
汚染土壌の区域外搬出届出書 

(あて先)　　　　　　　　　　平成28年扉耳目 
東京都知事　殿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　_,臆.　_‥「_.へ 

東京都千代田区九段南トト15　　　　　　っ 剪�

l 届出者　国土交通省　東京航空局長 

加藤　敏　　　　　　　印 

..l 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’i 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襲土壌について二次 剪�

のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所彊地 �8ﾈｹ�79�Y68ｾh秤68ｿ8ﾖ�?�)ｩmｨ,ﾈ自YB襖籀ﾝs9���� 

汚染土壌の特定有畜物質によ �B�7��ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ顏�W94ｸﾘx��#��葷r�r��

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}��,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積　、 ����~ﾈｪ"�
※詳細は添付書類2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H戊t�一�:竟B��ｸ､8補��IIR��ｹzH戊t�一�:竟B��
※詳細は添付董聾3のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 凉h������ﾋ��侏顋���eｹ}顋��ｮ(ﾙ�������ｨﾙ��

芸竃義軍器量排燕離細部/ 
汚染土壌を処理する者の氏名 乘H�檍��8ﾉ:H6X4�6ﾘ4�8�5h�ｸ���������h饕�

又は名称 忠gｸ��馼ｼh���

汚染土壌を処理する施設の所 在地 兒ｩ¥ｩ9傀謁ﾘ郢�ﾓｨ蟹&ﾘﾊy�8ﾌｸ�8�)ч*ﾃペMC8����窺Fﾂ�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ8h�ｩD繆ﾈ苒�?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ4s吋�4�ﾈ飫�68���������������������h自U｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ唏/�D繹ﾈ賈y��������������?�v�+H+�ﾂ�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ.�吋苹k譎?ｨ�������������������蓼�h��6ﾘ�ｴ�%R�

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 僥9��>刔��ﾂﾉ)ｨ���｢�

添付書類4、5のとお。　　謙語謬 

積替えを行う場所の所在地並 �?ｨ毎蝌ｼhｩH�檍����8ﾈｹ�79�Y68ｾhｹ餬ﾉ8s2ﾓRﾓ"�

びに所有者の氏名又は名称及 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍����kﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾi�Hﾊ�*ﾃSyMI&�&��b�

び連絡先(運搬の際、積替え を行う場合に限る。) ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}緝��x,ﾈ,h*�.��

保管施設の所在地並びに所有 �?ｨ毎蝌ｼhｩH�檍����8ﾈｹ�79�Y68ｾhｹ餬ﾉ8s2ﾓRﾓ"�

者の氏名又は名称及び連絡先 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍����kﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾi�Hﾊ�*ﾃSyMI&�&��b�

(保管施設を用いる場合に限 る。) ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}緝��x,ﾈ,h*�.��

備考1　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2　氏名(法人にあってほぞの代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本人(法

人にあってはその代表者)が署名することができる。

<連絡先>

株式会社出しファシリティーズ　東京支店　工事部　担当;臆■連絡先; 03-5了56-8802
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汚染土壌の運搬の方法

1,運搬のフロー図

形質変更時要届出区域 

東京都大田区羽田空港二丁目の一部(地番) 

基準不適合土壌

鉛(含有)

陸　運:株式会社粟立テクノクラシー【運搬受託者】 

愛知県瀬戸市山路町134番地l 

荷　姿:ダンプトラック十シート掛け 

積替・保管施設:日栄産業株式会社

東京都大田区京浜島8・5-2

海　運:株式会社粟立テクノクラシー【運搬受託者】 

愛知県瀬戸市山路町134番地1 

荷　姿:船舶(ハッチカバー) 

横替・保管施設:愛知海運株式会社　八号地現業所

名古屋市港区船見町5了番地地先

陸　運:株式会社東立テクノクラシー【運搬受託者】 

愛知県瀬戸市山路町134番地1 

荷　姿:ダンプトラック十シート掛け 

処理施設:株式会社東立テクノクラシー本社苺業所

愛知県瀬戸市山路町87番3、 118番l

種　　類:分別等処理施設

処理方法:異物除去、含水率調整



<運搬卑雨一覧>

肥州者の名称甘 ��ﾉw��(,ﾉ�ｴ��ｲ�址絡兜 ��ｸ簡,ﾉe�ｵB�ri却Il鴫鍍栴l] 劔海技1戦の帥紬 儖)^ﾘｬx/�ｽ�+ﾘ,X.��i=��

I ������"�競売帥汀I用Iは姫的叩-1了・川 ��ダンプ ��ｹzr�106 �,b�1 ��ﾂ�串撮み十トラックシート侍りエステル製) 

さ 仆凛僣��如;ミl鵬i:I引II時雄銀山什I7・10 ��ダンプ 冑H*��IOし �,ﾒ�;事 兌B�昨撮み十トラックシート(勘lエステル勅 

購 僮X�)^｢�東新強調卑iI時頼岱同心lト=I ��ダンプ 冑Izr�l肌) �-2�l �B��lr【耽み十トラックシート(ポリエステル枇・ 

章 �:�韜ﾒ�克郎i醐置i朝I寝取場面を1了-=) ��ダンプ 冑Izr�重01 �+2�7 ���血戦九十トラツケシート(ポリエステル敬) 

5 ��Xﾈﾈ抜�撮轟櫛l宮川I利く堆鵬0-1ト=) 漠�ﾘｷ#�"ﾕ9lSR�ダンプ ��ｹzr�10I �,ﾒ�種 ��$��何部み十トラックシート(ポリエステル紋) 

絡 �)�(�"�城が廟凪宮川は克岱I賞伊lト10 ��ダンプ 冑Izr�101 定,"�絡 儷"�煩的み十トラックシートlポリエステル粧) 

7 �+)�ﾈﾞﾘ+��撮琳部活I川l医時雄劇かi了-10 ��ダンプ �&�-2�I持0 �.r�鋼 冩R�亜概ね十トラックシート(ポリエステル謎) 

高 �:��9Wr�撮疎く締i.I川博撮鍍曲柵17-10 ��ダンプ ��ｹzr�購0 �.r�10 亅��瞭駁み十トラックシート(ボりエステル翰 

9 兀H鵫*��硬水航i二)用医撮岱佃むI7-1i) ��ダンプ �I+x咄�101I �,ﾒ�1281 倅ｲ�直肌み十トラックシート(ポリエステル披) 

10 迄xｨ竧､��妬;!椰肌用i医蚊増山をlナ10 ��ダンプ �,h將�130 �+ｲ�印OI ��2�亜概ね十トラックシート(ポリエステル社) 

11 僮XﾖHｺ2�撮海部汀I甲=医握鐸l却ト!7-11) ��ダンプ 倬9zr�I刺) �+r�継の(Iま 亰��肌的み+トラヮクシート(ポリエステル蚊) 

1芝 仭B倬靠������抽銑)II撮成疏i!撮匠弥母でi7-時 ��ダンプ 伜I�"�10∩ �,ﾒ�177I �ｨ���������r�硬膜み十トラックシート(ポリエステル塑) 

調 宙,ﾒ侭=vhⅸ鰓�糾余間撫旗沃Il瀬匠弥′鮭iトI6 ��ダンプ 伜I���」00 �,ﾒ�llふ膿) ��fﾂ�両肌み十トラヮケシート(ボりエステル敬) 

lil 宙ｴ�僣�4�/)'��軸斜I(鵬劇洗面握は珠蔦百十16 ��ダンプ 儁�F��11" �,ﾒ�21櫨8 仍ｒ�崎的み十トラックシート(ポリエステル致) 

i5 宙ﾞﾘ癖咆�:�"�相楽II順鞘ぬI頂に執′I冶了〇時 ��ダンプ 僮ﾙFr�iOO �,ﾒ�209了 兌B�直的み十トラフクシート(ポリエステル蜜) 

I6 忠y)w�馭iFX環�沖釣り畦陥涙時峻医味Il語了-I6 ��ダンプ ��ﾂ�i個) �,ﾒ�2I轟く) 兒��頂郎瓜+トラックシート(ポリエステル提) 

I了 侭*ｲ弍hｺ�4�"�勘斜II眠成洗1I璃直細l語手I6 ��ダンプ 伜X��川0 �,ﾒ�弁書瑠 僞ｲ�直組み十トラックシート(ポリエステル敬) 

1亀 忠4漠ofiU�ｲ�印象)"臨撤派Ii般博蛛′I語手16 樋�RﾙO栄��ｸ�ｳ#�b�ダンプ 偖(���i種() �+2�録鮪 ����頂徹み十トラツケシート(ポリエステル製) 

19 緬*ｲ綿�h畠���抽象川鵬騎虎南棟医弥生台7-16 ��ダンプ ��Mﾒ�】飢) �*��952I ����前部み十トラックシートでポリエステル掬) 

劇I 傀x�f�ｦb窺�假��抑窓用臨朋娩出雅匠掃生台ト調 ��ダンプ 兩ﾉ���100 �*ｲ�さ8(聯 �4��Ii(臨み十トラックシート(ポリエステル披) 

2I 宙xｨ�俔6i:����抑食用県域渡Il璃匪薙生む7-時 ��ダンプ 凭9Fr�I関 �*��持鵬 �-ｲ�碓撒九十トラックシート(ポリエステル塊) 

(塑 忠�｢��ﾈ�u�4���神楽)聞き撒添iI寝間調性台7-時 ��ダンプ ���"�10(I �*��飯㍍9 偬R�巾的み十トラックシート(ボIIエステル報) 

婁) ��陣余=I聴旧派II璃寝旅′I読手I峰 ��:ｸ自oc2ﾖ�)KR�ダンプ 兢ｩF��l飢) �*��軟職ま 僮B�直的み十トラックシート(ポリエステル製) 

ま・I 兀H.�Ly~Ywﾙ�ﾘ*ﾘ,ﾒ��帥紺II親機瞬II湖北医相調出了-(3 ��ダンプ ����800 �*��奪1飢 �/r��小煩み十トラックシート碕リエステル妙 

蕩 亂�+9��ｭ仆ｹ�X*ﾙ<鋳�紳約Ii保麟鵬11干場北i{職押JトI了-I5 ��ダンプ 佻�jﾂ�80I) �*��綿51 俑��諏組み十トラックシート(ポリエステル製) 

26 偸ｶIu��I�ｩ�ﾘ*ﾘx｢�朴黛II服鞭派Ilf池北は相調出て-脆 ��ダンプ 兌)Vﾂ�100 �*��薪能l 兌B�砕憾み十トラックシート(ポリエステル勘 

ま7 兌�yﾘﾊi)ﾙ�V�t��拙宅的ii鳩評釈I郁牡此匹船町口了輸脆 ��ダンプ 亰��B�IO0 �*��7き0、I 亰"�重職み十トラックシート(ポリエステル扮 

28 偃t��iyﾙ�隴i�X*ﾙ�ﾂ��帥黛II根的派Iii腫此l章樽同上lトタ5 ��ダンプ ��i4亦�131) �*��7和雷 亂6ﾂ�直航み十トラフグシート(ポリエステル叡) 

29 傅ﾈ+9�hﾎxｺ��ﾘ*ﾙ�鳴�制約剛.!蹴鴻時給北匠御子I-17-13 ���X,3�堅ﾘ97b�ダンプ �>颶��130 �*��了卸6 ����武職み十トラックシート(ポリエステル勤 

31) 兀H+8ﾇﾙt�:��ｴ���舶群川硯朋派l聞曲調離町ト17一博 ��ダンプ 偖)F｢�I別I �*��7:事O了 ����柾的み十トラックシート(ポリエステル貌〉 

31 兀FH暮t�防ｴR亜R��同名=I球戯的I纏北医増田「トIトI5 ��ダンプ �ﾉ�ｲ�l初) �-��了;0持 亢2�重職九十トラックシート(ポリエステ′レ塑) 

亀2 儺��9u从ｹ'仞ﾂ�t��帥森川博朗漁ii鳩此i義博田子トlト脆 ��ダンプ ��ﾙ�ﾂ�l軌) �*��7青的 冩ｒ�証取み+トラックシート(ポリエステル弘) 

33 俘ﾈ�4���ｨｩX*ﾘ-｢��抑金川鵠醗派高沌北i章楢町i-1了一帖 冽�+�,C�bﾘｯ�u駘"�ダンプ 仆册��1寄1) �*��75IO 亢��柾的み十トラックシートはリエステル敦) 

猟 偃v��i�ｼｹJ��h*ﾙ8��袖幕川挟間瞭)I樋北陣博町トiト15 ��ダンプ ���&r�1糾 �*��75= 兌B�世職み十トラックシート(ポリエステル鵜〉 

亀弓 �.貯|�騁�:��E���紬斜II班朗派11鱒皿を樽町子I7一婦 ��ダンプ �����I30 �*��75I2 ��2�頂帆み十トラックシート(ポリエステル測) 

絡嶋 凛蜂��l�4��ｨｪ�<��2�糾象)i峨横取両脚蝶鱒叩一lナ15 ��ダンプ �9jﾂ�I諏) �*��751種 ��鳴�両部み+トラックシート(ポリエステル級) 

37 ��押粂川鵬餓臆Il範此陣地調い17-Iう ��ダンプ 俥ﾘﾋ��I;城 �*��了こい 冩��i競耽み十トラックシート(ボー)エステル紋) 

38 俘$亳��H駝��ﾘ*ﾙ4��抑制iI眺朋析両港此噂増田II-!ナI5 ��ダンプ 偖)jﾂ�iOO �*��了与鵬 ����何部み+トラックシート(ポリエステル紘) 

39 仍賈d��ｻｹ�6��､��抑射iJ孤的派III潜北は贈町出すi5 ��ダンプ 刋�<r�100 �*��援嚇1 冑��直的み+トラフケシート(ポリエス子持報) 

IO ���&霽ﾘ鋸ｻｸｵ�*ﾙ*r��袖客用県的妖II棚北医博博子I了-I5 ��ダンプ 偖)xB�lα) �*��9職l �ﾂ�直納みすトラックシートlポリエステル根) 

= ��*ｹ+Io倅)~｢栄ﾒ��抑簸川拙戦混II髄北は前野(-1了-1毒 ��ダンプ �iVﾂ�1胡) �*��∴.お†7 亢��面的み十トラワクシートはリエステ賞ひ 

■Iさ ��+9��ｾ�:��b�����勘衛)I鵬船鵡高地比は櫛購Iト1トI葦 ��ダンプ �%韭r�13() �*��∴　7毒i京 ��ﾒ��(毎陥み十トラックシート(ポリエステル被) 



優iiI伽)名駆寄 ��ﾈ�(�(,ﾃﾙt��祉鮮紅　I ����,ﾃ��,��i●i卸巾俄議席)∫ 劔種l撮l:肱の同級 處I^ﾘ.(/�%莓ﾂ�+x.佝hﾝ｢�

1;I 倬ﾙ{ｹ�I��ｴX��hﾔ��押袋IIl鵬横浜両独」ヒ匠職町I-17-I5 ��ダンプ 儉�8�� 劍茣�高槻あ十トラックシート(ポリエステル独) 

= 兔ｩo��ｩ4�>�*ﾘ,ﾒ��神食用臨騨瓦i湖北寝相同日了-購 ��ダンプ 儿ｩF�� 劔���直撮み十トラックシート(ポリエステル融〉 

6 偃t蜂��ｭ�:�6ﾉ����帥怨I=鵬駁釈l印態」と脚II-1了-IS ��ダンプ ��ﾘｯ�� 劔[B�直議み十トラックシート(ポリエステル援) 

、I6 假T�+9�o侘x皞�<鋳�碑祭I=眺肢浜IIj聡」機具的昨日7-15 ��ダンプ 侘颶��1奪()あ　7青竣 劔{��i有職み十トラックシート(ポリエステル披) 

・1了 �-馥8�瑛y�ｩ>�*ﾘﾙｲ��帥祭個性撒陥II純化聴牌耽トI了-1胃 ��ダンプ ��Fr�持(Iあ　楕2持 劍ﾞﾒ�煩撮み十トラックシート(ポリエステル製) 

博 偃t蜂+Hｭxｻｹ'ｨ*ﾘ柎��押缶用胱馳腺Ii樋北嶋鳩町i-I7-購 ��ダンプ ��ﾘｻR� 剿��値鞘み十トラックシート(ポリエステル郵) 

19 兀Y�疫i�Hｭi�B�*ｶﾂ�抑森川鵬撒派11i継光広楢町I-1ト陶 ��ダンプ 俥ﾘﾋ��130 �*���sX仰�倅���在強み+トラックシート(ポリエステル観) 

iO 僵畑+8艀ｬ�i�3�欒��帥斜I咽鞘的!f漣」と置場青J章1手I5 尾ﾈv闖茜�荳���ダンプ 刔ﾙ4��鳩0 �*���y�C����ﾂ�件的み十トラックシート(ポリエステル報l 

毒l 宙46貯���2�抑奈III県城脈II嗣細IiI時剛胆r15;嚇-i ��ダンプ ��ﾙ7��10重 �+���R�估2�式部み十トラックシート(ポリエステル披) 

52 ��tﾂ儘ﾉnr�神祭I冊!横板1曲従I葛旧制擢町l乳㌻1 ��ダンプ ��Xﾌｲ�l;博 �.��������倅鳴�直航み+トラックシート(ポリエステル紋) 

5亀 忠tﾆﾉ�Inr�神祭II鵬削減i間瞭用{弱か抑rI5謡・1 ��ダンプ �$YF��調0 �.x��ｭ��冏��証紙み十トラックシート(ポリエステル数) 

5章 宙ﾌ(鉑u��神祭Ili県陥擬Ilj押余III区羽沢叫ほ弱-1 ��ダンプ 亳9���100 �.x��c����2�重規み十トラックシート(ポリエステル製I 

請 忠tﾂ傴ﾈ�2�神奈川映職棋iI圃斜I博的沢同J1う3㌻l 簸迭ﾓ3s�ﾓ�ｵ���ダンプ �8ﾘｹ��100 �.vﾈt��兒��請納九十トラっクシート(ポリエステル砂 

言鴨 嫡白佶�&��薄符)Ii鳴勝波間押角周囲掘り的t言締-1 ��ダンプ ��ｩ�｢�IOO �.x��sr��B�誼臨み+トラックシート(ポリエステル独) 

看7 忠.貯K磯2�相銀川県蹴派II細斜I旧劇的吋I5締-l ��ダンプ �?y���100 �.x��y8��俘R�巾餓え+トラヮクシート(ポリエステル賓) 

う京 忠tﾂ侏���和食用鵬的滝il事押雑用甚助圃場櫛-l ��ダンプ 仭亰2�101I �.t�,��僞ｲ�庫倣み十トラックシート(ポリエステル緩) 

籾 宙ﾝﾔ傴ﾉu��抑森II鵬舶渡部和名Il財制沢町l鵜5-宣 ��ダンプ 冦┼�r�100 �.s��ﾂ����亜撮み十トラックシート(ポリエステル報) 

相) 宙肪儘�),ｩ_��押森Il聴牌渡Ili謎は捌所をl-l ��ダンプ 兩ﾉ*��附(I �*��8I事 ����頂州み十トラックシート(ポl)エステル穏) 

61 宙xｩZxﾗ)&陞"�沖斜iI職戦渡iI載寝捌所紅いl 冽�ﾋ簽t丼ﾒﾙn�ｧ��タン.プ 亰俔��130 �-�¥､���-ｲ�i請撮み十トラックシート(ポリエステル敦) 

62 綿,ﾔ兒YL��帥森川螺的渓時銚区別)綱-トl ��ダンプ �'僥��1;周 �*���¥ｩ6B�丶ﾒ�競撮み十トラックシート(ポリエステル報) 

6種 宙ｴ�儘�X�倅"�神奈川l聴熊派I直納匠的I日時-l-1 ��ダンプ 儉�F��l劃) �-�-險ｶ��僞ｲ�が的み十トラックシート(ポリエステル製) 

6I 忠%笙Zylih�ﾂ�即急Ii博樹派持鏑隊別海昨日 ��ダンプ 刔ﾙ{B�1鮒 �*(��3�{���4&ﾂ�諏撮み十トラックシート(ポリエステル製) 

寄5 ��､ｩZX�(�8ｼ��即急II峨股旅II槌l側面吋l-1 ��ダンプ 兌)Vﾂ�鳩0 �*(��磯��兌B�直納九十トラックシート(ポリエステル紋) 

舶 ��｢價y�X峪���抽象川螺的馴I録I暮幼I抑トロ ��ケン●ブ 亢��"�周0 �*��絡i9 冩��11輸み十トラップシート〈ポリエステル鼓) 

67 忠�6佻4幽�9��神祭"鵬朕派時「凋Iぺ書中叶窃-(3 ��ダンプ ��ﾙ�B�IOO �*��7!)了2 ��2�部僻み+トラ・ツケシート(ポリエステル紋) 

68 亊Hｯ�'t粕倚"�押谷II臨戦確Iil声部iべ1年3一鵜-I寄 ��ダンプ 伜I?ｸ.��=川 �*��棚I 傀��d用lみ十トラックシート(ポリエステル製) 

68 宙ｶ4��3ﾔ倩8�"�押余=駆峨挽11正韓I事柄-3-うS-鳩 ��ダンプ 冰�､B�100 �*��関る1 ����頂撮れ十トラックシート(ポリエステル徳) 

70 宙欒�:�佶ｨ�"�帥徳用親機漬iII声域I利生†3-茄-I轟 ��ダンプ 仞ﾉF��t聞) �*��9雌再 兌B�仇杭み十1・ラックシート〈ポI)エステル数) 

う重 �&霎�x�.竰� ��ダンプ ��ﾈｩ｢�101● �*��脚7 僖��両部み+トラックシート(ポリエステル婆) 

了豊 �&隶仂h鳬4�� ��ダンプ ��ﾈ�｢�順) �*��審議l ��R��直的み十トラックシート(ポリエステル洩) 

了轟 �&馼扱�*ﾘ�"�� ��ダンプ 冽�h��1sO �*��簿記 估ﾃ��直納み十トラックシート〈ポリエステル鵜) 

了4 �&霎��ﾘ*ﾘx｢� 冽�v�8蝋璽3S#��ケン.プ 假ﾈﾍr�100 �*��紗83 冖2��前場九十トラックシート(ポリエステル穏) 

7香 �'舒仂fﾈ��� ��ダンプ’ ��ﾈ�｢�100 �*��紗的 亰��曲撮み十トラックシート(ポリエステル製) 

76 �&霎�xｉ�鋳�婦食Il面的塵l崎いよを糾・I額旧誼I時¥t:d,lU廠 ��ダンプ ��ﾈﾞ��l劇I �*��5高調 亰��証撮み十トラックシート(ボl)エステル製) 

7了 �'��ﾘｧ宙,ﾒ�� 尾迭ｲ侘�俚ﾒ��ダンプ ��ﾈｩ｢�I3= �*��5剛0 �=���恥部み+トラックシート(ポリエステル即 

了8 俥ﾔ侭5Hｮy4��神鏡川脱輪波面的書面I奪=○提-7 �����自�ﾈ咊ﾘｦ#3��ダンプ 冽�/ｲ�IOl �/��l 兌B�商的み十トラックシート(ポリエステル塑) 

了寄 仄ﾄ薄�ｸ蛉x｢�抑剣II鵬樹波面的皮目ti3事’11紺-ま 枇6x6xｵﾘ.Bﾙ��t�ﾂ�ダンプ 冽�4ﾂ�"0 們��芝 乂ﾂ�亜撮み十トラックシート(ポリエステル粧) 

録∬ ��ﾃﾖ冽ﾙ(���押奈川舶馳載iI鵬はl・.1冊子I蜘斗了 ��ダンプ ��ﾈ�｢�iO( 豚*B�奪 兌B�直撮み十トラックシート(ポリエステル製) 

8l ��T�(ｻｹ��4��抑制"職職旋II硬匠l用I持「=腿-7 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*ｲ�手 兌B�l購何十トラックシート(ポリエステル披) 

紋 ��抽節用摸蹴派両線時間I8「上l沖-3 遁(h��ｦ#�ｨｵ��b�ダンプ 箔ﾘｩ｢�Iき ����*��心 ��2�巾的み十トラックシート(ポリエステル級) 

舗 亂ｔ��ﾘｭ飲謦�神谷iI肌蹴派I看櫛はl山車=I祐-5 ��1　ダンプ ��ﾈｭ��100 �*ﾒ�7 冓��証強みでトラックシート(ポリエステル製) 

‰書 ��D末ﾉwﾘﾘ�｢�押禽=鵬撒腕IIl練寝間(狛●iI絃"7 迄��壷�ｹ:�ｨ�2�1　ダンプ ��ﾈﾞ��10 ����*"�絡 �-ｲ�証撮み十トラックシート(ポリエステル敬) 



<運搬輌一騎>

帥)i葛幹の名跡憾 俶yw��(,ﾄ緬/｢�曲線弛 倬騏由兩ﾉ}��向的・l(の鎌i即‡ 劔持薬I二鳩の範敬 儖(藕ｬx/�%��ﾈ+�+x.册�ub�

請 ��莓��ｹo(���細密)II焼殺麻庸鎌高I両:==約一番 ��ダンプ 粕漠�ﾒ�i削) �*B�●】●) 仄3��頂的み十トラックシートlポリエステル剰 

陥 愉�ﾉJ益�4��神祭周班職派11,黛は刷I種子Il紳〇番 ��ダンプ �:�B�I30 �*ﾒ�I2鶴 倅ｶﾂ�頂徹み十トラックシート(ポリエステル紋) 

87 �cﾔ��ｨﾛ9H｢�飾霧Ili離棚沢両線はl川(3i、‡議宴-了 ��タ’シフ 幡乖ｹUﾒ�け0 ��= �;ﾂ��煩概み十トラックシート(ポリエステル勘 

持鱒 ��ﾃﾖﾉy�oｲ�押捺I用開聞派耶純〆I山8=1綿-了 ��ダンプ ��ﾈ�｢�l細) �*��27 ����諦撮み十トラックシート(ポリエステル塑) 

継) 倚��ﾉIXﾝｦ�4��抑無用親機陥証紙区I・I聞」I的2-7 ��ダンプ 冽��2�l30 �*b�郎 �-ｲ�諏撮み十トラックシートくまリエステル事郎 

棚) ��d漠y�ﾛ94��押祭I咽!撒競高的支l:I栂=l批一7 ��ダンプ 屯冕b�調(I �*ｲ�25 ��2�面聯み+トラックシート(ポリエステル製) 

飢 亳��ﾉ4竸I4��抑射II航跡波面縫い工面3「=3争7 樋ﾒﾙ�ｸ�ｸ�ｲﾘ-ﾈ�6ﾂ�ダンプ ��ﾈﾞ��l的 �*��8京 ����厨軸み十トラックシート(ポリエステル的 

92 �cﾔ弍ｩwy���即祭I順を蛾的Ij純l嶋l用I卵●=龍-了 ��ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*��了了 兌B�蒔徹九十トラックシート(ポリエステル智) 

割 ��d末亊hｹ(ｪ��神祭=1肌蹴浮腫錐匠I-11I刈’出陣7 ��ダンプ ��ﾈ�｢�I削) �*b�鯛 估ﾂ��座職み十トラックシート(ポリエステル貌) 

9I ��D粕亂ﾉ>��2�帥鉄男鵬協膿爪鯖晴山il;洋間2-7 ��ダンプ ��ﾈﾞ��IOO �,ｸ�R�:)〃訓 囘ﾔ��i競撮み十トラックシート(ポリエステル鼓) 

鳩 亳��ﾉ+)o)�R�博会川鮎陥派両線I*即調川1紋・7 ��ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*��脚61 俑��碇議み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

96 �d曝ｾﾈ蟶x｢�神勅iI鵬倣派南紺青l:I時子=織-了 �-�ﾈ6xｼ�.Bﾓ8���ダンプ 假ﾈ茣�100 �*��3香19 ����頂帆み十トラックシート(ポリユズテル披) 

97 ��X幄684ｨ5��格調!此俄陣場I章仰天’印、用l如8-18 ��ダン7 估h��130 �/��l(膿 亅��而撮み十トラックシート(ポリエステル吸) 

糾l 漠$�684ｨ5��偽i弱く比企調馳!I爪I天’剃、l小生0持-1絡 ��タン.プ ��H���l洲 �*"�三部l 从｢�榔慣れ十トラックシート(ぶりエステル報) 

的 曝�(684ｨ5��鳩聞!比企怖場面同大′拘、冊孤吋1絡 樋�eﾒﾓ#澱ﾓ��¥fﾂ�ダンプ 做ｩx��I:博 �*��創 �-ｲ�l噸聯み十・トラックシート(ポリエステル敬) 

10の 綿ﾌ(684ｨ5��崎l渦と比企枇鳩山野天“削Il肌必)S-鳩 ���.�?��sbﾓ�/vﾂ�ダンプ 几I���180 �*"�義183 僥苒�応戦み+トラックシート(ポリエステル級) 

iul 侘(7h4ｨ5��噂朝!此庇櫛鳩iI同人’j朝潮l訓3-18 ��ダンプ 亊儿B�陶0 �*��3了了7 �-ｲ�面撮み十トラックシート(ポリエステル披) 

IO宴 侘(684ｨ7R�崎親ら此森陣場両町大’河川i粗服-)構 ��ダンプ ��ｨ樞�18ひ �*"�iれI ��r��性撮み十トラックシート(ポIIエステル蚊) 

I請l �,ﾈ684ｨ5��鳩I糾!此仙崎鳩両脚I太宰II、Iり1ま崎-)誰 ��ダンプ 俑�/ﾂ�職0 �*"�相馬 梍ﾒ�砕撮み十トラックシート(ポリエステiレ粧) 

I0I 滴��ﾉ(i4兌h馼98ｹ�x�h*F�饕�千特撮高腰なI旧印は1オ1() ��ダンプ �'ﾉ�ﾙnﾂ�iO調 �*��6I基調 ��b��1什取れ十トラックシートlポリエステル敬) 

=職 �ﾈﾌ&又�:��h4x5ﾈ6sx�ﾈ*D傚��千盤臨調宏I臣日韓職一周 ��ダンプ �+｢�.��R�10() �*��訓9S ����両賞み十トラックシート(ポリエステル披) 

iO6 ��千線撫同郷富汀聯12-10 ��ダンプ 俘(-H咄�100 �*��5005 冦ﾒ��小袖九十トラックシート(ポリエステル畿) 

=け ����粕�ｨｻｹ��4x98訷7h8佇��手的聴部費Ii栖洲㌍6鴨 ��ダンプ �+ｨ-YY��l創) �*b�16 ��ﾂ�在職み+トラックシート(ポリエステル貌I 

10亀 ��V倬�&ｩ^ｸ�ﾈ6sx�x*D鳴�千葉博綿密II璃8舶-6「I ��ダンプ ���ﾘ)nﾂ�l部I �*B�I7 �*��在職み+トラックシート(ポりエステル披) 

iO9 ��Sﾔ�i+)w�4x98.ｨ7h8棉Eﾂ�千」的l軸か宏i母手職12-10 ��ダンプ 仂(-I�b�IO() �*��咲唆0 仆ﾒ��巾耽み十トラックシート(ポリエステル製) 

=O �ﾃﾙ:��ｭhｸy~ﾃx*(+x8宙ｾ��丁難聴肺宏Ilj丁場1蜜-10 ��ノダンプ �'ﾂ竏ｼ��IOO �*��脚義I ����巾撮み十トラックシート(ポリエステル披) 

liI �ｩ�ﾉ(hｭi6Hﾔ�98*){�8曝ｵB�手性螺IO悌1Ij千埠I空-10 ��ダンプ 刔�8��2�IOひ �*��6既望 �-��両肌九十トラックシート(ポリエステル組) 

=2 仆�684ｨ5I$ﾘ板�神祭川嶋捌紙用耶筑寝取Ii間幻●l暢青嶋 ��ダンプ 亊x肪�I利) �*ﾒ�轟2I 兌B�両親み十トラックシート(ポリエステル敬) 

lけ �:�684ｨ5HﾙHﾝ��神祭Iil撮陥紙l開聞剛直嬉Il剛2=l蹄重 ��ダンプ 伜IF��議事) �*"�糊寄 况��招軸心+トラックシート1ポI)エステ,レ報) 

=l ���684ｨ5I,i�R�神祭)I根陥戒両部筑母幽屈服」II鄭重 ��ダンプ’ 亢�ｦﾒ�Iきく) �*��電機)2 �B�直概ね十.トラックシート(ポリエステル勘 

=事 冽ﾘ684ｨ5I�ﾙ~｢�抑朱IiI味陥脇埴姉賞は撮I用ほ=I締-6 ��ダンプ 亊yF��i3∩ �*��市91 ����直概ね十トラックシート(ポリエステル報) 

=β 仂(68*�+y&��B�糾余i冊摘渡部節塊lべ撮I帖職I●I堪5-6 樋�RﾓR閲H璽���X-��ダンプ 佻9jﾂ�音13∪ �*��哩6 冰ｒ�亜部み十トラックシート(ポリエステル視) 

=7 刔ﾘ684ｨ5I�ﾘﾇ��押鮮III鳴蹴滅Il楯鎖国i相用l幻=2る-傭 ��ダンプ 儖挨B�置こく11 �*��塑7 �-ｲ�〆〔噺み十トラックシート〈ポリエステル紋) 

=購 仂(684ｨ5I�hﾟR�神奈川撮厳派Ilf搬時雄II川12I同郷重 ��ダンプ 兩ﾉ=r�l親) �*��まけ �-ｲ�前部み十トラックシート(ボl)エステル鵜〉 

li9 忠OX684ｨ5I�ﾘﾄｲ�抽細Ii蛙龍派博庸筑隣奴II間男-il務-6 ��ダンプ �ﾉ�r�】きくI �*b�289 冩b�直撮みでトラックシート(ポリエステル製) 

120 緬�X684ｨ5H��{B�抑雅III臨賊派Il棚筑i軍姐III博子=鈍重 ���ﾋ�,8劜耳鳧ｪﾂ�ダン了 �8ﾙ�r�鳩0 �*ｲ�種0雷 ����直的み十トラックシート葛ポリエステル杖) 

i雪I ��神祭Ill鵬棚減亜㈱糊ヾ幽i川2川l獅一物 ��ダンプ 偖)Tr�け0 �*��紳5 竸ｲ�� 

1駐 仂(684ｨ5Hｬ���神楽I咽咽遜冊梗概lベ雄Ii川2i-r12㌻6 ��ダンプ 偖)�"�100 �*ｲ�雷61 ����頂耽れ十トラックシート(ポリエステル蚊) 

i執 忠,�684ｨ5I�ﾙ�B�抑朱IiI駅駅派l汚斯統i汀蛇iI冊2持i勝-6 ��ダンプ ��Vﾂ�100 �*ｲ�l鰍:) 丶ﾒ�直的み十トラックシート(ポリエステル弧) 

職1 仆�684ｨ5H勧>��帥鏡I咽き朋淘I碕捌く塵印刷幻当I擬・6 ��ダンプ �ｩF��130 綿�"�186.1 ����喰請み十トラックシート(ポリエステル鑓〉 

i25 ��神勅Il臨戦浜壷紬規は幽I剛2「=締可 ��ダンプ 兩ﾉ���130 �*��援栂き ��ﾂ�肌頼み十トラックシート(ポリエステルう郎 

l郭 ��榊命IIi撮戦況南掃紺章東山調書‖●=蜜三一倍 ��ダンプ �5�F��13∪ �*"�鯖17・i 乂2�両部九十トラックシート(ポリエステル敬) 



他用将の名跡や 倚��ﾈ�(,ﾂ畏)�｢�地約九 ��X�9H�,ﾄ凉h."�「I軌Il雌雄席lラ 劔持場I現の極細 儁ﾘ�9j�/���8+x.���7"�

職7 几ﾉlｨ��I4薄｢�神祭)個細i崎II移蹄医織J厘的 ��ダンプ ��ﾈ�｢�IO∪　か1劇6 劍ｸ｢�血耽れ+トラックシートl氷りエステル貌〉 

l泌 倬霓�4兢(,ﾒ�帥蜜Ii脳=旧章I高蜂I要職高野9 ��ダンプ 冽�=2�川() �*箔cc"�兌B�Il〔請み十トラックシート(ポリエステル紋) 

1よ9 冤ｩJY4曝ｾ�+��抑余I周期=崎博多伸ばの-書l益9 ��ダンプ 粕侭���100 �*��ｩ{尾ﾂ�冤��償撮み+トラフクシートlポリエステル継) 

I30 冲7(ﾄﾈ諸,���柳谷I=脚i咽III多i紳区験Ii12靭 ��ダンプ 曝.萎��川0 �*漠{忠9ﾂ�仍苒�頂耶ね十トラックシート(ポリエステル貌) 

いIi ��oh��S�.闃ﾂ�帥食用撮IIi吋I出切拘置聯l中指9 ��ダンプ ��ﾈﾞ��(00 �*漠{僣��从｢�l請的み+i・ラックシート(ポリエステル教) 

I槻 曝ﾟｹ�ij��9YB�柑斜I陳Ii(埼II移ゆI玉oIil籾 ��ダンプ 冽�苒�章0ひ �*漠{�*�{��兒��昨撮み十トラックシート(ポリエステル初 

t掲 佇ﾉ�I�E僣��袖幕iII肌用蛤II7多吋区職I白鄭9 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*���+3�冕���B��l好戦み十トラックシート(ポリエステル披) 

1ネi 宙ｼ(ﾞX踊�9u��相姦I章峨II胸II清輝匪峨)了1錨8 ������-sc蔦9,�｢�ダンプ 假ﾈ�2�IOO �*���-苴�2�俑��頂戴み十トラックシート(ポリエステル鑓) 

l姉 �:�隴I�ﾉ�r�柑斜I陳)l胸高多樵I事耽I唖的 ��ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*���-ﾃxｧR�����誰撮み十トラックシート(氷りエステル製) 

1尊層 仗��/ｩ%苻ｵ)f"�柚斜1聴川場両日的汀職同郷) ��ダンプ ��ﾈｩ｢�10億 �*���ﾝr�仭｢�巾職み十トラックシート(ポリエステル襲) 

1種了 忠4�/ｹ4僮Y���相客=l脚I咽il(軌鮎嘉のIi1豊59 ��ダンプ ��ﾈ�｢�IOO �*���-ﾈｸ｢湯��?�4��也請み十トラックシート(ポリエステル鑓) 

1泌 几ﾉ.傲ﾙ4僮X鰾�糾禽=I博II崎l事多心i章の白海9 ��ダンプ 屯�2�iO0 �*���6�｣������頂的み十トラヮクシート(ポリエステル披) 

I穣) ��YJX�8諸H��神祭=撮II博Ilj多聞ヰ峨両脚 ��タン●プ ��ﾈﾞ��10U �*���.s�����/r�直納九十トラックシート(ポリエステル製) 

I" ��ｪHﾘ)4�7�俘"�相食用恥i胸,l(多聞基調で腐槍 ��ダンプ 冽��B�100 �*���������"���B�J撮み十トラックシート(ポリエステル恕) 

I= 綿ﾘ(ﾊﾉ4���u��阿分Ii陳)i騎博多鱈l嘉び出銭9 ��ダンプ ��ﾉ�ﾒ�10() 傅ﾈ��8��+"��9ﾒ�叩劇み十トラックシート(ポリエステル敦) 

1競 緬�YIi������押斜Ii県川的砧卯卯は襲I哨撮9 ��ダンプ ��ﾈﾞ��l肌) �*���.t枇�T��丼､��肌蹴み十トラックシート(ポリエステル鍍) 

I峨 �ｹ]8菲Iﾘﾌ"�神徳川恥部成Il腫筑I嘉姐l胴吋31S ��ケン.ブ 侏�F��1請) �*����72��冤��正規み十トラックシート(ポリエステル報) 

i●章 ��I�ﾈ�8ｴ��R�柳谷)I博拙めi斑鳩匠虹I用=筒子3博 ��タン“ブ 亊r�1ひ0 �?ｩ9hﾛﾒ嫡飛�����証的九十トラックシート(ポリエステル粧) 

†1あ 儂Xﾌ�8ﾗ��R�朴密IIi撮橋渡II碕糊て撮)l剛調種時 ��ダンプ �9F��IO() �*���Uﾘﾋ���从｢�諏耽み十トラックシート1ポリエステル訟) 

=6 冰ｩ]9&隗ﾈ帚�榔袋I=駄聞洗ii胸穏陣雄I剛I母書記 ��ダンプ 丼8��1恥 �/��IO伽 兌B�巾部外十トラックシート(ポリエステル援) 

11了 侏��ﾈ���ﾉ>��舶食Ii咽聯灰Ii凋蹴l{斑II州咽l$ ��ダンプ 佇�,��101 �*��笂���估ﾉ�"�直物み十トラックシート(ポリエステル貌) 

=8 �ｸ.域xﾚ�4��神奈川純猷暁IIi枇細事姐川l圃3)8 ��ダンプ �9Fr�10ひ �+���S��������頂請九十トラックシートIポリエステル妙 

lI9 丿y]9)8ｴ��R�神祭II棚聯派iI極微医撮I細1叩駆 ��ダンプ ��Fr�し00 �*ﾘ��{�,ﾃ�������I子猫九十トラックシート(氷りエステルー!) 

150 佇9�ｸ�(ｧﾉ�2�抑制間脳細部恥硬I剛I町湘絡 ��ダンプ 丼9F��l;周 �/���Jr�+"�儁b��巾耽れ十トラックシート(ポリエステル襲) 

1訊 �� ��ダンプ �� �� �-B��巾撮み+トラックシート(ぶI」エステ小牧) 

15蜜 ��������� ��ダンプ �� �� 兌B�直的み十トラックシート(ポリエステル的) 

Ii寄 �� ��ダンプ �� �� �B��頂納れ十トラックシート(ポリエステル的 

S �� ��賀漢〇〇〇臆漢 劔○ ��x������������������������������������ｦﾂ�

I顔 �-�ﾘｭi��ﾝr�姐胸i伊用小蘭画「亀-了 ��ダンプ 佶ｩzr�1伽) �,ﾒ�帥tI 俑��I什胱み十トラックシート(ポIJエステル視) 

l霜i 亶#ﾙk�'�wﾒ�硬質I駒l:I川I直Il-雌I鴫I-1什7 ��ダンプ �&��2�10請 �,ﾒ�;購了2 兌B�潰撮み+トラックシート(ポリエステル抄 

l璃i ��4迄ｭi��,ﾂ�撮高郷l点間利,均西l-I3-了 ��ダンプ ��ｹzr�IOO �,ﾒ�寄席∴l �B�南部み十トラックシート(ポリエステル畿) 

暢7 �'粕亊h.(��撮蛍説話I間I対Il埠席上I種-了 ��ダンプ 偬�r�iOII �,ﾒ�種高調 ��2�I′〔肌み十トラックシート(ポリエステル塊) 

15き �&靠ｸｻｸ.)�R�撮即鵬置I刊Il刈一機I博一13-了 ��ダンプ 冑Izr�100 俎r�馨了78 俑��直撮み+トラックシート(ボIIエステル敦) 

I5寄 僮T��hｻｹ��,ﾂ�技ポ橋川I個l高l一堪i呼トl汁7 ��ダンプ 冑H*��100 偖ﾈ,ﾒ�2臆書9京 �(｢�頂撮み十トラックシート(ポリエステル勘 

160 �(y|yKX蝿蚌�埼虫鵡常州II桐畑1“冊ト1 ��ダンプ 儿賈��10() �,��5簡磨 亊白�東部み十トラックシート(ポリエステル致) 

161 漠YH/�x葦ｨｬ��崎i順的加高槻的同門3-i ��ダンプ ��R浦B�18u ����+r�6飴8 俑��柾職み十トラックシート〈ポリエステル披) 

16之 宙幄�h.�L�4儷r�嶋剛よや同時揮伽「珊トi ��ダンプ �,����ﾂ�13調 �+��6666 兌B�巾憎み+トラックシート(ポリエステル我) 

ti鵡 迄抦ﾌi�y+(ｫb�崎削!仇的埴隊職印7褐一・1 ��ダンプ 俥ﾉ+)�R�100 �,ﾒ�5000 ����柾的み十トラックシート(ポリエステル祖) 

1印 �ﾘｮ饅映��R�増刷博聞II筋職種r77紅I ��ダンプ 漠YT儖6ﾉ�聒+���6000 ��2�肌蹴み+トラックシート(ポリエステル襲) 

16需 ��X����ｯ�.壱Xﾜﾉy�ﾅR�埠鴨肢倍加II制同調叩3-・i ��H闔ｩ�x詹E��ｩ}ビ�ダンプ 况��ｴ刔��10i 曝,��7000 兀B�直撮み+トラックシート(ポリエステル貌) 

16 塗������鱶俯Y�ﾈｭh���崎長明間柄何剛を町干場-i ��了　　ダンプ ��&ﾂ價��博 ����,"�嘗00 几ﾈ�������移��原職み十トラックシート(ポリエステル穏) 

167 16絡 ��埠l線雄加I(駒場同調3-1 ��I　ダンプ 俤ﾓﾙ��1肇 ����+2�11う 俥��直蝕み十トラヮクシートでポリエステル製) 

・小児線択槌 ��ﾖﾉ(｢�.(���4��ｩ:�ｲﾘ�S��Oi糾蛾ト言78 几�����5�987b�押ぷ夢 冰ﾃ�2�1Iす �+(蔕��執 漠[x*ﾘｾ8�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾄ綿4x5�6X8ｹnB��



<運搬車両一案>

此間帝の名跡僻 ��ﾉw��(,ﾈ鱶亢b�祉絡弛 曝ｭI[�ﾆ��2�I’i勤・l鴫雌癖り 劔汚優l頂の押敬 �'�YI��/��4鐙+x.况iu��

I的 �� ��ダンプ �� �� 估ﾄ��ロI〔部外+トラックシート(ポリエステル粧) 

170 �� ��ダンプ �� �� 竸ｲﾒ�肌蹴み十トラックシート(ポリエステル職) 

171 �� ��ダンプ �� �� 俤r�面他み十トラヮクシート(ポリエステル製) 

I了2 �� ��ダンプ �� �� 俑��Ir〔銃丸十トラックシート(ポIIキステル根) 

17:書 �� ��ダンプ �� �� ��2�ぱ枇み+トラックシート(ポリエステル揖) 

17】 ��YI4討�血帝部聴音I幻と側踏-1・l ��ダンプ �,h將�1く川 �+ｲ�5こ聞 ����碕概ね十トラックシート(ポリエステル畿) 

(75 ��Eﾂ���ｹ�2�撮疎耶桂皮陣Iさ釧8一謡-11 ��ダンプ 佶ｩzr�130 �+r�債附くI ��ﾂ�時撒みすトラックシート(ポリエステル塊) 

I了6 漠4��ｦﾉE��奴I村相場高融鋤的一秘一同 ��xｲﾘﾋ馘��8ｭh�υ�ダンプ 偬�r�I30 �+��7了0ひ 丼B�II〔職種.十トラックシート(ポリエステル緩) 

177 �%�<y4倅��姐;l勝地細刷的肝的-I・i 儖Vﾂﾘｩy��ﾘ叉ﾖﾂ�ダンプ �,h將�i禽0 �+��翻00 �B�亜積み十トラックシート(ポリエステル猷 

17持 僣闔ｩHF姪｢�蛇郎郁雄拘引と慣れ如月 ��ｳ��Y:(ｦFﾂﾙKS���ダンプ 冑Izr�l細) ����ﾂ�9叩0 亅��肌撮み十トラックシート(ポリエステル敦) 

178 冰貯�Y+ﾂ�擁宙拙速相*I畳伽損的"= ���ﾙ*yxｸ6y-ｳﾒ�ダンプ ��ｹzr�130 �-��33 ��2�直撮みやトラックシート(ポリエステル蜜) 

章80 緬%ｨ*ﾘﾅﾒ�握毒枇足立咲花伽3-墓S斗1 ���ﾓS�*D蔦33ﾒ�タ′シナ �&�5��"0 �-ﾂ�66 �(｢�調撮み十トラックシート凍りエステル勘 

l持葛 ��I�2�叱雄朋追捕ぺ花畑3一謡・I・l ��ダンプ 倅(.｢�1種1 �,��88 ����撮舶み+トラフクシート(ポリエステル牧) 

I職 迄ﾘ)u�4��ﾙm��掠高部也高原紺地卜を鮮 ��ダンプ 冑Izr�10I) �,ﾒ�亀I章l 俯"�J珊五十トラックシート(ポリエステル扱) 

l絡! �I*ｨｩｦﾉm��時代郁他聞義弘雌2-計6 ��ク.ンブ 冑Izr�10I) �,ﾒ�番7聞 凭鋳�頂撮み+トラックシート(ポリエステル級) 

I61 冽�佻�ｫ�+X-B�寂び龍処立坪弘蹄む百・0 ��ふ9e�ﾓ���-ﾂ�ダンプ �&�5��博0 �,ﾒ�666I �*��競撮み十トラックシート(ポリエステル敬) 

い逼 �� ��ダンプ ��二 �� 倅鋳�両輪丸+トラックシート〈ポリエステル舶 

I姉 ��撮I;(機敏蔦比布I川r上総一l ��ダンプ 漠+"�100 �,ﾒ�3921 俑��頂撮み+トラックシートiポIIエステル改) 

時7 仗�ﾏﾄ末倬2�鳩朝川=〃庸雄飢蜜l-i7-帽 ���*)4��xﾗx耳ｭC"ｒ�ダンプ ��Y9ｲ�100 �,ﾒ�I亀)、l �����面的九十トラックシート(ポリエステル製) 

はき ��ｩ(d粕姪ｩMR�噌朝川=1高雄制空l-17-脆 ��ダンプ ��Y.��川0 �,ﾒ�貿瞬= ���肌蹴み十トラックシート(ボl)エステル焚) 

I穂 仆�(d粕緬���鳩i諏I=川I川棚附蹟ト1了-15 漠KRﾘｮ纖{��ぺ鶸��ダンプ �5i���川0 �,ﾒ�I僧的 僞ｲ�直的九十トラックシート(ポリエステル製) 

190 ��T�h��宙����均l堀川=用臓綿密回7-葛5 ��ダンプ �5hﾙﾂ�100 �,ﾒ�30対 ���柾的九十トラックシート(ポリエステル拙 

19l 迄ﾟ(�鐙ﾇ�耳ｶ2�崎的抑Il恥部II樽10了-1 ��ダンプ ���"�l細) �+��=脇) 兌B�批撮み十トラックシート(ポリエステル杖) 

章!鳩 丶9YD陶>ｨ,ﾂ�蜂l掘同僚II佃的I∩れ ��ダンプ 傀ｩ�"�l;肌 �+ｲ�博19 ��B�I置l憾み十トラックシート(ポリエステル独) 

(93 凛4箔ｩ�Y4����埼l掘釧雌両川柑IO了・1 ��ダンプ 傀ｩ=��l;附 �+��101間 �-ｲ�巾撮み+トラックシート(撫l)エステル勘 

I9l ��職的!飾細川l心1くけ・I ��ダンプ 傀ｩ�"�1きu �+ｲ�"17 俯"�柾撮み十トラヮケシートIポリエステル報) 

195 曝ﾚｳﾙ?�･I���増刷!榔如1川的・1昨・I ��ダンプ 傀ｨ炅�1種ひ �+ｲ�iO15 冏B�直納九十トラックシート(おりエステル壌) 

叩Ii ��l豚+�-94��均I雄的舶I聞I陣・I調・i ��ダンプ 俯�4��調0 �+r�Iu= 兌B�母親九十トラックシート(毒りエステル紋) 

i9了 貯6又�?�ﾇ�x｢�埠Iし螺飾轟I部l筋1iI7-I ��ダンプ �<����l:畑 �+��1億1;! 冕��l粛組み十トラックシート(ポIIエステル則 

198 �-8ﾏﾃ�?�ﾇ��R�櫛I雄的I脆I樟I=鴫一(ひ7-l ��ダンプ ��h��1糾 �+��101こき ��d��証駁み十トラックシート(ポリエステル穀) 

I99 �ｩ$噸ｨﾖ��T��灼I課拙劉川I肌l析・I ��ダンプ 曝ﾖ｢�100 �,ﾒ�む的 兌B�諏帆み+トラックシート(ポリエステル製) 

之00 俘ﾈﾝx.Λ=I4��埼I蝶郡的刷I肌10ト1 ��ダンプ ��h炅�10∪ �,ﾒ�3能 乂ﾂ�直航み十トラックシート(ポリエステル輿〉 

之0I 俘)ofﾃｩX94��埠重鵡(肌的Ii=咽・10トI 簸凅ﾘ�Y{ﾈ顥��ﾂ�ダンプ 傀ｩ�"�l部 �+r�IO21 做｢�暗部み十トラックシート(ポリエステル穣) 

20主 冰刎��?��Y��蛤親潮i雌II棚的聞手l ��ダンプ 傀ｩ�"�l伽 �+��)0:塑 們ｒ�巾餓み十トラックシート(ボIIエステル杖) 

2(峨 ��櫛即的I斌II用I付IO7-I ��ダンプ ��x�2�lさU �,B�IO23 帝�r�虹的み十トラックシート(ポリエステル蚊) 

20l 儺刎�ﾉ?�ｪﾉEﾂ��崎剛も(掘削用鴎・iOト1 ��ダンプ 侈ILB�130 �+2�IO2イ ����世職み十トラックシート(ポリエステル杖) 

食瞭 �� ��ダンプ �� �� 倅鋳�在的ね+トラックシート(ポリエステル製) 

ま0欝 �� ��ダンプ �� �� 俑2�対物み十トラックシート(ポリエステル報) 

207 �� ��ダンプ �� �� 亰｢��碇概み十トラックシート(ポリエステル敬) 

20京 �� ��ダンプ �� �� 乂ﾂ�諏賊み十トラックシート(ポリエステル敬) 

209 �� ��ダンプ �� �� �B�博請み十トラックシート(ポリエステル製) 

210 ������ ��ダンプ ��ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�｢�〇〇〇〇 �B� 僞ｲ�昨請え十トラプクシート(ポリエステル敬) 



<運搬輌一覧>

随順帝の名称甘 �隴H�(,ﾉ�ﾈｽ��址締絶 粕忠~��ﾉ*H�2�自製,I〔職雌掃り 劔汚職1調の強的 �=H,ﾙ?�/�ﾛｸ�(+x.��ｹ9��

21I 凵怐怦� 刄_ンプ ��二 ���-ｲ�I直肌み+トラックシート(ポリエステル邸 

‡1ま ��ﾈ+T冽ﾘ乘4鋳�帥奈川根城渡1I碓地坪菊名了=l古史を飢婦 ��ダンプ 俥ﾘ�2�100 �,ﾘ��影�b�亢��時機九十トラックシート(ポリエステル即 

暮l$ 傅ﾉ9ｸｭhﾘ栄��鼻II食間測鰍沢Ii催此匹婦名了Iト1トまける晦 ��ダンプ ��ﾘｻR�IOO �,ﾘ��9{綴飛�从｢�陸棚み十トラックシートI薫りエステル孤) 

2= 薄ﾈ�Y�ｻｹv�x｢�即東川は部的l棚」博釣れ了f‾=了一部高騰 ��ダンプ ����I肌) �,ﾘ��{I4���-ｲ�費耽れ十トラックシート(ポリエステル鵡 

215 ��ﾉ��4僞ｹ�"�抑制=県域波II湖北寝飾徹す」“【I7一筋-持鵬 ��ダンプ �+YF��10ひ �,ﾘ��*�ﾘ�R��-ｲ�煩的み十トラックシート(ポリエステル報) 

さ1き ����x�����x�����x�����x�����x�����x�����x��(���x�����x�����x�����x�����x�����x�����x�����x���ﾂ�〇〇〇〇一〇〇〇〇鵜 ��ダンプ ��○○ ��奪��頂概み十トラックシートlポリエステル数〕 

さけ �� ��ダンプ �� ��伜｢��面相み十トラックシート(ポリエステル鄭 

さi8 �� ����ダシフ �� ������賞舶九十トラフクシート(ポリエステル懇) 

*I9 �� ��ダンプ �� 唐�冩��直納み十トラックシート(ポリエステル披) 
喜 

2雷0 ��Y�Y�(ﾆ��博紺Ii聴牌訴帯牲此I釆斯.I川l撮l-I什17 ��ダンプ �'����IO調 �,ﾘ��#�*$����2�(I(拭九十トラヮクシート1ポリエステル報) 

義ま1 ��Y�X�9(��神祭II陳聯派IIi総.曲げ栃.tI=奴出札l了 ��ダンプ 俥ﾙjﾂ�IOO �,ﾘ��3#uR�仍貭�両部み十トラックシート(ポリエステル製) 

生理 鎚ｼ&ﾉ(��i�ﾈ誡�丁岱胱I剛III硝lゼー5 枇+�ﾙ�ﾓSツ��ダンプ 俾(躡�R�11)i) �,ﾔ�,ﾃb�僞ｲ�直納み十トラヮクシート(ポリエステル塑) 

捜∩ 冤ｨｿ&ﾈ膾�r�r伽細面I小知-を5 ��ダンプ 俥Xｼｩnﾂ�IOO �,ﾘ��ﾓS2��,ｲ�抗議九十トラックシート(ポリエステル製) 

生之( ���ｩ�ﾃ�ﾘｵｨ�2�千特撮I刷I両.電l・甘露 ��ダンプ 僣韈Ynﾂ�)高 �+6俘ﾈ*ﾓ����乂ﾂ�れ撮み十トラックシート(ポリエステル襲) 

蜜お 宙���ﾈ�8ｵｩEﾂ�丁場峡I剛i硝●由一争う ��ダンプ ���+yy��10I) �,ﾓ�ｴ都����V��重職み十トラックシート(ポIIエステル抄 

製6 ��手製駅Il初値覚ト2-う ��ダンプ 从ｨﾝﾙnﾂ�I億0 �,ﾒ�1種63 亰��償概み十トラックシート(ポリエステル敬) 

22了 儁9�ﾆﾉ�ih��手雌雄I剛III雄l-2-5 ���*�ﾇ�KX�Isc��ダンプ 凛��9u��!()ひ ��r�釘謡 倅鋳�巾撮み十トラックシート(ポリエステル数) 

さ2絡 漠�X7�8H5X4ﾂ�螺l末節江I用1甚此船田小職一望 ��ダンプ ��ﾙzr�l細) �+2�ま翰 亰��砕耽れ十トラックシート1ポリエステル勤 

饗) 網�7�8H.(�ﾈ4ﾂ�撮前部汀I周囲北埴I巧ト12一堂 ��ダンプ 亢騷r�1洲) �*ｲ�凋 俑��直覚み+トラックシート(ポリエステル敬) 

箪)0 迄ｽ�7�8H5H4ﾒ�撮郎刷1宮川は叱岱巧い職一竣 ��ダンプ 倬8ﾘ��100 �,ﾒ�:轍00 �9ﾒ�高撮み十トラックシート(ポリエステル敦) 

.鴎I ��博聞囲い用iは此増河出2-竣 ��ダンプ 倬8ﾘ"�川l) �,ﾒ�00ほ 亢2�巾耽れ十トラ7クシートぐポリエステル根) 

鑓2 ��ﾌ(7�8I?�4ﾂ�直Ii《欄間I川Iは北的巧l-12-鑓 ��2ﾓ2扱�ふ�&sR�ダンプ’音 倬8/��川D �,ﾒ�:並99 亅��頂飾れ十トラックシート(ポリエステル戴) 

聖職 ���ﾈ7�8H5H4ﾒ�撮)轟樹I事相対ヒ鴎I申l-I2・製 ��ダンプ 佶ｩzr�」0(I 迄,ﾒ�寄5(塑 ��ｒ�頂概ね+トラックシート(ポリエステル敬) 

盆" 仂(7�8H5H4ﾒ�心証樹重出Ii昨此増I印-1さイ塑 ��タ’シフ 亢騷r�=IO �,ﾒ�;暢劉 况��IIl撮み十トラックシート〈ポリエステル軸) 

捌照 緬�"ﾘ7�8H5H4ﾒ�撮聞損l事川〆此岱面上I2・塑 ��ダンプ �>(*��川0 �,ﾒ�IO鳩 ����頂撮み十トラックシート(ボl)エステル勘) 

鑓6 又迄7�8H5H4ﾂ�奴林部活用=は此蜂西トは・捜 ��ダンプ �*陋��川ひ �,ﾒ�5雌 ����巾撮み十トラックシート(ポリエステル敦) 

秘7 倬�7�8H.(4ﾂ�時雄胱し)川間気化節l印一12-竣 ��ダンプ 冩h9h葡�11 �."�57関 俘"��面耽れ十トラックシート(ポリエステル紋) 

馨撮 僣�7�8H5H4ﾒ�火水峨I所用寝北盤面小Iま・捜 ��ダンプ ��85��2�Ibひ �,ﾒ�=l(I 冤��亜請直十トラックシート(ポリエステル牧) 

合増 宙�7�8H5H4ﾒ�撮帝劇I:,用l来聴蜂調いI独賂 ��ダンプ 冑Izr�100 �,ﾒ�5了72 乖ｶﾂ�l忙概ね十トラックシートlポiIエステル抜) 

210 曝ｺ87�8H5H4ﾒ�諏轟朋i二川=帆」と増山什Iむ鑓 �:�.)�8ﾕﾂﾔ塗踉�ダンプ �*陋��川0 �,ﾒ�糊8電 亅��諏概九十トラックシート〔ホリエステル耽 

親l 乖ｸ*�7�8I?�/��撮雌麟し声周は此鰭西宮I2-粧 緬X｢ﾙvX畿2ﾓ�h板�ダンプ 冑Izr�IOO �,ﾒ�雷劉1 乂ﾂ�I竹輪み+トラックシートIポリエステル槌) 

2I曇 ��YNt��94�&齏"�姐j凋江川Ii医刑闘i:車種3 ��ダンプ 冑Izr�IOO �*��3脚 亊ｒ�肌的み十トラックシート(ボi)エステル雑 

2議 ��ｨﾘ譎^3i^ﾙ7ﾂ�飛擁榔寝宮川匪四郎調「l:I ��ダンプ 佶ｩzr�i殺) �+r�押I �(｢�1地肌み十トラックシート〈ポリエステル襲) 

生り 僵Y��>ﾉ'�ﾉｨﾝ��雄が部活I朝寝l切削議一部 ��ダンプ 儺ｹzr�10() �,ﾒ�:書6的 俑��脚部み十トラックシート(ポリエステル敦) 

2I3 綿ﾄIN�ﾊﾉ4冰倬2�雌雄脳重.1用I呼I揮離船-s8 ��ダンプ 佶ｩzr�18I) �+2�313 僖��直覚九十トラックシート(ポリエステル畿) 

亀博 處Hﾉiiｩ:�ｩ.��東海榔I:川=医章母劇I:3-鎚 ��ダンプ ��栄Izr�13U �+r�鴻3 ��2�直的み十トラックシート(ポリエステル製) 

2け ��Yo)>ﾈｻﾙh�2�榔龍郷意I用l匪曲捌握手紋 ��ダンプ 兀�<R�叩0 刋R�I削j了 亢6ﾂ�昨耽れ十トラックシート(ポリエステル的) 

まI絡 ��+井�4倩9JR�姐j(戯I:I川Ilな圃酌I:叶的 ��ダンプ 倩9{2�l抑 �,b�6i甑 �B�座職み十トラップシート(ポリエステル討) 

2(9 �'�4豫ｩ4佶ｨﾝ��隊蒋樹l:i瑚=刈鴫蛾工恥部 ��ダンプ �%�<r�l:事 著+r�郡的 俑2�肌撮み十トラックシート(ポリエステル敦) 

渇の �%餔ﾉ>ﾈｻﾘ�ｫ��購制勝l:I可Ilはl巾劇的べき ��ダンプ 俎y<r�13( 著+2�靖寄 ����市議み十トラヮクシート(ポリエステル報) 

25l �,Xﾟｸ��ｺh�9Uﾂ�庇塵拡印.i用1は雌汀を靖-3 ��亀i∴ダンプ ��Y(b�100 �,ﾒ�399・ 俛�����饕�諏憾み十トラフクシート(ポリエステル製) 

渡辺 俥X,X咼侭t稲��R�城が怖iI:l川I寝助川雷-27-奪 ��引i∴ダンプ ��Y�｢�IO 氷��,ﾒ�399 度�����������ﾂ�tr(競れ+トラヮクシート(ポリエステル紋) 



<運搬車両一覧>

随il昭の名仇曾 ��ﾉw�ｶX,ﾉ�ｴ��ﾂ�血統撮 薄僣�,ﾂ兔)E��子l勅可くけ雌掃け 劔母娘I二職の臓撮 儁ﾘ藕ｵｸ/�et箔ｨ+x.�4�,｢�

2ぷ) 豚洸4���.��撮をを肺雄雌区却用IH(ト3 ��ダンプ �&��2�100 �,ﾒ��’職I(i 况��両部み十トラックシート(ポリエステル抜) 

鍍l 遁�ﾘ咬�ｨｯ｢�撮帝部磯節時制IIi同O-3 ��タン.ブ 倬9zr�)(博 �,ﾒ�=95 �����小旗み十トラックシート(ポリエステル塊) 

穣 豚ｿ)IY%�ｵ"�撮高雄鎧的章紬l旧-10-種 ��ダンプ 僵X�"�10u �,ﾒ�博77 �B�腔請み十トラックシート(ポリエステル袈) 

犠粥 豚葮4俛YYB�庇撒郎鎖髄区制l旧-)い亀 ��ダンプ 佶ｩzr�川() �,ﾒ�10籾 ��苒�l′〔捕み十トラックシート(ポIlエステル披) 

25了 ��6��乂9�Y�ﾂ�硬式郎鋳掛膿紬i小一IO-;{ ��ダンプ �6izr�博O �,ﾒ�:楠! 價r�巾憾み十トラックシート(ポリエステル観) 

2軌 遁�ｨｻｸ捧4��痕統帥岱樹軍畑I旧-Iい3 ��ダンプ �&�/��I(IU �,ﾒ�的騰 冩��肌蹴み十トラックシート(ポリエステル敬) 

蜜槍 豚ﾛIwﾙ�8俊�妬Ij!庫磯節陣旬=旧当町3 ��ダンプ 佶ｩzr�1州 �,ﾒ�3=5 兌B�博撒み十トラックシート(ポリエステル披) 

260 豚ｿ)��>�｢�火串柿増節に卸町ト10・寄 ��ダンプ 冑Izr�IOO �,ﾒ�5端 �-ｲ�直撮み十トラックシート(ポリエステル鵜) 

敬ii 豚ｿ)�ｨｵ�*ﾙ���撮帝櫛匂節圧鈍間I-tO-:l ��ダンプ 冑Izr�!00 �,ﾒ�をI7;; ��2�誰撮み十トラックシート(ポリエステル貌) 

26竃 遁�ｩ/厩94��撮心肺鱈樹`紬=Iト1旺) ��ダンプ �%�<r�tOO �,ﾒ�蘭97 亰��巾撮み十トラックシート(ボりエステル紋) 

澱鶏 冽�ﾍY4冩$�4��撮前部鑓衛I章釦間i-i叶) ��タ’シフ ��h�.��100 �,ﾒ�・調56 ��B�此憎み+トラックシート(氷りエステ高級) 

2飢 豚ｿ)f兔I4��雄硝厭増飾医卸間ト10-3 ��ダンプ 緬+"�11)0 �,ﾒ�3馴0 做｢�出帆希十トラックシート(ホ　エステル畿) 

2簡 ��火I祝榔I諏寝低減2-8-16 ��ダンプ �)ｨﾗ｢�100 �,ﾒ�請樽 几��所期九十トラックシート(ポリエステル鰻) 

2噛6 ��皮あり締l:i用I高竹雄悌寄∫=ま-) ��ダンプ 冑H*��1朋I �*ｲ�8(漫l 凭��砕飾れ+トラックシート(ポリエステル敬) 

雷67 �ﾈ/�Uﾄ�?��ﾉ4��喰轟龍腫一朝=具:南埠節はrI職-l ��ダンプ 冑Izr�10iI �*��75鳩 从｢�備親身十トラックシート(ポリエステル報) 

268 僣�+yj&ｹm��B��硬直榔I:I川I時雨埠的6「しi斗l ��ダンプ 佶ｩzr�I録) �*��すご飢 ��2�血戦み十トラックシート(ポリエステル製) 

:鵜9 俚(�盈��8�4��姫君脚I:I間l対韓蜂帥6「Il争l �+"ﾘ�ｭhﾚ｢ﾓ涛ﾒ�ダンプ 倬9zr�(OI) �*��85§8 ��ﾂ�両肌み十トラックシート(ポリエステル轍) 

隻70 冲H�羽D陶Kx,ﾒ�直l訪構iI事iIII利鞘拙匝川i2-l ��ダンプ 冑Izr�101† �*ｲ�紳0 兌B�頂請み+トラックシート(ポリエステ小即 

番了l �&ﾈ/��R�5�4��束帯櫛i:i朝=対韓館的印-=シl ��ダンプ ��ｹzr�!調) �*��高専l �ﾂ�すく概み十トラックシート(ポリエステル敦) 

生72 ��優擁樹I事I=暗面磯節くり●章は-1 ��ダンプ● 價Xﾘ"�10(I �*ｲ�8軌奪 �����i巾撮み十トラックシート(ポリエステル製〕 

ま了3 ��博聞蘭I小川事柄均飾6」’=2-l �4蔦3c�ﾓ涛���ダンプ 冑H*��1飢l �*��(鵜98 冩ﾂ��伊部九十トラヮクシート(氷りェスチル抄 

鑓・1 俐8+y�苻ﾘ)+"�恒;【鞠I:l周りべ雨鋒飾〔り.手i2-i ��ﾗrﾓ3cヨ�iKSﾒ�ダンプ’ 倬8ﾜb�100 �*��騰了8 ����頂強み十トラックシート(ポリエステル粧) 

ま75 牝亶ｹm��9Uﾉ4��(短fl櫛l車用ヾ相歯飾6「=2-I ��ダンプ’ 俯h.｢�101) �*ｲ�3職l ����潰撮み+トラックシート(ポリエステル畿) 

276 �ｸ/�m��9�94��姐;(廟I:i用l時辞め節用‾II2・l 緬+"ﾓ亥�ｩwﾓ���ダンプ 冑Izr�iOO �*ｲ�僑)鳩 亰��直納み十トラックシート(ポリエステル認) 

主7了 俚(�盈�?��9*��庇が榔l宮川医M埠飾61千i斗I ��ぺ顥4亢��ﾂ�ダンプ �,h將�lひU 几2�調整 �+｢�両軸鼻十トラックシート(木リエステル軸 

2了8 帝H�.)m�?�m�ﾍ��姫調櫛I車用収高増飾6子=斗1 ���ﾓ3h鋸璽涛���ダンプ �&�*��i側) �*ｲ�了8馨書 �B�血統み十トラウクシート(ポリエステル泌 

さ卿 �%��盈�5�4��取1:く樹いり=膝南的飾6r11生-1 ���ﾘ靃h�ヨ�ｸ�ｳ友ﾂ�ダンプ 倬8*��IOO �*ｲ�7盤l ���直航九十トラックシート(ポリエステル報) 

孤0 價x,Ym�ｩ�Xｼ"�握貢聞白川I匠繭岱飾(り’=斗1 ��タン7 冑Izr�101I �*ｲ�了録努 �-ｲ�何部み十トラックシート(ポリエステル報う 

狐l 兢ｸ/�id�?��仆��取高I卵1:I用いI竹雄餓6I用事l �;�6xｯ�>x耳ｭc���ダンプ 倬8*��」01) �*ｲ�了織6 ����直航み十トラックシート(ポリエステル妙 

狼 ���ﾅ�u箔ｨﾉ｢�魂轟加地最近細大かi-18 ��ダンプ ��8/��IOi) �,ﾒ�鈎6・1 �9ﾒ�I†〔極み十トラックシート〈ポリエステル破) 

2的 �*冰�/ｶﾈ汲�痕龍郷工況支倉人3-1-18 ��ダンプ 冑Izr�iOO �,ﾒ�ま1= 俤r�舶撮み十トラックシート(ポリエステル扱) 

租i 冦ﾙ;��8贓nr�姑帯櫛祉立l釆舎人$-1-1き ��ダンプ 偬�r�100 �,ﾒ�鴻1種 ��ﾂ�面概ね十トラックシート(ポリエステル郵 

まI鴨 仭�冢ﾆﾃｨ�2�収在櫛雌立匿倉入れ1一時 ��ダンプ 冑Izr�iOu �,ﾒ�鳩70 �-ｲ�直撮み十トラックシート(ポリエステル製) 

曲調 �+)*冰�7佶｢�捜前部此間義金人血I-時 ��ダンプ 倬9<R�1小I �,ﾒ�3紙9 兌H�������ﾂ�同職み十トラックシート(ポリエステル却 

まあ7 �ｨ��nﾈ6yDB�収鹿部埋立I亀倉人丸ト1S 亶(.)^C8耳ﾜ(�S���ダンプ 偬�r�調iI �,b�=O了 冩R��I録規み十トラァウシ一手(ポリエステル敬) 

援鴫 �ﾉ�ﾙnﾄ�?�ﾌ���將�幽;i職場をl尊命人トトIS �:��3S8自�hｯ���ダンプ �&�.��!30 �,��1叩7 僞ｲ�直拭み十トラックシートぼりエステル鵜) 

ま持9 ��○○〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇°〇〇〇〇i"i○○i〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ��ダンプ ��"喜 ��○○喜 ����頂的*十トラックシート(ポリエステル報) 

290 �hｬR� ��ダンプ’ �� �� 倅鋳�直組み十トラックシート(ポリエステル致) 

29l 宙ﾌ(抦鏐咥6ﾂ�埠1籾!紡博I語群岬11-1購耳 ��ダンプ 僵hｻR�= �,B�21筒 ��2�礁軸心ヰトラックシート(ポリエステル製) 

ま9ま � 刄_ンプ �� �� 兌B�直納み★トラックシートIポリエステル蜜) 

那 ��▼　同条=陳Il晒I刷的I穴夫的軍畑I6-11 ��ダンプ ��ﾈﾞ��(80　え �=嚇 亰��亜撮み十トラックシート(ポリエステル提) 

舗1 ��γ　同線I用即Ii増刷II樹医実時′帥r6111　部・1-貌0-I織l 刄_ンプ ��ﾈ�2�鳩0　え 剞�6 ����昨舶み十トラクタシート(ポリエステル較) 



<運搬車両一覧>

梗間者の名跡聯 �ﾉ�ﾈｿ�,ﾄ緬*��辿絃犠 ��ｯyT�,ﾂﾉt���「I劫叫の嬉播け 劔母型ii厳の陣場 �ｩ7��ｩm�ｽ��?�+x.�4�"�

同条III鵜川増II朝岡I章夫脚本的6-11 ��ダンプ ��ﾈﾞ��10II �*���j��h-ﾂ���2�血曲れ十トラックシート(ポリエステル製) 

箪)6I ��博森)Ii峡間埼Ii川崎寝大同本町6-1) ��ダンプ 冽��B�100 傅ﾈ��;b俐&ﾂ��9ﾒ�翻心十トラ・ブタシートlポリエステル埋) 

犠)了 ��抑祭I間柄的l聞II騎l章夫0母劃r6-宣1 ��ケン.プ ��ﾈﾞ��章釦　え　用了 劔���げ的み十トラックシートIポリエステル槻) 

同名I咽朝I却旧I岬原人帥」卿r6-= ��ダンプ ��ﾈﾞ��川0 �*���+9{����乂ﾂ�故的み+トラックシート(ポリエステル披) 

狸幽 ��押繁用脚=埠,I川崎直人飾木調6-11 ��タン“ブ ��ﾈﾞ��10() �*������未��｢�直撮み+トラックシート(ポリエステル貌) 

側0 ��糾窓Ji服用噛i聞I儲医大博本町6-11 尾�6y9ﾓ�爾估�ﾂ�ダンプ �*����10り　か　=3種 劔[B�頂職み十トラックシート(ポリエステル報) 

3用 ��押条IIi脚=蛤Ii朝岡的大場小町6-11 ��ケン.プ 俣ﾘﾞ��100 �*���ﾘｩR�侈b�巾的九十トラックシート(ポリエステル援) 

釣i2 ��捕森川妹=崎iI川崎医)高曽木町6-I章 ��ダンプ ��ﾉ_B�章00 �*箔YKR�����直的み十トラックシート(ポリエステル製) 

3I灼 ��帥命IiI限I)i船筋Ii(聞章夫肋木即6-II ��ダシァ ��ﾈ苒�100 �*曝苻*傚��僮B�砕銃丸十トラックシート(載りエステル貌) 

301 ��沖客用鵬iiI飾り=鵬は大鵬本町6-11 ��ダンプ 薄ﾆ乘｢�100 �*��i������2�両歌為すトラックシート(ポリ暮スチル披) 

3(鴫 ��神斜l服用崎l刷I聞く九蘭イ郭「6-1l ��ダンプ ��ﾉ4��100 �*綿,貯{������重職み+トラックシートIポリエステル披) 

306 ��押祭Ill眺ill噛Il川I雌I章大同本町0-11 ��ダンプ 冽�ｨR�100 �*���S�鰾����直撤み十トラックシート(ポリェステ′レ毅) 

抑7 ��捕食II鵬=周II川噛i事大的木調同一11 ��ダンプ ��ﾉmr�IOO �*���Sﾖﾂ��,ｲ�章性的み十トラックシート【ポリエステル捜) 

種∪嶋 ��柳貌Ii!螺III蛤l印I咽医大的木調I8-1l ��ダンプ 冽����100 �*箔h*鳴�估2�笹船み+トラックシート(ポリエステル貌) 

崇09 ��相客II鵬置Il噛II川蝉I京大的仙ぜ-11 ��ダンプ ��ﾈ閉�102 �*�����僖��巾耽れ十トラックシート(ポリエステル識) 

:)10 ��棚祭I=l肥II略開l胎佐相日本調J6-1l ��ダンプ ��ﾉ8��l飢) �*ﾘ��^����2�硬軟九十トラックシート(おりエステル敬) 

3Il ��押角II映Ii悩.I州側医朋本町6-11 尾ﾆﾈ�8�｣�ﾓ��ﾄ��ク’ン“ブ ��ﾈﾞ��l:" �*c��ｵB�亅��証的み十トラックシート(氷りエステル墳) 

奪1雷 ��ｨﾊ(檍����吠�2�捕名川鵬=闇値II蜘医蹟肌雪-15-き ��ダンプ ��ﾈｭ��l細 �*&ﾉHﾒ���儷"�巾納九十トラックシート(ポリエステル披) 

奪高 假ｹ?ﾉ�頴ｹf�ｭhﾛ2�押森II臨用船I印ii略母破調r三〇章葦-き ��ダンプ ��ﾈ�｢�章’机 �;ﾂ�i:iOし �'��頂憾み+トラックシート(ポリエステル捜) 

用I �*ｸ�檍��ｬ洩鞏��博食順鞘I岬I同II鯛醤蝦糊r童-1冒-8 ��ダンプ �:���1:10 �*��ﾗxｮ��僞ｲ�小職み+トラックシート(ポリエステル襲) 

章I青 弍泳��ｨ踵4�ｲ�博奉II服用的周i旧i書職印2-15-8 ��ダンプ ��ﾈﾞ��13i) �*�俯#2�冑���硬軟み+トラックシート(おりエステル粉 

3i雌 ��Y+x檍��鑛ji{B�神祭Il樵I=噛II川蛤は殿町会-15-8 ��ダンプ ��ﾈﾞ��1掌0 �-��S��Vﾂ�兌"�証請み十トラックシート(ポリエステル製〉 

調7 ��iWi��鰮f�:�.��捕欝Ii根il咽II用伸l{職印曳-15-8 ��ダンプ 做(�2�1寄0 �*��語0る ����直観力十トラックシート(か)エステル粉 

:li絡 �<俾��頴ｸ踵k襍��博朱I=親川崎I刷I噂Iぺ協野生-15一隊 ��ダンプ1 ��ﾈﾞ��調0 �*��1離隔 �4$��代議み十トラックシート(ポリエステル焚) 

819 僣餮h檍����ﾙ>｢�伸衰IIl脚II噛南III碕I嘉脚J之-15-櫨 ��ダンプ ��ﾈｭ��l抑 �*��購ひ7 倅ｲ�巾撮み十トラククシート(ポリエステル塊) 

種ま0 �<俾馮闌85�48��685��糾恭III附Ii略画I崎I来手船町8-会 ��ダシープ 倬cﾘﾞ��I側 �*��511職 做｢�直は九十トラックシート(ポリエステル鵜) 

、耀1 �<凭ｸ檍��5�48��685��即金iII服用埠II捕鰭!青書l抑J8-2 樋ﾘ5ｳ�2ﾙ{�*����ダンプ 冽�&��100 �*��1訊3 冤r�頂請み十トラックシート(ぶりエステル技) 

蓬塑 倬���8��ﾃｨ5�486X6(4��同線IiI脚II鳩II川峰医で船町き-生 ��ダンプ ��ﾈ�｢�=iO �*��l桂庵 ��2�直航み十トラックシート(ポIIつエステル棋) 

:舵機 仄ﾉj���d��X5�486X6(4��榔祭川場III恥的Ii噛」まで鳩町絡-2 ��ダンプ ��ﾈ�｢�】Ol) �*��il榔筒 从｢�隊旗み十トラックシート〈ポリエステル紋) 

32l 漠����鐙5�486X6(4��榊I蛮)I樵I=噛l聞鴫I豆で鮭町8-食 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��脆16 ��竰�而撮み十トラックシート(ポリエステル郡 

亀ま事 仂��X檍�ｨ5�48��6(5��紳蛮Ii裸川的心III船隊で鴫的8-2 尾ﾈ�咤Cほnυ�ダンプ ��ﾉK��100 �*��I896 亰��証紙九十トラタクシート(ポリエステル粧) 

326 ��Y�X檍､ﾘ5�486X6(4��糾奈川脚I圃II川場医千増叩き-空 ��ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*��Iき0了 僥苒�両横九十トラックシート(ポリエステル組) 

:)2了 ����X檍��5�486X6(4��相鉄月順)II略I剛i噌匿手鞠同8一三 ��ダンプ ��ﾉ_B�IOi↑ �*��洩登0 ��2�舶聯み十トラックシート(ポリエステル製) 

;‡く淋 �ｹ+x檍鰄5�486X6(4��糾鉄男恨同館聞II崎医でめ町き-2 ��ダンプ ��ﾈｩ｢�l的 �*��I輝1 仗���巾舶み+トラックシート(ポリエステル秒 

3曇9 乘H�g闌85�486X6(4��棚倉川場川崎II川i鴫I王手絶叫飛-⊇ �+&ﾈ�Vﾂﾓ(����{塗�S��l　ダンプ 冽�&��IOl) �*��392京 ����“直撮み十トラックシート(ポリエステル勘 

綿0 仂����y^ｨ5�48��6(4��坤奈川的川崎I刑I崎暗手職町8-2 ��1　ダンプ¥ 末漠WR�100　か �5I同 �9ﾒ�殖組み十トラックシート(ポリエステル紋) 

(購l ��檠^ｨ5�486X6(4��相継Ill鵬用船II川I噌匠千則r8-ま ��I　ダンプ 敦ﾉ�B�100 �*��与039 ����函耽れ十トラックシートはリエステル独) 

さ鍬さ 仄ﾉj���7X486X6(4��相律II搬il鴫il川=別*丁場即8-曇 冽�ﾔ�ｩ�(ﾖ�ﾓxｵ��Vﾂ�=∴　音ダンプ 冽�4��10 ����*��17鵜 ���������瓜��舶はみ十トラックシート(ホilエステル数) 

櫨的 �<俾駑ﾘ,h5�486X6(4��沖寮川嶋IIl崎II湘喝匹で蹄町8-雷 ���Vﾈ�Vﾈ耳ｻﾒﾙ{�/�ﾂ�1　ダンプ 薄綿閉�" ����*��511 �����������B�調耽み十トラックシート(ポリエステル製) 

き鴻 倆H��<�6ﾙ=ﾉg闌85�48��684��柑蜜II鵬I=館帯川蛤l青書郷間8-雷 樋ﾒﾘｻﾘ�几傍��=∴・ダンプ 冽�V��iOO �*��(89 兔ｨ�����������榔極み十トラックシート(ポリエステル報) 

33 �員ﾈ����8��5�486X6(4��押祭)I服用蛤l柄Il船医印キ町8-2 ��i　ダンプ ��ﾉK��100 �*��さ10吉 ����丑舶み十トラックシートf参りエステル捉) 

!鵜 佰ﾈ�8��傚y�ｸ5�486X6(4������hｷﾔ曝ﾚｩ�ﾈﾞ�做)&&�*ﾘ岔���c�ｩz"�����坪-ﾉ4�ｨﾟｳﾘ��5�987h���ﾉ4���ﾟ(*箔y9ﾖﾈ������B�劔剪ｼ敬み十トラヮクシート(ポリエステル製) 



<連戦車両一艇>

触II欄の名相寄 �'���ﾘ�(,ﾈ�ⅲ�址統覚 冽�馼,ﾄ亊igｲ�I’I物事(‡議席り 劔母娘上境の駈瑚 侏I�Xｻ�*ｹ4粕鐙+x.僵Y$"�

:鋤7 刋X����ｸ5�486X6(4��神祭)iI鳩川寄れI制帽匠で脚J8〇三 ��ダンプ ��ﾈﾞ��調0 �*��鵜腿 亢4��巾戯れ十トラックシート(ポl)エステル恐) 

寄3癖 倅)j��ｨ5�48��5ﾈ4��陣斜Il峡III節Ii用船医千畑繊-主 ��ダンプ ��ﾈﾞ��iOo �*��こ簿(櫨 僞ｲ�面撮み+トラックシート(ポリエステル貌) 

測9 �,ﾙj���5�48��6(4��同会I=測り崎硝iI怜I〆丁場叩き一隻 ��ダンプ ��ﾈ�｢�10U �*��裁61 冏��面陥み十トラックシート(ポリエステル襲) 

京III ���+x.���(5�48��6(4��柵余)画的Il蛤l胡l竹医で鱗印8-2 ��ダンプ �:���1m �*��滴06 兢���高評み十トラックシート(ポリエステル報) 

購Il 侈8ｾ��85�48��685��抑制=附Ii崎持)II崎は千騰町瞥-生 ��ダンプ 冽�4��IOO �*��R�5219 从｢�両説み+トラックシート(ポリエステル勘 

種Iき �,ﾙ|xｽy��5�486X6(4��押森川恥Ii雌IIf川崎時下曲調Iく-馨 ��ダンプ 冽�4��博() �*��.稲離ひ ����揮概ね十トラックシート(ポリエステル敬) 

種13 �x�檍��5�486X6(4��柚I名川桃川的I印I鵬匹:千賞的8-豊 ��ダンプ 駐ﾙV��10∩ �*��鍬塑I 假鋳�両軸み十トラゥクシート(ポリエステル謀) 

311 �ｹ�X檍��5�486�6(4��押森川聴聞幽II川I〃刺青で色町8-合 ��ダンプ 牝曝ﾞ��IOO �*��部了8 �9ﾒ�諏組み十トラックシートはりエステル殺) 

朝霧 ��iWi�椅x5�48��6(4��帥求III岬I圃i聞雌I〆千畑r8-容 ��ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*��蚤179 �-ｲ�i樹み十トラックシート(ポリエステル聞 

購16 �*ﾙj��?�5�48��6(4��抑制=騎))旧I印II飴華守備面8一重 ��ダンプ 冽�4��100 �*��5619 刔��重職み十トラックシート(ポリエステル製) 

81了 倬8ﾊ)���ｸ5�48��6(4��曲金川的Il噛II川I鰭医千脇田」鍬-2 ��ダン●ブ 冽�梺�100 �*��50I櫨 �B�陶枕み+トラックシート(ポリエステル鑓) 

うi8 ��x��頴ｸ5�48��685��神器Ill鵡川瞥Il朝岡医書騰叩き-容 ��トラクタ 冽�mr�tOi) �4ｨ�"�引00 做｢�証的み+トラックシート(ポリエステル捉) 

崇19 冰����丑�5�48��6(4��押角I晒l間的II川I館は千職印8-2 ��セミトレーラ ��85�ﾝr�lI 綿+r�I軌5 ��2�両袖九十トラックシート(窃リエステル製) 

篤0 傴ﾉWhｸｨ+X5�486X6(4��帥祭II撮iIl噛章t川崎母子朋子8一里 ��トラクタ ��ﾈ�｢�1肌 �*��I97了 俘R�揖槻み十トラックシート(ポリエステル紋) 

こ)急I 弍��X檍��5�486�6(4��押余I↑i閤=噌高潮き勘費で勘剛胆-王 ��セミトレ・一子 ��(*(5�(｢�1I 曝6��1持出 乂6ﾂ�硝龍み十トラクタシート(誹りエステル視) 

踏ま 仞一饂ｩ^ｨ5�486X6(4��抑制=猷川嶋帯川蹄は干場的8-2 ��ダンプ ��ﾉ/ｲ�章飢I �*��5了は �B��直膿み十トラシクシート(なりエステル級) 

種栂 亊i�ｨ�霆ｹ�ｨﾊ)�椅r�柑奈川撮)Ii崎Il川I館医餌簿地」「=う-3 ��ダンプ ��ﾈｭ��IOi) �*��引く唆 ����巾撮み十トラックシート(ポリエステル捜) 

録I �+)�y&頡(ｶ9+x檍���捕約Ii臨画竹I剛I館医職的孤」子亡Iう置き ��ダンプ 薄迄ｿ��1(肌 �*��27登() 兌B�式部み+トラックシート1ポリエステル的〉 

種訪 兌y�ｨ�ｩ�ｸｦ俾陞���柵食用閤=雌雄iIi雌様細評通・==5-3 ��ダンプ ��ﾈ�｢�I郎I �*B�事,., ����性撮み十トラックシート(ポリエステル報〉 

飾6 ��ﾘ*�Xｭh,ﾘ�Zｩ^｢�同約Ii姫川鯖Il川I筒甚綱群鋤け」口1与輸9 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*"�葛OOO ��R�再議九十トラックシートlポリエステル報) 

奪こ7 ��神奈川規川崎Ii川I埠は劇詳曲事J重I5-3 ��ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*��舗3U 倅ｲ�証概ね十トラ?クシート{ポリエステル貌) 

358 �:�(�9Y�攣+y]ﾄ討�相銀IIi鵡川噂用=噂は組帯地」川は-3 ��ダンプ ��ﾈ�｢�IOO �*��録鰹1 兢ﾂ�来航み十トラックシート(ポリエステル製) 

:鰐9 俤y�YJX,ﾙwﾙKVﾈ�"��神楽I周りII館IIi髄細く久地l-I紅紡 ��ダンプ ��ﾈ�｢�1寄0 �*"�紳 兌B�亜撮み十トラフクシート(ポリエステル敬) 

購00 ��ﾝx揵,ii�IXｵ�*ﾙ���相姦I周期i録(l硝うー映久地I-1:手鏡 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��:支部、 冩ｒ�直航五十トラフグシートはリエステ心根) 

靴l �,�*)&霄ｸｭiL�*ﾘ,ﾒ��押祭l刷り=峰II硝沖匪久極上1亀-鈍 ��ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*��リ.トー ��R�碕組み+トラックシート(ポりエステル報) 

362 宙ｵ$���:(咬�$亳b�押蜜川脚II館Ii桐油は久地トI3・跡 ��ダンプ ��ﾈﾞ��10U ��ﾇﾒ�響くⅢlI �-ｲ�直納み+トラックシートIポ1Jェスチル紗 

3(綿 仄ﾘ*)h���4�<侭*t��抑朱IIl卿Il飴Il硝紺甚久旭トIs・ゼ5 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*b�7000 �B�弧的み十トラックシート(ポリエステル報) 

亀鴨l �陏ｸ�9��4��X*ﾘ�2��飾食,II鵬川崎面倒沖l{人」岨l-Iこいお ��ダンプ ��'H�ﾉ�.��1種I �*��糾II(個 ��$��1I(耽れ十トラクタシート(ボI)エステル秒 

的寄 宙ﾝywﾙ�v緬u�:"�神祭IiI聴天和if樹剛一帖青-上期的 ��ダンプ ��Y=r�憎I 曝+r�11 �'��高批九十トラックシート(ポリエステル襲) 

366 冲����遁u傚��抑名川聴天和博樹的I・I5-3I輸郎8 ��ダンプ ��xﾌ��1加 �*b�I了 俤r�陸棚九十トラックシート(ポリエステル抑 

紬7 �ｹ��Sﾖ冑�*��帥谷川親大部I印調印-1き-飢-3鳩 ���bﾓ#c2ﾓ閲冏B��ダンプ 亰僥r�川0 �*ｲ�=了6 ��2�辞職み十トラックシート(ポリエステル噴) 

368 忠:�H赶漠��ﾂ�帥朱I冊!大部Ii聴i剛-!5-3ト細3 尾ﾈｩ�ｧ8璽閲塔��ダンプ �ｸﾘ2�100 �*ｲ�トI了了 乂ﾂ�両職種十トラックシートlポリエステル勘 

:!脚 宙�8*)���ﾈ簡.��州名)I鵬大部,l璃i即-甑十"十周 ��ダンプ 偖)F��IOO �*ｲ�I・1組) ����榔憾み十トラックシート(ポリエステル披) 

:刷) �:�y$ｨ���%��抑制=鵬天和Ili暮仙ト書証-i吋個 ��ダンプ 僮ﾙ���101) �*ｲ�1時1 俚ﾔ��誰帥鼻+トラックシート(ポリエステル塑) 

3了i 宙幃4�=��ﾈ�9+｢�帥森)iI班大和Ilj棟I帥"Iこ-種l・剖越 尾ﾈ虜�2ﾓ閲俥ﾔ��ダンプ �����I(心 �*ｲ�ト」櫛 僮ｴ��血糊み十トラックシート(ポリエステル報I 

3了2 宙悔�n､薄ﾈ��ｬ2�押春用釈天和間脚印-1寄-3ト303 裕�*#).簽9{塔��“ダンプ 佩宇��1的 �*ｲ�時Iノi �9ﾒ�亜撮み十トラックシート(ポリエステル鵜) 

37種 又亊Fﾉk9w��8��州名ii鵬大部開脚的i・ほ-種ト的3 ��ダンプ ��I{r�100 �*ｲ�l刑5 亅�� 

種7I �:�)�駅�ｪﾈ.��批約Il堺人相11聴l叩-I尋-利一枇‡ ���i8ほ/x.｣閲��R��ダンプ 亰儼ﾂ�iOO 倅��l剛6 从｢�時撮み+トラックシート(ポリエステル鑓) 

:け5 亶)4冰ﾔ漠t(ﾝ��押衛Iil撮大仙I間的郁-1㌻刑・抑3 簸澱ﾙj逸稲厭ベ鰄墺�ダンプ 僭i=r�1叩 �*ｲ�I付18 �-ｸ�X�����昨撒み十トラックシート(ポリエステル粧) 

釘6 冤ｩ4�4粕倩8ﾞ��陣締Iii鵬天和Ii章的耶-1か3ト種脚 簸塗5ｲ���ｩ��｢��ダンプ 亊y.��i飢) 俯｢�i晴0 ��2�亜請鼻十トラヮクシート(ポリエステル鞍) 

奪7了 豚ﾏﾈ*)�$豚ﾌ���亀瞼/i樵大部Il(脚州l-1吉-3l-3調 ��ダンプ 兩ﾉVﾂ�100 ��b�16雷l ��ﾂ�損的み十トラックシート(ポリエステル数) 

章7京 迄ｷy4���粕倩9KR�糾会Ili博大加IIf」的附-1㌻刺-雷同 ��ダンプ ��Vﾂ�10(I 亶ｲ�17糟7 �R�榔規み+トラックシート(ボIIエステル榔 



<運搬車両一覧>

仲川者の名称壌: ��D漠'ﾈ,ﾂ�<��也翰九〇∴ii �&ｩ�8,ﾉe�E��I●i勅-l〔職雌給lチ 劔汚牲上腕の評敵 處H藝9ﾈ/�f育�+x.仭亂ﾂ�

37ひ �,�ﾙ=莓曝�8ﾞR�帥森川親心出直議親-I計こIト:l(職 ��ダンプ 伜IFx��ﾒ��*ｴ度馼ﾄﾂ��4��恥部九十トラックシート(氷りエステ小数) 

3fiO 薄ﾈｿ�ﾈ.�h�?��即金=I貼大部Ili榊冊一I㌻3子種的 ��ダンプ 仂�����ﾂ��*ｳ���R��9ﾒ�面的み十トラックシート(ポリエステル報) 

寄8I 俘(ﾅ冰ﾒ粕佗ﾘ撃�押祭=i姐天和IIf欄間I-i言・:=・30雷 ��ダンプ ���X�����*ｶ�(��s���ﾂ�J崎み十トラックシート(ポリエステル鑓) 

針は 忠?�4�(Yw��8v"�神祭)II博大帥ii=閤珊I-I5-周一和議 ��ダンプ 亳9jﾈ��ﾂ��+8��+3(盾�亢��諏撮み十トラックシート(示IIエステル政) 

心鍬 僵i(x��遁�ﾙ^｢�帥朱)i購入高II博聞-i㌻飢高i購 ��ダンプ ���"�100 �?ｨ���Ie��丶ﾒ�直航み+トラックシート(ホリエステル抄 

恥I 冤ｩ4估��ﾈﾉｨﾝ��帥食用撮人事面Ij梱りI-1㌻奪ト3脳 ��ダンプ �ﾉVﾂ�川iI �*ｶ��d�+y{������巾撮み十トラックシート(ポリエステル妙 

3舗 僣饉xﾝT豚�8ﾝ��神祭用棋大柳IIj博聞l-1s-3ト3噌 ��ダンプ 亰僥��100 �*ｸ��+�ﾘ$駐������面的み十トラックシート(ポリエステル製) 

′総6 綿ﾌ)$�ｧ箔ﾙ&��r�同条I=博大和事欄間l-I㌻3I-303 簸倚�5ｩYBﾓピ���ダンプ 兩ﾉF��IOO　き　32軌) 劔���両肌九十トラックシートlポりエステル鑓) 

鶴櫨7 ��94冖ﾉ�ﾈ�8��ﾂ�神州II鵬大師!聴聞ト1計3ト京的 ��ダンプ �4�LB�い= �*���*����2�性的外すトラックシート(ポリエステル級) 

:)鳩 �:�)g謾迄ﾉｨﾝ��帥衆川腺人相一間相聞-1部十滴 ��ダンプ �ﾉjﾂ�け1 �*����{����R�I(〔撮み十トラックシート(ポリエステル報) 

3樽) �9��=��ﾉ&��｢�博約i鵬天和-I冊酬-1㌻8ト3的 ��ダンプ �ﾉ}��130　高士　種7 劔���喰舶み+トラックシート(ポリエステル製) 

湘調 忠�4漠uﾘｭI�����抑祭Ii博夫抑I聴聞l-1㌻3い)i)3 ��ダンプ �ﾉxB�130 �*ﾘ��ﾉ}｢�兌B�曲撮み十トラックシート(ボI)エステル鞄) 

柳l ��奴雄榔工事II略継崎町=‾Il釘-1種 尾ﾈ.ｨﾖ�v�(虜,ﾒ�ダンプ 倬8ｷﾒ�i30 �+8��,X�8饕�乂ﾂ�、仙撮み十トラックシートlポリエステル製) 

糊2 曝ｽ�5h6X4(�ｸ788ｸ6r�幽轟庸江同II直線寄畑rI川-127-1;書 ��ダンプ ��ｸ將�(仙 �+8��,Y�"�从｢�櫛撮み十トラックシート(ポリエステル粧) 

8駒 冤ｨ5h6X4(�ｸ788ｸ6r�勅お節置:月II博樹町l出I蜜ト1;I ��ダンプ ��ｸ將�I;博 �+3�vﾒ�儁b��砕撮み十トラックシート(ポリエステル報) 

的・l ��壇が部江川I聴従鍛町1子I/I獅-13 ��タ’シナ 僵X將�130 �+8��,I4��僞ｲ�頂撮み十トラックシート(ポリエステル製) 

製磨 ��血癌櫛狛I川冊欄的町=’=錆-13 ��ダンプ 佶ｩzr�】3() �*ｶ几努2�冢��昨撮み十トラックシート(ホI)エステル捉) 

39静 佰iu亊I[���*ﾙ<鋳�亀糾抽仰Ii刑事f8(暖-i ��ダンプ 估h,X薰�l紬 �*(��#sy{���(｢�頂的九十トラックシート(ポリエステル妙 

淵7 ��Y�x�XﾈI,r�%竰�堆l槻加納II緬ノー和l鳩-l ��ダンプ 几I;��調0 �*(��+9)ｨ�｢��$��揮撮み十トラックシートlポリエステル隷) 

拡I絡 冤���(ﾇ��ﾂ�鳩(潮き舶Il帝l用綿什禽 ��ダンプ 侘&凩��100 �,ﾘ��+9{�$��冏B�直納九十トラックシート〔ポリエステル敬) 

紗9 IOO 侈i�ｸ咥ｧﾉ4��堪k訳言継II作間l櫛を3 ��ダンプ 俤ﾘ.浦B�川0　は �2了98 ����在職みやトラックシート(ポilエステル畿) 

陥臓蜘さく的 �8��ﾎ依駢ﾙ+ﾉwφ9wrﾓ2�OI8-957-鎖00 �5�92�7R�五=辞 ���顗��,ﾒ�倅ｳ湯�◆ �+ﾉEｸ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ｦﾂ�4x5�6X8ｸﾆｒ�

IOl 僮Xﾜ��ｩ.��R�必I弱き三郷章I作用1櫛臣亀 ��ダンプ 緬y��=��】の0=ば 凾ﾞ的 侈b�競撮み+トラックシート(泰リエステル粧) 

102 �ｸｹ�4儉��ﾂ�1∴鳩I班抑硝iI細l;郎一:書 ��ダンプ 綿-4侭D��100 �,ﾒ�2絡71 亰��煩帆み十トラックシート(ポリエステル盤) 

IO購 =Il 冤一X�ｨﾇ�xﾂ�埼i課三溝II持I用抑一角 ��ダンプ 冰遁��=調 �,ﾒ�こ賎調 ���匝憾み十トラックシート(ポリエステル製) 

聯狭関料的 仂�防ﾅ)w�Kｳﾓ9:"ﾓ2� �5�987b�相同 ������は �9¥｣��か 儂扱�-ﾘ�6x8�4�4�5h�ｸ6r�7ｸ��4x5�6X8ｸ���

IO5 �/xｵﾘｭhﾇ�4��鴫剛重言載博幸印1脱-3 百�ふ添{蔦ャ���ダンプ �8�.移��iOO �,ﾒ�堪0 ��｢��頂耽み十トラックシート(ポリエステル袈) 

10峰 亊xｩYIXﾇ��B��伯Ii県三郷冊笹川けきれ徽 ��ダンプ 俤ﾘ.���(00 �,ﾒ�種221 �&ﾂ�が撮み十トラックシート(ポりエステル粧) 

Il】7 僮Y�ﾉYHﾇ�4��埠l撮櫛持1用=:l叡・高 ��ダンプ 兌��2�l飢) �,ﾒ�絡222 倅｢�債撮み十トラックシート(ポI)エステル舗) 

IO鼠 �9ｹ�8ｭi8ﾈｧﾄ��鴫I朝櫨iI津Il=鈍8-3 ��ダンプ 傅ﾈﾏｹ���10U �,ﾒ�3之了(I �;ｦﾂ�喧脱力十トラックシート(ボI)エステル弧) 

=均 凩h�(ｩXｸ�4��埼l隷地亜1叩=鳩3-3 ��ダンプ �ﾆ著ﾚ��IOO �,ﾒ�鴻I2 ����頂憎み十トラックシート(ポリエステル蜜) 

】章0 冤咽弍ｩo���蛤lニ保鳩Ii津川135汁種 ��ダンプ● ��cﾘ霻�100 ��h,ﾒ�輯トl 囘ﾒ��砕餅丸+トラックシート(ポリエステル腿) 

=l 刎X�ｹIYx���増剛上製持「Ⅷ踏鴎-:) ��ダンプ ��Y;B�!】Ⅲ) �,ﾒ�紳15 豫ｲ�小曲み十トラックシート(ポリエステル製) 

1職 �ｸ��ｩ4册��崎I撮、溝II高時的臨書 ��ダンプ ��d綿蛯�lⅢ) �,ﾒ�部16 估ﾆﾂ�性績み十トラックシートはりエステル租l 

=3 ���5I4冽2�4��埼I課三樽-I伴==暮秋-8 ��)　ダンプ 曝6t漠���100 �,ﾒ�331亀 ����頂耽れ十トラックシート(ポリエステル製) 

= 綿����ｻHｷ)l�4��増刷!三郷l!畔I冊35S-3 簸�2ﾓ鉄rﾓ�3���ダンプ ��ｦ倅ｳ�����,ﾒ�く鵜鯵 伜｢��置舶み+トラックシートはリエステル裳) 

I鵬 ��ﾈ������刑t�:��Y4��均鴨場言期的門出1博鵜-轟 ��ダンプ 侘$俤r�i的中は 剩Q �9ﾒ�在聞み十トラヮクシート(ポリエステル鑓) 

11 佰ﾆ����頴儁i4��Xx｢�雌l班∴鐸II川I旧師撫子I ��ダンプ ��fﾈ������l調) �,ﾒ�戴け 塗����������苒ﾒ�面概ね+トラックシート(ポリエステル杖) 

il 度������ｫi<�5H�ﾈﾞﾘ.｢�崎Ii喋:紙用1用=服し:- ��ダンプ 俤ﾘ�T���im 著,ﾒ�寄11 侏h�������扱��直撮み十トラックシート(かJ亀子テル貌) 

Il �����厭i�ﾈ咬wﾒ��埼1掘!言輝Ii津間I純朴3 ��0　　ダンプ 倚�ﾒ�同月i肌) �,ﾒ�種膿 ����������,ｲ�庇的み十ト写ツケシートでおりエステル製) 

= �8����薄��引x�8ﾞR�千誌鵬棚Il干天l母089 樋�ふ宙ﾇｸ痔�3��3　　ダンプ 停�i3 ����+ﾒ�3 �4"��母船み十手ラブクシートはリエステル捜) 

l● ����������ﾈ樣�ﾈ緩e��千償鴨帥if天性ま調的 ��Uﾒﾓ�4壷H纈�引i∴ダンプ ��2�10 �-��8.r�1 �:"�小職九十トラックシート(ポIlエステル妙 



<運搬輌一蒐>

施用者の名節捧 竸I�ﾈ�(,ﾄ曝��迎掃九 ��S�N�,ﾆi*ﾒ�「l扮iI(職域!蹄i 劔汚喰I、協の峨棚 儁�^ﾙN�/�f$白�+x.�:9ub�

12I �ﾘﾌ$綿�9�B�「娘陸相時夫)壇0縄) ��ダンプ 亰��重刷 �+2�.) 囘ﾒ��高説み+トラックシート(ポリエステル蹴) 

i汲 侘)$X檠N�,ﾓｩ��ﾇ��鳩l抽出捉父iIiト.1.叫了も33-1 ��ダンプ 几ｹ$｢�=周 �*��I構1 估ﾆﾂ�仏説み十トラックシート(ポリエステル増) 

1鑓 ���兌y�駅�,ﾘ�ivhｭ��埼I三航秩父南ト,l川1了533-1 ��ダンプ ��H��100 �*��的(戚 俤r�頂的な十トラックシート(ポリエステル妙 

章2l ��ihﾈ檍��jI�ｩ�ｲ�堪i三味煤父IIiド.I紺I了538-1 ��ダンプ 僮Y$｢�100 �*��惰連絡 �B�所撮み十トラックシート1ポリエステル粧) 

I坊 侘)$X檍ﾙ��+)�R� 尾ﾉJrﾓsrﾓ���b�ダンプ ��y�B�IOO �*��697:i ����砕憾み十トラックシートはリエステル郵 

126 ��(ﾌ�檍��F)�ｨﾊ��崎鰹鵬映父11I買値I了雷33-1 ��ダンプ �$Y$｢�10(I �*��了0駒 ����直撮み十トラタクシート(ポリエステ)レ執) 

12了 ��対席部活中間は北歯西1輸1’馨-2 ��ダンプ ��ｹzr�周り �*ｲ�了のI6 兌B�i個的臥すトラックシート(ポリエステル的 

書彼 儁8��丑�湊Fｩh���b�用飴II川i噛医陣場a-1ト10 ��ダンプ 冽�4��100 �*��3了 �B�II凋み十トラヮクシート(ポリエステル紋) 

I29 �<俾陞��粕��9&飩R�川的刷り峨I`涯的王-1十川 ��ダンプ ��ﾈﾞ��1糾 �*ﾒ�榔 ����直納九十トラックシート(ポリエステル紋) 

l:=i 仄ﾈｭｹ���ｸ��ﾙY��i�｢�i=崎画=I畔医鮮憎む=-IO ��ダンプ ��ﾉt��高章0 �*��糊 �D��I†l請来をトラ?クシート(ポIIエステル敦) 

13l �ｩ^ｦﾄ儉)h��r�加増11i川館I<雌埠2-=-]0 ��ダンプ 粕曝ﾞ��調0 �*��9ひ 豫ｲ�頂撮み十トラックシート(ポリエステル級) 

(寄主 �iY����ｴ薄處y�ｸ�"�川崎iI川l崎甚耽崎主-11-10 ��ダンプ ��ﾈﾞ��l軌) �*��91 �/r�頂的み十トラックシート(ポリエステル塑) 

1携 �%韭��8����y�ﾉ.y&齏"�川崎iI川I吋的騰跨登-1ト10 ��ダンプ ��ﾈｩ｢�130 �*��92 ��&ﾂ�直組み+トラックシート(ポリエステル掛 

I種I ��ｨﾊ)�8��+R��+y�ｨｫ��用的11川I峠は雄略曇-1ト1調 ��ダンプ ��ﾈ�｢�l到) �*��騰 兌B�出航み+トラックシート(ポリエステル郊 

1鳩 倬8�檍��粕倬8見�｢�川場高川崎直雌埴雷・Iト1ひ ��ダンプ 粕曝韮�l:帥 �*"�卿6 �4$��砕撒九十トラックシート(ポ,lエステル粧) 

I30 �<冕)Eｸ,h��lｩ�ﾘ�ｩWB�ii岬I時間的は堆費㌍・置ト10 ��ダンプ �*����i3り �,2�9了 �9ﾒ�I克職種+トラックシート(ボUエステル徴) 

i3了 �%韭����ｴ漠Fｩ&��｢�川崎Il川I鰭医聯峠之・lト10 ��ダンプ ��ﾈﾞ��l調 ��r��鵬 丼B�仰撮み十トラフクシート(ポリエステル響) 

i範 乘H�V��又倬8�9WB�IIt増II川崎は騰雌牛IトIひ ��ダンプ ��ﾈｭ��1如 �*b�99 ��r�P凋み十トラックシート(ポリエステル妙 

議9 ���運ｨ,R舐霄2�帥奈I咽!用轟相川I噂I利、I柳川-4 ��ダンプ 假ﾉK��10(I �*��;鴫叫) 仄4��直的み十トラックシート(ポリエステル靭 

iIO 况ﾈ����ｸ,R舐�"�神蜜川場川蛤Il洲崎いり壌吋」-4 ��ダンプ 冽��B�=肌 �*��;I郭了 倅ｶﾂ�諏耽み十トラックシート(ポリエステル披) 

=i �%韭饂ｩ^ｨ,R舐餔"�糾幕間的ii碕I刷I館は小母町」-4 ��ダンプ ��ﾈﾞ��10∪ �*��3億!∴1 僮B�葛雌撮み十トラックシート(ポリェスチル妙 

=2 倬8ﾊ)�椅x,R舐��2�刑余/ill馴i噛Il川崎l*′I蘭町・l-d ��ケン.ブ �&ｨ閉�10u ���s6的 ��2�両軸え十トラヮケシートIポリエステル賞) 

I議 冑i�Xｾ�鰈B舐雹��抑食用駄川噛I剛l購い小鴨的〇十〇車 ��ダシナ ��ﾈ�｢�i仙I �*��舵 �B��陸相み+トラックシート(ポリエステル鵜) 

=1 ��Y�ﾈ檠,8,R舐餮ｲ�押細川l周II噂I聞i傷I刈、蔦筒口-`I ��ダンプ ��ﾈ�｢�IOO �*��:I鳩持 �(｢�直撮み十トラククシート(ポリエステル被) 

章脆 ��h��蔭���7ﾘ4x�ﾈ��8��川崎il川I蜘I瑠†I二見を3-亀 ��ダンプ ��ﾈﾞ��職0 �*��米的7 乂2�両載れ十トラックシート〈ポリエステル粧) 

=6 ���栄ﾘ��7ﾘ4x�X��8��III噌Il川崎は柳杭堪-3鴨 ��ダンプ 冽��B�I8U �-��3嚢購 �-ｲ�巾舶み十トラックシート〈ポリエステル馳) 

=7 �*x�ﾏi*���7ﾘ4x�ﾈ��8��川摩周I醇的持l:牌吋-3 ��ダンプ ��ﾈ�｢�I30 �*��音60 倅ｲ�巾的九十トラックシート(ポリエステル榔 

I1持 �%駛��ｨ��7ﾘ4x�ﾈ��8��川館iI川I的匪楕i:雛雪-:手持 ��ダンプ ��ﾉ4��l細l �*��21∩了 亅��直撮み十トラックシート(ホIJエステル鵜〉 

I周 �8���xｩ���7ﾘ4x�ﾈ�(8��用農かI朝幽匠辞I蔦2高書I ��ダンプ ��ﾈ�｢�10iI �*B�了 兒��諏撮み十トラックシート(ポリエステル劉 

脆0 緬KXｸｨ+X��7ﾘ4x�ﾈ�(8��III鑑Ili用鴫l瑠Il:u2-3-章 ��ダンプ ��ﾈ�｢�1登1) �*��苅 �D��満載み十トラップシート(ポリエステル粧) 

購I �,ﾙj��ｨ��7ﾘ4x�X�(8��川蹄Il川l崎寝相i:撮む種・き ��ダンプ 冽�K��1鮒 �*"�i6 �>r�置撮み+トラックシート(ポリエステル貌) 

I52 ������&���,H+��ﾈ��8��用地I周Il的高話1二見各種-種 ��ダンプ, 冽��B�130 �*"�17 豫ｲ�持崩み+トラックシート(ポリエステル槌) 

l勃 ��y?ﾈ檠N����貶�ｳﾓｩ�R�用瞥II川l噂は職印10-5 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��17峡) ��ﾂ�硝撮み十トラックシート(ポリエステル製) 

購I ��ｩm����ｸ���耨ﾙ?��R�用的I間舶匪職印l時事 ��ダンプ ��ﾈﾞ��1飢) �*��2111 �B�煩概み十トラックシート(氷りエステル級) 

i節 ��ｨﾊ(�E����苹+(�9�R�川崎1用Il噛l榊紬Il叶う �+(�ﾄ�ｩTﾓshﾈ�sR�ダンプ 粕迄ｩ｢�1ひ0 �*��$泌I 俘R�諏規み十トラックシート(ポリエステル敬) 

I56 �<俾霎�鰄��8�ﾔ白霑��用岬南川埼区域町)いう 簸��T�5ｳsh自:#xﾋ��ダンプ 冽�4��100 �*��I237 倅ｲ�直舶み十トラックシート(ポリエステル紋) 

i57 ��xｭｹ]ﾆ陶�苴ﾔ�?��R�用的II川1崎lく浜粛r上位捌 ��ﾘ(璽#ye��yu��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��l鑓$ 儻r�隊撮み十トラックシート(ポリエステル蚊) 

I三部 �9���8�����苴ﾙ'X�ｲ�川的I周り均匠糊rI諦一掬 ��ダンプ ��ﾈﾞ��1oO �*��l・陶7 �-ｲ�轟で龍み十トラックシート(ポリエステル筏) 

l筑) �ｹ+xｾ�����5i�ﾈ皦嵂�川場II訊i雌収細Iト6ゼ書 ��ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*��=舶 亰��暗部み十トラックシート(ポリエステル貌) 

鳩0 弌R霾y�越H���莓豚+�ﾇ��川的I印=崎iX派同いか鴻 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��i5了飛 �/r��直憎み十トラックシート〔ポリエステル製) 

10l 亰h�檍�����XｭD�?�嵂�川崎II川lめI具的細丁子什鄭 ��ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*��1了粥 �-4��重阻み十トラックシート(ポリエステル牲) 

時2 傚��驟��(��*�蒴H顰ﾙ?��ﾒ�川崎I剛I鮒匠派卿「lぺ-鑓 ��ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*��圏語 ����証的九十トラックシート1ボi)ェスチル製) 



<運搬車両一覧>

他州者の名松$ 俟INﾈ�(,ﾄ漠/｢�追給九 牝侭�ﾈ,ﾂ亊i�R�手I勧・母職舶席う) 劔海食i球の餓敬 几Hﾌﾈ.(/�4薄ﾃｨ+x.亅ｹub�

i腿 ��用的II川i増車強叶い血糊 ��ダンプ ��ﾈﾞ��川0 �*��別鍬7 仗v��諏帥み+トラックシート(ポリエステル郵 

16I ��y|y?�%ｨ,h����.���ﾅR�川崎IIl川崎i嘉派的I-6一合) ��ダンプ 粕綿ｩ｢�100 �*��さ39I �9ﾒ�Ir〔撮み十トラックシート(ポリエステル駆) 

I(簿 �4冕������:���押水ii樵Ii崎両用的聞迦帥6-16 ��ダンプ 冽�4��100 �*B�26 ����重職み十トラックシート(ポリエステル披) 

I66 ��ﾉ+y�椅y�ｯy�����押約母親)i圃Il川雌i費秘書畑IIう-16 ��ダンプ 冽�4��i洲 �*B�ヽ1 偬ﾂ��直航み十トラックシート(かIエステル粧) 

I67 亢��X檍���薄緬N倬h�9l��紬会川拙戦波I母船嬉l嘉生妻ら11=1-義 ��ダンプ 俥ﾘ･R�100 �*ｲ�京0鵬 �-ｲ�疎的九十トラックシート(ポリエステル‡ま) 

i6ヽ ��Y�ﾉ�運ｩ�俘)O2韜hｦ隰ｲ�神奈川鵬朗味持場的壬′l譲与rl=(-雷 ��ダンプ �9or�l肌) �*��l」∽ 冩��耽舶み+トラッケシート(ポリエステル紘) 

169 亢�+y�8ﾈ��薄漠:��ﾆｩ���"�沖釣り味蹴膝IIi峨拙くIl凄ヨ手口11-9 ��ダンプ �����10I) �*��膜胞寄 ����血糊み十トラックシートlポリェスチル職) 

I了0 �%韭��Hｶi�傲ﾔ曝ⅸ�ﾈ�｢姐Io��神名川鵬峨派iI凋比能′i寝言r「=l-3 ��ダンプ ��Fr�iOl) �*��8I了9 �9ﾒ�直職み十トラックシート(ポリエステル数) 

I了i ��ﾉUﾉ=ﾘ��伜&�)H�V忠�ﾙt��神祭川飢餓派出調拙く生々5r=1章-3 ��ダンプ 偖)Mﾒ�IOO �*��81ひ7 兒��碕概ね+トラックシート(ポリエステル貌) 

i了童 �-b�相客IIi即納虔IIr船雛l*lI:要るr「=1-3 ��ダンプ 僮Yjﾂ�l(M) �.r�†10 傚ｲ�昨撮み十トラックシート(ポリエステル枕) 隣人会津杉両成博連館 

1置) 侭IY�8���几ﾈ�),ｨ苒�相集用眺撒渓Il仰嬉i`生安手手口ll-3 ��ダンプ �ｹF��!00 �*ｲ�靭7 从｢�直納み+トラックシート(ポリエステル披) 

1白 ����X檍���4豚ﾘ)l(ｷH�"�帥誇iII撮倣粧iI細規は生皮5自白I-8 ��ダンプ �5�F��1()0 �*��5舶)6 乂ﾂ�イ凋み十トラックシート(ポI)エステ外報) 

(7言 冓�<x檠N����ﾈ�ﾈ�ﾈ畔�Xﾇﾙt��柑象i映凋藤Ii子的動き′l寝5子IIll-種 ��ダンプ �5���100 �*��i穣唆 俯"�埴輪み十トラックシート1ポリエステル蚊) 

176 冰兀����ｹ���ﾈｽ磯iyﾘｬｲ�同案IIl県議洗iI了鴫粗1費生養う手口ll-尊 ��ダンプ 伜Ijﾂ�10iI �*��I撒購 伜｢��両軸ふ十トラックシート(ポリエステル敦) 

I了7 �+��Y�磯ﾘ��9苴ﾙ���ﾈ鰮�ｹo��曲名ii根排的II鴎撮区,l講5「I!1章-奪 ��ダンプ 亊iF��I肌 �.r�章I8 �-ｲ�昨憾み十トラブタシート(ポリエステル敬) 

1了8 �ij��=x��*粕緬9ｹH騏冲��神祭I‖県評淀持場鵜匠生々5r=章1-3 ��タン“ブ ��Fr�100 �-��8針l 亰��1党規み+トラックシート(ホi′エステル載) 

1了9 �i|xｽyN��箔ﾙ8��ﾆﾆﾉu佶"�抽象間隙櫛派II佃拙く生身5=Il宣-3 ��ダンプ ��5��!00 ��b�制筆書 兌B�頂撮み十トラックシート(ポIlさエステル製I 

時0 ��ｨﾊ(檍���倬���騏冩��柚衛用県軟派11J蜘櫨匠′トム5II=l-種 ��ダンプ 僮ﾘﾙr�IOひ �*��鯖陣1 ����作的鼻十トラックシート(ポリエステル握) 

時l 倅Hﾊ(�����d俤x馼�Yo��朴朱=I撮統派1II鴫嶋昨′鴨要る11i葛l一種 ��ダンプ ��ﾙF��川U �*��鞠持場 做｢�ロー脆九十トラックシート(ポリエステル的 

i職 �x��椅x帽�$��2����ﾒ�即急I槻!肢紋III蜘剃火ノI寝5自白l-3 ��ダンプ 儖宇��I寄l) �*ｲ�38 �｢�亜納れ十トラックシート(ポリエステル報) 

1錐l 倆�j��鰮�俣ﾙ�8馼ﾅﾙo��抑朱IIi螺撒ぬIj船出I㍗I:友5子I仕1-掌 ��ダンプ 儉�*��10() �*��99I5 ����直撮み+トラックシート(ポリエステル製) 

博l ��Y�ﾉ�椅y�薄漠��V�ﾉt��神奈川撮櫛沃ilj蜘刺青.生み5「‖1l-種 ��ダンプ 兩ﾈ､B�川0 �*ｲ�生1 ����函撮み十トラックシート(氷りエステル槌) 

I請 ��ｩm��X�)lｩ�ﾘ馼�9o��相集用撮賊派II柑蝿げI三女電子I=1-3 ��ダンプ 兩ﾈﾝ��100 �*��削る鴨∴ �-ｲ�沌慣れ+トラックシート(氷りエステ小紋) 

I枇 �,ﾙ|xｽx�8帽ﾏﾉ4��ﾆ忠��o��帥節用耀戦的Ij鴫叱医′亡友51’‖1l-3 ��ダン.ブ �'�=r�100 �*ｲ�3ま= 僞ｲ�脚部み十トラックシート(ポリエステル襲) 

1き7 俎y<x檠�ｸ��ﾏﾈ�2�川嶋II時はi帥幸博子了5-l ��ダンプ ��X霻�I80 �+2�雷0傭 乂ﾂ�討議み十トラックシート(ポリエステル鑓) 

I綿 �8�.Y���ｴ粕冢r�川崎Ii待I捕l蒋町3-了㌻1 ��ダンプ 佻98ﾒ�l奪0 �+ｲ�き0主 ��ﾉ["�巾龍九十トラックシート〈ポリエステル糊 

lも9 ��iWhﾏi*苳曝�2�周的Il帝I{噺幸博子7㌻I ��ダンプ 亰��B�I:l(I �+r�部9 兢ﾂ��相聞み+トラックシートlポリエステル報) 

間0 ��y�X檍��末ﾉKR�同峰Il帝時l錆幸的ト7斉-) ��ダンプ 亰僥��l調 �,b�録I;! 亰��厨舶み十トラックシート(ポリエステル漫) 

i9) 倅(�ﾏi*苳曝�2�川崎II待旧誼や町種-聯-1 ��ダンプ ��ｩ�｢�l卸) �-��3川 �>r�介的み十トラックシート1木リエステル粧) 

I92 刋YY��iN�粕價R�川崎1Iパ神南〈珊博一萄-1 ��ダンプ 亳8ﾈ��130 �8"�30S 兢ﾂ�両軸九十トラ、ゾウシート(ポリエステル報) 

19購 冑h��9f�豚�2�川雌雄串I書面や郎‡-7青書1 ��ダンプ 兩ﾉF��1剥) �+ﾒ�奪I持 兢��部職み十トラフクシート〔ポリェスチル洩) 

博1 丿俾����ｴ遁nr�川崎II国母憎や叩ト了をI ��ダンプ ��ﾘｻR�l柳 �,"�録= 亰��直哉九十トラックシート(ポリエステル塊) 

19雷 ��hﾗiZｩ^ｨ�因��｢�用船用やI書面幸昨卜粛-1 ��ダンプ 册�ｴ��章脚 �+r�鶴Il �-ｲ�柾職み十トラフグシート(ポリエステル握) 

196 仂������ｸ��{ﾉu��iI胸Ii清原高柳f鶴一高-I ��ダンプ 偖)-ﾂ�章80 �����31了 伜ｨ���直概み+トラックシート〈ポリエステル報) 

197 冑i�陞����ﾖ倩2�川前III蒋iぺ雨宰相を了5-l. ��タン.ブ �?y,"�13U �+ﾒ�305 乂ﾂ�潰撮み十トラフクシート(ポリエステル報) 

I98 �8����牝冑��用幽巾やI青筋やな了か了5-l ��ダンプ �?y�B�130 �/��禽0寄 亰��直撮み十トラックシート(ポリエステル根) 

199 �%I�X檍�f豆薄�"� ��ダンプ ��Fr�l強0 �+��種03 ���頂脆み十トラックシート(ポリエステル報) 

青00 ��ｨﾊ)���ｴ粕侘�� ��ダンプ 冰�F��1;調 �+ｲ�30了 ��B�両部み+トラックシート(ポリエステル菰) 

雷01 ��iWi��鰄�亥(�2�=(偽II栂陸相く和船-75-1 ��ダンプ’ 亰冕ﾂ�180 �+ｲ�316 ����再臨九十トラックシート(ポリエステル製) 

剥唆 凩8懆檍������2�川場備蓄医i席や即3-了㌻I ��ダンプ 冩處B�購0 �,��3I言 兢��蹄憾み十トラックシート〈ポリエステル観) 

和博 �ｹ�Y��*���i&��川場IIf亭I高僧草帆船-7㌻l ��ダンプ 刋霹ｲ�13I 著+ﾒ�鑓01 ��R�証的み十トラックシート(ポリエステル捌 

軸I 冑i|y�郁4粕��｢�用船博聞*雨宮調性一橋トl ��ダンプ �:9�b�l;10 �+r�種lま �ﾂ�同職み十トラックシートくポリエステル鑓) 



<運搬輌一覧> 

的=者の有線捧 冲�倆(,ﾃﾙt��迎絡九 壷�x巉,ﾈｮ�2�I●l却Ii(聯録糾j 劔海食l.龍の同軸 册�4xｴ�/����+x.僭h���

鴨0意 ���+y�8��ﾃ､粕倬2�同館宜や山南や賄い了㌻I ��ダンプ ��ﾙ���l;畑 �+��3創i ��ﾂ�直航九十トラ・ソふクシートIポリエステル報) 

雷同 ��用館雄幸I事柄草的3-青書I ��ダンプ �?yF��13() �+��3雷1 ��2�巾舶み十トラックシート(ポリエステル抄 

5ひ了 ���+x�xﾆｨ���ﾈ�2�川崎雄や恒蘭や同種-了5-1 ��ダンプ 几yF��鳩0 �+r�32ま 仗���巾的み十トラックシート(ポリエステル櫨) 

:抑絡 冲ﾈﾌ��8��D俟)(隶��"�柵食用線画的i勘=鯖I′脚賦手口9-1了 ��ダンプ 粕俥��l利I 偃R�餅肌I �-ｲ�批評み十トラックシー’ト1ポリエステル隷) 

糾9 ��YJx�h檍���異�5Ih9>｢�神祭同課川聯II個崎匝制動用I9-1了 ��ダンプ 冽�4��I仙 �+r�9201 �'��l持撮み十トラックシート(ポリエステル襲) 

訓0 ��Xﾌ��i^､���4��Xﾇ��押森川隷用幽南川概甚派朝議丁=槍-1了 ��ダンプ ��ﾈﾞ��l細I �+r�■9乞昭 冩��高槻み十トラックシート(ポリエステル則 

香= �'ﾙ:ｸｭIU(��<��Y��&��神奈川鵡川噸I廟I崎医村II叩3番地時 ��ダンプ 冽�4��職() �-��20同 兌B�巾撮み十トラックシートlポリエステル抜) 

51主 ����xﾖyt(�夷r韭陞���同線I映りII館II川増車大川町I3高地l草 ��ダンプ 箔ﾙ8����i30 �*��20関 兒��撮概ね十トラックシート(ポリエステル製) 

幕l:l 估ﾉ4兢雍X�栄ﾙj��｢�抽象I=鵬=増刷i固匝天川的購栂地理 ��タン、プ 冽�ｩ｢�l鮒 �*B�2UO7 ����柾贈れ十トラックシート(ポリエステル勧 

5= �9ﾘﾎｦﾉ�h,h��hﾙj���d��帥祭I剛即II勘聞i館履大川同l:)諦地場 ��ダンプ 傅ﾉ���l:10 綿�"�蜜ひ0寄 估ﾂ��面槻み十トラックシート(かlエステル粧) 

こIう ��ilｩ4兩ﾈﾇ漠��Eｴ討�神祭周脚=噛Ii川I蛤!要人用机種相場1)j ��ダンプ 敦ﾈ�2�博物 �*"�劃)= ����面撮み十トラックシート(ポリエステル製) 

51噛 冤�����y�H��栞�檍���帥斜Il服用的I廟l崎は天川"J13危地l衿 ��ダンプ 冽�."�l;基0 綿�"�20I2 兒��(鷹撮み+トラックシート(ポリエステ小曲 

3I7 僮Xｷ(ﾏX�亜Y5h�h��抑泉IIl鵬川館I博ii館l嘉人用町I3辞地1り ��ダンプ ��ﾈ�｢�l利) �*��20Ii重 乂ﾂ�頂諏九十トラックシート(ポリエステル鞄) 

引継 估ﾉ�ﾘﾘI,X�永��Y�8ﾄ2�抽朱II隙間雌II州館iべ大川野母船他用 ��ダンプ ��ﾈ�｢�1細) �*��創i与 ��2�地織九十トラックシート(ポリエステル勘 



<逆賊車両一覧> ㈱髄

随順者の名栴管 �*聒�(,ﾉ�ｸ��越前九 薄ﾂ姐�,ﾈ��炅�自動小破雄希!う ��ｹkｦ��X�8,ﾉ��-ｲ�職級寄合的iI-する勝連 

1 倬4�8ｦ凛r�客観妹閲I唖燐雌即2自問了 ��ダンプ 曝+8ﾋｸ揵nH��塔�����.x�������粉　　　I �,�(-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾄ著4x5�6X8ｸﾆｒ�

2 从ｩn&ﾉzr�愛知県劃I同i摸吸同封’用I了 ��ダンプ 俯iL�揵g�����:������-8������ﾒ�鉛 仗�･H,ｸ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ'b��

寄 冽ﾘﾅ凛r�痩加県綱I間諜散田12I“用1了 ��ダンプ 薄H*C�ｪ��)lH��僮ｳ�����,(�������"�鯖† ��儖H-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

l 仄ﾈｭIzr�魯加悦軸)埴渋級的2==17 ��ダンプ ��軸 几ﾉYHｭｲｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｶﾂ�

竜 �+(�9zr�愛加規制車i時臓物脚J2手口=7 ��ダンプ 俯hｷｨ揵g���ﾉwﾘ����+ｸ������3r�紬 價x�(-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ<b��

6 處I�<r�愛知親削I硝脚で蜜==17 ��ダンプ 傚ｹ>��ﾖ����������+ﾘ�������)Xb�掛 價xｾﾈ.ｨ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�2��

7 �9[yzr�観か螺湘I同i腿調J幻●し=17 ��ダンプ 佝fﾈ慱�g����������ﾙ����������締 �.ｨ肢-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

縛 �$�8ｦﾉzr�良知鳩粕川If朕壌京成=川了 ��ダンプ 曝+9*顫ﾉg���簸�����*ｸ������-�"�露) 冤ｩK�8�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹN鋳�

9 ��+(ｷ)zr�脅柳原湘子硝触町初出=7 ��ダンプ 冑儉�揵g������������������ﾃ�霻�紛 �+�4�-ﾘ�6x8�5x4�5h�ｸ6xﾞｨ8ｨ4x5�6X8ｸ�"��

10 竸ﾙ*凛r�包帥規制J同J臓駿卿I2子==7 ��タンア 俯i�傅ﾉg����*ｳ�����*(��������T��統 僣饉x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ板��

= l之 ��佻8將�受加味湘I埴鋳掛調IまI’==了 ��ダンプ 綿+�*ｸﾅ���g���ﾈｸｨ������*H�������f��紛 几ﾉYHｾ8�6x8�6(4�5h�ｸ6yv�8ｨ4x5�6X8ｹd竰�

職的i立 �I&ﾙ�ﾈﾌ苹9h����i4侏h�x蘒ﾔ几�� �5�987b�I朗剛、牧　100　　は　　19:i2 倅ｲ�証舶みやトラックシート(ポリエステル塑) 

l鼻 宙,ﾘ*�zr�理知撮鄭声1li供掛同年I●=l17 ��ダンプ 儖h膵揵g����ﾝx����*(�����������統 �.ｨ�(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾄ曝4x5�6X8ｹ_���

= �$Y$�凛r�愛知県湘声II般設問成子用I了 ��ダンプ 倬9u傅ﾉg����3�����*(����4樋"�紳 �%��x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｶ�6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ'b��

15 �ｨ7�685�5b�滝部夢,!省一与履II印章Ili匹や心付112調 ��ダンプ 冖ﾈﾘ)*8�����3�����*������"�紳 價xｼ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹK"��

16 緬4�7�685�92�愛別順名Il海Il時11(医中心4「l脚)3 ��ダンプ 傲畏)u������8-�����+���������*��め �+ﾈｭx-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

I了 �ﾈ7�685�5b�理知撮れl諏Ii阿川医卒・鋤「=郡鶴 ��Jﾒﾓxｯ����##��ダンプ 冖ﾈﾘ)�X�����3�����*H�������部 冤ｩ4仞8�6x8�6(4�5h�ｸ6x��7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ神��

ほ ���7�685�92�慶か撮れ古城IIi笹川×草を=●II20種 ��ダンプ 冖ﾈﾘ)y�������:�����*h�������R�斬 �+ﾈ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾜ���

19 ��援如鵬名高出I部帥i慎勘的=I創種 ��X-ﾂﾙ{祷*$冲��ダンプ 冖ﾈﾘ)KX�����-�����*������b�紛 冤ｩ4�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6x*ﾘ7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾆｒ�

20 �%笘7�685�92�援加県名.1海事やIl時童心ノ1置“(I輩0蝉 ��ダンプ 冖ﾈﾘ)*陋������������*h�������{��飢 ��ｩ�x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

21 �4�7�685�92�曳如無名高雄証でI,I=区帝心4l’‖如種 ��ダンプ �.､倅(����ﾈ宜����*ｸ������4��紛 �(�%�.ｨ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

22 ���7�685�92�愛知撮れ高座IIj¥向1I匠母心=.=2(龍 ��X甁ﾘ岔�ﾘ-�#��ダンプ 冤Hﾘ(ﾚｨ�����靃�����*�����ﾃ��鯖l 俘(刺ｾ8�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾆﾂ�4x5�6X8ｸｶb��

垂が班名高妬I買川時寧心4i.=2脚 ��ダンプ 冖ﾈﾘ(鰄����������*����������鋤 粕了��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

2i �ｨ7�685�92�徴加減名高揖I)川両I医卒心書手(職的 ��ダンプ 冓��ｨﾘi*8������H����8������(��磐) �+迂X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｯB��

:あ �ｨ7�685�92�軸i陸水-!調I旧柄I時華心4「II孤轟 ��ダンプ 冖ﾈﾘ)�X����ﾉ�X����*(������ob�撒 俥ｩIXｾ8�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ["�

25 仞�7�685�92�鍔如県轟音塙1I狩I用賀帝心4Iふ=203 ��ダンプ 倆#�做ﾒ�����KX-ﾈ����*(������ﾋb�紳 俘)��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹzｲ��

27 �+Y��愷685�92�理知県名.与雁iIj母間を堆b′I川iま附 ��ダンプ’ 冖ﾈﾘ(ﾞ����ｸｨ����*(����ﾗS�ﾋ��筋 �.ｩ]�8�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ板��

秋 仞�7�685�92�餐知蝶名一博姉やIIiはや心月-I説0章 ��ダンプ 冖ﾃ���｢����ｸｨ����*(���������b�飢 �+ﾉEｸ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹN"��

:と9 �'�7�685�92�笹則焼気高堤南書直III匹や・岬=’=2吋 ��ダンプ 冖ﾄ曝枇�����S������*�������h�R��r�繍 傅ﾉ�X-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ�"��

寄0 ���ﾉm磯9�B�電飾姐本I二i井IIj天利成子=ま0ト! ��ダンプ 薄ﾈ茯ｯ��)g���僮X����+8������ﾔ3#��餓 几ﾈｴ�顗�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4h5�6�8ｸ�b��

種l 僣闃Hﾝﾘ�i��密加県有=井両天下町3自120I-l ��ダンプ 貯��揵nH����H������+x����{Hﾈ��鈴) 俤ﾙ�X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�B��

:盤 ��96ｸﾝﾘ�'ﾂ�程帥鵬諦=揮Iij大判寄呼子=201-喜 ��ダンプ 曝ｨB��揵nH���3�����+x������h�4��警) �+�4�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r噂ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

綿 �駭i�ﾉu儻B�隻帥賄ノ出口帥i大手町rま「葛I豊肌-1 ��ダンプ 倡ｹL�揵g����S�����+8������顗ｴヲ�精 ��ｩ�x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6vﾈ7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾆｒ�

:!11 忠�X蓬ﾝﾘ���寝相雄心=川I(読手町2出i2調I-l ��ダンプ“ 凛��鵜�ﾈ�8���ﾝx����+8�������ピ��掃 價x�(.��6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��



<運搬車両一髪>㈱田立

砂II者の詐称箪 僮Yw��(,ﾈ���遵餅駕 倬騏�,ﾉ_ﾈﾈ｢�I●I必事は飯高巧 ����ｨ�(,ﾉ�ｯ��爪故曾を的ii・する職紘 

舶 冽ﾙ��.�ﾉ?��虞加駄本I‖臣l沫印r2】「I柳トi ��ダンプ 俯hﾌｨ揵g�����+#�����+8������KY{�"�錆 薄ﾉ'YLﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｸ�"�

36 冤ｨﾚ儻ｨ�9u��愛知航l印I」臣Ii人で町2手口20I-1 ��ダンプ 倬9u傅ﾉg����3�����+x������8+�sr�篇l �$�4�-ﾘ�6x8�6(7h5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾆｒ�

3了 宙ｵ�蟹gｸ�ｨﾏr�電如県推IりI用大手町埠「=創、l-I ��タン7 漠�鵜�揵g����3�����,h������8.度*ｲ�帥 �+�4�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹz���

3亀 侘(��ﾝﾘ休�"�垂加陸ノ吊り川‡天職i“=20トl ��ダンプ 儖hﾌx揵g�����KS�����+8����������拭l 冤ｨ･H,ｸ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹfR��

淵 �'�6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��螺隣県松本両天●押出I母7的冷他 ��(ｷ"ﾓ��ﾓ�9e��ダンプ 傴ﾉm������������,ﾘ�����,ﾆﾂ�筑 俟�4�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ<b��

∴1I) �2�6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��良評撮松木南天宇和l肌了09滑旭 ��#�ﾘ2ﾓ��ﾓ�8�ﾂ�ダンプ 傴ﾉm������������,ﾘ������ﾓ�b�掃 俯�(-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾚ｢��

i= ��此職場松本持大宰相l印了脚剃也 ��3(ｼﾘ6t飛ﾓ�9��ダンプ. 傴ﾉm����������,ﾘ�������2�紳 牝�)ﾈ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹzｲ��

12 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野焼蛤ん1i天一和I博17胸痛晦 ��ケン.プ 傴ﾉm��������ﾃ�����,ﾘ������4�2�着) 傅ﾉ�Xｾ8�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ�"��

I3 ��雌雄振松木両天写和博I7的継他 ��ダンプ 傴ﾉgｸ����謬�����,�������'S�3S��弱l 免�)ﾈ-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

付 ��劇f駄松本埴大宰相=l′1709貯地 ��ダンプ 俑ｩgｸ����簸�����,ﾘ����ﾂCcr�鯖) 冤ｩ4�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6x��7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ宸��

需i l寄 冑�6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��艮蝉県松本帝人写‡間柄了的稀地 ��倆稲���ﾓ��澱�’ダンプ 傴ﾉm�������ﾙ+(������,ﾘ������ﾓﾓb�紛 俤8･H,ｸ�6x8�6(4�5h�ｸ6xｦﾘ.�4x5�6X8ｹnB��

嬉持トータルシステム ��ﾙnﾈ�(ﾉ�������ﾜ��､敦��{�,ﾃ��y&�� �5�987b�松木　　100　　は　　　619 估ﾆﾂ�直的み十トラックシートはリエステル塑) 

47 ��l掩朝始れ時夫宰相l囲同9布地 ��&冤Rﾓ��ﾓ�ﾚ��ダンプ 傴ﾉ$ｨ�����������,ﾘ������#��b�紳 �+Ih�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ~｢��

しl$ ��畏ま璃!松本高大●習)剛′i7調9栴也 ��ダンプ 傴ﾉgｸ�������ﾃ�����,ﾘ����¥｣�"�鉛 兀I4�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

.I9 ���6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��雌野腺松木両天宇和I用了09ぬ地 ��タン7 傴ﾉgｸ����簸�����,ﾘ�����h��慕) 冤ｩ4�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ���

軌 ��雌野鮎喰本高夫●j草間同了09祐」也 ��#c2ﾓ��ﾓ�3cb�ダンプ 傴ﾉgｸ�����������奢�����ｧCR�紗 刔��Y�X�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ'b��

竜1 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��戦勝陳松木I時夫字柳川・(709飛地 ��ダンプ 傴ﾉm�����簸�����,ﾘ������D�JS��紛 俐Hｶ8ｾ8�6x8�7H4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹKR��

52 ��」切f聴快心If大宰相I掴709番地 俛浦Bﾓ��4��"�ダンプ 傴ﾉm������淵�����,ﾘ������oi�｢�曲 �+ﾉ��-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ_���

こ種 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��寅岬】甑と松本事大’習時間709捌虫 ��ｻﾓ2ﾙobﾓ#����タンクー重く 傴ﾉgｸ���ャ������,ﾘ����#b�飢 ��ﾘ-ﾘ��¥(�Uﾉ�b頴ｩ��fR��

霧I ��良野県北佐久脚立糾野川=削靴-2 ��D�rﾙ�Rﾙ/s�R�トラクタ �&冢ﾈ����������h*����駅�*"�騎 ��

55 ��克郎撮北佐久耶立船脚J月間3・198・暮 �� ��掃 迄��ﾟｸ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ<b��

56 ��皮製f媒北聴久枇l質仰Il母博i9櫨-2 ��トラクタ 處xﾔH�����������*������S�##r�掃 ��

長野規」と陸久低音糾同I質i調498・2 �� 俛�fh����ﾄ�����*h������OS��気i 又緬%�.｢ｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

槻 ��長野撮北佐久椛立‡抑Jl細I軸的-2 ��)��*ｸ*)4迭�トラクタ 僮Ynﾈ�����������*�����ﾉ>���算) ��

寄9 ��重囲f撮」的:久靴音で叩r川=航9れ芝 ��サンタきくト●-● 冰倬8�����������*h����冩b�帥 �+ﾈ･H,ｲｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾟｒ�

蜘I ��長野鵬北輝久耶高槻町子卸=3・19S-2 ��トラクタ 兀X膩h�����因F貯+(����*�������ｷﾉ�ｹ9ﾂ�錆 ��

鴫l ��雌卵姻北佐久備品軸i叫声Ii)棚洲-ま �� 綿ｦﾖh�������+(����*h����乂��群) 傅ﾉ�X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�鋳�

健 ��l凋f博北倣久都立楓時期Iはi9持-2 ��トラクタ 緬<防����ﾈｷ(����*�������Hx｢�締l ��

6登 ��雌邸購」じ肪久耶高柳叶個別9き→主 ��セミトレーラ ��8ｸ偃�����簸�����*h������CsB�劫 �+ﾉ4�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ<b��

6I 曝柀7h8ﾈ5x88�ｲ�垂加職名,!融帯織匠鴎抑r幸い砂川I稲 ��ダンプ 冖ﾈﾘ)KX������壓������*ｸ����从｣��掛 俤8�(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

6電 �2�7h8ﾈ5x88�ｸ�X�R�垂加駄省.I諏Il碇医噌海部章ヤ下汐(肌着 ��ダンプ �5�8ﾘ�(�����ｭh����*ｸ���������帥 俤ﾙ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6yxｨ.�4x5�6X8ｹ�ｲ��

櫛 �｢�7h8ﾈ5x88�ｲ�叡脚部点間時鎌ば噌強調J写ド秒間15 ��ダンプ 冖ﾈﾘ(�x�����+(����ﾘx������/x.迭�掃 �+ﾉ4�4ｨ8H6x8�7H4�5h�ｸ6r�*綿4x5�6X8ｸ騎��

67 刔��h7h8ﾈ5x88�ｲ�魯加臨む-I諏,母線は鴎綿即「jくド秒=時 ��ダンプ 傲ぶ侭y������������檍������琩,��r�静 綿�Y)ﾈ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

(部 �ｨ7h8ﾈ5x88�ｲ�垂加県名.I諏Il)鈍陣日録抑I宰ド汐i旧都 ��ダンプ 冖ﾈﾘ)KX�����������*��������)4��掃 ���4�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹN��"�



<運搬車両一覧>㈲明立

ヽヽ 仍���(,ﾉkﾉUy�ﾂ�硬用心の住所 偬���b�.i(付のl靭蔦 �'T�+ｩ�ﾉ��)h�ﾘb�時臓I憶の職船 �ｨ藝9�/�4�+ﾈ+x.��ub�

脚 竸ﾒ��x7h8ﾈ5x88�ｸ�ｲ�密加鵬名高撮11礁甚助柳I幸い的i用5絡 ��ダンプ 冖ﾈﾘ)Kx�����������*ｸ������KX,X��鎗　　　I 漠6�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ�ｶﾈ4x5�6X揵nB��

70 �:��Xﾝ8ﾗｩ^｢�包加現在I‖かI′八神I町7rI=む滅 ��ダンプ 曝�4亂��g����4�����,h������3��鋤　　　　く 曝�ｹ�X-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

7I ��yY笘���9u��蚤柳鵬捕りi両Iヽ用同けri=争:槻 ��ダンプ 免Hﾛﾘ揵g������S�����,h�X���4��掛　　　i ��ﾈ�(-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

72 宙-佩ｩ�2�袋初期名.I凋iIj織医大克郎守雄紺=I時雪柳 ��ダンプ 冖ﾈﾘ)y������������,ﾘ������>��*B�劇 �+ﾈ�(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�B��

7雷 �ｩ&��2�包加納名高岬Ii雌〆大高的写譜納IIilト2郷 ��ダンプ 冖ﾈﾘ(休�����������-�������b�紬　　　l 白��x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾆ著4x5�6X8ｸ����

7I 冑Y�ﾉ�2�包如心気l璃II諏直人的「守雄飢l用-2紳 ��ダンプ 傲畏)u������������-�������ﾓ��劫 ��ｩ%�.｢ｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

75 �ｨﾙ帝�2�合同姓名在塙,鴫録I具木南叶jく追納IIIlト馨鋤 ��ダンプ 冖ﾂﾖ��ｨ����$������-�������2�靭 ��ｨ�(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹw鋳�

7鱈 忠�YV��2�徴加駅名」諏Il刺防人証印●待電軸川=一賞的 ��ダンプ 冖ﾈﾘ)yｨ�����4�����-�������ﾓB�抽 �+�%�.ｨ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾆｒ�

?7 �ｩ&��2�優柳耽歌書1諏両賞医大龍町’〆糊III=-納鶴 ��ダンプ ��Y�8�(����簸�����-�����ﾈ*��宵† ��ｸ�(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾄ著4x5�6X8ｸ�"��

榔 假ﾉ8ﾈ､8ｵｨ�2�鶉艶響籍瞥綱川 ��ダンプ● 倅�H�����$������ﾈ������Hｷ�r�紛 俤8�(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6T�8ﾉ_���

了n oO 忠�8ﾚﾙ4��i*r�虞紬隔純綿脳鵬を持場榊新=I 宰博之郵′、ニノ削l使手1 ��ダンプ 冖ﾂ竰ﾆ��X����簸�����7�������Z瑛��柳 �+ﾈﾛﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ'b��

1∴ぐ・い†庇櫛的 ��ﾉJ悦if(ｻﾙnｹKY��傴ﾉEhｻﾙ?�?ｩ�h.�� �5�987b�名高栴　　100　　は∴∴∴釣棚 ���傳�頂的み十トラックシート(ポリェスチル披) 

8l ��ｸ�X6x�Y�ｸｬ�ｲ�西畑鵬流紺雅雄蔦村松主部=廿I45 ��ダンプ 傲ふ�e������������,ﾘ����O)�S��舗 ���4仞8�6x8�4�5�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ宸��

82 �8�YD�,X�(､�ｼ"�観劇撮漁郎耽爪心付俊之郭=●=国電 ��ダンプ 冖ﾂﾖ��ｨ���������*�����+#���納 ���4�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6x��7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹzｲ��

絹 �*��Y�))ｨｸXｽ�4��癖加納的都耶章酷薄蛤之締り‾=′暢 ��ダンプ 冖ﾈﾘ)vﾈ�����ﾆﾈ��*�����｢噸2�お) 傚飩y�rｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ=b��

8( �6yE�ﾈ��ｻﾙ4��食餌撮細別駒的村松之拡I′、仕I5 ��ダンプ 冖ﾄ漠�ｨ���������*�������3�楪�培) 倚��(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｴ"��

鮪 �5�484ﾈ�9�ｩ4��程如県名II掘一陣用=右l待I峻「I「鯖OI ��ダンプ 冖ﾂﾄ儂(�����3�����*h����ｸ｣�"�掛 �-倅(-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｴ"��

8個 �5�484ﾈ�2竧T冓��援如握れ早場-I神州ホI細ま「lI2了加 ��ダンプ �.､������-ｸ����*h������o�鰾�● 倚��x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹfR��

S7 �5�484ﾉ�ﾈｿ�4��優加県名II諏持中川医高l!幻.1I2了01 ��ダンプ 凉�L�����KS����+x����D�*ｲ�算l 兀�･H,ｸ,X6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ[���

船l �5�484ﾈ��Y閂｢�錠加醜名-I諏II神I用高男I成子=蹄Oi ��タン.ブ 冖ﾈﾘ$��ｨ������8����抦������KXﾄﾂ�劫 牝�(�(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾅR��

紬 �5�484ﾈ�8･I4��綻畑課名占用I剛I個ホヤi蛇口堪了0i 丶�蓼�3ﾘ6vﾉ^ｳ���ダンプ 冩�yh�������ﾃ�����-�����yh��柑 僣饉x,ｸ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｴR��

90 �5�484ﾈ�2鞐ﾙWr�観如螺名.1諏II帥間引i掴ま=I坊Ol ��ダンプ 冖ﾈﾘ(ﾋH尨���丑������*h������l��輔 仗�4�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹMR��

ダイキ地温拙 �)9D�k�.､��､漠{ﾉw�ｴ4防垉'(�S�Ecs��Vﾂ� �5�987b�名,I,帖　　101　い　　　油寄 ��2�仇的み十トラックシート(ポリエステル事か 

92 �5�48/�及Fy4��愛知職名.I撮-I神川心細陀i用幻= ��ダンプ 俤ﾙ*����������*(�����4���締 儉�4�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

93 �5�484ﾈ�8ﾆ�4��愛知撮れ'I諏樟'岬={高津2I●112712 ��ダンプ 冖ﾂﾔ��8�����(����*(����ﾝs���劫 俤9%�.ｨ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6Y�9z���

9I �5�484ﾉ�ﾖ��ｹ���宙か県名Il調間中硝石靖陛1「1抑電 ��ダンプ 冖ﾂ騅������H����������������紬 �+��x-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾌr��

95 �5�484ﾉu倬94��愛加職名持場i相川Ilなl調のl●手I締り ��ダンプ 冤Bﾔ偸�������+(����,ﾘ������,��釦 傅ﾉL�8�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

96 �5�484ﾉ�ｨﾌﾉ4��包如服名高屈Il両用隊.開哩!●=27= ��ｶ8�Sﾘ6y+)+"�ダンプ 冖ﾄ曝秋���������*������{箔��普) 價yJx-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6x,ﾘ8ｨ4x5�6X8ｸ騎��

97 �5�484ﾈ�8鉙xｲ�垂加駅名.i諏IljI帥=亙i7沖里子=271I ��ダンプ 倆&漠�yKx�����������-����#����錆 俤ﾘ･H,ｸ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ{ﾒ��

1鵜 �5�484ﾉ�｢靫�4��唾如県名」璃I聞l用匝.腎1I幻用幻11 ��ダンプ 冖ﾂﾔ��������������-ﾘ����������紳 傚鞴(-ﾘ�6x8�8�4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ�b��

99 ��.垂加燥Id現地IIi∴　押J陶然31栴檀 ��ダンプ 迄.�ｾﾈ揵g����:�����,ﾘ����駅�,R�統 冤ｩ�X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ_���

1脚 忠<漠�Xｿ�ｩ���虞か鴫個l鮎Ii不二ガ競り-用筆2宿場 ��ﾌ｢ﾗﾙ��ﾓド.｢�ダンプ 偸Fﾈ.�6x�����������+�������YB�舘) 仂�4�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�*綿4x5�6X8ｸﾆｒ�

101 宙�"儻h.$��Y���魯加博催いル1,不二ガ昨月用l載薄地 �+(*Ccぺ�8耳�)/3��ダンプ 冏ｶﾈ.�6x�����������,(������KR�軸 倬���-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6x*ﾘ7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

iO2　　　(峡)膜博 剳�ﾁ喋れ.(撮ii母小は向丘=i用07-6 ��タIシナ 冖ﾂ��ﾖH���ﾄ8����-ﾈ������){��磐) �+�&霍h�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹMR��



<運股車両一覧>脚立

俳間者の名称亭 俶yw�弴,ﾄ俘)�ﾂ�祉淑継 竸ｩ�H,ﾄ兔(ｾ����rI却巾龍雄桐号 ��汚染I強の鯖節 乂Yhﾈｬx/�f(ﾈﾈ+x.y}y�"�

1(請 忠hﾒ倬9Jｲ�援加味名高場所華I周到可宮口ii事10了-6 ��ダンプ’ ��餬8�ｨ�����｢�(����,h��������� 倅ｲ�lI(舶み十トラックシート(ポI)エステル筏I 

1011 宙ｯｙ,h咄�曳創聴名高鳩I直すI用項小台=「iIOナ6 ��ダンプ 冖ﾂﾔ�+(�����+"�����-��������ﾃ��� �-ｲ�直撮み+トラックシートくポリエステル製) 

iO3 忠<漠�ﾉJｲ�筆的晒糾凋I毎種IIII海的Ir帥07-6 ��S"ﾓyIT�s白�ダンプ 冖ﾈﾘ(�������ｨｹJx����+�������s(ﾈ�� 倅ｲ�直概ね十トラックシート(ポリエステル敦) 

106 忠%笙��ｺ2�史加耽れIlr撮I章時高I峰陶冶=●I’I107-噂 ��ダンプ 冤D冰��X�����3�����-ﾈ������湯� ����両部み十トラックシート(ポリエステル敬) 

107 宙彰亂�-2�辱知鵬名l寸評ili坤向医事蒔i重出=0了-6 ��馗"ﾙ)｣x�ｸ�ｳ�{涛��ダンプ 冖ﾈﾘ(紘�����������-�������D���� ��b��II(耽れ+トラックシート(ポリエステル製〉 

108 忠hd��ﾈ�"�朗眠省高説高や川はI句身重「=10了-6 ��ダンプ 冤Hｷｹ������ﾆ�����,H������� 估���直納九十トラックシート(ポリエステル損) 

109 宙,ﾒ��ﾉ^｢�理知晒名Il撮III中小的i綱引「川0了-6 ��ダンプ 冖ﾈﾘ(ﾘ(���������-8����rｓ��� 兌B�面厳み十トラックシート(ポリエステル敦) 

=O 忠<貯�ｨ､R�蜜加部名,l拙l両用時雄胸l「l剛7-6 ��ダンプ 冖ﾈﾘ)Kx�����¥ｨ����,�������ﾚ�� 俯"�頂的み十トラックシート(ポリエステル製) 

l= 宙盜�ﾉ����曳如県名占庸I!I呼II=対句台ir=10了-6 ��*H-ﾂﾓsx*��伜��ダンプ 傲りﾍ2����������,�������{���� 儼ｒ�同部み十トラックシート(ポリエステル我) 

lI2 忠�b�4ｨ6ﾈ5�988ｨ�ｸ5��食的肌省.書物I柄捕仙人‡ト劇咄:角櫨川鶴男 ��ダンプ �.､倡�ｴｸ�����������,X������霻� 兢ﾂ�証飢み十トラックシートでポリエステル襲) 

=9 II4 俥ｘ4X6ﾈ5�988ｨ�ｸ5�� ��ダンプ 冖ﾈﾘ(�(������(����-ﾘ������2� 冩��酢部ね十トラックシート!ポリエステル報) 

(待)カネケンリース �� �5�987b�名高椋　　1脇　　も　　　種 ��細 �%��Xｾ8�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

i脆 ��〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇賀〇〇〇〇〇〇〇〇 ��ダンプ �� �9ﾒ�調舶み十トラックシート(ポIlエステル製) 

書16 �� ��ダンプ �� 亰��部飲み十トラックシートぱリエステル劉) 

=7 �� ��ダンプ �� 僞ｲ�面撮み十トラックシート(ポリエステル報) 

l調 �� ��ダンプ �� 亢��証概ね十トラクタシート(ポリェスチル独) 

=9 �� ��ダンプ �� �*��批蝕み十トラックシート(ポI)エステル認) 

l狐 �� ��ダンプ �� ��2�煩的み十トラックシート(ポリエステル飛) 

lまl �� ��ダンプ �� �R�直概ね十トラックシートはリエステル製) 

I2雪 �� ��ダンプ �� 俤r�1でく部え十トラックシート(ポリエステル紘) 

l:お �� ��ダンプ �� �ﾂ�諏撮み+トラックシート(ポリエステル概) 

124 l �� ��ダンプ �� ��B�胸部み十トラックシート(ポリエステル鞄) 

ダンプ �� 俯r�直撮み十トラックシーI・(ポリエステル親〉 



□自動車構造図:ダンプトラック(10七)

『汚染土壌運搬車』
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添付書類5汚染土壌の運搬の用に供する船舶に関する書類
海運　運搬船舶一覧表
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l　積替・保管施設配置図

日栄産業株式会社　東京都大田区京浜島3-5-2
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1積替・尿管施設配置図

八号地全体図　　名古屋市港区船見町57番地地先程如海運株式会社八号地現業所


