
様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出書 

平成28年4　月・g日 

東京都知事殿、 　　　　東京都中野区東中野一丁 

届出者　株式会社　圏　央 

代表取締役小田嶋‥ 土壌汚染対策法第16条第1項の規定により、要措置区域等から搬出する汚染土壌について、次の 

とおり届け出ます。 

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾidﾈ��)ｩm｣#�MFﾈ��:�C(��:�CH��:�CX��#)MB� 

汚染土壌の特定有害物質によ る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}��,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 �3cs2纖-��

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�8,ﾈ,h*�.��

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 ��i5儻H��}紿,ﾈ,h*�.��

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 ����5�484x5�8�4898ｩH�檍���
②　関電ジオレ株式会社 

汚染土壌を処理する施設の所 在地 �����ywHﾊxﾘ�竧ﾅ9�ﾘﾌ9*ﾉ�y68鬩z��#SiMB�
②　兵庫県尼崎市東山町1番地の1 

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋������?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋陋處ｨ�9z(��ﾒ�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖��ﾈ隶ﾈ耳���

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖��ﾈ���-ﾉFR�

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(運搬の際、積替えを 行う場合に限る。) ��

保管施設の所在地並びに所有 者の氏名又は名称及び連絡先 (保管施設を用いる場合に限 る。) ��

備考　1　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2　氏名(法人にあってはその代表者の氏名)を記載し、押印する

(法人にあってほぞの代表者)が署名することができる。
〈連絡先〉
株式会社　田央　担当‾臆臆　-　　也03-3362-4670
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汚染土壌の運搬の方法

1.運搬フロー図
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添付書類4

汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

1シグマテック株式会社　連絡先:03-5651-2201

¥ 倆I{ﾉ6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

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

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

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

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

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

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

7 傀ｩ�#���,ﾓ#3ッ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4�<俾陞���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

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

9 傀ｩ�#���,ﾓ#C#"�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4騙x�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

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

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

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

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

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

15 冖ﾈﾌ8壹���,ﾓャ3r�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4駟X�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

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

17 冖ﾈﾌ8壹���,ﾓCssr�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4騙x�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

18 倅�C�3���+8��3s2�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���三重県桑名市中貝須1602-3 

19 倅�C��(��,ﾘ����ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���三重県桑名市中貝須1602-3 

20 倅�C���,ﾓ#�S2�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���三重県桑名市中貝須1602-3 

21 冖ﾈﾌ8壹�3�,#S�S��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4騙x�檍���東京都中央区東日本橋3丁目4-10 

22 冖ﾈﾌ8壹�3�+ｸ��s��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

23 冖ﾈﾌ8壹���,ﾓS����ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隕俾陞���三重県桑名市小貝須1602-3 

24 冖ﾈﾌ8壹���,ﾓ��sr�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

25 倅�C�3���+ｸ��CCB�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4騙x�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

26 倅�C���,ﾓCC�2�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区東日本橋3丁目4-10 

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

28 傀ｩ�#���,ﾓ#ssr�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

29 傀ｩ�#���,ﾓ#�#R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隕俾陞���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

30 傀ｩ�#���,ﾓ#�#b�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4騙x�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

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

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

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

′く



2　他企業株式会社　連絡先:045-328-3520

¥ 倆I{ﾉ6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��ﾈﾞ����*�#�途�ダンプ �隶仂hｩH�檍���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hｩH�檍���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hｩH�檍���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hｩH�檍���神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4 

5 ��ﾈﾞ����*�3塔��ダンプ �隶仂hｩH�檍���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hｩH�檍���神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4 

7 ��ﾈﾞ��3�*#S����ダンプ �隶仂hｩH�檍���神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4 

Iく・



3豊川興業株式会社　連絡先:044-299-3531

¥ 倆I{ﾉ6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��ﾈﾞ����/�����ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

2 ��ﾈﾞ������*ｸ��"�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県横浜奇縁区上山3丁目37葛5 

3 ��ﾈﾞ������*H��2�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

4 ��ﾈﾞ������*ｸ��R�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県横浜市緑区上山3丁目87-5 

5 ��ﾈﾞ��3���*���b�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

6 ��ﾈﾞ������*ﾘ��r�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

7 ��ﾈﾞ������*(����ダンプ’ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

8 ��ﾈﾞ��3���*H��SR�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

9 ��ﾈﾞ��S3���*h��cb�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

10 ��ﾈﾞ��3���*���sr�ダンプ 囘ﾉ�ﾄ仆ｸｼhｩH�檍���神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

11 ��ﾈﾞ��38��*���モ�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県様浜市緑区上山3丁目37-5 

12 ��ﾈﾞ��3���*ﾓ�#2�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

13 ��ﾈﾞ��3���*ｸ��#R�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

14 ��ﾈﾞ��3���*h��#b�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県横浜市緑区上山3丁目3了-5 

15 ��ﾈﾞ��3���*���#r�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

16 ��ﾈﾞ����*�3�SB�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

17 ��ﾈﾞ����*�33cr�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

「8 ��ﾈﾞ����*�3S���ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

′∠



4株式会社田中興業エンタープライズ　連絡先:047-353-2609

¥ 倆I{ﾉ6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 做ｸ躡nﾃ���*田CS��ダンプ 乘H�檍��69(hｻｸｼh4x985��ｸ7h8�485��千葉県浦安市千鳥喜2-10 

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

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



5株式会社三郷興業　連絡先:048-957-3001

¥ 倆I{ﾉ6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 偸I?ｩYC���*津c##��ダンプ 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田484「 

2 偸I?ｩYC���*鼎�ッ�ダンプ 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田484-1 

3 偸I?ｩYC���*田�ビ�ダンプ 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田484-1 

4 偸I?ｩYC���*�3�32�ダンプ 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田484-1 

5 偸I?ｩYC���,ﾓ#鉄��ダンプ 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田484-1 

6 偸I?ｩYC���,ﾓ#s澱�脱着装置付コンテナ専用車 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田484賀「 

7 偸I?ｩYC���*�#s���ダンプ 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田484-1 

8 偸I?ｩYC���,ﾓ#cヲ�ダンプ 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田48牛1 

9 偸I?ｩYC���,ﾓ3�S"�脱着装置付コンテナ専用車 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田48牛1 

10 偸I?ｩYC���,ﾓ3#3��脱着装置付コンテナ専用車 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田48十1 

11 偸I?ｩYC���*都�S"�ダンプ 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田484-1 

12 偸I?ｩYC���*都#S2�ダンプ 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田48十1 

Iメ



6株式会社美章興業　連絡先:048-285-5356

¥ 倆I{ﾉ6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��Xｷｳ���,ﾓ3�#��ダンプ 乘H�檍��Oﾈ�ｻｸｼb�埼玉県川口市南鳩ヶ谷4丁目6「2-506 

2 ��Xｷｳ���,ﾓ#�3r�ダンプ 乘H�檍��Oﾈ�ｻｸｼb�埼玉県川口市南鳩ヶ谷4丁目6-12-506 

3 ��Xｷｳ��X��-ﾈ����ダンプ 乘H�檍��Oﾈ�ｻｸｼb�埼玉県川口市南鳩ヶ谷4丁目6「2-506 

4 ��Xｷｳ�3�,｣���ダンプ 乘H�檍��Oﾈ�ｻｸｼb�埼玉県川口市南鳩ヶ谷4丁目6-12-506 

ノラ



7　株式会社後藤田商店　連絡先:044-366-1414

¥ 倆I{ﾉ6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��ﾈﾞ����*�#Cs��ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

2 ��ﾈﾞ����*�#ss"�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

3 ��ﾈﾞ����*�#s澱�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町十5 

4 ��ﾈﾞ����*�#����ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町子5 

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

6 ��ﾈﾞ����*�33cb�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

7 ��ｬT俥����*�33�"�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

8 ��ﾈﾞ����*鼎�#��ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

9 ��ﾈﾞ����*鼎�3��ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

10 ��ﾈﾞ����*鼎sモ�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

11 ��ﾈﾞ����*鼎sヲ�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

12 ��ﾈﾞ����*鼎涛B�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

13 ��ﾈﾞ����*鼎涛R�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

14 ��ﾈﾞ����*鉄�#��ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県11旧市川崎区浅野町1-5 

15 ��ﾈﾞ����*鉄�#��ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈Jii県川崎市川崎区浅野町1鵜5 

16 ��ﾈﾞ����*鉄�C��ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

17 ��ﾈﾞ����*鉄�Cb�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

18 ��ﾈﾞ����*鉄�cR�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

「9 ��ﾈﾞ����*鉄#�2�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

20 ��ﾈﾞ����*鉄#釘�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

21 ��ﾈﾞ����*鉄8�S2�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1葛5 

22 ��ﾈﾞ����*鉄3�B�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1葵5 

23 ��ﾈﾞ����*鉄3�R�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

24 ��ﾈﾞ����*鉄C�"�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町子5 

25 ��ﾈﾞ����*鉄C�2�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

26 ��ﾈﾞ����*鉄S#��ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町十5 

27 ��ﾈﾞ����*鉄YEc��ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

ク(



8　明和土木興業株式会社　丁且」: 048-224-6641

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

1 ��ﾉ�Xｷｳ���,ﾘ��ピr�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領豪2-3-丁2 

2 ��Xｷｳ���,ﾓ��32�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 

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

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

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

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

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

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

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

10 ��Xｷｳ���,ﾓ#3sb�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 

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

12 ��Xｷｳ���,ﾓ#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 

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

14 ��Xｷｳ�3�+3#�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 

15 ��Xｷｳ�3�+�#33��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-3-12 

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

17 ��Xｷｹ'S3�+3#Ss��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-「2 

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

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

20 ��Xｷｳ���,ﾓ3�sb�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 

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

22 ��Xｷｳ�3�+3#�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 

23 ��Xｷｳ�3�+3#�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 

24 ��Xｷｳ�3�+3#�32�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領家2-3-12 

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

26 ��Xｷｳ�3�+3#c�"�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 

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

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

29 ��Xｷｳ�3�+3#s3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍������ﾞ仂ｨﾊy�ﾈﾏｸ�98ﾉ|ﾈ彡(潟8�S"�

クl



9株式会社義建　　丁巨」: 03-5664-3383

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

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

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

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

4 ��ｹzs�����+���R�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12-6 

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

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

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

8 ��ｹzx�S3���*������ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12-6 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2:



「0有限会社東京プランニング　丁巨」;03-5659-9932

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

1 做ｸ躡nﾃ�3���.����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5「6-2 

2 做ｸ躡nﾃ�3���.��)｢�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

3 做ｸ躡nﾃ�3���,��"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

4 做ｸ躡nﾃ�3���,ﾃ�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

5 做ｸ躡nﾃ�3���+ｳ�B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5葛16鵜2 

6 做ｸ躡nﾃ�3���,ﾓ�R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

7 做ｸ躡nﾃ�3���+ﾓ�b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

8 做ｸ躡nﾃ�3���,ﾃ�r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

9 做ｸ躡nﾃ�3���-��S��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5「6-2 

10 做ｸ躡nﾃ�3���+����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

11 做ｸ躡nﾃ�3���,���#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

12 做ｸ躡nﾃ�3���,c#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

「3 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�3SB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

14 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�3コ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

15 做ｸ躡nﾈ�S��,ﾓ�3�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

16 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�3�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

17 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�3釘�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5「6-2 

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

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

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

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

22 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�SS��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

23 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�SS"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

24 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�SS2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

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

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

27 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ���R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

28 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ���b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5「6-2 

29 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�ピR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5「6-2 

30 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ#3モ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

31 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ#3ヲ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

32 做ｸ躡nﾃ�8�+x���������5�987b�冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 
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1 1関東リソース株式会社　　丁E」:0480-85-091 1

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

1 亶ｸ�������,ﾘ��c#s��ダンプ 亊i8ﾈ8ｨ5ﾈ�ｸ5茜H�檍���埼玉県久喜市菖蒲町合字南323-1 

2 ��89h蕪�����,ﾘ��Ecss��ダンプ 亊i8ﾈ8ｨ5ﾈ�ｸ5茜H�檍���埼玉県久喜市菖蒲町台323-1 

3 ��89h蕪�����,ﾘ��#ss��ダンプ 亊i8ﾈ8ｨ5ﾈ�ｸ5茜H�檍���埼玉県久喜市菖蒲町台323-「 

4 ��89h蕪�����,ﾘ��#s���ダンプ 亊i8ﾈ8ｨ5ﾈ�ｸ5茜H�檍���埼玉県久喜市菖蒲町台323-1 

5 ��89h蕪�����,ﾘ��#s�2�ダンプ 亊i8ﾈ8ｨ5ﾈ�ｸ5茜H�檍���埼玉県久喜市菖蒲町台323-1 

6 ��89h蕪�����,ﾘ��#sィ�ダンプ 亊i8ﾈ8ｨ5ﾈ�ｸ5茜H�檍���埼玉県久喜市菖蒲町台323-1 

7 ��89h蕪�����,ﾘ��#sコ�ダンプ 亊i8ﾈ8ｨ5ﾈ�ｸ5茜H�檍���埼玉県久喜市菖蒲町台323-1 

8 ��89h蕪����h,ﾘ��#sッ�ダンプ 亊i8ﾈ8ｨ5ﾈ�ｸ5茜H�檍���埼玉県久喜市菖蒲町台323「 

9 ��89h蕪�����,ﾘ��#ssb�脱着装置付コンテナ専用車 亊i8ﾈ8ｨ5ﾈ�ｸ5茜H�檍���埼玉県久喜市菖蒲町台323「 

10 ��89h蕪�����,ﾘ��#ssr�脱着装置付コンテナ専用車 亊i8ﾈ8ｨ5ﾈ�ｸ5茜H�檍���埼玉県久喜市菖蒲町台323-1 

11 ��89h葺�S3���+8��#sビ�脱着装置付コンテナ専用車 亊i8ﾈ8ｨ5ﾈ�ｸ5茜H�檍���埼玉県久喜市菖蒲町台323-1 

12 ��89h蕪�3���+���#sモ�脱着装置付コンテナ専用車 亊i8ﾈ8ｨ5ﾈ�ｸ5茜H�檍���埼玉県久喜市菖蒲町台323-1 

13 ��89h蕪�3���+8��#sヲ�脱着装置付コンテナ専用車 亊i8ﾈ8ｨ5ﾈ�ｸ5茜H�檍���埼玉県久喜市菖蒲町台323「 

14 ��89h蕪�3���+8��#s���脱着装置付コンテナ専用車 亊i8ﾈ8ｨ5ﾈ�ｸ5茜H�檍���埼玉県久喜市菖蒲町台323-1 

15 ��89h蕪�3���+8��#s���脱着装置付コンテナ専用車 亊i8ﾈ8ｨ5ﾈ�ｸ5茜H�檍���埼玉県久喜市菖蒲町台323-1 

16 偸I?ｩYC�����,ﾘ��3����脱着装置付コンテナ専用車 亊i8ﾈ8ｨ5ﾈ�ｸ5茜H�檍���埼玉県久喜市菖蒲町台323-1 

17 偸I?ｩYC�3���+33����ダンプ 亊i8ﾈ8ｨ5ﾈ�ｸ5茜H�檍���埼玉県久喜市菖蒲町台323-1 
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12　関東資源株式会社　　　丁巨」: 0285-84-1 1 61

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

1 �i78ｷｳ�����,ﾓ3�SB�ダンプ 亊i8ﾈ��ﾋ乘H�檍���栃木県真岡市荒町5218 

2 �i78ｷｳ�����,ﾓ3�#��脱着装置付コンテナ専用車 亊i8ﾈ��ﾋ乘H�檍���栃木県真岡市荒町5218 

3 �i78ｷｳ�����,ﾓ3�c2�脱着装置付コンテナ専用車 亊i8ﾈ��ﾋ乘H�檍���栃木県真岡市荒町5218 

4 �i78ｷｳ�����*���ン3��脱着装置付コンテナ専用車 亊i8ﾈ��ﾋ乘H�檍���栃木県真岡市荒町5218 

5 �i78ｷｳ�����,ﾘ��Scコ�脱着装置付コンテナ専用車 亊i8ﾈ��ﾋ乘H�檍���栃木県真岡市荒町5218 

6 �i78ｷｳ�����,ﾓScsB�脱着装置付コンテナ専用車 亊i8ﾈ��ﾋ乘H�檍���栃木県真岡市荒町5218 

7 �i78ｷｳ�����,ﾘ��Scッ�脱着装置付コンテナ専用車 亊i8ﾈ��ﾋ乘H�檍���栃木県真岡市荒町5218 

8 �i78ｷｳ�����,ﾘ��c�#��脱着装置付コンテナ専用車 亊i8ﾈ��ﾋ乘H�檍���栃木県真岡市荒町5218 

2よ



13株式会社三栄興業　　　丁巨」:048-955-1632

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

1 偸I?ｩYH�S����*���C��B�ダンプ 乘H�檍��蓼毎ｻｸｼb�埼玉県三郷市戸ケ崎3町目347 

2 偸I?ｩYC�����*���C�S��ダンプ 乘H�檍��蓼毎ｻｸｼb�埼玉県三郷市戸ケ崎3町目347 

3 偸I?ｩYC�����*���3S���ダンプ 乘H�檍��蓼毎ｻｸｼb�埼玉県三郷市戸ケ崎3町目347 

2さ



14株式会社大典連絡先:0178-27-8111

¥ 倆I{ﾉ6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 傀ｩ�#�����*���cSc��ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

2 傀ｩ�#�����*���c#S2�ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目「3-13 

3 傀ｩ�(�c����*���c3ビ�ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

4 傀ｩ�#�����*���c3モ�ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

5 傀ｩ�#�����*���c3ヲ�ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13輸13 

6 傀ｩ�#�����*���c都��ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目1313 

7 傀ｩ�#�����*���c鉄r�ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

8 傀ｩ�#�����*���c鉄��ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13賀13 

9 傀ｩ�#�����*���cc�"�ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

10 傀ｩ�#�����*���ccコ�ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

11 傀ｩ�#�����*���ccッ�ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

12 傀ｩ�#�����*���c涛2�ダンプ 乘H�檍���Xｻｲ�青森県八戸市西白山台5丁目13-「3 

13 傀ｩ�(�S����*���s�コ�ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

14 傀ｩ�#�����*���sCS��ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

15 �i78ｷｳ�����*���ン���ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

16 �i78ｷｳ�����*���ン�"�ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

17 �i78ｷｳ�����*�����S��ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

18 �i78ｷｳ���*涛�S��ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

19 �i78ｷｳ�����*�����s"�ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

20 �i78ｷｳ���*涛�S��ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

21 �i78ｷｳ�����*涛�S"�ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13費13 

22 �i78ｷｳ���*涛�S2�ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

23 �i78ｷｳ�����*�����SB�ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目1313 

24 �i78ｷｳ�����*�����cR�ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

25 �i78ｷｳ�����*涛�cb�ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

26 �i78ｷｸ�S��*涛�c��ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-「3 

27 �i78ｷｳ�����*�����c��ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

28 僮������*���S�"�ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

29 僮������*���S�2�ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

30 僮������*���S�"�ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

31 僮������*���c���ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13葛13 

32 僮������*���c���ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

33 僮������*���cC��ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

34 僮������*���cCb�ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

2ク



15株式会社天佑　連絡先:048-461-8277

¥ 倆I{ﾉ6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 傀ｩ�#�3���,H��3��ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

2 傀ｩ�#�3���+ｸ��S��ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

3 傀ｩ�#�3���,(��ビ�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

4 傀ｩ�#�3���,ｨ��湯�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

5 傀ｩ�#�����,ﾘ��#c�"�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

6 傀ｩ�#�����,ﾘ��#イB�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

7 傀ｩ�#�����,ﾘ��#ツr�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

8 傀ｩ�#�����,ﾘ�S#ツ��ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245葛1 

9 傀ｩ�#�����,ﾘ��#ピ��ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

10 傀ｩ�#�����,ﾘ��#ン"�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-う 

11 傀ｩ�#�����,ﾘ��#ン2�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

12 傀ｩ�#�����,ﾘ��#ンB�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245葛1 

13 傀ｩ�#�����,ﾘ��#ンR�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

14 傀ｩ�#�����,ﾘ��#ンr�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

15 傀ｩ�#�����,ﾘ��#ン��ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

16 傀ｩ�#�����,ﾘ��#����ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

17 傀ｩ�#�����,ﾘ��#��"�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245「 

18 傀ｩ�#�����,ﾘ��#��2�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

19 傀ｩ�#�����,ﾘ��#田��ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

20 傀ｩ�#�����,ﾘ��#塔B�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

21 傀ｩ�#�����,ﾘ��#塔R�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

22 傀ｩ�#�����,ﾘ��#塔b�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

23 傀ｩ�#�����,ﾘ��#涛��ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

24 傀ｩ�#�����,ﾘ��#涛��ダンプ ��XｩH�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

25 傀ｩ�#�����,ﾘ��3�#��ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245置1 

26 傀ｩ�#�����,ﾘ��3�3��ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245「 

2了 傀ｩ�#�����*���cCC��ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

28 傀ｩ�#�����*���cCS��●　ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245「 

クi



29 傀ｩ�#�����*���cCS��ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

30 傀ｩ�#�����*���cCS"�ダンプ 乘H�檍��5it8�����埼玉県朝霞市根岸245「 

31 傀ｩ�#�����*���cCS2�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-「 

32 傀ｩ�#�����*���cCSR�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245「 

33 傀ｩ�#�����*���cCS��ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245葛1 

34 傀ｩ�#�����*���cS���ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

35 傀ｩ�#�����*���cS�"�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245葛1 

36 傀ｩ�#�����*���cSィ�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

37 傀ｩ�#�����*���c塔��ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

38 傀ｩ�#�����*���c塔��ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

39 傀ｩ�#�����*���c涛��ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

40 傀ｩ�#�����*���s�#"�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

41 傀ｩ�#�����*���s�3B�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245「 

42 傀ｩ�#�����*���s�3R�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

43 傀ｩ�#�����*���s#���ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

44 傀ｩ�#�����*���s#���ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

45 傀ｩ�#�����*���s#�b�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

46 傀ｩ�#�����*���s#�r�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245「 

47 傀ｩ�#�����*���s#���ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245置1 

48 傀ｩ�#�����*���s#���ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

49 傀ｩ�#�����*���s#���ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

メ



16　有限会社伊藤総菜　丁巨」:03-5666-3168

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

1 ��ｹzs���+ﾘ�c���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

2 ��ｹzs�����+ｸ��##"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上條崎4-23「0-102 

3 ��ｹzs�����,ﾈ��332�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘｼb�東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

4 ��ｹzs�3���+���CCB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

5 ��ｹzs�����+���SSR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘｼb�東京都江戸川区鹿骨2丁目43「4 

6 ��ｹzs�3���+���ccb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上條崎4-23-10「02 

7 ��ｹzs���+8��sy{��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43鵜4 

8 ��ｹzs�����+ﾘ��ャ��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

9 ��ｹzs�3���+ｸ��涛��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

10 ��ｹzs�3���+8��ss��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘｼb�東京都江戸川区上條崎4-23「0-102 

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

12 ��ｹzs�3���+8��s���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区條崎町4-27-13 

13 ��ｹzs�3���+8��s�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江芦川区條崎町4-27-13 

14 ��ｹzs�3���+8��s�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘｼb�東京都江戸川区條崎町十受7「3 

15 做ｸ躡nﾈ�S3���,������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��千葉県市川市相之川3-11-9 

16 ��ｹzs�3���.ｳ�つ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘｼb�東京都江戸川区鹿骨2丁目22-6 

17 ��ｹzs�3���+ﾘ��#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目22-6 

18 ��ｹzs�3���,(��3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目22-6 

19 ��ｹzs�3���,h��C��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目22-6 

20 ��ｹzs�3���+x��{�#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目22-6 

、手の



1 7　有限会社異臭興業　　丁E」: 090-4823-6425

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

1 ��Vﾈ�S3�-�������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 

2 ��Vﾃ�3�,(����2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾕy�霆ｸｼb�神奈川県横浜市徳見区平安町1-36-2-201 

園田



18　有限会社北建産業　　丁巨し:0172-7了置3305

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

1 ��)�������,ﾘ��#S湯�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町館野越橋元38-1 

2 ��)�������,ﾘ��#c3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町筋野趣橋元38-1 

3 ��)�������,ﾘ��#�3r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町館野越橋元38「 

4 ��)�������,ﾘ��#�#2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町館野越橋元38-1 

5 ��)�������,ﾘ��##Sb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町館野越橋元38-1 

6 ��)�������,ﾓ##�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町館野越橋元38-1 

7 ��)�������,ﾘ��#Cィ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町館野越橋元38-1 

8 ��)�������,ﾓ#cC2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町館野越橋元38-1 

9 ��)�������,ﾓ#Ssr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町館野越橋元38-1 

10 ��)�������,ﾘ��#c���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町館野越橋元38-1 

11 ��)�������,ﾓ#sC2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町館野越橋元38-1 

12 ��)�������,ﾘ��#sC��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町館野越橋元38-1 

13 ��)�������,ﾓ#塔��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町館野越橋元38-1 

14 ��)�������,ﾘ��3�ィ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町館野越橋元38-1 

15 ��)�������,ﾓ3�モ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町館野越橋元38-1 

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

17 ��)�������,ﾓ3#C��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町筋野趣橋元38-1 

18 ��)����)｣����,ﾘ��3#sr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町館野越橋元38-1 

19 ��)�������,ﾓ3C�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町館野越橋元38「 

20 ��)�������,ﾓ3C�R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町館野越橋元38-1 

21 ��)�������,ﾓ3C�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町館野越橋元38-1 

22 ��)�������,ﾓ3Ccr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町錠野趣橋元38-1 

J之



19　株式会社伊能重機連絡先:047-355-1159

¥ 倆I{ﾉ6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 做ｸ躡nﾈ�S3�,#3��2�ダンプ 乘H�檍��嫌Eﾈ�ｴ��浦安市東野2-26-106 

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

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

4 做ｸ躡nﾃ�3�+���r�ダンプ 乘H�檍��嫌Eﾈ�ｴ��浦安市東野2-26-106 

5 做ｸ躡nﾃ�3�-3�����ダンプ 乘H�檍��嫌Eﾈ�ｴ��浦安市東野2-26-106 

、雪雷



20株式会社三尾アドバンス　　　　　　丁E」O3鵜3741-81 50

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

1 儼��ﾃ�3�+x��S2�ダンプ 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽田十27-4-601 

2 儼��ﾃ�3���+ﾘ��S��ダンプ 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽田1-27-4-601 

き午



21佐藤商運有限会社　　　　　　　　丁巨」O3-3689-2768

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�事体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

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

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

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

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

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

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

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

8 ��ｹzs�3�+Uﾃ���ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南葛西6-16葛6 

3、ざ



22有限会社ツカタ連絡先:049-296「854

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

1 估i$｣�����*�����sB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町小用1280-18 

2 估i$｣�3���*���S��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町小用1280-18 

3 估i$｣�3���*H��s3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町小用1280「8 

4 估i$｣�3���*���3ssr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町小用1280-18 

5 估i$｣�3���*(��S���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町小用1280-18 

6 估i$ｨ�S3�*H���#R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町小用1280-18 

7 估i$｣�3���/���"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町小用1280-丁8 

8 估i$｣�3���*H��#�32�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町小用1280-18 

扇田



23豊島土木株式会社　　　　　　　　　　丁巨」O3-3608-8741

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

1 偸I?ｩYC�3���,���3���ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目7-12 

2 偸I?ｩYH�S3���+���h�S��ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目7「2 

3 偸I?ｩYC�3���+3�����ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目7-12 

4 偸I?ｩYC�3���+������ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目7-12 

5 偸I?ｩYC�3�+3���2�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目7「2 

6 偸I?ｩYC�3���+8�S��B�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目7-12 

7 偸I?ｩYC�����,ﾓ���R�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目7-12 

8 偸I?ｩYC�����,ﾓ���b�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目7「2 

9 偸I?ｩYC�����,ﾘ��)｣��Sr�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目7-12 

「0 偸I?ｩYC�����,ﾓ�C3R�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目7-12 

11 偸I?ｩYC�����,ﾓ�C3b�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目7-12 

12 偸I?ｩYC�����,ﾓ�CC��ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目7置12 

ふ?



24株式会社トシマ　　　　　　　　　丁E」O3-3608-8741

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

1 偸I?ｩYC�3���+3����ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元1丁目21-2 

2 偸I?ｩYC�3���+3����ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元1丁目2十2 

3 偸I?ｩYH�c3���+���C���ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元1丁目2十2 

4 偸I?ｩYC�3���+���S���ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元1丁目21-2 

5 偸I?ｩYC�3�+ﾘ��s���ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元1丁目21-2 

6 偸I?ｩYC�3���+�������ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元1丁目21-2 

7 偸I?ｩYC�3���,�������ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元1丁目2十2 

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

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

10 偸I?ｩYC�3���*����"�ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元1丁目2十2 

11 偸I?ｩYC�3���*����2�ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元1丁目2十2 

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

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

14 偸I?ｩYC�3���*���,C�ビ�ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元1丁目21-2 

15 偸I?ｩYC�3���*��S�モ�ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元1丁目21-2 

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

き8



25株式会社ハーモセレ　　　　　　　　丁E」O3-3553-6827

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

1 做ｸ躡nﾃ�3�*c�����ダンプ 乘H�檍��6��ｸ8(5｢�千葉県市川市行徳駅前3丁目15「4 

2 做ｸ躡nﾃ�3���*����"�ダンプ 俾陞��6��ｸ8(5｢�千葉県市川市行徳駅前3丁目15「4 

3 做ｸ躡nﾃ�3���*����2�ダンプ 俾陞��6��ｸ��5｢�千葉県市川市行徳駅前3丁目15-14 

圏臨



26有限会社米塚総連　　丁E」: 048-42十5088

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�事体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

1 ��Xｷｳ�3���,������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��¥I,ｹ�ﾘﾉ｢�東京都豊島区巣鴨1丁目2-25-302 

2 ��Xｷｳ��(��.���ャモ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��¥I,ｹ�ﾘﾉ｢�東京都豊島区巣鴨1丁目2-25-302 

乎0



27株式会社小原工業　　　　　　　　　丁E」O47-328-3933

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

1 ��ｹzs�3���*������ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目21賀14 

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

3 ��ｹzs�3���*h�S��2�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目21-14 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

再l



28有限会社新拓興業　　　　　　　　丁E」O48-952-81 55

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

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

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

3 �7�������,ﾘ��C#S��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄1丁目328 

4 偸I?ｩYH��)｣����,ﾘ��#c#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄1丁目328 

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

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

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

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

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

4之



29有限会社羽賀商店　　　　　　　丁E」O44-976「247

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

1 ��ﾈﾞ��3�*�ャ���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��蝿棹ⅹ5��神奈川県川崎市宮前区水沢3-6-27 

2 ��ﾈﾞ��3�*�ャ���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����蝿棹ⅹ5��神奈川県川崎市宮前区水沢3-6-27 

3 ��ﾈﾞ��3�*�ャ�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����蝿棹ⅹ5��神奈川県川崎市宮前区水沢3-6営27 

4 ��ﾈﾞ��3�*#ャ�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��蝿棹ⅹ5��神奈川県川崎市宮前区水沢3-6-27 

5 ��ﾈﾞ����*�33���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��蝿棹ⅹ5��神奈川県川崎市宮前区水沢3-6-27 

6 ��ﾈﾞ����*�33�B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��蝿棹ⅹ5��神奈川県川崎市宮前区水沢3-6-27 

7 ��ﾈﾞ����*�33�R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��蝿棹ⅹ5��神奈川県川崎市宮前区水沢3細6-27 

8 ��ﾈﾞ����*�3C���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��蝿棹ⅹ5��神奈川県川崎市宮前区水沢3-6葛27 

年3



30有限会社丸和工業　　　　　　　丁巨」O3-3853-6961

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

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

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

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

4 ��ｹzs���,ﾓ33#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����ｭｹ��ﾔ鮎b�.東京都足立区入谷3町目5-8 

4・年



車両一覧表

所属会社:賢　友　興　業　株　式　会　社

所在地:埼　玉　県　草　加　市　柿　木　町　884-1

No, 倆H���ﾈ��,ﾂ�登録車両番号 俐X���R�車　　検　　証 僖8���8��]ｸ��ﾊ��保険 限度額 几����9Z渥���暮5ﾘ�(��kﾂ�

形　　　状 佛�������積戯量 冲ﾈ��ﾏ���ｯｨ��ﾌ��有　効　期　限 剏ｸ少装置裳 努の有無 儂ｩ��MHﾘb�

l・ ����5�987b�春日部100　は160 澱���偵壱R�平成28年9月29日 兌ﾙ�ﾃ#yD��(ﾈ��?｢�無制限 �4ｸﾘx鍈� 
PJ-CXZ77K6 

2 ���H5�987b�春日部100　は1607 湯繚B�平成28年9月29目 兌ﾙ�ﾃ#yD��(ﾈ��?｢�無制限 �4ｸﾘx鍈� 
PJ○○XZ77K6 

3 ���H5�987b�春日部100　は1723 ��X��偵壱R�平成28年3月81日 兌ﾙ�ﾃ#yD��(ﾈ��?｢�無制限 �4ｸﾘx鍈� 
PJ-CXZ77K6 

4 ���H5�987b�春日部　事00　は1724 湯繚B�平成28年3月3丁目 兌ﾙ�ﾃ#yD��(ﾈ��?｢�無制限 �4ｸﾘx鍈� 
PJ○○XZ77K6 

5 ���H5�987b�春日部100　ば　2045 湯繚B�平成28年4月17日 兌ﾙ�ﾃ#yD��(ﾈ��?｢�無制限 �4ｸﾘx鍈� 
PJ輸CXZ77K6 

6 ���H5�987b�春日部100　は　3755 湯紿��平成之8年3月29日 兌ﾙ�ﾃ#yD��(ﾈ��?｢�無制限 �4ｸﾘx鍈� 
QKG○○XZ77A丁 

7 �10tダンプ 偸I?ｩYC�����,ﾘ��3sSb�9,4七 兌ﾙ�ﾃ#吋�8ﾈ�#�?｢�平成27年12月1日 冖9�xﾌ��適合草 ��
QKG-OXZ77AT 

8 ��幄5�987b�春日部100　は　3757 湯紿��平成28年3月29日 兌ﾙ�ﾃ#yD��(ﾈ��?｢�無制限 �4ｸﾘx鍈� 
QKG○○XZ77A丁 

9 �10tダンプ 偸I?ｩYC�����,ﾓ3�S��9.4t 兌ﾙ�ﾃ#吋�8ﾈ�#�?｢�平成27年12月1目 冖9�xﾌ��適合車 ��
QKQ-CXZ77AT 

10 �10嶋ダンプ 偸I?ｩYC�����,ﾘ��3sS��9.4七 兌ﾙ�ﾃ#吋�8ﾈ�#�?｢�平成27年12月1日 冖9�xﾌ��適合車 ��
QKG-OXZ77A丁 

11 �10tダンプ 偸I?ｩYC�����,���s����9.8亡 兌ﾙ�ﾃ#吋繹ﾈ繪?｢�平成27年教2月1日 冖9�xﾌ��適合車 ��
PJ-CXZ77K6 

12 �10七ダンプ 偸I?ｩYC�����,塔����9.9t 兌ﾙ�ﾃ#吋�8ﾈ�3�?｢�平成27年12月1日 冖9�xﾌ��適合車 ��
ADG-cW2XL 

13 �10tダンプ 偸I?ｩYC�3���+ｸ�������9.9t 兌ﾙ�ﾃ#吋�*ｸﾈ�3�?｢�平成27年「2月1日 冖9�xﾌ��適合車 ��
ADG○○W2Xし 

14 �3亡ダンプ 偸I?ｩYH��C����,(��S都��3t 兌ﾙ�ﾃ#吋繆ﾈ��Y?｢�平成27年教2月1日 冖9�xﾌ��適合車 ��
丁KG-NKR的AD 

15 �10七タンク・ 偸I?ｩYH�������,ﾘ��s#��9.5七 兌ﾙ�ﾃ#吋繆ﾈ�#y?｢�平成27年12月1日 冖9�xﾌ��適合車 ��
ADG一〇W2X」 

16 �10七タンク・ 偸I?ｩYI4��,ﾓs#r����Dx�ｸ�ｵs%�+R�9.5t 兌ﾙ�ﾃ#吋繆ﾈ�#y?｢�平成27年12月1日 冖9�xﾌ��適合車 ��

17 � �� �� �� ��

18 � �� �� �� ��

与9



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

47.株式会社ソリッド連絡先:044-270-2702

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

1 ��ﾈﾞャ��,ﾓ3){��大型タンク車 乘H�檍��8ｨ6ﾘ686��川崎市川崎区白石町7-6 

之 ��ﾈﾞャ��,ﾓCSr�大型タンク車 乘H�檍��5ﾈ8ｨ6(6��川崎市川崎区白石町7-6 

3 ��ﾈﾞャ��,ﾓS���大型タンク車 乘H�檍��5ﾈ8ｨ6(6��川崎市川崎区白石町7-6 

4 ��ﾈﾞャ3�+3#�B�大型タンク車 乘H�檍��5ﾈ8ｨ6(6��川崎市川崎区白石町7-6 

5 ��ﾈﾞャ3�+3))｣R�大型タンク車 乘H�檍��5ﾈ8ｨ6(6��川崎市川崎区白石町7-6 

6 ��ﾈﾞャ3�+3#�b�大型タンク車 乘H�檍��8ｨ6ﾘ6(6��川崎市川崎区白石町7-6 

7 ��ﾈﾞャ3�+9Ec�r�大型タンク車 乘H�檍��8ｨ6ﾘ686��川崎市川崎区白石町7-6 

8 ��ﾈﾞャ3�+3#���大型タンク車 乘H�檍��8ｨ6ﾘ686��川崎市川崎区白石町7-6 

9 ��ﾈﾞャ3�+s#���大型タンク車 乘H�檍��8ｨ6ﾘ686��川崎市川崎区白石町7-6 

10 ��ﾈﾞャ3�+3##��大型タンク車 乘H�檍��8ｨ6ﾘ686��川崎市川崎区白石町7-6 



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

46.有限会社宮崎興業　連絡先:047-328-4328

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

1 做ｸ躡nﾃ���,ﾓc���大型タンク車 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾞ綾ｸｼb�千葉県市川市原木414 

2 做ｸ躡nﾃ���,ﾓsコ�大型タンク車 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾞ綾ｸｼb�千葉県市川市原木4-14 

3 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ����大型タンク車 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾞ綾ｸｼb�千葉県市川市原木4「4 

4 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ#ッ�.大型タンク車 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾞ綾ｸｼb�千葉県市」1I市原木4-14 

5 做ｸ躡nﾃ���,ﾓCC��大型タンク車 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾞ綾ｸｼb�千葉県市川市原木4葛14 

6 做ｸ躡nﾃ���,紊Cr�大型タンク車 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾞ綾ｸｼb�千葉県市川市原木4-14 

了 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ#c��大型タンク車 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾞ綾ｸｼb�千葉県市川市原木4-14 

8 做ｸ躡nﾃ���,ﾓs�b�大型タンク車 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾞ�5Io"�千葉県市川市原木4-14 

9 做ｸ躡nﾃ���,ﾓs�r�大型タンク車 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾞ綾ｸｼb�千葉県市川市原木4-14 

10 做ｸ躡nﾃ���,ﾓs�B�大型タンク車 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾞ綾ｸｼb�千葉県市川市原木4-14 

11 做ｸ躡nﾃ���,ﾓs3r�大型タンク車 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾞ綾ｸｼb�千葉県市川市原木4-14 

12 做ｸ躡nﾃ���,ﾓs迭�大型タンク車 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾞ綾ｸｼb�千葉県市川市原木4-14 

13 做ｸ躡nﾃ���,ﾓs途�大型タンク車 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾞ綾ｸｼb�千葉県市川市原木4「4 

14 ��h�躡nﾃ���,ﾓs湯�大型タンク車 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾞ綾ｸｼb�千葉県市川市原木4葛14 

15 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ����大型タンク車 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾞ綾ｸｼb�千葉県市川市原木4-14 

16 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ��2�大型タンク車 帝tﾈﾌ�檍��ｷｸﾞ益�ｼb�千葉県市川市原木4「4 

17 做ｸ躡nﾃ���,ﾓピ2�大型タンク車 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾞ綾ｸｼb�千葉県市川市原木4-14 

18 做ｸ躡nﾃ���,ﾓピB�大型タンク車 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾞ綾ｸｼb�千葉県市川l市原木414 

19 做ｸ躡nﾃ���,ﾘ.s���大型タンク車 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾞ綾ｸｼb�千葉県市川市原木4-14 

20 做ｸ躡nﾃ���,ﾓョB�大型タンク車 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾞ綾ｸｼb�千葉県市川市原木4-14 

21 做ｸ躡nﾃ���,ﾓャ"�大型タンク車 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾞ�/�沓�千葉県市川市原木4-14 

22 做ｸ躡nﾃ���,ﾓピ��大型タンク車 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾞ綾ｸｼb�千葉県市川市原木4-14 

23 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ���"�大型タンク車 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾞ綾ｸｼb�千葉県市川市原木4-14 

24 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ���2�大型タンク車 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾞ綾ｸｼb�千葉県市川市原木4「4 

25 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ���R�大型タンク車 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾞ綾ｸｼb�千葉県市川市原木4-14 

26 做ｸ躡nﾃ���,����b�大型タンク車 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾞ綾ｸｼb�千葉県市川市原木4-14 

27 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�����大型タンク車 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾞ綾ｸｼb�千葉県市川市原木4「4 

28 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ��#b�大型タンク車 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾞ綾ｸｼb�千葉県市川市原木4-14 

29 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ��S"�大型タンク車 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾞ綾ｸｼb�千葉県市川市原木4-14 

30 做ｸ躡nﾃ���,ﾘ,C�澱�大型タンク車 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾞ綾ｸｼb�千葉県市川市原木4-「4 

31 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ���(�ﾂ�大型タンク車 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾞ綾ｸｼb�千葉県市111市原木4-14 

32 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ#S湯�大型タンク車 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾞ綾ｸｼb�千葉県市川市原木4-14 



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

3.益子工業㈱連絡先:03-3687-2521

討0. 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��ywC���*�#�#��タンク車 �h��ﾔ鮎hx｢�東京都江戸川区南葛西6-25-5 

2 ��ywC���*�##�r�タンク車 �h��ﾔ鮎hx｢�東京都江戸川区南葛西6-25-5 

3 ��ywC���*�#�S��タンク車 �h��ﾔ鮎hx｢�東京都江戸川区南葛西6-25-5 

4 ��ywC���*�#�S2�タンク車 �h��ﾔ鮎hx｢�東京都江戸川区青苗西6-25-5 

5 ��ywC���*�#�S"�タンク車 �h��ﾔ鮎hx｢�東京都江戸川区南葛西6-25-5 

6 ��ywC���*��鼎2�タンク車 �h��ﾔ鮎i4��東京都江戸川区南葛西6-25-5 


