
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(その之) 劔¥ここふニ 5 

平成28年　7月　∫　日 

東京都知事殿　届出者醸犠詰芳● 

土壌汚染対策法第16条第l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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、呑 

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�78ｨｸ�ﾈｾi�ﾉ�h抦ｮ(蕀)ｩm｣##��MC�ﾃX-ﾙ?�YB�I 

汚染土壌の特定有害物質によ ��Xｾ"�7��ｹv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘr���傳�7��ｹv頽�ｨｮ顏�ｷ�-�7��壊含有量基準不適合)、批素(土壌溶出量基準及び土壌含有 

る汚染状態 處ｩW94ｸﾘr��

※詳細は添付資料1のとおり 

汚染土壌の体積 ���2綛uX唏�����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��
※詳細は添付資料3のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 冲ﾈﾌ�檍��ｭｸﾔｸ蓼毎ⅸ饕�

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 ���x慰�8ｩH�檍�����ﾈﾞ慰��ｨ��*雹h�)MHﾘi�C���4��8唏魎��

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃbﾓ��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋靺�ﾈ颱i)ﾂ�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���以���3�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���佇���3�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���ﾈ���3�?｢�

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��X,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。) �,�+R�

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

2螺離散　チ7号 

¥ぜ親善盟翔 

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。

株式会社シマダ　営業第一部　担当■ TEしO3-3636-4084

岬′株抑　■



添付資料1

汚染土壌の場所を明らかにした要措置区域等の図面
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添付書類3

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

東京都萬飾区西新小岩三丁目2290番l,2,3,4,5の一部(地番)

今回届出
‾‾‾‾‾“"I

水銀非含有汚染土壌

運搬:三井埠頭株式会社【運搬受託者】 

神祭 ��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ蔦��

荷姿;ダンプトラック　十　シート掛け 

運搬:有限会社丸幸三栄商苺 

他53社(添付書類4参照)【運搬講負者】 

東京都中野区野方1丁目1-1他 

荷姿;ダンプトラック　十　防塵シート掛け 

頼皆・保管:三井埠頭株式会社

神奈川県川崎市川崎区扇町9-l

運搬:三井埠頭株式会社【運搬受託者】 

神奈川県川崎市川崎区扇町9-1 

荷姿:船舶　十　ハッチカバー 

運搬:西瀧海運株式会社 

他10社(添付書類5参照)【運搬謂賀寿】 

大分県津久見市港町2番18号他 

荷姿:船舶　十　ハッチカバー 

顧替・保管:恭杉興業株式会社 劔 ����h�Y]ｸｬsｩ8ﾈ恢无Z茜H�檍���

大阪府岸和田市地蔵湊町11-1 劔��Xﾞ9Wｹ�Xﾞ8�9�Y�8ｾi>ﾈ嬋��8sBﾓ2�

運搬:株式会社山崎砂利商店【運搬受託者】 劔 

滋賀県大津市浜大津4-7-6 

荷姿:ダンプトラック　十　シート掛け 

運搬:株式会社カネスギ運輸 

他52社(添付書類4参照)【運搬請負者】 

大阪府岸和田市地蔵湊町11-1他 

荷姿;ダンプトラック　十　防塵シート掛け 

処理:株式会社山崎砂利商店途中工場 

滋賀県大津市伊香立途中町字西山865他 

種類:浄化等処理施設(浄化(抽出一洗浄処理))、 

浄化等処理施設(浄化(抽出一化学脱着)) 

許可番号:第1161001012号 

水銀含有汚染土壌

運搬:有限会社丸幸三栄商事【運搬受託者】 

東京都中野区野方1丁目l置1 

荷姿:ダンプトラック　十　フレコン(内袋あり) 

運搬:有限会社丸幸三栄商事 

他54社(添付書類4参照)【運搬請負者】 

東京都中野区野方l丁目1-1他 

荷姿:ダンプトラック　十　フレコン(内袋あり) 
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処理:早来工営株式会社川崎工場 

神奈川県川崎市川崎区扇町6-1 

程類:浄化等処理施設(浄化(抽出一洗浄処理)) 

許可番号:第0861001002号 

2運搬体制

運搬受託者:三井埠頭株式会社(水銀非含有汚染土壌) 、有限会社丸幸三栄商事(水銀含有汚染土壌)

協力会社及び使用する自動車等の-韓は、添付資料4、呂のとおり



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

(要措置区域等一早来工営㈱)

会社名 偖ｨ��連絡先 

N0.1 冲ﾈﾌ�檍��ｭｸﾔｸ蓼毎ⅸ饕�東京都中野区野方l-1-1 ��2ﾓ33�蔦ピCr�

NO.2 乘H�檍����8xﾞ淫H饕�埼玉県秩父郡皆野町皆野1975-1 ��C釘ﾓc"ﾓSャr�

NO.3 乘H�檍��ﾏYﾄ�ﾉｨ補�千葉県浦安市富士見4丁目6-23 ��Crﾓ3SBﾓ�cc"�

N0.4 亊hﾚｨ暮t���tﾈﾌ�檍���埼玉県秩父郡皆野町大字皆野1880-5 ��C釘ﾓc"ﾓ�SS��

N0.5 乘H�檍����69(hｻｸｼh4x985��ｸ7h8�485��千葉県浦安市千鳥12-10 ��Crﾓ3S2ﾓ#c���

NO.6 乘H�檍���Ydﾉ7冦��東京都江戸川区東葛西8-28-2 ��2ﾓ3cモﾓゴ���

N0.7 冲ﾈﾌ�檍��ﾔ�:�ﾉｨﾝ靫鮎b�神奈川県横浜市鶴見区下末吉l-4葛2 ��CRﾓY{�"ﾓc��b�

N0.8 冲ﾈﾌ�檍��485�5�5�984ﾂ�東京都江東区枝川2丁目28-10-101 ��2ﾓSc�2ﾙ{田�b�

NO.9 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 ��CBﾓ3cbﾓ�C�B�

N○○10 乘H�檍��(4x985x6ｨ4�8ｨ984��神奈川県横浜市戸塚区小雀町2171 ��CRﾓ3�"ﾓcCC"�

NO.11 乘H�檍��Oﾉ>ﾈ､8ﾉｨﾝ��東京都江戸川区西瑞江3-33 ��2ﾓ3csbﾓSSc"�

NO.12 冲ﾈﾌ�檍����ｺH毎ｻｸｼb�埼玉県草加市柳島町773-4 ��Cふ�#XｨｳSsビ�

N○○13 乘H�檍��ｶ9���埼玉県さいたま市南区内谷l-11-20 ��CふC&ﾂﾓ�#3r�

N0.14 ��Y5H�ｴ�ｩH�檍���神奈川県川崎市宮前区野川3549-3 ��CBﾓssrﾓSSS��

N0.15 乘H�檍��:�68ｻｸｼb�神奈川県横浜市都築区佐江戸町889-1 ��CRﾓ�3rﾓ�C湯�

NO.16 �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1-16-3 ��2ﾓc��bﾓ#Ss"�

N0.17 冲ﾈﾌ�檍���Y$ｨﾉｨﾝ��神奈川県楼浜市青菜区市ヶ尾町523-7-303 ��CRﾓ都"ﾓ�s�B�

N0.18 乘H�檍����ｭi8ﾈｺI:�7佶｢�千葉県市川市行徳駅前3-16-3-102 ��Crﾓ3�bﾓピs��

NO.19 做ﾙ,8蝌ｼh��ｩH�檍���神奈川県横浜市金沢区幸浦2-9-12 ��CRﾓsコﾓ�C���

N0.20 冲ﾈﾌ�檍��684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町小用1208-18 ��C蔦#澱ﾓ�ゴB�

N0.21 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 ��2ﾓScS蔦涛3"�

NO.22 乘H�檍��ｺi��ⅸ橙�神奈川県川崎市川崎区浅野町6-16 ��CBﾓ3SRﾓssSb�

N0.23 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 ��2ﾓSccbﾓ8ﾔツ��

N0.24 冲ﾈﾌ�檍��5h6X4(�ｸ788ｸ6r�東京都江戸川区篠崎4-27-13 ��2ﾓS#C2ﾓ#C3��

NO.25 冲ﾈﾌ�檍��ﾛ):�ⅸ補�東京都江戸川区南葛西6丁目16-6 ��2ﾓ3cヲﾓ#sc��

N0.26 乘H�檍��4�5H7�ｻｸｼb�東京都江戸川区中葛西6-12-5 ��2ﾓ3c��ﾓ�3���

NO.27 冲ﾈﾌ�檍����=��ﾈﾉｨﾝ��神奈川県大和市上草柳8葛13-15 ��Cbﾓ#c2ﾓピ���

N0.28 乘H�檍��緬�ﾒ�神奈川県足柄上郡大井町金子338-9 ��CcRﾓC"ﾓ涛途�

N0.29 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2-12-6 ��2ﾓSccBﾓ33�2�

N〇二30 冲ﾈﾌ�檍����8y68ｮ�b�埼玉県秩父市大宮5486-7 ��C釘ﾓ#BﾓccS"�

NO.31 乘H�檍��蕀~伜仂b�千葉県船橋市印肉3-23-28-603 ��CrﾓC3Rﾓ#C���

N0.32 乘H�檍��6饐8ⅸ橙�神奈川県横浜市鶴見区馬場4丁目27-20 ��CRﾓS�"ﾓs����

NO.33 乘H�檍��Du"�神奈川県川崎市川崎区小島町4-4 ��CBﾓ#ビﾓ��cr�

NO.34 �h��ﾔ鮎h��ｩH�檍���東京都江戸川区南葛西6-25-5 ��2ﾓ3cビﾓ#S#��

NO,35 冲ﾈﾌ�檍����?ｨ箞ｻｸｼb�山梨県富士吉田市電ヶ丘3-11-3 ��SSRﾓ#Bﾔ��ヲ�

N0.36 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈ毎ｻｸｼb�神奈川県川崎市川崎区桜本工-20-3-606 ��CBﾓ#��ﾓ3�釘�

N0.37 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県川崎市川崎区田町3-13-13 ��CBﾓ#湯ﾓ3S3��

N0.38 �6饐8ﾉｨｴ���tﾈﾌ�檍���神奈川県横浜市都築区東山田318 ��CRﾓS�"ﾓS�C��

N0.39 乘H�檍��6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�兵庫県尼崎市東海岸町2l-1 ��bﾓcC�乖ｳ�s3R�

NO.40 ��刎�蝌ｼh��tﾈﾌ�檍���神奈川県横浜市旭区上川井町1109-7 ��CRﾓ�#�ﾓ�#ッ�

NO.41 冲ﾈﾌ�檍��4�8ﾘ5�7冦��埼玉県三郷市鷹野2-396 ��Cふ鉄2ﾓ田sR�

NO.42 �7ﾘ8ｸ5靫鮎hｩH�檍���神奈川県横浜市港北区樽町4-14-34 ��CRﾓSC"ﾓs����

NO.43 冲ﾈﾌ�檍��4�5�6凛ﾈ補�神奈川県川崎市川崎区池上8-1 偵�CBﾓ#��ﾓ3Scr�

NO.44 冲ﾈﾌ�檍����ﾙ�|x蝌ｼb�神奈川県川崎市川崎区湊町3-9-17 ��CBﾓ3cbﾓ#�S��

NO.45 乘H�檍��k颱hｻｸｼb�東京都江戸川区中葛西8-6-6 ��2ﾓcc3ふc�s2�

N0.46 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽田l-27-4-601 ��2ﾓ3sC�ﾓ��S��b�

NO.47 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田484-1 ��Cふ鉄rﾓ3����

N0.48 乘H�檍��7ﾘ4x6�8��神奈川県川崎市川崎区塩浜4-4-7 ��CBﾓ#cbﾓCCsB�

NO.49 ����ﾈﾉｩt�ｩH�檍���神奈川県横浜市港北区新羽町2295-1 ��CRﾓSFﾂﾓs都��

N0.50 �69(i�鞏�7冦茜H�檍���神奈川県横須賀市長坂3丁目10-13 ��CcふSbﾓ��3��

NO.51 冲ﾈﾌ�檍����8y68ｮ仂b�埼玉県秩父市田村223-1 ��C釘ﾓ#BﾓccS"�

NO.52 儖h扎ｻｸｼhｩH�檍���東京都葛飾区東新小岩7葛24-12 ��2ﾓ3c途ﾓ�3c��

N0.53 乘H�檍����鉑gｹ7冦��東京都世田谷区玉堤1-2119 ��2ﾓ3s�6ss����

N0.54　昭和通運株式会社 剄驪ﾊ県秩父郡横瀬町大字横瀬4146番 ��C釘ﾓ#"ﾓC�S2�

NO.55　太平洋陸送株式会社 剄驪ﾊ県加須市西ノ谷802-1 ��Cふ�s2ﾓ�����

次頁以降の車輌は『直積十勝じんカバー(ポリエステル製) 』にて飛散等を防止する。



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類
(要措置区域等一早来工営㈱)

No.1有限会社丸善三栄商事　　　　東京都中野区野方1丁目1-1　　　　　TEし　O3-3319-8747

自動車登録番号 又は車軸番号 劔車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��ﾈﾞ��130 �*��l12 �5�987b�有限会社丸幸三栄商事 �8ﾈｹ�79(inﾈｾinﾉ_ｶﾉ)ｩm｣�ﾓ��

2 ��ﾈﾞ��130 �*��1工4 �5�987b�有限会社　丸幸三栄商事 �8ﾈｹ�79(inﾈｾinﾉ_ｳ�)ｩmｦﾂﾓ��

3 ��ﾈﾞ��130 �*"�115 �5�987b�有限会社丸幸三栄商事 �8ﾈｹ�79(inﾈｾinﾉ_ｳ�)ｩmｦﾂﾓ��

4 ��ﾈﾞ��130 �*��116 �5�987b�有限会社丸善三栄商事 �8ﾈｹ�79(inﾈｾinﾉ_ｳ�)ｩmｨ6s��

5 ��ﾈﾞ��130 �*B�120 �5�987b�有限会社丸幸三栄商事 �8ﾈｹ�79(inﾈｾinﾉ_ｳ�)ｩm｣�ﾓ��

6 ��ﾈﾞ��130 �*��122 �5�987b�有限会社丸幸三栄商事 �8ﾈｹ�79(inﾈｾinﾉ_ｶﾉ)ｩm｣�ﾓ��

7 ��ﾈﾞ��130 �*b�123 �5�987b�有限会社　丸幸三栄商事 �8ﾈｹ�79(inﾈｾinﾉ_ｳ�)ｩmｦﾂﾓ��

8 ��ﾈﾞ��130 �*��124 �5�987b�有限会社丸善三栄商事 �8ﾈｹ�79(inﾈｾinﾉ_ｳ�)ｩmｨ6s��

9 ��ﾈﾞ��130 ��ｸ�"�125 �5�987b�有限会社丸幸三栄商事 �8ﾈｹ�79(inﾈｾinﾉ_ｶﾉ)ｩmｦﾂﾓ��

10 ��ﾈﾞ��130 �*��126 �5�987b�有限会社　丸事三栄商事 �8ﾈｹ�79(inﾈｾinﾉ_ｳ�)ｩm｣�ﾓ��

11 ��ﾈﾞ��130 ��ｸ�"�128 �5�987b�有限会社丸幸三栄商事 �8ﾈｹ�79(inﾈｾinﾉ_ｳ�)ｩm｣�ﾓ��

12 ��ﾈﾞ��130 �*��129 �5�987b�有限会社　丸幸三栄商事 �8ﾈｹ�79(inﾈｾinﾉ_ｳ�)ｩm｣�ﾓ��

13 ��ﾈﾞ��130 �8ﾅﾂ�工30 �5�987b�有限会社　丸幸三栄商事 �8ﾈｹ�79(inﾈｾinﾉ_ｳ�)ｩmｨ6s��

14 ��ﾈﾞ��130 ��ｸ�"�l17 �6x8�4�5��有限会社　丸幸三栄商事 �8ﾈｹ�79(inﾈｾinﾉ_ｳ�)ｩm｣�ﾓ��

15 ��ﾈﾞ��100 �*b�78 �5�987h�X7�7�6x8ﾈ�ｨ�X8��ｲ�有限会社　丸幸三栄商事 �8ﾈｹ�79(inﾈｾinﾉ_ｳ�)ｩm｣�ﾓ��

16 ��ﾈﾞ��130 �*��l18 �6x8�4�5��有限会社丸幸三栄商事 �8ﾈｹ�79(inﾈｾinﾉ_ｳ�)ｩm｣�ﾓ��

17 ��ﾈﾞ��100 �7H�2�56 ��有限会社丸幸三栄商事 �8ﾈｹ�79(inﾈｾinﾉ_ｳ�)ｩmｦﾂﾓ��

18 ��ﾈﾞ��130 �*��119 �6x8�4�5��有限会社　丸幸三栄商事 �8ﾈｹ�79(inﾈｾinﾉ_ｳ�)ｩm｣�ﾓ��

19 ��ﾈﾞ��100 �*b�57 ��有限会社丸幸三栄商事 �8ﾈｹ�79(inﾈｾinﾉ_ｶﾉ)ｩm｣�ﾓ��

No.2株式会社島崎商事　　　　　埼玉県秩父郡皆野町皆野1975-1　　TELO494-62-5887 

自動車登録番号 又は車軸番号 劔車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 估i$｢�100 �*��6474 �5�987b�株式会社　島崎商事 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾈ､inﾃ�都Rﾓ��

2 估i$｢�130 �*ｲ�107 �6x8�4�5��株式会社　島崎商事 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾈ､inﾃ�都Rﾓ��

3 估i$｢�100 �*b�644 ��株式会社島崎商事 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾈ､inﾃ�都Rﾓ��

N。.3株式会社光貴建運　　　　千葉県浦安市富士見4丁目6-23　　　　TBLO47-354-1662 

自動車登録番号 又は軍師番号 劔車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 做ｸ躡nﾂ�13l �*b�100 �5�987b�株式会社光貴建運 ��ywHﾊx葺���9W域ﾘﾊ的)ｩm｣bﾓ#2�

2 做ｸ躡nﾂ�130 �*��200 �5�987b�株式会社　光貴建運 ��ywHﾊx葺���9W域ﾘﾊ的)ｩm｣bﾓ#2�

3 做ｸ躡nﾂ�130 �*ｲ�300 �5�987b�株式会社光貴建運 ��ywHﾊx葺���9W域ﾘﾊ的)ｩm｣bﾓ#2�

4 做ｸ躡nﾂ�130 �*��400 �5�987b�株式会社　光貴建運 ��ywHﾊx葺���9W域ﾘﾊ的)ｩm｣bﾓ#2�

5 做ｸ躡nﾂ�130 �*B�500 �5�987b�株式会社光貴建運 ��ywHﾊx葺���9W域ﾘﾊ的)ｩm｣bﾓ#2�

6 做ｸ躡nﾂ�130 �*ﾒ�600 �5�987b�株式会社　光貴建運 ��ywHﾊx葺���9W域ﾘﾊ的)ｩm｣bﾓ#2�

7 做ｸ躡nﾂ�130 �*ﾒ�700 �5�987b�株式会社光貴建運 ��ywHﾊx葺���9W域ﾘﾊ的)ｩm｣bﾓ#2�

8 做ｸ躡nﾂ�130 �*ｲ�800 �5�987b�株式会社光貴建運 ��ywHﾊx葺���9W域ﾘﾊ的)ｩm｣bﾓ#2�

9 做ｸ躡nﾂ�130 �5や�900 �5�987b�株式会社光貴建運 ��ywHﾊx葺���9W域ﾘﾊ的)ｩm｣bﾓ#2�

No.4関根運輸有限会社　　　　　埼玉県秩父郡皆野町大字皆野1880-5　TELO494‾62‾0551 

自動車登録番号 又は車輌番号 ��Y+2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l 估i$｢��3�ﾅﾈ*�=SS嶋ﾅﾈ5�987b�亊hﾚｨ暮t���tﾈﾌ�檍���埼玉県秩父郡皆野町大字皆野1880-5 



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類
(要措置区域等一早来工営㈱) 

2 估i$｢�100 ��"�2607 �5�987b�関根運輸有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

3 估i$｢�130 ��ｸ�"�2802 �5�987b�関根運輸　有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

4 估i$｢�100 �*��1706 �5�987b�関根運輸有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

5 估i$｢�100 �*��401l �5�987b�関根運輸有限会社i 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

6 估i$｢�100 �*��4012 �5�987b�関根運輸有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

7 估i$｢�100 �*��5020 �5�987b�関根運輸有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

8 估i$｢�100 �*��5024 �5�987b�関根運輸有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

9 估i$｢�100 �*��5066 �5�987b�関根運輸　有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

10 估i$｢�100 �*��5071 �5�987b�関根運輸有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

ll 估i$｢�100 �*��5126 �5�987b�関根運輸有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

12 估i$｢�100 �*��5131 �5�987b�関根運輸　有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

13 估i$｢�100 �*��5137 �5�987b�関根運輸　有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

14 估i$｢�100 �*��5144 �5�987b�関根運輸　有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

15 估i$｢�100 �*��7701 �5�987b�関根運輸　有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

16 估i$｢�130 �*��7808 �5�987b�関根運輸　有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

17 估i$｢�130 �*��7809 �5�987b�関根運輸　有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

18 估i$｢�130 �*��7810 �5�987b�関根運輸有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

19 估i$｢�100 �*��3604 �6x8�4�5��関根運輸有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

20 估i$｢�100 �5停�640 �5�5h�ｸ7h5ｨ7�6x8ﾈ�ｸ8��ｲ�関根運輸有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

21 估i$｢�100 �*��3782 �6x8�4�5��関根運輸　有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

22 估i$｢�100 �*b�619 ��関根運輸　有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ﾃャ�ｨｳR�

23 估i$｢�100 �*��4467 �6x8�4�5��関根運輸　有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

24 估i$｢�100 �*b�618 ��関根運輸　有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

25 估i$｢�100 �*��3892 �6x8�4�5��関根運輸　有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

26 估i$｢�100 �*b�608 ��関根運輸　有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

27 估i$｢�100 �*��4582 �6x8�4�5��関根運輸　有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

28 估i$｢�100 �5��616 ��関根運輸　有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

29 估i$｢�100 �*��4550 �6x8�4�5��関根運輸　有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

30 估i$｢�100 �*b�613 �5�987h5ｨ7�6x8ﾈ�ｸ8��ｲ�関根運輸有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

31 估i$｢�100 �4｢�5862 �6x8�4�5��関根運輸有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

32 估i$｢�100 �*b�504 ��関根運輸　有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

33 估i$｢�100 �*仄s�#b��6x8�4�5��関根運輸　有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

34 估i$｢�100 ��512 ��関根運輸　有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

35 估i$｢�100 �*��5927 �6x8�4�5��関根運輸　有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

36 估i$｢�100 �*b�513 �5�987h5ｨ7�6x8ﾈ�ｸ8��ｲ�関根運輸有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

37 估i$｢�100 �*��6720 �6x8�4�5��関根運輸　有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

38 估i$｢�100 �5奉�691 ��関根運輸有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

39 估i$｢�100 �4｢�7051 �6x8�4�5��関根運輸　有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

40 估i$｢�100 �5や�了4了 ��関根運輸　有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

4l 估i$｢�100 �4｢�7054 �6x8�4�5��関根運輸有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

42 估i$｢�100 �*b�750 �5�987h5ｨ7�6x8ﾈ�ｸ8��ｲ�関根運輸有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

43 估i$｢�100 �4｢�7055 �6x8�4�5��関根運輸有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

44 估i$｢�100 ��751 ��関根運輸　有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

45 估i$｢�100 �4｢�7422 �6x8�4�5��関根運輸　有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

46 估i$｢�100 ��791 �5�987h5ｨ7�6x8ﾈ�ｸ8��ｲ�関根運輸　有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

47 估i$｢�130 ��7834 �6x8�4�5��関根運輸有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

48 估i$｢�131 ��830 ��関根運輸有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

49 估i$｢�100 �4｢�8047iダンプ 刳ﾖ根運輸有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾉ�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類
(要措置区域等一早来工営㈱)

N0.5 ㈱田中興業エンタープライズ　　千葉県浦安市千鳥12-10　　　　　　　　TEしO47-353-2609

自動車登録番号 又は車輌番号 劔車体の形 状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 做ｸ躡nﾂ�130 �5陳�16 �5�987b�㈱田中興業エンタープライズ ��ywHﾊx葺���9�y+��"ﾓ���

2 做ｸ躡nﾂ�130 �*B�17 �5�987b�㈱田中興業エンタープライズ ��ywHﾊx葺���9�y+��"ﾓ���

3 做ｸ躡nﾂ�100 �*��4995 �5�987b�㈱田中興業エンタープライズ ��ywHﾊx葺���9�y+��"ﾓ���

4 做ｸ躡nﾂ�100 �*��5005 �5�987b�㈱田中興業エンタープライズ ��ywHﾊx葺���9�y+��"ﾓ���

5 做ｸ躡nﾂ�100 �*��5098 �5�987b�㈱田中興業エンタープライズ ��ywHﾊx葺���9�y+��"ﾓ���

6 做ｸ躡nﾂ�100 �*��6450 �5�987b�㈱田中興業エンタープライズ ��ywHﾊx葺���9�y+��"ﾓ���

7 做ｸ躡nﾂ�100 �*��6922 �5�987b�㈱田中興業エンタープライズ ��ywHﾊx葺���9�y+��"ﾓ���

No.6株式会社大豊土木　　　　　東京都江戸川区東葛西8-28-2　　　　TELO3-3688-8581 

自動車登録番号 又は車輌番号 劔車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

l ��ｹzr�100 �,ﾒ�1377 �5�987b�株式会社大豊土木 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi8ﾈｨｹ�ﾃふ#ふ"�

2 ��ｹzr�100 �,ﾒ�190了 �5�987b�株式会社大豊土木 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi8ﾈｨｹ�ﾃふ#ふ"�

3 ��ｹzr�100 �,ﾒ�2056 �5�987b�株式会社大豊土木 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi8ﾈｨｹ�ﾃふ#ふ"�

4 ��ｹzr�100 �,ﾒ�2060 �5�987b�株式会社　大豊土木 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi8ﾈｨｹ�ﾃふ#ふ"�

5 ��ｹzr�100 �,ﾒ�2881 �5�987b�株式会社大豊土木 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi8ﾈｨｹ�ﾃふ#ふ"�

6 ��ｹzr�100 �,ﾒ�335了 �5�987b�株式会社大豊土木 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi8ﾈｨｹ�ﾃふ#ふ"�

7 ��ｹzr�100 �,ﾒ�4168 �5�987b�株式会社大豊土木 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi8ﾈｨｹ�ﾃ葵ｳ#ふ"�

8 ��ｹzr�100 �,ﾒ�4169 �5�987b�株式会社　大豊土木 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi8ﾈｨｹ�ﾃふ#ふ"�

9 ��ｹzx��ﾓ����,ﾒ�4712 �5�987b�株式会社　大豊土木 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi8ﾈｨｹ�ﾃふ#ふ"�

10 ��ｹzr�100 �,ﾒ�47l“3 �5�987b�株式会社大童土木 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi8ﾈｨｹ�ﾃふ#ふ"�

11 ��ｹzr�100 �,ﾒ�4714 �5�987b�株式会社大豊土木 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi8ﾈｨｹ�ﾃふ#ふ"�

12 ��ｹzr�100 �,ﾒ�5863 �5�987b�株式会社大豊土木 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi8ﾈｨｹ�ﾃふ#ふ"�

No.7有限会社工藤建材工業　　神奈川県横浜市鶴見区下末吉1-4-2　TELO45-572-6116 

自動車登録番号 又は車輌番号 劔車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��Vﾂ�100 �,ﾒ�2013 �5�987b�有限会社工藤建材工業 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9-�仞h岔ihｶvﾂﾓBﾓ"�

2 ��Vﾂ�100 �,ﾒ�2014 �5�987b�有限会社工藤建材工業 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9-�仞h岔ihｶs�ﾓBﾓ"�

3 ��Vﾂ�130 �+2�2015 �5�987b�有限会社工藤建材工業 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9-�仞h岔ihｶvﾂﾓBﾓ"�

4 ��Vﾂ�130 �+2�2016 �5�987b�有限会社工藤建材工業 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9-�仞h岔ihｶvﾂﾓBﾓ"�

5 ��Vﾂ�130 �+2�2017 �5�987b�有限会社工藤建材工業 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9-�仞h岔ihｶx6sBﾓ"�

No.8有限会社イケダケンキ　　　東京都江東区枝川2丁目28-10-101　TELO3-5683-7606 

自動車登録番号 又は車輌番号 劔車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��ｹzr�130 �,b�l10 �5�987b�有限会社イケダケンキ �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾh釖�ﾃ))ｩm｣#ふ��ﾓ����

2 ��ｹzr�130 �+ﾒ�119 �5�987b�有限会社イケダケンキ �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾh釖�ﾃ))ｩm｣#ふ��ﾓ����

3 ��ｹzr�130 �+ｲ�228 �5�987b�有限会社イケダケンキ �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾh釖�ﾃ))ｩm｣#ふ��ﾓ����

4 ��ｹzr�130 �+��403 �5�987b�有限会社イケダケンキ �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾh釖�ﾃ))ｩm｣#ふ������

5 ��ｹzr�100 �,ﾒ�3288 �5�987b�有限会社イケダケンキ �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾh釖�ﾃ))ｩm｣#ふ��氾����



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類
(要措置区域等一早来工営㈱)

N0.9株式会社後藤田商店　　　　　神奈川県川崎市川崎 劔劍ｾi�9nﾉ*ﾆﾂﾓX������DTﾄ�Bﾓ3cbﾓ�C�B�

自動車登録番号 又は軍師番号 劔車体の形 状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��ﾈﾞ��100 �*��2470 �5�987b�株式会社後藤田商店 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾃ�ﾓR�

2 ��ﾈﾞ��100 �*��2772 �5�987b�株式会社後藤田商店 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾃ�ﾓR�

3 ��ﾈﾞ��100 �*��2796 �5�987b�株式会社後藤田商店 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾃ�ﾓR�

4 ��ﾈﾞ��100 �*��2800 �5�987b�株式会社後藤田商店 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾆﾂﾓR�

5 ��ﾈﾞ��100 �*��3076 �5�987b�株式会社後藤田商店 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾃ�ﾓR�

6 ��ﾈﾞ��100 �*��3366 �5�987b�株式会社後藤田商店 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾃ�ﾓR�

7 ��ﾈﾞ��100 �*��3382 �5�987b�株式会社後藤田商店 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾃ�ﾓR�

8 ��ﾈﾞ��100 �*��4129∴ �5�987b�株式会社後藤田商店 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾆﾂﾓR�

9 ��ﾈﾞ��100 �*��4130 �5�987b�株式会社後藤田商店 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾃ�ﾓR�

10 ��ﾈﾞ��100 �*��4788 �5�987b�株式会社後藤田商店 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾃ�ﾓR�

11 ��ﾈﾞ��100 �*��4789 �5�987b�株式会社後藤田商店 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾃ�ﾓR�

12 ��ﾈﾞ��100 �*��4994 �5�987b�株式会社後藤田商店 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾆﾂﾓR�

13 ��ﾈﾞ��100 �*��4995 �5�987b�株式会社後藤田商店 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾃ�ﾓR�

14 ��ﾈﾞ��100 �*��5020 �5�987b�株式会社後藤田商店 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾆﾂﾓR�

15 ��ﾈﾞ��100 �*��502l �5�987b�株式会社後藤田商店 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾃ�ﾓR�

16 ��ﾈﾞ��100 �*��5140 �5�987b�株式会社後藤田商店 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾆﾂﾓR�

17 ��ﾈﾞ��100 �*��5146 �5�987b�株式会社後藤田商店 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾆﾂﾓR�

18 ��ﾈﾞ��100 �*��B�5165 �5�987b�株式会社後藤田商店 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾆﾂﾓR�

19 ��ﾈﾞ��100 �*��5293 �5�987b�株式会社後藤田商店 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾃ�ﾓR�

20 ��ﾈﾞ��100 �*��5294 �5�987b�株式会社後藤田商店 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾃ�ﾓR�

21 ��ﾈﾞ��100 �*��5313 �5�987b�株式会社後藤田商店 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾃ�ﾓR�

22 ��ﾈﾞ��100 �*��5314 �5�987b�株式会社後藤田商店 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾃ�ｨｳR�

23 ��ﾈﾞ��100 �*��5315 �5�987b�株式会社後藤田商店 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾆﾂﾓR�

24 ��ﾈﾞ��100 �*��5492 �5�987b�株式会社後藤田商店 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾃ�ﾓR�

25 ��ﾈﾞ��100 ��X*��5493 �5�987b�株式会社後藤田商店 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾃ�ﾓR�

26 ��ﾈﾞ��100 �*��5520 �5�987b�株式会社後藤田商店 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾃ�ﾓR�

27 ��ﾈﾞ��100 �*��5521 �5�987b�株式会社後藤田商店 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾃ�ﾓR�

No.10　株式会社Rエンジニアリング　神奈川県横浜市戸塚区小雀町2171　　　TEL　O45-392-6442 

自動車登録番号 又は車輌番号 劔車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��ﾈﾞ��100 �,ﾒ�2074 �5�987b�株式会社Rエンジニアリング ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ﾌｹ,ｸｾh揵�ﾙ*ﾃ#�s��

2 ��ﾈﾞ��100 �,ﾒ�2257 �5�987b�株式会社Rエンジニアリング ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ﾌｹ,ｸｾh揵�ﾙ*ﾃ#�s��

3 ��ﾈﾞ��100 �,ﾒ�2369 �5�987b�株式会社Rエンジニアリング ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ﾌｹ,ｸｾh揵�ﾙ*ﾃ#�s��

4 �=��ｲ�100 �,ﾒ�204 �5�987b�株式会社Rエンジニアリング ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ﾌｹ,ｸｾh揵�ﾙ*ﾃ#�s��

5 �=��ｲ�100 �,ﾒ�206 �5�987b�株式会社Rエンジニアリング ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ﾌｹ,ｸｾh揵�ﾘｩ�#�s��

6 �=��ｲ�100 �,ﾒ�276 �5�987b�株式会社Rエンジニアリング ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ﾌｹ,ｸｾh揵�ﾙ*ﾃ#�s��

7 �=��ｲ�100 �,ﾒ�270 �6x8�4�5��株式会社Rエンジニアリング ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ﾌｹ,ｸｾh揵�ﾙ*ﾃ#�s��

8 �=��ｲ�100 �,ﾒ�286 �6x8�4�5��株式会社Rエンジニアリング ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ﾌｹ,ｸｾh揵�ﾙ*ﾃ#�s��

9 �=��ｲ�100 �.B�24 ��株式会社Rエンジニアリング ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ﾌｹ,ｸｾh揵�ﾙ*ﾃ#�s��

10 �=��ｲ�100 �.B�25 ��株式会社Rエンジニアリング ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ﾌｹ,ｸｾh揵�ﾙ*ﾃ#�s��

11 �=��ｲ�100 �.B�26 ��株式会社Rエンジニアリング ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ﾌｹ,ｸｾh揵�ﾙ*ﾃ#�s��



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類
(要措置区域等一早来工営㈱)

Noll株式会社美南海建材　　　　　東京都江戸川区西瑞江3-33　　TEL O3-3676-5562

自動車登録番号 又は車輌番号 劔車体の形 状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

l ��ｹzr�100 �,ﾒ�4667 �5�987b�株式会社美南海建材 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi�ﾉ��ﾕﾓ2ﾓ32�

2 ��ywB�100 �,ﾒ�4333 �5�987b�株式会社美南海建材 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi�ﾉ��ﾕﾓ2ﾓ32�

3 ��ｹzr�130 �+r�363 �5�987b�株式会社美南海建材 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi�ﾉ��ﾕﾓ2ﾓ32�

4 ��ｹzr�130 �+2�353 �5�987b�株式会社美南海建材 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi�ﾉ��ﾕﾓ2ﾓ32�

5 ��89h葡�11 �."�4579 �5�987b�株式会社美南海建材 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi�ﾉ��ﾕﾓ2ﾓ32�

6 ��ｹzr�130 �+r�393 �5�987b�株式会社美南海建材 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi�ﾉ��ﾕﾓ2ﾓ32�

7 ��ｹzr�130 �+r�373 �5�987b�株式会社美南海建材 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi�ﾉ%ｸ訷ﾔ�2ﾓ32�

8 ��ｹzr�130 �+2�343 �5�987b�株式会社美南海建材 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi�ﾉ��ﾕﾓ2ﾓ32�

9 ��ｹzr�100 �,ﾒ�3639 �5�987b�株式会社美南海建材 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi�ﾉ��ﾕﾓ2ﾓ32�

10 ��ｹzr�100 �,｢�333 �5�987b�株式会社美南海建材 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi�ﾉ��ﾕﾓ8ｨｳ32�

No12有限会社共栄興業　　　　　　埼玉県草加市柳島町773-4　　　TELO48-925-5787 

自動車登録番号 又は車軸番号 劔車体の形 状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 偸I?ｩYB�100 �,"�8000 �5�987b�有限会社　共栄興業 俥仂ｨﾊy�����9oi8y*ﾃss2ﾓB�

2 偸I?ｩYB�100 �,��7000 �5�987b�有限会社共栄興業 俥仂ｨﾊy�����9oi8y*ﾃss2ﾓB�

3 偸I?ｩYB�130 �+��6000 �5�987b�有限会社共栄興業 俥仂ｨﾊy�����9oi8y*ﾃss2ﾓB�

4 偸I?ｩYB�100 �,ﾒ�5000 �5�987b�有限会社共栄興業 俥仂ｨﾊy�����9oi8y*ﾃss2ﾓB�

5 偸I?ｩYB�130 �+r�6688 �5�987b�有限会社共栄興業 俥仂ｨﾊy�����9oi8y*ﾃss2ﾓB�

6 偸I?ｩYB�130 �+2�445 �5�987b�有限会社共栄興業 俥仂ｨﾊy�����9oi8y*ﾃss2ﾓB�

7 偸I?ｩYB�130 �+r�405 �5�987b�有限会社共栄興業 俥仂ｨﾊy�����9oi8y*ﾃss2ﾓB�

No13株式会社義建　　　　　　　　埼玉県さいたま市南区内谷1-11-20　TEしO48-421-1237 

自動車登録番号 又は車輌番号 劔草体の形 状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

l ��Xｷｲ�101 �,��111 �5�987b�株式会社義建 俥仂ｨﾊx+8*(+ﾘ-ﾈ�9>ﾈｾi>�$｣�ﾓ�ﾂﾓ#��

2 �7���130 �+��35 �5�987b�株式会社義建 俥仂ｨﾊx+8*(+ﾘ-ﾈ�9>ﾈｾi>�$｣�ﾓ��ﾓ#��

3 估i$｢�130 �+��69 �5�987b�株式会社義建 俥仂ｨﾊx+8*(+ﾘ-ﾈ�9>ﾈｾi>�$｣�ﾓ�ﾂﾓ#��

4 ��Xｷｲ�100 �+ﾒ�222 �5�987b�株式会社義建 俥仂ｨﾊx+8*(+ﾘ-ﾈ�9>ﾈｾi>�$ｨ6t鳴ﾓ#��

5 ��Xｷｲ�100 �,ﾒ�2775 �5�987b�株式会社義建 俥仂ｨﾊx+8*(+ﾘ-ﾈ�9>ﾈｾi>�$｣�ﾓ��ﾓ#��

6 ��Xｷｲ�100 �-ﾂ�333 �5�987b�株式会社義建 俥仂ｨﾊx+8*(+ﾘ-ﾈ�9>ﾈｾi>�$ｦﾂﾓ��ﾓ#��

7 偸I?ｩYB�100 �.r�66 �5�987b�株式会社義建 俥仂ｨﾊx+8*(+ﾘ-ﾈ�9>ﾈｾi>�$ｨ8h6｣�ﾂﾓ#��

8 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�1218 �5�987b�株式会社義建 俥仂ｨﾊx+8*(+ﾘ-ﾈ�9>ﾈｾi>�$｣�ﾓ��ﾓ#��

9 ��ywB�130 �,��5588 �5�987b�株式会社義建 俥仂ｨﾊx+8*(+ﾘ-ﾈ�9>ﾈｾi>�$ｦﾂﾓ��ﾓ#��

N014大典重機株式会社　　　　　神奈JI惧川崎市宮前区野川3549-3　　TELO44-777-5551 

自動車登録番号 又は軍師番号 劔車体の形 状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��Vﾂ�100 �,ﾒ�3347 �5�987b�大典重機株式会社 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育8ｷｹ��inﾉ�ﾃ3SC乖ｳ2�

2 ��Vﾂ�100 �,ﾒ�2109 �5�987b�大典重機株式会社 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育8ｷｹ��inﾉ�ﾃ3SC蔦2�

3 ��Vﾂ�100 �,ﾒ�2108 �5�987b�大典重機株式会社 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育8ｷｹ��inﾉ�ﾃ3SC蔦2�

4 ��Vﾂ�130 �+2�5551 �5�987b�大典重機株式会社 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育8ｷｹ��inﾉ�ﾃ3SC蔦2�



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類
(要措置区域等一早来工営㈱)

No15株式会社藤田興業　　　　　神奈川県横浜市都筑区佐江戸町889-1　TELO45-937-0499 

自動車登録番号 又は車軸番号 劔車体の形 状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��Vﾂ�130 �+ｲ�164 �5�987b�株式会社勝田興業 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�979'ﾘｾhﾛ(ﾕﾘﾌｹ*ﾃャ蔦��

2 ��Vﾂ�130 �+r�212 �5�987b�株式会社藤田興業 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�979'ﾘｾhﾛ(ﾕﾘﾌｹ*ﾃャ蔦��

3 ��Vﾂ�130 �+��・313 �5�987b�株式会社藤田興業 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�979'ﾘｾhﾛ(ﾕﾘﾌｹ*ﾃャ蔦��
’4 ��Vﾂ�130 �+��414 �5�987b�株式会社藤田興業 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�979'ﾘｾhﾛ(ﾕﾘﾌｹ*ﾃャ蔦��

5 ��Vﾂ�130 �+2�515 �5�987b�株式会社藤田興業 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�979'ﾘｾhﾛ(ﾕﾘﾌｹ*ﾃャ蔦��

6 ��Vﾂ�130 �+��616 �5�987b�株式会社藤田興業 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�979'ﾘｾhﾛ(ﾕﾘﾌｹ*ﾃャ蔦��

No16　エステートサービス株式会社　　東京都江東区潮見1-16-3　　　　　　　T巳LO3-6806-2572 

自動車登録番号 又は車軸番号 劔車体の形 状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

l ��ｹzr�130 �*��710 �5�987b�エステートサービス株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi*ｨﾊ鳴ﾓ�bﾓ2�

2 ��ｹzr�130 ��ｸ�"�730 �5�987b�エステ十サービス株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi*ｨﾊ鳴ﾓ�bﾓ2�

3 ��ｹzr�130 畑�"�750 �5�987b�エステートサービス株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi*ｨﾊ��ﾓ�bﾓ2�

4 ��ｹzr�130 �*��760 �5�987b�エステートサービス株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi*ｨﾊ��ﾓ�bﾓ2�

5 ��ｹzr�130 ��ｸ�"�770 �5�987b�エステーけ-ビス株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi*ｨﾊ鳴ﾓ�bﾓ2�

6 ��ｹzr�130 �*ﾒ�800 �5�987b�エステートサービス株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi*ｨﾊ鳴ﾓ�bﾓ2�

7 ��ｹzr�130 �*B�810 �5�987b�エステートサービス株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi*ｨﾊ鳴ﾓ�bﾓ2�

8 ��ｹzr�130 �*B�820 �5�987b�エステーけ-ビス株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi*ｨﾊ��ﾓ�bﾓ2�

9 ��ｹzr�130 �*��830 �5�987b�エステートサービス株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi*ｨﾊ鳴ﾓ�bﾓ2�

10 ��ｹzr�130 �+2�860 �5�987b�エステーけ-ビス株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi*ｨﾊ��ﾓ�bﾓ2�

11 ��ｩlﾒ�100 �,ﾒ�3643 �5�987b�エステートサービス株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi*ｨﾊ�6s�bﾓ2�

12 ��ｩlﾒ�100 �,ﾒ�4054 �5�987b�エステートサービス株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi*ｨﾊ綿潟�hｨｳ2�

13 ��ｩlﾒ�100 �,ﾒ�3677 �5�987b�エステーけ-ビス株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi*ｨﾊ鳴ﾓ�bﾓ2�

14 ��ｩlﾒ�100 �,ﾒ�2595 �5�987b�エステートサービス株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi*ｨﾊ��ﾓ�bﾓ2�

15 ��ｹzr�130 �,��2525 �5�987b�エステ十サービス株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi*ｨﾊ鳴ﾓ�bﾓ2�

16 ��ｹzr�130 �,��2525 �5�987b�エステートサービス株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi*ｨﾊ鳴ﾓ�bﾓ2�

17 ��ｹzr�100 �,ﾒ�1068 �5�987b�エステートサービス株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi*ｨﾊ��ﾓ�bﾓ2�

18 ��ｹzr�130 �+2�4747 �5�987b�エステートサービス株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi*ｨﾊ��ﾓ�bﾓ2�

19 兀�8r�100 �,ﾒ�1980 �5�987b�エステーけ-ビス株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi*ｨﾊ���bﾓ2�

20 兀�8r�130 �+2�816 �5�987b�エステートサービス株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi*ｨﾊ��ﾓ�bﾓ2�

21 兀�8r�130 �+2�816 �5�987b�エステートサービス株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi*ｨﾊ鳴ﾓ�bﾓ2�

22 兀�8r�130 �+2�816 �5�987b�エステートサービス株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi*ｨﾊ��ﾓ�bﾓ2�

23 兀�8r�130　与さ �816 �5�987b�エステートサービス株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi*ｨﾊ��ﾓ�bﾓ2�

N017　有限会社大谷建材　　　　　神奈川県横浜市青葉区 劔劍�89iOi*ﾃS#2ﾓx潟3�8��DX+T�Rﾓ都"ﾓ�s�B�

自動車登録番号 又は車繭番号 劔車体の形 状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 佶�ﾂ�130 �+2�567 �5�987b�有限会社大谷建材 ���=��ﾈﾊy�Vﾈ�9�)wHｾh�89iOi*ﾃS#2ﾓrﾓ3�2�

2 ��Vﾂ�100 �,ﾒ�4074 �5�987b�有限会社　大谷建材 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9�(ﾝ粟h�89iOi*ﾃS#2ﾓrﾓ3�2�



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類
(要措置区域等一早来工営㈱)

N018　株式会社　関東共同 劔�7佶ｨ�����ywHﾊx�9�ﾈ�8ﾗ9;�y��2ﾓ�bﾓ2ﾓ��(������DTﾃ�Cxｨｳ3�bﾓピs��

自動車登録番号 又は軍師番号. 劔車体の形 状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��ywB�100 �,ﾒ�5338 �5�987b�株式会社関東共同土建 ��ywHﾊx�9�ﾈ�8ﾗ9;�y��2ﾓ�bﾓ2ﾓ��"�

2 ��ywB�100 �,ﾒ�弱07 �5�987b�株式会社関東共同土建 ��ywHﾊx�9�ﾈ�8ﾗ9;�y��2ﾓ�bﾓ2ﾓ��"�

3 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�1647 �5�987b�株式会社関東共同土建 ��ywHﾊx�8ﾈ��鞅9;�y��2ﾓ�bﾓ2ﾓ��"�

4 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�1648 �5�987b�株式会社関東共同土建 ��ywHﾊx�9�ﾈ�8ﾗ9;�y��2ﾓ�bﾓ2ﾓ��"�

5 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�2048 �5�987b�株式会社　関東共同土建 ��ywHﾊx�9�ﾈ�8ﾗ9;�y��3�bﾓ2ﾓ��"�

6 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�2214 �5�987b�株式会社関東共同土建 ��ywHﾊx�9�ﾈ�8ﾗ9;�y��2ﾓ�bﾓ2ﾓ��"�

7 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�2251 �5�987b�株式会社関東共同土建 ��ywHﾊx�9�ﾈ�8ﾗ9;�y��2ﾓ�bﾓ2ﾓ��"�

8 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�2635 �5�987b�株式会社関東共同土建 ��ywHﾊx�9�ﾈ�8ﾗ9;�y��2ﾓ�bﾓ2ﾓ��"�

9 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�2385 �5�987b�株式会社関東共同土建 ��ywHﾊx�9�ﾈ�8ﾗ9;�y��2ﾓ�bﾓ2ﾓ��"�

10 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�2386 �5�987b�株式会社関東共同土建 ��ywHﾊx�2漠Wﾈﾗ9;�y��2ﾓ�bﾓ2ﾓ��"�

11 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�2252 �5�987b�株式会社関東共同土建 ��ywHﾊx�9�ﾈ�8ﾗ9;�y��2ﾓ�bﾓ2ﾓ��"�

12 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�2387 �5�987b�株式会社関東共同土建 ��ywHﾊx�9�ﾈ�8ﾗ9;�y��2ﾓ�bﾓ2ﾓ��"�

13 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�2426 �5�987b�株式会社関東共同土建 ��ywHﾊx�9�ﾈ�8ﾗ>,H遥��8ｨｳ�bﾓ2ﾓ��"�

14 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�2634 �5�987b�株式会社関東共同土建 ��ywHﾊx�9�ﾈ�8ﾗ9;�y��2ﾓ�bﾓ2ﾓ��"�

15 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�2636 �5�987b�株式会社関東共同土建 ��ywHﾊx�9�ﾈ�8ﾗ9;�y��2ﾓ�bﾓ2ﾓ��"�

16 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�2733 �5�987b�株式会社関東共同土建 ��ywHﾊx�9�ﾈ�8ﾗ9;�y��2ﾓ�bﾓ2ﾓ��"�

17 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�2732 �5�987b�株式会社関東共同土建 ��ywHﾊx�9�ﾈ�8ﾗ9;�y��2ﾓ�bﾓ2ﾓ��"�

No19舟津産業株式会社　　　　神奈川県横浜市金沢区幸浦2-9-12　　TELO45‾785‾0411 

自動車登録番号 又は車軸番号 劔車体の形 状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��Vﾂ�100 �,ﾒ�5347 �5�987b�舟津産業株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ｾ��(ｾhﾔｸ蕪"ﾓ蔦�"�

2 ��Vﾂ�100 �*ｲ�2740 �5�987b�舟津産業株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ｾ��(ｾhﾔｸ蕪"ﾓ蔦�"�

3 ��Vﾂ�100 �*ｲ�2741 �5�987b�舟津産業株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ｾ��(ｾhﾔｸ蕪"ﾓ蔦�"�

4 ��Vﾂ�100 �*ｲ�35任5 �5�987b�舟津産業株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ｾ��(ｾhﾔｸ蕪"ﾓ蔦�"�

5 ��Vﾂ�100 �*ｲ�3604 �5�987b�舟津産業株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ｾ��(ｾhﾔｸ蕪"ﾓ蔦�"�

6 ��ﾈﾞ��100 �,ﾒ�1124 �5�987b�舟津産業株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ｾ��(ｾhﾔｸ蕪"ﾓ蔦�"�

7 ��ﾈﾞ��100 �,ﾒ�1002 �5�987b�舟津産業株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ｾ��(ｾhﾔｸ蕪"ﾓ蔦�"�

8 ��Vﾂ�130 �*��815 �5�987b�舟津産業株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ｾ��(ｾhﾔｸ蕪"ﾓ蔦�"�

9 ��Vﾂ�130 ��ｸ�"�817 �5�987b�舟津産業株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ｾ��(ｾhﾔｸ蕪"ﾓ蔦�"�

10 冤ﾉVﾂ�130 畑�"�818 �5�987b�舟津産業株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ｾ��(ｾhﾔｸ蕪"ﾓ蔦�"�

11 ��Vﾂ�130 �*��819 �5�987b�舟津産業株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ｾ��(ｾhﾔｸ蕪"ﾓ蔦�"�

12 ��Vﾂ�130 �*��820 �5�987b�舟津産業株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ｾ��(ｾhﾔｸ蕪"ﾓ蔦�"�

13 ��Vﾂ�130 �*��821 �5�987b�舟津産業株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ｾ��(ｾhﾔｸ蕪"ﾓ��"�

No20有限会社ツカダ　　　　　埼玉県比企郡鳩山町小用1208-18　　　TEしO49-296-1854 

自動車登録番号 又は軍師番号 劔車体の形 状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 估i$｢�130 �*��50 �5�987b�有限会社ツカダ 俥仂ｨﾊyNHｮ佛9KX�)*ﾈ揵w��#�ぺﾔモ�

2 估i$｢�130 ��ｸ�"�825 �5�987b�有限会社ツカダ 俥仂ｨﾊyNHｮ佛9KX�)*ﾈ揵w��#�ふ���

3 估i$｢�130 �/��102 �5�987b�有限会社ツカダ 俥仂ｨﾊyNHｮ佛9KX�)*ﾈ揵w��#�ふ���

4 估i$｢�130 ��ｸ�"�581 �5�987b�有限会社ツカダ 俥仂ｨﾊyNHｮ佛9KX�)*ﾈ揵w��#�ふ���

5 估i$｢�130 ��ｸ�"�731 �5�987b�有限会社ツカダ 俥仂ｨﾊyNHｮ佛9KX�)*ﾈ揵w��#�ふ���

6 估i$｢�100 �*��8174 �5�987b�有限会社ツカダ 俥仂ｨﾊyNHｮ佛9KX�)*ﾈ揵w��#�ふ���

7 估i$｢�130 �*��3777 �5�987b�有限会社ツカダ 俥仂ｨﾊyNHｮ佛9KX�)*ﾈ揵w��#�ふ���



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類
(要措置区域等一早来王宮㈱)

No.21有限会社東京プランニング　　　東京都江戸川区中葛西5-16-2　　　　TEL　O3-5659-9932 

自動車登録番号 又は車輌番号 劔車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�1159 �5�987b�有限会社東京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃRﾓ�bﾓ"�

2 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�1160 �5�987b�有限会社東京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃRﾓ�bﾓ"�

3 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�1161 �5�987b�有限会社東京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃRﾓ�bﾓ"�

4 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�1166 �5�987b�有限会社東京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃRﾓ�bﾓ(�b�

5 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�1167 �5�987b�有限会社東京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃRﾓ�bﾓ"�

6 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�1168 �5�987b�有限会社東京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃRﾓ�bﾓ"�

7 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�l17l �5�987b�有限会社　東京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃRﾓ�bﾓ"�

8 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�1172 �5�987b�有限会社東京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃRﾓ�bﾓ"�

9 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�1173 �5�987b�有限会社東京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃRﾓ�bﾓ"�

10 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�1354 �5�987b�有限会社東京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃRﾓ�bﾓ"�

11 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�1385 �5�987b�有限会社東京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃRﾓ�bﾓ"�

12 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�1392 �5�987b�有限会社東京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃRﾓ�bﾓ"�

13 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�1393 �5�987b�有限会社東京70ランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃRﾓ�bﾓ"�

14 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�1394 �5�987b�有限会社東京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃRﾓ�bﾓ"�

15 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�1515 �5�987b�有限会社東京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃRﾓ�bﾓ"�

16 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�1516 �5�987b�有限会社東京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃRﾓ�bﾓ"�

17 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�1517 �5�987b�有限会社東京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃRﾓ�bﾓ"�

18 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�1518 �5�987b�有限会社東京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃRﾓ�bﾓ"�

19 做ｸ�nﾂ�100 �,ﾒ�1520 �5�987b�有限会社東京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃRﾓ�bﾓ"�

20 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�1551 �5�987b�有限会社東京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃRﾓ�bﾓ"�

2l 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�1552 �5�987b�有限会社東京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃRﾓ�bﾓ"�

22 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�1553 �5�987b�有限会社東京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃRﾓ�bﾓ"�

23 做ｸ躡nﾂ�100∴ �,ﾒ�1554 �5�987b�有限会社東京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃRﾓ�bﾓ"�

24 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�1555 �5�987b�有限会社東京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃRﾓ�bﾓ"�

25 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�1805 �5�987b�有限会社東京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃRﾓ�bﾓ"�

26 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�1806 �5�987b�有限会社東京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃRﾓ�bﾓ"�

27 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�1875 �5�987b�有限会社東京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃRﾓ�bﾓ"�

28 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�1902 �5�987b�有限会社東京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃRﾓ�bﾓ"�

29 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�2388 �5�987b�有限会社東京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃRﾓ�bﾓ"�

30 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�2389 �5�987b�有限会社東京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃRﾓ�bﾓ"�

31 ��ｹzr�100 �,ﾒ�2574 �5�987b�有限会社東京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃRﾓ�bﾓ"�

32 ��ｹzr�100 �,ﾒ�25了5 �5�987b�有限会社東京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃRﾓ�bﾓ"�

33 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�2499 �5�987b�有限会社東京プランニング �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃRﾓ�bﾓ"�

No.22株式会社協和商会　　　　　神奈川県川崎市川崎区浅野町6-16　　　TELO44-355-7756 

自動車登録番号 又は車輌番号 劔車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

l ��ﾈﾞ��130 �*B�26 �5�987b�株式会社協和商会 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾃbﾓ�b�

2 ��ﾈﾞ��130 �*B�81 �5�987b�株式会社協和商会 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾃbﾓ�b�



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類
- (要措置区域等一早来工営㈱)

No.23　有限会社伊藤総菜　　　　　東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4　　　　TEL O3-5666-3168

自動車登録番号 又は軍師番号 劔車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��ｹzr�100 �,��111 �5�987b�有限会社伊藤総菜 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾙﾃ))ｩm｣C2ﾓB�

2 ��ｹzr�100 �+ｲ�222 �5�987b�有限会社伊藤総菜 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾙﾃ))ｩm｣C2ﾓB�

3 ��ｹzr�100 �,ﾂ�333 �5�987b�有限会社伊藤総菜 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾙﾃ))ｩm｣C2ﾓB�

4 ��ｹzr�130 �+��444 �5�987b�有限会社伊藤総菜 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾙﾃ))ｩm｣C2ﾓB�

5 ��ｹzr�100 �+��555 �5�987b�有限会社伊藤総菜 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾙﾃ))ｩm｣C2ﾓB�

6 ��ｹzr�130!ち �666 �5�987b�有限会社伊藤総菜 �8ﾈｹ�78訷ﾔ偉ｹ�ﾈｾh�ﾙﾃ))ｩm｣C2ﾓB�

7 ��ｹzr�100 �-��777 �5�987b�有限会社伊藤総菜 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾙﾃ))ｩm｣C2ﾓB�

8 ��ｹzr�100 �+ﾒ�888 �5�987b�有限会社伊藤総菜 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾙﾃ))ｩm｣C2ﾓB�

9 ��ｹzr�130 �+ｲ�999 �5�987b�有限会社伊藤総菜 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾙﾃ))ｩm｣C2ﾓB�

No.24有限会社シティービルト　　　東京都江戸川区篠崎4丁目27-13　　　TELO3-5243-2439 

自動車登録番号 又は車軸番号 劔車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��ｹzr�130 �+2�778 �5�987b�有限会社シティービルト �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�(ﾞオ)ｩm｣#rﾓ�2�

2 ��ｹzr�130 �+2�780 �5�987b�有限会社シティービルト �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�(ﾞオ)ｩm｣#rﾓ�2�

3 ��ｹzr�130 �+2�781 �5�987b�有限会社シティービルト �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�(ﾞオ)ｩm｣#rﾓ�2�

4 ��ｹzr�130 �+2�782 �5�987b�有限会社シティービルト �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�(ﾞオ)ｩm｣#rﾓ�2�

5 ��ｹzr�130 �+2�783 �5�987b�有限会社シティービルト �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�(ﾞオ)ｩm｣#rﾓ�2�

No.25有限会社佐藤商運　　　　　東京都江戸川区南葛西6丁目16-6　　　TEしO3-3689-2768 

自動車登録番号 又は車輌番号 劔車体の 形状・ 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

l ��ｹzr�130 �*��10 �5�987b�有限会社佐藤商運 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃi)ｩm｣�bﾓb�

2 ��ｹzr�130 �*ﾒ�20 �5�987b�有限会社佐藤商運 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃi)ｩm｣�bﾓb�

3 ��ｹzr�130 �*ﾒ�50 �5�987b�有限会社佐藤商運 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃi)ｩm｣�bﾓb�

4 ��ｹzr�130 �*b�60 �5�987b�有限会社佐藤商運 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃi)ｩm｣�bﾓb�

5 ��ｹzr�130 鰭�"�70 �5�987b�有限会社佐藤商運 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃi)ｩm｣�bﾓb�

6 ��ｹzr�130 ��ｸ�"�80 �5�987b�有限会社佐藤商運 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃi)ｩm｣�bﾓb�

7 ��ｹzr�130 ��ｸ�"�90 �5�987b�有限会社佐藤商運 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃi)ｩm｣�bﾓb�

No.26株式会社アサヒ興業　　　　東京都江戸)il区中葛西6-12-5　　　　TELO3-3680-8301 

自動車登録番号 又は車輌番号 劔車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�235l �5�987b�株式会社アサヒ興業 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃbﾓ�"ﾓR�

2 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�2352 �5�987b�株式会社アサヒ興業 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃbﾓ�"ﾓR�

3 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�2354 �5�987b�株式会社アサヒ興業 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃc�"ﾓR�

4 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�2466 �5�987b�株式会社アサヒ興業 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃbﾓ�"ﾓR�

5 做ｸ躡nﾂ�130 �+2�2355 �5�987b�株式会社アサヒ興業 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃbﾓ�"ﾓR�



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類
(要措置区域等一早来工営㈱)

N0.27　有限会社神奈 劔川建材　　　　神奈川県大和市上草柳8-13-15　　　　　TELO46-263-8780 

自動車登録番号 又は車輪番号 劔車体の形 状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

l ��Vﾂ�100 �*ｲ�1476 �5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9��ocふ�2ﾓ�R�

2 ��Vﾂ�100 �*ｲ�1477 �5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9��ocふ�2ﾓ�R�

3 ��Vﾂ�100 �*ｲ�1仕84 �5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9��ocふ�2ﾓ�R�

4 ��Vﾂ�100 �*ｲ�1485 �5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9��ocふ�2ﾓ�R�

5 冤ﾉVﾂ�100 �*ｲ�1644 �5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9��ocふ�2ﾓ�R�

6 ��Vﾂ�100 �*ｲ�1645 �5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9��ocふ�2ﾓ�R�

7 ��Vﾂ�100 �*ｲ�1646 �5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9��ocふ�2ﾓ�R�

8 ��Vﾂ�100 �*ｲ�1648 �5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9��ocふ�2ﾓ�R�

9 ��Vﾂ�100 �*ｲ�1650 �5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9��ocふ�2ﾓ�R�

10 ��Vﾂ�100 �*ｲ�1651 �5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9��ocふ�2ﾓ�R�

11 ��Vﾂ�100 �*ｲ�1787 �5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9��ocふ�2ﾓ�R�

12 ��Vﾂ�100 �*ｲ�1788 �5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9Y頴cふ�2ﾓ�R�

13 ��Vﾂ�100 �*ｲ�1955 �5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9��ocふ�2ﾓ�R�

14 ��Vﾂ�100 �*ｲ�2174 �5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9��ocふ�2ﾓ�R�

15 ��Vﾂ�100 �*ｲ�2244 �5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9��ocふ�2ﾓ�R�

16 ��Vﾂ�100 ���*ｲ�2265 �5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9��ocふ�2ﾓ�R�

17 ��Vﾂ�100 �*ｲ�2337 �5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9��ocふ�2ﾓ�R�

18 ��Vﾂ�100 �*ｲ�2506 �5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9��ocふ�2ﾓ�R�

19 ��Vﾂ�100 �*ｲ�3280 �5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9��ocふ�2ﾓ�R�

20 ��Vﾄ��3���*��18 �5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9��ocふ�2ﾓ�R�

21 ��Vﾂ�130 �*b�47 �5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9��ocふ�2ﾓ�R�

22 ��Vﾂ�13l �*��13 �5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9��ocふ�2ﾓ�R�

23 ��Vﾂ�130 �*��37 �5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9��ocふ�2ﾓ�R�

24 ��Vﾂ�130 �*ﾒ�123 �5�987b�有限会社、神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9��ocふ�2ﾓ�R�

25 ��Vﾂ�131 �*��17 �5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9��ocふ�2ﾓ�R�

No.28株式会社瑛信　　　　　　　神奈川県足柄上郡大井町金子338-9　　　TEL O465-42-9997

自動車登録番号 又は車軸番号 劔車体の形 状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 傲9>ﾈ��ﾓ3���+2�848 �5�987b�株式会社瑛信 ���=��ﾈﾊy�ｹ[��8ﾅ9�X鯖*ﾈｾ���33ふ��

2 傲9>ﾂ�130 �+��48 �5�987b�株式会社瑛信 ���=��ﾈﾊy�ｹ[��8ﾅ9�X鯖*ﾈｾ���33ふ��

3 傲9>ﾂ�130 �+ﾒ�63 �5�987b�株式会社瑛信 ���=��ﾈﾊy�ｹ[��8ﾅ9�X鯖*ﾈｾ���33ふ��

4 傲9>ﾂ�130 �+��148 �5�987b�株式会社瑛信 ���=��ﾈﾊy�ｹ[��8ﾅ9�X鯖*ﾈｾ���33ふ��

5 傲9>ﾂ�130 �+��408 �5�987b�株式会社瑛信 ���=��ﾈﾊy�ｹ[��8ﾅ9�X鯖*ﾈｾ���33ふ��

6 傲9>ﾂ�100 �,ﾒ�1556 �5�987b�。株式会社瑛信 ���=��ﾈﾊy�ｹ[��8ﾅ9�X鯖*ﾈｾ���33ふ��



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類
(要措置区域等一早来工営㈱)

No29株式会社義建　　　　　　　東京都江戸川区春江町2-12-6　　　　　　TEL O3-5664-3383

自動車登録番号 又は車軸番号 劔車体の形 状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��ｹzr�106 �/��l �5�987b�株式会社義理 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾕﾙ*ﾃ"ﾓ�"ﾓb�

2 ��ｹzr�104iあ �3 �5�987b�株式会社義建 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾕﾙ*ﾃ"ﾓ�"ﾓb�

3 ��ｹzr�13l �*b�4 �5�987b�株式会社義建 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾕﾙ*ﾃ"ﾓ�"ﾓb�

4 ��ｹzr�100 ��5 �5�987b�株式会社　義建 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾕﾙ*ﾃ"ﾓ�"ﾓb�

5 ��ｹzr�100 �*ｲ�8 �5�987b�株式会社議連 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾕﾙ*ﾃ"ﾓ�"ﾓb�

6 ��ｹzr�130 ��9 �5�987b�株式会社義建 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾕﾙ*ﾃ"ﾓ�"ﾓb�

7 ��ｹzr�131 �*��1l �5�987b�株式会社義建 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾕﾙ*ﾃ"ﾓ�"ﾓb�

8 ��ｹzr�131 �*b�101 �5�987b�株式会社義建 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾕﾙ*ﾃ#�"ﾓb�

9 ��ｹzr�131 �*��102 �5�987b�株式会社議建 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾕﾙ*ﾃ"ﾓ�"ﾓb�

10 ��ｹzr�130 ��ｲ�103 �5�987b�株式会社義建 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾕﾙ*ﾃ"ﾓ�"ﾓb�

No.30有限会社島田企画　　　　　埼玉県秩父市大宮5486-7　　　　　　　　TELO494-24-6652 

自動車登録番号 又は車軸番号 劔車体の形 状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 估i$｢�130 �+2�128 �5�987b�有限会社　島田企画 俥仂ｨﾊy(�X8�9�XｷｳSCッﾓr�

2 估i$｢�130 �+r�138 �5�987b�有限会社　島田企画 俥仂ｨﾊy(�X8�9�XｷｳSCッﾓr�

3 估i$｢�130 �+2�158 �5�987b�有限会社島田企画 俥仂ｨﾊy(�X8�9�XｷｳSCッﾓr�

4 估i$｢�130 �+ﾒ�168 �5�987b�有限会社　島田企画 俥仂ｨﾊy(�X8�9�XｷｳSCドｨｳr�

5 估i$｢�130 �+ｲ�718 �5�987b�有限会社　島田企画 俥仂ｨﾊy(�X8�9�Xｷｹ&�bﾓr�

6 估i$｢�130 �+ｲ�728 �5�987b�有限会社　島田企画 俥仂ｨﾊy(�X8�9�XｷｳSCッﾓr�

7 估i$｢�130 �+ｲ�258 �5�987b�有限会社　島田企画 俥仂ｨﾊy(�X8�9�XｷｳSCッﾙ{��

8 估i$｢�130 �+ﾒ�98 �5�987b�有限会社島田企画 俥仂ｨﾊy(�X8�9�XｷｳSCッﾓr�

9 估i$｢�130 �-ﾒ�100 �5�987b�有限会社　島田企画 俥仂ｨﾊy(�X8�9�XｷｳSCッﾓr�

10 估i$｢�130 �,"�200 �5�987b�有限会社島田企画 俥仂ｨﾊy(�X8�9�XｷｳSCッﾓr�

11 估i$｢�130 �-��18 �5�987b�有限会社島田企画 俥仂ｨﾊy(�X8�9�XｷｳSCッﾓr�

12 估i$｢�130 �+��28 �5�987b�有限会社島田企画 俥仂ｨﾊy(�X8�9�XｷｳSCッﾓr�

13 估i$｢�130 �+r�1206 �5�987b�有限会社　島田企画 俥仂ｨﾊy(�X8�9�XｷｳSCッﾓr�



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類
(要措置区域等一早来工営㈱)

No31株式会社三鈴産業　　　　　千葉県船橋市印内3-23-28-603　　　　　TELO47-435‾2418 

自動車登録番号 又は車輌番号 劔重体の形 状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 做ｸ躡nﾂ�130 �,B�20 �5�987b�株式会社三鈴産業 ��ywHﾊy�HｻH�8�9>�2ﾓ#2ﾓ#ふc�2�

2 做ｸ躡nﾆ��3���*��1265 �5�987b�株式会社三鈴産業 ��ywHﾊy�HｻH�8�9>�2ﾓ#2ﾓ#ふc�2�

3 做ｸ躡nﾂ�130 �*��1364 �5�987b�株式会社　三鈴産業 ��ywHﾊy�HｻH�8�9>�2ﾓ#2ﾓ#ふc�2�

4 做ｸ躡nﾂ�130 �*��782 �5�987b�株式会社　三鈴産業 ��ywHﾊy�HｻH�9�>�2ﾓ#8ｨｳ#ふc�2�

5 做ｸ躡nﾂ�130 ��12 �5�987b�株式会社三鈴産業 ��ywHﾊy�HｻH�8�9?s2ﾓ#2ﾓ#ふc�2�

6 做ｸ躡nﾂ�130 �*b�2200 �5�987b�株式会社三鈴産業 ��ywHﾊy�HｻH�9�>�9'S#2ﾓ#ふc�2�

7 做ｸ躡nﾂ�130 �8ﾈ�"�1100 �5�987b�株式会社三鈴産業 ��ywHﾊy�HｻH�9YI>�2ﾓ#2ﾓ#ふc�2�

8 做ｸ躡nﾂ�130 �*��781 �5�987b�株式会社　三鈴産業 ��ywHﾊy�HｻH�8�9?s9'S#2ﾓ#ふc�2�

9 冢ﾉ62�100 �,ﾒ�678 �5�987b�株式会社三鈴産業 ��ywHﾊy�HｻH�8�9>�2ﾓ#2ﾓ#ふc�2�

10 冢ﾉ62�100 �,ﾒ�580 �5�987b�株式会社三鈴産業 ��ywHﾊy�HｻH�8�9>�2ﾓ#2ﾓ#ふc�2�

11 做ｸ躡nﾂ�130 �*��3300 �5�987b�株式会社　三鈴産業 ��ywHﾊy�HｻH�8�9>�2ﾓ#2ﾓ#ふc�2�

No32株式会社渡辺商会　　　　　神奈川県横浜市鶴見区馬場4丁目27-20　TELO45-582-7111 

自動車登録番号 又は車軸番号 劔車体の形 状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

l ��Vﾂ�130 �*��1101 �5�987b�株式会社渡辺商会 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9-�仞iF��｣I)ｩm｣#rﾓ#��

2 ��Vﾂ�130 �*��1105 �5�987b�株式会社渡辺商会 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9-�仞iF��｣I)ｩm｣#rﾓ#��

3 ��Vﾂ�130 �*��1106 �5�987b�株式会社渡辺商会 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9-�仞iF��｣I)ｩm｣#rﾓ#��

4 ��Vﾂ�130 �*��1107 �5�987b�株式会社渡辺商会 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9-�仞iF��｣I)ｩm｣#rﾓ#��

5 ��Vﾂ�130 �*��1108 �5�987b�株式会社渡辺商会 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9-�仞iF��｣I)ｩm｣#rﾓ#��

6 ��儼ﾂ�130 �*��l109 �5�987b�株式会社渡辺商会 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9-�仞iF��｣I)ｩm｣#rﾓ#��

7 ��Vﾂ�130 �*B�1110 �5�987b�株式会社渡辺商会 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9-�仞iF��｣I)ｩm｣#rﾓ#��

8 ��Vﾂ�130 �*��1112 �5�987b�株式会社渡辺商会 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9-�仞iF��｣I)ｩm｣#rﾓ#��

No33株式会社TGR　　　　　　　神奈川県川崎市川崎区小島町4-4　　　　TEしO44-287-1067 

自動車登録番号 又は車輌番号 劔車体の形 状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��ﾈﾞ��100 �*��3489 �5�987b�株式会社TGR ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟h揵8y*ﾃBﾓB�

2 ��ﾈﾞ��100 �*��3586 �5�987h���株式会社TGR ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟h揵8y*ﾃBﾓB�

3 ��ﾈﾞ��100 �*��3587 �5�987b�株式会社TGR ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟h揵8y*ﾃBﾓB�

4 ��ﾈﾞ��100 �*��3624 �5�987b�株式会社TGR ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟h揵8y*ﾃBﾓB�

5 ��ﾈﾞ��100 �*��3660 �5�987b�株式会社TGR ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟h揵8y*ﾃBﾓB�

6 ��ﾈﾞ��100 �4ｨ�B�3852 �5�987b�株式会社TGR ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟h揵8y*ﾃBﾓB�

7 ��ﾈﾞ��100 �*��3853 �5�987b�株式会社TGR ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟h揵8y*ﾃBﾓB�

8 ��ﾈﾞ��100 �*��3854 �5�987b�株式会社TGR ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟h揵8y*ﾃH�SB�

9 ��ﾈﾞ��100 �*ｨ�B�3855 �5�987b�株式会社TGR ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟h揵8y*ﾃH自�"�

10 ��ﾈﾞ��100 �*��3856 �5�987b�株式会社TGR ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟h揵8y*ﾃH�SB�



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類
(要措置区域等一早来工営㈱)

No34益子工業株式会社　　　　　　東京都江戸川区南葛西6-25-5　　　　　TELO3‾3687‾2521 

自動茸登録番号 又は軍師番号 劔車体の形 状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��ｹzr�100Iか �2128 �5�987b�益子工業株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃbﾓ#RﾓR�

2 ��ｹzr�100 �*��2129 �5�987b�益子工業株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃbﾓ#RﾓR�

3 ��ｹzr�100 �*��34さ4 �5�987b�益子工業株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃbﾓ#RﾓR�

4 ��ｹzr�100 �*��3455 �5�987b�益子工業株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃbﾓ#RﾓR�

5 ��ｹzr�100 �*��3518 �5�987b�益子工業株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃbﾓ#RﾓR�

6 ��ｹzr�100 �*ｲ�3524 �5�987b�益子工業株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃbﾓ#RﾓR�

了 ��ｹzr�100 �*ｲ�3534 �5�987b�益子工業株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃbﾓ#RﾓR�

8 ��ｹzr�100 �*ｲ�3535 �5�987b�益子工業株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃbﾓ#RﾓR�

9 ��ｹzr�100 �*ｲ�3536 �5�987b�益子工業株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃbﾓ#RﾓR�

10 ��ｹzr�100 �*��3619 �5�987b�益子工業株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃbﾓ#RﾓR�

11 ��ywB�100 �*��6077 �5�987b�益子工業　株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃbﾓ#RﾓR�

12 ��ywB�100 �*��6081 �5�987b�益子工業株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃbﾓ#RﾓR�

13 ��ywB�100 �*��6709 �5�987b�益子工業株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃbﾓ#RﾓR�

14 ��ywB�100 �*��6997 �5�987b�益子工業株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃbﾓ#RﾓR�

15 ��ywB�100 �*��了027 �5�987b�益子工業株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃbﾓ#RﾓR�

16 ��ｹzr�100 �*��7177 �5�987b�益子工業株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃbﾓ#RﾓR�

17 ��ｹzr�100 �*��7201 �5�987b�益子工業株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃbﾓ#XｨｳR�

18 ��ｹzr�100 �*��7202 �5�987b�益子工業株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃbﾓ#RﾓR�

19 ��ｹzr�100 �*��7203 �5�987b�益子工業株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃbﾓ#RﾓR�

20 ��ｹzr�1001か �7216 �5�987b�益子工業株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃbﾓ#RﾓR�

21 ��i�ywB�100 �*��了268 �5�987b�益子工業株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃbﾓ#RﾓR�

22 ��ywB�100 �*��7272 �5�987b�益子工業株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃit�#RﾓX�R�

23 ��ywB�100 �*��7500 �5�987b�益子工業株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃbﾓ#RﾓR�

24 ��ywB�100 �*��7679 �5�987b�益子工業株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃbﾓ#RﾓR�

25 ��ywB�100 �*��7720 �5�987b�益子工業株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃbﾓ#RﾓR�

26 ��ywB�100 �*��7732 �5�987b�益子工業株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃbﾓ#RﾓR�

2了 ��ywB�100 �*��8835 �5�987b�益子工業株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃbﾓ#RﾓR�

28 ��ywB�100 �*��8844 �5�987b�益子工業株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃbﾓ#RﾓR�

29 ��ywB�100 �*��8847 �5�987b�益子工業株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃbﾓ#RﾓR�

30 ��ywB�100 �*��8860 �5�987h����揺��ﾔ鮎hｩH�檍����8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃbﾓ#RﾓR�

31 ��ywB�100 �*��9470 �5�987h����揺��ﾔ鮎hｩH�檍����8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃbﾓ#RﾓR�

32 ��ywB�100 �*��9471 �5�987h����揺��ﾔ鮎hｩH�檍����8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi>ﾈｨｹ�ﾃbﾓ#RﾓR�

No35有限会社　日昇興業　　　　　　山梨県富士吉田市電ヶ丘3-11置3　　　　TELO555‾24‾O189 

自動車登録番号 又は車輌番号 劔車体の形 状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 伜)yﾂ�100 �,ﾒ�1723 �5�987b�有限会社　目鼻興業 伜)yﾈﾊyW域ﾘｶy68�96H9hｷS2ﾓ�ﾂﾓ2�

2 伜)yﾂ�100 �,ﾒ�2244 �5�987b�有限会社　目鼻興業 伜)yﾈﾊyW域ﾘｶy68�96H9hｷS2ﾓ�ﾂﾓ2�



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類
(要措置区域等一早来工営㈱)

No36有限会社東栄興業　　　　　神奈川県川崎市川崎区桜本1-20-3-606　TEしO44-280-3094 

自動車登録番号 又は車輌番号 劔車体の形 状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��ﾈﾞ��130 �+2�621 �5�987b�有限会社東栄興業 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟hﾟygｳ�ｨｳ#�ﾓ2ﾓc�b�

2 ��ﾈﾞ��130 �+2�625 �5�987b�有限会社東栄興業 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟hﾟygｳ�ﾓ#�ﾓ2ﾓc�b�

3 ��ﾈﾞ��130 �+2�626 �5�987b�有限会社東栄興業 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟hﾟygｳ�ﾓ#�ﾓ2ﾓc�b�

4 ��ﾈﾞ��130 �+2�627 �5�987b�有限会社東栄興業 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟hﾟygｳ�ﾓ#�ﾓ2ﾓc�h����ﾒ�

5 ��ﾈﾞ��130 �+2�628 �5�987b�有限会社東栄興業 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟hﾟygｳ�ﾓ#�ﾓ2ﾓc�b�

6 ��ｩlﾒ�130 �+2�282 �5�987b�有限会社東栄興業 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟hﾟygｳ�ﾓ#�ﾓ2ﾓc�b�

7 ��ｩlﾒ�130 �+r�284 �5�987b�有限会社東栄興業 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟hﾟygｳ�ﾓ#�ﾓ2ﾓc�b�

8 ��ﾈﾞ��130 �+r�622 �5�987b�有限会社東栄興業 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟hﾟygｳ�ﾓ#�ﾓ2ﾓc�b�

No37豊川興業株式会社　　　　　神奈川県川崎市川崎区田町3-13-13　　　TELO44-299-3531 

自動車登録番号 又は車輌番号 劔車体の形 状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��ﾈﾞ��130 �*��6 �5�987b�豊川興業　株式会社 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i69*ﾃ2ﾓ�2ﾓ�2�

2 ��ﾈﾞ��100 �*ﾒ�7 �5�987b�豊川興業　株式会社 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i69*ﾃ2ﾓ�2ﾓ�2�

3 ��ﾈﾞ��100 �*ｲ�2 �5�987b�豊川興業株式会社 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟iu�*ﾃ2ﾓ�2ﾓ�2�

4 ��ﾈﾞ��100 �*ｲ�5 �5�987b�豊川興業　株式会社 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i69*ﾃ2ﾓ�2ﾓ�2�

5 ��ﾈﾞ��100 �*B�3 �5�987b�豊川興業　株式会社 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i69*ﾃ2ﾓ�2ﾓ�2�

6 ��ﾈﾞ��100 ��ｵﾂ�8 �5�987b�豊川興業株式会社 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i69*ﾃ2ﾓ�2ﾓ�2�

7 ��ﾈﾞ��R�101 �/��l �5�987b�豊川興業株式会社 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i69*ﾃ2ﾓ�2ﾓ�2�

8 ��ﾈﾞ��100 �*��3591 �5�987b�豊川興業　株式会社 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i69*ﾃ2ﾓ�2ﾓ�2�

9 ��ﾈﾞ��100 �*��3367 �5�987b�豊川興業　株式会社 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i69*ﾃ2ﾓ�2ﾓ�2�

10 ��ﾈﾞ��100 �*��3154 �5�987b�豊川興業　株式会社 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i69*ﾃ2ﾓ�2ﾓ�2�

11 ��ﾈﾞ��100 �*��3105 �5�987b�豊川興業株式会社 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i69*ﾃ2ﾓ�2ﾓ�2�

12 ��ﾈﾞ��100 �*��3079 �5�987b�豊川興業株式会社 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i69*ﾃ2ﾓ�2ﾓ�2�

13 ��ﾈﾞ��100 �*��2557 �5�987b�豊川興業株式会社 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i69*ﾃ2ﾓ�2ﾓ�2�

14 ��ﾈﾞ��100 �*��2236 �5�987b�登用興業株式会社 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i69*ﾃ2ﾓ�2ﾓ�2�

15 ��ﾈﾞ��100 �*��2214 �5�987b�豊川興業株式会社 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i69*ﾃ2ﾓ�2ﾓ�2�

16 ��ﾈﾞ��100 �*��2171 �5�987b�豊川興業株式会社 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i69*ﾃ2ﾓ�2ﾓ�2�

No38渡辺造機有限会社　　　　　神奈川県横浜市都築区東山田318　　　　TELO45-592-5148 

自動車登録番号 又は車輌番号 劔車体の形 状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

l ��Vﾂ�100 �*ﾒ�7000 �5�987b�渡邁建機　有限会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�979'ｨｾi8ﾈ�)633���

2 ��Vﾂ�100 �*��6180 �5�987b�渡邁建機　有限会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�979'ｨｾi8ﾈ�)633���

3 ��Vﾂ�100 �/��3000 �5�987b�渡邁建機　有限会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�979'ｨｾi8ﾈ�)633���

4 ��Vﾂ�100 ��"ﾒ��%��5000 �5�987b�渡邁建搬有限会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�979'ｨｾi8ﾈ�)633���

5 ��Vﾂ�100 �/��1000 �5�987b�渡邁建機　有限会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�979'ｨｾi8ﾈ�)633���

6 ��Vﾂ�100 �4ｨ�"�4950 �5�987b�渡邁建撥　有限会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�979'ｨｾi8ﾈ�)633���



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類
(要措置区域等一早来工営㈱)

No39株式会社ハーモセレ　　　　　兵庫県尼崎市東海岸町21-1　　　　　　TEし　O6-6409-1735 

自動車登録番号 又は車繭番号 劔車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 做ｸ躡nﾂ�131 �*b�1001 �5�987b�株式会社　ハーモセレ 兌ｨﾌ侈y?(ﾞ育98ﾈ､8ｭﾙ*ﾃ(6s��

2 做ｸ躡nﾂ�130 �*��1002 �5�987b�株式会社ハーモセレ 兌ｨﾌ侈y?(ﾞ育98ﾈ､8ｭﾙ*ﾃ#�ﾓ��

3 做ｸ躡nﾂ�130 �*仍���2��5�987b�株式会社　ハーモセレ 兌ｨﾌ侈y?(ﾞ育98ﾈ､8ｭﾙ*ﾃ#��b�

No.40聖和産業有限会社　　　　　神奈川県横浜市旭区上川井町1109十　　　TELO45-920-0286 

自動車登録番号 又は車輌番号 劔事体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��Vﾂ�100 �*��7501 �5�987b�聖和産業有限会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8願ｾh�9�ﾉ*ﾄ���蔦r�

2 ��Vﾂ�工00 �*��7502 �5�987b�聖和産業　有限会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8願ｾh�9�ﾉ*ﾃ���乖ｳr�

3 ��Vﾂ�130 �*��7503 �5�987b�聖和産業　有限会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8願ｾh�9�ﾉ*ﾃ���蔦r�

4 ��Vﾂ�130 櫨ﾂ�7505 �5�987b�聖和産業　有限会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8願ｾh�9�ﾉ*ﾃ���蔦r�

5 ��Vﾂ�130 ��ｵﾂ�7506 �5�987b�聖和産業　有限会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8願ｾh�9�ﾉ*ﾃ���蔦r�

6 ��Vﾂ�130 ��ｵﾂ�7507 �5�987b�聖和産業　有限会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8願ｾh�9�ﾉ*ﾄ���蔦r�

7 ��Vﾂ�130 ��ｸ�"�7508 �5�987b�聖和産業有限会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8願ｾh�9�ﾉ*ﾃ���蔦r�

8 ��Vﾂ�130 ��ｸ�"�7510 �5�987b�聖和産業　有限会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8願ｾh�9�ﾉ*ﾃ���蔦r�

9 ��Vﾂ�130 畑�"�751l �5�987b�聖和産業有限会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8願ｾh�9�ﾉ*ﾃ���蔦r�

10 ��Vﾂ�130 �*"�7512 �5�987b�聖和産業有限会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8願ｾh�9�ﾉ*ﾃ���蔦r�

ll ��Vﾂ�工30 ��ｸ�"�7513 �5�987b�聖和産業　有限会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8願ｾh�9�ﾉ*ﾃ���蔦r�

No.41有限会社タロダ土木　　　　　埼玉県三郷市鷹野2-396　　　　　　　TELO48-953-9675 

自動車登録番号 又は車輌番号 劔車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

l 偸I?ｩYB�101 �*ｲ�1000 �5�987b�有限会社クロダ土木 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9�冢ﾃ"ﾓ3澱�

2 偸I?ｩYB�100 �*��2000 �5�987b�有限会社タロダ土木 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9�冢ﾃ"ﾓ3澱�

3 偸I?ｩYB�100 �*ｲ�3000 �5�987b�有限会社クロダ土木 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9�冢ﾃ"ﾓ3澱�

.4 偸I?ｩYB�101 �*��5000 �5�987b�有限会社タロダ土木 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9�冢ﾃ)'S3澱�

5 偸I?ｩYB�100 �*��5681 �5�987b�有限会社タロダ土木 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9�冢ﾃ"ﾓ3澱�

6 偸I?ｩYB�100 �*��5682 �5�987b�有限会社クロダ土木 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9�冢ﾃ"ﾓ3澱�

7 偸I?ｩYB�100 �*��4866 �5�987b�有限会社タロダ土木 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9�冢ﾃ"ﾓ3澱�

8 偸I?ｩYB�100 侏�*��4865 �5�987b�有限会社クロダ土木 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9�冢ﾃ"ﾓ3澱�

9 偸I?ｩYB�100 �*��4878 �5�987b�有限会社タロダ土木 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9�冢ﾃ"ﾓ3澱�

10 偸I?ｩYB�100 �*��4862 �5�987b�有限会社クログ土木 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9�冢ﾃ"ﾓ3澱�

11 偸I?ｩYB�100 �*��4877 �5�987b�有限会社　タロダ土木 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9�冢ﾃ"ﾓ3澱�

12 偸I?ｩYB�100 �*��5883 �5�987b�有限会社グロダ土木 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9�冢ﾃ"ﾓ3澱�

13 ��ｹzr�100 �,ﾒ�2683 �5�987b�有限会社タロダ土木 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9�冢ﾃ"ﾓ3澱�

14 ��ｹzr�100 �,ﾒ�1946 �5�987b�有限会社グロダ土木 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9�冢ﾃ"ﾓ3澱�

15 偸I?ｩYB�100 �*��4861 �5�987b�有限会社　タロダ土木 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9�冢ﾃ"ﾓ3澱�

16 偸I?ｩYB�100 �*��5881 �5�987b�有限会社クロダ土木 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9�冢ﾃ"ﾓ3澱�

17 ��ｹzr�100 �,ﾒ�2585 �5�987b�有限会社タロダ土木 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9�冢ﾃ"ﾓ3澱�

18 偸I?ｩYB�100 �*��5882 �5�987b�有限会社タロダ土木 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9�冢ﾃ"ﾓ3澱�

19 偸I?ｩYB�100 �*��4876 �5�987b�有限会社クロダ土木 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9�冢ﾃ"ﾓ3澱�

20 ��ｹzr�100 �,ﾒ�1258 �5�987b�有限会社クロダ土木 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9�冢ﾃ"ﾓ3澱�

21 偸I?ｩYB�100 �*��5556 �5�987b�有限会社タロダ土木 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9�冢ﾃ"ﾓ3澱�

22　春日部 �100 �*��6657 �5�987b�有限会社クロダ土木 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9�冢ﾃ"ﾓ3澱�



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類
(要措置区域等一早来工営㈱)

No.42マルタ工業株式会社　　　　神奈川県横浜市港北区檎町4-14-34　　　TELO45-542-7001 

自動車登録番号 又は車輌番号 劔車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

l ��Vﾂ�100 �*��6903 �5�987b�マルタ工業株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ﾉ馭ｸｾiШ*ﾃBﾓ�Bﾓ3B�

2 ��Vﾂ�100 �*��8253 �5�987b�マルタ工業株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ﾖ�fｸｾhﾎy*ﾃBﾓ�Bﾓ3B�

3 ��Vﾂ�100 �*��9076 �5�987b�マルタ工業株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ﾖ�fｸｾiG�*ﾃBﾓ�Bﾓ9D2�

4 ��Vﾂ�100 �*��9114 �5�987b�マルタ工業株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ﾉ馭ｸｾiШ*ﾃBﾓ�Bﾓ3B�

5 ��Vﾂ�100 �*俣��Cr��5�987b�マルタ工業株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ﾖ�fｸｾiШ*ﾃBﾓ�Bﾓ3B�

6 ��Vﾂ�100 �*��3502 �5�987b�マルタ工業株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ﾖ�fｸｾi$ﾙ*ﾃBﾓ�Bﾓ3B�

7 ��Vﾂ�130 �+��130 �5�987b�マルタ工業株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ﾖ�fｸｾi$ﾙ*ﾃBﾓ�Bﾓ3B�

8 ��Vﾂ�130 �+2�384 �5�987b�マルタ工業株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9LｹfｸｾiG�69)｣Bﾓ�Bﾓ3B�

No.43　有限会社アゲナ流運　　　　　神奈川県川崎市川崎区池上 劔剴ふ�����������DX+X���Bﾓ#��ﾓ3Scr�

自動車登録番号 又は車輌番号 劔事体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��ﾈﾞ��100 �*��698 �5�987b�有限会社アゲナ流運 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i'(�3ふ��

2 ��ﾈﾞ��100 �*��2445 �5�987b�有限会社アゲナ流運 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i'(�3ふ��

3 ��ﾈﾞ��100 �*��1254 �5�987b�有限会社アゲナ流運 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i'(�3ふ��

4 ��ﾈﾞ��100 �*��2786 �5�987b�有限会社アゲナ流運 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i'(�3ふ��

5 ��ﾈﾞ��100 �*��3143 �5�987b�有限会社アゲナ流運 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i'(�3ふ��

6 ��ﾈﾞ��100 �*��3882 �5�987b�有限会社アゲナ流運 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i'(�3ふ��

7 ��ﾈﾞ��100 �*��3870 �5�987b�有限会社アゲナ流運 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i'(�3ふ��

8 ��ﾈﾞ��100!か �4230 �5�987b�有限会社アゲナ流運 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i'(�3ふ��

9 ��ﾈﾞ��100 ���*��4599 �5�987b�有限会社アゲナ流運 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i'(�3ふ��

10 ��ﾈﾞ��100圭か �4798 �5�987b�有限会社　アゲナ流運 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i'(�3ふ��

No.44有限会社国良産業　　　　　神奈川県川崎市JI帽区浜町3-9-17　　　　TEし　O44-366-2151 

自動車登録番号 又は車輌番号 劔車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��ﾈﾞ��130 �+2�9200 �5�987b�有限会社　国良産業 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟iVﾉ*ﾃ2ﾓ蔦�r�

2 ��ﾈﾞ��130 �+r�9201 �5�987b�有限会社　国良産業 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟ij�*ﾃ2ﾓ蔦�r�

3 ��ﾈﾞ���xｳ�3���+r�9202 �5�987b�有限会社国良産業 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟iVﾉ*ﾃ2ﾓ蔦�r�

4 ��ﾈﾞ��3���+2�9203 �5�987b�有限会社国良産業 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟ij�*ﾃ2ﾓ蔦�r�

No,45株式会社明之興業　　　　　東京都江戸川区中葛西8-6-6　　　　　　TEL　O3鵜6638-6173 

自動車登録番号 又は車軸番号 劔車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��ｹzr�130 �+2�412 �5�987b�株式会社　明之興業 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃふbﾓb�

2 ��ｹzr�130 �+r�2504 �5�987b�株式会社明之興業 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃふbﾓb�

3 ��ｹzr�130 �+ｲ�1224 �5�987b�株式会社　明之興業 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃふbﾓb�

4 ��ｹzr�130 �+2�220 �5�987b�株式会社　明之興業 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi(hｨｹ�ﾃふbﾓb�



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類
(要措置区域等一早来工営㈱)

No.46株式会社三尾アドバンス　　　東京都大田区本羽田l-27-4-601　　　　TEし　O3-3741-8150

自動車登録番号 又は車輌番号 劔車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 儼��ﾂ�130 �+r�53 �5�987b�株式会社三尾アドバンス �8ﾈｹ�79�Y68ｾigｸ秤63�ﾓ#rﾓBﾓc���

2 儼��ﾂ�100 �,ﾒ�1517 �5�987b�株式会社　三尾アドバンス �8ﾈｹ�79�Y68ｾigｸ秤63�ﾓ#rﾓBﾓc�ﾂ�

No.47株式会社三郷興業　　　　　埼玉県三郷市半田484-1　　　　　　　　TEL　O48-957-3001 

自動車登録番号 又は車輌番号 劔車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 偸I?ｩYB�100 �,ﾒ�2689 �5�987b�株式会社三郷興業 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9Kﾉ63Cィﾓ��

2 偸I?ｩYB�100 �*��2790 �5�987b�株式会社三郷興業 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�8ｧy63Cィﾓ��

3 偸I?ｩYB�100 �*��3933 �5�987b�株式会社　三郷興業 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9Kﾉ63Cィﾓ��

4 偸I?ｩYB�100 �*��4186 �5�987b�株式会社三郷興業 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9Kﾉ63Cィﾓ��

5 偸I?ｩYB�100 �*��6187 �5�987b�株式会社三郷興業 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9Kﾉ63Cィﾓ��

6 偸I?ｩYB�100 �*��6220 �5�987b�株式会社三郷興業 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9Kﾉ63Cィﾓ��

7 偸I?ｩYB�100 �,ﾒ�2838 �6x8�4�5��株式会社三郷興業 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9Kﾉ63Cィﾓ��

8 偸I?ｩYB�100 �.B�346 ��株式会社三郷興業 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9Kﾉ63Cィﾓ��

9 偸I?ｩYB�100 �,ﾒ�2963 �6x8�4�5��株式会社三郷興業 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9Kﾉ63Cィﾓ��

10 偸I?ｩYB�100 �.B�355 ��株式会社三郷興業 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9Kﾉ63Cィﾓ��

No.48株式会社マエハラ　　　　　神奈川県川崎市川崎区塩浜4-4-7　　　　TELO44-266-4474 

自動車登録番号 又は車輌番号 劔事体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

l ��ﾈﾞ��100 �*��3397 �5�987b�株式会社マエハラ ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟h冓VﾃBﾓBﾓr�

2 ��ﾈﾞ��130 �*��3268 �5�987b�株式会社マエハラ ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟h冓VﾃBﾓBﾓr�

3 ��ﾈﾞ��130 �*��60 �5�987b�株式会社マエハラ ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟h冓VﾃBﾓBﾓr�

4 ��ﾈﾞ��130 �*��2407 �5�987b�株式会社マエハラ ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟h冓VﾃBﾓBﾓr�

5 ��ﾈﾞ��100 �*B�7 �5�987b�株式会社マエハラ ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟h冓VﾃBﾓBﾓr�

6 ��ﾈﾞ��130 �*��58 �5�987b�株式会社マエハラ ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟h冓VﾃBﾓBﾓr�

7 ��ﾈﾞ��130 ��ｸ�"�46 �6x8�4�5��株式会社マエハラ ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟h冓VﾃBﾓBﾓr�

N0.49石川建輸株式会社　　　　　神奈川県横浜市藩北区新刃 劔劍�)*ﾃ##迭ﾓ�������DX+X���RﾓSC�ﾓs都��

自動車登録番号 又は車軸番号 劔車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��Vﾂ�100 �*ｲ�1901 �5�987b�石川建輸株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�9Lｹfｸｾi�h秤*ﾃ##迭ﾓ��

2 ��Vﾂ�130 �*��2480 �5�987b�石川建輸株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ﾖ�fｸｾi�h秤*ﾃ##迭ﾓ��

3 ��Vﾂ�100 �*ｲ�593 �5�987b�石川建輸株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ﾖ�fｸｾi�h秤*ﾃ##迭ﾓ��

4 ��Vﾂ�100 �*ｲ�591 �5�987b�石川建輸株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ﾖ�fｸｾi�h秤*ﾃ##迭ﾓ��

5 ��Vﾂ�工00 �*��8881 �5�987b�石川建輸株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ﾖ�fｸｾi�h秤*ﾃ##迭ﾓ��

6 ��Vﾂ�100 �*��8875 �5�987b�石川建輸株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ﾖ�fｸｾi�h秤*ﾃ##迭ﾓ��

7 ��Vﾂ�100 �*��88l∴9 �5�987b�石川建輸株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ﾉ馭ｸｾi�h秤*ﾃ##迭ﾓ��

8 ��Vﾂ�100 �*��8699 �5�987b�石川建輸株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ﾖ�fｸｾi�h秤*ﾃ##迭ﾓ��

9 ��Vﾂ�100 �*��8698 �5�987b�石川建輸株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ﾖ�fｸｾi�h秤*ﾃ##迭ﾓ��

10 ��Vﾂ�100 �*��8319 �5�987b�石川建輸株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ﾖ�fｸｾi�h秤*ﾃ##迭ﾓ��

11 ��Vﾂ�100 �*��8193 �5�987b�石川建輸株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ﾖ�fｸｾi�h秤*ﾃ##迭ﾓ��

12 ��Vﾂ�100 �*��5940 �5�987b�石川建輸株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ﾖ�fｸｾi�h秤*ﾃ##鉄��

13 ��Vﾂ�100 �*ｲ�3748 �5�987b�石川建輸株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ﾖ�fｸｾi�h秤*ﾃ##迭ﾖﾂ�



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類
(要措置区域等一早来工営㈱)

No.50田中石材土木株式会社　　　神奈川県横須賀市長坂3丁目1O-13　　　　TELO468置56-1931 

自動車登録番号 又は軍師番号 劔車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

l ��Vﾂ�100 �,ﾒ�3906 �5�987b�田中石材土木　株式会社 ���R白�県横須賀市長坂3丁目10-13 

2 亰�Vﾂ�100 �,ﾒ�l141 �5�987b�田中石材土木　株式会社 ���=霾��県横須賀市長坂3丁目10-13 

3 ��Vﾂ�100 �,ﾒ�3870 �5�987b�田中石材土木株式会社 ���T亦�県横須賀市長坂3丁目10-13 

4 ��Vﾂ�100 �,ﾒ�3918 �5�987b�田中石材土木株式会社 ���R窒�県横須賀市長坂3丁目10-13 

5 ��Vﾂ�130 �+ｲ�1017 �5�987b�田中石材土木株式会社 ���R亦�県横須賀市長坂3丁目10-13 

6 ��Vﾂ�130 �+r�1008 �5�987b�田中石材土木株式会社 ���=��ﾂ�県横須賀市長坂3丁目10-13 

7 佶�ﾂ�130 �+r�2005 �5�987b�田中石材土木株式会社 ���R��県横須賀市長坂3丁目10-13 

8 ��Vﾂ�130 �+r�1007 �5�987b�田中石材土木株式会社 ���=竰�県横須賀市長坂3丁目10-13 

9 ��Vﾂ�130 �+r�1013 �5�987b�田中石材土木株式会社 ���=貭�県横須賀市長坂3丁目10-13 

10 ��Vﾂ�130 �,"�2006 �5�987b�田中石材土木株式会社 ���=竰�県横須賀市長坂3丁目10-13 

ll ��Vﾂ�130 �+��1005 �5�987b�田中石材土木株式会社 ���=竰�県横須賀市長坂3丁目1013 

12 ��Vﾂ�130 �,"�1002 �5�987b�田中石材土木株式会社 ���Vﾂ�県横須賀市長坂3丁目10-13 

13 ��Vﾂ�130 �+ﾒ�1009 �5�987b�田中石材土木株式会社 ���=竰�県横須賀市長坂3丁目10-13 

14 ��Vﾂ�130 �+��2003 �5�987b�田中石材土木株式会社 ���=竰�県横須賀市長坂3丁目10-13 

15 ��Vﾂ�130 �,ﾂ�2001 �5�987b�田中石材土木株式会社 ���=竰�県横須賀市長坂3丁目10-13 

16 ��Vﾂ�130 �+ｲ�1015 �5�987b�田中石材土木　株式会社 ���=竰�県横須賀市長坂3丁目10-13 

17 ��Vﾂ�130 �,ｲ�2007 �5�987b�田中石材土木株式会社 ���=竰�県横須賀市長坂3丁目10-13 

18 ��Vﾂ�130 �,"�1003 �5�987b�田中石材土木株式会社 ���=竰�県横須賀市長坂3丁目10-13 

19 ��Vﾂ�100 俘(-ﾂ�1769 �5�987b�田中石材土木　株式会社 ���R��県横須賀市長坂3丁目10-13 

20 ��Vﾈ�����3���H*��1006 �5�987b�田中石材土木株式会社 ���=竰�県横須賀市長坂3丁目10-13 

21 ��Vﾈ��u��6ﾂ����*B�1001 �5�987b�田中石材土木株式会社 ���=竰�l県横須賀市長坂3丁目10-13 

No.51有限会社島田企業　　　　　埼玉県秩父市田村223-1　　　　　　　　TEL　O494-24-6652 

自動車登録番号 又は車輔番号 劔車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 估i$｢�100 �.r�1000 �6x8�4�5��有限会社　島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾓ��

2 估i$｢�100 �.��1000 ��有限会社　島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾓ��

3 估i$｢�100 �,ﾒ�2000 �6x8�4�5��有限会社　島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾓ��

4 估i$｢�100 �,ﾂ�2000 ��有限会社　島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾓ��

5 估i$｢�100 �,ｲ�3000 �6x8�4�5��有限会社　島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾓ��

6 估i$｢�100 �,｢�3000 ��有限会社　島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾓ��

7 估i$｢�130 �+2�4000 �6x8�4�5��有限会社島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾓ��

8 估i$｢�130 �+r�4000 ��有限会社　島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾓ��

9 估i$｢�100 �,��5000 �6x8�4�5��有限会社　島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##9t���

10 估i$｢�100 �,｢�5000 ��有限会社　島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾓ��

11 估i$｢�130 �,｢�6000 �6x8�4�5��有限会社島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾓ��

12 估i$｢�130 �,ｲ�6000 ��有限会社　島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾓ��

13 估i$｢�100 �,B�7000 �6x8�4�5��有限会社　島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾓ��

14 估i$｢�100 �,b�7000 ��有限会社　島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾓ��

15 估i$｢�100 �-��8000 �6x8�4�5��有限会社　島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾓ��

16 估i$｢�100 �-ﾒ�8000 ��有限会社　島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾓ��

1了 估i$｢�130 �+ｲ�9000 �6x8�4�5��有限会社　島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾓ��

工8 估i$｢�130 �+ﾒ�9000 ��有限会社　島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾓ��

19 估i$｢�130 �,��1188 �6x8�4�5��有限会社　島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾓ��

20 估i$｢�130 �,｢�1188 ��有限会社　島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾓ��

21 估i$｢�130 �+r�2288 �6x8�4�5��有限会社　島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾓ��

22 估i$｢�130 �+��2288 ��有限会社　島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾓ��



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類
(要措置区域等一早来工営㈱)

22 估i$｢�130 �+ｲ�3388 �6x8�4�5��有限会社　島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾓ��

23 估i$｢�130 �+��3388 ��有限会社　島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##9'S��

24 估i$｢�130 ��ｸ�"�778 �6x8�4�5��有限会社　島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾓ��

25 估i$｢�130 �*B�778 ��有限会社　島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾓ��

26 估i$｢�130 �*B�998 �6x8�4�5��有限会社　島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾓ��

27 估i$｢�130 ��ｸ�"�998 ��有限会社　島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾓ��

28 估i$｢�101 �*��888 �6x8�4�5��有限会社島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾓ��

29 估i$｢�100 �*B�888 ��有限会社　島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾓ��

30 估i$｢�130 �*��668 �6x8�4�5��有限会社　島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾓ��

31 估i$｢�130 鰭�"�668 ��有限会社　島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾓ��

32 估i$｢�101 ��ｸ�"�888 �6x8�4�5��有限会社　島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾓ��

33 估i$｢�100 �*b�655 ��有限会社　島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾓ��

34 估i$｢�100 �.r�1111 �5�987b�有限会社　島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾓ��

35 估i$｢�100 �+ｲ�2222 �5�987b�有限会社　島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##3��

36 估i$｢�130 �+ﾒ�300 �5�987b�有限会社　島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##8ｨｳ��

37 估i$｢�101 �-��8888 �5�987b�有限会社島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾓ��

38 估i$｢�130 �*��38 �5�987b�有限会社　島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾓ��

39 估i$｢�130 ��ｵﾂ�58 �5�987b�有限会社　島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾖﾂ�

No.52　尾花興業株式会社　　　　　東京都葛飾区東新小岩7-24-12　　　　TEしO3-3697-1361 

自動車登録番号 又は軍師番号 劔車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��ｹzr�100 �*��7413 �5�987b�尾花興業株式会社 �8ﾈｹ�78ｨｸ�ﾈｾi8ﾉ�h抦ｮ#rﾓ#Bﾓ�"�

2 ��ｹzr�100 �*��7415 �5�987b�尾花興業株式会社 �8ﾈｹ�78ｨｸ�ﾈｾi8ﾉ�h抦ｮ#rﾓ#Bﾓ�"�

3 ��ｹzr�100 �*��7388 �5�987b�尾花興業株式会社 �8ﾈｹ�78ｨｸ�ﾈｾi8ﾉ�h抦ｮ#rﾓ#Bﾓ�"�

4 ��ｹzr�100 �*��9785 �5�987b�尾花興業株式会社 �8ﾈｹ�78ｨｸ�ﾈｾi8ﾉ�h抦ｮ#rﾓ#Bﾓ�"�

5 ��ｹzr�100 �*ｲ�4265 �5�987b�尾花興業株式会社 �8ﾈｹ�78ｨｸ�ﾈｾi8ﾉ�h抦ｮ#rﾓ#Hｨｳ�"�

6 ��ｹzr�100 �*ｲ�4268 �5�987b�尾花興業株式会社 �8ﾈｹ�78ｨｸ�ﾈｾi8ﾉ�h抦ｮ#rﾓ#Bﾓ�"�

7 ��ｹzr�100 �*��9783 �5�987b�尾花興業株式会社 �8ﾈｹ�78ｨｸ�ﾈｾi8ﾉ�h抦ｮ#rﾓ#Bﾓ�"�

8 ��ｹzr�100 �*ｲ�4269 �5�987b�尾花興業株式会社 �8ﾈｹ�78ｨｸ�ﾈｾi8ﾉ�h抦ｮ#rﾓ#Bﾓ�"�

9 ��ｹzr�100 �*ｲ�4272 �5�987b�尾花興業株式会社 �8ﾈｹ�7>Mﾘ�ﾈｾi8ﾉ�h抦ｮ#rﾓ#Bﾓ�"�

10 ��ｹzr�100 �*ｲ�4257 �5�987b�尾花興業　株式会社 �8ﾈｹ�78ｨｸ�ﾈｾi8ﾉ�h抦ｮ#rﾓ#Bﾓ�"�

11 ��ｹzr�100 �*ｲ�4260 �5�987b�尾花興業株式会社 �8ﾈｹ�78ｨｸ�ﾈｾi8ﾉ�h抦ｮ#rﾓ#Bﾓ�"�

12 ��ｹzr�100 �*ｲ�4261 �5�987b�尾花興業株式会社 �8ﾈｹ�78ｨｸ�ﾈｾi8ﾉ�h抦ｮ#rﾓ#Bﾓ�"�

13 ��ｹzr�100 �*ｲ�4258 �5�987b�尾花興業株式会社 �8ﾈｹ�78ｨｸ�ﾈｾi8ﾉ�h抦ｮ#rﾓ#Bﾓ�"�

14 ��ｹzr�100 �*ｲ�4271 �5�987b�尾花興業株式会社 �8ﾈｹ�78ｨｸ�ﾈｾi8ﾉ�h抦ｮ#rﾓ#Bﾓ�"�

15 ��ｹzr�100 �*ｲ�4578 �5�987b�尾花興業株式会社 �8ﾈｹ�78ｨｸ�ﾈｾi8ﾉ�h抦ｮ#rﾓ#Bﾓ�"�

16 ��ｹzr�100 �*ｲ�4579 �5�987b�尾花興業株式会社 �8ﾈｹ�78ｨｸ�ﾈｾi8ﾉ�h抦ｮ#yt�#Bﾓ�"�

17 ��ｹzr�100 �*ｲ�6068 �5�987b�尾花興業株式会社 �8ﾈｹ�78ｨｸ�ﾈｾi8ﾉ�h抦ｮ#rﾓ#Bﾓ�"�

18 ��ｹzr�100 �*ｲ�7338 �5�987b�尾花興業　株式会社 �8ﾈｹ�78ｨｸ�ﾈｾi8ﾉ�h抦ｮ#rﾓ#Bﾓ�"�

19 ��ｹzr�100 �*ｲ�7339 �5�987b�尾花興業株式会社 �8ﾈｹ�78ｨｸ�ﾈｾi8ﾉ�h抦ｮ#rﾓ#Bﾓ�"�

20 ��ｹzr�100 �*ｲ�7340 �5�987b�尾花興業株式会社 �8ﾈｹ�78ｨｸ�ﾈｾi8ﾉ�h抦ｮ#rﾓ#Bﾓ�"�

No.53.株式会社松本土木　　　　東京都世田谷区玉堤1置2l-19　　　　　TELO3-370l-7181 

自動車登録番号 劔車体の 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 
又は事前番号、 劔形状 

1 儼��ﾂ�100 �*��6237 �5�987b�株式会社松本土木 �8ﾈｹ�79�)69$ｨｾhｼｩ.s�ﾓ(6s���

2 儼��ﾂ�10叫か �6204 �5�987b�株式会社松本土木 �8ﾈｹ�79�)69$ｨｾhｼｩ.s�ﾓ#�ﾓ���

3 儼��ﾂ�100 迄*��5494 �5�987b�株式会社松本土木 �8ﾈｹ�79�)69$ｨｾhｼｩ.x6s&ﾂﾓ���



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類
(要措置区域等一早来工営㈱)

4 儼��ﾂ�100 �*��3027 �5�987b�株式会社松本土木 �8ﾈｹ�79�)69$ｨｾhｼｩ.s�ﾓ&ﾂﾓ���

5 儼��ﾂ�100 �*ｲ�3017 �5�987b�株式会社松本土木 �8ﾈｹ�79�)69$ｨｾhｼｨ��ﾓ#�ｨｳ���

6 儼��ﾂ�100 �*ｲ�2985 �5�987b�株式会社松本土木 �8ﾈｹ�79�)69$ｨｾhｼｩ.s�ﾓ&ﾃ���

7 儼��ﾂ�100 �*��5125 �5�987b�株式会社松本土木 �8ﾈｹ�79�)69$ｨｾhｼｨ��ﾓ&ﾂﾓ���

8 儼��ﾂ�100 �*ｲ�6380 �5�987b�株式会社松本土木 �8ﾈｹ�79�)69$ｨｾhｼｩ.vﾂﾓ&ﾂﾓ���

9 儼��ﾂ�100 �*ｲ�5156 �5�987b�株式会社松本土木 �8ﾈｹ�79�)69$ｨｾhｼｩ.s�ﾓ#�ﾓ���

10 儼��ﾂ�100 �*ｲ�5107 �5�987b�株式会社松本土木 �8ﾈｹ�79�)69$ｨｾhｼｩ.vﾂﾓ#�ﾓ���

11 儼��ﾂ�100 �*ｲ�5181 �5�987b�株式会社松本土木 �8ﾈｹ�79�)69$ｨｾhｼｩ.s�ﾓ&ﾂﾓ���

12 儼��ﾂ�100 �*ｲ�5171 �5�987b�株式会社松本土木 �8ﾈｹ�79�)69$ｨｾhｼｩvvﾂﾓ&ﾂﾓ���

No54昭和通運株式会社　　　　　埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬4146番地TELO494-22-4053 

自動車登録番号 又は車輔番号 劔車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 估i$｢�100 �*��5307 �6x8�4�5��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8���9*ﾉ�X鬨���3C�Cb�

2 估i$｢�100 �*b�453 ��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8���9*ﾉ�X鬨���3C�Cb�

3 估i$｢�100 �*��7880 �6x8�4�5��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8���9*ﾉ�X鬨���3C�Cb�

4 估i$｢�100 �*b�758 ��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8���9*ﾉ�X鬨���3C�Cb�

5 估i$｢�100 �*��7897 �6x8�4�5��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8���9*ﾉ�X鬨���3C�Cb�

6 估i$｢�100 �*b�757 ��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8���9*ﾉ�X鬨���3C�Cb�

7 估i$｢�100 �*��7780 �6x8�4�5��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8���9*ﾉ�X鬨���3I&Cb�

8 估i$｢�100 �*b�846 ��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8���8祢�X鬨���3C�Cb�

9 估i$｢�100 �*��7829 �6x8�4�5��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8���9*ﾉ�X鬨���3C�Cb�

10 估i$｢�100 �*b�845 ��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8���9*ﾉ�X鬨���3C�Cb�

11 估i$｢�100 �*��4341 �6x8�4�5��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8���9*ﾉ�X鬨���3C�Cb�

12 估i$｢�100 �*b�813 ��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8���9*ﾉ�X鬨���3C�Cb�

13 估i$｢�100 �*��387l �6x8�4�5��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8���9*ﾉ�X鬨���3C�Cb�

14 估i$｢�100 �*b�812 ��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8���9*ﾉ�X鬨���3C�Cb�

15 估i$｢�100 �*��5306 �6x8�4�5��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8���9*ﾉ�X鬨���3C�Cb�

16 估i$｢�100 �*b�452 ��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8���9*ﾉ�X鬨���3C�Cb�

17 估i$｢�100 �*��6056 �6x8�4�5��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8���9*ﾉ�X鬨���3C�Cb�

18 估i$｢�100 �5や�524 ��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8���9*ﾉ�X鬨���3C�Cb�

19 估i$｢�100 �*��6057 �6x8�4�5��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8���9*ﾉ�X鬨���3C�Cb�

20 估i$｢�100 �*b�525 ��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8���9*ﾉ�X鬨���3C�Cb�

21 估i$｢�100 �*��6716 �6x8�4�5��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8���9*ﾉ�X鬨���3C�Cb�

22 估i$｢�100 �5や�689 ��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8���9*ﾉ�X鬨���3C�Cb�

23 估i$｢�100 �*��6427 �6x8�4�5��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8���9*ﾉ�X鬨���3C�Cb�

24 估i$｢�100 �5や�632 ��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8���9*ﾉ�X鬨���3C�Cb�

25 估i$｢�100 �*��6717 �6x8�4�5��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8���9*ﾉ�X鬨���3C�Cb�

26 估i$｢�100 �5奉�690 ��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8���9*ﾉ�X鬨���3C�Cb�

27 傀ｩ�"�100 �*��7146 �6x8�4�5��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8���9*ﾉ�X鬨���3C�Cb�

28 傀ｩ�"�100 �*b�819 ��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8���9*ﾉ�X鬨���3C�Cb�

29 傀ｩ�"�130 �*��3512 �6x8�4�5��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8���9*ﾉ�X鬨���3C�Cb�

30 傀ｩ�"�100 �*b�805 ��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8���9*ﾉ�X鬨���3C�Cb�

31 傀ｩ�"�130 �*��4423 �6x8�4�5��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8���9*ﾉ�X鬨���8ﾋｳCb�

32 傀ｩ�"�100 �*b�806 ��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8���9*ﾉ�X鬨���3C�Cb�

33 傀ｩ�"�ユ00 �*��7005 �6x8�4�5��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8���9*ﾉ�X鬨���3C�Cb�

34 傀ｩ�"�100 �*b�804 ��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8���9*ﾉ�X鬨���3C�Cb�



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類
(要措置区域等一早来工営㈱)

No.55　太平洋陸送株式会社　　　埼玉県加須市西ノ谷802-1　　　　　　　TELO48-073鵜8101 

自動車登録番号 又は軍師番号 劔車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 估i$｢�130 �*��1621 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾓ��

2 估i$｢�130 �*��2770 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾓ��

3 估i$｢�130 �*��2771 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾓ��

4 估i$｢�130 ��ｵﾂ�2772 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾓ��

5 估i$｢�130 �*��2774 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9686ﾙ$｣��"ﾓ��

6 ��ﾈﾞ��130 �*��2777 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾓ��

7 估i$｢�130 ��ｵﾂ�2778 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾓ��

8 傀ｩ�"�130 �*��2779 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾓ��

9 傀ｩ�"�130 �*��2780 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾓ��

10 ��ﾈﾞ��130 �*��2782 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾓ��

11 估i$｢�130 �*��2783 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾓ��

12 估i$｢�130 �*��2787 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾓ��

13 估i$｢�130 �*��2了89 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾓ��

14 估i$｢�130 �*��2790 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾓ��

15 估i$｢�130 �*��2791 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾓ��

16 估i$｢�130 �*��2792 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9686ﾙ$｣��"ﾓ��

17 估i$｢�130 �*��2了93 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾓ��

18 估i$｢�130 �*��2794 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾓ��

19 估i$｢�130 �*��2795 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾓ��

20 估i$｢�130 �*��2796 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾓ��

21 估i$｢�130 �*��2797 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾓ��

22 估i$｢�130 �*��2798 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾓ��

23 估i$｢�130 �*��2799 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��#��

24 估i$｢�130 �*��2800 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9686ﾙ$｣��"ﾓ��

25 估i$｢�130 �*��2801 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾓ��

26 估i$｢�130 �*��2802 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9686ﾙ$｣��"ﾓ��

27 估i$｢�130 �*��2803 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9686ﾙ$｣��#��

28 估i$｢�130 �*��2804 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾓ��

29 估i$｢�130 �*��2806 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾓ��

30 估i$｢�130 �*��2807 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾓ��

31 估i$｢�130 �*��5023 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾓ��

32 估i$｢�130 �*��5025 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾓ��

33 估i$｢�130 �*��5029 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��)t���

34 估i$｢�130 �*��5030 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾓ��

35 估i$｢�130 �*��5031 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾓ��

36 估i$｢�130 �*��5032 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9686ﾙ$｣��"ﾓ��

37 估i$｢�130 �*��5033 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9686ﾙ$｣��"ﾓ��

38 估i$｢�130 �*��了025 �6x8�4�5��太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾓ��

39 估i$｢�130 �*��7026 �6x8�4�5��太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾓ��

40 估i$｢�130 ��ｸ�"�8025 ��太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾓ��

41 估i$｢�130 ��ｸ�"�8026 ��太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾖﾂ�
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