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大塚化学株式会社

山陽道 コンクリート    250 m2
広島ICボ ックスカルバー ト

1991年 3月 愛媛  新居浜市水道局

タンク外壁

コンクリート  1,500m2

1991年 3月 北海道 Jヒ海道農業共済連合会

牛舎内部鉄板

鉄       80m2

1991年 3月 Jヒ海道 工藤牧場

牛舎ストール

鉄パイプ      30m2

1992年 6月 愛媛  新居浜市水道局

タンク外壁

コンクリート   200m2

1995年 10月 愛知  森六 (株)名古屋支店

非常階段

金属        20m2

1996年 2月 福 岡  関門 自動車道 めか りPA

廃水タンク内面塗装

コンクリート    52 m2

1996年 2月 福岡  関門自動車道 めか りPA
ク
゛
リストラッフ

゜
内面塗装

コンクリート   53m2

1996年 3月 北海道 フロ月製菓 (株 )

階段補修

コンクリー ト    70 m2

1996年 3月 徳 島  四国電力 阿南発電所

汚泥濃縮槽塗装工事

コンクリート   150m2

1996年 4月 Jヒ海道 大塚食品 (株 )

天 吊 ヒーター

金属        30m2

1996年 4月 岩手  東北電力つなぎ保養所

外部階段

金属       120m2

1996年 4月 広島  筒 ヶ村農業集落排水事業

終末処理場 (新設 )

コンクリート  150m2

1996年 5月 北海道 大塚食品 (株 )釘‖路工場 裳長)      30m2

1996年 6月 北海道 三吉神社 す■マ
ンク      1lo m2

1996年 7月 千葉  東京電力 袖ヶ浦事務所 コンクリート    60m2

1996年 7月 千葉  大成プ レハブ

京浜急行 羽田線 地下工事

コンクリート   20m2

1996年 8月 兵庫  兵庫県

神戸市向陽管理配水漕

コンクリート   loo m2

1996年9月     岩和 田漁業協同組合

燃料タンク

金属       400m2

1996年 10月 不口歌 山 不口歌 山県

共同火力循環水ポンプ
tfi)         15 m2

1996年 10月 和歌山 福井県

勝山町農集

コンクリート    50m2



ノ%″キープ丁S施工実績表 その他
2004/06/03現在

大塚化学株式会社

施工年月 地域 物件 対象物 而繕

1996奪■0月 カタールLNG

プラント防液堤

コンクリート  1,500m2

1996年 10月 北海道 日本甜菜製糖 金属
(鉄 )

9o m2

1996年 10月 鳥取 鳥取広域 し尿処理場

熱交換部 (既設)

金属
(鉄 )

4m2

1996年 12月 北海道 東海物産 金属
(鉄 )

90 m2

1997年 1月 西武鉄道新宿線
壁高欄

コンクリー ト 20 m2

1997年 2月 富山 富 山県

立山町雄山中学校舎

コンクリー ト 130 m2

1997年 2月 勝浦漁業協同組合

燃料タンク

金 属 400 m2

1997年 2月 北海道 Jヒ星プレーディング コンク リー ト 150 m2

1997年 3月 兵庫 兵庫県

神戸市住宅供給公社 消火栓ボックス

金属
(鉄 )

90 m2

1997年 3月 岩和 田漁業協同組合

燃料タンク

金 属 100 m2

1997年 3月 北海道 本L幌市立明園中学校 コンクリー ト 6m2

1997年 3月 兵庫 兵庫県

神戸市住宅供給公社 六甲第二住宅消火栓ボックス

金属
(鉄 )

120 m2

1997年 3月 兵庫 兵庫県企業庁猪名川広域水道事務所

山原調整池修繕工事

コンクリー ト 385 m2

1997年 4月 大阪 大阪府

大阪商業信用組合吹田支社玄関

金属
(鉄 )

30 m2

1997年 4月 北海道 ホテルピア コンクリー ト 150 m2

1997年 4月 徳島 宇治製薬
工場及び天丼塗装工事

コンクリー ト
とケイカル板

400 m2

1997年9月 兵庫 神戸市磯上公園

照明灯4基

1,500 m2

1997年 10月 り広島 日本板紙
パルフ・溶解槽

TSX-140
1,200 m2

1998年 1月 兵庫 神戸市建設局

垂水水環境センター脱臭塔

20 m2

1998年 2月 兵庫 神戸市環境局

高松作業所

コンクリート  1,800 m2

1998年 3月 長崎 長崎大学 薬学部 実験室流し台 コンクリー ト 4 m2



ノン ″キープTS施工実績表 その他
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=

大塚化学株式会社

旅二年 月 地域 物 件 対象物 面積

1998年 3月 兵庫 神戸市建設局港湾局

大輪田ホ・ンフ・場サイレンサー、除塵機ステイ

金属 35 m2

1998年 3月 徳島 小松 島港開発事務所

ポンツーン維持補修工事

金属 62 m2

1998年 3月 兵庫 兵庫県企業庁猪名川広域水道事務所

向陽台ポンプ場修繕工事

コンクリー ト 590 m2

1998年 4月 大分 新 日鉄大分 共同火力 COG母管 コンクリー ト
管

530 m2

1998年 4月 大阪 阪本薬品泉北工場

タンク、遠心分離器

20 m2

1998年 5月 兵庫 神戸市建設局

垂水水環境センター生汚泥スクリーン2基

金 属 30 m2

1998年 5月  岡山 倉敷化工屋根 スレー ト瓦 240 m2

1998年 5月 広島 JHS千代 田工場

亜鉛メッキ水槽

金 属 20 m2

1998年 6月 兵庫 神戸市建設局

中部水環境センター脱水機

金 属 5m2

1998年 8月  鳥 取 智頭町智頭浄化センター コンクリー ト 120 m2

1998年 8月 広 島 江 田島浄化センター コンク リー ト 200 m2

1998年 8月 北海道 本L幌市資源選別北工場

亜鉛鋼板ドア

100 m2

1998年 8月 北海道 本L幌市資源選別南工場

亜鉛鋼板ドア

119 m2

1998年 10月 鹿児島 養鶏場焼却炉 150 m2

1998年 11月 福岡 西部ツバメプロパンガスタンク 金 属 350 m2

1998年 11月 愛媛 新居浜市水道局

2400m3タ ンク塗装

PCタ ンク 1,000 m2

1998年 11月 広島 日本板紙

チェス トタンク内面

磁器タイル 400 m2

1998年 11月 広島 日本化薬 コンクリー ト 130 m2

1998年 12月 大分 新日鉄大分共同火力CGO母管 コンクリー ト 530 m2

1998年 12月 大阪 大阪市環境事業局

西淀工場 ゴミ投入扉

25 m2

1998年 12月 熊本 肥後養鰻場 コンクリート  1,500m2
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2004/06/03毛見イ
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大塚化学株式会社

加二年月 地域   物件 対象物   面精

1998年 12月 広 島  関西特殊産業

滅菌装置

コンクリート   250m2

1998年 12月 熊本  熊本県上益城広域連絡調整会議事務局         金属      86m2
上益城地域整備事業工事広域サイン柱部 (鉄柱)20箇所

1999年 1月 熊本  熊本県宇城広域連合事務局              金属      41m2
宇城広域連合観光案内板設置事業 観光案内板 面部 16箇所 (アルミ)

1999年 1月  山口  (株 )ト クヤマ

塩水ベル トコンベアー

4主 j罵            90 m2

1999年 1月 兵庫  神戸市環境事業局

第10次 クリーンセンター (新築)

コンクリート   120m2

1999年 1月  貪晏本  阿蘇町役場                           コンクリート    44m2
阿蘇国立公園道路料金所屋根改修工事

1999年 1月  大阪  大阪市環境事業局

鶴見工場 煙道

金 属 5m2

1999年 2月 熊本  熊本市

くまもと未来国体啓発広告塔 (鉄柱)

金属 8m2

1999年 2月 兵庫  神戸市住宅局営業部

しあわせの村

コンクリー ト   30m2

1999年 2月 兵庫  神戸市須磨水族館

配管部

金属       440m2

1999年 3月 鳥取  智頭町智頭浄化センター コンクリー ト   200m2

1999年 4月 岡 山  英 田町役場 コンクリート   138m2
英田町浄化センター 汚水ポンプ室

1999年 4月  岡山  川上村蒜山浄化センター

スカムピート

コンクリート    lo m2

1999年 10月 千葉  パテ ィオス

マンション屋根 (補修)

コンクリート   240m2

1999年 10月 栃木  矢板運動公園
フ ェ ン ス

金属           50 m2

1999年 10月 岩手  東洋特殊パルプ 北上工場
コンクリートチェスト

コンクリート    14m2

1999年 11月 熊本  屋根 トタン     272m2

1999年 12月 山形  新庄新幹線

流雪溝 (新設)

コンクリート    40m2

1999年 12月 神奈川 高圧ガスエ業

工場設備 (補修)

コンクリート   50m2

2000年 1月 北海道 コンクリート  350m2
湧別町廃棄物処理場 原水ピット

2000年 1月 北海道

阿寒町公園 テーブルベンチ

木製       15m2
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大塚化学株式会社

施工年月 地域   物件 対象物   面積

2000年 1月 北海道 木製       160m2
上磯シャケ公園

2000年 1月 北海道 レンガ       10m2
本別町 水槽防水

2000年 1月 熊本  熊本市役所

観光案内板 塗替20箇所 鋼板

金属          70 m2

2000年 2月 栃木 コンクリー ト   110m2
薬師寺配水塔補修工事

2000年 2月 熊本  上益城広域サイン柱 (鉄柱 )

20箇所

金属       150m2

2000年 2月 熊本  上益城観光案内板 (鉄柱 )

10箇所

金属          70 m2

2000年 2月 熊本  菊陽町案内板 (鉄柱、アルミ柱 )

3箇所

金属        45 m2

2000年 2月 熊本  合志町案内板 (鉄柱、アルミ柱)

3箇所

42'蔵           30 m2

2000年 2月 熊本  南阿蘇町 橋梁 (鋼板部 )

3箇所

金属        51 m2

2000年 2月 沖縄  万座 ビーチ 灯油タンク

内面

コンクリー ト   85m2

2000年 3月 東京  東京都下水道局

池上トンネル (補修)

コンクリー ト    19m2

2000年 3月 熊本  菊池市 橋梁 (橋台、コンクリート部 )
コンクリー ト   50m2

2000年 3月 北海道 金属          150 m2
公立はこだて未来大学 景観施設

2000年 3月 北海道 本製       57m2
豊浦町 ゴミ庫

2000年 3月 北海道 木製       500m2
江差港湾かもめ島 遊歩道

2000年 3月 北海道 FRP       5 m2

道営住宅 浴室

2000年 3月 熊本  合同庁舎内総合案内モニュメント 金属           40 m2

2000年3月  千葉  東洋特殊パルプ 松戸工場
コンタリートチェスト

コンクリート   9o m2

2000年 3月 熊本  姫戸町モニュメント (ステンレス、コンクリート) コンクリー ト   200m2

2000年 4月 北海道 木製          50 m2
人雲町相生公園 遊具

2000年 4月 北海道

川湯硫黄山歩道 歩道案内板

ブ`1製            2 m2
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大塚化学株式会社

北海道 100 1m2

釧路市公園 汽車

2000年 5月 岩手

東亜電化工場内

金 属 1,870 m2

2000年7月 北海道 木 製 2m2
白糠町公園 ベンチ

2000年7月 鳥取
岩美鉱山シックナー防食糟

600 m2

2000年8月 北海道 金 属 24 m2

北海道松下 薬品タンク内面

2000年8月 福井
コンクリー ト 15 m2

公 1号開発 2号汚水幹線布設工事

2000年 10月 北海道 金 属 40 m2

鷲別川 手摺

2000年 10月 北海道
コンクリー ト 100 m2

NHK屋 上 クー リングタワー

2000年 10月 福岡
コンクリー ト 750 m2

響灘実験センター焼却灰処理施設

2000年 10月 新潟
コンクリー ト 180 m2

エアレーションタンクおに入水路

2001年2月 岩手 ホテルカ リーナ

FRP』斐

浴槽 8m2

2001年 3月  徳島 徳島県藍住町

水道タンク塗替

コンクリート  1,172m2

2001年3月 北海道
コンクリー ト 100 m2

浦河港湾 防波堤

2001年4月 北海道 木製 60 m2

月形町ボー ト乗 り場 歩道

2001年 4月 大分
コンクリート  2,000m2

二豊醤油 (協)倉庫壁面改修

2001年4月 神奈川
NKK FRPタンク外面

FRP 80 m2

2001年4月 新潟
12F第 4号エアレーションタンク

コンクリー ト 1,150 m2

2001年4月 石川
コンクリー ト 150 m2

野々市立体交基

2001年 5月 大分
二豊醤油サイロ

1,100 m2

2001年5月 大分
二豊醤油工場壁

1,000 m2

高橋邸

瓦屋根、手摺 (鉄 )

2001年 5月 官城 金属他 146 m2
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大塚化学株式会社

施工年月 地域   物件 対象物   而精

2001年6月 官城  ウィンブル ドン

浴室、壁 、床 (タ イル )

浴槽        8 m2

2001年 7月 新潟 金属 (SS)    150m2
帝石 トッピング熱配管塗装

2001年 9月 千葉  京新ネームプ レー トエ業

防食塗装工事

コンクリー ト   195m2

2001年 9月  長野 金属 (SS)    50m2
球形ガスホルダー防食保護

2001年 9月 青森  高橋邸

トタン屋根

金属他      130m2

2001年 10月 長野 金属 (SS)       30 m2

球場ガスホルダー防食保護

2001年11月 長崎 500 m2
NHK長 崎 立体駐車場防食工事

2001年 11月 群馬 金属 (SS)    30m2
球形ガスホルダー防食保護

1   2001年 12月 新潟  石油資源開発

配管架台防錆防食

金属 (SS)    30m2

1   2002年 1月  官城
|

木製        30m2
戸建フロー リング

2002年2月 宮崎
宮崎市住宅供給公社外壁

400 m2

2002年 2月 官城 木製        50m2
アパー ト (3室)フ ロー リング

2002年 3月 愛媛 石       loo m2
今治市港公共 トイ レ

2002年 4月 埼玉  サンシャインアベニュ

浴室2室

2002年 4月 東京  ホーマ ッ ト (清水建設 )

浴槽11槽

2002年 4月 東京  ウィーク リーマンシ ョン東京 赤坂
ユニットバス2槽

2002年 4月 愛知  ホテル ロペ・ ピアット

浴室80室

浴槽

2002年4月 東京  ホテル

浴槽2槽

2002年 4月  茨城  ホテルゾー ン

合計浴槽9槽、洗面台8室

浴槽

2002年 4月 神奈川 ホテルスクエア

浴槽6槽

2002年 5月 佐賀

醤油協業組合サイロ

浴槽

800 m2
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大塚化学株式会社

対象物   面積怖二年 月 地域   物件

2002年 5月  岡山

高島屋屋上防水

1,000 m2

2002年 5月  官城  フィッシュカ ツタ~つねざわ

魚選別ロール

金属 (ステンレス)     m2

2002年 5月 岡山 タイル      600 1112
高島屋別館外壁補修

2002年 5月 官城  集合住宅 (ベル グラン)居 間、台所、玄関      コンクリート  10o m2
フローリング

2002年 5月 千葉  ホテルラムール

浴室6室

浴槽

2002年 5月 東京  大山駅前マンション

浴槽、 トイレ各3室

浴槽

2002年 5月 東京  ホテル リオス

浴槽2槽

浴槽

2002年 5月 東京  ホテルア ラン ド渋谷

浴槽2槽

2002年 5月 千葉  ホテルニューボー ト

2002年 6月 東京  芳川邸

2002年 6月 官城  チサンホテル

浴室、壁、床 (FRP)

浴槽        8 m2

2002年 6月  東京   山田邸

2002年 6月 ネ申:奈り|| ラけ田氏6

2002年 6月 新潟  石油資源開発

フランジ防食保護

金属 (SS)     50m2

2002年 6月 神奈川 石井宅

2002年 6月 官城  石油資源開発

フランジ防食保護

金属 (SS)       50 m2

2002年 6月 東京  ブ レーンハイツ

ユニットバス

2002年 6月 官城  斉藤邸

木製門塀 格子戸

木製        30 m2

2002年 6月 東京  ウィークリーマンション東京 中十条

浴室5室

2002年 7月 官城  集合住宅

防水パン (FRP)

浴槽           20 m2

2002年 7月 官城  日本製紙 岩沼工場 ロール軸           金属 鱗物)    m2
魚選別ロール
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大塚化学株式会社

施 工年月 地域   物件 対象物   面積

2002年7月 東京  コンファー レ小金井 (日 特建設)          浴槽

ユニットバス

2002年7月 官城  集合住宅 (ベルグラン)居 間、台所、玄関      コンクリート   50m2
フローリング

2002年 7月 新潟  東北電力

配電塔塗装

金属 (SS)     40 m2

2002年7月  東京  ホテル 浴槽

2002年 7月 神奈り|| ホテルウェーブ

浴室3室

浴槽

2002年7月 神奈り|| ホテルジョイ

浴室9室

2002年 7月 群馬  ホテルセーラ岩船

浴室

2002年7月 東京  ホテル

ユニットバス

2002年8月 埼玉  福禄マンシ ョン

ユニットパス
In2

2002年8月 宮城  開発電気 地熱発電所

鉄塔他

金属 (鋼板)    lo m2

2002年 8月 東京  永谷マ ンシ ョン六本木
ユニットバス

m2

2002年 8月 北海道 豊羽鉱山

タンク内面コーテオング

金属 (SS)     57m2

2002年8月 東京   ウィー ク リーマ ンシ ョンつか さ

ユニットパス

m2

2002年8月 東京  ホテル第一イ ン池袋

洗面台5個 (ユ ニットバス)

m2

2002年明  東京  ホテルアラン ド新宿

浴槽

m2

2002年8月 埼玉  ホテルアラン ド大宮

浴槽

m2

2002年9月 官城  町立鳴子温泉病院

浴槽5室 (FRP、 タイル)

浴槽        22m2

2002年9月 東京  永谷マンシ ョン六本木

浴槽 5室 (ユ ニットバス)

m2

‐   2002年明  茨城  ホテル」D

I              洗面台

2002年9月 千葉  ホテル ミノワ

浴室

2002年9月 広島

デ リカフーズ浄水タンク防食

コンクリート   180m2



/シ″キープ丁S施工実績表 その他
2004/06/03ワ電イ三

大塚化学株式会社

施二年月 地域 物件 対象物 面積

2002年 9月 東京 高松邸 浴槽

2002年 9月 東京 カロ,藤氏F 浴槽

2002年 10月 愛媛 住友共同電力

廃水処理場防食

コンクリー ト 600 m2

2002年 10月 東京  大熊邸
ユニットバス

2002年 10月 新潟 北陸 自動車道

西野バスストップ連絡路 (落書き防止)

コンクリー ト 450 m2

2002年 10月 東京  藤波邸 浴槽

2002年 10月 群馬 金属 (SS) 20 m2

球形ガスホルダー防食保護

2002年 10月 東京 河辺駅前マ ンシ ョン

浴槽

浴 槽

2002年 10月 東京 ウィーク リーマンシ ョンつかさ
ユニットバス

2002年 10月 官城 熊谷邸
車庫

アクリル 30 m2

2002年 10月 東京 橋本邸 浴槽

2002年 10月 東京 アパー ト

浴槽

浴槽

2002年 10月 東京 競売物件

浴室

浴槽 m2

2002年 11月 島根 国道 9号線

小浜、温泉津、仁摩 トンネル

コンクリー ト  2,000m2

2002年 H月 島根 コンクリー ト 600 m2
ボックスカルバー ト落書き防止

2002年 11月 埼玉 マンシ ョン小陽

浴室 3室 (ュニットバス)

浴槽

2002年 11月 東京 青木邸

浴槽

浴槽

2002年 11月 広島 金属 120 m2

並木通 り落書き対策

2002年 11月 神奈川 ホテルクィーンエ リザベス横浜

浴槽

浴槽

2002年 12月 千葉 館山デバイス

ステンレスタンク防食塗装工事

金属 (ス テ ン
レス )

10

浴槽

86 m2

2002年 12月 東京  新井邸

浴槽



ノン ″牛―プ丁S施工実績表  その他
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大塚化学株式会社

施工年月 地域   物件 対象物   面積

2002年 12月 神奈り||ル ミネ泉

浴槽

2002年 12月 埼玉  大下邸

浴槽

2003年 1月 東京  ウィークリーマンシ ョンつかさ中延          浴槽

ユニットバス

2003年 1月 東京  マンシ ョンデ ィアル

浴槽 2槽

浴槽

2003年 1月  山口  岩国                       コンクリート  500m2
-文字ポンプ場煙害対策及び耐震補強

2003年 1月 広島 コンクリート  200m2
可部ボックスカルバー ト落書き対策

2003年2月 千葉  館 山デバイス

汚水槽防食塗装工事

コンクリート   225m2

2003年 2月 神奈川 綾瀬・橋本邸 浴槽

2003年 2月 東京  ホテル ロ黒倶楽部

洗面台4個

浴槽

2003年2月 北海道 本製       50m2
猿払川進入禁止ゲー ト塗装

2003年 2月 神奈り|| ホテル リセ ッ ト

浴槽 8槽

2003年 2月 東京  鶴田邸

2003年2月 佐賀  醤油協業組合  (一部FRP)

サイロ

金属      1,ooo m2

2003年 2月 佐賀  コカコーラ

床

コンクリート   300m2

2003年 2月 東京  ドムス青山
ユニットバス

m2

2003年3月 神奈川 K病 院

H鋼防食塗装工事

金属 (鉄骨)   54m2

2003年3月 埼玉  森林公園

横断橋 落書き防止工事

コンクリート   24m2

2003年3月 神奈川 ホテル クィーンエ リザベス小岩

洗面台3個

浴槽

2003年3月 新潟  石油資源開発

橋脚補修

コンクリート   30m2

2003年 3月 新潟  石油資源開発

橋脚補修

コンクリート   loo m2

2003年 3月 新潟  石油資源開発

埋設管調査補修

金属 (SS)    9o m2



ノン ″キープ丁S施工実績表 その他
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大塚化学株式会社

工

2003年3月 東京 ホテルアラン ド渋谷 浴槽

2003年3月 東京 ライオンズ井土ヶ谷 浴槽 m2

2003年3月 東京 ホテルエース m2

2003年3月 神奈り|1 日吉フラット m2

2003年 3月 東京 ホテル

ユニットバス 2室

浴槽 m2

2003年 3月 千葉 老人 ホーム しいのみ園

便器 12個

2003年 4月 千葉 館 山デバイス

ステンレスタンク防食塗装工事

金属 (ス テ ン
レス )

82 m2

2003年 4月 神奈川 大師橋橋梁設備 (下部撤去・新設)その 2工事

橋脚 落書き防止工事

コンクリー ト 356 m2

2003年 4月 ネ申奈川 ボ ックス・ カルバー ト

落書き防止工事

コンクリー ト 474 m2

2003年 5月 宮城 町立鳴子温泉病院 (修繕工事 )

浴槽 5室 (FRP、 タイル)

33 m2

2003年 5月 官城 チサンホテル

行灯 (ア クリル、鋼板)

アク リル 5m2

2003年 6月 北海道 六花亭中札内

改修工事

コンクリー ト 49 m2

2003年 6月 新潟 金属 80 m2
電カキュービクル

2003年 6月 北海道 金属 100 m2

電カキュービクル

2003年 6月  大阪 関西精糖

2～ 3期工事 タンク塗り替え

金 属 3,000 m2

2003年 7月  Jヒ海道 Jヒ海道フーズ

ボイラー室

コンクリー ト 414 m2

2003年 7月 北海道 Jヒ海道精糖 (株)本別工場

タンク内面2基
60 m2

2003年 8月 秋 田 同和ク リー ンテ ックス

シックナー補修工事

コンクリー ト 21 m2

2003年 9月 長野 久保産業

きのこ工場新築工事

50 m2

2003年 9月 北海道 マツダ コンクリー ト 36 m2

有明漁港

廃水1普

2003年 9月 佐賀

12

コンクリー ト 80 m2
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大塚化学株式会社

対象物   面積怖■年月 地域   物件

2003年 10月 鳥取  岩美鉱山

山坑廃水処理場

コンクリー ト   120m2

2003年10月 新潟 シート        90 m2
JR消雪設備ヘッダー管保護

2003年 11月 青森
コンクリート   135m2

礼文町埋め立て設備ピット内面工事 2基

2003年 11月 滋賀  大塚食品

滋賀工場

コンクリート  121m2

2003年12月 岩手  B&G財 団陸前高田海洋センター          鉄      20m2
プールろ過機タンク補修

2003年 12月 青森 t暴ンレス)     25m2
青森ベルテクノ

2003年 12月 北海道 浦 白農産物加工場

排水溝、防塵、その他

コンクリート   419m2

2003年 12月 新潟  青梅

農業集落ツト水マンホールポンプ設備

コンクリート    20m2

2004年期  大分  大分新 日鐵

防食壁

コンクリー ト   800m2

2004年 2月 大分  醤油協業組合
床

コンクリート   300m2

2004年朝 新潟 金属       150m2
カーボン乾燥機内面

13


