
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 

早が土管年　6月　耳目 
東京都知事　殿 

届出者撥撥等の印 

土壌汚染対策法第16粂第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 ��i��Uｸ蕀+8ﾎﾈﾉｹ��?��yW刎飲�TﾙYHｸｩdr� 

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

汚染土壌の体積 ��Sィ靉ﾓ��8�������h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��{�(,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B��
※詳細ま添付資料3のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名又 は名称 乘H�檍��D､ｲ�

汚染土壌を処理する者の氏名又 �6x�ｸ7ｨ�ｸ6x8�5�6xｩH�檍���

は名称 宙��Vﾉ7��ｸ8ｨ5H484�8ｸ5ｨ985��ｲ��

汚染土壌を処理する施設の所在 地 ���=��ﾈﾊxｵｹVﾈ�9��=��ﾈｾi~儉�*ﾃIMI&��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋韈�甯ﾈ���4���?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋阮8ｫ�x*�����

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋陞ｩ�盈ｨｨｸ���

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖��ﾈ���#X��?｢�

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��{�,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 丼�9h,�+X������ﾉEi?｢餠ﾓ�����������������ｸ�ｲﾒﾘ耳�ｨ�ｨ�ｨ耳耳�｢"ﾘ耳����ﾂ�

場合に限る。) 哩�ｩDﾘﾛｹ�ｹm�����ｨ��ｸ��"�

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。) ��5�'�d�.#､郵ｬ9�86ﾖﾂ籏ﾖ�ﾘ�����R�

該当なし　　　　　寒鰭繍競珊 

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(法人にあってばその代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本人(法

人にあってほぞの代表者)が署名することができる。

〈連絡先〉

清水建設株式会社　浜松町一丁目地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物新築工事事務所

担当:　　　　町田しO3"6459-0112



圏耳「コ楢句的尋蛾並の狛図師暫董鄭重髭爵斑雪セキ⊆羊「重避暑蒐雛の噺干　乙●召図

回湘南--一-　(園醍醐国井講鞄籍報覿圏 
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汚染土壌の運搬の方法

処理施設:トーホートラスト株式会社　横浜土壌リサイクルセンター

運搬フロー図

形質変更時要届出区域

住居表示:東京都港区浜松町一丁目5番7号、 5番10号

地番表示:東京都港区浜松町一丁日工l番12、 33の各一部

鉛溶出基綽及び含有基準超過土壌、枇索第二溶出基準及び含有基準超過土壌

陸運:株式会社DJK 

荷姿:ダンプトラック十シート掛か 

処理施設:トーホートラスト株式会社　横浜土壌リサイクルセンター

横浜市神奈川区鈴繁町四番地

種　　類;分別等処理施設

処理方法:分別等処理(異物除去)

許可番号:第〇850001○○4号

運搬体制

運搬受託者:株式会社D J K

協力会社及び使用する自動車等の一覧は、添付書類4-1のとおり



添付書類4-1

汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

(要処置区域等-トーホートラスト㈱横浜土壌リサイクルセンター)

*運搬受託者株式会社DJK

NO ���kﾂ�住所 刋�xﾙ�b�

1 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県」i旧市東嶺家2-3-「2 ��Cふs唐ﾓccィ�

2 乘H�檍����ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2-う2-6 ��9t�SccBﾓ33�2�

3 冲ﾈﾌ�檍����ﾌｸｭ��ﾘﾝ��東京都江戸川区小松川3-14置4-305 ��2ﾓ3cSRﾓ�ツR�

4 冲ﾈﾌ�檍����嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4-23-1叶102 ��2ﾓSccbﾓ3�c��

5 冲ﾈﾌ�檍����fｸﾉｨ蝌ｼb�寄森県北津軽郡板柳町大字館野題字橋元38-1 ���s"ﾓsx�c33�R�

6 �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2-8-丁6 ��2ﾓc��bﾓ#Ss"�

了 傴ﾉ8x暮t���ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 ��2ﾓ3#Crﾓ�C���

8 乘H�檍����蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽田十27-4-601 ��2ﾓ3sC�ﾓ��S��

9 乘H�檍����抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3-21ト14 ��2ﾓ3c3Rﾓ�Cc��

「0 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-23-3 ��2ﾓScS蔦涛3"�

11 乘H�檍��嫌Eﾈ�ｴ��千葉県浦安市東野2-26「06 ��Crﾓ3SX�S�S��

12 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1-3「 ��2ﾓ3cSRﾓSCs��

13 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1-12-13 ��2ﾓ3Cヲﾓs�3r�

14 冲ﾈﾌ�檍����腰�ｻｸｼb�横浜市鶴見区平安町1-36賀之-201 ��CRﾓS�rﾓ��s��

15 儘ｹ��ﾉｩ�ﾘｻｸｼhｩH�檍���千葉県松戸市仲居町3-81-2 ��I{蔦3c"ﾓ333��

16 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸2263 ��CH椒鉄�'S3CSb�

17 冲ﾈﾌ�檍��]ｸﾌｹ69�ﾘﾝ��東京都江戸川区中葛西7-23-12 ��2ﾓSccrﾓCピB�

18 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2-31-47 ��8椒Sc�rﾓ#�3R�

19 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南葛西6「6-6 ��2ﾓ3cヲﾓ#sc��

20 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1置21-2 ��2ﾓ3c�ふピH�R�

21 仍騫慰鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市宮戸4-10-26 ��CふCSふ#����

22 �6x�ｸ7ｨ�ｸ6x8�5�6xｩH�檍���横浜市神奈川区鈴繁町四番地 ��CRﾓCCBﾓ��SR�

23 冲ﾈﾌ�檍��迄�(ｻｸｼb�横浜市港北区日吉6-9-37 ��CRﾓScRﾓ33sr�

24 �� ��

25 �� ��

26 �� ��

27 �� ��

28 �� ��

29 �� ��

30 �� ��

31 �� ��

次項以降の車両は『直積十防じんカバー(ポリエステル製)』にて飛散等を防止する。



N「ロ　土木興業株式会社　　　埼玉県川口市東領家2-3-「2　丁軋048-798-6684 

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

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

2 ��Xｷｳ�����,ﾓ��32�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-3置「2 

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2-3-12 

4 ��Xｷｳ�����,ﾓ�Ec�b�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 

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�##��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県月田市束領家2-3-12 

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

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

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

10 ��Xｷｳ�����,ﾓ�{塔2�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東嶺豪2-3-12 

11 ��Xｷｳ�����,ﾘ��#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-「2 

12 ��Xｷｳ�����,ﾓ���*ｲ�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領家2-竜-「2 

13 ��Xｷｳ�����,ﾘ��#3sr�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 

14 ��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 

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

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

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

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

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

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

21 ��Xｷｸ��ｮﾃ����,ﾘ��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葛3-12 

22 ��Xｷｸ��*C����,ﾓ��C��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口帝京領家2葛3-12 

23 ��Xｷｳ�3���+8��#�3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県Il旧市東領家2-3-「2 

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

25 ��Xｷｳ�3���+8��#�32�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東館家2賀3-12 

26 ��Xｷｳ�3���+8��#c3��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 

27 ��Xｷｳ�3���+8��#c���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 

28 ��Xｷｳ�3���+8��#c�"�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県Ii旧市東領家2鵜3鵜12 

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

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

31 ��Xｷｳ�3���+8��#s3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東頼家2-3-12 



No.2株式会社義建　　　　東京都江戸川区春江町2-12-6　　　TEL O3-5664鵜3383

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

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

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

3 ��ｹzs�3���*h������B�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2-1之-6 

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

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

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

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

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

9 ��ｹzs�3���*�����"�ダンプ 乘H�檍����ｶ9���東京都江戸川区春江町2-1ケ6 

「0 �.越s�3���+�����2�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町年1之-6 

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

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

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

丁4 ��ｹzs�3���*h����r�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2-12-6 

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

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

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

※上語内容は車検証より転記したものである。



No.3　有限会社戸館総菜　東京都江戸川区小松川3-14-4葛3〔 TELO3-3655-1865

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��俶yw��(,ﾈ���

1 ��ｹzs�3���-�������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����ﾌｹl��ﾘﾝ���8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh抦鉑�ﾃ2ﾓ�BﾓBﾓ3�R�

2 ��ｹzs�3���,ｸ������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����ﾌｸｭ｢�仇業 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh抦鉑�ﾃ9t��BﾓBﾓ3�R�

3 ��ｹzs�3���+ﾘ��3���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����ﾌｸｭｩ�ﾘﾝ���8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh抦鉑�ﾃ2ﾓ�BﾓBﾓ3�R�

4 ��ｹzs�3���,ｸ���3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｸｭｩ�ﾘﾝ���8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh抦鉑�ﾃ2ﾓ�H�SH�S3�R�

5 ��ｹzs�3���,(��#���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����ﾌｸｭｩ�ﾘﾝ���8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh抦鉑�ﾃ2ﾓ�BﾓH�S3�R�

6 �.越s�3���+���C���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｸｭｩ�ﾘﾝ���8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh抦鉙�h魵ﾓ�BﾓBﾓ3�R�

※上寵内容は車検証より転記したものである。



No.4　有限会社伊藤終業　　東京都江戸川区上篠崎4-23-10-102　　丁軋03-5666-31 68

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 ��ｹzs�����+ﾘ������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾙwB�東京都江戸川区上篠崎4-23-10-102 

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

3 ��ｹzs�����,ﾈ����39j��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4-23-10-102 

4 ��ｹzs�3���+�����CCB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎十23-10-102 

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

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

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

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

9 ��ｹzs�3���+ｸ����涛��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4-23「10102 

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

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

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

「3 ��ｹzs�3���+8����s�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4-23-1叶102 

14 ��ｹzs�3���+8����s�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4-23-1叶102 

15 倡Ynﾃ�3���,��������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4-23-10-102 

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

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

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

19 ��ｹzs�3���,h������C��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4-23「いて02 

20’ ��ｹzs�3���+x����s#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4-23「0-う02 

※上記内容は車検証より転記したものである。



No.5　有限会社北建産業　　青森県北津軽郡板柳町大字館野題字橋元38「丁巨」O172細77-3305 

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�草体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 ��)�������,ﾘ��#�3r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�音義県北津軽郡板柳町大字館野越字橋元38-1 

2 ��)�������,ﾘ��#�#2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｹ¥x蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町大字鰹野趣字橋元38「 

3 ��)�������,ﾘ��##Sb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北澤速郡板柳町大字館野越宇橋元38輸1 

4 ��)�������,ﾘ��##�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｹ¥x蝌ｼb�青森県北澤軽部板柳町大字鹿野題字橋元38-1 

5 ��)����ｸ�ｸ��,ﾘ��#Cィ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｹ¥x蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町六車線野趣字橋元38「 

8 ��)�������,ﾘ��#Ssr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳同大車線野趣字橋元38-1 

9 ��)�������,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大字館野題字穏元38-1 

10 ��)�������,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大字館野越字橋元的「 

11 ��)�������,ﾘ��#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大字館野題字穏元38-1 

12 ��)�������,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大字館野題字橘元38-1 

13 ��)�������,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大字館野題字揺元38-1 

14 ��)�������,ﾘ��#sC��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北澤踵郡板柳町大字館野題字橋元38-1 

「5 ��)�������,ﾘ��#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大字館野題字鴇元38「 

16 ��)�������,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大字館野題字橋元38-1 

17 ��)�������,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大字館野題字橋元38-1 

18 ��)�������,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大字館野題字揺元38-1 

19 ��)�������,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町大字館野題字橋元亀8-1 

20 ��)�������,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大字館野題字揺元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大字館野題字橋元38-「 

22 ��)�������,ﾘ��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大字館野題字橋元38-1 

23 ��)�������,ﾘ��3C�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北澤軽部板柳町大字掠野趣字橋元締-1 

※上記内容は車検証より転記したものである。



No.6　エステートサービス株式会社　　　東京都江東区塩浜2-8-1 6　　　　　　丁乱03-6806-2572

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 ��ｹzs�3���*ﾘ����s���ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2-8-16 

2 ��ｹzs�3���*H����s���ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2-8-16 

3 ��ｹzs�3���+8��sC��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2-8-16 

4 ��ｹzs�3���*(��yu���ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜之-8「6 

5 ��ｹzs�3���*���sc��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2-8「6 

6 ��ｹzs�3���*(��ss��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2-8-16 

7 ��ｹzs�3���*ﾘ��������ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2-8-16 

8 ��ｹzs�3���*H������ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2-8-16 

9 ��ｹzs�3���+������#��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2-8「6 

10 ��ｹzs�3���*����3��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2-8「6 

11 ��ｹzs�3���+8��ツ��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5���ｩH�檍���東京都江東区塩浜2-8-16 

12 ��ｹzs�3���+8��ピ��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2-8「6 

13 ��ｹzs�3���+8��ャ��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2-紅16 

14 ��ｹzs�3���+x��ゴ��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜斗8-16 

15 ��ｹzs�3���+x��s���ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2置8-16 

16 ��ｹzs�����.H�������ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2-8-16 

17 ��ｹzs�3���+x�������ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2-8-16 

18 ��ｹzs�3���+8�����"�ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2置8-16 

19 ��ｩlﾓ�����,ﾘ��3csr�ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2-8置16 

20 ��ｩlﾓ�����,ﾘ��#S迭�ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2-8-16 

21 ��ｹzs�3���*H����s3��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2"816 

※上記内容は車検証より転記したものである。



N°.7　松島運輸株式会社　　　東京都杉並区梅里2-25-丁3　　　　丁巨」 O3葛3247-0401

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

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

2 �ｹF������*�����#3湯�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区椋里2-25-13 

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

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

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

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

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

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

9 �ｹF������*�����#鼎r�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区棍里2-25「3 

10 �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「3 

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

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

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

※上記内容は車検証より転記したものである。



No.8　株式会社三屋アドバンス　　東京都大田区本羽田1-27-4-601　丁軋03-3741-8150 

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�草体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 儼��ﾃ�3�����+x������S2�ダンプ 乘H�檍��蓼夊4�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��蓼夊4�6�6�985��東京都大田区本羽田十2了十-601 

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

4 ��ﾈﾞ��3�����*�����ャ���ダンプ 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽田十27-十601 

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

6 ��ﾈﾞ��3�����*�����ャ�2�ダンプ 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽田1-27-4-601 

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

8 ��ﾈﾞ��������*������3�R�ダンプ 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽田十27十-60† 

9 ��ﾈﾞ��������*�����33���ダンプ 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽田1-27一ト601 

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

※上記内容は車検証より転読したものである。



No.9　株式会社　小原工業　東京都墨田区両国8-2十14　　　TEL O3-3635-0461

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

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

7 ��ｹzs�3���*h�S��"�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3-2十う4 

8 ��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3-2ト14 

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

10 ��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3-21-14 

11 ��ｹzx��)｣3���*H���c��b�ダンプ 乘H�檍����抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3-2十14 

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

13 ��ｹzs�3���*H�������ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3-2ト14 

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

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

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

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

丁8 ��ｹzs�3���*H����#2�ダンプ 乘H�檍����抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3-21-14 

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

20 ��ｹzx�S3���*c��#R�ダンプ 乘H�檍����抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3-2l-14 

※上記内容は車検証より強請したものである。



No.10有限会社東京プランニング東京都江戸川区中葛西5-23-3　　　TELO3-5659-9932 

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

6 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�8�ﾂ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����8ﾈｹ�7H8�986ｨ984��東京都江戸川 仞i(hｨｹ�ﾃRﾓ#2ﾓ2�

7 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 

8 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葛23-3 

9 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 仞i(hｨｹ�ﾃRﾓ#2ﾓ2�

10 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 

丁1 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ��,CX�Sb�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ﾃ�����,ﾓ�X�Sr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川 仞i(hｨｹ�ﾃRﾓ#2ﾓ2�

13 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�S���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸」i 仞i(hｨｹ�ﾃRﾓ#8潟2�

14 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 仞i(hｨｹ�ﾃRﾓ#2ﾓ2�

15 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I† 仞i(hｨｹ�ﾃRﾓ#2ﾓ2�

16 做ｸ躡nﾃ�����,ﾓ�SS2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�99?�4ｲ�東京都江戸」I 仞i(hｨｹ�ﾃRﾓ#2ﾓ2�

17 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ��,CSSB�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�Xｩ��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�99?�&ｨ�b�東京都江戸川区中葛西5-23-3 

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

20 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ�c��b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7X8�99?�984��ｲ�東京都江戸Jl 仞i(hｨｹ�ﾃRﾓ#8�S2�

21 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 

22 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 仞i(hｨｹ�ﾃX潟#2ﾓ2�

23 做ｸ躡nﾈ�S����,ﾘ��#3ヲ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川 仞i(hｨｹ�ﾃRﾓ#2ﾓ2�

24 做ｸ躡nﾃ�����.������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸月 仞i(hｨｹ�ﾃX�S#2ﾓ2�

25 做ｸ躡nﾃ�����.������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸月 仞i(hｨｹ�ﾃRﾓ#2ﾓ2�

26 做ｸ躡nﾃ�3���,����"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川 仞i(hｨｹ�ﾃY'S#2ﾓ2�

27 做ｸ躡nﾃ�3���,ﾈ���2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�98+�+��東京都江戸川 仞i(hｨｹ�ﾃX�S#2ﾓ��

28 做ｸ躡nﾃ�3���+ｸ���B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸JI 仞i(hｨｹ�ﾃRﾓ#2ﾓ2�

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

30 做ｸ躡nﾃ�3���,ﾘ���b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川 仞i(hｨｹ�ﾃRﾓ#2ﾓ2�

31 做ｸ躡nﾃ�3���,ﾈ���r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸II 仞i(hｨｹ�ﾃRﾓ#2ﾓ2�

32 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Jl 仞i(hｨｹ�ﾃX�S#2ﾓ2�

33 做ｸ躡nﾃ�3���+������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�98+�+��東京都江戸J 綿ｾi(hｨｹ�ﾃRﾓ#2ﾓ2�

34 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 

35 做ｸ躡nﾃ�3���,h����#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸l 仞i(hｨｹ�ﾃRﾓ#2ﾓ2�

台6 做ｸ躡nﾃ�3�+x�c��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�99?�984��’東京都江戸J 仞i(hｨｹ�ﾃRﾓ#2ﾓ2�

※上記内容は車検証より強調したものである。 



No.11株式会社伊能重機　千葉県浦安市東野2-26「06　　　　　TELO47細355-1159 

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 ����躡nﾃ�3���-8�������ダンプ 乘H�檍��嫌Eﾈ�ｴ��千葉県浦安市東野2-26-106 

2 做ｸ躡nﾃ�3���,(��3��2�ダンプ 乘H�檍��嫌Eﾉ;h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 乘H�檍��嫌Eﾈ捧ﾙｲ�千葉県浦安市東野2-26「06 

4 做ｸ躡nﾃ�3���+8��c��b�ダンプ 乘H�檍��嫌Eﾈ�ｴ��千葉県浦安市東野2-26-置06 

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

※上記内容は車検証より転記したものである。



No.1 2 KT産業株式会社　　　東京都江戸川区上一色1-3「　　T軋O3-365吉-5478

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

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

2 ��ｹzs�����,ﾘ��3S���ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色十3-1 

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

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

5 ��ｹzs�����,ﾘ��3�)｣R�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色十3-1 

6 ��ｹzs�����,ﾘ��3s3R�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色十3-1 

7 ��ｹzs�����,ﾘ��3s3b�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色十3-1 

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

9 ��ｹzx�S����,ﾘ��3scR�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色十3-1 

10 ��ｹzs�����,ﾘ��3c���ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色十3-1 

11 ��ｹzs�����,ﾘ��S�c��ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色十3「 

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

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

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

15 ��ｹzx��'S����,ﾘ��3cs��ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色ト3-1 

16 ��ｹzx�S����,(��Scs��ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色十3「 

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

18 ��ｹzx�S����,ﾘ��SS���ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色十3-1 

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

20 ��ｹzs�����,ﾘ��*ｳSs"�ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色1-3-1 

21 ��ｹzs�����,ﾘ��SS���ダンプ 隼)ｨ蝌ｼhｩH�檍���東京都江戸川区上一色十3-1 

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

23 ��ｹzs�����,ﾘ��SSS�5�987h��ｹ)ｨ蝌ｼhｩH�檍��8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�8自�c�ﾓ8�R�

※上記内容は車検証より転話したものである。 



N°.13山良建設株式会社　　　東京都世田谷区喜多見十12-13　丁軋03-4889-7137

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

「 ��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 

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

3 ��ﾙh������*���#�s2�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1-「2「3 

4 ��ﾙh������*偵#�sB�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見て-置之-13 

’5 ��ﾙh������*���##���ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見十12「3 

6 ��ﾙh������*���EcS3b�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1「2-13 

7 ��ﾙﾄ���)｣����*���#S3r�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1「2「3 

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

9 ��ﾙh������*���#csr�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見十12「3 

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

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

12 ��ﾙh������*���3����ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘ��ｩH�檍���東京都世田谷医書多見1「2-「3 

13 ��ﾙh������*���33C��ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見ト12「3 

14 ��ﾙh������*���8�3��ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見十12-13 

※上記内容は車検証より転記した者である。



N°.14有限会社晃真興業　　横浜市鶴見区平安町上36-㌘201丁軋045-507-0070

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 ��Vﾃ�3���-�������ダンプ・ 冲ﾈﾌ�檍����腰�ｻｸｼb�横浜市鶴見区平安町1葛36-2-201 

2 ��Vﾃ�3���,(����2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��腰�ｻｸｼb�横浜市鶴見区平安町1-36細2-201 

※上記内容は車検証より転記した者である。



N0.1 5　　千葉県松戸市仲居町3-8十2　　　　　　　　　　　　　　丁巨」 O4了-632-3339

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 ���齷:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

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

2 冢ﾉ63�����,ﾘ��3釘�ダンプ 儘ｹ��ﾉｩ�ﾘｻｸｼhｩH�檍���千葉県松戸市仲居町3-81場2 

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

4 冢ﾉ63�����,ﾘ��C#��ダンプ 儘ｹ��ﾉｩ�ﾘｻｸｼhｩH�檍���千葉県松戸市仲居町3-81-2 

5 冢ﾉ63�����,ﾘ��C#��ダンプ 俐��ｨﾉｩ�ﾘｻｸｼhｩH�檍���千葉県松戸市仲居町3-81-2 

6 冢ﾉ63�����,ﾘ��cS"�ダンプ 儘ｹ��ﾉｩ�ﾘｻｸｼhｩH�檍���千葉県松戸市仲居町3-8十2 

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

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

9 做ｸ躡nﾃ�3���+ｸ���"�ダンプ 儘ｹ��ﾉｩ�ﾘｻｸｼhｩH�檍���千葉県松戸市仲居町3-81-2 

※上記内容は車検証より転記したものである。



No.16　有限会社宮原商店　　　　　　　神奈川県川崎市多摩区登戸2263　丁良し:調4-9弱鵜3456

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��飛散等を防止する構造 

1 ��ﾈﾞ������*���#C�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多庵区登戸2263 

2 ��ﾈﾞ������*���#C�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸2263 

3 ��ﾈﾞ������*����Scc"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾋHⅹ5��神奈川県」I旧市多摩区登戸緩63 

4 ��ﾈﾞ������*���#����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����ｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多庵区登戸2263 

5 ��ﾈﾞ������*���#����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����ｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸盤63 

6 ��ﾈﾞ������*���#����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����ｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸2263 

7 ��ﾈﾞ������*����sSr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸2263 

8 ��ﾈﾞ��S����*���SC���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多慶区登戸2263 

9 ��ﾈﾞ������*���SC�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����ｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸2263 

10 ��ﾈﾞ������*���SC�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����ｷｸﾋI>ﾉ5��神奈川県川崎市多摩区登戸2263 

11 ��ﾈﾞ������*���SC�B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸2263 

12 ��ﾈﾞ������*����c3b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多雇区登戸2263 

13 ��ﾈﾞ������*����s�R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����ｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸2263 

※上記内容は車検証より法認したものである。



No.17有限会社保戸田総菜　東京都江戸 劔�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃrﾓ#2ﾓ�(����)ｨｹ��d�8ｨｳSccrﾓCピB�

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 ��ｹzs�����.x����#b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��]ｸﾌｹ69�ﾘﾝ��東京都江戸川区中葛西7葛23-12 

2 侈凛x��,C����.x����#r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����]ｸﾌｹ69�ﾘﾝ��東京都江戸川区中葛西了-23-12 

3 ��ｹzs�3���-ﾈ����sr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��]ｸﾌｹ69�ﾘｼb�東京都江戸川区中葛西7-23「2 

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

5 ��ｹzx�S����-�������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��]ｸﾌｹ69�ﾘﾝ��東京都江戸川区中葛西7-23-12 

6 ��ｹzs�3���+8��S����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��]ｸﾌｹ69�ﾘﾝ��東京都江戸川区中葛西7-23「2 

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

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

※上記内容は車検証より強記したものである。



No.18有限会社松田商会　　　東京都江戸川区西瑞江2-3十47　丁EL O3-5607-2035

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 ��ｹzs�3���+ｸ������3"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2-3117 

2 ��ｹzs�����.x������32�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2-3十47 

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

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

5 ��Xｷｳ�3���,H������3b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2-31十7 

6 ��Xｷｳ�3���+�������3r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2-31十7 

7 ��ｹzs�3���+ﾘ������3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2-31-47 

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

9 ��Xｷｳ�3���+x���C��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2葛31-47 

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

11 亅�wC�3���+x����3SB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2-31可7 

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

13 亅�wC�3���+x��#�3b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川区西瑞江2-3117 

※上記内容は車検証より転記したものである。



N°.19佐藤商運有限会社　東京都江戸川区南葛西6-16-6　　丁軋03-3689-2768

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

「 ��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 

2 ��ｹzs�+3���*ﾘ����#��ダンプ 俚):�ⅸ戊��tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南葛西6-「6-6 

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

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

5 ��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 

6 ��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「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6-16-6 

※上記内容は車検証より転記したものである。



No.20豊島土木株式会社　東京都葛飾区西水元1-21セ　　　　　　　丁良しO3-3608-8741

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

う 偸I?ｩYH�������,ﾘ���CC��ダンプ �;�8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元十21-2 

2 偸I?ｩYC�����,ﾘ����ﾃR�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元十2十2 

3 偸I?ｩYH�������,ﾘ���C3b�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元十21-2 

4 偸I?ｩYC�3���+8��,C��2�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元ト2ト2 

5 偸I?ｩYH���3���+8����S�B�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1-2ト2 

6 偸I?ｩYC�����,ﾘ�����R�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1-2十2 

7 偸I?ｩYH�������,ﾘ�����b�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元十21-2 

8 偸I?ｩYH�������,ﾘ�����r�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1-21-2 

9 偸I?ｩYC�3���+8����,C���ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1-21-2 

10 偸I?ｩYC�3���+8������ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1-21-2 

11 偸I?ｩYH���3���+8�������ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元十之1-2 

12 偸I?ｩYH���3���+��������ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1-21-之 

13 偸I?ｩYH�������,ﾘ��#cC2�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元十21-2 

「4 偸I?ｩYH���3���+x��#c#b�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元十2十2 

15 偸I?ｩYH���3���+ﾘ����{����ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1-2十2 

16 偸I?ｩYC�����+���������ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元ト21-2 

17 偸I?ｩYC�3���,���������ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元ト21-2 

18 偸I?ｩYH���3���+�����c���ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1細21「2 

19 偸I?ｩYC�3���*��������ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1-21-2 

20 偸I?ｩYC�3���*������"�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元十2十2 

21 偸I?ｩYH���3���*������2�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1-21-2 

22 偸I?ｩYC�3���*����S�ィ�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元上21-2 

23 偸I?ｩYC�3���*����S�コ�ダンプ �;�8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1-2十2 

24 偸I?ｩYC�3���*����S�ビ�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1-2ト2 

25 偸I?ｩYH���3���*������?｢�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元十21輸2 

26 偸I?ｩYC�3���*���,C�ヲ�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都葛飾区西水元1-2十2 

※上記内容は車検証より転記したものである。



N○○21京利工業株式会社　埼玉県朝霞市宮戸4「0-26　　　　　　　丁巨」 O48-458-2111

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�事体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 傀ｩ�(���3���+������"�ダンプ 仍騫慰鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市宮戸4-10-26 

2 傀ｩ�(���3���+������2�ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市宮戸410-26 

3 傀ｩ�(���3���+x�����SB�ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市宮戸4-10-26 

4 傀ｩ�(���3���+ｸ����)��ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市宮戸4-10-26 

5 傀ｩ�(���3���+ｸ�����r�ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市宮戸4-10-26 

6 傀ｩ�(���3���+������S��ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市宮戸4-10-26 

7 傀ｩ�(���3���+ｸ��)｣����ダンプ 仍驢�ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市宮戸牛10-26 

8 傀ｩ�(���3���+�����#��ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市宮戸4「0-26 

9 傀ｩ�(���3���+x���S�#��ダンプ 仍騫慰鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市宮戸4-10-26 

10 傀ｩ�(���S3���+�����#"�ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市宮戸4-10-26 

11 傀ｩ�(���3���,H����#2�ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市宮戸4-1○○26 

12 傀ｩ�(���3���+8����#B�ダンプ 仍騫慰鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市宮戸4「0-26 

「亀 傀ｩ�(���3���+x����#b�ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市宮戸4-10-26 

14 傀ｩ�(���3���+�����#r�ダンプ 仍騫慰鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市宮戸4「0-26 

「5 傀ｩ�(���3���+ｸ���S�#��ダンプ 仍驢�ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市宮戸4-10-26 

16 傀ｩ�(���3���+x����#��ダンプ 仍驢�ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市宮戸4-10葛26 

17 傀ｩ�(���3���+�����3��ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市宮戸4-10-26 

18 傀ｩ�(���3���+�����3��ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市宮戸4-10-26 

19 傀ｩ�(���3���+x����3"�ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市宮戸410-26 

之0 傀ｩ�(���3���+�����32�ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市宮戸4置1叶26 

21 傀ｩ�(���3���+8����3B�、ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市宮戸4-10-26 

22 傀ｩ�(���3���+x����3R�ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市宮戸4-10-26 

23 傀ｩ�(���S3���+x����3b�ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市宮戸4「0-26 

24 傀ｩ�(���3���+8����3r�ダンプ 仍騫慰鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市宮戸4-10-26 

25 傀ｩ�(���3���+�����3��ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市宮戸4-10-26 

之6 傀ｩ�(���3���+x����C��ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市宮戸4-「0-26 

27 傀ｩ�(���3���+8����C"�ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市宮戸4「0-之6 

28 傀ｩ�(���3���+�����C2�ダンプ �8ﾉ��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市宮戸4「0-26 

29 傀ｩ�(���3���+8����CB�ダンプ 仍驢�ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県朝霞市宮戸4「0-26 

30 傀ｩ�(���3���+x����CX����5�987h����8ﾉ��ﾔ鮎hｩH�檍����ﾞ仂ｨﾊy*���8ｷｸﾌｳBﾓ�ｩ�#b�

31 傀ｩ�(���3���+x����Ch����5�987h����ｹ驢�ﾔ鮎hｩH�檍����ﾞ仂ｨﾊy*���8ｷｸﾌｳC��ﾓ#b�

※上語内容は車検証より転記したものである。 



No.22トーホートラスト株式会社　　横浜市神奈川区鈴繁町四番地　　　丁巨」 O45-4仙-1 055

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 ��89h葺�������,h����"�ダンプ �6x�ｸ7ｨ�ｸ6x8�5�6xｩH�檍���横浜市神奈川区鈴繁町四番地 

2 ��89h葺�������-ﾈ����2�ダンプ �6x�ｸ7ｨ�ｸ6x8�5�6xｩH�檍���横浜市神奈川区鈴繁町四番地 

3 ��89h葺�������,ﾈ����R�ダンプ �6x�ｸ7ｨ�ｸ6x8�5�6xｩH�檍���横浜市神奈川区鈴繁町四番地 

4 ��89h葺���3���+ｸ�������ダンプ �6x�X7ｨ�ｸ6x8�5�6xｩH�檍���横浜市神奈川区鈴繁町四番地 

5 ��89h蕪�3���+x��Ec#���ダンプ �6x�ｸ7ｨ�ｸ6x8�5�6xｩH�檍���旗浜市神奈川区鈴繁町四番地 

6 ��89h葺���3���+x��33���ダンプ �6x�ｸ7ｨ�ｸ6x8�5�6xｩH�檍���横浜市神奈川区鈴繁町四番地 

7 ��89h葺���3���+8��SS���ダンプ �6x�ｸ7ｨ�ｸ6x8�5�6xｩH�檍���横浜市神奈川区鈴繁町四番地 

8 ��89h蕪�3���+ｸ����#��ダンプ �6x�ｸ7ｨ�ｸ6x8�5�6xｩH�檍���横浜市神奈川区鈴繁町四番地 

9 ��89h蕪�3���+ﾘ����c��ダンプ �6x�ｸ7ｨ�ｸ6x8�5�6xｩH�檍���横浜市神奈川区鈴繁町四番地 

10 ��89h葺���3���,ﾘ����s��ダンプ �6x�ｸ7ｨ�ｸ6x8�5�6xｩH�檍���横浜市神奈川区鈴繁町四番地 

す1 ��89h葺���3���,�����b�ダンプ �6x�ｸ7ｨ�ｸ6x8�5�6xｩH�檍���横浜市神奈川区鈴繁町四番地 

12 ��89h葺�������-ﾈ����r�ダンプ �6x�ｸ7ｨ�ｸ6x8�5�6xｩH�檍���横浜市神奈川区鈴繁町四番地 

13 ��89h葺����(��+ﾘ������ダンプ �6x�ｸ7ｨ�ｸ6x8�5�6xｩH�檍���横浜市神奈川区鈴繁町四番地 

14 ��89h蕪�3���.ｸ������ダンプ �6x�ｸ7ｨ�ｸ6x8�5�6xｩH�檍���横浜市神奈川区鈴繁町四番地 

15 ��89h蕪�3���.(�����ダンプ �6x�ｸ7ｨ�ｸ6x8�5�6xｩH�檍���続演市神奈川区鈴繁町四番地 

16 ��89h蕪�3���+ｸ�����ダンプ �6x�ｸ7ｨ�ｸ6x8�5�6xｩH�檍���横浜市神奈川区鈴繁町四番地 

17 ��89h葺���3���,����"�ダンプ �6x�ｸ7ｨ�ｸ6x8�5�6xｩH�檍���横浜市神奈川区鈴繁町四番地 

18 ��89h葺���3���-����2�ダンプ �6x�ｸ7ｨ�ｸ6x8�5�6xｩH�檍���横浜市神奈川区鈴繁町四番地 

喜9 ��89h葺���3���+ﾘ���B�ダンプ �6x�ｸ7ｨ�ｸ6x8�5�6xｩH�檍���横浜市神奈川区鈴繁町四番地 

20 ��89h蕪�4���,����R�ダンプ �6x�ｸ7ｨ�ｸ6x8�5�6xｩH�檍���横浜市神奈川区鈴繁町四番地 

21 ��89h葺���3���+x��cc���ダンプ �6x�ｸ7ｨ�ｸ6x8�5�6xｩH�檍���横浜市神奈川区鈴繁町四番地 

22 ��89h葺���3���+x��涛���ダンプ �6x�ｸ7ｨ�ｸ6x8�5�6xｩH�檍���横浜市神奈川区鈴繁町四番地 

23 ��89h葺���3���,(����ｵC��ダンプ �6x�ｸ7ｨ�ｸ6x8�5�6xｩH�檍���横浜市神奈川区鈴繁町四番地 

24 ��89h蕪�3���+�����C��ダンプ �6x�ｸ7ｨ�ｸ6x8�5�6xｩH�檍���横浜市神奈川区鈴繁町四番地 

25 ��89h蕪�3���+x����S��ダンプ �6x�ｸ7ｨ�ｸ6x8�5�6xｩH�檍���横浜市神奈川区鈴繁町四番地 

26 ��89h蕪�����.H����ダンプ �6x�ｸ7ｨ�ｸ6x8�5�6xｩH�檍���横浜市神奈川区鈴繁町四番地 

27 ��89h葺���3���+ﾘ��ss���ダンプ �6x�ｸ7ｨ�ｸ6x8�5�6xｩH�檍���横浜市神奈川区鈴繁町四番地 

28 ��89h蕪�3���+8����SSb�ダンプ �6x�ｸ7ｨ�ｸ6x8�5�6xｩH�檍���横浜市神奈川区鈴繁町四番地 

※上記内容は車検証より転話したものである。



No.23有限会社永山興業　　　　　横浜市港北区日吉6-9-37　　　　　丁巨」 O45-565-亀377

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 ��Vﾈ���3���.H���#2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��迄�(ｻｸｼb�横浜市港北区日吉6-9-37 

2 ��Vﾈ�������,ﾘ���3##b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��迄�(ｻｸｼb�横浜市港北区日吉を9-37 

3 ��ﾈﾞ��������*���Scッ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��迄�(ｻｸｼb�横浜市港北区日吉6-9-37 

4 ��Vﾈ�������,ﾘ��S##R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��迄�(ｻｸｼb�横浜市港北区日吉6-9-37 

5 ��Vﾈ�������,ﾘ��.�ScB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��迄�(ｻｸｼb�横浜市港北区日吉6-9-37 

6 ��Vﾈ���3���+x����sヲ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��迄�(ｻｸｼb�横浜市港北区日吉6-9-37 

7 ��Vﾈ���3���+��������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��迄�(ｻｸｼb�横浜市港北区日吉6-9-亀7 

8 ��ﾈﾞ����3���*���ピCb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��迄�(ｻｸｼb�横浜市港北区日吉6-9-37 

9 ��ﾈﾞ��������*���C涛��●ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��迄�(ｻｸｼb�横漠市港北区日吉6-9-37 

10 ��ﾈﾞ��������*���Scビ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��迄�(ｻｸｼb�摸浜市港北区日吉6-9葛37 

1l ��89h葺�������,ﾘ��#ゴ��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��迄�(ｻｸｼb�横浜市港北区日吉6-9-37 

12 ��ﾈﾞ��������*���#��2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��迄�(ｻｸｼb�横浜市港北区日吉6-9-雷7 

「3 ��Vﾈ���3���+�����CSb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��迄�(ｻｸｼb�横浜市港北区日吉6-9-37 

14 ��Vﾈ�������,ﾘ��C��"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��迄�(ｻｸｼb�横浜市港北区日吉6-9-37 

15 �������3���,h���cB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��迄�(ｻｸｼb�横浜市港北区日吉6-9-37 

16 ��Vﾈ���3���,H����3�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��迄�(ｻｸｼb�横浜市港北区日吉6-9-37 

17 ��Vﾈ���3���+�����s�r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��迄�(ｻｸｼb�横浜市港北区日吉6-9-37 

18 倚yVﾈ���S3���+�����S�R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��迄�(ｻｸｼb�横浜市港北区日吉6-9-37 

19 �,h+�*ﾈ�������,ﾘ��#�S2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��迄�(ｻｸｼb�横浜市港北区日吉6-9-37 

20 ��Vﾈ���3���+�����c�b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��迄�(ｻｸｼb�横浜市港北区日吉6-9-37 

21 ��ﾈﾞ��������.x����#b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��迄�(ｻｸｼb�横浜市港北区日吉6-9-37 

22 ��ﾈﾞ��������,ﾘ����.s�R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��迄�(ｻｸｼb�横浜市港北区日吉6-9-37 

23 ��Vﾈ�������,ﾘ��CC3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��迄�(ｻｸｼb�横浜市港北区日吉8-9-37 

24 ��ｩf��������,ﾘ��Ccs��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��迄�(ｻｸｼb�横浜市港北区日吉6-9-37 

25 ��ﾈﾞ����3���+8���Ec�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��迄�(ｻｸｼb�横浜市港北区日吉6-9「37 

26 ��ﾈﾞ����3���+8��csC��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��迄�(ｻｸｼb�横浜市港北区日吉6賀9-き7 

27 ��ﾈﾞ����3���+8��僞c�B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��迄�(ｻｸｼb�横浜市港北区日吉6-9-37 

28 ��Vﾈ���3���,�����3�R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��迄�(ｻｸｼb�横浜市港北区日吉6-9-37 

・29 ��Vﾈ���3���+ｸ����3�b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��迄�(ｻｸｼb�横浜市港北区日吉6-9-37 

30 ��Vﾈ���3���+x��3�r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��迄�(ｻｸｼb�横浜市港北区日吉6-9-37 

31　横浜　130　た　　3「8 刄_ンプ 冲ﾈﾌ�檍��迄�(ｻｸｼb�横浜市港北区日吉6-9-37 

32　　横浜　130　す　　319 刄_ンプ 冲ﾈﾌ�檍��迄�(ｻｸｼb�横浜市港北区日吉6葛9-37 

※上記内容は車検証より転記したものである。 
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