
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 劔号 

平成ユダ年も月Il日 

東京都知事殿　　　　　　l震喜藤誤曇羅霊暴露誓 
上記代理人 

東京都港区赤坂二丁目14番27号 
国際新赤坂ビル東館 

届出者　鹿島建設株式会社東京建案 

臆臆臆臆 

(氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名) 

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�79[hｹ霎igｸｻﾓ))ｩm｣�2ﾓ�,ﾂﾙYB�&餉IUﾈ鹵�� 

汚染土壌の特定有害物質による 刔ｨ廁4�8ﾘ8�嶌ﾘyZｉ7��ｹv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘx�����sVﾖr�+R��

汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}��,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 澱�8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��ｸ刮�Y7��ｸ�yﾘ郢�ﾒ�
※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��5H98�X7(6(4��

汚染土壌を処理する者の氏名又 は名称 乘H�檍��5x�ｸ�X48�ｸ6X4�6ﾘ5��Vﾈ馼ｼh�瓜ｩ¥ｩ9傀謁ﾘ郢�ﾒ��

汚染土壌を処理する施設の所在 地 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9��=��ﾈｾhﾆ)NI�ｹ*ﾃ窺I&��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ��.h*ｹD���9hﾈ����?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ)U9D���甯ﾈ���4x8ﾒ�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ���ｸｯ�D���U8ﾈ����x��?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ�h/�D脛ﾈ����?｢�

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��X,ﾈ,h*��(������ﾈ,(�3�ｵB�

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 �4y�I9ﾒ�

絡先(運搬の際、積替えを行う場 合に限る.) 儖ｨ肘ﾙｲ�

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。) ��

備考1　この用紙の大きさは、日本工業親揺A4とすること。
2　氏名(法人にあってはその代表者の氏名)を紀載し、押印することに代えて、本人(法人にあってほぞの代表者)

閥諾護憲詩誌藩

線
畝そこ

窃囲レ

0ゴー乎任・雷卿

撹絡鵠道路株式会社技術部枝術2課 
氏名　臆臆臆 
雷話番号　03・5802・8014 
照AX番号03・5802・8045 電子メール 



汚染土壌の場所を明らかにした要措置区域等の図面
要措置区域等の所在地: (地番表示)東京部活区本郷2丁目13細1

陽間隔固

聯手の日長鼻虚同曲め面助】 継子の圃論耽、責鳥篭鶴り、蜘珊醐蘭噂i-ヽ拘勘障 

これらと平行レ種直面照で引潮珊支膳 
中心乱も着阿り曲調誌握池亀凄腕購 



1.運搬フロー図
添付書類　3-1

掘削除去区画:東京都文京区本郷之丁目1雷寸(地番)

六価クロム化合物(溶出塁)

運搬;株式会社サン・ピック　随搬受託割 
愛知県名古屋市潜区潮見町与番 

荷姿:ダンプトラック十トラックシート掛け 

処理:株式会社ジーイーテクノス
神奈川県横浜市神奈川区志此須町8番地

種類:分別等処理施設
処理方法:分級及び選別

再処理汚染土壌処理;

運搬:株式会社サン,ヒ 　愛知県名古屋、 荷姿:船舶十天蓋(鉄 �.H4���8､8ｾi*ｨﾊ�*ﾉu餉B�ﾅR��

処理:株式会社サン・ビック
愛知県名古屋市港区潮見町3,4,与,之之,鵜,与1,与之,艶番

種類:浄化等処理施設
処理方法こ浄化、洗浄方式

〇〇〇_○○重__青____〇〇〇〇〇〇○○__○○_暮〇〇〇〇〇〇___○○章

図l-1汚染土壌運搬処理フロー図

2.運搬体制

運搬受託者:株式会社サンぜック

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
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搬出車両登録一覧表
処分受託者:㈱ジー・イーテクノス横浜事業所住所:神奈川県椋浜市神奈川区恵比須町8丁管」 O45一偶4-1070

運搬受託者:㈱サン"ビック・東京事務所　　住所:東京都港区港南2-16「丁Eし: 03-6718葛2553

市東領由明和土木興業株式会社　　　　　　　　住所:埼玉県川口 劔市東領家2丁目3-12　丁軋:048-798-6684 

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 ��Xｷｳ�����,ﾘ��ピr�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県月旧市東領家2丁目3-12 

2 ��Xｷｳ�����,ﾓ��32�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県月Iロ市東館家2丁目3-12 

3 ��Xｷｳ�����,ﾓ��3B�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領家2丁目3-12 

4 ��Xｷｳ�����,ﾓ�#�b�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県月旧市東領家2丁目3-12 

5 ��Xｷｳ�����,��#3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2丁目3「2 

6 ��Xｷｳ�����,ﾘ��,C##��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家之丁目3-12 

7 ��Xｷｳ�����,ﾓ�#3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領家2丁目3-12 

8 ��Xｷｳ�����,ﾓ�#3"�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2丁目3「2 

9 ��Xｷｳ�����,ﾓ�##R�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2丁目3-12 

10 ��Xｷｳ�����,ﾓ�s�2�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2丁目3「2 

11 ��Xｷｳ�����,ﾘ��#9{澱�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領家2丁目3「2 

12 ��Xｷｳ�����,ﾓ���R�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2丁目3-12 

13 ��Xｷｳ�����,ﾘ��#3y{��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2丁目3-12 

14 ��Xｷｳ�����,ﾓ��){��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2丁目3-「2 

15 ��Xｷｳ�3���+8��#�3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口帝京領家2丁目3「2 

16 ��Xｷｳ�3���+���#33��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領家2丁目3-12 

1了 ��Xｷｳ�3���+8��#C��R�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県月旧市東領家2丁目3「之 

18 ��Xｷｳ�3���+8��#Ss��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領家2丁目3-12 

19 ��Xｷｳ�����,ﾓ�CS��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東頼家2丁目3「2 

20 ��Xｷｳ�����,ﾓ�ScB�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2丁目3-12 

※上記内容は車検証より転記したものである。



21 ��Xｷｳ�����,ﾘ��3�sb�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県」1旧市東領家2丁目3「2 

22 ��Xｷｳ�����,ﾓ��C��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2丁目3-「2 

23 ��Xｷｳ�3���+8��#�3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2丁目3-12 

24 ��Xｷｳ�3���+8��#�3"�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2丁目3「2 

25 ��Xｷｳ�3���+8��#�32�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東嶺家2丁目3置12 

26 ��Xｷｳ�3���+8��#c���ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東嶺家2丁目3-12 

27 ��Xｷｳ�3���+8��#c�"�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2丁目3-12 

28 ��Xｷｳ�3���+8��#s#��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領家2丁目3-12 

29 ��Xｷｳ�3���+8��#s#"�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2丁目3-12 

30 ��Xｷｳ�3���+8��#s3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口帝京領家2丁目3-12 

※上記内容は車検証より転記したものである。



搬出車両登録一覧表
処分受託者:㈱ジーイーテクノス横浜事業所住所:神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8丁巨」: 045-出4-1070

運搬受託者:㈱サン・ビック東京事務所　　住所:東京都港区港南216」丁巨」 O3-6718-2553

株式会社義建　　　　　　　　　　　住所:東京都江戸川区春江町2丁削2番6号　丁巨」:03-566牛3383

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 ��ｹzs��h��/�����ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12番6号 

2 ��ｹzs��H��*�����2�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12番6号 

8 ��ｹzs�3�*h����B�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12番6号 

4 ��ｹzs�����+�����R�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目置2番6号 

5 ��ｹzs�����*ｸ������ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12番6号 

6 ��ｹzs�3���+�������ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目†2番6号 

7 ��ｹzs�3�*�����R�ダンプ 乘H�檍����ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12番6号 

8 ��ｹzs�3�*c����ダンプ 乘H�檍����{靄｢�東京都江戸川区春江町2丁目12番6号 

9 ��ｹzs�8�X*���,C�"�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12番6号 

10 ��ｹzs�3���+���2�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12番6号 

11 ��ｹzs�3���*ﾓ��B�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12番6号 

12 ��ｹzs�3���*���R�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12番6号 

13 ��ｹzs�3���+���,C�b�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目置2番6号 

14 ��ｹzs�3���*c��r�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12番6号 

15 ��ｹzs�3���*������ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12番6号 

16 ��ｹzs�3���*H���"�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12番6号 

1了 ��ｹzs�3���*H���2�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12番6号 

※上請内容は車検証より転記したものである。



搬出車両登録一覧表
処分受託者:㈱ジー・イーテクノス横浜事業所住所:神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8丁巨」: 045-444「0了0

運搬受託者:㈱サン農ビック東京事務所　　住所:東京都港区港南2易16-1丁巨」: 03葵6718-2553

有限会社丸和工業　　　　　　　　　　住所:東京都足立区入谷3丁目5-8　丁巨」:03葛3853-6961

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 ��ｹzs�����,ﾓ�Cc��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｹ��ﾔ鮎b�東京都足立区入谷3丁目5-8 

2 ��ｹzs�����,ﾘ��33#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｹ��ﾔ鮎b�東京都足立区入谷3丁目5-8 

3 ��ｹzs���,ﾘ��#�Sb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｹ��ﾔ鮎b�東京都足立区入谷3丁目5-8 

4 ��ｹzs�����,ﾘ��#塔r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｹ��ﾔ鮎b�東京都足立区入谷3丁目5-8 

※上薄内容は車検証より転読したものである。



搬出車両登録一覧表
処分受託者:㈱ジー喜イーテクノス横浜事業所住所:神奈月憬横浜市神奈川区恵比須町8丁巨」 O45-444‾1070

運搬受託者:㈱サン・ビック東京事務所　　住所:東京都港区港南2「6-1丁巨」: 03-6718-2553

有限会社豊信興業　　　　　　　　住所:埼玉県越谷市船渡字上川尉521丁重士048-940-717「 

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 ��Xｷｳ��h��+ﾘ����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

2 偸I?ｩYC�����.�����"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

3 偸I?ｩYC�����-ﾈ����2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1与21 

4 偸I?ｩYC�3���-ﾈ����b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

5 偸I?ｩYC���,ｨ����r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

6 偸I?ｩYC���.�������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

7 偸I?ｩYC�3���,ｸ������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

8 偸I?ｩYC�3���,ﾘ�����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

9 偸I?ｩYC�3�+ｸ�����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

10 偸I?ｩYC�3���,ｸ���"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡宇上川原「521 

11 偸I?ｩYC�3���,ｸ���2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

12 偸I?ｩYC�3���,H���B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

13 ��Xｷｳ�3��h,����R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

14 偸I?ｩYC�3���,����Sb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

15 偸I?ｩYC�3���,����r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

16 偸I?ｩYC�3���,h�����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

17 偸I?ｩYC�3���,(����#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

18 偸I?ｩYC�3���,ｨ����#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

19 偸I?ｩYC�����.x�������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

※上記内容は車検証より軽記したものである。



20 偸I?ｩYB��3���+ﾘ����{��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

21 偸I?ｩYC�3���,h����r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡車上Il順1521 

22 偸I?ｩYC�3�+s�#c��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

23 偸I?ｩYC�3���+ﾘ�������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

24 ��Xｷｳ�����.x���S2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

25 偸I?ｩYC�3���+s�3���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

26 偸I?ｩYC��(��+8����R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上川原1521 

※上記内容は車検証より転記したものである。



搬出車両登録一覧表

処分受託者:㈱ジー葛イーテクノス横浜事業所住所;神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8丁巨」 O45一雄4-1070

運搬受託者:㈱サン。ビック東京事務所　　住所‥東京都港区港南2-16喜1丁巨」: 08-6718-2553

有限会社戸籍総菜　　　　　　　　住所:東京都 劔江戸川区小松I腫丁目14-4-305　丁巨」:03-3655-1865 

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�事体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 ��ｹzs�3���-�����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｸｭｩ�ﾘﾝ��東京都江戸川区小松川3丁目14十吋05　● 

2 ��ｹzs�3���,ｳ����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｸｭｩ�ﾘﾝ��東京都江戸川区小松川3丁目「4-牛305 

3 ��ｹzs�3���+ﾘ��*C3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｸｭｩ�ﾘﾝ��東京都江戸川区小松川3丁目1午4-305 

4 ��ｹzs�3���+ﾘ��3���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｹ���ﾘｼb�東京都江戸川区小松川3丁目14十305 

5 ��ｹzs�3���,(��#���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｸﾇy�ﾘﾝ��東京都江戸川区小松川3丁目14一生305 

6 ��ｹzs�3���+���C���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����ﾌｸｭｩ�ﾘﾝ��東京都江戸川区小松川3丁目14-4-305 

※上記内容は車検証より転話したものである。



搬出車両登録一覧表
処分受託者:㈱ジー"イーテクノス横浜事業所住所:神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8丁巨」‥ 045-444-1070

運搬受託者:㈱サン章ビック東京事務所　　住所:東京都港区港南2一帖一十　丁巨」: 03-67「8-2553

有限会社新拓興業　　　　　　　　　住所:埼玉県三郷市栄1丁目328番地　丁巨」:048-952農8155

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 偸I?ｩYC�����,ﾘ��3#3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�培玉県三郷市栄1丁目328番地 

2 偸I?ｩYC�����,ﾘ��#s�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄1丁目328番地 

3 偸I?ｩYC�3���+8�����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄1丁目328番地 

4 �7�������,ﾘ��C#S��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄1丁目328番地 

5 偸I?ｩYC�����,ﾘ��#c#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���iWxｻｸｼb�埼玉県三郷市栄1丁目328番地 

6 偸I?ｩYC��(��,H����R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄1丁目328番地 

7 偸I?ｩYC�3���,h����S��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄1丁目328番地 

8 偸I?ｩYC�3���,H��S���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄1丁目328番地 

9 偸I?ｩYC�����-���S����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄1丁目328番地 

10 偸I?ｩYC�����,ｸ��SSSR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄丁丁目328番地 

11 偸I?ｩYC�3���+ﾘ��CcC��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄1丁目328番地 

12 偸I?ｩYC�3�,H����SR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄1丁目328番地 

※上記内容は車検証より転記したものである。



搬出車両登録一覧表
処分受託者:㈱ジー葵イーテクノス横浜事業所住所:神奈川県繚浜市神奈川区恵比須町8丁巨」‥ 045職4仙-1070

運搬受託者:㈱サン置ビック東京事務所　　住所:東京都港区港南2-16-1丁巨」: 03-6718-2553

有限会社米塚総建　　　　　　　　　住所:埼玉県戸田市美女木4-12-14　丁王」:048-42十5088

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 ��Xｷｳ��(��.���ャモ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��¥I,ｹ�ﾘﾉ｢�埼玉県戸田市美女木4-12-14 

2 ��Xｷｳ��8��,��������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����¥I,ｹ�ﾘﾉ｢�埼玉県戸田市美女木412-14 

※上記内容は車検証より輯話したものである。



搬出車両登録一覧表
処分受託者:㈱ジー・イーテクノス横浜事業所住所:袖奈」I憬横浜市神奈川区恵比須町8丁重」: 045-4糾一1070

運搬受託者:㈱サン葛ビック東京事務所　　住所:東京都港区港南2-16-1丁巨」: 03-67「8-2553

株式会社青葉興業　　　　　　　　住j申横浜市都筑区東山田ト7-4　丁巨」:045-593-8145

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 ��Vﾃ�3���,#�##2�ダンプ 乘H�檍���)wHｻｸｼb�横浜市都筑区東山田子7-4 

2 ��Vﾃ�3���+ｳ�##B�ダンプ 乘H�檍���)wHｻｸｼb�横浜市都筑区東山田上7-4 

3 儼��ﾃ�����,ﾘ����"�ダンプ 乘H�檍���)wHｻｸｼb�横浜市都筑区東山田十7-4 

4 ��89h蕪�����,ﾓ�c釘�ダンプ 乘H�檍���)wHｻｸｼb�横浜市都筑区東山田ト7-4 

5 ��Vﾃ�����,ﾘ��Ccc��ダンプ 乘H�檍���(ﾝ綾ｸｼb�横浜市都筑区東山田ト7-4 

6 傲9>ﾃ�����,H������ダンプ 乘H�檍���(ﾝ綾ｸｼb�横浜市都筑区東山日工7-4 

7 ��ﾈﾞ������+ｸ��SXﾘb�ダンプ 乘H�檍���(ﾝ綾ｸｼb�横浜市都筑区東山田ト7-4 

8 ��ﾈﾞ������,ﾘ��{鉄��ダンプ 乘H�檍���)wHｻｸｼb�横浜市都筑区東山田十手4 

9 ��ﾈﾞ������,ﾘ��#��R�ダンプ 乘H�檍���)wHｻｸｼb�横浜市都筑区東山田1〇十4 

「0 ��ﾈﾞ������-ﾘ�����ダンプ 乘H�檍���)wHｻｸｼb�横浜市都筑区東山田上了-4 

※上記内容は車検証より転調したものである。



搬出車両登録一覧表
処分受託者:㈱ジー・イーテクノス続演事業所住所:神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8丁巨」: 045-伸4-事070

運搬受託者:㈱サン重ビック東京事務所　　住所:東京都港区港南㌘16-1丁E」: 03-6718-2553

株式会社ハーモセレ　　　　　　　　　住所:東京都中 劔央区新川1「9-了-2F　丁冒し:03-3553-6823 

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 做ｸ躡nﾃ�3�*h��)｣����ダンプ 乘H�檍��6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�東京都中央区新川十19-7-2F 

2 做ｸ躡nﾃ�3���*����"�ダンプ 乘H�檍��6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�東京都中央区新j用後19-7÷2戸 

3 做ｸ躡nﾃ�3���*����2�ダンプ 乘H�檍��6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�東京都中央区新川1「9-7-2F 

※上記内容は車検証より転記したものである。



搬出車両登録一覧表
処分受託者:㈱ジーーイーテクノス横浜事業所住所:神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8丁巨」: 04帥4牛1070

運搬受託者:㈱サン"ビック東京事務所　　住所:東京都港区港南2鵜16-1丁E」 O3-6718-2553

有限会社伊藤総菜　　　　　　　　　住所東京都江戸川区上篠崎4丁目23-10-102　丁きし:03場5666-3168

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 ��ｹzs���+ﾘ������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4丁目23「0置102 

2 ��ｹzs�����+ｸ��##"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4丁目23-10-102 

3 ��ｹzs�����,ﾈ��332�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4丁目23-10-102 

4 ��ｹzs�3���+���CCB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4丁目23-10-102 

5 ��ｹzx�S����+���Xｩ��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘｼb�東京都江戸川区上篠崎4丁目23-10-102 

6 ��ｹzs�3���+���ccb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4丁目23-「0-102 

7 ��ｹzs���+8��ssr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4丁目23-10「02 

8 ��ｹzs�����+ﾘ��ャ��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4丁目23葛10-102 

9 ��ｹzs�3���+ｸ��涛��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4丁目23-「0-102 

10 ��ｹzs�3���+8��ss��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4丁目23-「0-102 

11 ��ｹzs�3���+8��s���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4丁目23-10葛102 

12 ��ｹzs�3���+8��s���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4丁目23鵜10「02 

13 ��ｹzs�3���+8��s�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4丁目23「0-102 

14 ��ｹzs�3���+8��s�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4丁目23-10-102 

15 做ｸ躡nﾃ�3���,������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4丁目23-10「02 

16 ��ｹzs�3���.ｸ�����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4丁目23喜10-102 

17 ��ｹzs�3���+ﾘ��#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4丁目23「0-102 

18 ��ｹzx�S3���,(��3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4丁目23-10-102 

「9 ��ｹzs�3���,h��C��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘｼb�東京都江戸川区上篠崎4丁目23鵜10-102 

20 ��ｹzs�3�+x��s#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4丁目23「0-102 

※上記内容は車検証より転調したものである。



搬出車両登録一覧表
処分受託者:㈱ジー賀イーテクノス横浜事業所住所:神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8丁巨」 O45」的4置1070

運搬受託者;㈱サン裏ビック東京事務所　　住所:東京都港区港南2-16-1丁E」: 03-6718-2553

エステートサービス株式会社　　　　　　　　住所:東京都江東区潮見1丁副6「3　丁E」:03-6806葛2572 

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��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丁目16-3 

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

3 ��ｹzs�3���+8��sC��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1丁目16-3 

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

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

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

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

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

10 ��ｹzs�3���*����3��ダンプ �4x5�6X�ｸ*�ｨ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1丁目†6-3 

1重 ��ｹzs�3���+8��ツ��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1丁目16-3 

12 ��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1丁目16-3 

13 ��ｹzs�3���+x��ャ��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見「丁目16-3 

14 ��ｹzs�3���+x��ゴ��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1丁目16-3 

15 ��ｹzs�3���+x��s���ダンプ �4x5�6X�ｸ*�'X7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1丁目16-3 

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

17 ��ｹzs�3�+x�������ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1丁目16置3 

18 ��ｹzs�3���+8�����"�ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1丁目16葛3 

19 ��ｩlﾓ�����,ﾘ��3csr�ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1丁目丁6「3 

20 ��ｩlﾓ�����,ﾘ��#S迭�ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1丁目16-3 

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

※上記内容は車検証より転記したものである。



搬出車両登録一覧表
処分受託者:㈱ジー・イーテクノス横浜事業所住所:神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8丁亡」: 045-伸上1070

運搬受託者:㈱サン教ビック東京事務所　　住所:東京都港区港南2-16「　丁E」: 03-6718置2553

有限会社ケイ子ツケ　　　　　　　　　　　住所:神奈jl憬川崎市川崎区千鳥町8-2　丁巨」:044-288輸7644

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 ��ﾈﾞ������*���#�3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�48��685��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

2 ��ﾈﾞ������*���C�ッ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�48��685��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

3 ��ﾈﾞ������*���S#�r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

4 ��ﾈﾞ������*���S##��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

5 ��ﾈﾞ������*���S##��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

6 ��ﾈﾞ������*���CンR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

7 ��ﾈﾞ������*���Cンb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�48��685��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

8 ��ﾈﾞ������*���Cンr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�48��684��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

9 ��ﾈﾞ������*���Cン��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

10 ��ﾈﾞ������*���Cc3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�48��684��神奈川県)i崎市川崎区千鳥町8-2 

11 ��ﾈﾞ������*���Cs3R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�48��684��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

12 ��ﾈﾞ������*���Cs3b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

13 ��ﾈﾞ������*���3�#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�48��684��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8÷2 

14 ��ﾈﾞ������*���S��"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

15 ��ﾈﾞ������*���S��2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�48��685��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

16 ��ﾈﾞ������*���S��R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�48��685��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

17 ��ﾈﾞ������*���S��b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

18 ��ﾈﾞ������*���CS�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

19 ��ﾈﾞ������*���S�3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

※上記内容は車検証より転記したものである。



20 2「 ��ﾈﾞ����*鉄Cs���ﾈﾞ����*鉄Cs��ダンプ ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�48��685��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

有限会社ケイ子ツケ ���=莓厦ｹ�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�y+�*ﾃふ"�

22 ��ﾈﾞ������*���S3c"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�48��685��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

23 ��ﾈﾞ������*���S3c2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�48��685��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

24 ��ﾈﾞ������*���S3cB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�48��684��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

25 ��ﾈﾞ������*���SS�b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

26 ��ﾈﾞ������*���Sc���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8「2 

27 ��ﾈﾞ������*���Sh�fr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市II腑区千鳥町8-2 

※上記内容は車検証より転読したものである。



搬出車両登録一覧表
処分受託者:㈱ジー置イーテクノス横浜事業所住所:神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8丁軋: 045-444○○070

運搬受託者:㈱サン“ビック東京事務所　　住所:東京都港区港南2-16-1丁巨し: 03-6718-2553

シグマテック株式会社　　　　　　　　　住所:東京都中央区日本橋富沢町5番4号　丁毒し:03-5651-220「

、NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��S����ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋冨沢町曇番4号 

之 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��Cssr�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

3 倅�C�3���+ｸ��CCB�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

4 冖ﾈﾌ8壹�3���,(��S�S��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

5 冖ﾈﾌ8壹�3���,�����s��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

6 倅�C�����,ﾓ�cs"�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4���ｩH�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

7 倅�C�����,ﾓ�cッ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

8 倅�C�����,ﾘ�Scビ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

9 倅�C�3���+8��3s2�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

10 倅�C��(��,ﾘ���R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

11 倅�C�����,ﾘ��#�S2�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

12 冖ﾈﾌ8壹�3���+ｸ��{���ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

13 傀ｩ�#�3�+x��#C#B�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

14 傀ｩ�#�����,ﾘ��#33R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本籍富沢町5番4号 

15 倅�C�3���+8��Sビ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

16 傀ｩ�#�����,ﾘ��#3ッ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋冨沢町5番4号 

17 倅�C�����,ﾘ��Sビ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5番4号 

18 傀ｩ�#�����,ﾘ��#3ビ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

丁9 傀ｩ�#�����,ﾘ��#33b�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

20 傀ｩ�#�����,ﾘ��#33r�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

※上記内容は車検証より転記したものである。



21 傀ｩ�#�����,ﾘ��#IEc"�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋董沢町5番4号 

22 傀ｩ�#�����,ﾘ��#C3��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

23 傀ｩ�#�����,ﾘ��#C3��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

24 傀ｩ�#�����,ﾘ��#33B�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

25 傀ｩ�#�����,ﾘ��#cCR�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4���ｩH�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

26 倅�C�����,ﾘ��CC�2�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

27 冖ﾈﾌ8壹�����,���ャ3R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

28 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��ャ3b�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

29 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��ャ3r�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4���ｩH�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

30 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ����sr�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5番4号 

31 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ���#c��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

32 倅�C�����,ﾘ��##3"�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

33 倅�C�����,ﾘ��#�#��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

34 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ�������ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4���ｩH�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

35 冖ﾈﾌ8夐)｣����,ﾓ�#3B�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋雷沢町5番4号 

36 冖ﾈﾌ8壹�����-ﾈ��Si{唐�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

37 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��ャSB�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4���ｩH�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

38 倅�C�����,ﾓ�CC2�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

39 倅�C�����,ﾘ��##3r�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4���ｩH�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

40 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��c�cb�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4���ｩH�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

41 倅�C�����,ﾘ��CC���ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

42 傀ｩ�#�����+x��s3�2�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

43 冖ﾈﾌ8壹�3���,H��sS��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

44 冖ﾈﾌ8壹�3���,(����sb�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5番4号 

※上記内容は車検証より転記したものである。



45 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��sC3B�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

46 冖ﾈﾌ8壹�����.H����{唐�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

47 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��#S3B�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

48 囘ﾈｻC�����,ﾓ�3���ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

49 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ���3#"�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

50 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ���##��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

5† 傀ｩ�#�����,ﾘ��#ssb�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

52 傀ｩ�#�����,ﾘ��#sy{��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

53 傀ｩ�#�����,ﾘ��#�#R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

54 傀ｩ�#�����,ﾘ��#�#b�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

55 傀ｩ�#�����,ﾘ��#�#r�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

56 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��sS�"�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

※上記内容は車検証より転記したものである。



搬出車両登録一覧表
処分受託者‥㈱ジーイーテクノス横浜事業所住所:神奈I順横浜市神奈川区恵比須町8丁富士O45置44午丁070

運搬受託者:㈱サン葛ビック東京事務所　　住所:東京都港区港南2-16「忙しO3-6718鵜2553

松島運輸株式会社　　　　　　　　　住所::東京都杉並区梅里2-2ト13丁巨」:03-3247-0401 

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 �ｹF��3���*h��涛��ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25「3 

2 �ｹF������*���#3湯�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-之5-13 

3 �ｹF�)､���*���#Csb�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25場13 

4 �ｹF������*���#S���ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

5 �ｹF������*���#S���ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25「3 

6 �ｹF������*���#イ2�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2書2513 

7 �ｹF������*���#イB�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2輸25-13 

8 �ｹF��3��X*���s�{���ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区棍里㌘25「3 

9 �ｹF������*���#鼎r�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

10 �ｹF��S����*���#鼎B�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2置25-13 

「1 �ｹF��S����*���#鼎R�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25葛13 

12 �ｹF������*���3�c"�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

13 ��ﾙh��S����,ﾓ�C右b�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

14 ��兔������*�����b�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梼里2-25-13 

15 ��兔������*�������ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

16 ��兔������*������ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25置13 

17 ��兔������*������ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

※土語内容は車検証より転記したものである。



搬出車両登録一覧表
処分受託者:㈱ジー書イーテクノス横浜事業所住所:神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8丁巨」: 045-444「070

運搬受託者;㈱サン着ビック東京事務所　　住所:東京都濃区港南2-16「　丁巨」 O3-6了18-2553

株式会社三尾アドバンス　　　　　　　　住所:東京都大田区本羽田1-27一生601　丁軋:03-374ト8150

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 儼��ﾃ�3���+x��S2�ダンプ 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽田ト27「4-601 

2 儼��ﾃ�3���+ﾘ��S��ダンプ 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽田十27一生601 

3 ��ﾈﾞ��3���*���ャ���ダンプ 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽田十27-4-601 

4 ��ﾈﾞ��3���*���ャ���ダンプ 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽田1-27-4-601 

5 ��ﾈﾞ��3���*���ャ�"�ダンプ 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽田1置27-牛601 

6 ��ﾈﾞ��3���*(��ャ�2�ダンプ 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽田1-27一生601 

7 佇顏s�����*���33�B�ダンプ 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽田十27-4-601 

8 ��ﾈﾞ������*���33�R�ダンプ 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽田ト27-4-601 

9 ��ﾈﾞ������*���33���ダンプ 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽田ト27-4-601 

10 ��ﾈﾞ������*���3C���ダンプ 乘H�檍��蓼夊4�6�6�985��東京都大田区本羽田1セ7-4-601 

※上記内容は車検証より転記したものである。



搬出車両登録一覧表

処分受託者:㈱ジーイーテクノス横浜事業所住所:神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8丁帥045-444‾1070

運搬受託者:㈱サン〃ビック東京事務所　　住所:東京都漕区港南2-16-1丁巨」 O3-6718-2553

株式会社小原工業　　　　　　　　住所:東京都墨田区両国3丁目21-14　丁巨し‥03-3635置0461 

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 ��ｹzs�3���*������ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目2十14 

2 ��ｹzs�3���*c���"�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目21「4 

3 ��ｹzs�3���*c���2�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目21-†4 

4 ��ｹzs�3���*C���B�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目21-14 

5 ��ｹzx�S3���*c���R�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目2十14 

6 ��ｹzs�3���*C���b�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目21「4 

7 ��ｹzs�3���*����r�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目2十14 

8 ��ｹzs�3���*H�S����ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目2十14 

9 ��ｹzs�3���*c�����ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国さ丁目2十14 

10 ��ｹzs�3���*c��Ec��ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目2十「4 

11 ��ｹzs�3���*C��#��ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目21-14 

12 ��ｹzs�3���*C��Ec"�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目.2十14 

13 ��ｹzs�3���*C��#2�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目2十14 

14 ��ｹzs�3���*#��#B�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目2十14 

15 ��ｹzs�3���*c��#R�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目21「4 

16 ��ｹzs�3���*C��#b�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目2ト14 

1了 ��ｹzs�3���*#��#r�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目2ト14 

18 ��ｹzy'S3���*h�S�#��ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目2ト14 

※上記内容は車検証より転記したものである。



搬出車両登録一覧表
処分受託者:㈱ジーイーテクノス横浜事業所住所:神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8丁巨」: 045-4伸一10了0

運搬受託者:㈱サンービック東京事務所　　住所:東京都港区港南2「6「丁軋: 03-6718-2553

有限会社東京プランこげ　　　　　　　　住所:東京都江戸川区中葛西5丁目23置.3　丁巨」河3-5659葛9932

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�3コ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5丁目23-.3 

2 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�3僞b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5丁目23-.3 

3 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�3�+2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5丁目23-.3 

4 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�3釘�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ4ｲ�東京都江戸川区中葛西5丁目23一.3 

5 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�S�R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7X8�98+�*��東京都江戸川区中葛西5丁目23-.3 

6 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�Y'Sb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ縱�8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5丁目23一.3 

7 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�S���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5丁目23-.3 

8 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ��,CSX�R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5丁目23-.3 

9 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ��,CSS"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5丁目23-.3 

10 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�SS2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京部活戸川区中葛西5丁目23-.3 

11 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�SSB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�98+�*��東京都江戸川区中葛西5丁目23〇・3 

12 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�SSR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�98+�+��東京都江戸川区中葛西5丁目23-.3 

13 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ���R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5丁目23一.3 

14 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ���b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5丁目23○○3 

15 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�ピR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5丁目23-.3 

16 17 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ��#3モ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7H�ﾈ8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5丁目23一〇3 

習志野「00　は　2389 �5�987b�有限会社東京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃY)ｩm｣#8ｨｲ�2�

18 做ｸ躡nﾃ�����.������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5丁目23一.3 

19 做ｸ躡nﾃ�����.������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7X8�98+�+��東京都江戸川区中葛西5丁目23-.3 

20 做ｸ躡nﾃ�3�,����"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�98+�*��東京都江戸川区中葛西5丁目23一.3 

※上記内容は車検証より転記したものである。



21 做ｸ躡nﾃ�3���,ﾈ���2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�99?�985��東京都江戸川区中葛西5丁目23葛.3 

22 做ｸ躡nﾃ�3���+ｸ���B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�98+�+��東京都江戸川区中葛西5丁目23-,3 

23 做ｸ躡nﾃ�3���,ﾘ���R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5丁目之3-.3 

24 做ｸ躡nﾃ�3���,ﾘ���b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5丁目23「3 

25 做ｸ躡nﾉ)｣3���,ﾈ���r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5丁目23-.3 

26 做ｸ躡nﾃ�3���-������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5丁目23-.3 

27 做ｸ躡nﾃ�3���+������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5丁目23-.3 

28 做ｸ躡nﾃ�3���,�����#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5丁目23「3 

29 做ｸ躡nﾃ�3���,h����#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5丁目23「3 

30 做ｸ躡nﾃ�3���-8����#"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5丁目23-.3 

31 做ｸ躡nﾃ�3�+x������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5丁目23「3 

32 做ｸ躡nﾃ�3���,ﾈ����湯�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5丁目23「3 

33 做ｸ躡nﾃ�3���.(��涛��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5丁目23-.3 

34 做ｸ躡nﾃ�3���,ﾘ��涛湯�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5丁目23-.3 

※上記内容は車検証より転記したものである。



搬出車両登録一覧表
処分受託者:㈱ジー“イーテクノス横浜事業所住所:神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8丁巨」: 045-444-1070

運搬受託者:㈱サンtビック東京事務所　　住所:東京都藩医港南2-16-1丁巨」 O3-6718輸2553

KT産業株式会社　　　　　　　　　　　住所:東京都江戸川区上一色1丁目3-1 TEL:03-3655-5478

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 ��ｹzy)｣����,ﾘ��3Ssb�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1丁目3「 

2 ��ｹzs�����,ﾘ��3S���ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1丁目3葛1 

3 ��ｹzs�����,ﾘ��3�S��ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1丁目3-1 

4 ��ｹzs�����,ﾘ��3cc��ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1丁目3-1 

5 ��ｹzs�����,ﾘ��3��SR�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1丁目3-1 

6 ��ｹzs�����,ﾘ��3s3R�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1丁目3-1 

7 ��ｹzs�����,ﾘ��3s3b�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1丁目3-1 

8 ��ｹzs�����,ﾘ��3scb�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1丁目3-1 

9 ��ｹzs�����,ﾘ��3scR�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1丁目3「 

10 ��ｹzs�����,ﾘ��3c���ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1丁目3-1 

11 ��ｹzs�����,ﾘ��S�c��ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1丁目3-1 

12 ��ｹzs�����,ﾘ��3cs��ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色「丁目3-1 

13 ��ｹzs�����,ﾘ��CsS"�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸111区上一色1丁目3-1 

14 ��ｹzs�3���+8��S�SR�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1丁目3「 

15 ��ｹzs�����,ﾘ��3cs��ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色喜丁目3-1 

16 ��ｹzs�����,(��Scs��ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1丁目3-1 

17 ��ｹzs�����,ﾘ��SSS"�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1丁目3「 

18 ��ｹzs�����,ﾘ��SS���ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1丁目3-1 

「9 ��ｹzs�����,ﾘ��SS���ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1丁目3「 

20 ��ｹzs�����,ﾘ��SY{�"�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川l区上一色1丁目3-1 

21 ��ｹzs�����,ﾘ��ｩ����ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1丁目3-1 

22 ��ｹzs�����,ﾘ��SC湯�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1丁目3「 

23 ��ｹzs�����,ﾘ��SSS��ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1丁目3-1 

※上記内容は車検証より転読したものである。



搬出車両登録一覧表
処分受託者:㈱ジーイーテクノス横浜事業所住所:神奈川県橋浜市神奈川区恵比須町8丁軋: 045-44牛10了0

運搬受託者:㈱サンービック東京事務所　　住所:東京都港区港南2-16-1丁巨富O3-6718-2553

山良建設株式会社　　　　　　　　　　住所:東京都世田谷区喜多見1丁目1之-13　丁冒し:03「3489-7137 

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 ��ﾙh������*��c�B�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1丁目12-13 

2 ��ﾙh������*����R�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1丁目12-13 

3 ��ﾙh������*���(�Ss2�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1丁目12-13 

4 ��ﾙh������*���#�sB�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世由谷区喜多見1丁目12鵜13 

5 ��ﾙh������*���##���ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1丁目丁2「3 

6 ��ﾙh������*���#S3b�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1丁目丁2-13 

7 ��ﾙh������*���#S3r�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1丁目12-13 

8 ��ﾙh������*���#c���ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1丁目12「3 

9 ��ﾙh�)｣����*���#csr�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1丁目12-13 

10 ��ﾙh������*���3�途�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1丁目12-13 

11 ��ﾙh������*���3��B�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1丁目12-13 

12 ��ﾙh������*���7C��R�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見丁丁目「2「3 

13 ��ﾙh������*���33C��ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1丁目12-13 

14 ��ﾙh������*���33S��ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1丁目12-13 

※上記内容は車検証より転話したものである。



搬出車両登録一覧表
処分受託者:㈱ジー重イーテクノス横浜事業所住所:神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8丁巨」: 045-444-1070

運搬受託者:㈱サンiビック　東京事務所　　住所:東京都港区港南2「6-1丁巨」 O3-6718-255奪

佐藤商運有限会社　　　　　　　　　　住所:東京都江戸川区南葛西6丁目16看6　丁巨」:03葛3689-2768

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 ��ｹzs�3���*ﾘ��#��ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南葛西6丁目16細6 

2 ��ｹzs�3���*ﾘ��S��ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南葛西6丁目16-6 

3 ��ｹzs�3�*h��c��ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南葛西6丁目16-6 

4 ��ｹzs�3���*(��s��ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南葛西6丁目16輸6 

5 ��ｹzs�3���*(�����ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南葛西6丁目「6-6 

6 ��ｹzs�3���*(�����ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南葛西6丁目16-6 

了 ��ｹzs�3���/���3��ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南葛西6丁目16-6 

8 ��ｹzs�3�*ﾘ��C��ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南葛西6丁目「6-6 

※上記内容は車検証より転記したものである。



搬出車両登録一覧表

処分受託者:㈱ジー細イーテクノス横浜事業所住所:神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8 TEL: 045置444-10了0

運搬受託者:㈱サン。ビック東京事務所　　住所:東京都藩医港南2-16-丁　丁重」 O3-6718-2553

有限会社保戸田総菜　　　　　　　住所:東京都江戸川区中葛西7丁目23-12　丁巨」:03-5667‾4874 

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 ��ｹzs���.x����#b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��]ｸﾌｹ69�ﾘﾝ��東京都江戸川区中葛西了丁目23「2 

2 ��ｹzs���.x����#r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��]ｸﾌｹ69�ﾘｼb�東京都江戸川区中葛西7丁目2312 

3 ��ｹzs�3�-ﾈ����sr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��]ｸﾌｹ69�ﾘﾝ��東京都江戸川区中葛西7丁目23-12 

4 ��ｹzs�3�,ﾘ���#2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��]ｸﾌｹ69�ﾘﾝ��東京都江戸川区中葛西7丁目23-12 

5 ��ｹzs�3�+8��S����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��]ｸﾌｹ69�ﾘｼb�東京都江戸川区中葛西了丁目23-12 

6 ��ｹzs�3�,ｨ����モ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��]ｸﾌｹ69�ﾘﾝ��東京都江戸川区中葛西7丁目之3-12 

7 ��ｹzs���,ﾘ��3C3"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��]ｸﾌｹ69�ﾘﾝ��東京都江戸川区中葛西7丁目23可2 

※上記内容は車検証より輯話したものである。



搬出車両登録一覧表
処分受託者:㈱ジー置イーテクノス横浜事業所住所:神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8丁巨」 O45-444「070

運搬受託者:㈱サン・ビック東京事務所　　住所:東京都濃区港南2-16-1丁富士O3-6718賀2553

有限会社北建産業　　　　　　　　　住所:青森県北津軽郡柳町舘野越橋元38「　丁巨」:01了2-77-3305

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 ��)�������,ﾘ��#�3r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野起稿元38葛1 

2 ��)�������,ﾘ��#�#2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越橋元38-1 

3 ��)�������,ﾘ��##Sb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越橋元38輸1 

4 ��)�������,ﾘ��##�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越橋元38「 

5 ��)�������,ﾘ��#Cィ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越橋元38「 

6 ��)�������,ﾘ��#Ssr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越橋元38」 

7 ��)�������,ﾘ��#Vs��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越橋元38「 

8 ��)�������,ﾘ��#c3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越橋元38-1 

9 ��)���S����,ﾘ��#cC2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越権元38-1 

10 ��)�������,ﾘ���3c���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越橋元38-1 

11 ��)�������,ﾘ��#sC2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越橋元38「 

12 ��)�������,ﾘ��#sC��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北澤軽部柳町舘野越橋元38-1 

13 ��)�������,ﾘ��#塔��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越橋元38「 

14 ��)�������,ﾘ��3�ィ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越橋元38「 

15 ��)�������,ﾘ��3�モ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越橋元38-1 

16 ��)�������,ﾘ��3�#B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越橋元38-1 

17 ��)�������,ﾘ��3#C��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越橋元38葛1 

18 ��)�������,ﾘ��3#sr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越橘元38-1 

19 ��)�������,ﾘ��3C�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越橋元38-1 

20 ��)�������,ﾘ��3C�R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越播元38「 

21 ��)�������,ﾘ��3C�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越橋元38「 

22 ��)�������,ﾘ��3Ccr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野起稿元38-1 

※上記内容は車検証より転話したものである。



搬出車両登録一覧表
処分受託者:㈱ジーイーテクノス横浜事業所住所:神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8丁巨」: 045-雄牛1070

運搬受託者:㈱サン〃ビック東京事務所　　住所:東京都港区港南2鵜16-1丁王」‥ 03-67「8-2553

有田 估x檍��ﾕy�霆ｸｼh��������������������ｩ��=��ﾂ�剏ｧ横浜市鶴見区平安町十36「2-201丁乱:045-507-0070 

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 ��Vﾃ�3���-���絢���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾕy�霆ｸｼb�神奈川県横浜市鶴見区平安町1置36-2-201 

2 ��Vﾃ�3���,(����2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��腰�ｻｸｼb�神奈川県横浜市鶴見区平安町十36-2-201 

※上講内容は車検証より転記したものである。



搬出車両登録一覧表
処分受託者:㈱ジーイーテクノス横浜事業所住所:神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8丁巨」 O45-444-1070

運搬受託者:㈱サン青ビック東京事務所　　住所:東京都港区港南2←16-1丁王」 O3-6718-2553

有限会社松田商会　　　　　　　　　　住所:東京都江戸川区西瑞江2丁目31-47　丁軋:03」5607-2035

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 ��ｹzs�3���+ｸ��3"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2丁目31-4了 

2 ��ｹzs�����.x����32�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2丁目31-47 

3 ��ｹzs�3�+x��3B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2丁目3ト47 

4 ��ｹzs�����.x����3R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2丁目3十47 

5 ��Xｷｳ�3���,H��3b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2丁目3十47 

6 ��Xｷｳ�3���+�����3r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸11i区西瑞江2丁目3ト47 

7 ��ｹzs�3���+ﾘ��3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2丁目3十47 

8 ��ｹzs�3���+8���I{��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2丁目31-4了 

9 ��Xｷｹ�s3���+s�C��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2丁目31-47 

10 ��ywC�3���+x��3�R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2丁目31-47 

「1 ��ywC�3�+x��3SB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2丁目31「4了 

12 ��ywC�3�+s�#3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸1=区西瑞江2丁目31-47 

13 ��ywC�3�+x��#�3b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2丁目3十47 

※上講内容は車検証より転記したものである。



搬出車両登録一覧表

処分受託者:㈱ジー量イーテクノス横浜事業所住所:神奈)帽横浜市神奈川区恵比須町8丁主」 O45一個-1070

運搬受託者:㈱サン教ビック東京事務所　　住所:東京都港区港南2-16-1丁軋: 03-6718-2553

有限会社倉舘建材　　　　　　　　　住所:埼玉県川口市柳崎4-20-6「05　正し:048-261-6246 

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 ��Xｷｳ�����.x��ャ��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����ｭｨﾉｨﾝ��埼玉県川口市柳崎4「20-6-105 

2 ��Xｷｳ�����,���332�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����ｭｨﾉｨﾝ��埼玉県川口市柳崎牛20-6「05 

3 估i$｣�3���+8��鼎R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����ｭｨﾉｨﾝ��埼玉県川口市柳崎4-20-6「05 

※上記内容は車検証より転記したものである。



搬出車両登録一覧表
処分受託者:㈱ジーイーテクノス桜浜事業所住所:神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8丁E」: 045-44牛1070

運搬受託者:㈱サン“ビック東京事務所　　住所:東京都港区港南2-16-1丁乱: 03-6718葛2553

株式会社伊能重機　　　　　　　　　　住所:千葉県浦安市東野2丁目26「 06　　丁冒し: 047-355-1 159

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 做ｸ躡nﾃ�3���-3�����ダンプ 乘H�檍��嫌Eﾈ�ｴ��千葉県浦安市東野2丁目26-106 

2 做ｸ躡nﾃ�3���,(��3��$B�ダンプ 乘H�檍��嫌Eﾈ�ｴ��千葉県浦安市東野2丁目26「06 

3 做ｸ躡nﾃ�3���+ﾘ��S��R�ダンプ 乘H�檍��嫌Eﾈ�ｴ��千葉県浦安市東野2丁目26-106 

4 做ｸ躡nﾃ�3���+8��c��b�ダンプ 乘H�檍��嫌Eﾈ�ｴ��千葉県浦安市東野2丁目26-106 

5 做ｸ躡nﾃ�3���+���s��r�ダンプ 乘H�檍��嫌Eﾈ�ｴ��千葉県浦安市東野2丁目26鵜106 

※上記内容は車検証より転記したものである。



搬出車両登録一覧表
処分受託者:㈱ジー・イーテクノス横浜事業所住所:神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8丁且」 O45-444-10了0

運搬受託者:㈱サン職ビック東京事務所　　住所:東京都港区港南2「61丁乱: 03-6718書2553

株式会社清建興業　　　　　　　　　住所:東京都足立区伊興3-17∵25-301丁巨」O3-5647喜5880 

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

う ��ｹzs�����,�����R�ダンプ 乘H�檍���Hﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3「7-25-301 

2 ��ｹzs�3���+�����b�ダンプ 乘H�檍���Iuhｻｸｼb�東京都足立区伊興3-17-25-301 

3 ��ｹzs�����,ﾘ��#C32�ダンプ 乘H�檍���Hﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3-17-25葛301 

4 ��ｹzs�����,ﾘ��3�3r�ダンプ 乘H�檍���Hﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3「7喜25-301 

5 ��ｹzs�����,ﾘ��c��R�ダンプ 乘H�檍���Hﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3「7-之5-301 

6 ��ｹzs�����+���c��b�ダンプ 乘H�檍���Hﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3-叩」25-3b「 

7 ��ｹzs�����+8��c��r�ダンプ 乘H�檍���Hﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3-1手25-30「 

8 ��ｹzs�3���+8��c����ダンプ 乘H�檍���Hﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3-17-25-301 

9 ��ｹzs�3���+x��c����ダンプ 乘H�檍���Hﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3-17喜25-301 

10 ��ｹzs�3���+8��c�)｣��ダンプ 乘H�檍���Iuhｻｸｼb�東京都足立区伊興3-17-25置301 

11 ��ｹzx�S����,ﾘ��3涛��ダンプ 乘H�檍���Hﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3-17-25-301 

12 ��ｹzs��h��,ﾘ��3涛��ダンプ 乘H�檍���Hﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3-17-25-301 

※上記内容は車検証より転記したものである。



搬出車両登録一覧表
処分受託者:㈱ジー細イーテクノス横浜事業所住所:神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8丁巨」: 045-仙4葛1070

運搬受託者:㈱サン・ビック東京事務所　　住所:東京都藩医港南2-16-1丁軋: 03-6718葛2揃3

有限会社高野建材　　　　　　　　　　住所:埼玉県川口市芝高木之丁目「0-14-406　丁巨」:048強266-5251

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 ��Xｷｳ�3���+8���#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市芝高木2丁目10-14-406 

2 ��Xｷｳ�3���+ｸ���3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県II旧市芝高木2丁目10「牛406 

3 偸I?ｩYC�3���+8���3"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市芝高木2丁目10農1午406 

4 偸I?ｩYH�S3���+����32�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市芝高木2丁目10-14-406 

5 偸I?ｩYC�3���+8��,C3B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市芝高木2丁目1叶1午406 

6 偸I?ｩYC���+x���#3"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市芝高木之丁目10「4農406 

7 偸I?ｩYC�3���.(�����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市芝高木2丁目10-14-406 

8 偸I?ｩYC�3���+ｸ����#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県月旧市芝高木2丁目10「4ヰ06 

9 偸I?ｩYC�3���,���3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県)I旧市芝高木2丁目10葛14-406 

※上記内容は車検証より転記したものである。



搬出車両登録一覧表
処分受託者:㈱ジー・イーテクノス横浜事業所住所:神奈)I憬横浜市神奈川区恵比須町8丁王」: 045一握4-1 070

運搬受託者:㈱サン職ビック東京事務所　　住所:東京都港区港南2-16-1丁巨」: 03-6718-2553

豊島土木株式会社 

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 偸I?ｩYC�����,ﾓ�CC��ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都港区港南2-16-1 

之 偸I?ｩYC�����,ﾓ�C3R�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都藩医港南2葛16-1 

8 偸I?ｩYC�����,ﾓ�C3b�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都港区港南2賀16-1 

4 偸I?ｩYC�3���+3���2�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都港区港南2「6「 

5 偸I?ｩYC�3���+3���B�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都港区港南2「6-1 

6 偸I?ｩYC�����,ﾓ���R�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都港区港南2賀16-1 

7 偸I?ｩYC�����,ﾓ���b�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都港区港南2-16-1 

8 偸I?ｩYC�����,ﾓ���r�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都港区港南2-16-1 

9 偸I?ｩYC�3���+3����ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都港区港南2-16-1 

10 偸I?ｩYC�3���+3����ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都港区港南2-16「 

11 偸I?ｩYC�3���+8��,C����ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都港区港南2「6-1 

12 偸I?ｩYC�3���+������ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都濃区港南2-16-1 

13 偸I?ｩYC�����,ﾘ��#cC2�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京部活区港南2二16-1 

14 偸I?ｩYC�3���+x��#c#b�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都濃区港南2置16-1 

15 偸I?ｩYC�3���+ﾘ��s���ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都港区港南2-16葛1 

16 偸I?ｩYC�3���+�������ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都港区港南2-16輸1 

17 偸I?ｩYC�3���,�������ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都港区港南2-16-1 

18 偸I?ｩYC�3���+���c���ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都濃区港南2「6-1 

19 偸I?ｩYC�3���*������ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都港区港南2-16-1 

20 偸I?ｩYC�3���*����"�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都濃区港南2-16葛1 

※上記内容は車検証より転記したものである。



21 偸I?ｩYC�3���*����2�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都港区港南2-16-1 

22 偸I?ｩYC�3���*���ィ�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京部活区港南216「 

23 偸I?ｩYC�3���*���コ�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都濃区港南2「6-1 

24 偸I?ｩYC�3���*���ビ�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都港区港南2-」6「 

25 偸I?ｩYC�3���*���モ�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都港区港南2-16鵜1 

26 偸I?ｩYC�3���*���ヲ�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都濃区港南2-16鵜1 

※上記内容は車検証より転記したものである。



搬出車両登録一覧表
処分受託者こ㈱ジーイーテクノス横浜事業所住所:神奈11憬横浜市神奈川区恵比須町8噸」 045-444-置070

運搬受託者:㈱サン“ビック東京事務所　　住所:東京都藩医港南2「6葛1丁巨」 O3葛6718-2553

大審工業株式会社　　　　　　　　　住所:埼玉県八潮市大字大瀬538-1　丁巨」:048置259-0159 

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 ��Xｷｳ�����*���s����ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大字大瀬538鵜1 

2 ��Xｷｳ�����*���s��"�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538-1 

3 ��Xｷｳ�����*���s��2�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538-1 

4 ��Xｷｳ�����*���s��B�ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538「 

5 ��Xｷｳ�����*���s��R�ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538-1 

6 ��Xｷｳ�����*���s��b�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大字大瀬538「 

7 ��Xｷｳ�����*���{塔�r�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大字大瀬538「 

8 ��Xｷｳ�����*���s����ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538-1 

9 ��Xｷｳ�����*���s����ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大字大瀬538-1 

10 ��Xｷｳ�����*���s�#��ダンプ ��Y)慰鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大字大瀬538-1 

11 ��Xｷｳ�����*���s�#��ダンプ ��X��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大字大瀬538-1 

12 ��Xｷｳ�����*���s�#"�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大字大瀬538「 

13 ��Xｷｸ�S����*���s�#2�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大字大瀬538「 

14 ��Xｷｳ�����*���s�#B�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大字大嶽538-1 

15 ��Xｷｳ�����*�,#����ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538-1 

16 �����3���/����b�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大字大瀬538「 

17 ��Vﾃ�3�*�����)｣r�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538-1 

18 ��Vﾃ�3�*h���c��ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538-1 

19 ��Vﾃ�3���+������ダンプ ��Y)慰鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538「 

20 ��Vﾃ�3�*H����#��ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538「 

21 ��Vﾃ�3���*ﾘ����#��ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538-1 

※上記内容は車検証より転記したものである。



22 ��Vﾃ�8�h*���#"�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大字大瀬538-1 

23 伜iVﾃ�3���*���#2�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538〇十 

24 ��Vﾃ�3(��*(��#B�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大字大潮538-1 

25 ��Vﾃ�3���+���#R�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大字大瀬538鵜」 

28 ��Vﾃ�3���*���#b�ダンプ ��YLｸﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538鵜1 

27 ��Vﾃ�3���*ｸ��#r�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538鵜1 

28 ��Vﾃ�3���*(��#��ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬粥8葛1 

29 ��Vﾃ�3���*h��#��ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538置1 

30 冖鰻ﾃ�3�*(��3��ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538「 

31 ��Vﾃ�3�*(��3��ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538「 

32 ��Vﾃ�3���*h��3"�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大字大瀬538-1、 

33 ��Vﾃ�3�*(����32�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538「 

34 ��Vﾃ�3�*(����3B�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538「 

35 ��Vﾃ�3���*h��3R�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大字大潮538-1 

36 ��Xｷｳ�3���*h����3b�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大字大瀬538「 

37 ��Xｷｳ�3���*ｸ����3r�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬粥8-1 

38 ��Xｷｳ�3���*�����3��ダンプ ��Y)慰鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大字大潮53甲 

39 ��Xｷｳ�3���*ｸ��3��ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538-1 

40 ��Xｷｳ�3���*ｸ��C��ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538-1 

4「 ��Xｷｳ�3���*���C��ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538-1 

42 ��Xｷｳ�3���*H����C"�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538-1 

43 ��Xｷｳ�3���*h��C2�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大早大瀬538-1 

44 ��Xｷｳ�3�*���CB�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大字大瀬538-1 

45 ��Xｷｳ�3���*h��CR�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538-1 

46 ��Xｷｳ�����*�����C2�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538寒1 

47 ��Xｷｳ�����*�����s��ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県八潮市大事大瀬538-1 

※上記内容は車検証より転記したものである。



搬出車両登録一覧表
処分受託者:㈱ジー葛イーテクノス横浜事業所住所:神奈月順横浜市神奈川区恵比須町8丁且士045-4伸-1070

運搬受託者:㈱サン“ビック東京事務所　　住所:東京都港区港南2-16置1忙しO3-6718-2553

幸和建設興業株式会社　　　　　　　住所:千葉県松戸市仲居町3丁目8ト2丁乱:04了-362-3339 

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 冢ﾉ63�3���+8��ンR�ダンプ 儘ｹ��ﾉｩ�ﾘｻｸｼhｩH�檍���千葉県松戸市仲居町3丁目81-2 

2 冢ﾉ63�����,ﾘ��3釘�ダンプ 俐��ｨﾉｩ�ﾘｻｸｼhｩH�檍���千葉県松戸市仲居町3丁目8ト2 

3 冢ﾉ63�����,ﾘ��3迭�ダンプ �i��ﾉｩ�ﾘｻｸｼhｩH�檍���千葉県松戸市仲居町3丁目81「2 

4 冢ﾉ63�����,ﾘ��C#��ダンプ 儘ｹ��ﾉｩ�ﾘｻｸｼhｩH�檍���千葉県松戸市仲居町3丁目81-芝 

5 冢ﾉ63�����,ﾘ��C#��ダンプ 儘ｹ��ﾉｩ�ﾘｻｸｼhｩH�檍���千葉県松戸市仲居町3丁目8十2 

6 冢ﾉ63�����,���cS"�ダンプ �i��ﾉｩ�ﾘｻｸｼhｩH�檍���千葉県松戸盲仲居町3丁目81「2 

7 冢ﾉ63�����,ﾘ��ン2�ダンプ 儘ｹ��ﾉｩ�ﾘｻｸｼhｩH�檍���千葉県松戸市仲居町3丁目8ト2 

8 冢ﾉ63�����,ﾘ��ンB�ダンプ �i��ﾉｩ�ﾘｻｸｼhｩH�檍���千葉県松戸市仲居町3丁目8十2 

9 做ｸ躡nﾃ�3���+ｸ���"�ダンプ 儘ｹ��ﾉｩ�ﾘｻｸｼhｩH�檍���千葉県松戸市仲居町3丁目8ト2 

※上記内容は車検証より転読したものである。



搬出車両登録一覧表
処分受託者:㈱ジー“イーテクノス横浜事業所住所:神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8丁巨」 O45一雄4「070

運搬受託者:㈱サン"ビック東京事務所　　住所:東京都港区港南2-16-1丁亡」 O3-6718-2553

株式会社荒田商店　　　　　　　　　　住所東京都足立区大谷田5細26鵜8　　　　　　　丁巨」 O3-3606置6565

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�事.体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 偸I?ｩYC�����,ﾘ��##�"�ダンプ 乘H�檍��ｩy68ⅹ5��東京都足立区大谷田5-26-8 

2 偸I?ｩYC�3�+�����モ�ダンプ 乘H�檍��ﾗ)68ⅹ5��東京都足立区大谷田5-26-8 

3 偸I?ｩYC�����,ﾘ��#�3B�ダンプ 乘H�檍��ｩy68ⅹ5��東京都足立区大谷田5-26-8 

4 偸I?ｩYC�3�+s�����ダンプ 乘H�檍��ﾗ)68ⅹ5��東京都足立区大谷田5-26-8 

5 偸I?ｩYC�����,ﾘ���#R�ダンプ 乘H�檍��HHﾙ�ⅹ5��東京都足立区大谷田5-26-8 

6 偸I?ｩYC�����,ﾘ��s���ダンプ 乘H�檍��ﾗ)68ⅹ5��東京都足立区大谷田5-26-8 

7 偸I?ｩYC�����,ﾓ�S�b�ダンプ 乘H�檍��ﾗ)68ⅹ5��東京都足立区大谷田5-26-8 

8 偸I?ｩYC�����,ﾓ�S�r�ダンプ 乘H�檍��Ii68ⅹ5��東京都足立区大谷田5-26-8 

9 偸I?ｩYH�S3���.x����sr�ダンプ 乘H�檍��ﾗ)68ⅹ5��東京都足立区大谷田5葛26-8 

10 �7�������,ﾘ��33SR�ダンプ 乘H�檍��ｩy68ⅹ5��東京都足立区大谷田5-26-8 

※上寵内容は車検証より転記したものである。



搬出車両登録一覧表
処分受託者;㈱ジー・イーテクノス横浜事業所住所:神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8 TE」 O45-444-†070

運搬受託者:㈱サン事ビック東京事務所　　住所:東京都港区港南2-16-1丁貴士03鵜6了18-2553

阿仁建材工業株式会社　　　　　　　住所:埼玉県川口市弥平1丁目13-6　　丁乱;048-22牛5473 

NO ��h齷:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 ��Xｷｳ�����,ﾓ�#C2�ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hx｢�埼玉県川口市弥平1丁目13-6 

2 ��Xｷｳ�����,ﾓ�#CB�ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hx｢�埼玉県川口市弥平1丁目13鵜6 

3 ��Xｷｳ�����,ﾓ�3C��ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hx｢�埼玉県川口市弥平「丁目13-6 

4 ��X･������,ﾓ�3C2�ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hx｢�埼玉県川口市弥平1丁目13-6 

5 ��Xｷｳ�����,ﾓ�c���ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hx｢�埼玉県川口市弥平1丁目13葛6 

6 ��Xｷｳ�����,ﾓ�cSR�ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hx｢�埼玉県川口市弥平1丁目13-6 

7 ��Xｷｳ�3���,ﾘ��#�ビ�ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hx｢�埼玉県川口市弥平1丁目13-6 

8 ��Xｷｳ�����,ﾘ��#�モ�ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hx｢�埼玉県川口市弥平1丁目13-6 

9 ��Xｷｳ�����,ﾘ��#c澱�ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hx｢�埼玉県川口市弥平1丁目13葵6 

丁0 ��Xｷｳ�����,ﾘ��3#�R�ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hx｢�埼玉県)暮旧市弥平1丁目13-6 

11 ��Xｷｳ�����,ﾘ��3#�b�ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hx｢�埼玉県川口市弥平1丁目13-6 

12 ��Xｷｳ�3�+������ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hx｢�埼玉県川口市弥平1丁目13-6 

1も ��Xｷｳ�3���,������ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hx｢�埼玉県Ii旧市弥平1丁目13-6 

14 ��Xｷｳ�3���,ﾈ��涛��ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hx｢�埼玉県川口市弥平1丁目13葵6 

15 ��Xｷｳ�����+x�������ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hx｢�埼玉県川口市弥平1丁目「3置6 

※上記内容は車検証より転記したものである。



搬出車両登録一覧表
処分受託者:㈱ジー東イーテクノス横浜事業所住所:神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8丁王」 O45-444-1070

運搬受託者:㈱サン・ビック東京事務所　　住所:東京都港区港南2-16-1丁亡」 O3-6了「8-25部

有限会社大潮産業　　　　　　　　　　住所:埼玉県北足立郡伊奈町本町3-5　丁巨」:048-721-8100

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 ��Xｷｳ�3���,��イB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���Y*ｨ蝌ｼb�埼玉県北足立郡伊奈町本町3「5 

2 ��Xｷｳ�3���-���#�3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����<H蝌ｼb�埼玉県北足立郡伊奈町本町3-5 

3 ��Xｷｳ�3���+x��C�コ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���Y*ｨ蝌ｼb�埼玉県北足立郡伊奈町本町3-5 

4 ��Xｷｳ�3���+���C�ッ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���^<H蝌ｼb�埼玉県北足立郡伊奈町本町3-5 

5 ��Xｷｳ�3�,H��C�ビ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���^<H蝌ｼb�埼玉県北足立郡伊奈町本町3-5 

6 ��Xｷｳ�3�-ﾈ��I{����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���Y*ｨ蝌ｼb�埼玉県北足立郡伊奈町本町3-5 

7 估i$｣�����,ﾘ��S#���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���^<H蝌ｼb�埼玉県北足立郡伊奈町本町3-5 

8 估i$｣�3�+x��u�##��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍�����^<H蝌ｼb�埼玉県北足立郡伊奈町本町3-5 

9 估i$｣�����,ﾘ��S#(�R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���^<H蝌ｼb�埼玉県北足立郡伊奈町本町3葛5 

※上記内容は車検証より転記したものである。



搬出車両登録一覧表
処分受託者:㈱ジー・イーテクノス横浜事業所住所:神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8丁巨」: 045-4伸-1070

運搬受託者:㈱サン喜ビック東京事務所　　住所:東京部活区港南2-161丁巨」 O3細6718-2553

有限会社高栄建興　　　　　　　　住所:東京都八王子市並木町36-23　丁E」O42-666-4218 

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 價ｨ唏�������+ｸ����2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��Mﾘ毎ﾉｨｻｲ�東京都八王子市並木町36-23 

2 價ｨ唏���3���,(����B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ(毎ﾉｨｻｲ�東京都八王子市並木町36-23 

3 價ｨ唏�������+�����R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��Mﾘ毎ﾉｨｻｲ�東京都八王子市並木町印一23 

4 價ｨ唏�������,ﾓ��#r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��Mﾘ毎ﾉｨｻｲ�東京都八王子市並木町36葛23 

5 ��ｩlﾓ�����,ﾘ��##���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ(哩$(ｻｲ�東京都八王子市並木町36-23 

6 ��ｩlﾓ�����,ﾘ��##�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ(ﾝ伊ｨｻｲ�東京都八王子市並木町36葛23 

※上記内容は車検証より転記したものである。



搬出車両登録一覧表
処分受託者:㈱ジー・イーテクノス横浜事業所住所:神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8丁巨」: 045-444-1070

運搬受託者:㈱サン賀ビック東京事務所　　住所:東京都濃区港南2-16「　丁乱; 03-6718-2553

株式会社井口工業　　　　　　　　　　住所:埼玉県上尾市平方3540「2　丁巨」:048-726-2793

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 ��Xｷｳ�����,ﾘ��3C#��ダンプ 乘H�檍��皐ﾏｸﾔ鮎b�埼玉県上尾市平方3540「2 

2 ��Xｷｳ�ｷ(��,ﾓ�s�"�ダンプ 乘H�檍��皐ﾏｸﾔ鮎b�埼玉県上尾市平方3540「2 

※上語内容は車検証より転記したものである。



搬出車両登録一覧表

処分受託者:㈱ジーイーテクノス横浜事業所住所:神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8丁巨富O45‾44牛1 070

運搬受託者:㈱サンぜック東京事務所　　住所:東京都港区港南2-16-1丁巨」 O3-6718-2553

株式会社竹村建商　　　　　　　　住所:神奈川 劔県相模原市緑区川尻1545-6　丁亡霊O42-783-0666 

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 ��ｩlﾓ�����,ﾓ��sR�ダンプ 乘H�檍��'ﾉ�ｨﾉｨⅲ�神奈川県相模原市緑区川尻1545葛6 

2 ��ｩlﾓ�3���+3�3#��ダンプ 乘H�檍��'ﾉ�ｨﾉｨⅲ�神奈川県相模原市緑区川尻1545書6 

3 ��ｩlﾓ�3���+8��,CSSr�ダンプ 乘H�檍��'ﾉ�ｨﾉｩ>ﾂ�神奈II憬相模原市緑区川尻1545-6 

4 ��ｩlﾓ�����,ﾓ�ss��ダンプ 乘H�檍��'ﾉ�ｨﾉｨⅲ�神奈川県相模原市緑区川尻1545-6 

5 ��ｩlﾓ�3���*���,C����ダンプ 乘H�檍��'ﾉ�ｨﾉｨⅲ�神奈川県相模原市緑区川尻1545-6 

6 ��ｩlﾓ�����,ﾘ��##���ダンプ 乘H�檍��'ﾉ�ｨﾉｨⅲ�神奈川県相模原市緑区川尻1545-6 

7 ��ｩlﾓ�3���+x��##3��ダンプ 乘H�檍��'ﾉ�ｨﾉｨⅲ�神奈Ii惧相模原市緑区川尻1545-6 

8 ��ｩlﾓ�3���+8��#都r�ダンプ 乘H�檍��'ﾉ�ｨﾉｨⅲ�神奈川県相模原市緑区川尻1545葛6 

9 ��ｩlﾓ�����,ﾘ��33S��ダンプ 乘H�檍��'ﾉ�ｨﾉｩ>ﾂ�神奈川憬相模原市緑区川尻1545-6 

10 ��ｩlﾘ�S����,ﾘ��3S�2�ダンプ 乘H�檍��'ﾉ�ｨﾉｨⅲ�神奈川県相模原市緑区川尻1545-6 

11 ��ｩlﾓ�3���+8��c���ダンプ 乘H�檍��'ﾉ�ｨﾉｩ>ﾂ�神奈川県相模原市緑区川尻1545-6 

※上記内容は車検証より転記したものである。



搬出車両登録一覧表
処分受託者:㈱ジー"イーテクノス横浜事業所住所:神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8 TE」 O45-444-1070

運搬受託者:㈱サン〃ビック東京事務所　　住所:東京都港区港南と16-1丁良し: 03-6718-2弱る

有限会社昌栄工興業　　　　　　　　　住所:埼玉県川口市大字赤芝新田333「　丁軋:048-296-431 1

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 估i$｣�����,ﾘ��#鉄r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����葈毎ｻｸｼb�埼玉県Il旧市大字赤芝新田333置1 

2 估i$ｨ�S3���+��{��r�ダンプ・ 冲ﾈﾌ�檍����葈毎ｻｸｼb�埼玉県川口市大字赤芝新田333-1 

※上記内容は車検証より転記したものである。



・搬出車両登録一覧表

処分受託者:㈱ジー・イーテクノス横浜事業所住所:神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8丁重」 O45-44午1070

運搬受託者:㈱サン・ビック東京事務所　　住所:東京都港区港南㌘16「丁巨」 O3-6718-2553

株式会社オガタ商事　　　　　　　　　住所:埼玉県八潮市八潮3-17-27　　丁巨」:048-996-5556 

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 偸I?ｩYC�����,ﾘ�S����ダンプ 乘H�檍��4�4ｸ5顫H饕�埼玉県八潮市八潮3「7-27 

2 偸I?ｩYC�����,ﾓ��#��ダンプ 乘H�檍��4�4ｸ5顫H饕�埼玉県八潮市八潮3-17-27 

3 偸I?ｩYC�����,ﾓ�3Cb�ダンプ 乘H�檍��4�4ｸ5顫H饕�埼玉県八潮市八潮3-17-27 

4 偸I?ｩYC�����,ﾓ�鼎��ダンプ 乘H�檍��4�4ｸ5顫H饕�埼玉県八潮市八潮3-1了-27 

5 偸I?ｩYC�����,ﾘ��#�S2�ダンプ 乘H�檍��4�4ｸ5顫H饕�埼玉県八潮市八潮3-17-2了 

6 偸I?ｩYC�����,ﾓ��コ�ダンプ 乘H�檍��4�4ｸ5顫H饕�埼玉県八潮市八潮3「7-27 

7 偸I?ｩYC�����,ﾘ��#S�"�ダンプ 乘H�檍��4�4ｸ5顫H饕�埼玉県八潮市八潮3-1手27 

※上記内容は車検証より転記したものである。



搬出車両登録一覧表
処分受託者:㈱ジーイーテクノス横浜事業所住所:神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8 TEL: 045-444「070

運搬受託者:㈱サンだック東京事務所　　住所:東京都港区港南2「6「丁軋: 03-6了18-2553

東和工業有限会社　　　　　　　　　住所:埼玉県朝霞市宮戸牛「0」261　丁巨」:048-486-6191

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 傀ｩ�#�*ｳ���+8��{����ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎itﾈﾌ�檍���埼玉県朝霞市宮戸4-1叶-261 

2 傀ｩ�#�3���+8��s�r�ダンプ 仍騫慰鮎itﾈﾌ�檍���埼玉県朝霞市宮戸4「0-261 

8 傀ｩ�#�3���+8��s�B�ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎itﾈﾌ�檍���埼玉県朝霞市宮戸4葛1ひっ61 

4 傀ｩ�#�3���+8��s���ダンプ 仍驢�ﾔ鮎itﾈﾌ�檍���埼玉県朝霞市宮戸4-1叶「261 

5 傀ｩ�#�3���+x��s�R�ダンプ 仍驢�ﾔ鮎h��tﾈﾌ�檍���埼玉県朝霞市宮戸4書10-261 

※上記内容は車検証より転記したものである。



搬出車両登録一覧表
処分受託者:㈱ジー後イーテクノス横浜事業所住所:神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8丁巨」 O45-4仙「070

運搬受託者:㈱サンピック東京事務所　　住所:東京都港区港南2細16-1丁E」 O3-6718-2553

有限会社晃瑛　　　　　　　　　　住所:埼玉県新座市野火止5-㌘1-1113　丁巨」:048180-3611 

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

「 偸I?ｩYC�����,ﾘ��###��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾕx鳴�埼玉県新座市野火止5葛2-1「113 

2 傀ｩ�#�����,ﾘ��#cSR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾕx鳴�埼玉県新座市野火止5-2-1「113 

3 偸I?ｩYC�����,ﾘ��#�3B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾕx鳴�埼玉県新座市野火止5「2「-1113 

※上記内容は車検証より転記したものである。



搬出車両登録一覧表
処分受託者:㈱ジー十一テクノス横浜事業所住所:神奈月憬横浜市神奈川区恵比須町8丁巨富O45-竹4-1070

運搬受託者:㈱サン“ビック東京事務所　　住所:東京都港区港南2-16」　丁巨」 O3-6718-2553

有限会社那須興業　　　　　　　　　　住所:埼玉県川口市東領家1輸1十1 6　　丁亡」:048-225-0之71

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 ��Xｷｸ�S3���+8��{鼎���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��=��ｸｻｸｼb�埼玉県川口市東頼家1-1十16 

2 ��Xｷｳ�3���+8��sC�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��=��ｸﾔ鮎b�埼玉県川口市東領家ト1十16 

3 ��Xｷｳ�3���+8��sC�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��=��ｸｻｸｼb�埼玉県川口市東領家1-1十16 

4 ��Xｷｳ�3���+8��sCィ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��=��ｸｻｸｼb�埼玉県川口市束領家1-11-16 

5 ��Xｷｳ�����,ﾘ��#3s��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��=��ｸｻｸｼb�埼玉県川口市東領家1一高「6 

6 ��Xｷｳ�����,ﾘ��#cc2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��=��ｸｻｸｼb�埼玉県川口市東領家十1ト16 

7 ��Xｷｳ�����,ﾘ��#sC��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��=��ｸｻｸｼb�埼玉県川口市東嶺家1「十16 

8 ��Xｷｳ�����,ﾘ�S#S��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��=��ｸｻｸｼb�埼玉県川口市東領家十11-16 

※上記内容は車検証より転記したものである。



搬出車両登録一覧表
処分受託者:㈱ジー置イーテクノス横浜事業所住所:神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8丁巨」 O45一挫-1070

運搬受託者:㈱サン〃ビック東京事務所　　住所:東京都港区港南2-16-1丁E」 O3-6718賀2553

有限会社まかばら　　　　　　　　　　住所:東京都足立区六木3丁目20-2　旺しこ03-3606「296 

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 ��ｹzs�3���+8��S�3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��-ﾈ*�,�.r�東京都足立区六木3丁目20-2 

2 ��ｹzs�����,ﾘ��Cs�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��-ﾈ*�,�.r�東京都足立区六木3丁目20-2 

3 ��ｹzs�����,ﾘ��C�s��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��-ﾈ*�,�.r�東京都足立区六木3丁目20-2 

4 ��ｹzs�����,ﾘ��Ss湯�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��-ﾈ*�,�.r�東京都足立区六木3丁目20-2 

5 ��ｹzs�����,ﾘ��S����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��-ﾈ*�,�.r�東京都足立区六木3丁目20-2 

6 ��ｹzs�����,ﾘ��c3#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��-ﾈ*�,�.r�東京都足立区六木3丁目20-2 

7 ��ｹzs�����,ﾘ��C8�S��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��-ﾈ*�,�.r�東京都足立区六木3丁目20-2 

※上記内容は車検証より韓記したものである。



搬出車両登録一覧表
処分受託者:㈱ジーイーテクノス横浜事業所住所:神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8丁巨」 O45-444「070

運搬受託者:㈱サンービック東京事務所　　住所:東京都港区港南2葛16「　丁巨」 O3-6了18-2553

有限会社米塚総建　　　　　　　　　　　住所:埼玉県戸田市美女木4丁目1 2-14　　丁王」: 048-42十5088

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 ��Xｷｳ���-ﾈ����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��¥I,ｹ�ﾘﾉ｢�埼玉県戸田市美女木4丁目12-14 

2 ��Xｷｳ�����,ﾘ��R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��¥I,ｹ�ﾘﾉ｢�埼玉県戸田市美女木4丁目12-14 

3 ��Xｷｳ���.(������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��¥I,ｹ�ﾘﾉ｢�埼玉県戸田市美女木4丁目12-14 

4 ��Xｷｳ���-�����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��¥I,ｹ�ﾙ���埼玉県戸田市美女木4丁目12-14 

5 ��Xｷｳ�3���.(�����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��¥I,ｹ�ﾘﾉ｢�埼玉県戸田市美女木4丁目12-14 

6 ��Xｷｳ�3���+ﾘ��S��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��¥I,ｹ�ﾘﾉ｢�埼玉県戸田市美女木4丁目「2-14 

7 ��Xｷｳ���-���ャ��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��¥I,ｹ�ﾘﾉ｢�埼玉県戸田市美女木4丁目12-14 

※上記内容は車検証より転記したものである。


