
年　月 工      事      名　　称 建設会社名 工法 使　用　場　所 都道府県
H22.01 ﾒｿﾞﾝｸﾞﾗﾝﾋﾞｱ外壁等修繕工事 さがの塗建㈱ RA-4 ﾊﾞﾙｺﾆｰ 大阪
H22.01 国道ﾋﾞﾙ屋上（塔屋）防水改修工事 ｱﾔﾊ不動産㈱ RA-4 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 滋賀
H22.01 ﾚｲﾝﾎﾞｰ東白土大規模修繕工事 ㈱竹中工務店 RA-4 PH内　高架水槽下 愛知
H22.01 ﾏﾝｼｮﾝいし井屋上防水改修工事 丹後建設㈱ RA-4 ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 大阪
H22.01 ｱﾒﾆﾃｨｰ新大阪七番館外壁・屋上改修工事 RA-4 ﾊﾞﾙｺﾆｰ 大阪
H22.01 広島牛田新町3丁目北社宅模様替工事 ㈱砂原組 RA-4 ﾊﾞﾙｺﾆｰ 広島
H22.01 京都市洛西東竹の里市営住宅修繕工事 東洋建材㈱ RA-4 高架水槽架台　ﾊﾄ小屋 京都
H22.01 牛田公園ﾛｼﾞｭﾏﾝ大規模修繕工事 ｹｰｱﾝﾄﾞｲｰ㈱ RA-4 屋上庇 広島
H22.01 立花ﾊｲﾂ外壁修繕工事 ㈱環境総合ﾃｸﾉｽ RA-4 屋上廻り　階段踊り場 兵庫
H22.01 福間駅本屋改築他３ 九鉄工業㈱ RA-4

屋上架台　ﾊﾄ小屋　ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ天
端

福岡
H22.01 イストワール碑文谷大規模修繕工事 ㈱長谷工コミュニティ RA-4 外階段 東京
H22.02 京都市洛西東新林市営住宅修繕工事 ｻﾝﾉｰ技建㈱ RA-4 高架水槽架台　ﾊﾄ小屋 京都
H22.02 平成21年度第1-0096号　総合体育館大規模改修工事 ㈱千商 RA-4 外壁ﾀｲﾙ天端 滋賀
H22.02 熊取町営大原住宅建替工事（第３期） ㈱藤木組 RA-4 ＥＶ横共用廊下　他 大阪
H22.02 四貫島住宅１号館外壁改修工事 ㈱波江野工務店 RA-4 廊下側溝 大阪
H22.02 ｻﾝﾚﾑｰﾄ・江坂　２ｎｄ ｽﾅﾀﾞ建設㈱ RA-4 梁天端 大阪
H22.02 京都市向島市営住宅修繕工事 ㈱森崎組 RA-4 ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ　廊下側溝　　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ　庇 京都
H22.02 今井文夫様邸改修工事 ㈲利川工業 RA-4 バルコニー・出窓天端 埼玉
H22.03 (仮称)和貴福祉会あいあい保育園新築工事 九州建設㈱ RA-4 ﾊﾞﾙｺﾆｰ 佐賀
H22.03 鶴町第二住宅5～8号館外壁改修工事 ㈱ｲﾝﾃﾘｱﾀｶﾊｼ RA-4 ベランダ 大阪
H22.03 ｼﾝｺﾑ尼崎ﾋﾞﾙ防水改修工事 RA-4 塔屋 兵庫
H22.03 鶴町第３住宅１・２号館外壁部分改修その他工事 ㈱ｸﾗｲﾑ RA-4 屋上・バルコニー側溝 大阪
H22.03 新山口駅ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ設備整備 広成建設㈱ RA-4 上りＥＶ基礎天端 山口
H22.03 豊里住宅4～7号館外壁改修その他工事 ㈱竹本工務店 RA-4 バルコニー　側溝部 大阪
H22.03 ｶｻ･ﾗﾃｨｰﾄﾞ やまと建設㈱ RA-4 バルコニー床 大阪
H22.03 山口豪様邸 住友不動産㈱ RA-4 下屋 京都
H22.03 津守第３住宅１号外壁部分改修その他工事 ㈱松口工務店 RA-4 ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ　階段側溝　屋上笠木 大阪
H22.03 21－ｱｰﾍﾞｲﾝ香椎南外壁修繕その他工事 RA-4 屋根　バルコニー 福岡
H22.03 豊中市立共同利用施設原田ｾﾝﾀｰ屋上防水改修工事 ㈱興永ﾃｸﾉｽ RA-4 2階部　階段部 大阪
H22.03 ﾊｲﾂﾋｸﾞﾁ南面東面外壁改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 大阪
H22.03 大和川住宅１・２号館外壁改修その他工事 中川建設工業㈱ RA-4 階段室・バルコニー側溝 大阪
H22.03 ｱﾙｶﾃﾞｨｱ枚方改修工事 東レ建設㈱ RA-4 バルコニー　廊下　庇 大阪
H22.03 ﾌﾞﾗｽﾄ ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 三巳建設㈱ RA-4 階段　廊下屋根　ｴﾝﾄﾗﾝｽ屋根 愛知
H22.03 市営住宅空家補修工事（新千里南住宅他） ㈱小池工務店 RA-4 ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ　ﾊﾞﾙｺﾆｰ 大阪
H22.03 熊野町ﾌﾞﾘｯｸﾊｲﾂ南面庇補修他工事 ㈱巨勢工務店 RA-4 庇　バルコニー 兵庫
H22.03 林業会館大規模改修工事 堀組 RA-4 バルコニー　庇 三重
H22.03 波除第２住宅１・２号棟外壁部分改修その他工事 誠友建設㈱ RA-4 ベランダ側溝立上り 大阪
H22.03 大阪府営桃山台３丁西住宅外装吹替その他工事 ㈱日本装工 RA-4 ベランダ側溝立上り 大阪
H22.03 我孫子第３住宅１号館　外壁部分改修その他工事 ㈲三共興業 RA-4 バルコニー溝部　パラペット 大阪
H22.03 千本中住宅３・４・５号館　外壁部分改修その他工事 城世建設㈱ RA-4 バルコニー溝部 大阪
H22.03 北加賀屋住宅１号館　外壁部分改修その他工事 ㈲三共興業 RA-4

ﾊ ﾙｺﾆｰ側溝・巾木　屋上ﾊ ﾗﾍ ｯﾄ
天端

大阪
H22.03 東加賀屋住宅１・２号館　外壁部分改修その他工事 ﾀﾞｲﾅﾝ工業㈱ RA-4 共用廊下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ側溝・巾木他 大阪
H22.03 今福南住宅第２住宅１・２・３号館外壁部分改修その他工事 浜田工務店 RA-4 廊下　バルコニー 大阪
H22.03 ロングヒル嶋 ㈱丸高 RA-4 ベランダ・共用通路・階段 山形
H22.03 多摩第一小学校外構整備工事 今冶建設㈱ RA-4 屋根・庇 東京
H22.03 虹ヶ丘団地第１工区外壁修繕その他工事 ㈱淺沼組 RA-4 バルコニー 神奈川
H22.03 青山茂樹様邸 ㈱オンテックス RA-4 屋上 東京
H22.03 東京工業大学(すずかけ台)資源化学研究棟改修工事 安藤建設㈱ RA-4 窓台・庇・パラペット天端等 神奈川
H22.03 フジヨシ小島屋上防水改修工事 ㈱ベーシング RA-4 屋上 東京
H22.04 岩出市庁舎耐震工事

丸善・宮本工務店Ｊ
Ｖ

RA-4 庇 和歌山
H22.04 宏栄ﾊｲﾂ外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 大阪
H22.04 ｶﾞﾙﾎﾞ塚口外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 兵庫
H22.04 右東谷町営住宅改修工事 ㈱小森組 RA-4 屋根溝部 和歌山
H22.04 ﾊｲﾂﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 大阪
H22.04 ｸﾞﾚｰｽ水尾外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー床 大阪
H22.04 ﾒｿﾞﾝﾄﾞ高安外壁保全改修工事 高安産業㈱ RA-4 バルコニー床 大阪
H22.04 21-金山団地A工区外壁修繕その他工事 安藤建設㈱ RA-4 バルコニー 福岡
H22.04 ﾎｰﾙｻｲﾄﾞｺｰﾄ外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 大阪
H22.04 21-星の原団地Ｂ工区外壁修繕その他工事 ㈱ｱﾙｼｽﾎｰﾑ RA-4 バルコニー 福岡
H22.04 香里団地Ｂ67号棟大庇等防水修繕工事 大阪住宅営善㈱ RA-4 大庇 大阪
H22.04 ｱﾚｸﾞﾘｱ香椎駅前防水改修工事 ㈲ｱｲﾘｯｸｽ RA-4 屋上笠木・庇　他 福岡
H22.04 ﾌﾛｰﾚﾝｽ緑地大規模改修工事 ㈱篠原塗装店 RA-4 バルコニー 大阪
H22.04 中村邸 防水工事 ミサオハウス㈱ RA-4 ベランダ 神奈川
H22.05 ﾛｰﾄﾞｽ98外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 兵庫
H22.05 ｴﾚｶﾞﾝｽ巽外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 大阪
H22.05 ｳﾞｨﾗｶﾐｰﾘｱ保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 大阪
H22.05 21－ｱｰﾍﾞｲﾝ春日公園団地外壁修繕その他工事 ㈱馬場組 RA-4 バルコニー 福岡
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H22.05 ﾌﾞﾙｰｽｶｲ外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 大阪
H22.05 上村邸修繕工事 ｻｵｲ創建㈱ RA-4 屋上　ベランダ 愛知
H22.05 ｸﾞﾗﾝﾌｫﾙﾑ岡本外壁改修工事 ㈱ｱｶﾂｷ工務店 RA-4 ２・３階ベランダ 兵庫
H22.06 安達邸新築工事 ㈱旭栄 RA-4 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ　庇　ﾊﾞﾙｺﾆｰ溝巾木他 大阪
H22.06 菊千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
H22.06 久御山町旧商工会館建屋改修工事 ㈱巴山組 RA-4 屋上パラペット天端 京都
H22.06 上原邸新築工事 照正組 RA-4 勾配屋根 沖縄
H22.06 21-ｻﾝﾘﾊﾞｰ美野島・松居団地　外壁修繕その他工事 ㈱へいせい RA-4 バルコニー 福岡
H22.06 ﾛｰｾﾞﾝﾊｲﾑ改修工事 ﾘﾌｧｲﾝ福岡㈱ RA-4 階段屋根　玄関庇 福岡
H22.06 駒井邸修繕工事 ㈱平安ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RA-4 屋根 京都
H22.06 ﾛｲﾔﾙ内田江坂ビル保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 大阪
H22.06 谷塚プラザドゥウインザー防水工事 ㈲吉本建装 RA-4 屋根・壁 埼玉
H22.06 ダイアパレス琴似第４大規模修繕工事 コミュニティワン㈱ RA-4 外部階段 北海道
H22.06 朝日フレール川越大規模修繕工事 ㈱幸和 RA-4

ベランダ･階段室･エントランス庇
他

埼玉
H22.06 ８条西グランドハイツＡ棟外壁改修工事 ㈱ピーエス三菱 RA-4 バルコニー 北海道
H22.07 ｽﾃｲﾀｽﾏﾝｼｮﾝ桧原大規模改修工事 ㈱ﾂｷｼﾞ RA-4 屋上屋根 福岡
H22.07 ﾌﾟﾛｽﾍﾞｰﾙ北野田外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 大阪
H22.07 千代田ﾊｲﾂ大規模修繕工事 ﾒﾙｺｴｽﾃｰﾄｻｰﾋﾞｽ㈱ RA-4 ベランダ 愛知
H22.07 ㈱日本化学工業所新社屋新築・旧倉庫改修工事 ㈱小池組 RA-4 渡り廊下 和歌山
H22.07 ﾄﾞﾐｰﾙ利倉西保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 大阪
H22.07 園邸ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ防水改修工事 ㈱ｴﾑｱｲ RA-4 ベランダ 京都
H22.07 グリーンキャピタル前橋南面・西面外壁他改修工事 ㈱日立ビルシステム RA-4 既存モルタル部分 群馬
H22.07 銀座三丁目ビル外壁他改修工事 東急建設㈱ RA-4 バルコニー 東京
H22.07 パルシティー成城改修工事 ㈱建和 RA-4 ベランダ 東京
H22.08 市営土山住宅空家修繕 ㈱ﾍﾞｽﾄ創美 RA-4 ベランダ 兵庫
H22.08 泉北鴨谷台三丁第二住宅大規模修繕工事 日本総合住生活㈱ RA-4 受水槽ポンプ室棟　面台 大阪
H22.08 第３阿井ﾏﾝｼｮﾝ大規模改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 大阪
H22.08 ｴｵﾘｱﾝﾊｰﾌﾞﾊﾞﾙｺﾆｰ側改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 大阪
H22.08 平成21年度市営下山門住宅36棟全面的改善工事 ㈱百田工務店 RA-4 バルコニー 福岡
H22.08 ﾏﾝｼｮﾝｺﾏﾂ２０３号室 ㈲ﾜｰｸｽ RA-4 2Ｆバルコニー 兵庫
H22.08 ﾜｾﾀﾞﾔﾋﾞﾙ塔屋屋上防水工事 ㈱金山工務店 RA-4 塔屋　屋上 大阪
H22.08 ｼﾝﾌﾟﾙﾗｲﾌながた外壁保全工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 兵庫
H22.08 八幡小学校外壁等改修工事 ㈱ｶｽﾀﾑﾊｳｼﾞﾝｸﾞ RA-4 庇　他 和歌山
H22.08 ディアフィールズ中葛西外壁改修工事 スターツＣＡＭ㈱ RA-4 EV室屋根・庇 東京
H22.08 ロジメント南郷Ⅱ大規模改修工事 ㈱中山組 RA-4 外部階段 北海道
H22.08 グランドステージ蒲田修繕工事 ㈱グランドサービス RA-4 バルコニー室外機置場 東京
H22.09 市営原田住宅空家補修工事（原田住宅） 上原建設㈱ RA-4 バルコニー 大阪
H22.09 東出雲町立揖屋幼稚園・小学校太陽光発電設備設置工事 ㈲角田工務店 RA-4 屋上　架台基礎 島根
H22.09 愛知川東小学校ｴﾚﾍﾞｰﾀ設置工事 ㈱丸屋建設 RA-4 エレベータピット 滋賀
H22.09 本庁舎補修工事 昭合建設㈱ RA-4 面台・外部廊下 東京
H22.09 ガーデンズウエスタン屋上防水改修工事 ㈱ベーシング RA-4 屋上 東京
H22.09 渋谷ＭＭＩビルディング ㈱オガワリフォーム RA-4 ベランダ 塔屋 東京
H22.10 東出雲町立意東幼稚園・小学校太陽光発電設備設置工事 ㈱アスト技建 RA-4 屋上架台基礎 島根
H22.10 三宅ﾋﾞﾙ外壁改修工事 ㈲神渡塗装 RA-4 ベランダ 福岡
H22.10 船越義ﾋﾞﾙ大規模改修工事 上村建設㈱ RA-4 ﾙｰﾌﾊﾞﾙｺﾆｰ　ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 福岡
H22.10 八多喜無線中継所新設工事 共立建設㈱ RA-4 床 愛媛
H22.10 高雄中学校体育館耐震改修工事 ㈱山幸 RA-4 2階梁天端モルタル面 和歌山
H22.10 ﾌﾟﾛｽﾍﾞｰﾙ高安保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 大阪
H22.10 ｴｽﾎﾟﾜｰﾙ向陵保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 大阪
H22.10 ｼｬﾄｰ安野屋外壁改修その他工事 創臭建設㈱ RA-4 ベランダ 富山
H22.10 ｴﾃﾞﾝ喜連東外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 大阪
H22.10 三宝電機㈱加古川営業所新築工事 ｺｰﾅﾝ建設㈱ RA-4 屋上ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄｱｺﾞ　ハト小屋天端他 兵庫
H22.10 今福南住宅１号館外壁改修工事 (有)菩提 RA-4 北面庇　バルコニー側溝 大阪
H22.10 ﾚｼｵ西園田外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー床 兵庫
H22.10 東急ドエルアルス学園前大規模改修工事 ㈱中山組 RA-4 外部階段 北海道
H22.10 グランドール司新さっぽろ大規模改修工事 ㈱中山組 RA-4 外部階段 北海道
H22.10 メゾンドール東青梅防水改修工事 ㈲若杉塗装工業 RA-4 屋上 東京
H22.10 高野小学校外装改修工事 ㈱山陽工業 RA-4 屋上・パラペット 東京
H22.10 花保小学校外装改修工事 RA-4 パラペット 東京
H22.10 ホリデイスポーツクラブ秋田新築工事 第一建設工業㈱ RA-4 浴室・サウナ・ピット 秋田
H22.10 (Ｈ２２)袴塚住宅外壁改修その他工事 ㈱矢口 RA-4 バルコニー 茨城
H22.10 三軒茶屋パークマンション北面 上階斜壁防水工事 シンヨー㈱ RA-4 斜壁 東京
H22.10 リーベスト月寒中央Ⅱ屋上防水ほか改修工事 パーカー技建工業㈱ RA-4 外部階段 北海道
H22.11 ｱﾒﾆﾃｨ上甲子園外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 兵庫
H22.11 今福南住宅２号館外壁改修工事 ㈱宮地組 RA-4 バルコニー側溝　北面庇 大阪
H22.11 江南市立古知野中学校校舎耐震補強工事 松岡建設㈱ RA-4 ＰＣａフレームと校舎躯体間 愛知
H22.11 東喜連第2住宅26・27・32～36号館外壁改修工事 ㈱絋大 RA-4 バルコニー側溝部　階段踊場 大阪
H22.11 ﾊﾟｰｸﾊｲﾂ西今川外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 大阪
H22.11 平林南住宅２号館外壁改修その他工事 ㈱ﾌﾟﾚﾌｨｸｽ RA-4

廊下　バルコニー溝　屋上笠木
廻り

大阪
H22.11 長吉出戸西住宅23・24号館外壁改修その他工事 新宅工務店 RA-4 バルコニー側溝廻り・手摺天端他 大阪
H22.11 （仮）都島本通ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ新築工事 ㈱保全ｻｰﾋﾞｽ RA-4 基礎廻り 大阪
H22.11 桜宮住宅１号館外壁改修その他工事 白鷺土建㈱ RA-4 屋上パラペット　バルコニー側溝 大阪
H22.11 大長ﾏﾝｼｮﾝ外部改修工事 松原ﾘﾌｫｰﾑ RA-4

屋上　塔屋　ベランダ　庇　店舗
上部

愛知



H22.11 三軒家住宅７号館外壁改修工事 ｶﾅｻﾞﾜ住設㈱ RA-4 各所笠木　バルコニー溝部 大阪
H22.11 平野市町住宅２号館外壁改修その他工事 本林ﾀｲﾙ㈱ RA-4 屋上パラペット天端 大阪
H22.11 ﾌﾟﾚﾐｰﾙ巽　大規模保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー床 大阪
H22.11 夕陽ヶ丘吉盛ﾋﾞﾙ外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー床 大阪
H22.11 ﾘﾌﾞﾗﾝ新北野外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 大阪
H22.11 大和川住宅５．８号館外壁改修その他工事 ㈲尚建ﾋﾞﾙﾄﾞ RA-4 ベランダ側溝 大阪
H22.11 高殿住宅1・2号館外壁改修その他工事 ㈱幸和 RA-4 ベランダ 大阪
H22.11 ホーユーリレント弘明寺第２改修工事 日総物産㈱ RA-4 ベランダ 神奈川
H22.11 グランモール千代田大規模修繕工事 朝日塗装㈱ RA-4 屋上笠木・バルコニー 千葉
H22.11 イーストファイブ外壁修繕工事 ㈲創明建設 RA-4 小庇 東京
H22.12 梶小学校屋内運動場耐震補強工事 豊徳建設㈱ RA-4 バルコニー屋外階段 大阪
H22.12 竹内様邸屋上防水改修工事 福井ﾃﾞﾘｶ㈱ RA-4 屋上 福井
H22.12 第1回ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ草津団地大規模改修工事（2010年） ㈱TOHO RA-4 溝　巾木　手摺　他 京都
H22.12 春日保育園改築工事 谷口建設興業㈱ RA-4 バルコニー　ＥＶピット 香川
H22.12 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ平井大規模保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー床 大阪
H22.12 さくらの家改修工事 若林建設㈱ RA-4 屋根 島根
H22.12 ｳﾞｧﾝﾍﾞｰﾙ外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー床 兵庫
H22.12 平成22年度大島教員住宅改修工事 ㈱坂井組 RA-4 ベランダ 和歌山
H22.12 長崎地区弥生社宅１０年定期保守工事 ㈱谷川建設 RA-4 階段屋根庇　1階庇 長崎
H22.12 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｰﾙ南野 ㈱信和建設 RA-4 バルコニー 兵庫
H22.12 九条団地ﾄﾚﾝﾁﾋﾟｯﾄ防水工事 ㈱仲谷工務店 RA-4 4Ｆ廊下下 京都
H22.12 レジデンスミユキ改修工事 五洋建設㈱ RA-4 塔屋屋根 埼玉

H22.12 西荻ﾛｲﾔﾙｺｰﾎﾟ耐震補強及び外壁・建具等大規模改修工事 ﾌｼﾞﾐﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ㈱ RA-4
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ斜壁･梁型天端･ﾊﾞﾙｺﾆｰ

手摺天端
東京

H22.12 京成笹井駅エレベーター設置工事 京成建設㈱ RA-4 EVピット 千葉
H22.12 白須賀浄水場建屋改修工事 ㈲ 新塗装店 RA-4 屋根 山形
H22.12 ステイツ北１０条大規模修繕工事 ＴＯＨＯ㈱ RA-4 外部階段 北海道
H22.12 ベルボア相模原大規模改修工事 ㈱アイシン RA-4 ライトコート 神奈川
H22.12 県営住宅管理(蓬莱団地・屋上防水)工事 桜田工業㈱ RA-4 階段 福島
H22.12 セレナハイツ東京ベイ トリヤマ株式会社 RA-4 バルコニー 東京

H22.12 郵船ロジスティクス㈱ 厚木営業所塔屋防水工事
五洋建設㈱･イナバ

建装㈱
RA-4 塔屋 千葉

H22.12 かしわやビル３Ｆルーフバルコニー改修工事 ㈱小坂組 RA-4 ルーフバルコニー 東京
H22.12 渡辺邸 改修工事 RA-4 屋上・ベランダ床 東京
H23.01 ﾊﾟｰｸﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ江坂 野村建設工業㈱ RA-4 バルコニー溝 大阪
H23.01 ｾﾄﾙ伊都増築工事 九鉄工業㈱ RA-4 屋上パラペット　階段室屋上笠木 福岡
H23.01 村田邸防水工事 辻邨建設 RA-4 ベランダ　庇 大阪
H23.01 沖縄県立泡瀬特別支援学校 RA-4 壁面　立上り 沖縄
H23.01 筑豊高校体育館他大規模改修工事 中田ﾎｰﾑｽﾞ㈲ RA-4 屋外階段　バルコニー 福岡
H23.01 22－春日ｻﾝﾊｲﾂ第２工区建物外壁修繕工事 ㈱柿原組 RA-4 階段室　ベランダ 福岡
H23.01 22－春日ｻﾝﾊｲﾂ第１工区建物外壁修繕工事 岩崎建設㈱ RA-4 バルコニー床排水溝部 福岡
H23.01 22－春日ｻﾝﾊｲﾂ第１工区建物外壁修繕工事 岩崎建設㈱ RA-4 バルコニー床（排水溝部） 福岡
H23.01 神戸大学（宝塚）宝塚Ａ棟改修工事 明和建設工業㈱ RA-4 パラペット 兵庫
H23.01 ｸﾘｽﾀﾙｸﾞﾗﾝﾂ大阪ｾﾝﾀｰＳｔ ㈱森本組 RA-4 廊下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　階段　溝他 大阪
H23.01 福島北高 北・中校舎外壁改修工事 ㈱郡山塗装 RA-4 ダストシュート屋根 福島
H23.01 管理本館換気ファン室防水工事 ㈱ﾄｰﾀﾙﾍﾟｲﾝﾄｾﾝﾀｰ RA-4 換気ファン室床 千葉
H23.01 都営住宅21H-903東(北区王子五丁目ｱﾊﾟｰﾄ)工事(2ｸｰﾙ) 奥井･ﾒｲﾜﾋﾞﾙｺﾝＪＶ RA-4 廊下 東京
H23.02 22-ｼｰｻｲﾄﾞももちｻｳｽｽﾃｰｼﾞ外壁修繕その他工事 ㈱百田工務店 RA-4 1号棟 福岡
H23.02 松村邸改修工事 Ｓ・Ｋ建設 RA-4 ベランダ 大阪
H23.02 御幸住宅8～11号館外壁部分改修その他工事 ㈱吉田工務店 RA-4 バルコニー溝 大阪
H23.02 大太鼓 花夢花夢温泉棟新築工事 ㈱ｺﾞｾｹﾝ RA-4 側溝　巾木 奈良
H23.02 市営住宅向島住宅屋根防水改修工事 ㈱飯田建設 RA-4 1階庇 岐阜
H23.02 新家工業㈱野里社宅外壁改修工事 ㈱西田塗装店 RA-4 庇　面台 大阪
H23.02 Ｂｏｕｌｏｇｎｅ府庁前 ｼｰﾚｯｸｽ㈱ RA-4 庇　テラス 京都
H23.02 北陽小学校大規模改造・地震補強工事 千代野建設㈱ RA-4 屋外階段バルコニー床 石川
H23.02 Ｒｅｌｉｅｆ江坂 進和建設工業㈱ RA-4 庇　その他 大阪
H23.02 千島第２住宅８号館外壁改修その他工事 金谷建設 RA-4 バルコニー内　側溝 大阪
H23.02 (仮称)倉敷市児島産業振興ﾌﾟﾗｻﾞ改造建築工事 ㈱ﾅｲｶｲｱｰｷｯﾄ RA-4 庇 岡山
H23.02 古市第２住宅１号館外壁部分改修その他工事 福崎工務店 RA-4 バルコニー 大阪
H23.02 千島住宅１～４号館外壁改修その他工事 ㈲ﾀｶﾋﾃﾞ RA-4 バルコニー側溝　ポンプ室屋上 大阪
H23.02 中津第２住宅１・２号館外壁部分改修その他工事 此花建設工業㈱ RA-4 ベランダ 大阪
H23.02 西村雄次郎様邸 改修工事 ㈱福永工務店 RA-4 バルコニー 大阪
H23.02 (医・社)愛陽会 三川病院第三期増築工事 大場・斉藤ＪＶ RA-4 庇 山形
H23.02 羽村市立第三中学校 体育館屋根防水改修工事 ㈱ｽｸｳｪｱｽﾍﾟｰｽ RA-4 ＰＣ部 東京
H23.03 鴫野第２住宅２号館外壁部分改修その他工事 嶋田工務店 RA-4 バルコニー側溝部 大阪
H23.03 高殿南住宅１・２号館外壁部分改修その他工事 ＯＺＡＭＩ RA-4 バルコニー側溝部 大阪
H23.03 鳥取県庁第二庁舎屋上防水改修工事 ㈲中野塗装工業 RA-4 屋上 鳥取
H23.03 飛鳥西住宅１号館外壁部分改修工事 ㈱松浩組 RA-4 ベランダ 大阪
H23.03 ｹｲｴﾑ観光京都支店　別館女子寮 ㈱平井住建 RA-4 屋上 京都
H23.03 南江口第一住宅１～４号館外壁部分改修その他工事 ㈱ｲﾏﾑﾗ RA-4 パラペット天端　バルコニー 大阪
H23.03 萩之茶屋住宅１号館外壁部分改修その他工事 ㈲和建設 RA-4 屋上パラペット 大阪
H23.03 南江口第１住宅１～４号館外壁部分改修その他工事 ㈱ｲﾏﾑﾗ RA-4 バルコニー　パラペット 大阪
H23.03 築港住宅１・３・８号館外壁改修その他工事 ｻｳｽ工業㈱ RA-4 8号館　庇 大阪



H23.03 ﾌﾟﾚｼﾞｵｯｿ外壁２期改修工事 花谷建設㈱ RA-4
ﾊﾞﾙｺﾆｰ　屋外階段屋根　集会室

斜屋根
大阪

H23.03 (仮称)玉川学園保育園新築工事 高松建設 RA-4 バルコニー 大阪
H23.03 水俣市立総合体育館雨漏塗装改修工事 ㈲九州工建 RA-4 土間 熊本
H23.03 こむの事業所新築工事 TSUCHIYA㈱ RA-4 屋上ハト小屋　庇　バルコニー他 兵庫
H23.03 平安社佐世保斎場外壁他改修工事 ㈱ﾃﾞﾊﾞﾀ RA-4 3Ｆバルコニー 長崎
H23.03 平成21年度 中島地区道路改良工事(下川原揚水機上屋新築工事) 大場建設㈱ RA-4 屋根 山形
H23.03 ベルシャトウ新小岩大規模修繕工事 戸田リフォーム㈱ RA-4バルコニー･付け庇･廊下･階段･側溝 東京
H23.03 足利赤十字病院施設整備事業 清水建設㈱ RA-4 中央診療棟・病棟・犬走り 栃木
H23.03 鳩森小学校屋上整備その他工事 丸和建設㈱ RA-4 プ－ルサイド下部 東京
H23.03 総合病院国保旭中央病院 新本館建築工事 RA-4 庇・バルコニー・ハト小屋・笠木他 千葉
H23.04 大阪日産自動車㈱生野店改修工事 ㈱友菱 RA-4 庇部 大阪
H23.04 特養老人ﾎｰﾑ門真荘及び門真在宅ｻｰﾋﾞｽ供給ｽﾃｰｼｮﾝ 太平建設工業㈱ RA-4 ＰＨ屋根 大阪
H23.04 第二松の実保育園新築工事 松井工業㈱ RA-4 スロープカルバート 滋賀
H23.04 月島ﾋﾞﾙ ㈱ﾘｳﾞ RA-4 屋上 京都
H23.04 鴨川の郷施設改修工事 ﾖﾘﾌｼﾞ建設㈱ RA-4 ベランダ 兵庫
H23.04 22－室住団地Ａ工区外壁修繕その他工事 ㈱ｴﾌ･ﾃｨ･ｴｽ RA-4 バルコニー 福岡
H23.04 ｶｰｻ学文　外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー　巾木、溝 兵庫
H23.04 サンシティＧ棟大規模修繕工事 ㈱ハヤシ RA-4 バルコニー・笠木他 東京
H23.04 佐藤マンション外壁塗装工事 ㈱創建 RA-4 屋上・バルコニー 東京
H23.04 (仮称)山陽自動車運送㈱ つくばみらい倉庫 ㈱サン RA-4 外周巾木 茨城
H23.04 鳩森小学校屋上整備その他工事 丸和建設㈱ RA-4 プールサイド下部 東京
H23.04 千葉港幸町独身寮屋上防水修理 ホーナン建設工業㈱ RA-4 屋上平場・立上り 千葉
H23.04 畑沢寮新築工事 阿比野建設㈱ RA-4 バルコニー 千葉
H23.04 すすき野住宅給水施設改修工事(３街区・６街区) ㈱ＮＫコーポレーション RA-4 神奈川
H23.05 ｶﾊﾞｰﾛ京都御所西屋上防水補修工事

和光建物総合管理
㈱

RA-4 屋上陸屋根 京都
H23.05 佃住宅６・１１号館住戸改善工事 ㈱北口工務店 RA-4 バルコニー 大阪
H23.05 大阪府営高槻深沢第4期高層住宅（建替）新築工事 美樹工業㈱ RA-4 側溝　巾木 大阪
H23.05 九条団地4Ｆﾄﾚﾝﾁﾋﾟｯﾄ内点検工事 ㈱仲谷工務店 RA-4 ４Ｆ廊下　下 京都
H23.05 土師浄水場3号施設防水工事 ㈲ﾌｼﾞ工業 RA-4 笠木 福岡
H23.05 小池ﾋﾞﾙ新築工事 ㈱ﾌｼﾞﾀ RA-4 各階便所　ゴミ置場 大阪
H23.05 橋本ﾏﾝｼｮﾝ外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 大阪
H23.05 ﾙ･ﾌﾟﾙﾆｴ保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー床 大阪
H23.05 (仮称)ﾌｧﾅｯｸ㈱筑波工場第2加工工場・第2鋳物倉庫建設工事 大成建設㈱ RA-4 外壁腰壁 茨城
H23.06 ｼｬﾝﾎﾞｰﾙ浜名湖EV屋根改修工事 RA-4 屋上 静岡
H23.06 塔屋屋上防水工事 ﾘｱﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RA-4 塔屋屋上 大阪
H23.06 ﾚｼｪﾝﾃ水澤外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー床 大阪
H23.06 ﾗﾌｫﾙﾃ仁川 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 兵庫
H23.06 ｱｻﾞﾚｱ舞鶴正面屋上漏水補修工事 大興物産㈱ RA-4 屋上パラペット 京都
H23.06 妹尾邸 ㈱ｼﾞｪｲｱﾝﾄﾞｱｲ RA-4 ベランダ 京都
H23.06 かねみｺｰﾎﾟ大規模修繕工事 照栄建設㈱ RA-4 屋上パラペット 福岡
H23.06 大阪府高槻深沢第4期高層住宅（建替）新築工事 RA-4 廊下　バルコニー　階段 大阪
H23.06 長谷川邸新築工事 ㈱公建 RA-4 シャッター上スラブ 京都
H23.07 安楽寺本堂屋根修繕工事 豊橋建設工業㈱ RA-4 １，２階屋根北側　大屋根 愛知
H23.07 近畿大阪銀行千林西支店屋上防水改修工事 ㈱鴻池組大阪本店 RA-4 塔屋 大阪
H23.07 ﾄﾚｽﾌﾋﾞﾛ武庫保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー床 兵庫
H23.07 ｴﾎﾟｯｸ甲子園口大規模保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 兵庫

H23.07 市有住宅整備工事 角田建設㈱ RA-4
Ｐ・Ｈ屋根　アンテナ基礎　階段室

屋根他
岡山

H23.07 エストメルベーユ改修工事 昭研工業㈱ RA-4 バルコニー 東京
H23.07 ヤマリハウス改修工事 東建コーポレーション㈱RA-4 ベランダ 神奈川
H23.07 モノレール小倉台駅昇降機上屋設置工事 朋友建設㈱ RA-4 ＥＶピット 千葉
H23.07 22城里町立常北中学校校舎改築工事（Ⅰ期） 戸田建設㈱ RA-4 バルコニー 茨城
H23.07 埼玉社会保険病院耐震整備工事（Ⅰ期改修工事） 清水建設㈱ RA-4 渡り廊下・屋上 埼玉
H23.08 ｻﾝﾎｰﾑみかづき外壁・屋根改修工事 ㈱ｳｪｲｽﾞ RA-4 中庭２階テラス 兵庫
H23.08 ｶﾉﾝ雁金大規模保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー床 京都
H23.08 大阪府営泉佐野羽倉崎第３期高層住宅（建替）新築工事 富国建設㈱ RA-4 バルコニー　廊下側溝 大阪
H23.08 ﾒｲｿﾞﾝ鞍馬口大規模改修工事 阪神佐藤興産㈱ RA-4 バルコニー 京都府
H23.08 （仮称）特養老人ﾎｰﾑ松和園ﾕﾆｯﾄｹｱ棟増築工事 ㈱熊谷組 RA-4 ハト小屋　天端　屋根　テラス 福岡
H23.08 社会福祉法人博乃会ｴｲﾍﾟｯｸｽひろの外壁改修工事 ㈱小阪工務店 RA-4 バルコニー 大阪
H23.08 ﾏﾝｼｮﾝﾛｲﾔﾙ室町 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾀｯﾁ RA-4 屋上庇 京都
H23.08 ﾄﾞﾐｰﾙ西向日防水改修工事 生和ｱﾒﾆﾃｨ㈱ RA-4 パラペット　庇 京都
H23.08 ﾓﾝ･ｿﾚｲﾕ防水改修工事 生和ｱﾒﾆﾃｨ㈱ RA-4 パラペット　庇 京都
H23.08 ﾌﾙｰﾙ花水木防水改修工事 生和ｱﾒﾆﾃｨ㈱ RA-4 パラペット　庇 京都
H23.08 伊藤邸車庫防水工事 ㈲ゆうあい工房 RA-4 車庫 石川
H23.08 ユースフル目白大規模修繕工事 ＳＭＣリフォーム㈱ RA-4 バルコニー 東京
H23.08 フローハイム武蔵野 防水工事 ㈱三陽 RA-4 大庇 東京
H23.08 芝パークビル設備シャフト防水工事 日本ビソー㈱ RA-4 設備シャフト 東京
H23.09 安井歯科改修工事 ㈲ｵｸﾄ建築工房 RA-4 塔屋 大阪
H23.09 ｽｰﾊﾟｰｺｰﾄ東大阪みと ㈱日建 RA-4 屋上　小庇　室外機置場 大阪
H23.09 小松市立第一小学校校舎改築工事 ㈱ﾄｰｹﾝ RA-4 ﾊﾞﾙｺﾆｰ　庇　出窓　屋上架台 石川
H23.09 ﾋﾟｭｱ玉川Ⅱ新築工事 広成建設㈱ RA-4

小庇　ﾊ ﾙｺﾆｰ　廊下　排水溝　巾
木

大阪
H23.09 旭ヶ丘ﾛｲﾔﾙﾊｲﾂ屋上改修工事 芝池建設 RA-4 屋上　ｼﾝｸﾞﾙ屋根部分 大阪



H23.09 ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ南京終 浄宝㈱ RA-4 屋上 奈良
H23.09 上の原団地建築主体工事（１工区） ㈱竹澤建設 RA-4 バルコニー　廊下排水溝 福岡
H23.09 ヴェルビュ田無彩りの街大規模修繕工事 ＳＭＣリフォーム㈱ RA-4 立体駐車場床 東京
H23.09 セザール新さっぽろ大規模改修工事 ﾊﾟｰｶｰ技研工業㈱ RA-4 屋外階段床 北海道
H23.10 鳴尾北小学校西棟・南中棟耐震補強工事 三明建設㈱ RA-4 西棟南棟庇 兵庫
H23.10 ２２－ｱｰﾍﾞｲﾝﾙﾈｽ梅光園外壁修繕その他工事 ㈱福司工業 RA-4 バルコニー　屋上大庇　天端 福岡
H23.10 藤井邸防水工事 ﾎｰﾑﾃｯｸ㈱ RA-4 屋上バルコニー 大阪
H23.10 Ｅ’Ｓﾒﾃﾞｨﾃﾗｽ新築工事 日本建設㈱ RA-4 バルコニー 大阪
H23.10 公集小学校第１校舎耐震補強工事 大之木建設㈱ RA-4 バルコニー 山口
H23.10 大阪府営八尾志紀住宅第２期外装吹替その他工事 ㈱ﾘｰﾙｴｽﾃｰﾄ RA-4 バルコニー 大阪
H23.10 鶴町第６住宅１～３号館外壁改修その他工事 ㈱長谷部組 RA-4 バルコニー側溝　屋上ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 大阪
H23.10 法円坂建替賃貸住宅（２期）建築工事 花谷建設㈱ RA-4

ﾊ ﾙｺﾆｰ　ﾊ ﾗﾍ ｯﾄ　ごみ置場屋根
庇

大阪
H23.10 イーストワン屋上防水工事 ㈱エービーシーハウス RA-4 屋上アスファルトルーフィング面 埼玉
H23.10 創価学会戸田文化会館防水工事（2階屋上他） ㈱大林組 RA-4 屋根 埼玉
H23.10 朝日プラザエザース中央大規模修繕工事 ㈱新産 RA-4 ベランダ 福島
H23.10 でんきち三鷹店屋上防水・止水補修工事 ㈱セブン・プルーフ RA-4 屋上 東京
H23.10 東映マンション 大和ハウス工業㈱ RA-4 廊下排水溝・巾木 埼玉
H23.10 北鹿浜小学校全体保全計画にかかる外装改修工事 ㈱入沢工務店 RA-4 パラペット 東京
H23.11 浪速第7住宅1号館外壁改修その他工事 ㈱三喜工務 RA-4

ﾊ ﾙｺﾆｰ側溝　廊下　ＰＨ　ﾊ ﾗﾍ ｯ
ﾄ

大阪
H23.11 はなまる星田新築工事 進和建設工業㈱ RA-4 屋上庇　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ　天端 大阪
H23.11 諸口北住宅４・５号館外壁改修その他工事 ㈱池田那工務店 RA-4 ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ　側溝　庇　天端 大阪
H23.11 轟産業㈱金沢支店外壁改装工事 RA-4 庇 石川
H23.11 ｸﾘｽﾀ長堀ＥＬＶ乗降口改修工事 ㈱ｱﾚｽ RA-4 ＥＬＶ上屋棟 大阪
H23.11 井高野第４住宅８号館外壁改修その他工事 ㈲米原建設 RA-4 ﾊﾞﾙｺﾆｰ及び階段踊場側溝 大阪
H23.11 平成２３年度小林総合庁舎外壁改修工事 ㈱吉田工務 RA-4 窓面台 宮崎
H23.11 亀井邸新築工事 ㈱ｹｲ･ｱｲ･ｴｽ RA-4

庇　室外機置場　基礎　ﾊ ﾗﾍ ｯﾄ
天端

大阪
H23.11 長吉住宅２～６号館外壁改修その他工事 ㈱ﾊｳｽﾃｯｸ白太 RA-4 バルコニー側溝　巾木 大阪
H23.11 ｹｱﾊｳｽゆーとりあ外部改修工事 ㈱高島屋ｻｰﾋﾞｽ RA-4 ベランダ 大阪
H23.11 滑石団地（中耐）建築工事（1-12棟） 宅島・永川ＪＶ RA-4 EVシャフト 長崎
H23.11 築港住宅２・４～７号館外壁改修その他工事 ㈱ｽﾀｰﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RA-4 ベランダ側溝 大阪

H23.11 県立尼崎工業高校第３期耐震補強その他建設工事
㈱ｵｶﾓﾄｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ

ｼｽﾃﾑ
RA-4 ２、３階パラペット天端 兵庫

H23.11 中津住宅６・７号館外壁改修その他工事 ㈱ﾄﾓ建設 RA-4 溝　笠木　天端 大阪
H23.11 ㈱ﾀｶﾊﾗ第二工場屋上防水工事 日信電工㈱ RA-4 屋上　塔屋 京都
H23.11 あんじょうマンション新築工事 ㈱新井組 RA-4 各梁型 東京
H23.11 天童高校 昇降口・職員玄関漏水防止工事 ㈱丸吉 RA-4 昇降口・職員玄関庇 山形
H23.11 日神パレス梅屋敷 大規模修繕工事 ＳＭＣリフォーム㈱ RA-4 ベランダ 東京
H23.12 姫島住宅１号館外壁改修その他工事 ㈱ﾜｰｸｽ RA-4 バルコニー側溝 大阪
H23.12 ﾙﾚｰﾌﾞ大規模保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー床 兵庫
H23.12 ﾊﾟｰﾌﾟﾙﾂｲﾝｿﾉﾀﾞ外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー床 兵庫
H23.12 ﾘﾍﾞﾙﾃ西宮外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー 兵庫
H23.12 ｶｰﾒﾙﾊｲﾂⅡ大規模保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー　床 大阪
H23.12 板野町第一団地３棟外壁補修工事 RA-4 バルコニー 徳島
H23.12 ﾄｷﾊﾋﾞﾙ新築工事 ㈱中道組 RA-4 腰壁 大阪
H23.12 ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ守口大規模保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー床 大阪
H23.12 ｱﾒｯｸｽ博多筑紫通り ㈱安成工務店 RA-4 ﾊﾞﾙｺﾆｰ　廊下溝　屋上ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 福岡
H23.12 ｽｶｲﾗｲﾄ新大阪保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 大阪
H23.12 ｻﾝﾊｲﾑｱﾊﾟｰﾄﾘﾌﾚｯｼｭ工事 東建ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ RA-4 バルコニー 岡山
H23.12 ｻﾝﾊｲﾑｱﾊﾟｰﾄﾘﾌﾚｯｼｭ工事 東建ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ RA-4 バルコニー 岡山

H23.12 (仮称)ｳｪﾌﾞ大阪増築・解体工事 三井住友建設㈱ RA-4
USJｷｯﾁﾝ既存棟取合部　ﾊﾟﾗﾍﾟｯ

ﾄ　庇
大阪

H23.12 市営西郡住宅24-29外5室住戸改善工事 ㈱ｼﾝｾｰ興建 RA-4 ベランダ　洗面所 大阪
H23.12 テルゾ中山湖修繕工事 ㈱カタヤマ RA-4 窓・面台 山梨
H23.12 早稲田大学２５－４号館 日住建設㈱ RA-4 屋根 東京
H24.01 ｼﾝｺｰﾋﾞﾙ3階ﾊﾞﾙｺﾆｰ床防水修理 ㈱建創社 RA-4 ３階バルコニー 大阪
H24.01 ﾊｲﾂ江坂大規模改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー床 大阪
H24.01 ｱﾄﾞﾐﾗﾌﾞｰﾙ長岡京 山樹建装㈱ RA-4 屋上部　その他 京都
H24.01 ﾆｭｰｵｵｸﾗﾋﾙｽﾞ保全改修工事 RA-4 ベランダ床 大阪
H24.01 正起瓢箪山ﾊｲﾂ大規模改修工事 阪神佐藤興産㈱ RA-4 ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ　巾木　側溝　面台他 大阪
H24.01 ｴﾙ･ﾊﾟﾗｼｵ大規模改修工事 ㈲富士美建 RA-4

屋上庇　廊下側溝　巾木　ﾊ ﾙｺ
ﾆｰ

兵庫
H24.01 ﾙﾐｴｰﾙ西京極大規模防水等改修工事 ㈱ﾍﾞｲｽ RA-4 屋上給排水設備　共用廊下幅木 京都
H24.01 県営高陽住宅４４号・４５号館外壁改修その他工事 ㈱竹下建設 RA-4 ベランダ 広島
H24.01 大分駅（高架下東）店舗新築 九鉄工業㈱ RA-4 ハト小屋 大分
H24.01 市営住宅向島住宅屋根防水改修工事 ㈱中部ﾚｷｾｲ RA-4 1階庇 岐阜
H24.01 川口栄町第二市街地住宅２３－１工区外壁補修その他工事 ㈱瀧島建設 RA-4 ベランダ等 埼玉
H24.01 シーズリカルド平和台計画 三平リフォーム㈱ RA-4 階段室塔屋 東京
H24.02 第一東洋ﾏﾝｼｮﾝ改修工事 ㈱間組 RA-4 屋上庇 大阪
H24.02 朝日ﾌﾟﾗｻﾞ豊中本町大規模修繕工事 高分子㈱ RA-4 庇 大阪
H24.02 我孫子第２住宅１・４・５号館外壁改修その他工事 RA-4 ﾊﾞﾙｺﾆｰ側溝 大阪

H24.02 日本橋西住宅１号館外１住宅外壁部分改修その他工事 ㈱葵建設 RA-4
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端　ﾊﾞﾙｺﾆｰ側溝　設備

架台
大阪

H24.02 県立豊岡高等学校第１期耐震補強その他工事 ㈱阿倍野建設 RA-4 庇 兵庫
H24.02 茨田諸口西住宅１～４号館外壁部分改修その他工事 ㈲大雅 RA-4 バルコニー溝　巾木 大阪



H24.02 （仮称）かなん保育園整備工事 大末建設㈱ RA-4 巾木 大阪
H24.02 松崎第１住宅１号館外壁部分改修その他工事 ㈱金谷建設 RA-4 ベランダ側溝 大阪
H24.02 出城通第４住宅１～３号館外壁その他工事 ㈱大和建設 RA-4 側溝部 大阪
H24.02 南港中住宅４１～４３号館外壁部分改修その他工事 福島興業㈱ RA-4 側溝部 大阪
H24.02 放出東住宅４～８号館外壁部分改修その他工事 岩城工務店 RA-4 バルコニー側溝 大阪
H24.02 長吉六反東住宅外壁改修その他工事 ㈱ﾙｰﾌﾟ RA-4 各棟バルコニー側溝 大阪
H24.02 三並邸防水工事 ㈱ｺｰﾎｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RA-4 屋上　２階バルコニー 大阪
H24.02 県営高陽住宅１号・２号館外壁改修その他工事 富士交易㈱ RA-4 バルコニー 広島
H24.02 ｼｬﾄｰ松岡外壁他改修工事 ﾊﾟﾜｰﾚｯｸｽ㈱ RA-4 ベランダ 兵庫
H24.02 ｻﾄｳ花店ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ外壁屋上改修工事 中山工務店 RA-4 庇　塔屋　ベランダ 大阪
H24.02 県立倉吉農業高校管理教室棟耐震改修工事 ㈲共栄組 RA-4 パラペット及び庇 鳥取
H24.02 喜連北池住宅1～3号館外壁改修その他工事 ㈱宮地組 RA-4 ﾊﾞﾙｺﾆｰ側溝 大阪
H24.02 八幡屋住宅１・５・１４号館外壁改修その他工事 興進工業 RA-4 ﾊﾞﾙｺﾆｰ溝　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 大阪
H24.02 鶴見住宅５～７号館外壁部分改修その他工事 福崎工務店 RA-4 ﾊﾞﾙｺﾆｰ側溝　面台　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 大阪
H24.02 22-花鶴岡団地ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置その他工事 ㈱梅の木建設 RA-4 屋上　庇・溝 福岡
H24.02 23-花鶴岡団地ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置その他工事 ㈱梅の木建設 RA-4 バルコニー 福岡
H24.02 24-花鶴岡団地ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置その他工事 ㈱梅の木建設 RA-4 バルコニー 福岡
H24.02 ヴィラ八王子改修工事 ㈱田野倉建設 RA-4 バルコニー 東京
H24.02 県営住宅改繕工事(山下町・建築) 石橋建設工業㈱ RA-4 ベランダ・玄関 福島
H24.03 ﾊﾟﾚｱｳﾞｪﾆｰﾙ保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 兵庫
H24.03 県営牛田住宅１号館外壁改修工事 ㈱ﾌﾛｲﾃﾞ RA-4 ﾊﾞﾙｺﾆｰ　庇 広島
H24.03 ひらき住宅1～4号館他１住宅外壁部分改修その他工事 ㈱菩提 RA-4

ﾊ ﾙｺﾆｰ側溝　手摺り面台　笠木
庇

大阪
H24.03 浅香住宅9号館外２住宅外壁部分改修その他工事 ㈲古谷建設工業 RA-4 ﾊﾞﾙｺﾆｰ側溝 大阪
H24.03 京都市南鳥丸市営住宅修繕工事 ㈱角三建設 RA-4 廊下　バルコニー　庇 京都
H24.03 千島第２住宅１・２号館外壁改修その他工事 ㈲俊栄建設 RA-4 バルコニー溝 大阪
H24.03 木川第２住宅１・２号館外壁改修その他工事 ㈲ﾃﾞﾙﾀ建装 RA-4 バルコニー溝 大阪
H24.03 大津終末処理場自家発電機棟耐震補強工事 ㈱連住建 RA-4 パラペット 滋賀
H24.03 関西ｺﾞﾙﾌ倶楽部改修工事 鹿島建設㈱ RA-4 屋上排水側溝　塔屋 兵庫
H24.03 (仮称)ﾗｲﾌ夢新築工事 岐建㈱ RA-4 犬走り排水溝 滋賀
H24.03 長柄東住宅１号館外壁部分改修その他工事 ㈱佐藤組 RA-4 ﾊﾞﾙｺﾆｰ側溝　庇 大阪
H24.03 御幣島東住宅１号館外２住宅外壁部分改修その他工事 扇田建設㈱ RA-4 バルコニー 大阪
H24.03 べっぷ荘設備修繕他 九鉄工業㈱ RA-4 屋根箱樋 福岡

H24.03 中津守住宅１・２号館外壁部分改修その他工事
㈲ｴｲﾁ･ｼﾞｪｲｺｰﾎﾟﾚｰ

ｼｮﾝ
RA-4 バルコニー 大阪

H24.03 瑞光寺住宅１号館外壁部分改修その他工事
㈲ｴｲﾁ･ｼﾞｪｲｺｰﾎﾟﾚｰ

ｼｮﾝ
RA-4 ベランダ 大阪

H24.03 ﾗﾎﾟﾙﾃ石川外壁改修工事 ㈱ﾄｯｸ RA-4 バルコニー 大阪
H24.03 ｷｬﾋﾟﾀﾙﾊｲﾂ姫里大規模保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 大阪
H24.03 大阪府営橋寺高層住宅（建替）新築工事 松本・安部ＪＶ RA-4 ﾊﾞﾙｺﾆｰ　廊下　階段　排水溝他 大阪
H24.03 県営大竹住宅１号・２号館外壁改修その他工事 ㈱滝本工務店 RA-4 ﾊﾞﾙｺﾆｰ　小庇　TVｱﾝﾃﾅ台 広島
H24.03 大東電材㈱本社ﾋﾞﾙ外壁改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 大阪
H24.03 広陵幼稚園増築工事 TSUCHIYA㈱ RA-4 基礎天端 兵庫
H24.03 八幡ﾋﾟｼﾞｮﾝ TSUCHIYA㈱ RA-4 基礎天端 兵庫
H24.03 ２３-室住ほか１団地外壁修繕その他工事 ㈱阿倍工務店 RA-4 ベランダ 福岡
H24.03 ２３－白銀一丁目団地外壁修繕その他工事 ㈱福司工業 RA-4 ベランダ　屋上　大庇 福岡
H24.03 豊中市立庄内体育館外壁改修工事 ㈲高千穂設計工務 RA-4 屋上庇　バルコニー 大阪
H24.03 ﾊｰﾄﾗﾝﾄﾞ布施（長栄寺高齢者専用賃貸住宅増改築工事） ㈱興栄ﾃｸﾉｽ RA-4 バルコニー 大阪
H24.03 市営住宅旭ヶ丘第２団地屋根防水改修工事 ㈱名神 RA-4 庇 岐阜
H24.03 2011研究所厚木地区老朽化対策のうち ＣＥタンク基礎更新工事 ㈱錢高組 東京支店 RA-4 ＣＥタンク基礎廻り 神奈川
H24.03 コートハウス千歳船橋修繕工事 ｴﾑｲｰｼｰﾃｸﾉ㈱ RA-4 屋上パラペット 東京
H24.04 呉川荘苑保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー 兵庫
H24.04 ｻｲﾌﾟﾚｽ住之江大規模保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー床 大阪
H24.04 ﾌｫﾚｽﾄｳﾞｨﾗ外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー床 兵庫
H24.04 ｱﾙﾃﾞｰﾙ住道外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー床 大阪
H24.04 ２３－岩成台施設外壁補修工事 ㈱マルケイ RA-4 排水溝・巾木 愛知
H24.04 ソレイユ太子堂大規模修繕工事 ㈱シーワン RA-4 階段 東京
H24.05 ｹｲｺﾝ㈱本社ﾋﾞﾙ屋上防水改修２期工事 ㈱久和商事 RA-4 屋上　笠木 京都
H24.05 ﾕﾆﾊｲﾂ長居大規模外壁改修工事 ﾀﾙｲ塗装㈱ RA-4 塔屋屋上及び塔屋階段 大阪
H24.05 ﾛｲﾔﾙﾊｲﾂあびこ外壁改修工事 ㈱松本空間工房 RA-4 パラペット天端 大阪
H24.05 特養老人ﾎｰﾑゆいの里増床工事 八田建設㈱ RA-4 バルコニー　屋上機械基礎 滋賀
H24.05 ｸﾞﾘｰﾝﾏﾝｼｮﾝ平尾大規模修繕工事 九州電工ﾎｰﾑ㈱ RA-4 Ｒ階庇　２階屋根 福岡
H24.05 日本通運㈱摩耶支店１号倉庫外壁塗装工事 ㈱竹延 RA-4 ﾊﾞﾙｺﾆｰ　外部階段　東面小庇 大阪
H24.05 ﾌﾟﾗｲﾑｶﾞｰﾃﾞﾝ大規模保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー 奈良
H24.05 ＴＯＣ有明倉庫棟２階防水工事 ㈱ﾃｰｵｰｼｰｻﾌﾟﾗｲ RA-4 倉庫棟床 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-4 梁天端 東京
H24.05 ㈱北八ヶ岳リゾート ロープウェイ山麓駅エレベーター設置工事 スワテック建設㈱ RA-4 EVピット 長野
H24.05 プレール方南町 屋上・４Ｆルーフ床防水工事 広洋プランニング RA-4 庇 東京
H24.06 ｴｽﾎﾟﾜｰﾙﾏﾝｼｮﾝ武雄Ⅵ新築工事 玉光建設㈱ RA-4 屋根架台天端　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ　出窓 佐賀
H24.06 東洋ﾏﾝｼｮﾝ東町大規模修繕工事 半田建設㈱ RA-4 ﾊﾞﾙｺﾆｰ　開放廊下　外部階段 福岡

H24.06 徳島県立中央病院改築工事
前田・鳳・森川・大徳

ＪＶ
RA-4 機械基礎　パラペット 徳島

H24.06 ﾊﾟｰｸﾌﾟﾚｲｽ大分ｼｬﾝｸﾞﾘﾗ棟改修増築工事 ㈱ﾌｼﾞﾀ RA-4 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　回廊　柱基礎 大分
H24.06 満池谷ﾏﾝｼｮﾝ大規模改修工事 ﾏﾂｲ塗装 RA-4 バルコニー 兵庫



H24.06 ｴｸｾﾙ岩屋保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー 兵庫
H24.06 ｴｽﾎﾟﾜｰﾙ南春日丘保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 バルコニー床 大阪
H24.06 ２３－花鶴丘団地外壁修繕その他工事 RA-4 バルコニー床 福岡

H24.06 第一東南町市営住宅１２１号室退去修繕
三重同愛建設共同

組合
RA-4 浴室 三重

H24.06 テルゾ中山湖修繕工事 ２期工事（北面・東面外壁） ㈱カタヤマ RA-4 開口部廻り 山梨
H24.06 江戸川橋ビル２０１１外装大規模修繕工事 ㈱久保工 RA-4 バルコニー・庇 東京
H24.06 丸山台住宅大規模修繕工事 ㈱ｶｼﾜﾊﾞﾗ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RA-4 バルコニー・庇 東京
H24.06 セブンスターマンション第一青葉台外装改修工事 ㈱青木工務店 RA-4 ベランダ 東京
H24.07 ﾙｯﾂ清水外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 大阪
H24.07 ｼｰｻｲﾄﾞﾊｲﾂ甲子園大規模改修工事 旭技建㈱ RA-4 １Ｆバルコニー 兵庫
H24.07 ﾒｿﾞﾝﾄﾞｵｰﾙ外壁保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 大阪
H24.07 松原小学校北校舎屋上防水整備工事 宮本建設工業㈱ RA-4 屋上パラペット笠木部 島根
H24.07 ﾗ･ﾍﾟｲﾅﾀｰﾙ大規模保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 大阪
H24.07 山科ＡＢ棟住宅第４次大規模改修工事 ㈱装研 RA-4 笠木　巾木　廊下サッシ面台 京都
H24.07 東生涯学習ｾﾝﾀｰ屋上屋根防水改修 ㈲三星防水工業社 RA-4 屋上パラペット 大阪
H24.07 仮称　㈱川端自動車工業所本社改修工事 辻寅建設㈱ RA-4 手摺り天端　庇天端　庇小口 京都
H24.07 橋本ビル(寺内様アパート) 協同組合･消費者生活 RA-4 ベランダ 東京
H24.07 平田農村環境改善センターホール屋根雨漏修繕 共和防水 RA-4 モルタル水切り部 山形
H24.07 習志野台１１街区第３次外壁塗装等大型工事 RA-4 バルコニー 千葉
H24.08 ２３－ｱｰﾍﾞｲﾝ大橋外壁修繕その他工事 ㈱黒木 RA-4 バルコニー 福岡
H24.08 登美丘東幼稚園保育室雨漏り改修工事 ㈱ｼｮｳﾘｭｳ RA-4 保育室勾配屋根 大阪
H24.08 東加古川ﾊｲﾀｳﾝＣ・Ｄ棟大規模修繕工事 ㈱ｿﾈｯｸ RA-4 バルコニー 兵庫
H24.08 NEOﾀﾞｲｷｮｰ夙川改修工事 タルイ塗装㈱ RA-4 バルコニー 兵庫
H24.08 PARATI中村　大規模修繕工事 ㈱中川工務店 RA-4 塔屋屋上 大阪
H24.08 ﾗﾌｨﾈ･ｱﾝｼｬﾝﾃ部分保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 大阪
H24.08 山本邸ｶﾞﾚｰｼﾞ改修工事 ㈱共進土木 RA-4 ガレージ屋上 大阪
H24.08 シティーハウス門前仲町 ㈱鴻池組 RA-4排水溝･段型排水溝･外壁～床切付部 東京
H24.08 シティハウス蔵前ステーションコート ㈱鴻池組 RA-4排水溝･段型排水溝･外壁～床切付部 東京
H24.08 共栄ビル(入船市場)４階及び３階正面屋上防水工事 ㈱安藤塗装工業 RA-4 屋上 北海道
H24.08 北海道社会保険病院 職員宿舎外装塗装及び屋上防水改修工事 伊藤組土建㈱ RA-4 バルコニー・外部階段・踊り場 北海道
H24.09 ﾉﾙｴｽﾀ下島１号館改修工事 ㈲ﾋﾞﾙﾑ創建 RA-4 ベランダ　廊下側溝　巾木 大阪
H24.09 ｱｻﾋﾛｼﾞ関西支社西宮支店西宮東倉庫屋上防水工事 ㈱住ｺﾞﾑ産業 RA-4 屋上及び塔屋 兵庫
H24.09 ｼﾏﾉｳｴｽﾄｳｲﾝｸﾞ増築工事 ㈱竹中工務店 RA-4 庇　バルコニー梁天端 大阪
H24.09 福岡赤十字病院西病棟改修工事 ㈱北洋建設 RA-4 バルコニー　溝 福岡
H24.09 頓田自動車外壁改修工事 ㈱増岡組 RA-4 ベランダ 広島
H24.09 ガラ・ステージ目白台 ㈱ﾚｼﾞｯﾃｸｺｰﾎﾟﾃｰｼｮﾝ RA-4 北面３Ｆ床 東京
H24.10 VILLAしらゆき新築工事 ㈱公建 RA-4 階段室屋上　階段踊場　庇 兵庫
H24.10 東本願寺室町役宅　屋上防水工事 ㈱ｶﾅｻﾞﾜ技建 RA-4 屋上ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ　庇 京都

H24.10 男山団地Ｅ地区（E16～E18）平成24年外壁改修工事
㈱京阪ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

ｻｰﾋﾞｽ
RA-4 階段開口笠木　ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺天端 京都

H24.10 男山団地Ｅ地区（E13～E15）平成24年外壁改修工事
㈱京阪ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

ｻｰﾋﾞｽ
RA-4 階段開口笠木　ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺天端 京都

H24.10 久原第二団地ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ付住戸改善（Ａ棟）工事 宅島建設㈱ RA-4 地中外壁　ＥＶピット 長崎

H24.10 男山団地Ｅ地区（E13～E15）平成24年ｺﾞﾐ置場塗装他工事
㈱京阪ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

ｻｰﾋﾞｽ
RA-4 笠木 京都

H24.10 男山団地Ｅ地区（E16～E18）平成24年ｺﾞﾐ置場塗装他工事
㈱京阪ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

ｻｰﾋﾞｽ
RA-4 笠木 京都

H24.10 (仮称)松屋フーズ嵐山工場改修工事 ㈱ナカノフドー建設 RA-4 玄関庇 埼玉
H24.10 ﾌｧﾅｯｸ㈱筑波工場(曙杉工場)第3加工工場建設工事(本体工事) 大成建設㈱ RA-4 外部腰壁 茨城
H24.10 酒田市立琢成小学校改修二期工事(建築工事) ㈱平尾工務店 RA-4 パラペット 山形
H24.11 ﾀﾞｲﾄﾞｰﾒｿﾞﾝ園田Ⅱ大規模修繕工事 三洋ﾘﾌｫｰﾑ㈱ RA-4 ベランダ　溝巾木　ゴミ置場屋根 兵庫
H24.11 ｼｬﾙﾑ泉町 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 大阪
H24.11 岩本医院　新築工事 ㈱松本組 RA-4 腰壁 大阪
H24.11 長吉長原西第３住宅１１～１４号館外壁改修その他工事 ㈱ﾙｰﾌﾟ RA-4 バルコニー側溝 大阪
H24.11 鶴町第６住宅４～６号館外壁改修その他工事 ㈱ｱｷﾗ RA-4 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ　手摺天場　ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ側溝 大阪
H24.11 ｺｰﾗﾙﾊｲﾂ津賀保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 大阪

H24.11 男山団地Ｅ地区平成24年集会所外壁塗装改修他工事
㈱京阪ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

ｻｰﾋﾞｽ
RA-4 バルコニー手摺天端笠木 京都

H24.11 泉尾住宅１～３号館外壁改修その他工事 ㈱信栄建設 RA-4 １～３号館　バルコニー側溝 大阪
H24.11 那加中学校北舎耐震補強等改修工事 協和建設㈱ RA-4 庇　梁上端 岐阜
H24.11 Ｏ邸新築工事 ㈱川口建設 RA-4 パラペット 福岡

H24.11 男山団地Ｅ地区（E7～E9）平成24年外壁改修工事
㈱京阪ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

ｻｰﾋﾞｽ
RA-4 バルコニー手摺天端笠木 京都

H24.11 男山団地Ｅ地区（E7～E9）平成24年ｺﾞﾐ置場塗装他工事
㈱京阪ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

ｻｰﾋﾞｽ
RA-4 笠木 京都

H24.11 男山団地Ｅ地区（E10～E12）平成24年外壁改修工事
㈱京阪ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

ｻｰﾋﾞｽ
RA-4 バルコニー手摺天端笠木 京都

H24.11 男山団地Ｅ地区（E10～E12）平成24年ｺﾞﾐ置場塗装他工事
㈱京阪ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

ｻｰﾋﾞｽ
RA-4 笠木 京都

H24.11 根羽小中学校改修工事 吉川建設㈱ RA-4 軒樋内(谷コイル) 長野
H24.11 伊藤邸新築工事 ㈱岩本組 RA-4 ＰＨ庇 東京
H24.11 パレスひばりヶ丘ステーション大規模修繕工事 ｺﾐｭﾆﾃｨﾜﾝ㈱ RA-4 外部階段 北海道
H24.12 ﾌｫｰﾜｰﾄﾞ㈱外壁等大規模修繕工事 田中建設㈱ RA-4 １階腰壁側溝 大阪



H24.12 男山団地Ｅ地区（E1～E3）平成24年外壁改修工事
㈱京阪ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

ｻｰﾋﾞｽ
RA-4 バルコニー手摺天端笠木 京都

H24.12 男山団地Ｅ地区（E1～E3）平成24年ｺﾞﾐ置場塗装他工事
㈱京阪ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

ｻｰﾋﾞｽ
RA-4 笠木 京都

H24.12 男山団地Ｅ地区（E4～E6）平成24年外壁改修工事
㈱京阪ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

ｻｰﾋﾞｽ
RA-4 バルコニー手摺天端笠木 京都

H24.12 男山団地Ｅ地区（E4～E6）平成24年ｺﾞﾐ置場塗装他工事
㈱京阪ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

ｻｰﾋﾞｽ
RA-4 笠木 京都

H24.12 長吉長原西第３住宅１～９号館外壁改修その他工事 ㈱拓工建設 RA-4 バルコニー側溝 大阪
H24.12 茨田大宮第２住宅２・４・１２号館外壁改修その他工事 ﾂﾂｲ工務店㈱ RA-4 ベランダ側溝部 大阪
H24.12 ｱﾙﾄﾋﾟﾉ姫島大規模修繕工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 大阪
H24.12 射水市立作道小学校耐震補強及び大規模改造工事 牧田組・四方組ＪＶ RA-4 バルコニー 富山
H24.12 新高南住宅１・２号館外壁改修その他工事 ﾀﾞｲﾅﾝ工業㈱ RA-4 ベランダ 大阪
H24.12 ｼｬﾄｰ樹大規模保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 ベランダ 大阪
H24.12 ﾙﾐﾉｰｿﾞｽﾍﾟﾗﾝﾂｧ　外壁改修工事 ㈱松本空間工房 RA-4 階段室屋根　ＲＦ庇 大阪
H24.12 ｱﾐﾃｨ宝町大規模保全改修工事 やまと建設㈱ RA-4 一般バルコニー 大阪
H24.12 ｻﾝｼﾃｨ吉島東大規模修繕工事 ㈱共立 RA-4 塔屋小庇　各面台ほか 広島
H24.12 長吉六反東住宅3･36～38･43号館外壁改修その他 ㈱ｶｰｻ RA-4 バルコニー側溝 大阪
H24.12 三国南住宅１・２号館外壁改修その他工事 福崎工務店 RA-4 バルコニー側溝 大阪
H24.12 重要文化財高島屋東京店保存修理工事 鹿島建設㈱ RA-4 屋上塔屋屋根 東京
H24.12 杉原邸外部改修工事 ラクメ工業㈱ RA-4 斜屋根 東京
H24.12 プレジャーガーデン木場弐番館大規模修繕工事 ㈱フォルス RA-4 ゴミ置場屋根 東京
H24.12 テルゾ山中湖修繕工事３期工事 RA-4 開口部廻り 山梨

H22.01 ﾐｯﾄﾞﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ稲沢新築工事
㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ

ﾝ
RA-4
RB-5

開放廊下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　庇 愛知

H22.02 県営三田大池住宅建築工事 ㈱巨勢工務店
RA-4
RB-5

屋上ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ　ＥＶﾋﾟｯﾄ　ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 兵庫

H22.10 大佐山ﾃﾞｼﾞﾀﾙ国定局建設工事 電気興業㈱
RA-4
RB-5

外壁　ベランダ　基礎天端 岡山

H24.06 西南学園ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ教会改築工事 九州建設㈱
RA-4
RB-5

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ　設備基礎　庇　ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ
ﾘｰ

福岡

H23.02 ｼﾃｨﾊｳｽ高槻城西町 東海興業㈱
RA-4
RB-5・

6

共用廊下　バルコニー溝巾木
階段等

大阪

H22.01 （補）北小学校南舎耐震改修（建築）工事 内藤建設㈱
RA-4
RB-6

ﾊﾞﾙｺﾆｰ　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 岐阜

H22.02 雇用促進住宅宮ヶ迫宿舎外壁塗装改修工事 正田建設㈱
RA-4
RB-6

屋上庇 広島

H22.02 ＯＰＨ千里駅前 高松・昭和・前田ＪＶ
RA-4
RB-6

屋上庇　設備基礎　ｺﾞﾐ置場屋根 大阪

H22.04 ﾒｿﾞﾝｼｬﾙﾑ 都市住建㈱
RA-4
RB-6

屋上笠木・土間　塔屋既設シート
防水

大阪

H22.06 和方邸外装及び屋根改修工事 ㈱佐伯建設
RA-4
RB-6

外部階段　車庫屋根 福岡

H22.07 ﾍﾞﾙｴｰﾙ芦屋大規模修繕工事 ㈱竹中工務店
RA-4
RB-6

ﾊﾞﾙｺﾆｰ溝　巾木　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 兵庫

H22.07 山本ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂ外壁その他改修工事
㈱赤松工業　㈱増

岡組
RA-4
RB-6

屋上塔屋高架水槽置場　玄関屋
根

京都

H22.08 いきいきｾﾝﾀｰ「桂寿苑」防水工事 林田住宅建設㈱
RA-4
RB-6

モルタル笠木　ベランダ 福岡

H22.08 ﾅｼﾞｯｸ津田沼大規模修繕工事 ㈱幸和
RA-4
RB-6

床　巾木　側溝　手摺天端他 千葉

H22.11 ｼﾃｨｰｺｰﾎﾟ西条外壁防水工事 ㈲細川工務店
RA-4
RB-6

バルコニー床 広島

H22.11 栗本商事㈱事務所・倉庫屋上防水修理工事 馬場建物㈱
RA-4
RB-6

屋上　笠木 大阪

H23.01 ｾﾝﾄｴﾙﾓ三条改修工事 協和産業㈱
RA-4
RB-6

屋上 京都

H23.03 宮園第１配水池防水修繕工事 ㈲森田工業
RA-4
RB-6

ドーム屋根　屋根側溝 広島

H23.03 後藤邸新築工事 西本建設㈱
RA-4
RB-6

ベランダ　庇 広島

H23.11 BELISTA大津駅前 ㈱ﾌｼﾞﾀ
RA-4
RB-6

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ　設備基礎　ﾊﾞﾙｺﾆｰ 滋賀

H23.11 丸永酒店外壁改修工事 ｸﾞｯﾄﾞｽﾏｲﾙ
RA-4
RB-6

屋上　ベランダ 兵庫

H23.12 京都友禅組合外壁他改修工事 ㈱大井商店
RA-4
RB-6

屋上　塔屋　笠木天端他 京都

H24.01 宮園第２配水池防水修繕工事 ㈲森田工業
RA-4
RB-6

屋根側溝　ドーム屋根 広島

H24.01 ﾛｲﾔﾙ室町防水改修工事 ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝﾀｯﾁ
RA-4
RB-6

塔屋　屋上パラペット　鳩小屋
庇

京都

H24.02 ﾊﾟﾗﾃﾞｨ西田辺改修工事
RA-4
RB-6

屋上 大阪

H24.02 （仮称）ﾀｶﾀ㈱　福利厚生棟新築工事 松尾建設㈱
RA-4
RB-6

機械基礎　庇　ベランダ 滋賀

H24.03 中村邸新築工事 ㈱新建築総合
RA-4
RB-6

バルコニー 大阪

H24.04 ｻﾝｳﾞｨﾗ灘大規模修繕工事 ㈱ｳｪｲｽﾞ
RA-4
RB-6

ﾙｰﾌﾊﾞﾙｺﾆｰ　ﾊﾞﾙｺﾆｰ 兵庫



H24.07 ｻｰﾋﾞｽ付高齢者向け住宅　ひいの邱 ㈱未来図建設
RA-4
RB-6

階段屋根　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ　庇　梁天端
他

福岡

H24.08 北九州古賀病院増改修工事 ㈱ﾌｼﾞﾀ
RA-4
RB-6

５Ｆ屋根塔屋　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　吹抜け 福岡

H24.12 ﾒｿﾞﾝ甲子園五番町大規模修繕工事 ｹｰｱﾝﾄﾞｲｰ㈱
RA-4
RB-6

基礎　床　庇　室外機置場 兵庫

H22.07 三旺ﾏﾝｼｮﾝ第２山中大規模修繕工事 中日装業㈱
RA-4
RX

ﾊﾞﾙｺﾆｰ　階段　小庇　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ他 愛知

H23.08 仁川舎宅外部改修工事 三幸㈱
RA-4
RX

ベランダ　小庇　バルコニー 兵庫

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 東京本店A-4・RB 消火水槽・コンベア室他 茨城
H22.03 馬込ハイツ外部改修工事 ㈱タカハシテクノ A-4・RB 庇・斜壁 東京
H22.04 日商岩井第２方南町マンション大規模修繕工事 ㈱幸和 A-4・RBﾙｺﾆｰ･廊下･側溝巾木・屋上・笠木 東京

H22.09 ナジック津田沼大規模修繕工事 ㈱幸和
RA-4・
RB-6

パラペット･斜壁･屋上･ルーフバ
ルコニー

千葉

H22.10 グリーンキャピタル岩切 大規模修繕工事 ＴＯＨＯ㈱仙台支店
RA-4・
RB-6

屋根 宮城


