
株式会社アクアテック
TEL.０６－６４１３－３１３５

ビトパッカー工法施工実績
登録番号：KK-020003-A

施工年月 工事物件名 施工部位 住　所 請負会社

平成23年2月 平成22年度河川維持改修工事（県単）その10 トンネル 神奈川県川崎市 佐野建設

平成23年2月 ハービスENT.EVピット改修工事 EVピット 大阪府大阪市 竹中工務店

平成23年2月 新橋橋台補強・補修工事 橋台 佐賀県武雄市 松尾建設

平成23年2月 シーバンスアモール防水改修工事 機械室床版 東京都港区 清水建設

平成23年1月 パークシティジオ豊中緑丘漏水補修工事 地下外壁 大阪府豊中市 竹中工務店

平成22年12月
大阪市水道局庭窪浄水場3系6号
浄水池伸縮継手設置工事

水槽 大阪府大阪市 ショーボンド建設

平成22年11月 国道8号元比田跨道橋他橋梁補修工事 トンネル 福井県敦賀市 冨士土建

平成22年11月 新日鐵君津製鉄所熱冷台車ピット湧水補修 地下外壁、底版 千葉県君津市
日鐵環境
エンジニアリング

平成22年10月 ジオタワー西宮北口駐車場棟改修工事 駐車場天井 兵庫県西宮市 竹中工務店

平成22年10月 新伯母峰トンネル補修工事 トンネル 奈良県吉野郡 ショーボンド建設

平成22年9月 コスモ石油堺製油所MAZEPit止水工事 ピット 大阪府堺市 昭和工事

平成22年9月 新川向橋補修工事 道路橋床版 神奈川県横浜市 キクシマ

平成22年9月 新日鐵君津製鉄所熱延湧水補修 地下外壁、底版 千葉県君津市
日鐵環境
エンジニアリング

平成22年8月 県単道路防災工事鞍馬トンネル2工区 トンネル 長野県木曽郡 奥田工業

平成22年8月 千里阪急EVピット漏水補修工事 EVピット 大阪府豊中市 竹中工務店

平成22年8月 173号長原トンネル補修工事 トンネル 兵庫県川西市 ショーボンド建設

平成22年8月 シーバンスS棟防水改修工事 3階ピロティ 東京都港区 清水建設

平成22年8月 国補道路災害防除工事　淀地鞍馬トンネル トンネル 長野県木曽郡 奥田工業

平成22年8月 県単道路防災工事鞍馬トンネル1工区 トンネル 長野県木曽郡 神稲建設

平成22年5月 東京電力竹町変電所現地工事 地下ピット 東京都台東区 日本工営

平成22年3月 仙台一番町プロジェクト新築工事 地下ピット 宮城県仙台市 大成建設

平成22年3月 1号城東共同溝他改修工事 地下共同溝 大阪府大阪市
マツイ
コーポレーション

平成21年11月
大阪市水道局庭窪浄水場3系5号
浄水池伸縮継手設置工事

水槽 大阪府大阪市 ショーボンド建設

平成21年9月 九州電力小丸川ダム第1工区 立抗 宮崎県児湯郡 奥村組

平成21年8月 ROHM天津工場漏水対策工事 2Fスラブ 中国　天津 竹中工務店

平成21年3月 揖斐川赤須賀水門漏水対策工事 水門底版、側壁 三重県桑名市 東洋建設

平成21年2月 川島大橋ひび割れ補修工事 道路橋床版 福井県鯖江市 オカモト鐵工

平成21年2月 住友化学9号館EVピット漏水対策工事 EVピット 大阪府大阪市 鹿島建設

平成21年2月 東部浄化センター第2ポンプ棟ひび割れ補修工事 地下外壁 広島県広島市 清水土木工業

平成21年2月 ベルマージュ堺43階漏水対策工事 ペントハウス外壁 大阪府堺市 竹中工務店
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平成21年1月 九州電力小丸川ダム第3工区 ドラフトトンネル 宮崎県児湯郡 間組

平成20年8月 九州電力小丸川ダム第3工区 立抗 宮崎県児湯郡 間組

平成20年4月 高倉中継ポンプ所送水調整池築造工事 水槽 埼玉県入間市 東京濱建

平成20年4月 美浜東BP佐柿西高架橋下部工事 橋台 福井県三方郡 武田建設

平成20年3月 国道9号新和田山トンネル補修工事 トンネル 兵庫県朝来市 ショーボンド建設

平成20年3月 国道54号晴雲トンネル外補修工事 トンネル 島根県飯南町 日道メンテナンス

平成20年2月 住之江配水場伸縮継手設置工事 水槽 大阪府大阪市 ショーボンド建設

平成20年1月 ＪＲ蒲郡駅高架工事（西工区） 高架橋床版 愛知県蒲郡市 戸田・大木・東洋ＪＶ

平成19年12月 国道9号八木谷小橋拡幅その他工事 道路橋床版 兵庫県養父市 本城根組

平成19年10月 ＪＲ蒲郡駅高架工事（東工区） 高架橋床版 愛知県蒲郡市 名工・熊谷・鴻池ＪＶ

平成19年8月 東京大学セミナーハウス 地下外壁、床版 群馬県沼田市 桑原総業

平成19年7月 京都新聞久御山工場 外壁 京都府久世郡 竹中工務店

平成19年6月 九州電力小丸川ダム第3工区 ドラフトトンネル 宮崎県児湯郡 間組

平成19年4月 大津石山地下道 地下道側壁 滋賀県大津市 西村建設工業

平成18年12月 百十四銀行駐輪場漏水対策工事 地下駐輪場天井 香川県高松市 竹中工務店

平成18年12月 一心寺単信庵漏水対策工事 地下階段室 大阪府大阪市 大林組

平成18年9月 百十四銀行駐輪場漏水対策工事 地下駐輪場天井 香川県高松市 竹中工務店

平成18年9月 2号梅田地区漏水対策工事 地下駐車場天井 大阪府大阪市 酒井工業

平成18年7月 ステイツ甲子園口漏水対策工事 地下駐車場天井 兵庫県西宮市 竹中工務店

平成18年5月 九州電力小丸川ダム第3工区 ドラフトトンネル 宮崎県児湯郡 間組

平成18年5月 伊勢丹本館屋上6号 屋上 東京都新宿区 清水建設

平成18年5月 伊勢丹本館地下1階スロープ止水工事 地下スロープ 東京都新宿区 清水建設

平成18年4月 九州電力小丸川発電所上部ダム 法面 宮崎県児湯郡
リテック
エンジニアリング

平成18年3月 泉佐野市鶴原北雨水幹線他補修工事
BOXカルバート
トンネル

大阪府泉佐野市 東亜建設工業

平成18年1月 出町地下駐車場 地下駐車場 京都府京都市 東亜グラウト工業

平成18年1月 外の浦トンネル トンネル 鹿児島県肝属郡 ショーボンド建設

平成17年12月 春日和田山道路2カルバート
BOXカルバート
トンネル

兵庫県山東町 本城根組

平成17年12月 三太郎トンネル1工区 トンネル 鹿児島県大島郡 西日本興業

平成17年12月 三太郎トンネル2工区 トンネル 鹿児島県大島郡 日特建設

平成17年12月 第1田町ビル屋上改修工事 屋上 東京都港区 清水建設
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平成17年12月 フォルム綱島地下駐車場修繕工事 地下駐車場 神奈川県横浜市 シミズビルライフケア

平成17年11月 春日和田山道路2A2橋台 橋台 兵庫県山東町 本城根組

平成17年11月 春日和田山道路2A1橋台 橋台 兵庫県山東町 本城根組

平成17年11月 茜橋橋台補修工事 橋台 北海道野付郡 三成建設

平成17年10月 読売新聞大阪本社改修工事 階段部 大阪府大阪市 鹿島建設

平成17年10月 九州電力小丸川ダム第3工区 ドラフトトンネル 宮崎県児湯郡 間組

平成17年5月 読売新聞EVピット改修工事 EVピット 東京都府中市 清水建設

平成17年5月 空色トンネル補修工事 トンネル 茨城県結城市 渡辺組

平成17年3月 JR八田駅東工区 高架橋床版 愛知県名古屋市 JR東海建設

平成17年3月 大分マンホール 地下ピット 大分県大分市 ショーボンド建設

平成17年2月 KA67号橋台補修工事 橋台 福岡県久留米市 ショーボンド建設

平成17年2月 京都出町駐車場 地下駐車場天井 京都府京都市 東亜グラウト工業

平成17年2月 JR八田駅東工区 高架橋床版 愛知県名古屋市 鉄建建設

平成17年1月 東本願寺改修工事 EVピット 京都府京都市 鹿島建設

平成16年12月 九州電力小丸川発電所上部ダム 立抗 宮崎県児湯郡
リテック
エンジニアリング

平成16年10月 辰巳国際水泳場 天井部 東京都江東区 清水建設

平成16年10月 東海環状土岐地区函渠補強工事
BOXカルバート
トンネル

岐阜県土岐市 ショーボンド建設

平成16年9月 洛西浄化センター防食工事 水槽 京都府長岡京市 東亜グラウト工業

平成16年9月 真名川ダム減勢工補修工事 通路 福井県大野市 ショーボンド建設

平成16年6月 陵南町保健福祉センター 駐輪場通路壁 香川県陵南町 大興物産

平成16年5月 ホテル　アマリー
階段室
レストラン天井

兵庫県神戸市 鹿島建設

平成16年4月 鳥山梨子ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ補修工事
BOXカルバート
トンネル

福井県福井市 エヌ・ケイ建設

平成16年4月 加古川　福田樋門 函渠 兵庫県社町 鹿島建設

平成16年4月 六甲アイランド内オアシス 天井 兵庫県神戸市 鹿島建設

平成16年4月 神戸市水道局本山立坑防水層再生工事 地下１階天井部 兵庫県神戸市 大林組

平成16年4月 伊勢丹本館 地下内壁 東京都新宿区 清水建設

平成16年4月 横浜　大山教会防水層再生工事 屋上駐車場 神奈川県横浜市 清水建設

平成16年3月 井関池改修工事 水槽 香川県三豊郡 白石

平成16年2月 楠公ビル 外壁 兵庫県神戸市 鹿島建設

平成16年2月 徳島　橘トンネル漏水補修工事 トンネル 徳島県阿南市 木本建設
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平成16年2月 高知　南越トンネル漏水補修工事 トンネル 高知県土佐市 竹内建設

平成16年2月 加古川　上田第３樋門 函渠 兵庫県社町 ジェイオー建設

平成16年2月 和歌山県立五稜病院漏水補修工事
地下階段室
トップライト

和歌山県吉備町 鹿島建設

平成16年2月 佐賀　八田江河川修繕工事 側壁 佐賀県東与賀町 ショーボンド建設

平成16年2月 橘トンネル改修工事 トンネル 高知県高知市 日特建設

平成16年1月 知立高架橋 高架橋高欄 愛知県豊田市 駒井鉄工

平成15年12月 知立高架橋 高架橋高欄 愛知県豊田市 瀧上工業

平成15年11月 リバーモールウエスト
１階天井部
２階外部廊下

兵庫県神戸市 鹿島建設

平成15年10月 ヤオコー狭山 屋上駐車場 埼玉県狭山市 シミズビルライフケア

平成15年9月 焼坂トンネル補修工事 トンネル 高知県高知市 ショーボンド建設

平成15年7月 JR八田駅高架工区 高架橋床版 愛知県名古屋市 JR東海・清水JV

平成15年6月 子宿トンネル１工区補修工事 トンネル 鹿児島県名瀬市 ショーボンド建設

平成15年6月 子宿トンネル２工区補修工事 トンネル 鹿児島県名瀬市 西日本興業

平成15年3月 美山ひび割れ補修工事 トンネル 福井県足羽郡 ショーボンド建設

平成14年12月 JR八田駅西工区 高架橋床版 愛知県名古屋市 名工・西松・東洋JV

平成14年10月 JR阪和線　南長池 高架橋床版 大阪府大阪市 清水建設

平成14年9月 高塚橋床版 道路橋床版 福井県小浜市 ショーボンド建設

平成14年9月 石山トンネル補修工事 トンネル 福井県福井市 白石建設

平成14年8月 今庄砂防ダム 砂防壁 福井県今庄市 ショーボンド建設

平成14年8月 芦田川幹線管渠人孔 地下外壁 広島県福山市 ショーボンド建設

平成14年7月 九州電力　鹿児島 排水貯水槽 鹿児島県鹿児島市 ショーボンド建設

平成14年6月 JR八田駅東工区 高架橋床版 愛知県名古屋市 鉄建建設

平成14年1月 大垣市外渕ポンプ場 水槽 岐阜県大垣市 ショーボンド建設

平成13年9月 金山トンネル補修第２工事 トンネル 香川県坂出市 ライト工業
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