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2009年05月 テトラックPGⅢ型 三輪地区築堤工事 宮崎県 延岡河川国道事務所 1214.0 ㎡

2009年06月 テトラックPG-QⅠ型 永山地区右岸下流掘削工事 鹿児島県 川内川河川事務所 374.0 ㎡

2009年10月 テトラックPGⅢ型 糸原地区築堤及び樋門新設工事 宮崎県 宮崎河川国道事務所 3002.0 ㎡

2009年11月 テトラックPGⅢ型 天神川排水機場外構他工事 宮崎県 宮崎河川国道事務所 902.0 ㎡

2010年01月 テトラックPG-QⅠ型 赤谷地区特殊堤(R10-1)工事 宮崎県 宮崎河川国道事務所 104.0 ㎡

2010年01月 テトラックPGⅢ型 三輪地区護岸工事 宮崎県 延岡河川国道事務所 25.0 ㎡

2010年02月 テトラックPGⅢ型 大貫地区上流掘削護岸外工事 宮崎県 延岡河川国道事務所 831.0 ㎡

2010年03月 テトラックPG-QⅠ型 赤谷樋門新設及び特殊堤工事 宮崎県 宮崎河川国道事務所 128.0 ㎡

2010年04月 テトラックPGⅡ型 中川地区護岸災害復旧工事 福岡県 筑後川河川事務所 248.0 ㎡

2010年05月 テトラックPGⅡ型 白島地区護岸災害復旧工事 福岡県 筑後川河川事務所 422.0 ㎡

2010年05月 テトラックPG-QⅠ型 鵜木樋門新設及び特殊堤工事 宮崎県 宮崎河川国道事務所 2916.0 ㎡

2010年11月 テトラックPGⅢ型 瀬口地区上流護岸工事 鹿児島県 川内川河川事務所 1073.0 ㎡

2010年11月 テトラックPGⅢ型 瀬口地区下流護岸工事 鹿児島県 川内川河川事務所 2211.0 ㎡

2011年01月 テトラックPGⅢ型 山内川改修工事 宮崎県 宮崎土木事務所 532.0 ㎡

2011年01月 テトラックPGⅢ型 川内川管内保全工事 鹿児島県 川内川河川事務所 2175.0 ㎡

2011年01月 テトラックPGⅢ型 本城地区護岸災害復旧工事 鹿児島県 川内川河川事務所 199.0 ㎡

2011年01月 テトラックPG-QⅠ型 川西地区上流掘削護岸工事 鹿児島県 川内川河川事務所 400.0 ㎡

2011年01月 テトラックPGⅢ型 川西地区上流掘削護岸工事 鹿児島県 川内川河川事務所 3553.0 ㎡

2011年01月 テトラックPG-QⅠ型 川西地区中流掘削護岸工事 鹿児島県 川内川河川事務所 315.0 ㎡

2011年01月 テトラックPGⅢ型 川西地区中流掘削護岸工事 鹿児島県 川内川河川事務所 4451.0 ㎡

2011年02月 テトラックPGⅢ型 煤屋川改修工事 佐賀県 伊万里土木事務所 428.0 ㎡

2011年02月 テトラックPG-QⅠ型 久住地区築堤工事 鹿児島県 川内川河川事務所 982.0 ㎡

2011年03月 テトラックPG-QⅠ型 赤谷地区掘削特殊堤工事 宮崎県 宮崎河川国道事務所 46.0 ㎡

2011年03月 テトラックPGⅢ型 東屋部川 沖縄県 名護市役所 60.0 ㎡

2011年04月 テトラックPGⅢ型 女島地区堤防補強工事 大分県 佐伯河川国道事務所 5717.0 ㎡

2011年06月 テトラックPGⅢ型 永山地区右岸下流掘削護岸工事 鹿児島県 川内川河川事務所 3425.0 ㎡

2011年09月 テトラックPGⅢ型 煤屋川改修工事 佐賀県 伊万里土木事務所 145.0 ㎡

2011年09月 テトラックPG-QⅠ型 天降川東通線道路改良工事 鹿児島県 川内川河川事務所 80.0 ㎡

2011年09月 テトラックPGⅢ型 天降川東通線道路改良工事 鹿児島県 川内川河川事務所 60.0 ㎡

2011年11月 テトラックPGⅢ型 中郷地区護岸他工事 鹿児島県 川内川河川事務所 363.0 ㎡

2011年12月 テトラックPG-QⅠ型 赤谷地区護岸工事 宮崎県 宮崎河川国道事務所 632.0 ㎡

2011年12月 テトラックPGⅢ型 向江地区下流築堤護岸工事 宮崎県 川内川河川事務所 683.0 ㎡

2012年01月 テトラックPGⅢ型 門田地区他堤防補強工事 大分県 佐伯河川国道事務所 788.0 ㎡

2012年01月 テトラックPGⅢ型 山内川改修工事 宮崎県 宮崎土木事務所 184.0 ㎡

2012年02月 テトラックPGⅢ型 22年災河川災害復旧工事 鹿児島県 熊毛支庁土木課 78.0 ㎡

2014年01月 テトラックPGⅢ型 灘地区2工区基礎工外工事 大分県 佐伯河川国道事務所 957.0 ㎡

2014年01月 テトラックPGⅢ型 浜砂地区川表1工区堤防耐震対策工事 宮崎県 延岡河川国道事務所 3042.0 ㎡

2014年01月 テトラックPGⅢ型 浜砂地区川表2工区堤防耐震対策工事 宮崎県 延岡河川国道事務所 2830.0 ㎡

2014年03月 テトラックPGⅢ型 女島地区下流部堤防補強工事 大分県 佐伯河川国道事務所 203.0 ㎡

2014年03月 テトラックPGⅢ型 潮川外1河川災害復旧工事（25災第2号・707号・2232号） 島根県 県央県土整備事務所

2014年12月 テトラックPGⅢ型 （一）久利静間線総合交付金（修繕）工事【全国防災】 島根県 県央県土整備事務所 231.0 ㎡

2014年12月 テトラックPGQⅠ型 山川線道路改良工事（1工区） 宮崎県 日南市役所 117.0 ㎡

2018年06月 テトラックPGⅢ型 29災第78号二級河川周布川河川災害復旧工事 島根県 浜田県土整備事務所 60.0 ㎡

2019年01月 テトラックPGⅢ型 大田市仁摩町道の駅新設工事2工区 島根県 大田市役所 62.0 ㎡

2019年03月 テトラックPGⅢ型 大田市仁摩町道の駅新設工事1工区 島根県 大田市役所 146.0 ㎡
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