
年月日 工事名称（現場名） 建設会社名 工法 施　工　箇　所 都道府県

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

H16.01 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 県立前橋東高等学校特別教室棟他改修建築工事 池下工業㈱ RB-5・6 ベランダ・内部 群馬県

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 コスモ浦和フェアステージ４階共用廊下(屋上)防水工事 ㈱セントラル工業 RB-6 屋上･共用廊下 埼玉県

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 習志野台セントラルマンション大規模修繕工事 竹内塗装㈱ RA-4 ベランダ 千葉県

H16.01 ジュネシオン竜泉改修工事 ㈱モアー RB-6 庇･屋根 東京都

H16.01 グローリア初穂桜台Ⅱ大規模修繕工事 建設塗装工業㈱ RA-3・RB-6 手摺笠木・塔屋屋上 東京都

H16.01 ローラン姪浜大規模修繕工事 アーサーヒューマネット㈱ RA-4 階段　床 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

H16.02 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 福泉中央小学校給食調理場改築外工事 ㈱峯工務店 RB-5 庇 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 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 あじさい会館玄関庇部補修工事 ㈲ビルメンマツモト RB-6 玄関庇部 神奈川県

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

H16.02 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 三石ビル屋上防水改修工事 ㈲多摩防水工業 RB-6 屋上 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 市民福祉会館改修工事（外壁改修工事） 関西住建㈱ RB-6 階段　笠木　面台 広島県

H16.02 寺戸公舎２号館（他３棟）外壁改修工事 ㈱三恵ハウジング RB-6 屋上 広島県

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 桑名庁舎機械室屋上防水補修工事 大勢メンテナンス　宮崎工務店 RB-6 屋上 三重県

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

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

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

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

H16.03 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
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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 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 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 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 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

H16.04 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 ゴールド工業㈱本社工場改修工事 中原工業㈱ RA-4 機械室　玄関庇 大阪府

H16.04 住吉住宅（６号館）屋上整備工事 大山工業㈱ RB-6 庇　架台天端 大阪府

H16.04 大阪婦人子供服会館屋上防水改修工事 東洋ビルメンテナンス㈱ RB-6 塔屋屋上　バルコニー 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 南都工業株式会社本社社屋改修工事 ㈲清水建装工業 RB-6 トイレ 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 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 南平台セントラルハイツ外壁主体他大規模修繕工事 ﾌｼﾞﾐﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ㈱ RC-5 テラス･ルーフバルコニー 東京都

H16.04 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 アサヒハイツ六甲一王山大規模修繕工事 ㈱ｱｻﾋﾍﾟﾝﾎｰﾑｲﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ RA-4 ベランダ 兵庫県

H16.04 ヴェルシャトー光町屋上防水工事 ビルックス㈱ RB-6 屋上笠木　道路屋上 広島県

H16.04 ネオハイツ天神大規模改修工事 総合システム管理㈱ RA-4 庇 福岡県

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

H16.05 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 石垣港貨物屋上 GRG 水槽内 沖縄県

H16.05 小島邸 ㈱大山組 GRG ベランダ、庇 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 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 東京都清瀬療護園　リネン室屋上防水改修工事 城北防水工業㈱ RB-6 屋上 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 イトーピア渋谷桜ヶ丘屋上防水その他改修工事 ㈱ピーテック RB-6 屋上 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 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 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 小野木病院改修工事 鹿島建設㈱ RA-4 ベランダ 福島県

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

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

H16.06 多摩川ハイム１号棟階段床改修工事 ㈱丸高工業 RA-4 階段室･手摺笠木 東京都

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 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 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 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 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 コンフォート・プラン改修工事 ㈲林檎舎 RB-6 陸屋根 鹿児島県

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 エトワール長岡京改修工事 昭和工事㈱ RB-6 屋上 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 カサデノルテ山口屋上防水改修工事 右京工務店 RB-6 屋上　塔屋 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 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 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 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 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 ＩＮＡＸ榎木戸工場改修工事 ＩＮＡＸビルサービス㈱ RB-6 屋根 愛知県

H16.08 山代ギフトショップ（シャディサラダ館）ベランダ防水工事 ㈲ダスコン RA-4 ベランダ 石川県



H16.08 岡島興業㈱屋上防水工事 中村防水工業所 RB-6 屋上 大阪府

H16.08 交野市立倉治・長宝寺・旭小学校外壁改修工事 河本興業㈱ RA-4 庇　土間等 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 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 金井興業㈱社屋防水改修工事 三原工業㈱ RB-6 屋上･塔屋 群馬県

H16.08 新所沢空ビル(桐杏学園)防水改修工事 ㈱ハウスクリニック RB-6 屋上 埼玉県

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 メゾン桜沢　２Ｆベランダ防水工事 ㈲多摩防水工業 RB-6 ベランダ 東京都

H16.08 タイムズコーポ成増大規模修繕工事 建設塗装工業㈱ RB-5 ﾊﾞﾙｺﾆｰ腰壁笠木･天端 他 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 東灘コーストアベニュー弐番館屋上防水改修及び補修工事 日東化建㈱ RA-4 屋上笠木天端　庇天端 兵庫県

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 柳河内現場ベランダ防水改修工事 ㈲ファミリー RB-6 ベランダ部 福岡県

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 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)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 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 ハイネス椙本屋上防水改修工事 ㈲ｸﾞﾘﾀｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RB-6 屋上 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 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 シティーハイツ岡本屋上改修工事 ㈱雅 RB-5 屋上　PH 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 郡山市立穂積小学校校舎外壁防水工事 日計産商㈱ RB-6 陸屋根 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 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 伊賀町立霊峰中学校大規模改造工事 太田建材㈱ RA-4 笠木天端　見付　庇 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 中研棟ＰＨ屋上防水工事 ㈱前田組 RB-6 ＰＨ屋上 大阪府

H16.10 倉敷市営名田団地屋上防水改修工事 ㈱中国一高商会 RA-4 庇 岡山県

H16.10 第一ハマダビル屋上防水工事 ㈱カタヤマ RA-4 屋根･笠木 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 マンション藤屋上及びバルコニー防水改修工事 ㈱ヤマゴ RA-4 バルコニー 京都府

H16.10 カサデノルテ山口屋上防水改修工事 右京工務店 RB-6 屋上　塔屋 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 泉原東集会所 北和リフォーム RB-6 バルコニー 奈良県

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 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

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

H16.11 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 晴美台Ｃ団地外壁改修・内部鉄部塗装替工事 大成土木興業㈱ RA-4 大庇　小庇　面台 大阪府

H16.11 京都市立常盤野小学校庇（４ヶ所）修繕 ㈱清井設計工務 RB-6 庇 京都府

H16.11 京都市産業技術研究所繊維技術センター修繕工事 ㈱シティーコンダクト RB-6 ペントハウス屋上 京都府

H16.11 株式会社杉原商会本屋改修工事 ㈱創美建築企画 RB-6 ベランダ 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 マルモトビル外部改修工事 ㈲多摩防水工業 RB-6 ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ・ﾙｰﾌﾊﾞﾙｺﾆｰ・屋上 東京都

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 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 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 天理市庁舎屋上防水改修 RB-6 屋上 奈良県

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

H16.11 「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

H16.12 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 ドムール松原改修工事 イツワエ工業㈱ RA-4 ベランダ 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 中谷ハイツ防水工事 ㈱ﾊｳｽｸﾘﾆｯｸ ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱｰﾄ21 RB-6 屋上 神奈川県

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 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 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 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 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 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 菊谷ハイツ屋上防水工事 大和技研㈱ RX 屋上 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 カバヤ食品㈱福岡支店屋上改修工事 ㈲中村建築工房 RB-6 屋上 福岡県

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

H16.12 ＪＡえびの市真幸支所理美容施設台風災害補修工事 ㈲山之口工務店 RB-6 屋根 宮崎県

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

H17.01 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 京都市洛西東竹の里市営住宅修繕工事 ㈱ベイス RA-4 高架水槽架台　ハト小屋 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 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 サンヴィラ東灘改修工事 ㈱ゆめや RA-4 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 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 県営向東住宅3号館外壁改修工事 ㈱川一 RA-4 バルコニー　階段庇 広島県

H17.01 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 高田教育集会所屋根防水補修工事 アオケン㈱ RB-6 庇 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 諸口北住宅（３号館）屋上防水改修工事 ㈱松下克商店 RB-6 パラペット　架台廻り 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 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 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 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 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 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 兵庫税務署外壁改修その他工事 大阪塗工㈱ RB-5 階段室屋上 兵庫県

H17.02 吉川精密㈱陸屋根防水工事 科研化成㈱ RB-6 工場陸屋根 福岡県

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

H17.03 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 御幣島東住宅（２号館）屋上防水改修工事 ㈱ハマプルーフ RB-6 庇 大阪府

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 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 スカイヒルズ野呂防水改修工事 ㈲多摩防水工業 RB-6 屋上 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 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 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 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 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

H17.04 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 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 高山市立松倉中学校バルコニー防水改修工事 カネヨシ商事㈱ RB-6 バルコニー　床　ベランダ 岐阜県

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 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 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 イーストコート三成ビル ベランダ防水工事 ㈱ハウザー RA-4 ベランダ 東京都

H17.04 大町マンション屋上防水工事 ㈲ﾋﾞｰ･ﾕｰ･ｴﾑ RB-6 屋上 東京都

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 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 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 みやこの苑屋根防水改修工事 ㈲船津工務店 RB-6 勾配屋根部 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 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

H17.05 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 名東消防署燃料倉庫屋上防水改修工事 中京塗装㈱ RB-6 屋上・庇・笠木 愛知県

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 ＳＫパレス道頓大規模改修工事 旭技建㈱ RB-6 塔屋・屋上 大阪府

H17.05 戸張住設ビル改修工事 桜井板金 RB-6 斜壁 埼玉県

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 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 株式会社豊文堂防水工事 ㈲高橋建装 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 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 ウエスハイリビング改修工事 ㈲ｸﾞﾘﾀｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RA-4・RB-6 ベランダ･屋上 東京都

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 ＨＯＣ緑井ビル屋上防水工事 ㈲シーエス工業 RB-6 屋上 広島県

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

H17.06 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 第２泰山ハイツ外壁改修工事 日東化建㈱ RA-4・RB-6 庇　パラペット　階段室屋上 大阪府

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 小鳩園雨漏りに伴う防水改修工事 ㈲吉田技研工業 RB-6 屋上 埼玉県

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 ＫＳビル補修工事 ㈲サンオアシス RB-6 屋上 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 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 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 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

H17.07 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 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 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 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 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 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 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 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 上田内科改築工事 ㈱丸山組 RA-4 庇 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 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 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 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 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 野洲市役所分庁舎雨漏（屋上機械室 他）修繕 ㈱サワヤマ RA-4 屋上パラペット 滋賀県

H17.08 アプレシオ 八王子駅前店内装工事 ㈱環境デザイン RB-5 厨房 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 野島ビル屋上改修工事 ㈲ブルーペイント RB-6 屋上 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 ヨシノ産業㈱ビル修繕工事 ㈱サンゼオン RB-6 屋上　塔屋屋上　バルコニー 広島県

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

H17.09 長谷川邸屋上防水工事 ㈱アトコ RX 屋上 愛知県

H17.09 三菱マテリアル岩手工場サイロ屋上防水改修工事 ㈲大内建設 RB-6 屋上 岩手県

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 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 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 平成１７年度 吉岡町役場庁舎屋上改修及び防水補修工事 RB-6 屋上 群馬県

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 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 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

H17.10 昭和グランドハイツ桜ノ宮 ㈲吉田建装 RB-6 屋上 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 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 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 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 花ふさ改修工事 ＮＤＹ建装 RX 屋上 京都府

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 柳川市立矢ヶ部小学校営繕工事 ㈲友添建設 RB-6 ＰＨ　屋根 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 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 松下三井団地（１棟）改修工事 石原塗装店 RB-6 屋上 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 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 佐々木信行邸屋上改修工事 ㈲フジムラ建築事務所 RA-4・RX 屋根　ベランダ 岡山県

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 神岡振興事務所庁舎屋上防水改修工事 ㈲鈴木工務店 RB-6 屋上 岐阜県

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 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 シャローム大塚北・西外壁修繕工事 ｼﾝﾖｰ･ｻﾝﾜﾃｸﾉｽ㈱ RB-6 北･西面斜壁 東京都

H17.11 グリーンヒルズ田賀バルコニー防水工事 ㈲アルミック 神奈川 RA-4 バルコニー 東京都

H17.11 富岡ハイツ外壁改修工事 ㈲戸田工務店 RB-6 屋上･南面斜壁･ﾊﾞﾙｺﾆｰ 東京都

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 グリーンウェル宝塚バルコニー防水工事 エムテクノ㈱ RA-4 バルコニー 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 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 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

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

H17.12 松下三井団地（３・４棟）改修工事 石原塗装店 RB-6 屋上 大阪府

H17.12 桜井第１ヒルサイドハイツＢ棟 ㈲ハウスプラニング RB-6 屋上 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 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 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 市営住宅入沢団地１号棟屋上防水改修工事 茂木建工㈲ RB-6 屋上 群馬県

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

H17.12 本山マンションベランダ防水工事 服部防水 RB-6 ベランダ 東京都

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 トーカンマンション青砥大規模修繕工事 三平リフォーム㈱ RB-6 屋上 東京都

H17.12 阿南市葬祭場改修工事のうち建築工事 ㈲加藤建設 RA-3 便所 徳島県

H17.12 ステイツ野村山陽園改修工事 ㈱合人社計画研究所 RB-6 屋根 広島県

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 エクレール桜台大規模改修工事 ㈱マベック RA-4 塔屋屋根防水 福岡県
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 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 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 瑞浪市営住宅屋根防水改修工事 中部瀝青㈱ RA-4 庇部 岐阜県
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 エクステ東松戸外壁等大規模修繕工事 ㈱Ｊ･ＣＯＭＳ RA-4 屋上斜壁 千葉県

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 虎ノ門ワイコービル大規模修繕工事 ケーアンドイー㈱ RA-4 西面 東京都

H18.01 御所浄水場高区浄水池修繕工事 RB-6 屋上 奈良県

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 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 平成１７年度清流荘屋根防水工事 向陽化工㈱ RB-6 屋上・パラペット 宮崎県

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 オーパスワンＷＥＳＴ改修工事 ㈱エクセレント RB-6 屋上･塔屋 神奈川県

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 京都市辰巳市営住宅整備工事ただし、２棟屋上改修工事 ㈱興亜 RB-6 パラペット　各種基礎　受水槽屋上 京都府
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 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 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 エイルスクエア香住ヶ丘東専用部．共用部改修工事 ㈲ナカムラ建工 RB-6 パラペット部　バルコニー庇天端 福岡県

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 大桐住宅（５号館）屋上防水改修工事 ㈱ハマキャスト RB-6 パラペット　架台 大阪府

H18.03 大阪府立大学Ａ１０棟第２期屋根改修工事 ヤマト工業㈱ RA-4 庇 大阪府

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 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 パールハイツ羽村 ㈲ｸﾞﾘﾀｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RA-4・RB-5 ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ･廊下･屋上 東京都

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 多以良地区防火水槽 ㈲村上建設工業 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 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 高松町営住宅外壁改修（３号棟）工事 ㈲大地工務店 RB-6 ベランダ　バルコニー 福岡県

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 Ｔステージ五ケ丘大規模修繕工事 トヨタすまいるライフ㈱ RA-4 一般バルコニー 愛知県

H18.04 ガーシンハイツ大久保改修工事 ㈲オクト建築工房 RA-4 廊下屋上屋根　階段室屋根 大阪府

H18.04 くいだおれ道頓堀屋上防水工事 RB-6 屋上 大阪府

H18.04 河内柏原公共職業安定所・外壁改修工事 ㈱國輝 RA-4 自転車置場 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 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 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 上多度小学校特別教室棟１階屋根防水改修工事 久保寺商店 RA-4 パラペット 岐阜県

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 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 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

H18.05 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 株式会社ホットスタッフコーポレーション大阪支店改修工事 関西共栄商事㈱ 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 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 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 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 シャトーレ井野・メゾン井野屋上防水改修工事 ﾄﾐｵﾒﾝﾃﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ RX 屋上 東京都

H18.05 芦屋パークマンション修繕工事（防水工事） 高分子㈱ RB-6 屋上　塔屋　パラペット 兵庫県

H18.05 県立高砂南高等学校特別教室棟他屋上防水改修工事 ㈱モア RA-4 屋上笠木 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

H18.06 四観音住宅外装修繕工事 乃一塗装工業㈱ RA-4 手摺　笠木天端 愛知県

H18.06 ＫＩＢ屋上防水改修工事 ㈲岩上住宅 RB-6 屋上　ベランダ 石川県

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 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 ヴィラージュ日吉外部改修工事（平成１８年度） ㈱古橋建築企画研究所 RA-3 階段廊下の手摺り壁、巾木溝 神奈川県

H18.06 市営住宅旭ヶ丘第２団地（簡２）屋根防水改修工事 ㈲ノア RA-4 庇 岐阜県

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 コーポ渡辺 ㈲ｸﾞﾘﾀｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RA-4 ベランダ 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 共栄町田ビル外装修繕工事 ㈱ﾄｰﾀﾙ･ｵﾌｨｽ･ﾑｶｲ RX ルーフバルコニー 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 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 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 アーバン片野外壁改修工事 ㈱中園　高鶴産業 RA-4・RB-6 バルコニー床　廊下側溝 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

H18.07 市営大安第一住宅防水改修工事 ㈱キタイセ RA-4・RB-6 屋根 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 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 メゾン千里山屋上防水工事 ㈱アパマン RB-6 屋上 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 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 ゆりかご保育園屋上防水改修工事 ㈱マス井工業 RB-6 屋上　笠木 岐阜県

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 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 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 影森中学校屋上防水工事 東京塗装㈱ RX 屋上 埼玉県

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 葛城山ロープウェイ（山麓駅舎）屋上防水改修工事 ㈲イシイテクノ RB-6 屋上･ベランダ 静岡県

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 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 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

H18.07 アルファコスモベランダ床防水他塗装工事 ｾｰﾌﾃｨ仮設機材ﾘﾌｫｰﾑ事業部 RB-6 ベランダ床 北海道

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 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 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 ロマネスク健軍第２大規模改修工事 ㈱丸美 RA-4・RB-6 屋根　塔屋　溝 熊本県

H18.08 柏木内科医院屋上防水改修工事 ㈲三洋建材 RB-6 塔屋 滋賀県

H18.08 議事堂別館屋上防水工事 ㈲進和防水工業 RA-4 屋上立上り 島根県

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 みずほ銀行新宿ミドルオフィス改装工事Ｂ１Ｆトイレ改装工事 ㈱小田急百貨店 RA-3 トイレ 東京都

H18.08 桂ビル屋上防水改修工事 ㈲山陽特殊工事 RA-4・RB-6 屋上　笠木 広島県



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 荒川中学校庇防水工事 オーロン物産㈱ RA-4 庇 和歌山県

H18.09 荘苑山脇町外壁等改修工事 荘苑管理 RA-4 バルコニー 愛知県

H18.09 大日町　田中コーポ ㈱シノケン RB-5 通路、階段 愛知県

H18.09 株式会社エム・サトウ防水工事 ヒロテック中野 RX 屋上陸屋根部 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 岸和田市立久米田中学校改修工事 ㈲ダイサン建設 RA-4 外部　梁　天端 大阪府

H18.09 八幸ビル屋上ベランダ防水改修工事 ㈱ワークシード RB-5 トイレ 大阪府

H18.09 青墓小学校北舎南面外壁改修ほか工事 ㈱倉望工業 RA-4 バルコニー 岐阜県

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 住友緑ハイツ ㈱ヤナ･コーポレーション RX 屋上 埼玉県

H18.09 八街保育園改修工事 ㈱海宝製作所 RA-4 庇屋根 千葉県

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 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 倉吉東高等学校屋上防水改修工事 井戸垣産業㈱ RA-4 屋上パラペット 鳥取県

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 大阪府営岸和田治米住宅第２期屋上防水層改修工事（第３工区） ㈲ユウキ RB-6 アンテナ架台 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 岡部利秀邸防水補修工事 ㈲リフォルムデザイン RX 屋上 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 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 社会福祉法人愛弘会 若葉寮ベランダ防水工事 RB-6 ベランダ 埼玉県

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 琵琶湖グランドホテル東館３Ｆベランダ防水工事 カパルア・ホーム RB-6 庇 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 ２００６年度サンストリート亀戸改修工事 グリーンブライア㈲ RA-4 屋上 東京都

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 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 和敬寮２００６年度屋根防水改修工事 ㈲マツオカ RB-6 屋根 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 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 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 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 京都市洛西東竹の里市営住宅修繕工事 ㈱興亜 RA-4 高架水槽架台　ハト小屋　点検口廻り 京都府

H18.11 川治第一発電所機械室及び車庫屋根防水修繕工事 ㈲増元 RA-4 機械室庇 栃木県

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 尼崎信用金庫尾浜支店屋上防水修繕工事 ㈲高本防水工業 RB-6 屋上 兵庫県

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 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 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 黒木町開発センター外壁改修工事 ㈲大川興業 RA-4 バルコニー 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 タウンハウス光洋磯山屋根外壁メンテナンス工事 ㈲伸光建設 RB-6 屋根 三重県

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

H18.12 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 ネオハイツ南松山防水改修工事 岩田建材㈱ RA-4 庇　笠木　外階段 愛媛県

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 株式会社伸和鉄工屋上防水工事 なにわ防水工業 RB-6 屋上 大阪府

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 （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 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 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 太田ビル外装及び防水改修工事 ＳＭＣリフォーム㈱ RB-6 屋上 東京都

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 西荻オリエントプラザ ㈲清水建築 RB-5 屋上 東京都

H18.12 トミクラⅢ屋上防水工事 長坂興業㈲ RX 屋上 東京都

H18.12 桜井第１ヒルサイドハイツＢ棟ヒルサイドハイツＡ棟 ㈲ハウスプラニング RB-6 屋上 兵庫県

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 市営大安第一住宅防水改修工事(その２) ㈱キタイセ RA-4 RB-6 屋根 愛知県



H19.01 サンスター㈱コンプレッサー室屋上防水工事 ＳＧｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ RB-6 屋上 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 ホーユウコンフォルト東住吉大規模修繕工事 RA-4 エントランス屋根 大阪府

H19.01 大商ベニヤ屋上防水改修工事 ㈲西工務店 RB-6 屋上 大阪府

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 向井建設㈱鶴見寮改修工事 ㈱ﾄｰﾀﾙ･ｵﾌｨｽ･ﾑｶｲ RB-5 RX 浴室･屋上･ルーフバルコニー 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 江東小学校南舎屋上防水改修工事 RA-4 庇　パラペット 岐阜県

H19.01 京都市洛西北福西市営住宅修繕工事 RA-4 笠木　溝　庇　他 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 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 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 滝山住宅６－３－８号棟外壁塗装等改修工事 ㈱ソエジマ RA-4 外階段 東京都

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 ｻﾝｼｬﾝｼﾃｨＣ棟ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙﾄｲﾚ改修工事 ｼｰ･ｴｲﾁ･ｼｰ･ｼｽﾃﾑ㈱ RA-3 多目的ﾄｲﾚ･男子ﾄｲﾚ･女子ﾄｲﾚ 東京都

H19.01 パーク・ハイム上用賀外壁改修工事 SMCﾘﾌｫｰﾑ㈱ RA-4 外壁見付部･開放廊下側溝部 他 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 プチモンド諏訪レイク大規模修繕工事 ㈱守谷商会 RB-5 露天風呂廻り･梁上 長野県

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 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 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 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 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

H19.02 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 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 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 内村ビルリニューアル工事 ㈲信プランニング RB-6 屋上 鹿児島県

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 日神パレステージ前橋屋上防水改修工事 ㈱内藤塗装 RB-6 機械室屋上 群馬県

H19.02 彦本第２ビル防水工事 ㈲丸清佐久間土木 RB-6 ＰＨ屋上･1～5階屋根 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 サンクレア西新井改修工事 RA-4 斜壁・ベランダ 東京都

H19.02 磯道団地（ＡＢ棟）災害復旧工事 ㈲松崎土建 RB-6 屋上 長崎県

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 県営別所住宅５号館外壁改修工事 RA-4 ベランダ　庇 広島県

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 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 湊地区学習等供用施設改修工事 平塚組 RB-6 玄関庇　便所 福岡県

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

H19.03 酒井邸防水改修工事 ㈱野々川工務店 RB-6 ベランダ 愛知県

H19.03 さか井や旅館 ㈱アムコ RB-6 屋上 石川県

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 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 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 志な乃亭今福店屋上防水改修工事 ㈲住宅綜合サービス RB-6 屋上 大阪府

H19.03 樋口邸屋上保全改修工事 RB-6 屋上 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 高嶋邸防水改修工事 サイズ建設 RA-4 バルコニー 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 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 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 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 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 川口総合高等学校Ａ棟屋上防水工事 ヤブ原産業㈱ RA-3 屋上立上り壁 埼玉県

H19.03 シャン・ド・フルール３０４号室 大東建物管理㈱ RA-4 バルコニー 滋賀県

H19.03 ＪＡ油日支所屋上防水その他工事 ㈱辻正 RB-6 屋上 滋賀県

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 沢田ビルＢ防水補修工事 三昭建設㈱ RB-6 屋上 東京都

H19.03 フィレストヒルズ経堂防水改修工事 ㈱コミゾ RA-4 RB-6 開放廊下･外部階段･屋上･ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 東京都

H19.03 空力３号館屋根防水補修他作業 ㈱セブン･プルーフ RB-6 パラペット・壁面 東京都

H19.03 ビッグ武蔵野田無６８大規模修繕工事 ㈱太陽 RB-6 斜壁・出窓天端 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 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 藤井様邸改修工事 ㈲建築デザイン建匠 RB-5･6 北側駐車場屋根･西南側屋根 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 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 県営一宮北山鉄筋住宅 ㈱有馬商店 RB-6 ベランダ 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 パールハイム ㈲ﾊｳｽﾌﾟﾗﾆﾝｸﾞ RB-6 屋上 兵庫県

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 水谷ビル改修工事 上村建設㈱ RA-4 階段屋根 福岡県

H19.03 サンシティ荒江改修（一期・二期工事） ﾑﾗｲｹﾐｶﾙﾊﾟｯｸ㈱ RA-4 バルコニー 福岡県

H19.03 黒崎産業㈱ 科研化成㈱ RB-6 陸屋根 福岡県

H19.03 ㈱アドＫＡＴＯ事務所防水改修工事 RB-6 屋上　庇 三重県

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 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

H19.04 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 岡崎邸改修工事 カントリー防水 RB-6 屋上 石川県

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 橋川博邸ベランダ防水工事 大淀住建㈱ RA-4 ベランダ 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 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 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 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 ﾎﾃﾙﾏﾘ本館４Ｆﾙｰﾌﾊﾞﾙｺﾆｰ改修工事 ㈱ﾄｰﾀﾙ･ｵﾌｨｽ･ﾑｶｲ RX ルーフバルコニー 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 ペインズコート防水工事 RB-6 屋上 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 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 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

H19.05 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 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 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 和菓子つくし店改修工事 ㈲宮崎工業 RA-4 RB-6 RX 屋上　ベランダ　 大阪府

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 浜崎邸ベランダ防水工事 ㈱公久 RA-4 ベランダ 京都府

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 ホテルマリ 本館屋上改修工事 ㈱ﾄｰﾀﾙ･ｵﾌｨｽ･ﾑｶｲ RX 屋上・ルーフバルコニー 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 長安口ダム那賀・長安　管理事務所改築工事 ㈲岩崎建設 RC-5 バルコニー 徳島県

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 上田ビル笠木パネル塗装工事 RA-4 屋上庇等 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 グリーンハイツ武庫之荘外壁改修工事 東洋ジポデック㈱ RA-4 エントランス屋上 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 三愛クリニック屋上防水改修工事 RB-6 屋上　塔屋　バルコニー 福岡県

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

H19.06 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 ガーシンハイツ大和田改修工事 ㈲オクト建築工房 RA-4 バルコニー 大阪府

H19.06 植木邸防水改修工事 ㈱翔希工業 RB-6 バルコニー 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 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 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 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 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 ヴィ・アーバン本町大規模改修工事 ㈱丸美 RA-4 RB-6 ルーフバルコニー 熊本県

H19.06 ロマージュ水前寺屋根防水改修工事 ㈱丸美 RA-4 塔屋 熊本県

H19.06 油井原商店倉庫屋上防水工事 群商電設㈱ RX 屋上 群馬県

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 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 工場棟屋上防水工事 ﾗｲｵﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ RB-6 屋上 兵庫県

H19.06 佐竹医院長宅防水改修工事 ㈲長谷川木材店 RB-6 玄関庇 広島県

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 ニューライフ天神屋上防水工事 ﾑﾗｲｹﾐｶﾙﾊﾟｯｸ㈱ RA-4 塔屋 福岡県

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 シャルマン２６外壁他改修工事 ㈱誠塗装店 RA-4 ベランダ床面 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

H19.07 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 第一岡戸ビル屋上・ベランダ防水工事 ㈱ﾎｰﾑﾌﾟﾗﾝﾅｰ RA-4 RB-6 屋上　ベランダ　バルコニー 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 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 浪速西第２住宅（１号棟）屋上防水補修工事 日興化成㈱ RA-4 屋上パラペット・架台 大阪府

H19.07 浪速第７住宅（３号棟）屋上防水補修工事 日興化成㈱ RA-4 屋上パラペット・架台 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 馬渕邸屋上改修工事 協和産業㈱ RB-6 屋上 大阪府

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 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 高橋邸３Ｆ屋上防水改修（サンカーザ･トーレ） 柏木建設㈱ RB-5 ３Ｆ屋上 埼玉県

H19.07 エクセルムツミ ㈲清水建築 RB-6 屋上 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 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 ホテルマリ新館浴室改修工事 ハットリ㈱ RB-5 浴室 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 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 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 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 細野西団地屋根防水改修工事 (有)阿久井工業 RB-6 屋上庇部 宮崎県

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

H19.07 林兼産業㈱ 科研化成㈱ RB-6 サイロ屋上 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 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 千里丘東ハイツ防水改修工事 ㈱あめりか屋 RB-6 庇 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 乾邸屋上防水工事 RB-6 屋上 大阪府

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 西川邸バルコニー防水改修工事 ㈱ｵﾌﾟｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RB-6 ルーフバルコニー 京都府

H19.08 ラ・ポール白川大規模改修工事 ㈱丸美 RA-4 RB-6 ルーフバルコニー 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 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 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 生光学園Ｅ棟塔屋1階屋上防水改修工事 ﾔﾅｾﾃｸﾉｸﾞﾘｰﾝ㈱ RA-4 塔屋 徳島県

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 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 クスノセ歯科医院屋上防水工事 RX 屋上 兵庫県

H19.08 Ａビル屋上防水工事 光ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ㈱ RA-4 屋上 兵庫県

H19.08 ＮＥＯダイキョー夙川末広屋上防水工事 ㈱テイエム技建 RA-4 円柱天場他 兵庫県

H19.08 黒木中学校屋根防水改修工事 ㈲大川興業 RB-6 昇降口屋上　渡廊下 福岡県

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 古賀プラザ 科研化成㈱ RB-6 陸屋根 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 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

H19.09 廣栄ビル屋上防水工事 コーナー㈱ RA-4 屋上 愛知県

H19.09 福田理容屋根雨漏り補修工事 ｵﾌｨｽ ｵｶﾞﾜ RB-6 屋根 愛知県

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 山根木邸屋上防水工事 匠工務店 RB-6 屋上 大阪府

H19.09 楠葉朝日店舗付住宅屋上防水工事 RB-6 屋上庇 大阪府

H19.09 加藤様邸防水改修工事 ﾗｲﾌｧみずなみ RA-4 屋根　庇 岐阜県

H19.09 大垣市浄化ｾﾝﾀｰ放流ﾎﾟﾝﾌﾟ棟屋上防水改修工事 浅野木材㈱ RA-4 笠木天端 岐阜県

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 グラフィック西院ビル改修工事 ㈱創美建築企画 RA-3 便所 京都府

H19.09 朝倉町第二団地Ｌ棟屋上防水改修工事 河島塗装㈱ RB-6 ＲＣ造　屋上 群馬県



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 舎人小学校外装改修工事 ㈲五味塗装工業 RA-4 屋上パラペット 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 兵庫三菱自動車販売㈱淡路店屋上防水工事 ㈱ユニーク RB-6 屋上 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 藤崎邸屋上防水改修工事 高鶴産業 RB-6 屋上 福岡県

H19.09 小野邸屋根防水工事 パワーハウス㈱ RB-6 屋上 福岡県

H19.10 今井ハイツ様　屋上防水改修工事 ㈲資村工務店 RB-6 屋上 大阪府

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 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 帝塚山コリーナ屋上及びバルコニー防水工事 ㈱恵幸商事 RB-5 屋上　バルコニー 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 中央制御室上階フロアｰ防水修繕工事 ㈲長野建設 RA-4 内部 岡山県

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 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 シャトー嵐望Ⅰ屋上防水改修工事 藤田建築設計事務所 RB-6 屋上 京都府

H19.10 北山邸改修工事 都市建設㈱ RA-4 屋上 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 富士ビル屋上防水改修工事 武田工業 RB-6 屋上 東京都

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

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

H19.10 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 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 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 中谷造船社員寮（海遊館）防水改修工事 ㈱三洋技建広島支店 RA-4 屋上　塔屋 広島県

H19.10 大島電設工業㈱第一倉庫屋上防水工事 RA-4 屋上 福井県

H19.10 クリオ本郷通壱番館外部階段改修工事 RA-4 非常階段床面 北海道

H19.10 小集落５号棟改修工事 ＳＵＮ頼’Ｓ RA-4 ベランダ 和歌山県

H19.11 廣栄ビル西棟屋上防水工事 コーナー㈱ RA-4 屋上 愛知県

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 玉岡邸 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 プラザメイヒル屋上防水工事 ㈱クローバー RB-6 RX 屋上 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 藤　博之邸リフォーム工事 十健 RA-4 ベランダ 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 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 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 桂坂森田邸改造工事 ㈱熊倉工務店 RB-5 ガレージ屋根 京都府

H19.11 クレアドール水道町大規模改修工事 ㈱丸美 RA-4 RB-6 ルーフバルコニー 熊本県

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 塩川邸 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 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 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 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 グロリア本町大規模修繕工事 ㈲森田塗装工業 RA-4 屋上　ベランダ 福岡県

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 マルキョウ豊店 科研化成㈱ RB-6 陸屋根 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 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 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 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 Ｔステージ水源台大規模修繕工事 アイズ㈱ RA-4 バルコニー 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 御幸第一コーポ外壁他改修工事 ㈱ｱｻﾋﾍﾟﾝﾎｰﾑｲﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ RA-4 廊下　側溝　巾木 大阪府

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 原山台テラスハウス外壁改修工事 日興化成㈱ RA-4 庇　サッシ面台 大阪府

H19.12 大阪府営桜塚住宅屋上防水層改修工事(第Ⅰ工区） (有)濱口工業 RA-4 RB-6 土間　立上り 大阪府

H19.12 ＭＡ－ＣＯＡＴ改修工事 (有)ｴｲﾄﾘﾌｫｰﾑ RB-6 屋上　庇 大阪府

H19.12 藤田邸屋上ベランダ防水改修工事 ㈱長妻工務店 RB-6 屋上　ベランダ 大阪府

H19.12 玉川幼稚園園舎増築工事 ㈱徳岡工務店 RA-4 庇 大阪府

H19.12 シャトーハイツ外壁改修　その他工事 内村塗装 RB-6 屋上 大阪府

H19.12 東岡山変電所本館東側外壁修理工事 中電工業㈱ RA-4 ベランダ 岡山県

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 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 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 明治安田生命･芦花公園寮２Ｆ屋上防水工事 RB-6 ２Ｆ屋上 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 ステイツ府中武蔵野台 大規模修繕工事 RA-4 屋上パラペット・屋上庇 東京都

H19.12 瓜生邸防水改修工事 村本建設㈱ RA-4 パラペット 奈良県

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

H19.12 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 追梅ノ木住宅改修工事 ㈲高橋組 RB-6 ベランダ 宮城県

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 ライフ今里修繕工事 RA-4 塔屋　冷凍機室屋上　他 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 ヘアーサロンまつやま改修工事 (有)ＫＳ建装 RA-4 ベランダ 大阪府

H20.01 メゾン第２新大阪外壁その他改修工事 東海ﾘﾆｭｰｱﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ RA-4 バルコニー　廊下　溝　巾木 大阪府

H20.01 西倉吉保育園園舎改修工事 ㈱ジューケン RA-4 RB-6 窓　陸屋根 岡山県

H20.01 賀茂別館ＥＮＧ用冷却水槽改修工事 日本メックス㈱ GRG 冷却水槽 ピット 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 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 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 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 秀和多摩川レジデンス 大規模修繕工事 シンヨー㈱ RA-4 バルコニー床 東京都

H20.01 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 安藤ビル屋上防水改修工事 ㈱鈴和建設 RX 屋上 東京都

H20.01 米浪邸 バルコニー防水改修工事 アイフルホーム RB-6 バルコニー 奈良県
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 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 ㈱ナフコ宮崎店 科研化成㈱ RB-6 陸屋根 宮崎県

H20.01 ﾁｻﾝﾏﾝｼｮﾝ三木町外壁ほか大規模修繕工事 ビケンテック㈱ RB-6 電気室屋上　廊下上部 和歌山県

H20.02 東亞合成㈱事務所改修工事 RB-5 ロッカー室　浴室 愛知県

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 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 バサラコーポレイションビル改修工事 市川建装 RB-6 屋上 大阪府

H20.02 マツモトレジャービル (有)イワナ工業 RX 屋根 大阪府

H20.02 倉敷市営中山団地11-3号棟外壁改修工事 ㈲せんごく RA-4 庇　面台　バルコニー　笠木 岡山県



H20.02 倉敷市営中山団地12-1号棟外壁改修工事 ㈲せんごく RA-4 庇　面台　バルコニー　笠木 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 座間社宅修繕工事 小田急建設㈱ RB-6 屋上 神奈川
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 京都市洛西東竹の里市営住宅修繕工事 京都瀝青工業㈱ RA-4 鳩小屋　水槽架台 京都府

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

H20.02 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 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 大津市歴史博物館展望台防水工事 RA-3 敷ブロックの下地防水 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 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 ホテルマリ新館浴室改修工事 ハットリ㈱ RB-5 浴室 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 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 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 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 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 三橋紀子様住宅改修工事 RA-4 庇 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 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 日方小学校普通教室棟大規模改修(本体)工事 ㈱丸山組 RB-5 便所 和歌山県

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

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

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

H20.03 石川ビル様 既存工事 藤田建築 RB-6 ベランダ 秋田県

H20.03 佐々木邸 既存工事 ｾｷｽｲﾌｧﾐｴｽ東北㈱ RB-6 屋根 秋田県
H20.03 夢館萱町外部改修工事 ㈱重松建築匠房 RA-4 屋上 愛媛県

H20.03 上村邸 防水改修工事 ㈱近畿ハイム RB-6 バルコニー 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 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 宮崎素昭様宮崎マンション RB-6 屋上 大阪府

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

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

H20.03 内藤病院改修工事 ㈱キンキ酸器 RB-6 屋上 大阪府

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

H20.03 パレットハイム改修工事 ㈲マツダ工業 RA-4 バルコニー 神奈川
H20.03 京都拘置所共同室棟改修工事 RB-6 庇　梁　パラペット 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 川口地区貯水槽水漏修繕工事 ㈱ＡＲＡＣＯ GRG 貯水槽 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 コープ松原大規模修繕工事 ㈱永和工業 RB-6 屋上・ルーフ 埼玉県
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 東出雲町立意東小学校講堂建設工事 ㈱大前組 RA-4 庇 島根県

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

H20.03 多賀保育園外壁改修その他工事 ㈲今福工務店 RB-6 屋上 東京都
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 株式会社森田あられ駅前ビル屋上防水工事 科研化成㈱ RB-6 屋上 福岡県

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

H20.03 ㈱森田あられ 科研化成㈱ RB-6 陸屋根 福岡県

H20.03 南白浜小学校トイレ改修工事 ＳＵＮ頼’Ｓ RB-5 便所 和歌山県

H20.04 千葉邸 改修工事 ㈱北洲住宅館 RA-4 ベランダ 岩手県
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 木村様邸改修工事 東大阪塗工㈱ RB-6 塔屋床 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 ＩＭＴ松虫北局基礎撤去工事 ｻﾝﾜｺﾑｼｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ RB-6 屋上 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 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 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 京都市立嵯峨中学校地震補強工事 京和産業㈱ RB-6 ベランダ 京都府

H20.04 エイシンフーズ屋上防水改修工事 (有)ベック建設 RB-6 屋上　塔屋 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 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 マルキョウ本庄店 科研化成㈱ RB-6 陸屋根 佐賀県

H20.04 米本団地3-41号棟他2棟外壁修繕その他工事 日新工業㈱ RA-3 外壁打継部 千葉県



H20.04 三輝工業株式会社佐倉工場 屋上防水工事 ㈱トーエン RB-8 屋上 千葉県

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 陽光池袋ビル大規模修繕工事 陽光ﾘﾌﾚｯｼｭｻｰﾋﾞｽ㈱ RA-4 階段及びバルコニー 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 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 宮崎邸住宅増改築工事 ﾎｰﾑｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ ﾖﾈｻﾞﾜ RB-6 バルコニー 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 西鉄ストア周船寺店　屋上防水改修工事 RB-6 屋上 福岡県

H20.04 コアマンション香椎南大規模改修工事 ㈱丸美 RA-4 RB-6 ﾙｰﾌﾊﾞﾙｺﾆｰ　ｴﾝﾄﾗﾝｽ屋上　他 福岡県

H20.04 南白浜小学校トイレ屋上防水工事 ＳＵＮ頼’Ｓ RB-6 屋上 和歌山県

H20.05 京都鰹節株式会社　金沢支店 (有)ライフステージ RB-6 屋上 石川県

H20.05 滝能邸 屋上雨もれ改修工事 のむら美建㈱ RB-6 屋上 石川県

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 千葉邸 ｾｷｽｲﾌｧﾐｴｽ東北㈱ RB-6 ２Ｆ屋根・１Ｆベランダ 岩手県

H20.05 小檜山邸 防水改修工事 ㈱近畿ハイム RB-6 バルコニー 大阪府

H20.05 植村邸 バルコニー防水改修工事 ㈱近畿ハイム RB-6 バルコニー 大阪府
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 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 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 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 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 高須東保育所屋上防水改修工事 ㈱関城化学工業所 RB-6 屋上 兵庫県

H20.05 シティホール明石改修工事 北斗工業ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ RB-6 屋上 兵庫県

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 マリモ（Ｈ19）本社屋改修工事 正田建設㈱ GA-2 基礎 広島県
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

H20.06 諸田邸 防水工事 茨城ｾｷｽｲﾌｧﾐｴｽ㈱ RB-6 陸屋根及びベランダ 茨城県

H20.06 小倉邸 防水改修工事 ㈱サン建設 RB-6 バルコニー 大阪府
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 ㈱岩橋屋上防水改修工事 RB-6 屋上 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 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 笹井邸屋上防水工事 ㈱井上工作所 RB-6 屋上 大阪府

H20.06 グランドメゾン帝塚山屋上等防水工事 ㈱三宝塗装 RB-6 屋上 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 木村邸屋上防水工事 (有)川幸木材 RB-6 屋上 大阪府

H20.06 東宝柱本グリーンハイツ改修防水工事 RB-6 屋上　バルコニー　 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 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 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 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 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 メゾンリーブル 三昭建設㈱ RB-6 屋上 東京都

H20.06 ｼﾃｨｰｺｰﾎﾟﾊﾟﾙﾅｽ東久留米 外壁等改修工事 ㈱タマ塗装 RB-6 斜め屋根・庇 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 ドルチェ久米川 屋上防水工事 ㈲木下塗装店 RB-6 屋上・３Ｆ屋上 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 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 アルフィーネ平尾山荘公園大規模修繕工事 ㈱ホンダ RA-4 屋上庇 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

H20.07 特別老人ホーム滝の園 佐野建設㈱ RX 屋上 茨城県

H20.07 松本邸 防水改修工事 ㈱ピコイ大阪支店 RB-6 バルコニー 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 広畑文化住宅2階ベランダ防水工事 (有)小田建築防水 RX ベランダ 大阪府

H20.07 青葉ビル屋上防水改修工事 (有)小田建築防水 RB-6 屋上　塔屋 大阪府

H20.07 ㈱シノダビル外壁及び屋上廻り改修工事 ㈱ｱｸｴｸｼｮﾝｳｫｰｸ RA-4 パラペット 大阪府

H20.07 長田センタービル屋上防水改修工事 ㈱アトリエ RB-6 屋上 大阪府

H20.07 やすらぎ改装（改修）工事 (有)オクト建築工房 RB-5 土間　階段踊り場 大阪府

H20.07 森憲治様邸ベランダ改修工事 エスケー化研㈱ RB-6 ベランダ 大阪府

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 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 金弘邸 防水改修工事 ㈱ピコイ大阪支店 RB-6 バルコニー 奈良県

H20.07 石川邸 防水改修工事 ﾊﾟﾅﾎｰﾑ㈱ RB-6 バルコニー及び玄関ポーチ 兵庫県
H20.07 コピアビル改修工事 ㈱ゆとり RA-4 屋上 兵庫県

H20.07 資母保育園職員室等改修工事 ㈱マルテン RA-4 庇　テラス屋根 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 本山邸浴室改装工事 ㈱西商 RB-5 浴室 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 ナフコ飯塚南店 科研化成㈱ RB-6 陸屋根 福岡県

H20.07 福岡トヨペット㈱下原店 科研化成㈱ RB-6 庇 福岡県

H20.07 紙谷邸防水改修工事 RB-6 屋上 三重県

H20.08 植村邸 バルコニー防水改修工事 ㈱近畿ハイム RB-6 ２Ｆバルコニー 大阪府
H20.08 大阪聖母学院Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ棟改修工事 (有)ユーユービルド RB-6 庇 大阪府

H20.08 豊栄ビル屋上防水工事 RX 屋上 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 ｱﾆｯｸｽﾋﾞﾙ１１Fﾊﾞﾙｺﾆｰ防水改修工事 ㈱東光商会 RA-4 RB-6 バルコニー 大阪府

H20.08 イトービル屋上防水改修工事 ライフ中尾 RB-6 屋上 大阪府

H20.08 河合ハイツ改修工事 東昌住建㈱ RB-6 屋上　庇　バルコニー 大阪府

H20.08 旭ヶ丘第２団地(簡二)屋根防水改修工事 安全防水工事㈱ RA-4 庇 岐阜県

H20.08 (社)洛西福祉会特養老人ﾎｰﾑ沓掛寮改修工事 ㈱タケムラ RA-4 庇　笠木 京都府

H20.08 古市第一団地Ｒ棟 防水改修工事 ㈱フジサワ RB-6 笠木 群馬県
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 島田幼稚園屋上防水工事 （有）進和防水工業 RA-4 庇 島根県

H20.08 ハイネス高輪 大規模修繕工事 ㈱ヨコソー RA-4 ﾊﾞﾙｺﾆｰ・廊下・手摺・笠木・天端 東京都

H20.08 フィット湯島 避難バルコニー防水他工事 ﾊﾟｰｶｰ技研工業㈱ RA-4 バルコニー 東京都

H20.08 金剛山歌劇団 屋上改修工事 ㈲昭和防水工事 RB-6 本館屋上・宿舎屋上 東京都

H20.08 イワキビル 外装改修他工事 RB-6 屋上 東京都

H20.08 横須賀第６ビル 外壁改修工事 RB-6 屋上 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 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 川越産婦人科 科研化成㈱ RB-6 陸屋根 福岡県

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 ㈱ﾆﾁﾚｲﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 科研化成㈱ RB-6 エレベータ棟 山口県

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 藤田邸屋上防水 ㈱ひまわりほーむ RB-6 屋上 石川県

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 ㈱平善 屋上及びベランダ防水工事 (有)立石塗装店 RB-6 屋上　ベランダ 大阪府

H20.09 アリタビル改修工事 RA-4 バルコニー 大阪府

H20.09 長南中学校校舎屋上防水工事 (有)ﾄｰﾀﾙｲﾝﾃﾘｱ同心 RA-4 屋上 大阪府

H20.09 中川邸ベランダ防水工事 河崎工務店 RA-4 ベランダ 大阪府

H20.09 田実邸改修増築工事 (有)ＫＳ建装 RA-3 ベランダ 大阪府

H20.09 直本工業㈱屋上防水工事 日本ﾋﾞﾙｺﾝ関西㈱ RX 屋上　ペントハウス 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 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 ﾀﾞｲﾔﾊﾟﾚｽ虹が浜ｵｰｼｬﾝﾋﾞｭｰ大規模修繕工事 シンヨー㈱ RA-4 ﾊﾞﾙｺﾆｰ床面・鉄筋階段踊り場・他 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 小野小学校南舎南面外壁改修工事 ㈱川口工務店 RA-4 ベランダ 岐阜県

H20.09 西小倉浄水場ポンプ棟ほか屋上防水改修工事 ㈱日建 RB-6 屋上 京都府

H20.09 湯浅マンション (有)広瀬工務店 RB-6 屋上 京都府

H20.09 下名連石防火水槽修繕工事 (有)スギ工業 GRG 水槽内部 熊本県
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 つじ岡ビル大規模修繕工事 ㈱ｵｶﾞﾜﾘﾌｫｰﾑ RA-4 RB-6 ﾊﾞﾙｺﾆｰ･屋上出入口階段･ﾙｰﾌﾊﾞﾙｺﾆｰ 東京都

H20.09 シメン トピア RB-6 屋上 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 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 エチュード花丘 西村工業 RB-6 屋上 長崎県

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 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 ㈱日立物流 科研化成㈱ RB-6 陸屋根 福岡県

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 内句様邸 屋上防水改修工事 ㈱ソーラーコム RB-6 屋上 大阪府

H20.10 中屋邸 防水改修工事 ㈱メビウス RB-6 バルコニー・陸屋根 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 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 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 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 信富イハラ第２ビル 防水全面改修工事 共同建設㈲ RB-6 バルコニー４ヶ所 埼玉県

H20.10 桜澤医院庇防水改修工事 ㈲空間設計 RB-6 庇 埼玉県

H20.10 ビラ松涛 第２期大規模改修工事 三和シャッター㈱ RA-4 バルコニー・廊下側溝 千葉県

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 第二東長崎マイコーポ RB-6 屋上 東京都

H20.10 和田邸屋上他改修工事 山本建設㈱ RB-6 屋上・南面屋根 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 木村邸 防水改修工事 パナホーム㈱ RB-6 バルコニー及び玄関屋根 奈良県
H20.10 福嶋邸ベランダ防水改修工事 ﾛｲﾔﾙﾎｰﾑｾﾝﾀｰ㈱ RB-6 ベランダ 奈良県

H20.10 阪上邸 防水改修工事 パナホーム㈱ RB-6 バルコニー 兵庫県
H20.10 鳴美邸改修工事 (有)笠松工務店 RX 屋上 兵庫県

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 瓦木みのり保育所屋上防水改修工事 ㈱三洋 RB-6 塔屋　屋上　笠木 兵庫県

H20.10 酒永邸防水改修工事 RB-6 RX 屋上　ベランダ　玄関庇

H20.11 水産市場卸売場棟屋上防水改修工事 RB-6 屋上 愛媛県

H20.11 木下邸防水改修工事 パナホーム㈱ RB-6 バルコニー及び屋根 大阪府
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 水無瀬病院（医療法人 清仁会） えびす防水工業所 RB-6 屋上 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 四条畷学園高校東館耐震改修工事 ケーアンドイー㈱ RA-4 庇　天端 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 亀田邸屋上防水改修工事 関西共栄商事㈱ RB-6 屋上 大阪府

H20.11 環境化学研究所外壁改修工事 ダイナン工業㈱ RB-6 梁　パラペット 大阪府

H20.11 佐古ビル屋上、塔屋屋上防水工事 RB-6 屋上　塔屋 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 住宅協会長松団地B・D棟屋上防水改修工事 三拍㈱ RA-4 屋上パラペット 岐阜県

H20.11 前田邸 奥田 RB-6 屋上 京都府

H20.11 京都市立周山中学校地震補強工事 ㈱前田英工務店 RB-6 バルコニー 京都府

H20.11 市営洛西東竹の里住宅屋上防水改修工事 相田ルーフ RA-4 ＰＨ屋根 京都府

H20.11 なか卯北大路駅前店内装工事 (有)ｴﾑﾃｯｸｻｰﾋﾞｽ RB-5 便所 京都府



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 切川保育所屋上排水溝補修工事 (有)アサノ塗装店 RB-6 屋上排水溝 島根県

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 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 吉田邸ﾙｰﾌﾊﾞﾙｺﾆｰ防水工事 RB-5 ルーフバルコニー 兵庫県

H20.11 田口邸バルコニー改修工事 ㈱協和建設 RB-6 バルコニー　屋根 兵庫県

H20.11 モンシャンブル漏水補修及び内装復旧工事 ㈱テイエム技建 RA-4 クーラー室外機置場 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 スコーレ雑餉屋上防水改修工事 ㈱黒木 RA-4 パラペット架台天端 福岡県

H20.11 開発センター外壁等改修工事 コモダ建装㈱ RB-6 屋上 福岡県

H20.11 ハウスオブリザ平岸通弐番館大規模修繕工事 ﾊﾟｰｶｰ技建工業㈱ RA-4 外階段床防水 北海道
H20.12 ﾕﾆｰﾌﾞﾙﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ大規模修繕工事 宮木商会 RA-4 ベランダ　廊下 愛知県

H20.12 アパガーデンコート串町改修工事 (有)石原ｺｰｷﾝｸﾞ興業 RA-4 ベランダ　外部階段　廊下排水溝 石川県

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 山本伸次邸改造工事 ㈱池田邦工務店 RB-5 浴室 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 原山台テラスハウス 田手邸 外壁等改修工事 日興化成㈱ RA-4 庇 大阪府

H20.12 メゾン枚方大規模修繕工事 遠藤塗装工業㈱ RA-4 大庇 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 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 レジデンス楠木改修工事 平太建装 RB-6 屋上 大阪府

H20.12 岡山（支）江並ＡＰ倉庫庇他修繕工事 中電工業㈱ RA-4 物置屋根 岡山県

H20.12 潜水調査船整備場漏水補修工事 ㈱神和美装 RA-4 腰壁 神奈川

H20.12 南邸外部改修工事 (合)松下工業所 RX 屋上・ベランダ 神奈川
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 広瀬第十三団地ＲＱ棟屋上防水改良工事 ㈱叶商会 RB-6 ＲＣ造　屋上 群馬県

H20.12 荒牧団地Ｒ棟屋上防水改善工事 ㈱叶商会 RB-6 屋上コンクリート笠木 群馬県

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 ホテルレッツ防水補修工事 ㈲司然ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RA-4 斜屋根 埼玉県

H20.12 シティグレイス氷川大規模修繕工事 ㈱太陽 RA-4 RB-5 笠木･鼻先 埼玉県
H20.12 昭和自動車㈱本社 科研化成㈱ RB-6 陸屋根 佐賀県

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 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 ラルゴ２１外部改修工事 大池塗装㈱ RB-6 ２Ｆバルコニー 東京都

H20.12 マンション・ド・ツジビル屋上防水工事 ㈱ターク RA-4 屋上 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 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 堀邸外壁塗装工事 ㈱おがわ RA-4 バルコニー 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 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 藤原邸バルコニー防水改修工事 ㈱近畿ハイム RB-6 バルコニー 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 ｼｬﾙﾏﾝｺｰﾎﾟ千里丘大規模修繕工事 中外商工㈱ RA-4 パラペット 大阪府

H21.01 牧野ハイツ屋上防水改修工事 一宇工業㈱ RA-4 パラペット天端　階段室上 大阪府

H21.01 藤和枚方コープ改修工事 東洋シポデック㈱ RA-4 バルコニー　面台 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 松屋　天満橋店防水工事 ㈱成美 RB-7 厨房　便所 大阪府

H21.01 熊取町営大原住宅集会所整備工事 ㈱エリック RA-4 巾木 大阪府

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

H21.01 松尾邸防水改修工事 RB-6 屋根 京都府

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 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 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 モンテローザ高野台屋上防水工事 ＫＭトレード㈱ RB-6 RX 階段室・玄関屋根･屋上 東京都

H21.01 若葉町団地９号棟他４棟外壁修繕その他工事 ㈱ｱｰﾄﾌｧｸﾄﾘｰ RA-4 ﾊﾞﾙｺﾆｰ床 東京都

H21.01 羽村団地１５～１９号棟外壁修繕その他工事 ㈱ツツミワークス RA-4 バルコニー床・小庇・大庇 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 万松園大規模修繕工事 ㈱ウェイズ RA-4 外部階段 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 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 大家清治様邸防水工事 石原グループ㈱ RB-6 屋上

H21.02 ㈱岩田良本社ビル屋上改修工事 住宅営繕サービス㈱ RB-6 屋上 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 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 加藤邸ベランダ防水改修工事 ㈱倉望工業 RB-8 ベランダ 岐阜県

H21.02 京都市向島市営住宅修繕工事 ㈱勝本建設 RB-8 バルコニー　側溝　パラペット　 京都府

H21.02 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 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 Ｌ－ＶＩＮＡ新小岩修繕工事 ㈱ナビシステム RB-6 屋上・塔屋・３Ｆ屋上 東京都



H21.02 横山マンション屋上防水工事 ㈲不入斗装備 RX 屋上・立上り・床 東京都

H21.02 三根郷樋口地区防火水槽防水補修工事 博栄工業㈱ GRG 防火水槽 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 三原市立幸崎小学校屋上防水改修工事 ㈱愛晃 RA-4 笠木 広島県

H21.02 コーポ諏田　外壁その他改修工事 ㈱愛晃 RA-4 バルコニー 広島県

H21.02 雇用促進住宅吉田郡山宿舎屋内給水管改修工事 広島啓発工業㈱ RB-8 屋根　庇 広島県

H21.03 ＰＴＭＧ１、２）　日勤計器室雨漏水補修 大勢メンテナンス㈱ RB-8 屋上　パラペット 愛知県

H21.03 今治支店修繕工事 ㈱寺田工務店 RB-8 屋上 愛媛県

H21.03 松本邸防水改修工事 パナホーム㈱ RB-6 ベランダ 大阪府
H21.03 府営高槻下田部住宅第４期改修工事(第１工区） ㈱鴨建興業 RB-8 増築部ＥＸＰ.Ｊ廻り他 大阪府

H21.03 府営高槻下田部住宅第４期改修工事(第３工区） (有)ユミケン RB-8 増築部ＥＸＰ.Ｊ廻り他 大阪府

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

H21.03 小林邸ベランダ防水改修工事 ㈱三和ホーム RB-8 ベランダ 大阪府

H21.03 山口邸ベランダ防水改修工事 ㈱三和ホーム RB-8 ベランダ 大阪府

H21.03 和泉本邸屋上防水改修工事 RX 屋上 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 小泉邸屋上防水補修工事 RX 屋上　塔屋　ベランダ 大阪府

H21.03 寺田邸 中村防水工業所 RB-6 ベランダ 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 小学校営善工事（№５） (有)岩坪土木 RB-8 プール 鹿児島県

H21.03 隼人塚東公園便所改修工事 (有)拓大 RA-4 屋根 鹿児島県

H21.03 平成２０年度管理棟屋上防水補修 ㈲大矢建設 RA-4 RB-6 外壁内周･屋上 神奈川
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 泰豊５改装工事 小川建設㈱ RB-8 風除室　 滋賀県

H21.03 マルホ㈱彦根研修センター研修棟増改築工事 RB-8 浴室 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 コンフォート津田沼壱番館・弐番館改修工事 ㈱幸和 RA-4 RB-6 RX ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ･ﾙｰﾌﾊﾞﾙｺﾆｰ･屋上　他 千葉県

H21.03 有井ビル改修工事 武田建装㈱ RB-6 屋上床･ベランダ床･斜壁 千葉県

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

H21.03 都立中央ろう学校(Ｈ１９)増築及び改修工事 昇和・鶴ヶ谷JV RA-3 Ａ棟3階教員控え室 東京都

H21.03 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 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 高城公民館屋上防水改修工事 RB-8 平場　立上り　パラペット 鳥取県

H21.03 横尾アパート１０棟屋上防水改修工事 ㈱シンエイ RB-8 屋上笠木　高架水槽架台　昇降口周り 長崎県

H21.03 柏原邸防水改修工事 パナホーム㈱ RB-6 バルコニー 奈良県



H21.03 角谷邸防水改修工事 パナホーム㈱ RB-6 バルコニー 兵庫県
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 佐々田邸改装工事 三幸建設㈱ RB-8 浴室 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 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 新開ビル改修工事 ｺｰﾌﾟﾊｳｼﾞﾝｸﾞひろしま㈱ RB-8 ベランダ 広島県

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

H21.03 漆山駅本屋改築その他工事 第一建設工業㈱ RB-5 トイレの室内 山形県
H21.03 和歌山県立医科大学紀北分院独身寮改修工事 ㈱宮本工務店 RB-8 パラペット 和歌山県

H21.04 米村邸防水改修工事 パナホーム㈱ RB-6 バルコニー 大阪府

H21.04 河原林邸防水改修工事 ㈱近畿ハイム RB-6 バルコニー 大阪府

H21.04 小松邸防水改修工事 RB-6 ベランダ 大阪府
H21.04 鳥よし本社屋上防水改修工事 (有)オクト建築工房 RB-6 屋上 大阪府

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 岡田邸　バルコニー・屋上防水工事 ㈱小林塗装店 RB-6 バルコニー　屋上 大阪府

H21.04 第２暁マンション屋上改修工事 シールズ RA-4 パラペット天端 大阪府

H21.04 エレガンテ・ヒロ改修工事 日英工業㈱ RA-4 パラペット　ハト小屋 大阪府

H21.04 平田・松永邸屋上防水工事 中尾工務店 RB-6 屋上 大阪府

H21.04 平成２０年度つきみ野駅前公衆便所屋根補修 ㈲大矢建設 RB-6 屋根 神奈川
H21.04 冨田病院　外壁・屋上防水改修工事 ㈱ＡＲＡＣＯ RA-4 庇　バルコニー 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 コアマンション尾ノ上大規模改修工事 ㈱ダイボウ RA-4 RB-6 屋上ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端　ﾙｰﾌﾊﾞﾙｺﾆｰ 熊本県

H21.04 吉野コーポラス屋上防水やり替工事 ㈱ヨシザキユニコン RX 屋上陸屋根 千葉県

H21.04 エミエール２１改修工事 エービーホーム㈱ RB-6 屋上 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 下北沢栄フラットＢ屋上防水改修工事 ㈱松下産業 RB-6 屋上・塔屋 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 メゾン大森高橋屋上防水改修工事 ㈲不入斗装備 RB-6 ６階建屋上・笠木・床 東京都

H21.04 和興ビル・３Ｆルーフ防水工事 ㈲紫微防水工事 RX ３Ｆルーフ 東京都

H21.04 秋葉邸屋上防水改修工事 ミタキ建装㈱ RB-6 屋上 東京都
H21.04 水口透太郎邸防水工事 中條塗装 RB-6 屋上 福井県

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 公園通りハイツ改修工事 RB-6 塔屋　エントランス屋根 福岡県



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 泉邸防水改修工事 ㈱近畿ハイム RB-6 ベランダ 大阪府
H21.05 小森ビル屋上防水改修・その他工事 エコブルー RB-6 庇　バルコニー 大阪府

H21.05 小森ビル屋上防水改修・その他工事 エコブルー RX 屋上　塔屋　バルコニー 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 シェルコート 総合メンテナンス　カニダ RX 屋上 大阪府

H21.05 田中邸防水改修工事 (有)ﾜｲｽﾞﾎｰﾑｲﾝｸﾞ RB-6 屋上　ベランダ　玄関上 大阪府

H21.05 ＦＬＡＴ４６４様屋上防水外廻り改修工事 ㈱犬井 RB-6 塔屋　ルーフバルコニー 京都府

H21.05 なかじ医院上夜久野診療所改修工事 (有)ﾜｲｽﾞﾎｰﾑｲﾝｸﾞ RB-6 ベランダ　玄関庇　通路 京都府

H21.05 大津アルマーレ防水改修工事 北斗工業ｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ RA-4 屋上塔屋 滋賀県

H21.05 西船やなの住宅大規模改修工事 ㈱ユキムラ RA-4 ２,３,４階ベランダ・屋上階段 千葉県

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 後藤ビル大規模修繕工事 三金塗装㈱ RA-4 屋上笠木 東京都

H21.05 サンパレス青戸大規模修繕工事 京成ビルサービス㈱ RA-3 パラペット斜壁 東京都

H21.05 八反田地区防火水槽補修工事 博栄工業㈱ GRG 防火水槽 長崎県
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 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 林兼産業㈱ 科研化成㈱ RB-6 事務所屋根 山口県

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

H21.05 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 医療法人梅栄会様 外部改修工事 既築工事 ㈱松美造園建設工業 RB-6 バルコニー 秋田県
H21.06 本蓮寺屋上防水工事 清水左官工業 RB-6 屋上 石川県

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 天王寺パークヴィラ内外壁・鉄部その他改修工事 RB-6 塔屋 大阪府

H21.06 杉崎ビル防水工事 (有)イテキ RB-6 ベランダ　エレベーター塔屋 大阪府

H21.06 飯島邸改修工事 参上工務店 RB-6 ベランダ 大阪府

H21.06 アクア豊中屋上防水工事 (有)オワテック RB-6 庇　パラペット 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 馬渕教室枚方本部校屋上防水工事 (有)カズ工務店 RB-6 屋上 大阪府

H21.06 岸部敬愛保育園屋上防水他改修工事 西田工業㈱ RA-4 屋上 大阪府

H21.06 サウスウィング外部改修工事 日総物産㈱ RA-4 屋上･ベランダ床 神奈川
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 中西眼科医院 5Ｆバルコニー防水工事 ㈱公建 RA-4 バルコニー 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 芳賀第七団地ＲＮ棟屋上防水改修工事 大美塗装㈱ RB-6 屋上笠木天端 群馬県

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 三上歯科ビル屋上防水工事 ㈱ﾔﾅｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RX 屋上 埼玉県



H21.06 雉の上コーポ屋上防水工事 ㈱ヨシザキユニコン RX 屋上陸屋根 千葉県

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 ｻﾝﾌﾙ富士見ヶ丘ｼﾃｨﾊｳｽ外周壁他改修工事 ﾌｼﾞﾐﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ㈱ RA-4 バルコニー床･室外機置場床 東京都

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 アクロスポート杉並大規模修繕工事 野村リビングサポート㈱ RA-3 ２階バルコニー床 東京都

H21.06 江原邸屋上防水工事 黒澤空間工房 RB-6 屋上 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 新大宮三和マンション改修工事 大和瀝青工業所 RB-6 大屋根　ＰＨ屋根　階段室屋根 奈良県

H21.06 メイゾン太宰府　外壁大規模改修工事 ㈱西和 RB-6 塔屋　ＰＨ階段床 福岡県

H21.06 メイゾン太宰府　外壁大規模改修工事 ㈱西和 RB-6 庇 福岡県

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 今泉西病院東棟屋上防水改修工事 ㈱ＢＥＳＳ－Ｌ RB-6 東棟屋上 福島県

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 ㈱ｱﾑｽﾞｴﾅｼﾞｰｴﾎﾟｯｸ白浜口SS屋上防水補修工事 (有)つばさ RB-6 屋上　ベランダ　便所屋根 和歌山県

H21.07 管理棟玄関庇補修工事 ㈱カワシタ塗装 RA-4 庇上面 石川県

H21.07 張本邸防水改修工事 パナホーム㈱大阪支社 RB-6 バルコニー 大阪府

H21.07 上沢邸防水改修工事 ㈱近畿ハイム RB-6 バルコニー 大阪府
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 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 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 井高野第２住宅１・２号館住戸改善工事 RA-4 バルコニー 大阪府

H21.07 クロダクリニック　ガレージ屋上防水工事 ㈱西日本防災 RB-6 ガレージ屋上 大阪府

H21.07 プレジール清和外壁修繕工事 アーバンサービス㈱ RA-4 屋上庇　エントランス庇 大阪府

H21.07 エミネンス北花田屋上庇防水改修工事 ㈱松本空間工房 RB-6 屋上庇 大阪府

H21.07 ミッシェル大倉山改修工事 ㈱コスゲ装建 RA-4 バルコニー･庇 神奈川
H21.07 ロイヤルハイツ秀外装工事 ㈱マイスター建築事務所 RB-6 バルコニー　ＲＦ笠木 京都府

H21.07 デ・リード今出川通大規模修繕工事 ㈱装研 RA-4 屋上 京都府

H21.07 城東第二団地ＲＤ棟屋上防水改修工事（緊急） ㈱サンテック RB-6 ＲＣ造 屋上 群馬県

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 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 ルネ豊玉大規模修繕工事 ﾊﾟｰｶｰ技建工業㈱ RB-6 屋上 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 揚州商人 赤坂店 改装工事 ㈱松田工務店 RB-5 厨房内 東京都



H21.07 青葉フラッツ ㈱ケンコー RB-6 屋上　塔屋 長崎県

H21.07 アメニティ・広田 ㈱ケンコー RB-6 屋上 長崎県

H21.07 瓶原簡易水道施設改良浄水処理工事 RB-6 屋上 奈良県

H21.07 シャトー福　共用部改修工事 ㈱寺田建築研究所 RB-6 バルコニー　廊下 兵庫県

H21.07 阪本邸防水補修工事 小寺工務店 RX 屋上 兵庫県

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

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

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

H21.07 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
H21.08 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 藤原邸防水改修工事 RB-6 バルコニー 大阪府

H21.08 成本邸防水改修工事 ㈱近畿ハイム RB-6 陸屋根 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 小野邸改修工事 小椋工務店 RX 屋上 大阪府

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

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

H21.08 三協段ボール株式会社 ㈱田中設備工業 RB-6 屋上 大阪府

H21.08 サンライズ鶴見北寺尾Ⅰ大規模修繕工事 ﾔﾏｷﾞｼﾘﾌｫｰﾑ工業㈱ RA-4 ｴﾝﾄﾗﾝｽ庇・機械室屋根防水 神奈川

H21.08 プリンス西横浜屋上防水工事 RB-6 屋上 神奈川

H21.08 クオス日吉シンシア ㈱タカハラ工業 RB-5 ４Ｆ階段踊場 神奈川
H21.08 平成２０年度マイスター館改修工事 甲賀町建設業組合 RA-4 屋根谷樋 滋賀県

H21.08 サイチ工業㈱蛸田工場　デッキ防水工事 ㈱辻正 RA-4 外部デッキスラブ土間 滋賀県

H21.08 上原ビル屋上防水工事 (有)梅九 RB-6 屋上 滋賀県

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 国吉市営住宅Ａ棟南面外壁改修工事 ㈱菅原工務店 RA-4 バルコニー床・立上り 富山県
H21.08 特養老人ﾎｰﾑﾌｫﾚｽﾄﾎｰﾑ改修工事 RB-5 浴室 奈良県

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

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

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

H21.08 朝日生命柳川営業所改修工事 RB-6 屋上　棟屋 福岡県

H21.08 扶洋第１ビル改修工事 ㈱シーエスアール RA-4 手摺り･柱･梁型天端 北海道

H21.08 黒田歯科医院屋上改修工事 ㈱和興 RA-4 屋上 北海道
H21.08 伊賀越第2工場2Ｆﾍﾞﾗﾝﾀﾞ防水改修工事 ㈱中里工務店 RB-6 ベランダ 三重県

H21.08 せんなり小児科外壁改修工事 (有)エヌズワークス RX ベランダ　屋上 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 ａｕ山代局舎防水工事 日本ｴﾚｸﾄﾛﾆｸﾂｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ RB-6 屋根 石川県

H21.09 藤戸邸防水改修工事 ㈱近畿ハイム RB-6 バルコニー 大阪府

H21.09 成本邸防水改修工事 ㈱近畿ハイム RX バルコニー 大阪府
H21.09 佐藤直人商店屋上防水工事 井上工作所㈱ RB-6 屋上 大阪府

H21.09 松岡歯科医院ビル屋上防水工事 ﾀｶﾗｽﾍﾟｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝ㈱ RB-6 屋上 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 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 屋上及びベランダ防水工事 RB-6 屋上・ﾙｰﾌﾊﾞﾙｺﾆｰ・庇 神奈川

H21.09 屋上・ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ防水工事（ﾊﾞｲｵﾚｯﾄﾊﾟﾚｽ錦） 和幸ホームテック㈱ RB-6 屋上・ルーフバルコニー 神奈川

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 新郷東小学校耐震補強工事 埼和興産㈱ RB-5 トイレ 埼玉県
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 星野邸改修工事 ㈱鈴和建設 RA-4 ２Ｆ庇 千葉県

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 加賀邸改修工事 ㈱プロウイング RB-6 バルコニー･屋上等・斜壁 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 屋上・ベランダ防水改修工事 ㈱北陸ＹＫﾘﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ RB-6 屋上・ベランダ 富山県

H21.09 澤井邸防水改修工事 ㈱オグラ工務店 RB-6 屋根 奈良県
H21.09 三菱東京ＵＦＪ証券岡本寮屋上防水工事 ㈱倉和工務店 RB-6 屋上 兵庫県

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 基礎工学実験室防水修理 ㈱平田組 RB-6 屋上 広島県

H21.09 えぶり小学校南校舎耐震補強及び大規模改造工事 RA-4 屋上パラペット 福岡県

H21.09 ライラックマンション北郷外壁他改修工事 RA-4 斜壁 北海道
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 総合文化センター屋上防水改修工事 ㈱ウサ RA-4 設備架台・換気筒屋根・煙突廻り 山形県

H21.09 大堀地区公民館屋根防水工事 ㈱鈴木工務店 RB-6 屋根 山形県
H21.09 琴浦町５号棟屋上防水修繕工事 槌屋産業㈱ RB-6 屋上 山口県

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 イトウビル防水工事 日本建材㈱ RB-6 屋上 愛知県

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

H21.10 ㈱井上工作所事務所ビル屋上防水工事 森本合成樹脂㈱ RB-6 屋上 大阪府

H21.10 赤井ビル屋上防水工事 ㈱旭地建 RB-5 屋上 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 ホテル・サザンクロス３階屋上防水工事 ㈱クレイデコ RB-6 屋上 大阪府

H21.10 今福南住宅４号館外壁改修工事 (有)ｴｲﾁ･ｼﾞｪｲｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RA-4 バルコニー側溝　庇 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 港北ﾌｧﾐｰﾙｶﾞｰﾃﾞﾝ団地共用部大規模修繕工事 RA-3 手摺壁笠木 神奈川
H21.10 高鷲中学校校舎耐震補強工事 ㈱高橋建設 RB-6 バルコニー 岐阜県

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

H21.10 茶道具きたがわ防水改修工事 小川建築 RB-5 屋上　ベランダ 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 唐津警察署増築・改修建築工事 唐津土建工業㈱ RB-6 庇屋根　パラペット　屋上 佐賀県

H21.10 結配水池改修工事 RA-4 屋根 島根県

H21.10 扇小学校外装改修工事 ㈱鈴木塗装工務店 RA-4 パラペット 東京都

H21.10 関町田中コーポ外壁等補修工事 ㈱ヨシザキユニコン RX 屋上陸屋根 東京都

H21.10 平井グランドハイツ大規模修繕工事 ㈱ラクシー RA-4 庇 東京都

H21.10 青井中学校外装改修工事 ㈱斎藤塗装店 RA-4 パラペット 東京都

H21.10 西保木間小学校外装改修工事 ㈲五味塗装工業 RA-4 屋上パラペット笠木 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 大和田邸屋上防水改修工事 モリワカ建装 RB-6 屋上 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 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰそらりお大和改修工事 ㈱スズナリア RB-5 浴室　 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 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 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ平岸第３改修工事 札幌ペック㈱ RA-4 外部階段 床 北海道

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 東郷地区文化センター防水改修工事 (有)参光塗装店 RB-6 パラペット 宮崎県

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

H21.11 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 後藤邸改修工事 パナホーム㈱ RB-6 屋上・２階バルコニー 大阪府

H21.11 峯邸 ㈲Ｔ－ｔｅｃ RX バルコニー 大阪府
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 ㈱協和クリエート本社屋上防水工事 ㈱金澤工務店 RB-6 屋上 大阪府

H21.11 稲山邸防水改修工事 (有)フィズホームイング RB-6 ベランダ 大阪府

H21.11 クレザンテム田村屋上改修工事 (有)クオリティ RB-6 屋上 大阪府

H21.11 古谷邸屋上改修塗装・防水工事 石原グループ㈱ RX 屋上 大阪府

H21.11 鶴町第６住宅７号館外壁改修その他工事 ㈱明地工務店 RA-4 ベランダ　側溝 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 近畿大学医学部進学棟屋上防水改修工事 大真㈱ RX 屋上　塔屋 大阪府

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

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

H21.11 三軒家住宅８号館外壁改修工事 ㈱トモ建設 RA-4 屋上パラペット　バルコニー廊下溝 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 府営貝塚三ツ松第2住宅改修工事（第2工区） (有)歩産業 RB-6 屋上基礎天端 大阪府

H21.11 シャトレー白楽 ミサオハウス RA-4 RX 屋上 神奈川

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 中村邸改修工事 パナホーム㈱ RB-6 ベランダ 京都府
H21.11 八幡小学校校舎改造工事 土寅建設㈱ RB-7 便所 京都府

H21.11 サンイーグル西葛西外壁改修工事 アースクリーン細川 RA-4 屋上・ベランダ 東京都

H21.11 第一興商㈱東京支店屋上防水工事 東京グラウト工業㈱ RB-6 ３Ｆテラス(旧館) 東京都

H21.11 ハイホーム亀有弐番館大規模修繕工事 ㈱小池建装 RB-6 バルコニー 東京都
H21.11 三和佐保川ビル防水改修工事 大和瀝青工業所 RB-6 屋根 奈良県

H21.11 尼崎上坂部郵便局２Ｆ屋上他防水工事 ㈱マチダ RB-6 バルコニー 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 四季が丘配水池防水修繕工事 (有)森田工業 RB-6 ドーム屋根 広島県

H21.11 平賀邸屋根防水改修工事 RB-6 RX 屋根 広島県

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 ネオアージュ裏参道大規模修繕工事 札幌ペック㈱ RA-4 外部階段床 北海道

H21.11 パールコート発寒中央大規模修繕工事 コニシ公営㈱ RA-4 階段天端 北海道

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

H21.11 平岸パークヒルハイツ外部改修工事 RA-4 外部階段室床 北海道
H21.11 桔梗が丘中学屋内運動場耐震補強及び改修工事 RA-4 庇　ベランダ 三重県

H21.11 京大防災研究所付属潮岬風力実験所本館修繕工事 庄司シーリング RB-6 屋上　塔屋 和歌山県

H21.12 齊藤不動産鑑定事務所 ㈱モリコー RX 屋上 茨城県

H21.12 太田邸 防水改修工事 パナホーム㈱ RB-6 ガレージ屋根 大阪府

H21.12 山口邸 防水改修工事 藤田工務店 RB-6 バルコニー 大阪府
H21.12 エコール・ロゼ屋上防水改修その他工事 RB-6 屋上　駐車場　笠木 大阪府

H21.12 箕面市立病院空気調和設備等改修（Ⅲ期）工事 新菱冷熱工業㈱ RB-6 パラペット 大阪府

H21.12 府営庭代台２丁住宅改修工事（第１工区） 富士アスファルト販売㈱ RB-6 架台基礎 大阪府

H21.12 府営庭代台２丁住宅改修工事（第２工区） キンキ瀝青工業㈱ RB-6 架台基礎 大阪府

H21.12 屋上防水改修工事 ㈱メイワ RB-6 屋上 大阪府

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 ハイマート堀江大規模修繕工事 ㈱レプロ RA-4 バルコニー 大阪府

H21.12 西岡邸屋上防水改修工事 RB-6 屋上 大阪府

H21.12 池田邸バルコニー改修工事 （有）吉田建装 RB-6 バルコニー 大阪府

H21.12 秀幸ビル ㈱掛谷工務店 RB-6 屋上 大阪府

H21.12 高槻ローズハイツ屋上防水工事 ㈱本間工務店 RX 屋上 大阪府

H21.12 ミクニランテック本社外壁改修工事 ㈱アンポ RB-6 ベランダ 大阪府

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

H21.12 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 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 第一土屋マンション大規模修繕工事 ㈱大塚工務店 RA-4 斜壁 東京都

H21.12 植田邸防水改修工事 パナホーム㈱ RB-6 バルコニー 奈良県
H21.12 森永乳業㈱上甲子園社宅屋上防水改修工事 (有)大谷組建設興業所 RB-6 庇 兵庫県

H21.12 梶間邸屋上他防水工事 ㈱ティーワンホーム RB-5 玄関屋根 兵庫県

H21.12 松尾邸ベランダ防水工事 ｺｰﾌﾟﾊｳｼﾞﾝｸﾞひろしま㈱ RA-4 ベランダ 広島県

H21.12 三次小学校耐震改修工事 ㈱壱心 RB-6 耐震壁屋根 広島県

H21.12 三次川地保育所防水修繕工事 (有)山崎工務店 RB-6 RX 屋上Ｐ・Ｈ　玄関屋根　便所 広島県

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 大州ハイム改修工事 ㈱エヌ・ビー技建 RA-4 RB-8 パラペット　バルコニー 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 川村邸屋上防水改修工事 ㈱ハットリ RA-4 屋上　玄関庇 福岡県

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

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


