
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 

平成鋳7月b日 

東京都知事　　殿 

土醐第1榊定により、要整繋霊翁 　　　届出者株式会社セロリ 剪�
のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所在地 儉(ｻHｾi(hｭｹ*ﾃ)MCh��)MCr� 

汚染土壌の特定有害物質によ る汚染状態 刔ｨ廁4�8ﾘ8���i?�v頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘr��
ほう素(土壌溶出量基準不適合) 

※詳細は添付資料1のとおり 

汚染土壌の体積 ���B纖-忠�廁4�8ﾘ8�｣澱紵-���-�*I�c｣��B纖-鋳�
※詳細は添付資料2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H�8暮L�一�:竟B��愛8�8暮L���IIR��越H�8暮L�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 倅�IWY:ｨｩH�檍����ｩH�檍���(ﾞ維ｹy淫I5��

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍���(ﾞ維ｹy淫I5����7)(hﾔ��｢��

汚染土壌を処理する施設の所 在地 俾�棹ﾊy�Y,8�8堅ﾘ�zy7)(i*ﾈ鬩�ﾈ�#ツY�ﾂ�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋��Xﾈ钁｣�?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋頷ﾈﾈ陋8.ﾙ?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋驅以���(i?ｨ���

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋��ﾈ���D駑｢�

運搬の用に供する自動車等の �������ﾂ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��{���X,ﾈ,h*�.��

使用者の氏名又は名称及び連 絡先 

積替えを行う場所の所在地並 忠�ﾈﾞｘ蓼鯖WY:ｨxｨ����=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ蔦��
ぴに所有者の氏名又は名称及 宙ｭﾙ��62佶9�仆ｸｼhxｨ���Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&���j�*ﾃ��ﾖﾂ�

び連絡先(運搬の際、積替え 忠�Y�8ｾb�8ﾈ恢无Z�ｨ���Xﾞ9Wｹ�Xﾞ8�9�Y�8ｾi>ﾈ嬋��8sBﾓ2�

を行う場合に限る。) ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}緝,ﾈ,h*�.��

保管施設の所在地並びに所有 忠�ﾈﾞｘ蓼鯖WY:ｨxｨ����=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ蔦��

者の氏名又は名称及び連絡先 宙ｭﾙ��62佶9�仆ｸｼhxｨ���Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&���j�*ﾄふ��

(保管施設を用いる場合に限 忠�Y�8ｾb�8ﾈ恢无Z�ｨ���Xﾞ9Wｹ�Xﾞ8�9�Y�8ｾi>ﾈ嬋��8sBﾓ2�

る。.) ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}緝,ﾈ,h*�.��

三三　　　三三妻 
1e 

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)を語載し、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。
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汚染土壌の場所を明らかにした形質変更時要届出区域の図面
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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

搬出場所

東京都板橋区中丸町2番6、 2番7

六価クロム、ほう素　汚染土壌運搬

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:ダンプトラック　十　シート掛け(六価クロム、ほう素) 

積替・保管:三井埠頭株式会社

神奈川県川崎市川崎区扇町●9-1

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 

積替◆保管:兼杉興業株式会社

大阪府岸和田市地蔵湊町1ト1

積替・保管:東亜貨物株式会社

大阪府大阪市大正区南恩加島4-3

運搬:株式会社山崎砂利商店【運搬受託者】　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(六価クロム、ほう索) 

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(抽出一洗浄処理)

許可番号:第1161001012号

2　運搬体制

運搬受託者;三井埠頭株式会社、株式会社山崎砂利商店

協力会社及び使用する自動車等の-覧は、添付資料4、 5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

(要措置区域等一三井埠頭㈱ (川崎港))

会社名 偖ｨ��連絡先 

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

N○○2 乘H�檍����ﾏXｴﾘﾉｨ補�千葉県浦安市富士見4丁目6-23 ��Crﾓ3SBﾓ�cc"�

N0.3 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��

N0.4 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.5 乘H�檍���Ydﾉ7冦��東京都江戸川区東萬西8-28-2 ��2ﾓ3cモﾓゴ��

N0.6 冲ﾈﾌ�檍��ﾔ�:�ﾉｨﾝ靫鮎b�神奈川県横浜市鶴見区下末吉1-4-2 ��CRﾓSs"ﾓc��b�

NO.7 冲ﾈﾌ�檍��485�5�5�984ﾂ�東京都江東区枝川2丁目2810-101 ��2ﾓSc�2ﾓsc�b�

N0.8 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�

NO.9 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i�cC"�

N0.10 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.11 冲ﾈﾌ�檍��ｺH毎ｻｸｼb�埼玉県草加市柳島町773-4 ��Cふ�#RﾓSsビ�

N0.12 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�埼玉県さいたま市南区内谷1-11-20 ��CふC#�ﾓ�#3r�

NO.13 ��Y5H�ｴ�ｩH�檍���神奈川県川崎市宮前区野川3549葛3 ��CBﾓssrﾓSSS��

刈0.14 �8y68ｻｸｼhｩH�檍���神奈川県川崎市宮前区平2-12-9-202 ��CBﾓゴRﾓ�c迭�

NO.15 �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見l16-3 ��2ﾓc��bﾓ#Ss"�

N0.16 冲ﾈﾌ�檍��5ｨ4ﾈ4�6�6h7�8ﾘ7h8�986r�東京都江戸川区鹿骨2-22-6 ��2ﾓ3c唐ﾓ#sVﾂ�

NO.17 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工8 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���

N0.19 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�

N0.20 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西516-2 ��9'SScS蔦涛3"�

N0.21 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�

N0.22 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3�c��

N0.23 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��

N0.24 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�ｨｳ#sc��

NO.25 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�ﾂ�

NO.26 冲ﾈﾌ�檍����=��ﾈﾉｨﾝ��神奈川県大和市上草柳8-13-15 ��Cbﾓ#c2ﾓピ���

NO.27 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�

NO.28 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2-12-6 ��2ﾓSccBﾓ33�2�

NO.29 冲ﾈﾌ�檍����8y68ｮ�b�埼玉県秩父市大宮5486-7 ��C釘ﾓ#BﾓccS"�

N0.30 乘H�檍����蕀~伜仂b�千葉県船橋市郎内3-23-28-603 ��CrﾓC3Rﾓ#C���

N0.31 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��ﾂ�

NO.32 乘H�檍��Du"�神奈川県川崎市川崎区小鳥町4-4 ��CBﾓ#ビﾓ��cr�

NO.33 �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.34 冲ﾈﾌ�檍����?ｨ箞ｻｸｼb�山梨県富士吉田市車ヶ丘3-11-3 ��SSRﾓ#Bﾔ��ヲ�

N0.35 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈ毎ｻｸｼb�神奈川県川崎市川崎区桜本1-20-3-606 ��CBﾓ#��ﾓ3�釘�

NO.36 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��

NO.37 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｹ���ﾘﾝ��東京都江戸川区東小松川3-14-4-305 ��2ﾓ3cSRﾓ�ツR�

N0.38 乘H�檍��6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�兵庫県尼崎市東海岸町21-1 ��bﾓcC�蔦�s3R�

N0.39 ��刎�蝌ｼitﾈﾌ�檍���神奈川県横浜市旭区上川井町1109-7 ��CRﾓ�#�ﾓ�#ッ�

N0.40 冲ﾈﾌ�檍��5�8ﾘ5�7冦��埼玉県三郷市鷹野2-396 ��Cふ鉄2ﾓ田sR�

NO.41 �7ﾘ8ｸ5靫鮎hｩH�檍���神奈川県横浜市捲北区樽町4-14-34 ��CRﾓSC"ﾓs����

N0.42 冲ﾈﾌ�檍��4�5�6凛ﾈ補�神奈川県川崎市川崎区池上8-1 ��CBﾓ#��ﾓ3Scr�

NO.43 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.44 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�

N0.45 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽田1-27-4-601 ��2ﾓ3sH6s��S��

NO.46 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����

N0.47 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�

N0.48 ����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��

N0.49 �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Sc��3��

N0.50 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.51 儖h扎ｻｸｼhｩH�檍���東京都葛飾区東新小岩7-24-12 ��2ﾓ3c途ﾓ�3c��

N0.52 乘H�檍��鉑gｹ7冦��東京都世田谷区玉堤1-2l-19 ��2ﾓ3s�ﾂﾓs����

N0.53 佰ﾈ皐ﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都千代田区神田須田吋2-8-1 ��9'S3#Srﾓ�S���

N0.54 ��饉ﾙvﾙzI�xｩH�檍���埼玉県加須市西ノ谷802-1 ��Cふ�s2ﾓ���ﾂ�

NO.55 傴ｩ��,ｨ戊ｩH�檍���埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬4146番 ��C釘ﾓ#"ﾓC�S2�

次頁以降の軍師は『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。



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類
(要措置区域等一三井埠頭)

No.1有限会社　丸幸三栄商事　　　　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 

l ��ﾈﾞ��130 �*��112 �5�987b�有限会社丸華三栄商事 �8ﾈｹ�79(inﾈｾinﾉ_ｳ�)ｩmｦﾃ��

2 ��ﾈﾞ��130 �*��114 �5�987b�有限会社　丸幸三栄商事 �8ﾈｹ�79(inﾈｾinﾉ_ｳ�)ｩm｣�ｨｳ��

3 ��ﾈﾞ��130 ��ｸ�"�l15 �5�987b�有限会社　丸事三栄商事 �8ﾈｹ�79(inﾈｾinﾉ_ｶﾉ)ｩm｣���

4 ��ﾈﾞ��130 �*��116 �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��

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_ｳ�)ｩm｣�ﾓ��

7 ��ﾈﾞ��130 �*b�123 �5�987b�有限会社　丸善三栄商事 �8ﾈｹ�79(inﾈｾinﾉ_ｳ�)ｩm｣�ﾓ��

8 ��ﾈﾞ��130 �*��124 �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��

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_ｳ�)ｩm｣�ﾓ��

10 ��ﾈﾞ��130 �*��126 �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��

11 ��ﾈﾞ��130 �8ﾅﾂ�128 �5�987b�有限会社丸幸三栄商事 �8ﾈｹ�79(inﾈｾinﾉ_ｸﾔ�)ｩmｦﾂﾓ��

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_ｶﾉ)ｩm｣���

13 ��ﾈﾞ��130 鰭�"�130 �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��

14 ��ﾈﾞ��130 ��ｵﾂ�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ｨ6s��

15 ��ﾈﾞ��100 �*b�78 ��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 �*��118 �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 �*b�56 �5�987h5ｨ7�6x8ﾈ�ｸ8��ｲ�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��有限会社丸善三栄商事 �8ﾈｹ�79(inﾈｾinﾉ_ｳ�)ｩmｦﾂﾓ��

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_ｳ�)ｩmｦﾂﾖﾂ�

No2株式会社光貴建運　　　　　千葉県浦安市富士見4丁目6-23　　　　　　TEL O47-354-1662

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ﾈﾅﾃ�3���*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�131 �*b�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 �*B�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　党費建運 ��ywHﾊx葺���9W域ﾘﾊ的)ｩm｣bﾓ#2�

7 做ｸ躡nﾂ�工30 �*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�工30 �*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 �*b�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�



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類
(要措置区域等一三井埠頭)

No.3　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 

雪諾議驚l諜 劔俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 
1 估i$｢�100 �*��8792 �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�

2 估i$｢�100 �*��8780 �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$｢�100 �*��5020 �5�987b�関根運輸　有限会社 俥仂ｨﾊy(�X8ﾅ8､inﾉ*ﾈ�i�X鬨､inﾃ�ャ�ﾓR�

4 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�

5 估i$｢�100 �*��50了1 �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�

6 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�

7 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�

8 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�t�R�

9 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�

10 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�

11 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�

12 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�ｨｳR�

13 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�

14 估i$｢�100 �*��8047 �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 �*��8562 �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�

16 估i$｢�100 �*��8582 �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�

17 估i$｢�100 �*��8573 �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�

18 估i$｢�100 �*��8358 �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�

19 估i$｢�100 �*��9179 �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 �*b�640 ��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 �*��9173 �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�ャ�ﾓR�

23 估i$｢�100 �*��9177 �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 �*��9189 �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�韜ｨ､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 �*b�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 �*��9182 �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 ��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 �*��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 �*��5926 �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 �*b�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 ��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 �*b�69l ��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 �*��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 �*b�747 ��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�

41 估i$｢�100 �*��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 �5や�750 ��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 �*��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 �5つ�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 �*��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 萄�2�791 ��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｢�8362 �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�

50 估i$｢�100 �4｢�9179 �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�

51 估i$｢�100 �*b�640 �5�987h5ｩg�8ﾈ�ｸ8��ｸ��ｭhﾚｨ暮t���tﾈﾌ�檍���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
(要措置区域等一三井埠頭)

N0.4 ㈱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�工30 �*b�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 ��89h葡�130 �*B�22 �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.5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 又は事繭番号 劔車体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��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�1907 �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�'S#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�3357 �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�ﾃふ#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zr�100 �,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�4713 �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"�

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"�

13 ��ｹzr�100 �,ﾒ�6629 �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"�

14 ��ｹzr�100 �,ﾒ�6630 �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"�

15 ��ｹzr�100 �,ﾒ�6999 �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.6　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　　　TEL O45-572-6116

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 

工 ��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s�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s�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s�ﾓBﾓ"�

N°.了有限会社イケダケンキ　　　　　東京都江東区枝川2丁目28-10-101　　　T鼠しO3-5683‾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 

l ��ｹzr�130 �,｢�110 �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 �+ｲ�29 �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����

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������



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

(要措置区域等一三井埠頭)

No.8株式会社後藤田商店　　　　　　神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5　　　　TELO44-366-1414 

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 �*��5656 �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�

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 �*��B�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*ﾆﾂﾓ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*ﾃ�ﾓR�

5 ��ﾈﾞ��100 �*��5657 �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*ﾃ�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*ﾆﾂﾓ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*ﾃ�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 �*��5021 �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�

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 �*��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r漠e育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾃ�ﾓ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*ﾆﾂﾓR�

25 ��ﾈﾞ��100 �*��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.9　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　　　　TELO45-392-6442 

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��130 �+2�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�2629 �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(ﾔピ��

3 ��Vﾂ�130 �,"�803 �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 ��Vﾂ�130 �-��801 �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�ﾙ*ﾃ#�s��

6 �=��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��

7 �=��ｲ�100 �,ﾒ�369 �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��

8 �=��ｲ�100 �,ﾒ�386 �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��

9 �=��ｲ�100 �,ﾒ�387 �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��



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類
(要措置区域等一三井埠頭)

NolO　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�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2ﾓ32�

2 ��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��ﾕﾓ2ﾓ32�

3 ��ｹzr�130 �+2�383 �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 �+ｲ�303 �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 ��ｹzr�130 �,"�313 �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 �+��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�

7 ��ｹzr�130 �+ｲ�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�

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�130 �+��323 �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 �,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�

11 ��ｹzr�130 �+��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�

12 ��ｹzr�130 �+r�354 �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�

13 ��ｹzr�130 �+r�355 �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�

14 ��ｹzr�130 �+��356 �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�

Noll有限会社共栄興業　　　　　　　埼玉県草加市柳島町773-4　　　　TEL O48-925-5787

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 �,"�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�100 �,��5555 �5�987b�有限会社共栄興業 俥仂ｨﾊy�����9oi8y*ﾃss2ﾓB�

8 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�

No12株式会社議連　　　　　　　　　　埼玉県さいたま市南区内谷1-11-20　　TEL O48-421-1237

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 ��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��ﾓ#��

2 ��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#��

3 ��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>�$｣�ﾓ��ﾓ#��

4 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>�$｣�ﾓ��ﾓ#��

5 ��Xｷｲ�130 �,b�444 �5�987b�株式会社議連 俥仂ｨﾊx+8*(+ﾘ-ﾈ�9>ﾈｾi>�$ｦﾃ��ﾓ#��

No13　大典重機株式会社　　　　　　　神奈川県川崎市宮前区野)崎549-3　　　TEL O44-777-5551

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 定��Vﾂ�100 �,ﾒ�3347 �5�987b�大奥重機株式会社 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育8ｷｹ��inﾉ�ﾃ3SC蔦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ﾂ偃經C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
(要措置区域等一三井埠頭)

No14　島田興業株式会社　　　　　　　神奈川県川崎市宮前区平2-12-9-202　　　　TEL O44-855葛1695

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 ��ﾈﾞ��100 �,ﾒ�2511 �5�987b�島田興業株式会社 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育8ｷｹ��i[ﾓ"ﾓ�"ﾓ蔦#�"�

2 ��ﾈﾞ��100 �,ﾒ�2393 �5�987b�島田興業株式会社 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育8ｷｹ��i[ﾓ"ﾓ�"ﾓ蔦#�"�

3 ��ﾈﾞ��100 �,ﾒ�2417 �5�987b�島田興業　株式会社 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育8ｷｹ��i[ﾓ"ﾓ�"ﾓ蔦#�"�

4 ��ﾈﾞ��100 �,ﾒ�914 �5�987b�島田興業　株式会社 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育8ｷｹ��i[ﾓ"ﾓ�"ﾓ蔦#�"�

5 ��ﾙh��100 �,ﾒ�1463 �5�987b�島田興業株式会社 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育8ｷｹ��i[ﾓ"ﾓ�"ﾓ蔦#�"�

No15　エステートサービス株式会社　　　東京都江東区潮見1-16-3　　　　　　　　　TEL O3-6806-2572

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 ��ｹzr�130 �*��710 �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�

2 ��ｹzr�130 �8ﾈ�"�730 �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�

3 ��ｹzr�130 �8ﾈ�"�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�6s�bﾓ2�

4 ��ｹzr�130 �*��760 �5�987b�エステーけ一ビス株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi*ｨﾊ��ﾓ�bﾓ2�

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

8 ��ｹzr�工30 �*B�820 �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�

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��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��ﾓ�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*ｨﾊ鳴ﾓ�bﾓ2�

13 ��ｩlﾒ�100 �,ﾒ�3677 �5�987b�エステーけ一ビス株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi*ｨﾊ��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*ｨﾊ鳴ﾓ�bﾓ2�

15 ��ｹzr�130 �,��2525 �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�

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��ﾓ�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�エステーけ-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�エステーけ-ビス株式会社 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾi*ｨﾊ鳴ﾓ�bﾓ2�

23 兀�8r�130 �+2�816 �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�

No16(有)セキグチデベロップメント　　　東京都江戸川区鹿骨2-22-6　　　　　　　　TELO3-3698-2751 

l ��ｹzr�130 �,b�18 �5�987b�(有)セキグチデベロップメント �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾙﾃ"ﾓ#"ﾓb�

2 ��ｹzr�130 �+ﾒ�28 �5�987b�(有)セキグチデベロップメント �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾙﾃ"ﾓ#"ﾓb�

3 ��ｹzr�130 �,"�38 �5�987b�(有)セキグチデベロップメント �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾙﾃ"ﾓ#"ﾓb�

4 ��ｹzr�130 �,b�48 �5�987b�(有)セキグチデベロップメント �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾙﾃ"ﾓ#"ﾓb�

5 ��ｹzr�130 �+r�了28 �5�987b�(有)セキグチデベロップメント �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh�ﾙﾃ"ﾓ#"ﾓb�



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類
(要措置区域等一三井埠頭)

No17株式会社　関東共同土建　　　　千葉県市川市行徳駅前3-16∵3-102　　　　　TELO47-306-8778 

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 ��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�工00 �,ﾒ�5507 �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�9�ﾈ�8ﾗ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��2ﾓ�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�9�ﾈ�8ﾗ9;�y��2ﾓ�bﾓ2ﾓ��"�

ll 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�2252 �5�987b�株式会社関東共同土建 ��ywHﾊx�6ﾂ烏為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��9'S�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9;�y��2ﾓ�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��"�

N018　舟津産業株式会社　　　　　　神奈川県横浜市金沢医事 劔劍蕪"ﾓ蔦�(����������DTﾄ�Rﾓsコﾓ�C���

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ﾈ�������,ﾘ��S3Cr�劍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ﾈ�������*ｸ��#sC���5�987b�舟轟産業株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ｾ��(ｾhﾔｸ蕪"ﾓ乖ｳ�"�

3 ��Vﾈ�������*ｸ��#sC��劍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ﾈ�������*ｲ�3545 �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ﾈ�������*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��������,ﾒ��:l124 �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������,(-ﾂ����"�劍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ﾈ���3���*��c��R��5�987b�舟轟産業株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ｾ��(ｾhﾔｸ蕪"ﾓ蔦�"�

9 ��Vﾈ���3���*"ﾘ����r��5�987b�舟轟産業株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ｾ��(ｾhﾔｸ蕪"ﾓ蔦�"�

10 ��Vﾈ���3���*(������劍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ﾂﾃ�3��*���819 �5�987b�舟淳産業株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ｾ��(ｾhﾔｸ蕪"ﾓ蔦�"�

12 ��Vﾂ�1301あ �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 迄*��82l �5�987b�舟津産業株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ｾ��(ｾhﾔｸ蕪"ﾓ乖ｳ�"�

N019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 估i$｢�130 �*��50 �5�987b�有限会社ツカダ 俥仂ｨﾊyNHｮ佛9KX�)*ﾈ揵w��#�ふ���

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

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

4 估i$｢�工30 ��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�):ﾉ)ｨ揵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
(要措置区域等一三井埠頭)

N0.20有限会社東京プランニング　　　東京都江戸川区中萬西5-16葛2　　　　　　TEしO3-5659‾9932 

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�130 �.��10 �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�130 �.��11 �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�130 �,��12 �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�130 �,ﾂ�13 �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"�

5 做ｸ躡nﾂ�130 �+ｲ�14 �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�130 �,ﾒ�15 �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�130 �+ﾒ�16 �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�130 �,ﾂ�17 �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�130 �-��18 �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�130 �+��19 �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�130 �,��20 �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�130 �,b�21 �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�130 �-2�22 �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"�

14 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ﾘ)�ﾃRﾓ�bﾓ"�

15 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"�

16 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�1393 �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�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"�

18 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"�

19 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"�

20 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"�

21 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�155l �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�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"�

23 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(ihｹ�ﾃRﾓ�bﾓ"�

24 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"�

25 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"�

26 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"�

27 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"�

28 做ｸ躡nﾂ�工00 �,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"�

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 做ｸ躡nﾂ�131 �+r�9 �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 做ｸ躡nﾂ�130 �,ﾂ�99 �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�130 �."�999 �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"�

N0.21株式会社協和商会　　　　　神奈川県川崎市川崎区浅野町6-16　　　　　TEしO44-355-7756 

自動車登録番号 又は軍師番号 剋ﾔ体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使属者の住所 

l ��ﾈﾞ��13(=うl26 �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は!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
(要措置区域等一三井埠頭)

No.22　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 又は車輌番号 剋ﾔ体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��ｹzx�����+ﾓ�����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zx������+ｸ��##"��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zx������の音　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zx���3��せ　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zx����ﾔ����せ　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zx���3��ち-666 �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�

7 ��ｹzx����ﾂ�さ-　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zx������た　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zx���3��+ｸ��涛���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.23　有限会社シティービル十　　　　東京都江戸川区篠崎4丁目27-13　　　　　　TEL O3-5243-2439

自動車登録番号 又は車輪番号 剋ﾔ体の 形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��ｹzx���3��1さ　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zx���3���+8��s����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zx���3�ﾈ+2ﾓs���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zx���3��さ: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zx���3��,さ　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.24有限会社佐藤商運　　　　　東京都江戸川区南葛西6丁目16-6　　　　　TELO3-3689-2768 

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

l ��ｹzx���3��*ﾓ｣#��刄_ンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾛ):�ⅸ補�東京都江戸川区南葛西6丁目16-6 

2 ��ｹzx���3���/���3��刄_ンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾛ):�ⅸ補�東京都江戸川区南葛西6丁目16-6 

3 ��ｹzx���3��く 汀C��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾛ):�ⅸ補�東京都江戸川区南葛西6丁目16-6 

4 ��ｹzx���3���*ﾒ�鉄��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾛ):�ⅸ補�東京都江戸川区南葛西6丁目16-6 

5 ��ｹzrﾃ�3���*h��c��刄_ンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾛ):�ⅸ補�東京都江戸川区南葛西6丁目16-6 

6 ��ｹzv��3���*"�都��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾛ):�ⅸ補�東京都江戸川区南葛西6丁目16-6 

7 ��ｹzx���3��↓ヽ 塔��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾛ):�ⅸ補�東京都江戸川区南葛西6丁目16-6 

8 ��ｹzx���3��い　90 刄_ンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾛ):�ⅸ補�東京都江戸川区南葛西6丁目16-6 

No.25株式会社アサヒ興業　　　　東京都江戸川区中高西6-12-5　　　　　　　TEしO3-3680-8301 

自動車登録番号 又は軍師番号 劍鋹�ﾈ,ﾂ�ﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾔ�#都"�ダンプ 乘H�檍��4�5H7�ｻｸｼh�b�東京都江戸川区中葛西6-12-5 

2 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾙ=S3S"�ダンプ 乘H�檍��4�5H7�ｻｸｼb�東京都江戸川区中葛西6-12-5 

3 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾘ,ﾓ3SB�ダンプ 乘H�檍��4�5H7�ｻｸｼb�東京都江戸川区中葛西6-12-5 

4 做ｸ躡nﾂ�工00Iは惇466 刄_ンプ 乘H�檍����4�5H7�ｻｸｼb�東京都江戸川区中葛西6-12-5 

5 做ｸ躡nﾃｳ�3���+2�#3SR�ダンプ 乘H�檍����4�5H7�ｻｸｼb�東京都江戸川区中葛西6-12-5 



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類
(要措置区域等一三井埠頭)

No.26有限会社神奈川建材　　　　神奈川県大和市上草柳8-13-15　　　　　　　TEL O46-263-8780

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 �+C�Csb��5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9��ocふ�2ﾓ�R�

2 冤ﾉVﾂ�100　音き1477 劍5�987b�`　有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�8琩ocふ�2ﾓ�R�

3 佶�ﾂ�100 �*ｲ�1484 �5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9��ocふ�2ﾓ�R�

4 ��Vﾈ���������*ｸ�Cコ��5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9��ocふ�2ﾓ�R�

5 ��Vﾂ�100 �*ｳ�cCB��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　音き �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ﾈ�������*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������*ﾃ�cC���5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9�冩cふ�2ﾓ�R�

9 ��Vﾈ�������+C�cS���5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9�冩cふ�2ﾓ�R�

10 ��Vﾆ牝���*ｳ�cS���5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9��ocふ�2ﾓ�R�

11 ��Vﾈ�������+C�sビ��5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9��ocふ�2ﾓ�R�

12 ��Vﾈ�������*ｲ�1788 �5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�8ｧiocふ�2ﾓ�R�

13 ��Vﾈ�������*ｳ�鉄R�劍5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9��ocふ�2ﾓ�R�

14 ��Vﾈ������定*ｸ��#�sB��5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9��ocふ�2ﾓ�R�

15 ��Vﾈ�������*ﾃ##CB�劍5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9��ocふ�2ﾓ�R�

16 ��Vﾈ��ﾓ�����*ｲﾃ##cR�劍5�987b�有限会社　神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9��ocふ�2ﾓ�R�

17 ��Vﾈ�������*ｸ��#33r��5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9��ocふ�2ﾓ�R�

18 ��Vﾈ�������*ｸ��#S�b��5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9��oc��2ﾓ�R�

19 ��Vﾈ�������*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ﾈ���3�*����劍5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�8ﾅ)ocふ�2ﾓ�R�

2l ��Vﾈ���3���*h��Cr��5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9��ocふ�2ﾓ�R�

22 ��Vﾈ��專�3�*����2�劍5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9��ocふ�2ﾓ�R�

23 ��Vﾈ���3���*��3r�劍5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y��lｨ�9��ocふ�2ﾓ�R�

24 ���Vﾈ���3���*ﾓ�#2�劍5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9��ocふ�2ﾓ�R�

25 ��Vﾈ�s�3�*��r�劍5�987b�有限会社神奈川建材 ���=��ﾈﾊy�Y���8�9��ocふ�2ﾓ�R�

N0.27　株式会社瑛信　　　　　　　神奈川県足柄上郡大井町金 劔劍��33ふ�����������DX+T�cRﾓC"ﾓ涛途�

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 傲9>ﾂ�130-さ �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>ﾈ���ﾃ�3���+r�1148 �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 �+ﾓｳc2��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
(要措置区域等一三井埠頭)

N028株式会社義建　　　　　　　東京都江戸川区春江町2-12-6　　　　　　　TEし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zx�c��h��/��c��劍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�

2 ��ｹzx����B��*�ﾃ2��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�131え　4 劍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　葛こ　　5 劍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�株式会社義建 �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zx���3���*��11 �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zx���3��*c����劍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�

9 ��ｹzr�131 �*���"��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�

10 ��ｹzx���3���+�����2��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�

N0.29有限会社島田企画　　　　埼玉県秩父市大宮5486-7　　　　　　　　丁EしO494-24-6652 

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

l 估i$ｨ���3���+3�#���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$ｨ���130　す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　さ　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$ｨ���3���+ﾓ�c���5�987b�有限会社島田企画 俥仂ｨﾊy(�X8�9�XｷｳSCッﾓr�

5 估i$ｨ���3��+ｸ��s����5�987b�有限会社　島田企画 俥仂ｨﾊy(�X8�9�XｷｳSCッﾓr�

6 估i$ｨ�s�3���+ｸ��s#���5�987b�有限会社　島田企画 俥仂ｨﾊy(�X8�9�XｷｳSCッﾙ{��

了 估i$ｨ���3���+ｲﾃ#S���5�987b�有限会社　島田企画 俥仂ｨﾊy(�X8�9�XｷｳSCッﾓr�

8 估i$ｨ���3���+ﾘ��唐��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$ｨ���3���-ﾓ�����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　つ　200 �5�987b�有限会社　島田企画 俥仂ｨﾊy(�X8�9�XｷｳSCド42�

11 估i$｢�工30!ほ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$ｨ���3���+���#���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$ｨ���3���+s�#�b��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
(要措置区域等一三井埠頭)

No30株式会社三鈴産業　　　　　　千葉県船橋市郎内3-23-28-603　　　　　　　TEL O47-435-2418

自動車登録番号 又は軍師番号 劍鋹�ﾈ,ﾈﾆ���2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 做ｸ躡nﾈ���3���*�｣CC���刄_ンプ 乘H�檍����蕀~伜仂b�千葉県船橋市印内3-23-28-603 

2 做ｸ躡nﾈ���3���*��#cR�刄_ンプ 乘H�檍����蕀~伜仂b�千葉県船橋市部内3-23-28-603 

3 做ｸ躡nﾈ���3���*��3cB�刄_ンプ 乘H�檍����蕀~伜仂b�千葉県船橋市印内3-23-28-603 

4 做ｸ躡nﾃ�2���*���s�"�刄_ンプ 乘H�檍����蕀~伜仂b�千葉県船橋市印内3-23-28-603 

5 做ｸ躡nﾈ���3���+�專�"�ダンプ 乘H�檍����蕀~伜仂b�千葉県船橋市印内3-23-28-603 

6 做ｸ躡nﾂ�130　え　2200 刄_ンプ 乘H�檍����蕀~伜仂b�千葉県船橋市印内3-23葛28-603 

7“ 做ｸ躡nﾂ�130中ヽ1100 刄_ンプ 乘H�檍����蕀~伜仂b�千葉県船橋市印内3-23-28-603 

8 做ｸ躡nﾂ�130 �*�尨��s���ダンプ 乘H�檍����蕀~伜仂b�千葉県船橋市印内3-23-28-603 

9 冢ﾉ63�����x,ﾘ�scs��刄_ンプ 乘H�檍����蕀~伜仂b�千葉県船橋市印内3-23-28-603 

10 冢ﾉ68�������,ﾘ�SS���刄_ンプ 乘H�檍����蕀~伜仂b�千葉県船橋市印内3-23-28-603 

1l 做ｸ躡nﾃ�3�ｨ*���33���刄_ンプ 乘H�檍����蕀~伜仂b�千葉県船橋市印肉3-23-28-603 

No31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葛7111 

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

l ��Vﾈ���3�*������ダンプ 乘H�檍����6饐8ⅸ橙�神奈川県横浜市鶴見区馬場4丁目27-20 

2 ��Vﾈ���3���*����R�ダンプ 乘H�檍����6饐8ⅸ橙�神奈川県横浜市鶴見区馬場4丁目27-20 

3 ��Vﾈ���3���*����b�ダンプ 乘H�檍����6饐8ⅸ橙�神奈川県横浜市鶴見区馬場4丁目27-20 

4 ��Vﾈ���3���*����r�ダンプ 乘H�檍����6饐8ⅸ橙�神奈川県横浜市鶴見区馬場4丁目27-20 

5 ��Vﾈ���3���*�專�����ダンプ 乘H�檍��6饐8ⅸ橙�神奈川県横浜市鶴見区馬場4丁目27-20 

6 ��Vﾈ��專�3���*�ﾋ�����ダンプ 乘H�檍����6饐8ⅸ橙�神奈川県横浜市鶴見区馬場4丁目27-20 

7 ��Vﾈ�S�3�ｨｸ*C�����ダンプ 乘H�檍����6饐8ⅸ橙�神奈川県横浜市鶴見区馬場4丁目27-20 

8 ��Vﾈ�c�3���*����"�ダンプ 乘H�檍����6饐8ⅸ橙�神奈川県横浜市鶴見区馬場4丁目27-20 

No32株式会社TGR　　　　　　神奈川県川崎市川崎区小島町4-4　　　　　TELO44-287‾1067 

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��������*亦��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��������*���3586 �5�987b�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　か　3587 劍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 �4ｨ��3c#B��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 �*俎�cc���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�������*俐Cゴ"��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�ﾄ���*��3854 �5�987b�株式会社TGR ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟h揵8y*ﾃBﾓB�

9 ��ﾈﾞ��=00 �*��3855 �5�987b�株式会社TGR ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟h揵8y*ﾃBﾓB�

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

11 ��ﾈﾞ��100 �,ﾒ�2684 �5�987b�株式会社丁GR ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟h揵8y*ﾃBﾓB�

12 ��ﾈﾞ��100 �*��5731 �5�987b�株式会社TGR ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟h揵8y*ﾃHｨｳB�



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類
(要措置区域等一三井埠頭)

No33　益子工業　株式会社　　　　　　　東京都江戸川区南葛西6-25-5　　　　　　TEL O3-3687-252l

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

1 ��ｹzsｳ�����*�#�#��刄_ンプ �h��ﾔ鮎h��ｩH�檍���東京都江戸川区南葛西6-25-5 

2 ��ｹzx���������*���#�#��刄_ンプ �h��ﾔ鮎h��ｩH�檍���東京都江戸川区南葛西6-25-5 

3 ��ｹzx���������*����3CSB�ダンプ �h��ﾔ鮎h��ｩH�檍���東京都江戸川区南葛西6-25-5 

4 ��ｹzx�c�����*���3CSR�刄_ンプ �h��ﾔ鮎h��ｩH�檍���東京都江戸川区南葛西6-25-5 

5 ��ｹzx��������か　3518 刄_ンプ �h��ﾔ鮎h��ｩH�檍���東京都江戸川区南葛西6-25-5 

6 ��ｹzx��������き　3524 刄_ンプ �h��ﾔ鮎hｩH�檍���東京都江戸川区南萬西6-25-5 

7 ��ｹzv�����き �3S3B�ダンプ �h��ﾔ鮎h��ｩH�檍���東京都江戸川区南葛西6-25-5 

8 ��ｹzx��������き �3S3R�ダンプ �h��ﾔ鮎h��ｩH�檍���東京都江戸川区南葛西6-25-5 

9 ��ｹzx�������*ｲ��3S3b�ダンプ �h��ﾔ鮎h��ｩH�檍���東京都江戸川区南葛西6-25-5 

10 ��ｹzx�S����か　3619 刄_ンプ �h��ﾔ鮎h��ｩH�檍���東京都江戸川区南葛西6-25-5 

11 ��ywH�������*��sc�y{��刄_ンプ �h��ﾔ鮎h��ｩH�檍���東京都江戸川区南葛西6-25-5 

12 ��ywH�������尨*俎�����刄_ンプ �h��ﾔ鮎h��ｩH�檍���東京都江戸川区南葛西6-25-5 
・13 ��ywH��尠ﾄ�ﾈ*��scs���刄_ンプ �h��ﾔ鮎h��ｩH�檍���東京都江戸川区南葛西6-25-5 

14 ��ywH�������*���c涛r�刄_ンプ �h��ﾔ鮎h��ｩH�檍���東京都江戸川区南葛西6-25-5 

15 ��ywH���������*��都�#r�ダンプ �h��ﾔ鮎hｩH�檍���東京都江戸川区南葛西6-25-5 

16 ��ｹzx���������*��都�sr�ダンプ �h��ﾔ鮎hｩH�檍���東京都江戸川区南萬西6-25-5 

17 ��ｹzx���������*�都#���刄_ンプ �h��ﾔ鮎h��ｩH�檍���東京都江戸川区南葛西6-25-5 

18 ��ｹzx���������*���s#�"�刄_ンプ �h��ﾔ鮎h��ｩH�檍���東京都江戸川区南葛西6-25-5 

19 ��ｹzx�������*�+Ss#�2�刄_ンプ �h��ﾔ鮎hｩH�檍���東京都江戸川区南葛西6-25-5 

20 ��ｹzx�������*�都#�b�刄_ンプ �h��ﾔ鮎h��ｩH�檍���東京都江戸川区南葛西6-25-5 

21 ��ywH���������*���s#c��刄_ンプ �h��ﾔ鮎hｩH�檍���東京都江戸川区南葛西6-25-5 

22 ��ywH�������*��謄s#s"�ダンプ �h��ﾔ鮎h��ｩH�檍���東京都江戸川区南葛西6-25-5 

23 ��ywH�������*���sS���刄_ンプ �h��ﾔ鮎hｩH�檍���東京都江戸川区南葛西6-25-5 

24 ��ywH�������*���scs��刄_ンプ �h��ﾔ鮎h��ｩH�檍���東京都江戸川区南葛西6-25-5 

25 ��ywH�������*��都CCB�ダンプ �h��ﾔ鮎h��ｩH�檍���東京都江戸川区南葛西6-25-5 

26 ��ywH�������*��都s���ダンプ �h��ﾔ鮎h��ｩH�檍���東京都江戸川区南葛西6-25-5 

27 ��ywH�������*���ャ3R�刄_ンプ �h��ﾔ鮎h��ｩH�檍���東京都江戸川区南葛西6-25-5 

28 ��ywH������か 塔イB�ダンプ �h��ﾔ鮎h��ｩH�檍���東京都江戸川区南葛西6-25-5 

29 ��ywH�������*��塔イr�ダンプ �h��ﾔ鮎h��ｩH�檍���東京都江戸川区南葛西6-25-5 

30 ��ywH��������ｸ*塔ツ��刄_ンプ �h��ﾔ鮎h��ｩH�檍���東京都江戸川区南葛西6-25-5 

3l ��ywH������言か 涛Cs��ダンプ �h��ﾔ鮎h��ｩH�檍���東京都江戸川区南葛西6-25-5 

32 ��ywH���������*��涛Cs��ダンプ �h��ﾔ鮎h��ｩH�檍���東京都江戸川区南萬西6-25-5 

N034有限会社　日昇興業　　　　　　山梨県富士吉田市電ヶ丘3-11-3　　　　　TELO555-24-0189 

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

工 伜)yﾈ��+S����は!1723 �5�987b�有限会社　日昇興業 伜)yﾈﾊyW域ﾘｶy68�96H9hｷS2ﾓ��ｨｳ2�

2 伜)yﾆﾆﾄ��,ﾒ�##CB��5�987b�有限会社　目鼻興業 伜)yﾈﾊyW域ﾘｶy68�96H9hｷS3�ﾂﾓ2�



汚染土壌の運搬の周に供する自動車に関する書類
(要措置区域等一三井埠頭)

N035　有限会社東栄興業　　　　　　神奈川県川崎市川崎区桜本 劔剴�ﾓ#�ﾓ2ﾓc�h��������DX+X���Bﾓ#��ﾓ3�釘�

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����3���+8��c&ﾂ�劍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�

2 ��ﾈﾞ����3���+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����3���+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(ｩ�2ﾓc�b�

○ ��ﾈﾞ����3���+8��c#���5�987b�有限会社　東栄興業 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟hﾟygｶﾂﾓ#�ﾓ2ﾓc�b�

6 ��ｩlﾒ�130　さ �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����3���+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ｶﾂﾓ#�ﾓ2ﾓc�b�

No36豊川興業株式会社　　　　　　神奈川県川崎市川崎区田町3-13-13　　　　　TEしO44-299-3531 

自動車登録番号 又は車軸番号 劍鋹�ﾈ,ﾈﾆ���2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l ��ﾈﾞ����3���*���b�刄_ンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼh��ｩH�檍���神奈川県川崎市川崎区田町313-13 

2 ��ﾈﾞ������ﾈ*ﾘ��r�刄_ンプ 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 

3 ��ﾈﾞゅ�����*ｲ��"�ダンプ 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 

4 ��ﾈﾞ������ｨ*ｲ�迭�ダンプ 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 

5 ��ﾈﾞ�������う �2�ダンプ 凉Y�ﾈｻｸｼh��ｩH�檍���神奈川県川崎市川崎区田町3-13-13 

6 ��ﾈﾞ�������い　　8 刄_ンプ 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 

7 ��ﾈﾞ����ｳ����を　l 刄_ンプ 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 

8 ��ﾈﾞ���尠ﾄ���*���3S���ダンプ 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 

9 ��ﾈﾞ�������か音3367 刄_ンプ 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 

10 ��ﾈﾞ���尠ﾄ��か　3154 刄_ンプ 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 

11 ��ﾈﾞ�������か　3105 刄_ンプ 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 

12 ��ﾈﾞ�������*���3�s��刄_ンプ 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 

13 ��ﾈﾞ��������*箔#SSr�刄_ンプ 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 

14 ��ﾈﾞ��������*���##3b�刄_ンプ 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 

15 ��ﾈﾞ��������*�*ﾓ##�B�刄_ンプ 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 

16 ��ﾈﾞ��������*���#�s��刄_ンプ 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 

N037　有限会社戸舘総菜　　　　　　東京都江戸川区東小松川3 劔剪ﾓ�BﾓBﾓ3�X��������DX+T�2ﾓ3cSRﾓ�ツR�

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 �-��100 �5�987b�有限会社戸籍総菜 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi8ﾈ抦鉑�ﾃ2ﾓ�BﾓBﾓ3�R�

2 ��ｹzr�130 �,"�200 �5�987b�有限会社戸舘総菜 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi8ﾈ抦鉑�ﾃ2ﾓ�BﾓBﾓ3�R�

3 ��ｹzr�130 �+ﾒ�300 �5�987b�有限会社戸舘総菜 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi8ﾈ抦鉑�ﾃ2ﾓ�BﾓBﾓ3�R�

4 ��ｹzx�����2�+���400 �5�987b�有限会社戸舘総菜 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi8ﾈ抦鉑�ﾃ2ﾓ�BﾓBﾓ3�R�

5 ��ｹzr��3���,ｲ�110 �5�987b�有限会社戸舘総菜 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi8ﾈ抦鉑�ﾃ2ﾓ�BﾓBﾓ3�R�

6 ��ｹzr�130 �+ﾒ�130 �5�987b�有限会社戸舘総菜 �8ﾈｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi8ﾈ抦鉑�ﾃ2ﾓ�BﾓBﾓ3�R�



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類
(要措置区域等一三井埠頭)

No38株式会社ハーモセレ　　　　　兵庫県尼崎市東海岸町21-1　　　　　　TEL06葛6409-1735 

自動車登録番号 又は軍師番号一 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&ﾂﾓ��

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 �*��1003 �5�987b�株式会社ハーモセレ 兌ｨﾌ侈y?(ﾞ育98ﾈ､8ｭﾙ*ﾃ#�ﾖﾂ�

N°.39　聖和産業　有限会社　　　　　神奈川県横浜市旭区上川 劔劍鯖*ﾃ���蔦x������DX+T�Rﾓ�#�ﾓ�#ッ�

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 �*��7501 �5�987b�一　望和産業　有限会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8願ｾh�9�ﾉ*ﾃ���蔦r�

2 ��Vﾂ�100 �*��7502 �5�987b�聖和産業　有限会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8願ｾh�9�ﾉ*ﾄ���蔦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*ﾄ���乖ｳr�

4 ��Vﾂ�130 ��ｸ�"�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�130iい �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 ��ｸ�"�7507 �5�987b�聖和産業　有限会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8願ｾh�9�ﾉ*ﾃ���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. ��ｸ�"�7511 �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 ��ｵﾂ�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�

11 ��Vﾂ�130 ��ｸ�"�7513 �5�987b�聖和産業　有限会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8願ｾh�9�ﾉ*ﾄ���蔦r�

No.40有限会社グロダ土木　　　　　　埼玉県三郷市鷹野2-396　　　　　　　　　TELO48-953-9675 

自動車登録番号 又は事前番号 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　タロダ土木 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9�冢ﾃ"ﾓ3澱�

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

5 偸I?ｩYB�100 �*��5681 �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�

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(ｨｳ3澱�

7 偸I?ｩYB�100 �*��4866 �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�

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

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

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

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

13 ��ｹzr�100 �,ﾒ�2683 �5�987b�有限会社クロダ土木 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)'S3澱�

17 ��ｹzr�100 �,ﾒ�2585 �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�

18 偸I?ｩYB�100 �*��5882 �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�

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　グロダ土木 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9�冢ﾃ"ﾓ3澱�

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

22 偸I?ｩYB�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
(要措置区域等一三井埠頭)

No.41マルタ工業株式会社　　　　神奈川県横浜市港北区樽町4-14-34　　　TELO45‾542‾7001 

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 �*��6903 �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�

2 ��Vﾂ�、130 �*��6904 �5�987b�マルタ工業　株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ﾖ�fｸｾi轌*ﾃBﾓ�Bﾓ3B�

3 ��Vﾂ�130 �*��6905 �5�987b�マルタ工業　株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ﾖ�fｸｾi轌*ﾃBﾓ�Bﾓ3B�

4 ��Vﾂ�100 �*��9076 ��h5�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�

5 ��Vﾂ�100 �*��8147 �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�

6 ��Vﾂ�130 �+2�9114 �5�987b�マルタ工業　株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ﾖ�fｸｾi}i*ﾃC�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轌*ﾃBﾓ�Bﾓ3B�

8 ��Vﾂ�100 �,ﾒ�5077 �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�

9 ��Vﾂ�100 �,ﾒ�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�

10 ��Vﾂ�100 �,ﾒ�5076 �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�

11 ��Vﾂ�130 �+2�384 �5�987b�マルタ工業　株式会社 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ﾖ�fｸｾi轌*ﾃBﾓ�Bﾓ3B�

No.42有限会社アゲナ流運　　　　神奈川県川崎市川崎区池上8-1　　　　　TELO44-280-3567 

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 

l ��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���

8 ��ﾈﾞ��100 �*��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 �*��4798 �5�987b�有限会社アゲナ流運 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i'(�3へﾂ�

No.43有限会社国良産業　　　　　神奈川県川崎市川崎区湊町3-9-17　　　　TELO44-366‾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ij�*ﾃ2ﾓ乖ｳ�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��130 �+r�9202 �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.44株式会社明之興業　　　　　東京都江戸川区中葛西8-6-6　　　　　　TELO3-6638-6173 

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 ��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�
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No.45株式会社三尾アドバンス　　　東京都大田区本羽田l-27葛4-601　　　　　TEL O3-3741-8150

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 

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66ﾂﾓ#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���

No.46株式会社三郷興業　　　　　埼玉県三郷市半田484-1　　　　　　　　TELO48-957-30Ol 

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 ��h�?ｩYB�100 �*��2790 �5�987b�株式会社　三郷興業 俥仂ｨﾊx蓼ｻﾘ�9Kﾉ63C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�8ｧy63C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イ��

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�8ｧy63Cオ'S��

No.47株式会社マエハラ　　　　　　神奈川県川崎市川崎区塩浜4-4-7　　　　　TEL O44-266-4474

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 �*��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 �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�

No.48　石川建輸株式会社　　　　神奈川県横浜市港北区新羽町2295-1　　TEL O45T541-7971

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 �*ｲ�1901 �5�987b�石川建輸株式会社 ���Xﾈ��県横浜市港北区新羽町2295-1 

2 ��Vﾂ�130 �*��2480 �5�987b�石川建輸株式会社 ���=竰�県横浜市港北区新羽町2295-1 

3 ��Vﾂ�100 �*ｲ�593 �5�987b�石川建輸株式会社 ���=竰�県横浜市港北区新羽町2295-1 

4 ��Vﾈ��ﾅﾃ�����*ｲ�591 �5�987b�石川建輸　株式会社 ���=竰�i県横浜市港北区新羽町●2295-1 

5 ��Vﾂ�100 �*��8881 �5�987b�石川建輸株式会社 ���=竰�i県横浜市港北区新羽町22951 

6 ��Vﾂ�工00 �*��88了5 �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 �*��8819 �5�987b�石川建輸　株式会社 ���=竰�l県横浜市港北区新羽町2295-1 

8 ��Vﾂ�100 �*��8699 �5�987b�石川建輸　株式会社 ���=竰�l県横浜市港北区新羽町2295-1 

9 ��Vﾂ�100 �*��8698 �5�987b�石川建輸　株式会社 ���R��l県横浜市港北区新羽町2295-1 

10 ��Vﾂ�100 �*��8319 �5�987b�石川建輸　株式会社 ���=貭�i県横浜市港北区新羽町2295-1 

11 ��Vﾂ�100 �*��8193 �5�987b�石川建輸株式会社 ���=竰�I県横浜市港北区新羽町2295-1 

12 ��Vﾂ�100 �*��5940 �5�987b�石川建輸　株式会社 ���=竰�I県横浜市港北区新羽町2295-1 

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�
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No.49　田中石材土木株式会社　　　　神奈川県横須賀市長坂3丁目10-13　　　　　TEしO468-56-1931 

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�3906 �5�987b�田中石材土木株式会社 ���=��ﾈﾊx���ｸ棹�9+xﾞ#9)ｩm｣��ﾓ�2�

2 ��Vﾂ�100 �,ﾒ�l14l �5�987b�田中石材土木株式会社 ���=��ﾈﾊx���ｸ棹�9+xﾞ#9)ｩm｣��ﾓ�2�

3 ��Vﾂ�100 �,ﾒ�3870 �5�987b�田中石材土木株式会社 ���=��ﾈﾊx���ｸ棹�9+xﾞ#9)ｩm｣��ﾓ�2�

4 ��Vﾂ�100 �,ﾒ�3918 �5�987b�田中石材土木　株式会社 ���=��ﾈﾊx���ｸ棹�9+xﾞ#9)ｩm｣��ﾓ�2�

5 ��Vﾂ�130 �+ｲ�1017 �5�987b�田中石材土木　株式会社 ���=��ﾈﾊx���ｸ棹�9+xﾞ#9)ｩm｣��ﾓ�2�

6 ��Vﾂ�130 �+r�1008 �5�987b�田中石材土木株式会社 ���=��ﾈﾊx���ｸ棹�9+xﾞ#9)ｩm｣��ﾓ�2�

7 ��Vﾂ�工30 �+r�2005 �5�987b�田中石材土木株式会社 ���=��ﾈﾊx���ｸ棹�9+xﾞ#9)ｩm｣���2�

8 ��Vﾂ�130 �+r�1007 �5�987b�田中石材土木　株式会社 ���=��ﾈﾊx���ｸ棹�9+xﾞ#9)ｩm｣��ﾓ�2�

9 ��Vﾂ�130 �+r�1013 �5�987b�田中石材土木株式会社 ���=��ﾈﾊx���ｸ棹�9+xﾞ#9)ｩm｣��ﾓ�2�

10 ��Vﾂ�130 ��X,"�2006 �5�987b�田中石材土木株式会社 ���=��ﾈﾊx���ｸ棹�9+xﾞ#9)ｩm｣��ﾓ�2�

11 ��Vﾂ�130 �+��1005 �5�987b�田中石材土木株式会社 ���=��ﾈﾊx���ｸ棹�9+xﾞ#9)ｩm｣��ﾓ�2�

12 ��Vﾂ�130 �,"�1002 �5�987b�田中石材土木株式会社 ���=��ﾈﾊx���ｸ棹�9+xﾞ#9)ｩm｣��ﾓ�2�

13 ��Vﾂ�130 �+ﾒ�1009 �5�987b�田中石材土木株式会社 ���=��ﾈﾊx���ｸ棹�9+xﾞ#9)ｩm｣��ﾓ�2�

14 ��Vﾂ�130 �+��2003 �5�987b�田中石材土木　株式会社 ���=��ﾈﾊx���ｸ棹�9+xﾞ#9)ｩm｣��ﾓ�2�

15 ��Vﾂ�130 �,ﾂ�2001 �5�987b�田中石材土木株式会社 ���=��ﾈﾊx���ｸ棹�9+xﾞ#9)ｩm｣��ﾓ�2�

16 ��Vﾂ�130 �+ｲ�1015 �5�987b�田中石材土木株式会社 ���=��ﾈﾊx���ｸ棹�9+xﾞ#9)ｩm｣��ﾓ�2�

17 ��Vﾂ�130 �,ｲ�2007 �5�987b�田中石材土木　株式会社 ���=��ﾈﾊx���ｸ棹�9+xﾞ#9)ｩm｣��ﾓ�2�

18 ��Vﾂ�130 �,"�1003 �5�987b�田中石材土木　株式会社 ���=��ﾈﾊx���ｸ棹�9+xﾞ#9)ｩm｣��ﾓ�2�

工9 ��Vﾂ�100 �,ﾒ�1769 �5�987b�田中石材土木　株式会社 ���=��ﾈﾊx���ｸ棹�9+xﾞ#9)ｩm｣��ﾓ�2�

20 ��Vﾂ�130 �*��1006 �5�987b�田中石材土木　株式会社 ���=��ﾈﾊx���ｸ棹�9+xﾞ#9)ｩm｣��ﾓ�2�

21 ��Vﾂ�131 �*B�100重 �5�987b�田中石材土木株式会社 ���=��ﾈﾊx���ｸ棹�9+xﾞ#9)ｩm｣��ﾓ�2�

No.50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 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�｣##3��

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�｣##2ﾓ��

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��

17 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��

18 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　熊谷 �130 �,｢�l188 ��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��



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類
(要措置区域等一三井埠頭)

No50有限会社　島田企業　　　　　　埼玉県秩父市田村223-1　　　　　　　　　TELO494-24-6652 

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�｣##2ﾓ��

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

28 估i$｢�10l �*��888 �6x8�4�5��有限会社　島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾓ��

29 估i$ｨ�R�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��

3l 估i$｢�130 ��ｵﾂ�668 ��有限会社　島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾓ��

32 估i$｢�101 ��ｵﾂ�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�｣##2ﾓ��

36 估i$｢�130 �+ﾒ�300 �5�987b�有限会社　島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾓ��

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 ��ｸ�"�58 �5�987b�有限会社島田企業 俥仂ｨﾊy(�X8�969�｣##2ﾓ��

No.51尾花興業株式会社　　　　　　東京都葛飾区東新小岩7-24-12　　　　　　TELO3-3697-1361 

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 

l ��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�"�

2 ��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�"�

3 ��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�"�

4 ��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�"�

5 ��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�"�

6 ��ｹzr�100 �*ｲ�4257 �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�"�

7 ��ｹzr�100 �*ｲ�8667 �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�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�"�

9 ��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#Hｨｳ�"�

10 ��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#Bﾓ�"�

11 ��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�"�

12 ��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�"�

13 ��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){蔦#Hｨｳ�"�

14 ��ｹzr�100 �*ｲ�4272 �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#rﾓ#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�"�

21 ��ｹzr�100 �*ｲ�8089 �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�"�

22 ��ｹzr�100 �*ｲ�8090 �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�"�



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類
(要措置区域等一三井埠頭)

No.52株式会社松本土木　　　　　　　東京都世田谷区玉堤1-21-19　　　　　TEL　O3-370l-7181 

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 儼��ﾂ�100 �*俐C#3r��5�987b�株式会社松本土木 �8ﾈｹ�79�)69$ｨｾhｼｩ.s�ﾓ#�ﾓ���

2 儼��ﾂ�100 �*��6204 �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���

3 儼��ﾂ�100 �*��5494 �5�987b�株式会社松本土木 �8ﾈｹ�79�)69$ｨｾhｼｩ.s�ﾓ(6s���

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ｼｩ.s�ﾓ&ﾂﾓ���

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/��ﾓ&ﾂﾓ�停�

7 儼��ﾂ�100 �*��5125 �5�987b�株式会社松本土木 �8ﾈｹ�79�)69$ｨｾhｼｩ.s�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.s�ﾓ#�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.s�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(6s���

12 儼��ﾂ�100 �*ｲ�517l �5�987b�株式会社松本土木 �8ﾈｹ�79�)69$ｨｾhｼｩ.s�ﾓ(6s���

No.53　向井建設　株式会社　　　　　　　東京都千代田区神田須田町2-8-1　　　　　03置3257-1519 

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�100・ �,ﾒ�2660 �5�987b�向井建設　株式会社 �8ﾈｹ�79�y�968ｾi��69�ｹ69*ﾃ"ﾓふ��

2 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�2780 �5�987b�向井建設　株式会社 �8ﾈｹ�79�y�968ｾi��69�ｹ69*ﾃ"ﾓ���

3 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�2779 �5�987b�向井建設　株式会社 �8ﾈｹ�79�y�968ｾi��69�ｹ69*ﾃ"ﾓふ��

4 做ｸ躡nﾂ�130 �+2�2782 �5�987b�向井建設　株式会社 �8ﾈｹ�79�y�968ｾi��69�ｹ69*ﾃ"ﾓふ��

5 做ｸ躡nﾂ�130 �+2�2781 �5�987b�向井建設　株式会社 �8ﾈｹ�79�y�968ｾi��69�ｹ69*ﾃ"ﾓふ��



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類
(要措置区域等一三井埠頭)

No.54　太平洋陸送株式会社　　　　埼玉県加須市西ノ谷8O2-1　　　　　　　　TEL O48葛073-810l

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 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$｢�130 �*��2770 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾘﾔ��

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$｢�130 ��ｸ�"�2772 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾓ��

5 估i$｢�130 �*��2774 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"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$｢�130 ��ｸ�"�2778 �5�987b�太平洋陸送　株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9686ﾙ$｣��"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��

1l 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$｢�130 �*��2789 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"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$｢�130 �*��2792 �5�987b�太平洋陸送　株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾓ��

17 估i$｢�130 �*��2793 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��#��

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$｢�130 �*��2795 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��)'S��

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��

2l 估i$｢�130 �*��2了97 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"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$｢�130 �*��2799 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾓ��

24 估i$｢�130 �*��2800 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"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$｢�130 �*��2802 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��#��

27 估i$｢�130 �*��2803 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9686ﾙ$｣��"ﾓ��

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$｢�130 �*��2806 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾘﾔ��

30 估i$｢�130 �*��2807 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9686ﾙ$｣��"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$｢�130 �*��5029 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾓ��

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$｢�130 �*��5031 �5�987b�太平洋陸送　株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�96H6ﾙ$｣��"ﾓ��

36 估i$｢�130 �*��5032 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾓ��

37 估i$｢�130 �*��5033 �5�987b�太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾓ��

38 估i$｢�130 �*��7025 �6x8�4�5��太平洋陸送　株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾖﾈ�R�

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$｢�130 ��ｵﾂ�8025 ��太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾓ��

41 估i$｢�130 �*(ｿ��#b���太平洋陸送株式会社 俥仂ｨﾊx���ｸ�9�ﾈ6ﾙ$｣��"ﾖﾂ�



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類
(要措置区域等一三井埠頭)

No.55　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 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���3H�ｳCb�

4 估i$｢�工00 �*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���3C�Cb�

8 估i$｢�100 �*b�846 ��昭和通運株式会社 俥仂ｨﾊy(�X8�8���9*ﾉ�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 �*��3871 �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 �*b�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 �4ｨ�B�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�

2l 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 �*b�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 �*b�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 �*b�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 �5や�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���3C�Cb�

32 傀ｩ�"�100 �5つ�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�"�100 �*俣s��R��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　所沢 �100 �*b�圭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

〈兼杉興業㈱(岸和田港) ・東亜貨物㈱(木津川港)一山崎砂利商店(浄化工場) 〉

会社名　　　　　　　　　　　　　　　　　憧所 劍A絡先 

l 乘H�檍���(ﾞ維ｹy淫I5��滋賀県大港市浜大津4丁目7-6 ��srﾓS#2ﾓ#�#��

2 乘H�檍����>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 ��ssBﾓSRﾓ3塔��

3 乘H�檍��8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野手西出2700番地の1 ��S迭ﾓ3蔦�����

4 乘H�檍�����2�滋賀県大津市本堅田2丁目7-29 ��srﾓSsBﾓ###r�

5 ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2丁目10-7 ��sCRﾓsBﾘ��3����

6 乘H�檍��6�4ｨ5�92�奈良県奈良市大安寺1丁目19-6-205 ��sC"ﾓc2ﾓScsR�

7 ��Y:�ｩ�ﾘﾔ鮎hｩH�檍���三重県伊彼市上野丸之内117 ��S迭ﾓ#�ﾓ�ゴb�

8 ��ｨⅸ饕�三重県伊賀市上神戸4560-877 ��S迭ﾓ3bﾓ�3ィ�

9 乘H�檍��5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町1147-1 ��sC2ﾓSx�SャS��

10 乘H�檍��ｽ�,H蝌ｼb�京都府祖闇市下矢田町四丁目20番5号 ��ss�ﾓ#蔦CS3��

11 冲ﾈﾌ�檍��Y�68ﾉｨﾝ��京都市伏見区久我石原町3番地29 ��sRﾓ�86s���"�

12 冲ﾈﾌ�檍���(皐ﾉｩ�ﾒ�京都府亀岡市河原林町河原尻北垣内15番地 ��svﾂﾓ#Bﾓsc�2�

13 冲ﾈﾌ�檍��fｹ6ﾂ�京都市南区久世殿城町せ30番地1エクセランス向日町602 ��sRﾓcC2ﾓ�����

14 ���:�ﾉｨﾝ��京都市山科村勧修寺冷尻18-4 ��sRﾓS�6s�#ィ�

15 乘H�檍��揵>ﾉv�ｧ��京都府船井郁恵丹波町蒲生蒲生野214-12 ��ss�ﾓ�"ﾓ#sCr�

16 冉ｹ�ｨﾉｨﾝ靫鮎b�京都府船井郡京丹波町豊田水落83-3 ��svﾂﾓ�"ﾓ���R�

17 ��ﾉ�i�ﾙ���京都府京都市西京区大技沓掛町13-309 ��sRﾓ33�ﾓ3����

18 乘H�檍�����xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市嬢町篠杢殿林1ト4 ��svﾂﾓ#Bﾓc��"�

19 兀�68ﾉｩ�ﾘﾔ鮎b永R��京都市南区久世東土用町357番地 ��sRﾓ�3"ﾓsCC��

20 傅Hｶｸ�ｴ��京都府宇治市広野町尖山4-373 ��ssBﾓC8�S��3B�

21 乘H�檍��ﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田維3丁目4-22 ��bﾓC田�ﾓsピR�

22 冲ﾈﾌ�檍��ﾚｩx伊ｨﾝ霆ｸｼb�大阪府枚方市招平野町6-18 ��s"ﾓゴrﾓsピ��

23 �ｨ5�484�42�大阪府四條畷市田原台1丁目13-10 ��sC2ﾓsふピs��

24 冲ﾈﾌ�檍��鉙葺ﾉｨﾝ��大阪府枚方市溝田西町l丁目27-22 ��s"ﾓゴ蔦#�#"�

25 ��98xⅹ5��京都府緩哲郎井手町井手小宇宙猪ノ阪28 ��

26 乘H�檍��4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t��大阪府岸和田市地蔵浜町11-1 ��s"ﾓC3rﾓゴ途�

27 �*9�仆ｸｼiiX�檍���大阪府岸和田市大北町l-3 ��s"ﾓC3蔦33���

28 ��8�(ﾉｨﾝ��大阪府岸和田市沼町19-12 ��s"ﾓC32ﾓンヲ�

29 �6�5�I5��大阪府貝塚市半田631 ��s"ﾓC#ふ3sビ�

30 俎8ﾉｩ�ﾙtﾈﾌ�檍���大阪府堺市堺区甲斐西3-1置16 ��s"ﾓS#2ﾓSc#R�

31 伜)�ﾈﾉｨﾝ��京都府続喜郎井手町井手粛清坂39 ��srﾓC�"ﾓ3����

32 乘H�檍��8�5hﾜｹ|ﾒ�奈良県桜井市上之宮448 ��sCBﾓC"ﾓ�S�R�

33 乘H�檍��69(h�+8ﾔ鮎b�大阪府八尾市高木の本5丁目49 ��s#�ﾓ�2ﾓ�S�B�

34 俘),8ﾉｨﾝ隧H�檍���兵庫県伊丹市荻野6丁目58 ��s"ﾓss蔦�#���

35 冲ﾈﾌ�檍����ﾒ�大阪府東大阪市長瀬町l丁目3-6 ��bﾓcsコﾓ���'R�

36 乘H�檍����5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-l-10 ��s"ﾓ##"ﾓC3SR�

37 乘H�檍����精���大阪府大阪市港区田中2-十重 ��bﾓcSsrﾓSSSR�



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

(兼杉興業㈱(岸和田港) ・東亜貨物㈱ (木津川港)へ山崎砂利商店(浄化工場) )

NO.1㈱山輯砂利商店　　　　　　　　　　滋賀県大津市浜大津4丁目7-6　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEしO77-523-2821 

自動車登録番号 ����ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 俾�棹�������������,ﾘ����33��ダンプ �ｨ�(ﾞ維ｹy淫I5��滋賀県大津市波大津4丁目7-6 

2 俾�棹�����������,ﾘ������s��ダンプ �ｨ�(ﾞ維ｹy淫I5��滋賀県大津市浜大津4丁目7-6 

3 俾�������������.(����Cc���ダンプ �ｨ�(ﾞ維ｹy淫I5��滋賀県大津市浜大津4丁目7-6 

4 俾�棹�����3�����,(���������ダンプ �ｨ�(ﾞ維ｹy淫I5��滋賀県大津市浜大津4丁目7-6 

5 俾�棹�����3�������+ｸ������SS��ダンプ �ｨ�(ﾞ維ｹy淫I5��滋賀県大津市浜大津4丁目7-6 

N0.2　㈱城南開発興業　　　　　　　　　　京都府城陽市寺田丁子ロ8番地1　　　　　　　　　　　　　　　　　TEしO774-55-3980 

自動車登録番号 倬i�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 俾�棹�����3�����,H���������ダンプ �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

2 俾�棹�����3�����,H�������"�ダンプ �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地l 

3 俾�棹�����3�����+��������2�ダンプ �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

4 俾�棹�����3�����+ｸ�������B�ダンプ �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

5 俾�棹�����3�����+ﾘ�������R�ダンプ �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地l 

6 仍�78�������������,ﾘ�������R�アームロール �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

了 俾�棹�������������,ﾘ������#��ダンプ �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

8 仍�78�����������,ﾘ����#��b�ダンプ �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地l 

9 仍�78�������������,ﾘ����#�3R�アームロー/レ �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

10 仍�78�������������,ﾘ����#�3b�アームロール �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

11 仍�78�������������,ﾘ����#�3r�アームロール �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

12 俾�棹�������������,ﾘ����#����ダンプ �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

13 俾�棹�����������,ﾘ����#����ダンプ �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

14 俾�棹�������������,ﾘ����#����ダンプ �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

15 俾�棹�����������,ﾘ����#����ダンプ �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

16 俾�棹�����������,ﾘ����#��"�ダンプ �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

17 仍�78�����3�����+8����##���アームロール �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地l 

18 仍�78�������������,ﾘ����#sS"�アームロール �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

19 仍�78�������������,ﾘ����##���ダンプ �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

20 俾�棹�����3�����+x����##�R�トラクタ �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地1 

21 仍�78�������������,ﾘ����##���トラクタ �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地l 

22 仍�78�������������.H������湯��ダンプセミルーラー �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地l 

23 仍�78�����3�������+x����3����ダンプセ汁レーテー �ｨ��>ﾈ､ｩJﾘｻｸｼb�京都府城陽市寺田丁子口8番地l 

N0. 3　㈱ヤマゼン避輸　　　　　　　　　　三重県伊賀市子野宇宙出2700番地の裏

自動車登録番号 ����ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

三重　　100　　　ま　　　7 �5�987b�㈱ヤマゼン運輸 倅�Hﾊxﾊﾈ棹�8��nﾈ詹�ﾈ�#s��自)ｨ���

三重　　131　　ま　　100 �5�987h5ｨ7�6x8ﾈ�ｸ8��ｲ�㈱ヤマゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾈ鬩�ﾈ�#s��ﾓ��

三重　　130　　　ぬ　　10l �5�987h5ｨ7�6x8ﾈ�ｸ8��ｲ�㈱ヤマゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾈ鬨柯�#s��ﾓ��

4 倅�H�����3�������,h������"�ダンプセミトレーラー 刧潟с}ゼン運輸 倅�ﾘﾊx堅棹�8��nﾈ詹�ﾈ�(6S��ﾓ��

5 倅�H�����3�������,(������2�ダンプで �6x8ﾈ�ｸ8��ｲ�㈱ヤマゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾈ鬨柯�#s��ﾓ��

6 倅�H�����3�������+ｸ������B�タップセ �6x8ﾈ�ｸ8��ｲ�㈱ヤマゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾈ鬨柯�#s��ﾓ��

7 倅�H�����3�������+ﾘ������R�ダンプ●セ汁レーラー 刧潟с}ゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾈ詹�ﾈ�#s��ﾓ��

8 倅�H�����3�������+�������b�ダンプセミトレーラー 刧潟с}ゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�9uﾉnﾈ詹�ﾈ�#s��ﾓ��

9 俾�棹�����3�����+ｸ�������b�ダンプ 刧潟с}ゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾈ詹�ﾈ�#s��ﾓ��

10 俾�棹�����3�����+��������r�ダンプ 刧潟с}ゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾈ鬩�ﾉ63#s��ﾓ��

11 俾�棹�����3�����,(���������ダンプ 刧潟с}ゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�9uﾉnﾈ鬨柯�#s��ﾓ��

12 俾�棹�����3�����+x���������ダンプ 刧潟с}ゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾈ鬨柯�#s��ﾓ��

13 ����ﾈ�������������,ﾘ�����イB�アームロール 刧潟с}ゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾈ詹�ﾈ�#s��'S��

14 倅�H�����3�������+8����##�b�トラクタ 刧潟с}ゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�9uﾉnﾈ琶68�#s��ﾓ��

15 倅�H�����3�������,�����##�r�トラクタ 刧潟с}ゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾈ詹�ﾈ�#s��ﾓ��

16 倅�H�����3�������+8������##���トラクタ 刧潟с}ゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾈ鬨柯�#s��ﾓ��

17 倅�H�����3�������+8������##���トラクタ 刧潟с}ゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾈ詹U8�#s��ﾓ��

18 倅�H�����3�������+8����##�ﾂ�トラクタ 刧潟с}ゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾈ鬩U8�#s��'S��

・19 倅�H�����3�������+8����##�"�トラクタ 刧潟с}ゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾈ鬨柯�){���ﾓ��

20 倅�H�����3�����+�����##�2�トラクタ 刧潟с}ゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾈ鬨柯�#s��ﾓ��

21 倅�H�������������,ﾘ����#c���ダンプ 刧潟с}ゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾈ詹�ﾈ�#s��ﾓ��

22 倅�H�������������,ﾘ����S����アームロール 刧潟с}ゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾈ鮖�ﾈ�#s��ﾓ��

23 倅�H�������������,ﾘ����S��b�ダンプ 刧潟с}ゼン運輸 倅�Hﾊx堅棹�8��nﾈ詹U8�#s��ﾓ��



N○○ 3　㈱ヤマゼン運輸　　　　　　　　　　三重県伊賀市子野宇宙出2700番地の1　　　　　　　　　　　　　　　TEしO595-39-1080

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

24 倅�ﾘ�������������,ﾘ����S����ダンプ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野宇宙出2700葛1 

25 倅�H�������������,ﾘ����S�c"�アームロール �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野字画出2700-1 

26 倅�H�������������,ﾘ����S#SB�アームロール �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野手西出2700-1 

27 倅�H�������������+8����s����アームロール �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野字画出2700-1 

28 倅�H�������������.ｸ���������アームロール �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊焚市子野手西出2700-1 

29 倅�H�����������,ﾘ����SS途�トラクタ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野宇宙出2700-1 

30 倅�H�������������.H������#���ダンプセミルーラー �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野宇宙出2700-1 

31 ����ﾂ����������,ﾘ�����イR�ア一一ムロール �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野手再出2700-1 

32 ����ﾈ���������������,ﾘ�����イb�アームロール �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊頚市予野手百出2700-宣 

33 ����ﾈ�������������.H������3r� �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野手西出2700-1 

34 俾�棹�����3�����,ｸ�������ダンプ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野手西出2700-1 

35 俾�棹�����3�����,(���������ダンプ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市予野手百出2700-1 

36 俾�棹�����3�����+8�������"�ダンプ �ｨ8H7ﾘ5ｸ98暮t��三重県伊賀市子野手西出2700-1 

N0. 4　㈱創心　　　　　　　　　　　　　滋賀県大津市本堅田2丁目7-29　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEしO7了-574-2227

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

l 俾�棹�����3�����+�����#�#��ダンプ �ｩ���2�滋賀県大津市本堅田2丁目7-29 

2 俾�棹�����3�����+x����3�3��ダンプ �ｩ���2�滋賀県大津市本堅田2丁目7-29 

3 俾�棹�����3�����+ｸ����S�S��ダンプ �ｩ���2�滋賀県大津市本堅田2丁目7-29 

l滋街　130　　す　6161量　ダンプi　　㈱-J心　　i滋賀県天涯百本堅田2丁目7-29 

NO.5　清水建設工業　　　　　　　　　　　奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2丁目10-7　　　　　　　　　　　　　　　　TELO745-74-3108 

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は事両番号 佝��2�

1 �=驂x�����3�����*������R�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-7 

2 �=驂x�����3�����,(������R�ダンプ ��I�Xﾉｩ8ｨﾔ鮎b�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-7 

3 仍�78�����3�����+x����#���ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-7 

4 �=驂x�����3�����*h����#�R�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-7 

5 �=驂x�����3�����*h����S�R�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-7 

6 �=驂x�����3�����*h����c�R�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-7 

7 �=驂x�����3�����+x����s�R�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-7 

8 �=驂x�������������*ﾘ�����)Lr�ダンプ ��I�Xﾉｨﾍ(ﾔ鮎b�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-7 

9 �=驂x�����3�����*(�����Cヲ�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-7 

10 �=驂x�����������*�����#��"�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-7 

11 �=驂x�����������*�����#�ィ�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-7 

12 �=驂x�����3�����*�����#�コ�ダンプ ��I�Xﾉｩ�Hﾔ鮎b�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-7 

13 �=驂x�����3�����*(����###b�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-7 

14 �=驂x�����3�����*(����###r�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-7 

15 �=驂x�����������*�����#Cィ�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-7 

16 �=驂x�����������,ﾘ����3�3r�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-7 

17 �=驂x�����������,ﾘ����3ャ"�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-7 

18 �=驂x�����3�������*ﾘ����CCCB�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-7 

19 �=驂x�����3�����,H����S��R�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-7 

20 �=驂x�����������*�����SssR�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-了 

21 �=驂x�����������*�����Sssb�ダンプ“ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-7　　′ 

22 �=驂x�����������*�����Sssr�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-7 

23 �=驂x�����������*�����Sss��ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-7 

24 �=驂x�����������*�����S鉄b�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10イ 

25 �=驂x�����3�����*����������ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-7 

26 �=驂x�����3�����+�������R�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-7 

27 �=驂x�����������*�����c�3r�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-7 

28 �=驂x�����3�������*ﾘ����s�s��ダンプ ��I�Xﾉｩ8ｨﾔ鮎b�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-了 

29 �=驂x�����3�����+�����ccb�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県生駒郡斑鳩叩法隆寺2-10-7 

30 倅�H�����3�������,(�����r�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-7 

31 �=驂x������������.H����#s�B�ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-7 

32 �=驂x�����������,ﾘ����C#���ダンプ ��I�Xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-10-7 



N0. 6　㈱ナカケン　　　　　　　　　　　　奈良県奈良市大安寺1丁目19-6-205　　　　　　　　　　　　　　　　　T巳」 O742-63-5675

自動車登録番号 抱鋹�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

l �=驂x�������������*�������c��ダンプ �ｨ6�4ｨ5�92�奈良県奈良市大安寺1丁目19-6-205 

2 �=驂x������(����*(��������ダンプ �ｨ6�4ｨ5�92�奈良県奈良市大安寺l丁目19-6-205 

3 �=驂x�����3�����*������Cr�ダンプ �ｨ6�4ｨ5�92�奈良県奈良市大安寺1丁目19-6-205 

4 �=驂x�����3�������*�����#S��ダンプ �ｨ6�4ｨ5�92�奈良県奈良市大安寺l丁目19-6-205 

5 �=驂x�����3�����*h����3c��ダンプ �ｨ6�4ｨ5�92�奈良県奈良市大安寺1丁目19-6-205 

6 �=驂x�����3�����*�����3��2�ダンプ �ｨ6�4ｨ5�92�奈良県奈良市大安寺1丁目19-6-205 

7 �=驂x�����3�����*�����C��B�ダンプ �ｨ6�4ｨ5�92�奈良県奈良市大安寺1丁目19-6-205 

N0.了　大同建設工業㈱　　　　　　　　　三重県伊賀市上野丸之内11了　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEしO595-21-0856 

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

l 倅�H�����3�������,ﾈ������b�ダンプ ��Y:�ｩ�ﾘﾔ鮎hx｢�三重県伊賀市上野丸之内117 

2 倅�H�����3�������+ｸ��������ダンプ ��Y:�ｩ�ﾘﾔ鮎hx｢�三重県伊賀市上野丸之内117 

3 倅�H�������������,ﾘ����S9{釘�ダンプ ��Y:�ｩ�ﾘﾔ鮎hx｢�三重県伊賀市上野丸之内117 

4 倅�H�������������,ﾘ����SS3b�ダンプ ��Y:�ｩ�ﾘﾔ鮎hx｢�三重県伊賀市上野丸之内117 

三重県伊賀市上神戸4560-87了　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T巳しO595-36-1384

自動車登録番号 ����ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 倅�H�����3�����+x������#��b�ダンプ 亢�ⅸ饕�三重県伊賀市上神戸4560-877 

三重　　130　　　と　　　29 �5�987b�櫻商事 倅�Hﾊx堅棹�8�9��ｳCSc�ﾓピr�

三重　　130　　せ　　345 �5�987b�櫻商事 倅�Hﾊx堅棹�8�9��ｳCSc�ﾓピr�

三重　　100　　　は　　　512 �5�987b�櫻商亭 倅�Hﾊx堅棹�8�9��ｳCSc�ﾓピr�

5 倅�H�����3�������*�����ェﾂ�ダンプ 咆顫H饕�三重県伊賀市上神戸4560-877 

6 倅�H�����3�������+8�����#���ダンプ ��ｮxﾊﾂ�三重県伊賀市上神戸4560-877 

7 倅�H�����3�������+8�����#3r�ダンプ 咆顫H饕�三重県伊賀市上神戸4560-877 

8 倅�H�����3�����+x���#3��ダンプ 咆顫H饕�三重県伊賀市上神戸4560-877 

9 凭俾ﾘ�����������*����#S��ダンプ 咆顫H饕�三重県伊賀市上神戸4560-877 

10 倅�H�����3�������+8�����33"�ダンプ 咆顫I6r�三重県伊賀市上神戸4560-877 

11 倅�H�������������,ﾘ����#3s��ダンプ ���ⅸ饕�三重県伊賀市上神戸4560-877 

12 倅�H�����������,ﾘ����33C2�ダンプ ���ⅸ饕�三重県伊賀市上神戸4560-87了 

13 �=驂x�����������,ﾘ����33Sb�ダンプ 咆靼)jr�三重県伊賀市上神戸4560-877 

14 倅�H�������������,ﾘ����C�cr�ダンプ 咆顫H饕�三重県伊賀市上神戸4560-877 

15 倅�H�����������,ﾘ����CCsb�ダンプ �6(ⅸ饕�三重県伊賀市上神戸4560-877 

16 倅�H�����������,ﾘ����S�ビ�ダンプ 桴y>ﾈﾅ"�三重県伊賀市上神戸4560-877 

17 俾�棹�����3�����*�����Sイ��ダンプ ��ｸⅤIR�三重県伊賀市上神戸4560-877 

18 俾�棹�����3�����*h����イ���ダンプ 凅ｨⅸ饕�三重県伊賀市上神戸4560-877 

19 俾�棹�����3�������*H����イ���ダンプ 咆顫H饕�三重県伊賀市上神戸4560-877 

20 俾�棹�����3�����+8����イ�"�ダンプ 伜Hⅸ饕�三重県伊賀市上神戸4560-877 

21 俾�棹�����3�����*�����イ�B�ダンプ 咆顫H饕�三重県伊賀市上神戸4560-877 

N〇・9　㈱コスモテック　　　　　　　　　　奈良県大和郡 劍�(�99ｸ鯖*ﾃ��Crﾓ���������������������������������������DX+T�C2ﾓSrﾓャS��

自動車登録番号 ����ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 �=驂x�����3�����+8������3"�ダンプ �ｨ5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町1147-1 

2 �=驂x�����������.x�������"�ダンプ �ｨ5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町1147-1 

3 �=驂x�����3�����*h����#3B�ダンプ �ｨ5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町1147-1 

4 �=驂x�����3�����*�����3CR�ダンプ �ｨ5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町1147-1 

5 �=驂x�����������*�����Scr�ダンプ �ｨ5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町1147-1 

6 �=驂x�����3�����+x�����#"�ダンプ �ｨ5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町1147-1 

7 �=驂x�����3�����+x�������ダンプ �ｨ5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町1147-1 

8 �=驂x�����������-ﾘ����#����ダンプ �ｨ5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町1147-1 

9 倅�H�����������,�����3����ダンプ �ｨ5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町1147-1 

10 �=驂x�����������,ﾘ����3sィ�ダンプ �ｨ5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町I147-I 

11 �=驂x�����3�����+ｸ����CCCB�ダンプ �ｨ5(5�8(6X5x4��奈良県大和郡山市筒井町1147-1 

12 �=驂x�����3(����*ｸ����CCCB�ダンプ �ｨ5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町1147-1 

13 倅�8�������������,ﾈ����S����ダンプ �ｨ5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町1147-1 

14 刎�慂�(�����3�������+8����S����ダンプ �ｨ5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町1147-1 

15 倅�H�����3�����+�����c����ダンプ �ｨ5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町1147-1 

16 刎�慂�(���3�����+8����ン���ダンプ �ｨ5(5�8(6X6(4��奈良県大和郡山市筒井町1147-1 



NO. 10 ㈲近畿産業　　　　　　　　　　　　京都府亀岡市下矢田町四丁目20番5号　　　　　　　　　　　　　　　TEしO771-29-4530

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 仍�78�����3�������*h������ッ�ダンプ �ｨｽ�X蝌ｼb�京都府亀岡市下矢田町四丁目20番5号 

2 仍�78�����3�����*�������迭�ダンプ �ｨｽ�X蝌ｼb�京都府亀岡市下矢田町四丁目20番5号 

3 仍�78�������������*������涛��ダンプ �ｨｽ�X蝌ｼb�京都府亀岡市下矢田町四丁目20番5号 

4 仍�78�����������*������涛"�ダンプ �ｨｽ�X蝌ｼb�京都府亀岡市下矢田町四丁目20番5号 

5 仍�78�����3�������*(�����涛2�ダンプ �ｨｽ�X蝌ｼb�京都府亀岡市下矢田町四丁目20番5号 

6 仍�78�����3�������*������涛B�ダンプ �ｨｽ�X蝌ｼb�京都府亀岡市下矢田町四丁目20番5号 

7 仍�78�����3�����*����涛��ダンプ �ｨｽ�X蝌ｼb�京都府亀岡市下矢田町四丁目20番5号 

8 仍�78�����3�����*������涛r�ダンプ �ｨｽ�ｸ蝌ｼb�京都府亀岡市下矢田町四丁目20番5号 

9 仍�78�����3�����*�����y{都��ダンプ �ｨｽ�X蝌ｼb�京都府亀岡市下矢田町●四丁目20番5号 

10 仍�78�����3�����*���������トラクタ �ｨｽ�,H蝌ｼb�京都府亀岡市下矢田町四丁目20番5号 

11 仍�78�������������*h����������ダンプセ汁レーテー �ｨｽ�X蝌ｼb�京都府亀岡市下矢田町四丁目20番5号 

NO. 1 1 ㈲福田建材　　　　　　　　　　　京都府京都市伏見区久我石原町3番地29　　　　　　　　　　　　　　TEL O75置93l-1002

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 仍�78�����3�����*�����Sツr�ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

2 仍�78�����3�������*�����Sツ��ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府東都市伏見区久我石原町3番地29 

3 仍�78��������3�����*�����Sツ��ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

4 仍�78�����3�������*�����Sピ��ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京郡市伏見区久我石原町3番地29 

5 仍�78�����3�����*�����Sピ��ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

6 仍�78�����3�������*�����Sピ"�ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

了 仍�78�����3�����*�����Sピ2�ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

8 仍�78�����3�����*(����SピB�ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

9 仍�78�����3�����*�����SピR�ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

10 仍�78�����3�������*�����Sピb�ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

ll 仍�78�����3�������*�����Sピr�ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

12 仍�78�����3�����*�����Sピ��ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

13 仍�78�����3�����*�����Sピ��ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

14 仍�78�����3�����*�����Sャ��ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

15 仍�78�����3�����*�����Sャ��ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

工6 仍�78�����3�����*(����Sャ"�ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

17 仍�78�����3�����*�����Sャ2�ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

18 仍�78�����3�����*�����SャB�ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

19 仍�78�����3�����*�����SャR�ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

20 仍�78�����3�����*�����Sャb�ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

21 仍�78�����3�������*�����Sャr�ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

22 仍�78�����3�������*(����Sャ��ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

23 仍�78�����3�����*�����Sャ��ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

24 仍�78�����3�����*�����Sン��ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原町3番地29 

25 仍�78�����3�����*�����Sヶﾂ�ダンプ �ｹY�68ﾉｨﾝ��京都府京都市伏見区久我石原叩3番地29 

’0. 12 ㈲沢井建設　　　　　　　　　　　　京都府亀岡市河原林町河原尻北垣内15番ま　　　　　　　　　　　　　　でEしO77ト24-7683

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 仍�78�����38����*ｸ��������ダンプ �ｹ�(皐ﾉｩ�ﾒ�京都府亀岡市河原林町河原尻北垣内15番地 

2 仍�78�����3�����*ﾘ������#���ダンプ �ｹ�(皐ﾉｩ�ﾒ�京都府亀岡市河原林町河原尻北垣内15番地 

3 仍�78�����3�����*(����3���ダンプ �ｹ�(皐ﾉｩ�ﾒ�京都府亀岡市河原林町河原尻北垣内15番地 

4 仍�78�����3�������*ﾘ������C���ダンプ �ｹ�(皐ﾉｩ�ﾒ�京都府亀岡市河原林町河原尻北垣内15番地 

5 仍�78�����3�����*�����S���ダンプ �ｹ�(皐ﾉｩ�ﾒ�京都府亀岡市河原林町河原尻北垣内15番地 

6 仍�78�����3�����*H������s���ダンプ �ｹ�(皐ﾉｩ�ﾒ�京都府亀岡市河原林町河原尻北垣内15審理 

7 仍�78�����3�����*ﾘ����������ダンプ �ｹ�(皐ﾉｩ�ﾒ�京都府亀岡市河原林町河原尻北垣内15番地 

8 仍�78�����3�����*���������ダンプ �ｹ�(皐ﾉｩ�ﾒ�京都府亀岡市河原林町河原尻北垣内15番地 

9 仍�78������8������*(���������ダンプ �ｹ�(皐ﾉｩ�ﾒ�京都府亀岡市河原林町河原尻北垣内15番地 

10 仍�78������H����*h����ャ��ダンプ �ｹ�(皐ﾉｩ�ﾒ�京都府亀岡市河原林町河原尻北垣内15番地 

11 仍�78�����3�����*ｸ����c���ダンプ �ｹ�(皐ﾉｩ�ﾒ�京都府亀岡市河原林町河原尻北垣内15番地 

12 仍�78������H������*h������SSR�ダンプ �ｹ�(皐ﾉｩ�ﾒ�京都府亀岡市河原林町河原尻北垣内15番地 

13 仍�78�����3(������*(������涛��ダンプ �ｹ�(皐ﾉｩ�ﾒ�京都府亀岡市河原林町河原尻北垣内15番地 



NO.13㈲北斗　　　　　　　　　　　　　　京都府京都市 劔>ﾈｾhｷi�)6���*ﾃC3�MI&貶8h5���������������������������DX+T�XｨｳcC2ﾓ�����

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 剋g用者の住所 

又は車両番号 佝��2�

1 仍�78�����������*�����#����ダンプ �ｹfｲ� 仍�78�9>ﾈｾhｷi�)6���*ﾃC3�MI&��4x4�5ｨ8�985委ﾉ?ｩ*ﾃc�"�

2 仍�78�����������*H����3����ダンプ �ｹfｲ� 仍�78�9^�ｾhｷi�(ﾋX洸*ﾃC3�MI&��8h5�5ｨ8�985委ﾉ?ｩ*ﾃc�"�

3 仍�78�����3�����*�����C����ダンプ �ｹfｹ6ﾂ�佝)78�9^�ｾhｷi�(･ｸ��*ﾃC3�MI&貶4x4�5ｨ8�985委ﾉ?ｩ*ﾃc�"�

4 仍�78�����������/�����S����ダンプ �ｹfｹ6ﾂ�仍�78�9>ﾈｾhｷi�)6���*ﾃC8�ｩMI&��4x4�5ｨ8�985委ﾉ?ｩ*ﾃc�"�

N0.14進藤建材　　　　　　　　　　　　京都市山科村勧修寺冷尻18-4　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEしO75-50l-1284 

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

l 仍�78�����3�����+x����SS���ダンプ ���:�ﾉｨﾝ��京都市山科村勧修寺冷尻18-4 

2 仍�78�����3�����+x����SSS��ダンプ ���:�ﾉｨﾝ��京都市山科村勧修寺冷尻18-4 

3 仍�78�������������.ｸ����SSSR�ダンプ ���:�ﾉｨﾝ��京都市山科村勧修寺冷尻18-4 

N0.15㈱小南興業　　　　　　　　　　　京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野214-12　　　　　　　　　　　　　TEしO77l-82-2747 

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 仍�78�����3�������*H����S3s2�ダンプ �ｨ揵>ﾈｻｸｼb�京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野2事4-12 

2 仍�78�����3�������*h����S3s2�ダンプ �ｨ揵>ﾈｻｸｼb�京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野214-12 

3 仍�78�����3�����*�����S3s2�ダンプ �ｨ揵>ﾈｻｸｼb�京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野214-12 

4 仍�78�����������*�����#cb�ダンプ �ｨ揵>ﾈｻｸｼb�京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野214-宣2 

5 仍�78�������������*������2�ダンプ �ｨ揵>ﾈｻｸｼb�京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野214-12 

6 仍�78�������������*�����s�S��ダンプ �ｨ揵>ﾈｻｸｼb�京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野214-12 

.10.16北村建材工業　　　　　　　　　　京都府船井郡京丹波町豊田水落83-3　　　　　　　　　　　　　　　TEしO771-82-1015 

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は吾両番号 佝��2�

1 仍�78�����3�������*ﾘ������#2�ダンプ 冉ｹ�ｨﾉｨﾝ靫頴"�京都府船井郡京丹波町豊田水落83-3 

2 仍�78�����3�������*�����#�#2�ダンプ 冉ｹ�ｨﾉｨﾝ靫鮎b�京都府船井邪見丹波町豊田水落83-3 

3 仍�78�����3�������*�����3�#2�ダンプ 冉ｹ�ｨﾉｨﾝ靫鮎b�京都府船井郡京丹波町豊田水落83-3　● 

4 仍�78�����3�������*(����C�#2�ダンプ 冉ｹ�ｨﾉｨﾝ靫鮎b�京都府船井郡京丹波町豊田水落83-3 

5 仍�78�����3�������*�����S�#2�ダンプ 冉ｹ�ｨﾉｨﾝ靫鮎b�京都府船井郡京丹波町豊田水落83-3 

6 仍�78�����3�������*�ﾈ��c�#2�ダンプ 冉ｹ�ｨﾉｨﾝ靫鮎b�京都府船井郡京丹波町豊田水落83-3 

7 仍�78�����3�������*�����s�#2�ダンプ 冉ｹ�ｨﾉｨﾝ靫鮎b�京都府船井郡京丹波町豊田水落83-3 

8 仍�78�����������*�������sR�ダンプ 冉ｹ�ｨﾉｨﾝ靫鮎b�京都府船井郡京丹波町豊田水落83-3 

9 仍�78�����������*��������"�ダンプ 冉ｹ�ｨﾉｨﾝ靫鮎b�京都府船井郡京丹波町豊田水落83-3 

10 仍�78�����3�������*(�������2�ダンプ 冉ｹ�ｨﾉｨﾝ靫鮎b�京都府船井郡京丹波町蓮田水落83-3 

N0. 17中澤総建　　　　　　　　　　　　　京都府京都市西京区大技沓掛町13-309

自動車登録番号

又は車両番号
使用者の氏名又は名称 使用者の住所

京都　　105　　　い　　111 京都府京都市西京区大技沓掛町13-309

’'0.18㈱森組建設工業　　　　　　　　　京都府亀岡市篠町篠杢殿林1l-4　　　　　　　　　　　　　　　　　TELO771-24-8858 

自動車登録番号 ����ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 仍�78������������*�������#r�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市横町篠杢殿杯11-4 

2 仍�78�������������*�������s��ダンプ、 �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林1l-4　　　　　　適合車 

3 仍�78�����������*������##��ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林lト4　　　　　　適合車 

4 仍�78�����������*������#���ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林1l-4　　　　　　適合埠 

5 仍�78�����������*�����#ゴR�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林lト4’ 

6 仍�78�����������*�����C�湯�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

7 仍�78����綿����*ｸ����S�3"�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

8 仍�78�����������*�����SCsR�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11葛4 

9 仍�78����������*ｸ����S塔��ダンプ �ｩ���xﾉｨ�8ﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林1ト4 

10 仍�78�����������*�����c����ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市繚町篠杢殿林Il-4 

11 仍�78����������*ｸ����c�cR�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林1l-4 

12 仍�78����������*ｸ����c�cb�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢威林1l-4 

13 仍�78�������������*�����ccsr�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市横町篠杢威林11-4 

14 仍隗8�����������*�����c几途�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4　　　　　　適合車 

15 仍�78�����������*�����s�C��ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市横町篠杢威林1ト4 

16 仍�78�����������*�����s�ビ�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢骸林Il-4 

17 仍�78�������������*�����sCsb�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4　　　　　　適合車 

18 仍�78��������������*�����sSCr�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林1ト4　　　　　　適合車 

19 仍�78�����������*�����scCR�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林1l-4　　　　　　適合車 



NO. 18 ㈱森組建設工業　　　　　　　　　京都府亀岡市篠町篠杢殿林11置4　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁EしO77ト24-8858

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

20 仍�78�����������*�����s��b�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4　　　　　　　適合車 

21 仍�78�����������*�������3r�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林Il-4　　　　　　　適合車 

22 仍�78�������������*��������"�ダンプ �ｩ���xﾉｨﾖ儘鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

23 仍�78�������������*������#モ�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林lト4　　　　　　　適合車 

24 仍�78�������������*������3�B�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町藤杢殿林11葛4　　　　　　　適合車 

25 仍�78�������������*�����ツ#r�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市横町篠杢殿林lト4 

26 �8ﾉ78�����������*�����ツc��ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4　　　　　　　適合車 

27 仍�78�����������*�����ツ�2�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4　　　　　　　適合車 

28 仍�78�������������*�����ピビ�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林lト4　　　　　　　適合車 

29 仍�78�����������*�����ピモ�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市横町篠杢殿林1l-4　　　　　　　適合車 

30 仍�78�����������*�����ャ�B�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4　　　　　　　適合車 

31 仍�78�����������*�����ンコ�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4　　　　　　　適合車 

32 仍�78�����������*��������B�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林1ト4　　　　　　　適合車 

33 仍�78�����������*��������R�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市横町篠杢殿林11-4　　　　　　　適合車 

34 仍�78�����������*�������モ�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林Il-4　　　　　　　適合車 

35 仍�78�����������*�������迭�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林1ト4　　　　　　　適合車 

36 仍�78�����������*������#���ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林1ト4　　　　　　　適合車 

37 仍�78�����������*������33B�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠重度林11-4　　　　　　　適合車 

38 仍�78�������������*������3SR�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林宣l-4　　　　　　　適合車 

39 仍�78�����������*������3s��ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4　　　　　　　適合車 

40 仍�78�����������*�����鼎#b�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

41 仍�78�������������*�����鼎S��ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

42 仍�78�����������*�����鼎sR�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林1l-4　　　　　　　適合車 

43 仍�78�����������*�����鼎�2�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林1l-4 

44 仍�78�������������*�������ッ�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市横町篠杢殿林1l-4 

45 仍�78�������������*�������ビ�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

46 仍�78�����������*�������C��ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

47 仍�78�����������*����������ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

48 仍�78�����������*�������澱�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

49 仍�78�����������*�������32�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

50 仍�78�����������*������332�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林Il-4 

51 仍�78�����������*������3#b�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市穣町篠杢殿林Il-4 

52 仍�78�����������*������3#��ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

53 仍�78�������������*�����ンSB�ダンプ �ｩ���xﾉｩ8ｨﾔ鮎b�京都府亀両市篠町篠杢殿林11-4 

54 仍�78�����������*�����田���ダンプ �ｩ���y��8ｨﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林1l-4 

55 仍�78�����������*�����田���ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林1ト4 

56 仍�78�����������*�����田3r�ダンプ ��Xxｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

57 仍�78�����������*�����田迭�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

58 仍�78�����������*�����都�r�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

59 仍�78�����������*�����都sB�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林11-4 

60 仍�78�����������,ﾘ����3田��ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林lト4 

61 仍�78������+S������*�����#���ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林1l-4 

。　62 仍�78�����������*�����s##B�ダンプ �ｩ���xﾉｩ�ﾘﾔ鮎b�京都府亀岡市篠町篠杢殿林1ト4 

N0. 19福田建設工業(株)　　　　　　　　京都市甫区久世東土用町357番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEしO75-932-7441

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 仍�78�����3�����*�����#����ダンプ 兀�68ﾉｩ�ﾘﾔ鮎b茜B��京都市南区久世廃土川町357番地 

2 仍�78�����3�����*�����#����ダンプ 兀�68ﾉｩ�ﾘﾔ鮎b茜B��京都市南区久世東土用町357番地 

3 仍�78�����3�����*�����#�#��ダンプ 兀�68ﾉｩ�ﾘﾔ鮎b茜B��京都市南区久世東土用町357番地 

4 仍�78�����3�����*�����#�#"�ダンプ 兀�68ﾉｩ�ﾘﾔ鮎b茜B��京都市南区久世東土用町357番地 

5 仍�78�����3�����*�����#�3��ダンプ 兀�68ﾉｩ�ﾘﾔ鮎b茜B��京都市甫区久世東土用町357番地 

6 仍�78�����3�������*H������#鼎��・　ダンプ 兀�68ﾉｩ�ﾘﾔ鮎b茜B��京都市甫区久世東土用町357番地 

7 仍�78�����3�����*(����#鼎B�ダンプ 兀�68ﾉｩ�ﾘﾔ鮎b茜B��京都市南区久世東土用町357番地 

8 仍�78�����3�������*(����#鉄��ダンプ 兀�68ﾉｩ�ﾘﾔ鮎b茜H�"�京都市南区久世東土用町357番地 

-　9 仍�78�����3�����*�����#田��ダンプ 兀�68ﾉｩ�ﾘﾔ鮎b茜B��京都市南区久世東土用町357番地 

10 仍�78�����3�������*�����#田b�ダンプ 兀�68ﾉｩ�ﾘﾔ鮎b茜B��京都市南区久世東土用町357番地 

11 �8ﾉ78�����3�������*�����#都��ダンプ 兀�68ﾉｩ�ﾘﾔ鮎b茜B��京都市南区久世東土用町357番地 

12 �8ﾉ78�����3�����*�����#塔��ダンプ 兀�68ﾉｩ�ﾘﾔ鮎b茜B��京都市南区久世東土用町357番地 

13 仍�78��������3�����*�����#塔��ダンプ 兀�68ﾉｩ�ﾘﾔ鮎b茜B��京都市甫区久世東土用町357番地 

14 仍�78�����3�����*(����#涛��ダンプ 兀�68ﾉｩ�ﾘﾔ鮎b茜B��京都市南区久世東土用町357番地 

15. 仍�78�����3�����*(����#涛��ダンプ 兀�68ﾉｩ�ﾘﾔ鮎b茜B��京都市甫区久世東土用町357番地 

16 仍�78�����3�����*�����c�S2�ダンプ 兀�68ﾉｩ�ﾘﾔ鮎b茜B��京都市南区久世東上川部57番地 



NO. 19福田建設工業㈱　　　　　　　　　京都市南区久世東土用町35了番地　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL O75-932-744l

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

17 仍�78�����3�������*�����c�SB�ダンプ 兀�68ﾉｩ�ﾘﾔ鮎b茜B��京都市南区久世東土用町357番地 

18 仍�78�����3�������/�������3��ダンプ 兀�68ﾉｩ�ﾘﾔ鮎b茜B��京都市南区久世東土用町357番地 

19 仍�78�����3�������+�������C��ダンプ 兀�68ﾉｩ&儘鮎b茜B��京都市南区久世東土用町35了番地 

20 仍�78�����3�������*(������C��ダンプ 兀�68ﾉｩ�ﾘﾔ鮎b茜B��京都市南区久世東土用町357番地 

21 仍�78�����3�������*�������C"�ダンプ 兀�68ﾉｩ�ﾘﾔ鮎b茜B��京都市南区久世東土用町357番地 

N0. 20高橋重機　　　　　　　　　　　　　京都府宇治市広野町尖山4-373　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEしO774-43-1134

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

l 俾�棹�����3�����+x�����B�ダンプ 俘(ｻH�ｴ��京都府宇治市広野町尖山4-373 

2 俾�棹�����������+8��������ダンプ 俘(ｻH�ｴ��京都府宇治市広野河尖山4-3了3 

3 俾�棹�����������+�����##"�ダンプ 俘(ｻH�ｴ��京都府宇治市広野町尖山4-373 

4 仍�78�����3�����,(����#Cb�ダンプ 俘(ｻH�ｴ��京都府宇治市広野町尖山4-373 

5 俾�棹�����������+�����CCB�ダンプ 俘(ｻH�ｴ��京都府宇治市広野町尖山4-373 

6 仍�78�����3�������+8�����#Cb�ダンプ 俘(ｻH�ｴ��京都府宇治市広野吋尖山4-373 

7 俾�棹�������������,ﾘ�����3ビ�ダンプ 俘(ｻH�ｴ��京都府宇治市広野町尖山4-373 

8 仍�78�����3�������,ﾈ����#Cc��ダンプ 俘(ｻH�ｴ�����-b�京都府宇治市広野町尖山4-373 

N○○21㈱彩峰工業　　　　　　　　　　　兵庫県尼崎市田能3丁目4-22　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEしO6-4960-7875 

自動事登録怒号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 ���ｸ�����������*�������ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

2 ���ｸ������H������*H������"�ダンプ �ｨﾜｨﾇ儘鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

3 ���ｸ������X������*(������2�ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

4 ���ｸ�����3(����*�������B�ダンプ �ｨﾜｩd儘鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

5 ���ｸ������8����/�������R�ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

6 ���ｸ�����38������*H������b�ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

7 ���ｸ������H����/�������r�ダンプ �ｨﾜｩd儘鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

8 ���ｸ������X����*���������ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

9 ���ｸ�����3�����*ﾘ��������ダンプ �ｨﾜｩd儘鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

10 ���ｸ�����38������/��������ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

11 ���ｸ�����3H����*ｸ�������ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

12 ���ｸ�����3(����/������"�ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

13 ���ｸ�����3�����*ｸ�����2�ダンプi �ｨﾜｩd儘鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4置22 

14 ���ｸ�����38����*������R�ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

15 ���ｸ�����3�����*ｸ�����b�ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

16 ���ｸ�����3�����*h�����r�ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

17 ���ｸ�����3�����/��������ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

18 ���ｸ�����3�����*��������ダンプ �ｨﾜｨﾇ儘鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

19 ���ｸ�����3(����*�������#��ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

20 ���ｸ�����3(������*(������#��ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

21 ���ｸ������8����+����������ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

.　22 ���ｸ������(����/�����#����ダンプ �ｨﾜｩd儘鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

23 ���ｸ�����3�����*H����33�2�ダンプ �ｨﾜｩ_Hﾔ鮎b�兵庫県尼崎市田能3丁目4-22 

NO.22(有)根来建材興業　　　　　　　　大阪府枚方市招平野町6-18　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEしO72-857-7870 

自動車登録番号 ����ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 ��Xﾞ8�����3�����*��������ダンプ 忠tﾂ儉)8ﾈﾉｨﾝ霆ｸｼb�大阪府枚方市招提平野町6-18 

2 ��Xﾞ8�����38����*�����#��ダンプ 忠tﾂ儉)8ﾈﾉｨﾝ霆ｸｼb�大阪府枚方市招提平野町6-18 

3 ��Xﾞ8�����3(����+�������3��ダンプ 忠tﾂ儉)8ﾈﾉｨﾝ霆ｸｼb�大阪府枚方市招提平野町6-18 

4 ��Xﾞ8�����3�����/�������C��ダンプ 忠tﾂ俑ｩx伊ｨﾝ霆ｸｼb�大阪府枚方市招提平野町6-18 

5 ��Xﾞ8�����3�����*ﾘ������c��ダンプ 忠tﾂ俑ｩx伊ｨﾝ霆ｸｼb�大阪府枚方市招擾平野町6-18 

6 ��Xﾞ8�����3�����*ﾘ������s��ダンプ 忠tﾂ俑ｩx伊ｨﾝ霆ｸｼb�大阪府枚方市招提平野町6-18 

7 ��Xﾞ8�����3�����*ｸ���������ダンプ 忠tﾂ俑ｩx伊ｨﾝ霆ｸｼb�大阪府枚方市招提平野町6-18 

8 ��Xﾞ8�����3�����/����������ダンプ 忠tﾂ俑ｩx伊ｨﾝ霆ｸｼb�大阪府枚方市招提平野町6-18 

9 ��Xﾞ8�����3H����*ｸ��������ダンプ 忠tﾂ俑ｩx伊ｨﾝ霆ｸｼb�大阪府枚方市招堤平野町6-18 

10 ��Xﾞ8�����3(����*h����#���ダンプ 忠tﾂ俑ｩx伊ｨﾝ霆ｸｼb�大阪府枚方市招堤平野町6-18 

11 ��Xﾞ8�����3(����*�����3���ダンプ 忠tﾂ俑ｩx伊ｨﾝ霆ｸｼb�大阪府枚方市招提平野町6-18 

12 ��Xﾞ8�����3�����*(����3���ダンプ 忠tﾂ儉)8ﾈﾉｨﾝ霆ｸｼb�大阪府枚方市招提平野町6-18 

13 ��Xﾞ8�����3�����*(����C���ダンプ 忠tﾂ俑ｩx伊ｨﾝ霆ｸｼb�大阪府枚方市招提平野町6-18 



NO. 23 ㈱ケイアイ　　　　　　　　　　　　　大阪府四條畷市田原台1丁目1310　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEしO743-78-8778

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 ��Xﾞ8�����3�������/��������ダンプ �ｨ5�484�42�大阪府四條畷市田原台1丁目13-10 

2 ��Xﾞ8�����3�������*�������CB�ダンプ �ｨ5�484�42�大阪府四條畷市田原台1丁目13-10 

3 ��Xﾞ8������X������*ﾘ��������ダンプ �ｨ5�484�42�大阪府四條畷市田原台l丁目13-10 

4 ��Xﾞ8�����������*ｸ������##"�ダンプ �ｨ5�484�42�大阪府四條畷市田原台1丁目13-10 

5 ��Xﾞ8������8������*ﾘ������332�ダンプ �ｨ5�484�42�大阪府四傑畷市田原台l丁目13-10 

6 ��Xﾞ8�����3�������*ﾘ������CCB�ダンプ �ｨ5�484�42�大阪府四條畷市田原台1丁目13-10 

7　、 ��Xﾞ8������H������*(����SSR�ダンプ �ｨ5�484�42�大阪府四條畷市田原台1丁目13-10 

8 ��Xﾞ8�����38������*H������ccb�ダンプ �ｨ5�484�42�大阪府四條畷市田原台l丁目13-10 

9 ��Xﾞ8�������������*(������ssr�ダンプ �ｨ5�484�42�大阪府四條畷市田原台1丁目13-10 

10 ��Xﾞ8������x������*ｸ����ャ��ダンプ �ｨ5�484�42�大阪府四條畷市田原台1丁目13-10 

N0. 24 (有)松浦建材　　　　　　　　　　　　大阪府枚方市津田西町l丁目27-22　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEしO72-859-2822

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 ��Xﾞ8�������������*�������ﾂ�ダンプ 忠tﾂ傴ﾈ葺ﾉｨﾝ��大阪府枚方市津田西町1丁目27-22 

2 ��Xﾞ8�������������*�������b�ダンプ 忠tﾂ傴ﾈ葺ﾉｨﾝ��大阪府枚方市津田西町l丁目27-22 

3 ��Xﾞ8�������������*�������B�ダンプ 忠tﾂ傴ﾈ葺ﾉｨﾝ��大阪府枚方市津田西町1丁目27-22 

4 ��Xﾞ8�������������*�������r�ダンプ 忠tﾂ傴ﾈ葺ﾉｨﾝ��大阪府枚方市津田西町l丁目27-22 

5 ��Xﾞ8�������������*������C��ダンプ 忠tﾂ傴ﾈ葺ﾉｨﾝ��大阪府枚方市津田西町1丁目27-22 

6 ��Xﾞ8�������������*������CR�ダンプ 忠tﾂ傴ﾈ葺ﾉｨﾝ��大阪府枚方市津田西町1丁目27-22 

7 ��Xﾞ8�������������*������S��ダンプ 忠tﾂ傴ﾈ葺ﾉｨﾝ��大阪府枚方市津田西町1丁目27-22 

.の. 25上島商店　　　　　　　　　　　　　京都府綴喜郡井手町井手小宇宙猪ノ阪28　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEし

自動車登録番号

又は串両番号
使用者の氏名又は名称 使用者の住所

京都　　130　　を　　　60 上島商店　　　　　　　　京都府綴喜郡井手町井手小宇宙猪ノ阪2 8

NO. 26カネスギ運輸(株)　　　　　　　　　大阪府岸和田市地蔵浜町1ト1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL O72-437-8597

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 刎��(�����3�����/������R�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢�大阪府岸和田市地蔵浜町11-1 ��

2 刎��(�������������*ｸ�����32�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢�大阪府岸和田市地蔵湊町Il-嘉 ��

3 刎��(�����������*ｸ����#CR�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢�大阪府岸和田市地蔵湊町u-1 ��

4 刎��(�����3�������*h������c�b�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢�大阪府岸和田市地蔵浜町lト1 ��

5 刎��(�����������*ｸ����cSB�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢�大阪府岸和田市地蔵浜町11-1 ��

6 刎��(�����������*ｸ������scb�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢�大阪府岸和田市地蔵浜町1ト1 ��

7 刎��(�������������*ｸ������ssb�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢�大阪府岸和田市地蔵浜町111 ��

8 刎��(�����3�����*���������ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢�大阪府岸和田市地蔵湊町11-1 ��

9 刎��(�����3�����*�����ゴR�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢�大阪府岸和田市地蔵湊町1ト1 ��

10 刎��(�������������*ｸ������鉄R�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢�大阪府岸和田市地蔵湊町1l-1 ��

和泉　　100　　　き　　1043 �5�987b�カネスギ運輸㈱ ��Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&���Vﾉ*ﾆ鳴ﾖﾈ��� 

和泉　　100　　か　　6033 �5�987b�カネスギ運輸㈱ ��Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�9&���j�*ﾃ�6vﾂ� 

13 刎��(�����������*��������"�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢�大阪府岸和田市両頭両l二l ��

14 刎��(�����������*�����ピ3��ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢�大阪府岸和田市地蔵浜町11-1 ��

15 刎��(�����3�������+�����ャ���ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢�大阪府岸和田市地蔵浜町11-1 ��

16 刎��(�����������*����������ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢�大阪府岸和田市地蔵浜町11-1 ��

17 刎��(�����������*������#���ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢�大阪府岸和田市地蔵湊町1l-1 ��

18 刎��(�����������*�����鼎3��ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢�大阪府岸和田市地蔵湊町111 ��

19 刎��(�����������*�����田Cb�ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢�大阪府岸和田市地蔵湊町11-1 ��

20 刎��(�����3�����*(����涛���ダンプ �4ｨ6ﾈ5�4ﾘ暮t�x｢�大阪府岸和田市地蔵湊町Il1 ��



NO. 27　隷杉興業株式会社　　　　　　　　　大阪府岸和田市大北町1-3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEしO72-439‾330l

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は珪両番号 佝��2�

l 刎��(�����3�����*�������+S�ﾂ�ダンプ �ﾉ�仆ｸｼhx｢�大阪府岸和田市大北町上3 

2 刎��(�����3�������*�������"�ダンプ 佶��仆ｸｼhx｢�大阪府岸和田市大北町二一3 

3 刎��(�����3�������+�������2�ダンプ 佶��仆ｸｼhx｢�大阪府岸和田市大北町1-3 

4 刎��(�����3�������*H������B�ダンプ 僣ｹ�仆ｸｼhx｢�大阪府岸和田市大北町1-3 

5 刎��(�����3�������*�������R�ダンプ 侈ｩ�仆ｸｼhx｢�大阪府岸和田市大北町1-3 

6 刎��(�����3�������*ｸ������b�ダンプ ��i�仆ｸｼhx｢�大阪府岸和田市大北町1-3 

7 刎��(�����3�������+�������r�ダンプ 凭ｩ�仆ｸｼhx｢�大阪府岸和田市大北町1-3 

8 刎��(�����3�����*H��������ダンプ �ﾙ�仆ｸｼhx｢�大阪府岸和田市大北町ト3 

9 刎��(�����3(������*ｸ��������ダンプ 佶9�仆ｸｼhx｢�大阪府岸和田市大北町1-3 

10 刎��(�������������*�������+S���ダンプ �ﾉ�仆ｸｼhx｢�大阪府岸和田市大北町1-3 

11 刎��(�����3�����*(������"�ダンプ �ﾉ�仆ｸｼhx｢�大阪府岸和田市大北町1-3 

N0. 28上山建材　　　　　　　　　　　　　大阪府岸和田市沼町19-12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEしO72-433-8989

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は庭両番号 佝��2�

1 刎��(�������������*�����S�Sb�ダンプ ��8�(ﾉｨﾝ��大阪府岸和田市沼町19-12 

2 �=驂x�����3�������+������2�ダンプ ��8�(ﾉｨﾝ��大阪府岸和田市沼町19-12 

3 �=驂x�����3(������*��������ダンプ ��8�(ﾉｨﾝ��大阪府岸和田市沼町19-12 

4 �=驂x����������.H����3涛R�・ダンプ ��8�(ﾉｨﾝ��大阪府岸和田市沼町19-12 

5 �=驂x�����������*�����S32�ダンプ ��8�(ﾉｨﾝ��大阪府岸和田市沼町19-12 
‾‾‾奈良　　100　　は　　2982 �5�987b�上山建材 ��Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�8��*ﾃ�蔦�"�

奈良　　130　　　か　　17 �5�987b�上山建材 ��Xﾞ9Wｸｭﾙ��68�8��*ﾃ���"�

「8 �=驂x�����3�������*h�����B�ダンプ ��8�(ﾉｨﾝ��大阪府岸和田市沼町19-12 

9 �=驂x�����3�������*H�����R�ダンプ ��8�(ﾉｨﾝ��大阪府岸和田市沼町19-12 

10 �=驂x�����3�����*(�����b�ダンプ ��8�(ﾉｨﾝ��大阪府岸和田市浦町19-12 

NO. 29ハタ商店　　　　　　　　　　　　大阪府貝塚市半田631　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL O72-428-3787

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は草両番号 佝��2�

l 刎��(�����3�������*�����#SsR�ダンプ �6�5顫I5��大阪府貝塚市半田631 

2 俥H�������3�������*�����3����ダンプ �6�5顫I5��大阪府貝塚市半田631 

3 俥H�������3�������*(������3���ダンプ �6�5顫I5��大阪府貝塚市半田631 

4 ��Xﾞ8�����3�����,�������sr�ダンプ �6�5顫I5��大阪府貝塚市半田631 

5 ��Xﾞ8�����������,�������{几途�ダンプ �6�5顫I5��大阪府貝塚市半田631 

6 刎��(�������������*����������ダンプ �6�5駟ｩ5��大阪府貝塚市学田631 

7 俥H�������3�������*�����S����ダンプ �6�5顫I5��大阪府貝塚市半田631 

8 俥H�������3�������*�����3����ダンプ �6�5顫I5��大阪府貝塚市半田631 

9 俥H�������3�������*�����#����ダンプ �6�5顫I5��大阪府貝塚市半田631 

10 俥H�������3�������/�����s����ダンプ �6�5顫I5��大阪府貝塚市半田631 

11 俥H�������3�������*�����c����ダンプ �6�5顫I5��大阪府貝塚市半田63l 

NO: 30行建設(有)　　　　　　　　　　大阪府堺市堺区甲斐西3-1-16　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL O72七23-5625

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

章 刎��(�����3�������*H������C�B�ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾘ��tﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西3-1-16 

2 俥H�������3�������*������C��ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西3-l-16 

3 俥H�������3�������*������Fﾂ�ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西3-1-16 

4 俥H������ﾔ�3�������*(�����C"�ダンプ 俎8ﾉｨ��*ﾙtﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西3-l-16 

5 刎��(������X����/�������{��ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西3-l-16 

6 俥H�������3�������*(�����CR�ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西3-l-16 

7 俥H�������3�������*������C2�ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西3-1-16 

8 俥H�������3�������*������CB�ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西3-1-16 

9 俥H�������3�������*(�����Cb�ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西3-ト16 

10 刎��(�����������,ﾘ����3�C��ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西3-1-16 

ll 刎��(������X����*H������ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西3-1-16 

12 刎��(�����������*ｸ����ャモ�ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西3-1-16 

13 刎��(�����������*ﾘ�X�ゴcs��ダンプ 俎8ﾉｩ�ﾒ液ﾂ��大阪府堺市堺区甲斐西3-l16 

N0.31 伜)�ﾈﾉｨﾝ�����������������������ｹ�79Wｸｬ亶ｹ4�皐詹*ﾈ皐詹>ﾉ)hﾞ#3���������������������������������蒭+T�rﾓC�"ﾓ3����

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は垣両番号 佝��2�

1 仍�78�����3�����+8����3塔��ダンプ 伜)�ﾈﾉｨﾝ��京都府綴喜郡井手町井手話猪坂39 



N〇・32(抹)ヨシオカ　　　　　　　　　　　　奈良県桜井市上之宮448　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEしO7担-42-1505 

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

l �=驂x������X������*����������ダンプ 宙ｩB�8�5h4�4｢�奈良県桜井市上之宮448 

2 �=驂x������*C�(����/�����3����ダンプ 宙ｩB�8�5hﾜｹ|ﾒ�奈良県桜井市上之宮448 

3 �=驂x������(������*�����#����ダンプ 忠iR�8�5h4�4｢�奈良県桜井市上之宮448 

4 �=驂x�����3�����*(���������ダンプ 宙ｩB�8�5h4�4｢�奈良県桜井市上之宮448 

5 �=驂x�����������*����#3B�ダンプ 忠iR�8�5h4�4｢�奈良県桜井市上之宮448 

6 �=驂x�����3�����*H����#3CR�ダンプ 宙ｩB�8�5h4�4｢�奈良県桜井市上之宮448 

7 �=驂x������+S3�������*H����9�cSb�ダンプ 宙ｩB�8�5hﾜｹ|ﾒ�奈良県桜井市上之宮448 

8 �=驂x�����3�����*�����CScr�ダンプ 忠iR�8�5h4�4｢�奈良県桜井市上之宮448 

9 �=驂x�������������*�����Scs��ダンプ 宙ｩB�8�5h4�4｢�奈良県桜井市上之宮448 

10 �=驂x������8����*ﾘ���������ダンプ 宙ｩB�8�5hﾜｹ|ﾒ�奈良県桜井市上之宮448 

工1 �=驂x������8����*�����{�����ダンプ 宙ｩB�8�5hﾜｹ|ﾒ�奈良県桜井市上之宮448 

N〇・33㈱田中浅轢工業　　　　　　　　　大阪府八尾市南木の本5丁目49　　　　　　　　　　　　　　　　　TEしO721-93-1504 

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 俥H�������3�������*ｸ������CB�ダンプ �ｩ69(i�ｩ�ｸﾔ鮎b�大阪府八尾市高木の本5丁目49 

2 俥H�������3�������*h������Cb�ダンプ 仭y69(iFxﾕ靫鮎b�大阪府八尾市高木の本5丁目49 

3 俥H�������3�������*(������S"�ダンプ �ｩ69(ij�+8ﾔ鮎b�大阪府八尾市高木の本5丁目49 

4 俥H�������3�����*�������S2�ダンプ �ｩ69(i%y�ｸﾔ鮎b�大阪府八尾市高木の本5丁目49 

5 俥H�������3�����*�������SR�ダンプ �ｩ69(i%y�ｸﾔ鮎b�大阪府八尾市南木の本5丁目49 

6 俥H�������3�����*(����3���ダンプ �ｩ69(h�x�ﾔ鮎b�大阪府八尾市南本の本5丁目49 

7 俥H�������3�����*�����3�ィ�ダンプ �ｩ69(i%y:�ﾔ鮎b�大阪府八尾市高木の本5丁目49 

8 刎��(�����3�������+8����3�ィ�ダンプ �ｩ69(h��8ﾔ鮎b�大阪府八尾市南本の本5丁目49 

9 俥H�������3�������*�������Sr�ダンプ �ｩ69(i�ｩ�ｸﾔ鮎b�大阪府八尾市高木の本5丁目49 

10 俥H�������3�������*(������2�ダンプ �ｩ69(i�9�ｸﾔ鮎b�大阪府八尾市南本の本5丁目49 

11 刎��(�����3�������*H������33b�ダンプ �ｩ69(h��8ﾔ鮎b�大阪府八尾市南本の本5丁目49 

N〇・34高津建材㈱　　　　　　　　　　　兵庫県伊丹市 劔Hｹnﾃi)ｩm｣S�������������������������������������������������DX+T�"ﾓss蔦�#���

自動車登録番号 倬i�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

1 ���ｸ�����3�������*h����C�b�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

2 ���ｸ������8������*h������SSR�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

3 ���ｸ������8����*h��������ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

4 ���ｸ�����3�����*�����ccb�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

5 ���ｸ�����3�����*��������ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

6 ���ｸ�����3�������*H�����#��ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

了 ���ｸ������h����*ﾘ������R�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

8 ���ｸ������X������*(������ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

9 ���ｸ�������������*ｸ������2�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

10 ���ｸ�����������*�����3332�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

11 ���ｸ�����38����*ｸ������B�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

12 ���ｸ������h����*H������"�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

13 ���ｸ�����3X������*ｸ������b�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

14 ���ｸ������H����*ﾘ������ssr�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

15 ���ｸ������(����*��������ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

16 ����ｨ�����3�����*(������B�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

1了 ���ｸ������(����*�����ャモ�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

18 ���ｸ�����������*H����sssr�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

19 ���ｸ������H����*ﾘ�����sr�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

20 ���ｸ�����3�����*ﾘ���������ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

21 ���ｸ�����3�������*�����cc���ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市荻野6丁目58 

22 ���ｸ�����3�����*�����ss���ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

23 ���ｸ�����3�����*�����ャ���ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

24 ���ｸ�����3�����*H����涛���ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

25 ���ｸ�������������*ｸ����#��2�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市荻野6丁目58 

26 ���ｸ������ﾔ�������*ｸ����#��B�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

27 ���ｸ������8����*ﾘ����ャモ�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

28 ���ｸ�����������*�������sr�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

29 ��Xﾞ8�����������*ｸ����3�澱�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

30 ��Xﾞ8�����������*ｸ����3c#2�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

31 ��Xﾞ8�����������*ｸ����3c#r�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

32 ��Xﾞ8�����������*ｸ����3cCb�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

33 ��Xﾞ8�������������*ｸ����3cc��ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 



N○○34　高津建材㈱　　　　　　　　　　　　兵庫県伊丹市萩 劔nﾃi)ｩm｣S��

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号¥ 佝��2�

34 ��Xﾞ8�������������*ｸ����3sC2�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ馥��兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

35 ��Xﾞ8�������������*ｸ�������S"�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

36 ��Xﾞ8�������������*ｸ����SS){��ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

37 ��Xﾞ8�������������*ｸ�����ツs�"�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

38 ��Xﾞ8�������������*ｸ������cャr�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂ｲ�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

39 ��Xﾞ8�������������*ｸ����cャ��ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

40 ��Xﾞ8�������������*ｸ����s3S2�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

41 ��Xﾞ8�������������*ｸ����s��B�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

42 ��Xﾞ8�������������*ｸ�����3#��ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

43 ��Xﾞ8�������������*ｸ����イコ�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

44 ��Xﾞ8�������������*ｸ����ゴS��ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

45 ��Xﾞ8�������������*ｸ����ゴs��ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

46 ��Xﾞ8�������������*ｸ�����##��ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

47 ��Xﾞ8�������������*ｸ�����#3b�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

48 �,�,�.ﾘ�����3�����*ﾘ�������b�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

49 �,�,�.ﾘ�����3(������*(�����r�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

50 �,�,�.ﾘ�����3(������*(�������ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

51 �,�,�.ﾘ�����3(������*h������#"�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

52 �,�,�.ﾘ�����3�������*�������#2�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市荻野6丁目58 

53 �,�,�.ﾘ�����3(������*�������SR�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

54 �,�,�.ﾘ������8������+�������モ�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

55 仍�78�������������*�����cイR�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

56 仍�78�������������*������3Sr�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

57 仍�78�������������*�����鼎cR�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

58 仍�78�������������*�����c3ッ�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

59 仍�78�������������*�������c��ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

60 仍�78�������������*�����cC�2�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

61 仍�78�������������*�����cS8+R�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

62 仍�78�����������*�����cS3��ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

63 仍�78�������������*������3���ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

64 仍�78�������������*�����S涛2�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

65 仍�78�������������*�����S3釘�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市荻野6丁目58 

66 仍�78�����3�������*�����##b�ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

67 ��Xﾞ8�������������*ｸ����3����ダンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

68　　　大阪　　100　　　か　　5301 刄_ンプ 俘),8ﾉｨﾝ閂｢�兵庫県伊丹市萩野6丁目58 

N0.35㈲膀輝　　　　　　　　　　　　大阪府東大阪市検枕南2丁目12　　　　　　　　　　　　　　　　　mしO6‾6785‾0801 

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

鵜　1 ��Xﾞ8������X������*�����SSSR�ダンプ �ｸ�ｵ��大阪府東大阪市横坑南2丁目12 

2 ��Xﾞ8������(������*H����ャモ�ダンプ �ｸ�ｵ��大阪府東大阪市横坑南2丁目12 

N0.36株式会社ゼスト　　　　　　　　　大阪府堺市堺区中之町田1-1-10　　　　　　　　　　　　　　　　丁EしO72‾222‾4355 

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

l 刎��(�������������*ｸ���������ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西l-1-10 

2 刎��(�����3�������*H����s��"�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町田ト1-10 

3 刎��(�����3�����*(����s��r�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西l一十10 

4 刎��(�����3(������*����������ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西l-1-10 

5 刎��(�����3�����*�������3��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

6 刎��(�����3�������*ﾘ����3�3��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

7 俥H�������3�����*ｸ������b�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町画工l-10 

8 刎��(������祷������*�����S�SR�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町田トト10 

9 刎��(�����3�������*ﾘ������#��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

10 刎��(�����3�������*�����C�{澱�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西l-1-10 

u 刎��(�����3�������*ｸ����c��b�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西l-1-10 

重2 刎��(�������������*�����S�Sb�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町田1-ト10 

13 刎��(�����3�������*ﾘ������3��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西l-l-10 

14 刎��(�����3�����*��������ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-l-10 

重5 仍�78�����3�����*�����cVﾂ�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西l-1-10 

16 刎��(�����3�����*�����3c���ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西l-1-10 

17 刎��(�����3�������*������田��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西l-l-10 

18 刎��(������(������*H���������ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 



NO. 36株式会社ゼスト　　　　　　　　　　　大阪府堺市堺区中之町田l-l-10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL O72-222-4355

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

19 刎��(�����38������*�������SR�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

20 刎��(�����3�����*�����CS�"�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町四十1-10 

21 刎��(�����3�������*�������#��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町哲子l-10 

22 刎��(�����3�������*����������ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

23 刎��(�����3�����*H���������ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

24 刎��(�����3�����*�����#涛��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

25 刎��(�����3�����*(����#涛��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西上1-10 

26 刎��(�����������*�����ャc��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西l-1-10 

27 刎��(�����3�����*H����#鉄��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

28 刎��(������H������*ｸ����SSSR�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西トl-10 

29 刎��(�����3�����*H������#"�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西l〇十10 

30 刎��(�����3�����*h�����S�R�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町画工1-10 

31 刎��(�����3�������*ﾘ����S田2�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町啓上1-10 

32 刎�慂�(�����3�������*ﾘ������3��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

33 刎�慂�(�����3�������*����S��ダンプ ��hｩH�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

34 刎�慂�(�����3�������*(������CSb�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西l-1-10 

35 刎�慂�(�������������*�����Ssc��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西l-l-10 

36 刎�慂�(�������������*�����SピR�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町商工1-10 

37 刎�慂�(�����3�������*(����c����ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之印西ト110 

38 刎�慂�(�����3�������*(������C��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町田l-重-10 

和歌山　　130　　　い　　　78 �5�987b�株式会社ゼスト ��Xﾞ9WｸﾞH�8ﾞHｾi(iEi*ﾉ�ﾃ�ﾖﾂﾓ���

和歌山　　130　　　く　　　600 �5�987b�株式会社ゼスト　」 ��Xﾞ9WｸﾞH�8ﾞHｾi(iEi*ﾉ�ﾃ�ﾓ�ﾘ���

′ 刎�慂�(�������������*�����Ssビ�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

音　　42 刎�慂�(�������������*�����S��R�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西ト1-10 

43 刎��(�������������*H������ﾂ�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町画工l-10 
音　44 刎��(������8������*H������"�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-ト10 

45 刎��(������8������+�������2�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-上10 

46 刎��(������H����*�������R�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西トト10 

47 刎��(�����3(������+�������b�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-l-10 

48 刎��(�����3�����*�����#cS��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-ト10 

49 刎��(�����3�����*(����#�#��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町田上1-10 

50 刎��(�����3�����*�����S�S��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西上l-10 

51 刎��(�����3�����*ｸ����s�s��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

52 刎��(�����������*H����3����ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町田1-ト10 

53 刎��(�����������*�����S����ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町田1一手10 

54 刎��(�����������*�����s����ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西ト1-10 

55 刎��(�����3�����*����������ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西l-l-10 

56 刎��(�����������*�����i{塔"�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町田l-上10 

57 刎��(�����38������/��������ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西トト10 

和泉　　131　　あ　　17 �5�987b�株式会社ゼスト ��Xﾞ9WｸﾞH�8ﾞHｾi(iEi*ﾉ�ﾃ�ﾖﾂﾓ���

和泉　　131　　か　　　51 �5�987b�株式会社ゼスト ��Xﾞ9WｸﾞH�8ﾞHｾi(iEi*ﾉ63��ｨ����

和泉　　100　　か　　9677 �5�987b�株式会社ゼスト ��Xﾞ9WｸﾞH�8ﾞHｾi(iEi*ﾉ�ﾃ�ﾓ�ﾓ���

61 刎��(�����3�����*h������モ�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

62 刎��(�����3�����*������#モ�ダンプ 乘H�檍��+ｨ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

63 刎��(�����3�����*����3モ�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西l-l-10 

64 俥H�������3�������*(�����Sモ�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-l-10 

65 俥H�������3�����*����cモ�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-l-10 

66 俥H�������3�������*������sモ�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-ト10 

67 俥H�������3�����*������ャ��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-ト10 

68 俥H�������3�������*H����##モ�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町田ト110 

69 刎��"�����X������*ｸ���������ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西l-1-10 

70 刎��(�����38����*����������ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西l一十10 

71 刎��(������8������*(����#����ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市漑区中之町西1-ト10 

72 刎��(������8������*ｸ����3����ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-l-10 

了3 刎��(�����3�����*(����C����ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

74 刎��(������8������*h����S����ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西l-1-10 

75 刎��(�����3�����+�����c����ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

76 刎��(������8����*ｸ����s����ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-l-10 

77 刎��(������8������*ﾘ���������ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町田トl-10 

78 刎��(������ﾔ�3(����*����������ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

79 刎��(�����3�����*����������ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

80 刎��(�����38������*��������ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西l-1-10 

81 刎��(�����3�������*(�����#��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西l-1-10 



NO. 36株式会社ゼスト　　　　　　　　　　　大阪府堺市堺区中之町田l-l-10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEしO72-222-4355

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

82 刎��(�������������*�����C�#��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西上1-10 

83 刎��(�������������/�����ゴcs��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

84 刎��(�������������*ｸ�������2�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西l-上10 

85 刎��(�����3�������*�����#SsR�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-l-10 

86 刎��(�����3�������*�����3�2�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-上10 

87 刎��(�����3�������*h������3��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-110 

88 刎��(�����3(������*ｸ�����r�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西11-10 

89 刎��(�������������*ｸ�������"�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西l-1-10 

90 刎��(�������������*ｸ������湯�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

91 刎��(�����3�������*�������s�r�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府現市場区中之町西1-l-10 

92 刎��(�������������*ｸ������sビ�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

93 刎��(�����������*ｸ��������B�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

94 刎��(�����������*ｸ�����3S��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西ト1-10 

95 刎��(�����������*ｸ������s��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西l〇十10 

96 刎��(�������������*�����C3���’ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

97 刎��(�������������*�����c3�b�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町田l-1-10 

98 刎��(�������������*�����ccS��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町田l-1-10 

99 刎��(�����������*�����s涛��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

100 刎��(�����������*��������ﾂ�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西ト1-10 

101 刎��(�����������*H����3����ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-ト10 

102 刎��(�����������*�����S����ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

103 刎��(�����������*�����s����ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町画工l-10 

104 刎��(�����3�������*����������ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

105 刎��(�����3�������/�������CCB�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西トl-10 

106 刎��(�����3�����*H������CB�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

107 刎��(�����3�����*ﾘ������3r�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西l-ト10 

108 刎��(�������������*ﾘ����sssr�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

109 刎��(�������������*�����ャモ�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

110 �=驂x�����������*�����c��2�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西トト10 

111 �=驂x�������������*�����C涛��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西l-1-10 

l12 �=驂x�����������*�����C����ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1〇十10 

113 �=驂x�������������*�����CS�r�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町田1-ト10 

114 �=驂x�������������*�����C#c��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西l-l-10 

115 俥H�������3�������*ﾘ����������ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西l-l-10 

116 俥H�������3�������*ｸ������モ�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西l〇十10 

l17 俥H�������3�����*(������ャ��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

118 俥H�������3�����*�����ャモ�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-l-10 

119 俥H��������8������*���������ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之甲西1-l-10 

120 俥H�������3�������+��������ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西l-l-10 

121 刎��(������(������*h����ャモ�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-l-10 

122 刎��(������H������*ｸ����ャ��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-ト10 

123 刎��(�����C�����/�������モ�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

124 刎��(������h������*h��������ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西l-l-10 

125 刎��(�������������*�����sC#B�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-ト10 

126 刎��(�����������*�����sイr�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-l-10 

127 刎��(�����������*�����ゴC��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西l-l-10 

128 刎��(�����������*�����鉄c2�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町酉1-l-10 

129 刎��(�����������*�����涛C��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西l-110 

130 刎��(�����������*ｸ����SCB�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町田l-1-10 

131 刎��(�����������*ｸ����ンb�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市現区中之町田1-1-10 

132 刎��(�����������*ｸ����ン��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-l-10 

133 刎��(�����������*ｸ�����3���ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-ト10 

134 刎��(�����������*ｸ�����3���ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-ト10 

135 刎��(�������������*ｸ�����3���ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-l-10 

し36 刎��(�����3�����*�����c�R�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西トトし0 

137 刎��(�����3�����*�����#��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

138 刎��(�����������*H������ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西重葛1-10 

139 刎��(������8����*H������"�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

140 刎��(������ﾔ��8����+�������2�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

141 刎��(�����3(������+�������b�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町田l-1-10 

142 刎��(������ﾔ�3�����*(����#�#��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-l-10 

143 刎��(�����3�����*�����#cS��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町田1-1-10 

144 刎��(�����3�����*�����S�S��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 



N0. 36　株式会社ゼスト　　　　　　　　　　　　大阪府堺市堺区中之町西1-上10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEしO7雷-222-4355

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は車両番号 佝��2�

145 刎��(�����ﾃ3�������*ｸ����{��s��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-l-10 

146 刎��(�����������*�����都�2�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-ト10 

147 刎��(�����������*�����ンS��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町画工1-10 

148 刎��(�������������*�����ンSB�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町田トl-10 

149 刎��(�����3�������*H������C��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-l-10 

】50 �=驂x�������������*�����h�｣�"�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

151 �=驂x�������������*�����Sゴ��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

音　152 �=驂x�����3�������*ｸ���������ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西ト1-10 
顕153 刎��(�����3X������+�������32�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

154 刎��(�����3�������*�������S迭�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西ト1-10 

155 刎��(������H������*ｸ����3332�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町画工1-10 

156 刎��(�����������*�����SC�"�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西ト1-10 

157 刎��(�����������*�����{几几���ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

158 刎��(�������������*�����ンcB�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町田l-1-10 

159 俥H���������������*������Cビ�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町田1葛1-10 

160 刎��(�����3�����+������#2�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西トト10 

161 �=驂x�����3�����*�����c涛b�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

162 �=驂x�����3�������*ｸ������c��ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

163 �=驂x�����3�������*�����田澱�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町田トト10 

164 ��Xﾞ8������X������*�����SSSR�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-ト10 

大阪　　112　　　う　　8888 �5�987b�株式会社ゼスト ��Xﾞ9WｸﾞH�8ﾞHｾi(iEi*ﾉ�ﾉ�y)ｨ6ｨ4x4����

大阪　　123　　　あ　　　1 �5�987b�株式会社ゼスト ��Xﾞ9WｸﾞH�8ﾞHｾi(iEi*ﾉ�ﾈ6s�ﾓ���

167 ��Xﾞ8�������������*h������r�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町田1〇十丁㌃一一‾　‾ 

168 ��Xﾞ8�����3�������*H������S�r�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

169 仍�78�����3�����*������#���ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町西1-1-10 

170 ��Xﾞ8�����3�������*�����s3Sr�ダンプ 乘H�檍��5ｸ5�6r�大阪府堺市堺区中之町田1-1-10 

NO. 37株式会社昇和　　　　　　　　　　　大阪府大阪市藩医田中2-l-1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEしO6-6577-5欝5

自動垣登録番号 倆I�ﾈ,ﾂ�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

又は屯両番号 佝��2�

1 ���ｸ�����3(������*����������ダンプ 乘H�檍��精���大阪府大阪市港区田中2-1-1 

2 ���ｸ�������3H������*���������ダンプ 乘H�檍��精���大阪府大阪市港区田中2〇十1 

3 ���ｸ�����3(������*ﾘ������#���ダンプ 乘H�檍��精���大阪府大阪市港区田中2一手1 

4 ���ｸ�����3(������+�������3���ダンプ 乘H�檍��精���大阪府大阪市港区田中2-11 

5 ���ｸ�����3�������*�������C���ダンプ 乘H�檍��精���大阪府大阪市港区田中2-1-1 

6 ���ｸ�����3�����*h������S���ダンプ 乘H�檍��精���大阪府大阪市藩医田中2-1-1 

7 ���ｸ�����3�����*ｸ������c���ダンプ 乘H�檍��精���大阪府大阪市港区田中2-1-1 

8 ���ｸ�����3�����*H������s���ダンプ 乘H�檍��精���大阪府大阪市藩医田中2-1-1 

9 ���ｸ�����3�����*ｸ����������ダンプ 乘H�檍��精���大阪府大阪市港区田中2-上1 

10 ���ｸ�����38������*ﾘ��ﾒ����ダンプ 乘H�檍��精���大阪府大阪市港区田中2-l-1 

11 ���ｸ�����3�������*�������s�r�ダンプ 乘H�檍��精���大阪府大阪市港区田中21-1 

12 ���ｸ�����3�����*�����s��r�ダンプ 乘H�檍��精���大阪府大阪市港区田中2置l-1 

13 ���ｸ�����3�����尨+�������s��ダンプ 乘H�檍��精���大阪府大阪市港区田中2-l-1 

14 ��Xﾞ8�����3�����*�����3��2�ダンプ 乘H�檍��精���大阪府大阪市港区田中2-1-1 

15 ���ｸ�����3�������+�������3�2�ダンプ 乘H�檍��精���大阪府大阪市港区田中2-1-1 

16 刎��(�����3�����+�����#���ダンプ 乘H�檍��精���大阪府大阪市港区田中2-1-重 

17 刎��(�����3�����,ﾘ������B�ダンプ 乘H�檍��精���大阪府大阪市港区田中2-l-1 

18 刎��(�����3�����+x������r�ダンプ 乘H�檍��精���大阪府大阪市港区田中2-1-1 

19 ��Xﾞ8�����3�����-���������ダンプ 乘H�檍��精���大阪府大阪市港区田中2-l-1 

20 ��Xﾞ8�����3�����,������B�ダンプ 乘H�檍��精���大阪府大阪市港区田中2-l-1 

2I ��Xﾞ8�����3�������.������2�ダンプ 乘H�檍��精���大阪府大阪市藩医田中2-l-1 

22 ��Xﾞ8��������8������*(����s����ダンプ 乘H�檍��精���大阪府大阪市港区田中2-1-1 

23 ��Xﾞ8������(������+����������ダンプ 乘H�檍��精���大阪府大阪市港区田中2-1-1 

24 ��Xﾞ8�����3�������*h������S#b�ダンプ 乘H�檍��精���大阪府大阪市港区田中2一手1 

25 ��Xﾞ8�������������*ｸ����33c��ダンプ 乘H�檍��精���大阪府大阪市藩医田中2-l-1 

26 刎��(�����������*�������SB�ダンプ 乘H�檍��精���大阪府大阪市港区田中2-l-1 

27 刎��(�������������*�������S2�ダンプ 乘H�檍��精���大阪府大阪市港区田中2-1-1 

28 �,�,�.ﾘ�������������,ﾘ����#33��ダンプ 乘H�檍��精���大阪府大阪市港区田中2-ト1 

29 �,�,�.ﾘ�������������,ﾘ�����cコ�ダンプ 乘H�檍��精���大阪府大阪市港区田中2-l-1 

30 �,�,�.ﾘ�����3�������*�������c��ダンプ 乘H�檍��精���大阪府大阪市港区田中2-l-1 

31 ���ｸ�����3�������*�����cャ��ダンプ 乘H�檍��精���大阪府大阪市港区田中2-1-1 

32 ���ｸ���������������*������#c��ダンプ 乘H�檍��精���大阪府大阪市港区田中2-1-工 

33 ���ｸ�������3�������*�����Sン��ダンプ 乘H�檍��精���大阪府大阪市港区田中2-ト1 

34 ���ｸ�������3�������*(����cs���ダンプ 乘H�檍��精���大阪府大阪市港区田中2-1-l 



添付書類5

汚染土壌の運搬の用に供する船舶に関する書類

(三井埠頭㈱ (川崎港) -兼杉興業㈱ (岸和田港) ・東亜貨物㈱ (木津)I腿) )

会社名 偖ｨ��連絡先 

N○○1 ��ﾉ�ｸ､8戊ｩH�檍���大分県津久見市港町2番18号 ��都"ﾓ�"ﾓ#S�"�

NO.2 傴ﾈ毎ｩH�檍���福岡県北九州市若松区本町l十5-10 ���2ﾓsc�ﾓc#c"�

NO.3 陶�8毎､8戊ｩH�檍���東京都港区海岸3丁目26-1バーク芝浦5階 ��2ﾓ3CSBﾓcSS��

NO.4 偖ｨ��､8戊ｩH�檍���徳島県板野郡松茂町笹木野手人山開拓36-10 ��モﾓc湯ﾓcc#"�

NO.5 冲ﾈﾌ�檍��W域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 ��C3ふ#2ﾓcCSB�

NO.6 亶ｸ�(ﾖ���暮�xｩH�檍���東京都中央区日本橋1-7-11 ��2ﾓ3#s�椒S3���

N0.7 ��h自(h匣ｴI�HｩH�檍���東京都中央区新宮2丁目14番4号 ��2ﾓSSC�ﾓ#�澱�

NO.8 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海ト8-12トリトンスクエア33階 ��2ﾓc##�ﾓ##3��

NO.9 ��Y;儻Y:ｨｩH�檍���兵庫県尼崎市道意町7丁目7-2 ��bﾓcC�ﾂﾓ#SVﾂ�

NO,10 ��饉ﾙvﾘ5ｨ8�986xｩH�檍���東京都港区台場2-3-5台場ガーデンシティビル ��2ﾓSS6ﾂﾓs3唐�

NO.11 �� ��

NO.12 �� ��

NO.13 �� ��

NO.14 �� ��

NO.15 �� ��

NO.16 �� ��

NO.17 �� ��

NO.18 �� ��

NO.19 �� ��

NO,20 �� ��

NO.21 �� ��

NO.22 �� ��

NO.23 �� ��

N0.24 �� ��

NO.25 �� ��

NO.26 �� ��

N0.27 �� ��

NO.28 �� ��

NO,29 �� ��

NO.30 �� ��

NO.31 �� ��

NO.32 �� ��

NO.33 �� ��

NO.34 �� ��

N0.35 �� ��

NO.36 �� ��

NO.3 途� ��

次頁以降の船舶は『ハッチカバー』により飛散等を防止する。



汚染土壌の運搬の用に供する船舶に関する書類

No.1西鶴海運株式会社　　　　大分県津久見市港町2番18号　　　　　　　　　　　TEしO972-82葛2502

船名 ��IIYMHﾘb�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��h�ﾙ6�ｲ�136814 ��ﾉ%x､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

2 ��i;��ｭｲ�140321 ��ﾉ�ｸ､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

3 ��.<Hｭｲ�136550 ��ﾉ�ｸ､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

4 ��c3��ｶxｭｲ�133078 ��ﾉ�ｸ､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

5 ��c3y�Y�xｭｲ�132326 ��ﾉ�ｸ､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

6 ��c�5i��ｲ�135598 ��ﾈ葺､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

7 ��hﾔ��ﾘ(ﾛｸｭｲ�135658 ��ﾉ�ｸ､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

8 ��cc雲9x渥ｲ�134182 ��ﾉ�ｸ､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

9 ����ｭｲ�135868 ��ﾉ�ｸ､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

10 ��c���ﾘｭｲ�134473 ��ﾉ�ｸ､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

11 ��c粟�8�NIxXｭｲ�135168 ��ﾉ�ｸ､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

12 亂�hｭｲ�134264 ��ﾉ�ｸ､8戊x｢�大分県津久見市港町218 

13 ��c��XｺHｭｲ�135513 ��ﾈ葺､8戊x｢�大分県津久見市藩町2-18 

重4 ��YJb�141717 ��ﾉ�ｸ､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

工5 倅hｬ�ｲ�142530 ����ﾉ�ｸ､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

16 ��cX��uHｭｲ�141654 ��ﾉ�ｸ､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

17 乂韃(ｭｲ�140997 ��ﾉ�ｸ､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

18 �ｨｭｲ�135515 ��ﾉ�ｸ､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

19 �-ｸ+�*(,x/��142609 ��ﾉ�ｸ､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

20 ��i�XｺHｭｲ�142640 ��ﾉ�ｸ､8戊x｢�大分県津久見市港町2-18 

‰2松栄株式会社　　　　　　福岡県北九州市若松区本町1-15-10　　　　　　　TEしO93-761-6262 

船名 ��IIYMHﾘb�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 傴ﾈ毎ｭｲ�135031 傴ﾈ毎x｢�福岡県北九小 乘��8��鉙ｾigｹ*ﾈ6s�Rﾓ���

2 �5i,8ｭｲ�134927 傴ﾈ毎x｢�福岡県北九か �*H�8��鉙ｾigｹ*ﾃ�ﾓ�Rﾓ���

3 ��cC��x毎ｭｲ�134181 傴ﾈ毎x｢�福岡県北九小 ����8��鉙ｾigｹ*ﾆﾂﾓ�Rﾓ���

4 傴ﾉ��ｭｲ�134439 傴ﾈ毎x｢�福岡県北九小 ����8��鉙ｾigｹ*ﾃ�ﾓ�Rﾓ���

甑3正栄海運株式会社　　　　東京都藩医海岸3丁目26-1パーク芝浦5階　　　　TEしO3-3454-6551 

船名 ��IIYMHﾘb�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��cSY�8毎ｭｲ�135520 ��8ｼh､8戊x｢�東京都港区海岸3-26-1 

2 ��cS��8毎ｭｲ�129899 ��8毎､8戊x｢�東京都藩医海岸3-26-1 

3 ��cS��8毎ｭｲ�136545 ��8ｼh､8戊x｢�東京都港区海岸3-26-1 

Nα4住若海運株式会社　　　　徳島県板野郡松茂町笹木野字八山開拓36置10　　　TEしO88-699-6622 

船名 ��IIYMHﾘb�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��c8���ｭｲ�133912 偖ｨ��､8戊x｢�徳島県板野郡松茂町笹木野手八山開拓36-10 

2 ��c#員ｨ��ｭｲ�134185 偖ｨ��､8戊x｢�徳島県板野郡松茂町笹木野手八山間拓36-10 

3 ��c3��(Xｭｲ�135503 偖ｨ��､8戊x｢�徳島県板野郡松茂町笹木野手八山開拓36-10 

4 ��cSh�(Xｭｲ�135967 偖ｩ(X､8戊x｢�徳島県板野郡松茂町笹木野手八山開拓36-10 

5 ��cSx�(Xｭｲ�137064 偖ｨ��､8戊x｢�徳島県板野郡松茂町笹木野手八山開拓36-10 

6 ��cS員ｨ��ｭｲ�135977 ����､8戊x｢�徳島県板野郡松茂町笹木野手人山開拓36-10 

7 ��cc����ｭｲ�13了021 偖ｩ(X､8戊x｢�徳島県板野郡松茂町笹木野手人山開拓36-10 
・8 ��嬰h毎ｭｲ�134119 偖ｩ(X､8戊x｢�徳島県板野郡松茂町笹木野宇八山開拓36-10 

9 �3飲�ｲ�134178 偖ｩ(X､8戊x｢�徳島県板野郡松茂町笹木野手八山開拓36-10 

10 �疫亊ｲ�136387 偖ｩ(X､8戊x｢�徳島県板野郡松茂町笹木野手八山開拓36-10 

ll 嶋�(Xｭｲ�142443 偖ｨ��､8戊x｢�徳島県板野郡松茂町笹木野手八山開拓36-10 



汚染土壌の運搬の用に供する船舶に関する書類

肋.5有限会社富士海運　　　　千葉県木更津市中央3-4-17　　　　　　　　　　　TEしO438-23-6454 

船名 ��IIYMHﾘb�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��cc8ﾔｸ毎ｭｲ�134546 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

2 佶溢�ｭｲ�135170 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

3 儻域ﾘｮ(ｭｲ�133267 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

4 俘(��ﾈｭｲ�134172 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

5 ��cCX蓼��ｭｲ�134195 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

6 ��ch��ｫ��135334 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

7 處ﾘ魔�134809 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

8 ��c�(毎�ｭｲ�134361 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

9 ��c��ﾔｸ毎ｭｲ�136390 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

10 兀�ｸｭｲ�136392 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

11 儻域ﾙY�ｲ�134448 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

12 ��c9��ﾕxｭｲ�134564 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4葛17 

13 ��c(��uHｭｲ�131822 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

14 亳yY���ｭｲ�135516 ���tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

15 ��c)�YY�ｲ�135117 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

16 ��c8��uHｭｲ�131829 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

17 ����ｸｭｲ�134667 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

18 ��c#Ydﾈｼｨｭｲ�134650 忠tﾂ儻域ﾘﾖ�補�千葉県木更津市中央3-4-17 

19 ��iY�ｲ�135573 忠tﾂ儻域ﾘﾖ�補�千葉県木更津市中央3-4-17 

20 ��c畏�vﾘｭｲ�133639 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

2宣 ��c慰ｹ;�ｲ�134190 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

22 ��c#�+8+隴ｲ�134207 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

23 ��c3�+8+隴ｲ�134458 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

24 ��cヨ+8+隴ｲ�135319 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

25 �+�*(.�.H*B�135576 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

26 ��c����(ｭｲ�134545 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

27 ��c�浦�ｲ�134439 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

28 ��cS��ﾈﾏXｭｲ�134366 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

29 ��cc��ﾈﾏXｭｲ�140135 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

30 ��兩8ｭｲ�135399 忠tﾂ亶ｸ齎､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

3l �+�+�.X*Hｭｲ�134401 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

32 ��hﾔ��ie��hｭｲ�134369 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

33 ��hﾔ��影��hｭｲ�134426 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

34 ��c�#ie��hｭｲ�134428 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

35 ��c�#影��hｭｲ�134431 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

36 ��c�3影��hｭｲ�134434 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4置17 

37 ��c�Sie��hｭｲ�140202 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

38 ��c�c依I�hｭｲ�141156 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

39 ��c�3ie��hｭｲ�134432 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

40 ��c�*�*�,(*ｲ�129547 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

41 ��c3杏ﾉuﾈｭｲ�132255 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

42 ��i{悼�ﾈﾏXｭｲ�141258 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

43 ��c井�ｨｭｲ�128481 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

44 ��c#�ﾘ(ﾛｸｭｲ�1370了3 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

45 ��c�8ﾉ��ｭｲ�136810 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

46 ��S影��hｭｲ�140550 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 

47 ��s�>)�hｭｲ�141677 忠tﾂ儻域ﾘ､8補�千葉県木更津市中央3-4-17 



汚染土壌の運搬の用に供する船舶に関する書類

No.6　宮山港湾運送 刳博ｮ会社　　東京都中央区日本橋l-7-11　　　　　　　　　　　TEしO3-3271-5391 

N　　船名 剔D舶番号 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 �+8/�,ﾈ*B�134684 儻亥(ﾖ���暮�xｩH�檍���東京都中央区日本橋1-7-11 

No. 度���h自(h匣ｴI�HｩH�檍������8ﾈｹ�79(h匣ｾi�hｷｳ))ｩm｣�IMCHﾘh��������������������DX+T�2ﾓSSC�ﾓ#�澱�

船名 ��IIYMHﾘb�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 價ｩ�ｭｲ�141955 ��h自(h匣ｴI�HｩH�檍���東京都中央区新宮2丁目14番4号 

2 價ｨ毎ｭｲ�140168 ��h自(h匣ｴI�HｩH�檍���東京都中央区新宮2丁目14番4号 

3 價ｩ;�ｲ�134819 ��h自(h匣ｴI�HｩH�檍���東京都中央区新宮2丁目14番4号 

4 �#��iY�ｲ�136851 ��h自(h匣ｴI�HｩH�檍���東京都中央区新宮2丁目14番4号 

5 ����ﾈﾔxｭｲ�142082 ��h自(h匣ｴI�HｩH�檍���東京都中央区新宮2丁目14番4号 

6 �#��儘xｭｲ�142323 ��h自(h匣ｴI�HｩH�檍���東京都中央区新宮2丁目14番4号 

既8　東海運株式会社　　　　　東京都中央区晴海1-8-12晴海アイテント・冊ンスクエアオブげタワーZ33階　TEしO3-6221-2231 

船名 ��IIYMHﾘb�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l ��c(+�*H+�*"�1406了4 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海l-8-12ト持ンスクェア33階 

2 ��cc�-�ｲ�132679 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海l-8-12ト州ンスクエア33階 

3 儻域ﾘｭｲ�13296了 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海l-8-12トリトンスクエア33階 

4 �渥ｲ�133268 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12トリトンスクエア33階 

5 ��c3�?ｨ�ｭｲ�140420 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海l-812トリトンスクエア33階 

6 僮(ｩ(ｭｲ�140758 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海l葛812トリトンスクエア33階 

7 俔y;�ｲ�140824 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海ト8-12トリトンスクエア33階 

8 ��c3��Y�xｭｲ�141366 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海l葛8-12トリトンスクエア33階 

9 弍iJﾘｭｲ�134585 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海l-8-12ト帰・スクエア33階 

10 ��c#Y;�ｲ�136478 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海l-8-12ト川ンスクエア33階 

11 �?ｩ�ﾈｭｲ�137028 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海ト8-12ト舛ンスクエア33階 

12 �?ｩ��ｭｲ�140303 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12トリトンスクエア33階 

13 �?ｩ;�ｲ�140573 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1置8-12トリトンスクエア33階 

14 �-ﾘ+8*ｸｭｲ�141652 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12トリトンスクエア33階 

15 ��c��hﾕﾘｭｲ�141895 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海ト8-12ト川ンスクエア33階 

工6 ��x､ｨｭｲ�141030 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海l-8-12トリトンスクエア33階 

17 ��x諟ｭｲ�141420 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12トリトンスクエア33階 

18 ��y{(ｭｲ�141180 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12トリトンスクエア33階 

19 ��y��ｭｲ�140214 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12トリトンスクェア33階 

20 ��y�亊ｲ�134860 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12トリトンスクエア33階 

21 ��x�(ｭｲ�134853 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12ト粧ンスクエア33階 

22 ��y_8ｭｲ�133878 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12ト舛ンスクエア33階 

23 儖.<Hｭｲ�135448 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12上りトンスクエア33階 

24 俘(竧ｭｲ�135992 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海l-8-重2トリトンスクエア33階 

25 ��(ﾝXｻﾈｭｲ�134361 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海ト8-12トリトンスクエア33階 

26 ��浦�亊ｲ�134395 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12トリトンスクエア　33階 

27 �?ｩ��ｭｲ�134439 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12トリトンスクエア33階 

28 儻域ﾙY�ｲ�134448 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12トリトンスクエア33階 

29 �9Y��ｭｲ�134599 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海l-8-12トリトンスクエア33階 

30 ���B�134624 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海l-8-12トリトンスクエア33階 

3工 ����YYﾘｭｲ�132980 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12ト粧ンスクエア　33階 

32 塗��uHｭｲ�142442 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海l-8-12トリトンスクエア33階 

33 悼��ｭｲ�131738 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1葛8-12トリトンスクエア33階 

34 仆ｹ;��141233 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海l-8-12トリトンスクエア　33階 

35 刋x��ｭｲ�136390 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12トリトンスクエア33階 

36 僣騁Xｭｲ�141478 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12ト舛ンスクエア33階 

37 儻域ﾘｮ(ｭｲ�133267 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12トリトンスクエア33階 



汚染土壌の運搬の用に供する船舶に関する書類

No,8東海運株式会社　　　　　東京都中央区晴海ト8-12晴海アイテント’軌ン招エアガイガワーZ33階　TELO3-6221-2231 

船名 ��IIYMHﾘb�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

38 ���Oﾂ�1351了0 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12トリトンスクエア33階 

39 ��i^(ｭｲ�135573 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12トリトンスクエア33階 

40 �5i-��134652 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12トリトンスクエア33階 

4l ���ｻｹ;�ｲ�135276 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12トリトンスクザ33階 

42 俟8迄ｭｲ�141364 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12トリトンスクエア33階 

43 倅�Xﾋ��b�141958 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12トリトンスクエア33階 

44 ��Ik��142124 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12トリトンスクエア33階 

45 ��隍2�142206 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海1-8-12トリトンスクエア33階 

46 ��冰2�141599 �8ﾈ､8戊ｩH�檍���東京都中央区晴海l-8置12トリトンスクエア33階 

No.9大道埠頭株式会社　　　兵庫県尼崎市道意町7丁目7-2　　　　　　　　　　TELO6-6411-2551 

船名 ��IIYMHﾘb�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l 嶋,�*ｨ,hｭｲ�134了90 ��Y;儻Y:ｨｩH�檍���兵庫県尼崎市道意町7丁目了-2 

2 ����X毎ｭｲ�1341了0 ��Y;儻Y:ｨｩH�檍���兵庫県尼崎市道意町7丁目7-2 

3 ��洩�;�ｲ�134194 ��Y;儻Y:ｨｩH�檍���兵庫県尼崎市道憲町7丁目7-2 

4 ��Ydﾈ毎ｭｲ�137023 ��Y;儻Y:ｨｩH�檍���兵庫県尼崎市道憲町了丁目7-2 

5 �(ﾏｨ毎ｭｲ�135706 ��Y,ｩWY:ｨｩH�檍���兵庫県尼崎市道意町7丁目7-2 

6 ���7hｭｲ�13了022 ��Y;儻Y:ｨｩH�檍���兵庫県尼崎市道憲町7丁目7-2 

7 嶋ｭｹ��ｭｲ�135660 ��Y;儻Y:ｨｩH�檍���兵庫県尼崎市道意町7丁目7-2 

8 �,ﾘ.�-ﾃ#��135273 ��Y;儻Y:ｨｩH�檍���兵庫県尼崎市道患町7丁目7-2 

9 店鄕ﾆ(ｭｲ�・136124 ��Y;儻Y:ｨｩH�檍���兵庫県尼崎市道患町7丁目7-2 

10 ��ﾘ毎ｭｲ�135543 ��Y;儻Y:ｨｩH�檍���兵庫県尼崎市道憲町了丁目了-2 

11 ��姐h毎ｭｲ�1419了1 ��Y;儻Y:ｨｩH�檍���兵庫県尼崎市道意町7丁目7-2 

NQl �����饉ﾙvﾘ5ｨ8�92�ト株式会社　東京都港区台場2-3-5台場ガーデンシティビル　　　　TEしO3-5531-7398 

船名 ��IIYMHﾘb�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��兩ﾂ�141821 ��饉ﾙvﾘ5ｨ8�986xｩH�檍���東京都港区台場2-3-5台場ガーデンシティピル 

2 �5h��ｭｲ�135443 ��饉ﾙvﾘ5ｨ8�986xｩH�檍���東京都港区台場2-3-5　台場ガーデンシティビル 

3 ��hﾍﾈ��uHｭｲ�141654 ��饉ﾙvﾘ5ｨ8�986xｩH�檍���東京都港区台場2-3-5　台場ガーデンシティピル 
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蜜機関 ��Hﾞ(ｵﾙ,�&b�殻襲名_....‥二 ��

隠逸塵塑二____ ��8��颯�ﾝylｧ8ｿ���瀞繭醸「‾一°’語 ��
漢 ��

亭レ二重 俥竸8鋹4刔�4R�騙フナやタス ��

プ十島葺‾‾‾‾‾‾=‾ 定��蛻���R�鵜覇籍 �ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�YW�"ﾘ�ｨ自(X耳耳��ｨ�ｨ�ﾈ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�｢�
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総トン艶 ��i'8ﾍ8ﾜ曝�h�b��鳧�ｸ6x92�遼揺飽田 �+9|I5靼ﾈ7h4���h丨ｨHﾘ(6r�
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忠志搭　喜成、 儺ﾙ�篦�攻撃ス摩㌻ 冲r�

開: �?�?���)���紐�・癖彊. ��

単機馬力 俾ｨ-8咥ﾘx�8ｮ��醐電轟- ��

クレーン ���*ﾔｸ��ﾌ)IR�船舶ブチリクス・ ��ｨ�ｩ(X�緬e8�h�h�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ﾂ����X�ﾃ��ｪh+8�d��

ブ÷ム農 ��c帝��4��船長嬬’‾ 
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船　　　　名 ����cc8ﾔｸ毎ｭｲ�造　船　所 �ｩ6饐9�)�H��

竣工年月日 兌ﾙ�ﾈ��yD�(ﾈ��主機メーカー ��hｨ958ﾔ��

船　籍　潜 估igｸﾊx棈宜�2�主　機　馬　力 �"ﾃ����

船　舶　番　号 ��3CSCb�乗　組　貝 店��kﾂ�

宿　号　符　字 畑�dﾓcCYxｲ�スチールハッチ● 冲ﾂ�

親　行　区　域 �愛8ｾh暫�スラスター 冲ﾂ�

総　屯　数 都C�=B�航　海　速　力 ��(��6ﾘ6(6r�

重　量　屯　数 ��c�ﾃ涛�=B�ホールドサイズ �#x�#填���｣c�ビ緜��

乾　舷　屯　数 ��X��ﾃ都Y=B�クレーン型式 �684ｨ5H�膓8ｹ�C���
べ　-　ル �"ﾃC�)Xb�バケット容量 ��

」　X　B　X　D 都h�#����B���ベ�#CB�船長名 ��

官給　喫　水 把｣�縱����+�8�)ob�丁Eし ��

霜　船　喫　水 把｣2阡ｸ���ｨﾍﾙ4��戸AX ��



船　　　　名 佶溢�ｭｲ�造　船　所 �inﾉ�)�Hx｢�

竣工年月　日 兌ﾙ�ﾃ��D緝ﾈ��重機メーカー ��

船　籍　港 儘ﾉ8xﾊydﾉ68ﾅ2�主　機　馬　力∴ �"ﾃ����
・船　舶　番　号 ��S�3S�s��乗　組　貝・ 添kﾂ�

信　号　得　手 ��Xｯ����X+X�Sh�ｨ��SS��スチールハッチ 冲ﾂﾒﾘ爾ﾘ�X�Rﾘ�R�

航　行　区　域 �愛8ｾh暫�スラスター 冲ﾂ�

総　屯　数 田��=B�航　海　速　力 ��"綛��6ﾘ6(6r�

重　量　屯　数 ��ﾃ涛Y=B�ホールドサイズ �#��#s���S�ビ����

乾　絃　屯　数 ��ﾃ鼎�=B�クレ「ン型式 ���>y�(ｴ��
ベ　　ー　　ル �3#���#g(ﾘﾂ�バケット容要 ��

L　X　B　X　D 都�縱���S2經�ビ緜��船長名 ��

重　松　喫‥水・ 把｣�e����+�2����R�丁巨し ��

邁　船　喫　水 ��S｣H�ｸ�ｳ����｣R紮��FAX ��

7.60 聞



船　　　　名 儻域ﾘｮ(ｭｲ�造　船　所 �ｩ6饐9�)�H��

竣’エ年月　日 兌ﾙ�ﾃ�YD���ﾈ��王様メーカー �ｨ5�486�62�

船　籍　港 ��8圷ﾊy�I�Xｾb�主　機　馬　力 �"�����

船　舶　番　号 ��33#cr�乗　組　員 塗��kﾂ�

信　号　符　字 筈��S8�S3Xｹﾂ�スチールハッチ 冲x�R�

航　行　区　域 仗�8ｾh暫�スラスター 冲ﾂ�

総　屯　数 都CI=B�航　海　速　力 ��8��6ﾘ6(6r�

雲　量　屯　数 �"ﾃ���=B�ホールドサイズ �#�?�#U��Vﾂ緜�ッ�#��

軽　舷　屯　数 ��ﾃ都�=B�クレーン型式 ���>y�(ｴ�x｢�
ベ　ー　　ル �"ﾃ3S(ｽ��バケット容量 迭�����

」　X　B　X　D 塔B�����B�#��S��船長名 ��

空　船　喫　水 把｣"��顗���｣2紊����R�丁且」 ��

満　船　喫　水・ 派+�H�#�����｣Bﾃ���戸AX ��ｲ�

十百董



船　　　　名 俘(��ﾈｭｲ�造　船　所 �ｩ�闔I�)�H��

竣工年月　日 兌ﾙ�ﾃ�YD��ﾈ��主襟メーカー ��Hﾞ)58ﾔ引｢�

船　籍　港 兌ｨﾌ侈x彿8y*ﾂ�主　税　馬　力 ��ﾃ����

船　舶　番　号 ��3C�s"�栗’組　員 添kﾂ�

信　号--得　字 筈｣3�(�S��スチールハッチー 冲ﾂ�

航　行　区　域 �愛8ｾh暫�スラスター 冲ﾂ�

給　電　教 田#�=B�航　海　速　力 偵��6ﾘ6(6r�

重　畳　屯　数 �"ﾈﾅ#s�=B�ホールドサイズ �#"�4膚ﾄ���S�ド馗cr�

乾　舷∵屯　敬 儘ン添=B�ブーム寸法 坪��#r蔕ﾒ�

ベ　ー　ル 偵�ﾈ�#b�4册��バケット容呈 泥I�2�

L　X　B　X　D 田づ����2�#�ビ����船長名 ��

重　松喫　水 把｣�繖H���ｨ�ﾃ"緜��R�丁巨し ��

満　船　喫　水 把｣Cc����ｳR紊��携帯 ��

墨題
醒



貌娃:琵喜連規鴫艶薗盟簸

船　　　名 ��h貶�ﾍﾈ蓼��ｭｲ�信号符字 筈｣3鼎��

薮工年月日 兌ﾙ�ﾃ僖颶�ﾈ��造　船　所 做亥)�)�Hxｲ�

船　籍　港 兌ｨﾌ侈x彿8y*ﾂ�主機メーカー 俥9��>�E(ｴ�ﾔ鮎hx｢�

船・舶番号 ��3C�迭�桑　組　員 添kﾂ�

航行区域 �愛8ｾh暫�スチールハッチ 冲ﾂ�
‥総　屯　数 ��X�X�X�SC塗���スラスター ��X�Rﾘ��ﾘ��ｶx�X�R�

蔓畳屯数 ����ｸ�ｹ=B�航海速力 ���X6ﾘ6(6r�

乾舷屯数 ��*ｳ��=B�ホールドサイズ 僞c�紊��纔��f�x�����

ベール ��3s��2�クレーン型式 �684ｨ5I�MR�

」XBXD 田2��ｸ�ｸ���S2��ｸ�ｸ�縒緜��バケット容量 ��

喫　　水 宙ﾘ9IR把｣8�(+3D�ｳX�3��袷9�B把ｳ���ｸ�ｴ�ｳ2ﾃ���丁　良　し ��

F　A　X ��

l



船　　　　名 ��ch��ﾆ��乗　　組　　員 度��kﾂ�

竣工年月日 兌ﾙ�ﾃ僖纔ﾈ��スチールハッチ 冲ﾂ�

船　籍　港 伜(ﾏｸﾊye��2�ス　ラ　ス　タ　ー 冲ﾂ�

船　舶　番　号 ��3S33B�王　様　馬　力 �"ﾃ����

信　号　符　字 筈ｳ｣Y���+��������航　海　速　力’●● ���c(6ﾘ6(6y?������x�h�ﾂ�

航　行　区　域 �愛8ｾh腕�ブーム寸　法 �#ゆ���ﾒ�

総　屯　数 田店��=B�バケット容量 釘����>ﾂ�

重　畳　屯　数 ��ﾃ涛�=B�ホールドサイズ �#B緜����#C�ペF絣�

乾　舷　屯　数 ��Rﾃ都Y=B�船長名 ��

ベ　　ー　　jレ ��纉#R�(��v��¶:」 ��

」　X　B　X　D 土<X�c3���8ｨｳ��モ����戸AX ��

空　船　喫　水 ��di?����縱H���+�2纉R�携帯 ��

満　船　喫　水 嚢��I+枇��MﾓXﾝs���許　可　番　号 ��ﾅ#3#s��

南



慶ぶ」.毯鍾埋薗

船　　　名 處ﾘ魔�造　飴　所 傅ﾉ')�)�H､8補液ﾂ��

竣工年月日 兌ﾙ�ﾃ吋纔ﾈ��主税メーカー ��Hﾞ)58ﾔ��

飴　籍　港 儘ﾉ8xﾊxﾎ��2�主棲馬力 ����ｸ�ｸ8ﾗ2�

船舶番号 ��3C����乗　組　員 妬kﾂ�

兢行区域 �愛8ｾh暫�スチールハッチ 冲ﾂ�

∵給　電　徴 鼎等=B�スラスター・ 冲ﾂ�

重畳屯数 ��h�ｸ�ｹ=B�航海速力 ���6ﾘ6(6r�

乾舷屯致 ��c��=B�ホーリレドサイズ �#H�ｨ�ｨ�･��T��ｸ�ｵッﾃS��

ベール ��Sc�ﾊ��クレーン型式 俶ﾈﾙ��(ｴ��

」XBXD 田b縱x���S2ﾃ%�ビ����バケット容量 釘綏ﾓ2�

喫　　水 忠4��B把｣2ﾃC�����3��袷8��侘ｸﾏｲﾃ���｣(����船　長　名 ��
丁　巨」 ��

信号符字 畑�凜�*ｲ��戸　AX ��
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箆土這繋露呈」胎薗畷轍

船臆書　　名 ��h�?�ﾉ8�ｭｲ�信号常幸 筈�3#モ�

竣工年月日 兌ﾙ�ﾃiD���ﾈ��造　船　所 冏ｹ69�)�H��

純　絹　港 ��8圷ﾊy69_ｸﾅ2�主撼メーカー �ｩ�Hﾞ)&(ﾔ引｢�

船舶番号 ��3C3c��乗　組　員 ��Sikﾈ�R�

航行区域 仗�8ｾh暫�スチールハッチ 冲ﾂ�
‥総　奇　数 鼎�?WH�R�スラ宍多言・ 冲ﾂ�

霞畳屯数 ��cS�=B�航海速力 ���R綛6ﾘ6(6r�

乾舷屯数 舒ﾃh�ｸ�ｹ=B�ホールドサイズ �#���ｸ�ｸ���S�緜��緝�)u�"�

ベール ��CS����クレ÷ン型式 俶ﾈﾙ�ﾅﾘｴ��

」XBXD 妬{偵3(���S2�#�ビ�#R�バケット容最 ��

喫　　水 忠i��B派+�B��ｸ�ｴ�:B縱��袷9IR把｣��*ｳ���｣2緜��丁　且」 ��
FA　X ��



軸二二轟塞蹴
船　　　名 ��iJｨ�耳馼ｼhｭｲ�造　船　所 伜)�ﾉ�)�I58ﾔ�｢�

竣工年月日 兌ﾙ�ﾃ僖���ｨﾈ��主緩メーカー ��hｨ958ﾔ��

船　籍　港 估igｸﾊx棈宜�2�主桧馬力 ���ｨ�ｨ�ｧ�2�

船舶番号 ��S3c3���乗　組　員 妬kﾂ�

航行区域 �愛8ｾh暫�スチールハッチ 冲ﾂ�
・経　由・・数- �｢ﾒﾘ�X�ｨ耳��C等=B�スラスタ一・・ 冲ﾂ�

重畳屯数 ��SC�=B�競演速力 ���6ﾘ6(6r�

乾舷屯数 ��X*C3�=B�ホールドサイズ �#B��������#�ッ驗���

ベール ��ch�ｩV��クレーン型式 �684ｨ5H�ｴ�8,x.)4冤ｧﾔrﾕ2�

」XBXD 田b������2踝�r�3��バケット容愚 ��

喫　　水 宙���把ｳ2ﾃc��｣R�&��越)wr琶I"紊T�+�2�3��船　長・名 ��
丁　巨　し ��

信号符字 筈ﾓccCB�戸Å叉 ��



露塾姦し.斑塵艶親

_　名 兀�ｸｭｲ�信号詩学 筈ﾓccCb�

竣工年月日 兌ﾙ�ﾃ��ｩD��ﾈ��造　船　所 伜)�ﾉ�)�I58ﾔ�｢�

船　籍　港 儘ﾉ8xﾊr�主緩メーカー �ｩ�hｨ9&(ﾔ引｢�Ykﾂ�tﾂ�ﾘ"ﾘ�Rﾒﾘ�Rﾒﾘ�X�8�R�

船舶番号 ��3c3�"�乗　組　員 

航行区域 �愛8ｾh暫�スチールハッチ 

総_屯・数・i 重量屯数 ��ｸ���H����M｣堵B�スラスター 

1580屯 丶8��4｢�11ノット 

乾舷屯数 ��S3�=B�ホールドサイズ �)Eh������'S���3���b�

ベール ��SS#R繝Il｢�クレーン型式 �����粤cb�4SH�ｸ�ｸ�e�rﾘ*Cb�3Y�2�

」XBxD 塗+2陋������2����縒�3��バケット容霞 

喫　　　水 忠J��B把｣2紵Ed�ｨﾅ"ﾓ�B�袷8拠把｣�蹂ﾎ����｣2�#B�丁　亡」 ��

FA　X ��

0



畳ま軽虫__鎧避醜細

船　　　名 儻域ﾙY�ｲ�信号符字 筈�+33cr�

竣工年月日 兌ﾙ�ﾃ僖紿ﾈ��造　船　所 �6饐9�)�H�gｸ���

船　籍　港 ��8圷ﾊy�I�Xｾb�主稔メーカー �5�486�62�

船舶番号 ��3H�ijc��乗　組　貝 添kﾂ�

航行区域 �愛8ｾh暫�スチ一〇ルハッチ 冲ﾂ�

総　屯　数 滴�Y�ョH�X耳�B�‥スラスター 冲ﾂ�

重畳屯数 ��h�ｸ�ｹ=B�航海速力 ��(6ﾘ6(6r�

掩蔽歯数 ��S3�=B�ホールドサイズ �#2紊������#��綯緤{��

ベール ��S��V��クレーン型式 ��或��(ｵｲ�

」XBXD 敗b������2����縒ﾃ3��バケット容圏 店ｻ8�ｩV��

噴　　水 忠i��B把｣2�*C��｣B綏��影ﾙ[B侘ｳ｣"ﾓ����｣"緜��丁　巨」 ��
戸　A　X ��
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.襲雲親猿衷」齢飽薗錮

船　　　名 ��h蕀��ﾕxｭｲ�造　船　所 忠����98y�)�H��

竣工年月日 兌ﾙ�ﾃyD紿ﾈ��主機メーカー 虫搜仄8�58ﾔ引｢�

船　籍　潜 �+xﾞ位x失ｯ(�2�主格馬力. ��S��ｸ�ｸ8ﾗ2�

船舶番号 ��3CScB�乗　組　員 妬kﾂ�

親行区域 �愛8ｾh暫�スチールハッチ 冲ﾂ�
・-総-・電　殻・ 鼎等=B�スラスタ趨一-・ 冲ﾂ�

重畳屯数 ��CS�=B�航海速力 ���6ﾘ6(6r�

乾舷屯数 ��Iu��=B�ホールドサイズ �#"�������C�ズ'Sx�R�

べ-ル ��3�i�2�クレーン型式 �4ｴｳH�ｸ�ｴtD��

」XBXD 塗�Rﾓ砥��S9'S���綯ﾃ���バケット容盈 �2ﾃVﾙxｲ�

喫　　水 忠i��B��y?�2ﾈﾘs��｣B驅�����ｿ8拠侘ｳ｣��#���+�Ebﾃ���船　長　名 ��
丁　良　し ��

信号得手 畠$田C�b�『A　X ��ｲ�

0

0



豊里選輪姦置ト給鍾騎趨

船　　　名 ��i?���uHｭｲ�信号詩学 筈ｳCsc����R�

竣工年月日 兌ﾙ�ﾈｮﾃ僖�8ﾈ��.造　船　所 傅ﾉ')�)�H､8戊xｵﾒ�

船　籍　港 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�2�重機メーカー ���ﾞ9I�>�E)���

船舶番号 ��3��#"�乗　組　員 添kﾈ�����R�

碗行区域 �愛8ｾh暫�スチールハッチ 冲ﾂ�

給　電・・-接・・ 鼎S��③�スラスター �ｨ�Rﾒﾘﾗ��

量董.屯数 ��S3#�=B�航海速力 ���6ﾘ6(6r�

乾舷屯数 ��3��=B�ホールドサイズ �#"經�ヨ�#C��綺^�.tr�

ベール ���H�ｩV��クレーン型式 ��hﾏx5H��u4S3�"�

」XBxD 田B�3���X�b��ｸ�ｷッ����組長名 ��

喫　　　水 ���i��H�$i?�2紊��｣R�#����ｿ9�B侘ｳ｣��3��ｳ"ﾃV��丁　巨’」 ��

F　A　X ��



叢鯨琵鬼」艶撼瑠鍵

船　　　名 亳yY���ｭｲ�信号椿事 畑�ccC���

竣工年月日 兌ﾙ�ﾃ�ID���ﾈ��造　船　所 ��98y�)�IiX�檍���

船　籍　港 �;�8xﾊyl)nX�2�重機メーカー 俥9u9>�E(ｴ��

船舶番号 ��3SS�b�乗　組　員 添kﾂ�

航行区域 �愛8ｾh暫�スチールハッチ 冲ﾂ�
’鎗　屯“数 �3sGB�スラスター 冲ﾈ�X�X�Rﾘ�ﾈ�x�������b�

重量屯数 ��##9=B�航海速力 ���綛6ﾘ6(6x���

乾舷屯数 ��(�ｸ�ｹ=B�ホールドサイズ 倩｣�觜�Uヲ經父Rﾃ悦ｲ�

ベール ��S�c��ｸ�ｳy-��クレーン型式 �684ｨ5B�

」XBXD 添W右�38���"��ｸ�ｸ�綯�#��バケット容量 ��

喫　　水 忠i飆R侘ｸ+�2經�ﾝﾓB繝��袷9[B侘ｹ?��靜���+�2紊��丁　良　し 辻�F　A　X 亊ﾉ|ｩ���･���ﾉz"�

三幸龍田
:ミニ二二二二

十一

0



藩主塞整地_盤組現紐

船　　　名 ��i?��餾�ｲ�信号符字 畑�cc3C��

竣工年月日 兌ﾙ�ﾃ�ID�(ﾈ��造　船　所 �ｨ蓼蕗�)�H��

船　籍　港 俘��ﾈﾊy7傅�*ﾂ�主駿メーカー 俥9��>�E(ｴ��

船艦番号 ��3S��r�乗　組　員 添kﾂ�

航行区域 �愛8ｾh暫�スチールハッチ 冲ﾂ�

給　電　数 滴�ｸ�ｷH�X�Rﾘ�R�スラスター 俎��X�R�

重畳屯数 ��(�ｸ�ｹ=B�航海速力 ���6ﾘ6(6r�

乾駁屯数 ��S�c�=B�ホールドサイズ �#��F�偵c�ドｻ3&��

ベール ��#�kﾙ�2�クレーン型式 ��

」XBXD 鉄B��ｸ�ｵ��(���ｸ�ｸ�綯ﾃ6��バケット容量 �684ｨ5H�ｴ��

喫　　　水 忠���H�(ﾌｸｵC���絣����袷9IR把｣��(�ｩ�ﾃ｣"纐��丁　巨」 ��
F　A　X ��



籠喜塞輪姦}.醐

船　　　名 ��h蓼��uHｭｲ�信号符字 筈ｳS�コ�

竣工年月日 兌ﾙ�ﾃID繹ﾈ��造　船一所 傅ﾉ')�)�H､8戊xｲ�

船　籍　港 儘ﾉ8xﾊydﾉ68ﾅ2�主稔メーカー 俥8��>�E(ｺﾒ�

船舶番号 ��3��#��乗　組　貝 添kﾂ�

航行区域 �愛8ｾh暫�スチールハッチ 冲ﾂ�
・総・竜…数・・ 鼎��齎��ﾘ�b�スラ天タ。害毒「-・ 冲ﾂ�

重畳屯数 ��3��=B�続演速力 ���6ﾘ6(6r�

乾駐屯数 ��8�ｸ�ｹ=B�ホールドサイズ �3B繝��纈��ｸ�ｸ�綯紊��

ぺ-ル ��ス�ｩV��クレーン型式 �68ｫ兔xｧﾅ8ｹ�N���e��2ﾓィ�

」xBXD 都2�#�����ﾃS��緜�{���船長名 ��

噴　　水 忠i��B把｣"纉��｣B縱��壱ｩ�B��X�h�9Ec��^ｲ�#��丁　と」 辻�
F　A　X ��

11.竜

0



瞳躍壇上_鮭整理鍵

船　　　名 ���ｬHｭｲ�信号得字 筈ｳSIEc"�

竣工年月日 兌ﾙ�ﾃyD紿ﾈ��造　船　所 傅ﾉ')�)�H､8戊x｢�

船　籍　港 儘ﾉ8xﾊydﾉ68ﾅ2�主機メーカー 俥9��>�E(ｴ��

船舶番号 ��3Cccr�乗　組　員 添kﾂ�

航行区域 �愛8ｾh暫�スチールハッチ 冲ﾂ�

給　電　数・ 鼎Ch��スラスター ��X�Rﾒﾘﾗ��Rﾒ�

畳屋屯数 ��8�ｸ�ｹ=B�航海通力 偵��ｸ�ｳX6ﾘ6(6r�

乾舷屯数 ��8�ｸ�ｹ=B�ホールドサイズ �#r緝�ｸ�纈�3��綯��ｸ�ｲ�

ベール ��SC�-��クレーン型式 �684ｨ5Hｵ夷2�

しXBxD 塗*ｲ�6�棈�3��ッ�&��バケット容轟 ��

喫　　水 忠/ｩ]x�$c｣2ﾃF��ｳB紊��雲9�B把ｳ�ﾃ#���｣2����丁　巨」 ��
FÅ　X ��



盟主王墓豊里重し船轟艦麹

船　　　名 倅�?��ﾍﾉdﾈｼｨｭｲ�信号符字 畑ﾟﾃcS3R�

竣工年月日 兌ﾙ�ﾉvYD���ｨﾈ��造　船　所 �ｩ6饐9�)�H��

船　籍　港 估igｸﾊx訷､(�2�主鰭メーカー ��hｨ958ﾔ��

船舶番号 ��3CcS��乗　組　貝 添kﾂ�

航行区域 �愛8ｾh暫�スチ一十レヽツチ 冲ﾂ�

総　屯　数 �9�痘H�Rﾒ�スラスター ��ｨ�Rﾙtﾈ耳耳爾ﾘ��ﾘ�S��R�

重量車数 ��S8�Y=B�航海速力 ��S�6ﾘ6(6r�

乾舷屯赦 ��S3�=B�ホールドサイズ �#2縱���T�Ec��緝��s2�

べ車ル ��c�Y'S謁b�クレーン型式 �684ｨ5IzIр�

」XBXD 田2�*C����2���ビ�3��バケット容畳 ��

喫　　　水 忠zﾈ拠派ﾘ#���｣Rﾃ#��袷9�B侘ｸ+��縱T�ｳ2繝��丁　冒　し ��
FA　X ��

0



船　　　　名 ��iY�ｲ�許　可　番　号 俶ﾅ#cSS��

竣工年月日 兌ﾙ�ﾃ僖�8ﾈ��造　船　所 �ｨ琶nﾉ�)�H��

船　籍　港 �IU�ﾊxﾚ����2�主　桟　馬　力 �"ﾃc���

船　舶　番　号 ��3SY{亰B�乗　組　貝 添kﾂ�
・i信　号　符　字 ��Tｨ�X�ccSC2ﾘ�X�X�X�Rﾘ�X�R�・・女手・・葛)レハッチ ��X�Ytﾂﾒ�

航　行　区　域 �愛8ｾh刺����スラスター 冲ﾂ�

総　屯　数 田��=B�航　海　速　力 ��"綛��6ﾘ6(6r�

重　量　屯　数 ���涛i=B�ホールドサイズ �#ゅc譜�T�C父x����

乾　舷　屯　数 儘ン��=B�ブーム寸法 �#��#3)���

ベ　　ー　ル 佩��ｯ�{仗��バケット容畳 店����2�

L　X　B　X　D 几迭�#���j夷3S�ビ緜��船長名 ��

宝　船　喫　水 侘ｳ｣��#����ｳR�#��丁冒し ��

満　船　喫　水 派+�.�#����｣Rﾃ#��FAX ��

携帯 ��

甫董



藩基登藍租_軸魯現題

船　　　名 ��iJｨﾘ�vﾘｭｲ�信号椿事 筈ﾓc9u縒�

竣工年月日 兌ﾙ�ﾃyD紿ﾈ��造　船　所 佗偉X夐�HｹHx｢�

船　籍　港 �+xﾞ位x鉙葺�2�主撥メーカー ��hｨ958ﾔ��

船舶番号 ��33c3��乗　組　員 冰駝ﾂ�

航行区域 �愛8ｾh暫�スチールハッチ 俥b�
・・一缶-一奄i数 鼎努Hｨｲ�スラ天タ一・・ 冲ﾂ�

重畳‾屯数 ��H�ｸ�ｹ=B�航海速力 ��S(6ﾘ6(6r�

乾放電数 ��H�ｸ�ｹ=B�ホールドサイズ ��Sb繝�ヲ�$�b纉��

ベール 涛xﾔオ�2�クレーン型式 俶ﾈﾙ�･雍��

」XBXD 塗�ｸ�ｳ3h���SB紊�ビ��ｸ�ｲ�バケット奉呈 ��

噴　　　水 忠���B派+�B����ｳR緜��袷9р把ｨ��ｨ�､�｣2緜��丁　王」 ��
「FAX ��



惑星轟薗姦」離艦と塩麺

船　　　名 �/yJｨﾔｹ;�ｸ���ﾂ�信号簿革 筈｣3�3R�

竣工年月日 兌ﾙ�ﾃ僖�(ﾈ��造　船　所 �ｨ6ﾘﾕﾙ�)�Hxｨ���b�

船　籍∴港 兌ｨﾌ侈x彿8y*ﾂ�主撥メーカー ��Hﾞ9,�ﾔ引ｨx｢�

船舶番号 ��3C����乗　組　員 添kﾂ�

航行区域 �愛8ｾh暫�スチールIヽツチ 緬tﾂ�

給　電　数 定����C島B�スラスター ��X�X�H�H�ｨ�X�X屍�

堅塁屯数 ����ｸ�ｹ=B�航海速力 ���6ﾘ6(6r�

乾放電数 ����ｸ�ｹ=B�ホールドサイズ �#"纉��纈緜��驅偵�B�

べ葛ル ��SC��>ﾂ�クレーン型式 俶ﾈﾙ�ﾉｩﾙ��b�

」X置XD 田2紊h���S2����縒緜��バケット容量 ��

喫　　水 忠4瓜樗c｣2繝��｣R繝��壱ｩ�B琶/津3��｣2��ｸ�ｲ�丁　巨」 ��
F　AX ��R�



船.　名・　斑二十さ鷲丸 剔｢　船　所 �+y8y�)�Hx｢�

竣工年月日 兌ﾙ�ﾃ��ｩD纔ﾈ��主税メ調カー 俥9��>�E(ｴ�ﾔ痔xxｲ�

船　籍　港 倅�Hﾊy+�育2�主機馬力 冖ﾉ9��ｸ�ｹ�72�

舶舶番号 ��3C#�r�乗　組　員 妬kﾂ�
・航・行区域 �愛8ｾh刺�X�Rﾘ�X�B�・スチール八㌢チ 冲ﾂ�

総　屯　数 俐C悼=B�スラスター 冲ﾂ�

重量屯数 ���ﾉ�ｨ.sY=B�航海速力 �*C(6ﾘ6(6r�

臆臆藍音盤屯勤‾ ��Sズ=B�称-ルドサイズ �(���x�纈ﾃ度�覿����

ベール ��jオ6H��臆臆クレーン型式 �8ｹ�.#���du��

」XBXD青 棚�ﾉ?�9����S2緜��縒����バケット容量 豫｢綺>ﾂ�

蚊　　∴水、∴ 忠i��B���8��<��ｨｾ3Bﾃ�����5��5��h�6(��2�&��船　長臆臆書名 ��
丁　重　し ��

宇　A　X ��ｲ�



遭豊玉坐護誌」飽戯髄組

船　　　名 ��h蓼�Jｨ+8+隴ｲ�造　船　所 �+y8y�)�Hx｢�

竣工年月日 兌ﾙ�ﾃ僖�8ﾈ��主機メーカー �ｩ�Hﾞ9&(ﾔ引｢�

l船　籍　港 倅�Hﾊy+�育2�主税馬力 �#h�ｨ�ｨ�ｧ2�

し船舶番号 ��c3CCS��桑　組　員 妬kﾂ�

航行区域 �愛8ｾh暫�スチールハッチ 冲ﾂ�

給　電　数 鼎等=B��H���ﾈ�b�スラスター 冲ﾈ�h���r�

重畳屯数 ��x�ｸ�ｹ=B�航海速力 ��(6ﾘ6(6r�

乾板屯敬 ��x�ｸ�ｹ=B�ホールドサイズ 們S"��xｸ�纔�#嶋�綯�3��

ベール ��3��>ﾂ�クレーン型式 �8廚H�ｸ�ｸ�du��

」XBXD 田Bﾃx�U��S2颶���縒��r�バケット容量 釘ﾃY���

喫　　水 忠i陌B��X+�2經���｢繝��袷9&笘�S｣��&��｣2�#��船　長　名 辻�
丁　巨　し ��

l　FAX! 



塾生土星孟浅紅.駿薗艶鍾

船　　　名 ��iJｨ�Jｨ+8+隴ｲ�造　船　所　　㈱西大寺造船 

竣工年月日 兌ﾙ�ﾃ��ｩD��ﾈ��主総メー■カー �ｩ�hｨ>�8ﾔ引｢�

飴　請　港 倅�Hﾊy+�育2�主桟馬力 �#(�ｸ�ｷ�2�

船舶番号 ��3S8*C��索　組　貝 妬kﾂ�

航行区域 ��X�､8ｾh暫�スチール′ヽツチ 冲ﾂ�
.総‾屯‾’「数 鼎几�=H���スラスタニ‾’ 冲ﾂ�

重畳屯数 ��s��=B�航海速力 ���6ﾘ6(6r�

乾絃屯数 ���Ss��=B�ホールドサイズ �#�緜�ヲ緜�N��3��

ベール ��3�y���クレーン型式 �4ｴｳC��x8ﾔ��

しXBXD 田r��x���8��#��縒�#��バケット容掻 釘綺�2�

喫　　水 忠i��B把｣2緜��+�B繝��袷8ﾚ笘ﾌｸﾏｲ韲S��+�8�##��船　長　名 ��
丁　毒　し ��

船長接辞 ��FA　X ��

信号椿事 筈ｳSS3"�○ 

0

0



治’　名 劍+�*(.�,ﾘ*B�遥’勉　蔚 佰ﾉ8xｺ��Yt��

竣工年月 剽ﾇ 侘��YD�8ﾈ��重機メーカー 仞ﾉ�����ｶ�4r�

癖 剌� 倅�ﾉv�+��>ﾂ�主捜麗劇 僞d(�ｨ�ｨ�ｩ�B�

船 冦B�号 ��+�,�Ssb�采∴無言嵐 土kﾂ�
∴諸行∴区 剋ﾝ’’ ��x�h�h�ﾈﾎｩd�ｺy�b�ス千一lレヽヅ争 ��ﾂﾘ�h�ﾈ�h���b������ﾈ�h�HﾊH���

蛤　屯 剞� 都�9=B�スラス参賀 仆｢�

雲量屯 剿ﾖ �｢��S涛�瑤�蝦海速力 �,Hｿ86ﾘ6(6r�

嬉鰻屯 剳M �*C丿)=B�垂十ル閏イズ 仭8,�ﾈ�ｸ�ｹN���sX�ﾘr蹂�R�

べ、。" 刄� ��vS��-��クレーン塾遼 况Ye9jb愉j9��饕�

しX日義 剳S 塔や��ｸ�ｸｾ��B觀H噐�h���+2�パケット基盤 滴�#Yyh�R�

・櫻 刮i 宙��:ﾒ琶+ﾈ+S#h�9I���6���ｸ��X�)dH*f��8+�8�(ｺ��船　長　名● ��

丁二土工」 ��
船長蟻 剿� �����*2���b�声久義 ��

/



抽出親睦息」艶避艶盤

船　　　名 亳ﾈ�Jｩ��(ｭｲ�造　船　所 �ｨ蓼蕗�)�B�

竣工年月日 兌ﾙ�ﾃyD�8ﾈ��主稔メーカー ��hｨ9�ﾔ引｢�

船　籍　港 估igｸﾊx�95i���2�主棲馬力 �(�ｸ�ｳ��2�

船舶番号 ��3CSCR�乗　組　員 妬kﾂ�

航行区域 �愛8ｾh暫�スチールハッチ 冲ﾂ�

総　官　数‾ 鼎土=H�b�スラスター　● 冲ﾈ���ﾈ�H���ﾂﾘ��ﾒ�

重畳屯敬 ��h�ｸ�ｹ=B�航海速力 ���X6ﾘ6(6r�

乾絃音数 ��S��=B�ホールドサイズ 僞c���ｸ�ｸ������ｸ�ｷッ��"�

ペール ��S#cI���クレーン型式 俶ﾈ鈷ﾉｩ���

し来日XD 田b��ｸ�ｸ���S2��ｸ�ｸ�綯經��バケット容毘 �2綏ﾘ�ﾂ�

喫　　水 忠i鞏｢把｣B��ｸ�ｴ�+�.x+����袷8ﾚ笙F#�繝��陋3��船　長　名 ��
l丁E」 ��

信号禅学 筈ﾓcCS2�戸　A　X ��

0

0



藩基盤轟息._船艶親趨

船　　　名 ��iJｨ毎ｨﾘｭｲ�信号符字 筈�3C#r�

竣工年月日 兌ﾙ�ﾃ吋���ﾈ��造　船　所 �ｩ5i���)�B�

臆臆船　籍　港 冖ﾈﾌ8夊�2�主機メーカー �ｩ�hｨ9�Hﾔ引｢�

船舶番号 ��3CC3��乗　組　員 妬kﾂ�

航行区域 仗�8ｾh暫�スチールハッチ 冲ﾂ�

総　屯　徴 ��CHｷｳ��h�����ﾂ�スラスター ��Hﾗ��

重量屯数 ��SSS�ﾆﾂ�端海速力 ���6ﾘ6(6r�

乾絃屯数 ��SS�=B�ホールドサイズ �#"�#�������ｸ�綟���

ベール ��SS9�2�クレーン型式 �4S3d�u�ﾕ2�

」XBXD 吐X�ｸ�ｳ����8��&�r颱c��バケット容量 �9'X蒴�2�

喫　　　水 ���J��B把｣B�����H���ｸ�ｲ�袷8拠��Sｸ�ｨ�S���｣��U�3��丁　冒　し ��
F　A　X 辻�



経註l轟抵恕」駿飽現題

船　　　名 ��hﾍﾈ�Jｩ�ﾈﾏXｭｲ�信号符字 筈�33s8���b�

竣工年月日 兌ﾙ�ﾃyD�8ﾈ��造　船　所 �ｨ蓼蕗�)�H���

船　籍　港 ��8圷ﾊx棠l霰2�主犠メーカー �ｩ�Hﾞ8ｬ�引｢�

船舶番号 ��c3C3cb�襲　組　員 妬kﾂ�

航行区域 仗�8ｾh暫�スチーlレハッチ 冲ﾂ�
“「播●宙’‥数 鼎祷���b�スラスタこ.‾’ 冲ﾂ�

重量屯教 ��S#�=B�親藩速力 ���6ﾘ6(6r�

薗飯屯数 ��H�ｸ�ｹ=B�ホールドサイズ �#2��塗������ｸ�ｸ�綯ﾈ�Sr�

ベール ��C3Y>ﾂ�クレーン型式 �684ｨ5Idﾈ���

」XBXD 都(ﾋ�,c����2�#��綯縱R�バケット軽量 �8��Y�2�

喫　　水 忠J��B派+�2ﾃS��｣B�3r��y�B把｣"��ｸ�ｴ�｣2紊��丁　巨」 ��
FAX ���

0



繋去土藍藻藍軸艶韻飽

¥

船　　　名 ��i��JｩGｸﾏXｭｲ�信号符字 筈C#�������

竣工年月日 兌ﾙ�ﾃ�iD��(ﾈ��造　船　所 伜)(i�)�Hx｢�

船　籍　港 ��8圷ﾊx棠l霰2�重機メーカー �ｩ�Hﾞ958ﾔ引｢�

船舶番号 ��C��3R�襲　組　員 妬kﾂ�

航行区域 仗�8ｾh暫�スチール′ヽツチ 冲ﾂ�

総　屯　●数 ��ﾆ��cC痘B�スラスタ」 ��B����h�h�h��騁ﾈ���

重畳暗殺 ��cCI=B�航海速力 ��Eh6ﾘ6(6x����ﾂ�

転成屯数 ��SS�=B�ホールドサイズ ��B�3�モ�#�ッ纉6ﾂ�

ベール ��SsCy�2���B纉h�纈��ｸ�ｵッ飆#Fﾂ�

」xBXD 都�^都8���"綏�x��Cb�バケット容量 �2��ｩV��R�

喫　　水 忠i��B��Xﾆb繝���+�+��"�泳閏B把･�繝��+�2紊��丁　巨」 ��R�
戸AX 佛ﾂ�

…十二三‾‾‾‾‾‾ 」



運叢姦し繊鶴鰹覿

船　　　名 �9eﾘｭｲ�信号符字 筈ﾓcS#��

竣工年月日 兌ﾙ�ﾃ吋繆ﾈ����造　船　所 ��Y>��)�H��

船　籍　港 俚(棹ﾊyNﾉ��*ﾂ�王様メーカー 俥9��>�E)<ﾈﾔ鮎hx｢��

船舶番号 ��3S3湯�乗　組　員・ 的kﾂ�

航行区域 �愛8ｾh暫�スチ一㌦レヽツチ 冲ﾂ�

給　電「数 ����x,X9(ｯ��スラス多賀 冲ﾈ�����h�8���

重量車数 ��3��=B�航海速力 ���6ﾘ6(6r�

乾弦屯数 ��#S�=B�ホールドサイズ ��ゅ�*H�纔ﾝsC��綯��Sb�

べ葛ル ���S�(ﾘﾂ�クレーン型式 �684ｨ5I6���

」XBXD 鉄偵�8���"��ｸ�ｸ�綯紊��バケット容量 �2���)�2�

唆∴∴　水∴ 忠i��B��X+�2�3���｣B�3��eﾙ�vﾈｹ��縱��ｨﾔャ��丁　巨」 ��
F　A　X ��

日昌雪国　四



三憲喜孟洩」施酪堕組

船　　　名 �+�+�.X*Hｭｲ�信号符字 筈�3C��X����

竣工年月日 兌ﾙ�ﾃyD纔ﾈ��造　船　所 �ｨ蓼蕗�)�H���ﾂ�

船　騎　港 倅�Hﾊy+�育2�主援メーカー ��Hﾞ9&(ﾔ引ｨx｢�

船舶番号 ��3CC�{��乗　組　員 添kﾈ������ﾂ�

航行区域 �愛8ｾh���スチールハッチ● 冲ﾈ����ﾂ�一総　電　報’ ��Hﾝﾘ�る*���ﾒ��‾○○スラスター 冲r�

壁量屯数 ��Yu��=B�航海速力 ��Eh6ﾘ6(6r�

乾鹿屯数 ��S��=B�ホールドサイズ �#�ﾈ�ｸ�ｸ����ﾈ�ｸ�ｸ�綯紿*B�

ベール ��9u紵���クレーン型式 �684ｨ5Ij挨Il��

」xBXD 田ゅ����2��ｸ�ｷッ纉r�バケット容量 �2緤�2��

喫　　水 忠i飆B把｣2緜��｣B緜��袷9t�偬�7抱ｯ���粐��や籠�+��2���丁　巨」 ��
『AX ��

¥

/



船　　　　名 丿���h��e��hｭｲ�乗　組　員 悼�ﾈ����ﾂ�

竣工年月日 兌ﾙ�ﾃ吋��ﾈ��スチールハッチ 冲ﾈ������
、飴　姦　悪 ��8圷ﾊx棠l霰2�スラスター 冲ﾂ�

船　舶　番　号 ��Yjイ3c��主機馬　力 �"ﾃ����

信　号　符　字 筈�33sb�航海速力 ���ﾃ"ﾃX6ﾘ6(6r�

航　行　区　域 仗�8ｾh暫�ブーム寸法 �3"蓼ﾏﾂ�

総　屯　数 都C�=B�バケット容亘 店��-��

重　畳∵正　教 儘ン��=B��ホールドサイズ �#s3���X�R���ッﾃコ�

乾　舷　歯　数 ��纉��=H�R�船長名 ��

ベ　　ー　　ル 佩��S8�#c�>ﾂ�丁良し ��

」　X’B　X　ロ 都y'S#���CS�ビ縱��胃AX ��

空　船　喫　水 冦3ｳ"����ｳ2�*ｳ��R�・ハッチ数 ��6�6(6����Bﾘ�R�

満　船　喫　水 把｣2ﾃs��｣R���� 鳴�

77之O m

請
い　　1ん的　-〃一十



船　　　名 亅�U8�JｩV��hｭｲ�信号符字 畠I#39{唐�

竣工年月日 兌ﾙ�ﾃ吋�8ﾈ��造　船　所 佗偉X夐�HｹB�

船　籍　港 ��8圷ﾊxﾇ兔ﾈﾅ2�主桟メーカー �ｩ�Hﾞ9&(ﾔ引ｨ�R�

船舶番号 ��3CC#b�薬　組　員 悼kﾂ�

航行区域 仗�8ｾh暫�スチールハッチ 冲ﾂ�

総　官.●‾薮‾ 鼎等e2�.スラスタニ ��H���ﾂ��itﾂ�

重官屯数 ��u��ｸ�ｹ=B�航海速力 ��(6ﾘ6(6r�

乾駐屯数 ��C��=B�ホールドサイズ �#B������S�����綯綰2�

ベール ��Ss偵����クレーン型式 ��

」XBXD 亡B緜����2��ｸ�ｵビ�3R�バケット容量 �8�#vﾘ*ｲ�

噴　　　水 忠��X�$c｣2繝(��ｸｨｲ����雲9�B侘ｸ+(-ﾙZt��ｸ-ﾈ.ﾒ�丁　さ　し ��
戸Å火 ��

十二三ニーヨ
百百百巨細



憩珪醸投射_駿醜現組

船　名! 竣工年月日1 「高密港l 几��#ie��hｭｲ���(���H����蜜問屋船渠 ●〃 平成8年3月 剋蜴Vメ÷カー ��Hﾞ958ﾔ引｢�

静岡県賀茂都 剌d機馬力 �(�ｨ�ｨ�ｩnﾇ2�

「‾船舶番号 　行区域 ����ﾈ�"��3CC#����x���x��蹴�8名 

近海区域 刄Xチールノ母チ 冲ﾂ�

甘言∴毅∴- l重量車数 l韓舷屯数 ��古事轡屯 �5�8�5�5�6｢�有’‾‾i‾‾‾“●l 
1500屯 俎�､9�ﾉ|ﾒ�12ノット　　量 

「480屯 �7ｨ�ｸ8ｸ6�5H485��24.○○X「O.○○X6。60l 

「言語 匡水 ��1579　5正 �4�8ﾈ�ｸ98ﾅ韭��l 6473×13　○○×7　35 �6�5�6(6yvYL��R�3。8m3　」 

寓悪霊霊 ��H��+x��kﾂ�」 丁　巨」_._, ��b�

「信号符字 ��.●一ヽ JH3380 派������� 

0



蔑土壁塾生遼」鵜馳理盤
‾船　　名 兔ﾓ�#浦y�hｭｲ�造　船　所 兔ｸﾌX夐�HｹB�

‾‾竣工年月日 兌ﾙ�ﾃ��D繹ﾈ��王族メーカー 俥9��>�E(ｴ�ﾔ亥ｲ�

船　籍　港 ��8圷ﾊx棠l霰2�主縫馬力 �(�ｨ�ｨ�ｨ�ｧ2�

船舶番号 ��3CC3��菟　組　員 悼kﾂ�

航行区域 仗�8ｾh暫�スチールハッチ 冲ﾂ�

畿　屯　薮 鼎俛����h�h�����h�����‾ズラスタ二 冲ﾈ�H�f��h�ﾈ������ﾘ�b��

重畳屯数 ��h�ｸ�ｹ=B�航海速力 ��(6ﾘ6(6r�

乾舷屯数 ��S��=B�ホールドサイズ �#B�����T����綯經�2�

べ-ル ��Ss���9�2�クレーン型式 ��

」XBXD 田B繝���S8�ｨ�ｨ�ｨ�縒�3��バケット容量 �8��2�

喫　　水 忠i��B把｣9E��T�+�ﾍﾓヲ���ﾟ�ｸﾔゅ�?や褪籀8�6ｨ8X,ﾈｽr�船　長　名 ��
丁　冒　し ��

信号符字 筈�38ｫ8�ｨ�R�干　A　X ��

冒 ��

13 

「

↓



纂馳駆」畿鍵盤紐

船　　名l　萬138忠生丸 剔｢　船　所 刔xﾌX夐�HｹB�

竣工年月日 兌ﾙ�ﾃ�YD紿ﾈ��主機メーカー 俥8ｭ�>�E(�ﾔ鮎b�

船　籍　港 ��8圷ﾊx�l霰2�王様馬力 �(�ｨ�ｨ�ｨ�ｧ2�

船∴舶番号 ��3CC3B�轟　組　貝 悼kﾂ�

航行区域 仗�8ｾh暫�スチールハッチ 冲ﾂ�

総一高　数 鼎等=B�’‾’’スラスター 冲ﾂ�

童霞岳数 ��cC�=B�航海速力 ��(6ﾘ6(6r�

I乾舷屯赦 ��h�ｸ�ｹ=B�ホールドサイズ �#B��ｸ�ｷ��T����綯�*ｳ唐�

ベール ��S��ｩV��クレーン型式 ��

」XBXD 田H��ベ���S2��ｸ�ｵビﾃ3"�バケット容畳 �2繙ﾓ2�

喫　　水 宙ｩy�B把｣B��$�ﾎ｢繝��袷9�B派-ﾆ���ﾘ���讓���-��船　島　名 ��
「‾〒千丁 ��

信号符字1　JH3421 剏ﾋ　A　X ��

○

○



遼l艶凰盟塑」詮鍾囲鉦

.船　　　名 ��c�SiYy�hｭｲ�造　船　所 �I'X夐�HｹB�

竣工年月日 兌ﾙ�ﾃ�yD緝ﾈ��主栓メーカー 俥9tﾙ>�E(ｴ��

船　籍　港 俘ﾉ:�x棠l霰2�王様馬力 �#��ｨ�ｨ�ｧ2�

船舶密号 ��C�#�"�架　組　員 悼kﾂ�

航行区域 ��或�8ｾiKr�スチールハッチ 冲ﾂ�“欝‾電一‾‾薮●“ 鼎等=B�-スラスタ」 ��8�����ﾈ�����"�

重畳屯数 ��cC�=B�航海速力∴ ��(6ﾘ6(6r�

乾絃屯数 ��h�ｸ�ｹ=B�ホールドサイズ �#H5����������緝��h�ｲ�

ベール ��SS��ｩ{ﾂ�クレーン型式 ��

」XBXD 田B繝x���2����縒�3"�バケット容量 �8�#壱#2�

喫　　水 忠i飆R亅�ｳH�(�ｸ�ｴ�｣B纉���b袷>4�ﾌｳ｣�繪;T�ｨｭｸｵH*��船　長　名 ��
.…エ.己.._し.. ��

信号得字 筈C(�SCB�干　Å　X ��ｲ�



恩幽艶避」}強醜鐘繊

舶　　　名 ��c�c影�ｸﾘｭｲ�造　粉　所 佗偉X夐�HｹB�

竣工年月日 兌ﾙ�ﾃ#�D纔ﾈ��王様メーカー 俥9��>��ﾙT��

船　籍　港 ��8圷ﾊx棠l餾B�主撥馬力 �(�ｨ�ｨ�ｨ�ｧ2�

船舶番号 ��C��VR�秦　組　員 悼kﾂ�

航行区域 仗�8ｾh暫�スチールハッチ 冲ﾂ�

終　電’戴. 鱗�h�ン�=B�スラスター ��x�h���h��tﾈ���H�ﾂ�

重霞.屯数 ��h�ｸ�ｹ=B�航涼速力 ��(6ﾘ6(6r�

駐艦砲致 ��SS�=B�ホールドサイズ �#H�ｨ�ｨ�ｨ����ｨ�ｨ�ｨ�･ッ粤c��

ベール ��S��ｩV��クレーン型式 ��

」XBXD 田Rﾃ�H���2����繆��3b�バケット容量 ��S2綏ﾓ2�

喫　　水 忠9��B册3｣2縱��ΦR��B�袷9�B侘ｹlゅC��｣2縱"�船　長　名 ��
丁　巨」 ��

信号符幸 箸腓8�ｸ�ｳB�FAX ��

0

○



l船　　　名 伜ｳ�3i���hｭｲ�乗　組　員 悼�ﾈ����ﾂ�

竣工年月日 兌ﾙ�ﾈ�c9D繹ﾈ��スチールハッチ 冲ﾈ����ﾂ�

船　籍　港 ��8圷ﾊx棠l�72�スラスター 冲ﾂ�‾‾霜舶番号 ��3CC3"�主　機　馬　力 �"ﾃ����

信　号　符　字 筈�3C���航海速　力 ��(6ﾘ6(6r�

親行●区域 仗�8�xｾhｴ"�ブーム寸法. �){���Jx�h�x�h�h�����������

総　屯　数 鼎祷ｵB�バケット容量 �8ｨｳ����

重　量屯　数 ��ﾃcC�=B�′しヽ鵜ノア　ソ「 　　〇〇㌔ �#B�����d���ッ綏sR�

琵　舷　屯　数 ��馗c#�=B�船　長　名 ��

ベ　　ー　　ル ��ﾃSs儼��丁亡し ��

L　X　B　X　D 田BCu��2���ビﾃ3"�戸AX 鳴�

宝　船一嘆-・水 ��x蓼�X�X���h�S��ｩ�c���ハッチ数 ��B陷2粐��ﾈ�(686��

蒲　船　喫　水 把｣I�#�$�+�ｵC��� ��

鵜_________葛___〇〇一〇〇〇飽虚

トーi　書やm　可

暗部
百　一一一一一一一」封的巾　〇十

7.32剛



選曲」艶趨盟遜

船　　　名 ��c�*�*�,(*ｸｭｲ�信号符字 筈ｳCs#X����

竣工年月日 傴ｩ��c)D���ﾈ��造　船　所 ��ﾉ�X鮖�)�H��ﾂ�

船　籍　港 儘ﾉ8xﾊxﾎ��2�王様メーカー ��Hﾞ958ﾔ引｢�

船舶番号 ��#鉄Cr�乗　組　員 添kﾂ�

航行区域 �愛8ｾh暫�スチールハッチ 冲ﾈ����ﾂ�

総　屯　数 鼎��B�スラスター 冲ﾂ�

重量屯数 ��8�ｸ�ｹ=B�航海速力 ��

乾舷屯数 ��#��=B�ホールドサイズ �#I'S#��隶ﾃ�6sS��韲｢縱R�

ベール ��紊c��#8�R�クレーン型式 �6h4(�ｸ5ｸ8ｸ�tDﾓ3��ｲ�

」XBXD 都2��ｸ�ｵ��Eb縱��綯ﾃ���バケット容量 ��

喫　　水 忠i��B侘ｳ｣"繝��｣B��ｸ�ｲ�影ﾙ�H�ｨ+����篷Ei?や粐��｣2�����丁　た　し ��
F　A　X ��

0(

0(

〇

〇

一

i

i

し

●

∞



撞蔓皇室豊富」瞼轍壇錮

船　　　名 几�3杏ﾉuﾈｭｲ�信号符字「 畑ｹ�8�S3b�

竣工卑月日 兌ﾙ�ﾃ吋���ｨﾈ��造　船　所 �ｨ8H7ﾘ6ｨ5b�

船　籍　港 �IU�ﾊy8ﾉuﾈ�2�王様メ十九一 俥9��>�E(ｴ�ﾔ鮎b�

し船舶番号 ��3)EcSR�乗　組　貝 添kﾂ�

航行区域 �愛8ｾh暫�ス千一リレハッチ 冲ﾂ�

「‾窓“‾‾‾屯∵数 鼎痘B�スラスター ��ｸﾞh�b�

重畳屯数 ��h�ｨ�ｨ鰾�臨海速力 ���6ﾘ6(6r�

I乾絃畦音盤_」　●15○○屯　1ホール再イズ1 2〇番39×「〇、 40×6. 39

ぺ-ル ��ﾃ3SVﾓ2�クレーン型式 ��

しXBXD 田��������2ﾃF�r��ｸ�ｲ�バケット容盈 釘蔕ﾘ���

喫.　水 凉Xﾇ8�c9�ｳH����丁　巨」 ��
FA　X ��

ト



麓義士挫蓮墟適」組親密組

船　　　名 俘ﾈ��Jｨ巍7ﾘｭｲ�信号符寧 筈C3����

竣工年月日 兌ﾙ�ﾃ)EiD繆ﾈ��造　船　所 �ｩFy_ｹ�)�H��

船　籍∴港 ��8圷ﾊyN�ｩ=��主機メーカー ��)�Hﾞ958ﾔ引｢�

船舶番号 ��C�#S��乗　組　員 土kﾂ�

航行区域 仗�8ｾh暫�スチールハッチ 冲ﾂ�
i縁‾’軽‾.数‾“ ��イ殆B�スラスタ」’● ��x�h�x���h�������ﾉtﾂ�

登呂屯数 ��cH�ｨ鰾�航海速力 ��X�X6ﾘ6(6x����ｪb�

乾舷屯数 ��SSC�=B�ホールドサイズ �#H�ｸ�ｳ����X�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�綯ﾃs#b��

ぺ-ル ��c�I>ﾂ�クレーン型式 �6h4(�ｸ5ｸ8ｸ����
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総●屯‥数i ��H�x����x��ﾎ��gB�スラスタニ 冲ﾈ�ﾂ��h���b�
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タイ富農誤記㈱〉船舶瞬細書

総トン散 劍�VS厭ｸ6x92�剔D嬬浅 亶)�Xﾞ8�8���R�
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客車「ル 劔合.8も包珊 �.真　格. 剋昱治鵜区枕 
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鎗口寸法 劔(喪)(網). 俄畑〕×9,唇・血)船体保境 劔倅�H､8�8懆ﾝ�]ｸﾊ�Y�8檍����������ﾈ���������ﾂ�
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速 力 劔{�R�〕吃60飾 刄}スト高さ 剪萎ﾓ�ゆ�(���｢�(垂胴時) 剪�ﾒ冤�隸�ﾌr�
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船舶別納書

総トン数 凵@　　　　　　l ・幼トン!牢や　　相応籾市iI 

雷雲トン数 刮ｾ勅’言　l船舶番号　　　宣3櫛 劔 

費トン敵 凾臚トン∴∴∴l信号詩学 刳��8職0! 
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l 亢ｨ��4�8ﾈ�ｸ92�刳ﾛ印0孤す 偃X�xﾕﾂ�限紺色00励仁 

全　長 剴sBﾉjヨﾌr�船舶軍略番号 ●軸 ��
●ヽ●’ 
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速 力 劔-��B�設0節’ �7ﾘ5�6y�(+2�袷8ﾖ韜竰�(棚i掠め「高専で過姦「 ・〈甜’l孤血　漢側{「i憤違、 

空船 ���ｳY���鍛工年月日 ��������h�(�iK��ﾚ3迂(���
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紘トン棋 凵怐@　499トン ��I��ﾖ��大助市大販市 

義軍トン嬢 刮ﾃ880トン ��IIYMHﾘb�裏409曳4 

額トン歎 冤.780トン ��ﾘﾘi��b�Ⅲ泌蹄1 
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クレーン" 凵@　●●‾ 2,きa8職種 偬H��ｴ��赤好　み000馬力’ 

会　費 �74.7工場 　　l ��IIYgﾉi竟B�(��h�� 
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型∴蹄. 凾ｷ86章直 ��I+ykﾈ�R� 

狭∴水 �4.卸皿 �鞅��"�タイヨウ汽船株式会社　i 
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機軸明細

事i」へ. 

船名 ��h�Jｨ��(ｭｸ���r�内航務可番号 仞9%繝���

.船舶所有者 忠tﾂ仄i��､8補�住所　・ ��馮ｹ8ﾈ�95i���8鉑8x禰�)�｣ITｳb�

船舶用途 俚ｹy�餃��Hﾉ8�ﾉvy�B��)ｨ��d�ﾌBﾓSbﾘｽ�Ss��

魅掘番号 ��3CcSb�船舶托し・ ・・申一入 窒�

信号符字 筈ﾓcSs��船籍港 估igｸﾊy5i��78鉑8�*ﾂ�

∴総トン敢 鼎湯�資格区域 偸Vﾈｮ��錆 

重量トン数 ��cS�爾�姑海速力 ���綛6ﾘ6(6r� ��

i積みトン数 ��SSS��乗組員数 添�ﾂ�

●　紺長氏名 ��」xBXD 几���#8���2���｣r�3��

’諸 掛 喫 水 侘ｸ������2�3���ﾒ�済 飴 喫 水 侘ｸ��������ﾈ+�C�����ﾒ���

議.　　442　調 刳�����2、09　　耶 � 

A　　　5.44　調 僊　　　　乙70　　叩 � 

船体袈進吾・ �6饐9�)�H��進水皐月　∴ 兌ﾙ�ﾃ僖��ﾈ��

主機関製造善 ��Hｨ958ﾔ引｢�主機関型式 電ﾓ3D$y)｢�

船内」X患xD �#9{膚ﾄ�#��綯ﾃr��b卯S��+(ｯ���重殺馬力 ������2�

クレーン ��9�弌�5h7X5�8ﾈ,)+ﾈｪｩ9ﾙ�x.��8ﾂ�

バケット �3｣���ブ「ム寸法 �){�+"�

保険 ��兢ｸ5x887�93I;�62� ��
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船舶呪細書

総トン数 �199トン 剔D籍簿 ��YJｲ��

農重トン数 �7○○トン 剿Q=阻番号 ��塔Cijs��

轍トン数 凾烽ﾄo.場トン 剞M号符字 �+tﾘ�ccC#��

合i 糠l �7倡�ﾘ8ｲ�・・◆●　筒中 剽t∴略 筈x�､8ｾh暫�

クレーン 癖5ﾘ��lｨ爾�4津c�[ﾒ�偃X��Wr�ヤンマー　1,000　馬力 

全　長 劔船舶電陪審官 職X ��

型∴桐 �9.00重n 剔D主を 亶)���i�ﾈ��tﾉ�ｹtﾈﾌ�檠6r�
船費 弍�妺?ﾉ�ﾈ��698斡I�IiX�檍���

型　漆 凾ｫ.61血 剔D長名 ��

喫　水 �8-340種 �..運節者 �5�488�4XｴI�HｩH��h淞�

嬉口寸法 �(長)(曽) 紳飾×で50く孤) 刹A休一保映 萄蓼鯖d��8懆ﾝ�]ｸﾋ�xx�檍���

線内寸法 �(・曇)(据)●(深)’ 80.幼主×?.如×5.30め 儕重保・険 ��8壓冷�

速 力 冓��B�1o.調節 凵fマスト高さ 忠�9Y霾ﾈ���R�7ﾂ�+$�%��(聖書帥㊦ 忠)2��r緝顗��越ｲ價X����

空舶 ���S����ﾂ��亢�ﾔ吋霾�?｢�平成7年7月18日 
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〔毒事雷丸明細】
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八睾丸　船舶明細

船舶番号 ��C�鉄R�全長 塔2���ﾒ�

信号得手 筈C3SC��型鴨 ��2���ﾒ�

船　主　名 �8ﾈ毎ｴI�HｩH�檍���型　深 悼E�c�ﾒ�

許可番号 �(hﾘC�コ�喫水 釘緜�Jr�

竣　工 �#��2�ﾈ��造船所 �ｨ蓼蕗�)�H��

船籍港 儘ﾉ8xﾊxﾕﾙ698x�2�ドラフト(空船時) 派ﾎ緜�ﾒ��B�3�ﾒ�

船舶電話 辻�ドラフト(満鉛時) 把2繝�+"��R紊9+"�

船舶戸AX �� ��

総トン数 都C�� ��

重畳トン数 �#3湯縱�� ��

ベール �3#sB經�ﾙxｲ� ��

グレーン �3#sI+尾ﾓ2� ��

合口寸法 鼎B紊�ﾘ惠,D���ﾒ� ��

航海速力 ��"颱h�(�ｸ�2� ��

44.40m 

臆音容　　　　　　　　　星 
園田 

図書 ������ﾒ�

巨10’00m　弓

i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」 剪� ��

葛‾ ��� 

7.40m ��� 



八栄丸　船舶明細

船舶番号 ��C��c����b�全長 塔���6ﾒ�

信号符字 筈C#����型幅 ��2���ｽ��

船　主名 �8ﾈ毎ｴI�B�型深 唐��vﾒ�

許可番号 �(h�(�Sコ�喫水 釘ﾃs36ﾒ�

竣　工 �#��R�ﾈ��造船斬 定�)(i�)�B�

船籍港 儘ﾉ8xﾊxﾕﾙ698x�2�ドラフト(空船時) 亅�"紊Vﾒ��B繝vﾒ�

船舶電話 ��ドラフト(満船時) 把8ｨｳSvﾒ��R繝I+"�

船舶FAX �� ��

総トン数 田唐� ��

重量トン数 �#���� ��

ベール �#田tﾓ2� ��

クレーン �#田tﾓ2� ��

合口寸法 鼎�Ed�ﾅ旭ﾄ�#�ﾒ� ��

航海速力 ��"ﾓVｶ踟B� ��

00.20m 

臆音容　　　　　　　　　音 

図書 ���陋3�ﾒ�

十　一㌢喜一

オール鉄板張り

0(



八徳丸　船舶明細

船舶番号 ��3C����全長 塔2��)+"�

信号符字 ��h�cc#Cb�型帽 ��2緜�+"�

鴇主名 ��h耳ｻｸ蜥�型　深 途縱�ﾒ�

許可番号 亊h惞#s���喫水 猛�

竣　工 ��涛ID糒8ﾈ��造船所 ��ix�8yFx鉉Vﾂ�

船籍漕 �8ﾈｹ��ドラフトく宝船時) 侘ｶﾂ繝�+"��2紊�-ﾂ�

船舶電話 ��ドラフト(満船時) 把2ﾃSVﾒ��B經Vﾒ�

船舶千AX �� ��

総トン数 都3�� ��

重電トン数 �#�s�� ��

ベール �3ピdﾓ2� ��

クレーン �"ﾃン4ﾓ2� ��

倉口寸法 �'ﾈ�c�ﾗヲ���ﾒ� ��

航海速力 ��(ｬ�B� ��

「二二二二二二二二二二二」

軍書案案

十一一竺臆→l

m 鼎H�S��ｽ��������b�凵[「「 

7、32m �� 



♯7藤川丸　船舶明細

船舶番号 ��3S����全長 塔��"�

信号得手 畑�ccC���型幅 ��"繙ﾒ�

船　主　名 假XｴI�Hx｢�型　深 几偵ixｶﾒ�

許可番号 俶ﾅ"ﾓS�c#�3S���� ��

竣　工 ��涛YD繹ﾈ��造船所 倅���)�B�

船籍港 俑����ドラフト(空鉛時) 把#C���2�#��

船舶電話 ��ｲ�ドラフト(満船時) 把Bﾃ3�ﾒ��R�#)+"�

船舶FAX �� �6x8ｨ8�+)�陷"�

総トン数. 几鼎�� ��

重量トン数 �(����ﾙ)｢� ��

ベール �"縱s2繪�2� ��

グレーン 僞bﾃss2繪�2� ��

合口寸法 ���蔕ﾗイ��&ﾒ� ��

航海速力 ���綏ｶ�6h*ﾔB���

12、O山o主(日) � 

4〇・2M　　　　」 

‾l 

細 

10.OM 

十一一一竺臆「

4o.2M � 

l �� 

音 音 ��6.9M ��� 

ポットム鉄板
サイド
中甲板下鉄板
申甲板上板張

0(



櫓21新宿丸　船舶明細

船舶番号 ��3cゴ��全　長 都偵天ﾒ�

信号符字 筈ﾓcャ2�型僻 ��2���ﾒ�

船主　名 兌ﾙ68､8補�型深 途繝�ﾒ�

許可番号 仞4$��"�陸水 鼎cs�ｬ��

竣　工 �#����ﾈ��造船所 冏ｹ69,ｩ�B�

船籍港 �8),8�2�ドラフト(空船時) 亅��R�#�+"��2ﾃcY-ﾂ�

船舶電話 ��ドラフト(満船時〉 把B��I-ﾂ��YEc�+"�

船舶戸ÅX �� ��

総トン数 都3B� ��

重畳トン数 �#���� ��

ペール �#ャ�ﾓ2� ��

グレーシ �#ャ�ﾓ2� ��

合口寸法 鼎����*������ﾒ� ��

杭海速力 ��"蓼�&�� ��ｲ�

仇0同　　　　　」 

「 
I 

10.00巾 

ト」同　書ヰ

調 鼎����-ﾂ�鳴�■ ��

7,20m ��� 

7鋤85爪

マスト起倒式(水面高さ)

起　　　　倒

おもて　　19爪　　　16軸

とも　　　　24m　　　　21調

オール鉄薮張り

ラッシングピース配電

寸志。1噺↑漸



第八進宏丸　船舶明細

勅舶番号 ��C�sc��全　長 几釘經�ﾒ�

信号得手 筈C#hﾅ#��型幅 ��"���Jr�

船　主　名 ��儘x､8戊x｢�型潔 途ﾃ3Vﾒ�

許可番号 俶ﾅ#S#3��喫水 釘�3s��

竣　工 �#��ゅ�R����造船所 �ｩFy_ｹ�)�H��

船籍港 俑����ドラフト(空船時) 把2��&ﾒ��2纉Vﾒ�

船舶電話 ��ドラフト(満船時) ��sBﾃ9{仗���R��9+"�

船舶ロトX �� ��

総トン数 鼎祷6x92� ��

重畳トン数 韮�����6x92運Hﾘ'Ccs�6x92����

ベール �#Cc2� ��

グレーン �#Cc2� ��

倉口寸法 湯綛��3偵釘� ��

航海速力 ���綏ｸ�gB� ��

9巾50 

巨一竺→l

L一 　　　　　　　　「 冓 �� 

▲ � 

8m49 ��� 

ポットム
サイド

鉄板

中甲板下　鉄板
中甲板上　板張り
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添付書類6-1

積替・保管の用に供する施設に関する書類
(川崎港)

1積替・保管施設の配置図

1構内図
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添付書類6-2

積替・保管の用に供する施設に関する書類
(岸和田港)



添付書類6-3

積替・保管の用に供する施設に関する書類
(木津川港)

1積替・保管施設の配置図

十一藍子「÷廿‾虹「 　汚水机　パ 劔劔劔「「 三・三・三 

臆漢書臆臆臆臆話案国雪間叢巨星星重量 
¥_∴_千 劔劔� 

鴨〇〇〇 
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