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2019
 君津製鉄所 放水路護岸修理工事
 東扇島ケーソン製作工事 コンクリート工
 千葉港葛南中央岸壁（-10ｍ）改良工事
 平成 31 年度富津地区産業廃棄物処理場北側護岸鋼管矢板防食工事
 新客船ふ頭渡版据付工事
 令和元年度お台場ライナーふ頭 1・3 バース電気防食工事
 令和元年度 若洲油類等貯蔵施設護岸補強工事
 鈴繁埠頭０号岸壁防食装置改修工事
 茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区廃棄物埋立護岸締切部築造工事
 令和元年度 10 号地その 2 北西側護岸改修工事
 令和元年度 二見港岸壁（-7.5ｍ）（改良）建設及びその他工事

2018









平成 30 年度富津地区産業廃棄物処理場北側護岸鋼管矢板防食工事
各岸壁コンクリートクラック補修工事 18 上
関整地 南北線中防内側接続部沈埋函 1
新日鉄住金㈱水砕スラグ輸出能力増強土木工事・撤去工事
テクノポート福井 F 地区南水路護岸補修工事
東京港臨海港道路南北線沈埋函（2 号函・3 号函）製作･埋立工事
平成 30 年度二見港岸壁（-5.0ｍ）（改良）建設及びその他工事
平成 30 年度月島ふ頭（F5）桟橋補修工事

 茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区廃棄物埋立護岸築造工事（その他）
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2017






青森地区（三沢漁港）漁港施設機能強化工事
南北線中防接続部工事
松川浦漁港 漁港災害復旧（再複）工事（防砂堤）
中央岸壁 アルミニウム陽極補修 中央 8B 陽極補修
放水路護岸修理工事








H29 日立港第３ふ頭防食工事
小名浜東港-18ｍ岸壁上部工事
千葉共同サイロ㈱桟橋鉄鋼部防食塗装工事
出田町ふ頭電気防食改良工事
平成 29 年度東京湾アクアライン風の塔防食工事
勝浦漁港水産物供給基盤機能保全（-4ｍ岸壁防食）工事

 平成 29 年度青海コンテナふ頭（A0 バース）桟橋補修工事
 平成 29 年度二見港（岸壁）（-5.0ｍ）改良建設工事
 H29 田尻地区矢板防食工事
 平成 29 年度防潮護岸等保全点検調査委託

2016
 旭化成ケミカルズ㈱千葉工場護岸矢板補修工事
 富津火力発電所取水路側壁面海生生物付着防止装置設置工事
 魚津港県単独港湾運河維持修繕 4 号岸壁補修工事
 平成 28 年度 東京湾アクアライン電気防食補修その他工事
 千葉共同サイロ㈱桟橋鉄鋼部防食塗装工事
 鈴繁埠頭岸壁 防食装置補修工事
 福井火力発電所港湾施設補修工事
 成田国際空港㈱千葉港頭新 1 号バース鋼管杭被覆防食工事
 立会川幹線雨水放流管工事
 勝浦漁港水産物供給基盤機能保全工事
 伏木富山港港湾綜合交付金国分岸壁補修工事
 ひたちなか 次期処分場ケーソン製作工事
 松川浦漁港 漁港災害復旧（再複）工事（防砂堤）
 君津共同火力㈱放水路護岸修理工事
 新日鐵住金㈱鹿島製鐵所 岸壁鋼管矢板補修工事
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2015
 滑川漁港水産基盤整備岸壁 A 補修その 2 工事
 富津火力発電所延長防波堤他電気防食
 富津地区護岸補修工事
 福井火力発電所港湾施設修繕工事
 東京湾アクアライン風の塔電気防食補修工事
 青森県地区（三沢漁港）漁港施設機能強化工事
 平成 27 年度水門取付堤防食補修工事
 Ｈ27 田尻地区矢板防食他工事
 勝浦漁港水産物供給基盤機能保全工事
 地方港湾真鶴港沖防波堤整備（ケーソン製作・据付）工事
 仙台港岸壁築造工事
 君津共同火力㈱重油受入桟橋架台防食修理工事
 京浜島北側護岸防食工事
 芝浦水再生センター~森ヶ崎水再生センター送泥管施設改良工事

2014
 13 真鶴沖防波堤整備
 相馬火力揚炭バース鋼管杭防食カバー修繕工事
 日本燐酸㈱第 3 バース補修工事
 新日鐵住金㈱君津製鉄所構内 アンローダー支持杭補修工事
 三沢漁港水産物供給基盤機能保全工事
 青森港本港地区岸壁改良工事
 東北電力㈱新仙台火力発電所共同桟橋電気防食工事
 金沢港改修（統合補助）工事
 平成 26 年度月島ふ頭桟橋補修工事
 水橋漁港施設機能保全工事
 千葉港千葉中央地区岸壁補修工事
 平成 26 年度 風の塔 電気防食補修工事
 平成 25 年度京浜島北側護岸補強工事
 日立 LNG 基地バース土木・防波堤工事
 旭化成ケミカルズ㈱千葉工場護岸鋼矢板補修工事
 富津火力発電所 取放水口電気防食装置修理工事
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2013
 12JFE 浮島護岸本体工事
 12 相馬港災害沖防波堤築造工事
 11 真鶴沖防波堤本体工事
 極東石油工業㈱鋼管杭補強工事
 本牧海づり施設電気防食改良工事
 相馬共同火力発電㈱揚炭バース鋼管杭防食カバー修繕工事
 三井化学㈱8 号バース鋼管杭被覆防食補修工事
 平成 25 年度京浜島北側護岸補強工事
 マツダ㈱千葉流通センター新桟橋鋼管杭防食補修工事
 平成 25 年度大井水産物ふ頭桟橋補修工事
 ㈱ヨコハマ全建金沢工場桟橋補修工事
 滑川漁港水産物供給基盤機能保全護岸補修工事
 平成 25 年度風の塔電気防食補修工事
 日本製紙㈱秋田工場老朽化対策工事
 富津火力発電所取水路側壁面海生生物付着防止装置
 鹿島火力発電所カーテンウォール橋脚部被覆防食装置修理工事
 三沢漁港水産物供給基盤機能保全工事

2012
 鹿島港-14m 岸壁耐震改良工事
 姉ヶ崎火力 LPG バース鋼管杭他修理工事
 平成 24 年風の塔電気防食補修工事
 三共油化桟橋鋼管杭被覆防食工事
 富山新湊漁港陸揚桟橋防食工事
 真鶴沖防波堤本体製作工事
 東西オイルターミナル酒田桟橋防食工事
 鹿島火力発電所カーテンウォール橋脚部被覆防食装置修理工事
 北電富山新港火力灰処分場増設護岸築造工事
 キャボットジャパン㈱千葉工場 3000ｔバース桟橋鋼材塗覆装補修工事
 新湊漁港水産流通基盤整備陸揚桟橋防食工事
 平成 25 年度港地区防潮堤暴食補修工事
 相馬共同火力発電桟橋鋼管杭防食カバー交換工事
 平成 24 年度大井埠頭桟橋補修工事
 君津共同火力放水路護岸修理工事
 平成 24 年度防潮護岸等保全点検調査
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2011
 鹿島火力発電所カーテンウォール橋脚部被覆防食装置修理工事
 平成 22 年度品川ふ頭桟橋防食及びその他工事
 宮古・石巻・大船渡、災害復旧調査及び工事
 姉崎火力発電所 LPG バース鋼管杭カバー他修理工事
 勝浦大橋補修工事
 平成 23 年度 風の塔 電気防食補修工事
 太平洋セメント㈱大船渡工場水切り桟橋防食工事
 新地火力 1・2 号機発電設備他復旧工事
 極東石油㈱プロダクトバース鋼管杭被覆防食補修工事
 新日鐵㈱中央岸壁落鉱防止版支持杭防食補修工事
 鹿島石油㈱南航路桟橋復旧工事
 東京モノレール羽田線海上部支柱耐震補強工事

2010
 10.JFE 浮島護岸ケーソン製作工事
 10.真名瀬漁港船揚場改良工事
 住友金属工業㈱鹿島鉄工所原料 D バース新設工事
 京葉シーバース㈱北側鋼管杭被覆防食工事
 平成 22 年大井食品ふ頭桟橋防食工事
 平成 21 年度大井埠頭第 7 バース桟橋補修工事
 東京モノレール羽田線海上部 R1 型、R2 型支柱耐震補強工事
 住友化学㈱千葉工場バース補修第 2 期工事
 京葉食品コンビナート-6ｍ、-12ｍ岸壁電気防食装置更新工事
 新日鐵君津製鉄所 中央 8 バース補修工事
 新日鐵名古屋 Ｆ11 バース鋼矢板海側コンクリートライニング工事

