
様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出書 剪�

平成王者年　皐月　g日 
東京都知事　殿 

東京都港直前穏4丁目24番11母 

田中建設工業株式会見 

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、 剪�

のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所在地 兌hｹ霎h揵���ﾈ自)ｩm｣IMC嶋,ﾈ自YH���{ﾉj��

汚染土壌の特定有害物質によ �B�7��ｹv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘr儂�ﾟR�7��ｹv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘr��

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}��,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 �3c��&ﾓ2丑��c｣�s"�&ﾓ8��僣�N�{罐�ヲ蔕ﾓ2��
※詳細は添付書類2のとおり 

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

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

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

又は名称 忠gｸ��馼ｼh���

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

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ8c吋��ﾂ洩���i?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ+��ﾘ鍈�ﾈﾈ菠�ｨ��?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ4x4��8���ﾈﾈ篷uｹ?ｨ��������ﾃ#ゅる?ｩ?･ﾂ�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ4s僖����8ﾈ�8g�?ｨ������ﾍﾈ�ｨﾜY�y�9�ｨｶ����ｲ��%Vﾂ�

運搬の用に供する自動車等の 使用者の氏名又は名称及び連 絡先 偬IW��ｨ�爾闔ｨ�����ｨ�������X�ｨ���������ﾒ�

添付書類4、5のとおり　　魂認識競諦 

積替えを行う場所の所在地並 �8ﾉvﾙWY:ｨｩH�檍������=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ�2ﾓ��

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

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

保管施設の所在地並びに所有 �8ﾉvﾙWY:ｨｩH�檍������=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ�2ﾓ��

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

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

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

人にあってはその代表者)が署名することができる。

<連絡先>

田中建設工業株式会社　担当:　　　　　　　TEし:





添付書類　3

汚染土壌の運搬の方法

3-1.運搬フロー図

形質変更時要届出区域 

東京都文京区小石)lト丁目4番98の一部　(地番表示) 

基準不適合土壌

鉛、批素

陸　運:株式会社　東立テクノクラシー 

荷　姿:ダンプトラック十シート掛け 

積替・保管施設;東洋埠頭株式会社　川崎支店

神奈川県川崎市川崎区扇町13-1

海　運:株式会社　東立テクノクラシー 

荷　姿:船舶(ハッチカバー) 

積替・保管施設:愛知海運株式会社　八号地現業所

名古屋市港区船見町57番地地先

陸　運;株式会社　東立テクノクラシー 

荷　姿:ダンプトラック十シート掛け 

処理施設:株式会社東立テクノクラシー本社事業所

愛知県瀬戸市山路町87番3、 118番l

種　類:分別等処理施設

処理方法:異物除去、含水率調整



汚染土撥の運搬の用に供する自動車に関する書類
<運搬車両一覧>　東京都文京区小石川　→　柏奈川県川崎市川崎区同町

¥ 俶yw�ﾔｨ,ﾉkﾉ>�9��使用者の住所 佗ﾙч�ﾂ�重体の形状 俾傚Y��)IﾙMHﾘb�劍刪ｩY7兀H,ﾉ�8ｧ2�熊的鰐を防止する削遊 

1 估ﾂ��､R�奴粛郡江戸川区露埠頭6-17-IO ���ﾓS鼎"ﾙ��(*ｲ�ダンプ ��ｹzr�章06 �,b�1 �H�YO衣R�直舶み十トラックシート(ポリエステル裳) 

2 �ｩ�ﾘ､R�兜琉緋江戸川区兜葛西6-17-10 ��2ﾓS��ﾄ�"ﾓS3#R�ダンプ ��ｹzr�130 �-2�4 ��ﾈ�X�8ｬ��租戒み十トラックシート(ポリエステル観) 

3 �ｩ7ｨ､R�取高枕江戸川区奴葛西か17-10 ��2ﾓS鼎"ﾘ�(仰�ダンプ ��ｸｵ｢�101 �+2�7 ���X�9¥��拡散み十トラックシート(ポリエステル捜) 

4 �,ﾄ傲h撮�期成誹江戸川困難秘密6-17」0 ��2ﾓY4�-經9,b�ダンプ ��ｹzr�10重 �,ﾒ�5 �-ﾈ*��YO益��確報み十トラックシート(ポリエステル敦) 

5 �ｩ�ﾘ､R�奴癖都江戸川区政萄画0-17-IO ��8�Xﾍ�C"ﾓXｻ韋"�ダンプ ��ｹzr�10章 �,"�8 �H�Xｶﾙw��往励み十トラックシート(ポリエステル製) 

6 �ｨ竧､��琉頓那江戸川母娘櫛西をl十重O ��2ﾓS茶�jrﾘ�(ﾛR�ダンプ ��ｹzr�130 �.r�9 ���X�9w��拡散み十トラックシート(ポリエステル製) 

7 僞ｸｯｨ､R�痛癖鮒江戸川区痛増西を11-10 ��2ﾓS滴橙ﾓS3)m2�ダンプ ��ｹzr�130 �.r�重0 做(�Y%����往積み十トラックシート(ポリエステル製) 

8 �ｩ�ﾘ､R�蚊南部江戸川区戴き西を宣ナ10、 ��ふS鼎"ﾓS頴��ダンプ 做ｸ躡nﾂ�重00 �,ﾒ�1231 �H�Y%駢��屯徹み+トラックシート(ポリエステル裳) 

9 �ｩ7ｨ､R�奴恵那江戸川区喰秘密を1?・農0 ��2ﾓS鼎"ﾘ彧V��ダンプ ��ｹzr�180 �+ｲ�8001 冩��YO����薗概み+トラックシート(ポリエステル製) 

重0 忠hR假ynﾈⅹ5��細翻Il県聯浜辞典区弥生台7-18 ��ダンプ �8ﾙF��100 �,ﾒ�宣771 �,ｨ�Y%餠ｲ�直聯み十トラックシート(ポリエステル襲) 

11 宙肪��ｨﾔHⅹ5��祁森川限倣淀和泉区弥生台7-16 ���cRﾓ��"ﾓ�ｵC�b�ダンプ ��ﾘｻR�100 �,ﾒ�1809 ��ﾈ�YO�+2�敵能力十トラックシート(ポリエステル製) 

13 忠<猪ﾆ冽ﾘⅹ5��神奈川県捌漁師泉区弥生台7-16 ��CRﾓ��"ﾓ�vS�b�ダンプ 冤ﾙM2�100 �,ﾒ�会O榔 �H�YO衣R�肥観み十トラックシート(ポリエステル製) 

13 宙ﾄ2�4inﾈⅹ5��神奈川腺聯渋面泉区弥生台手書6 �-�KX自�x�(�b�ダンプ 丼HｻR�重00 �,ﾒ�糾97 �x�Y�Xｼb�宙積み十トラックシート(ポリエステル製) 

重4 忠hR��ﾙnﾈⅹ5��神襟川腺掛派市忠臣弥生台7-16 ���X祢�rﾘ�皦�｣b�ダンプ ��ﾘｻR�100 �,ﾒ�2660 兒��9O��ﾒ�市積み十トラックシート(ポリエステル観) 

15 宙ﾈb���nﾈⅹ5��利剣=県戯涙耐凍区弥生台ト18 ��ダンプ 俤ｩj��100 �,ﾒ�3386 �9�ﾉ����直納み十トラックシート(ポリエステル塑) 

16 忠<著ｯ�nﾈⅹ5��神東川腺統派肺患区弥生台7-16 ��ダンプ 竸ﾙF��I30 �+2�6225 ���X枇�2�暗殺み十トラックシート(ポリエステル製) 

17 �-b竸ｩnﾈⅹ5��神妙i鵬肌浜調璃区称生白7-重6 ���cRﾓ��"ﾘ�#�b�ダンプ 偬9Fr�重OO �*��95豊1 冩��Y�H�2�拡積み十トラックシート(ポリエステル披) 

18 ��ｙh�nﾉ�iｲ�帥森川県馳洗抽象区弥生台7-18 ��ダンプ ��ﾙF��100 �*ｲ�空809 �H�Y%�+2�宙飲み+トラックシート(ポリエステル殻) 

鳩 忠4僵ｩnﾈⅹz｢�抑制=県域波布環区弥生台7-重6 ��ダンプ �iF��100 �*��8輯8 冩��Y�ﾙ'｢�直龍み十トラックシート(ポリエステル袈) 

父0 忠M8鰓ﾈﾔI{ﾉ5��神奈川県靭派和泉区蘇生台7-I6 ��ダンプ 倅ｩF��100 �*��96S9 �H�Y%��b�拡散み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

曇1 忠�貯Kｩnﾈⅹ5��押剃り腺韻挽け虫区弥生台7-16 ��ダンプ 竸ﾙVﾂ�100 �*��節22 �H�X枇ｻ��叡績み十トラックシート(ポリエステル製) 

28 偃xｼyYH僣ｻｹ�ｲ茜B��神勅iI県域浜市撼北区樽吋4-1手薄 ���cX�SSCbﾓゴ�R�ダンプ ��ﾘｻR�800 �*��316重 �H�Y%�<r�噴飯み十トラックシート(ポリエステル敬) 

鑓 倬ｹOi�h鋸ｩY��*ﾙhb��神黍iI糠的派筋朗胞評町子1手45 ��ダンプ ��儼ﾂ�800 �*��3351 ���Y%��b�市棚み十トラックシート(ポリエステル吸) 

鈍 倬ｹYx¬}hｧ9�)^ﾒ��押効II腺倣浜i硝盤北区的町4-17-45 枇*CRﾓVCbﾓ3S�R�ダンプ ��僥��100 �*��5503 �H�YO或��屯敵み十トラックシート(ポリエステル貌) 

鮎 ��ｩYxⅹ漁���ｈｯｒ�神奈川県概派昨継北区的町4-17-45 ��H�SCbﾓ3S�R�ダンプ 冩iF��100 �*��7毒0」 �H�Y��b�暗部み十トラックシート(ポリエステル製) 

26 �.仭ﾉwx鋸ｩXｾｲ�*r��神奈川県賦派巾松丸区櫛町4-章手45 ��ダンプ 亰兢"�130 �*��7505 ��H�YO�)R�敢積み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

27 兩)F驗�僮�Y�ﾘ*ﾙ4��袖森川腺拙洗面継北区鳩的4-17-45 ��ダンプ 丼IxB�180 �*��7508 �H�YO斡��曲積み十トラックシート(ポリエステル製) 

ま3 ��ｩ�霽ﾘ僮��fR�<鋳�神勅I鵬域混和湘ヒ区樽町4-17-45 ��ダンプ �8ﾙF��180 �*��7507 ���YO��b�確報み十トラックシート(ポリエステル襲) 

29 亶ｹOh暮t�ｻｹk｢栄R��糾無用肌蹴淀和船北区的町4-1ト45 ��ダンプ 假y8��130 �*��7508 ��H�YO飲2�疏撤み十トラックシート(ポリエステル製) 

80 仞Y����ﾈｸ遥�ｉ<鋳�糾蒸II咽倣浜相継北区樽同寸ナ寸5 ��ダンプ ��ﾙF��章30 �*��7509 �H�Y%�7ｲ�曲稲み十トラックシート(ポリエステル敦) 

81 ����霽ﾘｸｸｩY|�亜R��袖荒川県憤浜帝継北は樽町4-重7寸5 ��ダンプ �$侏��宣30 �*��7510 �H�Y%�7ｲ�曲組み十トラックシート(ポリエステル袈) 

戴 倬ｹOh暮t�ｩXｪﾂ永R��押奈川県横浜市控北区樽町4-重7可5 ��ダンプ �9ﾙF��130 �*��7511 倅ｸ�YIY���蜜積み十トラックシート(ポリエステル塑) 

33 俐H輅��xﾘｻｸﾆ�｢��祁奈川腺靭派市港北区樽町4-17〇億 ��ダンプ 丼HｻR�130 �*��7512 儻x�YO��b�曲龍み十トラックシート(ポリエステル製) 

84 ��ｩ��,ｩo�[���右���帥刺Il県城垢覇世北区博町4置17一億 ��ダンプ 竸ﾘﾋ��180 �*��7513 ���YO駅��暗横み十トラックシート(ポリエステル敬) 

35 �4韵x�9:��宙x｢�祁荒川鼎撒識布継北区格調4-17-45 ��CRﾓSCbﾓ3Yf"�ダンプ �9ﾙF��130 �*��7514 ���Xﾄ9w��直撤み十トラックシート(ポリエステル襲) 

36 ��ｩ�阨騁�ｻｹ�ｹe���神察用船摸淀鴫膳北区場面4-重ト45 鑓�hﾅ"ﾓSCbﾓ3S�u��ダンプ 仄h��130 �*��751与 �,ｸ�X�9�b�屯穣み十トラックシート(ポリエステル襲) 

37 倬ｹOi��ｸｹ�Y��<鋳�神楽Ii陳的浜砺靴底紺町4-1手術 ��ダンプ 佩泳��重OO �*��8351 �H�YG)Dﾒ�宙積み十トラックシート(ポリエステル製) 

38 倬ｹOi+I�)�Y'ｨ*ﾘｩB��神勅I陳横浜相継北区樽町ト1十㌦雷 ��ダンプ �>颶��100 �*��90ま1 �H�Y%�<r�在積み十トラックシート(ポリエステル敬) 

89 倬ｹOhﾇﾙK�5I/�越鋳�袖菊川県城混同鰹北区樽町4-重ナ45 ��ダンプ 末陳�重30 �*��7517 �H�YO移r�遺績み十トラックシート(ポリエステル襲) 

40 ��ｩ�阨騁�ｻｹ'ｨ*ﾘｻ"��利剣I陳伐採噺継地区樽町4-17」5 枇ｿ蔦SC羽8ｦD�2�ダンプ �$YF��重30 �*��7518 �H�YO�+2�直観み十トラックシート(ポリエステル報) 



<運搬暗面一覧>　東京都文京区小石川　→　神奈川県川崎市川晦区同町

¥ 俶yw�jx,ﾉkﾉ�Xﾍ��使用者の住所 刋�xﾙ�b�巾博の形状 俾�:靂Hｦ怨韆����劍刪ｩY7��,ﾉ{Hﾝr�椛飯鍔を防止する的遥 

4重 倬ｹOi��xﾘｩY��<鋳�袖豹i胴鮫波布継北区博町4-1予備 ���*ｲﾘ*ｳCbﾓ3S�R�ダンプ ��Vﾂ�130 �*��7519 ���X�(ｸR�匝積み十トラックシート(ポリエステル殻) 

4貫 ����阨騁�隼��*ﾘｴ���糾窪川県靭派市漣北は樽町4-17-45 �-�ﾞふSCbﾓ3S�R�ダンプ �9ﾙF��130 �*��7520 ���X�(ﾇr�直航み+トラックシート(ポリエステル敬) 

43 �.假yo���x｢�神奈川県統派商船北区樽町4-17-45 ���RﾓSCh-xﾗs�R�ダンプ 伜IVﾂ�180 �*��7521 �H�YO衣R�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

44 �+9Oiwx.)�Y|�栄R��押窮II陳測線市港北区的町4-重7寸5 ��ダンプ 佝宇��130 �*��75塑 末��X�8��磁統み十トラックシート(ポリエステル塑) 

45 倬ｹOi��l�ｸｹ"栄R��帥蒸Ii陳枇挽市継北区松町4-1十億 ��ダンプ 刋����130 �-��7523 �H�XﾊXﾟR�薗徹み十トラックシート(ポリエステル鑓) 

勺6 ��ｨｿﾈ暮4凉��"�*r��祁金川鯨概渡部的ヒ区樽町4-17十5 枇-3�RﾓSCbﾓ3S�R�ダンプ ��Vﾂ�重80 �*��7毎24 �H�X蛻�2�在融み十トラックシート(ポリエステル塑) 

47 ��ｩ�驗�xﾘ隼�ｲ永R��神東川娘聞派巾継北区樽町4-宣7-菊 ��ダンプ ��Vﾂ�180 �*��7盲謡 ���YO渥��龍旗み十トラックシート(ポリエステル狸) 

48 倬霈xﾇﾙ�ﾈﾊxⅹ*ﾘx｢�神勅II腺瑚淡綱朗と区楢町4-17-45 ��ダンプ �9F��】80 �*��7裁l 冩��Y%韶ﾂ�庫積み十トラックシート(ポリエステル製) 

49 宙�傴ﾈ�2�神奈川県戦授章的隙川区羽沢町籾㌻重 ��ダンプ ��ｺﾂ�重01 �+��5 �H�YN�>��艇部み十トラックシート(ポリエステル塑) 

50 宙ﾌx鉑u��神祭川県馳浜両袖東川区羽沢町153§-章 ��ダンプ ��Xﾌｲ�130 �.��穂 ���X鷓���註積み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

51 忠�"傴ﾉ�｢�神勅i陳戦捉両神寮Ii旧劇沢町1585-1 ��ダンプ ��Vﾂ�100 �.r�e3 �H�Y%雍��征練み十トラックシート(ポリエステル製) 

5色 忠�R弌h�2�糾射=腺戦渓巾榊東川区羽沢同1535-1 窒#X�S3s�ﾙ�3イB�ダンプ ��ﾙF��100 �.r�68 冩��Y%�<r�拡積み十トラックシート(ポリエステル銑) 

郷 宙�僞�ﾜ��利剣l限統派海神禁II胚羽沢町1鞠5-1 ��ダンプ ��Vﾂ�100 �.r�69 冰ｸ���YO維｢�屯槻み十トラックシート(ポリエステル塑) 

54 忠tﾂ傴ﾈ���飾森川県戦況請押荒川区羽沢町158㌻宣 ���cRﾓ3s�ﾓHｿ｣B�ダンプ �ﾉVﾂ�100 �.r�77 ���Y%��R�曲髄み十トラックシート(ポリエステル紋) 

輯 忠W｢傴ﾈﾜ��祁劾I陳搬市神勅I値羽沢吋15統-1 ��ダンプ 丼IF��100 �.r�78 ��H�YO駅��迫飯み十トラックシート(ポリエステル製) 

56 宙ｯ2傴ﾉ���沖索II憾摸涙雨神勅=区羽沢町153㌻l 微CRﾓ3s�ﾓCイB�ダンプ ��Vﾂ�100 �.r�82 �H�Y%�<r�在積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

57 忠;ｘ鉙里�帥奈II鵬軟派帥神奈川区羽沢町1拭き-1 ��ダンプ ��Xﾌｲ�100 �.r�188 �H�YO噂��直舶み+トラックシート(ポリエステル製) 

53 忠hR儘�ﾘﾄ9N"�糾寂IIi熊棚派市銀区別聯6-1-1 ���ixｲﾓsC"ﾓS偬ｲ�ダンプ 丼HｻR�180 �-��包I3 僵��Y%雍��重職み十トラックシート(ポリエステル披) 

59 忠hﾒ儘�ﾉ,ｩZ��神祭川県棚沢両線区罵噺0-章-1 �*��RﾓsC"ﾓS儼��ダンプ 丼IF��130 �*��814 ���Y%駝��直観み十トラックシート(ポリエステル塑) 

60 宙鹸儘�ﾙ,ｮ?ﾂ�神奈川県聯淀巾諜区別斯6-ト1 亰�:ｲﾓsC"ﾓS�*ﾘ瑤�ダンプ 僮YVﾂ�180 �*��815 ��H�YO羽ｲ�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

61 忠hR兒X�擇�沖刺l陳拙派博捜区別斬6-1-1 ���cRﾓsC"ﾓS鉄R�ダンプ ��Vﾂ�130 侏�.��816 乂ﾈ�X毘¥��確概ね十トラックシート(ポリエステル塑) 

52 宙xｨﾔ�ﾙ�估r�神勅=県榔洗面報区別斯6一十1 迄�#Rﾓx484��SS�SR�ダンプ ��凅B�130 �*"�817 ��H�YN�ﾟR�龍鮪み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

63 忠<著ﾔ�ｸ葎神�神奈川県拙浜両線区別所を1十 �+#Rﾓy^ﾒﾓS鉄R�ダンプ �����130 綿�"�818 �,ｨ�Y%鞜R�暗撒み十トラックシート(ポリエステル塑) 

64 �*ﾘ*ﾙo�ﾔ�Hﾌx閧�袖剣Il取捌派同線区別所㌻1-1 ��ダンプ 估8ｺﾂ�130 �*��819 ���YO��ｲ�在徹み十トラックシート(ポリエステル観) 

筒 窒�KX圸68休閧�袖奈川県横荻晴戸壕区平戸3七5-18 ��ダンプ 丼IJﾂ�IOO �*��7972 ���Y%頡��申櫛み十トラックシート(ポリエステル袈) 

68 宙ｯｘ圸68�9nB�神姦川県軟派市戸塚区平戸8吋5置13 價sRﾓ�#"ﾘ�D紊2�ダンプ ��Vﾂ��100 �*��7981 ���YO鞍��髄龍み十トラックシート(ポリエステル邸 

e7 忠^笘圸68�8�2�袖捌=隔朗派的戸惚区平戸8-55-13 ���cRﾗ3#"ﾓI��2�ダンプ 刋颶��100 �*��90みl 兌H�YO駅��往飲み十トラックシート(ポリエステル致) 

68 忠hﾒ�ｩ68ﾇﾘｯ��神勅Il鵬朗棋市戸塚区平戸8-55-1寄 �#Rﾓ�#"ﾓC#C2�ダンプ 兌yVﾂ�100 �*��9025 乂ﾈ�YO�7ｲ�祉績み十トラックシート(ポリエステル製) 

69 �霎�ｬ"�8�� ����璽3#ふゴ#��ダンプ ��ﾉ4��100 �*��2097 定僣�YYIx��直統み十トラックシート(ポリエステル製) 

70 �隶仂b�ﾞR� ���Rﾓ3#�ｨﾅ�D��ダンプ ��ﾈﾞ��置00 �*��843`I 仄ﾘ�Y%鞜R�屯蝕み十トラックシート(ポリエステル吸) 

71 �&霎�ﾜﾉv"�� �+ﾈ�NRﾓ3S#��ダンプ ��ﾉ4��180 �*��850a ��H�Y%�7ｲ�直績み十トラックシート(ポリエステル貌) 

78 �隶�'ｨ*ﾘｯｒ� ��KX�｣3#ふ3S#��ダンプ ��ﾈ�2�100 �*��89さ8 ��h鋸�Y%�<r�宙龍み十トラクタシート(ポリエステル敦) 

73 �霎�ｬ"�<鋳� ��u偃綾���ゴ#��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��3989 �H�YO鰻b�拡散み十トラヮクシート(ポリエステル貌) 

74 �xｮ仄ﾘ*ﾙiR�� ��CRﾓ3#��ｩ4�#��ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*��58関 ��ﾈ�Y%顋2�直観力十トラックシート(ポリエステル敦) 

75 �隶��ｸ*ﾙiR�� 毘k���3#��S3S#��ダンプ ��ﾈｼ��130 �*��5840 �,ｨ�X鷙ﾗ"�曲徹み十トラックシート(ポリエステル塑) 

76 儁Y�ﾈｻｹ|�x｢�押東川腺概訴前線区上山3丁目32-7 枇�i�#湯ﾓ3S3��ダンプ ��ﾈ�ﾂ�IOl �/��1 ���X鷙�2�宙恨み十トラックシート(ポリエステル襲) 

77 冖��ｻｸﾙhx｢�糾境川腺横浜相殺区上山3丁目8手5 樋�Bﾘ-ﾃ湯ﾓ3Xｴ��ダンプ ��ﾉ_B�100 �*ｲ�ま 乂ﾈ�Y^ﾘ�b�曲穣み十トラックシート(ポリエステル敦) 

78 俘T曝蛤�94��神訴川県櫛派暗線区し山3丁目3な7 �����ｸ自eﾙKX璽8�#��ダンプ ��ﾉ4��100 �*B�8 兌H�YO�)R�屯叔み十トラックシート(ポリエステル焚) 

79 儁Y�ﾈ隼E�x｢�袖蕉川帰馳派市襲区上山3丁目32-7 ��H饕ﾘ･ﾓ湯ﾓ3Xｯ���ダンプ ��ﾉ4��100 �*ｲ�5 兌H�YO洩2�確報み十トラックシート(ポリエステル製) 

80 冽冽��Y�ﾙ�2�神奈川県戦波両線区上山的丁目3手5 樋�Bﾓ#祷耳競��ダンプ ��ﾉ4��130 �*��6 �H�Y%����直朗み十トラックシート(ポリエステル独) 

81 �>���ｦ亶(耳�)F�<ﾈ嚠�)$�3x,2�枇�cH5ｳ湯ﾓゴ因B�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*ﾒ�7 �H�YO鵜ｲ�直組み十トラックシート(ポリエステル製) 



<運搬車両一覧>　粟島都文京区小石川　→　神奈川県川崎市川崎区扇町

¥ 俟Hﾟｸ-�,ﾉkﾈ����牌同者の住所 刋�xﾙ�b�重体の形状 俾�:��Y6�餉Hﾘb�劍刮��贓vﾈ,ﾉnｸｯ｢�被服等毛筋止する綱遮 

8蜜 佇�ｻ4佛ｩhXxﾂ�神恋川県横浜両線区上山3丁目32-7 毘%85｣祷ｨｳ3S3��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*"�8 �,ｨ�YO�+2�宙積み十トラックシート(ポリエステル鍍) 

83 倚��ﾈﾌxｴ(x｢�神奈川県敬況面識は上山種子日8ト5 ���h-ﾂﾓ#湯ﾓ3S8��ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*B�55 �H�X�9w��直観み+トラックシート(謀りエステル裳) 

84 傚ｳﾘｻｹ|�4��神奈川県域綬市報区上山3丁日3ト5 枇���ﾓ#湯ﾓゴ6ﾂ�ダンプ ��ﾈﾞ��重30 �*ﾒ�重23 �H�Y%����旺槻み十トラックシート(ポリエステル製) 

85 亂粕仆ｸ塰4��押森川県倣淡肺臓区上山3丁目鈍で ��*CBﾙ�xｵﾘ6sゴ���ダンプ ��ﾈﾞ��130 �+��1重 ���Y%霹��.曲朗み十トラックシート(ポリエステル製) 

86 ��ｹ�ﾈｻｹ+�4��神楽川場糊挽和露区上山3丁目32-7 枇�cBﾙxｳ湯ﾓ8��3��ダンプ ��ﾉ4��重80 �*��27 兒��X毘:��暗部み十トラックシート(ポリエステル鍍) 

87 �'v曝蛤�)4��神鶴川県棚減持締区上山3丁目32イ ���Bﾓ)�ｸ6s3X靃��ダンプ ��ﾈ�｢�130 �*b�粧 冩��Y%霹��面慎み十トラックシート(ポリエステル製) 

88 佶T亶(��[r�神奈川県瑚派両統区上山3丁目32-7 ��CBﾙ�ｸﾘ8自/s3��ダンプ ��ﾈ�｢�重30 �*ｲ�郷 凭��X鷙ﾆ��注撤み十トラックシート(ポリエステル塑) 

∞ 俘V曝ﾈｨﾄhx｢�神奈川腺肌派昨報区上山3丁目32-7 ��Krﾓ#湯ﾘｦ#3��ダンプ ��ﾈﾞ��133 �*��88 ��H�Y%駢��市報み十トラックシート(ポリエステル製) 

90 傚�4薄乘Y*94��神訴川県軟派前縁区上山3丁目捜-7 枇ｯ�5｣湯ﾓ3S8��ダンプ ��ﾈﾞ��重80 �*��n ���X鷙ﾋﾂ�血統み十トラックシート(ポリエステル襲) 

91 偖�w�咥ｧﾉ4��押荒川県挑派神録区上山3丁目32イ ���cBﾓ#祷�c3S2��ダンプ ��ﾈﾗ��重30 �*b�66 �H�Y%�<r�晴朗み十トラックシート(ポリエステル襲) 

9さ ����ﾉJ井yw�,ﾂ�神奈川県撒源両級区上山3丁目32-7 毘�坪-ﾃ祷�S3S3��ダンプ 牝迄ｨR�100 �*��3154 ���Xﾄ9+2�直稲み十トラックシート(ポリエステル敏) 

93 仂謾仆ｹ9ﾙ�2�袖森川腺碗掬宙蹄区上山3丁目32-7 ����;c湯ﾙ�ｹ:鳴�ダンプ ��ﾈｭ��重00 �*��3367 �H�YO��b�波徹み十トラックシート(ポリエステル製) 

94 儁Y�ﾉy��)4��帥寮川県撒派市報区上山3丁目32-7 ���6s#湯ﾓ3S6ﾂ�ダンプ’ ��ﾉ4��100 �*��8519 ���YO胃R�面磯み十トラックシート(ポリエステル塑) 

95 忠��684ｨ5��埼玉県比企耶鳩山吋大字小用披08-18 �#蔦#��ﾓ�ゴB�ダンプ 亊�$｢�190 �/��102 �,ｨ�YO��b�屯顧み十トラックシート(ポリエステル製) 

96 忠��684ｨ5��聯玉県比企郎鳩山町大字小用重的8-I8 �#���#澱ﾓ�ゴB�ダンプ 估i$｢�130 �*"�581 ����YO駅��屯朗み十トラックシート(ポリエステル製) 

97 �ｸ684ｨ5��埼玉県比企櫛鳩山町大字小用1さ08-18 ���蔦#澱ﾓ�/sB�ダンプ 估hﾟ��130 �*��50 �H�Y�i���田積み十トラックシート(ポリエステル製) 

98 宙�684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山同大学小用1郭8-18 ��C蔦#妬'X���B�ダンプ 估i$｢�130 �*"�2133 �H�YO�7ｲ�曲棚み十トラックシート(ポリエステル塊) 

99 傚�4ｨ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1糊3-購 ���蔦#澱ﾓ�;ィ�ダンプ 估i$｢�130 �*��8777 兌(�Y%顋｢�改稿み十トラックシート(ポリエステル披) 

重00 緬��684ｨ5��埼玉爪比企耶鳩山町大学小用1208一陣 樋�蔦#澱ﾓ�ｿ釘�ダンプ 几I$｢�130 �*"�731 ���YO飲2�蜜槻み十トラックシート(ポリエステル蟹) 

10I 宙ﾘX684ｨ5��埼玉瓜比企耶鳩山町大字小用職的-購 ���坪-ﾃ澱ﾓ�疫紕�ダンプ 册�$｢�130 �*"�縫場 ��H�Y%雍��故殺み十トラックシート(ポリエステル製) 

重0登 兀IJ�(iv���4x686sx�h*D�5��b�予報鳳浦安市千舟職-10 ��ダンプ 做ｸ躡nﾂ�100 �*��6ま5o �,ｨ�YO衣R�屯龍み十トラックシート(ポリエステル製) 

重03 �.�,�(iM9�r"ﾓx�ﾈ*8*��千狭場請安帝子馬重登-10 ��ダンプ 凩ｨ�nﾂ�100 �*��軸9s ��H�X鷙ﾇ��宙積み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

101 �ｩ69(h隼'ｨ*�.｣x�h8�485��b�千葉同部安市子歯章を10 ����rﾙ=ﾘ,ﾒﾙjツ���ダンプ 凩ｨｪi��100 �*��500§ ���X枇�2�直散み十トラックシート(ポリエステル襲) 

章05 �+(�9�ﾉ5I��98.｣x�h*H485��b�千淑腺帥亥市萄測3-6-9 ��Crﾓ3S85｣c���ダンプ �4陌9nﾂ�130 �*b�16 �H�Y�ﾘﾆ��出納み十トラックシート(ポリエステル製) 

IO6 �ｩ69(h隼�(ｾ�ｲﾓ��*D�5��ﾂ�手製腺浦安市浦測3-6-9 窒#rﾓ3S2ﾙxｹ:��ダンプ 凩ｨ蝎y��130 �*B�17 ���YO郁R�確報み十トラックシート(ポリエステル製) 

107 �:�69(h蛤ﾞ�|ﾒﾓx�ﾈ���5��r�千葉県浦安而千月12-10 ��ダンプ 凩ｨ�9nﾂ�100 �*��69曇0 冩��YO衣R�面概み十トラックシート(ポリエステル製) 7 

108. 傚笙69(h隼o(馼986sx�h8曝5��b�千球県浦安両手甘地-10 ��ダンプ �69�ｺ��100 �*��脚21 �H�Y¥ｨﾚr�直観み十トラックシート(ポリエステル襲) 

1の 竸ﾒ�69(iy��(*�4��ｳx�h8�485��b�千製県浦愛称干場鮭ト10 ��ダンプ �69�nﾂ�100 �*��69鈍 �H�YN�>��庫朗み十トラックシート(ポリエステル製) 

l10 �ｨ684ｨ5I�ﾙfR�神荒川県櫛訴市塙締区課山国8丁目坂で 樋�X,3�"ﾓ��H-ﾂ�ダンプ ��Vﾂ�130 �*ﾒ�321 �H�YN�v��田餅み十トラックシート(ポリエステル襲) 

11I �ｸ684ｨ5I�ﾙ'｢�神訴川撮舶派市郎筑区兜山田露丁目25-寄 ��ダンプ 丼HｻR�130 �*"�336 ��H�YO虻b�曲調み十トラックシート(ポリエステル粧) 

11蜜 �ｸ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横沢市挿筑区政山田2丁目鑓・6 ��ダンプ ��Vﾂ�180 �*��590ま �H�YN��b�政敵み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

11種 �ｸ684ｨ5H實�ﾂ�神奈川県横浜市塙統区的山田2丁目鈍重 毘KRﾓS�"ﾓ��C"�ダンプ ��Vﾂ�130 �*��779ー �H�YO悦��直撤み十トラックシート(ポリエステル製) 

重14 �ｸ684ｨ5I�ﾘｾｲ�神奈川県評派市部筑区政山田2丁目鮎鴨 ��ダンプ 冦ﾙF��180 �*��織6 �H�YO�ﾒ�憤紺み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

l重5 �ｸ684ｨ5I�ﾘ��神祭Ii眠捌淀肺郁筑区政山田2丁目鈍重 ��ダンプ 佝易��重30 �*��ま27 �H�X枇錂�底積み十トラックシート(ポリエステル叙) 

118 �ｸ684ｨ5I�ﾘｾｲ�神奈川県域淀市議筑区掬山田2丁目錨べ 鑓ｿ蔦S��rﾓ��+3"�ダンプ ��ｸ���ﾂ�130 �*��243 ��H�X毘m��彊組み十トラックシート(ポリエステル銀) 

1I7 �ｸ684ｨ5I|烏ﾒ�神森川県憤旋市締筑区耽山田2丁目姉『 窒#X�SS�)t���C"�ダンプ 刋餬ﾂ�130 �*b�登89 �,ｨ�YO��b�直納み十トラックシート(ポリエステル襲) 

118 �ｸ684ｨ5IE��"�神窮II陳捌浜商戦筑区露山田2丁目鈍重 ��ダンプ �>颶��130 �*ｲ�30与 �,ｨ�Xﾙ���直積み十トラックシート(ポリエステル塊) 

119 宙ｨﾈ684ｨ5H實���神勅I咽横浜市猫筑区蚊山田2丁目鄭■ ��ダンプ 佩宇��180 �*��335 兌H�Y5�ﾟR�磁増力十トラックシート(ポリエステル根) 

重20 �ｸ684ｨ5H昏�b�神祭Ii陳概浜市都筑区購山田2丁目蟹玉 ���RﾓS况Rﾘ��C"�ダンプ ��Vﾂ�重00 �*ｲ�純1 �,ｨ�YO郁r�腫組み十トラックシート(ポリエステル製) 

121 �ｸ684ｨ5H�ｼb�押窯川県捌派肘都筑区兜山田亀丁目鮎-6 ��+3Rﾙ;ﾈ/����C"�ダンプ 傚����100 �*ｲ�883 �H�X藕ﾟB�直観み十トラックシート(ポリエステル塑) 

置ま宴 忠��684ｨ5I�ﾙfR�神奈川県倣洪市都筑区兜山田2丁目籍・6 ���cRﾓS�"ﾙ���C"�ダンプ 僵YF��130 �*"�1雷6・】 �H�Y%�)R�正統み十トラックシート(ポリエステル製) 



<運搬暗面一覧>　東京都文京区小石川　→　神奈川県川崎刺l崎区扇町

¥ 俶yw�jx,ﾉkﾈ�^ｲ�使用蜜の住所 刋�xﾙ�h�������巾俺の形状 俾�:�%襍ｹo窺Hﾘb�劍刪ｩY7亅ｸ,ﾉh�2�飛散鱒を防止する博通 

l鑓 ���684ｨ5Hﾋ����押刺I帆韻淀布都筑区叡山由食丁目締巾 ��ダンプ ����R�130　め　軸33 劍僣�Y%險2�直徹み十トラックシート(ポリエステル塑) 

1幼 ��8684ｨ5I�ﾙ>B�神祭川県横浜市塙紋陣取山田2子目場で ��ダンプ ��ﾘｯ��130 �*(��c�sB��H�YO�+2�敵徹み十トラックシート(ポリエステル製) 

1登5 �ｸｷｸﾋHⅹ5��神蘇Ii慨川鋒斬多摩区襲戸1259 ��ダンプ ��ﾉE��100 �*��c8ｬ2�乂ﾈ�Xｶﾙw��面積み十トラックシート(ポリエステル塑) 

126 宙�ｾXﾋHⅹ5��印察II腺川崎両日庸区登戸職59 ��CBﾓ鉄蔦3CSb�ダンプ ��ﾉ4��10o �*鳴鵜3"����YO衣R�衝磯み十トラックシート(ポリエステル披) 

重義7 ��8ｽy|Hⅹ5��神森II陳川場市各席区登戸1258 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��s��b��H�YO����直観み十トラックシート(ポリエステル披) 

1会8 宙ｪ亶ｹYHⅹ5��細約i帽川崎博多庵区鐙戸1259 ��ダンプ ��ﾈ�｢�10o �*����s�R���H�YO噂��直納み+トラックシート(ポリエステル襲) 

129 �ﾈｷｹ68�95��神奈川県川崎昨各席区登戸1鮎9・ ��ダンプ ��ﾉ���100 �*��s�2���H�YN�w��磁穣み十トラックシート(ポリエステル襲) 

重30 �ｸｷｸﾌ�ⅹ5��神勅II酬=櫛市各席区撞戸1鑓9 ��ダンプ ��ﾉ4��100 �*��sSr�冩��YN�7ｲ�蜜組み十トラックシート(ポリエステル紋) 

131 佩I^ｨ遥�ﾉ5��神勅I陳川的市多摩区握戸1鋒9 ��ダンプ ��ﾈﾞ��IOO �*���#�竸����H�Y%雍��髄飲み十トラックシート(ポリエステル襲) 

I飽 忠EｸｷｸﾋHⅹ5��帥森川県川的昨多譲区鐙戸l鈍9 ��ダンプ ��ﾈﾞ��重00 �*���#C唐��H�X枇ﾟR�直積み十トラックシート(ポリエステル塑) 

138 �+(ﾘye�ⅹ5��神勅I咽I=櫛l治麻区耀戸1蟹9 ��ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*���#s迭��-ｸ�X枇ｴ��直穣み十トラックシート(ポリエステル製) 

13種 宙ﾟｹ�ﾉ|Hⅹ5��抑制Il舶用的市多摩区鐘声1縫9 ���Bﾓ鉄蔦6Hｧ2�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*���%4�����Y%駢��拡撤み十トラックシート(ポリエステル裳) 

135 忠��y-I{ﾉ5��朴刺I糠川棚的参庵区鐙戸1饗9 枇�h�ｨ�S冩��｣9KSb�ダンプ ��ﾈﾞ��1oO �*���jャ����H�YO��b�商積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

186 �ｹ.��Y�����神奈川県川場西多摩区駈戸1鋒9 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*���������,ｨ�Y%��b�直繍み十トラックシート(ポリエステル製) 

137 �*ﾘ.ｩ(�9ｹ:�5��神奈川県川崎両日購区鎧戸l鈍9 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*���SC���兌H�Y%��ｲ�匝強み十トラックシート(ポリエステル壌) 

138 定xｸｷｸﾋHⅹ5��糾奈川県川崎市多麻区騎戸1蟹9 ��ダンプ ��ﾈﾞ��章00 �*���SC�z"�兌H�YO��b�直横み十トラックシート(ポリエステル製) 

章39 �ｸｷｸﾋHⅹ5��祁刺=服用飴帝多厭区提戸暮2劉 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��5403 �,ｨ�YO右��在磯み十トラックシート(ポリエステル紋) 

140 忠oiW�-Hⅹ5��神奈川県川前的皆既区登戸l坂9 ��ダンプ ��ﾉ4��重00 �*���SC�霻�兌H�YO��b�髄叔み十トラックシート(ポリエステル披) 

141 儖云9)8ｴ�4��神勅=県横沢同級筑区故山田町章18 ��ダンプ 兌yVﾂ�章00 �*���c����兌H�YO磯ﾒ�直観み十トラックシート(ポリエステル致) 

14寄 ��y]8��泗4��即効I陳横浜市部筑区龍山田町318 ��ダンプ �>颶��100 �/���3�����,ｨ�YO��b�薗餓み十トラックシート(ポリエステル提) 

重43 �6饐8�8沽*ﾙ�2�帥諦II陳横浜市郎筑区舟山田町3重8 ��ダンプ �9F��100 �*���C鉄�����XｶﾘﾟR�直積み十トラックシート(ポリエステル叡) 

1寸」 僥y]9������神勅=県粉浜冊都筑区競山田町318 ��ダンプ ��僥��100 �/�������x�Y_ｩDﾒ�確報み十トラックシート(ポリエステル襲) 

1う5 �?�]8��沽xｲ�抑菊川腺戦派市部筑区龍山田町318 亰�X�SS�"ﾓS�43��ダンプ 兩ﾉ�B�101 �*����������H�YO�7ｲ�寝顔み十トラックシート(ポリエステル製) 

1約 几I]9yﾘ､r��r�紳刺I恢横浜市郎龍区奴山田吋318 ��U�ﾓS倡ふS�C��ダンプ 兒颶��100 ��5000 ��H�YO或b�庫憾み十トラックシート(ポリエステル紋) 

147 僥y]8ﾌr�ｷ"�仙豹I鵬的涙席祢拡区郭山田叩18 ��ダンプ 僭)F��100 �*ﾒ�了000 �H�Y%顋2�面鏡み十トラックシート(ポリエステル紋) 

148 丿y]8ﾇﾘｴ�4��祁軌I鵬憫瞬庶流筑区龍山田町318 ��ダンプ 冽��R�130 �/��9000 ���YO郁��直積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

重49 重50 �� ��ダンプ �� ��SSSS �,ｨ�YN�ﾟR�直観み十トラックシート(ポリエステル塊) 

ダンプ �� �� �,ｨ�Y%釥r�故概みすトラックシート(ポリエステル貌) 

書51 �� ��ダンプ �� �� �H�YO悦��租飲み十トラックシート(ポリエステル製) 

15乞 佻�ﾏｸｺ�>�*ﾙ���兜噴榔江戸川区中葛西ト13-7 ��2ﾓ3cビﾓ�x�"�ダンプ ��zr�100 �,ﾒ�5011 �,ｨ�X薊�b�屯統み十トラックシート(ポリエステル稜) 

工鴇 僵xﾏｹy������耽家龍江戸川区画堵画1-13-7 ��2ﾓ8ｭ途ﾓ�sc"�ダンプ 俑凛r�100 �,ﾒ�甘572 ���YO��b�匝龍み十トラックシート(ポリエステル貌) 

154 �xﾏｸｻｹ��4��耽前部江戸川区申埠頭1-13イ ��2ﾓツビﾓ�sc"�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�8484 ��H�Y%鞜R�彊積み十トラックシート(ポリエステル製) 

1謡 伜�?ｨｻｸｾｹ4��取高節江戸川日中堪西1-13-7 ��8�S8榲rﾓ�shﾘr�ダンプ ��ｹ¥��100 �,ﾒ�3750 �H�Y%飃ｲ�直納み十トラックシート(ポリエステル襲) 

156 仭佰ｹ����4��斑前部江戸川区中歯哲子13-7 ��2ﾓ3cビﾓ�x�"�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�蜜778 �H�Xﾆ��r�腫飲み十トラックシート(ポリエステル塑) 

157 �ﾉ?ｨｻｹhXxｲ�龍帝都江戸川区申埠頭1輸舶-7 ��2ﾓ2疫h���sc"�ダンプ ��ｸﾈﾂ�100 �,ﾒ�249s ���Y%韋ﾒ�宙組み十トラックシート(ポリエステル饗) 

158 ��95I=i:��B�埼玉瓜や加市的鹿町n8寸 簸｣ふ�#RﾓSs閲��ダンプ 冕y?ｨ獅�100 �,��き555 �H�Y�Yk��直韻み十トラックシート(ポリエステル襲) 

159 �ｸ乖哩5IfR�櫛重県増加高柳患町で73-4 ���ふ�#RﾓSsビ�ダンプ 俐�?ｨﾈ��130 �+r�6磁場 �H�YYH擺�蜜納み+トラックシート(ポリエステル筑) 

160 �+)o(ｦ�ｸｯB�鳩五臓増加巾初心町7博一」 ��G2ﾓ綾ﾓr�ダンプ ��ImｩYB�180 �+��6666 乂ﾈ�YO����政紋み十トラックシート(ポリエステル致) 

161 �ｸｺH毎隼fB�埼玉腺箪加高柳烏同軸 ���cほ�ｹ9ﾈ自YCr�ダンプ 偸I?ｨｭ��100 �,ﾒ�5000 ���YO郁r�庫積み十トラックシート(ポリエステル豹 

1葛城 宙�(ﾏX毎遥|��埼玉県尊加市棚馬脚乃3弓 樋��ｨﾇ�蘒Ssビ�ダンプ 偸I?ｩYB�13き �+��6000 �H�Y����薗撤み十トラックシート(ポリエステル製) 

163 �駛�ｦ��ﾈﾎﾘﾎﾙe�*ﾉi��樋�ふ�=ﾘ�SXﾟ"�ダンプ 丿y?ｨｨC�����,��1000 冩��Y%饐��商細れ十トラックシート(ポリエステル製) 



<速搬車両一覧>　東京都文恵区小石川　→　神奈川県川崎的I崎区扇町

¥ 俶yw�jx,ﾉkﾈ�)i��使用若の住所 佗ﾙxﾙ�b�重体の形状 俾�4��ｨｨ�/���,��劍刮hY7��ｸ,ﾈﾌy�R�帰敬鰐を防止する的遊 

16」 宙ｾ闔Hｧ�5HﾄR�埼玉県堆加市助郷町778-4 樋�ふ��h6sSsビ�ダンプ ���ｩYB�重00 �,"�8000 �H�YN�7ｲ�祉蝕み十トラックシート(ポリエステル致) 

165 �ｸ乖愡5Hｹ"�埼玉鳴箪加市場忠町7榔-4 樋�ふ儖2ﾓSsビ�ダンプ �=I69YB�重80 �+2�445 �H�YO益��直積み+トラックシート(ポリエステル致) 

166 �ｹ5I_������埼玉県増加昨柳勘町773-書 毘KRﾓ�/ｲﾓSsビ�ダンプ 做ｸ躡nﾂ�180 �+r�う05 �H�YO����鴎飲み+トラックシート(ポリエステル製) 

167 ��○○喜1鵜〇〇〇〇■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇"○○臆臆〃 ��ダンプ ��○■ �� ��H�X鷙ﾇ��直績み十トラックシート(ポリエステル塑) 

重68 �� ��ダンプ �� �� �H�Y%�7ｲ�磁撤み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

169 �� ��ダンプ �� �� �H�YO一ｲ�直観み十トラックシート(ポリエステル襲) 

宣70 �� ��ダンプ �� �� �H�YN�m��座積み十トラックシート(ポリエステル製) 

章71 �� ��ダンプ ��S喜 �� �,ｨ�X�ｴ��西前み十トラックシート(ポリエステル穏) 

○ ��

17露 �ｩmY�2�駅前細足立区I!袖3一塊-14 ���ﾓSス6s�3CB�ダンプ ��ｹzr�180 �+ｲ�5500 ��H��>�*��血統み十トラックシート(ポリエステル襲) 

173 �ﾉ���2�兜高柳足立区花畑い鑓-14 ��2ﾓSス6yYHﾝ��ダンプ ��ｹzr�章30 �+r�飾00 ���YTﾈﾟR�屯敬み十トラックシート(ポリエステル謎) 

I74 ����$��2�奴前部足立区花畑3-槌-14 ��2ﾓSス6s�8ﾝ��ダンプ ��ｹzr�130 �+��7700 �H自%�<r�曲撒み十トラックシート(ポリエステル紋) 

重75 �ｩ�Y�2�政市郊足立区花畑3-鑓一14 ��2ﾓY,��ﾓ�3CB�ダンプ ��ｹzr�130 �+��8800 ��(*���b�笹積み十トラックシート(ポリエステル製) 

178 ��ﾊi���奴市郎鬼握区花畑3-靭-暮1 ��6sXｿ��ﾓ�3CB�ダンプ ��ｹzr�重30 �+r�的00 梍ﾘ���>��曲軸み十トラックシート(ポリエステル扱) 

I77 ��ﾉu��2�好球紺足立区花畑3-鑓一14 冩蔦Sス6s�3CB�ダンプ ��ｹzr�130 �-��33 �H�YN����曲積み十トラックシートくポリエステル襲) 

178 �ｩmY�2�耽嘉勧足立区花畑8郎-重4 ��rﾓY/(��33CB�ダンプ ��ｹzr�130 �-ﾂ�60 �H�YO井r�直概み十トラックシート(ポリエステル鍍) 

179 ��9�Y�2�庇市郎足虹区花畑3-独-重4 �4蔦S斡��3CB�ダンプ ��ｹzr�181 �.B�83 �H�Y%�+2�屯鮪み十トラックシート(ポリエステル筏) 

置80 �4��ｩ4�7冦��押掛靭足立区弘道2伽 ��2ﾓ3ツbﾓ���"�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�3141 �H�Y%����直納み十トラックシート(ポリエステル稜) 

重8重 �ﾈｮ)�7冦��奴薄綿足立区弘道2-㌻6 ��2ﾓ3ツbﾓ���"�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�8781 �B)O雨ﾒ�漣撒み十トラックシート(ポリエステル後) 

182 �ｹK�4�7冦��兜高柳足立区弘道斗5-6 ��2ﾓ3ツbﾓ���"�ダンプ ��ｸｯ��重00 �,ﾒ�666重 ���Y%霹��直徹み十トラックシート(ポリエステル製) 

】83 �� ��ダンプ ��: �� �H�X枇�b�底概み十トラックシート(ポリエステル製) 

184 �$�697冦�4��取高抵餌掘区柾目町4-2む1 �+"ﾓ3都ふc3#��ダンプ �7�5ｲ�100 �,ﾒ�的2重 �H�Y%�<x�R�匝積み十トラックシート(ポリエステル致) 

185 宙ﾕ8抦�)7���埼玉的=日商地銀まい17-15 ��2ﾘﾕ3sほ�C��ダンプ ��Xｷｲ�100 �,ﾒ�120」 �H�Y%鞜R�直観み+トラックシート(ポリエステル襲) 

186 �ｸ抦�(�8���埼玉瓜川口布兜徹家l-17-15 ��2ﾘ橦都ふc3#��ダンプ ��Xｷｲ�1的 �,ﾒ�鮎軌 �H�YO衣R�宙龍み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

重87 �4�(h�(�9ER�埼玉卿=口市加傾度トl十重5 亶"ﾓ3努2ﾓc8ﾋb�ダンプ ��Xｷｲ�宣00 �,ﾒ�重630 �H�Y%��b�薗餓み十トラックシート(ポリエステル製) 

重88 �4�(h�(唏���埼玉県川口了関〔翻案ト1ト15 ��2ﾓ3都ふc3#��ダンプ ��Xｷｲ�100 �,ﾒ�3037 ��H�YO�)b�直飲み十トラックシート(ポリエステル蟄) 

重89 仍�:�郁xx｢�埼玉県軸綴市田埼40トl ��ダンプ 傀ｩ�"�1寄0 �+��1020 冩��YO����直撤み十トラックシート(ポリエステル竣) 

190 刋ﾉ��ｮ霹�4��埼玉県調節和田心的7-重 ���cふCッﾓd涛��ダンプ 傀ｩ�"�180 �+ｲ�1019 ���YO綾��直積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

191 仍鞏xﾔ姻hx｢�埼玉強靭鍍市田舟407-I ���cふCッﾓc���ｲ�ダンプ 傀ｩ�"�130 �+��10重8 �H�YO駅��直横み十トラックシート(ポリエステル襲) 

● 俘)&ﾘﾔ��Hx｢�埼玉県釧絞苅田馬40手書 樋���Y��ッﾓc�傲ﾒ�ダンプ 傀ｩ�"�重30 �+ｲ�10暮7 �H�Xﾄ8ｧ��涯概み十トラックシート(ポリエステル襲)i 

重93 从y��ﾔ���4��埼玉県調節市田鴎407-1 毘�"ﾓCッﾓ��白�ダンプ 傀ｩ�"�180 �+ｲ�1015 �H�YO駅��直積み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

184 倡8ﾝxﾔ維�^ﾒ��や�埼玉県初級市田的407-重 ��ダンプ 俶�ﾝ��重30 �+r�重014 �,ｨ�YO飲B�拡散み十トラックシート(ポリエステル袈) 

195 俘)ohﾔ栄Xﾚｲ�埼玉県側飯的国庫407-重 ��ダンプ 傀ｩ�"�130 �+��1013 �H�YO鞍��確飲み+トラックシート(ポリエステル塑) 

重96 俘)oh�ｹ9ﾙ�2�埼玉腺馴絞布田庫407-I ��ダンプ ��io2�130 �+��10章2 ���X鷙ｽ��直撒み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

重97 仍驢�ﾔ右�x｢�埼玉県棚叙和田舟40十重 枇�cふCッﾓc����ダンプ 傀ｩ�"�10o �,ﾒ�363 �H�YN����直積み十トラックシート(ポリエステル敦) 

重98 仍駢ﾘﾔ志�4��埼玉隔瑚協同頓馬的十重 ��ダンプ ��h炅�100 �,ﾒ�862 �H�YN�>��確報み十トラックシート(ポリエステル襲) 

199 俘)��ﾔ栄S�'r�埼玉原綿娃布田庫」07-1. ���cふCッﾓc����ダンプ 傀ｩ�"�130 �+r�章0ま章 �H�Y�Yk��直蹄み+トラックシート(ポリエステル製) 

書OO 偬ﾈﾝxﾔ右�苒��埼玉娘執成市田劇0巾. ��ダンプ 傀ｩ�"�130 �+��・10勉 �H�Y^ﾘｸr�確報み十トラックシート(ポリエステル製) 

20裏 仍驢�ﾔ榎�x｢�埼玉県瑚履相田再407-1 ��ダンプ 傀ｩ�"�130 �,B�IO23 �H�Y�H錂�政敵み+トラックシート(ポリエステル蟄) 

1狐2 俘)ohﾔ�ｹ4��埼玉腺柳敏和田庫裏07-1 ��ダンプ ��ﾉ�"�130 �+2�10糾 �H�X鷓fB�苗統み十トラックシート(ポリエステル製) 

製陶 ��ｲ� ��ダンプ �� �� 做X�YO��b�四散み十トラックシート(ポリエステル製) 

204 豫R� ��ダンプ‾ �� �� �,ｨ�Y%險ﾒ�直統み十トラックシート(ポリエステル製) 

○ ��



<運搬埴両一覧>　東京都文京区小石川　→　神奈川鼎I悌市II崎区扇町

¥ 俶yw�jx,ﾉkﾈｦxﾍ��他用蜜の住所 佗ﾙxﾙ�b�坤体の形状 俾�:靺9dﾉ�ﾉMH,��劍刮fY7侏X,ﾉ69J��飛散鱒を防止する船遊 

205 �� ��ダンプ �� �� �H�Y%騅�������+ﾉnｸ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ宸��

206 �� ��ダンプ �� �� ���YO�ｲ�暗部み十トラックシート(ポリエステルら!) 

之07 �� ��ダンプ �� �� 俑��YO��b�高調み十トラックシート(ポリエステル製) 

208 �� ��ダンプ �� �� 乂ﾈ�YN�7ｲ�直概み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

登09 ��"〇〇〇〇〇〇"○○"""〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ��ダンプ ��〇〇〇〇 ���� �H�Y%�<r�故殺み十トラックシート(ポリエステル袈) 

まlO �(i�ｩ����4��押森II陳瑚波面舷北区的名7丁目7セ6-305 ���RﾙHﾈ.ｩ�s#C��ダンプ �>僥��重00 �,ﾒ�3866 倅ｸ�Y%駑��暗散み十トラックシート(ポリエステル紋) 

211 仗���ｸ弸4鋳�神奈川姐横波和腔北区婚告7丁目卜製綿05 毘KRﾘﾕ9vX自ofﾂ�ー　ダンプ �'兢"�100 �,ﾒ�3740 傚�*�%�<r�遮瑚み十トラックシート(ポリエステル製) 

亀12 ��ﾉ���xx｢�神奈川県横沢拘膳北区的名7丁目手26鴫05 ��ダンプ ��偬��100 �,ﾒ�5269 ����Y�ﾙk��磁積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

隻13 �(i�ｨｻｹ�Xxﾂ�帥恋周県増派巾維北区鄭玲7丁目手26吋筒 ��KRﾙHﾈｯ�ﾓ(-ﾃC��ダンプ ���ﾂ�重00 �,ﾒ�絹重4 �H�YO����血慎み十トラックシート(ポリエステル塑) 

214 ��〇〇〇"O易 ��ダンプ ��喜漢 ������ �,ｨ�YO衣R�曲散み十トラックシート(ポリエステル製) 

215 �� ��ダンプ �� �� 兌H�Y%����曲飾み十トラックシート(ポリエステル披) 

216 �� ��ダンプ �� �� 兌H�YO洩��屯概み十トラックシート(ポリエステル製) 

217 �� ��ダンプ �� ���� �H�Xｫ榎��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

2】8 ��Y�Y�ﾘ鑽�神奈川県朗灰両性北曙締吉田撒1-48-17 樋�Bﾓ#srﾓh茲�ダンプ ��Vﾂ�100 �,ﾒ�29書3 ���Xﾄ9J��直練み十トラックシート(ポリエステル製) 

219 ��Y�Y�ﾘ�"�帥刺I腺横浜棚堰地区餅吉田兜1」8-17 毘+"ﾓ#srﾓi.B�ダンプ 刋颶��100 �,ﾒ�3亀?0 冩��YO��ｲ�笹娩み十トラックシート(ポリエステル製) 

ま20 �ｹ�ﾈ�8ｵｨﾉ"�干炎県前川同室ト2-5 ��ダンプ 做ｹ�ｩnﾂ�100 �,ﾒ�1086 �H�Y%�7ｲ�屯髄み十トラックシート(ポリエステル襲) 

製1 �ｹ�ﾈ�8�8魵�千沌県市川両室1-2-5 ��ダンプ 做ｸ躡nﾂ�100 �,ﾒ�1459 �H�Y%鞜R�伍概み十トラックシート(ポリエステル襲) 

鮎場 �ｹ�ﾈ�9N)�ﾂ�手張県市川暗合ト2鴨 ��ダンプ 做ｸ躡nﾂ�130 �+2�紬00 �傚�枇�2�直積み十トラックシート(ポリエステル恕) 

223 �ｹ�ﾈ�9N(�2�手製県的I肺宝1〇才5 ��ダンプ 假xｮ)nﾂ�IOO �,ﾒ�1370 �H�Y%�<r�直観み十トラックシート(ポリエステル襲) 

(塑書 忠l��ﾈ�8宜魵�千製県南II怖劫-む5 ��ダンプ �69�nﾂ�100 �,ﾒ�量865 �,ｨ�Y����喰撒み十トラックシート(ポリエステル襲) 

合25 宙ｪ��ﾈ�8ﾞ(���千嫌鳴市川暗室ト2づ ��ダンプ 凛ｸ�9nﾂ�100 �,ﾒ�ま7鎚 乂ﾂ)O飲2�直観み十トラックシート(ポリエステル紋) 

製陶 �ｸ7�8H5X4ﾂ�取高郭江戸川区北母酉4-1亀・塑 ��ふ3cモﾙ^塗-ﾃR�ダンプ ��ｹzr�1容0 �+2�233 �H�X枇･｢�屯飢み+トラックシート(ポリエステル塑) 

狸け 忠��7�8H5H4ﾒ�奴京都江戸川区北櫛西4-職一銭 ��8�S3iYBﾓ�mxｽ��ダンプ ��ｹzr�130 �+2�49 凩h�Y%��ｲ�租税み十トラックシート(ポリエステル製) 

雛鴎 �ｸ7�8H5H4ﾒ�職敬部江戸川区北埠西4-1鎌塑 ��2ﾓ9N蔦�c#R�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�3抑0 兒��YO衣R�唾撮み十トラックシート(ポリエステル致) 

塾導 �ｸ7�8H5X4ﾂ�競市郭江戸川区北増田4-1魯鈍 ��ﾖs3cモﾓ�c#R�ダンプ ��ｸｯ��100 �,ﾒ�3012 亊��X鷙ｨﾒ�産能み十トラックシート(ポリエステル製) 

230 忠�87�8H5H4ﾒ�兜研都江戸川区光雄西4-1宴一塊 ��ふ9M��｢ﾘ�my:2�ダンプ ��ｸｯ��100 �,ﾒ�純99 �H�Y�Yk��商議み十トラックシート(ポリエステル襲) 

23I 宙��7�8H5H4ﾒ�敵前綿江戸川閉じ葛西4-重2-22 ��2ﾓツ�8�S��｣R�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�35ま2 �,ｨ�YO����蜜照み十トラックシート(ポリエステル襲) 

23ま 忠:�7�8H5H4ﾒ�敵商都江戸川区北穂西村2・塑 ��ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�3難曲 �,ｨ�Xｦﾙ���在棟み十トラックシート(ポリエステル製) 

蜜榔 �ｸ7�8H5H4ﾒ�喋愈郡江戸川区北埴西4-12・唆 ����Sツモﾓ�c#R�ダンプ �.越r�100 �,ﾒ�4083 �H�YO衣R�龍積み十トラックシートはリエステル筏) 

整い �ｸ7�8H5H4ﾒ�兜商都江戸川区北蜂西4-1年輩曳 ��ふツ�2ﾓ�hﾍr�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�5023 冩��Y��b�確稲み十トラックシート(ポリエステル幾) 

23う 宙ｪ�7�8H5H4ﾒ�如京帥江戸川区北秘密を12一銭 ��xｲﾓツモﾓ�iO2�ダンプ ��85�5ｲ�1章 �."�5793 兒��YO盈��確成み十トラックシート(ポリエステル娘) 

鑓6 忠��7�8H5H4ﾒ�殺稼挿握戸川区此鵜四4-12-22 訳2ﾓ3�;ﾃふ�c#R�ダンプ ��89h葡�100 �,ﾒ�1410 ��H�Y%鞴��薗蝕み十トラックシート(ポリエステル製) 

勘7 忠��7�8H5X4ﾂ�政敵綿江戸川区北蜂蜜4-裏2「吸 ��2ﾓ8ｭ唐ﾓ�iV��ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�盲押2 傚�*儖衣R�直拙み十トラックシート(ポリエステル塑) 

238 �ｸ7�8H5X4ﾈ�R�取高那江戸川区粧堪西4一職-22 ��8�S8ｭh里ﾙ�田#R�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�5985 �,ｨ�Y%馭B�曲統み十トラックシート(ポリエステル披) 

製陶 �ｸ7�8H5X4ﾂ�蚊高郷江戸川曙光導酎-1オ堤 �4蔦8ｭ唐ﾓ�{Inﾂ�ダンプ 俑�(��100 �,ﾒ�533重 �H�YO咽��直励み十トラックシート(ポリエステル致) 

包IO �ｩ$i>ﾉ�hﾉｨﾝ��無痛斬江戸川区画増匪3-33 ��2ﾓ3csbﾓSSc"�ダンプ ��ｹzr�100 �,｢�鈎3 �H�Xｯ��r�拡散み十トラックシート(ポリエステル致) 

支41 �ｨ��ⅤD騫ﾘﾞ��露高柳虹戸川区画捌江3一郷 ��ﾘx�S3csbﾓSX�"�ダンプ ��ｹzr�180 �+r�373 �Bﾈ�8��珊み十トラックシート(ポリエステル貌) 

劃書 ���5Hⅹ9�ﾗｸｫ��寝癖榔江戸川区西瑞江8-的 ��ふ3csbﾓSSf��ダンプ ��ｸｯ��100 �,ﾒ�8舶恩 �H�Y%�<r�確概み十トラックシート(ポリエステル筏) 

包」3 �ｨ乖ｩﾉNXﾉｩtｲ�奴高柳直戸川区画樹調い3種 ��2ﾓ3csbﾙ��c"�ダンプ ��ｹzr�180 �+2�84雷 僮X�Xｯ益r�確執み十トラックシート(ポリエステル襲) 

露Il �ｩ5IFXｨｨ�8ﾝ��飛球龍江戸川区画璃江3-綿 ��2ﾓ3csbﾓSSc"�ダンプ ��ｹzr�章30 �+x��8�ｳ2�兌H�YO駅��椰み十トラックシート(ポリエステル紋) 

紬5 �ｨﾝ������敗布部江戸川区四瑠揮3-的 ��2ﾓツsbﾙ;ﾃi���ダンプ 俑�(��100 �,ﾘ��ｵCccr����Yｪﾉ]��屯璃み十トラックシート(ポリエステル製) 



<運搬車面一覧>　東京都文京区小石川　→　神奈川県川崎市川綺区画町

¥ 俶yw�jx,ﾉkﾈ�9��使用番の住所 佗ﾘﾆ�5B�同体の膨状 俾��x咬6�餉Hﾘb�劍刮�Y7�h,ﾉ��ｯ｢�飛随鱒を防止する的遊 

246 �ｩ�ｹ>ﾈ､8蛯�撮寄畑江戸川区画瑠江3-38 ��2ﾓ3csbﾓSSc"�ダンプ ��ｹzr�重80 �,b�666 �H�YN���暗部み十トラックシート(ポリエステル襲) 

2」7 �ｨﾝ�ⅹ�i�ｹWB�親密柳江戸川は西脇江8-33 ��2ﾓ3csbﾓSY�R�ダンプ ��ｹzr�書80 �+r�363 兒��YN�ﾛﾂ�屯舶み十トラックシート(ポリエステル袈) 

2」8 �ｩ5I~ﾙ9�ﾉｨﾝ��取高郡江戸川区画瑚江3吋3 ��ダンプ ��ｹzr�130 �+2�3馳 ���YO�ｲ�龍励み十トラックシート(ポリエステル製) 

ま49 �ｸﾍﾈ��7冦��瞭南部江戸川区瑠脚7-3 ��ダンプ ��Xﾌｲ�100 �,ﾒ�3994 �,ｨ�Xﾄ9>2�市部み十トラックシート(ポリエステル製) 

250 冩�ﾍﾈ�4�7冦��政市郁江戸川区瑞江2-27-3 ����ﾓ3csbﾓSSc"�ダンプ ��Xﾌｲ�100 �,ﾒ�3997 ���Xﾆ��r�蜜楕み十トラックシート(ポリエステル製) 

ま§重 �?ｩ�ﾉy�ｦｹIR��収載抑揚飾区細田4-10-3 ��2ﾓツx-ﾈ5｣S#��ダンプ �>)zr�100 �,ﾒ�3316 ���8靖x��道郁み十トラックシート(ポリエステル独) 

2誠 �?ｩ�ﾈ�8ｷ"�旗欝郁雄飾区細田4-10-3 ��2ﾓ3cs"ﾓ#S&ﾂ�ダンプ ��ｹzr�重00 �,ﾒ�419与 俯(�YIYx��腫珊み十トラックシート(ポリエステル製) 

253 �?ｩ�ﾉ>)6餾B��旗京郁磯節区細田4-重機) ��2ﾓ3cs(49T�#��ダンプ ��ｹzr�章00 �,ﾒ�4377 ���Y%��ﾒ�道統み十トラックシ」ト(ポリエステル製) 

251 �?ｩ�ﾉy��)4��鳩亀那聴牌閉脚凪4-10-3 ��8�S3cs"ﾘ､�)'R�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�4089 僣��X�9J��心髄み十トラックシート(ポリエステル筏) 

255 �?ｩ�ﾈｻｹ|�4��煎京都拷飾区和田4-IO-8 ��2ﾓ3cs"ﾓ#S#��ダンプ 僖ｨﾈﾂ�100 �,ﾒ�35§1 冩��Y%�<r�柾頼み十トラックシート(ポリエステル製) 

鈍8 �?ｩ�ﾉ5Hｹ)���押帝都磯節区細田4-10-3 ��2ﾓ3cs))ｨ�｣#��ダンプ ��ｹ(��100 �,ﾒ�366S �H�Y%霽��麿熊み十トラックシート(ポリエステル製) 

257 �?ｩ�ﾈﾌxｪﾃ����攻粛都櫛飾区制剛-1叶3 ��ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�3115 兌H�Y�ﾙk��龍駁み十トラックシート(ポリエステル報) 

登58 �?ｩ�ﾉ�X�ｸxﾂ�臓粛統増飾区細剛-1叶3 �+(��3cs"ﾓ#S&ﾂ�ダンプ ��ｹzr�重00 �,ﾒ�5測臨 ���YO�)R�直概み十トラックシート(ポリエステル塑) 

鈍9 �?ｩ�ﾉ5H椹4��奴高柳哲的区紬田4-1叶3 ��2ﾓツs"ﾙM��S��ダンプ ��ｹzr�100 几B�6475 兒��Y%鞏R�宙轍み十トラックシート(ポリエステル製) 

登60 �?ｩ�ﾈ隼|�4白�瞭帝都蜂飾区細田4-10-3 ��2ﾓツs(耳ｶC��ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�6497 冩��YN�>�����彊飯み十トラックシート(ポリエステル製) 

261 �<��ﾈｻｸﾘ�ﾂ�瞭琉那堪鉱区細田4-10・3 ����S3cs(�#S#��ダンプ 偖ﾈﾝr�100 �,ﾒ�4356 ����Y%�<r�噴飯み十トラックシート(ポリエステル製) 

食6ま �?ｩ�ﾈ遥hY4��龍宮那準飾区細田4-1叶3 ��2ﾓ3cs"ﾘ-ﾃXｸ｢�ダンプ �7倡B�重00 �,ﾒ�36】9 ���Y%鞜R�直積みすトラックシート(ポリエステル幾) 

敬連 �4x5�6X�ｸ6x5H�ｸ7(5�4��璃帝箭江奴区姐派2鴫-16 ��2ﾓ3csbﾓSSc"�ダンプ ��xｹ"�重00 �,ﾒ�d3雷3 �,ｸ�YO�7ｲ�迫撮み十トラックシート(ポリエステル製) 

264 俚(�盈�7冦浦B��攻京都紅戸川区情鵜的6丁目2-1 ��2ﾓ瓜涛����ダンプ 冢�?��100 �*ｲ�362l ��8�Y%��2�暗礁み+トラックシート(ポリエステル製) 

265 俚(�盈�7冦�4��奴標那江戸川区翻均飾6丁目を1 ��2ﾓ3ャふ灯鳴�ダンプ �>)?��100 �*��753合 �H�X枇ｶR�直瑚み十トラックシート(ポリエステル製) 

2β0 俚(�曳ｹ7偃�4��瓜槙謡江戸川区瑚歯髄6丁目2-1 ��8�S3cモﾓ涛�ﾂ�ダンプ 俑�(��100 �*��7粥1 �H�X蜑���護積み十トラックシート(ポリエステル製) 

267 俚(�盈�7冦�+"�取高郭江戸川区同母的6丁目2-1 ��2ﾓナ'�｣涛���ダンプ ��ｹzr�100 �*��8586 �H�Y%����確報み十トラックシート(ポリエステル製) 

紘遊 俚(�盈�7冦����取掛龍江戸川区劇場的6丁目2-1 ��2ﾓ穐ふ涛���ダンプ ��ｹzr�IOO �*ｲ�8織0 ���Y%�<r�高槻み十トラックシート(ポリエステル襲) 

269 俚(�盈�7冦�4��政事概江戸川区郎磯節0丁目む章 ��2ﾓ3cモﾓ涛���ダンプ ��ｹzr�100 �,ｲ�753」 倅ｸ�YO����在職み十トラックシート(ポリエステル敦) 

270 俚(�盈�7冦�4��蚊節約江戸川底棚磯節6丁目2-1 訳2ﾓ9��ﾈ�iH�Fﾂ�ダンプ ��ｸｯ��100 �*ｲ�8618 冩��YO葵ﾒ�遊棚み十トラックシート(ポリエステル襲) 

271 俚(�盈�7冦�4��奴舟都粧戸川区商増的6丁目を宣 ���ﾓツモﾓ涛���ダンプ ��ｹzr�100 �*��錐鴻8 ���X�9x��直納み十トラフクシート(ポリエステル独) 

登72 俚(�盈�I�Y4��臓蒋統江戸川区前場的6丁目食-1 ��2ﾓ3h��2ﾓ涛�ﾂ�ダンプ ��ｹzr�重00 �*��狩場 ���X�(ｸX�b�贈積み十トラックシート(ポリエステル製) 

273 俚(�盈�7冦�4��吹折節堪戸川麿南峰的6丁目2-1 ��2ﾓ3c�2ﾓ祷���ダンプ ��ｹzr�宣00 �*ｲ�37測 兒��Y&yx��直観み十トラックシート(ポリエステル製) 

271 俚(�盈�7冦�����虹京衝江戸川区璃均的6丁目オ1 �4蔦3hｻﾘ.#��｣��ダンプ ��ｹzr�100 �*ｲ�6989 ���Y%靉b�碑翫み十トラックシート(ポリエステル塑) 

ま糖 俚(�盈�7冦�4��舶標部江戸川区高雄的6丁目を1 ��2ﾓ3cモﾓ涛���ダンプ 倬9zr�100 �*ｲ�7閲 做X�X�8愆�祉縮み十トラックシート(ポリエステル独) 

278 俚(�盈�7冦�4��爽環輯江戸川厚相増的6丁目2-1 ��2ﾓ�｢ﾓ等�����ダンプ ��ｹzr�100 �*ｲ�.花組 �H�Y%險ﾒ�直納み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

2汀 俚(�盈�7冦�4��取高櫛江戸川厚相鱈館6丁目を1 ��ふ3ャふ涛���ダンプ 俑�(��重00 �*ｲ�7824 �H�Y>���読破み+トラックシート(ポリエステル袈) 

278 俚(�盈�7冦�4��戒珊江戸川区相場的丁目2-1 ��2ﾓツモﾓ涛�ﾂ�ダンプ ��ｹzr�重00 �*ｲ�7825 ��8�Y%��b�庫積み十トラックシート(ポリエステル製) 

包79 俚(�盈�7冦�4��奴欝郭江戸川虚前歯姉6丁目鋤 ��2ﾓ�xﾗrﾓ祷���ダンプ ��ｹzr�100 �*ｲ�7銘6 兒��YO悦��直概ね+トラックシート(ポリエステル製) 

280 �ｩ�inﾉ7倬2�蚊前部是正区舎人8-ト重8 ��2ﾓ3ゴ2ﾓif�C��ダンプ 亰8ｪ"�100 �,ﾒ�2864 �H�Y%�<r�曲敢為十トラックシート(ポリエステル恐) 

281 �ｨ･ｨｩY7�&��取高商足立区白人3-細8 ��2ﾓ3�3ほ�vﾂ�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�211・l ���Y%鞜R�喧請み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

独 �ｨｮ(咬7僵R�取捌足此区会人3-ト重8 ��ｩD簽3ゴ2ﾓiy���ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�23】3 亅傚��ﾈ頸�宙積み十トラックシート(ポリエステル塑) 

283 �ｨｮ)nﾉ7佶｢�蚊粛部足立区甚大3寸-18 ��ｯ�ﾓ3ゴ2ﾓcSC��ダンプ ��ｸｯ��章00 �,ﾒ�3570 兌H�YO噂��庫償み十トラックシート(ポリエステル襲) 

28書 倬9nﾉ7佶｢�典捌足立区命人β-ト18 訳9t�3ゴ8自;���ダンプ ��ｹzr�宣00 �,ﾒ�3569 �H�X�9���直観み十トラックシート(ポリエステル塑) 

嬰甑 �ｨｮ)nﾉ7佶｢�加京都足立区食入れ1-18 ��2ﾓ3ゴ蔦cSC��ダンプ ��ｹzr�130 �,b�1107 ��H�Y�Y���暗積み十トラックシート(ポリエステル製) 

幾6 �ｨｸｹnﾈ�8ⅳ�兜高枕足立区白人3-ト章8 ��2ﾓ3ゴ2ﾓcSH���ダンプ ��ｹzr�180 �,��宣107 �,ｨ�Y%��r�直組み十トラックシート(ポリエステル製) 



<運搬埴両一躍>　東京都文京区小石川　→　神奈川県川崎市川崎区扇町

¥ 俶yw��ﾈ,ﾉ7��ｩ9��使用密の住所 刋�xﾙ�b�郎体の形状 俾�:��9:渥儁Hﾘb�劍刪ｩY7�h,ﾈ鵫wﾒ�飛散呼を朗色する櫛遊 

宴87 紘姐 � � ��〇〇〇〇 �� ��直観み十トラックシート(ポリエステル蚊) ダンプ 剪��,ｨ�X�(�b�

菓　　s 梯�鵜」冒 �5�987b�○　獲 �� ��鉛・耽寮 仂瓜�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

2あ9 忠W｢傅ﾈ鏐ｻｹj2�埼玉県新座市新娼1丁目5-0 ��2ﾓ3都ほ�C��ダンプ 倡ｩ�"�1重 �,B�如6 �H�Y%�<r�薗積み十トラックシート(ポリエステル製) 

登90 �� ��ダンプ ��⊥ �� 亊��Y5��ｲ�曲概み十トラックシート(ポリエステル製) 

29重 ��神奈川県川鋒市川筒区大師本町6-11 ��ｨ�S�Bﾓ#��ﾘ�8ｵC��ダンプ ��ﾈﾞ��180 �*b�重0S �H�Y%�<r�曲餓み÷トラックシート(ポリエステル製) 

292 ��朴鏡II収川崎品川的区大師本町6-1重 ��%2ﾘ-ﾃ��ﾓｨｿ)xｳ��ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*b�106 �H�Y5ｹ/ｲ�碑微み十トラックシート(ポリエステル塑) 

製)3 ��押患川県川崎前)章胎区大師抑6-1重 ��孑ﾓ#��ﾓ�8-ﾃ��ダンプ ��ﾈﾞ��宣00 �*��2362 ���YO虻b�直甜み十トラックシート(ポリエステル製) 

隻9書 ��糾尉I腺川崎印川的区大晴本町6-11 ���cH�S#��ﾘ��C��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��2363 俛���Xﾆ迂ｲ�曲龍み十トラックシート(ポリエステル竣) 

29き ��神藤川現川的市川的区大師本町6-11 ��ダンプ ��ﾈﾞ��180 �*b�107 兌H�Y%鞜R�直統み十トラックシート(ポリエステル製) 

298 ��糾無用県川崎両川節区大師本町6-重1 ��ダンプ ��ﾈﾞ��重OO �*��2710 儼��YO��ｲ�腹部み十トラックシート(ポリエステル製) 

297 ��神奈II鵬川的部I胎厚木博本町6-11 ����6s#��ﾓ�3#��ダンプ ��ﾈﾞ��重00 �*��40」6 ���YO稲ﾂ�暗廠み十トラックシート(ポリエステル塑) 

298 ��細蹄II鵬川的制i舶区大師本町6-1重 ��ダンプ ��ﾈﾞ��10o �*��4133 �H�Y%�:��直積み十トラックシート(ポリエステル焚) 

!勘9 ��袖荒川瓶用的市川悩区大師本町6-1重 枇-8-駛ャ�ﾓ�3#��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��4492 ����ﾗy<r�直旗み十トラックシート(ポリエステル筏) 

300 ��帥掛り脚i旧制I崎区大姉本町6-1重 ��ダンプ ��ﾈﾞ��章00 �*��4与05 ���Y���ｲ�拡噺み十トラックシート(ポリエステル塊) 

801 ��糾窮IiI卿I雌市川的区大筒本町8-11 ��u�ｩo�ﾙ^�3#��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��160」 ���YG9v��鵡撤み十トラックシート(ポリエステル敬) 

30曇 ��帥甜I鵬Ii旧市川場区大師本町6-11 ���H,9��ﾓ�3&ﾂ�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��4的6 兌H�Y%霽r�直拙み十トラックシート(ポリエステル製) 

3o9 ��神奈川県川崎和)I鵬区大師本町6-重章 ���H耳ｧ3�ﾓ��Hﾔ��ダンプ ��ﾈ�｢�重OO �*��4s37 �H�YO衣R�直紬み十トラックシート(ポリエステル製) 

301 ��神勅=県川崎市)l圃区大館本町6-1l ���"ﾓ#���3#��ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*��sllO 假x�Xﾄ8榑�確報み十トラックシート(ポリエステル製) 

805 ��神訴川場川崎制i同区大師本町6-11 ��ﾖBﾓ#��ﾓ�9=ﾃ��ダンプ ��ﾈﾞ��IOO �*��執11 ��H�YO�/ｲ�直積み十トラックシート(ポリエステル貌) 

306 ��押菊川腺Il騎西川崎区大師本町6-11 �+(ｹ�N��ﾓ�3#��ダンプ ��ﾈﾞ��重00 �*��46oま �4�,��)���粗朗み十トラックシート(ポリエステル塑) 

307 ��糾森川脚i旧師I燭区大師本町6-11 ��ダンプ ��ﾈ�｢�10負 �*��1 �H�YO杏��直飲み十トラックシートはりエステル製) 

308 ��神索Ii糠川郎帥II崎区大師本町6-11 ����6s#��ﾓ�3#��ダンプ ��ﾈﾞ��重OO �*ﾒ�2 �H�X毘x��直観み十トラックシート(ポリエステル彼) 

309 ��抑揚川肌用的市川倒置大館本町6-11 ���6s#��ﾓ�8-ﾆﾂ�ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*b�103 ���Y�ﾙk��直朗み十トラックシート(ポリエステル製) 

310 冑ﾘ�檍���hｻｹfR�袖察Iii県川崎市川岱区殴町会-15-8 ��ダンプ ��ﾈﾞ��I30 �*"�4§00 �H�YO益��直納み十トラックシート(ポリエステル勘 

811 �俾陞���h遥7ｲ�神窮II眠り闇市川蛤区政町2-15-8 ���Bﾓ#��ｹﾘ*�r�ダンプ ��ﾉ4��130 �*��4501 ���Y%霆��腫徹み十トラックシート(氷りエステル怒) 

3I2 乘H�檍��遞隼�R�神蒸川県)=噂的II崎区間之-15置8 ��ダンプ ��ﾈﾞ��180 �*��4§0曳 �H�Xｦﾘ�2�直協み十トラックシート(ポリエステル捜) 

31種 乘H�檍��踵kｨｾｲ�神奈川県II胸刷I鵬区殴町2-15-8 ��ダンプ ��ﾈ�｢�130 �*��4i脚 兌H�Yｪﾈｽb�曲積み十トラックシート(ポリエステル製) 

814 �<俾陞���h蝿���袖的=県II崎市Ii鵬区駁町2-15-8 ��ダンプ ��ﾈﾞ��180 �*��450種 �,ｨ�YO飲2�祉積み十トラックシート(ポリエステル製) 

315 僞��檍���8ｩY|��袖刺I腺Il燭帝川崎区蹟時2-15-8 ���S�H自gﾃs途�ダンプ ��ﾈﾞ��重3o �*��4505 ��H�YO益��直餓み十トラックシート(ポリエステル寝) 

816 冑X�檍���h遥�ﾂ�押蒸II帆II旧師Ii胸囲駁町里-重5-8 ��ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*��編O6 �,ｨ�^?xﾋﾂ�直組み十トラックシート(ポリエステル塑) 

817 乘(�檍���ｯｨｵｲ�帥刺I陳川崎駒l圃国政町2-15-8 ���Bﾓ#��ﾙjピ途�ダンプ ��ﾉ���130 �*��4507 �,ｸ�YO��R�暗部み十トラックシート(ポリエステル襲) 

3重8 冑X�檍��5�486X6(4��紳懲川駒Il崎的I鵬区干場町8-2 鑓馗Bﾓ#モﾓscCB�ダンプ ��ﾉ4��100 �*��5裏寄包 兌H�Y8ﾙ���謡蝕み十トラックシート(ポリエステル寝) 

319 冑X�檍��5�486X6(4��押森川県川崎肋Ii鯖区千鳥町8-2 ���Bﾓ#モﾓx<�ｯ�B�ダンプ ��ﾈﾞ��章00 �*��4513 �H�YO悦��敵組み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

線0 俐ﾈ�檍��5�486�6(4��帥蒸川原川前押川崎区千曳町8-2 ����ﾓ#ヨｨｳscCB�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��4S95 �,ｨ�X�)w��在餓み十トラックシート(ポリエステル唆) 

嚢n 俐ﾈ�檍��5�486X6(4��神奈川腺II鵬市川均区千鳥町8-2・ 訳CBﾙ4�,ScCB�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��4736 ��H�Y%鞜X�������政的み十トラックシート(ポリエステル饗) 

餌場 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川現川館市川噸区千鳥町8-2 ��ｨ�Vﾆﾂﾓ#モﾓy�釘�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��重510 兒�)O飲B�直観み十トラックシート(ポリエステル襲) 

績め �%H��8��5�486X6(4��帥詩川場川崎市II燭区手職町8-皐 �-��Bﾓ#モﾓscCB�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��4896 �H�YIYx��直観み十トラックシート(ポリエステル製) 

緋は 乘H�檍��5�486X6(4��帥森川脚=崎帆=闇雲干場陣容-2 ����H耳ｶBﾓxｵ�B�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��4鴻7 �H�YO虻��鵡積み十トラフグシート(ポリエステル敦) 

純5 丿俾陞��5�486X6(4��相姦川腺川崎市川鰭区手指町8-3 �-�ﾈ6s#モﾓscCB�ダンプ ��ﾈ�｢�1oO �*��軸0 �H�Xﾗxｸ��曲飲み十トラックシート(ポリエステル竣) 

紘狐 偃ﾈ�檍��5�486X6(4��帥襟川県川崎う部1鴫区千鳥町8-会 �+(ｵBﾙ�ふx��B�ダンプ ��ﾈｭ��100 �*��4馳1 兒��Xｶﾙw��直観を十トラックシート(ポリエステル塑) 

貌7 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川鴨川時制i鵬区干場町8-蜜 ���簽#3ふscCB�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*���3泳モ��H�Y�ﾙk��直積み十トラックシート(ポリエステル袈) 



<運搬車両一党>　東京都文京区小石川　→　神奈川県川崎市川崎区扇町

¥ 俶yw�ﾅH,ﾉkﾈ�]ﾂ�使用各の住所 刋�xﾙ�b�堪体の形状 俾�:�(hﾉ頴窺Hﾘb�劍刪ｩY7�ｸ,ﾉ��茲�飛散呼を防止する櫛遊 

328 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川舶用昭和II噂区干庫町8-2 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��5103 ���Y%��b�確報み十トラックシート(ポリエステル狼) 

329 �<俾��8��5�486X6(4��神森川県川購肺11胎は千鳥町8-蜜 枇�cBﾓ#モﾓsh*CB�ダンプ ��ﾈﾞ��重OO �*��5039 �9ﾘ�YN���超飲み十トラックシート(ポリエステル稜) 

330 乘H�檍��5�486X6(4��紳東川則Il陶市II陶区千鳥町8-2 ��ｴｲﾓ#モﾓx�ｨv#B�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��4736 �H�YI^G"�西部み十トラックシート(ポリエステル挫) 

8寄1 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川県川的細I鵬区千鳥町8-2 ���簽#モﾓx�B�ダンプ ��ﾉ4��100 �*��5116 兌H�Y�Yk��曲横み十トラックシート(ポリエステル竣) 

832 佇h��8��5�486X6(4��神諦川県川崎押川崎区千鳥町8-2 ���cBﾘｻﾒﾓsh�cB�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��4898 �H�Y%�<r�直納み十トラックシート(ポリエステル製) 

8榔 况ﾈ�檍��5�486X6(4��袖森川則II噂的I鵬区千鳥町8-容 ��ダンプ ��ﾈﾞ��重00 �*��5105 ���Y%�<r�密議み十トラックシート(ポリエステル製) 

33」 冑X�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎商II鵬区千瓜町8-2 ��ダンプ ��ﾈ�ﾂ�100 �*��4735 �-ｸ�X枇�b�屯軸み十トラックシート(ボ　エステル鑓) 

8鈎 冑X�檍��5�486X6(4��神諒III腺川雌制II飴区干場吋8-2 微H6s#モﾓscCB�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��5862 兒X�YO�)R�菰桶み十トラックシート(ポリエステル製) 

336 倬�陞��5�486X6(4��神奈川県IiI職制I同区千鳥巾8-2 ��ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*��5363 �9ﾘ�YO�/｢�曲積み十トラックシート(ポリエステル塑) 

337 冑X�檍��5�486X6(4��神奈川腺川崎市Ii鵬区千鳥町8-2 ����ﾂﾙoモﾓsh*CB�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��捕61 �H�YO益��確積み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

338 ��ｹ�8檍��5�486X6(4��糾森川県川嶋的I同区千鳥町8-2 ��ダンプ ��ﾈﾞ��IOO �*��5§06 ���Y%����直積み十トラックシート(ポリエステル洩) 

889 冑h�檍��5�486X6(4��神勅II県川場市川幽区千月町8-2 ��ダンプ ��ﾈﾞ��10o �*��5219 �H�Y%顋2�蜜廠み+トラックシート(ポリエステル製) 

340 �<俾陞��5�486X6(4��神勅Ii鵬I周斬II峨区千鶴町8-2 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��5鍍脚 ���YO����直顔み十トラックシート(ポリエステル独) 

3-11 傲H��8��5�486X6(4��神衆II憮川崎市川的区千鳥町8-2 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��5塑1 �,ｨ�Y%�)R�直納み十トラックシート(ポリエステル製) 

3」2 �ｹ+y�8��5�486X6(4��帥森川県川崎了的t鵬区千鳥町8-2 ����I��ﾂﾓsh�cB�ダンプ ��ﾈﾍr�100 �*��5478 ���XｦﾙL��確積み十トラックシート(ポリエステル製) 

雷櫓 仄�陞��5�486X6(4��糾姦II腺川鋒商Ii鵬区干鹿町8-2 ��ダンプ ��ﾉ4��100 �*��5479 ����Y'凅��龍蹄み十トラックシート(ポリエステル製) 

314 仆(�檍��5�486X6(4��押奈川脹川館市II崎厚手船町8置2 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��50量9 ���Y�ﾙw��宙徹み十トラックシート(ポリエステル製) 

8」5 冑h�檍��5�486X6(4��捕襟川県川飴市川蹄区千鳥町8-2 ��ダンプ ��ﾉ4��100 �*��56重8 �H�Xｶﾙv��故蝕み十トラックシート(ポリエステル披) 

346 伜x��9Eｸ5�486X6(4��緬蒸Ii憮川的布川鯖区千倉町8-2 ��トラクタ ��ﾈﾞ��!00 �*��5100 兌H�X踊彙�確積み十トラックシート(ポリエステル製) 

817 弌Y����5�486X6(4��帥森川県川崎両川館区千禽町8-2 ���Bﾙ�ﾓほ{侈CB�セミトレーラ 俑85�葡�11 �*��1鋤5 �H�YO衣R�遜積み十トラックシート(ポリエステル製) 

848 俎韭陞��5�486X6(4��神奈川県川的市Ii鵬区干鵬町8-2 ��H�ｸ�Xｻﾓふsf俣B�トラクタ ��ﾉd��100 �*��4977 ��H�YO�)R�宙積み+トラックシート(ポリエステル槌) 

捌9 倩���8��5�486X6(4��押森川県川崎抑I雌区千鳥町8-2 ��セミトレーラ ��89h葡�11 �*��18」`l ��H�Xｯ駅��龍龍み十トラックシート(ポリエステル製) 

850 冓Y]���5�486X6(4��神奈川県川飴恥l鵬区千鳥町8-2 ��ダンプ ��ﾈ�｢�重00 �*��5712 ��H�Xｦﾘ�2�直敬み十トラックシート(ポリエステル披) 

鮪1 �69�ｨﾇﾘｻｹH��檍���帥森川腺川崎師Ii鵬区規特通4丁目5-3 ��ダンプ ��ﾈﾞ��IOO �*��3章0負 冖ﾘ*��YO��2�政敵み十トラックシート(ポリエステル致) 

8§2 �:��ｩ�ｩ:����ｾ�峇�褐察川駅間的姉川鱈区的特選4丁目5-3 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��登7§0 �,ｨ�YO葵ﾒ�菰節み十トラックシート(ポリエステル鑓) 

鈍3 亊i�ｩ,h隼hﾘ�檍���袖諦l周期I崎絢Ii略歴掘密通4丁目5-3 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*B�555 �H�X毘wr�匝積み+トラックシート(ポリエステル控) 

351 �:��ｨ偀ｺ茜��檍���神東川県川崎市川蛤区飼密通4丁目5-3 ��ダンプ ��ﾈﾞ��IOO �*"�1000 ��H�YIYx��直徹み十トラックシート(ポリエステル製) 

綿5 �:��ｩ�ｨ閥儼ｸ檍���袖奈川県川崎市II惟区飼憧通4丁目§-8 ��ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*��綿0 �H��$况��証跡み十トラックシート(ポリエステル襲) 

3郊 �:��ｨ�8ｩXｸｹ�����紳東川県川崎市川崎区劇密通4丁目5-3 ��ダンプ ��ﾈﾞ��IOO �*��3織4 ��B.?xｸr�龍積み十トラックシート(ポリエステル塑) 

鮪7 傅I�y&鞏阮iJﾒ�<鋳�神奈川県川的市飛球区久タ虹-13・錨 �-��H自�ﾒﾓ�S�2�ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*"�83 兌H�YO井��腫撤み十トラックシート(ポリエステル製) 

s§8 俘)ohﾇﾙtｹ5Io"�<鋳�帥荒川服用的師商紬区久地1寸3-鋒 ��ﾕ(�S�#"ﾔ鉄�2�ダンプ ��ﾈ閉�100 �*��338 �迄枇ﾟR�直廠み十トラックシート(ポリエステル襲) 

簿9 俘(ｻﾘﾉｨﾝ阡ｹ'ｨ*ﾙ<鋳�拙甜Il県川崎市高郷区久地ト18・鯵 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��5誇 兌H�Y%�<r�直航み十トラックシート(ポリエステル製) 

360 俘),8�8ﾆhｺ飴｢永R��祁奈川的I旧市高郷区久)帥一輪一鮎 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*B�5000 凭��YN�|��曲叔み十トラックシート(ポリエステル致) 

36重 俘)-ｸ偀ﾝ���v"��抑烈I陳川崎市商郎区久地1-13-蟹 ��CIE��T凅ｲ�ダンプ ��ﾉ�ﾒ�100 �*b�7000 �h�Y%����屯撮み十トラックシート(ポリエステル吸) 

劃隠 几I�yDIWxｻｹfR�<鋳�抑東川県川的市浦紺区久地1-約-謡 枇+3H自MRﾓ�S���ダンプ ��85����18工 �*��9000 �H�X枇ｸb�往慎み十トラックシート(ポリエステル恕) 

36雷 �ｹ��ﾙ�ﾈﾉｨﾝ��神癖川県木押印禎間1-15「3l-容03 ��Cbﾓ(<�2ﾓピ���ダンプ ��Fr�181 �*��18 ��H�Y%韋r�甜み+トラックシート(ポリエステル塑) 

湘 �ｸｸｩ{��ﾈ葎��帥禁Iil県大和面妖閲十重5-31-300 樋�ふ#c2ﾓピ���ダンプ ��Vﾂ�180 �*b�47 �H�Ye�ﾟR�姐積み十トラックシート(ポリエステル製) 

36§ �ｹ��ﾏ�O8ｫ��押衆川場大和両脚1-15「雷I-303 ��ダンプ 亰儼ﾂ�100 �*ｲ�1476 ��H�YO駅��故積み十トラックシート(ポリエステル稜) 

368 �ｸ咬8ﾉ�ﾈ¬hﾒ�神紺=腺大和請林間1-15吋1-8脚 ��*Cbﾓ(�iwrﾓピ���ダンプ ��Vﾂ�100 �*ｲ�1477 �H�X藝Jﾒ�鴎飲み十トラックシート(ポリエステル唆) 

純7 �ｹwﾘｽi�ﾈ����神葬III腺大柳両群同1-1雷-31「3関 ��6坪ｻﾘ璽ピ���ダンプ 傚X��章00 �*ｲ�14§0 �H�YO衣R�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

368 �+)�9=��ﾈ偀��神祭川場大和両雄闇1」5-8章や(嬉 枇�cbﾘ-ﾃ�2ﾓピ���ダンプ ��鰻ﾂ�100 �*ｲ�148d ����YO��b�直飲み十トラックシート(ポリエステル製) 



<運搬車両一覧>　東京都文京区小石川　→　神奈川県川崎市川崎区扇町

¥ 俶y:�)�,ﾉkﾈ����使用密の住所 刋�xﾙ�b�郎体の油状 俾�:靺8��ｾ�78."�劍刮�Y7冲H,ﾈﾜ�J��飛散帝を防止する的通 

369 忠���9k9w�yﾙ�｢�訓東川県大柳的糾問ト15-31-803 ���bﾓｩ��2ﾓピ���ダンプ ��佝ｲ�重OO �*ｲ�工485 兌H�YO衣R�暗部み十トラックシート(ポリエステル捜) 

870 �ﾉ�9w��ﾈﾌxｸ｢�神森川同大印面糾問ト15-3ト30雷 ��ダンプ ��Vﾂ�重00 �*ｲ�161d ���YO悦��確積み十トラックシート(ポリエステル筏) 

37重 �ﾉ��+ｦ迄借ﾝ��押東川駄犬加商裸関1-1丸31-3調 ���ふ#ixｲﾓピ���ダンプ ��Fr�100 ��ﾒ�重615 俶��X�9w��直飲み十トラックシート(ポリエステル吸) 

87嚢 �ｸ咬�d粕佶ｨﾝ��利剣II県大和師排蜘ト15-8ト3的 ��J���2ﾓピ���ダンプ 丼HｻR�100 �*ｲ�16舶 �H�YN��2�直撒み十トラックシート(ポリエステル洩) 

37雷 �ﾉwﾙ�sﾘﾉｨﾝ��袖勧=県大和押糖的1-重s「3l-80雷 ��ダンプ 俘YF��100 �*ｲ�1648 �H�X鷙ﾚr�屯組み十トラックシート(ポリエステル紋) 

374 忠kx咥ﾉT迄ﾉｨﾝ��神剣I棟大和持場的トま5-3ト300 ��H<�ﾓ#c2ﾓcs���ダンプ 刔僥��100 �*ｲ�I650 ��H�YO衣R�庫顔み十トラックシート(ポリエステル袈) 

875 �ｸ咬{��ﾈ掠�｢�祁豹=腺大和和雄間1-〕5-81→30寄 尾牝�ｩu��h璽ピ���ダンプ 丼IF��100 �*ｲ�重651 �H�X毘+2�宙積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

376 �ﾉ��(9�ﾈ葎�"�神奔Iii県大和巾幕間ト15-81-3脚 �+#h耳ｸ�>Rﾓピ���ダンプ 佻�F��100 �*ｲ�重787 兌H�Xｦﾙ|��曲請み十トラックシート(ポリエステル敬) 

877 佇���=��ﾈ�8ﾝ��神奈川県大同両糾問ト15-3ト303 樋�h��#c2ﾓピ���ダンプ 兌)Vﾂ�100 �*ｲ�1788 ���Y{N､r�直鎖み十トラックシート(ポリエステル稜) 

378 �ｹ�98ﾉ�ﾉ,ｨ�ﾒ�帥転用県大和昨枕闘l-章5鴨1-303 ��ダンプ 佩宇��100 �*ｲ�18掲 �H�YO��b�直組み十トラックシート(ポリエステル恕) 

379 �ｹZ�;��ﾈﾉｨﾝ��神奈川県大柳姉妹関1-宣5でト303 ��*Cbﾓ#c2ﾓピ���ダンプ 僮YF��100 �*ｲ�2171 兌H�Y5�炫�直観み十トラックシート(ポリエステル畿) 

純0 �:��8ｶY�ﾈﾉｨﾝ��袖森Iil撮大同市枕的ト重轟きト30雷 ��Cbﾓ#c2ﾓピ���ダンプ �9�R�100 �*ｲ�整い1 �H�X鷓7ｲ�屯龍み十トラックシート(ポリエステル製) 

38I �ｹ��=��ﾈ��ﾝ��袖索川鍋大柳両統的1-重㌻8ト303 ���ch自�2ﾓピ���ダンプ 刋饐"�100 �*ｲ�:勤65 �ﾈ�YN�v��腫積み十トラックシート(ポリエステル独) 

38ま 忠��H�i�ﾈﾉｨﾝ��抑襟川腺大和的海関ト15-3章-3的 ��ﾙIX耳ｯ鰻ｸ璽ピ���ダンプ 偖)5��章00 �*ｲ�榔了 ���Y�ﾙk��匝随み十トラックシート(ポリエステル襲〕 

383 �ｹ��+ｦ緬yﾙi��神楽II陳大和巾林剛-15-3ト300 ���cbﾘｾﾉ;�ﾗ3w4��ダンプ 竸ﾙF��100 �*ｲ�鈍06 �,ｨ�YO延��曲蝕み十トラックシート(ポリエステル製) 

881 �ｹ�8諢迄�9�｢�神東川鼎大同市紬約十1き-31吋03 ���cbﾘ�3c2ﾓピ���ダンプ �8ﾘﾋ��100 �*ｲ�8280 ���YO衣R�碑的み十トラックシート(ポリエステル劉) 

s櫛 �ｹ�9�i�ﾉ�ｩ�｢�帥赤川県大柳肺幕間ト1㌻31-3的 ��ダンプ 冦ﾙVﾂ�18重 �*��13 �,ｨ�YO��ｲ�磁轍み十トラックシート(ポリエステル製) 

836 宙ﾕ8咥���ﾉD(ﾝ��神葬用腺大和席深間卜糖七十3的 ��ダンプ ��Fr�131 �*��17 ���YO��b�調節み十トラックシート(ポリエステル襲) 

387 �+)�9g､末ﾈﾉｨﾝ��神奈川県大和請祢同い厳守l-3脚 ��Ch�S#c2ﾓピ���ダンプ �>颶��130 �*��87 ��H�Y%駝��庫積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

388 �ｹ�9���ﾈ葎ﾝ��神勅i陳大和市林闇1-15-8ト3脚 ��wﾒﾓ)YBﾓピ���ダンプ 偖)Vﾂ�130 �*ﾒ�職3 著棈�)w��暗部み十トラックシート(ポリエステル竣) 

389 ��熊村部江芦川区錬踏町4丁目雪子13 ��Crﾙ��cRﾓ(<�モ�ダンプ ��ｹzr�130 �+2�788 俔8�YO駅��陣取み十トラックシート(ポリエステル製) 

390 梯��85h6X4(�ｸ788ｸ6r�馳粛柳拠戸川区飯館町4丁目27-13 枇�crﾓCixｲﾙzｸ侒��ダンプ ��ｹzr�180 �+2�7捜 �H�YO駅��面的み十トラックシート(ポリエステル恕) 

891 忠+(5h6X4(�ｸ788ｸ6r�東商帥江戸川区錐崎町4丁目27-重8 ���R�rﾓI��#cモ�ダンプ ��ｹzr�180 �+2�781 ���Y%顋2�屯積み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

39包 宙ｪ�5h6X4(�ｸ788ｸ6r�政市郁江戸川区飯館町4丁目ま7-13 ��ダンプ ��ｹzr�130 �+2�7sO �,ｨ�YG9w��蜜絞み十トラックシート(ポリエステル援) 

鎚鴫 �ｸ5h6X4(�ｸ788ｸ6r�競高柳江芦川区樋舶町4了日豊7-13 ��CrﾓCcRﾙ�ﾖ况S��ダンプ ��ｹzr�180 �+2�778 ���YO����拡統み十トラックシート(ポリエステI噸) 

89」 ��饉ﾙ����ﾉl��埼玉県加須和西ノ宮8唯-1 樋�ふS3ふsc途�ダンプ 估i$｢�重30 �*"�2了77 兌H�Y%�<r�薗積み十トラックシート(ポリエステル恕) 

395 ��饉ﾙvﾙ�ｩ�ﾈ*ﾙ+���埼玉県加納呼西ノ宮8舵-1 ��ダンプ 几I$｢�130 �*"�27捜 冩��Y%鞜R�暗礁み十トラックシート(ポリエステル襲) 

896 ��(ｼ8蛤ﾉ�｢�埼玉県三郷耽半田185S-3 ��ダンプ 侏y?ｨﾚ��100 �,ﾒ�279重 ��H�Y%�<r�拡枕み十トラックシート(ポリエステル襲) 

くり7 ��x��y��(x｢�鳩玉肌三部的半田I粥8←3 ���cぺ跿x�cャ���ダンプ 偸I?ｩYB�100 �,ﾒ�2798 兌H�YO�7ｲ�屯舶み十トラックシート(ポリエステル製)、 

898 侈i*8ｺ����ﾂ�鳩玉県三郷昨半田重締8-8 ��ダンプ 偸I?ｩYB�重00 �,ﾒ�2789 �,ｨ�YO衣R�遣積み十トラックシート(ポリエステ)段謝 

3製) �映YvH��x｢�埼玉県三郷市半田1統8-8 �����S添{刔����ダンプ 丿y?ｩYB�100 �,ﾒ�ま800 �,ｨ�Y%騙��直概ね十トラックシート(ポリエステル襲) 

400 �駢I:��(x｢�埼玉撮三郷市隼田1種58-3 ���cふ俣rﾓャ���ダンプ 儘I?ｩ��100 �,��2874 ���9��ｶ2�龍顔み十トラックシート(ポリエステル謎) 

401 倩ﾉfHｻｹfXｷ"��埼玉県三簿市半田!8馳吋 �+#ふ鉄x自9ﾓ���ダンプ 刋I?ｨｯb�100 �,ﾒ�8218 �,ｨ�Y%��b�直相み十トラックシート(ポリエステル製) 

402 倡x艀ｻｸｻ(x｢�埼玉隔≡都市半田18靭一3 ��ダンプ 傲�?ｨﾚ��100 �,ﾒ�3219 ����YO��b�曲積み十トラックシート(ポリエステル紋) 

403 侈i*8ｺ��xx｢�埼玉県三脚半田18鵜や ���vRﾘﾗsrﾓ�3���ダンプ 丿xﾙ�72�100 �,ﾒ�堪0 �H�YO駅��瑠璃み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

401 �隗�5I�兀B��埼玉県三輝前半剛容謡-3 ��ダンプ 做�ｸｫb�100 �,ﾒ�3槌1 �H�YO��b�道組み十トラックシート(ポリエステル捜) 0」8-9i7一馳00 

405 冤�>HｩX�4��埼玉県≡簿前半口重3斡吋 �+#ふ鉄rﾙnC���ダンプ 偸I?ｩYB�100 �,ﾒ�32披 �H�X�v��磁職み十トラックシート(ポリエステル貌) 

406 冤yN(ｩYlﾘﾍ��埼玉県三郷市半田1358-3 ����ふ鉄x耳ﾍ��ダンプ 冦X��YB�100 �,ﾒ�3270 �H�YO駅��喰節み十トラックシート(ポリエステル致) 

407 佇�*9y��)4��埼玉県三脚半田1358-3 ���X�ふ��h+Sャ���ダンプ 冕y?ｩ��100 �,ﾒ�的12 ��H�X�)x��宙飲み十トラックシートIポリエステル裂) 

408 ��Rﾘ���2ﾈ�R�坤玉県三郷巾半田13鴇や ��ダンプ ���?ｨﾈ��100 �,ﾒ�8314 ����YO萎��在職み十トラックシート(ポリエステル襲) 

409　　　稲姓興擬的 剄驪ﾊ県三郷布半田18馳-3 ���cふ鉄x自NS���ダンプ 乂�?ｩYC������x��3�����H�Xｯ益r�宙飲み十トラックシート(ポリエステル襲) 



<運搬車両一覧>　東京都文京区小石川　→　神奈川県川崎市川崎区扇町

¥ 俶yw�ﾔｨ,ﾉkﾈ����使用法の住所 佗ﾙgYJﾒ�増俸の形状 俾傚Xｷ�ﾊ餔9MHﾘb�劍刮5I7��ｸ,ﾈﾝy=��飛収鱒を防止する拘遊 

410 凭8鷓wﾙ�ｹ4��埼玉県三郷巾半田13§8セ ��ダンプ 乂�?ｩ��重○○ �,ﾒ�3316 ���YN����直概み十トラックシート(ポリエステル製) 

4章I 仭俤�隼��4��埼玉隔三郷席亭剛358-3 微E2ﾓ鉄rﾓャ���ダンプ 丿y?ｩ��100 �,ﾒ�絢重8 ��H�YO�7ｲ�匝飲み十トラックシート(ポリエステル敦) 

412 �>ｩ*8蛤ﾝ�YB��埼玉県三簿和牛団1雷58-3 ��ダンプ 偸I?ｩYB�100 �,ﾒ�3織5 �-ﾈ*��Y5��2�正統み十トラックシート(ポリエステル製) 

41雷 �佗ｸｻｸ愡4��埼玉県三郷布半田1締8-3 ��ダンプ 偸I?ｩYB�100 �,ﾒ�3928 �,ｨ�XｭI+2�密議み十トラックシート(ポリエステル製) 

4重4 ��HｸX､Y��4��埼玉県三郷筋半田I3紋-3 ��KRﾓ�3rﾓャ���ダンプ 偸I?ｩYB�重00 �,ﾒ�3376 �,ｨ�Y%�<r�正成み十トラックシート(ポリエステル筏) 

1重5 �-H乘y�ｦｹ4��埼玉県三郷南半田13滅-8 ���ふ鉄rﾘ���｣��ダンプ 佗佰ｹYB�重00 �,ﾒ�紬章2 �H�YO悦��故統み十トラックシート(ポリエステル製) 

416 伜Hｻ�y��)4��埼玉県三郷昨幸田基3斡吋 ��ダンプ �)9?ｩ���m0 �,ﾒ�8420 ���Y%�<r�曲撒み十トラックシート(ポリエステル製) 

41了 ��2���69�ｸﾞ��手枕県柏昨大井柳鈎 枇�cふ田��SCン2�ダンプ 僣��130 �+ﾒ�3 兌H�Y�Y���拡撒み十トラックシート(ポリエステル製) 

418 宙ｫ���68ﾉｨﾝ��干鄭娘撒布大井的鈎 樋�飲�田蔦C3�2�ダンプ 冤r�100 �.r�4 ���Xﾆ��r�喧強み十トラックシート(ポリエステル塑) 

419 �ｸ樣68ﾉｨﾝ��手張県相和大井狐鈎 ���cふ田蔦C3唐�ダンプ 僣��180 �+2�5 ���Y%�<x尨�r�前節み十トラックシート(ポリエステル塑) 

4敬) 冲ﾈﾌ�檍��jH蕀¥�ｾｲ�埼憂腺秩父府下吉田758蜜-重 ��ダンプ 估i$｢�章00 �*��4751 ���Xﾖ��b�暗龍み十トラックシート(ポリエステル製) 

421 冲ﾈﾌ�檍��jH蓼ﾋxｬ"�埼亜県秩父押下白田7533-1 ��ダンプ ���$｢�100 �*��6302 �H�Y�i���証朗み十トラックシート(ポリエステル観) 

4塑 儻ｨﾄx檍��jH蕀¥��ﾂ�埼玉県錐父押下苦闘7き83-1 ��ダンプ 几I$｢�100 �*��6688 �H�YO��2�磁概み十トラックシート(ポリエステル製) 

4主3 冲ﾉ�Y�8��,ﾘ��.ｹ�r�埼玉鯨飲父押下宮田7s33-1 ��ダンプ 估i$｢�重りO �*��6973 �4��Y%��b�拡積み十トラックシート(ポリエステル製) 

4曳4 儻ｨﾌ�檍��jH���,��埼玉県挟父柿下苦闘7533-重 ��ダンプ 丿y�ﾒ�100 �*��7099 冩��YO虻b�確廠み十トラックシート(ポリエステル筏) 

4錨 ��耽珊江戸川区光輝西4-12-2 ��ダンプ ��ｹzr�100 �*ｲ�7016 �H�YO��2�直蝕み十トラックシート(ポリエステル紋) 

426 冑ﾘ��8�����(ﾞ(����川館市川飴区距貯ま-14-10 ���cH5｣�6x�#S��ダンプ ��ﾈｭ��重30 �*��87 ���YIYx��拡散み十トラックシート(ポリエステル蚊) 

427 冤ﾘ�檍�����(筋偀ｫ��川崎師川崎区箇峨2-14-10 ��ダンプ ��ﾈﾞ��1雷1 �*ﾒ�8S ���Y�h錂�曲徹み十トラックシート〈ポリエステル寝) 

428 冓X�檍�����)5Hｹ(ﾝ��小鮒胡雌区蹄僻む宣4葛10 ���簽#�6sCCS��ダンプ ��ﾈ�2�130 �*��89 ���Y�i���迫積み十トラックシート(携りエステル後) 

429 �<俾陞�����(ﾚ�8ﾝ��川場相川喝区鰭蹄2・14-10 ��ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*��90 �,ｨ�YO�%��肺臓み十トラックシート(ポリエステル袈) 

430 冑X��8���淫ﾉ+y&��｢�川雌的I圃区菰跨む14-10 ��ダンプ ��ﾈﾞ���130 �*��91 兌H�YO飲2�直概み十トラックシート(ポリエステル裳) 

43重 ���8ﾈ檍�����)8ﾉ&齏"�川的河川噛区聴館ま-14-10 ��ダンプ ��ﾈ�｢�130 �*��92 �H�Y%餬b�商蝕み十トラックシート(ポリエステル挫) 

4滅 �+��檍���瑛ｩ+x�$｢�川場姉川的区聴崎か重4-10 ��ｸ｢ﾓ#�6sIHﾃ��ダンプ ��ﾉ_B�130 �*��95 �H�X毘���龍績み十トラックシート(ポリエステル製) 

4鑓 冑X�檍�����)�xﾉｨﾝ��川崎両用的区臨時を14-重0 ��ダンプ ��ﾈﾞ��180 �*"�86 凭��Y%����祀顔み十トラックシート(ポリエステル製) 

431 佇h�檍����抦ﾇ�ﾛHﾝ��用噂帯川鰭区群的む重4-章0 ���fﾂﾓ#�6y4乂2�ダンプ ��ﾉ4��13o �*B�97 ���Y%�:��直徹み十トラックシート(ポリエステル貌) 

435 �*x��8�����)+xﾌx�"�川崎柳Ii喝区麿的2-14-10 �-���5｣�6yYSS��ダンプ ��ﾈ�｢�130 �*B�93 �H�YN�Jﾒ�密聯み十トラックシート(ポリエステル塑) 

430 ��一陞�����)+y��｢�川陶帥=崎区斑鳩2-14-裏O ��ダンプ ��ﾉ4��130 �*b�的 ���X毘)R�龍撒み十トラックシート(ポリエステル製) 

他7 �*x�檍��,R舐�"�神奈川脚Il節子的i同区小鳥町4-4 ��ダンプ ��ﾉ4��100 �*��寄536 �5�*儖衣R�曲的み十トラックシート(ポリエステル紋) 

438 亢��檍��B舐鞋R�神勅l楳Iii時制I雌区小の町4-4 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��8587 ��H�YO渥��腫蝕み十トラックシート(ポリエステル筏) 

d39 �<俾陞��,R舐驅B�糾枝川熊川陣両川喝区小宙町4-4 ��ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*��36劇 ���YO衣R�直撒み十トラックシート(ポリエステル塑) 

440 ��ｸ�檍��,R舐鞋R�押紺=則i雌市川飴区小氏町4-4 ��ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*��8660 �,ｸ�YO����屯積み十トラックシート(ポリエステル製) 

441 儺x��8��,R舐��"�押東川県川的圃I鵬区小柳r4-4 ��ダンプ ��ﾉV��100 �*��3852 ���YO衣R�直納み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

州2 冑X�檍��,R舐鞋R�紳東川燥II雌駒I鵬区小同町4-4 ���c�ﾘｻﾓbﾓ�����ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*��38約 �H�YO閲��屯績み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

4脚 倩h檍����7ﾘ4x6�8��川嶋市I(圃区宙士見2-3・ぜ ��ダンプ ��ﾈ�｢�130 �*��8897 �,ｨ�Xﾆ��r�屯積み十トラックシート(ポリエステル製) 

444 僞���8����7ﾘ4x6�8��川崎市川蛤区禽士男女8→容 ��ダンプ ��ﾉ4��130 �*��3劃謡 ��H�YN�瓶�直積み十トラックシート(ポリエステル貌) 

4」5 佇h�檍����7ﾘ4x6�8��Iり喝市川同区榔士見郊吋 ���邉#cbﾘ��sR�ダンプ ��ﾈﾞ��130 �.��60 ���YO咽��庫舶み十トラックシート(ポリエステル塑) 

446 ��ﾘ��8����7ﾘﾔ�-h8��川雌的I時区禽士見ケ3鴫 ��ダンプ 做(ｺｲ�1容0 �*��2407 ����X�97ｲ�髄叡み+トラフクシート(ポリエステル塊) 

447 乘(��8����7ﾘ4x6�8��川崎軌I咽区瓜士見斗3-3 ���H�X*Cci����sR�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*B�7 �H�Y%�+2�龍積み十トラックシート(ポリエステル恕) 

対8 佇h�檍����7ﾘ4x6�8��川崎駒iI雌区宵士見場)寄 毘YX5｣ci'X��csR�ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*��58 兌H�YO�)b�噴朗み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

449 �<俾陞����7ﾘ4x6�8��川崎市川館区宙士見な3-3 ��CI'S#cbﾓCCsR�ダンプ ��ﾈｭ��130 �*"�46 凭倡�O鵜��由組み十トラックシート(ポリエステル塑) 

4iO 冑ﾘ�檍����7ﾘ4x6�8��川崎珊1I崎区宙士見2-8-3 ��ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*"�47 �,ｨ�YO茜r�故殺み十トラックシート(ポリエステル製) 



<運搬培両一覧>　球京都文京区小石川　→　神奈川県川崎市川崎区扇町

¥ 俶yw��(,ﾉkﾈｦy���脱周密の住所　　. 刋�xﾙ�b�担体の形状 俾傚XﾌI.ｸ榾/ｨﾚ��劍刮�Y7��ｸ,ﾈ�8ﾗ��飛般靖を肪止する船遊 

451 冓X��8������68ﾔ�/��川崎市川的区臓町重い5 ��ダンプ ��ﾈﾞ��重00 �*��1799 ���YE鞜R�曲旗み十トラックシート(ポリエステル襲) 

i452 �<俾陞������68ﾔ依r�川的巾川鴎脚】0-5 ���闔｣#sbﾓ�3sR�ダンプ ��ﾈﾍr�】00 �*��登111 凩h�YO駅��租積み十トラックシート(ポリエステルらひ 

453 僮一陞������68ﾔ亜"�川前刺iI的区竣町IO七 訳�饕ﾓ#x�#3u2�ダンプ ��ﾈﾞ��】00 �*��3登8ー �H�YO飲2�曲線み十トラックシート(ポリエステル塑) 

454 �<俾陞�����鞏xﾔ�+B�川場昨川崎区凌町10づ ��ダンプ ��ﾈﾞ��的O �*��4鄭7 ���Xｦﾘ�2�直概み十トラックシート(ポリエステル挫) 

4与る �/(�檍������68ﾔ咽�� 愉�籐�{澱ﾓ塔sR�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��4讐購 ���YO����曲組み十トラックシート(ポリエステル製) 

458 弍一陞�����ﾉ?ｨﾔ��ﾂ�川的心細i崎区綬町4・さ-幻 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��d457 乂ﾈ�X枇ｦ��直積み十トラックシート(ポリエステル塑) 

457 �<俾陞������68ﾔ��ﾂ�川雌市川的区派町4-6-鑓 ��ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*��44郡 兌H�YN�)R�曲納み十トラックシート(ポリエステル襲) 

458 乘H�檍������68ﾔ握"�川的市川蹄区浜町4-6-23 ��ダンプ ��ﾉ9ｲ�100 �*��術78 �,ｨ�YN�)R�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

459 冑h�檍������69)ｩ�ｲ�川場的Ii櫛厚狭町4-6-関 ��ダンプ ��ﾉ4��重00 �*��d796 兌H�YO井r�仕組み十トラックシート(ポリエiスチル製) 

460 冑X�檍������68ﾔ��R�川峰市川崎区波町4-ト鑓 ��ダンプ ��ﾈ�2�重00 �*��4S∴15 �痛{I���曲飲み十トラックシート(ポリエステル製) 

461 �俾陞������68ﾔ亜"�川蜂絢i鵬区湊町4-6-鑓 ��ダンプ ��ﾈｨR�100 �*��5097 ���Y%霾ｲ�龍概み十トラックシート(ポリエステル襲) 

462 冑h�檍�8����68ﾔ映R�川館鵡川鏑区況町4軍手卿 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��駆隠1 ��H�YO����曲績み十トラックシート(ポリエステル製) 

」63 傚�8檍��ｺi������糾蹄川鵬l鵬市II雌区織雌町6-16 ��ダンプ ��ﾉ4��130 �*B�郷 弍�ﾘx�X�����故舶み十トラックシート(ポリエステル披) 

464 �*yJﾙ�8��諸��ﾘ8橙�押荒川煉川場的Ii雌区淡同町6-16 ��ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*B�81 �,ｨ�YO�:��屯積み+トランクシート(ポリエステル製) 

鶴髄 亢��檍���伜(ⅹ4佗ﾘｸｲ�細刺I陳職渓巾的鬼区生炎5丁目11-3 ��ダンプ �4���100 �*ｲ�3066 �H�YO��｢�高槻み+トラックシート(ポリエステル製) 

466 冑X�檍���伜(ﾘ)oiLy4��紳寮II隅田抵競細見厚生安ら丁目11葛3 ��ダンプ �>頽��100 �*��4437 �H�Xｦﾙk2�高枕み十トラックシート(ポリエステル塑) 

467 乘H�檍���伜)���Xﾇﾙl��捕蒸II陳陥混同相見区生涯5丁目1l-3 ��ダンプ ��ﾙ���100 �*��前書3 �H�Y%�<r�画稿み十トラックシート(ポリエステル製) 

468 冑h�檍���伜(ⅸ鳧戊拠�神楽)I陳聯派巾の見区生褒5丁目11-3 ���RﾓS�6x�#s"�ダンプ ��ﾘｻR�100 �*��3179 兌H�X鷙�b�直納み十トラックシート(ポリエステル紋) 

d69 冑X�檍���伜(ⅸｯiyﾘ､r�糾蕪II陳陥派巾増員区生殺5丁目11-3 ���RﾓS����Cs"�ダンプ �%靱��100 �*��9107 ��H�Y%雕b�匝積み十トラックシート(ポリエステル封) 

4了0 僭h�檍���伜)��H暮t��神勅I肌蹴狼商船粗区生荻5丁目1l-8 ��ダンプ �$YF��100 �.r�=O �H�YN�7ｲ�密廠み十トラックシート(ポリエステル甜 

471 �8ﾘ�檍���伜(ⅸ.)�h傳�押掛II県戦況市場見区生抜5丁目11-種 ���RﾓS��ﾘ�s"�ダンプ �$�6��100 �*ｲ�2597 �H�YFｨｯﾂ�確報み十トラックシート(ポリエステル製) 

47曇 偃ﾈｼｨ檍���伜(ｦﾙ�ｷI4��神粛Ii陳敬族市場見厚生瑳5丁目1l-3 ��ダンプ ��Vﾂ�100 �*��5806 ��H�Y%�<r�直積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

478 �<俾陞����b閲ﾉ�ﾇﾙ]ﾂ�柚的I陳横浜市場忠臣生涯5丁目11-3 ��ダンプ 刋驂��100 ���*��438包 亅��YO衣R�屯廠み+トラックシート(ポリエステル製) 

474 仆(-ﾈ檍���伜(ⅸﾚ8ﾇﾘ傳�糾豹I腺概派前場見区笠裁き丁目11-8 ��ダンプ ���ﾂ�100 �*��4383 ���Y%��2�世職み+トラックシート(ポリエステル襲) 

475 緬hｨ檍���伜(ⅹ79�ｹo��神祭II陳粉波布綿鬼区生焚5丁目1l-8 ��ダンプ 佻�F��100 �.r�118 �H�YO鮎B�直熊み十トラックシート(ポリエステル製) 

476 �>韭陞���伜(ⅹnｸ¬4��制約i峨旗派両船見区生誕5丁目11-容 ���cRﾓS�6sCI�R�ダンプ 做榎��100 �*��9844 ��ikﾘ�YN��b�直積み十トラックシート(ポリエステル塑) 

477 �,ﾘ�檍���伜(ﾘ)oi��l��神奈川県陥浜前場鬼厚生焚s丁目1l置3 ��ダンプ 儖悦B�100 ����8923 �h�Y%��2�直競み十トラックシート(ポリエステル製) 

478 �<俾霎�,i�伜(ﾘ)J引I���袖的I眼馳浜市餓鬼区生変電丁目11-3 ��ダンプ ��ﾘｻR�100 �*��6781 ���YN�ﾟR�軍旗み十トラックシート(ポリエステル塑) 

479 冑ﾘ�檍���伜(ﾘ)ohﾇﾙ�B�神勅I帆陥派巾掲見区生抜さ丁目11-3 訳�RﾓS��ﾙ��Cyxｲ�ダンプ ��ﾙF��100 �*��88鑓 亅��Y%驂��直積み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

48○ 倬���8���伜)4弍y]9t��糾森川腺朋派昨他見区生宏5丁目11-3 ���X�SS��ﾓH-ﾃs"�ダンプ �$��"�100 �*ｲ�鎚 �H�YO稲ﾂ�鴎軸み十トラックシート(ポリエステル貌) 

48l 冑ﾘ�檍���伜(ⅸ.(ﾇﾙo��細削I鵬瑚添加絹鬼区生唾5丁目11-3 枇�cRﾓS��ﾓCCs"�ダンプ ��儼ﾂ�100 �*��9915 ��H�YO雨ﾒ�庫徴み十トラックシート(ポリエステル饗) 

4蛇 儺x�檍���伜)dｸ�8ﾇﾙ���押魚用腺耽派軒の鬼区生該6丁目章重-3 ��ダンプ 做宇r�10o �*ｲ�蜜3 俑��YO衣R�直積み十トラックシート(ポリエステル塑) 

483 凩8�檍���伜)��y�暮t��恥刺I帆倣授市峨見厚生焚き丁目11-3 ��ダンプ 弍窺ﾒ�100 �*��0056 �,ｨ�X�)w��直徹み十トラックシート(ポリエステル叙) 

4餌 弌X�檍���伜(ⅹ$�暮t��糾豹=肌蹴波布樽見区生斐5丁目11-3 �*��RﾓS��ﾘ��I,��ダンプ 假xｫ��100 �+2�3曇重1 �H�Y%駮R�暗厳み十トラックシート(ポリ雷スチル劾 

城崎 �<俾陞�����)¥��川崎市草履曲事町8-7㌻1 ��ダンプ 弍��B�130 �+2�306 �H�Y%鞜R�拡槻み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

486 冑ﾘ��8�����(ｹ"�川崎商事区前章耽れ75-1 ��ダンプ 刋颶��130 �+ｲ�歌臓 ��H�Y����暗積み十トラックシート(ポリエステル掲) 

4S7 ���8ﾉ�8�����)&��川飴和事は砲車町8一概-1 ��ダンプ ��Vﾂ�13o �+r�319 �H�Y:ｹx��直節み十トラックシート(ポリエステル致) 

d榔 冓X��8�����)&��川雌諦却区摘雷同で一概-1 ��ダンプ ��Vﾂ�180 �,b�313 �H�XｶﾘﾟR�直観み十トラックシート(ポリエステル貌)音 

489 乘H�檍�����(里�川崎市毎区商事町9-?5-義 ��ダンプ 丼I���190 �-��910 ����YN�>��髄績み十トラックシート(ポリエステル襲) 

490 �/(��8�����(脚�川珊串区納車町3-75-1 ��ダンプ ��儁"�130 �+ｲ�308 �H�YO�/｢�匝飲み十トラックシート(ポエステル製) 

49I �<俾陞�����)KR�川崎ii時庭南撃町8-75-1 ��ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�･8ｮﾂ�ダンプ �9Vﾂ�130 �+ﾘ��8����H�YO�+2�証組み十トラックシート(ポリエステル嬰) 



<運搬車両一覧>　東駒文京区小石川　→　神奈川県川崎市川崎区扇町

¥ 俶yw��(,ﾉkﾉ�����使用哲の住所 刋�xﾙ�b�重体の形状 俾�:靂Hﾉ�:�/ｨﾘh�b�劍刮�Y7儁�,ﾈ顥D��兜韻特を防止する㈹遥 

49ま 冑X�檍�����(里�川特価箪区商事脚博一楠-1 ��ダンプ 椿��ﾂ�重80 ��h,"�31! �H�X�(���屯積み十トラックシート(ポリエステル塑) 

493 倬�陞�����)'��川崎市街は商事調3一鞘-1 ��ダンプ 佝�/B�180 �+r�314 �H�Y5�ﾟR�直飢み十トラックシート(ポリエステル雑) 

48」 �<俾陞�����(���川場市載区高率町8一髄一l ��ダンプ ������130 �+r�3重7 �-ｸ�Xｫ��"�直撤み十トラックシート(ポリエステル披) 

495 傚�刺檍�����(佖�川崎商卒区商卒町3-7さ-1 ��ダンプ �ﾉ=r�180 �+ﾒ�3晦 �H�YO�7ｲ�亜概み十トラックシート(ポリエステル槌) 

」96 �%Hｸ�檍�����)Lr�川儲け串区庸牽け8一袴-重 ��ダンプ 又��1寄0 �+ｲ�309 ���X薊ﾇ��直撤み十トラックシート(ポリエステル製) 

497 �<俾陞�����(里�川的揖蜜区商事町3一褐・1 ��ダンプ �'佝ｲ�130 �+��8部 �H�Y%��b�暗積み+トラックシート(ポリエステル製) 

498 冤ﾘ�檍�����(ⅳ�川場高率区前串町3-褐-1 ��ダンプ �&)�ｲ�180 �+ｲ�807 冩��YO斡��直積み十トラックシート(ポリエステル唆) 

499 �>韭陞�����(佖�川崎市呼区前車町3-袴-1 ��ダンプ 竸ﾙ�B�180 �+ｲ�316 ���YO�+2�彊積み十トラックシート(ポリエステル製) 

500 �%Hｸ�檍�����)��川的市車庫高率町3一褐-1 ��ダンプ 乂ﾉF��重80 �,��815 ��H�Y%�/｢�直観み十トラックシート(ポリエステル披) 

501 冑ﾘ��8����柯ⅳ�川的同率区曲率町3-75-1 ��ダンプ ���<��宣30 �+ﾒ�304 �H�X鷙ｴ��涯積み十トラックシート(ポリエステル製) 

き02 乘H�檍�����(ﾇﾒ�川崎帯革区細事町3-褐-l ��ダンプ 亂窺2�130 �+r�312 �H�Xｭi72�屯飾み十トラックシート(ポリエステル扱) 

503 冑ﾘ�檍����ﾈﾈ魵�川場称呼区師事町3-7㌻1 ��ダンプ ���"�130 �+��亀20 ���Y%����直概み十トラックシート(ポリエステル襲) 

丘0」 ��ｸ�檍�����(ﾇﾒ�川的市申区前車町3-75-1 ��ダンプ ��Vﾂ�13櫨 �+��821 凭��Y%�<r�喧撒み十トラックシート(ポリエステル製) 

-505 �ｸ�檍�����(�2�川崎市車庫細密町3イ㌻暮 ��ダンプ 偖)���130 �+r�納塑 �,ｨ�Y%��b�埴穣み十トラックシート(ポリエステル製I 

506 冩Xﾄx檍���異�+xﾜ��2�袖窪川県川崎両川的屡次町8丁目○○17 ��ダンプ ��ﾈﾞ��130 �+2�9ま00 �,ｨ�Y5�ﾟR�曲飲み十トラックシート(ポリエステル製) 

き07 儻ｨﾄx檍������|y.ｹ'｢�神速川県川崎市川崎区湊町3丁目9二17 ��ダンプ ��ﾈﾞ��130 �+r�並O重 �H�Xﾆ一��血糊み十トラックシート(ポリエステル製) 

508 冲ﾈﾌ�檍�����ﾙ7卯)�R�押測II鼎ii崎的川崎区次郎丁目0-17 ��ダンプ ��ﾈﾞ��重80 �+r�9芝0ま ����Xﾆ��r�拡散み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

509 �'ﾙ^I�iJﾘ�栄X�檍���祁筑Il臨川的市川地区大川町章3番地4母 ��ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*��2003 �H�YN�錂�屯徹み十トラックシート(ポリエステル製) 

5重0 亰�ｵ(､ｩJﾘ��8���I���袖刺l陳川珊川崎区大川町13利的号 ��ダンプ ��ﾈﾞ��180 �*��2006 �H�Y%�<r�直積み十トラックシート(蘇りエステル製) 

511 ��)*饉xﾝ����ｸ筋檍���帥蒸川的=怜刷I鵬区大II仰19密棚や ��ダンプ ��ﾈ�｢�130 �*B�却07 �H�YO鞍��敵積み十トラックシート(ポリエステル紋) 

512 况9��､ｩJﾘ尨��ｻ(-ﾈ檍���郎奈II恢川崎市川噌区大川町13番地4号 �-�釘ﾓイBﾓ��#2�ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*"�2008 ��x�Yhﾘｹb�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

518 ��ﾍH刑Jﾘ�茜H�檍���神奈川爪II旧市州地区大川叩3希地碕 ���Bﾓ3CBﾔ�o��ダンプ ��ﾈ�2�180 �*"�創置】 ��H�YO�%B�宙稿み十トラックシート(ポリエステル塑) 

5I4 况9gﾉJﾘ��vﾈ�檍���押測II鼎I鵬市II脚区大川町13郵同母 ���Bﾓ3CBﾓ��#2�ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*"�201包 �H�YN�ﾟR�蜜軌み十トラックシート(ポリエステル鑓) 

515 �'ﾙ^H､ｨ�������檍���袖的ii脚II崎市川崎区大川町13密航号 ��ダンプ ��ﾈﾞ��180 �*��2014 ��H�YO��b�直納み+トラックシート(ポリエステル敬) 

5】6 冉Xﾟ�ｨﾝ�����陞���帥綾川鼎間断部l憾区大川町13猟的号 �:��ﾙ�｣Bﾓ��ｸｒ�ダンプ ��ﾉ4��130 �*��2015 ��H�X�97��直積み十トラックシート(ポリエステル禦) 



汚染土撥の運搬の用に僕する自動車に関する書類
<運搬事両一段>　愛知県名古屋市港区松見町　→　愛知県瀬戸市山路町

使用客の名称篭 ��ﾉw�jx,ﾈ���週給先 倬i�ﾈ,ﾈﾆ��2�自助雌鐙録商号 ��.�7��ｸ,ﾉ��ﾌr�飛鎚等を防止する的通 

l ��Wyk騷r�疲知照湘戸商議媛町2丁目1宣7 ��ダンプ 仭ﾈﾌｨ揵g����3�����.x���������鉛・耽怒 �+ﾈ�(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

2 ��Eｹ$�zr�愛知県組戸市税町2丁目章17 ��ダンプ 儖i*8揵g�������3�����,(�����"�鎗・融港 �+ﾉ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

3 僮Xｷ)zr�愛知県納戸帝政殴峨丁目117 ��ダンプ 儖h雹|ﾘ�)g����������,(������D��鉛・枇蒸 ����X-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ_���

4 �ｩk騷r�怒知県湖戸清張破調2丁目n7 ��ダンプ 仭ﾈﾌｨ揵g����3�����,h������3���鉛・耽察 冕���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

5 �ｨｷ)zr�衷知県湖戸市荻殿町2丁目117 ��ダンプ �?(ﾌｨ揵g����3�����+ﾘ������栄��鉛・耽蒸 ����x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ4鋳�

6 �ｩk�?��怒加味瀬戸両萩域町2丁目117 ��ダンプ �?(ﾌｨ揵g����������*ｸ���������鉛・耽蒸 �(･H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹN"��

7 ��I[x/��愛知県湖戸請敬服町隻」●目117 ��ダンプ 兀x喆揵g����������*ｸ�������ｵB�紛・枇詳 凛扱�-ﾘ�6x8�7H4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ���

8 侭[y$�(��愛知県湖戸商談殴呼丁目117 ��ダンプ 仂yYH揵g������������*ｸ���������鉛・批窯 佇ﾉ9ﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

9 忠'�$�zr�捉知帰納声和談殿同父丁目117　・ ��ダンプ ��頽傅ﾉg����3�����*(�������偬B�鈴・雌落 几ﾉYH-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�鋳�

10 ��I[x環�毎知爪淑声面貌殿町2丁目117 ��ダンプ 仭ﾈﾌ�ﾉg����3�����*H������4��船・耽読 倡9$�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｷ｢��

重1 �ｨｷ)zr�憂知県納戸市萩殿町包丁即事7 ��ダンプ 儖i*8揵g�����ﾔ�������,ﾓｨ�����鉄��鎗・枇索 俘)hﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ5B��

書2 �ｨｷ)zr�西畑県瀬戸柿萩閲町2丁目117 ��Sc�ﾓ�"ﾓs�*C2�ダンプ ��阡8揵g����������,ﾘ�����鉄"�鉛・批怒 冕y��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

章3 �ﾈ7�685�92�密知県名古庄市や山区率・bl丁目如3 ��S"ﾓs澱ﾓ�ｯC��ダンプ 冖ﾈﾌ8輊���������*����������紛・耽読 傅H�(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹN"��

14 ��xﾈ7�685�92�安和県名古屋巾や山区率心4丁目幻種 ��S"ﾓs澱ﾓ�)dﾃ��ダンプ 冖ﾈｶyOh���3�����*������"�鉛・耽索 伜���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｷ｢��

15 ��xﾈ7�685�92�愛知県名古屋巾曾山医事心4丁目幻3 ��S)'Ss澱ﾙ���ｳ��ダンプ 冖ﾈ��yｨ���������+������2�鉛・枇索 �9YH-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｩxｸ5�6�8ｸ����

16 ��卿7�685�92�理知県名古毘箭中山区軸心4丁目櫛3 ��ダンプ 冖ﾈﾌ8ﾜ����3�����*H�����B�鉛・批瀦 倆�ｯ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�鋳�

17 �ｨ7�685�92�愛知県名古屋市や山区串心4丁目203 ��Y^�sッﾓ��湯�ダンプ 冖ﾈﾌ8夊���3���*h�������R�鉛・耽藷 仂挨H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹg���

18 �ｨ7�685�92�嬰如県名古田師や山隔串心4丁目208 ��S"ﾓs澱ﾘﾔ��ｳ��ダンプ ��Hﾌ9�x���������*(����X���u��鉛・枇衆 侘�$�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

19 �ｨ7�685�92�愛知腺名古座巾やI山医事心4丁目的3 ��S"ﾓs澱ﾓ�NR�ダンプ 冖ﾈﾌ8夊�����������*(����SS�b�鉛・枇隷 侘�ｸ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

20 �ｨ7�685�92�喪知県名古座市や山区串心寄丁目製陶 ��S"ﾓs�bﾓ�)Ec��ダンプ 冖ﾈﾌ8ﾜ������3�����*�����cC�r�鉛・耽読 �+ﾉ,�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�-H.�4x5�6X8ｹ�鋳�

ま1 �ｨ7�685�92�愛知腺名古屋市や山区幸・的丁目2的 ��X-ﾂﾓs澱ﾓ��3��ダンプ 冖ﾈﾌ968����8尨����*�����cC���鉛・批森 �+ﾉ4�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ�"��

22 ���b�7�685�92�愛知県名古座布守山区率心4丁目釦3 ��*ｳ"ﾓs澱ﾓ�(-ﾃ��ダンプ 冖ﾈﾌ968�����4���*h�����{��曇ら・耽読 侘亰�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ<b��

28 �ｨ7�685�92�安知県名古昆布曾山区申心ま丁目鑓3 ��S"ﾓs澱ﾓ�##��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊���3���*������b�鉛葛政務 �(亥H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹg���

24 �ｹZ)�).胃��愛知県継目非帝大手町2丁目幻4輸1 ��ダンプ 儖i*8揵g����3�����+8����3Xﾌ��給・雌蒸 �+ﾈ�X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

跨 �:�ｩ_(ﾇﾙ���愛知県春日井市大手口膿丁目刻4-1 ��ダンプ 仭ﾈﾌｨ揵g������S�����+x����9=��約・碓珠 僮ihﾈ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

うめ 宙ｨﾈ蟹jxﾉｨﾝ��愛知県好日非市大手町2丁目2舶一1 ��3Scふ�"ﾓSc�b�ダンプ 兀yFx揵^ﾘ���������+x����3Y'��鉛・碓蒸 仄霾�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

27 �ｹZ)�(ﾉｨﾝ��愛知県春日井市大手町2丁目204-1 ��ダンプ 儖i*8揵g����3�����+8������3Y62�蛤・枇怒 ��盈ﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹfR��

23 �ｸ蟹vX顥�｢�愛知県春日井市大手町2丁目204-重 ��*ｳcほ�X6sSc�b�ダンプ 儖i&ｸ揵g�������3�����+8����8咐��鉛・雌藷 �8膵-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

勘 �ｸ�8ｻh偀ﾝ��愛知県境目井高大手町2丁目紬4-1 ��Scふ悦ｲﾓSc�b�ダンプ 儖hﾌｨ揵g���������������]ﾉ�R�鉛・砧惑 ��ﾙ��-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ=b��

00 �ｸ芥ﾚﾘﾉｨﾝ��愛知県春日井市大手町2丁目幻を1 ��Sc�ｩ�ｲﾓS��b�ダンプ ��ﾌｨ揵g����3�����+x����9ﾙ$��飴・破線 �(挨H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ,(4x5�6X8ｹhﾒ��

孤上∴(抑酸味逸材 刪､知県番目非両大手町蜜丁目刻をl ��ダンプ �?(ﾞﾘ��g����������,h����/ss�������僣�YN��b�刎Xｯx-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��



<運輸一覧>　愛知県名古屋市港区船見町　→　愛知県瀬戸市山路町

使用薄の名称鮮 俟I:��,ﾈ���連絡先 偬I�ﾈ,ﾈﾆ��2�合同郎登録箱男 �茜Y7��ｸ,ﾈｿ�-ｲ�取散篭を肪止する船遊 

32 �ｸ�m����愛知県往古塵肺題槌区惣件的3丁目41-2 ��S"ﾓch*ｲﾓ##���ダンプ 冖ﾈﾌ9�������������-�������"�鉛・枇怒 �����-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ�"��

33 �ｸ�ii�X愆�畏知県名春日的瑚鴎区導作町3丁目4トま ��ダンプ 冖ﾈﾌ8汯�����3�����,���������B�鉛・枇溶 儻ｩYH-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

34 �ﾉM��Xｻﾙ[��愛知県名古田市璃鑓区鍍相調8丁目4l-2 ��S"ﾓccRﾘｺYm#��ダンプ 傲夷�5x�����������,ﾘ����ｪイ��紺・枇窯 �+ﾉEｸ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

85 忠l泳ym�:�b�褒知県名古題欄槌区a削側部丁目41セ ��S"ﾓb慰H自;c#���ダンプ 冖ﾈﾌ8ﾜ����因D�����,ﾘ����8<����約・枇瀦 几H薊-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

86 宙,ﾈ需m謁��"�餐如県名古庄巾瑛槌区鰹脚町8丁郎l-登 ��S"ﾓccRﾙ$ｹ4��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊�����������,ﾘ����nI4��鉛◆耽読 ��ﾉYH-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

37 �ｹd曳ｸﾊyj2�愛知県名古座晴瑠馳区制椰丁目41セ ��S"ﾓccRﾘ-ﾃ#���ダンプ 冖ﾈﾌ9�h�����������,(����S����鉛・騰落 �)�x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ環��

33 宙ｦ8需m�:��"�愛知県名古庄市閲趨区的作同前丁目4l-雪 ��Y^�ccRﾓ##���ダンプ 冖ﾉm8�������������,ﾘ������S田2�鉛・耽蒸 �(�(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

39 忠���ｨ�(葮Tr�凌知県名古塵商や山区脇田吋l如l ��ダンプ 冖ﾈﾌ8ﾜ������������+����������掛・胱黙 倡9$�-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�鋳�

40 宙xｹ�ｨ�)�ﾙ4r�を知帰省古田同や山母船田町I紬1 ��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊�����������,(����#s#r�鉛・枇瀦 仗ｹ$�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ腕��

4I 宙ｪ��ｨ�(ﾌ�4r�愛知県名古座布や山区脇田町1201 ��ダンプ 冖ﾈﾌ8汯�����｣������,h����8��b�鉛・批継 俘),�-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ烹��

42 忠��^6免偸�ﾍ"�亜如県名古屋布切れ区的田町1却1 ��S"ﾓs湯ﾓ���R�ダンプ 冖ﾈﾌ8ﾜ�����z�3�����+ｸ������CSCR�鉛・批蒸 俤ﾙ�x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

43 �ｹ�ｨ�(倢nB�愛知県名古屋市勺一山区脇田町1釦1 ��S"ﾓs湯ﾓ���R�ダンプ 冖ﾈﾌ9yｨ�����������+x����SCSB�鉛"枇薙 ��YIX-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｷ｢��

44 �ｨ��:���愛知県小牧市大堆57鑓一難峻 ��Scふ#壷-��R�ダンプ 儖hﾄ�揵g����3�����+�������CR�鉛・磁怒 佝ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

45 �:�i��ﾜ��痩知県小牧市大増5728一掬2 ��Sg2ﾓ#蔦涛�R�ダンプ 丿yLﾈ揵g������S�����+8����Hｴ��鉛・拙家 �+ﾉ�X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

46 �ｨ��ｻｸⅳ�受知県小牧市大堆57郷-ま32 ��Scふ#蔦涛�R�ダンプ 仭ﾈﾌｨ揵g����3�����+x����SCSB�鉛・枇稀 �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ-ﾈ/���

り7 �ｩ�Xｨ85H�ｸ7(5��受如腺小牧市大堆5785葛278 ��ダンプ 仭ﾉFｨ揵g����3�����*�����+#�R�鉛・枇索 �����-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹg���

り8 �4��X�(5H�ｸ7(5��愛知県小牧市大雌5785-276 ��Sc�)ｨ�｢ﾓc��2�ダンプ 仭ﾈﾌｨ揵g����ivS�����*(����C��r�鉛・即諾 冤ｨﾍｨ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹN"��

49 �ｸ��ｸﾘ�X5��h7Y%8�X6h���愛知県春日井市嬉野吋5丁目慶1-章4 ��ダンプ 弍)Xﾈ�����3�����+������コ�飴・碓諜 俾ｹ�X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

50 �ｸ6X4"ﾘ�X5�7X�h,ｸ�X6h��愛知県球目非布地好調5丁目豊ト14 ��ダンプ �9�r����越�������,ﾘ������田��鉛・枇鴻 �9YH-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

51 �7ﾘ8ｸ5h6�5�488Hx｢�愛知県鎧田市録見町井ノ前郷 ��ダンプ �ﾉ68�������3�����+�������SR�約・散楽 �9YH-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ�"��

52 �7ﾘ8ｸ5h6�5�488C�兇�稜知県駐田商保見町●非ノ向26 薄�ｭ蔦C�C3#��ダンプ 儁Ylｨ�����������,h������3��鉛・碓紫 估ﾈ-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ8h5�6�8ｸ�"��

53 �7ﾘ8ｸ5h6�5�488Hx｢�安和県盤闇市保見町井ノ向郭 ��X諄蘒Cほ9ﾙZ���ダンプ 儼y68�����������,ﾘ������#sR�鉛◆枇務 �(･H-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

54 �7ﾘ8ｸ5h6�5�488H薯��受知県豊田市保見町井ノ向26 ��Y��Cふ�3(��ダンプ ��ﾙ68�����������,h������モ�鉛・耽読 ��r�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹK2��

55 �7ﾘ8ｸ5h6�5�488I4��愛知県擾由布保見町井ノ向26 ��X��ﾓCふ33(ﾔ��ダンプ 倅�ﾘ������ｸ�ｸ����,ﾘ�������-ﾈ���鉛・枇寮 �(絢ﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

58 �7ﾘ8ｸ5h�ﾈ*ﾘ5�488I4��蚤如拙船田市保見町井ノ向合6 ��ScRﾓCふ33#��ダンプ 倅�ﾘ������������+�������csッ�飴・雌捲 �(��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

57 �7ﾘ8ｸ5h6�5�488I4��愛知県鑓田商保見町井ノ向合6 ��ScRﾓCふ33#��ダンプ �/�]��������｣�����+�������SR�飴・磁疎 佻I{H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

58 �7ﾘ8ｸ5h6�5�488Hx｢�愛知県挫田市保見町井ノ向26 ��ScRﾓCふ39vS��ダンプ 倅�ﾘ��������3�����+ﾘ���������鉛・枇怒 �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｒ�

59 忠+(4��ｸ6x�ﾈ*ﾒﾘ684ﾈ5ﾈ5H4ﾒ�愛知県名古屋両前区寺崎叩セ ��Y6�ccX自%ﾈｾｳ��ダンプ 冖ﾈﾌ8ﾜ������������,ﾘ����,縱��鉛・批落 俯�ｴ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｶﾈ�R�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

60 儖i*97冦慰衣I4�� ��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊���������,ﾘ������cr�鉛・枇索 ����-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

6重 佰ｨ鑄�9m慰��ﾉ4��虞餌場名古屋的天白区一本松1丁目1101-1 ��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊�����������,ﾘ�(���イsC��鉛・枇蒲 ��ｹ�x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ烹��

62 儖i]ｩ7冦慰���4��憂知県名古座撮天白区一本松1丁即IOト宣 ��ダンプ 冖ﾈﾌ968�����������,ﾘ����hﾕ3r�鉛・耽索 ��ﾙ9ﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ﾒ��

63 儖i*97冦慰榎�x｢�婁知隔名古屋両天日置一本提1丁目11oト1 ��ダンプ 傲偉8ﾜ�������������,ﾘ�����綾ﾓ���飴・拙策 �+ﾉ'�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��



<運搬車両一覧>　愛知県名古屋市港区船見町　→　愛知県瀬戸市山路町

他用鵜の名埼鮮 俶yw��,ﾈ���週給兜 冖顆H,ﾈﾆ��2�自動秘録蹄碑や ���Y7从X,ﾉh�B�飛散雄を防止する的述 

64 �饑�7冦慰案hx｢�貧如県名古座稲天白区一本松I丁目110重-1 ��S"ﾓ��Rﾙ=ﾓ�b�ダンプ 僥飲ﾈ���因C������,ﾘ����4涛B�鉛・枇索 俤ﾙIﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

65 儖i*97冦慰絢ﾙ�r�愛知職名古憧市天白区一本松1丁即10トl ��lRﾓ��Rﾓ3S�b�ダンプ 偬8鉙�������������,ﾘ�����s���蛤・耽孫 仂井(-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾛﾒ��

66 仭ﾉ&ｹ7冦慰榎�x｢�最知肌色古庄市天白区一本松l丁郎IO重-1 ��ダンプ �%x鉙����������,ﾘ�����餾B�掛・枇系 �(���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹoｒ�

67 兀x�97冦慰粟ｹ4��愛知腺名富慮両天日曜一本松1丁目110l-1 ��ダンプ 儼ﾈ鉙�����������,ﾘ�����蔗�鉛・耽稀 倡9YH-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹjr��

68 儖i*97冦慰��(x｢�擾卸隔名古屋市天白区一木総l丁目1重01-1 ��ダンプ �/ｸ鉙�����������,ﾘ�����io��鉛・耽揺 ��ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

69 儖i*97冦慰榎�4��優如無鉛を塵昨天白区一本堪l丁郎10ト1 ��ダンプ 僥胤ﾈ�������������,ﾘ������)u��鉛・倣蹄 �+ﾈ･H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

70 �ｹ5IF������受知腺海部郡拡江町漁民l丁目的 ��ダンプ 冖ﾈﾌ968������x����*h������ﾔ��鉛・耽読 �(�ﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾝ���

11 忠l虻hﾘ�竧ｾｲ�理知県的郎耶鮫卸漁民1丁目69 ��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊�����3�����*(������r�鉛・枇怒 ���ｮx-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

7包 忠�9i�$ｨｻｸｬ"�雲的i県海部郡腹江町孤氏1丁目69 ��ダンプ 冖ﾈﾌ97����3�����*�������R�飴・枇珠 冕夷�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

78 忠���Yh葦ｩ|��安和県脆郎榔蟹江町源氏1丁目69 ��ダンプ ��ﾘｷｹ�������3�����*H���������"�鈴・枇素 �+ﾈ�(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�鋳�

74 忠��8yMH蛤��表郷鳴海椰耶錐江町源氏l丁目69 ��Scrﾓッﾓ�ピ��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊������(����*�������yEB�鉛・耽轄 �'ｸ･H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹN"��

75 忠oihｨ�Y�����愛知県沌前部曲直町源氏l丁目69 ��ダンプ 冖ﾈﾌ8ﾜ����������+�������Y���ぬ・磁怒 �(挨H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

76 �ｹ�YF�:����魯知腺施割勘鮫江町源氏l丁目69 ��ダンプ 冖ﾈﾌ9��������8����*����������鈴・枇揺 �+ﾈ･H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

77 �ｹ5Ijx隼�ﾂ�唾知腺施郎部蝕江町源氏l丁目69 ��ダンプ 冖ﾈ贓�陋����������*���������飴・枇怒 俾Xｵ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹfR��

78 �ｸ��ﾘ�ｻｹ�ｲ�程如県派郎郎旗江町放氏1丁目69 枇ﾋ緜rﾓ澱ﾓ�ピ��ダンプ 冖ﾈｬyyﾘ�����������-������B�掛・確怒 冕���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

79 宙ﾕ8ｭｹ[�ﾗｨ愆�三孤照線名耶木曽印町白超6継-87 ��Scx自�y�B�ダンプ 倅�ﾘ�����3�����*�����)O2�鉛・枇黛 �����-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹg���

80 忠�ﾈｭｸﾊｸﾗｸ愆�三孤県無名郡木曾仙町白舷6越-87 ��Scrﾓcふ�#�B�ダンプ 倅�h�����3�����*�������r�鉛・耽蒸 �(�$�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

81 �ｸｭｹZﾙ�凭��三重県熟名郡木曾御調白謡6榔-87 ��ダンプ 倅�ｨ�����迂S�����*�������SR�掃・雌蕊 �+ﾉ��-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

32 �ｸｭｹ}8ﾗｩhR�≡孤県政名椰木船同町自磐6鑓-87 ���rﾓcふ3#�B�ダンプ 倅��������������*(������CR�鉛・枇系 �+ﾉE�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ_���

83 �ｸｭｹLﾈｦy�ﾒ�三孤撮匁名耶木曾巾町自超6独吋7 亶"ﾓc員ﾃ8-ﾃ��b�ダンプ 倅��������(����*���������ぬ・枇窯 �=I��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r��h8ｨ4x5�6X8ｸｯB��

84 �ｸｭｹ}8ﾗｨ���三並県東名耶木蝕同町自超6鈍重7 ��Scrﾓcふ3#�*B�ダンプ 倅�ﾘ���������*(������r�鉛・枇蒸 �+ﾈｬ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｷ｢��

鈎 �ｸｭｹ�MX�"�三亜県衆名耶木曾的同日磐6筏-87 ��ダンプ 倅�ｨ�����8ﾜx����*(������b�掛-・耽然 �)��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ賜��

86 忠y渥ｸﾊｸﾋﾈ愆�三旗腺襲名耶木曾同町白艶62紅87 ��ダンプ 倅�,ﾈ�����������*h������"�鉛・枇癖 �(���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

釘 宙ｪ亊ｸﾊｸﾗｩL��三腫脹輿省都木曽同町日数6槌-87 ��ダンプ ���ｨ������(����/���������胎・批轄 丿x藕-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾆｒ�

総 ���(6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松木市大字和田4709番地 ��#ixｲﾓC��S�靃cb�ダンプ 傴ﾉgｸ�����������,ﾘ����ｮ紊���鉛・耽諌 �+ﾉ4�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6x�ｸ7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ�"��

89 ����6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��畏野腺松本市大宇和田47的番地 ��ｻﾘ璽C�ﾓ�3cb�ダンプ 傴ﾉgｸ�����������,ﾘ�������b�鉛・批寮 侘�4�-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

90 ��長野県松木市大宇和田4709密旭 ��#�2ﾓC�ﾓ�3cb�ダンプ 傴ﾉgｸ������ﾔ�������,ﾘ�������｣R�鉛・枇森 俤ﾙ�X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ_���

91 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��畏野県松本市大字和田47脚番地 ��#c2ﾓC��X任��ﾂ�ダンプ 傴ﾉgｸ�����������,ﾘ��������鉛・碓諌 凩ｨｴ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹW���

9包 �ｨ6x�Rﾘ5�8ｸ5h5�6X8��良好県松木柿大字柳田4了脚審理 ��sc2ﾖD��3cb�ダンプ 傴ﾉm������������,ﾘ������/r�埼・枇恭 ��Yd鞍�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

98 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田d709番地 ��#cぺｵF��3cb�ダンプ 傴ﾉm������������,ﾘ������4"�鉛・枇繁 俎ｹZ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r影h8ｨ4x5�6X8ｹ~｢��

94 �ｨ6x�ｸ4笘8ﾈ5h5�6X8��焚野原松本市大字和田4709詩地 ��jツ2ﾓC�ﾓ�3cb�ダンプ 傴ﾉm������������,ﾘ������Cb�●　鉛・枇綾 ��ﾘﾆ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

95 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 ��ダンプ 傴ﾉm������������,ﾘ����c���拾・枇索 �+ﾈ苻-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����



<運搬輌一覧>　愛知県名古屋両港区松見町　→　愛知県瀬戸市山路町

使用者の名群等 俶y:�(,ﾈ���迎給先 俯��ﾈ,ﾈﾆ��2�白的申韮線番や �因�7��ｸ,ﾈ肢ﾎ��飛散蹄を防止する馳遊 

96 ���(6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��畏好県松本市大字和田4709審他 ��極JRﾓC�ﾓ�3cb�ダンプ 傴ﾉgｸ�����������,ﾘ������#�Cb�鉛・雌蒸 �+ﾈｬ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

97 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野腺松本市大字和田4709播植 ��ダンプ 傴ﾉgｸ�����������,ﾘ���づ#����蛤▲枇掠 偬ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ�ｲ��

98 竸ﾒ�6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大亭和田4709宙旭 ��#c2ﾓC�ﾓ���ﾂ�ダンプ 傴ﾉm������������,ﾘ�����cc��掃・枇窯 �;ﾘｯx-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

99 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��良好県松木市大宇和闘4709希旭 ��#c2ﾓC�ﾓ�3cb�ダンプ 傴ﾉgｸ�����������,ﾘ����#��R�掛■耽蒸 冕���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹN"��

重00 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��捉野娘松本市大字和田4709希旭 ��#c2ﾓC�ﾓ�3c��ダンプ 傴ﾉgｸ�����������,ﾘ����#���鉛・枇怒 �;�4�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹN"��

101 ���6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��畏卿県松木市大字和田4709番地 ��#c2ﾓC�ﾓ�ツb�ダンプ 傴ﾉm�������������,ﾘ����-ﾈ�2�鉛・脱落 �(胤�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ�"��

章0包 ���h7�6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��愛野腺松本市大字和田4700転他 ��#c2ﾓC�ﾓ�3cb�ダンプ 傴ﾉm������������,ﾘ���������鉛"批殊 ��

103 竸ﾒ�6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��襲野県松木市大宇和田4抑9番地 ��#c2ﾓC�ﾓ�3cb�ダンプ 傴ﾉgｸ����������.�������S���掛川〔瀦 冕���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ8ﾒ��

重0重 竸ﾒ�6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��爵姉娘松本両天字柳田仰09番地 ��(ｭ蔦C�ﾓ�ツb�ダンプ 傴ﾉm������������,ﾘ������C��鉛・枇藷 �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

宣0与 ����6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松木巾大字和田4709番地 ���v�2ﾓC�ﾓ�8�ﾂ�ダンプ 傴ﾉm������3�����*h�������"�鉛・耽窯 ��ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

重06 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大宇和田4709番地 ��ｿ�2ﾓC�ﾓ�3cb�ダンプ 傴ﾉgｸ�����c3�����*(�������,��扮・枇轄 �(絢8-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｷ｢��

107 ���6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松木市大宇和昭4709番地 ��#c2ﾓC�ﾓ�3cb�ダンプ 傴ﾉm��������������,ﾘ����-ﾃ�){��飴・磁諾 ��

108 ���b�6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本帝大手和田4709番地 ��#c2ﾓC�ﾓ�3cb�ダンプ 傴ﾉgｸ�����������,ﾘ�����sc��紛・枇諾 ��ﾘｵ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ'b��

109 �ﾈ7h8ﾈ5x88�ｲ�程知県名古昆布録区の淘町手下砂田158 ��ダンプ 冖ﾈｯ��������������*ｸ�����,モ�鉛・批黙 �=Hｴ�-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

110 �ｨ7h8ﾈ5x88�ｲ�愛知県名古田赤飯灰唆紙町手下抄の158 ��ダンプ 冕偉8ﾜ������������*ｸ���������鉛・耽誇 �+ﾉ��-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾝ���

111 �ｨ7h8ﾈ5x88�ｲ�愛知腺名古田巾紋日鴎渦町手下汐田1S3 ��ダンプ 冖ﾈﾌ8汯����簸�����*ｸ����O9;ﾂ�鉛・批系 侘ﾉ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｷ｢��

重重包 ��Wx7h8ﾈ5x88�ｲ�愛知隔名古包庸織田砂防町手下砂田1謡 ��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊�����������*ｸ����9����鉛・靴維 �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

l重3 ����7h8ﾈ5x88�ｲ�愛知県雀宮座両線区蛾郷町手下汐田15S ��S"ﾓc#Rﾓ33c��ダンプ 冖ﾈﾌ9Iﾘ�����������*�����sYl��鈴・枇系 凩ｨ薊-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

重重4 �ﾂ�7h8ﾈ5x88�ｲ�愛知県名書歴両線区噴泌町李下砂田158 ��ダンプ 冖ﾈﾌ968�����������*ｸ����ゴsB�鉛・枇蒸 ��ｸｿH-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹoｒ�

1重5 �ｨｾ闔Hﾇﾘﾝ��愛知県春日井向八田町7丁即会-3合 ��ダンプ 仭ﾉ��揵g����3�����,h���������紳・枇素 几I�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

lI6 宙ｪ冖�,ｩy��"�愛知県小牧市眺ケ丘3丁目債トl ��ダンプ 仭ﾈﾌｨ揵g����������,ﾘ����=ﾘ.�2�蛤・破船 ��(ｶ8-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ膤��

重17 �ｨｨ��2�畏如同名古色巾蹄区大高町予定館山14-鑓3 ��ダンプ 冖ﾈﾌ8殄�����������,ﾘ����4��R�鉛・批恭 丿x�(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｷ｢��

I】8 僮Y�ｩ�2�愛知無名盲唖神韻区大群印字定納山I〃・鑓3 ��X-ﾂﾓc�2ﾓS#���ダンプ 冖ﾈﾌ8木�����������-�������b�鉛・批蒸 冤ｩ_�-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r葦88ｨ4x5�6X8ｸ����

119 �ｨ･ｩ�2� ��S"ﾓc唐ﾓS$湯�ダンプ 冖ﾈﾌ8夊�����������-���������鉛・碓蒋 �+ﾈ苻-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

120 �ｩ;��2� 倩�6sc�2ﾓS#���ダンプ 冖ﾈﾌ8夊�����������-�������R�鉛・披露 �+ﾈｬ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

1露1 �ﾉ,i�2�愛知隔名言慮市紘曙大高町牢魯納山1鶴一粧l ��X堀耳ｭ僵X璽S#���ダンプ �(盈8�������������-�������B�鉛・碓索 �9YH-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

l鑓 �ｹ�僮ｹ�ｨ霻�繋畿禦璃轄宇和 ��ScrﾓSbﾓ###��ダンプ 倅�x�����������,ﾘ������C#途�鉛・耽蒸 �+ﾈ�8-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

l鑓 �ｹ7ｩ4亰ｨ佖�愛知県海部榔競馬村発馬斬田 竿竹之籍へニノ創1筒一1 ��ﾋ緜rﾓSh自7I$ｳ��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊�����������*ｸ����ﾝy�B�鉛・枇索 �+ﾈ�(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

1ま4 �8�X*(,I8ﾈ葺x｢�愛知県洗練耶珊鴫尉撮之細l丁郎蓄 ��Sh訷,Sbﾓs3sr�ダンプ 冖ﾈﾌ8夊�����������,ﾘ�����ﾚｲ�鉛・耽読 ��

125 �9jh�X�Xｧ8x｢�愛知県海部耶飛宙村松之郭1丁目45 ��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊�����������,ﾘ����ピs��鉛・枇港 倡9YH-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

126 ��ｨ�Sx�YW案ﾙd�4��愛知県海部耶飛宙村松之郷1丁目4与 乘｣crﾘ*ｳbﾓs3sr�ダンプ 冖ﾈﾌ9yｨ���������*�����8�Fﾂ�鉛・枇怒 �+ﾉ{H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾆｒ�

章27 �8�Y(iW稲i/xx｢�愛知県海部瑠戒心村松之鐸重丁目45 ��ScrﾓSbﾓxｯ�sr�ダンプ 冖ﾈﾌ8夊�����������*�����8�Hﾂ�鉛・批織 �)5�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹoｒ�



<運搬輌一覧>　愛知県名古屋布鞄区松見町　→　愛知県瀬戸市山路町

使用者の名称鮮 俶yw�jx,ﾈ���連絡先 侘I�ﾈ,ﾈﾆ��2�自動耶亜鍍懇ぢ 亢�kｩ7��ﾈ,ﾉh�2�飛散等を防止する帥遊 

128 �8�Yf��S��(ｻﾘxﾂ�負如照漁師郡飛鳥村松之那1丁目45 ��ダンプ 冖ﾈﾌ8ﾜ����������*�����8�楪�鈴・枇漆 冩ﾉ�x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

129 �5�484ﾉ,ｩ4�｢�愛知県名古屋市中II胆管押2丁目2704 ��ｭふC�Bﾙ�����ﾂ�ダンプ 冖ﾈﾌ8汯�����3�����*h�����s��"�鉛・徹薙 仂亥H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ﾒ��

180 �5�484ﾈ¬nI4��を如県名古屋市中川区帝池丁目2704 ��Y�ﾓC�Bﾓc����ダンプ 冖ﾈｼ�)8���厭c�����*h��������鉛・硝幣 冤ｩ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6vﾈ7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹN"��

131 �5�484ﾉ��ﾚｨﾍ��愛知県名古屋辞中川区営那a丁言合704 ��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊�����4�����*�����������鉛・部課 �+ﾈ�8-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｬ��

重3雷 �5�484ﾉ/�Y餾Fﾂ�凌細県名古屋巾中川区青柳2丁目隻704 ��S"ﾓC�I'Sc����ダンプ 冖ﾈﾌ8夊������8����*(������,モ�鉛・郎諜 俘),�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

重38 �5�484ﾈ鵫*�B��愛知県名古座市中川区吉沸2丁目色704 ��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊�����������-�������x��紛・雌諾 �+ﾉ�x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｸ鋳�

13嘉 �5�484ﾈ露4y4��愛知県名古座両軸Ii区吉浦2丁目2704 ��ダンプ 偬IW謁ｨ���云ﾃ�����*b����2�鉛・耽寮 丿y�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｾ"��

135 �5�484ﾈ倢Iﾘx｢�愛知県名古座肺中川区吉浦包丁目2704 ��S)���Bﾘ����ダンプ 冖ﾈﾌ9^ｨ�����������*(�������32�鉛・耽読 �(��X,ｲｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�.��

重36 �5�484ﾈⅹｴ)4��愛知県名古屋市中川区害紳2丁目27重重 ��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊���������*(����3姐"�鉛・敬語 傅Hｴ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

137 �5�484ﾈﾉｩ�ﾙ4��愛知県名古屋市中川区昔紳2丁目2n2 ��ダンプ 冖ﾈﾌ968���������*(���������鉛・枇索 ��ﾙ5�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�鋳�

138 �5�484ﾉEX叫4��愛知県名古屋帝中川区吾郎亀丁目2718 ��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊���3�����*ｸ����4����鉛・砧索 �8膵-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

139 �5�484ﾈ偀ｸ�4��受如県名古色市中川区吉沌2丁目之714 ��S(�SC�Bﾓc����ダンプ 冖ﾈﾌ962���������,ﾘ������KR�船書取珠 �+ﾉEｸ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

140 �5�484ﾈⅹﾋﾘx｢�受知県名古座市中川区害沌8丁目食714 ��ダンプ 冖ﾈﾌ8ﾜ��������*�����都���鉛・枇鯨 仄陞ﾈ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

141 �5�484ﾈ��ﾆ�4��凌如県名古厩市中川区哲郎亀丁目2714 ��ダンプ 冖ﾉ�駅����������-�����gC���鉛・敬譲 呱ﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

1俄 �5�484ﾈⅹ胸YFﾂ�愛知県名古屋的中川区畜溝2丁目8加 ��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊���������-ﾖ�����3����鉛・枇疎 丿y��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹg���

章48 144 145 � � � ��

m臆喜臆臆 ��ダンプ ��鉛・磁靖 �)~8-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

ダンプ ��鉛・批諾 �+ﾈ･H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹN"��

ダンプ ��鉛・磁索 几ﾉYH-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ个��

重46 �� ��ダンプ ��鉛・枇諜 �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6T偸2��

重47 �� ��ダンプ ��鉛・散発 侘ﾉIX-ﾘ+x6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ���

148 �� ��ダンプ ��鉛・磁総 �����-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

1伯 �� ��ダンプ ��鉛・枇紹 冤ｩ,�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾆｒ�

150 �� ��ダンプ ��鉛・即諾 �+ﾉ�X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

重51 �� ��ダンプ ��鉛・耽系 冤ｨｴｨ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�鋳�

152 �� ��ダンプ ��鉛・枇素 仂閲H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�鋳�

重53 �� ��ダンプ ����������������������������������������������������������������������鉛・枇察 冕�9ﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

154 �� ��ダンプ ��鉛・雌萩 �;X�8-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹk｢��

155 �� ��ダンプ ��鉛・枇瀦 �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｻｲ��

156 �� ��ダンプ ����鉛・確懇 �+ﾈﾛﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｒ�

15了 �� ��ダンプ ��鉛・枇系 俤ﾘ序-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

158 �� ��ダンプ ��鉛・敬蒸 �=I��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ=b��

159 �� �� ��鉛・枇糸 仂挨H-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ=b��

m 



<運搬車両一琵>　愛知県名古屋布鞄区船見町　→　愛知県瀬戸市山蕗町

他用劣の名称鮮 俶yw�ｧ�,ﾈ���連絡先 刔��ﾈ,ﾈﾆ��2�自動陣擾録諦衿 �茜Y7僵x,ﾉ4�D��飛敗等を防止する肌迫 

160 凵｡喜喜喜○○喜■喜SSSS■ 刄_ンプ ��飴・枇蒸 �+ﾉEｸ-ﾘ�6x8�8�4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��喜‾　　　　　　　　“““““鵜「 劔 
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汚染土壌の運搬の用に供する船舶に関する書類
海運運搬船舶一覧表神奈川県川崎市川崎区扇町→愛知県名古屋市港区船見町

添付書類　5

番号 ��Ikﾂ�船舶番号 俶yw��(,ﾈ��kﾉiH,ﾙkﾈ��汚染土壌の種類 俶yw�tﾈ�(,ﾈ���

1 �+�+�.X*Hｭｲ�134401 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・批素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

2 ��i��Jｩ�ﾈﾏXｭｲ�140135 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

3 ��h��Jｩ�ﾈﾏXｭｲ�141258 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇索 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

4 ��h�ｨ*�*�,(*ｲ�12g547 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夐>ﾈﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

5 ��h蓼��ｶxｭｲ�133078 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇索 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

6 ��i��Jｩ_9x渥ｲ�134182 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇索 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

7 �5h��丁33554 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛"枇索 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

8 ��h蓼�Jｨﾇﾉuﾈｭｲ�132255 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9Y仞ikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

9 ��兩8ｭｲ�135399 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

10 ���ﾘｭｲ�134473 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇寮 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾉ霎ikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

ll 傲ｸｵ�ｭｲ�「34469 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛◆秋葉 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

12 ��i?��+8+隴ｲ�134207 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛"枇素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾉ�"ﾓ蔦3��

13 ��h蓼��+8+隴ｲ�133208 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・批素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

14 ��h蓼�Jｨ+8+隴ｲ�134458 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・甜菜 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

15 ��h�Jｩ�n�隴ｲ�134208 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇索 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

16 ��iU8�Jｩe�ｸﾘｭｲ�134426 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛諸ヒ素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

17 ��iU9?���YYy�hｭｲ�134428 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇索 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

18 ��iU9?��Jｩe��hｭｲ�134431 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇索 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

19 ��iU8蓼��e�ｸﾘｭｲ�134432 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・甜菜 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

20 ��iU8蓼�Jｩe��hｭｲ�134434 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍��ﾒ�鉛・枇素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

21 ��iU8ﾍﾈ��e�ｸﾘｭｲ�140202 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇索 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9Lｸ�9kﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

22 ��iU8ﾍﾈ�JｩYy�hｭｲ�140550 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛で枇索 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

23 ��iU9��Jｩe��hｭｲ�141156 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・甜菜 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

24 ��h�耳ﾘ(ﾛｸｭｲ�「35658 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9Lｸ�9kﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

25 ����ｭｲ�135868 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9Lｸｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

26 ��iJｨｾ�8�NIxXｭｲ�135168 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛周と素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

27 ��iJｩ�XｺHｭｲ�135513 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9Lｸ�9kﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

28 儻�渥ｲ�134264 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・批素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

29 ��i?��餾�ｲ�135117 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9Lｸ�9kﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

30 �+�*(.�.H*B�135576 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇索 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9Lｸ�9kﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

31 亳yY���ｭｲ�135516 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・甜菜 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

32 仆ｹ;��141233 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���b�鉛・批素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9Lｸ�9kﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

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

34 �����134624 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・批索 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

35 �9oHｭｲ�134667 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇索 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

36 ���Lﾘｭｲ�137022 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・批寮 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

37 ��Y>ﾂ�141717 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��



38 ��h蓼��uHｭｲ�131829 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・批素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

39 ��hﾍﾈ��uHｭｲ�141654 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇索 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

40 ��h蕀Y��ｭｲ�134599 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・批索 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

41 ��h蕀��ﾕxｭｲ�134564 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

42 ��h貶�ﾍﾈ蓼��ｭｲ�1341g5 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・批寮 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

43 ��h�戊毎ｭｲ�132330 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇索 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

44 亅���?9�h毎ｭｲ�132312 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・批索 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦8ﾔ��

45 亅���JｩY�xｭｲ�134395 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇薫 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾉLｳ"ﾓ蔦3��

46 ��h�?�毎�ｭｲ�134361 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

47 ��i?��ﾍﾉdﾈｼｨｭｲ�134650 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・批素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��
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添付審穎7

読替。保管の用に供する施設に関する雷類

1積替・保管施設の配置図

八号地全体図　　名古屋市港区捌見町57番地地先愛知海運株式会社八号地現業所

積替`保管場所拡大図


