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汚染土壌の場所を明らかにした要措置区域等の図面
※汚染状況については別添資料参照
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添付書類3

汚染土壌の運搬の方法

1運搬フロー図
形質変更時要届出区域 

東京都江東区豊洲六丁目9番1、3、4、同14番1の-部 

汚染土壌(基準不適合土壌)

陸運工運搬受託者] 

DOWAエコシステム株式会社　シオデツク事業部 

東京都千代田区外神田四丁目14番1号 

荷姿:フレキシブルコンテナ(内袋あの、フレキシブルコンテナ十防じんシート 
※協力会社については添付書類4に記載 

積善基保管施設 
東洋埠頭株式会社　川崎支店 

神奈川県川崎市川噸区扇町131 

海運[運搬受託者] 

DO間Aエコシステム株式会社　ジオテック事業部 

東京都千代田区外神田四丁目14番1号 

荷姿:直積み十ハッチによる密閉 
※協力会社については、添付書類5に記載 

積善管保管施設 
DOWA通運株式会社　大館営業所 

秋田県大館市清水四丁目3番26号 

陸運[運搬受託者] 

DO甑エコシステム株式会社　ジオテック事業部 

東京都千代田区外神田四丁目14番1号 

荷姿:フレキシブルコンテナ(内壁あの、フレキシブルコンテナ十肪じんシート 
※協力会社については、添付書類4に記載 

処理施設:エコシステム花岡株式会社 

秋田県大館市花岡町事理沢42 

種類;浄化等処理施設、分別等処理施設 

処理方法:浄化等処理(浄化、不溶化)、分別等処理(異物除去、含水率調整) 



添付書類4

汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

1 DOWÅ通運株式会社　大館営業所
使用者の氏名又は名称 刋�xﾙ�b�重体の形状 ��)97��ｸ,ﾈ顥}��儖)4�ｸ/�f育�+x.僭飆r�

00肌理㈱大館 ��キャブオーバ �5h4�98��O榎���垪���Y]h4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ藕橙��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

面O恥通運腿)大館 訳�絢�6s38ｯ���キャブオーパ �5h4�98��鷙ﾟR陌H��m袷H4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ藕橙��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

po臥通運的大館 ����ﾓC��S33モ�キャブオーバ �5h4�98��鷓����僣���廁4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.x�X+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

恥通運陥大嘘 訳���3壷xｳ9YB�キャブオーパ �5h4�98��O��h��僣���lｨ4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ�xﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

DO恥通運l劇大館 樋�ッﾓC蔦33モ�キャブオーバ �5h4�98��藕ﾟH��傳驟ｩ��4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ4x986h6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

関的通運㈱大館 ���ｷ�6sC蔦8�渥b�キャブオーバ �5h4�98��O�7ｲ陌H���Zﾈ4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ�xﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

00相通通船大叡 枇�ド自mﾘ6s33モ�キャブオー′く �5h4�98��%�<x��傳驟ｨ廁4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ-ｸﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

調恥通運的木綿 ���ッﾓC蔦9xｳ�*ｲ�キャブオーパ �5h4�98��O瓜H��傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六価クロム、カドミウム 複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

膜ⅣÅ通運㈱大館 訳�+8/�C蔦8+8+3��キャブオーパ �5h4�98��G駅H��傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.x+X*ﾒ�六節クロム、カドミウム 救命 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

調恥通運聯大館 ��キャブオーパ �5h4�98��}8ﾆ���Wr�,ﾈ*(+�.ｨ*�.x+X*ﾒ�六億クロム、カドミウム 押合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

調恥通運㈱大館 ��キャブオー′` �5h4�98��O逢���傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム、カドミウム 接合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

りo恥通運㈱大館 ���ッﾓC蔦33モ�キャブオーパ �5h4�92韭Y����傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�木偶クロム、カドミウム 救命 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ8�986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

DO京A通運㈱大館 樋�ッﾓC蔦33姥��キャブオーパ �5h4�98��%��H��傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム、カドミウム 複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

寄o恥通運㈱大館 ��キャブオーバ �5h4�98��O�7x��傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム、カドミウム ま複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

関恥通運㈱大館 ���モﾓC蔦33モ�キャブオーパ �5h4�98��O茜X��僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

関冒A通運的大館 樋�ッﾘ崧蔦39xｳ��キャブオーバ �5h4�98��O閲���僣��m袷H4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

調l調通運㈲大館 ��キャブオー′く �5h4�98��O駅���僣���廁4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘｸ俘r��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｹ��986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

2　DOWA通運株式会社　秋田営業所

3　DOWA通運株式会社　花巻営業所

4　DO甑通運株式会社　本社
使用者の氏名又は名称 刋�xﾙ�b�車体の形状 ���Y7��ｸ,ﾉJX茲�儖(膾��/�f育�+x.俔ﾉ�"�

n調^迅哩的本社(郎 ���几��S#BﾓS��R�キャブオーパ �5h4�98��鷓�定傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六価クロム、カドミウム ま複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

DOm通運調布堆く自) ��キャブオーパ �5h4�98��O閲���z��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム.カドミウム ま組合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｹ��5h6X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

調恥通運織本社(迎) ��キャブオーパ �5h4�98��O虻x��傳驟ｨ壓4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ$�����7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｹ��5h6X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

DO曹A通運㈱本社(通) ��キャブオ」バ �5h4�98��%�<x��僣���壓4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

章が大通連勝社(通) ��キャブオーパ �5h4�98��O閲���僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ�xﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

DO恥通運靭本往く通) ��キャブオーパ �5h4�98��O逢���僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙoxﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ8�5h6X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

DO調通運靭本堆く通) ��キャブオーパ �5h4�92韭Y¥���僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�



5　DOWA通運株式会社　盛岡営業所

使用隼の氏名又は名紡 刋�xﾙ�b�車体の形状 ���Y7��ｸ,ﾈ顥}��儖(藝��/�f育�+x.俔ﾉ�"�

調論証迎㈱盛岡 ��キャブオーバ �5h4�92阡����傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.x+X*ﾒ�大飯クロム、カドミウム よ紺合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

O恥涯運㈱盛岡 ��キャブオーバ �5h4�92隕ﾙ8ﾈ��傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六両クロム.カドミウム 主観合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

6　ユーシントランスポート株式会社
使用著の氏名又は名称 刋�ﾝｩ�b�呼体の形状 �員�7��ｸ,ﾈﾖxｮr�硯散鴇を防止する捕造 

=-シントランスポート的 ��キャブオーバ �5h4�98��O衣R陌H���壓4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

ユーシントランスポート籾 ��+3Rﾘ*ｳ��ﾓ#�ﾗ"�キャブオーパ �5h4�98��O胃���僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ�xﾘx�R�フレキシブルコンテナ+防じんシート 

ユーシントランスポート抑 ��キャブオーパ �5h4�98��ｶﾘ����僣���壓4隸�8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ�xﾘr�フレキシブルコンテナ十防じんシート 

ユーシントランスポート恥 ��ｸ�ｳIu簽S��ﾓ#�SR�キャブオーパ �5h4�98��藝Uｸ��傳驟ｨ壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘｻ8橙�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

ユーシントランスポート紬 ��キャブオーバ �5h4�98��鷙ﾅ����H���,�4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ藕橙�フレキシプIレコンテナ十勝じんシート 

7　能代第一急便株式会社

使用笹の氏名叉は名称 刋�xﾙ�b�拡体の形状 ���Y7��ｸ,ﾉwyfｦ��飛散唇を防止する構造 

能代純一急便細 ��キャブオーバ �5h4�98��O駅���傳驟ｨ壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ咥ﾘr�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

拭代務一急便㈱ ��キャブオーバ �5h4�98��%驅粨僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ藕橙�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

能代純一各便的 ��キャブオーパ �5h4�92餔��h��僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

能代第一各便㈱ ��キャブオーパ �5h4�98��O飲B陌H���壓4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘｻ8橙�フレキシブルヨンテナ十i防じんシート 

能代疏一冬曙㈲ 柳ﾄ(*ｲﾓSBﾓツ3��キャブオー′く �5h4�98��O駅���僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr�フレキシブルコンテナ十防じんシート 

能代第一急便的 訳�ッﾘ�"ﾓツ3��キャブオーパ �5h4�98��O��b��ﾈ���ﾜ(4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ�Xﾘr�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

能代第一急便味 ����*�.sBﾓナ%��キャブオーパ �5h4�98��%鞜R陌H���廁4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

能代第一急便脚 ��キャブオーバ �5h4�98��O�.���僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ藕橙�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

能代琉-急便㈱ ��きヤプオーパ �5h4�98��O��h��僣���Gｸ4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ�俘r�フレキシブルコンテナ十防じんシート 

能代第一急使㈱ ��キャブオー′く �5h4�92餔或h��僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙK(ﾘr�フレキシブルコンテナ十防じんシート 

能代締一徳槌㈱ ���コﾓXｯ�ﾓツ3��キャブオーバ �5h4�98��O飲2陌B驟ｨ廁4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ藕橙�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

能代筋一急便㈱ ��キャブオーバ �5h4�98��枇����僣���ﾍ�4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ�xﾘr�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

能代第一急便㈱ ��キャブオーパ �5h4�98��%隧x��僣���廁4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ����フレキシブルコンテナ十防じんシート 

能代純一急便的 ��キャブオーバ �5h4�92阡��h��傳驟ｨ廁4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ�Y���プレネシプルコンテナ十勝じんシート 

能代妬一急使㈱ 訳�ス-x孑ﾓドｯ���キャブオーバ �5h4�98��O���陌B驟ｨ廁4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙNﾘﾘr�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

能代第一急便㈱ 枇���*ｲﾘ�(耳ﾋ緜3��キャブオーバ �5h4�98��N�ｧ���僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr�フレキシブルヨシテナ十勝じんシート 

能代第一急便綿 簸塘"ﾓSB(禰竜��キャブオーパ �5h4�98��O��x��跖���廁4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

能代節一命腫㈱ ����駝rﾘ顗+33��キャブオーパ �5h4�98��O噂���僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ*8ﾘr�フレキシブルコンテナ十防じんシート 

能代錦一缶優勝 ���畏�ﾓcBﾓツ8ｯ��キャブオーバ �5h4�98��O胃X��僣���壓4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr�プレキシプルコンテナ十随じんシート 

能代徳一急使胎) ���コﾓSBﾓツ3��キャブオーパ �5h4�98��O�����僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ藕橙�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

8　有限会社石乃運輸
使用者の氏名又は名称 刋�xﾙ�b�車体の形状 ���Y7��ｸ,ﾈ顥}��儖(藝oX/�f育�+x.刋Y�"�

㈲石乃連綿 ��キャブオー′く �5h4�98��O鮎����ﾒ�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六価クロム、カドミウム ま複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

㈲看乃運輸 ��キャブオーパ �5h4�98��O茜x���H���踪4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘﾆ畏r��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｹxｸ986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�



9　有限会社工ムエス商会

使用者の氏名又は名称 刋�l��b�重体の形状 ���Y7��ｸ,ﾈ顥}��儖(ｦy-X/�f育�+x.俔ﾉ�"�

㈲エムエス商会 ��キャブオーパ �5h4�98��O閲���傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム、カドミウム 接合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

㈲エムエス商会 ���ｿ坪拊ﾓ�k#t"�キャブオー′く �5h4�98��O��h��傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六価クロム、カドミウム 複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｹ��5h6X+x+yf�+h/�5h�ｸ6r�

㈲エム義メ商会 ��キャブオーパ �5h4�98���9w���僣���廁4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ･Hﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

㈲エムエス商会 ��雪ヤプオーノく �5h4�98��藕ｧ���傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム、カドミウム 散会 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

㈲エムエス席会 ��キャブオーバ �5h4�98��O��ｨ��僣���{ﾈ4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ藕橙��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

㈲エムエス鵬会 ��キャブオーパ �5h4�98��O�8ﾈ��僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ_畏r��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6鳥f�+h/�5h�ｸ6r�

㈲エムエス諦会 ��キャブオーバ �5h4�98��O駅���僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

㈱エムエス商会 ����.rﾓSRﾓ�cs��キャブオーバ �5h4�98��O鵜���僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ藕橙��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

(袖エムエス商会 ��キャブオーパ �5h4�92粳%�<r陌H���壓4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ�xﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

㈲エムつ⊂ス商会 ��キャブオーバ �5h4�98��%駢�陌H���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ�xﾘr��7h8ﾈ4ﾈ5h7h8ｸ5(986X6偖ﾈ鳧+h/�5h�ｸ6r�

10　有限会社大瀧運輸
使用者の氏名又は名称 刋�xﾙ�b�屯体の形状 �粟ﾉ7��ｸ,ﾈ顗ｩﾂ�儖(藝.�/�f育�+x.俔ﾉ�"�

㈲大輔 ��キャブオーパ �5h4�92陌){粨��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六価クロム、カドミウム 被告 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

㈲大腿愉 ��キャブオーパ �5h4�98��O駅���傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム.カドミウム 支複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

㈲大瀧理論 ��キャブオーパ �5h4�98��N�w���拠�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム、カドミウム 滅寝含 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ58986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

「1有限会社八竜運輸
使用者の氏名又は名椿 刋�l��b�車体の形状 倬ﾙo)7��ｸ,ﾈ顥���儖(ﾚ饋ｸ/�f育�+x.俔ﾉ�"�

㈱八能通船 ��キャブオーパ �5h4�92餔駅���拠��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム、カドミウム よ複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

㈱八竜運輸 ��キャブオーパ �5h4�92餔鵜���傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六債クロム、カドミウム よ複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

㈱人馬運輸 ��キャブオーパ �5h4�98��O��h��馼�b�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム、カドミウム よ複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

㈱八呼運輸 ��キャブオーパ �5h4�98��O逢���僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ藕橙��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6鳥&h+h/�5h�ｸ6r�

.㈱八時運輸 ��キャブオーバ �5h4�98��鷓�定僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ��r��7h8ﾈ4ﾈ987R�8ﾈ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

㈱八商連輸 ��キャブオーパ �5h4�98��鷓�h��傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六鉦クロム.カドミウム 主物合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

約八乾湿愉 ��キャブオーパ �5h4�98��}8ﾆ���傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム、カドミウム ま柏倉 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉdｸ+h/�5h�ｸ6r�

船人商運輸 ��キャブオーパ �5h4�98��O宛X��傳驟ｨ壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾙXｩ�xﾘr���

㈱八通運輸 ��キャブオー′く �5h4�92韭Y����傳驟ｩ�4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ�(ﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

㈱八竜運輸 ��キャブオーパ �5h4�98��O��ｨ��僣���壓4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ藕橙��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�



12　第一道路運送有限会社 

使用者の氏名叉は名標 刋�xﾙ�b�榔体の形状 �茜Y7��ｸ,ﾈ顥}��飛散等を防止する構造 

徳一通路運送㈲ ��キャブオーパ �5h4�98��O��h��僣��m噂�4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

筒一迫脇運送㈲ ��キャブオーパ �5h4�92餔��h��僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ8ｨﾘr�フレキシブルコンテナ十防じんシート 

帰一道路運送㈲ ��キャブオーパ �5h4�98��O井���僣���Y]h4�8ﾘ8���4ｨ8H7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

諦一道路運送㈲ ��キャブオーパ �5h4�98��O斡���僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ�ﾙ}��フレキシブル雷シテナ十勝じんシート 

琉一道路運送㈲ ��キャブオーバ ��洩i8x����4�8ﾘ8��X4ｨ6�7�4X8��フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

締一遺戒運送〈勧 ��キャブオーバ �5h4�98��O鞍���僣���廁4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

統一道路運送㈲ ��キャブオー′く �5h4�98��O�4���僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

統一道路遼遠㈲ ��奇ヤプオー′( �5h4�98��O飲8��僣���壓4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ$����フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

第一道路運送㈲ ��キャブオーパ �5h4�92餔��h��僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ藕橙�フレキシブルヨンテナ十防じんシート 

鴎一道飾還送㈲ ��キャブオーバ �5h4�98��O�����僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr�フレキシブルコンテナ十防じんシート 

13　丸佐運送合資会社 

使用者の氏名又は名租 刋�l��b�呼体の形状 ��'ｩ7��ｸ,ﾈ顥k��飛散詩を防止する愉逆 

丸佐逓送合資会祉 ���ッﾓ(ｵBﾓ9xｳD"�キャブオーパ �5h4�98��O逢8��僣���Y]h4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

丸佐運瑳合賞会社 ���*ｳh�X5｣2ﾓ9Hﾓb�キャブオーバ �5h4�98��O��h��傳驟ｨ廁4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙuｨﾘr�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

丸佐遼遠全員会社 枇�ッﾓ#坪ｾﾈ*��キャブオーバ �5h4�98����ﾇ(��K����廁4�8ﾘ8�����4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ�(ﾘr�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

丸佐遥遠合資会社 樋�*ｳbﾙEc2ﾓ3843b�キャブオーパ �5h4�98�碓�7x��僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

丸佐運送合資会社 ��キャブオーバ �5h4�98��O雨ﾘ���H��ﾉ�壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ_畏r�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

14　秋田運送株式会社　秋田港営業所 

使用者の氏名又は名称 刋�l��b�拡体の形状 ���Y7��ｸ,ﾈｷ�f｢�儖(藕ﾟ�/�f育�+x.�,ﾈﾊﾒ�

織田運送㈱秋田港営業所 ���+2ﾓヨ�ｸ�ｳ#�3R�キャブオーパ �5h4�98��O駅���傳�六億クロム.カドミウム 拙合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6鳥f�+h/�5h�ｸ6r�

秋田運送的秋田港営鉄面 ���"ﾓヨ��S#����キャブオーパ �5h4�98��O閲���ｽ����Y]h4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ8ｨﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

秋田遥遠㈱秋田港営農所 ��キャブオーパ �5h4�92闔刋る[H���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘｸ俘r��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

秋田運送㈱秋田港営業所 ��キャブオーパ �5h4�98��O井���僣�����4�8ﾘ8�ﾈ4ｨ6�7�4X8��ﾂ�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�*ｸ/�5h�ｸ6r�

秋田運送㈱秋田港営楽所 ��キャブオーパ �5h4�98��%��8��傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六両クロム、カドミウム 散会 ��

秋田速達卿秋田絵笛楽所 ��キャブオーパ �5h4�92餔咽�僣����4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ藕橙��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�Rﾘ6r�

秋田運送的秋田港健楽所 ��キャブオーパ �5h4�98��O�8ﾈ��傳驟ｨ廁4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾙ{IZ�ﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

秋田運送船秋凪馳楽所 ���ふャ�ﾓ#ゴR�キャブオーパ �5h4�98��O駅���b�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�大師クロム、カドミウム ま敏合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

秋田運送㈱秋田港常数所 ��キャブオーバ �5h4�98��O�8ﾈ��5��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六価クロム、カドミウム 義複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

秋日蓮送的秋田港特発所 ��キャブオー′1 �5h4�92餔衣R陌B�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム、カドミウム 着縦令 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�



15　株式会社八幡平貨物
徳用苗の氏名又は名称 刋�xﾙ�b�重体の形状 ���Y7��ｸ,ﾈ顥n��剩�U轡を廃止する構造 

㈱八鞘平貨物 ��キャブオーパ �5h4�92餃y{���傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�刔ｨ壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��uｨﾘr�フレキシブル婁ンテナ十防じんシート 

鵬へ職平貨釣 訳�ッﾓィﾓ#����キャブオーパ �5h4�92餒�ﾖ�陌B�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�刔ｨ壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��藕橙�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

㈹八幡平貨物 ��キャブオーパ �5h4�98��藕ﾟH���H���壓4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr�刄tレキシブルコンテナ十防じんシート 

㈲八賦平貨物 ���ッﾓ3Bﾓ#����キャブオーパ �5h4�98��O榎���傳驟ｨ廁4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘﾆ畏r�刄tレキシブルコンテナ十勝じんシート 

㈱八購平貨物 ��キャブオーパ �5h4�98��6ﾙ{���僣���Y9ｸ4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ藕橙�刄tレキシブルコンテナ十防じんシート 

㈱八聯平賀的 ��S���6s3Bﾓ#��｣��キャブオーパ �5h4�98��%顋8��僣��m袷H4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr�刄tレキシブルコンテナ十防じんシート 

㈲八幡平貨的 ��キャブオーパ �5h4�98���,ﾈ*(+�.ｨ4｢�索.鉛、六価クロム、カドミウム もしくは散会 刄tレキシブルつシテナ十勝じんシート 

請人徹平貨め 枇�闇(訷ﾌ｢ﾓ#��ﾂ�キャブオーパ. �5h4�98��毘/｢陌H�����4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr�刄vレ肴シブルコンテナ十勝じんシート 

㈱八播手錠的 ��キャブオーパ �5h4�98��児/｢陌B�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�刔ｨ廁4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��-ﾉZ�ﾘr�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

16　鷹巣運送株式会社
像用哲の氏名又は名称 冽僭��b�神体の形状 ���Y7��ｸ,ﾈ顗ﾌ｢�儖(藕ﾌH/�f育�+x.俑��"�

鷹巣運送㈱ ��キャブオーパ �5h4�98��O痔x��僣���壓4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ�ｨﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

鷹燥運送㈱ ��キャブオーパ �5h4�98��ﾗy<x��傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六缶クロム、カドミウム ま組合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

17　高塙産業有限会社
使用者の氏名又は名称 刋�xﾙ�b�事体の形状 ���Y7��ｸ,ﾉ{Hｻﾒ�儖(藝��/�f育�+x.兔i=��

高幡査察的 ��キャブオーパ �5h4�98��毘����僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ�xﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

商館産諾㈲ 訳�コﾓ3Rﾓ#C���キャブオー′く �5h4�98��%駢���傳篷�壓4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

雨情産柴的 鑓��*ｲﾓ3Rﾓ#C���キャブオーバ �5h4�98����ｩ{���僣���廁4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

商軽度諜㈲ ��キャブオーバ �5h4�92鞋)k���傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム、カドミウム 敏合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

高城産業㈲ 訳�コﾙvY{2ﾓ#Hｭb�キャブオーパ �5h4�98��O鵜ｸ��僣���ｩ�壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ咥ﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

商機産謎㈲ ���コﾓコﾓ)D����キャブオーバ �5h4�98��鷓w���僣���YM�4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ4�r��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ8�986X6鳥f�+h/�5h�ｸ6r�

高雄産蒸㈲ 訳�ッﾓ3Rﾓ#C���キャブオーパ �5h4�98��O衣R陌B驟ｨ壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ藕橙��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

18　日本通運株式会社　大館支店
i使用者の氏名又は名称 刋�xﾙ�b�耽体の形状 ��)97��ｸ,ﾉ{I:｢��,伜YoX/�f育�+x.俔ﾉ�"�

日本通運㈱大館 ��キャブオーパ �5h4�98��%�4ﾘ��傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム、カドミウム ま複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

日本通運㈱大館 ����'坪��#b�キャブオーパ �5h4�98���gｨ��僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ�xﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6鳥f�+h/�5h�ｸ6r�

日本通運㈱大鵡 枇ｾ�h�X9�#��#b�キャブオーパ �5h4�98��O駅�陌B�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム、カドミウム 支複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

日暮通運㈱大館 ����*��YMRﾔ樋#b�キャブオーパ �5h4�98��O運r雹��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六価クロム、カドミウム ま複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ8�986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

日本通運㈱大館 ��キャブオーパ �5h4�98��O�X��傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六価クロム、カドミウム ま複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

輯本通運的大館 ��キャブオーバ �5h4�98��%�<x��饕�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム、カドミウム ま複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

日本通運㈱大館 ��キャブオーパ �5h4�98���9w���傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム.カドミウム ま抱合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ8�5h6X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

日本通運㈱大館 ��キャブオーパ �5h4�98��藕ﾟH��僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�



19　日本通運株式会社　大館支店
使用哲の氏名又は名称 刋�ｦ��b�露体の形状 �因�7��ｸ,ﾈ顥}��飛散宙を防止する構造 

㈲海星運送秋田 枇�*ｲﾘｯ���ｸ�ｳ3�3��キャブオー′く �5h4�98��%餃���僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾙ�y�ｨﾘr�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

20　株式会社西根企業

低層哲の氏名又は名標 刋�ｦ��b�重体の形状 �8ｵ97��ｸ,ﾈ顥fR�儖(藝nﾈ/�f育�+x.俔ﾉ�"�

㈲西根企築 ���坪+3葦�ﾓssS��キャブオーバ �5h4�98��O虻x��o陶���4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ�xﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

㈲西根企祭 ����ｸ�ｸ.(ｷ(�cssVﾂ�キャブオーパ �5h4�98��N�ﾝ���傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.x+X*ﾒ�木偶クロム、カドミウム 複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

㈲西根企発 �+(�ｸ�ｳcモﾓssc��キャブオーパ �5h4�98��鷓�8��傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六両クロム、カドミウム 複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

㈲西根企業 ��"ﾓi4蔦sx.vﾂ�キャブオーパ �5h4�92餔�7x��僣��ii��4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

㈲西根企業 ���蔦cモﾓssT��キャブオー′く �5h4�98��O案���傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム、カドミウム 指令 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

㈲西根企鈴 ��キャブオーパ �5h4�98��O或h��傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム.カドミウム 勧合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ4x986h6�6冉�+h/�5h�ｸ6r�

㈲西牧企築 樋�坪ｩｹ8sふssS��キャブオーバ �5h4�98��鷓����H���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ藕橙��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

㈲西根企袈 ���蔦S�*ｲﾙ{都Vﾂ�キャブオーパ �5h4�92餔�7ｸ��僣���{ﾈ4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ�xﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉ4�+h/�5h�ｸ6r�

㈲酋摂食桑 樋���X��*#st&ﾂ�キャブオーパ �5h4�98��%�<x��僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ�xﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6鳥f�+h/�5h�ｸ6r�

相田根企猿 ��KRﾓcモﾓssS��キャブオーバ �5h4�98��児Jﾘ��僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ4x986h6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

㈲西根企業 ���ｭi[rﾙ{都S��キャブオーバ �5h4�98��O駅�陌B�,ﾈ*(+�.ｨ*�.x+X*ﾒ�六価クロム、カドミウム 紺合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

㈲西根企婁 ���ｨ*(.�4蔦sy�b�キャブオーパ �5h4�98��%餃���傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.x+X*ﾒ�六価ク種ム.カドミウム ま柏倉 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

㈲西牧企業 ��キャブオーパ �5h4�92�&靹���uｲ�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六価クロム、カドミウム 淑合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

㈲菌根企業 枇�蔦hｼ��cssS��やでプオーバ �5h4�92靆YJ���傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム、カドミウム i拙合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

㈲西根企梁 ��キャブオーバ �5h4�92韭Yw���僣���廁4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ�ﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

㈲西根企業 ��キャブオーパ �5h4�98��O駅x��傳驟ｨ壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ4�r��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

㈲西根企薮 ���(i�3モﾓ�sX��キャブオーパ �5h4�98��O�H��鋸����4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ�8ﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6鳥f�+h/�5h�ｸ6r�

21株式会社西根企業



22　五王興業有限会社

使用者の氏名又は名称 刋�xﾙ�b�車体の形状 僮i&�7��ｸ,ﾉJY5��處)*Y9�/��nx+x.俔ﾉ?B�

五重興業㈲ ����(耳犬ﾓI4�"�キャブオーパ �5h4�98��O榎���僣���9ｸ4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr��7h8ﾈ6ﾈ5h7h8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

五重興薮㈲ 鑓��"ﾓC"ﾓC�3"�キャブオー′く �5h4�98��O飲8��傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.x+X*ﾒ�六億クロム、カドミウム 敬合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

五重輿瑳㈲ 樋��"ﾓC"ﾓC�3"�キャブオーパ �5h4�98��%陷ｸ��傳驟ｨ壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾙz8藕ﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6鳥f�+h/�5h�ｸ6r�

五重興業㈲ ��キャブオーパ �5h4�92�'倅���僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘﾆ畏r��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

五重環索㈲ ��キャブオーバ �5h4�92�%驂り傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム、カドミウム 複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

五重典簾的 ��キャブオーパ �5h4�98��%驂る[B驟ｨ廁4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘﾆ畏r��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

五重興蒸㈲ ��キャブオーバ �5h4�98��O姻r陌B驟ｨ壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘﾌﾈﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

五重興法制 ����"ﾓC"ﾓC�3"�キャブオーパ �5h4�98��O�ﾘ��傳��X踪4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ�xﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf(+h/�5h�ｸ6r�

五重舜築㈲ ��キャブオー′く �5h4�98��O��定傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六価クロム、カドミウム 羽合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

五重興摸㈲ ��キャブオーパ �5h4�98��鷓����傳驟ｨ壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ(ｨﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

五王興幾的 ��キャブオーパ �5h4�92餒�ｧ���僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ藕橙��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

五重真読㈲・ ��キャブオーパ �5h4�98��O��r陌B�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六価クロム、カドミウム 複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

五重興業㈲ ��キャブオーパ �5h4�98���8ｯ2陌B�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六節クロム、カドミウム 組合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

五重興業㈲ ��キャブオーパ �5h4�98��鷓�定傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム、カドミウム 掘合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

五重興業㈲ ��キャブオーバ �5h4�98��*YJﾘ��l��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六価ク種ム、カドミウム 叡合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

五王窮策㈲ 樋��"ﾓC"ﾓC�3"�キャブオーバ �5h4�98��O洩8ﾋ陌B�,ﾈ*(+�.ｨ*�.x+X*ﾒ�六価クロム、カドミウム 棚倉 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ4x986h6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

五王輿築く網 ����"ﾓC"ﾓHｷ#"�キャブオーパ �5h4�98��'冽���傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六価クロム、カドミウム 復命 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6鳥f�+h/�5h�ｸ6r�

五王興業的 ��キャブオーバ �5h4�98��ﾗy�h���B�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六価クロム、カドミウム 徹合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉ&h+h/�5h�ｸ6r�

23　有限会社佐藤興産

24　株式会社八森運輸

25　ユーキエキスプレス株式会社



26　株式会社丸伸運送
使用者の氏名又は名称 帝��xﾙ�b�坤体の形状 ���Y7��ｸ,ﾈ顥}��飛散哲を防止する構造 

㈱丸伸速達 ��キャブオーバ �5h4�98��O衣B陌H���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ$俘r�フレキシブルコンテナ十防じんシート 

㈱丸伸運巻 ���｣���,3�5ｨ�ｸ�ｶﾂ�キャブオーパ �5h4�98��O閲���~帝�Xｺｸ4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ�I�B�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

鞘丸伸運送 樋�コﾘｷﾃふ#����キャブオーバ �5h4�98��ﾈ藕ｧ���~����廁4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr�フレキシブルヨシテナ十勝じんシート 

鋤丸舶運送 鑓��*ｲﾗ3ほEc柳ﾂ�キャブオー′く �5h4�98��O衣R陌H���廁4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ��ﾘr�フレキシブルコンテナ十防じんシート 

㈱丸伸運送 �+#コﾓSふ#����今ヤプオーパ �5h4�98��O榎���,ｸ���廁4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

㈱丸伸遥遠 ��キャブオーパ �5h4�98��O��h��僣���壓4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ�8ﾘr�フレキシブルコンテナ十防じんシート 

㈱丸偶遅達 簸�#RﾓSふ#����キャブオーパ �5h4�98��鷓����僣���廁4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ�xﾘr�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

㈱丸的配膳 ��キャブオーパ �5h4�98��O�8ﾈ��傳驟ｨ壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

㈱丸仰遥遠 ��キャブオーパ �5h4�98��鷓oR陌H��m�,h4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙuｨﾘr�フレキシブルコンテナ十防じんシート 

㈲丸伸運送 ��キャブオーバ �5h4�98��O�����僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ�Xﾘr�フレキシブルロンテナ十勝じんシート 

㈱丸伸運送 枇��コﾓSふ(ｯ���キャブオーパ �5h4�92�%�<x��僣���廁4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘﾕｨﾘr�フレキシブルヨシテナ十防じんシート 

㈱丸伸運送 ��キャブオーパ �5h4�98��}8ﾆ���僣��m袷H4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ����フレキシブルコンテナ十防じんシート 

㈱丸的運遷 ��キャブオーパ �5h4�98��O�����傳驟ｨ壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘｧﾈﾘr�フレキシブルコンテナ十時じんシート 

㈱丸押遼遠 ����*ｲﾓSふ#����キャブオーバ �5h4�98����h��僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘｫｸﾘr�フレキシブルコンテナす防じんシート 

約九的運送 ��キャブオーバ �5h4�98��侍����僣���廁4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙuｨﾘr�フレキシブルコンテナ十防じんシート 

粥丸的運送 ��キャブオーパ �5h4�98��ﾋXｽb陌H���肩4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr�フレキシブルコンテナ十防じんシート 

く松丸的運送 枇�飴��Rﾓcふ#柳ﾂ�キャブオーパ �5h4�92驢�&ｨ��~����壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ�5�ﾘr�フレキシブルコンテナ十防じんシート 

27　株式会社秋田物流



28　龍城運輸株式会社

使用者の氏名又は名称 刋�xﾙ�b�秘儀の形状 ���Y7��ｸ,ﾈ�Xﾋ��飛散毎を防止する帰還 

駐代運輸相 ���コﾘ*ｳRﾓ�xｳ#"�キャブオーパ �5h4�98��鷓�����H����X4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘx���フレキシブルヨンテナ十防じんシート 

能代運輸押 樋�謁cRﾘ�+3#"�キャブオーパ �5h4�98��N�����僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ�俘r�フレキシブルコンテナ+防じんシート 

能代運檎節 ��キャブオーパ �5h4�98��O駅���僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙM��B�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

能代運輸㈱ ��キャブオー′く �5h4�92餔閲���傳驟ｨ廁4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘｻ8橙�フレキシブルコンテナ十防じんシート 

能代運暢㈲ 樋�ｯ�踪馼�##"�キャブオーバ �5h4�98��O�����僣���lｨ4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ�xﾘr�フレキシブルコンテナ十防じんシート 

能代運輸㈱ ��キャブオー′く �5h4�98��5�4���僣��m袷H4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘﾖ畏r�フレキシブルコンテナ十防じんシート 

縫代運輸㈱ ���コﾓSRﾓ�##"�キャブオーパ �5h4�98��藝&R陌B驟ｨ廁4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ�(ﾘr�フレキシブルコンテナ十防じんシート 

能代運輸㈱ ��キャブオーパ �5h4�98��?y�b陌H���M�4�8ﾘ8���尨4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr�フレキシブルコンテナ十妨じんシート 

能代運輸拗 ��キャブオーパ �5h4�98��O�ﾘ��僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙi�ﾘr�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

瑳代運輸剃 侈Cコﾘ踉ﾓ�##"�キャブオーバ �5h4�92陏�倩��僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ�xﾘr�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

控代運輸掬 樋��2ﾘ*ｸ+H�S�##"�キャブオーパ �5h4�98��ｶﾘﾆ���僣���廁4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr�フレキシブルコンテナ十陳じんシート 

綻代運輸靭 ���ッﾓSS�##"�キャブオーパ �5h4�98��O虻���僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ�(ﾘr�フレキシブルコンテナ十防じんシート 

能代運輸妨 ���コﾓSRﾓ�Ec#"�キャブオーパ �5h4�98��O榎���~����壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘｷ駝ﾒ�フレキシブルコンテナ十防.じんシート 

能代運輸枕 ���コﾓf��##"�キャブオーパ �5h4�98��O�����傳驟ｨ壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ�xﾘr�フレキシブルコンテナ十防じんシート 

能代運輸靭 ���コﾘ�Rﾘ�##"�キャブオーバ �5h4�98��O胃���僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ_畏r�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

総代運輸瀞 愉�塔X��=蔦�##"�キャブオーパ �5h4�98��O井���傳餮9]h4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ�ｨﾘr�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

旋代通論㈱ ���塔Rﾘ+8.rﾘ�##"�キャブオーパ �5h4�98��O絢ｨ��僣���Xｵh4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙH�r�フレキシブルコンテナ十防じんシート 

29　株式会社ダイヤ運送
使用者の氏名又は名称 ��/y�b�郎体の形状 �烏�7佝�,ﾉ�Ik��雅僻等を防止する構造 

㈱ダイヤ遥遠 ���3ぺ*�ふS332�キャブオーパ �5h4�98��O駅���[H���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

㈱ダイヤ運送 ��キャブオーバ �5h4�98��O雨ﾒ闍����壓4�8ﾘ8�ﾈ4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr�フレキシブルキンテナ十勝じんシート 

30　泉運輸株式会社



31株式会社丁t K
使用者の氏名叉は名称 刋�xﾙ�b�事体の形状 �葵�7��ｸ,ﾉ�I:｢�儖(藕嚠/�f育�+x.����"�

㈱丁・K ��キャブオーパ �5h4�98��餔��h��僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ膵ﾘr��7h8ﾈ+ｸ5h7h8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

(鞠T・X ��キャブオー′く �5h4�98��%驅粨僣���廁4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙI�ﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6鳥f�+h/�5h�ｸ6r�

㈱す・K 愉+#RﾓSふ){鉄��キャブオーバ �5h4�98��'冽���傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム.カドミウム 接合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

l持T・K ��キャブオーパ �5h4�98��O�.ﾘ��ｽ��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム、カドミウム ま被合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ+H986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

㈲了・K ��キャブオーパ �5h4�98��O��h��傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.x+X*ﾒ�六価クロム、カドミウム ま散会 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6鳥f�+h/�5h�ｸ6r�

㈱T・K ��キャブオーパ �5h4�98��%馘ｸ��ﾝr�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム、カドミウム ま複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

鍬汀・K ��キャブオーパ �5h4�98��'几���傳駑袷H4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ�xﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

駒で・K ��キャブオーパ �5h4�98��'�����陌B�,ﾈ*(+�.ｨ*�.x+X*ﾒ�六債クロム、カドミウム ま組合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

駒丁・K ��キャブオーパ �5h4�98��ﾙ�ｲ陌H���ﾍ�4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ藕橙��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

綿で・鱗 ��-ﾃコﾓSふ){鉄��キャブオーパ �5h4�92餔益り鋸��ii��4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

鍋で・K ��キャブオーバ �5h4�98��%顋8��僣���壓4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘｬ�r��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6鳥f�+h/�5h�ｸ6r�

㈱丁・K 樋�コﾘ*ｳふ#sc��キャブオーパ �5h4�98��^8��傳驟ｨ廁4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙNﾘﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�*ｸ/�5h�ｸ6r�

館!T・X ��キャブオ・-パ �5h4�98��O�7x��傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�、六両クロム、カドミウム は組合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

32　株式会社ダイニチ
駆用巻の氏名又は名称 佗ﾘｦ���重体の形状 ���Y7��ｸ,ﾈ顥W��飛散宙を防止する情造 

㈱ダイニチ 訳�コﾓS"ﾘ�｣3���キャブオーパ �5h4�98��O�ｸ��傳驟ｩ��4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ藕橙�フレキシブルコンテナ十防じんシート 

朗ダイニチ ��キャブオーパ �5h4�98��hﾙ�(��僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

㈱ダイニチ ��キャブオーパ �5h4�98��%��h��傳驟ｨ壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ_畏r�プレ昏シプル雪ンテナ十勝じんシート 

靭タイ=チ ���ﾘsRﾓS"ﾘ�8�ｸ�ｲ�キャブオーパ �5h4�98��O�����僣���壓4�8ﾘ8�ﾈ4ｨ6�7�4X8��,ﾈ�ｸ��+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘｪ俘r�フレキシブルコンテナ十防じんシート 

㈱ダイニチ 訳�コﾓS"ﾓ���ｸ�ｲ�キャブオーパ �5h4�98��O浦8��僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘﾆ畏r�フレキシブルコンテナ+防じんシート 

梯ダイニチ ��キャブオーパ �5h4�98��O��h��僣���X諄4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ藕橙�フレキシブルコンテナ十防じんシート 

繍ダイニチ 枇�コﾓS"ﾓ�6��キャブオーパ �5h4�98��O駅���[H���廁4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr�フレキシブルコンテナ十防じんシート 

㈱ダイニチ ���飴��SS"ﾓ�3���キャブオーパ �5h4�92韭Y{���僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ{Hｷｲ�フレキシブルコンテナ十断じんシート 

脱ダイニチ ���葦�"ﾘ�3���キャブオーバ �5h4�96ﾉO駅���僣���Y]h4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ藕橙�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

㈱ダイニチ ����6sS"ﾔ�3���キャブオーパ �5h4�98��O井���僣���ｬｨ4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ_畏r�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

33　トーハク物流サービス株式会社
使用者の氏名又は名拝 刋�xﾙ�b�庫体の形状 ���Y7俘�,ﾉ^I���儖(藝.�/�f育�+x.俔ﾉ�"�

トーハク物流サービス㈱ ��キャブオーバ �5h4�98��O駅���傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム、カドミウム ま徹全 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

トーハク的菰サービス的 ��'SッﾓsふCs���キャブオー′` �5h4�98��O駅���傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム、カドミウム ま複合 �7h8ﾈ/�5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�*ｸ/�5h�ｸ6r�

トーハク物流サービス的 �����3ふCs因B�キャブオーパ �5h4�98��O井���僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�if�+h/�5h�ｸ6r�

ト一八ク物流サービス議) ��キャブオーバ �5h4�98��%�<x��傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�木偶クロム,カドミウム ま複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ58986X��f�+h/�5h�ｸ6r�

トーハク物流サービス㈱ ��キャブオーパ �5h4�98��O駅���傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六郎クロム、カドミウム ま複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

トーハク物流サービス的 ��キャブオーパ �5h4�98��O胃X��傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム、カドミウム ま複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

トーハク釣流サービス㈱ ���ｯ�.��#sふCy�b�キャブオーパ �5h4�98��O��h��僣���壓4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ��ﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

トーハク物流サービス(㈱ 尾ﾈｹ綯ﾓs��ｨ�s��キャブオーパ �5h4�98��%�<x��僣���壓4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾙXｩ$�����7h8ﾈ/�5h7h8ｸ8�5h6X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

34　小坂通運株式会社　本社営業所



35　小坂通運株式会社　秋田営業所
使用者の氏名又は名称 刋�xﾙ�b�重体の形状 ��'ｩ7��ｸ,ﾉ{I:｢�飛散鍔を防止する構造 

小坂通運㈱秋田増築所 ���ぺ�#Rﾘ�4途�キャブオーパ �5h4�98��%��h��拠��X踪4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr�フレキシブルコンテナ十勝じんシーート 

小坂通運㈱秋田営諸所 簸唐ﾓイRﾘ*ｸ*ｳ�r�キャブオーバ �5h4�98��O鵜���僣���廁4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ藕橙�フレキシブルコンテナ十防じんシート 

小坂通運舶秋田営農所 ���ふイRﾘ�3�r�キャブオーバ �5h4�98��O������H���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘﾆ畏r�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

小坂通浬㈱秋田営業所 ��キャブオーパ �5h4�98��O鞍���o������4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘｪ畏r�フレキシブルコンテナ十防じんシート 

36　ユーシントランスポート株式会社

3了　アルス運送株式会社
使用者の氏名又は名称 刋�xﾙ�b�調性の形状 ���Y7��ｸ,ﾉ�ｩ:｢�I　　　飛版等を防止する僻遠 

アルス還送株式会社 ��ノくン �7�985ｸ98.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr�7�985ｸ98���Xｾ"��フレキシブルコンテナ(内製あり) 

アルス逝遠株式会社 ��′くン �7�985ｸ98.�+X*ﾘ,ﾘ藕橙�7�985ｸ92��Xｾ"��フレキシブルコンテナ(内臓あり! 

アルス運送抹式会社 ���ふ�4蔦�##��′くン �7�985ｸ98.�+X*ﾘ,ﾙ�xﾘr�7�985ｸ98���Xｾ"��フレキシブルコンテナ(内援あり) 

アルス運送抹式会社 ��パン �7�985ｸ98.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr�7�985ｸ98���Xｾ"��フレキシブルコンテナ(内或るの 

アルス遅達株式会社 ���ｯ�ﾓゴ2ﾓ�##��パン �7�985ｸ98.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr�7�985ｸ98���Xｾ"��フレキシブル雷ンテすく的袋あり) 

アルス遥遠抹式会社 ���弍�ﾓゴ2ﾘｽ�##��バン �7�985ｸ98.�+X*ﾘ,ﾙ�xﾘr�7�985ｸ98���X腕��フレキシブルコンテナ(内袋あり) 

アルス運送珠式会社 樋���Y4�5dC##��パン �7�985ｸ98.�+X*ﾘ,ﾘｻ8橙�7�985ｸ98���Xｾ"��フレキシブルロンテナ �>��ﾈ*�.ｒ�

アルス遥遠株式会社 ��パン �7�985ｸ98.�+X*ﾘ,ﾘ藕橙�7�985ｸ98���Xｾ"�� �>��ｨ*�.��"�

アルス運遊梯式全社 ��パン �7�985ｸ98.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr�7�985ｸ98���Xｾ"��フレキシブルコンテナ(内装あり) 

38　小坂通運株式会社　本社営業所
捜用哲の氏名又は名揮 刋�xﾙ�b�呼体の形状 ���Y7��ｸ,ﾉwxｮr�飛拡鱒を防止する備追 

小坂通運的本社常葉所 ��′lン �7�985ｸ98.�+X*ﾘ,ﾘﾖXﾘr�7�985ｸ98���Xｾ"��フレキシブルコンテナ(内接もり) 

小坂述部細本社営業所 ��パン �7�985ｸ98.�+X*ﾘ,ﾙ�ｨﾘr�7�985ｸ92��Xｾ"��フレキシブルコンテナ印綬あり) 

39　DOWA通運株式会社　大館営業所
使用者の氏名又は名称 刋�xﾘ輦�拡体の形状 ���Y7��ｸ,ﾉM��ｲ�飛散徳を城址する捕逸 

同種^通運掃大館・ 樋�ド�SH馼,S3モ�’ダンプ �5h4�98��薨Jﾘ��ｭ����壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ6靼r�フレキシブルコンテナ+防じんシート 

0飢A通運㈱大館 樋��ﾘ�SH+x*Hｯ�モ�ダンプ �5h4�98��藕ﾟH��僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ�xﾘr�プレキシブルコンテナ十防じんシート 

り部Å通運粕大館 樋�ド�T湯ﾓ33モ�ダンプ �5h4�98��O駅���僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 



同　相坂道運株式会社　本社営業所 
使用者の氏名又は名称　I 刋�xﾙ�b�車体の形状 儼�ｾｹ7��ｸ,ﾈ顥n����������������O(藝9�/�f育�+x.做9�"�

小坂通運㈱本社営業所 樋�ッﾙjモﾓ##3��ダンプ �5h4�98��O鵜���傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六佃クロム.カドミウム 量徹合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ8�986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

小坂通運榔本社増築所 ���ッﾓ)+ﾉEc#3��ダンプ �5h4�92餔�:���傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億ク雷ム、カドミウム 競合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

小坂通運㈱本社営緯所 樋�ｈ6s#蔦##8ﾔ��ダンプ �5h4�92餔�����傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六債クロム、カドミウム 複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

小坂通運㈱本社営禁断 樋�モﾓ)�s#8��ダンプ �5h4�92餔頴X��傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六価クロム、カドミウム 組合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�8/�5h�ｸ6r�

小坂通運㈱本社営採所 樋��*��S#蔦##3��ダンプ �5h4�92餔虻x��傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム、カドミウム 組合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

小坂通運約本経営姓所 訳�ナ'S#蔦#(ｯ���ダンプ �5h4�98��O�=(��僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙNﾘﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

小坂通運㈱本社営築所 樋�ッﾓ"�6s#(�ｦﾂ�ダンプ �5h4�98��O栄ｸ��僣���廁4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ�xﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

小坂通運的本社営楽所 ��塔h�S#蔦##9���ダンプ �5h4�98��O�����僣���X踪4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ�xﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ8�986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

小坂通運㈱本社常葉所 ���ｯ稲�#乖ｹEc#4��ダンプ �5h4�98��O�="陌H�����4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

小坂通運㈱本社営楽所 鑓�ッﾓ#蔦##3��ダンプ �5h4�98��O��H��傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.x+X*ﾒ�六億クロム、カドミウム ま複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

小坂通運㈱本社営架所 ��ダンプ �5h4�98��%�����僣���廁4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ藕橙��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

小坂通運㈱本社営業所 ��ダンプ �5h4�92�%�<x��傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム、カドミウム 叡合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

小坂通運鵬本社宮楽所 ��ダンプ �5h4�98��N�Uﾘ���,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム.カドミウム 複合 �7h8ﾈ4ﾈ5h7h8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

小坂通運㈱本社営条所 ��ダンプ �5h4�98��N�Y8��僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

小坂通運㈱本社営業所 ��ダンプ �5h4�92�%鞜H��僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

41小坂通運株式会社　秋田営業所
使用者の氏名又は名称 刋�xﾙ�b�庫体の形状 定刪��7��ｸ,ﾈ顥}��儖(藕弴/�f育�+x.僣�,｢�

小坂通運㈱秋田秘策所 ��ダンプ �5h4�98��O��2陌B�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六債クロム、カドミウム 嘉複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉdｸ+h/�5h�ｸ6r�

小坂通運棚状陣営楽所 ��ダンプ �5h4�98��N�7x��傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�大師クロム、カドミウム 章組合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｹ��5h6X6偖ﾉ&h+h/�5h�ｸ6r�

4乙　有限会社下問産業 
使用密の氏名又は名称 佗ﾙxﾙ�b�堪僻の形状 �維Y7��ｸ,ﾉ{I:｢�飛散時を防止する禰遠 

㈲下問産疑 ��ダンプ �5h4�98��O胃���僣���9ｸ4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘｫｸﾘr�フレキシブルコンテナ十防じんシート 

㈲下調整策 訳�コﾘ曲�c3C�R�ダンプ �5h4�98���9�h��僣���ｬ�4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr�フレキシブルコンテナ十防じんシート 

43　株式会社三協運輸 
使用者の氏名又は名称 刋�xﾙ�h����ｹ�ﾈ,ﾈﾆ��6ﾈ����������刮�Y7��ｸ,ﾈ顗ｧｨ����������ﾈ����O(藝.�/�f育�+x.俔ﾉ�"�

㈱三協運輸 ���コﾓSRﾘ��3��ダンプ �5h4�98��%�<x��僣���廁4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

約三幽連縮 ���コﾓSRﾓ�c3��ダンプ �5h4�98��葮���僣���Y]h4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘﾆ畏r��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6鳥f�+h/�5h�ｸ6r�

印三脇運輸 樋�*ｸ*ｲﾓX6s�c3��ダンプ �5h4�98���9{���僣���Y]h4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘﾆ畏r��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

約三協運輸 訳�コﾙ]��hﾝr�ダンプ �5h4�92�,ﾈ*(+��端醇、鉛、六億クロム、カドミウム 」かもしくは飯台 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

㈱三協浬輸 簸塔X�X�Rﾘ�c32�ダンプ �5h4�92�%驢���僣���tH4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ�xﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

㈱三馬運輸 ��ダンプ �5h4�98��N�{���僣���ｬｨ4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ�ｨﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

㈱三揚超絹 枇�*ｹycRﾘ�c3��ダンプ �5h4�98��������傳驟ｩtH4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘﾆ畏r��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

44　山建運輸株式会社 
使用者の氏名又は名標 刋�xﾙ�b�坤体の形状 ���Y7��ｸ,ﾉ�Hｧｨ���������������ｩX藝.�/�f育�+x.僣�,｢�

山魅運輸㈱ ��ダンプ �5h4�98��O飲8��傳驟ｨ壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr�フレキシブルコンテナ十肪じんシート 

山鴎運輸駒 ���{蔦sc2ﾓ�ﾍ�2�ダンプ �5h4�98��藕ﾟH��傳驟ｨ壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙNﾘﾘr�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 



偵　有限会社佐藤産業
使用者の氏名叉は名称 刋�xﾙ�b�重体の形状 侈i�ｹ7��ｸ,ﾈ��}��儖(藝4ﾈ/�f育�+x.���/ﾂ�

㈲隆膝産業 ��ダンプ �5h4�92餔��h��僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ�8ﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

㈲捻菰産摸 ��ダンプ �5h4�92餔駅���僣���廁4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf⑨/�5h�ｸ6r�

㈲佐藤蕊棄 樋�ふピふS3澱�ダンプ �5h4�92餔駅����H���ﾍ�4��ｨ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�(+X*ﾘ,ﾙ&畏r��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

㈲佐藤廓袈 ��ダンプ �5h4�98��O閲粨傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム、カドミウム ま腹合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｹ��5h6X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

㈲鯛飯疑 ��ダンプ �5h4�92餒�{���傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム、カドミウム ま複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

㈲佐髄産黛 ��ダンプ �5h4�92餔�/ｲ陌B�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六衝クロム、カドミウム 縦令 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

㈲佐藤怒髪 ��ダンプ �5h4�98��%鞏X��傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム.カドミウム 蝕合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉ��+h/�5h�ｸ6r�

㈲佐藤産舞 ��ダンプ �5h4�98��O��h��傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム、カドミウム 敬合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

㈲佐藤産業 ��ダンプ �5h4�98��鷙ﾝ���傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六債クロム.カドミウム 複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

㈲佳節産築 訳�ふピふS9h��ダンプ �5h4�98��^8��僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙg����7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

㈲修辞店先 ��ダンプ �5h4�98��%顋8��傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム、カドミウム ま散会1 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

(相性屡産業 ��ダンプ �5h4�98���g｢陌H���壓4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ藕橙��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

㈲佐斑麿築 ��ダンプ �5h4�98��N�,���僣���壓4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

㈲佐原座薬 樋�ふピ��cS3澱�ダンプ �5h4�98��%�<x��[H���廁4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙNﾘﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ輾+h/�5h�ｸ6r�

㈲佐疎産翁 ��ダンプ �5h4�92餔��h��傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六缶クロム、、カドミウム ま複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6鳥f�+h/�5h�ｸ6r�

㈲佐藤庭疑 ��ダンプ �5h4�92餔��h��僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ4�r��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

㈲佐臓産謀 ��ダンプ �5h4�98����ﾇ(��[H���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ��r��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

㈲佐藤霞築 ��ダンプ �5h4�98��ｶﾙ.���僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7���4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

㈲佐藤座乗 ��ダンプ �5h4�98��蜑^ｸ��傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム、カドミウム ま抱合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

㈲佐藤産業 ��ダンプ �5h4�98��O井���傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六便クロム、カドミウム i複合 �7h8ﾉ��5h7h8ｸ4x986h+x+yf�+h/�5h�ｸ6r�

調佐藤産経 ��ダンプ �5h4�98��%駢���僣���肩4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙNﾘﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

㈲隆盛座業 訳�ふピふX顥4��トラクタ �5h4�98���Xｼh��僣���ｬｨ4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ�xﾘr�辻�

珊佐藤麿晃 ��ダンプ �5h4�98��ﾗy<x��荳���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8���7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ8�5h6X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�
セミ.トレーラ �,ﾈ*(+�.ｨ*�.x+X*ﾒ�よ掘合 

㈲佐湾遊楽 ��トラクタ �5h4�98��O��h��Z｢�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム、カドミウム エ組合 ��ｲ�

㈲蛾種架 ���*ﾙfﾓ閲�.�ﾓS3澱�ダンプ �5h4�98��O��R陌B�.六億クロム、カドミウム �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�
セミトレーラ �,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ�xﾘr�

㈲塩霹靂策 ���<��SピふS3澱�ダンプ �5h4�98��O駅���僣���廁4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙNﾘﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

46　有限会社マルヨシ運送
使用者の氏名又は名称 定倢/y�b�車体の形状 ��7ｩ7��ｸ,ﾈ顗ｯ｢�飛散鴎を防止する構造 

㈲マル冨シ運送 ��ダンプ �5h4�98��O榎���僣���廁4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘﾆ畏r�フレキシブルコンテナ+防じんシート 

㈲マルヨシ運送 ��ダンプ �5h4�98���8����僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr�フレキシブルコンテナ+防じんシート 

綺マルヨシ運送 ��ダンプ �5h4�98��%鞴���僣���廁4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ*ﾙy靼r�フレキシブルコンテナ十聯じんシート 

47　有限会社大森運輸
使用右の氏名又は名称 刋�xﾙ�b�事体の形状 ����7��ｸ,ﾈｺ�5��儖(藝4�/�f育�+x.俔ﾉ�"�

㈲大葬逆鞘 樋��*�5｣蔦S��*ｲ�ダンプ �5h4�98��O榎���傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム、カドミウム ま組合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

㈲大森運輸 ��ダンプ �5h4�92�%隗���傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.x+X*ﾒ�六債クロム、カドミウム ま柏倉 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

(旬犬猿運輸 ���*ｳbﾓ#坪*ｳ��R�ダンプ �5h4�98��%駢���傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.x+X*ﾒ�六億クロム、カドミウム ま複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�



48　有限会社小野建材
使用者の氏名又は名称 刋�xﾙ�b�軒体の形状 �員�7��ｸ,ﾉN冕r�儖(藝h�/�f育�+x.俔ﾉ�"�

㈲小野建村 ��ダンプ �5h4�98��%鞴���僣���壓4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ�ｨﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

暗中野焼村 ����6yxｳRﾓCCビ�ダンプ �5h4�98��O噂���Hﾈ���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.x+X*ﾘ,ﾙ�俘r��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

㈲小野迎材 ���コﾙjコﾓCC閲��ダンプ �5h4�98��O閲���僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ藕橙��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

㈲小野理財 樋�コﾓ#X�YE�r�ダンプ �5h4�98��O�<x��僣�����4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘｪ畏r��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�*ｸ/�5h�ｸ6r�

㈲小野建材 ���コﾓ(*ｲﾓCI4��ダンプ �5h4�98���,ﾈ*(+�.ｨ4｢�察、鉛、大便クロム.カドミウム もしくは複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

49　株式会社ダイニチ 
使用若の氏名叉は名楯 佗ﾘ轌�b�重体の形状I　　　　　　汚耀土壌の種那 劔O(藝jx/�f(鉅+x.儖Xﾊﾒ�

㈱ダイニチ ��ダンプ �5h4�98���8ﾊｨ��5��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六恒クロム、カドミウム ま複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

㈱ダイここチ ��ダンプ �5h4�98��O畏ﾈ��z��ﾂ�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム、カドミウム ま接合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

㈱ダイニチ ��ダンプ �5h4�98��O閲����h�r�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�大任クロム、カドミウム ま複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

働きダイニチ ��ダンプ �5h4�98��O駅���傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.x+X*ﾒ�大便クロム、カドミウム 義損合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

㈱ダイニチ 樋�コﾓS"ﾓ�3���ダンプ �5h4�92�'傚8��傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム、カドミウム ま複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

㈱ダイニチ 樋�ス�Y�3"ﾓ�6��ダンプ �5h4�98��ﾆ��x��~��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六面クロム、カドミウム ま縮合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

㈱ダイニチ ��ダンプ �5h4�98��O�<x��僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘﾄ�ﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

(妹ダイニチ 枇���ぺｬ8+2ﾓ�3���ダンプ �5h4�98��O駅���僣���tH4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉ&h+h/�5h�ｸ6r�

50　高橋産業有限会社
使用者の氏名又は名称 刋�xﾘｩR�坤体の形状 ���ｹ)7��ｸ,ﾈﾎ��儖(藝9ｸ/�f育�+x.俔ﾉ�"�

商橋渡集的 樋�コﾓ3Rﾓ#F��ダンプ �5h4�92餔�<x��僣���廁4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

高橋産業㈲ 樋�コﾓ3Rﾓ#C���ダンプ �5h4�98��O榎���傳�,ﾈ*#��x.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム.カドミウム 複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

萌紬政窯㈲ 樋�コﾓ52ﾓ#C�ｯ��ダンプ �5h4�98��%�<x��饕�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六缶クロム、カドミウム 複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

高郷産窯的 ���コﾓ9k(�S#C���ダンプ �5h4�98��ﾗy<r�,ｸ���ﾜ(4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ藕橙��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

高価睦箕輪 毘�悼���S3Rﾓ#C���ダンプ �5h4�98��O闇���僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙI�����7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ4x986h6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

商縄睦築㈲ ���｣コﾓ9u簽#C�*ｲ�ダンプ �5h4�98��ｶﾘﾈ������,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム、カドミウム 複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

商機産築㈲ ���コﾓ8*ｲﾘ-ﾈ*F��ダンプ �5h4�98��O駅���傳驟ｨ壓4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ藕橙��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

商檎配架怖) ��ダンプ �5h4�98��O�'ｨ��o����壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ�xﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

高橋造築的 愉KSRﾓ4"ﾓ#F��ダンプ �5h4�98��O�=(��僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

高槻産案㈲ 樋��-�3Rﾓ#C���ダンプ �5h4�98��N刎(��b�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム.カドミウム 士複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈﾍx+h/�5h�ｸ6r�

高橋霞纂㈲ ����*ｲﾓ8/�.#C���ダンプ �5h4�92餔��h���b�,ﾈ*(+�.ｨ*�.x+X*ﾒ�大便クロム、カドミウム ま禍合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6鳥f�+h/�5h�ｸ6r�

高橋造築㈲ ��ダンプ �5h4�98��N�ｩx��傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億クロム、カドミウム 支複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｹxｸ986X6偖ﾉf(+h/�5h�ｸ6r�

商楯直哉㈲ 樋�コﾓ3Rﾓ#C���ダンプ �5h4�92餔�<x��傳�,ﾈ*(+�.ｨ*�.x+X*ﾒ�大便クロム.カドミウム 雪複合 �7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

新橋密謀㈲ �����3Rﾓ#C���ダンプ �5h4�98��O閲粨僣���廁4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ_畏r��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾉf�+h/�5h�ｸ6r�

商謄通謀㈲ ��_ダンプ �5h4�98��ﾋXｽh��[H���墮ﾈ4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ�(ﾘr��7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�

市塙産築㈲ ��トラクタ �5h4�98��O駅���僣���Y]h4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ�Xｾ����ｲ�

高橋産窯㈲ ��トラクタ �5h4�92�%驅���僣���壓4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�*Hｽ���.�+X*ﾙ;YZ�ﾘr�辻�

高撚盈窯的 ��トラクタ �5h4�92�%霹���僣���廁4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾙE韃X橙���ｲ�

高橋産黛㈲ ��ダンプ �5h4�98��O運x��傳驟ｨ壓4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8���7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�
セミトレーラ �,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ����

哉楕産黛的 ��ダンプ �5h4�98��%�<r陌H���壓4�8ﾘ8��4ｨ6�7�4X8���7H8ﾈ4ﾈ5h7X8ｸ5(986X6偖ﾈ�+h/�5h�ｸ6r�
セミトレ「ラ �,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�は複合 



51株式会社丸伸運送

52　株式会社丁重K
使用者の氏名又は名称 刋�xﾙ�b�耽体の形状 �位�7��ｸ,ﾉ^Il��痛散宙を防止する捕逸 

駒で・K ��ダンプ �5h4�98��N閲���[H���ﾜ(4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 

㈱T・K ��ダンプ �5h4�98��O鵜定僣��m袷H4�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8��,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr�フレキシブルコンテナ十勝じんシート 



添付書類5

汚染土壌の運雛の用に供する船舶に関する書類

1　中野汽船有限会社
使用者の氏名又は名称 ��連絡先 ���Y7��,ﾈ顥}��儖(藝9�/�f育�+x.俔ﾉ�"�

中野汽船有限会社 �� �7�985ｸ98���8ﾘ8���4ｨ6��アン、枇素、鉛、水銀、六億ク ウムのいずれかもしくは譲合 ��8ｻ8-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

中野汽船有限会社 �� �7�985ｸ98��5h4�98��%�<x��僣���Xｾ(���壓4��8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ��ﾘr�����-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

2　戎井海運有限会社
汚染土壌の種類 飛散等を防止する構造

ベンゼン、シアン、批寮、鉛、水銀、大任ク

ロム、カドミウムのいずれかもしくは毅合

3　松岡船舶株式会社

ベンゼン、シアン、枇滴、鉛、水銀、六億ク

ロム、カドミウムのいずれかもしくは接合 直積み十ハッチによる密閉

4　横手海運有限会社

横手海運有限会社
ベンゼン、シアン、枇策、鉛、水鏡、六億ク

ロム、カドミウムのいずれかもしくは複合

5　朝日海運株式会社
使用者の氏名又は名称 ��連絡先 ���Y7仄ｸ,ﾈ顥}��儖(ｫﾙ9�/�f育�+x.俔ﾉ�"�

朗β海運(抹) �� �7�985ｸ98��5h4�98��O衣R陌H���Xｻ����壓4��8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr�佶i��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

朝日海運(株) �� �7�985ｸ98��5h4�98��N��h��僣���Xｾ(���廁4��8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr��+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

糊口海運(株) �� �7�985ｸ98��5h4�98��ｶﾙ�h��僣���Xｾ"�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六倍ク ま複合 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

6　日和海運有限会社
汚染土壌の種類

日和海運有限会社
ベンゼン、シアン、枇菜、鉛、水銀、六億ク

ロム、カドミウムのいずれかもしくは教会 屯積み十ハッチによる庭園

7　盛徳海運建設株式会社
飛散錆を防止する構造

ベンゼン、シアン、枇蒸.鉛、水銀、六億ク

ロム、カドミウムのいずれかもしくは接合

8　三徳海運有限会社

三鱒浦遥有限会社
ベンゼン、シアン、枇藩、鉛、水銀、六億ク

ロム、カドミウムのいずれかもしくは被合
直済み十ハッチによる密閉

9　田口汽船株式会社
使用者の氏名又は名称 ��連絡先 ��汚染土控の粧類 儖(藝9�/�f育�+x.�>｢�

田口汽船(株〉 �� ��ベンゼン、シアン、枇素、鉛、水銀、六億ク ロム、カドミウムのいずれかもしくは接合 兒ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

田口汽船(株) �� ��ベンゼン、シアン、枇素、鉛、水銀、六価ク ロム、カドミウムのいずれかもしくは接合 �+ﾈ�X-ﾘ�6�6(6�,�.h.���¥"�

10　伊稼海運株式会社
連絡先 汚染土接の種類

伊竣綻避株式会社
ベンゼン、シアン、枇素、鉛、水銀、六億ク

ロム、カドミウムのいずれかもしくは後台 直観み十′、ツチによる密閉



11明澄汽船株式会社
汚染土壌の租頼 飛散等を防止する構造

ベンゼン、シアン、批素、鉛、水銀、六価ク

ロム、カドミウムのいずれかもしくは被合
直積み十ハッチによる密閉

12　光潮物産株式会社
使用者の氏名又は名称 ��連絡先 ��汚染土壌の種類 儖(藝9�/�f育�+x.俔ﾉ�"�

光湖物産株式会社 �� ��ベンゼン、シアン、枇素、鉛、水銀、六億ク ロム、カドミウムのいずれかもしくは複合 �=I��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y4��

光湖物産株式会社 �� ��ベンゼン、シアン、枇諸、鉛、水銀、六億ク ロム、カドミウムのいずれかもしくは複合 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.�.ｹ¥"�

13　井下海運株式会社
使用者の氏名又陣名称 ��連絡先 ���Y7�,h,ﾈ顥}��劔O(藝h�/�f育�+x.俔ﾉ�"�

●●　　　　ヽ　　　　a　　　　ヽ 劔 

井下光- �7�9898��5h4�98��ｶﾘ��僣����6��8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ�ｨﾘr�劔�����-ﾒｸ6�6(6�,�.h.冕y¥"�

井下海運抹式会社 �� �7�985ｸ98��5h4�98��O�H��傳��Xｾ(���廁4��8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙZ�ﾘr�劔+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

井下海運株式会社 �� �7�985ｸ98��5h4�98��O�4���僣���Xｾ"�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�劍Z価ク は複合 冕xｶ8-ﾘ�6�6(6�,�.h.亶�ｭB�

井下海運株式会社 �� �7�985ｸ98��5h4��8ﾘ8���4ｨ6�7�4R����'亊���僣���Xｾ"�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億ク ま複合 ���-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

井下海逓株式会社 �� �7�985ｸ98���8ﾘ8���4ｨ6r�アン、枇粟、鉛、水銀 ウムのいずれかもしく 劍Z価ク ま被告 �+ﾉy�-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

井下海運株式会社 �� �7�985ｸ98��5h4�98��O咽���僣���Xｾ"�8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�劍Z価ク ま複合 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

井下海運株式会社 �� �7�985ｸ98��5h4�98���9|���僣���Xｾ(���廁4��8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾙ�ｨﾘr�劔)9��-ﾘ�6�6(6�,�.h.僵9¥"�

井下溝連珠式会社 �� �7�985ｸ98��5h4�98��%頡���僣���Xｾ(���廁4��8ﾘ8���4ｨ6�7�4X8�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾘ,ﾘ�xﾘr�劔+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

14　山中南船有限会社

ベンゼン、シアン、枇素、鉛、水銀、六価ク

ロム、カドミウムのいずれかもしくは禍合

15 1富士港運株式会社

ベンゼン、シアン、枇寮、鉛、水銀、六価ク

ロム、カドミウムのいずれかもしくは散会
直栢み十ハッチによる密閉

16　川之江港湾運送株式会社

ベンゼン、シアン、枇衆、鉛、水銀、六価ク

ロム、カドミウムのいずれかもしくは複合
捌み十ハッチによる虚聞

17　坂本海運株式会社

ベンゼン、シアン、枇寮、鉛、水銀、六億ク

ロム、カドミウムのいずれかもしくは被合

う8　新洋海運株式会社
汚染土壌の種類

直積み十ハッチによる密閉

19　中内海運株式会社 
使用者の氏名又は名称 刋�xﾙ�h������ﾈ��������刮�Y7��ｸ,ﾉ-�(��������ﾈ��O(藝9�/�f育�+x.俔ﾉ�"�

●、　●　　ぐ　、　　　　　　　　　　‾　ク ��

中幡蹴式会社　　　　　　　三宝言立話‡蒜轟;高さ,蒜　輌み十ハッチによ雅樹 



20　東南海運株式会社

ベンゼン、シアン、枇系、鉛、水銀、六億ク

ロム、カドミウムのいずれかもしくは複合

2置　株式会社阪神シッビング
汚染土壌の種類

ベンゼン、シアン、枇葬、鉛、水銀、六億ク

ロム、カドミウムのいずれかもしくは複合

22　住福運輸株式会社

住掘運輸法式会社
ベンゼン、シアン、枇察、鉛、水銀、六億ク

ロム、カドミウムのいずれかもしくは猿合 直詞み十ハッチによる密閉

23　有限会社宮本海運
汚染土壌の種類

ベンゼン、シアン、批架、鉛、水銀、六億ク

ロム、カドミウムのいずれかもしくは接合 輔み十ハッチによる嗜関

24　開神海選有限会社
汚染土壌の種類

同押海運有限会社
ベンゼン、シアン、枇察、鉛、水銀、六価ク

ロム、カドミウムのいずれかもしくは複合 直積み十ハッチによる密閉

25　幸生マリン
汚染土接の種類

直積み十ハッチによる密閉

26　丸重海運株式会社

汚染土壌の種類 飛散等を防止する構造

直積み十ハッチによる密駒

27　住鉱物流株式会社
使用者の氏名又は名称 ��連絡先 ��汚染土壌の種類 儖(藝9�/�f育�+x.亢��"�

住鉱物流株式会社 ��刄xンゼン、シアン.枇窮、鉛、水銀、ハ価ク ロム、カドミウムのいずれかもしくは複合 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

住鉱物流株式会社 ��刄xンゼン、シアン、馳菜、鉛、水銀、六億ク ロム、カドミウムのいずれかもしくは複合 �+ﾈｨﾘ-ﾘ�6�6(6�,�.h.俐�ｭB�

28　末席海運株式会社

末魔海運株式会社
ベンゼン、シアン、枇察、鉛、水銀、六価ク

ロム、カドミウムのいずれかもしくは被合

29　愛昌汽船有限会社
汚染土壌の粧頭

ベンゼン、シアン、枇素、鉛、水銀、六億ク

ロム、カドミウムのいずれかもしくは飯台 匝穣み十ハッチによる密閉

30　平岡海運倉庫株式会社

平間海運倉庫株式会社

31有限会社三高吉
汚染土猿の種類

有限会社三高吉
ベンゼン、シアン、帰寮、鉛、水銀、六価ク

ロム、カドミウムのいずれかもしくは複合 直積み十ハッチによる密的



32　山田汽船有限会社
汚染土壌の謡頒 飛散等を防止する構造

山田汽船有限会社

33　日伸海運株式会社
使用者の氏名又は名称 ��連絡先 ��汚染土壌の種類 儖){Inﾈ/�f育�+x.俔ﾉ�"�

日伸海運抹式会社 �� ��ベンゼン.シアン、枇素、鉛、水銀、六億ク ロム、カドミウムのいずれかもしくは故合 �(ﾖX-ﾒｸ6�6(6�,�.h.冕y¥"�

日伸海運床式会社 �� ��ベンゼン、シアン、枇素、鉛、水銀、六価ク ロム、カドミウムのいずれかもしくは複合 �=I��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

34　合資会社大坪組
飛散轡を防止する構造

合資会社大坪組
ベンゼン、シアン、枇諸、鉛、水銀、六億ク

ロム、カドミウムのいずれかもしくは複合 直積み+ハッチによる密閉

35　湧現会社栄寿丸

有限会社栄寿丸

36　有限会社力海運

直稲み十ハッチによる密閉

37　新田建設海運株式会社
汚染土壌の種類 飛散等を防止する構造

新同建設海運抹式会社
ベンゼン、シアン、枇努、鉛、水銀、六佃ク

ロム、カドミウムのいずれかもしくは複合 瞳漬み十ハッチによる密閉

38　御前崎海運株式会社
使用者の氏名又は名称 刋�xﾙ�b�刮��y接の種類 劔O(藝jx/�f育�+x.俔ﾉ�"�

御前崎海運昧式会社 ��‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‾　　　　　‾　　　　　　　　　　　　　　　‾　　‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‾　　‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‾　　　　‾　　‾　　　　　　　　　　‾　　　　‾　　　　　　　　　　　‾　‾　　　　　　　　　‾　　　‾　　‾ ��ベンゼン、シアン、燐系、鉛、水銀、天佑ク ロム、カドミウムのいずれかもしくは頼合 劔+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕yn2�

御前崎海運株式会社 �� ��ベンゼン、シアン.枇素、鉛、水銀、六億ク ロム、カドミウムのいずれかもしくは複合 劔+ﾉ,ﾘ-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

勧請埼海運抹式会社 �� ��ベンゼン、シアン、枇祭、鉛、水銀、六価ク ロム、カドミウムのいずれかもしくは複合 劔�ﾙ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.�.ｸ���

絢駒鳴海運株式会社 �� ��ベンゼン、 ロム、カド �4�98��N��h��僣���Xｾ"�4X8�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六価ク ま複合 �)9��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

御前崎海運株式会社 �� ��ベンゼン、 ロム、カド �4�98���8���僣���Xｾ"�4X8�,ﾈ*(+�.ｨ*�.�+X*ﾒ�六億ク ま複合 �)��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

御前崎海運株式会社 �� ��ベンゼン、シアン、枇薫、鉛、水銀 ロム、カドミウムのいずれからしく 劍Z価ク エ額合 ��ﾙ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

39　神藤海運有限会社
使用者の氏名又は名称

神務海運有限会社
ベンゼン、シアン、枇寮、鉛、水銀、六億ク

ロム、カドミウムのいずれかもしくは謡合

使用 倆(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ����������xﾙ�b�i ���Y7仄ｸ,ﾈﾌxｸ��飛散等を防止する構造 

ベンゼン、シアン、散策、鉛、水銀、六億ク ロム、カドミウムのいずれかもしくは被合 ��

「　　　喜"‾“““““‾「 劔+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

l ��ベンゼン、シアン、枇寮、鉛、水銀.六価ク ロム、カドミウムのいずれかもしくは複合 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕xﾈ��



41白川汽船有限会社
汚染土壌の謡頬 飛散笛を防止する構造

白川汽船有限会社
ベンゼン、シアン、枇素、鉛、水銀、六価ク

ロム、カドミウムのいずれかもしくは複合
直積み十ハッチによる庭閉

42　大分海運株式会社

ベンゼン、シアン、枇衆、鉛、水銀、六価ク

ロム、カドミウムのいずれかもしくは複合
直積み十ハッチによる密閉



船舶構造図

船　主　名 剋R可「商船有限会社 剔D舶保険会社 劔8ﾈｹ隍8�9?ｩ:陷鞏�]ｸﾊ����

貸減言辞・号 剋lR6110 冤〕I付保額 剴����墺�

住　　　所 剄｡治市南烏生町3丁目3-27 剔｢　船　所 劍�)(i�)�HｩH�檍���

竣工　年　月 �20l・書年ごま月 刹ﾊ楼メーカー 劔�hｨ8ﾋI:雍�､(檍���

_麓○○_,埼_葛　港 刪､媛県今醇　」　___ 剋增���ﾞ 剳��ﾘ���h��X��x8ｸｴ�ｭb�

船　　　級 凵vC 剩n　　　力 剿ﾂ緜���2�

葛鈍行区域 剔ﾚ____________ 剩R料タンク 僊 �#b��#��H2��

信　号特車 凵vD3681 剽e　　　量 僂 当ﾂ苴#�ｸ+R�

「盟遡番　号 �1ヰ2!68 剩R料消費盈 �.)I��A ��紊��ｸ+R�

船舶館詣 � 劔i｢�A ��紊s�ｸ+R�

音盤_喧一望」 �499.00　　屯 剪�C 釘繝c�ｴﾂ�

頓　馬　屯　数 儉670.00　　屯 剌♀竃� �5h5�6X8����纉�*ﾖﾂ��

._遵_麺_ �(-∴∴._l,670.00　屯 劍5h8ｸ5��ｲ���續ｸ+R�

ペ　ー　ル 兩主硬4.62　M3 冕萱」丞-_タンク 剴c2縱�ｵH;��#R�#dex�x��s3ゅCB��

グ　レ　ー　ン �2,4曲.62　　M3 � 剩b��������cB�3�����������

しxBxD �75.芝3m　東　12,00几1∴∴X　　7.12m 刄oラストタンク容量 ‾藁‾‾料‾盲‾両 劍6s�����#�"��h����蔗�(����#ビ縱��

ハッチロ �40.02爪　禦　　9.50m　x　　6.43m 劔比�8����#��縱H��������紕�

喫 仭>Z2�F　2.38m　A　3.70皿 劔碑�ｸ�ｸｬX����������ﾘ��������綯�

永 冓��B�下　3.31m　A　4.97調I 劔�8����kﾂ�

海面から 刋ｸ��ド17.1(11.4)　　ノ1　20.5(13.6) 凵v機 剴(����kﾂ�

マストの高さ 儼��B�F16.2(10.曇)　　^　19.3(12.4) 剩普u.艮　名 剪�

ホールド内 �7ｨ�ｸ8ｸ6�5�487b�������5�ﾛ�Eu�����」_ヱ生壁坦直音- 剳��e�%)�倅�Hｪ�=��((偀詹:隘��8�h����

中甲板上 刄Xテンレス �6�6(6�,ﾈ顥}��刄Fルマン(両脚き) 

ふ　中中盤エー_ 刄Xテンレス �5�8�5�5��ｲ�剽L 

か’ットム 剋ﾂ 綿+$舶��剽L 

ラッシングピース 剽L 俎�､9�ﾉ|ﾒ�刹�D　　13.10　減船　　　12.50 

臣 �64 �����u"�劔��

重 

スデ ステ ��、㊨ �� �� ��者 

40.02 　6 4002 鼎2�

J 

←　40.02 ��R�

l ‡50 

一
丁
2
 
・
 
O
十
一

丁7・ 12⊥



添付書類6

積替・保管の用に供する施設に関する書類≪川崎港≫

1積替・保管施設配置図
川崎港東洋嘩頭川崎支店全体図

神奈川県川崎市川崎区扇町13」　東洋埠頭株式会社川崎支店
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添付書類7

預替"保管の用に供する施設に関する書類≪船川津≫

1積替・保管施設配置図
船川港全体図

秋田県男鹿市船川港船用字芦沢208　DOWA通運株式会社(運営管理会社)


