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国産環境型レンガ施工実績一覧表（国、公団等） 様式第４－１号

令和4年5月現在

番号
施工
年度

施工
都道府県

発注者 工事名 単位 数量 備考

1 H22 宮崎県 九州地方整備局川内川河川事務所 池島公園整備事業 ㎡ 570 透水性
2 H22 宮崎県 〃 〃 ㎡ 5 ルネッサンス
3 H22 宮崎県 西日本高速道路 東九州自動車道門川舗装工事 ㎡ 70 透水性

4 H23 宮崎県
九州地方整備局　宮崎
河川国道事務所

田吉築堤工事（1工区) ㎡ 69 新燃レンガ

5 H23 宮崎県 〃 田吉築堤工事（2工区) ㎡ 441.5 新燃レンガ
6 H23 鹿児島県 国土交通省 志布志地区自歩道路 ㎡ 72 県産再資源ﾚﾝｶﾞ

7 H24 宮崎県
九州地方整備局延岡
河川国道事務所

北川はゆま ㎡ 418 新燃レンガ

8 H24 宮崎県
九州地方整備局宮崎
河川国道事務所

高洲地区特殊堤耐震
補強工事　1工区

㎡ 450 300角　新燃レンガ

9 H24 宮崎県 〃
高洲地区特殊堤耐震
補強工事　2工区

㎡ 851 300角　新燃レンガ

10 H24 宮崎県 〃
高洲地区特殊堤耐震
補強工事　3工区

㎡ 555 300角　新燃レンガ

11 H24 宮崎県 〃
高洲地区特殊堤耐震
補強工事　4工区

㎡ 706 300角　新燃レンガ

12 H24 宮崎県
九州地方整備局宮崎

河川国道事務所　大淀
川砂防出張所

髙崎川外砂防施設保全工事 ㎡ 100 新燃レンガ

12 H24 宮崎県
九州地方整備局宮崎
河川国道事務所

都農休憩施設 ㎡ 60 新燃レンガ

13 H24 宮崎県
環境省
九州地方環境事務所

えびのｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑｾﾝ
ﾀｰ展示等改修工事

㎡ 360.86 新燃レンガ

14 H25 宮崎県
九州地方整備局宮崎
河川国道事務所

高洲地区特殊堤耐震
補強工事　5工区

㎡ 3228 新燃レンガ

15 H25 東京都
関東地方整備局荒川
下流河川事務所

千住桜木堤防強化対策工事 ㎡ 252 新燃レンガ

16 H25 宮崎県
九州地方整備局宮崎
河川国道事務所　日南
国道維持出張所

日南国道維持管内交
通安全施設整備工事

㎡ 12.03
新燃レンガ（積
み）

17 H26 長崎県
九州地方整備局長崎
河川国道事務所

永昌地区管理用道路
設置外工事

㎡ 新燃レンガ

18 H26 宮崎県
九州地方整備局宮崎
河川国道事務所

平成26年度都城地区
道路維持補修工事

㎡ 109.1 新燃レンガ

19 H26 佐賀県
九州地方整備局佐賀
国道事務所

武雄管内道路維持補修工事 ㎡ 28 新燃レンガ

20 H26 長崎県
九州地方整備局長崎
河川国道事務所

天満地区管理用道路
設置外工事

㎡ 176 290角新燃レンガ

21 H27 長崎県
九州地方整備局長崎
河川国道事務所

本明川中流地区管理
用道路設置外工事

㎡ 126 290角新燃レンガ

22 H27 東京都
関東地方整備局東京
国道事務所

国道254号線東池袋(2)
ほか電線共同溝歩道
復旧その3工事

㎡ 72 新燃レンガ

23 H27 宮崎県
環境省
九州地方環境事務所

えびのｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑｾﾝ
ﾀｰ安全対策工事

㎡ 新燃レンガ

24 H27 長崎県
九州地方整備局長崎
河川国道事務所

相浦中里地区休憩施
設舗装工事

㎡ 182 新燃レンガ

25 H27 福岡県
九州地方整備局福岡
国道事務所

福岡208号中島地区 ㎡ 220 新燃レンガ

26 H28 福岡県
九州地方整備局福岡
国道事務所

福岡208号八江地区 ㎡ 2508 新燃レンガ

27 H28 長崎県
九州地方整備局長崎
河川国道事務所

本明川管理用道路設
置外工事(永昌東地

㎡ 133.2 290角新燃レンガ
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国産環境型レンガ施工実績一覧表（国、公団等） 様式第４－１号

令和4年5月現在

番号
施工
年度

施工
都道府県

発注者 工事名 単位 数量 備考

28 H29 福岡県
九州地方整備局福岡
国道事務所

福岡208号渡里地区 ㎡ 547 新燃レンガ

29 H29 福岡県
九州地方整備局福岡
国道事務所

福岡208号八江南地区 ㎡ 2014 新燃レンガ

30 H29 長崎県
九州地方整備局長崎
河川国道事務所

本明川管理用道路設
置外工事(鷲崎地区）

㎡ 97 290角新燃レンガ

31 H29 福岡県
九州地方整備局福岡
国道事務所

福岡208号渡里地区 ㎡ 547 新燃レンガ

32 H29 福岡県
九州地方整備局福岡
国道事務所

福岡208号八江南地区 ㎡ 2014 新燃レンガ

33 H29 長崎県
九州地方整備局長崎
河川国道事務所

本明川管理用道路設
置外工事(鷲崎地区）

㎡ 97 290角新燃レンガ

34 H31 宮崎県
九州地方整備局延岡
河川国道事務所

北川地区改良工事 ㎡ 287.5 新燃レンガ

35 H31 佐賀県
九州地方整備局佐賀
国道事務所

平成30-31年度　武雄
管内道路維持補修工

㎡ 58 新燃レンガ

36 R1 岡山県 中国地方整備局 ﾚﾝｶﾞ補修 ㎡ 0.6
新燃レンガｽﾀﾝ
ﾀﾞｰﾄﾞ

37 R1 宮崎県
九州地方整備局宮崎
河川国道事務所

ｻﾝﾒｯｾ日南バス停舗
装

㎡ 181.9 300角新燃レンガ

38 R1 佐賀県
九州地方整備局佐賀
国道事務所

平成30-31年度　武雄
管内道路維持補修工

㎡ 33 新燃レンガ

38 R1 佐賀県
九州地方整備局延岡
河川国道事務所

北川地区改良工事 ㎡ 115 新燃レンガ

39 R2 宮崎県 宮崎河川国道事務所
令和2年度都城地区舗
装修繕外工事

㎡ 624 300角　新燃レンガ

40 R3 宮崎県 宮崎河川国道事務所 道の駅くしま新築工事 ㎡ 36.2 新燃レンガW230

41 R3 宮崎県 宮崎河川国道事務所
 令和2年度串間地区
休憩施設整備外工事

㎡ 980 300角　新燃レンガ

42 R3 宮崎県 宮崎河川国道事務所
串間地区休憩施設整
備外工事

㎡ 70 300角　新燃レンガ
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国産環境型レンガ施工実績一覧表（地方自治体、補助等） 様式第４－２号

令和4年5月現在

番号
施工
年度

施工
都道府県

発注者 工事名 単位 数量 備考

1 H13 宮崎県 宮崎県営繕課 サンマリンスタジアム ㎡ 400
2 H13 宮崎県 都城土木事務所 桜木穂満坊線 ㎡ 700
3 H13 宮崎県 福岡市 砂津護岸工事 ㎡ 500
4 H14 宮崎県 都城土木事務所 桜木穂満坊線 ㎡ 700
5 H14 宮崎県 清武町役場 清武町球場整備工事 ㎡ 2,700
6 H14 宮崎県 高城町役場 高城町オートキャンプ場 ㎡ 700
7 H14 宮崎県 宮崎県営繕課 西都職業専門学校 ㎡ 2,200 透水性
8 H14 鹿児島県 川辺町役場 川辺小学校 ㎡ 300
9 H14 鹿児島県 国分市役所 国分舞鶴中学校 ㎡ 900 透水性

10 H14 鹿児島県 加世田市 加世田運動公園 ㎡ 200
11 H14 鹿児島県 鹿児島市 皇徳寺団地 ㎡ 700
12 H14 鹿児島県 鹿児島県 開陽高等学校外構 ㎡ 1,600
13 H14 鹿児島県 出水市 出水共済住宅外構 ㎡ 450
14 H14 鹿児島県 鹿児島県 岩川中学校 ㎡ 500
15 H14 鹿児島県 鹿児島農業大学 鹿児島農業大学外構 ㎡ 1,230
16 H15 宮崎県 都城市 早水公園 ㎡ 750 透水性
17 H15 鹿児島県 鹿児島県 大浦中学校 ㎡ 123
18 H15 鹿児島県 鹿児島県 国民年金健康保険 ㎡ 100
19 H15 鹿児島県 鹿児島県 今和泉漁港環境整備 ㎡ 120
20 H15 鹿児島県 加世田市 加世田総合保健福祉ｾﾝﾀｰ ㎡ 200
21 H15 鹿児島県 指宿市 指宿共済住宅 ㎡ 120
22 福岡県 福岡市 春日市内公園 ㎡ 250
23 H15 宮崎県 都城土木事務所 桜木宝穂坊線歩道整備工事 ㎡ 700
24 H16 鹿児島県 鹿児島県 県立吉野公園展望台 ㎡ 110
25 H17 宮崎県 宮崎県 宮崎リサイクルプラザ ㎡ 156
26 H17 宮崎県 宮崎土木事務所 木花小学校前歩道整備工事 ㎡ 2,000
27 H16 宮崎県 宮崎県 西都職業専門学校 ㎡ 3,000
28 H17 宮崎県 高崎町役場 高崎リサイクルセンター ㎡ 100
29 H17 福岡県 福岡市 ふれあいセンター ㎡ 500
30 H18 福岡県 福岡県 福岡県南公園 ㎡ 1,500
31 H19 宮崎県 宮崎県 宮崎県平和台公園広場整備 ㎡ 200
32 H19 宮崎県 油津港湾事務所 油津公園整備事業 ㎡ 3,000
33 H19 鹿児島 鹿児島大学 鹿児島大学付属小学校 ㎡ 50
34 H19 鹿児島 鹿児島県 鹿児島地方特定道路整備 ㎡ 700
35 H19 鹿児島県 南さつま市 南さつま市地域交流ｾﾝﾀｰ ㎡ 20
36 H19 鹿児島県 南さつま市 南さつま市地域交流ｾﾝﾀｰ ㎡ 60
37 H19 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島ふたご座公園 ㎡ 20
38 H19 鹿児島県 南九州市 川辺太平洋通り歩道事業 ㎡ 200
39 H19 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県営松陽台団地 ㎡ 500
40 H19 鹿児島県 湧水町 湧水町まちづくり交付金 ㎡ 700
41 H19 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島マリンポート ㎡ 1,000
42 H19 鹿児島県 鹿児島市 草牟田小学校屋内運動場新築 ㎡ 100
43 H19 鹿児島県 鹿児島県 頴娃町図書館新築 ㎡ 100
44 H19 鹿児島県 鹿児島県 末吉中学校 ㎡ 200
45 H20 宮崎県 都城市 高城生涯学習センター ㎡ 300
46 H21 宮崎県 小林市 小林駅前整備工事 ㎡ 1,500 透水性
47 H21 鹿児島県 南九州市 川辺町市民交流センター外構 ㎡ 1,100
48 H21 鹿児島県 栗野市 湧水町丸池公園周辺整備事業 ㎡ 908
49 H21 鹿児島県 鹿児島市 大明丘住宅外構工事 ㎡ 130
50 H21 鹿児島県 鹿児島市 辻ヶ丘住宅28号新築外構工事 ㎡ 130
51 H21 鹿児島県 鹿児島県 甲突川右岸緑地整備工事 ㎡ 1,010
52 H22 鹿児島県 湧水町 栗野中央1号線橋梁整備事業 ㎡ 110
53 H22 鹿児島県 湧水町 吉松小学校外構工事 ㎡ 980
54 H22 鹿児島県 鹿児島市 まちづくり交付金事業丸池口公園 ㎡ 1,800
55 H22 宮崎県 日南市 なかよし公園整備工事 ㎡ 933
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国産環境型レンガ施工実績一覧表（地方自治体、補助等） 様式第４－２号

令和4年5月現在

番号
施工
年度

施工
都道府県

発注者 工事名 単位 数量 備考

56 H22 大分県 由布市 親水公園 ㎡ 20
57 H22 宮崎県 小林市 小林駅文化会館外構工事 ㎡ 50
58 H22 山口県 下関市役所 角島灯台公園トイレ新築工事 ㎡ 40
59 H22 宮崎県 都城市役所 穂満坊桜木線道路改良工事 ㎡ 170
60 H23 鹿児島県 湧水町 栗野中央1号線橋梁整備事業 ㎡
61 H23 宮崎県 高岡土木事務所 竹田通線宮王丸工区舗装工事 ㎡ 3,000 新燃レンガ
62 H23 鹿児島県 姶良･伊佐地域振興局 県単道路整備工事 ㎡ 3,000
63 H23 宮崎県 県油津港湾事務所 油津夢ひろば展望所 ㎡ 65 新燃レンガ
64 H23 宮崎県 都城市 牟田町歩道 ㎡ 163 新燃レンガ
65 H23 宮崎県 三股町役場 塚原団地 ㎡ 51 新燃レンガ
66 H23 宮崎県 三股町役場 三股町弓道場 ㎡ 48 300角　新燃レンガ

67 H23 宮崎県 宮崎県営繕課 えびの高原荘露天風呂改修工事 ㎡ 9 新燃レンガ
68 H23 宮崎県 宮崎県営繕課 日南振徳高校 ㎡ 226 新燃レンガ
69 H23 宮崎県 宮崎県営繕課 県営花ヶ島団地集会場建築工事 ㎡ 57 新燃レンガ
70 H23 宮崎県 宮崎県営繕課 高城高校弓道場建設工事 ㎡ 22 新燃レンガ
71 H23 宮崎県 都城市役所 小鷹原中央街区公園 ㎡ 470 新燃レンガ
72 H23 宮崎県 宮崎土木事務所 木花通線道路改良工事 ㎡ 60 新燃レンガ
73 H23 鹿児島県 湧水町 湧水町栗野駅ﾚﾝｶﾞ橋整備工事 ㎡ 782 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
74 H23 鹿児島県 湧水町 栗野周辺整備工事 ㎡ 306 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
75 H23 鹿児島県 下場土地区画整理事業 ㎡ 1,481 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
76 H23 鹿児島県 伊佐大橋 ㎡ 599 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
77 H23 鹿児島県 姶良市 住吉池公園せせらぎ広場整備工事 ㎡ 131 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
78 H23 鹿児島県 帖佐ｸﾞﾗﾝﾄﾞ･姶良福祉事務所 ㎡ 44 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
79 H24 宮崎県 小林市 夷守通線舗装工事 ㎡ 1,541 300角　新燃レンガ

80 H24 宮崎県 都城土木事務所 早鈴岳下通線久保原工区 ㎡ 35 新燃レンガ
81 H24 宮崎県 都城土木事務所 国道２２１号線高崎歩道 ㎡ 162 300角　新燃レンガ

82 H24 宮崎県 中部港湾事務所 川南漁港その２ ㎡ 168 新燃レンガ
83 H24 宮崎県 都城土木事務所 金田通線 ㎡ 465 新燃レンガ
84 H24 宮崎県 小林市 夷守線舗装工事その３ ㎡ 160 300角　新燃レンガ

85 H24 宮崎県 三股町役場 塚原団地Ｂ棟 ㎡ 117 新燃レンガ
86 H24 宮崎県 宮崎県営繕課 西都原古墳群ﾄｲﾚ建設工事 ㎡ 46 新燃レンガ
87 H24 鹿児島県 ふれあいｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞｸﾗﾌﾞﾊｳｽ新築工事 ㎡ 292 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
88 H24 鹿児島県 平成24年度住吉池公園整備工事 ㎡ 46 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
89 H24 鹿児島県 薩摩川内市三堂公園整備工事 ㎡ 154 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
90 H24 鹿児島県 大明丘住宅13号棟造成ほか1棟造成 ㎡ 82 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
91 H24 鹿児島県 ふれあいｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ公衆ﾄｲﾚ新築工事 ㎡ 105 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
92 H24 鹿児島県 松原第3公園整備工事 ㎡ 116 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
93 H24 鹿児島県 かごっまふるさと屋台村新築工事 ㎡ 6 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
94 H24 宮崎県 高鍋土木事務所 蚊口高月中央通工区 ㎡ 68 新燃レンガ
95 H24 宮崎県 高鍋土木事務所 蚊口高月中央通工区 ｍ 394 新燃レンガ地先ﾚﾝｶﾞ

95 H24 宮崎県 田野総合支所 田野駅北口舗装工事 ㎡ 419 新燃レンガ
96 H24 宮崎県 宮崎市 青島参道南側広場整備工事 ㎡ 40 新燃レンガ
97 H24 宮崎県 高千穂町役場 高千穂小学校改築工事 ㎡ 130 新燃レンガ
98 H25 宮崎県 宮崎土木事務所 宮崎西環状線　松橋工区道路植栽工事 ㎡ 56.4 新燃レンガ
99 H25 宮崎県 宮崎土木事務所 木花通線駅前広場工区　その1 ㎡ 524.7 新燃レンガ

100 H25 宮崎県 宮崎土木事務所 木花通線駅前広場工区　その2 ㎡ 828.37 新燃レンガ
101 H25 宮崎県 日南市 日南防災拠点施設 ㎡ 25 300角　新燃レンガ

102 H25 宮崎県 高城運動公園管理事務所新築工事 ㎡ 61 新燃レンガ
103 H25 宮崎県 宮崎県営繕課 県営ひかりヶ丘団地 ㎡ 497 新燃レンガ
104 H25 宮崎県 都城市役所 菖蒲原通線 ㎡ 988.089 新燃レンガ
105 H25 宮崎県 宮崎土木事務所 宮崎西環状線　松橋工区道路植栽工事　その6 ㎡ 26.5 新燃レンガ
106 H25 宮崎県 宮崎土木事務所 宮崎西環状線　松橋工区道路植栽工事　その6 ｍ 34.7 新燃レンガ縁石
107 H25 宮崎県 宮崎土木事務所 宮崎西環状線　松橋工区道路植栽工事　その7 ㎡ 26.5 新燃レンガ
108 H25 宮崎県 宮崎土木事務所 宮崎西環状線　松橋工区道路植栽工事　その7 ｍ 35.2 新燃レンガ縁石
109 H25 宮崎県 都城市役所 鷹尾上長飯通線1工区 ㎡ 667 新燃レンガ
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110 H25 宮崎県 都城市役所 鷹尾上長飯通線2工区 ㎡ 157.04 新燃レンガ
111 H25 宮崎県 綾町役場 綾町ｳｫ‐ﾀｰｽﾗｲﾀﾞｰ整備工事 ㎡ 65 新燃レンガ
112 H25 宮崎県 串間市役所 恋ヶ浦ｻｰﾌｽﾎﾟｯﾄﾄｲﾚ整備工事 ㎡ 42 新燃レンガ
113 H25 宮崎県 高崎総合支所 高崎公園整備4工区工事 ㎡ 54 新燃レンガ
114 H25 宮崎県 綾町役場 綾中学校改築工事　外構工事 ㎡ 398 新燃レンガ
115 H25 宮崎県 日南市役所 西町材木町線 ㎡ 99 新燃レンガ（特注）
116 H25 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩藩英国留学生記念館 ㎡ 267 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
117 H25 鹿児島県 長島町役場 パーク施設整備工事（ﾊﾟｰｸA） ㎡ 71.9 新燃レンガ
118 H25 鹿児島県 長島町役場 パーク施設整備工事（ﾊﾟｰｸB） ㎡ 15.4 新燃レンガ
119 H25 鹿児島県 長島町役場 パーク施設整備工事（ﾊﾟｰｸB） ㎡ 71.1 新燃レンガ
120 H26 宮崎県 宮崎土木事務所 宮崎西環状線　松橋工区道路植栽工事　その8 ㎡ 26.9 新燃レンガ
121 H26 宮崎県 都城市役所 縄瀬小屋体新増改築・校舎耐震補強工事 ㎡ 7.3 新燃レンガ
122 H26 宮崎県 都城市役所 山田町クリーンセンター ㎡ 78 新燃レンガ
123 H26 熊本県 人吉市役所 （仮称）鉄道ミュージアム ㎡ 66.3 新燃レンガ
124 H26 宮崎県 都城市役所 健康医療ゾーントイレ ㎡ 20 新燃レンガ
125 H26 宮崎県 宮崎土木事務所 宮崎西環状線　松橋工区道路植栽工事　その13 ㎡ 新燃レンガ
126 H26 宮崎県 宮崎市役所 広瀬中地区公民館 ㎡ 131 新燃レンガ
127 H26 福岡県 嘉穂高等学校県有施設緑地化工事 ㎡ 1 新燃レンガ
128 H26 宮崎県 都城市役所 鷹尾上長飯通線(郡元工区･5工区） ㎡ 537 新燃レンガ
129 H26 宮崎県 宮崎土木事務所 動物園プール外構等整備工事のうち舗装工事 ㎡ 1,328 新燃レンガ
130 H26 宮崎県 宮崎県立産業技術専門学 ㎡ 1 新燃レンガ
131 H26 宮崎県 木城町役場 木城町庁舎増築工事 ㎡ 106 300角新燃レンガ
132 H26 鹿児島県 鹿児島市 大明丘団地14号棟 ㎡ 60 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
133 H26 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島聾学校 ㎡ 30 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
134 H26 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島都市農村センター ㎡ 1 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
135 H26 鹿児島県 姶良市役所 松原なぎさ小学校 ㎡ 1,026 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
136 H26 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島聾学校（4工区） ㎡ 60 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
137 H26 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島聾学校（1,2工区） ㎡ 137 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
138 H26 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市農村交流センターお茶の里 ㎡ 363 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
139 H26 佐賀県 佐賀土木事務所 道路保全第9901010－082号 ㎡ 106 新燃レンガ
140 H26 佐賀県 佐賀土木事務所 道路保全第9901010－083号 ㎡ 132 新燃レンガ
141 H26 鹿児島県 伊佐市役所 伊佐市文化会館ピロティ外構タイル張替 ㎡ 798 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
142 H26 宮崎県 宮崎土木事務所 県道宮崎西環状線　松橋工区道路植栽工事（その18） ㎡ 46.3 新燃レンガ
143 H26 宮崎県 五ヶ瀬町役場 五ヶ瀬町運動公園2号線歩道 ㎡ 319 新燃レンガ
144 H27 宮崎県 都城市役所山田支所 パークゴルフ場整備事業屋外トイレ等 ㎡ 27.6 新燃レンガ
145 H27 宮崎県 都城市役所 高崎総合体育館耐震補強改修 ㎡ 79 新燃レンガ

146 H28 宮崎県 都城市役所
鷹尾上長飯通線(郡元工区･7
工区）

㎡ 390 新燃レンガ

147 H28 宮崎県 五ヶ瀬町役場 五ヶ瀬町運動公園2号線歩道（続き工区） ㎡ 189 新燃レンガ
148 H28 宮崎県 日南市役所 西町材木町線 ㎡ 188 新燃レンガ（特注）
149 H28 宮崎県 都城市役所 中心市街地立体駐車場 ㎡ 190.0 新燃レンガタイル

150 H28 宮崎県 都城市役所
鷹尾上長飯通線(郡元工区･8
工区）

㎡ 344 新燃レンガ

151 H28 宮崎県 都城市役所
鷹尾上長飯通線(郡元工区･9
工区）

㎡ 558 新燃レンガ

152 H28 宮崎県 日南市役所 堀川橋橋梁整備工事 ㎡ 82.0 260角新燃レンガ（特注）

153 H29 宮崎県 都城市役所 子育て活動世代支援センター ㎡ 294 新燃レンガ
154 H29 宮崎県 都城市役所 都城図書館 ㎡ 794 300角新燃レンガ
155 H29 鹿児島県 志布志市役所 JR志布志駅前　外構 ㎡ 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
156 H30 宮崎県 綾町役場 尾立展望台 ㎡ 52 新燃レンガ

157 H30 宮崎県 都城市役所
鷹尾上長飯通線(郡元工区･
10工区）

㎡ 689 新燃レンガ

158 H30 宮崎県 都城市役所
早水公園北側園路歩道舗
装工事

㎡ 967 新燃レンガ

159 H30 宮崎県 都城市役所 母智丘通線道路改良工事 ㎡ 513 300角新燃レンガ
160 H30 宮崎県 日南市役所 国道222号線春日工区 ㎡ 280 新燃レンガ
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161 H30 宮崎県 都城市役所
鷹尾上長飯通線(郡元工区･
15工区）

㎡ 1,105 新燃レンガ

162 H30 宮崎県 都城市役所
早水公園北側園路・駐車
場舗装工事

㎡ 131 新燃レンガ

163 H31 宮崎県 串間市役所 上町泉町線路面高質形成工事 ㎡ 31.0 新燃レンガ　他
164 R1 宮崎県 串間市役所 旧吉松家広場 ㎡ 908 新燃レンガ
165 R1 宮崎県 都城市役所 東中町通線 ㎡ 101.8 新燃レンガ

166 R1 宮崎県 都城市役所
早水公園南側園路・ロータ
リー周辺整備工事

㎡ 1550 新燃レンガ

167 R1 宮崎県 串間市役所 泉町牟田ヶ迫線1工区 ㎡ 115 新燃レンガ（特殊）
168 R1 宮崎県 串間市役所 泉町牟田ヶ迫線2工区 ㎡ 94 新燃レンガ（特殊）
169 R1 宮崎県 串間市役所 泉町牟田ヶ迫線3工区 ㎡ 81 新燃レンガ（特殊）

170 R1 宮崎県 串間市役所 旧吉松家広場 ㎡ 400
新燃レンガ、300
角

171 R2 宮崎県 宮崎土木事務所 木花通線駅前広場 ㎡ 229 新燃レンガW230
172 R2 宮崎県 宮崎土木事務所 宮崎駅西口駅前広場 ㎡ 1017 300角　新燃レンガ

173 R2 熊本県 合志市役所 合志市立小中学校 ㎡ 392 300角　新燃レンガ

174 R3 宮崎県 都城市役所 山之口芝生広場 ㎡ 239 新燃レンガW230

175 R3 宮崎県 都城土木事務所
早鈴岳下通線鷹尾蓑原工
区

㎡ 22
新燃レンガ200×
100

176 R3 鹿児島県 鹿児島県庁 高千穂ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ補修 ㎡ 38 300角　新燃レンガ

177 R3 宮崎県 宮崎土木事務所 木花通線2工区道路改良 ㎡ 229.2
新燃レンガW230
透水

177 R3 佐賀県
鉄道建設・運輸施設整
備支援機構

九州新幹線（西九州）嬉野
温泉（仮称）駅外1箇所新

㎡ 320.2 新燃レンガW230

178 R3 宮崎県 串間市役所 道の駅くしま新築工事 ㎡ 127 新燃レンガW230

179 R3 宮崎県 宮崎土木事務所
木花通線2工区道路改良
工事

㎡ 237
新燃レンガW230
透水
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1 H18 宮崎県 西臼杵支庁 ㎡ 100
2 H18 東京都 狛江市 コアロードこまえ ㎡ 500
3 H19 宮崎県 清武町 清武町わんぱく広場 ㎡ 250
4 H19 宮崎県 都城市 上長飯墓地公園 ㎡ 350
5 H19 佐賀県 唐津市 唐津墓地公園整備事 ㎡ 100
6 H21 愛知県 高須市 高須公園整備工事 ㎡ 100
7 H21 宮崎県 清武町 野球場公園整備事業 ㎡ 200
8 H21 鹿児島県 鹿児島県 18番街区開発計画 ㎡ 310
9 H21 鹿児島県 鹿児島県 県立工業高校外構工 ㎡ 50

10 H21 鹿児島県 南さつま市 火葬場新築工事 ㎡ 500
11 H21 鹿児島県 鹿児島県 県営紫原団地 ㎡ 360
12 H21 鹿児島県 鹿児島県 県営松陽台団地 ㎡ 1,010
13 H21 鹿児島県 鹿児島県 吉松小学校新築外構 ㎡ 500
14 H21 宮崎県 都城市 かかしの里ゆぽっぽ家族棟整備事業 ㎡ 15 300×300×25
15 H21 宮崎県 油津港湾事務所 平成20年度漁港環境第6-2-A合第二 ㎡ 10 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ210
16 H22 宮崎県 小林市 小林文化会館外構工事 ㎡ 207 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ210
17 H22 宮崎県 木城町 木城小学校講堂改築工事 ㎡ 102
18 H22 鹿児島県 鹿児島市 花かごしま緑化フェア ㎡ 16
19 H23 鹿児島県 鹿児島市 南中学校プール ㎡ 21
20 H23 鹿児島県 鹿児島県 省エネルギー化推進事業 ㎡ 10
21 H23 宮崎県 日南市 祇園公園 ㎡ 69 新燃レンガ
22 宮崎県 綾町 綾町産業会館 ㎡ 394 新燃レンガ
23 H23 宮崎県 宮崎市 青島パークゴルフ ㎡ 100 新燃レンガ
24 H23 宮崎県 西臼杵支庁 河内大橋上部工工事 ㎡ 15 新燃レンガ ルネッサンス

25 H23 鹿児島県 花尾住宅(仮設)新築本体住宅 ㎡ 130 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
26 H23 鹿児島県 姶良市 住吉池公園広場整備工事 ㎡ 35 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
27 H23 鹿児島県 鹿児島市 中間公園整備工事 ㎡ 889 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
28 H23 鹿児島県 姶良市 大迫住宅１号 ㎡ 134 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
29 H23 鹿児島県 姶良市 大迫住宅２号 ㎡ 120 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
30 H23 鹿児島県 姶良市 大迫住宅３号 ㎡ 114 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
31 H23 鹿児島県 姶良市 大迫住宅４号 ㎡ 102 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
32 H23 鹿児島県 姶良市 川東住宅新築工事 ㎡ 56 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
33 H24 宮崎県 串間土木事務所 福島港 ㎡ 572 新燃レンガ
34 H24 鹿児島県 志布志地区自歩道整備工事 ㎡ 73 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
35 H24 鹿児島県 にぎわい回廊整備事 ㎡ 11 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
36 H24 鹿児島県 中央公園整備事業 ㎡ 786 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
37 H24 鹿児島県 川東･大迫住宅新築工事 ㎡ 527 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
38 H24 鹿児島県 鹿児島銀行加世田集合住宅 ㎡ 51 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
38 H25 鹿児島県 動物愛護ｾﾝﾀｰ ㎡ 8 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
39 H25 鹿児島県 南宮島公園 ㎡ 75 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
40 H25 鹿児島県 志布志ﾒｶﾞｿｰﾗｰ整備工事 ㎡ 485 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
41 H25 鹿児島県 町中児童公園 ㎡ 54 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
42 H25 鹿児島県 やくし乳児保育園 ㎡ 16 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
43 H25 宮崎県 高崎総合支所前歩道 ㎡ 8.2 新燃レンガ
44 H26 宮崎県 宮崎土木事務所 県道宮崎島之内線　橘通東工区（県庁前） ㎡ 189.0 新燃レンガ
45 H26 宮崎県 宮崎土木事務所 宮崎県総合文化公園　休養施設 ㎡ 33.8 〃（縁石42.1m）
46 H26 宮崎県 宮崎県庁病院局 県立日南病院外部歩 ㎡ 505 新燃レンガ
47 H26 宮崎県 小林市役所 緑ヶ丘公園整備工事 ㎡ 300 新燃レンガ
48 H26 宮崎県 高千穂町役場 高千穂小学校 ㎡ 67.2 新燃レンガ
49 H26 宮崎県 西臼杵支庁 道の駅高千穂　駐車場 ㎡ 26 210新燃レンガ
50 H26 宮崎県 西臼杵支庁 道の駅高千穂　駐車場 ㎡ 90 210新燃レンガ
51 H27 宮崎県 都城市役所 母智丘通線（１工区） ㎡ 510 300角新燃レンガ
52 H27 宮崎県 都城市役所 母智丘通線（２工区） ㎡ 429 300角新燃レンガ
53 H27 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島港（中央港区)港湾環境整備 ㎡ 1,437 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
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54 H27 佐賀県 佐賀県 池原古湯線道路橋りょう保全工事 ㎡ 35.5 新燃レンガ
55 H27 宮崎県 串間市 串間市弓道場 ㎡ 247 新燃レンガ
56 H27 宮崎県 都城市役所 母智丘通線（３工区） ㎡ 898 300角新燃レンガ
57 H27 宮崎県 小林土木事務所 仲町広原線上大迫工 ㎡ 676 300角新燃レンガ
58 H27 神奈川県 横浜市役所 ｸﾞﾗﾝﾓｰﾙ公園再整備１工区 ㎡ 564 新燃レンガ
59 H27 宮崎県 新富町 新富町複合施設 ㎡ 新燃レンガ
60 H27 宮崎県 串間市 橋之口住宅 ㎡ 712 新燃レンガ
61 H27 宮崎県 宮崎土木事務所 木花通線（4工区） ㎡ 183 新燃レンガ
62 H27 宮崎県 高崎総合支所 新田1号街区公園 ㎡ 77.4 新燃レンガ
63 H27 大分県 日田市役所 竹田公園 ㎡ 2,310 新燃レンガ
64 H27 宮崎県 都城市役所 高城運動公園 ㎡ 44 新燃レンガ
65 H27 宮崎県 都城市役所 志和地最終処分場跡地 ㎡ 新燃レンガ

66 H28 宮崎県 小林土木事務所
仲町広原線上大迫工
区（4工区）

㎡ 840 新燃レンガ

67 H28 鹿児島県 霧島市役所 しらさぎ橋 ㎡ 1,000 県産再資源レン
68 H28 宮崎県 綾町 馬事公苑 ㎡ 86 新燃レンガ
69 H28 宮崎県 五ヶ瀬町役場 五ヶ瀬町運動公園 ㎡ 211 新燃レンガ
70 H28 宮崎県 鹿児島県 鷹巣本町ふれあいﾊﾟｰｸ ㎡ 46.0 県産再資源レン
71 H28 大分県 別府市役所 朝見川緑地整備（1工区） ㎡ 481.5 新燃レンガ
72 H28 宮崎県 都城市役所 大島畠田遺跡保存整備(4工区) ㎡ 183 新燃レンガ
73 H28 宮崎県 小林市役所 日の出団地 ㎡ 63.6 新燃レンガ
74 H28 宮崎県 綾町役場 入野橋 ㎡ 200 新燃レンガ
75 H29 大分県 別府市役所 朝見川緑地整備（2工区） ㎡ 452 新燃レンガ
76 H29 宮崎県 小林市役所 小林新庁舎（議会・行政棟） ㎡ 339 新燃レンガ
77 H29 宮崎県 都城土木事務所 中央西通線・牟田町工区 ㎡ 664 新燃レンガ
78 H29 宮崎県 小林市役所 日の出団地 ㎡ 157 新燃レンガ
79 H29 宮崎県 三股町役場 三股町総合文化施設北側屋外通用路改修 ㎡ 534 新燃レンガ
80 H30 大分県 別府市役所 朝見川緑地整備（3工区） ㎡ 158 新燃レンガ
81 H30 鹿児島県 屋久島宮野原公園前 ㎡ 1.7 新燃レンガ
82 H30 宮崎県 三股町役場 三股町総合文化施設北側屋外通用路改修 ㎡ 336 新燃レンガ
83 H30 宮崎県 都城土木事務所 中央西通線・牟田町工区 ㎡ 266 新燃レンガ
84 H30 宮崎県 小林市役所 日の出団地（公園整備） ㎡ 64.0 新燃レンガ
85 H30 宮崎県 えびの市役所 えびの市ｱｳﾄﾄﾞｱﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ外構 ㎡ 36.4 新燃レンガ
86 H30 宮崎県 小林市役所 日の出団地（造園工事） ㎡ 78.0 新燃レンガ
87 H30 鹿児島県 薩摩川内市 東郷学園　小学校棟 ㎡ 289.0 県産再資源レン
88 H30 鹿児島県 薩摩川内市 東郷学園　中学校棟 ㎡ 214.0 県産再資源レン
89 H30 鹿児島県 薩摩川内市 東郷学園　特別教室棟 ㎡ 153.0 県産再資源レン
90 H31 宮崎県 えびの市役所 京町駅前広場整備 ㎡ 103 新燃レンガ
91 H31 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島港湾合同庁舎 ㎡ 8.6 新燃レンガ
92 H31 宮崎県 綾町役場 尾立展望台公園整備工事2工区 ㎡ 139.0 新燃レンガ
93 H31 宮崎県 都城市役所 大岩田最終処分場 ｍ 112.0 縁石レンガ
94 H31 大分県 大分市役所 大分鉄道残存敷整備工事1工区 ㎡ 60.85 新燃レンガ
95 H31 大分県 大分市役所 大分鉄道残存敷整備工事2工区 ㎡ 28 新燃レンガ
96 R1 宮崎県 串間市役所 旧吉松家広場 ㎡ 908 新燃レンガ
97 R1 宮崎県 日之影町役場 道の駅青雲橋　外構 ㎡ 120 新燃レンガ
98 R1 鹿児島県 鹿児島市役所 南清見諏訪線（1～3） ㎡ 1552 新燃レンガ
99 R1 宮崎県 都城市役所 早水公園北側トイレ新築工事 ㎡ 32.4 新燃レンガ

100 R1 宮崎県 宮崎土木事務所 青島参道ﾄｲﾚ建設主体工事 ㎡ 37.5 新燃レンガ
101 R1 宮崎県 都城市役所 畠田福祉施設 ㎡ 102.7 新燃レンガ
102 R1 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋女子高 ㎡ 74.0 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
103 R2 宮崎県 都城土木事務所 中央西通線牟田町工 ㎡ 306 新燃れんが
104 R2 熊本県 熊本市 辛島公園整備工事 ㎡ 421 100角80厚

105 R2 宮崎県 宮崎県営繕課
皇子港園地休憩所建
設他工事

㎡ 197 新燃レンガW230
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106 R3 宮崎県 都城市役所
花木第3団地Ａ棟建替
（建築主体）工事

㎡ 50.4 新燃レンガ210

107 R3 宮崎県 串間市役所 道の駅くしま屋体付帯工事 ㎡ 131 新燃レンガW230
108 R3 宮崎県 都城市役所 やまのくち保育所 ㎡ 214.7 新燃レンガW230
109 R3 宮崎県 西都市役所 西都庁舎 ㎡ 1209 新燃レンガ300角
110 R2 熊本県 熊本市 辛島公園整備工事 ㎡ 65 100角80厚
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1 H15 宮崎県 南九州大学 南九州大学宮崎ｷｬﾝﾊﾟｽ ㎡ 2,870
2 H16 大阪府 大阪駅前ﾋﾞﾙ外構工事 ㎡ 200
3 H16 宮崎県 南九州大学 南九州大学宮崎ｷｬﾝﾊﾟｽ ㎡ 4,000
4 H16 鹿児島 鹿児島ｳｫｰﾀﾌﾛﾝﾄ ドルフィンポート ㎡ 6,500
5 H17 宮崎県 ｲｵﾝﾓｰﾙ九州 ｲｵﾝﾓｰﾙ宮崎 ㎡ 4,200
6 H18 宮崎県 なのはな館 なのはな館外構工事 ㎡ 300
7 H18 宮崎県 霧島酒造 霧島ファクトリーガーデン ㎡ 500
8 H20 宮崎県 ｲｵﾝﾓｰﾙ九州 都城イオン ㎡ 1,000
9 H21 宮崎県 南九州大学 南九州学園都城ｷｬﾝﾊﾟｽ ㎡ 700

10 H21 鹿児島 鹿児島大学 鹿児島大学共通教育棟 ㎡ 570
11 H20 宮崎県 社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団 霧島老人ホーム外構 ㎡ 405
12 H22 鹿児島 志学館学園 庭園工事 ㎡ 150
13 H22 宮崎県 宮崎大学 集光型太陽光発電設備工事 ㎡ 150
14 H22 大分県 民間店舗 ㎡ 30 300×300×25
15 H22 宮崎県 和幸園 養護老人ホーム和幸園 ㎡ 180
16 H22 宮崎県 桜木組 ㎡ 30
17 H22 宮崎県 Something lovers Something lovers外構 ㎡ 80
18 H22 大分県 医療法人帰厳会 岡元病院新築外構工事 ㎡ 260
19 H22 宮崎県 白寿園 特別養護老人ホーム白寿園 ㎡ 90
20 H22 宮崎県 鹿児島銀行 宮崎支店外構 ㎡ 70
21 H23 宮崎県 田野病院 田野病院 ㎡ 240
22 H23 宮崎県 西日本高速道路 東九州自動車道門川舗装工事 ㎡ 70 透水性
23 H23 宮崎県 小松有料老人ホーム ㎡ 100 新燃レンガ
24 H23 宮崎県 宮崎日本大学 宮崎日本大学学園 ㎡ 163 新燃レンガ
25 H23 宮崎県 霧島酒造 霧島酒造 ㎡ 383 新燃レンガ
26 H23 宮崎県 JA都城 ＪＡ都城複合商業施設 ㎡ 558 新燃レンガ
27 H23 宮崎県 ショウジュの光 ㎡ 22 新燃レンガ
28 H23 宮崎県 西日本高速道路 日向高崎PA改修工事 ㎡ 12 新燃レンガ
29 H23 宮崎県 西日本高速道路 清武PA ㎡ 4 新燃レンガ
30 H23 宮崎県 西日本高速道路 霧島SA店舗改良工事 ㎡ 4.8 新燃レンガ

31 H23 福岡県 九州産業大学
九州産業大学ｷｬﾝﾊﾟｽ
2期環境整備工事

㎡ 7,200 透水性

32 H23 宮崎県 宮崎日本大学 宮崎日大高校外構工事 ㎡ 1,123 新燃レンガ
33 H23 宮崎県 西日本高速道路 霧島SA
34 H24 宮崎県 都城ﾌｫﾚｽﾄｸﾘﾆｯｸ ㎡ 91 新燃レンガ
35 H24 宮崎県 ｲﾘﾃｯｸ ㎡ 15 新燃レンガ
36 H24 宮崎県 出来島マンション ㎡ 83 新燃レンガ

37 H24 福岡県 九州産業大学
九州産業大学ｷｬﾝﾊﾟｽ
3期環境整備工事

㎡ 1,100 透水性

38 H24 福岡県 上智福岡中学高等学校
上智福岡中学高等学
校新棟建設工事

㎡ 1,371 透水性

39 H24 宮崎県 イリテック社屋新築工 ㎡ 40 新燃レンガ
40 H24 宮崎県 ミートインフォメーション ㎡ 新燃レンガ
41 H24 宮崎県 西日本高速道路 都農IC～高鍋IC間造園工事 ㎡ 1930.2 新燃レンガ
42 H24 宮崎県 森山ｳｪﾙﾗｲﾌ3号館新築工事 ㎡ 2,255 新燃レンガ

43 H24 宮崎県 西日本高速道路
都農ｲﾝﾀｰ管理施設
新築工事 都農ｲﾝﾀｰ

㎡ 158 新燃レンガ

44 H24 宮崎県 西日本高速道路
都農ｲﾝﾀｰ管理施設
新築工事 清武南ﾄｰﾙﾊﾞﾘｱ ㎡ 156 新燃レンガ

45 H24 宮崎県 西日本高速道路 霧島サービスエリア ㎡ 182 新燃レンガ
46 H24 鹿児島県 M様邸外構工事 ㎡ 14
47 H25 宮崎県 えびの涼風園 ㎡ 304 新燃レンガ
48 H25 宮崎県 下水流保育園改築工事 ㎡ 209 新燃レンガ
49 H25 宮崎県 共立電機 ㎡ 99.6 新燃レンガ
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50 H25 宮崎県 日本大学外構　積みレンガ ㎡ 新燃レンガ
51 H26 宮崎県 某住宅 ㎡ 5.4 新燃レンガ
52 H26 宮崎県 Y様邸 ㎡ 3.1 新燃レンガ
53 H26 大分県 みえ病院 ㎡ 27 新燃レンガ
54 H26 兵庫県 UR浜甲子園 ㎡ 3.75 新燃レンガ
55 H26 宮崎県 宮崎総合学園 小林看護医療専門学 ㎡ 20.3 300角新燃レンガ

56 H26 福岡県 西日本高速道路
東九州自動車道上毛
地区造園工事

㎡ 705.1 新燃レンガ

57 H26 宮崎県 九州旅客鉄道㈱ 小林駅構内南北通路新設 ㎡ 131.23 新燃レンガ
58 H26 宮崎県 中村ナーサリー ㎡ 231 新燃レンガ
58 H26 宮崎県 ひまわり保育園 ㎡ 82 新燃レンガ
59 H26 宮崎県 雲海酒造 酒泉の杜 ㎡ 247 新燃レンガ
60 H26 宮崎県 さつき園 ㎡ 248 新燃レンガ
61 H26 鹿児島県 南国殖産㈱ 川内スマートハウス ㎡ 30 新燃レンガ
62 H27 宮崎県 清水ｺｰﾋｰ ㎡ 5 新燃レンガﾀｲﾙ
63 H27 福岡県 福原学園 九州共立大 ㎡ 815 新燃レンガ
64 H27 福岡県 福原学園 九州女子大学 ㎡ 4,763 新燃レンガ
65 H27 宮崎県 日南まちづくり㈱ 多世代交流モール ㎡ 647 新燃レンガﾀｲﾙ
66 H27 宮崎県 ひむか食品工業 ㎡ 新燃レンガ
67 H27 宮崎県 正栄堂本店 ㎡ 29 新燃レンガ
66 H28 福岡県 福原学園 九州女子大学 ㎡ 7,000 新燃レンガ
67 H28 福岡県 西日本ｼﾃｨ銀行 ココロ館 ㎡ 736 新燃レンガ
68 H28 福岡県 南国殖産㈱福岡支店 独身寮 ㎡ 34 新燃レンガ
69 H28 鹿児島県 某邸（志布志） ㎡ 105 新燃レンガ
70 H29 宮崎県 ｲﾉｾﾝﾄ外構 ㎡ 600 300角新燃レンガ
71 H29 宮崎県 Cプラザ外構 ㎡ 147 新燃レンガ
72 H30 宮崎県 白水社 ﾊﾐﾝｸﾞﾊﾞｰﾄﾞﾌﾞｯｸｼｪﾙﾌ ㎡ 5 新燃レンガ115角

73 H30 宮崎県 ここやっど小林 ㎡ 6.5
新燃ﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ、
古耐火

74 H30 宮崎県 清水建設 宮崎日機装　外構 ㎡ 12.4 300角新燃レンガ
75 H30 宮崎県 霧島酒造 志比田第二増設工場 ㎡ 210.8 新燃レンガ
76 H30 宮崎県 下森建装 山崎様邸 ㎡ 4 新燃レンガ
77 H30 宮崎県 霧島酒造 6工区見学通路 ㎡ 9 新燃レンガ
78 H30 宮崎県 雲海酒造 綾自然蔵見学館 ㎡ 0.3 新燃レンガ

79 H30 東京都 鹿島道路
鹿島道路東京支店東
京第一営業所

㎡ 12.6 新燃レンガ

80 H30 宮崎県 清涼交流館 清涼交流館外構 ㎡ 27.3
新燃レンガ200×
100

81 H31 熊本県
西日本ｼﾃｨ銀行・長崎
銀行

西日本ｼﾃｨ銀行・長崎
銀行八代支店

㎡ 95.0
新燃レンガｽﾀﾝ
ﾀﾞｰﾄﾞ

82 H31 宮崎県 駒宮神社 駒宮神社 ㎡ 95.0 新燃レンガ
83 H31 宮崎県 九州旅客鉄道㈱ JR大堂津駅　待合室 ㎡ 19.6 新燃レンガ
84 H31 鹿児島県 乗船寺保育園 乗船寺保育園 ㎡ 12.0 新燃レンガ
85 H31 宮崎県 金丸慶蔵商店 民間 ㎡ 8.5 新燃レンガ
86 R1 熊本県 九州電気システム 社屋　駐車場 ㎡ 107.0 新燃レンガ
87 R1 東京都 スターツホーム H様邸　外壁 ㎡ 108.0 新燃レンガタイ

88 R1 東京都 民間
渋谷駅東口地下広場
賑わい施設

㎡ 15.0
新燃レンガタイ
ル10穴　特殊

89 R1 宮崎県 清涼交流館 清涼交流館外構　増築 ㎡ 4.8
新燃レンガ200×
100

90 R1 宮崎県 西日本高速道路
山之口ＳＡ他1箇所営
業施設改築工事

㎡ 124.0
新燃レンガ200×
100

91 R1 鹿児島県 天辰地区ｽﾏｰﾄﾀｳﾝ ㎡ 970.0 県産再資源ﾚﾝｶﾞ
92 R1 宮崎県 朝霧の里　新店舗 ㎡ 4.0 ﾏｸﾞﾈｯﾄﾌﾞﾘｯｸ
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93 R2 宮崎県 イノセント イノセント改修工事 ㎡ 5.4 新燃れんが
94 R2 宮崎県 個人宅 民間住宅 ㎡ 23 新燃レンガW230
95 R2 宮崎県 JR九州-宮崎交通 JR宮交ツインビル ㎡ 690 300角　新燃レンガ

96 R2 宮崎県 民間 川東さくらんぼこども園 ㎡ 7 新燃レンガ210
97 R3 宮崎県 木材会館 木材会館　玄関部 ㎡ 15 新燃レンガW230
98 R3 宮崎県 長崎建設 椎葉様邸 ㎡ 6.8 新燃レンガW230
99 R3 宮崎県 HAREたちばな外構 ㎡ 53 新燃レンガW230

100 R3 宮崎県 天竜幼稚園 ㎡ 70 新燃レンガW230
101 R3 宮崎県 西浦耳鼻科 ㎡ 13 新燃レンガW230

102 R3 宮崎県 都城ｾﾝﾀｰｼﾃｨ 都城ｾﾝﾀｰｼﾃｨﾎﾃﾙ ㎡ 509
新燃レンガ
150*600
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