
発注官庁                 工  事  名  称 場所（県）   完成年月 工法

広島市 伴東小学校擁壁補修工事 広島 平成14年10月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

広島市 伴東小学校擁壁補修工事（2） 広島 平成14年10月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

広島県 生口島ボックスカルバート補修工事 広島 平成15年2月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

広島市 西山橋補修工事 広島 平成15年3月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

広島県 諸原橋補修工事 広島 平成15年3月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

広島県 轟橋補修工事 広島 平成15年3月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

山口県 西寺橋補修工事 山口 平成15年3月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

山口県 青海大橋補修工事 山口 平成15年3月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

島根県 いろは橋補修工事 島根 平成15年3月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

国土交通省 観音高架橋補修工事 広島 平成15年5月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

広島県 榎浦大橋P2橋脚補修工事 広島 平成15年5月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

広島市 西山橋橋台補修工事 広島 平成15年5月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

島根県 日御碕地区砂防修繕工事 島根 平成15年11月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ ＡＳＲﾘﾁｳﾑ工法

島根県 境橋補修工事 島根 平成16年3月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

広島県 川井大橋床版補修工事 広島 平成16年3月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

広島県 川井大橋地覆塗装工事 広島 平成16年3月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

広島市 西山本橋床版補修工事 広島 平成16年5月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆
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広島市 影橋補修工事 広島 平成16年5月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

広島県 豊大橋桟道部補修工事 広島 平成16年8月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

広島県 溝口大橋手直し工事 広島 平成16年8月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

山口県 法華川砂防ﾀﾞﾑ補修工事 山口 平成16年11月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

国土交通省 国道２号鈴が峰ﾄﾝﾈﾙ補修工事 広島 平成17年2月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

広島県 一般国道432号上条橋補修工事 広島 平成17年3月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

広島県 椋梨ダム 広島 平成17年4月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

広島県 砂防整備修繕工事ミヤリ川 広島 平成17年4月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

広島県 三原大橋補修工事 広島 平成17年5月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

広島市 平和橋補修工事 広島 平成17年5月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

JH 総社高架橋 岡山 平成17年5月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 断面修復・表面被覆

国土交通省 陶橋外ノ浦補修工事 香川 平成18年3月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ ASRﾘﾁｳﾑ工法

長崎県 金比羅大橋高圧注入工事 長崎 平成18年3月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ ASRﾘﾁｳﾑ工法

広島市 安佐北４区２７号線壬申橋補修工事 広島 平成18年3月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

国土交通省 松浦大橋補修工事 佐賀 ## 平成18年3月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ ASRﾘﾁｳﾑ工法

広島県 榎浦大橋耐震補強工事 広島 平成18年4月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

松江市 作橋補修工事 島根 平成18年5月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆
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広島県 中島橋補修工事 広島 平成18年12月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

広島県 諸原大橋P3橋脚補修工事 広島 平成19年1月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

広島県 平野橋補修工事 広島 平成19年2月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

山口県 平成18年度苣の原川単独砂防工事 山口 平成19年3月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

山口県 平成19年度法華川単独砂防工事 山口 平成19年3月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

広島県 鹿島大橋補修工事 広島 平成19年3月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

国土交通省 国道2号新旭橋外補修工事 広島 平成19年3月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 断面修復・表面被覆

山口県 佐古谷川砂防修繕工事 山口 平成19年3月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

広島市 真亀緑地擁壁改修工事 広島 平成19年3月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

広島県 安浦跨線橋補修工事 広島 平成19年4月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

広島県 砂防維持修繕工事　ﾐﾔﾘ川 広島 平成19年4月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

国土交通省 国道29号中原橋他橋梁維持工事 鳥取 平成19年4月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

山口県 法華川砂防補修工事 山口 平成19年10月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

広島県 一般国道487号橋梁維持修繕工事 広島 平成19年12月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

広島県 ミヤリ川・矢ヶ谷川砂防維持修繕工事 広島 平成20年1月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

山口県 苣ノ原砂防補修工事 山口 平成20年3月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

国土交通省 国道９号新三隅大橋外補修工事 島根 平成20年3月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆
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広島県 砂防指定地内河川　矢ヶ谷川　砂防維持修繕工事 広島 平成21年1月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

国土交通省 西広島ﾊﾞｲﾊﾟｽ廿日市高架橋　Aﾗﾝﾌﾟ下部外工事 広島 平成21年3月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ ＡＳＲﾘﾁｳﾑ工法

広島県 (一)廿日市港線　道路維持修繕(橋梁補修)工事 広島 平成21年3月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

広島県 国道486号橋梁補修工事 広島 平成21年3月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

広島市 安芸3区2号線張出床版補修工事 広島 平成21年3月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

広島市 安佐北区あさひが丘公園擁壁改修工事 広島 平成21年3月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

広島県 砂防指定内河川　ﾐﾔﾘ川　砂防維持修繕工事 広島 平成21年4月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

山口県 平成20年苣の原川単独砂防改良工事(1) 広島 平成21年5月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

広島県 （主）廿日市佐伯線友和橋橋梁補修工事 広島 平成21年6月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

広島県 一般県道　坂小屋浦線　小屋浦橋補修工事 広島 平成21年6月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

広島県 国道487号外橋梁維持修繕工事 広島 平成21年9月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

広島県 平成20年度苣の原川単独砂防改良工事　2期工事 山口 平成21年11月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

広島県 国道375号道路維持修繕工事 広島 平成21年11月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

広島市 上原川　砂防維持修繕工事 広島 平成21年11月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

広島県 一般県道吉和戸河内線橋梁補修工事 広島 平成22年1月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

広島県 ミヤリ川・矢ヶ谷川　砂防維持修繕工事 広島 平成22年1月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

広島市 あさひが丘公園補修工事 広島 平成22年2月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆
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広島市 主要地方道広島中島線（矢賀立体）擁壁補修工事 広島 平成22年３月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

東広島市 主要地方道馬木八本松線牧本橋補修工事 広島 平成22年3月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

東広島市 箕越橋補修工事 広島 平成22年3月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

広島ガス 広島ｶﾞｽ㈱廿日市工場桟橋補修工事 広島 平成22年3月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆

広島県 廿日市港線道路維持修繕工事 広島 平成22年5月 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ 低圧注入・断面修復・表面被覆
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