
年度 施工場所 種類 サイズ 住所

アサヒビール吾妻橋工場 麦汁タンク底面 70㎡ 東京都墨田区

アサヒビール大森工場 容器洗浄用タンク 40ｔ 東京都大田区

東洋埠頭株式会社川崎支店 薫蒸排気ダクト 900㎡ 神奈川県川崎市

赤坂清水ビル カーテンウォール 600㎡ 東京都港区

岩城製薬株式会社 受水槽 36ｔ 東京都大田区

第6小崎ビル 高架水槽 30ｔ 東京都墨田区

ニュー東京ビル 高架水槽 20ｔ 東京都中央区

アラタビル 高架水槽 20ｔ 東京都中央区

近三ビル 高架水槽 15ｔ 東京都中央区

芳裁堂ビル 高架水槽 20ｔ 東京都中央区

菅原ビル 高架水槽 20ｔ 東京都中央区

堀留ビル 高架水槽 18ｔ 東京都中央区

東武スポーツクラブ船橋 ＦＲＰプール 65㎡ 千葉県船橋市

鶴瀬西口サンライトマンション 高架水槽 20ｔ 埼玉県富士見市

いずみハイツ滝不動1号棟 高架水槽 8ｔ 千葉県船橋市

いずみハイツ滝不動2号棟 高架水槽 12ｔ 千葉県船橋市

いずみハイツ滝不動3号棟 高架水槽 10ｔ 千葉県船橋市

いずみハイツ滝不動5号棟 高架水槽 8ｔ 千葉県船橋市

1995 籠坂ゴルフクラブ 受水槽 200ｔ 静岡県駿東郡

1996 多摩電気工業府中工場 受水槽 80ｔ 東京都府中市

1997 シーサイド真砂 受水槽 200ｔ 千葉県千葉市

ストークマンション 高架水槽 15ｔ 埼玉県浦和市

東武百貨店船橋店 高架水槽 15ｔ 千葉県船橋市

東武百貨店船橋店 高架水槽 20ｔ 千葉県船橋市

浅野ビル 高架水槽 10ｔ 東京都中央区

山和マンション 高架水槽 3ｔ 埼玉県大宮市

バーニング南青山 高架水槽 2ｔ 東京都港区

富士銀行津田沼家庭寮 受水槽 10ｔ 千葉県船橋市

富士銀行津田沼家庭寮 高架水槽 5ｔ 千葉県船橋市

中堤邸マンション 受水槽 3ｔ 東京都小金井市

東武ストアーみずほ台 受水槽 20ｔ 埼玉県富士見市

六本木トリニティビル 高架水槽 2ｔ 東京都港区

東急三田アパート 高架水槽 25ｔ 東京都港区

ジャスコ吉川店 高架水槽 27ｔ 埼玉県吉川市

東京建物長井ビル 高架水槽 30ｔ 東京都渋谷区

東京建物第3八重洲ビル 高架水槽 10ｔ 東京都中央区

持田ビル 受水槽 15ｔ 神奈川県川崎市

下赤塚駅ビル 高架水槽 15ｔ 東京都板橋区

野村証券小岩支店 高架水槽 3ｔ 東京都江戸川区

1998

1999

1984

1987

1991

1992

1993

1994



NHビル 受水槽 100ｔ 東京都府中市

NHビル 高架水槽 30ｔ 東京都府中市

富士銀行家庭寮 受水槽 10ｔ 東京都渋谷区

カルム第2赤坂 受水槽（内面補修） 20ｔ 東京都港区

中伸女子学生会館 高架水槽 6ｔ 東京都八王子市

スリーピー日本橋 高架水槽 6ｔ 東京都中央区

東建渋谷ビル 高架水槽 6ｔ 東京都渋谷区

新宿区戸山小学校 高架水槽 10ｔ 東京都新宿区

東建座間ハイツ 高架水槽 8ｔ 神奈川県座間市

山下公園サンライトマンション ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ製受水槽 48ｔ 神奈川県横浜市

山下公園サンライトマンション 高架水槽 6ｔ 神奈川県横浜市

山下公園サンライトマンション 補助水槽 1ｔ 神奈川県横浜市

山下公園サンライトマンション 消火水槽 1ｔ 神奈川県横浜市

業平マンション 受水槽 6ｔ 東京都墨田区

草加ガーデンハウス 受水槽 25ｔ 埼玉県草加市

草加ガーデンハウス 高架水槽 6ｔ 埼玉県草加市

西池袋サンライトマンション 受水槽 18ｔ 東京都豊島区

西池袋サンライトマンション 高架水槽 3ｔ 東京都豊島区

吉田マンション 高架水槽 8ｔ 東京都墨田区

東武曳船マンション 高架水槽 3ｔ 東京都墨田区

東武スポーツクラブいまいち 受水槽 14ｔ 栃木県今市市

若葉台住宅供給公社 受水槽 15ｔ 神奈川県横浜市

若葉台住宅供給公社 受水槽 8ｔ 神奈川県横浜市

河田ビル 受水槽 15ｔ 神奈川県川崎市

住友重機 受水槽 50ｔ 神奈川県横須賀市

住友重機 受水槽 15ｔ 神奈川県横須賀市

住友重機 高架水槽 8ｔ 神奈川県横須賀市

住友重機 高架水槽 6ｔ 神奈川県横須賀市

住友重機 高架水槽 5ｔ 神奈川県横須賀市

富士銀行国領家庭寮 受水槽 11ｔ 東京都三鷹市

国立放送大学 受水槽 18ｔ 東京都世田谷区

国立放送大学 高架水槽 4ｔ 東京都世田谷区

ダイヤハイツ 受水槽 18ｔ 東京都中野区

向ヶ丘遊園 受水槽 210ｔ 神奈川県川崎市

渋谷東武ホテル 高架水槽 8ｔ 東京都渋谷区

シルバーウィラ武蔵境 高架水槽 18ｔ 東京都三鷹市

シルバーウィラ武蔵境 消火用水槽 1.5ｔ 東京都三鷹市

青山5ビル 高架水槽 6ｔ 東京都港区

日本製鋼所 受水槽 75ｔ 神奈川県横浜市

朝日プラザ王子 高架水槽 6ｔ 東京都八王子市
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いずみハイツ竹ノ塚 高架水槽 10ｔ 東京都足立区

いずみハイツ竹ノ塚 呼水槽 1ｔ 東京都足立区

獨協医大越谷病院 高架水槽 30ｔ 埼玉県越谷市

川越市駅ビル キュービクル 46㎡ 埼玉県川越市

日本ヒューム管NHビル 高架水槽 6ｔ 東京都港区

西池袋1丁目ビル 高架水槽 8ｔ 東京都豊島区

NEC秋田 受水槽 60t 秋田県秋田市

セントヒルズ池尻 高架水槽 3.5t 東京都渋谷区

北大宮駅ビル 高架水槽 3ｔ 埼玉県さいたま市

海鮮三崎港 受水槽 12ｔ 埼玉県草加市

海鮮三崎港 高架水槽 3ｔ 埼玉県草加市

せんげん台駅ビル 高架水槽 3.9t 埼玉県越谷市

シルバーヴィラ武蔵野 受水槽 20ｔ 東京都武蔵野市

ウェルフェアグリーン越谷 受水槽 90t 埼玉県越谷市

ウェルフェアグリーン越谷 高架水槽 15ｔ 埼玉県越谷市

東武ストア岩槻店 高架水槽 18ｔ 埼玉県岩槻市

東建太田町ビル 高架水槽 1ｔ 神奈川県横浜市

海鮮三崎港新座店 受水槽 18ｔ 埼玉県新座市

NEC秋田 受水槽 60t 秋田県秋田市

ファイン成増 受水槽 6ｔ 埼玉県和光市

東建青山ビル 高架水槽 9t 東京都港区

東建青山ビル 防火水槽 1ｔ 東京都港区

座間ハイツ 高架水槽 15ｔ 神奈川県座間市

本公郷市営住宅 受水槽 80ｔ 神奈川県横須賀市

本公郷市営住宅 高架水槽 12ｔ 神奈川県横須賀市

シルバーヴィラ聖蹟桜ヶ丘 受水槽 18ｔ 東京都多摩市

シルバーヴィラ聖蹟桜ヶ丘 高架水槽 1ｔ 東京都多摩市

市川ガーデニア 受水槽 45t 千葉県市川市

市川ガーデニア 高架水槽 9t 千葉県市川市

いづみハイツ 高架水槽 12ｔ 千葉県市川市

志木駅ビル キュービクル 95㎡ 埼玉県志木市

志木駅ビル 発電機 35㎡ 埼玉県志木市

ベルセゾン 受水槽 20ｔ 埼玉県新座市

ベルセゾン 受水槽 12ｔ 埼玉県新座市

ベルセゾン 高架水槽 12ｔ 埼玉県新座市

ウェルフェアグリーン越谷 高架水槽 15ｔ 埼玉県越谷市

ウェルフェアグリーン越谷 架台 埼玉県越谷市

東武ストア加須店 高架水槽 24t 埼玉県加須市

東武ストア加須店 消火水槽 1.5ｔ 埼玉県加須市

東武ストア加須店 膨張水槽 1ｔ 埼玉県加須市
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ダイアパレス錦糸町第5 高架水槽 4t 東京都墨田区

日大船橋校舎 受水槽 42t 千葉県船橋市

日大船橋校舎 受水槽 20t 千葉県船橋市

KGKビル兼松 高架水槽 7.5t 東京都練馬区

鷺沼ガーデンヒルズ 受水槽 22.5t 川崎市宮前区

ダイアパレス亀戸 高架水槽 15ｔ 東京都江東区

ダイアパレス亀戸 受水槽架台 26㎡ 東京都江東区

ファイン朝霞台 受水槽 15t 埼玉県

ダイアパレス亀有 受水槽 ９t 東京都葛飾区

東武下今市駅前ビル 高架水槽 6t 栃木県今市市

東武下今市駅前ビル 受水槽 10.5t 栃木県今市市

日本テレビ放送網 雑用水用高架水槽 20t 東京都千代田区

日本テレビ放送網 上用水用高架水槽 16ｔ 東京都千代田区

ダイアパレス亀有Ⅱ 受水槽 5.25ｔ 東京都足立区

池尻大橋第１６大京ビル 高架水槽 10.5t 東京都目黒区

池尻大橋第１６大京ビル 高架水槽(消化用） 1ｔ 東京都目黒区

結婚式場ベルセゾン キュービクル 90㎡ 埼玉県新座市

結婚式場ベルセゾン 発電機 35㎡ 埼玉県新座市

入谷日伸ハイツ 高架水槽 10.5t 東京都台東区

私立病院 高架水槽 30t 大阪府大阪市

第２東武館 キュービクル 44㎡ 東京都墨田区

大師駅前ビル キュービクル 33㎡ 東京都足立区

せんげん台西口店舗 キュービクル 20㎡ 埼玉県越谷市

春日部東口小割店舗 キュービクル 22㎡ 埼玉県春日部市

加須駅ビル キュービクル 103㎡ 埼玉県加須市

館林駅前ビル キュービクル 20㎡ 群馬県伊勢崎市

太田南口駅前ビル キュービクル 45㎡ 群馬県伊勢崎市

桐生本町ビル キュービクル 24㎡ 群馬県伊勢崎市

下今市駅前ビル キュービクル 26㎡ 栃木県今市市

北大宮駅ビル キュービクル 31㎡ 埼玉県さいたま市

南桜井南口ビル キュービクル 39㎡ 千葉県春日部市

川間北第2店舗 キュービクル 26㎡ 千葉県野田市

江戸川台駅西口ビル キュービクル 20㎡ 千葉県流山市

初石駅前ビル キュービクル 72㎡ 千葉県流山市

新柏駅前ビル キュービクル 20㎡ 千葉県柏市

長瀬内科胃腸科医院 高架水槽 4ｔ 福島県いわき市

東京建物八重洲メックビル 高架水槽 3.5ｔ 東京都中央区

新三ビル 高架水槽 2ｔ 東京都港区

ウィクリーマンション巣鴨 高架水槽 4ｔ 東京都豊島区

ウィクリーマンション巣鴨 消火用水槽 1ｔ 東京都豊島区
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みさと協立病院 受水槽 60ｔ 埼玉県三郷市

みさと協立病院 高架水槽 15ｔ 埼玉県三郷市

みさと協立病院 消火用水槽 1ｔ 埼玉県三郷市

みさと協立病院 空調用膨張水槽 1ｔ 埼玉県三郷市

日本テレビ放送網（西本館） 高架水槽 20.8ｔ 東京都千代田区

エステド八重洲 受水槽 4ｔ 茨城県取手市

アドバンエレクトロン妻沼工場 受水槽 30ｔ 埼玉県熊谷市

アドバンエレクトロン妻沼工場 高架水槽 10ｔ 埼玉県熊谷市

アドバンエレクトロン妻沼工場 高架水槽 56m 埼玉県熊谷市

ときわ台駅ビル キュービクル 56.4㎡ 埼玉県さいたま市

ときわ台駅ビル 発電機 13.7㎡ 埼玉県さいたま市

第２霞ヶ関駅ビル キュービクル 61.1㎡ 埼玉県川越市

第２霞ヶ関駅ビル 発電機 13.7㎡ 埼玉県川越市

鶴瀬西口駅ビル キュービクル 52.4㎡ 埼玉県富士見市

大和田駅前ビル キュービクル 15.2㎡ 千葉県八千代市

トゥールアンフィ二 受水槽 4ｔ 東京都多摩市

三菱自動車ビル 高架水槽 30ｔ 東京都港区

三菱自動車ビル 高架水槽 30ｔ 東京都港区

三菱自動車ビル 消火用水槽 1ｔ 東京都港区

西新井駅ビル 高架水槽 30ｔ 東京都足立区

ウィクリーマンション中野 高架水槽 2ｔ 東京都中野区

ウィクリーマンション中野 受水槽 4ｔ 東京都中野区

ルミエール横浜 受水槽 18ｔ 横浜市都筑区

富士写真フィルム富士宮工場 高架水槽 20ｔ 静岡県富士宮市

富士写真フィルム富士宮工場 貯水槽 5ｔ 静岡県富士宮市

富士写真フィルム富士宮工場 消火用水槽 1ｔ 静岡県富士宮市

ニューライフ西ノ宮北 受水槽 60ｔ 兵庫県西宮市

東武スポーツクラブせんげん台 受水槽 18ｔ 埼玉県越谷市

下赤塚駅ビル キュービクル 33.7㎡ 東京都板橋区

和光市駅北口店舗 キュービクル 24㎡ 埼玉県和光市

新柏駅前東武不動産 受水槽 8ｔ 埼玉県柏市

ときわ台駅小割店舗 キュービクル 18.4㎡ 埼玉県さいたま市

江戸川台駅西口第二ビル キュービクル 19.6㎡ 埼玉県さいたま市

成増駅橋上店舗 キュービクル 25㎡ 埼玉県和光市

志木駅南口子割店舗 キュービクル 16.2㎡ 埼玉県新座市

朝霞台駅橋上店舗 キュービクル 30.5㎡ 埼玉県朝霞市

朝霞駅橋上店舗 キュービクル 23.1㎡ 埼玉県朝霞市

阪急淡路駅 高架水槽 4ｔ 大阪市西淀川区

上六ﾋﾞﾙ 高架水槽 2ｔ 大阪市天王寺区

中田東ｶｲﾋﾞﾙ 高架水槽他 2ｔ 大阪市天王寺区
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UR・里中住宅 受水槽 30ｔ 尼崎市(鳴尾駅近）

相原酒造 高架水槽 2t 広島県呉市

東京建物広尾ビル 高架水槽 12ｔ 東京都渋谷区

東京建物広尾ビル 消火用水槽 1ｔ 東京都渋谷区

第４田町ﾋﾞﾙ 高架水槽 3ｔ 東京都港区

富士写真フィルム富士宮工場 井水冷却水タンク 20㎥ 静岡県富士宮市

富士写真フィルム富士宮工場 ＮａOH槽 １５㎥ 静岡県富士宮市

富士写真フィルム富士宮工場 MＩＣＳ槽 2３㎥ 静岡県富士宮市

富士写真フィルム富士宮工場 分解塔槽 0.39㎥ 静岡県富士宮市

富士写真フィルム富士宮工場 消泡塔槽 1.23㎥ 静岡県富士宮市

富士写真フィルム富士宮工場 含鉄ＰＡＣ槽 21.8㎥ 静岡県富士宮市

富士写真フィルム富士宮工場 ＮａOH槽 20㎥ 静岡県富士宮市

富士写真フィルム富士宮工場 希硫酸槽 5㎥ 静岡県富士宮市

富士写真フィルム富士宮工場 第1汚泥槽 20㎥ 静岡県富士宮市

富士写真フィルム富士宮工場 第２汚泥槽 6.5㎥ 静岡県富士宮市

富士写真フィルム富士宮工場 栄養源槽 11.42㎥ 静岡県富士宮市

文際学園 受水槽 4ｔ 東京都豊島区

東武千住配送センター キュービクル 42.3㎡ 東京都足立区

東武ストア小菅店 キュービクル 23.3㎡ 東京都葛飾区

下板橋配送所 キュービクル 32.4㎡ 東京都板橋区

下板橋物流補助センター キュービクル 28.7㎡ 東京都板橋区

上板橋二丁目ﾋﾞﾙ キュービクル 30.9㎡ 東京都板橋区

日テレ・伊豆山グリーン倶楽部 温泉槽(受水槽） 10ｔ 静岡県熱海市

日テレ・伊豆山グリーン倶楽部 温泉元タンク 1.5t 静岡県熱海市

保坂神田ﾋﾞﾙ 高架水槽 1ｔ 東京都千代田区

ボナール土呂 受水槽 6ｔ 埼玉県さいたま市

新田町ﾋﾞﾙ 受水槽及び天場手すり 100ｔ 東京都港区

新田町ﾋﾞﾙ ﾎﾟﾝﾌﾟ室 12.5t 東京都港区

ｳィｸﾘｰｲﾝ上本町 高架水槽 ３ｔ 大阪市天王寺区

池袋一丁目ﾋﾞﾙ キューピクル他 35.4㎡ 東京都豊島区

馬込沢駅前ビル キュービクル 21.3㎡ 埼玉県さいたま市

馬込沢駅前構内店舗 キュービクル 29.1㎡ 埼玉県さいたま市

春日部駅東口店舗 キュービクル 21.6㎡ 埼玉県春日部市

せんげん台駅東口店 キュービクル 18.4㎡ 埼玉県越谷市

上福岡北口店舗 キュービクル 24.5㎡ 埼玉県上福岡市

川越駅橋上店舗 キュービクル 48.2㎡ 埼玉県川越市

共済病院 高架水槽　　Ａ棟 4.8ｔ 埼玉県さいたま市

共済病院 高架水槽　　Ｂ棟 3ｔ 埼玉県さいたま市

共済病院 高架水槽　　C棟 5t 埼玉県さいたま市

ｻﾝｸﾀｽ西新井 消火補給水槽 1ｔ 東京都足立区

2004

2005



山梨大学　Ｋ号館 受水槽 30ｔ 山梨県甲府市

田町センタービル 高層消火用補助水槽 1.2ｔ 東京都港区

田町センタービル 低層消火用補助水槽 1t 東京都港区

ＪＨ岸和田ＳＡ下り 受水槽 80ｔ ＪＨ阪和自動車道

ＪＨ岸和田ＳＡ下り 受水槽 40ｔ ＪＨ阪和自動車道

山梨大学　Ｂ２号館 受水槽 30ｔ 山梨県甲府市

阪急電鉄.桂駅駅舎 高架水槽　　 6t 京都府京都市

東武ストアみずほ台西口店 高架水槽 高架台 20ｔ 埼玉県富士見市

東洋埠頭(㈱)川崎支店 玄関ホール 45㎡ 神奈川県川崎市

サンフラッツウィスタリア 受水槽 9t 東京都大田区

武蔵野市クリーンセンター 高架水槽 12ｔ 東京都武蔵野市

軽井沢グリーンクラブ 受水槽 20ｔ 長野県軽井沢町

練馬区立西小学校 高架水槽 ６t 東京都練馬区

練馬区立西小学校 高架水槽 4.5ｔ 東京都練馬区

練馬区立西小学校 消防用補助水槽 1ｔ 東京都練馬区

ＨＯＵＳＥ　ＦＯＵＲ 受水槽 3ｔ 東京都三鷹市

ホテル山栄 消防用補助水槽 1ｔ 神奈川県横浜市

ホテル山栄 受水槽 18ｔ 神奈川県横浜市

TTFビル（日本橋） 消火呼水槽 1ｔ 東京都中央区

阪急十三駅 受水槽 40ｔ 大阪府大阪市

ハウスレント 高架水槽 6ｔ 東京都目黒区

神奈川県立がんセンター ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ製高架水槽 30ｔ 神奈川県横浜市

東京ガスビル（TGビル） 高架水槽 5ｔ 東京都中央区

東京ガスビル（TGビル） 消火用補給水槽 1ｔ 東京都中央区

菱光センタービル 受水槽 36ｔ 広島県広島市

蓮田ビューパレ-　　　A棟 受水槽 90ｔ 埼玉県蓮田市

蓮田ビューパレ-　　　A棟 高架水槽 18ｔ 埼玉県蓮田市

蓮田ビューパレ-　　　B棟 受水槽 45ｔ 埼玉県蓮田市

蓮田ビューパレ-　　　B棟 高架水槽 12ｔ 埼玉県蓮田市

首都高速・平和島PA 受水槽 21ｔ 東京都大田区

首都高速・平和島PA 高架水槽 6ｔ 東京都大田区

成田エクセル東急 高架水槽 24ｔ 千葉県成田市

山梨大学N号館 高架水槽 6ｔ 山梨県甲府市

マーガリン会館 高架水槽 5ｔ 東京都中央区

UR・奈良桂木団地 受水槽 225ｔ 奈良県奈良市

ＪＨ岸和田ＳＡ下り 受水槽 60ｔ ＪＨ阪和自動車道

多摩市役所 高架水槽 13ｔ 東京都多摩市

山脇服飾美術学院 高架水槽 10ｔ 東京都千代田区

山脇服飾美術学院 消防用高架水槽 1.5t 東京都千代田区

谷口ハビテーション 高架水槽 5ｔ 東京都大田区

2005

2006



東邦アネックス 高架水槽 2ｔ 東京都豊島区

セルサス大宮 受水槽 18ｔ 埼玉県さいたま市

エルシャスト 受水槽 12ｔ 埼玉県さいたま市

UR・桜ヶ丘団地 受水槽 297ｔ 大阪府枚方市

松原ビル キュービクル 25㎡ 東京都世田谷区

博慈会記念総合病院 受水槽 18ｔ 東京都足立区

UR・多聞台団地２丁目 受水槽 144ｔ 兵庫県神戸市

UR・多聞台団地３丁目 受水槽 225ｔ 兵庫県神戸市

田町センタービル 高架水槽 24ｔ 東京都港区

田町センタービル 高架水槽 18ｔ 東京都港区

田町センタービル 冷却塔 8㎥ 東京都港区

大肯精密 受水槽 6ｔ 東京都大田区

シティー市ヶ谷 高架水槽 9t 東京都新宿区

パークサイドツノダ 高架水槽 1.5ｔ 東京都北区

つつじヶ丘保育園 受水槽 6ｔ 東京都昭島市

エースベーカリー 受水槽 75ｔ 神奈川県横浜市

東京都下水道局南多摩水再生センター 高架水槽 1ｔ 東京都稲城市

津久井合同庁舎 受水槽 36ｔ 神奈川県相模原市

川越市駅前ビル 高架水槽 6ｔ 埼玉県川越市

東京グリーンホテル中野寮 給湯設備及びｱﾙﾐﾗｯｷﾝｸﾞ 90㎡ 東京都中野区

ラミーユ松戸ハイランズ 高架水槽 36ｔ 千葉県松戸市

ヴィラ赤坂 受水槽 1.1ｔ 石川県金沢市

シティーワン籠原 受水槽 12ｔ 埼玉県籠原市

カスティーヨ杵島 受水槽 10ｔ 東京都練馬区

井上眼科病院 高架水槽 6ｔ 東京都江戸川区

UR・千里東町団地 受水槽 170ｔ 大阪府豊中市

新田町ビル 高架水槽 18ｔ 東京都港区

UR・西和台団地 受水槽 170ｔ 奈良県河合町

クインパール弘明寺 受水槽 6ｔ 神奈川県横浜市

UR・千鳥橋団地 受水槽 180ｔ 大阪府大阪市

シゲマツビル 高架水槽 3.75ｔ 東京都中央区

ロイヤルシャトー寺町台 受水槽 16ｔ 石川県金沢市

UR・橿原団地 受水槽 80ｔ 奈良県橿原市

UR・橿原団地 受水槽 40ｔ 奈良県橿原市

大宮公園ｻﾝﾗｲﾄﾏﾝｼｮﾝ キュービクル 21㎥ 埼玉県さいたま市

青山 こどもの城 受水槽 30ｔ 東京都渋谷区

青山 こどもの城 高置水槽 16ｔ 東京都渋谷区

青山 こどもの城 高置水槽 10ｔ 東京都渋谷区

UR・鹿の子台ハイツ 受水槽 40ｔ 兵庫県三田市

東京地下鉄株式会社本社ビル 高置水槽 6ｔ 東京都台東区

2006

2007



アーバンネット大手町ビル 高置水槽 70ｔ 東京都千代田区

アーバンネット大手町ビル 高置水槽 40ｔ 東京都千代田区

逆川排水機場 膨張水槽 2.5t 栃木県野木町

逆川排水機場 高置水槽 7ｔ 栃木県野木町

カーサ沼袋 高置水槽 6ｔ 東京都中野区

東洋電機製造工場 圧力タンク及びｱﾙﾐｶﾊﾞｰ 9.5ｔ 神奈川県横浜市

URシティーコート寝屋川団地 受水槽 18ｔ 大阪府寝屋川市

URヌーヴェル鴻池団地 受水槽 20ｔ 大阪府東大阪市

NEXCO西日本高速道路㈱ 受水槽　阪和道 6ｔ 大阪府貝塚市

NEXCO西日本高速道路㈱ キュービクル　阪和道 46㎡ 大阪府泉南市

アサヒプリテック株式会社 受水槽 12ｔ 埼玉県北葛飾郡

首都高速　羽田換気所 受水槽 1ｔ 東京都大田区

首都高速　汐留補修基地 受水槽 6t 東京都中央区

首都高速　南池袋ＰＡ 高架水槽 4.5ｔ 東京都豊島区

首都高速　南池袋ＰＡ 受水槽 6ｔ 東京都豊島区

首都高速　平和島ＰＡ下り 受水槽 4.5ｔ 東京都大田区

首都高速　常盤橋換気所 高架水槽 1ｔ 東京都千代田区

首都高速　隼町換気所 高架水槽 1ｔ 東京都千代田区

シルバーハイツ竹ノ塚 受水槽 6ｔ 東京都足立区

山梨大学附属小学校 受水槽 26ｔ 山梨県甲府市

小松川境川親水公園 キュービクル 18㎡ 東京都江戸川区

浅草橋共同ビル 高置水槽 14ｔ 東京都台東区

第二日比野ビル 高置水槽 1.5ｔ 東京都大田区

メゾン杏山 高架水槽 10ｔ 千葉県市川市

メゾン杏山 受水槽 2.5ｔ 千葉県市川市

首都高速　志村ＰＡ　 塩溶槽ポンプ及び亜鉛ﾒｯｷ部 東京都板橋区

湯島御苑 高置水槽 6ｔ 東京都文京区

ルミネ立川店 高架水槽 20ｔ 東京都立川市

三井住友海上千葉研修所 受水槽 70ｔ 千葉県印西市

三菱電機人材開発センター 屋上消火水槽 0.5ｔ 東京都小平市

三菱電機人材開発センター 受水槽 40.5ｔ 東京都小平市

三菱電機人材開発センター 高置水槽 5.3ｔ 東京都小平市

三菱電機人材開発センター 給湯水槽 2.3ｔ 東京都小平市

三菱電機人材開発センター 消火水槽 6ｔ 東京都小平市

三菱電機人材開発センター 消火補助水槽 1ｔ 東京都小平市

㈱果香　山形工場 受水槽 3ｔ 山形県寒河江市

まんしょん中目黒 高架水槽 5ｔ 東京都目黒区

宇都宮東武ホテルグランデ 高架水槽 40.5ｔ 栃木県宇都宮市

ホテルＡＰ 高架水槽 3ｔ 大阪府豊中市

ルミネ北千住店 高置水槽 100ｔ 東京都足立区

2007

2008

2009



ルミネ北千住店 高架水槽 32ｔ 東京都足立区

ルミネ北千住店 冷却水槽 9ｔ 東京都足立区

ミューザ川崎 排煙機及びｱﾙﾐｶﾊﾞｰ 52㎡ 神奈川県川崎市

ミューザ川崎 キュービクル 21㎡ 神奈川県川崎市

上海万国博覧会　会場 空調ダクト及びアルミ部分 96㎡ 中国　上海

TG（東京ガス）高崎ビル 受水槽 32ｔ 群馬県高崎市

TG（東京ガス）高崎ビル 高架水槽 10ｔ 群馬県高崎市

栃尾小学校 高架水槽 3ｔ 岐阜県高山市

ガーデンフラット抜露山 受水槽 9ｔ 神奈川県逗子市

柳原ビル 高架水槽 2ｔ 大阪府大阪市

伊丹市　ホテル 高架水槽 3ｔ 大阪府伊丹市

呉市　酒造会社 高架水槽 3ｔ 広島県呉市

小浜中学校 高架水槽 6ｔ 福島県二本松市

小浜中学校 受水槽 15ｔ 福島県二本松市

シーサイド真砂 外階段躯体鉄骨 5080㎡ 千葉県千葉市

ルミネ立川店 高架水槽 40ｔ 東京都立川市

京王クラブ 受水槽 12ｔ 東京都多摩市

JPT津田沼ビル 高置水槽 7ｔ 千葉県津田沼市

ＪＲ東日本新幹線運行本部ビル ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ製高置水槽 20.5ｔ 東京都中央区

二本松市立 第二中学校 高架水槽 4ｔ 福島県二本松市

二本松市立 第二中学校 受水槽 18ｔ 福島県二本松市

二本松市立 第一中学校 高架水槽 10ｔ 福島県二本松市

二本松市立 第一中学校 受水槽 18ｔ 福島県二本松市

二本松市立 第三中学校 高架水槽 11.5ｔ 福島県二本松市

二本松市立 第三中学校 受水槽 18ｔ 福島県二本松市

二本松市立 旭小学校 高架水槽 4ｔ 福島県二本松市

二本松市立 上川崎小学校 高架水槽 4ｔ 福島県二本松市

二本松市立 南小学校 高架水槽 6ｔ 福島県二本松市

二本松市立 南小学校 受水槽 25ｔ 福島県二本松市

二本松市立 油井小学校 高架水槽 4.5ｔ 福島県二本松市

二本松市立 油井小学校 受水槽 12ｔ 福島県二本松市

二本松市立 杉田小学校 高架水槽 3ｔ 福島県二本松市

二本松市立 杉田小学校 受水槽 6ｔ 福島県二本松市

二本松市立 北小学校 受水槽 30ｔ 福島県二本松市

二本松市立 小浜小学校 受水槽 15ｔ 福島県二本松市

上海万国博覧会　会場 空調ダクト 125㎡ 中国　上海

アサヒビール福島工場 冷却槽 6㎥ 福島県本宮市

TG（東京ガス）宇都宮ビル 受水槽 36ｔ 栃木県宇都宮市

狛江市公共下水道ポンプ場 ポンプ及びバルブ 13㎡ 東京都狛江市

銀座東武ホテル 高置水槽 24ｔ 東京都中央区

2009

2010



銀座東武ホテル 高置水槽 6ｔ 東京都中央区

銀座東武ホテル 消防用補給水槽 2ｔ 東京都中央区

瑞穂町公共下水道駒形ポンプ場 塩ビ配管及びアルミ部 52ｍ 東京都瑞穂町

シーサイド真砂 アルミ製手摺 1150㎥ 千葉県千葉市

シーサイド真砂 排気ダクト 2.2ｍ 千葉県千葉市

上海万国博覧会　会場 空調ダクト及びアルミ部 182㎡ 中国　上海

ルミネ立川店 上水高置水槽 43.75ｔ 東京都立川市

朝日町役場 高置水槽 8ｔ 山形県朝日町

アプローズ秋葉原 高置水槽 2ｔ 東京都千代田区

コリーヌ自由ヶ丘 キュービクル 38.4㎡ 東京都目黒区

市川ビル 高置水槽 20ｔ 千葉県市川市

板室マンホールポンプ 動力制御盤 栃木県那須塩原市

板室マンホールポンプ 開閉基盤 栃木県那須塩原市

ＮＥＸＣＯ西日本岸和田料金所 受水槽 3ｔ 大阪府岸和田市

明治国際医療大学 高架水槽 4ｔ 京都府南丹市

明治国際医療大学 高架水槽 8ｔ 京都府南丹市

明治国際医療大学 高架水槽 12ｔ 京都府南丹市

明治国際医療大学 受水槽 30ｔ 京都府南丹市

ネオハイツ東中央 高架水槽 8ｔ 福島県福島市

ネオハイツ東中央 受水槽 30ｔ 福島県福島市

上越市立春日中学校 受水槽 20ｔ 新潟県上越市

ＮＥＸＣＯ西日本 郡山ＩＣ 受水槽 12ｔ 奈良県

セブンスターマンション 高架水槽 3.5t 東京都品川区

京王電鉄本社ビル 高架水槽 24ｔ 東京都多摩市

京王電鉄本社ビル 補助水槽 0.5t 東京都多摩市

サウスウィング蘇我 受水槽 13.5ｔ 千葉県千葉市

マンション第二明大前 高架水槽 6ｔ 東京都世田谷区

ルミネ横浜店 ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ製受水槽 200ｔ 神奈川県横浜市

新日本石油ビルディング 高架水槽 10ｔ 東京都港区

新日本石油ビルディング 高架水槽 6ｔ 東京都港区

ＴＧ(東京ガス)日立ビル 受水槽 22.5t 茨城県日立市

ＴＧ(東京ガス)日立ビル 消火用補給水槽 1ｔ 茨城県日立市

京急第一ビル ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ製高置水槽 16ｔ 東京都港区

京急第一ビル ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ製高置水槽 12ｔ 東京都港区

八王子ナウ 高架水槽 90ｔ 東京都八王子市

京急建設イマスビル 受水槽 10ｔ 東京都目黒区

横浜国立大学峰沢寮 受水槽 60ｔ 神奈川県横浜市

ルミネ北千住店 高架水槽 3ｔ 東京都足立区

ルミネ横浜店 戸外非常階段 68.3㎡ 神奈川県横浜市

黒磯水処理センター 高架水槽 12t 栃木県那須塩原市

2011

2010



三菱電機人材開発センター 受水槽 18ｔ 東京都小平市

ファミール久堅 高架水槽 12ｔ 東京都文京区

ファミール久堅 膨張水槽 1ｔ 東京都文京区

東京都下水道局大森東ポンプ所 高置水槽 36ｔ 東京都大田区

東京都下水道局大森東ポンプ所 高置水槽 22.5t 東京都大田区

南井ハイツ 受水槽 12t 滋賀県栗東市

特別養護老人ホームかわきた園 高架水槽 8t 大阪府東大阪市

特別養護老人ホームかわきた園 高架水槽 6t 大阪府東大阪市

新東名高速道路　野田川橋（仮称） 排水管（塩ビ・FRP） 42.3m 愛知県新城市

東京地下鉄南千住駅 高架水槽 2t 東京都荒川区

三田ステーションビルアミタ 高架水槽 4.5ｔ 東京都港区

三田ステーションビルアミタ 消火用補給水槽 2.25t 東京都港区

雪印メグミルク野田工場 次亜貯槽（PE製） 6t 千葉県野田市

テルウェル東日本信越電話帳ビル 受水槽 10t 長野県長野市

新潟マンション 高架水槽 12t 新潟県新潟市

チサンマンション南浜 受水槽 31.5t 新潟県新潟市

NV富岡 高置水槽 12.5t 東京都江東区

西日暮里クリニック 高置水槽 4t 東京都荒川区

ルミネ横浜店 戸外非常階段 342.3㎡ 神奈川県横浜市

ハイツ柏倉 高置水槽 2t 埼玉県川口市

秀和元麻布レジデンス 高置水槽 5ｔ 東京都港区

岩沼市立岩沼南小学校 高置水槽 2.8t 宮城県岩沼市

マルセ秋山商店 受水槽 12.5t 宮城県石巻市

ＮＥＸＣＯ西日本 堺ＩＣ 受水槽　阪和道 4t 大阪府堺市

コメック大阪工場 ハンドリフト　H鋼 5.5㎡ 大阪府大阪市

イトーピア泉北 消火補給水槽 0.4t 大阪府堺市

スーパー銭湯 受水槽 60t 山口県

スーパー銭湯 受水槽 45t 山口県

東武百貨店池袋店　新館 高置水槽 24t 東京都豊島区

東武百貨店池袋店　新館 高置水槽 30t 東京都豊島区

東武百貨店池袋店　中央館 高置水槽 24t 東京都豊島区

東武百貨店池袋店　中央館 高置水槽 18t 東京都豊島区

大塚ビル 高架水槽 2t 東京都文京区

ルミネ新宿店ルミネ２ 高架水槽 50t 東京都新宿区

ルミネ新宿店ルミネ２ 消火補給水槽 2.25t 東京都新宿区

新東名高速道路　野田川橋（仮称） 排水管（塩ビ・FRP） 23.4m 愛知県新城市

虎ノ門３丁目MIビル 高架水槽 2.25t 東京都港区

TG（東京ガス）墨田ビル 高置水槽 4ｔ 東京都墨田区

TG（東京ガス）墨田ビル 消火用補助水槽 0.3t 東京都墨田区

ホテル　テンセゾン 受水槽 45t 千葉県船橋市

2012

2013

2011



ホテル　テンセゾン 高架水槽 16ｔ 千葉県船橋市

ブランメゾン光が丘 受水槽 3.75t 東京都練馬区

養命酒ビル 高架水槽 16t 東京都渋谷区

東武鉄道草加従業員住宅D棟 受水槽 10t 埼玉県草加市

花王　川崎工場 高架水槽 4.5t 神奈川県川崎市

ルミネ新宿店ルミネ１ 高置水槽 20t 東京都新宿区

ライオンズマンション新宿第二 高置水槽 5t 東京都新宿区

医療法人昌峰会加藤病院 高架水槽 5t 愛知県名古屋市

ドルミエール新保土ヶ谷Ⅰ 受水槽 30t 神奈川県横浜市

ドルミエール新保土ヶ谷Ⅱ 受水槽 17.5t 神奈川県横浜市

秀和めじろ台レジデンス東棟 高置水槽 21t 東京都八王子市

秀和めじろ台レジデンス東棟 高置水槽 21t 東京都八王子市

秀和めじろ台レジデンス西棟 消防用補助水槽 1t 東京都八王子市

吉大ビル 高置水槽 4.5t 東京都豊島区

社会福祉法人三井記念病院 高置水槽（ステンレス製） 15t 東京都千代田区

ルミネ横浜店 高置水槽 64t 神奈川県横浜市

東武会館別館 高置水槽 12t 東京都豊島区

新淀ハイツ 高架水槽 8t 大阪府大阪市

日本盛株式会社　近畿支店 高架水槽 2t 兵庫県西宮市

京阪百貨店　守口店 高架水槽 70t 大阪府守口市

京阪百貨店　守口店 高架水槽 90t 大阪府守口市

阪和自動車道　岸和田SA 受水槽 60t 大阪府岸和田市

新潟空港 門扉・フラッグサイン 45.6㎡ 新潟県新潟市

サカエ東栄ビル 高架水槽 12t 愛知県名古屋市

渡利ハイツ 受水槽 18t 福島県福島市

渡利ハイツ 高架水槽 4t 福島県福島市

カーサ礎 受水槽 62.5t 新潟県新潟市

蒲田朝日ビルディング 膨張タンク 0.5t 東京都大田区

株式会社若菜　埼玉本社工場 高架水槽 80t 埼玉県川越市

大田原市中央多目的公園 受水槽 0.3t 栃木県大田原市

大田原市中央多目的公園 調整ユニット 2.3㎡ 栃木県大田原市

大田原市中央多目的公園 薬液タンク 1.2㎡ 栃木県大田原市

ニュー八重洲ビル 高置水槽 9t 東京都中央区

花王株式会社愛媛工場 受水槽 72t 愛媛県西条市

花王株式会社愛媛工場 高架水槽 15t 愛媛県西条市

花王株式会社愛媛工場 冷凍機冷水用タンク 0.5t 愛媛県西条市

花王株式会社愛媛工場 冷凍機冷水用タンク 0.5t 愛媛県西条市

花王株式会社愛媛工場 冷水補給用タンク 0.3t 愛媛県西条市

花王株式会社愛媛工場 空調用冷水用タンク 1.2ｔ 愛媛県西条市

ルミネ横浜店 増築棟　屋根 300㎡ 神奈川県横浜市

2013

2014



東京地下鉄株式会社押上技術区 高架水槽 5t 東京都墨田区

コムシス名古屋ビル 高架水槽 6t 愛知県名古屋市

株式会社明治軽井沢工場 次亜塩素酸タンク 3.5t 長野県佐久市

第二朝日ビルディング 消防用高架水槽 3t 東京都中央区

イーストネットビルディング 消火用補助水槽 1t 東京都江東区

ホテルメトロポリタン仙台 中間水槽 42t 宮城県仙台市

ホテルメトロポリタン仙台 高架水槽 37.5t 宮城県仙台市

船橋西浦物流センター 受水槽 24t 千葉県船橋市

ルミネ横浜店 高置水槽 80t 神奈川県横浜市

朝日生命八幡山集合社宅 受水槽 26t 東京都世田谷区

ルミネ横浜店 貯湯槽 2t 神奈川県横浜市

小午田峯山県営住宅 高置水槽 4t 宮城県遠田郡

神田高野ビル 高置水槽 3t 東京都千代田区

神田高野ビル 受水槽 6t 東京都千代田区

神田高野ビル キュービクル 7.3㎡ 東京都千代田区

Q-DAN１９９１ビル 高置水槽 4t 東京都千代田区

ニッセーデリカ千葉工場 浄化槽 160t 千葉県富里市

ヤエガキ醗酵技研株式会社 ステンレス製縞鋼板 64.9㎡ 兵庫県姫路市

初富保健病院 上水高架水槽 28t 千葉県鎌ケ谷市

初富保健病院 中水高架水槽 20t 千葉県鎌ケ谷市

コスモ松戸ステーションスクエア 消火用水槽 1t 千葉県松戸市

郡山女子大学 受水槽 12t 福島県郡山市

音羽YKビル 高架水槽 4.5t 東京都文京区

エスパル福島店 上水高架水槽 25t 福島県福島市

エスパル福島店 雑用水用高架水槽 25t 福島県福島市

エスパル福島店 消火用補給水槽 1t 福島県福島市

カーサ宇喜田 高架水槽 30t 東京都江戸川区

アサヒビール福島工場 膨張水槽 6t 福島県本宮市

アトレ川崎店 呼水槽 0.15t 神奈川県川崎市

鈴木記念病院 受水槽 40t 宮城県岩沼市

株式会社東北三之橋相馬工場 受水槽 30t 福島県相馬市

新谷ビル キュービクル 21.4㎡ 東京都荒川区

群馬県千代田町役場 受水槽 41.25t 群馬県邑楽郡

スタンレー電気株式会社　技術研究所 高架水槽 6t 神奈川県横浜市

きんでん原木中山寮 受水槽 30t 千葉県市川市

きんでん原木中山寮 高架水槽 6t 千葉県市川市

南麻布メゾン明和 高置水槽 3t 東京都港区

ダイヤモンドマンション 高置水槽 3t 東京都港区

岸和田IC 雑水受水槽 40t 大阪府岸和田市

阪和第２泉北病院 高架水槽 45t 大阪府堺市

2015

2014



日立製作所 クーリングタワー 大阪府大阪市

高橋クリニック 高架水槽 2t 大阪府大阪市

光信ビル 高架水槽 2.5t 大阪府大阪市

サンマリーナホテル 高架水槽 12t 沖縄県

サンマリーナホテル 高架水槽 45t 沖縄県

プラザⅠ 高架水槽 4t 大阪府高槻市

吉原鉄鋼所 トラックシャーシ 三重県四日市市

NEXCO関連 新旧鋼管 10m 香川県

光病院 高架水槽 20t 山口県

サンシティ東川口 高置水槽 18t 埼玉県川口市

サンシティ東川口 受水槽 44t 埼玉県川口市

仙台共同印刷 キュービクル 15.42㎡ 宮城県仙台市

大和ビル 高架水槽 4.5t 宮城県仙台市

郡山女子大学 受水槽 18t 福島県郡山市

尚志高校 高架水槽 16t 福島県郡山市

尚志高校 高架水槽 12t 福島県郡山市

岩手県立盛岡北高等学校 高置水槽 8t 岩手県盛岡市

岩手県立宮古看護高等学院 受水槽 10t 岩手県宮古市

花輪福祉会　東恵園 高架水槽 6t 秋田県鹿角市

花輪福祉会　東山学園 受水槽 18t 秋田県鹿角市

ニッセイ新潟駅前ビル 高置水槽 15t 新潟県新潟市

ニッセイ新潟駅前ビル 消火用補給水槽 1.5t 新潟県新潟市

和歌山東急イン 高置水槽 10t 和歌山県和歌山市

和歌山東急イン 高置水槽 8t 和歌山県和歌山市

中村ビル 高置水槽 2.5t 神奈川県藤沢市

アトレ川崎店 高架水槽 30t 神奈川県川崎市

アトレ川崎店 高架水槽 96t 神奈川県川崎市

NEXCO天理SA 受水槽 78t 奈良県大和郡山市

木川ハイツ 受水槽 2.5t 大阪府大阪市

コーポラス本庄 受水槽 8t 広島県福山市

コーポラス本庄 高架水槽 2t 広島県福山市

大阪肛門診療所 高架水槽 5t 大阪府大阪市

日立関西ビル 冷却塔 大阪府大阪市

アンピールマンション 受水槽 70t 福岡県福岡市

アンピールマンション 高架水槽 18t 福岡県福岡市

北海新橋ビル 高置水槽 3t 東京都港区

新宿区立清風園 高架水槽 3t 東京都新宿区

湯島会館東京ガーデンパレス 高置水槽 36t 東京都文京区

久喜市野々宮橋 水管橋 埼玉県久喜市

NTTビジネスソリューションズ新道ビル 高架水槽 3t 愛知県名古屋市

2015

2016



フジフーズ株式会社仙台工場 受水槽 120t 宮城県名取市

第二大石ビル 高置水槽 3t 東京都港区

尚志高校 受水槽 25t 福島県郡山市

ニッセイ神田須田町ビル 高置水槽 9t 東京都千代田区

郡山開成学園家庭学館 受水槽 15t 福島県郡山市

末広ビル 高架水槽 3t 東京都港区

ニプロ株式会社大館工場 受水槽 180t 秋田県大館市

ミドリオートレザー株式会社 受水槽 42t 山形県山形市

久喜市5203-1号線 水管橋 埼玉県久喜市

久喜市下宮前橋 水管橋 埼玉県久喜市

久喜市大中落川 水管橋 埼玉県久喜市

久喜市新稲荷橋 水管橋 埼玉県久喜市

久喜市鷲中南橋 水管橋 埼玉県久喜市

久喜市天保橋 水管橋 埼玉県久喜市

久喜市宮前大橋 水管橋 埼玉県久喜市

久喜市下谷橋 水管橋 埼玉県久喜市

久喜市西谷大橋 水管橋 埼玉県久喜市

久喜市弁天橋 水管橋 埼玉県久喜市

久喜市野々宮橋 水管橋 埼玉県久喜市

久喜市幹線排水路 水管橋 埼玉県久喜市

久喜市野通川 水管橋 埼玉県久喜市

純真学園大学 受水槽 12t 福岡県福岡市

純真学園大学 消火水槽 1t 福岡県福岡市

下田工業株式会社 受水槽 42t 大阪府茨木市

斎藤第一ビル 受水槽 13t 愛知県豊田市

斎藤第一ビル 高架水槽 6t 愛知県豊田市

斎藤第二ビル 受水槽 13t 愛知県豊田市

斎藤第二ビル 高架水槽 6t 愛知県豊田市

UR瀬古団地 高架水槽 2t 愛知県名古屋市

にしき園 高架水槽 12t 熊本県球磨郡

京阪シティモール 高架水槽 36t 大阪府大阪市

日南市　 重油配送管 φ80×20m 宮崎県日南市

メゾンドールU 受水槽 4t 神奈川県藤沢市

東峰マンション古賀 受水槽 40t 福岡県福岡市

幡浦加圧ポンプ場 受水槽 13.5t 宮崎県日向市

南アルプスワインアンドビバレッジ株式会社 受水槽 256t 山梨県笛吹市

砺波ロイヤルホテル 貯湯槽 7t 富山県砺波市

東武アネックスビル 高置水槽 16t 東京都豊島区

東京電機大学 高置水槽 8t 東京都足立区

河北町立西里小学校 受水槽 10t 山形県西村山郡

2016

2017



カメイ仙台中央ビル 高架水槽 12t 宮城県仙台市

郡山開成学園創学館 受水槽 24t 福島県郡山市

郡山開成学園創学館 高置水槽 6t 福島県郡山市

帝人株式会社 受水槽 120t 千葉県千葉市

株式会社山形共和電業 受水槽 37.5t 山形県東根市

ANAクラウンプラザホテル新潟 貯湯槽 5t 新潟県新潟市

多摩市健康センター 高置水槽 3t 東京都多摩市

多摩市健康センター 消火用補給水槽 1t 東京都多摩市

ロイヤル株式会社 受水槽 36t 千葉県船橋市

ロイヤル株式会社 受水槽 8t 千葉県船橋市

北日本電線サービス 受水槽 4t 宮城県角田市

杏林大学 高架水槽 5t 東京都三鷹市

ファミリーマート東北総合センター 受水槽 67.5t 宮城県富谷市

砺波ロイヤルホテル 受水槽 206t 富山県砺波市

久喜市 水管橋 埼玉県久喜市

エメロードリーブ五条 受水槽 12t 福岡県太宰府市

NEXCO天理SA 受水槽 72t 奈良県天理市

NEXCO岸和田SA 中水高置水槽 48t 大阪府岸和田市

NEXCO岸和田和泉TB 受水槽 4.5t 大阪府岸和田市

NEXCO松原TB 受水槽 1.5t 大阪府松原市

NEXCO岸和田SA 再生水受水槽 40t 大阪府岸和田市

NEXCO平井TB 水道加圧PE槽 3㎡ 大阪府松原市

ステラ月の浦 受水槽 36t 福岡県大野城市

理研電線株式会社 井水中継槽 40㎡ 兵庫県丹波市

綿半野原ビル 受水槽 30t 東京都新宿区

綿半野原ビル 高架水槽 13.5t 東京都新宿区

綿半野原ビル 消火栓補給水槽 1t 東京都新宿区

久喜市 水管橋 埼玉県久喜市

リゾートヴィラ西戸崎 受水槽 14t 福岡県東区

グレースコート学園前 受水槽 37.5t 福岡県宗像市

のぞみ船小屋（特養） 消火用水槽 1t 福岡県筑後市

のぞみ船小屋（特養） 高架水槽 4.5t 福岡県筑後市

のぞみ船小屋（特養） 受水槽 20t 福岡県筑後市

品川東武ホテル 高架水槽 12t 東京都品川区

京阪シティモール 受水槽 36t 大阪府大阪市

ANAクラウンプラザホテル新潟 高架水槽 24t 新潟県新潟市

郡山開成学園　家政学館 高架水槽 16t 福島県郡山市

ＪＦＥ条鋼　鹿島事業所 ろ過タンク 12ｔ 茨城県神栖市

ＪＦＥ条鋼　鹿島事業所 液化酸素貯槽 30ｔ 茨城県神栖市

ドゥプレイス篠栗 受水槽 42t 福岡県糟屋郡

2018

2017



太陽光発電所 架台 2400㎡ 宮城県某所

大分自動車道玖珠SA 受水槽 140t 大分県玖珠郡

大分自動車道玖珠SA 取水槽 24t 大分県玖珠郡

大分自動車道米良IC 受水槽 25㎡ 大分県大分市

大分自動車道農業文化IC 受水槽 4t 大分県大分市

県営境田アパート 受水槽 40ｔ 岩手県盛岡市

アトレヴィ巣鴨 消火用水槽 1ｔ 東京都豊島区

株式会社エナリス北茨城事業所 受水槽 200ｔ 茨城県北茨城市

ANAクラウンプラザホテル新潟 高架水槽 24ｔ 新潟県新潟市

フレッシュダイナー秋田工場 受水槽 60t 秋田県潟上市

フレッシュダイナー秋田工場 キュービクル 40㎡ 秋田県潟上市

山片町西野内増圧ポンプ機場 受水槽 60ｔ 茨城県

フレッシュダイナー青森工場 受水槽 80t 青森県青森市

フレッシュダイナー青森工場 キュービクル 30㎡ 青森県青森市

丘の上プラザ 高架水槽 20ｔ 東京都多摩市

さいたま市水処理センター 高架水槽 8ｔ 埼玉県さいたま市

笹川記念会館 消火水槽 1ｔ 東京都港区

笹川記念会館 温水・冷水タンク ４ｔ 東京都港区

ＪＦＥ　千葉事業所 硫酸タンク 10t 千葉県千葉市

東洋水産　相模工場 受水槽 40ｔ 神奈川県伊勢原市

東洋水産　相模工場 受水槽 120ｔ 神奈川県伊勢原市

談合坂ＳＡ ＣＦＲＰ板 山梨県上野原市

トップセンタービル 雑用水用高架水槽 40ｔ 静岡県静岡市

トップセンタービル 飲用水高架水槽 24ｔ 静岡県静岡市

アムール平尾山荘 受水槽 10t 福岡県宗像市

島田療育センター 高架水槽 16ｔ 東京都多摩市

ＬＭ西船橋第３ 高架水槽 ４ｔ 千葉県船橋市

ドゥペール福間 受水槽 12t 福岡県福津市

新潟吉野石膏 受水槽 12t 新潟県新潟市

スマイルホテル宇都宮 高架水槽 6ｔ 栃木県宇都宮市

エメラルドマンション若宮 受水槽 24t 福岡県福岡市

白千鳥ハイツ 受水槽 16t 石川県かほく市

伊勢小学校 高架水槽 4ｔ 山梨県甲府市

伊勢小学校 受水槽 20t 山梨県甲府市

南中学校 高架水槽 4ｔ 山梨県甲府市

上条中学校 高架水槽 4ｔ 山梨県甲府市

トオカツフーズ川口工場 受水槽 30ｔ 埼玉県川口市

初富保健病院 飲用水高架水槽 40ｔ 千葉県鎌ケ谷市

初富保健病院 雑用水用高架水槽 20ｔ 千葉県鎌ケ谷市

初富保健病院 消火用水槽 １ｔ 千葉県鎌ケ谷市

2020

2019

2018



杏林大学病院 高架水槽 12ｔ 東京都三鷹市

江北幼稚園 受水槽 4ｔ 東京都足立区

パークホームズ目黒 消火用水槽 1ｔ 東京都目黒区

ＢＳ１１ビル 高架水槽 12ｔ 東京都千代田区

ＢＳ１１ビル 高架水槽 20ｔ 東京都千代田区

さくら日本橋ビル 高架水槽 20ｔ 東京都中央区

ケーデーエス 受水槽 120ｔ 神奈川県厚木市

フクシマフーズ 廃液タンク 600ｔ 福島県伊達市

アーサー宗像アクシス 受水槽 45t 福岡県宗像市

アーサー宗像リベックス 受水槽 30t 福岡県宗像市

アーサー宗像リベックス 高架水槽 8t 福岡県宗像市

大海小学校 高架水槽 5t 石川県かほく市

阪神高速道路（株） 高架水槽 9t 大阪府大阪市

阪神高速道路（株） 高架水槽 6t 大阪府大阪市

阪神高速道路（株） 高架水槽 4.5t 大阪府大阪市

阪神高速道路（株） 高架水槽 4.5t 大阪府大阪市

オーキッドビル 受水槽 56t 愛知県名古屋市

筑紫小学校 受水槽 15ｔ 茨城研

フクシマフーズ 受水槽 200ｔ 福島県伊達市

オイレス工業 受水槽 50t 栃木県足利市

東武百貨店 池袋店 高架水槽 4.5t 東京都豊島区

東急 都立大学 高架水槽 4ｔ 東京都目黒区

2020


