#��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見116-3 

12 ��ｹzs�3�+y4���ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東巨細兄上16-3 

13 ��ｹzs���*ｸ��ツ��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1-16-3 

14 ��ｹzs�3�+8��ピ��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���“東京都江東区潮見手職-篭 

15 ��ｹzs�3�+x��4���ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���_　東京都江東区制兄上16-3 

16 ��ｹzs���.C�����ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5�%Hｸ�檍���東京都江東区潮見1-18-3 

17 ��ｹzs�3�+s�����ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5永X�檍���東京都江東区潮見1-18-3 

18 ��ｹzs�3�+3���"�ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見ト16葛3 

鳩 ��ｩlﾓ���,ﾓ3csr�ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���駐京都江東区潮見ト16置3 

20 ��ｩlﾓ���,ﾓ#S迭�ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1-1料3 
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