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H17 - 1001 ソライトTF3-ST（ソーラー照明灯） ㈱風憩セコロ 行田市

H17 - 1002 電線共同溝特殊部 ㈱サンレック 日高市

H17 - 1003 ＮＵＣ-１４０Ｓ（Ｗ）-Ｊ（ｿｰﾗｰ式同期装置付自発光道路鋲） ㈱吾妻商会 戸田市

H17 - 1004 自立型緑化ﾌﾞﾛｯｸ 関東小野田ﾌﾞﾛｯｸ㈱ 美里町

H17 - 1005 テフィックス（周辺環境保全型土質安定材） ㈱NIPPO さいたま市

H17 - 1006 ＤＰＥ（ﾀﾞｯｼｭﾍﾟｰﾌﾞE緊急道路補修材） ㈱ｶﾞｲｱｰﾄT･K 白岡市

H17 - 1007 ＭＭＳ（マルチメッシュスクリーン） 前澤工業㈱ 川口市

H17 - 1008 ＦＸ側溝（消音側溝） 共栄建材工業㈱ 三郷市

H17 - 1009 ｲｰﾃﾞﾝﾊﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙｷｬｯﾁｬｰ（排水用ストレーナ） ㈱伊田屋本店 川口市

H17 - 1010 下水道用マンホールフタ（安全対策及び事前予防対策型） 長島鋳物㈱ 久喜市

H17 - 1011 ＧＴ側溝（県型甲蓋対応可変勾配ﾛﾝｸﾞU） 矢作ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱ 加須市

H17 - 1012 簡易土留板 矢作ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱ 加須市

H17 - 1013 ＵＤブロック（ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝﾌﾞﾛｯｸ） ㈱大沢ｺﾝｸﾘｰﾄ工業 熊谷市

H17 - 1014 彩新型側溝 ㈱大沢ｺﾝｸﾘｰﾄ工業 熊谷市

H17 - 1015 斜角門形カルバート アルファダイマル㈱ 宮代町

H17 - 1016 ロードランナー（ｽﾘｯﾌﾟ防止用ﾎﾞｯｸｽ側溝） ㈱カイエーテクノ 羽生市

H17 - 1017 長尺ＰＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 旭ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱ 深谷市

H17 - 1018 ＯＫボード（下地兼用打込み型枠ﾎﾞｰﾄﾞ） ㈱オキナヤ 熊谷市

H17 - 1019 耐震補強三角火打金物 ㈱オキナヤ 熊谷市

H17 - 1021 ＧーＷＡＶＥ（屋上緑化ｼｽﾃﾑ） 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ㈱ 鶴ヶ島市

H17 - 1022 タフネルＥＸ－Ｒ（軟弱路盤分離工法用ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ） 三井化学産資㈱ 久喜市

H17 - 1023 ﾏﾑｴｺﾎﾞｰﾄﾞＮ（再生材料を用いたｺﾝｸﾘｰﾄ型枠） 日本板紙加工㈱ 草加市

H17 - 1024 排水側溝蓋（車道用・歩道用） 埼玉県ｺﾝｸﾘｰﾄ製品協同組合 上尾市

H17 - 1025 ダイヤツインホスイ（保水性舗装） 東京鋪装工業㈱ 吉川市

H17 - 1026 車道透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（ｱｸｱﾊﾟｰﾊﾟｰﾋﾞｱｽ） ㈱NIPPO さいたま市

H17 - 1027 抗菌性排水性舗装 ㈱ｶﾞｲｱｰﾄT・K 白岡市

H17 - 1028 テンサー補強土壁工法 三井化学産資㈱ 久喜市

H17 - 1029 ボーソーシールT,TC,H（防草材） ｼﾝﾚｷ工業㈱ 熊谷市

H17 - 1030 ｽｰﾊﾟｰﾊﾞﾘｱﾌﾘｰｼｽﾃﾑ（強化平板鋪装） 太平洋プレコン工業（株） 熊谷市

H17 - 1031 ビニ内副管継手UFMシリーズ 前澤化成工業㈱ 熊谷市

H17 - 1032 Ｍポール（鋳鉄製車止め） ㈱モリチュウ 川口市

H17 - 1033 バリアフリーボード 髙村建材工業㈱ 北本市

H17 - 1034 サチライトソフトシール弁 前澤工業㈱ 川口市

H17 - 1035 更新バタフライ弁 前澤工業㈱ 川口市

H17 - 1036 Ｃドレーン（スリット式自由勾配側溝） ㈱常盤ｺﾝｸﾘｰﾄ工業所 さいたま市

H17 - 1037 可変フレーム（自由勾配側溝用底板） ㈱常盤ｺﾝｸﾘｰﾄ工業所 さいたま市

H17 - 1038 シェルトン（高強度ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ大型かごﾏｯﾄ） 三井化学産資㈱ 久喜市

H17 - 1039 アドバンス制震装置（増幅機構付き油圧式制震装置） ㈱川金コアテック 川口市
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H17 - 1040 タイスイRスーパーVU、VP（リサイクル塩ビ管） 大水産業㈱ さいたま市

H18 - 1041 景観ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ対応型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ JFE建材㈱ 熊谷市

H18 - 1042 ネオバースシステムルーフソイル工法 屋上緑化建設協同組合 さいたま市

H18 - 1043 ハイブリッド支承 ㈱川金コアテック 川口市

H18 - 1044 高機能床下調湿木炭すこやかもっくん ㈱熊谷カーボン 熊谷市

H18 - 1045 土壌改良用木炭彩（いりどり） ㈱熊谷カーボン 熊谷市

H18 - 1046 微生物有機土壌改良資材バークα ㈱熊谷カーボン 熊谷市

H18 - 1047 バリアフリー縦断管 ㈱ホクエツ関東 さいたま市

H18 - 1048 PAN WALL板 (PAN WALL工法) 丸栄ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱ 神川町

H18 - 1050 ユニ・ソイル ㈱ホートー 川越市

H18 - 1051 エスアールタイト 日油技研工業㈱ 川越市

H18 - 1052 雨水貯留浸透槽「システムハニカム」 エバタ㈱ 三郷市

H18 - 1053 雨水貯留浸透槽「システムパネル」 エバタ㈱ 三郷市

H18 - 1054 雨水貯留浸透槽「パネケーブ」 エバタ㈱ 三郷市

H18 - 1056 常温ひび割れ補修材SPKｼｰﾙC ｼﾝﾚｷ工業㈱ 熊谷市

H18 - 1058 Qタイト 日油技研工業㈱ 川越市

H18 - 1059 スパイクウォール ㈱カイエーテクノ 羽生市

H18 - 1060 自然石埋め込み㎡ブロック 鹿人コンクリート工業（株） 小鹿野町

H18 - 1061 再生骨材Lを用いたｺﾝｸﾘｰﾄ 埼玉総業（株） さいたま市

H18 - 1062 Newパーキングブロック （株）ｻｲｺﾝ工業 春日部市

H19 - 1063 自己処理型し尿処理システム「循環王」 ニッコー（株） 行田市

H19 - 1064 ＤＣＪボックスカルバート 丸栄コンクリート工業（株） 神川町

H19 - 1065 街路型自由勾配側溝（ＲＧ・ＶＳ側溝） 矢作コンクリート工業（株） 加須市

H19 - 1066 加熱注入式ひびわれ補修材ＳＲＫシールＨ シンレキ工業（株） 熊谷市

H19 - 1067 調質改良土（埋戻し用改良土） 野崎興業（株） 伊奈町

H20 - 1068 急排フラッシュ 前澤工業（株） 幸手市

H20 - 1071 エコ・スルー 三和グランド（株） 東京都

H20 - 1072 アトムセフティーガイド歩道用シート アトミクス（株） 久喜市

H21 - 1074 多機能型薄層SSMA （株）島村工業 川島町

H21 - 1075 自然舗装材・楽々賛土 秩父コンクリート工業（株） 熊谷市

H21 - 1076 Σ－ＲＸ（次世代型マンホール蓋） 日之出水道機器（株） 川島町

H21 - 1077 プロテクトウォールＬＰ 丸栄コンクリート工業（株） 神川町

H21 - 1078 ＥＣＯバインダーシリーズ 東亜道路工業（株） 川越市

H21 - 1079 オールウエザー 髙村建材工業㈱ 桶川市

H21 - 1080 ポラコンオールウエザー 髙村建材工業㈱ 桶川市

H22 - 1081 Ｄ・ＢＯＸ メトリー技術研究所（株） 加須市

H22 - 1082 アイウォーターピュア 岩崎電気（株） 行田市

H22 - 1083 エコ団粒黒土、エコ黒土 野崎興業（株） 伊奈町
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H22 - 1084 表面洗出㎡ブロック 鹿人コンクリート工業（株） 小鹿野町

H22 - 1087 バリアフリー床版 （株）ホクエツ関東 さいたま市

H22 - 1088 バリアフリー自由勾配側溝 （株）ホクエツ関東 さいたま市

H22 - 1089 防水扉 大同機工（株） 戸田市

H22 - 1090 オーシャンクールテック 太平洋プレコン工業（株） 熊谷市

H23 - 1091 ＴＳフリューム 丸栄コンクリート工業（株） 川口市

H23 - 1092  シリンダー型粘性ダンパーＫＶＤ （株）川金コアテック 川口市

H23 - 1093  ＤＲＢ（ディスク型高面圧ゴム支承） （株）川金コアテック 川口市

H23 - 1094 せん断パネル型制震ストッパー （株）川金コアテック 川口市

H23 - 1095  ６価クロム浄化剤「再生６出なし」 初野建材工業（株） 川越市

H24 - 1096 こしとり君（アオコ除去装置） 日本自動機工（株） さいたま市

H24 - 1097 クールヘクト シンレキ工業（株） 熊谷市

H24 - 1098 ＴＢボックスカルバート 旭コンクリート工業（株） 深谷市

H24 - 1099  プラスチック製雨水貯留浸透施設「レインステーション」 積水化学工業（株） 朝霞市

H24 - 1100 かまど型スツール・ベンチ （株）モリチュウ 川口市

H25 - 1101 マイルドパッチ 前田道路㈱ 朝霞市

H25 - 1102 コンパクトストッパー（KCS) ㈱川金コアテック 川口市

H25 - 1103 SPチェーン ㈱川金コアテック 川口市

H25 - 1104 KFCジョイント ㈱川金コアテック 川口市

H25 - 1105 スプリング拘束型鉛プラグ入り高減衰積層ゴム支承（SPR-S） ㈱川金コアテック 川口市

H25 - 1106  片面歩車道境界ブロック（防草タイプ） 石井建設㈱ 熊谷市

H26 - 1107 土壌すくい 伊田テクノス㈱ 東松山市

H26 - 1108 スマートパッチ 前田道路㈱ 朝霞市

H26 - 1109 KAGUYA ㈱ダイトク 川口市

H26 - 1110 オレンジパッチ 山王㈱ 熊谷市

H26 - 1111 エムコールＳ シンレキ工業㈱ 熊谷市

H26 - 1112 遮熱ＩＬＢ 太平洋プレコン工業（株） 熊谷市

H26 - 1113 コロージョンドクター ㈱ジオファイブ さいたま市

H27 - 1114 ネオリング タカマツ㈱ 北本市

H27 - 1115 リトコン・Ｎ (株)中央工建 さいたま市

H27 - 1116 スーパータックゾール ニチレキ(株) 加須市

H27 - 1117 ＩＬＢイージージオフィルター 太平洋プレコン工業（株） 熊谷市

H28 - 1118 嵩上げブロック 矢作コンクリート工業株式会社 加須市

H28 - 1120 チサンウォール 鹿人コンクリート工業（株） 小鹿野町

H28 - 1121 電灯用基礎ブロック主柱根腐れ防止タイプ 絋永CMC株式会社 熊谷市


