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

H22.01 東泉丘1丁目ﾀｳﾝﾊｳｽ新築工事 服部ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ㈱ RB-6 ﾊﾞﾙｺﾆｰ 大阪
H22.01 ｷﾞｬﾗﾘｰｺｰﾄﾊｲﾑ西宮・樋ノ口大規模改修工事 日本住宅管理㈱ RB-6 ｴﾝﾄﾗﾝｽ屋根 兵庫

H22.01 ａｕ敦賀基地局防水工事
日本ｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸｼｽﾃﾑｽﾞ

㈱
RB-6 屋根 福井

H22.01 ａｕ美浜基地局防水工事
日本ｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸｼｽﾃﾑｽﾞ

㈱
RB-6 屋根 福井

H22.01 ａｕ勝山基地局防水工事
日本ｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸｼｽﾃﾑｽﾞ

㈱
RB-6 屋根 福井

H22.01 ａｕ開発基地局防水工事
日本ｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸｼｽﾃﾑｽﾞ

㈱
RB-6 屋根 福井

H22.01 新大阪駅周辺業務施設改良ほか（２）
新大阪駅周辺業務施設

改良ＪＶ
RB-6 厨房 大阪

H22.01 平成21年度建第90号　小集落12号棟改修工事 矢野工務店 RB-6 ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ　庇 和歌山
H22.01 三菱ﾏﾃﾘｱﾙ㈱南ｱﾊﾟｰﾄ屋上防水改修工事 ㈱ﾋﾟｰｴｽ三菱 RB-6 屋上 大阪
H22.01 ﾏﾘﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ 高松建設㈱ RB-6 屋上庇　ｺﾞﾐ置場屋根　廊下等 大阪
H22.01 ｵｶﾍﾞ畳ｾﾝﾀｰ新築工事 ㈱建吉組 RB-6 ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ床 熊本
H22.01 鶴川邸・土屋邸新築工事 ㈱常陽技研 RB-6 ベランダ･バルコニー 埼玉
H22.01 (仮称)松ヶ丘熊澤マンション新築工事 ㈱似鳥工務店 RB-6 バルコニー 東京
H22.02 ｸﾚｱﾃｰｼﾞ新築工事 日生建設 RB-6 階段室屋根　EVピット 大阪
H22.02 乘藤ﾋﾞﾙ新築工事 新和建設㈱ RB-6 玄関庇 岡山
H22.02 日見高部減圧槽階段設置ほか工事 (有)達永建設 RB-6 屋上 長崎
H22.02 青山荘職員住宅新築工事 ㈱上之段建設 RB-6 屋上 鹿児島
H22.02 利根実業高等学校管理教室棟 外壁落下防止対策工事 司建設㈱ RB-6 庇・ＰＨ庇他 群馬
H22.02 広瀬第二十一団地Ｒ１棟屋上防水改良工事 大美塗装㈱ RB-6 笠木 群馬
H22.02 ブライトハイム改修工事 ㈱ラッシュ RB-6 屋上･ベランダ･庇･笠木 東京
H22.02 大迫邸防水工事 ﾐｻﾜﾎｰﾐﾝｸﾞ東京㈱ RB-6 屋上・バルコニー・階段 東京
H22.02 芳賀第四団地ＲＨ・ＲＩ棟屋上防水改修工事 ㈱叶商会 RB-6 屋上笠木 群馬
H22.02 福田貢助様邸改修工事 パナホーム㈱ RB-6 バルコニー 大阪
H22.02 南橘町第三団地Ｔ棟屋上防水改修工事 ㈱ヤツギ RB-6 ＰＣ笠木 群馬
H22.02 南橘町第二団地Ｂ棟・Ｈ棟屋上防水改修工事 ㈱サンテック RB-6 屋上笠木 群馬
H22.03 つつじが丘小学校渡り廊下防水修繕 ﾊﾟﾜｰﾚｯｸｽ㈱ RB-6 渡り廊下屋上 兵庫
H22.03 小松市立丸内中学校校舎改築工事 RB-6 ﾊﾞﾙｺﾆｰ･ﾃﾗｽ　庇 石川
H22.03 橿原観光ﾎﾃﾙ低層棟屋上防水改修工事 ㈱ﾀﾞｲﾆﾁﾃｸﾉ RB-6 室外機室 奈良
H22.03 ﾐﾅﾄ電機工業株式会社 社宅改修工事 愛技建 RB-6 屋上 兵庫
H22.03 （仮称）巽ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 ｺｰﾅﾝ建設㈱ RB-6 ﾊﾞﾙｺﾆｰ　廊下溝巾木 大阪
H22.03 Ｌｉｂｅｒｔｙ　ＣｏｒｐｏⅡ（ﾘﾊﾞﾃｨｰｺｰﾎﾟⅡ） 神崎建設工業㈱ RB-6 エントランス屋根 宮崎
H22.03 雇用促進住宅吉舎宿舎外１件居室内改修外工事 福井建設㈱ RB-6 塔屋屋根 広島
H22.03 雇用促進住宅吉舎宿舎外２件居室内改修外工事 福井建設㈱ RB-6 屋上　集会所庇 広島
H22.03 富士通商ﾋﾞﾙ 北村技研工業 RB-6 屋上 大阪
H22.03 豊浦保健ｾﾝﾀｰ屋上防水工事 三立産業㈱ RB-6 庇　笠木 山口
H22.03 ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰS 髙松建設㈱ RB-6 屋根床　バルコニー 大阪
H22.03 関電不動産㈱新宇治電ﾋﾞﾙ耐震補強工事 鹿島建設㈱ RB-6 2階バルコニー 大阪
H22.03 大阪府営原山台５丁住宅屋上防水層改修工事（第１工区） 岩尾㈱ RB-6 架台 大阪
H22.03 大阪府営原山台５丁住宅屋上防水層改修工事（第２工区） 岩尾㈱ RB-6 架台 大阪
H22.03 市営住宅高須町１丁目２号棟他屋上庇防水改修工事 阪神ｹﾐｶﾙ㈱ RB-6 屋上庇 兵庫
H22.03 旧人権協会室及び書庫改修工事 ㈱藤井工業 RB-6 1階屋上 大阪

H22.03 大野木ﾋﾞﾙ八丁堀３階ﾊﾞﾙｺﾆｰ防水工事 ㈲広島県建物修理協会 RB-6 バルコニー 広島

H22.03 大阪産業大学総合体育館外壁東面改装工事 岡本建設㈱ RB-6 パラペット　他 大阪
H22.03 旭中宮郵便局屋上防水改修工事 旭建設工業㈱ RB-6 屋上 大阪
H22.03 スタジアム管理棟屋根修理工事 西元建設㈱ RB-6 屋根 福島
H22.03 コスモハイツ曽根防水改修工事 ㈱イクス RB-6 バルコニー 大阪
H22.03 グローベル志村城山 ザ・レジデンス 埼玉建興㈱ RB-6 梁天端 東京
H22.03 北野治夫様邸改修工事 ㈲サンゼン設計工務 RB-6 バルコニー 大阪
H22.03 田前正盛様邸改修工事 パナホーム㈱ RB-6 バルコニー 大阪
H22.03 ダム警報局舎修繕工事 ㈱佐々木工務店 RB-6 屋根 千葉
H22.03 バルコニー防水改修工事 ㈱ピコイ RB-6 バルコニー 滋賀
H22.04 ＥＸＣＥＬ　ＣＯＵＲＴ　ＦＵＳＥ　ＴＯＷＥＲ 進和建設工業㈱ RB-6 ＥＶ屋根 大阪
H22.04 ＹＣ金剛東 ㈱尼崎工務店 RB-6 ベランダ 大阪
H22.04 ﾛｰﾄﾞｲﾝいずみ内貴邸改修工事 ㈱ﾘﾌﾚｺｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ RB-6 屋上 大阪
H22.04 栄興ﾋﾞﾙ屋上ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ防水工事 ㈲櫻ｼﾞｮﾌﾞ工店 RB-6 屋上　塔屋　バルコニー 兵庫
H22.04 ｴﾐﾏﾝｼｮﾝ改修工事 ｺｰﾅﾝ建設㈱ RB-6 屋上 大阪
H22.04 大阪印刷ｲﾝｷ製造㈱本社屋上防水工事 ㈱古本工務店 RB-6 屋上 大阪
H22.04 ｴｸｾﾙ三国ヶ丘Ⅲ新築工事 ㈱松本組 RB-6 屋上庇　階段室屋根 大阪
H22.04 三苫邸屋上防水改修工事 ㈱へいせい RB-6 屋上 福岡
H22.04 ｼﾁｽﾞﾝHD㈱東京事業所 中-5号棟屋上防水改修工事 松田建装㈱ RB-6 屋根 東京
H22.04 県立渋川高等学校ｾﾐﾅｰﾊｳｽ・音楽棟防水改修工事 ㈱フジ建装 RB-6 機械置き場 群馬
H22.04 今谷佐功様邸 防水改修工事 パナホーム㈱ RB-6 バルコニー 大阪
H22.05 山内敏雄邸ﾊﾞﾙｺﾆｰ防水工事 ﾗｲﾌﾅｶｵ RB-6 2Ｆバルコニー 大阪
H22.05 ｼｬﾄｰ杭瀬管理組合 中村防水工業所 RB-6 屋上 兵庫
H22.05 ｼｬﾝﾌﾞﾙ松村屋上防水工事 ㈲畑田商会 RB-6 屋上 石川
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H22.05 ゆたか商会改修工事 ｼｰﾚｯｸｽ㈱ RB-6 ベランダ 滋賀
H22.05 明星建工㈱北加賀屋工場屋上改修工事 ｱｻﾋ建設㈱ RB-6 屋上 大阪
H22.05 次世代ｽｰﾊﾟｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀ施設計算機棟・熟劵機械棟建築工事 ㈱大林組 RB-6 計算機棟Ｂ1階～3階 兵庫
H22.05 次世代ｽｰﾊﾟｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀ施設研究棟建築工事 ㈱大林組 RB-6 機械室1階～6階 兵庫
H22.05 勝田邸防水工事 ㈲大倉 RB-6 屋上 石川
H22.05 NTﾌｨﾙﾑ和泉工場屋上防水改修工事 ㈱深阪工務店 RB-6 ＮＴフィルム屋上 大阪
H22.05 ｷﾝｸﾞﾏﾝｼｮﾝ住吉屋上防水改修工事 ㈱中川工務店 RB-6 塔屋屋上 大阪
H22.05 田村邸 南高工務店 RB-6 廊下 大阪
H22.05 山口邸 改修工事 昭合建設㈱ RB-6 屋上 東京
H22.05 レジデンス長岡 ヰゲタハイム㈱ RB-6 屋上・塔屋屋上 東京
H22.05 第１０分団屯所防水改修工事 日新建工㈱ RB-6 屋上 長野
H22.05 浅井芳明様邸 改修工事 パナホーム㈱ RB-6 バルコニー 大阪
H22.06 安次嶺邸新築工事 高松建設 RB-6 屋上庇 兵庫
H22.06 ｹｲｺﾝ㈱本社ﾋﾞﾙ新館屋上防水改修工事 ㈱久和商事 RB-6 塔屋　笠木 京都
H22.06 中発販売㈱屋上改修工事 RB-6 屋上 愛知
H22.06 蒲生邸 ㈲たくみ塗装 RB-6 屋上　庇 広島
H22.06 岡本ﾋﾞﾙ防水改修工事 大之木建設㈱ RB-6 バルコニー　屋上 広島
H22.06 東三国店舗改修工事 中見工務店 RB-6 屋上 大阪
H22.06 坂本邸防水工事 よしき建設 RB-6 屋上 大阪
H22.06 景山邸防水工事 金澤ｶﾞﾗｽ RB-6 屋上 大阪
H22.06 山崎ﾊｲﾂ 山口設備㈱ RB-6 屋上 大阪
H22.06 外部改修工事 ㈱大久工務店 RB-6 塔屋防水 大阪
H22.06 中央硝子本社ﾋﾞﾙ3Ｆ屋上防水改修工事 大庄建設㈱ RB-6 屋上 大阪
H22.06 二条城東ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂ大規模修繕工事 ㈱高塚工務店 RB-6 屋根 京都
H22.06 大杉野簡易水道統合施設整備工事 ㈱ﾊﾏﾀﾞ RB-6 屋上 兵庫
H22.06 池上医院外部改修工事 ㈱新枝建設 RB-6 ペントハウス屋根 広島
H22.06 チャレンジャー堀の内店 新築工事 ㈱エクセレント RB-6 屋上・塔屋 東京
H22.06 後藤邸ベランダ防水工事 ㈱ＪＭ RB-6 ベランダ 東京
H22.06 (仮称)大師観光ビル新築工事 ㈱似鳥工務店 RB-6 笠木・基礎部 東京
H22.06 高橋重司様邸 既築工事 リービルドサービス RB-6 ベランダ 秋田
H22.07 林邸防水工事 中村防水工業所 RB-6 屋上 大阪
H22.07 春日ﾏﾝｼｮﾝ 中村防水工業所 RB-6 屋上 大阪
H22.07 YKﾋﾙｽﾞ 中村防水工業所 RB-6 屋上 大阪
H22.07 鳥取大学職員宿舎屋上防水改修工事 ㈱宮本工業 RB-6 屋上 鳥取
H22.07 京都市立桂中学校地震補強工事 共和産業㈱ RB-6 庇 京都
H22.07 小林ﾋﾞﾙ外壁改修工事 ㈱長崎塗装店 RB-6 ﾊﾞﾙｺﾆｰ　屋上庇　屋根排水溝 広島
H22.07 東淀川区北部地域包括支援ｾﾝﾀｰ新築工事 富国建設㈱ RB-6 玄関庇 大阪
H22.07 新戸町ﾆｭｰﾀｳﾝﾎﾟﾝﾌﾟ室受水槽・電気室配水槽築造工事 西部建設㈱ RB-6 屋上 長崎
H22.07 川崎邸 ㈱日東 RB-6 ベランダ 広島
H22.07 ㈲中国堂書店屋上防水改修工事 大之木建設㈱ RB-6 笠木 広島
H22.07 立川紙業配送センター外壁改修工事 中村建設㈱ RB-6 屋上・庇屋根 東京
H22.07 岡本邸屋上防水工事 ㈲不入斗装備 RB-6 屋上 東京
H22.07 みりん堂ビル外壁他改修工事 岡建工事㈱ RB-6 屋上 東京

H22.07 (仮称)中葛西５丁目計画 松井建設㈱ RB-6
庇･ＥＶ屋根･ハト小屋･基礎天部･

笠木他
東京

H22.07 (仮称)林ビル新築工事 ㈱丸中工務店 RB-6 バルコニー 東京
H22.08 上野邸屋上防水工事 大庄建設㈱ RB-6 屋上 大阪
H22.08 日高ｵｰﾄ屋上防水改修工事 田野産業㈱ RB-6 屋上 宮崎
H22.08 中川邸外壁等改修工事 そごう塗装工業㈱ RB-6 外壁 大阪
H22.08 かえで商事㈱ﾋﾞﾙ屋上防水改修工事 RB-6 屋上 愛知
H22.08 岩岡支店改修工事 RB-6 屋上 兵庫
H22.08 杉の家ﾋﾞﾙ改修工事 RB-6 エレベーター室塔屋 大阪
H22.08 ﾜｰﾙﾄﾞﾋﾞﾙ 北岸塗装工業㈱ RB-6 屋上 大阪
H22.08 野上幼稚園Ｂ棟他改修工事 ㈱今西組 RB-6 外壁　サッシ水切面台 兵庫
H22.08 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰこうら荘設備改修工事 Furukawa工務店 RB-6 テラス 岡山
H22.08 海山ﾋﾞﾙ屋上防水工事 大山相互建設 RB-6 陸屋根 兵庫
H22.08 東神戸教会増築工事 まこと建設㈱ RB-6 ポーチ 兵庫
H22.08 シーハイム金沢住宅大規模修繕工事 ㈱シミズ･ビルライフケア RB-6 花台・庇・出屋根・ゴミ置場屋根 神奈川
H22.08 クレール上溝大規模改修工事 ㈱小池建装 RB-6 バルコニー 神奈川
H22.08 鵜野森団地屋上防水工事 三和リフォーム RB-6 屋上 神奈川
H22.08 スカイハイツ屋上防水工事 ㈱ことぶき RB-6 屋上 埼玉
H22.08 レストランみかわや銀座三越店新築工事 ㈲ラピタ設計工房 RB-6 ベランダ 東京
H22.08 (仮称)花小金井ふれあいパーク多目的ホール新築工事 松井建設㈱ RB-6 屋上 東京
H22.09 鍋屋上野住宅大規模修繕工事 中日装業㈱ RB-6 受水槽天端　給水塔屋上 愛知
H22.09 西脇警察署玄関防水等修繕工事 ㈱ﾄﾓｻﾀﾞ RB-6 玄関屋上 兵庫
H22.09 波田邦宏邸防水改修工事 大栄建設㈱ RB-6 屋上部 山口
H22.09 飾磨支所・南保健ｾﾝﾀｰ移転新築（建築）工事 畑崎建設㈱ RB-6 パラペット他 兵庫
H22.09 医療法人宝山会 適合高齢者専用賃貸住宅「なら八条」新築工事 RB-6 機械基礎 奈良
H22.09 屋上防水工事　（桑山電気商会） ㈱大久保工務店 RB-6 屋上 大阪
H22.09 岡崎邸防水工事 ㈱信成美建 RB-6 ベランダ 福井
H22.09 ﾐﾖｼ美容院屋上防水工事 中村防水工業所 RB-6 屋上 大阪
H22.09 小森ビル屋上防水改修その他工事 ㈱ｴｺﾌﾞﾙｰ RB-6 バルコニー 大阪
H22.09 川水ｱﾊﾟｰﾄ漏水補修工事 大之木建設㈱ RB-6 屋上 広島
H22.09 養護老人ﾎｰﾑ三原慶雲寮老朽化改築工事 大之木建設㈱ RB-6 設備基礎天端　パラペット天端 広島
H22.09 府営城山台２丁住宅第２期屋上防水層改修工事 外谷技建工業㈱ RB-6 架台　パラペット 大阪
H22.09 府営赤坂台３丁住宅第１期屋上防水層改修工事 ㈱翔真技研 RB-6 架台　パラペット 大阪



H22.09 日清ﾋﾞﾙ屋上防水改修工事 誠工業 RB-6 屋上 大阪
H22.09 今津中学校南東棟他耐震補強他工事 三日月建設㈱ RB-6 ボーダー庇　既設小庇 兵庫
H22.09 筑紫女学園和敬寮Ａ棟屋上屋根防水補修工事 ㈲ﾏﾂｵｶ RB-6 屋上 福岡
H22.09 ｻﾝﾛｰﾚﾝﾁ新築工事 進和建設工業㈱ RB-6 庇　玄関屋根 大阪
H22.09 本庁舎補修工事 昭合建設㈱ RB-6 基礎及び立上り 東京
H22.09 辰巳様邸 防水改修工事 ㈲朝野工務店 RB-6 バルコニー 兵庫
H22.09 かうぼーい様店舗ビル防水工事 しんやま工務店 RB-6 バルコニー・屋根 奈良
H22.09 玉井忠様邸 改修工事 パナホーム㈱ RB-6 屋根 奈良
H22.09 興和冷蔵株式会社 屋上防水工事 ㈱スピードワーク RB-6 屋上 千葉
H22.09 倉本様邸 改修工事 ㈱Ｔ－ｔｅｃ RB-6 バルコニー 大阪
H22.09 リバーハイツ３０２号室 防水改修工事 ㈱網村建設 RB-6 バルコニー 大阪
H22.09 サンマンション羽村 屋上防水改修工事 ㈱ﾋﾞｽﾃｸﾉｽ･㈱ｼｰﾜﾝ RB-6 屋上 東京
H22.09 谷口ハビテーション大規模修繕工事 ㈱太陽 RB-6 室外機置き場・鉄骨階段踊り場 東京
H22.09 相馬税務署外並田第２宿舎 外壁改修工事 ㈱木元装建 RB-6 バルコニー・庇 福島
H22.09 イトーピア市川マンション大規模修繕工事 ㈱ｶｼﾜﾊﾞﾗ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RB-6 屋上・屋根 千葉
H22.09 エスポワール山崎屋上防水工事 札幌ペック㈱ RB-6 屋上 北海道
H22.09 高崎市立倉賀野中学校（１－１）校舎耐震補強工事 ㈱坂本工業 RB-6 屋上 群馬
H22.09 パルデンス永田台外壁他改修工事 ㈱アサヒ RB-6 屋上 神奈川
H22.10 武雄小学校管理棟大規模改造第１期工事 ㈱友廣建設 RB-6 床 佐賀
H22.10 ｺｰﾎﾟ南堺屋上及びﾊﾞﾙｺﾆｰ防水工事 馬場塗装店 RB-6 屋上 大阪
H22.10 ㈱日本ﾛｼﾞｯｸｽ東大阪倉庫外壁改修その他工事 ㈱ｴｺﾌﾞﾙｰ RB-6 バルコニー 大阪
H22.10 川田小学校 舎耐震補強及び大規模改造建築工事 司建設㈱ RB-6 ベランダ・庇・手摺壁 群馬
H22.10 中村俊文様邸 改修工事 東亜コミュニティ㈱ RB-6 バルコニー 大阪
H22.10 徳山弘恵様邸 改修工事 しんやま工務店 RB-6 バルコニー 大阪
H22.10 有限会社ティーエスサービス東領家新築工事Ｂ棟 ㈱似鳥工務店 RB-6 バルコニー 埼玉
H22.10 ダム警報局舎修繕工事 ㈱佐々木工務店 RB-6 屋根・庇 千葉
H22.10 チューケンコーポ改修工事 小倉建設㈱ RB-6 ベランダ 東京
H22.11 ｳｨﾝｸﾞﾎｰﾑｽﾞ小笹屋上防水改修工事 東福互光㈱ RB-6 屋上　小庇 福岡
H22.11 長田ﾊｲﾂ 八栄住設 RB-6 屋上 大阪
H22.11 ﾒｿﾞﾝ長田 八栄住設 RB-6 屋上 大阪
H22.11 徳間邸防水工事 田尻工務店 RB-6 2階バルコニー 大阪
H22.11 京都博愛会病院Ａ棟屋上防水改修工事 ㈱ﾐﾗﾉ工務店 RB-6 屋上（機械・設備置場） 京都
H22.11 山原邸改修工事 協和産業㈱ RB-6 3Ｆベランダ 大阪
H22.11 今津文協保育所屋上防水改修工事 棚田建材㈱ RB-6 庇　玄関屋上 兵庫
H22.11 北尾邸防水改修工事 RB-6 バルコニー 京都
H22.11 府営熊取朝代住宅第２期屋上防水層改修工事 五陽産業㈱ RB-6 屋上基礎天端 大阪
H22.11 ｼﾞﾌﾞﾗﾙﾀ生命呉ﾋﾞﾙ屋上防水・外壁改修工事 佐藤ﾘﾌｫｰﾑ㈱ RB-6 屋上　塔屋屋上　庇 広島
H22.11 冨田店舗ﾋﾞﾙ改修工事 千里ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ㈱ RB-6 屋上 大阪
H22.11 石川小学校屋内運動場 耐震補強・大規模改造工事 ㈱福産建設 RB-6 体育館２階テラス 福島
H22.11 イーストファイブ外壁修繕工事 ㈲創明建設 RB-6 ＰＨ屋上･屋上･バルコニー 東京
H22.11 奥山様邸 防水改修工事 アイフルホーム RB-6 バルコニー 奈良
H22.11 合田健三様邸 防水改修工事 ㈱近鉄ハイム RB-6 バルコニー 大阪
H22.11 鶴瀬社宅Ｃ号棟 屋上防水改修工事 東海建設㈱ RB-6 屋上 埼玉
H22.12 第２梅香独身寮外壁塗装修繕工事 冨田建設㈱ RB-6 ベランダ　階段　ゴミ置場屋根 大阪
H22.12 田村ﾋﾞﾙ屋上防水改修工事 RB-6 屋上 石川
H22.12 早岡ﾊｲﾂ RB-6 屋上 大阪
H22.12 武藤ﾋﾞﾙ屋上防水工事 ㈱ｱｻﾋﾌｧｼﾘﾃｨｽﾞ RB-6 屋上 大阪
H22.12 ｽﾃｰｼﾞ村田１１ ㈱日新工営 RB-6 ＥＶ屋根　設備基礎　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ他 大阪
H22.12 B､L､NAKANO　階段室改修工事 ㈱P･A･D･C RB-6 階段室屋根 大阪
H22.12 ﾊｲﾂ美園 ㈱ｽﾍﾟｰｽｱｯﾌﾟ RB-6 屋上 大阪
H22.12 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾋﾙｽﾞ３番館新築工事 進和建設工業㈱ RB-6 庇　階段屋根　4Ｆバルコニー　他 大阪
H22.12 ｷｬｯｽﾙｺｰﾄ新築工事 進和建設工業㈱ RB-6 庇 大阪
H22.12 ﾛｲﾔﾙｸﾛｰﾊﾞｰ改修工事 ﾘﾌｧｲﾝ福岡㈱ RB-6 屋上　陸屋根 福岡
H22.12 春川邸住宅増改築工事 米澤建築 RB-6 バルコニー 兵庫
H22.12 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ天神外壁大規模改修工事 ㈱北洋建設 RB-6 小庇　小屋根 宮崎
H22.12 新稲ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊｲﾂ屋根防水工事 まこと建設㈱ RB-6 通路屋根 大阪
H22.12 今村邸外装・ｵｰﾙ電化・太陽光発電ｼｽﾃﾑ工事 ｺﾀﾞﾆ建装㈱ RB-6 ベランダ 広島
H22.12 理容溝口 ㈱仲野商店 RB-6 屋上　ベランダ 大阪
H22.12 新宿区立西戸山公園 便所改築工事 ヰゲタハイム㈱ RB-6 屋根 東京
H22.12 中里ビル屋上防水工事 オカムラ防水工業 RB-6 屋上 東京
H22.12 ＫＦ第２ビル屋上防水工事 オカムラ防水工業 RB-6 屋上 東京
H22.12 浅見ビル大規模修繕工事 三井住友建設㈱ RB-6 出窓庇 東京
H22.12 鈴留ビル改修工事 ﾐｻﾜﾎｰﾑｲﾝｸﾞ東京㈱ RB-6 屋上・バルコニー 東京
H22.12 無量寿学園たからスイミング屋上防水改修工事 オカムラ防水工業 RB-6 屋上 埼玉
H22.12 相場慎次様邸 防水改修工事 ㈱秀建ホーム RB-6 屋上・ベランダ 茨城
H23.01 ｼｬﾝﾎﾟｰﾙ山科 ㈱中川工務店 RB-6 屋上高架水槽置場 京都
H23.01 Ｃａｓａ　Ｆｅｌｉｃｅ　新築工事 日本建設㈱ RB-6 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ　庇　設備基礎他 大阪
H23.01 ｳﾞｨﾗﾔﾏｶﾜ 三浦化研㈱ RB-6 屋上 京都
H23.01 ﾆｭｰ若杉ビル屋上建屋解体及び防水その他工事 磯部塗装㈱ RB-6 屋上 大阪
H23.01 ﾆｯｺｰ販売㈱大阪店屋上防水改修工事 真柄建設 RB-6 屋上　他 大阪
H23.01 特養老人ﾎｰﾑ天理清寿苑改修工事 ㈱淺沼組 RB-6 ベランダ　巾木　溝　笠木天端他 奈良
H23.01 広島家裁庁舎耐震改修工事 錦建設㈱ RB-6 梁天端 広島
H23.01 ﾄﾞｩｰｼｪ高槻 不二建設㈱ RB-6 電気室屋根 大阪
H23.01 県営明石舞子南鉄筋住宅（４.５号棟）景観改善工事 ㈱ﾏﾙﾔﾏ建設 RB-6 ベランダ　階段室踊り場溝 兵庫
H23.01 マンション東品川ガーデニア(第２回)大規模修繕工事 ㈱大和 RB-6 塔屋・庇 東京
H23.01 実方様邸 新築工事 ㈱似鳥工務店 RB-6 屋上 埼玉



H23.02 大川樟風高校体育館大規模改修工事 九州ﾊｳｽ工業㈱ RB-6 体育館棟メンテナンス通路 福岡
H23.02 (仮称)さゆり寮大規模改修工事 RB-6 屋上 京都
H23.02 温水ﾌﾟｰﾙﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ等修繕工事 ㈱野々川工務店 RB-6 機械室屋根 愛知
H23.02 長田邸借屋屋上防水改修工事 大庄建設㈱ RB-6 屋上 大阪
H23.02 富田ﾃﾅﾝﾄﾋﾞﾙ改修工事 千里ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ㈱ RB-6 屋上 大阪
H23.02 豊川市立金屋小学校校舎外壁等改修工事 ㈲今泉工務店 RB-6 屋上 愛知
H23.02 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ㈱AVCﾈｯﾄﾜｰｸｽ社南門真18棟階段室屋上防水工事 ㈱ｵｵﾖﾄﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RB-6 階段室屋上 大阪
H23.02 (仮称)下島雑司が谷共同住宅新築工事 ㈱ナカノフドー建設 RB-6 屋根･ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ･ﾊﾞﾙｺﾆｰ･庇他 東京
H23.02 多摩平浄水所１号配水池撤去及び１号配水池築造工事 鹿島建設㈱ RB-6 着水井屋上 東京
H23.02 鴨志田共同住宅改修工事 ㈱北島工務店 RB-6 屋上 神奈川
H23.02 西村雄次郎様邸 改修工事 ㈱福永工務店 RB-6 バルコニー 大阪
H23.02 枚方市長尾家具町５－１４－６物件 ㈱Ｔ－ｔｅｃ RB-6 バルコニー 大阪
H23.02 エスポワール忠生改修工事 ㈲ﾅｲｽﾘﾌｫｰﾑｼｽﾃﾑ RB-6 屋上・階段室 東京
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 RB-6 棟部 東京
H23.03 中発販売㈱屋上防水改修工事 ㈱ｵｰ･ﾃｯｸ RB-6 屋上 愛知
H23.03 Ａｗａｊｉ　ｇｒｅｅｎｓ　新築工事 ㈱新宅工務店 RB-6 屋上庇 大阪
H23.03 さくらづか保育園耐震改修大規模修繕増築工事 西田工業㈱ RB-6 庇 大阪
H23.03 (補）北小学校北舎耐震改修（建築）工事 内藤建設㈱ RB-6 ベランダ 岐阜
H23.03 田中住宅１号館外壁改修その他工事 ㈱圭禅 RB-6 バルコニー 大阪
H23.03 唐津西高校普通教室棟・武道場耐震改修工事 松尾建設㈱ RB-6 庇 佐賀
H23.03 ｾﾃﾞｨ ﾜｲ 北陸ﾒﾝﾃ RB-6 屋上 石川
H23.03 日清製粉㈱筑後工場本館屋上防水改修工事 ㈱栗木工務店 RB-6 屋上 福岡
H23.03 大阪府営原山台３丁住宅屋上防水層改修工事 ㈱ｼﾝｴｰ RB-6 屋上　金物取り合い 大阪
H23.03 川副邸 ㈱杉村塗装店　京都 RB-6 バルコニー 滋賀
H23.03 高島NBC唐津ﾗｼﾞｵ中継所 外部改修工事 福博建設㈱ RB-6 屋根 佐賀
H23.03 北小学校西渡り廊下増築工事 内藤建設㈱ RB-6 屋根 岐阜
H23.03 中本邸屋上防水改修工事 ㈲ﾜｲｽﾞﾎｰﾑｲﾝｸﾞ RB-6 屋上　塔屋　ベランダ 兵庫
H23.03 薊邸新築工事 ㈲匠建 RB-6 斜壁　ベランダ 沖縄
H23.03 福岡医療専門学校実習棟塔屋塗装防水工事 植村建設 RB-6 実習棟①　屋上　塔屋 福岡
H23.03 澤田邸屋上防水層改修工事 ㈲小田建築防水 RB-6 屋上 大阪
H23.03 中森邸改修工事 ﾆｯｶﾎｰﾑ㈱ RB-6 バルコニー 愛知
H23.03 シャトー澤田屋上防水改修工事 RB-6 屋上 東京
H23.03 第一諸井ビル屋上防水工事 服部防水 RB-6 屋上 埼玉
H23.03 染野様邸外壁塗替え工事 ㈱日本アステック RB-6 屋上 埼玉
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㈱ RB-6 屋上 東京
H23.03 豊四季台児童センター プレールーム屋根改修工事 ワタベ塗工㈱ RB-6 屋根 千葉
H23.04 ﾎﾃﾙLaLaﾊﾟｰﾄ１屋上防水工事 ｶﾝﾜ塗装店 RB-6 屋上 大阪
H23.04 宮本邸屋上防水改修工事 ㈲ﾜｲｽﾞﾎｰﾑｲﾝｸﾞ RB-6 屋上　玄関上 京都
H23.04 港区子ども子育てﾌﾟﾗｻﾞ屋上防水工事 ㈱ﾒｲｸ RB-6 屋上　土間　立ち上がり 大阪
H23.04 すまいる保育園新築工事 谷建設㈱ RB-6 パラペット　機械基礎 奈良
H23.04 山上ﾏﾝｼｮﾝ屋上防水工事 ㈱ＮＡＰ RB-6 屋上 大阪
H23.04 浅川邸屋上防水工事 ｶﾝﾄﾘｰ防水工業 RB-6 屋上 石川
H23.04 大阪駅改良他工事（橋上５階ｶﾌｪ）新築工事 大阪駅改良他工事ＪＶ RB-6 カフェ 大阪
H23.04 ASﾋﾞﾙ屋上防水改修工事 ㈲ﾌｼﾞ工業 RB-6 屋上 福岡
H23.04 ﾒｿﾞﾝ橋本屋上防水改修 ㈲ｾﾞﾛ設計 RB-6 屋上 広島
H23.04 高松ﾏﾝｼｮﾝ南面改修工事 ㈲ﾑﾄｳ工業 RB-6 ベランダ 宮崎
H23.04 常翔学園高等学校新館(仮称)新築工事２期工事 ﾌｼﾞﾀ・東急・堀田ＪＶ RB-6

屋上ﾊ ﾗﾍ ｯﾄ　ハト小屋　屋外階
段

大阪
H23.04 聚楽ﾏﾝｼｮﾝ屋上防水工事 新興ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ㈱ RB-6 塔屋　屋上 大阪
H23.04 ﾔﾏｲﾁﾏﾝｼｮﾝ屋上防水層改修工事 ㈲小田建築防水 RB-6 屋上 大阪
H23.04 アネックス・加藤 屋上防水(改修)工事 オカムラ防水工業 RB-6 屋上 埼玉
H23.04 三新ビデオセンター屋上防水工事 札幌ペック㈱ RB-6 屋上 北海道
H23.04 山形大学(医病)高ｴﾈﾙｷﾞｰ診断棟 増築・診療棟改修工事 升川建設㈱ RB-6 湧水ピット 山形
H23.04 ルックハイツ流山屋上防水改修工事 ㈲平和防水工業 RB-6 塔屋・パラペット 千葉
H23.04 大上様邸改修工事 クラフト㈱ RB-6 バルコニー 兵庫
H23.05 川田ﾏﾝｼｮﾝ改修工事 佐尾工務店 RB-6 屋上 大阪
H23.05 岡本邸ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ防水改修工事 ㈲ﾌｧｰｽﾄﾎｰﾑ豊橋 RB-6 ベランダ 愛知
H23.05 ｼｬﾄｰ･ﾙﾐｴｰﾙ ㈱公建 RB-6 屋上 京都
H23.05 ﾕﾆｵﾝｹﾐｶｰ㈱枚方工場塗工工場屋根改修工事 ㈱ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ RB-6 屋上　屋根　谷樋 大阪
H23.05 市立山手中学校東側渡廊下補修他工事 ㈱政岡工業 RB-6 東側渡り廊下屋根 兵庫
H23.05 市立山手中学校西側渡廊下補修他工事 ㈱政岡工業 RB-6 西側渡り廊下屋根 兵庫
H23.05 中村有料老人ﾎｰﾑ増築工事 堺士建㈱ RB-6 １階２重壁　溝部 大阪
H23.05 スカイパーク６１２外部改修工事 ㈱常口 RB-6 屋上 北海道
H23.05 アイフォート上野 ㈱フジタ RB-6 トレンチピット 東京
H23.06 大阪駅新北ﾋﾞﾙ（仮称）新築工事 ㈱大林組 RB-6 高架橋上屋立上り部 大阪
H23.06 山本邸屋根その他改修工事 ㈱ｱｰﾙ･ﾜﾝ RB-6 陸屋根 大阪
H23.06 七反田ﾊｲﾂＢ棟屋上防水改修工事 ㈱装建 RB-6 屋上 愛知
H23.06 米田ﾋﾞﾙ外壁塗装及び防水改修工事 ㈱ｴｰﾃｨｰｴﾇ RB-6 ＰＨ　手摺架台 大阪
H23.06 いかりｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ夙川店外壁等修繕工事 RB-6 2Ｆ梁横部 兵庫県
H23.06 ﾄﾞﾐｰﾙ九条防水工事 阪神佐藤興産㈱ RB-6 屋上　塔屋屋上 大阪
H23.06 大隈小谷ﾏﾝｼｮﾝ防水改修工事 ㈱岡村技建 RB-6 Ｐ・Ｈ 兵庫
H23.06 貸店舗防水改修工事 長尾工業 RB-6 長尾工業 愛知
H23.06 西邸 ㈱ｽﾍﾟｰｽｱｯﾌﾟ RB-6 屋上　バルコニー 大阪
H23.06 柿本邸改修工事 RB-6 屋上 大阪
H23.06 ｱｽﾃｨｱ三篠大規模修繕工事 創建工業㈱ RB-6 屋上 広島
H23.06 竹村邸防水工事 協立建設工業㈱ RB-6 ベランダ　浴室上　物置屋根 大阪
H23.06 株式会社イーグルデザインモデル ㈲バンガード RB-6 屋上・棟屋 神奈川



H23.06 坂田様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
H23.06 田渕様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
H23.07 四天王寺大学音楽棟 ㈱竹中工務店 RB-6 ハト小屋屋根　パラペット天端 大阪
H23.07 京都市養正市営住宅修繕ただし８棟屋上修繕 京都住宅ｻｰﾋﾞｽ㈱ RB-6 庇 京都
H23.07 ﾛｲﾔﾙ伊丹屋上防水工事 RB-6 屋上 兵庫県
H23.07 ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ堂島鉄骨階段塗装屋上防水工事 ㈱加世田組 RB-6 階段　屋上 大阪
H23.07 ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ防水工事 ㈲小田建築防水 RB-6 ２階ベランダ 大阪
H23.07 小池酸素工業㈱ 茨城ｾｷｽｲﾌｧﾐｴｽ㈱ RB-6 陸屋根 茨城
H23.07 古川昌克様邸 改修工事 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
H23.07 スカイコート横浜平沼大規模修繕工事 ㈱日装 RB-6 屋上 神奈川
H23.07 ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ･ｳﾞｪｰﾙ(第１回)大規模修繕 ２番館 ㈱ｶｼﾜﾊﾞﾗ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RB-6 EVｼｬﾌﾄ・ｴﾝﾄﾗﾝｽ屋根等 東京
H23.07 榎本第五コーポラス RB-6 パラペット 東京
H23.07 マンション石川リフレッシュ工事 ㈱ﾊﾟﾜｰｽﾞﾒﾝﾃﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ RB-6 屋上庇 神奈川
H23.07 鈴木邸バルコニー防水及び屋根防水改修工事 ㈱サカクラ RB-6 塔屋屋根部 神奈川
H23.08 （仮称）一宮菱川ﾏﾝｼｮﾝ新築工事（ｿｼｱﾙｺｰﾄ森本） 北和建設㈱ RB-6 階段室屋根　ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ室屋根 愛知
H23.08 伊藤邸外壁改修工事 藤木工務店 RB-6 屋根　バルコニー 大阪
H23.08 廣石邸外壁改修工事 藤木工務店 RB-6 庇 兵庫
H23.08 笠原邸屋上防水 松浦建築 RB-6 屋上 福井
H23.08 楓こころのﾎｽﾋﾟﾀﾙ改修工事 前田建設工業㈱ RB-6 ２階ベランダ 大阪
H23.08 佐々木邸 RB-6 屋上 大阪
H23.08 持丸邸屋上防水改修工事 照栄建設㈱ RB-6 塔屋 福岡
H23.08 長島邸改修工事 全京都建設共同組合 RB-6 ガレージ屋根 京都
H23.08 神明台ﾊｲﾂ防水改修工事 ㈲ｱｲｽﾞﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ RB-6 バルコニー 京都
H23.08 ﾒｾﾅ緑地公園 高松建設㈱ RB-6

ｴﾝﾄﾗﾝｽ屋根　廊下　階段　ﾊ ﾗ
ﾍﾟｯﾄ

大阪
H23.08 大洋精工㈱屋上防水工事 ㈱鶴原工務店 RB-6 屋上 大阪
H23.08 ﾘﾘｨﾍﾞﾙ梅田西 高松建設㈱ RB-6 屋上庇　エントランス屋根 大阪
H23.08 豊中市立野畑小学校外壁改修工事（３工区） ㈲しみず工務店 RB-6 １Ｆ、４Ｆ南面庇 大阪
H23.08 ＨＯＵＳＥ－Ｔ新築工事 ㈱佐藤秀 RB-6 階段前 神奈川
H23.08 クミアイビル改修工事 五洋建設㈱ RB-6 屋上 千葉
H23.08 ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ･ｳﾞｪｰﾙ(第１回)大規模修繕 ４番館 ㈱ｶｼﾜﾊﾞﾗ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RB-6 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｼｬﾌﾄ・ｴﾝﾄﾗﾝｽ屋根等 東京
H23.08 ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ･ｳﾞｪｰﾙ(第１回)大規模修繕 ５番館 ㈱ｶｼﾜﾊﾞﾗ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ RB-6 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｼｬﾌﾄ・ｴﾝﾄﾗﾝｽ屋根等 東京
H23.08 (仮称)都立大学テラス新築工事 ㈱興建社 RB-6 屋根・階段・笠木等 東京
H23.08 入江様邸 改修工事 東亜コミュニティ㈱ RB-6 バルコニー 大阪
H23.08 加藤様邸 改修工事 ㈱杉山工務店 RB-6 バルコニー 兵庫
H23.08 巻野清様邸 改修工事 斉藤工務店 RB-6 バルコニー 奈良
H23.09 （仮称）祇園町再開発施設新築工事 ㈱ﾌｼﾞﾀ RB-6 屋上パラペット・設備基礎他 福岡
H23.09 （有）ｴﾑ･ﾌﾟﾗﾝ RB-6 屋上 大阪
H23.09 ｺｰﾎﾟ千里改修防水工事 ㈲ｱｶﾏﾂ RB-6 屋上 大阪
H23.09 石村邸防水工事 園田防水工業 RB-6 ベランダ 兵庫
H23.09 越知幼稚園耐震補強及び大規模改修工事 ㈲大成ｼｽﾃﾑ RB-6 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端　庇　点検口等 高知
H23.09 中井ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱大阪導管営業所屋上防水工事 宮建設工業㈲ RB-6 庇 大阪
H23.09 こどもの館屋根防水改修工事 宮田建設㈱ RB-6 笠木 広島
H23.09 金澤邸 今田塗装店 RB-6 バルコニー 大阪
H23.09 木下商産ﾋﾞﾙ新築工事 高松建設 RB-6 庇 大阪
H23.09 ﾋﾟｭｱ玉川Ⅱ新築工事 広成建設㈱ RB-6 屋上庇　階段屋根　パラペット 大阪
H23.09 大河内金属㈱青垣工場第二期新築工事 真柄建設㈱ RB-6 屋上防水 兵庫
H23.09 平成２２年度上の原団地建設工事（２工区） RB-6 屋根　庇 福岡
H23.09 中川邸屋根防水改修工事 喜多ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ㈱ RB-6 モルタル下地屋根 石川
H23.09 上の原団地建築主体工事（１工区） ㈱竹澤建設 RB-6 屋根　庇　排水溝 福岡
H23.09 株式会社ユーキャン本社 ㈲関口建設 RB-6 斜壁 東京
H23.09 株式会社文光堂 別館塔屋防水工事 堀建設㈱ RB-6 塔屋 東京
H23.09 高山団地１号棟屋上防水工事 ㈲丸和村上建設 RB-6 屋上 福島
H23.09 大谷裕治様邸 改修工事 ㈲サンゼン設計工務 RB-6 バルコニー 大阪
H23.09 森芳明様邸 改修工事 ㈱近畿ハイム RB-6 バルコニー 大阪
H23.10 大阪府営庄内北住宅外１住宅屋上防水改修工事 ｹｲｴｽ建設㈱ RB-6 屋上架台 大阪
H23.10 １０－Ｋ計画新築工事 ㈱SEEDS･CASA RB-6 庇　煙突　機械基礎 兵庫
H23.10 防水工事 谷口塗装 RB-6 陸屋根 大阪
H23.10 弓取保育園屋上防水改修工事 中村工建 RB-6 屋上 石川
H23.10 木村邸防水改修工事 ㈱京都防水ｾﾝﾀｰ RB-6 バルコニー 京都
H23.10 豊田邸屋上改修工事 RB-6 屋上 大阪
H23.10 鈴木邸ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ防水改修工事 古川建築㈱ RB-6 ベランダ 兵庫
H23.10 田尻町本庁舎屋上等防水補修工事 ㈱西工務店 RB-6 階段室屋上　４Ｆ屋上 大阪
H23.10 武雄警察署電気機械室外部改修工事 ㈱日本建設 RB-6 屋上 佐賀
H23.10 社会福祉法人慈愛会　聖ﾖｾﾞﾌ園外部改修工事 五洋建設㈱ RB-6 庇 福岡
H23.10 ﾏﾝｼｮﾝＳ・Ｉ屋上防水工事 ㈱BIGMAN RB-6 パラペット部分　架台部分 愛知
H23.10 ｲｽｽﾞﾋﾞﾙﾏﾝｼｮﾝ 大都水電工業㈱ RB-6 屋上 兵庫
H23.10 東大阪市出雲井ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 ㈱ｼｰﾗﾝﾄ RB-6 バルコニー 大阪
H23.10 ﾜｰｸﾀｲｶﾞｰ㈱ﾋﾞﾙｼｰﾄ防水修繕工事 三島産業㈱ RB-6 屋上 広島
H23.10 改良住宅２５号棟１階南側庇防水改修工事 ㈲尾嶋防水 RB-6 庇 兵庫
H23.10 (仮称)成増Ⅲ計画新築工事 三井住友建設㈱ RB-6 バルコニー・開放廊下切付他 東京
H23.10 奥山道夫様邸 改修工事 ㈱坂井建築事務所 RB-6 ベランダ 兵庫
H23.10 メゾン三綱 外壁及び防水他改修工事 ＳＭＣリフォーム㈱ RB-6 セットバック屋根 東京
H23.11 ｻﾝﾊｲﾑ神谷ｱﾊﾟｰﾄ2Ｆﾊﾞﾙｺﾆｰ防水工事 ㈱住ｹﾝ岐阜 RB-6 2Ｆバルコニー 岐阜
H23.11 改良住宅１号棟東側庇防水改修工事 ㈱横井商店 RB-6 庇 兵庫
H23.11 ﾆﾁｲｹｱｾﾝﾀｰ新築工事 ㈱坂口組 RB-6 ベランダ 熊本
H23.11 川元ﾊｲﾂ屋上防水工事 ﾋｻﾑﾗ美装 RB-6 屋上　平間　立上り 石川



H23.11 百野邸２Ｆﾊﾞﾙｺﾆｰ防水工事 大黒ﾙｰﾌ RB-6 2Ｆバルコニー 大阪
H23.11 防水改修工事 洋洋住研㈱ RB-6 屋上　ベランダ 三重
H23.11 杉島邸２Ｆﾊﾞﾙｺﾆｰ防水工事 RB-6 ２階バルコニー 大阪
H23.11 ｱﾒﾆﾃｨﾊｳｽ小川Ａ棟防水工事 ㈱住ｹﾝ岐阜 RB-6 2Ｆバルコニー 岐阜
H23.11 一光ﾊｲﾂ第二七宝ﾏﾝｼｮﾝ ㈱BIGMAN RB-6 ｴﾝﾄﾗﾝｽ屋上　塔屋　屋上ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 愛知
H23.11 ｴﾄﾜｰﾙｾｲﾜ屋上防水改修工事 RB-6 屋上 大阪
H23.11 西口整形外科屋上防水改修工事 貫野建設㈱ RB-6 屋上 大阪
H23.11 北山ビル屋上防水改修工事 大庄建設㈱ RB-6 屋上 大阪
H23.11 ㈱ｳﾏﾉ社屋屋上防水工事 ㈱ｵﾘｼﾞﾅﾙﾜｰｸ RB-6 屋上 大阪
H23.11 山野邸 RB-6 屋上 大阪
H23.11 ｱﾝｼｬﾝﾃ21　5Ｆﾊﾞﾙｺﾆｰ改修工事 ㈱公建 RB-6 5Ｆバルコニー 京都
H23.11 森ﾋﾞﾙ RB-6 屋上　PH　1Fﾃﾅﾝﾄ屋上　玄関庇 石川
H23.11 (仮称)和歌ノ浦の家新築工事 多田建設㈱ RB-6 バルコニー　玄関　屋上構内 和歌山
H23.11 港南朝日ビル 改修工事 技研興業㈱ RB-6 低層棟屋上 東京
H23.11 シルバーピア日本堤 大規模修繕工事 ㈱シーワン RB-6 ベランダ 東京
H23.11 ひばりが丘シティハウス 外壁他大規模修繕工事 テクノ建設サービス㈱ RB-6 中継タンク他 北海道
H23.11 植田兼一様邸 改修工事 ㈱近畿ハイム RB-6 バルコニー 大阪
H23.11 福田 敦夫邸 ㈱オンテックス RB-6 屋上・ベランダ 東京
H23.12 ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾀｰﾐﾅﾙ砂丘の家屋上防水改修工事 ㈲毛利商店 RB-6 パラペット　塔屋屋根　天窓 鳥取
H23.12 ｻﾝｹｱ太宰府増築工事 東急建設㈱ RB-6 Ｒ階庇　各階バルコニー 福岡
H23.12 第６ｻﾝｺｳﾋﾙｽﾞ屋上防水工事 阪神佐藤興産㈱ RB-6 バルコニー　パラペット 奈良
H23.12 21ｺｽﾓｽ宮崎大規模改修工事 ㈱増田工務店 RB-6 ベランダ 宮崎
H23.12 さくら園３階屋上防水改修工事 ㈱山下工務店 RB-6 ３階屋上設備架台廻り 福岡
H23.12 大阪府営大津市式内住宅屋上防水改修工事 ㈱BIG ONE RB-6 高架水槽架台 大阪
H23.12 きのくに信用金庫串本支店改修工事 ㈱小森組 RB-6 4階屋根　庇 和歌山
H23.12 大阪府営諏訪住宅屋上防水層改修工事 富士ｱｽﾌｧﾙﾄ販売㈱ RB-6 架台 大阪

H23.12 桜ヶ丘社宅Ｅ・Ｆ・Ｇ棟外壁塗装修繕工事 冨田建設㈱ RB-6
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ・廊下側溝巾木　倉庫ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室屋根
大阪

H23.12 八代邸屋上防水工事 RB-6 屋上 大阪
H23.12 枚岡ﾊｲﾂ ㈱ｻﾝｾｲ住建 RB-6 屋上 大阪
H23.12 ﾏﾝｼｮﾝﾛｲﾔﾙ室町 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾀｯﾁ RB-6 屋上庇 京都
H23.12 服部邸防水改修工事 RB-6 屋上　バルコニー 大阪
H23.12 小坂邸 ㈱ｱｰｸ RB-6 屋根 石川
H23.12 カークス田原町駅前 大規模改修工事 ㈱タカハシテクノ RB-6 斜壁 東京
H23.12 アヴニール恵比寿 外壁・屋上等修繕工事 ㈱三陽 RB-6 ＥＶ機械室屋根・Ｒ階屋上 東京
H23.12 釧路社宅１７８号ほか１棟ベランダ手摺り改良他 ㈱北海道ｼﾞｪｲ･ｱｰﾙ･ﾋﾞﾙﾄ RB-6 ベランダ 北海道
H23.12 アサヒビール株式会社 福島工場 震災復旧工事 三井住友建設㈱ RB-6 棟屋・階段室屋上 福島
H23.12 サンライトコーポ屋上防水改修工事 ㈱圓月 RB-6 屋上 埼玉
H23.12 須山ビル改修工事 ㈲昇和建築 RB-6 屋上 東京
H23.12 オフィス青山改修工事 ㈱ﾄｰﾀﾙ･ｵﾌｨｽ･ﾑｶｲ RB-6 屋上・バルコニー 東京
H24.01 古城邸防水工事 ㈱ｲﾅﾀﾞ RB-6 屋上 大阪
H24.01 国分小学校校舎耐震化工事 ㈱淺沼組 RB-6 屋上パラペット　改修部面台 大阪
H24.01 新設特別支援学校（仮称）肢体不自由部門棟建築工事 岩堀・法城ＪＶ RB-6 ＥＶピット・消火水槽 福岡
H24.01 西本町MICﾋﾞﾙ外壁改修工事 東海興業㈱ RB-6 塔屋 大阪
H24.01 Kﾋﾞﾙ改修工事 ㈱ｅｓ RB-6 ペントハウス階段上　天端 大阪
H24.01 MECﾋﾞﾙ外壁改修工事 ㈲新宅工務店 RB-6 ２階屋上 大阪
H24.01 小城市芦刈地域交流ｾﾝﾀｰ（仮称）大規模改修工事 谷口・服巻ＪＶ RB-6 多目的ホール 佐賀
H24.01 大阪府営崇弾寺住宅屋上防水層改修工事 ﾏﾙﾌｼﾞ工業㈱ RB-6

配管基礎　高架水槽床部　架台
他

大阪
H24.01 ﾕｰｽちがま防水工事 ㈲ﾉｱ RB-6 エントランス　ＰＨ屋根 愛知
H24.01 （仮称）ﾀｶﾗ不動産㈱売買契約某物件 ﾀｶﾗ不動産㈱ RB-6 パルコン屋根 石川
H24.01 ﾎﾃﾙLaLaﾊﾟｰﾄ2屋上防水工事 ｶﾝﾜ塗装店 RB-6 屋上 大阪
H24.01 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ若葉新築工事 ㈲宮山建設 RB-6 各階バルコニー　屋上陸屋根 長崎
H24.01 （仮称）小浜ｾﾝﾀｰ新築工事 ㈱大林組 RB-6 ハト小屋　パラペット 福井
H24.01 串田邸２階ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ防水工事 大之木建設㈱ RB-6 ２階ベランダ 広島
H24.01 野坂邸屋根改修工事 河野建設㈱ RB-6 屋根 東京
H24.02 明石市立錦浦小学校屋内運動場耐震補強他工事 辻建設㈱ RB-6 屋外階段 兵庫
H24.02 東北第４ﾏﾝｼｮﾝ屋上防水工事 RB-6 屋上 大阪
H24.02 長邸屋上防水改修工事 ㈲ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ･K RB-6 屋上 徳島
H24.02 星丘自治会館屋上防水工事 ﾋﾞﾙﾃｯｸｽﾐﾔﾀ RB-6 屋上 大阪
H24.02 特養老人ﾎｰﾑ多田の里改修工事 ㈱鈴木建設 RB-6 笠木　他 福岡
H24.02 社会福祉法人ひのき会特養老人ﾎｰﾑ陽だまり新築工事 戸田建設㈱ RB-6 屋根　庇　ﾊﾞﾙｺﾆｰ　EVﾋﾟｯﾄ他 福岡
H24.02 ﾋﾙｽﾞ四条畷屋上防水工事 RB-6 屋上 大阪
H24.02 ＰＨＳ基地局に伴う防水工事 ㈱ｵﾌﾟﾛｽ RB-6 屋上 兵庫
H24.02 ｺｰﾎﾟ奥平　205号室　ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ防水工事 ㈲ｵﾌﾞﾄﾞﾘｰﾑ RB-6 ベランダ 岐阜
H24.02 ｺｰﾎﾟ奥平　505号室　ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ防水工事 ㈲ｵﾌﾞﾄﾞﾘｰﾑ RB-6 ベランダ 岐阜
H24.02 特養老人ﾎｰﾑ新多園屋上ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ防水工事 ㈲ﾌｼﾞ工業 RB-6 トップライト屋根 福岡
H24.02 唐建建工第２号　大志小学校校舎改築建築工事 唐津土建・井手ＪＶ RB-6 バルコニー　庇 佐賀
H24.02 日活スタジオ(第７)屋上防水改修工事 東海建設㈱ RB-6 屋上･庇 東京
H24.03 (仮称)川端二条孫橋町ＢＬＤ新築工事 ㈱公建 RB-6 ベランダ 京都
H24.03 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑﾋﾟｱありた建設工事 ㈱毛利建設 RB-6 屋上　庇　ﾊﾞﾙｺﾆｰ他 福岡
H24.03 ｵｻｶ府営佐野泉陽ヶ丘住宅防水層改修工事 大阪ﾕﾆﾃｸﾉ㈱ RB-6 パラペット　架台廻り 大阪
H24.03 邇摩高等学校ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ（建築）工事 RB-6 土間面平場　立上り面 島根
H24.03 大阪府営岬深日住宅屋上防水層改修工事 ㈱日動 RB-6 架台 大阪
H24.03 TAKEUCH.BLD外壁漏水部補修工事 ﾃﾞｨﾃｨｱｰﾙ RB-6 外壁 兵庫
H24.03 芝田ｶﾞﾚｰｼﾞ屋上防水工事 協立建設工業㈱ RB-6 ガレージ　屋上 大阪
H24.03 ﾌｧｰｽﾄﾋﾙｽﾞ千里Ⅱ屋上防水改修工事 RB-6 屋上 大阪



H24.03 栗原邸屋上防水改修工事 大庄建設 RB-6 屋上 大阪
H24.03 廣瀬邸防水工事 信成美建㈱ RB-6 ベランダ 福井
H24.03 大阪府営小松住宅屋上防水層改修工事 池田技研工業㈱ RB-6 １～８号棟屋上 大阪
H24.03 大阪府営堺草部住宅屋上防水層改修工事 日英工務㈱ RB-6 高架水槽基礎 大阪
H24.03 特養老人ﾎｰﾑふるさと新築工事 RB-6 室内 京都
H24.03 旧千早小学校体育館防水補修工事 ㈱ｶﾅｴ商会 RB-6 体育館　庇　軒樋 大阪
H24.03 長坂小学校耐震補強・昇降機設置付帯工事 大豊建設 RB-6 屋上庇　小庇 大阪
H24.03 林倉庫ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ防水他工事 協立建設工業㈱ RB-6 ベランダ 大阪
H24.03 ﾎﾟﾎﾟﾗｰﾄｳﾞｨﾗ防水改修工事 みどり観光開発㈱ RB-6 ベランダ 広島
H24.03 藤和シティホームズ新井薬師屋上防水改修工事 丸山工業㈱ RB-6 屋上笠木 東京
H24.03 都立広尾病院玄関ポーチ屋根防水改修工事 ㈲三伸建工 RB-6 玄関ポーチ屋根･庇 東京
H24.03 (仮称)洗足計画新築工事 三井住友建設㈱ RB-6 タイル下斜屋根 東京
H24.03 川崎信用金庫鹿島田支店防水改修工事 RB-6 塔屋 神奈川
H24.04 三洋ﾎｰﾑｽﾞ㈱技術本部厚生棟・人工台地改修工事 ㈱ｸﾎﾞﾀ工建 RB-6 手スリ架台 大阪
H24.04 べっぷ荘改良他 九鉄工業㈱ RB-6 バルコニー 大分
H24.04 お好み焼ｼﾞｬﾝﾎﾞ屋上防水工事 永和建設㈱ RB-6 屋上 京都
H24.04 浮羽郡大石堰土地改良区事務所屋上防水工事 立石建設 RB-6

屋上　ﾙｰﾌﾊ ﾙｺﾆｰ　ｴﾝﾄﾗﾝｽ屋根
庇

福岡
H24.04 藤田邸３階ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ防水工事 ㈱BIGMAN RB-6 ﾙｰﾌﾊﾞﾙｺﾆｰ 愛知
H24.04 みくら工芸ﾋﾞﾙ新築工事 高松建設 RB-6 屋上各種基礎 大阪
H24.04 ｱｼｯｸｽ長田ﾋﾞﾙ外壁・屋根改修工事 ㈱ｴﾇﾜｲｼｰｶﾞﾙ RB-6 塔屋屋上 兵庫
H24.04 とよす住吉工場 ㈱池田建設 RB-6 屋上 大阪
H24.04 マンションセントピア様邸改修工事 ㈲榮建 RB-6 バルコニー 千葉
H24.04 ソレイユ太子堂大規模修繕工事 ㈱シーワン RB-6 ベランダ 東京
H24.04 京都大学阿武山地震観測所 本館塔屋防水改修工事 ㈲サンゼン設計工務 RB-6 塔屋 大阪
H24.05 ﾎﾃﾙｴｱﾎﾟｰﾄ屋上防水改修工事 ㈱ﾎﾝﾀﾞ RB-6 塔屋屋上　屋上庇　２階屋根 福岡
H24.05 ｹｲｺﾝ㈱本社ﾋﾞﾙ屋上防水改修３期工事 ㈱久和商事 RB-6 塔屋 京都
H24.05 北野邸車庫屋根防水工事 ㈱ｸﾛｶﾐ RB-6 屋根 佐賀
H24.05 ﾛﾜｰﾙﾏﾝｼｮﾝ井尻３　大規模改修工事 ㈱ﾀﾞｲﾆﾁ RB-6 ２Ｆ屋上　塔屋 福岡
H24.05 国本邸 宮本工務店 RB-6 屋上 大阪
H24.05 ファミール豊田屋上防水工事 大和ハウス工業㈱ RB-6 屋上 東京
H24.05 都営青戸三丁目アパート(６Ａ、６Ｂ号棟)耐震改修工事 ㈱ﾓｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ RB-6 バルコニー 東京
H24.05 東急百貨店ユニオンセンター屋上防水工事 東急リニューアル RB-6 屋上斜屋根 東京
H24.05 平成２４年度 桐淵市営住宅(７６－１３号棟)屋上防水改修工事 ㈱ヤツギ RB-6 溝部 群馬
H24.06 大末ｻｰﾋﾞｽ㈱屋上防水工事 ㈲加茂防水 RB-6 屋上 和歌山
H24.06 武部整形外科大規模修繕工事 ｺｰﾅﾝ建設㈱ RB-6 ２Ｆ屋上 兵庫
H24.06 中島ﾋﾞﾙ外部改修工事 ㈱ｱﾚｽ RB-6 中島ビル屋上 広島
H24.06 JNCﾁｯ素ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ工場溝工事 諌山工業㈱ RB-6 溝 熊本
H24.06 ﾙﾄﾜﾍﾞｰﾙ満寿美　大規模改修工事 ㈱昭和工務店 RB-6 屋上 大阪
H24.06 ㈱下西製作所改修工事 RB-6 屋上　ベランダ 大阪
H24.06 浅野ﾋﾞﾙ ㈲阿津工業所 RB-6 ３Ｆ４Ｆ屋上 岡山
H24.06 なかがわ織物商店 ＰＭＡ RB-6 屋上 京都
H24.06 河野ﾋﾞﾙ屋上防水工事 ㈲ﾎｰﾑ･ﾘ･ﾓﾃﾞﾙ小野 RB-6 屋上 大阪
H24.06 Ｇｒａｎ ＣａｓｓａⅡ 日総物産㈱ RB-6 屋上 神奈川
H24.06 江戸川橋ビル２０１１外装大規模修繕工事 ㈱久保工 RB-6 バルコニー・庇 東京
H24.06 東邦銀行須賀川支店躯体防水改修工事 笠原工業㈱ RB-6 梁天端・庇屋根 福島
H24.06 サンクレスト屋上防水改修工事 ㈱吉村建設 RB-6 屋上 埼玉
H24.06 鷹番３丁目住宅改修工事 ㈱ワークス RB-6 屋上・浴室 東京
H24.06 宮崎邸屋上防水工事 ㈱新井 RB-6 屋上 神奈川
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 RB-6 ルーフバルコニー 東京
H24.07 ㈱ｱｽﾃﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ流通ｾﾝﾀｰ（仮称）新築工事 ㈱ﾌｼﾞﾀ RB-6 防水アゴ　庇 佐賀
H24.07 平成２４年度大川内小学校屋根防水改修工事 ㈱野口装建 RB-6 バルコニー　庇 佐賀
H24.07 藤本邸防水工事 ｽｲｰﾄﾎｰﾑ㈱ RB-6 屋上 福井
H24.07 ﾎﾃﾙﾗﾃﾝ屋上防水改修工事 ㈱ﾎﾝﾀﾞ RB-6 階段屋根 福岡
H24.07 國吉邸新築工事 巧建㈲ RB-6 屋上 沖縄
H24.07 協和道路㈱本社ﾋﾞﾙ修繕工事 ㈱ﾅｶｶﾞﾜ RB-6 玄関　屋上 大阪
H24.07 長久警察職員宿舎１号棟防水工事 ㈲神門組 RB-6 ベランダ　平場　立上り 島根
H24.07 辻本ﾋﾞﾙ防水工事 ｱﾘｽﾄ RB-6 屋上 福井
H24.07 大同ｸﾞﾚｰｽ大宮大規模改修工事 ㈱小野工建 RB-6 ２階花壇 奈良
H24.07 近大医学部近大病院　第３ＭＲＩ室屋上防水工事 RB-6 屋上 大阪
H24.07 白川邸　車庫屋根防水改修工事 中田ﾎｰﾑｽﾞ㈲ RB-6 車庫屋根 福岡
H24.07 篠崎建物(松戸駅東口ビル)外装改修工事 RB-6 バルコニー 千葉
H24.07 橋本ビル(寺内様アパート) 活協同組合･消費者生活ｾﾝ RB-6 屋上 東京
H24.07 ＣＤプロジェクト新築工事 清水･大林･戸田ＪＶ RB-6 ４Ｆ北側スラブ 東京
H24.07 安田ビル屋上防水補修工事 多摩住宅サービス㈱ RB-6 屋上 東京
H24.07 さたクリニック屋根外壁改修計画 ㈱久保工・㈱東京三木塗装 RB-6 テラス・屋根 千葉
H24.08 山瀬邸ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ防水工事 日本住宅流通㈱ RB-6 ２階ベランダ 大阪
H24.08 奥間邸補修工事 ㈲大創建設 RB-6 屋根　パラペット 兵庫
H24.08 ㈱ｻﾎﾟｰﾄｱﾙﾃﾋﾞﾙ屋上改修工事 ㈱ｼﾝﾜ RB-6 屋上笠木 福岡
H24.08 （仮称）御所西ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 ㈱公建 RB-6 ３Fバルコニー（立上り共） 京都
H24.08 神戸女学院　倉庫（４）　新築工事 ㈱熊谷組 RB-6 倉庫（４）屋上パラペット 兵庫
H24.08 ｻﾝﾊﾟﾚｽ21忠岡ﾏﾝｼｮﾝ屋根ｼﾝｸﾞﾙ防水修繕工事 ㈱ｺｰﾜ建築工房 RB-6 屋根 大阪
H24.08 白石ﾏﾝｼｮﾝ外壁改修防水工事 RB-6 屋上 大阪
H24.08 日通大阪運輸㈱屋上防水工事 ㈱竹延 RB-6 屋上 大阪
H24.08 三田建設技能研修ｾﾝﾀｰ宿泊棟修繕工事 ㈱中部建設工業 RB-6 屋根機械置場 兵庫

H24.08 米子支社ｴﾘｱ建築工事（第１回設計変更） ㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本ﾋﾞﾙﾄ RB-6 屋上 鳥取



H24.08 クレセント川久保 屋上防水工事 大和ﾊｳｽ工業㈱ RB-6 屋上 東京
H24.08 黒部様邸 改修工事 ㈲丸三工務店 RB-6 ベランダ 千葉
H24.08 グレース御所見大規模改修工事 日総物産㈱ RB-6 屋上 神奈川
H24.08 国見小学校改修工事 ㈲佐久間工業 RB-6 屋根・庇 福島
H24.09 前川邸改修工事 ㈱ﾌﾟﾗｽﾜﾝﾎｰﾑ RB-6 屋上・２Ｆベランダ 奈良
H24.09 木室ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ改修工事 ㈱吉村組 RB-6 玄関屋根 福岡
H24.09 坂元邸屋根防水改修工事 ㈱ｼﾐｽﾞ工業 RB-6 屋根 京都
H24.09 浜脇中学校北西棟・南東棟耐震補強工事 ㈱巨勢工務店 RB-6 外部　庇 兵庫

H24.09 ａｕみどり局局舎修繕工事
日本ｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸｼｽﾃﾑｽﾞ

㈱
RB-6 屋根 石川

H24.09 ａｕ新羽咋局局舎修繕工事
日本ｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸｼｽﾃﾑｽﾞ

㈱
RB-6 屋根 石川

H24.09 ａｕ湯涌局局舎修繕工事
日本ｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸｼｽﾃﾑｽﾞ

㈱
RB-6 屋根 石川

H24.09 難波ＢＣＰｵﾌｨｽﾃﾅﾝﾄﾋﾞﾙ入居対応工事 鹿島建設㈱ RB-6
ＯＡ床面　ＭＥ室設備貫通パネル

溝
大阪

H24.09 広新交通１号線　機器検車棟屋上防水修繕業務 ㈱ｴﾇ･ﾋﾞｰ技建 RB-6 パラペット及び内壁部 広島
H24.09 野口邸 ㈱村建 RB-6 バルコニー 滋賀
H24.09 シーアイマンション神奈川 屋上防水工事 ㈲辰美塗装 RB-6 屋上 神奈川
H24.09 シティハウス豊洲キャナルテラス ㈱鴻池組 RB-6 排水溝･段型排水溝･外壁～床切付部 東京
H24.09 白川様邸ベランダ改修工事 ㈲ナノハウジング RB-6 ベランダ 奈良
H24.09 ＣＡＳＡ.ＴＯＭＯＥ.ＡＲＡＩ Ｎｏ３.改修工事 渡辺建設㈱ RB-6 屋上・ＰＨ・バルコニー 東京
H24.09 大生病院 風呂場改修工事 ㈱しんやま工務店 RB-6 風呂場 大阪
H24.09 (仮称)高円寺北２丁目計画新築工事 大成建設㈱ RB-6 厨房・浴室・外階段踊場 東京
H24.09 ビューテラス湘南１大規模修繕工事 日総物産㈱ RB-6 屋上 神奈川
H24.09 ビューテラス湘南２大規模修繕工事 日総物産㈱ RB-6 屋上 神奈川
H24.09 戸部ビル外壁及び屋上他改修工事 ㈱ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ･ｼﾃｨｰ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸ RB-6 屋上 東京
H24.10 折尾高架に伴う折尾北口仮駅新築他 九鉄工業㈱ RB-6 屋根 福岡
H24.10 岩田邸内外部ﾘﾌｫｰﾑ工事 ㈱ｽﾍﾟｰｽﾏｲﾝ RB-6 バルコニー 奈良
H24.10 御前田ﾋﾞﾙ外装改修工事 敷島住宅㈱ RB-6 屋上 京都
H24.10 山添電機　長尾店　屋上防水工事 ㈱佐々木商会 RB-6 屋上 大阪
H24.10 楽々園Ｎﾋﾞﾙ屋上防水改修工事 ㈱ｴﾇ･ﾋﾞｰ技建 RB-6 階段室屋根　屋上ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 広島
H24.10 谷上邸　荘川別荘ﾋﾟﾛﾃｨ防水工事 ㈱洞口 RB-6 ２階テラス 岐阜
H24.10 桐山邸防水工事 ㈱藤井工務店 RB-6 ベランダ 大阪
H24.10 寺本邸 北和建設㈱ RB-6 倉庫屋根 大阪
H24.10 ＮＩﾋﾞﾙ屋上防水改修工事 株木建設㈱ RB-6 床面 京都
H24.10 シティタワー赤羽テラス ㈱鴻池組 RB-6 排水溝･段型排水溝･外壁～床切付部 東京
H24.10 平成２４年度 公園トイレ水洗化工事 ㈱昭和管工設備 RB-6 屋根 山形
H24.10 アドリーム幕張本郷吉野 ㈱シーワン RB-6 屋上 千葉
H24.10 松本玲子様邸改修工事 パナホーム㈱ RB-6 バルコニー 大阪
H24.10 山岡忠治様邸改修工事 斉藤工務店 RB-6 バルコニー 奈良
H24.10 コスモ大宮西屋上防水及び共用鉄部塗装工事 大和ライフネクスト㈱ RB-6 ルーフバルコニー 埼玉
H24.11 野村医院　屋上・ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ防水工事 RB-6 屋上　ベランダ 愛知
H24.11 湘南市市役所ｴﾝﾄﾗﾝｽ屋根防水改修工事 千代工業㈱ RB-6 エントランス屋根 滋賀
H24.11 ｳﾞｨﾗﾊﾟｰｸﾋﾙ三田外部改修工事 北和建設㈱ RB-6 エントランス庇 兵庫
H24.11 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ長土塀改修工事 城東建設㈱ RB-6 ＰＨ 石川
H24.11 ﾒｿﾞﾝ西里屋上防水工事 RB-6 屋上 愛知
H24.11 名古屋ﾋﾞﾙ防水工事 ㈱川崎工務店 RB-6 ３Ｆ屋根 福岡
H24.11 奈良交通第三ﾋﾞﾙ外壁他改修工事 大日本土木㈱ RB-6 ３階及び４階ベランダ他 奈良
H24.11 大分大学（医病）病棟新営その他工事 ㈱ﾌｼﾞﾀ RB-6 病棟新営　機械基礎庇　ﾊﾞﾙｺﾆｰ 大分
H24.11 森下邸屋根防水工事 RB-6 屋根部分 大阪
H24.11 荒俣邸屋根防水工事 RB-6 屋根部分 大阪
H24.11 ロッジルーム銀河 ㈱シーワン RB-6 屋上 東京
H24.11 たきかわスカイパーク(管理棟)改修工事 ㈱泰進建設 RB-6 アスファルト防水部 北海道
H24.11 トヨタ東京カローラ株式会社 高井戸店新築工事 トヨタＴ＆Ｓ建設㈱ RB-6 床面・立上り 東京
H24.11 エトワール本庄第一屋上防水補修工事 ㈲ウエマツ RB-6 屋上 埼玉
H24.11 伊藤邸新築工事 ㈱岩本組 RB-6 屋根部・バルコニー他 東京
H24.11 臼井邸改修工事 フォームちば住宅協同組合 RB-6 屋上・ルーフバルコニー 東京
H24.11 田中美一様邸新築工事 ㈱タカキホーム RB-6 バルコニー 東京
H24.12 ﾙﾐｴｰﾙ塚口外壁等改修工事 建築の新宮 RB-6 屋上 兵庫
H24.12 屋上工事 ｵｰｼﾝﾍﾟｲﾝ㈱ RB-6 屋上 大阪
H24.12 林商店屋上防水工事 ㈱長妻工務店 RB-6 屋上 大阪
H24.12 ｻﾝｼﾃｨ安芸中野大規模修繕工事 ㈱共立 RB-6 ２階廊下外部手摺 広島
H24.12 田中ﾋﾞﾙ外壁他改修工事 阿倍住宅設備機器㈱ RB-6 ２Ｆ給水タンク基礎部 大阪
H24.12 中条邸改修工事 岡崎建設㈱ RB-6 ベランダ 兵庫
H24.12 泉寅ﾊｲﾂ屋上防水工事 前田建設 RB-6 屋上 大阪
H24.12 明石被服興業㈱大阪支店棟屋防水改修工事 ㈱藤木工務店 RB-6 金物上壁面 大阪
H24.12 高見改装工事 RB-6 屋上　バルコニー 大阪
H24.12 MMOﾋﾞﾙ屋上防水工事 ㈱大協建材 RB-6 ダクトスペース屋根 大阪
H24.12 綜合技術コンサルタント本社ビル屋上防水工事 ㈱コスケ RB-6 屋上・笠木 東京
H24.12 クレール湘南Ａ大規模修繕工事 日総物産㈱ RB-6 屋上 神奈川
H24.12 パル湘南Ａ大規模修繕工事 日総物産㈱ RB-6 屋上 神奈川
H24.12 桜井マンション屋上防水工事 ㈲イサミ工業 RB-6 屋上 東京
H24.12 田端ビル新築工事 鹿島建設㈱ RB-6 内部廊下 東京
H24.12 村尾様邸改修工事 パナホーム㈱ RB-6 バルコニー・屋上 大阪
H24.12 飛田給変電所本館低層部屋上防水修理工事 林建設㈱ RB-6 屋上・立上り 東京
H24.12 ハイライズ鵠沼外部改修工事 日総物産㈱ RB-6 屋上 神奈川
H24.12 渡辺誠一郎邸 ㈱ユタカホーム RB-6 屋上・ベランダ 東京



H22.08 音羽病院本院屋上改修工事 大日化成㈱ RB-6 RX 屋上 京都

H22.12 ｺｽﾓﾋﾞﾙ外壁改修その他工事 吉野塗装㈱ RB-6 RX Ｐ・Ｈ　屋上　2Ｆ屋上 奈良

H23.06 陸屋根防水工事及びﾍﾞﾗﾝﾀﾞ防水工事 ㈱匠和 RB-6 RX
屋上　バルコニー　駐車場陸屋

根
大阪

H23.09 佐々木邸 ㈱BIGMAN RB-6 RX 屋上ﾙｰﾌﾊﾞﾙｺﾆｰ　塔屋　ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 岐阜

H23.12 丸太町病院北側増築部防水改修工事 大日化成㈱ RB-6 RX 立上ち　パラペット　床面 京都

H24.03 老人保健施設南野の里大規模改修工事 大和ﾊｳｽ工業㈱ RB-6 RX 屋上　塔屋　ﾙｰﾌﾊﾞﾙｺﾆｰ 兵庫

H24.07 ﾋﾀﾞｶ質店　梶邸 RB-6 RX 屋上部　ベランダ部 大阪

H24.08 芝興電気㈱ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ工事 RB-6 RX 屋上　バルコニー 大阪

H24.10 ｳｸﾞｲｽﾀﾞﾆｺｰﾎﾟ ｸﾘｴｲﾄｸﾓｶﾜ RB-6 RX 塔屋　ベランダ 大阪

H24.11 輝きｽﾃｰｼｮﾝ屋上防水改修工事 北口建設工業㈱ RB-6 RX 塔屋　玄関庇 大阪

H24.11 山田上総合会館屋上防水工事 ㈱ﾅｶｲ建設 RB-6 RX 床　立上り　ハト小屋等 大阪

H23.01 (仮称)篠原北町ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ新築工事 日本建設㈱ RB-6・7 パラペット　浴室 兵庫

H24.01 グリーンカース恋ヶ窪 外装、他大規模修繕工事 ㈱内藤工業 RB-6・RX ベランダ・屋上 東京
H24.02 ビジネスホテル紫峰 外部改修工事 ㈱シーワン RB-6・RX 屋上 東京
H24.07 ビジネスホテル大観 外部改修工事 ㈱シーワン RB-6・RX 屋上 東京
H24.07 ビジネスホテルこんや 外部改修工事 ㈱シーワン RB-6・RX 屋上 東京
H24.07 ルネッサ武蔵野 外壁・屋上他修繕工事 ㈱シーワン RB-6・RX 笠木・ベランダ・屋上 東京
H24.09 第２クワムラビル外部大規模改修工事 ㈱ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ･ｼﾃｨｰ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸ RB-6・RX 屋上 東京


