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添付資料3

1.運搬フロー図

形質変更時要届出区域(掘削場所)

東京都杉並区南井芹東三丁目7番6号(住居表示)

1242番3(一部)、 1242番4(一部)、 1251番1(一部)

ふっ素汚染土壌

陸運:添付資料4のとおり 

荷姿:ダンプトラック十シート掛け 

処理施設:株式会社ジー・イーテクノス　横浜事業所

神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8

2.運搬体制

運搬受託者:株式会社サンノビック東京事業所

※協力会社及び使用する自動車等の一覧は、添付書類4のとおり
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搬出車両登録一覧表

抜出車両登録一覧表

処分受託者:㈱ジー・イーテクノス梯浜事業所　住所:神奈川県続演市神奈川区恵比須町8　丁Eし:045-44十10了0

運搬受託者:㈱サンゼック東京事務所　　　住所:東京部活区港南2-1 6-1　　　　　丁良し: 03喜671 8-2553

1.明和土木興業株式会社　連絡先朝8-了98-6684

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�事体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

1 ��Xｷｳ�����,ﾘ����ピr�ダンプ ��刎�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県II 佰ｸ�98ﾉ|ﾈ彡))ｩm｣8�S"�

2 ��Xｷｳ�����,ﾘ�����2�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼh��ｩH�檍���埼玉県Ii 佰ｸ�98ﾈｭ�c))ｩm｣8�S"�

3 ��Xｷｳ�����,ﾘ����3B�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼiWﾘ�檍���埼玉県Ji 佰ｸ�98ﾈｭ俘ｳ))ｩm｣2ﾓ�"�

4 ��Xｷｳ�����,ﾘ��C#�b�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県」l 佰ｸ�98ﾈｭ�c))ｩm｣2ﾓ�"�

5 ��Xｷｳ�����,ﾘ���#3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県II 佰ｸ�98ﾉ~H彡))ｩm｣8�YEb�

臆6 ��Xｷｳ�����,ﾘ���##��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県I章 �8ﾘ�98ﾉ~H彡))ｩm｣8椒�"�

7 ��Xｷｳ�����,ﾘ���#9{��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県Il 佰ｸ�98ﾈｭ�c))ｩm｣2ﾓ�"�

8 ��Xｷｳ�����,ﾘ���#3"�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川 佰ｸ�98ﾉ|ﾈ彡))ｩm｣2ﾓ�"�

9 ��Xｷｳ�����,ﾘ���##R�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県Ji 佰ｸ�8ﾙY�(ﾘｳ))ｩm｣2ﾓ�"�

10 ��Xｷｳ�����,ﾘ��駟{塔2�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川 佰ｸ�98ﾉ|ﾈ彡))ｩm｣2ﾘ馗"�

11 ��Xｷｳ�����,ﾘ��#3sb�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼihX�檍���埼玉県Ii �8ﾘ�98ﾉ|ﾈﾘｳ))ｩm｣2ﾓ�"�

12 ��Xｷｳ�ｯ����,ﾘ��IS�R�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県川口市東領象2丁目3-12 

13 ��Xｷｳ�����,ﾘ��#3sr�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県JI 佰ｸ�98ﾈｭ俘ｳ))ｩm｣2ﾓ�"�

14 ��Xｷｳ�����,ﾘ����#r�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県Ji 佰ｹ.仍驂ﾈ彡))ｩm｣3�"�

15 ��Xｷｳ�3���+8��#�3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県II 佰ｸ�98ﾈｭ俘ｳ))ｩmｨｯ�ﾓ�"�

16 ��Xｷｳ�3���+���#39)｢�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県jl 佰ｸ�98ﾈｭ�c))ｩm｣8ｨｸ�ﾃ"�

17 ��Xｷｳ�3���+8��#C�)｢�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県Jl 佰ｸ�9�凅ｨ彡))ｩm｣2ﾓ�"�

18 ��Xｷｳ�����+8��#Ss��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県」l 佰ｸ�98ﾉ|ﾈ彡))ｩm｣3�"�

19 ��Xｷｸ��*C����,ﾘ��ﾓS��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県Ii 佰ｸ�9�處ﾈﾘｳ))ｩm｣2ﾓ�"�

20 ��X･������,ﾘ���ScB�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県Ii 佰ｸ�98ﾉ|ﾈ彡))ｩm｣2ﾓ�"�

21 ��Xｷｳ��ｯ���,ﾘ��3�sb�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県」i 佰ｸ�98ﾉ~H彡))ｨ茁2ﾓ�"�

22 ��Xｷｳ�����,ﾘ��)｣�C��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県月 佰ｸ�98ﾈｭ俘ｳ))ｩm｣2ﾓ�"�

23 ��Xｷｳ�3���+8��#�3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県Jl 佰ｸ�98ﾈｭ俘ｳ))ｩm｣3�"�

24 ��Xｷｳ�3���+8��#�3"�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県Ji 佰ｸ�9�處ﾈ彡))ｩm｣ふ�"�

25 ��Xｷｳ�3���+8��#�32�ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県= 佰ｸ�98ﾈｭ俘ｳ))ｩm｣3�"�

26 ��Xｷｳ�3���+8��#c3��ダンプ 冖驢�7冦綾ｸｼhｩH�檍���埼玉県」l 佰ｸ�98ﾉ|ﾈ彡))ｩm｣2ﾓ�"�
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2.有限会社東京プランニング　連絡先:03-5659-9932

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

27 做ｸ躡nﾃ�����,�����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丁目23-3 

28 做ｸ躡nﾃ�����,��������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7X8�,�985��東京都江戸川区中葛西5丁目23-3 

29 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ����c��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丁目23「3 

30 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ����cb�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丁目23-3 

31 做ｸ躡nﾈ�������,ﾘ���KSr�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丁目23-3 

32 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ����c��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丁目23-3 

33 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ����s��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����8ﾈｹ�6�8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5丁目23-3 

34 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ����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丁目之3-3 

35 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ����s2�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丁目23-3 

36 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ���3SB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸JiI区中葛西5丁目23-3 

37 做ｸ躡nﾈ��)｣����,ﾘ���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丁目23-3 

38 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ��ｮﾃ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丁目之紅3 

39 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ��+s3�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江芦川区中葛西5丁目23-3 

40 做ｸ躡nﾃ�����,����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丁目23-3 

41 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ���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呂丁目23「3 

42 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ���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丁目2紅3 

43 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ���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丁目23-3 

44 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ���S���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�6�8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5丁目23-3 

45 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ���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毎丁目23-3 

46 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ��,CSS��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7X8�98+�+��東京都江戸川区中葛西5丁目23-3 

47 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ���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丁目23鴫 

48 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ���SS2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ4ｲ�東京都江戸川区中葛西5丁目23「3 

49 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ����SB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7X8�99?�985��東京都江戸川区中葛西6丁目23「事 

50 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ���SSR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川医中葛西5丁目23-3 

51 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ��,C��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丁目23-3 

52 做ｸ躡nﾃ��ｸ�ｸ��,ﾘ�����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丁目23-3 

53 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ���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丁目23-3 

54 ��ｹzs�����,ﾘ��#SsB�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丁目23「3 

55 ��ｹzs�����,ﾘ��#SsR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�6�8�986ｨ984��東京都江戸川区中高西5丁目23-3 

56 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ�����"�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丁目23「3 

る7　習志野100　は　2388 刄_ンプ 冲ﾈﾌ�檍��8ﾈｹ�7h8�986ｨ984��東京都江戸川区中葛西5丁目23-3 

58　習志野100　は　鵜89 刄_ンプ　　有限会社・東京プランニング 剴結椏s江戸川区中葛西5丁目23置3 



3.有限会社丸和工業　連絡先;03置3853-6961

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

59 ��ｹzs�����,ﾘ���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 

60 ��ｹzs�����,ﾘ��馗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 

61 ��ｹzs�����,ﾘ��33#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ｭｹ��ﾔ鮎b�東京都足立区入谷3丁目㌻8 

62 ��ｹzs��8ﾘ��,ﾘ��#��綯�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 

63 ��ｹzs�����,ﾘ��#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.有限会社高野連材　連絡先:048-266-5幻1

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

64 ��Xｷｳ�3���+8���#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県= 佰ｸ�8�ﾘ)m�))ｩm｣��ﾓ�H�c�b�

65 ��Xｷｳ�3���+ｸ���3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県Ji 佰ｸ�8�ﾘ)m�))ｩm｣���(��BﾓC�b�

66 偸I?ｩYC�3���+8���3"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県JI 佰ｸ�8�ﾘ)m�))ｩm｣���SBﾓC�b�

67 偸I?ｩYC�3���+����32�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県」i 佰ｹ�8�ﾘ)m�))ｩm｣��ﾓ�BﾓC�b�

68 偸I?ｩYC�3���+8���3B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈ借ﾝ��埼玉県)I 佰ｸ�8�ﾘ)m�))ｩm｣��ﾓ�BﾓC�b�

69 偸I?ｩYC�����+x���#3"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県川 佰ｸ�8�ﾘ)m�))ｩm｣��ﾓ�BﾓC�b�

70 偸I?ｩYC�3���.(�����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県Jl 佰ｸ�8�ﾘ)m�))ｩm｣��ﾓ�BﾓC�b�

7事 偸I?ｩYC�3���+ｸ����#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)'俤��埼玉県II 佰ｸ�8�ﾘ)m�))ｩmｨ��ﾓ��ﾓC�b�

7之 偸I?ｩ78��������,�����3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ)nﾈﾉｨﾝ��埼玉県Il 佰ｸ�8�ﾘ)m�))ｩm｣��ﾓ��C�b�



5.シグマテック株式会社　連絡先03-5§51輸2201

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

73 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��S����ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本揺宮沢町5番4号 

74 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��Cssr�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4���ｩH�檍���東京都中央区日本措冨沢町5香4号 

75 倅�H��馗3���+ｸ����CCB�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本揺富沢町5醤4号 

76 冖ﾈﾌ8壹�3���,(��S�S��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4駟X�檍���東京都中央区日本橋富沢町5香4号 

77 冖ﾈﾌ8壹�3���,�����s��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4馼X�檍���東京都中央区日本橋富沢町5香4号 

78 倅�C�����,ﾘ���ピ"�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町さ番4号 

79 倅�H���ｸ�ｳ���,ﾘ���cッ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区貝本橋富沢町5番4号 

80 倅�C�����,ﾘ��,Ccビ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本措宮沢町5誕4号 

別 倅�C�3���+8����3s2�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

82 倅�C��(��,ﾘ������ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橘冨沢町5香4号 

83 倅�C�����,ﾘ��#�S2�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5竃4号 

84 冖ﾈﾌ8壹�3���+ｸ����s��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町毎番4号 

85 傀ｩ�#�3���+x��#C#B�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4騏8�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

.86 傀ｩ�#�����,ﾘ��#33R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4���ｩH�檍���東京都中央区日本橋富沢即時4号 

87 倅�C�3���+8����Sビ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本語富沢町5番4号 

88 傀ｩ�#�����,ﾘ��#3ッ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4���ｩH�檍���東京都中央区員木桶冨沢町5番4号 

89 倅�C��ｺ���,ﾘ����Sビ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本株富沢町5番4号 

90 傀ｩ�#�����,ﾘ��#3ビ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本裾富源町5番4号 

91 傀ｩ�#�����,ﾘ��#33b�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4馼X�檍���東京都中央区日本橋富沢町5香4号 

92 傀ｩ�#�����,ﾘ��ﾋc3r�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4���ｩH�檍���東京都中央区日本掠冨沢町5番4号 

93 傀ｩ�#�����,ﾘ��#C#"�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本揺富沢町言寄4号 

94 傀ｩ�#�����,ﾘ��#C3��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4���ｩH�檍���東京都中央区日本橋冨沢町5蓄4号 

95 傀ｩ�#�����,���#C3��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本垢冨沢町5香4号 

98 傀ｩ�#�����,���h�3B�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋冨沢町5番4号 

87 傀ｩ�#�����,ﾘ��#cCR�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4���ｩH�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5番4号 

98 倅�C�����,ﾘ��CC�2�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京割中央区日本揺富沢町5蓄4号 

89 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��4竸2�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本捕富沢町5番4号 

100 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ���4唐�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5香4号 

千0丁 冖ﾈﾌ8壹�����,���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6葦4号 

了0之 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ����sr�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本揺宮沢町5番4号 

103 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ���#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番4号 

104 倅�C�����,ﾘ����-�b�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5番4号 

105 倅�C�����,ﾘ��#�#��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本指冨沢町5番4号 

重06 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ�������ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋冨沢町5番4号 

10了 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ���#3B�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋冨沢町5番4号 

108 冖ﾈﾌ8壹�����-ﾈ��Scs��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋冨沢町5番4号 

109 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��ャSB�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

110 倅�C�����,ﾘ����S2�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本語冨沢町5蓄4号 

1書1 倅�C�����,ﾘ��##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番4言 

112 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��c�cb�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町5番4号 

113 倅�������,ﾘ��CC���ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本穏富沢町5香4号 

114 傀ｩ�#�����+x��s3�2�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4馼X�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5番4号 

115 冖ﾈﾌ8壹�vS���,H����sS��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本礪冨沢町5番4号 



5.シグマテック株式会社　連絡先03-5651-鑓01

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

116 冖ﾈﾌ8壹�3���,(����sb�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5番4号 

!17 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��sC3B�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4駟X�檍���東京都中央区日本揺富沢町5香4号 

1喜8 冖ﾈﾌ8夊�������.H����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番4号 

119 冖ﾈﾌ8夊�������,ﾘ��EcS3B�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5番4号 

120 囘ﾈｻC�����,ﾘ���3���ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋冨沢町5蓄4号 

121 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ���3#"�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4騙x�檍���東京都中央区日本揺富沢町き番4号 

122 冖ﾈﾌ8夊��ｮﾃ����,ﾘ���##��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋富沢町毎番4号 

12亀 傀ｩ�#�����,ﾘ��){都b�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋宮沢町5醤4号 

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

125 傀ｩ�(��馗����-���(+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番4号 

126 傀ｩ�#�����,ﾘ��Ec�#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番4号 

12了 傀ｩ�#�����,ﾘ��#�#r�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4���ｩH�檍���東京都中央区日本揺富沢町5番4号 

128 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��鉄�"�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4隧H�檍���東京都中央区日本橋冨沢町与番4号 



6有限会社ケイ子カ　連絡先:044置288-7644 

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�自動車等の 使用者の名称等 俶yw��(,ﾈ���

129 免��崎100　か　1844 �5�987b�有限会社　ケイ子ツタ ���=��ﾈﾊs���俥育8�fﾂ�崎区千鳥町8-2 

130 佇��崎100　か　2930 �5�987b�有限会社ケイ子ツケ ���=��ﾈﾊtｦ��丶��4鳴�崎区千鳥町8-セ 

131 幡ﾂ�崎100　か　4085 �5�987b�有限会社ケイ子ツク ���=����.県Jl 俥育9�ﾂ�崎区千鳥町8「2 

132 免ﾂ�頓100　か　4086 �5�987b�有限会社ケイ子ツク ���=��ﾂ�県11 亰(�4亦�崎区千鳥町8-2 

133 ��ﾈﾞ������*���C�ビ�鎚5�987b�有限会社ケイ子ツク ���=荀��県Ji 俥育4鳴�崎区千鳥町8「2 

134 幡ﾂ�晒100　か　4709 �5�987b�有限会社ケイテック 竸)=茯ｦﾂ�県Jl 俥育4白�崎区千鳥町8葛2 

135 幡��崎100　か　6219 �5�987b�有限会社ケイ子ツク ���=荐ﾂ�県Il 俥育4､��崎区千鳥町8-2 

136 免��崎100　か　5220 �5�987b�有限会社ケイ子ツク ���T白�県Ii 俥育8�d��崎区千鳥町8-2 

137 幡ﾂ�崎100　か　5221 �5�987b�有限会社ケイ子ツク ���=��ﾂ�県i 俥育4､��崎区千鳥町8-2 

138 ��崎100　か　1516 �5�987b�有限会社ケイ子カ ��9=莓ﾂ�県l 俥育9�ﾂ�時庭千鳥町8賀2 

138 ��R�崎100　か　4895 �5�987b�有限会社ケイテカ ��ｨｪﾔ鳴�県J 俥育8�fﾂ�時庭千鳥町8「2 

140 幡��崎100　か　4896 �5�987b�有限会社ケイ子カ 冲ﾙ=莓ﾂ�県) 丶��4鳴�崎区千鳥町8「2 

141 筈��崎100　か　4B97 �5�987b�有限会社ケイ子ツタ ���=��ﾂ�県I 俥育4､��崎区千鳥町8セ 

142 ��ﾈﾞ������*���Cン���5�987b�有限会社ケイ子ツケ 儺)=茯��県川崎市川崎区千鳥町8-2 

143 粕��崎100　か　1556 �5�987b�有限会社ケイ子ツタ ���=��R�県川崎市川崎区千鳥町8「2 

144 幡ﾂ�崎100　か　4631 �5�987b�有限会社ケイ子カ ����hﾈ��県J 俥育4｢�崎区千鳥町8-2 

145 鳴�崎100　か　4735 �5�987b�有限会社ケイテカ ���=��ﾂ�県J 俥育4｢�崎区千鳥町8-2 

14命 白�噸100　か　4736 �5�987b�有限会社ケイ子ツク ���=��f��県l 俥育4��崎区千鳥町8-之 

147 鳴�崎100　か　3寄28 �5�987b�有限会社サイテック ��9=��hｮﾂ�県i 倬韈8�b�崎区千鳥町8-2 

148 ��崎100　か　　821 �5�987b�有限会社ケイ子ツク ���=��fﾂ�県I 俥育6ﾂ�崎区千鳥町8「2 

149 ��b�崎100　か　5102 �5�987b�有限会社　ケイ子ツク ���=霾��県I 俥育6ﾂ�噸区千鳥町8-2 

150 箸�噛100　か　5103 �5�987b�有限会社ケイカク ���=茲�県 丶��2�II崎区千鳥町8-2 

1引 鋳�崎100　か　5105 �5�987b�有限会社ケイ子ツク ���=��ﾈﾊr�俥育2�!l噸区千鳥町8-2 

152 箸�崎100　か　5116 �5�987b�有限会社ケイテック ���=貭�県 俥育2�=崎区千鳥町8-2 

153 ��崎100　か　4513 �5�987b�有限会社ケイテカ ���T｢�県 俥育2�=崎区千鳥町8-2 

154 ��b�崎100　か　4638 �5�987b�有限会社ケイ子ゾウ ���=苒�県川崎市 僮l崎区千鳥町8-2 

155 鋳�崎100　か　5009　　ダンプ 剽L限会社ケイテック　神奈 剏ｧ 俥育2�崎区千鳥町8細2 

重56 ��ﾈﾞ������*���S3�����5�987b�剽L限会社ケイテック　羽東J 剏ｧ 俥育2�崎区千鳥町8-2 



7.株式会社　竹村建商　連絡先:042-783-0666

NO 俾�:竟I6�靜�ﾘb�車体の形状 俾�:霰)9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

15了 ��ｩlﾓ�����,ﾘ����{迭�ダンプ 乘H�檍��'ﾉ�ｨﾉｨⅲ�神奈Il 侈y�ｩlﾘﾋH�8�伜)*ﾄ白�尻1545-6 

158 ��ｩlﾓ�3���+8��)｣3#��ダンプ ���ｩH�檍��'ﾉ�ｨﾉｩ>ﾂ�神奈II 侈y�ｩlﾘﾋH�8�伜)*ﾄ鳴�尻1545-6 

159 ��ｩf��3���+8���SSr�ダンプ 乘H�檍��'ﾉ�ｩ��FR�神奈= 侈y�ｩlﾘﾋH�8�伜)*ﾄ白�尻鳩45-6 

160 ��ｩlﾓ�����,ﾘ���ss��ダンプ 乘H�檍��'ﾉ�ｨ偀ⅲ�観察Ii 侈y�ｩlﾘﾋH�8�伜)*ﾄ鳴�尻1545-8 

161 ��ｩlﾓ�3���*��������ダンプ 乘H�檍��'ﾉ�ｨﾉｨⅲ�神奈川 侈y�ｩlﾘﾋH�8�伜)*ﾉ�｢�尻1545-8 

162 ��ｩlﾘ��)､D���,ﾘ��##���ダンプ 乘H�檍��'ﾉ�ｨﾉｩ>ﾂ�神奈)I 侈y�ｩlﾘﾋH�8�伜)*ﾄ亦�尻1545-6 

163 ��ｩlﾓ�3���+x��##3��ダンプ 乘H�檍��'ﾉ�ｨﾉｨⅲ�神奈11 侈y�ｩlﾘﾋH�8�伜)*ﾉ�｢�尻1545-6 

164 ��ｩlﾓ�3���+8��#都r�ダンプ 乘H�檍��'ﾉ�ｨﾉｨⅲ�粗末I「 侈y�ｩlﾘﾋH�8�伜(憖�ﾉ�ｳ�SCRﾓb�

丁65 ��ｩf������,ﾘ��33S��ダンプ 乘H�檍��'ﾉ�ｨﾉｩ>ﾂ�神奈川 侈y�ｩlﾘﾋH�8�伜)*ﾄ鳴�尻154ト6 

喜66 ��ｩlﾓ�����,ﾘ��3S�2�ダンプ 乘H�檍��'ﾉ�ｨﾉｩ>ﾂ�神奈]I 侈y�ｩlﾘﾋH�8�伜)*ﾄ亦�尻1545-6 

167 ��ｩlﾓ�3���+8����c�)｢�ダンプ 乘H�檍��'ﾉ�ｨ��>ﾂ�神奈川 侈y�ｩlﾘﾋH�8�伜)*ﾈ�ｨｬR�尻1545-6 

8.株式会社発起　連絡先:03-言664-3388

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

168 ��ｹzx��)｣�h��/�������ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸月 仞h�ﾕﾙ*ﾃ))ｩm｣�)MChﾘb�

169 ��ｹzx��)｣�H��*�������2�ダンプ 乘H�檍����ﾉ｢�東京都江戸Ji 仞h�ﾕﾙ*ﾃ))ｩm｣�)MChﾘb�

170 ��ｹzs�3�*h������B�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸」l 仞h�ﾕﾙ*ﾃ))ｩ�c)MChﾘb�

171 ��ｹzs�����+�������R�ダンプ 乘H�檍����ｶ�ﾉ｢�東京都江戸月 仞h�ﾕﾙ*ﾃ))ｩm｣�(ﾘ�hﾘb�

172 ��ｹzs�����*ｸ��������ダンプ 乘H�檍��ｶ8ﾉ｢�東京都江戸川区春江町2丁目「2番6号 

丁73 ��ｹzs�3���+���������ダンプ 乘H�檍��ﾝ佶｢�東京都江戸川 迄ｾh�ﾕﾙ*ﾃ))ｩm｣�(ﾘ�hﾘb�

174 ��ｹzs�3�*������ダンプ 乘H�檍���ｨ補�東京都江戸」! 仞h�ﾕﾙ*ﾃ))ｩm｣�)MChﾘb�

175 ��ｹzs�3�*h������ダンプ 乘H�檍��>Xﾉ｢�東京都江戸Ii 仞h�ﾕﾙ*ﾃ))ｩmｩ'S)MChﾘb�

176 ��ｹzs�3�*�����"�ダンプ 乘H�檍��ｶ9���東京都江戸Jl 仞hﾎ�ﾕﾙ*ﾃ))ｩm｣�)MChﾘb�

177 ��ｹzs�3���+����2�ダンプ 乘H�檍����ﾉ｢�東京都江戸Il 仞h�ﾕﾙ*ﾃ))ｩm｣�EiMChﾘb�

178 ��ｹzs�3���*��������ダンプ 乘H�檍����ﾉ｢�東京都江戸Il 仞h�ﾕﾙ*ﾃ))ｨﾞﾓ)MChﾘb�

179 ��ｹzs�3���*H�����"�ダンプ 乘H�檍��ｶ9���東京都江戸」i 仞h�ﾕﾙ*ﾃ))ｩm｣�)MC畏b�

180 ��ｹzs�3���*H�����2�ダンプ 乘H�檍��ｶ�ﾉ｢�東京都江戸II 仞h�ﾕﾙ*ﾃ))ｩm｣�(ﾘ�hﾘb�



9.山良建設株式会社　連結先:03-3489-7「37

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

181 ��ﾙh������*����CsR�ダンプ 伜)|yd��ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1丁目12-13 

182 ��ﾙ������*����C�2�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1丁日置2-1亀 

183 ��ﾙh������*����c�B�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見l丁目12-13 

184 ��ﾙh������*���KS���ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1丁目12-1亀 

1鱒 ��ﾙh������*����ﾄC�R�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1丁目12-13 

186 ��ﾘﾌ������*���#�s��ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1丁目12-13 

187 ��ﾙ7�������*���#�{釘�ダンプ 伜)|y��8ｨｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1丁目12-喜3 

188 ��ﾘﾌ������*���##���ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1丁目12-13 

189 ��ﾙh�������*���#S3b�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1丁目12-13 

190 ��ﾙ7������*���#c3r�ダンプ 伜)|y��8ｨｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1丁目12-13 

191、 ��ﾘﾌ������*���#c���ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1丁目12-13 

192 ��ﾙh������*���#csr�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾙhX�檍���東京都世田谷区喜多見1丁目12「3 

193 ��ﾙh������*���3�途�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都世田谷区喜多見1丁目喜2-13 

194 ��ﾙh������*���3��B�ダンプ 伜)|xﾉｩ�ﾘｩH�檍���東京都せ田谷区喜多見1丁目12-13 

10.株式会社　日野通商　連絡先:045場833書8588

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�自動車等の 使用者の名称等 俶yw��(,ﾈ���

195 ��Vﾃ����,ﾘ��#�s���5�987b�株式会社　日野通商 况鰻ﾈ�8ﾖ�>ﾈｾi?ｩnﾉ(h匍9)ｩm｣窺H蘒���ﾘb�

196 �/)Vﾃ�3���+x�cS�モ��5�987b�株式会社　日野通商 ��Vﾈ�8ﾖ�>ﾈｾi?ｩnﾉ(h匍9)ｩm｣窺H蘒���ﾘb�

197 ���.130　さ　1310 �5�987b�株式会社　日野通商 ��Vﾉ{ﾈ顋>ﾈｾi?ｩnﾉ(h匍9)ｩm｣窺C�ﾓ���ﾘb�

重98 ���,130　さ　8187 �5�987b�珠式会社　日野通商 ��Vﾈ�8ﾖ�>ﾈｾi?ｩnﾉ(h匍9)ｩm｣窺H蘒���ﾘb�

199 傲9>ﾃ�3���+�����S���5�987b�株式会社　日野通商 丿鰻ﾈ�8ﾖ�>ﾈｾi?ｩnﾉ(h匍9)ｩm｣綾�����ﾘb�

200 ��ｩlﾓ�����,ﾘ��3ピ"��5�987b�橡式会社　日野通商 ��Vﾈ�8ﾖ�>ﾈｾh什nﾉ(h匍9)ｩm｣窺H蘒���ﾘb�

201 ��ﾙh���ｮﾃ����-�����ssr��5�987b�株式会社　日野通商 ��Vﾈ�8ﾖ�>ﾈｾi?ｩnﾉ(h匍9)ｩm｣畏������ﾘb�

202 凛儼ﾃ�����,ﾘ��3csb��5�987b�株式会社　日野通商 ��Vﾈ�8ﾖ�>ﾈｾi?ｩnﾉ(h匍9)ｩm｣窺H蘒���ﾘb�

203 傲9>ﾃ�3���+8��ャ6ﾂ��5�987b�株式会社　日野通商 况ﾉVﾈ�8ﾖ�>ﾈｾi?ｩnﾉ(h匍9)ｩm｣綾�����ﾘb�

204 ��Vﾃ�����,ﾘ���田���5�987b�株式会社　日野通商 ��Vﾈ�8ﾖ�>ﾈｾi?ｩnﾉ(h匍9)ｩm｣��������ﾘb�

205 椌yVﾃ�3���+8����#�B��5�987b�株式会社　日野通商 俥)Vﾈ�8ﾖ�>ﾈｾi?ｩnﾉ(h匍9)ｩm｣窺C�ﾓ���ﾘb�

206 �4ﾙVﾃ�3���+8����(馗R��5�987b�様式会社　日野通商 ��Vﾈ�8ﾖ�>ﾈｾh什nﾉ(h匍9)ｩm｣窺C�ﾓ���ﾘb�

207 ���誤　100　ば　1246 �5�987b�株式会社　日野通商 傴�ﾈ�8ﾖ�>ﾈｾi?ｩnﾉ(h匍9)ｩm｣窺H6s���ﾘb�

208 ���漂130　す　　98 �5�987b�株式会社　日野通商 �/)Vﾈ�8ﾖ�>ﾈｾi?ｩnﾉ(h匍9)ｩm｣綾�����ﾘb�

209 ���こ　100　は　之置82 �5�987b�様式会社　員野通商 ��Vﾈ�8ﾖ�>ﾈｾh什nﾉ(h匍9)ｩmｨ+9MH6s���ﾘb�

210 佶��鴬100　は　2183 �5�987b�株式会社　日野通商 ��Vﾈ�8ﾖ�>ﾈｾi?ｩnﾉ(h匍9)ｩm｣畏������ﾘb�

211 佇��130　さ　8810 �5�987b�裸式会社　日野通商 傀�ﾈ�8ﾖ�>ﾈｾi?ｩnﾉ(h匍9)ｩm｣窺C�ﾓ���ﾘb�

21之 ��ﾂ�130　さ　　21 �5�987b�裸式会社　日野通商 ��Vﾈ�8ﾖ�>ﾈｾi?ｩnﾉ(h匍9)ｩm｣窺H6s���ﾘb�

213 傲9>ﾃ�3���+8��Ehｾ�2��5�987b�株式会社　日野通商 冖鰻ﾈ�8顋>ﾈｾi?ｩnﾉ(h匍9)ｩm｣畏������ﾘb�

2軍4 傲9>ﾃ�3���+8��#c�"��5�987b�株式会社　白亜通商 ��Vﾈ�8ﾖ�>ﾈｾi?ｩnﾉ(h匍9)ｩm｣窺H訒4��Xﾘb�

215 冖鰻ﾃ�����,���#C�2��5�987b�株式会社　日野通商 ���Vﾈ�8ﾖ�>ﾈｾh什nﾉ(h匍9)ｩm｣窺H蘒���ﾘb�

之16 冖鰻ﾃ�3���,H����#"��5�987b�株式会社　日野通商 ��ｹVﾈ�8ﾖ�>ﾈｾi?ｩnﾉ(h匍9)ｩm｣畏������ﾘb�

217 ��Vﾃ�3���+ﾘ����s����5�987b�株式会社　日野通商 ��Vﾈ�8ﾖ�>ﾈｾi?ｩnﾉ(h匍9)ｩm｣窺H蘒���ﾘb�

218 ���ﾃ�3���+����������5�987b�珠式会社日野通商 儉�Vﾈ�8ﾖ�>ﾈｾi?ｩnﾉ(h匍9)ｩm｣窺H6s���ﾘb�

之19 ��ｩlﾓ�3���+8��#塔B��5�987b�株式会社　日野通商 几�Vﾈ�8ﾖ�>ﾈｾi?ｩnﾉ(h匍9)ｩm｣畏������ﾘb�

220 儉)Vﾃ�3���+8��#ssR��5�987b�株式会社　日野通商 ��Vﾈ�8ﾖ�>ﾈｾi?ｩnﾉ(h匍9)ｩm｣窺H蘒���ﾘb�



10.株式会社　日野通商　連絡先:045-833葛8588

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

之21 ��Vﾈ��)｣3���+8��ゴ#��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�続演市港南区日野中央3丁目8番手901号 

之22 ��Vﾃ�����,ﾘ���Ss2�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�続演市港南区日野中央3丁目8番手901号 

228 ��ﾈﾞ��3���+�����s#��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市諾南区日野中央3丁目8番1-901号 

之24 ��ﾈﾞ��3���,ﾘ�����ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�繚浜市港南区日野中央3丁目8番ト901号 

225 儼��ﾃ�ｾ����+8��c##��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�撹浜市港南区日野中央3丁目8番1-901号 

226 冖鰻ﾃ�3���+8��鼎�"�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�桟浜市港南区日野中央3丁目8番l-901号 

之27 �/)Vﾃ�3���+ｸ�����3��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3丁目8香子901号 

228 刋�ﾃ�3���+�����3��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�梯浜市港南区日野中央3丁目8番手90丁号 

229 ��ｩlﾓ��,H����S釘�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�続演市港南区日野中条3丁目8番手901号 

230 ��ﾈﾞ��3���+�����モ�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�続演市誌南区員野中央3丁目8番手901号 

23重 ��ﾈﾞ���ｯ���,ﾘ����c3B�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�損浜市港南区日野中央3丁目8番1-901号 

232 ��ｩlﾓ�����,ﾘ��3ン��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�楯浜市港南区日野中央3丁目8番手90喜号 

233 ��Vﾃ�����,ﾘ��#c3��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�撮浜市港南厚田野中央3丁目8香子90う号 

234 ��Vﾃ�����,ﾘ��3sC��ダンプ 冑X�檍��?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3丁目8香子901号 

235 俔ﾉVﾃ�3���+x���cs��ダンプ 乘H�檍��?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3丁目晴上901号 

236 冖鰻ﾃ�����,ﾘ��/#3R�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�概浜市港南区日野中央3丁目8番手901号 

237 凛儼ﾃ�3���,ﾈ����#2�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�棟浜市港南区員野中央3丁目8蚕ト901号 

238 ��Vﾃ�3���-�����#B�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�桟浜市港南区日野中央3丁目8番手901号 

239 ��Vﾃ�����,ﾘ��#S3b�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区員野中央3丁目8番舶01号 

240 竸9Vﾃ�����,ﾘ��3S3��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3丁目8番手90〇号 

241 凉iVﾃ�3���+x��c����ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3丁目8番手901号 

242 ��ｩlﾓ��ｸ�ｸ��,ﾘ��#sモ�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3丁目8香1-901号 

243 ��ﾈﾞ������,ﾘ���塔"�ダンプ 乘H�檍��?ｩnﾉ,ｨⅲ�満濃市港南区日野中央3丁目8番ト901号 

2」的 ��ﾈﾞ������,ﾘ��#��"�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�梯浜市港南区員野中央3丁目8番ト901号 

245 ��ｩ�｣�3���+ﾘ����b�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�椋浜市港南区日野中央3丁目8番ト901号 

246 �9Vﾃ�3���,�����32�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�端渓市港南区日野中央3丁目8番ト901号 

247 冖鰻ﾃ�3���+8���#b�ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�横浜市港南区日野中央3丁目8蓄ト90検号 

248 伜(ﾆ������,ﾘ����涛��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�撮浜市港南区日野中央3丁目8華子901号 

249 傲9>ﾃ�3���+x����c#��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�撹浜市港南区日野中央3丁目8香子801号 

250 傲9>ﾃ�����,ﾘ��c#��ダンプ 乘H�檍����?ｩnﾉ,ｨⅲ�椋浜市港南区日野中央3丁目8番手901号 



1 1.松島運輸株式会社連絡先:03-5918-8371

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

251 �ｹF��3���*h����涛��ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里2-25-13 

252 �ｹF������*���#3湯�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里㌘25-13 

253 �ｹF������*���#Csb�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区悔里㌘25-13 

254 �ｹF������*���#S�{��ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里を25「3 

255 �ｹF������*���#S���ダンプ 傴ﾉ8x暮t�iX�檍���東京都杉並区梶里2-25-13 

256 �ｹF������*���#S���ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里午25-13 

257 �ｹF������*���#イ2�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里オ25-13 

258 ��Y5s�����*���#イB�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里オ2う-13 

2盲9 �ｹF��3���*���s�s��ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区栴里2-25-13 

260 �ｹF������*���#鼎r�′　ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区梅里㌘25-13 

261 �ｹF��������*���#鼎B�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区樵里2-25-13 

262 �ｹF������*���#鼎R�ダンプ 傴ﾈ肺暮t�ｩH�檍���東京都杉並区柏里2-25「3 

263 ��ﾘﾌ��S����,ﾘ���CC2�ダンプ 傴ﾉ8x暮t�ｩH�檍���東京都杉並区楊里を25-13 

「2.株式会社SKクリーンシステム　連絡先"48-796-2005

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb���X鋹�ﾈ,ﾈﾆ��2�自動車等の 使用者の名称等 俶yw��(,ﾈ���

264 偸I?ｩYC�����ま　2741 �5�987b�株式会社SK初一ンシステム 俥仂ｨﾊx�?ｩ78�9�ﾉ_8鏸戮c�ふ"�

265 偸I?ｩYC�����,ﾘ��#s3b��5�987b�株式会社SKクリーンシステム 俥仂ｨﾊx�?ｩ78�9�ﾉ_8鏸戮S��5｢�

266 偸I?ｩYC����ま　2743 �5�987b�株式会社　SKクリーンシステム 俥仂ｨﾊx�?ｩ78�9�ﾉ_8鏸戮��ふ"�

267 偸I?ｩYC����ま　2737 �5�987b�株式会社SKクリーンシステム 俥仂ｨﾊx�?ｩ78�9�ﾉ_8鐱�cc���b��

268 偸I?ｩYC��ｸ�ｲ�ま　2666 �5�987b�株式会社SKクリーンシステム 俥仂ｨﾊx�?ｩ78�9�ﾉ_8鏸戮c�液�"�

269 偸I?ｩYC����よ　之738 �5�987b�株式会社SKクリーンシステム 俥仂ｨﾊx�?ｩ78�9�ﾉ_8鏸戮c���S"�

270 偸I?ｩYC�����,ﾘ��#x�ﾂ��5�987b�株式会社SKクリーンシステム 俥仂ｨﾊx�?ｩ78�9�ﾉ_8鏸戮c�ふ"�

271 偸I?ｩYC����ま　2740 �5�987b�株式会社　SK初-ンシステム 俥仂ｨﾊx�?ｩYH�9�ﾉ_8鏸戮c�ふ"�

272 偸I?ｩYC����ま　2739 �5�987b�株式会社SKクリーンシステム 俥仂ｨﾊx�?ｩYIWｩ'Y_8鏸戮c�ふ"�

「3.株式会社SKコーポレーション　連絡先:048・953・5685

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

273 偸I?ｩYC�����*���CSCB�ダンプ 乘H�檍��4ｸ5(�ｸ7ﾈ8ﾈ�ｸ5h8x92�埼玉県三郷市三捌2丁目ト22 

274 偸I?ｩYC�����*���I{鼎R�ダンプ 乘H�檍��4ｸ5(�ｸ7ﾈ8ﾈ�ｸ5h8x92�埼玉県三郷市三鍋2丁目1「22 

27き 偸I?ｩYC�����*���C�#��ダンプ 乘H�檍��4ｸ5(�ｸ7ﾈ8ﾈ�ｸ5h8x92�埼玉県三郷市三郷2丁目1-22 

276 偸I?ｩYC�����*���C�#��ダンプ 乘H�檍��4ｸ5(�ｸ7ﾈ8ﾈ�h5h8x92�埼玉県三郷市三郷2丁目十22 

277 偸I?ｩYC�����*���C度��ダンプ 乘H�檍��4ｸ8h�ｸ7ｸ8ﾈ�ｸｭ�92�埼玉県三郷市三郷2丁目1-22 

278 偸I?ｩYC�����*���C都"�ダンプ 乘H�檍��9=2ﾘ7ﾈ8ﾈ�ｸ5h8x92�埼玉県三郷市三郷2丁目1-22 

2了9 朸�?ｩYC�����*���Sc�2�ダンプ 乘H�檍��4ｸ5(�ｸ7ﾈ8ﾈ�ｸ5h8x92�埼玉県三郷市三郷2丁目1-22 

280 偸I?ｩYC�����*���Scコ�ダンプ 乘H�檍��4ｸ5(�ｸ7ﾈ8ﾈ�ｸ5h8x92�埼玉県三郷市三郷2丁目1-22 

281 偸I?ｩYC�����*���Y4途�ダンプ 乘H�檍��4ｸ5(�ｸ7ﾈ8ﾈ�ｸ5h8x92�塙玉県三郷市三郷2丁目1「2之 



14.有限会社　ツカタ　連絡先:049-296-1854

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

282 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 

283 估i$ｨ���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 

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

285 估i$ｨ��'S3���*(����s3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��684ｨ5��埼玉県比企郵相山勘小用1208-18 

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

287 估i$｣�3���*(��#�32�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町小用1208-18 

15.有限会社伊藤総菜　連絡先:03-5666-3168

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�草体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

288 ��ｹzs�����,�����ｮﾂ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:�､yOﾂ�東京都江戸川区上篠崎4丁目23-10-102 

289 ��ｹzs�����+ｸ��)Ec"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾙ�2�東京都江戸川区上篠崎4丁目23細10-102 

290 ��ｹzs�����,ﾈ����332�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘｼb�東京都江戸川区上篠崎4丁目23「0「02 

291 ��ｹzs�3���+8����CCB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4丁目23-10-重02 

292 ��ｹzs�����+�����SSR�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上箱碕4丁目23-10-102 

之93 ��ｹzs�3���+�����ccb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上線崎4丁目23置1D「02 

294 ��ｹzs�����-�����ssr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4丁目23-10-102 

295 ��ｹzs�����+ﾘ����ャ��ダンプ　ー 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘｼb�東京都江戸川区上篠崎4丁目鑓鵜tO-102 

296 ��ｹzs�3���+ｸ����涛��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠時4丁目23-10-102 

297 ��ｹzs�3���+8����ss��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ｼb�東京都江戸川区上篠崎4丁目23-10-102 

298 ��ｹzs�3���+8����s���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��嫌:��ﾘﾝ��東京都江戸川区上篠崎4丁目23「0-102 

16.佐藤商運有限会社　連絡先;03-3689-2768

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�草体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

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

300 ��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丁目16-6 

30重 ��ｹzx��H����*ﾘ����S��ダンプ 俚):�ⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南葛西6丁目16-8 

302 ��ｹzs�3���*h����c��ダンプ 俚(ﾍｨⅸ暮tﾈﾌ�檍���東京都江戸川区南葛西6丁目16置6 

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

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

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



17.有限会社松田商会　連絡先:03-軍607葛2035

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

306 ��ｹzs�3���+ｸ����3"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸月 仞i�ﾉ��ﾕﾓ))ｩm｣3�t�Cr�

307 ��ｹzs�����.x����32�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸川 仞i�ﾉ��ﾕﾓ))ｩm｣3�ﾓCr�

308 ��ｹzs�3���+x����3B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸Ii 仞i�ﾉ��ﾕﾓ))ｩm｣3�ﾓCr�

309 ��ｹzs�����.x����3R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸】i 仞i�ﾉ��ﾕﾓ))ｩm｣6ﾂﾓCr�

310 ��Xｷｳ�3���,H����3b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸JI 仞i�ﾉ��ﾕﾓ))ｩm｣86sCr�

311 ��Xｷｳ�+3���+�����3r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸II 仞i�ﾉ��ﾕﾓ))ｩm｣�6sCr�

亀12 ��ｹzs�3���+ﾘ����3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸II 仞i�ﾉ��ﾕﾓ))ｩm｣86sCr�

313 ��ｹzs�3���+8���Cr�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸Ii 仞i�ﾉ��ﾕﾓ))ｩm｣86sCr�

314 ��Xｷｳ�8.H��+x���C��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸J 仞i�ﾉ��ﾕﾓ))ｩm｣8�ﾓCr�

315 ��ywC�3���+x����3�R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ檍�R�東京都江戸I 仞i�ﾉ��ﾕﾙ��)ｩm｣86sCr�

316 ��ywC�3���+x����3SB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸1 仞i�ﾉ��ﾕﾓ))ｩm｣3�ﾓCr�

31了 亅�wC�3���+x���#3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸J 仞i�ﾉ��ﾕﾓ))ｩm｣8�Cr�

318 亅�wH����3���+x��#�3b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ⅸ橙�東京都江戸】 仞i�ﾉ��ﾕﾓ))ｩm｣86sCr�

1さ.阿仁建材工業㈱　連絡先:048-224-54了3

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��ﾂ�使用者の住所 

319 ��Xｷｳ�����,ﾘ���#C2�ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hxｲ�埼玉県川口市弥平1丁目13-6 

320 ��Xｷｳ�����,ﾘ���#CB�ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hx｢�埼玉県)I �8ﾘ�9nﾙ[ﾓ�)ｩm｣�2ﾓb�

321 ��Xｷｳ�����,ﾘ���3C��ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hx｢�埼玉県 �?ｨﾘ)nﾙ[ﾖﾉ)ｩm｣�2ﾓb�

3之2 ��Xｷｳ�����,ﾘ���3Ij��ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hx｢�埼玉県II �8ﾘ�9nﾙ[ﾓ�)ｩm｣�2ﾓb�

323 ��Xｷｳ�����,ﾘ���Sc���ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hx｢�埼玉県JI 佰ｸ�9nﾙ[ﾓ�)ｩm｣�2ﾓb�

324 ��Xｷｸ��������,ﾘ���cSR�ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hx｢�埼玉県」i 佰ｸ�9nﾙ[ﾓ�)ｩm｣�2ﾓb�

325 ��Xｷｳ�3���,ﾘ��Ec�ビ�ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hx｢�埼玉県II 佰ｸ�9nﾘﾌ��)ｩm｣�8ﾝsb�

326 ��Xｷｳ�����,ﾘ��#�モ�ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hx｢�埼玉県Il 佰ｸ�9nﾙ[ﾓ�)ｩm｣�2ﾓb�

327 ��Xｷｳ�����,ﾘ��)4澱�ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hx｢�埼玉県I置 佰ｸ�9nﾙ[ﾓ�)ｩm｣�2ﾓb�

32き ��X･������,ﾘ��3#�R�ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hx｢�埼玉県Ii 佰ｸ�9nﾙ[ﾓ�)ｩm｣�2ﾓb�

竜29 ��Xｷｳ�����,ﾘ��3)'Sb�ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hx｢�埼玉県Jt 佰ｸ�9nﾙ[ﾓ�)ｩm｣�2ﾓb�

330 ��Xｷｳ�3�+������ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hx｢�埼玉県Il 佰ｸ�9nﾙ[ﾓ�)ｩm｣�2ﾓb�

331 ��Xｷｳ�3���,������ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hx｢�埼玉県 佰ｸ�9YI[ﾙ'Y)ｩm｣�2ﾓb�

332 ��Xｷｳ�3���,ﾈ����涛��ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hx｢�埼玉県I 佰ｸ�9nﾙ[ﾓ�)ｩm｣�2ﾓb�

333 ��X･������+x�������ダンプ �)�ﾘﾉｨﾝ靫鮎hx｢�埼玉県I 佰ｸ�9nﾙ[ﾓ�)ｩm｣�.｣b�

1g.採式会社三尾アドバンス　連絡先:0雷-3741-8150

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9�｢�使用者の住所 

334 儼��ﾃ�3���+x����S2�ダンプ 乘H�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大日区本羽田ト27置4 

335 儼��ﾈ�S����,ﾘ���S�r�ダンプ 冓X�檍��蕀Oh4�6�6�985��東京都大田区本羽田1-27-4 



20.株式会社小原工業　連絡先:0雷-3635.046l

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

838 ��ｹzs�3���*ﾘ�������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†イ 

337 ��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21-14 

33寄 ��ｹzs�3���*h�����2�ダンプ 冓X�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目2ト14 

339 ��ｹzs�3���*H�����B�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 

340 ��ｹzs�3���*h�����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-重4 

341 ��ｹzs�3���*H�����b�ダンプ 乘H�檍��抦ﾋHﾔ鮎b�東京都墨田区両国3丁目21-重4 

342 ��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2十14 

343 ��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21-14 

344 ��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 

34呂 ��ｹzs�3���*H�������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 

21.大蕾工業株式会社　連絡先:048_259_0169

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

346 ��Xｷｳ�����*���{塔���ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県Ji 佰ｸ�9¥�mイ�Rﾓb�

847 ��Xｷｳ�����*���y�c"�ダンプ ��Xｪhﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県)I 佰ｸ�9¥�mィﾓ�Yt�b�

3伸 ��Xｪ���ｪc����*���s��2�ダンプ ��X��ﾔ鮎ie�陞���埼玉県Ii 佰ｸ�9¥�mィﾘ*CRﾓ��

349 ��Xｷｳ�����*���s��B�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県」I 佰ｸ�9¥�mィﾓ�YE��

350 ��Xｷｳ�����*���s��R�ダンプ ��X��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県II 佰ｸ�9¥�mオt��Rﾓb�

3引 ��Xｷｳ�����*���s��b�ダンプ ��X･�ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県11 佰ｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

352 ��Xｷｳ�����*���s��r�ダンプ ��YE慰鮎hｩH�檍���埼玉県JI 佰ｸ�9¥�mィﾓ�6sb�

353 ��Xｷｳ�����*���s����ダンプ ��X��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県II 佰ｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

354 ��Xｷｳ�����*���y¥｣��ダンプ ��Y6Hﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川 佰ｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

355 ��Xｷｳ�����*���s�#��ダンプ ��Y6Hﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県Ii 佰ｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

356 ��Xｷｳ�����*���s�#��ダンプ ��Y��ﾔ鮎ie�陞���埼玉県Il 佰ｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

367 ��Xｷｳ�����*���s�#"�ダンプ ��X･�ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県Jl 佰ｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

358 ��Xｷｳ�����*���s�#2�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県II 佰ｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

359 ��Xｷｳ�����*���s�#B�ダンプ ��Y6Hﾔ鮎ihX�檍���埼玉県Ii 佰ｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

360 ��Xｷｳ�����*���s����ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���塙玉県」1 �?ｨﾘ)¥�mィﾓ�Rﾓb�

361 儁�Vﾈ��)｣3���/����b�ダンプ ��Y6Hﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県Ii 佰ｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

362 ��Vﾈ��)｣8���*����r�ダンプ ��Y6Hﾔ鮎iz俾陞���埼玉県Jl 佰ｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

363 丿鰻ﾃ�3�*h�����ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県Jl 佰ｸ�9¥�mィﾓ�Xｨｳb�

364 ��ｹVﾃ�3���+������ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県II 佰ｸ�9¥�mィﾘ�SRﾓb�

365 倚yVﾃ�3�*H����#��ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県II 佰ｸ�9¥�mィﾓ�v綯�

366 ��Vﾃ�3���*ﾘ����#��ダンプ ��Y6Hﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県月 佰ｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

367 佶�ﾃ�3�*�����#"�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県jl 佰ｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

368 �)Vﾃ�����*�����#2�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県月 佰ｸ�9¥�mィﾓ�{2ﾓb�

369 ��Vﾃ�3(��*(����#B�ダンプ ��^U�ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県」l 佰ｸ�9¥�m�48耳�｣Rﾓb�

370 ��Vﾃ�3���+�����#R�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県」l 佰ｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

371 ��Vﾃ�3���*�����#b�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県Il 佰ｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

372 ��儼ﾃ�3���*ｸ����#r�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県Il 佰ｸ�9¥�mォ�SRﾓb�

373 伜iVﾃ�3���*(����#��ダンプ ��^U�ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県打 佰ｸ�9¥�mィﾓ�*ｲﾓb�

3了4 丿鰻ﾃ�3���*h����(+2�ダンプ ��X･�ﾔ鮎i�ｸ�檍���埼玉県)l 佰ｸ�9¥�mォ自H簽b�

375 凛儼ﾃ�3�*(����3��ダンプ ��Y6Hﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県Il 佰ｸ�9¥�mォ�SRﾓb�



之「.大馨工業株式会社　連絡先:048-259-01朗

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�母体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

376 ��Vﾃ�3�*(����3��ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4-15-6 

37了 ��Vﾃ�3���*h����3"�ダンプ ��Xｪhﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県)1 佰ｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

378 �9Vﾃ�3�*(����32�ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県月 佰ｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

379 冖鰻ﾃ�3�*(����3B�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県= 佰ｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

380 ��ｹVﾃ�3���*h����3R�ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県II 佰ｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

381 ��Xｷｳ�3���*h����3b�ダンプ ��X･ﾘﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県Il 佰ｸ�9¥�m虻ﾓ�Rﾓb�

382 ��Xｷｳ�3���*ｸ����3r�ダンプ ��隱ｨﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県Ii 佰ｸ�9¥�mィﾙKXｨｳ��

383 ��Xｷｳ�3���*�����3��ダンプ ��^U�ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県」i 佰ｸ�9¥�mィﾓ��ﾓb�

384 ��Xｷｳ�3���*ｸ����3��ダンプ ��^U�ﾔ鮎iiX�檍���埼玉県Ji �8ﾘ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

385 ��Xｷｳ�3���*ｸ����C��ダンプ ��XﾄXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県Il 佰ｸ�9¥�mォ�cRﾓb�

386 ��Xｷｳ�3���*�����C��ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県川口市並木4-16-6 

3櫨7 ��Xｷｳ�3���*H����C"�ダンプ ��YwXﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県JI 佰ｸ�9¥�mィﾓ�Rﾓb�

388 ��Xｷｸ���ﾃ3���*h����4��ダンプ ��Y�(ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県Ji 佰ｸ�9¥�m虻ﾓ�Rﾓb�

389 ��Xｷｳ���*�����CB�ダンプ ��^U�ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県JI 佰ｸ�9¥�mィﾓ�Rﾘ稗�

390 ��Xｷｳ�3���*h����CR�ダンプ ��X��ﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県J 佰ｸ�9¥�mォｨｳ�Rﾓb�

391 ��Xｷｳ�����*�����C2�ダンプ ��YMxﾔ鮎hｩH�檍���埼玉県l 佰ｸ�9¥�mオt��v綯�

392 ��Xｷｳ�����*�����s��ダンプ ��XﾄXﾔ案�X�檍���埼玉県J 佰ｸ�9¥�mィﾓ�hふb�

22.エステートサービス株式会社　連絡先03-6806-2572

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状i 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

き93 ��ｹzs�3���*ﾘ����{����ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2丁目8葛16 

394 ��ｹzs�3���*���s���ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2丁目8-16 

39う ��ｹzs�3���*(����s3��ダンプ �4x5�6X�5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2丁目816 

396 ��ｹzs�3���*�����sC��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5���H檍���東京都江東区塩浜2丁目8○○6 

397 ��ｹzs�3���*(����sS��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩 �)ｩm｣��Sb�

398 ��ｹzs�3���*���sc��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2丁目8-16 

399 ��ｹzs�3���*(����ss��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2丁目8-16 

400 ��ｹzs�3�����*ﾘ��������ダンプ �4x5�6X�ｸ*�7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2丁目8-16 

401 ��ｹzs�3���*H��������ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2丁目8-16 

402 ��ｹzs�3���*H�����#��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2丁目8-16 

403 ��ｹzs�3���*������3��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩 ���))ｩm｣��Sb�

404 ��ｹzs�3���+8��ツ��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2丁目8「6 

405 ��ｹzs�3���+8����ピ��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7��ﾈ5茜H�檍���東京都江東区塩浜2丁目8-16 

406 ��ｹzs�3���+8����ャ��ダンプ �4x5�6X�5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2丁目8-16 

407 ��ｹzx��ｻ33���+x����ゴ��ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2丁目8-16 

408 ��ｹzs�3���+x����s���ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2丁目8-16 

409 ��ｹzs�3���.H�������ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩 定��))ｩm｣ふ�b�

410 ��ｹzx��'S3���+x�������ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7��h5茜H�檍���東京都江東区塩 偵))ｩm｣ふ�b�

41丁 ��ｹzs�3���+8�����"�ダンプ �4x5�6X�5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜之丁目8-16 

412 ��ｩlﾓ�����,ﾘ��#i{途�ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩 �5���))ｩm｣ふ�b�

・‖3 ��ｩlﾓ�����,ﾘ��#S迭�ダンプ �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5茜H�檍���東京都江東区塩浜2丁目8「6 



之3.株式会社伊能重椴　連絡先:047-3弱-1159

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

414 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丁目26-106 

4書5 做ｸ躡nﾃ�3���+ﾘ��S��R�ダンプ 乘H�檍��嫌Eﾉdﾈｶ��千葉県浦安市東野2丁目26「06 

416 做ｸ躡nﾃ�3���+8��c��b�ダンプ 乘H�檍��嫌}8�ｴ��千葉県浦安市東野2丁目26-106 

417 做ｸ躡nﾈ��ｮﾃ3���+���s��r�ダンプ 乘H�檍��嫌Eﾉ�),��千葉県浦安市東野2丁目26-106 

24.有限会社戸籍総業　連絡先:03-3655-1865

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

418 ��ｹzs�3���-�������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｹ���ﾘﾝ��東京都江戸Jl 仞h抦鉑�ﾂ�3丁目14-4-305 

419 ��ｹzx���ﾃ3���,ｸ������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｹ���ﾘﾝ��東京都江戸Ji 仞h抦鉑�ﾂ�3丁目14葛4-305 

420 ��ｹzs�3���+x���#��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｹ��ｸｹ���東京都江戸Ji 仞h抦鈺､��3丁目14-4-305 

421 ��ｹzs�3���+ﾘ���3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����ﾌｹ���ﾘﾝ��東京都江戸Il 仞h抦鉙饕�3丁目14-4-30軍 

422 ��ｹzs�3���,(����#���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����ﾌｹ���ﾘｼb�東京都江戸Ii 仞h抦鈺ｦﾂ�3丁目14-4-き05 

423 ��89h蕪�����,���#�c��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����ﾌｸｭｩ�ﾘﾝ��東京都江戸打 仞h抦鈺ｦﾂ�3丁目14-4-305 

424 做ｸ躡nﾃ�����,ﾘ���c�b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾌｹ���ｼb�東京都江戸II 仞h抦鉑�ﾃ9)ｩm｣�BﾓBﾓ3�R�

25.有限会社保戸田総菜　連絡先:03-与667-伸砕

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

425 ��ｹzx�����.x������#b�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��]ｸﾌｹ69�ﾘﾝ��江戸= 仞i(hｨｹ�ﾃy)ｩm｣#2ﾘ�｣"�

426 ��ｹzx�����.x������#r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��]ｸﾌｹ69�ﾘﾝ��江戸川区中葛西7丁目23「2 

427 ��ｹzs�3�-ﾈ����{途�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��]ｸﾌｹ69�ﾘｼb�江戸Il 仞i(hｨｹ�ﾃy)ｩm｣#2ﾓ�"�

428 ��ｹzs�3�,ﾘ����,C#2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��]ｸﾌｹ69�ﾘﾝ��江戸l! 仞i(hｨｹ�ﾃy)ｩm｣#8�S"�

429 ��ｹzx��ｮﾃ��-����ﾒ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��]ｸﾌｹ69�ﾘﾝ��江戸11 仞i(hﾘ)�ﾉ{�)ｩmｩ�32ﾓ�"�

430 ��ｹzs�3�+8��S����ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��i8ﾌｹ69�ﾘﾝ��江戸Ji 仞i(hｨｹ�ﾃy)ｩm｣#2ﾓ�"�

431 ��ｹzx����8ｮﾈ,ｨ����モ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��]ｸﾌｹ69�ﾘﾝ��江戸」I 仞i(hｨｹ�ﾃy)ｩm｣#2ﾓ�"�

432 ��ｹzs���,ﾘ��3C3"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��]ｸﾌｹ69�ﾘﾝ��江戸」l 仞i(hｨｹ�ﾉ{�)ｩm｣(ﾖs�"�

26.有限会社豊信愛莱　連絡先:調8-940_7171

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

433 估i$｣�3���+�����X､｢�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船波宇土河原1521 

434 偸I?ｩYC�3���+ﾘ����r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡車上河原1521 

435 ��Xｷｳ�3���,����3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��|ｩ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上河原1521 

436 偸I?ｩYC�ｵC���,ｸ������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上河原1521 

437 偸I?ｩYC�3���+x�������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ{Xｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡車上河原1521 

438 偸I?ｩYC�����-ﾈ������2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市飴渡車上河原1521 

439 ��Xｷｸ�S����,ﾘ��##���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市松渡車上河原1521 

440 偸I?ｩYH��馗3���,ﾘ����*C��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上河原1521 

441 偸I?ｩYC�����.�������"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船窓車上河原1521 

442 偸I?ｩYC�3���+8������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��dﾉ�ﾘｻｸｼb�埼玉県越谷市船渡字上河原1521 



2了.有限会社晃翼興業　連絡先:045・507・0070

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

443 ��Y�89h蕪�����,ﾘ���S���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾕy�霆ｸｼb�祐奈II 侈x��Vﾈ�9-�仞i[ﾘ��*ﾃ��S3bﾓ"ﾙEc���

444 ��89h蕪�����,ﾘ����2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾕy�霆ｸｼb�神奈川 侈x��Vﾈ�9¥ﾈﾊ仞i[ﾘ��*ﾃ��4壷Ebﾓ#���

445 �/IVﾃ�3���,ﾈ����CB�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾕy.Xｻｸｼb�柏奈Jl 侈x��Vﾈ�8寤ﾊ仞i[ﾘ��*ﾃ���3bﾓ"ﾓ#���

446 伜iVﾃ�����,ﾘ��Cc�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾕy�霆ｸｼb�神奈11 侈y��Vﾈ�9-�仞i[ﾘ��*ﾈ��3h�S"ﾓ#���

28.有限会社萬栄建具　連絡先:042-666-42喜8 

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

447 價ｨ唏�������+ｸ������2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ(毎ﾉｩ$b�東京都八王子市並木町36「23 

448 價ｨ唏���3���,(������B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ(毎ﾉｨｻｲ�東京都八王子市並木町36-23 

449 價ｨ唏�������+�������R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾘ(毎ﾉｨｻｲ�東京都八王子市並木町36セ3 

450 價ｨ唏�������,ﾘ����#r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ⅸｼhﾉｩv��東京都八王子市並木町36-23 

451 ��ｩlﾓ�����,ﾘ��##���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��Mﾘ毎ﾉｨｾ��東京都八王子市並木町36「23 

452 帝�ｩ�｣�����,ﾘ��##�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��Mﾘ毎ﾉｨｾ��東京都八王子市並木町36-23 

29,有限会社畠田企画　連絡先:0492-24-6652 

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

453 册�$｣�3���+ﾘ���c��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����8y68ｮ�b�埼玉県秩父市大宮5486-7 

30.有限会社　島田企業　連絡先:0492-24・6652 

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

454 估i$｣�����,ﾘ��33モ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����8y68ｮ仂b�埼玉県議父市田村笈3-1 

455 估i$｣�3���*�����モ�ダンプi有限会社島田企業 剄驪ﾊ県秩父市田村223-1 

31.日興サービス株式会社　連絡先:048-42ト9431 

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

456 ��Xｷｳ�����,ﾘ���#���ダンプ �?ｨｻｸ5H�ｸ7(5茜H�檍���埼玉県戸田市笹目北町14「9 

457 ��Xｷｳ�����,ﾘ���#�"�ダンプ �?ｨｻｸ5H�ｸ7(5茜H�檍���埼玉県戸田市笹日光町14-19 

458 ��Xｷｳ�����,ﾘ���ixｳ2�ダンプ �?ｨｻｸ5H�ｸ7(5茜H�檍���埼玉県戸田市笹目北町14-19 

459 ��Xｷｳ�����,ﾘ��#cc"�ダンプ �?ｨ��5H�ｸ7(5茜H�檍���埼玉県戸田市笹目北町1仁19 

460 ��Xｷｳ�����,ﾘ��#イb�ダンプ �?ｨｻｸ5H�ｸ7(5茜H�檍���埼玉県戸田市笹目北町1仁19 



32.豊川興業株式会社　連絡先:調4-299-3531

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

461 ��ﾈﾞ����/�������ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈Il 侈yz儼ﾈ�9|霎h�8�#9)ｩm｣3"ﾙ{��

462 ��ﾈﾞ��������*ｸ������"�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈」I 侈yz儼ﾈ�9|霎h�8�)xｹ)ｩm｣3"ﾓr�

463 ��ﾈﾞ������*H������2�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���柏奈Jl 侈x��Vﾈ�9|霎h�8�#�)ｩm｣3"ﾓr�

464 ��ﾈﾞ������*ｸ������R�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈」i 侈x��Vﾈ�9|霎h�8�#9)ｩm｣3"ﾓr�

465 ��ﾈﾞ��3���*�������b�ダンプ 偬Iw�ｻｸｼhｩH�檍���神奈Ji 侈x��Vﾈ�8ﾇ霎h�8�#9)ｩm｣3"ﾓr�

466 ��ﾈﾞ���馗����*ﾘ������r�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈Ji 侈x��Vﾈ�9|霎h�8�#9)ｩm｣3"ﾓr�

467 ��ﾈﾞ������*(��唐�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神案出 侈y����9|霎h�8�#9)ｩm｣3)'Sr�

468 ��ﾈﾞ��3���*ﾘ���#2�ダンプ 凉Y�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川 侈x��Vﾈ�9|霎h�8�#�)ｩm｣9�#r�

469 ��ﾈﾞ������*���#�s��ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川県横浜市緑区上山3丁目32-7 

470 ��ﾈﾞ������*���##�B�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���柏奈Ii 侈yvﾉVﾈ�9�ﾈｾh�8�#9)ｩm｣3(42�

471 ��ﾈﾞ������*���##3b�ダンプ �($漠ﾉﾈ攪ｩH�檍���神奈Ii 侈y����9|霎h�8�#9)ｩm｣3"ﾓr�

472 ��ﾈﾞ������*���#SSr�●ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈Jl 侈x館Vﾈ�9|霎h�8�#9)ｩm｣3"ﾓr�

473 ��ﾈﾞ������*���3�s��ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神祭II 侈y����9|霎h�8�#9)ｩm｣3"ﾓr�

4了4 ��ﾈﾞ������*���3��R�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川 侈y�儼ﾈ�9|霎h�8�#9)ｩm｣3(42�

475 ��ﾈﾞ������*���8�SSB�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈川 侈x�9Vﾈ�9|霎h�8�#9)ｩm｣3"ﾓr�

476 ��ﾈﾞ������*���33i{��ダンプ ����ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈J! 侈x��Vﾈ�9|霎h�8�#9)ｩm｣3"ﾓr�

477 ��ﾈﾞ������*���3S���ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhｩH�檍���神奈)富 侈x��Vﾈ�9|霎h�8�#9)ｩm｣3"ﾓr�

33,有限会社北建産業　連絡先:0172-77-3305

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

478 ��)�������,ﾘ��#�#R�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北澤軽部柳町舘野越揺元38「 

479 ��)�������,ﾘ�������ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越橋元38-1 

480 ��)�������,ﾘ���SS��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽都制町舘野越揺元38-1 

48重 ��)�������,ﾘ��#�3r�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越裾元38-1 

482 ��)�������,ﾘ��#�#2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽都制町舘野越橋元38-1 

483 ��)�������,ﾘ��##Sb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北港軽部柳町揺野趣揺元38-1 

484 ��)�������,���##�"�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽都制町舘野越揺元38-1 

485 ��)����ﾝs����,ﾘ��#Cィ�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��ﾏY�ﾈ蝌ｼb�青森県北津軽郡抑町舘野越橋元38-1 

486 ��)�������,ﾘ��#S�2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越橋元38「 

487 ��)�������,ﾘ��#Cc��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北港軽部柳町館野越橋元38-1 

488 ��)�������,ﾘ��#Csb�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍����fｸ借蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越掠元38-喜 

489 ��)�������,ﾘ��#S#B�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｹzH蝌ｼb�青森県北津軽郡初陣請野趣橋元38「 

490 ��)�������,ﾘ��#Sy{��ダンプ。・ 冲ﾈﾌ�檍����fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越揺元38-1 

491 ��)�������,ﾘ��#S湯�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾅﾘ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町詑野趣措元38「 

49之 ��)�������,ﾘ��#c3��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｹ��蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越掠元38置1 

493 ��)�������,ﾘ��#cC2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡籾町舘野越橋元38-1 

494 ��)����ｮﾃ����,ﾘ��#c���ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野超橋元38-1 

495 ��)�������,ﾘ��#sC2�ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸ偀蝌ｼb�青森県北津軽都制町舘野越橋元38置1 

496 ��)�������,ﾘ��#sC��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸﾉｨ蝌ｼb�青森県北津軽郡柳町舘野越橋元38-1 

497 ��)�������,ﾘ��#塔��ダンプ 冲ﾈﾌ�檍��fｸ葎蝌ｼb�青森県北津軽郡籾町舘野越橋元38-1 



34.株式会社　林建材　連絡先;042・989-3446

NO 俾�:竟I6�餉Hﾘb�車体の形状 俾�:竟I9�,ﾂ�諍w��(,ﾉkﾈ�9��使用者の住所 

498 ��ﾈ離�3���*�����b�ダンプ 乘H�檍��}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

499 傀ｩ�#�3���*(����Ss"�ダンプ 乘H�檍��}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-重 

500 ��ﾈ離�3���*�����3ィ�ダンプ 乘H�檍��}�ﾉｨﾝ��埼玉県目高市原宿426-1 

501 傀ｩ�#�����*����ccB�ダンプ 乘H�檍��}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿4261 

50之 傀ｩ�#�����,���##栄��ダンプ 乘H�檍��}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-車 

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

504 傀ｩ�#�����*���#�3��ダンプ 乘H�檍����}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

烏05 傀ｩ�#�����*���3�#r�ダンプ 乘H�檍��}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426「 

506 傀ｩ�#�����*���C�cB�ダンプ 乘H�檍��}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

507 傀ｩ�#�����*���C�cR�ダンプ 乘H�檍��}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿4261 

508 傀ｩ�#�3���*���4�3��ダンプ 乘H�檍��}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

509 傀ｩ�#�����*���SSc"�ダンプ 乘H�檍��}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿4261 

510 ��ﾈ離�-ｸ��*���ScSr�ダンプ 乘H�檍��}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426○○ 

511 傀ｩ�#�3���*���Ss#B�ダンプ 乘H�檍��}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

512 傀ｩ�#�����*���SsS��ダンプ 乘H�檍��}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

513 傀ｩ�#�����*���cCCb�ダンプ 乘H�檍��}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

5重4 傀ｩ�#�3���*�����ﾋc2�ダンプ 乘H�檍��}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

515 傀ｩ�#�3���*(����#�"�ダンプ 乘H�檍��}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿4261 

516 傀ｩ�#�3���+8��3s32�ダンプ 乘H�檍��}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

517 傀ｩ�#�3���*���3scr�ダンプ 乘H�檍��}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426○○ 

引8 傀ｩ�#�3���*(��3ャ��ダンプ ��XｩH�檍��}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

519 佛�F��3���+8��CS右b�ダンプ 乘H�檍��}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 
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