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

H22.01 (仮称)ひこね七里ﾎｰﾑ新築工事 ㈱伊藤組 RB-5 BS屋上 滋賀
H22.01 ﾛｰﾚﾙｺｰﾄ御幣島

㈱長谷工ｺｰﾎ ﾚｰｼｮ
ﾝ

RB-5 廊下 大阪
H22.01 高松南高校管理教室棟改築工事 ㈱高岸工務店 RB-5 ﾊﾞﾙｺﾆｰ 香川
H22.01 ﾌｧﾐﾘｱｰﾚ荒子 大井建設㈱ RB-5 ﾊﾞﾙｺﾆｰ　共用廊下 愛知
H22.01 県営長寿園南高層住宅1号館ﾄｰﾀﾙﾘﾓﾃﾞﾙ工事（7工区） 福井建設㈱ RB-5 浴室 広島
H22.01 大崎Ｗ－ＨＯＵＳＥ新築工事 日本建設㈱ RB-5 屋上ﾙｰﾌﾃﾗｽ･PH屋根･ﾊﾞｽｺｰﾄ 東京
H22.01 ハウス南烏山大規模修繕工事(オプション工事) 大興物産㈱ RB-5 バルコニー・室外機置場 東京
H22.02 菱江運輸㈱本社事務所新築工事 ㈱ﾋﾟｰｴｽ三菱 RB-5 外部　腰壁 大阪
H22.02 関西学院神戸三田ｷｬﾝﾊﾟｽ第三更生棟増築工事 戸田建設㈱ RB-5 便所 兵庫
H22.02 平成21年度長浜保健所他ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ化工事 RB-5 便所 滋賀
H22.02 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞJR玉造駅店新築工事 ㈱成美 RB-5 厨房　便所 大阪
H22.02 ｾﾞｽﾀ浄水公園 安藤建設㈱ RB-5 通路及びﾊﾞﾙｺﾆ- 愛知
H22.02 医療法人岡南産婦人科医院増築・改修工事

㈱まつもとｺｰﾎ ﾚｰ
ｼｮﾝ

RB-5 ﾃﾗｽ 岡山
H22.02 (仮称)上野毛計画新築工事 ㈱佐藤秀 RB-5 路面・踊場蹴上・階段他 東京
H22.02 靖国教場 啓照館工事 ㈱銭高組 RB-5 浴室 東京
H22.02 中川崇様(Ｂ棟)邸新築工事 ㈱ベルクハウス RB-5 バルコニー 東京
H22.02 グリーンヒル麻布十番 ㈱佐藤秀 RB-5 バルコニー 東京
H22.03 おのみなと幼稚園厨房棟増築工事 五洋建設㈱ RB-5 便所 和歌山
H22.03 大須ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ新築工事 ㈱守谷商会 RB-5 2Ｆ共用廊下 愛知
H22.03 ｲﾝﾌﾟﾚｽﾄ姫路・飾磨

㈱長谷工ｺｰﾎ ﾚｰｼｮ
ﾝ

RB-5 開放廊下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　階段 兵庫
H22.03 ｸｵﾘｱ松屋町 石黒建設㈱ RB-5 2階廊下 大阪
H22.03 ﾌﾛﾝﾃｨｱ･ﾌｧｲﾝﾌｫｰﾄ

㈱長谷工ｺｰﾎ ﾚｰｼｮ
ﾝ

RB-5 2階ＥＮＴ上部分廊下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ 愛知
H22.03 ｱﾙﾌｧｽﾃｲﾂ岡山駅西 西松建設㈱ RB-5 2階開放廊下及び屋外階段 岡山
H22.03 松屋　京橋南店 ㈱成美 RB-5 厨房　パントリー内 大阪
H22.03 福相寺・庫裡屋上防水工事 ㈲大祐工務店 RB-5 屋上・庇 東京
H22.03 (仮称)吉祥寺本町Ｆプロジェクト新築工事 ㈱佐藤秀 RB-5 バルコニー 東京
H22.03 クレヴィア高津 ザ・レジデンス ㈱淺沼組 RB-5 斜壁 神奈川
H22.03 (仮称)福山通運株式会社 浦和支店改修工事 五洋建設㈱ RB-5 便所 埼玉
H22.04 ㈱松屋ﾌｰｽﾞ今津店 ㈱成美 RB-5 厨房 兵庫
H22.04 ｴｲｼﾞﾝｸﾞｺｰﾄ有馬新築工事 西松建設㈱ RB-5 大浴場蒸風呂壁面 兵庫
H22.04 サンパレスビル７Ｆ店舗厨房部防水工事 ㈱エスケーハウジング RB-5 厨房部 東京
H22.05 おのみなと幼稚園Ａ棟（本館）改修工事 五洋建設㈱ RB-5 トイレ 和歌山
H22.05 山口邸 改修工事 昭合建設㈱ RB-5 浴室 東京
H22.05 駒場ハイツ 興新工業㈱ RB-5 屋上・バルコニー 東京
H22.05 (仮)元浅草の住宅新築工事 ㈱角伊 RB-5 バルコニー・ＰＨ 東京
H22.06 鍔本邸新築工事 ㈱三和建設 RB-5 2Ｆバルコニー 兵庫
H22.06 ﾒｿﾞﾝ初紀改修工事 伊藤工務店 RB-5 階段 京都
H22.06 上田邸 改修工事 ヰゲタハイム㈱ RB-5 風呂場 千葉
H22.06 (仮称)大石邸 新築工事 ㈱佐藤秀 RB-5 ルーフテラス 東京
H22.06 (仮称)大師観光ビル新築工事 ㈱似鳥工務店 RB-5 屋上・塔屋 東京
H22.06 高橋様邸新築工事 ㈱似鳥工務店 RB-5 浴室 東京
H22.06 特別養護老人ホーム阿見こなん ㈱三共建設 RB-5 バルコニー 茨城
H22.06 浅草恵比寿餃子 麻布十番店 ㈱Ｊ－ＤＥＳＩＧＮ RB-5 厨房・トイレ 東京

H22.06 第2旅客ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ増築工事Ⅱ丙工事ANA国内線ﾗｳﾝｼﾞ ㈱名鉄百貨店 RB-5
トイレ･シャワー脱衣室･シャワー

ブース
東京

H22.07 瑞光住宅２号館（1区）建設工事 東洋建設㈱ RB-5 ﾊﾞﾙｺﾆｰ　室外機置場　屋外階段 大阪
H22.07 世界救世教いづのめ教団舞鶴浄霊ｾﾝﾀｰ新築工事 松井建設㈱ RB-5 ベランダ 京都
H22.07 朝潮橋第１社屋改修工事（21-港） ｺｰﾅﾝ建設㈱ RB-5 浴室 大阪
H22.07 アーベイン鶴瀬ウェルディ大規模修繕工事 三和建装㈱ RB-5 ロビー屋上 埼玉
H22.08 長澤邸新築工事 中村建設㈱ RB-5 ベランダ 岡山
H22.08 ﾌﾟﾚﾐｽﾄ東岸和田駅前ｽｲｰﾄｽｸｴｱ 西松建設㈱ RB-5 2Ｆ　共用廊下 大阪
H22.08 ｳｴｽﾄ･ﾄﾞｩ･ｿﾚｲﾕ ㈱公建 RB-5 5Ｆバルコニー 京都
H22.08 ｻｶｲｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ栄工場及び酒井邸新築工事 ㈱永賢組 RB-5 2・3Ｆベランダ　外部階段 愛知
H22.08 松屋梅田店 ㈱成美 RB-5 厨房　パントリー 大阪
H22.08 三宮ＹＵＲＴ新装工事 ㈱ｺﾗﾎﾞﾗﾎﾞ RB-5 厨房 兵庫
H22.08 メゾン代官山外壁等大規模修繕工事 本ﾊｳｽﾞｲﾝｸﾞ㈱･㈱ｼﾝﾖRB-5 階段横テラス 東京
H22.08 美色情緒個室ＤＩＮＩＮＧ栞様 防水工事 ㈱エスケーハウジング RB-5 厨房部 東京
H22.09 ＲｙＮＳ店舗改装工事 積和建設阪和㈱ RB-5 2階厨房 大阪
H22.09 神楽坂Ｕ－ＨＯＵＳＥ新築工事 日本建築㈱ RB-5 バルコニー・浴室 東京
H22.09 Ｎ・ＬＡＮＤ ＹＯＹＯＧＩ新築工事 ㈱佐藤秀 RB-5 バルコニー 東京
H22.09 三角邸兼アトリエ新築工事 高野建設㈱ RB-5 浴室 埼玉
H22.10 雄山荘２号館客室改修工事 ﾐﾉﾍﾞ建設㈱ RB-5 テラス 滋賀
H22.10 ｱﾐｰﾕﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ浜の茶屋 積水ﾊｳｽ㈱ RB-5 特別浴室・厨房 岡山
H22.10 有限会社ティーエスサービス東領家新築工事Ａ棟 ㈱似鳥工務店 RB-5 屋上 埼玉
H22.11 富田林市立第一中学校給食施設増築工事 美馬建設㈱ RB-5 渡り廊下 大阪
H22.11 安河内邸新築工事 ㈱ﾊｳｾﾞ･ｸﾘｴｲﾄ RB-5 池床　滝　壁 大阪
H22.11 ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂNo.0681ﾛｯｸﾀｳﾝ須賀川SHOP移転工事 ㈱オオバ工務店 RB-5 厨房 福島
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H22.11 すき焼いせや 芝産業㈱ RB-5 厨房・トイレ 東京
H22.12 大床義肢店舗新築工事 ㈱米杉建設 RB-5 2Ｆ　ギブス室　床　立上り 奈良
H22.12 己斐店舗便所設置工事 中陽建設㈱ RB-5 便所 広島
H22.12 牛窓北小学校校舎耐震補強工事 康愛産業㈱ RB-5 2階生徒用便所 岡山
H22.12 (仮称)福岡医療専門学校新校舎建設工事 ㈱ﾌｼﾞﾀ RB-5 屋上　ＰＨ屋根　9階バルコニー 福岡
H22.12 ｱﾙﾌｧｽﾃｲﾂ浜乃木 大末建設㈱ RB-5 廊下床　池 島根
H22.12 袋町Ｈ－ＨＯＵＳＥ新築工事 日本建設㈱ RB-5 屋上・浴室 東京
H23.01 ㈱ぎょれん北光本社ビル新築工事 松井建設㈱ RB-5 屋上 大阪
H23.01 (仮称)吉田下大路町計画新築工事 ㈱公建 RB-5 バルコニー 京都
H23.01 ＮＴＰ設備　土木・建築工事 ㈱大林組 RB-5 トイレ 兵庫
H23.01 iris/ｗａｔｅｒ　ｔｅｒｒａｃｅ　ａｙａｍｅｉｋｅ RB-5 2,3階便所 奈良
H23.01 ｸｵｰﾚﾌﾞﾗﾝ武庫之荘

㈱長谷工ｺｰﾎ ﾚｰｼｮ
ﾝ

RB-5 廊下　バルコニー 兵庫
H23.01 (仮称)茹であげうどん　づづっ ㈱ﾊﾞｳﾊｳｽ丸栄 RB-5 トイレ 大阪
H23.01 国分寺南ビル リノベーション工事 ニッケン建設㈱ RB-5 セットバック庇部 東京
H23.02 南千里ﾋﾞﾙ5・6階ﾙｰﾌ防水更新工事 ㈱興永ﾃｸﾉｽ RB-5 屋外機械室② 大阪
H23.02 ﾛｰﾚﾙｺｰﾄ平野新築工事 RB-5 2Ｆ廊下 大阪
H23.02 香里中央団地ﾌﾞﾛｯｸ商業施設Ｂ棟建設工事 ㈱前田組 RB-5 通路　床 大阪
H23.02 (仮称)Ｍ’ｓ　Ｃｉｔｙ　野並新築工事

㈱長谷工ｺｰﾎ ﾚｰｼｮ
ﾝ

RB-5 開放廊下　バルコニー 愛知
H23.02 ﾌﾟﾗﾈ御幣島ﾊﾟｰｸﾋﾞｭｰ

㈱長谷工ｺｰﾎ ﾚｰｼｮ
ﾝ

RB-5 ＥＶホール　階段　共用廊下 大阪
H23.02 ｱﾄﾚ国府宮ｸﾞﾚｲｼｱ新築工事

㈱長谷工ｺｰﾎ ﾚｰｼｮ
ﾝ

RB-5 住戸側　壁・床　切付 愛知
H23.02 ﾌﾞﾗﾝｽﾞ芦屋ﾊﾟｰｸﾌﾛﾝﾄ ｽﾅﾀﾞ建設㈱ RB-5 エントランス上部 兵庫
H23.02 (仮称)白金１丁目計画新築工事 ㈱佐藤秀 RB-5 バルコニー 東京
H23.03 ｱﾄﾚ西院ｴﾙｽﾃｰｼﾞ

㈱長谷工ｺｰﾎ ﾚｰｼｮ
ﾝ

RB-5
バルコニー　廊下エントランス上

階部
京都

H23.03 工藤邸改修工事 ﾋﾞｰﾌｧｰｽﾄ㈱ RB-5 浴室 兵庫
H23.03 ｴﾙｸﾞﾚｰｽ新金岡ﾛｰﾚﾙｺｰﾄ新築工事

㈱長谷工ｺｰﾎ ﾚｰｼｮ
ﾝ

RB-5 廊下　バルコニー 大阪
H23.03 ふじしろ幼稚園新築工事 松井建設㈱ RB-5 2F通路床 大阪
H23.03 ﾌﾟﾗｳﾄﾞｼﾃｨ茨木

㈱長谷工ｺｰﾎ ﾚｰｼｮ
ﾝ

RB-5 廊下　バルコニー 大阪
H23.03 京橋ﾎﾟﾝﾌﾟ場築造工事 鹿島・関西ＪＶ RB-5 バルコニー　チャンバー室 兵庫
H23.03 平和祈念公園管理事務所新築工事 ㈱島田商会 RB-5 管理事務所　屋根 沖縄
H23.03 平和祈念公園休憩所・倉庫新築工事 ㈱島田商会 RB-5 休憩所　屋根 沖縄
H23.03 大阪駅改良他工事（屋上ﾌﾟﾗｻﾞ）

大阪駅改良他工事
ＪＶ

RB-5 東西点検通路 大阪
H23.03 パークハウス目黒学芸大学プレイス ㈱淺沼組 RB-5 勾配屋根・斜め屋根 東京
H23.03 ビッグエコー東陽町店新設工事 ㈱エスケー RB-5 厨房 東京
H23.03 (仮称)養老迎賓館改築改修工事 清水建設㈱ RB-5 廊下床 東京
H23.04 (仮称)川地高齢者施設工事 ㈲市山工務店 RB-5 浴室 広島
H23.04 甲南クレセントビル改修工事 ㈱ＪＴﾗｲｸ RB-5 1Ｆ 兵庫
H23.04 ﾌﾟﾗﾈｽｰﾍﾟﾘｱ住吉本町Ⅱ新築工事 ㈱大林組 RB-5 バルコニー床　切付け 兵庫
H23.04 医療法人よつば会ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑｸﾛｰﾊﾞｰ新築工事 大宝柊木㈱ RB-5 １Ｆ浴室 滋賀
H23.04 長崎大学（坂本１）ﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶﾙ･ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ増築改修工事 東洋建設㈱ RB-5 外部　梁　天端 長崎
H23.04 ｶﾗｵｹﾚｲﾝﾎﾞｰ河原町店新築工事 RB-5 厨房　トイレ 京都
H23.05 京都競馬場京阪鉄道高架連絡通路新設（第２）工事 ㈱大林組 RB-5 2階床 京都
H23.05 ｱﾙﾌｧｽﾏｰﾄ園田

㈱長谷工ｺｰﾎ ﾚｰｼｮ
ﾝ

RB-5 共用廊下　階段 兵庫
H23.05 ホテルシャルム目黒新築工事 松井建設㈱ RB-5 蹴込・踏面 東京
H23.07 ＰＣ ＤＥＰＯＴ八王子別所店 新築工事 大和ハウス工業㈱ RB-5 基礎部 東京
H23.07 サンシャイン国際水族館リニューアル工事 大成建設㈱ RB-5 エントランス 東京
H23.07 キヤノン平塚事業所Ｃ棟屋上防水修繕工事 ㈱大林組 RB-5 屋上 神奈川
H23.07 (仮称)旭町3丁目新築工事計画（Brillia 成増 The Hilltop） 木内建設㈱ RB-5 ｾｯﾄﾊﾞｯｸ部ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ他 東京
H23.07 コート・ダジュール 北野建設㈱ RB-5 バルコニー階段排水槽 東京
H23.08 かっぱ寿司広島南観音店改修工事 吉元建設㈱ RB-5 厨房床　トイレ 広島
H23.08 鶴見横堤ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞﾏｰｸ新築工事

㈱長谷工ｺｰﾎ ﾚｰｼｮ
ﾝ

RB-5
廊下　階段　ＥＶ前　廊下　ﾊ ﾙｺ

ﾆｰ
大阪

H23.08 関西創価小学校 ㈱創美 RB-5 洗面所 大阪
H23.08 ｷﾝｸﾞｽ夢咲ｼﾃｨひかりの街Ａ棟新築工事 大豊建設㈱ RB-5 ２Ｆ共用廊下 大阪
H23.08 ＡＴＣ　ＩＴＭ棟事務室改修工事 大末建設㈱ RB-5 内部便所　シャワー室 大阪
H23.08 ﾛｹｯﾄ実験場前ﾄｲﾚ塗装修繕 ㈲ﾑﾗｵｶ塗装 RB-5 トイレ床 鹿児島
H23.09 （仮称）祇園町再開発施設新築工事 ㈱ﾌｼﾞﾀ RB-5 ２Ｆデッキ通路他 福岡
H23.09 阪大短期大学部伊丹学舎芸術ﾎｰﾙ新築工事 大成建設㈱ RB-5 便所 兵庫
H23.09 ＣＯＬＯＲ　１３　ＳＨＩＭＯＧＡＭＯ ㈱中川工務店 RB-5 バルコニー 京都
H23.09 秋谷の家 新築工事 ㈱佐藤秀 RB-5 ENTﾎﾟｰﾁ･ﾃﾗｽ･ﾋﾞｭｰﾙｰﾑ出入口 神奈川
H23.10 １０－Ｋ計画新築工事 ㈱SEEDS･CASA RB-5 バルコニー 兵庫
H23.10 田辺市複合文化施設新築工事

田中組･裏地･東宝Ｊ
Ｖ

RB-5 １，２階トイレ 和歌山
H23.10 ｻﾝｸﾀｽ阿倍野天王寺町北新築工事

㈱長谷工ｺｰﾎ ﾚｰｼｮ
ﾝ

RB-5 廊下　バルコニー 大阪
H23.10 青山ＴＫＯビル新築工事 三井住友建設㈱ RB-5 ﾊﾞﾙｺﾆｰ・外部廊下 東京
H23.10 東京演劇かつら人形町ビル新築工事 ㈱佐藤秀 RB-5 洗い場・バルコニー 東京
H23.10 大久保邸 新築工事 成常建設㈱ RB-5 テラス・浴室 栃木
H23.10 松葉歯科医院 斜壁改修工事 第一建設㈱ RB-5 斜壁・屋根 東京
H23.11 ｶﾚｰﾊｳｽＣｏＣｏ壱番屋佐伯区隅の浜店 ㈱滝本工務店 RB-5 厨房 広島
H23.11 学校法人松愛学園ありた幼稚園増築工事 飛島建設㈱ RB-5 便所 福岡
H23.12 （仮称）尼崎ﾋﾞﾙ店舗改修工事 TSUCHIYA㈱ RB-5 ５階ＷＣ床 兵庫
H23.12 ｸﾞﾗﾝﾌｫｰﾚ室見ﾘﾊﾞｰｺｰﾄ 日建建設㈱ RB-5 ２Ｆ共用廊下 福岡
H23.12 (仮称)目黒プロジェクト 大和ハウス工業㈱ RB-5 EVﾎｰﾙ・ﾊﾞﾙｺﾆｰ 東京
H23.12 ホテルＷＩＺ新築工事 ㈲千葉西ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RB-5 浴室 埼玉
H23.12 (仮称)丸の内１－４計画工事 清水建設㈱ RB-5 配管ピット 東京
H24.01 ﾁｪﾘｰ･ﾜﾝ　鶴橋駅前 RB-5 １階浴室　厨房 大阪



H24.01 （仮称）ﾒｿﾞﾝ･ｴｲﾑ新築工事 ㈱河野組 RB-5 屋根内樋 京都
H24.01 ｱﾙﾌｧｽﾃｲﾂ古市駅前 ㈱鴻池組 RB-5 ＥＶ前廊下床 広島
H24.01 菊川ﾌﾟｰﾙ施設改築建築主体工事 下関菱重興産㈱ RB-5 シャワー室 山口
H24.01 服部みどり幼稚園増築建築工事 TSUCHIYA㈱ RB-5 内部 大阪
H24.01 ｱﾙﾌｧｽﾃｲﾂ古市駅南 ㈱鴻池組 RB-5 ２ＦＥＶ前廊下床 大阪
H24.01 VIE　DE　FARANCE　奈良店 ㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｳｨﾝｸﾞ RB-5 厨房 奈良
H24.01 (仮称)みんなの家・東みずほ台新築工事 トーヨーカネツ㈱ RB-5 浴室 埼玉
H24.01 カタール大使館改修工事 三井住友建設㈱ RB-5 浴室 東京
H24.01 清瀬市立清瀬中学校 校舎大規模改造工事 関東建設工業㈱ RB-5 職員用玄関 東京
H24.02 ｼﾞｪｲｸﾞﾗﾝ高槻新築工事

㈱長谷工ｺｰﾎ ﾚｰｼｮ
ﾝ

RB-5 廊下　バルコニー床 大阪
H24.02 ﾗｲｵﾝｽﾞ南千里佐竹台ｸﾞﾗﾝﾊｰﾄ ｿﾚｲﾕｳﾞｨﾗ

㈱長谷工ｺｰﾎ ﾚｰｼｮ
ﾝ

RB-5 開放廊下　バルコニー　床 大阪
H24.02 （仮称）ﾘｰﾄﾞｲﾝAISﾋﾞﾙ新築工事 ㈱山内組 RB-5 屋上防水 鹿児島
H24.02 ｱﾄﾚ塚口　ﾛｰﾚﾙｺｰﾄ

㈱長谷工ｺｰﾎ ﾚｰｼｮ
ﾝ

RB-5
開放廊下　ﾊ ﾙｺﾆｰ　外部ＲＣ階

段
兵庫

H24.02 ﾗ･ﾌﾞﾘｰｽ京阪牧野
㈱長谷工ｺｰﾎ ﾚｰｼｮ

ﾝ
RB-5 開放廊下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ 大阪

H24.02 ｻﾞ･ﾊﾟｰｸｼﾃｨ　梅田
㈱長谷工ｺｰﾎ ﾚｰｼｮ

ﾝ
RB-5 階段　開放廊下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ 大阪

H24.02 ﾊﾟﾙﾃｰﾙ 東建ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ RB-5 バルコニー 兵庫
H24.02 ｼﾞｪｲｸﾞﾗﾝ高槻新築工事

㈱長谷工ｺｰﾎ ﾚｰｼｮ
ﾝ

RB-5 廊下　バルコニー床 大阪
H24.02 佐々木邸防水改修工事 都市建設 RB-5 屋上　ベランダ 滋賀
H24.02 育和会記念病院耐震改修及び増築工事 ㈱淺沼組 RB-5 本館２Ｆ屋上 大阪
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

RB-5 開放廊下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ 大阪
H24.02 ﾌﾟﾗｳﾄﾞﾀﾜｰ神戸県庁前 ㈱奥村組 RB-5 設備ポンプ室　ＰＨ 兵庫
H24.02 (仮称)ケアヴィレジさくらがおか宝木様 御新築工事 ㈱パナホーム北関東 RB-5 浴室 栃木
H24.02 桜田門駅エレベーター設置に伴う その他建築工事(防水工事) 五洋建設㈱ RB-5 EVピット 東京
H24.02 小規模多機能型居宅介護事業所(仮称)どんぐり亭新築工事 成常建設㈱ RB-5 浴室 栃木
H24.03 和歌山乳児院建設工事 ㈱小池組 RB-5 ベランダ 和歌山
H24.03 蹉跎保育園新築工事 岐建㈱ RB-5 内部（トイレ・厨房） 大阪
H24.03 中振敬愛保育所建替工事 ㈱前田組 RB-5 厨房　便所 大阪
H24.03 ﾆﾄﾘ守口大日店ﾃﾅﾝﾄ棟新築工事 ㈱富士工務店 RB-5 階段 大阪
H24.03 ｻﾞ･ﾊﾟｰｸﾊｳｽ美章園 岩田地崎建設㈱ RB-5 バルコニー　廊下 大阪
H24.03 ｱﾄﾚ桜橋ﾃﾗｽﾌｫｰﾄﾞ RB-5 廊下　床 三重
H24.03 ｹｱ･ｷｭｰﾌﾞ　寝屋川駅前 ㈱前田組 RB-5 浴室　床　壁 大阪
H24.03 きすみの福祉会来住保育所便所改修工事 梅田工務店 RB-5 便所 兵庫
H24.03 大石保育園建替工事 TSUCHIYA㈱ RB-5 床 兵庫
H24.03 いこいの家２６建設工事 ｼﾃｨｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ㈱ RB-5 １Ｆ内部　風呂 奈良
H24.03 京都・烟河新ﾚｽﾄﾗﾝ新築工事 ﾐﾉﾍﾞ建設㈱ RB-5 外部庭園足場 京都
H24.03 ｴｲﾙﾏﾝｼｮﾝ住吉の邸新築工事 ㈱池田工業 RB-5 バルコニー　廊下 長崎
H24.03 社会福祉法人慈愛会 慈愛寮改築工事 ㈱佐藤秀 RB-5 調理室 東京
H24.03 練馬区立北原小学校プール改修工事 ㈲小黒工務 RB-5 プールサイド地下ピット 東京
H24.03 クレア新小岩デジーノ 住協建設㈱ RB-5 バルコニー･廊下 東京
H24.03 藤巻邸新築工事 ㈱素材工房 RB-5 屋上・塔屋・ベランダ 神奈川
H24.04 有料老人ﾎｰﾑはくじゅ新築工事 神崎建設工業㈱ RB-5 １階浴室 宮崎
H24.04 ｼﾞｪﾝﾃｨｰﾚ ㈱中川工務店 RB-5 西側２階バルコニー 大阪
H24.04 オークプレイス目黒行人坂((仮称)下目黒１丁目共同住宅新築工事) ㈱淺沼組 RB-5 外部階段 東京
H24.05 ㈱大創産業大阪ＲＤＣ RB-5 2階ＷＣ 大阪
H24.05 箕面本通ｱｰﾊﾞﾝﾗｲﾌ改修工事 大成建設㈱ RB-5

北面屋上庇　自転車置場屋根
（庇）

大阪
H24.05 シティタワーさいたま新都心 前田建設工業㈱ RB-5 建具廻り 埼玉
H24.06 ｻﾝﾃ･ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ太地 岩田地崎建設㈱ RB-5 内部　浴室　土間立上り部 和歌山
H24.06 寛龍新装工事 ㈱ＺＩＯ RB-5 厨房 大阪
H24.06 堅田ｲﾄﾏﾝｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ新築工事 大和ﾊｳｽ工業㈱ RB-5 ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ　ｼｬﾜｰ室　便所　他 滋賀
H24.06 ｱﾑｱﾙｰｼﾞｭ改修工事 ㈲HIROTA RB-5 浴室 滋賀
H24.06 松屋　京都三条店 ㈱成美 RB-5 ２階厨房 京都
H24.06 浄水場整備事業　浄水場内装等工事 中村・田野ＪＶ RB-5 裏玄関部バルコニー 兵庫
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

RB-5 開放廊下　バルコニー床 大阪
H24.06 ﾌﾘｰﾃﾞｨｱ大橋駅前ﾌﾟﾚﾐｱﾑ新築工事 日建建設㈱ RB-5 バルコニー 福岡
H24.06 松屋　高槻南口店 ㈱成美 RB-5 ２階厨房 大阪
H24.06 マリエール飯田衣裳店 吉川建設㈱ RB-5 人工地盤 長野
H24.07 ﾎﾘｽﾃｨｯｸ･ｽﾍﾟｰｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾒﾃﾞｨｶﾙｱﾝﾄﾞﾘｿﾞｰﾄ 岩田地崎建設㈱ RB-5 露天風呂・浴室 和歌山
H24.07 ﾙﾈ吹田江坂

㈱長谷工ｺｰﾎ ﾚｰｼｮ
ﾝ

RB-5 開放廊下　バルコニー床 大阪
H24.08 ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ３期増築工事 清水建設㈱ RB-5 便所 滋賀
H24.08 みらい新築工事 ﾐｻﾜﾎｰﾑ中国㈱ RB-5 ２Ｆバルコニー 岡山
H24.08 ｻﾞ･ﾊﾟｰｸﾊｳｽ新大阪

㈱長谷工ｺｰﾎ ﾚｰｼｮ
ﾝ

RB-5 共用部　床　壁 大阪
H24.08 ｼﾑﾗ病院　新館復旧改修工事 新虎興産㈱ RB-5 新館２階シャワー室 広島
H24.09 （仮称）ﾊﾟﾜｰﾊｳｽ此花ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ新築工事 ㈱ﾌｼﾞﾀ RB-5 １階特別浴室 大阪
H24.09 吹田市立第五中学校職員便所改修工事 岩本工業㈱ RB-5 便所 大阪
H24.09 （仮称）七条夷之町ﾋﾞﾙ　新築工事 ㈱大兼工務店 RB-5 １階～４階　便所 京都
H24.09 （仮称）華喜新築工事 茜建設㈱ RB-5 ハト小屋　防水アゴ 大阪
H24.09 （仮称）ＨＮ企画新築工事 西田工業㈱ RB-5 便所 大阪
H24.09 （仮称）原了郭新門前ﾋﾞﾙ新築工事 大岩建設工業㈱ RB-5 バルコニー　４階内部 京都
H24.09 ＷＩＲＥＤ ＫＩＴＣＨＥＮ 川越アトレマルヒロ ㈱ｴｸｽﾛｰﾄﾞ ｴｰ･ﾋﾞｰ･ｱｰ RB-5 トイレ床 埼玉
H24.09 オープンレジデンシア新桜新町 三井住友建設㈱ RB-5 外部階段 東京
H24.09 (仮称)春山外科病院建築工事 Ⅰ期工事(２期工事) 大成建設㈱ RB-5 外壁斜屋根 -
H24.09 聖路加国際病院付属ｸﾘﾆｯｸ (仮称)聖路加ﾒﾃﾞｨﾛｰｶｽ内装工事 清水建設㈱ RB-5 ２Ｆ二重床 東京
H24.10 （仮称）日本ﾋﾞﾙﾄﾞﾜﾝ社屋新築工事 西田工業㈱ RB-5 便所 大阪



H24.10 ひみ番屋街・総湯新築工事 近藤建設㈱ RB-5 サウナ室　風除室 富山
H24.10 黒江小学校新築（本体）工事 三友工業㈱ RB-5 児童便所 和歌山
H24.10 ﾌﾟﾚｰｼﾞｱ大日

㈱長谷工ｺｰﾎ ﾚｰｼｮ
ﾝ

RB-5 ＥＶ前床　廊下　バルコニー 大阪
H24.10 松屋　東寺店 ㈱成美 RB-5 ２階厨房 京都
H24.10 追浜工事事務所新築工事 石松・小林組ＪＶ RB-5 便所 神奈川
H24.11 南禅寺の家　新築工事 ㈱熊倉工務店 RB-5 外壁基礎　浴室 京都
H24.11 松屋　淀屋橋店 ㈱成美 RB-5 １階厨房 大阪
H24.11 （仮）春日原ｱﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄ新築工事 ｴｰｽ建設㈱ RB-5 バルコニー 福岡
H24.11 老人ﾎｰﾑさくら　通所介護さくら ㈱北島ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RB-5 地下外壁 徳島
H24.11 マルエツ プチ日本橋本町店新設工事 不動開発㈱ RB-5 店舗床 東京
H24.11 アズイースト３Ｆ大戸屋ごはん処新装工事 イオンデイライト㈱ RB-5 厨房 群馬
H24.11 レ・ソール本八幡グローレ ライト工業㈱ RB-5 ２Ｆテラス 千葉
H24.12 （仮称）愼諫早市体育館建築主体工事

堀内組・大誠ﾊｳｽＪ
Ｖ

RB-5 シャワー室　壁　床 長崎
H24.12 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ千里中央東丘

㈱長谷工ｺｰﾎ ﾚｰｼｮ
ﾝ

RB-5 廊下　バルコニー 大阪
H24.12 橋本邸新築工事 ㈱藤木工務店 RB-5 テラス 大阪
H24.12 ｱｲｼｱ浄心 大井建設㈱ RB-5 機械浴室 愛知
H24.12 江東東税務署外壁改修その他工事 ㈱小野組 RB-5 厨房床 東京
H24.12 (仮称)中山ビル新築工事 ㈱佐藤建設 RB-5 ２Ｆ店舗ホール 神奈川
H24.12 ルネキューヴィス大規模修繕工事 建装工業㈱ RB-5 手摺壁天端･逆梁天端他 東京

H22.02 ﾒｰﾌﾟﾙｺｰﾄ東園田新築工事 高松建設
RB-5・

6
ｴﾝﾄﾗﾝｽ屋根　廊下　階段 兵庫

H22.03 佐野中学校屋内運動場増改築（建築）工事 松井建設㈱
RB-5・

6
便所内　小庇 大阪

H22.03 ｱﾗﾓｰﾄﾞ新築工事 高松建設㈱
RB-5・

6
屋上庇　　階段　バルコニー他 大阪

H22.03 ｼﾞｵ甲子園口一丁目 飛島建設㈱
RB-5・

6
廊下 兵庫

H22.04 きんぱい兵庫事務所 村本建設㈱
RB-5・

6
屋上基礎　ハト小屋　天端　トイレ

他
兵庫

H22.05 (仮称)千歳船橋プロジェクト新築工事 ㈱佐藤秀
RB-5・

6
バルコニー・テラス 東京

H22.08 ﾊﾟｲﾝｺｰﾄ倉敷新築工事 髙松建設㈱
RB-5・

6
ｴﾝﾄﾗﾝｽ屋根　廊下　階段他 岡山

H22.10 ｱﾙﾃﾞｰﾙﾌﾞﾘｻ新築工事 高松建設㈱
RB-5・

6
廊下　階段　設備基礎　玄関庇

他
大阪

H22.10 (仮称)宇田川邸新築工事 ㈱加賀田組
RB-5・

6
バルコニー 東京

H23.01 ｸﾞﾗｼｱ堺町御門新築工事 高松建設
RB-5・

6
外壁　屋上庇　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　廊下他 京都

H23.02 ﾃﾞｨｱｴｽﾀ ﾐｵ 南住吉壱番館
㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ

ﾝ
RB-5・

6
外部階段　床　開放廊下　バルコ

ニー他
大阪

H23.02 近代ＢＬＤ－１１ ㈱小松原工務店
RB-5・

6
階段 東京

H23.03 ﾌｫﾝﾃ住吉本町　新築工事 高松建設
RB-5・

6
屋上庇　廊下　階段　EVピット外

壁
兵庫

H23.03 ｸﾞﾚｲｽﾛﾜ武庫之荘
㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ

ﾝ
RB-5・

6
外部ＲＣ階段　床　開放廊下　バ

ルコニー
兵庫

H23.03 ﾓﾝ ｼﾞｬﾙﾀﾞﾝ　新築工事 高松建設
RB-5・

6
屋上庇　ｴﾝﾄﾗﾝｽ屋根　廊下　階

段
大阪

H23.03 奥池山荘新築工事 ㈱藤木工務店
RB-5・

6
地下外壁　バルコニー 兵庫

H23.04 大丸京都店空調改修工事（Ⅳ期）
㈱ｼﾐｽﾞ･ﾋﾞﾙﾗｲﾌｹｱ

関西
RB-5・

6
機械基礎他 京都

H23.09 ﾓﾗｰﾀﾞ新築工事 高松建設
RB-5・

6
階段　廊下　面台　笠木 大阪

H24.01 ﾃﾞｻﾞｰﾄｶﾞｰﾃﾞﾝ新築工事 高松建設
RB-5・

6
ｴﾝﾄﾗﾝｽ屋根　ｺﾞﾐ置場屋根　階段 大阪

H24.02 特養老人ﾎｰﾑ多田の里ﾕﾆｯﾄｹｱ棟増築工事 ㈱鈴木建設
RB-5・

6
面台　設備架台　他　階段　浴室 福岡

H24.02 社会福祉法人中庸会特養老人ﾎｰﾑ天美苑増築工事 五洋建設㈱
RB-5・

6
ＰＨ屋根　庇　階段踊場　ﾊﾞﾙｺﾆｰ 和歌山

H24.03 ﾗ･ﾎﾞﾝﾎﾞﾆｴｰﾙ新築工事 高松建設
RB-5・

6
ｴﾝﾄﾗﾝｽ屋根　屋上庇　階段他 大阪

H24.09 ｱﾙﾌｧﾘﾋﾞﾝｸﾞ倉敷　新築工事 ﾐｻﾜﾎｰﾑ中国㈱
RB-5・

6
バルコニー 岡山

H24.06 (仮称)ほほえみ壱番館新築工事 ㈱パナホーム北関東RB-5・7 浴室 栃木


