
様式第十六(第六十一条第一項関係)

東京都知事　殿

汚染土壌の区域外搬出届出書

平成　28年　8月　8日

東京都港区斬綺4丁目24埼11号

届出者　　田中建設工業株式会

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し

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｣IMC3H,ﾈ自YH��IMCS8,ﾈ自YH�X���冖��

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

る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}��,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 ��sB紵e�2�B��
※詳細は添付書類2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H戊�R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����矩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C��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾉEih吋韲ｨﾈ糴?ｨ�������������H�b�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾉu僖糴Ehﾈ饂Y?ｨ����������佇(ﾌ��Uﾂ�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈﾔ僖糲ﾈ�6ﾘ4�?ｨ������ｨ�ｨ�X壓�YTｨ���"�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ�D颱hﾈ靉i?ｨ��������ｴ(ﾆ�ｸｷ鞅)¥ｨ��ﾘb�

運搬の用に供する自動車等の ���(�(ｼxｬ(砡淤�ﾈ���

使用者の氏名又は名称及び連 絡先 �5儻H��}紿��X,ﾈ,h*�.���������������ﾌ竸ｩZ�ｹ�霹俐ﾂ�

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ﾖﾂ�

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

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

保管施設の所在地並びに所有 �8ﾉvﾙWY:ｨｩH�檍������=��ﾈ�X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(法人にあってはその代表者の氏名)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>

田中建股工業株式会社　担当:　　　　　　T置し:





添付書類　3

汚染土壌の運搬の方法

3-1.運搬フロー図

形質変更時安居出区域 

東京都文京区小石)Iト丁目4番34の一部、4番53の一部(地番表示) 

基準不適合土壌

鉛

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-l

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:ダンプトラックヤシート掛け 

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1

種　類:分別等処理施設

処理方法;異物除去、含水率調整



汚染土蟻の運搬の用に供する自動車に関する書類
<運搬車両一党>　戒京都文京区小石川　→　神奈川県川崎市川崎区同町

¥ 俶yw��(,ﾉkﾈｴ����使用者の住所 刋�xﾙ�b�事体の形状 �?ｨｼ靂IO僵窺Hﾘb�劍刮kｩ7偃h,ﾉ�hﾏ��飛散密を肪止する糊埼 

重 �ｩ+�-ﾒ�龍粛都江戸川区購増画6-章7-10 訳2ﾓS鼎"ﾘ弱#R�ダンプ ��ｹzr�106 �,b�I �H�YO衣R�匝積み十トラックシート(ポリエステル製) 

2 �ｩ�ﾈ撮�政府挿江戸川区政萄西6-17-10 ��2ﾓS僣ﾂﾓY�Y}R�ダンプ �'��130“ �-2�イ �H�YO飲2�屯徹み十トラックシート(ポリエステル致) 

3 竸ﾘ竧､��東京郁江戸川区現場函6-17-10 ��ダンプ ��ｹzr�101 �+2�7 ���Y�ﾙ/r�腫飼み十トラックシート(ポリエステル饗) 

4 �ﾉ�X福�取高都江戸川区政場面6-17-10 ��2ﾓS鼎"ﾙ=ﾃ3#R�ダンプ ��ｹzr�101 �,ﾒ�冨 �,ｨ�Y4yv��高痛み十トラックシート(ポリエステル製) 

5 �ｩ%隍R�耽京都江戸川区吹聴西を17-10 ��2ﾓS仄�-ﾂﾓY9ﾘ�"�ダンプ 俑�r�101 �,"�8 �H�Y%駢��屯朗み+トラックシート(ポリエステル筏) 

6 �ｩ�ﾘ､R�龍恵那江戸川区龍雄西6-17-10 亶"ﾓS鼎"ﾓS9,b�ダンプ ��ｹzr�重30 �.r�9 �ITﾙO�7ｲ�直煎み十トラックシート(ポリエステル襲) 

7 �ｩ�､R�奴前節江戸川区兜埠画をI7-10 ��2ﾓS滴-ﾂﾓS3ｨ�"�ダンプ ��ｹzr�重30 �.r�重0 �H�YO�7ｲ�拡積み十トラックシート(ポリエステル紋) 

8 �ｨｯ愛R�耽商都狂戸川区耽場面6-17-10 ��2ﾓR#"ﾘｻﾙVB�ダンプ 做ｸ躡nﾂ�重00 �,ﾒ�1231 ���X鷓�R�曲積み十トラックシート(ポリエステル致) 

9 �ﾉ7ｨ､R�京患部江戸川区耽増田を17-10 ��2ﾓS滴ｾ��B�ダンプ ��ｹzr�180 �+ｲ�8001 �H�YO��ﾒ�直成み十トラックシート(ポリエステル製) 

10 忠M"亊冢ﾈⅹ5��押測=県横波肺泉区弥生台7-18 ��h簽���rﾘ�E��b�ダンプ 冩i�"�100 �,ﾒ�1771 弍�ﾘx�Xuiw��庫綿み十トラックシート(ポリエステル塑) 

11 忠hR倬9nﾉlｩiｲ�帥芥川腺横波市妹区弥生台7輸16 ��H���"ﾘ�#�b�ダンプ ��ﾙVﾂ�100 �,ﾒ�1809 �H�YO����正統み十トラックシート(ポリエステル製) 

12 忠�r僵Xｺ淫I5��糾森川腺概況面泉区弥生台7-16 ���cRﾓ��"ﾓ�#�b�ダンプ ��Vﾂ�100 �,ﾒ�2038 ���Xﾄ8ｨﾒ�往航み十トラックシート(ポリエステル致) 

13 忠<貯KYy�oｹ5��糾奈川腺戦線辞典区弥生台7-裏6 ��*Ixｲﾓ��"ﾓ�^��b�ダンプ ��Vﾂ�章00 �,ﾒ�2097 兌H�Y%��b�故練み十トラックシート(ポリエステル貌) 

14 宙xｹ^ｩnﾈⅹ5��袖豹Ii県瑚派相楽区弥生台ナ重O ��ダンプ 刋餬ﾂ�100 �,ﾒ�2660 �H�X�)x��庫塙み十トラックシート(ポリエステル秘) 

1舌 宙xｨｭﾙ�ﾉ��ｲ�帥森川帰敬波布楽団弥生台ト16 ��ダンプ ��ﾘｯ��100 �,ﾒ�3386 兌H�YO駅��曲韻み十トラックシート(ポリエステル製) 

宣6 宙蚌�ﾉnﾈⅹ5��神奈川県馳娩市衆区弥生台7-16 ��ﾜ�6s��"ﾓ�#�b�ダンプ 豫��R�130 �+2�6泌 �9ﾘ�Y%�<r�拡散み十トラックシート(ポリエステル製) 

17 忠*ﾒ��ﾙnﾈⅹ5��神奈川県撒波面泉区蘇生台7-16 ��ダンプ ��Vﾂ�章00 �*��9滅1 兒��Y%騅��暗臓み十トラックシート(ポリエステル敏) 

18 宙ﾈb亅)nﾎG(��神楽川場横浜市環区弥生奇手16 ���Rﾓ��"ﾔ�#�b�ダンプ 刋餬ﾂ�100 �*ｲ�28脚 ���Y%�<r�直廠み十トラックシート(ポリエステル製) 

19 忠iR僭inﾈⅹ5��押東川腺韻浜和泉区弥生台7-16 ���cRﾓ��"ﾓ�#�b�ダンプ 仞驀ﾂ�100 �.ﾒ�8筒8 俔8�Xﾆ杏��旺積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

ま0 宙ｩB儿inﾈⅹ5��神奈川県的洗面患区弥生台7-16 ���Rﾓ��"ﾓ�(�｣b�ダンプ 刋颶��重00 �*��9筒9 ���YN�ﾟR�直積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

2章 忠hb���nﾈⅹ5��神楽川場撒派和魂区弥生台7-重6 ��ダンプ �%颶��100 �*��9S!塑 兒��Y%險ﾒ�曲飯み十トラックシート(ポリエステル竣) 

!塑 倬ｹOiLy}hｧ8��*ﾙhﾒ��神勅ii鼎増派布鞄北区樽町4-工7-45 ����ﾓSCbﾓ3X､��ダンプ ��ﾙVﾂ�800 �*��316重 �,ｨ�Y�ﾙk��面瞭み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

鑓 倬ｹOh暮t����ｉ<鋳�神奈川県横浜布施北区鳩町4-17-4与 ��KRﾙy�bﾓ3S�R�ダンプ 偖)F��800 �*��335章 �,ｨ�Y�i���昨拙み十トラックシート(ポリエステル紋) 

24 ��ｩ�阨騁�ｻｸｼb�<鋳�紳摩周県敬演市鰐北区樽町4-重7-45 ��ダンプ ��Vﾂ�100 �*��指03 ���X毘)R�面叡み+、トラックシート(ポリエステル報) 

25 ��ｩ�霍H鋸ｻｹv�v"��神奈川腺統派和雄北区樽町4-17-d5 ��ダンプ ��Fr�重00 �*��了504 �,ｨ�X�9x��正敏み十トラックシート(ポリエステル製) 

26 ��ｩ�驗�鋸踊ﾄb栄R��押森川県横浜巾港北区相同4-重7-45 ��ダンプ �9ﾙVﾂ�130 �*��750竜 冩��X鷙ﾟR�屯瑚み十トラックシート(ポリエステル製) 

隻7 倬ｹOhﾇﾘ僣ｻｹ�h*ﾙhﾒ��神勅=県戦痕市弛北区議吋4-重ト45 枇�cX-xｺ3bﾓ8*ｳ�R�ダンプ ��YxB�重30 �*��7506 ��H�X�)x��曲廠み十トラックシート(ポリエステル製) 

28 ��ｩ�阨騁�y��"�｢�押燕川県韻浜押馳北区樽町4-1ト4S ���cRﾓSCbﾘｼ3�R�ダンプ 亅YVﾂ�180 �*��7岳07 �,ｨ�X�8�b�荘枝み十トラックシート(ポリエステル寝) 

ま9 仞YYx暮t��Y�ﾒ栄R��抑制=県統派市馳地区鳩町4-17可5 ��ダンプ ��ﾙF��1靴 �*��7508 ����Y%�7ｲ�密拙み十トラックシート(ポリエステル製) 

30 竸隲ｹ,ｩo�ｯ��ｲ葦ｒ�神勅II煉蹴浜市池北区樽町4-重い45 ��ダンプ �>颶��130 �*��7509 ���YN��2�拡撒み十トラックシート(ポリエステル挫) 

31 倬ｹOi��l����ｉ<鋳�抑刻II県戦況市継北は樽肘4-重7可5 ��ダンプ ����｢�180 �*��75重0 凭��YO益��宙碗み十トラックシート(ポリエステル貌) 

32 ��ｩ��>��I5H楷�<鋳�押測Ii限馳振市拙北履船町4-17」き ��ダンプ ��ｹVﾂ�130 �*��7511 �H�Xﾆ��r�直徽み+トラックシート(ポリエステル製) 

3$ 倬ｹOhﾇﾘｸｸｺ���*ﾙ<鋳�抑制I鵬粉浜巾継北区櫛町4-1ト45 ��ダンプ 倅ﾈﾚﾂ�180 �*��751包 �H�YO洩��暗積み十トラックシート(ポリエステル致) 

84 佰ﾉ?)+I�(卷|��ｒ�神森川県概況市池北区相調4-17〇億 ��ダンプ ��Vﾂ�180 �*��75重3 �H���Yw��曲徹み十トラックシート(ポリエステル製) 

35 倬ｹOi?I�ﾈﾘ�fR羽���神祭川腺馳綜市弛北区樽町4-1ト45 ��ダンプ 丼HｻR�130 �*��7514 ���YO��b�龍蝕み十トラックシート(ポリエステル裂) 

86 倬ｹOi��l茜X彝栄R��榔豹I陳概賑朽港北区樽町4-17-45 ���bﾓSCbﾓ3S�R�ダンプ ��Vﾂ�130 �*��了515 ���Y%�<r�直組み十トラックシート(ポリエステル製) 

37 倬ｹOh暮t�ｻｹ'忠iR��神勅I陳概況市漣北区相同4-1ト45 ��ダンプ ��Vﾂ�100 �*��8351 ��ｨ�(�b�直穣み十トラックシート(ポリエステル塑) 

33 倬ｹOh暮t�y��"茜B��押森川聡横浜市港北区樽町4-17一櫛 ��CX�SSCbﾓ3S�R�ダンプ 儂)Vﾂ�工00 �*��90雷1 ��H�Y%餾��密積み十トラックシート(ポリエステル製) 

39 ��ｩ�驗�ｫh蛤ﾚr厭2��神祭川県域孫市港北区櫛町4-1ト4与 ���cRﾘ*ｳCbﾓ3R卯R�ダンプ 儁9Vﾂ�宣雷0 �*��7517 ���Y%�<r�屯蝕み十トラックシート(ポリエステル致) 

40 倬ｹOiu��I�X�ｾﾂ��抑蘇II陳概況晴絶北区樽町か1715 �+#X�SSCbﾓ3S�R�ダンプ �i}ﾂ�130 �*��7518 �H�YO��ﾒ�直納み十トラックシート(ポリエステル筏) 



<運搬車両一躍>　来京都文京区小石川.→神奈川県川崎市川崎区扇町 

使用密の冬場袴 ��ｸｫH甯,ﾈ���連絡先 偬I�ﾈ,ﾈﾆ��2�自動呼鐙録番号 劔汚襲土臓の龍郷 �*�4y��/�f育�+x.儖駅��

41 ��ｩ���ｸｭxｻｸ板栄ﾒ��神奈川県規浜的撚北区樽町4-1予備 ��ﾆbﾘ�#bﾙ/s�R�ダンプ �5�xB�130 �*���y<S����H�X�(�2�在積み十トラックシート(ポリエステル捜) 

42 ���n)}hｻｸ�*ﾙ<鋳�紳森川腺戦況昨胎北匹樽町4-17可5 ���RﾓSCh耳輳�R�ダンプ 仂��"�180　あl隔20 劔o��Xｶﾘ來�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

43 倬ｹOi�葵h卷�ｸ*ﾘｴ���抑制I陳検涙市制ヒ区樽町4-宣7・45 ��ダンプ 儉�xB�重80　あ　筒曇1 劔[H�YO�/｢�暗郎み十トラックシート(ポリエステル塑) 

44 倬ｹOhﾌ�仆ｹwr栄R��神奈川県横波市港北区紬町4-17・45 ��*CRﾙ:綯ﾘｿ��ﾋ��ダンプ ��ﾘｻR�130　あ　丙2包 劍僣�YO飲2�麿積み十トラックシート(ポリエステル竣) 

d5 �.�?)�h僣ｻｸ�"綾"��袖奈川県横浜帥勝北区鳩町4-17寸5 ��)�SCbﾓ3S�R�ダンプ 刋颶��130　あ?523 劍鋸�YFｩ���屯軌み十トラックシート(ポリエステル製) 

46 ��ｩ�阨騁�:�宙xｲ�相鉄II偶軌演帝劇肥樋吋4-17-45 ��CX�X�#bﾘｿ��R�ダンプ 佩宇��重30　あ　脂以 劍僣�Y�倚B�直観み十トラックシート(ポリエステル製) 

47 倬ｸｿﾉ�ｸｸｸｻｹk｢栄R��抑制=県横襟相継北区博町4-17」5 �霰(�Ch耳ｿ倩��ダンプ �8ﾙVﾂ�180 �*��#R��H�Y�ﾙk��狂積み十トラックシート(ポリエステル紋) 

48 倬ｹOh暮t�:��B�<鋳�抑制i腺横浜両船北区格調4-章手45 ��ダンプ ��Fr�130 �*���sXｻﾒ����X�)x��在職み十トラックシート(ポリエステル塑) 

49 忠W｢僞�ﾇﾒ�押剣i慨統派両袖寮Ii旧羽沢町1馳5-1 ��ダンプ �8ﾘﾋ��10重 �+���R��H�YO維｢�直観み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

50 忠tﾂ傴ﾉu��糾東川腺撮演市朴東川区羽沢同1535-1 ��ｿ���3s�'SC引��ダンプ ��Xﾌｲ�180 �.����コ�亊��Y%����孤憾み十トラックシート(ポリエステル饗) 

51 宙ｯ2傴ﾈﾌr�押刺i陳統派的瞭II艦羽沢町1弱を宣 ��ダンプ ��ﾘｻR�100 �.x��c2����Y%��ｲ�龍撒み十トラフクシート(ポリエステル蝕) 

52 忠W｢傴ﾈ偀�b�神速川県横沢f駒幅川区羽沢町153§-1 ��ダンプ �'俔��100 �.x��c2�冩��YO窺��直飾み+トラックシート(ポリエステル徳) 

53 忠W｢傴ﾈﾌr�神勅=県戯緩和押菊川区羽沢町1535-1 ��2ﾓ3s�ﾓCイB�ダンプ �9F��100 �.x��c�����YO��2�直観み十トラフクシート(ポリエステル製) 

54 忠W｢傴ﾉ$��押寮II暁戦波子的醸川底羽沢町15舗-1 �+#Rﾓ3s�ﾓH�#B�ダンプ 偖)F��100 �.t都r��,ｨ�Xﾄ9J��直積み十トラックシート(ポリつにスチル製) 

5S 宙�傴ﾈﾇﾒ�卸的=県横浜蹄神都川区羽沢町1靭5-1 ��Hﾂﾓ3s�ﾓH�#B�ダンプ 刋餬ﾂ�100 �.x��s�����YO��｢�龍励み十トラックシート(ポリエステル襲) 

56 宙�傴ﾈ���押荒川瓜横浜帝神祭II旧羽沢吋153れ ��ダンプ ��僥��100 �.x��扱B��,ｨ�YO�7ｲ�租鏡み十トラックシート(ポリエステル唆) 

57 忠W｢僵���神勅ii隔模派千的幡川区羽沢吋1535-1 ��ダンプ ��Xﾌｲ�100 �.x���ッ��,ｸ�YO��b�直積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

58 宙ｺﾂ儘�ｸﾇﾘｬ��神勅II隔棚減市銀区別所を1-1 ��ダンプ 倅ｩVﾂ�130 �*�����2�俶��YO逢��龍城み十トラックシート(ポリエステル襲) 

59 忠hb儘�ｸﾇﾘｸ��神勅i限機次両線区別所6-ト1 ��CRﾓsC"ﾓS偃2�ダンプ ��Vﾂ�130 �*�����B�兌(�YO噂��直観み十トラックシート(ポリエステル塑) 

60 忠<著ﾔ�ｸﾌ�"�押東川県拙駈両線区別所什1-1 ��ダンプ ��Vﾂ�130 �*�����U2��H�YO駅��直納み十トラックシート(ポリエステル襲) 

61 忠hR儘�I&��ﾒ�細説I幌横次市緑区別弼-l-1 ��ダンプ 仭僥��130 �*�����b���H�Xﾆ��r�密殺み十トラックシート(ポリエステル邪 

62 忠<著ﾔ�ｸ��ｯ��押窮Il恨牌派薄縁区別棚-ト1 ���cRﾓy�rﾙn�ｧ��ダンプ 侏Y%B�18o �*(����r��H�X�)x��拡槻み十トラックシート(ポリエステル襲) 直観み十トラックシート(ポリエステル塑) 

63 忠��ﾔ�ｸ偀蕋�神森川県掛喉的筑区別新地一1 ��ダンプ 刋餬ﾂ�重80 �*(����唐�俑��YO駅��

64 宙-著ﾔ�ｹyﾘﾆ��悦r�ｩ69;8ｬ��*ﾙ<著圸68ⅹﾍ"�斡��ｩ68�8ﾖ��神訴川原棚減両線区別所6-重-1 ��ダンプ 伜IVﾂ�130 �*��8重9 ���Xﾆ��ｲ�奮積み十トラックシート(ポリエステル報) 

65 剞ロｮi鵬朋派市戸壕区平戸8-綿-13 ���cRﾓ�#ふH-ﾓ�2�ダンプ 弍鰻ﾂ�100 �*��707さ �H�YN�%B�拡槻み十トラックシート(ポリエステル襲) 

66 剞_勅(陳馳腺市戸桟区平戸寄一端-13 枇��Rﾓ�)jふI$�2�ダンプ ��ﾘｻR�重00 �*��7981 �H�Y%駢r�直概み十トラックシート(ポリエステル製) 

67 刮汳ﾉII陳猷液面戸坂区平戸8一滴-13 ��CX�S�)�ふC#C2�ダンプ 亰儼ﾂ�100 �*��9024 ���YO移r�謎締み十トラックシート(ポリエステル紋) 

餓 宙ｶi:�&9&隰��抑剣I憮槙派市戸塚区平戸紅海-13 ��'SRﾓ泳ﾘ*ｳ#C2�ダンプ ��Vﾂ�100 �*��90粧 �H�Y%�/｢�亜顔み+トラックシート(ポリエステル敬) 

69 �隶乘R栄R��紳刺Ii服概況相田勘合か糾鱈旗国口調ピル10財 ��CY'S8-ﾃふ8��#��ダンプ ��ﾈﾞ��10o �*��包097 ��H�Y%饐��庫横み十トラックシート(ポリエステル致) 

70 �xｮ估b栄b��紳別肌慣旗蘭画暖地箪榔・」聞駅西口厭き硯鳴 ��CRﾓ3モﾓゴ#��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��343ま �H�YO駅��直鮒み十トラックシート(ポリエステル製) 政飢み十トラックシート(ポリエステル幾) 

71 �&霎��*ﾘx｢�補則山鳩胤脱稿西国も的聞損隠四口説ピル】0確 �+#Rﾓ3#ふ3S#��ダンプ ��ﾈﾞ��180 �*��稀0合 ��H�YO駅��

72 �霎��"�｢�禅的i職場節巾蚤は丸亀紳6」紬晒口脇ピル)0勝 ���X��3#ふ3S#��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��3988 ��H�YO衣R�直納み十トラックシート(ポリエステル嬰) 市部み十トラックシート(ポリエステル襲) 市債み十トラックシート(ポリエステル槌) 珊み+トラックシート(剛エステル襲) 

73 �&霎�ﾈ�*ﾘx｢�持訓帆韻膜相田は義〇才e寸穣晒回議ピルIo財 ��輦ﾙ�Cほzﾃ#��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��39$9 �H�YO��b�

74 �&霎��8*ﾙj���織的Il醐鳴巾龍雄や」鞍瞭暫日誌ピ功0脇 ��ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*��5839 ��H�YN�¥��

75 �隶���*ﾘﾜﾂ��神助I鵬馳瞬け日置を年利櫛旗西口棚ピル1調 ��CRﾓ�#ふゴ#��ダンプ ��ﾈ�｢�130 �*��5840 ��H�YO駅��

76 俐��ﾈｻｸﾇ�x｢�糾謝り腺猷浜的織区上山3丁目滅-7 ��簡*H-�ﾓ3S���ダンプ ��ﾈﾞ��101 �/��1 ���XｦﾘﾟR�直損み十トラックシート(ポリエステル製) 拡積み十トラックシート(ポリエステル貌) 

7了 �;9�ﾈｺ絢ﾙ4��神豹l腺朋採両線区上山3丁目37-5“ ���cBﾓ#湯ﾓ3S3��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*ｲ�2 �h�X�8���

78 �ﾉ�ﾈｩX弭x｢�相姦II憮戦況市組区ト山3丁目3な7 愉��ｩ�湯ﾓ8ｧ2�1　ダンプ ��ﾈ楪�100 �*B�3 �H�YO駅��確横み十トラックシート(欝リエステル袈) 脚み十トラックシート(ポリエステル襲) 

79 倚��ﾈｻｹ|�4��神奈川県韻浜市孫区上山3丁目減7 ����耳ｨI�ﾘ自���l　ダンプ ��ﾈ�｢�工0 鑓��*ｲ�5 ��H�YO逢��

80 乂ﾉ�ﾈｻｹ|�x｢�神勅I陳耽授和紙区上山3丁目37-5 ����ﾙEン蔦3S2�l　ダンプ ��ﾈ�｢�13 ����*��6 �H�X毘~｢�確積み十トラックシート(ポリエステル塑) 孤穣み十トラックシートはリエステル製) 

81 偖�w�5Hｹ)�vﾈｷ(耳ﾊy'况H薨6h�#9)ｨ蹌���HｵH自ocS2�l　ダンプ　川崎 �10 ����*ﾒ�7 �B)O����



<運搬寧両一挺>　東京都文京区小石川　→　柏奈川県川崎市川崎区扇町

¥ 俶yw�(�,ﾉkﾉ$ﾙ���使用者の住所 刋�xﾙ�b�重体の彫状 俾�:靂I)8ｴ�/ｨﾘb�劍咬wI7儖8,ﾈﾌy-ｲ�飛散塔を防止する殺遮 

8登 倅｣ﾙ:��ﾂ�“押森川腺撚涙和紀区上山3丁目32イ ��CBﾓ#湯ﾓ9�ﾓ��ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*"�8 ���Y%����曲譜み十トラックシート(ポリエステル製) 

83 丼ｩ�ﾉJ員�x｢�神奈川県横波市報は上山3子目37-5 ��ダンプ ��ﾉ4��130 �7R�節 ���YO渥��直観み十トラックシート(ポリエステル教) 

84 囘ﾉ�ﾉy��(x｢�押森川県韻浪両線区上山3丁目37-5 ���Bﾓ#湯ﾓ8ｻﾓ��ダンプ ��ﾉ4��130 �*ﾒ�重23 冩��X�ﾆ��匝飲み十トラックシート(ポリエステル塑) 

85 囘ﾉ�ﾉ��ｻﾙ���神奈川県餓艇種詔区上山3丁目82-7 ���hｩ�#湯ﾓ8ｧ3��ダンプ ��ﾈﾞ��130 �+��重l �,ｨ�Y%�7ｲ�砧蹴み十トラックシート(ポリエステル竣) 

86 乖��ﾈｻｹfXx｢�神徳用腺槻派同線区上山3丁目32-7 ���Bﾙ�ｹ:蔦3S3��ダンプ ��ﾈﾞ��重80 �*��27 �H�YO益��故璃み十トラックシート(ポリエステル叡) 

87 倚��ﾈｺ栄Xxﾂ�押森川県戦派巾録区上山3丁目32-7 ��CBﾙjン�'X顗�#��ダンプ ��ﾉ4��1雷0 �*b�26 �H�Y%駢��証叡み十トラックシート(ポリエステル襲) 

88 囘ﾉ�ﾈﾊx�亶"��神奈川県粉派両線区上山8丁目3少7 ���cBﾘ-ﾃ祷自����ダンプ ��ﾈﾞ��1雷0 �+2�締 �H�YO衣R�確撒み十トラックシート(ポリエステル裳) 

89 囘ﾉ�ﾈｺ為ｩ4鋳�袖森川隔耕派暗線区上山8丁目32-7 ����Bﾓ#湯ﾓ8ｻﾓ��ダンプ ��ﾉ4��1約 �*��88 ���Y%�<r�匝穣み十トラックシート(ポリエステル披) 

90 倅ｦ迄ｺ宛I4��帥襟川鳴戦況同級区上山8丁目3ま-7 ����6s#湯ﾙ=ﾙ����ダンプ ��ﾈ��130 �*��77 亰��YO����調練み十トラックシート(ポリエステル援) 

91 ���ﾉ:�｢�神勅Il県横浜市録区上山3丁目32-7 ���Bﾓ#祷任S3��ダンプ ��ﾈﾞ��重30 �*b�66 �H�Xﾆ衣R�直積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

92 丼､薄亊h��4��袖京間限拙渓両級区上山3丁目3ま-7 ��CBﾓ#湯ﾓ9ws��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��3151 ��H�Y%隴��遭龍み十トラックシート(ポリエステル敬) 

9種 佝��ﾉ:�(x｢�神勅=県桃源母線区上山3丁目32-7 �*��Bﾓ#湯ﾙ���ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��3367 �H�YO杏��蜜餓み十トラックシート(ポリエステル製) 

94 ���ﾈｺ���4��押森川県馳浜両線区上山さ丁目織-7 ��ﾓ��ﾓ#湯ﾓ9zｶﾂ�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��3519 冩��X�8ﾟB�商積み十トラックシート(ポリエステル製) 

9i 忠��684ｨ5��埼玉県比企拙鳩山同大等小用職08-18 枇��坪-ﾃ澱ﾓ����ダンプ 俤y$｢�130 �/��10亀 �H�Y%��b�屯納み十トラックシート(ポリエステル製) 

96 忠�684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1的8-18 ��*C蔦#澱ﾓ�シB�ダンプ 傀�$｢�重30 �*"�581 兒��X鷙ﾟR�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

97 �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡的山町大字小用1如0-18 ����ｩocbﾘ�ゴB�ダンプ 估i$｢�1さ0 �*��50 ����YN��2�直納み十トラックシート(ポリエステル紋) 

93 忠��684ｨ5��埼玉県比企耶鳩山的大字小用1如8-18 ���c坪ｷ�bﾓ�ゴB�ダンプ 估i$｢�】80 �*"�21綿 ��H�YO駅��直組み十トラックシート(ポリエステル竣工 

99 忠wﾘ684ｨ5��埼玉県比企郡他山町大手小用l紬8-章8 ��*C蔦#澱ﾓ�}延��ダンプ 估i$｢�180 �*��9777 ����Y^ﾙw��龍龍み十トラックシート(ポリエステル製) 

100 宙昤684ｨ5��埼玉県比企耶松山町大手小用1糊8-18 ��C壷z#唐ﾓ�ゴB�ダンプ 僵Y$｢�I30 �*"�731 �H�YO��2�蜜励み+トラックシート(ポリエステル塑) 

宣0重 �ｸ684ｨ5��埼玉県比企那鳩山町大字小用l郷8-18 ��I&韆ﾃbﾓ���B�ダンプ 几I$｢�180 �*"�825 兒��YO駅��磁撒み十トラックシート(ポリエステル襲) 

章02 亊i69(hｻｸ楮�985簽x�ﾈ*D仞��b�千紋服浦安市千鴫12-10 傚ｳrﾓ9dﾒﾓ#h�ｳ��ダンプ 凩ｩDYnﾂ�重00 �*��6450 ��H�YO益��産積み+トラックシート(ポリエステル製) 

103 �ｩ69(hｺ烏8685簽x�c佇��千貌眼前亥市千鳥12-重O ��ダンプ 做ｸ躡nﾂ�1oO �*��5脚8 �H�YO駅��直徹み十トラックシート(ポリエステル鑓) 04ト353-2609 

1o4 �ｩ69(h､H愃�5h5��ｳx�ﾈ8�485��b�千躾県浦安市千度きれ重0 ��Crﾓ3S8自����ダンプ 俛�_9nﾂ�100 �*��5005 ��x�Y%鞏R�屯顧み十トラックシート(ポリエステル襲) 

105 �$�69(hｻｸ��E�986x5�8偖��千継腺細安和商洲3-6-9 ��Cx��3S2ﾓ#c���ダンプ �:ﾈ躡nﾂ�180 �*b�16 �H�X�)x��拡駁み十トラックシート(ポリエステル敦) 

106 �ｩ69(iy�愃4x5ﾂ坪7h8��R�手鏡県細密都南洲3一打9 ��ダンプ 俛�.慰B�180 �*B�17 兒��YO依ﾂ�田駁み十トラックシート(ポリエステル竣) 

107 忠�I69(hｻｹ�X4x5ﾈ6x7X8�*��千淡腿浦安的手職12書10 ��ダンプ �:ﾈ躡nﾂ�100 �*��69ま0 �H�YO��b�租概み十トラックシート(ポリエステル襲) 

重08 冩i69(hｻｸ艀馼986x7X8�'ﾂ�手張弧郎賃前千月12-重0 枇�crﾓ3S2ﾓ#c���ダンプ 做ｸ躡nﾂ�100 �*��69包l ���X�ｸb�高槻み+トラックシート(ポリエステル襲) 

重09 �ｩ69(i��'ﾘ4x986sx�x8偖��手製規帥食前千島12-】0 ��ダンプ �68�9nﾂ�100 �*��69:塑 �H�YO閲��直飲み十トラックシート(ポリエステル製) 

重10 �ｸ684ｨ5I�ﾘｯB�神剣II腺横洗面簿筋区蚊山田包丁目蟹で 微CX�SS�"ﾘ��C"�ダンプ 迄�ﾂﾒ�130 �*ﾒ�321 �H�Y%�7ｲ�彊積み十トラックシート(ポリエステル製) 

1重章 ��紳森II収載訴市部約匹兜山田2丁目蹄-6 �+&壷4凩ｸ耳��C"�ダンプ ��Vﾂ�130 �*"�336 兌H�YO�)R�埴淑み十トラックシート(ポリエステル襲) 

重1亀 �ｸ684ｨ5Hﾜﾉ��神森川限瑚派市塙筑区兜山田2丁目謡べ ��ダンプ ��yF��重30 �*��5902 �H�YO�%��曲積み十トラックシート〈ポリエステル製) 

113 �ｸ684ｨ5I�ﾘｾｲ�神祭II腺横浜巾都筑区政山田2丁目槌重 ��+3RﾓS�"ﾓ��C"�ダンプ 伜IVﾂ�130 �*��帝94 ���^?xﾄﾒ�甑統み十トラックシート(ポリエステル塑) 

櫨4 忠l�684ｨ5I�ﾙ�R�神奈川県舶振時節筑区東山田2丁目鵜『 ��ダンプ ��Vﾂ�130 �*��露6 ���Y�i���直徹み十トラックシートはリエステル塑) 

115 �ﾈ684ｨ5I�ﾙk｢�神奈川県馳浜前節筑区龍山田亀丁目樋-6 ��ダンプ ��Vﾂ�130 �*��くり7 ���YE騅��直納み十トラックシート(ポリエステル紋) 

l16 忠��684ｨ5H��ﾔ��神奈川鼎横浜珊筑区旗山田2丁目樋-6 ��ダンプ 弍)Fr�重30 �*��神? �H�X毘���呼朗み十トラックシート(ポリエステル製) 

1重7 �ｸ684ｨ5I�ﾘ彝�神祭川場横浜市部筑区轍山田2丁目鑓可 ��ダンプ �9ﾙF��1雷0 �*b�蜜89 ���YN�ﾟR�敵韻み十トラックシート(ポリエステル製) 

】18 �ｸ684ｨ5I/ifR�朴烈i】照横浜両誌鏡区奴山田2丁目獅-6 ��ダンプ ��儼ﾂ�190 �*ｲ�3o5 �H�X�8ﾟR�旺積み十トラックシート(ポリエステル製) 

l脚 �ｸ684ｨ5H實���押奈川照掛派両抵抗区舟山聞合丁目衝-6 �+#X-畏3"ﾘ�|｣C"�ダンプ 倅ｩVﾂ�130 �*��335 �H�X毘¥��直鎖み十トラックシート(ポリエステル製) 

120 宙ｪ�684ｨ5H･ｨｩR�神奈川帰敬派市都筑区躯山田2丁目務-6 �+#RﾓS偬Bﾓ�yc"�ダンプ 僮ﾙVﾂ�100 �*ｲ�861 ���X鷙ﾘﾂ�直敬み十トラックシート(ポリエステル塑) 

1亀l 忠��684ｨ5I�ﾙwr�神祭相同靭浜前部筑区勲山田ま丁目鋳-6 ��ダンプ �8ﾘﾋ��重00 �*ｲ�883 ��H�YO�4b�蜜積み十トラックシート(ポリエステル製) 

東塑 忠��684ｨ5I�ﾘｬ"�袖蒸川鳴敬涙市都筑区東山田2丁目締-6 ���h,iE�S"ﾓ��C"�ダンプ 竸ﾙF��1寄0 �*"�1細寸 �H�YO噂��直納み十トラックシート(ポリエステル製) 



<運搬車両一覧>　塊京都文京区小石川　→　神奈川県II崎市川崎区扇町

¥ 俶yw�jx,ﾉkﾈｦy���肥朋吾の住所 刋�xﾙ�b�塙はの形状 俾�:驟�:怨顆H奝�劍刮��7冖ｨ,ﾉ��J��痛散布を防止する博通 

123 �ｸ684ｨ5H･ｨｩR�神勅i腫増派市都筑区東山田2丁目獅可 ��ダンプ ��ﾙnﾂ�重30　あ　ら733 劍僣�X�9w��珊み+トラックシート(ポリエステル塊) 

1亀4 ��8684ｨ5Hｾ)�ｲ�神森川県横脈市都筑は撒山田2丁目錐で ��ダンプ 迄�V��I30 �*(��c�xｵB����YO稲ﾂ�曲鯖み+トラックシート(ポリエステル穀) 

125 忠EｸｷｸﾋHⅹ5��仙斜I幌II雌市多府区瞭戸l鈍9 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��c3b��H�Y%�7ｲ�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

1袋6 �ｸｽx･i�����神勅i嘱川崎噺多府区盛戸I締9 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*����ch-ﾂ��H�Xｫ��r�直執み十トラックシート(ポリエステル製) 

1隻7 �ｸｷｸﾋHⅹ5��押蘇川隔川的市多靡区褒戸1鐘9 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*���������YN�7ｲ�商積み十トラックシート(ポリエステル製)、 

1ま8 �ｸｷｸﾋHⅹ5��柚余Il嘱川崎巾多麻区登戸1259 枇��Bﾓ鉄蔦3H�ッ�ダンプ ��ﾉ<��10o �*��s�R����YO飲2�市部み十トラックシート(ポリエステル製) 

重29 忠kyW依Hⅹ5��神豹i腺II峰府多度区塵戸1鈍9 ��CBﾓ鉄蔦3CS��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��s����H�Y>�ﾂ�暗頼み十トラックシート(ポリエステル袈) 

重30 �ｸｷｸﾋHⅹ5��祁襟川的Ii崎肺砂原区蚤戸12斡 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*����sSr���H�YN�ﾙB�直納み十トラックシート(ポリエステル塑) 

18重 �ｸﾘy:�ﾉ5��祁姦Ii膜Ii胸的多摩区駐戸1鈍9 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*���#C亰B�冩��Y%騅��血積み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

重3ま 宙ｸｨﾘyh8ⅹ5��細則iI県川嶋的参府区撞戸l鈍9 ��4蔦鉄蔦3CSb�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*���v�C�2����X�(ｸR�正統み十トラックシート(ポリエステル製) 

133 宙ｪ畏x��6�5��帥奈川欄間i何軒多摩区瑳戸章259 �-���Bﾓ侏纈ﾙ�｣Sb�ダンプ ��ﾈｭ��章00 �*���#sコ����X･I�B�西部み十トラックシート(ポリエステル叙) 

134 僮R刋H踊ⅹ5��紳襟川県II旧市多摩履歴戸1瑳9 ��ダンプ ��ﾉ4��100 �*���o�2����Xﾄ9J��直職み十トラックシート(ポリエステル製) 

135 �ｸｷｸﾋHⅹ5��神勅II鼎I同市多摩区撞戸1姑9 ��ダンプ ��ﾉ4��100 �*���#�������Y%��b�暗部み+トラックシート(ポリエステル製) 

136 �+(ﾘx�ⅹ5��押測I陳Ii胸耐参府区寝言1259 ���Bﾓ鉄壷-ｸｺﾒ�ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*���o�����H�YN��ｲ�直綿み十トラックシート(ポリエステル製) 

137 忠��y|Hⅹ5��袖恭)I腺川館市多摩区駐戸l鑓9 ���i�=ﾓ蔦3CSb�ダンプ ��ﾈｿ��100 �*���SC����H�YO�7ｲ�確的み十トラックシート(ポリエステル襲) 

重98 �ｸｷｸﾋHⅹ5��神勅画的=略市多購区緋戸1259 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*���SC�����H�YO衣R�直前み十トラックシート(ポリエステル襲) 

書89 �+(ﾘyYy��5��神森川鴨川的市多摩区登戸1饗場 ���簽��h6s8�R�Sb�ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*���SC�2����Y%鞏R�直徹み十トラックシート(ポリエステル的 

1種0 宙ﾕ9W�/ｸⅹ5��帥楽Ii陳川場市参府匝瑳戸1259 ��YRﾓ鉄蔦3Hｧ2�ダンプ ��ﾉ_B�100 �*���SC�B��H�Xｶﾙw��直概み十トラックシート(ポリエステル製) 

141 僥y]9&隸�ｲ�神勅I礁横派肺都筑区焼山田町318 ��ダンプ �'僥��100 �*���+3����冩��Y%����証積み十トラックシー“ト(ポリエステル塑) 

重4生 �')]9�xｬ�4��糾森川県戯渡和郎焼区畑山田町3I8 ���h饕ﾘ�Z��SX�C��ダンプ 竸ﾙ}ﾂ�章00 �/���3����兌H�YO或��直薄み十トラックシート(ポリエステル筏) 

143 �6饐9)8ｴ�易2�6饐9)8ｴ�xｲ�6饐8�9K(*ﾘx｢�神奈川鵬戦痕市都筑区奴山田町3鳩 ��I<s�"ﾓS�C��ダンプ ��Vﾂ�100 �*���C鉄��僵��YO移r�直納み十トラックシート(ポリエステル製) 

重44 剞_豹I嘱戦波布都筑区龍山田町栂18 ��ダンプ 佩Ijﾂ�重00 �/�������H�YO��2�直観み十トラックシート(ポリエステル襲) 

1塙 剞_勅I陳駿派席姉槻区放心田町318 ��;2ﾓS�(��C��ダンプ �$Xﾎｲ�101 �*��000 �H�Xﾄ9J��西棟み+トラックシート(ポリエステル塑) 直撒み+トラックシート(ポリエステル製) 

重40 �ｹ]8勺Z�4��ｸ)]9)8ｴ�xｲ�Fy]8葮,(�竰�拙斜I陳倣涙両部秘匿娩出田町31s 微CRﾓS�"ﾓS�崧��ダンプ 倅ﾉxB�100 �+���S�����H�Xﾄ9J��

重47 剞_勅l収的滅却都筑区鳩山田町318 ��ダンプ ��ﾘｻR�100 �*ﾒ�7000 俑��Y%韶ﾂ�直概み十トラックシート(ポリエステル製) 

1強 剏V葱川県域凍市節線区敗山田町318 ��ダンプ 倅ｩ���130 �/��9000 ���X�)x��面的み十トラックシート(ポリエステル竣) 

重49 重50 151 15章 � ��ダンプ 舒ﾈ�ｨ�ｨ�･2� �� 冩��YO�7ｲ�屯穣み十トラックシート(ポリエステル製) 

ダンプ �� �� ��H�YN�ｴ��屯債み十トラックシート(ポリエステル裂) 

‾●　シート(ポリエス‾ル塑) 

案　　　」　　　看喜喜臆..喜喜喜喜喜喜喜喜喜喜臆漢書臆」 劍5�987b�漢」○○葵」 劔鉛・碓諦 �4y��-ﾘ�6x7H6(4�5h�ｸ6r��X����4��

糊口興劉㈲ 糊口卯徽㈲ 仂X･i��ﾘﾌｹ�ﾈｾi�ﾉWY:ｦﾂﾘ�842�03-3687-17蝕 �5�987b�足立 �����は 鉄�����船・枇窯 丿y��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ4��

153 剽}市部江戸川区中将西十重3-7 ��2ﾓツ��ﾙ�度楪�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�3572 �H�X毘x��敵積み十トラックシート(ポリエステル製) 

1Sき 倅ｩ?ｨｻｸﾄh,ﾂ�蚊市部江戸川区申増画1-重3-7 亶"ﾓ3cビﾓ�sc"�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�3484 �H�YO衣R�直職み十トラックシート(ポリエステル製) 拡飾み十トラフグシート(ポリエステル挫) 

1締 佩�?ｨｻｹ�ﾘ*ﾙ���東京部江戸川区申箪酎-13イ ��8�S3cビﾓ�sc"�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�3750 �H�YN�>��

156 ��ﾙNﾈｻｹZ��東商郁江戸川庭中均酎-13-7 ��2ﾓ3e3s�sc"�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�神8 俔8�YO��b�直敵み十トラックシート(ポリエステル恕) 屯励み十トラックシート(ポリエステル襲) 捌み十トラックシート(ポリエステル襲) 

157 價委ｹy��)4��購市部江戸川区申増田ト13ヤ ��8�S3cビﾓ�y���ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�隻498 �H�X鷓w��

158 俯"�5Iyﾈ蛤���埼玉魚群加市棚馬町7栂寸 樋�ふ�#RﾓSsビ�ダンプ 冉Y?ｨｨB�100 �,��5555 �H�X鷙ﾟR�

159 �+)o(愃ｻｹfR�埼玉県穂加市柳烏町7相可 ��Cふ丶�ｨｨI�ﾓr�ダンプ 偸I?ｩYB�180 �+r�66§8 �H�YN��2�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 薗積み十トラックシート(ポリエステル蝕) 匝叔み十トラックシート(ポリエステル製) 埴励み十トラックシート(ポリエステル製) 

160 �ｸｺH愃ｻｸﾕB�鳩玉腺輝加商ゆ瓜町¶隠・う ��-�2ﾓ�'2ﾓSsビ�ダンプ ���?ｩ72�130 �+��6666 兌H�YO虻b�

161 �ｸｺH哩�Xｬ"�埼玉県格調市棚虜町773-4 ���ふ�#RﾓSsビ�ダンプ �)9?ｩ��10 ����,ﾒ�5000 �H�YO洩2�

162 �ｸﾏYw9v��r�埼玉照雄加市棚馬町n3-4 ��馗ふ冑簽Ss��了i音ダンプ �%�?ｩ��13 ����+��600 ���������H�YO丑b�

163 �ﾉlﾈﾟY��ｾﾈﾊx�(�8ｼ(ｷ)i��尾ﾇ2ﾓ�#RﾓX�hｨﾂ�7　ダンプ 傲�?ｨ獅�100　な �700 ��8������鋸�YO飲｢�政痛み十トラックシート(ポリエステル敦) 



<運搬車両一覧>　輔都文京区小石川　→　神剃I鼎嘱市川崎区扇町 

¥ 俶yw�F�,ﾉkﾈ�]"�他用笛の住所 刋�xﾙ�b�龍体の形状 俾�:驟�:怨餉Hﾘb�劍刪�7倚x,ﾉ���氾設鱒を防止する的逓 

重刷 �ｹO�>��Y���埼玉照堆加商柳馬町773」 ��ダンプ 偸I?ｩYB�100 �,(��������H�YO��ｲ�磁餓み十トラックシート(ポリエステル製) 

165 �ｸ��¥Hｻｸｴ"�埼玉隈樽加市柳烏町773-4 ��KRﾘ�3bﾓSsビ�ダンプ 偸I?ｩYB�130 �*ｸ��CCR����YO�%��蹄枕み十トラックシート(ポリエステル袈) 

166 �ｸ��ﾈiy��"�埼玉隔増加市棚馬町村8-1 鑓��ふ�/rﾓSsビ�ダンプ 亅hﾆ(ﾔB�180 �+x��If"��H�Y�Y+2�直観み十トラックシート(ポリエステル襲) 　-・章一(ポリエス‾ル郷 

書67 重館 1① 170 �� �� � 劍僣�YO�(2�ダンプ 剪� ���+ﾉ4�-ﾘ�6x8�985�986x���X��6��

ダンプ �� �����YO悦��直観み十トラックシート(ポリエステル筏) 

ダンプ �� ���H�Y%��b�敵側み十トラックシート(ポリエステル塑) 

ダンプ �� �����Y%險ﾒ�直朗み十トラックシート(ポリエステル裳) 

17重 172 舒ﾂ� ���� �� 豫XｬR�俶��Y%��b�迫朗み十トラックシート(ポリエステル級) 直線み十トラックシート(ポリエステル恕) 

脚)維正 僵Xｹ霆I�ｹzxｾfﾈ�94蔦#ふ�B�03-5鎌手8344 �5�987b�5�987b�足立 �����そ自薦00 剳ｴ・枇蘇 

17雷 �ｨ�9�2�班衷郁足立区花畑3-槌-1寸 ��2ﾓSス6y,宛ﾒ�ダンプ ��ｹzr�180 �+x��cc�����H�X鷓/｢�腫積み十トラックシート(ポリエステル製) 

174 �ｩ{I=B�奴京椰是正区花畑3一塊一重4 ���ﾓY9ﾓ�自�sCB�ダンプ �>)zr�180 �+���ss������YO��b�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

I75 �ｩmY�2�取高抑是正区花畑3-28-14 ��2ﾓSゴ�ﾓャCB�ダンプ 丼�/��130 �+���ャ����H�YO����確請み十トラックシート(ポリエステル程) 

176 毘:��9�2�調速都足立区花畑む鉱一14 ��2ﾓYh�6s�3CB�ダンプ ��ｹzr�130 �+x��4������H�YO衣R�密飲み十トラックシート(ポリエステル製) 

177 �ｨ艙�2�廠高柳足立区花畑8一塊-14 ��Bﾙu駢vﾂﾓ�3CB�ダンプ ��ｹzr�130 �-���32�����Y�Yk��龍撤み十トラックシート(ポリエステル襲) 

178 �ｨ�9�2�龍市部足立区花畑3セ8-】4 佩ﾘｦC�ﾓ�3CB�ダンプ ��ｹzr�130 �-ﾈ��cb����Xﾆ��r�暗礁み十トラックシート(ポリエステル製) 

重79 �ｨ�9�2�兜商都足虹区花畑3-郷-14 ��2ﾓYwx6s�8*ｳB�ダンプ ��ｹzr�131 �.H��モ�俘y���YO����直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

重80 �ｸ�ﾙ4�7冦��取高蹄足立区弘i駿-5・6 ��2ﾓ3飲�6s���"�ダンプ ��ｹ?��100 �,ﾘ��3�C���H�Xﾆ��r�腫厭み十トラックシート(ポリエステル塑) 

重§) �ｸﾇY�7冦��如尊称足立区弘道2-5-6 ��ふ3�ﾂﾕ4��"�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾘ��vSs����H�YO�)R�拡積み十トラックシート(ポリエステル援) 

重82 倡H���7冦��耽帝都足立ぼ弘道2-5-6 ��ダンプ �+ﾉzr�100 �,ﾘ��ccc���H�YO衣R�屯飲み十トラックシート(ポリエステル竣) 

重鈎 ��“〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〃〇〇〇〇〇〇○○〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ��ダンプ �� ���H�YO鵜��屯拙み十トラックシート(ポリエステル竣) 

184 ��圸7冦�ｲ�妬高枕銚掲区春日町r4-唆-1 ��2ﾓ3都�ｩ/x-ﾃ��ダンプ �7倡B�重00 �,ﾘ��ン(-ﾂ��=ﾘ*)%�ｲ�拡散み十トラックシート(ポリエステル製) 

重85 �ｸ抦�)7倆R�埼玉県川口市場鰍家1-17-)5 ��2ﾓ3都�｢駅s#��ダンプ ��Xｷｲ�100 �,ﾓ�#�����H�X�9oR�直蝕み十トラックシート(ポリエステル製) 

重86 宙ｪ傅ﾈ�)7倩2�埼玉県川口市職制家ト17-15 �4蔦3都ふc3#��ダンプ 侈(餝�重00 �,ﾘ��凝3���-ﾈ*ｸ�Ye��曲積み十トラックシート(ポリエステル製) 

187 �4�(h�)7佶｢�埼玉卿II田崎奴紺碧ト17-15 ��2ﾓンsふc3#��ダンプ ��Xｷｲ�100 �,ﾒ�l(鵜0 ��H�YN�w��匝組み十トラックシート(ポリエステル製) 

1S8 �+(抦�)7佶｢�埼玉県川口和露儒家ト17-1雪 ��ダンプ ��Xｷｲ�100 �,ﾒ�3働け �H�Y%顋2�直飲み十トラックシート(即エステル梨) 脚「3978-6320 

189 俘)ohﾔ綾ﾙ��埼玉撮執成市田屯407-l ��ダンプ ��iF��130 �+��1腿0 �H�X�8ｸb�呼観み十トラックシート(ポリエステル塑) 

180 �.�:�鵜�｢�埼玉県胡街商日馬407-1 ���cふCッﾘ<�����ダンプ 傀ｩ�"�130 �+ｲ�1019 免��X鷙ﾟR�政敵み十トラックシート(ポリエステル貌) 

101 偬ﾈｧ8ﾔ栄Xx｢�埼玉県柳絃市田灼407-1 ��KRﾓCモﾓc�ｴ��ダンプ 傀ｩ�"�130 �+��1018 ���Xｦﾘｸb�出船み十トラックシート(ポリエステル致) 

102 俘)ohﾔ案hx｢�埼玉県郎級市田寄40トl ��ダンプ 傀ｩ�"�130 �+ｲ�重0重7 �H�Y%駝��直撮み十トラックシート(ポリエステル裳) 

、193 ���ｮxﾔ栄Xｷ"��埼玉納飢餓昨田舟40ナ1 �#��Y��4蔦c����ダンプ 傀ｩ�"�130 �+ｲ�1015 �H�YN佇ﾒ�故積み十トラックシート(ポリエステル製) 

101 冑ｩwﾘﾔ栄Y4��埼玉爪朗暖的田島40五重 ��ダンプ 傀ｩ�"�章30 �+r�1014 ���YO����直飲み十トラックシート(ポリエステル製) 

195 兔�9ｸﾔ粟ｸx｢�埼玉県悌叛的田島407-1 ��ダンプ 傀ｩ�"�130 �+��1013 �H�YO飲2�確積み十トラックシート(ポリエステル袈) 

196 佝���贓MY4��埼玉腺飢偶市田宙407-1 ��CふCッﾓc����ダンプ 傀ｩ�"�130 �+��章0】2 �H�YO咽��直報み十トラックシート(ポリエステル塑) 

197 俘)ohﾔ瓜��埼玉県朗綴市田由40十l ���ふCッﾓc����ダンプ 傀ｩ�"�100 �,ﾒ�363 �H�YO飲2�蜜積み十トラックシート(ポリエステル製) 

榔 俘)ohﾔ扱ｹ4��埼玉姻胡散市田掃40トl ��CへCド�YU｣���ダンプ 傀ｩ���100 �,ﾒ�362 �H�Xｯ��b�敵龍み十トラックシート(ポリエステル製) 

IO9 仍驢�ﾔ��ﾉ4��埼玉県執成市田成」07-1 價sふCド�Y/3���ダンプ 傀ｩ�"�130 �+r�10包l ��iV��YO虻r�直納み十トラックシート(ポリエステル貌) 

:狐0 俘)ohﾔ���4鋳�埼玉鵬朗政市国鳥407-1・ �#ふH�2ﾙ+#���ダンプ 傀ｩ�"�130 �+��10粧 冩��Y^ﾘﾋﾂ�皿積みすトラックシート(ポリエステル製) 

201 ���8ﾔ鵜�4��埼玉県捌級市田帥0ト1 ��ダンプ 傀ｩ�"�130 �,B�重0鑓 �H�YO����龍徹み十トラックシート(ポリエステル製) 

ま0ま 僵y��ﾔ�ｹ4��埼玉県的競市田舟40了-重 仭C���ッﾓi�涛��ダンプ 傀ｩ�"�180 �+2�重0塊 ��僣�Y�ﾙk��磁穏み十トラックシート(ポリエステル袈) 

葛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鵜臆臆臆臆 劍將�音 劔「 �(序-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

園田　　　「　　　　　　　　　　““““「 劔ダンプ �� �� �H�YN�ﾟR�

204 ��"鵜鵜臆臆鵜喜喜喜喜喜喜喜鵜喜賀鵜 ��ダンプ ��〇〇〇 �� �H�Xｶﾙ���暗部み十トラックシート(ポリエステル製) 



<運搬車両一瞬>　東京都文京区小利Ii →　神奈川県II慨市川蜂区扇町

¥ 俶yw�jx,ﾉkﾈ�^ｲ�舶用密の住所 刋�xﾙ�b�輝僻の形状 俾�:�(idﾉ�餉Hﾘb�劍刪ｩY7弌�,ﾈ顥=��飛散密を防止する博通 

劃悔 雪06 ��○○i■喜〇〇〇〇喜■○○■喜○○SSSSSSSSSSSS ��ダンプ ��○○ ���H�YO駅��確憾み十トラックシート(ポリエステル塑) 

ダンプ �� ��亊��YO��b�暗部み十トラックシート(ポリエステル致) 

207 �� ��ダンプ �� �����Y%顋2�畜積み十トラックシート(ポリエステル幾) 

208 ま09 210 �� ��ダンプ �� ��乂ﾈ�Y5����直横み十トラックシート(ポリエステル塑) 

槍・耽系 

臆鵜鵜」看 刄_ンプ ��e�8�x�hｬR�劔蜜組み十トフックシト(、　　ナノ 

中村塊状的 ���粕偃��ﾘｻY+ﾈｨﾖ儂ﾈｶYkﾃy)ｩm｣rﾓ)4��｢�0」5可38上場41 �5�987b�倣浜 ������まi3866 刪ｹ・碓黙 �i_�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

父重l 仗��ｨｺ栄Y4��相姦JI腺的演相継北区約名7丁目十鮎-3晦 ���Rﾙ�ﾈｯ�ﾙ�s#H��ダンプ ��ﾙF��1001 �-ﾃ�3x靃���,ｨ�Xｫ��"�密紬み十トラックシート(ポリエステル製) 

212 �(i�ｨｻｸﾕI4��神訴)I臨桃源昨港北区的名7丁目7一統劇場 ��ダンプ 伜IF��100 �,ﾘ��ﾝ｣c����H�YFｩ)R�埴耽み十トラックシート(ポリエステル製) 

ま13 �(h��ｺ榎�Yﾉ+"�軸的I賦戦況両鰯昭豹名7丁目7一挺・3館 ��KRﾓ�32ﾘﾖ綾Vﾂ�ダンプ 刋颶��100 �,ﾘ��S3�B�亰��Xﾆ��r�直積み十トラックシート(ポリエステル恕) 

包14 ま15 �� � � 劔[H�YFｨｻ��龍積み十トラックシート(ポリエステル製) 
帽 �5�987b� �� ��

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

2章6 亅�� ��ダンプ �� ����H�YO浦2�直積み十トラックシート(ポリエステル牲) 

217 亀18 ����� 迄搨� �� ����X��ﾟR�拡散み十トラックシート(ポリエステル製) ダンプ ��h��ｮﾈ棹ｮﾈ�h搨�劔�H��ｶﾒ�

大仙総認 ���4侭,(ｯ�6靹ｩ¥(�)ex･�69IRﾓCふ�r�01」-a7手6勧4 �5�987b�朗淀 �����は　29・13 剔D・耽窯 �(���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

亀19 ��Y�Y-H鬩%ﾒ�神奈川県拙波布絶北区姉合田的1一他"17 ��ダンプ ��ﾙF��100 �,ﾘ��8-ﾃs�����X鷓w��拡戒み十トラックシート(ポリエステル襲) 

う独0 �ｹ�ﾈ�9�ｩ�r�手袋腺細Il市宝1-塞モ ��ダンプ �68躪ﾌB�10d 剌d036 �H�X鷙ｪﾒ�匝積み+トラックシート(ポリエステル塑) 

粧l �ｹ�ﾈ�9N),b�干炎県市川市重1-オ5 ��馗rﾓンふSツ��ダンプ �69�nﾂ�100 �1459 �,ｨ�X枇漏�直積み十トラックシート(ポリエステル鑓) 

2塑 �*ﾙ�ｩ�ﾈ�8ｵｩEﾂ�千報腺市川両室ト2電 �-��rﾓ9=ﾒﾘ*ｳ3c��ダンプ 凛��XﾔB�重30 �3400 ��H�YO��ｲ�庫組み十トラックシート(ポリエステル襲) 

ま鑓 �ｹ�ﾈ�8ｵｨ�2�千嫌県市川市会1-雷電 ��Cx�cンふS����ダンプ �69�nﾂ�100 �1370 �,ｨ�YO��b�匝徹み十トラックシート(ポリエステル製) 

緩ま 宙秤�ﾈ�8ｵｩEﾂ�千雑県的I肺宝1-む5 ��ダンプ �68躪ﾔB�1○○ �1865 �,ｨ�YO云��政綿み十トラックシート(ポリエステル貌) 

隻蟹 �:���8�9,b�手製隔帝)i楢重い斗雪 ��ダンプ 做ｸ躡nﾂ�100 �27主8 乂ﾈ�YO茨��在積み十トラックシート(ポリエステル致) 

製と6 �:�7�8H5H4ﾒ�兜商都江戸川区北頓西4-12-盤 ��2ﾓ域x�"ﾘ�c#R�ダンプ ��ｹzr�180 �233 �H�YO駅��謡韻み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

竣7 �ｸ7�8H5H4ﾒ�取高耶江戸川底光輝西4-1登一塑 ��8�3i,ﾂﾓ��sR�ダンプ ��ｹzr�190 剩� ����YO綾��直駁み十トラックシート(ポリエステル嬰) 直観み十トラックシート(ポリエステル殻) 

雛躯 宙ｪ�7�8H5H4ﾒ�奴商都江戸川区地謡西4-職一捜 宙ﾆbﾓ2碓�2ﾓ�h�｢�ダンプ ��ｹzr�100 �9300 ���YO井r�

ま29 �ｸ7�8H5H4ﾒ�撮噺部江戸川区北増画4-1ま一塑 ��2ﾓ9Lﾘ,ﾒﾓ�iEcR�ダンプ �(��2�100 �80重亀 冩��Y%鞜R�往飯み十トラックシート(ポリエステル禦) 

蜜)0 �ｸ7�8H5H4ﾒ�郭恵細江戸II旧北堆西4-1a一塑 ��2ﾓ8�ubﾓ�飆;��ダンプ ��ｹzr�1oO �8299 ��H�Y�ﾙx��薗積み+トラックシート【ポリエステル製) 

合31 �ｸ7�8H5H4ﾂ�耽市部江戸川区北埠頭4-1ま-駐 ��2ﾓ3�ｯ稲��h�"�ダンプ ��ｹ¥��100 �3議塑 ����YN�炫�珊み十トラックシート(ポリエステル製) 

槻 宙�87�8H5H4ﾂ�現高郊江戸川鴎北増田4-1撮狸 ��2ﾓ9d�*ｲﾓ�c#R�ダンプ ��Y�2�100 �85ま3 乂ﾈ�X�(ﾆ��置慎み十トラックシート(ポリエステル製) 

製隠 宙�(7�8H5H4ﾒ�郭絢江別i旧北輔4-12一鑓 ��ｯ���8挙ふ�$SR�ダンプ ��ｹzr�100 凾ﾜ　4088 冩��YO��ｲ�租観み十トラックシート(ポリエステル致) 

鑓う 忠l�7�8H5H4ﾂ�如軒部江戸川区北堆西4-1亀軍鑓 ��2ﾓツモﾓ�i��R�ダンプ �'��10 凾ﾜ　50鈎 ��H�Y�Yk��遭積み十トラックシート(ポリエステル製) 

製糖 �ｸ7�8H5X4ﾂ�奴高郷江戸川底北尊西4-1包-錐 ��8�Sツモﾘ�h､��ダンプ ��89h葡�11 凵�5?93 ��H�Y%駢��田積み十トラックシート(ポリエステル製) 

236 �ｸ7�8H5X4ﾂ�龍庫都江戸川区北埠頭4-1包一塊 ��2ﾓツモﾓ��#R�ダンプ ��85��2�10 凾ﾍ1410 �H�Y�Yk��直観み十トラックシート(ポリつ⊂ステル塾) 

237 �ｸ7�8H5H4ﾒ�璃京都江戸川区北埠頭4-1蜜一塑 ��8�Sツモﾓ�i?�9ﾂ�ダンプ ��ｹzr�10 凾ﾜ　5耽 ��H�YO�(2�血糊み十トラックシート(ポリエステル製) 

製は �ｸ7�8H5H4ﾂ�孤高郊江戸川区北櫛酎-1年後 ��ダンプ ��ｹ¥��10 凾ﾜIs985 僵��X毘���蜜徽み十トラックシート(ポリエステル紋) 

隻39 �ｸ7�8H5X4ﾂ�龍商都江戸川区北葛西4-12-汲 訳2ﾓツモﾓ�b�=��ダンプ ��ｹzr�10 剞w　糊81 ��H�Xﾙ���西成み十トラックシート(ポリエステル殻) 

孤0 �ｨﾝ�>ﾈｻﾙ���｢�掘哀訴江戸川区画璃江3吋3 ��2ﾓ3i{澱ﾓSSc"�ダンプ ��ｹzr�章0 凾ﾊ　393 ��H�YO為"�直積み十トラックシート(ポリエステル敦) 

糾1 �ｩ'ｩ>ﾈ､8ﾉｨﾝ��麻宙郁江戸川区西瑚江3一郭 ��2ﾘ�3sbﾓSSc"�ダンプ ��ｹ¥��13 凾ｷ　373 ��H�YO吋b�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

曳4曇 �ｩ[��ﾈ､8ﾉｨﾝ��奴前部江戸川区画揚江81購 ��2ﾘｯ�csbﾙ�����ダンプ �?(ｴ｢�10 凾ﾍ　8部9 ��H�Yh��b�直鎖み十トラックシート(ポリエステル怨) 直観み十トラックシート(ポリエステル製) 屯積み十トラックシート(ポリエステル製) 直縮み十トラックシート(ポリエステル鑓) 

捌3 仆兌9���鉑�ｨ����������ﾗxﾘ(ｻﾘﾕﾘﾌｹ�ﾈｾh柯ｾﾈﾕﾓ8�S32������i{澱ﾓSSc"�ダンプ ��ｹzr�章3 凾ｳ　84種 �H�YO浦2�

隻1 滴����xﾉ5IU�9�ﾅﾙ�ｨ�����������ｨｹ�78ﾕﾘﾌｹ�ﾈｾi�ﾉ��ﾕﾓ9����2ﾓ3csbﾗ3ShｵB�ダンプ 俑�(��18 凾ｷ　899 �H�YN��b�

ま」 店��ﾎﾙ�ｨﾝ賽DHﾅ9wﾘ耳ｾh棘4����2ﾓ3csbﾙ��"�ダンプ ��ｸｯ��100 凾ﾍ　466 度������鋸�YFｨ�2�



<運搬車両一覧>　東京都文京区小石川　→　神奈川県川崎市川埼区扇町

¥ ��ﾉw�jx,ﾉkﾈ����便棚番の住所 刋�l��b�呼体の形状 俾�:霓��H榾MHﾘb�劍刮hY7弍(,ﾉ{Hｻﾒ�飛散鍔を肪止する博通 

246 佩Iv�>ﾈ､8ﾌxﾞ��蚊癖榔江戸川区西脇江3-33 ��2ﾓ3csbﾙwツ"�ダンプ ��ｹzr�130 �,b�666 ��H�X鷓)R�,直概み十トラックシート(ポリエステル製) 

容47 �ﾈ乘>ﾈｻﾙ�ｩeb�政所抑江戸川匹西脇江3-33 ��2ﾓ亥ふSSc"�ダンプ ��ｹzr�180 �+r�363 �H�YO虻b�遣枕み十トラックシート(ポリエステル袈) 

2」8 兩ﾉOﾈﾏﾉ4佶ｨﾝ��環商都江戸川区画瑠江3-83 ��2ﾓ3csbﾓSSc"�ダンプ ��ｹzr�130 �+2�締3 ���Xｼ斡��磁励み十トラックシート(ポリエステル独) 

まま9 �ｸﾍﾈ�y)7冦��購東都江戸川区増江卿-3 ��2ﾓ3cs�ﾘ�3c"�ダンプ 碧�Xﾌｲ�100 �,ﾒ�8994 �H�Y%�<r�蚊倣み十トラックシート(ポリエステル塑) 

書獅o 忠�Xﾍﾈ�.ｹ7冦��龍再郁江戸川区髄江オ27-種 �+"ﾓ3csbﾓSSc"�ダンプ ��Xﾌｲ�章00 �,ﾒ�3997 �H�X�8ﾇ��庫撒み十トラックシート(ポリエステル製) 

251 �?ｩ�ﾉ��｢�粛高枕埼飾区側闘4-重0匂 ��2ﾓ�｢ﾘ�9f�ﾛFﾂ�ダンプ �>)���100 �,ﾒ�8316 ���Y%����直励み十トラックシート(ポリエステル貌) 

捌 �?ｩ�ﾈｻｹ|�4��痩市部堪飾区細田4-IO-3 ��2ﾓナNｲﾓ#S$��ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�4195 ���Y%��b�拡散み十トラックシート(ポリエステル製) 

2邦 �?ｨ�(ｩXｾｹ4��災披紙磯的区棚田4-10-9 ��ふ3cs"ﾓ)u�#��ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�4377 �,ｨ�YO駅��暗部み十トラックシート(ポリエステル製) 

鮪4 �?ｩ�ﾈｬ(ｺｹ4��蚊壷都営街区細田ト10-3 ��2ﾓ3cs"ﾘｵCX-ﾃ��ダンプ �>(/��100 �,ﾒ�4039 �ﾈ�YO�)R�血統み十トラックシート(ポリエステル襲) 

鑓5 豫9�ﾉy��)4��取高部穂飾区細田4-裏0-3 ��2ﾓ3cs"ﾓ#S#��ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�3551 ���Y%�<r�確積み十トラックシート(ポリエステル塑) 

256 �?ｩ�ﾉy�ﾖ�｢�龍京部櫛飾区細田4○】0-3 ��2ﾓ3cs(耳�#��ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�866s 兌H�X�(�b�龍簡み十トラックシート(ポリエステル鎖)′ 

食§7 �?ｩ�ﾉy��)4��撫庫都地場区制餌4-10-3 �.�ﾓツs"ﾓ)�ﾓ��ダンプ ��ｹzr�重00 �,ﾒ�3115 冩��Y_ｩ�ﾂ�亜机み十トラックシート(ポリエステル製) 

犠購 �?ｩ�ﾈ蛤ﾙ)4鋳�兜京郁雄飾区細田4-重0-3 ��2ﾓ3cs"ﾙ�ﾙO���ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�5825 俤x�X蛻ｴ��直棚み十トラックシート(ポリエステル製) 

239 �?ｩ�ﾈｻｸﾆ�4鋳�兜高柳均勝区細田4-10-3 ��8�S3cs"ﾘ荐ﾂ�ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�6475 �,ｨ�Xｯ盈��屯積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

260 �?ｩ�ﾈ鮒��｢�露粛純増飾区細田4-10-3 ��2ﾓ3cs"ﾓ#S#��ダンプ ��ｹzr�重OO �,ﾒ�6497 ��H�YO����確執み十トラックシート(ポリエステル製) 

261 �?ｩ�ﾉy��)[r�鳴京都増価区柳田4-10-3 ��2ﾓ3cs"ﾓ#S#��ダンプ ��8葡�100 �,ﾒ�43郭 �H�YO飲B�蜜蝕み十トラックシート(ポリエステル製) 

ま6亀 僣8靖:�ﾘｸ｢�沌前部歯髄区細田4-10-3 亶"ﾓツs(自ws#��ダンプ 偃X�"�100 �,ﾒ�86重9 ���Y%韜��確撮み十トラックシート(ポリエステル製) 

263 ��蚊標蒲江奴区堪漁2-8-16 ��2ﾓツsbﾓSSc"�ダンプ ��y)ｲ�重00 �,ﾒ�き333 �H�Y%��b�旺龍み十トラックシート(ポリエステル製) 

264 俚(�盈�7冦�4��蚊京都江戸川区商事雌6丁目オ1 ��2ﾓ3cモﾓ涛���ダンプ ��ｹzr�100 �*ｲ�3織1 �H�Y�i���高枕み十トラックシート(ポリエステル襲) 

鄭 俚(�盈�7冦�4��兜京都!工芦川区柵雄飾6丁目争1 ��｢ﾓ3cモﾓ涛���ダンプ 俑�(��100 �*��楯さま 弍�ﾘx�Xﾆ位｢�確報み十トラックシート(ポリエステル製) 

2β6 俚(�盈�7冦�4��東急郁江戸川区前槌飾6丁目争重 ��2ﾓテ3ふ涛�ﾂ�ダンプ ��ｹzr�100 �*��7531 ��H�X�>G"�確報み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

267 俚(�盈�7冦�4��奴市部江戸川区前歯節6丁目2-1 ��8�S3hｧ2ﾓ祷���ダンプ ��ｹzr�100 �*��8536 ���Xｫ茜r�缶撒み十トラックシート(ポリエステル塑) 

268 俚(�盈�7冦�4��奴克郎江芦川区博樹飾6丁目㌻l ����S3cモﾓ涛���ダンプ ��ｹzr�100 �*ｲ�36まO 兌H�YO駅��拡散み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

269 俚(�盈�7冦�$��龍高柳江戸III区雨増的6丁目2-重 ��ｯ�ﾓ9'唐ﾓ涛���ダンプ ��ｹzr�100 �*��75測 �,ｨ�YN��2�確槻み十トラックシート(ポリエステル襲) 

ま70 俚(�盈�7冦�4��喋帰納江戸川区南峰的6丁目食-重 ��2ﾓｉw唐ﾓ涛���ダンプ ��ｹ?��100 �*ｲ�雷618 做X�YO駅��確報み十トラックシート(ポリエステル独) 

a71 俚(�盈�7冦�4��耽高枕江戸川区商増的8丁目み1 ��2ﾓ9Iﾘ佖ﾓ涛���ダンプ ��ｸﾈﾂ�100 �*��8598 �H�Y%�<r�亜積み十トラックシート(ポリエステル製) 

亀72 俚(�盈�7冦�4��嘘痛部江戸川区由雄飾6丁目2-重 ��2ﾓ3c3ふ涛���ダンプ ��ｹzr�100 �*��8578 ���Y����直憾み+トラックシート(ポリエステル観) 

273 俚(�永i7冦�4��勲京都江戸川区部瞥飾6丁目2-1 ��ダンプ 俑�(��章00 �*ｲ�3で34 ���XｦﾙDb�屯枕み十トラックシート(ポリエステル貌) 

ま74 俚(�盈�7冦�$��兜商都江戸川区暗増姉6丁目オl ��2ﾓツモﾓ涛���ダンプ ��ｹ?��100 �*ｲ�6989 凭��X毘h2�宙積み十トラックシート(ポリエステル製) 

375 俚(�盈�7冦�4��加商郎江戸川区晴雄餌6丁目ま-章 亶"ﾓ3cヨ�8､4鳴�ダンプ �.越r�100 �*ｲ�782主 僵��Y%��b�直納み十トラックシート(ポリエステル塑) 

276 俚(�永i7冦�4��蚊癖郁江戸川区前歯飾6丁目2-重 ��2ﾘ�3モﾓ祷���ダンプ ��ｸｯ��100 �*ｲ�7鯛独 �,ｨ�YO益��直積み十トラフクシート(ポリエステル蟄) 

雪7了 俚(�盈�7冦�4��龍帝都江戸川区砲警備6丁目をl �4蔦3cモﾓ涛���ダンプ ��ｸｯ��100 亊ﾂ�7824 ���Xﾄ9�B�産前み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

278 俚(�盈�7冦�4��兜商館江戸川区両群飾6丁目匁1i 亶"ﾓツモﾓ涛���ダンプ ��ｹzr�100 �*ｲ�7衡 艇��僣�YO��b�屯積み十トラックシート(ポリエステル銀) 

抑 俚(�盈�7冦�4��駐屯郁江戸川区商磯節6丁目争l ��2ﾓ疫凛｢ﾓ����ダンプ ��ｹzr�100 �*ｲ�7馳6 �H�YO悦��喰積み十トラックシート(ポリエステル敦) 

280 �ｨ冓nﾉ7佶｢�蚊富浦足立区白人3-1-18 ��2ﾓャSふcSC��ダンプ ��ｹzr�100 �,��2864 �H�X�)x��磁統み十トラックシート(ポリエステル恕) 

281 �:��ﾉnﾉ7佶｢�政商都足寄区会人3-1-事8 ��2ﾓ3ス*#cSC��ダンプ ��ｹzr�100 �,ﾒ�容114 ���YO衣R�直蝕み十トラフグシート(ポリエステル襲) 

盤 �ﾈ繁nﾉ7�,b�龍郁是正区舎人3置宣-18 ��2ﾙvSゴ2ﾓcSC��ダンプ ��ｹ¥��100 �,ﾒ�鑓13 �H�YO衣R�庫龍み十トラックシート(ポリエステル塊) 

2鑓 �ｩMhﾔI7倆R�敢粛都足寄区白人8-1-18 �4坪�3Xｯ�ﾙ9ｳC��ダンプ ��ｸｯ��100 �,ﾒ�8570 ���Y�ﾘﾟB�庫積み十トラフクシート(ポリエステル嬰) 

284 ���ｨｯi7佶｢�火癖都足立区会人3一十重8 ��ダンプ ��ｹ���100 �,ﾒ�8569 �H�Y�ﾘﾟB�瞳倣み十トラックシート(ポリエステル製) 

製嚇 �ｨｮ)nﾉ7侘r�奴高柳足虹区白人3-ト18 ��2ﾘ虜ﾟﾂﾘ+3SC��ダンプ 仍Xﾈﾂ�章30 �,b�1章07 �,ｨ�Y%餾2�喰組み十トラックシート(ポリエステル製) 

く塑6 �ｨ�9nﾉ7佶｢�蚊商都足立区会人3-宣-18 ��8�S33SふcSC��ダンプ ��ｹzr�180 �,��1107 俾��Y�ﾋﾂ�直撤み十トラックシート(ポリエステル嬰) 



<避搬車両一覧>　東京都文京区小石川　→　神奈川県川崎市川崎区扇町

¥ �$Ye逸(,ﾉkﾈｦy�b�使用者の住所 刋�xﾙ�b�坤体の形状 俾�:霓�Nｹ�MHﾘb�劍刪��7��ｨ,ﾈﾖ仆ﾒ�飛散鮪を防止する鳩遮 

287 �� ��ダンプ �8ｫ���亅���H�YO��b�曲組み十トラックシート(ポ升エステル塑) 

鑓8 ��〇〇〇〇喜喜喜喜喜喜■S喜喜喜喜喜喜喜〇〇〇〇喜漢 ��ダンプ ���2����YO移r�曲繍み十トラックシート(ポリエステル稜) 

製陶 忠W｢傅ﾈ鏈�����埼玉県新座市節制l丁目5-9 ��2ﾓ�{唐ﾓc8-ﾃ��ダンプ 傀ｩ�"�11 �,H��#Cb��H�Y��2�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

亀90 �� ��ダンプ ��二 �����YO�7ｲ�屯積み十トラックシート(ポリエステル筏) 

蜜91 ��抑制I腺川節制l胎区大師本町6-11 ���3Bﾓ#��ﾓ�9o��ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*c��R����YN��b�屯徹み十トラックシート(ポリエステル敬) 

ま9包 ��神祭」I陳II博聞I胸区大師本町6-11 ��ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*c��b����YO����直積み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

293 ��帥森川県川崎耐1鵬区大師本町8-1量 ��ｨ�S�-ﾈ自o��ﾓ��ｳ��ダンプ ��ﾈﾞ��1eO �*���#3i^����H�YO����連綿み十トラックシート(ポリエステル製) 

却4 ��神菊川県川崎的=崎区大師本町6-11 ��y簽#��ﾘ�3#��ダンプ ��ﾉ'r�章0o �*���oツ2����YO衣R�拡軌み十トラックシート(ポリエステル製) 

之95 ��神翻i陳川崎姉川喝区大師本町6-1重 ��ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*h�c����H�Y�ﾙ�"�直撮み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

‡鴻6 ��糾菊川剰II峨姉川師区大師本町6-11 ���Bﾓ#��ﾘ�3#��ダンプ ��ﾉ4��100 �*���#s������YO駅��直積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

297 ��神東川鼎I崎的=雌区大師本町6-11 ��ダンプ ��ﾉ���】00 �*���D�Cb����Y%�<r�癒概み十トラックシート(ポリエステル製) 

298 ��細的II県川館市II憫区大姉如r6-工1 ���BﾙE��ﾘ*C3蔭ﾒ�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*���C�3���H�Y��b�拡積み十トラックシート(ポリエステル貌) 

299 ��袖東川鼎I鵬市川的睦大関柵6-11 �+#Bﾓ#��ﾘ�9^���ダンプ ��ﾉ/ｲ�100 �4ｨ�x��"��H�Y%��b�直飲み十トラックシート(ポリエステル製) 

300 ��押療川県川的駒I聞置大師本町6-11 訳�Bﾓ#��ﾓ�3#��ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*���CS�R���H�YIYx��宙積み十トラックシート(ポリエステル披) 

80l ��仙刺I陳川崎痛II鵬区大師本町6-11 ��ｸｨ�S#��ﾘ�3#��ダンプ ��ﾈ�2�100 �*��c��b����YO頴"�彊徹み十トラックシート(ポリエステル製) 

30包 ��神京間県Ii鵬市川悶区大師本町6-11 鑓�Bﾓ#��ﾓ�oｳ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*���Cャb��H�YO延��遭飲み十トラックシート(ポリエステル製) 

303 ��神奈川県川崎市川喝区大筒本町6-11 ���Bﾙ�s��ﾙz�3#��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*���C�3r���H�X鷙ｴ��密組み+トラックシート(ポリエステル製) 

3o4 ��神紺I陳II昭市)i憫区大筒本町6-11 尾ﾆBﾓ#��ﾓ�9^c��ダンプ ��ﾉ4��重00 �*���6ﾈ����,ｨ�YN�/ｲ�暗部も十トラックシート(ポリエステル製) 

305 ��神楽川県川的市Ii鵬区大師本町6-11 �+"ｳ#�ﾓ��#��ダンプ ��ﾉmr�100 �*���S�������^?xｨﾒ�庫積み十トラックシートはリエステル製) 

容寄6 ��神蘇Il陳)I崎市Ii旧区大師本町8-11 �+(��5｣��ﾓ��#��ダンプ ��ﾉ4��100 �*���Cc�B����YN�來�曲縮み十トラックシート(ポリエステル貌) 

307 ��神剣=鼎II崎的I鵬区大師本町6-11 ���ﾓ#3�ﾘ�3#��ダンプ ��ﾈﾞ��102 �*��1 俑��X鷓�ﾒ�正確み十トラックシート(ポリエステル製) 

sO8 ��神剣I慨川的弼i鵬区大師本町6-1重 ��H-駮�ﾓ��3��ダンプ ��ﾉ:��100 �*ﾒ�2 定鋸�YO��b�直撤み十トラックシート(ポリエステル竣) 

309 ��神馬II陳川飽和II鵬区大師本町6-11 ��z�Bﾓ#��ﾓ�3���ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*b�108 �,ｨ�Y%�<r�拡散み十トラックシート(ポリエステル塑) 

310 冑ﾘ�檍��y�ｻｸ���神勅i臨)i鵬耐I鵬区機町隻-15-8 亰�-ﾈ5｣��ﾘ-ﾈ,ｳr�ダンプ ��ﾉ4��180 �*"�4き00 �,ｨ�Y%�+2�腫組み+トラックシート(ポリエステル塑) 

軸重 �<俾��8���i�xﾜﾂ�袖嬉ii惚川崎市川雌区国町2-15-8 ��ダンプ ��ﾉ4��130 �*��4501 僵��YO益��屯撤み十トラックシート(ポリエステル襲) 

31露 弍ｸ�檍���hｻｹ���紳森川卿i鵬市川飾区隈町2-15-8 簸｣Bﾘ�3�ﾘ5｣s途�ダンプ ��ﾈ･2�130 �*��450亀 ���YO衣R�拡積み十トラックシート(ポリエステル製) 

313 �<俾陞��f�隼o2�神勅=卿I鵬布川餓区駁町雷-重5-8 ��CBﾓ#��ﾓ#s途�ダンプ ��ﾈ�｢�130 �*��4曇03 �,ｨ�YN�w��布部み十トラックシート(ポリエステル貌) 

314 乘H�檍���ﾈ蛤ﾄR�謝辞Ill恥I船脚I崎区殿町里-重5-8 ��CBﾙo��ﾓ#s途�ダンプ ��ﾉ4��重30 �*��4504 �,ｨ�Y%饅��直廠み+トラックシート(ポリエステル襲) 

315 冤ﾘ�檍��遨�Xﾚr�制約Il腺川喝市Ii崎区聞合-15-8 毘��-ﾃ�+ﾉnss途�ダンプ ��ﾈﾞ��重30 �*��4軸5 兌(�YO駅��彊僻み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

316 �<俾陞���h遥�R�利剣il県川崎市Ii旧区駿町2-15-8 ���cH耳ﾍ�途�ダンプ ��ﾉWR�130 �*��術00 �H�Y�ﾙk��直球み+トラックシート(ポリエステル製) 

317 ��俾陞���hｻｹEﾂ�神射I陳Ii旧市川崎区政町曳-重5-8 ��-8-�#3�ﾓ#s途�ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*��4507 �H�YN��b�故龍み十トラックシート(ポリエステル製) 

818 冑ﾘ�檍��5�486X6(4��神祭II腺川節制l崎区手駒町8-2 ���H��#モﾓscCB�ダンプ ��ﾉ$ﾒ�100 �*��5重職 �H�YO�+2�龍徹み十トラックシート(ポリエステル襲) 

8裏9 �<俾��8��5�486X6(4��神東川腺川場冊(旧区子亀町8-2 ��CH�S#モﾓscCB�ダンプ ��ﾈﾞ��重00 �*��4518 乂ﾈ�Y%��b�屯槻み十トラックシート(ポリエステル甜 

純0 �<俾陞��5�486X6(4��神勅II剰l鵬駒i圃区千磨町8-2 ��ダンプ ��ﾈﾞ��章00 �*��d§95 �H�Y&颯ﾒ�曲積み十トラックシート(ポリエステル敦) 

321 冑X�檍��5�486X6(4��神勅il榔i雌的I噂区千鳥町8-2 ��ダンプ ��ﾉ4��100 �*��4鳩6 乂ﾈ�X�9+��宙耽み十トラックシート(護りエステル製) 

3まま 冑Y?9�8��5�486X6(4��相馬Ii陳川鯖市川崎区手癖町さ-包 ��+"ﾓ#ヨ43����ダンプ ��ﾈﾞ��重00 �*��1516 �H�X�9Dr�撞慣み十トラックシート(ポリエステル製) 

3鍵 冓X�檍��5�486X6(4��糾森川脚I悩椰Ii噛区宇摩町8-2 ��ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*��う896 ��H�X�9/r�宙積み十トラックシート(ポリエステル披) 

324 僞��檍��5�486X6(4��抑制II卿l噛市川蜂区千鳥町8-2 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��4897 �H�Y_ｩ:��畦概み十トラックシート(ポリエステル製) 

3ま5 �俾陞��5�486X6(4�������+｣ﾘｷ&ﾉe�>曝ﾞ粟i�y�I*ﾃふ"��+(6x､�,ﾒﾓsh�cB�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��幻30 �H自O鵜��癒積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

326 �<俾霎��(5�48��6(4�����咥�緬j�緬e��s��ﾞ粟i�y+�*ﾃふ"���ダンプ ��ﾈ�2�100 �*��4館1 ��H�X�9w��屯積み十トラックシート(ポリエステル貌) 

32 土<俾陞��5�486X6(4��ｷ(自e�¥ｩz9�xｷ#ぺ-ﾂ���%2ﾘ､�ふscB�4　ダンプ ��ﾉ$ﾂ�100 �*��39ま8 �,ｨ�YO駅��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 



<連投車両一覧>　東京諦文京区小石川　→　神奈川県川崎市川崎区扇町

¥ 俶yw�jx,ﾉkﾈﾟ����使鵬宙の住所 佗ﾙl茜R�重体の形状 俾�:��ﾈ蜂�ﾉ�(."�劍刪ｩY7冲H,ﾈｿ俟��飛肌鰐を防止する櫛通 

328 �<俾陞��5�486X6(4��細稔IiI肘Il蛤市川鋒区千鳥町8-2 ���cBﾓ#��2ﾓscCB�ダンプ ��ﾉ4��100 �*��き103 ��H�X鷙�2�迫積み十トラックシート(ポリエステル塑) 

329 傚�陞��5�486X6(4��細姉川照川場相川館は千農期r8-2 ���cBﾘﾖ���｣sfCB�ダンプ ��ﾉ���100 �*��5039 �H�Xﾗｹ/r�屯積み十トラックシート(ポリエステル致) 

s30 冑ﾘ�檍��5�486X6(4��神奈川剰時制了川飾区千鳥町8-2 �#Bﾙ<h43cCB�ダンプ ��ﾉ.��重00 �*��4736 冩��YO葵ﾒ�暗飲み十トラックシート(ポリエステル襲) 

831 �,h�檍��5�486X6(4��神奈川県川前耐川崎区千鳥町8-2 枇��Bﾘﾇ�,ﾒﾓy=ﾓB�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��i裏16 ���YN��b�直撒み十トラックシート(ポリエステル披) 

33包 乘H�檍�85�486X6(4��飾恋川県川雌帝川崎厚手京町8-盆 ��CBﾓ#モﾓscCB�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��4898 �H�Y%����連戦み十トラックシート(ポリエステル製) 

333 傴ﾉWh檍��5�486X6(4��帥森川帳川的駒I同区手鼻町8-2 ��CBﾘｻﾒﾓscCB�ダンプ ��ﾉV��100 �*��510S �H�Y%�<r�暗倣み十トラックシート(ポリエステル駆) 

33」 伜x�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎市川時庭千島町8-曳 ��CBﾓ#モﾓy+(峵�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��4735 ���Y�倚B�薗甑み十トラックシート(ポリエステル政) 

835 冑ﾘ�檍��5�486X6(4��帥無用腺川陶砂=飾厚手鴫町8-2 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �4ｨ�B�5362 倅��YO渥��直概ね十トラックシート(ポリエステル貌) 

336 �<�x檍��5�486X6(4��紳東川県川崎市川峨曙千鳥町8-2 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��邦蝕 仭ｨ�Y%饅��通観み十トラックシート(ポリエステル鎚) 

387 �+��檍��5�486X6(4��神勅=脚I旧1印I噸区手心町8-2 ��ダンプ ��ﾈﾞ��重りO �*��捕8」 亊��YO鞍��超脱み十トラックシート(ポリエステル襲) 

398 冤ﾘ�檍��5�486X6(4��祁荒川県相場高i川蛤区千曳町8-容 樋�H�i;�ふsiV��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��5506 兌H�YN��b�直観み十トラックシート(ポリエステル致) 

839 况ﾈ�檍��5�486X6(4��神葬用県川飴擁川均区千句町8-2 ���cBﾓ#モﾓy��.�B�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��52置9 �H�YO井��龍飯み十トラックシート(ポリエステル穏) 

8裏O 儁(�檍��5�486X6(4��神楽川県川崎市川蹄日干色町8-曳 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��5披0 �H��O衣R�磁徹み十トラックシート(ポリエステル製) 

84I �<俾��8��5�486X6(4��神奈川県川崎両川騎区千鳥町8-2 ��CBﾘﾏi�ﾒﾓx��B�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��5捜1 �H�YO咽��直積み十トラックシート(ポリエステル塑) 

3ノ曲 乘H�檍��5�486X6(4��神奈川県川崎駒=儲区手職町8-容 ��HｵBﾓ#3ふscCB�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��封7S ���YO��b�龍的み十トラックシート(ポリエステル製) 

343 �<俾陞��5�486X6(4��袖衆川場川崎布川地区千島町8-蜜 ��ダンプ ��ﾈﾞ��10o �*��54糊 �H�YN��2�薗統み十トラックシート(ポリエステル製) 

34う �俐���5�486X6(4��紳燕川腺川崎駒I崎区千鳥町8-2 ��-ﾈ+rﾓ#モﾓy�cB�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��56重9 �H�YO����直榊み十トラックシート(ポリエステル製) 

8絶 俐ﾈ�檍��5�486X6(4��捕森川県川崎昨Il雌区手心町8-2 ��ダンプ ��ﾈｺb�100 �*��56I8 ��H�Y_ｨｸR�故積み十トラックシート(ポリエステル製) 

8舶 乘H堀檍��5�486X6(4��袖的I幌川崎刷i雌区千禽町8-2 ����ﾘ,ﾃふscCB�トラクタ ��ﾈﾞ��100 �*��5100 冩��YIX嗷�拡散み十トラックシート(ポリエステル襲) 

雷47 俐ﾈ�檍��5�486X6(4��押烈II県川場神川騎区千曳町8-2 ��セミトレーラ ��89h葡�11 �*��重84S ��H�YO��b�宙細み十トラックシート(ポリエステル裳) 

348 冑X�檍��5�486X6(4��細則Ii県川的駒II幽区子亀町8-2 ��トラクタ ��ﾉV��100 �*��4977 �H�Y%����直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

349 �<俾霎�,h5�486X6(4��神楽II陳IiI崎的i胸底子息町8-包 ���自K9�ﾓsc�B�セミトレーラ ��85��2�lし �*��18批 �H�X鷙ﾟR�直納み十トラックシート(ポリエステル裳) 

3与0 仄ﾘ�檍��5�486X6(4��押東川脚=飾両II鵬区子亀町8-亀 ���籥<H璽s��cB�ダンプ ��ﾉ/ｲ�100 �*��571竃 ���YO噂��故敬み十トラックシート(ポリエステル襲) 

35重 �ｩ�ｨﾇﾙ:���檍���帥家相県川路調川崎は胴特選4丁目5-3 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��8102 �H�Y�Yk��宙積み十トラックシート(ポリエステル製) 

352 �ｩ�ｨﾌxｩX鏸�檍���祁東川捌ii的両川的区飯館孤4丁目さ-3 ��・ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*��2780 ��ykﾘ�X枇ﾞ��直報み十トラックシート(ポリエステル製) 

鉄趨 �ｩ^9uhｻｹ<俾陞���細則II県川崎市川鋒区朗鱈通4丁目5-3 ��ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*B�555 �H�YO��b�政舶み十トラックシート(ポリエステル製) 

354 �ｩ�ｩD(ｺ栄ﾘ��8���糾鰐川県III館市川峰区飼鱈過4丁目5-3 ��ダンプ ��ﾈﾞ��重00 �*"�1000 �,ｨ�YO延��砧積み十トラックシート(ポリエステル摂) 

355 �ｩ�ｨﾌ�:�ｹ=�檍���紳剣l陳川場制i鵬区舶特選4丁目5-3 ��ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*��掬0 �H�Y_ｩDﾒ�確徹み十トラックシート(ポリエステル製) 

856 �ｩ�ｨⅹｻｹhh�檍���神勅=則i爛市川的区柳髄通4丁目5-3 ��ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*��綿21 ���YG)Dﾒ�直撒み十トラックシート(ポリエステル製) 

純7 俘(ｻﾙ�胃騫��"�<鋳�神奈川県川崎肺揚油区久地ト18一指 ��CBﾓ��ｸ6s�S�2�ダンプ ��ﾉ4��130 �*"�33 ���YO����在職み十トラックシート(ポリエステル製) 

358 俘)oh��ﾝ靂���<鋳�神奈川県川場卸商紬区久地重-13-鑓 訳��bﾓ卯2ﾓ�X�2�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��的3 ���X�9v��匝積み十トラックシート(ポリエステル観) 

359 几Hｷ��9�ｨｻｹ|��<鋳�抑制II県川崎脚部区久地ト13-槌 ��CBﾓ��坪ﾔゴ�2�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��555 兌H�Y>雕R�商積み+トラックシート(ポリエステル致) 

360 傅Hﾘ9$��ｩy�鑽厩ﾒ�帥尉=県川崎市商油圧久地1-18-錨 ��-ﾃH耳ﾕBﾘ�Y��2�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*B�5000 �H�Y�ﾘﾟB�拡散み十トラックシート(ポリエステル扱) 

36I 偬ﾉ��<hﾝ����ｉiR��帥衆Ii恨川崎市高柳区久地ト重8」お ���S�Bﾓ�)}ｲﾙ�亢�2�ダンプ ��ﾈﾞ��重00 �*b�7000 ����YN��b�皿概ね十トラックシート(ポリエステル製) 

862 ���-ｸﾇﾙ�ｩ:�R右���帥東川襲用同市粛都区久地1-18」磐 ��H6s��x6s�S�2�ダンプ ��X5�-ｲ�131 �*��9000 �H�YN����癒龍み十トラックシート(ポリエステル裂) 

363 �ﾈｸｩ¥��ﾉyﾘﾞ��糾森川腺大和市鈍間十重5-3l輸剥0 ��ｿ蔦#c8�Sピ���ダンプ 侏YM2�重31 �*��18 ���YO衣R�直統み十トラックシート(ポリエステル製) 

304 �ｹ�9���ﾉyﾘﾞ��神奈川県大和両林間ト工5-31-303 樋�bﾓ#c2ﾘx｣��ダンプ ��Vﾂ�130 �*b�47 �H�Y^ﾙY2�西部み十トラックシート(ポリエステル幾) 

865 �:�9[��ﾈ借ﾝ��神奈川県大柳市糠関ト調鴫ト303 鑓顗/�#c2ﾓピ���ダンプ ��Vﾂ�100 �*ｲ�1476 �H�XｶﾘﾟR�庫鎖み十トラックシート(ポリエステル製) 

366 �ｹ]�8ﾉ�ﾈ偀ﾞ��神奈川腺大和市拷問ト15-31103 枇-ﾃbﾓ#c2ﾓピ���ダンプ 僮ﾙF��100 �*ｲ�1477 �H�X鷙鑽�拡徹み十トラックシート(ポリエステル製) 

367 �ﾄ侭w��ﾈ��YB�神奈川県大柳布状問いlト3ト30雷 枇�3h自u俎rﾓピ���ダンプ �����重00 �*ｲ�1480 �H�YO郁r�遮蔽み十トラックシート(ポリエステル製) 

868 ��9��=��ﾈ倢�｢�神諦川県央和語林間卜騰-31-800 ���bﾘｩ刋Rﾓピ���ダンプ 弍ｹxB�100 �*ｲ�1434 ���YN�x��宙穣み十トラックシート(ポリエステル襲) 



<運搬車両一貫>　東京都文京区小石川　→　神奈川県川崎市川崎区扇町

¥ ��ｹ¥ｨ��,ﾉkﾉ}�ﾞ��使用者の住斯 佗ﾘﾆ�5B�調停の形状 俾�:�(hﾉ洩窺Hﾘb�劍刪ｩY7�h,ﾈｼ俤r�飛批靖を肪瓦する拙速 

369 �ｹ��=��ﾈﾉｨﾝ��神奈川県大柳布状的トl㌻3ト303 ��ダンプ 刋颶��100 �*ｲ�1485 ���X��､r�在撒み十トラックシート(ポリエステル敬) 

370 �ｹ��Y�ﾈ葎ﾝ��神奈川県大和帝林間ト重5-3ト3的 尾��bﾘｦ38�X�ピ���ダンプ ��Vﾂ�100 �*ｲ�16ま4 �H��O夷ﾂ��屯報み+トラックシート(ポリエステル致) 

371 �:��ｩ���ﾉj9�｢�糾森川県大和卸林間1-15」31-303 ��ｸ�ｳbﾓ#c2ﾓピ���ダンプ ��Vﾂ�100 �*ｲ�】645 �H�YO�7ｲ�薗飲み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

37包 �:�����ﾈ葎ｫ��紳森川県大柳市棚1-1計31→003 ���bﾓ#c2ﾓピ���ダンプ 仄h��重00 �*ｲ�1640 ��H�YO駅��高槻み十トラックシート(ポリエステル襲) 

87種 �ｸ咥ｻ��ﾈ鷓9ﾂ�神奈川県大和的精聞手15-81-3鵬 樋�bﾓ#c2ﾕ3x+3��ダンプ 丼H儒�100 �("�16鳩 �H�YO�ﾂ�直積み+トラックシート(ポリエステル貌) 

974 忠ohｸｨﾉSﾘﾉｨﾝ��神余I=県木和げ林間1-15-3曲03 ��Cbﾘﾆ��rﾓピ���ダンプ 兒霆r�100 �*ｲ�1650 �H�Y��ｧ��庫統み十トラックシート(ポリエステル政) 

3楯 宙蜑��=��ﾉEY�｢�神奈川県大和市林間l-15-8ト3腿 ���h�iKS2ﾓペ4��ダンプ ��Vﾂ�重00 �*ｲ�重節1 �,ｨ�YO����直積み十トラックシート(ポリエステル塑) 

876 �:�(ｹ��ﾈ葎ｫ��神勅i陳大同市妹的1-15「3ト300 ���bﾓ#c8�X+3s3��ダンプ 亰僥��100 �*ｲ�1787 �H�YO円｢�曲積み十トラックシート(ポリエステル挫) 

877 �ｹ��=��ﾉ�俤��神奈川県大和面妖的l-15-31-803 ���h自wﾒﾓピ���ダンプ �>颶��100 �*ｲ�1788 ���Y%駢��直撤み十トラックシート(ポリエステル製) 

378 宙ﾎ�俶�yﾘﾞ��神奈川県大和市淋問1-重㌻31-3脚 ��-3bﾙ�ｹlふベ+4��ダンプ 丶)���100 �*ｲ�1種請 ���YO飲2�道飲み十トラックシート(ポリエステル塑) 

879 ����Y�ﾈ掠�｢�帥蘇川腺大和市林間1-1与-3ト303 ���bﾓ#c2ﾓピ���ダンプ ��y6��重OO �*ｲ�8174 兌H�Y%�7ｲ�直観み十トラックシート(ポリエステル粧) 

380 �:�(諞綿鉑�｢�神勅=照大同市糾問1-15∵8ト3脚 �+#bﾓ)�蔦ピ���ダンプ ��Vﾂ�重00 �*ｲ�塑ま4 �H�YO�;ﾂ�拡積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

381 3S登 �ｹ��=��ﾈﾉｨﾝ��神奈川県大和市棉闘1-15書3ト303 尾澱ﾓ#c2ﾓピ���ダンプ 迄���ﾂ�1oO �*ｲ�吸購 �H�YO����直mみ十トラックシート(ポリエステル吸) 

(聯弧森川建材 ��ﾙ�ﾉ�)�Y��4�/ｸ虜6x�Rﾓ3�ﾓ�+"�0細・403-8褐0 �5�987b�玖派 偬C���き �4�r�船・批絃 俤ﾙ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

383 3的 宙ｪ���ﾙw��8ﾝ��神勅i憮大和市棚1-1言-3競03 樋�bﾙzｹ��ﾓピ���ダンプ ��Vﾂ�100 �*ｲ�2506 �H�YO��2�直積み十トラックシート(ポリエステル破) 

㈲帥東川娃樹 ���+ｦ綿ﾊy�Y���9D冢(6s�X-�*�����調6・263-8780 �5�987b�増派 �����き 冤S���鉛・耽読 �����-ﾘ��ｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ:��

3跨 �ｹ�9���ﾈﾇﾘﾝ��細密Ii陳大和市楊i顔1-1抑1-創0 ��ダンプ �8ﾘﾋ��重31 �*��13 �H�YO駅��政的み十トラックシート(ポリエステル製) 

容86 �ｹ��=��ﾉ��4��神寮Ii陳大和押林間1-糖-3ト303 ���ch耳極Vｸ璽ピ���ダンプ 亢���宣雷重 �*��17 ���X��2�直隷み十トラックシート(ポリエステル製) 

887 忠�����)w�ﾉｨﾝ��押蘇II陳大和両杯的ト15吋1鴫03 ���cbﾓ#c2ﾓピ���ダンプ ��Vﾂ�130 �*��37 �H�Y%鞴r�面槻み+トラックシート(ポリエステル製) 

888 �ｹ�ﾉ8ﾉ�ﾈﾇﾘﾝ��紬的l陳大和師柿間1-16吋1→3的 枇�ch耳ｧ32ﾓピ���ダンプ 儖鰻ﾂ�130 �*ﾒ�1妻l ��X��[H�YO衣R�龍駁み十トラックシート(ポリエステル製) 

889 忠��5h6X4(�ｸ788ｸ6r�取高郷江戸川区鰹節町4丁目紳-13 ��ダンプ 處xﾕﾒ�180 �+2�788 ����YN�ﾟR�椰み十トラックシート(ポリエステル政) 

890 �ｸ5h6X4(�ｸ788ｸ6r�奴商都江戸川区僚埼町4丁目2ト13 亊crﾓCcRﾙjツモ�ダンプ ��ｹzr�180 �+2�職 �H�YO��b�暗部み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

39l ��取高細江戸川区擬頓町4丁目蜜7-13 �繦��cX�Yjツモ�ダンプ ��ｹzr�180 �+2�781 �,ｨ�YO飲2�狂歌み十トラックシート(ポリエステル製) 

’39包 宙ﾕ85h6X4(�ｸ788ｸ6r�奴市部江戸川区僚銃町4丁目2叩8 �-��rﾓCcRﾙ�ﾓモ�ダンプ ��ｹzr�130 �+2�780 亅��Y$YLｲ�磁撒み十トラックシート(ポリエステル敬) 

393 �ｸ5h6X4(�ｸ7(8ｸ6r�奴肩部江戸川区襟雌同寸丁目27-13 ���rﾓCcRﾙ��モ�ダンプ ��ｹzr�130 �+2�778 兒��Y%鄧r�曲純み十トラックシート(ポリエステル穀) 

襲い ��饉ﾙvﾙzI�r�<鋳�埼玉県加須斬西ノ宮80オl ��ダンプ 估i$｢�130 �*"�2柵 ���X�9w��宙概み十トラックシート(ポリエステル製) 

89き ��饉ﾙvﾙ&yub栄R��埼玉県加敏和西ノ宮80少重 ��ダンプ 估i$｢�130 �*"�2782 ���YO駅��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

寄96 ��Y�ｸｻｹ*9Zｒ�埼玉県三郵相半田13馳-3 ��KRﾓ鉄x自�����ダンプ 偸I?ｩYB�100 �,ﾒ�2了9う ���Y%��r�商概み十トラックシート(ポリエステル貌) 

制7 冤��ｸ隼|�x｢�埼玉県三都市半田1358-種 枇�ふ鉄rﾓャ���ダンプ 偸I?ｨ餝�100 �,ﾒ�2798 �H�YN�7ｲ�高枕み十トラックシート(ポリエステル塑) 

898 冤��ｸｻｸｼhxﾂ�埼玉県≡餌市半田1358置3 枇�c��9F繆耳ﾆ�4���ダンプ 僮i?ｨ�"�100 �,��2799 �H�Ye�w��直穐み十トラックシート(ポリエステル塑) 

紳9 冤��ｸ咬m�4��埼玉県三郷市半田1締8-3 ��ダンプ 乂�?ｨ獅�100 �,ﾒ�2800 �H�Y%騙��直飲み十トラックシート(ポリエステル製) 

400 �8ｧ�5I|�4��埼玉県三郵相半田13斡セ 毘KRﾓ鉄rﾓャ���ダンプ 冽y?ｨｨB�100 �,ﾒ�2874 �H�Y%�/ｲ�直納み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

40宣 �襍�5Hﾈ�4��埼蜜県三郷柑半田1358・3 �����X任Srﾓモ卯R�ダンプ 偸I?ｩYB�100 �,ﾒ�9隻18 俶��YO衣R�直組み十トラックシート(ポリエステル袈) 

102 ���ｸ隼��4��埼玉県三郷押半田1358-8 ��ダンプi 偸I?ｩYB�100 �,ﾒ�3登19 �,ｨ�Y:ｹx��政敵み十音トラックシート(ポリエステル敬) 

403 �馭Xｻｹ�ﾈx｢�埼玉鰊三溝市半田1拙・8 ���cふ店5�ャ���ダンプ 偸I?ｩYB�100 �,ﾒ�82刻 �H自O雨ﾒ�屯蝕み十トラックシート(ポリエステル製) 

40書 儂��Xｻｸ攤x｢�埼玉県≡締高半田1858-3 ���cふ��｣rﾓャ���ダンプ 侘hﾙ�72�1ひ0 �,ﾒ�3塑1 �H�YO衣R�蔽統み十トラックシート(ポリエステル瓢) 

405 侈i*95HｯI4��埼玉県三郷市半田1358・8 ���cふ鉄rﾓャ���ダンプ 冕y?ｩ���100 �,ﾒ�3堪 �H�Xﾙ���正絹み十トラックシート(ポリエステル襲) 

406 �騫ﾈ防ｯHx｢�埼玉県三郷的半田13謡-種 ��ダンプ 偸I?ｩYB�100 �,ﾒ�滅70 �H�YN�ﾟR�屯積み十トラックシート(ポリエステル袈) 

407 僮�wHｻｹ>�b�埼玉県三四市半田1鮪8-8 亰�ふ鉄rﾓャ���ダンプ 偸I?ｨﾗ��100 �,ﾒ�郷1亀 ���YO�2�直納み十トラックシート(ポリエステル袈) 

403 侈i*8卷�ｹ4��埼玉県≡紙市半田13邦-3 ���ふ�*ｳrﾓヨｷ"�ダンプ 俟�69��100 �,ﾒ�3314 �,ｨ�YO駅��瑠璃み十トラックシート(ポリエステル製) 

409 �鞴y�Y6ｸx｢�埼玉県三郷碕半田18謡-3 �#ふ鉄rﾓャ���ダンプ 偸I?ｩ/r�100 �,ﾒ�33】5 �,ｨ�YO益��鴎穣み十トラックシート(ポリモステル襲) 



<遜馳車両一覧>　東京都文京区小石川　→　神奈川県Ii睡市川崎区扇町 

¥ 俶yw��(,ﾉkﾈ��2�優同者の住所 刋�xﾙ�b�蜜作の形状 俾�:�(iMXｾ(警ﾙﾂ�劍刮D��9G8,ﾉ{Hｻﾒ�破船謡を防止する櫛遊 

410 ��X�X�X����埼玉腺三締高学田1358-3 ���ふ鉄rﾓャ���ダンプ 偸I?ｩYB�100 �,ﾒ�83I6 兌H�YO衣R�珊み十トラックシート(ポリエステル紋) 

411 ��ｨｻｹ�xx｢�埼玉吸三郷市半田18斡-3 ��E9�ﾙ/蔦ャ���ダンプ �X<��2�100 �,ﾒ�3813 �H�YO�ｲ�在枕み十トラフグシート(ポリエステル致) 

112 冤��ｹhYk�ﾂ�埼玉県三郷市半田1統8-3 ���cぺｩ�自YC���ダンプ 偸I?ｩYB�100 �,ﾒ�33鮎 綿ｯ��Y+ﾉj��腫散み十トラックシート(ポリエステル筏) 

413 侈i*8ｬ(�8xﾂ�埼玉県三簿市半田1358-3 ��KRﾓ鉄rﾓ�3���ダンプ 偸I?ｩYB�100 �,ﾒ�的登8 ��H�Y�ﾙ5ｲ�虹槻み十トラックシート(ポリエステル製) 

414 �鞏�ｻｸ弭x｢�埼玉県三締碕半田13鵜-3 毘E�#�X+W3����ダンプ �=I69=��100 �,ﾒ�3376 乂ﾈ�YO��b�匝飲み十トラックシート(ポリエステル製) 

4章5 豫�I:��ﾈx｢�埼玉県三郷筋半田1358「3 ��ダンプ �)9?ｩ���重00 �,ﾒ�341蜜 ��)%頡��面組み十トラックシート(ポリエステル裳) 

416 ��X��:�ﾘxﾂ�埼玉県二襲和半田槍5S吋 枇-ﾃふ鉄rﾓャ���ダンプ �)9?ｩ�r�100 �,ﾒ�3420 兒��Y%�<r�確報み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

417 �ｹ��69D(ﾝ��干妹県穏和大井敬譲9 枇-ﾃ��S田壷��3�2�ダンプ 僣��130 �+ﾒ�8 侘h�Xﾆ��r�薗積み十トラックシート(氷りエステル製) 

418 ����69J液ｲ�千兆腺紬巾大井紬患9 ��ダンプ 僮��100 �.r�4 兌H�YO����通徹み十トラックシートはリエステル饗) 

419 �ｹ��68･��｢�千梨県旧帝大非20鈎 �#ふ田蔦Cン2�ダンプ �(｢�130 �+2�5 �*�ﾈ�Y�8��直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

420 冲ﾈﾌ�檍��jH蓼葎�"�埼玉県侠父押下富田7533-1 ��ダンプ 估i$｢�100 �*��47il �H�YN�+2�速報み十トラックシート(ポリエステル触) 

dま1 儻ｨ�(檍��jH蕀7烏ﾒ�埼玉県秩父南下苗田了533-1 ��ダンプ 估i$｢�100 �*��6302 �H�Y%鞜R�曲積み十トラックシート(ポリエステル塑) 

422 儻ｩ^ﾘ檍��jH蕀uhｧ2�埼毒腺秩父軒下苦闘7葛38-1 ����6sy�x,ﾃ��b�ダンプ 估i$｢�100 �*��6688 �H�Y%鞴��確執み十トラックシート(ポリエステル竣) 

4隻3 ��韶i�8��8ﾘ���y�r�埼玉県映父軒下合田7533-1 ��ダンプ 估i$｢�100 �*��6973 �H�Xﾆ��r�曲組み十トラックシート(ポリエステル貌) 

脚 亢�Y��8��jH蕀7�r�埼玉県秩父昨下苦闘7588-1 ��ダンプ �*�$｢�100 �*��7099 �H�YN�w��拡積み十トラックシート(ポリエステル筏) 

4涯 ��耽京都江戸川区北埠頭4-13-2 ��2ﾓSc澱ﾓCs���ダンプ ��ｹzr�100 ��"�7016 ���YN�ｽb�往積み十トラックシート(ポリエステル穏) 

426 冑h�檍�����)(�ｨﾝ��川崎市川崎区磁雌雷-14-10 ��ダンプ ��ﾉ4��I30 �*��87 �H�YO移r�直槻み十トラックシート(ポリエステル製) 

4隻7 �<俾陞�����(ﾝ侘���川崎市川的区敵崎2-14-10 ��ダンプ ��ﾈﾞ��宣31 �*ﾒ�88 �,ｨ�YO駅��孜積み十トラックシート(ポリエステル塑) 

4雪8 �<俾陞�����)O(葎ﾝ��川崎捌l圃区瞭崎曳-14-10 ��-ﾈ*##�6sCCS��ダンプ ��ﾈﾞ��I30 定*��89 �H�Y%鞜R�面請え十トラックシート(ポリエステル製) 

4鈎 冤ﾘ�檍�����(壕ﾇﾙ�｢�川崎市川蜂区臆節か重仁10 ��ダンプ ��ﾈﾞ��1寄0 �*��90 �,ｨ�YO衣R�曲積み十トラックシート(ポリエステル製) 

480 �<俾陞�����)+x顥�｢�川崎市川翰区稀前年工4-10 ����ﾓ(��ﾙ��Hﾋ繧�ダンプ ��ﾈｭ��180 �*��9l �B(毘x��龍磯舟十トラックシート(ポリエステル製) 

431 冓X�檍�����)�X･鞏��川財制I個区臆鴎外14-10 ���Bﾓ#��ﾓHｿ�2�ダンプ ��ﾈﾞ��180 �*��9色 �H�Xｶﾙk��曲飲み十トラックシート(凝りエステル嬰) 

43雷 冑X��8�����(��ﾉｨﾝ��川崎的I胎区堪飴亀-1重10 ��ダンプ ��ﾈ�ﾂ�130 �*��95 ���YO飲2�駐機み十トラックシート(ポリエステル製) 

433 冓X��8�����)�Xﾌ���川崎市II階区龍喝か14-10 ��ダンプ ��ﾉ8��180 �*"�96 俑��YO��ｲ�屯組み十トラックシート(ポリエステル敏) 

4寄4 �/(�檍�����(壕ｼ胃��川場市II噛区謡崎2-1d-10 ��ダンプ ��ﾈﾞ��180 �*B�97 �H�YN�ﾇr�拡積み十トラックシート(ポリエステル製) 

435 乘H�檍�����)�ｨﾉｨﾝ��川崎刑=蜂区箇蹄か14-10 ��ダンプ ��ﾈ苒�130 �*B�93 ��H�YO��b�直観み十トラックシート(ポリエステル襲) 

436 �<俾陞�����(ﾞ(ﾉｨﾝ��川崎珊=崎区礎的ま-工4-10 ��ダンプ 免曝拠�130 �*b�99 ��H�YO移r�直積み十トラックシートくポリエステル錬) 

437 乘H�檍��,R舐�"�神奈川則り崎的I鵬区小鳩町鶴-4 ����Bﾓ#cbﾓ3����ダンプ ��ﾈ�2�100 �*��締s6 兒��X毘�r�確枕み十トラックシート(ポリエステル製) 

488 俐ﾈ�檍��,R舐�"�細魚II慨川崎挿川的区小筒町4-4 ��CBﾓ#ch�祐��ダンプ ��ﾉ���重00 �*��3587 �H�YO綾��調練み十トラックシート(ポリエステル竣) 

倒9 冑X�檍��,R舐�"�神勅I陳川場的i峨区小鹿町4-4 ��馗Bﾓ)��3����ダンプ 薄迄ｬｲ�100 �*��36鋤 俑��YN�7ｲ�腫積み十トラックシート(ポリエステル製) 

440 �<俾陞��,R舐韋��袖奈川l恥i悩i個=雌区小鳩町4-4 ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��寄660 ���YO衣R�直舶み十トラックシート(ポリエステル製) 

44重 僣��檍��,R舐�"�朴森川的II増刷l鵬区小鹿町4-4 ��lダンプ ��ﾈﾞ��100 �*��38S2 �H�Y�iJﾒ�直観み十トラックシート(ポリエステル製) 

44雷 倬�陞��,R舐�"�帥効用県It崎的I峰区小馬脚4-4 �+#Bﾓ#h/�3�ｪ��ダンプ 免俥��100 �4ｨ���98郭 �H�YO��b�匝飾み十トラックシート(ポリエステル襲) 

443 乘H�檍����7ﾘ4x6�8��川崎市川崎区魯士昇か3-3 ��ダンプ ��ﾈﾞ��180 �*��鈎97 亊��X�8��宙叡み十トラックシート(ポリエステル包) 

寸事4 冤ﾘ�檍����7ﾘ4x6�8��川崎的=崎区宵士見2-3鴫 樋�Bﾓ#cbﾓCCyxｲ�ダンプ ��ﾉ4��1量0 �*��波63 �H�YO駅��直積み十トラックシートはリエステル袈) 

4」5 仆(-ﾈ檍����7ﾘ4x6�8��川崎市川埴区宮士見な会-3 毘�簽#ci���csR�ダンプ ��ﾈﾞ��重30 �*��卸 ��H�YN�ﾟR�直疏み十トラックシート(ポリエステル製) 

4嘉6 �<俾陞����7ﾘ4x6�8��川崎市川崎区高士見2専一3 ��ダンプ ��ﾉU��130 �*��2407 俶��Y^ﾘ�b�直積み十トラックシートはリエステル紋) 

447 乘H�檍����7ﾘ4x6�8��川崎市川崎区高士昇れ3セ ��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*B�? ��H�YN�ﾟR�往積み十トラックシート(ポリエステル製) 

418 冑X�檍����7ﾘ8h5���8��川崎市川埼区宵士見斗3←8 ��CH5｣cbﾙ�ﾃsR�ダンプ ��ﾈﾞ��180 �*��58 ���YFｨｯﾂ�腫撒み十トラックシート(ポリエステル襲) 

4寸9 俐ﾈ�檍����7ﾘ4x6�8��川時市川館区高士見な3-8 ��H顗5ｳcbﾓCCsR�ダンプ ��ﾉ4��130 鳴�ヽ　46 �,ｨ�YN�ﾟR�面積み十トラックシート(ポリエステル製) 

450 �<俾陞����7ﾘ4x6�8��川崎的II崎区宙士鬼2-3-雷 ��ダンプ ��ﾈ苒�1容0 箸�ヽ　47 �H�YO鵜��直納み十トラックシート(ポリエステル袈) 



<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 

使用若の名誌等 �.韵ﾉjx,ﾈ���蛾先 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�自助呼登場番号 劔汚娘土脂の旗舶 儂ﾙY�7x/�f育�+x.�4冰b�

45l �h幌�8������68ﾔ��ｲ�川崎殖II胸区抑IO-5 ��-ﾃBﾓ#sbﾓ�3sR�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*����s湯��H�Y�i���確報み十トラックシート(ポリエステル捜) 

452 �<俾陞������68ﾔ�,��川的市Il悩脚10-5 樋�Bﾙ�ssbﾓ�3sR�ダンプ ��ﾉ4��100 �*���+3�����H�YO����鰹節み十トラックシート(ポリエステル襲) 

亀53 �<俾陞������68ﾔ胃��川崎市川駒区竣町10-5 ��ダンプ ��ﾉ>r�100 �*���8ｪ��R���H�YO駅��市部み十トラックシート(ポリエステル製) 

454 �<俾��8������68ﾔ��ﾂ�川崎駒i鵬区協調10-5 ��ダンプ ��ﾉH��重00 �*���Ioビ��H�Y%雕b�拡散み十トラックシート(ポリエステル提) 

455 冓X�檍������68ﾔ粟ｲ�」I鵬市川雌区湊町4-6-鑓 ���訷��sbﾓ�3sR�ダンプ ��ﾉ4��100 �*���C#モ�乂ﾈ�Y%��b�直積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

456 �<俾��8������68ﾔ蔚��川跨苗II圃区浜町4-6一泌 樋�Bﾓ#sbﾓ�3sR�ダンプ ��ﾈﾞ��10o　か　4457 劍僣�YO鞍��直軌み十トラックシート(ポリエステル塑) 

457 �<俾陞������68ﾔ映R�川崎i部1鵬区派町4-6-郷 ��ダンプ ��ﾈﾞ��暮0o �*���CCS���H�YO衣R�屯積み十トラックシートはリエステル塑) 

458 弌X�檍������68ﾔ��ｲ�川崎市川崎区源町4-6一鑓 ��ダンプ ��ﾉ4��100 �*���CSs��乂ﾈ�YO杏��市塙み十トラックシート(林リエステル製) 

4開 �<俾陞������69)ｩ�ﾂ�川崎絢I崎区浜町4■ト鑓 ���6s){澱ﾓ�3yu��ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*���Cs澱����Y����心組み十トラックシート(ポリエステル塾) 

460 �<俾陞������68ﾔ茜R�川崎市川崎区況町4ペト鑓 ��tｲﾓ#sbﾓ�3sR�ダンプ ��ﾉ���100 �*���Ioコ�冩��YO��b�罷職み十トラックシート(ポリエステル製) 

46I 冑ﾘ�檍������68ﾔ衣B�川前市川崎区浜町4-6-郷 ���H��#y�33x*ｲ�ダンプ ��ﾈ�｢�100 �*���S��r��H�YN�x��直納み十トラックシート(ポリエステル紘) 

46ま 倬�陞����68ﾔ映R�H��檍��ﾉ'xⅸ橙�<俾��8��ｺi��ⅸ橙�iX�檍���伜(ⅸ咬,ｩ4��<俾陞���伜)=ynｸﾇﾘ,｢�ｯ一陞���伜(ﾘ)J�騁��川的恥川崎区湊町4-6-鑓 �+#H璽#sbﾓ�3sR�ダンプ ��ﾈﾞ��100 �*���ｧ3����H�YO映R�瑠績み十トラックシート(ポリエステル襲) 

463 剞_森II偶II順調Ii略区漁野町6-16 ��y簽8ｯ蔦ssSb�ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*H�����H�YO�7ｲ�庫組み十トラックシート(ポリエステル敏) 

464 剞_奈川的i=別個i陶区槻卿町6-16 ��ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*F塔��兌H�Y�ﾙk��曲積み+トラックシート(ポリエステル製) 

465 466 刮汨ｪI憮検誠布船虫区生疲5丁目1l-3 ��ダンプ 乂ﾉVﾂ�100 �8��3�hｯ��兒��YO引2�調節み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

神訴川県旗羨市鑓見区生密5丁目工l-3 �-���RﾓS���cCyxｲ�ダンプ 刋����100 �*���CC3r����YO駅��立徹み十トラックシート(ポリエステル緩) 

467 刮沒xII優駿派両船鬼区生安曇丁目11-3 神翻I陳拙醐洞見区生愛5丁目重l-3 紳約=県粉旅市場晃区生麦5丁目裏l-3 神射i慨朗涙両船見区生亥5丁目1l-3 袖索Ii幡旗派市場見直生安5丁目11-3 神刺I峨樹浜両船見区生提5丁目11-3 神勅I帆籾渡河幽鬼区生唾5丁目1裏-9 神勅I鵬横派前掲見区生安曇丁目11-8 制動l眠朗漢市域見区生殺5丁目11-3 袖刺I慨戦況和船兄区坐裁5丁目1l-3 朴森川県蹴漁師船具区生麦5丁目11-3 押衆II陳横浜前場見直生変5丁目11-3 押測l陳駁派両船見区生裁5丁目11-3 押祭II鵬桃源巾餓鬼区生麦5丁目11-8 抑制I醸戦訓競睨区生瑳5丁目1l-3 相島Ii帆旗族轟館見区生安5丁目Il-3 神刺=腺横派市場見区生殺5丁目11-3 神経II腺拙混和餓鬼区生変5丁目11-3 川崎両帝区向事町3-75-1 ��ダンプ �9F��100 �*���涛#2���H�X�9���庫穣み十トラックシート(ポリエステル塊) 

468 傚�h檍���伜(ⅹ�yﾘ､r���ダンプ 丼HｻR�100 �*��8179 �H�Y%�<r�直積み十トラックシート(ポリエステル緩) 

469 �<俾陞���伜(ⅸ�ｨﾇﾘｬｲ�hﾙ=�檍���伜(ⅸ咬��l��<俾陞���伜(ⅹ�,ｩo��iX�檍���伜(ﾘ)oh暮t����ダンプ ��F��100 �*������r�����X藕ｧ��直概ね十トラックシート(ポリエステル褒) 

470 剴��cRﾓS���hｵI,��ダンプ 佝���100 �.s�����H�YO飲2�在廠み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

471 剴�'SRﾓS�ﾂﾘ虐s"�ダンプ ��Vﾂ�100 �*ｸ��#S途���H�YO衣R�曲飲み十トラックシート(ポリエステル程) 

47曇 剩��RﾓS����Cy^��ダンプ 佝悦��100 �*��5806 ���YO斡��旺訊み十トラックシート(ポリエステル蟹) 

473 乘H�檍�9�伜(ﾘ)oh暮t����ダンプ ��ﾘｻR�100 �*��4382 �H�Y%�7ｲ�遊撒み十トラックシート(ポリエステル襲) 

474 ���8ﾈ檍���伜){ﾉ�暮t��ｩH�檍���伜(ⅸ咬,ｩo��盜�檍�9�伜(ⅸ咬,ｨｬｲ�ｩH�檍���伜)kx鰮+I�"���檍���伜(ⅹ^ｩ�ｹ��ｩH�檍���伜(ⅹnｹ,ｩ�B�ｩH�檍���伜(ⅸｸY�ﾉ���ｩH�檍���伜(ⅸ揄�ｸｨb�鵁�檍���伜)wxｯy]9t����CRﾓS�ﾈ�Y����x-ﾂ�ダンプ ��ﾙF��100 �*��拘33 ���X�)���龍紬み十トラックシート(ポリエステル紘) 

d75 剴�CRﾓS�6y�縱"�ダンプ �9F��重OO �.r�章18 �H�Xｦﾘﾇ��徳組み十トラックシート(ポリエステル敬) 

476 剪�ダンプ ��ﾘｻR�100 �*��9344 �H�YO寺ﾒ�蜜積み十トラックシート(ポリエステル塑) 

477 剴�CX�X+���ﾓFCx睦�ダンプ ��Vﾂ�100 �*ｲ�8923 冩��YO�)R�郵膿み十トラックシート(ポリエステル扱) 

478 剩��cRﾓS�6x�cCs"�ダンプ ��Vﾂ�100 �*��帥B重 �H�YO閲��直積み十トラックシートはリエステル製) 

479 剴�ｿ��SS�6sCCs"�ダンプ ���ﾂ�100 �*��9883 ���YO�<��直穣み十トラックシート(蘇りエステル紋) 

480 剪�ダンプ 俯yF��100 �*ｲ�8S ���Y%��ｲ�屯積み十トラックシート(ポリエステル披) 

491 剴�CRﾓS�6sCCx睦�ダンプ 丼HｻR�100 �*��9915 �H�YN�､r�宙組み十トラックシート(ポリエステル披) 

48包 剴��cRﾓS��ﾓ�Cs"�ダンプ ��Vﾂ�100 �*ｲ�23 �H�X枇ﾟR�屯統み十トラックシート(ポリエステル塑) 

4馳 乘H�檍���伜(ⅹnｸ暮t��hX�檍���伜(ⅸ*ｩwx���<俾陞���(里���ダンプ �>���100 �*��6056 ���YO��b�薗飯み十トラックシート(ポリエステル粗) 

4軸 剪�ダンプ ��Vﾂ�100 �*ｲ�321工 �H�YO�ｲ�屯旅み十トラックシート(ポリエステル襲) 

485 剪�ダンプ 仄h��130 �+2�806 倅��YN����髄慨み十トラックシート(ポリエステル襲) 

486 乘H�檍�����(ﾌr�川崎高率区前車耶-75-1 ��ダンプ 佻9%ﾒ�重3 ����+ｲ�302 冩��X鷙��直塙み十トラックシート(ポリエステル襲) 屯積み十トラックシート(ポリエステル裳) 

437 俐ﾈ�檍�����(���川場市率は高車町合で5-1 ��ダンプ 弍宇��1容 ����+r�容19 �H�X�)x��

4馳 冓X�檍�����),｢�川崎両帝区粛軍町3一穂-1 ��ダンプ 弍悪r�13 ����,b�31容 ���YN����蜜積み十トラックシート(ポリエステル援) 宙紙み十トラックシート(ポリエステル製) 

489 乘H�檍�����(里�川崎同軍厚相宰相3-75-1 ��ダンプ 丼HｻV��ﾒ�����-��310 乂ﾈ�Xﾄ9J��

4gO　　抹式会社　山遜　　　　川崎同率区前車関前一語-1 剪�ダンプ 伜IF��3���+ｸ�����劍鋸�YO盈��直抽み十トラックシート(ポリエステル製) 

庫債み十トラックシート(ポリエステル襲) 
側　紙会社山娃l川棚醐剛5-章 剪�ダンプ ��ﾋ��3�+ﾘ���������[H�YO悦��



<運搬車両一覧>　東京都文京区小石川　→　神奈川県川崎市II幡区扇町

¥ 俶yw��(,ﾉkﾈ�9��使用若の住所 ���&��h���Ky�ﾈ,ﾈﾆ��2�俾�:�H･陞ﾉMHﾘb�劍刮��贓�ｨ,ﾈｼ俤r�飛牧師を防止する的遮 

492 冑ﾘ�檍�����(ﾇﾒ�川崎市串区商事町3-楯-1 ��ダンプ ��Vﾂ�130 ��x�ﾒ�811 �+8+8�X薨w��直撒み十トラックシート(ポリエステル塑) 

493 冑X�檍�����(ﾇﾒ�川場面毎は商事町3-75-1 ��ダンプ ��Vﾂ�130 �+r�3重4 �H�X�8�b�直痛み+トラックシート(ポリエステル嬰) 

・19」 冑ﾘ�檍�����(ﾇﾒ�川崎商事区商卒町8-75-1 ��ダンプ 亦�章80 �+r�317 ���YO衣R�暗励み十トラックシート(ポリエステル捜) 

495 佇h�檍�����(里�川崎昨宰区商事町3-75-l ��ダンプ 僮ﾙF��130 �+ﾒ�305 �H�Y�i���匝積み十トラックシート(ポリエステル塑) 

d96 ��Vｸ檍�����);2�川崎市率区的串町奪-75-1 ��ダンプ �ﾉVﾂ�130 �8"�309 ���Y%��2�曲蝕み十トラックシート(ポリエステル筏) 

497 乘(�檍�����(��川崎巾串区勅率町3-75-l ��ダンプ 仭儼ﾂ�130 �+��303 ��H�Y%鄧r�覗撒み十トラックシート(劉エステル製) 

498 ��ｸ�檍�����)¥��川崎市串区商事同種-75-1 ��ダンプ 椿��130 �+ｲ�307 �B)%駢��臆棚み十トラックシート(ポリエステル製) 

499 �<俾陞�����)���川崎昨年区前車即で一穂-1 ��ダンプ �,颶��130 �+ｲ�316 �H�YO�7ｲ�匝納み十トラックシート(ポリエステル披) 

500 冓X��8�����(佖�川跨市串区同率同博一稀-1 ��ダンプ 丼HｻR�130 �,��315 冩��Y�i���請韻み十トラックシート(ポリエステル挫) 

5調 冑ﾘ�檍���亥);2�川崎市軍区雨幸田の-75-1 ��ダンプ 佩�%r�130 �+ﾒ�804 僣ﾈ�YO��b�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

502 乘H�檍���亥(ｯ��川場掃蕩区細密町3-75-1 ��ダンプ ��Vﾂ�130 �+r�312 �H�Y%�7ｲ�屯蝕み十トラックシート(ポリエステル故) 

iO3 冑X�檍�����(佖�川鰭市奉区柵牢町8-75-1 ��ダンプ 丶)���重30 �+��320 兌H�X鷙ｸb�市債み十トラックシート(ポリエステル製) 

504 �<俾陞�����(ⅳ�川峰市宰区商等町3一概-1 ��ダンプ ��+r�130 �+��3露1 ���YO虻b�笹積み十トラックシート(ポリエステル塾) 

505 乘H�檍�����(���川崎市辞区同輩町3-7㌻き ��ダンプ 偖)M"�130 �+r�3二塑 �H�YO飲2�曲積み+トラックシート(ポリエステル製)’ 

506 冲ﾈﾌ�檍����ﾙ�蝎.ｸﾕB�神恋川県川前市川同区派叩丁目9-17 �*��Bﾓ3cbﾓ(�｣S��ダンプ ��ﾈﾞ��130 �+2�9200 �,ｨ�YO��b�曲積み十トラックシート(ポリエステル製) 

507 冲ﾈﾌ�檍������+y�ﾙGﾒ�紳東川剰II崎市川特区湊町3丁目8-17 ��ダンプ ��ﾉ4��130 �+r�920l ���Y%����産暗み十トラックシート(ポリエステル紋) 

508 儻ｨﾌ�檍����68�.ｸ���押恭II陳III蛤市Ii憫区榔丁目9-17 ��ダンプ ��ﾈﾞ��130 �+r�920曳 �,ｨ�X鷓w��桓横み+トラックシート(ポリエステル製) 

509 况8ﾍH､ｩJﾘ�茜H�檍���糾豹I駒川喝市川儲区大川町重3番地4号 �-��Bﾓ3CBﾓ��#2�ダンプ ��ﾈﾞ��180 �*��2003 ��H�Y4y�ｲ�虹概み十トラックシート(ポリエステル製) 

510 俘���h����<俾霎���ﾃ｢�神奈川酌=噸商川場区大川町18稀地4号 ����Bﾓ3CBﾓ��#2�ダンプ ��ﾈﾞ��180 �*��2006 ���YO��b�直観み十トラックシート(ポリエステル製) 

軌1 仆ﾙ4�ｸ���茜H�檍���糾奈川爪川崎珊=雌区大川町13希)帥号 �4釘ﾓ3CBﾘｯ��#2�ダンプ ��ﾉ4��!30 �*B�2007 兒��YO衣R�屯極み十トラックシート(ポリエステル筏上 

51雷 ��i/ｩn(ﾝ��綾(-ﾈ檍���袖奈川県川崎市川的区大川吋13番地4号 ���ﾍﾓ3CBﾔ�C#2�ダンプ ��ﾈﾞ��180 �*"�2008 ��H�Y%��b�蜜概ね十トラックシート(ポリエステル披) 

513 傚i5�､ｩJﾘ��<俾陞���神奈川蜘Il陶耐Ii筒区大川町13番地4号 ���Bﾘｯ�CBﾓ��･ﾓ��ダンプ ��ﾈｭ��130 �*"�2011 ��H�Y%鞴��面強み十トラックシート(ポリエステル捜) 

51d 况8鳬n(ﾝ���<俾陞���朴襟川腺川崎耐i鵬区大川町章師部同母 ����ｵH�S3CBﾓ��)xｲ�ダンプ ��ﾉ4��130 �*"�20重包 �H�Y%��b�直積み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

5置5 �(ﾘ(虜���郁�陞���神奈川県川崎市川雌区大川町13制的号 ��'rﾓ8��ｸ�ｸ�｣#2�ダンプ ��ﾈﾞ��130 �*��2肌4 兌(�Y%�%��直積み十トラックシート(ポリエステル致) 

5I6 况8ﾝｸ傾倩�栄h�8檍���神奈川県川崎市川均区大川町13稀地4号 ���BﾓイBﾓ��ｼ��ダンプ ��ﾈﾞ��180 �*��2015 �H�X�8ｸb�日成み十トラックシート(ポリエステル製) 



汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類
<運搬箪両一環>　愛知県名古屋市議区松見町　→　愛知県瀬戸市山路町

1 僭iw���,ﾉkﾈ�ﾟ��使用密の住所 刋�xﾙ�b�呼体の形状 俾�:靂H��靺ｨﾘb�汚襲土壌の撞鉦 儖(ｸ倚�/�f育�+x.����ｲ�側聞立 假9&ﾘﾊyEｸﾌｹ�ｩfY4y*ﾃ))ｩmｨ��r� �5�987b�尼弧小牧　　工30　　ら.∴∴重0 俑��YO����故殺み十トラックシート(ポリエステル掬 

8 3 �ｩ�zr�受知県瀬戸市萩殴町2丁目u7 ��ダンプ �?)Tｨ揵4�����KS�����,(�����"�鉛・枇系 �8�(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

開明立 �I&ﾘﾊyUｩ�ｨﾘ(塋了*ﾈ幌)ｩm｣��r� �5�987b�屈孤小牧　130　　つ　　　宴0 ��H�Y%�<r�高枕み十トラックシート(ポリエステル製) 

4 ��I[yzr�程知県淑戸市秘蔵同2丁目117 ��ダンプ 仭ﾈﾌｨ揵g�����3�����,h��������｣��飴・批窯 �+ﾉ�X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｾ�鋳�

5 �ｨｷ)zr�愛知県納戸商議殿町2丁目117 ��ﾄ3�ﾙ=ﾘ*#s鼎2�ダンプ �?)Y8揵g����xｳ�����+ﾘ������窺R�鉛・碓窓 仂延�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6x,ﾘ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

6 忠��k騷r�受知鼎撤戸稿萩破調雷丁目117 ��ダンプ �霹淫ﾉg����������*ｸ���������鉛・耽読 冕�,�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

7 ��9�越r�擾如県瀬戸市刺殺町2子日117 ��ダンプ 仭ﾈﾌｨ揵g����������*ｸ�����因Fﾄ�"�鉛・枇索 冕栄�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ�"��

8 ��I[yzr�愛知県淑戸商談敵吋2丁目嘉17 ��ダンプ �?(ﾆ淫ﾉg����������*ｸ������ｷ"�鉛・枇衆 偬��H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

9 忠'�ｷ)zr�愛知県淑戸沖波殿町2丁目u7 ��ダンプ 緬/ｩ���g����3�����*(����z��4��扮・耽詩 侘僮X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

10 僮Xｷ)zr�包知鵬湖戸市報殿町亀丁目117 ��ダンプ 仭ﾈ�揵g����3�����*H�������ﾂ�鉛・磁架 丿xﾊX-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ�"��

11 亂飲Yzr�観知県紬戸市議殿同曇丁目117 ��ダンプ �6ｨ膵揵g����������,ﾘ�����鉄��紛・批難 �:冑ﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6x,ﾘ8ｨ4x5�6X8ｹfR��

1包 �ｨｷ)zr�愛知県湖戸市被服町2丁即17 ��ダンプ 仭ﾈﾌｨ揵g����������,ﾘ�����俤��鉛・批索 倅ﾘ･H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

13 �ｨ7�685�92�愛知県名古座和曾山区脅心4丁目200 ��S"ﾓs澱ﾘ�^�#��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊���3���*��������蛤・碓務. 丿y5�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

14 ��l�7�685�92�愛知県名古屋市や山区辞心4丁目釦3 ��S"ﾓsツ�##��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊���������*���������"�怜・枇努 �����-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

章5 ����ﾈ7�685�92�漫知照名古屋市や山区串心4丁目203 ��ﾝ｢ﾓs澱ﾓ�##��ダンプ 冖ﾈﾌ8�H���3�����+������2�鎗・枇窯 �)IX-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹoｒ�

16 ��'x7�685�92�愛知県名古屋市や山区串心4丁目208 ��ダンプ 亰Hｶyyｨ���3�����*H�����B�ぬ・枇溶 俎ｸｿH-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

宣7 �ｨ7�685�92�受知県名古座市や山区率心4丁目003 ��Y�rﾓs澱ﾙ��##��ダンプ 冖ﾈﾌ9yｨ���3���*h�����R�掛・枇怒 �+ﾈ�8-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

18 �ｨ7�685�92�愛知県名古屋市守山鴎詩心4丁目如3 ��S"ﾓs澱ﾙz�(-ﾃ��ダンプ 俘ﾈ尸O�����ｼ������*(����SX闥�紺・耽深 冤ｩ9ﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾝ���

19 �ｨ7�685�92�愛知県名古昆布曾山区幸心4丁目抑8 ��S"ﾓs澱ﾓ�)o��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊���3�����*(�������b�鉛・枇誅 丿ﾙ_�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｾ"��

歓) �ﾈ7�685�92�擾知照名古屋市曾山区毎心4丁目蜜03 ��$簽s澱ﾓ�##��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊�������*����ﾈ��cC�r�蛤・枇蘇 �+ﾈｿH-ﾘ+x6x8�7H4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

2重 �ｨ7�685�92�霞如県名古田和や山区串心4丁目200 ��YEbﾙKSbﾘ�ｯC��ダンプ 冖ﾈﾌ8汯���������*�����cC���鉛・耽読 �+ﾈ�ﾈ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ=b��

合2 兀B�7�685�92�愛知県名古座市中山臣事心4丁目203 ��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊�������*h�������途�鉛・磁索 佶hｵ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

28 兀B�7�685�92�免知県名古庄商勺山区母心4丁目的3 ��$簽s澱ﾓ�##��ダンプ 冖ﾈﾌ8ﾜ����因C3���*������b�船・耽索 俤ﾙ�X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

24 �ｹZ)�(ﾉｨﾝ��愛知県駐日井出大手町2丁目的4-1 ��ダンプ 儖n�淫ﾉg����3�����+8����ﾇ�)���館・枇窯 ��)�X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ淞��

雪獅 �ｹj雲(ﾇﾘﾝ��安如腺春日井市大手町2丁目如4-1 ��ダンプ 仭ﾈﾌｨ揵g����絢3�����+x���������愉・磁索 �+ﾉ�X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ7｢��

ま6 宙�(�979���｢�愛知腫春日井的大手町2丁目納国-1 ��ダンプ 仂y�H揵g����������+x����/y���鉛・枇索 仭)��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｷ｢��

包7 �ｹ�9�ﾘⅹ�hﾜｲ�痩知腿駐日非市大手町2丁目卿4-1 ��ScほnBﾓSc�b�ダンプ 兀x�8揵g���YC�����+8����9ﾙ�2�鉛"即諾 仆i4�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

ま8 �ｹ/h楮ⅹﾞ��愛知県粧日光柿大手町亀丁目捌け-1 ��X諄蘒�(�cS��b�ダンプ 儖i*8揵g�������3�����*ｸ����ゴs��鉛・政策 仂井(-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｷ｢��

宴9 �ｸ蟹jxﾉｨﾝ��程知県楽日井市大手町2丁目紬4-1 ��ダンプ 儖i*8揵g����3�����+8����zﾃy^��鉛・散策 �=I��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

80 �ｸ�9vX¬hﾒ�表知孤密冨井市大手町容丁目卿4-重 ��Scほ�ｲﾓSc�b�ダンプ 儖i*8揵g�ｸ�Κｼ������+x����ス.｢�鉛・枇塘 俤ﾘｬ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

31 �ｸ蟹=ｸ顥�｢�愛知県密日舞市大手町2丁目的4-1 ��ダンプ 儖hｴｨ揵g����頴��ｨ����,h����3Y'��約・敢然 �+ﾈ寤-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����



<逆数車両一誌>　愛知県名古屋市海区船見町　→　愛知県瀬戸市山路町

使用済の名称鮮 俶yw�jx,ﾈ���連絡先 偬I�ﾈ,ﾈﾆ��2�自動垂笠飯浦ぢ �栄Y7��ｸ,ﾈｾﾘ娚�飛般袴を肪止する㈹迫 

32 �ｹdｩiikｩfR�魯如爪各富樫市塙槌区敬体町3丁目41-2 �9ｳ(ｨｳhｭ蔦##���ダンプ 冖ﾈﾌ968�������-鎚�����泳��鉛・批鶉 倡9_�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹK"��

3寄 �ｹM��ﾉ�Y|��愛知県名古屡布陣槌区鍛作調3丁目4l-包 ��X-ﾂﾓccRﾙ%ﾉ8���ダンプ 冖ﾈﾌ96����3�����,�������B�鉛・枇控 ��迂ﾘ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹN"��

3亀 宙ﾝy�Igｸﾊy'｢�愛知県名音程市瑠鎧区鍍作調8丁目41-2 ��YvRﾓccX�ｩD��｣���ダンプ 冖ﾈﾌ8夊�����������,ﾘ����ｶCC��鉛・曲流 丿y�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�鋳�

35 忠l泳ym綾ｸｼb�愛知県盤古毘両地槌区製作口の丁目41-豊 ��S"ﾓccX��##���ダンプ 冖ﾈﾌ8ｾﾈ�����������,ﾘ����3c���鉛・枇蒸 �+ﾉEｸ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

86 �ｹ�ｩm謁��"�愛知県名春霞押隠鉱区館(伸す8丁目4ト2 ��X5�ccRﾓ##���ダンプ 冖ﾈｶy|x���������,ﾘ����=ﾓs��鈴・枇蘇 �+ﾉ�ﾈ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

37 忠+)o)iikｩ|��審如拙名古座市瑠槌区製作町3丁目4ト亀 ��S"ﾓi9ｲﾓ##���ダンプ 冖ﾈﾌ968�����������,(����S����鉛・枇蒸 傅HﾊH-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

33 忠��ｬ�m偉�ｲ�愛知県名古庄神秘歯区惣冷暗3丁目4ト曇 ��Y�9ｲﾙ�s#���ダンプ 冖ﾈﾌ8ﾜ����������,ﾘ��*ﾘ��Y4���鉛、枇窓 �+ﾈｬ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸﾛB��

89 �ｸ�ﾘ�(��閧�受如県名古座布守山区的田町1201 ��ダンプ 冖ﾈﾌ9Yx���3�����+��������2�飽上面t窓 �)�x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹN"��

40 宙ｪ���(ﾌxﾋﾒ�怨帥県名古屋市部山区脇田町l勘1 ��ダンプ 冖ﾈﾌ8壺��������,(����#s#r�鉛・枇黙 �=I��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹfR��

41 忠l��ｨ�)yﾘ閧�愛知県名古思市や山区的田町1創1 ��ダンプ 冖ﾈﾌ9�������3�����,h������94澱�鉛・枇織 俘),�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

42 宙ｾ��ｨ柯¬�r�浸却県名古屋市や=I区脇田町1釦1 ��ダンプ 冖ﾈﾌ9(ｸ�����3�����+ｸ����CXｵCR�鉛・批索 兌x*ﾘ-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

48 �ｹ�ｨ�)<hﾖB�愛知県名言題的勺`山区的田町1201 ��ダンプ 豫ｨﾌ8汯�����������+x������SCSB�鉛・枇索 �+ﾉ4�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

44 �ｩT8ｻｸ蜥�愛知県小牧姉大雄盲728-継耀 ��ダンプ 儖i*8揵g����3�����+�������CR�飴・耽読 �)¥h-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹN"��

45 ��卿��隼.ｲ�受如県小牧市大掌る728「鑓2 ��Y:ｲﾓ#蔦涛�R�ダンプ ��+｣�g������｣3�����+8����CSCR�鉛・雌恭 俤9�x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

46 �ｨ��ｻｸ蜥�密如県小牧市大的7勧一塊 ��ダンプ ��馭X揵g����3�����+x����SCSB�鉛・枇癖 ��5�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

47 �ｨﾊ(倩5H�ｸ7(5��愛知県小牧市大堆57槌ゼ76 ��Scふs蔦h��2�ダンプ �?(ﾌｨ揵g����������*�����C�､��鉛・批索 �+ﾈｮx-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹN"��

48 �ｩ�Y5H5H�ｸ7(5��愛知県小牧昨大雄露7榔セ76 ��Scふs蔦c��2�ダンプ 仂y_�揵g����3�����*(����C��r�鉛・枇索 �(��X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

49 �ｸ6X4(�ｸｷﾈ�cx�h8ｨ5(�X6d�｢�琵卸県駐日非市高野吋5丁目aト14 ��Y�｢ﾓィﾓsS�u��ダンプ 弍)Xﾈ�����3�����+������コ�細・枇許 倬���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｦ"��

50 �ｸ��ｸﾘｷﾈ�h6�%8�X6h42ﾒ�愛知県屯田非昨娘婿的5丁目2ト14 ��ダンプ 僞�-ﾘ�����������,ﾘ������4湯�鉛・枇諌 �+ﾈｬ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

5重 �7ﾘ8ｸ5h6�5�488Hx｢�愛知県城田市保見町井ノ前納 ��ScRﾓCふ33#��ダンプ 亰�68���S�3�����+�������.迭�船・枇藷 仂円8-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹN"��

i5登 �7ﾘ8ｸ5h6�5�488I^ﾓ2�浸知県鍵田布保見町井ノ向勧 ��ダンプ 儖968�����������,h������モ�鉛・枇繁 �=I��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

63 �7ﾘ8ｸ5h6�5�488I4��愛知県鍍囚市保見町井ノ向26 ��ScRﾓCふャ#��ダンプ 倆i68�����������,ﾘ������(ｨﾂ�鉛・批裁 �+ﾈ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

54 �7ﾘ8ｸ5h6�5�488I4��塁知県挫田姉保見町井ノ向26 ��ScRﾓCふ33#��ダンプ 亢Y68������ｸ�ｸ����,h�����穎B�鈴・職務 儼8�X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�鋳�

滞 �7ﾘ8ｸ5h6�5�488Hx｢�愛知県豊田市僻見町井ノ向郷 ��ダンプ 倅�ﾘ�����������,ﾘ�����#���鉛・枇系 �(･H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�鋳�

56 �7ﾘ8ｸ5h6�5�488I4��愛知腺雌日面僻見町井ノ向郷 ��ダンプ 倅�ﾘ����������+�������csッ�鉛・磁溶 冰(ｿH-ﾒｸ6x8�7H4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ�"��

57 �7ﾘ8ｸ5h6�5�488Hx｢�愛知県関田市僻見町井ノ向26 ��ScRﾓCふ38ｵC��ダンプ �)9?ｨ�����3�����+�������SR�鉛・枇架 �)��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�鋳�

58 �7ﾘ8ｸ5h6�5�488Hxﾂ�愛知腿織田市僻見町井ノ向26 ��ダンプ 倅��ｨ�����3�����+ﾘ������SR�鉛・枇素 伜�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ曖��

59 ��H4��ｸ6x6��ｸ684ﾈ5ﾈ5H4ﾒ�漫知県名古屋市商区寺崎町l-露 ��S"ﾓc�X自���ダンプ 冖ﾈﾌ8夊���������,ﾘ����-I���鉛・耽恭 ��i+ﾈ侍-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

00 儖i*97冦慰榎�4��愛知駅名古庄瞭夷自区一奉職1丁目11〇十1 ��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊�����������,ﾘ����mﾓcr�鉛・敢詰 �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

61 儖i*97冦慰頴(x｢�安和鳩名言屡両天白日-水根!了郎101-章 ��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊���������,ﾘ����CsC��鈴・枇蒸 �(��x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

62 儖i�ﾙ7冦慰�,�4�� ��ダンプ 冖ﾈﾌ9Yx�����������,ﾘ������ビ�鉛・枇索 �����-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

(斌 儖i*97冦慰榎��,ﾂ� ��S"ﾓ��Rﾓ8*ｳ�b�ダンプ 冖ﾈﾌ8夊�����������,ﾘ����ｻﾓ���鉛・枇鰊 �69��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��



<運搬輌一覧>　愛知県名古屋市轄区船見町　→　愛知県瀬戸市山路町

使用蜜の名称等 俶yw���,ﾈ���連絡先 偬I�ﾈ,ﾈﾆ��2�白的事登録番号 �案�7丼H,ﾉ{Hｻﾒ�飛散特を肪止する陥遊 

64 儖i*97冦慰��Hx｢�観如県名古田的天白庄一春雄l丁目I10重・1 ��ダンプ 儼ﾈ鉙�����������,ﾘ����#�釘�蛤・耽窯 �(挨H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

65 儖i*97冦慰��ﾙ�2�盈如県名古庄市天白区一本松1丁目11〇十1 ��ダンプ 僥胤ﾈ�����������,ﾖ������ﾃs�ﾔ��鉛・磁溶 �+ﾈ･H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

66 儖i*97冦慰粟ｹ^ﾒ��良知県名古恩師天白区一本松I丁目1章Oト1・ ��ｦ�6s��Rﾓゴ�b�ダンプ 儼ﾈ鉙�����������,ﾘ����ｧ8ｧ2�鉛・碓索 侘傴�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

67 �9X.��m慰��ﾉ4鋳�愛知襲名普段市来自区一本松1丁目裏書Oト1 ��ダンプ 僥胤ﾈ�����������,ﾘ�����s���鉛・枇瀦 �(�5�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

68 ��7冦慰怨�4��擾知撮名古塵肺天白区一本怯l丁目1周章・1 ��ダンプ 僥胤ﾈ�����������,ﾘ������:��ｲ�掛・碓溌 冤ｩIX-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

69 儖i*97冦慰鮎iYB��提知爪名古屋耐天白区一本松1丁削】01-重 ��ダンプ 儼ﾈ鉙�����������,ﾘ�����挨R�鉛・批難 �+ﾈｺ8-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ�"��

70 ��4��Yjxﾌ�ｲ�愛知県源部榔蝕江町源氏1丁目的 ��Scrﾓ澱ﾓ�3s��ダンプ 冖ﾈﾌ9�h������x����*h������ﾂ�粉▲碓怒 佻�4�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ<b��

71 宙�)�YMIy��"�安知鳳絢郎郎蟹江町源氏1丁目脚 ��ダンプ 冖ﾈﾌ8夊�����������*(������r�鉛・枇藷 �9$�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｯｲ��

7雷 �ｸｻｹ[��Y|��痩知姑紡部耶蛾叩鯨氏1丁目69 ��ダンプ 傲偉8汯�����������*���������扮・枇蒸 �+ﾈ�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

73 宙ﾕ95Hﾘ�5IE��愛知県湘部耶録江町源氏l丁目69 ��ダンプ 冖ﾈﾌ8汯�����������*H�������"�鉛・枇孫 �)$�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹoｒ�

74 宙ｺ9�Yjx隼fB�愛知県海部耶蟹江町源氏1丁目69 ��ダンプ 冖ﾈﾌ8壺�������xｸ����*�����$�r�飴・磁蒸 冕�4�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

75 忠�9�Xﾘ�5IE��愛知県流郎郡鉱牲町源氏量丁目69 ��ダンプ 冖ﾈﾌ968�������+�������Ywr�鉛・枇窯 俾Xｫh-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

了6 �ｹ��jy:��"�受知県海部都銀江町源氏1丁目69 ��ダンプ 冖ﾈﾌ8ﾜ������38����*��������紛・枇索 ��ﾙ4x-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ=b��

77 �ｸ緊jy�����慶知県海部朋蝕江町源氏汀目的 ��ダンプ 冖ﾉ�������������*���������鉛・耽読 �(�8-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

78 �ｹ�Xﾘ�5Hﾛ��愛知県海部郡抜江町洩氏l丁目69 ��ダンプ 冖ﾈﾋ霎ﾈ����ｯ����x-������B�鈴・破揺 �+ﾈ�X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｹ"��

79 忠��ｭｸﾊｸﾗｩE��三重隔桑名郡木田叩町白鍵債遅-87 ��Y?｣rﾓcふ�"����ダンプ 倅�������3�����*�������)vr�鉛・敬諌 �+ﾉ�x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

80 �ｸｭｸﾊｸﾗｨ鑽�三腫県衆名郡木曾岬同日蜂6鉱一87 ��Scrﾓc胃s9D�B�ダンプ 倅�ﾘ�����3�����*�������r�紛・枇轄 �)�ﾈ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

81 �ｸｭｸﾊｸﾗｩ�r�三孤腺東名郡木曾卸町白避6躯鴫7 ��ScrﾓcほnC�B�ダンプ 倅�ｨ�����������*�������92�、紛・枇窮 丿ﾙ)ﾈ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

8亀 忠�8ｭｸｵ��Hｴ��三嘘県舞名耽木曽同町合致6ま8-87 ����*�c��ｳ3#�B�ダンプ �����������3�����*(������.2�船・枇索 �(迂X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ'b��

舗 �ｸｭｹ]��ｩE��三皿県桑名秘本鈎卸町合穂6鑓-87 ��Scrﾓcふ8ﾆ�4��ダンプ 倅�H������(����*���������紺・枇露 俾Y�x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ�"��

84 宙ﾘXｭｸﾊｸﾗｩhR�≡皿煉爽名那木曾同町自鵜6ま8-87 ��Scrﾓcふ3#�B�ダンプ 倅�����������*(������r�’鉛・枇然 �+ﾈ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ���

85 ��4亊ｸﾊｸｦy*2�三嘘県桑名郷木曾同町色艶628-87 ��Scrﾓcふ3#�B�ダンプ 倅�h�����3(����*(������b�鉛・枇窯 ���ﾈ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ|R��

86 宙xｸｭｸﾊｸ鑛�ｲ�三皿県盛名郡末幽仰町自鵜6公職7 ��ダンプ 倅�H������������*h������"�鎗・枇溶 �9YH-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

87 �ｸｭｸﾊｸﾗｩ�ｲ�三Ⅲ県桑名耶木曽押町自謎628-87 ��Scx自^ﾒﾓ3#�B�ダンプ 倅�x������(����/�������ﾂ�鉛・枇蒸 ��暗部み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

83 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709劉也 ��#c3��ﾓ�3cb�ダンプ 傴ﾉgｸ�����������,ﾘ���C���鉛・枇索 倡9$�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

89 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和国4709番地 ��#c2ﾓC�ﾓ�9��ダンプ 傴ﾉgｸ�������������,ﾘ�������b�鉛・枇諾 佻飆X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ=b��

90 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松木市大字和田4709利他 ��j茨rﾓC�ﾓ�3cb�ダンプ 傴ﾉm��������������,ﾘ������ｬｳR�鉛・舶窓 �+ﾉ�x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹfR��

91 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長姉限松木市大字和田d709番地 �+)��ﾓC�ﾓ�3cb�ダンプ 傴ﾉgｸ�����������,ﾘ������xｲ�鉛"碓索 ��蜜軌み十トラックシート(ポリエステル敏) 

92 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��蛾県松本和犬宇和剛700番地 ��(鋸�d��i�cb�ダンプ 傴ﾉgｸ�����������,ﾘ������3R�鉛・祉蒸 ��薗積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

93 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��豊野県松木市大亭和田47的番地 ��#c2ﾓC�ﾓ�9e��ダンプ 傴ﾉm������������,ﾘ�����ツr�鉛・枇緊 ��遭励み十トラックシート(ポリエステル塾) 

94 ��o�6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野膿め本市大字和郎709番地 ��#c2ﾓC�ﾓ�3c��ダンプ 傴ﾉgｸ�����������,������4澱�鉛・砧架 ��屯徹み十トラックシート(ポリエステル製) 

9与 ���(6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��捜呼県松本市大宇柳田4709番施　　　0263-40-0紡6 刄_ンプ 傴ﾉgｸ������������x������c���鉛筆枇索 ��直研み十トラックシート(ポリエステル製) 



<運搬輌一環>　愛知県名古屋市海区松見町　→　愛知県瀬戸市山路町 

使用者の名称簿 俶yw���,ﾈ������ﾉч�b�呼体の形状 俾�:餒囘ﾉEﾈ靼."�相貌士種の槌姉 儖(藝i�/�f育�+x.佻�ub�

96 �$R�6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松木市大宇和剛709番地 � �5�987b�松木　　100　　は　　創46 �H�X鷙ﾟR�曲観み十トラックシート(ポリエステル吸) 

97 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松木市大字和郎709番地 �0263-40-0366 �5�987b�松木　　100　　は　　2112 �H�YO��b�宙積み十トラックシート(ポリエステル製) 

93 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本市大字和田4709番地 � �5�987b�松木　　100　　は∴∴∴購㈱ 兌H�YN�ﾟR�直組み十トラックシート(ホリエステル披) 

99 ��柀6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松木市大字和田4709番地 �0敬連-40-0366 �5�987b�松本　　100　　は　　201き ���Y%��b�蜜龍み十トラックシート(ポリエステル披) 

108 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本珊大字和田4709番地 �0263-4m866 �5�987b�松本　　100　　は　　亀081 �H�YO�ｲ�直飲み十トラックシート(ポリエステル嬰) 

101 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��秘腫脹松本市大字和郎709番地 �0263-40-0366 �5�987b�松本　　100　　は音∴∴20織 ��B)^ｨﾆ��曲組み+トラックシート(ポリエステル製) 

102 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��炎婿県松木市大字相聞70卵的也 �0263-4o-0366 �5�987b�松本　　100　　は　18筒 �H�YN�ﾟR�直駁み十トラックシート(ポリエステル敦) 

103 ��長野県松本市大宇和凧470鈍的也 � �5�987b�松木　　11　る　　511 �H�YO��b�蜜軌み十トラックシート(ポリエステル塊) 

工04 ��Wx6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��良好県松本市大等和田4709詩壇 �0紬櫓-40-0純6 �5�987b�松本　　100　　は　　1048 兌H�YO飲2�直徹み十トラックシート(ポリエステル政) 

105 ��ﾞX6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松本肺大字和田4709番地 �0263-40-0866 �5�987b�松木　　180　　え　　　締 凭��Y4x�b�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

106 �ｨ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��蚤野県松本前大牢和田4709番地 �0268-40-0366 �5�987b�松本　　重30　　い　　188 �H�YO衣R�直刷み十トラックシート(ポリエステル製) 

107 ��,ﾈ6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��投野燥松木市大字和田4709番地 �0263-40-0366 �5�987b�松木　　100　　は∴∴∴2127 ����YO井��直納み十トラックシート(ポリエステル製) 

宣08 ��'x6x�ｸ5�8ｸ5h5�6X8��長野県松木市大字柳田4709密地 �0263-40-0366 �5�987b�松本　　100　　は　　17飴 �H�Xﾆ��r�暗撒み十トラックシート(ポリエステル蚊) 

109 ��ﾘ7�7h8ﾈ5x88�ｲ�受知県名古麗辞綬区噴油町宰下砂田重58 � �5�987b�名品照∴∴100　　き　　1348 �H�YN�ｸb�直積み十トラックシート(ポリエステル紋) 

重10 �ｨ7h8ﾈ5x88�ｲ�愛知県名古屋両親床唆!耶丁字下汐田1捕 �052-625-3361 �5�987b�食言題∴∴100　　き　　1911 �H�Y%�<r�暗組み十トラックシート(ポリエステル製) 

重ll �ﾈ7h8ﾈ5x88�ｲ�良知県名古庄暗線区噴流町手下砂田158 �0誠一僚獅軍略61 �5�987b�名古屋　100　　皆∴∴∴錨55 傚ｸ�YO��b�直概み十トラックシート(ポリエステル塑) 

112 �ｨ7h8ﾈ5x88�ｲ�魯知県名市思市紋区鴎脚手下砂田158 �052-6鮎」8361 �5�987b�名古屋　100　　き　　8892 �H�YO��R�直組み十トラックシート(ポリエステル製) 

暮18 �ﾈ7h8ﾈ5x88�ｲ�盈知県名古座市報区鳴海町手下汐闘153 � �5�987b�雀宮駁　100　　か　　7538 儼��X藕ﾟB�高槻み十トラックシート(ポリエステル製) 

重14 �+"�7h8ﾈ5x88�ｲ�程如腺名古寝相録区鳴海町手下砂田158 �052-62う-3961 �5�987b�名古座　100,き　　鎚74 ��ﾈ�YO持r�宙舶み十トラックシート(ポリエステル政) 

重15 �ｨｾ闔I����愛知県春日井帝人田町7丁目1丸32 � �5�987b�尾張小牧　130　　と　　　30 ���YO��b�直飲み+トラックシート(ポリエステル致) 

116 �ｹk驅(ｻｸ���漫知県小牧両腕ケ丘8丁目68-1 �0561-42-0129 �5�987b�馬孤小牧　100　　は　　鎚93 豫ｸ�YO�)R�直積み十トラックシート(ポリエステル製) 

117 ��KY;��2� �I&ﾙe�kﾉ'����ｬ�i�Xﾘ)*ﾈ��.�'ﾘ�(�Bﾙ�2� �5�987b�名古座　100　　は　　94肪 �,ｨ�Y[yzﾂ�護聯み十トラックシート(ポリエステル敬) 

118 �ﾈﾚ��2�優細説各市田市報区大高町手足細山I4一掬8 � �5�987b�名古屋　100　　ひ　　嘉16 亊ｨ�YO�+2�薗拙み十トラックシート(ポリエステル蚊) 

重重9 �ﾉ,i�2�征邦銀名車臼昨報区大高町手足銅山14-髄3 �052-698「5包19 �5�987b�名古屈　100　　ひ　　118 �H�X�8ﾟR�曲積み十トラックシート(ポリエステル製) 

120 �ｩV��2�徒如職名苦虫的鎖国大穂町字足部山重d-糊 � �5�987b�名古擾　100　　ひ　　11看 �H�X鷙��薗龍み十トラックシート(ポリエステル援) 

重雷l �ｩ��2�西畑県名古庄晴職区大高町手金諭山1書一緩さ �0裁「693-5219 �5�987b�名古庄　100　　ひ　　114 �H�YO鮎B�直観み十トラックシート(ポリエステル製) 

1a曳 �ｹ7ｩ4亰ｨ���鶉饗禦璃響㌢湘 �0567-56-2狸1 �5�987b�三拡　　100　　は　　4郷7 �H�YO衣R�直積み十トラックシート(ポリエステル襲) 

123 �ｸ�ﾈﾝy�hｵｨｵ��鶉翳禦璃欝や新田 �0567-56一四塑1 �5�987b�名古庄　100　　き　　84捜 �H����b�蚊積み十トラックシート(ポリエステル製) 

1亀4 �8�Xﾙﾈ�UIx�ｩ4���I&ﾘﾊxｻ兀I4�Fｨ��ｨ鉑Ehｺ��)ｩm｣CR� �5�987b�名古昆　100　　は　　き979 ���X薨w��面概み十トラックシート(ポリエステル吸) 

125 ��ｨ�X,��UI7ｨ�94��儖ｩ&ﾘﾊx郢79��O)+��ｨ鉑Ei^ｳ�)ｩm｣CR� �5�987b�名古屋　100　　は　　8771 ����YO��b�蜜撤み十トラックシート(ポリエステル邸 

●　126 �8ﾔ��UH靖/xx｢�假9D�ﾊx､9YI��O(輅�ｨ鉑Eiu�)ｩm｣H*B� �5�987b�名古風　101　か　　8141 凭��YO駅��薗飲み十トラックシート(ポリエステル援) 

127 �8�Y(h,Xｼ越ﾈx｢��I&ﾘﾊx���=�(嚔�ｨ鉑Ehｵ�ﾉ)ｩmｩHﾂ� �5�987b�名古庄　101.か　　3148 凭��YO飲2�麿積み十トラックシート(ポリエステル敬) 



<運搬球面一党>　愛知県名古屋市澄区松見町→　愛知県瀬戸市山路町

他用智の名称諦 俶xｭH�(,ﾈ���連絡先 俑9¥h,ﾈﾆ��2�自助郎登録提琴 ��汚嬉土蟻の龍郷 儖(藕､�/�f育�+x.�4���

128 ��c・中丁東郷舶) 假9&ﾘﾊxｵｸ��坙O(ﾌ��ｨ鉑Ehｧﾈ*�｣CR� �5�987b�名古庄　　重01　か　　91館 ��鎗・雌究 �+ﾈ壓-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

129 ��ダイキ連投㈱ ���&ﾙ�)kﾈﾌ8夊�9(i�ﾈｾhﾌ8��)ｩm｣#s�B�05雷-4重4-6800 �5�987b�名古屡　180　　え　　21重2 ��扮・靴怒 俤ﾙ�X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ騎��b�

180 ��ダイキ逆賊的 假9&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9(i�ﾈｾh孜-ｹ�y)ｩm｣#s�B� �5�987b�名吉尾　130　　え　　的0. ��鉛・亜緊 倅ﾙ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6�8ｹ����

章31 ��ダイキ述段帥 �(�&ﾘﾊykﾈﾌ8夐�ﾙ(i�ﾈｾhﾎ���)ｩm｣#s�B� �5�987b�名古畳　130　　げ　　　的8 ��船・枇褒 �(���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

132 ��ダイキ娃股恥 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9(i�ﾈｾi^ﾉDx.y)ｩmｨ-ﾃs�B� �5�987b�名古屋　100　　い　　　総8 ��鉛・撒諌 仂��x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ=b��

133 ��ダイキ建設的 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8��9(i�ﾈｾhｶy��))ｩm｣#s�B�05叫14-6800 �5�987b�名古昼　100　　ひ　　7塑 ��鉛・雌癌 仂迂X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹN"��

暮鈍 ��ダイキ迎態的 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夐G�(i�ﾈｾi�ｹ=s))ｩm｣#s�B� �5�987b�名古座　　綿0　　え　　　33 ��鉛・枇究 �+ﾈｯx-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

135 ��ダイキ廼徹㈱ �I&ﾘﾊykﾉV8ﾜ���(i�ﾈｾh��艙)ｩm｣#s�B� �5�987b�名古屋　101　い　　8鑓 ��鎗・雌蕊 侘ﾉ~8-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

136 ��ダイキ迎服的 �I&ﾘﾊykﾈﾋ�)8�9(i�ﾈｾhｶy'))ｩm｣#s��� �5�987b�’名古庄　101　い　　綿33 ��鉛・枇蘇 俾X･H-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

137 ��ダイキ孤級的 �/i&ﾘﾊykﾈﾌ8ﾜ��9(i�ﾈｾiV9-ｹ)ｩm｣#s�"� �5�987b�名古盛　　101　い　　8000 ��鉛・枇落 �+ﾉEｸ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

188 �5�484ﾉ�假運ﾖ���Y&ﾘﾌ�kﾉm8��{ﾉ(i�ﾈｾi<�c9)ｩm｣#x��� �5�987b�名古屋　130　　き　　800s ��鉛・耽窯 �(位X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹN"��

1絢 ��ダイキ遮隈㈱ 兔ﾙ&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�(i�ﾈｾhｶxｸｩxｹ)ｩm｣#s�B�0誠-414-6800 �5�987b�名古屋　100　　は　　90ね ��飴・耽窯 仂�(ｨ-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

重寄0 ��ダイキ迅毅的 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8汯�9(i�ﾈｾhｶy'�)ｩm｣#s�B�0滅-414-蝕00 �5�987b�名古庄　101　か　　1719 ��鉛・放蕩 仭)/x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹnB��

141 ��ダイキ孤敵船) �I&ﾘﾊykﾈｯ��韈9�s�v�xﾖ��)ｩm｣#x�B�052-414-6§00 �5�987b�名古風　　100　　ひ　　刻00 ��鉛・雌轄 僮y�x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ膤��

142 �5�484ﾉ;8ﾕｨｪ��仭�&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9(i�ﾈｾhｶy-ｳ))ｩmｩes�B�052-414-6800 �5�987b�名古庄　100　　み　　3000 ��鉛・砧蘇 仂���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

面損み十トラックシート(ポリエステル吸) 
143 ����ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�｢� �5�987b� 剽驕E職系 

重44 � �� �5�987b� ��蛤・枇擢 �)��-ﾒｸ6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｲ��

145 � �� �5�987b�十・ ��鈴・枇索 佛)�x-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸ����

工46 147 148 149 150 15l 15包 重53 裏54 15毎 156 157 158 159 ���� �5�987b� ��鉛・枇萩 仄阮�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｸｬ��

ダンプ �� �H�Xﾚｩ�ｲ�調練み十トラックシート(ポリエステル襲) 

ダンプ ���H�X�8�b�在励み十トラックシート(ポリエステル塊) 

ダンプ ���H�YN�ｴ��珊み+トラックシート(ポリエステル貌) 

ダンプ ��凭��YN�7ｲ�醐み十トラックシート(ポリエステル製) 

ダンプ ���H�YO駅��癒縮み+トラックシート(ポリエステル塑) 

ダンプ ���H�YO衣R�櫨僻み十トラックシート(ポリエステル襲) 

ダンプ �����YO駅��喧蝕み十トラックシート(ポリエステル貌) 

ダンプ 迄������YU2��H�YO駅��遭岨み十トラックシート(ポリエステル的) 

ダンプ ��乂ﾈ�YO�%��西部み十トラックシート(ポリエステル製) 

ダンプ ���H�YO衣R�拡散み十トラックシート(ポリエステル蚊) 

ダンプ ���H�YO��b�郵紬み十トラックシート(ポリエステル鑓) 

ダンプ ���H�XｦﾙDb�商組み十トラックシート(ポリエステル敦) 

直観み十トラックシート(ポリエステル敦) ダンプ 亊ﾉ|ｨ唏唔���|｢����YO�)R�



<運搬輌一覧>　変知県名古屋市海区細見町　→　愛知県瀬戸市山賂町

使用費の名櫛鮮 俶yw��(,ﾈ���迎絶先 偬I�ﾈ,ﾈﾆ��2�自助呼盤根番号 �茜Y7�h,ﾉh�ﾒ�飛散等を防止する糊逆 

160 �� 刄_ンプ ��鉛・枇薙 冕��X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x5�6X8ｹ�ｒ�
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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������

l �+�+�.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ﾈﾉ�"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�9Lｸ�9kﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

3 ��h��Jｩ�ﾈﾏXｭｲ�141258 �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��

4 ��bﾘ*�*�,(*ｲ�129547 �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��

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�9Lｸ�9kﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

6 ��i��Jｩ_8ﾝ渥ｲ�134182 �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��

7 �5h��133554 �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��

8 ��h蓼�Jｨﾇﾉuﾈｭｲ�132255 �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��

9 ����兩8ｭｸ���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・枇素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾉLｳ"ﾓ蔦3��

ll 傲ｸｵ�ｭｲ�134469 �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��

12 ��i?��+8+隴ｲ�「34207 �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��

13 ��h蓼��+8+隴ｲ�133208 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鈴・枇索 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ乖ｳ3��

14 ��h蓼�Jｨ+8+隴ｲ�134458 �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��

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

16 ��iU8�Jｩe��hｭｲ�134426 �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��

17 ��iU9?���e��hｭｲ�134428 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9Lｸ�9kﾈﾖ�"ﾓ�'S3��

18 ��iU9?��JｩYxｸﾘｭｲ�重34431 �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��

19 ��iU8蓼��YYy�hｭｲ�134432 �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��

20 ��iU8蓼�Jｩe��hｭｲ�「34434 �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��

21 ��iU8ﾍﾈ��e�ｸﾘｭｲ�140202 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���b�鉛・枇案 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

22 ��iU8ﾍﾈ�Jｩe��hｭｲ�140550 �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��

23 ��iU9��Jｩe��hｭｲ�141156 �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��

24 ��h�耳ﾘ(ﾛｸｭｲ�135658 �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��

25 ����ｭｲ�135868 �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��

26 ��iJｨｾ�8�NIxXｭｲ�135168 �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��

27 ��iJｩ�XｺHｭｲ�135513 �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��

28 儻�渥ｲ�134264 �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��

29 ��i?��餾�ｲ�「35117 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇索 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾉ霎ik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��

3l 亳yY���ｭｲ�135516 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛一秋素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�9Lｸ�9kﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

32 ��iv�;��141233 �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��

33 倅�ﾈ��Y�xｭｲ�132326 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�(ｨｳ蔦3��

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

36 ���^8ｭｲ�137022 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇素　　　愛知県名古屋市捲区名港2-9-31 

37 ��Y���141717 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇素　　　愛知県名古屋市港区名港2-9-31 



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�」41654 �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��

40 ��h蕀Y��ｭｲ�134599 �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��

41 ��h蕀��ﾕxｭｲ�134564 �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��

42 ��h貶�ﾍﾈ蓼��ｭｲ�134195 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛・枇索 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夐{ﾈﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

43 ��h�戊毎ｭｲ�132330 �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��

44 ��h�?9�h毎ｭｲ�132312 �I&ﾘ､8戊ｩH�檍���鉛へ枇素 �I&ﾘﾊykﾈﾌ8夊�8ﾖ�ｾikﾈﾖ�"ﾓ蔦3��

45 亅���JｩY�渥ｲ�134395 �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��

46 ��h�?�wH�ｭｲ�「34361 �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��

47 ��i?��ﾍﾉdﾈｼｨｭｲ�134650 �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��

48 ��iJｨｪ��ﾈｭｲ�134388 �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��

49 ��iJｨﾔｹ;�ｲ�134190 �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��

占0 ��iJｨﾘ�vﾘｭｲ�133639 �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��

51 ��iJｩ��ｭｲ�131738 �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��

52 僣騁Xｭｲ�141478 �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��

53 儻域ﾙY�ｲ�134448 �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��
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添付審穎　6

頼替・保管の用に供する施設に関する番頭

○保管場所拡大図



添付書類7

読替"保管の用に供する施設に関する書類

1積替・保管施設の配置図

八号的全体図　　名古屋市港区船見町57賽砲地先霞制海逼株式会社八号地現業所


