
浪江町内放置自動車写真(４１～６０)

41
個別番号 Ｂ３－５０ ボティーカラー 白
種類 軽自動車 ナンバープレート いわき　４０　ち　７５－７６

メーカー・モデル スバル　ヴィヴィオ 放置されている公共
施設名称

ＪＡふたば　東側駐車場
車台番号

写　　　　真



42
個別番号 Ｂ３－５１ ボティーカラー

車台番号 L610S-074915

種類 軽自動車 ナンバープレート
白

いわき　８８０　あ　･・　３８
メーカー・モデル スバル　サンバー 放置されている公共

施設名称
ＪＡふたば　東側駐車場

写　　　　真



個別番号 Ｂ３－５２ ボティーカラー

放置されている公共
施設名称

白
種類 軽自動車 ナンバープレート いわき　８０　あ　・５　２９

メーカー・モデル スバル　サンバー
ＪＡふたば　東側駐車場

車台番号 TT2-059300

写　　　　真

43



個別番号 Ｂ３－５３ ボティーカラー
種類 軽自動車 ナンバープレート

メーカー・モデル 三菱　ミニカ 放置されている公共
施設名称

ＪＡふたば　東側駐車場
車台番号 H42V-0504250

写　　　　真

いわき　４８０　い　・・　４４

44
紺



ＪＡふたば　東側駐車場
車台番号

個別番号 Ｂ３－５４ ボティーカラー

写　　　　真

白
種類 軽自動車 ナンバープレート いわき　４０　つ　１９－７７

メーカー・モデル スバル　サンバー 放置されている公共
施設名称KS4-293478

45



46
個別番号 Ｂ３－５５ ボティーカラー 紫
種類 普通車 ナンバープレート いわき　３００　ち　６８－６３

メーカー・モデル トヨタ　チェイサー 放置されている公共
施設名称

浪江駅東側駐車場
車台番号 JZX100-0047996

写　　　　真



47

ZE2-1146004

個別番号 Ｂ３－５６ ボティーカラー 白
種類 普通車 ナンバープレート いわき　５００　は　８１－８９

メーカー・モデル ホンダ　インサイト 放置されている公共
施設名称

浪江駅東側駐車場

写　　　　真

車台番号



48
個別番号 Ｂ３－５８ ボティーカラー 白
種類 軽自動車 ナンバープレート いわき　４０　た　７７－８０

メーカー・モデル スズキ　エブリィ 放置されている公共
施設名称

駅東公営無料駐車場
車台番号

写　　　　真



49
個別番号 Ｂ３－５９ ボティーカラー －
種類 二輪車 ナンバープレート 浪江町　す　９８２

メーカー・モデル スズキ 放置されている公共
施設名称

駅東公営無料駐車場
車台番号 －

写　　　　真



50
個別番号 Ｂ３－６０ ボティーカラー 白
種類 普通車 ナンバープレート なし

メーカー・モデル 三菱　マイクロバス 放置されている公共
施設名称

浪江駅前駐車場
車台番号

写　　　　真



51
個別番号 Ｂ３－６１ ボティーカラー 白
種類 二輪車 ナンバープレート なし

メーカー・モデル 三菱　マイクロバス 放置されている公共
施設名称

浪江駅前駐車場
車台番号 －

写　　　　真



52
個別番号 Ｂ３－６２ ボティーカラー 白
種類 普通車 ナンバープレート いわき　５００　そ　１３－６５

メーカー・モデル トヨタ　ビッツ 放置されている公共
施設名称

ふれあいセンター前
コスモス保育園駐車場車台番号

写　　　　真



53
個別番号 Ｂ３－６３ ボティーカラー シルバー
種類 軽自動車 ナンバープレート いわき　５０　く　５７－８５

メーカー・モデル ホンダ　ライフ 放置されている公共
施設名称

ふれあいセンター　駐車場
車台番号 JA4-5154462

写　　　　真



54
個別番号 Ｂ３－６４ ボティーカラー シルバー
種類 軽自動車 ナンバープレート いわき　５０　そ　・２　３９

メーカー・モデル ホンダ　ライフ 放置されている公共
施設名称

ふれあいセンター　駐車場
車台番号 JB2-8213510

写　　　　真



55
個別番号 Ｂ３－６５ ボティーカラー シルバー
種類 普通車 ナンバープレート いわき　５６　ゆ　８４－０５

メーカー・モデル トヨタ　エスティマ 放置されている公共
施設名称

ふれあいセンター　駐車場
車台番号 CXR10-0009920

写　　　　真



56
個別番号 Ｂ３－６７ ボティーカラー 白
種類 普通車 ナンバープレート いわき　５３０　た　・７　０５

メーカー・モデル 三菱　パジェロ 放置されている公共
施設名称

ふれあいセンター
西グランド駐車場車台番号 H77W-0208530

写　　　　真



写　　　　真

メーカー・モデル 三菱　ミラージュ 放置されている公共
施設名称

南上ノ原町営住宅　中央付近
車台番号 CQ2A-0023212

57
個別番号 Ｂ３－７１ ボティーカラー 白
種類 普通車 ナンバープレート いわき　５００　に　１３－１４



写　　　　真

メーカー・モデル ホンダ　ストリート 放置されている公共
施設名称

南上ノ原町営住宅　中央付近
車台番号

個別番号 Ｂ３－７２ ボティーカラー エンジ
種類 軽自動車 ナンバープレート なし

58



写　　　　真

メーカー・モデル 日産　アベニール 放置されている公共
施設名称

南上ノ原町営住宅　南側
車台番号

ゴールド
種類 普通車 ナンバープレート なし

個別番号 Ｂ３－７３ ボティーカラー

59



写　　　　真

メーカー・モデル トヨタ　クラウン 放置されている公共
施設名称

南上ノ原町営住宅　西側
車台番号

個別番号 Ｂ３－７４ ボティーカラー 白
種類 普通車 ナンバープレート なし

60


