
年　月 工      事      名　　称 建設会社名 工法 使　用　場　所 都道府県

H22.01 平成20年度福岡県営築城団地第3工区建築工事 ㈱豊秀建設 RA-3 浴室 福岡
H22.01 広島西典礼会館新築工事 ㈱鴻池組 RA-3 車路ｽﾛｰﾌﾟ　1階庭園 広島
H22.01 東逗子ハイツ外壁・サッシ等省エネ改修工事 ﾌｼﾞﾐﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ㈱ RA-3 妻側出窓･天端･平場･見付･立上り 神奈川
H22.02 中村ﾃﾞｲｹｱ新築工事 ㈱安成工務店 RA-3 1F 福岡
H22.02 多氣邸新築工事 菱和建設㈱ RA-3 建物基礎 大阪
H22.02 大黒町駅居室改造その他工事 今田建設㈱ RA-3 3号・4号出入口立上り壁 大阪
H22.02 狛江第三小学校屋内運動場耐震補強及び特別活動室整備工事 ㈱淺沼組 RA-3 地下ピット 東京
H22.02 グリーンヒル麻布十番 ㈱佐藤秀 RA-3 窓先空き地・階段踏面他 東京
H22.02 介護付有料老人ﾎｰﾑつくばﾒﾃﾞｨｹｱﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ新築工事 大和ハウス工業㈱ RA-3 EVピット・浴室・厨房等入隅 茨城
H22.03 ｱﾄﾚ富田駅前新築工事

㈱長谷工ｺｰﾎ ﾚｰｼｮ
ﾝ

RA-3 ＥＶピット 三重
H22.03 呉竹地域総合ｾﾝﾀｰ改築工事 ㈱伊藤組 RA-3 1Ｆ便所床 滋賀
H22.03 大阪芸術大学１２・１３号館耐震補強工事 大成建設㈱ RA-3 便所 大阪
H22.03 快活ｃｌｕｂ千里本店新装工事 ㈱ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ RA-3 トイレ　厨房床下 大阪
H22.03 広島駅ﾄｲﾚ改修工事 広成建設㈱ RA-3 トイレ 広島
H22.03 県営公園便所ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ改修工事（その１） 道場建設㈱ RA-3 トイレ　壁　等 石川
H22.03 あすならﾎｰﾑ富雄 ㈱鍛治田工務店 RA-3 1階浴室 奈良
H22.03 郡山総合運動場開成山野球場大規模改修工事 鹿島建設㈱ RA-3 便所 福島
H22.03 ﾔｸﾙﾄ本社中央研究所 新研究所建設工事(第４次工事) 鹿島建設㈱ RA-3 オイルタンク躯体天端 東京
H22.03 南海東京ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ いわて銀座ﾌﾟﾗｻﾞ外壁工事 南海ビルサービス㈱ RA-3 外壁 東京
H22.04 凸版印刷㈱堺工場(仮称)新築工事 鹿島建設㈱ RA-3 P3階　P5階 大阪
H22.04 舞鶴（19）岩子・白浜貯蔵庫整備工事 櫻井工業㈱ RA-3 トンネル部 京都
H22.05 長崎総合科学大付属高校生徒寮(仮称)増改築工事 宅島建設㈱ RA-3 外壁埋戻し部分 長崎
H22.05 ﾗﾑｰﾙ難波西新築工事 福昌㈱ RA-3 出窓廻り 大阪
H22.05 萩原ビル３．階段防水改修工事 ㈱明和建設 RA-3 ENT．地下階段 東京
H22.05 (仮称)千歳船橋プロジェクト新築工事 ㈱佐藤秀 RA-3 EVﾋﾟｯﾄ･EVﾎｰﾙ床 東京
H22.06 手呂住宅建築工事(第３工区） 藤本建設㈱ RA-3 ベランダ　廊下 愛知
H22.06 都営住宅19CH-111東(足立区江北4丁目・足立区施設)工事 株木・武家田建設ＪＶ RA-3 配管ピット 東京
H22.07 ｱｻﾋﾌﾟﾘﾃｯｸ㈱阪神事業所Eｽｸﾗｯﾌﾟ棟建築工事 大成建設㈱ RA-3 1階男子便所 兵庫
H22.07 ローヤルシティ鴨居五番館大規模修繕工事 ＴＯＨＯ㈱ RA-3 屋上ハト小屋 神奈川
H22.07 朝日マンション東青梅外壁等大規模修繕工事 本ﾊｳｽﾞｲﾝｸﾞ㈱･㈱ｼﾝﾖRA-3 廊下・バルコニー・笠木天端 東京
H22.08 社会福祉法人いわき会錦の里新築工事 ㈱前田組 RA-3 浴室　ハト小屋　腰壁 大阪
H22.08 くまむたﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ･ｹｱﾎｰﾑ新築工事 ㈱小園工務店 RA-3 浴室 宮崎
H22.09 平成22年度八女市立立花小学校給食室改修工事 ㈱蒲池建設 RA-3 給食室床 福岡
H22.09 名塩地区立体駐車場　福祉ｻｰﾋﾞｽ内装工事 新行建設㈱ RA-3 厨房 兵庫
H22.10 （仮称）宇都宮ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ新築工事 三友工業㈱ RA-3 ＥＶピット 和歌山
H22.10 ㈱クボタ堺製造所(仮称)Ｅ１棟改修工事 飛島建設㈱ RA-3 便所 大阪
H22.10 平成21年度事業福岡県営彼岸原団地第３工区建築工事 ㈱曽根組 RA-3 ユニットバス下 福岡
H22.10 創価学会（新）府中文化会館新築工事 鹿島建設･西松建設ＪＶRA-3 外部階段・外部ホール
H22.11 （仮）伏見稲荷大社社務所増・改築工事 ㈱大林組 RA-3 便所　ベランダ 京都
H22.11 大阪駅新北ﾋﾞﾙｼﾈﾏｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ新築計画工事 ㈱東映建工 RA-3 トイレ 大阪
H22.11 豊田シャルム大規模修繕工事 三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ RA-3 屋上・塔屋 東京
H22.12 日本計測ｼｽﾃﾑ㈱社屋新築工事 村本建設㈱ RA-3 便所 奈良
H22.12 ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ　Ｊｏｕｒ ﾀｶﾗｽﾍﾟｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝ㈱ RA-3 サッシ下　切付け 大阪
H22.12 ﾊﾟﾃﾞｼｵﾝ六地蔵　ｻﾞ･ﾀﾜｰﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ ﾑﾂﾋﾞ建設㈱ RA-3 段スラブ 京都
H22.12 ｺｰﾄ御影大規模修繕工事 ㈱小野工建 RA-3 303号室前漏水個所 兵庫
H22.12 Ｓｍｉｃａ ㈱前田組 RA-3 腰壁 大阪
H22.12 くぬぎ台団地エレベーター設置工事 志眞建設㈱ RA-3 EVピット内・基礎外構 神奈川
H22.12 ジェイパーク早稲田大規模修繕工事 ㈱カタヤマ RA-3 棟屋・屋上 東京
H23.01 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ武芸川あかね新築工事 ㈱ﾔﾏｼﾀ工務店 RA-3 ＥＶピット　浴室内 岐阜
H23.01 (仮称)第二洛東園（特養老人ﾎｰﾑ）新築工事 要建設㈱ RA-3 1階・地下厨房　ベランダ 京都
H23.01 エースハイツ東中野大規模修繕工事 ﾌｼﾞﾐﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ㈱ RA-3 斜壁 東京
H23.01 大谷ビル大規模修繕工事 イロハ工業㈱ RA-3 バルコニー 東京
H23.02 ﾊﾟﾚ西宮鳴尾ｶﾞｰﾃﾞﾝ 不二建設㈱ RA-3 サッシ廻り 兵庫
H23.02 諫早高校中学校棟建設工事 新和・吉川ＪＶ RA-3 内部　便所 長崎
H23.02 春日丘荘「彩の家」 ㈱ｲﾁｹﾝ RA-3 ﾃﾗｽ　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　厨房他 大阪
H23.02 ﾊﾟﾚｽﾄ光の森ｿﾗﾘｽ新築工事 ㈱川口建設 RA-3 梁・天端　外部水槽 熊本

H23.02 萩が丘住宅（４期）１棟工事
長崎土建・ﾏｲﾎｰﾑ

井上ＪＶ
RA-3 廊下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　床 長崎

H23.02 萩が丘住宅（４期）２棟工事 新栄・増崎ＪＶ RA-3 廊下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　床 長崎
H23.02 萩が丘住宅（４期）３棟工事 宅島・佐原ＪＶ RA-3 廊下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　床 長崎
H23.02 萩が丘住宅（４期）４棟工事 松本・福蔵ＪＶ RA-3 廊下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　床 長崎
H23.02 ﾊﾟﾃﾞｼｵﾝ南草津駅前新築工事 睦備建設㈱ RA-3 浴室廻り床 滋賀
H23.02 都島消防署高倉出張所浴室その他改修工事 ㈲丸永建設 RA-3 １階浴室 大阪
H23.02 (仮称)有料老人ﾎｰﾑにじ新築工事 ㈱中野産業 RA-3 浴室　特浴室 宮崎

H23.02 (仮称)まゆみ保育園新築工事 ｺｰﾅﾝ建設㈱ RA-3
設備基礎天端　ハト小屋天端　Ｄ

Ｗピット
奈良

H23.02 平成21年度福岡県営頴田中央団地第１工区建築工事 江藤・西ＪＶ RA-3 ユニットバス下　EVシャフト 福岡
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H23.02 平成21年度福岡県営宮床団地第１工区建築工事 ㈱早田組 RA-3 ユニットバス　EVピット 福岡
H23.02 (仮称)玉川学園廃水分析室建設工事 西松建設㈱ RA-3 配管ピット 東京
H23.03 ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬㈱第４製造棟新築工事 辻寅建設㈱ RA-3 ＥＶシャフト 滋賀
H23.03 ｱｰﾊﾞﾈｯｸｽﾘﾋﾞｵ城南寺町 名工建設㈱ RA-3 EVピット内部 大阪
H23.03 ｸﾞﾗﾝﾃﾞ花園 ｼｰﾚｯｸｽ㈱ RA-3 サッシ廻り 京都
H23.03 京都市立西陣中央小学校増築工事 ㈱城南組 RA-3 便所 京都
H23.03 茗荷谷駅前地区 第一種市街地再開発事業 施設建築物新築工事 RA-3 風除室・外周部・店舗二重床 東京
H23.03 横浜国立大学(常盤台)電子情報工学科棟改修工事 ㈱鴻池組 RA-3 サッシ廻り 神奈川
H23.03 善行団地エレベーター設置工事 志眞建設㈱ RA-3 EV基礎・EVピット 神奈川
H23.03 青山霊園立体埋蔵施設５号基整備工事 ㈱ビッグルーフ RA-3 屋上 東京
H23.03 (仮称)養老迎賓館改築改修工事 清水建設㈱ RA-3 外壁窓廻り 東京
H23.04 熊本工業高校ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置その他工事 ㈱西原建設工業 RA-3 エレベーターピット内 熊本
H23.05 社会福祉法人幸寿会ｶｰｻ月の輪 ㈱内田組 RA-3 厨房 滋賀
H23.05 渡辺ﾋﾞﾙ3階厨房 ㈱ﾔﾏｹｲ RA-3 巾木 大阪
H23.06 渡辺ﾋﾞﾙ３階厨房・ﾄｲﾚ ㈱ﾔﾏｹｲ RA-3 土間　巾木 大阪
H23.06 田中邸　屋上防水工事 ㈱ﾄﾖｼﾏ防水 RA-3 ベランダ 大阪
H23.08 ｴﾙｾｰﾇ梅田ﾌｨｵﾚ ｸﾗﾌﾄｺﾌﾅﾔ㈱ RA-3 トイレ　シャワー室他 大阪
H23.08 ｴﾊﾞｰﾎﾜｲﾄ新築工事 ㈱紙谷工務店 RA-3 バルコニー 大阪
H23.08 ﾃﾞｲｽｸｰﾙ双修 ㈱松本組 RA-3 便所 大阪
H23.08 （仮称）東介護・医療保険施設新築工事 大和ﾊｳｽ工業㈱ RA-3 ＥＶピット 大阪
H23.08 ﾎﾃﾙﾎﾞｽﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞ草津増築工事 清水建設㈱ RA-3 Ｗ・Ｃ 滋賀
H23.08 ＨＯＵＳＥ－Ｔ新築工事 ㈱佐藤秀 RA-3 テラス・笠木他 神奈川
H23.09 勝本中学校校舎便所改修工事 ㈲ｸﾗｺﾗ RA-3 便所床 長崎
H23.09 郷ノ浦中学校校舎便所改修工事 ㈲長嶋建設 RA-3 便所 長崎
H23.09 ﾛｰﾚﾙｺｰﾄ大阪上本町新築工事 大日本土木㈱ RA-3 ペット足洗い場 大阪
H23.09 上の原団地建築主体工事（１工区） ㈱竹澤建設 RA-3 排水溝　バルコニー他 福岡
H23.10 八幸自動車本社屋新築工事 大和ハウス工業㈱ RA-3 腰壁 東京
H23.10 Ａｘｉｏｒ 三田 馬淵建設㈱ RA-3雨水ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ槽・ELVﾋﾟｯﾄ・ﾄﾚﾝﾁ床 東京
H23.10 桑都保育園斜壁防水工事 レピドール技研 RA-3 斜壁 東京
H23.11 ㈱ﾀｶｺ滋賀工場社員寮新築工事 ㈱三栄建設 RA-3 2.3階ﾊﾞﾙｺﾆｰ 滋賀
H23.11 ｸﾞﾗﾝｱｯｼｭ池田室町ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ ㈱森組 RA-3

廊下切付部　外壁ｻｯｼ開口ﾀ ｷ廻
り

大阪
H23.12 ｸﾞﾗﾝﾌｫｰﾚ室見ﾘﾊﾞｰｺｰﾄ 日建建設㈱ RA-3 サッシ廻り 福岡
H23.12 ﾊﾟﾃﾞｼｵﾝ京都十条 睦備建設㈱ RA-3 住居ＵＢ下部段スラブ　配管取合 京都
H23.12 ｸﾞﾗﾝﾌｫｰﾚﾌﾟﾗｲﾑ平尾 鉄建建設㈱ RA-3 ハリ天端他 福岡
H23.12 松屋　Ｒ長居店新装工事 ㈱成美 RA-3 ２階厨房 大阪
H24.01 ﾄﾞﾄｰﾙｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ西神戸医療ｾﾝﾀｰ店 ㈲ｴﾑﾜｲｴﾇ建設 RA-3 厨房 兵庫
H24.02 ﾛｰﾚﾙｺｰﾄ芦屋

㈱長谷工ｺｰﾎ ﾚｰｼｮ
ﾝ

RA-3 ｻｯｼ廻り　廊下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　巾木 兵庫
H24.02 あゆみの里ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ･ｹｱﾎｰﾑ新築工事 ㈱三和総合建設 RA-3 浴室（浴槽共） 宮崎
H24.02 ﾛｰﾚﾙｺｰﾄ茨木ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ

㈱長谷工ｺｰﾎ ﾚｰｼｮ
ﾝ

RA-3 開放廊下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　巾木　小庇 大阪
H24.02 日之出保育所各所改修工事 ㈱ｱｽﾞﾏ RA-3 ハト小屋 大阪
H24.03 ｸﾚｳﾞｨｱ緑地公園ｻﾞ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ

㈱長谷工ｺｰﾎ ﾚｰｼｮ
ﾝ

RA-3
共用部分　サッシ廻り　切付　巾

木
大阪

H24.03 萩が丘住宅（５期）６棟工事
鳥田組・田浦住建Ｊ

Ｖ
RA-3 廊下　バルコニー　床 長崎

H24.03 ﾌﾞﾗﾝｽﾞｼﾃｨ都島友渕町新築工事
㈱長谷工ｺｰﾎ ﾚｰｼｮ

ﾝ
RA-3 外壁　開放廊下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ他 大阪

H24.03 ｱｰﾊﾞﾈｯｸｽ吹田江坂ﾌｧｲﾝﾌﾗｯﾂ
㈱長谷工ｺｰﾎ ﾚｰｼｮ

ﾝ
RA-3 外壁　開放廊下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ他 大阪

H24.03 （仮称）ﾙ･ｻﾝｸ室見新築工事 九鉄工業㈱ RA-3 2Ｆ廊下溝 福岡
H24.03 社会福祉法人松花苑　みずのき 西松建設㈱ RA-3 浴室　シャワー室 京都
H24.03 ダイバーシティ東京プラザ 三井住友建設㈱ RA-3 トイレ 東京
H24.03 Ｚｅｅｐ Ｄｉｖｅｒ Ｃｉｔｙ(ＴＯＫＹＯ) 三井住友建設㈱ RA-3 トイレ 東京
H24.04 ライオンズ水戸フランフォート新築工事 ㈱熊谷組 RA-3 トレンチピット・EVピット 茨城
H24.04 シティタワーさいたま新都心 前田建設工業㈱ RA-3 配管ピット 埼玉
H24.05 西ノ京ﾃﾞｲｾﾝﾀｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ新築工事 大和ﾊｳｽ工業㈱ RA-3 １Ｆ浴室 京都
H24.05 静和ハイム改修工事 ㈱筒見工務店 RA-3 斜壁・出窓 東京
H24.05 警視庁有家族待機宿舎桜木住宅(２２)改築工事 フジタ・トヨダＪＶ RA-3 地下水槽 東京
H24.06 三久保ﾎﾞﾃﾞｰ㈱工場新築工事 ㈱北川建設 RA-3 ピット 滋賀
H24.06 （仮称）長庚堂小規模老健施設新築工事 RA-3 ﾊﾞﾙｺﾆｰ　EVﾋﾟｯﾄ 長崎
H24.06 浄水場整備事業　浄水場内装等工事 中村・田野ＪＶ RA-3 風除室　玄関　便所　更衣室 兵庫
H24.06 三興ﾊﾞﾙﾌﾞ㈱倉庫雨漏改修工事 ㈱栄進建設 RA-3 庇 福岡
H24.06 ﾍﾞｲｻｲﾄﾞｼﾃｨｺｽﾓｽｽｸｴｱ駅前新築工事

㈱長谷工ｺｰﾎ ﾚｰｼｮ
ﾝ

RA-3 外壁　開放廊下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ他 大阪
H24.06 渡邊教様邸新築工事 植村産業㈱ RA-3 巾木基礎 愛知
H24.06 マイキャッスル武蔵新城大規模改修工事 ㈱シンヨー RA-3 ルーフバルコニー 神奈川
H24.06 志木第一ビル ㈲アライ RA-3 屋上 埼玉
H24.06 レーベンハイム五反野グランステージ大規模修繕工事 ㈱レーベンコミュニティ RA-3 吹き抜け 下部床 東京
H24.07 野村ビル外壁改修工事 ㈱小川組・㈱昭和住宅RA-3 壁面・ブロック・ＲＣ部分 東京
H24.07 クレヴィア中目黒 ㈱淺沼組 RA-3 トレンチピット 東京
H24.07 常総環境センター第３次ごみ処理施設建設工事 ㈱淺沼組 RA-3 消火水槽地下ピット 茨城
H24.08 大阪府営吹田藤白台住宅新築工事

㈱長谷工ｺｰﾎ ﾚｰｼｮ
ﾝ

RA-3 開放廊下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　巾木　小庇 大阪
H24.08 デイサービスぶどうの里 宇田川工務店 RA-3 風呂場 神奈川
H24.09 三宅ﾏﾝｼｮﾝⅢ新築工事 ㈱SEED･CASA RA-3 浴室 兵庫
H24.10 中西邸新築工事 京都建設㈱ RA-3 浴室 京都
H24.10 （仮称）㈱ﾏﾙﾜ給食社屋新築工事 ㈱三栄建設 RA-3 便所 大阪
H24.10 Ｃアミューユ北綾瀬 積水ハウス・㈱加賀田組RA-3 外壁地覆・窓廻り 東京
H24.11 ﾒｿﾞﾝときわ新築工事 徳栄建設㈱ RA-3 ベランダ 島根
H24.12 （仮称）ざ・漁師街加増改築工事 石黒建設㈱ RA-3 トイレ床　増築部及び既設部 福井



H24.12 グレイス洋光台ステーションプラザ大規模修繕工事 合人社ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ RA-3 手摺下端 神奈川
H24.12 ヒルズ成増プライディアコート大規模修繕工事 北野建設㈱ RA-3 バルコニー笠木天端逆梁部他 東京
H24.12 ジェイパーク新中野大規模修繕工事 住友不動産建物ｻｰﾋﾞｽ RA-3 バルコニー 東京

H22.02 ｼﾃｨﾎｰﾙ垂水
北斗工業ｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝ

ｸﾞ㈱
RA-3
RB-5

便所　ﾊﾟﾝﾄﾘｰ 兵庫

H22.02 ｱﾜｰｽﾞ
㈱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　小庇　他 大阪

H22.10 ﾌﾟﾗｳﾄﾞ茨木西中条ﾏｰｸｽ 野村建設工業㈱
RA-3
RB-5

バルコニー廊下　構造スリット他 大阪

H23.03 (仮称)多田こどもの森保育園
RA-3
RB-5

エントランス　バルコニー　厨房 兵庫

H23.03 大阪駅新北ﾋﾞﾙ(仮称)百貨店設備他工事 ㈱大林組
RA-3
RB-5

便所 大阪

H23.03 大阪駅新北ﾋﾞﾙ(仮称)百貨店設備他工事
大阪駅新北ﾋﾞﾙ(仮
称)新築工事ＪＶ

RA-3
RB-5

便所 大阪

H23.07 大園団地公営住宅新築主体工事（１） 大進・武藤ＪＶ
RA-3
RB-5

ユニットバス下　バルコニー 長崎

H23.07 大園団地公営住宅新築主体工事（２） 森美・秀島ＪＶ
RA-3
RB-5

ユニットバス下　バルコニー 長崎

H24.02 西邸新築工事
㈱山市建築企画事

務所
RA-3
RB-5

浴室　１階水庭　２階テラス 大阪

H24.02 ｸﾞﾘｰﾝｹﾞｰﾄﾚｼﾞﾃﾞﾝｽⅠ期新築工事
㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ

ﾝ
RA-3
RB-5

雨掛ｻｯｼ四周　開放廊下　ﾊﾞﾙｺ
ﾆｰ

愛知

H24.05 ﾀｲｾｰ商会㈱社屋新築工事 ㈱三栄建設
RA-3
RB-5

ﾊﾞﾙｺﾆｰ　物干し場 大阪

H24.12 長与小学校校舎建設工事 堀内組・日東ＪＶ
RA-3
RB-5

階段室屋根　ﾙｰﾌﾊﾞﾙｺﾆｰ　笠木
他

長崎

H22.08 ｱﾍﾞﾘｰﾙｸｵｰﾚ逆瀬川新築工事
㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ

ﾝ

RA-3
RB-5・

6

屋上　ﾙｰﾌﾊﾞﾙｺﾆｰ　雨掛ｻｯｼ四
周他

兵庫

H22.08 通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ併設介護老人保健施設千年の緑新築工事 ㈱吉川工務店
RA-3
RB-5・

6
バルコニー　浴室 長野

H22.11 ＢＥＬＩＳＴＡ夕陽ヶ丘
㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ

ﾝ

RA-3
RB-5・

6

開放廊下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　雨掛りｻｯｼ
四周他

大阪

H23.11 (仮称)ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事 ﾌｼﾞﾀ･ｻﾝﾗｲﾌ建設ＪＶ
RA-3
RB-5・

6
ﾊﾞﾙｺﾆｰ　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ　EVﾋﾟｯﾄ他 福岡

H22.02 武田薬品研修所・宿泊棟建替工事 ㈱大林組
RA-3
RB-6

ﾃﾗｽ　庇　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ　ﾊﾞﾙｺﾆｰ 大阪

H22.02 ﾌﾟﾚﾐｽ交北公園 誠信建設工業㈱
RA-3
RX

屋上　廊下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　階段 大阪

H24.11 神田邸改修工事 ﾔﾏｶﾄﾗｽﾄﾎｰﾑｽﾞ㈱
RA-3
RX

浴室　トイレ　バルコニー 岐阜

H22.05 京都銀行久御山町支店新築工事 ㈱ﾐﾗﾉ工務店
RA-3・

4
花壇　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木　駐輪場 京都

H22.08 (仮称)ｺ･ｽ･ﾊﾟ住道　内装・設備新築工事 ｺｰﾅﾝ建設㈱
RA-3・

4
機械室　プールエリア　浴室 大阪

H22.11 ﾈｵ･ﾌﾟﾚｲｽ葉山新築工事 ㈱長崎大建
RA-3・

4
屋上庇　渡り廊下屋根　ﾊﾞﾙｺﾆｰ

他
長崎

H22.12 港小学校校舎耐震改修工事 ㈱初島組
RA-3・

4
南面庇　保健室手洗場 和歌山

H23.01 阿弥陀小学校改築工事 ㈱柄谷工務店
RA-3・

4
室内　ＷＣ　ＥＶピット 兵庫

H23.03 介護老人福祉施設・日見あけぼの荘建築工事 ㈱長崎工建工業所
RA-3・

4
消火水槽　バルコニー　ルーフテ

ラス
長崎

H23.09 平成２２年度上の原団地建設工事（２工区）
RA-3・

4
屋根　バルコニー　庇 福岡

H24.03 特養老人ﾎｰﾑ「健光園あらしやま（仮称）」新築工事 ㈱間組
RA-3・

4
屋上小屋裏　ﾊﾞﾙｺﾆｰ 京都

H24.03 ｴﾌﾃｨｰﾏﾝｼｮﾝ 花谷建設㈱
RA-3・

4
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ　EVｼｬﾌﾄ　巾木　ﾊﾟﾗﾍﾟｯト

天端
大阪

H24.05 水島ﾆｭｰﾀｳﾝ受水槽・ﾎﾟﾝﾌﾟ室築造工事 中央建設㈱
RA-3・

4
斜壁　外壁 岡山

H24.06 中病建第２郷　中津市民病院新築工事
フジタ・九電工・三晃

空調ＪＶ
RA-3・

4
サッシ廻り　建具廻り　犬走り 大分

H22.01 ﾏﾘｴｰﾙ神水苑新築工事
ﾌｼﾞﾀ・建吉・三津野Ｊ

Ｖ

RA-3・
4 RB-
5・6

ﾊﾞﾙｺﾆｰ　側溝　屋上他 熊本

H22.01 多摩NTﾍﾞﾙｺﾘｰﾇ南大沢5-7団地2号棟他7棟改築その2工事 大成建設㈱ A-3・RB タイル下 東京
H24.02 柏ハイム大規模修繕工事 ㈱ﾘﾆｭｰｱﾙｳｨﾝｸﾞｽ A-3・RB パラペット･庇天端･鼻先他 千葉


