
施工実績 2022年3月現在

竣工日 工事名 設計事務所 ｾﾞﾈｺﾝ

2022/3/31 大阪大学（豊中）同位体科学総合棟新営 その他工事  大阪大学施設部 真柄建設㈱

2022/3/31 （仮称）関目マンションPROJECT  ㈱Y'ｓ design建築設計室 森繁建設　株式会社　大阪営業所

2022/3/31 （仮称）大正区三軒家東5丁目計画  ㈱日企設計 シード平和株式会社

2022/3/31 (仮称)中央区徳井町二丁目 　計画 有限会社 アーキブラン 誠信建設工業 ㈱

2022/3/31 （仮称）阿波座マンションPROJECT【金物工事】  森繁建設　株式会社　大阪営業所

2022/3/31 鳴尾浜料金所新築 その他工事（2020-湾岸・岸） 阪神高速道路 ㈱ 中林建設㈱

2022/3/31 (仮称)中京区押小路高倉計画 株式会社アクセス都市設計 ㈱グランレブリー

2022/3/31 大津地家裁彦根支部庁舎新営建築工事 最高裁判所事務総局経理局 /株式会社あい設計 ㈱笹川組

2022/3/31 深草保育園建替工事 　新築工事  株式会社川﨑修平建築設計 ㈱中蔵

2022/3/31 Prosper上野芝  森繁建設株式会社　一級建築士事務所 森繁建設　株式会社　大阪営業所

2022/3/31 (仮称)特別養護老人ホームクローバー 新築工事 株式会社ライフ建築設計事務所 ㈱太陽建設

2022/3/31 京都市立京極小学校整備工事 ただし、校舎等長寿命化事業建築 その他改修工事 京都市都市計画局公共建築部公共建築建設課 ㈱大安組

2022/3/31 (仮称)大阪市天王寺区堂ヶ芝1丁目計画 (有)上田智晴アーキテクツ 五和建設工業 (株)

2022/3/31 藤ノ森合同宿舎内部改修工事  財務省近畿財務局 橋本建設㈱

2022/3/31 常盤団地A棟長寿命化工事 （建築） 草津市/土野池建築設計事務所 ゆうあい建設株式会社

2022/3/31 (仮称)下京区雁金町マンション新築工事 合同会社東耕之一級建築士事務所 ㈱成工建設

2022/3/31 （仮称）近畿電気システム 尼崎社屋新築工事  LEQUIO　504　ARCHITECTS　OFFICE 矢野建設株式会社

2022/3/31 岸和田競輪場施設整備工事 (建築その3） 株式会社石本建築事務所 矢野建設株式会社

2022/3/31 (仮称)クスリのアオキ 浅井店新築工事  ㈱ジーツープラン ㈱片岡工務店

2022/3/31 (仮称)エムズスクエア2号館新築工事 株式会社　礎　一級建築士事務所 株式会社夢咲工務店

2022/3/31 北ながはま翔裕館弐号棟新築工事  大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱京都支社

2022/3/31 いせ虹こども園 新築工事  株式会社　ディ・オー　一級建築士事務所 コーナン建設株式会社

2022/3/31 (仮称)ライフ堀川北山店 新築工事 ㈱ノム建築設計室 真柄建設㈱

2022/3/31 京セラ本社執務室自動ドア化工事（Ⅲ） ㈱創真建設 ㈱創真建設

2022/3/31 大阪マルカン事務所ビル新築工事 髙松テクノサービス(株) 髙松テクノサービス(株)

2022/3/31 （仮称）若宮横町マンション計画　キーシステム  京都建工㈱

2022/3/31 椥辻病院2階歯科診察室改装工事  ㈲栗原建築デザイン研究所 岡真建築巧舎

2022/3/31 京セラ本社執務室自動ドア化工事（Ⅳ・Ⅴ）  ㈱翔逢

2022/3/31 同志社大学弘風館 　換気設備工事  高畑産業㈱

2022/3/31 JX敦賀　更生棟改修工事 りんかい日産建設㈱一級建築士事務所 りんかい日産建設㈱

2022/3/31 令和2年度加東市東条地域小中一貫校建設工事 　追加工事   ㈱大建設計 青木あすなろ建設株式会社

2022/3/30 Kyoto Canal House ＵＭＡ　architects 一級建築士事務所 京都建設㈱

2022/3/30 (仮称)クレヴィア京都西院新築工事  ㈱ノム建築設計室 ㈱かねわ工務店

2022/3/30 (仮称)貝塚市窪田　福祉施設　新築工事  一級建築士事務所㈱やそいち 有限会社　翌檜工房

2022/3/30 京都市立紫野小学校整備工事 ただし、南校舎棟長寿命化事業建築 その他改修　硝子工事  京都市 京都土木㈱

2022/3/30 (仮称)シガスプリング本社新築工事  大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱京都支社

2022/3/30 シャルマンコーポ ぜぜ  東レ建設㈱

2022/3/28 (仮称)ラシュレ新大阪PJ新築工事  スナダ建設㈱一級建築士事務所 スナダ建設㈱

2022/3/28 (仮称)西京区川島寺田町計画 株式会社アクセス都市設計 ㈱グランレブリー

2022/3/25 （仮称）プレサンス東九条宇賀辺町Ⅰ新築工事  ㈱礎一級建築士事務所 スナダ建設㈱

2022/3/25 （仮称）プレサンス東九条宇賀辺町Ⅱ新築工事  ㈱礎一級建築士事務所 スナダ建設㈱



施工実績 2022年3月現在

竣工日 工事名 設計事務所 ｾﾞﾈｺﾝ

2022/3/25 身原商事株式会社 　社宅新築工事 ㈱カクオ・アーキテクト・オフィス 野口建設 ㈱

2022/3/25 (仮称)矢倉認定こども園整備工事(建築)  Arimoto Design Works株式会社 ゆうあい建設株式会社

2022/3/25 京都市下鳥羽市営住宅整備工事 ただし、耐震改修その他工事（追加工事） 公共建築整備課 ㈱ギケンテック　京都支店

2022/3/24 （仮称）茨木マンション計画  ㈱CAST-UD 森繁建設　株式会社　大阪営業所

2022/3/23 (仮称)イーグルコート御所西計画  ㈱東洋設計事務所 シード平和株式会社

2022/3/20 (仮称)ＯＮＬＹ ＯＮＥ ＮＥＸＵＳ Ⅱ 新築工事  竹田設計事務所 安藤建設　有限会社

2022/3/20 （仮称）ONLYONE神戸灘区M計画新築工事  竹田設計事務所 安藤建設　有限会社

2022/3/20 （仮称）アメリカ村OSビル新築工事  株式会社ディーディーティー ㈱哲建

2022/3/20 (仮称)宇治市六地蔵マンション新築工事  合同会社東耕之一級建築士事務所 ㈱成工建設

2022/3/20 りゅうげ保育園　増築・改修工事  株式会社ジャクエツ 西田工業㈱

2022/3/20 (仮称)紫竹下竹殿町マンション新築工事  一級建築士事務所本城建築 デザイン 株式会社夢咲工務店

2022/3/15 京都市下鳥羽市営住宅整備工事 ただし、耐震改修その他工事（金属製建具） 京都市都市計画局公共建築部公共建築整備課 ㈱あめりか屋　ＪＶ　㈱高塚工務店

2022/3/15 京都市下鳥羽市営住宅整備工事 ただし、耐震改修その他工事（金属工事） 京都市都市計画局公共建築部公共建築整備課 ㈱あめりか屋　ＪＶ　㈱高塚工務店

2022/3/15 (仮称)片町1丁目新築工事  ㈱グラッドデザイン ㈱フウキ建設

2022/3/15 京都市立深草中学校整備工事 ただし、校舎等長寿化事業建築 その他改修工事 京都市都市計画局公共建築部公共建築建設課 株式会社　長村組

2022/3/15 (仮称）きたせんり愛育保育園新築工事  （有）キアラ建築研究機関 千葉建設工業 ㈱

2022/3/15 特別養護老人 ホーム　和の郷上甲子園新築工事  ビジコン㈱ 真柄建設㈱

2022/3/15 （仮称）天音つばさ保育園新築工事 アルミ建具  エム・アイ・エー・アーキテクツ 有限会社 三陽建設㈱

2022/3/12 (仮称)一条寺マンション新築工事  ㈱大安組 ㈱大安組

2022/3/5 京都先端科学大学太秦 キャンパス コンビニ改修計画  ㈱あめりか屋 ㈱あめりか屋

2022/3/2 公益社団法人信和会 　東山診療所新築工事 野口計画管理 ㈱ 野口建設 ㈱

2022/3/1 （仮称）倉敷市水島社員寮新築工事 【システム工事】  株式会社　建研

2022/3/1 令和3年度京都御苑情報発信拠点施設新築等工事  ㈲香山壽夫建築研究所 ㈱南山建設

2022/2/28 （仮称）西院・西寿町共同住宅計画案　 Yama設計室  ㈱シティーコンダクト

2022/2/28 （仮称）プレサンス八条源町新築工事  株式会社礎　一級建築士事務所 シード平和株式会社

2022/2/28 (仮称)北区大淀中2丁目 新築工事  株式会社星羅建築事務所 ㈱貫山建設

2022/2/28 (仮称)ドーミー西宮北口 新築工事  ㈱共立エステート　一級建築士事務所 神工建設(株)

2022/2/28 （仮称）長岡京市開田一丁目計画  ㈱ノム建築設計室 ㈱中川工務店

2022/2/28 ベラジオ京都清水五条新築工事  山野設計株式会社 ㈱公建

2022/2/28 （仮称）おわいこども園新築工事  株式会社　ＡＤＥ　ａｎｄ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ 岩田地崎建設 ㈱

2022/2/28 (仮称)豊中岡町有料老人ホーム新築工事 株木建設株式会社一級建築士事務所 株木建設㈱

2022/2/28 (仮称)一条殿マンション新築工事 岡田計画 ㈱河野組

2022/2/28 (仮称)吹田市高浜町計画  株式会社汎設計 神工建設(株)

2022/2/28 (仮称)伏見区車町マンション　B棟　新築工事  ㈲一級建築士事務所 ターボ設計 ㈱成工建設

2022/2/28 久御山町立みまきこども園整備工事（叡湖開発）  株式会社阿波設計事務所 ㈱大安組

2022/2/28 （仮称）六甲道学生マンションプロジェクト 新築工事  ㈱聖建社建築事務所 真柄建設㈱

2022/2/28 コミュニティセンター ぎおう大規模改修工事  株式会社丸山建築事務所 辻寅建設 ㈱

2022/2/28 牧ビル建替工事  株式会社川﨑修平建築設計 ㈱中蔵

2022/2/28 (仮称)間之町片岡マンション新築工事  要建設株式会社 要建設㈱

2022/2/28 (仮称)枚方公園プロジェクト  株式会社　岩﨑設計 誠信建設工業 ㈱

2022/2/28 (仮称)うれしい保育園五月が丘計画 豊和開発株式会社 　一級建築士事務所 ㈱トレンタ



施工実績 2022年3月現在

竣工日 工事名 設計事務所 ｾﾞﾈｺﾝ

2022/2/28 高槻市立西大冠小学校体育館改修 その他工事 高槻市 ㈱マニエラ

2022/2/28 滋賀トヨタ自動車彦根店新築工事  岐建㈱

2022/2/28 オムロン草津ＡＴＣ  ナブコドア㈱ ナブコドア㈱

2022/2/28 琵琶湖博物館 トイレ非接触化各所工事  ㈱堀光

2022/2/28 寶船冷蔵株式会社港工場本館冷蔵倉庫改修工事  りんかい日産建設株式会社一級建築士事務所 りんかい日産建設株式会社

2022/2/28 令和3年度京都御苑情報発信拠点施設新築等工事 【追加工事】   ㈲香山壽夫建築研究所 ㈱南山建設

2022/2/28 (仮称)東大阪市神田町計画新築工事　追加増減2    株式会社現代綜合設計 スナダ建設㈱

2022/2/25 (仮称)サンレムート新大阪Ⅲ　新築工事  ㈲デルフィー一級建築士事務所 神工建設(株)

2022/2/25 （仮称）リーガレジデンス 大国町　新築工事 (株)永都設計 ブラウテック (株)

2022/2/25 北大路エクセル三宅新築工事 ㈱三宅工務店　一級建築士事務所 ㈱三宅工務店

2022/2/24 (仮称)天神2丁目マンション新築工事 ㈱ライト・ストーリー総合計画 シード平和株式会社

2022/2/20 （仮称）西区本田2丁目プロジェクト新築工事  有限会社デルフィ一級建築士事務所 神工建設(株)

2022/2/20 (仮称)上京区若宮横町マンション計画  シード平和株式会社一級建築士事務所  シード平和株式会社一級建築士事務所

2022/2/20 グループホーム 住倉・栗東新築工事  ㈱水原建築設計事務所 ㈱ヤマタケ創建

2022/2/18 (仮称)茨木総持寺クリニックビルプロジェクト  唐沢・山下建築設計事務所 ㈱掛谷工務店

2022/2/15 (仮称)池田市石橋二丁目学生寮 　新築工事  福井智成建築設計事務所 株式会社　吉川工務店

2022/2/15 見山公民館エレベーター棟新設及び外壁改修ほか工事 株式会社空間 デザイン ㈱橋本工務店

2022/2/15 住倉栗東作業所新築工事  ㈱水原建築設計事務所 ㈱ヤマタケ創建

2022/2/10 ミニベイスビル 新築工事（金属製建具工事・硝子工事 ・シャッター工事） 株式会社京家建設一級建築士事務所 ㈱京家建設

2022/1/31 (仮称)東大阪市・友井5丁目計画　新築工事 株式会社　聖建社建築事務所 石黒建設㈱

2022/1/31 （仮称）プレサンスロジェ 茨木中津町新築工事  ㈱現代綜合設計 真柄建設㈱

2022/1/31 京都市北区衣笠東御所 ノ内町計画 ㈱ IAO竹田設計 北和建設㈱

2022/1/31 （仮称）兵庫区湊町2丁目計画新築工事 株式会社WILL建築設計事務所 ㈱貫山建設

2022/1/31 (仮称)大阪市天王寺区東高津町 プロジェクト新築工事  積水ハウス㈱ ㈱金山工務店

2022/1/31 （仮称）天満3丁目計画　新築工事  ㈱永都設計 矢野建設株式会社

2022/1/31 （仮称）西宮市門戸荘計画 　新築工事  株式会社聖建社建築事務所 石黒建設㈱

2022/1/31 京都国際中学高等学校校舎増築計画  京都建築事務所 たち建設㈱

2022/1/31 鈴木製作所改修工事  大宝柊木㈱ 大宝

2022/1/30 第一零八ビル　レイ祇園　新築工事  設計監理　田窪建築事務所 ㈱あめりか屋

2022/1/28 プレサンス北久宝寺1丁目新築工事 シード平和㈱ シード平和株式会社

2022/1/25 ホテル杉長新築工事計画 田窪建築事務所 ㈱あめりか屋

2022/1/25 (仮称)長龍酒造クラフトビールパーク 新築工事  中川企画建設㈱一級建築士事務所 中川企画建設株式会社

2022/1/20 （仮称）港区波除マンション　新築工事  株式会社M・I設計 ㈱DOORDO

2022/1/20 大津高校本館棟 その他便所改修工事  滋賀県土木交通部建築課 /水原建築設計事務所 大輪建設㈱

2021/12/31 （仮称）奈良学園大学登美 ヶ丘キャンパス新校舎増築工事 東西建築サービス株式会社 大日本土木　株式会社

2021/12/31 安井器械新築工事  オリオン建設株式会社１級建築士事務所 オリオン建設　株式会社

2021/12/31 合同会社亀岡城社宅新築工事  スタジオしちさん一級建築士事務所 ㈱南山建設

2021/12/31 守山中学校給食棟建築工事  株式会社水原建築設計事務所 岡本アルミ建材㈱

2021/12/31 神足小学校(北西・北東棟)防水・外壁等改修工事  株式会社丸山建築事務所 ㈱南山建設

2021/12/28 (仮称)エスリード都島区中野町2丁目　新築工事  株式会社イサラ・デザイン 株式会社　旭工建

2021/12/28 （仮称）平野東マンション新築工事  株式会社M・I設計 ㈱DOORDO



施工実績 2022年3月現在

竣工日 工事名 設計事務所 ｾﾞﾈｺﾝ

2021/12/28 (仮称)上町プロジェクト  株式会社Style-A 三恵工業㈱

2021/12/28 (仮称)新今里5丁目マンション新築工事（三和工務店）  株式会社サンワ設計事務所 株式会社　三和工務店

2021/12/28 (仮称)深井中町こども園　新築工事  株式会社LIM設計事務所 (株)友菱

2021/12/28 (仮称)ダックス三山木駅前店建築計画 ㈱山京 ㈱山京

2021/12/28 STF様社屋計画 ㈱京家建設 ㈱京家建設

2021/12/26 浄土宗総本山知恩院新法務棟新築工事  松井建設㈱　大阪支店 松井建設㈱

2021/12/25 大阪市鶴見区諸口 １丁目新築工事  ㈱TAC建築設計事務所 ㈱DOORDO

2021/12/25 (仮称）リンクハウス北堀江3丁目新築工事  株式会社IVY設計事務所 田中建設　㈱

2021/12/25 株式会社三興様社屋新築工事  安積建設㈱ 安積建設㈱

2021/12/24 (仮称)東大阪市神田町計画新築工事  株式会社現代綜合設計 スナダ建設㈱

2021/12/24 (仮称)株式会社工進 工場棟増築工事 株式会社内藤建築事務所 ㈱あめりか屋

2021/12/23 (仮称)東大阪市神田町計画新築工事　追加増減   株式会社現代綜合設計 スナダ建設㈱

2021/12/20 (仮称)ONLY ONE　NEXUS　Ⅰ新築工事 竹田設計事務所 安藤建設　有限会社

2021/12/20 （仮称）寝屋川市葛原1丁目PJ  有限会社　キアラ建築研究機関 丸信住宅　株式会社

2021/12/15 メゾン・コパン 新築工事 ㈲BOFアーキテクツ ㈱河野組

2021/12/15 （仮称）ブランシエスタ大阪加島　新築工事  一級建築士事務所　スナダ建設㈱ スナダ建設㈱

2021/12/15 (仮称)伏見区深草相深町マンション北棟新築工事  ㈲一級建築士事務所 ターボ設計 ㈱成工建設

2021/12/15 (仮称)深草谷口町計画 新築工事  鈴木建築設計室 ㈱占部組　京都営業所

2021/12/15 (仮称)朱一会館・朱雀第一消防分団詰所 ・朱雀みぎわ学童保育所新築工事 ㈱モーダ・アーキテクツ　一級建築士事務所 ㈱中蔵

2021/12/10 (仮称）羽曳野高鷲4丁目マンション新築工事  タフ建築スタジオ 誠信建設工業 ㈱

2021/12/3 皇子山体育館 アリーナ鋼製建具カバー工法  ㈲MOA　エムオーエー ㈱ケイ・ ジー

2021/11/30 （仮称）西本町ワンルームマンション新築工事  株式会社ダイシン建築設計事務所 タツト・建設株式会社

2021/11/30 （仮称）吹田市広芝町計画 　新築工事 ㈱永都設計 田中建設　㈱

2021/11/30 （仮称）浪速区日本橋5丁目新築工事  プラス・ワイ・アーキテクツ㈱一級建築士事務所 ㈱協和フロンティア

2021/11/30 (仮称)エスリード神戸船大工町新築工事  ㈱イサラ・デザイン ㈱貫山建設

2021/11/30 堀内歯科　新築工事 ㈱アトリエKUU一級建築士事務所 ㈱トレンタ

2021/11/30 渚ゆりかご保育園　新築工事  株式会社浅野建築設計事務所 誠信建設工業 ㈱

2021/11/30 MCCポートアイランド 工場建設工事  エム・シーシー興産株式会社 中設エンジ株式会社

2021/11/30 福田工業㈱ D棟改修計画  安積建設株式会社 一級建築士事務所 安積建設㈱

2021/11/30 水口高校管理教室棟 その他便所改修工事 滋賀県土木交通部建築課 /沢田建築設計 ㈱ケイ・ ジー

2021/11/30 ニシムラ株式会社水口営業所新築工事  株式会社吉村建築事務所 京都建物辻正 ㈱

2021/11/30 ミズホ様第3工場廃棄物置き場新設工事 ㈱あめりか屋 ㈱あめりか屋

2021/11/26 （仮称）京都市中京区西ノ京中保町計画 ㈱礎一級建築士事務所・㈱平岡建築設計室 シード平和株式会社

2021/11/24 (仮称)株式会社松井商店新社屋新築工事  要建設株式会社 要建設㈱

2021/11/22 (仮称）岡本様邸　新築工事  川島設計事務所 ㈱伊藤組

2021/11/15 （仮称）メゾン・マロン新築工事  ㈲BOFアーキテクツ ㈱河野組

2021/11/15 (仮称)MULプロパティ株式会社貸事務所新築工事  大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱

2021/10/31 長尾幼稚園園舎新築工事 企業組合　もえぎ設計 誠信建設工業 ㈱

2021/10/31 (仮称)大阪市中央区道頓堀一丁目 PJ (株)AR設計 株式会社　財部建設

2021/10/31 山本電機製作所本社 ビル モーター工場計画  久武正明建築設計事務所 不二建設株式会社

2021/10/31 令和2年度加東市東条地域小中一貫校建設工事  ㈱大建設計 青木あすなろ建設株式会社



施工実績 2022年3月現在

竣工日 工事名 設計事務所 ｾﾞﾈｺﾝ

2021/10/31 （仮称）メゾン・メルシー 新築工事 ㈲BOFアーキテクツ ㈱創真建設

2021/10/31 （仮称）長尾元町2丁目マンション新築工事  タフ建築スタジオ 誠信建設工業 ㈱

2021/10/31 盲学校中庭整備 その他改修工事  滋賀県土木交通部建築課/株式会社水原建築設計事務所 ㈱藤田工務店

2021/10/31 （仮称）東成区東小橋事務所 ビル新築工事  株式会社アクト　一級建築士事務所 ㈱アクト

2021/10/31 森小路第２教団職員住宅新築工事 ミサワホーム 近畿(株) ミサワホーム 近畿(株)

2021/10/31 京都教育大学 （藤森）講義棟等改修その他工事  株式会社　小笠原設計 ㈱巴建設

2021/10/31 長尾小学校教室棟外壁改修他工事  枚方市都市整備部施設整備室 誠信建設工業 ㈱

2021/10/31 京都教育大学 （藤森）講義棟等改修その他工事　追加工事  株式会社小笠原設計 ㈱巴建設

2021/10/30 (仮称)レジュールアッシュ 三国本町　新築工事  ㈱アーキ・テック設計事務所 スナダ建設㈱

2021/10/30 （仮称）セレニテ福島区吉野5丁目PJ　新築工事  スナダ建設㈱一級建築士事務所 スナダ建設㈱

2021/10/30 (仮称)八尾市山本町南 新築工事  ㈱グラッドデザイン ㈱フウキ建設

2021/10/30 （仮称）中小阪五丁目社宅 　新築工事  株式会社　田口建築事務所 株式会社　財部建設

2021/10/30 Prosper  South Villa（（仮称）南高浜町マンション新築工事） 森?建設株式会社　一級建築士事務所 森繁建設　株式会社　大阪営業所

2021/10/29 （仮称）太秦和泉式部町計画  株式会社東洋設計事務所 ㈱中川工務店

2021/9/30 （仮称）ソルティア天満3丁目新築工事  株式会社アモルファス建築設計事務所 矢野建設株式会社

2021/9/30 （仮称）倉敷市水島社員寮新築工事  ㈱建研大阪支店　一級建築士事務所 株式会社　建研

2021/9/30 関西国際空港 T1他発電機設備棟新築工事 関西エアポート（株）・（株）日建設計 青木あすなろ建設株式会社

2021/9/30 (仮称)新今里５丁目マンション 新築工事（DOORDO） ㈱Ｍ・Ｉ設計 ㈱DOORDO

2021/9/30 岸和田競輪場施設整備工事 （建築その2）  ㈱石本建築事務所/岸和田市建築部公共建築 マネジメント課 池田建設(株)

2021/9/30 (仮称)セレニテ三国PJ　新築工事  スナダ建設㈱ スナダ建設㈱

2021/9/30 (仮称)伏見区村上町マンション新築工事  合同会社東耕之一級建築士事務所 ㈱成工建設

2021/9/30 （仮称）天満橋京町新築工事  ㈱グラッドデザイン ㈱フウキ建設

2021/9/30 (仮称)安岡様新田辺駅前事務所併用共同住宅 株式会社　山京 ㈱山京

2021/9/30 メゾン・コパン 新築工事計画（リヴェルノ）  ㈲BOFアーキテクツ ㈱河野組

2021/9/30 旅館銀閣改築工事  京都建築事務所 真柄建設㈱

2021/9/30 扶桑化学工業 ㈱ライフサイエンス事業計画  クラレエンジニアリング 株式会社 石黒建設㈱

2021/9/30 椥辻病院2階改装工事  ㈲栗林建築デザイン研究所 ㈲栗林建築デザイン研究所

2021/9/25 東条の森カントリークラブ  INTER DESIGN INC. ㈱トレンタ

2021/9/25 東洋設計ビルファサードガラスフレーム 設置工事 東洋設計事務所 ㈱中川工務店

2021/9/24 （仮称）プレサンス西区九条南三丁目新築工事  株式会社ティーエムエッチ タツト・建設株式会社

2021/9/17 (仮称）エステムコート北区中津7丁目　新築工事  ㈱ジーユープランニング ㈱山庄

2021/9/16 (仮称)奈良市西大寺南町PJ 新築工事  積水ハウス㈱  積水ハウス㈱

2021/9/10 （仮称）ベラジオ京都十条Ⅲ新築工事  ㈱礎　一級建築士事務所 シード平和株式会社

2021/8/31 （仮称）上京元四丁目計画 クラフトカフェ 建築設計事務所 ㈱角三 建設

2021/8/31 MGS南禅寺プロジェクト新築工事  ㈲横内敏人建築設計事務所 要建設㈱

2021/8/31 （仮称）上京区下木下町マンション新築工事  合同会社東耕之一級建築士事務所 ㈱成工建設

2021/8/31 （仮称）吹田市片山町PROJECT新築工事  ㈱グラッドデザイン ㈱紙谷工務店

2021/8/31 （仮称）さいきょうクリニック新築工事 小田裕美　建築設計事務所 ㈱ ㈱あめりか屋

2021/8/31 ２０２１　学校法人雑創の森学園 保育室廻り改修工事 ㈱ 鼎設計 ㈱中川工務店

2021/8/31 （仮称）浪速区日本橋5丁目新築工事 金物工事  ㈱協和フロンティア

2021/8/30 (仮称)竜神橋マンション　新築工事  株式会社アクト ㈱アクト



施工実績 2022年3月現在

竣工日 工事名 設計事務所 ｾﾞﾈｺﾝ

2021/8/30 （仮称）K事務所新築工事  合同会社東耕之一級建築士事務所 ㈱伊藤工務店

2021/8/24 （仮称）ONLYONE三田市三田町M計画新築工事  竹田設計事務所 安藤建設　有限会社

2021/8/15 (仮称)宇治市小倉町倉庫新築工事 A-Studio一級建築士事務所 ㈱あめりか屋

2021/8/15 飯尾電設株式会社 　新築工事 UEDA　TOMOHARU　ARCHITECTS 五和建設工業 (株)

2021/8/10 （仮称）二条駅前プロジェクト  ㈱みやま建築設計事務所 森繁建設　株式会社　大阪営業所

2021/8/5 (仮称)ビガーポリス417天満橋二丁目Ⅱ新築工事 ケイ・ティー 建築設計事務所 株式会社　吉川工務店

2021/8/3 池島住宅３号館建設工事　Ｎo.302009011 株式会社坂倉建築設計事務所 矢野建設株式会社

2021/8/2 （仮称）右京区西院安塚町計画新築工事 ㈱鼎設計 ㈱中川工務店

2021/7/31 （仮称）ビガーポリス415松ヶ枝町Ⅲ新築工事  ㈲デルフィ一級建築士事務所 株式会社　吉川工務店

2021/7/31 竹田車両基地倉庫新築工事 （建築） 京都市交通局 　高速鉄道部　技術監理課 ㈱大安組

2021/7/31 （仮称）ベラジオ西院Ⅲ新築工事【エキスパン工事】  シード平和株式会社

2021/7/31 プレサンス西区九条南3丁目新築工事【手摺工事】  タツト・建設株式会社

2021/7/31 （仮称）紫野上御輿町計画 　新築工事  ㈱アクセス都市設計 スナダ建設㈱

2021/7/31 (仮称)セレニテ兵庫区 西出町 PJ　新築工事  スナダ建設株式会社 スナダ建設㈱

2021/7/31 (仮称)宝塚山本PJ　新築工事  ㈱AR設計 スナダ建設㈱

2021/7/31 召庵永久　新築プロジェクト ㈲ＢＯＦアーキテクツ ㈱創真建設

2021/7/31 ㈱宮崎化学　園部製造工場新築工事  株式会社山下組一級建築士事務所 ㈱山下組

2021/7/31 (仮称）京橋Ⅳマンション新築工事  (株)ホーム産業 (株)ホーム産業

2021/7/31 SunCity　Grande新築工事  ㈱紙谷工務店一級建築士事務所 ㈱紙谷工務店

2021/7/31 (仮称)湖南市丸山GS新築工事  株式会社中田設計 株式会社フジサワ建設

2021/7/31 （仮称）ライフ四条烏丸店新築工事  IAO　PLANNING&DESIGN 真柄建設㈱

2021/7/31 奈良外(2)宿舎改修等建築その他工事（八尾駐屯地A宿舎） 近畿中部防衛局調達部 カンサイ建装工業(株)

2021/7/31 竹田車両基地倉庫防火設備改修工事  ㈱大安組 ㈱大安組

2021/7/31 道入寺本堂サッシリニューアル 工事  ㈱後藤建装 ㈱後藤建装

2021/7/30 （仮称）プレサンス西七条西石ケ坪町新築工事 株式会社　礎　一級建築士事務所 ㈱中川工務店

2021/7/30 （仮称）ベラジオ西院Ⅲ新築工事  ㈱IVY設計事務所 シード平和株式会社

2021/7/30 (仮称)アルタシミズ介護施設新築工事  大和ハウス工業株式会社 大和ハウス工業㈱京都支社

2021/7/30 SunCity　GrandeⅡ新築工事  ㈱紙谷工務店一級建築士事務所 ㈱紙谷工務店

2021/7/30 竜王町国民健康保険診療所 （医科）新築工事  ㈱水原建築設計事務所 ㈱伊藤組

2021/7/20 （仮称）大阪市住吉区我孫子 5丁目PRJ  杢谷一級建築士事務所 ㈱紙谷工務店

2021/7/20 （仮称）右京区太秦乾町マンション新築工事  ㈲一級建築士事務所 ターボ設計 ㈱成工建設

2021/7/20 （仮称）衣棚通ビル新築工事  ㈲テクトスタジオ ㈱亀田工務店

2021/7/16 コープおおさか病院自動ドア改修工事  田中建設　㈱

2021/7/5 （仮称）二条駅前プロジェクト　追加工事  森繁建設　株式会社　大阪営業所

2021/6/30 （仮称）ワコーレヴィータ 森北町PROJECT (株)現代綜合設計 神工建設(株)

2021/6/30 （仮称）京都市南区吉祥院西 ノ庄淵ノ西町計画新築工事 ㈱礎　一級建築士事務所 ㈱中川工務店

2021/6/21 (仮称)尼崎市東難波町5丁目新築工事　Ｎo.302024001 株式会社アイビー設計事務所 矢野建設株式会社

2021/6/15 （仮称）平野区西脇1丁目マンション計画新築工事 不二建設　株式会社　一級建築士事務所 不二建設　株式会社

2021/6/15 枚方信用金庫大和田支店移転新築工事  東西建築サービス株式会社 ㈱マツダ・シティーズ

2021/6/15 （仮称）役行者町町会事務所兼共同住宅  新築工事 ㈱デザオ建設 ㈱デザオ 建設

2021/5/31 （仮称）山ノ内赤山町計画 株式会社東洋設計事務所 ㈱中川工務店



施工実績 2022年3月現在

竣工日 工事名 設計事務所 ｾﾞﾈｺﾝ

2021/5/31 (仮称)ブエナビスタ西天満　新築工事（ブエナビスタ北区西天満3丁目計画） ㈱グラッドデザイン 森繁建設　株式会社　大阪営業所

2021/5/31 （仮称）吉田橘町toberu2号館新築工事  大西麻貴+百田有希 要建設㈱

2021/5/31 学校法人雑創 の森学園遊戯室廻り改修工事 鼎設計 ㈱中川工務店

2021/5/31 （仮称）柿丸建設本社ビル新築工事  タフ建築スタジオ 誠信建設工業 ㈱

2021/5/30 大阪シーリング印刷㈱大阪工場　イノベーションセンター 新築工事 株式会社大和一級建築士事務所 ㈱大和

2021/5/30 京北地域小中一貫教育校施設整備工事 ただし、プール棟ほか建築主体その他工事 京都市都市計画局  公共建築部 公共建築建設課 ㈱関西リペア工業

2021/5/25 檜山様邸　外構工事（パーゴラ・フェンス・シャッター 工事）  ㈱あめりか屋 ㈱あめりか屋

2021/5/25 （仮称）せばり本社事務所及工場　新築工事 植西建築設計事務所 ㈱創真建設

2021/4/30 （仮称）出雲路の家新築工事 畑友洋建築設計事務所 アートホーム ㈱

2021/4/30 （仮称）祇園縄手通りビルプロジェクト  （株）大土呂巧建築設計事務所 ㈱グランレブリー

2021/4/30 岸和田競輪場施設整備工事 （建築その1）  株式会社石本建築事務所 矢野建設株式会社

2021/4/30 作山様邸新築工事 土橋建築設計室 野口建設 ㈱

2021/4/30 祇園スカイビル改修工事（SRSX改修工事） 長尾健建築研究所 ㈱創真建設

2021/4/30 （仮称）Yビル新築工事  アトム建築設計 ㈱

2021/4/30 Prosper南吹田  森繁建設　株式会社　一級建築士事務所  森繁建設　株式会社

2021/4/30 岸和田競輪場施設整備工事 （建築その1）　トップライト工事  株式会社石本建築事務所 矢野建設株式会社

2021/4/30 (仮称)ヘミング伏見　改修工事  ㈱オーエルシージャパン 一級建築士事務所 ㈱山京

2021/4/26 大阪市港区弁天 ４丁目新築工事 株式会社　TAC建築設計事務所 ㈱DOORDO

2021/4/25 （仮称）深草西浦の家新築工事  アーキテクトワン一級建築士事務所 ㈱デザオ 建設

2021/4/15 （仮称）草津市追分ドライブイン新築工事 楽　総合計画株式会社 株式会社　建研

2021/4/15 京都清水郵便局新装工事 日本郵政株式会社近畿施設 センター ㈱大安組

2021/3/31 イーグルコート 大津京　EXP ㈱東洋設計事務所 シード平和株式会社

2021/3/31 高槻市神内2丁目マンション計画新築工事 不二建設　株式会社　一級建築士事務所 不二建設　株式会社

2021/3/31 同志社大学致遠館増改築工事 株式会社東畑建築事務所 大日本土木　株式会社

2021/3/31 草津市野路1丁目計画新築工事 株式会社聖建社建築事務所 東レ建設㈱

2021/3/31 ㈱進々堂工場新築工事（増減清算）  株式会社イサム設計 ㈱山京

2021/3/31 湖北広域行政事務 センター　新斎場整備運営事業  石本設計 西松建設㈱関西支店

2021/3/31 (仮称)コスメディ製薬㈱吉祥院工場新築工事 （追加増減工事）  ㈱山京

2021/3/31 （仮称）プレサンス淀川区加島一丁目新築工事  株式会社コホーネス一級建築士事務所 シード平和株式会社

2021/3/31 天王寺区大道 ホテル計画  ㈱トレンタ一級建築士事務所 ㈱トレンタ

2021/3/31 京都市崇仁市営住宅新築工事 ただし、崇仁南部新3棟及び新4棟（仮称）建築工事  公共建築建設課 上原成商事㈱

2021/3/31 石橋西団地建替事業建設工事  大阪府住宅供給公社 ／㈱シマ一級建築士事務所 シマ・大勝特定建設工事共同企業体

2021/3/31 （仮称）壬生相合町マンション新築工事 デザインワークス 西本工務店

2021/3/31 （仮称)明石市松の内1丁目マンション新築工事  ミサワホーム近畿㈱ 神工建設(株)

2021/3/31 久御山町倉庫 　新築工事 A-Studio一級建築士事務所 ㈱あめりか屋

2021/3/31 向日市議場棟改修工事 （Ⅰ期） 向日市建設部公共建物整備課 ㈱大安組

2021/3/31 滋賀医科大学 （瀬田月輪）一般教養棟改修その他工事 　㈱内藤建築事務所 ㈱ヤマタケ創建

2021/3/31 九条営業所事務所新築工事 京都市交通局高速鉄道部技術監理課 ㈱忠英建設

2021/3/31 京都市立嵐山小学校整備工事 ただし、体育館防災機能強化等 リニューアル建築工事  ㈱稲継工務店

2021/3/30 ㈱進々堂工場新築工事（金属工事） 株式会社イサム設計 ㈱山京

2021/3/30 プレサンス東九条西河辺町 Ⅱ新築工事【手摺工事】  真柄建設㈱



施工実績 2022年3月現在

竣工日 工事名 設計事務所 ｾﾞﾈｺﾝ

2021/3/30 守山南中学校校舎棟増改築建築工事  株式会社ビルディング・コンサルタントワイズ ㈱オーライズ　京滋支店

2021/3/30 （仮称）荒神口プロジェクト 株式会社カフェ 野口建設 ㈱

2021/3/30 （仮称）アルタシミズ介護施設新築工事 　システム工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱京都支社

2021/3/29 甲南第一地域市民 センター改修工事 株式会社ビルディング・コンサルタントワイズ 三陽建設㈱

2021/3/28 阿倍野区松崎町 1丁目ビジネスホテル新築計画 (株)トレンタ一級建築士事務所 (株)トレンタ

2021/3/26 (仮称)プレサンス浪速区元町三丁目Ⅱ新築工事　Ｎo.302029001 株式会社　優都設計 矢野建設株式会社

2021/3/26 （仮称）中央区森ノ宮中央1丁目　新築工事   ㈱生原建築事務所 株式会社　吉川工務店

2021/3/25 （仮称）左京区北白川追分町計画 ㈱アクセス都市設計 ㈱グランレブリー

2021/3/25 京都市中京区総合庁舎整備工事 ただし、防災設備改修工事 公共建築整備課 株式会社　大木建設

2021/3/25 伏見配電営業所門扉取替工事並 びにこれに伴う除却工事  関西電力送配電株式会社 ㈱西村宇工務店

2021/3/25 奈良教育大学 （高畑（附小））校舎B棟他便所改修工事 奈良教育大学施設課 ㈱藤代公建設

2021/3/20 （仮称）リンクハウス南堀江3丁目新築工事  株式会社IVY設計事務所 田中建設　㈱

2021/3/20 （仮称）桃山町泰長老マンション計画新築工事  シード平和株式会社一級建築士事務所 シード平和株式会社

2021/3/20 （仮称）楠葉朝日1丁目事務所付マンション　新築工事  株式会社岩崎設計 誠信建設工業 ㈱

2021/3/20 （仮称）紫野マンション新築工事  一級建築士事務所　ARIAN/アリアン建築設計 ㈱河野組

2021/3/20 （仮称）摂津市髙島ビル建替工事  ㈱川又建築設計事務所 五和建設工業 ㈱

2021/3/20 （仮称）桃山町秦長老マンション計画新築工事　キーシステム  シード平和株式会社

2021/3/19 （仮称）特別養護老人ホーム　ポプラ上新庄 株式会社　るい建築事務所 矢野建設株式会社

2021/3/15 玉島公民館エレベーター棟新設及び外壁改修ほか工事  茨木市 建設部　建築課　/一級建築士事務所㈱大和建築事務所 ㈱橋本工務店

2021/3/15 （仮称）フェリーチェ妙蓮寺共同住宅新築工事  ㈱SAGANE設計 ㈱アーキテクト・笹原

2021/3/11 京都市立桂中学校整備工事 ただし、体育館防災機能強化等 リニューアル建築工事 京都市都市計画局公共建築部公共建築整備課 株式会社　南山建設

2021/3/11 京都市立二条中学校整備工事 ただし、体育館防災機能強化等 リニューアル建築工事 京都市都市計画局公共建築部公共建築整備課 株式会社　南山建設

2021/3/10 ㈱松本電機製作所　本社新築工事 城戸建築設計室 ㈱大末田中工務店

2021/3/10 （仮称）田中西大久保町マンション新築工事 アトム建築設計 ㈱大安組

2021/3/10 （仮称）中崎はな保育園　新築工事  豊和開発㈱一級建築士事務所 ㈱マツダ・シティーズ

2021/3/5 (仮称)彩都敬愛保育園分園新築計画  ㈱ジャクエツ/㈱アトリエ9建築研究所 ㈱掛谷工務店

2021/3/1 （仮称）日吉台こども園新築工事（叡湖開発）  ㈱おとくに設計 ㈱ケイ・ ジー

2021/2/28 イーグルコート 大津京　Ｎo.1126013 株式会社　東洋設計事務所 シード平和株式会社

2021/2/28 久世中久世5丁目マンション新築工事（追加工事）  ㈱グランレブリー

2021/2/28 （仮称）京都市右京区西院三蔵町 PJ新築工事 積水ハウス株式会社西日本特建支店 株式会社　建研

2021/2/28 ドーミーくいな橋　新築工事 ㈱現代綜合設計 ㈱創真建設

2021/2/28 （仮称）ハピネス浅香山こども園新築工事  伊藤瞬建築設計事務所 株式会社　髙橋工務店

2021/2/28 （仮称）伏見区京橋町マンション新築工事 有限会社一級建築士事務所 　ターボ設計 ㈱成工建設

2021/2/28 （仮称）西ノ京中御門西町計画  アーキネット京都1級建築士事務所 ㈱大安組

2021/2/28 （仮称）四条千本マンション新築工事 山野設計㈱ シード平和株式会社

2021/2/28 南区東九条　秦様邸住宅　新築工事  一級建築士事務所　山口建築設計室 ㈱むつみ工業

2021/2/28 （仮称）伏見区新町マンション新築工事  一級建築士事務所　本城建築デザイン ㈱伊藤工務店

2021/2/28 （仮称）大倉産業株式会社様 　槇島町一ノ坪倉庫　新築工事 フロント21一級建築士事務所 ㈱山京

2021/2/28 京都銀行百万遍支店新築工事  京都建築事務所 野口建設 ㈱

2021/2/28 （仮称）西難波サ高住新築工事　  T.YARD一級建築士事務所 大木建設㈱

2021/2/26 プレサンス大正区三軒家西一丁目新築工事 イデア・ファイブ 一級建築士事務所 田中建設　㈱



施工実績 2022年3月現在

竣工日 工事名 設計事務所 ｾﾞﾈｺﾝ

2021/2/26 （仮称）京阪伏見桃山駅前計画  (株)ユマ設計 吉村建設工業 ㈱

2021/2/26 京都市立金閣小学校整備工事 ただし、体育館防災機能強化等 リニューアル建築工事  京都市都市計画局公共建築部公共建築整備課 京都土木㈱

2021/2/25 （仮称）大阪市阿倍野区美章園 3丁目新築工事  LEQUIO504 矢野建設株式会社

2021/2/20 （仮称）ONLY ONE川西市小花参番館新築工事  竹田設計事務所 安藤建設　有限会社

2021/2/20 等持院東町マンション新築工事　金属工事   アートホーム株式会社 アートホーム ㈱

2021/2/15 天壇　上鳥羽卯ノ花　project ㈱花山建築設計事務所 ㈱山庄

2021/2/15 京都市小栗栖排水機場整備工事 ただし、窓枠改修工事 京都市都市計画局 　公共建築部　公共建築整備課 大和環境保全 　株式会社

2021/2/12 希望ヶ丘小学校大規模改造 （3期）工事 甲賀市　建設部　住宅建築課 株式会社フジサワ建設

2021/2/10 小川邸新築工事 汎美設計一級建築士事務所 ㈱Ｓ.Ｏ.Ｇ

2021/1/31 （仮称）桜川駅前PJ　新築工事 スナダ建設株式会社一級建築士事務所 スナダ建設㈱

2021/1/31 （仮称）セレニテ神戸元町ⅢPJ　新築工事　B14-1 スナダ建設㈱一級建築士事務所 スナダ建設㈱

2021/1/31 （仮称）アパートメントホテル 京都堀川　新築工事  株式会社デザイン・クルー シード平和㈱

2021/1/31 虎姫高校第1本館その他便所改修工事  滋賀県土木交通部建築課 /㈱環境空間設計 ㈱ケイ・ ジー

2021/1/31 （仮称）ライフ朝潮橋店新築工事 石黒建設株式会社一級建築士事務所 石黒建設㈱

2021/1/26 （仮称）二条高倉松屋町共同住宅 　新築工事 一級建築士事務所 　プラウ設計 ㈱グランレブリー

2021/1/20 （仮称）エステムコート淀川区木川東3丁目51新築工事  株式会社　ジーユープランニング スナダ建設㈱

2021/1/15 (仮称)ブエナビスタ中野町　新築工事 ㈱グラッドデザイン 森繁建設　株式会社　大阪営業所

2021/1/15 TauTシェアオフィス内装工事計画 一級建築士事務所  straight  design lab ㈱スペース

2021/1/11 （仮称）浪速区日本橋東1丁目PJ新築工事 スナダ建設㈱ スナダ建設㈱

2021/1/8 （仮称）三和無線株式会社本社建替 え工事  ㈱服部建築事務所 大昭工業㈱

2020/12/31 ブエナビスタ 十三東1丁目計画 ㈱グラッドデザイン 森繁建設　株式会社　大阪営業所

2020/12/31 滋賀県林業会館移転新築工事計画  宮村太設計工房 ㈱坂田工務店

2020/12/31 （仮称）室町二条テナントビル新築工事  KURU CO.,LTD. ㈱デザオ 建設

2020/12/30 社会福祉法人弥勒会 （仮称）特別養護老人ホーム「久御山しみずの里」新築工事  株式会社東畑建築事務所 りんかい日産建設株式会社

2020/12/30 （仮称）一乗寺北大丸町計画  株式会社東洋設計事務所 ㈱公建

2020/12/25 (仮称）東住吉区桑津２丁目マンション新築工事  株式会社ホーム産業 ㈱ホーム産業

2020/12/23 （仮称）大阪市此花区西九条 3丁目新築工事  株式会社　ティーエムエッチ 中村建設㈱

2020/12/21 （仮称）谷町九丁目4番館PJ新築工事　B14-1 スナダ建設株式会社　一級建築士事務所 スナダ建設㈱

2020/12/21 （仮称）生野区巽中一丁目計画新築工事  株式会社太陽建設一級建築士事務所 ㈱太陽建設

2020/12/20 （仮称）ONLYONE川西市小花M計画新築工事　038-P1　（川西小花弐番館 新築工事） 竹田設計事務所 安藤建設　有限会社

2020/12/20 社会福祉法人聖徳園 　あしや聖徳園改修工事 株式会社　京都建築事務所 石黒建設㈱

2020/12/20 （仮称）イーグルコート御所北室町通計画  ㈱東洋設計事務所 ミノベ建設　㈱

2020/12/20 （仮称）岩倉幡枝町住宅新築工事  ㈱公建

2020/12/15 京都市立嵐山小学校整備工事 ただし、体育館防災機能強化等 リニューアル建築工事 京都市都市計画局公共建築部公共建築整備課 株式会社　稲継?務店

2020/12/15 京都市立紫野小学校整備工事 ただし、体育館防災機能強化等 リニューアル建築工事 京都市都市計画局公共建築部公共建築整備課 ㈱稲村工務店

2020/12/15 京都市立大藪小学校整備工事 ただし，体育館防災機能強化等 リニューアル建築工事  公共建築整備課 ㈱稲村工務店

2020/12/15 （仮称）下寺３丁目計画 (株)トレンタ一級建築士事務所 ㈱トレンタ

2020/12/15 京都市立藤ノ森小学校整備工事ただし、体育館防災機能強化等リニューアル建築工事 京都市都市計画局公共建築部公共建築整備課 ㈱前田英工務店

2020/12/10 （仮称）焼肉ひら山亀岡店新築工事  ㈲T’S設計舎/㈱デザオ建設 ㈱デザオ 建設

2020/11/30 （仮称）ブエナビスタ元町3丁目計画 ㈱グラッドデザイン 森繁建設　株式会社　大阪営業所

2020/11/30 （仮称）京都5ホテル計画 有限会社BOFアーキテクツ 北和建設㈱
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2020/11/30 （仮称）アイカーサ柳馬場ビル新築工事  株式会社京家建設一級建築士事務所 ㈱京家建設

2020/11/30 （仮称）ブエナビスタ広芝町新築工事 株式会社グラッドデザイン 森繁建設　株式会社　大阪営業所

2020/11/30 （仮称）飯食町マンション新築工事  合同会社東耕之一級建築士事務所 ㈱成工建設

2020/11/30 （仮称）愛和保育園PJ  株式会社ラフト 誠信建設工業 ㈱

2020/11/30 （仮称）風呂屋町ビル新築工事 株式会社デザオ 建設 5DVU57

2020/11/30 （仮称）　恵美須西マンション　新築工事 ㈱ホーム産業 ㈱ホーム産業

2020/11/27 (仮称)プレサンス西京極堤外町新築工事  株式会社礎一級建築士事務所 ㈱中川工務店

2020/11/20 大阪府営吹田藤白台住宅 （第2期）民活プロジェクト　№ 大阪府住宅まちづくり部　公共建築室住宅設計課 東レ建設㈱

2020/11/20 ロマンの森新築工事（外構ＥＸ　二期工事）  ㈱あめりか屋 ㈱あめりか屋

2020/11/18 （仮称）淀川区十三元今里 1丁目計画Ⅱ  ㈱紙谷工務店一級建築士事務所 ㈱紙谷工務店

2020/11/13 （仮称）伏見区車町マンションA棟新築工事 ㈲ターボ設計 ㈱成工建設

2020/10/31 （仮称）グランドパレス河内長野駅前新築工事 ㈱アモルファス建築設計事務所 スナダ建設㈱

2020/10/31 社会福祉法人京都社会福祉協会城之内保育園新築工事 株式会社内藤建築事務所 ㈱角三 建設

2020/10/31 四条千本　計画（ベラジオ四条通共同住宅新築工事 ） 日本ホールディングス　株式会社 ㈱中川工務店

2020/10/31 （仮称）プレサンス西区京町堀二丁目新築工事  株式会社生原建築事務所 田中建設　㈱

2020/10/31 下水道体験型研修施設整備工事 京都市上下水道局下水道部設計課 ㈱古瀬組

2020/10/31 （仮称）ブエナビスタ豊崎新築工事 ㈱グラッドデザイン 森繁建設　株式会社　大阪営業所

2020/10/31 （仮称）認定こども園高岡幼稚園改築工事 株式会社サン設計事務所 真柄建設㈱

2020/10/31 （仮称）妻鹿パリのアパルトマン新築工事 株式会社 Mac建築デザイン研究所 ㈱大安組

2020/10/31 Hondacars滋賀中央　長浜北店改修工事（ショールーム棟）  滋交建設㈱一級建築設計事務所 ショウワ建設㈱

2020/10/31 大津の家（岩本邸）新築工事 石井良平建築研究所 ㈱高橋工務店（京都市）

2020/10/30 （仮称）プレサンス浪速区元町三丁目新築工事 　Ｎo.302014017 株式会社優都設計 矢野建設株式会社

2020/10/30 （仮称）GLORY　KISERA　Ｍ計画新築工事　041-P1 竹田設計事務所 安藤建設　有限会社

2020/10/30 （仮称）大阪市北区長柄西 2丁目新築工事  株式会社ティーエムエッチ 中村建設㈱

2020/10/30 甲賀電気設備本社新築工事  ㈱岡村設計 ㈱片岡工務店

2020/10/28 （仮称）阪南町１丁目新築工事 ㈱DOORDO一級建築士事務所 ㈱DOORDO

2020/10/27 アパートメント 唐橋新築工事  ㈱LOFTY一級建築士事務所 ㈲キムラ建宅

2020/10/24 （仮称）綿森町マンション新築工事　Ｎo.201818481 コーナン建設㈱一級建築士事務所 コーナン建設株式会社

2020/10/23 （仮称）西淀川有料老人ホーム新築工事 株式会社広谷建築綜合事務所 株木建設㈱

2020/10/20 （仮称）グリーンリッチホテル 京都駅南アネックス新築工事 ㈱CAST-UD　（株）みやま建築設計事務所 森繁建設　株式会社　大阪営業所

2020/10/9 （仮称）京都伏見区深草正覚町 マンション新築工事 ㈱礎　一級建築士事務所 不二建設　株式会社

2020/9/30 BRAVE松屋町新築工事 株式会社グラッドデザイン ㈱フウキ建設

2020/9/30 ＮＨＫ新大津放送会館建設工事 株式会社日本設計 ㈱松村組

2020/9/30 （仮称）生野区鶴橋5丁目PJ新築工事 (有)デルフィー一級建築士事務所 ㈱DOORDO

2020/9/30 （仮称）ステラ淀屋橋ビル新築工事　B15-1 スナダ建設株式会社　一級建築士事務所 スナダ建設㈱

2020/9/30 鴨川プロジェクト 澤村昌彦建築設計事務所 京都建設㈱

2020/9/30 （仮称）ボルボ・カーズ草津新築工事  建築事務所BCY'S ㈱大兼工務店　京都支店

2020/9/30 特定医療法人桃仁会 かつら透析クリニック改修工事（叡湖開発）  ㈱ゆう建築設計 ㈱大安組

2020/9/25 （仮称)プレサンス東住吉区杭全一丁目新築工事 株式会社コホーネス一級建築士事務所 ㈱貫山建設

2020/9/20 （仮称）八条マンション新築工事 アリアン建築設計 ㈱河野組

2020/9/20 ロマンの森新築工事（建築工事) 清水建築設計室 ㈱あめりか屋
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2020/9/20 ロマンの森新築工事（金属工事)  ㈱あめりか屋

2020/9/20 （仮称）東九条南河辺町マンション新築工事 合同会社東耕之一級建築事務所 ㈱成工建設

2020/9/20 （仮称）グランツビル新築工事  タミヤ建築設計㈱ 誠信建設工業 ㈱

2020/9/20 （仮称）宇治六地蔵店舗新築工事 ㈱NAK建築事務所 ㈱占部組

2020/9/10 (仮称)西成区花園南一丁目計画 　新築工事 ㈱太陽建設 ㈱太陽建設

2020/8/31 S-PRESSO元町　新築工事 あお建築設計 田中建設　㈱

2020/8/31 (仮称)PIECE  HOSTEL SANJO WEST 新築工事 ㈱宗本晋作建築設計事務所 ㈱山庄

2020/8/31 （仮称）鳩居堂店舗1新築工事 内藤廣建築設計事務所 野口建設㈱

2020/8/31 （仮称）下京区御影町HOTELproject新築工事  MGM設計 アートホーム ㈱

2020/8/31 甲南第二小学校校舎増築工事  株式会社片淵建築事務所 大宝柊木　株式会社

2020/8/31 （仮称）宇治壱番ホテル計画新築工事  株式会社御堂設計 大昭工業㈱

2020/8/31 （仮称）吉祥院ホテル新築工事　【SD-9】 ㈲キアラ建築研究機関 ㈱ギケンテック

2020/8/20 ㈱カシフジ物流倉庫棟他増築工事 摯建築事務所 野口建設新都 ㈱

2020/8/15 (仮称)吉祥院西ノ庄西中町計画　新築工事 シード平和株式会社 シード平和株式会社（今井建設?業株式会社）

2020/8/10 ロマンの森新築工事（外構エクステリア一期工事）  ㈱あめりか屋

2020/7/31 （仮称）下京区柿本町計画 （柿本町ホテル新築工事） ㈱アーキネット京都１級建築士事務所 ㈱大安組

2020/7/31 (仮称)コスメディ製薬㈱吉祥院工場新築工事  ㈲市川建築設計事務所 ㈱山京

2020/7/31 三光機工株式会社 　宇治倉庫　新築工事 株式会社　FRONT21　一級建築士事務所 ㈱山京

2020/7/31 ㈱日本海水赤穂工場　第二チップ工場建設工事（正式名　第2木質チップ倉庫建設工事） りんかい日産建設㈱ りんかい日産建設株式会社

2020/7/30 （仮称）ＡＢホテル堺東　新築工事　Ｎo.011-18-0345 ㈱けんちくの種 ㈱哲建

2020/7/30 （仮称）天平ホテル改修工事　Ｎo.302005001 ターミナル・ゼロワン ㈱ 矢野建設株式会社

2020/7/30 アークリード 太秦馬塚町新築工事  株式会社ロフティー２１一級建築士事務所 ㈲キムラ建宅

2020/7/27 ｋyotoGraphieProject 森田一弥建築設計事務所 京都建設㈱

2020/7/20 S-PRESSO　the South  ＨＯＴＥＬ　project　新築工事　A83608 KENZO　ARCHITECTS＆ASSOCIATES 中林建設㈱

2020/7/20 （仮称）今浜研修センター建替工事 滋賀県建築設計管理事業協同組合 大宝柊木　株式会社

2020/7/20 （仮称）伏見区菱屋町マンション新築工事 合同会社東耕之一級建築士事務所 ㈱成工建設

2020/7/20 （仮称）向日市観光交流センター新築工事  株式会社山崎設計 ㈱あめりか屋

2020/7/15 室本鉄工株式会社本社工場事務所棟 Renovation 安積建設株式会社 安積建設㈱

2020/7/13 香里小学校長寿命化改修及 び増築工事　Ｎo. 枚方市教育委員会 まなび舎整備室 丸信住宅　株式会社

2020/7/10 （仮称）牧野本町1丁目マンション新築工事 ㈱岩崎設計 誠信建設工業 ㈱

2020/7/1 Ni二色の浜アイスプラント建設工事 りんかい日産建設㈱一級建築士事務所 りんかい日産建設株式会社

2020/6/30 株式会社シンワ・アクティブ 　新社屋計画　KM201031-01 伊藤建築場 青木あすなろ建設株式会社

2020/6/30 BRAVE東高麗橋新築工事 株式会社グラッドデザイン ㈱フウキ建設

2020/6/30 京都市洛西口 ・桂駅間高架下公共施設 （仮称）新築工事ただし 、地域交流スペースほか2棟建築工事（叡湖） 公共建築建設課 ㈱大安組

2020/6/30 （仮称）株式会社進々堂工場　新築工事 株式会社イサム設計 ㈱山京

2020/6/30 （仮称）吉野3丁目計画　新築工事 株式会社　加藤設計 ㈱梅田コーポレーション

2020/6/30 寺町六角丸美 ビル新築工事  BOF ㈱創真建設

2020/6/30 夷川Ｔビル新築工事（神崎様ビル新築工事） ㈱三宅工務店 ㈱三宅工務店

2020/6/30 下鴨病院様リハビリセンター 新築工事 ㈱三宅工務店 ㈱三宅工務店

2020/6/30 （仮称）東心斎橋プロジェクト新築計画  中出建築設計事務所 ㈱クリエイト和幸

2020/6/20 谷口邸新築工事 ＩＡＴスタジオ ㈱上原工務店
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2020/6/19 (仮称)下京区恵美須之町ホテル計画新築工事 ㈱礎　一級建築士事務所 ㈱山庄

2020/6/15 ブエナビスタ 大手通新築工事 ㈱グラッドデザイン 森繁建設　株式会社　大阪営業所

2020/6/15 （仮称）稲村工務店ビル新築工事 ヒラタアトリエ 建築設計事務所 ㈱デザオ 建設

2020/6/15 東邸新築工事  建築設計TAKA ㈱堀井建設

2020/6/1 プレサンスロジェ 城陽寺田駅前新築工事 　Ｎo.1813031-01 株式会社礎　一級建築士事務所 ㈱かねわ工務店

2020/5/31 (仮称)西区江戸堀1丁目PJ新築工事　Ｎo.18H0016 積水ハウス㈱ 積水ハウス株式会社　西日本特建支店

2020/5/31 (仮称)稚松保育園新築工事  株式会社日比野設計 ㈱デザオ 建設

2020/5/31 健康ふれあい公園クラブハウス・園路整備工事 株式会社松田平田設計 ㈱大山建設

2020/5/31 令和元年度京都刑務所職員宿舎改修工事  豊栄工業㈱

2020/5/30 ブエナビスタ 上町新築工事 ㈱グラッドデザイン 森繁建設　株式会社　大阪営業所

2020/5/30 （仮称）鶴橋H新築工事 ㈱A-1　設計 コーナン建設株式会社

2020/5/30 雄琴ハイツ改修工事　Ｎo.009622  京都トーヨー住器㈱

2020/5/30 パインフィールド 御池マンション改修工事  要建設㈱

2020/5/30 （仮称）有限会社ヨシダ様貸店舗新築工事 大和ハウス工業(株) 大和ハウス工業㈱

2020/5/20 Hondacars滋賀中央長浜北店改修工事 滋交建設㈱一級建築設計事務所 滋交建設㈱

2020/5/18 （仮称）Rinn Komatsu-cho新築計画  中出建築設計事務所 ㈱クリエイト

2020/5/15 別院町ビル計画 ㈱掛谷工務店・株式会社唐澤・山下建築設計事務所 ㈱掛谷工務店

2020/5/1 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場整備工事 ただし、メインスタンド諸室及び便所改修工事  公共建築整備課 ㈲桑野工業

2020/4/30 BRAVE難波新築工事 ㈱グッドデザイン ㈱フウキ建設

2020/4/30 （仮称）ラ・フォート・キセラ Ⅱ新築工事　Ｎo.039-P1 竹田設計事務所 安藤建設　有限会社

2020/4/30 長岡第六小学校給食室等建設工事 株式会社綜企画設計 ㈱イノウエ工務店

2020/4/30 （仮称）ビガーポリス369天神橋3丁目新築工事　Ｎo.710100MK ㈲デルフィー一級建築士事務所 中村建設㈱

2020/4/30 滋賀医科大学総合研究棟 （臨床系Ⅱ）改修工事 株式会社内藤建築事務所 ㈱ヤマタケ創建

2020/4/30 株式会社タナカ善　本社社屋新築工事 ㈱デザオ 建設 ㈱デザオ 建設

2020/4/30 (仮称)松ヶ崎藤原様邸新築工事 空間工房用舎行蔵 ㈱あめりか屋

2020/4/30 向日町郵便局模様替工事  ㈱堀井建設

2020/4/30 （仮称）Rinn Kitagomon（北御門）新築工事  中出建築設計事務所 ㈱クリエイト和幸

2020/4/30 クオリカプス 株式会社機械組立工場改修工事  三菱ケミカルエンジニアリング 株式会社 石黒建設㈱

2020/4/29 下田工業株式会社本社社屋外壁保全改修他工事  ㈱興永テクノス

2020/4/25 ＤＹ本社ビル新築計画 株式会社A-Stadio一級建築士事務所 ㈱あめりか屋

2020/4/25 安土産業日野 ①  上原成商事㈱京都支店

2020/4/24 久世中久世5丁目マンション新築工事 ㈱成幸不動産　１級建築士事務所 ㈱グランレブリー

2020/4/20 (仮称)LE9-十条ＰＪ　新築工事 ㈱フロント21一級建築士事務所 ㈱山庄

2020/4/20 渡敬様　三ツ杵ビル新築工事 一級建築士事務所 ランドマーク 野口建設㈱

2020/4/15 （仮称）東山三条改装工事  株式会社ダイバ設計 アートホーム ㈱

2020/4/3 プレサンスロジェ 大津萱野浦新築工事　Ｎo.1125025007 ㈱日企設計 シード平和株式会社

2020/4/3 プレサンスロジェ 上久世町　新築工事 ㈱礎　一級建築士事務所 ㈱中川工務店

2020/3/31 永田様マンションⅡ新築工事 土橋建築設計室 野口建設 ㈱

2020/3/31 平成30年度第97号水口体育館新築工事 株式会社片淵建築事務所 三陽建設㈱

2020/3/31 藤井寺市恵美坂  住宅型有料老人 ホーム新築工事 株式会社デザインファクトリーグリップ ㈱今西組

2020/3/31 イーグルコート 御所南　新築工事 ㈱東洋設計事務所 ㈱中川工務店



施工実績 2022年3月現在

竣工日 工事名 設計事務所 ｾﾞﾈｺﾝ

2020/3/31 （仮称）大阪市北区本庄東一丁目 　新築工事　Ｎo.302012011 株式会社礎一級建築士事務所 矢野建設株式会社

2020/3/31 藤阪小学校給食調理場改修及 び増築工事 枚方市教育委員会 まなび舎整備室 誠信建設工業 ㈱

2020/3/31 南区中久世　計画 ㈱中川工務店 一級建築士設計事務所 ㈱中川工務店

2020/3/31 ホームセンタームサシ 貝塚店SM棟増築工事 株式会社アール大阪 石黒建設㈱

2020/3/31 （仮称）RinnNioumon 新築計画  中出建築設計事務所 ㈱クリエイト和幸

2020/3/31 摂津市青少年運動広場改修工事  株式会社林設計事務所 真柄・岸本特定建設工事共同企業体

2020/3/31 カナリア保育園新築工事  株式会社ディー・オー 一級建築士事務所 コーナン建設株式会社

2020/3/31 ﾌﾟﾚｻﾝｽﾛｼﾞｪ大津萱野浦新築工事 【追加工事】  シード平和株式会社

2020/3/30 (仮称)堺市西区鳳南町5丁マンション新築工事　Ｎo.201818077 株式会社　ステラ コーナン建設株式会社

2020/3/30 VW Shiga中古車販売店新築工事　 滋交建設㈱一級建築設計事務所 三陽建設㈱

2020/3/28 （仮称）大津のぞみ保育園新築工事（叡湖） 西村建築設計事務所 ㈱大安組

2020/3/27 京都市南区唐橋琵琶町計画 ㈱東洋設計事務所 ㈱中川工務店

2020/3/20 (仮称）京都マイペンション増築工事 高井陽一朗建築設計事務所 アートホーム ㈱

2020/3/20 （仮称）下京区長刀切町ホテル増築工事 ㈱ｱｰｷｴﾑｽﾞ ㈱山庄

2020/3/20 （仮称）京都市左京区高野泉町計画新築工事 株式会社礎一級建築士事務所 北和建設㈱

2020/3/19 （仮称）京都１ホテル新築工事　Ｎo.181080 ㈲BOFアーキテクツ 北和建設㈱

2020/3/19 （仮称）今出川計画新築工事 　Ｎo. 株式会社ラカンデザイン研究所 要建設㈱

2020/3/19 京都五条御前 マンション ㈱東洋設計事務所 ㈱中川工務店

2020/3/19 西京極浜ノ本町計画 ㈱東洋設計事務所 ㈱中川工務店

2020/3/15 (仮称)西淀川区野里2丁目計画新築工事 　Ｎo.190213-05 株式会社国分建築設計事務所 ㈱太陽建設

2020/3/15 GODA彩都PROJECT（7号地） 大幸株式会社 ㈱掛谷工務店

2020/3/13 （仮称）朝日スイミングプール貝塚 中西正佳建築設計事務所 石黒建設㈱

2020/3/10 外来診療棟身障者用 トイレ扉改修工事　(自動ドア)  ㈱中蔵

2020/2/29 （仮称）プレサンス九条2丁目新築工事　Ｎo.564-P2 株式会社現代綜合設計 スナダ建設㈱

2020/2/29 北区大淀中2丁目Ⅱ賃貸マンション新築工事　Ｎo.48-0 不二建設　株式会社　一級建築士事務所 不二建設　株式会社

2020/2/29 三条麩屋町店舗付 マンション新築工事 ㈱グランレブリー一級建築士事務所 ㈱グランレブリー

2020/2/29 （仮称）ONLY ONEM伊丹市中央2丁目Ｍ計画新築工事　Ｎo.036-P1 竹田設計事務所 安藤建設　有限会社

2020/2/29 (仮称)東山山崎Ⅱ_guest house project  新築工事 イクリカ建築デザイン事務所　/　ＭＧＭ設計一級建築士事務所 ㈱山庄

2020/2/29 （仮称）プレサンス神戸相生町五丁目新築工事 　Ｎo.565-P3 スナダ建設㈱一級建築士事務所 スナダ建設㈱

2020/2/29 （仮称）左京区田中里ノ内町共同住宅計画 アーキ・ディレクションズ ㈱大安組

2020/2/29 (仮称)西ノ京原町計画新築工事 　 積水ハウス㈱ 大昭工業㈱

2020/2/29 （仮称）北山マンション新築工事 アリアン建築設計 ㈱河野組

2020/2/29 メゾン・ステップ 　新築工事 ㈲BOFアーキテクツ ㈱創真建設

2020/2/29 西ノ京南両町共同住宅新築工事 アトム建築設計 ㈱大安組

2020/2/29 ラ　ベルヴィ新築工事 株式会社ヒロヤデザイン一級建築士事務所 株式会社　創園建設

2020/2/29 ジェイアイビル 新築工事 田窪建築事務所 ㈱あめりか屋

2020/2/28 樋之上保育園園舎改築工事 　Ｎo. 企業組合　もえぎ設計 誠信建設工業 ㈱

2020/2/28 プレサンス浪速区塩草3丁目Ⅱ　新築工事　Ｎo.3103-3011 ㈲Cube設計事務所 タツト・建設株式会社

2020/2/28 プレサンス東九条西河辺町 Ⅱ　新築工事 株式会社礎 真柄建設㈱

2020/2/28 インフィルド Ⅲ新築工事（巽南5丁目計画工事） 森繁建設株式会社 森繁建設　株式会社　大阪営業所

2020/2/28 メゾン・アイビー 新築工事 ㈲BOFアーキテクツ ㈱創真建設
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2020/2/28 京都聖護院郵便局新築工事 株式会社ニッテイ建築設計 ㈱西村宇工務店

2020/2/28 希望ヶ丘小学校大規模改造工事 （２期） ㈱丸山建築事務所 株式会社フジサワ建設

2020/2/28 (仮称)Rinn戒光寺町　新築計画  中出建築設計事務所 ㈱クリエイト和幸

2020/2/28 納屋町路地店舗新築工事 株式会社A-Stadio一級建築士事務所 ㈱あめりか屋

2020/2/28 ネクスト様下鳥羽事務所新築工事計画  デザイン・アート株式会社 ㈱プラウド

2020/2/28 西光堂オフィス新装工事  ㈱河野組 ㈱河野組

2020/2/27 光製作所建具改修工事 　Ｎo.066  千代工業 ㈱

2020/2/26 （仮称）RinnNishishinyashiki新築計画  中出建築設計事務所 ㈱クリエイト和幸

2020/2/26 長岡京市長岡二丁目  株式会社中原設計 京都建工㈱

2020/2/25 （仮称）ビガーポリス３５８南森町　新築工事　Ｎo.710060MK 有限会社デルフィ一級建築士事務所 中村建設㈱

2020/2/25 東成区大今里西 2丁目Ｍ新築工事　Ｎo.12-016 株式会社TAC建築設計事務所 ㈱DOORDO

2020/2/24 平成28年度　第213号　水口小学校大規模改造 （1期）工事　№035  千代工業 ㈱

2020/2/24 宝梱包㈱倉庫新築工事（叡湖）  ㈱ケイ・ ジー

2020/2/20 （仮称）サムティ西区南堀江３丁目新築工事　Ｎo.0292017008 ㈲TGT 矢野建設株式会社

2020/2/20 (仮称)PLAZA五条久保村・店舗付共同住宅計画 ㈱シティーコンダクト ㈱シティーコンダクト

2020/2/20 城東区鴫野西 2丁目計画新築工事 　　Ｎo.710070MK ㈱国分建築設計事務所 中村建設㈱

2020/2/20 （仮称）高野清水町PJ新築工事  森繁建設株式会社 森繁建設　株式会社　大阪営業所

2020/2/15 東大阪マンション計画 石川建築設計事務所 ㈱サンコー

2020/2/5 大和川線料金所新築工事 　Ｎo.A83004 ㈱笹戸建築事務所 中林建設㈱

2020/1/31 吹田市立認定 こども園吹田南幼稚園建設工事 (建築工事)　Ｎo. 株式会社茜建築設計事務所 橋本建設㈱

2020/1/31 （仮称）ONLY ONE川西本店新築工事 　Ｎo.035-P1 竹田設計事務所 安藤建設　有限会社

2020/1/31 竹鼻堂ノ前町マンション新築工事 ㈱東洋設計事務所 シード平和株式会社

2020/1/31 堀川下立売団地改修工事 ㈱地域計画建築研究所／㈱三宅建築事務所 京都土木㈱

2020/1/31 （仮称）SE兵庫区西柳原PJ新築工事　Ｎo.560-P2 スナダ建設株式会社一級建築士事務所 スナダ建設㈱

2020/1/31 京都シティガーデンズ堀川通“ＮATURILA”計画　Ｎo. 株式会社福嶋洋一建築研究所 ㈱公建

2020/1/31 プレサンス東九条西明田町新築工事 ㈱礎一級建築士事務所 シード平和株式会社

2020/1/31 （仮称）豊里５丁目マンション新築工事　Ｎo.710090MK ㈱岩崎設計 中村建設㈱

2020/1/31 （仮称）三坊大宮町ホテル　新築工事 株式会社アーキエムズ　一級村田建築事務所 ㈱デザオ 建設

2020/1/31 岡三機工株式会社 　大阪工場新築工事 一宇工業㈱一級建築士事務所 一宇工業㈱

2020/1/31 社会医療法人 きつこう会　多根総合病院渡り廊下増築工事及び放射線治療部棟 ２Ｆ改修工事 銭高組一級建築士事務所 ㈱銭高組

2020/1/31 （仮称）伊加賀東町マンション新築工事 ㈱岩崎設計 誠信建設工業 ㈱

2020/1/31 （仮称）星丘2丁目マンション新築工事 タフ建築スタジオ 誠信建設工業 ㈱

2020/1/31 琵琶湖汽船今津港改築工事 宮村太設計工房 ㈱坂田工務店

2020/1/31 樋之上保育園園舎改築工事 　ルーバー工事  企業組合　もえぎ設計 誠信建設工業 ㈱

2020/1/25 メディカルモール 北山新築工事　Ｎo.6205 ㈱イシダ設計 ㈱高塚工務店

2020/1/24 洛西口～桂駅間プロジェクトⅡ期 阪急設計コンサルタント株式会社 ㈱中蔵

2020/1/20 （仮称）ラシュレ同心CPPJ新築工事　Ｎo.552-P4 スナダ建設㈱一級建築士事務所 スナダ建設㈱

2020/1/20 （仮称）吉祥院マンション新築工事 アリアン建築設計 ㈱河野組

2020/1/20 （仮称）高槻市宮野町計画新築工事 　Ｎo.576-P3 ㈱アモルファス建築設計事務所 スナダ建設㈱

2020/1/20 中央区宗右衛門町 ホテル計画　Ｎo.KM201016-01 SHOWA 　SEKKEI 青木あすなろ建設株式会社

2020/1/20 (仮称)北区下築山町マンション　新築工事 合同会社　東耕之一級建築士事務所 シード平和株式会社
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2020/1/20 （仮称）伏見区深草町通町 レジデンス新築工事（深草西浦町マンション新築工事） 有限会社一級建築士事務所 　ターボ設計 ㈱成工建設

2019/12/31 ジョブカーズ 新築工事 丸信住宅㈱ 丸信住宅　株式会社

2019/12/27 京都市立安祥寺中学校体育館 ・プール 複合施設整備工事 ただし，建築主体その他工事D30-01001 公共建築建設課 ㈱大安組

2019/12/25 （仮称）河原町丸太町ゲストハウス 建画舎 ㈱創真建設

2019/12/25 大津市東部学校給食共同調理場整備 ・運営事業PFI　Ｎo.  ㈱西村建設

2019/12/25 七条松本様邸 　新築工事 空間工房　用舎行蔵 ㈱あめりか屋

2019/12/20 （仮称）アパホテル〈神戸三宮駅前〉新築工事　K7381003-026 ㈱IAO竹田設計 株木建設㈱

2019/12/20 （仮称）下京区鎌屋町ゲストハウス新築工事 合同会社東耕之一級建築士事務所 ㈱成工建設

2019/12/20 朱常分店新築工事 田窪建築事務所 ㈱あめりか屋

2019/12/19 （仮称）西宮市甲子園口6丁目計画新築工事 　Ｎo.581-P2 TAKT PLAN スナダ建設㈱

2019/12/18 平成30年度　第131号水口小学校大規模改造工事 （２期工事） ㈱丸山建築事務所 大宝柊木　株式会社

2019/12/18 パイン滋賀工場次世代工場新築工事 松田平田設計 真柄建設㈱

2019/12/16 浪速区下寺3丁目ⅠＭ新築工事 ㈱Ｍ・Ｉ設計 ㈱DOORDO

2019/12/13 京都市中央卸売市場第二市場再整備工事 ただし、汚水処理施設工事 　Ｎo. 共和化工株式会社大阪支店 ㈱大安組

2019/12/13 京都市立祥豊小学校整備工事 　ただし、体育館防災機能強化等リニューアル建築工事 京都市都市計画局公共建築部公共建築整備課 株式会社　稲村工務店

2019/12/13 プロスパーナレッジベース 新築工事（Prosuper Knowge　Base） 森繁建設㈱一級建築士事務所 三栄建設㈱

2019/12/13 京都市立山ノ内小学校整備工事　ただし、体育館防災機能強化等 リニューアル建築工事 公共建築整備課 京都建工㈱

2019/12/13 （仮称）高木様事務所（倉庫付）新築工事 フロント２１　一級建築士事務所 ㈱山京

2019/11/30 背戸口３丁目ＰＪ 森繁建設㈱一級建築士事務所 森繁建設　株式会社　大阪営業所

2019/11/30 健都２街区高齢者向けウェルネス住宅新築工事 プレミアート・デザイン・オフィス ㈱ ㈱松村組

2019/11/29 ㈱進々堂工場新築工事（日軽パネルシステム）  ㈱山京

2019/11/25 椥辻病院2Ｆ食堂内窓設置工事  ㈲栗林建築デザイン研究所 ㈲栗林建築デザイン研究所

2019/11/20 （仮称）スペーシア大阪南金田新築工事 　Ｎo.556-P4 スナダ建設株式会社 スナダ建設㈱

2019/11/20 ㈱エッセン事務所及び倉庫新築工事  宮本一級建築士事務所 西村工務店

2019/11/15 KES 社屋改修工事 伊藤工務店一級建築士事務所 ㈱伊藤工務店

2019/11/2 (仮称)阿倍野区昭和町2丁目Ｍ　新築工事　Ｎo.180625-17 (仮称)阿倍野区昭和町2丁目Ｍ　新築工事 ㈱太陽建設

2019/10/31 敷津西2丁目PROJECT ㈱グラッドデザイン ㈱フウキ建設

2019/10/31 メゾン・クレア 新築工事 ㈲ＢＯＦアーキテクツ ㈱創真建設

2019/10/31 日東化成株式会社 　尼崎工場事務所増築工事 および内装改修工事　Ｎo.2181018035 プラナス株式会社 ㈱今西組

2019/10/31 朱雀宝蔵町簡易宿所新築工事 　Ｎo. ㈱Ｒａｕｍ設計室 ㈱公建

2019/10/31 春日小学校給食調理場改修工事 枚方市教育委員会 まなび舎整備室 誠信建設工業 ㈱

2019/10/31 川崎様マンション新築工事　Ｎo.3919 一級建築士事務所 　ランドマーク 野口建設 ㈱

2019/10/30 ＳＴ曽根崎ビル　新築工事　Ｎo.18H0014 ㈱ＭＯＲＩデザイン設計事務所 ㈱金山工務店

2019/10/30 ㈱サンユ技工　第3工場　危険物屋内貯蔵所 　新築工事 千代工業㈱ 千代工業　㈱

2019/10/30 FIT365アルプラザ栗東新装工事  ケイファルズ一級建築士事務所 ㈱大兼工務店　京都支店

2019/10/20 （仮称）大阪市都島区片町 １丁目新築工事　Ｎo.0292015007 ㈱IVY設計事務所 矢野建設株式会社

2019/10/20 （仮称）伏見区津知橋マンション新築工事 有限会社一級建築士事務所 　ターボ設計 ㈱成工建設

2019/10/20 （仮称）磯島南町マンション新築工事　Ｎo. タフ建築スタジオ 誠信建設工業 ㈱

2019/10/20 （仮称）西院寿町マンション新築工事 合同会社東耕之一級建築事務所 ㈱成工建設

2019/10/15 （仮称）寺町マンション新築工事 ㈱デザオ 建設 ㈱デザオ 建設

2019/10/15 久保様ビル新築工事/二条・久保様ビル　工事　Ｎo.3872 土橋建築設計室 野口建設 ㈱



施工実績 2022年3月現在

竣工日 工事名 設計事務所 ｾﾞﾈｺﾝ

2019/10/15 パナツヂ病院作業所  ㈱紙谷工務店

2019/10/14 ABホテル堺筋本町新築工事/ＡＢホテル本町　Ｎo.K180002 ㈱けんちくの種 ㈱藤木工務店(大阪)

2019/10/4 川越小学校管理棟 トイレ改造工事 枚方市教育委員会 まなび舎設備室 ㈱さくらハウジング

2019/9/30 東大阪市営上小阪東住宅建替事業実施設計業務 　Ｎo.812901 株式会社市浦 ハウジング＆プランニング 東レ建設㈱

2019/9/30 （仮称）ホテル本能寺新築工事　Ｎo.K180003 ㈱藤木工務店・ＲＩＡホテル本能寺計画設計監理共同体 ㈱藤木工務店　京都支店

2019/9/30 プレサンス東九条西河辺町 　新築工事　Ｎo.00031-01 ㈱礎 一級建築士事務所 真柄建設㈱

2019/9/30 （仮称）桜川4丁目マンション新築工事　Ｎo.710050MK 株式会社岩崎設計 中村建設㈱

2019/9/30 竹田駅便所他改修工事 (建築) 京都市交通局高速鉄道部技術監理課 ㈱大安組

2019/9/30 左京区和国町 ホテル新築工事　Ｎo. 株式会社アーキエムズ ㈱公建

2019/9/30 (仮称)河原町仏光寺ホテル計画　新築工事 ㈱　礎　一級建築士事務所 ㈱山庄

2019/9/30 クスリのアオキ　大津京店　新築工事 ㈱笹川組 ㈱笹川組

2019/9/30 京都市立大藪小学校整備工事 ただし、西校舎窓枠その他改修工事 公共建築整備課 ㈲桑野工業

2019/9/30 社会福祉法人真盛園養護老人 ホーム改築工事（真盛園　玉珠寮大規模改修工事 ） ㈱ＮＰＯ総合設計 真柄建設㈱

2019/9/27 青山中学校給食導入 に伴う配膳室等整備工事 合同会社　前畑建築事務所 大輪建設㈱

2019/9/26 (仮称)南区西九条春日町ホテル計画　Ｎo.T0706 ㈱アーキエムズ一級村田建築事務所 ㈱新建築

2019/9/21 (仮称)吹田市出口町計画　No.1900000008 ㈱アクト　一級建築士事務所 ㈱アクト

2019/9/21 式阿弥町プロジェクト 魚谷繁礼建築研究所 ㈱高橋工務店（京都市）

2019/9/20 下京区卜味金仏町 ホテル計画　Ｎo.1125015018 ㈱アクセス都市設計 シード平和株式会社

2019/9/17 滋賀県湖南市石部東 1丁目プロジェクト（山中善雄様邸共同住宅 ） トヨタホーム 東京株式会社 ㈱創真建設

2019/9/15 (仮称)下京区松原御幸町guest  house project新築工事 イクリカ 建築デザイン事務所/MGM設計一級建築士事務所 ㈱山庄

2019/9/10 下京区南町ホテル新築工事　Ｎo. 株式会社アーキエムズ ㈱公建

2019/9/3 株式会社テクノチュウコウ 増築工事  ㈱テクノチュウコウ ㈱テクノチュウコウ

2019/8/31 （仮称）プレサンス博労町1丁目Ⅱ新築工事　Ｎo.549-P3 イデアファイブ スナダ建設㈱

2019/8/31 （仮称）プレサンス九条南2丁目新築工事　Ｎo.563-P2 ㈱礎 スナダ建設㈱

2019/8/31 （仮称）吉田治市商店様Ｍ計画　Ｎo. Ａ-Ｓｔｕｄｉｏ ㈱あめりか屋

2019/8/31 （仮称）下京区樽屋町ホテル新築工事　Ｎo.310002　追加 株式会社アーキエムズ ㈱岡野組

2019/8/31 ㈱ティラド第5工場改修工事 　Ｎo. 大蔵建築設計事務所 川口設計管理事務所

2019/8/31 江洲運輸㈱石部営業所B棟新築工事 ㈱内田組一級建築士事務所 ㈱内田組

2019/8/31 ノク京都　窓　改修工事 ㈲ＢＯＦアーキテクツ ㈱　創真建設

2019/8/30 庁舎耐震補強等整備事業 ＜4期工事＞　№ 株式会社内藤建築事務所 ㈱堀井建設

2019/8/30 健康ふれあい公園屋根付き多目的広場整備工事　Ｎo. ㈱松田平田設計 ㈱ヤマタケ創建

2019/8/30 白井邸新築工事 　Ｎo.834045-1 ㈱掛谷工務店・㈱唐澤・山下建築設計事務所 ㈱掛谷工務店

2019/8/30 (仮称)奈良市大宮町計画新築工事 　Ｎo,1800000076 S.A.T ㈱アクト

2019/8/30 東大阪市営上小阪住宅建替事業実施設計業務 　追加工事  東レ建設㈱

2019/8/23 白岩内科医院増築工事 　Ｎo.310515 ㈱高橋建築設計事務所 ㈱紙谷工務店

2019/8/20 東花園スイミングスクール 新築工事　Ｎo.880902 　大日本土木㈱大阪一級建築士事務所 大日本土木　株式会社

2019/8/15 株式会社細尾改装工事 ＴＴ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｓ ㈱あめりか屋

2019/7/31 （仮称）牧野阪マンション（御浜BLD）新築工事　Ｎo. ㈱岩﨑設計 誠信建設工業 ㈱

2019/7/31 関目1丁目マンション新築工事 ㈱グラッドデザイン ㈱フウキ建設

2019/7/31 (仮称)生野区田島6丁目マンション新築工事　Ｎo.170902-37 株式会社太陽建設 ㈱太陽建設

2019/7/31 鳳栄商会倉庫 ・工場新築工事　Ｎo. タフ建築スタジオ 誠信建設工業 ㈱
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2019/7/31 吹田市寿町1丁目ＭＳ新築工事 森繁建設　株式会社　一級建築士事務所 森繁建設　株式会社　大阪営業所

2019/7/31 （仮称）蛭子町_guest house project (有)T'設計舎 ㈱山庄

2019/7/31 (仮称)ゆいの希　改修工事　Ｎo.834020-1 ㈱エスピーエス・㈱掛谷工務店 ㈱掛谷工務店

2019/7/31 ティーエスロジテック ㈲自動車修理工場新築工事 　No9310411002 アール設計事務所 ㈱デザオ 建設

2019/7/31 大正区泉尾物流倉庫兼事務所新築工事 森繁建設株式会社 　一級建築士事務所 森繁建設　株式会社　大阪営業所

2019/7/31 （仮）共同設計企画ビル　リノベーション計画　Ｎo.AG-0036862 MASAKI HISATAKE Architects ㈱中蔵

2019/7/30 清水五条ホテル計画　Ｎo.026A05600-1 株式会社クレアール建築デザイン 不二建設　株式会社

2019/7/30 （仮称）祇園北側ホテル新築工事 アーキネット 京都 アートホーム ㈱

2019/7/30 園田商事㈱改修工事  大宝柊木　株式会社

2019/7/15 （仮称）一柳運送倉庫増築工事 ㈱野田建築設計事務所 大宝柊木　株式会社

2019/7/10 ㈱西日本宇佐美福知山SS改造工事 株式会社新都設計 ㈱高塚工務店

2019/7/3 （仮称）祇園北側ホテル新築工事　追加工事 アーキネット 京都 アートホーム ㈱

2019/6/30 ブエナビスタ 神戸駅前新築工事 株式会社グラッドデザイン 森繁建設　株式会社　大阪営業所

2019/6/30 東山区三条ホテル新築工事 アーキ・ディレクションズ ㈱大安組

2019/6/30 LA　HOTEL　京都ⅠⅠ新築工事　Ｎo. 有限会社一級建築士事務所 　ターボ設計 ㈱成工建設

2019/6/30 新協化成株式会社社宅新築工事 　Ｎo.014183 大宝柊木株式会社 大宝柊木　株式会社

2019/6/30 ファミール・シャルレ 新築工事　Ｎo.1180986 ㈱三座建築事務所 コーナン建設株式会社

2019/6/30 神泉苑プロジェクト増築工事　Ｎo. 株式会社一級建築士事務所 　設計組織DNA 要建設㈱

2019/6/30 セレニテ中津　改築工事 スナダ建設㈱一級建築士事務所 スナダ建設㈱

2019/6/30 幸福米穀株式会社 　低温倉庫新築工事 共栄設計株式会社 安積建設㈱

2019/6/30 朱雀宝蔵町のホテル改修工事 株式会社 OHArchitecture / オーエイチアーキテクチャー ㈱中蔵

2019/6/30 （仮称）清水五条ホテル計画　追加工事  不二建設　株式会社

2019/6/28 豊中市新・第2学校給食センター整備運営事業（建設工事）　Ｎo.G0080-00 大建設計 前田建設工業 ㈱

2019/6/28 エスリード都島区中野２丁目新築工事　Ｎo.3006-2022 ㈱アーキ・テック設計事務所 タツト・建設株式会社

2019/6/27 プレサンス神戸市中央区中町通四丁目計画 　Ｎo.9125001014 株式会社IAO田中設計 シード平和㈱・㈱晃陽建設　共同企業体

2019/6/25 阿倍野区昭和町 ２丁目計画　Ｎo.1125010016 ㈱D&D建築設計事務所 シード平和株式会社

2019/6/18 （仮称）安威ぽっぽⅡ新築工事　Ｎｏ 一級建築士藤田建築設計事務所 ㈱あめりか屋

2019/5/31 大阪市城東区新喜多 ２丁目新築工事　Ｎo.029200324 株式会社IVY 矢野建設株式会社

2019/5/31 守山駅前新築 マンション　Ｎo.51-005 楽総合計画㈱ ㈱伊藤工務店

2019/5/31 （仮称）プレサンス北区西天満三丁目Ⅱ新築工事　Ｎo.555-P3 ㈲Cube設計事務所 スナダ建設㈱

2019/5/31 ブエナビスタ 神戸三ノ宮新築工事　Ｎo.548 株式会社グラッドデザイン 森繁建設　株式会社　大阪営業所

2019/5/31 南区東寺東門前町 　宿泊施設計画 AGLA アートホーム ㈱

2019/5/31 八条内田町GH新築工事（叡湖）　Ｎo. 創作設計 ㈱大安組

2019/5/31 （仮称）小田原町ホテル　新築工事 ㈱アーキエムズ ㈱デザオ 建設

2019/5/31 なにわのもり 保育園　新築工事　Ｎo.18-12073 ㈲辻野建築工房 ㈱マツダ・シティーズ

2019/5/31 草津市浄水場管理棟 バリアフリー等改修工事　Ｎo.21-20-3 ㈱ヤスザワ設計 ㈱津田工務店　滋賀

2019/5/31 府営住宅男山美桜団地 （第４号棟・第５号棟）災害復旧（外壁改修等）工事 京都府建設交通部住宅課 ㈱田中健建設工業

2019/5/31 （仮称）脇田認定こども園新築工事 アルミスクリーン立格子 タフ建築スタジオ 誠信建設工業 ㈱

2019/5/30 （仮称）ラシュレパーク放出　西棟　新築工事　Ｎo.543-P5 スナダ建設㈱ スナダ建設㈱

2019/5/30 （仮称）ラシュレパーク放出　東棟　新築工事　Ｎo.543-P5 スナダ建設㈱ スナダ建設㈱

2019/5/30 （仮称）大阪市淀川区東三国 1丁目新築工事　Ｎo.548-P3 スナダ建設一級建築士事務所 スナダ建設㈱
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2019/5/30 （仮称）西成区旭２丁目プロジェクト　カードドアロックシステム  森繁建設　株式会社　大阪営業所

2019/5/25 西成区旭2丁目プロジェクト 　Ｎo.196 森繁建設㈱　一級建築士事務所 森繁建設　株式会社　大阪営業所

2019/5/20 （仮称）脇田認定こども園新築工事　Ｎo. タフ建築スタジオ 誠信建設工業 ㈱

2019/5/20 吉田橘町一号館新築工事 　Ｎo. 大西麻貴＋百田有希／ｏ＋ｈ 要建設㈱

2019/5/12 プレサンス西三国2丁目Ⅱ新築工事　Ｎo.A77120003 ㈱IAO田中設計 真柄建設㈱

2019/4/30 プレサンスロジェ 京都太秦木ノ下町新築工事　201803-012,154 株式会社　礎　一級建築士事務所 ㈱中川工務店

2019/4/30 株式会社日本保健衛生協会 　本社新築工事　Ｎo.180189-0 ㈱掛谷工務店・㈱唐澤・山下建築設計事務所 ㈱掛谷工務店

2019/4/30 墨染地域共生型福祉 センター新築工事　9301114001 一級建築士事務所 ROOTE ㈱デザオ 建設

2019/4/30 さつき保育園整備事業　本園増築工事他 　9310121109　8190220272 ㈱ノム建築設計室 ㈱デザオ 建設

2019/4/27 プレサンスグラン 西宮甲子園五番町新築工事 　Ｎo.A76120009 株式会社日企設計 真柄建設㈱

2019/4/20 福本町テナントビル新築工事　819012001 ㈱デザオ 建設 ㈱デザオ 建設

2019/4/13 （仮称）下京区米屋町ビジネスホテル新築工事 アーキエムズ 一級建築士事務所 ㈱山庄

2019/4/7 彦根翔西館高校  渡り廊下増築工事　Ｎo. ㈱水原建築設計事務所 ㈱藤田工務店

2019/4/6 (仮称)鳩居堂　店舗2・事務所・倉庫棟　新築工事　Ｎo.3124 NAITO ARCHITECT&ASSOCIATES 野口建設 ㈱

2019/4/5 （仮称）松原因幡堂町新築工事 ㈱和作美組 ㈱ＫＯＫＵＲＹＯ


