
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年年月I日日 

東京都知事殿 
〒105-0004 

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 宙�ｸ�ﾈ鹵�8ﾈｹ�79�Y68ｾi�Y���ﾈ蕀)ｩm｣�MC3畏b� (地番表示)東京都大田区大森西三丁目363番1、3、4、7の各一部・ 

汚染土壌の特定有害物質による汚 染状態 �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ98�������7��ｹv頽��ｮ顏�W94ｸﾘxﾜXﾘ)Eｩ7����3�fy隆��
テトラクロロエチレン　(土壌溶出量基準不適合最高濃度0.039Ⅲg/し) 

1.トジクロロエチレン　(土壌溶出畳基準不適合最高濃度0.046Ⅲg几) 

シスー1.2-ジクロロエチレン(第二溶出量基準不適合最高濃度51皿g/し) 

※詳細は添付書類lのとおり 

汚染土壌の体積 �#��萼2�
※詳細は添付書類2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B��
※詳細は添付書類3のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 乘H�檍��5�485ｨ4ﾈｬ(ｺｸ5ﾈ8ｨ8X�ｸ5h8x92�

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍��5�485ｨ4ﾈｬ(ｺｸ5ﾈ8ｨ8X�ｸ5h8x92�

汚染土壌を処理する施設の 所在地 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9-�仞i�iI�?�)ｩm｣#�3bﾓS��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���Xﾈ��?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���hﾈ���3�?｢��

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���hﾈ���3�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���xﾈ���3�?｢�

運搬の用に供する自動車等の使 用者の氏名又は名称及び連絡先 ��i5儻H��}紿,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在地並びに 所有者の氏名又は名称及び連絡 先(運搬の際、積替えを行う場合に 限る。) �,�+R�

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。) �,�+R�

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。
く連絡先〉株式会社フィールド・パートナーズ担当　　　　　　　Ⅲ03-6268-8857 28.4書18

破秘開陳∴年号
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添付書類3

添付書類3　汚染土壌の運搬の方法

31　運搬のフロー図

形質変更時要届出区域:

東京都大田区大森西三丁目363番1、 3、 4、 7の各一部(地番表示)

汚染土壌:

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、

1,1-ジクロロエチレン、シスー1,2-ジクロロエチレン

陸運:株式会社ダイセキ環境ソリューション 

荷姿:タンク車(天蓋密閉型)又はフレコン(内袋あり) 

処理施設:株式会社ダイセキ環境ソリューション横浜リサイクルセンター

神奈川県横浜市鶴見区生麦二丁目2036-50

種　類　:浄化等処理施設(浄化)

処理方法:抽出一化学脱着

3-2　運搬体制

運搬受託者:株式会社ダイセキ環境ソリューション

協力会社及び使用する自動車等の一覧は、添付書類4のとおり。



添付書類4

添付書類4汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

形質変更時要届出区域一処理施設(株式会社ダイセキ環境ソリューション横浜リサイクルセンター)



<運搬車両一覧>

¥ 仍����,ﾉkﾈｴ�9��使用若の住所 傀YШ�b�車体の形状 俾傚Xﾚ9�xｬ�Hﾘh�r�劍刮�Y7��ｸ,ﾉ��ｮr�剩�U等を防止する愉遥 

1 �ｹ�ｩ���儷(ｻｸｼb�兜癖諦江戸川区府警西1-2「ま0 ��タンク峰 ��ｹzr�830 �+��1.1-ゾク 宣12iしま-シ●タ 　れソ、チ 凾､りnn暮れソ 剴V蓋密閉型 

2 忠��荿夐L�ｻｸ愆�接鹿都江戸川区南葛西ト2」20 ��タンク呼 亰8ｪ"�830 �+��」1-ゾl 1131し2一子 ‡レズテ 刄eクn耽れソ 剴V涯密閉型 

3 刔ﾘ.)J刋�8ｨｻｸｼb�嬢商都江戸川区南萄西ト2-20 ��タンク寧 ��ｹ?��800 �,ﾒ�　し1-シ’ 481賀宴-ゾ ‡レン、テ 儕回章かン、シト ラ加はれン・ 剴V葺合開塾 

4 �ｸ荿夊ﾉｨﾍ(ｻｹL��賠都曲戸川区高騰西ト2-曇0 ��ふScsBﾓンs��タンク埠 ��ｹzr�800 �,ﾒ�1.トン’ 57容iし2-シ● 　ルン、ラ 凵P加は拘ン 剴V蓋缶用型 

5 �ｸ荿夊ﾉｨﾆ粟�B�東粛諦江戸川区商事西1-牟20 ��タンク申 ��ｹzr�800 �,ﾒ�」1-シ● 579iし2一シ● 　れン、テ 刄奄齡¥事レン 剴V適合照型 

6 �ｸ菇68ﾅﾙVｸ����東粛鵡江戸川区高歯西ト2セ0 ��蔦Scx5�3都��タンク龍 ��ｹzr�800 �,ﾒ�　事1-少 で78しa-ゾ 　ル入手 冪回章チタン、シズー け如o暮れシ 剴V蓋聴取型 

1 �ｹ�ﾈ����ｨｻｸｼb�東商衝江戸川区南葛西1-2-20 ��タンク埠 ��ｹzr�800 �,ﾒ�　嘉1・ゾ ?76i暮雪-ゾ 　訪ソ、ラ 凵Z〇エルク、5は〇 号)n〇これン 剴V蓋路頭型 

8 �ｸ鳬.ｹ��8ｩ5Io"�東京粧江戸川区南葛西l-い20 ��タンク坤 ��ｹzr�800 �,��1.章一ゾ 工2801.雷-ゾ 　ルれテ 刮�麸暮れシ 剴V蓋宙願望 

9 �:�)��xﾚｨｻｸｼb�蚊宙節江戸川区宙噌西l-2-創 ��.｣ScsBﾓンs��タンク坤 ��ｹzr�800 ��r�1459 ��剴V蓋密隠型 

1o 忠yh.(夊ﾅﾘ司5Io"�姥精糖江戸川は宙埠頭1-2一柳 儿ﾒﾓScsBﾓンs��タンク輯 ��ｹ?��800 �,ﾒ�　葛.1-シー 13591.雷-ゾ 　角の」タ 凾ｯ加夢事件ン 剴V蓋屯田型 

宣l �ｹ�ｩ�竟Xﾖ冽i��最高謡江芦川区駒場頭重セー20 ��タンク呼 ��ｹzr�800 �,ﾒ�1.1-ゾ 1360重.審・ゾ †レ)、i 剪ｲ書ルツ、玖- 剴V蓋密閉型 

1亀 冩h.(夐?Hﾆ粟���覚標苅江戸川区向増田1-重-登0 ��タンク鴎 ��ｹzr�800 �,ﾒ�　しl-グ 81雷1具慶イ’ 　拘れテ 凾ｷりユ タ的ユ け加 ��h8ﾈ98��5�5�｢����(��6x�.ｨﾌB��.ｨ92�天蛍幽閉型 

1寄 �:���夐��8ｨｩXｵ��東槙講江戸川区甫瞥西1-2-20 ��2ﾓScsBﾓ3都��タンク堪 ��ｹzr�800 �,ﾒ�　し1-ゾ 975しま-シ“ 　ルン、テ 冤ラ加耽れ, 剴V蛍蜜駒型 

宣4 �ｸ荿夊��ﾆ綾ｹw��脚江戸川区南葛西1-2-豹 ��タンク塙 做ｸ躡nﾂ�800 �,ﾒ�　し1-ゾ 3961.2-シ 　ルク、ラ 刄g弗〇回暮れシ 剴V蓋日劇型 

1葛 �ｹ(h夐��G95Io"�蹄諦江戸川区南峰西ト2ゼ0 ��タンク呼 ��ｹzr�800 �,ﾒ�l.1イ. れタ、子 刄^回ロ坤レン、シれ 剴V蓋密閤型 
トラ如調f" 

章6 忠oh.(ｫ8倢4xｻｹL��蜘掃都江戸川区南輝西ト2ゼ0 ��タンク坤 ��ｹzr�800 �,ﾒ�　しl-ゾ 1重14し豊-ゾ 　ル人手 凾ｯりnロリレン 剴V蓋密閉型 

17 �ｸ鮑汯ﾉｨﾆ綾ｸｼb�東方都江戸川区南巧商工2-ま0 ��2ﾙxｳi{釘ﾓ3都��タンク申 ��ｹzr�800 �,ﾒ�962世話: 　什ン、チ 刄gラ)p調子レフ 剴V蓋密閉型 

18 �ｹ�噂ﾘ��M�ｻｹ>��楽府蒲江芦川曙萌埠西ト2-創 ��2ﾓY�2ﾓンs��タンク呼 ��ｹzr�800 �,ﾒ�　し1-シ、 968重,ま-シ’ 　旬ン、テ 冤ラ如隅角シ 剴V蓋宙餌型 

19 忠oh.(輅��FｨｻｹE��邦群都江戸川区南葛西l-2セ0 ��ふScsBﾓ3都��タンク申 ��ｹzr�800 �,ﾒ�トトゾ 1204しま-ゾ 　ルン、書 刮�齟^れシ 剴V蜜密閉型 

20 �4�/���7)�(ｻｸｼb�虎東都江戸川区南葛西工-2ゼ0 ��2ﾓScsBﾓ3都��タンク坤 ��ｹzr�800 �,ﾒ�　し1-ゾ 職的し2一ゾ 　書レン、テ 凾ｯら叩暮れ〉 剴V蓋宙閣型 

ま1 �4�.)Yxⅹﾆ綾ｸｼb�撒都江戸川区南緯西1-2-20 ��2ﾓScsBﾓ3都��タンク郎 ��ywB�880 �+2�　し重-ゾ 192し蜜-少 　子レズチ 凾ｯ加回章ル〉 剴V蜜蓄閤型 

捜 �ｹkﾙ�延�G8ｻｸﾟB�相粛部江戸川区南葛西1-ま-20 ��タンク埠 ��ywB�脚 �+2�　しトゲ 重9さiしま-シ 　ルク、チ 刄gラ如p暮れン 剴V蓋宙願望 

23 �4�.)(ｹ��8ｨｻｸﾉB�露京都江戸川区南葛西重ゼー20 ��2ﾓScsBﾓ3都��タンク輝 做ｸ躡nﾂ�800 �,ﾒ�　しl一夕 861しいゾ 　ルプ.チ � 剴V蓋密閉型 

ま4 忠IX荿���4xｻｸｼb�崇高都江戸川区南葛西ト2ゼ0 ��｢ﾓScsBﾓンs��タンク呼 做ｸ躡nﾂ�800 �,ﾒ�　し1-ゾ 8能しいブ 　ルッ、テ 剌巣eルはれン 剴V蓋鰹節型 

登5 �ｸ菇/hﾉｩN(ｻｹL��崇高菰江戸川区帥晒1-2-20 ��8�SScsBﾓンs��タンク埴 做ｸ躡nﾂ�800 �,ﾒ�　しl-ゾ 1085し2サ 　fレ)、チ 剞蝠xエチレン、レか けかはれン 剴V蓋密膚型 

蜜6 ��.(夊�ﾈｸ仆ｸｼb�東京訪江戸川区南葛西】一江20 ��.｣ScsBﾓンs��タンク申 做ｸ躡nﾂ�800 �,ﾒ�一〇8講豊 　海、テ 刄P〇〇裏拘れ　拐一 剴V蓋喜劇型 

27 ��/�夊ﾉｩ�ﾙY�ｧ��粛粛都江戸川区南葛西1」2-20 ��タンク坤 做ｸ躡nﾂ�830 �*ｲ�　し1-ゾ 1087し2-シ● 　ルタ、テ � 剴V萱宙閤聖 

蜜8 �ｸ荿夐��G8ｻｸｼb�東粛都江戸川区南葛西工-2「20 ��タンク直 做ｸｫ9nﾂ�830 �+r�　し1-ゾ 1088し会-ゲ 　ル入手 冤与れ鴎‡レン 剴V蓋密的型 

29 �ｹ��O佶ｩ4yY�ｧ��東揃江戸川区麻妬1-2-20 ��ふScsBﾓンs��深ダンプ ��ywB�8寄0 �,ﾒ�　しトゲ 1085し2-ゾ 　ル〕.テ 剿��ｱけIク、抹- 晴れeガレン 刄tレキシブルコンテナバッグ(内関わり) 

80 忠�ﾉ�ｩ�驗�G95Io"�粛輌江戸川区庸雄西1七一20 亶"ﾘ*ｳcsBﾓ3都��乎ダンプ ��ywB�100 �,ﾒ�1.1-ゾ 3844しま・ゾ 　ル九 刄gラ如耽れン 刄tレキシブルコンテナバッグ(内袋あり) 

31 豫ｘ荿木ﾉｩ4xｻｹL��輌溝江戸川区宙塙1-蜜-20 ��平ダンプ ��ywB�重00 �,ﾒ�3440 ��刄tレキシブルコンテナバッグ(内袋あり) 

3ま 宙蛻荿夐��8ｨｻｸｼb�屯癖糠江戸川区南葛西1-2セ0 ��vRﾓY��-�3都��平ダンプ ��ywB�100 �,ﾒ�　しl-ゾ 341き1.露-ケ 　ルン∴ 凾ｯタpはまレン 刄tレキシブルコンテナバッグ(内袋めり) 

88 刔ﾘ.)��7(藕ｻｸｼb�粛粛都江戸川区南峰西1-2-20 ��平ダンプ 做ｹ�ｸｺ��100 �,ﾒ�8076 ��刄tレキシブルコシテナバッグ(内境あり) 

84 忠��.(夊倢¥�ｻｸ彝�笈粛都江戸川区宙尊西1上し20 �4蔦Y%簽��ﾃs��乎ダンプ 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�」トタ’ 3077場曳-ゾ 　書け、 刄N〇回エチレン、タス- lう如動けレン 刄tレキシブルコンテナバッグ(陶製もり) 

流 �+(.)7伊ｨﾆ粟�'｢�景癖節江戸川区南葛西ト2-20 ��2ﾓScsBﾓ3都��大トラック ��ywB�100 �,ﾒ�しl一ゾ ル)、 � 刄tレキシブルコンテナバッグ(内銭あり) 
トラタ的暮れン 

36 �ｹ��ﾜ�:h藕ｻｸｼb�賞揚競江戸同区南峰西1-露-20 ��8�SY:#Bﾓンs��4Iユニック 亅�wB�宣○○ �+ｲ�　しトン● ㈱了嵩 刮�皷�ﾍかシ 刄tレキシブル雷ンテナバッグ(内裳もり) 

3了 刔ﾘ.(黙;Xﾆ粟�B�青群都江戸川区南葛西1一争う0 ��農1ダンプ ��ywB�400 �+r�」l-シ 495iしまセ 　ルン、 刄g砂なp尊母 刄tレキシブルコンテナバッグ(内釜あり) 

38 �ｸ荿夊ﾉｩ4xｻｸｼb�兜京都江戸川区高峰西1」職0 ��417」-ロー′ 俛�d�nﾂ�章00 �+r�　しl一夕 4674し2一シ 　外れ � 刄tレキシブルコンテナバッグ(内製もり) 

39 �ｸｷｸﾞ綾ｹo"�千兼職千葉市中央区浜野町353-4 �ｨ�S#cふ�#SR�種ンテナ車 做ｸ躡nﾂ�800 �,ﾒ�78与 ��刄tレキシブルコンテナバッグ(内線あの 

40　　　㈲曾峰興業 剞逞t螺子糞市中央区源野町858-4 ��C2ﾙE�ふ�#SR�コンテナ埠 做ｸ�9nﾂ�800 �,ﾒ�きて9 �+Vﾂﾘ5b� � 与′　lコン′7‾ 

漢 

41　　㈱宮嶋具業 剞逞t県千葉市中央区演輝町358置4 ��コンテナ車 做ｸ躡nﾈ�������,ﾒ�448 ��� 



<運搬車両一覧>

¥ 俶yw�(X,ﾉkﾈ�9��使用若の住所 刋�l��b�車体の形状 俾�:靺96�餉Hﾘb�劍刮�Y7��ｸ,ﾈ顥}��剩�U等を防止する購遥 

42 �+(ﾘy_Hｻｸ銀�千葉県千葉市中央区洗野町858-4 ��IvRﾓ#cふ�ｿ8ﾍb�コンテナ埠 做ｸ躡nﾂ�806 �,ﾒ�」lイ. 447事2-y 　f砂、テ 剿Xか鴎外ン 刄tレキシブルコンテナバッグ(内釜あり) 

48 ���ｪ�ｸｻｸｼb�千葉県干葉市中央区浜野町858-4 ��コンテナ串 做ｹW穎ﾂ�800 �,ﾒ�1.トゲ 706し雀イ’ †レナ、7 凾ｯ如き暮れン 刄tレキシブルコンテナバッグ(内技あの 

44 �+(ﾘy_I5Io"�千葉県千葉市中央区浜野町3与3-4 ��コンテナ車 做ｸ躡nﾂ�800 �,ﾒ�　しいシ● 7071.2-ゾ 　ルン、● 冤粉的嘉納ノン 刄tレキシブルコンテナバッグ(内袋あり) 

45 �ｸｷｹ�ﾙ^Ylﾂ�千葉県千葉市中央区浜野町358-4 ��コンテナ坤 做ｸ躡nﾂ�800 �,ﾒ�　裏手シ’ n4し2-シ’ †い、 � 刄tレキシブルコンテナバッグ(内裳あの 

46 �ｸｷｸﾞ�5Io"�千葉県千葉市中央区浜野町858-4 ��コンテナ雌 做ｸ躡nﾂ�日00 �,ﾒ�トトゾ 73了し2-ナ 　チレ九 刄gラ布陣かシ 刄tレキシブルコンテナバッグ(内嬰あり) 

47 �ｸｷｹ8綾ｸｼb�千葉県千葉市中央区制358-4 ��コンテナ埼 做ｸ躡nﾂ�800 �,ﾒ�　し1う’ 79雷1.争ケ 　ルン、 刄gラか叱れン 刄tレキシブルコンテナバッグ(内関わり) 

48 �ｸｷｹ8溢�ｼb�千葉県千葉市中央区梶野町853-定 ��Cふ"愛2ﾓ�ｵﾘﾎ｢�コンテナ郎 做ｸ躡nﾂ�800 �,ﾒ�」章-ゾ 79了1.丸ゾ 　ルン. 刮�齟^れン 刄tレキシブルコンテナバッグ(何銭あI)) 

49 �ｸｷｸﾞ綾ｹ���千葉県千葉市中央区浜野町353-4 ��C2ﾓ#cふ�#SR�コンテナ拡 做ｸ躡nﾂ�800 �,��　し1-ク“ 了99しま一ゾ 　拘れ 凾ｯりp耽れン 刄tレキシブルコンテナバッグ(内尖らの 

50 �:��ﾉ_I5Io"�千葉県千葉市中央区浜野町353-4 ��C2ﾓ#cふ�#SR�コンテナ埠 做ｸ躡nﾂ�800 �,��し1-ナ チレン、 凾ｯクo叱れン 刄tレキシブルコンテナバッグ(内岱あり) 

51 �ｸｷｹ_IY�ﾛ｢�千葉県千葉市中央区綻野町353-4 ��コンテナ寧 做ｸ躡nﾂ�800 �,ﾒ�1.1-シ’ 803山霊-ゾ ‡レン、 � 刄tレキシブルコンテナバッグ(内伐あり) 

52 �+(ﾘy_I5Io"�千葉県千葉市中央区浜野町358葛4 ��C��Yjツふ�ｵｳR�ヨシテナ埠 做ｸ躡nﾂ�800 �,ﾒ�　重.トン 878し2-シ 　ルン、 刄gラれ耽れン 刄tレキシブルコンテナバッグ(内安めり) 

53 �ｸｷｸﾞ綾ｹj2�千葉県手業市中央区浜野調合58-4 ��C2ﾙEccふ�(�2�コンテナ坤 做ｸ躡nﾂ�800 �,ﾒ�　Lトシ 874l,蜜-シ 　ルシ、 刄N叩吋 )す鴫チ lラ加n �8ﾈ98��5h5��ｲ�^ｨ��ﾘ(ﾏﾈ��4x6�8ｲ�フレキシブルコンテナ′くフグ(内織あり) 

54 宙�(ｷｹ8綾ｸｼb�千橡県千薬市中央区浜野町合53-4 ��コンテナ堪 俛�ﾉｹnﾂ�寄00 �,ﾒ�1、1-シ 8801,2-シ 　れン、 � 刄tレキシブルコンテナバッグ(内袋あり) 

55 �ｸｷｸﾞ綾ｸ愆�千葉県千葉市中央区浜鵜町35容-4 ��コンテナ申 做ｸ躡nﾂ�800 �,ﾒ�1.1-シ 8811,2寸 　書1ン、 刮Kはチタれシズー 刄tレキシブルコンテナバッグ(内釜あり) 

56 �ｸｷｸﾞ浦�ｧ��千葉県千葉市中央区浜珊3蚕3-4 ��コンテナ庫 做ｸ躡nﾂ�80寄 �,ﾒ�1.1-シ 882具義一シ 1ト人 刄^ロp裏書 か〇番f 1子細o 僣���ｾぴ�8ﾈ98���駟xｨ.蔭ﾒ�^�.ｨ5ﾂ�フレキシブルコンテナバッグ・(内釜あり) 

57 �ｸｷｸﾞ綾ｸ���千葉県千葉両中央区浜野町358-4 ��コンテナ堪 做ｸ躡nﾂ�800 �,ﾒ�l.1イ 宣0021.2-シ 　拘シ、 �,pP裏書 れ回章f トラク調 �8ﾈ98��4�4��9868��KX4�����^�.ｨ62�フレキシブルコンテナバッグ(内製あり) 

58 �+(ﾘy_Hｻｸｼb�千葉隔干葉市中央区挽野町853-4 ��コンテナ申 做ｹ^xｵ��800 �,ﾒ�　しいシ 1008重.蜜-ウ 　ルン、 刄gラ如調チレン 刄tレキシブルコンテナバッグ(内織あり) 

59 �$�*ｸｭ兀�ｧ��千葉県千葉市中央厚浜野町353-4 ��コンテナ庫 弌�ｯYnﾂ�き00 �,ﾒ�　し1-シ 1005し2-シ 　ルク、 凾ｯ加調子砂 刄tレキシブルコンテナバッグ(内竣あり) 

60 �ｸｷｸﾞ益�'｢�千葉娘子鵜市中央区浜輝町358-4 ��C2ﾓ#cふ�(�2�コンテナ埠 做ｹ��nﾂ�800 �,ﾒ�1.1-タ 1016し響子 !トン、 �)○○11 ●如瞭チ けら叩 �8ﾈ98��5hｶ�爾�8ﾈ98��ﾂ�5��ｸ�ｸｮ���hつ�フレキシブルコンテナバッグ(内袋あり) 

6章 �ｹ�ﾉ_Hｾ�B�手業娘子薬市中央区浜野巾35蜜-4 ��C2ﾓ#h+2ﾓ�)���コンテナ坤 做ｸﾆ)nﾂ�き00 �,ﾒ�1018 �+S�ﾘ5ﾘ5陝�,ﾘ6�����rﾘ5ﾂ��ｩ{ﾂ��8ﾈ98��4�5ぴ�8ﾈ98��鳬xｨ����^�.｢��フレキシブルコンテナバッグ(陶製あり) 

62 �ｹ�ﾉ¥ｸｻｸ彝�千葉腺千葉市中央区浜野町35容-4 ��C2ﾓ#cふ�6�R�コンテナ中 凩ｨ�9nﾂ�800 �,ﾒ�重職6 �+S�ﾘ5b�+X,���5b�ﾕ898��� 刄tレキシブルコンテナバッグ(内袋あり) 

馳 �ｸｷｹ8綾ｸｼb�千葉鳴子葉市中央区細町358-4 ��コンテナ埠 做ｸ躡nﾂ�800 �,ﾒ�1,1-シ 宣052し章一シ 　手†〉、 剴柾蒲｠書 ’○○!は事 テトラ,回り �8ﾈ5�4雜�ﾒ�5h5ﾈ��雇D�+"���.ｨ92�フレキシブルコンテナバッグ(内釜あり) 

64 �ｸｷｸﾞ綾ｸｼb�千葉県千葉市中央区浜抑3石8-4 �+#ふ)���ｿ澱�申渡ダンプ 做ｸ躡nﾂ�800 �,ﾒ�1.1子 9皿章-ま-シ 　れク、 � 刄tレキシブルコンテナバッグ(内裁あり) 

65 �ｸｷｹ8�ｨﾝ��千葉県千葉市中央区浜野町858-4 册�ﾓ(��ﾓ�)�R�申沫ダンプ 做ｸ躡nﾂ�800 �,ﾒ�,l.トン 261し之-シ 　ルク. � 刄tレキシブルコンテナバッグ(内袋あり) 

66 �ｸｷｹ8綾ｸｼb�千葉県千葉市中央区浜野町858-4 ��C2ﾓ#hｯ�耳ﾚ�鋧R�申漆ダンプ 做ｸ躡nﾂ�800 �,ﾒ�,1.1-シ 鑓61.8一ジ 　ルソ、 � 刄tレキシブルコンテナバッグ(内竣あり) 

67 �ｸｷｹ8益�'｢�千葉県千葉市中央区浜抑858-4 ��C2ﾓ#cふ�#SR�申深ダンプ 做ｸ躡nﾂ�800 �,ﾒ�1,l-シ 0011,ま-シ 　ルク、 � 刄tレキシブルコンテナバッグ(内披あり) 

部 �ｸｷｸﾞ綾ｸｼb�千葉県千葉市中央区浜卿町353-4 ��C2ﾓ#cふ�#SR�ダンプ �'�ﾆ)nﾂ�工00 �,ﾒ�1.重-シ 2627し雷-シ 　ル7、 � 刄tレキシブルコンテナバッグ(内袋あり) 

69 �ｸｪ��Y5Io"�千葉県千葉市中央区浜野町353-4 ��C2ﾓ#cふ�#SR�ダンプ 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�　重.1-ソ 25991.2-シ 　ルナ、 � 刄tレキシブルコンテナバッグ(内竣あり) 

70 �ｸｽy$ﾘｻｸｼb�千蝶県千葉市中央区臨調353-4 �+)H闔｣#h*#�)���大型方を-ム 做ｸ躡nﾂ�800 �,ﾒ�　しl一ソ 967しま-ク 　ルス � 剿￥坙] 

71 仗�ｿ)E����千葉県千葉市中央区嬉野町358-4 ��C2ﾓ#h*ｸ�ｸ�ｹ6�2�大型^●む-ム 凛�Inﾂ�800 �,ﾒ�」○○シ ャ21し2-シ 　fレズ � 剿ｧ閉型 

72 亂畏xｩｨｻｸｼb�手業県千葉市中央区浜珊358置4 ��C�ｩ'iI�t��)���大型^●わ-ム 亂�ｸﾔB�800 �,ﾒ�　し1-ク 4511.雷-ケ 　ルン、 凵Pトラ如騨けレン 剿″}型 

73 �ｸｷｸ苻ｻｸｼb�千葉県千葉市中央区源珊85合-4 ��C2ﾓ#cふ�h絣�大型∧●轟-ム 做ｸ躡nﾂ�800 �,ﾒ�47亀 亦������������ﾂ�剏駐ｬ型 

74 �ｸｷｸﾞ綾ｸｼb�千葉県千葉市中央区浜抑353-4 ��C2ﾓ#cふ�#Yu��大型ハ’む-ム 做ｸ躡nﾂ�800 �,ﾒ�705 ��剿ｧ照塾 

75 宙ｪ��ﾈｩｩY�ｧ��千葉娘子薬市中央区演劇町858-4 ��C2ﾓ#cふ�*�*ｲ�大型五‡ユーム 做ｸ躡nﾂ�800 �,ﾒ�1.トシ 7こ塑」露-シ 　書レズ 刄eトラか曲れン 剿ｧ閉型 

76 �ｹX���ｸｼb�千葉県千葉市中央区海綿町3う3-4 ��Cふ#cふ�#SR�大型∧’わ-ム 做ｸ躡nﾂ�800 �,ﾒ�　しトン 脚羅 � 剏駐ｬ型 

7了 ��8ｷｹ8粟�ｲ�千蹟県千葉前中央区浜野町3石8-4 ��大型方も-ム ��ﾉ62�8伽 �,ﾒ�　章.トシ 1容6しま・シ 　すり、 � 剄p閤型 

78 宙�(ｷｸﾞ綾ｸｼb�千葉県千葉市中央区浜抑353-4 ��C9'S#cふ�)^ｲ�大型音‡ま寸 做ｸ躡nﾂ�800 �,ﾒ�　しトシ 984l.雷一審 　外れ � 剪�I塾 

79 �ｸﾘyJhｻｸｼb�千葉県千葉市中央区演抑3き雷-4 ��C2ﾓ#cふ�#SR�大型方ネーム �'�ﾆ(ｵ��800 曝-ﾂ�　し1-シ 98きIし2一シ 　fレズ 刄eけタ叩エチル 剿ｧ購型 

80 �*ﾘｪ畏y_I5Io"�千葉県千葉市中央区源両町35容-4 ��C2ﾙz#cふ�ｯcR�大型産む-ム 做ｹ�9nﾂ�800 �,ﾒ�　しいシ 369iし2-, ‡レン、 � 剪~財型 

81 �ｹW壱�ｻｹ9ﾂ�千葉県千葉市中央区派卿町353-4 ��C2ﾓ)�8,ゴR�大型ハ’‡1-ム 做ｸ躡nﾂ�800 �,ﾒ�　しいシ 48言1.登-タ 　かソ. � 剿♀t型 

82 �ｸｪ�ｸ���B�千葉県千葉市中央区洗抑358-4 ��大型方も一ム 做ｸ躡nﾂ�さ00 �,ﾒ�　しいシ 1082宣.雷-ケ 　ルン、 � 剿￥ﾆ型 



<運搬車両一覧>

使用者の名穣辱 �;����,ﾈ���違格先 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�自動申登録番号 劔汚築土壌の破顔 劔O(藝9�/�f育�+x.��ｩ,｢�

鈎 宙xｨ5H985(�ｸ6x�ｸ4��千葉県船橋市馬込町1155-2 ��タンク呼 做ｸ躡nﾂ�800 �,��1 752 ��剴V蓋密閉型 

8曇 忠iR�5H985(�ｸ6x�ｸ4��千葉県船矯市馬込町1宣55-2 ��タンク車 凛�9nﾂ�800 �,ﾒ�?邦 ��剴V蓋磨駒型 

85 忠iR�5H985(�ｸ6x�ｸ4��千葉農場檎市馬込町裏155-2 ��タンク車 做ｸ躡nﾂ�越00 �,ﾒ�759 ��H�ｩDhｹb冢ｲ�剴V蓋密閉型 

蹄 宙ｴ��5H985(�ｸ6x�ｸ4��干鵜難船樋市馬込町1155-2 ��タンク摩 做ｸ躡nﾂ�800 �,ﾒ�2蝕 ��剴V蓋擾閤型 

調 宙ｩB�5H985(�ｸ6x�ｸ4��千薬膳成績情馬込町重155-2 �4土�CS���タンク呼 做ｸ躡nﾂ�800 �,ﾒ�482 做佇ｸ�h���+���剴V蓋密閉型 

88 忠<著5H9858ｨｸ6x�ｸ4��千葉県船韓巾馬込町重重55-2 ��CrﾓC3ふCS���タンク埠 做ｹ��nﾂ�800 �,ﾒ�536 ��貭ﾘ5ﾒ�ﾂ�"ﾘ5��8ｸ98��6R�Pエ‡′れタス場 面かン、"毎膿 如9書直〉 剴V蓋密閉型 

89 忠hR�5H985(�ｸ6x�ｸ4��千葉県船鵜市馬込町115与-2 ��タンク輝 做ｸ躡nﾂ�800 �,��537 ��貭ﾘ5ﾒ���(48�ﾂ��x6r�����事かロilI♪ 剴V蓋密両壁 

90 忠<著5H985(�ｸ6x�ｸ4��千葉堀船構南馬込町1宣55-2 ��CrﾓC3ふCS���タンク耽 凛�+仄��800 �,ﾒ�599 ��剴V蓋密閣型 

91 宙ｩB�5H985(�ｸ6x�ｸ4��千葉鳩船橋市馬込町1155-2 ��｣rﾓC3ふCS���タンク車 做ｸ躡nﾂ�800 �,ﾒ�540 ��剴V蓋密闘型 

0雷 宙ｩB�5H985(�ｸ6x�ｸ4��千葉県船橋市馬込町I155-2 ��タンク呼 做ｸ躡nﾂ�880 �,��　しトン 77腿1.農-シ 　糾シ.ラ 凾､かな暮れシ 剴V蓋悔閣型 

93 宙ｩB�5H985(�ｸ6x�ｸ4��千葉帆船糠市馬込町1155-2 ��Cy��3ふCS���タンク申 做ｸ躡nﾂ�800 �,ﾒ�l.l-プ チレン、テ 剩N毎回章かン 剴V蓋密的型 

94 �ｨ5H985(�ｸ6x�ｸ4��千糞県船織布馬込町1重55-2 ��タンク呼 做ｸ躡nﾂ�容30 �+2�竹89 ��fﾈ耳5h�b�+X-ﾈ�X5ﾒ�8ｸ98��6R�pロ章子レン、紺- ラ)"調和ソ 剴V蓋幽閉型 

鈍 宙ｩB�5H985(�ｸ6x�ｸ4��千葉県船檎市馬込卿11与5-2 ��CrﾓH�2ﾓCS���大型万札-Å 做ｸ躡nﾂ�830 �+2�542 ��fﾂﾘ昮�+S"ﾘ8｢�h8ﾈ98��6R�ロ呼か入沢- チタすりこれン 剿ｧ閉型 

95 忠hﾒ�5H985(�ｸ6x�ｸ4��千葉操船檎市馬込町1155-2 ��CrﾓC3ほ¥c���ダンプ 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�　しl-ゾ 9雷4しま-ダ 　ルク、テ 冪暮事レン、玖- )1〇〇時 刄tレキシブルコンテナバッグ(内袋あり) 

97 忠xr�5H9858活6x�ｸ4��千葉県船撒布馬込町115与-負 ��ダンプ 做ｹ¥穎ﾂ�10寄 �,ﾒ�9靖 倬c���坪+2�.｢ﾂ�すり暮す事大タスー 19両峰‡〕ン 刄tレキシブルコンテナバッグ(内製あり) 

98 忠iR�5H985(�ｸ6x�ｸ4��千葉県船櫛市馬込町工155-2 ��ダンプ 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�1187 ��fﾂ�+S"�MH��トラ)寄取れン 刄tレキシブルコンテナバッグ(内銭あり) 

99 宙ｩB�5H985(�ｸ6x�ｸ4��千葉県船構市馬込賀rl155-2 ��ダンプ 做ｹ¥穎ﾂ�100 �,ﾒ�1滅6 �+Vﾂ�+Y=ﾂ�.ｨ�b�トラか陣かン 刄tレキシブルコンテナバッグ(内竣あり) 

100 忠<著5H985(�ｸ6x�ｸ4��千葉麻船柵市馬込巾重15さ-芝 ��ダンプ 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�1372 �｢���8ｸ�ﾂ�汚れ〇エチレン 刄tレキシブルコンテナバッグ(内岱あり) 

101 忠iR�5H985(�ｸ6x�ｸ4��千葉県船幡市馬込町1工55-蜜 ��ダンプ 做ｸ躡nﾂ�100 �,��1410 偬B�+R�8ｸ�ﾂ�ト9)回り暮れン 刄tレキシブルコンテナバッグ(内裁あり) 

1脱 宙ｴ��5H985(�ｸ6x�ｸ4��千葉県船鵜市馬込町1155-2 ��CrﾓIlRﾓCS���ダンプ 做ｹ¥穎ﾂ�100 �,ﾒ�1924 �.r�+R�.｢ﾒ�lテク同書れン 刄tレキシブルコンテナノくッグ(内袋あり) 

嘉03 宙xｨ5H985(�ｸ6x�ｸ4��千葉県船構市馬込町1155-2 ��ダンプ 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�しトゲ fレン.テ 冤〇回章す り叩要事 †う)cl ��X.ｨ5h�8爾�8ﾈ98���'���^�.ｨ92�フレキシブルコンテナバッグ(内関わり) 

104 忠<著8ﾈ8�5"�覚癖技江戸川区京埠西望丁目25-10 ��2ﾙvScッﾓY?����タンク郎 凛���nﾂ�800 �,ﾒ�」十〇少 981事郭’ 　弛れテ 冤ラタロ耽れン 剴V蓋密同型 

10盲 宙ｩB�8ﾈ8�5"�薫京輝江戸川区家事西2丁目25-10 ��2ﾓ94澱ﾓXﾌ���タンク埠 做ｸ躡nﾂ�800 �,ﾒ�　し1サ 982i」2-′ 　チタ若干 刄^ロ職チタク、シ具- 剴V蓋宵闇型 

106 忠iR�8ﾈ8�5"�景東都江戸川区東葛西宴丁目25-10 ��タンク呼 做ｸ躡nﾂ�BOO �,ﾒ�　しトシー 9的しま-手 　書レン、亨 凾ｯク〇〇エチレン 剴V蓋密閉型 

107 宙ｩB�8ﾈ8�5"�農高姉江戸川区場面2丁目25-10 ��タンク呼 凛�ﾙnﾂ�800 �,ﾒ�　し宣-シ’ 850章,2ヤ’ 　ルン、テ 剞淘紫l,手 駒はルン 剴V蓋宙闇型 

108 宙ｴ��8ﾈ8�5"�旗京都江戸II旧拙西2丁目25-10 ��タンク拡 做ｸ躡nﾂ�800 �,ﾒ�851 �������h8ﾂ�帖か耽れン 剴V蓋合駒型 

109 宙ｩB�8ﾈ8�5"�崇高群江戸川区龍前田2丁目25-工0 ��2ﾓツッﾓSC���タンク榔 做ｸﾆ)nﾂ�郷0 �+2�1.1-ゾ 鋒21.2サ 　ル九 冤弓如耽れン 剴V蓋健闘型 

110 宙ｩB几Hｻｸ､ｩJﾘ�R�手業県的Il市櫨浜豊-16-8 ��タンク呼 做ｸ躡nﾂ�800 �,ﾒ�　しトゲ 379重.塁-ゾ 　書レれ 刮�鼕ﾖれン 剴V童密閉型 

111 忠iR冽8ｾ�4俤��千葉蝋市川市場滝里置16-8 ��Crﾓ3Srﾘ��SR�タンク申 做ｹ��nﾂ�き00 �,ﾒ�　Lトゾ 38まも2一ゾ 　ルン、 刄gうりロ回章事レン 剴V蓋磨開塾 

l12 忠xr�hｾ�ｩJﾒ�千葉県市川市増派2-重寄-8 ��タンク拡 做ｹ��nﾂ�800 �,��　場裏〇㌢ 880し量一ケ 　ルン、 凾ｯ加nエ書レン 剴V蓋宙的型 

118 忠iR仍霎�4偖��千葉県市川市塩浜2-16-8 ��タンク箪 凛��ﾂ�800 �,ﾒ�的宣 ��剴V蓋密照型 

114 忠iR�8ﾉ���)6R�千葉児市川市壇浜2-16-8 ��タンク率 做ｸ躡nﾂ�さ00 �,ﾒ�886 ��剴V蓋密閉型 

115 宙ｩB�hｾ�+)Jﾒ�千葉県市川市増派馨-16-8 ��タンク寧 做ｸ躡nﾂ�的0 �,ﾒ�　賀1ウ 容8種し2-シ 　ルク、 刄g粉p調iレン 剴V菖密閉型 

章16 忠iR几H����6R�千葉腺市川市壌湊2-16-8 ��タンク車 �'�ﾆ)nﾂ�800 �,ﾒ�」I-シ 3921し2-シ 　事レン. 凾ｯりp調かソ 剴V童宙観望 

章1了 忠iR几Hｾ�ｩJﾒ�千巣県市川高塩海生-16-8 ��Crﾓゴrﾙz��SR�タンク事 做ｸ躡Wr�800 �,ﾒ�l,1・・ゾ 4061.審-ツ 　ル7、 剩哿l綜綜調 ‾駆り曲れン 剳㈱梃駐I型 

l18 宙ｩB��hｻｸ､ｩJﾒ�千葉県市川市壌浜2-16-8 ��タンク坤 做ｸ躡nﾂ�800 �,ﾒ�1.1-ゾ 687しま-ク 　かタ、 � 剴V蓋摩照聖 調7-357-11弱 

1工9 宙ｩB几Hｾ�,ﾉJﾒ�千着麻布川前塩漬2-1き-8 ��Crﾓ3Srﾓ��SR�タンク車 做ｸ躡nﾂ�800 �,ﾒ�　しトン 鑓91,ま-シ 　書け、 凾ﾂり麟呼レン、押- 剴V蓋磨病理 

120 忠iR���ｾ�:ﾉg｢�千葉県市川市塩浜蜜-16-8 ��Crﾓ9FX6s��SR�タンク車 做ｸ躡nﾂ�880 �,ﾂ�」l-シ 681.カーブ 　タlヤ、 刄瑛粉的暮れソ 剴V蓋磨開塾 

121 宙ｩB几Hｾ�����千葉県市川市櫨浜2-18-8 ��ダンプ 做ｸ躡nﾂ�180 �+2�1.1-シ 681しま-シ 　fレン、 � 刄tレキシブルコンテナバッグ(内装あり) 

122 忠iR�8ﾉ�Y�ｼB�千葉県市川市櫨浜蜜-16-8 ��タンプ �4鞏r�180 �+2�翰2 ��hvcｨ槨ﾙI|��刄tレキシブルコンテナバッグ(内裁あり) 

128 忠hﾒ�hｾ�+(��千葉県市川市墳演2-16-8 ��Cs�ﾗy{椿��B�ダンプ 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾘ��C�j����刄tレキシブルコンテナペッグ(内婆あの 



<運搬車両一覧>

使用若の名称等 俶yw��(,ﾈ���連絡先 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�自助再登録番号 劔汚染土嬢の種顔 劔飛散等を防止する購遊 

124 忠iR刋仆ｹYHｼB�千葉県的=市填漁色-工6-8 ��ダンプ 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�亀13 �8��5h�x5�8ﾒ��c"ﾘ5ﾘ5�8ﾒ�ﾕ8.ｨ6X6x8�����^�.ｨ92��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6��ﾈ*ﾘ6(4�>��ﾈ*�.ｒ�

125 宙ｩB��况�､ｩJﾒ�千葉県市川市増派2-16-8 ��ダンプ 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�1.ト 工898し2- 　ルン、 刄e 度8ﾈ.｢�,ﾂﾒ�6�8ﾈ98��6x5�5頽I�R��,ﾘ.ｨ92��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6�6�6(4�>�ﾝ�*�.ｒ�

126 宙ｩB乘Y�Y+(���千葉県市川市墳浜2-16-8 ��ダンプ 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�1933 �+S�ﾘ5ﾙD��+X堀�X5h�ih��*�98��6�*��傲ﾘ���ﾈ.ｩiRﾒ��8ﾘ53�8ﾈ92��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6�6�6(4�>��*�.ｒ�

12了 宙ｩB�,�5H､ｩJﾒ�千葉県市川市壇浜2-16-8 ��ダンプ 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�　嘉ト 2229し2- 　れシ、 � 劍7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6�6�6(4�>�ｩ�*�.ｒ�

128 宙ｩB乘Xｻｸﾙ�J��千葉県市川市墳源曳-16-8 ��ダンプ’ 做ｸ躡nﾂ�工00 �,ﾒ�822 偬B��耳5h�h4陝����"ﾘ5h,(*ｲ��h8ﾉ�ﾈ､�8���5�8ﾙ%�.ｨ92��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6�6�6(4�>��ﾘ*�,ﾂ�

1蜜9 �4�484ｨ8�Y¥�ﾔ�'ｨ*ﾙtﾂ��千葉県船橘市本中山6-10-6 　ルーベンス原木107 ��タンク車 做ｹW穎ﾂ�800 �,ﾒ�1067 �+Vﾂﾘ5ﾈ4�+r�+X�2ﾘ5h�h5陝��.ｨ.ｨ6X6x8���+(���,�*ﾘ,ﾒﾒ��5h･yj葵Hﾅ��

タロ能書レン 

180 �4�484ｨ8�ｨ鑄ﾔ鮎b液ﾂ��千葉照詳記予‾6 ��タンク呼 做ｸ躡nﾂ�800 �,ﾒ�工068 �+S��X8B�5�8ﾒ�+YEh48�i&ﾒ�.ｨ4����x鰾�著��.運�.ｨ92��5h･y(愛ｨ��

131 �4�484ｨ8�Y8ｨﾔ�'ｨ*ﾘ���1千葉県船幡市本中山6-10-8 　ルーベンス原木107 ��タンク車 做ｸ躡nﾂ�800 �,ﾒ�1069 ��ゾ ゾり す 綿�ｨ�ｨ4h+x6x92��5h･yjxﾗﾘﾅ��

132 �4�484ｨ4X��'儘鮎b液ﾂ��千葉県船橋村本中山6-重0-6 　ルーベンス履木工07 ��タンク埠 做ｸ躡nﾂ�800 �,ﾒ�1070 ��ゾ シ 了 兩H*�98��4�5ぴ�D�+(��8ﾈ92��5h･xﾍx､ｨ��

1的 �4�484ｨ8���ﾔ�ｲ液ﾂ��千葉県船橋市本中山6-工0-6 　ルーベンス拡木工07 ��タンク埠 做ｸ��nﾂ�800 �,ﾒ�1071 ����ﾘ5ﾙD��+S"ﾘ5ﾒ���h8ﾈ92�6X6x8���%�.｢���5�4��8ｶ�-ﾘ8ﾈ92��5h･yh�:���

134 �4�484ｨ8�7(ﾌﾈﾔ嬰ﾒ液ﾂ��‾千葉県船橋市本中山6-10-6 　ルーベンス散水10了 ��タンク呼 做ｸ躡nﾂ�BOO �,ﾒ�1073 �+Vﾂﾘ8ｨ4踉��帝dﾂﾘ5�8ｲ�5�8ﾈ92�6X*��弌�-�8ﾈ.ｨ5�6r�4H��%�.ｨ92��5h･yjy:���

宣85 �4�484ｨ4Xﾉｨﾍ(ﾔ葦B液ﾂ��干媒船構市本中山6-10-6 　ルーベンス館木10了 ��タンク拡 做ｹ�9nﾂ�800 �,��1027 ��偵�ﾘ昮�+Y��ﾘ5ﾒ�ﾕ8.ｨ6R�丼8禰8ﾈ98��浚ﾒ���8ﾘ.h.ｨ92��5h･yjy¥(ﾅ��

136 �4�484ｨ8�:h藕ﾔ�'ｨ*ﾙ�｢��千葉搬言宰‾6 ��タンク呼 凛�(冢ﾂ�800 �,ﾒ�939 ��ﾂ��ﾂ�.｢�ソ テ 等z�����8h5����ｨ�｢�l〃、シ轟 け、け如け これン �5hﾛｩjy¥(ﾅ��

137 �4�484ｨ8��8ｨﾔ�'ｨ*ﾙ�"��干葉爛欝言草‾6 ��Crﾓ3�bﾓ��S��′くキューム ��ywB�800 �;R�宣820 ��ﾂ�,ｲ�少か ゾ加 テトラ ��4ｸ8ﾈ.ｨ5h5��ｲ�*��ｨ��+�92��?ｨﾈ����

宣38 ��千葉県船機高車中山8-工0-6 　ルーベンス麻木107 ��バキューム ��ywB�800 �,��2022 ��������h8ﾂ�ゾ ,千 手 ��ｩMD�8ﾈ4���5�5ぴ�5��ｨ�ｨ4x-ﾈ,ﾂﾓ��冕y¥(ﾅ��オイカワ建睨工業(粛) 

139 �4�484ｨ8�ｨﾍ(ﾔ��"姥｢��千葉県船隊市本中山6-10-6 　九〇-ペンス励木107 ��バキューム 做ｸ躡nﾂ�800 �,ﾒ�964 ��ﾂ��｢�､��シ’ ゾ ラ 弌��6�8ﾈ.｢ﾈ.｢�D��4x6�8ﾈ92�冕y¥(ﾅ��

140 忠tﾂ亊ｸ����.ﾒ�磯舟鵡江戸川区宇富田町1275-28 ��タンク卑 ��ｹzr�的0 �,ﾒ�203 �.r�+R�.｢�ゾ リ ア 俯�*嵐�8ｨ5ぴ�4�4竸�.ｨ�"��5h･y(逢Hﾅ��

141 忠78ｭｹl溢�彝�紳輔江戸川床宇容田町12了5-28 ��vRﾓ3cッﾙ�C��タンクや ��ywB�800 �,ﾒ�13寄5 ��劔�Y-乖�i���

重42 宙�亊ｹY�ｸｼb�史欝都　戸II　喜 ��タンク坤 ��ｹzr�800 �,��929 �+X6x98�iD��+S"ﾘ5ﾘ､��.ｨ5h��6X6x8���+(���ｺ����ｨ���レン、シ嘉一 レン、ト1タ回職 工かン �5h�jy¥(ﾅ��江　I区宇　田調1275-28 

143 忠tﾂ亊ｹ/xｻｹ�R�泉粛都江戸川区字書田町12了5-28 ��2ﾓ3cッﾓs#C��タンク尊 ��ｹzr�き00 �,ﾒ�4鴨 �+Vﾂﾘ昮�+Y��ﾘ7R�8ｸ6(��6R��+(��8ﾈ92�5�*��5�8ﾙ%�.ｨ�"��5h･yjy¥(ﾅ��

144 忠tﾂ亊ｸｧｨｻｸｺ2�購康都江戸川区宇容田町1ま75-28 ��タンク庫 ��ｹzr�80o �,ﾒ�1726 �+Vﾂﾘ4���駛�5B�8ｸ4����凩俯�8ﾈ,�.�,ﾒﾒ�ﾈ�ｸ�ｸ,ﾘ.｢���5h･yjy¥(ﾅ��

14盲 忠ohｭｹl溢�ﾟR�東京都江戸川区字膏田町1275-28 ��2ﾓ3cッﾙ{�#H*ｲ�タンク呼 ��ｹzr�800 �,ﾒ�2881 ��ﾃ�ﾘ5ﾘ5�8ﾒ���"ﾙu�.｢��h8ﾈｷh��ﾈ*B�俥�7h8ﾉ�X����ﾄﾂﾒ��5i;ijy¥(ﾅ��隊申レン、母タロ回章 l〇〇よすト〉 

146 忠tﾂ亊ｹ�95Io"�東京技江戸川区宇宙田町章275-28 ��ふ3h*ﾘﾚRﾓs#C��タンク申 ��ywB�800 �,ﾒ�1重年7 �+Vﾂﾘ5ﾒ��ﾉ�ｲﾘ4��b亶b�追��X*�92��5h��jy¥(ﾅ��

147 忠tﾂ亊ｸ�5Io"�東琉　Ii ��2ﾓ3cッﾓyD���タンク寧 ��ｹzr�800 �,ﾒ�1702 �4c｢�馼8ﾈ98�����x6�5�,�.�5��ｲ����h8ﾈ92��5h･yh�ﾘHﾅ��江戸I区宇脅田町1275-28 

148 忠tﾂ亊ｹ(ｨｻｸｼb�泉京都江戸川区守宮田町12了5-28 亶"ﾓ3cッﾓs#C��タンク庫 ��ｹzr�800 �,ﾒ�槌44 鳴��ﾘ5h�b�����*B��覃98���R��,ﾘ6���86��&ﾘ.��トン、拐- シソ、ト9タ的基 裏打ン �5h･x餽ｭHﾅ��

149 宙ｩB亢y���ZY:"�埼玉県八清市水田根108l-1 ��Cほ4釘ﾙ_�唐�ダンプ 偸I?ｩVｲ�100 �,ﾒ�湘83 ���6x5h�b��ﾃ(耳5h�b�.ｨ92�6��俔��ﾘ(6x�"��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6�6�6(4�>�N(*�.ｒ�

150 宙ｩB凉ｹ4粕�?永��埼玉県八清市木曽根109I-1 ��ダンプ 偸I?ｩ}｢�100 �,ﾒ�8484 �����ﾂ�b�リ グ テ ��ｩMH�X8ｸ98��5iz�ﾒ���ｨ�����*"��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6�6�6(4�>�ﾎ8*�.ｒ�

1軌 忠iR凉ｹIXｯ�'��埼墓場八絹布木曾根重091-1 ��ダンプ 俘)69�b�重的 �,ﾒ�3496 �+R����b�ゾタllはタ グタ回昨f テトラタ叩 刄激刀Aクス- 男ヽトずク的裏 エルク �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6�6�6(4�>�ﾝ�.�.ｒ�

重与2 宙ｩB��+､���ｷ��埼玉県八清市大曽根1091輸1 ��Cふ塔BﾓS#唐�ダンプ ���?ｨｯb�100 �,ﾒ�8497 �+R��ﾂ��b�ゾタp リ如 習う ��4ｸ8ﾃx��+8,ﾒﾒ�弌�,ﾘｸ��"��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6�6�6(4�>�{ﾘ*�.ｒ�

153 忠/"亢y�����鰓�埼玉県八清市末的捜109宣-1 ��Cふ�3BﾓS#唐�ダンプ 偸I?ｨｵ��100 �,ﾒ�3498 �+R��ﾂ���シ●lロ グII 升う ��ﾅ(馼8ﾈ5�5h5��ｲ�*仞ﾈ*�5h5ﾂ��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6�6�6(4�>��ｸ*�.ｒ�

1毎4 宙ﾈb凉ｹe�ｨ��W��ﾂ�埼玉県八着市木曽根1091-1 ��Cふ�3BﾓS#唐�ダンプ 偸I?ｩd��100 �,ﾒ�剥ゆ9 �����ﾂ����ゾ)冒 シ●知 子け ��X6�8ﾈ98��5hｾ�������ﾕ892��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6�6�6(4�:��ｸ*�.ｒ�

155 忠�著詹:茫IYw��埼玉凧八湘市大菌根109喜-1 �+#ほ�釘ﾓS#唐�ダンプ �ImｨｸR�100 �,ﾒ�3506 �+X6x5�5�8ﾒ��c"ﾘ5h�h5���ﾈ�98���h6x8���8ﾙ^�.ｨ4���5h8X�ｲ���+(��ﾈ����7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6�6�6(4�>��H*�.ｒ�
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