
様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出書 

平成28年　7月//日 

東京都知事殿 　　届出着実繋農薫製荒業訝し 

▼ 剪�
土壌汚染対策法第16条第1項の規定により、要措置区域等から搬出する汚染土壌について、次の 

とおり届け出ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　怠. 

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾidﾈ��)ｩm｣儁C���8��H��ﾘCIMFﾈ,ﾈ,yYB� 

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

汚染土壌の体積 �3cr纖-��

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

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

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 ��ﾉthｻｸｼhｩH�檍������>ﾉ8xﾔ��｢�

汚染土壌を処理する施設の所 在地 �8ﾈｹ�79�Y68ｾh��>ﾉ8x蕀)ｩm｣9MC8ﾘb�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ皞y�4｢�餒��y?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾉ�iD�8ｸﾈ�5��?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾉEd)D蟲�ﾈ�6�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ8bID苹Ehﾈ�8h唏ﾙ��

運搬の用に供する自動車等の 所有者の氏名又は名称及び連 絡先 ��i5儻H��}紿,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在地並 びに所有者の氏名又は名称及 び連絡先(運搬の際、積替えを 行う場合に限る。) 冖8+R�

保管施設の所在地並びに所有 者の氏名又は名称及び連絡先 (保管施設を用いる場合に限 る。) 冖8+R�

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

(法人にあってはその代表者)が署名することができる。
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添付書類3

汚染土壌の運搬の方法

1運搬フロー図 

形質変更時要届出区域 

東京都江東区豊洲六丁目9番1、3、4、剛4番1の一部 

汚染土壌(基準不適合土壌) 

[運搬受託者]

成友興業株式会社
東京都大田区城南島三丁目3番3号
荷姿:ダンプトラック十シート掛け

工運搬請負者]

株式会社オン裏タイム
東京都江東区千石十4-8-405

荷姿:ダンプトラック十シート掛け

有限会社秋山開発
案京都大田区中央7-6-25

荷姿:ダンプトラック十シート掛け

株式会社秀和

東京都大田区本羽田3-6〇十501

荷姿:ダンプトラック十シート掛け

イズミロジスティックス株式会社

東京都江戸川区北葛西4-12-2ベルメゾンイズミ1 05号

荷姿:ダンプトラック十シート掛け

晴栄達送有限会社

東京都足立区梅田4-22-1 1

荷姿:ダンプトラック十シート掛け

エステートサービス株式会社

東京都江東区潮見1丁目16-3

荷姿:ダンプトラック十シート掛け

」二ピ
)悪臭等がある場合は、フレコンパックを使用

処理施設:成友興業株式会社 
東京都大田区城南島三丁目3番3号 

種類:、浄化等処理施設 

処理方法;浄化等処理(不溶化) 

2　運搬体制

運搬受託者:成友興業株式会社
運搬請負者;株式会社オン“タイム、有限会社秋山開発、株式会社秀和、

イズミロジスティックス株式会社、晴栄運送有限会社、
エステートサービス株式会社

協力会社及び使用する自動車等の一覧は添付書類4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

連接受託者:成長典薬株式会社

N0. 偖ﾃ��ﾉthｻｸｼi��8ﾈ檍��������������8ﾈｹ�78*�*ｸ.冢ﾈ�9��扎ﾟｳ�ﾓ�����������������������������)ｨｹ��i]｢ﾓSSほ,���

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�iH,ﾘ鋹{ﾉMHﾘb�草体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用署の住所 

1 儼��ﾃ��ｯ�*鉄#���ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市革刺佃-1 

2 儼��ﾃ���*�*ｳ#���ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東癖都あきる野市草花114ト1 

3 儼��ﾃ���*鉄)4��ダンプ 佻Ythｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1141-1 

4 儼��ﾃ���*鉄#3��ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京部あきる野市草花114車「 

5 儼��ﾃ�ｭh*�.s)L��ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花置141-1 

6 儼��ﾃ���*鉄塔b�ダンプ ��ﾉ+yv���x｢�東京都あきる野市草花114ト「 

7 儼��ﾃ���*吐�#��ダンプ ��ﾉ+xｻｸｼi4��東京都あきる野市草花†14ト1 

8 儼��ﾃ���*塗ｷ#��ダンプ ��ﾉ+xｻｸｼhx｢�東帝都あきる罫市草花114ト1 

9 儼��ﾈ��馗��*田����ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1141-1 

了0 儼��ﾃ���*俘C�"�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京郭あきる野市草花1塙1-1 

11 儼��ﾃ���*��hｷ"�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�粛東都あきる野市草花1141-1 

12 儼��ﾃ���*鉄塔r�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東帝都あきる野市草花1141葛丁 

13 儼��ﾃ��ｸ�ｸ*鉄仂��ダンプ ��ﾉthｻｸｼi4��薫帝都あきる野市草花114ト1 

14 儼��ﾃ���*田C3B�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる疲市警花す14出 

15 儼��ﾃ���*田C3R�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京部あ登る野市草花114十〇 

16 儼��ﾃ���*田C3b�ダンプ ��ﾉtiv�ｧ�｢�東京郭あきる野市草花114ト1 

1了 儼��ﾃ���*田cc��ダンプ ��ﾉ+xｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花114ト1 

18 儼��ﾃ��ｸ�ｸ*塔csr�ダンプ ��ﾉ+xｻｸｼhx｢�東京部あきる野市草花1141-1 

1寄 儼��ﾃ���*田cs��ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市轡花1141-1 

20 儼��ﾃ���4ｨ��ccx*ｲ�ダンプ ��ﾈﾛh卷┷x｢�東京郭あきる野市草花1141「 

21 儼��ﾃ���*田s�B�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1141輸1 

21 儼��ﾃ���*田s�R�ダンプ ��ﾉ+xｻｸｼhx｢�東京都あをる野市草花1141-1 

23 儼��ﾃ���*田y�b�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市尊花114ト1 

24 儼��ﾃ���*田s#"�ダンプ ��ﾉ+xｻｸｼhx｢�事京郭あきる野市草花…ト1 

2s 儼��ﾃ���*田s#2�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�束農高あきる野市草花冊子1 

28 儼��ﾃ���*田yv2�ダンプ ��ﾉ+xｻｸｼhx｢�東南部あをる野市革花1141-1 

27 倡i�ﾃ��ｸ�ｸ*�4�#��ダンプ ��ﾉ+xｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1重41「 

之8 儼��ﾃ���*田�#��ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市尊蘇書調子1 

28 儼��ﾃ���*亡�)xｲ�ダンプ ��ﾉti5Io(x｢�東京都あきる野市草花114ト1 

30 儼��ﾃ���*田�(��ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1」4ト1 

31 儼��ﾃ��ｸ�ｸ*田僞cB�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市車花114ト1 

8芝 儼��ﾃ�ｷ(*塗.xﾅ#��ダンプ ��ﾉ+xｻｸｼhx｢�東京部あきる野市草花114十〇 



N0.1 蔦)�ﾈﾛh卻撕vﾈ�檍���東京都あきる野市草花114l-1 

NO 亶ﾉ4iDi���草体の形状 俶yw�ﾞh,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

3亀 儼��ﾃ��H*妬����ダンプ ��ﾉtiv���x｢�東京都あきる野市草花114十1 

34 儼��ﾃ���*僮SS"�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�寓京都あきる野市草花11411 

35 儼��ﾃ��ｸ�ｸ*田�'��ダンプ ��ﾉ+xｻｸｼi4��東京都あきる野市草花1141-1 

36 儼��ﾃ���*�+3鉄B�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�真京都あきる野市尊花置事4ト1 

37 儼��ﾃ���*几��c2�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1141-1 

38 儼��ﾃ��+(*都�cB�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花114十1 

39 儼��ﾃ���*土���ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花11イ1-1 

40 儼��ﾃ���4･ﾃs�c��ダンプ ��ﾉ+xｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1141-1 

41 儼��ﾃ���*都�cr�ダンプ ��ﾉ+xｻｸｼhx｢�東京郭あきる野市葺花114ト1 

42 價ｨ唏�����*僞c3�"�ダンプ ��ﾉ+xｻｸｼhx｢�疲京都あきる野市草花1141-1 

4雷 價ｨ唏�����*�#S32�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京靭あきる野市草花1141-1 

44 癖唏�����*�#S3B�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花114ト1 

45 �+X唏�����*�#SC��ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1握11 

義8 價ｨ唏�����*�#益"�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市事花1141-1 

47 癖唏�����*�#ピ��ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東東都あきる野市事花114ト1 

48 價ｨ唏���4�*�#ピ"�ダンプ ��ﾉthｻｸﾄｸx｢�東京都あきる野市草花114ト1 

49 價ｨ唏���S��*亰C�#R�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花114ト1 

50 癖唏�����*�8邉b�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�蔦京都あきる野市草花1141「 

51 價ｨ唏�����*�3�SB�ダンプ ��ﾉti5Io(x｢�東京郭あきる野市草花114ト1 

52 癖唏���ｷ(*俶�+3R�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花11411 

曇3 價ｨ唏�����*�+3�cb�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1調子1 

54 價ｨ唏�����*�8���ダンプ ��ﾉtiv�L�｢�東京都あきる野市草花114ト1 

●きき 價ｨ唏����ｸ�ｸ*塔�ビ�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1141-1 

5さ 價ｨ唏�����*�9KS��ダンプ ��ﾉthｻｹ┷x｢�東京都あきる野市草花1141-1 

57 癖唏�����*亰I4几��ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花11相輸1 

58 價ｨ唏�����*�3C���ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花114ト1 

59 癖唏�����*�3C���ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京郵あきる野市革花114ト1 

60 價ｨ唏�����*傲6ﾂ�ダンプ ��ﾉ+xｻｸｼhx｢�東京部あきる野市草花1141-1 

61 癖唏�����*�-ｸ,ﾓ"�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花11研一1 

62 癖唏�����*僞ゴc��ダンプ ��ﾉtiE�hx｢�東京都あきる野市草花1141-1 

8雷 癖唏�����*�3Sc��ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�寓京都あきる野市草花重14十1 

64 癖唏蘒��8ﾘ*��hｭb�ダンプ ��ﾉ+xｻｹL�｢�東京郭あきる野市草花1141「 

的 癖唏����ｸ�ｸ*�3f��ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市車花114ト1 

e6 價ｨ唏����ｸ�ｸ*�94�"�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京郵あきる野市草花1重4ト1 



No. �6s)�ﾉthｻｸｼiiX�橙�社　　　　　　　東京都あきる射精瑳花「14ト1 

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

67 價ｨ唏��ｮﾃ��*�3c�霻�ダンプ ��ﾉ+xｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1141-重 

68 價ｨ唏�����*�3c���ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花114ト1 

69 價ｨ唏�����*�3c(*ｲ�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花114予て 

70 價ｨ唏�����*�3c#B�ダンプ ��ﾉ+xｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1141-1 

71 價ｨ唏�����*�3�#r�ダンプ ��ﾉti/�粂x｢�東京都あきる野市草花1141○○ 

72 癖ｼｨ�����*�3�#��ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花喜14ト1 

73 癖唏�����*傲3#��ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�京京都あきる野市草花=4ト1 

74 �+X唏���ｷ(*�3�*ｸ.��ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�京京都あ苦る野市草抑14国 

75 癖唏�����*�4#3��ダンプ ��ﾉ+xｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花1調1-1 

76 價ｨ唏�����,������ダンプ ��ﾉti�ｸ攪x｢�東京都あきる野市草花114ト1 

77 價ｨ唏�����,ﾘ��4亰B�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市草花†141-1 

7由 癖唏���ｷ(,ﾘ��ッ�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東島部あきる野市草花掴ト1 

79 �+X唏����ｯ�,ﾘ馼ｮﾃビ�ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�幕京都あきる野市草花自4ト1 

80 �+X唏訷ｮﾈｷ(,ﾓ�cC��ダンプ ��ﾉthｻｸｼhx｢�東京都あきる野市事花1141-1 

8喜 癖唏��*C�壓,ﾓ�hｯ���ダンプ ��ﾉ+y5Io(x｢�東京部あきる野市草花11引「 

82 癖唏�����,ﾓ#�ヲ�ダンプ ��ﾉthｻｸｼiIR�東京都あきる野市草花114ト1 



運搬受託者:成友興裳株式会社

No.2-章裸寅会社オン・タイム　　　　　　東京都江東区千石喜-4-8-仰冨　　　　　　　　　　　　　　　丁盲」O3-585い05種5 

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

1 ��ｹzs���*ｳ�#ィ�ダンプ �ｨ4�98�X5�488��貰京都江東区千石1-牢8-405 

2 ��ｹzs���*ｳ(ﾋc2�ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京部江東区千石1-4-8「肪 

3 ��ｹzs��ｸ�ｸ/�33���ダンプ �ｨ4�99'X5�488��東京都江東区千石ト4-8「05 

4 ��ｹzs���*ｳ3イ2�ダンプ �ﾈ4�98�X5�488��東京都江東区千石14-8-405 

5 ��ｹzs�+(*ｳ9�r�ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東区千石軍十8「405 

6 ��ｹzs�[x*ｹ4�#��ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京籾江東区千石ト4-8「船5 

7 ��ｹzx��,I4�*ｳH�#��ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江寓区千石1十8←4D5 

寄 ��ｹzs���*ｸ耳ｼ�#��ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

9 ��ｹzx�����*ｳHｸｩF��ダンプ　■ �ｨ4�92(5�488��東京都江東区千石1-4-8「鵬 

10 ��ｹzs���*ｳCS�ｯ��ダンプ �ｨ4�5h�ｸ5�488��東京郭江東区千石十4-8105 

重基 ��ｹzs�����馗s3��ダンプ �ｨ4�98ｴx5�488��東京勧江東区千石1-4-8弓05 

12 ��ｹzs�4�/�S#3��ダンプ �ｨ4�98�5�488��東京都江東区千石1可-8」05 

13 ��ｹzs���*ｳS3c��ダンプ �ｨ4�99'X5�488��東京都江東区千石1十二8」05 

14 �.越s��ｸ�ｸ*ｸ.�3c��ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東区千石1十〇8寸05 

15 ��ｹzs���*ｳSC�{��ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東厚子石下4葛8「05 

16 ��ｹzs���*ｳSC�"�ダンプ �ｨ4�92(5�488��震京都種克区千石l一手8-405 

17 ��ｹzs���*ｳSI4��ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東区千石1十8可的 

18 ��ｹzx�S��*ｳSS#b�ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東区千石ト4-8」鵬 

19 �.越s���+8.sc���ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東東都江東区千石十十8書4的 

20 �.越s���*ｳS�*ｳr�ダンプ �ｨ4�98�5�488��東京都江東区千石1「-8-405 

2重 ��ｹzs���*ｳcC���ダンプ �ｨ4�92(5�488��東京都江東区千石ト4輸寄-4腑 

22 �.越x�S��*ｳcC���ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東唇千石1十-8-4脚 

23 ��ｹzs���*ｹ���r�ダンプ �ｨ4�92(5�488��東京細江暮区千石意十〇8-伽5 

24 �.越s�����4����ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京郭江事区千石1」-8」脚 

25 ��ｹzs���*ｹ�c���ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4王事」05 

之6 ��ｹzs���*ｸ�ﾃ3��ダンプ �ｨ4�5h�ｸ5�488��東京都江東区千石ト4-8-仰5 

27 ��ｹzs���*ｳピcr�ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東区千石1「4-8一同き 

2寄 ��ｹzs���*ｳcx�2�ダンプ �ｨ4�92(5�488��東京都江東区千石ト4-8」鵬 

29 ��ｹzs���*ｳピヲ�ダンプ �ｨ4�99z�5�488��東京都江東区千石1」ト8-405 

30 ��ｹzs���*ｹ,�4��ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東区千石1一手8「4o与 

31 ��ｹzs��ｸ�ｹ��4����ダンプ 鎚xｨ4�96�5�488��東京粗江東区千石1」-8一騎 

3之 ��ｹzx������*ｳc�4��ダンプ �ｨ4�98�X5�488��貰東部江東区千石ト4一㌔405 

33 ��ｹzx��馘�*ｳc田B�ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8細405 



運搬受託者:成長興業抹式会社

撮2-2株式会社オン・タイム　　　　　　　東京勧江東区千石1十〇種吾05

国O 俾�:竟I6�餉Hﾘb�ﾛ8,ﾘ鋹{ﾉMHﾘb�草体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

34 ��ｹzs�4�*ｳc冓��ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8「鵬 

35 ��ｹzs���*ｳc都2�ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東区千百十4-8一柳与 

36 ��ｹzs��ｸ�ｸ*ｳs��r�ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東区千石】-寸-8」05 

37 ��ｹzs���*ｳs����ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都立東屋千石十4-蜜-仰う 

38 ��ｹzs���*ｳs���ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東区千石1」-8-僻磨 

名9 ��ｹzs����x*ｹ{�##��ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-005 

40 ��ｹzs�ｭh*ｳs##"�ダンプ �ｨ4�98�X5�488��薫京都江東区千石1十-8-的5 

41 ��ｹzs���*ｳs#モ�ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4●8可05 

イ2 ��ｹzs���*ｳs#ヲ�ダンプ �ｨ4�99Tﾘ5�488��東京郭江東区千石1-4-8寸簡 

43 ��ｹzs���ｶsyo��｢�ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東区千石1一㌦8寸的5 

44 ��ｹzx�S��*ｳs3���ダガ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東医千石1「-8-405 

45 ��ｹzs���+9{�3C��ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東区千石十4-8-4髄 

46 ��ｹzx��'YD�*ｳs3C2�ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東区千石1「4-8-4飾 

47 ��ｹzs���*ｳs3S2�ダンプ �ｨ4�98ﾎ85�488��東京都江東区千石ト4書8-4舶 

48 ��ｹzx�S��*ｳy-ｲ�ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4「8」05 

4き �.越x�S��*ｳs3c��ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東区千石1-巧-8-側曇 

50 ��ｹzs���*ｳsツ��ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東区千石1」-寄一仙5 

51 ��ｹzs���*ｳs3c"�ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東区千石1十8-償う 

52 ��ｹzs�4�*ｳsS�b�ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東区千石1「-8十肪 

53 ��ｹzs���*ｳsSc��ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江景区千石1-4-8葛405 

54 ��ｹzs���*ｳsS���ダンプ �ｨ4�5h�ｸ5�488��東京都江真区千石1一手8-005 

55 �.越s���*ｳsc)Eb�ダンプ �ｨ4�98��5�488��東京都濃京区千石1-4→8-405 

5き ��ｹzx�S���+3s右c2�ダンプ �ｸ4�98�X5�488��東京都江東区千石1」ト8-4心5 

57 ��ｹzs�ｷ(*ｳsc#B�ダンプ �ｨ4�98�85�488��東京都江東区千石1」-叶的5 

58 ��ｹzx������*ｳsツ"�ダンプ �ｨ4�98ｪh5�488��裏島部江東区千石1-4-館-4晦 

59 �.越s���*ｳss���ダンプ �ｨ4�97ｸ5�488��東京都江東区千石ト4-8」的5 

60 ��ｹzs���*ｳss���ダンプ �ﾈ4�98��5�488��東京都江東区千石1-4鴫置伸き 

61 ��ｹzs���*ｹ{都#��ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江薫区千石十4-8寸05 

62 ��ｹzs���*ｳsss��ダンプ �ｨ4�98�h5�488��、東京都江東区千石1-4輸8書的5 

63 ��ｹzs���*ｳy{度*ｲ�ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江東区千石卜午8」鵬 

64 ��ｹzs���*ｳss���ダンプ 册�4�98�X5�488��東京都江東区千石1-4-8-405 

65 ��ｹzs��ｸ�ｸ*ｳsx*ｳ��ダンプ �ｨ4�98�5�488��東京粗江東区千石1十-8“飾 



運搬受託者:成友興秦抹弐会社

腿2吋抹弐会社オン"タイム　　　　　東京都江戸川区北尊西出門0　　　　　　　　　　　唯し03-披3団763 

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

1 ��ｹzs�3�+sS���ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江戸川区北葛西2「7-10 

2 ��ｹzs�8ｯ�+sャr�ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江戸刷区北葛西審17-10 

3 ��ｹzs�3�+8��Cモ�ダンプ �ｨ4�98ｻ85�488��東京都江戸川区北葛西2-17-10 

寄 ��ｹzs�3�+3�)e��ダンプ �ｨ4�98�X5�488��東京都江戸川区北葛西と事十・う0 

5 ��ｹzs�3�+3#3sr�ダンプ �ｨ4�99�X5�488��東京都江戸川区北葛西2-1710 

運搬受託者:成友興業株式会社

No.3 冲ﾈﾌ�檍����(､ｩJﾘ��������������������N��79�Y68ｾi(h匍rﾓbﾓ%8����������������������������������)ｩf�+T�2ﾓ3H�ｸ�ｲﾙ{都3"�

討O 們ｩX為YX��草体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 亰I�ﾈ��'X�ｸ�ｸ,ﾘ��乂2�ダンプ �ｸ��(､ｩJﾒ�東京都大田区中央7-ト鶴 

さ 儼��ﾃ���,ﾓ��ｺ��ダンプ �ｸ��(､ｩJﾒ�前部大田区中央7・6-25 

3 儼��ﾈ�X�ｸ�ｸ,ﾓ��#��ダンプ �ｸ��(､ｩJﾒ�東京都大田区中央7一手袴 

4 儼��ﾃ���,ﾓ��3b�ダンプ �ｸ��(､ｩJﾒ�東京都大田区中央7-6-欝 

5 儼��ﾃ��ｸ�ｸ,ﾓ�S���ダンプ �ｸ��(､ｩJﾒ�東京都大田区中央7・6・25 

6 ��ﾈﾞ����,ﾙEc#���ダンプ �ｸ��(ｷ)Jﾒ�東京都大田区中央7-6・25 

7 ��ﾈﾞ����,ﾓ##&��ダンプ �ｸ��(､ｩJﾒ�東京勧大田区中央7○○-25 

8 ��ﾉ8����,ﾙ��#��ダンプ �ｸ��(､ｩJﾒ�東東都大田区中央7-6・25 

9 冽�y����,ﾓ###��ダンプ �ｸ��(､ｩJﾒ�東京都大田区中央7・8・25 

10 ��ﾈﾞ����,ﾙ&#3��ダンプ �ｸ��(､ｩJﾒ�東京都大田区中央了・6・25 

1う ��ｹzs�4�+��#���ダンプ �ｸ��(､ｩJﾒ�東京都大田睦中央了置8-蜜5 

12 ��ｹzs�3�+��)�r�ダンプ �ｸ��(､ｩJﾘ�b�東京都大田区中央7-臣25 

13 ��ｹzx��+s3�+傲ﾓ#���ダンプ �ｸ��(ｪ�B�東京都大田区中央7-6・25 

14 ��ｹzs�3�+s�(ｭb�ダンプ �ｸ��)e�Jﾒ�東京都太田区中央7-6・25 

15 ��ｹzs�3�+s�#����ダンプ �ｸ��(､ｩJﾒ�東京都大田区中央7-6・25 

16 儼��ﾃ�3�,ﾓ�鉄r�ダンプ �ｸ��(､ｨｼB�東京都大田区中央7・寄・25 



運搬受託者:成友興業株式会社

N。.慨会社軸　　　　　籍都大鵬本羽田3‾6十　　　　　　丁乱。3_5736_。969 

NO 凩ｨｨﾘ袢�ｲ�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 儼��ﾃ���,ﾓ��s��ダンプ 冓X��8������東京都大田区本羽田亀細8-1.501 

2 儼��ﾃ���,ﾓ��s��ダンプ 凅x�檍������東京都大田区本羽田3-6-1・501 

3 儼��ﾃ���,ﾘ��#3R�ダンプ 冓X�檍������東京都大田区本羽田3-6一子501 

運搬法議書;成友興業抹式会社

Noうイズミロジスティクス㈱ 剴結桾剥]戸川区北葛西4-12-乙一 105　　　　　　　　　　　　　　丁夏し03-う696-47「1 

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

1 ��ｹzs���*ｳs�KR�ダンプ �485�7�8ﾘ5x5�6X4(4�5�｢�東京都江戸川区北葛西4-12-2葛105 

2 ��ｹzs���*ｳs��r�ダンプ �485�7�8ﾘ5x5�6X4(4�5�｢�東克都江戸川区北葛西4-12-2-105 



運搬受託者:成友興業株式会社

博o.7 �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5稲ﾂ�式会社　　　　　東京部江東区細見1-丁6-3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁きしO3-6806-空572 

NO 俶(�wx稗�事体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 �.越s�3���*ﾘ��s���ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5永X�檍���東京都江東区潮見ト16十3 

2 ��ｹzs���*H��{����ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見ト16吋 

亀 ��ｹzs�3�*H��s3��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5永X�檍���東京粗江東区湖見1-16-3 

4 ��ｹzs�4H*(��x+3��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5永X筋檍���東京都江東区剃見ト16「3 

5 ��ｹzs�3�*�sc��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5悦x�檍���東京部江東区潮見ト16-3 

6 ��ｹzs�3�*#ss��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5悦x�檍���東京都江東区潮見十16吋 
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