
大林道路㈱ 新宿駅南口ﾋﾞﾙ(仮称)他新築工事 東京都 2015年 常温ｼｰﾄ防水

常盤工業㈱ H27首都国道管内道路管理その他工事 東京都 2015年 加熱塗膜防水

常盤工業㈱ 長殿橋防水工事 千葉県 2015年 加熱塗膜防水

日進化成㈱ 紅葉橋橋面防水工事 千葉県 2015年 加熱塗膜防水

常盤工業㈱ 中和倉橋面防水工事 千葉県 2015年 加熱塗膜防水

常盤工業㈱ 大柏橋補修工事 茨城県 2015年 加熱塗膜防水

日進化成㈱ 川名橋橋梁補修工事 千葉県 2015年 加熱塗膜防水

坂田建設㈱ 菊柳橋取付道路工事 東京都 2015年 加熱塗膜防水･加熱ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水

常盤工業㈱ 戸田井橋補修工事 茨城県 2015年 加熱塗膜防水･断面修復工事

大成ﾛﾃｯｸ･中部土木･前田道路 名古屋高速万羽線 愛知県 2015年 浸透性防水

常磐工業㈱ 葛城北橋補修工事 茨城県 2015年 塗膜防水､ｼｰﾄ防水

常磐工業㈱ 青砥橋維持工事 東京都 2015年 塗膜防水

常磐工業㈱ 長殿橋維持工事 千葉県 2015年 塗膜防水

常磐工業㈱ 常磐道いわき管内 福島県 2015年 研創

前田道路㈱ 晴豊2号橋 東京都 2015年 ｼｰﾄ防水

前田道路㈱ 若井橋維持工事 茨城県 2015年 塗膜防水

日進化成㈱ 鍛治山橋維持工事 千葉県 2015年 塗膜防水

日進化成㈱ 川名橋橋梁補修工事 千葉県 2015年 塗膜防水

東京都舗装工業㈱ 桑袋大橋維持工事 東京都 2015年 塗膜防水

東京都舗装工業㈱ 夕凪橋架替工事 東京都 2015年 塗膜防水､合成ｺﾞﾑ

大林道路㈱ 新宿駅新南口ﾋﾞﾙ新築工事 東京都 2015年 常温ｼｰﾄ防水

日本道路㈱ 首都高鳥浜線 神奈川県 2015年 浸透性防水

名古屋高速㈱ 名古屋高速5号万場線 愛知県 2015年 浸透性防水

大有･中部土木･NIPPO 名古屋高速 愛知県 2014年 浸透性防水

㈱ｾｲｼﾝ 福岡大牟田 福岡県 2014年 浸透性防水

㈱ﾆﾁﾚｷ 羽田線24-1-3 東京都 2014年 浸透性防水

㈱竹中道路 上鶴間 東京都 2014年 加熱塗膜防水

㈱竹中道路 七枝橋維持工事 東京都 2014年 加熱塗膜防水

赤間建設㈱ 八丈島道路改修工事 東京都 2014年 加熱塗膜防水+ｼｰﾄ防水

川田建設㈱ 石神井公園駅立体交差化工事 東京都 2014年 常温塗膜防水

鹿島道路㈱ 357号お台場中央連絡橋 東京都 2014年 常温塗膜防水

日本道路㈱ 首都高杉田線 神奈川県 2013年 KSﾎﾞﾝﾄﾞ

東京都舗装工業㈱ 相模津久井 神奈川県 2013年 橋面防水:加熱ｼｰﾄ､塗膜防水

東京都舗装工業㈱ 本牧橋補修 神奈川県 2013年 橋面防水:加熱塗膜防水

東京都舗装工業㈱ 八千代橋 千葉県 2013年 橋面防水:加熱塗膜防水

大成ﾛﾃｯｸ㈱ 築地市場前大橋 東京都 2013年 橋面防水:浸透性防水､加熱ｼｰﾄ防水

㈱ﾆﾁﾚｷ 首都高羽田線 東京都 2013年 橋面防水:浸透性防水

㈱ｶﾞｲｱｰﾄT･K 中央道飯田舗装補修 岐阜県 2013年 橋面防水:浸透性防水

㈱竹中道路 大栄橋改修 東京都 2013年 橋面防水:加熱塗膜防水

東京鋪装工業㈱ さがみ縦貫津久井広域道路IC接続工事 神奈川県 2012年 橋面防水:加熱ｼｰﾄ防水

安田物産㈱ 圏央道下大崎地区高架橋工事 埼玉県 2012年 橋面防水:常温塗膜防水

赤間建設㈱ 道路改修工事 東京都 2012年 橋面防水:加熱ｼｰﾄ防水

東京鋪装工業㈱ 中浜橋橋梁補修工事 千葉県 2012年 橋面防水:加熱ｼｰﾄ防水

常盤工業㈱ 常磐道谷和原管理事務所管内舗装補修工事 千葉県 2012年 橋面防水:常温ｼｰﾄ防水

日清化成㈱ なかの道橋補修工事 千葉県 2012年 橋面防水:加熱塗膜防水

日清化成㈱ 館山CC建て替え工事 千葉県 2012年 路面補修:ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ

日本道路㈱ 圏央道八王子南IC舗装他工事 東京都 2012年 橋面防水:加熱ｼｰﾄ防水

ｻﾝﾃｯｸ㈱ 平成23年度橋りょう補修工事県単 群馬県 2012年 橋面防水:浸透性防水･加熱塗膜防水

前田道路㈱ H23道路補修工事(松田陸橋) 神奈川県 2012年 橋面防水:浸透性防水･加熱塗膜防水

大林道路㈱ さがみ縦貫田畑･中沢地区改良工事 神奈川県 2012年 橋面防水:加熱ｼｰﾄ防水･加熱塗膜防水

㈱竹中道路 H23東国管内橋面他舗装修繕工事 東京都 2012年 橋面防水:加熱ｼｰﾄ防水･加熱塗膜防水

常盤工業㈱ 八潮金町線他道路整備工事 埼玉県 2011年 橋面防水:加熱ｼｰﾄ防水

東京鋪装工業㈱ 国道16号橋本陸橋補修工事 神奈川県 2011年 橋面防水:加熱塗膜防水

大林道路㈱ 首都高長島大竹線上部工事 神奈川県 2011年 橋面防水:浸透性防水･加熱塗膜防水

㈱竹中道路 中央自動車道日野高架橋補修工事 東京都 2011年 橋面防水:加熱塗膜防水

東京鋪装工業㈱ 東京港ﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅﾙ新築工事 東京都 2011年 橋面防水:加熱塗膜防水

大林道路㈱ 国道20号線新宿跨線橋取付高架橋改築工事 東京都 2011年 橋面防水:加熱ｼｰﾄ防水･ｶﾁｺｰﾄ塗布

常盤工業㈱ 龍ヶ崎市稲穂橋新築工事 茨城県 2011年 橋面防水:加熱ｼｰﾄ防水

ｵﾘｴﾝﾀﾙ白石㈱ 浜名大橋防水補修工事 静岡県 2011年 橋面防水:浸透性防水･加熱塗膜防水

㈱竹中道路 平成橋維持工事(橋面舗装)他2ヶ所 東京都 2011年 橋面防水:加熱ｼｰﾄ防水･加熱塗膜防水

㈱竹中道路 中央自動車道八王子管内舗装補修工事 東京都 2011年 橋面防水:加熱塗膜防水

ﾆﾁﾚｷ㈱ 氷川大橋補修工事 東京都 2011年 橋面防水:加熱塗膜防水

首都高ﾒﾝﾃﾅﾝｽ神奈川㈱ 首都高湾岸線幸浦付近補修工事 神奈川県 2011年 橋面防水:浸透性防水

東京舗装工業㈱ 南海橋橋梁補修工事 東京都 2011年 橋面防水:加熱塗膜防水

首都高ﾒﾝﾃﾅﾝｽ神奈川㈱ 土木維持補修工事 東京都 2010年 橋面防水:KSﾎﾞﾝﾄﾞ塗布

常盤工業㈱ 八幡橋改修工事 埼玉県 2010年 橋面防水:加熱塗膜防水

日清化成㈱ 亀成川橋橋面防水工事 千葉県 2010年 橋面防水:加熱ｼｰﾄ防水･加熱塗膜防水

神奈川県松田土木事務所 平成22年橋梁補修工事 神奈川県 2010年 橋面防水:浸透性防水
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㈱ワプル　土木事業部　2015年～2009年　工事実績一覧
前田道路㈱ 首都高横羽線横浜東口料金所補修工事 神奈川県 2010年 橋面防水:浸透性防水

三井住建道路㈱ 関越自動車道所沢管内舗装補修工事 埼玉県 2010年 橋面防水:常温ｼｰﾄ防水･加熱ｼｰﾄ防水

大林道路㈱ 大宮第二公園前歩道橋補修工事 埼玉県 2010年 橋面防水:塗膜防水

大林道路㈱ 国道20号線新宿跨線橋取付高架橋改築工事 東京都 2010年 橋面防水:加熱ｼｰﾄ防水･ｶﾁｺｰﾄ塗布

東京舗装工業㈱ 中央自動車道立場川橋床板補修工事 長野県 2010年 橋面防水:加熱ｼｰﾄ防水

㈱戸田道路 肥塚高架橋補修工事 埼玉県 2010年 橋面防水:加熱ｼｰﾄ防水

㈱竹中道路 稲成大橋料金所改修工事 東京都 2010年 橋面防水:目地注入

日本道路㈱ 首都高杉田 神奈川県 2010年 橋面防水:浸透性防水･KSﾎﾞﾝﾄﾞ塗布

㈱大林組 和泉多摩川～向ヶ丘遊園間軌道Ⅱ期 東京都 2009年 橋面防水:ｸﾞﾗｳﾄ注入

日本道路㈱ 首都高杉田 神奈川県 2009年 橋面防水:浸透性防水

日本道路㈱･㈱竹中道路 中央道 東京都 2009年 橋面防水:加熱ｼｰﾄ防水

東京舗装工業㈱ ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾞﾘｯｼﾞ 東京都 2009年 橋面防水:加熱塗膜防水

㈱ﾆﾁﾚｷ 首都高晴海線 東京都 2009年 橋面防水:浸透性防水

常盤工業㈱ 高谷地区 東京都 2009年 橋面防水:加熱ｼｰﾄ防水

東京舗装工業㈱ 新曙橋 東京都 2009年 橋面防水:加熱塗膜防水
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