
第四期　工事分 No,1

現場名 都道府県 工期

㈱足立屋上防水改修その他工事 神戸市須磨区 H24/4/20-5/15

甲南シティハイム兵庫大規模修繕工事 神戸市兵庫区 H24/4/5-7/20

アーバンエース西神戸パル鉄部塗替他修繕工事 神戸市西区 H24/17-3/31

日本郵政茨木支店模様替え工事 茨木市 H25/2/10-4/31

ローズヴィラ東加古川大規模修繕工事 加古川市 H25/3/1-7/31

ベル・アーバニティ芦屋大規模修繕工事 芦屋市 H25/4/1-7/31

第二緑地プラザ大規模修繕工事 豊中市 H25/3/1-4/31

グローバル姫路南大規模修繕工事 姫路市 H24/5/1-7/31

ポレスター東舞鶴グランドステージ 京都府舞鶴市 H24/6/1-6/30

ルネ舞子大規模修繕工事 神戸市垂水区 H24/9/20-12/31

サニーハイツ上祇園大規模修繕工事 神戸市兵庫区 H24/9/20-10/31

甲子園社宅　外壁塗装他修繕工事 西宮市 H24/10/10-12/31

アビエント江阪大規模修繕工事 吹田市 H24/9/1-12/31

メゾンオトジ塗装工事 大阪市港区 H24/11/1-11/30

プレステージ加古川Ⅴ大規模修繕工事 加古川市 H25/4/1-7/15

県立神戸北高等学校第１期耐震補強その他工事 神戸市北区 H23/12/1-H24/7/15

エルコート豊中曽根西町屋上防水工事及び鉄部塗装工事 豊中市 H24/4/1/4/20

オーガーデン大規模修繕工事 西宮市 H24/5/1-7/20

日興芦屋川スカイマンション　屋上防水改修工事 芦屋市 H24/5/1-6/20

セントポーリア箕面屋根改修工事 箕面市 H24/5/1-6/20

観月橋団地２号棟他４棟屋上断熱防水工事 京都市伏見区 H24/5/1-7/20

グローバル姫路南大規模修繕工事 姫路市 H24/5/1-7/31

兵庫塗装防水工事 神戸市中央区 H24/5/1-5/31

ノバ阿倍野Ⅱ番館大規模修繕工事 大阪市阿倍野区 H24/4/15-7/20

六甲ヒルズ篠原台屋上防水改修工事 神戸市灘区 H24/5/1-6/20

クリ―ンピア山電飾磨北　大規模修繕工事 姫路市 H24/5/1-8/20

セレブコート立花大規模修繕工事 尼崎市 H24/5/1-7/20

エスリード小坂大規模修繕工事 東大阪市 H24/6/1-7/20

ジークレフ野口大規模修繕工事 加古川市 H24/6/1-6/20

シティハイツ弥刀屋上防水工事 東大阪市 H24/6/1-7/20

小計



第四期　工事分 No,2

現場名 都道府県 工期

京口団地1号棟屋上防水層部分補修工事 姫路市 H24/4/20-4/30

県営伊丹野間住宅建築工事 伊丹市 H24/7/10-12/15

ヴェルビュ明石天文町大規模修繕工事 明石市 H24/6/1-9/20

アピア安富防水改修工事 姫路市 H24/7/1-8/20

グリーキング橋本防水工事 尼崎市 H24/7/1-7/31

新北野ローズハイツ廊下階段床改修工事 大阪市淀川区 H24/7/15-8/10

県営長田天神高層住宅1号棟　長期使用対策建築工事 神戸市長田区 H24/6/10-H25/3/10

龍谷大学瀬田学舎１号館屋上防水改修工事 大津市 H24/8/1-10/20

三菱UFJ信託銀行社宅 吹田市 H24/8/1-9/20

草内小学校北校舎棟・南校舎棟（東側）耐震補強等工事 京田辺市 H24/8/1-9/20

三進金属工業配送センター事務所屋上防水工事 大阪府泉北郡 H24/7/20-8/20

OPMAウツボビル大規模修繕工事 大阪市西区 H24/8/1-8/20

コボリマンション夙川桜台　屋上防水改修工事 西宮市 H24/7/10-8/20

高和小学校外壁他改修工事 神戸市西区 H24/8/1-9/20

山之内小学校屋上防水改修工事 大阪市住吉区 H24/8/1-9/20

尼崎朝鮮初中級学校改修工事 尼崎市 H24/8/15-10/31

依羅小学校外壁改修その他工事 大阪市 H24/8/10-10/31

野田中学校外壁改修その他工事 大阪市福島区 H24/8/10-10/31

城北住宅16号館改修その他工事 大阪市都島区 H24/8/20-11/30

レスポワール楠並木大規模改修工事 枚方市 H24/8/1-10/10

グローリエ外壁改修工事 堺市 H24/9/1-9/10

大阪府立北かわち皐が丘高等学校体育館大規模改修工事 寝屋川市 H24/8/10-9/20

東京濾器㈱屋上防水改修工事 草津市 H24/9/1-9/20

藤和ライブタウン鈴蘭台 神戸市北区 H24/9/1-12/31

ルネ舞子大規模修繕工事 神戸市垂水区 H24/9/20-12/31

豊岡無線中継所外壁改修他工事 豊岡市 H24/9/1-9/30

六甲無線中継所建物改修工事 神戸市灘区 H24/9/1-9/30

サニーハイツ上祇園大規模修繕工事 神戸市兵庫区 H24/9/20-10/31

ワコーレアベニュー山下町　大規模修繕工事 神戸市長田区 H24/9/25-12/31

武庫川スカイハイツ　屋上防水改修工事 西宮市 H24/10/10-11/20

小計



第四期　工事分 No,3

現場名 都道府県 工期

甲子園社宅　外壁塗装他修繕工事 西宮市 H24/10/10-12/31

アーバンエース松井山手パル　屋上防水工事 京田辺市 H24/10/1-10/20

リベール姫路駅南Ⅰ　屋上防水工事 姫路市 H24/9/10-10/20

アビエント江阪大規模修繕工事 吹田市 H24/9/1-12/31

兵庫コートハウス外壁改修工事 神戸市兵庫区 H24/10/20-11/30

ベルフラッツ九条大規模修繕工事 大阪市西区 H24/10/20-11/30

フローラ御影山手屋上防水改修工事 神戸市東灘区 H24/10/1-10/31

コム・クレール西宮北口（屋上・共用廊下　階段防水工事） 西宮市 H24/10/15-11/10

日本生命高槻2号館　屋上防水改修工事 高槻市 H24/11/1-11/20

ヒルズ三番町　屋上防水改修工事 西宮市 H24/11/1-11/20

サンライフ旭大規模修繕工事 相生市 H24/11/1-12/10

才崎橋ハイツ　大規模修繕工事 姫路市 H24/11/1-12/20

グランフォルムKEN神戸山手大規模修繕工事 神戸市中央区 H24/11/10-H25/1/20

蛭子宅外壁及び防水工事 南あわじ市 H24/11/1-11/20

北舞子第三住宅他1住宅外壁改修工事 神戸市垂水区 H24/11/1-H25/3/15

エバーグリーン桂屋上防水改修工事 京都市西京区 H24/11/1-11/30

リバーコート宝塚改修工事 宝塚市 H24/11/20-12/31

奥坂・堤コミュニティセンター改修工事 高槻市 H24/11/1-12/31

クレール夙川 西宮市 H24/11/15-11/30

ヒューマンズ・ウェル城南館　屋上防水改修他工事 池田市 H24/11/1-11/30

SUNミネマツ大規模修繕工事 寝屋川市 H24/12/1-H25/1/31

アビタシオン橋本Ⅲ外壁改修工事 吹田市 H24/11/30-12/31

日本テレコム大阪ｾﾝﾀｰC棟建物改修工事 大阪市淀川区 H24/11/20-12/31

グローバル西飾磨大規模修繕工事 姫路市 H24/9/1-H25/1/31

藤和ハイタウン三田城山大規模修繕工事 三田市 H25/1/4-2/5

県営伊丹野間住宅建築工事 伊丹市 H24/7/1-H25/1/10

川崎重工業　西神戸工場A棟 神戸市西区 H24/1/5-5/15

大阪朝鮮学校 東大阪市 H24/12/15-H25/1/20

朝日の会特別養護老人ホーム 姫路市 H24/12/10-H25/1/20

浜田小学校渡廊下屋上防水改修工事 尼崎市 H25/1/7-1/25

小計



第四期　工事分 No,4

現場名 都道府県 工期

猪名川流域下水道原田処理場1・2系汚泥処理棟屋上防水改修工事 豊中市 H25/1/10-2/20

ANTHILL順一防水工事 大阪市 H25/1/15-2/10

サリーダ西宮外壁改修工事 西宮市 H25/1/20-2/28

県営長田天神高層住宅１棟長期使用対策建築工事 神戸市長田区 H24/8/10-H25/2/10

日本興亜ビル屋上防水改修工事 神戸市中央区 H25/1/10-/20

豊中市共同利用施設豊南西センター外壁改修工事 豊中市 H25/2/1-2/28

南紀・白浜ロジアール湯崎屋上等防水改修工事 和歌山県 H25/1/31-2/20

ライオンズマンション須磨離宮第２大規模修繕工事 神戸市須磨区 H25/2/1-3/10

アクト石原高槻工場屋根防水工事 高槻市 H25/2/5-3/31

神鋼鋼線尾上　廃酸ピット改修工事 加古川市 H25/2/1-3/5

伊川谷小学校給食室改築工事 神戸市西区 H25/2/20-4/10

平野北中学校外壁等その他改修工事 大阪市平野区 H25/2/25-3/15

住吉第一中学校外壁改修その他工事 大阪市住吉区 H25-2/25-3/15

東急ドエルアルス藤白台　屋上防水改修工事 吹田市 H25/2/10-3/10

ポルタひさい屋上防水改修工事 三重県ひさい市 H25/3/1-4/10

ファミールハイツ上野芝　Ⅱ番館ルーフバルコニー防水工事 堺市 H25/3/1-3/20

吉岡整形クリニック屋上紡錘工事 西宮市 H25/2/20-3/10

ファミーユ西宮　緊急対策工事 西宮市 H25/2/25-3/15

日立アロウメディカル防水工事 吹田市 H25/3/1-3/20

上ヶ原病院　屋上防水改修工事 西宮市 H25/3/1-4/10

プレジール武庫之荘大規模修繕工事 尼崎市 H25/2/15-5/15

ドムール板宿大規模修繕工事 神戸市須磨区 H25/3/15-5/15

ワコーレストーリア須磨大規模修繕工事 神戸市須磨区 H25/3/15-5/15

小計


