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TYPEⅡ－スラリー系機械攪拌式深層混合処理工法－《06-

09》 ──────────────────────── 126

GBRCニュース

「新JIS認証業務説明会（生コン＆コンクリート製品について）」
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技能者認定制度について　平成17年度末までの全認定登録者

及び平成18年度前期研修・試験のご案内，プレキャストコン

クリート製品工場の試験員研修会について　平成17年度登録
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