
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フォック・オー及びフォック・LC　施工実績番号 注文書 物件名 都道府県 施工面積（㎡） 施工年月日府中建設局 東京都 50 平成16年5月JH八王子管理事務所 JH管内 東京都 100 平成16年5月豊島区道路事務所ガード 東京都 30 平成16年5月真鶴役場　地下道 50 平成16年6月相模鉄道（株） 駅舎トイレ壁・コンクリート壁 神奈川県 20 平成16年7月富田林土木工事事務所　橋脚 大阪府 30 平成16年8月播但自動車道　トンネル壁 兵庫県 80 平成17年3月沼津土木事務所　橋脚 静岡県 65 平成17年4月阪神高速　橋脚 大阪府 45 平成17年4月八尾土木事務所　橋脚 大阪府 150 平成17年5月日本総合生活（株） 東茨木ニュータウン 大阪府 試験施工 平成17年5月ウエルサンピア東京 FRPスライダー内外面コーティング 東京都 1式 平成17年5月ウエルサンピア東京 スライダー鉄骨コーティング 東京都 1式 平成17年5月ウエルサンピア多摩 FRPスライダー内外面コーティング 東京都 1式 平成17年5月ウエルサンピア多摩 スライダー鉄骨コーティング 東京都 1式 平成17年5月（株）東急コミニティー 東急ドエル藤白台シングル防水補修 大阪府 800 平成17年6月阪急第一ホテルズ ホテル阪急エキスポパーク屋内プール木部塗装 大阪府 100 平成17年6月ウエルサンピア多摩 FRPスライダー内外面コーティング 東京都 20 平成17年6月長島観光開発 FRPスライダー内外面コーティング 三重県 1式 平成17年6月長島観光開発 スライダー鉄骨支柱コーティング 三重県 1式 平成17年6月長島観光開発 マットスライダーライニング 三重県 1式 平成17年6月長島観光開発 濾過器ライニング 三重県 1式 平成17年6月長島観光開発 アクリル水槽ライニング 三重県 1式 平成17年6月長島観光開発 プールサイド床ライニング 三重県 1式 平成17年6月ウエルサンピア宇部 スチール子供スライダー補修 山口県 1式 平成17年7月海の中道 FRPスライダー内面コーティング 福岡県 1式 平成17年7月営団地下鉄 駅ホーム対面白線（40駅） 東京都 400 平成17年8月関西電力 堀川変電所 京都府 150 平成17年8月関西電力 嵯峨変電所 京都府 120 平成17年8月関西電力 嵯峨変電所 京都府 300 平成17年8月塚田理研 メッキ工場　床 長野県 500 平成17年11月高知土木事務所 屋上防水保護ゴムシート 高知県 300 平成17年11月



深川市 子供遊戯具補修 北海道 1式 平成18年3月高知土木事務所 桂浜木製防護柵 高知県 600 平成18年4月（株）きんぱいリノテック 屋上防水保護ゴムシート 大阪府 550 平成18年5月新宿都庁前 落書き防止 東京都 1式 平成18年5月ウエルサンピア東京 FRPスライダー内面コーティング 東京都 45 平成18年5月ウエルサンピア大分日出 FRPスライダー内面コーティング 大分県 20 平成18年5月長島観光開発 トルネードスライダー錆止補修 三重県 1式 平成18年5月長島スパーランド サーフィンプール発泡ウレタン 三重県 950 平成18年6月高知国土交通省 ポール 50 平成18年6月長島観光開発 UFOスライダー内外ライニング 三重県 1式 平成18年7月長島観光開発 トルネードスライダー錆止補修 三重県 1式 平成18年7月長島観光開発 サーフヒルマット立上りコーティング 三重県 310 平成18年7月長島観光開発 フローライダーマットコーティング 三重県 550 平成18年7月長島観光開発 フローライダーFRPスライダーコーティング 三重県 90 平成18年7月長島観光開発 フローライダー鉄部コーティング 三重県 80 平成18年7月長島観光開発 フローライダーマット接着 三重県 1式 平成18年7月ガトウキングダム札幌 プールサイドノンスリップ塗装 北海道 1式 平成18年9月関西電力 広田変電所 大阪府 150 平成18年10月関西電力 大飯発電所 京都府 1200 平成18年10月N邸 外部コーティング 東京都 1式 平成18年11月N邸 コンクリートフェンスコーティング 東京都 1式 平成18年11月N邸 木部、鉄部,エンビ部コーティング 東京都 1式 平成18年11月(株）タイカイ 床 神戸市 450 平成18年12月住友不動産 シャルム関目屋上防水(鉄兵石） 大阪府 470 平成19年1月ネスレジャパン 姫路工場　床 兵庫県 230 平成19年1月JR研修所 コンクリート保護 大阪府 340 平成19年1月浦安総合スポーツセンター 仮眠室　床 東京都 320 平成19年1月近鉄 宝園駅プラットホーム 奈良県 250 平成19年2月防油提 化学薬品工場　床 愛知県 2000 平成19年2月日本総合住生活㈱ UR都市機構東茨木オークダウン屋根 大阪府 20 平成19年5月日本総合住生活㈱ UR都市機構森之宮住宅バスパン塗装 大阪府 6 平成19年8月阪急阪神ホテル㈱ ホテル阪急エキスポパークプール室塗装 大阪府 300 平成19年8月日本総合住生活㈱ UR都市機構奈良真美ヶ丘バスタフ塗装 奈良県 4 平成20年8月阪急阪神ホテルズ 　ホテル阪急エキスポパーク屋内プール柱塗装 大阪府 280 平成19年6月下坂部幼稚園（温水） 下坂部幼稚園プールFREライニング工法 兵庫県 80 平成22年1月



姫野企画 （旧）板宿スイミング装替 兵庫県 280 平成22年3月札幌市中央卸売市場 Ｎｏ1.Ｎｏ．2　仲卸通路 北海道 平成21年11月藻岩南小学校 給食室　床 北海道 平成21年4月発寒南小学校 給食室　床 北海道 平成21年3月発寒東小学校 給食室　床 北海道 平成21年4月前田北小学校 給食室　床 北海道 平成21年4月西陵中学校 給食室　床 北海道 平成21年7月八軒東中学校 給食室　床 北海道 平成21年7月福井野中学校 給食室　床 北海道 平成21年8月山の手南小学校 給食室　床 北海道 平成21年8月厚別中学校 給食室　床 北海道 平成21年8月幌南小学校 給食室　床 北海道 平成21年8月北野小学校 給食室　床 北海道 平成21年8月


