
様式第十六(第六十一条第一項関係)

東京都知事　殿

汚染土壌の区域外搬出届出書

平成28年7月評日

届出者　住所　東京都中央区京橋一丁目7番1号

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。

形質変更時要届出区域の所在地 宙�ｸ�ﾈ鹵�8ﾈｹ�79�h�ｾiU9�ﾉ*ﾃ9)ｩm｣#9MFﾈﾘb�
(地番表示)東京都新宿医官大町三丁目420番34 

汚染土壌の特定有害物質による汚染状 �5ｨ8ﾈ92益頽�｣｣�����ﾘｷｲ�+X�"�

態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��{��,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 ��3rﾃ(ﾕb�
※詳細は添付資料2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H�9t��r一�:竟B���ｨ6h49N�5h48�｢�
※詳細は添付書類3の運搬フローを参照 

汚染土壌を運搬する者の氏名又は名称 �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名又は名称 �ｨ6h48�X5h48���ﾈﾞ慰��｢�

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MFﾈﾘb�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ7HｷｹD��ﾈ賈?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ蕗D��ﾈ簽y?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋纔ﾈ�.�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾉEc僖霾霾貶�ｩ?｢�

運搬の用に供する自動車等の所有者の �5儻H��}紿,ﾉ,ｨ.��

氏名又は名称及び連絡先 

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。) 

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。) 

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(法人にあってほぞの代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、・本人(法人にあってほぞ

の代表者)が署名することができる。

<連絡先>

戸田建設株式会社東京支店　桜美林大学百人町キャンパス現場事務所

担当:　　　　　　・出し: 03-6908・8072



汚染土壌の場所を明らかにした要措置区域等の図面

要措置区域等の所在地:東京都新宿区百人町三丁目420番34の一部(地番表示)

調査対象地

掘削範囲

形質変更時要届出区域

音　十〇m単位区画

」　　_　_.」

「●‾●‾-「

!  ! 30m格子

」__._.」



添付書類3

汚染土壌の運搬の方法

1.運搬フロー図(陸送)

形質変更時要届出区域(汚染土穣搬出持所)

東京都新宿区百人町三丁目420番34の一都(地番)

汚染土壌(セレン)

汚染土壌運搬 

陸運:シグマテック株式会社 

荷姿;ダンプトラック十シート掛け 

汚染土壌処理施殿

処理施設:株式会社デイ、シイ

神奈川県川崎市川崎区浅野町1番1号

種類:セメント製造施設

処理方法:セメント原料化

許可番号:第0861 1 00004号

2.運搬体制

運搬受託者:シグマテック株式会社

※協力会社及び使用する自動車等の一節ま、添付書類4のとおり。



1シグマテック株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:03-565「-2201

¥ 倆I{ﾉ6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

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

2 傀ｩ�#���,ﾓ#33B�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本揺富沢町5-4 

3 傀ｩ�#���,ﾓ#33R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋吉沢町5-4 

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

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

6 傀ｩ�#���,ﾓ#3ッ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

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

8 傀ｩ�#���,ﾓ#C#"�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

9 傀ｩ�#�3�+s#C#B�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本礪富沢町5-4 

10 傀ｩ�#���,ﾓ#C3��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

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

12 冖ﾈﾌ8壹���,ﾓャ3R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

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

14 冖ﾈﾌ8壹���,ﾓャ3r�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

15 倅�C�3�+3Sビ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

16 冖ﾈﾌ8壹���,ﾓI{几途�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

17 倅�C�3�+33s2�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

18 倅�C��(,ﾘ��,B�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

19 倅�C���,ﾓ#�X*ｲ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本垢富沢町5-4 

20 冖ﾈﾌ8壹�3�,#S�S��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

2「 亶ｸ�����,ﾓ�3�r�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

2之 冖ﾈﾌ8壹���,ﾓS����ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

23 冖ﾈﾌ8壹���,ﾓ��sr�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

24 倅�C�3�+ｳCCB�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

25 倅�C���,ﾓCC�2�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

26 傀ｩ�#���,ﾓ#ssb�ダンプ ��X5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橘富沢町5-4 

27 傀ｩ�#���,ﾓ#ssr�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

28 傀ｩ�#���,ﾓ#�#R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

29 傀ｩ�#���,ﾓ#�#b�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

30 傀ｩ�#���,�#�#r�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

31 冖ﾈﾌ8壹���,ﾓ���R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

32 傀ｩ�#���,ﾓ#cCR�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 

33 傀ｩ�#���,ﾓ3��R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5-4 



2　旭企業株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 045-328-3520

¥ 倆I{ﾉ6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��ﾈﾞ����*�#�途�ダンプ �隶仂hｩH�檍���神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4 

2 ��ﾈﾞ����*�3C3B�ダンプ �隶仂hｩH�檍���柚奈川県横浜市西区北幸2丁目8輸4 

3 ��ﾈﾞ旭ﾃ3�*�3S�"�ダンプ �隶仂hｩH�檍���神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4 

4 ��ﾈﾞ����*�3塔��ダンプ �隶仂hｩH�檍���神奈川県棟浜市西区北幸2丁目8-4 

5 ��ﾈﾞ����*�3�4��ダンプ �隶仂hｩH�檍���神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4 

6 ��ﾈﾞ�)｣3�*#c�3��ダンプ �隶仂hｩH�檍���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hｩH�檍���神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4 



3　豊川興業株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:044-299-3531

¥ 倆I{ﾉ6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��ﾈﾞ����/���ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県川崎市川崎区田町3丁目13-13 

2 ��ﾈﾞ����*ｸ��"�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県川崎市川崎区田町3丁目13-13 

3 ��ﾈﾞ��S��*H��2�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県川崎市川崎区田町3丁目13-13 

4 ��ﾈﾞ����*ｸ��R�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県川崎市川崎区田町3丁目13-13 

5 ��ﾈﾞ��3�*���b�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県川崎市川崎区田町3丁削3-13 

6 ��ﾈﾞ����*ﾘ��r�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県川崎市川崎区田町3丁目1313 

7 ��ﾈﾞ����*(����ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県川崎市11I崎区田町3丁目13-13 

8 ��ﾈﾞ��3�*H��SR�ダンプ 囘ﾄ侭ﾌ仂hｩH�檍���神奈川県川崎市川崎区田町3丁目13「3 

9 ��ﾈﾞ��3�*h��cb�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県川崎市川崎区田町3丁目喜3「3 

10 ��ﾈﾞ��3�*���sr�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県川崎市川崎区田町3丁目13-13 

11 ��ﾈﾞ��38*���モ�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県川崎市川崎区田町3丁目13輸13 

12 ��ﾈﾞ��3�*ﾓ�#2�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県川崎市川崎区田町3丁目13-13 

1雷’ ��ﾈﾞ��3�*ｸ��#R�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県川崎市川崎区田町3丁目13「3 

14 ��ﾈﾞ��3���*h��#b�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神素月惧川崎市川崎区田町3丁目13-1.3 

15 ��ﾈﾞ��3�*���#r�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県川崎市川崎区田町3丁目13-13 

16 ��ﾈﾞ����*�3�SH���ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県川崎市川崎区田町3丁目13-13 

17 ��ﾈﾞ����*�33cr�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県川崎市川崎区田町3丁目13葵13 

18 ��ﾈﾞ����*�3S���ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県川崎市川崎区田町3丁目13-13 

19 ��ﾈﾞ��3�+����ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県川崎市川崎区田町3丁目13「3 

20 ��ﾈﾞ��3�+���#"�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���柚奈川県川崎市川崎区田町3丁目13置13 



4　有限会社ツカダ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:049-296-1854

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

す 估i$｣���*塔�sB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町小用1208-18 

2 估i$｣�3�*���S��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町小用1208-18 

3 估i$｣�3�*Cs3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町小用1208-18 

4 估i$｣�3�*�3ssr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町小用1208「8 

5 估i$｣�3�*#S���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町小用1208-18 

6 估i$｣�3�*C�#R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町小用1208-18 

7 估i$｣�3�/���"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町小用1208「8 

8 估i$｣�o�*C#�32�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町小用1208-「8 



5　有限会社宮原商店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 044-959-3456

¥ 倆I{ﾉ6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��ﾈﾞ������*��s�B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾋHⅹ5��神奈川県II旧市多摩区登戸1259 

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

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

4 ��ﾈﾞ������*��sSr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾋHⅹ5��神奈11憬川崎市多摩区登戸1259 

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

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

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

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

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

11 ��ﾈﾞ������*���SC���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区南生田8葛5824「 

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

14 ��ﾈﾞ������*���SC�B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多庵区南生田8-5824-1 



6　株式会社田中興業エンタープライズ　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:047-353-2609

¥ 倆I{ﾉ6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 做ｸ躡nﾃ���*田CS��ダンプ 乘H�檍��69(hｻｸｼh4x985��ｸ7h8�485��千葉県浦安市千鳥1210 

2 做ｸ躡nﾃ���*鉄�唐�ダンプ 乘H�檍��69(hｻｸｼh4x985��ｸ7h8�485��千葉県浦安市千鳥12-10 

3 做ｸ躡nﾃ���*田�#"�ダンプ 乘H�檍��69(hｻｸｼh4x985��ｸ7h8�485��千葉県浦安市千鳥1210 



7　株式会社三郷興業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:048置957-3001

¥ 倆I{ﾉ6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 偸I?ｩYC���*田##��ダンプ 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田484-1 

2 偸I?ｩYC���*鼎�ッ�ダンプ 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田484-1 

3 偸I?ｩYC���*��cビ�ダンプ 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田484-1 

4 偸I?ｩYC���,ﾓ#鉄��ダンプ 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田484-1 

5 偸I?ｩYC���,ﾓ#s澱�晩霜振田付コンテナ専用車 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田484「 

6 偸I?ｩYC���,ﾓ#cヲ�ダンプ 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市学田484-1 

7 偸I?ｩYC���,ﾓ3#3��脱稿裳盛付コンテナ専用箪 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田484-1 

8 偸I?ｩYC���*都�S"�ダンプ 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田484-1 

9 偸I?ｩYI)｣��*都#S2�ダンプ 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田484-1 

10 偸I?ｩYC���*都s�2�ダンプ 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田484-1 

11 偸I?ｩYC���,ﾓC����ダンプ 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田484-1 

12 偸I?ｩYC���*都ン��脱蒋袈置付コンテナ専用車 乘H�檍��蓼ｻﾘｻｸｼb�埼玉県三郷市半田484-1 



8　株式会社美章興業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:048-285-5356

¥ 倆I{ﾉ6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 ��Xｷｳ���,�3�#��ダンプ 乘H�檍��OﾉG仆ｸｼb�埼玉県川口市南鳩ヶ谷4丁目6-12-506 

2 ��Xｷｳ���,ﾓ#�3r�ダンプ 乘H�檍��Oﾈ�ｻｸｼb�埼玉県川口市南鳩ヶ谷4丁目6-12-506 

3 ��Xｷｳ��X-ﾃ��ダンプ 乘H�檍��Oﾈ�ｻｸｼb�埼玉県川口市南鳩ヶ谷4丁目6「2-506 

4 ��Xｷｳ�3�,｣���ダンプ 乘H�檍��Oﾈ�ｻｸｼb�埼玉県川口市南鳩ヶ谷4丁目6「2-506 



9　株式会社後藤田商店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:044-366「414

¥ 倆I{ﾉ6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��・使用者の住所 

1 ��ﾈﾞ����*�#syEb�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

2 ��ﾈﾞ����*�#s澱�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

3 ��ﾈﾞ�)｣��*�#����ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町子5 

4 ��ﾈﾞ����*�33cb�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町子5 

5 ��ﾈﾞ����*�+33�"�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈Ii憬川崎市川崎区浅野町1-5 

6 ��ﾈﾞ����*鼎�#��ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈1=県川崎市川崎区浅野町子5 

7 ��ﾈﾞ����*鼎�3��ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

8 ��ﾈﾞ����*鼎sモ�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町子5 

9 ��ﾈﾞ因C��*鼎sヲ�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町子5 

10 ��ﾈﾞ����*鼎涛B�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川鴫区浅野町子5 

11 ��ﾈﾞ����*鼎涛R�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町子5 

12 ��ﾈﾞ����*鉄�Ec��ダンプ 乘IY�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

13 ��ﾈﾞ����*鉄�#��ダンプ. 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町子5 

14 ��ﾈﾞ����*鉄�C��ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎医学野町ト5 

15 ��ﾈﾞ����*鉄�Cb�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町子5 

16 ��ﾈﾞ����*鉄�cR�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町子5 

17 ��ﾈﾞ����*鉄#�2�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町子5 

18 ��ﾈﾞ����*鉄#釘�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

19 ��ﾈﾞ����*鉄3�2�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

20 ��ﾈﾞ����*鉄3�B�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町子5 

2重 ��ﾈﾞ����*鉄3�R�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町十5 

22 ��ﾈﾞ����*鉄C�"�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町子5 

23 ��ﾈﾞ����*鉄C�2�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町ト5 

24 ��ﾈﾞ����*鉄S#��ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町子5 

25 ��ﾈﾞ����*鉄S&ﾂ�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町子5 

26 ��ﾈﾞ����*�+3cSb�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

27 ��ﾈﾞ����*鉄cSr�ダンプ 乘H�檍��ﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 



1 0　明和土木興業株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 048-224-6641

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

1 ��Xｷｳ���,ﾓピr�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東嶺家2-3「2 

2 ��Xｷｳ���,ﾓ��32�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領家2-3「2 

3 ��Xｷｳ���,ﾓ��3B�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-3-12 

4 ��Xｷｳ���,ﾓ�##��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領家2∵3「2 

5 ��Xｷｳ���,ﾘ,C#3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領家2-3○○2 

6 ��Xｷｳ���,ﾓ�#3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東館家㌘3-12 

7 ��Xｷｳ���,ﾓ�Ec3"�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-3「2 

8 ��Xｷｳ���,ﾓ�##R�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東館家2-3「2 

9 ��Xｷｸ�S��,ﾓ�s�2�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領家2-3-12 

10 ��Xｷｳ���,ﾓ#3sb�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領家2-3-「2 

1丁 ��Xｷｳ���,ﾓ���R�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-3-12 

12 ��Xｷｳ���,ﾓ#3sr�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東関家2-3-12 

13 ��Xｷｳ���,ﾓ��#r�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-3-12 

14 ��Xｷｳ�3�+3#�3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-3「之 

15 ��Xｷｳ�3�+�#38*B�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-3-12 

16 ��Xｷｳ�3�+3#C���ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県」I旧市東領家2-3-12 

17 ��Xｷｳ�3�+3#Ss��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東嶺家2-3-12 

18 ��Xｷｳ���,ﾓ�H盾�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-3-12 

19 ����Xｷｳ���,ﾓ�ScB�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���・　埼玉県川口市束領蒙午3-1之 

20 ��Xｷｳ���,ﾓ3�sb�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東嶺家2-3「2 

21 ��Xｷｳ���,ﾓ��C��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東嶺家2-3置12 

22 ��Xｷｳ�3�+3#�3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市京領家令3-12 

23 ��Xｷｳ�3�+3#�3"�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領家2-3「2 

24 ��Xｷｳ�3�+3#�32�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領家2-3-12 

25 ��Xｷｳ�3�+3#c���ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-3「2 

26 ��Xｷｳ�3�+3#c�"�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-3「2 

27 ��Xｷｳ�3�+3#yEc��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市束領家2-3-12 

28 ��Xｷｹ'S3�+3#s#"�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領家2-3-12 

29 ��Xｷｳ�3�+3#s3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東館家2-3-12 



1 1株式会社義建　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:03鵜5664-3383

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

1 ��ｹzs��h/�����.ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12-6 

2 ��ｹzs��H*���2�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12-6 

3 ��ｹzs�3�*h��B�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12-6 

4 ��ｹzs���+���R�ダンプ 乘H�檍��ﾘﾈﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12-6 

5 ��ｹzs���*ｸ����ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�`　東京都江戸川区春江町2丁目12-6 

6 ��ｹzs�3�+�����ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12-6 

7 ��ｹzs�9)ｨ*����ダンプ ���ｩH�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12-8 

8 ��ｹzs�3�*������ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12-6 

9 ��ｹzs�3�*H���"�ダンプ 乘H�檍��ｶ8ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12-6 

10 ��ｹzs�3�*H���2�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12-6 

11 ��ｹzs�3�*c����ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12-6 

12 ��ｹzs�3�*���"�ダンプ 乘H�檍��ｶ�{"�東京都江戸川区春江町2丁目12-6 

13 ��ｹzs�3�+���2�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12-6 

14 ��ｹzs�3�*ﾓ��B�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12置6 

15 ��ｹzs�3�*���R�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12-6 

16 ��ｹzs�3�+���b�ダンプ 乘H�檍��ｽ����東京都江戸川区春江町2丁目1オ6 

17 ��ｹzs�3�*c��r�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目12-6 



12　関東リソース株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:0480-85-091 1

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

1 亶ｸ�����,ﾓc#s��ダンプ 亊i8ﾈ8ｨ5ﾈ�ｸ5茜H�檍���埼玉県久喜市菖蒲町台車南323-1 

2 ��89h蕪���,ﾓ#ss��ダンプ 亊i8ﾈ8ｨ5ﾈ�ｸ5茜H�檍���埼玉県久喜市菖蒲町合字南323-1 

3 ��89h蕪���,ﾓ#ss��ダンプ 亊i8ﾈ8ｨ5ﾈ�ｸ5茜H�檍���埼玉県久喜市菖蒲町台車南323-1 

4 ��89h蕪���,ﾓ#s���ダンプ 亊i8ﾈ8ｨ5ﾈ�ｸ5茜H�檍���埼玉県久喜市菖蒲町台車南323「 

5 ��89h蕪���,ﾓ#s�2�ダンプ 亊i8ﾈ8ｨ5ﾈ�ｸ5茜H�檍���埼玉県久喜市菖蒲町台車南323丁 

6 ��89h蕪���,ﾓ#sィ�ダンプ 亊i8ﾈ8ｨ5ﾈ�ｸ5茜H�檍���埼玉県久喜市菖蒲町台車南323-1 

7 ��89h蕪���,ﾓ#sコ�ダンプ 亊i8ﾈ8ｨ5ﾈ�ｸ5茜H�檍���埼玉県久喜市菖蒲町会宇宙323「 

8 ��89h蕪���,ﾓ#sッ�ダンプ 亊i8ﾈ8ｨ5ﾈ�ｸ5茜H�檍���埼玉県久喜市菖蒲町台車南323「 

9 ��89h蕪���,ﾓ#ssb�脱着装置付コンテナ専用璃 亊i8ﾈ8ｨ5ﾈ�ｸ5茜H�檍���埼玉県久富市菖蒲町台車南323-1 

10 ��89h蕪���,ﾓ#ssr�韻語謡置村コンテナ専用取 亊i8ﾈ8ｨ5ﾈ�ｸ5茜H�檍���埼玉県久喜市菖蒲町合字南323-1 

11 ��89h蕪�3�+3#sビ�税詣擾配付コンテナ専用箪 亊i8ﾈ8ｨ5ﾈ�ｸ5茜H�檍���・埼玉県久喜市菖蒲町合字南323-1 

12 ��89h蕪�3�+�#sモ�硯箱襲回付コンテナ専用車 亊i8ﾈ8ｨ5ﾈ�ｸ5茜H�檍���埼玉県久喜市菖蒲町合字南323-1 

13 ��89h蕪�3�+3#sヲ�厳君袈鐙付コンテナ専用車 亊i8ﾈ8ｨ5ﾈ�ｸ5茜H�檍���埼玉県久喜市菖蒲町合字南323-1 

14 ��89h蕪�3�+3#s���続痛程田村コンテナ専用車 亊i8ﾈ8ｨ5ﾈ�ｸ5茜H�檍���埼玉県久喜市菖蒲町会車高323-1 

15 ��89h蕪�3�+3#s���脱藩綬母付コンテナ軍用駆 亊i8ﾈ8ｨ5ﾈ�ｸ5茜H�檍���埼玉県久喜市菖蒲町台車南323-1 

16 偸I?ｩYC���,ﾓ3����脱瀞稜置付コンテナ専用車 亊i8ﾆ�8ｸ�ｸ5茜H�檍���埼玉県久喜市菖蒲町台字南323-1 

17 偸I?ｩYC�3�+33��)｢�ダンプ 亊i8ﾈ8ｨ5ﾈ�ｸ5茜H�檍���埼玉県久喜市菖蒲町合字南323「 



13関東資源株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:0285-84-1161

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

1 �i78ｷｳ���,ﾓ3�SB�ダンプ 亊i8ﾈ��ﾋ乘H�檍���栃木県真岡市荒町5之18 

2 �i78ｷｳ���,ﾓ3�#��脱諦裳蜜柑コンテナ専用地 亊i8ﾈ��ﾋ乘H�檍���栃木県真岡市荒町5218 

3 �i78ｷｳ���,ﾓ3�c2�腺霜婆露骨コンテナ専用載 亊i8ﾈ��ﾋ乘H�檍���栃木県真岡市荒町5218 

4 �i78ｷｳ���*塔�3��脱着接鐙付コンテナ専用車 亊i8ﾈ��ﾋ乘H�檍���栃木県真岡市荒町5218 

5 �i78ｷｳ���,ﾓScコ�脱着袈置付コンテナ専用庫 亊i8ﾈ��ﾋ乘H�檍���栃木県真岡市荒町5218 

6 �i78ｷｳ���,ﾓScsB�摸指数卸すコンテナ専用車 亊i8ﾈ��ﾋ乘H�檍���栃木県真岡市荒町5218 

7 �i78ｷｳ���,ﾓScッ�脱着講瞳付コンテナ専用車 亊i8ﾈ��ﾋ乘H�檍���栃木県真岡市荒吋52車8 

8 �i78ｷｳ���,ﾓc�#��脱着髭置付コンテナ専用車 亊i8ﾈ��ﾋ乘H�檍���栃木県真岡市荒町5218 



14株式会社三栄興業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:048-955-1632

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

1 偸I?ｩYC���*鼎��B�ダンプ 乘H�檍��蓼毎ｻｸｼb�埼玉県三郷市戸ケ崎3丁目347 

2 偸I?ｩYC���*鼎�S��ダンプ 乘H�檍��蓼毎ｻｸｼb�埼玉県三郷市戸ケ崎3丁目347 

3 偸I?ｩYC���*�3S���ダンプ 乘H�檍��蓼毎ｻｸｼb�埼玉県三郷市戸ケ崎3丁目347 



15株式会社大損　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:0178-27-8111

¥ 倆I{ﾉ6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 傀ｩ�#���*田Sc��ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台軍丁目13」3 

2 傀ｩ�#���*田#S2�ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

3 傀ｩ�#��ｸ�ｸ*田3ビ�ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

4 傀ｩ�#���*田3モ�ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

5 傀ｩ�#���*田3ヲ�ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台き丁目13-13 

6 傀ｩ�#���*田都��ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

7 傀ｩ�#���*田鉄r�ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

8 傀ｩ�#���*田鉄��ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

9 傀ｩ�#���*田c�"�ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

10 傀ｩ�#���*田cコ�ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13場13 

11 傀ｩ�#���*田cッ�ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

12 傀ｩ�#���*田涛2�ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目1313 

13 傀ｩ�#���*都�コ�ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

14 傀ｩ�#���*都CS��ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

15 �i78ｷｳ���*塔塔��ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目丁3「3 

16 �i78ｷｳ���*塔塔"�ダンプ 乘H�檍���Y5H�b�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

17 �i78ｷｳ���*涛�S��ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

18 �i78ｷｳ���*涛�S��ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

19 �i78ｷｳ���*涛�s"�ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

20 �i78ｷｳ���*涛�S��ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

21 �i78ｷｳ���*涛�S"�ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

22 �i78ｷｳ���*��c��S2�ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

23 �i78ｷｳ���*涛�SB�ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

24 �i78ｷｳ���*等'ScR�ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

25 �i78ｷｳ���*涛�cb�ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

26 �i78ｷｳ���*涛�c��ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台雷丁目13-13 

27 �i78ｷｳ���*涛�c��ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

28 僮����*鉄�"�ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

29 僣����*鉄�2�ダンプ 乘H�檍��W8ｻｲ�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

30 僮����*鉄�"�ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

31 僮����*田���ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸布置白山台5丁目13-13 

32 僮����*���c���ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目丁3-13 

33 僮����*���cC��ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-丁3 

34 僮����*���cCb�ダンプ 乘H�檍���Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 



1 6　株式会社天佑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:048-46十827了

¥ 倆I{ﾉ6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 傀ｩ�#�3�,H��3��ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245置1 

2 傀ｩ�#�3�+ｸ��S��ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245「 

雷 傀ｩ�(�S3�,(��ビ�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245葛う 

4 傀ｩ�#�3�,ｨ��湯�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

5 傀ｩ�#���,ﾓ#c�"�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

6 傀ｩ�#���,ﾓ#イB�ダンプ 乘H�檍��5it2�塙玉県朝霞市根岸245-1 

7 傀ｩ�#���,ﾓ#ツr�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

8 傀ｩ�#���,ﾓ#ツ��ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

9 傀ｩ�#���,ﾓ#ピ��ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

10 傀ｩ�#���,ﾓ#ン"�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

1丁 傀ｩ�#���,ﾓ#ン2�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

12 傀ｩ�#���,ﾓ#ンB�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

13 傀ｩ�#���,ﾓ#ンR�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-丁 

14 傀ｩ�#���,ﾓ#ンr�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245「 

15 傀ｩ�#���,ﾓ#ン��ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸24声-1 

16 傀ｩ�#���,ﾓ#����ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

17 傀ｩ�#���,ﾓ#��"�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245葛1 

18 傀ｩ�#���,ﾓ#��2�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245置1 

19 傀ｩ�#���,ﾓ#田��ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

20 傀ｩ�#���,ﾓ#塔B�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

21 傀ｩ�#���,ﾓ#塔R�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

22 傀ｩ�#���-｣#塔b�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

23 傀ｩ�#���,ﾓ#涛��ダンプ「 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

24 傀ｩ�#���,ﾓ#涛��ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

之5 傀ｩ�#���,ﾓ3�#��ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245「 

26 傀ｩ�#���,ﾓ3�3��ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

27 傀ｩ�#���*田CC��ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

28 傀ｩ�#���*田CS��ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-置 

29 傀ｩ�#���*田CS��ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245「 

30 傀ｩ�#���*田CS"�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

31 傀ｩ�#���*田CS2�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245「 

32 傀ｩ�#���*田Hﾅ#R�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

33 傀ｩ�#���*田CS��ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

34 傀ｩ�#���*田S���ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 



¥ 倆I{ﾉ6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

35 傀ｩ�#���*田S�"�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

36 傀ｩ�#���*田Sィ�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

37 傀ｩ�(�ｸ�ｳ�*田塔��ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

38 傀ｩ�#���*田塔��ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245「 

39 傀ｩ�#���*田涛��ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸幻5-1 

40 傀ｩ�#���*都�#"�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245「 

41 傀ｩ�#���*都�3B�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

42 傀ｩ�#���*都�3R�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸2451 

43 傀ｩ�#���*都#���ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245「 

44 傀ｩ�#���*都#���ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸2偵-1 

45 傀ｩ�#���*都#�b�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

46 傀ｩ�#���*几�#�r�ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 

47 傀ｩ�#���*都#���ダンプ 乘H�檍��5it2�一埼玉県朝霞市根岸245-1 

48 傀ｩ�#���*都#���ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245「 

49 傀ｩ�#���*都#���ダンプ 乘H�檍��5it2�埼玉県朝霞市根岸245-1 



17　有限会社伊藤総菜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:03-5666-31 68

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

1 ��ｹzs���+ﾓ����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

2 ��ｹzs���+ｳ##"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

3 ��ｹzs���,ﾃ332�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

4 ��ｹzs�3�+鼎CB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

5 ��ｹzs���+仂y4��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

6 ��ｹzs�3�+���ccb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

7 ��ｹzs���+3ssr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

8 ��ｹzs���+ﾓャ��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

9 ��ｹzs�3�+ｳ穆��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘｼb�東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

10 ��ｹzs�3�+3ss��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

11 ��ｹzx�S3�+3s���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

12 ��ｹzs�3�+3s���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

13 ��ｹzs�3�+8��s�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

†4 ��ｹzs�3�+3s�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川底鹿骨2丁目43-4 

15 做ｸ躡nﾃ�3�,������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43「4 

16 ��ｹzs�3�.ｳ���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

1了 ��ｹzs�3�+ﾘ��#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

18 ��ｹzs�3�,(��3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ｼb�東京都江戸川区鹿骨2丁目43-4 

19 ��ｹzs�3�,h��C��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾄ��東京都江戸川区鹿骨2丁目43置4 

20 ��ｹzs�3�+ss#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区鹿骨之丁目43葛4 



1 8有限会社異臭興業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 090-4823-6425

¥ 俾�:竟I6�餉Hﾘb�草体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

1 ��Vﾃ�3�-塔���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾕy�霆ｸｼb�神奈川県横浜市蔑見区平安町子36-2-201 

2 ��Vﾃ�3�,#��2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾕy�霆ｸｼb�神奈川県横浜市鶴見区平安町1-36-2-201 



19　有限会社北建産業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先二0172書77-3305

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

1 ��)�����,ﾓ#S湯�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町館野越権元38「 

2 ��)�����,ﾓ#c3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町館野越橋元38-1 

3 ��)�����,ﾓ#�3r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北澤軽部板柳町館野起稿元38-1 

4 ��)�����,ﾓ#�#2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町館野越橋元38-1 

5 ��)�����,ﾓ##Sb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町舘野越揺元3B「 

6 ��)���S��,ﾓ##�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町館野越橘元38「 

7 ��)�����,ﾓ#Cィ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼh�R�青森県北津軽郡板柳町館野越橘元38-1 

8 ��)�����,ﾓ#cC2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町館野越橋元38-1 

9 ��)�����,�#Ssr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町館野越橋元38-1 

10 ��)�����,ﾘ�c���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町舘野越穏元38-1 

11 ��)�����,ﾓ#sC2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｹ¥x蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町館野越橋元38「 

12 ��)�����,ﾓ#sC��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町館野越橋元38-1 

13 ��)�����,ﾓ#塔��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町緯野趣橋元38「 

14 ��)�����,ﾓ3�ィ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町館野越橋元38「 

15 ��)�����,ﾓ3�モ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町館野越橋元38-1 

16 ��)�����,ﾓ3�#B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町飯野越揺元38-1 

17 ��)�����,ﾓ3#C��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町館野越橋元38-1 

18 ��)�����,ﾓ3#sr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｹEX蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町館野越橋元38「 

19 ��)�����,ﾓ3C�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町館野越橋元38「 

20 ��)�����,ﾓ3C�R�ダンプ. 冲ﾈﾌ�檍��fｸ路蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町館野越権元38「 

2† ��)�����,ﾓ3I)｣2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北澤軽部板柳町館野越橋元38-1 

22 ��)�����,ﾓ3Ccr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡板柳町館野越橋元き8-1 



20株式会社伊能重機　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:047-355-1 159

¥ 倆I{ﾉ6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 做ｸ躡nﾃ�3�,#3��2�ダンプ 乘H�檍��嫌Eﾈ�ｴ��千葉県浦安市東野2-26-106 

2 做ｸ躡nﾃ�3�+ﾓS��R�ダンプ 乘H�檍��嫌Eﾈ�ｴ��千葉県浦安市東野2-26106 

3 做ｸ躡nﾃ�3�+3c��b�ダンプ 乘H�檍��嫌Eﾉdﾈ�R�千葉県浦安市東野を26-106 

4 做ｸ躡nﾃ�3�+���r�ダンプ 乘H�檍��嫌Eﾈ�ｴ��千葉県浦安市東野を26-106 

5 做ｸ躡nﾃ�3�-3�����ダンプ 乘H�檍��嫌Eﾈ�ｴ��千葉県浦安市東野2-26-106 



21株式会社三尾アドバンス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:03-374十8150

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

1 儼��ﾃ�3�+x��S2�ダンプ 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽田1-27-4-601 

2 儼��ﾃ�3�+ﾘ��S��ダンプ 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽田1-27-4-601 



22佐藤商運有限会社　音　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先‥03-3689-2768

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

1 ��ｹzs�3�*ﾘ��#��ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南葛西6-16-6 

2 ��ｹzs�3�/���3��ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南葛西6-16-6 

3 ��ｹzs�3�*ﾘ��C��ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南葛西6-16葛6 

4 ��ｹzs�3�*ﾘ��*ｳ��ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南葛西6-16葛6 

5 ��ｹzs�3�*h��c��ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南葛西6-16-6 

6 ��ｹzs�3�*(��s��ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南葛西6-16-6 

7 ��ｹzs�3�*(�����ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南葛西6-16-6 

8 ��ｹzs�3�*(�����ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南葛西6「6-6 



23豊島土木株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:03-3608-87鮎

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

1 偸I?ｩYC���,ﾓ�CC��ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目7-12 

2 偸I?ｩYC���,ﾓ�C3R�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目了-12 

3 偸I?ｩYC���,ﾓ�C3b�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目了-12 

4 偸I?ｩYC�3�+8,C��2�・ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目了-12 

5 偸I?ｩYC�3�+3���B�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目7「之 

6 偸I?ｩYC���,ﾓ���R�ダンプ �;�8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目7「2 

7 偸I?ｩYC���,ﾓ���b�ダンプ �;�8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目7「2 

8 偸I?ｩYC���,ﾓ���r�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目7鵜12 

9 偸I?ｩYC�3�+3����ダンプ �;�8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目7-12 

10 偸I?ｩYC�3�+3����ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目7-12 

11 偸I?ｩYC�3�+3�����ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目7-12 

12 偸I?ｩYC�3�+������ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目7-12 

13 偸I?ｩYC�3�+ﾓs���ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目了「2 

14 偸I?ｩYC�3�+塔���ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目7-12 

15 偸I?ｩYC�3�,涛���ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目了-12 

16 偸I?ｩYC�3�+田���ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目7二12 

17 偸I?ｩYC�3�+鉄���ダンプ 丼y8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目7「2 

18 偸I?ｩYC�3�+鼎���ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目7-12 

19 偸I?ｩYC�3�,�3���ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目7-12 

20 偸I?ｩYC�3�+s#���ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目7-12 

21 偸I?ｩYH�S3�*#�����ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目7-12 

22 偸I?ｩYC�3�*�����2�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目7「2 

23 偸I?ｩYC�3�*����"�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目7-12 

24 偸I?ｩYC�3�*����2�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目7-12 

25 偸I?ｩYC�3�*���ィ�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目7「2 

26 偸I?ｩYC�3�*���コ�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目7-12 

27 偸I?ｩYI)｣3�*���ビ�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島里丁目7「2 

28 偸I?ｩYC�3�*���モ�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目7-†2 

29 偸I?ｩYC�3�*���ヲ�ダンプ 囘ﾉ8y7冦茜H�檍���東京都北区豊島2丁目7-12 



24株式会社清建興業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 03-564了-5880

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

1 ��ｹzs���,���R�ダンプ 乘H�檍���Hﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3-17-25-301 

2 ��ｹzs�3�+���b�ダンプ 乘H�檍���Hﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3-17-25-301 

3 ��ｹzs���,ﾓ#C32�ダンプ 乘H�檍���Hﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3-17-25-801 

4 ��ｹzs���,ﾓ3�3r�ダンプ 乘H�檍���Hﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3「7÷25-301 

5 ��ｹzs���,ﾓc��R�ダンプ 乘H�檍���Hﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3葛17-25置301 

6 ��ｹzs�3�+田��b�ダンプ 乘H�檍���Hﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興8-17輸25-30丁 

7 ��ｹzs���+3c��r�ダンプ 乘H�檍���Hﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3「7-25-301 

8 ��ｹzs�3�+3c����ダンプ 乘H�檍���Hﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3-17-25-301 

9 ��ｹzs�3�+sc����ダンプ 乘H�檍���Hﾉｩ'ｨｼb�東京都足立区伊興3「7-25-301 

10 ��ｹzs�3�+3c����ダンプ 乘H�檍���Hﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3-17-25置301 

11 ��ｹzs���,ﾓ3涛��ダンプ 乘H�檍���Hﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3-17-25-301 

12 ��ｹzs���,ﾓ3等)｢�ダンプ 乘H�檍���Hﾉｨｻｸｼb�東京都足立区伊興3-17-25-301 



25　株式会社トシマ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:03-3608-8741

¥ ��X齷:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾉkﾈ��使用者の住所 

1 偸I?ｩYC�3�+3����ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元1丁目2十2 

2 偸I?ｩYC�3�+3����ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元1丁目21-2 

3 偸I?ｩYC�3�+鼎���ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元1丁目21-2 

4 偸I?ｩYC�3�+鉄���ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元1丁目2十2 

5 偸I?ｩYC�3�+ﾓs���ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元1丁目2十2 

6 偸I?ｩYC�3�+塔���ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水示1丁目2十2 

7 偸I?ｩYC�3�,涛�饕�ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元「丁目2十2 

8 偸I?ｩYH�S3�*#�����ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元1丁目2十2 

9 偸I?ｩYC�3�*������ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元1丁目2十2 

10 偸I?ｩYC�3�*����"�ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元1丁目2ト2 

丁l 偸I?ｩYC�3�*����2�ダンプ 乘H�檍���6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元1丁目21-2 

12 偸I?ｩYC�3�*���ィ�ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元1丁目21-2 

13 偸I?ｩYC�3�*���コ�ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元1丁目2十2 

14 偸I?ｩYC�3�*���ビ�ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元「丁目21-2 

15 偸I?ｩYC�3�*���モ�ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元1丁目2十2 

16 偸I?ｩYC�3�*���ヲ�ダンプ 乘H�檍��6x5h7ﾒ�東京都葛飾区西水元1丁目2ト2 



26株式会社ハーモセレ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:03細3553-6827

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

1 做ｸ躡nﾃ�3�*c�����ダンプ 乘H�檍��6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�大阪府大阪市此花区梅町2丁目2-13 

2 做ｸ躡nﾃ�3�*����"�ダンプ 乘H�檍��6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�大阪府大阪市此花区梅町2丁目2-13 

3 做ｸ躡nﾃ�3�*ｳ���2�ダンプ 乘H�檍��6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�大阪府大阪市此花区梅町2丁目2-13 



27有限会社米塚総建　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 048-42ト5088

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

1 ��X･��3�,������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��¥I,ｹ�ﾘﾉ｢�埼玉県戸田市美女木4-12-14 

2 ��Xｷｳ��(.塔ャ��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��¥I,ｹ�ﾘﾉ｢�埼玉県戸田市美女木4-12-14 



28株式会社小原工業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:047-328-3933

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

1 ��ｹzs�3�*������ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目2十14 

2 ��ｹzs�3�*c���"�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目2十14 

3 ��ｹzs�3�*c���2�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目21-14 

4 ��ｹzs�3�*C���B�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目2十14 

5 ��ｹzs�3�*c���R�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目21賀14 

6 ��ｹzs�3�*C���b�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目2十14 

7 ��ｹzs�3�*����r�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目2114 

8 ��ｹzs�3�*C��#��ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都星田区両国3丁目2十14 

9 ��ｹzs�3�*C��#"�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目21「4 

10 ��ｹzs�3�*C��Ec2�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目2ト14 

11 ��ｹzs�3�*#��#B�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目2十14 

12 ��ｹzs�3�*c��#R�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目2十14 



29　有限会社新拓興業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先二048-952-8155

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

l 偸I?ｩYC���,ﾓ3#3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄1丁目328 

2 偸I?ｩYC���,ﾓ#s�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄「丁目328 

3 �7�����,ﾓC#S��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄1丁目328 

4 偸I?ｩYC���,ﾓ#c#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄1丁目328 

5 偸I?ｩYC��(,H��R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���I��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄1丁目328 

6 偸I?ｩYC�3�,h��S��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄1丁目328 

7 偸I?ｩYC�3�,CS���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄1丁目328 

8 偸I?ｩYH�S��-�����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄1丁目328 

9 偸I?ｩYC���,ｳSSSR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���iWxｻｸｼb�埼玉県三郷市栄1丁目328 

10 偸I?ｩYC�3�+ﾓCイ��、　ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄1丁目328 

丁1 偸I?ｩYC�3�,H��SR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍���i��ｻｸｼb�埼玉県三郷市栄1丁目328 



30有限会社羽賀商店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:044-976「247

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

1 ��ﾈﾞ��3�*�ャ���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��蝿棹ⅹ5��神奈川県川崎市宮前区水沢3-6-27 

2 ��ﾈﾞ��3�*�ャ���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��蝿棹ⅹ5��神奈川県川崎市宮前区水沢3-6-27 

3 ��ﾈﾞ��3�*�ャ�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��蝿棹ⅹ5��神奈川県川崎市宮前区水沢3-6-27 

4 ��ﾈﾞ��3�*#ャ�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��蝿棹ⅹ5��神奈川県川崎市宮前区水沢3-6-27 

5 ��ﾈﾞ����*�33���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��蝿棹ⅹ5��神奈川県川崎市宮前区水沢3-6-27 

6 ��ﾈﾞ����*�33�B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��蝿棹ⅹ5��神奈川県川崎市宮前区水沢3-6-27 

7 ��ﾈﾞ����*�33�R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��蝿棹ⅹ5��神奈川県川崎市宮前区水沢3-6-27 

8 ��ﾈﾞ����*�3C���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��蝿棹ⅹ5��神奈川県川崎市宮前区水沢3-6-27 



31有限会社丸和工業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:03-3853-6961

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

1 ��ｹzs���,ﾓ�Cc��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｹ��ﾔ鮎b�東京都足立区入谷3丁目5-8 

2 ��ｹzs���,ﾓ#�Sb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｹ��ﾔ鮎b�東京都足立区入谷3丁目5-8 

3 ��ｹzs���,ﾓ#塔r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｹ��ﾔ鮎b�東京都足立区入谷3丁目5-8 

4 ��ｹzs���,ﾓ33#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｹ��ﾔ鮎b�東京都足立区入谷3丁目5-8 



32エステートサービス株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:的-6806-2572

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

1 ��ｹzs�3�*ﾘ��s���ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見十16-3 

2 ��ｹzs�3�*H��s���ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1-16-3 

3 ��ｹzs�3�*H��s3��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見十〇6-3 

4 ��ｹzs�3�*H��sS��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見十16-3 

5 ��ｹzx�S3�*�sc��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見回6-3 

6 ��ｹzs�3�*(��ss��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見日6-3 

了 ��ｹzs�3�*ﾓ����ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1-16-3 

8 ��ｹzs�3�*H���)｣��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見ト16農3 

9 ��ｹzs�3�*����3��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1-16-3 

10 ��ｹzx�S3�+ss���ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1-16-3 

11 ��ｹzs�3�+����#��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1-16-3 

12 ��ｹzs�3�+sゴ��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見上16-3 

13 ��ｹzs�3�+3ツ��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1-16-3 

14 ��ｹzs�3�+3ピ��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見十16-3 

15 ��ｹzs���+sャ��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見ト16-3 

16 ��ｹzy)｣��.C�����ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1-16-3 

17 ��ｹzs�3�+s�����ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見十16-3 

18 ��ｹzs�3�+3���"�ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1-16-3 

19 ��ｩlﾓ���,ﾓ3csr�ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見1-16-3 

20 ��ｩlﾓ���,ﾓ#S迭�ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区潮見十16-3 



33有限会社東京プランニング　　　　　　　　　　　　　　　　　　’連絡先:03-5659-9932

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

1 做ｸ躡nﾃ�3�.����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5「6-2 

2 做ｸ躡nﾃ�3�.����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

3 做ｸ躡nﾃ�3�,��"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

4 做ｸ躡nﾃ�3�,ﾃ�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5「6-2 

5 做ｸ躡nﾃ�3�+ｳ�B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

6 做ｸ躡nﾃ�+3�,ﾓ�R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

7 做ｸ躡nﾃ�3�+ﾓ�b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

8 做ｸ躡nﾃ�3�,ﾃ�r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西516-2 

9 做ｸ躡nﾃ�3�-��S��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

10 做ｸ躡nﾃ�3�+����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

11 做ｸ躡nﾃ�3�,���#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中萬西5-16-2 

12 做ｸ躡nﾃ�3�,h��#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5「6-2 

13 做ｸ躡nﾃ�3�-8��Ec"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西516-2 

14 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�3コ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

15 做ｸ躡nﾈ�S��,ﾓ�3�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5「6-2 

16 做ｸ躡nﾃ���,ﾘ,C3�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5「6-2 

17 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�3釘�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

18 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�S�R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

19 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�S�b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5賀16-2 

20 做ｸ躡nﾃ���,ﾘ,CS���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5「6-2 

21 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�SS��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

2之 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ��3"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

23 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�SS2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

24 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�ﾘcSB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

25 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�SSR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西ト16-2 

26 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ���R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

27 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ���b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5葛16-2 

28 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ�ピR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5-16-2 

29 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ#3モ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区申南西5置16-2 

30 做ｸ躡nﾃ���,ﾓ#3ヲ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西516-2 

31 做ｸ躡nﾃ�3�+x����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中萬西5「6-2 

32 做ｸ躡nﾃ�3�,ﾈ��湯�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5「6-2 

33 做ｸ躡nﾃ�3�.#涛��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5「6-2 

34 做ｸ躡nﾃ�3�,ﾓ涛湯�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5葛16-2 



34　有限会社戸錦絵業　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:03-36粥「865

自動車登録番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��ｹzs�3�-���,C���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｸｭ��ﾘﾝ��東京都江戸川区東小松川3「4-4-306 

2 ��ｹzs�3�,ｳ����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｸｭ��ﾘﾝ��東京都江戸川区東小松川3-14-4-306 

3 ��ｹzs�3�+ﾓ�3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｸｭ��ﾘﾝ��東京都江戸川区東小松川3「4-4-306 

4 ��ｹzs�3�,(��#���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｸｭ��ﾘﾄ��東京都江戸川区東小松川3「4一生306 

5 ��ｹzy)｣3�+ﾓ3���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｸｭ��ﾘﾝ��東京都江戸川区東小松川3-14-4-306 

6 ��ｹzs�3�+���C���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｸｭ��ﾘﾝ��東京都江戸川区東小松川3「4-4-306 

7 ��ｹzs�3�+x+s#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｸ宰�ﾘｼb�東京都江戸川区東小松川3-14弓-306 

8 ��89h葺*C��,ﾓ#�c��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｸｭ��ﾘﾝ��東京都江戸川区東小松川3-14-4-306 



35　　有限会社高野連材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 048-287-3325

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

1 ��Xｷｳ�3�+3�#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市戸塚鋏町35-26 

2 ��Xｷｳ�3�+ｳ�3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市戸塚鉄柵35-26 

3i 僖ｩ?ｩYC�3�+3�3"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市戸塚鋏町35-26 

4 偸I?ｩYC�3�+��32�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県Ii旧市戸塚鋏町35-之6 

5 偸I?ｩYC�3�+3�3B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市戸塚鋏町35-26 

6 偸I?ｩYC�3�.#���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市戸塚鋏町3き-26 

了 偸I?ｩYC�3�+ｸ��#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市戸塚鋏町35-26 

8 偸I?ｩYC�3�,���3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市戸塚鋏町35-26 

9 偸I?ｩYC�3�+���C��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市戸塚鋏町35-26 

10 偸I?ｩYC�3�,(��S��ダンプ. 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市戸塚鋏町35喜26 

11 偸I?ｩYC���+s�#3"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川口市戸塚鋏町35「26 



36株式会社李劫ジャパン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 048-994-5622

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

1 偸I?ｩYC���,ﾓ3CS2�ダンプ 乘H�檍��ｹ9:�5x887�92�埼玉県八潮市木曽根109ト1 

2 偸I?ｩYC���,ﾓ3CSB�ダンプ 乘H�檍��ｹ9:�5x887�92�埼玉県八潮市木曽根1091「 

3 偸I?ｩYC���,ﾓ3C澱�ダンプ 乘H�檍��ｹ9:�5x887�92�埼玉県八潮市木曽根109十1 

4 偸I?ｩYC���,ﾓ3C途�ダンプ 乘H�檍��ｹ9:�5x887�92�埼玉県八潮市木曽根10911 

5 偸I?ｩYC���,ﾓ3C唐�ダンプ 乘H�檍��ｹ9:�5x887�92�埼玉県八潮市木曽根1091-1 

6 偸I?ｩYC���,ﾓ3C湯�ダンプ 乘H�檍��ｹ9:�5x887�92�埼玉県八潮古木曽根1091-1 

7 偸I?ｩYC���,ﾓ3S�b�ダンプ 乘H�檍��yｾ�85x887�92�埼玉県八潮市木曽根1091「 

8、 偸I?ｩYI'S��,ﾓ3S�r�ダンプ 乘H�檍��ｹ9:�5x887�92�埼玉県八潮市木曽根109ト1 

9 偸I?ｩYC���,ﾓ3S���ダンプ 乘H�檍��ﾔｸ�5x887�92�埼玉県八潮市木曽根1091-1 

10 偸I?ｩYC���,ﾓ3S���ダンプ 乘H�檍��yｾeX5x887�92�埼玉県八潮市木曽根1091-1 



3了　　株式会社ケイテック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 0仙-28 8-7644

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

1 ��ﾈﾞ����*鉄Cs��ダンプ 乘H�檍��5�486X6(4��抽奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

2 ��ﾈﾞ����*添{��"�ダンプ 乘H�檍��5�486X6(4��祐奈川県川崎市川崎区千鳥町8置2 

3 ��ﾈﾞ����*鉄Cs��ダンプ 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

4 ��ﾈﾞ����*鉄#���ダンプ 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥即で-2 

5 ��ﾈﾞ����*鉄##��ダンプ 乘H�檍��5�486X6(4��柏奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

6 ��ﾈﾞ����*鉄##��ダンプ 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

7 ��ﾈﾞ����*鉄�#��ダンプ 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

8 ��ﾈﾞ����*鼎S�2�ダンプ 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

9 ��ﾈﾞ����*鼎ンR�ダンプ 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

10 ��ﾈﾞ����*鼎s3R�ダンプ 乘H�檍��5�486X6(4��柏奈川県川崎市川崎区千鳥町叶2 

11 ��ﾈﾞ����*鼎s3b�ダンプ 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

12 ��ﾈﾞ����*鉄3c2�ダンプ 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

13 ��ﾈﾞ����*鼎ンb�ダンプ 乘H�檍��5�48��684��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

14 ��ﾈﾞ����*鼎ンr�ダンプ 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

15 ��ﾈﾞ����*�#�3��ダンプ 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎珂11崎区千鳥町8-2 

16 ��ﾈﾞ����*鼎c3��ダンプ 乘H�檍��5�486X6(4��神奈1鵜憬川崎市川崎区千鳥町8-2 

17 ��ﾈﾞ����*�3�#��ダンプ 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

18 ��ﾈﾞ����*�*ｳ��2�ダンプ 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

19 ��ﾈﾞ����*鉄�3��ダンプ 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

20 ��ﾈﾞ����*鉄c���ダンプ 乘H�檍��5�486X6(4��諦奈Il燥川崎市川崎区千鳥町8-2 

21 ��ﾈﾞ����*鼎s3b�ダンプ 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

22 ��ﾈﾞ����*鉄��b�ダンプ 乘H�檍��5�486X6(4��諦奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

23 ��ﾈﾞ����*鉄3c"�ダンプ 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

24 ��ﾈﾞ��S��*鼎ン��ダンプ 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

25 ��ﾈﾞ����*鉄��R�ダンプ 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

26 ��ﾈﾞ����*鉄c���ダンプ 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 

27 ��ﾈﾞ����*鉄S�b�ダンプ 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2 



38川名建材株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先:047-453-0206

¥ 倆I{ﾉ6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 做ｸ躡nﾃ�3�,cS���ダンプ 箔ﾙkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千葉県習志野市香澄2-4-1 

2 做ｸ躡nﾃ���+s����ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千葉県習志野市香澄む4-1 

3 做ｸ躡nﾃ�3�,h��3��ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千葉県習志野市香澄2-十1 

4 做ｸ躡nﾃ��8-���ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千葉県習志野市香澄む仁1 

5 做ｸ躡nﾃ�3�-ﾈ��b�ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千葉県習志野高書澄2-4-1 

6 做ｸ躡nﾉ)｣3�,H��s��ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千葉県習志野市香澄2置4「 

7 做ｸ躡nﾃ�3�,��2�ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千葉県習志野市香澄2-午1 

8 做ｸ躡nﾃ�3�,���#��ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千葉県習志野市香澄2-仁1 

9 做ｸ躡nﾃ�3�+ｸ��モ�ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千葉県習志野市香澄2-4-1 

10 做ｸ躡nﾃ���,ﾘ����ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千葉県習志野市香澄2輸4「 

11 做ｸ躡nﾃ���,(��r�ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千葉県習志野市香澄2-4-1 

12 做ｸ躡nﾃ�3�+ｳ���ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千葉県智恵野市香澄卒4-1 

13 做ｸ躡nﾃ�3�-ﾃ���ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千葉県習志野市香澄2」ト1 

14 做ｸ躡nﾃ���.C��ｮﾃ��ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千葉県習志野市香澄2-4「 

15 做ｸ躡nﾃ�3�-���sr�ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千葉県習志野市香澄2細4「 

16 ��ywC�3�.#���ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千葉県習志野市香澄2-4-1 

17 做ｸ躡nﾈ�S3�-ﾃ����ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千葉県習志野市香澄2-4「 

18 做ｸ躡nﾃ�3�,ｸ�����ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千葉県習志野市香澄2-4「 

19 ��ywC�3�,ｳ涛湯�ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千葉県習志野市香澄2置4-1 

20 ��ywC���,C��ダンプ ��ﾉkﾈﾉｨﾝ隧H�檍���千葉県習志野市香澄2輸4-1 



39京葉建設株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先: 047-409「401

¥ 倆I{ﾉ6�餉Hﾘb�車体の形状 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��使用者の住所 

1 做ｸ躡nﾃ���+ﾘ��"�ダンプ 仍鞏伊ｩ�ﾘｩH�檍���千葉県船揺市三山1-44-9 

之 做ｸ躡nﾃ�3�-���B�ダンプ 仍鞏伊ｩ�ﾘｩH�檍���千葉県船橋市三山十44-9 

3 做ｸ躡nﾃ���+ﾘ��R�ダンプ 仍鞏伊ｩ�ﾘｩH�檍���千葉県船橋市三山1-44-9. 

4 做ｸ躡nﾃ�3�+����ダンプ 仍鞏伊ｩ�ﾘｩH�檍���千葉県船橋市三山1-44-9 

5 做ｸ躡nﾃ�3�,��"�ダンプ 仍鞏伊ｩ�ﾘｩH�檍���千葉県船橋市三山1-44-9 

6 做ｸ躡nﾃ�3�-��R�ダンプ 仍駢Hﾉｩ�ﾘｩH�檍���千葉県船橋市三山1-44-9 

7 做ｸ躡nﾃ�3�,C�b�ダンプ 仍駢Hﾉｩ�ﾘｩH�檍���千葉県船橋市三山1-44-9 

8 做ｸ躡nﾃ�3�+ﾓ���ダンプ 仍鞏伊ｩ�ﾘｩH�檍���千葉県船橋市三山1-44-9 

9 做ｸ躡nﾂ��3�,H��#"�ダンプ 仍駢Hﾉｩ�ﾘｩH�檍���千葉県船橋高三山上44-9 

10 做ｸ躡nﾃ�3�+ｸ��3��ダンプ 仍駢Hﾉｩ�ﾘｩH�檍���千葉県船橋市三山1-44-9 
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