
番号 都道府県 発注先 工事名 地　　　　　名 納入個数

1 新潟県 長岡地域振興局地域整備部与板管理事務所 住吉町県単土砂災害緊急（急傾・公関）法面工事 新潟県三島郡出雲崎町住吉町　地内 13

2 新潟県 長岡地域振興局地域整備部 水上川2　28防安（通常砂防）補正前庭工事 新潟県長岡市葎谷　地内 33

3 新潟県 魚沼地域振興局地域整備部 国道252号　防災安全（雪寒）掘削・法面工事 新潟県魚沼市大白川　地内 204

4 新潟県 三条地域振興局地域整備部 早水一防災・安全・交付金（通常砂防）その2工事 新潟県三条市早水　地内 85

5 新潟県 新発田地域振興局地域整備部 七軒町地区28防安（急傾・公大）補正吹付法枠工事 新潟県新発田市五十野公　地内 225

6 新潟県 十日町地域振興局整備部 下沢川防災・安全（通常砂防）重点付替道路（法面工）工事 新潟県十日町市本屋敷　地内 143

7 福岡県 福岡県八女県土整備事務所 下小屋地区急傾斜地崩壊対策工事 福岡県八女市黒木町　地内 56

8 沖縄県 沖縄県浦添市教育委員会 史跡安波茶桶川復元整備工事 沖縄県浦添市安波茶　地内 44

9 岐阜県 岐阜国道事務所 平成28年度　東海環状高富IC道路建設工事 岐阜県山県市西深瀬　地内 233

10 新潟県 魚沼地域振興局地域整備部 国道252号　防災安全（雪寒）掘削・法面工事 新潟県魚沼市大白川　地内 168

11 新潟県 魚沼地域振興局地域整備部 道維管第1801-00-51-13号　一五箇小出線法面対策工事 新潟県魚沼市青島　地内 187

12 新潟県 長岡地域振興局地域整備部 国道290号線災害復旧工事 新潟県長岡市栗山沢　地内 96

13 新潟県 新発田市総務部契約検査課 道新第7号滝谷線改良工事 新発田市滝谷　地内 22

14 新潟県 上越地域振興局　農林振興部 予第21号　予防治山工事 上越市名立区寺山　地内 241

15 新潟県 糸魚川市 フォッサマグナパーク断層露頭掘削機本工事 糸魚川市根古屋地内 64

16 新潟県 長岡地域振興局地域整備部 水上川２防災・安全交付金（通常砂防）えん堤工事 新潟県長岡市葎谷　地内 32

17 鹿児島県 鹿児島県大島支庁　徳之島事務所 通常砂防松原川3工区 鹿児島県大島郡徳之島町　地内 200

18 大分県 大分県玖珠土木事務所 平成29年度　交付地改玖　第1-7号　道路改良工事 大分県玖珠郡 65

19 福岡県 福岡県春日部河川水道企業団 炭焼配水池北側斜面補強工事 福岡県筑紫郡那珂川町　地内 88

20 沖縄県 沖縄県南部土木事務所 国道507号災害防除工事 沖縄県島尻郡南風原町　地内 115

21 神奈川県 東日本旅客鉄道(株) 保土ヶ谷・東戸塚間外切土耐震補強その他工事　清水谷戸トンネル 神奈川県横浜市保土ヶ谷　地内 130

22 埼玉県 関東地方整備局　二瀬ダム管理事務所 H28　二瀬ダム大洞川進入路（その2）工事 埼玉県秩父市大滝　地内 54

23 宮崎県 宮崎県延岡土木事務所 樫原細見線黒仁田工区道路改良工事 宮崎県延岡市小川町　地内 74

24 東京都 東京都品川区役所 西品川道路擁壁補強工事 東京都品川区西品川　地内 60

25 福岡県 福岡県土木整備事務所 弘・堂山地区法面工事 福岡県福岡市東区弘　地内 96

26 佐賀県 佐賀県伊万里土木事務所 塩屋大曲線（谷口工区）道路整備交付金工事 佐賀県伊万里市南波多町　地内 220

27 新潟県 村上地域振興局農林振興部 林道新保岳線朝日工区開設工事 新潟県村上市浜新保　地内 101

28 新潟県 南魚沼振興局農林振興部 緊予第2号　緊急予防治山工事 新潟県十日町市倉下　地内 88

過去三年間のUFOキャップの主な採用実績             
2017年分（青文字　県外実績）



番号 都道府県 発注先 工事名 地　　　　　名 納入個数

1 新潟県 佐渡地域振興局農林水産振興部相川庁舎 平成29年度　大佐渡北線立島2工区　林道大佐渡北線（立島2-2工区）開設工事 新潟県佐渡市　北川　地内 16

2 新潟県 長岡地域振興局地域整備部　治水課 補通砂第7-04-00-01号　水上川2防災・安全（通常砂防）補正法面工事 新潟県長岡市　葎谷　地内 117

3 新潟県 デンカ デンカ西切羽崩壊法面対策工事 新潟県糸魚川市　青海　地内 50

4 新潟県 十日町地域振興局地域整備部 道維管第1101-20-3号一般県道403号県単道路維持管理法面対策工事 新潟県十日町市　岩瀬子　地内 76

5 新潟県 デンカ 東山新切羽残壁崩壊対策（第二期）法面工事 新潟県糸魚川市　青海　地内 269

6 新潟県 魚沼地域振興局地域整備部 道維管第1801-00-51-13号　一五箇小出線法面対策工事 新潟県魚沼市青島　地内 65

7 新潟県 魚沼地域振興局地域整備部 国道252号　防災安全（雪寒）掘削・法面工事 新潟県魚沼市大白川　地内 168

8 新潟県 魚沼地域振興局地域整備部 (一)吉水大和線29年災道路災害復旧その5工事 新潟県魚沼市吉水　地内 37

9 新潟県 魚沼地域振興局地域整備部 （一）町屋越後堀之内停車場線２９年災道路災害復旧その１工事 新潟県魚沼市堀之内　地内 102

10 福島県 会津若松建設事務所 17413400067道路橋梁整備(再復)工事(道路改良) 福島県　　会津美里町松阪　地内 409

11 新潟県 魚沼地域振興局地域整備部 (一)吉水大和線29年災道路災害復旧その4工事 新潟県魚沼市吉水　地内 57

12 福岡県 九州電力株式会社 杷木災害復旧工事 福岡県朝倉郡杷木町　地内 97

13 福岡県 那珂県土木整備事務所 基山停車場平等寺筑紫野法面補修工事 福岡県直方氏上頓野 34

14 長野県 安曇野建設事務所 国道403号　安曇野市　矢越防災2工区工事 安曇野市明科東川手地先 57

15 兵庫県 養父土木事務所 平成２９年度　緊急防災減災事業　歩道設置工事（その３）（一）物部薮崎線 朝来市和田山町枚田　地内 213

16 福岡建 八女県土整備事務所 椋谷地区急傾斜地崩壊対策工事 福岡県八女市内 80

17 長崎県 新上五島町 町道似首榎津線整備工事 南松浦郡新上五島町榎津郷榎津地内 67

18 山梨県 東海旅客鉄道株式会社 ＪＲ身延線（トンネル内） 南巨摩郡身延町角打3130 83

19 長野県 大町建設事務所 平成29年度 社会資本整備総合交付金(広域連携)工事 H29雨中2号トンネル
北安曇野郡小谷村　通～柳瀬(雨中2号トンネ
ル) 65

20 新潟県 十日町地域振興局　地域整備部 下沢川防災・安全（通常砂防）重点付替道路法面工事 十日町市本屋敷　地内 42

21 新潟県 長岡地域振興局地域整備部 補通砂第7-2-2号浄土川防災・安全(通常砂防)補正法面工工事 新潟県長岡市　濁沢　地内 297

22 山口県 山口河川国道事務所 長門俵山道路柿木原地区第8改良工事 長門市深川湯本地内 325

23 愛知県 豊川市役所 道路拡幅改良工事市道御津広石御津山1号線 豊田市市場町地内 50

24 埼玉県 所沢市役所 所沢市立荒幡小学校擁壁改修工事 所沢市荒幡615番 23

25 群馬県 藤岡土木事務所 補助公共　社会資本総合整備（防災・安全）桧沢工区 群馬県藤岡市 77

26 熊本県 益城町 災害関連地域防災がけ崩れ対策（ましき野３地区）工事 上益城郡益城町大字　安永　地内 93

27 滋賀県 滋賀国道事務所 国道８号沓掛地区他防災対策工事 長浜市西浅井町沓掛地先 59

2018年分（青文字　県外実績）



番号 都道府県 発注先 工事名 地　　　　　名 納入個数

1 福島県 会津若松建設事務所 17413400067道路橋梁整備(再復)工事(道路改良) 福島県　　会津美里町松阪　地内 28

2 新潟県 上越地域振興局地域整備部 主要地方道飯山斑尾新井線道路災害復旧工事 新潟県　妙高市中樽本　地内 72

3 新潟県 魚沼地域振興局地域整備部 国道252号　防災安全（雪寒）掘削・法面工事 新潟県　魚沼市大白川　地内 73

4 新潟県 上越地域振興局東維持管理事務所 一般国道253号防雪安全（雪寒）せり出し防止柵設置工事 新潟県　上越市浦川原区釜淵　地内 50

5 新潟県 長岡地域振興局地域整備部 補通砂第7-2-2号浄土川防災・安全(通常砂防)補正法面工工事 新潟県長岡市　濁沢　地内 301

6 新潟県 柏崎地域振興局地域整備部 （主）柿崎小国線地域づくり 基盤道路整備事業法面保護工事 新潟県柏崎市芋川　地内 107

7 新潟県 糸魚川地域振興局地域整備部 茶釜滝川地区災害関連緊急地すべり（治水）その3工事 新潟県糸魚川市大字川詰　地内 45

8 新潟県 糸魚川地域振興局地域整備部 茶釜滝川地区災害関連緊急地すべり（治水）その4工事 新潟県糸魚川市大字川詰　地内 165

9 新潟県 村上地域振興局農林振興部 林道新保岳線朝日工区開設工事 新潟県村上市浜新保　地内 144

10 新潟県 村上地域振興局地域整備部 指示番号30災道第42号一般県道鶴岡村上線三面地区被災箇所緊急工事 新潟県村上市三面　地内 126

11 新潟県 上越地域振興局妙高砂防事務所 鳥屋・倉下地区災害関連緊急地すべり（治水）法面工その2工事 新潟県妙高市長沢　地内 433

12 新潟県 南魚沼地域振興局農林振興部 復第5号復旧治山工事 新潟県中魚沼郡津南町　秋成地内 58

13 新潟県 十日町地域振興局地域整備部 防通砂重第0012-02-00-00号才明寺川防災･安全(通常砂防)重点付替道路工事 新潟県十日町市中条　地内 95

14 新潟県 上越地域振興局地域整備部 向秀平地区災害関連緊急地すべり対策（治水）法面保護工事 新潟県安塚区細野　地内 80

15 新潟県 十日町地域振興局地域整備部 防雪国凍第32-02-00-02号[-]353号葎沢改良防安雪災害(内地国道・凍雪害)法面工事 新潟県十日町市倉下　地内 30

16 宮城県 仙台市 擁壁補強工事 仙台市太白区羽黒台　地内 111

17 宮城県 仙台市 擁壁補強工事 仙台市太白区香澄町八木山　地内 82

18 新潟県 上越市 道路災害復旧工事 上越市吉川区石谷　地内 50

19 神奈川県 民間 ぎんのすず幼稚園法面対策工事 横浜市金沢区福浦　地内 40

20 福岡県 八女県土整備事務所 椋地区急傾斜地崩壊対策工事４工区 直方市上頓野　地内 105

22 広島県 広島県 安芸南部山系背戸川支川渓流外砂防堰堤工事 広島県呉市安浦町安登西　地内 114

24 福井県 民間 クリハラント宇津尾谷川水力発電所建設工事 南条郡南越前町宇津尾地内 97

25 福岡県 西都土木事務所 平成３０年度交建防安第９４９ー６ー３ー号国道２１９号　越野尾工区　道路改良工事その３ 児湯郡西米良村大字越野尾　地内 117

26 福岡県 西都土木事務所 国道219号　越野尾工区　道路改良工事その３ 糟屋郡新宮町大字立花口字名子山　地内 50

27 埼玉県 埼玉県 H30二瀬SP 春日部市不動院野　地内 41

29 岩手県 民間 岩手県立大船渡高等学校法面改修工事 大船渡市猪川町長洞7-1　大船渡高校内 150

30 群馬県 高崎河川国道事務所 渋川西バイパス入沢 渋川市渋川入沢地内 189

31 三重県 松阪建設事務所 主要地方道大台ヶ原線道路改良工事 多気郡大台町　地内 141

32 埼玉県 民間 鶴見大学 さいたま市岩槻区裏慈恩寺　地内 76

2019年分（青文字　県外実績）



33 福岡県 福岡県田川県土整備事務所 本町地区急傾斜地崩壊対策法面工事 糟屋郡新宮町大字立花口字名子山　地内 169

34 神奈川県 民間 擁壁補強工事 横浜市港南区野庭町　地内 91

35 福岡県 福岡県田川県土整備事務所 本町地区急傾斜地崩壊対策法面工事 田川郡大任町大行事　地内 27

36 福岡県 熊本県庁 牛深天草線道路改良工事 糟屋郡新宮町大字立花口字名子山　地内 96


