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いちょう団地浴室ＶＯＣ試験施工 　　　　官 神奈川県土地建物保全協会　　 ２８㎡     平成１４年

笹塚工場　天井改修工事（防カビ塗装） 　　　　民 ㈱中村屋 ６０㎡     平成１４年

コスモスハウス　新築工事 　　　　民 山田建築設計事務所 ２，３００㎡     平成１４年

逗子浄水場外塀改修工事 　　　　官 神奈川県企業庁水道局 １，５００㎡     平成１５年

外壁塗装工事 　　　　民 林邸 ２５０㎡     平成１５年

外壁塗装工事 　　　　民 蔵田邸 ７０㎡     平成１６年

外壁塗装工事 　　　　民 谷邸 ２２０㎡     平成１６年

外壁塗装工事 　　　　民 石井邸 ２９０㎡     平成１６年

クリオマンション茅ヶ崎外壁改修工事 　　　　民 ㈱門倉組 ７，８００㎡     平成１６年

三孫外壁塗装工事　 　　　　民 ㈲城南住宅 ４５㎡     平成１８年５月　　

鎌倉駅前新築ビル工事　 　　　　民 山田建築設計事務所 ２，５００㎡     平成１８年７月

浄智寺納骨堂新築工事 　　　　民 ㈱ヤマノイ １２０㎡     平成１８年３月

外壁改修工事 　　　　民 伊藤邸 ３８０㎡     平成１９年１２月

江ノ島岩屋洞窟歩道橋改修工事 　　　　官 藤沢市役所 １，３００㎡     平成２０年１月

外壁改修工事 　　　　民 星野邸 １６０㎡     平成２０年４月

ナカシマプロペラ改修工事 　　　　民 ㈱岩瀬工務店 ６０セット     平成２０年５月

国際埠頭石炭倉庫新築工事 　　　　民 ジャパンザイペックス㈱ １，４００㎡     平成２０年６月

東名高速道路杉久保高架橋補修工事 　　　　官 日本道路公団 １００㎡     平成２０年12月

渋谷　道玄坂ビル 　　　　民 ㈱リバコンテック ２７０㎡     平成２１年８月

上越市、蜘ヶ池高架橋補修工事 　　　　官 北越急行株式会社 ３６０㎡     平成２１年９月

外構補修工事 　　　　民 宗教法人正法寺 １８０㎡     平成２１年９月

小山市新川橋　橋梁補修工事 　　　　官 栃木県土木事務所 ６６０㎡     平成２１年１２月

千葉県九十九里　黒潮橋 　　　　官 千葉県土木事務所 １，５００㎡     平成２２年５月

ナカシマプロペラ改修工事 　　　　民 岩瀬工務店 ７００㎡     平成２２年１１月

上越市、蜘ヶ池高架橋補修工事 　　　　官 北越急行株式会社 ３６０㎡     平成２２年12月

千葉県花園橋　橋梁補修工事 　　　　官 千葉県土木事務所 ５００㎡     平成２３年１月

千葉県九十九里　黒潮橋 　　　　官 千葉県土木事務所 １５００㎡     平成２３年２月

万代橋　橋梁補修工事 　　　　官 群馬県中之条土木事務所 ３００㎡     平成２３年７月

上越市、蜘ヶ池高架橋補修工事 　　　　官 北越急行株式会社 ３６０㎡     平成２３年９月

寺院高欄補修工事 　　　　民 笹寺 １００㎡     平成２３年９月

暗渠及び水路橋材料納入 　　 官　　 群馬県 １５００㎡     平成２３年１０月

東名集中工事　アラミド製作 　　　　官 日本道路公団 １７０㎡     平成２３年１０月

避難橋耐震整備工事 　　　　官 東京都大田区役所 ３５０㎡ 　  平成２４年１月

久保の下橋橋梁補修工事 　　　　官 埼玉県日高市役所 １８６㎡ 　  平成２４年３月

町田橋橋梁長寿命化補修工事 　　　　官 下野市役所（栃木県） ３３０㎡ 　  平成２４年４月

上河原橋橋梁長寿命化補修工事 　　　　官 下野市役所 ３７７㎡ 　  平成２４年４月

塚越橋橋梁長寿命化修繕工事 　　　　官 下野市役所 ４２０㎡ 　  平成２４年４月

細谷橋橋梁長寿命化修繕工事 　　　　官 下野市役所 １００㎡ 　  平成２４年４月

上越市、蜘ヶ池高架橋補修工事 　　　　官 北越急行株式会社 ３６０㎡ 　  平成２４年９月

外壁補修及び改修工事 　　　　民 JAこまち事務所 １４００㎡ 　  平成２４年１０月

市民体育館壁面改修工事 　　　　官 岩手県遠野市 ８００㎡ 　  平成２４年１１月

水路トンネル補修工事 　　　　官 長野県 ３００㎡ 　  平成２４年１２月

群馬県暗渠補修工事 　　　　官 群馬県 ２０００㎡ 　  平成２5年１月

サイロ水切り補修工事 　　　　民 国際埠頭 １０００㎡ 　  平成２5年１月

鉄骨防錆材納入 　　　　民 国際埠頭 ２００㎡ 　  平成２5年１月

新川橋表面保護工 　　　　官 栃木県土木事務所 １００㎡ 　  平成２5年２月

ドルフィン補修工事 　　　　民 国際埠頭 ４００㎡ 　  平成２5年２月

御使者橋橋梁長寿命化補修工事 　　　　官 下野市役所 ５００㎡ 　  平成２5年３月

ＮＴＴとう道補修工事 　　　　民 協和エクシオ ８０㎡ 　  平成２5年５月

境橋橋梁長寿命化補修工事 　　　　官 下野市役所 ４０㎡ 　  平成２5年５月

新石川地区道路公団ジョイント補修 　　　　官 中日本道路公団 ３５０㎡ 　  平成２5年１０月

清洲橋橋梁長寿命化補修工事 　　　　官 下野市役所 ７０㎡ 　　　　　　〃

浮雲橋　　　　　　〃 　　　　官 下野市役所 ７０㎡ 　　　　　　〃

釜橋　　　　　　　〃 　　　　官 下野市役所 ７０㎡ 　　　　　　〃

志鳥配水場補修工事 　　　　官 那須烏山市 ２００㎡ 　  平成２5年１２月

上川井配水場補修工事 　　　　官 　　〃 ３００㎡ 　　　　　　〃

片浦橋補修工事 　　　　官　 小田原土木事務所 １２００㎡ 　　平成２６年２月

那智川橋梁 　　　　官　 瀧上工業株式会社 ６００㎡ 　　平成２６年４月

新姫桟橋 　　　　官　 　　　　〃 ５００㎡ 　　平成２６年６月

高浜高欄 　　　　官　 　　　　〃 ３６５㎡ 　　平成２６年９月

鬼怒川橋 　　　　官　 　　　　〃 970㎡ 　　平成２６年１１月
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常名高架橋 　　　　官　 　　　　〃 ４９４㎡ 　　平成２７年２月

塩川橋 　　　　官　 　　　　〃 ３３０㎡ 　　平成２７年４月

上川跨線橋 　　　　官　 　　　　〃 ７０５㎡ 　　平成２７年１１月

キリスト教会洗足池ワード外壁 　　　　民 ㈱PMC　ワタナベ ２５０㎡ 　　平成２６年１１月

共同住宅外壁 　　　　民 　　　　〃 ４１７㎡ 　　平成２７年７月

富士川橋 　　　　官　 瀧上工業株式会社 ２００㎡ 　　平成２８年１月

雄の山橋 　　　　官　 東海コンクリート ４５０㎡ 　　平成２８年１月

日高新堀橋 　　　　官　 カンダヤ １０６㎡ 　　平成２８年４月

鷲見橋 　　　　官　 瀧上工業株式会社 ５１２㎡ 　　平成２８年６月

上海（中国） 　　　　官　 RTC香港 １５００㎡ 　　平成２８年１月

天神橋 　　　　官　 瀧上工業株式会社 ６７９㎡ 　　平成２８年7月

KAYSON　Inc　Iran（中東） 　　　　官　 Aftab　Sarzamine　Aris　Co,Ltd ２００㎡ 　　平成２８年９月
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