
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　6月28日 

東京都知事　殿 

とおり届け出ます。 

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi8ﾈｨｹ�ﾈｾ9)ｩm｣9MC�,ﾈ自YH��(��8��H������CX��� 
46の一部、47、48、49、50の一部(地番表示) 

汚染土壌の特定有畜物質によ る汚染状態 �-8,��h��O��h��傳�7��ｹv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘr��鉛(土壌溶出量基準不適合)※詳細は添付書類1のとおり 

ふっ素(土壌溶出量基準不適合);杭残土搬出分 

※詳細は添付書類1のとおり 

汚染土壌の体積 �2�#�萼2�-8,��h��O��h��傳陶uﾘ�域97��ｨ､���Z｢�
369m3(ふっ素):杭残土分 

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B��
※詳細は添付書類3のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍��5�484x5�8�4898ﾘ�靖7��ｸ�(嶌郢�ﾒ�

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詹z��#SiMI&��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���7Xﾈ���6ﾓ)?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���Hﾈ���#���?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#刔8��Hﾈ���#���?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���Xﾈ���#���?｢�

運搬の用に供する自動車等の使 用者の氏名又は名称及び連絡先 ��i5儻H��}紿,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。) 僞cゅbﾃ#��

保管施設の所在地並びに所有者 ��ﾉDi=i$冉�¥ｨﾘb�
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。) �亜(ｼyz�������;ﾂ�

鱒婦鵬嫌 

備考l　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

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

人にあってはその代表者)が署名することができる

〈連絡先〉株式会社福田組　日本ロール製造㈱機械工場新設工事現場事務所
。　T田し: 03・6808-3あ18



○土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした形質変更時用届出区域の図面

要措置区域等の所在地‥東京都江戸川区東葛西九丁目3替1の一部、 2、 3、 4、 44、 45、 46の-部、 47、 48、 49、 50の一部(地番)

添付畜類1

( l13)



添付資料呂

汚染土壌の運搬の方法

1.運搬フロー図

形質変更時要届出区域
・東京都江戸川区東葛西九丁目3番1の-部、2、3、4、44、45、46の一部、

47、 48、49、 50の一部　　(地番表示)

【掘削・助士　搬出】

ふっ素▼批索・鉛

汚染土壌

陸運:シグマテック株式会社(運搬受託者) 

荷姿:ダンプトラック十十シート掛け 

【杭残土、搬出】

ふっ素

汚染土壌

陸運:シグマテック株式会社(運搬受託者) 

荷姿:ダンプトラック十シート掛け 

処理施設:ケイエスライン株式会社香取土壌浄化施設

千葉県香取郡多古町千田字裏山56番地

種類:浄化等処理施設

処理方法:第2種特定有畜物質(浄化一洗浄)

2.運搬体制

運搬受託者:シグマテック株式会社

運搬請負者(協力会社)および使用する自動車等の一覧ば添付書類4、 5のとおり



1シグマテック株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先二03-56引-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宮沢町5-4 

2 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 

3 傀ｩ�#���,ﾓ#33R�ダンプ �6ﾘ����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#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場4 

5 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 

6 傀ｩ�#���,ﾓ#3ッ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町51 

7 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宮沢町5-4 

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

9 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 

10 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 

11 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与-4 

12 冖ﾈﾌ8壹���,繝�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 

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

14 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 

15 倅�C�3�+8��S閲��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 

16 冖ﾈﾌ8壹���,ﾓCssr�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 

17 倅�C�3�+33s2�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 

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

19 倅�C���,ﾓ#�ｩ��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 

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

21 亶ｸ���c����,ﾘ���3�r�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋吉沢町5-4 

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

23 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 

24 倅�C�3�+ｳI�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 

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

26 傀ｩ�#���,ﾓ#ssb�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 

27 傀ｩ�#���,ﾓ#sy{��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 

28 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 

29 傀ｩ�#���,ﾓ#�#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 

30 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 

31 冖ﾈﾌ8夐'S��,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 傀ｩ�#���,ﾓ#cCR�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本揺富沢町5-4 

33 傀ｩ�#�����,ﾘ��3��R�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 



2　旭企業株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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 

之 ��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81 

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���神奈川県横浜南西区北幸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���神奈川県撲浜市西区北幸2丁目8-4 

7 ��ﾈﾞ��3�*#Sイ��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　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���神奈川県橋浜市緑区上山3丁目37置5 

2 ��ﾈﾞ������*ｸ��"�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 

3 ��ﾈﾞ������*H��2�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼiiX�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37-5 

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輸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置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�)｣3���*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��S3���*���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3手5 

11 ��ﾈﾞ��38��*���モ�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 

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-写 

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

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 

1了 ��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 

18 ��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 

う9 ��ﾈﾞ��3���+���4��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 

20 ��ﾈﾞ��3���+�#"�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　有限会社ツカタ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:049-296〇千854

¥ 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$｣�xｳ���*���S��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町小用1280-丁8 

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1280-18 

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

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

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



5　有限会社宮原商店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:044-959-3456

¥ 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������*��s�B�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

2 ��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 

3 ��ﾈﾞ������*��s���ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

4 ��ﾈﾞ������*��sSr�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

5 ��ﾈﾞ������*���#C�"�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

6 ��ﾈﾞ������*���#C�2�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

7 ��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 

8 ��ﾈﾞ������*���#����ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

9 ��ﾈﾞ��S����*���#����ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

10 ��ﾈﾞ������*���#����ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

11 ��ﾈﾞ��S����*���SC���ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区南生田8-582仁1 

12 ��ﾈﾞ������*���SC�"�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区南生田8-582仁1 

13 ��ﾈﾞ������*���SC�2�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区南生田8-58241 

14 ��ﾈﾞ������*���SC�F��ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区南生田8-5824-1 



6　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12-10 

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-喜0 

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. 



7　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���*田##��ダンプ 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田484-1 

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「 

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

4 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48什1 

5 偸I?ｩYC���,ﾓ#s澱�脱箱装置付コンテナ尊用車 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#cヲ�ダンプ 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田484-1 

7 偸I?ｩYC���,ﾓ3#3��脱着裟置付コンテナ尊属瑠 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���*都�S"�ダンプ 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田48午1 

9 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484-1 

10 偸I?ｩYC���*都s�2�ダンプ 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田48牢1 

11 偸I?ｩYC���,ﾓC����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���*都ン��説破装置付コンテナ尊属翠 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田484「 



8　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6-12-506 

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置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「2-506 



9　株式会社後藤田商店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:044輸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����*�#y{�"�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�u(ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町子5 

2 ��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1-5 

3 ��ﾈﾞ����*�#����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����*�33cb�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町十5 

5 ��ﾈﾞ����*�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 

6 ��ﾈﾞ����*鼎�#��ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈Il憬川崎市川崎区浅野町1-5 

7 ��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 

8 ��ﾈﾞ���ﾏｸ*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 

9 ��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子5 

10 ��ﾈﾞ����*的4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 

11 ��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十5 

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

14 ��ﾈﾞ�*C��*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 

15 ��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 

16 ��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十5 

17 ��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十5 

18 ��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 

19 ��ﾈﾞ����*鉄3�2�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町子5 

20 ��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1-5 

21 ��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 

22 ��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 

23 ��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 

24 ��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 

25 ��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子5 

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

之7 ��ﾈﾞ����*鉄cSr�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　明和土木興業株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先;048-224-6641

¥ 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���,ﾘ��ピ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「2 

2 ��Xｷｳ���,ﾘ�S�32�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市京領家2-3置12 

3 ��Xｷｳ���,ﾓ��3B�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東頼家2-3-12 

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

5 ��Xｷｳ���,ﾓ�#3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家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」i旧市東嶺家2葛3「2 

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「2 

8 ��Xｷｳ���,ﾓ�##R�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 

9 ��Xｷｳ���,ﾓ�s�2�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県Il旧市京領家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2-3-1之 

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���埼玉県川口市東館家2-3-12 

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

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

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

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

17 ��Xｷｳ�3�+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2-3-12 

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「2 

19 ��Xｷｳ���,ﾓ�ScB�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東嶺家2-3-12 

20 ��Xｷｳ���,ﾓ3�sb�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東嶺家2-3「2 

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

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置12 

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

24 ��Xｷｳ�3�+3#�32�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市京領家2-3-1芝 

25 ��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 

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「2 

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

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

29 ��Xｷｳ�3�+3#s3��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株式会社義建　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: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 

il ��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12-6 

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

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

10 ��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9���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 

13 ��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�.ﾂ�東京都江戸川区春江町2丁目12-6 

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 

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

17 ��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 



12関東リソース株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:0480-85-0911

¥ 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台字南323-1 

2 ��89h蕪�����,ﾓ#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宇宙3231 

3 ��89h蕪�����,ﾓ#ss��ダンプ 亊i8ﾈ8ｨ5ﾈ�ｸ5茜H�檍���埼玉県久富市菖蒲町台字面323「 

4 ��89h蕪�����,ﾓ#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甫323-1 

5 ��89h蕪�����,ﾓ#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車南323-1 

6 ��89h蕪�����,ﾓ#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車南323「 

了 ��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字面323「 

8 ��89h蕪�����,ﾓ){塔b�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車南323-「 

9 ��89h蕪�����,ﾓ#y{澱�説恕襲履付コンテナ呼黒柳 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 

10 ��89h蕪�����,ﾓ#y{途�脱蒋装置付コンテナ専用鴎 亊i8ﾈ8ｨ5ﾈ�ｸ5茜H�檍���埼玉県久喜市菖蒲町台車南323置1 

11 ��89h蕪�3�+3#sビ�硯箱笠置付コンテナ専用坪 亊i8ﾈ8ｨ5ﾈ�ｸ5茜H�檍���埼玉県久喜市菖蒲勘合車高323「 

12 ��89h葺�S3���+�#sモ�脱楯婆置付コンテナ専用駆 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 

13 ��89h蕪�3���+8��){塔��撹宿襲屈伸コンテナ専用車 亊i8ﾈ8ｨ5ﾈ�ｸ5茜H�檍���埼玉県久喜市菖蒲町台宇宙323-1 

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

15 ��89h蕪�3�+8��#s���脱路線日付コンテナ尊属屯 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 

16 偸I?ｩYC�����,ﾓ3����脱徳駐憧付コンテナ粛用屯 亊i8ﾈ8ｨ5ﾈ�ｸ5茜H�檍���・埼玉県久富市菖蒲町合字南323「 

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車南323-1 



13　関東資源株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:0285-84-1 161

¥ 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���栃木県真岡市議町5之18 

2 �i78ｷｳ�����,ﾘ��3�#��脱着援縫付コンテナ専用車 亊i8ﾈ��ﾋ乘H�檍���栃木県真岡市議町5218 

3 �i78ｷｳ�����,ﾘ��3�c2�脱着譲置付コンテナ専用駆 亊i8ﾈ��ﾋ乘H�檍���栃木県真岡市荒町5218 

4 �i78ｷｳ�����*���ン3��競電装置けコンテナ曹用事 亊i8ﾈ��ﾋ乘H�檍���栃木県真岡市荒町5218 

5 �i78ｷｸ�S����,ﾘ��Scコ�脱着装腫付コンテナ専用埴 亊i8ﾈ��ﾋ乘H�檍���栃木県真岡市荒町5218 

6 �i78ｷｳ�����,ﾘ��ScsB�脱着祭位付コンテナ専用鴫 亊i8ﾈ��ﾋ乘H�檍���栃木県真岡市荒町5218 

7 �i78ｷｳ�����,ﾘ��Scッ�脱着錯鐙付コンテナ常用庫 亊i8ﾈ��ﾋ乘H�檍���栃木県真岡市荒町5218 

8 �i78ｷｳ�����,ﾘ��c�#��脱稽駿笹竹コンテナ専用堪 亊i8ﾈ��ﾋ乘H�檍���栃木県真岡市荒町5218 



14株式会社三栄興業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:048-955-1 632

¥ 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�����*���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 



15　株式会社大典　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:0178-27-81 11

¥ 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�#�����*���c3閲��ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

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「3 

6 傀ｩ�#�����*���c度�R�ダンプ 乘H�檍���Xｻｲ�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

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1313 

9 傀ｩ�#�����*���cc右b�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葛13 

1之 傀ｩ�#�����*���c涛2�ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

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

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「3 

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�����*�����S��ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八声市西白山台5丁目13-13 

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

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

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13-13 

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

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13-13 

28 ��｣�����*���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「3 

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

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

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

・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 



16株式会社天佑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:048-461輸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���,C3��ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

之 傀ｩ�#�����+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「 

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

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

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

11 傀ｩ�#�����,ﾘ��#ン2�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸24ト1 

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

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「 

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

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

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

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

重9 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「 

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 乘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「 

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

27 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245-1 

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

30 傀ｩ�#�����*���cCS"�ダンプ 乘H�檍��5it2�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245-1 

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245-1 

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



¥ 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 

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

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

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2451 

42 傀ｩ�#�����*���{��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「 

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245-1 

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 



17　有限会社伊藤総菜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: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���+ﾓ����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��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

3 �.越s�����,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���+鼎CB�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:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43」1 

6 ��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 

7 ��ｹzs���+8��ssr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝぴ�東京都江戸川区鹿骨2丁目43葛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�+3ss��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川I区鹿骨2丁目43-4 

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

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

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

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

15 做ｸ躡nﾃ�3�,������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

16 ��ｹzs�3���.ｳ���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目伸-4 

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

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43置4 

19 ��ｹzs�3���,cC��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 

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



¥ 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ﾃ�3�-�������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��腰�ｻｸｼb�神奈川県猿浜市鶴見区平安町1-36-2-201 

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



19有限会社北建産業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:01 72-77-3305

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

1 ��)�������,ﾓ#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38二1 

2 ��)����ﾃ����,ﾘ��#c3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｹ¥x蝌ｼb�青森県北澤軽部板柳町館野越揺元38-1 

3 ��)�������,ﾓ#�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38-1 

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 ��)�������,ﾓ##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381 

6 ��)�������,ﾘ��##�"�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「 

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「 

10 ��)�������,ﾓ#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揺元38-1 

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

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

16 ��)�������,ﾓ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揺元38-1 

17 ��)�������,ﾘ��3#C��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳同線野趣橋元381 

18 ��)�������,ﾓ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 

喜9 ��)���S����,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蝕野趣橋元38-1 

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

21 ��)�������,ﾘ��3C�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町館野越揺元38「 

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館野越橋元3B-1 



20株式会社伊能重機　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 047-355-1 159

¥ 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�3�,#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「06 

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ﾈ�c3�+����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 



21株式会社三尾アドバンス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:03-374十8150

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�草体の形状 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置601 

2 儼��ﾃ�3���+ﾘ��S��ダンプ 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽田十2了-4-601 



22佐藤商運有限会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:03-3689-2768

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

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

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「6-6 

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「6輸6 

8 ��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 



23　豊島土木株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:03-3608-8741

¥ 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�����,ﾓ�CC��ダンプ �;�8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目7-12 

.2 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 

3 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「2 

4 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712 

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

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

了 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7-12 

8 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 

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

10 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 

11 偸I?ｩYC�3���+8��,C����ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区董島2丁目71之 

丁2 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 

13 偸I?ｩYC�3�+ﾓs���ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���・東京都北区豊島2丁目712 

14 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 

15 偸I?ｩYH�S3���,�������ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目7-12 

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

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

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

19 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「2 

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

21 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7-1之 

2之 偸I?ｩYC�3���*������ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区堂島2丁目7-12 

23 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 

24 偸I?ｩYC�3���*����2�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区堂島2丁目7-12 

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

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

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

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

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



24株式会社清建興業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:03-5647-5880

¥ 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�����,���R�ダンプ 乘H�檍���Hﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3-17-25-301 

2 ��ｹzs�3���+���b�ダンプ 乘H�檍���Hﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興317-25-301 

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

4 ��ｹzs�����,ﾘ��3�3r�ダンプ ���ｩH�檍���Hﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3-17-25-301 

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

6 ��ｹzs�3���+���c��b�ダンプ 乘H�檍���Hﾉｩ'ｨｼb�東京都足立区伊興3-17-25-301 

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

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

9 ��ｹzs�3�+x��c����ダンプ 乘H�檍���Hﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3-17-之5-301 

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

11 ��ｹzs�����,ﾘ��3涛��.ダンプ ���ｩH�檍���Hﾉｩ'ｨｼb�東京都足立区伊興3-17-25-301 

12 ��ｹzs�����,ﾘ��3涛��ダンプ 乘H�檍���Hﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3-1了-之5-301 



25株式会社トシマ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:03-3608-8741

¥ 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2十2 

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

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

4 偸I?ｩYC�3�+鉄���ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都萬飾区西水元1丁目21-2 

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

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葵2 

7 偸I?ｩYC�3���,涛���ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都萬飾区西水元l丁目21-2 

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2十2 

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2ト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21-2 

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���*���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���*���モ�ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元1丁目2十2 

16 偸I?ｩYC�3���*���ヲ�ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都萬飾区西水元1丁目2十2 



26株式会社ハーモセレ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 03-3553-6827

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

1 做ｸ躡nﾃ�3�*c�����ダンプ 乘H�檍��6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�千葉県市川市行徳駅前3丁目15-14 

2 做ｸ躡nﾃ�3���*����"�ダンプ 乘H�檍��6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�千葉県市川市行徳駅前3丁目15-14 

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



27有限会社米塚総建　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:048-421-5088

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 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｢�東京都豊島区巣鴎1丁目2-25-302 



28株式会社小原工業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:047-328-3933

¥ 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「4 

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2114 

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

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

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

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ト14 

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

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置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21-14 

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



29有限会社新拓興業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:048-952-81 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�����,ﾓ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�����,ﾓ#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「丁目328 

4 偸I?ｩYC�����,ﾓ#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��(,CR�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���,cS��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1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 

10 偸I?ｩYC�3�+ﾓCcC��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄「丁目328 

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



30有限会社羽賀商店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:044-976-1247

¥ 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3-6-2了 

3 ��ﾈﾞ��3�*�ャ�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��蝿棹ⅹ5��神奈川県川崎市営的区水沢3-6-27 

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喜6-27 

5 ��ﾈﾞ����*�33���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��蝿棹ⅹ5��神奈川県」II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3-6-27 

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3-6-27 



31有限会社丸和工業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:03-38粥-696喜

¥ 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葛8 

3 ��ｹzs���,ﾓ#悼{��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��b�東京都足立区入谷3町目5-8 



32エステートサービス株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:03-6806-2572

¥ 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���*ﾘ��s���ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1-16-3 

2 ��ｹzs�3���*H��y)｣��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1「6-3 

3 ��ｹzs�3���*H��s3��ダンプ　● �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見十16-3 

4 ��ｹzs�3���*H��sS��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見十16-3 

5 ��ｹzs�3���*���sc��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見十16-3 

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

7 ��ｹzs�3���*ﾘ������ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見十16-3 

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

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

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

11 ��ｹzs�3���+����#��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見116置3 

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

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

14 ��ｹzx��)｣3���+8��ピ��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見十16-3 

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

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

17 ��ｹzs�3�+x�������ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見十16-3 

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

19 ��ｩlﾓ�����,ﾓ3csr�ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1-16-3 

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



33 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��連絡先: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��東京都江戸川区中萬西5-23-3 

2 做ｸ躡nﾃ�3�.����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中萬西5-23-3 

3 做ｸ躡nﾃ�3���,��"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区申萬西5-23-3 

4 做ｸ躡nﾃ�3���,ﾃ�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中電西5輸23-3 

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5-23-3 

6 做ｸ躡nﾃ�3���,��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 

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5-23-3 

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5-23-3 

9 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5-23-3 

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5-23-3 

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5-23-3 

12 做ｸ躡nﾈ��)｣3���,c#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中幕西5-23-3 

13 做ｸ躡nﾃ�3���-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5-23-3 

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5-23-3 

15 做ｸ躡nﾃ�����,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5-23-3 

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5-23-3 

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5-23-3 

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)II区中葛西5-之3-3 

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

21 做ｸ躡nﾃ�����,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5-23-3 

22 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�SYEb�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 

23 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5-23-3 

24 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ��)ｨ�3B�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 

25 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 

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

27 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5-23-3 

28 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5-23-3 

29 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ��#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5-23-3 

30 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5-23置3 

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

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

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

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



有限会社戸館総菜 連絡先:03-36弱-1865

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��ｹzs�3���-�����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｸｭ��ﾘﾝ��東京都江戸川区東小松川3「4-4-306 

2 ��ｹzs�3���,ｳ����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｸｭ��ﾘﾝ��東京都江戸川区東小松川3「4-4-306 

3 ��ｹzs�3���+ﾘ��)｣3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｸｭ��ﾘｼb��東京都江戸川区東小松川3-14-4-306 

4 ��ｹzs�3���,(��#���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｸｭ��ﾘﾝ��東京都江戸川区東小松川3「4-4-306 

5 ��ｹzs�3���+ﾘ��3���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｸｭ��ﾘﾝ��東京都江戸川区東小松川3-14-4-306 

6 ��ｹzs�3���+���C�ｯ��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｸｭ��ﾘﾝ��東京都江戸川区東小松川314-4-306 

7 ��ｹzs�3���+s�#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｸｭ��ﾘﾝ��R�東京都江戸川区東小松川3-14-4-306 

8 ��89h蕪�����-�#�c��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｹl��ﾘﾝ��東京都江戸川区東小松川3「4-4-306 



有限会社高野建材 連絡先: 048葛287-3325

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

1 帝�Xｷｳ�3���+3�#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市戸塚鋏町35-26 

2 ��Xｷｳ�3�+ｳ�3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市戸塚鋏町35-26 

3 偸I?ｩYC�3�+3�3"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��塙玉県川口市戸塚鋏町35-26 

4 偸I?ｩYC�3�+��32�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市戸塚鋏町35-26 

5 偸I?ｩYC�3���+3�3B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市戸塚鋏町35-26 

6 偸I?ｩYC�3���.#���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市戸塚歓呼35-26 

7 偸I?ｩYC�3���+ｸ��#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市戸塚鉄町35-26 

8 偸I?ｩYC�3���,���3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市戸塚鋏町35-26 

9 偸I?ｩYC�3���+鼎��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市戸塚鋏町35-26 

10 偸I?ｩYC�3�,(��S��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市戸塚鋏町35-26 

11 偸I?ｩYC���+s�#3"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市戸塚鋏町35-26 



36株式会社李勤ジャパン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:048

¥ 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�����,ﾓ3CS2�ダンプ 乘H�檍��ｹ9:�5x887�92�東京都江戸川区西葛西6-2-16 

2 偸I?ｩYC�����,ﾓ3CSB�ダンプ 乘H�檍��yｸｼ�5x887�92�東京都江戸川区西葛西6-2-16 

3 偸I?ｩYC�����,ﾘ��3C澱�ダンプ 乘H�檍��ｹ9:�5x887�92�東京都江戸川区西葛西6-2-16 

4 偸I?ｩYC�����,���3C途�ダンプ 乘H�檍��ｹ9:�5x887�92�東京都江戸川区西葛西6〇㌢16 

5 偸I?ｩYC�����,ﾘ��3C唐�ダンプ 乘H�檍��ｹ9:�5x887�92�東京都江戸川区西萬西6-2-16 

6 偸I?ｩYC�����,ﾓ3C湯�ダンプ 乘H�檍��ｹ9:�5x887�92�東京都江戸川区西葛西6-2-16 

7 偸I?ｩYC�����,ﾓ3S�b�ダンプ 乘H�檍��yｸﾘX5x887�92�東京都江戸川区西葛西6-2-16 

8 偸I?ｩYC�����,ﾘ��3S�r�ダンプ 乘H�檍��yｸｼ�5x887�92�東京都江戸川区西葛西6-2-16 

9 偸I?ｩYC�����,ﾘ��3S���ダンプ 乘H�檍��yｸｪ�5x887�92�東京都江戸川区西葛西6-2-16 

10 偸I?ｩYC�����,ﾘ��3S���ダンプ 乘H�檍��yｸﾘX5x887�92�東京都江戸川区西葛西6-2-16 



き7 乘H�檍��5�486X6(4��連絡先:044-288-7644 

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

1 ��ﾈﾞ������*���SCs��ダンプ 乘H�檍��5�48��6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

2 ��ﾈﾞ������*���Ss�"�ダンプ 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

3 ��ﾈﾞ������*���SCs��ダンプ 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

4 ��ﾈﾞ������*���S#���ダンプ 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川県11崎市川崎区千鳥町8-2 

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

6ノ ��ﾈﾞ������*���S##��ダンプ 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

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

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

9 ��ﾈﾞ������*鼎ンR�ダンプ 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

10 ��ﾈﾞ������*���Cs3R�ダンプ 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

11 ��ﾈﾞ����*的{�3b�ダンプ 乘H�檍��5�48��684��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

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

13 ��ﾈﾞ����*鼎ンb�ダンプ 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

14 ��ﾈﾞ������*���Cンr�ダンプ 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

15 ��ﾈﾞ������*���#�3��ダンプ 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

16 ��ﾈﾞ������*���Cc3��ダンプ 乘H�檍��5�48��6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

1了 ��ﾈﾞ������*���3�#��ダンプ 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8輸2 

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

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

20 ��ﾈﾞ����*鉄c���ダンプ 乘H�檍��5�48��684��神奈川県川崎市川崎区千鳥町B-之 

21 ��ﾈﾞ������*鼎s3b�ダンプ 乘H�檍��5�486X6(4��神奈Ji憬川崎市川崎区千鳥町8-2 

22 ��ﾈﾞ������*鉄��b�ダンプ 乘H�檍��5�486X6(4��神奈II憬川崎市川崎区千鳥町8-2 

23 ��ﾈﾞ������*鉄3c"�ダンプ 乘H�檍��5�48��6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8輸2 

24 ��ﾈﾞ����*鼎ン��ダンプ 乘H�檍��5�486X6(4��禅奈川県川崎市川嶋区千鳥町8-2 

25 ��ﾈﾞ����*鉄��R�ダンプ 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

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

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



39　京葉建設㈱

¥ 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���+ﾓ"�ダンプ 仍駢Hﾉｩ�ﾘx｢�千葉県船揺市三山1-44-9 

2 做ｸ躡nﾃ�3�-�B�ダンプ 仍駢Hﾉｩ�ﾘx｢�千葉県船揺市三山1-44-9 

3 做ｸ躡nﾃ���+ﾓR�ダンプ 仍鞏伊ｩ�ﾘx｢�千葉県船橋市三山1-仙-9 

4 做ｸ躡nﾃ�3�+����ﾂ�ダンプ 仍鞏伊ｩ�ﾘx｢�千葉県船璃市三山1葛44-9 

5 做ｸ躡nﾃ�3�,��"�ダンプ 仍鞏伊ｩ�ﾘx｢�千葉県船橋市三山1-44-9 

6 做ｸ躡nﾃ�3�-��R�ダンプ 仍駢Hﾉｩ�ﾘx｢�千葉県船橋市三山1「44-9 

7 做ｸ躡nﾃ�3�,C�b�ダンプ 仍鞏伊ｩ�ﾘx｢�千葉県船橋市三山1一曲置9 

8 做ｸ躡nﾃ�3�+ﾓ���ダンプ 仍駢Hﾉｩ�ﾘx｢�千葉県船橋市三山十44-9 

9 做ｸ躡nﾃ�3�,C#"�ダンプ 仍鞏伊ｩ�ﾘx｢�千葉県船揺市三山上44-9 

10 做ｸ躡nﾃ�3�+ｳ3��ダンプ 仍駢Hﾉｩ�ﾘx｢�千葉県船橋市三山1可4-9 

11 �� �� 

12 �� �� 

13 �� �� 

14 �� �� 

15 �� �� 

16 �� �� 

17 �� �� 

18 �� �� 

19 �� �� 

之0 �� �� 

21 �� �� 

22 �� �� 

23 �� �� 

24 �� �� 

25 �� �� 

26 �� �� 

27 �� �� 

28 �� �� 

29 �� �� 

30 �� �� 

31 �� �� 

32 �� �� 

33 �� �� 



38川名建材㈱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 047-453-0206

¥ 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�3�,cS���ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ閂｢�千葉県習志野市秀麗2-4「 

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

3 做ｸ躡nﾃ�3�,c3��ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ閂｢�千葉県習志野市香澄2-4-1 

4 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「 

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

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

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

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

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

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

11 做ｸ躡nﾃ���,#r�ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ閂｢�千葉県習志野市香澄2葛4-丁 

12 做ｸ躡nﾃ�3�+ｳ���ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ閂｢�千葉県習志野市香澄2葛4輸1 

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

14 做ｸ躡nﾃ���.C�����ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ閂｢�千葉県智恵野市香澄2-4-1 

15 做ｸ躡nﾃ�+3�-縱r�ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ閂｢�千葉県習志野市香港2「4-1 

16 ��ywC�3�.#���ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ閂｢�千葉県習志野市香澄2置4「 

17 做ｸ躡nﾃ�3�-ﾃ����ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ閂｢�千葉県智恵野市香澄之-4「 

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

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

20 ��ywC���,C��ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ閂｢�千葉県習志野市香港2-4-1 

21 �� �� 

22 �� �� 

23 �� �� 

24 �� �� 

25 �� �� 

26 �� �� 

27 �� �� 

28 �� �� 

29 �� �� 

30 �� �� 

31, �� �� 

32 �� �� 

33 �� �� 


