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大塚化学株式会社

施二年月 地域   物件      ___ 対象物   面積

1994年8月 新潟  STフ ーズ

食品工場床

コンクリート   800 m2

1995年 3月 東京  ニ ウケ

精肉作業場 床

金属           180 m2

1995年 7月 大阪  大塚食品 (株)滋賀工場 (テス ト)

床

コンクリート    14m2  1

1995年 10月 青森  南郷村 (テス ト)

南郷村学校給食センター

コンクリート    3m2

1995年 12月 滋賀  大塚食 品 (株)滋賀工場

床

コンクリート   50m2

1996年2月 千葉  ヤマニンベン

水槽、床

金属       loo m2

1996年3月 北海道 Jヒ海動電力 (株)泊発電所

床、鋼板

金属        30m2

1996年 3月 北海道 本L幌市立 明園中学校 コンクリート    6m2

1996年 12月 兵庫  兵庫県

日生病院 (床 )

コンクリート   40m2

1997年 5月 徳島  大塚化学 (株)徳島工場

生産2部 (床 )

コンクリート   800m2

1997年8月 徳島県 大塚化学 (株)徳島工場
生産2部 (床 )

コンクリート   9oo m2

1997年8月 北海道 本L幌市立 幌東中学校

給食室床改修

コンクリート    15m2

1997年8月 北海道 本L幌市立 馬駒内曙中学校

給食室床改修

コンクリート    15m2

1997年8月 北海道 本L幌市立 月寒中学校

給食室床改修

コンクリート    15m2

1997年 8月 北海道 本L幌市立 新琴似北小学校

給食室床改修

コンクリート    94m2

1997年8月 北海道 本L幌市立 新琴似緑小学校

給食室床改修

コンクリート    94m2

1997年 8月 北海道 本L幌市立 本町小学校

給食室床改修

コンクリート    92m2

1997年 8月 北海道 本L幌市立 本L幌小学校

給食室床改修

コンクリート    67m2

1997年8月 北海道 本L幌市立 本L苗北小学校

給食室床改修

コンクリート    94m2

1997年 8月 北海道 本L幌市立 伏古小学校

給食室床改修

コンクリート    94m2

1997年 8月 北海道 本L幌市立 栄緑小学校

給食室床改修

コンクリート    94m2
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大塚化学株式会社

施二年月 地域   物件 対象物   面積

1997年 8月 北海道 本L幌市立 栄西小学校

給食室床改修

コンクリー ト   94m2  1

1997年 8月 北海道 本L幌市立 Jヒ園小学校

給食室床改修

コンクリー ト    94 m2

1997年 8月 北海道 本L幌市立 美香保小学校

給食室床改修

コンクリー ト    75 m2

1997年 8月 北海道 本L幌市立 南月寒小学校

給食室床改修

コンクリート   94m2

1997年 8月  北海道 本L幌市立 豊園小学校

給食室床改修

コンクリー ト    94 m2

1997年 8月 北海道 本L幌市立 ゴヒ野台小学校

給食室床改修

コンクリー ト    94m2

1997年 8月 北海道 本L幌市立 み どり小学校

給食室床改修

コンクリート    94m2

1997年 8月 北海道 本L幌市立 東園小学校

給食室床改修

コンクリート   67m2

1997年 8月 北海道 本L幌市立 美園小学校

給食室床改修

コンクリート   99m2

1997年 8月 北海道 本L幌市立 Jヒ の沢小学校

給食室床改修

コンクリート    94 m2

1997年 8月  北海道 本L幌市立 藻岩北小学校

給食室床改修

コンクリート    88 m2

1997年 8月 北海道 本L幌市立 発寒南小学校

給食室床改修

コンクリート    89 m2

1997年 8月 北海道 本L幌市立 手稲東小学校

給食室床改修

コンクリート   lo6 m2

1997年 8月 北海道 本L幌市立 東栄小学校

給食室床改修

コンクリート    94 m2

1997年 8月 北海道 本L幌市立 本L苗 中学校

給食室床改修

コンクリート   94m2

1997年 8月 北海道 本L幌市立 Jヒ野中学校

給食室床改修

コンクリート    94m2

1997年 8月 北海道 本L幌市立 月寒 中学校

給食室床改修

コンクリート   94m2

1997年 8月 北海道 本L幌市立 平岡中学校

給食室床改修

コンクリート   94m2

1997年 8月 北海道 本L幌市立 東月寒中学校

給食室床改修

コンクリート    94m2

1997年 8月  北海道 本L幌市立 福井野中学校

給食室床改修

コンクリート   94m2

1997年 8月  北海道 本L幌市立 西陵中学校

給食室床改修

コンクリート   94m2
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大塚化学株式会社

1997年 10月

`懲

島 大塚化学 (株)徳島工場

技術棟 西階段

100 m2

1997年 10月 北海道 本L幌市立 美香保小学校

排水溝

コンクリー ト 10 m2

1997年 10月 北海道 本L幌市立 栄東小学校

ボイラー室

コンクリー ト 22 m2

1997年 10月 北海道 本L幌市立 み どり小学校

排水溝

コンクリー ト 10 m2

1997年 10月 北海道 01路市学校給食センター コンクリー ト 10 m2

1997年 10月 北海道 道立病院
釜下

コンクリー ト 7m2

1997年 11月 徳 島県 大塚化学 (株)徳島工場

生産2部 (床 )

コンクリー ト 600 m2

1997年 12月 北海道 本L幌市立 定山渓小学校 コンクリー ト
1300A

76 m2

1997年 12月 北海道 本L幌市立 1ヒ野小学校 コンクリー ト
1300A

86 m2

1997年 12月 JL海道 本L幌市立 元町中学校 コンクリー ト
1300A

94 m2

1998年 1月 北海道 本L幌市立 もみじ台小学校 コンク リー ト
1300A

94 m2

1998年 1月 北海道 本L幌市立 平岸高台小学校 コンクリー ト
1300A

109 m2

1998年 1月 北海道 本L幌市立 西岡南小学校 コンクリー ト
1300A

96 m2

1998年 1月 北海道 本L幌市立 苗穂小学校
コンク リー ト
1300A

94 m2

1998年 1月 北海道 本L幌市立 中の島小学校 コンクリー ト
1300A

96 m2

1998年 1月 北海道 本L幌市立 桑園小学校
コンクリー ト
1300A

94 n12

1998年 1月 北海道 本L幌市立 不口光小学校 コンクリ‐ ト
1300A

94 1■ 2

1998年 1月 北海道 本L幌市立 新琴似小学校 コンクリー ト
1300A

94 m2

1998年 1月 北海道 本L幌市立 屯田小学校 コンクリー ト
1300A

94 m2

1998年 1月 北海道 本L幌市立 手稲中央小学校 コンクリー ト
1300A

94 m2

コンクリー ト
1300A

1998年 1月 北海道 本L幌市立 発寒小学校 94m2



ノン ″キープTS施工実績表 床
2004/06/03毛見イニ

大塚化学株式会社

加工年 月 地域   物件 対象物

1998年 1月 北海道 本L幌市立 向陵中学校 コンク リー ト
1300A

77 m2

1998年 1月 北海道 本L幌市立 新琴似北中学校 コンクリー ト
1300A

94 m2

1998年 1月 北海道 本L幌市立 栄南中学校 コンクリー ト
1300A

94 m2

1998年 1月 北海道 本L幌市立 東山小学校 コンクリー ト
1300A

25 m2

1998年 1月 北海道 本L幌市立 共栄小学校 コンクリー ト
1300A

94 m2

1998年 3月 群馬  マ ック食 品 (株 )

惣菜室床改修

コンクリー ト 70 m2

1998年 4月 福島  日本デルモンテ (株)福島工場 コンクリー ト
1300A

400 m2

1998年 5月 群馬  前橋市 冷蔵庫床面 コンクリー ト
1300A

100 m2

1998年 5月 徳島  徳島工場 食堂厨房床 コンクリー ト
1300A

150 m2

1998年 5月 群馬  日本デルモンテ (株)群馬工場

床改修

コンクリー ト 70 m2

1998年 7月 北海道 本L幌市立 清田緑小学校 コンクリー ト
1300A

94 m2

1998年 7月 北海道 本L幌市立 澄川南小学校

学校給食室床改修工事

コンクリー ト
1300A

94 m2

1998年 7月 北海道 本L幌市立 石 山南小学校

学校給食室床改修工事

コンクリー ト
1300A

94 m2

1998年 7月  北海道 本L幌市立 官の森小学校

学校給食室床改修工事

コンクリー ト
1300A

94 m2

1998年 7月 北海道 本L幌市立 幌南小学校

学校給食室床改修工事

コンクリー ト
1300A

94 m2

1998年 7月 北海道 本L幌市立 厚別中学校

学校給食室床改修工事

コンクリー ト
1300A

170 m2

1998年 7月 北海道 本L幌市立 青葉中学校

学校給食室床改修工事

コンクリー ト
1300A

94 m2

1998年 7月 北海道 本L幌市立 日章中学校

学校給食室床改修工事

コンクリー ト
1300A

94m2

1998年 7月 北海道 本L幌市立 上野幌中学校

学校給食室床改修工事

コンクリー ト
1300A

94 m2

1998年 7月 北海道 本L幌市立 屯田中央 中学校

学校給食室床改修工事

コンクリー ト
1300A

140 m2

1998年 7月 北海道 本L幌市立 Jヒ陽中学校

学校給食室床改修工事

コンクリー ト
1300A

94 m2
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大塚化学株式会社

1998年 7月 北海道 本L幌市立 富丘小学校

学校給食室床改修工事
晶話Fリ

ー‐卜     94 m2

1998年 7月 北海道 本L幌市立 西園小学校

学校給食室床改修工事

コンクリー ト
1300A

94 m2

1998年 7月 北海道 本L幌市立 豊水小学校

学校給食室床改修工事

コンクリー ト
1300A

94 ■
2

1998年 7月 北海道 本L幌市立 ヨヒ白石小学校

学校給食室床改修工事

コンクリー ト
1300A

94 m2

1998年 7月 北海道 本L幌市立 新琴似南小学校

学校給食室床改修工事

コンクリー ト
1300A

94 m2

1998年 7月 北海道 本L幌市立 篠路西小学校

学校給食室床改修工事

コンクリー ト
1300A

94 m2

1998年 7月 北海道 本L幌市立 本郷小学校

学校給食室床改修工事

コンクリー ト
1300A

94 m2

1998年 7月 北海道 本L幌市立 清 田小学校

学校給食室床改修工事

コンクリー ト
1300A

94 m2

1998年 7月 北海道 本L幌市立 八軒北小学校

学校給食室床改修工事

コンク リー ト
1300A

94 m2

1998年 7月 北海道 本L幌市立 琴似中央小学校

学校給食室床改修工事

コンクリー ト
1300A

94 m2

1998年 7月 北海道 本L幌市立 三里塚小学校

学校給食室床改修工事

コンクリー ト
1300A

35 m2

1998年 7月 北海道 本L幌市立 光陽中学校

学校給食室床改修工事

コンクリー ト
1300A

94 m2

1998年 7月 北海道 本L幌市立 八軒東 中学校

学校給食室床改修工事

ク

Ａ

ン
００

コ
‐３

リー ト 94 m2

1998年7月 北海道 本L幌市立 月寒東小学校

学校給食室床改修工事

コンクリー ト
1300A

94 m2

1998年 7月 北海道 本L幌市立 人軒中学校

学校給食室床改修工事

コンクリー ト
1300A

46 m2

1998年 7月 北海道 函館市立  日吉ケ丘小学校

給食室床改修工事

コンク リー ト
1300A

116 m2

1998年 7月 北海道 丸瀬布町・ 白滝村学校給食センター

調理室床塗装改修工事

コンクリー ト
1300A

110 m2

1998年 7月 北海道 σ‖路市立 湖畔小学校

給食室床改修工事 (釜下)

コンクリー ト
1300A

8m2

1998年 8月 大分 大分市立 津留小学校給食場床面 コンクリー ト
1300A

93 m2

1998年8月 福岡 福岡市西鉄グラン ドホテル

厨房8箇所

コンク リー ト
1300A

451 m2

タヌマフーズ (株 )

床改修

1998年 8月 栃木 コンクリー ト 780 m2
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大塚化学株式会社

コンクリー ト1998年 11月 兵庫 神戸市環境事業局

布施畑選別工場 (新築)

1999年 1月 北海道 本L幌市立 西野第二小学校 コンク リー ト
1300A

94 m2

学校給食室床改修工事

1999年 1月 徳島 藍住町

藍住町西小学校給食室床修理

コンクリー ト 30m2

1999年 1月 北海道 本L幌市立 旭小学校

学校給食室床改修工事

コンクリー ト
1300A

94 m2

1999/11月  北海道 本L幌市立 菊水小学校
コンク リー ト
1300A

94 m2

学校給食室床改修工事

1999年 1月 北海道 本L幌市立 上自石小学校 コンク リー ト
1300A

65 m2

学校給食室床改修工事

面扉再月 北海道 本L幌市立 福住小学校 コンク リー ト
1300A

94 m2

学校給食室床改修工事

1999年 1月 北海道 本L幌市立 しらかば台小学校
コンク リー ト
1300A

76 m2

学校給食室床改修工事

1999年 1月 北海道 本L幌市立 信濃小学校

学校給食室床改修工事

コンク リー ト
1300A

80m2

D09年 1月 北海道 本L幌市立 札苗小学校 コンク リー ト
1300A

94 m2

学校給食室床改修工事

面懸義月 北海道 本L幌市立 前田中学校 コンクリー ト
1300A

94 m2

学校給食室床改修工事

1999年 1月 北海道 本L幌市立 篠路中学校
コンク リー ト
1300A

94 m2

学校給食室床改修工事

1999年 1勇 北海道 本L幌市立 八条中学校
コンク リー ト
1300A

94 m2

学校給食室床改修工事

1999年 1月 北海道 本L幌市立 北白石小学校
コンクリー ト
1300A

94ぽ

学校給食室床改修工事

1999年 1月  北海道 本L幌市立 星園高校

学校給食室床改修工事

ク

Ａ

ン
００

コ

‐３

リー ト 72 m2

ib00年 1月 北海道 91路市立 桂恋小学校
コンクリー ト
1300A

36 m2

学校給食室床改修工事

1999年 1月 北海道 91路市立 桜ヶ丘小学校
コンク リー ト
1300A

18 m2
｀
  学校給食室床改修工事

1999年 1月 北海道 01路市立 寿小学校
コンクリー ト
1300A

46 m2

学校給食室床改修工事

1999年 1月 北海道 釘‖路市立 鳥取西小学校

学校給食室床改修工事

コンクリー ト
1300A

59 m2

1999年 1月 北海道 01路市立 旭小学校

学校給食室床改修工事

コンクリー ト
1300A

51 m2

1999年 1月 北海道 本L幌市立 厚別東小学校

体育館 (防かび)

コンクリート他
1300A

2,000 m2
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1999年2月 佐賀  佐賀経済連鹿島飲料工場床 コンクリー ト   400 m2

1999年2月 福岡  ヤマエ久野筑後工場側溝 コンクリー ト 150 m2

1999年3月 北海道 本L幌市立 円山小学校

学校給食室床改修工事

コンク リー ト
1300A

94 m2

1999年3月 兵庫  」A兵庫経済連 コンクリー ト 550 m2

1999年 3月 北海道 本L幌市立 大通小学校
学校給食室床改修工事

コンクリー ト
1300A

94 m2

1999年3月 北海道 本L幌市立 山の手南小学校

学校給食室床改修工事

コンク リー ト
1300A

94 m2

1999年3月 北海道 本L幌市立 西野小学校

学校給食室床改修工事

コンクリー ト
1300A

76 m2

1999年 3月 北海道 本L幌市立 手稲西小学校

学校給食室床改修工事

コンク リー ト
1300A

87 m2

1999年 3月 北海道 本L幌市立 前 田北小学校

学校給食室床改修工事

コンクリー ト
1300A

94 m2

1999年4月 兵庫  柏原GPセ ンター コンクリー ト 500 m2

1999年4月 埼玉  赤城乳業 (株 )

床改修

コンクリー ト 80 m2

1999年4月 滋賀  大塚食品 (株)滋賀工場 コンク リー ト
1300A

300 m2

1999年 5月 徳島 徳島市国府小学校

給食室

コンク リー ト
1300A

180 m2

1999年 6月 佐賀  大塚製薬 (株)佐賀工場 コンクリー ト 100 m2

1999年 6月 神奈川 田中貴金属工業 (株)平塚第二工場

厨房 (新設)

コンクリー ト 24 m2

1999年 7月 沖縄  パシフィックホテル沖縄 コンクリー ト 250 m2

1999年8月 徳島  ウィンナークラブ コンクリー ト
1300A

200 m2

1999年8月 lL海道 本L幌市立 緑丘小学校

学校給食室床改修工事

コンクリー ト
1300A

94 m2

1999年 8月 福岡 コンクリー ト 130 m2

芦屋町給食センター 厨房改修

1999年8月 北海道 本L幌市立 篠路小学校

学校給食室床改修工事

コンクリー ト
1300A

94 m2

1999年 8月 lL海道 本L幌市立 北辰 中学校

学校給食室床改修工事

コンクリー ト
1300A

94 m2



ノ澪 ″ヰープ丁S施工実績表  床
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大塚化学株式会社

対象物   面積協工年 月 地域   物件

1999年8月 北海道 本L幌市立 北郷小学校

学校給食室床改修工事
晃ふ

`Fリ

ーート     102 m2

1999年 8月  北海道 本L幌市立 本通小学校

学校給食室床改修工事
晶話ィ

リー ト    1lo m2

1999年 8月  北海道 本L幌市立 有明小学校

学校給食室床改修工事
晶話Fリ

ー ト    26 m2

1999年8月  北海道 本L幌市立 北 白石小学校

学校給食室床改修工事
長霊ζFリ

ー‐卜      93 m2

1999年8月  北海道 本L幌市立 西岡中学校

学校給食室床改修工事
晶ふ&ζ リ

ーート      94 m2

1999年8月 北海道 本L幌市立 西岡小学校

学校給食室床改修工事
島話Fリ

ート      58 m2

1999年 8月 北海道 本L幌市立 ひが しなえば幼稚園            コンクリート  130m2
テラス

1999年 8月 北海道 函館市立 亀 田小学校

学校給食室床改修工事

コンクリー ト   120m2

1999年 8月 北海道 旭川市立 神居古澤小中学校

学校給食室床改修工事

コンクリート   40m2

1999年 10月 新潟  長岡中央病院

厨房釜下 (新設)

コンクリー ト   33m2

2000年 1月 北海道 本L幌市立 琴似小学校

学校給食室床改修工事
13話Fリ

ート    94 m2

2000年 1月 北海道 コンクリー ト   81m2
札幌市南郷小 給食室

2000年 1月 北海道
コンクリー ト    77m2

札幌市幌北小 給食室

2000年 1月 北海道 コンクリー ト    94m2
札幌市琴似小 給食室

2000年 1月 北海道 コンクリー ト    39m2
札幌市西小 配膳室

2000年 1月 北海道 コンクリート   94m2
札幌市三角山小 給食室

2000年 1月 北海道
コンクリー ト   137m2

札幌市北栄中 給食室

2000年 1月 北海道 コンクリー ト    3m2
札幌市月寒中 配1善室

2000年 1月 北海道 コンクリー ト   33m2
札幌市 しらかば台小 配膳室、排水溝

2000年 1月 北海道 コンクリー ト   40m2
札幌市西野小 配膳室、排水溝

2000年 1月 北海道

札幌市信濃小 配膳室、排水溝

コンクリー ト   20m2



ノン ″牛一プTS施工実績表  床
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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

2000年 1月 北海道 コンクリート   25m2
札幌市有明小 食品庫

2000年 1月 北海道 コンクリート   125 m2
札幌市清田小 玄関

2000年 1月 北海道 コンクリート   107 m2
札幌市清田高 玄関

2000年 1月 北海道 コンクリート    7 m2
札幌市白石中 給食室

2000年 1月 北海道 コンクリート    26m2
札幌市太平小 給食室

2000年 1月 北海道 コンクリート    15 m2
本L幌市前田北小 夢F水溝

2000年 1月 北海道 コンクリート    15 m2
札幌市栄東小 リト水溝

2000年 1月 北海道 コンクリート    30 m2
札幌市西岡中 便所床

2000年 1月 北海道 本L幌市立 北栄 中学校

学校給食室床改修工事

2000年 1月 北海道 本L幌市立 南郷小学校
1::OFリ

ー‐卜      94 m2
学校給食室床改修工事

13:OFリ
ー‐卜     94 m2

2000年 1月 北海道 本L幌市立 太平小学校

学校給食室床改修工事
晶

“

Fリ
ート    94 m2

2000年 1月  北海道 本L幌市立 三角 山小学校

学校給食室床改修工事
晶ふ&Fリ

ー‐卜      94 m2

2000年 1月 北海道 本L幌市立 幌北小学校

学校給食室床改修工事
晶話Fリ

ート    94 m2

2000年 1月 北海道 本L幌市立 幌西小学校

学校給食室床改修工事
島ふ

`Fリ

ーート      94 m2

2000年 1月 北海道 本L幌市立 白石 中学校

学校給食室床改修工事

コンクリート    94m2

2000年 1月 徳島  加茂名 中央公民館

トイレ (補修)

タイル      20m2

2000年 2月 大分  日田市給食センター

床
晶話ィ

リート   1,700 m2

2000年 3月 北海道 コンクリート   360 m2
札幌市西区役所 倉庫床

2000年 3月 北海道 コンクリート    94m2
札幌市西小 給食室

2000年 3月 北海道 コンクリー ト   103 m2
札幌市月寒小 給食室、配膳室

2000年 3月 北海道

札幌市栄南小 給食室、配膳室、食品庫

コンクリー ト   137m2



ノン ″キープ丁S施工実績表  床
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大塚化学株式会社

2000年3月 北海道 コンクリート   51 m2
札幌市西岡中 便所

2000年3月 滋賀 デンクリート   332m2
大塚食品滋賀工場

2000年3月 北海道 コンクリート   350m2
チーズエ場

2000年 4月 北海道 コンクリート   137m2
丸山動物公園 猿舎床

2000年 6月 熊本 コンクリート   200m2
コカコーラ鳥栖工場 廃液槽改修

2000年 8月 北海道 コンクリート   50m2
向陵中

2000年 8月 北海道 コンクリート   70m2
美香保小 給食室

2000年8月 北海道 コンクリート   20m2
幌東中 給食室スロープ

2000年明  北海道 コンクリート   2m2
厚別中 釜下

2000年 8月 北海道 コンクリート   160m2
備品設置床補修 28校

2000年 8月 北海道 コンクリー ト   94m2
南小 給食室

2000年 8月 北海道 コンクリート   94ぽ
もみじ台西小 給食室

2000年8月 北海道 コンクリー ト    16m2
北の沢小 コンテナ

2000年8月 北海道 コンクリート    28m2
光陽小 配膳室

2000年 8月 北海道 コンクリート   210m2
前田北小 便所

2000年 8月 北海道 コンクリート    73m2
八条中 玄関

2000年 8月 北海道 コンクリート   30m2
北野中 玄関

2000年 8月 北海道 コンクリート    68m2
白石小 給食室

2000年 8月 北海道 コンクリート   75ぽ
発寒南小 配膳室

2000年 8月 北海道 コンクリート   120m2
中島小 給食室

2000年 8月 滋賀
大塚食品滋賀工場

10

コンクリート   210m2
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大塚化学株式会社
|

2000年 8月  山梨 コンクリート   20m2
韮崎中学校 給食室

2000年 9月 長崎 コンクリート   185m2
長崎市立福田小学校 厨房改修

2000年 10月 滋賀 コンクリート   273m2
大塚食品滋賀 床

2000年 10月 北海道 コンクリート   50m2
大塚食品滋釧路 床

2000年 10月 北海道 コンクリート   60m2
本通小 給食室

2000年 10月 福岡 コンクリート  600m2
全酪連甘本工場床改修

2000年 12月 北海道 コンクリート  202m2
鴎洋水産 床

2000年 12月 北海道 コンクリート   136m2
富山水産 床

2000年 12月 北海道 コンクリート    10m2
札幌ビール園 床

2000年 12月 北海道 コンクリート   320m2
留市立病院萌 床

2000年 12月 北海道 コンクリー ト   121m2
札幌ビール北海道工場 脱水機室床

2000年 12月 北海道 コンクリート   40m2
札幌市立新琴似北中 給食室床

2000年 12月 北海道 コンクリート   40m2
札幌市立中の島小 給食室床

2000年 12月 北海道 コンクリート    60m2
函館市立中島小 給食室床

2001年 1月 北海道 コンクリート    20m2
札幌ビール北海道工場 床、架台補修

2001年 2月 北海道 コンクリー ト    30m2
札幌ビール北海道工場 床

2001年 3月 北海道 コンクリー ト   10o m2
深川吉本病院 厨房床

2001年 4月 北海道 本L幌市立み どり小学校

給食室床

コじ/ク リ・―卜      60 m2

2001年 4月 北海道 本L幌市立円山小学校

給食室床

コンクリー ト   55m2

2001年 4月 北海道 本L幌市立北辰 中学校

給食室床

コンクリー ト   65m2

2001年 4月 北海道 本L幌市立八軒東 中学校

給食室床

コンクリー ト   70m2
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大塚化学株式会社

流工年 月 地域   物件 対象物   面精

2001年 4月 北海道 本L幌市立美香保 中学校

給食室床

コンクリート   50m2

2001年朝  北海道 コンクリー ト   30m2
札幌ビール北海道工場 床

2001年 4月 栃木 コンクリー ト   80m2
ペプシヨーラ北関東工場

2001年 5月 北海道 コンクリー ト 11,000m2
柳月 床

2001年 5月 大分 コンクリー ト  175m2
サンアスベルフ蠣

゛
工場床改修

2001年 5月 神奈川 コンクリート   20m2
中中≠誨り‖キッチンサーヒ

゛
スセンター

2001年 5月 官城  大沼邸 廊下

フローリング

木製       20m2

2001年 5月 官城  鈴木邸 廊下、台所
フローリング

木製       58m2

2001年 8月 大分 コンクリート  looぽ
別府市立鏡川小学校床

2001年 8月 大分 コンクリー ト   loo m2
別府市立朝 日小学校床

2001年 8月 大分 コンクリー ト   loo m2
別府市立鶴見小学校床

2001年 8月 大分 コンクリート  loo m2
別府市立野田小学校床

2001年 8月 大分 コンクリー ト   10o m2
別府市立緑丘小学校床

2001年 8月 福岡 コンクリー ト   loo m2
甘本市立大関小学校床

2001年 8月 福岡 コンクリー ト   loo m2
甘本市立小野小学校床

2001年 10月 宮城  高橋邸 廊下、台所、居間

フローリング

木製       63m2

2002年 2月 官城  集合住宅 居間、台所
フローリング

木製          35 m2

2002年 6月 岩手  山田商店 食品加工場 FRP            68 m2

2002年 8月 北海道 旭川丸北商事

床改修工事

コンクリー ト   loo m2

2002年 8月 東京  高輪東武 ホテル

厨房

樹月旨床          60 m2

2002年 9月 岩手  山田商店 食品加工場

12

FIP           40 m2
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2002年9月 岩 手  ニチ ロ石巻工場 金属        15 m2
鋼板

2002年9月  山梨  サ ッポロフイン

勝沼フイナリー出荷口

樹脂床          40 m2

2002年10月 東京  日本水産

八王子工場梱包装

樹』旨床         78 m2

2002年 11月 群馬  オーパイ (株 ) 樹』旨床         100 m2

2002年 11月 沖縄  北部精糖 (株 ) 樹月旨床          80 m2

2003年 3月 新潟 コンクリー ト   16m2
コロニーにいがた自岩の里

2003年 3月 福岡  日本タングステン

エ場 床

コンクリー ト   700 m2

2003年 3月  福 岡 コンクリー ト    50 m2
春 日東中学校配膳室増築工事

2003年 3月 福 岡  甘本市

学校給食 床

コンクリー ト   loo m2

2003年 4月 福岡  日本タングステン

床

コンクリート   600 m2

2003年 8月 北海道 コンクリー ト    94m2
中ノ島町学校給食 調理場床塗装修繕

2003年 8月 北海道 コンクリート    94m2
発寒小学校 給食室床補修工事

2003年 8月 北海道 コンクリート   53m2
もみじ台小学校 給食室床補修工事

2003年 8月 北海道 コンクリート    53 m2
幌北小学校 給食室床補修工事

2003年 8月 北海道 コンクリート    80m2
幌東小学校 給食室床改修工事

2003年 8月 北海道 コンクリー ト    93 m2
屯田中央中学校 給食室床補修工事

2003年 8月 北海道 コンクリー ト   94m2
北白石中学校 給食室床補修工事

2003年 8月 北海道 コンクリー ト      38 m2

南小学校 給食室床補修工事

2003年 8月 北海道 コンクリー ト   1l m2
南郷小学校 給食室床補修工事

2003年 8月 北海道 コンクリー ト   20m2
東栄中学校 給食室床補修工事

2003年 8月 北海道

大谷地小学校 給食室床補修工事
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コンクリー ト   87m2
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2003年 8月 北海道 コンクリー ト 35 m2
新光小学校 給食室床改修工事

2003年 8月 北海道 コンクリー ト 18 m2
新琴似中学校  トイレ補修工事

2o03年8月 北海道 コンクリー ト 94 m2
新琴似西小学校 給食室床改修工事

2003年8月 北海道 コンクリー ト 53 m2
信濃小学校 給食室床補修工事

2003年8月 北海道 コンクリー ト 53 m2
札幌小学校 給食室床改修工事

2003年 8月 北海道

向陵中学校 給食室床補修工事

コンクリー ト 53 m2

2003年8月 北海道 コンクリー ト 94 m2
厚別通り小学校 給食室床改修工事

2003年 8月  北海道 コンクリー ト 94 m2
元町小学校 給食室床改修工事

2003年 8月  北海道 コンクリー ト 53 m2
管菱完了旭小学校 給食室床補修工事

2003年 8月 北海道 コンクリー ト 53 m2
西岡中学校 給食室床補修工事

2003年8月  北海道 コンクリー ト 94 m2
稲穂中学校 給食室床改修工事

2003年 8月  北海道 コンクリー ト 93 m2
西野中学校他 1校 大規模改造工事

2003年 8月 北海道 コンクリー ト 85 m2
清田南小学校 大規模改造工事

2003年 8月 北海道 コンクリー ト 53 m2
幌南小学校 給食室床補修工事

2003年 8月 北海道 コンクリー ト 94 m2
旭小学校 給食室床改修工事

2003年 8月 北海道 コンクリー ト 94 m2
旭小学校 給食室床改修工事

2003年 8月 北海道 旭川丸北商事

床改修工事

コンクリー ト 100 m2

2003年 9月 新潟 長岡市青葉台小学校

給食増築工事

コンクリー ト 48 m2

2003年 9月 北海道 六花亭本社

厨房床補修工事

コンクリー ト 15m2

2003年9月 長崎 長崎市 小学校

給食室床

コンクリー ト 200 m2

2003年 10月 北海道 自衛隊札幌病院
給食室床改修工事
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コンクリァ ト 35 m2
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2003年 10月 佐賀 コカコーラ鳥栖

床

コンクリー ト 100 m2

2003年 12月 福岡 フン ドーキン

醤油工場 床

コンクリー ト 220 m2

20034「 12り弓 」FE
立体駐車場  (工場ライン)

金属 1,500 m2

2003年12月 北海道 コンクリー ト 84 m2
拓北小学校 給食室床補修工事

2004年 1月 北海道 コンクリー ト 94 m2

新光小学校 給食生床改修工事

2004年 1月 北海道 コンクリー ト 52 m2
中ノ島中学校 配膳室床改修工事

2004年 1月 北海道 コンクリー ト 64 m2
琴似中央小学校 給食室床補修工事

2004年 1月 北海道 コンクリー ト 94 m2
苗穂小学校 給食室床補修工事

2004年1月 北海道 コンクリー ト 53 m2
上野ll■ 中学校 給食室床補修工事

2004年1月 北海道 コンクリー ト 93 m2
前田北小学校 給食室床補修工事


