
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28年　古月　占　日 

東京都知事殿　届出者東森繍瑞雲和国 

土壌汚染対策法第16条第1項の規定により、要措置区域等から搬出する汚染土壌について、次のとお 

り届け出ます。 

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�79fｸｾh唏��gｹ*ﾈ蕀)ｩm｣)MFﾈ,ﾈ自YH��9MCH,ﾈ自YH��9MCh,ﾈ自YB� 
(地番表示) 

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r��

る汚染状態 ��i5儻H��}������

汚染土壌の体積 �3��"綺-������i5儻H��}�(����

汚染土壌の運搬の方法 ��zH補一�:竟B��ｸ､8補��IIR��ｹzH補一�:竟B��②陸運(自動車) 

※添付書類3参照 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 ��i5儻H��}紿����

汚染土壌を処理する者の氏名 ��ｩH�檍��8ﾉzx6X4�6ﾘ4�8�5h�ｸ��gｸ��馼ｼh��

又は名称 ��?ｨｻｸ5H�ｸ7(5茜H�檍���

汚染土壌を処理する施設の所 ��蟹&ﾘﾊy�8ﾌｸ�8�)ч*ﾃペMC8����窺Fﾂ�

在地 ����=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�Y�ﾉ*ﾃRﾓr�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋��ﾈ�4Y?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋�6ﾘ唏ﾈ譴�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋糲皦ﾈ�2�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���8ﾈ�2�?｢�

運搬の用に供する自動車等の 所有者の氏名又は名称及び連 絡先 ��i5儻H��}紿����

積替えを行う場所の所在地並 �?ｨｻｸ5H�ｸ7(5茜H�檍���

びに所有者の氏名又は名称及 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�Y�ﾉ*ﾃ�ﾓ���

び連絡先(運搬の際、積替え �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���

を行う場合に限る。) �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9Lｸ�9�Hﾊ�*ﾃSyMI&�&��h��������,I�(���b�

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 倅�ｸ菱槨ｾi�Y�ﾉ*ﾃ�ﾓ����ﾘﾉX�2�

る。) �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾi�Hﾊ�*ﾃSyMI&�&��h��ﾈ+ｨｵﾘﾆYMY��.��
<連絡先>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相手樹種刈れ礁 

株式会社東工務店　　　　　　　03-3895-9978 
エコシステムエンジニアリング(株)　　　　　　　03-5298-8415 

備考1　この用紙の大きさば　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)を諦鼓し、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。
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添付書類3-1

1.運搬フロー図

(1)汚染土壌



添付書類4-1

汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

(形質変更要届出区域一日興サービス㈱)

L旭企業株式会社　　神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-生　　　　　　　電話: 045-328-筋20

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l ��ﾈﾞ��c�*�#�几��ダンプ �隶仂hx｢�神奈川県横浜市田区北幸2丁目8-4 

2 ��ﾈﾞ����*���3C3B�ダンプ �隶仂hx｢�神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4 

3 ��ﾈﾞ��3�*���3S�"�ダンプ ���願ｮ仂hx｢�神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4 

4 ��ﾈﾞ����*���3塔��ダンプ �隶仂hx｢�神奈川県横浜市田区北幸2丁目8-4 

5 ��ﾈﾞ����*�3塔��ダンプ �隶仂hx｢�神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-生 

6 ��ﾈﾞ��3�*(��S�3��ダンプ �隶仂hx｢�神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4 

7 ��ﾈﾞ��3�*(��Sイ��ダンプ �隶仂hx｢�神奈川県横浜市田区北幸2丁目8-4 

※上記内容は、車検証より転記したものである

2.豊川興業株式会社　神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5　　　　　電話:044-299-3531

自動車登録番号 又は車両番号 ����ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��ﾈﾞ����/���ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横湊市緑区上山3丁目37-5 

2 ��ﾈﾞ������*ｸ��"�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

3 ��ﾈﾞ������*H��2�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目32-7 

4 ��ﾈﾞ���ﾔ�����*ｸ��R�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37「5 

5 ��ﾈﾞ��3���*澱�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

6 ��ﾈﾞ������*ﾘ��{��ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

7 ��ﾈﾞ������*(����ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

8 ��ﾈﾞ��3���+��ﾂ�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37置5 

9 ��ﾈﾞ��3���+���#"�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

10 ��ﾈﾞ��3���*H��SR�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

11 ��ﾈﾞ��3���*h��cb�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

12 ��ﾈﾞ��3���*���{途�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

13 ��ﾈﾞ��38��*���モ�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目3了-5 

14 ��ﾈﾞ����*c����ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

15 ��ﾈﾞ��3���*ﾓ�#2�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

16 ��ﾈﾞ��3�*ｳ#R�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

1了 ��ﾈﾞ��3�*c#b�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

18 ��ﾈﾞ��3�*�#r�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

19 ��ﾈﾞ����*�33cr�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

20 ��ﾈﾞ����*�3S���ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目3了-5 

※上記内容は、車検証より転記したものである



添付書類4-2

3.有限会社ツカダ　埼玉県比企都鳩山町小用1208-18　　　　　　　電話:049-296-1854

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l 估i$｣�3���/���"�ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用120818 

2 估i$｣�3���*(��S���ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208-18 

3 估i$｣�����*塔�sB�ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用120818 

4 估i$｣�3���*���3sy{��ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208-18 

5 估i$｣�3���*H��#�32�ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208-18 

6 估i$｣�3���*H��s3��ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208-18 

7 估i$｣�3���*H���#R�ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208-18 

※上記内容は、車検証より転記したものである

4.株式会社後藤田商店　　神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5　　　　　　電話: 044-366-1414

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l ��ﾈﾞ������*���#ss"�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

2 ��ﾈﾞ������*�3�sb�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

3 ��ﾈﾞ������*鼎sモ�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町l-5 

4 ��ﾈﾞ����*鼎sヲ�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

5 ��ﾈﾞ������*鼎涛B�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町l-5 

6 ��ﾈﾞ������*鼎涛R�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

7 ��ﾈﾞ������*鉄#�2�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

8 ��ﾈﾞ������*鉄#釘�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

9 ��ﾈﾞ������*���ｩ��R�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

10 ��ﾈﾞ������*���SS#��ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

11 ��ﾈﾞ������*鉄S#��ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

※上記内容は、車検証より怒託したものである

5.株式会社田中興業エンタープライズ　　千葉県浦安市千鳥12-10　　　　電話: 04了-353-2609

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 做ｸ躡nﾃ���*���cCS��ダンプ �ｩ69(hｻｸｼh4x985��ｸ7h8�485��千葉県浦安市千鳥1210 

2 做ｸ躡nﾃ���*鉄�唐�ダンプ �ｩ69(hｻｸｼh4x985��ｸ7h8�485��b�千葉県浦安市千鳥12-10 

3 做ｸ躡nﾃ���*鉄��R�ダンプ �ｩ69(hｻｸｼh4x985��ｸ7h8�485��千葉県浦安市千鳥工2-10 

4 做ｸ躡nﾃ���*田�#��ダンプ �ｩ69(hｻｸｼh4x985��ｸ7h8�485��千葉県浦安市千鳥12-10 

5 做ｸ躡nﾃ���*田�#"�ダンプ �ｩ69(hｻｸｼh4x985��ｸ7h8�485��千葉県浦安市千鳥1210 

※上記内容は、車検証より転読したものである



添付書類4-3

6.株式会社ツカサ総菜　　神奈川県横浜市港北区新吉田町5857-1　　　電話: 045-592-1 142

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��Vﾃ�3���*ﾘ��3#��ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25〇七 

2 ��Vﾃ�3���*#33b�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

3 ��Vﾈ��ﾔ�3���*���S��"�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

4 ��Vﾃ�3���*���y{涛B�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県検浜市都筑区東山田2丁目25葛6 

5 ��Vﾃ�3���*�##b�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

6 ��Vﾃ�3���*���##r�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

7 ��Vﾃ�3���*�#C2�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横洗市都筑区東山田2丁目25-6 

8 ��Vﾃ�3���*c#ヲ�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈)I惧横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

9 ��Vﾃ�3���*ｸ��3�R�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

10 ��Vﾃ�3���*���33R�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

11 ��Vﾃ�����*ｸ��ツ��ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��観察用県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

12 ��Vﾃ�����*ｸ��ャ2�ダンプ �ｨ684ｨ5H�ｼb�神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6・ 

13 ��Vﾃ�3���*#�3cB�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

14 ��Vﾃ�3���*���Ss32�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

※上記内容は、車検証より転記したものである

7.株式会社林建材　　埼玉県日高市原宿426-1　　　　　　　　　　　電話: 042-989-3446

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l 傀ｩ�#�����*���){田��ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

2 傀ｩ�#�����*���3�#r�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

3 傀ｩ�#�����*���C�cB�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

・4 傀ｩ�#�����*���C�4��ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

5 傀ｩ�#�3���*���SS3��ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-l 

6 傀ｩ�#�����*���SSc"�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

了 傀ｩ�#�3���*���Ss#B�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿4261 

8 傀ｩ�#�����*���SsS��ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

9 傀ｩ�#�����*田CCb�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

10 傀ｩ�#�����*���cssB�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿匂26-1 

11 傀ｩ�#�����*���cssR�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日南市原宿426-1 

12 傀ｩ�#�����*���c�3"�トラクタ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

13 傀ｩ�#�����*ｸ��s湯�ダンプトレーラー �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日南市原宿4261 

14 傀ｩ�#�����*���s�{���トラクタ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿4261 

15 傀ｩ�#�����*ｸ������ダンプトレーラー �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426+ 

16 傀ｩ�#�����*都�ィ�トラクタ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

17 傀ｩ�#�����*ｸ����B�ダンプトレーラー �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

18 傀ｩ�#�����*都c���トラクタ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

19 傀ｩ�#�����*h��ピR�ダンフ年レーラー �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

20 傀ｩ�#�����*几田�B�トラクタ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

21 傀ｩ�#�����*h��閲唐�ダンプトレーラー �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

※上記内容は、車検証より転記したものである



添付書類4-4

8.有限会社宮原商店　　神奈川県川崎市多摩区登戸1259　　　　　　　雷話: 044-959-3456

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l ��ﾈﾞ������*��s�B�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈)i 侈y�ﾈﾞ育9�ﾙh�ｾi6�ｳ�#S��

2 ��ﾈﾞ������*��s�R�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈)l 侈y�ﾈﾞ育9�ﾙh�ｾi6�ｳ�#S��

3 ��ﾈﾞ������*��s���ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈)l 侈y�ﾈﾞ育9�ﾙh�ｾi6�ｳ�#S��

4 ��ﾈﾞ������*��{添{��ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

5 ��ﾈﾞ������*�#C�"�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸事259 

音6 ��ﾈﾞ������*�(剴2�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈) 曝ﾊy�ﾈﾞ育9�ﾙh�ｾi6�ｳ�#S��

了 ��ﾈﾞ������*�#s迭�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈) 曝ﾊy�ﾈﾞ育9�ﾙh�ｾi6�ｳ�#S��

8 ��ﾈﾞ������*�#����ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

9 ��ﾈﾞ������*�#����ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

10 ��ﾈﾞ������*�#����ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神祭) 綿ﾊy�ﾈﾞ育9�ﾙh�ｾi6�ｳ�#S��

11 ��ﾈﾞ������*鉄C���ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区南生田8尋824賀1 

12 ��ﾈﾞ������*鉄C�"�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区南生田8-5824-1 

13 ��ﾈﾞ����*鉄C�2�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区南生田8-5824-1 

14 ��ﾈﾞ������*鉄C�B�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区南生田8-5824-1 

※上記内容は、車検証より転記したものである

9.渡辺建機有限会社　神奈川県横浜市都筑区東山田町318　　　　　電話;045-592-5工48

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l ��Vﾃ�����*塗8c���ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県横湊市都筑区東山田町318 

2 ��Vﾃ�����/�3����ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

3 ��Vﾃ���*c#����ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県積浜市都筑区東山田町318 

4 ��Vﾃ�����/������ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

5 ��Vﾃ���*�����ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

6 ��Vﾃ�����+���S����ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

7 ��Vﾃ�����*ﾘ��s����ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

8 ��Vﾃ�3���/������ダンプ �6饐8ﾉｨ侍xｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

9 ��Vﾃ�3�*h��c����ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

10 ��Vﾃ�3���+�C����ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

※上記内容は、車検証より転記したものである



添付書類4-5

10.㈲ヒカリ・トレーディング　　神奈川県川崎市川崎区大師本‡町6-1 1　　電話: 044-280-工32 1

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��ﾈﾞ������*�#3c"�ダンプ �ｸ7�4ｨ8ｨ�8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

2 ��ﾈﾞ������*�#3c2�ダンプi �ｸ7�4ｨ8ｨ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

3 ��ﾈﾞ������*�#s���ダンプ �ｸ7�4ｨ8ｨ�8ﾈ�ｸ6X4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

4 ��ﾈﾞ������*�#s���ダンプ �ｸ7�4ｨ8ｨ�x6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-工1 

5 ��ﾈﾞ������*鼎�Cb�ダンプ ��Xxｸ7�4ｨ8ｨ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町611 

6 ��ﾈﾞ������*鼎�32�ダンプ �ｸ7�4ｨ8ｨ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-1工 

7 ��ﾈﾞ������*鼎C�"�ダンプ �ｸ7�4ｨ8ｨ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

8 ��ﾈﾞ������*鼎S�R�ダンプ �ｸ7�4ｨ8ｦ�6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神祭)II県川崎市川崎区大師本町6-11 

9 ��ﾈﾞ������*����cc�B�ダンプ �ｸ7�4ｨ8ｨ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

10 ��ﾈﾞ������*鼎�3b�ダンプ �ｸ7�4ｨ8｢(6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-1工 

11 ��ﾈﾞ������*鼎�3r�ダンプ �ｸ7�4ｨ8ｩ��8ﾈ�ｸ6h4(984��神奉)I惧)1旧市川崎区大師本町6-11 

12 ��ﾈﾞ������*鉄����ダンプ �ｸ7�4ｨ8ｩ��8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

13 ��ﾈﾞ������*���S����ダンプ �ｸ7�4ｨ8ｨ抦8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

14 ��ﾈﾞ���(��*��ダンプ �ｸ7�4ｨ8ｨ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

15 ��ﾈﾞ������*ﾘ��"�ダンプp �ｸ7�4ｨ8ｨ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町611 

16 ��ﾈﾞ��3���*c��2�ダンプ �ｸ7�4ｨ8ｨ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

1了 ��ﾈﾞ��3���*c��R�ダンプ �ｸ7�4ｨ8ｩ��8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県)I帽市川崎区大師本町6-11 

18 ��ﾈﾞ��3���*c��b�ダンプ �ｸ7�4ｨ8ｨ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市II帽区大師本町㌻11 

19 ��ﾈﾞ��3���*c��{��ダンプ �ｸ7�4ｨ8ｨ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町㌻1l 

※上記内容は、車検証より転記したものである

1工.株式会社岸野商店　神奈川県横浜市泉区弥生台7番地16　　　　亀話:045-802-1216

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 冤ﾘｵｳ�����*涛cS��ダンプ �ｨｭﾙnﾈⅹ5��神奈川県横浜市泉区弥生台7番地16 

2 ��Vﾃ�����*ｸ��#����ダンプ �ｨｭﾙnﾈⅹ5��神奈川県横浜市泉区弥生台7番地工6 

3 ��Vﾃ���*涛S&ﾂ�ダンプ �ｨｭﾙnﾈⅹ5��神奈川県横浜市泉区弥生台了番地16 

4 ��Vﾃ���*���田S��ダンプ �ｨｭﾙnﾈⅹ5��神奈川県横浜市泉区弥生台7番地16 

※上記内容は、車検証より転記したものである



添付書類4-6

12.シグマテック株式会社東京都中央区日本橋宮沢町5-4　　　　　　　電話:03-565ト220l

自動車登録番号 又は鼻面番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 倅�C�����,ﾓ�cビ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

2 倅�C�����,ﾓ�i{�"�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢I町5-4 

3 傀ｩ�#�����,ﾘ��#33B�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

4 傀ｩ�#�����,ﾘ��#33R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

5 傀ｩ�#�����,ﾘ��#33b�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

6 傀ｩ�#�����,ﾘ��#39{��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

7 傀ｩ�#�����,ﾘ��#3ッ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

8 傀ｩ�#�����,ﾘ��#3閲��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

9 傀ｩ�#�����,ﾘ��#C#"�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

10 傀ｩ�#�����,ﾓ#C3��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

11 傀ｩ�#�����,ﾘ��#C3��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

12 傀ｩ�#�����,ﾓ){都b�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

13 傀ｩ�#�����,ﾓ){几几��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

14 傀ｩ�#�����,ﾓ#�#R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本編富沢町5-4 

15 傀ｩ�#�����,ﾘ��#�#b�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

16 傀ｩ�#�����,ﾘ��#�){��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

17 傀ｩ�#�3���+s#C#B�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

18 冖ﾈﾌ8壹���-ﾈ��ャ9h��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

19 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾓャ3b�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

20 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾓャ9{��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

21 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾓ��{途�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢叩5-4 

22 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾓ���R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

※上記内容は、車検証より寓話したものである



添付書類4-7

13.太平洋陸送株式会社　　埼玉県加須市西ノ谷802-1　　　　　　　　電話: 0480置73-8101

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l 估i$｣�3���*���#ss��ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

2 估i$｣�3���*���){砺ﾂ�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市電ノ谷802-1 

3 估i$｣�3���*���#ss2�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

4 估i$ｨｷﾃ3�*�#ssB��ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市田ノ谷802-1 

5 估i$｣�3���*���#ss��ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市田ノ谷8021 

6 估i$｣�3���*���#s���ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

7 估i$｣�3���*���#s�8�R�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

8 估i$｣�3���*���#sビ�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

9 估i$｣�3���*���#sヲ�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

10 估i$｣�3���*���#s���ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802葛1 

l工 估i$｣�3���*���#s���ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

12 估i$｣�3���*���#s�"�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市田ノ谷802-1 

13 估i$｣�3���*���){涛2�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

14 估i$｣�3���*���){涛B�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802置1 

15 估i$｣�3���*���#s迭�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

16 估i$｣�3���*���){涛b�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

17 估i$｣�3���*���#s途�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

18 估i$｣�3���*���#s唐�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市田ノ谷802-1 

19 估i$｣�3���*�#s湯�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

20 估i$｣�3�*�#����ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

21 估i$｣�3���*���#��ﾂ�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

22 估i$｣�3���*�#��"�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

23 估i$｣�3���*���#��2�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

24 估i$｣�3���*���#��B�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

25 估i$｣�3���*�S�#2�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

26 估i$｣�3���*���S�#B�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

2了 估i$｣�3���*���S�#R�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

28 估i$｣�3���*���S�#��ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-l 

29 估i$｣�3���*���S�3��ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

30 估i$｣�3���*���S�3��ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

31 估i$｣�3�*�S�3"�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

32 估i$｣�3���*���S�32�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

※上記内容は、車検証より転記したものである

14.篠竹興業株式会社　神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-1　　　　　電話:044-288-7566

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l ��ﾈﾞ������*��cC��ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-1 

2 ��ﾈﾞ������*���#2�ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-1 

3 貯�ﾈﾞ��*��cc2�ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-1 

4 ��ﾈﾞ������*�#Sc��ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-1 

5 ��ﾈﾞ������*���3�vﾂ�ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-1 

6 ��ﾈﾞ������*�3c���ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区千鳥町略-l 

※上記内容は、車検証より転記したものである



添付書類4-8

15.株式会社大典　　青森県八戸市西白山台5丁目13-13　　　　　　　　電話:0178-27-81 1 l

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 �i78ｷｳ�����*塔塔��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台軍丁目13-13 

2 �i78ｷｳ���*塔塔"�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目1313 

3 �i78ｷｳ���*涛�S��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-工3 

生 �i78ｷｳ���*涛�S��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

5 �i78ｷｳ���*涛�s"�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

6 �i78ｷｳ�����*涛�u���ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

了 �i78ｷｳ���*涛�S"�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

8 �i78ｷｳ�����*涛�S2�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

9 �i78ｷｳ���*涛�SB�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

10 �i78ｷｳ���*祷ﾔツR�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市田白山台5丁目13-13 

11 �i78ｷｳ���*涛�cb�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

12 �i78ｷｸ��ﾔ���*涛�c��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

13 �i78ｷｳ�����*涛�c��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸南西白山台5丁目13-13 

14 �i78ｷｳ�����*涛��b�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

15 傀ｩ�#�����*���cSc��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

16 傀ｩ�#�����*���c3ヲ�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市電白山台5丁目13-13 

1了 傀ｩ�#�����*田都��ダンプ �ｩ�Xｻｲ�青森県八戸市西白山台5丁目工3-13 

18 傀ｩ�#�����*田鉄r�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市田白山台5丁目13-13 

19 傀ｩ�#�����*田鉄��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目1313 

20 傀ｩ�#�����*���cc�"�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

2工 傀ｩ�#�����*几��コ�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

22 傀ｩ�#���*田涛2�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

23 僮������*鉄�"�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

24 僮������*鉄�2�ダンプ �ｩ�Xｻｲ�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

25 僮������*鉄�"�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

26 僮������*田���ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目1313 

2了 僮����*田���ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

28 僮����*田C��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

29 僮������*田Cb�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市田白山台5丁目13-13 

30 ��89h蕪���*几塔�"�ダンプ �ｩ�Xｻｲ�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

3l ��89h蕪�����*都��2�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

32 ��89h蕪���*几塔�B�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

33 ��89h蕪�����*几塔�R�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目1313 

34 ��89h蕪�����*都��b�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台も丁目13-13 

35 ��89h蕪�����*都��r�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

36 ��89h蕪�����*都�#R�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

37 ��89h蕪�����*���s�#b�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

38 傀ｩ�#�����*���ccコ�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

39 傀ｩ�#�����*���ccッ�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

※上記内容は、車検証より転記したものである



添付書類4-9

(愛知海運㈱へ㈱東立テクノクラシー　本社事業所)

16.株式会社明立　　愛知県瀬戸市萩殿町2丁目1 1了　　　　　　　　　電話:0561-82-7943

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 儖i*8揵g��3���.s���ダンプ 乘H�檍��k騷r�愛知県瀬戸市萩殿町2丁目11了 

l∴ 儖i*8揵g��3���,#�"�ダンプ 乘H�檍��k騷r�愛知県瀬戸市萩殿町2丁目1工7 

2 儖i*8揵g��3���,(��#��ダンプ 乘H�檍��k騷r�愛知県瀬戸市萩殿町2丁目117 

10 儖i*8揵g��3���,h��3���ダンプ 乘H�檍��k騷r�愛知県瀬戸市萩殿町2丁目I17 

10 儖i*8揵g��3���+ﾓ�#��ダンプ 乘H�檍��k騷r�愛知県瀬戸市萩殿町2丁目I1了 

3 儖i*8揵g������*ｳ�����ダンプ 乘H�檍��k騷r�愛知県瀬戸市萩殿町2丁目117 

4 儖i*8揵g������*ｳ���"�ダンプ 乘H�檍��k騷r�愛知県瀬戸市萩殿町2丁目117 

5 儖i*8揵g������*ｳ���2�ダンプ 乘H�檍��k騷r�愛知県瀬戸市萩殿町2丁目117 

6 儖i*8揵g��3���*$���B�ダンプ 乘H�檍��k騷r�愛知県瀬戸市萩殿町2丁目117 

7 儖i*8�ﾈ揵g��3���*C���R�ダンプ 乘H�檍��k騷r�愛知県瀬戸市萩殿町2丁目11了 

8 儖i*8揵g������,ﾓ�鉄��ダンプ 乘H�檍��k騷r�愛知県瀬戸市萩殿町2丁目117 

9 儖i*8揵g����,ﾓ�鉄"�ダンプ 乘H�檍��k騷r�愛知県瀬戸市萩殿町2丁目I1了 

※上記内容は、車検証より転話したものである

1了.株式会社ミツケン　　愛知県名古屋市守山区幸心4丁目203　　　　　電話: 052-796-1229

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l 冖ﾈﾌ8壹�3�*�����ダンプ 乘H�檍��7�685�92�愛知県名古屋市守山区幸心4丁目203 

2 冖ﾈﾌ8壹�3���*��"�ダンプ 乘H�檍��7�685�92�愛知県名古屋市守山区幸心生丁目203 

3 冖ﾈﾌ8壹�3���+��2�ダンプ 乘H�檍��7�685�92�愛知県名古屋市守山区幸心4丁目203 

4 冖ﾈﾌ8壹�3���*C�B�ダンプ 乘H�檍��7�685�92�愛知県名古屋市守山区善心4丁目203 

5 冖ﾈﾌ8壹�3�*c�R�ダンプ 乘H�檍��7�685�92�愛知県名古屋市守山医事心4丁目203 

6 冖ﾈﾌ8壹�3���*(��SS�R�ダンプ 乘H�檍��7�685�92�愛知県名古屋市守山医事心4丁目203 

7 冖ﾈﾌ8壹�3���*(��SS�b�ダンプ 乘H�檍��7�685�92�愛知県名古屋市守山区善心4丁目203 

8 冖ﾈﾌ8壹�3���*���cC�{��ダンプ 乘H�檍��7�685�92�愛知県名古屋市守山区幸心4丁目203 

9 冖ﾈﾌ8壹�3���*���cC���ダンプ 乘H�檍��7�685�92�愛知県名古屋市守山区幸心4丁目203 

10 冖ﾈﾌ8壹�3�*c�r�ダンプ 乘H�檍��7�685�92�愛知県名古屋市守山区幸心4丁目203 

11 冖ﾈﾌ8壹�3�*��b�ダンプ 乘H�檍��7�685�92�愛知県名古屋市守山区幸心4丁目203 

※上記内容は、車検証より露語したものである

18.有限会社愛春建材　　愛知県春日井市大手町2丁目204-1　　　　　電話: 0568-82-5616

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 儖i*8揵g��3���+8��3S#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��芥�ﾉｨﾝ��愛知県春日井市大手町2丁目204-1 

2 儖i*8揵g��3���+s3Scr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��芥�ﾉｨﾝ��愛知県春日井市大手町2丁目204-1 

3 儖i*8揵g��3�+s3Sc��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��芥�ﾉｨﾝ��愛知県春日井市大手町2丁目204-1 

4 儖i*2�ﾉg��3���+8��3Sc��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��芥�ﾉｨﾝ��愛知県春日井市大手町2丁目204-1 

5 儖i*8揵g���ﾔ�3���+8��3Ss��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��芥�ﾉｨﾝ��愛知県春日井市大手町2丁目2041 

6 儖i*8揵g��3���+33Ss"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��芥�ﾉｨﾝ��愛知県春日井市大手町2丁目204-1 

了 儖i*8揵g��3���+x��3Y{途�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��芥�ﾉｨﾝ��愛知県春日井市大手町2丁目204-1 

8 儖i*8揵g��3���,h��3Ss��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��芥�ﾉｨﾝ��愛知県春日井市大手町2丁目204-l 

※上記内容は、車検証より転記したものである
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19.有限会社妻木興業　　愛知県名古屋市瑞穂区惣作町3丁目4l-2　　　電話: 052-665-2280

自動車登録番号 又は車両番号 倬i�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 冖ﾈﾌ8壹���-���"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��E盈綾ｸｼb�愛知県名古屋市瑞穂区惣作町3丁目41-2 

2 冖ﾈﾌ8壹�3���,���B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��匀m綾ｸｼb�愛知県名古屋布端詩区惣作町3丁目41-2 

3 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾓ#鼎��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��埼m綾ｸｼb�愛知県名古屋市瑞穂区惣作町3丁目41-2 

4 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��3c���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��┿m綾ｸｼb�愛知県名古屋市瑞穂区惣作町3丁目4ト2 

5 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��3ピ��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾜ盈綾ｸｼb�愛知県名古屋市瑞穂区惣作町3丁目41-2 

6 冖ﾈﾌ8壹�����,(��S����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾜ盈綾ｸｼb�愛知県名古屋市瑞穂区惣作町3丁目4ト2 

7 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ���田2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��匀m綾ｸｼb�愛知県名古屋市瑞穂区惣作町3丁目4l-2 

※上記内容は、車検託より転記したものである

20.有限会社村山建設　愛知県名古屋市守山区脇田町1201　　　　　電話:052-了99-0005

自動事登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1/ 冖ﾈﾌ8壹�3���+������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���ｨ�(ﾉｩ�ﾒ�愛知県名古屋市守山区脇田町1201 

2 冖ﾈﾌ8壹�3���,(��#s){��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���ｨ�(ﾉｩ�ﾒ�愛知県名古屋市守山区脇田町1201 

3 冖ﾈﾌ8壹�3���,h��3c3b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���ｨ�(ﾉｩ�ﾒ�愛知県名古屋市守山区脇田町1201 

4 冖ﾈﾌ8壹�3���+ｸ��CSCR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���ｨ�(ﾉｩ�ﾒ�愛知県名古屋市守山区脇田町1201 

5 冖ﾈﾌ8壹�3���+x��SCSB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���ｨ�(ﾉｩ�ﾒ�愛知県名古屋市守山区脇田町1201 

※上記内容は、車検証より転記したものである

2l.株式会社匠興産　愛知県小牧市大草5了28-232　　　　　　　　　電話:0568-29-9905

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 儖i*8揵g��3���+���CR�ダンプ 乘H�檍����ｻｸ蜥�愛知県小牧市大草5728-232 

2 儖i*8揵g��3���+8��CSCR�ダンプ 乘H�檍����ｻｸ蜥�愛知県小牧市大草5728-232 

3 儖i*8揵g��3���+x��SCSB�ダンプ 乘H�檍����ｻｸ蜥�愛知県小牧市大軍5728-232 

※上記内容は、車検証より転話したものである

22.株式会社大真サービス　愛知県小牧市大草5785-276　　　　　　電話:0568-79置6113

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l 儖i*8�ﾈ揵g��3���*���C��R�ダンプ 乘H�檍���Y[ｨ5H�ｸ7(5��愛知県小牧市大革5了85-2了6 

2 儖i*8揵g��3���*#C��r�ダンプ 乘H�檍���Y��5H�ｸ7(5��愛知県小牧市大草5785-276 

※上記内容は、車検証より転記したものである

23.有限会社ティー・ダブリュ・ディー　愛知県春日井市東野町5丁目2ト14　　　電話:0568-84-7505

自動車登録番号 又は車両番号 ����ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 弍)Xﾃ�3���+��コ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��6X4(�ｸ�X5�7X8ｨ4h�X6h4(�ｲ�愛知県春日井市東野町5丁目21-14 

2 弍)Xﾃ�����,ﾘ��田��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��6X4(�ｸ�X5�7X8ｨ8X�X6h4(�ｲ�愛知県春日井市東野町5丁目21-14 

※上記内容は、車検証より転記したものである
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24.マルシバタイヤ株式会社　愛知県蓮田市保見町井ノ向26　　　　　電話:0565-48-332l

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l 囘ﾉ63�3���+���SR�ダンプ �7ﾘ8ｸ5h6�5�488HｩH�檍���愛知県豊田市保見町井ノ向26 

2 囘ﾉ63�����,h��モ�ダンプ �7ﾘ8ｸ5h6�5�488HｩH�檍���愛知県堅田市保見町井ノ向26 

3 囘ﾉ63�����,ﾘ��#sR�ダンプ �7ﾘ8ｸ5h6�5�488HｩH�檍���愛知県豊田市保見町井ノ向26 

4 囘ﾉ63�����,h��モ�ダンプ �7ﾘ8ｸ5h6�5�488HｩH�檍���愛知県豊田市保見町井ノ向26 

百 倅�ﾓ�����,ﾓ�#���ダンプ �7ﾘ8ｸ5h6�5�488HｩH�檍���愛知県豊田市保見町井ノ向26 

6 倅�ﾓ��+���csッ�ダンプ �7ﾘ8ｸ5h6�5�488HｩH�檍���愛知県豊田市保見町井ノ向26 

7 囘ﾉ63�3�+鉄R�ダンプ �7ﾘ8ｸ5h6�5�488HｩH�檍���愛知県豊田市保見町井ノ向26 

8 倅�ﾓ�3���+ﾘ��SR�ダンプ �7ﾘ8ｸ5h6�5�488HｩH�檍���愛知県豊田市保見町井ノ向26 

※上詰内容は、事検証より転記したものである

25・有限会社オートパーツキソザキ　愛知県名古屋市南区寺崎町1・　　電話: 052-665-2280

N 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 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾓ�#s��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��4��ｸ6x7��ｸ684ﾈ5ﾈ5X4ﾂ�愛知県名古屋市南区寺崎町l-2 

※上記内容は、車検証より転記したものである

26・尾張土木工業株式会社　愛知県名古屋市天白区一本松1丁目　　　電話:052-805-3506

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾓcscr�ダンプ 儖i*97冦慰鮎hｩH�檍���密知県名古屋市天白区一本松1丁目1事0l-1 

2 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��CsC��ダンプ 儖i*97冦慰鮎hｩH�檍���愛知県名古屋市天白区一本松1丁目110l-1 

3 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾓcsビ�ダンプ 儖i*97冦慰鮎hｩH�檍���愛知県名古屋市天白区一本松1丁目110l-1 

4 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾓ#����ダンプ 儖i*97冦慰鮎hｩH�檍���愛知県名古屋市天白区一本松1丁目1101-1 

5 儼ﾈ鈊�����,ﾘ��#�釘�ダンプ 儖i*97冦慰鮎hｩH�檍���愛知県名古屋市天白区一本松1丁目1101-1 

6 儼ﾈ鈊�����,ﾓ�s���ダンプ 儖i*97冦慰鮎hｩH�檍���愛知県名古屋市天白区一本松l丁目110トl 

7 儼ﾈ鈊�����,ﾘ��#��2�ダンプ 儖i*97冦慰鮎hｩH�檍���愛知填名古屋市天白区一本松I丁目1101-1 

8 儼ﾈ鈊�����,ﾓ�{����ダンプ 儖i*97冦慰鮎hｩH�檍���愛知県名古屋市天白区一本松1丁目110トl 

9 儼ﾈ鈊�����,ﾓ�c#2�ダンプ 儖i*97冦慰鮎hｩH�檍���擾知県名古屋市天白区一本松1丁目110l-1 

10 儼ﾈ鈊�����,ﾓ��#R�ダンプ 儖i*97冦慰鮎hｩH�檍���愛知県名古屋市天白区一本松l丁目110l-1 

※上記内容は、車検証より転記したものである

27・有限会社真否興業　愛知県海部郡蟹江町源氏1丁目69　　　　　電話:0567-96-187l

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 冖ﾈﾌ8壹��x��*c��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���靜�ｻｸｼb�愛知県海部郡蟹江町源氏1丁目69 

2 冖ﾈﾌ8壹�3���*#��r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���靼�ｻｸｼb�愛知県海部郡蟹江町源氏1丁目69 

3 冖ﾈﾌ8壹�3���*�����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���靼�ｻｸｼb�愛知県海部郡蟹江町源氏1丁目69 

4 冖ﾈﾌ8壹�3���*H��ﾔ���"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���靜�ｻｸｼb�愛知県海部郡蟹江町源氏l丁目69 

5 冖ﾈﾌ8壹��(��*���ssr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���靼�ｻｸｼb�愛知県海部郡蟹江町源氏l丁目69 

6 冖ﾈﾌ8壹���+���SSR�・ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��E畏�ｻｸｼb�愛知県海部郡蟹江町源氏1丁目69 

7 冖ﾈﾌ8壹�38��*����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���靜�ｻｸｼb�愛知県海部郡蟹江町源氏1丁目69 

8 冖ﾈﾌ8壹���*�����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���靼�ｻｸｼb�愛知県海部郡蟹江町源氏l丁目69 

9 冖ﾈﾌ8壹�����-��B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���靜�ｻｸｼb�愛知県海部郡蟹江町源氏l丁目69 

※上詫内容は、車検証より転記したものである
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28,有限会社丸賢鉱業　　三重県桑名郡木曽岬町白鷺628-87　　　　　　電話: 0567-68-3204

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l 倅�C�3���*���##R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｸﾊｸﾗｨｼb�三重県桑名郡木曽岬町白鷺628-87 

2 倅�C�3���*���r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｸﾊｸﾗｨｼb�三重県桑名郡木曽岬町白鷺628-87 

3 倅�H��馗3���*���SR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｸﾊｸﾗｨｼb�三重県桑名郡木曽岬町白鷺628-8了 

4 倅�C�3���*(��CR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｸﾊｸﾗｨｼb�三重県桑名郡木曽岬町白鷺628-87 

5 倅�C��(��*�����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｸﾊｸﾗｨｼb�三重県桑名郡木曽岬町白鷺628-8了 

6 倅�C������*(��{��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｸ�ﾈﾗｨｼb�三重県粟名郡木曽岬町白鷺628-87 

7 倅�C�3(��*(��b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｸﾊｸﾗｨｼb�三重県桑名郡木曽岬町白鷺628-87 

8 倅�C���*h��"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｸﾊｸﾗｨｼb�三重県桑名郡木曽岬町白鷺628-8了 

9 倅�C��(��/���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｸﾊｸﾗｨｼb�三重県桑名郡木曽岬町白鷺628-87 

※土語内容は、車検証より転記したものである

29.株式会社トータルシステム　　長野県松本市大字和田4了09番地　　　　電話: 0263-40-0366

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 傴ﾉgｳ�����,ﾘ��+3C��ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

2 傴ﾉgｸ��ﾔ�����,ﾓ���b�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田任709番地 

3 傴ﾉgｳ�����,ﾘ��S3R�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

4 傴ﾉgｳ�����,ﾘ����2�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

5 傴ﾉgｸ��ﾔ�����,ﾘ��ﾔ��3R�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

6 傴ﾉgｸ��ﾔ�����,ﾓ�ツr�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

7 傴ﾉgｳ�����,ﾓ��Cb�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

8 傴ﾉgｳ�����,ﾘ��c���ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4了09番地 

9 傴ﾉgｳ�����,ﾘ��#�Cb�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

10 傴ﾉgｳ�����,ﾘ��#��"�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

11 傴ﾉgｳ�����,ﾓ�cc��ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

12 傴ﾉgｳ�����,ﾘ��#�CR�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

13 傴ﾉgｳ�����,ﾘ��#����ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

14 傴ﾉgｳ�����,ﾘ��#��"�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

15 傴ﾉgｳ�����,ﾓ�ツR�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

16 傴ﾉgｴ綿.���S���ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

17 傴ﾉgｳ�����,ﾓ��C��ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

18 傴ﾉgｳ�3���*h��#R�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

19 傴ﾉgｳ�3���*#�モ�ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 

20 傴ﾉgｳ�����,ﾘ��#�#r�ダンプ 乘H�檍��6x自uｸ8ﾈ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番塊 

21 傴ﾉgｳ�����,ﾓ�sc��ダンプ 乘H�檍��6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4了09番地 

※上記内容は、車検証より転記したものである
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30.株式会社プレジャー　　愛知県名古屋市緑区鳴海町李下汐田15　　　電話: 052-625-336 1

自動車登録番号 又は車両番号 ����ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 冖ﾈﾌ8壹�����*ｳ�3C��ダンプ 乘H�檍��7h8ﾈ5x88�ｲ�愛知県名古屋市緑区鳴海町手下汐田158 

2 冖ﾈﾌ8壹�����*ｳ�儘���ダンプ 乘H�檍��7h8ﾈ5x88�ｲ�愛知県名古屋市緑区鳴海町手下汐田158 

3 冖ﾈﾌ8壹�����*ｸ��#SSR�ダンプ 乘H�檍��7h8ﾈ5x88�ｲ�愛知県名古屋市緑区鳴海町字下汐田158 

4 冖ﾈﾌ8壹�����*ｸ��3ン"�ダンプ 乘H�檍��7h8ﾈ5x88�ｲ�愛知県名古屋市緑区鳴海町李下汐田158 

5 冖ﾈﾌ8壹�����*���sS32�ダンプ 乘H�檍��7h8ﾈ5x88�ｲ�愛知県名古屋市縁区鳴海町手下汐田158 

6 冖ﾈﾌ8壹�����*ｸ��ゴsB�ダンプ 乘H�檍��7h8ﾈ5x88�ｲ�愛知県名古屋市緑区鳴海町手下汐田158 

※上程内容は、車検証より転話したものである

3L株式会社横井建材　　愛知県春日井市八田町了丁目12-32　　　　　　電話: 0568-85-535l

・自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l 儖i*8揵g��3���,h��3��ダンプ 乘H�檍����皐ﾉｨﾝ��愛知県春日井市八田町7丁目12-32 

※上話内容は、車検証より転話したものである

32.有限会社明建興業　　愛知県小牧市桃ケ丘3丁目68-1　　　　　　寵話: 056ト42-0129

¥ 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 

l 儖i*8揵g������,ﾘ��#ン2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��k靄ｨｻｸｼb�愛知県小牧市桃ケ丘3丁目68置l 

※土語内容は、車検証より転記したものである

33・有限会社東海技建　愛知県海部邪飛島村飛島新田手付之郷八二ノ密航65-1　　　電話: 0567-56-2221

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l 倅�C�����,ﾘ��C#几��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈ､8ｵｨﾉ｢�愛知県海師部鴻鹿骨漑埼新田竿竹之姉八二ノ割16i-I 

2 冖ﾈﾌ8壹�����*ｸ��イ�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈ､8ｵｨﾉ｢�理知腺海蝕郎飛鳥杵飛島新田字竹之節八二ノ創櫛さ-l 

※上記内容は、車検証より転記したものである

34.C. W.T東海株式会社　　愛知県海部郡飛鳥村松之郷l丁目45　　　　電話: 0567-56-7377

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ���{湯�ダンプ �8�Ux�UI8ﾈ､8ｩH�檍���愛知県海部邪飛鳥村松之郷l丁目45 

2 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾓ閲都��ダンプ �8�Ux�UI8ﾈ､8ｩH�檍���愛知県海部郡飛鳥村松之雛1丁目45 

3 冖ﾈﾌ8壹���*���3�C��ダンプ �8�Ux�UI8ﾈ､8ｩH�檍���愛知県海部郡飛鳥村松之郷1丁目45 

4 冖ﾈﾌ8壹���*�3�C2�ダンプ �8�Ux�UI8ﾈ､8ｩH�檍���愛知県海部郡飛鳥村松之郷1丁目45 

5 冖ﾈﾌ8壹��ﾔ���*�3�c��ダンプ �8���UI8ﾈ､8ｩH�檍���愛知県海部郡飛鳥村松之郷1丁目45 

※上記内容は、車検証より転記したものである
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35.ダイキ建設株式会社　愛知県名古屋市中川区吉澤2丁目2704　　　電話:052-414-6800

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l 冖ﾈﾌ8夊��ﾔ�3���*h��#��"�ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名古屋市中川区吉澤2丁目2704 

2 冖ﾈﾌ8壹�3���*h������ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名古屋市中川区吉澤2丁目2了04 

3 冖ﾈﾌ8壹�3���*�������ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名古屋市中川区富津2丁目2704 

4 冖ﾈﾌ8壹��8��*(��ャ��ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名古屋市中川区吉澤2丁目2704 

5 冖ﾈﾌ8壹�����-���s#"�ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名古屋市中川区古津2丁目2704 

6 冖ﾈﾌ8壹�3�*c32�ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名古屋市中川区書法2丁目2704 

了 冖ﾈﾌ8壹���*#332�ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名古屋市中川区富津2丁目2704 

8 冖ﾈﾌ8壹���*(��3332�ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名古屋市中川区富津2丁目2704 

9 冖ﾈﾌ8壹���*(�������ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名古屋市中川区吉澤2丁目2704 

10 冖ﾈﾌ8壹�3�*ｳ�����ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名古屋市中川区吉津2丁目2704 

11 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ����s2�ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名古屋市中川区富津2丁目2704 

12 冖ﾈﾌ8壹���*��s���ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名古屋市中川区吉澤2丁目2704 

13 冖ﾈﾌ8壹�����-�#����ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名古屋市中川区吉澤2丁目2704 

14 冖ﾈﾌ8壹�����-ﾘ��3����ダンプ �5�484ﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���愛知県名古屋市中川区宮津2丁目2了04 

※上記内容は、車検証より転記したものである

臆臆臆臆臆

※上記内容は、車検証より転紀したものである

電話　　　　　　　臆

自動車登録番号 又は車両番号 ��車体の形状 俶yw��者の氏名又は名称　　　　　使用者の住所 

1 2 3 ��ダンプ ��　　　「　　　‾"‾"‾““‾"‾○○‾「8 

ダンプ �� 

ダンプ ��__________」 」　　　　　　　　■漢書喜"喜-■一書臆賀鵜喜喜臆音量 

※上諒内容は、車検証より転記したものである 
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■　看臆Il臆
※上記内容は、車検証より転記したものである

圏藷登□

※上記内容は、車検証より転記したものである

電話　　　　　音

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用 倆(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ�����������諍w��(,ﾈ���

l �5�987b� ��������X�������������x�x�x�x�x�x�x���x�x�x�x�x�x�x�x���S��

2 �5�987b� ��

3 �5�987b� ��������h������ﾘ��棹畔����畔�b�

※上誼内容は、車検証より転記したものである

電蕗.

※上諒内容は、車検証より転記したものである

電宙　　　　　　　‾

自動車登録番号 又は車両番号 ��車体の形状 俶yw��者の氏名又は名称　　　　　使用者の住所 

l 2 3 ��ダンプ ��「‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾　　「　　音 

ダンプ. �� 

ダンプ ��」細__鵜鵜_葛__」 

※上記内容は、車検証より転記したものである

45.株式会社衝心　愛知県名古屋市緑区大南町字定細山4-233　　　電話:052-693-5219

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

ふ 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��鼎�R�ダンプ 乘H�檍��;��2�度細線名古屋市緑区大高町字定細山1ヰー233 

2 冖ﾈﾌ8壹�����-���b�ダンプ 乘H�檍���Y�2�愛知県名古屋市緑医大両町宇定細山14-233 

3 冖ﾈﾌ8壹�����-�����ダンプ 乘H�檍���Y�2�愛知県名古屋市緑区大高町字定細山14-233 

4 冖ﾈﾌ8壹�����-���R�ダンプ 乘H�檍��;��2�愛知県名古屋市緑区大高町字定納山14-233 

5 冖ﾈﾌ8壹�����-���B�ダンプ 乘H�檍���Y�2�愛知県名古屋市線区大南町字定細山14-233 

※上記内容は、車検託より転記したものである
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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

(日興サービス㈱へ愛知海運㈱)

L愛知海運株式会社　　　　　名古屋市港区名港二丁目9番31号　　　　　　電話: 052-612-3725

番号 ��Ikﾂ�船舶番号 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用有者の住所 儖(藝9�/�f育�+x.俔ﾉ�"�

1 �+�+�.X*Hｭｲ�13440l �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市港区名港2-9-31 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�易ﾉ�)�ﾓ���

2 ��i��Jｩ�ﾈﾏXｭｲ�140135 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市港区名港2-9-31 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�葦i�(���,i:�竰�

3 ��h��Jｩ�ﾈﾏXｭｲ�14宣258 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市港区名港2-9-31 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�易ﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�

“4 ��h耳*�*�,(*ｲ�129547 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市港区名港2-叶3l �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�易ﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�

5 ��h蓼��ｶxｭｲ�133078 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市港区名港2-9-31 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�易ﾉ�)�ﾖﾈ,i:�竰�

6 ��i��Jｩ_8ﾝ渥ｲ�134182 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市藩医名港2-9-3重 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�易ﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�

7 �5ihｲ�133554 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市港区名港2-9-31 �+ﾉxｨ-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�易ﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�

8 ��h蓼�Jｨﾇﾉuﾈｭｲ�132255 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市藩医名港2-9-31 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�易ﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�

9 ��兩8ｭｲ�135399 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市藩医名港2-9-31 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"����)�ﾖﾈ,i:�竰�

10 ���ﾘｭｲ�134473 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市港区名港2-㌻31 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�易ﾉ�)�ﾓ�,i:�笘�ﾂ�

11 傲ｸｵ�ｭｲ�134469 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市港区名港2-9-31 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�易ﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�

12 ��i?��+8+隴ｲ�13420了 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市捲区名藩2-9-31 �+ﾉ��-ﾒｸ6�6(6�,�.h.冕y¥"�易ﾉ�)�ﾖﾈ,i:�竰�

13 ��h蓼��+8+隴ｲ�133208 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市捲区名港2-9-31 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�易ﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�

14 ��h蓼�Jｨ+8+隴ｲ�134458 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市捲区名港2-9-31 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�宇I�(���,i:�竰�

15 ��h�Jｩ�n�隴ｲ�134208 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市港区名港2-9-31 �+ﾉxｨ-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�益��)�ﾓ�,i:�竰�

16 ��iU8�Jｩe��hｭｲ�134426 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市深厚名港2-9-3宣 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�易ﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�

1了 ��iU9?���e��b�134428 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市港区名港2-9-31 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�易ﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�

18 ��iU9?��Jｩe��b�134431 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市港区名捲2-9置3l �+ﾈﾍｨ-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�易ﾉ�)�ﾘﾔ�,i:�笘�b�

19 ��iU8蓼��e��b�134432 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市港区名港2-9-31 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�易ﾉ�)�ﾓ�,i:�竰�

20 ��iU8蓼�Jｩe��b�134434 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市藩医名港2-9-3l �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"��/ｹ�(���,i:�竰�

2l ��iU8ﾍﾈ��e��b�140202 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市港区名港2-9-3l �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�易ﾉ�)�ﾖﾈ,i:�竰�

22 ��iU8ﾍﾈ�Jｩe��b�1理0550 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市港区名港紅い31 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�運9�(���,i:�竰�

23 ��iU9��Jｩe��b�141156 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市港区名港2-9-3l �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�易ﾉ�)�ﾖﾈ,i:�竰�

24 ��h�耳ﾘ(ﾛｸｭｲ�135658 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市捲区名港2-9-31 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�易ﾉ�)�ﾖﾈ,i:�竰�

25 ����ｭｲ�135868 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���愛知県名古屋市港区名港2-9-31 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�易ﾉ�)�ﾘﾔ�,i:�竰�
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1積替・保管施設配置図

日興サービス株式会社　　　神奈川県川崎市川崎区大川町l-10
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l　積替・保管施設配置図

愛知海運株式会社八号地現業所　　　名古屋市港区船見町57番地地先

八号地全体図
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