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建築設計事務所様向け

年月日 工事名称（現場名） 建設会社名 工法 施　工　箇　所 都道府県

H16.01 (仮)西荻窪プロジェクト新築工事 ㈱佐藤秀 RA-3 専用ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ･外階段 東京都

H16.01 特別養護老人ホームさいたまやすらぎの里新築工事 ㈱島村工業建築工事部 RB-5 ベランダ･廊下 埼玉県

H16.01 タワーズランド北野田（１番館･３番館）新築工事 ㈱長谷工コーポレーション RB-6 庇　笠木　パラペット他 大阪府

H16.01 アプローズ南福岡　新築工事 大祥建設株式会社 RB-6 パラペット 福岡県

H16.01 京都市久世市営住宅整備工事ただし、３棟･７棟屋上その他改修工事 ㈱岡本工務店 RB-6 屋上　パラペット 京都府

H16.01 千種北マンション建設工事 名古屋菱重興産㈱ RA-4 屋上庇 愛知県

H16.01 エステムコート新大阪Ⅳパークフロント新築工事 ㈱長谷工コーポレーション RA-3・RB-6 開放廊下　他 大阪府

H16.01 加賀市立湖北小学校機械室屋根防水工事 七尾建設㈱ RA-4 機械室屋根 石川県

H16.01 医療法人 青松会 河西田村病院新築工事 清水建設㈱ RB-5 室内 和歌山県

H16.01 広島国際大学呉キャンパス２号館新築工事（建築の部） 鹿島･増岡JV RA-4 笠木　ハト小屋 広島県

H16.01 アクタス天神Ⅱ新築工事 南海辰村建設㈱ RB-6 ＶＥホール 福岡県

H16.01 千旦団地建築工事 三友･楠本 JV RA-3・RB-6 軒樋部　屋上　庇　梁型天端 和歌山県

H16.02 (仮)エル・ステージ大井仙台坂新築工事 日本建設㈱ RB-5 斜壁 東京都

H16.02 山梨大学(武田１)総合研究棟・放送大学山梨学習センター新営その他工事 ﾌｼﾞﾀ・三井建設工業JV RA-4 笠木･屋上パラペット 山梨県

H16.02 公団滋賀開発事務所屋上防水工事 日本総合住生活㈱ RB-6 屋上 滋賀県

H16.02 豊田市中消防署東分署ほか１出張所耐震補強改修工事 ホマレ建設工業㈱ RA-4 トイレ バルコニー 愛知県

H16.02 建（教）第２号の２今治工業高校特別第７教棟耐震・大規模改修工事 吉田建設㈱ RA-4・RB-6 外壁　庇　階段 愛媛県

H16.02 南海シティーコート金剛プラザ新築工事 南海辰村建設㈱ RA-4 廊下　バルコニー 大阪府

H16.02 湖東保健センター新築工事 ㈱丸平建設 RA-4 庇 滋賀県

H16.02 神戸学院女子短期大学仮設体育館建築工事 戸田建設㈱ RA-3 シャワールーム 兵庫県

H16.02 北白川住宅（仮称）建築工事 ㈱シード RB-5 バルコニー　通路 京都府

H16.02 平成１４年度公営住宅津屋本町第２団地新築工事 千早建設㈱ RA-4 排水溝 福岡県

H16.02 （仮称）山南老人ディ・サービスセンター新築工事 三和建設企業㈱ RB-5 浴室 兵庫県

H16.02 （仮称）南港北特別養護老人ホーム新築工事 ㈱大林組 RA-3 厨房　各階便所 大阪府

H16.02 境原小学校校舎増築工事 ㈱菱丸商会 RA-3・RB-5 室内　外部ベランダ 和歌山県

H16.02 （仮称）舎利寺の館新築工事 藤木工務店 RB-6 ルーフバルコニー 大阪府

H16.02 メロディーハイム茨木パークアヴェニュー ㈱長谷工コーポレーション RA-3・RB-6 サッシ周り　屋上 大阪府

H16.02 京都市　田中宮市営住宅　整備工事 ㈲平野建設 RB-6 庇　手摺壁　笠木 京都府

H16.02 県立境港総合技術高等学校教室･海洋･福祉棟新築工事 竹田組･竹田工務店JV RA-4 庇　パラペット 鳥取県

H16.03 海上町コミュニティ運動公園野球場等建設整備工事 遠藤建設㈱ RA-3 観覧席 千葉県

H16.03 エスト・グランディール湘南平塚 ㈱佐藤秀 RB-5 階段･アプローチ 神奈川県

H16.03 北品川ホームズ大規模修繕工事 建装工業㈱ RB-6 階段･塔屋屋根 東京都

H16.03 都立多摩スポーツ会館(１５)改修工事 ㈱荒野工務店 RB-5 トイレ 東京都

H16.03 タワーズランド北野田（３番館）新築工事 ㈱長谷工コーポレーション RA-4・RB-6 庇　笠木　パラペット天端　他 大阪府

H16.03 県立境港総合技術高等学校教室･海洋･福祉棟新築工事 大松建設㈱ RA-4 ベランダ　庇 鳥取県

H16.03 龍神村総合交流拠点施設整備建築工事 西松建設㈱ RA-3・RB-5 ベランダ　厨房 和歌山県

H16.03 平成１４年度公営住宅津屋本町第２団地新築工事 千早建設㈱ RA-4 排水溝 福岡県

H16.03 京都市三条市営住宅整備工事 ㈲松田建設 RB-6 庇　手摺壁　溝 京都府

H16.03 高根団地（中層）給水ポンプ室屋根防水改修工事 ㈲ノア RB-6 屋根屋上 岐阜県

H16.03 国際ショッピングセンター再開発ビル（仮称）新築工事 國場･大城･金秀･大栄JV RA-3 階段 沖縄県

H16.03 （仮称）パデシオン京都駅前Ⅱ番館新築工事 睦備建設㈱ RA-3 住戸段スラブ部 京都府



年月日 工事名称（現場名） 建設会社名 工法 施　工　箇　所 都道府県

H16.03 グラスアリーナ西神中央新築工事 ㈱長谷工コーポレーション RA-3・4・RB-6 サッシ周り　庇　屋上他 兵庫県

H16.03 市営成井住宅Ａ棟外壁改修工事 平原建設㈱ RA-4 ベランダ　庇 広島県

H16.03 府営住宅小栗栖西団地１９号棟屋上防水改修工事 オオニシコウト㈱ RA-4 庇 京都府

H16.03 豊後高田市立総合幼稚園新築工事（建築主体工事） ㈱都建設 RB-6 機械棟屋根 大分県

H16.03 キリンビール㈱滋賀工場，建物屋根他修理工事 キリンエンジニアリング㈱ RB-6 屋上 滋賀県

H16.03 日南町立山上小学校体育館外壁等改修工事 ㈱谷口組 RA-4・RB-6 庇　雨樋 鳥取県

H16.03 大阪市交通局新庁舎建設に伴う建築工事 ㈱大林組 RA-3・4 側溝 大阪府

H16.04 南平台セントラルハイツ外壁主体他大規模修繕工事 ﾌｼﾞﾐﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ㈱ RC-5 テラス･ルーフバルコニー 東京都

H16.04 クア・リゾート草津大規模修繕工事 佐藤工業㈱ RA-4・RB-6 Ｂ棟階段 上階･ﾊﾞﾙｺﾆｰ･ｺﾞﾐ置場 群馬県

H16.04 兵庫県立教育研修所東宿泊棟防水改修工事 廣畑建設㈱ RA-4 屋上　パラペット 兵庫県

H16.04 (仮称)パデシオン十条駅前新築工事 睦備建設㈱ RA-3 各住戸段スラブ部 京都府

H16.04 森之宮第２団地６号棟（その２）外壁その他修繕工事 ㈱日之出工務店 RA-4 ベランダ 大阪府

H16.04 介護老人福祉施設第二大和の里ユニットケア棟新設工事 ㈱中村工業 RB-5 バルコニー 愛知県

H16.04 県営長寿園南高層住宅１号館トータルリモデル工事（１工区） ㈱NON RB-5 浴室 広島県

H16.05 平成１５年度阿智中央公民館改修工事 原・阿智工務店JV RB-6 屋根 長野県

H16.05 大阪赤十字病院第１期後半工事（新本館）建築主体工事 ㈱大林組 RB-5 井水ろ過装置室ピット 大阪府

H16.05 アクロス荒江グランドステージ新築工事 三鉱建設工業㈱ RA-3 廊下　庇　ＥＶピット 福岡県

H16.05 和久野団地公営住宅第３期改築工事 敦賀協栄建築㈱・㈱石川工務店ＪＶ RA-3 サンルーム　バルコニー　梁 福井県

H16.06 メゾン・ド・セプトル大規模修繕第２期工事 ㈱エムジー RA-4 手摺天端 東京都

H16.06 シャトー土橋Ⅱ第１期大規模補修工事 乃一塗装工業㈱ RB-6 ルーフバルコニー 愛知県

H16.06 パデシオン三室戸駅前新築工事 睦備建設㈱ RA-3 住戸段スラブ部　　ＥＶピット壁 京都府

H16.06 今任小学校プール新築工事 藤本工務店㈱ RB-6 屋上 福岡県

H16.06 九州大学（元岡）理系図書館新営工事 銭高・北洋JV RB-6 屋根 福岡県

H16.06 大阪青凌中学校・高等学校図書館新築工事 清水建設㈱ RB-5 便所 大阪府

H16.07 第１５－５２号白山第１住宅建設（建築）工事 ㈱本間組 RB-6 屋根・ﾊﾞﾙｺﾆｰ 新潟県

H16.07 県立前橋工業高等学校移転整備昇降口棟建築工事 三原工業㈱ RB-5 階段･エントランスホール 群馬県

H16.07 ライオンズマンション中の島第２外壁他大規模修繕工事 札幌ﾊﾟｰｶﾗｲｼﾞﾝｸﾞ㈱ RA-4 外部階段床・梁 出窓天端 北海道

H16.07 帝京大学医学部附属市原病院新館　大規模修繕工事 ㈱大林組 RA-4 バルコニー 千葉県

H16.07 イトーピア流山大規模修繕工事 三平リフォーム㈱ RB-6 ルーフバルコニー 千葉県

H16.07 繁多川公営住宅建設工事（建築－３工区） 興建産業㈱ RB-5 便所 沖縄県

H16.08 (仮称)介護老人保健施設ふかわくにくさ新築工事 ㈱鴻池組 RB-6 バルコニー 広島県

H16.08 武田薬品第８技術棟建設工事 ㈱大林組 RA-3・4 便所　他 大阪府

H16.09 衆議院第二議員会館屋上断熱改修工事 ㈱フジタ東京支店 RB-5 屋上 東京都

H16.09 繁多川公営住宅建設工事（建築・２工区） 國場組・新松・大満土建ＪＶ RB-5 浴室　便所 沖縄県

H16.09 (仮称)生涯学習センター新築建築主体工事 淺沼・南共同企業体 RA-3 打継目地　建具取合他 大阪府

H16.09 立正佼成会和歌山教会改修工事 ㈱銭高組 RA-4 庇 和歌山県

H16.09 岩城村立岩城中学校外壁等改修工事 五洋建設㈱ RA-4 庇 愛媛県

H16.09 三木山陽病院増築工事 戸田建設㈱ RA-3・4 パラペット　庇他 兵庫県

H16.09 パインフィールド五条新築工事 ㈱大林組 RA-4 側溝　巾木　バルコニー 京都府

H16.09 学園東デイサービス付マンション新築工事 大和システム㈱ RB-5 浴室 兵庫県

H16.10 平成15年度事業福岡県公営住宅宅間田団地第3工区建築工事 ㈱中島組 RA-3 配管ピット 福岡県

H16.10 平成15年度事業福岡県公営住宅宅間田団地第4工区建築工事 八女カイセー㈱ RA-4 配管ピット 福岡県

H16.10 串本高校管理・特別棟耐震改修（1工区）工事 ㈱岡林組 RA-3 便所ピット内 和歌山県



年月日 工事名称（現場名） 建設会社名 工法 施　工　箇　所 都道府県

H16.10 (仮称)阪井団地建設（本体）工事 ㈱中原組 RA-4 地下ピット 和歌山県

H16.10 (仮称)新長田駅南地区大橋６工区再開発ビル新築工事 清水・錢高・間・藤原ＪＶ RB-5 外部廊下　東側室外機置場　通路 兵庫県

H16.10 大阪証券取引所ビル建替工事新築工事 大林・竹中・大成・錢高ＪＶ RA-3・4 外部パラペット天端　内部ＡＣＲ床 大阪府

H16.11 繁多川・真地・識名地区公民館・図書館(仮称)新築工事 南洋土建㈱他 RB-5 屋上階段部 沖縄県

H16.11 市営住宅入沢団地８号棟屋上防水改修工事 ㈱桑原総業 RB-6 屋上 群馬県

H16.11 大阪府営牧野北住宅第４期屋上防水層改修工事（第４工区） ㈲協伸工業 RB-6 ＥＸＰ．Ｊ 大阪府

H16.11 天理市庁舎屋上防水改修 RB-6 屋上 奈良県

H16.11 パデシオン石田駅前新築工事 睦備建設㈱ RA-3 段スラブ分 京都府

H16.11 四日市市大瀬古新町整備事業（1期）新築工事 ㈱長谷工コーポレーション RB-6 屋上庇　エントランス屋根 三重県

H16.11 江府町防災・情報センター新築工事 大松建設㈱ RA-4 庇　庇立　庇排水溝　笠木 鳥取県

H16.11 鹿島中学校・竜山中学校各所防水改修その他工事 ㈱モア RA-4・RC-5 屋上 兵庫県

H16.11 井口堂Ｂ団地外壁改修・鉄部塗装替工事 福島興業㈱ RA-4 庇　パラペット　屋根 大阪府

H16.11 林崎小学校校舎屋上改修工事 浜田工務店 RA-4 笠木天場 徳島県

H16.11 第二中学校校舎屋上改修工事 ㈱伊達工務店 RA-4 廊下部　笠木天場 徳島県

H16.11 那覇空港国内線旅客ターミナルビル第Ⅱ次増築工事建築北工区 ㈱國場組 RA-3 庇 沖縄県

H16.12 新川処理第１処理施設終沈給気塔塗装修繕工事 ㈱小林塗装 RB-6 屋根 北海道

H16.12 日神パレステージ東武練馬台西館新築工事 ㈱多田工営 RB-5 ポーチ･ｴﾝﾄﾗﾝｽ上廊下 東京都

H16.12 住友生命大宮第２ビル外壁等改修工事 ㈱間組 RA-3 サッシ上部 埼玉県

H17.01 県営向東住宅3号館外壁改修工事 ㈱川一 RA-4 バルコニー　階段庇 広島県

H17.01 新都心(仮称)小学校校舎及び水泳プール新築工事 ㈱善太郎組・㈲永善建設ＪＶ RB-5 内部便所 沖縄県

H17.01 財部中学校体育館屋根防水補修工事 大峰建設㈲ RB-6 体育館屋根（パラペット） 鹿児島県

H17.01 関西医科専門学校新築工事 鹿島建設㈱ RA-4 パラペット 大阪府

H17.01 ダイハツ工業株式会社京都工場 ㈱大林組 RB-5 浴場 京都府

H17.02 (仮)ルミエラガーデンズ千葉ニュータウン新築工事 ㈱フジタ RA-2 建具廻り 千葉県

H17.02 (仮)所沢緑町３丁目計画１･７号棟新築工事 ㈱日本ホーム RB-6 屋上･ﾊﾞﾙｺﾆｰ･ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ･霧よけ 埼玉県

H17.02 (仮)ブレインフォース蔵前新築工事 ㈱日本ホーム RB-6 屋上･ベランダ 東京都

H17.02 印南製作所新築工事 ㈱似鳥工務店 RC-5 ルーフバルコニー 東京都

H17.02 シーアイマンション駒場Ａ棟・Ｂ棟第２回大規模保全工事 ㈱ｼﾐｽﾞ・ﾋﾞﾙﾗｲﾌｹｱ RB-6 バルコニー床 東京都

H17.02 神戸学院大学１５号館建設工事 ㈱竹中工務店 RB-5 バルコニー 兵庫県

H17.02 兵庫税務署外壁改修その他工事 大阪塗工㈱ RB-5 階段室屋上 兵庫県

H17.02 追手門学院大学(仮称)地域支援心理研究センター新築工事 ㈱大林組 RA-3 便所 大阪府

H17.02 サントリー高砂工場第２期増設工事 ㈱大林組 RB-6 庇 兵庫県

H17.02 ローレルコート緑橋新築工事 ㈱長谷工コーポレーション RA-3・RB-6 サッシ周り　庇　　屋根　バルコニー 大阪府

H17.02 伊藤町マンション新築工事 ㈱福井 RB-6 屋上 京都府

H17.02 アヴァンセクール京橋南新築工事 野村建設工業㈱ RA-3 パラペット天端　庇　小庇天端 大阪府

H17.02 (仮称)藤塚マンション新築工事 サカイ創建㈱ RB-6 階段屋根　ベランダ通路 愛知県

H17.02 パデシオン浜大津新築工事 睦備建設㈱ RA-3 住戸段スラブ部 滋賀県

H17.03 平成１６年度 老人デイサービスセンター建設工事 吉川・小笠原JV RB-5 浴室 長野県

H17.03 呉羽環境㈱医療廃棄物保管倉庫、建設工事 クレハ建設㈱ RB-6 バルコニー 福島県

H17.03 東京消防庁西新井消防署本木出張所(H16)増築工事 郡リース㈱ RB-6 屋上 東京都

H17.03 京都大学（南部）総合研究棟の施設整備事業 清水建設㈱ RB-5 天端 京都府

H17.03 パデシオン山科夢ケ丘新築工事 睦備建設㈱ RA-3 住戸段スラブ部 京都府

H17.03 御所浄水場１系後塩素注入井修繕工事 ㈱西本組 RB-6 1系後塩素注入井建屋　建屋床版 奈良県



年月日 工事名称（現場名） 建設会社名 工法 施　工　箇　所 都道府県

H17.03 勝央調整池築造工事 RA-4＋EPC 調整池屋根 岡山県

H17.03 岩田小学校屋内運動場建設「建築」工事 ㈱後工務店 RA-4・RB-6 軒先樋　玄関屋上 和歌山県

H17.03 （仮称）ファミール中之島タワー新築工事 鹿島建設㈱ RB-5 バルコニー 大阪府

H17.03 新都心（仮称）小学校校舎及び水泳プール新築工事 ㈱沖創・㈲大光・㈲城正ＪＶ RB-5 室内トイレ 沖縄県

H17.03 グランドサンリヤン大濠公園新築工事 西鉄建設㈱ RB-5 廊下 福岡県

H17.03 サンリブシティ小倉新築工事 五洋建設㈱九州 RB-5・6 バルコニー　１Ｆ店舗他 福岡県

H17.03 兵庫県立津名高等学校プール・部室棟建築工事 ㈱寺西工務店 RA-3・RB-5 便所　通路 兵庫県

H17.04 (仮)西新井ＮＳビル新築工事 小倉建設㈱ RA-3 斜壁･リフトピット 東京都

H17.04 山本駅バリアフリー化工事のうち昇降機設備・建築工事 鹿島・森組ＪＶ RA-3・4 便所　ＥＶピット 兵庫県

H17.04 長谷団地公営住宅建設工事 高藤建設㈱ RA-4 排水溝 福岡県

H17.04 武田薬品工業株式会社大阪工場第７技術棟改造工事 ㈱大林組 RB-5・6 屋内 大阪府

H17.04 コーナン和歌山中之島店新築工事 鹿島建設㈱ RA-3・4 笠木　スロープ溝　便所 和歌山県

H17.05 ＢｉＶｉ二条新築工事 ㈱ゼニヤ RB-5 厨房 京都府

H17.06 ＰＩ２期北駅（仮称）建築工事 五洋建設 RA-4 ＥＶホール横 兵庫県

H17.06 （仮称）新長田駅南地区大橋６工区再開発ビル新築工事 清水・錢髙・間・藤原JV RB-5 外部廊下　通路 兵庫県

H17.06 明治乳業株式会社関西工場新築工事 鹿島建設㈱ RB-6 工場棟３Fサージタンク下部 大阪府

H17.06 ジ・アッタテラスゴルフリゾートホテル新設工事 ㈱國場組 RB-5 池廻り 沖縄県

H17.06 公下ポ１号　笠原川右岸ポンプ場調整池築造工事 ㈱吉川組 RC-5・RB-6 内部床　屋根庇 岐阜県

H17.07 （仮称）三田ウッディタウンクロスモール西棟新築工事 オリックスファシリティーズ㈱ RB-6 基礎コンクリート 兵庫県

H17.07 ＰＩ２期北駅（仮称）建築工事 五洋建設 RB-5・6 便所床　機械室 兵庫県

H17.08 パデシオン西大路新築工事 睦備建設㈱ RA-3 住戸段スラブ 京都府

H17.08 近鉄本社建物改修工事（建築その１） ㈱大林組 RB-6 塔屋　はと小屋　機械基礎 大阪府

H17.08 （仮称）三田駅前第１街区（商業棟）建設工事 西松建設㈱ RA-3・4・RB-5 トイレ　ＲＦ　ハト小屋天端 兵庫県

H17.09 四街道徳洲会病院新築工事 ㈱奥村組 RA-4 庇･ベランダ･ハト小屋 千葉県

H17.09 平成16年度事業福岡県公営住宅峰地団地第１工区建築工事 ㈱村坂工務店 RA-3 ユニットバス下 福岡県

H17.10 小田浦調整池建設工事 ㈱安部工業所 RA-4＋EPC １号　２号池屋根 広島県

H17.10 メロディーハイム須磨フェルコリーナ新築工事 ㈱長谷工コーポレーション RA-3・4・RB-5・6 庇　屋根　他 兵庫県

H17.10 大屋地域局舎建築工事 福井・安井特別共同企業体 RA-3・RB-6 庇　便所　外部階段 兵庫県

H17.10 大阪駅改良他工事 大林・大鉄・錢高・浅沼・奥村JV RA-4 各機械室 大阪府

H17.10 大阪府営貝塚三ツ松住宅第６期屋上防水層改修工事（第１工区） ㈱長田組 RB-6 屋上 大阪府

H17.10 大阪府営貝塚三ツ松住宅第６期屋上防水層改修工事（第２工区） 藤本建設㈱ RB-6 屋上 大阪府

H17.11 業務隊（１６）元住吉特借宿舎改修建築その他工事 沼田工業㈱ RB-6 便所屋上取り合い部 神奈川県

H17.11 県立吉田高等学校管理・特別教室棟改築工事 富士急建設･ｺﾊﾞﾔｼ工業JV RA-3 便所 山梨県

H17.11 茶臼山配水池ＰＣ外面防水補修工事 清水建設工業㈱ RA-4＋EPC-T 配水池屋根 滋賀県

H17.12 多摩ニュータウンエスティメール２１多摩団地大規模修繕工事 ﾌｼﾞﾐﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ㈱ RA-4 天端、笠木 東京都

H17.12 樹会特別養護老人ホーム大井苑新築工事 三井住友建設㈱ RB-5 浴室･厨房･バルコニー床 埼玉県

H17.12 市営住宅入沢団地１号棟屋上防水改修工事 茂木建工㈲ RB-6 屋上 群馬県

H17.12 市営住宅入沢団地４号棟屋上防水改修工事 ㈱桑原総業 RB-6 屋上 群馬県

H17.12 唐津建工第２号　外町小学校大規模改造建築（1期）工事 松尾・創建JV RB-6 屋上モルタル笠木　庇　等 佐賀県

H17.12 大阪府営寝屋川泰住宅第１期屋上防水層改修工事 ㈱めるかあど総合サービス RB-6 パラペット　架台 大阪府

H17.12 豊田加茂清掃センター新不燃物処分場建設工事 アタカ工業㈱ RA-4 機械棟　円形庇 愛知県

H18.01 酒田市公益研修センター多目的ホール(仮称)建設工事(外溝工事) 大場建設㈱ RA-4・RB-5 底面部･側溝部 山形県

H18.01 御所浄水場高区浄水池修繕工事 RB-6 屋上 奈良県



年月日 工事名称（現場名） 建設会社名 工法 施　工　箇　所 都道府県

H18.01 大阪府立南大阪高等職業技術専門校（仮称）新築工事（第２工区） 大宮・大勝JV RB-6 屋根　笠木 大阪府

H18.01 パデシオン伊勢田駅前 睦備建設㈱ RA-3 各住戸下スラブ 京都府

H18.02 清末配水場築造工事 ㈱コプロス RB-6 配水池屋根 山口県

H18.02 （仮称）森ノ宮ポジトロン・クリニック新築工事 ㈱大林組 RA-4・RB-6 バルコニー　ハト小屋屋根 大阪府

H18.02 ローレルコート高槻新築工事 近鉄不動産㈱ RB-5 廊下 大阪府

H18.02 ロフティスクエア桑名新築工事 大井建設㈱ RA-4・RB-6 屋上　パラペット天端　庇 三重県

H18.02 太地町健康福祉センター（仮称）新築工事 ㈱大林組 RA-4 プールサイド 和歌山県

H18.02 大阪府営貝塚森高層住宅（建て替え）新築工事（第１工区） ナカノフドー・南海辰村JV RA-4 庇上部 大阪府

H18.02 大阪商業大学校舎新築工事（１期工事） ㈱大林組 RA-3・RB-6 庇　パラペット天端　便所　渡り廊下 大阪府

H18.02 ルネッサなんばタワー新築工事 鹿島建設㈱ RB-6 各階バルコニー 大阪府

H18.02 デイーグラフォート神戸ハーバーウエスト新築工事 西松・伊吹ＪＶ RB-5 廊下 兵庫県

H18.03 御所浄水場　浄水池内面修繕工事（１号池、２号池） 丸山建設㈱ RB-6 建屋外部 奈良県

H18.04 木津加圧ポンプ場築造工事 三栄建設工業㈱ RA-4・RB-6 屋上　庇　他 京都府

H18.04 明石警察署朝霧町交番庁舎新築工事 ㈱山明建設 RA-4・RB-6 屋上　庇 兵庫県

H18.04 （仮称）大阪府市町村職員共済組合新会館建設工事 ㈱大林組 RA-3・RB-5・6 便所　　浴室 大阪府

H18.04 大津町新向山配水池築造工事 安部・大福・小畑ＪＶ RA-4＋EPC-T 屋根 島根県

H18.05 パデシオン伏見深草新築工事 睦備建設㈱ RA-3 住戸段スラブ防水 京都府

H18.06 (仮称)パデシオン西院新築工事 睦備建設㈱ RA-3 住戸段スラブ 京都府

H18.06 広川町津波防災教育センター(仮称)新築工事 戸田建設㈱ RA-4 パラペット　機械基礎架台　ハト小屋 和歌山県

H18.07 大阪弁護士会　新会館建設工事 ㈱大林組 RA-3・4・RB-6 便所　バルコニー　他 大阪府

H18.08 平成１６年度事業福岡県公営住宅浜松団地建築工事 百田・前宮・西山JV RA-4・RB-6 バルコニー　溝　屋外階段　屋根 福岡県

H18.09 （仮称）イオン大日ショッピングセンター新築工事 ㈱大林組 RB-5 風除室　ゴミ置場 大阪府

H18.11 東脊振小学校移転改築建築本体工事 大林・松尾・野中JV RB-6 本体屋根　庇　基礎　庇 佐賀県

H18.12 北堀江ビル新築工事 戸田建設㈱ RA-3・RB-5・ACE 側溝　ＯＡフロア　便所 大阪府

H19.01 (仮称)ホテルモントレ京都新築工事 鹿島建設㈱ RB-5 便所 京都府

H19.01 潮岬中学校校舎新増改築（建設）工事 ㈱小森組 RB-5･6 バルコニー　便所 和歌山県

H19.02 丸大産業株式会社りんくう工場新築工事 ㈱鍛冶田工務店 RA-3 機械室　消毒室 大阪府

H19.02 大阪商業大学校舎新築工事（２期工事） ㈱大林組 RA-3･4 RB-6 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ　便所　庇　ﾊﾄ小屋　他 大阪府

H19.02 京都市立下京中学校新築工事 西松建設㈱ RA-3 RB-5 配管ピット　他 京都府

H19.02 パデシオン藤森 睦備建設㈱ RA-3 住戸段スラブ防水　ＥＮＴ東壁 京都府

H19.03 （仮称）福島区役所新庁舎建設工事 淺沼・ハンシンＪＶ RB-6 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端　笠木　巾木　排水溝 大阪府

H19.03 (仮称)TOHOｼﾈﾏｽﾞららぽーと横浜新築工事 ㈱フジタ RB-5 厨房床 神奈川

H19.03 パインフィールド洛東新築工事 ㈱大林組 RA-3･4 ﾊﾞﾙｺﾆｰ排水溝　配管ﾋﾟｯﾄ　他 京都府

H19.03 京大(由美浜)流域圏総合環境質研究センター ㈱アルファー建設 RA-4 排水溝 滋賀県

H19.03 東京大学(駒場Ⅰ)教養学部ﾛｯｶｰ棟新営その他工事 大和工商リース㈱ RA-3 基礎ピット内 東京都

H19.03 平成18年度県営住宅駒沢新町団地 松橋建設㈲ RB-5 浴室 長野県

H19.03 御所浄水場浄水池内面修繕工事（４号地） ㈱葛建設 RB-6 屋根　壁 奈良県

H19.03 大野配水池補修工事 大成建設㈱ RA-4 貯水タンク屋根 奈良県

H19.03 県立社高等学校寄宿舎棟耐震補強 横山建設工業㈱ RA-4 庇　床　梁型天端　立上り 兵庫県

H19.03 福岡県公営住宅峰地団地第３工区建築工事 ㈲宮本工務店 RA-3 ユニットバス下 福岡県

H19.03 福岡県公営住宅峰地団地第４工区建築工事 ㈲桑野組 RA-3 ユニットバス下 福岡県

H19.03 福岡県公営住宅愛宕団地第１工区建築工事 ㈱中村建設 RA-3･4 ユニットバス下　庇 福岡県

H19.04 府営泉佐野佐野台第２期中層住宅建替工事 矢野建設㈱ RA-3 排水溝 大阪府

H19.04 東海大学伊勢原校舎１号館学部棟 戸田建設㈱ RX １号館３階屋上 神奈川



年月日 工事名称（現場名） 建設会社名 工法 施　工　箇　所 都道府県

H19.04 （仮称）恵那市中央図書館新築工事 安藤建設㈱ RA-3 RB-5 便所　階段蹴込踊場 岐阜県
H19.04 塚田駅エレベーター新設その他工事 鹿島建設㈱関東支店 RA-3 多機能トイレ床 千葉県

H19.04 ﾛｰﾚﾙｽｸｴｱ学研奈良登美ヶ丘新築工事 近鉄不動産㈱ RA-4 廊下　バルコニー溝 奈良県

H19.05 パデシオン西大津 睦備建設㈱ RA-3 住戸内段スラブ 滋賀県

H19.06 津山市一宮配水池築造工事（２期工事） 三井住友建設㈱ EPC-T+RA-4 ＰＣタンク屋上　 岡山県

H19.07 彩都友紘会病院新築工事 RA-4 天文台内部、サンルーム内部　　 大阪府

H19.08 ラフィーネ泉宮マンション新築工事 今井産業㈱ RA-4 パラペット 愛媛県

H19.08 リジェール都島新築工事 高松建設 RB-5･6 庇　笠木　廊下バルコニー 大阪府

H19.08 あびこ幼稚園新築工事 ㈱奥村組 RA-3 便所 大阪府

H19.09 千里リハビリテーション病院新築工事 ㈱大林組 RA-3･4 RB-5･6 ﾊﾄ小屋　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　渡り廊下 大阪府

H19.09 リリーベルおもろまちサーモス新築工事 ㈱国場組 RB-5･6 庇　ＥＶ屋根 沖縄県

H19.09 マークスゲート京都サウス新築工事 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RB-5 開放廊下 京都府

H19.09 シャリエ西大路御池新築工事 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RB-5 廊下　バルコニー 京都府

H19.09 グランエスパス御所東新築工事 ㈱大林組 RA-4 バルコニー　階段　廊下 京都府
H19.09 ソシアグランデ八千代中央新築工事 大和ハウス工業㈱ RA-3 開口部・ﾊﾞﾙｺﾆｰ側溝・切付・出窓庇 千葉県

H19.09 (仮称)足利ハーヴェストプレイス新築工事 五洋建設㈱ RB-6 モール棟　消火用水槽 栃木県

H19.09 プロスベール西大寺新築工事 高松建設㈱ RB-5･6 階段　ｺﾞﾐ置場屋根　TVｱﾝﾃﾅ基礎 奈良県

H19.09 アッシュコート夙川公園新築工事 高松建設 RB-5 廊下、階段 兵庫県

H19.10 アリスト彦根城町新築工事 ㈱紙谷工務店 RA-4 屋根溝 滋賀県

H19.10 滋賀県警察学校本館建築工事 真柄建設㈱ RB-5 室外機置場　バルコニー 滋賀県

H19.10 八千代ふれあいパーク管理棟新築工事 京成建設㈱ RB-6 屋上床・立ち上がり 千葉県

H19.10 富士ビル屋上防水改修工事 武田工業 RB-6 屋上 東京都

H19.10 多摩ニュータウン長峰杜の二番街大規模修繕工事 小田急建設㈱ RA-3 RB-5 手摺壁･天端･窓庇･面台･ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ床 東京都

H19.10 西武中央病院屋上防水改修工事 ツルガ建設㈲ RB-6 屋上及び　３Ｆ屋上 東京都

H19.10 鳥取県交通総合センター屋上防水改修他工事 ㈱都市建設 RA-4 パラペット　架台 鳥取県

H19.10 (仮称)大和特殊硝子㈱市島工場（第２）新築工事 コーナン建設㈱ RA-3 洗浄室ピット 兵庫県

H19.11 住吉区役所・区民ｾﾝﾀｰ・図書館・水道局SS建設工事 ㈱大林組 RA-3･4 RB-6 便所　配管ﾋﾟｯﾄ　屋上　庇　他 大阪府

H19.11 アーバネス淀川新築工事 高松建設㈱ RB-5･6 ﾊﾞﾙｺﾆｰ　廊下　ﾊﾄ小屋　屋根 大阪府

H19.11 大阪美術倶楽部旧館建替工事 ㈱大林組 RA-3 便所 大阪府

H19.11 心斎橋一丁目プロジェクト新築工事 大成建設㈱ RB-5 １Ｆスロープ出入り口 大阪府

H19.11 ホソカワミクロン㈱ 新本社ビル建設工事 ㈱大林組 RA-3 階段屋上　ﾊﾄ小屋　便所　他 大阪府

H19.11 京都薬科大学臨床薬学研修センター新築工事 ㈱大林組 RA-3 便所　ＥＶピット 京都府

H19.11 (仮称)和佐配水池築造工事 清水建設㈱ RB-6 配水池屋上 和歌山県

H19.12 長崎市消防団31分団1部格納庫新築主体工事 ㈱新サンワ RB-6 ベランダ 長崎県

H19.12 桜井浄水場洗浄槽築造工事 ㈱奥村組 RB-6 屋上 奈良県

H19.12 アーバニス甲東園ルアンジュ新築工事 中林建設㈱ RA-3･4 出窓　庇　ルーフバルコニー 兵庫県

H19.12 パラッイーナセシリア大規模改修工事 ㈱東光商会 RX バルコニー 兵庫県

H19.12 エステムコート伊丹サントアーリオ新築工事 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RA-3 RB-5 躯体切付　廊下 兵庫県

H20.01 ホテルルートイン七尾駅東新築工事 ㈱フジタ RA-3 RB-6 ﾊﾞﾙｺﾆｰ　庇　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ　ｻｯｼ廻り　他 石川県

H20.01 レインボー本牧 生和建設㈱ RB-5 １階階段 神奈川

H20.01 (仮称)金沢文庫計画 ㈱奥村組 RB-6 2F廊下・各階サービスバルコニー 神奈川
H20.01 京都橋上駅増築他工事 大鉄工業・大林組ＪＶ RB-5 デッキ　便所 京都府

H20.01 高崎市総合卸売市場㈱中央棟屋根改修工事 冬木工業㈱ RB-6 ペントハウスの屋根 群馬県

H20.01 平成19年度ハイツ入間大規模修繕工事 ㈱長谷工ｺﾐｭﾆﾃｨ RB-5 斜壁・出窓 庇 埼玉県



年月日 工事名称（現場名） 建設会社名 工法 施　工　箇　所 都道府県
H20.01 荒島調整池屋上他防水工事 (有)進和防水工業 RA-4 ＰＣ造ドーム 島根県

H20.01 幕張ﾃｸﾉｶﾞｰﾃﾞﾝ 中庭ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ床部防水工事 ㈲オリエント設備 RB-6 中庭ピラミッド 床部・立上り共 千葉県

H20.01 秀和多摩川レジデンス 大規模修繕工事 シンヨー㈱ RA-4 バルコニー床 東京都

H20.01 (仮称)墨田ラ・ステラ２新築工事 ㈱日本ホーム RB-6 屋上・バルコニー 東京都

H20.01 ｺｰﾌﾟ野村緑山ﾋﾙｽﾞ参番館大規模修繕工事 ㈱大林組 RA-4 バルコニー床・吹抜け床 東京都

H20.01 (仮称)シンプロビル新築工事 ㈱似鳥工務店 RB-6 屋上・2.3Fﾙｰﾌﾊﾞﾙｺﾆｰ 東京都
H20.01 (仮称)介護老人保健施設四季の郷建設工事 ㈱高階 RA-3･4 RB-5 3Ｆ出入口　他 兵庫県

H20.01 (仮称)北之庄らくらく苑新築工事 ㈱鍛治田工務店 RA-3 RB-5 浴室　壁　浴槽内 兵庫県

H20.01 福岡県公営住宅相田団地第２工区建築工事 江藤工産㈱ RA-3 ユニットバス下 福岡県

H20.01 福岡県公営住宅相田団地第1工区建築工事 春田・秀和ＪＶ RA-3 ユニットバス下 福岡県

H20.01 ㈱ナフコ宮崎店 科研化成㈱ RB-6 陸屋根 宮崎県

H20.02 ホテルルートイン西条新築工事 鹿島建設㈱ RB-5 階段踊場 愛媛県

H20.02 (仮称)阿倍野A1地区市街地再開発事業C2-3棟 ㈱奥村組 RA-3 躯体防水 大阪府

H20.02 那覇第２地方合同庁舎２号館 鹿島建設･飛島建設JV RA-4 パーゴラ　車寄せ 沖縄県

H20.02 京都市向島市営住宅修繕工事 ㈱山崎組 RA-4 モルタル笠木　溝　架台　他 京都府

H20.02 パデシオン堀川六角新築工事 睦備建設㈱ RA-3 住戸内段スラヴ防水 京都府

H20.02 ﾒﾛﾃﾞｨｰﾊｲﾑ西大路ﾃﾞｭｵﾉﾜｰﾙ新築工事 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RA-3 RB-5 廊下　バルコニー　庇 京都府

H20.02 ﾒﾛﾃﾞｨｰﾊｲﾑ西大路ﾃﾞｭｵﾌﾞﾗﾝ新築工事 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RB-5 廊下　バルコニー 京都府

H20.02 京都市洛西東竹の里市営住宅修繕工事 京都瀝青工業㈱ RA-4 鳩小屋　水槽架台 京都府

H20.02 京都市向島市営住宅修繕工事 ㈱山崎組 RA-4 モルタル笠木　溝　架台 京都府

H20.02 パデシオン丸太町新築工事 睦備建設㈱ RA-3 住戸内段スラブ防水 京都府

H20.02 滋賀医科大学臨床研究棟耐震改修その他工事 ㈱竹中工務店 RA-3 耐震ブレスと外壁取合 滋賀県

H20.02 いすゞ自動車株式会社Ｔ２屋根改修工事 五洋建設㈱ RX Ｔ２屋根 栃木県
H20.02 御所浄水場　浄水池内面修繕工事（３号池） ㈱平正興業 RB-6 建屋 奈良県

H20.02 前田マンション新築工事 松井建設㈱ RB-6 屋上 兵庫県

H20.02 ワコーレ神戸本山ガーデンズ新築工事 ㈱大林組 RB-5 2Ｆポーチ 兵庫県

H20.02 グランダ甲子園新築工事 ㈱柄谷工務店 RA-4 ＥＶピット 兵庫県

H20.02 シャルム甲子園口新築工事 髙松建設㈱ RB-5･6 ENT屋根　庇　廊下　他 兵庫県

H20.02 柳川市立藤吉小学校校舎改築工事 冨士・田中俊ＪＶ RB-6 屋根 福岡県

H20.02 川内団地建替事業　２号棟建築主体工事 ㈱淵上組 RC-5 ベランダ 宮崎県

H20.02 鶴岡警第１４号職員アパート新築工事 林建設工業㈱ RA-4 ベランダ 山形県
H20.02 日方小学校普通教室棟大規模改修(本体)工事 ㈱丸山組 RB-5 便所 和歌山県

H20.02 田辺第一小学校南校舎耐震補強及び改修工事 ㈱テンコーライフ RA-4 笠木　庇 和歌山県

H20.03 豊丘ポンプ場改修工事 ㈱石黒組 RB-5･6 屋根　庇　ポーチ 愛知県

H20.03 蟹江町立蟹江中学校屋内運動場増改築工事 浅沼･河村･大笹･大藤建設JV RA-3 廊下　屋外階段 愛知県

H20.03 (仮称)ﾊﾟｰｸﾌﾟﾚｲｽ大分ｴﾝﾄﾗﾝｽ棟増築工事 ㈱フジタ RB-6 オープンモール床 大分県

H20.03 メゾンルーシア新築工事 高松建設㈱ RB-5･6 エントランス　庇　2階ＥＶホール 大阪府

H20.03 三井香里Ｆ住宅大規模修繕工事 ㈱ヤマギシリフォーム RA-4 庇　窓面台 大阪府

H20.03 枚方市火葬場新築工事(建築工事） 清水建設㈱ RB-5 便所 大阪府

H20.03 大阪府営村野住宅外壁吹替その他工事 (有)サンエヌテクノ RA-4 側溝　巾木 大阪府

H20.03 府営茨木安威住宅第1期屋上改修工事 ㈱エイ・アールセンター RB-6 ＴＶアンテナ架台 大阪府

H20.03 仲泊（19）宿舎等新設建築等工事 仲程土建㈱ RC-5 屋根 沖縄県

H20.03 パレットハイム改修工事 ㈲マツダ工業 RA-4 バルコニー 神奈川



年月日 工事名称（現場名） 建設会社名 工法 施　工　箇　所 都道府県

H20.03 ラ・ロシェル横濱 生和建設㈱ RB-5 １～２階階段・４階ベランダ 神奈川
H20.03 サンクチュアリ山科新築工事 ㈱中川工務店 RB-5 ルーフバルコニー 京都府

H20.03 パシフィックレジデンス洛北新築工事 ㈱中川工務店 RB-5 バルコニー　廊下 京都府

H20.03 ｱｰﾊﾞﾝﾋﾞｭｰ堺ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺｰﾄ新築工事 鴻池組 RA-4 パラペット　基礎天端　庇 京都府

H20.03 京都造形芸術大学伝統芸能実習棟新築 清水建設㈱ RB-5 車路 京都府

H20.03 三菱自動車工業㈱　太秦第3,4寮外壁塗装工事 大平工業㈱ RA-4 庇 京都府

H20.03 京都市庁舎整備工事ただし西庁舎外壁改修工事 上原工務店 RB-6 便所屋上 京都府

H20.03 東出雲町立意東小学校講堂建設工事 ㈱大前組 RA-4 庇 島根県

H20.03 県営松江市淞北台団地10号棟屋上防水改修 (有)進和防水工業 RB-6 屋上 島根県

H20.03 平成１９年度新島港日除け雨除け施設新築工事 前抗建設㈱ RB-6 屋根 東京都

H20.03 新交通日暮里舎人線扇大橋北駅建築工事(その２) 本村･小倉JV RC-5 連絡通路改札床側溝 東京都

H20.03 (仮称)阿佐谷わがふるさと館新築工事 ㈱リーフ建築設計 RB-6 ４階ルーフバルコニー 東京都
H20.03 鳥取県厚生事業団特養老人ホーム建設工事 飛島･ｼﾞｭｰｹﾝJV RB-6 ポーチ床 鳥取県

H20.03 武庫川女子大薬学部校舎増築工事 ㈱大林組 RA-3 RB-6 階段屋根　ハト小屋　便所　他 兵庫県

H20.03 (仮称)ユニクロ三木店新築工事 大和ハウス工業㈱ RA-4 ゴミ庫屋根 兵庫県

H20.03 (仮称)宝塚リハビリテーション病院新築工事 ㈱大林組 RA-4 RB-5･6 ハト小屋　基礎架台等 兵庫県

H20.03 (仮称)須磨区月見山計画新築工事 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RA-3 RB-5 バルコニー　外壁 兵庫県

H20.03 養護老人ﾎｰﾑ寿園機能強化工事 小林建設㈱ RB-5 浴室 広島県

H20.03 西光寺門信徒会館新築工事･周辺整備工事 正田建設㈱ RB-5 バルコニー 広島県

H20.03 川地コミュニティーセンター水洗化工事 ㈱ラインビル RB-5 便所 広島県

H20.03 福岡県公営住宅大浦団地第１工区建築工事 成定・浦野ＪＶ RA-3 ユニットバス下　車いす浴室 福岡県

H20.03 福岡県公営住宅大浦団地第２工区建築工事 (有)成田建設 RA-3 ユニットバス下　ＥＶピット 福岡県

H20.03 株式会社森田あられ駅前ビル屋上防水工事 科研化成㈱ RB-6 屋上 福岡県

H20.03 古賀住宅12～14号棟内部及び外壁改修工事 ㈱麻生工務店 RA-4 ベランダ 福岡県

H20.03 白河厚生総合病院移転新築工事 佐藤工業･白河地区JV RA-4 外部階段・犬走り渡り廊下 福島県
H20.03 白浜町立西富田小学校本体建築工事 真柄建設㈱ RA-4 パラペット 和歌山県

H20.03 （仮称）青岸中間焼却処理施設新築工事 三友工業㈱ RA-3 便所 和歌山県

H20.03 区民会館新築工事 ＳＵＮ頼’Ｓ RA-3 便所 和歌山県

H20.03 熊野古道宿泊施設(仮称)整備事業建築工事 ㈱西峰工務店 RA-3 土間 和歌山県

H20.03 町立温泉病院ｽﾎﾟｰﾂ・温泉療法研究施設 那智建設㈱ RB-5 浴室 和歌山県

H20.04 大丸ピーコック新千里西町店新設 ㈱大丸装工 RB-5 厨房　冷媒ピット内 大阪府

H20.04 平和中学校バリアフリー化工事 日興建設㈱ RB-6 屋根屋上 岐阜県

H20.04 南ヶ丘中学校バリアフリー化工事 ㈱水野工務店 RB-6 屋根屋上 岐阜県

H20.04 京都市立嵯峨中学校地震補強工事 京和産業㈱ RB-6 ベランダ 京都府

H20.04 米本団地3-41号棟他2棟外壁修繕その他工事 日新工業㈱ RA-3 外壁打継部 千葉県
H20.05 洛和会ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ四条西洞院ﾋﾞﾙ改修工事 洛和会ﾍﾙｽｹｱｼｽﾃﾑ RX RB-6 機械室屋根　階段室 京都府

H20.05 明治乳業㈱　広島工場　屋上防水改修工事 正田建設㈱ RB-6 屋上 広島県

H20.06 六尾低区配水池築造工事 オリエンタル白石㈱ RB-6 屋根 大阪府

H20.06 摂津水都信金蛍池支店防水改修工事 千里ハウジング㈱ RB-6 塔屋　屋上　玄関庇 大阪府

H20.06 和田配水池築造工事 川田・中村JV RA-4 屋根 岡山県

H20.06 プレミスト北谷プロムナードクルーズ ㈱國場組 RB-6 屋上庇 沖縄県

H20.06 ムーンビーチ屋根防水工事 ㈱國場組 RA-4（遮熱ﾄｯﾌﾟ） ティンガーラ屋根 沖縄県

H20.06 ｼｷﾞﾗﾍﾞｲｻｲﾄﾞｽｲｰﾄｱﾗﾏﾝﾀﾞＶＩＰ新築工事 東急建設㈱ RA-3 プール内塗布防水 沖縄県



年月日 工事名称（現場名） 建設会社名 工法 施　工　箇　所 都道府県
H20.06 タワー御池計画修繕工事 ㈱中川工務店 RB-6 屋上 京都府

H20.06 株式会社ヤマダ電機本社ビル新築工事 清水建設㈱ RA-3･4 トイレ床･受水槽室 群馬県

H20.06 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ西所沢駅前 大規模修繕工事 建装工業㈱ RB-5 手摺壁天端、中央壁天端 埼玉県
H20.07 洛和会丸太町病院屋上防水関連改修工事 洛和会ﾍﾙｽｹｱｼｽﾃﾑ RX RB-6 屋上　笠木下部 京都府

H20.07 杉村倉庫大阪港営業所福﨑倉庫屋根改修工事 三和建設㈱ RX 屋根 大阪府

H20.07 マツモト機械㈱八尾第２工場新築工事 大和ハウス工業㈱ RA-4 便所 大阪府

H20.07 パデシオン桃山 睦備建設㈱ RA-3 住戸内段スラブ防水 京都府

H20.07 パデシオン山科東野 睦備建設㈱ RA-3 住戸内段スラブ防水 京都府

H20.07 新宿小川ビル 大規模修繕工事 三菱地所･藤和ｺﾐｭﾆﾃｨ㈱ RA-4 ＥＶ機械室屋根 東京都

H20.07 早稲田セントラルハイツ 大規模修繕工事 南海工業㈱ RB-5 腰壁天端・配管設備スペース上屋 東京都
H20.07 原団地Ｂ工区外壁修繕その他工事 ㈱梅の木建設 RA-4 バルコニー 福岡県

H20.07 博多消防団板付分団諸岡格納庫改修工事 豊和建設㈱ RB-6 屋上 福岡県

H20.07 ナフコ飯塚南店 科研化成㈱ RB-6 陸屋根 福岡県

H20.07 福岡トヨペット㈱下原店 科研化成㈱ RB-6 庇 福岡県

H20.07 ｼﾍﾞｰﾙﾌｧｸﾄﾘｰﾊﾟｰｸ第５期建設工事 安藤建設㈱ RA-3･RB-6 ｴﾝﾄﾗﾝｽ外廊下･階段･2F屋根 山形県
H20.08 大阪聖母学院Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ棟改修工事 (有)ユーユービルド RB-6 庇 大阪府

H20.08 グレース泉新築工事 髙松建設㈱ RB-5･6 廊下　階段　屋上庇　ENT屋根　他 大阪府

H20.08 (仮称)四条大宮ホテル新築工事 ㈱奥村組 RA-3 RB-7 バルコニー　廊下　階段 京都府

H20.08 ㈱ナベル本社工場 ㈱日新工営 RA-3 鳩小屋　天端 京都府

H20.08 ＴＯＴＯ㈱滋賀第二工場増築工事 ㈱大林組 RA-3 便所 滋賀県

H20.09 桜ヶ丘浄水所 配水池屋上防水工事 ㈱小池建装 RB-6 屋上 東京都
H20.10 パデシオン十条新築工事 睦備建設㈱ RA-3 住戸内段スラブ防水 京都府

H20.10 (仮称)三木一Ⅲ団地新築工事 ㈱高塚工務店 RB-5 屋上 京都府

H20.10 熊本電波工業高専明和寮北棟浴室改修工事 工藤設備工業㈱ RB-5 浴室 熊本県

H20.10 町営持田団地（第2工区）建築工事（C-1-1棟） (有)松浦工務店 RA-3 廊下 宮崎県

H20.10 町営持田団地（第2工区）建築工事（C-1-2棟） ㈱山口鉄工建設 RA-3 廊下 宮崎県

H20.11 (仮称)エスリード中山手通7丁目新築工事 安藤建設㈱ RA-4 小庇 兵庫県

H20.11 東陽中学校校舎・東部公民館建築(B工区）工事 ㈱裏地工務店 RB-5 屋外階段 和歌山県

H20.12 大秋町三丁目47番Ｅ　渡辺コーポ ㈱シノケン RB-5 通路 愛知県

H20.12 大秋町三丁目47番Ｂ　大川コーポ ㈱シノケン RB-5 通路 愛知県

H20.12 府営茨木安威住宅第２期屋上防水改修工事 協伸工業㈱ RB-6 屋上 大阪府

H20.12 狭山福音教会　納骨堂新築工事 大井建設㈱ RB-5 1Ｆ土間 大阪府

H20.12 ﾊﾟﾃﾞｼｵﾝ宇治小倉白華部補修及遊歩道改修工事 睦備建設㈱ RA-3 コンクリート打継部 京都府

H21.01 ソラージュ茨木新築工事 高松建設㈱ RB-5･6 ｴﾝﾄﾗﾝｽ　庇　廊下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ 大阪府

H21.01 中町南小学校中校舎地震補強・大規模改造工事 ㈱横山建設工業 RA-3 便所 岐阜県

H21.02 (仮称)西条市新図書館新築工事 松戸・山本ＪＶ RB-8 室外基礎 愛媛県

H21.02 茨木典礼会館新築工事 ㈱松村組 RA-4 屋上設備基礎　天端 大阪府

H21.02 医療法人　啓明会　相原病院　新築工事 高松建設㈱ RB-5･6 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 各種基礎　庇　ﾊﾞﾙｺﾆｰ 大阪府

H21.02 西大阪延伸線設工事（九条駅） 奥村･西松･森本･鉄建JV RB-8 ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ　ｺﾝｺｰｽ　建屋階段　 大阪府

H21.02 西大阪延伸線設工事（西九条駅） 奥村･西松･森本･鉄建JV RB-8 ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ　階段　室外機置場　 大阪府

H21.02 （仮)山陽学園大学看護学部棟新築工事 ㈱大本組 RA-4 渡り廊下　パラペット 岡山県

H21.02 (仮称)松竹京都撮影所建替計画 ㈱大林組 RA-3 外部　洗濯機置場 京都府

H21.02 ３浄水場統合整備事業　ポンプ施設築造工事 ㈱創建 RA-3 歩廊　階段 京都府



年月日 工事名称（現場名） 建設会社名 工法 施　工　箇　所 都道府県
H21.02 京都市向島市営住宅修繕工事 ㈱勝本建設 RB-8 バルコニー　側溝　パラペット　 京都府

H21.02 府立洛北高等学校北館 ㈱日立工務店 RB-8 手摺架台　階段 京都府

H21.02 御所浄水場排水処理棟等修繕工事 ㈱中川組 RB-8 屋上 奈良県

H21.03 大阪府営遠里小野高層住宅建替新築工事 木綿麻･山口JV RB-8 外部階段 大阪府

H21.03 (仮称)追手門学院大学昇降機棟増築工事 ㈱大林組 RB-8 ＥＶシャフト 大阪府

H21.03 関西創価中学校・高等学校生徒寮建替工事 ㈱竹中工務店 RB-8 バルコニー　便所 大阪府

H21.03 ｼｰｻｲﾄﾞﾚｼﾞﾃﾞﾝｽｺｽﾓｽｸｴｱ駅前新築工事 五洋建設㈱ RB-8 小庇　渡り廊下　通路　階段 大阪府

H21.03 中之島ダイビル新築工事 鹿島建設㈱ RB-8 便所　配管ピット 大阪府

H21.03 大阪府営寝屋川仁和寺住宅屋上防水層改修工事 キンキ瀝青工業㈱ RB-8 ＴＶアンテナ架台 大阪府

H21.03 ｼｷﾞﾗﾍﾞｲｻｲﾄﾞｽｲｰﾄｱﾗﾏﾝﾀﾞ７０新築工事 東急建設㈱ RA-4 プールデッキ　浴室 沖縄県

H21.03 出水眼科新築工事 丸九建設㈱ RB-8 屋根 鹿児島県

H21.03 ３浄水場統合整備事業配水池築造工事 上島･木田･三興JV RB-8 屋上 京都府

H21.03 日本橋消防署堀留出張所(２０)外壁その他改修工事 新和企業㈱ RB-6 地下倉庫 東京都

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 RA-3 Ａ棟3階教員控え室 東京都
H21.03 三田学園（１００周年記念事業）施設整備工事 佐藤工業㈱ RB-8 屋上　パラペット　庇　他 兵庫県

H21.03 県立宝塚高等学校生徒研修館棟他耐震補強工事 ㈱河原工務店 RA-4 屋上パラペット　ベランダ 兵庫県

H21.03 神河町立川上小学校屋根受樋防水修繕工事 神プレ建設㈱ RA-4 屋根受樋 兵庫県

H21.03 水産荷さばき施設建設工事 ㈱平田組 RB-8 排水溝 広島県

H21.03 新開ビル改修工事 ｺｰﾌﾟﾊｳｼﾞﾝｸﾞひろしま㈱ RB-8 ベランダ 広島県

H21.03 イトーピア高宮大規模改修工事 東福互光㈱ RB-8 バルコニー 福岡県

H21.03 遊佐町地域防災センター新築工事（建築工事） 菅原工務所･高橋工業所JV RA-4 バルコニー 山形県
H21.03 和歌山県立医科大学紀北分院独身寮改修工事 ㈱宮本工務店 RB-8 パラペット 和歌山県

H21.04 西大阪延伸線建設工事のうち土木工事(第2工区） 大林･鴻池･戸田･ﾊﾝｼﾝJV RA-3･4 2重壁　ピット　給気塔　出入口 大阪府

H21.04 日テレ麹町ビル西館屋上防水工事 清水建設㈱ RB-6 屋上平場･屋上立上り･架台 東京都

H21.04 恵比寿ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾟﾚｲｽﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ塗膜防水工事 鹿島建設㈱ RB-6 モルガンスタンレー内部床 東京都
H21.04 20-室住団地Ｂ工区外壁修繕その他工事 ㈱安部工務店 RA-4 バルコニー 福岡県

H21.06 パデシオン西大路Ⅱ番館 睦備建設㈱ RA-3 住戸内段スラブ防水 京都府

H21.06 西本願寺新参拝施設建設工事 ㈱金剛組 RA-4 RB-5 パラペット　屋根 京都府

H21.07 国際文化公園都市低区配水池建設工事 戸田建設㈱ RB-6 配水池屋上 大阪府

H21.07 摂南大学枚方学舎３号館(仮称)新築工事 ㈱淺沼組 RB-5･6 屋上ﾊﾟﾗペット　ハト小屋　設備基礎　他 大阪府

H21.07 (仮称)追手門学院大学１号館建替工事 ㈱大林組 RA-3 便所 大阪府

H21.07 熊本医療センター病院建物更新築工事（建築） ㈱フジタ RB-6 庇　架台　屋根 熊本県

H21.07 原団地Ａ工区外壁修繕その他工事 平成建設㈱ RA-4 ベランダ 福岡県

H21.07 原団地Ｂ・Ｄ工区外壁修繕その他工事 鉄建建設㈱　岩崎建設㈱ RA-4 バルコニー 福岡県

H21.07 原団地Ｃ工区外壁修繕その他工事 ㈱友添工務店 RA-4 バルコニー 福岡県

H21.08 セントシティ東大阪新築工事 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RB-5 廊下　バルコニー 大阪府

H21.08 (仮称)東大阪市横枕西新築工事 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RB-5 廊下　バルコニー　土間 大阪府

H21.08 大阪府済生会病院 フタバ興業㈱ RB-6 ボイラー室　機械室 大阪府

H21.08 近畿大学医学部附属病院低層階屋上防水工事 大真㈱ RB-6 RX 屋上 大阪府

H21.08 近畿大学医学部附属病院ＲＩ棟屋上防水工事 大真㈱ RB-6 屋上 大阪府

H21.08 京都大学（宇治）おうばうプラザ新営その他工事 佐藤工業㈱ RA-4 RB-6 屋上　基礎天端　スロープ 京都府

H21.08 パデシオン木幡駅前新築工事 睦備建設㈱ RA-3 住戸内段スラブ防水 京都府

H21.08 パデシオン祝園新築工事 睦備建設㈱ RA-3 住戸内段スラブ防水 京都府



年月日 工事名称（現場名） 建設会社名 工法 施　工　箇　所 都道府県
H21.08 京都駅ターミナル整備工事のうち４線化等工事 奥村･鴻池･近畿軌道･吉村JV RB-6 パラペット 京都府

H21.08 福岡拘置所宿舎屋根防水改修工事 ㈱DCS共進 RB-6 屋根　パラペット 福岡県

H21.08 市営千代東住宅２棟中間受水槽室防水修繕 ㈱京栄テクノ RB-6 中間受水槽室　土間 福岡県

H21.08 市営千代東住宅３棟中間受水槽室防水修繕 ㈱京栄テクノ RB-6 中間受水槽室　土間 福岡県

H21.08 橘通西三丁目地区第一種市街地再開発事業 戸田・志多建設ＪＶ RB-5 屋上ハト小屋　便所 宮崎県

H21.08 県立鶴岡高等養護学校管理教室棟耐震補強工事 安藤建設㈱ RB-6 屋上 山形県
H21.09 西穂積配水場３・４号池防水工事 ㈱ピーエス三菱 EPC-T+RB-6 配水池屋根 大阪府

H21.09 町営持田団地（第３工区）建築工事（Ｇ棟） (有)松浦工務店 RA-3 通路 宮崎県

H21.09 町営持田団地（第３工区）建築工事（Ｆ棟） ㈱岩切建設 RA-3 通路 宮崎県

H21.10 七尾美術館屋根防水補修工事 ㈱サンライズ RB-6 屋根 石川県

H21.10 岸和田市消防本部庁舎新築工事（建築） ㈱土屋組 RA-3 消毒室 大阪府

H21.10 大阪大学(豊中)文法経本館等改修その他工事 青木あすなろ建設㈱ RC-5 中庭床 大阪府

H21.10 高鷲中学校校舎耐震補強工事 ㈱高橋建設 RB-6 バルコニー 岐阜県

H21.10 旭ヶ丘第2団地屋根防水改修工事 ㈱中部技研 RA-4 庇 岐阜県

H21.10 日本通運㈱京滋警送支店社屋新築工事 大成建設㈱ RA-3 便所 京都府

H21.10 唐津警察署増築・改修建築工事 唐津土建工業㈱ RB-6 庇屋根　パラペット　屋上 佐賀県

H21.10 瀬田川病院施設整備計画 清水建設㈱ RA-3 厨房 滋賀県

H21.10 (仮称)介護老人保健施設　鴻池荘ｻﾃﾗｲﾄ新築工事 ㈱鍛治田工務店 RB-6 設備基礎架台 奈良県

H21.11 近畿大学医学部進学棟屋上防水改修工事 大真㈱ RX 屋上　塔屋 大阪府

H21.11 府営高槻柱本住宅第２期屋上改修工事（3工区） ヒロテック㈱ RB-6 ＴＶアンテナ架台 大阪府

H21.11 府営高槻柱本住宅第２期屋上改修工事（2工区） ㈱安部興業 RB-6 架台 大阪府

H21.11 府営貝塚三ツ松第2住宅改修工事（第2工区） (有)歩産業 RB-6 屋上基礎天端 大阪府

H21.11 パデシオン小倉駅南新築工事 睦備建設㈱ RA-3 住戸内段スラブ防水 京都府

H21.11 萩が丘住宅（３期）Ｈ棟工事 吉田・松田ＪＶ RA-3 バルコニー　廊下 長崎県

H21.11 萩が丘住宅（３期）Ｉ棟工事 本田・北浦ＪＶ RA-3 バルコニー　廊下 長崎県

H21.11 萩が丘住宅（３期）Ｊ棟工事 米田建設・島田組ＪＶ RA-3 バルコニー　廊下 長崎県

H21.11 四季が丘配水池防水修繕工事 (有)森田工業 RB-6 ドーム屋根 広島県

H21.12 宮古島分屯基地(20)局舎新設建築その他工事 ㈱大米建設 RC-5 屋上 沖縄県

H21.12 池田小学校校舎耐震補強及び改修工事（北工区） (有)真砂建設興業 RA-4 渡り廊下　バルコニー　庇 香川県

H21.12 初村第一倉庫㈱サイロ須崎営業所屋上防水改修工事 ㈱ダイニチ RB-6 屋上 福岡県

H21.12 高鍋町営持田団地（第３工区）建築工事（Ⅰ棟） ㈱山口鉄工建設 RA-3 通路 宮崎県

H21.12 甲府東友クラブ外壁修繕他工事 ㈱ヨコソー RB-6 屋上 山梨県


