
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年夕月ュ0日 

東京都知事殿 

鞍部港翳4諾8番袈 

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。 

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�79mｨﾙXｾi(imｨﾙS))ｩm｣)MC�ﾘh��員ｨｸ�ﾈ鹵��口 
東京都渋谷区恵比寿南3丁目48番5の一部(地番表示) 

汚染土壌の特定有害物質によ �C��7��ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ顏�W94ｸﾘr��

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}��,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 鼎�B驅�9-宙僂｣C�B縱8ｶ(����
※詳細は添付書類2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B��ｸ､8補��IIR��ｹzH補一�:竟B��
※詳細は添付書類3のとおり、 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 乘H�檍��8ﾉzx6X4�6ﾘ4�8�5h�ｲ�

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍��8ﾉzx6X4�6ﾘ4�8�5h�ｲ�

汚染土壌を処理する施設の所 在地 兒ｩ¥ｩ9傀謁ﾘ郢�ﾓｨ蟹&ﾘﾊy�8ﾌｸ�8�)ч*ﾃペMC8����窺C��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋綛ﾈ繦?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���ﾈ���?ｨ�����������������Tﾉ)x�(v｢褸���

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���ﾈ纖?ｨ���������������������ｨ�ｨ�X��｢�ｲ�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋��(ﾈ纖?ｨ���������������X蠣:ﾈ薊ｸsr�

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 �5儻Hﾇｨ�(��X,ﾈ,h*��(�����y�ｶ9~ﾒ� 

積替えを行う場所の所在地並 �?ｨ毎蝌ｼhｩH�檍����8ﾈｹ�79�Y68ｾhｹ餬ﾉ8s2ﾓRﾓ"�

びに所有者の氏名又は名称及 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍����kﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾi�Hﾊ�*ﾃSyMI&�&��b�

び連絡先(運搬の際、積替え を行う場合に限る。) ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}緝��x,ﾈ,h*�.��

保管施設の所在地並びに所有 �?ｨ毎蝌ｼhｩH�檍����8ﾈｹ�79�Y68ｾhｹ餬ﾉ8s2ﾓRﾓ"�

者の氏名又は名称及び連絡先 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍����kﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾi�Hﾊ�*ﾃSyMI&�&��b�

(保管施設を用いる場合に限 る。) ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}緝��x,ﾈ,h*�.��

く連絡訣あすなろ建設株式会社防衛日新舎作業所担当:臆園丁Bし:03-645l-0309 

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)を認識し、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。



○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

添付書類1
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添付書類3　汚染土壌の運搬の方法

3-1.運搬フロー図

形質変更時要届出区域 

東京都目黒区中目黒2丁目2番l号　(住居表示) 

東京都渋谷区恵比寿南3丁目48番5の一部(地番表示) 

基準不適合土壌

鉛汚染土壌

陸　運:株式会社粟立テクノクラシー【運搬受託者】 

愛知県瀬戸市山路町1鎚番地l 

荷　姿:ダンプトラック+シート掛け 

積替・保管施設:日栄産業株式会社

東京都大田区京浜島3・5・2

海　運:株式会社東立テクノクラシー【運搬受託者】 

愛知県瀬戸市山路町134番地l 

荷　姿:船舶(ハッチカバー付) 

積替章保管施設:愛知海運株式会社　八号地現業所

名古屋市港区船見町57番地地先

陸　運:株式会社粟立テクノクラシー【運搬受託者】 

愛知県瀬戸市山路町134番地l 

荷　姿:ダンプトラック十シート掛け 

処理施設:株式会社東立テクノクラシー本社事業所

愛知県瀬戸市山路町87番3、 118番l

種　　類:分別等処理施設

処理方法:異物除去、含水率調整
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<運搬車両一覧> ※運搬受託者(株棟立テクノクラシー

¥ 竸ﾙ�ﾉG�,ﾉkﾈ�4｢�鮭川楯の領海 ��ﾈ鑛lb�†I(博の形抹 �?ｩ:韜鞏ｨ漁�b��刮�緕m朗の郎舶 俎y5��ｸ�4又�?�+x.仭x.��
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6 忠4��ｨ､R�幽j鴫江戸川は撮増曲6-17-10 ��ダンプ 偬�ﾂ�130　ら 湯� 倚�YH-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

7 忠:�4y���奴璃耶江戸川快諏櫛西の・!7-10 ��ダンプ 佶ｩzr�I帥　ら 粕�� 牝��ｹ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｶB��
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29 �:)yｩLy}iy�'ｨ*ﾙ%B��酢鮒Illし凋碗Il湖北雌刑-17一周 ��ダンプ 伜IF��130 几�'ﾒ俯�� 侭$宙-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ茲�

80 俘ﾄ�+9l�僣ｻｹ'ｨ*ﾙ8ﾒ��帥奈川取捌派梱挫」蟻船町十時-i1鼻 ��:坪�3h�Xﾕ2為r�ダンプ 竸ﾙ���i縞0 度ｨｳ�r� 刔倅(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ腕��

種l �.$�+8暮t�ｺ��ｲ�*r��博森川県城派的脂此区樽町ト17-・購 ��ダンプ 亰僥��1寓0 度ｹ���� 丿ﾙ4�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ腕��

32 偃yNﾉ��ｭ�5Hｹ"�<���押金川課倣荻Ii棚庇は憾母上17-碕 ��ダンプ 倅ｩF��鳩0 都S��� 俤8�(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

京3 亂�=�;ﾈｻｸ愆絢ﾒ��押無II陳騨南部笹北快勝叩-I7∴(5 ��ダンプ 刋颶��1櫨0 都S��� 曝ﾗr�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｹ"��

3・i 假X諟ﾇﾙ�Hｷ)�ｸ*ﾘx｢�抑鏡)I陳横波樟維化せ博町子17-・I烏 ��ダンプ 冰�Vﾂ�180 虹ｯ���� 刔���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

85 ��ｸｪ�ﾇﾘﾊh遥o"栄R��帥藤川県城浜据膳北は伸一叶I-I7〇・I5 ��ダンプ 亊yF��130 ��S�"� 倚�ｷx-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｧ"��

3倍 �.漠d�i4處�4弍��帥森iI槻戦況章I樋北は即子I-"・」5 ��ダンプ 亰僥��130 偸ﾆ湯� 丿x藕-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ,ｒ�

紳 �.倡ｸ�}hｧ9�ﾘ*ﾙ4��相姦II欄間晩iI鵬北は博母上章7-`15 ��譏6y+#bﾘ顥:C�R�ダンプ 佩泳ﾂ�130 途�瀞� �+�4�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ=b��

88 �.刎X�xｹ5Hｹ(��欒��帥窮Ii服飾的I鵬北隣的母上17-▲I5 ��ダンプ �ﾉF��130 土W��F�� ��x竧-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ�(�"�

39 佛�6I�ｸ鋸隼>｢栄R��神奈川隠勘波I帝絆北障絶叫4-17-15 ��ダンプ 俥ﾙF��100 冰｣S�� 漠�"�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ烹��

置0 假X諸�ﾊhｻｸ�ｲ�4��曲射Ii臨戦派用総北膳櫛I昨日7〇・購 ��ダンプ 刋颶��100 仗B�-ﾆﾂ� 仍處(-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｷ｢��

i= 俚ﾆ妬�K謁�>�*ﾙhﾒ��押祭=腫拙折弼盤北陣樽恥ト17-ii5 ��ダンプ ��F��1紬 土�3�r� 僣阮(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｾﾂ��

42 �$In��ｶ��Yy�E�����神谷川場棚卸碕勝北障樽叶い章7-塙 ��ダンプ 僮ﾙF��!00 土U｣�� ��ﾈ膵-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

18 �ｩ��I�h鋸ﾌy'ｨ*ﾘx｢�押蜜II!県軟派雄港北曙的時H7-・1露 ��ダンプ 儉�F��的0 度ｨｳ��� 丿ﾙ_�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

・= 假X諟ﾇﾘｨhｺ絢2栄R��柳怨川場紛腺II碓北膳悩町有17〇・購 ��ダンプ 亰僥��180 土FY4�� 偬�ｸ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

も5 儻H��暮t�盜ｧ忠*r��神勅Ii県牌帆綱嬰庇は蜘叫ト17-・陶 ��ダンプ ��F��130 都S&ﾂ� 几Ixｨ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ｸ�X8ｨ4x5�6X8ｸ���

Jの �����ﾇﾙE�.��)�X*ﾘｯ��神祭Ii陳横波Il鵬北医樽町・ト章7-・15 ��ダンプ 俤ｨｻR�13 都X･ﾂ� 倚��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

・17 �Izｨ��ｬｸｻｹ|��<鋳�神奈川県椴派市搬北は削I十17-・15 ��ダンプ 弍泳ﾂ�l釦白め 綿ｨﾉjｒ� �9[x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ宸��

・18 倩ﾘ顋+I�)�X舐茜B��押射=鵬職浜柵匹北は博聞-1てら15 ��ダンプ 倅ｨ��1測 ��XｧS#��l 粕��ｹ�8-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｷ｢��

`19 ����亊i�X*ﾙi���勅森II槻横波面壁北I轡博聞-し7-i15　　0・15-馴6-統耽 �5　　ダンプ ��氓�130　め 都S)<R� 俾Y�X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ���

50　　亀嘱運輸卵塊(挑) 剪@東川県戦況輔朗と呼物闘仕丁トi5　　0・15-謝6-850 �5　　ダンプ 丼HｻR�帽 都S"�0 ��i$�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

喜喜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃。。〇〇〇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　看 

軌 宙�僵磯2�恥的l臨戦派Il榊森川l割湖面脚㌻l ����Bﾓベｯ�fﾓ�-ﾆ薄��1　ダンプ 僮ﾙ|��10 迭� 迄蛻-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r��h4x5�6X8ｹ'��

毒2 宙�ｘ鉙�2�柵蘇)II県朗的駒iI蘇川l雪羽状町1535-! ��)　ダンプ ��Y�｢�13 鉄R� 侭5�ｯx6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ���



<運搬車両一覧> ※運搬受託者(株棟立テクノクラシー

¥ 仆(ｭHﾘ(,ﾉkﾈ����倣川井のは筋 佗ﾘﾚ隧R�埴iトの彫状 �ﾘﾘX揵�Y=ﾙ/ｩ^｢�劍､8劦7��ｸ,ﾉ�iEｲ�瓜的繊毛的Il:する構造 

5:書 忠�｢傴ﾈﾇﾒ�細森川妹戯派亜神奈川毛羽扶助1烏的書1 ��ダンプ 刋颶��100 �.r�r照 ��肝撮み十トラックシート(ポリエステル梗) 

5∴1 忠W｢仂�&��鮎的Il鼎淑附II糾奈IIl性羽沢闘f1青鎌-1 ��ダンプ �:ﾂ�+ｲ�1の0 �.r�08 ��辞的み十トラックシート(ポリエステル襲) 

55 中ﾆ著ﾕｩ&��抑然Ii鵬戯沌棚I-恭II旧羽網子15締-1 ��ダンプ �>颶��100 �.r�69 ��腔撮み+トラックシート(ポリエステル致) 

56 宙ﾝﾒ亰仂��押捺川部聯渋I=圃療川は羽沢吋1電飾-I ��ダンプ 俥ﾙF��iOO �.r�77 ��II(舶み+トラックシート(ポリエステル製) 

57 忠.著鉙ﾌ��帥錬川県朋的1細I斜II医羽沢ロJI5as-i ��ダンプ 册�F��100 �.r�78 ��胎舶み十トラックシート(ポリエステル襲〉 

58 冽�傴ﾈ�2�神祭用県胱派姉神奈川医羽沢町i535-1 ��ダンプ �5�F��100 �.r�臓 ��亜徽み+トラックシート(ポリエステル製) 

59 宙�Vb傴ﾉJ��神勅Il県聯騎l珊i森川健糊妹町1535-1 ��ダンプ ��Xﾌｲ�書00 �.r�i80 ��櫛相み+トラックシート(ポリエステル鋭) 

漢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　音 

60 宙ﾈb儘�Y�ｩY��神的II県城的l櫛駄洲新訂ト1 ��ダンプ 亊yF��舶0 �*��813 ��拡散み+トラックシート(ポリエステル製) 

61 忠4儘�ﾘﾌ���押怨川場蔵的l腫iX別I那・トl ��ダンプ 刋颶r�1持0 �*��あl.i ��撮朗み十トラックシート(ポリエステル敬) 

62 宙欒儘�(ﾌx���抑窮III鵬撤派II破I剃り朗6-I-l ��ダンプ �*�ｲ�180 �*��815 ��髄撤み十トラックシート(ポリエステル製) 

6種 忠*r儘�X�8ﾚ｢�神藤川県瓶浜描線陣別所の十-1 ��ダンプ 兩ﾉF��i鍬0 �*��8し6 ��硬槻み+トラックシート(ポリエステル独) 

6・l 忠8�ﾔ�Y&��｢�細紺II離船汲Ii櫓は踊耶-トi ��ダンプ �ﾈﾚﾂ�!3寄 �*"�817 ��確職み+トラックシート(ポリエステル睦) 

6言 忠�ﾘﾔ�Y4��神奈川県櫛剛融は糊帰的一日 ��ダンプ 亰儁��購0 �*"�818 ��請磯み十トラックシート(ポリエステル襲〉 

66 忠Gb儘�ﾙu偬��神奈川県城渦ii報l劫細部トト1 ���S�Rﾓv��"ﾓS亢��ダンプ 僮ﾙF��1寄0 �*��819 ��昨撮み十トラックシート(ポリエステル製) 

漢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　音 

67 忠�著ｭI$�¥�ﾍ"�帥森川帰航脈的戸磯は平戸紅諾ト13 ��ダンプ ��ﾙF��100 �*��7972 ��碇創み十トラックシート(ポリエステル援) 

68 忠hﾒ兌vﾉ�ｨﾍ"�細谷川場樹派串戸協i専平戸3-請-重3 ��ダンプ 僮ﾙF��100 �*��側部 ��紺拙み十トラックシート(ポリエステル敏) 

(j9 忠hﾒ冕h�Vﾆﾈ�9u��神祭JIl聴横櫓Ii戸塚l雲母戸乱読-議 ��ダンプ ��ﾘｻR�100 �*��802ii ��亜朗み十トラックシート(ポリエステル襲) 

70 忠Gcﾘ�&曝�9���神奈川県拭派南戸噂医事戸3-5計i3 ��ダンプ ��F��IOo �*��902嚢 ��両部み十トラックシート(ポリエステル製) 

了I ��ﾈｮ仂b�<鋳�間隙磯派亜鴎は北乎2-柵・i械派郎口請ピ �-��RﾙG(,ﾒﾓ3S#��ダンプ ��ﾈﾞ��IOO �*��2097 ��宙帥み十トラックシート(ポリエステル襲) 

72 �霎�lﾂ�鋳�川購朗治I砥I割と草2-8-i(戯滅菌日賦ピ ���T迭ﾓ8�iwx耳�#��ダンプ ��ﾉ4��1(IO �*��81ふi ��直撤み十トラックシート(ポリエステル製) 

7購 ��ﾉ�8�*ﾘｻ"��川媒横沢青ii麿は此事2-8-・I戯脈西口青物ピ ��ダンプ ��ﾉ4��130 �*��3502 ��恥部み十トラックシート(ポリエステル裂) 

7`i 兩xｮ�'ｨ*ﾙ<鋳�川鵬馳脈埴穂は北軍ま-8・・】靭渋面日賦ピl ��ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*��縛988 ��硝概み十トラックシート(ポリエステル焚) 

75 �隶倩r�8��川鵬撒派雄曲事己此塙舶-章　股旅西口賦ピ ��ダンプ ��ﾉ4��IOO �*��寄989 ��直樹み十トラックシート(ポリエステル製) 

了6 �隶亢"栄ﾒ��川県戦況据膳【靴華2-8-・l職汲偶口陣ピ ���X闥ﾓ3#ぺｦy����ダンプ ��ﾉ4��130 �*��5部9 ��i忙撮み+トラックシート(ポリエステル勲) 

了7 ��ﾈｮ��X*ﾘｴ���川撚櫛蔽両脇陸叱乎2-8一・l恢脈凹口跡ビ ��ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*��58IO ��曲順み十トラックシート(ポリエステル襲) 

了8 ��)�ﾉlﾉ��4��神奈川県横浜輔統l雪上I栂丁H32-7 ��ダンプ ��ﾉ4��10j �/��I ��陸飲み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

栂 刔陞h隼|�4鋳�抑森川親閲派組織は上向3丁I周了-烏 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*ｲ�2 ��直徹み十トラックシート(ポリエステル襲) 

80 仂�緬5Io"�4��竹森II駆朋漁購さは上向3丁陣32イ ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*B�3 ��砕撒み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

削 佝��ﾈｻｸｵｹ4��押斜=鮎櫛渦i軸は上川3丁=32-了 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*ｲ�5 ��舶撮み十トラックシート(ポリエステル馳) 

鍛 價Y�ﾉ7ｩ~ｨx｢�抑釣り県撒脈轟線は上川額丁郎7-5 �-���6y�ｲ��ｨ自>y¥｢�ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*��6 ��櫛的み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

83 俥ﾘ.綾ｹ_�4��相知=駄横派両線母上I棚丁=37-5 ��ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*ﾒ�7 ��雄肌み十トラックシート(ポリエステル製) 

ふI �)9�ﾉJ��ﾈﾍ��神楽川部戦旗庸雄誌上I母丁日32-7 ��ダンプ ��ﾉ4��IOO �*"�8 ��耽部み十トラックシート(ポリエステル製) 

◆　85 ��X�ｦ曝ｻｸｴ)ob�抑制1I姻倣渡IIi織は上山寄丁II37-5 ��iダンプ ��ﾉ4��130 �,"�請 ��筋耽み十トラックシート(ポリエステル靭) 

86 倅｣ﾙy�.�｢�軸東川駄樹恥l融風上I栂丁ロ37-再 ��ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*ﾒ�l舗 ��確的み」・トラックシート(ポリエステル隷) 

87 佝��ﾈｻｸﾝ�4��帥襟川鮎桃源)l硯購上山3丁I二置32-7 ��ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*��217i ��預的み+トラックシート(ポリエステル勲) 

88 佝i�ﾉ4冩(x｢�相楽III県概況師練晴上l咽丁円82-7 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��j塑1●! ��晴朗み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

89 亢Y�ﾉ�ﾈｸ�4��抑窮川蝉敬的l臓は上周3丁=32-7 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��笈場6 ��雄頼み十トラックシート(ポリエステル敦) 

90 仂苳冉處�4��神勅I〇線戦派母線匿上向3丁照滅-7 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��2く簿7 ��昨横み+トラックシート凍りエステル敏) 

91 ��T粕仄�>�"�押朱III規棚沢海綿I貫上山3丁1132-7 ��ダンプ ��ﾉ4��100 �*��鍬00ゆ ��直納み十トラックシート(ポリエステル襲) 

92 ��(ｭIy�ｦｸx｢�抑襟川県横的I煩晴上I博丁即事争7 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��3重o$ ��龍親み+トラックシート(ポリエステル敬) 

83 偖)�ﾈ�ｨﾝ�4��糾徐III鳩馳凍Il脇は上III3丁IJ滅-了 ��ダンプ ��ﾉ4��100 �*��削51章 ��昨蝕み+トラックシート(ポリエステル裂) 

0∴l ��Sﾙy�ﾄ仞��押恭川場戦況紺線陣上l咽丁調純一? 尾ﾈ�X6y�ｹ:��Yh�3��ダンプ ��ﾉ4��重00 �*��・3367 ��曲樹み+トラックシート(ポリエステル竣) 

絶 ��ｴ粕�%8愃x｢�¥神奈川螺検脈昨純iぺ上山3丁日32-7 ��貭�6s#湯ﾓ3S6ﾂ�ダンプ 冽�ｭ��100 �*��櫛10 ��陸側み十トラックシート(ポリエステル製) 

96 �ｸ684ｨ5��埼玉県比企陣場il叩I大字小川は08-18 ��ダンプ 僮Y<��重合0 �/��102 ��’曲強み十トラックシート(ポリエステル襲) 

97 茶��684ｨ5��埼戴腺比企榔鳩山町大軍小州1柳8-18 ��ダンプ 估i;��1京0 �*"�京8l ��潰拙み+トラックシート(ポリエステル捜) 

98 宙xｸ684ｨ5��埼玉鳩比企鳩胸冊子大牢小用1208-18 ��ダンプ 估h���130 �*��50 ��甜朗み+トラックシート(ポリエステル襲) 

99 ��S�ｫ�684ｨ5��埼玉県比企邸鳩l州「大字小I肌208-18 ���c壷V�,ﾂﾘ自�fﾂ�ダンプ �-���100 �*"�213豆 ��梗概み+トラックシート(ポリエステル製) 

100 忠+(684ｨ5��埼鶴朝腹企耶梗山町大手小皿紬S-18 ���X�｣坪+8ｪッﾓ�ｿ��Vﾂ�ダンプ 估iK2�180 �*��京777 ��秋強み+トラックシート(ポリエステル駁) 

iO) �+(684ｨ5��埼.飛球比企耶鳩Ill博大や小川I∞8-購 ��ダンプ 册����130 �*"�731 ��拡榊九十トラックシート(ポリエステル襲) 

102 忠IX684ｨ5��崎]抽比企棚的I博r大′了珂1川i柳ト18 ��ダンプ 僮Y$｢�130 綿�"�絹欝 ��鎚概み十トラックシート(ポリエステル製) 

重03 �､冽�緬'仞ﾈ4x5ﾈ5��ｸ7H�h8�48ｾ��b�手張拙滴瑳ili千的重2-10 ��ダンプ �ｩuhｧ2�100 �*��6150 ��枇朗み十トラックシート(ポリエステル吸) 



<運搬車両一覧> ※運搬受託者(株陳立テクノクラシー
ヽ、 ¥¥ ��ﾉw�ｯ8,ﾉkﾈ�."�(畑Ii拝の腔所 佗ﾙxﾙ���I博幸の形状 僮);ｨ��*ﾘ�hﾖ�5ｸ*B�劍垰4�7��ｸ,ﾉ'刔停�職級やを防IIこする騨進 

!0」 ��6ﾈ�4鎚隼�h馼986x7h8�485や�千葉駄肺炎I存千∬章2-10 ��ダンプ 凛�(囘ﾒ�iOO �*��簿098 ��面相み十トラックシート(ポリエステル馳)・ 

IO5 �:�+(揵J��X7�986srﾘ8曝5��b�千鎚踊巾安値干場i2-10 ��ダンプ �4几9nﾂ�IOn �*���S������i煩くみ十トラックシート(ポリエステル紋) 

106 亶$緬�ﾂﾈｻｸｼh4x5ﾈ6sx�x8倬r��千躾鵬輔錐的龍的乱6-9 ��ダンプ ��hﾆ)nﾂ�130　え �16 ��柾的み十トラックシート(ポリエステル殻) 

10了 刔ﾘｭD綿耳ｻｸ愃�5h5��ｳx�x8��*��千葉県紬齢ii商洲3-6-の ��ダンプ 俥Xﾆ(抜�130 �*B�17 ��楢概み十トラックシート(ポリエステル貌) 

108 �ｨｭI(if��凛�5h5��ｳx��*D仞��b�千刺.軸麿iiげ鳩12-iO ��ダンプ ��闃ｹnﾂ�iOO �*���c�#����l鮎I(み+トラックシート(ポリエステル製) 

100 �ｦ侘$�:�H4x5ﾈ6sx�x8�485��千悠規制策轟干場12-10 ��ダンプ 乂ﾈ��nﾂ�100 �*��002l ��伽親み+トラックシート(ポリエステル襲) 

=O �ﾉ�ﾂﾖﾂﾙwﾙo(馼5h5��ｸ7X8偖��千臓柵浦的Ii千鳥宣2-10 ��ダンプ 俘I�B�IOO �*��蝕22 ��准積み十トラックシート(ポリエステル致) 

=l 兌x684ｨ5I�ﾘ�"�朴窮川場蹴派恥部筑図柄I個2丁田舗ゼ ��ダンプ 兢ｩF��I80 �*ﾒ�3別 ��船的み十トラックシート(ポリエステル製) 

=2 �ｸ684ｨ5I�ﾘﾄﾒ�帥窯II脚韻脈持郁筑陣取II冊2丁目鄭重 ��ダンプ �4�F��130 滅ﾂ�886 ��柾的み十トラックシート(ポリエステル駁) 

=3 宙ﾌ(684ｨ5I�ﾘｴ"�抽森川塵桃凍れ柿旗は喰Il川2丁i125-6 ��ダンプ ��ﾘｻR�130 �*��謡02 ��蛍的み十トラックシート(ポリエステル裳) 

=l 忠�x684ｨ5I�ﾘｪﾂ�同素周県駁脈恥栃錦低減I=I晒す日鋤・6 ��ダンプ 亶)x��l如 �*��押91 ��船舶み十トラックシート(ポリエステル竣) 

=6 宙ﾕ8684ｨ5H僮�ｲ�制約l鵬櫛洗II糎削靭細田2丁円2計の ��ダンプ �'僥��I80 �*��塑6 ��蹄でみ十トラックシート(ポリエステル槌) 

1川 忠9ｸ684ｨ5IE�ﾇ��捕森II根城締1胸筑匹蛇III叩2千円締-の ��ダンプ 兩ﾉ=r�130 �*��竣7 ��硝馴れ十トラックシート(ポリエステル製) 

=7 宙xｸ684ｨ5I�ﾘﾇ��糾祭II晒賦脹姉秘境勝敗I山田2丁目25-0 ��ダンプ �8ﾘﾋ��130 �*��2・i9 ��陸棚み十トラックシート(ポリエステル襲) 

=8 ��8684ｨ5H鋸ﾇ��抑蛮II陳戯めi繭細さ取11剛2丁山鮪-6 ��ダンプ 兌y�"�1容0 �*b�粧9 ��師部み十トラックシート(ポリエステル襲) 

119 忠oh684ｨ5I�ﾘ�ｲ�博無用県脳絢I楯鏡は撮II佃2丁手l雅-8 ��ダンプ 亰冕ﾂ�130 �*ｲ�30;; ��lI凋み+トラックシート(ポリエステル勲) 

120 曝ｫ�684ｨ5I�ﾙ�B�軸余II服軟渋砧榔餅は胸囲i2丁=鮎-6 ��ダンプ ��鐫�130 �*��紬5 ��Ii凋み+トラックシート(ポリエステル報) 

i2l 忠nｸ684ｨ5I�ﾙwr�神奈川県旗派Ii珊筑剛I用看I2丁機銃-の ��ダンプ 丶)Nｲ�100 况R�861 ��龍頼み十トラックシート(ポリエステル敬) 

lよ塑 忠�X684ｨ5IE��"�相楽l剛,服漁I筋鏡は姓IitⅢま丁=妨-6 ��ダンプ 兌)Vﾂ�100 �*ｲ�節婦 ��面撮み十トラックシート(ポリエステル竣) 

I雪寄 忠:�684ｨ5H紀D"�帥森川県戯派辞抵組は相加I12丁目2争6 枇+S�RﾓS�"ﾙ:��R�ダンプ �$��"�130 �*"�1寄6・I ��庫的み十トラックシート(ぶりエステル致) 

12イ 侘(684ｨ5I,io"�糾余I冊蝦的II榔筑膳葉il剛2丁Iミ25-6 ��ダンプ 僮YF��13の �*��新噂3 ��潰敢み十トラックシート(ポリエステル襲) 

l鋲 忠�8684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県蹴剛柵筑灰班il刷2丁日登珊 ��ダンプ 俥ﾘﾋ��130 �*"�017寸 ��姉別み+トラックシート〈ポリエステル敦) 

126 茶��､8ﾋIIX鰓�恥的iI臨ii雌IIi多櫓膳織戸1鑓9 ��ダンプ ��ﾉ4��100 �*��I6種6 ��両部み十トラックシート(ポリエステル製) 

I27 �*ﾙ'ﾉ�ｩ,(ｽ稲��糾射Il県川的師参府陣蛙戸1粘9 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��1償2 ��誼拙み十トラックシート(ポリエステル襲) 

128 侘(ﾞXｻ仗����神祭Iii脚Ii館章l移麿はの戸1259 ��ダンプ 冽�ｼ��100 �*��1了0-I ��直郎み十トラックシート(ポリエステル劉) 

129 忠�ｩ[y/ｹ7h��押斜=l閤=輸Ii多煙I考並戸I鮪9 ��ダンプ ��ﾉ4��100 �*��170与 ��他部み十トラックシート(ポリエステル敬) 

130 忠_ﾈ/�ﾖi>ﾉ���押豹=脚i咽Ilf多璃医援戸12紗 ��ダンプ ��ﾈﾞ��IのO �*��I70京 ��陸棚み十トラックシート(ポリエステル紘) 

13I 忠k�*ｹ:�*ﾘｩ､傴��抑斜Ii鼎i崎I競多秘録織戸l締9 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��1757 ��脇倣み十トラックシート(ポリエステル襲) 

132 �+(ﾖX�9G益b�押森川博用I飾II移櫓曙湛戸1259 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��2・i92 ��妬組み十トラックシート(ポリつエステル致) 

183 茶��i��'�YB�神奈川県=輪「I移優性襲戸l鮪9 ��ダンプ ��ﾉ4��100 �*��2193 ��曲強み+トラックシート(ポリエステル鋭) 

職i 宙ﾘHｪ�4傅I���神奈川肋間的i的場陳駿戸12純 ��ダンプ ��ﾉ4��100 �*��27錦 ��敵朗み十トラックシート〈ポリエステル恕) 

1雷5 中ﾈ鱚�7b域�vb�糾余)il腺IiI櫛Ii多頗l重職戸l街9 ��ダンプ ��ﾈｽ��100 �*��2808 ��i柵(み十トラックシート(ポリエステル叡) 

I36 �:��ｩ4俤x葡�神祭Iil県I=崎的多庫ほ襲戸l締9 ����裵蔦��｢ﾓ2雲ﾂ�ダンプ 冽�4��100 �*��謡09 ��耽耽み+トラックシート(ポリエステル親) 

】37 嫡毘�h葉仞顯��帥雑用鵡川的III多I従は靖戸12約 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��さ認10 ��師部み十トラックシート(ポリエステル秘) 

I紙 忠mHｻｩ�e�瑤�朴斜iI卿=櫛l移僻l尋坂戸重掬寄 ��ダンプ ��ﾉ4��100 �*��ふ101 ��虹的み+トラックシート(ポリエステル襲)i 

-　139 侘(ｽxﾋI+)���神祭I=規II雌書l砂煙は請戸)締9 ��ダンプ ��ﾉ4��章00 �*��5音102 ��雅的み+トラックシート(携りエステル包) 

重10 忠�ｨ,ﾙ�ｴ兒ﾄ�<R�糾森川隔=I的師劣性時報戸重謡9 ��ダンプ ��ﾈﾞ��iOO �*��ふiO縛 ��礁糊み十トラックシート(ポリエステル敏) 

=l 兌x�ﾙ'Y>yM��r�抑制=県川崎亜多桝麿織戸1鮎9 ��ダンプ ��ﾉ4��重00 �*��ふ101 ��鎚拙み十トラックシート(ポリエステル襲) 

=雪 �4xﾇﾘ�9�ｨxﾂ�押祭II恢韻齢1榔筑陣兜Il個町測8 ��ダンプ ��Y�｢�100 �*��61脚 ��腔帥み十トラックシート(ポリエステル喫) 

1・I3 伜I]8ﾗｩ_�*ﾘxｲ�帥銑川県朗派恥柿筑I去撮冊晒鵬I8 ��ダンプ 侈9<��100 �/��3000 ��研創み十トラックシート(ポリエステル敬) 

l心I �:�&韜8軛����抑菊川腺松派轟耶筑区部山田日脚18 ��ダンプ ��Fr�100 �*��.1950 ��雄撮み十トラックシート(ポリエステル襲) 

章45 冢Hﾇﾘ偀�(xﾂ�紳姉川螺倣渡部櫛錦は硯向叩吋飢8 ��ダンプ ��ﾘｻR�iOO �/��IOOO ��直的み十トラックシート(ポリエステル敬) 

l,鵬 僥y]8�9�ﾙOS��神奈川県職派師部銃は撮Il冊口調18 ��ダンプ �,餉ﾒ�101 �*��8000 ��抽舶み十トラックシート(ポリエステル笹) 

章17 俟��ﾙu亢�4��柵金川鳩倣脹両膝節は奴山l脚部18 ��ダンプ 仭處B�100 ��5000 ��研調み+トラックシート(ポリエステル製) 

l.購 ��ｩ]8ﾉｩd�ﾂ�抑襟川県験派時節筑区振向叩I加8 ��ダンプ 僮ﾙjﾂ�し00 �*ﾒ�1000 ��礎的み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

1I9 亶饐9u凛ｩ���押森川陸櫛派持帰筑区薙Il佃機動18 ��CRﾓS�"ﾓS��c��ダンプ ��僥��1鍬0　を　的00 剪�陸棚み阜トラックシート(ポリエステル製) 

漢 

150 � ��ダンプ �� �� ��曲頼み十トラックシート(ポリエステル羽) 

-5-　　　　　　　　　　　　　　　　lダンプi　　　l 劔劔剄罇ﾏみ十トラックシート(ポリエステル襲) 

152 �ｨ耳耳耳耳耳耳耳�������X�������ｸ�ｸ�������剪�剪�
ダンプ 劔劔 倆騙ｨ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

15鍬l即脚のl蝉舶戸川剛軸--13イio3・糊--7叫ダンプ 劔儂�ﾓ����'��剪�硫舶み十トラックシート(ポリエステル襲) 

1訊 僵Xﾏｹwﾙ=����8�)�8ｷ"ﾓ���ﾆ�2ﾓ3ャrﾓ�sc&�5�987b�劍ﾄ6ﾆﾈ鋹(cS��剴"�硬瑚み十トラックシート(ポリエステル甥) 



<運搬車両一覧> ※運搬受託者(株瀕立テクノクラシー
ヽ ‾¥ ��ﾉw��(,ﾉkﾉ�Xﾖ��他州誰のI】漸 偃�����用事の彬暮 �?ｨｼ饋ｨｴY~ｩIh."�劍刪ｯｸ齎椈,ﾉ%鞅��膿胎尊を防庇する榔遣 

155 冏委ｸｭio(蹌�躯武耶江戸川やIl跨西l-18輸了 ��ダンプ 冑Izr�IOO �,ﾒ�3I8ふl ��l飾覚み十トラックシート(ポリエステル敬) 

I真6 佻�ﾏｹ4��ｩ��撮靖榔江戸聞知Il櫛西口か7 ��ダンプ 僵Xﾘ"�100 �,��京7:iO ��樵的み十トラックシートく持　つエステル殻) 

157 ��撮雄強運声川幅同一堪西I-I3-7 ��2ﾓ8,ﾃビﾓ�sc"�ダンプ 冑Izr�100 �,ﾒ�2778 ��龍撮み十トラックシート(ポリエステル製) 

168 ��?ｨｻｹL�*ﾘｪ��兜玖郎江戸川暗中蜂押上13-7 ��ダンプ �&�5��100 �,ﾒ�2・I98 ��曲舶み十トラックシート(ポリエステル稜) 

漢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書 

I59 嫡傀�.�ﾅY�����I社債臨草加I駒場町で73〇・l �-��ふ�#RﾓSsビ�ダンプ 俟��ﾉ��100 �,��請香る ��碕諏み+トラ’ックシート(ポリエステル秋) 

I60 佻9+�y�彝�雄鳥県恥加持的場面n栂-・l ��ダンプ ���ﾋ餔��重鮒 �+r�部88 ��雄帥みすトラックシート(ポリエステル劉) 

16i 宙�*ｹL阡ｸ炅�l鉦1三県体面け肋掲町773-・i ��ダンプ �,Y69��I30 �+��姉60 ��姓軌み十トラックシート(ポリエステル袈) 

162 茶�^ｨ.�愡y��b�埼1鴫代加Il欄職調印汁l ��ダンプ 僮imｩ��100 �,ﾒ�5000 ��lI凋み十トラックシート(ポリエステル純) 

163 茶��愛ｨ,iy��"�埼玉県竹加的柳低調n73一・i ��ダンプ 凅X����130 �+��0000 ��昨伽み十トラックシート(ポリエステル襲〉 

l飢 仂)L�)y��"�埼玉鎚坤爪=l筋蔦剛で榔-・I ��ダンプ 俤y69��100 �,��7000 ��船舶み十トラックシート(ポリエステル紘) 

105 茶�ﾊH*ｹvﾈｭh���埼玉県伸加持柳的珊卵-・l ��ダンプ 冰�?ｨﾝr�100 �(,"�8000 ��祀拙み十トラックシート(ポリエステル独) 

I66 侘)f�>ｩ�倚B�尊厳県堪加出初で抑け78-I ��ダンプ 竸�?ｩ��130 �+2�音=§ ��碇撮み十トラックシート(ポリエステル製〉 

167 ��k�*ｹx位xｸ��埼玉県脱硝i潮裏押印3〇・i ����ふ�#RﾓSxｯ�r�ダンプ �ｩj嬰��180 �+r�・105 ��博撮み十トラックシート(ポリエステル襲) 

!68 漠YH耳ｸXｷ)�ﾂ�埼玉県博加市棚具的rn3-、1 ���ふ�#RﾓSsビ�ダンプ 凅�?ｩ��130 �+��5500 ��庫組み十トラックシート〈ポリエステル紋) 

169 �5�987b�剳ｹ?�?�?�摶ﾈ�������劔iI附lみ十トラックシート(ポリエステル敬) 

170 �5�987f��劔劔博的九十トラックシート(ポリエステル製) 

I引　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダンプ 劔劔冓I制み十トラックシート(ポリエステル掬) 

172　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダンプ 劔劔剏血ﾐみ十トラックシート(ポリエステル救) 

173　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダンプ 劔劔剩歯ｷみ十トラックシート(ポリエステル捜) 

17寸 �ｸ毘O"�取持蹄足立I酌左側3-28」・I ��ダンプ �&��2�1京0 �+ｲ�こう00 ��砕拙み+トラックシート(ポリエステル塑) 

175 忠4丿ﾘｯ��撮扉邦雄劇区化釧3-28寸I ��ダンプ 偬�r�100 �+r�6600 ��iI璃(み十トラックシート(ポリエステル塑) 

葛76 亦穐�)O"�鵬擁椰娘正晴I馳調3-撚-トI ��ダンプ 冑�"�I京0 �+��7700 ��船舶み十トラックシート(ポリエステル襲) 

177 �ｩ{IO"�硬】賞抑駈祖は花畑汁泌-= ��ダンプ 偃騷r�鱒0 �+��締00 ��直側み+トラックシート(ポリエステル敏) 

178 宙ﾈ�N��2�融蒲郡魅出陣花畑3-郷-】」 ��ダンプ 冑Izr�130 �+r�9900 ��出帆み十トラックシート(ポリエステル敬) 

1了9 �:�ﾙn��婚市部足立はl闘随一鮪-l・l ��ダンプ 冑凛r�180 �-��湘 ��短軸み十トラックシート(ポリエステル軸) 

180 �$R�����握疎細雌靴i封的I3-蹄-li事 ��ダンプ �,izr�!30 �-ﾂ�66 ��請的み十トラックシート(ポリエステル襲) 

18I �:�in��¥　娘磯部雌億i墓lき畑3-28寸I ��ダンプ ��ﾉ�R�購I �.B�88 ��I競槻み十トラックシート(ポリエステル致) 

182 �ｹ^倬97冦��購璃郁雄高ぼ弘道2-㌻6 ��ダンプ 冑Izr�100 �,ﾒ�3I用 ��准舶み十トラックシート(ポリエステル敬) 

重軸 宙ﾖI)ﾉ7冦��水和都腿血は払拙さ-5-6 ��ダンプ �靠R�100 �,ﾒ�3781 ��i仕概み十トラックシート(ポリエステル致) 

l糾 �ﾉzI&�7冦��据新都埋高i雷弘池2-石-鯖 ��ダンプ 冑Izr�100 �,ﾒ�660I ��砕飢み十トラックシート(ポリエステル製) 

1締 ��������X����������������������?�?��R�刄_ンプ � ��l 剄d軟み十トラックシート(ポリエステル袈) 

菓 

lき溝 ��e���������������������ﾒ�刄_ンプ∴i � ��上 剿藷Iみ+トラックシート(ポリエステル馳) 

187 宙ﾊT箔ﾙ7倩2�崎、剛胡I口両頭倣攻上17-16 ��ダンプ ��Y�｢�100 �,ﾒ�120iI ��碕組み+トラックシート(ポリエステル殴) 

183 仆傅ﾈ�)7佶｢�鳩車こ駅間田海如飢鍍l-17-15 ��2ﾓ3ピぺ苴#��ダンプ ��Y�｢�100 �,ﾒ�253l ��妊拙み+トラックシート(ポリエステル製) 

I89 偖�h��{ﾈﾔ��｢�埼克聴IIIロ姉娘朗報ト1715 ��2ﾙ-ｳsへ��s#��ダンプ ��Y�｢�100 �,ﾒ�l飽0 ��和親み十トラックシート(ポリエステル援) 

I90 忠wﾔ��ﾄ漠7佗ﾒ�崎鴫舶用口調如餌縁日7-15 ��ダンプ ��Xﾅ��100 �,ﾒ�3087 ��調的み十トラックシート(ポリエステル軸) 

重91 几H��ﾔ鮎i4��鳩遭耀励磁iI川舟107-l ��ダンプ ��h炅�I80 �+��IO20 ��碕舐み十トラックシート(ポリエステル襲) 

I92 做掩�ﾔ���4��埼玉県馴ま凋刑場・iO7-l ��ダンプ 丶9�"�130 �+ｲ�1019 ��鰍み+トラックシート(ポリエステル狸〉 

193 儻ｩYHﾔ�5I4��埼玉購釧騨i潮時10トl ��ダンプ 傀ｩ�"�100 �+��IOI8 ��拡散み十トラックシート(ポリエステル襲) 

博・】 凉�:���Xx｢�埼玉県榔酬紺I称】07-1 ��ダンプ 倡ｩlﾂ�130 �+ｲ�1017 ��郡部み+トラックシート(ポリエステル製) 

I95 冰刎�ﾔ�+I$R��埼近県執成串調舟107-1 ��ダンプ ��h��130 �+ｲ�1015 ��彊聞み十トラックシート(ポリエステル襲) 

106 �9ｹ�8ﾔ�ｹ4��埼甑県別散弾叩柑】調-1 �*箔�)4蔦����ダンプ ��ﾉ�"�130 �+r�10lii ��jで瑚み十トラックシート(ポリエステル襲) 

197 倆ﾘ��ﾔ榎�4��∴即醐糊的I洲的07-I ��ダンプ 傀ｩ�"�l細 �+��1013 ��確聞み十トラックシート(ポリエステル製) 

I98 几Hｴ�穐ﾈ頸��埼玉県飢雌西周同」07-1 尾仭"ﾖ緬�8自�｣���ダンプ 倡ｩ�"�180 �+��)O12 ��滅相iみ十トラックシート(ポリエステル製) 

199 俘ﾈ��ﾔ握(xﾂ�憐憫肋膜市周凡1071 ��ダンプ 倡ｩ���100 �,ﾒ�3的 ��靖舶み十トラックシート(ポリエステル製) 

200 �/H�儘握)4��崎丑珊瑚磯雄調的・IO7-l ��ダンプ 傀ｩ�"�100 �,ﾒ�削遡 ��昨糊み+トラックシート(ポリエステル捜) 

20章 岬��ﾔ移xx｢�埼玉県削漸l渦l冊IO7-1 ��ダンプ 倡ｩ�"�lこ)0 �+r�1021 ��昨棚み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

202 舒���ﾔ運I4鋳�均す課飢級時脚称107-1 ��ダンプ 儷�4��鳩0 �+��1022 ��磁積み十トラックシート(ポリエステル製) 

20亀 �.仍苻ﾔ綾ﾘ�b��崎]弧釧耐剛1息107-1 ��ダンプ 傀ｩ�"�130 �,B�IO23 ��i′i強み十トラックシート(ポリエステル烈) 



<運搬車両一覧> ※運搬受託蜜(妹漉立テクノクラシー

¥ 、¥ 冲I�hﾗ8,ﾉkﾈ�9��穂川若のI勘所 佗ﾘ膾�2�-i緋の形状 偃�v8鳧恢�9��.��劔4��ｩ7��X,ﾉ�D��爪倣僻を勝広する的述 

20I ��8ﾔ�+�4��碕」弱的I綴I(冊1博107-1 ��ダンプ 傀ｩ�"�180 ��+2�102・1 ��冊撮み十トラックシート(ポリエステル襲) 

205　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダンプ 劔劔剏､創み十トラックシート(ポリエステル囲) 

206　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダンプ 劔劔冓I〔碗み十トラックシート(ポリエステル敬) 

207　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダンプ 劔劔僮Il刷fみ十トラックシート(ポリエステル製) 

208 迄5�987fﾂ�劔劔昨相み十トラックシート(ポリエステル致) 

209　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダンプ 劔劔剪ｼ的み+トラックシート(ポリエステル恕) 

雷10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダンプ 劔劔剄ｮ説み十トラックシート(ポリエステル殻) 

創】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダンプ 劔劔冤冊聞み十トラックシート(ポリエステル援) 

212 緬�x�iy���ﾂ�神奈川撮戯恢常総北は菊名7丁目7-捌ト305 ��ダンプ 兩ﾉF��100 �,ﾒ�3郎0 ��亜親み+トラックシート(ポリエステル致) 

218 綴鎚ﾝ�4�ﾉ4鋳�神祭II鵬版的1棚北匿拙者7丁目了-2伊305 ��貶�sRﾙ�ﾉy�)��T�+R�ダンプ 伜IF��IOO �*H-ﾂ�87・IO ��砿挑み+トラックシート(ポリエステル製) 

2= 粕侭:(ﾌｨﾇ�4��神勅Ii鵬鞭的l礁北は鱒名7丁i’事7」2心305 ��ダンプ ��ﾘｻR�100 �,ﾒ�5269 ��柾的み十トラックシート〈ポリエステル謎) 

2賞5 薄ﾂ��ｩf冦�ﾂ�帥鮒II鵬軟派硝腔此区拙劣で丁I17-26-305 ��ダンプ �?y}ﾂ�100 �,ﾒ�さ部・l ��暗殺み十トラックシート(ポリ工手テル愛) 

216　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダンプ 劔劔剽Y拙み+トラックシート.(ポリエステル粧) 

ま17　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダンプ 劔劔剩ﾍ撮み十トラックシート(ぶりエステル製) 

218　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダンプ 劔劔剞S珊(み十トラックシート(ポリエステル鯛) 

219　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダンプ 劔� ��ｨ�ｨ�ｨ�｢�II凋み十トラックシート(ポリエステル襲) 

if雄肌+トラックシート(ポリエステル披〉 捜0 ��Y�Y�I>��帥森川県陥漁師継沌l対恥部i瀬1-・I8-17 ��ダンプ �8ﾙVﾂ�100 �,ﾒ�29伸 ��

221 ��Xｼ)�ﾘﾝ��凱森川陸戦脈Il′樹と医締高爪痕l-」8寸7 樋ﾒﾘﾋijbﾓhﾘ2��ダンプ ��ﾘﾚﾒ�100 �,ﾒ�3270 ��植舶み+トラックシート(ポリエステル捜) 

222 侘)�ﾈ�9Lｨ�2�千妹恥i朝I持,卸-2-馬 ����途ﾓンふXｷ"�ダンプ 侘H躡��100 �,ﾒ�IO寓0 ��頂概み十トラックシート(ポリエステル製) 

生り �*ﾘ.ｨｿ(�8ｵｨ誡�千総帥Il細冊’組-2-5 ��ダンプ 冢R駮iMB�iOO �,ﾒ�l.I5亀 ��Iま凋み十トラックシート(ポリエステル寝) 

22′l ��Xｿ(�8ｵｩ�ﾂ�千鋤棚Ii郁辞ト郷 ��ダンプ ��闃ｸ抜�180 �+2�訓OO ��質撮み十トラックシート(ポリエステル較) 

饗獅 ��ﾝx辷�9N(ﾉ"�千雑持II州i)待幻-2-5 ��ダンプ ��)��nﾂ�100 �,ﾒ�1370 ��頂的み十トラックシート(ポリエステル拠) 

220 �ｹ�ﾈ�9N(誡�千嫌味両川的なl・2-5 ��ダンプ 僣韈Ynﾂ�IOO �,ﾒ�136震 ��II聴み十トラックシート(赤リエステル雛) 

227 �ﾉ�ﾈ�8ｵｨ��手袋県I剛IIIi堆ト2-5 ��ダンプ 儷ﾙ5�ﾂ�IOO �,ﾒ�2了28 ��両肌み+トラックシート(ポリエステル提) 

鐸炊 宙xｸ7�8H5X4ﾂ�城府郁江戸川曙北歯掛(-I2-23 ���ﾓ3cモﾓ�c#R�ダンプ 冤ﾈﾘ��130 �+2�靭組 ��班靭み十トラックシート(ポリエステル製) 

229 �:�7�8H5X4ﾂ�畑龍厭江戸川は北埠鎮二十12一塑 ���ﾓ8x｢ﾓ�c#R�ダンプ �����130 �+2�・19 ��質糊み十トラックシート(ポリエステル製) 

2亀0 宙蛻7�8H5X4ﾂ�東京噺江戸川餌場珊-12-竣 ��2ﾓ8ﾆ一�ﾓ�hｵｲ�ダンプ ��h幌%��100 �,ﾒ�納00 ��昨部み+トラックシート(ポリエステル製) 

2創 侘(7�8H5X4ﾂ�雄市部江戸刑事」と蜂輔-1ま-盤 ��2ﾓツモﾓ�c#R�ダンプ 冑Izr�iOO �,ﾒ�3012 ��姉捕み十トラックシート(ポリエステル製) 

敦書2 �:�7�8H5H4ﾒ�姐欄牡戸川障光雄何日2一鈍 ��ダンプ 僵Yz��100 �,ﾒ�鎚99 ��償撮み十トラックシート(ポリエステル敬) 

233 儷�7�8H5X4ﾂ�批雄桁江戸川慨世埠同日2-鑓 ��ふ3i,�6s�h､��ダンプ 凉ｩ?��100 �,ﾒ�35鑓 ��頑頒み十トラックシート(ポリエステル製) 

23il 仗�7�8H5X4ﾂ�肋;(榔江戸川区此増田′ト(2-22 ��ふ3hﾝrﾓ�{ｸ�"�ダンプ ��YV��100 �,ﾒ�8雷鑓 ��直樹み十トラフクシート(ポリエステル製) 

285 忠��7�8H5X4ﾂ�現職祁江戸用地哨西i-12-繊 ��2ﾓ3cモﾔ儁��｢�ダンプ 仞ﾘﾜR�100 �,ﾒ�1)0榔 ��If王璃み十トラックシート(ポリエステル熟) 

鑓館 ���幄7�8H5H4ﾒ�幽射榔江戸川削ヒ堪酌一(む22 ��ダンプ 佶ｩzr�100 �,ﾒ�50貌 ��龍的み十トラックシート(ポリエステル寝) 

23す 侘(7�8H5H4ﾒ�奴擁畑江戸川床叱掛軸-12一筏 ��2ﾓ8榲ふ�c#R�ダンプ 冩h9h葡�11 �."�5了93 ��姉槻み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

雪掬8 忠+(7�8H5X4ﾂ�姐林部氾戸川は此憧財I-I2-22 ��2ﾓ9e�ﾓ�9ｸ､2�ダンプ 俯$�5����IOO �,ﾒ�=10 ��紀州み+トラックシート(ポリエステル襲) 

239 忠�X7�8H5H4ﾂ�鮪;朝紅芦川テロじ鰭鴎十重2-22 ��ダンプ ��ｸﾈﾂ�100 �,ﾒ�5了72 ��准拙み+トラックシート(ポリエステル稜) 

2重0 宙ﾟｸ7�8H5H4ﾒ�粟轟郭江戸用地埴西日2〇線 ��ダンプ �,xｦ��重00 �,ﾒ�馳85 ��i醐1み十トラックシート(ポリエステル襲) 

2(11 宙�ﾈｯ�7�8H5H4ﾒ�撮宙都田芦川l靴均瓜i一成-22 ��2ﾓ3cモﾓ��x.��ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�583I ��硬駄み十トラックシート(ポリエステル製) 

2・I2 �ｨ乖ⅸ�8�8ﾝ��幽j胸膜戸川ま四刷江3-紺 ��ダンプ �,ｩ<r�IOO �-��33縛 ��昨朋み+トラックシート(ポリエステル嬰) 

2・13 ��火方で郁江戸I用孟I瑠璃江3-綿 ��ダンプ �,izr�180 �+r�878 ��拡蝕み十トラックシート(ポリエステル製) 

2「宣il 亶(ﾏXⅹ4佶ｨﾝ��競琉椰江戸川峻西増江8こ榔 ��ダンプ 僵Yzr�100 �,ﾒ�靴39 ��曲馳み+トラックシート(ポリエステル襲) 

包15 倅著�ﾈ�NXﾉｨﾝ��雄飛櫛江戸川区間瑞江糾京3 ��2ﾙ>ssbﾓSSc"�.ダンプ �ｨﾈﾂ�I30 �+2�れ1鍬 ��碓撮み十トラックシート(ポリエステル馴 

2・16 �ｩv�4刔��8ﾊB�耽軒細江声IiIは西瑞江9-33 ��ダンプ �$(ｬ��し30 �+r�883 ��殖馴み十トラックシート(ポリエステル製) 

2▲17 �ｩ�ｹ^9Tｩ&齏"�融武術江戸川区即時江3-榔 ��ダンプ �?��b�100 �,ﾒ�4667 ��醐み十トラックシート(ポリエステル哩) 

2・18 �+(ﾏY4�ｩ&齏"�膜郎珊江戸川は噛励江3-83 ��、　ダンプ 仞俘��180 �,b�飾6 ��博撮み+トラックシート(ポリエステル襲) 

2・i9 �ｩ<ｹ_h�8�9IR�幽;雄;江戸川区画切直3-紺 ��ダンプ �&餉R�130 �+r�京葛的 ��証軸み十トラックシート(ポリささスチル提) 

2与0 兔i�y^9Tｨ�9^｢�姐;(細江芦川区瑠鵬江む的 ��ダンプ ��ｹzr�1京0 �+8��/s2���直飲み+トラックシート(ポリエステル製) 

ま場l �+(ﾍﾈ�ﾔ�7冦��叡市櫛江戸川き磁江2-之7-3 �樋2ﾓ3cx,ﾂﾘｶ9*B�ダンプ ��Xﾌｲ�IOo �,ﾒ�3gゆ1 ��姓頼み十トラックシート(ポリエステル貌) 

雪52 忠+(ﾍﾈ�t�7冦��b�雄和細江戸川厚田江2-27-3 ��ダンプ ��Xﾌｲ�100 �,ﾒ�拙7l 剌ﾘ舶み十トラックシート(ポリエステル竣) 



<運搬車両一難> ※運搬受託者(胱陳立テクノクラシー

¥¥ ¥ 俔ｹ¥ｩkﾈ,ﾈ-ﾙ�ﾉ���供用者の姉弟 ��姶倡ｲ�両帝の形状 偬�譁ﾈ�9nI5ｶ｢�劍刮^俶ﾙ�,ﾈ榾4r�聴取櫛を防Ii.する㈱遼 

253 俘H�8ｺ杏�/ｲ��奴擁櫛歯的瞬帥肌l-IO-3 ��ダンプ 俎y<r�IOO �,ﾒ�綿16 ��准撮み十トラックシート(ポリエステル秘) 

貌l �?ｩ�ﾈｻｹ��4��捉海櫛増価l専制時日0-3 ��ダンプ 佶ｩzr�100 �,ﾒ�.=95 ��l柵(み+トラックシート(ポリエステル致) 

2稲 �?ｩ�ﾉy�ﾆY4��東京擁櫛飾甚帥時子1■0-3 ��ダンプ �,x���100 �,ﾒ�・評77 ��允的み十トラックシート(ポリエステル粧) 

250 �?ｩ�ﾉ5Io)4��撮)i(概鵜飼碑紬l時子10-3 ��ダンプ �,x���100 �,ﾒ�i10塵9 ��曲的み十トラックシート(ポリエステル援) 

257 �?ｩ�ﾈ吠j94��恥琉枇堪姉区釧肌l-10-3 ��ダンプ 仂�.｢�100 �,ﾒ�騎鴨i ��lI潮み十トラックシート(ポリエステル塑) 

空瓶 �?ｩ�ﾈ隼&�4��幽;(郎増姉は削時日0-3 ��ダンプ 偃izr�100 �,ﾒ�蜜6偶8 ��母親み十トラックシート〈ポリエステル製) 

259 �?ｩ�ﾈｺ斡)4��雄堪都櫛的閉脚III十10-3 ��ダンプ �*陋��IOO �,ﾒ�3=5 ��拡散み十トラックシート(ポリエステル級) 

260 �?ｩ�ﾈｻｹ�Y'��必需柿歯的障卸間ト10-3 ��ダンプ ��ｸｺ2�IOO �,ﾒ�馬82育 ��海部み十トラックシート(ポリエステル駆) 

2の1 �?ｩ�ﾉf凛ｸxｲ�雄蹄部堪飾陣鮒=廿10-8 ��ダンプ �&��b�iOO �,ﾒ�ひI75 ��確概み十トラックシート(ポリエステル秋) 

262 �(�94�+�4��撫蒲部櫛餌は細面=-10-3 ��ダンプ ��ｹzr�IOO �,ﾒ�0197 ��碕舶み十トラックシート(ポリエステル襲) 

2寄3 �?ｩ�ﾈｻｸ�)4��幽前紬堪餅は紬i時日0-鍬 ��ダンプ 俶ﾙ4��100 �,ﾒ�i1350 ��博蝕み十トラックシート(ポリエステル敬) 

20I �?ｩ�ﾉ�fY�b�撮疏駒場飾i去柳田iト10-3 ��ダンプ �7傲2�iOO �,ﾒ�3619 ��i鮒(み十トラックシート〈ポリエステル襲) 

26斉 �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5���ﾞﾒ�舶:凋紅娘I電場睨卜か1の ��ダンプ ��~u��100 �,ﾒ�i3調 ��他州み十トラックシート(ポリエステル敬) 

260 �ｸ�盈�7冦�4��寝轟畑江戸川I重商岱肪0丁112-I ��ダンプ �*陋��IOO �*ｲ�鮒2I ��龍積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

267 凛H�蔚ﾉ7兔Hﾜ"��来演榔江戸川は縞磯節寄丁=む章 ��ダンプ �)9=B�100 �*��7532 ��抹殺み+トラックシート(ポリエステル紋) 

26$ �/H.)m�7冦�｢�的:ぐ櫛江戸川匪箭蜂飾6「●=2-章 ��蔦3cモﾓ涛ﾒ�ダンプ �,hﾘﾂ�100 �*��了531 ��碕頼み十トラックシート(ポリエステル襲) 

靴9 亊x�盈�7冦�4鋳�蛇I;楯江戸川墓相岱郎6丁I宣2-1 �%韶引9Eﾂﾓ涛���ダンプ �>(�"�100 �*��櫨糊(i ��iI凋み十トラックシート(ポリエステル襲) 

曇了0 傴�/�m�7冦��2�妓郎伽江戸川は胴峰的8千円2-l ��ダンプ 倬8泙�100 冕��紬20 ��師部み十トラックシート(ポリエステル襲) 

21I 俚(�盈�7冦��2�融擁部江戸川は庸堪飾6丁lコネI ��2ﾙZ�:ｸ,#����ダンプ �,ｨｬ��IOO �*��7稲・l ��南的み十トラフクシート(ポリエステル敬) 

272 俚(�盈�7冦�4��撮庫椰江戸川恢相磯的6丁1す2-1 ��ダンプ 佶ｩzr�100 �/��3618 ��郎撮み十トラックシート(ポリエステル馳) 

273 �H/�m�7冦��R��融轟怖江戸川左甜均的6丁I」2-I ��ダンプ ��ｸ/��100 �*��-● ��I備櫨み十トラックシート(ポリエステル製) 

2印 冩��曳ｹ7冏ｸ頸��雄斑郁江戸=I蹟辞西脇6丁田丸l ��ｿRﾙIｸｷ#�.｢�ダンプ 冑Izr�IOO �*��8578▼ ��心頼み十トラックシート(ポリエステル製) 

275 �(�盈�7冦�5ｲ�撮武郎江戸l川副傭堆飾6「●l璃-1 ��2ﾓ3i,ふ涛���ダンプ 佶ｩzr�iOO �*ｲ�京で種l ��I「咽み十トラックシート(ポリエステル襲) 

2了(l ��8���Y7冦��R��奴掃櫛江戸川は前場的6丁「i争I ��ダンプ �)9=B�IOO �*ｲ�6989 ��昨頒み+トラックシート(ポリエステル我〉 

芝77 ����永i7冦ｈﾍ��班録靴江戸川惚相磯飾6丁=2」l ��2ﾘ�3�*�ﾓ涛���ダンプ 倬8��100 �*ｲ�7822 ��J〔積み+トラックシート(ポリエステル嬰) 

27鼠 冲8���Y7冦葵"�蛮水郷江戸川匪前櫛飾8丁口2-i ��ダンプ �>)$"�100 ��b�7828 ��酔顔み十トラックシート(ポリエステル襲) 

279 ��x/�m�7冦�4��奴辞椰紅芦川は南埠節6丁!-t響-1 ��9t�Hx｢ﾓ涛ﾒ�ダンプ 倬9zr�100 �*ｲ�782・l ��肺敵み十トラックシート(ポリエステル救) 

2京0 俥ﾈ�曳ｹ7冦�$��東京櫛江戸川i和桝轡飾6丁細2-1 ���ﾓ3c�*ﾘ�#����ダンプ �霍R�100 �*ｲ�7825 ��曲撮み十トラックシート(ポリエステルささ〉 

28I 俚(�盈�7冦井����・兜持帰紅戸川却儒櫛的6千十I2-1 ��2ﾓ3hｹ繧ﾓ涛���ダンプ �,yZR�IOO �*ｲ�7826 ��碓薄み+トラックシート(ポリエステル援) 

282 僮Yw�ﾖｹ7倬2�東電怖地先区分人種「-18 ��ダンプ �>)zr�100 �,ﾒ�鋤6l ��時間み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

粧3 �4��ｨｯi7�,b�鈍郊椰匝並曜日人3一日8 ��霻ﾓ�>ﾓ8耳壞ﾒ�ダンプ 佶ｩzr�100 ��b�21= ��I任飢え十トラックシート(ポリエステル襲) 

28・i �ｨ�h��8�2�斑京細地色匪細入3-トi8 ��ダンプ 倬8/��100 ��h,ﾒ�却周 ��柾頼み+トラックシート(辞リエステル襲主 

2錐 ���*靹ｹ7倬2�躯;l郁匝立購細大3〇日8 ��ダンプ 倬8*��100 �,ﾒ�鍬570 ��帥飲み十トラックシート(ポリエステル製) 

蝕断 �ﾈ繁nﾉ7佶｢�無海部出立区各人3-トi8 ��鰓ﾓ8��8耳��c��ダンプ ��ｨﾈﾂ�100 �,ﾒ�純69 ��I忙飢み+トラックシート(ポリエステル駆) 

郭7 �ｨｽﾉ�ﾉ7�&��薙雄掃足立ば各人3-i-18 ��ダンプ ����涌0 �,b�l107 ��龍頼み十トラックシート(ポリエステル報) 

2㈱ �ｨﾘ冢ﾈ�8�2�捉癌廠建立暗合人音」-I8 ��ダンプ 几Izr�1寄り �,��1107 ��慣頼み十トラックシート(ポリエステル裂) 

〇　　　　　　　　　　　　二　] 劔ダンプ ������������剪�殖軸み十トラックシート(ポリエステル嬰) 
音　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　音 

田　　　」　　　　　　　　　　　　　　] 劔ダンプ 併?�?�5"�剪�揖舶み+トラックシート(ポリ.エステル敬) 

291 宙ｼ(抦曵IXﾝ｢�均す撮折的I斬棚l丁しI5-9 ��ダンプ 倡ｩ�"�= �,B�3一席 ��昨殺み十トラックシート(ポリエステル襲) 

田　　　「　　　　　　　　　　　　　「喜田 劔�����������剪�亜瑚み+トラックシート(ポリエステル紋) 

298 ��押斜Il踊II恥向=閉は大師本町6-重章 ��4��bﾓ#��ﾔ冤X��ダンプ ��ﾈｭ��IOO �*��1693 ��紐撮み+トラックシート(ポリエステル襲) 

29・l ��軸的ii撮川雌轟川雌睦夫的本町6-1重 ���S���ﾙ�x�ｨﾘ2ﾓ�6�ﾂ�ダンプ ��ﾉ4��章00 �*��1的i ��相殺み十トラックシート(ポリエステル襲) 

29毒 ��帥熟Il佃iI飾帝川筋は大師木調「O-11 ��ダンプ ��ﾈ�2�iOO �*��射寄8 ��i館的み十トラックシート(ポリエステル隷) 

296 ��神奈川県Iii飴諦川崎匿大筋榔rO-重重 茶ﾘ�X訷買�ﾓ�Ic#��ダンプ 冽�茣�100 �*��2363 ��i咽(み十トラックシート(ポリエステル劉) 

207 ��抑恭川場川的師Ii聞l到く仰本町6-11 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��2709 ��曲糊み十トラックシート(ポリエステル執) 

298 ��朴爺川附iI喝亜Ii悩医大肪本町6-具1 ��ダンプ ��ﾈ�2�100 �*��27IO ��忙創み+トラックシート(ポリエステル敦) 

隻99 ��朴葱II肌用的1i川的曙大師本ⅢJe-!宣 ��ダンプ ��ﾉ4��100 �*��40・櫛 ��櫛梱れ十トラックシート(ポリエステル製) 

300 ��神襟川的=鮒i個的匹大姉本町6-1重 ��ダンプ ��ﾉ4��100 �*��・Ii袖 ��船舶み十トラックシート(ポリエステル製) 

為0I ��押森川鮒=噌抑=飴医大的本町6葛11 ��ダンプ ��ﾈ�2�100 �*��・1492 ��紐拙み十トラックシート(ポリエステル較) 

802 ��糾菊川脚部姉i胡I雌I毒大師本町6葛1重 ��ダンプ ��ﾈﾞ��IOO �*��・I505 ��融蝕み十トラックシート(ポリエステル艇) 



<運搬車両一騎> ※運搬受託者(株煉瓦テクノクラシー

¥、 僥ｩ+(ﾜH,ﾉkﾈ�9��鯉川密の住所 冤ｸｽ�*2�Il(体の形状 粕漠v8鳬�I~ｩNｴ��b�刮�ｩ土駒の舶劃 著ﾘI+ﾉo�/�f育�+x.�4倆R�

003 ��細的=鵬用崎Ii洲崎I着火飾本町6-1章 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100　カ ��c�ﾂ� 俎�ｴ�-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r蔚�.�4x5�6X8ｸ����

30】 ��神祭I硯帥i峰II個的事玉大師イ押IO-章1 ��ダンプ ��ﾉK��100Iカ 偵�飴綯� 粕��ｹ_ﾈ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ'b��

305 ��神楽IiI県川的帥I噛駅大師本町0-11 ��ダンプ ��ﾈﾞ��iOO　わ ��T�4途� 俾ｹ�X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

306 ��朴斜岨即=喝幽I胸誌大姉本町6-11 ��ダンプ 粕�ﾂ�10=カ 鉄ﾓ�� 佇ﾈﾍ�-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6yh�8ｨ4x5�6X8ｸ���

807 ��神奈川附I鵬iI川崎医大栃木叶6-1) ��ダンプ 冽�4��iOO 鉄ﾔ�� 倚�4�-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

308 ��神約l陳川崎師II咽は大部本町0-1宣 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 茶�幄�Vﾂ� 丿ﾙ[x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｸ�"�

309 ��神祭相即Il飾II川崎医大邸本町0-重1 ��ダンプ ��ﾉ4��102I 鳴� 丶9YH-ﾘ+x6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ��"�

310 ��抑森川味川的聞I峰は大師本町6葛11 ��ダンプ ��ﾈｽ��100 �-ﾂ� 倡I+ﾈ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ%r��

811 ��帥奈I=脚=鳩胸I晒陣大師布巾6-宣1 ��ダンプ ��ﾉK��舶0　え ���ｯ�� ���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ���

812 冑i�Y�碓��hｻｸ�R�神祭Il咽II騎両川的曙峨町容-!s-8 ��ダンプ ��ﾉ4��1寄0 痛����� 侭/ｲ�-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹfR��

8I3 俐ﾉj���冉�:�b�帥襟川県iII灼師川崎I難波調子2-15-8 ���Vﾈ6s#��ﾓ#s几��ダンプ ��ﾉK��職0 ��S�S�ﾂ� 俾Xﾍ�-ﾒﾈ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾜ���

8l・l �<俾陞��eyy��"�帥朱II峡間的I廟l蛤は駁吋2-15-欝・ ��ﾖ亦蔦#��ﾓ#s�r�ダンプ ��ﾉK��1約 定��"� 儉ﾙ5�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹN"��

訓5 亰h�檍���hｻｹ�"�抑鍋肌的Il姉的IIl剃難訓「2-15-8 ��ダンプ ��ﾉ4��130 ��S�S�2� �9YH-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾅR��

310 冑ﾘ�檍����ﾝ�>��神奈川脚i胸刷=剛竜段町空-15-8 ��ダンプ ��ﾉE��130　あ ���KS����� 迄�ｹy�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

別で 佇i�X檍���h遥|��押窮III鵡川的細II雄図戦時2-15-8 ��ダンプ ��ﾈ�｢�130　あ ��Y:��R� 仂挨H-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

818 僮X�檍���ﾉ5Iyﾂ�抑制Il卿II坤的I胸的壌吋2-15-8 簸偃���ﾓ#s途�ダンプ ��ﾉ4��I約十あ 偵�(S�b� 漠Z宙-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾆｒ�

319 �<������hｻｹ�R�抑森川附II的I洲崎I曲技町2-重5-8 ��ダンプ ��ﾈ�｢�180 ���S�r� 倩8ﾍ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

寄20 仞ﾉ�X檍��5�486X6(4��抑尉iI姫川的聞咽i亙千同時8-ま ��ダンプ 冽�&��1qO 典樋"� �/ｸ�(-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ,b��

寄21 �亂)�椅x5�486X6(4��押特用舶用的I朝岡I塞手絡抑時-2 ��ダンプ 冽�4��100 俾ゴ�2� 倆��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹfX�"�

822 乘H�檍��5�48��6(4��神勅=服用櫛I細的匹千鳥町8-2 ��ダンプ ��ﾈ�｢�IOO 俣��h�� 佶i��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾆｒ�

82寄 乘H��椅x5�486�6(4��帥鉄Iii姫川的Ij川崎は千船町8-2 ��ダンプ ��ﾉ4��100 ��cyZ�� 傲薄ﾈ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

肥・1 乘H�檍��5�486X6(4��神楽I=肘I棚的I同庫千蔦吋8-2 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 漠kc�b� 俤9��-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｾﾂ��

3筏 �%Hﾛ���5�48��6(4��抑制博と川節Ii個的I重子馬町8-2 ��ダンプ 冽��2�10∩ �漠4澱� 粕偬H�ﾈ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ���

絡2β �,)�X檍��5�48��6(4��帥剣I服用輔i間的障千畑I8-2 ��ダンプ ��ﾈ�｢�IOO 偵�ンr� 丶9_ﾈ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ'鋳�

827 �*ﾘ��Hｸ｣ｨ5�486X6(4��朴幕間鮎II咽II川崎賦干場ロI8-2 ��ダンプ ��ﾈ�｢�100 亂�3�� 綿�ﾈ�-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ_���

縛28 冑X�檍��5�486X6(4��紳約II恥l時綱川I雌ほ干場町8-ま ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 ��S�h靑ﾂ� 俐(ｷ)|ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

329 �8�陞��5�48��684��抑制ii脚II飾高相勝i皇千劇町8-2 亰���8ｻﾘ*都��S��Vﾂ�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �3�*ｹDb� ���ｨ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹjｒ�

330 乘H��y(ｨ5�486X6(4��帥射ii県川崎I個鰭区千即r8-2 簸迄6y6H�ｨ自{��苒�ダンプ ��ﾉK��100 鉄��2� 丿ﾙ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

33I 傴ﾉ?9�椅x5�486R�6(4��神祭il焼II胸章聞l蛤i支干場的8-塞 ��ダンプ ��ﾉ4��iOO 鉄�3�� 俥ｩKx-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

332 弌X�ｾ�鰄5�486X6(4��神勅I眠即断印II飴障子船町8-2 ��ダンプ ��ﾈｭ��100 綿-3ﾒ� 仭���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ'b��

338 傚����5�48��684��押射Il卿Il櫛i川冊細は干鴫野8-ま ��ダンプ ��ﾈ�"�○○0 ��Vﾆ凩｣�� �+ﾉEｸ-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹK2��

33・l 冑Yj��6ﾘ5�486X6(4��神鏡I=県川崎聞II蹄は干場恥8-容 ��ダンプ ��ﾈ�｢�100 ����s��� 侭Z迄-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹN"��

3締 �8�+xﾉX�85�486X6(4��神奈川的間断印Ii聞き手屯田18-2 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 田��ﾂ� 又宙ﾍ8-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ腕��

紬6 侭�俾陞��5�486X6(4��帥約Il脚1i的l細評l竃千鳥町8-2 ���Sﾒﾓ#ヨ菇OX�Vﾂ�ダンプ 薄綿曺�100 鉄3�� ��倅(-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹfB��

雷賦7 乘H�檍��5�486X6(4��神刹i陳III櫛1洲崎I雷千船町8-2 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 塔&ﾂ� 丶9YH-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

3謎 �俾陞��5�486X6(4��抑約=脚=陶l個雌障子鋤町8葛豊 ��ダンプ ��ﾉK��IOO 箔X�2� 丶9YH-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

製陶 �*x���齎5�486X6(4��同約=隔Ii旧聞Ii的区千鳥叫8-2 ��ダンプ ��ﾈﾞ��iOO 津�ン�� 漠��ﾈ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ$ｲ��

3,10 �%��X檍��5�486X6(4��相鉄IIl鼎ii雌開Il鳩区千鴫野8-2 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 鉄��R� 丿ﾙ-ｸ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6s�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾆｒ�

3・11 乘H�檍��5�486X6(4��押黍Il陳川場的I憫麻子船町8-2 ��ダンプ ��ﾈｭ��重00 茶�s��� 俾ｹ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ騎��

親2 �8��檍��5�486X6(4��抑制Il糾川的1川崎区千月町8-2 ��6x6s)>x�h,S�ﾓﾒ�ダンプ ��ﾈ�｢�100 ��S�s3R� 沫))ﾈ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ�"��

8iI3 �8����5�486X6(4��神奈川県=I騰副I鵬障子高相8-2 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 店�3"� 仂��ｨ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6vﾈ7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

3・= �*y�X檍��5�486X6(4��勘繰用的iI雌雄川崎障子場面I8-2 ��ダンプ ��ﾉ4��100 鉄8���� �����-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹfR��

ふ15 俐ﾈ�檍��5�486X6(4��神勅=県I葛i碕市川雌区干場町8-2 亰�ﾄ坪ｦﾉвﾘ咢ﾈ�h+R�ダンプ ��ﾈ�｢�100 鉄3fﾂ� 仂悦ｨ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｾﾂ��

机6 仆(-ﾈ檍��5�486X6(4��同然III鮒=的聞=鋒i去干場脚r8-2 ��ダンプ ��ﾉ4��100 添-ｳb� 牝傀�-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

禽17 乘)�陞��5�486X6(4��神楽川撮IIi蛤i調iI鳩区干場町8-2 ��ﾆﾂ��9Ecモﾙ{亰�ﾂ�ダンプ 冽��B�100 ���43�コ� �%驗�-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6x,ﾘ.�4x5�6X8ｹ�ｲ��

3、重8 �<俾陞��5�486X6(4��押森川的ii勘!洲崎は千鳥ロI8-さ ��ｨ�Vﾈ�Vﾂﾙ+繧ﾓs���b�ダンプ ��ﾉ4��100 ���S��ッ� 儉ﾘ膵-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

819 亢�Y�檍��5�486X6(4��柚劇1I県川場轟川嶋睦子船町8-2 ��l　ダンプ ��ﾉ4��100 ����ビ� 仭倅X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ_���

.　350 俐ﾈ��椅x5�486X6(4��曲襟川的II郎i細的時子聴け8-2 ��ダンプ ��ﾉ��100 傚���X-ﾃ��� 迄ｫY�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

351 �况�檍��5�486X6(4��印筑III脚=峨刷I雌隠干場町8-2 ��1　ダンプ ��ﾉH��100　か 店ｦ�4�� 冑��8-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

8霧2 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川則り鞘聞咽曙千色町8-ま ��爾��X6x�8ﾈ蔦y+(�R�l　ダンプ ��ﾈ�｢�10 ���ｩR�I 仂�,�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�鋳�

853 �<俾陞�,85�486X6(4��紬余ii瓶用離間咽購千畑「8-2 ��l　ダンプ ��ﾈﾞ��10 迭ﾃ�r�8 伜夷�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾆ��"�

3ふ 漠iX��椅x5�486X6(4��飾謝1I県川崎部川場区干場町8-2 ��l　ダンプ ��ﾈﾞ��10 ��(��R莓ﾂ�9 ���ﾈ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹN"��



<運搬車両一覧> ※運搬受託者(株願出テクノクラシー
ヽ、 ¥←、 俔ｴ���觜,ﾉkﾈ�ﾞ亦�側Il拓の博所 偖Hｸｹ�2�事体の形状 ���vﾉ:顫ﾉ�Y���sR�劍刮&��8椈,ﾉ�yJ��膿胸縞を防l)こする購逝 

3請 �8ﾙ�X檍��5�486X6(4��神葬用肌用的i刷I筋障千同町8-2 ��ダンプ 冽�4��IOO �*��50章9 ��潰親み+トラックシート(ポリエステル唆) 

3青6 �*y�X檠�ﾈ5�486X6(4��抑剣=脚=埼i時)I賦l冬千的r8-之 ��ダンプ ��ﾉ4��川O �*��尋のi8 ��硝朋み+トラックシート(ポリエステル駆) 

357 冑Y�X檍�ｨ5�486X6(4��帥襟川蟻川的埴川崎l喜子船町8-2 ��トラクタ ��ﾉ4��IOO �*��5重00 ��確聞み十トラックシート(ポリエステル製〉 

358 �����椅x5�486X6(4��帥余Il撮I冊姉聞I雄曙干帥r8-2 ��ミトレー 僮X9i���= �*��18嶋 ��lI附くみ十トラックシート(ポリエステル扱) 

3雷9 弌Y�����ｸ5�486X6(4��押糸)Il恥Ii碕I廟i鱒I書手船町8-2 ��トラクタ �*冰��100 �*��・1977 ��雄飲み+トラックシート(ポリエステル製) 

300 傚�hﾏiO�5�486X6(4��神祭川県III蛤的II飴ほ手筋叫8-2 ��ミトレー �ｦ曝5�ﾖ��11 �*��1あ1∴i ��虹殺み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

36l 俐ﾉ�X檍��5�48��6(4��神祭IIl恥間か廟I蜂は千船町8-2 ��ダンプ ��ﾉ4��IOO �*��5618 ��頂拙み十トラックシート(ポリエステル敬) 

縛62 冑9�X檍��5�486X6(4��神奈川拘り吼If用船障子鴫調子8-2 ��ﾘ6vﾈ5ｩIRﾓsh耳����ダンプ ��ﾉ4��100 �*��再部9 ��卸樹!み十トラックシート(ポリエステル蜜〉 

雷電3 儺x�I�椅x5�486X6(4��神祭Ili県用船前川的障子色町8-容 ��ダンプ 薄册��100 �*��5618 ��詐徹み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

361 �x��x�5�486X6(4��恥森川撮川崎章刷咽図千卸町8-2 ��ダンプ 冽�&��100 �*��崇712 ��陸棚み十トラックシート(ポリエステル羽) 

365 ��ｩ]���5�486�6(4��抑鮮川収用峰子I川I崎I京子船町8-2 ��ダンプ 冽��2�重的 ��= ��姓的み十トラックシート(ポリエステル駆) 

366 僭h����ｸ5�486X6(4��相楽I用的=筋的=灼i雪子船町8-2 ��ダンプ ��ﾈｭ��130 �*��27 ��博樹み十トラックシート(ポリエステル扱) 

種67 弌X����ｸ5�48��6(4��帥森川県川的緑川的晴子凸町8-2 ��ダンプ ��ﾈ�｢�130 �*b�2筒 ��昨朋み十トラックシート〈ポリエステル撰) 

368 仄ﾙ]���5�486X6(4��押無用腺川崎iI紺l簡I看千船町8-2 ��ダンプ ��ﾈ拠�I80 �*ｲ�2i ��師部み十トラックシート(ポリエステル襲) 

13(鴻 冑ﾙY��8��5�486X6(4��糾森IIl県川崎硝川崎I寒干場何[8-2 ��ダンプ ��ﾉ4��18雷 �*��88 ��陣的み十トラックシート(ポリエステル貌) 

370 弌Y�X檍��5�486X6(4��押謝り鯉川雌雄川的iギ干場町8-2 ���h�h耳ｧ2ﾓscﾒ�ダンプ 牝册��130 �*��77 ��Ii瑚み十トラックシート(ポリエステル披) 

37I 冑i�X檠^ｨ5�486X6(4��沖斜l服用的Il川崎iぢ干場町8-2 ��ダンプ ��ﾈﾞ��180 �*b�問 ��1I(朋み十トラックシート(ポリエステル粧) 

縛職 �:�(�8ｻｸ防�檍���柚熊川脚=雌的冊飢え劇繊細4丁闘5-8 ��ダンプ 亊IK��重00 �*��$!02 ��出帆み十トラックシート(ポリエステル殻) 

373 �:�)<iy�hi�X檍���細余聞濫用的Ii刑場Iざ棚術地4丁=5-3 ��ダンプ 冽�4��IOO �*��2780 ��伸餅み十トラックシート(ポリエステル報) 

37」 佇��ｨｻﾘｭi<俾��8���抑楢川服用節溝川館瞭納経迅4丁鱒5-3 ��ダンプ 漠�ﾈﾞ��100 �*B�555 ��准朗み+トラックシート(ポリエステル襲) 

375 �:�)�ｩf���Y����帥釣り棚ii雌l聞l船隊招櫛畑4丁l」5-3 ��ダンプ ��ﾉ4��IOO �*"�1000 ��珊撮み+トラックシート(ポリエステル粧) 

376 �:��ｩ�隼8ﾙj��2�細的Ii県川嶋手間ii的l鵡鴎稽蘭4丁照5-8 ��ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*��締30 ��砧拙み十・トラックシート(ポリエステル製) 

3押 �:��ｨﾉｨｯｨ�8ﾊ(檍���同種川原川崎的=飴医朗鮮舶4丁I・I5-3 ��ダンプ ��ﾈﾞ��10o �*��紬2l ��潰朗み十トラックシート(ポリエステル製〉 

傭78 傅I]�8��隼>�*ﾙ8��榊熟III瓜川崎和南部は久地ト13一群 ��ダンプ ��ﾉ4��1録0 �*"�83 ��Ir棚み十トラックシート(ポリエステル熟) 

879 緬�X*(�8�(ｺ�+�栄ﾒ��帖的II舶用(姉I崩紳匠久地ト18一節 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��;);憎 ��性拙み十トラックシート(ポリエステル製) 

380 �+$冲(ﾝ霆ｹ�X*ﾙhR��神森iIi県i=的1碓紺は久幽-13一筋 ��ダンプ ��ﾉ/ｲ�IOO �*��5弱 ��曲積み十トラックシート(ポリエステル蚊) 

381 竸6ﾉt(���ｻｸⅳ�8��抑襟川脚=崎師商郎障久地ト13一班 ��ダンプ ��ﾉ4��100 �*B�5000 ��石基撮み十トラックシート(ポリエステル劉) 

3烏2 儼�*��xﾝ霆ｹ�X*ﾙ8ﾒ��榔藤川脚Il的I碕碑は久地ト輪-締 ��ダンプ ��ﾈｭ��100 �*b�7000 ��随糊み十トラックシート(ポリエステル謡) 

3榔 俥ｦﾉt(�ｯｨ銀井"��抑制II県川的II滴博康久地卜13-25 ��ダンプ 俯(5�e��13I �*��9000 ��砕組み十トラックシート(ポリエステル援) 

3!il 宙�wﾘ�漠�胃��神祭川照夫嘉川I聴聞I-I5-納-30繍 ��ダンプ ���ﾂ�調1 �*��18 ��範親み十トラックシート(ポリエステル襲) 

3野 �:�(ｽﾙ�ﾈﾉｨﾝ��抑制Ii鮎大和師銚I順一15-3ト903 ���S�bﾓ#c2ﾓピ���ダン.ブ 丶)jﾂ�130 �*b�i17 ��腔細み十トラックシート(ポリエステル裂) 

那 茶�ﾄ�冑��葎�"�抑制II鵬大和Ili糾問I-1㌻3ト的3 ��ダンプ �����10o �*ｲ�I:178 ��榔騨み十トラックシート(妹リエステル製) 

387 �ｹ:��漠=ﾘ.��伸的i朝来和郎梱冊-15-3ト的3 ��ダンプ �'僥��100 �*ｲ�=77 ��II〔蝕み十トラックシート(ポリエステル較) 

3綿 �:��ｨｶY�ﾈﾉｨﾝ��袖章襟川臨大和Ii刷間l-1h種子轍0# ��ダンプ ���"�重00 �*ｲ�1.180 ��心頼み+トラックシート(ポリエステル製) 

389 刔ﾙ4����ﾉ�ｩ:"�押剤II県大和苗北開l-15-3ト003 樋��ﾓ#c8�cピ���ダンプ �)4��100 �*ｲ�1∴l番手l ��Ir【放み十トラックシート〈ポリエステル型) 

紬0 侘)$�V��Iu｢�柵的=鳩大和I研く鵬】ト15-8ト靴l ��ダンプ �ﾉjﾂ�100 �*ｲ�=85 ��出現み十トラックシート(ポリエステル襲) 

39l ��U��>v侭&霄ｲ�押倒I〃螺大柳II聴聞1-重5-3ト的0 ���bﾙ��ﾓピ����ダンプ 僮YF��100 �*ｲ�16l∴i ��確積み十トラックシート(ポリエステル輝) 

392 �����ﾄ曝�緬&齏"�細森川臨大師l規則上15一別-303 簸鳴�6s)4蔦ピ���ダンプ �yVﾂ�し00 �*ｲ�博15 ��郎撮み十トラックシート(ポリエステル襲) 

393 �:�疫ﾔ又�&齏"�対l射り腺大和碕僻I肌-15-31-303 ��*Cbﾓ(ｿBﾓピ���ダンプ ��X���100 俑��16・10 ��昨秋み+トラックシート(ポリエステル劉) 

39・l �ﾉ�ｨｪﾔ豚�8ﾝ��紳森川駄犬手間(琳刷上15-3ト的3 ��ダンプ ��Fr�100 �*ｲ�I018 ��櫛的み十トラックシート(ポリエステル製) 

895 ��9;t�=��ﾈ�8ﾘR�朴射り県大和辞林l剛-15-3I-的0 ��ダンプ ��F��100 �*ｲ�16毒0 ��准概み十トラックシート(ポリエステル襲) 

寄98 忠$鋳駝4粕侘��b�抑森川糾大部Il聴聞l-15-3I-的3 ��ダンプ 亰僥��100 �*ｲ�=詣1 ��砕榊み十トラックシート(ポリエステル製) 

397 ��4儷莓ﾈ�97ﾂ�神勅ii県央部l聴聞l"I5一別・30亀 ��ダンプ 亂泳ﾂ�】00 �*ｲ�17凧了 ��昨槻み十トラックシート(ポリエステル製) 

898 宙巍n$��綿�����抑制1肌も大師i雄博ト15-寄l-303 ���S��ﾓ#�2ﾓピ���ダンプ ��Fr�l(鳩 �*ｲ�(猟8 ��直撮み十トラックシート(ポリエステル製) 

399 兌y:���w�&齏"�袖蘇川場大師1鵬胸I-1か3】一鮒3 ��ダンプ �5��B�100 �*ｲ�10請 ��狐頼み+トラックシート(ポリエステル敬) 

・100 忠$粕儷莓ﾉ)8ｴ��細維ii臨大師i融聞手舶車軸-30寄 ���X�bﾘ茯ﾆbﾓピ���ダンプ ��僞��章00 �*ｲ�217・章 ��昨概み十トラックシート(ポリエステル援) 

・101 侘)�8�.伊ｨﾝ��抑制=腺大和郁暮I榔-重訂31-轍0鍬 ���S�ふ)7ﾂﾓ怨��ダンプ ��x��教00 �*ｲ�締・I・l ��珊瑚み十トラックシート(ポリエステル援) 

dO宴 ��I�9���ﾈ�8�"�押約II腺大同市抹I肌-1㌻3ト303 枇ｿ坪ｧ32ﾓピ���ダンプ 亰僥��!00 �*ｲ�2265 ��陸積み十トラックシート(ポリエステル製) 

-iO3 �:�(ﾝT豚葎�"�押雑用妹大師II林間ト15-飢-003 ���S�bﾓ)'蔦ペ-ｲ�ダンプ �8ﾘﾋ��100 �*ｲ�榔7 ��範飲み十トラックシート(ポリエステル鉦) 

401l �:�)���ﾉ�ｩ'r�押奈川県大和昨秋聞I-15-3ト303 ��ダンプ 佇IF��100 �*ｲ�2500 ��虹帥み十トラックシート(ポリエステル救) 

405 忠]���=��ﾉ&齏"�押森II陳大書かi琳l肌-1毎-31吋03 ���Rッﾓ#c2ﾓピ���ダンプ 僮ﾙjﾂ�」0b �*ｲ�828の ��碓搬み十トラックシート(ポリエステル敬) 

・108 宙蛻咬U謾�&��｢�神奈川耽大加持欄間ト1ト乱-30種 ��ダンプ 亰僥��181 �*��13 ��曲賞み十トラックシート(ポリエステル敬) 



<運搬草間一斑> ※運搬受託者(繰)粟立テクノクラシー

¥¥ 仂佛侈ﾈ,ﾉkﾈ����使用者の性筋 仂瑛��2�畔件の形状 �'yD�揵�X��)Hﾘb�劔JﾉKY7弌(,ﾈﾌy<b�就腰骨を肪Il:する的迩 

.107 宙�､4緬���ﾈﾉｨﾝ��帥窮川場火加持靴I肌-1幕-3ト孤書 ��ダンプ 刋颶��13自力 僮7 ��II凋み十トラックシート(ポリエステル襲) 

.108 侘)4亶�儖94��相鉄I=県央部ilJ博i帥-15-3予約禽 �-��澱ﾓ#c2ﾓ怨��ダンプ 亰�6��130　あ 刹T7 ��姉朗み十トラックシート(ポリェスチル襲) 

・IO9 茶�t��引xﾉｨﾝ��神祭III県火細事相即-15-飢-503 ��ダンプ 兩ﾉF��130　く 僮23, ��i姉誼み十トラックシート(ポリエステル敬) 

=0 �:�5h6X4(�ｸ788ｸ6r�東証瀞工戸川は撤騰叫)丁し127-I3 ��ダンプ ���"�180 �*ｲ�幡櫨 ��l競朗み十トラックシート(ポリエステル熟) 

・=i 綿xｸ5h6X4(�ｸ7(8ｸ6r�撮磯節江戸川怪膜的叶I丁日紳-13 枇專�rﾔ���ﾓ#iUﾒ�ダンプ �$)nr�130 �+2�782 ��曲強み教トラックシート(ポリエステル紋) 

・=2 宙��ｯ�5h6X4(�ｸ788ｸ6r�振積郁江戸川支樵雌叩けl二l幻-鳩 簸途ﾘ�Vﾈ苒ﾘ-ﾃ�頸�ダンプ ��ｹzr�130　さ �78I ��准概み+トラックシート(ポリエステル製) 

i=3 丶ｨ5h6X4(�ｸ788ｸ6r�撮鹿部江戸川購藤嶋I叶I丁鵜」27-13 ��ダンプ 僵Yzr�130　さ 剽ｹ60 ��彊耽み十トラックシート(ポリエステル敏) 

」1・I 忠��5h6X4(�ｸ788ｸ6r�親和榔江戸川嶋舵雄町1「.し127-13 ���S�rﾘ�V妬.�ﾓ#hｿ��ダンプ ��ｸﾈﾂ�130 �+2�778 ��昨頼み+トラックシート(ポリエステル報) 

」15 ����Y;x雇d��竕hﾒ��鳩寅螺加姉l価ノ塙802-l ��ダンプ 估iXB�-叫 �2?77 ��碓舶み+トラヮクシート(ポリエステル襲) 

」1筒 ��鞋�+(ﾛH暈�<鋳�埼玉県柄物両面ノ館的2-l ��3�ふX�2ﾙ{田途�ダンプ 估i$｢�130 �*"�2782“ ��沌撮み十トラックシート(ポリエステル捜〉 

」I了 仆I6隴h���2�埠雌蝶三郷亜半田l継か3 ��臆ダンプ 佗�mｩ���100 �,ﾒ�279・I ��博的み+トラックシート(ポリエステル嬰) 

高18 傲冩(ｺ綾ﾙ4��崎正課三郷師I叩=3舐-3 ��ダンプ 俤ﾙ?ｩ�2�100 �,ﾒ�2798 ��碓相み十トラックシート(ポリエステル製) 

・l19 侈i*94��ﾙ4��埼寅県三餌章i伴聞1358-3 ��ダンプ 冏ｸ��ﾚ��100　は �27的 ��時撮み十トラックシート(ポリエステル諜) 

」20 �:ﾘ��ｻｹo)4��埼玉県三紹朝里叩l筋8-3 ��ダンプ ��I?ｩ��100 �,ﾒ�2800 ��博聞み十トラックシート(ポリエステル報) 

.I別 佩ｨﾇ�ｭh��4��埼臆剛も三郷Ij倍旧統柵3 �-�KRﾓ鉄rﾓ虻｣��ダンプ 俤ﾙ?ｩnｲ�100 �,ﾒ�287iI ��直納み十トラックシート(ポリエステル粧) 

、I22 俤xﾉ儂�>�,ﾂ��鳩玉腺三書聞I持iI=楯欝-3 ��ダンプ �,Xﾙﾈ獅�tOO �,ﾒ�32i8 ��調頼み十トラックシート(ポリエステル塊) 

・I23 冤�騫��4��埼鴨場三郷雄幸l用8駆・8 ��=x璽鉄xｼｩ9#���ダンプ ��iz�r�100 �,ﾒ�8210 ��僚船み十トラックシート(ポリエステル敬) 

・12・I �ｸ�8�yﾘx｢�埼重鵬三部1j華調1綿8-購 ��ダンプ 偸I?ｨ獅�100 �,ﾒ�餅塑0 ��蒔撮み十トラックシート(ポリエステル塑) 

・i獅 丼I�仆ｹ��B��胎鴨場≡鍍沖l用Il純8-3 ������S鉄x自oc��ダンプ 俤ﾙ?ｨﾍ��IOO �,ﾒ�3塑l ��耽撮み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

●I26 ��閏95Hﾇ�4��埼玉聴三郷郎,i岬"捕吋 尾���ｩ9ﾙ{壷'����ダンプ 偸I?ｩYB�1心 �,ﾒ�3222 ��卸櫨(み十トラックシート(ポリエステル襲) 

.127 �'弌(ｭi*xx｢�雌玉拙三郷埴半間l締8-3 ��ダンプ 丶969��重00 �,ﾒ�3270 ��櫛概み十トラックシート(ポリエステル擾) 

・i28 ��伊傀榎�4��I如拙と三部i!半田i締8-3 ���ぺ�ﾃrﾘ+3����ダンプ 俾�?ｩ��100 �,ﾒ�紳12 ��柾斑み十トラックシート(ポリエステル饗) 

・129 ��ﾘﾝ�蛤�94��碕鴫腺三勧満幸!=1358-8 ��ダンプ 俤ﾙ?ｩ��100 �,ﾒ�3肌」 ��血槻み+トラックシート(ポリエステル製) 

・I30 冤��ｹ5Io)4��鳩近親三郷Ii畔i即3隠-3 ��ダンプ 僮i?ｩ,��100 �,ﾒ�約置烏 ��柾的み+トラックシート(ポリエステル殻) 

・13I 几�ﾝ���Hｩ4��埼玉蛾三筋捕草=I胸58-3 ��ダンプ 偸I?ｩ���100 �,ﾒ�8310 ��直樹み十トラックシート(ポリエステル製) 

・鳩2 倅ｩkxｭh愃x｢�崎・i掘三筋碑幽I11358-3 �-�u釣DCrﾙ�ﾓ���ダンプ 冏ｹ?ｩ��100 �,ﾒ�部将 ��潰舶み十トラックシートくポリエステル敬) 

瑞栂 佩��ﾘｻｹ>�*ﾙ4��崎丑県三郷碑I団=櫛8-3 ����ﾓ鉄x耳����ダンプ 偸I?ｩYB�100 �,ﾒ�332丘 ��故殺み十トラックシート(ポリエステル緩) 

.宣3・l ���:hｺ或i�r�雄雌課三郷陣印卿1櫛8-縛 ��ダンプ 冰�?ｩ��(00 �,ﾒ�33】盤 ��直頼み十トラックシート(ポリエステル製) 

ノー85 傲冩)�ｨﾇ�4��I(鞠弧も三郷庸調印寄寓8-京 ��ダンプ 冏ｹ?ｨ���100 �,ﾒ�紳70 ��頂鮒み十トラックシート(ポリエステル級) 

i136 �ﾈ乖ｻｸ楮xﾂ�埼瞭県≡秘l持卿終8-寄 ���4唐ﾘｵ(蘒ャ���ダンプ 冰�69YB�100 �,ﾒ�櫨I12 ��面部み十トラックシート(ポリエステル襲) 

・調7 丼I��ｸﾝ�i��鳩“曝三郎時事Ⅲ1寄る8-種 ��ダンプ ��?ｩYB�100 �,ﾒ�別20 ��両親み十トラックシート(ポリエステル敬) 

・!88 忠��槭���ｨ�"�千兆県I面I扶持狐的 枇��ふ田��S�ン2�ダンプ 冽ﾒ�I禽0 �+ﾒ�:書. ��範飢み十トラックシート(ポリエステル襲) 

.議9 宙�8尸�ﾉ���"�手袋附加Ii大姉釦的 尾侭Iｲﾓ田坪�T討涛2�ダンプ ��｢�100 �.r�′i ��昨舶み十トラックシート(ポリエステル製) 

・トIO 忠$���$��ｨﾝ��手袋咽描け大川劾鈎 ��ダンプ �$��1寄0 �+2�5 ��確聞み十トラックシート(ポリエステル襲) 

.=1 �.俘H檍��,ﾘ蕀�ｨﾇ��増す鍋秩父部下絢Ii7533-1 ��ダンプ �8��100 �*��・175I ��曲朗み十トラックシート(ポリエステル漫) 

1●I2 俤ﾘｩ�ｾ�NﾉF(蓼ｼ兩��埼1鵬旗父時下蜜的7533-1 ��ダンプ 册�$｢�100 �*��6302 ��陸撮み+トラックシート(ポリエステル挫) 

・l職 �'ﾈﾙ��ｩF(蓼ｼ�>｢�鳩ヨi県秩父組下高川了533-1 ��ダンプ 僮X��100 �*��6088 ��櫛創み十トラックシート(ポリエステル製) 

、ト(、l 偬�^ﾘ檍��JX蓼���ｲ�埼「湖枕父轟下命印7533-重 ��ダンプ 册�$｢�IOO �*��“69了3 ��弛撮み+トラックシート(ポリエステル貌) 

iI・脆 �49�ﾂ�檍��,ﾘ蓼ｸYo"�埼戴県挑父組下高叩了533-1 ��ダンプ 僮YXB�100 �*��70的 ��i柵lみ+トラックシート(ポリエステル吸) 

」」6 ��姐海櫛江芦川I封じ邸麿4-12-2 ��2ﾓSc���Y��x���ダンプ ��ｩkr�100 �*ｲ�7016 ��府側み十トラックシート(ポリエステル製) 

・lii7 冕��檍���亥(ｻｸﾗｩ?��川崎郎Il咽区群峰オ=●10 ��ダンプ ��ﾉ8��_180 �*��87 ��碕聯み十トラックシートはリエステル襲) 

・l■18 �<��X檍��ｦ倬dｨ+ｹJ胃��川崎m=喝lま概椛-li」「0 ��ダンプ ��ﾈﾞ��議l �*ﾒ�88 ��髄親み+トラックシート(ポリエステル製) 

.=9 弍郁�檍�����(拷�ﾙ�｢�川崎間i鵬lエ騰筒オ=-書0 ��8　　ダンプ 冽�4��130 �*��89 ��紅顔み十トラックシート(ポリエステル捜) 

′脂0 ��ﾉ�X檍�����%傴ﾉ'ﾂ�川飾諦川崎は倣鳩か1古10 ��ダンプ ��ﾉt��l:油 �*��80 ��調軌み十トラックシート(ポリエステル援) 

4郎 冑ﾘ��飲�,f免俶�ﾌ���川的剛i崎は騰櫛2-I川0 ��8　　ダンプ ��ﾈ�｢�宣30 �*��9I ��直納み十トラックシート(ポリエステル製) 

・15ま 仍��X檍�����(ｯ(�:"�川場姉川博康貼地雷一!iト10 �-�ﾈ�X6x-ﾃ�ﾂﾘ�T��S�S��ダンプ ��ﾈｭ��130 �*��舵 ��確朗を十トラックシート(ポリエステル隷) 

・I53 ��ｨﾊ)�8��粕儁ﾙ�ｩ:"�川的I向=櫛区謄節2-l・ト10 ��ダンプ ��ﾈ�｢�1約十あ �95 ��I龍耕み+トラックシート(ポリエステル襲〉 

45l 冑i�X檠���6ﾆﾆﾈ���从｢�川節和川場は齢的2-1・ト10 ��8　　ダンプ 做(ﾜ"�130 鳴�ヽ　96 ��肘飢み十トラックシート(ポリエステル襲〉 

455 乘H�檠;苳緬kｨﾇ�^｢�川鯖間il蜂l寒厭館2-liト的 ��ダンプ ��ﾉ4��I30 �*B�97 ��虹横み十トラックシート(ポリエステル襲) 

・156 乘H�檍����ﾏﾈﾙ�虻｢�川崎姉川的博捜的2-重il-10 ��[�&鳴ﾙw�R�8　　ダンプ ��ﾈ�｢�1鍬 ����*B�98 ��柾的み十トラックシート(ポリエステル致) 



<運搬車両一覧> ※運搬受託者煉)荒立テクノクラシー

¥ 　ヽヽ 冲I�ﾈ�(,ﾉkﾈ�W��譲れI路の十高所 倆X鑄誼�Il唖の形昨 俾�:顫ﾈﾝｩ�靼ｾ��劔^ｩkｩ7��ｸ,ﾉ-ｸｯ｢�恥脇薄を防塵する榔造 

ii57 �<��X檍����ｽ�ｯ(�(.��川哨il川I的は謄崎争l/日O ��ダンプ ��ﾈﾞ��180 �*b�09 ��崎頼み十トラックシート(ポリエステル改) 

・i58 僭(����ｸ,R舐�"�朴金川的Iih桁l朝胸Iかi¥同調J4-4 ��ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*��3湘 ��頂撮み十トラックシート(ポリエステル報) 

・】59 �*x�ﾏh��B�2�'��神奈川県IIl喝耶川崎晴Ii高柳J4-4 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��3587 ��磁撮み+トラックシート(ポリエステル畿) 

400 冑Y�X檍��B舐�"�神奈川狼IIi筒Ii胡I筒は小的調J4-4 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��362I ��昨槻み十トラックシート(ポリエステル敬) 

′(6l 俐ﾈ��頴ｳ���舐�"�神森川聴川崎雄III的匹小心調子4-4 ��ダンプ ��ﾉ4��)00 �*��3000 ��II〔瑚み十トラックシート(ポリエステル測) 

・i62 兀H什�h孛B�2�"�飾窮川脚II鱒的il儲l奪小で卵子4-4 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��3852 ��雌撮み十トラックシート(ポリエステル製) 

・I63 僭iY���8,Rﾆ2�"�柑襟川鵬川崎I部Il碕僅小鳩町4-4 ��ダンプ ��ﾉ�r�100 �*��3鮪寄 ��准撮み十トラックシート(ポリエステル襲) 

・(6I 乘H�檍����7ﾘ4x6�8��川崎l部崎医肘I蔦曲-3-3 ��ダンプ ��ﾉ4��180 �*��3397 ��虹親み十トラックシート(ポリエステル製) 

・105 冑ﾘ�g�&���7ﾘ4x�ﾈ�(8��川雌雄川場は拡l二兇那 ��ダンプ ��ﾈ�｢�i80 �-��8268 ��柾槻み十トラックシート(ポリエステル焚) 

・重の6 冑ﾘ�gD鐙7ﾘ4x6�8��川聞I勅l的は海士環2-3「書 ��ダンプ ��ﾈﾞ��i鍬0 �*��60 ��碇規み+トラックシート(ポリエステル襲) 

■167 ��り-b�川的ii調I飴原稿十島2-3-8 ��ダンプ ��ﾉ:��180 �*��2」07 ��昨撮み十トラックシート(ポリエステル政) 耽大会的　マエハブ 

」6欝 倅凩ﾈｾ��8��7ﾘ4x6�8��川鴨かI川I蹄性村上鬼2-縛-3 ��ダンプ ��ﾉ4��100 �*B�7 ��直樹み+トラックシート(ポリエステル数) 

一!(田 ����X檍����7ﾘ4x6�8��川崎持川的既得王妃2-乱3 ��ダンプ 冽�4��13け �*��58 ��腔敬み十トラックシート(ポリエステル観) 

・I70 �8ﾘ����ｸ��7ﾘ4x6�8��川的Il川l雌I部位鬼2-缶寄 ��ダンプ 冽�4��l禽0 �*"�.i6 ��誼聯み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

・i7l �*ﾘ�檍����7ﾘ4x6�8��川崎紳Ii雌犀肌l:姐2-轍-3 ��ダンプ ��ﾉ4��180 綿�"�-17 ��博聞み十トラックシート(ポリエステル拙) 

」72 冑h����ｸ�����hﾔ����川的II川I的は職印10-5 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��I799 ��博枇み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

・I73 乘H��頴ｸ����*ﾈﾔ��｢�川`郎刷I地区施町10・青 ��ダンプ 冽�4��100 �*��2用 ��i硝“み十トラックシート(ポリエステル援) 

I7・l �亂(檍�����隴Hﾔ雲��川的硝川崎叱隣町10-5 ��ダンプ ��ﾉ4��100 �*��種28l ��柾的み十トラックシート(ポリエステル敬〉 

・17馬 冑ﾙ��������68ﾔ杏��川的諏川崎は横町IO-5 ��ダンプ ��ﾉ4��100 �*��・l馨)7 ��l債拙み十トラックシート(ポリエステル製〉 

476 �8�陞������$�ﾔ郁r�画騨i川I幽l邸刷叶I-ト捌 ��ダンプ ��ﾈ�｢�IOO �*��・臓38 ��両肌み十トラックシート(ポリエステル紋) 

・I7了 仄ﾉ�陞�;����T薄�4xｸ��川崎絢=雌は派叶tl岬圏 ��ダンプ ��ﾉ4��100 �*��iトI57 ��直納み十トラックシート(ポリエステル熟) 

・1了8 仄ﾘ��I6ﾘ���隴Hﾔ榎��川的剛間馴清腕調J・トを妙 ��ダンプ �:�B�100 �*��!I烏6 ��辞糊み十トラックシート(ポリエステル我) 

・I79 �<��X檍���曳ｹ68ﾔ��R�川餓姉川飴は脚Jiト紅割 ��ダンプ ��ﾉ4��100 �*��iI578 ��陸棚み十トラックシート(ポリエステル襲) 

・180 乘)���椅x���霰儘淫ｲ�川場II瑚I朗陣棋時1-0-幻 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��」了96 ��萌聞み十トラックシート(ポリエステル製〉 

・18i ���5I�椅x�盈��ﾈﾔ案ｲ�川峨iI川i崎は脈町子叶鋤 �*�6x6s#sbﾙ4�sR�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��・鳩・購 ��潰飢み十トラックシート(ポリエステル致) 

・i級 冑ﾙ�X檍����=��ﾈ4x�"�川崎市川陶に派母上6」勘 ��ダンプ 曝.渥��100 �*��5097 ��姉的み+トラックシート(ポリエステル襲) 

・l継l 弌Y�委h�����莓ﾆﾈﾔ��｢�川的I!用i館は派町卜も】猟 ��ダンプ ��ﾉ4��事00 �*��539i ��頼強み十トラックシート(ポリエステル製) 

・18i 仂��X檍��ｺi:�H橙�神奈川恥II櫛i細蛤I鵡さ拡伽J6-16 ��ダンプ ��ﾈｽ��130 �*B�26 ��晴朗み十トラックシート(ポリエステル敬) 

・185 亢���8��諸��]����帥森IIl脚=鳩11川開き槻好町6-16 ��ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*B�削 ��置説み+トラックシート(ポリエステル敬) 

・186 乘H�檍���伜){ﾉYI�ｸｨﾂ�抑創II隠馳恢両船姐は生疫5丁H1I-3 ��ダンプ �ﾉF��100 �*ｲ�8060 ��確聞み十トラックシート(ポリエステル紋) 

18了 ���5I�8���薄ﾉO8��鳬uhｵ��抑雑I置陳肱的Ii船場i却三妻5丁I’11l-雷 ��ダンプ 从ﾉF��100 �*��・ii購7 ��頂拙み十トラックシート(ポリエステル襲) 

.購8 �.韭陞���伜(踪馼ﾇﾙ~��和斜II県磯波両船抑制:妻ら丁「1章l-3 ��ダンプ �9F��100 �*��9蛇3 ��柾頼み+トラックシート(ポリエステル哩) 

・i89 僭i�X檠N��粕綿ｽぺ鳧戊ｭ｢�抑森川臨戦的l舶硯は色妻5丁「I11-8 ��ダンプ 丼9}ﾂ�100 �*��欝I了0 ��潰概み十トラックシート(ポリエステル襲) 

i190 冑i�X檍��伜)G羽��ｸｬｲ�神奈川県拙脈郎喝鮒も偉蓑5丁亡Ill-3 ��ダンプ 亰丶B�100 �*��9107 ��博棚み十トラックシート(ポリエステル粧) 

・19l �%I�����几ﾈ�&��it��神祭I=跳戯派jl桐畑き必要5丁山ll-3 ��ダンプ 竸ﾙjﾂ�(00 �*��iI:!7§ ��殖撮み十トラヮクシート〈ポリエステル粧) 

イ92 倩h檍�ｩ�伜(蹣YHﾇﾘｬｲ�神勅=鵬櫛舶i胸地軸妻5丁円1l-3 ��ダンプ ��ｨ葡�し00 �*ｲ�槌97 ��確飢み十トラックシート(ポリエステル襲) 

●I93 �亂)�丑��薄ﾈ�=rﾔ吠�拠�神奈川博醐瞬画調鬼は色女5丁ロ1l-3 ��ダンプ �=ｩF��100 �*��5800 ��毎朝み十トラックシート(ポリエステル製) 

・19l ��ihX�檍���伜(ﾘH併t��糾索III県域派師悌見麻Il蜜5丁Iう=-8 ��ダンプ �$YF��100 �*��・胸82 ��超撮み十トラックシート〈ポリエステル数) 

・I95 乘H�檍���倬��ｦ��ｩｦr�神祭間隙横派Il細見区先度5丁I]重I-8 ��ダンプ 刋駛ﾂ�100 �*��硬的 ��匝棚み十トラックシート(ポリェスチル焚) 

↓重91! 乘H�檍���伜)���(�9o��神約II嬢騨舶l胎児区硬変5丁ロ11-3 ��ダンプ 竸ﾙF��100 �*��・=10 ��郎桝み+トラックシート(ポリエステル製) 

・197 �*x�檍���薄冰�4綿�}b�神奈川臨戦脈II的鬼医坐変5丁I二‡11-3 ��ダンプ 乖){r�IOO �*��98i= ��誕飢み十トラックシート(ポリエステル敬) 

498 乘H�檠nI�粕迄ｹyzI�ｹkﾒ�押森川県戦況涌噌剃夏色変5丁目1重-3 ��ﾞ｢ﾙ¥ｨ�9�ﾃs"�ダンプ ��|B�100 �*��・I蟹購 ��I(〔軌み十トラックシート(ポリエステル寝) 

・I99 冑i�X檍���又曝ⅹ4冰俾��押剣iI腺枕波子Ii掲剃湘安5丁1111-8 ��ダンプ 亰僥��重00 �*��08蝕 ��砧概ね十トラックシート(ポリエステル提) 

500 冑Yj���帽�(鑛4�,ｩ�B�糾銑川場捌派臨場蛸喜色狂う丁闘11-雷 ��8ほ-ｸ6r苳膨yj��ダンプ ��&b�100 俯｢�88 ��砕刷み十トラックシート(ポリエステル襲) 

501 �>韭靠h���伜)yf�&闍��拙約II臨機派巾前轍l讐坐変5丁曲l重-8 ��ダンプ 刋颶��100 �*��99I5 ��租概み十トラックシート(ポリエステル貌) 

502 冑ﾙ�X檠,ﾉ�屯儂�疫��B�押森川県域派iij船虫陸生要5丁ロ11-3 ��ダンプ ��僥��100 �*ｲ�23 ��殖殺み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

簿0購 乘H�檍���伜){ﾉu佗ﾘｬｲ�神奈川県蹴波布峨鬼障生麦5丁剛11-8 �*�:蔦S�6sﾓx+�kb�ダンプ ��Y6��100 �*��6056 ��殖硯み十トラックシート(ポリエステル致) 

50・i 弍��X檍���伜(ｷ&�ﾉo��抑制i咽戦的帝鳩見I寒色変5丁照ll-3 ��ダンプ ��ﾘｻR�100 �*ｲ�∴3登11 ��陸棚み十トラックシート(ポリエステル襲) 

505 �%Hｸ�檍��粕倬2�川的海事は駒抑帰一7㌻1　　　　　　　　　　　ダンプ 劍��Fr�180 �+2�300 ��預的み十トラックシート(ポリエステル観) 

506 �<俾��椅x�淫ﾉKR�川喩l積l却日学町3-751　　　　　　　　　　　ダンプ 劔Iﾙjﾂ�I30 �+ｲ�302 ��値凱み十トラックシート(ポリエステル救) 

507 冓����8ｼ����(���川崎時筆削華町3-75-】　　　　　　　　　　　　ダンプ 劍ｺi<��I30 �+r�310 ��潰執み十トラックシート(ポリエステル敏) 



<運搬車両一覧> ※避搬受託者(梯)粟立テクノクラシー

¥. ヽヽ �(y�ﾈ�(,ﾉkﾈ�."�`勅II者の時斬 劒ｬ格 ��b�事体の形状 儻I�T鳴絢9��,墜��劔^ｩkｩ7弍�,ﾈ朱J��庇依奇を助II:する部遊 

sO8 �<��X檍��免ﾈﾉ｢�川的両や障騨笹口J3-75-1 � ��ダンプ ��F��l購O �,b�3部 ��両軸み十トラックシート(ポリエステル貌〉 

509 弍一��IN���ﾔ侘r�川篤II晒I鴫日華町3-7㌻l � ��ダンプ 兌yzﾂ�1亀0 �-��310 ��蹄肌み十トラックシート(ポリエステル製〉 

510 �%I�X檠��曝�2�川称1珂幽僚即時-了㌻l � ��ダンプ �$Y6R�130 �+ｲ�808 ��喧部外十トラックシート(ポリエステル怒) 

霜1i 冓Y�X檍��豚ﾉ｢�川雌串球l年前串調館-75-1 � ��ダンプ 竸ﾙF��1種0 �+ﾒ�3i8 ��直撮み十トラックシート(ポリエステル襲) 

鳥12 俐ﾉ�X檠xH���ﾈ��用的II蒔i和博華町3-75-1 � ��ダンプ 弍宇��130 �,"�縛= ��iI〔飲み十トラックシートくポリエステル紋) 

5重3 �*x��H�h,d粕��｢��用地持掌陛I軸堵脚部-75-I � ��ダンプ 弍����l救) �+r�3= ��恥部み+トラックシート(ポリエステル提) 

5= 做曳ｹzｸ�4粕倬2�川峨硝軍陣刺華町3-75-1 � ��音　ダンプ 刔ﾙF��評0 �+r�3t7 ��碓撮み+トラックシート(ポリエステル報) 

5I5 �ｸ��Hﾆ､綿�h��川的Il雄性舶事同調-75-1 � ��ダンプ 儉�ﾆｲ�130 �+ﾒ�305 ��昨捌み十トラックシート(ポリエステル援) 

5I6 亢�.Xｾ�鰒粕侘��川崎師部は耐軍部I8-乃一1 � ��ダンプ 俛僥��1鴛0 �+ｲ�細9 ��殖聞み十トラックシート(ポリエステル製) 

軸7 冑ﾙ�X檍��粕�<b�川南 侭Wﾄ�*ﾘⅸ蕀4著�S2ﾘ�ﾓ�� ��ダンプ 白��130 �+��30京 ��曲撮み十トラックシート(ポリエステル接) 

518 �<俾陞��粕倬2�川雌l ��(顋lｩzi+&cｸ6s�vbﾓ�� ��ダンプ 竸ﾙF��I80 �+ｲ�歓I7 ��陸棚み十トラックシート(ポリエステル捜) 

5書9 仄ﾙ]����ｴ薄ﾈﾗ｢�間鴨極I凋嘩辞軸時3・楯-1 � ��ダンプ 竸ﾙF��拘0 �+ｲ�容16 ��i鮒(み十トラックシート(ポリエステル襲) 

520 冑X�檍ﾆｨ���ﾈ�2�川的II帝は細雪瑚I3-弼-i � ��ダンプ 偖(�2�I80 �,��81馬 ��暗殺み十トラックシート(ポリエステル襲) 

52I 冑Xｴﾘ檠6ﾘ�淫ﾉKR�川筋I周l部将串町3-坊-1 � ��ダンプ 偖)�b�130 �+ﾒ�30・l ��研部み十トラックシート(ポリエステル襲) 

毎22 ��ｩ]��,8��ﾔ倬2�川飴Il串はI髄事町購一褐-1 � ��ダンプ 刋�6��重30 �+r�鴛重2 ��I〔幽み十トラックシート(ポリエステル襲) 

523 倡8ﾌ��8ｼ���4��ｩh9o"�神器II陳=I雌的II略陣的l「3丁円9-17 刹ｩト3 塗ﾍ簽$典��ダンプ ��ﾈ�｢�t30 �+2�9200 ��l棚(み+トラックシート(ポリエステル貌) 

62、l ��ｹ�(檍���異�5I�Xﾝ��糾恭I=閤II峨11川場l雪泥町蜜丁トiO-17 儖=-36 澱ﾓ3�S��ダンプ. 假ﾈ股�130 �+r�920i ��請部み十トラックシート(ポ �8ｨ4x5�6X8ｹ|R��

1搬 �49u俾�^ｨ��ﾙ�|yv��R�制約Il脚II噂il川崎I大浜町3丁目0-1了 儖i=●36 塗�c$典��ダンプ ��ﾈ�ﾂ�葛80 �+r�襲02 ��頂撮み+トラックシート(ポ �8ｨ4x5�6X8ｹ=b��



<運搬車両一斑>　※運搬受託者(抹)轟立テクノクラシー

聞け者の名称や 俶yw�/ｸ,ﾄ漠)ﾂ�遮綿光 竸ｩ�ﾈ,ﾈﾆ��2�自動卑職錬清華 ��iWx贓�,ﾈﾅhｯ｢�飛倣野合防II:する脇道 

1 凉8ｭIzr�愛知県納戸姉妹繊町2丁I‖I7 ��ダンプ 漠�ﾘH��K����3�����.x������� 几ﾉ�X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�*x8ｨ4x5�6X8ｹDb��

2 枇�ｪ�凛r�琵如拙甜戸持壊駁町2丁I刊17 ��ダンプ 綿ｯ�L�揵g���从｢�����,(�������"� �Xｺﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ���

3 宙ﾞYk��b�愛知県納戸描雑駁同職丁II=7 ��ダンプ 丿ﾙL�傅ﾉg������S�����,(������#�� 刧�$�-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｻr��

・l ����$凛r�接が陳制戸時樹訓r2丁1「117 ��ダンプ 倬8�抦ｵx���������,h������YC�� 偸倅(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6x,ﾘ8ｨ4x5�6XﾖH*��

5 僣駝韈��擾加持納戸高萩殿I時2丁目iI7 ��Sh�3�(�Ss�駐2�ダンプ 俯�L�抦ｵｨ����3�����+ﾘ������N�� �/ｨ幄-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾄﾘ�"�

6 刔ﾘｭIzr�愛知県湘戸部按股III2丁I事17 ��ﾅ8�3�"ﾓs��2�ダンプ 薄Hﾌ�(i^ﾘ���������*ｸ����粕�� ��ｸ�(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾄﾒ��

7 宙ｷ(ﾅ仄2�稜加駄納戸雄接腹部雌千日=7 ��ダンプ 傴ｩL�抦ﾎ������ﾃ�������+8����牝�"� 俾ｹ�X-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�2��

8 ���+(�9zr�愛知駄純戸姉拙さ抑「2丁「1117 ��ダンプ 侈�ｷﾄ�,ﾓ�ﾌﾈ���������*ｸ�������2� 漠u｢�-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ_���

9 忠��w��2�登別撮肌戸Il簸蝦部成丁旧17 ��ダンプ 乖YFｨ抦ｵｨ��俤x����*(������ﾓ��｢� 俎ｹ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ����

IO 刔ﾘｭF凛r�謡如拙湘戸南淡腹部嘘丁即17 ��ダンプ 俥ｩ*8揵4x�����S�����*H�������R� 冤ｩ4�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

= �+(ﾅ凛r�痩如撮弧勘ii挟間)f2丁用17 ��ダンプ 舒YL�揵g���簸�����,ﾘ������4儷｢� 仂�4�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6x��7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

12 倬隴Izr�毅郎鵬湘戸Ilf桟吸町2丁印17 ��ダンプ 曝ﾍ9���g����������,ﾘ������S"� ��ｩ%�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｸ�"�

I3 册�7�685�92�愛知臨名寄廠II持出は撃心I丁しi幻0 ��ダンプ 凛�8ｼ������4�����*�������� �+夷�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾆｒ�

十i ��鰄7�685�92�西畑陳名市塙持て航=医箪I心l丁子I抑8 ��S"ﾓs偬C�##��ダンプ 冖ﾈﾘﾉ�X�����3�����*��������"� �+ﾈﾗ�-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ茲��

i5 �ｨ7�685�92�擾知撮名詩廓高く狛iI収や,bi丁い2()3 ��S"ﾓs塗ｮﾈ璽�棹ｪ��ダンプ 冖ﾈｯ�､������3�����+������2� 僣饉x-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ'b��

18 �ｨ7�685�92�愛知県名ホ描I了母II博告や心I丁子I2腿 ��ダンプ 冖ﾉ|��X�������｣�����*H������ﾈ�X�ｲ� 僣鞴(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

I7 ��X7�685�92�提如博抗!禍Il時間て華心・け=ぱα〕 ��ダンプ 丿X�9w�����ﾈ�����*h����迭� 又��ｸ�(-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

18 宙xｨ7�685�92�理知隔名高欄間門川I匿や心・i-「周2()3 ��S"ﾓs田�##��ダンプ 冖ﾈ靼ｫh�����ﾗs�����*(������SS�R� �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾆｒ�

I9 �2�7�685�92�西畑臨名寄櫛陸相Il刈りふけH203 ��ダンプ 冖ﾈ�9Kx�����3�����*(����ｼxﾍ�b� 漠Z宙-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ>B��

櫨) �ｨ7�685�92�愛知県名市塙轟’抑Iiはや心「「十120種 ��ダンプ 冖ﾈﾘﾈ��������KS�����*��������#�r� 漠$綿-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

2l �ｨ7�685�92�稜加県名市場Ilm'llI匪箪心iTl120n ��ダンプ 冖ﾈ���X�����3�����*�������c���� 粕��ｹ%�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹzｲ��

22 �ﾈ7�685�92�抜如鵬名辞樹if刑用玉串心1丁iゴ203 ��ダンプ 冖ﾈ鞁�������ｸｨ����*h�����r� �/Hｵ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6x*ﾘ7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ���

23 ��柀7�685�92�愛知鵬名正極l幽帥i鴎華心▲l丁畦03 ��ダンプ 冖ﾈﾘ)�������3�����*��������b� 冰���-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｬ"��

2`I 宙ﾕ8芥ﾛ伊ｨﾝ��授か撮春日井IIi大手口脇「’日20十l ��ダンプ ���呈IL�抦ｵｨ���3�����+8��������#�� 仂扱�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

2烏 忠��y}�ﾉｨﾝ��蜜か鵬在日Il函大手同職丁l博0・口 ��ScほUﾒﾓSc���ダンプ 曝��楪�僣饉h���ﾄﾃ�����+x������9Z途� 又忠IX-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ'b��

26 宙xﾈ郵ﾝﾘ�ﾘR�竣知航海日光Il映刊腫丁劇2ひ十I ��]�cふ嬰ﾂﾘ敗c�b�ダンプ 僵x椈揵g����3�����+x������IｳSc�� ��稲h-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾘB�

27 宙�ｨ��8ﾘR�愛知鳩在日」回章大手同「2丁目柳∴口 ��ダンプ 曝ｶI�S�g����8-�����+8������ｩ��� 冑��-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹK2��

28 仗我)j疫亅��認知撮林田〕部i快千時2丁目20日 �緜ふ�"ﾓSf澱�ダンプ 曝��L�揵g����������+8�������Svﾂ� ��ﾉmﾘ-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹd｢��

∴29 �ｸ蟹}�&餔��愛知臨海日光証大手卿購丁日20トl ��ダンプ 俎ｹL�揵g�����3�����+8������3Ss"� 儖8ﾍ�-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾌﾂ��

30 宙�jx�9&齏"�穀如臨l相聞Il大判I成丁口細目 册�cふ�"ﾓSd澱�ダンプ 漠Yｸｪ�ﾈ膵�����3�����+x������i�,Sr� 俾X��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾆｒ�

3I 宙�(�9e��ﾝ��愛知県羅臼)置け大手i唯丁照創十! ��ダンプ 僵yL�抦ｫﾘ���ｯ������,h������3Sxｨｲ� 緬{ｹ�H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹN"��

32 宙ﾕ9:�m綾ｹ�R�理知聴名相樹i凋槌は蜘i間の丁I部ト2 ��ダンプ 俤ﾘ.ｨ�����簸���-�������"� ��ﾉYH-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����



<運搬車両一覧>　※遜搬受託者(脚粟立テクノクラシー

使用者の名称等 俶yw��(,ﾄ著��追捕牝 竸ｩ�ﾈ,ﾈﾆ��2�i’1物事載録薄ら5 �洩ｩ7��ｸ,ﾉIXｻﾒ�腕博籍を防止する榔迅 

継i 忠�Yo)iikｩ=��漫如班名辞的1i雌挫杯盤(押印丁子l引-2 ��ダンプ 冖ﾈｯ��������3�����,�����亰�� 俟�ｨ-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹfR��

3(I 侘(ﾜ���4傲��理知撮み高峻iIj耽蝕i*惣I朝I釣“=・=-2 ��ダンプ 倆(ﾘﾉ{H����簸�����,ﾘ������jﾔ飛� 漠�宙-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹfR��
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36 茶�}盈謁�|��箆加駄名高擁面倒的曙館I個r3丁「トIト2 ��S"ﾘｯ�cRﾓ##���ダンプ 冖ﾈﾘ)j8�����������,ﾘ�����都�� 迄�*�-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾇ鋳�

37 宙ﾕ8ﾜ盈綾ｹ�2�蓮如県名市撮Il凋槌l魂削仰脚丁I打lセ ��ダンプ 儁育8�ｨ������著��,(����ﾘﾃ���� 粕�H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ'b��
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漢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書 

30 仲$��ﾟｶﾈ�8�2�愛知県名市場術中l川合鵬用町1201 ��ダンプ 冖ﾉ�(鷙�����xｳ�����+���������� �'(�(-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�鋳�
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iI6 侘(��4俯����扱別保小殺串天性5728-紳2 册�ﾗrﾓ#蔦涛����ダンプ 薄IL�揵g����3�����+x������$��� 俤ﾙ,�-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6x��7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

・I7 忠�8憺o(5H�ｸ7(5��理知陸中細心I六時57統一が6 ��ダンプ ��inｸ揵g����������*�����姪��R� 曝��(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾖｒ�

′I8 �ｩ�YJ�5H�ｸ7(5��愛知姐中経用大型5785-鯖(i ��ダンプ 漠/(�ﾉg����3�����*(����箔��r� �9YH-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ���

・脚 曝��坪�X4��h6�,ｸ�X6h薰�愛知航本日)川硬卵町5丁目2i-ト1 ��ダンプ 侏ﾘ�8�����3�����+�����仭�� 冤ｩZ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

50 �+)�ﾈ���X�h�cx�h.�-ﾈ�X6d辻�愛知撮羅臼」回航押吋盲丁〇・i2口l ��ダンプ 儉ｩKｸ+X�������ﾃ�����,ﾘ������軍� 佻8�(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ'b��

漢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書 

引 �7ﾘ8ｸ5h6�5�488H��x｢�稜帥鵬般=i亜体兜町)Iソ同郡 ��ダンプ ���ﾆ����3�����+�������IR� ��(�(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�鋳�

哉」∴∴プルシバタイヤ的J 剞ｼ畑摸蹴りi帝僻見町川リ向鮎 ��ダンプ 侘ﾈｸﾈ����簸�����,h������モ� 又儿ﾘ*ﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

毎購 �7ﾘ8ｸ5h6�5�488H碑*��焚創焼殺爪ii桐畑圧砕ノI鎚6 ��ScRﾔ箔ふ33#��ダンプ ��X�8����簸�����,ﾘ������#sR� 俥ｩYH､�ﾈ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹfR��

5l �7ﾘ8ｸ5h6�5�488I4��径如鵬脇間母体鼻叩r非ノ同郷 ��ダンプ 佝��ﾈ�����_ﾂ�����,h������4�� ��4�.ｨ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�鋳�

騰 �7ﾘ8ｸ5h6�5�488H�2��凌知狸聴聞耶体朋子」鴨ノ同郷 ��ダンプ 倅�ﾘ�������������,ﾘ�����#��� 俟�(-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

56 �7ﾘ8ｸ5h6�5�488Hx｢�愛知貼曝i用Ir僻見同りレIi心26 ��ダンプ 倅�ﾘ������������+�������OSッ� ��ｸ�(-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ狽��

57 �7ﾘ8ｸ5h6�5�488IEﾂ��程如県的冊雅兄町井川担0 ��ダンプ 偸�綿����KRｘ��+�����]�� 侈Hﾞﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

露8 �7ﾘ8ｸ5h6�5�488I4箸�西畑県般叩面体則町井ノ陶2β ��ダンプ 倅�ﾘ�����3�����+ﾘ������SR� 亅YIX-ﾒｸ6x8�6(4�5h�X6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ[���

59 ��西畑鵬名市照両胸医事的阿仁2 備3"ﾓccRﾓ#)+���ダンプ 傲夷�������簸�����,ﾘ�(���雨S#s�� 沫)uｨ-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｴ"��

00 �&韃I7冦慰榎�4鋳�密加蝶名高境南天職膿・末俊子川=10トI ��ダンプ 傲偉8ｻ������������,ﾘ������cx�ﾂ� 几Iu�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ����

61 冢��7冦慰握)4��穏如収納碁敵耐火自説・々松l手口110トl ��S"ﾓ��Rﾓ3S���ダンプ 冖ﾉ�)8�����������,ﾘ�����Y[s�� 俥ｨﾎ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

62 �/IL�7冦慰榎�4��擾如件名心議Il(火n陛/・本験=●Iう=0I-1 ��・ダンプ �.ｨﾘ(ﾕｨ�����������,ﾘ�����ツsビ� �,閏x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾆｒ�

63 ��iL�7冦慰頴)4��援如腿名寄的il火照f{-.*松11’11=Ol.1 ��ダンプ 冖ﾈﾘ)�������+(����,ﾘ������ｧ3��� 丿ﾙ[x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾆｒ�



<運搬車両一覧>　※運搬受託者(棟慨立テクノクラシー

¥ 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��裸Ii↓帝の撮所 飭ﾈﾚ�&��所作の彫挟 偬�韜鞏ｩ�,�-��iI硬土臓の海賊　　　　　船伸縮を筋=:する部逸 

61 曝ｪ鳴�7冦慰�=ﾉ4��b�� ��ダンプ 倆�ﾈ�����������,ﾘ������#�鳴� 仂��ｨ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ���"�

6青 曝ｼｨ�)7冦慰員(xﾂ�哀加持名高璃小犬巾は-木陰II●==Oトl ��ダンプ 儼ﾈ鉙����尾著��,ﾘ����都ﾒ� 薄忠-ｸ-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ腕��

伽 �)L�7冦慰��Xx｢�璽組撮れ嶋はIli火山は-・・水根1「=110トI ��ダンプ �<��X������,ﾈ����,ﾘ����)4仍�� 免ﾈ秋-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｯ��"�

67 俥ｩ��7冦慰胃�4��剥郎沼南的Ii大日は　本職l自う=0十1 ��ダンプ 僥胤ﾈ�����������,ﾘ������[s�� 俾ｹxｨ-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

68 曝茯*ｹ7冦慰胃�4�� ��ダンプ �6顯ﾈ�����������¥h�����c#2� 俶ｸ�ﾈ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

筒9 薄ﾉv6ﾂ�7冦慰洩ｨx｢�魯如撮名五臓両天I:Iば・本職=羊=重0十l ��ダンプ 僥胤ﾈ�����������,ﾘ�����栄�� �ｸ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ4鋳�

70 窒�*�*ｸ警隼$b�妥知臨海的郁蝕江南「流民1丁白69 ��ダンプ 傲育8�ｨ������x����*h������ﾂ� 丶9�ﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾜ���

了l 忠IYx畏�ｻｸｼb�援如航海榔郁敏江町滅氏l丁し169 ��駐X�(,Rﾓ倬8�ピ��ダンプ 冖ﾈ�ｴｸ�����ﾝx����*(������r� 凛I^ﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ_���

72 宙xｸ矩jxｭhｾﾂ�穏柳原紡郁雄鎖江町湘氏i丁=69 ��ダンプ ��hﾘ(ﾋH����ﾉ4�����*��������� 又儿ﾖﾈ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6x��7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ���

73 7.l 忠��&俘�.絢��ｲ�愛知臨海鮒耀錐江博轍氏I丁I169 ��ダンプ 冖ﾈ�8�ｨ�����3�����*H����噸"� 僣饉x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ���"�

(研き布咲来 佝�J依I+)/ｩ$丶9/ｸｦ9$�,)j�)｣ﾘu"� �5�987b�各市場　　102　　か　　　777 ��直航み十トラックシート(ポリエステル剛 

了5 曝xｸｻｸﾗ9:���竣加姻湘輔弼曲調i「猟場l丁I1脚 ��ダンプ 冖ﾈ鞁IX�����������+���������6B� �+ﾉEｸ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｬ��

76 茶�ﾊH*ｸﾜHｻｹ|��愛知眼筋細棚批沌同「源氏1丁I二I69 ��ダンプ 冖ﾉV�5������38����*��������ﾂ� 粕冰ｨ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

77 忠ohｻｸﾗ8.�+兌��鍔知臨海翻り郎江町湘氏I丁iI的 ��ダンプ 冖ﾈﾘ)����������*�������w�� ��兌x-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

78 宙xｸ�ﾈ�ｻｹ�R�愛知原瀬納梱即蹄工II∫源氏1丁子l㈱ ��ダンプ 冖ﾈ������������-�����-�������Vﾂ� 侈Hﾞﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｾﾂ��

音 

79 忠�8ｭｸｵｸﾗｨｪﾂ�三冊聴衆i部場末的同調「巾嬉粧独一87 ��ダンプ 倅�7ｨ�����3�����*�������ｸ#R� ��H､�ﾈ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ｳ��4x5�6X8ｸｸ鋳�

帥 宙ﾌ(ｭｸﾊｸﾗｨﾄﾒ�三飯場築招相木相調「口脇織8-87 ��ダンプ 倅�H������嶋-�����*�������箔r� ���(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｻx�"�

81 仂(ｭｸｵｸ�����R�三重搬桑名耶末的卸町出超能8-さ7 册��rﾓh�ふ3#���ダンプ 倅�(������*著����*�������]�� ���'X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

82 ���ﾉkxｭｹn�ﾗｩ�R�三秋根襲名郁木的仰町両脇628-87 ��ダンプ 倅�������3�����*(��������� ��H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｾﾂ��

83 即 宙ﾕ8.ｨﾆ��佇��三重撮桑名郎木間置ii町I′l脇628-87 ��ダンプ 倅�ﾘ������-ﾈ����-����������� 牝��ｹ]�-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

(IO丸鱒姐謡 倅�9*頡�ﾉ[x�ｩm�4俤y$�鞋F儼ツ#ふビ� �5�987b�三部　　IOl　　い　　　　7 ��同凋み+トラックシート(ポリエステル敬) 

85 �ｸｭｸ�ﾗｨｼb�三皿県数名脚本的刈田l:I脇能8-87 ��Scrﾓcふ�#��Vﾂ�ダンプ 倅�H������(����*(��������b� 丿ﾙ[x-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ�ｲ��

86 宙ﾕ8.ｨﾊｸﾗｩO��三重県襲名(刑、調印時両脇628-87 ��ダンプ 倅���������ｵ�������*h��������"� 粕冲�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｸ�"�

87 忠y隴ｹ5�ﾗｨ�b�三部県桑名耶木的小町白蛾6鎚-8了 ��ダンプ 倅�%��������諟����/�������ﾂ� 粕�)ﾈ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ��"�

88 俘H6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��茂押蝶松木高大や和博1709布地 ��ダンプ 傴ﾉm��������ﾃ�����,ﾘ����凉謦� �+ﾉEｸ-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�鋳�

89 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��民押黙松木市大平和時1709舵他 ��ダンプ 傴ﾉgｸ����簸�����,ﾘ������.�b� 兀��(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

00 �2�6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��泉郷鵬松.函Ij大字乳用聞け09僻地 ��ダンプ 傴ﾉm������������,ﾘ�����ゴ3R� 傲刋�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

9I �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��技野親船木南大宰相用′1708柁他 ��ダンプ 傴ﾉm������������,ﾘ��������霻� 偬�8-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹW���

92 �ﾈ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��艮押黙松木埴大宰相=章li709希他　一 ��ダンプ 傴ﾉm�����簸�����,ﾘ������ｿ�� �ｸ�-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ'h�"�

93 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��銀邸味な宿Ii大字柵=′書709栴lぬ ��ダンプ ��Im������������,ﾘ�����ツr� 迄��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

91 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��良好撮松本IIf大字別間l17的番地 ��ダンプ 傴ﾉgｸ����簸�����,ﾘ�������ﾃ�b� �+扱�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�B��



<運搬車両一覧>　※運搬受託者(株煉瓦テクノクラシー

¥ 俟HｭH�(,ﾉkﾉ�Y9��1勅=者の傭所 佗ﾙxﾙ�b�l河本の膜状 曝�f��h鳬N)d�$�."�ilj臓土崩の極那 亢�ﾞ9/ｸ/�價t�+�+x.册�暈�

95 �4�6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8�����日朝と松木Ilけ膏こ和=I1709柁他 ��ダンプ 傴ﾉgｸ����飛ｘ����,ﾘ������ﾅ湯�l 曝�ｹ[x-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ狽��

96 偖兒�6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��R�技卵鵬松木両大字相川i17(暢瑠他 ��ダンプ 傴ﾉm������,�����,ﾒ���#��b� 凉ixｨ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹfR��

97 亶(6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��R�鼓耶鵬松木11I大宰相I用7筒番地 ��ダンプ 傴ﾉgｸ������-3�-�����,ﾘ������#ﾓ"�I ��ﾉYH-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

9β �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��戦野県松塙If大’軸】印1709僻地’ ��Ecc8�X�S��ﾓ�3cb�ダンプ 傴ﾉgｸ����簸�����,ﾘ����塗ｷ"� 亢兌x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾆｒ�

99 �ﾈ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��典押聴松木時大字相田・I709磨他 ��ダンプ 傴ﾉgｸ�����������,ﾘ������#��R�i 吠4X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6T�8ﾉ�ｲ��

100 兀B�6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��1謝聴松本高来宇和I用7的薄地 ��ダンプ 傴ﾉgｸ�����������,ﾘ������#��� 綿�9&�-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

101 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��披露鵬松木高大写和博けOg舵他 ��ダンプ 傴ﾉm������������,ﾘ�����頴c�"� �+ﾉ%�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾆｒ�

102 �笘6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��良野撮桜木Il頂宰相I用709稀地 ��ダンプ 傴ﾉgｸ�����������,ﾘ������C�4�� 粕��ｹYH-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹN"��

iO寄 �｢�6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��畏抑しき松神if大字和博1709揖他 ��ダンプ 傴ﾉgｸ����綿����.�������Sﾒ� 迄*ｸ�iXﾘ*ﾘ-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ<b��

IO(l 刔隸ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野焼松本庸火宇和l用709番地 ��ダンプ 傴ﾉm��������ﾃ�����,ﾘ����簸唐� 侈I^ﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

10b ��戯評阻松本高大宇和I用7U9番地 ��#c8爾ﾓ��ﾓ�2�b�ダンプ 傴ﾉm������3�����*h������仰� �+為�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ=b��

106 忠'�6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��l鳩書状松本南天孝和!111700う軌也 ��#c2ﾘ�X萪ﾓ�4澱�ダンプ 傴ﾉgｸ�����������*(����ﾈﾚ�� 丿ﾙ[x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

】07 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��良好臨機木南大●邦画印7問罪他 ��ダンプ 傴ﾉgｸ����簸�����,ﾘ������#�9B� ��4�.ｨ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ/���

108 宙xｨ6s�ﾘ5�8ｸ5h5�6X8��堤卵曝松本雄大.綱川・1700群地 ��ダンプ 傴ﾉgｸ�����������,ﾘ����都c�� 丿ﾙ[x-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

109 僵�7h8ﾈ5x88�ｲ�認知聴名高幽1i拙く鴫新調子守下砂川I58 ��ｵC(爾握�(Rﾓ33c��ダンプ 冖ﾈ鞁xh������ｽ������/�����ﾈ��� 冑�4�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6x��ｭH8ｨ4x5�6X8ｸ����

=O ��ｬｸ7h8ﾈ5x88�ｲ�鍔加持名証的1悩匪鴎的畔手下汐I=1鵬 ��S"ﾓc)�｢ﾙ��fﾂ�ダンプ 傲握ｩw�����簸�����*ｸ�����薄ﾂ� 又��ｸ�(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

=I ��X7h8ﾈ5x88�ｲ�愛別,輸ホ撮II撮同軸網野宰下汐=115鼠 ��ダンプ 冖ﾈｯ�*陋������ﾃ�����*ｸ������h霓�� 冑��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

=2 ��'x7h8ﾈ5x88�ｲ�凌加県名市部II確聞鴎的町字下助印的 ����"ﾙ��ﾘｦ#c��ダンプ 冖ﾈﾘ(�(����簸�����*ｸ������3ン"� 又�H-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

i13 兔b�7h8ﾈ5x88�ｲ�愛知螺名刺埴I簸障鴎臨調写下的I用拙 ��S"ﾓh踉ﾓ33c��ダンプ ���*侏H�������ﾃ�����*�����y�xｲ� ����-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ*I�r��

=i �ﾙ4�7h8ﾈ5x88�ｲ�璽加県名有職Ii湖膳同郷「宰下汐即諾 俯�"ﾘ�#Rﾘ�fﾂ�ダンプ 冖ﾉ>ﾈ�����簸�����*ｸ�����ャSx�R�� 曝見�ｨ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ$ｲ��

= �ｨ侍�ﾉｨﾝ��客帥振落ロブi証八川町7丁i‖2、・92 ��ダンプ �/IL�揵g����3�����,h������ｸ｢� 丿ﾙ[x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

=6 �����ﾈｻｹ|��理知撫小農幻l櫨ケ部丁目㈱-i ��ダンプ 曝ｮ8ｾ���g����������,ﾘ����(ｭc2� ����ｹ[x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

=7 �ｩ���2�蜜的同名市塙Il鳩は大柄町守雄的=il・十番娃〕 ��S"ﾓc�2ﾓS#���ダンプ 倩X�8ﾋH�����������,ﾘ����俣��m2� 仂井(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ･ﾈ�"�

=8 ��昤漁�2�優畑鳩気息堪り槌膝大仰丁字捌IliI上郷3 ��ｩ�c�.ｨ����ダンプ 冖ﾈﾘﾉ�(�����������-�������b� 俤ﾙ�X-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｷ､��

t19 �ｩ;��2�理知隔年缶回収賀薄ほ大南即事往勅Ii聞・2蔦l ��ダンプ 凭x�9Kx�����������-�������ﾓ�� 冑�4�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

)20 �ｩ&��8���露郎脱臼清規両級麻太郎町で定納II用-牽強 ��ダンプ 冖ﾈ既|H������-�����-�������2� 俥ｨ�(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｷ｢��

書21 ��KX�Y�2�虞か弧私心照時報区天和「章雄的II=●納3 ��ダンプ 冖ﾈ�E������������-�������襷�� 僖I��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

122 宙ﾕ96儂Y��2�錠知振海節掘飛島相浦場所Ill 字竹之郷ハニノ制165-1 ��音ダンプ 倅�%���������������,ﾘ���������� �+ﾉEｸｾ8�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹN"��

12容 忠IX�)zﾙN(�2�擾如航続細部純的柑硬的飯川 字母之郷ハニノ綱I65-1 ��Scrﾘ敗bﾓ##$��ダンプ 冖ﾉ/ｨｬ����������*ｸ�����噂ｨｴﾂ� 刎��X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

121l 帽�X*(�X�)=xx｢�理知恥縦軸=礁心灯船之級1丁I印5 ��Scrﾘｧ2ﾓs3sr�ダンプ 冖ﾈ靼諒�����������,ﾘ�����ｳ�� 刔倅(-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ烹��

125 �8�X*%ILxﾋ�｢�愛知県薄謝嘱競馬村松之細I丁田嶋 倩塗蘒Xｩ�s3sr�ダンプ 冖ﾈｮ�h�����������,ﾘ����ピt�� �+ﾉEｸ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹN鋳�



<運搬車両一覧>　※運搬受託者(榛原立テクノクラシー

¥ 俶yw��(,ﾉkﾈ�Ih�������������T亦�i帝の寝所　　　　　　　　通約兜 槌忠�ﾂ�仗�謌揵�R�録密埠　　　　　　　的葉上駿の椰祇 剏F硬篭をl耕土する桃遊 

126 �8�(�X�X�(憙ｭI�������D�*�'�YI;xﾗr�蔦村松之紋I丁i」碕　　0567-5峨-7377 �4��冖ﾈﾘ)'�����冽��か　　　縛=I 剽ｼ親み十トラックシート(ポリエステル襲〉 

127 帽�Y�(,Yu�=xxｨ����{ﾙ¥ｨｭHｻ�,�+(ｻ��"�母村松之郷I丁I博　　0567-5什7377 �5��冖ﾉ�9+(�����､��か∴∴3=3 剽ｼ親み+トラックシート(ポリエステル謎) 

128 宙ﾘ(�X�Y%ｨ�xｨ�����ﾉJ蔭if��nｹ'��同町松之鳩I丁肝I§　　的67・56-7377 �5��冖ﾈ�8�ｨ������ﾂ�か　　　3重68 剽､棚み十トラックシート(ポリエステル裂〉 

音〇〇〇。 ��

I29 �5�484ﾈﾇﾘﾚ笘�ｸ����gﾄ侈ykﾈﾌ8�#�白�中川陸島緋2千手I270i書　　052一向iト耽り0 �5��冖ﾈﾘ(ﾗx�����4��え∴∴∴2=雷 剄d櫛み十トラフクシート(ポリエステル敦) 

i30 �5�484ﾉ/ﾉ�ﾉ4�����蟹&ﾘﾊykﾈ7ｨｬ���間=陣轟博丁目270・1　0毎2-i掴-6800 �5��冖ﾈ7ｩ������3��え　　　800 剔a撮み十トラックシート(ポリエステル襲) 

13I �5�484ﾉ;9>ｩ4�����-X*�*駝ﾈﾘ(薊塊�章国肌寒審軸や「円かひI　O52-伸子6800 �5��冖ﾈ靼�(�����3��け　　　808 剌ﾉ高み十トラックシート(ポリエステル認) 

132 �5�484ﾈ露Eｸxｨ����尨-�4�Hﾘ(�8�u��回iI暗部蛇丁=270・1　052-用′ト68()0 �5��冖ﾈ�9YH������ﾙKR�い　　　　穣博 剄�繧ﾝ十トラックシート(ポリエステル型) 

l約 �5�484ﾈ�8茯ｶh��ｸﾉ�yY駝ﾈﾘ)>(�ｲ�間柄左前1t2丁事「2701　052-用一郎00 �5��冖ﾈ�9YH����簸��ひ　　　722 剏､創み+トラックシート(ポリエステル報) 

Iみi �5�484ﾉEYYi4���蟹&ﾘﾊykﾉ�8�ﾘ"�l置り(i快擁i12丁I璃701　052弓l・I-6800 �5��冖ﾈｯ���り�瑛���え　　　　的 剄d調み十トラックシート(ポリエステル劉) 

i35 鳩6 �5�484ﾉ,��X�d���ﾎ9�馥���+(ﾟｲ�中州為朝を丁鴫270I　O馳--=車駆00 �5������4X����$���い　　　　333 剿ﾊ劇み+トラックシート(ポリエステル報) 

ダイキ弘毅樹I∴‖覿細現れも璃I肯 亊D漠�xﾘ)u�))｣ﾓ#s�����Yxｸ�Xｨｳﾘ�Eﾃ���ダ 剿ｼ辞鎚　　剛 �*(������o�32�丿yIX-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

I37 �5�484ﾈﾌｨｷ)YH���ｩD�及kﾈﾘ)4又��回l用轟擁II2丁櫨27!2　1嚇2-′=・I-館m �4��冖ﾈﾘ(ｧX������ﾂ�い　　　8000 剴i櫛九十トラックシート〈ポリエステル敬) 

I38 �5�484ﾉN佇94���ｬ��顫X�)J�4傚��Il間隔擁雌丁=錆13　052-11十朋OO �5��b�冖ﾈ�9Kx�������き　　　8008 剿庶ｲみ+トラックシート(ポリエステル製) 

139 �5�484ﾈ佖靼I4���ﾖHｻ冑ﾉkﾉ��ｲﾄ白�両用lふ擁1唆丁日2件I　O舵1I古幡的0 �5��冖ﾈﾘ)OH����簸��は　　　り073 剞S的み十トラックシート(ポリエステル‡さ) 

=0 �5�484ﾉJ偉ｨxｨ��yﾙ&ﾘﾊykﾈ�8逆亦�小用IXIl待唆丁「i27l'1　0鴇-′=.l-駆00 �5��冖ﾈ�9YH����尾��か　　17し9 剄ﾓ馴み+トラックシート(ポリエステル襲) 

十11 �5�484ﾈﾌｩ5�Z���蟹&ﾙe�kﾈ鞁4�'Vﾂ�朝川は.1了t陀丁=隻7=　悩2-伸上開脚 癖5��兒ｨ.ｨｼX��������ひ　　　2000 僮Ii聞み十トラックシート(ポリエステル襲) 

=2 �5�484ﾉ&齏(�b�I&ﾘﾊykﾈｯ���亦���ﾂ�間=I封細陵TI∫27l.1052川上的oO �5��冖ﾈ�9Kx�����$��み　　　3000 剪ｼ納み+トラックシート(ポリエステル襲) 

liI3 剌d量重量重量重量重量重苦 � ��l 僮I〔舶み十トラックシート(ポリエステル報) 
I l 定��5�987b�� 

重量重量重量重量重量蓋重量呈菩 剪�
11章・I 僮 綿5�����唏�������! 僮(附くみ十トラックシート(ポリエステル製) 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 劍畔ｮﾈｮﾈｮﾈｮﾈｮﾈｮﾈｮﾈｮﾈｮﾈｮﾃ�板�

I ��� i i 劍�ｸ�ｸ畔畔畔ｮﾈｮﾈｮﾈｮﾈｮﾈ���

l IiI● 亦�綿5���.����陏H咤�l 劍Y軌み+トラックシート(ポリエステル撰) 

漢 劔 

I・博 �� �5����　]　臆■ 剞z餅み十トラックシート(ポリエステル襲) 

星∃∃王墓 剪�
十17 凵ﾎ∃∃∃∃∃王重量∃雪王 �5����二コ臆 剿ﾊ朋み十トラックシート(ポリエステル救) 
鵜鵜題喜鵜臆 �?�?�?���� 

星星王墓墓園鵜鵜臆臆喜臆 剪�

1・鳩 刮､王王王∃王雪雪∃雪雪 �5�987b� �� 剄ﾓ撮み十トラックシート(ポリエステル製) 

重量重量重量重量 剪�
i・iの � ���佛(������������ ダンプ � 剞ｩ撮み+トラックシート(ポリエステル襲) 

I50 �� �5���� 剩ｧ的み+トラヮクシート(ポリエステル製) 

151 �� �4����!臆臆臆 刹b頼み十トラックシート(ポリエステル援) 

I52 豫Xｮﾈ畔ｮﾈｮﾈｮﾈｮﾈｮﾈｮﾈｮﾈ畔ｫ��ｮﾈｮﾈｮﾈｮﾈ��� �5����臆」 劍Y強み+トラックシート(ポリエステル製) 

国王∃∃冨王王∃重量王雪王王 剪�

153 冉��|ｨ唏唏唔^h��B�迄5��冉����陏I���l 刹ﾈ撮み十トラックシート(ポリエステル製) 
i 舒ﾈｮﾈ�ｸ�ｵ555555558�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�｢�� 

i54 ������������������X�����������������8�ｸ�ｸ������畔�ｸ�ｸ����棹�x����ｫ���ｸ�ｸ耳������ｫ��ｮﾈｮﾈ���剪�喜臆臆漢書 剌､量雪雪雪雪 

!　　　　　　　　1漢書「 劔 剞|撮み十トラックシート(ポリエステル鍵) 
155 ������������������h����62�剪�賀」■ 剌ﾘ部み十トラックシート(ポリエステル製) 



<運搬事両一覧>　※運搬受託者(抹凍立テクノクラシー



沿海船 GI甲∴∴∴∴499 DIWl,650 全長69.27皿 全幅13.00皿 型深7.32皿 ハッチ長細.00皿 ハッチ幅10.00皿 ��劔���(�ﾆ���ﾈ�ﾈ�ﾂ�劔��

!容易裏方後i喜喜喜臆し場菓臆音○○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　:冒〃i○○靴章"-〇一l・・。l掃漢・i 

m〇°pl 劔�+(,�$�������������������������������������*ｸ��?�ﾅ(�ｨﾝIwhﾜx烹�

く● ��(�(��l ���ﾂ�8ﾙz�����ﾈ�ﾈ���劍ｹ����　　　　　章 葛し〇〇〇-〇一°i’●. 凵d.,..蘭鵬 謝丁ニ 剪� �8)Db� 

溝 剿�ﾍ蘭 Iす■"こI 劔 幽8�+7ﾘ耳耳�X����ﾆﾂ� 亅��%ｲ�叩細置曲 劔¥ ��h�B�

‥　　　"上∴・.∴・-　-‾・・　　"　博‾「上土∵‾∴費∴、-∴種∴種　-　●“二。11しこ⊥邑.-芸 劔劔劔劔 
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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
海運　運搬船舶一覧表

愛知海運株式会社名古屋市港区名捲二丁目9番31号　※運搬受託者(株)東立テクノクラシー 

番号 ��Ikﾂ�船舶番号 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��汚染土壌の種類 俶yw�tﾈ�(,ﾈ���飛散等を防止する構造 

l ��iU8蓼�Jｩe��hｭｲ�134434 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8､8ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3�ﾔｲ�告海船ハッチカバー付 

2 �+�+�.X*Hｭｲ�134401 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾉ�"ﾓ蔦6ﾂ�沿海船ハッチカバー付 

3 ��i��Jｩ�ﾈﾏXｭｲ�140135 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��b�告海船ハッチカバー付 

4 ��h��Jｩ(x皐ｭｲ�141258 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��R�告海船ハッチカバー付 

5 ��bﾘ*�*�,(*ｲ�129547 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦6ﾈ�ﾂ�沿海船ハッチカバー付 

6 ��h蓼��ｶxｭｲ�1330了8 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��沿海船ハッチカバー付 

了 ��i��Jｨ�x渥ｲ�134182 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��沿海船ハッチカバー付 

8 �5h��133554 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦6ﾂ�沿海船ハッチカバー付 

9 ��h蓼�Jｨﾇﾉuﾈｭｲ�132255 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾉ�"ﾓ蔦3��沿海船ハッチカバ」付 

10 ��兩8ｭｲ�135399 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��沿海船ハッチカバー付 

11 ���ﾘｭｲ�134473 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��沿海船ハッチカバー付 

し2 傲ｸｵ�ｭｲ�134469 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�(ｨｳ蔦3��沿海船ハッチカバー付 

13 ��i?��+8+隴ｲ�13420了 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��沿海船ハッチカバー付 

14 ��h蓼��+8+隴ｲ�133208 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��沿海船ハッチカバー付 

15 ��h蓼�Jｨ+8+隴ｲ�134458 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��沿海船ハッチカバー付 

工6 ��h�Jｩ�n�隴ｲ�134208 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��沿海船ハッチカバー付 

1了 ��iU8�Jｩe��hｭｲ�134426 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ｨﾘｾikﾈﾖ�"ﾓ�'S3��沿海船ハッチカバー付 

18 ��iU9?���e��hｭｲ�134428 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦6ﾂ�沿海船　ハッチカバー付 

19 ��iU9?��Jｩe��hｭｲ�134431 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��沿海船ハッチカバー付 

20 ��iU8蓼�Jｩe��hｭｲ�134434 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦6ﾂ�沿海船　ハッチカバー付 

21 ��iU8ﾍﾈ��e��hｭｲ�140202 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦8��沿海船ハッチカバー付 

22 ��iU8ﾍﾈ�JｩYy�hｭｲ�140550 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��沿海船ハッチカバー付 

23 ��iU9��Jｩe��hｭｲ�141156 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦6ﾂ�沿海船ハッチカバー付 

24 ��h�耳ﾘ(ﾛｸｭｲ�135658 �I&ﾙ���乘H�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦6ﾂ�沿滞船ハッチカバー付 

25 ����ｭｲ�135868 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾉ�"ﾓ蔦3��沿海船ハッチカバー付 

26 ��iJｨｾ�8�NIxXｭｲ�135168 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��沿海船ハッチカバー付 

27 ��iJｩ�Y[ｨｭｲ�135513 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8畔��kﾈﾖ�"ﾓ蔦3��沿海船ハッチカバー付 

28 亂�hｭｲ�134264 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦6ﾂ�沿海船ハッチカバー付 

29 ��i?��YY�ｲ�13曇117 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦6ﾂ�沿海船ハッチカバー付 沿海船ハッチカバー付 

30 �+�*(.�.H*B�135576 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

臆3l 亳yY���ｭｲ�135516 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��沿海船ハッチカバー付 沿海船ハッチカバー付 沿海船ハッチカバー付 沿海船ハッチカバー付 

32 仆ｹ;��141233 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

33 倅�ﾈ��YMXｭｲ�132326 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

34 �����“134624 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾉ霎ikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

35 �����ｲ�134667 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9Lｸ�9kﾈﾖ�"ﾓ蔦3��沿海船ハッチカバー付 沿海船ハッチカバー付 沿海船ハッチカバー付 

36 ���w�ｭｲ�137022 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦8ﾔ��

37 ��Y���14171了 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾉ霎ikﾈﾖ�"ﾓ蔦6ﾂ�



38 ��h蓼��uHｭｲ�131829 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9Lｸ�9kﾈﾖ�"ﾓ蔦3��沿海船ハッチカバー付 

39 ��hﾍﾈ��uHｭｲ�141654 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦6ﾂ�沿滞船　ハッチカバー付 

40 ��h蕀Y��ｭｲ�“134軍99 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��沿海船ハッチカバー付 

41 ��h蕀��ﾕxｭｲ�134564 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��沿海船ハッチカバー付 

42 ��h貶�ﾍﾈ蓼��ｭｲ�「34195 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��沿海船ハッチカバー付 

43 ��h�戊毎ｭｲ�132330 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��沿海船ハッチカバー付 

44 亅���?8遞ｼhｭｲ�132312 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾉ霎ikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��沿海船ハッチカバー付 

45 佶ｸ��JｩY�xｭｲ�134395 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾉ�"ﾓ蔦3��沿海船ハッチカバー付 

46 ��h�?�wH�ｭｲ�134361 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��沿海船ハッチカバー付 

47 ��i?��ﾍﾉdﾈｼｨｭｲ�134650 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��沿海船ハッチカバー付 

48 ��iJｨｪ��ﾈｭｲ�134388 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��沿海船ハッチカバー付 

49 ��iJｨﾔｹ;�ｲ�‾134190 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��沿海船ハッチカバー付 

50 ��iJｨﾎ�G亊ｲ�133639 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��沿海船ハッチカバー付 

51 ��iJｩ��ｭｲ�131738 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦6ﾂ�沿海船ハッチカバー付 

52 僣騁Xｭｲ�141478 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��� �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9Lｸ�9kﾈﾖ�"ﾓ蔦8�｢�沿海船ハッチカバー付 
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添付書類6

1積替・保管施設配置図

日栄産業株式会社　東京都大田区京浜島3-5-2
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添付電類7

1積替・保管施設配種図

八号地全体図　　名古屋市藩医船見町5了番地地先愛知海運株式会社八号地現築所
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