
        第４５期第４５期第４５期第４５期        納入実績抜粋納入実績抜粋納入実績抜粋納入実績抜粋        【【【【    平成２平成２平成２平成２６６６６年年年年１０１０１０１０月～平成月～平成月～平成月～平成２２２２７７７７年年年年１０１０１０１０月月月月    】】】】 

現場名称現場名称現場名称現場名称    機器名称（型式）機器名称（型式）機器名称（型式）機器名称（型式）    納入場所納入場所納入場所納入場所    

小学校小学校小学校小学校    様様様様    ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置    OKLOKLOKLOKL----60606060型型型型    他機器他機器他機器他機器納入納入納入納入    佐賀佐賀佐賀佐賀県県県県    

研究研究研究研究施設施設施設施設    様様様様    海水用ろ過装置海水用ろ過装置海水用ろ過装置海水用ろ過装置    FRPFRPFRPFRP製製製製    納入納入納入納入    福岡県福岡県福岡県福岡県    

小学校小学校小学校小学校    様様様様    ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置    OKLOKLOKLOKL----100100100100型型型型    他機器他機器他機器他機器納入納入納入納入    福岡県福岡県福岡県福岡県    

中学校中学校中学校中学校    様様様様    ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置改良工事ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置改良工事ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置改良工事ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置改良工事（珪藻土ろ過装置更新工事）（珪藻土ろ過装置更新工事）（珪藻土ろ過装置更新工事）（珪藻土ろ過装置更新工事）    福岡県福岡県福岡県福岡県    

水処理水処理水処理水処理センターセンターセンターセンター    様様様様    Ｂ系自動除塵機（Ｂ系自動除塵機（Ｂ系自動除塵機（Ｂ系自動除塵機（No.1No.1No.1No.1、、、、No.2No.2No.2No.2）改修工事）改修工事）改修工事）改修工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

小学校小学校小学校小学校    様様様様    ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置改良工事ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置改良工事ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置改良工事ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置改良工事（珪藻土ろ過装置更新工事）（珪藻土ろ過装置更新工事）（珪藻土ろ過装置更新工事）（珪藻土ろ過装置更新工事）    福岡県福岡県福岡県福岡県    

ポンプポンプポンプポンプ場場場場    様様様様    汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ修理汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ修理汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ修理汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ修理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

マンションマンションマンションマンション    様様様様    井水ろ過装置取替工事井水ろ過装置取替工事井水ろ過装置取替工事井水ろ過装置取替工事    鋼板製鋼板製鋼板製鋼板製    800800800800φφφφ    福岡県福岡県福岡県福岡県    

マンションマンションマンションマンション    様様様様    池ろ過装置池ろ過装置池ろ過装置池ろ過装置    OKLOKLOKLOKL----2222型型型型    設置工事設置工事設置工事設置工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

老人保健施設老人保健施設老人保健施設老人保健施設    様様様様    循環ろ過装置循環ろ過装置循環ろ過装置循環ろ過装置    OKLOKLOKLOKL----20202020型型型型    取替取替取替取替工事工事工事工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    井戸掘削工事井戸掘削工事井戸掘削工事井戸掘削工事    熊本県熊本県熊本県熊本県    

福岡市人工河川福岡市人工河川福岡市人工河川福岡市人工河川    様様様様    緑道流水設備更新工事緑道流水設備更新工事緑道流水設備更新工事緑道流水設備更新工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

小学校小学校小学校小学校    様様様様    ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置    OKLOKLOKLOKL----68686868型型型型    他機器他機器他機器他機器納入納入納入納入    福岡県福岡県福岡県福岡県    

小学校小学校小学校小学校    様様様様    No2No2No2No2ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ取替ろ過配管ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ取替ろ過配管ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ取替ろ過配管ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ取替ろ過配管((((原水原水原水原水))))修繕修繕修繕修繕    福岡県福岡県福岡県福岡県    

薬品工薬品工薬品工薬品工場場場場    様様様様    活性炭ろ過装置他機器納入活性炭ろ過装置他機器納入活性炭ろ過装置他機器納入活性炭ろ過装置他機器納入    沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県    

老人保健施設老人保健施設老人保健施設老人保健施設    様様様様    循環ろ過装置循環ろ過装置循環ろ過装置循環ろ過装置    OKLOKLOKLOKL----4444型型型型    設置工事設置工事設置工事設置工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

飲食店飲食店飲食店飲食店    様様様様    井水ろ過装置取替井水ろ過装置取替井水ろ過装置取替井水ろ過装置取替    OKOKOKOK----1111型型型型    福岡県福岡県福岡県福岡県    

小学校小学校小学校小学校    様様様様    ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置    OKLOKLOKLOKL----60606060型型型型    他機器他機器他機器他機器納入納入納入納入    佐賀佐賀佐賀佐賀県県県県    

中学校中学校中学校中学校    様様様様    ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置    OKL150OKL150OKL150OKL150型型型型    鋼板製鋼板製鋼板製鋼板製    2200220022002200φφφφ    福岡県福岡県福岡県福岡県    

小学校小学校小学校小学校    様様様様    雨水ろ過機器雨水ろ過機器雨水ろ過機器雨水ろ過機器設置工事設置工事設置工事設置工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

簡易水道施設簡易水道施設簡易水道施設簡易水道施設    様様様様    ｸﾞﾙﾝﾄﾞﾌｫｽﾎﾟﾝﾌﾟｸﾞﾙﾝﾄﾞﾌｫｽﾎﾟﾝﾌﾟｸﾞﾙﾝﾄﾞﾌｫｽﾎﾟﾝﾌﾟｸﾞﾙﾝﾄﾞﾌｫｽﾎﾟﾝﾌﾟ他機器納入他機器納入他機器納入他機器納入    福岡県福岡県福岡県福岡県    

水産水産水産水産センターセンターセンターセンター    様様様様    海水濾過槽等補修工事海水濾過槽等補修工事海水濾過槽等補修工事海水濾過槽等補修工事    佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県    

公衆浴場施設公衆浴場施設公衆浴場施設公衆浴場施設    様様様様    温泉設備及び浴槽循温泉設備及び浴槽循温泉設備及び浴槽循温泉設備及び浴槽循環ろ過設備改修工事環ろ過設備改修工事環ろ過設備改修工事環ろ過設備改修工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

マンションマンションマンションマンション    様様様様    井水ろ過装置設置工事井水ろ過装置設置工事井水ろ過装置設置工事井水ろ過装置設置工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ    様様様様    循環ろ過装置循環ろ過装置循環ろ過装置循環ろ過装置    OKLOKLOKLOKL----35353535型型型型    鋼板製機器納入鋼板製機器納入鋼板製機器納入鋼板製機器納入    鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県    

飲食店飲食店飲食店飲食店    様様様様    RORORORO膜機器設置工事膜機器設置工事膜機器設置工事膜機器設置工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    井水処理設備改善工事井水処理設備改善工事井水処理設備改善工事井水処理設備改善工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ    様様様様    ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置取替ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置取替ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置取替ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置取替    FRPFRPFRPFRP製製製製    1800180018001800φφφφ    福岡県福岡県福岡県福岡県    

病院施設病院施設病院施設病院施設    様様様様    ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置取替ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置取替ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置取替ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置取替    FRPFRPFRPFRP製製製製    1000100010001000φφφφ    大分県大分県大分県大分県    

温泉温泉温泉温泉旅館旅館旅館旅館    様様様様    ろ過装置機器ろ過装置機器ろ過装置機器ろ過装置機器    改修工事改修工事改修工事改修工事    佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県    

水処理水処理水処理水処理センターセンターセンターセンター    様様様様    汚泥焼却汚泥焼却汚泥焼却汚泥焼却NO2NO2NO2NO2----１炉内注入ﾎﾟﾝﾌﾟ取替修理１炉内注入ﾎﾟﾝﾌﾟ取替修理１炉内注入ﾎﾟﾝﾌﾟ取替修理１炉内注入ﾎﾟﾝﾌﾟ取替修理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

高等学校高等学校高等学校高等学校    様様様様    井戸水中ﾎﾟﾝﾌﾟ取替工事井戸水中ﾎﾟﾝﾌﾟ取替工事井戸水中ﾎﾟﾝﾌﾟ取替工事井戸水中ﾎﾟﾝﾌﾟ取替工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    除鉄・除ﾏﾝｶﾞﾝろ過装置除鉄・除ﾏﾝｶﾞﾝろ過装置除鉄・除ﾏﾝｶﾞﾝろ過装置除鉄・除ﾏﾝｶﾞﾝろ過装置    OKFMOKFMOKFMOKFM----5555型型型型    設置工事設置工事設置工事設置工事    佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県    

公衆浴場施設公衆浴場施設公衆浴場施設公衆浴場施設    様様様様    循環ろ過設備機器循環ろ過設備機器循環ろ過設備機器循環ろ過設備機器改修工事改修工事改修工事改修工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    井水ろ過設備機器井水ろ過設備機器井水ろ過設備機器井水ろ過設備機器改修工事改修工事改修工事改修工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

福岡市人工河川福岡市人工河川福岡市人工河川福岡市人工河川    様様様様    池循環ろ過装置他機器納入池循環ろ過装置他機器納入池循環ろ過装置他機器納入池循環ろ過装置他機器納入    福岡県福岡県福岡県福岡県    

スイミングスクールスイミングスクールスイミングスクールスイミングスクール    様様様様    ﾌﾟｰﾙ循環路ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環路ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環路ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環路ろ過装置    OKLOKLOKLOKL----100100100100    鋼板製鋼板製鋼板製鋼板製    1800180018001800φφφφ    

OKLOKLOKLOKL----80808080    鋼板製鋼板製鋼板製鋼板製    1600160016001600φφφφ    

熊本県熊本県熊本県熊本県    

スイミングスクールスイミングスクールスイミングスクールスイミングスクール    様様様様    ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置取替ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置取替ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置取替ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置取替    FRPFRPFRPFRP製製製製    1400140014001400φφφφ    福岡県福岡県福岡県福岡県    

カソリンスタカソリンスタカソリンスタカソリンスタンドンドンドンド    様様様様    除鉄除ﾏﾝｶﾞﾝろ過装置除鉄除ﾏﾝｶﾞﾝろ過装置除鉄除ﾏﾝｶﾞﾝろ過装置除鉄除ﾏﾝｶﾞﾝろ過装置    FMFMFMFM----4444型型型型    FRPFRPFRPFRP製製製製、軟水装置、軟水装置、軟水装置、軟水装置、受水槽他機器、受水槽他機器、受水槽他機器、受水槽他機器    福岡県福岡県福岡県福岡県    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    井水ろ過設備改修井水ろ過設備改修井水ろ過設備改修井水ろ過設備改修    福岡県福岡県福岡県福岡県    

水処理水処理水処理水処理センターセンターセンターセンター    様様様様    繊維ろ過器外修理繊維ろ過器外修理繊維ろ過器外修理繊維ろ過器外修理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

寮寮寮寮宿舎宿舎宿舎宿舎    様様様様    循環ろ過装置循環ろ過装置循環ろ過装置循環ろ過装置    OKLOKLOKLOKL----10101010    FRPFRPFRPFRP製製製製    手動手動手動手動型型型型    長崎県長崎県長崎県長崎県    

車販売施設車販売施設車販売施設車販売施設    様様様様    井水ろ過設置工事井水ろ過設置工事井水ろ過設置工事井水ろ過設置工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

鉄道鉄道鉄道鉄道会社会社会社会社    様様様様    除鉄除鉄除鉄除鉄ろ過装置ろ過装置ろ過装置ろ過装置    鋼板製鋼板製鋼板製鋼板製    1300130013001300φφφφ    長崎県長崎県長崎県長崎県    

老人保健施設老人保健施設老人保健施設老人保健施設    様様様様    循環ろ過循環ろ過循環ろ過循環ろ過装置装置装置装置    鋼板製鋼板製鋼板製鋼板製    600600600600φφφφ    取替取替取替取替工事工事工事工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

温泉旅館温泉旅館温泉旅館温泉旅館    様様様様    循環ろ過循環ろ過循環ろ過循環ろ過装置装置装置装置    400400400400φφφφ、、、、500500500500φφφφ    取替取替取替取替工事工事工事工事    熊本県熊本県熊本県熊本県    

中学校中学校中学校中学校    様様様様    珪藻土ろ過装珪藻土ろ過装珪藻土ろ過装珪藻土ろ過装置取替工事置取替工事置取替工事置取替工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年１０月１０月１０月１０月    現在（未完成工事も含みます。）現在（未完成工事も含みます。）現在（未完成工事も含みます。）現在（未完成工事も含みます。）    



        第４４期第４４期第４４期第４４期        納入実績抜粋納入実績抜粋納入実績抜粋納入実績抜粋        【【【【    平成２平成２平成２平成２５５５５年年年年１０１０１０１０月～平成月～平成月～平成月～平成２６２６２６２６年年年年９９９９月月月月    】】】】 

現場名称現場名称現場名称現場名称    機器名称（型式）機器名称（型式）機器名称（型式）機器名称（型式）    納入場所納入場所納入場所納入場所    

浄水場浄水場浄水場浄水場    様様様様    １系沈でん池ﾌﾛｷｭﾚｰﾀｰ軸修理１系沈でん池ﾌﾛｷｭﾚｰﾀｰ軸修理１系沈でん池ﾌﾛｷｭﾚｰﾀｰ軸修理１系沈でん池ﾌﾛｷｭﾚｰﾀｰ軸修理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

水処理水処理水処理水処理センターセンターセンターセンター    様様様様    Ｂ系自動除塵機（Ｂ系自動除塵機（Ｂ系自動除塵機（Ｂ系自動除塵機（No.3No.3No.3No.3、、、、No4No4No4No4）改修工事）改修工事）改修工事）改修工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

食品工場食品工場食品工場食品工場    様様様様    除鉄・除ﾏﾝｶﾞﾝろ過装置設置工事除鉄・除ﾏﾝｶﾞﾝろ過装置設置工事除鉄・除ﾏﾝｶﾞﾝろ過装置設置工事除鉄・除ﾏﾝｶﾞﾝろ過装置設置工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

運送会社施設運送会社施設運送会社施設運送会社施設    様様様様    循環ろ過装置循環ろ過装置循環ろ過装置循環ろ過装置    OKLOKLOKLOKL----10101010（手動）（手動）（手動）（手動）    福岡県福岡県福岡県福岡県    

漁港漁港漁港漁港施設施設施設施設    様様様様    海水浄化槽、海水取水口廻り海水浄化槽、海水取水口廻り海水浄化槽、海水取水口廻り海水浄化槽、海水取水口廻り仮仮仮仮配管配管配管配管    福岡県福岡県福岡県福岡県    

飲食店飲食店飲食店飲食店    様様様様    RORORORO膜機器設置膜機器設置膜機器設置膜機器設置    福岡県福岡県福岡県福岡県    

公公公公共集共集共集共集会施設会施設会施設会施設    様様様様    雨雨雨雨水ろ過水ろ過水ろ過水ろ過機器設置機器設置機器設置機器設置    福岡県福岡県福岡県福岡県    

公公公公共共共共ホテル施設ホテル施設ホテル施設ホテル施設    様様様様    循環循環循環循環ろ過装置ろ過装置ろ過装置ろ過装置    OKLOKLOKLOKL----20202020型型型型××××2222台台台台、、、、OKLOKLOKLOKL----6666型型型型××××1111台台台台    鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県    

飲食店飲食店飲食店飲食店    様様様様    給給給給水設備設置工事水設備設置工事水設備設置工事水設備設置工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

小学校小学校小学校小学校    様様様様    雨水雨水雨水雨水ろ過設備ろ過設備ろ過設備ろ過設備    OKLOKLOKLOKLWWWW----2222型型型型    福岡県福岡県福岡県福岡県    

マンションマンションマンションマンション    様様様様    池ろ過装置池ろ過装置池ろ過装置池ろ過装置設置工事設置工事設置工事設置工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

水産水産水産水産センターセンターセンターセンター    様様様様    電電電電動動動動弁弁弁弁取替工事取替工事取替工事取替工事    佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県    

水処理水処理水処理水処理センターセンターセンターセンター    様様様様    NO.3NO.3NO.3NO.3----3333調整調整調整調整槽槽槽槽撹拌撹拌撹拌撹拌機取替修理機取替修理機取替修理機取替修理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

市市市市営住宅営住宅営住宅営住宅    様様様様    清掃委託清掃委託清掃委託清掃委託    福岡県福岡県福岡県福岡県    

市市市市営住宅営住宅営住宅営住宅    様様様様    揚揚揚揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ取替水ﾎﾟﾝﾌﾟ取替水ﾎﾟﾝﾌﾟ取替水ﾎﾟﾝﾌﾟ取替    福岡県福岡県福岡県福岡県    

小学校小学校小学校小学校    様様様様    ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置    佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県    

ゴゴゴゴルルルルフフフフ場場場場使節使節使節使節    様様様様    循環循環循環循環ろ過装置ろ過装置ろ過装置ろ過装置    OKLOKLOKLOKL----5555型、型、型、型、OKLOKLOKLOKL----15151515型型型型    福岡県福岡県福岡県福岡県    

小学校小学校小学校小学校    様様様様    珪藻土ろ過装置取替工事珪藻土ろ過装置取替工事珪藻土ろ過装置取替工事珪藻土ろ過装置取替工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

小学校小学校小学校小学校    様様様様    珪藻土ろ過装置取替工事珪藻土ろ過装置取替工事珪藻土ろ過装置取替工事珪藻土ろ過装置取替工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

小学校小学校小学校小学校    様様様様    珪藻土ろ過装置取替工事珪藻土ろ過装置取替工事珪藻土ろ過装置取替工事珪藻土ろ過装置取替工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

ポンプポンプポンプポンプ場場場場施設施設施設施設    様様様様    ﾎﾟﾝﾌﾟ修理ﾎﾟﾝﾌﾟ修理ﾎﾟﾝﾌﾟ修理ﾎﾟﾝﾌﾟ修理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

病院施設病院施設病院施設病院施設    様様様様    FRPFRPFRPFRP製製製製    受水槽受水槽受水槽受水槽    40404040㎥㎥㎥㎥    設置工事設置工事設置工事設置工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

病院施設病院施設病院施設病院施設    様様様様    RORORORO膜設備設置工事膜設備設置工事膜設備設置工事膜設備設置工事    熊本県熊本県熊本県熊本県    

宇宙観測宇宙観測宇宙観測宇宙観測施設施設施設施設    様様様様    ろ過装置ろ過装置ろ過装置ろ過装置    OKOKOKOKSSSS----8.58.58.58.5型型型型    鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県    

自動車学校施設自動車学校施設自動車学校施設自動車学校施設    様様様様    雨水ろ過装置雨水ろ過装置雨水ろ過装置雨水ろ過装置    OKLOKLOKLOKLWWWW----4444型型型型    取替工事取替工事取替工事取替工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

飲食店飲食店飲食店飲食店    様様様様    RORORORO膜機器設置膜機器設置膜機器設置膜機器設置    福岡県福岡県福岡県福岡県    

飲食店飲食店飲食店飲食店    様様様様    給給給給水設水設水設水設備設置工事備設置工事備設置工事備設置工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

温泉施設温泉施設温泉施設温泉施設    様様様様    井水ろ過井水ろ過井水ろ過井水ろ過装置装置装置装置    FRPFRPFRPFRP製製製製    1200120012001200φφφφ    取替工事取替工事取替工事取替工事    山山山山口県口県口県口県    

スイミングクラブスイミングクラブスイミングクラブスイミングクラブ    様様様様    ﾌﾟｰﾙ循環ろ過ﾌﾟｰﾙ循環ろ過ﾌﾟｰﾙ循環ろ過ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置装置装置装置    FRPFRPFRPFRP製製製製    1111999900000000ΦΦΦΦ    納入納入納入納入    山山山山口県口県口県口県    

簡易水道簡易水道簡易水道簡易水道施設施設施設施設    様様様様    井水ろ過装置井水ろ過装置井水ろ過装置井水ろ過装置    OKFMOKFMOKFMOKFM----6666型型型型    設置工事設置工事設置工事設置工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

水処理水処理水処理水処理センターセンターセンターセンター    様様様様    2222系系系系消消消消化槽化槽化槽化槽蒸気吹込蒸気吹込蒸気吹込蒸気吹込み管外修理み管外修理み管外修理み管外修理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

マンションマンションマンションマンション    様様様様    除鉄・除ﾏﾝｶﾞﾝろ過除鉄・除ﾏﾝｶﾞﾝろ過除鉄・除ﾏﾝｶﾞﾝろ過除鉄・除ﾏﾝｶﾞﾝろ過    OKFMOKFMOKFMOKFM----1111型型型型    FRPFRPFRPFRP製製製製    400400400400φφφφ××××2222筒筒筒筒式式式式    福岡県福岡県福岡県福岡県    

小学校小学校小学校小学校    様様様様    雨水ろ過雨水ろ過雨水ろ過雨水ろ過装置装置装置装置機器機器機器機器設置工事設置工事設置工事設置工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

飲食店飲食店飲食店飲食店    様様様様    井水ろ過井水ろ過井水ろ過井水ろ過装置装置装置装置    FRPFRPFRPFRP製製製製    400400400400φφφφ    設置工事設置工事設置工事設置工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    循環ろ過循環ろ過循環ろ過循環ろ過装置装置装置装置    FRPFRPFRPFRP製製製製    777700000000φφφφ    取替工事取替工事取替工事取替工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園施設施設施設施設    様様様様    ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置    鋼板製鋼板製鋼板製鋼板製    納入納入納入納入    福岡県福岡県福岡県福岡県    

印刷印刷印刷印刷工場施設工場施設工場施設工場施設    様様様様    RORORORO膜膜膜膜設備機器設備機器設備機器設備機器他他他他設置工事設置工事設置工事設置工事    東京都東京都東京都東京都    

ゴゴゴゴルルルルフフフフ場場場場    様様様様    ｺｺｺｺｰｽｰｽｰｽｰｽ散散散散水水水水加圧加圧加圧加圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾕﾆｯﾕﾆｯﾕﾆｯﾄ取替ﾄ取替ﾄ取替ﾄ取替    福岡県福岡県福岡県福岡県    

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 



        第４第４第４第４３３３３期期期期        納入実績抜粋納入実績抜粋納入実績抜粋納入実績抜粋①①①①        【【【【    平成２平成２平成２平成２４４４４年年年年１０１０１０１０月～平成月～平成月～平成月～平成２２２２５５５５年年年年９９９９月月月月    】】】】    

現場名称現場名称現場名称現場名称    機器名称（型式）機器名称（型式）機器名称（型式）機器名称（型式）    納入場所納入場所納入場所納入場所    

温泉旅館温泉旅館温泉旅館温泉旅館    様様様様    循環循環循環循環ろ過装置ろ過装置ろ過装置ろ過装置××××4444、、、、除鉄除鉄除鉄除鉄ろ過装置ろ過装置ろ過装置ろ過装置××××2222    取替取替取替取替    熊本県熊本県熊本県熊本県    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    UUUUFFFF膜膜膜膜××××3333本本本本追加追加追加追加    熊本県熊本県熊本県熊本県    

道路施設道路施設道路施設道路施設    様様様様    雨水雨水雨水雨水排排排排水ﾎﾟﾝﾌﾟ水ﾎﾟﾝﾌﾟ水ﾎﾟﾝﾌﾟ水ﾎﾟﾝﾌﾟ緊急緊急緊急緊急修繕修繕修繕修繕措措措措置置置置    福岡県福岡県福岡県福岡県    

道路施設道路施設道路施設道路施設    様様様様    雨水雨水雨水雨水排排排排水ﾎﾟﾝﾌﾟ修理水ﾎﾟﾝﾌﾟ修理水ﾎﾟﾝﾌﾟ修理水ﾎﾟﾝﾌﾟ修理ｵｵｵｵｰーーーﾊﾊﾊﾊﾞｰﾎｰﾙﾞｰﾎｰﾙﾞｰﾎｰﾙﾞｰﾎｰﾙ    福岡県福岡県福岡県福岡県    

小学校小学校小学校小学校    様様様様    ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置    OKLOKLOKLOKL----60606060他機器他機器他機器他機器    佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県    

小中学校小中学校小中学校小中学校    様様様様    ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置    OKLOKLOKLOKL----60606060他機器他機器他機器他機器    佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県    

小学校小学校小学校小学校    様様様様    雨水ろ過機器及び工事雨水ろ過機器及び工事雨水ろ過機器及び工事雨水ろ過機器及び工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

飲飲飲飲料料料料水販売工場水販売工場水販売工場水販売工場    様様様様    骨骨骨骨炭ろ過装置設置工事炭ろ過装置設置工事炭ろ過装置設置工事炭ろ過装置設置工事    800800800800φφφφ    SUSSUSSUSSUS    鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県    

保保保保育園育園育園育園    様様様様    ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置    FRPFRPFRPFRP    18181818tttt    熊本県熊本県熊本県熊本県    

車車車車両両両両工場施設工場施設工場施設工場施設    様様様様    活性炭ろ過活性炭ろ過活性炭ろ過活性炭ろ過筒筒筒筒取替取替取替取替    800800800800φφφφFRPFRPFRPFRP    福岡福岡福岡福岡県県県県    

老人保健施設老人保健施設老人保健施設老人保健施設    様様様様    温泉温泉温泉温泉供給供給供給供給設備設備設備設備    777700000000φφφφ    FRPFRPFRPFRP    福岡県福岡県福岡県福岡県    

老人保健施設老人保健施設老人保健施設老人保健施設    様様様様    雨水ろ過雨水ろ過雨水ろ過雨水ろ過    400400400400φφφφ    SUSSUSSUSSUS316316316316    熊本県熊本県熊本県熊本県    

小学校小学校小学校小学校    様様様様    珪藻土ろ過装置珪藻土ろ過装置珪藻土ろ過装置珪藻土ろ過装置    OK50OK50OK50OK50型型型型    取替工事取替工事取替工事取替工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

老人保健施設老人保健施設老人保健施設老人保健施設    様様様様    循環ろ過装置循環ろ過装置循環ろ過装置循環ろ過装置    OKLOKLOKLOKL----6666型型型型    550550550550φφφφ    SSSSSSSS400400400400    取替工事取替工事取替工事取替工事    長崎県長崎県長崎県長崎県    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    給湯給湯給湯給湯ﾀﾝｸ取替工事ﾀﾝｸ取替工事ﾀﾝｸ取替工事ﾀﾝｸ取替工事    鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県    

飲食店飲食店飲食店飲食店    様様様様    給給給給水設備設置工事水設備設置工事水設備設置工事水設備設置工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

老人保健施設老人保健施設老人保健施設老人保健施設    様様様様    循環ろ過装置循環ろ過装置循環ろ過装置循環ろ過装置    OKLOKLOKLOKL----7777型型型型    600600600600φφφφ    FRPFRPFRPFRP    取替工事取替工事取替工事取替工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

病院施設病院施設病院施設病院施設    様様様様    ﾌﾟｰﾙろ過装置ﾌﾟｰﾙろ過装置ﾌﾟｰﾙろ過装置ﾌﾟｰﾙろ過装置    熱交熱源変熱交熱源変熱交熱源変熱交熱源変更工事更工事更工事更工事    大分県大分県大分県大分県    

中学校中学校中学校中学校    様様様様    雨水ろ過設備改修雨水ろ過設備改修雨水ろ過設備改修雨水ろ過設備改修    福岡県福岡県福岡県福岡県    

公公公公共共共共宿宿宿宿泊泊泊泊施設施設施設施設    様様様様    RORORORO膜装置膜装置膜装置膜装置増増増増設工事設工事設工事設工事    熊本県熊本県熊本県熊本県    

中学校中学校中学校中学校    様様様様    ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置    FRPFRPFRPFRP横横横横型型型型    福岡県福岡県福岡県福岡県    

小学校小学校小学校小学校    様様様様    珪藻土ろ過装置珪藻土ろ過装置珪藻土ろ過装置珪藻土ろ過装置    OKOKOKOK----50505050型型型型    取替工事取替工事取替工事取替工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

老人保健施設老人保健施設老人保健施設老人保健施設    様様様様    浴槽循環浴槽循環浴槽循環浴槽循環    OKLOKLOKLOKL----30303030    999900000000φφφφ    佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県    

大学大学大学大学施設施設施設施設    様様様様    井水ろ過装置井水ろ過装置井水ろ過装置井水ろ過装置    OKLMOKLMOKLMOKLM----10101010    1111,,,,300300300300φφφφ    鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県    

病院施設病院施設病院施設病院施設    様様様様    循環ろ過装置循環ろ過装置循環ろ過装置循環ろ過装置    OKLOKLOKLOKL----25252525    999900000000φφφφ、、、、OKLOKLOKLOKL----20202020    800800800800φφφφ    熊本県熊本県熊本県熊本県    

ホテル施設ホテル施設ホテル施設ホテル施設    様様様様    屋上屋上屋上屋上ﾎﾞｰﾎﾞｰﾎﾞｰﾎﾞｰﾗﾗﾗﾗｰーーー給給給給水管水管水管水管交換交換交換交換及び及び及び及び給湯給湯給湯給湯配管配管配管配管    福岡県福岡県福岡県福岡県    

公公公公共共共共研修施設研修施設研修施設研修施設    様様様様    井水ろ過装置井水ろ過装置井水ろ過装置井水ろ過装置    OKOKOKOKSSSS----4444    550550550550φφφφ    鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県    

プール施設プール施設プール施設プール施設    様様様様    循環ろ過装置循環ろ過装置循環ろ過装置循環ろ過装置    OKLOKLOKLOKL----50505050    1300130013001300φφφφ××××2222台台台台    佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県    

排排排排水施設水施設水施設水施設    様様様様    排排排排水設備改修工事水設備改修工事水設備改修工事水設備改修工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

処理処理処理処理センターセンターセンターセンター    様様様様    水中水中水中水中ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ｯｯｯｯｷ機ｷ機ｷ機ｷ機    1111台台台台    取替取替取替取替    福岡県福岡県福岡県福岡県    

老人保健施設老人保健施設老人保健施設老人保健施設    様様様様    循環ろ過改修工事循環ろ過改修工事循環ろ過改修工事循環ろ過改修工事    OKLOKLOKLOKL----10101010型型型型    福岡県福岡県福岡県福岡県    

ゴゴゴゴルルルルフフフフ場施設場施設場施設場施設    様様様様    循環ろ過装置循環ろ過装置循環ろ過装置循環ろ過装置    OKLOKLOKLOKL----50505050    1000100010001000φφφφ、、、、OKLOKLOKLOKL----15151515    777700000000φφφφ    SUSSUSSUSSUS304304304304    鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県    

食品工場食品工場食品工場食品工場    様様様様    除鉄・除ﾏﾝｶﾞﾝろ過装置設置工事除鉄・除ﾏﾝｶﾞﾝろ過装置設置工事除鉄・除ﾏﾝｶﾞﾝろ過装置設置工事除鉄・除ﾏﾝｶﾞﾝろ過装置設置工事    OKOKOKOKFMFMFMFM----5555    999900000000φφφφ    鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県    

小学校小学校小学校小学校    様様様様    ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置    1600160016001600φφφφ    福岡県福岡県福岡県福岡県    

市市市市営営営営住宅住宅住宅住宅    様様様様    揚揚揚揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ取替水ﾎﾟﾝﾌﾟ取替水ﾎﾟﾝﾌﾟ取替水ﾎﾟﾝﾌﾟ取替    6666台台台台    福岡県福岡県福岡県福岡県    

ゴゴゴゴルルルルフフフフ場施設場施設場施設場施設    様様様様    循環循環循環循環ろ過ろ過ろ過ろ過措措措措置置置置    600600600600φφφφ    SUSSUSSUSSUS製製製製    大分県大分県大分県大分県    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    軟水装置設置工事軟水装置設置工事軟水装置設置工事軟水装置設置工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

温泉施設温泉施設温泉施設温泉施設    様様様様    ろ過装置ろ過装置ろ過装置ろ過装置移移移移設工事設工事設工事設工事（（（（災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧工事）工事）工事）工事）    熊本県熊本県熊本県熊本県    

丸丸丸丸中学校中学校中学校中学校    雨水処理設備改修工事雨水処理設備改修工事雨水処理設備改修工事雨水処理設備改修工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    循環ﾎﾟﾝﾌﾟ循環ﾎﾟﾝﾌﾟ循環ﾎﾟﾝﾌﾟ循環ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾕﾆｯﾕﾆｯﾕﾆｯﾄﾄﾄﾄ機器機器機器機器交換交換交換交換工事工事工事工事    鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県    

病院施設病院施設病院施設病院施設    様様様様    RORORORO浄水装置設置浄水装置設置浄水装置設置浄水装置設置工事（工事（工事（工事（専専専専用水道用水道用水道用水道申請申請申請申請含含含含むむむむ））））    福岡県福岡県福岡県福岡県    

スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ    様様様様    井水ろ過装置井水ろ過装置井水ろ過装置井水ろ過装置    OKFOKFOKFOKF----5555    取替工事取替工事取替工事取替工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

銀行銀行銀行銀行寮寮寮寮    施設施設施設施設    様様様様    OKLOKLOKLOKL----4444    取替工事取替工事取替工事取替工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

ホテル施設ホテル施設ホテル施設ホテル施設    様様様様    循環ろ過取替循環ろ過取替循環ろ過取替循環ろ過取替    1000100010001000φφφφ    大分県大分県大分県大分県    

病院施設病院施設病院施設病院施設    様様様様    活性炭ろ過装置活性炭ろ過装置活性炭ろ過装置活性炭ろ過装置    FRPFRPFRPFRP製製製製    800800800800φφφφ    福岡県福岡県福岡県福岡県    

ガガガガソリンスタンドソリンスタンドソリンスタンドソリンスタンド    様様様様    活性炭ろ過装置活性炭ろ過装置活性炭ろ過装置活性炭ろ過装置    800800800800φφφφ    大大大大阪府阪府阪府阪府    

老人保健施設老人保健施設老人保健施設老人保健施設    様様様様    循環ろ過取替循環ろ過取替循環ろ過取替循環ろ過取替    999900000000φφφφ    SUSSUSSUSSUS316316316316製製製製    鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県    



        第４第４第４第４３３３３期期期期        納入実績抜粋納入実績抜粋納入実績抜粋納入実績抜粋②②②②        【【【【    平成２平成２平成２平成２４４４４年年年年１０１０１０１０月～平成月～平成月～平成月～平成２５２５２５２５年年年年９９９９月月月月    】】】】 

現場名称現場名称現場名称現場名称    機器名称（型式）機器名称（型式）機器名称（型式）機器名称（型式）    納入場所納入場所納入場所納入場所    

産産産産業廃棄物業廃棄物業廃棄物業廃棄物工場工場工場工場    様様様様    ろ過ろ過ろ過ろ過材材材材入替工事入替工事入替工事入替工事    大分県大分県大分県大分県    

ガガガガソリンスタンドソリンスタンドソリンスタンドソリンスタンド    様様様様    井戸ﾎﾟﾝﾌﾟ取替井戸ﾎﾟﾝﾌﾟ取替井戸ﾎﾟﾝﾌﾟ取替井戸ﾎﾟﾝﾌﾟ取替及び井水ろ過設備及び井水ろ過設備及び井水ろ過設備及び井水ろ過設備整整整整備備備備    福岡県福岡県福岡県福岡県    

産産産産婦婦婦婦人人人人科科科科病院病院病院病院    様様様様    除鉄ろ過装置除鉄ろ過装置除鉄ろ過装置除鉄ろ過装置    OKFOKFOKFOKF----5555    取替取替取替取替    鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県    

運動施設運動施設運動施設運動施設    様様様様    除鉄ろ過装置除鉄ろ過装置除鉄ろ過装置除鉄ろ過装置    OKFOKFOKFOKF----5555    取替取替取替取替    佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県    

病院施設病院施設病院施設病院施設    様様様様    砂砂砂砂ろ過装置ろ過装置ろ過装置ろ過装置    FRPFRPFRPFRP製製製製    800800800800φφφφ    福岡県福岡県福岡県福岡県    

老人保健施設老人保健施設老人保健施設老人保健施設    様様様様    除鉄除ﾏﾝｶﾞﾝろ過装置除鉄除ﾏﾝｶﾞﾝろ過装置除鉄除ﾏﾝｶﾞﾝろ過装置除鉄除ﾏﾝｶﾞﾝろ過装置    OKFMOKFMOKFMOKFM----3333    777700000000φφφφ    佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県    

中学校中学校中学校中学校    様様様様    ﾌﾟｰﾙろ過機ﾌﾟｰﾙろ過機ﾌﾟｰﾙろ過機ﾌﾟｰﾙろ過機移移移移設工事設工事設工事設工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

スイミングクラブスイミングクラブスイミングクラブスイミングクラブ    様様様様    ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置    1600160016001600φφφφ    福岡県福岡県福岡県福岡県    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    中浴槽中浴槽中浴槽中浴槽ｵｵｵｵｰーーーﾊﾊﾊﾊﾞｰﾞｰﾞｰﾞｰ回収回収回収回収工事工事工事工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

小学校小学校小学校小学校    様様様様    ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置改良工事ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置改良工事ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置改良工事ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置改良工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

老人保健施設老人保健施設老人保健施設老人保健施設    様様様様    浴槽循環ろ過装置浴槽循環ろ過装置浴槽循環ろ過装置浴槽循環ろ過装置    OKLOKLOKLOKL----4.84.84.84.8    FRPFRPFRPFRP    熊本県熊本県熊本県熊本県    

スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ    様様様様    ﾌﾟｰﾙﾌﾟｰﾙﾌﾟｰﾙﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置循環ろ過装置循環ろ過装置循環ろ過装置    ｶｰﾄｶｰﾄｶｰﾄｶｰﾄﾘｯｼﾘｯｼﾘｯｼﾘｯｼﾞ゙゙゙式式式式    2222台台台台    佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    井水ろ過井水ろ過井水ろ過井水ろ過RORORORO設備設備設備設備    埼玉埼玉埼玉埼玉県県県県    

商業ビ商業ビ商業ビ商業ビル施設ル施設ル施設ル施設    様様様様    ろ過ろ過ろ過ろ過材材材材入替工事入替工事入替工事入替工事    福岡県福岡県福岡県福岡県    

小学校小学校小学校小学校    様様様様    ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置    OKLOKLOKLOKL----60606060他機器他機器他機器他機器    佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県    

スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ    様様様様    温浴温浴温浴温浴ｵｵｵｵｰーーーﾊﾊﾊﾊﾞｰ改ﾞｰ改ﾞｰ改ﾞｰ改造造造造工事工事工事工事    熊本県熊本県熊本県熊本県    

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 


