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年　月 工　事　名　称 建設会社名 工法 施　工　箇　所 都道府県

H15.01 防府南(13)補給倉庫 藤本工業(株) GRG ピット 山口県

H15.01 (株)日立物流イオン大阪ＮＤＣ (株)大林組ＪＶ GA-2 ＥＶピット　消火水槽 京都府

H15.01 （仮称）オージースポーツ深井スポーツクラブ (株)大林組 GA-2 外壁　ＥＶピット 大阪府

H15.01 天心会　小阪病院 西松・前田ＪＶ GA-2 ピット 大阪府

H15.01 沖縄国際大学・講堂兼体育館 (株)大城組 GRG 地下外壁 沖縄県

H15.02 岩国飛行場(13)工場(929) 森本・村岡ＪＶ GRG 消火水槽 山口県

H15.02 旭消防署 美馬建設(株) GA-2 防火水槽 大阪府

H15.03 近鉄南大阪線藤井寺駅 大日本土木(株) GA-2 ＥＶピット 大阪府

H15.03 北部国道庁舎 (株)阿波根組 GRG 雨水槽　消火水槽 沖縄県

H15.03 (仮称)六甲道駅南第二地区桜備４第一工区再開発ビル 大成建設(株) GRG トレンチピット　地下２重壁側溝 兵庫県

H15.03 滋賀県赤十字血液センター (株)岩佐建築設計事務所 GA-2 消火水槽 滋賀県

H15.03 浦和西口南第三地区第一種市街地再開発 清水建設(株) GA-2 ＥＶピット他 埼玉県

H15.03 鶴が台小学校 (株)富士建設 GRG 消火水槽 神奈川県

H15.03 １４鹿上水（高度）浄水第４号 (株)三洋産業 UGA-A 活性炭吸着池 茨城県

H15.03 (仮称)今市市消防本部庁舎 東武建設(株) GA-2 外壁･ピット 栃木県

H15.03 あしかがの森足利病院重症心身障害児病棟 日東みらい建設(株) GA-2 ピット 栃木県

H15.04 豊島廃棄物等対策事業中間処理施設 クボタ・西松・合田JV GRG・GR-C RC各水槽内 香川県

H15.04 新阪急ホテル 関西化建工業(株) GRG ピット 大阪府

H15.04 水産海洋技術センター(仮称)養殖技術開発棟 山陽建設(株) GRG 消火水槽沈殿槽 広島県

H15.07 上天草・宇城八代浄水場 西松・日動JV GRG 地下外壁 熊本県

H15.07 大井処理場 大林ＪＶ GRG 各水槽 大阪府

H15.07 新東京国際空港整備地区 池田・佐藤秀経常JV GRG ピット内･消火水槽 千葉県

H15.08 大阪ガス南部事業本部ビル(仮称) 大林・竹中・南海辰村ＪＶ GA-2 雨水貯留槽　防火水槽 大阪府

H15.08 伊丹市立南中学校ＥＶ設置工事 (株)大重工務店 GA-2 ＥＶピット 兵庫県

H15.08 都営住宅１３Ｈ-１０９南(大谷石川) 角田建設工業(株) GA-2 ＥＶピット 東京都

H15.09 川辺小学校昇降機棟増築工事 楠建設工業(株) GA-2 ＥＶピット 大阪府

H15.09 大阪電気通信大学四条畷学舎デジタルゲーム学科棟 (株)大林組 GA-2 消火水槽　ＥＶピット 大阪府

H15.09 宮崎市営住宅自由ヶ丘団地 ㈲大川建設 GA-2 ＥＶピット 宮崎県

H15.09 伊丹市立伊丹小学校 (株)シモエ工務店 GR ＥＶピット内 兵庫県

H15.10 東京農工大学小金井団地総合研究棟(Ｂ) 銭高･田中JV GA-2 ピット壁 東京都

H15.10 新漁村コミュニティ基盤整備事業風力発電施設 鉄建建設(株) GA-2 外壁 新潟県

H15.10 県営住宅（鴨島呉郷団地９号棟） (株)川田組 GRG ＥＶピット　地下ピット 徳島県

H15.11 榛名町立第六小学校 (株)研屋北関東(営) GRG 消火水槽 群馬県

H15.11 東京入国管理局第二分庁舎(仮称) 鴻池・五洋JV GA-2・GRG 浄化槽･汚水槽･防火水槽 茨城県

H15.11 東京入国管理局第二分庁舎(仮称) 大成設備(株) GR 壁･床 茨城県

H15.11 信更町下平防火水槽 (株)ヨシオカ GRG 防火水槽･床･壁 長野県

H15.11 京都大学百周年時計台記念館 清水・大林・鹿島JV GRG 汚水槽　消火水槽　雑排水槽他 京都府

H15.11 京田辺市消防署北部出張所 (株)山城建設 GRG 受水槽 京都府

H15.11 泉佐野水産加工センター 共立建設(株) GA-2 消火水槽 大阪府

H15.11 京都きづ川病院新館 (株)大林組 GR 汚水槽　雑排水槽 京都府

H15.11 京都市立新設養護学校 公成・ミラノＪＶ GRG ＥＶピット　消火水槽 京都府

H15.11 (仮称)枚方公園集合住宅 (株)大林組 GA-2・GRG 各所 大阪府

H15.12 沖縄工業高専屋内運動場 (株)東恩納組 GR-J パラシングタンク 沖縄県

H15.12 (仮称)吹田市立千里山・佐井寺図書館 前田建設工業(株) GRG ＥＶピット　消火水槽　雨水貯留槽 大阪府
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H15.12 三菱電機姫路製作所広畑工場 戸田・神崎ＪＶ GRG 消火水槽　クーリングタワー水槽 兵庫県

H15.12 安芸市屋上総合運動場野球場 小松建設(株) GRG 地下外壁 高知県

H16.01 平成１４年度 西ケ峰地区簡易水道施設 (株)初島組 GRG 配水池 和歌山県

H16.01 文部科学省 大臣官房文教施設部 福岡工事事務所 國場･東･神元JV GA-2 受水槽 沖縄県

H16.01 広島国際大学呉キャンパス３号館 鹿島･増岡JV GA-2 地下防火水槽　ＥＶピット 広島県

H16.02 心臓血管センター 心臓リハビリ棟 池下・吉田ＪＶ GA-2 二重壁側溝部 群馬県

H16.02 世田谷区立烏山中学校 大明・立石・中秀ＪＶ GA-2 雨水周水槽・消火水槽他 東京都

H16.02 (仮称)千石２丁目計画 安藤建設(株) GA-2 地下､壁､ＥＶﾋﾟｯﾄ 東京都

H16.02 (仮称)東京三菱銀行錦糸町支店 大成・ﾋﾟｰｴｽ三菱ＪＶ GA-2+A 汚水槽・雑排水槽・消火水槽他 東京都

H16.02 (仮称)御殿山地域コミュニティ施設 田中住建(株) GA-2 ピット　外壁 兵庫県

H16.02 野上町総合福祉センター (株)大林組 GA-2 ＥＶピット 和歌山県

H16.02 阪神タイガース新室内練習場 (株)大林組 GA-2 ピット 兵庫県

H16.02 湖東保健センター (株)丸平建設 GRG 地下外壁 滋賀県

H16.02 大阪教育大学附属池田小学校 戸田･池田ＪＶ GRG 雨水貯留槽 大阪府

H16.02 （仮称）新工業高校 大林･前田･神鋼興産･山田ＪＶ GR・GRG 各棟ピット 兵庫県

H16.02 （仮称）南安井町福祉施設 清水建設(株) GRG 消化水槽 大阪府

H16.02 昭和電気(株)本社工場 大和ハウス工業(株) GRG 防火水槽 大阪府

H16.02 東大阪線荒本駅 (株)大林組 GA-2 ＥＶピット 大阪府

H16.03 永田台小学校 進建設(株) GA-2 ＥＶピット 神奈川県

H16.03 １５行修第５１２号ろ過池 八生建設(株) GA-2 ろ過池 埼玉県

H16.03 (仮称)恵比寿南２丁目計画 東急建設(株) GA-2 消火水槽･雨水槽 東京都

H16.03 海上漂流油回収環境再現施設 東洋建設(株) GRG 水槽内防水 神奈川県

H16.03 都営住宅１４Ｈ－１０４南(中野町) (株)太刀川工務店 GA-2 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾋﾟｯﾄ 東京都

H16.03 中部北環境施設組合リサイクルプラザ (株)クボタ GA-2 雨水槽 沖縄県

H16.03 同志社大学　新大学会館（仮称） (株)大林組 GRG 地下ピット 京都府

H16.03 同志社大学新町校舎「新研究室棟（仮称）」 ミラノ工務店(株) GRG ＥＶピット　受水槽 京都府

H16.03 大阪府北部広域防災拠点備蓄倉庫 (株)エーユー GA-2 防火水槽 大阪府

H16.03 大阪赤十字病院 (株)大林組 GRG ピット 大阪府

H16.03 王寺駅前久度地区中央街区第一種市街地再開発 戸田建設(株) GRG・GR-A 排水槽　汚水槽 奈良県

H16.03 花王(株)ＡＷ鹿山工場 清水建設(株) GA-2 ＥＶピット 和歌山県

H16.03 日東薬品工業(株)綾部工場 (株)大林組 GRG・GR-A 汚水貯留槽　ＥＶピット 京都府

H16.03 大阪市交通局 (株)大林組 GA-2 湧水槽　雨水制御水槽 大阪府

H16.04 内浦地区防火水槽 福島建設(株) GA-2 防火水槽 長崎県

H16.04 下山地区防火水槽 (株)江頭組 GA-2 防火水槽 長崎県

H16.04 大阪市交通局 大林・清水・三星・大本・榎並ＪＶ GR-C 雑排水槽　汚水槽 大阪府

H16.04 伊丹産業(株)高知工場 (株)大林組 GRG 貯水槽 高知県

H16.04 花王(株)和歌山工場 清水建設(株) GA-2 ＥＶピット 和歌山県

H16.05 大阪赤十字病院 (株)大林組 GRG ピット 大阪府

H16.05 県立広島病院緩和ケア支援センター棟 (株)フジタ GRG ＥＶピット 広島県

H16.05 猿瀬発電所 (株)淵上組 GRG 外壁 宮崎県

H16.05 阿倍野Ａ１地区第２種市街地再開発事業Ａ３棟 竹中・東急・長谷工・松村ＪＶ GA-2 地下ピット　排水処理槽 大阪府

H16.06 所沢市民体育館 西部建設(株) GA-2 雨水槽 埼玉県

H16.06 京都線三山木駅 大林・錢高・大日本JV GA-2 ピット 京都府
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H16.06 (株)サンセイ第二期工場 (株)北川建設 GA-2 ポンプ室　消火水槽 滋賀県

H16.07 (仮称)祖師谷三丁目計画 鹿島建設(株) GA-2 消火水利ピット 東京都

H16.07 都営住宅１４－Ｈ１０３北（東京街道） 大春建設(株) GA-2 ＥＶピット 東京都

H16.07 大阪府営茨木三島丘第3期中層住宅 弓岡建設(株) GRG 受水槽 大阪府

H16.07 美保(14)庁舎 美保テクノス(株) GRG 消火水槽 鳥取県

H16.07 初島中学校 (株)初島組 GA-2 地下ピット 和歌山県

H16.08 本郷複合福祉施設 大成建設(株) GA-2 消火水槽 東京都

H16.08 近畿大学本部キャンパス立体駐車場 (株)大林組 GRG ＥＶピット 大阪府

H16.08 武田薬品第８技術棟 (株)大林組 GRG 消火水槽 大阪府

H16.09 帝京大学小学校 GA-2 エレベーターピット部 東京都

H16.09 京都市立桂徳小学校 (株)井上建設 GA-2 ＥＶピット 京都府

H16.09 三木山陽病院 戸田建設(株) GRG 地下外壁 兵庫県

H16.10 新石川浄水場排泥池 (株)豊神建設・崎原工建(株) GRG 外壁 沖縄県

H16.10 (仮称)昭和の森第１期再開発事業(第３街区） 三井造船(株) GA-2 消火水槽･ＥＶピット 東京都

H16.10 市立藤井寺南小学校 原尾建設 GRG ＥＶピット 大阪府

H16.10 (仮称)新長田駅南地区大橋７・８工区再開発ビル 清水・錢高・間・藤原ＪＶ GA-2・GRG 消火水槽　汚水槽　雑排水槽 兵庫県

H16.10 大阪証券取引所ビル 大林・竹中・大成・錢高ＪＶ GA-2 雨水槽　ＥＶピット 大阪府

H16.11 駅前第１駐車場 東海鋼材工業(株) GRG エレベーターピット 山梨県

H16.11 串本警察署庁舎 (株)小森組 GR ピット 和歌山県

H16.12 東京工業大学事務棟 渡辺工業(株) GRG 池 東京都

H16.12 (株)ブリヂストン彦根工場(仮称)第２工場 (株)大林組 GA-2 ピット 滋賀県

H16.12 多々良浄水場浄水処理施設 戸田・新井・才田JV UGA-A 粒状活性炭吸着池　オゾン接触槽 福岡県

H16.12 同志社大学京田辺校地「夢告館」 (株)大林組 GRG 消火水槽　ＥＶピット 京都府

H16.12 (仮称)姫路市埋蔵文化財センター 飛鳥・神崎ＪＶ GRG ピット 兵庫県

H17.01 横浜税関大黒埠頭コンテナ検査センター(仮称) 東洋建設(株) GRG 埋め戻し壁 神奈川県

H17.01 平倉地区防火水槽 (株)江頭組 GA-2 防火水槽 長崎県

H17.02 東部スラッジセンター濃縮棟 岩田・大林・田中他 GRG 濃縮タンク 北海道

H17.02 追手門学院大学(仮称)地域支援心理研究センター (株)大林組 GA-2 ＥＶピット 大阪府

H17.02 (仮称)新長田駅南地区大橋６工区再開発ビル 清水・錢高・間・藤原ＪＶ GA-2 ピット各所 兵庫県

H17.02 サントリー高砂工場第２期 (株)大林組 GRG ピット 兵庫県

H17.02 馬場山地区防火用水 中国建設工業(株) GRG 防火用水 岡山県

H17.03 千葉科学大学体育館 (株)福田組 GA-2 地中外壁･水槽用 千葉県

H17.03 府中駅南口第三地区第一種市街地再開発事業 西松建設(株) GA-2 ピット 東京都

H17.03 都営南砂三丁目アパート(８号棟) 栗本建設工業(株) GA-2 エレベーターピット内 東京都

H17.03 明星大学新講義棟(仮称) 大成建設(株) GA-2 雨水槽 東京都

H17.03 京都大学（南部）総合研究棟 清水建設(株) GRG ピット 京都府

H17.03 新石川浄水場排水池 大城・安岡・光南ＪＶ GRG 地下外壁 沖縄県

H17.03 岩国飛行場(14)滑走路 森本建設(株) GRG ピット 山口県

H17.03 琉球新報本社ビル 國場・金秀・大城ＪＶ GRG 内壁 沖縄県

H17.03 大阪大学（仮称）石橋学生交流棟 (株)大林組 GA-2 消火水槽　ＥＶピット 大阪府

H17.03 外山水源地浄水池 (株)野々川工務店 GRG 浄水池 愛知県

H17.03 阿志岐小学校屋外プール 入江建設(株) GRG バランシングタンク 福岡県

H17.03 県営姫路白浜住宅 (株)冨士土木興業 GRG 地中梁・ＥＶピット 兵庫県
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H17.03 兵庫県立津名高等学校プール・部室棟 (株)寺西工務店 GA-2・GRG 汚水槽・排水槽　外壁 兵庫県

H17.04 田ノ浦地区汚水処理施設 (株)協和エクシオ GRG ばっき槽 和歌山県

H17.04 葛城市営住宅観音寺田団地 (株)淺沼組 GRG 受水槽 奈良県

H17.05 野辺地警察署庁舎 田中・紺野ＪＶ GR 消火水槽 青森県

H17.06 横須賀米軍(１５)体育館 (株)協和日成 GRG-A 蒸気マンホール 神奈川県

H17.06 大谷祖廟境内整備事業 水野建設(株) GRG 地下ピット 京都府

H17.06 （仮称）新長田駅南地区大橋６工区再開発ビル 清水・錢髙・間・藤原JV GA-2・GRG 消火水槽　汚水槽　ＥＶピット他 兵庫県

H17.06 （仮称）浪速スポーツセンター 大林・三井住友・南海辰村JV GRG 汚水槽　雑排水槽 大阪府

H17.06 県営社梶原鉄筋住宅 横山建設工業(株) GRG ＥＶピット 兵庫県

H17.06 三日市町駅前西地区再開発事業 真柄・西武JV GRG 消火水槽 大阪府

H17.07 市立道明寺小学校 原尾建設 GA-2 ＥＶピット 大阪府

H17.08 （仮称）三田駅前第１街区（商業棟） 西松建設(株) GA-2 ＥＶピット　ＥＳＣピット 兵庫県

H17.09 日本橋浜町三丁目西部地区第一種市街地再開発 大成･五洋JV GRG 消火水槽･雨水貯留槽他 東京都

H17.09 同志社大学新町校地「臨光館」 大林・ミラノJV GA-2・GRG 汚水槽　防火水槽　ＥＶピット他 京都府

H17.09 箕面浄水場膜ろ過棟 西田工業(株) GR-J 洗浄排水槽　膜ろ過循環水槽 大阪府

H17.09 大国小学校 GR-J 受水槽 大阪府

H17.09 和歌山東留置管理センター(仮称) 楠本建設(株) GRG 消火水槽 和歌山県

H17.10 府中仁保道路建設 ＪＦＥ工建(株) GA-2 ＥＶピット 広島県

H17.10 平成１７年度針摺東公民館 (株)新栄建設 GA-2 外壁 福岡県

H17.10 千僧浄水場高度浄水施設 前田・三井住友ＪＶ UGA-A オゾン処理槽　活性炭処理槽他 兵庫県

H17.10 原田処理場３系Ｅ列水処理施設 (株)大林組 GRG 流出水路　曝気水路 兵庫県

H17.11 篠崎邸 GRG 基礎 東京都

H17.11 那須四季会特護老人ホームさちの森 東亜建設工業(株) GRG EVピット･防火水槽･SP水槽 栃木県

H17.11 (仮称）クレストフォルム港南３丁目計画 三井住友建設(株) GA-2+A 雑排水溝･ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞｰ槽 東京都

H17.11 くすりの福太郎 鉄建建設(株) GR 基礎幅木 千葉県

H17.11 スラジ仮置場 (株)大林組 GA-2･GRG 側溝内部 千葉県

H17.11 神戸新事業創出型事業 鹿島建設(株) GRG 消火水槽 兵庫県

H17.12 尾上中学校 田中建設(株) GRG ピット壁、床面 青森県

H17.12 京都学園大学新学部（仮称）校舎棟 清水建設(株) GRG・GR-C 実験排水槽　ＥＶピット他 京都府

H17.12 松新地区第一種市街地再開発事業 間・西松・高柳JV GRG 貯水槽 愛知県

H18.01 東京税(大井地区)コンテナ検査センター(仮称) 東洋建設(株) GRG 埋め戻し壁 東京都

H18.01 乙訓消防組合消防本部庁舎 (株)大林組 GA-2 消火水槽　ＥＶピット 京都府

H18.01 岩国飛行場（１６）倉庫（２０５） (株)大島組 GRG 消火ポンプピット 山口県

H18.02 大阪総合保育大学 (株)大林組 GRG 消火水槽 大阪府

H18.02 太地町健康福祉センター（仮称） (株)大林組 GRG 排水ポンプ槽 和歌山県

H18.02 大阪府営貝塚森高層住宅 ナカノフドー・南海辰村JV GA-2 エレベーターピット内 大阪府

H18.02 輝翔館中等教育学校寄宿舎 中島・石崎JV GRG ポンプ室ピット内部 福岡県

H18.02 大阪商業大学校舎 (株)大林組 GRG ＥＶピット 大阪府

H18.02 （仮称）東消防署庁舎 (株)町田工務店 GA-2 消火水槽 大阪府

H18.03 市営今森住宅（第二工区） 株本・中村JV GR 地下ピット　外壁 兵庫県

H18.03 平成１７年度鹿南西部地区簡易水道 (株)松岡建設工業 GR-J 水槽 熊本県

H18.03 上の瀬地区防火水槽 福島建設(株) GA-2 防火水槽 長崎県

H18.03 多以良地区防火水槽 ㈲村上建設工業 GA-2 防火水槽 長崎県
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H18.03 白以田地区防火水槽 (株)太陽建設 GA-2 防火水槽 長崎県

H18.03 清教学園中・髙校Ｍ棟 (株)大林組 GA-2・GRG ＥＶピット　汚水槽 大阪府

H18.04 大阪府立大正高等学校 大阪屋 GRG ＥＶピット 大阪府

H18.04 日清製粉(株)東灘工場 清水建設(株) GA-2 ＥＶピット 兵庫県

H18.04 （仮称）大阪府市町村職員共済組合新会館 (株)大林組 GRG・GR-A 雑用排水槽　ＥＶピット　他 大阪府

H18.04 大阪赤十字会館 (株)大林組 GRG 地下汚水　雑排水槽 大阪府

H18.04 市営王子第二団地１２棟 (株)タケシ工務店 GA-2 ＥＶピット 大阪府

H18.04 市営幸第二団地４１棟 (株)タケシ工務店 GA-2 ＥＶピット 大阪府

H18.05 播但連絡道路和田山料金事務所 福井建設(株) GRG 階段室廻り 兵庫県

H18.05 ＪＡくま中球磨水稲育苗施設 (株)佐藤産業 GA-2 地下内外壁 熊本県

H18.06 平成１７年度祝園駅西特定土地区画整理事業 (株)大林ＪＶ GA-2 ピット 京都府

H18.06 奈良線河内小阪駅 (株)大林組 GA-2 ＥＶピット 大阪府

H18.07 大阪府営下新庄４丁目第１期住宅 利川組 GR-J 受水槽 大阪府

H18.07 大阪弁護士会新会館 (株)大林組 GRG・GR-A ＥＶピット　汚水槽他 大阪府

H18.07 余床町処分場廃水処理施設 西武・青木あすなろJV GR-C 汚泥槽　　脱塩水濃縮槽 愛知県

H18.08 中央清掃工場飛灰搬出設備 (株)ナカノテック GA-2 地下ピット 東京都

H18.08 大日本印刷(株)研究開発センターＡ棟Ｎ－７ 五洋建設(株) GA-2 ＥＶピット 千葉県

H18.08 伊勢農場鶏舎 大木建設(株) GRG 消火水槽 三重県

H18.09 東京大学駒場コミュニケーション・プラザ 鹿島建設(株) GA-2･GR-D 雨水貯留槽･厨房排水処理槽 東京都

H18.09 中城ポンプ場 (株)東洋土木工業 GRG 地下外壁 沖縄県

H18.09 （仮称）四條畷学園短期大学学園町校舎 (株)大林組 GRG ピット　外壁 大阪府

H18.09 大利中学校 ㈲大東工務店 GRG ＥＶピット 福岡県

H18.10 置賜広域水道用水供給事業(拡張)浄水場 (株)後藤組 GR 浄水池屋根 山形県

H18.10 南消防署宇品出張所 錦建設(株) GRG 水槽 広島県

H18.10 加賀市立湖北小学校 真柄建設(株) GA-2 消火水槽 石川県

H18.11 総社広域環境施設組合（仮称）し尿処理施設 (株)クボタ GA-2・GR 地下外壁　ＥＶピット 岡山県

H18.11 広島女学院大学チャペル（仮称） 大之木建設(株) GRG 地中梁外部 広島県

H18.11 平成１８年度堂の間地区防火水槽 (株)西本組 GRG 防火水槽 大分県

H18.11 福岡県公営住宅大坪団地 かねぜん・大岡JV GA-2 ユニットバス下 福岡県

H18.12 郷原中学校 福井建設(株) GRG 防火水槽 広島県

H19.01 府立八尾翠翔高校エレベーター設置関連工事 (合資)鷹八建設 GRG ＥＶピット 大阪府

H19.01 総社広域環境施設組合（仮称）し尿処理施設 西松建設(株) GA-2･GR 地下外壁 EVﾋﾟｯﾄ 岡山県

H19.01 平成１７年度ＲＡ－２棟建設工事 (株)徳里産業 GRG 雨水ﾋﾟｯﾄ EVﾋﾟｯﾄ 沖縄県

H19.01 （仮称）広陵町新清掃施設建設工事 (株)奥村組 GA-2 ﾌﾟﾗﾝﾄ水槽 防火水槽 他 奈良県

H19.01 広島市民病院増改築整備西棟改修 飛島･砂原･鴻治建設JV GA-2 ｵｲﾙﾀﾝｸ上端 広島県

H19.01 JA福岡八女農産物集出荷施設新設及び改修工事 ㈲黒木建設 GA-2 ＥＶピット 福岡県

H19.02 岸和田市貝塚市清掃施設組合ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 西松・飛島ＪＶ GRG EVﾋﾟｯﾄ 受水槽 池 大阪府

H19.02 千葉県立千葉盲学校昇降機棟建築その他工事 (株)金正 GA-2 ＥＶピット 千葉県

H19.02 (仮称)衆議院赤坂議員宿舎新築工事 鹿島建設(株) GA-2･GA-2+B 汚水槽･冷却水槽･消防用水槽 他 東京都

H19.03 府民の森防火施設再整備（１８－３）工事 河本興業(株) GRG 防火水槽 大阪府

H19.03 守口市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ整備工事 大成建設(株) GRG 雨水ピット 排水ピット 大阪府

H19.03 鹿屋市上野町一般職員宿舎改修工事 国基建設(株) GRG 浴室床 鹿児島県

H19.03 温知小学校校舎改築工事（外構工事） 太陽建設(株) GRG プール 岐阜県
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H19.03 人吉球磨汚泥再処理センター建設工事 アタカ大機(株) GA-2 ＥＶピット 熊本県

H19.03 袋地区農業用水施設工事 徳南建設(株) GRG 水槽 熊本県

H19.03 滋賀医大附属病院（Ｄ病棟）新営その他工事 竹中･ﾌｼﾞﾀ･平和奥田JV GRG 防火・雑排水槽 滋賀県

H19.03 広島市民病院増改築整備西棟改修その他工事 飛島･砂原･鴻治JV GA-2 雑用水槽 広島県

H19.04 太田市立藪塚本町小学校第２校舎改築建築工事 関東建設工業(株) GRG 配管ピット 群馬県

H19.06 狭山市リサイクルプラザ工場棟建設工事 (株)淺沼組 GRG 雨水貯留水槽･防火水槽･他 埼玉県

H19.06 田辺市学校給食センター建築工事 東宝建設(株) GRG 防火水槽 和歌山県

H19.07 毎日新聞社大阪本社ビル第Ⅱ期工事 (株)大林組 GRG EVﾋﾟｯﾄ･消防用水槽･ESCﾋﾟｯﾄ 大阪府

H19.07 (株)ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ彦根工場 BX工場新築工事 西松建設(株) GA-2 汚水槽 防火水槽 滋賀県

H19.07 磐田駅前地区第一種市街地再開発 間･大成JV GRG トレンチピット 静岡県

H19.07 新潟市民病院移転新築工事 戸田･第一･田中･櫛谷･廣瀬･佐藤JV GR･GRG･GR-A･B 各水槽 新潟県

H19.08 新石川浄水場共同溝建設工事(その1) 福地･大協･世名城JV GRG 共同溝、外部壁面 沖縄県
H19.09 浦和駅東口駅前地区第二種市街地再開発事業 (株)大林組 GRG 地下ピット 埼玉県

H19.10 桃山学院中学校棟建設工事 (株)大林組 GA-2 ＥＶピット 大阪府

H19.10 久場川市営住宅第１期建替工事（建築・１工区） (株)尚輪興建 GRG ＥＶピット 沖縄県

H19.11 (仮称)阿倍野Ａ１地区再開発C2-4棟新築 (株)奥村組 GRG 地下ピット 大阪府

H19.11 毎日放送千里丘中継車庫・倉庫新築工事 (株)大林組 GA-2 ピット 大阪府

H19.11 倉敷市立大高小・葦高小分離校管理棟建築工事 同和工営･清水土建JV GA-2 地下ピット 岡山県

H19.11 新石川浄水場共同溝建設工事(その2) 武国･清武･比嘉士JV GRG 共同溝外壁 沖縄県

H19.11 音戸市民センター(仮称)建設工事 (株)鴻池組 GRG EVﾋﾟｯﾄ 水槽 広島県

H19.12 小金浄水場管理棟新築工事 福田･太陽JV GA-2 外壁、地下外壁 千葉県

H20.02 柏原市玉手浄水場更新工事 水道機工(株) GR 地下外壁 大阪府

H20.02 県立誕生寺養護学校寄宿舎整備工事 浮田･鷲田JV GR 消火水槽 岡山県

H20.02 富山福祉短期大学5号館新築工事 (株)大林組 GRG EVﾋﾟｯﾄ 二重ﾋﾟｯﾄ 富山県

H20.02 近鉄筒井駅エレベーター設置等(建築)工事 (株)淺沼組 GRG ＥＶピット 奈良県

H20.02 (仮称)福山北警察署庁舎新築工事 三島産業(株) GA-2 ＥＶピット 広島県

H20.02 公民館(高野口地区交流センター)新築工事 (株)ﾊｳｽｱﾗﾒﾝﾄ GRG ＥＶピット 和歌山県

H20.03 ナゴヤセンタータワー新築工事 (株)長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ GRG 水景 植込 愛知県

H20.03 地下鉄第１号線淀屋橋駅中央中階接続工事 (株)大林組 GRG 汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ室内 汚水槽 大阪府

H20.03 警察学校（18）耐震設備改修工事 (株)テクノ工業 GRG 汚水槽ピット 沖縄県

H20.03 北里大学相模原ｷｬﾝﾊﾟｽ新体育館・部室棟新築工事 鹿島建設(株) GR-C 汚水槽 神奈川県

H20.03 平成19年度　21号可児休憩施設建築工事 (株)吉川工務店 GRG 非常用貯留水槽 岐阜県

H20.03 東出雲町立意東小学校講堂建設工事 (株)大前組 GRG 地下外壁 島根県

H20.03 三代浄水場管理棟建設(建築)工事 (株)都間土建 GRG 地下外壁 島根県

H20.03 (仮称)千葉工業大学芝園校地 新棟建設その他工事 三井住友建設(株) GRG 池 千葉県

H20.03 横瀬地区防火水槽建設工事 (有)島田建設 GA-2 防火水槽 長崎県

H20.03 中浦南地区防火水槽建設工事 (有)馬産業 GA-2 防火水槽 長崎県

H20.03 福岡県公営住宅相田団地第１工区建築工事 春田･秀和JV GR-J 受水槽 福岡県

H20.04 (仮称)第２清掃工場建設工事 (株)大林組 GRG 消火水槽 EVﾋﾟｯﾄ 集水桝 大阪府
H20.04 ＪＡ東日本くみあい飼料太田工場建設工事 JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株) GRG タンクピット 群馬県

H20.06 第91-165号　2号館等教育環境整備工事 (株)大木建設 GR 池 和歌山県

H20.07 府営出来島高層住宅(建替）新築工事（第１工区） 藤井･尚志JV GA-2 ＥＶピット 大阪府

H20.08 府立槻の木高等学校ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置関連工事 平和住建(株) GRG 地下外壁 大阪府



　＜ビッグサン防水材実績表　　Ｈ１５．０１～Ｈ２１．１２＞
土木設計事務所様向け
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H20.08 近鉄百貨店本店南商業ビル(仮称)建設工事 (株)大林組 GA-2 EV･ESCﾋﾟｯﾄ 大阪府

H20.08 西永福駅外構改修工事（建築） 京王建設(株) GRG 防火水槽 東京都

H20.09 大阪電通大寝屋川学舎(仮称)新棟新築工事 (株)大林組 GA-2･GRG EVﾋﾟｯﾄ 消火水槽 井戸水槽 大阪府

H20.09 大阪府営堺大浜南町高層住宅（建替）新築工事 村本建設(株) GA-2 ＥＶピット 大阪府

H20.09 府営富田林楠第2期高層住宅(建替)新築工事(第2工区 山本･八交JV GR-J 受水槽 大阪府

H20.09 龍谷大学深草学舎紫朋館ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ整備工事 西松建設(株) GA-2 便所　湯沸し室 京都府

H20.09 京都駅近鉄名店街リニューアル工事 GA-2 噴水床 京都府

H20.09 (仮称)ＩＫＥＡ新三郷 新築工事 GA-2 雨水貯留槽･EVﾋﾟｯﾄ･消火水槽 埼玉県

H20.10 中之島新線建設工事（第5工区） (株)大林組 GA-2･GR-A EVピット 汚水槽 大阪府

H20.10 中山手地区再開発事業(街区1） 大成建設(株) GRG 防火水槽 雑排水槽 汚水槽 兵庫県

H20.10 和歌山労災病院本館建築工事 大林･ﾋﾟｰｴｽ三菱･浅川JV GR-B・D 検査排水槽 災害時汚水槽　他 和歌山県

H20.11 新石川浄水場共同溝建設工事(その３) ﾏﾙﾕｳ土建･仲地･山商JV GRG 共同溝外部壁面 沖縄県

H20.11 宇治浄水場ポンプ所築造工事 (株)巌建設 GR 地階屋上 京都府

H20.11 射水市新湊消防署庁舎新築工事 塩谷･赤井JV GA-2 消火水槽 EVﾋﾟｯﾄ 富山県

H20.11 北播磨清掃事務組合 終処分場建設工事 真柄建設(株) GRG ｷﾚｰﾄ処理水槽 放流水槽 他 兵庫県

H21.01 新石川浄水場　自家発棟・車庫棟建築工事 (株)大城組 GRG 共同溝 沖縄県

H21.02 府営遠里小野高層住宅(建替)新築工事 木綿麻･山口JV GRG ＥＶピット 大阪府

H21.02 厚別水再生プラザ洗浄処理施設新設工事 岩田地崎･石山･札建JV GRG 地下外壁･処理水槽･井水槽 北海道

H21.03 柏原市玉手浄水場更新工事 東レ建設(株) GR 地下外壁 大阪府

H21.03 中之島三井ビルディング地下接続工事 鹿島建設(株) GRG ＥＶピット 大阪府

H21.03 新石川浄水場共同溝建設工事（その４） 沖栄･大一土建･ｻﾝﾗｲﾄJV GRG 共同溝 沖縄県

H21.03 都立中央ろう学校(Ｈ１９)増築及び改修工事 昇和・鶴ヶ谷JV GRG Ｂ棟ピット 東京都

H21.03 龍野北高等学校(仮称)本館棟・A棟その他建築 東レ･永岡･進藤･正光JV GRG EVﾋﾟｯﾄ 消防水槽 養生水槽 兵庫県

H21.04 大瀬配水池築造工事 (株)森産業 GR-J 配水池 岡山県

H21.06 中之島新線なにわ橋駅地下自転車棟駐車場整備工事 (株)大林組 GRG 消火水槽 湧水ﾋﾟｯﾄ 大阪府

H21.06 東北大学病院外来診療棟新営その他工事 (株)銭高組 GR-S 地下ピット 宮城県

H21.07 和佐配水池内面防水・防食塗装工事 (株)川嶋工業 GR-J 配水池 和歌山県

H21.08 東京国際空港国際線旅客ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ等新築工事(D工区) 清水建設(株) GR-SW･GR-S 花壇　水槽 東京都

H21.12 神奈川県立花と緑のふれあいセンター建築工事 (株)かながわGAﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ GA-2 雨水貯留槽 神奈川県

H21.12 西舞鶴合同宿舎新築工事 (株)イチケン GRG ＥＶピット 京都府

H21.12 東洋大学川越キャンパス７号館新築工事 清水建設(株) GR-S 地下ピット 埼玉県
H21.12 (仮称)新ロッテプラザ計画 大成建設(株) GA-2･GR-C 雨水槽･雑用水槽･汚水槽 他 東京都

H21.12 新宿区立新宿西戸山中学校建設工事 東レ建設 GR-SW 地下外壁 東京都


