
（様式３）別紙

合計

U3     ダイセル物流　株式会社 姫路100か6381 1台

U5     日本通運 株式会社 京都11き1606 京都100あ1434 京都100あ3616 京都100あ5203 京都100あ5204

京都100か1481 京都100か2954 京都100か2962 京都100か5374 和泉100か4407

和泉100か5661 和泉100か5738 和泉100か5875 和泉100か5876 和泉100か6046

和泉100か6725 京都100あ6113 京都100い925 京都100か6110 京都100か6466

京都100か6503 香川11き6687 香川100か146 香川100か566 香川100か617

香川100か2737 香川100か2860 香川130あ921 香川130あ924 香川130あ931

香川130え910 香川830あ908 徳島100か33 徳島100か277 徳島100か361

徳島100か1038 徳島102か3 香川100か1503 香川100か1724 香川100か2123

香川100か2146 香川830あ923 徳島100こ5 徳島101く2 徳島130き6

香川130あ901 香川130あ906 香川130あ925 香川130え911 和泉100き277

和泉100き621

U7     株式会社 啓愛社 宇都宮100さ6974 宇都宮100さ8513 宇都宮100さ8965 宇都宮100は776 宇都宮100は778

宇都宮100は1511 宇都宮100は1743 宇都宮100は1813 宇都宮100は1879 宇都宮100は1880

宇都宮100ゆ34 宇都宮100ゆ35 宇都宮100ゆ36 宇都宮100ゆ37 宇都宮400す4614

横浜11に7281 横浜11に8154 横浜11に9277 横浜11に9278 横浜11に9279

横浜11に9767 横浜11に9768 横浜11ふ810 横浜11ほ3891 横浜100さ5200

横浜100さ8980 横浜100さ9139 横浜100す619 横浜100す734 横浜100す811

横浜100す1543 横浜100す3011 横浜100す3281 横浜100す3833 横浜100は99

横浜100は100 横浜100は1045 横浜100は1700 横浜100は1739 横浜100は1787

横浜100は1846 横浜130せ3300 宮城400と440 宮城400と895 相模11に4560

相模11に7550 相模11は737 相模100さ7157 相模100さ8616 相模100さ9010

相模100は768 相模400そ5869 栃木11ほ8330 栃木11ま6641 栃木46の1318

栃木100は126 姫路100は992 北九州11も363 北九州11や8623 北九州11や9644

北九州11ゆ230 北九州100さ388 北九州100さ4434 北九州100は1105 宇都宮400た9056

秋田100は1552 秋田100は1734 姫路100す4754 横浜400ね1034 横浜130と5500

秋田100は2491 北九州100さ7499

U9     有限会社 カネヒラ商会 岡山100さ606 岡山100さ9362 岡山100す4424 岡山130そ1121 岡山130の1122

岡山130と1123

U10    株式会社 有明通商 熊本100す9230 熊本100せ1061 熊本100せ5771 熊本100せ6507 熊本100せ7695 5台

再資源化施設に必要な行為を実施する者
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U16    久留米運送　株式会社 宮崎800か1555 熊本100か2659 熊本100か3590 熊本100か5272 熊本100か5793

熊本100か5831 熊本100か6186 鹿児島100か6132 鹿児島100か6556 熊本100か5954

熊本100か6046 熊本100か6052 熊本100か6422 熊本100か6426 熊本100か6427

熊本800か2815 鹿児島100か6282 鹿児島100か6799 熊本100か7326 熊本100か7327

熊本100か7714 熊本100か7755 熊本100か7785 熊本100か8106 熊本100か8170

熊本100か8171 宮崎100か73 宮崎100か2351 宮崎100か2352 宮崎100か2788

宮崎100か2789 宮崎100か2790 宮崎100か3897 宮崎100か3898 宮崎100か4298

宮崎100か4657 宮崎100か4806 宮崎100か4944 宮崎100か5299 宮崎100か5300

宮崎100か5518 宮崎100か5789 宮崎100か6114 宮崎100か6179 宮崎800か1899

宮崎800か1951

U17    
南関東日立物流サービス
株式会社

品川130あ404 品川130い505 品川130う202 品川130う303 品川130こ101

品川130う707

U18    
首都圏日立物流サービス
株式会社

千葉100い2641 千葉100い3419 千葉100い1160 千葉100い2548 千葉100い3574

千葉100か6537 千葉100い7417 千葉130き830

U19    
関東日立物流サービス　株
式会社

とちぎ100あ3996 とちぎ100あ4044 とちぎ130い22 新潟100か6676 新潟100あ5075

新潟100あ5080 新潟100あ6408 新潟100か7040 新潟100か7520 新潟100か7817

新潟130い1010 とちぎ131う11 新潟130く1001 新潟130こ1002

U20    
東日本日立物流サービス
株式会社

宮城100あ8039 仙台100あ26 仙台100あ50 仙台100あ1638 仙台100あ2131 5台

U21    
中部日立物流サービス　株
式会社

豊橋100あ4291 豊橋100か3457 豊橋100か3917 3台

U22    名宝陸運　有限会社 名古屋100か4874 名古屋100か4875 名古屋100か4877 名古屋100か8747 名古屋100か9880

名古屋100か9881 名古屋100き1425 名古屋100き3903 名古屋100き3904 名古屋100き5056

名古屋100き5057 名古屋100き5065 名古屋100き5066 名古屋100き6319 名古屋100き6320

名古屋100き8541

U23    岡山県貨物運送　株式会社 広島100か5767 広島100か7100 広島100か3661 広島100か6676 4台

U24    濃飛倉庫運輸　株式会社 富山100か2859 富山100か5935 富山100か5983 富山100か6818 名古屋100か5202

名古屋100か5844 名古屋100か6636 名古屋100か9404 名古屋100か9693 名古屋100き1304

名古屋100き3615 名古屋100き4439 名古屋100き6309 富山100か7798 富山100か9288

名古屋100き2128 名古屋100き9071 名古屋101か2871
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U25    
日立物流ダイレックス　株式
会社

札幌100あ9194 札幌100き3229 札幌100き4401 札幌800あ5110 札幌800あ5111 8台

合計

U25    
日立物流ダイレックス　株式
会社

札幌100き828 札幌100き2909 札幌100き6292

263台

合計

U15    日本貨物鉄道　株式会社 W19D 1型式

1型式

登録・車両番号

総合計

登録・コンテナ型式

総合計
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