
ノ澪 βヰープ丁S施工実績表 下水
2004/06/03現在

大塚化学株式会社

1990年 9月 兵庫 神戸市下水道公社

向陽

70 m2

1992年7月 広島 広島市南 区役所土木課

公共下水道管渠

コンクリー ト 110 m2

1992年 11月 広島 広島市営繕課

病院下水ツト水槽防食

コンクリー ト 14 m2

1992年12月 広島 広島市西 区役所土木課

太田川流域下水道人孔

コンクリー ト 330 m2

1993年 4月 徳島 徳島市下水道局

徳島中央下水センター 設備防錆

金 属 230 m2

1995年 10月 宮城 釜石市産業建設部

大平下水処理センター 最初沈殿池

コンクリー ト 20 m2

1996年 1月 北海道 本L幌市下水道局

茨戸下水処理場 床

コンクリー ト 35m2

1996年2月 兵庫 神戸市下水道局

深江大橋ポンプ場

コンクリー ト 140 m2

1996年 2月 福井 福井県

九頭竜川マンホール

コンクリー ト 100 m2

1996年 3月 東京 東京都下水道局

森ヶ崎水処理センター 場内人孔改修

コンクリー ト 5m2

1996年 3月 兵庫 神戸市下水道局

垂水下水処理場 初沈水路

コンク リー ト 135 m2

1996年 4月 愛媛 西条浄化センター

終沈槽塗り替え

コンクリー ト 100 m2

1996年 5月 兵庫 神戸市下水道局

向洋スラシ
゛
センター サイレンサー防錆

ステ ンレス 120 m2

1996年 7月  山口 新南陽市下水道

終末処理場 (新設)

コンクリー ト 10 m2

1996年 7月  山口 新南陽市下水道

終沈越流部 (新設)

コンクリー ト 25m2

1996年 10月 4応島 徳島市中央下水処理場 コンクリー ト 30 m2

1996年12月 福井 福井県

九頭竜川分配槽その1

コンクリー ト 20 m2

1996年 12月 福井 福井県

九頭竜川浄化センター (新設)

コンクリー ト 320 m2

1996年 12月 広島 広島県下水道公社

東部浄化センター

コンクリー ト 130 m2

1996年 12月 福井 勝山市

保田第一汚水中継ホ
゜
ンフ
゜
所

コンクリー ト 36 m2

1996年 12り]兵庫 コンクリート  1,400m2兵庫県

神戸市垂水処理場
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大塚化学株式会社

施 工年月 地域   物件 対 象物   而繕

1996年 12月 新潟  月岡浄化センター コンクリート   loO m2

1996年 1期 広 島  東部浄化セ ンター

リ1水槽 (既設)

コンクリー ト  150m2

1997年 1月 愛媛  愛媛県西条市浄化セ ンター

脱離液槽防食被覆工事

コンクリート    50 m2

1997年 1月 福井  福井県

九頭竜川分配槽その2

コンクリート   170m2

1997年 2月 愛媛  松 山市公営企業局

竹原浄水場 次亜貯槽防液堤塗替

コンクリー ト   loO m2

1997年 2月 広 島  太 田川流域事務所

流域下水道幹線入孔 (新設)

コンクリート   460m2

1997年3月 兵庫  兵庫県

川西市貯水タンク

コンクリート   410m2

1997年 3月 広 島  三良坂町                     コンクリート   60m2
公共下水道マンホールポンプ (新設)

1997年 4月 福井  福井県

九頭竜川分配槽その3

コンクリート  1,o00 m2

1997年 4月 広 島  総領町

農集マンホールポンプ (新設)

コンクリート   34m2

1997年 6月 福井  九頭竜浄化センター

最初沈殿池

コンクリート   986 m2

1997年 7月 静岡  狩野り|1東部浄化センター コンクリート   463m2

1997年 8月 高知  高知県東部環境セ ンター

パイプ等塗替工事

配管等       63 m2

1997年 8月 福井  兵庫り||ポ ンプ場 コンクリート    25m2

1997年 8月 広島  芦 田川浄化センター コンクリート   120 m2

1997年 8月 広島  太 田川流域事務所

濃縮槽

コンクリート  180m2

1997年 9月 石川  鹿島郡中島町浄化センター (新設 )
コンクリート   276 m2

1997年 9月 秋 田  秋 田湾雄物川流域下水道工事
マンホール (新設)

コンクリート    80m2

1997年 9月 徳島  徳島市中央下水浄化センター コンクリート    40m2

1997年 10月 福井  鯖江市浄化センター コンクリート    50m2

1997年 10月 福井  消化槽脱離液槽内面防食工事

消化槽脱離液槽

コンクリート    50 m2
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大塚化学株式会社

1997年 10月 徳島 徳 島市中央下水処理場

マンホール周辺部塗替工事

コンクリー ト 60 m2

1997年 10月 山口 玖北環境衛生組合

中継貯留槽

コンクリー ト 79 m2

1997年 11月 愛媛 西条市浄化センター コンクリー ト 46 m2

1997年 11月 群馬 北群馬郡小野上浄化センター コンクリー ト 500 m2

1997年 11月 広島 三原市沼田川浄化センター コンクリー ト 20 m2

1997年 11月 愛媛 愛媛県西条市浄化セ ンター

脱離液槽防食被覆工事

コンクリー ト
槽

46 m2

1997年 11月 鳥取 溝 口町

農集マンホールポンプ (新設)

コンクリー ト 48 m2

1997年 11月 広 島 大和町

農集マンホールポンプ (新設)

コンクリー ト 48 m2

1997年 12月 島根 安来市能義郡保健衛生組合

対仙浄苑貯留槽

コンクリー ト 96 m2

1998年 1月 愛媛 東宇和衛生組合
コンクリート中継槽塗替工事

コンクリー ト 100 m2

1998年 1月 香り|| 大東り|1浄化センタ
=

ガスタンク設備修繕工事

金 属 375 m2

1998年 1月 広島 福富町

特環マンホールポンプ (新設)

コンクリー ト 23m2

1998年 2月 二重 松阪市上川下水処理場 コンクリー ト 510 m2

1998年 2月  静岡 浜松市西遠浄化センター コンクリー ト 507 m2

1998年 2月 広島 三良坂町

農集マンホールポンプ (新設)

コンクリー ト 100 m2

1998年 3月 福井 高浜浄化センター

汚泥棟各槽

コンクリー ト 521 m2

1998年 3月 石川 山中町公共下水道事業鶴仙渓ホ
゜
ンフ

゜
施設工事

マンホールホ
゜
ンフ・防食工

コンクリー ト 21 m2

1998年3月 福井 福井市乾特ホ
゜
ンフ

゜
場

ホ
゜
ンフ
゜
井

コンクリー ト 261 m2

1998年 3月 石り|| 山中町公共下水道事業長谷町

マンホ…ルホ・ンフ
゜
防食工

コンクリー ト 14 m2

1998年 3月  広島 太 田川流域事務所

人孔、管路

コンクリー ト 182 m2

江 田島町

公共マンホールボンプ (新設)

1998年4月  広島
コンクリー ト 75 m2
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施工年 月 地域   物件 対象物   面繕

1998年 5月 静岡  春野町気田浄化センター コンクリー ト   200m2

1998年 5月  山口  山口県長 門市

新設マンホール塗装

コンクリー ト   20m2

1998年 6月 群馬  小野上浄化センター コンクリート  2,000m2

1998年 6月 鳥取  智頭浄化センター コンクリー ト    80m2

1998年6月  鳥取  鳥取県東部広域行政管理組合

し尿処理施設等建設工事

コンクリー ト  2,892m2

1998年6月  鳥取  日南町

農集マンホールポンプ (新設)

コンクリー ト    68m2

1998年7月 鳥取  鳥取県東部広域行政管理組合

因幡浄苑

コンクリー ト  2,892m2

1998年 8月  鳥取  日南町

農集マンホールポンプ (新設)

コンクリート   1lo m2

1998年9月  岡山  御津町野々口浄化セ ンター コンクリート    38 m2

1998年 10月 島根  浜田漁港修築第7期工事 コンクリー ト   508m2

1998年 10月 広 島  本郷町

公共マンホールポンプ (新設)

コンクリート    14m2

1998年 10月 山口  玖北環境衛生組合

中継貯留槽

コンクリート    72m2

1998年 11月 岡山  瀬戸町公共下水道事業管梁布設工事          コンクリート  lo7 m2
マンホール

1998年 11月 鳥取  溝 口町

農集マンホールポンプ (新設)

コンクリート    38 m2

1998年 12月 鳥取  溝 口町

農集マンホールポンプ (新設)

コンクリート   120 m2

1999年 1月 広島  太 田川流域事務所

特殊人孔

コンクリート    15m2

1999年 2月 新潟  長岡市

公共下水道工事 (人孔マンホール)

コンクリート    28 m2

1999年 2月 新潟  長岡市

公共下水道工事 (人孔マンホール)

コンクリート    28m2

1999年 2月 広島  太 田川流域事務所

流域汚泥濃縮貯留槽

コンクリート   122m2

1999年 3月 新潟  長岡市  ・

公湛補東第2号・湛水解消工事

コンクリート   210 m2

1999年 3月 鳥取

農集マンホールポンプ (新設)

コンクリート    28 m2
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大塚化学株式会社
:

1999年 6月 新潟  長岡処理場信濃川下流流域下水道           コンクリート  600m2
エアレーションタンク覆蓋工事 (既設)

1999年 7月 佐賀 コンクリー ト   80m2
コカコーラ鳥栖工場 廃液槽改修

1999年 8月 新潟  長岡中央浄化センター

最初沈殿池 (既設)

コンクリート  1,071 m2

1999年 8月 東京  多摩川上流処理場 (新設 )
コンクリー ト   400m2

1999年 8月 東京  南多摩川処理場 (新設)
コンクリー ト   47m2

1999年 10月 新潟  長岡浄化センター                  コンクリート  660m2
エアレーションタンク防食工事-8個所

1999年 12月
・

新潟  加津保マンホール形式ポンプ

ポンプ内部防食工事

コンクリート    25m2

1999年 12月 新潟  古正寺MP
ポンプ内部防食 (新設)

コンクリート    16m2

1999年 12月 千葉  千葉県下水道公社                  コンクリート   25m2
江戸川左岸処理場マンホール (補修)

1999年 12月 新潟  カロ津保MP
ポンプ内部防食 (新設)

コンクリート   23m2

2000年 1月 新潟  福住排水ポンプ場

構内防食 (新設)

コンクリー ト   170m2

2000年 1月 福井
コンクリート    25m2

網野町橘浄化センター建設工事

2000年 1月 福井  Hll年度芦原町公共下水道事業            コンクリート   28m2
中浜第 2汚水中継ポンプ取付工事

2000年2月 福岡
コンクリー ト   660m2

御笠川下水処理場

2000年2月 福岡  御笠り|1浄化センター

消化タンク (既設 )

コンクリート   610m2

2000年2月 東京  貿易センター ビル

コンクリート雑廃水槽 (補修)

コンクリート   45m2

2000年 2月 新潟  青木MP

ポンプ内部防食 (新設)

コンクリート    14m2

2000年 2月 新潟  竹町MP

ポンプ内部防食 (新設)

2000年2月 神奈川 神奈川県下水道公社                 コンクリート   60m2
四ノ宮管理センターマンホール (補修)

2000年 3月 新潟  村松MP

ポンプ内部防食 (新設)

コンクリー ト    17 m2

コンクリート    12m2

2000年3月 新潟  古正寺MP

ポンプ内部防食 (新設)

コンクリート    28 m2
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加工年月 地域   物件 対象物   面積

2000年 5月 佐賀 コンクリー ト   200 m2
コカコーラ鳥栖工場 廃液槽改修

2000年5月 福井 コンクリート    23 m2
池田町特定環境保全公共下水道事業 (公共)第 16号工事

2000年5月 福井 コンクリー ト   25m2
池田町特定環境保全公共下水道事業 (公共)第 15号工事

2000年5月 福井 コンクリート    20m2
池田町特定環境保全公共下水道事業 (公共)第 14号工事

2000年 11月 愛媛  八幡浜市浄化センター

コンクリート槽塗替

コンクリート   80m2

2000年 11月 広 島 コンクリート   180m2
公立上下町湯ケ丘病院合併浄化槽改修工事

2000年11月 福岡 コンクリート 1,000m2
苅田町浄化センター ライエンク

゛

2060年 11月 新潟 コンクリート    17 m2
公下補東第22号公共下水道工事

2000年 11月 新潟 コンクリート   18m2
公下単東第48号公共下水道工事

2900年 11月 新潟 コンクリート    54m2
公下補西第17号公共下水道工事

2000年 12月 鳥取 コンクリート   140m2
岩美鉱山坑廃水処理場

2000年 12月 福島 コンクリート   144m2
北会津村真官浄化センター建設工事

2000年 12月 福井 コンクリート    25m2
公共下水道汚水マンホール設備 (第 1工区)工事

2001年 1月 新潟 コンクリート   150m2
寺泊処理場

2001年 1月 新潟 コンクリート    17m2
農集補西第14号十 日町第一中継ホ・ンフ・

2001年 1月 新潟 コンクリー ト    21 m2
公下補東第18号公共下水道工事

2001年 1月 新潟 コンクリート    23m2
公下補東第21号公共下水道工事

2001年 1月 新潟 コンクリート    13m2
公下補西第15号公共下水道工事

2001年 1月 新潟 コンクリート    23m2
公下単西第24号公共下水道工事

2001年 1月 福井 コンクリート   23m2
H12年度芦原町公共下水道事業 東善寺汚水中継ポンプ場取付工事

2001年 1月 福井
H12年度芦原町公共下水道事業 宮前公文汚水中継ポンプ場取付工事

コンクリート    26m2
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|

2001年 1月 福井                           コンクリ‐卜   23m2  1
H12年度芦原町公共下水道事業 月ヽ牧汚水中継ポンプ場取付工事                 |

2001年 2月  香川  丸亀市浄化センタI
タンク塗装

金属      1,000 m2  1

2001年 2月 群馬 コンクリート   130 m2
吾妻浄化センター

2001年 2月 北海道 コンクリート  2,500 m2

函館湾流域下水道浄化センター

2001年 2月 新潟 コンクリー ト   710m2
原元町地区汚水処理施設機能強化対策工事

2001年 2月 新潟 コンクリー ト    13 m2
農集補第15号唐沢中継ホ・ンフ

゜
設備工事

2001年 2月 新潟 コンクリート   15m2
小国浄化センター増設機械工事

2001年 2月 新潟 コンクリート    42 m2
公下補西第16号公共下水道工事

2001年 2月 新潟 コンクリート    23m2
公下補西第18号公共下水道工事

2001年 2月 新潟 コンクリート    27 m2
公下補西第19号公共下水道工事

2001年 2月 福井
コンクリート    25m2

H12年度女形谷下水ポンプ場設備工事

2001年 3月 群馬 コンクリァト   160m2
単独公共単独流域下水道建設事業ポンプ場

2001年 3月 群馬 コンクリート  1,200m2
11黒浄化セ ンター

2001年 3月 官城  松島町役場建設課 コンクリー ト   115 m2
松島町公共下水道東雨水路改良工事

2001年 4月 北海道 コンクリート   200m2
柳月 リト水処理施設

2001年 6月 新潟  栃尾市下水処理セ ンター               コンクリート 1,150m2
12下第4号エアレーションタンク内部防食塗装工事1系

2001年 7月  島根  日本製紙

キ   処理水槽 防食塗装工事

コンクリート   400m2

2001年 8月  大分 コンクリート   220m2
日田サッポロビール下水

2001年 8月 新潟  栃尾市下水処理セ ンター               コンタリート 1,150m2
12下第4号エアレーションタンク内部防食塗装工事2系

2001年 8月 新潟 コンクリー ト    o m2
乙吉MP補修工事

2001年 8月  長野  平成13年度2号焼却炉苛性ソーダ貯糟修繕工事          コンクリート   45m2
豊田終末処理場内修繕工事
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2001年 9月  宮崎                           コンクリート  200m2
源籐町下水

2001年 H月 新潟  栃尾市下水処理センター

No。 2汚泥貯留糟防食補修

コンクリー ト  200m2

2001年 11月 鳥取 コンクリー ト  700m2  1
岩美鉱山坑廃水処理場

2001年 11月 新潟  栃尾市下水処理セ ンター               SS・ RP     50 m2  1
処理場計装盤・FRPカ バー塗装補修

2001年 12月 新潟  糸魚川市下水道

MP新設

コンクリー ト    20m2

2002年 2月 新潟 コンクリー ト    9m2
公下補西第14号公共下水道工事 五反田町MP内部防食塗装工事

2002年 2月 新潟 コンクリー ト    23m2
公下補東第19号公共下水道工事 福島町MP内部防食塗装工事

2002年 2月 新潟 コンクリー ト    16m2
公下補西第17号公共下水道工事 さきがけ橋MP内部防食塗装工事

2002年 2月 新潟 コンクリー ト    8m2
公下単西第19号公共下水道工事 五六橋MP内部防食塗装工事

2002年 2月 新潟 コンクリー ト     7 m2
公下単東第31号公共下水道工事 桂町MP内部防食塗装工事

2002年 2月 新潟 コンクリー ト   19m2
公下補東第21号公共下水道工事 百東町MP内部防食塗装工事

2002年 2月 新潟 コンクリート    15m2
公東西2号希望ヶ丘 テニスコー ト脇MP内部防食塗装工事

2002年 2月 新潟 コンクリー ト    20m2
公下補東第18号公共下水道工事 下条町南MP内部防食塗装工事

2002年 2月 新潟 コンクリート    41m2
公下補西第19号公共下水道工事 新発田橋MP内部防食塗装工事

2002年 2月 新潟 コンクリー ト    16m2
公下補西第18号公共下水道工事 MP内 部防食塗装工事

2002年 2月 新潟 コンクリート    271n2
公下補西第20号公共下水道工事 川辺町MP内部防食塗装工事

2002年 3月 広島 コンクリート   loo m2
広島ガス下水道

2002年 7月 新潟  信濃川下流流域下水道

越路町中沢ポンプ場築造工事

コンクリー ト   450m2

2002年 8月 島根  日本製紙

酸化槽他 防食塗装工事

コンクリート  380m2

2002年 9月 新潟  栃尾市浄化センター

ポンプ・壁面補修工事

コンクリー ト    5m2

2002年 9月 新潟  栃尾市浄化センター

No.2脱水機塗装補修

80 m2
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大塚化学株式会社

2002年9月 新潟 加茂浄化セ ンター

汚泥分配糟防食修繕工事

コンクリー ト 85 m2

2002年明 新潟 国府 SPR下 水防食
マンホールポンプ内部防食塗装工事

コンクリー ト 10 m2

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 愛媛 住友共同電力

廃水処理場防食

金属 (鉄部 ) 400 m2

2002年 10月 新潟
コンクリー ト 9m2

公下補東第4号公共下水道工事 新前川橋MP内部防食塗装工事

2002年 11月 新潟 糸魚川市下水道

MP新 設

コンクリー ト 20 m2

2002年 11月 新潟 栃尾市浄化センター

NO.1脱汚泥貯留糟紡織補修

コンクリー ト 200 m2

2002年 11月 福井
コンクリー ト 20 m2

堀名第 1汚水中継ポンプ場設備工事

2002年 H月 福井
コンクリー ト 20 m2

竜谷第 1汚水中継ポンプ場設備工事

2002年 12月 長野 蓼科 トヨタゲス トハウス

温水排水処理装置糟内防食工事

コンクリー ト 50 m2

2002年 12月 北海道
コンクリート  1,o00m2

函館湾流域浄化センター 管工事

2002年 12月 新潟
コンクリー ト 23 m2

公下補西第5号公共下水道工事 大積町MP内部防食塗装工事

2002年 12月 新 t罵                                       コンクリート

公下補東第17号公共下水道工事 亀崎町南MP内部防食塗装工事

10 m2

2003年 1月 新潟
コンクリー ト 8m2

中沢ポンプ場機械設備工事・機械取付部防食工事

2003年 1月 新潟
コンクリー ト 13ぽ

松村町新枝橋そのlMP内部防食塗装工事

2003年 1月 福井

汚水幹線MP設置工事

コンクリー ト 60 m2

2003年 2月 岩手 紫波浄化センター

汚泥配管 防食塗装工事

金属 (鉄 ) 90 m2

2003年 2月 福井 松岡町

第9。 10号汚水中継MP場防食工事

コンクリー ト 20 m2

2003年2月 福井 公共下水道事業

丸岡下水ポンプ場設備工事

コンクリー ト 50 m2

2003年 2月 新潟
コンクリー ト 53 m2

中之島地区 No3-lM P内 部防食塗装工事

2003年2月 新潟                            コンクリート

公下補東第17号公共下水道工事 亀崎町西MP内部防食塗装工事

10 m2
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―2003年 2月 新潟
コンクリート   35m2

御簾尾汚水ポンプ場設備工事

2003年 3月 福井  坂井町公共下水道事業

簡易ポンプ所設備工事

コンクリー ト   20m2

2003年 3月 福井  芦原町公共下水道事業

汚水中継ポンプ場取付工事

コンクリート    50 m2

2003年 4月 新潟  新潟県流域下水道事務所               コンクリート   10m2
国府川 2号幹線管渠改良工事 (佐渡郡)

2003年 5月 福井  流域関連三国町公共下水道事業            コンクリート   20m2
汚水管梁敷設工事

2003年 7月 新潟 コンクリート   240m2
西川 1号幹線第 4ポンプ場 マンホールポンプ土木工事

2003年 7月 香川  高松清掃工場                    コンクリート 1,800m2
南部新清掃工場 ごみ処理施設設備工事

2003年 8月 群馬  井上・ 荒井特定建設協 同組合 コンクリート   220m2
明和終末処理場

2003年8月 新潟 コンクリート   40m2
西川 2号幹線管渠11マ ンホールポンプ場築造工事

2003年 8月 新潟 コンクリート   100m2
西川管渠等流域下水道 。 (管渠等)工事

2003年 8月  新潟  福 田組                        コンクリート 1,160m2
信濃川下流流域下水道 (新津処理区)し尿受入設備

2003年9月 新潟  村上浄化センター水処理設備3 コンクリート   71m2

2003年9月 新潟 コンクリート   100m2
西川流域下水道西川 2号幹線管渠築造開肖」推進その 2

2003年 10月 青森 コンクリート  180ぽ
青森市スポーツ公園整備工事

2003年 10月 新潟  高屋敷第ニマンホール

防食工事 (内径1800)

コンクリート    28m2

2003年 10月 新潟  横設置マンホール

防食工事 (内径1800)

コンクリート   114m2

2003年 10月 新潟  No.3-21-4マ ンホール

防食工事 (内径1800)

コンクリー ト    17m2

2003年 10月 新潟  荒川

羽ヶ榎ポンプ場設備

コンクリート   200 m2

2003年 10月 福 島  郡山市                       コンクリート  264m2
郡山市富久山衛生センター 第一処理設備沈砂槽受入槽

2003年 11月 青森 コンクリート   321m2
大畑町大畑浄化セ ンター水処理設備工事

2003年 11月 新潟  糸魚川

下共下水道マンホールボンプ設備

10

コンクリート    80m2



/レ″キープ丁S施工実績表 下水
2004/06/03り見イ三

大塚化学株式会社

工

2003年 11月 新潟 見附市終末処理場増設工事

最初沈殿地内部防食工事

コンクリー ト 102 m2

2003年 11月 栃木 秋 山川浄化セ ンター

汚泥処理設備工事

コンクリー ト 243 m2

2003年 11月 新潟 長岡 公下補東大 4号公共下水道
マンホールポンプ設備

コンクリー ト 72 m2

2003年 12月 北海道 留寿都村泉川 ポンプ場水処理設備工事
マンホールポンプ設備

コンクリー ト 560 m2

2003年 12月 新潟 コンクリー ト 107 m2
西川流域下水道西川 1号幹線築造 (推進その9)

2004年2月 新潟 加治り|1村

特環下水道No,100-1マ ンホールポンプ設置工事

コンクリー ト 40 m2

2004年2月 新潟 」FEエ ンジエア リング

西り|1第 11マ ンホールポンプ場機械設備工事

コンクリー ト 10 m2

2004年期 福井 松 岡町
マンホール補修工事

コンクリー ト 60 m2

2004年期 新潟 長岡市 公下補西第 7号公共下水道
マンホールポンプ設備

コンクリー ト 15 m2

2004年2月 新潟 上越市下水道センター建設工事その16 コンクリー ト 626 m2

2004年2月 新潟 長岡市 公下補西第 6号公共下水道
マンホールポンプ設備

コンクリー ト 15 m2

2004年3月 千葉 京葉

活性炭水槽防水

コンクリー ト 35 m2

2004年3月 新潟 柏崎市自然環境浄化センター建設工事 コンクリー ト 1,100 m2


