
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 剪�

平成28年7月14日 

東京都知事　殿 

東京都中央区日本橋蛎殻町l-6・4 

第三カネタツビル401 剪�

届出者株式会社埼京エンジニアリング東京支店 土壌汚染対策法第16条第l項の規定により、要措置区域等から搬出する汚染土壌について、次 

のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所在地 �;�8xｾhﾘ)68自)ｩm｣i{儁CC�,ﾂﾙYB�[hｹ霎imｩI)�I?�)ｩm｣#�{儁C�9MH���{儁C�,ﾈ自YB鮎E�ｸ�ｦﾂ�

汚染土壌の特定有害物質によ �Hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZｈｭﾉtﾉ|｢��
る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}��,ﾉ,ｨ���b�

汚染土壌の体積 ��9fHｶ9{H蓼顏��*｢�

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B��
※詳細は添付書類3の通り 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 ��饉ﾙvﾘ5ｨ8�986x��ｩH�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍��6h48�X5h48���ﾆ俥慰��｢�

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾆﾉMC�ﾘb�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋餠8ﾈ竕?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋驀���ﾂ�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#怨8ﾌ�ﾈ�3�m｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋����ﾈ�4��ｩ?｢�

運搬の用に供する自動車等の 使用者の氏名又は名称及び連 絡先 �5儻H��{�,ﾉ,ｨ.��

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。) 丼�9h,�+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。) 丼�9h,�+R�

’28.7.14 　__　′〇　〇〇〇 

【運綺制　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　$凍珊脚　　亨 

器議書京エンジニアリング東京支店　　　愁欝綴輔 
電話　03-6234-1331　　　FAX　O3-623ト1332 

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。一



添付書類1輸1

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①

形質変更時要届出区域の所在地:東京都豊島区高田一丁目67番49の一部
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添付書類1-2

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②

形質変更時要届出区域の所在地:東京都文京区目白台二丁目217番13の一部
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添付書類1・3

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③

形質変更時要届出区域の所在地:東京都文京区目白台二丁目17番8の-部
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添付資料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

東京都豊島区高田一丁目67番49の一部

東京都文京区目白台二丁目217番13の-部

東京都文京区目白台二丁目17番8の一部

陸運:太平洋セメント　株式会社 

荷姿:ダンプトラック十シート掛け 

処理施設:株式会社デイ・シイ　川崎工場

神奈川県川崎市川崎区浅野町1番1号

種類:浄化等処理施設、セメント製造施設

処理方法:浄化(不溶化)、セメント原料化

2　運搬体制

運搬委託者;株式会社　太平洋セメント　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



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

1.旭企業株式会社　　柚奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4　　　　　　　電話: 045-328-3520

添付資料4

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

1 ��ﾈﾞ����*���#�途�ダンプ �隶仂hx｢�神奈川県横浜市管区北幸2丁目8-4 

2 ��ﾈﾞ����*���3C3B�ダンプ �隶仂hx｢�神奈川県横浜市西区北幸2丁目8可 

3 ��ﾈﾞ��3�*���3S�"�ダンプ �隶仂hx｢�神奈川県棟浜市田区北幸2丁目8輸4 

4 ��ﾈﾞ����*���3塔��ダンプ �隶仂hx｢�神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4 

5 ��ﾈﾞ����*���3塔��ダンプ �隶仂hx｢�神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4 

6 ��ﾈﾞ��3�*(��S�3��ダンプ �隶仂hx｢�神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4 

7 ��ﾈﾞ��3�*(��Sイ��ダンプ �隶仂hx｢�神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4 

※上請内容は、車検証より転記したものである

2.豊川興業株式会社　　神奈川I県横浜市緑区上山3丁目37喜5　　　　　　電話: 0糾-299喜353「

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

1 ��ﾈﾞ����/���ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37輸5 

2 佇譏ﾞ������*ｸ��"�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37賀5 

3 ��ﾈﾞ��c����*H��2�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目32-7 

4 ��ﾈﾞ������*ｸ��R�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�祁奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

5 ��ﾈﾞ��3���*���b�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

6 ��ﾈﾞ������*ﾘ��r�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

7 ��ﾈﾞ������*(����ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

8 ��ﾈﾞ��3���+����ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

9 ��ﾈﾞ��3���+���#"�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

10 ��ﾈﾞ��3��*CSR�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

11 ��ﾈﾞ��3���*h��cb�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

12 ��ﾈﾞ��3���*���sr�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

13 ��ﾈﾞ��38��*���モ�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

14 ��ﾈﾞ����*c����ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

15 ��ﾈﾞ��3���*ﾓ�#2�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

16 ��ﾈﾞ��3�*ｳ#R�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈II憬横浜市緑区上山3丁目37-5 

17 ��ﾈﾞ��3�*c#b�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

18 ��ﾈﾞ��3�*�#r�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目3手5 

19 ��ﾈﾞ����*�33cr�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

20 ��ﾈﾞ����*�3S���ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

※上帝内容は、車検証より転記したものである



3.有限会社ツカダ　　埼玉県比企郡鳩山町小用1208-18　　　　　　　　電話:049-296-1 854

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

1 估i$｣�3���/��S�"�ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208-18 

2 估i$｣�3���*(��S���ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208-18 

3 估i$｣����ﾈ*�����sB�ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208-18 

4 估i$｣�3���*���3ssr�ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208-18 

5 估i$｣�3���*H��#�32�ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用「208-18 

6 估i$｣�3���*H��s3��ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208-18 

7 估i$｣�3���*H���#R�ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208-18 

※上記内容は、車検証より転読したものである

4.株式会社後藤田商店　　神奈川県川崎市川崎区浅野町十5　　　　　　電話:044-366-1414

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

1 ��ﾈﾞ��c����*���#ss"�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町子5 

2 ��ﾈﾞ��c����*���3�sb�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

3 ��ﾈﾞ������*���Csモ�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神素月憬川崎市川崎区浅野師-5 

4 ��ﾈﾞ������*���Csヲ�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

5 ��ﾈﾞ������*���C涛B�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

6 ��ﾈﾞ������*���C涛R�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県」I帽市川崎区浅野町1-5 

7 ��ﾈﾞ������*���S#�2�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

8 ��ﾈﾞ������*���S#釘�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町十5 

9 ��ﾈﾞ������*���S3�R�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町十5 

10 ��ﾈﾞ������*���SS#��ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町十5 

11 ��ﾈﾞ������*���SS#��ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町十5 

※上記内容は、車検証より転話したものである

5.株式会社田中興業エンタープライズ　千葉県浦安市千鳥12-10　　　　電話:04了-353-2609

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

1 做ｸ躡nﾃ�����*���cCS��ダンプ �ｩ69(hｻｸｼh4x985��ｸ7h8�485��千葉県浦安市千鳥12葛10 

2 做ｸ躡nﾃ�����*���S�唐�ダンプ �ｩ69(hｻｸｼh4x985��ｸ7h8�485��千葉県浦安市千鳥12「0 

3 做ｸ躡nﾃ�����*鉄��R�ダンプ �ｩ69(hｻｸｼh4x985��ｸ7h8�485��千葉県浦安市千鳥12「0 

4 做ｸ躡nﾃ�����*���c�#��ダンプ �ｩ69(hｻｸｼh4x5ﾈ5��ｸ7h8�485磯b�千葉県浦安市千鳥12「0 

5 做ｸ躡nﾃ�����*���c�#"�ダンプ �ｩ69(hｻｸｼh4x985��ｸ7h8�485��千葉県浦安市千鳥12「0 

※上読内容は、車検証より転話したものである



6.株式会社ツカサ総菜　神奈川県横浜市港北区新吉田町5857-1　　　電話:045-592「 142

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

1 ��Vﾃ�3���*ﾘ��3#��ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

2 ��Vﾃ�3���*(��33b�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25輸6 

3 ��Vﾃ�3���*���S��"�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

4 ��Vﾃ�3���*���ss釘�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県桟浜市都筑区東山田2丁目25-6 

5 ��Vﾃ�3���*���##b�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

6 ��Vﾃ�3��X*���##r�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��稗奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

7 ��Vﾃ�3���*���#C2�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

8 ��Vﾃ�3���*h��#ヲ�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

9 ��Vﾃ�3���*ｸ��3�R�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

10 ��Vﾃ�3���*���33R�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

11 ��Vﾃ���*ｸ��ツ��ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

12 ��Vﾃ�����*ｸ��ャ2�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��柚奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

13 ��Vﾃ�3�*(,C3cB�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

14 ��Vﾃ�3���*���Ss32�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��祁奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

※上記内容は、車検証より転記したものである

7.株式会社林建材　　埼玉県日高市原宿426「　　　　　　　　　　　　電話: 042-989-3446

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

1 傀ｩ�#�����*���#sc��ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

2 傀ｩ�#�����*���3�#r�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

3 傀ｩ�#�����*���C�cB�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

4 傀ｩ�#�����*���C�cR�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

5 傀ｩ�#�3���*���SS3��ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

6 傀ｩ�#�����*���SSc"�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

7 傀ｩ�#�3���*���Ss#B�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426「 

8 傀ｩ�#�����*���SsS��ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

9 傀ｩ�#�����*���cCCb�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426賀1 

10 傀ｩ�#�����*���cssB�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

」1 傀ｩ�#�����*���cssR�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426「 

12 傀ｩ�#�����*���c�3"�トラクタ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

13 傀ｩ�#�����*ｸ��s湯�ダンプトレーラー �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426「 

14 傀ｩ�#�����*���s�s��トラクタ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

15 傀ｩ�#�����*ｸ������ダンプトレーラー �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426「 

16 傀ｩ�#�����*几��ィ�トラクタ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

17 傀ｩ�#�����*ｸ����B�ダンプトレーラー �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-」 

18 傀ｩ�#�����*���sc���トラクタ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

19 傀ｩ�(��,S����*h��ピR�ダンプトレーラー �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426「 

20 傀ｩ�#�����*���sc�B�トラクタ ��Xxｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426「 

21 傀ｩ�#�����*h��ピ��ダンプトレーラー �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426「 

※上記内容は、車検証より転記したものである



8.有限会社宮原商店　　神奈川県川崎市多摩区登戸1 259　　　　　　　　電話: 044-959-3456

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 ��ﾈﾞ������*���SC���ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区南生田8-58之4-1 

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

13 ��ﾈﾞ������*���SC�2�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区南生田8-5824-1 

「4 ��ﾈﾞ������*���SC�B�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区南生田8置5824-「 

※上記内容は、車検証より転記したものである

9.渡辺建機有限会社　　神奈川県横浜市都筑区東山田町31 8　　　　　　電話: 045-592-5148

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

1 ��Vﾃ�����*���c����ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

2 ��Vﾃ�����/���3����ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

3 ��Vﾃ���*h��#����ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県横浜市部筑区東山田町318 

4 ��Vﾃ�����/������ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

5 ��Vﾃ���*��������ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田町3†8 

6 ��Vﾃ�����+���S����ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田圃丁3「8 

7 ��Vﾃ�����*ﾓs����ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

8 ��Vﾃ�3���/��������ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

9 ��Vﾃ�3�*h��c����ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

10 ��Vﾃ�3���+�C����ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

※上語内容は、車検証より転記したものである



10.㈲ヒカリトレーディング　神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 ∴∴∴電話:044-280-1321

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

1 ��ﾈﾞ������*���C�Cb�ダンプ �ｸ7�4ｨ8｢�6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

2 ��ﾈﾞ������*���H�S32�ダンプ �ｸ7�4ｨ8ｨ�8ﾈ�ｸ6X4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 
13 ��ﾈﾞ������*���CC�"�ダンプ 冲8�(7�4ｸ�h�8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県)l旧市川崎区大師本町6-「1 

4 ��ﾈﾞ������*���CS�R�ダンプ �ｸ7�4ｨ8ｨ�8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

5 ��ﾈﾞ������*���Cc�B�ダンプ �ｸ7�4ｲ�6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

6 ��ﾈﾞ������*���C�3b�ダンプ �ｸ7�4ｲ�6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

7 ��ﾈﾞ������*���C�3r�ダンプ �ｸ7�4ｨ8｢(6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6「1 

8 ��ﾈﾞ������*���S����ダンプ �ｸ7�4ｨ8ｨ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県」=崎市川崎区大師本町6-11 

9 ��ﾈﾞ������*���S����ダンプ �ｸ7�4ｨ8ｨ�8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県月順市川崎区大師本町6-11 

10 ��ﾈﾞ���(��*���ダンプ �ｸ7�4ｸ6ﾒ(6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6「1 

11 ��ﾈﾞ������*ﾘ��"�ダンプ �ｸ7�4ｲ�(6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町か「1 

12 ��ﾈﾞ��3���*c��2�ダンプ �ｸ7�4ｨ8｢(6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

13 ��ﾈﾞ��3���*h��)｣�R�ダンプ �ｸ7�4ｨ8ｨ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��b�神奈川県川崎市川崎区大師本町6十1 

14 ��ﾈﾞ��3���*c��b�ダンプ �ｸ7�4ｲ��h6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6「1 

15 ��ﾈﾞ��3���*c��r�ダンプ �ｸ7�4ｨ8｢(6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

16 ��ﾈﾞ��3���*�����ダンプ �ｸ7�4ｨ8ｨ�h6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

17 ��ﾈﾞ��3���*c����ダンプ �ｸ7�4ｲ��X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

※上記内容は、車検証より転話したものである

1 1.株式会社岸野商店　　神奈川県横浜市泉区弥生台7番地1 6　　　　　電話: 045-802-1 21 6

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

1 ��Vﾃ�����*���田S��ダンプ �ｨｭﾙnﾈⅹ5��神奈川県横浜市泉区弥生台7番地16 

2 ��Vﾃ�����*ｸ��#����ダンプ �ｨｭﾙnﾈⅹ5��神奈川県横浜市泉区弥生台7番地16 

3 ��Vﾃ�����*���鉄#��ダンプ �ｨｭﾙnﾈⅹ5��神奈川県横浜市泉区弥生台7番地16 

4 ��Vﾃ�����*���田S��ダンプ ��ﾈxｨｭﾙnﾈⅹ5��神奈川県横浜市泉区弥生台7番地16 

※上記内容は、車検証より転記したものである



12.シグマテック株式会社　東京都中央区日本橋富沢町5-4　　　　　　　　電話:03-565ト2201

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

1 倅�C�����,ﾓ�cビ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

2 倅�C�����,ﾓ�cs"�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

3 傀ｩ�#�����,ﾘ��#33B�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

4 傀ｩ�#�����,ﾘ��#33R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

5 傀ｩ�#�����,ﾘ��#33b�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

6 傀ｩ�#�����,ﾘ��#33r�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

7 傀ｩ�#�����,ﾘ��#3ッ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

8 傀ｩ�#�����,ﾘ��#3ビ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

9 傀ｩ�#�����,ﾘ��#C#"�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-事 

10 傀ｩ�#�����,ﾘ��#C3��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

11 傀ｩ�#�����,ﾘ��#C3��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

12 傀ｩ�#�����,ﾘ��#ssb�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5「4 

13 傀ｩ�#�����,ﾘ��#ssr�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

14 傀ｩ�#�����,ﾘ��Ec�#R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

15 傀ｩ�#�����,ﾘ��#�#b�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

16 傀ｩ�#�����,ﾘ��#�#r�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

17 傀ｩ�#�3���+x��#C#B�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5葛4 

18 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��ャ3R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

19 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾓャ3b�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

20 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��ャ3r�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

21 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ����sr�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

22 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ�����R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

※上蔀内容は、車検証より転記したものである



1 3.太平洋陸送株式会社　　埼玉県加須市西ノ谷802-1　　　　　　　電話: 0480-73-81 01

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

1 估i$｣�3���*���#ss��ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

2 估i$｣�3���*���#ss��ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

3 估i$｣�3���*���#y{�2�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

4 估i$｣�3���*���#ssB�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市電ノ谷802「 

5 估i$｣�3���*���#ss��ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802「 

6 估i$｣�3���*���#s���ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802「 

7 估i$｣�3���*���#s�2�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802「 

8 估i$｣�3���*���#sビ�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802「 

9 估i$｣�3���*���#sヲ�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802「 

10 估i$｣�3���*���#s���ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

1」 估i$｣�3���*���#s���ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

12 估i$｣�3���*���#s�"�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

13 估i$｣�3���*���#s�2�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802「 

14 估i$｣�3���*���#s釘�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

†5 估i$｣�3���*���#s迭�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

16 估i$｣�3���*���#s澱�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802輸「 

17 估i$｣�3���*���#s途�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

18 估i$｣�3���*���#s唐�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

19 估i$｣�3���*���#s湯�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802「 

20 估i$｣�3���*���#����ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

21 估i$｣�3���*���#����ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

22 估i$｣�3���*���#��"�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

23 估i$｣�3���*���#��2�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

24 估i$｣�3���*���#��B�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

25 估i$｣�3���*���S�#2�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802「 

26 估i$｣�3���*���S�#B�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

27 估i$｣�3���*���S�#R�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-「 

28 估i$｣�3���*���S�#��ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802「 

29 估i$｣�3���*���S�3��ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802「 

30 估i$｣�3���*���S�3��ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

31 估i$｣�3���*���S�3"�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

32 估i$｣�3���*���S�32�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

※上謁内容は、車検証より転記したものである



1 4.篠竹興業株式会社　　神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-1　　　　　　電話: 044-288-7566

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

1 ��ﾈﾞ������*��cC��ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-1 

2 ��ﾈﾞ������*���#2�ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-1 

3 ��ﾈﾞ������*��cc2�ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区千鳥町8「 

4 ��ﾈﾞ������*���#Sc��ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhx｢�押奈川県川崎市川崎区千鳥町8「 

5 ��ﾈﾞ������*���3�s��ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhx｢�袖奈川県川崎市川崎区千鳥町8-1 

6 ��ﾈﾞ������*���3c���ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区千鳥町8「 

※上記内容は、車検証より転記したものである



15.株式会社大典　青森県八戸市西白山台5丁目13-13　　　　　　　電話:0178-27-8111

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

1 �i78ｷｳ�����*���ン���ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

2 �i78ｷｳ�����*���ン�"�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

3 �i78ｷｳ�����*�����S��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

4 �i78ｷｳ�����*�����S��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

5 �i78ｷｳ�����*�����s"�ダンプ �ｩ�Xｻｲ�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

6 �i78ｷｳ�����*�����S��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

7 �i78ｷｳ�����*�����S"�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

8 �i78ｷｳ�����*�����S2�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

9 �i78ｷｳ�����*�����SB�ダンプ �ｩ�Xｻｲ�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

10 �i78ｷｳ�����*�����cR�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

11 �i78ｷｳ�����*�����cb�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

12 �i78ｷｳ�����*�����c��ダンプ �ｩ�Xｻｲ�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

13 �i78ｷｳ�����*�����c��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

「4 �i78ｷｳ�����*���塔�b�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

15 傀ｩ�#�����*���cSc��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

16 傀ｩ�#�����*���c3ヲ�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

17 傀ｩ�#�����*���c都��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

18 傀ｩ�#�����*���c鉄r�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目1313 

19 傀ｩ�#�����*���c鉄��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

20 傀ｩ�#�����*���cc�"�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

21 傀ｩ�#�����*���s�コ�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13賀13 

22 傀ｩ�#�����*���c涛2�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

23 僮������*���S�"�ダンプ �ｩ�Yv��青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

24 僮������*���S�2�ダンプ・ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

25 僮������*���S�"�ダンプ �ｩ�Xｻｲ�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

26 僮��S����*���c���ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

27 僮������*���c���ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

28 僮������*���cC��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

29 僮������*���cCb�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

30 ��89h蕪�����*���s��"�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13輸13 

31 ��89h蕪���*都��2�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

32 ��89h蕪�����*���s��B�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

33 ��89h蕪�����*都��R�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

34 ��89h蕪�����*���s��b�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

35 ��89h蕪�����*���s��r�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸布置白山台5丁目13-13 

36 ��89h蕪�����*���s�#R�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

37 ��89h蕪�����*���s�#b�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

38 傀ｩ�#�����*���ccコ�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

39 傀ｩ�#�����*���ccッ�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

※上記内容は、車検証より転記したものである



16.株式会社天佑　埼玉県朝霞市根岸245-1　　　　　　　　　　　　電話:048-46十8277

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

1 傀ｩ�#�����*���C�3b�ノダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245「 

2 傀ｩ�#�����*���C�3��ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

3 傀ｩ�#�����*���cCC��ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

4 傀ｩ�#�����*���cCS��ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245「 

5 傀ｩ�#�����*���cCS��ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245「 

6 傀ｩ�#�����*���cCS"�ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245「 

7 傀ｩ�#�����*���cCS2�ダンプ ��Xxｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

8 傀ｩ�#�����*���cCSR�ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

9 傀ｩ�#�����*���cCS��ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

10 傀ｩ�#�����*���cS���ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

11 傀ｩ�#�����*���cS�"�ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

12 傀ｩ�#�����*���cSィ�ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245「 

13 傀ｩ�#�����*���c塔��ダンプ �ｩ5it2�・埼玉県朝霞市根岸245「 

14 傀ｩ�#�����*���c塔��ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

15 傀ｩ�#�����*���c涛��ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

16 傀ｩ�#�����*���s�#"�ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245「 

17 傀ｩ�#�����*���s�3B�ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245「 

18 傀ｩ�#�����*���s�3R�ダンプ �ｩ5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

※上記内容は、車検証より転記したものである

17.有限会社辻建材　山梨県南アルプス市川上255　　　　　　　　　　電話; 055-282-2821

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

1 伜)yﾃ�����*����b�ダンプ �ｹ-(ﾉｨﾝ��山梨県南アルプス市川上255 

2 伜)yﾃ�����*����r�ダンプ �ｹ-(ﾉｨﾝ��山梨県南アルプス市川上255 

3 伜)yﾃ�����*���3B�ダンプ �ｹ-(ﾉｨﾝ��山梨県南アルプス市川上255 

4 伜)yﾃ�����*���#S�"�ダンプ �ｹ-(ﾉｨﾝ��山梨県南アルプス市川上255 

5 伜)yﾃ�����*���#s���ダンプ �ｹ-(ﾉｨﾝ��山梨県南アルプス市川上255 

6 伜)yﾃ�����*�3#c"�ダンプ �ｹ-(ﾉｨﾝ��山梨県南アルプス市川上255 

7 伜)yﾃ�����*���3C32�ダンプ �ｹ-(ﾉｨﾝ��山梨県南アルプス市川上255 

8 伜)yﾃ�����*���3Scr�ダンプ �ｹ-(ﾉｨﾝ��山梨県南アルプス市川上255 

※上話内容は、車検証より転読したものである



16.株式会社槙運輸　神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目618-5　　　電話:045-423-8246

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

1 ��Vﾃ��8��/�����ダンプ �ｩlﾘ暮t��神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目618-5 

2 ��Vﾃ��(��*(��332�ダンプ �ｩhｨ暮t��神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目618-5 

3 ��Vﾃ���*���SSR�ダンプ �ｩhｨ暮t��神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目618-5 

4 ��Vﾃ�3���*���ccb�ダンプ �ｩlﾘ暮t��神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目618-5 

5 ��Vﾃ���*���ャ��ダンプ �ｩhｨ暮t��神奈川県投浜市神奈川区松見町2丁目618-5 

6 ��Vﾃ��(��*ｸ��,C����ダンプ �ｩhｨ暮t��神奈川県議浜南柏奈川区松見町2丁目618七 

7 ��Vﾃ�����*���3332�ダンプ �ｩhｨ暮t��神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目618-5 

8 ��Vﾃ�����*���SSSR�ダンプ �ｩhｨ暮t��神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目618-5 

9 ��Vﾃ�����*���c�Cb�ダンプ �ｩhｨ暮t��神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目618-5 

10 ��Vﾃ�����*���s3�b�ダンプ �ｩhｨ暮t��神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目618-5 

11 ��Vﾃ�8�X*(��涛湯�ダンプ �ｩhｨ暮t��神奈川県横浜市柚奈川区松見町2丁目618-5 

※上記内容は、車検証より転記したものである


