
工事実績一覧

年度 西暦 御客様名 住　　所 飼養規模頭数 工事内容
H7 1995 （農）共営ファーム 熊本県天草郡新和町 母豚２００頭一貫 豚舎建築工事
H7 1995 森田養豚場 熊本県鹿本郡植木町 母豚２００頭一貫 豚舎建築工事
H7 1995 山本養豚場 長崎県南高来郡有明町 母豚１００頭一貫 豚舎建築工事
H7 1995 西本牧場 熊本県菊池郡旭志村 肥育牛４５０頭 糞発酵処理施設建築工事
H7 1995 （有）鹿屋原種豚農場 鹿児島県鹿屋市 母豚４４０頭一貫 浄化処理施設建築工事
H7 1995 道上養豚場 鹿児島県出水郡野田町 母豚１００頭一貫 浄化処理施設建築工事
H8 1996 （有）ハマユウ尾鈴ポーク 宮崎県児湯郡川南町 豚舎内部器材工事
H8 1996 （有）中商ファーム 熊本県菊池郡大津町 肥育牛２００頭・母豚６０頭一貫 牛舎・豚舎及び糞尿処理施設建築工事
H8 1996 （有）山口畜産 鹿児島県大口市 母豚１３００頭一貫 豚舎内部改修工事
H8 1996 ＳＰＦこがねや農場 長野県飯田市 豚舎内部改修工事
H8 1996 （有）シーテック 鹿児島県肝属郡大根占町 AI舎建築工事
H8 1996 日本ハイポー（株）三戸農場 山口県阿武郡阿東町 豚舎内部改修工事
H8 1996 池田養豚場 熊本県菊池郡七城町 母豚１５０頭一貫 豚舎建築工事
H8 1996 林兼ポートリー（株）第２農場 宮崎県都城市 豚舎内部改修工事
H8 1996 グリーンセンター旭志 熊本県菊池郡旭志村 糞発酵処理施設建築工事
H8 1996 （有）木下ファーム 鹿児島県鹿屋市 糞発酵処理施設建築工事
H9 1997 名和種豚場 鳥取県西伯郡名和町 豚舎内部改修工事
H9 1997 林兼ポートリー（株） 宮崎県都城市 豚舎建築工事
H9 1997 日本ハイポー（株）山口農場 山口県阿武郡阿武町 豚舎建築工事
H9 1997 西本牧場 熊本県菊池郡旭志村 肥育牛４５０頭 牛舎建築工事
H9 1997 角田養豚場 熊本県鹿本郡植木町 母豚１２０頭一貫 豚舎建築工事
H9 1997 （有）古屋畜産 福岡県田川市 母豚１０００頭一貫 豚舎建築工事
H9 1997 大分県農業技術センター 大分県大野郡三重町 豚舎建築工事
H9 1997 （有）大隅ファーム 鹿児島県肝属郡大根占町 母豚３２０頭一貫 浄化処理施設建築工事
H9 1997 （有）田畑ファーム 鹿児島県枕崎市 母豚１５０頭一貫 豚舎及び糞尿処理施設建築工事
H9 1997 茅野養豚場 鹿児島県枕崎市 母豚１００頭一貫 糞尿処理施設建築工事
H9 1997 前田養豚場 鹿児島県肝属郡佐多町 母豚１００頭一貫 浄化処理施設建築工事
H9 1997 前田養豚場 鹿児島県鹿屋市 母豚１００頭繁殖 浄化処理施設建築工事
H9 1997 尾辻養豚場 鹿児島県肝属郡根占町 母豚１００頭一貫 浄化処理施設建築工事
H9 1997 （有）鹿野ファーム 山口県都濃郡鹿野町 母豚６００頭繁殖 浄化処理施設建築工事

フジ化成工事実績一覧　平成7年（1995）～平成23年（2011）

1 フジ化成株式会社



工事実績一覧

年度 西暦 御客様名 住　　所 飼養規模頭数 工事内容
H9 1998 柿田養豚場 長崎県南高来郡吾妻町 母豚１８０頭一貫 糞発酵処理施設建築工事
H9 1998 塩平養豚場 熊本県本渡市 母豚１２０頭一貫 糞発酵処理施設建築工事
H9 1998 牛島養豚場 大分県日田郡中津江村 母豚１００頭一貫 糞発酵処理施設建築工事
H9 1998 日本ハイポー（株）宮城農場 宮城県加美郡加美町 豚舎内部器材工事
H9 1998 （有）大根占肉質検定牧場 鹿児島県肝属郡大根占町 肥育豚４０００頭 糞尿処理施設建築工事
H10 1999 （有）宮崎ハマユウファーム 宮崎県児湯郡川南町 母豚６００頭一貫 豚舎及び糞尿処理施設建築工事（２カ年）
H10 1999 小堀田養豚場 熊本県天草郡天草町 母豚１００頭一貫 豚舎建築工事
H10 1999 伊藤ファーム 長崎県南高来郡西有家町 母豚２５０頭一貫 豚舎建築工事
H10 1999 田中養豚場 熊本県菊池郡旭志村 母豚１００頭一貫 豚舎建築工事
H10 1999 大分経済連ＳＰＦ種豚供給センター 大分県直入郡直入町 母豚５００頭GPセンター 豚舎内部器材工事
H10 1999 （株）長島ファーム 鹿児島県出水郡長島町 母豚４０００頭一貫 豚舎内部器材工事
H10 1999 （有）古屋畜産 福岡県田川市 母豚１０００頭一貫 豚舎建築工事
H10 1999 （有）三原ファーム 山口県玖珂郡錦町 母豚４４０頭一貫 豚舎改造工事
H10 1999 （有）三原ファーム 山口県玖珂郡錦町 母豚４４０頭一貫 浄化処理施設建築工事
H10 1999 （有）大隅ファーム 鹿児島県肝属郡高山町 母豚１０００頭一貫 浄化処理施設建築工事
H10 1999 高原畜産総合公社 熊本県球磨郡相良村 糞発酵処理施設建築工事
H10 1999 （有）吉岡ファーム 鹿児島県鹿屋市 母豚１００頭一貫 糞発酵処理施設建築工事
H10 1999 新川保全組合 鹿児島県鹿屋市 糞発酵処理施設建築工事
H11 2000 岡本養豚場 熊本県菊池市 母豚１００頭一貫 豚舎建築工事
H11 2000 横田養豚場 長崎県南高来郡深江町 母豚１００頭一貫 豚舎建築工事
H11 2000 全農西日本原種豚場 熊本県菊池郡旭志村 種豚場人工授精施設工事
H11 2000 宮原畜産 鹿児島県鹿児島市 肥育牛 堆肥舎新築工事
H11 2000 児塔養豚場 大分県日田郡中津江村 母豚５０頭一貫 浄化処理施設建築工事
H11 2000 北山養豚場 宮崎県児湯郡川南町 母豚１５０頭一貫 浄化処理施設建築工事
H11 2000 （有）磯辺養豚場 熊本県牛深市 母豚２２０頭一貫 糞尿処理施設建築工事（２カ年）
H11 2000 奥野牧場 長崎県南高来郡吾妻町 糞発酵処理施設建築工事
H11 2000 竹内養豚場 鹿児島県肝属郡吾平町 糞発酵処理施設建築工事
H11 2000 小河路家畜ふん尿利用組合 鹿児島県川辺郡川辺町 糞発酵処理施設建築工事
H11 2000 昭栄環境保全組合 鹿児島県肝属郡串良町 糞発酵処理施設建築工事
H11 2000 （有）福留畜産 鹿児島県鹿屋市 糞発酵処理施設建築工事
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H11 2000 （有）大根占肉質検定牧場 鹿児島県肝属郡大根占町 肥育豚４０００頭 堆肥舎新築工事
H11 2000 （有）吉岡ファーム 鹿児島県鹿屋市 母豚１００頭一貫 浄化処理施設建築工事
H12 2001 西海産業（有） 長崎県西彼杵郡西海町 母豚９４０頭一貫 豚舎建築工事
H12 2001 （有）坂井ティエス 熊本県菊池郡七城町 母豚２００頭一貫 豚舎建築工事
H12 2001 （有）永渕畜産 佐賀県藤津郡太良町 母豚９００頭一貫 豚舎建築工事
H12 2001 田中養豚場 山口県大津郡三隅町 母豚１５０頭一貫 豚舎建築工事
H12 2001 ㈲常勝ファーム 熊本県菊池市 母豚１００頭一貫 豚舎新築工事
H12 2001 （有）阿蘇ピッグファーム 熊本県菊池市 母豚４５０頭一貫 豚舎新築工事
H12 2001 （有）国本ファーム 広島県山県郡芸北町 母豚３００頭一貫 豚舎内部器材工事
H12 2001 （有）西日本ＪＡ畜産 鳥取県岩美郡国府町 牛舎建築工事
H12 2001 （有）島根種豚供給センター 島根県江津市 母豚６００頭一貫 浄化処理施設建築工事
H12 2001 （有）日武畜産 宮崎県東諸県郡綾町 母豚３００頭一貫 浄化処理施設建築工事
H12 2001 徳田養豚場 鹿児島県曽於郡末吉町 母豚７０頭一貫 浄化処理施設建築工事
H12 2001 （有）ピグレッツ 熊本県鹿本郡植木町 母豚２００頭一貫 浄化処理施設建築工事
H12 2001 （有）中山ファーム 熊本県鹿本郡植木町 母豚３００頭一貫 浄化処理施設建築工事
H12 2001 隈部養豚場 熊本県菊池郡七城町 母豚２５０頭一貫 浄化処理施設建築工事
H12 2001 （有）プロジェクトパーク 福岡県八女郡上陽町 母豚３００頭一貫 浄化処理施設建築工事
H12 2001 （有）井上ファーム 福岡県八女郡上陽町 母豚１５０頭一貫 浄化処理施設建築工事
H12 2001 （有）中尾畜産 島根県簸川郡湖陵町 母豚２００頭一貫 浄化処理施設建築工事
H12 2001 大賀養豚場 大分県日田郡中津江村 母豚１００頭一貫 浄化処理施設建築工事
H12 2001 （有）城南ファーム 熊本県益城郡城南町 母豚１０００頭繁殖 糞発酵処理施設建築工事
H12 2001 （有）沖村畜産 熊本県人吉市 母豚１００頭一貫 糞発酵処理施設建築工事
H12 2001 （農）大平養豚場 熊本県阿蘇郡波野村 母豚１０００頭一貫 糞発酵処理施設建築工事
H12 2001 （有）藤野屋商店 大分県竹田市 採卵鶏７２０００羽 糞発酵処理施設建築工事
H12 2001 （有）イバピッグファーム 福岡県八女郡上陽町 母豚５００頭一貫 浄化処理施設建築工事
H12 2001 （有）笠松牧場 鹿児島県薩摩郡薩摩町 糞発酵処理施設建築工事
H12 2001 阿部養豚場 熊本県熊本市 母豚１４０頭一貫 糞発酵処理施設建築工事
H12 2001 （有）浅霧ファーム 愛媛県大洲市 母豚３００頭一貫 糞発酵処理施設建築工事
H12 2001 （有）笠松牧場 鹿児島県薩摩郡薩摩町 糞発酵処理施設建築工事
H13 2002 （有）ナガトモ 宮崎県児湯郡木城町 母豚１２４０繁殖 豚舎及び堆肥舎建築工事
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H13 2002 ㈲佐藤ファーム 熊本県菊池郡旭志村 母豚１５０頭一貫 豚舎新築工事
H13 2002 清水養豚場 熊本県菊池郡七城町 母豚１００頭一貫 豚舎新築工事
H13 2002 吉田養豚場 熊本県菊池郡旭志村 母豚１５０頭一貫 豚舎新築工事
H13 2002 （有）ＳＥＷ安岐ファーム 大分県東国東郡安岐町 母豚９００頭一貫 豚舎内部器材工事
H13 2002 (有)川作ファーム 新潟県西蒲原郡岩室村 母豚６００頭一貫 豚舎内部器材工事
H13 2002 (有)川作ファーム 新潟県西蒲原郡岩室村 母豚６００頭一貫 浄化処理施設建築工事
H13 2002 (有)川作ファーム 新潟県西蒲原郡岩室村 母豚６００頭一貫 豚舎内部器材工事
H13 2002 横田養豚場 長崎県南高来郡深江町 母豚１００頭一貫 豚舎建築工事
H13 2002 （有）山幸イーティーセンター 鹿児島県大口市 牛舎内部器材工事
H13 2002 上陽町堆肥センター 福岡県八女郡上陽町 糞発酵処理施設建築工事
H13 2002 森山町堆肥化センター 長崎県北高来郡森山町 糞発酵処理施設建築工事
H13 2002 （有）福元養豚 鹿児島県肝属郡高山町 母豚１５０頭一貫 糞尿処理施設建築工事
H13 2002 高森養豚場 佐賀県鹿島市 母豚１００頭一貫 浄化処理施設建築工事
H13 2002 今村養鶏場 熊本県山鹿市 採卵鶏６００００羽 糞発酵処理施設建築工事
H13 2002 （有）島根種豚供給センター 島根県江津市 母豚６００頭一貫 糞発酵処理施設建築工事
H13 2002 （有）島根種豚供給センター 島根県江津市 母豚６００頭一貫 豚舎建築工事
H13 2002 岩下養豚場 佐賀県神崎郡神崎町 母豚８０頭一貫 糞発酵処理施設建築工事
H13 2002 （有）和田養豚場 鹿児島県肝属郡串良町 糞発酵処理施設建築工事
H13 2002 下永田養豚 鹿児島県川辺郡川辺町 糞発酵処理施設建築工事
H13 2002 （有）有島農場 鹿児島県鹿屋市 糞発酵処理施設建築工事
H13 2002 （有）ナガトモ 児湯郡木城町 母豚１２４０頭一貫 糞発酵処理施設建築工事
H14 2003 （有）フォレストファーム 大分県日田郡中津江村 母豚２００頭一貫 豚舎及び糞尿処理施設建築工事
H14 2003 （有）永渕畜産 佐賀県藤津郡太良町 母豚９００頭一貫 豚舎建築工事
H14 2003 池上畜産 佐賀県藤津郡太良町 母豚４００頭一貫 豚舎建築工事
H14 2003 （有）島根種豚供給センター 島根県江津市 母豚６００頭一貫 豚舎建築工事
H14 2003 （有）国本ファーム 広島県山県郡芸北町 母豚３００頭一貫 豚舎建築工事
H14 2003 八尾養豚場 熊本県天草郡天草町 母豚３００頭一貫 豚舎新築工事
H14 2003 ㈲加藤ファーム 熊本県阿蘇郡西原村 母豚３００頭一貫 豚舎新築工事
H14 2003 ㈲ピッグプロファーム 熊本県菊池郡合志町 母豚２００頭一貫 内部器材工事
H14 2003 塚本　重養豚場 熊本県菊池郡合志町 母豚１００頭一貫 内部器材工事
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H14 2003 浦田養豚場 熊本県鹿本郡植木町 母豚２００頭一貫 豚舎改造工事
H14 2003 新古閑養豚（農） 熊本県菊池郡七城町 母豚３００頭一貫 豚舎改造工事
H14 2003 宇都宮養豚場 愛媛県大洲市 母豚８０頭一貫 糞発酵処理施設建築工事
H14 2003 松田養豚場 愛媛県喜多郡長浜町 母豚１００頭一貫 糞発酵処理施設建築工事
H14 2003 横倉養豚 茨城県西茨城郡 母豚２００頭一貫 豚舎及び糞尿処理施設建築工事
H14 2003 ㈱東白川ファーム 福島県東白川郡 母豚１０００頭一貫 糞尿処理施設建築工事
H14 2003 イセファーム㈱欅農場 茨城県東茨城郡 母豚３００頭一貫 浄化処理施設建築工事
H14 2003 日本ハイポー㈱宮城農場 宮城県加美郡 母豚５００頭一貫 豚舎改修工事
H14 2003 （有）よしい 佐賀県東松浦郡肥前町 母豚６００頭一貫 豚舎新築及び浄化槽建築工事
H14 2003 (有)福田養豚 佐賀県佐賀郡川副町 母豚２５０頭一貫 豚舎建築工事
H14 2003 （有）ピッグプロファーム 熊本県菊池郡合志町 母豚２００頭一貫 糞尿処理施設建築工事
H14 2003 笠養豚場 熊本県菊池郡七城町 母豚２００頭一貫 浄化処理施設建築工事
H14 2003 （有）佐藤ファーム 熊本県菊池郡旭志村 母豚２００頭一貫 浄化処理施設建築工事
H14 2003 加藤養豚場 熊本県阿蘇郡西原村 母豚１５０頭一貫 浄化処理施設建築工事
H14 2003 秦養豚場 熊本県阿蘇郡小国町 母豚１１０頭一貫 糞尿処理施設建築工事
H14 2003 吉富養豚場 福岡県前原市 母豚８０頭一貫 浄化処理施設建築工事
H14 2003 （有）山口畜産 鹿児島県大口市 母豚１３００頭一貫 浄化処理施設建築工事
H14 2003 阿部養豚場 熊本県熊本市 母豚１４０頭一貫 浄化処理施設建築工事
H14 2003 （有）岡山ジェイエイ畜産 岡山県阿哲郡哲多町 母豚４４０頭一貫 浄化処理施設建築工事
H14 2003 (有)永渕畜産 佐賀県藤津郡太良町 母豚９００頭一貫 糞発酵処理施設建築工事
H14 2003 杉畜産 福岡県浮羽郡吉井町 母豚２００頭一貫 豚舎建築工事
H14 2003 大窪養豚 鹿児島県肝属郡高山町 糞発酵処理施設建築工事
H14 2003 米満畜産 鹿児島県川辺郡川辺町 糞発酵処理施設建築工事
H14 2003 農）守山畜産 南那珂郡北郷町 母豚１０００頭一貫 糞発酵処理施設（造粒・袋詰設備）
H14 2003 農）守山畜産 南那珂郡北郷町 母豚１０００頭一貫 蒸散処理施設
H15 2004 （株）七星食品 多和ファーム 香川県さぬき市 母豚６００頭一貫 豚舎建築工事
H15 2004 （有）まつもと 大分県日田市 母豚１２５頭一貫 豚舎新築・改造及び浄化槽建築工事
H15 2004 直崎養豚場 熊本県牛深市 母豚１５０頭一貫 豚舎新築工事
H15 2004 志波養豚場 愛媛県東宇和郡城川町 母豚１００頭一貫 豚舎建築工事
H15 2004 中野養豚場 大分県高田市 母豚１２０頭一貫 豚舎改修工事
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H15 2004 (有)永渕畜産 佐賀県藤津郡太良町 母豚９００頭一貫 豚舎改修工事
H15 2004 （有）コーシン 熊本県菊池郡菊陽町 肥育１２００頭 内部器材工事
H15 2004 （株）長島ファーム 鹿児島県出水郡長島町 母豚４０００頭一貫 豚舎内部器材工事
H15 2004 （有）梅田畜産 福岡県嘉穂郡頴田町 母豚１２０頭一貫 豚舎内部器材工事
H15 2004 岩下養豚場 佐賀県神崎郡神崎町 母豚８０頭一貫 浄化処理施設建築工事
H15 2004 （株）南部ファーム 岩手県九戸郡九戸村 母豚１３００頭一貫 浄化処理施設建築工事
H15 2004 瀬戸養豚場 福岡県糸島郡二丈町 母豚１２０頭一貫 浄化処理施設建築工事
H15 2004 片桐養豚場 鳥取県西伯郡中山町 母豚１５０頭繁殖 浄化処理施設建築工事
H15 2004 （有）福田養豚 佐賀県佐賀郡川副町 母豚２００頭一貫 浄化処理施設建築工事
H15 2004 友延養豚場 大分県西国東郡香々地町 糞発酵処理施設建築工事
H15 2004 （有）榎木田ファーム 鹿児島県鹿屋市 糞発酵処理施設建築工事
H15 2004 （有）野間畜産 鹿児島県曽於郡有明町 糞発酵処理施設建築工事
H15 2004 （有）尾辻ファーム 鹿児島県肝属郡根占町 糞発酵処理施設建築工事
H15 2004 ㈱ミヤチク 宮崎県西都市 母豚４００頭繁殖 豚舎建築工事
H16 2005 （有）日野ミートファーム 広島県 母豚８０頭一貫 豚舎建築工事
H16 2005 吉田養豚場 熊本県菊池郡旭志村 母豚１５０頭一貫 豚舎新築工事
H16 2005 上の原ファーム 熊本県菊池郡合志町 母豚１５０頭一貫 豚舎新築工事
H16 2005 平山養豚場 熊本県天草郡天草町 母豚２００頭一貫 糞尿処理施設建築工事
H16 2005 （有）原崎養豚 鹿児島県肝属郡串良町 糞発酵処理施設建築工事
H16 2005 西海産業（有） 長崎県西彼杵郡西海町 母豚９４０頭一貫 豚舎新築工事
H16 2005 西海産業（有） 長崎県西彼杵郡西海町 母豚９４０頭一貫 豚舎新築工事
H16 2005 森下養豚場 熊本県天草郡天草町 母豚１３０頭一貫 豚舎新築工事
H16 2005 （有）鹿野ファーム 山口県阿武郡阿武町 母豚３００頭一貫 豚舎新築工事
H16 2005 （有）坂井ティエス 熊本県菊池郡七城町 母豚２００頭一貫 豚舎新築工事
H16 2005 池上畜産 佐賀県藤津郡太良町 母豚３５０頭一貫 豚舎新築工事
H16 2005 米村養豚場 熊本県菊池市 母豚８０頭一貫 豚舎新築工事
H16 2005 （有）中山ファーム 熊本県鹿本郡植木町 母豚２５０頭一貫 糞発酵処理施設建築工事
H16 2005 杉山養豚場 福岡県八女市 母豚２００頭一貫 浄化処理施設建築工事
H16 2005 森下養豚場 熊本県天草郡天草町 母豚１３０頭一貫 糞尿処理施設建築工事
H16 2005 上鶴養豚場 熊本県天草郡天草町 母豚１３０頭一貫 浄化処理施設建築工事
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H16 2005 高宮養豚場 熊本県阿蘇郡一宮町 母豚１５０頭一貫 浄化処理施設建築工事
H16 2005 清田養豚場 熊本県鹿本郡植木町 母豚１２０頭一貫 糞発酵処理施設建築工事
H16 2005 （有）阿蘇ピッグファーム 熊本県菊池市 糞発酵処理施設建築工事
H16 2005 （有）オオツカファーム 熊本県阿蘇郡西原村 糞発酵処理施設建築工事
H16 2005 （有）加藤ファーム 熊本県阿蘇郡西原村 母豚３００頭一貫 糞発酵処理施設建築工事
H16 2005 （有）千葉勝商店 宮城県岩沼市 母豚１００頭一貫 浄化処理施設建築工事
H16 2005 （有）ファーマー宮崎 宮崎県児湯郡川南町 母豚２００頭一貫 浄化処理施設建築工事
H16 2005 成長牧場 熊本県人吉市 母豚９０頭一貫 浄化処理施設建築工事
H16 2005 伊藤養豚場 長崎県南高木郡西有家町 母豚２００頭一貫 糞発酵処理施設建築工事
H16 2005 井ノ口養鶏場 大分県豊後高田市 採卵鶏 糞発酵処理施設建築工事
H16 2005 （有）幸真倉庫 熊本県熊本市 肥育豚１０００頭 糞尿処理施設建築工事
H16 2005 満永養豚場 熊本県熊本市 肥育豚１０００頭 豚舎新築工事
H16 2005 上鶴養豚場 熊本県天草郡天草町 母豚１３０頭一貫 浄化処理施設建築工事
H16 2005 (有)永渕畜産 佐賀県藤津郡太良町 母豚９００頭一貫 内部器材工事
H16 2005 （有）日吉ファーム 京都府船井郡日吉町 内部器材工事
H16 2005 塚本養豚場 熊本県菊池郡旭志村 豚舎新築工事
H16 2005 （有）坂井ティエス 熊本県菊池郡七城町 豚舎新築工事
H16 2005 森下養豚場 熊本県天草郡天草町 豚舎新築工事
H16 2005 （有）大成畜産 鹿児島県曽於郡大隅町 内部器材工事
H17 2006 良川養豚場 福岡県前原市 浄化処理施設建築工事
H17 2006 （有）王宇義農産 福岡県糸島郡志摩町 母豚３００頭一貫 浄化処理施設建築工事
H17 2006 （有）王宇義農産 福岡県糸島郡志摩町 母豚３００頭一貫 内部器材工事
H17 2006 （有）草野ファーム 長崎県五島市 内部器材工事
H17 2006 角田養豚場 熊本県菊池郡泗水町 豚舎新築工事
H17 2006 菊池農場 岩手県江刺市 鶏舎新築工事
H17 2006 （有）守山畜産 宮崎県南那珂郡北郷町 内部器材工事
H17 2006 山口畜産（有） 鹿児島県大口市 豚舎新築工事
H18 2007 （農）高映牧場 香川県観音市 内部器材工事
H18 2007 （有）守山畜産 宮崎県南那珂郡北郷町 内部器材工事
H18 2007 ㈲岡山ジェイエイ畜産 岡山県美星町 肥育豚６００頭 肥育舎改修工事
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H18 2007 （有）アジサイ 長崎県五島市 内部器材工事
H18 2007 （有）常勝ファーム 熊本県菊池市 豚舎新築工事
H18 2007 (農）八幡平ファーム 岩手県九戸郡洋野町 母豚１６００頭一貫 豚舎新築工事
H18 2007 （株）ジャパンファーム 鹿児島県大口市 豚舎新築工事
H18 2007 （有）島根種豚供給センター 島根県江津市 豚舎新築工事
H18 2007 （有）DEAPS 熊本県菊池市 豚舎新築工事
H18 2007 中野養豚場 大分県豊後高田市 豚舎新築工事
H18 2007 香南ファーム 香川県香南町 肥育豚２５００頭 肥育舎新築工事（おが屑式）
H18 2007 高映牧場 香川県観音寺市 肥育豚１２００頭 肥育舎設備工事（おが屑式）
H19 2008 （有）大成畜産 鹿児島県志布志市 豚舎新築工事
H19 2008 吉田養豚場 熊本県鹿本郡植木町 豚舎新築工事
H19 2008 （有）DEAPS 熊本県菊池市 豚舎新築工事
H19 2008 （有）よしい 佐賀県唐津市 豚舎新築工事
H19 2008 西海産業（有） 長崎県西海市 糞発酵処理施設建築工事
H19 2008 （有）オーケー牧場 三重県津市 豚舎新築工事
H19 2008 柿田ファーム 長崎県雲仙市 糞発酵処理施設建築工事
H19 2008 （有）さざんか農場 長崎県諫早市 豚舎新築工事
H19 2008 高宮養豚場 熊本県阿蘇市 豚舎新築工事
H19 2008 ＪＡ宮崎経済連第２原種豚センター 宮崎県西諸県郡高原町 内部器材工事
H19 2008 （有）うすき 大分県日田市 豚舎新築工事
H19 2008 ＪＡ宮崎経済連第３繁殖農場 宮崎県西諸県郡野尻町 内部器材工事
H19 2008 青森ポートリー（株） 青森県三戸郡階上町 鶏舎新築工事
H19 2008 （有）島根種豚供給センター 島根県江津市 糞発酵処理施設建築工事
H19 2008 西日本ジェイエイ畜産矢下農場 鳥取県東伯郡東伯町 母豚５００頭繁殖 豚舎新築工事
H19 2008 西日本ジェイエイ畜産上馬場農場 鳥取県東伯郡東伯町 離乳舎・オガコ肥育舎 豚舎新築工事
Ｈ20 2009 由利本荘ＳＰＦ豚センター 秋田県由利本荘市 母豚１０００頭一貫 豚舎新築工事
Ｈ20 2009 ㈲金山最上牧場 山形県最上郡 母豚６００頭一貫 豚舎新築工事
Ｈ22 2010 北日本ＪＡ畜産㈱ 岩手県遠野市（花巻市） 母豚１２００頭一貫 豚舎新築工事
Ｈ23 2011 セブンフーズ㈱　大津第二農場 熊本県菊池郡大津町 母豚１０００頭一貫 豚舎新築工事
Ｈ23 2011 ㈲さつま農場 鹿児島県出水市 母豚３５０頭一貫 内部器材工事
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