
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 

頼都知事殿　　　　　　　　　平成び年在神目 
臆島`西松・東急・岩田地崎建設共同企業体 
代表者　東京都港区元赤坂一丁目3番1号 

鹿島建設株式会社代表取締役社長押味至一 
上記代理人東京都港区赤坂二丁目14番27号 

鹿島建設株式会社東京建築支店 

土壌汚染対策法第16粂第工項の規定により、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�78ﾕﾙ8ﾈｾidﾈ��)ｩmｩ&�>�員ｨｸ�ﾈ鹵�� 東京都江東区豊洲六丁目8番、9番lへ9番9、14番2、17番1、2事番l 
へ21番6、22番、23番、37番、38番(地番表示) 

汚染土嬢の特定有害物質によ 儖��hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZな僣ｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ��

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}貶,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 僞h,H�ｩ�ﾉ����萼8���h�ｨﾝx,ﾙ¥ｩ5傚�}�(,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 �5�987h5h�ｸ6xｧﾈ*�,�.h.凛H�8暮L��
※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 ��i5儻H��}�8,ﾈ,h*�.��

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 亶ｹ?��h蝌ｼhｩH�檍����刮�Y7��ｸﾜH��ﾋ�ｸ�yﾘ7h8�986r�
成友興業株式会社　城蘭島工場 

株式会社ジー・イーテクノス　横浜事業所 

汚染土壌を処理する施設の所 在地 宙ｷｹ?�毎蝌ｼb���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃRﾓゅRﾓ#�絣ﾓ3偵Rﾓコ絣ﾓッ絣ﾓS偵Rﾓc"�
(成友興業)東京都大田区城南島3丁目3審3号 

(ジー・イーテクノス)神奈川県駁浜市神奈川区憩比須町8番地 

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾅｨｯc�ﾈ�5�62�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ+ｸｯfﾈ�ｨﾈ���Y?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾆﾈｯd��ｨﾈ霾�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ�9,4��(ﾈ莓ﾉ?｢�

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

積替えを行う場所の所在地並びに 所有者の氏名又は名称及び連絡先( 班臓の駁.横枠えを行う幽谷Iこ限る。) �,�+R�

保管施設の所在地並びに所有者の 氏名又は名称及び連絡先(保管施設 を用いる場合に限る。) �,�+X��������������������Ec���#B�

氏名看臆臆臆覇番号:03-6204黒藷悪 【連絡先】鹿島後西松・東急+岩田地崎建設共同企業体 

備考1この用紙の大きさは日本工業規格A4とすること。　　　　　　“‾’-叩、鞘 劔 

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

あってはその代表者)が署名することができる。



搬出する汚染土壌の場所を明らかにした形質変更時要届出区域の図面

<支点> 

支点は、調査対象地(洗東区豊洲六丁目8番)の最北勝にある 

びょうから西へ1.7皿、南へ9.7皿進んだ地点とする 

凡例 

一一一二単位区画 

:形質変更時要届出区域 
:形質変更時要届出区域 
(規則第五十八乗務四境第九号に該当する区域) 

○;輯出する汚染土壌仮撞き範囲 
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にある ��<格子の回転角度(50度24分)> 劔 ��格子の回転角度は、支点を通り、東西方向及び南北方向に引いた線並び 劔 ��車当　二　　子子中i-　!葛,二・上 

にこれらと平行して10皿間隔で引いた線により構成されている格子を、 劔 ��。　　′:‾　上　)《l)( 

支点を中心として右回りに回転させた角度として示す 劔凾竄�)∴、・-シ.輔朝柿間 



搬出する汚染土壌の場所を明らかにした形質変更時要届出区域の図面

<支点> 

支点は、調査対象地(江東区豊洲六丁目8番)の最北端にある 

ぴょうから西へ1.7皿、南へ9.旭進んだ地点とする 

也蝕 

一一:単位区画 

:形質変更時翼届出区域 
:形質変更時要届出区域 

(規則第五十八条第四項第九号に該当する区域) 

圃:掘削範囲 

<格子の回転角度(50度24分)> 

格子の回転角度は、支点を通り、東西方向及び繭北方向に引いた線並び 

にこれらと平行して10皿間隔で引いた線により構成されている格子を、 

支点を中心として右回りに回転させた角度として示す 



汚染土壌の運搬方法
3.1.運搬フロー図

汚染土壌の運搬フローを図3-1に示す。

形質変更時要届出区域

東京都江東区豊洲六丁目地内(住居表示)

東京都江東区豊洲六丁目8番、 9番1へ9番9、 14番2、 17番l、 21番l-21番6、 22番、 23

番、 37番、 38番(地番表示)

対象範囲

批素及びその化合物(溶出) ,鉛及びその化合物(溶出)

陸運;ケミカルグラウト株式会社

荷姿:ダンプシート掛け

処理施設:富二葉産業株式会社

種類:分別等処理施設

浄化等処理施設

処理施設;成友興業株式会社

種類:浄化等処理施設

処理施設:株式会社ジー・イーテクノス

種類:分別等処理施設

搬出予定数量: 2書206.4皿3

※汚染土壌処理業許可証の許可年月日が更新された場合ばその内容を確認し搬出を行う。

※数量については現場状況等により変更となる場合がある。

図3-1汚染土壌運搬フロー図



3.搬出車両登録一覧

運搬受託者:ケミカルグラウト株式会社

株式会社レムコ　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 03-3686-541 1

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��ｹzx�������,ﾓ�����ダンプ �ｨ8ﾈ8�5"�東京都江戸川区東葛西2-25「0 

2 ��ｹzx�������,ﾘ��#3ッ�ダンプ �ｨ8ﾈ8�5"�東京都江戸川区東葛西2-25-10 

3 ��ｹzx�������,ﾘ��#c�R�ダンプ �ｨ8ﾈ8�5"�東京都江戸川区東葛西2-25「0 

4 ��ｹzx�������,ﾘ��#c�b�ダンプ �ｨ8ﾈ8�5"�東京都江戸川区東葛西2-25-10 

5 ��ｹzx�������,ﾘ��3sィ�ダンプ �ｨ8ﾈ8�5"�東京都江戸川区東葛西2-25-10 

6 ��ｹzx�������,ﾘ��Ss�R�ダンプ �ｨ8ﾈ8�5"�東京都江戸川区東葛西2-25「0 

7 ��ｹzx�������,ﾘ��Ss�"�ダンプ �ｨ8ﾈ8�5"�東京都江戸川区東葛西2-25「0 

8 ��ｹzx���3���+s��c��ダンプ �ｨ8ﾈ8�5"�東京都江戸川区東葛西2-25「0 

9 ��ｹzx���3���+���S��ダンプ �ｨ8ﾈ8�5"�東京都江戸川区東葛西2-25-10 

10 ��ｹzx���3���+�����#��ダンプ �ｨ8ﾈ8�5"�東京都江戸川区東葛西2-25「0 

11 ��ｹzx���3���+���3��ダンプ �ｨ8ﾈ8�5"�東京都江戸川区東葛西2-25-10 

12 ��ｹzx���3���,C��C��ダンプ �ｨ8ﾈ8�5"�東京都江戸川区東葛西2-25「0 

13 ��ｹzx���3���,ﾘ��Ss�2�ダンプ �ｨ8ﾈ8�5"�東京都江戸川区東葛西2-25-10 

14 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ��#s#2�ダンプ �ｨ8ﾈ8�5"�東京都江戸川区東葛西2-25-10 

15 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ��#s#B�ダンプ �ｨ8ﾈ8�5"�東京都江戸川区東葛西2-25「0 

16 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�Ssb�ダンプ �ｨ8ﾈ8�5"�東京都江戸川区東葛西2-25-10 

17 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ���#2�ダンプ �ｨ8ﾈ8�5"�東京都江戸川区東葛西2-25-10 

18 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ���#B�ダンプ �ｨ8ﾈ8�5"�東京都江戸川区東葛西2-25-10 

19 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�C澱�ダンプ �ｨ8ﾈ8�5"�東京都江戸川区東葛西2-25-10 

20 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�C途�ダンプ �ｨ8ﾈ8�5"�東京都江戸川区東葛西2-25「0 

21 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�C唐�ダンプ �ｨ8ﾈ8�5"�東京都江戸川区東葛西2葛25-10 

22 做ｸ躡nﾃ�3���,H���"�ダンプ �ｨ8ﾈ8�5"�東京都江戸川区東葛西2-25「0 

23 做ｸ躡nﾃ�3���,H��涛��ダンプ �ｨ8ﾈ8�5"�東京都江戸川区東葛西2-25-10 

24 做ｸ躡nﾃ�3���,ﾘ�����ダンプ �ｨ8ﾈ8�5"�東京都江戸川区東葛西2-25「0 



株式会社石川土木　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 03-3698-6318

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��ｹzx������.x��3鼎b�ダンプ �ｩ���ﾉ�ym��東京都江戸川区江戸川2「9-17 

2 ��ｹzx�������*���sSSB�ダンプー �ｩ���ﾉ7冦��東京都江戸川区江戸j畦-19-17 

3 ��ｹzx�������*���sSSR�ダンプ �ｩ���ﾉ7冦��東京都江戸川区江戸川219-17 

4 ��ｹzx�������*���sSSb�ダンプ �ｩ���ﾉ7冦��東京都江戸川区江芦川2「9-17 

5 ��ｹzx�������*�����#"�ダンプ �ｩ���ﾉ7冦��東京都江戸川区江戸川2-19「7 

6 ��ｹzx�������*�����cb�ダンプ �ｩ���ﾉ7冦��東京都江戸川区江戸川2「9-17 

7 ��ｹzx�������*����3S2�ダンプ �ｩ���ﾉ7冦��東京都江戸川区江戸川2-19-17 

8 ��ｹzx�������*ｸ��3湯�ダンプ �ｩ���ﾉ7冦��東京都江戸川区江戸川2「9-17 

9 ��ｹzx�������*ｸ��ss��ダンプ �ｩ���ﾉ7冦��東京都江戸川区江戸川2-19-17 

10 ��ｹzx��馗����*ｳ�涛B�ダンプ �ｩ���ﾉ7冦��東京都江戸川区江戸川219「7 

11 ��ｹzx�������,ﾘ��#イ��ダンプ �ｩ���ﾉ7冦��東京都江戸川区江戸川2「9-17 



株式会社某日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 03葛3654-6075

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�i使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��ywH�������,ﾘ��Sャ��ダンプ �ｩ8ﾈﾏｲ�東京都江戸川区一之江1-13-9 

2 ��ywH�������,ﾘ��Sャ��ダンプ �ｩe�?｢�東京都江戸川区一之江十13-9 



有限会社宏陽　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 03置3877-3952

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��ｹzx�������*ｳ�ccb�ダンプ �ｸﾔyw｢�東京都江戸川区東葛西6-14-10-206 

2 ��ｹzx�������*ｳ�ccr�ダンプ �ｸﾔyw｢�東京都江戸川区東葛西6-14「叶206 

3 ��ｹzx�������*ｸ��#�ビ�ダンプ �ｸﾔyw｢�東京都江戸川区東葛西6-14-10-206 

4 ��ｹzx�������*ｸ��33���ダンプ �ｸﾔyw｢�東京都江戸川区東葛西6-14-10置206 

5 ��ｹzx�������*ｸ��CC�r�ダンプ �ｸﾔyw｢�東京都江戸川区東葛西6-14-10-206 

音6 ��ｹzx�������*ｸ��Ss澱�ダンプ �ｸﾔyw｢�東京都江戸川区束萬西6-14葛10-206 

7 ��ｹzx�������*ｸ��Ss途�ダンプ �ｸﾔyw｢�東京都江戸川区東葛西614「0-206 

8 ��ｹzx��馗����*ｸ��c#C��ダンプ �ｸﾔyw｢�東京都江戸川区東葛西6置14-10-206 

9 ��ｹzx�������*ｸ��c#C2�ダンプ �ｸﾔyw｢�東京都江戸川区東葛西614-10輸206 

10 ��ｹzx�������*ｸ��c#CB�ダンプ �ｸﾔy+��東京都江戸川区東葛西6「4-10-206 

11 ��ｹzx�������*���ccCR�ダンプ �ｸﾔyw｢�東京都江戸川区東葛西6「4-10-206 

12 ��ｹzx�������*���ccCb�ダンプ �ｸﾔyw｢�東京都江戸川区東葛西6「4-10-206 

13 ��ｹzx�������*���s){澱�ダンプ �ｸﾔyw｢�東京都江戸川区東葛西614-10-206 

14 ��ｹzx�������*���s#sr�ダンプ �ｸﾔyw｢�東京都江戸川区東葛西6-14-10-206 



川名建材株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 047鵜453-0206

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��ywH�������-�����"�ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ閂｢�千葉県習志野市香港2-4-1 

2 ��ywH�������-ﾓ�����ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ閂｢�千葉県習志野市香澄2-4-1 

3 ��ywH�������,ﾓ�3#��ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ閂｢�千葉県習志野市香澄2-4「 

4 ��ywH�����-���ャモ�ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ閂｢�千葉県習志野市香澄2-4-1 

5 ��ywH�������,h��ャ��ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ閂ｨ�r�千葉県習志野市香澄2-4-1 

6 ��ywH�����X,H����ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ閂｢�千葉県習志野市香澄2-4-1 

7 ��ywH���3���,ｸ��涛湯�ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ閂｢�千葉県習志野市香澄2-4-1 

8 ��ywH���3���+���3���ダンプ ��c��kﾈﾉｨﾝ閂｢�千葉県習志野市香澄2-4「 

9 ��ywH���3���.(�����ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ閂｢�千葉県習志野市香港2-41 

10 ��ywH���3���+8��3�#��ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ閂｢�千葉県習志野市香澄2-4「 

11 ��ywH���3���+������ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ閂｢�千葉県習志野市香澄2-4-「 

12 做ｸ躡nﾃ�3���,h��S���ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ閂｢�千葉県習志野市香澄2-4-1 

13 做ｸ躡nﾃ�3���,h��3��ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ閂｢�千葉県習志野市香澄2-4-1 

14 做ｸ躡nﾃ�3���-ﾈ������ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ閂｢�千葉県習志野市香澄2-4-1 

15 做ｸ躡nﾃ���,ﾘ������ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ閂｢�千葉県習志野市香澄2-4-1 

16 做ｸ躡nﾃ��8��-�����ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ閂｢�千葉県習志野市香澄2-4「 

17 做ｸ躡nﾃ�3���-ﾈ����b�ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ閂｢�千葉県習志野市香澄2-4-1 

18 做ｸ躡nﾃ�3���,H��s��ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ閂｢�千葉県習志野市香澄2-4-う 

19 做ｸ躡nﾃ�3���,ｸ�����ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ閂｢�千葉県習志野市香澄2置4-1 

20 做ｸ躡nﾃ�3�+ｸ��モ�ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ閂｢�千葉県習志野市香澄之-4-1 



有限会社イケダケンキ　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 03-5683-7606

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��ｹzx���3���,h������ダンプ �ｸ485�5�5�984ﾂ�東京都江東区枝川2-28「0-101 

2 ��ｹzx���3���+���C�2�ダンプ �ｸ485�5�5�984ﾂ�東京都江東区枝川2-28-10-101 

3 ��ｹzx���3���+ｸ��##��ダンプ �ｸ485�5�5�984ﾂ�東京都江東区枝川2置28-10-101 

4 ��ｹzx���3���+ﾘ������ダンプ �ｸ485�5�5�984ﾂ�東京都江東区枝川2-28-10-101 



益子工業株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 03-3687-2521

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��ｹzx�������*���#�#��ダンプ �h��ﾔ鮎hx｢�東京都江戸川区南葛西6-25-5 

2 ��ｹzx�������*���#�#��ダンプ �h��ﾔ鮎hx｢�東京都江戸川区南葛西6-25-重 

・3 ��ｹzx�������*���3CSB�ダンプ �h��ﾔ鮎hx｢�東京都江戸川区南葛西6-25-5 

4 ��ｹzx��4����*���3CSR�ダンプ �h��ﾔ鮎hx｢�東京都江戸川区南葛西6-25-5 

5 ��ｹzx�������*���3S���ダンプ �h��ﾔ鮎hx｢�東京都江戸川区南葛西6-25寸 

6 ��ｹzx�������*���3c���ダンプ �h��ﾔ鮎hx｢�東京都江戸川区南葛西6-25-5 

7 ��ｹzx�������*���s�sr�ダンプ �h��ﾔ鮎hx｢�東京都江戸川区南葛西6-25葛5 

8 ��ｹzx�������*���s#���ダンプ �h��ﾔ鮎hx｢�東京都江戸川区南葛西6-25-5 

9 ��ｹzx�������*���s#�"�ダンプ �h��ﾔ鮎hx｢�東京都江戸川区南葛西6-25-5 

事0 ��ｹzx�������*���s#�2�ダンプ �h��ﾔ鮎hx｢�東京都江戸川区南葛西6-25-5 

11 ��ｹzx�������*���s#�b�ダンプ �h��ﾔ鮎hx｢�東京都江戸川区南葛西6-2毎-5 

12 ��ｹzx�������*ｸ��3S#B�ダンプ �h��ﾔ鮎hx｢�東京都江戸川区南葛西6-25-5 

13 ��ｹzx�������*ｸ��3S3B�ダンプ �h��ﾔ鮎hx｢�東京都江戸川区南葛西6-25-5 

14 ��ｹzx��)｣����*ｸ��3S3R�ダンプ �h��ﾔ鮎hx｢�東京都江戸川区南葛西6-25-5 

15 ��ｹzx�������*ｸ��3S3b�ダンプ �h��ﾔ鮎hx｢�東京都江戸川区南葛西6輸25-5 

16 ��ywH�������*���c�sr�ダンプ �h��ﾔ鮎hx｢�東京都江戸川区南葛西6-25-5 

17 ��ywH�������*���cs���ダンプ �h��ﾔ鮎hx｢�東京都江戸川区南葛西6-25-5 

18 ��ywH�������*���c涛r�ダンプ �h��ﾔ鮎hx｢�東京都江戸川区南葛西6-25-5 

19 ��ywH�������*���s�#r�ダンプ �h��ﾔ鮎hx｢�東京都江戸川区南葛西6-25-5 

20 ��ywH�������*���s#c��ダンプ �h��ﾔ鮎hx｢�東京都江戸川区南葛西6-25-5 

21 ��ywH�������*���s#s"�ダンプ �h��ﾔ鮎hx｢�東京都江戸川区南葛西6-25-5 

22 ��ywH�������*���sS���ダンプ ����揺��ﾔ鮎hx｢�東京都江戸川区南葛西6-25-5 

23 ��ywH�������*���scs��ダンプ �h��ﾔ鮎hx｢�東京都江戸川区南葛西6-25-5 

24 ��ywH�������*���ss3"�ダンプ �h��ﾔ鮎hx｢�東京都江戸川区南葛西6-25-5 

25 ��ywH�������*���ャ3R�ダンプ �h��ﾔ鮎hx｢�東京都江戸川区南葛西6-25-5 

26 ��ywH�������*���ャCB�ダンプ �h��ﾔ鮎hx｢�東京都江戸川区南葛西6-25-5 

27 ��ywH�������*���ャCr�ダンプ �h��ﾔ鮎hx｢�東京都江戸川区南葛西6-25「5 

28 ��ywH�������*���ャc��ダンプ �h��ﾔ鮎hx｢�東京都江戸川区南葛西6-之5-5 

29　千葉　100　か　9470 刄_ンプ �h��ﾔ鮎hx｢�東京都江戸川区南葛西6-25-5 

30　千葉　十00　か　9471 刄_ンプ �h��ﾔ鮎hxｨ��������8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃbﾓ#RﾓR�



株式会社オンータイム　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 03-5653-0535

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��ｹzx���3���+x��S���ダンプ �ｨ4�98ﾎ85�488��東京都江東区千石十4-8-405 

2 ��ｹzx�������*ｸ��C3��ダンプ �ｨ4�98ｮﾈ5�488��東京都江東区千石ト4-8-405 

3 ��ｹzx�������*ｸ��ラ{��ダンプ �ｨ4�92(5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

4 ��ｹzx�������*ｳ�#ィ�ダンプ �ｨ4�98ﾝx5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

5 ��ｹzx�������*ｳ�#コ�ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

6 ��ｹzx�������*ｸ��##C2�ダンプ �ｨ4�99^�5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

7 ��ｹzx�������*ｸ��#3y{��ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

8 ��ｹzx�������*ｸ��#鉄��ダンプ �ｨ4�98ｮ�5�488��東京都江東区千石ト4-8-405 

9 ��ｹzx�������*ｸ��33���ダンプ �ｨ4�98馼5�488��東京都江東区千石ト4-8-405 

10 ��ｹzx��)､���*ｸ��3S�"�ダンプ �ｨ4�92(5�488��東京都江東区千石1-4輸8-405 

11 ��ｹzx�������*ｸ��3イ2�ダンプ �ｨ4�99�ｨ5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

12 ��ｹzx�������*ｸ��3ンr�ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東区千石ト4-8-405 

13 ��ｹzx�������*ｸ��3鼎r�ダンプ �ｨ4�98�85�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

14 ��ｹzx�������*ｸ��C�#��ダンプ �ｨ4�92(5�488��東京都江東区千石ト4-8-405 

15 ��ｹzx�������*ｸ��CC���ダンプ �ｨ4�97H5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

16 痛�ｹzx�������*ｸ��CC#��ダンプ �ｨ4�92(5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

17 ��ｹzx�������*ｸ��CCCR�ダンプ �ｨ4�92(5�488��東京都江東区千石十4-8-405 

18 ��ｹzx�������*ｸ��CS���ダンプ �ｨ4�98��5�488��東京都江東区千石1「4-8-405 

19 ��ｹzx�������*ｸ��Cs3��ダンプ �ｨ4�99'X5�488��東京都江東区千石「4-8-405 

20 ��ｹzx�������*ｸ��S#3��ダンプ �ｨ4�98棹5�488��東京都江東区千石ト4-8-405 

21 ��ｹzx�������*ｸ��S3c��ダンプ �ｨ4�98�x5�488��東京都江東区千石ト4-8-405 

22 ��ｹzx�������*ｸ��S3c��ダンプ �ｨ4�99(X5�488��東京都江東区千石十4-8一的5 

23 ��ｹzx�������*ｸ��SC�r�ダンプ �ｨ4�99E�5�488��東京都江東区千石ト4-8-405 

24 ��ｹzx�������*ｸ��SHｮﾃ"�ダンプ �ｨ4�99t�5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

25 ��ｹzx�������*ｸ��SC�2�ダンプ �ｨ4�99��5�488��東京都江東区千石1一㌦8-40軍 

26 ��ｹzx�������*ｸ��SS#b�ダンプ �ｨ4�98�ｨ5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

27 ��ｹzx�������*ｸ��Sc���ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

28 ��ｹzx�������*ｸ��ScS��ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東区千石ト4-8-405 

29 ��ｹzx�������*ｸ��Scィ�ダンプ �ｨ4�92(5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

30 ��ｹzx�������*ｸ��S�3r�ダンプ �ｨ4�99�ｨ5�488��東京都江東区千石十4-8-405 



株式会社オン東タイム　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 03-5653-0535

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

31 ��ｹzx�������*ｸ��c3�B�ダンプ �ｨ4�92(5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

32 ��ｹzx�������*ｸ��cC���ダンプ �ｨ4�93�5�488��東京都江東区千石十4-8-405 

33 ��ｹzx�������*ｸ��cC���ダンプ �ｨ4�98ﾝx5�488��東京都江東区千石十4-8-405 

34 ��ｹzx�������*ｸ��cS�r�ダンプ �ｨ4�92(5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

35 ��ｹzx�������*ｸ��cS���ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東区千石1葛4-8-405 

36 ��ｹzx�c�����*ｸ��cS���ダンプ �ｨ4�99^�5�488��東京都江東区千石1-4「8-405 

37 ��ｹzx�������*ｸ��cc3��ダンプ �ｨ4�92(5�488��東京都江東区千石1-4-8葛405 

38 ��ｹzx�������*ｸ��cscr�ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東区千石十4-8-405 

39 ��ｹzx�������*ｸ��csc��ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

40 ��ｹzx�������*ｸ��csc��ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

41 ��ｹzx�������*ｸ��cン��ダンプ �ｨ4�98�ｸ5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

42 ��ｹzx�������*ｸ��c����ダンプ �ｨ4�99^�5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

43 ��ｹzx�������*ｸ��c田2�ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

44 ��ｹzx�������*ｸ��c田B�ダンプ �ｨ4�98�h5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

45 ��ｹzx�������*ｸ��c田R�ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

46 ��ｹzx�������*ｸ��c都2�ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

47 ��ｹzx�������*ｸ��s��r�ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

48 ��ｹzx�������*ｸ��s����ダンプ �ｨ4�99�(5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

49 ��ｹzx�������*ｸ��s����ダンプ �ｨ4�92(5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

50 ��ｹzx�������*ｸ��S��b�ダンプ �ｨ4�98ｮﾈ5�488��東京都江東区千石ト4-8-405 

51 ��ｹzx�������*ｸ��S�#��ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東区千石1置4-8-405 

52 ��ｹzx�������*ｸ��S�3��ダンプ �ｨ4�99�X5�488��東京都江東区千石1-4-8置405 

53 ��Vﾈ����8��.ﾘ��#��ダンプ �ｨ4�92(5�488��東京都江東区千石1-4-8-40壷 



株式会社美和テック　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 04了-329-7241

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��ywH���3���+8���C��ダンプ �ｩOﾉ��6X6(4��千葉県市川市高谷3-1516 

“2 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ��田2�ダンプ �ｩOﾉ��6X6(4��千葉県市川市高谷3-1516 

3 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�Cc��ダンプ �ｩOﾉ��6X6(4��千葉県市川市高谷3-1516 

4 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�Cs��ダンプ �ｩOﾉ��6X6(4��千葉県市川市高谷3「516 

5 做ｸ躡nﾃ�3���+3�Cx�R�ダンプ �ｩOﾉ��6X6(4��千葉県市川市高谷3-1516 

6 做ｸ躡nﾃ�3���+s�CyEb�ダンプ �ｩOﾉ��6X6(4��千葉県市川市高谷3-1516 

7 做ｸ躡nﾃ�3���+3�Cs2�ダンプ �ｩOﾉ��6X6(4��千葉県市川市高谷3「引6 

8 做ｸ躡nﾈ���ﾃ3���+3�CsR�ダンプ �ｩOﾉ��6X6(4��千葉県市川市高谷3-1516 

9 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�Ss��ダンプ �ｩOﾉ��6X6(4��千葉県市川市高谷3「516 

10 做ｸ躡nﾈ��馗����,ﾘ��#3c��ダンプ �ｩOﾉ��6X6(4��千葉県市川市高谷3-1516 

11 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ��#3c��ダンプ �ｩOﾉ��6X6(4��千葉県市川市高谷3-1516 



有限会社セキグチデベロップメント　　　　　　　　　　　連絡先: 03-3698-2751

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��ｹzx���3���,h�����ダンプ �ｸ5ｨ4ﾈ4�6�6h7�8ﾘ6(7h8�986r�東京都江戸川区鹿骨2-22-6 

2 ��ｹzx���3���+ﾘ��#��ダンプ �ｸ5ｨ4ﾈ4�6�6h7�8ﾘ6(7h8�986r�東京都江戸川区鹿骨2-22-6 

3 ��ｹzx��ｮﾃ3���+x��s#��ダンプ �ｸ5ｨ4ﾈ4�6�6h7�8ﾘ6(7h8�986r�東京都江戸川区鹿骨2-22-6 



上総商産株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 03-3686-0066

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��89h蕪�����,ﾓ��))｢�ダンプ ��9�ﾘⅸ蝌x｢�東京都江戸川区束帯西6-5-3 

2 ��89h蕪�����,ﾘ��#�3��ダンプ ��9�ﾘⅸ蝌x｢�東京都江戸川区東葛西6-5-3 

3 ��ｹzx�������,ﾘ��Sc���ダンプ ��9�ﾘﾘ)�ﾈx｢�東京都江戸川区東葛西6-再-3 

4 ��ｹzx�������,ﾘ��3cC2�ダンプ ��9�ﾘﾘ(夊x｢�東京都江戸両区東葛西6-5-3 

5 ��89h蕪�����,ﾘ��#C3R�ダンプ ��9�ﾙ{ﾉ7�｢�東京都江戸川区東葛西6-5-3 

6 ��ywH�������,ﾘ��3S���ダンプ ��9�ﾘⅸ蝌x｢�東京都江戸川区東葛西6-5-3 

7 ��ywH�������,ﾘ��C�3"�ダンプ ��9�ﾘﾘ(夊x｢�東京都江戸川区東葛西6-5-3 

8 亅�wH�������,ﾘ��C�#��ダンプ ��9�ﾘﾘ)Thx｢�東京都江戸川区東葛西6-5-3 

9 ��ywH�������,ﾘ��3c�r�ダンプ ��9�ﾘⅸ蝌x｢�東京都江戸川区東葛西6-5-3 



有限会社守屋建設興業　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 03-5674-3979

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��ywH�������,ﾘ��S�#B�ダンプ �ｸ荿夊ﾉｩ�ﾘｻｸｼb�東京都江戸川区南葛西十2-20 

2 亅�wH�������,ﾘ��#S���ダンプ �ｸ荿夊ﾉｩ�ﾘｻｸｼb�東京都江戸川区南葛西十2-20 

3 ��ywH�������,ﾘ��3イB�ダンプ �ｸ荿夊ﾉｩ�ﾘｻｸｼb�東京都江戸川区南葛西ト2-20 

4 ��ywH�������,ﾘ��3CC��ダンプ �ｸ荿夊ﾉｩ�ﾘｻｸｼb�東京都江戸川区南葛西十2-20 

5 ��ywH�������,���3C�R�ダンプ �ｸ荿夊ﾉｩ�ﾘｻｸｼb�東京都江戸川区南葛西1-2-20 



日向建設株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 045-453-6691

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��Vﾈ���3���+�������ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川県川崎市川崎区本町1-2-7 

2 ��Vﾈ���3���*�������ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川県川崎市川崎区本町十2-7 

3 ��Vﾈ���3���*�����2�ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川県川崎市川崎区本町1-2-7 

4 ��Vﾈ���3���*(����R�ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川県川崎市川崎区本町1-2-7 

5 ��Vﾈ���3���*(����b�ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川県川崎市川崎区本町十2-7 

6 ��Vﾈ���3���*�����r�ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川県川崎市川崎区本町ト2-7 

了 ��Vﾈ���3���*H������ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川県川崎市川崎区本町十2-7 

8 冤ﾉVﾈ���3���*(������ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川県川崎市川崎区本町ト2置7 

9 ��Vﾈ���3���+8��3����ダンプ �?ｨﾏﾈﾉｩ�ﾘx｢�神奈川県川崎市川崎区本町ト2-7 



株式会社槙運輸　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 045-423-8246

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��Vﾈ����8��*�������ダンプ �ｨ��暮t��神奈川県横浜市神奈川区松見町2葵618-5 

2 ��Vﾈ�������*ﾘ��##"�ダンプ �ｩlﾘ暮t��神奈川県横浜市神奈川区松見町2-618-5 

3 ��Vﾈ�����*(��332�ダンプ �ｩhｨ暮t���神奈川県横浜市神奈川区松見町2-618-5 

4 ��Vﾈ��)｣��*����3R�ダンプ �ｩ��暮t��神奈川県横浜市神奈川区松見町2-618-5 

曇 ��Vﾈ���3���*���chｫ2�ダンプ �ｩlﾘ暮t��神奈川県横浜市神奈川区松見町2-618-5 

6 ��Vﾈ�����*ｸ��ssr�ダンプ �ｩhｨ暮t��神奈川県横浜市神奈川区松見町2-618-5 

7 ��Vﾈ�����*���ャ��ダンプ �ｩhｨ暮t��神奈川県横浜市神奈川区松見町2-618-5 

8 ��Vﾈ���3���+���涛��ダンプ �ｩhｨ暮t��神奈川県横浜市神奈川区松見町2-618-5 

9 ��Vﾃ�����*���c�Cb�ダンプ �ｩhｨ暮t��神奈川県続演市神奈川区松見町2-618-5 

10 ��Vﾈ�������*���{�#C��ダンプ �ｨ��暮t��神奈川県横浜市神奈川区松見町2-618-5 

11 ��Vﾈ�������*���s3�b�ダンプ �ｩhｨ暮t��神奈川県横浜市神奈川区松見町2-618-5 

12 冤ﾉVﾈ�������*���3332�ダンプ �ｩhｨ暮t��祐奈川県横浜市神奈川区松見町2-618-5 

13 ��Vﾈ�������*���SSSR�ダンプ �ｩhｨ暮t��神奈川県横浜市神奈川区松見町2輸618-5 

14 ��Vﾈ�����*h��sssr�ダンプ �ｨ��暮t��神奈川県横浜市神奈川区松見町2置6丁8-5 

15 ��89h蕪�3���*(��##�2�ダンプ �ｩlﾘ暮t��神奈川県横浜市神奈川区松見町2-618-5 

16 ��89h蕪�����*���3c3b�ダンプ �ｩhｨ暮t��神奈川県横浜市神奈川区松見町之-618-5 

1了 ��89h蕪�����*���S田2�ダンプ �ｩhｨ暮t��神奈川県横浜市神奈川区松見町2-618-5 

18 ��89h蕪�3���*���s�"�ダンプ �ｩhｨ暮t��神奈川県横浜市神奈川区松見町2-618-5 



寺尾運輸興業株式会社　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 045細546-3505

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��Vﾈ��馗3���*���sS�R�ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市港北区樽町4-17-45 

2 ��Vﾈ���3���*���sS�r�ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhx｢�神奈川1県横浜市港北区樽町4「7-45 

3 ��Vﾈ���3���*���sS���ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市港北区檎町4-1了-45 

4 ��Vﾈ���3���*���sS���ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市港北区樽町4-17-45 

5 ��Vﾈ���3���*���sS���ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhx｢�相乗III県横浜市港北区栓町4「7-45 

6 ��Vﾃ�3���*���*CX�S��ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市港北区樽町4-17-45 

7 ��Vﾈ���3���*���sS�"�ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市港北区栓町4-17-45 

8 ��Vﾈ���3���*���sS�2�ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市港北区樽町4「7-45 

9 ��Vﾈ���3���*���sS�B�ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市港北区檎町十17-45 

10 ��Vﾈ���3���*(��sS�R�ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhx｢�袖奈」霊i県横浜市港北区檜町牛17-4軍 

11 ��Vﾈ���3���*(��sS�b�ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市港北区格町4-17-45 

12 ��Vﾈ���3���*���sS�r�ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市港北区椋町4「7-45 

13 ��Vﾈ���3���*���sS���ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市港北区檎町4-1了-45 

14 ��Vﾈ���3���*���sS���ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市港北区椋町4-17-45 

15 ��Vﾈ���3���*���sS#��ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市港北区椋町仁17-45 

16 ��Vﾈ���3���*���sS#��ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市港北区栓町4-17-45 

17 ��Vﾈ���3���*���sS#"�ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市港北区樽町十17∵45 

18 ��Vﾈ���3���*���sS#2�ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhx｢�神奈Ji惧横浜市港北区樽町4-17-45 

19 ��Vﾈ���3���*���sS#B�ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市港北区樗町4-17-45 

20 ��Vﾈ���3���*���sS#R�ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市港北区栓町41了-45 

21 ��Vﾈ���3���*���sS#b�ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhx｢�神奈川県楼浜市港北区椋町4-1了-45 

22 丿鰻ﾈ�������*����3S��ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市港北区檎町4-17-45 

23 ��Vﾈ�������*�����&ﾂ�ダンプ 倬ｹOh暮t�ｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市港北区樽町4「7-45 



篠竹興業株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 044-288-7566

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

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

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

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

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

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

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

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

8 ��ﾈﾞ��������*���3#�B�ダンプ �;�'ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-う 

9 ��ﾈﾞ��������*���C#s"�ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区千鳥町8「 

10 ��ﾈﾞ��������*���ピ��ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区千鳥町B-「 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 ��ﾈﾞ��������*�������ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区千鳥町81 

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

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

23 ��ﾈﾞ��������*���3#s2�ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区千鳥町8「 

24 ��ﾈﾞ��������*���#ャb�ダンプ �;�'ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区千鳥町8「 

25 ��ﾈﾞ��������*���#��R�ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhx｢�神奈Jl憬川崎市川崎区千鳥町8「 

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

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

28 ��ﾈﾞ��������*���3鉄2�ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区千鳥町8「 

29 ��ﾈﾞ��������*��塔"�ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区千鳥町8「 

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



篠竹興業株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 044-288-7566

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

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

32 ��ﾈﾞ���ｮﾃ����*���3#sB�ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区千鳥町8「 

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

34 ��ﾈﾞ��������*���Cオ{��ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区千鳥町8「 



原住開発株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 044-766-1 91 4

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��ﾈﾞ��������*����#r�ダンプ 侏H�､ｩJﾘx｢�神奈川県川崎市宮前区東有馬2-14-7 

2 ��ﾈﾞ��������*����#��ダンプ 侏H�､ｩJﾘx｢�神奈川県川崎市宮前区東有馬2-14-7 

3 ��ﾈﾞ��������*���#�c��ダンプ 侏H�､ｩJﾘx｢�抽奈川県川崎市宮前区東有馬214-7 

4 ��ﾈﾞ��������*���#�s��ダンプ 侏H�､ｩJﾘx｢�神奈川県川崎市宮前区東有馬2「4-7 

5 ��ﾈﾞ��������*���#��B�ダンプ 侏H�､ｩJﾘx｢�神奈川県川崎市宮前区束有馬2-14-7 

6 ��ﾈﾞ��������*���3ss2�ダンプ 侏H�､ｩJﾘx｢�神奈川県川崎市宮前区束有馬2-了4-7 



有限会社金光興業　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 044-277-2632

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��ﾈﾞ����3���*H��c���ダンプ �ｸｾ�ﾏXｻｸｼb�祁奈川県川崎市川崎区池上新町2」16置11 

2 ��ﾈﾞ����3���*(��c�"�ダンプ �ｸｾ�ﾏXｻｸｼb�神奈川県川崎市川崎区池上新町21611 

3 ��ﾈﾞ����3���*h��c�2�ダンプ �ｸｾ�ﾏXｻｸｼb�神奈川県川崎市川崎区池上新町2-16-11 

4 ��ﾈﾞ����3���*(��c�B�ダンプ �ｸｾ�ﾏXｻｸｼb�神奈川県川崎市川崎区池上新町2-16-11 

5 ��ﾈﾞ����3���*(��c�R�ダンプ �ｸｾ�ﾏXｻｸｼb�神奈川県川崎市川崎区池上新町2-16-11 

6 ��ﾈﾞ����3���*(��c�b�ダンプ �ｸｾ�ﾏXｻｸｼb�神奈川県川崎市川崎区池上新町2-16-11 

7 ��ﾈﾞ����3���*(��c�r�ダンプ �ｸｾ�ﾏXｻｸｼb�神奈川県川崎市川崎区池上新町2「6賀1丁 

8 ��ﾈﾞ����3���*H��c���ダンプ �ｸｾ�ﾏXｻｸｼb�神奈川県川崎市川崎区池上新町2-16-1事 

9 ��ﾈﾞ����3���*(��c���ダンプ �ｸｾ�ﾏXｻｸｼb�神奈川県川崎市川崎区池上新町2-1611 



石川建輸株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 045-烏4ト7971

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��Vﾈ�������*ｳ�����ダンプ ����ﾈﾉｩt�x｢�神奈川県横浜市港北区新羽町2295「 

2 ��Vﾈ�������*���S��b�ダンプ ����ﾈﾉｩt�x｢�神奈川県横浜市港北区新羽町2295-1 

3 ��Vﾈ�������*���S弍���ダンプ ����ﾈﾉｩt�x｢�神奈川県横浜市港北区新羽町2295-1 

4 ��Vﾈ�������*������2�ダンプ、 ����ﾈﾉｩt�x｢�神奈川県横浜市港北区新羽町2295-1 

5 ��Vﾈ�������*����3���ダンプ ����ﾈﾉｩt�x｢�神奈川県横浜市港北区新羽町2295-1 

6 ��Vﾈ�������*���ツ唐�ダンプ ����ﾈﾉｩt�x｢�神奈川県横浜市港北区新羽町2295-1 

7 ��Vﾈ�������*���ツ湯�ダンプ ����ﾈﾉｩt�x｢�神奈川県横浜市港北区新羽町2295-1 

8 ��Vﾈ�������*���ャ���ダンプ ����ﾈﾉｩt�x｢�神奈川県横浜市港北区新羽町之295「 

9 ��Vﾈ�������*���ャsR�ダンプ ����ﾈｽ騁�x｢�神奈川県横浜市港北区新羽町2295「 

10 ��Vﾈ�������*���ャ���ダンプ ����ﾈﾉｩt�x｢�神奈川県横浜市港北区新羽町2295-1 

11 ��Vﾈ�������*ｸ��S���ダンプ ����ﾈﾉｩt�x｢�神奈川県横浜市港北区新羽町2295-1 

12 ��Vﾈ�������*ｸ��S�2�ダンプ ����ﾈﾉｩt�x｢�神奈川県横浜市港北区新羽町2295-1 



株式会社大豊土木　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 03-3688-8581

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��ｹzx��)｣����,ﾓ�3sr�ダンプ �ｩ�Ydﾉ7冦��東京都江戸川区東葛西8-28-2 

2 ��ｹzx�������,ﾘ������r�ダンプ �ｩ�Ydﾉ7冦��東京都江戸川区東葛西8-28-2 

3 ��ｹzx�������,ﾘ��#�Sb�ダンプ �ｩ�Ydﾉ7冦��東京都江戸川区東葛西8-28-2 

4 ��ｹzx�������,ﾘ��#�c��ダンプ �ｩ�Ydﾉ7冦��東京都江戸川区東葛西8-28-2 

5 ��ｹzx�������,ﾘ��#ャ��ダンプ �ｩ�Ydﾉ7冦��東京都江戸川区東葛西8-28-2 

6 ��ｹzx�������,ﾘ��33Sr�ダンプ �ｩ�Ydﾉ7冦��東京都江戸川区東葛西8-28-2 

7 ��ｹzx�������,ﾘ��C�c��ダンプ �ｩ�Ydﾉ7冦��東京都江戸川区東葛西8-28-2 

8 ��ｹzx�������,ﾘ��C�c��ダンプ �ｩ�Ydﾉ7冦��東京都江戸川区東葛西8-28-2 

9 ��ｹzx�������,ﾘ��Cs�"�ダンプ �ｩ�Ydﾉ7冦��東京都江戸川区東葛西8-28-2 

10 ��ｹzx�������,ﾘ��Cs�2�ダンプ �ｩ�Ydﾉ7冦��東京都江戸川区東葛西8-28-2 

11 �.越x�������,ﾘ��Cs�B�ダンプ �ｩ�Ydﾉ7冦��東京都江戸川区東葛西8-28-2 

12 ��ｹzx�������,ﾘ��Sツ2�ダンプ �ｩ�Ydﾉ7冦��東京都江戸川区東葛西8-28-2 



株式会社松本土木　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 03-3701-71 81

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 儼��ﾈ�������*���SC釘�ダンプ �ｨ鉑gｹ7冦��東京都世田谷区玉堤1-21-19 

2 儼��ﾈ�������*���3�#r�ダンプ �ｨ鉑gｹ7冦��東京都世田谷区玉堤1-2十19 

3 儼��ﾈ�������*���Ec塔R�ダンプ �ｨ鉑gｹ7冦��東京都世田谷区玉堤ト2ト19 

4 儼��c�������*���3��r�ダンプ �ｨ鉑gｹ7冦��東京都世田谷区玉堤1-21-19 

5 儼��ﾈ�������*���S�#R�ダンプ �ｨ鉑gｹ7冦��東京都世田谷区玉堤ト21「9 

6 儼��ﾈ�������*���S�s��ダンプ �ｨ鉑gｹ7冦��東京都世田谷区玉堤ト2ト19 

7 儼��ﾈ�������*���S��r�ダンプ �ｨ鉑gｹ7冦��東京都世田谷区玉堤1-21-19 

8 儼��ﾈ�������*���S�Sb�ダンプ �ｨ鉑gｹ7冦��東京都世田谷区玉堤ト21-19 

9 儼���������*���S����ダンプ �ｨ鉑gｹ7冦��東京都世田谷区玉堤1-2主19 

10 ��ｩF��������*ｸ��C�2�ダンプ �ｨ鉑gｹ7冦��東京都世田谷区玉堤ト21-19 

11 佛�F��������*ｳ����ダンプ �ｨ鉑gｹ7冦��東京都世田谷区玉堤1-2ト19 

12 ��ｩF��������*���イs��ダンプ �ｨ鉑gｹ7冦��東京都世田谷区玉堤ト21-19 

13 佛�F��������*���イ���ダンプ �ｨ鉑gｹ7冦��東京都世田谷区玉堤十2ト19 

14 佛�F��������*����33��ダンプ �ｨ鉑gｹ7冦��東京都世田谷区玉堤ト21-19 



栄伸産業株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 044-366-2444

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��ﾈﾞ��������,ﾓ��ヲ�ダンプ ���ﾈ蝌ｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区扇町6-6 

2 ��ﾈﾞ��������,������ダンプ ���ﾈ蝌ｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区扇町6-6 

3 ��ﾈﾞ��������,ﾓ�����ダンプ ���ﾈ蝌ｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区扇町6-6 

4 ��ﾈﾞ��������,ﾓ�#���ダンプ ���ﾈ蝌ｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区扇町6-6 

5 ��ﾈﾞ��������,ﾓ�##��ダンプ ���ﾈ蝌ｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区扇町6-6 

6 ��ﾈﾞ��������,ﾓ�##��ダンプ ���ﾈ蝌ｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区扇町6-6 



有限会社尾作重機　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 048-477-5637

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 傀ｩ�(���3���*#��3��ダンプ �ｹOhﾞﾈ�ｴ��埼玉県新座市池田3-3葛8 

2 傀ｩ�(���3���*���#�3��ダンプ �ｹOhﾞﾈ�ｴ��埼玉県新座市池田3-3-8 

3 傀ｩ�(���3���*���3�3��ダンプ �ｹOhﾞﾈ�ｴ��埼玉県新座市池田3-3-8 

4 傀ｩ�(���3���*���c�3��ダンプ �ｹOhﾞﾈ�ｴ��埼玉県新座市池田3-3-8 

5 傀ｩ�(�������*���C3���ダンプ �ｹOhﾞﾈ�ｴ��埼玉県新座市池田3-3-8 

6 傀ｩ�(���3���*���C3�"�ダンプ �ｹOhﾞﾈ�ｴ��埼玉県新座市池田3輸3-8 



株式会社伊能重機　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 04了-355-1 159

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

丁 做ｸ躡nﾃ�3���-������ダンプ �ｨ嫌Eﾈ�ｴ��千葉県浦安市東野2-26「06 

2 做ｸ躡nﾃ�*ｳ���,(��3��2�ダンプ �ｨ嫌Eﾈ�ｴ��千葉県浦安市東野2-26-106 

3 做ｸ躡nﾃ�3���+ﾘ��S��R�ダンプ �ｨ嫌Eﾈ�ｴ��千葉県浦安市東野2-26106 

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



有限会社共栄興業　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 048-925-5787

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 偸I?ｩYC�����,ﾘ��S����ダンプ �ｸｺH毎ｻｸｼb�埼玉県草加市柳島町773-4 

2 偸I?ｩYC�3���+���c����ダンプ �ｸｺH毎ｻｸｼb�埼玉県草加市棚島町773-4 

3 偸I?ｩYC�����,���s����ダンプ �ｸｺH毎ｻｸｼb�埼玉県草加市柳島町773-4 

4 偸I?ｩYC�����,(�������ダンプ �ｸｺH毎ｻｸｼb�埼玉県草加市棚島町7了3-4 

5 偸I?ｩYC�3���+���cccb�ダンプ �ｸｺH毎ｻｸｼb�埼玉県草加市初島町773-4 

6 偸I?ｩYC�3���+x��ccモ�ダンプ �ｸｺH毎ｻｸｼb�埼玉県草加市柳島町773-4 

7 偸I?ｩYC�3���+8��CCR�ダンプ �ｸｺH毎ｻｸｼb�埼玉県草加市柳島町773-4 

8 做ｸ躡nﾃ�3���+x��C�R�ダンプ �ｸｺH毎ｻｸｼb�埼玉県草加市柳島町773「4 

9 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�#���ダンプ �ｸｺH毎ｻｸｼb�埼玉県草加市棚島町773-4 



株式会社SKクリーンシステム　　　　　　　　　　　　連絡先: 048-796-2005

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 偸I?ｩYC�����,ﾘ��#sC��ダンプ 乘H�檍��4ｸ4�8ｨ�ｸ985h5�6X8��埼玉県春日都市西宝珠花608-2 

2 偸I?ｩYH��馗����,ﾘ��#s3b�ダンプ 乘H�檍��4ｸ4�8ｨ�ｸ985h5�6X8��埼玉県春日都市西宝珠花608-2 

3 偸I?ｩYC�����,ﾘ��#sC2�ダンプ 乘H�檍��4ｸ4�8ｨ�ｸ985h5�6X8��埼玉県春日都市西宝珠花608-2 

4 偸I?ｩYC�����,ﾘ��#s3r�ダンプ 乘H�檍��4ｹ&｢ﾘ985h5�6X8��埼玉県春日都市西宝珠花608-2 

5 偸I?ｩYC�����,���#ccb�ダンプ 凅x�檍����4ｸ�ﾘ985h5�6X8��埼玉県春日都市西宝珠花608-2 

6 偸I?ｩYC�����,ﾘ��#s3��ダンプ 乘H�檍��4ｹ&｢ﾘ985h5�6X8��埼玉県春日都市西宝珠花608-2 

7 偸I?ｩYC�����,ﾘ��#s3R�ダンプ 乘H�檍��4ｸ4�8ｨ�ｸ985h5�6X8��埼玉県春日都市西宝珠花608-2 

8 偸I?ｩYC�����,ﾘ��#sC��ダンプ 乘H�檍��4ｸ4�8ｨ�ｸ985h5�6X8��埼玉県春日都市西宝珠花608-2 

9 偸I?ｩYC�����,ﾘ��#s3��ダンプ 丿俾陞��4ｸ4�8ｨ�ｸ985h5�6X8��埼玉県春日都市西宝珠花608-2 



株式会社SKコーポレーション　　　　　　　　　　　　　連絡先: 048-953-5685

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�草体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 偸I?ｩYC�����*���CSCB�ダンプ 乘H�檍��4ｸ5(�ｸ7ﾈ8ﾈ�ｸ5h8x92�埼玉県三郷市三郷2-1-22 

2 偸I?ｩYC�����*���CsCR�ダンプ 冓X�檍��4ｸ8h�ｸ7ｸ8ﾈ�ｸｭ�92�埼玉県三郷市三郷2-ト22 

3 偸I?ｩYC�����*���C�#��ダンプ 凅x�檍��4ｸ5(�ｸ7ﾈ8ﾈ自Lx92�埼玉県三郷市三郷2葛1-22 

4 偸I?ｩYC�����*���C�#��ダンプ 乘H�檍��4ｸ5(�ｸ7ﾈ8ﾈ�ｸ�892�埼玉県三郷市三郷2「-22 

5 偸I?ｩYC�����*���C都��ダンプ 乘H�檍��4ｸ5(�ｸ7ﾈ8ﾈ�ｸ5h8x92�埼玉県三郷市三郷2-十22 

6 偸I?ｩYC�����*���C都"�ダンプ 乘H�檍��4ｸ5(�ｸ7ﾈ8ﾈ�ｸ5h8x92�埼玉県三郷市三郷2-1-22 

7 偸I?ｩYC�����*���Sc�2�ダンプ 乘H�檍��4ｸ5(�ｸ7ﾈ8ﾈ�ｸ5h8x92�埼玉県三郷市三郷2一十22 

8 偸I?ｩYC�����*���Scコ�ダンプ 乘H�檍��4ｸ5(�ｸ7ﾈ8ﾈ�ｸ5h8x92�埼玉県三郷市三郷2-1-22 

9 偸I?ｩYC�����*���Sc途�ダンプ 乘H�檍��4ｸ5(�ｸ7ﾈ8ﾈ�ｸ5h8x92�埼玉県三郷市三郷2「-22 



佐藤建材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 0280-57-2583

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 �<盈�������,ﾘ����ビ�ダンプ 俚):�ﾉｨﾝ��栃木県都賀郡野木町友沼5487-3 

2 �,h+�*ﾃ�3���+ｸ����2�ダンプ 俚):�ﾉｨﾝ��栃木県都賀郡野木町友沼5487-3 

3 �,h+�*ﾃ�3���+8��#�2�ダンプ 俚):�ﾉｨﾝ��栃木県都賀郡野木町友沼5487-3 

4 �,h+�*ﾃ�3���+���3�2�ダンプ 俚):�ﾉｨﾝ��栃木県都賀郡野木町友沼54塵7-3 

5 �,h+�*ﾃ�3���+x��S�2�ダンプ 俚):�ﾉｨﾝ��栃木県都賀郡野木町友沼548了-3 

6 �,h+�*ﾃ�3���+8��c�2�ダンプ 俚):�ﾉｨﾝ��栃木県都賀郡野木町友沼548了-3 

7 �7���������-ﾈ��SSR�ダンプ 俚):�ﾉｨﾝ��栃木県都賀郡野木町友沼5487-3 

8 估i$ｨ�������,ﾓ�33b�ダンプ 俚):�ﾉｨﾝ��栃木県都賀郡野木町友沼5487-3 

9 �7���������.x���#b�ダンプ 俚):�ﾉｨﾝ��栃木県都賀郡野木町友沼5487-3 

10 �,h+�*ﾃ�����,ﾘ��###r�ダンプ 俚):�ﾉｨﾝ��栃木県都賀郡野木町友沼5487-3 

11 �7���������,ﾘ��#c���ダンプ 俚):�ﾉｨﾝ��栃木県都賀郡野木町友沼5487-3 

12 �7���������,ﾓ�cC��ダンプ 俚):�ﾉｨﾝ��栃木県都賀郡野木町友沼5487-3 

13 �,(*ﾘ,��3���+3��#��ダンプ 俚):�ﾉｨﾝ��栃木県都賀郡野木町友沼548了-3 

14 估i$ｨ������.(��都�"�ダンプ 俚):�ﾉｨﾝ��栃木県都賀郡野木町友沼5487-3 

15 �7�����3���+8������ダンプ 俚):�ﾉｨﾝ��栃木県都賀郡野木町友沼5487-3 

16 �,h+�*ﾃ�����,�����"�ダンプ 俚):�ﾉｨﾝ��栃木県都賀郡野木町友沼548了-3 

17 �,h+�*ﾃ�����,(��#"�ダンプ 俚):�ﾉｨﾝ��栃木県都賀郡野木町友沼5487-3 

18 �,h+�*ﾃ�����,���##"�ダンプ 俚):�ﾉｨﾝ��栃木県都賀郡野木町友沼5487-3 

19 �,h+�*ﾃ�����+���###"�ダンプ 俚):�ﾉｨﾝ��栃木県都賀郡野木町友沼5487-3 

20 �7��������,C��c"�ダンプ 俚):�ﾉｨﾝ��栃木県都賀郡野木町友沼5487-3 



株式会社竹村建商　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 042-783-0666

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 凵�@又は名称 

1 ��ｩlﾘ�������,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1545-6 

2 ��ｩlﾘ���ﾃ�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置545-6 

3 ��ｩlﾘ���3���+3�SSr�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 

4 ��ｩlﾘ�������,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喜545-6 

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

6 ��ｩlﾘ�������,ﾘ��##���ダンプ 乘H�檍����'ﾉ�ｨﾉｨⅲ�神奈川県相模原奇縁区川尻1545-6 

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

8 ��ｩlﾘ���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1545-6 

9 ��ｩlﾘ�������,ﾘ��33S��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 

10 ��ｩlﾘ�������,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 



株式会社日野通商　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 045-833-8588

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��Vﾈ�������,ﾘ��#�s��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8〇十901 

2 ��Vﾈ���3���+x��S�モ�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8-ト901 

3 ��Vﾈ���3���+8��{�3���ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8-十901 

4 伜iVﾈ��ｮﾃ3���+8����ビ�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�犠浜市港南区日野中央3-8-十901 

5 傲9>ﾈ���3���+���S��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8置1-901 

6 ��ｩlﾘ�������,ﾘ��3ピ"�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8-1-901 

7 ��ﾙh��������-���ssr�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8一十901 

8 ��Vﾈ�������,ﾘ��3csb�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8-ト901 

9 傲9>ﾈ���3���+8��ャ3��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8-1-901 

10 ��Vﾈ�������,ﾓ�田��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8-1-901 

11 ��Vﾈ���3���+8��#�B�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�積浜市港南区日野中央3-81-901 

12 ��Vﾈ���3���+8��#�R�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8-ト901 

13 ��Vﾈ�������,��#Cb�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8-1-901 

14 ��Vﾈ���3���+x��唐�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8-1-901 

15 ��Vﾈ�������,ﾘ��(�S�"�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8-十901 

16 ��Vﾈ�������,ﾘ��#��2�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8輸十901 

17 ��ﾈﾞ����3���+8��ャ���ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�続演市港南区日野中央3-8-ト901 

18 ��ﾈﾞ����3���+8��#��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�続演市港南区日野中央3-8-十901 

19 傲9>ﾈ���S3���+8��#S�2�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8-十901 

20 傲9>ﾈ���3���+8��#c�"�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8-置-901 

21 ��Vﾈ�������,ﾘ��#H�2�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8〇十901 

22 ��Vﾈ���3���,H��#"�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8「-901 

23 ��Vﾈ���3���+ﾘ��s���ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8「-901 

24 ��Vﾈ���3���+�������ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8-1-901 

2軍 ��ｩlﾘ��ｮﾃ3���+8��#塔B�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8「-90了 

26 ��Vﾈ���3���+8��#ssR�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�楯浜市港南区日野中央3-8「-901 

27 ��Vﾈ���3���+8��ゴ#��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8-ト901 



株式会社日野通商　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 0千丁833-8588

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

28 ��Vﾈ�������,ﾓ�Ss2�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8-ト901 

29 ��ﾈﾞ����3���+���s#��ダンプ 乘H�檍��?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-81-901 

30 佇隶ﾈﾞ����3���,ﾘ�����ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8-1-90細 

31 儼��ﾈ���S3���+8��c##��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8-1-901 

32 ��Vﾈ���3���+8��鼎�"�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8「-901 

33 ��Vﾈ���3���+ｸ���3��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8-1-901 

34 ��Vﾈ���3���+���3��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8-1-901 

35 ��ｩlﾘ������,H��S釘�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8-1-901 

36 ��ﾈﾞ����3���+���モ�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8-ト901 

37 ��ﾈﾞ��������,ﾘ��c3B�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8-ト901 

38 ��ｩlﾘ�������,ﾘ��3ン��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8-1-901 

39 ��Vﾈ�������,ﾘ��#c3��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8-1-90丁 

40 ��Vﾈ�������,ﾘ��3sC��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8〇十901 

41 ��Vﾈ���3���+s�Ss��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8一十901 

42 ��Vﾈ�������,ﾘ��333R�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8-1-901 

43 ��Vﾈ���3���,ﾈ��#2�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�模浜市港南区日野中央3-8〇十901 

44 ��Vﾈ���3���-���#B�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8-十901 

45 ��Vﾈ�������,ﾘ��#S3b�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8〇十901 

46 ��Vﾈ�������,ﾘ��3S3��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8-十901 

-　47 ��Vﾈ���3���+x��c��R�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8-1-901 

48 ��ｩlﾘ�������,ﾘ��#sモ�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3-8〇十901 

49 ��ﾈﾞ��������,ﾓ�塔"�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ� ��Vﾈ�8ﾖ�>ﾈｾi?ｩnﾉ(h匍2ﾓ��Rﾓ����

50 ��ﾈﾞ��������,ﾘ��#��"�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ� ��Vﾈ�8ﾖ�>ﾈｾi?ｩnﾉ(h匍2ﾓ��ｨ�����

51 ��ｩlﾘ���3���+ﾘ����b�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ� ��Vﾈ�8ﾖ�>ﾈｾi?ｩnﾉ(h匍2ﾓふ�ﾓ����

52 ��Vﾈ���3���,���32�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ� ��Vﾈ�8ﾖ�>ﾈｾi?ｩnﾉ(h匍2ﾓふ�ﾓ����

53 ��Vﾈ���3���+8���#b�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ� ��Vﾈ�8ﾖ�>ﾈｾh什nﾉ(h匍2ﾓ��ｨ�����

54 伜(ﾆ��������,ﾘ��涛��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ� ��Vﾈ�8ﾖ�>ﾈｾi?ｩnﾉ(h匍2ﾓふ�ﾓ����

55 傲9>ﾈ���3���+x��c#��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ� ��Vﾈ�8ﾖ�>ﾈｾi?ｩnﾉ(h匍2ﾓ�ｨ�����

56 傲9>ﾈ�������,ﾘ��c#��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ� ��Vﾈ�8ﾖ�>ﾈｾi?ｩnﾉ(h匍2ﾓぺ6s��ﾂ�



明和土木興業株式会社　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 048-798-6684

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

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

2 ��Xｷｸ�������,ﾓ��32�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領家2-3「2 

3 ��Xｷｸ�������,ﾓ��3B�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼiiX�檍���埼玉県川口市束領家2-3-12 

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

5 ��Xｷｸ�������,ﾓ�#3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領豪2-3-12 

6 ��Xｷｸ��'S����,ﾓ�##��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県=I口市束領家2-3-12 

7 ��Xｷｸ��)｣����,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輸3-12 

8 ��Xｷｸ�������,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2-3-12 

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

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

11 ��Xｷｸ�������,ﾘ��#3sb�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領家2-3葵12 

12 ��Xｷｸ�������,ﾓ���R�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼh鏸�檍���埼玉県川口市東領家2-3置12 

13 ��Xｷｸ�������,ﾘ��#3sr�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領家2-3-12 

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

15 ��Xｷｸ���3���+8��#�3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県月旧市束領家2-3-12 

16 ��Xｷｸ���3���+���#33��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼiiY?8檍���一埼玉県川口市束領家2-3-12 

う7 ��Xｷｸ���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2-3「2 

18 ��Xｷｸ���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2-3「2 

19 ��Xｷｸ�������,ﾓ�CS��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領家2-3「2 

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

21 ��Xｷｸ�������,ﾘ��3�{澱�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領家2-3-12 

22 ��Xｷｸ���S����,ﾓ��C��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東嶺家2-3-12 

23 ��Xｷｸ���3���+8��#�3��ダンプ 冖驢�7冦�5Io(ｩH�檍���埼玉県川口市東嶺家2-3-12 

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

25 ��Xｷｸ���3���+8��#�32�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領家2-3「2 

26 ��Xｷｸ���3���+8��#c3��ダンプ 冖驢�7冦�5Io(ｩH�檍���埼玉県川口市束領家2-3-12 

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



有限会社那須興業　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 048-225-0271

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��Xｷｸ�������,ﾘ��#3s��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��=��ｸｻｸｼb�埼玉県川口市東領家1「1-16 

2 ��Xｷｸ�������,ﾘ��c���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��=��ｸｻｸｼb�埼玉県川口市東嶺家十1ト16 

3 ��Xｷｸ�������,ﾘ��#cc2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��=��ｸｻｸｼb�埼玉県川口市東領家1-11-16 

4 ��Xｷｸ�������,ﾘ��Cィ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��=��ｸｻｸｼb�埼玉県川口市束領豪1-11-16 

5 ��Xｷｸ�������,ﾘ��C溢｢�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��=��ｸｻｸｼb�埼玉県Jl旧市東領家1-1仁16 

6 ��Xｷｸ�������,ﾘ��#sC��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��=��ｸｻｸｼb�埼玉県川口市束領家1-1十16 

7 ��Xｷｸ�������,ﾓ�#S��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 

8 ��Xｷｸ�������,ﾓ�#S"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��=��ｸｻｸｼb�埼玉県川口市束領家十1ト16 



株式会社オガタ商事　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 048-996細5556

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 偸I?ｩYC�����,ﾘ��)｣��｣��ダンプ 乘H�檍��4�4ｸ5顫H饕�埼玉県八潮市八潮3「了-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3-17-27 

5 偸I?ｩYH��,�����,ﾘ��#�S2�ダンプ 乘H�檍��4�4ｸ5顫H饕�埼玉県八潮市八潮3-17-27 

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3-17-27 



東和工業有限会社　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 048-486-61 91

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�事体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 傀ｩ�(���3���+8��s���ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎itﾈﾌ�檍���埼玉県朝霞市宮戸4「鵬61 

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4-10-261 

3 傀ｩ�(���3���+8��s�B�ダンプ �8ﾉ��ﾔ駅Itﾈﾌ�檍���埼玉県朝霞市宮戸4-10-261 

4 傀ｩ�(���3���+8��s���ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎itﾈﾌ�檍���埼玉県朝霞市宮戸4-10-261 

5 傀ｩ�(���3���+x��s�R�ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎itﾈﾌ�檍���埼玉県朝霞市宮戸4一博「261 



有限会社異境　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先‥ 048-480-361 1

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�草体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 �.又は名称 

1 偸I?ｩYC�����,ﾘ��###��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾕx鳴�埼玉県新座市野火止5-2-1-1113 

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-ト1113 

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 



有限会社キ舛マ建材興業　　　　　　　　　　　　　連絡先: 03-3629-98了4

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��ｹzx�������+ｸ��#s��ダンプ 忠tﾂ�4ﾈ5�8H7ﾘﾉｨﾝ霆ｸｼb�東京都足立区中川4-8-7 

2 ��ｹzx�������+���S3B�ダンプ 忠tﾂ�4ﾈ5�8H7ﾘﾉｨﾝ霆ｸｼb�東京都足立区中川4-8-7 

3 �.越x�������+���#鉄B�ダンプ 忠tﾂ�4ﾈ5�8H7ﾘﾉｨﾝ霆ｸｼb�東京都足立区中川4-8-7 



有限会社武勇興業　　　　　　　　　　　　　連絡先:048-797葛2566 

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

1 ��Xｷｸ�������+x�����"�ダンプ 忠tﾂ兀�tXｻｸｼb�埼玉県さいたま市岩椒区大字浮谷1140-10 



大審工業株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 048-259-01 59

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

l ��Xｷｸ�������*���s����ダンプ ��Y)慰鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4-15-6 

2 ��Xｷｸ�������*���s��"�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4-15-6 

3 ��Xｷｸ�������*���s��2�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木牛15-6 

4 ��Xｷｸ�������*���s��B�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4-15-6 

5 ��Xｷｸ�������*���s��R�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4-15-6 

6 ��Xｷｸ�������*���s��b�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4-15-6 

7 ��Xｷｸ�������*���s��r�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4-15-6 

8 ��Xｷｸ�������*���s����ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4-15-6 

9 ��Xｷｸ�������*���s����ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4-15-6 

う0 ��Xｷｸ�������*���{塔#��ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4「5-6 

11 ��Xｷｸ�������*���s�#��ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4-了5-6 

12 ��Xｷｸ�������*���s�#"�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4-15-6 

13 ��Xｷｸ�������*���{塔#2�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4-15-6 

14 ��Xｷｲ������*���s�#B�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県11旧市並木4-15-6 

15 ��Xｷｸ�������*���s����ダンプ ��YLｸﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4-15-6 

16 ��Vﾈ���3���/����b�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4-15重6 

17 ��Vﾈ���3�*����{��ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4-15-6 

18 ��Vﾈ���9)ｨ��*h�����ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍��� 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

19 ��Vﾈ���3���+������ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4-15-6 

20 ��Vﾈ���3��*H��#��ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4「5-6 

21 ��Vﾈ���3���*ﾘ��(�R�ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4-15置6 

22 ��Vﾈ���3�*���#"�ダンプ ��YLｸﾔ鮎hｩH�檍��� 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9¥�mォ�SRﾓb�

23 ��Vﾈ���3���*���#2�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県」細旧市並木4-15-6 

24 ��Vﾈ���3(��*(��#B�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4-15-6 

25 ��Vﾈ���3���+���(*ｲ�ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4-15-6 

26 ��Vﾈ���3���*���#b�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4-15-6 

27 ��Vﾈ���3���*ｸ��#r�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4-1う-6 

28 ��Vﾈ���3���*(��#��ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍��� 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

29 ��Vﾈ���3���*h��#��ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍��� 俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

30 ��Vﾈ���3�*(��3��ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍��� 俥仂ｨﾊt綿ｸﾈ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

31 ��Vﾈ���3�*(��3��ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���俥仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�



大審工業株式会社　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:048-259葛01 59

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

32 ��Vﾈ���3���*h��3"�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4-15-6 

33 ��Vﾈ���8,H��*(��32�ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4-15-6 

34 ��Vﾈ���8�X*(��3B�ダンプ ��X��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4-15-6 

35 ��Vﾈ���3���*h��3R�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4-1さ-6 

36 ��Xｷｸ���3���*h��3b�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4-15-6 

37 ��Xｷｸ���3���*ｸ��3r�ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4-15-6 

38 ��Xｷｸ���3���*���3��ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4「5-6 

39 ��Xｷｸ���3���*ｸ��3��ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4-15-6 

40 ��Xｷｸ���3���*ｸ��C��ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4-15-6 

41 ��Xｷｸ���3���*���C��ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4-15-6 

42 ��Xｷｳ�3���*H��C"�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4-15-6 

43 ��Xｷｸ���3���*h��C2�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県11旧市並木4-15-6 

44 ��Xｷｸ���3�*���CB�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4-15-6 

45 ��Xｷｸ���3���*h��CR�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4-15-6 

46 ��Xｷｸ�������*�����C2�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4「6-6 

47 ��Xｷｸ�������*�����s��ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木牛15-6 



株式会社江添　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先‥ 03-3655-54了8

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��ｹzx�������,ﾘ��3Ssb�ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色ト3-1 

2 ��ｹzx�������,ﾘ��3S���ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色喜-3-1 

3 ��ｹzx�������,ﾘ��3�S��ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色ト3「 

4 ��ｹzx�������,ﾘ��3cc��ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色1-3-1 

5 ��ｹzx�������,ﾘ��#�3R�ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色十3-1 

6 ��ｹzx�������,ﾘ��##3��ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色1細3-1 

7 ��ｹzx�������,ﾘ��3��R�ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色十3-1 

8 ��ｹzx�������,ﾘ��##�"�ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色ト3-1 

9 ��ｹzx�������,ﾘ��##���ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色ト3「 

10 ��ｹzx�������,ﾘ��##3��ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色1-3-1 

11 ��ｹzx�������,ﾘ��##3"�ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色ト3-1 

12 ��ｹzx�������,ﾘ��3s3R�ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色十3-1 

13 14 ��ｹzx�������,ﾘ��3s3b�ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色十31 

足立　100　は　3766 �5�987b�株式会社江添 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�8自�c�ﾓ2ﾓ��

15 ��ｹzx�������,ﾘ��3scR�ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色1-3「 

16 ��ｹzx�������,ﾘ��3c���ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色1置3-1 

17 ��ｹzx�������,ﾘ��S�c��ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色ト3「 

18 ��ｹzx�������,ﾘ��#�CB�ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色十3-1 

19 ��ｹzx�������,ﾘ��#�C2�ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色十3「 

20 ��ｹzx�������,ﾘ��3cs��ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色十3「ノ 

21 ��ｹzx�������,ﾘ��CsS"�ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色1-3-1 

22 ��ｹzx���3���+8��S�SR�ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色l-31 

23 ��ｹzx�������,ﾘ��3cs��ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色1-3-1 

24 ��ｹzx��*C����,(��Scs��ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色1-3-1 

25 ��ｹzx�������,ﾘ��SSS"�ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色1-3-1 

26 ��ｹzx�������,ﾘ��SS���ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色ト3「 

27 ��ｹzx�������,ﾘ��SS���ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色1-3「 

28 ��ｹzx�������,ﾘ��ｩ�"�ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色十3-1 

29 ��ｹzx�������,ﾘ��SS���ダンプ 乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色1-31 

30 ��ｹzs�����,ﾘ��SC祷����5�987b�乘H�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色1-3-1 

31 ��ｹzs�����,ﾘ��SSS���5�987b�綿ｩH�檍��ﾕﾙ5��東京都江戸川区上一色ト3-1 



有限会社ケイテック　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 044-288-7644

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��ﾈﾞ��������*��イ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 

2 ��ﾈﾞ��������*���#�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 

3 ��ﾈﾞ��������*���C�コ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈1」憬川崎市川崎区千鳥町8-2 

4 ��ﾈﾞ��������*���C�ッ�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��������*���C�ビ�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��������*���Cs���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 

7 ��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 

8 ��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 

9 ��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 

10 ��ﾈﾞ��������*��S�b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈Ii憬川崎市川崎区千鳥町8-2 

11 ��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 

12 ��ﾈﾞ��������*���Cン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 

13 ��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 

14 ��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 神素月憬川崎市川崎区千鳥町8-2 

15 ��ﾈﾞ��������*��SSb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��

16 ��ﾈﾞ��������*���Cc3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市II崎区千鳥町8-2 

17 ��ﾈﾞ��������*���Cs3R�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 神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 神奈II惧川崎市」=崎区千鳥町8-2 神奈」i惧川崎市川崎区千鳥町8-2 神奈川県川崎市I事帽区千鳥町8-2 神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 神奈川県川崎前=崎区千鳥町8-2 神奈川県川崎耐t崎区千鳥町8-2 神奈川県川崎市川時庭千鳥町8-2 

18 ��ﾈﾞ��������*���Cs3b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��

19 ��ﾈﾞ��������*���3�#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��

20 ��ﾈﾞ��������*����(ｮﾂ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��

21 ��ﾈﾞ��������*���S��"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��

2之 ��ﾈﾞ��������*���S��2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��

23 姪ﾘﾞ��������*���S��R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��

之4 ��ﾈﾞ��������*���S��b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��

25 ��ﾈﾞ��������*���CS�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��

26 ��ﾈﾞ���*C����*���Cc3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��

27 ��ﾈﾞ��������*���S�3��●　ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��

28 ��ﾈﾞ��������*���S3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��5�486X6(4��



有限会社北建産業　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 0172-77-3305

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��)���������,ﾘ��#�#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橋元38-1 

2 ��)���������,ﾓ��#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矯元38「 

3 ��)���������,ﾓ�#Cb�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 

4 ��)���������,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「 

5 ��)���������,ﾘ��,H�3��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矯元38「 

6 ��)���������,ﾓ�塔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起稿元38-1 

7 ��)���������,ﾘ��#�3r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽都柳町舘野越橋元38「 

8 ��)���������,ﾘ��#�#2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｹ¥x蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越橋元381 

9 ��)���������,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権元38-1 

10 ��)���������,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38-1 

11 ��)���������,ﾘ��#�h,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起稿元38-1 

12 ��)���������,ﾘ��EcCc��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 

13 ��)���������,ﾘ��#Csb�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 

14 ��)���������,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38-1 

15 ��)���������,ﾘ��#S�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 

16 ��)���������,ﾘ��#S#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「 

17 ��)���������,ﾘ��#Y{几��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 

18 ��)���������,ﾘ��#S湯�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 

19 ��)���������,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 

20 ��)���������,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橋元38-1 

21 ��)���������,ﾘ��#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38-1 

22 ��)���������,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38-1 

23 ��)���������,ﾘ��#sC��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「 



山良建設株式会社　　　　　　　　　　　　　　連絡先:03-3489-7137 

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

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

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

3 ��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十12-13 

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

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

6 ��ﾙh��������*���#�s2�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見出2-13 

7 ��ﾙh��������*���#�sB�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見十12-13 

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

9 ��ﾙh��������*���#S3b�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見ト12-13 

10 ��ﾙh��������*���#S3r�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見ト12「3 

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

1.2 ��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「2-1亀 

13 ��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十丁2「雷 

14 ��ﾙh���'S����*���3��B�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見ト12「3 



阿仁建材工業株式会社　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 048-224-5473

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��Xｷｸ�������,ﾓ�#C2�ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hｩH�檍���埼玉県川口市弥平ト13-6 

2 ��Xｷｸ�������,ﾓ�#CB�ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hｩH�檍���埼玉県川口市弥平子13-6 

3 ��Xｷｸ�������,ﾓ�3C��ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hｩH�檍���埼玉県川口市弥平1-13-6 

4 ��Xｷｸ�������,ﾘ��,C3C2�ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hｩH�檍���埼玉県II旧市弥平子13-6 

5 ��Xｷｸ�������,ﾘ��)｣c���ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hｩH�檍���埼玉県川口市弥平1-13-6 

6 ��Xｷｸ�������,ﾓ�cSR�ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hｩH�檍���埼玉県川口市弥平子13-6 

7 ��Xｷｸ�������,ﾘ��#�閲��ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hｩH�檍���埼玉県川口市弥平1-13-6 

8 ��Xｷｸ�������,ﾘ��#�モ�ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hｩH�檍���埼玉県川口市弥平1-13-6 

9 ��Xｷｸ�������,ﾘ��#c澱�ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hｩH�檍���埼玉県川口市弥平1-13-6 

10 ��Xｷｸ�������,ﾘ��3#�R�ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hｩH�檍���埼玉県川口市弥平ト13-6 

11 ��Xｷｸ�������,ﾘ��3#�b�ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hｩH�檍���埼玉県川口市弥平ト13-6 

12 ��Xｷｸ�������+x�������ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hｩH�檍���埼玉県川口市弥平十13-6 

13 ��Xｷｸ���3���,ﾈ��涛��ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hｩH�檍���埼玉県川口市弥平1-13-6 



株式会社義建　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:03-5664-3383 

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘh�����ﾈ��Lx��諍w��(,ﾈ��kﾂ�剋g用者の住所 
又は車両番号 �,ﾈﾆ��2�又は名称 

1 ��ｹzx����+x��*ﾘ����ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2-丁2-6 

2 ��ｹzx�������+�����2�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2-事2-6 

3 ��ｹzx���3�*h��B�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2「2-6 

4 ��ｹzx�������+�����R�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町212葛6 

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

6 ��ｹzx���3���+�������ダンプ 乘H�檍��ｶ9���東京都江戸川区春江町2「2-6 

7 ��ｹzx���3�*������ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2「2-6 

8 ��ｹzx���3���*h������ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2-12-6 

9 ��ｹzx���9)ｨ��*���"�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2「2-6 

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

丁1 ��ｹzx���3���*������ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2-12-6 

12 ��ｹzx���3���*H���"�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2-12-6 

13 ��ｹzx��)｣3���*H���2�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江吋打2-6 

14 ��ｹzx����h��/�����ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町二丁目12-6 

十5 ��ｹzx����H��*�����2�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町二丁目12-6 



松島運輸株式会社　　　　　　　　　　　　　　　連絡先‥ 03-3247-0401

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

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2-25-13 

2 �ｹF��������*���Ec3湯�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

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

4 �ｹF������*津#S�r�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葵13 

6 �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 

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

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

9 �ｹF����3���*���y)｣s��ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-「3 

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

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

12 �ｹF��������*���#鼎R�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区塙里2-25-13 

13 ��ﾙh��������,ﾓ�CC2�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 



有限会社高野建材　　　　　　　　　　　　　　連絡先‥048-266-5251 

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

1 ��Xｷｸ���3���+8���#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ�����ﾞ仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�8�ﾘ)m�"ﾓ���SBﾓC�b�

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

3 偸I?ｩYH��銈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葛10-14-406 

4 偸I?ｩYC�3���+��32�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市芝高木2「0-14-406 

5 偸I?ｩYC�3���+8���3B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市芝高木2「0「4輸406 

6 偸I?ｩYC�����+x���#3"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県月旧市芝高木2-10「4-406 

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210-14-406 

8 偸I?ｩYC�3���+ｸ��#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市芝高木2「0-14-406 

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2-1014-406 



有限会社晃真興業　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 045-507-0070

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

・1 ��89h蕪�����,ﾓ�S���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子36-2」201 

2 ��89h蕪�����,ﾘ����2�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1-36-2-201 

3 僭�-����3���,ﾈ��CB�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1-36-2-201 

4 ��Vﾈ��*C����,ﾘ��Cc�"�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子38-2-201 



有限会社丸和工業　　　　　　　　　　　　　　連絡先:03-3853-6961

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

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

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

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

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



豊島土木株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 048-954-0451

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 偸I?ｩYC�����,ﾘ��CSr�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���埼玉県三郷市新和四丁目504番地 

2 偸I?ｩYC�����,ﾘ��CC2�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���埼玉県三郷市新和四丁目504番地 

3 偸I?ｩYC�����,ﾘ��C3��ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���埼玉県三郷市新和四丁目504番地 

4 偸I?ｩYC�����,ﾘ��C#��ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���埼玉県三郷市新和四丁目504番地 

5 偸I?ｩYC�����,ﾘ��C�"�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���埼玉県三郷市新和四丁目504番地 

6 偸I?ｩYC�����,����R�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���埼玉県三郷市新和四丁目504番地 

7 偸I?ｩYC�����,ﾓ���b�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���埼玉県三郷市新和四丁目504番地 

8 偸I?ｩYC�����,ﾓ�馗�{��ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���埼玉県三郷市新和四丁目504番地 

9 偸I?ｩYC�����,ﾓ�CC��ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���埼玉県三郷市新和四丁目504番地 

10 偸I?ｩYC�����,ﾓ�C3R�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���埼玉県三郷市新和四丁目504番地 

11 偸I?ｩYC�����,ﾓ�C3b�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���埼玉県三郷市新和四丁目504番地 

12 偸I?ｩYC�����,ﾘ��#cC2�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���埼玉県三郷市新和四丁目504番地 

13 偸I?ｩYC�3���+3���2�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���埼玉県三郷市新和四丁目504番地 

14 偸I?ｩYC�3���+3���B�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���埼玉県三郷市新和四丁目504番地 

15 偸I?ｩYC�3���+8������ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���埼玉県三郷市新和四丁目504番地 

16 偸I?ｩYC�3���+8������ダンプ 囘ﾉF�7冦茜H�檍���埼玉県三郷市新和四丁目504番地 

17 偸I?ｩYC�3���+3�����ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���埼玉県三郷市新和四丁目504番地 

18 偸I?ｩYC�3���+x��#c#b�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���埼玉県三郷市新和四丁目504番地 

19 偸I?ｩYC�3���+���c���ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���埼玉県三郷市新和四丁目504番地 

20 偸I?ｩYC�3���+�������ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���埼玉県三郷市新和四丁目504番地 

21 偸I?ｩYC�3���+������ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���埼玉県三郷市新和四丁目504番地 

22 偸I?ｩYC�3���+ﾘ��{����ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���埼玉県三郷市新和四丁目504番地 

23 偸I?ｩYC�3���,��������5�987b�囘ﾉ8y7冦茜H�檍������ﾞ仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9�i��賈)ｩm｣S�IMI&��



株式会社トシマ　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 03-3608-8741

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 偸I?ｩYC�3���*������ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元一丁目21番2号 

2 偸I?ｩYC�3���*������ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元-丁目21番2号 

3 偸I?ｩYC�3���*����"�ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元一丁目21番2号 

4 偸I?ｩYC�3���*���)｣��2�ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元一丁自21番2号 

5 偸I?ｩYC�3���*���ィ�ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元一丁目21番2号 

6 偸I?ｩYC�3���*���コ�ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元一丁目21番2号 

7 偸I?ｩYC�3���*���ビ�ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元一丁昌之1番2号 

8 偸I?ｩYC�3���*���モ�ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元一丁目21番2号 

9 偸I?ｩYC�3���*���ヲ�ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元一丁目21番2号 

10 偸I?ｩYC�3���+3�����ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元一丁目21番2号 

11 偸I?ｩYC�3���+x��#c#b�ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元一丁目21番2号 

12 偸I?ｩYC�3���+�������ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元一丁目21番2号 

13 偸I?ｩYC�3���+������ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元一丁目21番2号 

14 偸I?ｩYC�3���+ﾘ��s���ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元一丁目21番2号 

15 偸I?ｩYC�3���,�������ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元一丁目21番2号 

16 偸I?ｩYC�3���,ﾘ��#cC2�ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元一丁目21番2号 



有限会社アダム企画　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 048-281-9845

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��Xｷｳ���,ﾓ#s�R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��4�5�8�ｮ�b�埼玉県川口市鳩ヶ谷桜町3-9-11 

2 ��Xｷｳ���,ﾓ#c3"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��4�5�8�ｮ�b�埼玉県川口市鳩ヶ谷桜町3-9「1 

3 ��Xｷｳ���,ﾓ#s�R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��4�5�8�ｮ�b�埼玉県川口市鳩ヶ谷桜町3-9-11 

4 ��Xｷｳ���,ﾓ#c3"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��4�5�8�ｮ�b�埼玉県川口市鳩ヶ谷桜町3-9-11 



有限会社伊藤総菜　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 03葛5659-9932

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

「 ��ｹzx�������,�������ダンプ �ｸ嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2-43-4 

2 ��ｹzx�������+ｸ��##"�ダンプ �ｸ嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2置43-4 

3 ��ｹzx�������,ﾈ��332�ダンプ �ｸ嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2-43-4 

4 ��ｹzx���3���+8��CCB�ダンプ �ｸ嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2-43-4 

5 ��ｹzx�������+���SSR�ダンプ �ｸ嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2-43-4 

6 ��ｹzx���3���+���ccb�ダンプ �ｸ嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2-43-4 

7 ��ｹzx�������-���ssr�ダンプ �ｸ嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2-43-4 

8 ��ｹzx�������+ﾘ��ャ��ダンプ �ｸ嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2-43-4 

9 ��ｹzx���3���+ｸ��涛��ダンプ �ｸ嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2-43-4 

10 ��ｹzx���3���+8��s�2�ダンプ �ｸ嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2-43-4 

11 ��ｹzx���3���+8��{都��ダンプ �ｸ嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2-43-4 

12 ��ｹzx���3���+8��s���ダンプ �ｸ嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2葛43-4 

13 ��ｹzx���3���+8��s���ダンプ �ｸ嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2-43-4 

14 ��ｹzx���3���+8��s�"�ダンプ �ｸ嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2-43-4 

15 ��ｹzx�������,ﾘ��#s#2�ダンプ �ｸ嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2-43-4 

丁6 ��ｹzx���3���,h�����ダンプ �ｸ嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2葛43-4 

17 做ｸ躡nﾃ�3���,ﾘ�����ダンプ �ｸ嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2-43-4 

18 做ｸ躡nﾃ�3���,������ダンプ �ｸ嫌:��ﾘｼb�東京都江戸川区鹿骨2-43-4 

19 做ｸ躡nﾃ�����.x��sB�ダンプ �ｸ嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2-43-4 

20 ��ｹzx�������,ﾘ��3�ィ�ダンプ �ｸ嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2-伸葛4 

21 ��ｹzx���3���+ﾘ��s#��ダンプ �ｸ嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2-43-4 

22 ��ｹzs�3���+ﾒ�#��ダンプ �ｸ嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2一偶-4 



有限会社東京プランニング　　　　　　　　　　　　　連絡先: 03-5659-9932

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb� 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名 剋g用者の住所 ��
又は車両番号 劔iH,ﾙkﾈ��

1 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ��S�� �5�987b�㈲東京プランニング 剴結椏s江戸川区中葛西5-16-2-107 ��

2 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ��c�� �5�987b�㈲東京プランニング 剴結椏s江戸川区中葛西5「6-2-107 ��

3 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ��c�� �5�987b�㈲東京プランニング 剴結椏s江戸川区中葛西5-16-2-107 ��

4 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ��cb� �5�987b�㈲東京プランニング 剴結椏s江戸川区中葛西5-16-2-107 ��

5 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ��cr� �5�987b�㈲東京プランニング 剴結椏s江戸川区中葛西5-16-2-107 ��

6 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ��c�� �5�987b�㈲東京プランニング 剴結椏s江戸川区中葛西5「6-2-107 ��

7 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ��s�� �5�987b�㈲東京プランニング 剴結椏s江戸川区中葛西5-16-2「07 ��

8 9 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ��s"� �5�987b�㈲東京プランニング 剴結椏s江戸川区中葛西5「6-2-10了 ��

習志野100　は1173 ��ダンプ �ｹ8ﾈｹ�7h8�986ｨ984���8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃRﾓ�bﾓ"ﾓ��r�

10 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�3SB� �5�987b�㈲東京プランニング 剴結椏s江戸川区中葛西5-16-2「07 ��

11 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�3コ� �5�987b�㈲東京プランニング 剴結椏s江戸川区中幕西軍-16-2-107 

12 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�3�"� �5�987b�㈲東京プランニング 剴結椏s江戸川区中葛西5-16-2「07 ��

13 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�3�2� �5�987b�㈲東京プランニング 剴結椏s江戸川区中葛西5-16-2-107 ��

14 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�3釘� �5�987b�㈲東京プランニング 剴結椏s江戸川区中葛西5-16-2-107 ��

15 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�S�R� �5�987b�㈲東京プランニング 剴結椏s江戸川区中葛西5-16-2「07 ��

16 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�S�b� �5�987b�㈲東京プランニング 剴結椏s江戸川区中葛西516-2-107 ��

17 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�S�r� �5�987b�㈲東京プランニング 剴結椏s江戸川区中葛西5「6-2-107 ��

18 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�S��� �5�987b�㈲東京プランニング 剴結椏s江戸川区中葛西5-16葛2「0了 ��

19 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�S#���5�987b�㈲東京プランニング 剴結椏s江戸川区中葛西5-16-2-107 ��

20 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�SS���5�987b�㈲東京プランニング 剴結椏s江戸川区中葛西5「6-2葛107 ��

21 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�SS"��5�987b� �ｹ8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2-う07 ��

22 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�Y���5�987b�㈲東京プランニング 剴結椏s江戸川1区中葛西5-16-2-107 ��

23 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�SSB��5�987b�㈲東京プランニング 剴結椏s江戸川区中葛西5「6-2-107 ��

24 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�Xｩ���5�987b�㈲東京プランニング 剴結椏s江戸川区中葛西5-16-2-107 ��

25 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ���R��5�987b� �ｹ8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2-107 ��

26 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ���b��5�987b� �ｹ8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5「6-2-107 

27 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�ピR��5�987b� �ｹ8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2「07 

28 ��ｹzx�������,ﾘ��#SsB��5�987b� �ｹ8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2「07 

29 ��ｹzx�������,ﾘ��#SsR��5�987b� �ｹ8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2-107 

30 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ���"��5�987b� �ｹ8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2-107 

31 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ��#3モ��5�987b� �ｹ8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2「07 

巨2 綿�^3���,ﾓ#3ヲ��5�987b� �ｹ8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2-107 

l33 仄x躡nﾃ���,ﾓ#C湯��5�987b� �ｹ8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2-107 



株式会社小原工業●　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 047-328-3933

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��ｹzx���3���*ﾘ�������ダンプ �ｨ抦ﾋHﾔ鮎b�千葉県市川市原木4-喜5 

2 ��ｹzx���3���*����"�ダンプ �ｨ抦ﾋHﾔ鮎b�千葉県市川市原木4「5 

3 ��ｹzx���3���*c���2�ダンプ �ｨ抦ﾋHﾔ鮎b�千葉県市川市原木4-15 

4 ��ｹzx���3���*H��)､�B�ダンプ �ｨ抦ﾋHﾔ鮎b�千葉県市川市原木4-う5 

5 ��ｹzx���3���*c���R�ダンプ �ｨ抦ﾋHﾔ鮎b�千葉県市川市原木4-15 

6 ��ｹzx���3���*C���b�ダンプ �ｨ抦ﾋHﾔ鮎b�千葉県市川市原木4「5 

7 ��ｹzx��{�3���*#���r�ダンプ �ｨ抦ﾋHﾔ鮎b�千葉県市川市原木4-15 

8 ��ｹzx���3���*������ダンプ �ｨ抦ﾋHﾔ鮎b�千葉県市川市原木415 千葉県市川市原木4-15 千葉県市川市原木4-15 千葉県市川市原木4「5 千葉県市川市原木4「5 

9 ��ｹzx���3���*#�����ダンプ �ｨ抦ﾋHﾔ鮎b�

10 ��ｹzx���3���*C�����ダンプ �ｨ抦ﾋHﾔ鮎b�

11 ��ｹzx���S3���*������ダンプ �ｨ抦ﾋHﾔ鮎b�

12 ��ｹzx���3���*c���S"�ダンプ �ｨ抦ﾋHﾔ鮎b�



株式会社三尾アドバンス　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 03-374ト81 50

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 儼��ﾈ���3���+x��S2�ダンプ �ｨ蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽田1-27-4-601 

2 儼��ﾈ�������,ﾓ�S�r�ダンプ �ｨ蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽田ト27-4-601 



有限会社松田商会　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 03-5607葛2035

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��ｹzx��*C����.x��32�ダンプ �ｸ鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2-31-47 

2 ��ｹzx�������.x��3R�ダンプ �ｸ鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2-31-47 

3 ��ｹzx���3���+x��3B�ダンプ �ｸ鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2-31-47 

4 ��ｹzx���3���+8���Cr�ダンプ �ｸ鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西環江2-3ト47 

5 ��ｹzx���3���+ｸ��3"�ダンプ �ｸ鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2-31-47 

6 ��ｹzx���3���+ﾘ��3��ダンプ �ｸ鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2-3ト47 

7 ��Xｷｸ���3���+���3r�ダンプ �ｸ鉑68ⅸ橙�凍京都江戸川区西瑞江2-3ト47 

8 ��Xｷｸ���3���,H��3b�ダンプ �ｸ鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2-3ト47 

9 ��Xｷｸ���3���+s�C��ダンプ �ｸ鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2-31-47 

10 亅�wH���3���+x��3SB�ダンプ �ｸ鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2-3十47 

1† ��ywH���3���+s�#3��ダンプ �ｸ鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2-3ト47 

12 ��ywH���3���+x��#�3b�ダンプ �ｸ鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2-31-47 

13 ��ywH���3���+x��3�R�ダンプ �ｸ鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2-3ト47 



幸和建設興業株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先二0473-62-3339

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 冢ﾉ68������+8��ンR�ダンプ 儘ｹ��ﾉｩ�ﾘｻｸｼhx｢�千葉県松戸市仲井町3-18-2 

2 冢ﾉ68�������,ﾘ��3釘�ダンプ 儘ｹ��ﾉｩ�ﾘｻｸｼhx｢�千葉県松戸市仲井町3「8-2 

3 冢ﾉ68�������,ﾘ��3迭�ダンプ 儘ｹ��ﾉｩ�ﾘｻｸｼhx｢�千葉県松戸市仲井町3-18-2 

4 冢ﾉ68�������,ﾘ��C#��ダンプ 儘ｹ��ﾉｩ�ﾘｻｸｼhx｢�千葉県松戸市仲井町3-18-2 

5 冢ﾉ68�������,ﾘ��C#��ダンプ 儘ｹ��ﾉｩ�ﾘｻｸｼhx｢�千葉県松戸市仲井町3-18-2 

6 冢ﾉ68�������,ﾘ��cS"�ダンプ 儘ｹ��ﾉｩ�ﾘｻｸｼhx｢�千葉県松戸市仲井町3-18-2 

7 冢ﾉ68�������,ﾘ��ン2�ダンプ 儘ｹ��ﾉｩ�ﾘｻｸｼhx｢�千葉県松戸市仲井町3-18-2 

8 冢ﾉ68�������,ﾘ��ンB�ダンプ 儘ｹ��ﾉｩ�ﾘｻｸｼhx｢�千葉県松戸市仲井町3-18-2 

9 做ｸ躡nﾃ�3���+ｸ���"�ダンプ �i��ﾉｩ�ﾘｻｸｼhx｢�千葉県松戸市仲井町3「8-2 



エステートサービス株式会社　　　　　　　　　　　　連絡先こ03-3806-2572

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾘ鋹{ﾉMHﾘb�車体の形状　轄諸宗名　　　使用者の住所 

l ��ｹzx���3���*���s���ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5�｢�東京都江東区塩見1-16-3 

2 ��ｹzx���3���*���sC��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5�｢�東京都江東区塩見ト16-3 

3 ��ｹzx���3���*���sc��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5�｢�東京都江東区塩見ト16-3 

4 ��ｹzx���3���*(��s3��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5�｢�東京都江東区塩見1-16-3 

5 ��ｹzx���3���*(��sS��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5�｢�東京都江東区塩見十16-3 

6 ��ｹzx���3���*(��ss��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5�｢�東京都江東区塩見十16-3 

7 ��ｹzx���3���*H������ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5�｢�東京都江東区塩見1-重6-3 

8 ��ｹzx���3���*H���#��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5�｢�東京都江東区塩見ト16-3 

9 ��ｹzx���3���*����3��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5�｢�東京都江東区塩見1-16賀3 

10 ��ｹzx���3���*ﾘ������ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5�｢�東京都江東区塩見ト了6-3 

11 ��ｹzx���3���*ﾘ��s���ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5�｢�東京都江東区塩見出6-3 

12 ��ｹzx���3���+8��ャ��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5�｢�東京都江東区塩見ト16-3 

13 ��ｹzx���3���+8�����"�ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5�｢�東京都江東区塩見十16-3 

14 ��ｹzx���3���+8��ピ��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5�｢�東京都江東区塩見ト16-3 

15 ��ｹzx���3���+8��ツ��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5�｢�東京都江東区塩見十16-3 

16 ��ｹzx���3���+x�������ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5�｢�東京都江東区塩見ト16-3 

17 ��ｩf��������,ﾘ��3cy{��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5�｢�東京都江東区塩見ト16-3 

18 ��ｩlﾘ�������,ﾘ��#S迭�ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5�｢�東京都江東区塩見ト16置3 

19 儼��ﾈ�������*���Ss3R�ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5�｢�東京都江東区塩見ト16-3 



佐藤商運有限会社　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 03-3689-2768

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��ｹzx���3���*(��s��ダンプ 俚):�ⅸ戊xｲ�東京都江戸川区南葛西6-16-6 

2 ��ｹzx���3���*(�����ダンプ 俚):�ⅸ戊xｲ�東京都江戸川区南葛西6「6-6 

3 ��ｹzx���3���*(�����ダンプ 俚):�ⅸ戊xｲ�東京都江戸川区南葛西6「6-6 

4 ��ｹzx���3���*h��c��ダンプ 俚):�ⅸ戊xｲ�東京都江戸川区南葛西6-16-6 

5 ��ｹzx���3���*���3��ダンプ 俚):�ⅸ戊xｲ�東京都江戸川区南葛西6-16-6 

6 ��ｹzx���3���*ﾘ��#��ダンプ 俚):�ⅸ戊xｲ�東京都江戸川区南葛西6-16-6 

7 ��ｹzx���3���*ﾘ��S��ダンプ 俚):�ⅸ戊xｲ�東京都江戸川区南葛西6-16-6 

8 ��ｹzx���3���*������ダンプ 俚):�ⅸ戊xｲ�東京都江戸川区南葛西6-16-6 



有限会社ヒガ)十レーディング　　　　　　　　　　　連絡先: 044-280-1 321

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

1 ��ﾈﾞ��������*��c�2�ダンプ 忠tﾂ�7�4ｨ8ｨ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��川崎市川崎区大師本町6-11 

2 ��ﾈﾞ��������*��c釘�ダンプ 忠tﾂ�7�4ｸ6ﾘ6x8ﾈ�ｸ6h4(984��川崎市川崎区大師本町6「1 

3 ��ﾈﾞ��������*���#3c"�ダンプ 忠tﾂ�7�4ｨ8ｨ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��川崎市川崎区大師本町6-11 

4 ��ﾈﾞ��������*���#3c2�ダンプ 忠tﾂ�7�4ｸ6ﾘ�8ﾈ�ｸ6h4(984��川崎市川崎区大師本町6-11 

5 ��ﾈﾞ��������*���#s���ダンプ 忠tﾂ�7�4ｸ6ﾘ抦8ﾈ�ｸ6h4(984��川崎市川崎区大師本町6-11 

6 ��ﾈﾞ��������*���#s���ダンプ 忠tﾂ�7�4ｲ�6x8ﾈ�ｸ6h4(984��川崎市川崎区大師本町6-11 

7 ��ﾈﾞ��������*���C�Cb�ダンプ 忠tr�7�4ｸ6ﾘ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��川崎市川崎区大師本町6-11 

8 ��ﾈﾞ��������*���C�32�ダンプ 忠tﾂ�7�4ｨ8ｨ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��川崎市川崎区大師本町6-1丁 

9 ��ﾈﾞ��������*���CC�"�ダンプ 忠tﾂ�7�4ｨ8ｩ��8ﾈ�ｸ6X4(984��川崎市川崎区大師本町6-11 

10 ��ﾈﾞ��������*���CS�R�ダンプ 忠tﾂ�7�4ｨ8ｨ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��川崎市川崎区大師本町6「1 

11 ��ﾈﾞ��������*���Cc�B�ダンプ 忠tﾂ�7�4ｨ8ｨ��6x8ﾈ�ｸ6h4(984��川崎市川崎区大師本町6-11 

12 ��ﾈﾞ��������*���C�3b�ダンプ 忠tﾂ�,h*�6ﾘ抦8ﾈ�ｸ6h4(984��川崎市川崎区大師本町6「1 

13 ��ﾈﾞ��������*���C�3r�ダンプ 忠tﾂ�7�4ｨ8ｨ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��川崎市川崎区大師本町6-11 

14 ��ﾈﾞ��������*���S����ダンプ 忠tﾂ�7�4ｨ8ｨ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��川崎市川崎区大師本町6-11 

15 ��ﾈﾞ��������*���S�)ｨｮﾂ�ダンプ 忠tﾂ�7�4ｨ8ｨ�8ﾈ�ｸ6h4(984��川崎市川崎区大師本町6「1 

16 �i78ｷｳ�����,ﾘ��CS���ダンプ 忠tﾂ�7�4ｨ8ｨ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��川崎市川崎区大師本町6○○1 

17 �i78ｷｳ�����,ﾘ��CS�"�ダンプ �*ﾙtﾂ�7�4ｨ8ｨ6x8ﾈ�ｸ6h4(984��川崎市川崎区大師本町6「1 

18 �i78ｷｳ�����,ﾘｨｳCS�2�ダンプ 忠tﾂ�7�4ｨ8ｨ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��川崎市川崎区大師本町611 



株式会社秩父興業　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 043-228-8100

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��ywH�������.���SSR�ダンプ �ｩ(�X8ｻｸｼb�千葉奇縁区高田町1589-2 

2 ��ywH���3���-���涛��ダンプ �ｩ(�X8ｻｸｼb�千葉市緑区高田町1589-2 

3 ��ywH�������,ﾘ��Cs#2�ダンプ �ｩ(�X8ｻｸｼb�千葉市緑区高田町1589-2 

4 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�s�B�ダンプ �ｩ(�X8ｻｸｼb�千葉市緑区高田町1589-2 



有限会社高政興業　　　　　　　　　　　　　　連絡先:043-295-3756 

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

1 亅�wH�������,ﾘ��#ツ��ダンプ �ｸﾘ)�ﾘｻｸｼb�干葉市緑区越智町1158 千葉市緑区越智町1158 千葉市緑区越智町1158 千葉市緑区越智町1158 千葉市緑区越智町†158 

2 ��ywH�������,ﾘ��C�C��ダンプ �ｸﾘ)�ﾘｻｸｼb�

3 ��ywH�������,ﾘ��S田��ダンプ �ｸﾘ)�ﾘｻｸｼb�

4 ��ywH�������,ﾘ��c3���ダンプ �ｸﾘ)�ﾘｻｸｼb�

5 亅�wH������,ｸ��ンッ�ダンプ �ｸﾘ)�ﾘｻｸｼb�



株式会社バスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 045-51十3380

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��Vﾈ�������*������2�ダンプ �ｨ6�5�6r�横浜市鶴見区朝日町1-56 

2 ��Vﾈ�������*������B�ダンプ �ｨ6�5�6r�横浜市輯見区朝日町子56 

3 ��Vﾈ�������*������R�ダンプ �ｨ6�5�6r�横浜市籠見区朝日町十軍6 

.4 ��Vﾈ��*C����*������b�ダンプ �ｨ6�5�6r�横浜市鶴見区朝日町1-56 

5 ��Vﾈ�������*������r�ダンプ �ｨ6�5�6r�横浜市鶴見区朝日町1-56 

6 ��Vﾈ�������*�����#��ダンプ �ｨ6�5�6r�横浜市鶴見区朝日町子56 

7 ��Vﾈ�������*�����Cr�ダンプ �ｨ6�5�6r�横浜市鶴見区朝日町1-56 

8 ��Vﾈ�������*���鼎���ダンプ �ｨ6�5�6r�横浜市鶴見区朝日町ト56 

9 ��Vﾈ�������*���鼎#��ダンプ �ｨ6�5�6r�楼浜市鶴見区朝日町1-56 

10 ��Vﾈ�������*���鼎#"�ダンプ �ｨ6�5�6r�横浜市鶴見区朝日町1-56 

11 ��Vﾈ�������*ｸ��cS"�ダンプ �ｨ6�5�6r�横浜市蔑見区朝日町十56 

12 ��Vﾈ�������*ｸ��cS2�ダンプ �ｨ6�5�6r�横浜市鶴見区朝日町1-56 

13 ��Vﾈ�������*ｸ��cSB�ダンプ �ｨ6�5�6r�横浜市鶴見区朝日町十56 



有限会社保戸田総菜　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 03-5667-4874

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��ｹzx�������.x��#b�ダンプ �ｹ]ｸﾌｹ69�ﾘﾝ��東京都江戸川区中葛西7-23-1 

2 ��ｹzx�������.x��#r�ダンプ �ｹ]ｸﾌｹ69�ﾘﾝ��東京都江戸川区中葛西7-23-1 

3 ��ｹzx�������,ﾘ��3C3"�ダンプ �ｹ]ｸﾌｹ69�ﾘﾝ��東京都江戸川区中葛西7-23-1 

4 ��ｹzx���3���-ﾈ��sr�ダンプ �ｹ]ｸﾌｹ69�ﾘﾝ��東京都江戸川区中葛西7-231 

5 ��ｹzx��,S3���,ﾘ��,C#2�ダンプ �ｹ]ｸﾌｹ69�ﾘﾝ��東京都江戸川区中葛西7-231 

6 ��ｹzx�������-�������ダンプ �ｹ]ｸﾌｹ69�ﾘﾝ��東京都江戸川区中葛西7-23「 

7 ��ｹzx���3���+8��S����ダンプ �ｹ]ｸﾌｹ69�ﾘﾝ��東京都江戸川区中葛西了-23-1 

8 ��ｹzx�����,ｨ��モ�ダンプ �ｹ]ｸﾌｹ69�ﾘﾝ��東京都江戸川区中葛西7-23-1 



佐々木土木株式会社　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 03-3688-991 1

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��ｹzx�������*���ゴs��ダンプ 俚(�盈�7冦�｢�東京都江戸川区南葛西6-2-1 

2 ��ｹzx�������*ｸ��3s3B�ダンプ 俚(�盈�7冦�｢�東京都江戸川区南葛西6-2-1 

3 ��ｹzx�������*ｸ��3c���ダンプ 俚(�盈�7冦�｢�東京都江戸川区南葛西6-2-1 

4 ��ｹzx�������*���sS9)｢�ダンプ 俚(�盈�7冦�｢�東京都江戸川区南葛西6-2-1 

5 ��ｹzx�������*���sS3"�ダンプ 俚(�盈�7冦�｢�東京都江戸川区南葛西6-2「 

6 ��ｹzx�������*���sS3B�ダンプ 俚(�盈�7冦�｢�東京都江戸川区南葛西6-2-1 

7 ��ｹzx�������*ｸ��3c#��ダンプ 俚(�盈�7冦�｢�東京都江戸川区南葛西6-2-1 

8 ��ｹzx�������*���ゴッ�ダンプ 俚(�盈�7冦�｢�東京都江戸川区南葛西6-之-1 

9 ��ｹzx�������*ｸ��3c#��ダンプ 俚(�盈�7冦�｢�東京都江戸川区南葛西6-2-1 

10 ��ｹzx�������*���ゴ唐�ダンプ 俚(�盈�7冦�｢�東京都江戸川区南葛西6-2「 



有限会社アゲナ琉運　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 044-280-3568

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��ﾈﾞ��������*���3ャ"�ダンプ 忠tﾂ�4�5�6凛阨��川崎市川崎区池上町8-1 

2 ��ﾈﾞ��������*���#CCR�ダンプ、 忠tﾂ�4�5�6凛阨��川崎市川崎区池上町8-1 

3 ��ﾈﾞ���)｣����*���#sッ�ダンプ 忠tﾂ�4�5�6凛阨��川崎市川崎区池上町81 

4 ��ﾈﾞ����S����*���CS湯�ダンプ 忠tﾂ�4�5�6凛��｢�川崎市川崎区池上町8-1 

5 ��ﾈﾞ��������*���C#3��ダンプ 忠tﾂ�4�5�6凛�$"�川崎市川崎区池上町8「 

6 ��ﾈﾞ���*C����*���c唐�ダンプ 忠tﾂ�4�5�6凛��｢�川崎市川崎区池上町8-1 

7 ��ﾈﾞ��������*���3�C2�ダンプ 忠tﾂ�4�5�6凛阨��川崎市川崎区池上町8-1 

8 ��ﾈﾞ��������*��ン��ダンプ 忠tﾂ�4�5�6凛阨��川崎市川崎区池上町8-1 

9 ��ﾈﾞ��������*��#SB�ダンプ 忠tﾂ�4�5�6凛阨��川崎市川崎区池上町8-1 

10 ��ﾈﾞ��������*���3ピ��ダンプ 忠tﾂ�4�5�6凛阨��川崎市川崎区池上町8-1 

11 ��ﾈﾞ��������*���Cs唐�ダンプ 忠tﾂ�4�5�6凛����川崎市川崎区池上町81 



飯島興業株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 03-3629-5571

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��ｹzx�������*ｸ��3SC��ダンプ 儁�8xｻｸｼhx｢�東京都足立区東綾瀬3「-11 

2 ��ｹzx�������*ｸ��3SC��ダンプ 儁�8xｻｸｼhx｢�東京都足立区東綾瀬3一十11 

3 ��ｹzx�������*ｸ��3SS��ダンプ 儁�8xｻｸｼhx｢�東京都足立区東綾瀬3-1「1 

4 ��ｹzx�������*ｸ��3��R�ダンプ 儁�8xｻｸｼhx｢�東京都足立区東綾瀬3-十11 

き ��ｹzx�������*ｸ��3��b�ダンプ 儁�8xｻｸｼhx｢�東京都足立区束綾瀬3「11 

6 ��ｹzx�������*ｸ��3ScR�ダンプ 儁�8xｻｸｼhx｢�東京都足立区東綾瀬3-ト11 

7 ��ｹzx�������*ｸ��3SS��ダンプ 儁�8xｻｸｼhx｢�東京都足立区束綾瀬3一十11 

8 ��ｹzx�������,ﾓ���R�ダンプ 儁�8xｻｸｼhx｢�東京都足立区東綾瀬3一十1置 

9 ��ｹzx�������,ﾘ��C�sr�ダンプ 儁�8xｻｸｼhx｢�東京都足立区東綾瀬3-1-11 

10 ��ｹzx�������,ﾘ��3S3��ダンプ 帝M�8xｻｸｼhx｢�東京都足立区束綾瀬3-1-11 

11 ��ｹzx�������,ﾘ��3�#��ダンプ 儁�8xｻｸｼhx｢�東京都足立医東綾瀬3-十11 

12 ��ｹzx�������,ﾘ��3SSr�ダンプ 儁�8xｻｸｼhx｢�東京都足立区束綾瀬3〇十11 

13 ��ｹzx�������,ﾘ��3�c��ダンプ 儁�8xｻｸｼhx｢�東京都足立区束綾瀬3「-11 

14 ��ｹzx�������,ﾘ��#s���ダンプ 儁�8xｻｸｼhx｢�東京都足立区東綾瀬3-ト11 

15 ��ｹzx�������,ﾘ��3Ccb�ダンプ 儁�8xｻｸｼhx｢�東京都足立区東綾瀬3「-11 



聖和産業有限会社　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先‥ 045-920-0287

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�草体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 ��Vﾈ�������*���sS���ダンプ ��刎�蝌ｼb液ﾂ��横浜市旭区上川井町1109番地 

2 ��Vﾈ�������*���sS�"�ダンプ ��刎�蝌ｼb液ﾂ��横浜市旭区上川井町1109番地 

3 ��Vﾈ���3���*���sS�2�ダンプ ��刎�蝌ｼb液ﾂ��続演市旭区上川井町1109番地 

4 ��Vﾈ���3���*(��sS�R�ダンプ ��刎�蝌ｼb液ﾂ��横浜市旭区上川井町1109番地 

5 ��Vﾈ���3���*(��sS�b�ダンプ ��刎�蝌ｼb液ﾂ��横浜市旭区上川井町1109番地 

6 ��Vﾈ���3���*(��sS�r�ダンプ ��刎�蝌ｼb液ﾂ��横浜市旭区上川井町1109番地 

7 ��Vﾈ���3���*(��sS���ダンプ ��刎�蝌ｼb液ﾂ��横浜市旭区上川井町1109番地 

8 ��Vﾈ���3���*(��sS���ダンプ ��刎�蝌ｼb液ﾂ��横浜市旭区上川井町1109番地 

9 ��Vﾈ���3���*(��x純��ダンプ ��刎�蝌ｼb液ﾂ��横浜市旭区上川井町1109番地 



株式会社山建　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 044-589-770了

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

1 倅Ig�������,���ScSr�ダンプ �ｨ�(ﾉ｢�川崎市幸区商事町3-75-ト209 

2 �i78ｷｸ��*C����,���CS���ダンプ �ｨ�(ﾉ｢�川崎市幸区商事町3-75葛1-209 

3 �i78ｷｳ�����,ﾘ��CS�"�ダンプ �ｨ�(ﾉ｢�川崎市幸区商事町3-75-1-209 

4 �i78ｷｳ�����,ﾘ��CS�2�ダンプ 迄xｨ�(ﾉ｢�111崎市幸区商事町3-75-1-209 

5 �i78ｷｳ�����,(����,B�ダンプ �ｨ�(ﾉ｢�川崎市幸区商事町3置75〇十209 

6 �i78ｷｳ��H��,H����ダンプ �ｨ�(ﾉ｢�川崎市幸区商事町3-了5一十209 

7 �i78ｷｳ��H��,h����ダンプ �ｨ�(ﾉ｢�川崎市幸区商事町3-7毎-1-209 

8 �i78ｷｳ��H��,�����ダンプ �ｨ�(ﾉ｢�川崎市幸区商事町3置75-l-209 

9 �i78ｷｳ��H��,ｸ����ダンプ �ｨ�(ﾉ｢�川崎市幸区商事町3-75「-209 

10 �i78ｷｳ��H��,ﾈ����ダンプ �ｨ�(ﾉ｢�川崎市幸区商事町3-了5-ト209 



K丁産業株式会社　　　　　　　　　　　　　　連絡先‥ 03-3655_5478

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

1 ��ｹzx��*ｳ����,ﾘ��3Ssb�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhx｢�東京都江戸川区本一色3-917 

2 ��ｹzx�������,ﾘ��3S���ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhx｢�東京都江戸川区本一色3-9-17 

3 ��ｹzx�������,ﾘ��3�S��ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhx｢�東京都江戸川区本一色3-9「7 

4 ��ｹzx�������,ﾘ��ｩ����ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhx｢�東京都江戸川区本一色3-9「7 

5 ��ｹzx�������,ﾘ��ツc��ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhx｢�東京都江戸川区本一色3葛9-17 

6 ��ｹzx��{�����,ﾘ��SS���ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhx｢�東京都江戸川区本一色3-9-17 

7 ��ｹzx�������,ﾘ��3��R�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhx｢�東京都江戸川区本一色3-9-17 

8 ��ｹzx��ｮﾃ����,ﾘ��SSs"�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhx｢�東京都江戸川区本一色3-9-17 

9 ��ｹzx�������,ﾘ��SS���ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhx｢�東京都江戸川区本一色3-9-17 

10 ��ｹzx�������,ﾘ��SC湯�ダンプ’ 隼)ｨ蝌ｼhx｢�東京都江戸川区本一色3-9-事7 

11 ��ｹzx�������,ﾘ��SSS��ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhx｢�東京都江戸川区本一色3-9-17 

丁2 ��ｹzx�������,ﾘ��SSS"�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhx｢�東京都江戸川区本一色3-9「7 

13 ��ｹzx�������,ﾘ��3s3b�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhx｢�東京都江戸川区本一色3-9「7 

14 ��ｹzx�������,ﾘ��3scb�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhx｢�東京都江戸川区本一色3-9「7 

15 ��ｹzx�������,ﾘ��3scR�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhx｢�東京都江戸川区本一色3-9「7 

16 ��ｹzx�������,ﾘ��3c���ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhx｢�東京都江戸川区本一色3-9置17 

17 ��ｹzx�������,ﾘ��S�c��ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhx｢�東京都江戸川区本一色3-9-17 

18 ��ｹzx�������,ﾘ��3s3R�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhx｢�東京都江戸川区本一色3-9「7 

19 ��ｹzx�������,(��Scs��ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhx｢�東京都江戸川区本一色3-9葛17 

20 ��ｹzx�������,ﾘ��3cs��ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhx｢�東京都江戸川区本一色3-9-17 

21 ��ｹzx�������,ﾘ��CsS"�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhx｢�東京都江戸川区本一色3-9「7 

22 ��ｹzx���3���+8��S�SR�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhx｢�東京都江戸川区本一色3-917 

23 ��ｹzx�������,ﾘ��3cs��ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhx｢�東京都江戸川区本一色3-9-17 



有限会社戸舘総菜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 03-3655「865

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾂ�使用者の住所 
又は車両番号 剿狽ﾍ名称 

喜 ��ｹzx���3���,(��#���ダンプ �ｸﾌｸｭｩ�ﾘｼb�江戸川区東小松川3-14-4置205 

2 ��ｹzx���3���,ｸ���3��ダンプ �ｸﾌｸｭｩ�ﾘﾝ��江戸川区東小松川3「4-4-205 

3 ��ｹzx���3���,ｸ������ダンプ �ｸﾌｹ���ﾘﾝ��江戸川区東小松川3-14-4-205 

4 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�c�b�ダンプ �ｸﾌｾ,I�ﾘｼb�江戸川区東小松川3「4-4-205 

5 ��ｹzx���3���-�������ダンプ �ｸﾌｸｭ��ﾘﾝ��江戸川区東小松川3輸14-4-205 

6 ��ｹzx���3���+ﾘ��3���ダンプ �ｸﾌｹ���ﾘﾝ��江戸川区東小松川3「4葛4-205 



旭企業株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話: 045-328-3520

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

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

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

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

4 ��ﾈﾞ����*���3塔��ダンプ �隶仂hx｢�神奈川憬続演市西区北幸2丁目8-4 

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

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

7 ��ﾈﾞ��3�*���Sイ��ダンプ �隶仂hx｢�神奈川県横浜市西区北幸2丁目8十 



豊川興業株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　電話‥044-299-3531 

自動車登録番号 又は車両番号 剋ﾔ体の形状 俶y;y(X,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��俶yw��(,ﾈ���

1 ��ﾈﾞ����/���ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢����=��ﾈﾊx��Vﾈ�9|霎h�8�#9)ｩm｣9{蔦R�

2 ��ﾈﾞ����*ｳ"�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢����=���ﾍｸ��Vﾈ�9|霎h�8�#9)ｩm｣3rﾓR�

3 ��ﾈﾞ����*C2�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢����=��ﾈﾊx��Vﾈ�9|霎h�8�#9)ｩm｣3rﾓR�

4 ��ﾈﾞ����*ｳR�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢����=��ﾈﾊx��Vﾈ�9|霎h�8�#9)ｩm｣3rﾓR�

5 ��ﾈﾞ��3���*���b�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢����=��ﾈﾊx��Vﾈ�9|霎h�8�#9)ｩm｣9{蔦R�

6 ��ﾈﾞ������*ﾓr�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢����=��ﾈﾊx��Vﾈ�9|霎h�8�(檠)ｩm｣3rﾓR�

7 ��ﾈﾞ������*(����ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢����=��ﾈﾊx��Vﾈ�9|霎h�8�#9)ｩm｣9{蔦R�

8 ��ﾈﾞ��3�*H��SR�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢����=��fﾉﾉﾈ��Vﾈ�9|霎h�8�#9)ｩm｣3rﾓR�

9 ��ﾈﾞ��3���*ﾓ�#2�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢����=��ﾈﾊx��Vﾈ�9|霎h�8�#9)ｩm｣3rﾙu��

10 ��ﾈﾞ����*�#�s��ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢����=��ﾈﾊx��Vﾈ�9|霎h�8�#9)ｩm｣3x�SR�

11 ��ﾈﾞ����*�##�B�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢����=��ﾈﾊx��Vﾈ�9|霎h�8�#9)ｩm｣3rﾓR�

12 ��ﾈﾞ����*�##3b�ダンプ　　　　豊川興業㈱ 劔��=��ﾈﾊx��Vﾈ�9|霎h�8�#9)ｩm｣3rﾓR�

13 ��ﾈﾞ����*�#SSr�ダンプ　　　　豊川興業㈱ 劔��=��ﾈﾊx��Vﾈ�9|霎h�8�#9)ｩm｣3x�cR�

14 ��ﾈﾞ����*�3�s��ダンプ 剿L川興業㈱ ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9|霎h�8�#9)ｩm｣3rﾓR�

15 ��ﾈﾞ����*�3��R�ダンプ 剿L川興業㈱ ���=��c�ﾍｸ��Vﾈ�9|霎h�8�#9)ｩm｣3rﾓR�

16 ��ﾈﾞ����*�3��B�ダンプ 剿L川興業㈱ ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9|霎h�8�#9)ｩm｣9{蔦R�

17 ��ﾈﾞ����*�33i{��ダンプ 剿L川興業㈱　　神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

18 ��ﾈﾞ����*�3S���ダンプ 剿L」I快業㈱　一　　神祭1嘉憬横浜市緑区上山3丁目37-5 



有限会社ツカタ　　　　　　　　　　　　　　　　　電話:049-296「854 

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

1 估i$｣�3�/���)｣�"�ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208-18 

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

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

4 估i$ｨ�S3���*##�32�ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208-18 埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208-18 埼玉県比企郡鳩山町大字小用1之08-18 埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208「8 

5 估i$｣�����*��c3ssr�ダンプ �ｸ684ｨ5��

6 估i$｣�3���*(��s3��ダンプ �ｸ684ｨ5��

7 估i$｣�3���*(���#R�ダンプ �ｸ684ｨ5��



株式会社後藤田商店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話: 044-366-1414

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

1 ��ﾈﾞ������*�#Cc2�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

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

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

4 ��ﾈﾞ������*塔�sR�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町十5 

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

6 ��ﾈﾞ������*鼎sモ�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町十5 

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

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

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

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

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

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



株式会社田中興業エンタープライズ　　　　　　　　　　　電話: 047-353-2609

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

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

2 做ｸ躡nﾃ�����*鉄�唐�ダンプ �ｩ69(hｻｸｼh4x5ﾈ5��ｸ7h8�485��b�千葉県浦安市千鳥12-10 

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

4 做ｸ躡nﾃ�3���*c�b�ダンプ �ｩ69(hｻｸｼh4x985��ｸ7h8�485��千葉県浦安市高洲3-6-9 

5 做ｸ躡nﾃ�3�*C�r�ダンプ �ｩ69(hｻｸｼh4x985��ｸ7h8�485��千葉県浦安市高洲3-ト9 

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

7 做ｸ躡nﾃ�����*���c�#��ダンプ �ｩ69(hｻｸｼh4x985��ｸ7h8�485��千葉県浦安市千鳥12「0 

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



有限会社ツカサ総菜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話: 045-592-1 142

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

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

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

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

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

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

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

7 ��Vﾃ�3���*���#C2�ダンプ �ｸ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市部筑区東山田2丁目25-6 

8 ��Vﾈ��ｮﾃ3���*c#ヲ�ダンプ �ｸ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

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

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

11 ��Vﾃ���*ｳツ��ダンプ �ｸ684ｨ5I�ﾘｼb�神奈川県横浜市都筑区東山田之丁目25葛6 

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

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

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



株式会社林建材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話: 042-989-3446

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

1 ��ﾈ離�3���*���b�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426「 

2 傀ｩ�#�3���*���EcC2�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426「 

3 ��ﾈ離�3���*���33B�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

4 傀ｩ�#�3���*(��Ss"�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-丁 

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

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

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

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

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

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

11 傀ｩ�#�3���*���SS3��ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

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

13 傀ｩ�(�S3���*�Ss#B�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426「 

14 傀ｩ�#�����*���SsS��ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426「 

15 傀ｩ�#�����*���cCCb�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426「 

16 傀ｩ�#�����*���cssB�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426「 

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

18 傀ｩ�#�����*���c�3"�トレーラー �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 



有限会社宮原商店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話: 044賀959-3456

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

1 ��ﾈﾞ������*��c3b�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

2 ��ﾈﾞ������*��cc"�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登声1259 

3 ����ﾞ������*��s�B�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

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

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

6 ��ﾈﾞ���'S����*��sSr�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

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

8 ��ﾈﾞ������*���#C�2�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多塵区登戸1259 

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

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

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

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



渡辺建機有限会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話: 045-592-5148

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

1 ��Vﾃ�����*���c����ダンプ �6饐8ﾉｩﾙｸxｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

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

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

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

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

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

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

8 ��Vﾃ�3�/��������ダンプ �6饐9��:ｸxｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田町318 



株式会社岸野商店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話: 045-802「 21 6

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

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

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

3 ��Vﾃ�����*���鉄))｢�ダンプ �ｨｭﾙnﾈⅹ5��神奈川県楼浜市泉区弥生台7番地16 

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



シグマテック株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　電話: 03-565十2201

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

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

2 倅�C�����,��cビ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本揺富沢町5-4 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13 傀ｩ�#�����,ﾘ��#ssr�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5十 

「4 傀ｩ�#�����,ﾘ��#�#R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋冨沢町5可 

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

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

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

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

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

20 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��ャ3r�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋冨沢町5-4 

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



株式会社サントラス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話: 047-377-731 1

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

1 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ*都#c2�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

2 做ｸ躡nﾈ�S��*都#h��ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

3 做ｸ躡nﾃ���*都#c��ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番喜0号 

4 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ*田����ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番重0号 

5 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ*田����ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

6 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ*田����ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番1〇号 

7 做ｸ躡nﾈ�X�ｸ�ｸ*田Scb�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

8 做ｸ躡nﾈ�X�ｸ�ｸ*田ScB�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

9 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ*田Sc2�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

10 做ｸ躡nﾃ���*田Sh�R�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

11 做ｸ躡nﾃ���*田Sc��ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

12 做ｸ躡nﾃ���*田3Sb�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番1b号 

13 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ*田3SR�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

14 做ｸ躡nﾈ�X�ｸ�ｸ*田3SB�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

15 做ｸ躡nﾃ���*田#���ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

丁6 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ*田#�R�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

17 做ｸ躡nﾃ���*田#�B�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

18 做ｸ躡nﾈ�X�ｸ�ｸ*鉄鼎r�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

19 做ｸ躡nﾈ�X�ｸ�ｸ*鉄c#��ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

20 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ*鉄c#��ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

21 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ*鉄c#r�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

22 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ*鉄C#��ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田ニ丁目11番1〇号 

23 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ*鉄3���ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

24 做ｸ躡nﾃ���*鉄3���ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

25 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ*鉄3C��ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

26 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ*鉄#���ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

27 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ*鉄�Cb�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

28 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ*鉄��S��ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

29 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ*�.x�ｸ�ｳ��ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

30 做ｸ躡nﾃ���*鼎ャ��ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

31 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ*鼎ss��ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11香10号 

32 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ*鼎Sヲ�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番「0号 



株式会社サントラス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話: 047→377-731 1

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

33 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ*鼎Sモ�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

34 ����躡nﾃ��ｸ�ｸ*鼎#���ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目1丁番10号 

35 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ*�3�#��ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

36 做ｸ躡nﾃ���*�3�3��ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

37 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ*�3�#2�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

38 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ*�3��r�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番事0号 

39 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ*�#涛��ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

40 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ*�#涛R�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目1丁番10号 

41 做ｸ躡nﾈ�X�ｸ�ｸ*�#塔b�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

42 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ*�#嶋�R�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

43 做ｸ躡nﾃ���*�#cc��ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

44 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ*�#cc��ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

45 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ*�#CS2�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

46 做ｸ躡nﾃ���*�#CS"�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

47 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ*�#CS��ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市Ii席大和田二丁目11番10号 

48 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ*�#CS��ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番重0号 

49 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ*�#CC��ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

50 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ*�#3S��ダンプ. 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

51 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ*�#����ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

52 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ*��Ssr�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

53 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ*��S�sB�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

54 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ*���ss��ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

55 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ,ﾓ#S���ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

56 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ,ﾓ#S���ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

57 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ#Y{湯�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

58 ��Vﾃ��ｸ�ｸ,ﾓS�sB�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

59 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ,ﾙEc3s��ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目丁1番10号 

60 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ,ﾓ#3�B�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

61 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ*����ｸ�ｲ�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

62 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ*��ン��ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

63 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ*��ン��ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 

64 做ｸ躡nﾃ���*��ンr�ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目1〇番10号 

65 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ*��ゴ��ダンプ 乘H�檍��5H986x8�5��千葉県市川市大和田二丁目11番10号 


