
管径
(mm)

管種 施工数 工期

青森県 φ350 陶管 1 H26.7

φ450 陶管 1 H26.7

青森県 φ450 陶管 1 H26.9

青森県 φ450 陶管 1 H26.10

φ450 陶管 1 H26.10

青森県 φ300 陶管 1 H26.12

φ300 陶管 1 H26.12

φ450 陶管 1 H26.12

青森県 φ230 陶管 1 H26.12

φ300 陶管 1 H26.12

φ300 陶管 1 H26.12

青森県 φ450 陶管 1 H27.3

岩手県 φ300 陶管 1 H26.8

φ450 陶管 1 H26.8

φ450 陶管 1 H26.8

岩手県 φ450 陶管 1 H26.9

φ450 陶管 1 H26.9

岩手県 φ300 陶管 1 H26.12

φ450 陶管 1 H26.12

岩手県 φ300 陶管 1 H26.12

φ450 陶管 1 H26.12

φ450 陶管 1 H26.12

岩手県 φ300 陶管 1 H26.12

φ450 陶管 1 H26.12

φ450 陶管 1 H26.12

岩手県 φ250 陶管 1 H27.2

φ300 陶管 1 H27.2

φ300 陶管 1 H27.2

岩手県 φ300 陶管 1 H27.2

φ300 陶管 1 H27.2

φ400 陶管 1 H27.2

φ450 陶管 1 H27.2

φ450 陶管 1 H27.2

φ450 陶管 1 H27.2

岩手県 φ230 陶管 1 H27.2

φ300 陶管 1 H27.2

φ300 陶管 1 H27.2

φ300 陶管 1 H27.2

φ300 陶管 1 H27.2

岩手県 φ300 陶管 1 H27.3

φ300 陶管 1 H27.3

φ450 陶管 1 H27.3

パートライナー工法施工実績

施工実績
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岩手県 φ300 陶管 1 H27.3

φ450 陶管 1 H27.3

宮城県 石巻市 φ150 塩ビ管 1 H26.9

φ200 塩ビ管 1 H26.9

宮城県 多賀城市 φ350 ヒューム管 1 H26.9

宮城県 仙台市 φ250 ヒューム管 8 H26.10

宮城県 石巻市 φ150 塩ビ管 1 H26.11

宮城県 石巻市 φ150 塩ビ管 6 H26.11

宮城県 石巻市 φ150 塩ビ管 4 H27.3

宮城県 仙台市 φ400 ヒューム管 4 H27.3

秋田県 φ450 陶管 1 H26.6

秋田県 φ230 陶管 1 H26.8

φ300 陶管 1 H26.8

秋田県 秋田市 φ400 ヒューム管 1 H26.9

秋田県 秋田市 φ300 更正管 38 H27.1

φ400 更正管 3 H27.1

茨城県 土浦市 φ230 塩ビ管 1 H26.7

栃木県 佐野市 φ200 塩ビ管 2 H26.4

φ250 ヒューム管 15 H26.4

栃木県 佐野市 φ200 陶管 2 H26.5

栃木県 足利市 φ200 陶管 13 H26.7

栃木県 佐野市 φ200 陶管 36 H26.7

栃木県 宇都宮市 φ250 ヒューム管 25 H27.3

φ600 ヒューム管 13 H27.3

栃木県 宇都宮市 φ200 ヒューム管 89 H27.3

φ250 ヒューム管 14 H27.3

栃木県 上三川町 φ250 陶管 2 H27.3

栃木県 佐野市 φ200 陶管 7 H27.3

群馬県 邑楽町 φ200～φ250 ヒューム管 8 H26.12

群馬県 みなかみ町 φ250～φ450 ヒューム管 2 H27.3

埼玉県 志木市 φ250 ヒューム管 10 H27.2

埼玉県 春日部市 φ300 ヒューム管 36 H27.3

東京都 荒川区 φ250～φ380 ヒューム管・陶管 29 H26.8

東京都 新宿区 φ400 ヒューム管 3 H26.9

東京都 足立区 φ250 陶管 13 H26.10

φ300 陶管 1 H26.10

φ350 ヒューム管 1 H26.10

φ450 ヒューム管 1 H26.10

東京都 青梅市 φ250 ヒューム管 8 H26.10

φ300 ヒューム管 1 H26.10

東京都 渋谷区 φ250～φ350 ヒューム管・陶管 6 H26.10

東京都 世田谷区 φ300 ヒューム管 1 H26.10
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東京都 中野区 φ250 陶管 2 H26.10

φ300 陶管 1 H26.10

東京都 杉並区 φ250 陶管 4 H26.11

東京都 足立区 φ350～φ500 ヒューム管・陶管 7 H26.12

東京都 大田区 φ250・φ300 ヒューム管・陶管 23 H26.12

東京都 江東区 φ250 ヒューム管 23 H26.12

φ300 ヒューム管 3 H26.12

φ350 ヒューム管 4 H26.12

φ400 ヒューム管 2 H26.12

φ450 ヒューム管 3 H26.12

φ500 ヒューム管 1 H26.12

φ600 ヒューム管 3 H26.12

φ700 ヒューム管 4 H26.12

東京都 葛飾区 φ250 陶管 5 H27.1

φ300 陶管 2 H27.1

東京都 中野区 φ350 ヒューム管 1  H27.2

東京都 文京区 φ230 陶管 1 H27.2

φ250 陶管 19 H27.2

φ300 陶管 7 H27.2

東京都 葛飾区 φ250 陶管 4 H27.3

φ300 陶管 2 H27.3

東京都 江東区 φ250 ヒューム管 1 H27.3

φ300 ヒューム管 4 H27.3

φ350 ヒューム管 1 H27.3

神奈川県 平塚市 φ300 陶管 9 H26.7

神奈川県 寒川市 φ250 ヒューム管 16 H26.12

神奈川県 厚木市 φ350 ヒューム管 3 H27.1

φ400 ヒューム管 5 H27.1

φ500 ヒューム管 2 H27.1

神奈川県 厚木市 φ250 ヒューム管 3 H27.3

φ600 ヒューム管 5 H27.3

神奈川県 藤沢市 φ250 陶管 18 H27.3

神奈川県 藤沢市 φ250 ヒューム管 11 H27.3

φ300 ヒューム管 15 H27.3

神奈川県 横浜市 φ250 陶管 4 H27.3

φ250 ヒューム管 3 H27.3

長野県 茅野町 φ200 リブ管 1 H26.9

石川県 金沢市 φ250 ヒューム管 11 H27.2

φ300 ヒューム管 3 H27.2

φ350 ヒューム管 2 H27.2

φ450 ヒューム管 2 H27.2

φ500 ヒューム管 1 H27.2
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岐阜県 羽島郡 φ200 陶管 3 H26.7

岐阜県 岐阜市 φ400 ヒューム管 2 H26.10

φ500 ヒューム管 5 H26.10

岐阜県 瑞浪市 φ250 ヒューム管 1 H26.10

静岡県 熱海市 φ200 ヒューム管 2 H27.2

φ250 ヒューム管 10 H27.2

φ350 ヒューム管 3 H27.2

φ450 ヒューム管 2 H27.2

静岡県 伊東市 φ200 ヒューム管 3 H27.3

愛知県 一宮市 φ300 陶管 1 H26.8

φ300 ロング 陶管 3 H26.8

愛知県 丹羽郡 φ250 ヒューム管 2 H26.8

φ250 ロング ヒューム管 1 H26.8

愛知県 名古屋市 φ300 陶管 1 H26.8

愛知県 名古屋市 φ250 ヒューム管 1 H26.10

愛知県 一宮市 φ450 ヒューム管 11 H26.12

愛知県 西尾市 φ350 ヒューム管 5 H26.12

愛知県 知多市 φ200 ヒューム管 13 H27.2

φ200 ロング ヒューム管 2 H27.2

φ250 ヒューム管 11 H27.2

愛知県 名古屋市 φ250 ヒューム管 30 H27.3

愛知県 名古屋市 φ250 ロング ヒューム管 20 H27.3

φ300 ヒューム管 13 H27.3

φ350 ヒューム管 3 H27.3

φ350 ロング ヒューム管 2 H27.3

φ400 ヒューム管 14 H27.3

φ400 ロング ヒューム管 1 H27.3

φ500 ヒューム管 1 H27.3

φ500 ロング ヒューム管 1 H27.3

φ600 ヒューム管 6 H27.3

φ700 ヒューム管 3 H27.3

大阪府 摂津市 φ500 ヒューム管 3 H27.3

φ600 ヒューム管 3 H27.3

φ700 ヒューム管 1 H27.3

大阪府 泉南郡岬町 φ200 ヒューム管 17 H27.3

兵庫県 尼崎市 φ500 ヒューム管 1 H27.3

奈良県 生駒市 φ500 ヒューム管 13 H26.10

広島県 広島市 φ300 ヒューム管 2 H27.3

φ450 ヒューム管 1 H27.3

山口県 岩国市 φ200 ヒューム管 9 H27.3

福岡県 北九州市 φ200 陶管 2 H26.11

福岡県 福岡市 φ300 ヒューム管 3 H26.11
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福岡県 福岡市 φ300 ライニング管 2 H26.11

φ400 ヒューム管 2 H26.11

福岡県 北九州市 φ200 陶管 7 H27.2

熊本県 菊池郡菊陽町 φ250 ヒューム管 17 H27.1

熊本県 菊池郡菊陽町 φ250 ヒューム管 12 H27.2

大分県 宇佐市 φ200 塩ビ管 3 H26.11
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