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納　入　先　 所在地 契　約　先 種　類 処理能力 水　質

一湊郵便局浄化槽工事 鹿児島 日本郵政㈱ 浄化槽 1㎥／日 BOD－20
救護施設なのみ 福　岡 間　組 浄化槽 8.0㎥／日 BOD－20
添田町浄水場急速ろ過装置改修工事 福　岡 ｶｼﾞﾏｱｸｱﾃｯｸ 浄水場 2000㎥／日 －
ﾌﾁｬｸﾘｿﾞｰﾄ沖縄A・B棟 沖　縄 大成建設 浄化槽 15㎥／日 BOD－10
マリンメッセ福岡空調設備 福　岡 福岡市 空調設備更新
特別養護老人ﾎｰﾑビハーラ 福　岡 大末建設 浄化槽 6.0㎥／日 BOD－20
北部浄化センター建設工事 佐　賀 ｶｼﾞﾏｱｸｱﾃｯｸ 下水処理場
六本松ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ機械設備 福　岡 斎久工業 給排水衛生工事
ﾛｲﾔﾙ食品㈱廃水処理施設 福　岡  ｾﾝﾁｭﾘｰ・ﾘｰｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 工場排水改修
日立造船㈱有明機械工場 熊　本 西部電機工業 浄化槽 3.6㎥／日 BOD－20
市営住宅福重住宅6･7棟改修 福　岡 福岡市 給水管改修工事
ﾌﾞﾘｰｽﾞﾏﾘｰﾅ（機械設備工事） 沖　縄 東建産業 浄化槽 130㎥／日 BOD－10
国道201号道の駅かわら浄化槽設置 福　岡 国交省九州地方整備局 浄化槽 100㎥／日 BOD－20
POSCO苅田物流ｾﾝﾀｰ 福　岡 五洋建設 浄化槽 7.0㎥／日 BOD－20
ベストロジ熊本 熊　本 九電工 浄化槽 6.0㎥／日 BOD－20
東福岡高校ﾚｲﾝﾎﾞｰﾎﾞｯｸｽ 福　岡 福設 雨水前処理 8基 －
ﾄﾗｯｸｾﾝﾀｰ響灘新築工事 福　岡 ﾊｻﾞﾏ興業 浄化槽 2.8㎥／日 BOD－20
ｼｷﾞﾗﾍﾞｲｻｲﾄﾞｽｲｰﾄﾎﾃﾙ　土木工事 沖　縄 三建設備工業 浄化槽 160㎥／日 BOD－10
オモト天久の杜 沖　縄 大成建設 透析排水 50.0㎥／日 BOD－600
新宮緑が浜団地 福　岡 日立ﾌﾟﾗﾝﾄﾃｸﾉ 浄化槽 250㎥／日 BOD－20
いその㈱九州工場 福　岡 中電工 浄化槽 3.6㎥／日 BOD－20
ｼｷﾞﾗﾍﾞｲｻｲﾄﾞｽｲｰﾄﾎﾃﾙ　機械工事 沖　縄 三建設備工業 浄化槽 60.0㎥／日 BOD－20
福田眼科ｸﾘﾆｯｸ二丈新築工事 福　岡 三栄工業 浄化槽 7㎥／日 BOD－20
祐徳薬品工業本社工場排水処理槽改修 佐　賀 大成建設 工場排水処理槽改修
曲渕排水処理施設 福　岡 福岡市 農業集落排水 111㎥／日 BOD－10
筑紫野ドリームモール 福　岡 九電工 浄化槽 260㎥／日 BOD－20

浄化槽 150㎥／日 BOD－20
浄化槽 2㎥／日 BOD－20

上組八幡支店中津倉庫 福　岡 五洋建設 浄化槽 3.6㎥／日 BOD－20
広島共和九州物流ｾﾝﾀｰ 福　岡 三井住友建設 浄化槽 29.5㎥／日 BOD－ 5
日本精密電子熊本工場 熊　本 安藤建設㈱ 浄化槽 4.0㎥／日 BOD－20
ｲｵﾝ鹿児島ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 鹿児島 日立ﾌﾟﾗﾝﾄﾃｸﾉ㈱ 厨房除害 320㎥／日 BOD－600
ｾﾙﾌ二丈ﾊﾞｲﾊﾟｽSS 福　岡 ㈱成倖 浄化槽 4.2㎥／日 BOD－20
福岡看護教育ｾﾝﾀｰ 福　岡 西原衛生 雨水中水 15㎥／日 BOD－20
福岡子供の家 福　岡 日本国土開発 浄化槽 100㎥／日 BOD－ 5
英彦山病院増築工事 福　岡 間組 浄化槽 300㎥／日 BOD－10
吉塚幼稚園 福　岡 新日本空調 井水処理 50㎥／日 上水基準
粕屋南病院第2期改修 福　岡 清水建設 浄化槽 150㎥／日 BOD－ 2
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｼﾃｨﾙｸﾙ脱臭設備 福　岡 大成建設 － 8400㎥／日 －
甘木朝倉医師会病院 福　岡 大成建設 浄化槽 410㎥／日 BOD－ 5
福山の里増築工事 鹿児島 五洋建設 浄化槽 30㎥／日 BOD－20
ﾀﾞｲﾊﾂ九州大分工場 大　分 フジクリーン 浄化槽 60㎥／日 BOD－10
久留米水仙の森 福　岡 間組 浄化槽 20㎥／日 BOD－20
福岡県公営住宅大浦団地 福　岡 福岡県 浄化槽 200㎥／日 BOD－20
ﾌﾁｬｸﾘｿﾞｰﾄ沖縄ｺﾝﾄﾞﾎﾃﾙｽﾞ 沖　縄 大成建設 浄化槽 800㎥／日 BOD－10
ｸﾞﾛｰｳｪﾙ志摩町新築工事 福　岡 九電工 浄化槽 35㎥／日 BOD－10
前田医院増築工事 長　崎 五洋建設 浄化槽 120㎥／日 BOD－20
ｲｵﾝﾓｰﾙ筑紫野新築工事 福　岡 水工ｴﾝｼﾞﾆｱ 除害・中水道 480㎥／日 BOD－10

BOD－200
ｲｵﾝﾓｰﾙ福岡ﾙｸﾙ増築工事 福　岡 大成設備 ｽｸﾘｰﾝ設備 1700㎥／日 BOD－10
八女の里増築工事 福　岡 五洋建設 浄化槽 42㎥／日 BOD－20
博多ﾘﾊﾞﾚｲﾝ機械更新工事 福　岡 サインライフ 除害処理 300㎥／日 BOD－300
ｱｲﾗﾝﾄﾞｼﾃｨ地区防火水槽 福　岡 福岡東建設 防火水槽配管工事
トヨタ自動車苅田工場 福　岡 フジクリーン 浄化槽 35㎥／日 BOD－20
天水中学校増築工事 熊　本 五洋建設㈱ 浄化槽 35㎥／日 BOD－20
御笠川流域排水処理棟 福　岡 明和プラント 浄化槽 2500㎥／日 BOD－20
ﾗﾎﾟｰﾙ就労支援風の丘 福　岡 ㈱長利建設 浄化槽 7.0㎥／日 BOD－20
宇美町衛生ｾﾝﾀｰ 福　岡 ㈱荒木設備 雨水中水 7.2㎥／h
宇美町地域交流ｾﾝﾀｰ 福　岡 西日本ｸﾘｽﾀﾙ 雨水中水 2.0㎥／h
老人ﾎｰﾑことぶき園改修 鹿児島 五洋建設㈱ 浄化槽 70.0㎥／日 BOD－20
DCﾙｸﾙ脱臭装置改造工事 福　岡 西日本整水㈱ 浄化槽・中水 1700㎥／日 BOD－10
ﾅｶﾊﾀｾﾙﾌ後藤寺SS 福　岡 ㈱セイケン 浄化槽 4.2㎥／日 BOD－20
神園マンション 福　岡 ㈲青山工業 浄化槽 6.0㎥／日 BOD－20
ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ志摩店 福　岡 安藤建設㈱ 浄化槽 330㎥／日 BOD－10
秋月旅館清流庵 福　岡 ㈲トウセツ 浄化槽 48.0㎥／日 BOD－20
老人ﾎｰﾑｻﾝｳﾞｨﾚｯｼﾞ三愛 福　岡 ㈱九電工 浄化槽 9.0㎥／日 BOD－20
赤池団地建替工事 福　岡 鈴木設備機器 浄化槽 54.0㎥／日 BOD－20
ｲｵﾝ八幡東ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 福　岡 大成設備㈱ 厨房除害 280㎥／日 BOD－200
ふくおか醸造会館事務所棟 福　岡 ㈱菱熱 浄化槽 20.0㎥／日 BOD－20
                       休憩棟 浄化槽 1.4㎥／日 BOD－20
ｲｵﾝ伊都ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰA棟 福　岡 日立ﾌﾟﾗﾝﾄﾃｸﾉ㈱ 厨房除害 150㎥／日 BOD－200
ｲｵﾝ伊都ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰB棟 福　岡 日立ﾌﾟﾗﾝﾄﾃｸﾉ㈱ 厨房除害 100㎥／日 BOD－200
ｹｱﾊｳｽ菜和会 福　岡 五洋建設㈱ 浄化槽 16.0㎥／日 BOD－20
ＭＧＭ苅田店 福　岡 ㈱葵設備工業 浄化槽 49.0㎥／日 BOD－20

工事納入実績



納　入　先　 所在地 契　約　先 種　類 処理能力 水　質

いすず自動車飯塚支店 福　岡 ㈱鈴木建設 浄化槽 8.0㎥／日 BOD－10
なのみ園新築工事 福　岡 ㈱間組 浄化槽 8.4㎥／日 BOD－20
石津アパート 福　岡 久栄設備工業㈱ 浄化槽 17.0㎥／日 BOD－20
福間東中学校給食施設新築工事 福　岡 ㈱篠崎建設 学校給食排水 15.8㎥／日 BOD－20
福間中学校給食施設新築工事 福　岡 ㈱井上建設 学校給食排水 21.9㎥／日 BOD－20
谷茶の丘特別養護老人ﾎｰﾑ 沖　縄 高砂熱学工業㈱ 浄化槽 66.0㎥／日 BOD－10
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｼﾃｨ嘉島 熊　本 水工ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 除害設備 350㎥／日 BOD－600
周船寺病院増改築工事 福　岡 戸田建設㈱ 中　水 30.0㎥／日 BOD－10
福岡亀の井ﾎﾃﾙ新築工事 福　岡 西日本整水㈱ 中　水 23.0㎥／日 BOD－10
豊田合成九州工場 佐　賀 壽化工機㈱ 浄化槽 42.0㎥／日 BOD－20

工場排水 278.0㎥／日 BOD－20
水産物荷捌き施設新築工事 長　崎 ㈱大長 浄化槽 3.6㎥／日 BOD－20

排　水 30.0㎥／日 BOD－20
トヨテツ福岡 福　岡 間組㈱ 浄化槽 30.0㎥／日 BOD－20
ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ（ﾊｰﾄﾞｵﾌ棟） 佐　賀 安藤建設㈱ 浄化槽 30.0㎥／日 BOD－20
ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ東与賀店 佐　賀 安藤建設㈱ 浄化槽躯体 350.0㎥／日 BOD－20

日立ﾃｸﾉﾌﾟﾗﾝﾄ㈱ 機械設備 350.0㎥／日 BOD－20
老人ﾎｰﾑ　風和の里 長　崎 安藤建設㈱ 浄化槽 18.0㎥／日 BOD－20
古賀ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｾﾝﾀｰ 福　岡 トーケミ 浴場循環 212.0㎥／h 他4基

井水ろ過装置 10.0㎥／h －
福岡盲導犬協会訓練ｾﾝﾀｰ 福　岡 安藤建設 浄化槽 18.0㎥／日 BOD－20

家畜排水 8.40㎥／日 BOD－20
川嶌病院増築工事 大　分 カッパー化成 浄化槽 12.0㎥／日 BOD－20
津屋崎漁港放置艇収容施設 福　岡 光栄建工社 浄化槽 5.0㎥／日 BOD－20
慶明会サンクリニック 宮　崎 大成建設・高砂熱学 浄化槽 98.0㎥／日 BOD－20
城島中学校改築工事 福　岡 大化プラント 浄化槽 23.5㎥／日 BOD－10
和白病院増築工事 福　岡 三機工業 浄化槽 26.0㎥／日 BOD－10

除害処理 34.0㎥／日 下水道基準
東部地区ごみ中継施設 長　崎 五洋建設 浄化槽 2.0㎥／日 －
曲渕地区処理施設等脱水機等改修工事 福　岡 福岡市 農業集落排水 111㎥／日 BOD－10
曲渕活性炭取替工事 福　岡 福岡市 農業集落排水 111㎥／日 BOD－10
創価学会ﾒﾓﾘｱﾙﾊﾟｰｸ建設工事（その1） 大　分 創価学会・三井住友建設 浄化槽 92.0㎥／日 BOD－20
ちとせや夜須店 福　岡 大管工業 浄化槽 20.0㎥／日 BOD－20
創価学会田川南会館 福　岡 九電工・北九州設備 浄化槽 5.0㎥／日 BOD－20
あつまるレイク 熊　本 大成設備 浄化槽 94.5㎥／日 BOD－20
ヒロカネ中水 福　岡 九電工 中　水 － BOD－10
中村整形外科 福　岡 西鉄建設 浄化槽 42.0㎥／日 BOD－20
ｿﾆｰ熊本増築工事 熊　本 九電工・肥後設備 除害設備 186㎥／日 BOD－150
西有田庁舎合併 佐　賀 東洋熱工業 浄化槽 49.0㎥／日 BOD－20
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｼﾃｨ粕屋 福　岡 大成建設 浄化槽・中水 1700.0㎥／日 BOD－10
塩谷製菓 大　分 石橋興産 工場排水処理 20.0㎥／日 BOD－20
中国木材ﾗﾐﾅｰ工場 佐　賀 五洋建設 浄化槽 12.6㎥／日 BOD－20
川嶌病院 大　分 カッパー化成 浄化槽 12.0㎥／日 BOD－20
直方事務所庁舎 福　岡 扶桑建設工業 浄化槽 39.6㎥／日 BOD－20
国見町文化ﾎｰﾙ・図書館 長　崎 五洋建設 浄化槽 35.5㎥／日 BOD－20
創価学会島原平和会館 長　崎 斎久工業 浄化槽 9.0㎥／日 BOD－20
千代団地 福　岡 サン建 浄化槽 － －
三和町共同住宅 長　崎 五洋建設 浄化槽 46.0㎥／日 BOD－20
津屋崎学校給食ｾﾝﾀｰ 福　岡 日比谷総合設備 学校給食排水 54.0㎥／日 下水道放流
伊藤ハム㈱九州工場 佐　賀 松下環境空調ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 工場排水処理 250㎥／日 BOD－20
三橋町図書館・公民館 福　岡 鹿福設備 浄化槽 18.1㎥／日 BOD－20
さくらの里ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 長　崎 日本冷熱 浄化槽 200㎥／日 BOD－20
花立山温泉新築工事 福　岡 山正産業 浄化槽 200㎥／日 BOD－20
志免町福祉ｾﾝﾀｰ 福　岡 ダイダン 浴場循環 30㎥／h×2基

　2㎥／h×2基
10㎥／h×2基

中津ﾚｲﾝﾎﾞｰｼｽﾃﾑ 大　分 クロサキ 井水+脱Fe脱Mn処理 200.0㎥／日
西有家図書館公民館 長　崎 朝日工業社 浄化槽 56.0㎥／日 BOD－20
英彦山病院ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 福　岡 西部建設 浄化槽 9.2㎥／日 BOD－20
日本水産㈱伊万里油飼工場 佐　賀 五洋建設 浄化槽 4.2㎥／日 BOD－20
光泉荘増改築工事 福　岡 五洋建設 浄化槽 10.0㎥／日 BOD－20
曲渕活性炭取替工事 福　岡 福岡市 農業集落排水 111㎥／日 BOD－10
中国木材伊万里ｾﾝﾀｰ 佐　賀 五洋建設 浄化槽 2.0㎥／日 BOD－20
松尾ｾﾝﾄﾗﾙｷｯﾁﾝ 佐　賀 ｹｲｴﾙﾌﾟﾗﾝﾄ 排水処理 120㎥／日 BOD－20
飯盛町ふれあい交流ｾﾝﾀｰ 長　崎 ダイダン 浄化槽 84.0㎥／日 BOD－20
福岡工業大学学生寮 福　岡 竹中工務店 浄化槽 66.0㎥／日 BOD－20
福岡県公営住宅宅間田団地 福　岡 福岡県 浄化槽 60.0㎥／日 BOD－10
平岡学園豊味寮 福　岡 きんでん 浄化槽 6.4㎥／日 BOD－20
ＬＰＧ福島基地 福　岡 安藤建設 浄化槽 24.0㎥／日 BOD－20
松岡病院 福　岡 安藤建設 浄化槽 110㎥／日 BOD－20
チロリアン穂波工場 福　岡 チロリアン 工場排水 10.0㎥／日 BOD－10
西日本明星 福　岡 ｹｲｴﾙﾌﾟﾗﾝﾄ 工場排水 50.0㎥／日 BOD－15
南串中学校 長　崎 誠和工業 浄化槽 15.0㎥／日 BOD－20
佐賀ブロイラー 佐　賀 五洋建設 工場排水 200㎥／日 BOD－20
方城中学校合併式浄化槽 福　岡 浄新 浄化槽 18.0㎥／日 BOD－20
中津第一病院　浄化槽 大　分 安藤建設 浄化槽 180㎥／日 BOD－10



納　入　先　 所在地 契　約　先 種　類 処理能力 水　質

　　　　　　　　　　透析排水 大　分 安藤建設 透析排水 35.0㎥／日 BOD－10
須恵町ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ 福　岡 大本組 浄化槽 59.0㎥／日 BOD－10
志免総合運動公園公衆便所 福　岡 松尾建設 浄化槽 6.4㎥／日 BOD－10
添田町滞在型宿泊施設 福　岡 間組 浄化槽 60.0㎥／日 BOD－20
かすや　やすらぎ会館斎場 福　岡 九州日立空調 浄化槽 10.0㎥／日 BOD－20
川内市天辰平佐住宅 鹿児島 エコロン 浄化槽 103㎥／日 BOD－30
厳原・美津島斎場 長　崎 五洋建設 浄化槽 19.4㎥／日 BOD－10
田川療養所中水 長　崎 清水建設 中　水 25.0㎥／日 COD－20
日本環境衛生ｾﾝﾀｰ 福　岡 大成サービス 排水処理 6.0㎥／日 ph5.7～8.7
飯盛町学校給食ｾﾝﾀｰ 長　崎 五洋建設 浄化槽 3.6㎥／日 BOD－20

排水処理 20.0㎥／日 BOD－20
白十字病院中水 福　岡 大橋ｴｱｼｽﾃﾑ 雑用水施設 34.0㎥／日 COD－30
住特フェライト 福　岡 クロサキ 工場排水 8.0㎥／Hr BOD－30
山下ﾋﾞﾙ合併 広　島 間組 浄化槽 10.0㎥／日 BOD－20
ｿﾆｰ熊本除害施設 熊　本 九電工 除害施設 100㎥／日 BOD－150
太平環境科学ｾﾝﾀｰ 福　岡 五洋建設 排水処理 20.0㎥／日 ph5～11
黒崎再開発除害処理施設 福　岡 大成設備 除害施設 225㎥／日 下水道放流-300

学会与論会館 鹿児島 九電工 浄化槽+蒸発散 3.5㎥／日 BOD－20
久留米ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 福　岡 梅林建設 浄化槽 90.0㎥／日 BOD－20
ﾘﾊﾞﾚｲﾝ改修工事 福　岡 大成サービス 除害施設 300㎥／日 下水道放流-300

休暇村　蒜山高原 広　島 (財)休暇村協会 浴場循環ろ過装置 17.0㎥／日×2基
三池病院Ｂ型 福　岡 三井鉱山 浄化槽 5.6㎥／日 BOD－20
平岡調理専門学校 福　岡 間組 浄化槽 21.0㎥／日 BOD－20
日本精工3号棟 福　岡 大成設備 浄化槽 36.0㎥／日 BOD－10
特老若久園 福　岡 間組 浄化槽 67.0㎥／日 BOD－20
星野温泉池の山荘 福　岡 大藪組 浄化槽 35.0㎥／日 BOD－20
ＪＡあさくら一品香 福　岡 梶原建設 浄化槽 60.0㎥／日 BOD－10
福田公民館 福　岡 甘木市 浄化槽 10.0㎥／日 BOD－20
祐徳薬品工業開発棟 佐　賀 大成建設 浄化槽 3.2㎥／日 BOD－20
ＪＡ宮崎葬祭場 宮　崎 九電工 浄化槽 48.0㎥／日 BOD－20
城ヶ崎病院 熊　本 熊野組 浄化槽 13.0㎥／日 BOD－20
聖母園増築工事 福　岡 竹中工務店 浄化槽 9.0㎥／日 BOD－10
萩町　萩野里温泉ｾﾝﾀｰ 大　分 タカタ水処理 浴場循環ろ過装置 42.0㎥／日×2基
丘の家 長　崎 安藤建設 浄化槽 12.0㎥／日 BOD－20
ﾊｲﾊﾟｰﾓｰﾙﾒﾙｸｽ宇佐 大　分 三井鉱山 浄化槽 130㎥／日 BOD－10
全国ﾓｰﾀｰﾎﾞｰﾄ競走会 福　岡 大成建設JV 浄化槽 75.0㎥／日 BOD－ 5
連合会　やまと競艇学校 池ろ過 25000㎥／日 Ｔ-Ｎ-3
同活魚生け簀施設 福　岡 大成建設JV 活魚生簀 30.0㎥／日 循環処理
福岡市鮮魚市場西売場棟 福　岡 大成建設JV 海水浄化 2000.0㎥／日 －
ｱﾙｺｽ本社兼物流ｾﾝﾀｰ 福　岡 大橋ｴｱｼｽﾃﾑ 浄化槽 20.0㎥／日 BOD－10
新宮ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 福　岡 空研工業 浄化槽 98.0㎥／日 BOD－20
由布梅園 大　分 三信工業 浄化槽 83.0㎥／日 BOD－10
本願寺長崎会館 長　崎 大成建設 浄化槽 13.5㎥／日 BOD－20
津屋崎総合福祉会館 福　岡 進興設備 浄化槽 31.0㎥／日 BOD－ 5
粕屋南病院 福　岡 清水建設 透析排水 6.6㎥／日 BOD－ 2
三池病院 福　岡 三井鉱山 浄化槽 140.6㎥／日 BOD－20
宿毛市体育館 高　知 三建設備 浄化槽 105㎥／日 BOD－20
秋月公民館 福　岡 甘木市 浄化槽 15.0㎥／日 BOD－20
エバーライフ筑紫野 福　岡 西原衛生工業所 浄化槽 111㎥／日 BOD－20
エバーライフ筑紫野 福　岡 熊谷組 浄化槽 111㎥／日 BOD－20
恵風苑（特老） 福　岡 恵風苑 浴場循環ろ過装置 20.0㎥／日×2基
しゃくなげ荘 福　岡 毛利建設 浄化槽 24.0㎥／日 BOD－10
イサハヤ電子 長　崎 五洋建設 浄化槽 32.5㎥／日 BOD－20
大内光輪保育園 山　口 蔦工務店 浄化槽 8.0㎥／日 BOD－ 5
木本クリニック 山　口 蔦工務店 浄化槽 32.2㎥／日 BOD－20
中野医院 福　岡 戸田建設 透析排水 11.0㎥／日 BOD－20
ランドゥール柳川 福　岡 三鉱建設 浄化槽 27.0㎥／日 BOD－10
直方生涯学習センター 福　岡 佐々木興産 浄化槽 140㎥／日 BOD－20
さくらじま荘 鹿児島 タカタ水処理 浴場循環ろ過装置 40.0㎥／日×2基
田川斎場 福　岡 成定建設 浄化槽 14.0㎥／日 BOD－20
雁の巣病院 福　岡 松井建設 雨水中水 200㎥／日 －
川嶌病院 大　分 カッパー化成 浄化槽 36.0㎥／日 BOD－20
大久保病院 大　分 協栄工業 浄化槽 130㎥／日 BOD－10
ソニー諫早 長　崎 大成建設 浄化槽 30.0㎥／日 BOD－18
郡山運動公園 鹿児島 エコロン 浄化槽 120㎥／日 BOD－20
福岡銀行上陽町支店 福　岡 九電工 浄化槽 40人槽 BOD－60
ペットボトル槽 福　岡 九電工 浄化槽 6.0㎥／日 BOD－20
安芸津公団 広　島 間組 浄化槽 47.0㎥／日 BOD－20
宮之城寿屋ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 鹿児島 大氣社 浄化槽 115㎥／日 BOD－30
福生苑 佐　賀 佐電工 浄化槽 28.0㎥／日 BOD－20
新宮トミヤマ 福　岡 トミヤマ 浄化槽 30.0㎥／日 BOD－20
竹田会館 大　分 大成設備 浄化槽 3.5㎥／日 BOD－20
上岩田小郡公園 福　岡 佐田住設 浄化槽 5.0㎥／日 BOD－10
前田医院 長　崎 西日本ﾍﾟﾝﾀﾋﾞﾙﾀﾞｰｽﾞ 浄化槽 46.0㎥／日 BOD－20
横浜冷凍 長　崎 西日本ﾍﾟﾝﾀﾋﾞﾙﾀﾞｰｽﾞ 工場排水 150㎥／日 下水道基準
安本医院 福　岡 立石工務店 浄化槽 16.0㎥／日 BOD－20



納　入　先　 所在地 契　約　先 種　類 処理能力 水　質

太田医院 佐　賀 大林組 浄化槽 153㎥／日 BOD－20
溝上病院 佐　賀 松尾建設 浄化槽 65.0㎥／日 BOD－60
南有馬原城 長　崎 水工 浄化槽 107㎥／日 BOD－20
小郡市上岩田工業団地 福　岡 佐田住設 浄化槽 5.5㎥／日 BOD－10
アスパル大崎(道の駅） 鹿児島 タカタ水処理 浴場循環ろ過装置 37.0㎥／日×2基
ﾀﾞｲｴｰﾊｲﾊﾟｰﾏｰﾄ須恵店 福　岡 銭高組 浄化槽 180㎥／日 BOD－10
ＪＡ甘木スーパー 福　岡 八千代建設 浄化槽 52.0㎥／日 BOD－10
有明庁舎 長　崎 大成建設 浄化槽 118㎥／日 BOD－20
祐徳薬品 佐　賀 大成設備 浄化槽 18.0㎥／日 BOD－20
中間遠賀医師会館 福　岡 熊谷組 浄化槽 13.0㎥／日 BOD－20
梅の花 佐　賀 間組 浄化槽 134㎥／日 BOD－20
泉川病院 長　崎 ダイダン 透析排水 17.5㎥／日 BOD－20
泉川病院 長　崎 ダイダン 浄化槽 111㎥／日 BOD－20
坂本病院 山　口 ケイテック 透析排水 12.3㎥／日 BOD－20
萩国際大学 山　口 ケイテック 浄化槽 120㎥／日 BOD－20
千石西濃運輸 福　岡 西日本ﾍﾟﾝﾀﾋﾞﾙﾀﾞｰｽﾞ 浄化槽 36.75㎥／日 BOD－ 5
福岡空港ビル 福　岡 九電工 除害施設・中水再利用 360㎥／日 下水道基準
曲渕農集（第2期） 福　岡 福岡市 高度処理 111㎥／日 BOD－ 5
竹田クリニック 大　分 大成設備 透析排水 43.0㎥／日 BOD－20
福岡研修道場 福　岡 斉久工業 浄化槽 1.0㎥／日 BOD－20
若菜 福　岡 若菜 工場排水 45.0㎥／日 BOD－20
シンレキ工業 福　岡 間組 浄化槽 2.0㎥／日 BOD－20
エバーライフリオ筑紫野 福　岡 太平工業 浄化槽 111㎥／日 BOD－20
長尾病院 福　岡 大成建設 中水道・透析排水 ㎥／日 BOD－10
水巻団地 福　岡 水工 浄化槽 100㎥／日 BOD－10
玖珠農山村活用施設 大　分 カッパー化成 浄化槽 17.0㎥／日 BOD－20
ロフティ小郡 福　岡 不動建設 浄化槽 65.0㎥／日 BOD－10
下川端再開発事業 福　岡 大成設備 除害施設 300㎥／日 BOD－400
日本精工九州工場 福　岡 大氣社 浄化槽 18.6㎥／日 BOD－20
須恵農集 福　岡 浅沼組 農業集落排水 140㎥／日 BOD－10
古賀市学校給食センター 福　岡 須賀工業 除害施設 151㎥／日 下水道基準
ＭＫ施設 福　岡 共和化工 農業集落排水 338㎥／日 BOD－20
内之浦温泉センター 鹿児島 タカタ水処理 浴場循環ろ過装置 12.0㎥／日×2基
能塚医院 長　崎 菱熱 浄化槽 18.0㎥／日 BOD－20
鳥栖団地 佐　賀 三井鉱山 浄化槽 440㎥／日 BOD－20
キリンビール西通ビル 福　岡 アシスト 除害施設 7.0㎥／日 下水道基準
三菱重工阿蘇保養所 熊　本 飯塚電気 浄化槽 38.0㎥／日 BOD－20
美祢市入浴交流施設 山　口 中電工 浄化槽 58.0㎥／日 BOD－20
城島町複合文化施設 福　岡 三井鉱山 浄化槽 100㎥／日 BOD－20
吉野プラスチック 大　分 大氣社 浄化槽 19.0㎥／日 BOD－20
田川病院 福　岡 九電工 浄化槽 120㎥／日 BOD－20
小浜リゾートマンション 長　崎 五洋建設 浄化槽 26.0㎥／日 BOD－20
国道385号簡易PA 福　岡 那珂土木事務所 浄化槽 5.5㎥／日 BOD－10
シーサイド1 長　崎 宅島建設 浄化槽 70.0㎥／日 BOD－20
キリンビアファーム 福　岡 千代田工業所 浄化槽 83.0㎥／日 BOD－ 5
添田老人ホーム 福　岡 間組 浄化槽 24.0㎥／日 BOD－20
池井病院追加 宮　崎 間組 透析排水 115㎥／日 BOD－30
池井病院 宮　崎 間組 浄化槽 115㎥／日 BOD－30
春日自衛隊 福　岡 浅野工事 上水処理装置 － －
休暇村　志賀島 福　岡 (財)休暇村協会 ﾌﾟｰﾙ循環ろ過装置 80.0㎥／日×2基

噴水設備
宮崎県立日南病院 宮　崎 寿化工機 医療排水処理 30.0㎥／日 BOD－10
石垣ホテル 沖　縄 大成建設 浄化槽 36.0㎥／日 BOD－20
丸美屋南関工場 熊　本 大成建設 工場排水処理施設 520㎥／日 BOD－20
日田中央病院 大　分 大成建設 透析排水 34.0㎥／日 下水道放流　400

下前クリニック 長　崎 小松化成 透析排水 22.0㎥／日 BOD－20
島原南風楼（第2期） 長　崎 星野建設 浄化槽 82.4㎥／日 BOD－20
友愛園 宮　崎 九電工 浄化槽 15.0㎥／日 BOD－20
清武町文化ホール 宮　崎 小松化成 浄化槽 104㎥／日 BOD－20

福　岡 佐藤組 浄化槽 36.0㎥／日 BOD－20
小郡学園 福　岡 ＮＡ開発 浄化槽 34.0㎥／日 BOD－10
筋湯観光ホテル 大　分 光綜合工業 浄化槽 － －
渡辺コーポ 福　岡 間組 浄化槽 18.0㎥／日 BOD－30
シオンパストラル 長　崎 双峰設備 浄化槽 14.0㎥／日 BOD－20
福生園 福　岡 福岡環境保全 浄化槽 16.0㎥／日 BOD－10
スーパーＳＥＮＴＯ 佐　賀 森六 浄化槽 35.0㎥／日 BOD－30
はがくれの里 佐　賀 佐電工 浄化槽 21.0㎥／日 BOD－20
日本アムウェイ 福　岡 三機工業 浄化槽 20.0㎥／日 BOD－20
偕楽荘 福　岡 三建設備 浄化槽 37.0㎥／日 BOD－10
大城会館 熊　本 三菱建設 浄化槽 7.0㎥／日 BOD－20
久山大丸会館 福　岡 圓建設 浄化槽 15.0㎥／日 BOD－ 5
ｻﾝｼｬｲﾝｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 宮　崎 間組 浄化槽 57.0㎥／日 BOD－10
カサデヴィエント 福　岡 大成建設 浄化槽 43.0㎥／日 BOD－10
川嶌医院 大　分 カッパー化成 浄化槽 23.0㎥／日 BOD－20
富田産婦人科医院 福　岡 松尾建設 浄化槽 21.0㎥／日 BOD－10
雇用促進行橋センター 福　岡 九電工 浄化槽 16.0㎥／日 BOD－10
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老健うらうめ 福　岡 五洋建設 浄化槽 26.0㎥／日 BOD－ 5
唐津老健のぞみ 佐　賀 大成建設 浄化槽 41.0㎥／日 BOD－20
聖母園ショートスティ 福　岡 九電工 浄化槽 5.0㎥／日 BOD－10
添田町ふれあいの館 福　岡 三井建設 浄化槽 55.0㎥／日 BOD－20
菊池園 福　岡 松尾建設 浄化槽 8.0㎥／日 BOD－20
九重町運動公園 大　分 小倉建設 浄化槽 7.5㎥／日 BOD－60
日赤病院寮 福　岡 守谷組 浄化槽 5.0㎥／日 BOD－20
安岡病院 山　口 間組 浄化槽 60.0㎥／日 BOD－20
鹿児島空港ビル 鹿児島 ダイダン 浄化槽 9.0㎥／日 BOD－20
長浜医院 鹿児島 九電工 浄化槽 15.0㎥／日 BOD－60
高千穂会館 宮　崎 志多組 浄化槽 5.0㎥／日 BOD－20
秋山医院 佐　賀 間組 浄化槽 8.0㎥／日 BOD－20
大岩外科 福　岡 安藤建設 浄化槽 22.0㎥／日 BOD－10
福岡都市圏老人ホーム 福　岡 九電工 浄化槽 70.0㎥／日 BOD－10
曲渕農集排水 福　岡 福岡市 農業集落排水 111㎥／日 BOD－10
津屋崎共同住宅 福　岡 ﾃｸﾉｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 浄化槽 45.0㎥／日 BOD－10
サンライフ陽光苑 福　岡 大成建設 浄化槽 96.0㎥／日 BOD－10
筑紫野会館 福　岡 ダイダン 浄化槽 15.0㎥／日 BOD－30
山形屋姶良店 鹿児島 大成建設 浄化槽 7.0㎥／日 BOD－20
しゃくなげ荘 福　岡 姫野木材 管工事 － －
カースル 福　岡 大侑 浄化槽 15.0㎥／日 BOD－30
愛苦修道会 福　岡 竹中工務店 浄化槽 3.0㎥／日 BOD－10
田口ビル 長　崎 大成建設 浄化槽 21.0㎥／日 BOD－20
西尾脳神経外科 福　岡 松尾建設 浄化槽 25.0㎥／日 BOD－10
大平村老健センター 福　岡 間組 浄化槽 20.0㎥／日 BOD－20
新泉荘 福　岡 間組 浄化槽 90.0㎥／日 BOD－20
カンパーナホテル 長　崎 日本国土開発 浄化槽 120㎥／日 BOD－20
渓和園 大　分 九電工 浄化槽 36.0㎥／日 BOD－60
原三信病院 福　岡 寿化工機 医療排水処理 10.0㎥／日 BOD－20
添田町酒工場 福　岡 添田町 工場排水 45.0㎥／日 BOD－10
古賀プラザ 福　岡 旭工務店 浄化槽 54.0㎥／日 BOD－10
上五島会館 長　崎 菱重興産 浄化槽 5.0㎥／日 BOD－20
串間農業集落排水 宮　崎 浅野工事 農業集落排水 33.5㎥／日 BOD－20
グランドパレス新宮 福　岡 多田建設 浄化槽 75.0㎥／日 BOD－20
江迎町文化会館 長　崎 大裕建設 浄化槽 42.0㎥／日 BOD－20
ホンダ太陽日出工場 大　分 九電工 浄化槽 30.0㎥／日 BOD－60
コアーマンション 福　岡 鹿島建設 浄化槽 28.0㎥／日 BOD－60
喜界島会館 鹿児島 松尾建設 浄化槽 2.0㎥／日 無放流式
京セラホテル 鹿児島 大成建設 浄化槽 785㎥／日 BOD－20
宮司マンション 福　岡 大成設備 浄化槽 14.0㎥／日 BOD－10
久山町営住宅 福　岡 旭硝子ｴﾝｼﾞﾆｱ 浄化槽 25.0㎥／日 BOD－ 5
サンヒル清武 宮　崎 間組 浄化槽 40.0㎥／日 BOD－20
鹿島会館 佐　賀 松尾建設 浄化槽 6.0㎥／日 BOD－20
串間会館 宮　崎 志多組 浄化槽 7.0㎥／日 BOD－20
行橋総合福祉センター 福　岡 須賀工業 浄化槽 75.0㎥／日 BOD－10
モントーレ周船寺 福　岡 安藤建設 浄化槽 19.0㎥／日 BOD－20
福岡県梅林団地 福　岡 福岡県 浄化槽 64.0㎥／日 BOD－20
人吉ダム工事 熊　本 清水建設 管工事 － －
九州変圧器社員寮 福　岡 安藤建設 浄化槽 20.0㎥／日 BOD－60
松ヶ江病院第2期 福　岡 前田建設 浄化槽 17.0㎥／日 BOD－20
津屋崎勝浦小学校 福　岡 阿部建設 浄化槽 15.0㎥／日 BOD－10
山口外科医院 長　崎 中央商工 浄化槽 22.0㎥／日 BOD－20
津屋崎町立公園 福　岡 ヨシミ工務店 浄化槽 3.0㎥／日 BOD－ 5
光華楼　寮 福　岡 安藤建設 浄化槽 12.0㎥／日 BOD－30
大分社会保険センター 大　分 旭硝子ｴﾝｼﾞﾆｱ 浄化槽 52.0㎥／日 BOD－10
浮羽ホテル 大　分 間組 浄化槽 50.0㎥／日 BOD－10
野口脳神経医院 佐　賀 松尾建設 浄化槽 30.0㎥／日 BOD－20
老健エバーグリーン 佐　賀 大成建設 浄化槽 36.0㎥／日 BOD－20
河野病院 福　岡 安藤建設 浄化槽 60.0㎥／日 BOD－10
小郡市城山公園 福　岡 古柳建設 浄化槽 5.0㎥／日 BOD－10
なのみ園 福　岡 レックス 浄化槽 25.0㎥／日 BOD－20
山下医院 福　岡 戸田建設 透析排水 30.0㎥／日 BOD－20
山下医院 福　岡 戸田建設 浄化槽 25.0㎥／日 BOD－20
鹿本町農業集落排水 熊　本 浅野工事 農業集落排水 127㎥／日 BOD－20
鞍手共立病院 福　岡 間組 浄化槽 21.0㎥／日 BOD－20
福岡市早良体育館 福　岡 福岡市 中水再利用 15.0㎥／日 BOD－10
島原市仁田団地 長　崎 浅野工事 浄化槽 250㎥／日 BOD－20
湯庵ひらやま 長　崎 平山旅館 浄化槽 70.0㎥／日 BOD－20
三重会館 大　分 後藤組 浄化槽 5.0㎥／日 BOD－20
昭和老健センター 福　岡 片山組 浄化槽 30.0㎥／日 BOD－10
益城病院 熊　本 ダイダン 浄化槽 40.0㎥／日 BOD－60
春日大野終末処分場 福　岡 鹿島ｱｸｱﾃｯｸ 浸水処理 700㎥／日 下水道放流
平岡学園 福　岡 間組 浄化槽 13.0㎥／日 BOD－20
添田町しゃくなげ荘 福　岡 橋詰工務店 浄化槽 45.0㎥／日 BOD－10
豊前葬場 福　岡 共和建設 蒸発散 5.0㎥／日 無放流式
福岡子供の家 福　岡 日本国土開発 蒸発散 10.0㎥／日 無放流式
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福岡子供の家 福　岡 日本国土開発 浄化槽 30.0㎥／日 BOD－ 5
前田医院 長　崎 五洋建設 透析排水 27.0㎥／日 BOD－20
前田医院 長　崎 五洋建設 浄化槽 35.0㎥／日 BOD－20
ニシム富士研修所 佐　賀 フソウ開発 浄化槽 20.0㎥／日 BOD－20
フジケミカル 福　岡 安藤建設 浄化槽 1.0㎥／日 BOD－10
愛燐園　第2期 熊　本 飯塚電気 浄化槽 22.0㎥／日 BOD－60
田川東高校 福　岡 福岡県 浄化槽 75.0㎥／日 BOD－10
宮崎内科医院 福　岡 宮崎市 浄化槽 4.0㎥／日 BOD－20
志布志会館 鹿児島 松尾建設 浄化槽 7.0㎥／日 BOD－20
久留米運送福岡インター 福　岡 西日本設備 浄化槽 41.0㎥／日 BOD－20
ホテルビアントス社員寮 佐　賀 大成建設 浄化槽 21.0㎥／日 BOD－20
聖母園 福　岡 三建設備 浄化槽 4.0㎥／日 BOD－10
朝日生命ビル 福　岡 安藤建設 浄化槽 2.5㎥／日 BOD－20
野口医院 佐　賀 フソウ開発 浄化槽 16.0㎥／日 BOD－20
千々石町老健センター 長　崎 誠和工業 浄化槽 20.0㎥／日 BOD－20
芦北農業集落処理 熊　本 清水建設 農業集落排水 945㎥／日 BOD－20
鷹島町営モンゴル村 長　崎 間組 浄化槽 40.0㎥／日 BOD－20
九重町展望台 大　分 松井組 浄化槽 13.0㎥／日 BOD－20
伊集院会館 鹿児島 浅沼組 浄化槽 7.0㎥／日 BOD－20
ホテルパール 佐　賀 豊栄建設 浄化槽 34.0㎥／日 BOD－20
サンレモホスピタル 長　崎 間組 浄化槽 75.0㎥／日 BOD－ 5
ＮＴビル 福　岡 菱熱 中水再利用 15.0㎥／日 BOD－10
ゼネラルビル 福　岡 鹿島建設 中水再利用 12.0㎥／日 BOD－30
ふる里交流センター 長　崎 日本国土開発 浄化槽 50.0㎥／日 BOD－20
湯布院研修所 大　分 松尾建設 浄化槽 9.1㎥／日 BOD－20
ヒロカネ 福　岡 九電工 中水再利用 27.0㎥／日 BOD－10
海岸通公園 福　岡 ヨシミ工務店 浄化槽 3.0㎥／日 BOD－ 5
大牟田市立病院 福　岡 寿化工機 医療排水処理 700㎥／日 BOD－20
小郡市七夕会館 福　岡 トーヨコ理研 浄化槽 45.0㎥／日 BOD－10
鞍手ゴルフ場 福　岡 大成建設 浄化槽 5.2㎥／日 BOD－ 5
西福運輸 福　岡 古屋工業所 浄化槽 4.0㎥／日 BOD－20
福山通運佐世保 長　崎 旭硝子ｴﾝｼﾞﾆｱ 浄化槽 12.0㎥／日 BOD－20
沖縄研修道場 沖　縄 鹿島建設 浄化槽 75.0㎥／日 BOD－10
ベネコーポ山鹿 熊　本 安藤建設 浄化槽 12.0㎥／日 BOD－20
豊田合成 佐　賀 寿化工機 工場排水 18.0㎥／日 BOD－20
甘木小学校 福　岡 旭硝子ｴﾝｼﾞﾆｱ 合　併 57.0㎥／日 BOD－ 5
福山通運甘木 福　岡 旭硝子ｴﾝｼﾞﾆｱ 合　併 15.0㎥／日 BOD－10
ニュー基山マンション 佐　賀 多田建設 合　併 50.0㎥／日 BOD－20
信愛クリニック 福　岡 重松クリニック 透析排水処理 25.0㎥／日 BOD－60
信愛クリニック 福　岡 重松クリニック 浄化槽 18.0㎥／日 BOD－60
北九　森田あられ屋 福　岡 ハンダ設備 工場排水 70.0㎥／日 BOD－20
あんずの里運動公園 福　岡 ヨシミ工務店 浄化槽 3.0㎥／日 BOD－ 5
ホテル　昇陽館 熊　本 藤原組 浄化槽 65.0㎥／日 BOD－60
トヨタ自動車社員寮 福　岡 大成建設 浄化槽 15.0㎥／日 BOD－30
警固小学校 福　岡 福岡市 中水再利用 21.0㎥／日 BOD－20
津屋崎小学校 福　岡 ヨシミ工務店 浄化槽 12.0㎥／日 BOD－20
宮地嶽公衆トイレ 福　岡 ヨシミ工務店 浄化槽 2.0㎥／日 BOD－ 5
玖珠ｸﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞ第2期 大　分 ハンダ設備工業 浄化槽 180㎥／日 BOD－30
福岡設備導管事業所 福　岡 熊谷組 中水再利用 8.5㎥／日 BOD－20
北松浦会館 長　崎 長崎西海建設 浄化槽 7.7㎥／日 無放流式
大分南会館 大　分 間組 浄化槽 8.0㎥／日 BOD－20
萬象閣 佐　賀 菱熱 浄化槽 60.0㎥／日 BOD－30
湯の児温泉昇陽館 熊　本 藤原組 浄化槽 65.0㎥／日 BOD－60
愛燐園 熊　本 野中建設 浄化槽 12.0㎥／日 BOD－60
上対馬町総合センター 長　崎 浅沼組 浄化槽 52.0㎥／日 BOD－30
南有馬庁舎 長　崎 松尾建設 浄化槽 50.0㎥／日 BOD－20
八木産婦人科 佐　賀 橋口組 浄化槽 20.0㎥／日 BOD－20
特老ホームもみの木荘 長　崎 もみの木会 浄化槽 30.0㎥／日 BOD－10
川宮クリニック 福　岡 古本建設 透析排水処理 30.0㎥／日 BOD－30
川宮クリニック 福　岡 古本建設 浄化槽 80.0㎥／日 BOD－30
日本たばこ産業　博多ﾋﾞﾙ 福　岡 大成建設 中水再利用 16.0㎥／日 BOD－10
愛野一二三会館 長　崎 宇佐美企画興産 浄化槽 60.0㎥／日 BOD－20
篠栗中学校改修工事 福　岡 浅野工事 浄化槽 100㎥／日 BOD－10
平田産業福岡ビル 福　岡 熊谷組 浄化槽 16.0㎥／日 BOD－60
日出ﾊｲﾃｯｸ第2工場 大　分 安藤建設 浄化槽 12.0㎥／日 BOD－60
空研冷機宮田工場 福　岡 空研工業 浄化槽 13.5㎥／日 無放流式
嬉野温泉肥前夢街道（第2期） 佐　賀 佐賀ｻﾝｵﾌﾞｻﾝ販売 浄化槽 165㎥／日 BOD－20
狭間町農業集落排水2期 大　分 浅野工事 浄化槽 117㎥／日 BOD－20
日本ｵｰﾄﾎﾟﾘｽ第3期 大　分 間組 浄化槽 200㎥／日 BOD－10
福吉病院 福　岡 福吉病院 浄化槽 47.0㎥／日 BOD－20
大分講堂 大　分 佐藤組 浄化槽 16.0㎥／日 BOD－20
エコー九州 福　岡 松井建設 浄化槽 20.0㎥／日 BOD－20
添田町保健センター 福　岡 間組 浄化槽 16.0㎥／日 BOD－20
福岡研修道場第3期 福　岡 鹿島建設 浄化槽 9.0㎥／日 BOD－60
上垣脳神経外科 福　岡 上垣医院 中水再利用 17.4㎥／日 無放流式
中村学園ｾﾐﾅｰﾊｳｽ 佐　賀 間組 浄化槽 36.0㎥／日 脱窒処理　Ｔ-Ｎ3
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隼人文化会館 鹿児島 大成建設 浄化槽 8.0㎥／日 BOD－20
柏原ゴルフ練習場 福　岡 古屋工業所 浄化槽 8.0㎥／日 BOD－20
高鍋文化会館 宮　崎 鹿島建設 浄化槽 7.0㎥／日 BOD－60
中津文化会館 大　分 間組 浄化槽 8.5㎥／日 BOD－20
新栄独身寮 福　岡 大成建設 浄化槽 21.0㎥／日 BOD－20
玖珠ｸﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞ第１期 大　分 ハンダ設備工業 浄化槽 185㎥／日 BOD－30
みさき病院 福　岡 親仁会 浄化槽 110㎥／日 BOD－20
多久会館 佐　賀 浅沼組 浄化槽 5.0㎥／日 無放流式
グランピア鍋島 佐　賀 建築センター 浄化槽 28.0㎥／日 BOD－30
福岡運輸 佐　賀 東海興業 浄化槽 12.0㎥／日 BOD－20
神園マンション 熊　本 多田建設 浄化槽 17.0㎥／日 BOD－60
中村眼科 長　崎 清水建設 浄化槽 30.0㎥／日 BOD－20
久留米南マンション 福　岡 金子工務店 浄化槽 12.0㎥／日 BOD－30
大牟田文化会館 福　岡 三井建設 浄化槽 8.0㎥／日 BOD－20
柳川文化会館 福　岡 竹中工務店 浄化槽 6.5㎥／日 BOD－10
田川文化会館 福　岡 橋詰工務店 浄化槽 7.0㎥／日 BOD－60
千々石町庁舎 長　崎 大進建設 浄化槽 54.0㎥／日 BOD－20
津屋崎町公衆トイレ 福　岡 ヨシミ工務店 浄化槽 2.5㎥／日 BOD－ 5
あやめ幼稚園 長　崎 間組 浄化槽 17.0㎥／日 BOD－20
江口病院 佐　賀 佐電工 浄化槽 35.0㎥／日 BOD－30
玉名市外四ヶ町村斎場 熊　本 サンプラント 浄化槽 20人槽 無放流式
ロイヤル本社（2期） 福　岡 千代田工業所 工場排水 180㎥／日 下水道放流
海老津ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ 福　岡 浅沼組 浄化槽 8.5㎥／日 BOD－20
九州種苗 福　岡 九州種苗 浄化槽 160㎥／日 BOD－30
日刊工業新聞 福　岡 熊谷組 浄化槽 8人槽 BOD－20
種子島文化会館 鹿児島 浅沼組 浄化槽 5.0㎥／日 BOD－30
花畑ホーム（2期） 福　岡 花畑ホーム 浄化槽 20人槽 BOD－20
鳥栖マンション 佐　賀 多田建設 浄化槽 30.0㎥／日 BOD－20
狭間町農業集落排水処理 大　分 浅野工事 浄化槽 117㎥／日 BOD－20
博運社 福　岡 粕屋殖産 浄化槽 20.0㎥／日 BOD－20
学校給食センター 福　岡 福岡市 工場排水 100㎥／日 下水道放流
山下うなぎ 福　岡 山下うなぎ 浄化槽 9.5㎥／日 BOD－60
スーパーまるこめ 福　岡 スーパーまるこめ 浄化槽 13.0㎥／日 BOD－20
ヒューマンズ古賀 福　岡 鴻池組 浄化槽 32.0㎥／日 BOD－10
グランピア新宮 福　岡 橋詰工務店 浄化槽 35.0㎥／日 BOD－20
時津文化会館 長　崎 菱重興産 浄化槽 9.5㎥／日 BOD－20
高千穂ビル 熊　本 間組 浄化槽 20.0㎥／日 BOD－60
福岡女学院大学 福　岡 須賀工業 浄化槽 98.0㎥／日 BOD－10
大栄研修センター 福　岡 大成建設 浄化槽 45.0㎥／日 BOD－30
赤小学校 福　岡 石田組 浄化槽 22.0㎥／日 BOD－30
西郷像広場 鹿児島 大橋商会 浄化槽 24.0㎥／日 BOD－60
ﾛｲﾔﾙﾎｽﾄ大道店 大　分 梅林建設 浄化槽 45.0㎥／日 BOD－60
ロイヤル本社工場 福　岡 千代田工業所 工場排水 50.0㎥／日 下水道放流
松岡病院 福　岡 安藤建設 浄化槽 110㎥／日 BOD－20
春日市土地区画整理 福　岡 間組 下水ポンプ場 280㎥／日
柳川リハビリ病院 福　岡 佐藤工業 浄化槽 250㎥／日 BOD－10
杵築文化会館 大　分 後藤組 浄化槽 5.0㎥／日 BOD－60
久留米リハビリ病院 福　岡 梅林建設 中水再利用 64.0㎥／日 無放流式
壱岐文化会館 長　崎 大成建設 浄化槽 5.0㎥／日 無放流式
酒井幸町マンション 長　崎 ユーアイ設備 浄化槽 25.0㎥／日 BOD－20
武雄東洋館 佐　賀 間組 浄化槽 69.0㎥／日 BOD－30
浅川ビル 福　岡 古屋工業所 浄化槽 19.0㎥／日 BOD－60
中津丸食豊津店 福　岡 梅林建設 浄化槽 19.0㎥／日 BOD－30
嬉野温泉肥前夢街道（第1期） 佐　賀 佐賀ｻﾝｵﾌﾞｻﾝ販売 浄化槽 310㎥／日 BOD－20
不知火病院 福　岡 安藤建設 浄化槽 67.5㎥／日 BOD－20
社会保険下関厚生病院 福　岡 寿化工機 医療排水処理 36.0㎥／日 BOD－20
精神薄弱者施設 福　岡 大木建設 浄化槽 18.0㎥／日 BOD－10
保誠会ホーム 福　岡 保誠会ホーム 浄化槽 23.0㎥／日 BOD－10
古川医院 長　崎 松尾工業 浄化槽 17.0㎥／日 BOD－20
宮田共立病院 福　岡 間組 浄化槽 80.0㎥／日 BOD－10
和田屋別荘社員寮 佐　賀 間組 浄化槽 34.0㎥／日 BOD－30
嬉野MTビル 佐　賀 高神建設 浄化槽 65.0㎥／日 BOD－30
宇美町働く婦人の家 福　岡 宇美町 浄化槽 31.0㎥／日 BOD－10
パーラーエンジェル 福　岡 ナカムラ工業 浄化槽 15.0㎥／日 BOD－10
柏原小学校 福　岡 福岡市 中水再利用 15.0㎥／日 雑用水循環再利用

新江尻団地 長　崎 武末工務店 浄化槽 12.0㎥／日 BOD－30
久保医院 長　崎 間組 浄化槽 100㎥／日 BOD－30
荻尾医院 福　岡 東海興業 浄化槽 14.0㎥／日 BOD－30
志免仲原病院 福　岡 日本ﾄｲﾚｯﾄ産業 浄化槽 55.0㎥／日 BOD－10
今宿ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ 福　岡 佐藤工業 浄化槽 40.0㎥／日 BOD－60
添田大型作業所 福　岡 田熊プラント 工場排水処理 80.0㎥／日 BOD－30
早良文化会館 福　岡 浅沼組 浄化槽 11.0㎥／日 BOD－60
甘木文化会館 福　岡 三井建設 浄化槽 8.0㎥／日 BOD－ 5
琴平文化会館 香　川 斎久工業 浄化槽 14.0㎥／日 無放流式
英彦山病院 福　岡 英彦山病院 浄化槽 80.0㎥／日 BOD－30
湊診療所 福　岡 新日電設 浄化槽 45人槽 BOD－10
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沖永良部会館 鹿児島 鹿島建設 浄化槽 5.0㎥／日 BOD－30
伊万里会館 佐　賀 川原建設 浄化槽 5.0㎥／日 BOD－30
高山医院 福　岡 大成建設 浄化槽 26.0㎥／日 BOD－60
福島医院 福　岡 福島医院 浄化槽 2.8㎥／日 無放流式
特老ホーム石並園 福　岡 宮西設備 浄化槽 45.0㎥／日 BOD－30
長生園老人ホーム 福　岡 柿原組 浄化槽 33.0㎥／日 BOD－30
入部幼稚園 福　岡 福岡市 中水再利用 72人槽 BOD－20
西春ビル 福　岡 安藤建設 浄化槽 32.0㎥／日 BOD－60
宇佐文化会館 大　分 後藤組 浄化槽 5.0㎥／日 BOD－30
パーラーＵＳＡ 福　岡 正和建窓 浄化槽 15.0㎥／日 BOD－ 5
新吉富小学校 福　岡 梅林建設 浄化槽 21.0㎥／日 BOD－20
蜂須賀病院 福　岡 大林組 浄化槽 45.0㎥／日 BOD－30
友紘会病院 福　岡 浅沼組 浄化槽 20.0㎥／日 BOD－20
松ヶ江病院 福　岡 梅林建設 浄化槽 80.0㎥／日 BOD－30
小林文化会館 宮　崎 間組 浄化槽 5.0㎥／日 無放流式
対馬文化会館 長　崎 長崎上瀧建設 浄化槽 5.0㎥／日 BOD－30
ホテル南風楼 長　崎 ホテル南風楼 浄化槽 80.0㎥／日 BOD－30
田中医院 福　岡 高松組 浄化槽 13.0㎥／日 BOD－60
石見クリニック 福　岡 鴻池組 浄化槽 11.0㎥／日 BOD－60
昭和ハイツ 長　崎 佐藤工業 浄化槽 40.0㎥／日 BOD－20
八重山研修道場 沖　縄 浅沼組 浄化槽 6.4㎥／日 BOD－20
ハロー南佐賀店 佐　賀 間組 浄化槽 90.0㎥／日 BOD－30
平和台病院 鹿児島 安藤建設 浄化槽 126㎥／日 BOD－30
長崎平和会館 長　崎 三機工業 浄化槽 19.0㎥／日 BOD－30
花畑ホーム 福　岡 花畑ホーム 浄化槽 40.0㎥／日 BOD－30
福岡研修道場 福　岡 鹿島建設 浄化槽 20.0㎥／日 無放流式
大川病院 福　岡 梅林建設 中水再利用 23.0㎥／日 無放流式
和田医院 宮　崎 丸紅設備 浄化槽 100㎥／日 BOD－60
西都文化会館 宮　崎 間組 浄化槽 5.0㎥／日 BOD－60
日向文化会館 宮　崎 佐藤組 浄化槽 6.0㎥／日 BOD－60
山下医院 長　崎 安藤建設 浄化槽 17.0㎥／日 BOD－60
垂玉温泉　山口旅館 熊　本 山口旅館 浄化槽 100㎥／日 BOD－20
小郡ふれあい広場 福　岡 丸紅設備 浄化槽 45.0㎥／日 BOD－10
宝コーポ 熊　本 中村組 浄化槽 19.0㎥／日 BOD－60
第一工業大学青雲寮 鹿児島 間組 浄化槽 58.0㎥／日 BOD－30
コクラ屋時計店 福　岡 大成建設 浄化槽 36人槽 BOD－20
国立別府病院 大　分 寿化工機 医療排水処理 84.0㎥／日 COD－10
ﾛｲﾔﾙﾎｽﾄ粕屋店 福　岡 浅沼組 浄化槽 20.0㎥／日 BOD－60
武雄杵島地区医師会館 佐　賀 大林組 浄化槽 19.0㎥／日 BOD－20
直方文化会館 福　岡 西松建設 浄化槽 6.0㎥／日 BOD－20
スカイタウン春日 福　岡 鮫島組 浄化槽 28.0㎥／日 BOD－60
昭和病院 福　岡 安藤建設 浄化槽 78.0㎥／日 BOD－30
国立療養所熊本南病院 熊　本 寿化工機 医療排水処理 12.0㎥／日 BOD－20
石崎医院 福　岡 東建設 浄化槽 9.0㎥／日 BOD－20
希望の丘聖母園 福　岡 三建設備 浄化槽 30.0㎥／日 NH3-N-1
福工大付属高校 福　岡 須賀工業 中水再利用 32.0㎥／日 BOD－30
特別養護老人ホーム 鹿児島 間組 浄化槽 37.0㎥／日 BOD－30
第一工業大学厚生寮 鹿児島 間組 浄化槽 55.0㎥／日 BOD－30
グランピア新宮 福　岡 多田建設 浄化槽 40.0㎥／日 BOD－60
宇美団地 福　岡 松尾建設 浄化槽 28.0㎥／日 BOD－10
ﾛｲﾔﾙﾎｽﾄ佐世保店 長　崎 三晃建設 浄化槽 20.0㎥／日 BOD－60
八女文化会館 福　岡 大成建設 中水再利用 5.0㎥／日 無放流式
第一工業大学 鹿児島 間組 浄化槽 180㎥／日 BOD－30
奄美文化会館 鹿児島 間組 浄化槽 12.0㎥／日 BOD－60
アソカ幼稚園 福　岡 鹿島建設 浄化槽 12.0㎥／日 BOD－60
国立療養所福岡東病院 福　岡 寿化工機 医療排水処理 108㎥／日 BOD－20
鞍手高校 福　岡 福岡県 浄化槽 12.0㎥／日 BOD－20
佐伯文化会館 大　分 浅沼組 浄化槽 4.5㎥／日 BOD－60
行橋文化会館 福　岡 浅沼組 浄化槽 5.0㎥／日 BOD－30
専大玉名高校 熊　本 佐藤工業 浄化槽 29.0㎥／日 BOD－60
国立佐賀病院 佐　賀 寿化工機 医療排水処理 12.0㎥／日 COD－10
周船寺病院 福　岡 村本建設 浄化槽 60.0㎥／日 BOD－30
藍洋ビル 福　岡 佐野建設 浄化槽 15.0㎥／日 BOD－60
松田屋旅館 佐　賀 飛島建設 浄化槽 25.0㎥／日 BOD－30
鳥栖文化会館 佐　賀 松尾建設 浄化槽 9.0㎥／日 BOD－60
矢野整形外科 福　岡 金子工務店 浄化槽 15.0㎥／日 BOD－30
グランピア今宿2 福　岡 中村建設 浄化槽 13.0㎥／日 BOD－60
光武医院 佐　賀 中野建設 浄化槽 15.0㎥／日 BOD－30
吉田水産加工場 福　岡 吉田水産 工場排水 20.0㎥／日 BOD－60
大森屋福岡工場 福　岡 安藤建設 浄化槽 15.0㎥／日 BOD－60
九州変圧器 福　岡 安藤建設 浄化槽 4.0㎥／日 BOD－60
フタタ室見店 福　岡 古屋工業所 浄化槽 4.0㎥／日 BOD－60
牧病院 福　岡 鹿島建設 浄化槽 75.0㎥／日 BOD－30
柏原団地 福　岡 佐藤組 浄化槽 85.0㎥／日 BOD－10
西港自動車練習所 福　岡 佐藤工業 浄化槽 18.0㎥／日 BOD－30
八代文化会館 熊　本 小竹組 浄化槽 13.0㎥／日 BOD－20
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国立療養所霧島病院 鹿児島 寿化工機 浄化槽 32.0㎥／日 BOD－20
ﾛｲﾔﾙﾎｽﾄ流店 福　岡 竹中工務店 浄化槽 20.0㎥／日 BOD－ 5
ﾛｲﾔﾙﾎｽﾄ春日店 福　岡 三晃空調 浄化槽 20.0㎥／日 BOD－60
ニュー三愛 福　岡 新日本設備 浄化槽 22.0㎥／日 BOD－30
ﾛｲﾔﾙﾎｽﾄ南ﾊﾞｲﾊﾟｽ 福　岡 三晃空調 浄化槽 20.0㎥／日 BOD－60
五島文化会館 長　崎 上瀧建設 中水再利用 40人槽 無放流式
ホテルシャルマン 福　岡 日東工営 浄化槽 12.0㎥／日 BOD－30
グランピア箱崎 福　岡 池田建設 浄化槽 54.0㎥／日 BOD－60
特老唐比ホーム 長　崎 佐藤工業 浄化槽 30.0㎥／日 BOD－20
三菱電機工場 福　岡 須賀工業 浄化槽 20.0㎥／日 BOD－60
伴ビル 福　岡 九電工 浄化槽 29.0㎥／日 BOD－60
阿蘇ゴルフクラブ 熊　本 須賀工業 浄化槽 57.0㎥／日 BOD－60
島原文化会館 長　崎 青葉建設 中水再利用 40人槽 無放流式
宗像病院 福　岡 竹中工務店 浄化槽 140㎥／日 BOD－30
春日パークマンション 福　岡 井上建設 浄化槽 22.0㎥／日 BOD－60
鷹島町立診療所 長　崎 井上建設 浄化槽 15.0㎥／日 BOD－20
益城病院 熊　本 安藤建設 浄化槽 19.0㎥／日 BOD－60
船坂病院 佐　賀 安藤建設 浄化槽 40.0㎥／日 BOD－60
パチンコ赤坂 佐　賀 豊盟工業 浄化槽 9.0㎥／日 BOD－30
ライオンパチンコ 福　岡 大同電工 浄化槽 15.0㎥／日 BOD－30
パチンコモコ 山　口 中国電工 浄化槽 14.0㎥／日 BOD－60
粕屋南病院 福　岡 前宮建設 浄化槽 130㎥／日 BOD-　2
藤和井尻コープ 福　岡 新井組 浄化槽 45.0㎥／日 BOD－60
ｵﾘｴﾝﾀﾙﾊｲﾂ新室見 福　岡 佐藤工業 浄化槽 46.0㎥／日 BOD－60
ナフコ浮羽店 福　岡 九電工 浄化槽 4.0㎥／日 BOD－60
寿屋鏡山店 熊　本 定義組 浄化槽 70.0㎥／日 BOD－20
田中外科 福　岡 田中外科 浄化槽 10.0㎥／日 BOD－60
山繁ビル 福　岡 西日本設備工業 浄化槽 35.0㎥／日 BOD－60
サンハイツ小郡 福　岡 九電工 浄化槽 40.0㎥／日 BOD－60
ペンション軽井沢 熊　本 中満組 浄化槽 20.0㎥／日 BOD－60
城里生コーポ 福　岡 穴井建設 浄化槽 13.0㎥／日 BOD－60
日鉄建材豊前 福　岡 安藤建設 浄化槽 25.0㎥／日 BOD－10
中村ビル 福　岡 穴井建設 浄化槽 16.0㎥／日 BOD－60
第三ホウシュウビル 福　岡 九電工 浄化槽 32.0㎥／日 BOD－60
三和病院 長　崎 九電工 浄化槽 70.0㎥／日 BOD－10
南ヶ丘大丸会館 福　岡 柴田建設 浄化槽 11.0㎥／日 BOD－60
RKB皐月ゴルフ場 福　岡 東機械 浄化槽 47.0㎥／日 BOD－10
北州ハイツ 福　岡 九州キデン 浄化槽 18.0㎥／日 BOD－60
さかえ屋平恒 福　岡 浅沼組 浄化槽 5.0㎥／日 BOD－10
田川文化会館 福　岡 浅沼組 中水再利用 8.0㎥／日 中水道処理
久山町大丸会館 福　岡 柴田建設 浄化槽 20.0㎥／日 NH3-N-1
須恵町雑排処理 福　岡 松尾建設 雑排処理 50戸 BOD－30
天草文化会館 熊　本 中満組 浄化槽 12.0㎥／日 BOD－60
名越ビル 鹿児島 飛島建設 浄化槽 40.0㎥／日 BOD－30
白菊保育園 福　岡 白菊保育園 中水再利用 45人槽 無放流式
井口野間病院 福　岡 共和化工 浄化槽 160㎥／日 BOD－20
大牟田文化会館 福　岡 間組 浄化槽 11.0㎥／日 BOD－60
久留米文化会館 福　岡 東熱工業 浄化槽 16.0㎥／日 BOD－30
武雄文化会館 佐　賀 松尾建設 中水再利用 4.5㎥／日 中水道処理
佐世保文化会館 長　崎 上瀧建設 浄化槽 11.0㎥／日 BOD－60
千鳥橋病院 福　岡 片山組 浄化槽 8.0㎥／日 BOD－60
玉名文化会館 熊　本 原工務店 浄化槽 5.0㎥／日 BOD－60
菊池文化会館 熊　本 原工務店 浄化槽 6.0㎥／日 BOD－60
諫早文化会館 長　崎 斎久工業 浄化槽 20.0㎥／日 BOD－20
丸共ストアー 福　岡 西日本設備工業 浄化槽 16.0㎥／日 BOD－60
河野粕屋病院 福　岡 安藤建設 中水再利用 160㎥／日 BOD－2
博多高校 福　岡 共栄設備 浄化槽 5.0㎥／日 BOD－30
中津会館 大　分 間組 浄化槽 10.0㎥／日 BOD－30
ダイケンホーム美浜台
第一期工事 福　岡 ﾀﾞｲｹﾝﾎｰﾑ 浄化槽 43区画 BOD－20
第二期工事 福　岡 ﾀﾞｲｹﾝﾎｰﾑ 浄化槽 18区画 BOD－20
第三期工事 福　岡 ﾀﾞｲｹﾝﾎｰﾑ 浄化槽 11区画 BOD－20
第四期工事 福　岡 ﾀﾞｲｹﾝﾎｰﾑ 浄化槽 21区画 BOD－20
第五期工事 福　岡 ﾀﾞｲｹﾝﾎｰﾑ 浄化槽 57区画 BOD－20
宇治尖山団地改修 京　都 鴻池組 浄化槽 330㎥／日 BOD－10
大阿蘇冷凍工場 熊　本 後藤設備 工場排水 100㎥／日 BOD－20
人吉文化会館 熊　本 大和ハウス工業 浄化槽 5.0㎥／日 BOD－20
江戸沢長尾 福　岡 大和ハウス工業 浄化槽 25.0㎥／日 BOD－60
造形短大 福　岡 浮羽工務店 中水再利用 15.0㎥／日 中水道処理
造形短大 福　岡 浮羽工務店 浄化槽 10.0㎥／日 BOD－20
泗水桜山団地 熊　本 東和建設 浄化槽 90.0㎥／日 BOD－30
創価学会建設部 鹿児島 竹下工業 浄化槽 50.0㎥／日 BOD－30
谷山パチンコ店 鹿児島 牧善商会 浄化槽 10.0㎥／日 BOD－30
丸共スーパー 福　岡 西日本設備工業 浄化槽 10.0㎥／日 BOD－60
原田ビル 福　岡 西日本設備工業 浄化槽 35.0㎥／日 BOD－30
レストランホワイト苑 福　岡 ホワイト商事 浄化槽 20.0㎥／日 BOD－60
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丸共スーパー 福　岡 西日本設備工業 浄化槽 13.0㎥／日 BOD－60
玉名丸食スーパー 熊　本 九電工 浄化槽 70.0㎥／日 BOD－20
純真女学院 鹿児島 三州施設 浄化槽 90.0㎥／日 BOD－20
秋山不動産 茨　城 秋山不動産 浄化槽 75.0㎥／日 BOD－10
宇治尖山団地 京　都 鴻池組 浄化槽 330㎥／日 BOD－ 5
藤ビルマンション 福　岡 九州観光建設 浄化槽 35.0㎥／日 BOD－10
阿蘇プラザホテル 熊　本 神崎組 浄化槽 70.0㎥／日 BOD－20
TOTO第二工場 福　岡 TOTO 浄化槽 25.0㎥／日 BOD－30
林原住宅団地 京　都 林製材 浄化槽 90.0㎥／日 BOD－20
鶴原住宅団地 熊　本 熊谷組 浄化槽 400㎥／日 BOD－20
住鉱不動産 滋　賀 鴻池組 浄化槽 165㎥／日 BOD－20
山河平グリンタウン 鹿児島 菱和化成 浄化槽 200㎥／日 BOD－20
出水レジスタンス 熊　本 三菱建設 浄化槽 32.0㎥／日 BOD－20
城西ハイツ 熊　本 九電工 浄化槽 30.0㎥／日 BOD－60
荷山ショッピング 兵　庫 川重商事 浄化槽 24.0㎥／日 BOD－30
永大多問団地 兵　庫 永大産業 浄化槽 40.0㎥／日 BOD－20
神戸六甲セミナー 兵　庫 川重商事 浄化槽 21.0㎥／日 BOD－20
林マンション 熊　本 菱和化成 浄化槽 30.0㎥／日 BOD－60
東京シート 熊　本 九電工 浄化槽 30.0㎥／日 BOD－20
仲田共栄娯楽センター 大　阪 仲多共栄 浄化槽 35.0㎥／日 BOD－60
自治労ビル 山　口 鴻池組 浄化槽 28.0㎥／日 BOD－60
吹田住宅団地 熊　本 倉重組 浄化槽 820㎥／日 BOD－20
川重不動産㈱ 兵　庫 川重商事 浄化槽 78.0㎥／日 BOD－20
阿蘇プラザホテル 熊　本 プラザホテル 浄化槽 45.0㎥／日 BOD－20
萩国際観光ホテル 山　口 萩国際ホテル 浄化槽 100㎥／日 BOD－20
　　　〃 山　口 萩国際ホテル 浄化槽 35.0㎥／日 BOD－20
真備団地 岡　山 永大産業 浄化槽 83.0㎥／日 BOD－10
九州三共苑 福　岡 九州三共建設 浄化槽 115㎥／日 BOD－20
南九州財務局 熊　本 フジタ工業 浄化槽 210㎥／日 BOD－20
小豆島農協 香　川 佐伯建設 浄化槽 33.0㎥／日 BOD－60
岡山マンション 兵　庫 川重商事 浄化槽 20.0㎥／日 BOD－20
阿蘇白雲山荘 熊　本 白雲山荘 浄化槽 105㎥／日 BOD－20
プレジデント後楽園 岡　山 鉄建設備 浄化槽 120㎥／日 BOD－60
永大長嶺団地 熊　本 鴻池組 浄化槽 190㎥／日 BOD－20
玉名丸食スーパー 熊　本 九電工 浄化槽 25.0㎥／日 BOD－20
日立造船クラブ 熊　本 日産建設 浄化槽 20.0㎥／日 BOD－30
日鉄溶接 山　口 日鉄溶接 浄化槽 30.0㎥／日 BOD－30
大分中央ゴルフ場 大　分 朝日設備 浄化槽 50.0㎥／日 BOD－60
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