
建設会社様向け
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

H15.01 エフズ・フォートレス 高松建設㈱ GRG ＥＶピット 大阪府

H15.01 アミスタ　菅原 高松建設㈱ GRG ＥＶピット 大阪府

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

H15.01 南海シティコート金剛 ㈱長谷工コーポレーション GA-2 地下外壁　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 ㈱大城組 GRG 地下外壁 沖縄県

H15.01 グローバル木津 南海辰村建設㈱ GRG 防火水槽 京都府

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

H15.01 特殊色料工業㈱殿新工場 ㈱大林組 GA-2 ピット 千葉県

H15.01 シャルムコート新宿ステーションパレス 大日本土木㈱ GA-2 内部ピット 東京都

H15.01 JR西宮駅北ビル ㈱奥村組 GA-2 防火水槽 兵庫県

H15.02 旭消防署 美馬建設㈱ GA-2 防火水槽 大阪府

H15.02 グループホーム　あおぞら 高松建設㈱ GRG ＥＶピット 大阪府

H15.02 総合福祉施設ローズ・コミュニティ・緑地 ㈱大林組 GA-2・GRG ピット 大阪府

H15.02 学校法人　薫英学園庄屋学舎 ㈱熊谷組 GA-2 受水槽 大阪府

H15.02 e.e.ビルディング 戸田建設㈱ GRG 地下外壁 滋賀県

H15.02 (仮称)東京ビューティーアート専門学校 東急建設㈱ GA-2 消火水槽他地下ピット 東京都

H15.02 (仮称)東急ステイ渋谷新南口 東急建設㈱ GA-2 地下ピット 東京都

H15.02 八幡山ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ整備及び第二合宿所 東急・若築JV GA-2 消火水槽 東京都

H15.02 めぐみ幼稚園 ㈱土屋組 GRG 内部 兵庫県

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

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

H15.03 シャルム、エフ 高松建設㈱ GRG ＥＶピット 大阪府

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

H15.03 Ｙ’Ｓパレス谷町 高野建築㈱ GRG 地下外壁 大阪府

H15.03 (仮称)枚方公園集合住宅 ㈱大林組 GA-2・GRG 各所 大阪府

H15.03 ディーレスティア堺・光明池 鉄建建設㈱ GR 雨水貯留槽 大阪府

H15.03 夕日丘イクス 鹿島建設㈱ GA-2 雨水槽　消火水槽 大阪府

H15.03 ディーレスティア香里ヶ丘 ㈱長谷工コーポレーション GRG 地下外壁 大阪府

H15.03 コメリ岡山流通センター 大木建設㈱ GA-2 消火水槽 岡山県

H15.03 北部国道庁舎 ㈱阿波根組 GRG 雨水槽　消火水槽 沖縄県

H15.03 鶴が台小学校 ㈱富士建設 GRG 消火水槽 神奈川県

H15.03 介護老人保健施設　ゆい 村本・大藤JV GA-2 地下外壁 神奈川県

H15.03 (仮称)ファミール堀川五条 真柄建設㈱ GA-2 消火水槽 京都府

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

　＜ビッグサン防水材　実績表  Ｈ１６．０１～Ｈ２１．１２＞



H15.03 アクシス瀬田駅前 真柄建設㈱ GA-2 ピット 滋賀県

H15.03 水口スポーツセンターWell be 西村建設㈱ GA-2 オーバーフロー槽 滋賀県

H15.03 狛江デイサービス 西松建設㈱ GA-2 地下ピット 東京都

H15.03 (仮称)青山ライズスクエア 銭高･大末・東洋・藤木JV GRG 消火水槽他ピット 東京都

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

H15.03 特別養護老人ホーム西伯有楽苑 大林・美保JV GRG 地下外壁 鳥取県

H15.03 ローレルコート富雄 ㈱淺沼組 GRG 消火水槽 奈良県

H15.03 特別養護老人ホーム清和苑ゆうホーム 清水建設㈱ GA-2 防火水槽・ＥＶピット他 兵庫県

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㈱ GRG トレンチピット　地下２重壁側溝 兵庫県

H15.03 瀬戸内水研電気棟 松本建設㈱ GRG 電気配管ピット 広島県

H15.03 知的障害者更生施設(仮称)上芳養園 ㈱淺川組 GA-2・GRG ＥＶピット　防火水槽 和歌山県

H15.04 (仮称)太平のゆ ㈱大林組 GRG 汚水槽　受水槽 大阪府

H15.04 銀泉江戸堀ビル ㈱熊谷組 GRG 水槽ピット 大阪府

H15.04 もずく貯蔵庫 ㈱下崎建設 GRG 水槽ピット 沖縄県

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 パデシオン四条壬生 睦備建設㈱ GRG 雨水槽 京都府

H15.04 (仮称)尼崎東物流センター 鹿島建設㈱ GA-2 ＥＶピット　消火水槽他 兵庫県

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㈱ GRG 消火水槽沈殿槽 広島県

H15.05 上賀茂１号地 ㈱平安コーポレーション GRG コンクリートガレージ外壁 京都府

H15.05 天理よろづ相談所白川分院 ㈱竹中工務店 GRG 消火水槽 奈良県

H15.06 アーバンエース御幣島パル 共立建設㈱ GA-2 消火水槽他ピット 大阪府

H15.06 (仮称）リブゼ生麦 大日本土木㈱ GA-2 泡消火水源栓･消火水槽 神奈川県

H15.06 カテリーナ本郷３丁目Ⅱ 西松建設㈱ GA-2 地下ピット 東京都

H15.06 セレッソコート芦屋ヴェルグラード ㈱鍛冶田工務店 GRG ＥＶピット　防火水槽 兵庫県

H15.07 ㈱関電工関西支店 鹿島建設㈱ GA-2 ＥＶピット 大阪府

H15.07 ジオ新千里北町店舗・集合住宅 ㈱長谷工コーポレーション GA-2 地下外壁 大阪府

H15.07 大井処理場 大林ＪＶ GRG 各水槽 大阪府

H15.07 (仮称)アンビエント西大路 ㈱増田組 GA-2 消火水槽 京都府

H15.07 (仮称)ルネス・ピース西洞院 鹿島建設㈱ GA-2 消火水槽　地中壁 京都府

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 ㈱サンセイ ㈱北川建設 GA-2 消火水槽 滋賀県

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 シュワーブ穂波 高松建設㈱ GRG ＥＶピット 大阪府

H15.08 リバージュブラン ㈱大林組 GA-2 ＥＶピット 大阪府

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 ルモンヒルズ豊中刀根山 ㈱長谷工コーポレーション GA-2 防火水槽　雨水貯留槽 大阪府

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



H15.08 田口食品㈱相生デザート工場 戸田建設㈱ GRG 消火水槽 兵庫県

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

H15.08 (仮称)西端マンション ㈱浅川組 GRG ＥＶピット 和歌山県

H15.09 川辺小学校昇降機棟増築工事 楠建設工業㈱ 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 ㈱大林組 GA-2 消火水槽　ＥＶピット 大阪府

H15.09 野村興産㈱関西工場 野村建設工業㈱ GRG ピット 大阪府

H15.09 医療法人浩和会おしたにクリニック 大和ハウス工業㈱ GA-2 ＥＶピット 滋賀県

H15.09 マーベマール光が丘マンション 高松建設㈱ GA-2 基礎外壁 東京都

H15.09 セレッソコート芦屋山手町 ㈱鍜治田工務店 GRG 消火・防火水槽　ＥＶピット 兵庫県

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

H15.09 親王塚Ｄ号地 ㈱近藤建設 GA-2 地下駐車場躯体外部 兵庫県

H15.10 ファミール新大阪クレアステージ 西松建設㈱ GRG 地下外壁 大阪府

H15.10 ピュア　ファースト花園 高松建設㈱ GRG 外壁 大阪府

H15.10 (仮称)沖縄昭栄ビル 松井建設㈱ GA-2・GRG 地下ピット 沖縄県

H15.10 温水利用健康づくり施設 佐田・伊佐JV GRG 外部床､庇・ピット 群馬県

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

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㈱ GA-2 外壁 新潟県

H15.10 井上病院 ㈱小池組 GA-2 ＥＶピット 和歌山県

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㈱ GR 壁･床 茨城県

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

H15.11 愛の家グループホームあびこ 日生建設㈱ GRG ＥＶピット 大阪府

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

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 ㈱山城建設 GRG 受水槽 京都府

H15.11 微生物化学研究所本社 清水建設㈱ GA-2 ＥＶピット 京都府

H15.11 京都きづ川病院新館 ㈱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)弓の木住宅３号棟 ヤシロ・レンゴー・谷ＪＶ GRG ＥＶピット 兵庫県

H15.12 メゾンフェリーチェ 高松建設㈱ GRG 地下外壁 大阪府

H15.12 ディークラディア金剛 徳倉建設㈱ GRG 消火水槽 大阪府

H15.12 (仮称)吹田市立千里山・佐井寺図書館 前田建設工業㈱ GRG ＥＶピット　消火水槽　雨水貯留槽 大阪府

H15.12 クラウンハイム西田辺 ㈱鍛治田工務店 GRG 消火水槽 大阪府

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

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

H15.12 ㈱トラスト本社ビル 西松建設㈱ GA-2 地下ピット 東京都

H15.12 (仮称)医療法人社団杏園舎小沢医院デイサービスセンター 清水建設㈱ GA-2 ＥＶピット 兵庫県



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

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 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 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 リーゾ　エ　パーネ 髙松建設㈱ RB-5・6 エントランス屋根 大阪府

H16.01 ディアステージ正雀 ㈱長谷工コーポレーション RA-3・RB-5・6 サッシ周り　面台　開放廊下　屋上　他 大阪府

H16.01 タワーズランド北野田（１番館･２番館） ㈱長谷工コーポレーション GRG 地下外壁 大阪府

H16.01 富士でりかぐるーぷ大阪配送センター 太平建設工業㈱ GRG 地下ピット 大阪府

H16.01 （仮称）エスリード南森町 安藤建設㈱ GR 消火水槽　ポンプ室ピット 大阪府

H16.01 ディアステージ正雀 ㈱長谷工コーポレーション GRG 消火水槽 大阪府

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 フェアモントビル屋上防水改修 ㈱下岡建設 RB-6 屋上 京都府

H16.01 群馬調理マイスター専門学校増改築工事 佐田建設㈱ RB-6 屋上・ベランダ 群馬県

H16.01 パーシモン 埼和興産㈱ RA-4 屋上庇･ベランダ 埼玉県

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 銀座ツーワンビル 日特建設㈱ GA-2 地下ピット 東京都

H16.01 (仮称)医療センター 大成・山田ＪＶ GA-2 設備水槽 東京都

H16.01 日本橋Ｔビル 松井建設㈱ GA-2 地下ピット･ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ 東京都

H16.01 （仮称）ダイアパレス鳴尾 前田建設工業㈱ GRG 消火水槽 兵庫県

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 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

H16.01 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 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 楢葉町庁舎渡り廊下漏水補修 (合)諸橋建設工業 RA-4 屋根 福島県

H16.01 特別養護老人ホームときわ寮川辺園厨房改築工事 ㈱古部組 RB-6 庇 和歌山県

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 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

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

H16.01 ケアハウス黎明の里 清水建設㈱ GA-2 防火水槽　ＥＶピット 和歌山県

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 （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 （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 南海シティーコート金剛プラザ 南海辰村建設㈱ GA-2 地下外壁　ＥＶピット 大阪府

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）南安井町福祉施設 清水建設㈱ GRG 消化水槽 大阪府



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

H16.02 （仮称）南港北特別養護老人ホーム ㈱大林組 GA-2 湧水ピット　消化水槽 大阪府

H16.02 東大阪線荒本駅 ㈱大林組 GA-2 ＥＶピット 大阪府

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 （仮称）複合施設「ケアスポットかめおか」 ㈱大林組 GA-2 ＥＶピット　消化水槽 京都府

H16.02 ブリリアンスｉｔｏ ㈱藤木工務店 GA-2 地下ピット 京都府

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 福寿園改築工事(第２期工事) 小松建設㈱ RB-6 庇　ハト小屋 高知県

H16.02 福寿園 小松建設㈱ GRG ピット 高知県

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 湖東保健センター新築工事 ㈱丸平建設 RA-4 庇 滋賀県

H16.02 湖東保健センター ㈱丸平建設 GRG 地下外壁 滋賀県

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 特別養護老人ホーム(仮称)豊玉南しあわせの里 東亜建設工業㈱ GA-2 地下二重壁 東京都

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㈱ 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 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

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

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

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 八幡南高校大規模改築第３期（図書館）工事 ㈱笹井組 RB-5 廊下 福岡県

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 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 野上町総合福祉センター ㈱大林組 GA-2 ＥＶピット 和歌山県

H16.03 隣善会　西条道前病院増改築工事 大成建設㈱ RA-3 内部便所　脱衣室　洗面所 愛媛県

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 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 アルデール２１アネックス 髙松建設㈱ RA-4 バルコニー 大阪府

H16.03 堀江アージュ 髙松建設㈱ RB-5・6 廊下　屋根 大阪府

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

H16.03 リュックス　ギオン 生和建設㈱ GR 土止め壁 大阪府

H16.03 タワーズランド北野田（３番館） ㈱長谷工コーポレーション GRG 地下外壁 大阪府

H16.03 アルデール２１アネックス 髙松建設㈱ GRG 地下外壁 大阪府

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

H16.03 大阪赤十字病院 ㈱大林組 GRG ピット 大阪府



H16.03 ディークラディア茨木駅前 徳倉建設㈱ GRG 消火水槽 大阪府

H16.03 翠香園 髙松建設㈱ GRG ＥＶピット 大阪府

H16.03 サニーフラット長原 ㈱淺沼組 GA-2 ＥＶピット 大阪府

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

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 中部北環境施設組合リサイクルプラザ ㈱クボタ GA-2 雨水槽 沖縄県

H16.03 はとぽっぽ保育園 ㈱國場組 GA-2・GRG 受水槽　地下外壁 沖縄県

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 永田台小学校 進建設㈱ GA-2 ＥＶピット 神奈川県

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

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

H16.03 ノートルダム学院小学校５０周年記念プール 吉村建設工業㈱ GRG 貯水槽　中水槽　オーバーフロー槽 京都府

H16.03 同志社大学　新大学会館（仮称） ㈱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㈱ GRG ＥＶピット　受水槽 京都府

H16.03 特別養護老人ホームいこいの村梅の木寮 ㈱大林組 GA-2 ＥＶピット 京都府

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

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

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

H16.03 コンフォリア三宿 東急建設㈱ GA-2 防火水槽･ＳＰ水槽 東京都

H16.03 (仮称)恵比寿三丁目ビル 神稲建設㈱ GA-2 消火水槽 東京都

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

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 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 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㈱ GRG・GR-A 排水槽　汚水槽 奈良県

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 （仮称）ベルポート芦屋管理事務所 東急建設㈱ GRG 地下外壁　地下水槽 兵庫県

H16.03 グラスアリーナ西神中央 ㈱長谷工コーポレーション GRG 地下外壁 兵庫県

H16.03 パークコート樋之池 髙松建設㈱ GRG ＥＶピット 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 アクロス空港イーストステージ新築工事 南海辰村建設㈱ RA-4 屋上庇 福岡県

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 老人保健施設「にじのまち」増築工事 佐藤工業㈱ RA-4 ベランダ 福島県

H16.03 すずらん保育園新築工事 ㈱山崎建設 RA-3・4・RC-5 雨樋　ベランダ　テラス　便所 宮崎県

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 高瀬会ディサービスセンターグループホームもみの樹 谷也建設㈱ GA-2 ＥＶピット 和歌山県

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

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 松栄マンション保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ床 大阪府

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 千里山東アーバンライフ ㈱長谷工コーポレーション RA-3・4・RB-6 面台下　サッシ周り　天端　屋上　他 大阪府

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 千里山東アーバンライフ ㈱長谷工コーポレーション GRG 地下外壁 大阪府

H16.04 浜屋八秀ビル屋上防水改修工事 ㈱小川組 RA-3 塔屋 神奈川県

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 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 伊丹産業㈱高知工場 ㈱大林組 GRG 貯水槽 高知県

H16.04 大久保クリニック新築工事 斉藤工業㈱ RB-5 屋上 埼玉県

H16.04 (仮称)富士重工宮原ショッピングセンター(３･４街区) 大成建設㈱ GA-2 雨水槽･防火水槽･消火水槽 埼玉県

H16.04 大宝小学校増築工事 大和工商リース㈱ RA-3 手洗場床 滋賀県

H16.04 放送センター本館２３階空調機械室防水工事 萬世建設 RB-6 床 東京都

H16.04 (仮称)虎ノ門３丁目マンション 東急建設㈱ GA-2 防火水槽 東京都

H16.04 内浦地区防火水槽 福島建設㈱ GA-2 防火水槽 長崎県

H16.04 下山地区防火水槽 ㈱江頭組 GA-2 防火水槽 長崎県

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 第２須江宿舎建具補修他工事 ㈱小寺工務店 RA-4 階段室 和歌山県

H16.04 唐尾漁港水門設置工事 三井造船鉄構工事㈱ RA-4 屋根 和歌山県

H16.04 花王㈱和歌山工場 清水建設㈱ GA-2 ＥＶピット 和歌山県

H16.05 平和通りマンション新築工事 大進建設 RB-5 ベランダ　廊下 愛媛県

H16.05 イタリアンレストラン・ペペロッソ屋上 白鷲建装 RB-6 屋上 大阪府

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 (仮称)大阪クリスチャンセンター新築工事 ㈱大林組 RB-6 塔屋　屋根 大阪府

H16.05 バートンハウス東淡路新築工事 東昌住建㈱ RA-4 バルコニー　廊下 大阪府

H16.05 大阪赤十字病院 ㈱大林組 GRG ピット 大阪府

H16.05 堺・長曽根グループホーム 高松建設 GA-2 ＥＶピット 大阪府

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

H16.05 エスト・グランディール横浜鶴見 ㈱佐藤秀 RB-5 ベランダ切付･梁天端 神奈川県

H16.05 エスト・グランディール横浜鶴見 ㈱佐藤秀 GRG 地中外壁 神奈川県

H16.05 岡田自動車ベランダ防水改修工事 北尾建設 RA-4 バルコニー 京都府

H16.05 ＶＯＬＫＳ桂店屋根他補修工事 ㈱中川工務店 RB-6 屋上 京都府

H16.05 本橋銭湯ビル屋上防水・外壁吹替工事 吉沢建設㈱ RA-4 勾配屋根 埼玉県

H16.05 ㈱日下部製作所 ㈱すず蘭建設 RA-4 屋上 滋賀県

H16.05 旧車両試験台庇他補修 古溝建設㈱ RA-4・RB-6 排水溝･笠木･屋上 東京都



H16.05 玉村ビル外壁等改修工事 南海建物サービス㈱ RA-4 ベランダ 東京都

H16.05 ひばりヶ丘プラザ大規模改修工事 東急ｺﾐｭﾆﾃｨｰ㈱ RA-4 バルコニー 東京都

H16.05 田村ビル ㈱須藤工務店 RB-6 屋上･廊下･ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 東京都

H16.05 ハイム平川２階廊下・外階段防水工事 吉本建設 RC-5 廊下･外階段 東京都

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 医療法人　浩生会　舞子台グループホーム新築工事 ㈱フジタ RB-6 パラペット天端　バルコニー 兵庫県

H16.05 プレジールエイト改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー床 兵庫県

H16.05 北伊丹５丁目西騒音斉合施設 大同産業㈱ GRG 消火水槽　地下外壁 兵庫県

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

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

H16.05 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 小野木病院改修工事 鹿島建設㈱ RA-4 ベランダ 福島県

H16.05 猿瀬発電所 ㈱淵上組 GRG 外壁 宮崎県

H16.06 介護ステーションひまわり新築工事 矢作建設工業㈱ RB-5 風呂 愛知県

H16.06 (仮称)パールショップともえ石岡店 ㈱大林組 GA-2 ピット部 茨城県

H16.06 アパガーデンコート（北大阪）新築工事 太平工業㈱大阪支店 RA-3・4・RB-6 階段　庇　屋根 大阪府

H16.06 コスタ　ルーチェ ㈱鍛治田工務店 RA-3 廊下床立上り　バルコニー床立上り 大阪府

H16.06 難波末沢ビル改修工事 南海辰村建設㈱ RB-6 ベランダ 大阪府

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

H16.06 重井医学研究所　附属病院 ㈱藤木工務店 GA-2 受水槽 岡山県

H16.06 広田ビル新築工事 友渡建設㈱ RB-5 屋上 神奈川県

H16.06 ディナ・スカーラ百合ヶ丘 生研建設㈱ RA-3 斜壁等･ﾀｲﾙ下地 神奈川県

H16.06 ディナ・スカーラ百合ヶ丘 生研建設㈱ GRG・GR 地下外壁 神奈川県

H16.06 キャッスルハイツ岐阜青山 ㈱材半建設 RB-6 ＰＨ　屋上　バルコニー 岐阜県

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 プレセランス山科外壁改修工事 多田建設㈱大阪支店 RA-4 庇天端　パラペット天端　梁天端 京都府

H16.06 パデシオン三室戸駅前 睦備建設㈱ GRG 消火水槽　ＥＶピット 京都府

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

H16.06 フレッセイ若宮新築工事 佐田建設㈱ RB-5 内部 群馬県

H16.06 大野マンション屋根防水工事 ㈱ﾄｰｹﾝ住設システム RB-6 屋根 埼玉県

H16.06 ＮＤハイム改修工事 ㈱ホームメイド RA-4 出窓天端･花台 埼玉県

H16.06 所沢市民体育館 西部建設㈱ GA-2 雨水槽 埼玉県

H16.06 株式会社ブリヂストン彦根工場精練工場第１０期増築工事 鹿島建設㈱ RA-4 屋上パラペット　機械基礎 滋賀県

H16.06 ㈱サンセイ第二期工場 ㈱北川建設 GA-2 ポンプ室　消火水槽 滋賀県

H16.06 (仮称)滋賀２１会館 大林・笹川JV GRG ピット各所 滋賀県

H16.06 ひまわりの郷屋上防水工事 ㈱東急ｺﾐｭﾆﾃｨｰ千葉支店 RA-4 屋上 千葉県

H16.06 江戸川競艇場第５投票所廻り改修工事 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設東京支社 RB-5 外部階段ケ込･ササラ部 東京都

H16.06 (仮)武蔵境マンション計画新築工事 銭高組東京支店 RB-5 ｻｯｼ廻り･外壁打継他 東京都



H16.06 レクシオ亀戸 日特建設㈱ GA-2 地下ピット 東京都

H16.06 第四東京ビル 大成建設㈱東京支店 GA-2 配管ピット 東京都

H16.06 (仮称)武蔵境マンション計画 錢高組㈱ GA-2 消火水槽 東京都

H16.06 メゾン・ド・エミュウ改修工事 三日月建設㈱ RA-4 パラペット　他 兵庫県

H16.06 ハイム北鈴２階屋上防水工事 太平建設工業㈱ RB-6 屋上東面 兵庫県

H16.06 西代北土地商業施設（Ｓｏｌｅｉｌ西代） 鹿島建設㈱ GRG 消火水槽　汚水槽　ＥＶピット他 兵庫県

H16.06 （仮称）昭和町Ｔビル新築工事 日本国土開発㈱ RA-4 ベランダ 広島県

H16.06 フローレンス大町東弐番館新築工事 飛鳥建設㈱ RA-4・RB-5 笠木　庇　バルコニー 広島県

H16.06 ダイアパレス加古町大規模改修工事 共立建設㈱中国支店 RB-6 塔屋 広島県

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 シティーハイツ中之島屋上他防水工事 伸和工建設㈱ RA-4 ベランダ他 和歌山県

H16.06 井波第二保育所　屋上防水補修工事 辻建設㈱ RB-6 モルタル笠木 富山県

H16.07 チッタ名和大規模改修工事 ㈱新井組　名古屋支店 RA-4 バルコニー 愛知県

H16.07 イーズ大阪新築工事 ㈱長谷工コーポレーション RA-3・RB-6 サッシ周り　面台下　屋根　他 大阪府

H16.07 生江住宅（13号館）屋上整備工事 城北建設㈱ RB-6 屋上　庇 大阪府

H16.07 江坂ゴルフセンター・スクール棟屋根改修工事 金川建設㈱ RB-6 屋上 大阪府

H16.07 いわはらビル新築工事 ㈱シミズ・ビルライフケア関西 RA-4 ベランダ 大阪府

H16.07 バーミヤン阪急高槻市駅前店 ㈱平安コーポレーション RB-5 厨房 大阪府

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

H16.07 サンティール 高松建設㈱ GRG ＥＶピット 大阪府

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

H16.07 カサベルデ塚越外部リフレッシュ工事 ㈱小川組 RA-4 階段室屋根 神奈川県

H16.07 ＶＯＬＫＳ物集女店屋根他補修工事 ㈱中川工務店 RB-6 屋上 京都府

H16.07 大本浴場 ㈱田中工務店 GRG 地下外壁 京都府

H16.07 (仮称)フェニックス西院 コーナン建設㈱ GRG 防火水槽 京都府

H16.07 大同特殊鋼吉岡寮屋上防水改修工事 北部土建工業㈱ RB-6 ＰＨ・庇 群馬県

H16.07 アメニティ南草津Ⅷ 西松建設㈱ GA-2 消火水槽 滋賀県

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 藤和マノワール上用賀　大規模修繕工事 三井住友建設㈱ RA-4・RB-6 飾り桝排口廻り･ｻｰﾋﾞｽﾊﾞﾙｺﾆｰ床 東京都

H16.07 アーバンヴィラ国土防水改修工事 中村建設㈱ RB-6 屋上･玄関庇 東京都

H16.07 コロネード春日外部改修工事 ㈱福田組東京支店 RA-4 傾壁部分 東京都

H16.07 社会福祉法人ウィズ町田　赤い屋根新築工事 ㈱三和住建 RB-5 トイレ 東京都

H16.07 (仮称)祖師谷三丁目計画 鹿島建設㈱ 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㈱ GA-2 ＥＶピット 東京都

H16.07 (仮称)ラウンドワン町田店 五洋建設㈱ GA-2 下部雨水調整槽 東京都

H16.07 ドトールコーヒーショップＰＬＡＮＴ境港店新築工事 美保テクノス㈱ RA-3 室内 鳥取県



H16.07 美保(14)庁舎 美保テクノス㈱ GRG 消火水槽 鳥取県

H16.07 三和鋼営㈱奈良営業所事務所屋上防水改修工事 ㈱米杉建設 RB-6 事務所屋上 奈良県

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 (仮称)西宮マリナパークシティＡ－１区画新築工事 鹿島建設㈱ RB-5 共用廊下　バルコニー 兵庫県

H16.07 ローレルコート三田 ㈱長谷工コーポレーション RA-3・RB-6 サッシ周り　面台下　屋根　他 兵庫県

H16.07 プロロジスパーク福崎 清水建設㈱ GRG 消火水槽 兵庫県

H16.07 上野小学校改築工事　管理棟・体育館棟 中川建設㈱ RA-3 建具廻り 福岡県

H16.07 アーサー新宮コンドミニオＥＡＳＴ 大祥建設㈱ RB-5 階段屋根 福岡県

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 初島中学校改築工事 ㈱初島組 RA-3・4 便所　配管取り出し口天端 和歌山県

H16.07 知的障害者更正施設ＰＵＲＥ皆楽 三友工業㈱ GA-2 地下外壁 和歌山県

H16.07 初島中学校 ㈱初島組 GA-2 地下ピット 和歌山県

H16.08 竹新製菓ビル修繕工事 中日装業㈱ RA-4 ＰＨ上　玄関屋根　外部階段 愛知県

H16.08 アストレア 高松建設㈱ RB-5・6 廊下　エントランス屋根 大阪府

H16.08 南森町プライマリーワン新築工事 鳳工業㈱ RB-5 ペントハウス屋根 大阪府

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

H16.08 特別養護老人ホーム　水間ヶ丘増築工事 ㈱薮内工務店 RA-3・RB-5 浴槽　バルコニー　巾木　溝 大阪府

H16.08 エスポルテ福島新築工事 高松建設㈱ RA-4・RB-5 エントランス屋根　廊下　ベランダ 大阪府

H16.08 アパートメント天王寺 タット建設㈱ GA-2 ＥＶピット 大阪府

H16.08 ＣＯＮ　ＢＲＩＯ　ＳＴ（コン　ブリオ　エスティ） 高松建設㈱ GRG 地下外壁 大阪府

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

H16.08 (仮称)アーバネックス神山町ビル ㈱大林組 GA-2・GRG ＥＶピット　スプリンクラー水槽 大阪府

H16.08 武田薬品第８技術棟 ㈱大林組 GRG 消火水槽 大阪府

H16.08 特別養護老人ホーム　水間ヶ丘 ㈱薮内工務店 GA-2 ＥＶピット　地下ピット 大阪府

H16.08 (仮称)予防医療研究所大阪画像診断クリニック 西松建設㈱ GRG ＥＶピット 大阪府

H16.08 (仮称)豊中少路駅前ビル 共立建設㈱ GA-2・GR 地下外壁　ＥＶピット 大阪府

H16.08 港南台７丁目 匠允建総㈱ GA-2 駐車場外壁 神奈川県

H16.08 陶公民館改築工事 大井建設㈱ RB-5 トイレ　バルコニー 岐阜県

H16.08 西部中学校　北舎北面東側外壁改修工事 新和建設㈱ RA-4 屋上庇　掃出面台 岐阜県

H16.08 ネバーランド桂離宮南 ㈱長谷工コーポレーション RA-4・RB-6 天端庇　外壁他 京都府

H16.08 ネバーランド桂離宮南 ㈱長谷工コーポレーション GRG 地下外壁　ＥＶピット 京都府

H16.08 ケアハウス元総社新築工事 佐田建設㈱ RC-5 ベランダ 群馬県

H16.08 特別養護老人ホームいやしのさと 清水建設㈱ GRG 消火水槽 滋賀県

H16.08 LANAI PLAZA FIRST ATAGE 新築工事 ㈱淺沼組 RC-5 廊下床 東京都

H16.08 新宿区立牛込第三中学校給食調理室外壁改修その他工事 塗吉建装㈱ RA-3 庇 東京都

H16.08 渕江第一小学校外装改修工事 ㈱渡喜建設 RA-4 階段･踊場 東京都

H16.08 都営狛江アパート 栗本建設工業㈱ GA-2 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾋﾟｯﾄ内部 東京都

H16.08 本郷複合福祉施設 大成建設㈱ GA-2 消火水槽 東京都



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 海田西小学校Ｂ棟外壁南面修繕工事 ㈱竹野内建設 RA-4 ベランダ床 広島県

H16.08 仮称セービング日和田建築工事 ㈱マルタカ RA-3 ベランダ･階段･階段室 山形県

H16.08 東桂小学校耐震補強・大改造工事 関山建設㈱ RA-4 庇･笠木 山梨県

H16.08 切目中学校校舎大規模改造工事 ㈱浅川組 RA-3 笠木　庇　便所 和歌山県

H16.09 永野送水ポンプ棟耐震補強工事 林建設㈱ RB-6 屋根 愛知県

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 ハービスプラザ６F「テクニカルエステ・イーズシューゼ」防水工事 竹中工務店 RB-5 シャワー室 大阪府

H16.09 サンフェスタ新築工事 ㈱長谷工コーポレーション RA-4・RB-5・6 庇　天端　廊下他 大阪府

H16.09 桃山学院大学和泉キャンパス施設改修工事 ㈱銭高組 RA-4 屋根軒箱樋　パラペット部　小庇 大阪府

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 エスリード心斎橋西 安藤建設㈱ GR 消火水槽 大阪府

H16.09 サンフェスタ ㈱長谷工コーポレーション GRG 外溝　池 大阪府

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)丹羽晴美マンション新築工事 日本国土開発㈱東京支店 RB-6 バルコニー 神奈川県

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 京都市立桂徳小学校 ㈱井上建設 GA-2 ＥＶピット 京都府

H16.09 パインフィールド五条 ㈱大林組 GA-2 消火水槽　ＥＶピット 京都府

H16.09 (仮)介護付高齢者マンション蓮田ホークプラザ改修工事 鹿島建設 RB-5 機械浴室 埼玉県

H16.09 仮称　浦安駅前子ども・高齢者施設 五洋建設㈱ GRG 地下雨水槽 千葉県

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 ザ・ハウス南麻布新築工事 三井住友 前田JV RB-5 バルコニー 東京都

H16.09 江南中学校外装改修工事 ㈱浅野工業 RA-4 屋上笠木 東京都

H16.09 セコムＨＤセンター多摩 東急建設㈱ GA-2 消火水槽・排水溝・排水槽 東京都

H16.09 ザ・ハウス南麻布 三井住友 前田ＪＶ GA-2 汚水・ﾃﾞｨｽﾎﾟﾝｻｰ処理槽他 東京都

H16.09 プリムローズ駒込 東急建設㈱ GA-2 消火水槽、EVﾋﾟｯﾄ 東京都

H16.09 エクシブ軽井沢サンクチュアリ・ヴィラ 大成建設㈱ GA-2 地下ピット 長野県

H16.09 (仮称)波江野医院 森建設㈱ GA-2 エレベーターピット 奈良県

H16.09 大虎運輸㈱奈良営業所 金川建設㈱ GRG 消火水槽 奈良県

H16.09 商第１号　マリンホール増築工事 ㈱笠原建設 RB-6 屋上 新潟県

H16.09 御影CLASSICO新築工事 東急JV RB-5 2階バルコニー　ビオトープ 兵庫県

H16.09 ひよどり台小学校外壁改修その他工事 ㈱大竹組 RB-6 体育館屋根 兵庫県

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 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

H16.09 神戸栄光教会　新会堂 ㈱竹中工務店 GA-2・GRG 汚水槽　消火水槽　雑用水槽他 兵庫県

H16.09 医療法人敬愛会　神戸ポートピアステイ 鹿島建設㈱ GRG 消火水槽 兵庫県

H16.09 特別養護老人ホーム(仮)プライエムやしろ 五洋建設㈱ GRG 消火水槽　ＥＶピット 兵庫県

H16.09 三木山陽病院 戸田建設㈱ GRG 地下外壁 兵庫県



H16.09 介護老人保健施設「悠悠」新築工事 ㈱南会西部建設ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RB-5 浴室 福島県

H16.09 山形日産自動車株式会社大野目店Ｂ１改装工事 ㈱深瀬組 RX ショールーム屋上 山形県

H16.09 (仮)セービング美咲町 ㈱丸高 RA-4 ベランダ・共用通路 山形県

H16.09 桃源郷運動公園学習体験館建築工事 中平建設㈱ RA-4 排水溝 和歌山県

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

H16.10 東亜システム㈱社屋 石黒建設㈱ GRG 地下外壁 愛知県

H16.10 信用ドムス泉本町改修工事 サワイ・コーポレーション㈱ RA-4 ＰＨ階段 石川県

H16.10 スティーロ金沢駅西本町新築工事 ㈱松本工務店 RA-4 庇 石川県

H16.10 スティーロ金沢駅西本町 ㈱松本工務店 GA-2 水槽 石川県

H16.10 ルーセントオーデン門真 高松建設㈱ RB-6 エントランス屋根 大阪府

H16.10 パレ・バロワール 高松建設㈱ RB-5・6 庇　廊下 大阪府

H16.10 プラシード大宮 高松建設㈱ RB-6 エントランス屋根 大阪府

H16.10 大阪駅前第1ビル地下２Ｆ　ほっかほっか亭 ㈱ホームクリエイト RB-5 厨房 大阪府

H16.10 中研棟ＰＨ屋上防水工事 ㈱前田組 RB-6 ＰＨ屋上 大阪府

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

H16.10 市立藤井寺南小学校 原尾建設 GRG ＥＶピット 大阪府

H16.10 向陽エンジニヤリング 勝村建設㈱ GRG ＥＶピット 大阪府

H16.10 パレ・バロワール 高松建設㈱ GRG 地下外壁 大阪府

H16.10 プラシード大宮 高松建設㈱ GRG ＥＶピット 大阪府

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

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

H16.10 クレアヒルズ青葉荏田新築工事 東急建設㈱ RB-6 駐車場屋根･ｴﾝﾄﾗﾝｽ屋根 神奈川県

H16.10 第２生田ハイツ浴室改修工事 市川建設㈱ RB-5 浴室 神奈川県

H16.10 東山学園中館耐震改修・リニューアル工事 西松・岡野共同企業体 RA-4 東面　庇天端　窓面台 京都府

H16.10 東京福祉大学　第三期工事 佐田建設㈱ RB-6 屋上階段室 群馬県

H16.10 マナーヴィレッジ　写遊舘新築工事 ㈱秋村組 RB-5 渡り廊下棟 滋賀県

H16.10 ㈱中央倉庫京滋支店湖東ＰＤセンターＣ号倉庫 戸田建設㈱ GA-2 ピット 滋賀県

H16.10 別館耐震補強その３工事 古溝建設㈱ RA-4・RB-6 屋上塔屋 東京都

H16.10 浄興寺屋上防水改修工事 横山建設㈱ RA-4 屋根 東京都

H16.10 宗教法人法要山浄運寺庫裡 ㈱三和住建 GRG 地下外壁 東京都

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

H16.10 デンマークＩＮＮ　府中 ㈱三浦組 GA-2 地下水槽 東京都

H16.10 荒神社客殿 ㈱金剛組 GRG 雨水ピット 奈良県

H16.10 兵庫県立塚口病院低層棟屋上防水・通路改修工事 ㈱柄谷工務店 RA-4・RB-6 屋上　パラペット 兵庫県

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 (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 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 方城町コミュニティセンター新築工事 ㈱崎山組 RA-3 本館　内部 福岡県

H16.10 アーバンライフ石坂 ナガタ建設㈱ RB-6 屋上 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

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 御所谷地区改良住宅Ⅲ期建築工事 ㈱廣畑組 RA-3 バルコニー　共用廊下　ＰＳ　玄関他 和歌山県

H16.11 ㈱金星商会屋根及びベランダ防水改修工事 ㈱ゆたか組 RB-6 ベランダ 愛知県

H16.11 (仮称)東拓工業㈱りんくうタウン新工場新築工事 ㈱大林組 RA-4 屋外機置場笠木　排水溝 大阪府

H16.11 (仮称)藤井マンションⅡ新築工事 ㈱栗田工務店 RB-6 屋上 大阪府

H16.11 ＯＳＡＫＡフォレストスクエア新築工事 大林・淺沼・佐藤・徳倉ＪＶ RB-6 屋上　パラペット 大阪府

H16.11 グランデュプレ 高松建設㈱ RB-5 バルコニー 大阪府

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 創建道修町ビルＢ１厨房内防水工事 ㈱創建地所 RB-5 厨房 大阪府

H16.11 (仮称)東拓工業㈱りんくうタウン新工場 ㈱大林組 GA-2・GRG 循環水槽　消火水槽 大阪府

H16.11 (仮称)第１ひかり幼稚園改築計画 ㈱荒木組 RA-4・RC-5 倉庫屋上　パラペット天端　庇 岡山県

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 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

H16.11 Ａプライス名護店新築工事 ㈱大城組 RB-5 荷受室屋根 沖縄県

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 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 ３階ベランダ防水工事 小比木工務所 RB-6 ベランダ 東京都

H16.11 パレデモニュマンオンダ 三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉ・ｻｰﾋﾞｽ㈱ GRG 防火水槽 東京都

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 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 社会福祉法人敬老園養護老人ホーム「報思療」増築改修工事 安藤建設㈱ RB-5 風呂場 長野県

H16.11 「希望の家ワークセンター」改築工事 ㈱大林組 RA-3・RB-6 庇　バルコニー 兵庫県

H16.11 谷本小児科新築工事 松本建設㈱ RA-3 ハト小屋天端　階段　他 広島県

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 駅前第１駐車場 東海鋼材工業㈱ GRG エレベーターピット 山梨県

H16.11 串本警察署庁舎 ㈱小森組 GR ピット 和歌山県

H16.12 東海農政局土地改良技術事務所宿舎雨漏水修繕工事 名古屋営繕工事㈱ RA-4 ベランダ 愛知県

H16.12 宇和島無線中継所施設整備工事 共立建設㈱四国支店 RB-6 屋上 愛媛県

H16.12 (仮称)アービング服部元町新築工事 太平工業㈱大阪支店 RA-3・4・RB-5 サッシ廻り　屋上笠木　庇　廊下 大阪府

H16.12 中央硝子株式会社本社ビル４階屋上防水改修工事 大庄建設㈱ RB-6 屋上 大阪府

H16.12 大正消防署便所その他改修工事 ㈱新和建設大阪支店 RA-3 便所 大阪府

H16.12 ダイヤパレス住道ベランダ防水工事 大東建装㈱ RA-4 ベランダ 大阪府

H16.12 シティハウス茨木新中条 戸田建設㈱ GRG ピット 大阪府

H16.12 メゾン　フェニックス 高松建設㈱ GRG ＥＶピット 大阪府



H16.12 緑ヶ丘団地Ｇ棟昇降機棟 ㈱片山建設 GRG 基礎廻り 大阪府

H16.12 (仮称)新都心八重洲ビル ㈱國場組 GRG ピット 沖縄県

H16.12 今出川ビューハイツ大規模改修工事 東海ﾘﾆｭｰｱﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ RA-3 外部庇 京都府

H16.12 同志社大学京田辺校地「夢告館」建設工事 ㈱大林組 RB-6 パラペット　屋根排水溝 京都府

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

H16.12 カインズ大宮外壁改修工事 柏原塗研工業㈱ RA-3 外壁 埼玉県

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

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

H16.12 日本クッカリー㈱島田工場 五洋建設㈱ GA-2･GR-B ピット 静岡県

H16.12 メゾン大井外装改修工事 日建ホーム㈱ RB-6 屋上 千葉県

H16.12 山一電機㈱佐倉工場 西江建設㈱ RB-6 屋上 千葉県

H16.12 新京成二和向台駅前ビル防水改修工事 精和産業㈱ RB-6 屋上･塔屋 千葉県

H16.12 (仮)国分寺南町ビル新築工事 ㈱ナカノフドー建設 RA-3 斜壁 東京都

H16.12 池袋ビューハイツ大規模修繕工事 フジクミ東京㈱ RA-3 ﾊﾞﾙｺﾆｰ･庇･スラブ鼻先 東京都

H16.12 ㈱オンワード樫山オンワード樫山芝浦第一ビル塔屋屋上防水工事 ㈱フジタ RB-6 塔屋屋上 東京都

H16.12 ガーデンホーム早稲田大規模修繕工事 北原工業㈱ RA-4 バルコニー･床 東京都

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 東京工業大学事務棟 渡辺工業㈱ GRG 池 東京都

H16.12 王寺駅西口本屋新築他工事 大鉄工業㈱ RA-3 便所 奈良県

H16.12 ウィングゲート須磨鷹取新築工事 ㈱長谷工コーポレーション RA-3・4・RB-5・6 サッシ周り　バルコニー　屋上他 兵庫県

H16.12 カルチェリベルテ学園都市新築工事 ㈱ピーエス三菱 RB-6 屋上庇　パラペット部　ピット内 兵庫県

H16.12 ウィングゲート須磨鷹取 ㈱長谷工コーポレーション GRG 防火水槽 兵庫県

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

H16.12 福山市鳳ふれあいプラザ浴槽改修工事 加茂川建設㈱ RB-5 浴室 広島県

H16.12 シティパレス南福岡Ⅰ外壁その他改修工事 互光建物管理㈱ RA-3 バルコニー 福岡県

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 介護老人福祉施設美山の里新築工事 ㈱フジタ大阪支店 RB-6 機械基礎　鉄骨　ハト小屋 和歌山県

H17.01 ルネス余戸新築工事 昇栄建設㈱ RA-4 庇他 愛媛県

H17.01 ＮＴＴ古三津社宅（３棟）屋上防水改修工事 共立建設㈱ RA-4 バルコニー　庇 愛媛県

H17.01 ダイアパレス西天満北外壁等改修工事 ダイア管理㈱ RA-4 パラペット　梁 大阪府

H17.01 (仮称)橋本町分譲住宅建設工事 ㈱長谷工コーポレーション RA-3・4・RB-5・6 サッシ周り　庇　開放廊下　バルコニー 大阪府

H17.01 ルノン　中百舌鳥 高松建設㈱ RB-5・6 エントランス屋根　廊下等 大阪府

H17.01 医療法人　田村会　貝塚中央病院増改築工事 ㈱安部工務店 RA-4 階段室屋根　庇 大阪府

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 ビラージュ　プラム 高松建設㈱ GRG ＥＶピット 大阪府

H17.01 特別養護老人ホームあすくの里 ㈱大林組 GRG 地下外壁 大阪府

H17.01 ルノン　中百舌鳥 高松建設㈱ GRG 地下外壁 大阪府

H17.01 (仮称)特養老人ホーム樫田の里・DCとんがり帽子 ㈱新井組 GRG 消火水槽 大阪府



H17.01 (仮称)ふれあいの森「森の館」 ㈱大井工務店 GRG ピット 大阪府

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㈱ GRG 埋め戻し壁 神奈川県

H17.01 ニール倉庫北東面外壁塗装他工事 ㈱協和テクノス RA-4 庇 岐阜県

H17.01 京都市南部クリーンセンター整備工事 ㈱藤井組 RA-4 パラペット　庇 京都府

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

H17.01 平成１６年度朝倉小学校塔屋防水改修工事 ㈱丸藤工務店 RB-6 塔屋屋根 群馬県

H17.01 旭台保育園建替工事 塩野建設工業㈱ RA-3 多目的便所 埼玉県

H17.01 アフィニティ北大路 高松建設㈱ RB-5・6 屋根　廊下等 滋賀県

H17.01 アフィニティ北大路 高松建設㈱ GRG 地下外壁 滋賀県

H17.01 特別養護老人ホーム(仮称)マイホーム習志野 ㈱フジタ GA-2 消火水槽･ＥＶピット 千葉県

H17.01 第６ミナビル屋上・塔屋防水工事(改修) ㈱コーシン建設 RA-4・RB-6 屋上･塔屋 東京都

H17.01 ＴＩＳ竹芝ビル　ＶＦＲＣ庇パネルひび割れ補修工事 鹿島建設㈱ RB-6 庇ﾊﾟﾈﾙ上部 東京都

H17.01 アルファ浅草 西松建設㈱ GA-2 ＥＶピット 東京都

H17.01 平倉地区防火水槽 ㈱江頭組 GA-2 防火水槽 長崎県

H17.01 (仮称)上村マンション新築工事 和工建設㈱ RB-5 バルコニー 兵庫県

H17.01 武庫川女子大学附属中学高等学校北特別館内部改修工事 ㈱大林組 RB-5 便所 兵庫県

H17.01 北公民館屋上防水改修工事 ㈱玉川工務店 RB-6 屋根 広島県

H17.01 フローレンス呉中通り新築工事 飛鳥建設㈱ RA-4 側溝　笠木 広島県

H17.01 広島県立広島皆実高等学校校舎（３４号棟）内部改修工事 森信建設㈱ RB-6 煙突天端 広島県

H17.01 第３堺ビル屋上防水改修工事 ㈱大高工務店 RA-4・RB-6 屋根 福岡県

H17.01 独身寮台風被害改修工事 広田建設㈱ RA-4 ベランダ 山口県

H17.01 伊都高校体育館屋根改修工事 堀内組 RA-4 笠木廻り 和歌山県

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 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 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 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 ロングライフ緑地公園 高松建設㈱ RB-6 ゴミ置場屋根等 大阪府

H17.02 城山公園シンシア ㈱長谷工コーポレーション GRG 地下外壁 大阪府

H17.02 藤和シティホームズ八尾駅前 松村組 GR ＥＶピット 大阪府

H17.02 アズヴェール阿倍野 高松建設㈱ GRG 地下外壁 大阪府

H17.02 アソシア高槻松ヶ丘ヴェルヴィスタ 飛鳥建設㈱ GA-2 ＥＶピット 大阪府

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

H17.02 豊里セレニテ 高松建設㈱ GRG 地下壁 大阪府

H17.02 丸高衣料本社ビル 戸田建設㈱ GRG 消火水槽 大阪府

H17.02 エスリード守口豊秀町 安藤建設㈱ GRG 消火水槽 大阪府

H17.02 宝永電機㈱本社社屋 高松建設㈱ GRG 防火水槽 大阪府

H17.02 シェーンブルン羽鷹 高松建設㈱ GRG ＥＶピット 大阪府

H17.02 ロングライフ緑地公園 高松建設㈱ GRG 消火水槽 大阪府



H17.02 勝北中学校屋内運動場改築工事 中国建設工業㈱ RB-6 庇　ポンプ室屋上 岡山県

H17.02 馬場山地区防火用水 中国建設工業㈱ GRG 防火用水 岡山県

H17.02 川西ポンプ室移転工事 戸田建設㈱ GRG 地下貯水槽 岡山県

H17.02 布施歯科医院 ㈱新井 RB-6 屋上 神奈川県

H17.02 (仮称)藤ヶ谷一丁目マンション ㈱湘南営繕協会 GRG・GR-A 雨水槽･汚水槽 神奈川県

H17.02 土岐商業高本館棟外部改修・耐震補強工事 ㈱吉川組 RB-5・6 屋上架台　庇　トイレ 岐阜県

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 平成１６年度　松井ヶ丘幼稚園園舎増築工事 吉田工業㈱ RB-5 階段 京都府

H17.02 伊藤町マンション ㈱福井 GRG 地下外壁 京都府

H17.02 平成１６年度　水道庁舎改修工事 ㈱永井工務店 RB-6 バルコニー 群馬県

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 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

H17.02 (仮称)山田産婦人科クリニック 清水建設㈱ GA-2 ポンプピット 滋賀県

H17.02 パデシオン浜大津 睦備建設㈱ GRG 防火水槽　排水槽　消火水槽 滋賀県

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 ベルメゾン住吉大規模修繕工事 ㈱太陽 RA-3・RB-6 パラペット･鳩小屋屋根 東京都

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 蛭田ビル改修工事 ㈱福田組　東京支店 RB-5 バルコニー 東京都

H17.02 浜松町駅構内軌道下防水補修工事 鉄建建設㈱ RB-6 軌道下床 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 東急ステイ東銀座 東急建設㈱ GA-2 防水貯水槽･消火水槽 東京都

H17.02 アーバンライフ初台 村本・高野ＪＶ GA-2 ＥＶピット 東京都

H17.02 墨田清掃工場洗車棟 ㈱石井工務店 GA-2+A 地下ピット内 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 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 (仮称)特別養護老人ホームふじの里 ㈱大林組 GA-2 ＥＶピット 兵庫県

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 ㈱大林組 GRG ピット 兵庫県

H17.02 ㈱宝幸(仮称)ロルフ西宮工場 鹿島建設㈱ GRG ポンプ槽 兵庫県

H17.02 コスモヒルズ宝塚武庫山 東海興業㈱ GA-2 防火水槽 兵庫県

H17.02 パークハウス竜王公園消火水槽 ㈱間組 GRG 消火水槽 広島県

H17.02 県営福島住宅１号館(仮称) 錦建設㈱ GR 地下ピット 広島県

H17.02 ＪＡたむらデイサービスセンター 田村産業㈱ GA-2 地下外壁･地下ピット内床 福島県

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 (仮)鶴川苑新築工事 ㈱フジタ RA-4 外部笠木他 山梨県

H17.02 衛生公害研究所　屋上及び外壁一部補修工事 武山工業㈱ RA-4 屋上ハト小屋屋根･笠木 山梨県

H17.02 きんでん御坊出張所建物診断に基づく補修工事 ㈱初島組 RB-6 玄関庇 和歌山県



H17.02 ㈱和歌山双信工場 三洋建設㈱ GRG 地下ピット 和歌山県

H17.03 外山水源地浄水池 ㈱野々川工務店 GRG 浄水池 愛知県

H17.03 医療法人敬寿会吉村病院本館増改築工事 ㈱中川工務店 RB-5・6 配膳室　屋上庇 大阪府

H17.03 メイツプライヴ平野新築工事 ㈱長谷工コーポレーション RA-3・4・RB-6 サッシ周り　面台下　庇　屋根 大阪府

H17.03 クラルテ高槻北園町 髙松建設㈱ RB-5・6 屋上庇　廊下・バルコニー 大阪府

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 グランメゾン 高松建設㈱ GRG 地下外壁 大阪府

H17.03 「Ｃｕｅ’ｓ」 まこと建設㈱ GRG 汚水槽 大阪府

H17.03 クラルテ高槻北園町 髙松建設㈱ GRG ＥＶピット 大阪府

H17.03 カーサ・ブリランテ 髙松建設㈱ GRG ＥＶピット 大阪府

H17.03 サングレース豊中 髙松建設㈱ GRG 雨水貯留槽 大阪府

H17.03 ボンエルフ 髙松建設㈱ GRG 外壁 大阪府

H17.03 アルデール 髙松建設㈱ GRG 外壁 大阪府

H17.03 ＴＯＧＥＴＳＵ　７７ 髙松建設㈱ GRG 外壁 大阪府

H17.03 （仮称）本庄保育園 コーナン建設㈱ GRG ＥＶピット 大阪府

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

H17.03 ラフィネ豊中南 髙松建設㈱ GRG 外壁 大阪府

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 琉球新報本社ビル 國場・金秀・大城ＪＶ GRG 内壁 沖縄県

H17.03 第３メゾン飯島 ㈱ﾊｳｽﾒｲﾄﾜｰｸｽ RB-6 屋根 神奈川県

H17.03 ジェイシティ相模原 林建設㈱ RA-3 斜壁 神奈川県

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 京都市田中宮市営住宅整備工事 森口土建工業㈱ RB-6 庇・パラペット・手すり 京都府

H17.03 防火水槽漏水改修工事 ㈱浦田建装 GRG 防火水槽 京都府

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

H17.03 パデシオン山科夢ケ丘 睦備建設㈱ GRG 防火水槽　排水層　消火水槽 京都府

H17.03 群銀境町支店改修工事 ㈱吉田組 RB-6 パラペット 群馬県

H17.03 ガーデンパーク 髙松建設㈱ RB-5・6 エントランス屋根　廊下床 滋賀県

H17.03 (仮称)Ｋ－プロジェクト建家 ㈱大林組 GRG 消火水槽 滋賀県

H17.03 常陽学園浜松大学健康プロデュース学部増築工事 大成建設㈱ RA-4・RB-6 屋上ルーバー基礎天端 静岡県

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

H17.03 第８新栄ビル新築工事 ㈱ナカノフドー建設 RB-5 バルコニー 東京都

H17.03 三田マンション改修工事 清水建設㈱ RB-5 浴槽 東京都

H17.03 グループホーム安心の里いこう新築工事 ㈱似鳥工務店 RB-5 バルコニー・風呂場 東京都

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㈱ GA-2 ピット 東京都

H17.03 ベルファース志村坂上アリコルージュ 西松建設㈱ GA-2 地下ピット 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㈱ 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㈱ GA-2 雨水槽 東京都

H17.03 ナイスシティアリーナ駅東公園新築工事 戸田建設㈱ RA-4 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木･ｺﾞﾐ置場屋根他 栃木県

H17.03 雇用促進住宅津ノ井宿舎屋内排水管外改修工事 西日本環境設備㈱ RA-4・RB-6 ベランダ 鳥取県

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 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

H17.03 ライフステージ香芝桜道 高松建設㈱ GRG ピット 奈良県

H17.03 介護老人保健施設　ほほえみの里　きど 三井住友･加賀田･亀田JV RA-4・RB-6 バルコニー･キャノピー 新潟県

H17.03 アルス西宮ルシーティア ㈱長谷工コーポレーション RA-3・4・RB-5・6 サッシ周り　庇　バルコニー　屋上 兵庫県

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

H17.03 グリーンラグーナ甲子園 ㈱長谷工コーポレーション GA-2 地下壁 兵庫県

H17.03 博由社知的障害者更正施設(仮称)札馬園 ㈱竹中工務店 GRG 消火水槽 兵庫県

H17.03 ウッディタウン市民センター 村本建設㈱ GRG 消火水槽 兵庫県

H17.03 県営姫路白浜住宅 ㈱冨士土木興業 GRG 地中梁・ＥＶピット 兵庫県

H17.03 兵庫県立津名高等学校プール・部室棟 ㈱寺西工務店 GA-2・GRG 汚水槽・排水槽　外壁 兵庫県

H17.03 県営福島住宅北２号館外壁改修工事 大松建設工業㈱ RA-4 バルコニー 広島県

H17.03 コクサイマンション広中央バルコニー防水改修工事 ㈱平田組 RB-6 ルーフバルコニー 広島県

H17.03 湯来まつむら 有田建設㈱ GRG 内部 広島県

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㈱ RB-5・6 バルコニー　１Ｆ店舗他 福岡県

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

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 山形警察署留置場浴室改修工事(建築) 荻野建設㈱ RB-5 浴室 山形県

H17.03 岩国飛行場(14)滑走路 森本建設㈱ GRG ピット 山口県

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

H17.04 Ｂｌｏｉｓ　Ｃｅｒｅｚｏ　新築工事 相澤建設㈱ RA-3 ベランダ　通路　階段 愛知県

H17.04 コージーハイツ美南保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー床 大阪府

H17.04 旭区勤労青年ホーム他２施設外壁改修その他工事 旭建設工業㈱ RB-6 面台　庇　基礎廻り　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 大阪府

H17.04 フォーワード社屋新築工事 田中建設㈱ RA-4 エレベーターピット 大阪府

H17.04 浅香住宅（９号館）屋上整備工事 東亜建設㈱ RB-6 パラペット天端　架台天端　他 大阪府

H17.04 株式会社植田商店屋上防水工事 ㈱冨士工務店 RA-4 塔屋 大阪府

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 アクセス 髙松建設㈱ GRG ＥＶピット　外壁 大阪府

H17.04 プルーリオン奥ノ坊改修工事 ㈱中川工務店 RB-6 ベランダ　塔屋　花壇 京都府

H17.04 ジュネス四条烏丸 髙松建設㈱ RB-5・6 廊下　階段　屋上ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ 京都府

H17.04 ロイヤルハイツ屋上防水工事 ㈱松林工務店 RB-6 屋上 京都府

H17.04 ＪＡ京都中央向日支店改修工事 ㈱タツミ建設 RB-6 パラペット天端　ＰＨ 京都府

H17.04 ジュネス四条烏丸 髙松建設㈱ GRG ＥＶピット　外壁 京都府

H17.04 上田三千代様防水工事（改装・改修工事） ﾊﾟﾅﾎｰﾑ㈱近畿ﾘﾗｲﾌ支社 RB-6 屋上及びベランダ 滋賀県



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 千住金属 ㈱大林組 GR 地下ピット 東京都

H17.04 葛城市営住宅観音寺田団地 ㈱淺沼組 GRG 受水槽 奈良県

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 ファミール舞子台外壁改修工事（Ａ棟） 近畿菱重興産㈱ RA-4 バルコニー　廊下幅木・側溝 兵庫県

H17.04 トリンマンション大規模改修工事 関西塗研工業㈱ RB-6 屋上 兵庫県

H17.04 山本駅バリアフリー化工事 鹿島・森ＪＶ GA-2 　ＥＶピット 兵庫県

H17.04 吉光ビル屋上防水改修工事 府中工業㈱ RB-6 屋上 広島県

H17.04 （仮称）大和橋在宅介護援助センター新築工事 正田建設㈱ RA-4 中２階 広島県

H17.04 県営福島西住宅２号館外壁改修工事 ベル総合建設㈱ RA-4 ベランダ・小庇 広島県

H17.04 牧の島メゾンドール改修その他工事 石黒住建㈱ RB-6 斜壁・バルコニー 福井県

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 旧コケ本館西付属建屋屋上防水工事 増岡組 RB-6 屋上 山口県

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

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

H17.04 中野物産㈱二色の浜工場 鹿島建設㈱ GA-2・GR-A ＥＶピット　排水処理ピット 大阪府

H17.04 リヴィエール室見Ⅰ改修工事 照栄建設㈱ RB-6 玄関屋根 福岡県

H17.04 宮本病院病棟たかまつグループホーム新築工事 安藤建設㈱ RA-4・RB-6 屋根　笠木 和歌山県

H17.05 ほのぼの園ディサービスセンター新築工事 河合建設㈱ RB-5 浴室･厨房 愛知県

H17.05 ユーハウス第２刈谷大規模修繕工事 中日装業㈱ RA-4 ルーフバルコニー 愛知県

H17.05 （仮称）アピタ豊田元町店改修工事 石黒建設㈱ RB-5 厨房　便所 愛知県

H17.05 野辺地警察署庁舎新築工事 田中・紺野JV RA-3 配管ピット･ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾋﾟｯﾄ 青森県

H17.05 野辺地警察署庁舎 田中・紺野ＪＶ GR 消火水槽 青森県

H17.05 （仮称）アルファステイツ湊町新築工事 西松建設㈱ RB-5 ベランダ床 愛媛県

H17.05 きんえいアポロビル９階屋上防水工事 大日本土木㈱ RB-5・6 屋上 大阪府

H17.05 （仮称）与力町集合住宅 戸田建設㈱ GRG 消火水槽 大阪府

H17.05 Ｏ．Ｇ．Ｓ　Ｆｕｋｕｓｈｉｍａ 髙松建設㈱ GRG ＥＶピット 大阪府

H17.05 （仮称）㈱カントラ関西支店 鹿島建設㈱ GRG 消火水槽 大阪府

H17.05 フロレゾン御池新築工事 ㈱公建 RA-3 サッシ廻り 京都府

H17.05 ケイハンシティビル ㈱京阪都市ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞﾘﾌｫｰﾑｷﾞｬﾗﾘｰ RA-4・RB-6 屋上 京都府

H17.05 金町ダイヤモンドマンション大規模修繕工事 柏原塗研工業㈱ RA-4 手摺り天端 埼玉県

H17.05 東京濾器株式会社ＥＧＲ 山陽建設㈱ GA-2 排水ピット 滋賀県

H17.05 株式会社エスラインギフ柏支店　事務所棟屋上防水工事 光進総建㈱ RB-6 屋上 千葉県

H17.05 東海東京証券・木場寮浴室修理工事 東海ﾋﾞﾙﾃｯｸｽ㈱ RB-5 浴室 東京都

H17.05 プリモＪＫ新築工事 山田建設㈱ RB-6 屋上 東京都

H17.05 全日通霞ヶ関ビル屋上改修工事 ㈱中村塗装店 RB-6 屋上 東京都

H17.05 栃木県庁本館一部曳家工事 西松･日豊･丸山JV RB-6 屋根端部 栃木県

H17.05 工場棟／倉庫棟　ＦＭスプリンクラー 高砂熱学工業㈱ GA-2 地下ピット 栃木県



H17.05 プラネ・スーペリア東生駒新築工事 戸田建設㈱ RA-3・4 サッシ廻り　ＥＶピット 奈良県

H17.05 プラネ・スーペリア東生駒 戸田建設㈱ GRG ＥＶピット 奈良県

H17.05 武庫愛の園幼稚園増築工事（Ⅰ期工事） ㈱大林組 RB-6 屋上　トップライト 兵庫県

H17.05 セレッソコート甲子園口ディアナ新築工事 ㈱長谷工コーポレーション RA-3・4・RB-5・6 庇　天端　屋上　他 兵庫県

H17.05 株式会社淀川製鋼所呉工場本館事務所外壁及びパネル改修等工事 大之木建設㈱ RB-6 塔屋屋根 広島県

H17.05 ＪＡふくおか八女東部斎場 ㈱山忠 GRG 地下ピット 福岡県

H17.05 平成１６年度町立美和病院改修工事 瀧川建設㈱ RB-6 屋上　ペントハウス 山口県

H17.05 有限会社匠技研新社屋新築工事 三友工業㈱ RB-5 バルコニー　便所 和歌山県

H17.06 ダイアパレス滝ノ水中央公園屋上防水改修工事他 ダイア管理㈱ RA-4 ペントハウス　庇 愛知県

H17.06 大垣信用金庫　一宮大和支店　屋上防水工事 ㈱多和田組 RB-6 屋上 愛知県

H17.06 三和酒類株式会社拝田工場壁補修工事 ㈱江河工務店 RB-6 腰壁 大分県

H17.06 フレスポ東大阪新築工事 ㈱高階 RA-4 土間　立上り 大阪府

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 大阪教科用図書協同組合ビル防水工事 ㈱商建 RB-5 塔屋 大阪府

H17.06 （仮称）浪速区在宅サービスセンター 大林・三井住友・南海辰村JV GRG 汚水槽　雑排水槽 大阪府

H17.06 （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 レクサス泉北 ㈱大林組 GA-2 ＥＶピット 大阪府

H17.06 明治乳業㈱関西工場 鹿島建設㈱ GRG ＥＶピット 大阪府

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

H17.06 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 サニーライフ綱島 ㈱冨士工 RA-4 屋上 神奈川県

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

H17.06 ロフティー一宮西新築工事 大井建設㈱ RB-6 屋上　庇 岐阜県

H17.06 マルアキ養老工場新築工事 安藤建設㈱ RB-5 研修室 岐阜県

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

H17.06 （仮称）千春会病院増改築工事 ㈱ミラノ工務店 RA-3 ＯＰＥ室 京都府

H17.06 大谷祖廟境内整備事業 水野建設㈱ GRG 地下ピット 京都府

H17.06 玉東町立玉東中学校体育館改築工事 ㈱日動工務店 RA-3 笠木部 熊本県

H17.06 介護老人福祉施設（リバプール） 東レ建設㈱ RA-4・RB-5 屋上パラペット　バルコニー 滋賀県

H17.06 ㈱草津倉庫大津営業所新築工事 東レ建設㈱ GRG 水槽 滋賀県

H17.06 介護老人福祉施設（リバプール） 東レ建設㈱ GRG 汚水槽 滋賀県

H17.06 市川南二丁目団地第６住宅建築その他工事 コーナン･東レJV RA-3 トレンチピット 千葉県

H17.06 シャルム常盤台大規模修繕工事 建装工業㈱ RA-4 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ外壁･ﾊﾞﾙｺﾆｰ 東京都

H17.06 キャノン下丸子先端技術研究棟 ㈱大林組 GA-2 １Ｆ立上り 東京都

H17.06 メゾンリッツ保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー床 奈良県

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 カナル兵庫保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 兵庫県



H17.06 修道院増築工事 ㈱大林組 RA-4・RB-6 バルコニー　庇 兵庫県

H17.06 県営社梶原鉄筋住宅大規模改修２号棟建築工事 横山建設工業㈱ RA-4・RB-6 バルコニー　外部窓面台　小庇 兵庫県

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 ㈱Ｊ－オイルミルズ関西事務所　神戸第一工場 鹿島建設㈱ GA-2 消火水槽 兵庫県

H17.06 （仮称）柏木様介護付有料老人ホーム 大和システム㈱ GRG ＥＶピット 兵庫県

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

H17.06 三島食品坂田寮改修工事 ㈱内田塗装店 RA-4 ベランダ 広島県

H17.06 小松島（１５）車庫 ㈱島田組 GRG 地下水槽 広島県

H17.06 舟木病院緩和ケア病棟 松本建設㈱ GRG 消火水槽 広島県

H17.06 粕屋南部消防組合消防本部　何部消防署庁舎棟建設工事 ㈱竹中工務店 RA-3・4 窓台　庇・バルコニー・笠木 福岡県

H17.07 ロイヤルコート半田大規模改修工事（第一期工事） 建装工業㈱ RA-4 バルコニー 愛知県

H17.07 ローレルコート藤井寺建設工事 ㈱長谷工コーポレーション RA-3・RB-5・6 サッシ周り　庇　開放廊下 大阪府

H17.07 ルネ住道 ㈱長谷工コーポレーション RA-3・4・RB-5・6 庇　屋上　他 大阪府

H17.07 ユニライフ箕面エントランスホール屋根防水工事 創研工業㈱ RB-6 エントランスホール屋根 大阪府

H17.07 （仮称）上田辺マンション新築工事 千里ハウジング㈱ RB-5 ベランダ 大阪府

H17.07 グランディール 髙松建設㈱ RB-5・6 エントランス屋根　廊下床 大阪府

H17.07 （仮称）子育て支援総合センターほか改修建築工事 平和住建㈱ RA-3 室内トイレ 大阪府

H17.07 高園産業株式会社枚方研究所新築工事 金川建設㈱ RB-6 陸屋根 大阪府

H17.07 朝日プラザー大浜防水改修工事 ㈱林建装 RA-4 ペントハウス 大阪府

H17.07 スーパーコート平野 高松建設㈱ RB-6 アプローチ庇等 大阪府

H17.07 鹿島ＯＢＰビル新築工事 鹿島建設㈱ RB-5・6 便所　浴室　パラペット 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

H17.07 良秀会高石藤井病院 戸田建設㈱ GRG 消火水槽 大阪府

H17.07 スーパーコート平野 高松建設㈱ GRG 消火水槽 大阪府

H17.07 鹿島ＯＢＰビル 鹿島建設㈱ GA-2 ＥＶピット 大阪府

H17.07 川並幼稚園防水改修ほか工事 ㈱川口工務店 RA-4 箱樋 岐阜県

H17.07 京都エコエネルギープロジェクトの内バイオガス発電施設関連工事 ㈱大林組 RB-6 シャッター下部 京都府

H17.07 京都エコエネルギープロジェクト ㈱大林組 GRG 外部腰壁 京都府

H17.07 ㈱協和興業　本社・工場　新築工事 ㈱似鳥工務店 RC-5 屋上 埼玉県

H17.07 ＲＩ研究センター屋上防水改修工事 守建設㈱ RA-4 パラペット 滋賀県

H17.07 ＪＡくにびき乾燥調製貯蔵施設 松江土建㈱ GRG 地下ピット 島根県

H17.07 (仮称)ＡＧＣアックス㈱　野田工場 大和ハウス工業㈱ GA-2 消火水槽 千葉県

H17.07 Sta－bld．新築工事 ㈱岩本組 RB-5・6 ポーチ･ベランダ 東京都

H17.07 ハニービービル屋上防水工事 サンメイト RB-6 屋上 東京都

H17.07 (仮称)佃グループホーム等新築工事 五洋・ｽﾀｰﾂJV RA-4 バルコニー 東京都

H17.07 ベルハイム２１河辺大規模修繕工事 ㈱太陽 RA-4 廊下庇 東京都

H17.07 藤和シティホームズ住吉大規模修繕工事 藤和コミュニティ㈱ RA-3 外壁･タイル目地 東京都

H17.07 プラウド本郷壱岐坂 ㈱鴻池組 RA-4・RB-5 ﾊﾞﾙｺﾆｰ･屋上ﾍﾟﾗﾍﾟｯﾄ基礎 東京都



H17.07 プラウド本郷壱岐坂 ㈱鴻池組 GA-2 ピット(水槽) 東京都

H17.07 栃木住友電工株式会社　Ｋ－１工場第６期増築工事 三井住友建設㈱ RB-6 東腰壁 栃木県

H17.07 城端伝統芸能会館 安達・藤沢JV GRG ピット 富山県

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 （仮称）舞子台有料老人ホーム新築工事 ㈱フジタ RB-6 庇　パラペット天端 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

H17.07 （仮称）舞子台有料老人ホーム ㈱フジタ GRG 消火水槽 兵庫県

H17.07 特別養護老人ホーム玄武会ヒルズ ㈱フジタ GRG 消火水槽　ＥＶピット 兵庫県

H17.07 ディオ福山南店 大和ハウス工業㈱ GA-2 防火水槽 広島県

H17.07 寿マンション 生和建設㈱ RA-4 階段室屋根 福岡県

H17.07 (仮称)アピタ石和店新築工事 安藤建設㈱ RA-4 防油堤 山梨県

H17.07 上田内科改築工事 ㈱丸山組 RA-4 庇 和歌山県

H17.07 田辺市立上秋津小学校「教室棟」新築工事 ㈱田中組 RB-5 屋外階段　保健室多目的便所 和歌山県

H17.08 宇野気公民館修繕工事 ㈱河北組 RB-6 屋上　ベランダ部分 石川県

H17.08 南小松原団地９－６号棟屋上防水改修工事 東亜グラウト㈱ RB-6 ＰＨ（中央） 愛媛県

H17.08 関西外国語大学第４国際交流セミナーハウス建設工事 鹿島建設㈱ RA-3 便所 大阪府

H17.08 グランアッシュ住之江 ㈱長谷工コーポレーション RA-3・RB-6 サッシ周り　屋根 大阪府

H17.08 ベルクール豊中 髙松建設㈱ RB-5・6 エントランス屋根　廊下 大阪府

H17.08 草開ビル屋上防水工事 成和ビル管理㈱ RX 屋上 大阪府

H17.08 デオメゾンショウエイＡ・Ｂ棟屋上防水工事 成和ビル管理㈱ RX 屋上 大阪府

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 関西外国語大学第４国際交流セミナーハウス 鹿島建設㈱ GA-2 ＥＶピット 大阪府

H17.08 ベルクール豊中 髙松建設㈱ GRG ＥＶピット 大阪府

H17.08 ハイツリベラ 髙松建設㈱ GRG 地下外壁 大阪府

H17.08 鴨方町立六条院小学校改築及び大規模改修工事 ㈱フジタ RA-3 トイレ 岡山県

H17.08 西小学校北舎南面ほか外壁改修工事 ㈱多和田組 RA-4 屋上庇　ＰＨ壁 岐阜県

H17.08 興文中学校北舎中央外壁改修ほか工事 新和建設㈱ RA-4 渡り廊下庇 岐阜県

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 ビューテラス桂南改修工事 ㈱中川工務店 RB-6 塔屋　庇 京都府

H17.08 向島ニュータウン第３街区Ｇ棟分譲住宅大規模改修工事 ㈱長谷工コミュニティ RA-4 共用廊下側溝・巾木 京都府

H17.08 京都線三山木駅 ㈱大林組 GA-2 消火ピット他 京都府

H17.08 （仮称）なぎ辻病院・桑原病院統合移転新築工事 ㈱大林組 GRG 消火水槽　雑用水槽 京都府

H17.08 東和銀行大泉支店 屋上防水工事 関誠ホームズ㈱ RB-6 屋上 群馬県

H17.08 スクールベン朝霞店 屋上防水工事 菅原工務店 RB-6 屋上･エレベーター屋根 埼玉県

H17.08 常新・八潮st本屋 前田･地崎･松尾JV GA-2 地下ピット他 埼玉県

H17.08 京王多摩センター駅エレベーター新設工事（建築） 京王建設㈱ RA-3 エレベーターピット 東京都

H17.08 アピカ原宿セデュー ドライエリア改修工事 日本外装㈱ RB-6 ドライエリア 東京都

H17.08 東京学園南棟外壁改修工事 光進総建株式会社 RB-6 南校舎塔屋西面斜壁 東京都



H17.08 アルソス･ジャルディーノ 松井建設㈱ RB-5 床 東京都

H17.08 カテリーナ要町 三井住友建設㈱ GRG 消火水槽 東京都

H17.08 王居殿団地外壁補修塗装他工事 柳瀬建設㈱ RA-4 ベランダ　庇　パラペット 兵庫県

H17.08 財団法人全国友の会振興財団外部改修工事 前田建設工業㈱ RA-4 庇　パラペット　階段側溝 兵庫県

H17.08 渡辺歯科改修工事 錦建設㈱ RA-4 ベランダ　庇 広島県

H17.08 興文小学校南舎南面東側ほか外壁改修工事 三柏㈱ RA-4・RB-6 屋上笠木天端　バルコニー 岐阜県

H17.08 介護付有料老人ホーム　グランパ羽曳野 ㈱富士工務店 GA-2・GRG 消火水槽　防火水槽　ＥＶピット 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

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

H17.09 真田山小学校外壁改修その他工事 ㈱エムビーダブル RA-4 パラペット　窓面台 大阪府

H17.09 （仮称）西武図書館等建設工事 ㈱淺沼組 RA-3 打継部　建具周囲 大阪府

H17.09 アルス上新庄西 ㈱長谷工コーポレーション RA-3・4・RB-5・6 サッシ周り　庇　バルコニー　他 大阪府

H17.09 特別養護老人ホームあんり新築工事 ㈱大林組 RA-3・4 バルコニー　側溝　庇 大阪府

H17.09 コーポあびこ．北棟．南棟屋上防水改修工事 大友建設㈱ RB-6 北棟屋上　南棟屋上 大阪府

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

H17.09 ウィンロード穂波 髙松建設㈱ GRG ＥＶピット 大阪府

H17.09 コンフォール東山田団地３・４号棟大規模修繕工事 ニチモコミュニティー㈱ RA-3 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ外壁･屋根庇天端･鼻先廻り･笠木 神奈川県

H17.09 同志社大学新町校地「臨光館」建設工事 大林・ミラノ共同企業体 RA-4・RB-5 便所　厨房　外部面台 京都府

H17.09 ファネージオ新築工事 ㈱中川工務店 RB-6 外部階段屋根 京都府

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 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 足立区立渕江小学校外装改修工事 ㈱山陽工業 RA-4 屋上ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 東京都

H17.09 六月中学校外装改修工事 綾部建設㈱ RA-4 屋上笠木 東京都

H17.09 第十三中学校外装改修工事 中島建設㈱ RA-4 校舎パラペット部 東京都

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 雇用促進住宅堀岡宿舎屋上防水改修工事 ㈱小島工務店 RB-6 換気塔屋根 富山県

H17.09 ブルメールＨＡＴ神戸新築工事 ㈱大林組 RA-4
機

兵庫県

H17.09 コープ行基新築工事 ㈱フジタ RA-4 ハト小屋　架台 兵庫県

H17.09 （仮称）尼崎やまとの湯 ㈱鴻池組 GRG ピット　他 兵庫県

H17.09 日本山村硝子㈱尼崎工場 ㈱柄谷工務店 GRG ピット 兵庫県

H17.09 ブルメールＨＡＴ神戸 ㈱大林組 GA-2 ＥＳＣピット　ＥＶピット　防火水槽 兵庫県

H17.09 近畿コカ・コーラボトリング㈱明石ロジスティクスセンター 戸田・近畿菱興ＪＶ GA-2 地下外壁　消火水槽　汚水槽 兵庫県

H17.09 呉中通コープマンション屋上防水他改修工事 松本建設㈱ RA-4 パラペット立上　笠木 広島県

H17.09 キリンビールＤＭＳ屋上防水改修工事 ㈱臥虎建設 RA-4 笠木 広島県

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

H17.09 特別養護老人ホームくぬぎ苑新築工事 ㈱曽根組 RB-5 浴室 福岡県

H17.09 （仮称）飯倉ガーデンハイツⅡ新築工事 九鉄工業㈱ RB-6 エントランス屋根 福岡県

H17.09 ＪＡふくおか八女　八女東支店新築工事 ㈱イノウエハウジング RA-3 便所 福岡県



H17.09 (仮称)高梨マンション新築工事 林建設工業㈱ RA-4 ﾊﾞﾙｺﾆｰ･共用通路(排水溝) 山形県

H17.09 和歌山東留置管理センター(仮称)建築工事 楠本建設㈱ RA-3・4 外部階段　スロープ　屋上パラペット 和歌山県

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

H17.09 ラヴィーダ新築工事 髙松建設㈱ RB-5・6 廊下　階段　屋根 大阪府

H17.10 聖バルナバ病院新築工事 戸田建設㈱ RA-4・RB-6 パラペット　庇 大阪府

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 アスティナ御堂筋本町Ⅱ 五洋建設 RB-5 バルコニー　廊下 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

H17.10 コスモインターナショナルロジスティックスビルディング 髙松建設㈱ RB-5・6 面台　空調室外機基礎 大阪府

H17.10 マーレ南千里大規模改修工事 日東みらい建設㈱ RA-3 トイレ床 大阪府

H17.10 南方住宅２号館屋上整備工事 ㈱淀建 RB-6 屋上　ＰＨパラペット　庇 大阪府

H17.10 新大道会病院(仮称)新築工事 ㈱大林組 RA-3・4・RB-6 バルコニー　庇　パラペット 大阪府

H17.10 フォレストハイム香里園新築工事 川崎建設㈱ RB-6 ゴミ置場屋根 大阪府

H17.10 (仮称)アメニティ江坂ウエディング施設新築工事 石黒建設㈱ RB-5 教会棟屋根 大阪府

H17.10 カサグラシア・アワーズイン三国 髙松建設㈱ GRG 地下外壁 大阪府

H17.10 聖バルナバ病院 戸田建設㈱ GRG 消火水槽 大阪府

H17.10 北園ハイツ ハウスペイントクワハラ RX 屋上 岡山県

H17.10 奈義町商工会館修理工事 ㈱森藤工業 RB-6 玄関庇 岡山県

H17.10 百合ヶ丘第二団地(建替)第１住宅建設工事 ㈱間組 RA-4 トレンチピット 神奈川県

H17.10 (仮)桶川市泉２丁目集合住宅新築工事 ㈱加賀多 RB-5 廊下･ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 埼玉県

H17.10 ジュジュ・フラット 三菱地所ホーム㈱ RB-5 外階段･踊り場 東京都

H17.10 カクニ第２ビル外部改修工事（モダンアートストーン） 中村建設㈱ RA-4・RB-6 ﾊﾞﾙｺﾆｰ･屋上 東京都

H17.10 ビラ･サピエンザ301号室浴室防水工事 東海建設㈱ RB-5 浴室 東京都

H17.10 (仮称)ミキモト銀座２丁目ビル 大成建設㈱ GA-2+A 汚水槽 東京都

H17.10 立川Ａ－ＯＮＥビル ㈱銭高組 GA-2 ピット 東京都
H17.10 あたご苑デイサービスセンター新築工事 ㈱パナホーム 北関東 RB-5 浴室 栃木県

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 メロディーハイム須磨フェルコリーナ ㈱長谷工コーポレーション GR 地下壁 兵庫県

H17.10 (仮称)阪神尼崎Ｋビル ㈱柄谷工務店 GRG 地下ピット・ＥＶピット 兵庫県

H17.10 (仮称)ロイヤル今津Ⅱ ㈱新井組 GRG 地下受水槽 兵庫県

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 ㈱大林組 GRG 流出水路　曝気水路 兵庫県

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 ホリディスポーツクラブ福山新築工事 三島産業㈱ RA-3 プールサイド通路 広島県

H17.10 ルネッサンス２１春日ザ・パーク 真柄建設㈱ RA-4 エントランス屋根　庇 福岡県

H17.10 平成１７年度針摺東公民館 ㈱新栄建設 GA-2 外壁 福岡県



H17.10 ビラフォーレ山中湖大規模修繕工事 ㈱ヨコソー RA-4 バルコニー 山梨県

H17.11 マンションコスモス改修工事 乃一塗装工業㈱ RA-4 出窓天端 愛知県

H17.11 セブンイレブン長久手岩作北山店 ㈱伊藤工務店 GRG 地下外壁 愛知県

H17.11 八戸大学サッカー部寮新築工事 ㈱溝江建設 RB-5 浴室 青森県

H17.11 サーパス布佐大規模修繕工事 ㈱穴吹ホームテック RA-4 バルコニー 茨城県

H17.11 ローレルタワー難波建設工事 近鉄不動産㈱ RA-3 サッシ廻り 大阪府

H17.11 メゾンドールＳＫ保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー床 大阪府

H17.11 ベルトピア忠岡北Ｃ棟屋上防水工事 ㈱ｱｻﾋﾍﾟﾝﾎｰﾑｲﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ RA-4 屋上　パラペット部 大阪府

H17.11 第２阿井マンション保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー床 大阪府

H17.11 中国料理白楽天改修工事 ㈱サンアイ RB-5 厨房 大阪府

H17.11 ローレルタワー難波 近鉄不動産㈱ GA-2 ＥＶピット　雨水ピット 大阪府

H17.11 東雲住宅（七道高層建替）住宅 奥村・挟間・隆栄JV GR ＥＶピット 大阪府

H17.11 中外炉工業㈱堺工場 錢高組㈱ GRG ＥＶピット 大阪府

H17.11 せいりょう巽北 髙松建設㈱ GRG ＥＶピット 大阪府

H17.11 （仮称）特別養護老人ホーム香里寿苑 東急建設㈱ GRG 消火ピット　消火水槽 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 パデシオン醍醐駅前新築工事 睦備建設㈱ RA-3 各住戸下スラブ部 京都府

H17.11 北山マンション新築工事 青木あすなろ建設㈱ RB-5・6 屋上庇　廊下 京都府

H17.11 保津川第３団地外壁等大規模修繕工事 日本総合住生活㈱ RA-3 ルーフバルコニー防水工事 京都府

H17.11 高操・高崎現業事務所１号ほか２棟 ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本ﾋﾞﾙﾃｯｸ㈱ RA-4 玄関庇 群馬県

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

H17.11 カーサエクセレンテ 髙松建設㈱ GRG ＥＶピット 滋賀県

H17.11 くすりの福太郎 鉄建建設㈱ GR 基礎幅木 千葉県

H17.11 スラジ仮置場 ㈱大林組 GA-2･GRG 側溝内部 千葉県

H17.11 パレ・ソレイユ東日本橋 若築建設㈱ RB-6 斜壁 東京都

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㈱ GA-2+A 雑排水溝･ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞｰ槽 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㈱ GRG EVピット･防火水槽･SP水槽 栃木県

H17.11 信開ドムス駅南改修工事 ㈱日本ビルサービス RA-4 バルコニー 富山県

H17.11 ウェルスクエア伊丹 ㈱長谷工コーポレーション RA-3・RB-6 サッシ周り　屋根　他 兵庫県

H17.11 ラフィーネ芳樹保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー床 兵庫県

H17.11 パシフィックレジデンス三宮東 ㈱長谷工コーポレーション RA-3 開放廊下　バルコニー　巾木　面台 兵庫県

H17.11 神戸新事業創出型事業 鹿島建設㈱ GRG 消火水槽 兵庫県

H17.11 穂波町弁分団地建替工事（第２期） 東急建設㈱ RA-3 室内　ユニットバス下 福岡県
H17.11 朝日レジデンス北・西側外壁他修繕工事 札幌ペック㈱ RB-6 吹き抜け屋根 北海道

H17.11 光ケ丘浄化槽 ㈱永楽開発 GRG 浄化槽 三重県

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 ケアハウスヘリオス新築工事 西松建設㈱ RA-4 ＲＣ笠木　室外機置場 和歌山県

H17.12 はなの舞名古屋錦町店 ㈱オリジナル RB-5 厨房 愛知県

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



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

H17.12 尾上中学校建設事業校舎本体工事 田中建設㈱ RA-3 トイレ床面 青森県

H17.12 尾上中学校 田中建設㈱ GRG ピット壁、床面 青森県

H17.12 玉里小学校校舎屋根及び外壁改修工事 誠心工業㈱ RX 屋根（内樋） 岩手県

H17.12 全日空旭ヶ丘社宅共用部改修工事 大成建設㈱ RX 屋上　庇 大阪府

H17.12 熊取町営大原住宅建替工事（第１期） ㈱錢髙組 RA-4 天端 大阪府

H17.12 パークスクエア高槻 ㈱長谷工コーポレーション RA-3・RB-5・6 サッシ廻り　屋根　他 大阪府

H17.12 白雲ビル外壁改修工事 ㈱大林組 RA-4 パラペット天端　塔屋 大阪府

H17.12 （仮称）北堀江１丁目マンション 前田建設工業㈱ GRG 中間槽室　ＥＳＣピット 大阪府

H17.12 相模原南台ハイツ大規模修繕工事 ﾔﾏｷﾞｼﾘﾌｫｰﾑ工業㈱ RB-6 屋上笠木 神奈川県

H17.12 ワタキューセイモア株式会社東京支店相模原工場 東急建設㈱ RA-4・RB-6 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾋﾟｯﾄ･設備棟屋根 神奈川県

H17.12 ワタキューセイモア㈱東京支店相模原工場 東急建設㈱ GRG 防火水槽 神奈川県

H17.12 コーポシャルマン外装改修工事 ㈱中川工務店 RB-6 塔屋 京都府

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

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 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 コーワ㈱アネックスビル 前田建設工業㈱ GA-2 消火水槽･雨水貯留槽 埼玉県

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 あけはら眼科新築工事 ㈱鈴圭工務店 RB-6 テラス床･エントランス 千葉県

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 香芝市営住宅建設工事 村本・岡本JV RA-4 バルコニー　廊下溝・階段溝 奈良県

H17.12 あやめ池アーバンライフヒルステージ ㈱新井組 GRG 外壁 奈良県

H17.12 統合大屋小学校建設工事 東急・福井・三木JV RA-3・4・RB-5・6 便所　雨樋 兵庫県

H17.12 グランドメゾン学園都市 ㈱長谷工コーポレーション RA-3・RB-6 サッシ周り　屋上　バルコニー　他 兵庫県

H17.12 江波西二丁目アパートC・D棟外壁塗装他修繕工事 中電工業㈱ RA-4 ベランダ 広島県

H17.12 社会福祉法人桜風会介護老人福祉施設あいあい ㈱大林組 GR 外壁 広島県

H17.12 ＴＯＨＯマンションスプラウト空港東 若築建設㈱ RA-4 庇　階段屋根 福岡県

H17.12 四日市市大瀬古新町整備事業（Ⅱ期）新築工事 ㈱長谷工コーポレーション RB-6 屋上庇　外部階段上 三重県

H17.12 那智勝浦漁港屋根付き足湯施設建築工事 ㈱丸濱組 RB-5 浴槽 和歌山県

H17.12 川永団地１９号棟トータルリモデル建築工事 ㈱小池組 RA-4 階段室 和歌山県
H18.01 犬山駅前ハイタウン外壁等大規模修繕工事 西松建設㈱ RB-6 エントランスパラペット部分 愛知県

H18.01 フィーネス覚王山建設工事 ㈱中村工業 RA-3 ベランダ　廊下 愛知県

H18.01 （仮称）三日市第２芝野マンション新築工事 ㈱淺沼組 RA-3 サッシ廻り　躯体切付 大阪府

H18.01 ラーポルト福島新築工事 髙松建設㈱ RB-5・6 廊下　バルコニー　屋上ＰＳ 大阪府

H18.01 アドリーム交野大規模修繕工事 日本ハウズイング㈱ RA-4 共用廊下側溝 大阪府

H18.01 ジオ・シティハウス同心建設工事 ㈱淺沼組 RA-3・RB-5 サッシ廻り　他 大阪府

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 （仮称）西淀川御幣島３丁目共同住宅新築工事 戸田建設㈱ RB-5・6 ポーチ床　廊下切付　バルコニー 大阪府

H18.01 （仮称）住之江蛤長マンション 髙松建設㈱ GRG ピット廻り 大阪府



H18.01 （仮称）カシー化粧品津田テクニカルセンター 青木あすなろ建設㈱ GRG 消化水槽 大阪府

H18.01 ラ・ポルト福島 髙松建設㈱ GRG ＥＶピット 大阪府

H18.01 受水槽内部防水工事 日進工業㈱ GA-2 受水槽 大阪府

H18.01 逗子マリーナ３号棟平成17年度大規模修繕工事 ㈱間組 RB-6 屋上 神奈川県
H18.01 プリムヴェール北山 ㈱中川工務店 RB-6 屋上 京都府

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

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

H18.01 小金井精機製作所狭山台工場 東急建設㈱ GA-2 地下ピット 埼玉県

H18.01 (仮)熱海荘新築工事 松井建設㈱ RB-5 ベランダ 静岡県

H18.01 稲葉製作所柏工場第５計画 五洋建設㈱ RB-5 厨房床 千葉県

H18.01 (仮)ユニマット松濤１丁目プロジェクト新築工事 大成建設㈱ RB-5 浴槽 東京都

H18.01 ウエストハイツ高島平大規模修繕工事 斉藤工業㈱ RB-6 屋上斜壁 東京都

H18.01 コープ野村緑山ヒルズ弐番館大規模修繕工事 ㈱大林組 RA-4 バルコニー床 東京都

H18.01 (仮称)ユニマット松濤１丁目プロジェクト 大成建設㈱ GA-2･GA-2+B 消火水槽･汚水槽他 東京都

H18.01 高円寺早川ビル ㈱フジタ GA-2 ＥＶピット、浴室 東京都

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㈱ GRG 埋め戻し壁 東京都

H18.01 ダイト株式会社第５製剤棟増築工事 ㈱細川工務店 RA-4 機械架台　パラペット 富山県

H18.01 丸堀町№１防火水槽 ㈱小幡建設 GRG 防火水槽 長野県

H18.01 コート・マスピーク新築工事 ㈱山晃建設 RB-5 階段ササラ・掃き出し窓面台 奈良県

H18.01 中村ハウゼックス㈱配送センター ㈱丸末 GA-2 内部 奈良県
H18.01 （仮称）シティハウス芦屋大原町新築工事 コーナン建設㈱ RB-5・6 庇　パラペット　廊下　バルコニー　巾木等 兵庫県

H18.01 セントラルハイツ六甲改修工事 ㈱協和建設 RB-6 屋上 兵庫県

H18.01 グレンパーク元町通 ㈱錢髙組 GRG 消火水槽 兵庫県

H18.01 ルネ神戸磯上通 ㈱長谷工コーポレーション GA-2 ＥＶピット　防火水槽 兵庫県

H18.01 シャープ株式会社通信システム事業本部広明寮改修工事 大之木建設㈱ RB-6 食堂上庇 広島県

H18.01 広島県立広島商業高等学校本館棟改築工事 大之木・錦JV RB-6 梁天端　ハト小屋天端　基礎天端部 広島県

H18.01 ヴィラシオン五日市駅前屋上防水改修 積和不動産㈱ RA-4・RB-6 庇　屋上　他 広島県

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

H18.01 紀陽銀行堀止支店新築工事 三友・宮井JV RB-5 床 和歌山県

H18.02 ラ・クーレ春日階段室屋上部防水工事 ㈱朝日リビング RB-6 屋上（階段室屋上部２箇所） 大阪府

H18.02 エンゼルフィールズ枚方公園 ㈱長谷工コーポレーション RA-3・RB-6 サッシ周り　屋上　廊下　バルコニー 大阪府

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 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 クレアートアドバンス北大阪 野村建設工業㈱ RA-4・RB-6 庇　屋根　他 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 ラ・ミュー刀根山新築工事 髙松建設㈱ RB-5・6 庇　ゴミ置場屋根　廊下　階段 大阪府



H18.02 グループホームコティライフ茨木駅前 髙松建設㈱ GRG 外壁 大阪府

H18.02 （仮称）森ノ宮ポジトロン・クリニック ㈱大林組 GA-2 排水処理槽　ＥＶピット 大阪府

H18.02 八洲薬品㈱本社社屋 髙松建設㈱ GRG ＥＶピット 大阪府

H18.02 大阪総合保育大学 ㈱大林組 GRG 消火水槽 大阪府

H18.02 ステイツグラン茨木（Ｂ・Ｃ街区） 淺沼・大鉄JV GRG 消火水槽 大阪府

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 若林ビル 髙松建設㈱ GRG ＥＶピット 大阪府

H18.02 ｉ－ＦＬＡＴ 髙松建設㈱ GRG 外壁 大阪府

H18.02 大阪商業大学校舎 ㈱大林組 GRG ＥＶピット 大阪府

H18.02 マレ・ドゥ・カルム 髙松建設㈱ GRG 消火水槽 大阪府

H18.02 コード　ナチュレ 髙松建設㈱ GRG ＥＶピット 大阪府

H18.02 メゾンドール・エクスト香里園 ㈱フジタ GRG ピット 大阪府

H18.02 ラス・パティオ 髙松建設㈱ GRG 外壁 大阪府

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

H18.02 ラ・ミュー刀根山 髙松建設㈱ GRG 外壁 大阪府

H18.02 ソレイユ服部 髙松建設㈱ GRG ＥＶピット 大阪府

H18.02 シンホニックヒルズかがやきの街大規模修繕工事 ㈱シミズ･ビルライフケア RA-4 花台 神奈川県

H18.02 アテナリー右京新築工事 髙松建設㈱ RB-5・6 廊下　屋上庇 京都府

H18.02 パインフィールド七条 ㈱大林組 GA-2 消火水槽 京都府

H18.02 Ｇｒａｎｄ　Ｋ's－δυο 睦備建設㈱ GRG ＥＶピット 京都府

H18.02 第２２グリーンビル 前田建設工業㈱ GRG 消火水槽　ピット 熊本県

H18.02 （仮称）新大宝小学校新築工事 戸田・笹川JV RA-3 内部（ＷＣ） 滋賀県
H18.02 ネオハイツ多摩永山大規模修繕工事 ダイワサービス㈱ RA-4 斜壁･パラペット 東京都

H18.02 調布クオレ保育園新築工事 五洋建設㈱ RB-5 ルーフバルコニー 東京都

H18.02 アーデンタワー白金高輪新築工事 ㈱鴻池組 RB-6 各階バルコニー 東京都

H18.02 サングランデ桜橋新築工事 京成建設㈱ RB-6 排水溝 切付 東京都

H18.02 ニューライフ新宿大規模修繕工事 セイシン相互㈱ RA-4 笠木天端 東京都

H18.02 東急シティ西五反田共同住宅 鹿島建設㈱ GA-2 　消防火水利･消火水槽 東京都

H18.02 (仮称）名倉病院・コクヨ御茶ノ水共同ビル 鹿島建設㈱ GRG 設備ピット 東京都

H18.02 (仮称)二番町プロジェクト 東急建設㈱ GA-2 消火水槽 東京都

H18.02 総合リハビリテーションセンターブランチリハビリ専門病院建築工事 大林・大豊・上林・成影JV RB-5 浴室 兵庫県

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

H18.02 県立淡路盲聾学校耐震補強その他建築工事 ㈱新井組 RA-3・4 開放廊下溝 兵庫県

H18.02 株式会社日本触媒姫路製造所吸水性樹脂研究棟増築工事 戸田建設㈱ RA-3・4 土間　外壁打継壁、庇 兵庫県

H18.02 サテライト阪神 西松建設㈱ GRG 消火水槽 兵庫県

H18.02 ジオグランデ芦屋大原町 ㈱竹中工務店 GRG 受水槽 兵庫県

H18.02 クオーレ三宮１番館 ㈱淺沼組 GRG 消火ポンプ室　消火水槽 兵庫県

H18.02 総合リハビリテーションセンターブランチ 大林・大豊・上林・成影JV GRG 排水処理槽 兵庫県

H18.02 県営熊野住宅５３号館外壁改修工事 後藤建設㈱ RA-4 小庇　面台　バルコニー 広島県



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 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 (仮)セービング鶴田新築工事 ㈱丸高 RA-4 ベランダ･共用通路 山形県

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

H18.03 県営金石共同住宅外壁等改修工事（その２）（その３） 浦川建設㈱ RB-6 自転車小屋屋上 石川県

H18.03 メロディーフォレスタ枚方長尾新築工事 ㈱長谷工コーポレーション RA-3・RB-5・6 サッシ周り　屋上　他 大阪府

H18.03 （仮称）グループホーム美樹の園 ㈱林建設 GRG 受水槽 大阪府

H18.03 オーク・イマザト・ステーション 髙松建設㈱ GRG ＥＶピット 大阪府

H18.03 ステイツグラン茨木（Ａ・Ｄ街区） 淺沼・大鉄JV GRG 消火水槽 大阪府

H18.03 ㈱ＲＡＣ関西リサイクリングアソートセンター関西 大成建設㈱ GA-2 ＥＶピット　消火水槽　受水槽 大阪府

H18.03 （仮称）阪急百貨店研修センター ㈱竹中工務店 GA-2 ＥＶピット　消火水槽 大阪府
H18.03 清教学園中・髙校Ｍ棟 ㈱大林組 GA-2・GRG ＥＶピット　汚水槽 大阪府

H18.03 ㈱日本触媒吹田工場西第３実験棟 戸田建設㈱ GRG 消火水槽 大阪府

H18.03 保管庫新築その他整備工事 コーナン建設㈱ GRG 地下ピット 大阪府

H18.03 リリーベル小禄南サーモス新築工事 ㈱國場組 RA-3・4 庇　庇屋根 沖縄県

H18.03 農研センター（生産システム実験棟）新築工事 ㈱東開発 RA-3 勾配屋根 沖縄県

H18.03 新百合ヶ丘レガートプレイス新築工事 鹿島建設㈱横浜支店 RB-5 廊下 神奈川県

H18.03 (仮称)若葉台駅前越畑ビル 京王建設㈱ GA-2 ＥＶピット･建具廻り 神奈川県

H18.03 市営住宅旭ヶ丘第２団地（簡易２階）屋根防水改修工事 日興建設㈱ RA-4 北面及び南面庇部 岐阜県

H18.03 メイツ西院ラヴィネス ㈱長谷工コーポレーション RA-3・RB-6 サッシ周り　屋上　廊下　バルコニー 京都府

H18.03 （仮称）読売京都ビル新築工事 清水建設㈱ RA-3 便所　シャワー室 京都府

H18.03 （仮称）栗塚マンション新築工事 ㈱前田組 RA-4 ベランダ　排水溝 京都府

H18.03 廣瀬鈑金工業久御山工場 ㈱イノウエ工務店 GRG ピット 京都府

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

H18.03 （仮称）人権総合センター建設工事 名工建設㈱ RB-5 浴槽 滋賀県

H18.03 日本コカ・コーラ守山工場ＱＡ事務室他改修工事 大成建設㈱ RB-6 屋上パラペット 滋賀県
H18.03 ㈱ダイフク滋賀事業所Ｋ棟・Ｌ棟 ㈱大林組 GA-2・GR-C 排水処理槽　ＥＶピット 滋賀県

H18.03 西新宿プライムビル新築工事 ㈱ナカノフドー建設 RA-4 バルコニー 東京都

H18.03 フランディル新築工事 生和建設㈱ RB-5 廊下･庇 東京都

H18.03 品川駅コスモスプラン 鉄建･大林･東急JV GA-2 ポンプアップ槽 東京都

H18.03 ガーラプレイス八幡山壱番館 三池産業㈱ GA-2 地下ピット 東京都

H18.03 （仮称）呉羽神経サナトリウム移転新築工事 戸田建設㈱ RB-6 ベランダ　屋上機械台 富山県
H18.03 （仮称）呉羽神経サナトリウム 戸田建設㈱ GRG ＥＶピット　防火水槽 富山県

H18.03 上の瀬地区防火水槽 福島建設㈱ GA-2 防火水槽 長崎県

H18.03 白以田地区防火水槽 ㈱太陽建設 GA-2 防火水槽 長崎県

H18.03 デルニエ西大寺新築工事 髙松建設㈱ RB-5・6 廊下　階段　屋根 奈良県

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



H18.03 ㈲和富貸店舗新築工事 大和ハウス工業㈱ RA-3 バルコニー 新潟県

H18.03 市営今森住宅（第二工区）建築主体工事 株本・中村共同企業体 RA-3 廊下　ベランダ 兵庫県

H18.03 ルミエール兵庫新築工事 生和建設㈱ RB-5 ベランダ 兵庫県

H18.03 六甲マナーズコート ㈱地崎工業 GRG 消火ピット　汚水ピット 兵庫県

H18.03 （仮称）アスワン販売・物流センター ㈱大林組 GA-2 消火水槽 兵庫県

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 料金事務所 但南建設㈱ GRG 地下外壁 兵庫県

H18.03 ナブテスコ津工場増設工場建設工事 ㈱淺沼組 RB-5 便所 三重県

H18.03 グループホーム北山形新築工事 大井建設㈱ RB-6 物干場 山形県

H18.03 燈明崎公園公衆便所改修工事 橋本工務店 RB-6 屋根 和歌山県

H18.04 株式会社浅村安江町ビル 共栄テック㈱ RA-4 ベランダ 石川県

H18.04 ベルサイユ迎賓館新築工事 小竹興業㈱ RB-6 ベランダ 愛媛県

H18.04 （仮称）一番町ビル 西松建設㈱ GR・GRG 消火水槽　雨水槽　他 愛媛県

H18.04 Ｏｗｌ’ｓ　Ｎｅｓｔ　新築工事 ㈱新宅工務店 RB-6 柱・梁天端　等 大阪府

H18.04 久保田歯科クリニック新築工事 まこと建設㈱ RB-6 バルコニー　他 大阪府

H18.04 アパヴィラホテル　＜大阪谷町四丁目駅前＞　新築工事 ㈱大林組 RA-3・RB-5 階段　便所 大阪府

H18.04 南大阪幼稚園改修工事 ㈱白井建設 RB-6 階段屋根　便所屋根 大阪府

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 千房道頓堀ビル改修工事 鴻池ビルテクノ㈱ RA-4 バルコニー 大阪府

H18.04 ベンセドール淡路改修工事 ㈱商建 RX 屋上 大阪府

H18.04 アパヴィラホテル　＜大阪谷町四丁目駅前＞ ㈱大林組 GRG ＥＶピット　汚物槽　雨水槽 大阪府

H18.04 （仮称）大阪府市町村職員共済組合新会館 ㈱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 ㈱大林組 GRG 地下汚水　雑排水槽 大阪府

H18.04 鵜足ビル改修工事 鉄建建設㈱ RX ベランダ　屋上 香川県

H18.04 錦江園屋根補修工事 ㈱大山組 RA-4 屋根屋上 鹿児島県

H18.04 西濃金物店屋上防水改修工事 三柏㈱ RB-6・RX 屋上 岐阜県

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 グランドプレア ㈱中川工務店 RA-4 屋上パラペット　庇 京都府

H18.04 （仮称）イースタン平野・花マンション ㈱公建 GRG 地下外壁 京都府

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

H18.04 エバーグリーンテラス佐倉 京成建設㈱ RA-4 庇･パラペット･排水溝 千葉県

H18.04 第１０朝日ビル新築工事 ㈱シミズ･ビルライフケア RB-6 斜壁･屋上･ﾊﾞﾙｺﾆｰ･共用廊下 東京都

H18.04 第２藤ピラー屋上防水工事 日本建材工事㈱ RB-6 屋上 東京都

H18.04 (仮)池田山住宅新築工事 ㈱佐藤秀 RB-5 ルーフバルコニー 東京都

H18.04 ラウンドワン板橋店 五洋建設㈱ GA-2･GR-A 消火水槽･雑排水槽他 東京都

H18.04 ＫＧＳ奈良工場排水処理施設 進栄建工㈱ GR-A 汚水槽 奈良県

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 日東紡伊丹生産センター増改築工事 ㈱ナカノフドー建設 RA-4 研究実験室 兵庫県

H18.04 重池北住宅外壁改修工事 奥田鉄工建設㈱ RA-4 庇 兵庫県



H18.04 アズ・アドバン、リーヴァ ㈱ノバック GRG 防火水槽 兵庫県

H18.04 日清製粉㈱東灘工場 清水建設㈱ GA-2 ＥＶピット 兵庫県

H18.04 ㈱ケイ・エフテクノ社屋 今津建設㈱ GRG 消火水槽 兵庫県

H18.04 ブロワール広瀬是正工事 宮坂建設㈱ RA-4 ベランダ 広島県

H18.05 夢館清水町改修工事 ㈱重松建築匠房 RA-4 バルコニー 愛媛県

H18.05 富田町共同ビル防水工事 千里ハウジング㈱ RB-6 屋上 大阪府

H18.05 鈴木医院増築工事 髙松建設㈱ RB-6 屋上ＰＳ　出壁天端 大阪府

H18.05 大日本除虫菊株式会社南大阪工場内どんと工場塔屋屋根防水修理工事 不二建設㈱ RB-6 屋根 大阪府
H18.05 ルミナス阪南外壁改修工事 南部建設㈱ RA-4 屋上庇 大阪府

H18.05 ペイサージⅡ新築工事 髙松建設㈱ RB-5・6 廊下　階段　庇　エントランス屋根 大阪府

H18.05 （仮称）西天満東横イン ㈱奥村組 GRG 消火水槽 大阪府

H18.05 アップルタワー　＜大阪谷町＞ ㈱大林組 GA-2 ＥＶピット 大阪府

H18.05 （仮称）ピジョン大阪ビル 戸田建設㈱ GA-2・GRG ＥＶピット　消火水槽 大阪府

H18.05 鈴木医院 髙松建設㈱ GRG ＥＶピット 大阪府

H18.05 津山信用金庫鏡野支店屋上、庇防水改修工事 ㈱藤田工務店 RB-6 屋上　庇 岡山県

H18.05 （仮称）ウチヤマ化成㈱本社工場 ㈱大本組 GA-2 地下外壁 岡山県

H18.05 ホテルＪＡＬシティ那覇 大成建設㈱ GR-J 消火水槽　汚水処理槽　循環槽 沖縄県

H18.05 湘南精機本社工場増築工事 ㈱三木組 RB-5 内部事務所床 神奈川県

H18.05 クレージュ桂改修工事 ㈱中川工務店 RB-6 塔屋 京都府

H18.05 イズミヤ株式会社六地蔵店改修工事 前田建設工業㈱ RA-4 旧館エントランスホール前 京都府

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

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

H18.05 バス案内所 北部土建工業㈱ GRG 地下ピット外壁 群馬県

H18.05 旭化成ケミカルズ株式会社　ハイポア工場　ＳＰＭ－４工事 ㈱大林組 RA-4 ハト小屋 滋賀県

H18.05 サンウェルショッピングプラザ外壁改修工事 三興建設㈱ RB-6 庇上部 千葉県

H18.05 アルス習志野大久保新築工事 東急不動産㈱ RB-5・6 斜壁･吹抜け部床 千葉県

H18.05 (仮)清水屋マンション新築工事 生和建設㈱ RB-5 厨房 東京都

H18.05 馬事公苑テラス新築工事 大東建設㈱ RB-6 斜壁 東京都

H18.05 (仮)王子本町一丁目マンション新築工事 ㈱似鳥工務店 RB-6 屋上･バルコニー･廊下 東京都

H18.05 株式会社東京製作所 作業場棟 新築工事 ㈱似鳥工務店 RB-5・6 トイレ･バルコニー 東京都

H18.05 (仮称)品川ネットワークセンター 大成建設㈱ GA-2 ＥＶピット･消火水槽 東京都

H18.05 サンクタス立川Ｔ１ 三井住友建設㈱ GRG 水槽 東京都

H18.05 ㈱みすず工業 排水処理施設 ㈱フジタ GRG 受水槽 長野県

H18.05 （仮称）シティーホール神戸駅前新築工事 コーナン建設㈱ RB-6 バルコニー床　排水溝　巾木 兵庫県

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

H18.05 コープ野村伏見大規模修繕工事 札幌ペック㈱ RB-6 バルコニー･屋上 北海道

H18.05 ステーションホテル新宮改修工事 清水建設㈱ RB-6 屋上 和歌山県

H18.05 藤並保育所改築工事 西松建設㈱ RA-3 便所床・立上り 和歌山県

H18.05 セレッソコート和歌山美園公園新築工事 矢野建設㈱ RA-3 サッシ廻り 和歌山県



H18.06 (仮称)はぴね知多北部建設工事 大井建設㈱ RB-6 バルコニー　広場 愛知県

H18.06 宮城鉱化㈱石灰焼成炉付帯設備建設工事 ㈱平野組 RB-6 屋上 岩手県

H18.06 メゾンアルシュ外壁改修工事 ㈱掛谷工務店 RA-4 バルコニー　廊下 大阪府

H18.06 パルコアマンション保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 床、防水面 大阪府

H18.06 グランメール大国新築工事 日清建設㈱ RB-5 屋根　廊下 大阪府

H18.06 ピジェブラン太子橋 ㈱鍛治田工務店 RA-3・4 廊下　バルコニー　パラペット　庇 大阪府

H18.06 ルイシャトレ高槻 ㈱長谷工コーポレーション RB-6 庇　階段屋根　他 大阪府

H18.06 アルカディーナ京町堀 ㈱中道組 GRG ＥＶピット　消火水槽 大阪府

H18.06 勝山愛和第４幼稚園 前田組 GA-2 外壁 大阪府

H18.06 奈良線河内小阪駅 ㈱大林組 GA-2 ＥＶピット 大阪府

H18.06 ラクシア江坂パークフロント 矢作建設㈱ GA-2 ＥＶピット 大阪府

H18.06 鶴見ギャリー計画 まこと建設㈱ GRG 外壁 大阪府

H18.06 (仮称)パインフィールド西京極新築工事 ㈱大林組 RA-4 配管ピット 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 毎日新聞社舞鶴支局外壁改修工事 ㈱大林組 RB-6 屋上パラペット　庇 京都府

H18.06 (仮称)パインフィールド西京極 ㈱大林組 GA-2 消火水槽　排水ポンプ槽 京都府

H18.06 愛生会山科病院 ㈱大林組 GRG・GR-A 汚水槽　消火水槽　ＥＶピット他 京都府

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

H18.06 (仮)野火止五丁目共同住宅新築工事 鹿島建設㈱ RA-4 ベランダ･デッキ 埼玉県

H18.06 コートモデリア麻布新築工事 ㈱佐藤秀 RB-5 浴室 東京都

H18.06 エスタールビル大規模修繕工事 斎藤工業㈱ RX 屋上･塔屋 東京都

H18.06 石神井クラシック･コミュニティそよ風新築工事 西松建設㈱ RB-5 浴室 東京都

H18.06 (仮称)日本橋室町４丁目ビル 三井住友建設㈱ GA-2 スプリンクラー貯水槽 東京都

H18.06 日本金属㈱板橋工場第３圧延工場 西松建設㈱ GA-2 雨水貯留槽 東京都

H18.06 川岸保育園大規模修繕工事 第一建設㈱ RB-6 ﾄｲﾚ上部陸屋根･オイル庫屋根 長野県

H18.06 チャーム奈良公園 前田組 GA-2 ＥＶピット　消火水槽 奈良県

H18.06 五泉地域衛生施設組合事務所屋上防水補修工事 横山建設㈱ RA-4 パラペット天端 新潟県

H18.06 平成１７年度生建第１号妙高市文化ホール大規模改修建築工事 大林・保坂特定ＪＶ RB-6 パラペット 新潟県

H18.06 リベール甲南山手 ㈱ノバック GRG 消火ピット 兵庫県

H18.06 春日和田山道路２山東ＰＡ 但南建設㈱ GRG 防火水槽内 兵庫県

H18.06 ＪＡ全農ふくれんビル立体駐車場外部修復工事 上村建設㈱ RB-6・RX 立体駐車場屋根 福岡県

H18.06 ライオンズマンション伏見第３外部階段改修工事 札幌ペック㈱ RA-4 外部階段 北海道

H18.06 ガーデンハウス本郷通南外壁ほか改修工事 札幌ペック㈱ RA-4 外部階段床 北海道

H18.06 ポレスターリバービュー川原町 戸田建設㈱ GRG ＥＶピット 宮崎県

H18.06 大坊・団栗地区営農飲雑用水施設整備（その２）工事 ㈱廣畑組 RA-4 浄水場送水ポンプ室　中継ポンプ室 和歌山県

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

H18.06 丸和本社工場 清水建設㈱ GA-2 消火水槽　工業用水槽 和歌山県

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



H18.07 済生会松山病院増改修工事 清水建設㈱ RB-5 屋外階段 愛媛県

H18.07 済生会松山病院 清水建設㈱ GA-2 ＥＶピット 愛媛県

H18.07 メゾンラトゥール新築工事 髙松建設㈱ RB-5・6 ゴミ置場屋根　廊下　階段 大阪府

H18.07 ガーデンフラッツ豊中旭ヶ丘新築工事 ㈱長谷工コーポレーション RA-3・4・RB-5・6 サッシ周り　庇　バルコニー　屋上　他 大阪府

H18.07 新大阪ファミール外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー 大阪府

H18.07 Ｄグラフォート香里ケ丘 戸田建設㈱ RB-6 パラペット天端 大阪府
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

H18.07 クレアクオーレ関目高殿 ㈱長谷工コーポレーション RB-6 屋上　庇　廊下　バルコニー 大阪府

H18.07 アーバンフラッツ鷺洲新築工事 安藤建設㈱ RB-5 共用廊下 大阪府

H18.07 メゾンラトゥール 髙松建設㈱ GRG 外壁 大阪府

H18.07 ガーデンフラッツ豊中旭ヶ丘 ㈱長谷工コーポレーション GR 外壁　地下壁 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 マルイト谷町ビル ㈱大林組 GRG 消火水槽 大阪府

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

H18.07 アーバンフラッツ鷺洲 安藤建設㈱ GRG 消火水槽 大阪府

H18.07 倉敷市羽島公民館改修工事 ㈱ＮＩＰＰＯコーポレーション RA-4 屋上　ベランダ 岡山県

H18.07 研究棟屋上中庭パラペット部クラック補修工事 鹿島建設㈱ RB-6 屋上･中庭ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部 神奈川県

H18.07 多治見警察職員アパートＢ棟浴室防水改修工事 ㈱水野工務店 RB-5 浴室 岐阜県

H18.07 サンクタス北野新築工事 ㈱長谷工コーポレーション RA-3・RB-6 パラペット　庇　サッシ廻り 京都府

H18.07 レジデンス鳥羽改修工事 ㈱中川工務店 RB-6 塔屋　庇　バルコニー 京都府

H18.07 日東薬品工業㈱綾部工場　菌培養棟 ㈱大林組 GRG 水槽 京都府

H18.07 群馬県防災行政無線中継局舎改修工事 吾妻・万場中継局 佐田建設㈱ RA-4・RB-5 基礎天端･外部階段･架台天端 群馬県

H18.07 川口ゲストハウス防水改修工事 近藤リフレサービス㈱ RA-4･RB-6･RX 庇･ﾙｰﾌﾊﾞﾙｺﾆｰ･屋上 埼玉県

H18.07 アステールふじみ野伍番館鉄部塗装その他工事 近藤リフレサービス㈱ RA-4 屋上笠木 埼玉県

H18.07 東出雲町立意東小学校校舎大規模改造工事（建築） ㈱大前組 RA-4 ベランダ 島根県

H18.07 藤和グリーンコープ柏大規模修繕工事 ﾔﾏｷﾞｼﾘﾌｫｰﾑ工業㈱ RA-4 塔屋 千葉県

H18.07 トーシンフェニックス芝アストラーレ 京成建設㈱ RA-4 排水溝・パラペット天端 東京都

H18.07 成田東Ｃ号棟 ㈱カワグチ建設 GA-2 木造地下基礎 東京都

H18.07 高円寺南Ａ～Ｆ号棟 ㈱カワグチ建設 GA-2 木造基礎 東京都

H18.07 富山情報ビジネス専門学校C館校舎増築工事 ㈱大林組 RB-6 パラペット　屋外機基礎　ハト小屋 富山県

H18.07 パークアヴェニュー神戸三田大規模修繕工事（２期） 建装工業㈱ RA-4 廊下　屋外階段 兵庫県

H18.07 日本山村硝子㈱ニューガラスカンパニー第３プラント ㈱柄谷工務店 GRG ピット内部 兵庫県

H18.07 川西東工場 鹿島道路㈱ GRG 防火水槽 兵庫県

H18.07 海田東公民館屋上防水改修工事 ㈱長崎塗装店 RB-6 屋上 広島県

H18.07 グランデュオ五日市駅前ウエスト大規模修繕工事 ㈱熊谷組 RA-4 階段　庇　バルコニー 広島県

H18.07 ヴェルポート広島大規模修繕工事 中電工㈱ RA-4 階段　花置場 広島県

H18.08 グランドメゾン小田井大規模改修工事 ㈱松村組 RA-4 ベランダ　床 愛知県

H18.08 株式会社リコー池田事業所　１号館各所改修工事 ㈱竹中工務店 RB-5 トイレ 大阪府

H18.08 （仮称）メゾン大江新築工事 ㈱建研 RA-4 エントランス屋根 大阪府



H18.08 ウィステリア西梅田新築工事 髙松建設㈱ RB-5・6 屋上　庇　面台　廊下 大阪府

H18.08 コモン山田ウエスト改修工事に伴う２Ｆ屋根防水工事 創研工業㈱ RX 屋根 大阪府

H18.08 松下電器産業株式会社　ＰＡＶＣ社　北工場３１棟屋根防水改修 淀建設工業㈱ RB-6 屋根 大阪府

H18.08 大阪城南女子短期大学第一学舎増築工事 ㈱大林組 RA-3・4 バルコニー　庇　パラペット　ハト小屋 大阪府

H18.08 （仮称）エスリード難波西新築工事 安藤建設㈱ RB-5 共用廊下　エントランス 大阪府

H18.08 （仮称）ルイシャトレ御幣島駅前新築工事 ㈱長谷工コーポレーション RA-3・RB-6 サッシ周り　屋上　他 大阪府

H18.08 （仮称）グランスイート岸和田 西松建設㈱ GRG 防火水槽 大阪府

H18.08 ウィステリア西梅田 髙松建設㈱ GRG ＥＶピット　外壁 大阪府

H18.08 （仮称）レクサス三国ヶ丘 ㈱大林組 GA-2 リフトピット 大阪府

H18.08 （仮称）エスリード難波西 安藤建設㈱ GA-2 ＥＶピット 大阪府
H18.08 近藤歯科新築工事 ㈱まつもとコーポレーション RA-4 バルコニー 岡山県

H18.08 （仮称）リリーベル金城サーモス新築工事 ㈱國場組 RA-4 パラペット天端 沖縄県

H18.08 島の学校体験交流施設建築工事（２期工事） 久米建設㈱ RA-3 内部 沖縄県

H18.08 シティウインズ生田 平成１７年度外壁等改修工事 柏原塗研工業㈱ RA-4 バルコニー 神奈川県

H18.08 西小学校北舎南面ほか外壁改修工事 ㈱多和田組 RA-4 バルコニー　屋上庇 岐阜県

H18.08 カストルム二条屋上防水改修工事 ㈱中川工務店 RB-6 塔屋 京都府

H18.08 (仮称)東横イン高崎駅前 前田建設工業㈱ GRG ＥＶピット 群馬県

H18.08 コープシティ桜台大規模修繕工事 ＴＯＨＯ㈱ RA-4 大庇、ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 千葉県

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

H18.08 六本木７丁目プロジェクト新築工事 石黒建設㈱ RB-5 テラス･廊下･階段床 東京都

H18.08 (仮称)Ｇinza７Ｓ＆Ｔビル 大成建設㈱ GA-2 EVﾋﾟｯﾄ･防火水槽他 東京都

H18.08 介護付有料老人ホーム｢みずき｣新築工事 ㈱パナホーム 北関東 RB-5 浴室 栃木県

H18.08 グランアッシュ甲陽園コリーヌドゥサンス新築工事 ㈱長谷工コーポレーション RA-3・4・RB-5・6 サッシ周り　庇　渡り廊下　他 兵庫県

H18.08 アーバングレース新築工事 髙松建設㈱ RB-5・6 廊下　階段　エントランス屋根 兵庫県

H18.08 みどり病院 戸田建設㈱ GA-2 ＥＶピット 兵庫県

H18.08 グランアッシュ甲陽園コリーヌドゥサンス ㈱長谷工コーポレーション GRG  地下外壁 兵庫県

H18.08 アーバングレース 髙松建設㈱ GRG 外壁 兵庫県

H18.08 （仮称）広島市大手町３丁目ホテル 矢作建設工業㈱ GRG 消火水槽　ＥＶピット 広島県

H18.08 コゲツ産業株式会社増築工事 高藤産業㈱ RB-6 陸屋根 福岡県

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

H18.08 太融寺新本坊新築工事 ㈱大林組 RB-5 便所 福岡県

H18.08 太融寺新本坊 ㈱大林組 GRG ＥＶピット 福岡県

H18.08 伊勢農場鶏舎 大木建設㈱ GRG 消火水槽 三重県

H18.08 宮城大学食産業学部実験棟改修工事 ㈱阿部和工務店 RB-6 床･側溝･機械台 宮城県

H18.08 桃源郷運動公園スタンド ㈱淺川組 GA-2 地下外壁　地下ピット 和歌山県

H18.09 ホテルルートイン金沢駅前新築工事 ㈱フジタ RA-3・RB-6 バルコニー　パラペット　サッシ廻り 石川県

H18.09 （仮称）『坂の上の雲』記念館 ㈱竹中工務店 GRG 消火水槽 愛媛県

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



H18.09 ディアステージ大阪 ㈱長谷工コーポレーション RA-3・4・RB-5 廊下　バルコニー　サッシ廻り 大阪府

H18.09 コスモⅢ外部改修工事 ㈱興隆 RB-6 屋上　塔屋 大阪府

H18.09 （仮称）イオン大日ショッピングセンター ㈱大林組 GRG・GR-A 消火水槽　受水槽 大阪府

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

H18.09 ミモサ中津 高松建設 GRG ＥＶピット 大阪府

H18.09 (仮称)大阪Ｔチャペル ㈱間組 GRG 排水槽　消火水槽 大阪府

H18.09 中城ポンプ場 ㈱東洋土木工業 GRG 地下外壁 沖縄県

H18.09 グランガーデン鹿児島新築工事 竹中・鴻池・植村JV RA-3 二重ピット 鹿児島県

H18.09 平安高校階段室屋根防水改修工事 水野建設㈱ RB-6 階段室屋根 京都府

H18.09 井園フラット外壁その他修繕工事 名工建設㈱ RB-6 屋上 京都府

H18.09 （仮称）中央倉庫久御山営業所 戸田建設㈱ GRG 消火水槽 京都府

H18.09 バンブーヒルズ共同住宅 ㈱シード GR 地下部分 京都府

H18.09 住友緑ハイツ ㈱ヤナ･コーポレーション RX 屋上 埼玉県

H18.09 エンゼル春日部エスマークス ㈱長谷工コーポレーション RA-3 廊下･バルコニー切付･サッシ廻り 埼玉県

H18.09 サンクタス大津ヴィラージオ 東レ建設㈱ RB-6 屋根　廊下 滋賀県

H18.09 (仮)サミット新滝野川店新築工事 三井住友建設㈱ RB-5 トイレ 東京都

H18.09 ランドステージ田園調布弐番館新築工事 ㈱佐藤秀 RA-3 建具廻り 東京都

H18.09 長池公園せせらぎ通り北団地大規模修繕工事 ﾌｼﾞﾐﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ㈱ RB-6 バルコニー 東京都

H18.09 栗島小学校外装改修工事 ㈱似鳥工務店 RA-4 屋上･パラペット･笠木 東京都

H18.09 鉄道総合技術研究所 本館・別館耐震補強工事 吉溝建設㈱ RA-4・RB-6 笠木･庇屋根 東京都

H18.09 メゾンドプリムロゼ防水改修工事 近藤リフレサービス㈱ RX 屋上 東京都

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

H18.09 (仮称)Ｄプロジェクト町田 大和ハウス工業㈱ GA-2 ピット床 東京都

H18.09 (仮称)銀座２丁目ビル ㈱フジタ GR,GRG 上部配管ﾋﾟｯﾄ･EVﾋﾟｯﾄ･汚水槽 東京都

H18.09 グランマーレ新潟 阿賀野店 ㈱福田組 RB-5 浴室 新潟県

H18.09 ロイヤルアーク甲子園フローレス新築工事 ㈱長谷工コーポレーション RA-3・4・RB-5・6 サッシ周り　バルコニー　屋上　他 兵庫県

H18.09 アドバビル新築工事 錦建設㈱ RA-4 ＰＨ　庇　バルコニー　開放廊下　外部階段 広島県

H18.09 プレシャスコーラル全体改修工事 上村建設㈱ RA-4 庇　塔屋　屋根庇　屋上笠木 福岡県

H18.09 内山マンション外部塗装工事 札幌ペック㈱ RB-6 ベランダ 北海道

H18.09 切目小学校大規模改造工事 大末建設㈱ RA-4 庇　笠木廻り 和歌山県

H18.10 タカヤ商事名古屋ビル 村本建設㈱ GRG 消火水槽 愛知県

H18.10 加賀市立湖北小学校 真柄建設㈱ GA-2 消火水槽 石川県

H18.10 グランスイート香里園 ㈱長谷工コーポレーション RA-3・RB-5・6 サッシ周り　廊下　他 大阪府

H18.10 サンクレスト本庄外壁等保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー床 大阪府

H18.10 市立大学１号館北側外壁改修工事 ㈱秀功建設 RA-4 １階部分 大阪府

H18.10 西中島小学校耐震改修工事 ㈱淀建 RA-4 大阪府

H18.10 大阪電気通信大学寝屋川学舎（仮称）新学生ホール ㈱大林組 GA-2 ＥＶピット　消火水槽 大阪府

H18.10 アウレリア上新庄エスタシティ ㈱長谷工コーポレーション GA-2 ＥＶピット 大阪府



H18.10 (仮称)南海バス北野田駅前テナントビル計画 南海辰村建設㈱ GRG 地下 大阪府

H18.10 ほうゆう病院営繕工事 藤原製材㈱ RB-6 玄関屋根 京都府

H18.10 大胡小学校校舎・体育館改築建築工事 佐田･池下･宮下JV RB-5 エントランスコート・児童昇降口 群馬県

H18.10 野洲通信機器室外７箇所屋根防水他改良工事 名工建設㈱ RA-3 屋根 滋賀県

H18.10 望月ビル屋上防水工事 武田建装㈱ RB-6 屋上 千葉県

H18.10 扶桑ハイツ亀有外壁その他大規模修繕工事 大京管理㈱城東支店 RA-4 ｻｯｼ廻り･ﾀｲﾙ目地 東京都

H18.10 駒澤大学深沢校舎(仮称)建築洋館改修工事 ㈱大林組 RA-4 庇 東京都

H18.10 株式会社日立国際電気富山工場生産棟増築工事 ㈱大林組 RB-6 庇　機械基礎天端 富山県

H18.10 ㈱日立国際電気富山工場 ㈱大林組 GRG 消火水槽 富山県

H18.10 ラ・ヴァンス生駒新築工事 不二建設㈱ RA-4・RB-5 側溝　巾木　階段室屋根　エントランス庇 奈良県

H18.10 アコルデパルク花隈改修工事 ㈱大竹組 RA-4 ベランダ 兵庫県

H18.10 新長田駅前アーバンコンフォート新築工事 ㈱長谷工コーポレーション RA-3・4・RB-5 サッシ周り　庇　バルコニー他 兵庫県

H18.10 県立社高等学校寄宿舎棟耐震補強その他建築工事 横山建設工業㈱ RA-4 庇　床　梁型天端 兵庫県

H18.10 南消防署宇品出張所 錦建設㈱ GRG 水槽 広島県

H18.10 平成１７年度事業　福岡県公営住宅宅間田団地第５工区建築工事 オオキタ建設㈱ RA-3 ユニットバス下 福岡県

H18.10 エヴァ諏訪野共用部部分改修工事 上村建設㈱ RA-4 屋上庇 福岡県

H18.10 エクセレント香稚外部全体改修工事 上村建設㈱ RA-4 階段屋根　玄関屋根 福岡県

H18.10 スポーツクラブフェニックス防水他改修工事 上村建設㈱ RA-4・RB-6 笠木　溝　勾配屋根 福岡県

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

H18.10 屋上防水及び外壁建具改修工事 ㈱大川組 RB-6 機械室屋上笠木部 和歌山県

H18.10 健康倶楽部かわぐち新築工事 大和ハウス工業㈱ RA-4 屋上　ベランダ 新潟県

H18.10 鳥取敬愛高等学校屋上防水等改修工事 ㈱大北工業 RA-4・RB-6 屋上　ペントハウス 鳥取県

H18.10 旧大日町保育所改修工事 新栄建設㈱ RX 屋上 富山県

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

H18.11 （仮称）新南大阪療育園増改築工事 ㈱大林組 RA-3 便所 大阪府

H18.11 木村マンション新築工事 協同建設㈱ RB-6 屋上 大阪府

H18.11 中之島４丁目計画 ㈱細見工務店 RB-5 ベランダ 大阪府

H18.11 ラポール九鬼外壁改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー 大阪府

H18.11 （仮称）サムテック羽曳野第三工場新築工事 日新工営 GRG 消火水槽　汚水ピット 大阪府

H18.11 クレスタ八尾フェリッツィオ 青木あすなろ建設㈱ GRG 雨水貯水槽 大阪府

H18.11 ラクシア長居公園 矢作建設工業㈱ GA-2 ＥＶピット 大阪府

H18.11 ウィスタリア新北野 髙松建設㈱ GRG 外壁　ＥＶピット 大阪府

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

H18.11 商船三井柿生寄宿舎 三井住友建設㈱ RB-5 風呂場 神奈川県

H18.11 プラチナヴィラ青葉台通所棟増築工事 ㈱佐藤秀 RB-5 シャワー室 神奈川県

H18.11 プラティーク・クレイヴ 前田建設工業㈱ GA-2 防火水槽 埼玉県

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

H18.11 エスリード栗東 ㈱中川工務店 RB-5 廊下　バルコニー 滋賀県



H18.11 フジテック株式会社滋賀第２期建設工事第１工区（研究塔、外構） ㈱大林組 RB-6 屋上アゴ　ハト小屋屋根 滋賀県

H18.11 エスリード栗東 ㈱中川工務店 GRG 防火水槽 滋賀県

H18.11 スターライト工業㈱ＰＳＳ・フェノール工場 ㈱ナカノフドー建設 GA-2 冷却水ピット 滋賀県

H18.11 カテリーナ三田タワースイート建設工事 大林組・清水JV RA-4 屋上パラペット 東京都

H18.11 西片の家新築工事 ㈱宇佐美工務店 RA-4・RB-5 屋根･ﾙｰﾌﾊﾞﾙｺﾆｰ･浴室 東京都

H18.11 (仮称)㈱松屋フーズ新本社ビル 鹿島建設㈱ GR-B 流量調整槽･生物処理槽 東京都

H18.11 亀田カトリック教会増築工事 新発田建設㈱ RA-4 庇 新潟県

H18.11 県立社高等学校寄宿舎棟耐震補強その他建築工事（部室１） 横山建設工業㈱ RA-4 庇　床　梁型天端 兵庫県

H18.11 昭栄ケミカル㈱神戸新工場 ㈱加賀田組 GRG 消火水槽 兵庫県

H18.11 ＳＲＩハイブリッド㈱加古川工場事務所棟 大林・五洋共同企業体 GRG ピット 兵庫県

H18.11 サンライズ東雲大規模改修工事 ㈱共立 RX ルーフバルコニー 広島県

H18.11 県立広島国泰寺高校校舎（32号棟）耐震内部改修及びｱｽﾍﾞｽﾄ対策工事 錦建設㈱ RB-6 梁天端 広島県

H18.11 広島県遺族会館新築工事 福井建設㈱ RA-4 屋根　サッシ上部　パラペット 広島県

H18.11 広島女学院大学チャペル新築工事（仮称） 大之木建設㈱ RB-6 屋根 広島県

H18.11 もみじマンション柳ヶ丘大規模修繕工事 中電工業㈱ RA-4 庇　出窓天端 広島県

H18.11 広島県遺族会館 福井建設㈱ GA-2 ピット 広島県

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

H18.11 平成１７年度事業福岡県公営住宅大坪団地第１工区建築工事 かねぜん・大岡JV RA-3 主体ユニットバス下 福岡県

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

H18.11 ＥＮＥＯＳ星ヶ浦ＳＳ屋根防水塗装 ＮＩＰＰＯｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RB-6 屋根 北海道

H18.11 (仮)ホテルルートイン酒田新築工事 山形建設㈱ RA-4 ﾊﾞﾙｺﾆｰ･屋外階段･屋外機置場 山形県

H18.11 遊佐町立高瀬小学校屋内体育館改築工事 大井・高橋JV RA-4 パラペット天端･庇廻り 山形県

H18.11 岩出小学校北校舎大規模改造工事 森・宮本特定建設工事企業体 RA-4 庇 和歌山県

H18.11 朝来小学校校舎建築「Ｂ棟」工事 ㈱後工務店 RA-4 バルコニー　階段　その他 和歌山県

H18.11 トメモリ眼科・成形外科 三友工業㈱ GA-2 ＥＶピット 和歌山県

H18.12 Ｔステージ三好東山台大規模修繕工事 トヨタすまいるライフ㈱ RA-4 バルコニー 愛知県

H18.12 消防水槽（地下式）水漏補修工事 トヨタすまいるライフ㈱ GA-2 消防水槽 愛知県

H18.12 中央工営所（上之宮寮併設）耐震補強その他工事 雄健建設㈱ RB-5 浴室 大阪府

H18.12 日之出マンション外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー 大阪府

H18.12 カーサヴィヴァーチェ新築工事 髙松建設㈱ RB-5・6 梁天端　エントランス屋根　廊下　階段 大阪府

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

H18.12 福島７丁目超高層計画 ㈱竹中工務店 GRG 消防用水槽 大阪府

H18.12 カーサヴィヴァーチェ 髙松建設㈱ GRG 外壁 大阪府

H18.12 ａｉｒｙ　ａｖｅｎｕｅ 髙松建設㈱ GRG ＥＶピット 大阪府

H18.12 特別養護老人ホーム鹿田の庄新築工事 中村建設㈱ RA-3 バルコニー 岡山県

H18.12 石井ビル屋上防水補修工事 ㈱サカクラ RB-6 屋上 神奈川県

H18.12 鏡山住宅Ｃ棟建設工事（建築工事） 大井・舘林共同企業体 RB-6 屋根屋上　庇部 岐阜県

H18.12 （補）荒崎小学校北舎東耐震補強工事 ㈱高岩組 RA-4 ベランダ 岐阜県



H18.12 メゾンハル新築工事 髙松建設㈱ RB-5・6 屋上庇　エントランス屋根　廊下　階段 京都府

H18.12 京都市向島市営住宅修繕工事 ㈱勝本建設 RA-4 パラペット　溝　架台 京都府

H18.12 メゾン高草木屋上防水工事 ㈱ヤナ･コーポレーション RB-6 屋上 埼玉県

H18.12 パークタウン若宮団地給水施設 日本総合住生活㈱ GR-J 壁面・床面 埼玉県

H18.12 唐建建工第１号　外町小学校大規模改造建築（２期）工事 唐津土建・井手JV RB-6 モルタル笠木等 佐賀県

H18.12 アイエ堅田新築工事 ㈱紙谷工務店 RA-3 パラペット笠木　廊下 滋賀県

H18.12 大正薬品工業株式会社ＧＭＰ工場増築工事 ㈱辻正 RA-4 パラペット　　配管取出口 滋賀県

H18.12 ファミリータウン東陽 第２回大規模修繕工事 ㈱シミズ･ビルライフケア RA-3・4 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端･顎 他 東京都

H18.12 (仮称)ジョイフル本田瑞穂店 ㈱大林組 GA-2 ポンプ室ピット･ＥＶピット 東京都

H18.12 京王重機整備㈱北野事業所 京王建設㈱ GA-2 床下点検棟 地下ピット 東京都

H18.12 (仮称)芝浦アイランドケープタワー 鹿島建設㈱ GA-2 雑排水槽･雨水槽･消火水槽 東京都

H18.12 小諸高原病院心神喪失者等専門病棟 ㈱岡谷組 GA-2 渡り廊下 地下埋戻し部 長野県

H18.12 田北病院増改築工事 ㈱新井組 RB-6 バルコニー　パラペット　庇 奈良県

H18.12 田北病院 ㈱新井組 GRG 地下外壁　ＥＶピット　他 奈良県

H18.12 老第５号養護老人ホームあやめ寮建設建築工事 新発田建設㈱ RA-3・RB-5 浴室･男女浴槽内 新潟県

H18.12 特別養護老人ホーム（仮称）わくわくランド２新築工事 ㈱大林組 RB-6 バルコニー床　ハト小屋 新潟県

H18.12 特別養護老人ホーム（仮称）わくわくランド２ ㈱大林組 GRG 土圧壁 新潟県

H18.12 関宮第１保育園 福井・安井JV GRG 基礎立上り 兵庫県

H18.12 郷原中学校 福井建設㈱ GRG 防火水槽 広島県

H18.12 レークサイド香椎外部全体改修工事 上村建設㈱ RA-4 玄関屋根 福岡県

H18.12 新生マンション広又外壁大規模改修工事 ㈱黒木 RB-6 ルーフバルコニー 福岡県

H18.12 警察相談センター屋上防水工事 中正建設㈱ RB-6 北ペントハウス屋上 福島県

H18.12 札幌国際日本語学院屋上防水工事 札幌ペック㈱ RB-6 屋上 北海道

H19.01 ロフティ長久手グリーンサイド新築工事 大井建設㈱ RB-6 階段庇 愛知県

H19.01 (仮称)尾張中部福祉圏域障害者施設新築工事 ㈱淺沼組 RB-6 ベランダ　廊下 愛知県

H19.01 東横イン中部国際空港新築工事 大成建設㈱ GRG 消火水槽 EVﾋﾟｯﾄ 愛知県

H19.01 ＫＳ増築工事 ㈱イチケン RB-5 トイレ床 大阪府

H19.01 (仮称)大阪ガスｹﾐｶﾙ研究開発ｾﾝﾀｰ新築工事 ㈱大林組 RA-3･4 パラペット　便所　他 大阪府

H19.01 サンハイツ大和外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 大阪府

H19.01 阪急電鉄労働組合屋上防水改修工事 ㈱尾崎工務店 RB-6 屋上 大阪府

H19.01 アルデールヒル内久宝寺新築工事 髙松建設㈱ RB-5･6 廊下　屋上庇 大阪府

H19.01 (仮称)植野マンション新築工事 住友林業㈱ RA-3 ホール屋根　 大阪府

H19.01 Ｄグラフォート香里ヶ丘（スカイフォート） 戸田建設㈱ RB-6 パラペット天端 大阪府

H19.01 (仮称)宮之下貸ビル新築工事 ㈱前田組 RA-4 RB-5 パラペット　庇　塔屋斜面 大阪府

H19.01 パレ・グラン阿倍野三明町新築工事 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RA-3･4 RB-5･6 ｽﾘｯﾄ　庇　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　屋根　他 大阪府

H19.01 (仮称)阿倍野王子町マンション新築工事 田中建設㈱ RA-4 階段　屋根 大阪府

H19.01 北大阪堂山ビル新築工事 鹿島建設㈱ RA-4 ハト小屋　バルコニー　 大阪府

H19.01 さつき台幼稚園新築工事 村本建設㈱ RB-5 便所　プール 大阪府



H19.01 メゾンドールウィングヒルズ防水工事 ㈱飛鳥保工務店 GRG ＥＶピット 大阪府

H19.01 末日聖徒ｲｴｽ･ｷﾘｽﾄ教会河内長野ﾜｰﾄﾞ増築工事 ㈱NIPPOｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ GRG ＥＶピット 大阪府

H19.01 ネッツトヨタ南海　外環河内長野店新築工事 ㈱大林組 GA-2 カーリフトピット 大阪府

H19.01 ﾛｰﾚﾙｺｰﾄ久宝寺ﾘｰﾃﾞﾝｽﾀﾜｰ建設工事 近鉄不動産㈱ 藤和不動産㈱ GA-2 EVﾋﾟｯﾄ 防火水槽 大阪府

H19.01 みどりヶ丘ディサービスセンター川西新築工事 ㈱橋本工務店 GRG 基礎 大阪府

H19.01 辰野谷町ビル新築工事 ㈱淺沼組 GRG 消火水槽 大阪府

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㈱ 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 ㈱徳里産業 GRG 雨水ﾋﾟｯﾄ EVﾋﾟｯﾄ 沖縄県

H19.01 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㈱ RB-5 2F北側ﾃﾞｯｷ･南北面ﾃﾗｽ 神奈川

H19.01 グリーンハイツ上大岡Ａ･Ｂ棟 ﾊｳｽｻｰﾋﾞｽ㈱ RB-6 屋上 神奈川

H19.01 外渕団地Ｆ棟階段室改修工事 内藤建設㈱ RA-4 屋上 岐阜県

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 府営住宅田辺団地第２２号棟外壁改修工事 坂本建設㈱ RB-6 共用廊下　ベランダ笠木 京都府

H19.01 京都教育大学附属高等学校改修 辻寅建設㈱ RA-4 バルコニー 京都府

H19.01 エポック深草新築工事 髙松建設㈱ RB-5･6 エントランス屋根　廊下 京都府

H19.01 府営住宅田辺団地第２０号棟外壁改修工事 ㈱克己建設 RB-6 手摺　笠木 京都府

H19.01 ＳＨＩＣＡＴＡ配送センターＰＲＯＪＥＣＴ 青木あすなろ建設㈱ RB-6 庇　便所 京都府

H19.01 パレ・朱雀門新築工事 ㈱大林組 GRG EVﾋﾟｯﾄ 消火水槽 京都府

H19.01 越谷ｽｶｲﾏﾝｼｮﾝ外壁補修等大規模修繕工事 高元建設㈱ RA-4 小庇天端 埼玉県

H19.01 グローリィハイツ屋上防水工事 ㈱ﾔﾅ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RX 屋上 埼玉県

H19.01 小城幼稚園改築工事 服巻建設㈱ RA-3 テラス 佐賀県

H19.01 千葉中央港マンション新築工事 鹿島建設㈱ GA-2･GR-A EVﾋﾟｯﾄ 中庭噴水 千葉県

H19.01 すし処おざわ改装工事 ㈱康成工務店 RB-5 店舗内床立上り 東京都

H19.01 (仮称)阿部ビル新築工事 ㈱似鳥工務店 RB-5･6 バルコニー･屋上 東京都

H19.01 コーポ中野大規模修繕工事 柏原塗研工業㈱ RA-3 9.10階ｻﾝﾙｰﾑ洗濯機置場 東京都

H19.01 駒場Ａ･Ｂ号棟新築工事 ㈱カワグチ建設 GRG 木造基礎内部 東京都

H19.01 代田３丁目新築工事 ㈱カワグチ建設 GA-2 地下基礎内部 東京都

H19.01 火葬場建設及び進入路整備工事 村岡建設㈱ GRG 地下ピット 奈良県

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

H19.01 ＰＳＡ－泡消火設備工事 水槽内防水工事 ㈱大林組 GRG 泡消火水槽 新潟県

H19.01 進和北楠アーバンライフ共用部保全工事 ㈱日新工営 RA-4 バルコニー 兵庫県

H19.01 明倫福祉会(仮称)あしや特養・老健新築工事 大成建設㈱ RA-3･4 RB-5･6 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ　屋根　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　他 兵庫県

H19.01 セレッソコート伊丹ガーデンシティ新築工事 広成建設㈱ GRG 噴水ピット 兵庫県

H19.01 広駅前アパート４号棟外壁改修工事 ㈱ミチハラ建設 RB-6 バルコニー 広島県

H19.01 Ａｉｍａｂｌｅ　Ｙａｇａ 柿元建設㈱ RB-5 廊下 広島県

H19.01 （仮称）フローレンス庚午南新築工事 東海興業㈱ RB-6 ベランダ排水溝　パラペット 広島県

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 （仮称）福井駅前久我ビル新築工事 前田建設工業㈱ GRG 消火水槽 EVﾋﾟｯﾄ 福井県

H19.01 ブライダルミュージアムビッビ改修工事 上村建設㈱ RA-4 屋根 福岡県

H19.01 キャピタル城西改修工事 照栄建設㈱ RA-4 笠木　架台　庇 福岡県

H19.01 ソリエーヴォ箱崎 ㈱旭工務店 RA-3 ＥＶピット 福岡県

H19.01 アンピール箱崎東大規模改修工事 柏原塗研工業㈱ RB-6 福岡県

H19.01 柳川市立藤吉小学校大規模改造工事 荻島・緒方ＪＶ RB-6 ベランダ　他 福岡県

H19.01 東洋埠頭㈱博多支店須崎S-2倉庫建設工事 五洋建設㈱ GRG 地下ピット 福岡県

H19.01 （仮称）エスリード清水丘新築工事 安藤建設㈱ RB-5 エントランス 和歌山県

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 リビオ加木屋南公園新築工事 東海興業㈱ RA-3 ベランダ　共用廊下　階段室 愛知県

H19.02 ルミエール浄心新築工事 大井建設㈱ RB-6 ＰＨ屋根　ＥＬＶ屋根　他 愛知県

H19.02 フォルテッツァ春岡新築工事 ㈱中村工業 RB-5 浴室 愛知県

H19.02 株式会社タケサン本社社屋新築工事 髙松建設㈱ RB-6 室外機基礎　屋上ＰＳ　他 大阪府

H19.02 （仮称）ひらかた福祉工場新築工事 ㈱前田組 RB-5 便所　EVピット　庇 大阪府

H19.02 ハイネスクラウズ上新庄新築工事 大末建設㈱ RB-5 廊下床 大阪府

H19.02 マンションソレイユ屋上防水工事 千里ハウジング㈱ RB-6 屋上 大阪府

H19.02 （仮称）富士プラザⅦ新築工事 野村建設工業㈱ RB-5 ＥＶ前 大阪府

H19.02 エクセレント２１新築工事 髙松建設㈱ RB-5 廊下 大阪府

H19.02 サンハイツ高安外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー床 大阪府

H19.02 風雅新築工事 髙松建設㈱ RB-5･6 ENT屋根　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　廊下　階段　他 大阪府

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 明善幼稚園調理棟新築工事 ㈱前田組 RB-5･6 バルコニー　庇 大阪府

H19.02 エクセルシオ春日新築工事 髙松建設㈱ RB-5･6 屋上ｱﾝﾃﾅ基礎　ENT屋根　廊下　他 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 （仮称）新南大阪療育園増改築工事 ㈱大林組 RA-3 便所　シャワールーム 大阪府

H19.02 カーサセレーネ新築工事 髙松建設㈱ RB-5･6 廊下　階段　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　屋上庇　他 大阪府

H19.02 YODOGAWA WEST TOWER　新築工事 髙松建設㈱ RB-5･6 屋上PS　ENT屋根　廊下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　 大阪府

H19.02 YODOGAWA EAST TOWER　新築工事 髙松建設㈱ RB-5･6 屋上PS　ENT屋根　廊下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　 大阪府

H19.02 和泉学園実科教室棟等新営（建築）工事 南海辰村・今西組ＪＶ RB-5 外部　庇 大阪府

H19.02 （仮称）ﾎｰﾑｾﾝﾀｰｺｰﾅﾝ新大阪ｾﾝｲｼﾃｨｰ店増築 ㈱大林組 GA-2 ＥＶピット 大阪府

H19.02 （仮称）くずはＷ街区マンション建設工事 ㈱大林組 GA-2 防火水槽 EVﾋﾟｯﾄ 大阪府

H19.02 （仮称）久太郎町マンション新築工事 青木あすなろ建設㈱ GRG ＥＶピット 大阪府

H19.02 前田道路寝屋川プラント改修 ㈱前田組 GRG 油水分離槽 大阪府

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 （財）蛋白質研究奨励会　ＥＶ棟増築工事 大成建設㈱ GRG ＥＶピット 大阪府

H19.02 ニューシティアパートメンツ西本町 ㈱紙谷工務店 GA-2 EVﾋﾟｯﾄ 消火水槽 大阪府

H19.02 ＹＯＤＯＧＡＷＡ　ＷＥＳＴ　ＴＯＷＥＲ 髙松建設㈱ GRG ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｼｬﾌﾄ 大阪府

H19.02 ＹＯＤＯＧＡＷＡ　ＥＡＳＴ　ＴＯＷＥＲ 髙松建設㈱ GRG ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｼｬﾌﾄ 大阪府



H19.02 （仮称）ESPｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ２号館新築工事 ㈱柄谷工務店 GRG 地下受水槽 大阪府

H19.02 北野田駅前Ｂ地区再開発（商業駐車場棟） 西松建設㈱ GRG 消火水槽その他 大阪府

H19.02 北野田駅前Ｂ地区再開発（文化棟） 西松建設㈱ GRG 消火水槽 汚水槽 雑排水槽　 大阪府

H19.02 北野田駅前Ｂ地区再開発（文化棟） 西松建設㈱ GA-2 EVﾋﾟｯﾄ 二重壁部側溝 大阪府

H19.02 北野田駅前Ｂ地区再開発（商業住宅棟） 西松建設㈱ GRG トレンチピット 大阪府

H19.02 北野田駅前Ｂ地区再開発（高層住宅棟） 西松建設㈱ GRG 地下ピット 大阪府

H19.02 (仮称)日本通運㈱水島国際ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ新築工事 鹿島建設㈱ GA-2 消火水槽 岡山県

H19.02 (仮称)高松丸亀町商店街A街区市街地再開発ﾋﾞﾙ 西松・合田ＪＶ RA-3 共用廊下 香川県

H19.02 藤沢Ｃ棟屋上防水改修その他工事 協立建設㈱ RB-6 ＰＨ 神奈川

H19.02 ＮＴＣ）２０１棟内装改修工事 ㈱大林組 RA-4 1階南側庇屋根 神奈川

H19.02 岐阜大学教育学部附属学校校舎等改修工事 大日本土木㈱ RA-4 小学校・中学校バルコニー 岐阜県

H19.02 ＥＡＳＴ　ＶＩＥＷ ㈱中川工務店 RB-5･6 廊下　ベランダ　玄関庇 京都府

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 パピネスクエア桂新築工事 髙松建設㈱ RB-5･6 階段　廊下　屋根　ＴＶ基礎　庇 京都府

H19.02 ジュネス桂新築工事 髙松建設㈱ RB-5･6 階段　廊下　屋上庇　TVｱﾝﾃﾅ基礎 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

H19.02 ㈱創味食品物流センター新築工事 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 GRG 消火水槽 京都府

H19.02 ニプロ株式会社ホール棟新築工事 清水建設㈱ RB-5 研修室内部 滋賀県

H19.02 ジャンボ近江舞子新築工事 ㈱大林組 RA-4 RB-5･6 パラペット　バルコニー　便所　排水溝 滋賀県

H19.02 ＬＵＣＩＲ　ＬＡ　ＪＯＬＬＡ新築工事 髙松建設㈱ RB-5･6 廊下　階段　エントランス屋根　 滋賀県

H19.02 学校法人染葉学園専門学校校舎新築工事 石川建設㈱ RA-3･4 大階段　ＥＶ屋根　避難バルコニー 静岡県

H19.02 幸福科学東京正心館別館 間組 RB-5 浴室 東京都

H19.02 (仮称)朝倉コーポ新築工事 五洋建設㈱ RB-5 2階バルコニー 床 東京都

H19.02 ファミールシティ武蔵関大規模修繕工事 ヤシマ工業㈱ RA-3 鼻先、手摺天端 東京都

H19.02 (仮称)西新井江川ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 ㈱似鳥工務店 RB-5･6 RF･EV･ﾙｰﾌﾊﾞﾙｺﾆｰ･屋根内樋部 東京都

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

H19.02 東洋学園大学本郷キャンパス新校舎新築工事 鹿島建設㈱ GA-2 消火水槽 東京都

H19.02 田無保育園園舎立替工事（建築工事） 大春建設㈱ GA-2 ＥＶピット 東京都

H19.02 中野本町Ａ号棟新築工事 ㈱カワグチ建設 GA-2 木造基礎 東京都

H19.02 アウレリア東生駒眺望の丘 スナダ建設㈱ RA-3 RB-6 奈良県

H19.02 森林・野生動物保護管理研究センター ㈱鐵建 RA-3 トイレ　ハト小屋 兵庫県

H19.02 ｻﾝﾌｫﾙﾃｳｯﾃｨﾀｳﾝすずかけ台新築工事 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RA-3･4 RB-6 外壁打継　スリット部　庇　出窓　他 兵庫県

H19.02 インボイス新神戸レジデンス 青木あすなろ建設㈱ RA-4 電機室上部 兵庫県

H19.02 特養老人ﾎｰﾑｾﾝﾄﾎﾟｰﾘｱ愛の郷建設工事 ㈱大林組 RA-4 RB-5 基礎架台　テラス　花台　厨房　浴室 兵庫県

H19.02 進学教室浜学園　神戸住吉教室 髙松建設㈱ RB-6 屋上庇　パラペット立上り　屋上基礎 兵庫県

H19.02 県営社梶原鉄筋住宅大規模改修 横山建設工業㈱ RA-4 RB-6 バルコニー　庇 兵庫県

H19.02 甲南女子大学看護ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部棟新築 ㈱大林組 GA-2 EVﾋﾟｯﾄ 地下外壁他 兵庫県

H19.02 ハピアス西神南新築工事 長谷工・岡ＪＶ GRG･GA-2 地下外壁 防火水槽 他 兵庫県



H19.02 広島県立広島国泰寺高等学校改修 錦建設㈱ RB-6 梁型 広島県

H19.02 （仮称）アルファレガロ舟入幸町 松本建設㈱ GA-2 消火水槽 広島県

H19.02 引野小学校屋内運動場改築工事 高橋建設㈱ RA-4 庇　パラペット 福岡県

H19.02 フィオーレ・ミズキ新築工事 金子建設㈱ RB-5 ルーフバルコニー 福岡県

H19.02 東横イン新八代駅前新築工事 前田建設工業㈱ GRG 消火水槽 福岡県

H19.02 株式会社エクセディ従業員寮建設計画 ㈱前田組 RB-5 階段室屋根　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ　ﾊﾄ小屋　他 三重県

H19.02 酒田浜松宿舎（仮称）建設工事 鳥海経常建設共同企業体 RA-3 ＥＬＶピット 山形県

H19.02 新下関団地外壁修繕その他工事 槌屋産業㈱ RA-4 バルコニー　屋上庇 山口県

H19.02 特別養護老人ﾎｰﾑ愛の園増床移転新築工事 ㈱竹中工務店 RA-3 ﾊﾞﾙｺﾆｰ　ﾄｲﾚ　ｻｯｼ廻り　他 和歌山県

H19.02 五月山保育園新築工事 清水建設㈱ RA-3 RB-5 便所 和歌山県

H19.03 ひむろこだま保育園増改修工事 日本土建工業㈱ RB-6 ベランダ 大阪府

H19.03 パークオアシス ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RA-3 廊下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　ｻｯｼ廻り　面台 大阪府

H19.03 パークオアシス ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RB-5 廊下　バルコニー　床 大阪府

H19.03 ニューシャンバラ光新築工事 髙松建設㈱ RB-5 階段　廊下 大阪府

H19.03 ニューシャンバラ和新築工事 髙松建設㈱ RB-5 階段　廊下 大阪府

H19.03 ニューシャンバラ愛新築工事 髙松建設㈱ RB-5･6 階段　廊下　ゴミ置場屋根 大阪府

H19.03 ㈱スズケン寝屋川支店新築工事 髙松建設㈱ RB-6 設備基礎　ハト小屋 大阪府

H19.03 南住吉第９住宅(２号館)屋上防水改修工事 協伸工業㈱ RB-6 パラペット　架台　庇 大阪府

H19.03 浪速第５住宅(４号館)屋上防水改修工事 協伸工業㈱ RB-6 屋上　架台 大阪府

H19.03 中茶屋住宅(１～３号館)屋上防水改修工事 協伸工業㈱ RB-6 パラペット　架台 大阪府

H19.03 ヴューイスト泉ヶ丘新築工事 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RA-3･4 RB-6 外壁　ｻｯｼ廻り　共用内部　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　他　 大阪府

H19.03 デュオス北花田 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RA-3 サッシ廻り　外壁 大阪府

H19.03 大阪モノレール社員仮眠所改修工事 ㈱森組 RA-4 屋上架台部 大阪府

H19.03 ラインファルト工業㈱屋上防水工事 ㈱田畑 RB-6 屋上 大阪府

H19.03 （仮称）神石保育園新築工事 ㈱髙橋工務店 RB-6 バルコニー 大阪府

H19.03 ベル　エトフ　ＹⅡ　新築工事 髙松建設㈱ RB-5･6 バルコニー　屋上庇　外壁 大阪府

H19.03 ロイヤル花園新築工事 髙松建設㈱ RB-5･6 笠木　小庇　設備基礎　階段　他 大阪府

H19.03 クロツヴィア桜塚新築工事 髙松建設㈱ RB-5･6 廊下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　ENT屋根 大阪府

H19.03 富田駅旅客便所改築工事 淺沼組・森組ＪＶ RA-3 旅客便所 大阪府

H19.03 エコモ財団委託富田駅バリアフリー化工事 淺沼組・森組ＪＶ RA-3 多機能便所　床 大阪府

H19.03 ポイントモーア２新築工事 髙松建設㈱ RB-5･6 廊下　階段　ENT屋根　庇　他 大阪府

H19.03 スーパーコート八尾新築工事 髙松建設㈱ RB-5･6 ﾊﾞﾙｺﾆｰ　屋上PS　ｴﾝﾄﾗﾝｽ屋根 大阪府

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 西喜連第２住宅(３号～５号)屋上防水改修工事 外谷技建工業㈱ RB-6 屋上 大阪府

H19.03 （仮称）グランセレブ天神橋新築工事 宮崎建設㈱ GRG EVﾋﾟｯﾄ 消火水槽 大阪府

H19.03 ガーデンモール彩都新築工事 ㈱大林組 GA-2 消火水槽他 大阪府

H19.03 ザ・ライオンズ豊中中桜塚新築工事 戸田建設㈱ GRG EVﾋﾟｯﾄ 消火水槽 防火水槽 大阪府

H19.03 ティーエムエフ港会館 ㈱土屋組 GRG 消火水槽 大阪府



H19.03 （仮称）幸福の科学大阪中央精舎新築工事 ㈱大林組 GA-2 ＥＶピット 大阪府

H19.03 メゾンド・ラパン新築工事 髙松建設㈱ GRG 外壁 大阪府

H19.03 ローレルコート枚方天之川 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ GA-2 ＥＶピット 大阪府

H19.03 ㈱ﾀﾞｲｾｷ環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ大阪ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ新築 大成建設㈱ GRG ピット 大阪府

H19.03 府民の森防火施設再整備（１８－３）工事 河本興業㈱ 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㈱ GRG 雨水ピット 排水ピット 大阪府

H19.03 道の駅豊崎（仮称）建築工事 ㈱國場組 RA-3 瓦下屋根 沖縄県

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

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 新横浜ビルＡ棟塔屋防水補修工事 大成建設㈱ RB-6 Ａ棟塔屋 神奈川

H19.03 ｱﾄﾞﾐﾗﾙ新城外部ﾘﾌﾚｯｼｭ及び給水直結工事 ㈱小川組 RA-3 階段屋根 神奈川

H19.03 サンホーム滝呂浴槽改修工事 ㈱飯田建設 RB-5 浴槽 岐阜県

H19.03 温知小学校校舎改築工事（外構工事） 太陽建設㈱ GRG プール 岐阜県

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 ＯＲＹＺＡ嵯峨野 ㈱中川工務店 RB-5 屋上勾配部分 京都府

H19.03 北大路大宮井口マンション新築工事 北和建設㈱ RA-3 外壁基礎 京都府

H19.03 （仮称）白川三条マンション新築工事 北和建設㈱ RB-5 バルコニー 京都府

H19.03 （仮称）京都不動産振興ビル新築工事 ㈱松村組 RB-6 階段屋根　エレベーター屋根 京都府

H19.03 千本三条マンション新築工事 ㈱公建 GRG 消火水槽 京都府

H19.03 （仮称）北白川の花の家本館新築工事 共立建設㈱ GRG 水槽 京都府

H19.03 ひだまり久世建設工事 ㈱大林組 GA-2 EVﾋﾟｯﾄ 消火水槽 京都府

H19.03 袋地区農業用水施設工事 徳南建設㈱ GRG 水槽 熊本県

H19.03 昭和第一団地ＲＣ棟屋上防水改修工事 ㈱内藤塗装 RB-6 屋上・パラペット・天端 群馬県

H19.03 ゼファー飯能 真柄建設㈱ RB-5 屋外階段(ｴﾝﾄﾗﾝｽ上部) 埼玉県

H19.03 救護施設しみず園移転改築建築工事 ﾓﾛﾄﾞﾐ･勝永･大石建設JV RA-3･4 浴室　庇 佐賀県

H19.03 (仮称)ロクジール栗東新築工事 ㈱三東工業社 RB-6 ＥＶ屋上 滋賀県

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 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 （仮称）浜北温泉施設建設工事 中村建設㈱ GRG 汚水雑排水槽 消火水槽 静岡県

H19.03 アーリン動物病院防水改修工事 武田建装㈱ RB-6 屋上・２Ｆベランダ 千葉県

H19.03 (仮称)千葉みなとCCRC-1新築工事 ㈱銭高組 RB-6 バルコニー・物干場 千葉県

H19.03 沢田ビルＢ防水補修工事 三昭建設㈱ RB-6 屋上 東京都

H19.03 平成18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

H19.03 日産プリンス東京販売㈱ 雪谷店改修工事 りんかい日産建設㈱ RB-6 屋上 東京都

H19.03 アザレア恋ヶ窪Ⅱ新築工事 ﾐｻﾜﾎｰﾑ西関東㈱ RB-5 斜屋根 東京都

H19.03 銀座１２０ビル外壁等修繕工事 ケーアンドイー㈱ RA-4 屋上 東京都

H19.03 厩橋交番内外改修工事 ㈱三和 RB-6 屋上 東京都

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 イプセ多摩川緑地新築工事 ㈱佐藤秀 GA-2 地下ピット 東京都

H19.03 クレッセン多摩川緑地Ｄou新築工事 ㈱佐藤秀 GA-2 地下ピット 東京都

H19.03 フォルム文京動坂 木内建設㈱ GR 地下外壁 東京都

H19.03 落合駅昇降機設置に伴う建築工事 西松建設㈱ GA-2 ＥＶピット 東京都

H19.03 高幡不動駅改良工事 大林･清水･京王JV GA-2 EV･ESCﾋﾟｯﾄ･雨水槽･消火水槽 東京都

H19.03 東馬込１丁目(３)Ａ･Ｂ･Ｃ号棟新築工事 ㈱YAZAWA LUMBER GA-2 外壁・基礎廻り 東京都

H19.03 国立国際電気㈱家族寮防水改修工事 ㈱大林組 RA-4 バルコニー 富山県

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 （仮称）尼崎たんぽぽ保育園新築工事 宮崎建設㈱ RA-3 ダムウェーターシャフト 兵庫県

H19.03 ワコーレ板宿外壁等改修工事 ㈱大協建材 RA-4 屋上笠木　出窓小庇　梁天端 兵庫県

H19.03 ロジュマン スティーロ御影 佐田建設 RB-6 ドライエリア　バルコニー 兵庫県

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 シオン中山新築工事 髙松建設㈱ RB-5･6 バルコニー　廊下　ハト小屋　他 兵庫県

H19.03 市立長尾小学校校舎改築外(建築)工事 清水建設㈱ RB-5 バルコニー 兵庫県

H19.03 （仮称）神戸深江浜物流センター新築工事 ㈱大林組 GRG･GR-A 排水ピット･消火水槽･EVピット 兵庫県

H19.03 （仮称）池田銀行芦屋支店新築工事 ㈱大林組 GA-2 ＥＶピット 兵庫県

H19.03 神戸市矢幡通計画（ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ神戸八幡通） ㈱金山工務店 GRG 消火ポンプ室ピット 他 兵庫県

H19.03 藤原産業㈱第２商品センター新築工事 戸田建設㈱ GRG 消火水槽 兵庫県

H19.03 造幣局圧印検査工場窓格子改修工事 鹿島道路㈱ RA-4 圧印・溶解工場ＥＶピット 広島県

H19.03 中須コーポラス屋上等改修工事 柏原塗研工業㈱ RB-6 パラペット 広島県

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

H19.03 サンパーク上吉田新築工事 福屋建設㈱ RB-5 ルーフバルコニー 福岡県

H19.03 水谷ビル改修工事 上村建設㈱ RA-4 階段屋根 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

H19.03 （仮称）高齢者複合施設「とばた」新築工事 宮本建設工業㈱ GR･GRG 地下外壁･消火水槽･EVﾋﾟｯﾄ 福岡県

H19.03 ＪＡ多気郡大淀支店改修工事 土屋建設㈱ RA-4 屋上 三重県

H19.03 和歌山電工株式会社新築工事 ㈱小池組 RC-5 便所 和歌山県

H19.03 町営住宅渋田第二団地ベランダ防水工事 ㈱見好建設 RA-4 ベランダ 和歌山県

H19.03 西別館防水及び内装修繕工事 柳瀬建設㈱ RA-4 庇 和歌山県

H19.03 セレッソコート和歌山アクロス新築工事 青木あすなろ・矢野ＪＶ RA-3･4 RB-5 共用廊下　小庇　他 和歌山県

H19.04 東洋印刷工業㈱屋上他防水改修工事 矢作建設工業㈱ RA-4 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ　避難ﾊﾞﾙｺﾆｰ 愛知県

H19.04 ㈱コバックスつくば工場新築工事物流センター 鹿島建設㈱ GRG EVﾋﾟｯﾄ・消火水槽 茨城県

H19.04 市営安中住宅１３号館外壁改修工事 ㈱和泉屋 RA-4 バルコニー防水 大阪府

H19.04 グレースケヤムラ８０１号室 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 大阪府

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 エスタブレ南森町新築工事 髙松建設㈱ RB-5･6 バルコニー　廊下　庇 大阪府

H19.04 ミサワレジデンス　ＫＡＩＺＵＫＡ ㈱山地建設 RA-4 屋上　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ　笠木 大阪府



H19.04 （仮称）リレイション大国新築工事 中林建設㈱ RB-5 廊下 大阪府

H19.04 読売新聞蛍ケ池Ｙ・Ｃ外壁改修ほか工事 ㈱尼崎工務店 RB-6 屋上　ベランダ 大阪府

H19.04 医療法人慈心会　咲洲病院新築工事 ㈱大林組 GA-2 雨水貯留槽･EVﾋﾟｯﾄ･汚水槽･他 大阪府

H19.04 (仮称)寿司兼マンション新築工事 生和建設㈱ RB-5 廊下（2～6階) 神奈川

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

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 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㈱ GRG 配管ピット 群馬県

H19.04 トヨタカローラ滋賀大津店改築工事 ㈱三東工業社 RA-4 屋上機械架台 滋賀県

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 塚田駅エレベーター新設その他工事 鹿島建設㈱関東支店 GA-2 ＥＶピット 千葉県

H19.04 多田機工㈱第二工場新築工事 飛島建設㈱ GRG ピット 千葉県

H19.04 メビウスプラザ国立改修工事 杉本総合建築事務所 RB-6 機械室屋根・塔屋屋根 東京都

H19.04 モダンフレンチＴＯＹＯＴＡＭＡ ㈱日本ホーム RB-6 2.3Fﾊﾞﾙｺﾆｰ・2F庇､PH階屋上 東京都

H19.04 パークスクエア南品川 三井住友建設㈱ RB-6 共用廊下・ﾊﾞﾙｺﾆｰ側溝・切付 東京都

H19.04 上落合マンション ㈱ビーエルビルド RB-5 ２.３Ｆ通路 東京都

H19.04 扇すし改装工事 真栄工業㈱ RB-5 ２階厨房 東京都

H19.04 市川マンション新築工事 佐藤工務店 RB-6 ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ・開放廊下・庇・斜壁 東京都

H19.04 区営上井草１丁目アパート１１号棟昇降設置工事 大一建設㈱ GA-2 地下ピット 東京都

H19.04 パークスクエア南品川 三井住友建設㈱ GRG･GR-B 防火水槽･汚水槽･雑排水槽 東京都

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

H19.04 Ｖｉｔａ　ｂｅｌｌａ　Ⅱ新築工事 進和建設工業㈱ RA-4 ベランダ　廊下 兵庫県

H19.04 温泉小学校改築工事 株本・山根ＪＶ RA-3･4 屋上　庇　笠木天端　便所 兵庫県

H19.04 ＮＤビル・ＮＤハイツ外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー床 兵庫県

H19.04 （仮称）豊岡ビジネスホテル新築工事 五洋建設㈱ RB-6 屋根　バルコニー　他 兵庫県

H19.04 ９号橋の駅「ようか」駅舎新築工事 但南建設㈱ GRG 基礎コンクリート打継部 兵庫県

H19.04 （仮称）相生駅前なかやビル新築工事 ㈱ソネック GRG 消火水槽･EVﾋﾟｯﾄ 兵庫県

H19.04 たちばな福祉会　グループホーム新築工事 大之木建設㈱ RB-6 外廊下及び階段 広島県

H19.04 たちばな福祉会　グループホーム新築工事 大之木建設㈱ RB-6 外廊下及び階段 広島県

H19.04 ラルナ新築工事 柿元建設㈱ RB-5 廊下 広島県

H19.04 トランプヒルズ増築工事 ㈱かねぜん建設 RA-3 RB-6 屋根　排水溝 福岡県

H19.04 ＪＡ福岡八女　立野広域購買店舗新築工事 ㈱山忠 RA-3 便所 福岡県

H19.04 (仮)安積リゾートホテル新築工事 ㈱晃建設 RB-5 浴室 福島県

H19.04 和歌山ＭＩＤビル外壁補修工事 太平洋テクノ㈱ RA-4 床　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ受枠 和歌山県

H19.04 近野簡易水道施設整備工事 ㈱横堀組 RB-5 屋上 和歌山県

H19.04 川合簡易水道施設整備工事 淺川・中垣ＪＶ RA-4 屋上 和歌山県

H19.04 医療法人博文会　紀泉クリニック新築工事 三友工業㈱ GA-2 事務倉庫 和歌山県

H19.05 ミソノピア外壁及び屋上防水改修工事 ㈱ｼﾐｽﾞ･ﾋﾞﾙﾗｲﾌｹｱ東海 RA-4 設備配管小屋 愛知県

H19.05 第一岡戸ビル屋上・ベランダ防水工事 ㈱ホームプランナー RA-4 RB-6 ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ　屋上　ﾊﾞﾙｺﾆｰ 愛知県



H19.05 セ・エム・アッシュ北野外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー床 大阪府

H19.05 上新電機岸和田店建替工事 リバー産業㈱ RB-6 室外機置場 大阪府

H19.05 インペリアル関西エアポートＡ棟防水工事 ㈱武田工務店 RB-6 ルーフバルコニー 大阪府

H19.05 インペリアル桜川１番館新築工事 中林建設㈱ RB-5 廊下 大阪府

H19.05 常喜マンション外壁改修工事 ㈱工栄建設 RA-4 ベランダ 大阪府

H19.05 サニーサイド曽根外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー 大阪府

H19.05 出城通第５住宅２号館住戸改善工事 羽曳野建設㈱ RA-3 バルコニー 大阪府

H19.05 グランシス天満橋新築工事 飛島建設㈱ RA-3 RB-5 地下壁　花壇部地下壁 大阪府

H19.05 （仮称）池側マンション新築工事 進和建設工業㈱ RA-4 庇 大阪府

H19.05 （仮称）ﾉｱ･ｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ鶴見増改築工事 稲田建設㈱ GA-2 防火水槽 大阪府

H19.05 （仮称）日野病院新築工事 ㈱竹中工務店 GRG 汚水ﾋﾟｯﾄ･消火ﾋﾟｯﾄ 大阪府

H19.05 ダイフク本社厚生棟新築工事 ㈱大林組 GA-2 消火水槽 大阪府

H19.05 アパホテル那覇新築工事 大成建設㈱ RA-4 １Ｆ土間 沖縄県

H19.05 三城公園便所屋根修繕工事 大垣土建㈱ RB-6 屋根 岐阜県

H19.05 勝念寺 京都パナホーム㈱ RB-6 便所屋根 京都府

H19.05 十条事務所新築工事 ㈱公建 RA-4 屋上ＰＳ 京都府

H19.05 本願寺本堂（阿弥陀堂）防災施設事業 松井建設㈱ GRG 貯水槽　沈砂槽 京都府

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

H19.05 アールケーエキセル防水改修工事 ㈱北中工務店 RB-6 受電室　監視室屋上 滋賀県

H19.05 シャンボール浜名湖大規模修繕工事 ㈱エスジー RA-4 ベランダ 静岡県

H19.05 八王子共励保育園第１園舎 ㈱三浦組 RA-4 廊下・バルコニー・庇 東京都

H19.05 能登治ビル外壁屋上防水工事 新興建設㈱ RB-6 屋上・塔屋・ベランダ 東京都

H19.05 新丸の内ビルディング ３５階入居工事 三菱地所㈱ RA-4 ﾊﾟﾝﾄﾘｰ・ｷｬﾝﾃｨｰﾝ・ｻｰﾊﾞｰ 東京都
H19.05 (仮称)ルネサンス西国分寺新築工事 ㈱大林組 GA-2･GRG 消火水槽･雨水槽･EVﾋﾟｯﾄ･他 東京都

H19.05 介護老人保健施設「佐保の里」新築工事 ㈱安部工務店 RB-6 ハト小屋　設備機械基礎 奈良県

H19.05 百華保育園外壁改修工事 ㈱神田ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ RA-4 ベランダ 新潟県

H19.05 リゾうねのⅠ外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー 兵庫県

H19.05 ディ・パピヨン外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー床 兵庫県

H19.05 （仮称）雄山商事新社屋ビル新築工事 ㈱大林組 RB-5 バルコニー 兵庫県

H19.05 ㈱サンユー研究所（仮称）新築工事 戸田建設㈱ RA-3 ベランダ 兵庫県

H19.05 アミング潮江イーストＡ－１棟大規模修繕工事 ㈱ハンシン建設 RA-4 RB-6 バルコニー　廊下　階段　他 兵庫県

H19.05 アミング潮江Ｃ棟大規模修繕外工事 ㈱ナカノフドー建設 RA-4 ﾊﾞﾙｺﾆｰ　廊下　階段　他　 兵庫県

H19.05 加古川スポーツセンター改修工事 前川建設㈱ RA-3 便所 兵庫県

H19.05 セントラルイレブン外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー 兵庫県

H19.05 市立福知山市民病院改築に伴う建築工事 大林･松村･西田･前田JV RA-3 １階犬走り 兵庫県

H19.05 西宮創建ビル新築工事 ㈱大林組 GA-2 ＥＶピット 兵庫県

H19.05 （仮称）ロングライフ神戸青谷新築工事 ㈱フジタ GRG 消火ピット 兵庫県

H19.05 （仮称）ｱﾙﾌｧｽﾃｲﾂ吉島ﾘﾊﾞｰﾌﾛﾝﾄ新築工事 ㈱鴻池組 RA-4 屋上笠木 広島県



H19.05 フローレンス段原センターコート新築工事 ㈱フジタ GA-2･GRG EVﾋﾟｯﾄ･駐車場ﾋﾟｯﾄ 広島県

H19.05 日本アクセス広島低温センター新築工事 ㈱フジタ GA-2 消火水槽 広島県

H19.05 マックスバリュ阿倉川店雨漏改修工事 生川建設㈱ RA-4 屋根カラーベスト 三重県

H19.05 (仮称)セービングこあら３丁目新築工事 ㈱丸高 RA-4 ベランダ・共用通路 山形県
H19.05 県営松境・住吉団地移転建替及びｺﾐｭﾆﾃｨ防災ｾﾝﾀｰ整備事業 大場・菅原JV RA-4 庇・バルコニー 山形県

H19.06 アベニュー淀屋橋大規模改修工事 柏原塗研工業㈱ RB-6 塔屋 大阪府

H19.06 グランドール泰屋根改修工事 富士美建 RB-6 大屋根　エントランス屋根 大阪府

H19.06 （仮称）本町橋ワンルームマンション新築工事 雄健建設㈱ RA-3 バルコニー 大阪府

H19.06 千里大丸プラザ地下街「ﾌﾟﾛﾝﾄ」厨房防水工事 ㈱大丸装工 RB-5 厨房土間 大阪府

H19.06 しま善ビル新築工事 髙松建設㈱ RB-6 キュービクル基礎　屋上PS 大阪府

H19.06 枚方ハイツ９号棟内外壁・鉄部その他改修工事 建装工業㈱ RA-4 バルコニー 大阪府

H19.06 枚方ハイツ管理棟内外壁・鉄部その他改修工事 建装工業㈱ RA-4 バルコニー 大阪府

H19.06 消防局庁舎（西消防署併設）建設工事 清水建設㈱ RB-5 大阪府

H19.06 ユニハイム・エクシア茨木西中条 ㈱日新工営 RA-3 RB-5 庇　廊下　バルコニー巾木 大阪府

H19.06 大阪センター設置工事 大末建設㈱ RB-5 厨房床 大阪府

H19.06 クレグラン北梅田 徳倉建設㈱ RB-6 庇　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端　ｺﾞﾐ置場屋根 大阪府

H19.06 ガーデンシティーコーポ金剛東改修工事 岡本建設㈱ RA-3 RB-6 ベランダ 大阪府

H19.06 第一包装株式会社改修工事 ㈱建創 RA-4 屋上 大阪府

H19.06 （仮称）学校法人金剛学園新築工事 ㈱大林組 GA-2 消火水槽･EVﾋﾟｯﾄ 大阪府

H19.06 （仮称）南港物流配送センター新築工事 三菱商事㈱ GRG EVﾋﾟｯﾄ･消火水槽 大阪府

H19.06 ノートルダム清心女子大学図書館改修工事 ㈱荒木組 RA-4 バルコニー 岡山県

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

H19.06 北久里浜第２ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ大規模修繕工事 ㈱フジキ RA-4 庇・出窓天端 神奈川

H19.06 （仮称）瑞浪市地域交流センター新築工事 板垣建設㈱ GRG 雨水貯留槽 岐阜県

H19.06 Ｇｒａｎｄ　Ｅ’ｔｅｒｎａ　京都西京極 ㈱前田組 RA-3 土間切付 京都府

H19.06 高野ﾛｲﾔﾙﾊｲﾂ・ﾆｭｰ高野ﾛｲﾔﾙﾊｲﾂ ㈱公建 RA-4 ＲＦ 京都府

H19.06 パークアヴェニュー藤ノ森 ㈱亀匠 RA-4 屋上　塔屋　パラペット 京都府

H19.06 ㈱ｴｽｲｰｼｰ京都工場GF-3号炉建設工事 新日鉄ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ GRG 冷却槽ピット 京都府

H19.06 京都博愛会病院増改築工事 清水建設㈱ GRG 消火水槽 京都府

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

H19.06 三重河西株式会社滋賀工場 大末建設㈱ GRG 消火水槽 滋賀県

H19.06 (仮称)大久保ビル新築工事 東急建設㈱ RB-6 ルーフバルコニー 東京都

H19.06 第１０中央ビル 三井住友建設㈱ RB-6 ４Ｆ・ＲＦパネル笠木部 東京都

H19.06 ルピシア自由ヶ丘本店工事 ㈱正円 RB-5 厨房床面・立上り 東京都

H19.06 サンプライズマンション改修工事 芳賀建設㈱ RB-6 階段室屋根 東京都

H19.06 クリスマス・ヴィレッジ老朽改築工事 ㈱似鳥工務店 RA-4 RB-6 ２～５Ｆバルコニー･屋上 東京都

H19.06 口木田地区防火水槽防水補修工事 博栄工業㈱ GRG 防火水槽 長崎県

H19.06 旧教職員住宅（第２期）改修工事 ㈱本岡建設工業 RA-3･4 バルコニー　排水溝　小庇 兵庫県



H19.06 大手前大学西宮ｷｬﾝﾊﾟｽﾒﾃﾞｨｱﾗｲﾌﾞﾗﾘｰＣＥＬＬ ㈱大林組 RA-3 外部デッキ　廊下　ＷＣ　他 兵庫県

H19.06 エステムコート伊丹千僧アビエルト ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RA-3 RB-5 外部階段　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　ｻｯｼ廻り　他 兵庫県

H19.06 グンゼ夙川寮　２階大庇防水工事 愛宕産業㈱ RB-6 大庇 兵庫県

H19.06 エンゼルハイム常盤橋大規模修繕工事 柏原塗研工業㈱ RB-6 ルーフバルコニー 広島県

H19.06 ガーデンハウスひばりが丘Ⅱ外壁ほか改修工事 前田建設㈱ RA-4 外部階段床 北海道

H19.06 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ琴似八軒外壁等大規模修繕工事 山一建設㈱ RA-4 RB-6 外部階段･手摺り天端 北海道

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

H19.07 本地ケ原住宅（第一）外壁等大規模修繕工事 ㈱服部工務店 RA-4 バルコニー 愛知県

H19.07 （仮称）久野マンション新築工事 大井建設㈱ RB-5 浴室 愛知県

H19.07 明治２松永コーポ新築工事 ㈱浅井工務店 RB-5 通路　階段 愛知県

H19.07 呼続２西山コーポ新築工事 ㈱浅井工務店 RB-5 通路　階段 愛知県

H19.07 山本コーポ新築工事 ㈱浅井工務店 RB-5 通路　階段 愛知県

H19.07 川口コーポ新築工事 ㈱浅井工務店 RB-5 通路　階段 愛知県

H19.07 国府宮パークスクエア大規模修繕工事 鉄建建設㈱ RA-4 バルコニー 愛知県

H19.07 レインボーハイツ保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 大阪府

H19.07 高石駅仮駅舎 大林･西松･鴻池･鉄建JV RA-3 便所 大阪府

H19.07 西緑丘ロイヤルヴィラ外壁保全他改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー 大阪府

H19.07 メロディハイム平野 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RA-3 RB-5 開放廊下 ﾊﾞﾙｺﾆｰ　ｻｯｼ廻り　他 大阪府

H19.07 協和町東団地７号館昇降機棟増築工事 タテヤマ建設 RA-3 ホール床 大阪府

H19.07 奥平パイプ興業㈱南港倉庫改修工事 金川建設㈱ RB-5 便所 大阪府

H19.07 さくら北浜ビルバルコニー防水工事 ㈱大林組 RB-5 平場、立上り、防水アゴ 大阪府

H19.07 (仮称)ジェイヴィス堺ラボ新築工事 株式会社昭和工務店 RA-3 RB-6 RX 屋上　フリーフロア床 大阪府

H19.07 エコロジー立売堀レジデンス 徳倉建設㈱大阪支店 RA-3･4 ベランダ　廊下　パラペット庇 大阪府

H19.07 (仮称)インペリアル新町新築工事 中村建設㈱ RB-5 バルコニー 大阪府

H19.07 ロイヤルメドゥ香里園タワー ㈱フジタ RA-3 RB-6 庇　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ　廊下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ 大阪府

H19.07 三井住友銀行　香里支店新築工事 ㈱奥村組 GA-2 ピット 大阪府

H19.07 リバーガーデン千里中央消火水槽防水工事 前田建設工業㈱ GRG 消火水槽 大阪府

H19.07 ㈱川下機工寝屋川第二工場新築工事 小原建設㈱ GA-2 貯水槽 大阪府

H19.07 (仮称)金蘭会高校・中学改築工事 ㈱大林組 GRG 消化水槽 大阪府

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

H19.07 ローレルコート枚方リバーフロント ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ GA-2 ＥＶピット 大阪府

H19.07 ﾂﾊﾞｷｴﾏｿﾝ岡山工場第２工場新築工事 ㈱鴻池組 GR･GRG･GR-A 消火水槽･EVﾋﾟｯﾄ･廃水処理槽 岡山県

H19.07 川口ハイム改修工事 積水ﾊｳｽﾘﾌｫｰﾑ㈱ RB-6 屋上 神奈川

H19.07 スカイタウン新横浜大規模修繕工事 柏原塗研工業㈱ RA-4 階段室床、廊下床 神奈川

H19.07 相鉄南幸第２ビル外壁補修工事（第１期） ㈱大林組 RB-6 庇 神奈川

H19.07 シンフォニアたまプラーザ大規模修繕工事 柏原塗研工業㈱ RA-4 ﾊﾞﾙｺﾆｰ床・吹抜部床・管理室庇 神奈川

H19.07 生田グリーンヒルズ屋上防水等改修工事 ㈱北島工務店 RA-4 階段・エントラス屋根 神奈川

H19.07 輪中館屋上防水改修工事 ㈱高岩組 RB-6 屋根 岐阜県



H19.07 グレイスヴィラ阿部外装改修工事 ㈱中川工務店 RB-6 塔屋屋上 京都府

H19.07 丸池藤井株式会社様　屋上防水改修工事 ㈱辻建材 RB-6 屋上　西側塔屋 京都府

H19.07 パデシオン山科椥辻新築工事 睦備建設㈱ RA-3 住戸内段スラブ 京都府

H19.07 府営住宅羽束師団地（３号棟）外壁改修工事 ㈱前田英工務店 RB-6 モルタル笠木 京都府

H19.07 府営住宅羽束師団地（４号棟）外壁改修工事 ㈱前田英工務店 RB-6 モルタル笠木 京都府

H19.07 日立建機㈱西日本事業部事務所棟建替 ㈱大林組 GA-2 ピット 京都府

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

H19.07 井筒クラヤ三星堂増改築工事 ㈱間組 GRG ＥＶピット 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 都営多摩ニュータウン鹿島団地被災復旧工事 ㈱永井工務店 RA-4 バルコニー 東京都

H19.07 高幡芙蓉ハイツ大規模修繕工事 建装工業㈱ RA-4 基礎巾木 東京都

H19.07 新丸の内ビルディング３６階入居工事 三菱地所㈱ RA-4 パントリー 東京都

H19.07 エクセルときわ台大規模修繕工事 ﾔﾏｷﾞｼﾘﾌｫｰﾑ工業㈱ RB-6 エントランス屋根 東京都

H19.07 大塚三丁目ビル漏水補修工事 福田ﾘﾆｭｰｱﾙ㈱ RA-3 サッシ廻り 東京都

H19.07 フォルス東長崎ラクシーズ 志眞建設㈱ RC-5 ルーフバルコニー 東京都

H19.07 秀和南荻窪レジデンス大規模修繕工事 ㈱太陽 RA-3･4 斜壁･笠木･ﾊﾞﾙｺﾆｰ床 東京都

H19.07 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 手摺壁天端 東京都

H19.07 大井町Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ棟新築工事 ㈱カワグチ建設 GRG 木造基礎内部（浴室面） 東京都

H19.07 (仮称)新別館ビル新築工事 鹿島建設㈱ GR-C･D 汚水槽・厨房排水槽 東京都

H19.07 ドリーム桜１２８ Ａ･Ｂ･Ｃ号棟 ㈱アイネスト GR 基礎 東京都

H19.07 第３号特別養護老人ホームほくら園増築改修工事 廣瀬・高橋JV RB-5･6 浴室･厨房･屋上 新潟県

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

H19.07 県営尼崎西川住宅建築工事 柄谷・宮崎ＪＶ RA-4 笠木、庇、ＥＶピット 兵庫県

H19.07 創価学会尼崎平和講堂新築工事 ㈱大林組 GR･GRG EVﾋﾟｯﾄ･消化水槽 兵庫県

H19.07 花咲く丘の街Ｆ棟（第３期）新築工事 ㈱大林組 GA-2 EVﾋﾟｯﾄ 兵庫県

H19.07 公営住宅屋形原団地新築工事 正京建設㈱ RA-4 階段室屋根 福岡県

H19.07 田町ビル屋上防水改修工事 高鶴産業 RB-6 屋上 福岡県

H19.07 明治安田生命保険相互会社小郡営業所改修工事 戸田建設㈱ RB-6 屋上笠木 山口県

H19.08 豊浜小学校北校舎改築工事 淺沼.石黒ＪＶ RA-4 ベランダ 愛知県

H19.08 常滑市栄町賃貸マンション新築工事 村本建設㈱ RB-6 庇　ゴミ置場 愛知県

H19.08 ファスタージュ泉が丘サーモス 大末建設･松本工務店JV RA-4 RB-5 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ　駐車場屋根　ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 石川県

H19.08 サンクタス守口大和田レジデンス 大末建設㈱ RB-5 バルコニー　配管ピット 大阪府

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 グローバル ヴィレッジ富田校 ㈱住研 RB-6 RX 屋根 大阪府

H19.08 ラファナート北堀江 大林組･藤木工務店JV RA-3 RB-5･6 庇　テラス　廊下 大阪府

H19.08 Ｃｉｔｙ Ｌｉｆｅ南森町ラブニール ㈱金山工務店 RB-5 大阪府

H19.08 スローライフなかやま新築工事 花谷建設㈱ RB-6 階段屋根 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



H19.08 矢崎化工㈱大阪工場社員寮外壁他改修工事 ㈱NIPPOｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RA-4 庇及び梁天端 大阪府

H19.08 今橋野村ビル新築工事 野村建設工業㈱ RA-3 柱廻り　外壁垂壁 大阪府

H19.08 Petit・Champ新築工事 高松建設㈱ RB-6 各種設備基礎 大阪府

H19.08 ローレルスクエア大阪ベイタワー ㈱大林組 GA-2 EVﾋﾟｯﾄ･雨水貯留槽･消火水槽･他 大阪府

H19.08 ＴＥＫ江坂垂水ビル ㈱紙谷工務店 GA-2 ＥＶピット 大阪府

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

H19.08 さつき寮屋上防水改修工事 ㈱倉望工業 RA-4 パラペット 岐阜県

H19.08 グランドパレス御所南新築工事 五洋建設㈱ RA-4 RB-5 屋上　ﾙｰﾌﾊﾞﾙｺﾆｰ　階段　庇　他 京都府

H19.08 （仮称）吉祥院御池町マンション新築工事 五洋建設㈱ RA-4 RB-6 屋上　ﾙｰﾌﾊﾞﾙｺﾆｰ　廊下　他 京都府

H19.08 東横イン熊本駅前 前田建設工業㈱ GRG 地下ピット 熊本県

H19.08 市立所沢小学校北校舎大規模改造工事 大菊建設㈱ RX 屋上 埼玉県

H19.08 旅亭紅葉レストラン棟新築工事 東急建設㈱ RA-4 側溝 滋賀県

H19.08 (仮称)アットタイム草津新築工事 ㈱秋村組 RB-5 ホール土間 滋賀県

H19.08 叡山学院校舎棟内外装改修工事 ㈱藤木工務店　京都支店 RB-6 ベランダ 滋賀県

H19.08 ＮＥＣライティング㈱滋賀新工場建設工事 ㈱大林組 GA-2･GRG ピット 外壁 EVﾋﾟｯﾄ 滋賀県

H19.08 法務省登記情報ｾﾝﾀｰ書庫及び機械室前室改修 富士電機総設㈱ ACE 書庫及び機械室前室 千葉県

H19.08 長峰杜の二番街大規模修繕工事（３･４号棟） 小田急建設㈱ RA-3 手摺天端・ｻｯｼｭ面台・小庇天端･面台 東京都

H19.08 (仮称)ＤＵＯ東京世田谷新築工事 五洋建設㈱ RA-3 2階作業場 東京都

H19.08 本郷Ａ･Ｂ号棟　新築工事 ㈱カワグチ建設 GA-2 木造基礎（内部一部） 東京都

H19.08 南馬込Ａ･Ｂ号棟　新築工事 ㈱カワグチ建設 GA-2 木造基礎（外周部） 東京都

H19.08 東望団地エレベーター付住戸改善工事 ㈱植野建設 RA-4 ＲＦ階 長崎県

H19.08 荻が丘住宅Ａ棟建築主体工事 長崎土建･ﾏｲﾎｰﾑ井上JV RA-3 廊下　バルコニー 長崎県

H19.08 荻が丘住宅Ｃ棟建築主体工事 宅島･佐原JV RA-3 廊下　バルコニー 長崎県

H19.08 堀端地区優良建築物等整備事業本体建築工事 吉川建設㈱ RB-5 浴槽 長野県

H19.08 草楽ビル防水改修工事 ㈱奥村組関西支社 RA-4 空調置場 奈良県

H19.08 （仮称）万代４丁目店舗新築工事 ㈱不二工務店 RA-4 屋上　機械基礎　パラペット 新潟県

H19.08 メゾン日柳屋上防水工事 阪神共同設備 RB-6 屋上 兵庫県

H19.08 ケアセンターみき新設工事 米澤建築 RB-6 バルコニー 兵庫県

H19.08 アルファステイツ西明石駅前IV ㈱間組 GRG ＥＶピット 兵庫県

H19.08 常温一括兵庫センター（仮）新築工事 新日鉄ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ GRG ピット 兵庫県

H19.08 本通ヒルズ新築工事 鹿島建設㈱ GR 地下ピット 広島県

H19.08 小浜病院高度医療施設整備事業第2期 ㈱イチケン RB-5 洗浄室　他 福井県

H19.08 西鉄大牟田線変電所建物補修(その２)工事 ㈱吉村組 RB-6 銀水変電所　屋上部 福岡県

H19.08 郡山市立富田東小学校校舎外壁防水改修工事 ㈱グンスイ RB-6 庇 福島県

H19.08 未来創造館新築工事 大場･菅原JV RA-4 2F～5F ﾊﾞﾙｺﾆｰ・2F 庇 山形県

H19.08 酒田市立松山小学校防水改修修繕 ㈱茜谷商店 RA-4 パラペット・側溝・バルコニー 山形県

H19.08 ㈱ＮＴＮ紀南製作所第２工場建設工事 ＪＦＥシビル㈱ GR ポンプ室ピット 和歌山県

H19.09 廣栄ビル屋上防水工事 コーナー㈱ RA-4 屋上 愛知県



H19.09 ハイシャトレ鳳新築工事 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RB-5 外部階段　開放廊下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ 大阪府

H19.09 三宝小学校校舎及び給食調理場改築外工事 ㈱隆栄建設 RA-3 屋外　階段 大阪府

H19.09 アリスト豊中清風荘新築工事 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RA-3･4 RB-5 庇　開放廊下　バルコニー　他 大阪府

H19.09 清水谷ハウス ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RB-5 サッシ廻り 大阪府

H19.09 メゾンドール森小路新築工事 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RA-3 RB-5 ｻｯｼ廻り　開放廊下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　他 大阪府

H19.09 エイペックス中津 ㈱鶴崎高橋組 RB-6 庇　他 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 ダイナシティ上本町 ㈱ノバック GR ＥＶピット 大阪府

H19.09 グレンパーク梅田北 青木あすなろ建設 GRG 消火水槽 大阪府

H19.09 府営桃山台一丁住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 南海辰村建設㈱ GRG ＥＶピット 大阪府

H19.09 府営八尾緑ヶ丘住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 南海辰村建設㈱ GRG ＥＶピット 大阪府

H19.09 府営三原台第一住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 南海辰村建設㈱ GRG ＥＶピット 大阪府

H19.09 (仮称)ＡＭＢ南港中ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ新築工事 ㈱大林組 GRG 消火水槽 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 京都トヨタ自動車洛西店改修工事 ㈱ふじもと工務店 RA-4 腰壁 京都府

H19.09 立命館大学衣笠ｷｬﾝﾊﾟｽ第１体育館改修工事 ㈱鴻池組 RA-4 屋外階段 京都府

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 五健堂本社及び総合物流センター新築工事 太平工業㈱ RA-3 EVﾋﾟｯﾄ 京都府

H19.09 京都トヨタ自動車㈱本社店新築工事 ㈱大林組 GRG 消火水槽 京都府
H19.09 浦和駅東口駅前地区第二種市街地再開発事業 ㈱大林組 GRG 地下ピット 埼玉県

H19.09 M'ﾌﾟﾗｻﾞ彦根駅前内外壁・鉄部その他改修工事 ㈱小野工建 RB-6 塔屋　屋上 滋賀県
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)㈱協伸建材興業 浦安倉庫新築工事 大和ハウス工業㈱ GA-2 地下ピット内壁 千葉県

H19.09 （仮称）村尾ビル新築工事 三井住友建設㈱東京建築支店 RB-5 ２Ｆ廊下 東京都

H19.09 モンテ エストール ㈱似鳥工務店 RB-6 ＥＶ屋根・屋上庇部・玄関庇 東京都

H19.09 第六中学校外装改修工事 奥井建設㈱ RA-4 屋上パラペット 東京都

H19.09 千石Ａ･Ｂ号棟新築工事 ㈱カワグチ建設 GA-2 木造基礎 東京都

H19.09 雑司が谷Ａ･Ｂ号棟新築工事 ㈱カワグチ建設 GA-2 木造基礎 東京都

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 ㈱ＨＳコーポレーションほほえみ館築工事 ㈱パナホーム北関東 RB-5 浴室 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

H19.09 ヤンマー物流サービス㈱神戸センター新築 ㈱大林組 GA-2 消火ポンプ室 EVﾋﾟｯﾄ 兵庫県

H19.09 ﾌｪﾆｯｸｽ垂水ｷｭｱｾﾝﾀｰ新築工事 佐藤工業㈱ GRG 消火水槽 兵庫県

H19.09 ﾊﾞﾝﾄﾞｰ化学本社Ｒ＆Ｄｾﾝﾀｰ新築工事 ㈱大林組 GRG 実験棟消火水槽 兵庫県

H19.09 特養老人ホームたちばな苑外壁改修工事 大之木建設㈱ RA-4 RB-6 庇　バルコニー 広島県



H19.09 ㈱ﾀｶｼｮｰ新本社社屋建築工事 三友工業㈱ RC-5 RB-6 屋上　ﾃﾗｽ　便所 和歌山県

H19.09 (仮称)住友金属木ノ本新社宅新築工事 住金･淺川･楠本JV GA-2 ＥＶピット 和歌山県

H19.10 株式会社モリ・アキ 永井建築㈱ RB-6 屋上 愛知県

H19.10 サワセリア中央 ㈱内藤建設 RA-4 エントランス屋根 愛知県

H19.10 黒肥地グループ新社屋移転新築工事 大井建設㈱ RB-6 バルコニー 愛知県

H19.10 (仮称)コンフォモール内灘商業施設新築工事 村中建設㈱ RA-3 内部立上り部 石川県

H19.10 特養老人ホームちどり園増築工事 名工建設㈱ GA-2 ピット 石川県

H19.10 寺田町の家改修工事 ㈱加藤組 RA-4 塔屋屋根　庇　 大阪府

H19.10 ザ・ウエステージ大阪 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RB-5 開放廊下　バルコニー 大阪府

H19.10 枚方計画（枚方駅前デパート改修計画） ㈱前田組 RA-3 水槽地下 大阪府

H19.10 (仮称)心斎橋商業テナントビル新築工事 りんかい日産建設㈱ RB-5 屋外通路 大阪府

H19.10 クラウンハイム相川フラワーコート新築工事 田中建設㈱ RC-5 RB-6 階段　廊下　バルコニー　屋根 大阪府

H19.10 ガーデン346屋上防水改修工事 公亜建設㈱ RB-6 屋上 大阪府

H19.10 (仮称)桜ノ宮計画 まこと建設㈱ RB-6 屋上 大阪府

H19.10 ブライトアクシス弁天町新築工事 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RA-3 外壁　サッシ廻り 大阪府

H19.10 ＪＲ阪和線鶴ヶ丘駅高架下店舗新築工事 大鉄工業㈱ GA-2 地下外壁 大阪府

H19.10 ライオンズ放出セントアリーナ ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ GA-2 ＥＶピット 大阪府

H19.10 春日丘小学校便所改修工事 ㈱工栄建設 GR 地下ピット 大阪府

H19.10 タイガー魔法瓶㈱魔法瓶センター 金川建設㈱ GRG 水槽 大阪府

H19.10 ケニス本社ビル新築工事 望月建設㈱ GRG 大阪府

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

H19.10 (仮称)初田製作所トレーニング棟本社改修工事 ㈱前田組 GA-2 地下ピット 大阪府

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

H19.10 錦江地区交通安全協会会館屋上防水改修工事 ㈱大山組 RB-5 屋上 鹿児島県

H19.10 おんりーゆー新築工事 ㈱大林組 RB-5 シャワー室床 神奈川

H19.10 旭ヶ丘第２団地（簡二）屋根防水改修工事 ㈱中部技研 RA-4 庇 岐阜県

H19.10 日本調剤京大病院前薬局新築工事 東周建設㈱ RA-4 基礎部 京都府

H19.10 アバンエスパス烏丸御池新築工事 ㈱大林組 RA-4 バルコニー 京都府

H19.10 洛和会音羽病院外来診療棟増築工事 戸田建設㈱ GA-2 消火水槽 京都府

H19.10 立命館大学衣笠ｷｬﾝﾊﾟｽ末川記念会館改修工事 ㈱鴻池組 GR 外壁 京都府

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 鈴和ビル屋上庇部改修工事 ㈱鈴和建設 RB-6 庇部 東京都

H19.10 王子本町１丁目Ａ・Ｂ・Ｃ号棟 ｲﾄｰﾋﾟｱﾎｰﾑ㈱ GRG 木造地下RC基礎立上り 東京都

H19.10 東玉川１丁目Ａ･Ｂ号棟 ｲﾄｰﾋﾟｱﾎｰﾑ㈱ GRG 木造地下RC基礎立上り 東京都



H19.10 (仮称)西神田三丁目南計画新築工事 三井住友建設㈱ GRG 地下ピット 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 福岡スタンダード石油㈱セルフ諫早ＳＳ新築工事 三國建設産業㈱ GRG 貯水槽 長崎県

H19.10 田北病院増改築工事（二期） ㈱新井組 RB-6 ﾊﾞﾙｺﾆｰ　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ　庇　ﾊﾄ小屋　他 奈良県

H19.10 サザンフィールド外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー 兵庫県

H19.10 ラ・ビスタ宝塚ウエストウィング大規模修繕工事 ㈱長谷工ｺﾐｭﾆﾃｨ RB-5 バルコニー 兵庫県

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

H19.10 西神工場精鋳工場(＃S09)増築工事 清水建設㈱ GA-2 ＥＶピット 兵庫県

H19.10 西神工場第３工場（#S03）増築工事 清水建設㈱ GA-2 ＥＶピット 兵庫県

H19.10 ＪＡ北九州（穴生本店） ㈱渉建設 RB-6 屋上 福岡県

H19.10 (仮称)ｼﾞｪｲ･ﾛｲﾔﾙ徳力ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ新築工事 九鉄工業㈱ RB-5･6 エントランス屋根 福岡県

H19.11 エバーグリーン淀川１号棟保育園屋上改修工事 創研工業㈱ RB-6 屋上 大阪府

H19.11 カルチェ・ダムール建物リニューアル工事 ㈱桝本工務店 RA-4 ベランダ　出窓天場 大阪府

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 パグーロ枚方 高松建設㈱ RB-5･6 廊下　階段　ENT屋根　他 大阪府

H19.11 美杜里ハイムⅡ号館保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー 大阪府

H19.11 中村マンション外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー 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 Ｐｅａｃｅ ｓａｋａｉ　新築工事 高松建設㈱ RB-5 廊下　バルコニー 大阪府

H19.11 (仮称)靭本町ビル新築工事 ㈱大林組 GRG 消火水槽 湧水ピット 大阪府

H19.11 (仮称)平川商事難波ビル新築工事 ㈱竹中工務店 GA-2 EVﾋﾟｯﾄ ESCﾋﾟｯﾄ 大阪府

H19.11 布施戎神社改築工事 コーナン建設㈱ GRG 地下ピット 外壁 大阪府

H19.11 (仮称)大阪西長堀マンション新築工事 ㈱森本組 GRG EVﾋﾟｯﾄ 消火水槽 大阪府

H19.11 ネッツトヨタ南海㈱松原店新築工事 ㈱大林組 GA-2 ピット 大阪府

H19.11 (仮称)阿倍野Ａ１地区再開発C2-4棟新築 ㈱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 ㈱大林組 GA-2 ピット 大阪府

H19.11 高梁営業所阿部ｱﾊﾟｰﾄA･B棟屋根防水修繕工事 中村建設㈱ RA-4 笠木　高架水槽架台他 岡山県

H19.11 雇用促進住宅臥牛宿舎屋上防水外改修工事 ㈱野崎工務店 RA-4 庇 岡山県

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 洛和会音羽病院外来診療棟増築工事 戸田建設㈱ RA-4 屋上ハト小屋 京都府

H19.11 仁寿殿新築工事 ㈱田中太工務店 RA-3 浴室 京都府

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 ネバーランド葛野大路三条メロディア新築工事 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RB-5 廊下　バルコニー 京都府

H19.11 (仮称)京都電子工業㈱新社屋新築工事 西松建設㈱ GRG 消火水槽 京都府



H19.11 東山ケアセンターそよ風新築工事 ㈱高塚工務店 GRG 消火水槽 京都府

H19.11 ㈱グロービック本社新築工事 ㈱タナベ建設 GA-2 地下ピット 埼玉県

H19.11 あまつち教会第六期事業本工事 清水建設㈱ RB-5 排水溝　埋戻部外壁 滋賀県

H19.11 NEC SCHOTT ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾂ㈱事務・技術棟建設 前田建設工業㈱ GRG ＥＶピット 滋賀県

H19.11 有限会社ときわ堂　屋上・ベランダ防水工事 武田建装㈱ RB-6 屋上・ベランダ 千葉県

H19.11 安藤石油本社屋上改修工事 正文建設㈱ RB-6 屋上 千葉県

H19.11 (仮称)諏訪マンション新築工事 ㈱似鳥工務店 RB-6 屋上・各階バルコニー 東京都
H19.11 (仮称)調布市仙川ふれあいの家及び調布市立仙川保育園新築工事 鹿島･林建設共同企業体 RB-5 屋外ﾄｲﾚ･屋外ｼｬﾜｰ・屋根 東京都

H19.11 秋葉原・秋葉原駅前プラザビル 竹中工務店 RB-7 厨房・男女トイレ 東京都

H19.11 ＢＡＳ－２ 曝気槽増設工事 ㈱大林組 GRG 水槽 新潟県

H19.11 みなと銀行青木支店屋上防水工事 ㈱磯辺建設 RA-4 屋上　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ　笠木 兵庫県

H19.11 ライフ長田店新築工事 鹿島建設㈱ RB-5 便所 兵庫県

H19.11 県立高砂高等学校耐震補強その他工事 三井住友･塩谷ＪＶ RB-5 便所 兵庫県

H19.11 アメニティー夙川ベランダ庇補修工事 三日月建設㈱ RA-4 ベランダ　庇 兵庫県

H19.11 エステムコート三宮ＥＡＳＴⅡリベルテ ㈱福田組 RA-3 バルコニー 兵庫県

H19.11 楊津小学校校舎改築工事 ㈱柄谷工務店 GRG 消火水槽 兵庫県

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

H19.11 パレス和布刈大規模修繕工事 ﾋﾞﾙﾄﾞﾘﾍﾟｱ技研工業㈱ RA-4 ベランダ 福岡県

H19.11 新小文字病院新築工事－建築工事 ㈱熊谷組 RA-4 梁天端 福岡県

H19.11 クリオ旭ヶ丘壱番館外壁ほか修繕工事 明和管理㈱ RA-4 外部階段床 北海道

H19.11 (仮称)セービング柳田新築工事 ㈱丸高 RA-4 廊下ベランダ 山形県

H19.11 明治安田生命 小野田営業所改修工事 戸田建設㈱ RB-6 屋上　笠木 山口県

H19.11 和歌山商業高校特別教室棟大規模改造工事 三友工業㈱ RB-6 パラペット天端 和歌山県

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

H19.11 南部小学校校舎改築工事 大末建設㈱ RA-3･4 ベランダ　屋根 和歌山県

H19.12 GAMO　NAGOYA新築工事 大和システム㈱ RA-3 ＥＶピット 愛知県

H19.12 ネオハイツびわじま大規模修繕工事 鉄建建設㈱ RA-4 ベランダ 愛知県

H19.12 サンハイツ水源大規模修繕工事 ﾄﾖﾀすまいるﾗｲﾌ㈱ RA-4 バルコニー 愛知県

H19.12 一般住宅ベランダ防水工事 東日本ﾊｳｽ㈱ RB-6 ベランダ 茨城県

H19.12 食堂前ビオトープ池補修作業 環境保全事業㈱ GRG ビオトープ池内部 茨城県

H19.12 田中ビル改修工事 ㈱朝日リビング RA-4 屋上 大阪府

H19.12 藤井会リハビリテーション病院新築工事 大和ハウス工業㈱ RA-4 屋上　庇　パラペット 大阪府

H19.12 吹田市消防団　吹三分団車庫･詰所建替工事 岩本工業㈱ GRG 消火水槽　外壁 大阪府

H19.12 城南小校舎増改築及び地域・学校連携施設新築 高橋土建・幸陽ＪＶ GRG 高架水槽 沖縄県

H19.12 ベルメゾン宮前ビュースクエア防水改修工事 ㈱コミューチュア RB-6 ５Ｆ屋上 神奈川

H19.12 ㈱サカタのタネ羽沢事業所１号棟屋上防水工事 ﾄｰﾀﾙﾊｳｼﾞﾝｸﾞ㈱ RB-6 ２階ベランダ 神奈川

H19.12 ﾗｳﾝﾄﾞﾋﾙ･ｷｬﾋﾟﾀﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ㈱ 東扇島計画 前田建設工業㈱ GA-2 消火水槽･消火水利･EVﾋﾟｯﾄ 神奈川県

H19.12 アバンエスパス鴨川新築工事 ㈱大林組 RA-4 共用廊下　ﾙｰﾌﾊﾞﾙｺﾆｰ　溝 京都府



H19.12 サテライト型特別養護老人ホーム今宮建設工事 公成建設㈱ RB-6 屋根機械置場　屋根 京都府

H19.12 京都市上花田ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ整備工事 ㈱ﾀﾅｶﾌﾄｼｴﾝｼﾞﾆｱ RA-4 屋上　庇　面台 京都府

H19.12 立命館中学校・高等学校第１教室棟改修工事 ㈱鴻池組 RA-4 屋上用壁 京都府

H19.12 （仮称）イチグチ光台Laboratories新築工事 ㈱淺沼組 GA-2 地下埋め戻し部 京都府

H19.12 魚俊新築工事 藤建設工業㈱ GR 池 群馬県

H19.12 第２回レスポワール西みずほ台Ⅱ大規模修繕工事 ㈱深見クリエイト RA-4 屋上側溝 埼玉県

H19.12 スズキ㈱本社№4実験棟建設工事 戸田建設㈱ GRG 地下外壁 静岡県

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

H19.12 (仮称)東京フロインドリーブ㈱ 店舗棟新築工事 ㈱ワークス RB-6 屋上・ベランダ 東京都

H19.12 (仮称)ＭＫＭ新築工事 ㈱クラテック RB-6 屋上屋根 東京都

H19.12 ステイツ府中武蔵野台 大規模修繕工事 ㈱ヨコリー RA-4 屋上笠木・庇 東京都

H19.12 メゾンエクレーレ町田 大規模修繕工事 ㈱ｵｶﾞﾜﾘﾌｫｰﾑ RA-4 笠木・小庇 東京都

H19.12 パレ・ドール大南公園 大規模修繕工事 竹内運輸工業㈱ RA-4 バルコニー床面 東京都

H19.12 ファミリオン多摩川大規模修繕工事 建装工業㈱ RB-6 外壁斜壁部 東京都
H19.12 ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ中核拠点施設新営工事 ㈱大林組 GA-2 EVﾋﾟｯﾄ･雨水貯留槽･消火水槽 東京都

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 宝塚エリー新築工事 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RB-5 開放廊下　バルコニー 兵庫県

H19.12 夢野こどもホーム コーナン建設㈱ RA-3･4 RB-5 ＰＨ　庇パラペット 兵庫県

H19.12 温泉小学校屋内運動場耐震･大規模改造等工事 株本建設工業㈱ RA-4 屋上ＲＣ樋内　庇 兵庫県

H19.12 パーフェクトリバティー教団灘教会改修工事 東亜ビルテック㈱ RB-6 基礎天端　他 兵庫県

H19.12 別所南公園便所新築工事 ㈱井上工建 RB-6 屋上 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

H19.12 (仮称)アルティス尼崎新築工事 佐藤工業㈱ GA-2 EVﾋﾟｯﾄ 防火水槽 兵庫県

H19.12 (仮称)アネシス尼崎新築工事 宮崎建設㈱ GR･GRG EVﾋﾟｯﾄ 防火水槽 兵庫県

H19.12 一心グループビル防水工事 ホーム㈱ RB-6 玄関庇 広島県

H19.12 庚午テナントビル新築工事 山陽工業㈱ GA-2 消化水槽 広島県

H19.12 ﾕｰｼｰｼｰﾌｰﾂﾞ㈱広島支店新築工事 大和ハウス工業㈱ GA-2 防火水槽 広島県

H19.12 庚午テナントビル新築工事 山陽工業㈱ GA-2 消火水槽 広島県

H19.12 国保会館建設工事 戸田・増岡ＪＶ GA-2 ピット 広島県

H19.12 Alic Style Feel箱崎公園新築工事 吉原建設㈱ RA-4 屋根庇 福岡県

H19.12 安全自動車㈱　テナントビル新築工事 中国建設㈱ RB-6 ベランダ 山口県

H19.12 岩出療育園全面改築工事 ㈱小池組 RA-3 ＥＶピット 和歌山県

H19.12 介護老人福祉施設にしき園増築工事 ㈱小森組 RB-6 バルコニー　屋外階段　小庇 和歌山県

H20.01 特別養護老人ホーム　くすのきの里 安藤建設㈱ RB-5（保護断熱） 浴室　バルコニー 愛知県

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 グランドパレスＮＳ－１０ 大末建設㈱ RB-5 共用部トイレ 茨城県



H20.01 金澤英株式会社ビル屋上防水改修工事 ㈱長栄建設 RB-6 屋上及び塔屋屋根 大阪府
H20.01 アルファブリック外壁改修その他工事 ㈱新宅工務店 RA-4 庇　手摺天端 大阪府

H20.01 パルコ城東新築工事 高松建設㈱ RB-5･6 廊下　屋上庇　屋上ＰＳ 大阪府

H20.01 グレース新築工事 高松建設㈱ RB-5･6 階段　廊下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　庇　設備基礎 大阪府

H20.01 熊取町営大原住宅建替工事(第２期） 今勝建設㈱ RA-4 電気室屋上　点検口　ﾏﾝﾎｰﾙ廻り 大阪府

H20.01 Ｉ・Ｔ，ＦＡＣＴＯＲＹ 高松建設㈱ RB-6 ハト小屋 大阪府

H20.01 ケア・ライフ今里南新築工事 高松建設㈱ RB-6 階段屋根 大阪府

H20.01 エスタブレ・ヤマキ新築工事 高松建設㈱ RB-5･6 廊下　階段　バルコニー　 大阪府

H20.01 ウィステリアコート新築工事 高松建設㈱ RB-5･6 ENT屋根　庇　階段　他 大阪府

H20.01 特別養護老人ホーム　ラプラージュ ㈱土屋組 RA-3 RB-5 屋上基礎天端　厨房　バルコニー 大阪府

H20.01 グランドメゾン四條畷ゲートハウス ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RB-5 開放廊下　床 大阪府

H20.01 LAPUTA　KUMON　大規模改修工事 日本住宅流通㈱ RA-4 RB-6 屋上　塔屋　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ　他 大阪府

H20.01 介護老人保健施設千里 ㈱大林組 RB-5 ルーフバルコニー 大阪府

H20.01 (仮称)ライフデザイン立売堀ビル新築工事 ㈱中道組 RB-5 階段　バルコニー 大阪府

H20.01 グレースＴＭ新築工事 高松建設㈱ RB-5･6 笠木　屋上ＰＳ基礎　廊下 大阪府

H20.01 立正佼生会　豊中教会新築工事 ㈱竹中工務店 GRG 地下ﾋﾟｯﾄ 防火水槽 大阪府

H20.01 城南学園新第二学舎新築工事 ㈱大林組 GRG EVﾋﾟｯﾄ 消化ﾋﾟｯﾄ 大阪府

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

H20.01 朝日フレール川越防水工事 東京互光㈱ RA-4 RB-6 RX 屋上･庇･廊下･ﾙｰﾌﾊﾞﾙｺﾆｰ･屋根 埼玉県

H20.01 片柳福音自由教会新築工事 クレハ錦建設㈱ RA-4 花台・バルコニー(RC部)・外階段 埼玉県
H20.01 東川登小学校校舎・給食室改築工事 橋口・松尾建設JV RA-4 庇 佐賀県

H20.01 (仮称)石山駅前ビル新築工事 ㈱間組 RA-3･4 非常階段踊場　屋上パラペット　他 滋賀県

H20.01 長浜メディアセンター大規模修繕工事 清水建設㈱ RB-5 便所 滋賀県

H20.01 セミリー南草津 高松建設㈱ RB-5 屋上庇　共用部　他 滋賀県

H20.01 浅川保育園屋上防水工事 ㈱ジャクエツ環境事業 RB-6 屋上 東京都

H20.01 高田倉庫 第２次改修工事 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 RA-4 西屋根 排水桝・水切金物 壁取合 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 ＹＵビル新築工事 ㈱三浦工務店 RA-4 設備基礎廻り 東京都

H20.01 安藤ビル屋上防水改修工事 ㈱鈴和建設 RX 屋上 東京都

H20.01 野沢２丁目住宅新築工事 ㈱カワグチ建設 GA-2 木造半地下RC基礎立上り 東京都

H20.01 (仮称)チャーミングスクウェア白金 新築工事 大成建設㈱ GA-2 防火水槽 東京都

H20.01 (仮称)クリオ５番町新築工事 清水建設㈱ GA-2 消火水槽･EVﾋﾟｯﾄ 東京都



H20.01 (仮称)王寺　北乾ビル　新築工事 ㈱三晃住宅 RB-5 ＢＡＬ　開放廊下　床 奈良県

H20.01 ケアハウス茂毛蕗園新築工事 大倭殖産㈱ GA-2･GR 消火水槽 配管ﾋﾟｯﾄ外壁 奈良県
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 朝日生命ビル三木営業所改修工事 ㈱間組 RB-6 塔屋　屋上 兵庫県

H20.01 南王子の家新築工事 三幸建設㈱ RA-3 浴室　洗面室 兵庫県

H20.01 ＨＷＦ－ＭＢ生産設備新設工事 ㈱大林組 GA-2 ＥＶピット 兵庫県

H20.01 日精製粉㈱東灘工場　ＤＥミル棟建設工事 鹿島建設㈱ GRG 消火水槽 兵庫県
H20.01 パークヒルズ己斐西町 ㈱鴻池組 RA-4 外階段屋根 広島県

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 ｻﾝﾗｲﾌｷｬﾝﾊﾟｽﾋﾟｱ香椎大規模改修工事 高分子防水㈱ RA-4 屋上庇　階段室屋根 福岡県

H20.01 市営野芥三丁目北住宅新築工事 浅野工務店 RA-4 階段室屋根 福岡県

H20.01 総合体育館整備(建築本体）工事 三友工業㈱ RB-6 階段　 和歌山県

H20.02 (仮称)センチュリー水戸駅前新築工事 清水建設㈱ RA-3 地下ピット 茨城県
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 メイプルアベニュー防水改修工事 ㈱前田組 RB-6 屋根庇 大阪府

H20.02 ローレルアベニュー防水改修工事 ㈱前田組 RB-6 屋根庇 大阪府

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 ﾚﾐｭｰｲｽﾞﾐﾏﾝｼｮﾝ屋上防水改修工事 渕上工務店 RA-4 屋上塔屋 大阪府

H20.02 エイペックス平野アネックス 辰巳工務店㈱ RB-5 廊下 大阪府

H20.02 曽根ガーデンテラス新築工事 高松建設㈱ RB-5･6 屋上庇　ENT屋根　廊下　階段　他 大阪府

H20.02 ライオンズ萱島オアシティ ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RB-5 開放廊下　床 大阪府

H20.02 アーバンテラス新大阪新築工事 高松建設㈱ RB-5･6 屋上庇　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　廊下　階段　他 大阪府

H20.02 (仮称)堺市歯科福祉プラザ新築工事 戸田建設㈱ RA-3 RB-6 窓廻り　庇　室外機置き場 大阪府

H20.02 エクセル吹田新築工事 髙松建設㈱ RB-5 廊下　階段　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　 大阪府

H20.02 (仮称)平成管財堂島１丁目ビル新築工事 ㈱矢野組工業 RA-4 各庇関係　梁天端 大阪府

H20.02 真正会病院 高松建設㈱ RB-6 屋上庇　屋上PS 大阪府

H20.02 特別養護老人ホーム　かんなびのさと 村本建設㈱ RB-6 ﾊﾄ小屋　基礎　笠木　ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ 大阪府

H20.02 ウィスタリア三国新築工事 高松建設㈱ RB-5･6 屋上庇　PS　設備基礎　他 大阪府

H20.02 高倉幼稚園新築工事 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 GA-2 ＥＶﾋﾟｯﾄ 大阪府

H20.02 千里ディアヒルズ　ブライト・リッジ 東海興業㈱ GRG 配管ピット 大阪府

H20.02 ルネ高槻リバーサイドガーデン ㈱淺沼組 GRG 電機室外壁 大阪府

H20.02 ロイヤルメゾン西本町新築工事 村本建設㈱ GA-2･GRG 消火水槽 EVﾋﾟｯﾄ 大阪府

H20.02 ＭＦ南森町ビル新築工事 ㈱フジタ GA-2 消火ピット 大阪府

H20.02 柏原市玉手浄水場更新工事 水道機工㈱ GR 地下外壁 大阪府

H20.02 （仮称）吹田原町多機能福祉施設新築工事 村本建設㈱ GRG 消火水槽　雨水槽 大阪府

H20.02 S-RESIDENCE天王寺新築工事 野村建設工業㈱ GRG 消火水槽 大阪府

H20.02 鳳柵内エスカレーター他新設 大鉄工業㈱ GR トイレ 大阪府



H20.02 浜田工業㈱ 岡山２期工場新築工事 大和ハウス工業㈱ RA-4 ベランダ 岡山県

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 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 座間社宅修繕工事 小田急建設㈱ RB-6 屋上 神奈川
H20.02 (補)北中学校南舎耐震改修(建築)工事 内藤建設㈱ RB-6 ベランダ 岐阜県

H20.02 宮川町種蔵宿泊施設建設(本体)工事 協業組合 ＨＣ建設 RB-5 浴室 岐阜県

H20.02 (仮称)ユニチカ宇治Ｆ・Ｃ・新築工事 ㈱日新工営 RA-4 基礎天端　パラペット部 京都府

H20.02 プレミアコート 高松建設㈱ RB-5 屋上　庇　他 京都府

H20.02 介護老人保健施設洛和ｳﾞｨﾗｱｴﾙ新築工事 ㈱大林組 RA-3 室内 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　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 ＹＩＥＮ　ＥＡＳＴ新築工事 大成建設㈱ RB-5 浴室 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 メゾンベール新築工事 髙松建設㈱ RB-5･6 廊下　屋上庇 京都府

H20.02 フォース三条新築工事 日本建設 RB-6 庇　パラペット 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 榛名ﾌﾞﾛｯｸ畑かん施設建屋整備補修工事(2工区) 千木良建設㈱ RB-6 屋上 群馬県
H20.02 ＪＡ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㈱ GRG EVﾋﾟｯﾄ･防火水槽･他 群馬県

H20.02 小田急北本マンション変電設備室屋上防水工事 柏原塗研工業㈱ RB-6 変電設備室屋上 埼玉県

H20.02 戸田東中学校 エレベーター設置等工事 ㈱荻野建築企画 GA-2 ＥＶピット 埼玉県
H20.02 特別養護老人ホーム　湖の花新築工事 清水建設㈱ RB-5 バルコニー 滋賀県

H20.02 アンビエンテ新築工事 髙松建設㈱ RB-5･6 廊下　階段　ENT屋根　梁天端 滋賀県

H20.02 医療法人幸生会琵琶湖中央病院増築工事 ㈱内田組 RA-3 厨房 滋賀県

H20.02 (仮称)グラン・ブルー野洲Ⅱ新築工事 真柄建設㈱ RB-5 バルコニー 滋賀県

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 八日市養護学校校舎改築その他工事 ｱﾙﾌｧｰ・第一・宮本JV RB-6 庇　天端 滋賀県

H20.02 レジェ南草津新築工事 西松建設㈱ GA-2･GRG EVﾋﾟｯﾄ 防火水槽 滋賀県

H20.02 ＪＳ海浜幕張 炭火焼肉いしび新築工事 ㈱秀建 RB-5 厨房 千葉県

H20.02 佐倉ステーションゲートサウスウィング 京成建設㈱ GRG 雨水貯留槽･受水槽･防火水槽 千葉県

H20.02 (仮称)代田３丁目マンション新築工事 ㈱日本ホーム RB-6 屋上・庇・バルコニー 東京都

H20.02 グリーンコートＭ 大一建設㈱ RB-6 階段屋根 東京都

H20.02 ジオ､ステージ代沢新築工事 ㈱東京住建 GR 地下基礎内部 東京都
H20.02 (仮称)池袋二丁目計画新築工事 大成建設㈱ GA-2 EVﾋﾟｯﾄ･消火水槽･二重壁排水溝 東京都

H20.02 本庁舎北館 １･２階改修建築工事 一新建設㈱ GA-2 池 東京都

H20.02 (仮称)ブレスマーク調布多摩川新築工事 ㈱淺沼組 GA-2 防火水槽 東京都

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 富山福祉短期大学5号館新築工事 ㈱大林組 GRG EVﾋﾟｯﾄ 二重ﾋﾟｯﾄ 富山県

H20.02 香栄興業㈱富山新工場建設工事 ﾗｲｵﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ GRG･GR-D EVﾋﾟｯﾄ 排水処理槽ﾋﾟｯﾄ 富山県

H20.02 ヘアーサロンみどり様 屋根防水改修工事 ㈱阪本建築 RB-6 屋根 奈良県
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 近鉄筒井駅エレベーター設置等(建築)工事 ㈱淺沼組 GRG ＥＶピット 奈良県

H20.02 平尾電工株式会社様 バルコニー防水改修工事 福林工務店 RB-6 バルコニー 兵庫県
H20.02 音羽電機試験センター(仮称)新築工事 ㈱大林組 RA-3 注水場　ＥＶピット　他 兵庫県

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 インプレストエクリュ新築工事 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RA-3 RB-5 床　天端 兵庫県

H20.02 原田時計店改修工事 ㈱ティーワンホーム RB-6 バルコニー 兵庫県

H20.02 ディア　エスタ　ミオ　舞子の丘 ㈱フジタ GRG ＥＶピット 兵庫県

H20.02 ㈱北川鉄工所　福山工場　新築工事 三島産業･栗根JV GA-2 トイレ 広島県

H20.02 (仮称)福山北警察署庁舎新築工事 三島産業㈱ GA-2 ＥＶピット 広島県
H20.02 碓井井ノ浦団地防水工事(1） ㈱葉月 RB-6 RX バルコニー　屋根 福岡県

H20.02 フェスティオ古賀ＨＡＮＡＭＩ 九鉄工業㈱ RB-6 屋根　庇　笠木 福岡県

H20.02 築前町立篠隈保育所(仮称)改築工事 ナガタ建設㈱ RA-4 庇 福岡県

H20.02 柳川市立藤吉小学校建設工事(改築工事) 荻島・中川ＪＶ RB-6 渡り廊下　屋根　他 福岡県

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

H20.02 公民館(高野口地区交流センター)新築工事 ㈱ﾊｳｽｱﾗﾒﾝﾄ GRG ＥＶピット 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 伊吹ヨミ子様マンション新築工事 ㈱永井工務店 RA-3 ベランダ 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 ナゴヤセンタータワー新築工事 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ GRG 水景 植込 愛知県

H20.03 石川ビル様 既存工事 藤田建築 RB-6 ベランダ 秋田県
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 障害者活動センター若草園増築工事 ㈱サンエース RB-5 浴室 大阪府

H20.03 (仮称)垂水町３丁目マンション新築工事 アイサワ工業㈱ RB-5 廊下　電機室屋根 大阪府

H20.03 ローレルスクエア枚方フォレストゲート ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RA-3 外壁サッシ廻り 大阪府

H20.03 リビオ中百舌鳥メゾンウエスト 岩田地﨑建設㈱ RB-5 廊下 大阪府



H20.03 セゾン木川外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー 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 K&K Building　新築工事 高松建設㈱ RB-5 廊下　バルコニー 大阪府

H20.03 スイートガーデン豊中旭丘 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RA-4 RB-5 バルコニー床　庇 大阪府

H20.03 ザ・ヴァンデュールシティ ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RB-5 ＢＡＬ　開放廊下　床 大阪府

H20.03 ア・ミュゼ新大阪新築工事 高松建設㈱ RB-5･6 廊下　バルコニー　屋上庇　他 大阪府

H20.03 片町苑新築工事 髙松建設㈱ RB-5･6 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ　庇　階段室屋根　廊下 大阪府

H20.03 ｴｺﾓ財団委託富田駅ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化工事 淺沼組・森組ＪＶ RB-6 ＥＶシャフト屋上 大阪府

H20.03 市立千里第三小学校屋内運動場耐震補強工事 ㈱河内土木 RA-4 パラペット 大阪府

H20.03 ㈱是定鐵工所モリ寮屋上防水改修 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー　床 大阪府

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

H20.03 アーバンエース　夕陽丘パル 共立建設㈱ GA-2 ＥＶピット 大阪府

H20.03 ホテルブライトンシティ北浜新築工事 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ GRG 地下外壁 受水槽 ポンプ室 大阪府

H20.03 (仮称)ＯＳＳ棟建設工事 戸田建設㈱ GRG 消火水槽 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 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 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㈱ 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 ㈱吉川工務店 GRG 非常用貯留水槽 岐阜県
H20.03 妙満寺共同住宅新築工事 ㈱中川工務店 RB-5 バルコニー 京都府

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 シャン・ド・フルール 大東建物管理㈱ RA-4 バルコニー 京都府

H20.03 サンマンションアトレ西院 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RA-3 RB-5 外部サッシ廻り　廊下 京都府

H20.03 ベラジオ嵐山新築工事 ㈱中川工務店 RB-5 2階ＥＶホール 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 ＢＥＬＬＥ茶五 髙松建設㈱ RB-5 共用廊下エレベーター前 京都府

H20.03 エスパシオ離宮 髙松建設㈱ RB-5 共用廊下エレベーター前 京都府

H20.03 京阪バス株式会社田辺営業所 ㈱前田組 RA-3 便所　浴室 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 プレティナージュ御池東同院 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RA-3 廊下切付　サッシ廻り 京都府

H20.03 グレース・フリー　ロア伏水 ㈱シード RB-5 廊下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ 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

H20.03 240工場 陸屋根防水保修工事 ㈱巴山組 RA-4 パラペット　溝 京都府

H20.03 児童デイサービス 和（なかよし） ㈱島田建設 RB-5 便所 京都府

H20.03 ＶｉＶｉ紫野新築工事 要建設㈱ GRG 消火水槽 京都府

H20.03 川口地区貯水槽水漏修繕工事 ㈱ＡＲＡＣＯ GRG 貯水槽 京都府

H20.03 京都造形芸術大学望天館2号建替工事 清水建設㈱ GRG 雑・汚水排水槽 消火水槽 京都府



H20.03 南橘町第一団地Ｉ棟屋上防水整備工事(緊急) ㈱サンテック RB-6 ＲＣ造　屋上 群馬県
H20.03 ローレルコート堅田 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RA-3 RB-5 廊下　床　外壁 滋賀県

H20.03 ㈱ﾉｴﾋﾞｱ外壁及び屋上改修工事 ㈱フジタ RA-4 塔屋　側溝 滋賀県

H20.03 (仮称)南草津西地区計画　W－Ⅱ 松井建設㈱ GRG 地下外壁 ピット 池 滋賀県

H20.03 ダイヤモンド滋賀温浴施設新築工事 丸富建設㈱ GR ピット 滋賀県

H20.03 エンゼル・レイクハウス西大津新築工事 ㈱アゼル GRG ＥＶピット 滋賀県
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 東出雲町立意東小学校講堂建設工事 ㈱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 ㈱都間土建 GRG 地下外壁 島根県

H20.03 アーバンビュー市川大野新築工事 飛島建設㈱ RB-5 ２階バルコニー 千葉県

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㈱ GRG 池 千葉県

H20.03 ダイナシティ船橋 新築工事 ㈱加賀田組 GA-2 雨水貯留槽 千葉県

H20.03 (仮称)ランドステージ要町新築工事 ㈱久保工 RA-3 傾斜壁 東京都

H20.03 ＳＵＮＮＹＳＩＤＥ　ＫＩＢ 山田建設㈱ RA-4 斜壁 階段部 東京都

H20.03 奥沢ハウス新築工事 ㈱青木工務店 RB-5 １階テラス 東京都

H20.03 アルファ・マトリックスビル新築工事 ㈱佐藤秀 RB-5 １Ｆエントランス床 東京都

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 第６アイビー新築工事 ㈱似鳥工務店 RB-5 屋上 東京都

H20.03 ブラウンタワー コーナン建設㈱ RB-5 ２階バルコニー・廊下 東京都

H20.03 第二東長崎マイコーポ屋上防水工事 ㈱新生電建システム RB-6 屋上 東京都

H20.03 区営上目黒四丁目ｱﾊﾟｰﾄ(1.2号棟)建築工事 ㈱富士信建設 RA-3 エレベーターピット内 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 ＳＵＮＮＹＳＩＤＥ　ＫＩＢ 山田建設㈱ GA-2 地下部外壁 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 香栄興業㈱富山新工場建設工事 ﾗｲｵﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ GRG･GR-D 排水処理槽ピット EVﾋﾟｯﾄ 富山県
H20.03 ルネス・マイアトリア 高瀬建設㈱ RB-6 ベランダ　通路 長崎県

H20.03 (仮称)小西町土地商業施設建設工事 ㈱大林組 RA-3 基礎天端　笠木　ピット 奈良県

H20.03 (仮称)ミュージアムタワー新築工事 佐藤工業㈱ RA-4 RB-6 バルコニー　ポンプ室 兵庫県

H20.03 リ.ハイム防水工事 坂建設㈱ RA-4 ベランダ　庇 兵庫県

H20.03 小林聖心女子学院小学校棟及び体育館等改築工事 ㈱竹中工務店 RA-4 RB-6 屋上　庇　外壁 兵庫県

H20.03 エステムコート国香通 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RA-3 RB-5 廊下　バルコニー　庇 兵庫県

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 エルグレース西宮建設工事 西松建設㈱ GRG 消火水槽 兵庫県

H20.03 ㈱三笑堂新神戸支店新築工事 ㈱柄谷工務店 GA-2 ＥＶピット 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 矢野駅橋上化2工事 広成建設㈱ RA-4 ＥＶピット 広島県

H20.03 広島大学庄原教員宿舎屋根防水修繕工事 ㈱玉川工務店 RB-6 屋上 広島県

H20.03 みやま市立南小学校北棟屋根防水工事 大城建設 RA-4 笠木 福岡県

H20.03 江南中学校特別支援教室他改修工事 日栄産業㈱ RB-6 屋根 福岡県

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 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 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
H20.03 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 Ｄ’グラフォート ザ・タワー 郡山新築工事 鹿島建設㈱ GRG 消火水槽 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 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 アルファライフ道後新築工事 小竹興産㈱ RA-4 廊下溝 愛媛県

H20.04 (仮称)植田マンション新築工事 徳倉建設㈱ RA-4 庇 大阪府

H20.04 西眼科病院3階屋上防水工事 ㈱金山工務店 RA-4 庇 大阪府

H20.04 聖家族の家　西棟屋上防水工事 ㈱藤木工務店 RB-6 パラペット　物干し場 大阪府

H20.04 ロイヤルメゾン夕陽ヶ丘新築工事 村本建設㈱ RA-3 斜壁 大阪府

H20.04 旧大阪小包集中局模様替その他工事 大末建設㈱ RB-6 庇 大阪府

H20.04 スパヒルズ増改築工事 ㈱阪本工営 RB-5 浴室　室内プール 大阪府

H20.04 ＥｂｙＵ　ＳｉｎＯｓａｋａ新築工事 信和建設㈱ RB-6 屋根 大阪府

H20.04 (仮称)徳井町２丁目マンション新築工事 鳳工業㈱ RA-4 バルコニー 大阪府

H20.04 三浦大阪北摂ビル改装工事 蜂谷工業㈱ RA-4 屋上塔屋 大阪府

H20.04 ハイツカンダ外壁保全/排水改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー　 大阪府

H20.04 (仮称)第２清掃工場建設工事 ㈱大林組 GRG 消火水槽 EVﾋﾟｯﾄ 集水桝 大阪府

H20.04 大坪様共同住宅新築工事 大和ハウス工業㈱ GA-2 ＥＶピット 大阪府

H20.04 大阪府民共済南部ビル新築工事 大林･クボタ･栗本JV GA-2･GRG 地下ピット 大阪府

H20.04 チャーム枚方山之上 ㈱前田組 GRG 消火ピット　内部花壇 大阪府

H20.04 ﾄｰﾖｰﾎﾟﾘﾏｰ㈱彩都ﾃｸﾉｾﾝﾀｰ新築工事 矢野･佐竹JV GA-2 ＥＶピット 大阪府

H20.04 ㈱淀川製鋼所大阪工場　鋳造新７号ﾔｰﾄﾞ新築 三和建設㈱ GRG ピット 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 特養老人ホーム　こころの丘　新築工事 吉川工務店 RB-5 浴室　他 岐阜県

H20.04 インペリアル京都五条 ㈱鍛治田工務店 RB-5 共用廊下 京都府

H20.04 タンドール西野外装改修工事 ㈱シード RB-6 各屋上 京都府

H20.04 第二回生病院トイレ改修工事 ㈱上田工務店 RA-3 トイレ 京都府

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㈱ GRG タンクピット 群馬県



H20.04 村田機械Ｍハウス浦和大規模修繕工事 ㈱ビルネット RA-4 塔屋屋根・庇・ﾊﾞﾙｺﾆｰ 埼玉県

H20.04 日東電工㈱滋賀事業所第２工場新築工事 鹿島建設㈱ GRG 地下水槽　ｻﾝｸｼｮﾝﾋﾟｯﾄ 滋賀県

H20.04 パークサイドステージ西立川大規模修繕工事 ㈱菱サ･ビルウエア RA-3 廊下床 東京都

H20.04 (仮称)経堂テラス新築工事 ㈱藤建ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RB-6 塔屋 東京都

H20.04 北野駅旅客ﾄｲﾚ及び設備ｻｰﾋﾞｽ詰所改修工事 ㈱京王建設 RC-5 内部(Ｗ.Ｃ) 東京都

H20.04 ＷＩＮＥ　ＢＡＲ　ＧＵＳＴＡＶＯ ㈱松戸商会 RB-5 厨房・便所区画 東京都
H20.04 メゾン高橋大規模修繕工事 三菱地所藤和ｺﾐｭﾆﾃｨ㈱ RA-3 笠木・外部階段梁天端 東京都

H20.04 玉川高島屋本館Ｂ２階受水槽更新工事 ㈱西原衛生工業所 GR-J 受水槽 東京都
H20.04 北島，中村テラスハウス新築工事 鉄建建設㈱ RA-4 屋上笠木　天端 徳島県

H20.04 カイザーベルク穂高増築工事 ㈱イトウ RB-5 浴室 長野県
H20.04 リベール須磨離宮公園新築工事 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RA-3 RB-5 廊下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　ｻｯｼ廻り　小庇 兵庫県

H20.04 ライオンズ灘・都通 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RB-5 開放廊下　バルコニー 兵庫県

H20.04 ブランズ名谷 スナダ建設㈱ RB-5 ゴミ置場　廊下　ラウンジ　他 兵庫県

H20.04 ペガサスビル改修工事 協和産業㈱ RB-6 屋上　ベランダ 兵庫県

H20.04 メゾンセルサス御影 青木あすなろ建設㈱ GRG 接地壁 兵庫県

H20.04 クレアコート芦屋 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ GA-2 ＥＶピット 兵庫県
H20.04 アーバンＭⅠ ㈱広田工務店 RB-6 屋上庇 福岡県

H20.04 アーバンＭⅡ ㈱広田工務店 RB-6 屋上庇 福岡県

H20.04 (仮称)セービング山形市嶋新築工事 ㈱丸高 RA-4 廊下・ベランダ 山形県
H20.05 パークサイドレジデンス金沢 ㈱ハイ・フィールド RA-4 RB-6 屋上　玄関庇 石川県

H20.05 光養ビル屋上防水改修工事 阪南建設 RA-4 屋上 大阪府

H20.05 シーポニー浅山外壁その他修繕工事 不二友㈱ RA-4 屋上ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ　塔屋　ﾊﾞﾙｺﾆｰ 大阪府

H20.05 パティオ桃山台改修工事 アート・ホーム住建 RB-6 屋上　廊下 大阪府

H20.05 日阪製作所鴻池事業所　Ｅ-2工区増築工事 ㈱大林組 GA-2 ピット 大阪府

H20.05 センチュリーシティ都島 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ GA-2 ＥＶピット 大阪府

H20.05 ｺｶ･ｺｰﾗｾﾝﾄﾗﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ土岐ｾｰﾙｽｾﾝﾀｰ建設工事 東海興業㈱ GA-2 消化ピット 岐阜県
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 メゾンＧＴ改修工事 真柄建設㈱ RA-4 屋根 滋賀県

H20.05 守山新せんい研究開発棟新築工事 ㈱大林組 GA-2 ＥＶピット 滋賀県

H20.05 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ美浜・幸町ｳｴｽﾄﾏｰｸｽ 東鉄工業㈱ GA-2 雨水貯留槽 千葉県

H20.05 カーサたむら 屋上改修工事 東聖建設㈱ RX 屋上 東京都
H20.05 HOUSE CLEMENTｴﾝﾄﾗﾝｽ庇防水改修工事 ㈱サカクラ RB-6 エントランス庇 東京都

H20.05 株式会社コシダ本社ビル ㈱じん RA-4 屋上笠木 東京都

H20.05 菱和工業株式会社 改修工事 積和建設横浜㈱ RB-6 屋上・バルコニー 東京都
H20.05 仮称「長崎MJ」新築工事 戸田建設㈱ RB-6 バルコニー 長崎県

H20.05 西宮東パークマンション大規模改修工事 日向建設㈱ RA-4 塔屋　ルーフバルコニー 兵庫県

H20.05 新日本ﾁｭｰﾌﾞ工業㈱尼崎工業新築工事 森長工務店 GRG 消火水槽 EVﾋﾟｯﾄ 兵庫県
H20.05 (仮称)Ｔ医院・福祉複合ビル新築工事 森信建設㈱ RB-6 バルコニー 広島県



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

H20.05 （仮称）笠岡マンション 大木建設㈱ RA-3 出窓　屋根 広島県

H20.05 (仮称)御船町マンション 大木建設㈱ RA-3 出窓　屋根 広島県

H20.05 フラットリア春日新築工事 大木建設㈱ RA-3 出窓　屋根 広島県

H20.05 マリモ（Ｈ19）本社屋改修工事 正田建設㈱ GA-2 基礎 広島県
H20.05 野ばら保育園増築工事 入江建設㈱ RB-7 屋上 福岡県

H20.05 社会福祉法人　のぞみの里 平成建設㈱ RB-6 屋上　ﾙｰﾌﾊﾞﾙｺﾆｰ　ﾊﾞﾙｺﾆｰ 福岡県

H20.05 特養老人ホーム天光園新築工事 川田建設 GA-2 地下ピット 福岡県

H20.06 中道住宅建築工事（第２工区） ㈱大協建設 GA-2 ピット 愛知県
H20.06 ｷｬｯｽﾙﾊｲﾂ清和園ﾊﾞﾙｺﾆｰ防水工事 ㈱ＷＥＳＴ RA-4 バルコニー 大阪府

H20.06 丸山マンション防水工事 ㈱澤田工務店 RB-6 屋上　塔屋 大阪府

H20.06 アリスト堺ガーデンプレイス ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RA-3 RB-5 小庇　ｻｯｼ下　開放廊下ﾊﾞﾙｺﾆｰ 大阪府

H20.06 平田ビル　屋上防水改修工事 ライフナカオ RB-6 屋上　塔屋 大阪府

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 ㈱富士化成屋上防水改修工事 ㈱新宅工務店 RB-6 屋上 大阪府

H20.06 枚方ハイツ2号棟内外壁鉄部その他改修工事 建装工業㈱ RA-4 階段　手摺　天端　笠木 大阪府

H20.06 お食事処「和み」新築工事 ㈱飛騨創建 RA-3 厨房 大阪府

H20.06 (仮称)八尾ホール新築工事 多田建設㈱ RB-5 便所 大阪府

H20.06 ウメトク㈱摂津特殊鋼センター改修工事 ﾘﾌｫｰﾑ･ﾃｯｸ GA-2 ピット外壁 水槽内壁 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

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 グレース・フリー桂南 ㈱シード RB-6 ＥＶシャフト屋上 京都府

H20.06 (仮称)岡村医院文院新築工事 ㈱大林組 RB-5 バルコニー 京都府

H20.06 ペントハウス 浩栄建設㈱ RA-4 廊下　階段 京都府

H20.06 フレスコ御前店 髙松建設㈱ RB-6 各種設備基礎 京都府

H20.06 ㈱イトーキ下奈良倉庫新築工事 ㈱銭高組 GRG 防火水槽 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
H20.06 富士生涯学習センター(仮称)建築本体工事 平野建設㈱ RA-4 ハト小屋 佐賀県

H20.06 特養老人ホーム　みなと園新築工事 谷口建設㈱ GRG 浴室 佐賀県
H20.06 ﾚｲｸｼｬﾄｰKyowa大規模改修工事 創研工業㈱ RB-6 屋上庇 滋賀県

H20.06 守山新せんい研究開発棟新設工事 ㈱大林組 GR-A 排水処理槽 滋賀県

H20.06 仮称・草津町複合店舗新築工事 ﾀﾞｲﾜﾊｳｽ工業㈱ GRG 外部立上部 滋賀県

H20.06 メゾンリーブル 三昭建設㈱ RB-6 屋上 東京都



H20.06 国立パールハイツ 屋上防水改修工事 ㈱コミゾ RB-6 屋上 東京都

H20.06 田端駅前ホール 新築工事 ㈱後藤組 RB-5 Ｚ３Ｆ ＦＬ 立上り面 東京都

H20.06 パークホームズ国立ステーションレジデンス 興和不動産㈱･㈱錢高組 GRG 消防用水槽・水系水路 東京都

H20.06 大丸ハイツ バルコニー改修工事 ㈱藤原工務店 RA-4 バルコニー 兵庫県
H20.06 ハイツアルペン神田大規模修理 ㈱中田工務店 RB-6 屋上 兵庫県

H20.06 ソーシャルコート本多聞改修工事 ㈱ピーエス三菱 RA-4 屋上ハト小屋　パラペット 兵庫県

H20.06 ハイツアザレア外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー 兵庫県

H20.06 旭硝子高砂工場2008年ＧＦ窯建設工事 ㈱柄谷工務店 GRG 水槽 兵庫県
H20.06 善行寺庫裡増築工事 大之木建設㈱ RB-5･6 ベランダ　庇 広島県

H20.06 レジデンス白井改修工事 創建工業㈱ RA-4 ベランダ 広島県

H20.06 いこいの里若園ホーム新築工事 ㈱浮城工務店 RB-7･8 浴室　ベランダ　バルコニー 福岡県

H20.06 エクセル福重 ｼﾞｪｲｱｰﾙ九州住宅㈱ RA-4 ベランダ 福岡県

H20.06 メトロマリオン外壁他改修工事 札幌ペック㈱ RA-4 外部階段 北海道
H20.06 医療法人森川病院屋上防水改修工事 ﾀｶﾗｽﾍﾟｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝ㈱ RB-6 屋上　パラペット 三重県

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

H20.07 特別老人ホーム滝の園 佐野建設㈱ RX 屋上 茨城県
H20.07 (仮称)箕面森町車庫新設工事 西田工業㈱ RB-5 便所 大阪府

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 藤電気防水工事 ㈱テイエム技建 RA-4 架台 大阪府

H20.07 ファミール今里大規模修繕工事 ＴＯＨＯ㈱ RA-4 RB-6 斜壁 ﾊﾞﾙｺﾆｰ内壁　笠木　小庇　他 大阪府

H20.07 ローレルスクエア尼崎ルネガーデンテラス ㈱大林組 RA-4 RB-5 廊下　巾木　 大阪府

H20.07 セレブコート新北野新築工事 髙松建設㈱ RB-5･6 ﾊﾞﾙｺﾆｰ　各種基礎　ﾙｰﾌﾊﾞﾙｺﾆｰ　他 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 千里ディアヒルズ　アーバ・リッジ 東海興業㈱ RB-6 パラペット天端 大阪府

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

H20.07 （仮称）万歳町マンション新築工事 ㈱フジタ GRG 雨水貯留層 大阪府

H20.07 肥後橋Ⅲプロジェクト新築工事 鳳工業㈱ GRG ピット 大阪府

H20.07 岸和田工区復旧工事 大勝建設㈱ GRG 雨水槽 大阪府

H20.07 千里ディアヒルズ　クレセント・リッジ 東海興業㈱ GRG 防火水槽 消火水槽 大阪府

H20.07 住友電気工業株式会社 ８０ｔﾀﾝｸ防油堤工事 扶桑建設㈱ GRG タンク防油堤 神奈川県
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 京都三進ビル屋上防水 真柄建設㈱ RB-6 塔屋　屋上 京都府

H20.07 京都市楽只市営住宅修繕工事 ㈱日商建材 RA-4 廊下溝 京都府

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 (仮称)四条高倉ビル 鹿島建設㈱ GRG ＥＶピット 京都府
H20.07 (仮称)akebono日本橋本店ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事 ㈱錢高組 RB-6 ﾊﾄ小屋・屋外設備ｽﾍﾟｰｽ屋根・ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 東京都

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 ＶＡＮＴＥＲ　ＭＩＳＡ 生和建設㈱ RB-5 誘発目地・掃出窓・ｻｯｼ廻り　他 東京都

H20.07 白庭病院新築工事 村本建設㈱ GA-2･GRG 消火水槽 EVﾋﾟｯﾄ 奈良県
H20.07 プレティナージュ苦楽園 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RA-3 RB-5･6 外部階段　屋上ルーフバルコニー　 兵庫県

H20.07 松葉保育園屋上防水改修工事 豊橋建設工業㈱ RA-4 庇　パラペット 兵庫県

H20.07 藤井マンション改修工事 柿元建設㈱ RA-4 ベランダ　ぺントハウス 広島県

H20.07 山陽病院本館棟改修工事 西松建設㈱ RB-5 風呂土間 広島県

H20.07 舟入コーポ屋上防水他修理工事 ㈱小松工務店 RA-4 バルコニー 広島県

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 岡部病院外壁改修工事（第２期工事） ㈱トーヨー化成 RB-6 屋上通路　屋根　バルコニー 福岡県

H20.07 セラビィ９０防水外壁改修他工事 上村建設㈱ RB-6 屋上 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 ラーバン篠栗屋上防水改修工事 上村建設㈱ RA-4 塔屋 福岡県

H20.07 エクシード南山荘大規模改修工事 上村建設㈱ RA-4 屋上庇　玄関屋根 福岡県

H20.07 パークハイツ黒崎Ⅱ外壁改修工事他 九鉄工業㈱ RA-4 外部階段　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 新大阪南グランドマンション新築工事 髙松建設㈱ RB-5･6 屋上庇　各種設備基礎　バルコニー 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 ルーヴェンブルン豊津 髙松建設㈱ RB-5･6 屋上庇　ＰＳ　廊下　階段　他 大阪府

H20.08 平井診療所改修工事 日向建設㈱ RA-4 バルコニー 大阪府

H20.08 ㈱タナベ経営　新本社ビル新築工事 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 RB-5 トイレ床 大阪府

H20.08 近鉄百貨店本店南商業ビル(仮称)建設工事 ㈱大林組 GA-2 EV･ESCﾋﾟｯﾄ 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 ＴＯＴＯ㈱滋賀第二工場増築工事 ㈱大林組 RA-3 便所 滋賀県

H20.08 東洋紡績㈱総合研究所社宅屋上防水工事 ㈱神崎組 RB-6 屋上 滋賀県

H20.08 新輝徳ビル新築工事 ㈱コバ建設 RB-6 １階共用メータースペース 東京都

H20.08 アルティス市谷薬王寺 新築工事 丸運建設㈱ RB-5 ２階廊下 東京都

H20.08 西永福駅外構改修工事（建築） 京王建設㈱ GRG 防火水槽 東京都
H20.08 (仮称)H・M・C施設建設工事（第二工区） ㈱大林組 RA-3 バルコニー 兵庫県

H20.08 サーミットグループ尼崎本社改装・増築工事 北野建設㈱ RB-6 屋上　ルーフベランダ 兵庫県

H20.08 越智ビル新築工事 髙松建設㈱ RB-6 屋上PS 兵庫県

H20.08 ｶﾞﾗﾝﾄｱﾄﾞﾊﾞﾝ園田外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー 兵庫県

H20.08 酒泉の杜　塔屋内防水工事 ㈱渡部工務店 RX 塔屋内 宮崎県

H20.08 5焼結増強土木建築工事 ㈱大林組 RA-3･4 RB-6 便所　庇　浴室屋根　 和歌山県

H20.08 介護老人福祉施設　第５親和園新築工事 三友工業㈱ RB-5 内部　便所 和歌山県

H20.08 市立枚田小学校屋内運動場大規模改造工事 ㈱阿野建設 RA-3 RB-6 庇　便所 兵庫県

H20.09 岡崎支部精舎新築工事 ㈱金子工務店 RA-4 庇　 愛知県

H20.09 ロミタ南通様既築工事 ㈱実創 RB-6 屋上 秋田県



H20.09 仮称　創立１００周年記念館新築工事 白石建設工業㈱ RB-6 庇 愛媛県

H20.09 エクセレンスハイツ外部改修工事 平山住研㈱ RA-4 手摺天端　梁天端　出窓天端 大阪府

H20.09 アンシャンテ豊中新築工事 髙松建設㈱ RB-5･6 エントランス　廊下　階段　他　 大阪府

H20.09 ノス・ダルジョン新築工事 髙松建設㈱ RB-5･6 エントランス屋根　廊下 大阪府

H20.09 是空　天王寺 ㈱藤木工務店 RB-5 庇　階段屋根 大阪府

H20.09 中之島線構内店舗設備工事（渡辺橋駅） 大成建設㈱ RB-5 便所　店舗ゴミ庫 大阪府

H20.09 サンテ文の里ハイム新築工事 髙松建設㈱ RB-5･6 エントランス屋根　階段　廊下 大阪府

H20.09 第３田村マンション外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー床 大阪府

H20.09 (仮称)カインズモール高槻店新築工事 岐建㈱ RA-3 看板塔下 大阪府

H20.09 北花田マンション新築工事 ㈱松本組 RB-5 廊下　バルコニー 大阪府

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

H20.09 (仮称)スーパーコート高石新築工事 コーナン建設㈱ GA-2 消火水槽 大阪府

H20.09 千里丘駅西自転車駐車場建設工事 ㈱奥村組 GA-2 防火水槽 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㈱ 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 ﾍﾞﾙﾌﾗﾜｰ東戸塚202号室 外壁補修工事 共立建設㈱ RA-3 北面外壁 神奈川
H20.09 西中学校北舎外壁改修工事 ㈱後藤組 RA-4 庇　玄関屋根 岐阜県

H20.09 (仮称)京都市中京区亀屋町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 西松建設㈱ RA-3 バルコニー 京都府

H20.09 (仮称)京阪京都交通㈱秤谷営業所新築工事 ㈱前田組 RB-6 機械基礎 京都府

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㈱ GA-2 便所　湯沸し室 京都府

H20.09 松井山手店舗新築工事 ㈱前田組 GRG 基礎 京都府

H20.09 アメニティ山科駅前新築工事 西松建設㈱ GA-2･GRG EVピット 防火水槽 京都府

H20.09 井料田ディサービス改装工事 ㈱ミラノ工務店 GR ＥＶピット 京都府
H20.09 ㈱滋賀銀行八幡支店耐震改修工事 ㈱伊藤組 RA-4 架台 滋賀県

H20.09 医協ビル新築工事 ㈱三東工業社 RB-6 ハト小屋 滋賀県

H20.09 積水化成品工業㈱防液提作成工事 ㈱大林組 RB-6 防液提 滋賀県

H20.09 伏見運送㈱　滋賀第１倉庫新築工事 東レ建設㈱ GR 消火水槽 滋賀県

H20.09 (仮称)千葉若葉区開発計画 配送ｾﾝﾀｰB棟新築工事 大塚建工㈱ GA-2 地下消火栓用水槽 千葉県

H20.09 (仮称)榊ビル新築工事 ㈱似鳥工務店 RB-5 屋上・玄関アプローチ２.３Ｆ 東京都

H20.09 竹の塚中学校 外装改修工事 白谷建設㈱ RA-4 屋上パラペット矢端～下り 東京都

H20.09 創価大学桜香寮改修工事 東亜建設工業㈱ RB-5 浴室・洗場 東京都

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

H20.09 ルミネエスト店防水修繕工事 ㈱間組 RB-5 6階北側お客様用ﾄｲﾚ床 東京都

H20.09 エコヴィレッジ本蓮沼 新築工事 ㈱ﾅｶﾉ･ﾌﾄﾞｰ建設 GRG 地下ピット 東京都

H20.09 下馬ⅡＡ･Ｂ･Ｃ号棟 新築工事 ㈱カワグチ建設 GRG 木造基礎(外部) 東京都
H20.09 エチュード花丘 西村工業 RB-6 屋上 長崎県

H20.09 松山団地エレベーター付住戸改善工事（A･B棟） 三國建設産業㈱ GRG ＥＶピット 長崎県

H20.09 大島病院施設整備工事（浄化槽設備工事） 戸田建設㈱ GR-B 消火槽ピット 新潟県



H20.09 ２００８年高砂ＩＰ　１２研磨建設工事 ㈱柄谷工務店 RB-5･6 設備機械置場　ＥＶピット 兵庫県

H20.09 県立和田山特別支援学校管理棟外壁改修工事 協和ハウス㈱ RA-4 ﾊﾞﾙｺﾆｰ床　庇　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 兵庫県

H20.09 さきタワー・サンタクス尼崎駅前新築工事 西松建設㈱ RB-5 バルコニー 兵庫県

H20.09 サニーパレス外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー 兵庫県

H20.09 西日本プラント工業高田療増築工事 西日本プラント工業㈱ RB-5 浴室 福岡県

H20.09 新志摩観光ホテル(仮称)建設工事 ㈱大林組 RA-3 共用便所 三重県

H20.10 介護老人保健施設ﾒﾃﾞｨｺ阿久比増築工事 安藤建設㈱ RB-5 風呂場 愛知県

H20.10 小松市立丸内中学校体育開放施設建設工事 ㈱トーケン RA-4 庇 石川県

H20.10 小松市立丸内中学校校舎改築工事(特別教室棟） ㈱トーケン RA-4 バルコニー　庇 石川県

H20.10 アリーヴィオ新築工事 髙松建設㈱ RB-5･6 屋上庇　PS　廊下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ 大阪府

H20.10 ネバーランドシエル箕面ロワイヤル 大豊建設㈱ RB-5 廊下 大阪府

H20.10 サウス・サン 進和建設工業㈱ RB-6 屋上　ベランダ 大阪府

H20.10 近畿労働金庫新天王寺支店新築工事 ㈱奥村組 RA-3 便所 大阪府

H20.10 シャルムハイツ外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 大阪府

H20.10 大和証券㈱阿倍野支店屋上防水改修工事 鹿島建設㈱ RA-4 花壇 大阪府

H20.10 ラフィーネ喜連外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー 大阪府

H20.10 (仮称)OSSプロジェクトガラス工場新築工事 ㈱大林組 RB-5 レンガ組立室 大阪府

H20.10 (仮称)キリン堂江坂２号店新築工事 ㈱紙谷工務店 RA-3 便所 大阪府

H20.10 王子製紙㈱千里山社宅屋上防水工事 王子不動産㈱ RA-4 パラペット　庇 大阪府

H20.10 八戸ノ里アバンティー防水工事 大輝サービス RB-6 バルコニー 大阪府

H20.10 シャトーアルベール外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 大阪府

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

H20.10 ネッツトヨタ守口基地店(仮称)増築工事 ㈱大林組 GA-2 消火水槽 大阪府

H20.10 ㈱大西北館増築工事 ㈱大林組 GA-2･GRG･GR-A 汚水槽 雨水槽 消火水槽 他 大阪府

H20.10 (仮称)阪急池田食品工場増築工事 ㈱大林組 GA-2･GRG･GR-A 消化水槽 EVﾋﾟｯﾄ 処理槽 大阪府
H20.10 (仮）小田原フラット新築工事 梶岡建設㈱ RB-6 ベランダ　開放廊下 岡山県

H20.10 アトラス向ヶ丘遊園 新築工事 三井住友建設㈱ GA-2 雨水貯留槽･消火水槽･他 神奈川県
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 アメニティ石山寺リバープレミア新築工事 西松建設㈱ RB-5 廊下 滋賀県

H20.10 ㈱ＴＫＸ津里工場排水処理施設増築工事 日本建設㈱ RB-6 ブロアー室屋根 滋賀県

H20.10 レジェ南草津Ⅱ新築工事 西松建設㈱ GA-2･GRG EVﾋﾟｯﾄ 防火水槽 滋賀県

H20.10 寺地小学校 外装改修工事 ㈱渡喜建設 RA-4 屋上パラペット 東京都

H20.10 城南ハイツ 屋上防水改修工事 ワタナベ産業 RA-4 ハト小屋・架台廻り 東京都

H20.10 鹿浜小学校 外装改修工事 金澤建設㈱ RA-4 屋上パラペット 東京都

H20.10 奥沢３丁目マンション 新築工事 河野建設㈱ RB-5 ２階デッキ・３階バルコニー 東京都

H20.10 鈴和ビル屋上住宅屋根他改修工事 ㈱鈴和建設 RB-6 屋上 東京都



H20.10 新木場セントラルビル 新築工事 ㈱大林組 GA-2 ESC･EVﾋﾟｯﾄ･雨水調整槽･他 東京都

H20.10 練馬区上石神井１丁目住宅新築工事 ㈱カワグチ建設 GRG 木造基礎(外部立上り） 東京都
H20.10 萩が丘住宅Ｅ棟工事 本村・三栄ＪＶ RA-3 バルコニー　廊下　浴室 長崎県

H20.10 萩が丘住宅Ｆ棟工事 三青・荒木ＪＶ RA-3 バルコニー　廊下 長崎県

H20.10 萩が丘住宅Ｇ棟工事 新栄・増崎ＪＶ RA-3 バルコニー　廊下 長崎県

H20.10 東望団地住戸改善工事（1-4棟・2-2棟） 松島建設工業㈱ RA-3･4 屋上　ＥＶピット 長崎県

H20.10 東望団地住戸改善工事（1-1棟・1-2棟） ㈱山口工務店 RA-3･4 屋上　ＥＶピット 長崎県

H20.10 サクラビル外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー 兵庫県

H20.10 (仮称)子羊の群れｷﾘｽﾄ教会風の教会新築工事 ㈱大林組 RB-5 水盤 兵庫県

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

H20.10 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 (仮称)和光地所本社ビル新築工事 安藤建設㈱ RC-5 RB-6 バルコニー 愛知県

H20.11 リビオ木場 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ GA-2 ＥＶピット 愛知県
H20.11 服部アパートメント外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー 大阪府

H20.11 アンリハイツ外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 大阪府

H20.11 森永医院屋上防水 Ｍｔ-1プランニング RB-6 屋上 大阪府

H20.11 長居小規模多機能ホーム ㈱大慶建設 RB-6 バルコニー　坪庭 大阪府

H20.11 サンタクス鶴見緑地パークアドレス ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RB-5 廊下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　EVﾎｰﾙ 大阪府

H20.11 ＴＩＳ大阪第２センター構築工事 戸田建設㈱ RA-4 室内　床 大阪府

H20.11 七道駅前マンション外壁他修繕工事 高松建設㈱ RA-4 通路 大阪府

H20.11 (仮称)北区天満１丁目マンション新築工事 徳倉建設㈱ RB-6 パラペット庇 大阪府

H20.11 アネックスビル外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー 大阪府

H20.11 万代花園店新築工事 ㈱金山工務店 RC-5 2階床 大阪府

H20.11 Ｂｒｉｌｌｉａ高槻摂津富田駅前新築工事 西松建設㈱ GA-2･GRG EVﾋﾟｯﾄ 防火水槽 大阪府

H20.11 南海北野田ビル増築工事 ㈱坂口工務店 GRG 地下外壁 大阪府

H20.11 大阪野田西村ビル新築工事 ㈱柄谷工務店 GRG 地下ピット 大阪府

H20.11 千里丘陵B団地住宅改善事業(C-2ﾌﾞﾛｯｸ)建設 村本･株本･松本JV GRG 二重ｽﾗﾌﾞ 消火水槽 他 大阪府

H20.11 ニューサンライズ南春日丘新築工事 高松建設㈱ GRG 外壁 大阪府
H20.11 岡山聖園幼稚園増改築工事 アイサワ工業㈱ RB-5 便所 岡山県

H20.11 特養老人ホーム三愛園改築工事 中村建設㈱ GRG･GR-B ｺﾝｸﾘｰﾄ壁 汚水槽 岡山県

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 藤川ビル 高松建設㈱ RB-5 外壁　屋上ＰＳ 京都府

H20.11 宇治浄水場ポンプ所築造工事 ㈱巌建設 GR 地階屋上 京都府
H20.11 アリウム南草津 高松建設㈱ RB-5･6 廊下　屋根 滋賀県

H20.11 大津高校・大津青陵高校馬場分校耐震改修工事 ㈱笹川組 RA-4 バルコニー　階段　庇　 滋賀県

H20.11 神宮前６丁目プロジェクト ㈱大林組 RB-5 外部廊下・床石貼下 東京都

H20.11 グランドメゾン九段南新築工事 三井住友建設㈱ RB-5 室外機置場･外部廊下･ﾊﾞﾙｺﾆｰ 東京都



H20.11 ﾍﾞﾙｼｬﾄｳ仲池上ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ及び駐車場改修工事 東京互光㈱ RA-4 ベランダ･床･巾木 東京都

H20.11 神宮前６丁目プロジェクト ㈱大林組 GR-D 汚水槽 東京都

H20.11 グランドメゾン九段南新築工事 三井住友建設㈱ GRG 消火水槽 東京都

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 王将生駒ハイツ屋上防水改修工事 ㈱ビーエル RB-6 屋上ＰＨ　屋上 奈良県

H20.11 真澄寺新潟別院新築工事 ㈱福田組 GA-2 EVﾋﾟｯﾄ･湧水ﾋﾟｯﾄ 新潟県
H20.11 ジークレフ甲子園口 大日本土木㈱ RA-4 ＥＶピット 兵庫県

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 宝塚森井ビル新築工事 信和建設㈱ RB-6 階段　屋根　庇 兵庫県

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

H20.11 (仮称)ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮酒蔵通り新築工事 共立建設㈱ GRG 消火水槽 兵庫県
H20.11 三越広島店８階レストラン関連改修工事 鹿島建設㈱ RB-5 厨房 広島県

H20.11 第２熱処理２０００ｔ水槽土木工事 ﾆｯﾃﾂ室蘭ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ GA-2 ｺﾝｸﾘｰﾄ水槽 北海道
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 グラン・アベニュー西大須新築工事 鍛治田･吉川JV GA-2 集水ﾋﾟｯﾄ 配管ﾋﾟｯﾄ 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 ガーデン小松　外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー床 大阪府

H20.12 住友ゴム工業㈱誠和寮耐震改修工事 矢作建設工業㈱ RB-5･6 バルコニー 大阪府

H20.12 近畿大学医学部附属病院手術棟屋上防水工事 大真㈱ RX 屋上　 大阪府

H20.12 医療法人和田内科新築工事 大和ハウス工業㈱ RB-5 便所 大阪府

H20.12 フェリステージ塚本 新築工事 高松建設㈱ RB-5･6 ENT屋根　廊下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　便所　他 大阪府

H20.12 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ電化ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｼｽﾃﾑｽﾞ㈱大阪中央ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ 戸田建設㈱ RA-4 室内　床 大阪府

H20.12 エスペランサ平野新築工事 高松建設㈱ RB-5･6 ENT屋根　廊下　EVﾎｰﾙ　他 大阪府

H20.12 ルチューレ西梅田新築工事 高松建設㈱ RB-5･6 ENT屋根　廊下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　便所　他 大阪府

H20.12 上町台南住吉マンション外壁改修工事 ㈱大森工務店 RB-6 屋上・外部階段　庇 大阪府

H20.12 府営高槻桂本住宅第１期屋上防水層改修工事 ㈱市原商会 RA-4 ＴＶアンテナ架台 大阪府

H20.12 プランドール豊中外壁改修工事 平和奥田㈱ RA-4 屋上庇 大阪府

H20.12 株式会社日本電商　西営業所　新築工事 ㈱谷安組 RA-4 ベランダ 大阪府

H20.12 シティオアシス東三国 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RA-3 RB-5 開放廊下　バルコニー 大阪府

H20.12 ルチューレ西梅田新築工事 高松建設㈱ GRG 外壁 EVﾋﾟｯﾄ 大阪府

H20.12 (仮称)行岡病院新Ⅰ号館新築工事 ㈱大林組 GA-2 ＥＶピット　 大阪府

H20.12 安田工業㈱ 本社第一工場新築工事 ㈱大本組 GA-2 消火水槽 岡山県
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

H20.12 ネバーランド京都岡崎 野村建設㈱ GRG 消化水槽 京都府

H20.12 エスカイア大友防水改修工事 光進建設㈱ RA-4 RB-6 屋根･笠木 群馬県

H20.12 南柏パークハウス大規模改修工事 ㈱東急ｺﾐｭﾆﾃｨｰ RA-4 塔屋 内部 床 千葉県

H20.12 ライオンズ稲毛マスターマークス ㈱東鉄工業 GA-2 雨水貯留槽 千葉県



H20.12 化学会館屋上防水他工事 三井住友建設㈱ RB-6 屋上 東京都

H20.12 Ｌavi'n（ラヴィン） 生和建設㈱ RB-5 ２階廊下 東京都

H20.12 三軒茶屋パークマンション大規模修繕工事 ㈱東急ｺﾐｭﾆﾃｨｰ RB-5 南側４･５Ｆルーフ 東京都
H20.12 スカイハイツモリカワ外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー 奈良県

H20.12 Maison Skura ﾒｿﾞﾝ桜　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　他 兵庫県

H20.12 三田学園(100周年記念事業)施設整備工事 佐藤工業㈱ RA-4 RB-5 屋上　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ　庇　厨房　他 兵庫県

H20.12 小規模多機能型居宅介護施設鹿児の里新築工事 前川建設㈱ RB-5 浴室 兵庫県

H20.12 神戸ヒルズⅡ内外壁・その他修繕工事 関西塗研工業㈱ RB-6 電気室　屋上 兵庫県

H20.12 東陽中学校校舎・東部公民館建築(A工区)工事 ㈱田中組 RC-5 RB-6 庇 和歌山県

H20.12 (仮称)ｱﾙﾊﾞｯｸﾏﾃﾘｱﾙ㈱和歌山事業所新築工事 ㈱丸末 RA-3 地下 和歌山県

H20.12 県庁舎(東別館）耐震等改修建築工事 ㈱初島組 RB-5 便所 和歌山県

H21.01 小松市立松東中学校大規模改造工事 道場建設㈱ RB-6 出入口階段　屋根スラブ 石川県

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 コーラルリーフ西天満　外部階段防水工事 小川建設㈱ RA-4 外部階段 大阪府

H21.01 デイグラン緑地公園新築工事 進和建設工業㈱ RB-6 庇　ＥＶ屋根　階段屋根 大阪府

H21.01 Ｓｉｅｓｔａ（シエスタ）新築工事 高松建設㈱ RB-5･6 ｴﾝﾄﾗﾝｽ屋根　廊下　階段　ﾊﾞﾙｺﾆｰ 大阪府

H21.01 マリンブルーマンションⅡ新築工事 高松建設㈱ RB-5･6 設備室屋根　廊下　バルコニー 大阪府

H21.01 みくま幼稚園ホール・職員室棟新築工事 ㈱大林組 RB-5 階段　スロープ　便所 大阪府

H21.01 ﾐｰﾃ･ﾊﾟﾗｯﾂｵ枚方公園203号室 安藤建設㈱ RA-4 バルコニー 大阪府

H21.01 （仮称）ライフ天神橋店新築工事 野村建設工業㈱ RA-3 立上りＲＣ腰壁 大阪府

H21.01 ＭｙＤｅａｒ十三新築工事 岩出建設㈱ GA-2 ＥＶピット 大阪府

H21.01 セレニテ日本橋ＳＵＤ スナダ建設㈱ GR 消火水槽 ﾋﾟｯﾄ EVﾋﾟｯﾄ　 大阪府

H21.01 セレニテ新大阪弐番館 スナダ建設㈱ GRG 受水槽 大阪府

H21.01 大阪港夢洲トンネル咲洲側換気所新築工事 ㈱竹中工務店 GR-C 地下汚水槽 大阪府

H21.01 紅葉山会館エントランス池防水工事 ㈱橋本工務店 GRG ｴﾝﾄﾗﾝｽ池･滝 大阪府

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

H21.01 ＣＧハイム新城屋上防水工事 東海建設㈱ RB-6 屋上・４階屋根・３階屋根 神奈川

H21.01 シティハウス武蔵小杉 ㈱大林組 GA-2･GR-D ﾋﾟｯﾄ･ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞｰ処理槽 神奈川県
H21.01 (仮称)中村精工㈱ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞ工場新築工事 ㈱吉川工務店 RB-6 機械置場屋根 岐阜県

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

H21.01 京都円山ビル屋上防水改修工事 ミノベ建設㈱ RB-6 屋上 京都府

H21.01 タキイ種苗株式会社サーバー室空調設備工事 富士電機総設㈱ ACE ＲＣ造　2階床面 京都府

H21.01 伸晃マンション外壁他改修工事 石山テクノ建設㈱ RA-4 庇 京都府

H21.01 ロアンヌ東山新築工事 ㈱中川工務店 RB-5 バルコニー 京都府

H21.01 福井謙一記念研究センター屋根修繕 ㈱井上建設 RB-6 軒樋 京都府

H21.01 (仮称)トーエイ物流危険物倉庫新築工事 三井住友建設㈱ GRG 雨水貯留槽 埼玉県

H21.01 (仮称)笹木ビル新築工事 ㈱似鳥工務店 RB-5 屋上 東京都

H21.01 (仮称)ファーレ立川７－４街区新築工事 鹿島建設㈱ GA-2 ＥＶピット 東京都



H21.01 サンクタス川西向陽台大規模修繕工事 大末建設㈱ RA-4 パラペット　庇 兵庫県

H21.01 グランドメゾン伊丹池尻リテラシティ ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RB-5 廊下　ＢＡＬ　床 兵庫県

H21.01 甲子園ラーメン屋上防水改修工事 ㈱T･K･Gﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ RB-6 屋上 兵庫県

H21.01 神戸クックワールドビュッフェ新装工事 ㈱辰巳建設 RB-5 厨房 兵庫県

H21.01 尼崎ケアセンターそよ風新築工事 日本建設㈱ GRG EVﾋﾟｯﾄ 消火水槽 兵庫県

H21.01 庭園池防水工事 大成ロテック㈱ GRG 池内面 兵庫県
H21.01 川尻中学校校舎建設工事 大之木建設㈱ RB-6 面台　庇　パラペット天端 広島県

H21.01 ＬＡＣＬＥＩＳ大橋新築工事 西鉄建設㈱ RB-5 斜面庇 福岡県

H21.01 芳井町会館施設大規模修繕工事 ㈱百田工務店 RA-4 庇 福岡県

H21.01 宮崎市消防総合訓練施設Ａ棟新築工事 ㈱山春工務店 RA-3 通路　バルコニー 宮崎県

H21.02 宮口上住宅建築工事（第７工区） 斉藤組建設㈱ RA-3 地下ピット他 愛知県

H21.02 １９青森ＩＴＥＲ(ＢＡ)排水処理建家新築工事 附田建設㈱ GR-J 床・壁 青森県
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 ラフルール新築工事 高松建設㈱ RB-6 ｴﾝﾄﾗﾝｽ屋根　梁　屋上庇 大阪府

H21.02 ブラン・パレス寺田町 栗木建設工業㈱ RA-4 階段屋根　ＥＶ屋根 大阪府

H21.02 (仮称)㈱ヤマシタ門間末広ビル新築工事 龍建設工業㈱ RB-5 2階通路 大阪府

H21.02 牛庵長田店屋根上トップライト廻り防水工事 ㈱白井建設 RB-6 トップライト廻り 大阪府

H21.02 (仮称)ＡＤイルサローネ貝塚店新築工事 日信建設㈱ RB-8 3Ｆ駐車場 大阪府

H21.02 ＢＥＬＩＳＴＡ鳳北町新築工事 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RB-8 開放廊下バルコニー　他　 大阪府

H21.02 レジデンスタワー上本町 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RB-8 1Ｆ植込　バルコニー 大阪府

H21.02 桃山学院昭和町キャンパスＣ館耐震補強等工事 ㈱大林組 RB-8 屋上　バルコニー　階段 大阪府

H21.02 パレ阪栄橋新築工事 高松建設㈱ RB-8 屋上PS　ｺﾞﾐ置場屋根　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　他 大阪府

H21.02 松葉屋ビル外壁保全工事 やまと建設㈱ RB-8 バルコニー 大阪府

H21.02 ハイツニュープラザ外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RB-8 バルコニー 大阪府

H21.02 ハイグレード春日外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RB-8 バルコニー 大阪府

H21.02 グラート西田辺新築工事 高松建設㈱ RB-8 廊下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　ENT屋根　庇　他　 大阪府

H21.02 メゾンドール寺田町新築工事 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RB-8 廊下　バルコニー 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 凛空間新築工事 高松建設㈱ RB-8 バルコニー　斜壁　水盤　屋上庇 大阪府

H21.02 (仮称)新大阪ビル新築工事 大成建設㈱ GRG 消火水槽 大阪府

H21.02 アップルガーデン（茨木）新築工事 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ GA-2 ＥＶピット 大阪府

H21.02 大日本印刷堺工場建設工事 五洋建設㈱ GRG 雑配水ピット 大阪府

H21.02 伏見工業高等学校ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ･ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ ㈱高塚工務店 GRG EVﾋﾟｯﾄ 雑用水槽 防火水槽 他 大阪府

H21.02 (仮称)大阪淀屋橋ホテル計画 ㈱大林組 GA-2 ＥＶピット 大阪府

H21.02 (仮称)認定こども園あけぼの学園増築工事 村本建設㈱ GA-2･GRG 消火水槽 EVﾋﾟｯﾄ 大阪府



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 （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 サンホームおおだ新築工事 鷲田建設㈱ GA-2 防火水槽 岡山県
H21.02 養老町庁舎耐震補強改修工事 ㈱大橋組 RB-8 屋上庇 岐阜県

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

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 石田水環境保全センタートイレ改修工事 ㈱いまじん RB-8 便所　パラペット 京都府

H21.02 ケーヨーデイツー嵯峨店新築工事 日本建設㈱ GA-2 消火水槽 京都府

H21.02 コンビ㈱埼玉事業所リニューアル計画その２ ㈱棟梁 RB-6 屋上 埼玉県

H21.02 増田運輸㈱富里物流センター 大和ハウス工業㈱ GA-2 地下ピット 千葉県

H21.02 上野事務所本館会議室ほか改良その他建築工事 ㈱大林組 RB-6 １階珈琲店 庇 東京都

H21.02 (仮称)等々力２丁目共同住宅新築工事 ㈱佐藤秀 GR-C 汚水槽 東京都

H21.02 クレストフォルム東府中サウスステージ 大成建設㈱ GA-2 ＥＶピット 東京都

H21.02 ＪＲ東京総合病院駐車場新築他（イ） 大成建設㈱ GR･GRG EVﾋﾟｯﾄ･雨水貯留槽 東京都

H21.02 ＮＰＣ三崎町駐車場新築工事 淺沼組㈱ GA-2 消火水槽･EVﾋﾟｯﾄ 東京都
H21.02 精道三川台小学校・中学校・高等学校増築工事 宝島建設㈱ RA-3 埋設部壁 長崎県

H21.02 エスパース・ドゥ帝塚山 宮橋工業所 RB-6 屋上　ベランダ 奈良県

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

H21.02 損保ジャパン奈良支店駐車場増設工事 ㈱奥村組 RB-8 打継部 奈良県

H21.02 損保ジャパン奈良支店駐車場増設工事 ㈱奥村組 GRG 消火水槽 奈良県
H21.02 メイプルコート宝塚新築工事 高松建設㈱ RB-5･6 ｴﾝﾄﾗﾝｽ屋根　屋上庇　廊下　階段 兵庫県

H21.02 (仮称)新長田眼科新築工事 ㈱大林組 GA-2 EVﾋﾟｯﾄ 防火水槽 兵庫県

H21.02 ㈱東洋金属熱錬工業所加西工場建設工事 ㈱貝塚工務店 GR･GA-2 循環水槽 集水槽 ｵｲﾙﾄﾗｯﾌﾟ槽 兵庫県

H21.02 神戸みなと倉庫新築工事 ㈱フジタ GRG･GR-A 消火水槽 EVﾋﾟｯﾄ 汚水槽 兵庫県

H21.02 (仮称)ららぽーと甲子園増築工事 ㈱大林組 GA-2 消火水槽ﾋﾟｯﾄ EV･ESCﾋﾟｯﾄ 他 兵庫県

H21.02 (仮称)第二雲雀丘寮増築工事 ㈱大林組 GRG ＥＶピット 兵庫県
H21.02 県営長寿園南高層住宅１号館ﾄｰﾀﾙﾘﾓﾃﾞﾙ工事 福井建設㈱ RB-5 浴室 広島県

H21.02 比治山学園牛田キャンパス新教育棟建設工事 フジタ・錦ＪＶ GA-2･GRG 消火水槽 EVﾋﾟｯﾄ 広島県
H21.02 福岡県公営住宅愛宕団地第３工区建築工事 曽根・端建ＪＶ RB-8 ユニットバス下 福岡県

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

H21.02 仙台荒巻神明町第２局新設工事 鷹觜建設㈱ RA-3 基礎台 宮城県

H21.02 (仮称)セービング東根若木新築工事 ㈱丸高 RA-4 廊下・ベランダ 山形県
H21.02 下松中学校屋内運動場改築建築主体工事 大之木建設㈱ RB-8 庇 山口県

H21.02 北山ビル新築工事 ㈱小池組 RB-5 ベランダ 和歌山県

H21.03 今治支店修繕工事 ㈱寺田工務店 RB-8 屋上 愛媛県

H21.03 エストグランデ西緑丘　新築工事 高松建設㈱ RB-8 ﾊﾞﾙｺﾆｰ　廊下　階段　屋上庇　他 大阪府



H21.03 サンローズ南茨木新築工事 高松建設㈱ RB-8 廊下　階段　ｴﾝﾄﾗﾝｽ屋根　庇　他　 大阪府

H21.03 ＢＥＬＩＳＴＡ弁天町新築工事 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RB-8 廊下　バルコニー 大阪府

H21.03 バレーロード辻子 高松建設㈱ RB-8 廊下等　階段　屋上庇等　 大阪府

H21.03 レシェンテ西梅田 高松建設㈱ RB-8 ｴﾝﾄﾗﾝｽ屋根　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　廊下等 大阪府

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 ｻｳｽｵｰﾙｼﾃｨ(ﾗｲﾄｳｨﾝｸﾞ･ﾚﾌﾄｳｨﾝｸﾞ)新築工事 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RB-8 開口廻り　小庇　共用廊下 大阪府

H21.03 リブラン淀 外壁改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー 大阪府

H21.03 堺ロジステックセンター南棟新築工事 新日鉄ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ RA-4 ＥＶピット 大阪府

H21.03 池田・岡本マンション新築工事 高松建設㈱ RB-6 ベランダ　バルコニー 大阪府

H21.03 エールリベルテ大阪ＷＥＳＴ 鳳工業㈱ GRG 消火水槽 大阪府

H21.03 アリスト豊中少路新築工事 ㈱紙谷工務店 GA-2 EVﾋﾟｯﾄ 消火水槽 大阪府

H21.03 柏原市玉手浄水場更新工事 東レ建設㈱ GR 地下外壁 大阪府

H21.03 プラウド千里　桃山台 野村建設工業㈱ GR 消火水槽 雨水貯留槽 大阪府

H21.03 ライオンズ住道グランフォルト新築工事 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ GA-2 ＥＶピット 大阪府

H21.03 和田精密歯研㈱開発棟建替工事 コーナン建設㈱ GR ＥＶピット 大阪府

H21.03 2500㎥配水池耐震補強工事 ピーシー橋梁㈱ GR-J 配水池 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㈱ GRG ＥＶピット 大阪府

H21.03 (仮称)日本通運㈱多目的工場新築工事 ㈱大林組 GRG･GR-A 消火水槽 汚水排水槽 大阪府

H21.03 あわ玄新店舗新築工事 高松建設㈱ GRG 外壁 大阪府
H21.03 山陽学園学生寮屋上防水改修工事 ㈱大本組 RX 屋上 岡山県

H21.03 山陽学園大学クラブハウス屋上防水改修工事 ㈱大本組 RX 屋上 岡山県

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 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 出水眼科新築工事 丸九建設㈱ RB-8 屋根 鹿児島県

H21.03 (仮称)新横浜２丁目計画新築工事 ㈱大林組 GR-C 汚水槽･雑排水槽 神奈川県

H21.03 ライオンズ青葉さつきが丘 多田建設㈱ GA-2 消火栓水槽･ELVﾋﾟｯﾄ 神奈川県
H21.03 （補）北小学校屋内運動場ほか改築工事 内藤建設㈱ RB-8 渡り廊下 岐阜県

H21.03 (補）北中学校屋内運動場ほか改築工事 内藤建設㈱ RB-8 渡り廊下　外階段 岐阜県

H21.03 リゾートトラスト株式会社　社員寮　新築工事 ㈱間組 RB-8 梁天端　サッシ廻り 京都府

H21.03 （仮称）御所南マンション新築工事 ㈱日本ｱｰｸﾘｰﾄﾞ RB-8 ベランダ 京都府

H21.03 ウエストパレス小川 ㈱中川工務店 RB-8 バルコニー 京都府

H21.03 アキスチール㈱京都工場新築工事 ㈱関住 RB-8 便所 京都府

H21.03 川村産婦人科医院新築工事 ㈱橋本工務店 RB-8 ＰＨ屋根　架台天端 京都府

H21.03 向日市立第４向陽小学校特別支援教室等整備工事 京伸建設工業㈱ RB-8 シャワー室 京都府



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 松園荘増築工事 青木あすなろ建設㈱ RB-8 露天風呂廻り　外壁面 京都府

H21.03 (仮称)京大西北　南マンション新築工事 ㈱公建 RA-4 住戸内段スラブ防水 京都府

H21.03 (仮称)京大西北　北マンション新築工事 ㈱公建 RA-4 住戸内段スラブ防水 京都府

H21.03 アキスチール㈱京都工場新築工事 ㈱関住 GRG 消火水槽 京都府

H21.03 (仮称)伏見区深草鞍ヶ谷共同住宅新築工事 ㈱弘積建設 GRG RC外部 半地下部 京都府

H21.03 久世神社本殿防災施設事業建築工事 ㈱岡野組 GRG 防火水槽内 京都府
H21.03 泰豊５改装工事 小川建設㈱ RB-8 風除室　 滋賀県

H21.03 (有)ｼﾞｭﾗｲﾌｫｰ貸ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ新築工事 大和ハウス工業㈱ RB-8 浴室 滋賀県

H21.03 ヴィーナススクエア新築工事 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RB-8 廊下　バルコニー　 滋賀県

H21.03 Ｂｒｉｌｌｉａ南草津駅前 ㈱東海興業 GR 防火水槽 滋賀県

H21.03 ユーカリが丘駅メンテナンスデッキ他改修工事 京成建設㈱ RB-6 屋根 千葉県

H21.03 りそな銀行青戸支店外壁是正工事 五洋建設㈱ RA-4 バルコニー 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 榎本第一コーポラス外装他改修工事 ㈱ヨシザキユニコン RX 屋上陸屋根 東京都

H21.03 ドーミー豊田２新築工事 ㈱福田組 RB-5 ２階廊下・中庭床 東京都

H21.03 研修センター本館屋上防水その他建築工事 ㈱加賀田組 GA-2 沈殿槽 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 GRG Ｂ棟ピット 東京都

H21.03 りすのき保育園新園舎新築工事 ㈱清水組 GR 汚水槽 東京都

H21.03 京阪神不動産 御成門ビル新築工事 三井住友建設㈱ GRG 水槽･EVﾋﾟｯﾄ･機械室 東京都
H21.03 ブリード神戸一番館外部改修工事 ㈱神田工務店 RB-8 階段屋根 兵庫県

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 Ｓｈｅｌｌ　Ｐｏｏｌ　Ｖ　新築工事 土佐建設㈱ RB-8 廊下 兵庫県

H21.03 高橋マンション防水改修工事 愛宕産業㈱ RB-8 屋上　バルコニー 兵庫県

H21.03 クレアーレ本山改修工事 大末建設㈱ RB-8 バルコニー　 兵庫県

H21.03 高丸ビル改修工事 青木あすなろ建設㈱ RB-8 バルコニー 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 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

H21.03 西宮サニーヒルズ１号地～１６号地 大和ハウス工業㈱ GA-2 腰壁 兵庫県

H21.03 佐野伊川谷病院 戸田建設㈱ GRG 消防用水ﾋﾟｯﾄ 湧水ﾋﾟｯﾄ 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 特別老人ホーム　春日野園　新築工事 ㈱藤木工務店 GA-2 ＥＶピット 広島県
H21.03 ハイライズ狩野改修工事 照栄建設㈱ RB-8 塔屋屋根 福岡県

H21.03 小松産業㈱第八ビル新築工事 杉本建設㈱ RB-8 バルコニー 宮崎県

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 カーサフロレスタ　外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー 大阪府

H21.04 望月ビル（大阪東急イン）リニュアル工事 東急建設㈱ RX バルコニー 大阪府



H21.04 ＡＣＮ信濃橋ビル 高松建設㈱ RB-5 架台　ハト小屋他 大阪府

H21.04 ＴＩＳ心斎橋ｇＤＣ構築工事（５階） 戸田建設㈱ ACE 5階室内床 大阪府

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 (仮称)ＭＫビスタホテル新築工事 大成建設㈱ RA-4 RB-6 バルコニー　設備基礎台　他 京都府

H21.04 京都市立竹田小学校玄関入口上屋防水改修工事 ㈱北尾建設 RB-6 玄関入口上屋 京都府

H21.04 (仮称)リーベンリヴァーレ武蔵浦和 東鉄工業㈱ GA-2 地下ﾋﾟｯﾄ･防火水槽･EVﾋﾟｯﾄ他 埼玉県
H21.04 立川ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ工業㈱滋賀工場新生産棟新築工事 鹿島建設㈱ RA-3 基礎 滋賀県

H21.04 グランスイート比叡山坂本駅前 野村建設工業㈱ GR ＥＶピット 滋賀県
H21.04 マルハマ食品㈱　排水処理設備増設工事 徳栄建設㈱/㈱電設サービス RA-4 屋上 島根県

H21.04 千葉センター新築工事 大和ハウス工業㈱ GA-2 消火水槽 千葉県

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 鈴木石材店新築工事 ㈱似鳥工務店 RB-6 屋上 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 有本ビル大規模修繕工事 林建設㈱ RA-4 屋上平場・立上り 東京都

H21.04 玄関ドア改修及び鉄部塗装工事 十二建装㈱ RA-4 鉄骨階段床 東京都

H21.04 (仮称)梅島新施設新築工事 似鳥･渡建建設JV GR 地下ピット 東京都

H21.04 (仮称)大和物流㈱町田倉庫新築工事 大和ハウス工業㈱ GA-2 EVﾋﾟｯﾄ･防火水槽･雨水貯留槽 東京都

H21.04 (仮称)両国１丁目ビル新築工事 大成建設㈱ GA-2 雨水槽･消火水槽･EVﾋﾟｯﾄ他 東京都
H21.04 (仮称)佐世保日宇町店舗新築工事 ㈱堀内組 RA-3 RB-5 バルコニー　外壁 長崎県

H21.04 霊東山専念寺門信徒会館・納骨堂新築工事 森信建設㈱ RB-6 ベランダ　バルコニー　他 広島県

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

H21.04 黒崎播磨㈱独身寮新築工事 太平工業㈱ RB-6 ベランダ 福岡県

H21.04 紙屋中学校体育館改築建築主体工事 坂口建設㈱ RB-6 屋上 宮崎県

H21.04 紀北営業所建物診断による補修工事 鹿島建設㈱ RA-4 屋上笠木　架台廻り 和歌山県

H21.05 Ｐ－Ｒｈｙｔｈｍ（プリズム） 進和建設工業㈱ RB-6 庇 大阪府

H21.05 (仮称)ｴｲﾄｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ関西支社増築工事 アイサワ工業㈱ RB-6 バルコニー 大阪府

H21.05 (仮称)㈱カナモト大阪中央営業所新設工事 ㈱大林組 RB-5 便所 大阪府

H21.05 (仮称)稲荷マンション新築工事 鳳工業㈱ RB-6 パラペット　梁天端 大阪府

H21.05 泉北公明幼稚園増改築工事 ㈱大林組 RA-3 プール棟シャワー室 大阪府

H21.05 シティホール針中野 コーナン建設㈱ GRG ピット 大阪府

H21.05 (仮称)稲荷マンション新築工事 鳳工業㈱ GRG ＥＶピット 大阪府
H21.05 (仮称)宜野湾コンドミニアム計画新築工事 ㈱国場組 RB-6･7 バルコニー　廊下　屋根 沖縄県

H21.05 アンソレイユ・サンク改修工事 東京互光㈱ RA-4 RX ２,３階ベランダ･屋上 東京都

H21.05 ライオンズフォーシア早稲田新築工事 東鉄工業㈱ GR-B 汚水雑排水槽 東京都
H21.05 ダイエー川西店設備棟屋上防水改修工事 ㈱イチケン RA-4 屋上 兵庫県

H21.05 県立東はりま特別支援学校給食棟その他改修工事 松福建設㈱ RB-6 排気塔　トップライト　庇屋根 兵庫県

H21.05 タイガー魔法瓶塔屋屋上防水工事 日本ビルコ㈱ RB-6 塔屋屋上 北海道

H21.05 ダイアパレス北円山大規模修繕工事 札幌ペック㈱ RA-4 外部階段・ベランダ手摺 北海道



H21.05 オーベルジュ・サウステラス増改築工事 ㈱竹中工務店 RC-5 露天風呂浴槽 和歌山県

H21.05 住友金属工業㈱和歌山製鉄所新ｺｰｸｽ炉建築工事 清水建設･戸田建設JV RB-6 便所 和歌山県

H21.05 創価学会那賀会館昇降機設置及び増改修工事 三友工業㈱ RB-5 ＥＶピット 和歌山県

H21.05 オーベルジュ・サウステラス増改築工事 ㈱竹中工務店 RC-5 露天風呂浴槽 和歌山県

H21.06 (仮称)吹田・江の木町マンション新築工事 ㈱紙谷工務店 RA-3･4 廊下　溝　巾木 大阪府

H21.06 サンアルカス 高松建設㈱ RB-5･6 廊下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　ｴﾝﾄﾗﾝｽ屋根　他 大阪府

H21.06 ポアール・ジュベニール屋上防水工事 小島工務店 RB-6 屋上 大阪府

H21.06 (仮称)アルブラッド鷺洲新築工事 五洋建設㈱ RB-5 廊下　梁天　他　 大阪府

H21.06 高齢者向け優良賃貸住宅ぽぷら枚方公園新築工事 高松建設㈱ RB-5･6 廊下　階段　バルコニー　屋上庇 大阪府

H21.06 ｴｽﾊﾟｼｵ21　各階ﾊﾞﾙｺﾆｰ及び共用部補修工事 高松建設㈱ RA-4 ルーフバルコニー 大阪府

H21.06 (仮称)庄内東町・千原マンション増築工事 高松建設㈱ RB-5･6 ベランダ　廊下　屋上庇 大阪府

H21.06 (仮称)大阪曽根崎二丁目開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事 西松建設㈱ RB-5 便所 大阪府

H21.06 箕面ヒルズ ㈱鍛治田工務店 RA-4 RB-6 階段屋根　庇　共用廊下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　他 大阪府

H21.06 (仮称)吹田・江の木町マンション新築工事 ㈱紙谷工務店 GA-2 ＥＶピット 大阪府

H21.06 東洋プラザ都島南新築工事 日本建設㈱ GRG ＥＶピット 大阪府

H21.06 ネバーランド江坂江の木町 ㈱紙谷工務店 GA-2 ＥＶピット 大阪府

H21.06 (仮称)クボタ難波再開発本社地区改修工事 ㈱大林組 GRG 湧水ピット 大阪府

H21.06 プロパレス寝屋川フェルティール 名工建設㈱ GRG 受水槽 大阪府

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 ㈱大林組 GRG 消火水槽 湧水ﾋﾟｯﾄ 大阪府
H21.06 多目的交流イベントハウス屋上防水改修工事 マルイ建設工業㈱ RB-6 屋上　ＰＨ屋上 岐阜県

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

H21.06 ネオコーポ太秦 永和建設㈱ RB-6 マンホールパラペット 京都府

H21.06 プレジュール浦和防水改修工事 寺本建設㈱ RA-4 塔屋･屋上･５階屋根 埼玉県

H21.06 県立上総高等学校園芸畜産実験棟屋根防水工事 ヤマダ建設㈱ RB-6 ＲＣ屋根 千葉県

H21.06 ライフコミューン西葛西ベランダ防水工事 北野建設㈱ RA-4 ベランダ２Ｆ～７Ｆ 東京都

H21.06 サンクタス１０１０タワー 三井住友建設㈱ RB-5 ２,８階廊下･８階ﾊﾞﾙｺﾆｰ 東京都

H21.06 梅田８丁目マンション新築工事 清水建設㈱ GR-S 地下ピット 東京都
H21.06 富山地家簡裁庁舎耐震改修工事 兼六建設㈱ RB-6 梁上げ裏 富山県

H21.06 スコーレ東生駒　大規模修繕工事 三井住友建設㈱　 RB-6 庇 奈良県

H21.06 プレステ七番館大規模修繕工事 ㈱長谷工コミュニティ RA-4 庇　階段 奈良県

H21.06 アルファステイツ明石アヴェニュー 大末建設㈱ RB-5 廊下床　 兵庫県

H21.06 トーカロ㈱明石工場Ｈ棟新築工事 前田建設工業㈱ GRG 排水ピット 兵庫県

H21.06 里仁会興生総合病院移転新築工事 ㈱フジタ　 GRG 消火水槽 広島県
H21.06 大牟田詰所１６号屋根修繕 九鉄工業㈱ RB-6 屋根 福岡県

H21.06 吉田海運㈱福岡インター物流センター新築工事 五洋建設㈱ GR 貯水槽 福岡県

H21.06 クリオ中の島壱番館外部大規模修繕工事 札幌ペック㈱ RA-4 バルコニー･手摺天端･屋上 北海道

H21.06 日の出グランドハイツ外壁等改修工事 ＴＯＨＯ㈱札幌支店 RB-6 トランクルーム床・巾木 北海道



H21.06 三瀬谷小学校屋内プール施設改築工事 土屋・水谷ＪＶ RA-3 庇 三重県

H21.06 三瀬谷小学校屋内運動場改築工事 土屋・水谷ＪＶ RA-3 庇 三重県

H21.06 ケーズデンキ名張パワフル館新築工事 ㈱鴻池組 GRG 消火水槽 三重県

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

H21.06 紀伊福祉会　紀伊てまりの里　新築工事 野島･多喜JV GR 浴室 和歌山県

H21.06 (仮称)ケーズデンキ川辺パワフル館新築工事 ㈱土屋組 GRG 消火水槽 和歌山県

H21.06 ㈱ホタニ　桃山工場新築工事 ㈱丸山組 GRG 水槽 和歌山県
H21.07 川西内科外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 大阪府

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 ユニットハウス松原　用途変更・改修工事 藤井建設㈱ RB-5 浴室 大阪府

H21.07 キリンシティ東梅田店新装工事 ㈱タツミ建設 RB-5 厨房　便所 大阪府

H21.07 ㈱イチネンパーキングＯｎｅ　Ｐａｒｋ心斎橋 ㈱ナカノフドー建設 RB-5 便所 大阪府

H21.07 磯路クローバーハイツ　保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー　 大阪府

H21.07 八軒家浜賑わい施設(仮称)建設工事 ㈱森本組 RB-5 植込　ドライエリア溝 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 プリマベラ福島 高松建設㈱ RA-4 エントランス屋根　階段庇他 大阪府

H21.07 (仮称)サンテスト㈱　本社ビル新築工事 野村建設工業㈱ GRG 消火水槽 大阪府

H21.07 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ㈱ｴﾅｼﾞｰ社　住之江工場新築工事 ㈱大林組 GRG 消火水槽 大阪府

H21.07 大阪ガス淀川ビル東館新築外構整備 ㈱大林組 GRG ＥＶピット 大阪府

H21.07 エーシーエヌ京都御池ビル計画 ㈱大林組 GA-2 駐車場ピット 京都府
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 日本電産㈱滋賀技術開発センター新築工事 ㈱大林組 GA-2 ﾋﾟｯﾄ 外壁 EVﾋﾟｯﾄ 滋賀県

H21.07 エイム柏大規模修繕工事 建装工業㈱ RB-5 ３Ｆ廊下花壇 千葉県

H21.07 日航貨物ビル新事務棟新築工事（建築） ㈱銭高組 RB-5 二重壁内排水溝 千葉県

H21.07 (仮称)ヴォワール国府台店舗改修工事 京成建設㈱ RB-6 二重壁内側 千葉県

H21.07 ルネサンス東大和 朝日総合リビング㈱ RX ルーフバルコニー 東京都

H21.07 フォルム下北沢外壁その他大規模修繕工事 南海工業㈱ RA-3 ルーフバルコニー･バルコニー 東京都

H21.07 (仮称)上板橋１丁目 南海辰村建設㈱ GA-2 EVﾋﾟｯﾄ･防火水槽･雨水槽 東京都

H21.07 島忠８丁目マンション新築工事 清水建設㈱ GR-S 地下ピット 東京都
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 日之出博多ビル ㈱NIPPOｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RB-5 階段 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

H21.07 リアン西新 西鉄建設㈱ RA-3 階段　廊下　階段排水溝 福岡県

H21.07 和田池団地外壁改修工事 ㈱鈴幸建設 RA-4 屋根・庇 福島県

H21.07 ヴィザージュ麻生外壁等大規模修繕工事 日本ﾊｳｽﾞｲﾝｸﾞ㈱ RA-4 外部階段 北海道

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



H21.08 名鉄バス㈱　春日井営業所　新築工事 矢作建設工業㈱ RB-5 浴室 愛知県

H21.08 篠島小学校本校舎外壁改修工事 ㈱石黒組 RA-4 屋外階段 愛知県

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 ティアレ南芥川 高松建設㈱ RB-5･6 階段　廊下　バルコニー　庇　他 大阪府

H21.08 南船場秋山ビル 高松建設㈱ RA-3 階段 大阪府

H21.08 塔屋　防水工事 東急不動産管理㈱ RB-6 塔屋 大阪府

H21.08 ㈱瀧原工業　屋上防水修繕工事 ㈱北梅組 RB-6 屋上 大阪府

H21.08 寿総合印刷㈱高井田工場　耐震補強その他工事 淺沼組 RA-3 便所 大阪府

H21.08 ＶＥＲＤＥ　ＰＡＴＩＯ　新築工事 高松建設㈱ RB-5･6 階段　廊下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　庇　他 大阪府

H21.08 (仮称)アパホテル＜堺駅前＞新築工事 ㈱大林組 GA-2 消火水槽 EVﾋﾟｯﾄ 大阪府

H21.08 サンクタス湯河原ラ･ヴュー新築工事 真柄建設㈱ GA-2 防火水槽 神奈川県
H21.08 タジミ第一病院新築工事 ㈱土屋組・㈱吉川組ＪＶ RB-5 2階光庭 岐阜県

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

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 ホンダロジスティック 清水建設㈱ GR-S 消火水槽 埼玉県

H21.08 そうしんホール青梅屋上改修工事 三井住友建設㈱ RB-6 階段室屋上 東京都

H21.08 日比谷花壇公園売店新築工事 清水建設㈱ GR-S 消火水槽･防火水槽 東京都

H21.08 豊洲５丁目プロジェクト 清水建設㈱ GR-S 地下ピット 東京都

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㈱ GR-SW･GR-S 花壇　水槽 東京都
H21.08 (仮称)えがお会ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ･ｼｮｰﾄｽﾃｨ新築工事 ㈱パナホーム北関東 RB-5 浴室 栃木県
H21.08 三田学園(100周年記念事業)施設整備工事 佐藤工業㈱ RA-4 庇　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ　屋外階段・廊下 兵庫県

H21.08 (仮称)阪神内燃機工業㈱海岸工場建設工事 五洋建設㈱ GRG 消火水槽 兵庫県
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 橘通西三丁目地区再開発 戸田・志多ＪＶ GA-2 ESC･EVﾋﾟｯﾄ 消火水槽　 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
H21.08 おのみなと幼稚園B棟（西館）改修工事 三友工業㈱ RB-5 便所 和歌山県

H21.09 プレシアスコート　テラスＡ 矢作建設工業㈱ GR 擁壁部 愛知県
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 美原総合スポーツ施設建設工事 土屋・木綿麻ＪＶ RA-3･4 エントランスホール　階段　他 大阪府

H21.09 ラルク・アン・シェル外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー 大阪府

H21.09 (仮称)ｺｽﾓｽｸｴｱPJ南敷地ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ新設工事 五洋建設㈱ RA-3 床 大阪府

H21.09 大体大浪商高校・付属中学校本館改修工事 大成建設㈱ RA-4 屋上テスリ壁 大阪府

H21.09 いいなダイニング十三工場建替工事 ㈱イチケン GRG･GR-C EVﾋﾟｯﾄ DWﾋﾟｯﾄ 消火水槽 大阪府

H21.09 (仮称)介護老人保健施設ペガサス新築工事 ㈱フジタ GRG EVﾋﾟｯﾄ 消火水槽 大阪府
H21.09 チャームスイート京都桂川新築工事 高松建設㈱ RB-6 屋上ＰＳ　空調機基礎　 京都府



H21.09 田中義織物株式会社 奥田組 RB-6 ベランダ 京都府

H21.09 花背小中学校校舎・屋内運動場増築改修工事 ㈱岡野組 GRG 井水貯水槽 消火水槽 京都府

H21.09 館林システムセンタ新棟建設工事の内、建築工事 清水建設㈱ GR-A 水槽 群馬県
H21.09 常盤小学校トイレ改修工事 ㈱千商 RB-5 便所 滋賀県

H21.09 県立三刀屋高等学校昇降口屋根防水改修工事 梅木建設㈱ RA-4 昇降口屋根 島根県

H21.09 鉄鋼通り２０１作業所事務所棟屋上防水等補修工事 京成建設㈱ RB-6 ２Ｆ屋根 千葉県

H21.09 東伊興小学校外装改修工事 白谷建設㈱ RA-4 パラペット 東京都

H21.09 町屋グリーンマンション屋上改修工事 東京互光㈱ RX RB-6 屋上・立上り 東京都

H21.09 KKRﾎﾃﾙ中目黒本館別館改修工事 京急建設㈱ RA-3 渡り廊下外壁 東京都

H21.09 (仮称)社会福祉法人福陽会高齢者専用賃貸住宅新築工事 菊地建設㈱ GA-2 地下外壁 東京都
H21.09 エクセル山本外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー 兵庫県

H21.09 三菱電機㈱　三田製作所Ｃ１０１棟建築工事 ㈱ピーエス三菱 GR EVﾋﾟｯﾄ 防火水槽 兵庫県

H21.09 富士中学校センター校移設整備工事 柄谷・堂本ＪＶ GRG ＥＶピット 兵庫県
H21.09 基礎工学実験室防水修理 ㈱平田組 RB-6 屋上 広島県

H21.09 ホテルオリーブ宴会場（吉祥）改装工事 矢作建設工業㈱ RB-6 屋根 三重県

H21.09 防災備蓄倉庫等整備事業建設工事 ㈱山口鉄工建設 RB-5 2Ｆポーチ床 宮崎県

H21.09 防災備蓄倉庫等整備事業建設工事 ㈱山口鉄工建設 GA-2 ＧＬ下外壁 宮崎県
H21.09 むくのき施設移転に伴う改修工事 三友工業㈱ RB-5 便所 和歌山県

H21.10 世界心道教教習所兼教職舎外壁改修工事 ㈱コンステック RA-4 ベランダ 愛知県

H21.10 赤井ビル屋上防水工事 ㈱旭地建 RB-5 屋上 大阪府

H21.10 CASA京橋新築工事 ㈱松村組 RA-4 庇　パラペット天端　共用溝 大阪府

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 野崎青少年教育センター外壁塗装工事 ㈱谷口建設 RA-4 建具面台 大阪府

H21.10 東興石橋マンション屋上防水改修工事 大庄建設㈱ RB-6 RX 屋上 大阪府

H21.10 エバーグリーン住吉大規模改修工事 ㈱太陽建設 RA-4 ベランダ　廊下 大阪府

H21.10 大阪府営苅田住宅民活プロジェクト 大末･志眞･森長JV GA-2 ＥＶピット 大阪府

H21.10 日本空調サービス大阪支店ビル新築工事 ㈱大林組 GA-2 ＥＶピット 大阪府

H21.10 変電室新築その他整備工事 ㈱大林組 GRG 地下外壁 大阪府

H21.10 三洋電機㈱ソーラー事業部　二色の浜工場 ㈱錢高組 GRG 水槽 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 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 ｍ．ａ．ｐ　新築工事 ㈱下岡建設 RA-3 ルーフバルコニー 京都府

H21.10 フローラみずほ大規模改修工事 大成ユーレック㈱ RB-6 廊下側溝 京都府

H21.10 ｍ．ａ．ｐ　新築工事 ㈱下岡建設 GA-2 池 京都府
H21.10 ＭＰＩ－山東７Ｄ建設工事 大成建設㈱ RB-5 ＩＬＣピット 滋賀県

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 積水化学工業㈱滋賀水口工場　Ｄ400増築工事 ㈱大林組 GRG 消火水槽 滋賀県



H21.10 ｋｅｎｔ　Ｐｌａｚａ　新築工事 清水建設㈱ GA-2 消火水槽 滋賀県

H21.10 千葉ニュータウン みずほ銀行 清水建設㈱ GR-S 地下ピット 千葉県

H21.10 AMEMIYA RESIDENCE新築工事 横沢建設㈱ RA-3 バルコニー・バスコート 東京都

H21.10 (仮称)プレリー八重洲ビル新築工事 大成建設㈱ GA-2･GR-D EVﾋﾟｯﾄ･汚水増･雑排水槽 東京都
H21.10 調布市し尿処理施設及び粗大ｺﾞﾐｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ他新築工事 林建設㈱ GR-Cｸﾛｽ無し し尿処理ﾋﾟｯﾄ・雑排水槽 東京都

H21.10 四番町パレスビューマンション 清水建設㈱ GR-S EVﾋﾟｯﾄ･水槽 東京都

H21.10 城下保育園保育棟ｱｽﾌｧﾙﾄ防水樋改修工事 柳屋建設㈱ RB-6 樋 長野県

H21.10 国際文化カレッジ軽井沢新築工事 清水建設㈱ GR-SW 地下外壁 長野県
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

H21.10 (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 GRG EVﾋﾟｯﾄ 消火水槽 奈良県
H21.10 西宮名塩東山ｸﾞﾘｰﾝﾏﾝｼｮﾝ大規模修繕工事 矢作建設工業㈱ RB-6 テラス 兵庫県

H21.10 スールＧ外壁改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 兵庫県

H21.10 メゾンドルチェ外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 兵庫県

H21.10 ﾄﾞｺﾓ広島商工ﾋﾞﾙ内装整備その他工事（本体） ㈱大林組 ACE 5階床 広島県

H21.10 ももち第２熟源センター防水層修繕工事 ㈱竹中工務店 RB-6 B3F ＥＶ機械室上部ＯＡシャフト 福岡県

H21.10 エクセルシオール南郷南大規模修繕工事 岩田地崎建設㈱ RA-4 外部階段床 北海道
H21.10 安楽川小学校校舎改築工事 ㈱森本組 RA-3･4 ベランダ　屋外階段　庇　ハト小屋　他和歌山県

H21.10 (仮称)和歌山計画２００９新築工事 ㈱イチケン GRG 消火水槽 和歌山県
H21.11 シティサンフラワー屋上防水改修工事 木内建設㈱ RX 屋上　床　パラペット 愛知県

H21.11 (仮称)特別養護老人ホームさくら新築工事 ㈱三共建設 RB-5 バルコニー 茨城県
H21.11 堺市化学工業団地協同組合外壁改修工事 前田建設工業㈱ RA-4 庇　パラペット 大阪府

H21.11 ソレイユ中崎新築工事 高松建設 RB-5･6 庇　ENT屋根　設備基礎　バルコニー 大阪府

H21.11 クレアガーデン高槻プレミアム ㈱鍛治田工務店 RA-3 廊下ＡＬＣ取合　小庇　打継部 大阪府

H21.11 南港住宅1号館外壁改修その他工事 弓岡建設㈱ RA-4 バルコニー　側溝 大阪府

H21.11 アイディリック白鷺　外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 大阪府

H21.11 パークホームズ茨木西駅前町 大末建設㈱ RB-5 共用廊下 大阪府

H21.11 ﾘｳﾞｨｴｰﾙ ﾀｶﾗ外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー 大阪府

H21.11 大阪府営岸和田下池田住宅民活プロジェクト 奥村組共同企業体 GA-2･GRG 受水槽 EVﾋﾟｯﾄ 大阪府

H21.11 (仮称)㈱大阪螺子製作所本社新Ｆ棟新築工事 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 GRG 消火水槽 大阪府

H21.11 ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾏﾝｼｮﾝ小田原壱番館大規模修繕工事 安藤建設㈱ RA-4 階段室 神奈川
H21.11 相模湖藤野ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ大規模修繕工事 三洋リフォーム㈱ RA-4 ﾊﾞﾙｺﾆｰ･階段床･側溝･巾木･小庇･他 神奈川

H21.11 本牧第二工場改修工事 菱重ｴｽﾃｰﾄ㈱･戸田建設㈱ GR-A ＺＹピット 神奈川県
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 ペットランドミクニ精華台店新築工事 村本建設㈱ RB-5 屋外プール 京都府

H21.11 介護付有料老人ホーム 宝木荘 ㈱パナホーム 北関東 RB-5 浴室 栃木県
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 エイジングコート有馬新築工事 西松建設㈱ RB-5 ＬＦ　厨房 兵庫県

H21.11 メゾンドーレ野間南外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー 兵庫県

H21.11 Ashiya Grotto 新築工事 日本建設 RB-5 テラス 兵庫県

H21.11 メイツ塚口レジアンス ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ GA-2 消火水槽 EVﾋﾟｯﾄ 兵庫県

H21.11 ㈱築港　遠矢浜第３倉庫新築工事 東亜建設工業㈱ GRG 消火設備ピット 兵庫県
H21.11 北九州地区・赤熊寮１０年定期保守工事 ㈱佐伯建設 RA-4 バルコニー　玄関屋根 福岡県

H21.11 銀水便所外壁他修繕 九鉄工業㈱　 RB-6 屋上 福岡県

H21.11 北九州キリスト教会新築工事 ㈱岩堀工務店 RB-5 洗礼槽 福岡県

H21.11 モンレーブ新道東外部改修工事 ＴＯＨＯ㈱札幌支店 RB-6 屋上 北海道
H21.12 コーポラス寺内 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 大阪府

H21.12 (仮称)大阪自動車学校協会会館新築工事 大和ハウス工業㈱ RB-5 便所 大阪府

H21.12 ラフィネ清水新築工事 高松建設㈱ RB-5･6 外壁　屋上庇　ENT屋根　他 大阪府

H21.12 秀幸ビル ㈱掛谷工務店 RB-6 屋上 大阪府

H21.12 松園山竹林寺移転新築工事 ㈱大林組 RA-4 ベランダ　庇 大阪府

H21.12 グランアッシュ豊中　ゼスタ ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RA-3 RB-5･6 外部階段　開放廊下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　他 大阪府

H21.12 守口ﾐｯﾄﾞｻｲﾄ文禄ﾋﾙｽﾞ　ｻﾞ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ新築工事 大末建設㈱ GA-2 立駐ﾋﾟｯﾄ 貯留･調整槽 大阪府

H21.12 (仮称)金井ビル新築工事 高松建設㈱ GRG 排水槽 大阪府

H21.12 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ㈱ｴﾅｼﾞｰ社住之江工場新築（Ａ棟） ㈱大林組 GRG 消火水槽 大阪府

H21.12 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ㈱ｴﾅｼﾞｰ社住之江工場新築（Ｄ棟） ㈱大林組 GRG 消火水槽 消化回収水槽 大阪府
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 戸塚共立ステーションクリニック新設工事 村本建設㈱ RB-5･6 透析室･透折機械室 神奈川
H21.12 シンフォニー伏見東大規模修繕工事 ㈱田中工務店 RA-4 ベランダ 京都府

H21.12 千春会　ﾊｲﾊﾟｰｻｰﾐｱｸﾘﾆｯｸ新設工事 ㈱ミラノ工務店 RA-4 側溝 京都府

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

H21.12 岩蔵の郷サテライト特養ユニティ長谷新築工事 ㈱下岡建設 GA-2 防火水槽 京都府

H21.12 スクエアービレッジ外壁改修工事 ㈱新藤組 RB-6 屋上 埼玉県

H21.12 越谷スカイハイツＡ棟・Ｂ棟屋外階段改修工事 東京互光㈱ RA-4 RB-6 踊り場・階段･踊り場際 埼玉県

H21.12 東洋大学川越キャンパス７号館新築工事 清水建設㈱ 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㈱ RB-5 １Ｆ 駐車場発券機置き場 東京都

H21.12 (仮称)ルフォン富士見台建設工事 ㈱淺沼組 GA-2 消化水槽･EVﾋﾟｯﾄ 東京都
H21.12 サンクタスガーデン北千住 ｵﾘｯｸｽ不動産㈱･三井住友建設 GRG 防火水槽･雨水貯留槽･他 東京都
H21.12 (仮称)新ロッテプラザ計画 大成建設㈱ 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

H21.12 西澤病院東棟増築工事 吉川建設㈱ GA-2 防火水槽･EVﾋﾟｯﾄ 長野県

H21.12 大同薬品工業㈱　開発工事 ㈱鍛治田工務店 GRG 消火水槽 奈良県
H21.12 ケーキハウスショウタニ武庫之荘店　新築工事 日本建設 RB-6 屋上設備基礎 兵庫県

H21.12 ㈱朝日オリコミ大阪神戸新拠点新築工事 大和ハウス工業㈱ RB-5 便所 兵庫県

H21.12 (仮称)西宮北口奥村ビル新築工事 ㈱大林組 GRG 消火水槽 兵庫県



H21.12 広島カトリック教会向原教会改修工事 ㈱中国設備工業 RB-6 屋上 広島県

H21.12 新井ビル外壁等改修工事 戸田建設㈱ RA-4 バルコニー 広島県

H21.12 広島府中町建替工事［Ⅰ期工事］ 大和ハウス工業㈱ GRG 消火水槽 広島県
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


