
　　　　　　　　　　                                令和2年3月現在

　なんでも継手　実績表 　　　　共和ゴム株式会社

　　　　（ハンドホール用継手）
                   ＴＥＬ　０７２－８５５－１０３９　
　                 ＦＡＸ　０７２－８５５－１０９０

日　時 県名 地区．管轄 工　事　名 サイズ タイプ

Ｈ１９．１　～ 宮城県 柴田郡柴田町 新栄通線道路改良工事（四保工務店） φ３０ Ａタイプ， Bタイプ
Ｈ１９．１　～ 宮城県 仙台市青葉区 東北大学（青葉山２）分子イメージング棟　新営電機設備工事（力道電設） φ３０，φ５０ Bタイプ

Ｈ１９．１　～ 愛知県 名古屋市総務局 名古屋市光ケーブル工事 φ５０ Bタイプ

Ｈ１９．1  ～ 愛媛県 愛媛県 みち再生第1号の2　（一）道後公園線みち再生工事 φ５０，φ６５，φ８０ Ａタイプ（埋込み）

Ｈ１９．1  ～ 愛媛県 愛媛県 みち再生第2号の6　（一）六軒屋石手線他みち再生工事 φ５０，φ６５，φ８０ Ａタイプ（埋込み）

Ｈ１９．1　～ 愛媛県 新居浜市 駅前地区電線共同溝整備工事 φ５０，φ６５，φ８０ Ａタイプ（埋込み）

Ｈ１９．1　～ 愛媛県 国土交通省（大洲河川国道事務所） 和霊地区電線共同溝工事 φ５０，φ６５，φ８０ Ａタイプ（埋込み）

Ｈ１９．1　～ 徳島県 徳島県 H19都道　元町沖洲線　徳島　電線共同溝工事 φ５０，φ６５，φ８０ Ａタイプ（埋込み）

Ｈ１９．1　～ 山口県 国土交通省（山口河川国道事務所） 国道190号宇部電線共同溝工事 φ５０，φ６５，φ８０ Ａタイプ（埋込み）

Ｈ１９．１　～ 佐賀県 国土交通省（筑後川河川事務所） 寒水川水門新築工事（東急建設） φ５０，φ８０ Bタイプ

Ｈ１９．１　～ 岩手県 国土交通省（三陸国道工事事務所） 岩手県田野畑防災ステーション新築工事 φ３０，φ５０，φ６５，φ８０ Bタイプ

Ｈ１９．４　～ 三重県 国土交通省（三重河川国道事務所） 近鉄中村川工事（大林組，鴻池組，日本土建ＪＶ） φ８０ Ａタイプ

Ｈ１９．５　～ 愛知県 愛知県　豊田市 トヨタ　衣浦工場　周辺工事 φ３０，φ５０，φ６５，φ８０，φ１００ Bタイプ

Ｈ１９．６　～ 東京都 東京都日野市 東京都日野市多摩平５丁目計画工事 φ３０，φ４０，φ５０ Bタイプ

Ｈ１９．６　～ 北海道 北海道恵庭市 ＨＡＬ貯蔵研究所（恵庭） φ３０，φ５０，φ８０，φ１００ Bタイプ

Ｈ１９．９　～ 千葉県 千葉県船橋市 船橋リハビリテーション病院建設工事 φ５０，φ１００ Bタイプ

Ｈ１９．１０ ～ 北海道 北海道開発局．農水部 雄武ダム工事 φ３０，φ４０，φ５０，φ８０，φ１００ Bタイプ

Ｈ１９．１２ ～ 兵庫県 兵庫県尼崎市 ＪＲ尼崎駅前　再開発工事 φ３０，φ４０，φ５０，φ８０ Ａタイプ

Ｈ１９．１２ ～ 大阪府 大阪府枚方市 大阪府枚方市営中宮北町第４団地 φ３０，φ６５，φ８０ Ａタイプ
Ｈ１９．１２ ～ 兵庫県 兵庫県芦屋市 ライオンズマンション江南新築工事 φ３０，φ５０，φ８０ Ａタイプ

Ｈ１９．１２ ～ 三重県 伊賀市 伊賀南部環境衛生組合清掃工場建設工事 φ３０，φ１００ Ａタイプ

Ｈ２０．１ ～ 兵庫県 兵庫県三木市 堀内商事三木配送センター新築工事 φ３０，φ６５，φ８０ Ａタイプ

Ｈ２０．１ ～ 山口県 国土交通省（山口河川国道事務所） 国道190号宇部電線共同溝居能工事 φ３０，φ５０，φ６５ Ａタイプ（埋込み）
Ｈ２０．３ ～ 茨城県 茨城県 茨城県立立体駐車場 φ３０，φ５０，φ８０，φ１００ Bタイプ

Ｈ２０．３ ～ 愛知県 一宮市 稲沢東高校 φ６５，φ１００ Bタイプ

Ｈ２０．５ ～ 兵庫県 宝塚市 宝塚ファミリーランド跡地　病院新設工事 φ３０，φ５０，φ８０ Bタイプ

Ｈ２０．5 ～ 愛知県 防衛省 小牧（１８）燃料施設新設電気工事 φ３０，φ５０， Bタイプ

Ｈ２０．8 ～ 福井県 福井県越前市 日野川　水浄化施設工事 φ５０，φ８０，φ１００ Bタイプ

Ｈ２０．9 ～ 愛知県 半田市 三洋化成　 φ３０，φ５０，φ１００ Bタイプ

H２０．１１～ 秋田県 秋田県山本郡八峰町 八峰町新庁舎 φ３０，φ４０，φ５０，φ６５ Bタイプ

H２０．１２～ 滋賀県 滋賀県犬上郡 積水化学多賀工場（新工場棟） φ３０～φ１００ Ａタイプ

H２０．１２～ 群馬県 国土交通省（関東地方整備局） 利根川水系砂防工事 φ１００ Bタイプ

Ｈ２1．１ ～ 高知県 高知市 桂浜はりまや線交通安全施設等整備工事 φ１００ Ａタイプ
Ｈ２1．１ ～ 三重県 桑名市 多度3分団倉庫兼詰所 φ３０，φ５０ Bタイプ
Ｈ２1．１ ～ 福岡県 国土交通省（北九州国道事務所） 福岡２０１号多田地区舗装工事 φ３０，φ４０，φ５０，φ６５，φ８０，φ１００ Bタイプ
Ｈ２1．１ ～ 福岡県 国土交通省（北九州国道事務所） 福岡２０１号多田地区舗装工事 φ３０，φ４０，φ５０，φ６５，φ８０，φ１００ Bタイプ(ロング)
Ｈ２1．１ ～ 大阪府 枚方市 印田町ふれあい公園 φ３０，φ５０，φ８０ Ａタイプ
Ｈ２1．１～ 静岡県 磐田郡水窪町 三遠南信自動車道（国道４７４号）草木トンネル φ３０ Bタイプ
Ｈ２1．１～ 愛知県 名古屋市熱田区 スターゼン（株）名古屋営業所新築工事 φ３０，φ６５，φ８０，φ１００ Bタイプ
Ｈ２1．２ ～ 兵庫県 兵庫県加古郡播磨町 兵庫県立東はりま特別支援学校　新設工事 φ３０，φ４０，φ５０，φ６５，φ８０，φ１００ Ａタイプ
Ｈ２1．２ ～ 京都府 京都府 京都産業大学 φ１００ Ａタイプ
Ｈ２1．２ ～ 東京都 東京都練馬区 日本大学　藝術学部　江古田キャンパス整備事業 φ８０，φ１００ Bタイプ

　          大阪府枚方市長尾家具町３丁目４番地３　　



日　時 県名 地区．管轄 工　事　名 サイズ タイプ
Ｈ２1．２ ～ 大阪府 寝屋川市 ＪＲ東寝屋川駅前工事 φ３０ Ａタイプ
Ｈ２1．２ ～ 千葉県 千葉市 椎名崎クリニック φ５０ Ｂタイプ
Ｈ２1．２ ～ 兵庫県 加古郡播磨町 東はりま特別支援学校 φ３０，φ４０，φ５０，φ６５，φ８０，φ１００ Ａタイプ
Ｈ２1．２ ～ 奈良県 桜井市 ダイナム桜井店工事 φ３０，φ５０，φ８０，φ１００ Ａタイプ
Ｈ２1．２ ～ 兵庫県 姫路市 ＪＡ兵庫西飾東支店工事 φ３０，φ５０，φ８０，φ１００ Ａタイプ
Ｈ２1．２ ～ 兵庫県 神戸市 旧神戸移住センター　保全・改修工事 φ３０，φ４０，φ５０，φ６５，φ８０，φ１００ Ａタイプ
Ｈ２1．３ ～ 兵庫県 川西市 関西スーパー火打店　工事 φ３０，φ５０，φ６５ Ａタイプ
Ｈ２1．３～ 兵庫県 福知山市 ＳＥＣカーボン京都工場工事 φ１００ Ａタイプ
Ｈ２1．３～ 愛知県 中村区 松蔭高校 φ３０，φ４０，φ８０ Ｂタイプ
Ｈ２1．３～ 大阪府 大阪市住之江区 コーンズ大阪サービスセンター新設工事 φ３０，φ４０，φ５０，φ８０ Ａタイプ
Ｈ２1．３～ 愛知県 中川区 中川区浄水場　工事 φ３０，φ５０，φ８０ Ａタイプ
Ｈ２1．４～ 東京都 町田市 株式会社ナック本社工事 φ３０，φ６５，φ８０，φ１００ Ｂタイプ
Ｈ２1．４～ 愛知県 名古屋市 名古屋平安閣分 φ３０，φ５０，φ１００ Ｂタイプ
Ｈ２1．４～ 鳥取県 東伯郡琴浦町 琴浦町学校給食ｾﾝﾀｰ φ３０，φ４０，φ５０，φ６５，φ８０，φ１００ Ａタイプ
Ｈ２1．４～ 鳥取県 鳥取県 三国山トンネル φ３０，φ５０ Ａタイプ
Ｈ２1．４～ 香川県 高松市 株式会社四電工　研修センター φ３０，φ６５，φ８０， Ａタイプ
Ｈ２1．４～ 富山県 射水市 小杉小学校 φ３０，φ８０ Ａタイプ
Ｈ２1．５～ 群馬県 国土交通省（関東地方整備局） 道路改築事業（国道）茂四郎トンネル歩道・管路工事--群馬県八ツ場ダム φ８０ Ｂタイプ
Ｈ２1．５～ 静岡県 島田市 島田市中央公園 φ３０，φ５０，φ８０， Ａタイプ
Ｈ２1．５～ 香川県 高松市 高松南高校 φ６５ Ｂタイプ
Ｈ２1．7～ 愛知県 豊橋市 豊橋保健センター φ３０，φ４０，φ５０ Ｂタイプ
Ｈ２1．7～ 愛知県 名古屋市 三菱重工大江MRJ事務所新築 φ３０ Ａタイプ
Ｈ２1．7～ 兵庫県 篠山市 篠山病院 φ５０ Ａタイプ
Ｈ２1．8～ 東京都 国土交通省（関東地方整備局） 東京国際空港Ｄ滑走路建設工事 φ８０ Ｂタイプ
Ｈ２1．１０～ 静岡県 島田市 島田市中央公園スポーツセンター φ３０，φ５０，φ８０， Ａタイプ
Ｈ２1．１０～ 広島県 広島県 西世羅浄水場 φ３０，φ４０，φ５０，φ６５，φ８０，φ１００ Ａタイプ
Ｈ２1．１０～ 兵庫県 神戸市 神戸市私立医療センター中央市民病院新築工事 φ３０，φ６５，φ８０， Ａタイプ
Ｈ２1．１１～ 富山県 富山県 中部清掃センター新し尿処理施設建設電気計装工事 φ３０，φ５０，φ８０， Ａタイプ
Ｈ２1．１１～ 群馬県 国土交通省（関東地方整備局） 光ケーブル布設工事（高崎河川国道事務所） φ８０ Ｂタイプ
Ｈ２1．１２～ 広島県 広島県 広島高速２号線 φ３０，φ５０，φ８０， Ａタイプ
Ｈ２1．１２～ 群馬県 群馬県 結城停車場線電線共同溝工事 φ５０，φ８０， Ｂタイプ
Ｈ２1．１２～ 北海道 国土交通省 北海道開発局 はまなか地区排水路整備工事 φ３０，φ４０，φ５０，φ６５，φ８０，φ１００ Ａタイプ
Ｈ２2．3～ 和歌山県 日高町 三菱重工 φ30、φ50、φ80、φ100、φ125 Aタイプ
Ｈ２2．4～ 兵庫県 西宮市 西宮・浜松原町分譲マンション新築工事 φ40、φ50、φ150
Ｈ２2．6～ 兵庫県 伊丹市 伊丹東中学校 φ３０，φ６５ Ａタイプ
Ｈ２2．７～ 愛知県 碧南市 中部電力　碧南火力発電所 φ３０，φ６５ Ａタイプ
Ｈ２2．７～ 埼玉県 児玉郡 YKK AP　埼玉新工場 φ30、φ50、φ150 Ｂタイプ
Ｈ２2．８～ 香川県 法務省 高松刑務所炊場棟等新営（建築）工事 φ５０，φ８０，φ１００ Ａタイプ
Ｈ２2．８～ 大阪府 寝屋川市 寝屋川市立北小学校 φ30、φ40、φ50、φ65 Aタイプ
Ｈ２2．８～ 奈良県 葛城市 葛城市立新庄中学校 φ30、φ50、φ65、φ80、φ100 Ｂタイプ
Ｈ２2．１0～ 高知県 国土交通省（四国地方整備局） 一般国道56号　中土佐舗装工事（土佐国道事務所） φ５０，φ８０ Ａタイプ
Ｈ２2．１0～ 鳥取県 米子市 米子東高等学校　第二体育館 φ100 Aタイプ
Ｈ２2．１1～ 長野県 国土交通省（関東地方整備局） 一般国道２０号　坂室トンネル（長野国道事務所） φ３０，φ６５ Ｂタイプ
Ｈ２2．11～ 東京都 東京都新宿区北新宿 （仮称）北新宿地区　再開発計画・業務棟 φ３０，φ５０，φ６５ Ｂタイプ
Ｈ２2．１２～ 山口県 国土交通省（中国地方整備局） 一般国道４９０号改築工事　小郡萩道路（山口工事事務所） φ３０，φ４０，φ５０，φ８０ Ａタイプ
Ｈ２2．１２～ 広島県 広島市 広島市立瀬野第二小学校 φ30、φ50、φ80、 Aタイプ
Ｈ２3．2～ 長野県 茅野氏 坂室トンネル舗装工事 φ40、φ50、φ65、φ80 Bタイプ
Ｈ２3．2～ 秋田県 秋田市 秋田県赤十字血液センター φ３０，φ４０，φ５０，φ６５、φ１００ Bタイプ
Ｈ２3．3～ 京都府 京田辺市 きんでん　T－プロジェクト φ30、φ40、φ50、φ65、φ100、φ150 Aタイプ
Ｈ２3．4～ 栃木県 栃木市 栃木刑務所庁舎 φ30、φ50、φ65、φ100 Aタイプ
2019.2 広島県 広島市 中2区中島吉島線CCB整備工事(30-1、2） φ65 Aタイプ
2019.8 広島県 竹原市 竹原CCB第4工事 φ50、65 Aタイプ
2019.1 広島県 広島市 中3区中広宇品線城南通りCCB整備工事 φ50、80 Aタイプ
2017.5 広島県 国交省中国地整 国道9号山口朝田CCB朝田南工事 φ50 Aタイプ

福島県 喜多方市 都市計画道路坂井四ツ谷線電線共同溝工事 φ５０、８０ A.B
H27.2 京都府 京都市 先斗町通無電柱化事業 φ50、65、80 特殊
R1．5～ 岩手県 国土交通省　東北地方整備局 国道１０６号　磯鶏地区舗装工事
R1．7～ 岩手県 国土交通省　東北地方整備局　三陸国道事務所 鳥谷南地区舗装工事
R1．7～ 山形県 国土交通省　東北地方整備局　山形河川国道事務所 松沢地区道路改良工事
R1．8～ 宮城県 国土交通省　東北地方整備局　仙台河川国道事務所 松崎中瀬地区舗装工事



日　時 県名 地区．管轄 工　事　名 サイズ タイプ
R1～2 高知県 国交省四国地整土佐国道事務所 高須地区電線共同溝工事 φ50、80 Aタイプ

香川県 国交省四国地整香川河川国道事務所 屋島地区電線共同溝工事 φ50、80 Aタイプ
愛媛県 国交省四国地整松山河川国道事務所 東石井・天山地区電線共同溝PFI事業 φ50、80 Aタイプ
愛媛県 愛媛県 松山港線道路災害防除工事（防災安全）他 φ50、80 Aタイプ

R2．5～ 岩手県 国土交通省　東北地方整備局 一の渡南地区舗装工事
R2．6～ 岩手県 国土交通省　東北地方整備局 国道４５号　種市地区舗装工事
R2．6～ 岩手県 国土交通省　東北地方整備局 田野畑地区舗装工事
R2．7～ 岩手県 国土交通省　東北地方整備局 国道４５号　沢向玉川地区舗装工事
R2．8～ 岩手県 国土交通省　東北地方整備局 国道４５号　芦ヶ沢長内地区舗装工事
R2．9～ 岩手県 国土交通省　東北地方整備局 国道１０６号　茂市地区舗装工事
R2．10～ 山形県 国土交通省　東北地方整備局 大久保道路改良工事

その他実績多数あり。（一部しか記載しておりません）


