
民 間 事 業    Prevent CR

　年・月 工 事 件 名 施       主 施工業者 数量　　所在地

Ｈ 　9. 7
大阪ガス泉北製造所海水パイプライン
防食塗装

大阪ガス㈱ 毎日産業㈱ 　　６㎡　　大阪府

8 酸洗場建屋鉄骨防食塗装 名北工業㈱ 原塗装店 1650㎡ 名古屋市

Ｈ 10. .8 西松建設徳島出版現場鉄塔防食塗装 徳島出版㈱ 四電工 165㎡　　 徳島市

東北石油構内桟橋鋼管杭防食塗装 東北石油㈱ 三菱石油エンジニアリング 　10㎡　　宮城県

酸洗場建屋鉄骨追加防食塗装 名北工業㈱ 原塗装店 770㎡ 名古屋市

12 阪急グランドビル非常階段防食塗装 阪急グランドビル 宝映エンタープライズ㈱ 　80㎡　　大阪市

Ｈ 11. 4 生コン プラント防食塗装 大籐生コン三田㈱ 300㎡　　兵庫県

鋼管角パイプ塀防食塗装 近畿大学 日経サービス㈱ 350㎡　東大阪市

5 生コン プラント防食塗装 大籐生コン三田㈱ 120㎡　　兵庫県

6 大韓石炭公社プラント防食塗装 大韓石炭公社 280㎡　大韓民国

7 生コン プラント防食塗装（追加） 大籐生コン三田㈱ 120㎡　　兵庫県

8 藤沢薬品工業富士工場防食テスト 藤沢薬品工業㈱ 毎日産業㈱ 　20㎡　 富士市

9 ソウル市営地下商店街露筋部防食工事 ソウル市 200㎡　大韓民国

台湾藤沢薬品工業建屋防食塗装 台湾藤沢薬品工業㈱ 110㎡　　  台　湾

11
熊牛発電所屈足ダム漏水測定室鉄骨
階段防食塗装

電源開発㈱ 佐藤塗装工業㈱ 　30㎡　　北海道

松島火力発電所一号電気集塵機架台
防食塗装

電源開発㈱ 　　　　　長崎県

H 12. 3 芦屋研究所外部階段防食塗装 ㈱神戸製鋼所 神鋼興産建設㈱ 250㎡　　 兵庫県

東京へリポート内格納庫扉他防食塗装 朝日航洋㈱ 朝日エンジニアリング㈱ 428㎡　　 東京都

大坂オペレーションセンター外部階段
防食塗装

朝日航洋㈱ 毎日産業㈱ 　37㎡　　大阪府

水島製鉄所金属屋根防錆塗装 川崎製鉄㈱ ㈱昭和塗料商会 250㎡　 　岡山県

ライブタウン鵠沼機械駐車機補修塗装 ライブタウン管理組合 日本昇降機メンテナンス㈱ 　　　 神奈川県

ライブスクエアウエスト我孫子機械駐車機
補修塗装

ライブスクエアウエスト
我孫子管理組合

日本昇降機メンテナンス㈱ 　　　　  千葉県

某百貨店煙突補修工事 ヤシマ工業㈱  東京都新宿区

8 石川石炭火力発電所揚炭桟橋補修工事 電源開発㈱ 　　　　　沖縄県

H  12. 8 酸洗場水洗漕防食処理塗装 ㈱メタックス 中野塗装㈱ 　　　　　大阪府

9 佐敷LNG桟橋調査工事 岩谷産業㈱ 日石菱油エンジニアリング㈱ 　　　　　沖縄県

H  12. 9 商業ビル外部階段と屋上手摺他防食塗装 ナカド防錆 400㎡　　大阪府

10 酸洗い場ホイスト他設備防食塗装 名北工業㈱ 原塗装店 200㎡　名古屋市

施 工 実 績
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屋上広告塔及び手摺防食塗装 扶桑ビル㈱ 毎日産業㈱ 390㎡　　　大阪市

11 ダクトディフューザー防食、補修工事

三井化学大阪工場冷却塔配管防食塗装 三井化学㈱ 黒肥地工業㈱ 　　　　　大阪府

H 13. 1 マンション外部鉄骨階段防食塗装 道正田マンション 大和ハウス工業㈱ 190㎡　　 大阪府

3 愛知製油所プラント防食塗装 出光興産㈱ 300㎡   　愛知県

中村マンションリホーム工事 大和ハウス工業㈱ ㈱ハーベスト技研 　　　　  大阪市

4 大垣工場施設防食工事 二村化学工業㈱ ニチカ産業㈱ 350㎡　　　岐阜県

5 大垣工場施設防食工事（追加） 二村化学工業㈱ ニチカ産業㈱ 500㎡　　　岐阜県

8 サントリ藤井寺工場配管防食工事 サントリー㈱ ㈱三高工事  50㎡　　大阪府

石川石炭火力発電所ベルトコンベアー
基礎鋼管杭防食被覆カバー補修工事

電源開発㈱ 開発工事㈱ 235㎡　　 長崎県

9
足寄発電所水圧鋼管外面（隋道部）
防食塗装

電源開発㈱ 開発工事㈱ 340㎡　　 北海道

10 油槽所施設防食塗装 ジャパンオイルネットワーク 日石菱油エンジニアリング㈱ 3000㎡　 福井県

11 工場施設防食塗装 シクロブレークキ㈱ ナカド防錆 300㎡　 　大阪府

横浜工場排水処理沈降分離槽内面防食
処理工事

㈱加藤美蜂園本舗 日本パーカライジング㈱ 　　　　　横浜市

12 製油所排水処理槽内面防食工事 豊国製油㈱ ナカド防錆 145㎡　　大阪府

空港ターミナル施設防食塗装 宮古空港ターミナルビル㈱ 　50㎡　  沖縄県

堺事業所排水処理槽内面防食工事 昭和電工㈱  82㎡　　大阪府

H  14. 3 桟橋防食塗装工事 某製薬㈱ ㈱ナカボウテック 280㎡　

日立造船築港船町工場内施設改修防食
工事

日立造船㈱ ㈱谷口工業 　　　　  大阪府

ホワイトハウス穂積外部階段補修工事 大和ハウス工業㈱ ㈱ハーベスト技研 317㎡　　大阪府

樟葉マンション外部螺旋階段防食塗装 ㈱タカラ工業 330㎡　　大阪府

5 生姜製造工場建屋防食改修工事 ㈱みやまえ ㈱竹中工務店 700㎡　　奈良県

6 関西国際空港内施設防食工事 全日空㈱ ㈲エラン 　　　　　大阪府

大阪市東部卸売市場鮮魚、塩干魚部
防食塗装

大阪市東部市場協同組合 毎日産業㈱ 　70㎡　　大阪市

H  14. 7 大坂工場冷却水配管防食塗装 三井化学㈱大阪工場 黒肥地工業㈱ 190㎡　　 大阪府

マンション外部鉄骨階段改修工事 日商岩井石橋マンション ㈱幸和 134㎡　　大阪府

8 三厩発電所風力発電用風車防食塗装 東北電力㈱ 200㎡　　青森県

境運河桟橋鉄筋コンクリート露筋暴食
工事

昭和シェル石油㈱
横浜事業所

昭石エンジニア
リング㈱

　　　　　横浜市
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大阪市東部卸売市場鮮魚、塩干魚部
（60-61）防食塗装

大阪市東部市場
協同組合

毎日産業㈱ 　　　　  大阪市

9
大阪市東部卸売市場鮮魚、塩干魚部
97店舗防食塗装

大阪市東部市場
協同組合

毎日産業㈱ 9000㎡　 大阪市

マンション外部鉄骨階段防食塗装 ネルソンセンタービル ㈱稲垣塗装店 600㎡　　大阪市

竜飛ウインドパーク風車防錆補修工事 東北発電工業㈱ 　　　　　青森県

三菱化学四国事業所プラント配管防食
工事

三菱化学㈱ 協和テクノス㈱ 　　　　  香川県

10 酸洗場施設防食塗装 名北工業㈱ 原塗装店 300㎡  名古屋市

屋上屋根等新設防食工事 宮匠 マエストロ㈱ 　　　　  大阪市

11 米軍基地内（北谷）施設防食工事 毎日産業㈱ 120㎡　　 沖縄県

JR西日本福知山線梅迫駅連絡橋階段防
食塗装

JR西日本鉄道㈱ ㈲エラン        　 京都府

こどものくに観覧車他遊具防食補修工事 宮崎交通㈱ 泉陽興業㈱ 900㎡　　宮崎県

三井グリーンランド遊具防食補修工事 三井グリーンランド 泉陽興業㈱ 300㎡　　熊本県

12 養豚場汚水処理装置配管防食工事 ㈱モリプラント

H  15. 1 太洋興業ビル外部階段防食塗装 太洋興業㈱ ㈱ハーベスト技研 150㎡　　大阪市

2 プラント防食塗装 350㎡　シンガポール

集合住宅階段防食工事 ㈱ロレアル ㈲森田塗装店 　　　　　宮崎県

3 甲西町スイミングスクール鉄部補修工事 大和ハウス工業㈱ 　48㎡　　滋賀県

4 温水プール防食工事 ㈲河野塗装 　　　　　福岡県

太平洋セメント水処理施設脱水機防食
塗装

太平洋セメント㈱
熊谷工場

内藤塗装工業㈱ 　　　　  熊谷市

5 マンション外部鉄骨階段防食塗装 大和ハウス工業㈱  50㎡　鹿児島県

つきみ野パークホーム鉄部防食工事 280㎡　神奈川県

千秋公園第二ライオンズマンション手摺
防食工事

大京管理㈱ 中外商工㈱ 　　　　　秋田市

H  15.  6 中部電力砦南火力発電所防食補修工事 　50㎡　  愛知県

7
十津川第２二津野ダム予備ゲート背面
補修他工事

電源開発㈱ 開発工事㈱ 280㎡　　奈良県

アルファパル南１７条バルコニー他改修工
事

450㎡　　札幌市

8 Eｘcel Human本社外部螺旋階段防食工事 EH㈱ 毎日産業㈱ 200㎡　　　堺市
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ライオンズマンション白金第二　鉄部防食工事 大京管理㈱ ヤシマ工業㈱  50㎡　　東京都

五日市スイミングクラブ温水プール改修工
事

イズミ産業㈱ 広島塗装工業㈱ 　　　　  広島市

9 朝日航洋八尾基地格納庫外壁防食処理 朝日航洋㈱ 毎日産業㈱ 　　　　  大阪府

マンション鉄部防食改修工事 建装工業㈱ 　　　　　　千葉県

倉庫金属屋根防錆塗装 大和ハウス工業㈱ 510㎡　宇都宮市

屋上電光看板架台防食工事 ㈱東北佐竹製作所 サトウ塗装工業㈱ 300㎡　　岩手県

健康ファミリーランドゆの郷改修工事 明新工業㈱ 150㎡　　埼玉県

マンション手摺防食工事 ㈱幸和 　　　　  兵庫県

11
関西電力大飯原子力発電所内鉄筋コンク
リート補修工事

関西電力㈱ ㈱キンデン 　　　　　福井県

12 ハイタウン塩浜第二住宅鉄部防食塗装
ハイタウン塩浜第二
住宅管理組合

西松建設㈱
ヤシマ工業㈱

960㎡　　千葉県

室内プール防食補修工事 東新産業 　　　　　奈良県

H 16. 1
ハイタウン塩浜第二住宅鉄部防食塗装追
加工事

ハイタウン塩浜第二
住宅管理組合

西松建設㈱
ヤシマ工業㈱

480㎡　　千葉県

白浜アドベンチャーワールド施設防食
工事

㈱アワーズ ㈱アワーズ 240㎡ 和歌山県

白浜アドベンチャーワールド施設防食
工事

㈱アワーズ ㈱丸末  95㎡　和歌山県

宮崎こどもの国遊具補修工事 宮崎交通㈱ 泉陽興業㈱ 140㎡　　宮崎県

2 白浜アドベンチャーワールド施設防食工事 ㈱アワーズ 末広建設㈱ 520㎡　和歌山県

遊具施設スカイ観覧車防食工事
関西サイクル
スポーツセンター

㈲コスモデンキ  45㎡　　 大阪府

H  16. 2 仁川グリーンハイツ鉄部防食工事 ㈱幸和 　　　　  兵庫県

3 ポートタウン東駅駅前広場補修工事 商船三井興産㈱ ㈱幸和           大阪市

温水プール防食工事 ㈱田中塗装 　　　　　新潟県

4 マンション外部鉄骨階段防食塗装 夢野台団地自治会 神鋼興産建設㈱ 900㎡　　 神戸市

セメントプラント防食工事 麻生セメント㈱ 善塗装店 950㎡　　福岡県

5
白浜アドベンチャーワールド観覧車防食塗
装工事

㈱アワーズ 末広建設㈱ 4120㎡ 和歌山県

6
境運河桟橋鉄筋コンクリート露筋暴食工
事

昭和シェル石油㈱
横浜事業所

昭石エンジニア
リング㈱

500㎡　　 横浜市
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勝島倉庫ＡＢＣ棟通路天井修繕工事 ㈱寶組 五洋建設㈱ 910㎡　　品川区

7 ライオンズマンション喜多見　防食工事 大京管理㈱ 柏原塗研工業㈱   東京都狛江市

8 菅野団地鉄部防食塗装 菅野団地自治会 ㈱幸和 350㎡　　神戸市

11 越前漁港保冷庫新築防食塗装 越前漁港漁連 ㈱関組 1400㎡　 福井県

H 17. 4 ハイネス常磐町大規模改修工事
ハイネス常磐町
管理組合

日本住宅管理㈱ 　　  　　大阪市

9
南港火力発電所3号ＮＧ小口径管防食塗
装工事

関西電力㈱ 関電プラント㈱ 150箇所　大阪市

H 18. 3
相生ＰＳ 3号Ａ冷却水クーラー海水湧出
弁他修繕工事

関西電力㈱ 関電プラント㈱ 　　　　  兵庫県

4 ドムス元麻布西館大規模修繕工事 元麻布西館管理組合 柏原塗研工業㈱ 　　　　　東京都

6 金属屋根防食塗装 北陸ランドリー㈱ 吉川塗装店 980㎡　　金沢市

8
敦賀市商店街アーケード鋼管角支柱他防
食塗装

敦賀市商店会 ㈱三紅 400㎡　　 敦賀市

H 19. 5 石油プラント施設防食塗装 シェブロンジャパン㈱ 原口塗装㈱ 　　　　  静岡県

8 排水処理施設防食工事 ㈱コーセイ群馬工場 ㈱関東特殊防水 　　　　　群馬県

マンション鉄部階段防食塗装 ルネ白浜管理組合 大和技研㈱ 　　　 和歌山県

11 御坊発電所配管及び架台防食塗装 関西電力㈱ 昭和汽力㈱ 　　　 和歌山県

12 生産ライン防食工事 日本発条㈱ 　　　　　滋賀県

串本駅旅客上屋3号塗装 ＪＲ西日本㈱ ㈱ＪＲ西日本ビルト 　　　 和歌山県

キューピクル他鉄部架台防食塗装 ホンダ㈱狭山工場 長谷川塗装店 100㎡　　埼玉県

H 20. 2 御坊発電所設備防食工事 関西電力㈱ 岬工業㈱ 　　　 和歌山県

5 加圧浮上槽防食塗装 ㈱コーセイ群馬工場 ㈱関東特殊防水 　　　　　群馬県

H  20. 8 石油プラント施設防食塗装 シェブロンジャパン㈱ 原口塗装㈱ 400㎡　　静岡県

9 原石桟橋補修工事 太平洋テクノ㈱ 　　　　　広島県

10 袖ヶ浦火力発電所施設防食塗装 東京電力㈱ 極東産業㈱ 　　　　　千葉県

H 21. 3 金属屋他根防食塗装 ホンダ㈱狭山工場 500㎡　　埼玉県

6 大飯原子力発電所内施設防食塗装 関西電力㈱ ㈱クリハラント 　　　　　福井県

集合住宅大規模改修鉄部防食塗装 岸和田コーポラス ㈱カシワバラコーポレーション 　　　　　大阪府

7 石油プラント施設防食塗装 シェブロンジャパン㈱ 原口塗装㈱ 　　　　  静岡県

8 古紙処理場建屋鉄骨防食塗装 讃州製紙㈱ 三共エンジニアリング㈱ 200㎡セラ高松市

9 タンク設備防食塗装 春日製紙工業㈱ 三共エンジニアリング㈱ 　80㎡セラ富士市

集合住宅大規模改修鉄部防食塗装
昭島つつじヶ丘ハイツ
管理組合

㈱中村塗装店  東京都昭島市
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施 工 実 績

新車置き場建屋塗装改修工事 ダイハツ工業㈱ ㈱リース建築 200㎡　　池田市

12
集合住宅大規模修繕工事
ベランダ手摺「ＣＲセラ シルバー」塗装

コーポみずほ管理
組合法人

大和技研㈱
　　　 和歌山県
　　　　　白浜町

H 22. 2 守口駅舎金属屋根防錆塗装 京阪電気鉄道㈱ 磯部塗装㈱ 500㎡セラ大阪府

製紙機械劣化対策塗装工事　１ 大王製紙㈱三島工場 三共エンジニアリング㈱  30㎡ 四国中央市

3 製紙機械劣化対策塗装工事　２ 大王製紙㈱三島工場 三共エンジニアリング㈱ 300㎡ 四国中央市

製紙機械劣化対策塗装工事　 大成製紙㈱ 三共エンジニアリング㈱  20㎡    津山市

三鷹ダイカンプラザ大規模修繕工事
三鷹ダイカンプラザ
管理組合 ヤシマ工業㈱ 　　　　　東京都

4 全停劣化対策工事 讃州製紙㈱ 三共エンジニアリング㈱ 150㎡　　高松市

設備防食対策塗装 讃州製紙㈱ 三共エンジニアリング㈱  30㎡セラ 高松市

第２号タービン復水器海水管塗装修繕工事大分共同火力㈱ 清末塗装㈱ 300㎡　  大分県

5 石油プラント施設防食塗装 シェブロンジャパン㈱ 原口塗装㈱ 500㎡　　静岡県

劣化設備塗装工事 春日製紙工業㈱ 三共エンジニアリング㈱ セラ　　 　富士市
100㎡

大建コーポ江坂２  大規模改修工事 関西塗研工業㈱ 　　　　　　大阪府

7 古川橋駅ホーム上屋点検歩廊塗装工事 京阪電気鉄道㈱ 磯部塗装㈱ 700㎡　　大阪府

劣化設備防錆対策 大分製紙㈱大分工場 三共エンジニアリング㈱ 100㎡　  大分市

劣化設備防錆対策 春日製紙工業㈱ 三共エンジニアリング㈱ 120㎡　　 富士市

　 7～8 姫路第一発電所ボイラー施設修繕工事 関西電力㈱ 関電プラント㈱ 650㎡　　姫路市

9 劣化設備防錆対策 いわき大王製紙㈱ 三共エンジニアリング㈱ 150㎡　　  福島県

防錆塗装工事
住友金属鉱山エンジニ
アリング㈱

三共エンジニアリング㈱ 200㎡　新居浜市

製紙機械劣化対策塗装工事　 大成製紙㈱ 三共エンジニアリング㈱ 50㎡    津山市

阪神高速空港線橋脚塗装補修工事 阪神高速㈱ 無機質コーティング協会 　　　　　大阪府

川越向けガス導管サポート部ライニング修理工
中部電力㈱四日市
LNGセンター 極東産業㈱ 1100㎡　 三重県

10 石油プラント施設防食塗装 シェブロンジャパン㈱ 原口塗装㈱ 350㎡　　静岡県

（合）多胡本家酒造場 ㈱モルドテック 　　　　　　岡山県

製紙機械劣化対策塗装工事他　 大王製紙㈱三島工場 三共エンジニアリング㈱ 1500㎡ 四国中央市

大分共同発電所油計量タンク塗装修繕工事大分共同火力㈱ 二豊防錆工業㈱ 　　　　大分県

12 姫路第一発電所ボイラー施設修繕工事 関西電力㈱ 関電プラント㈱ 500㎡　　　兵庫県

H 23.  1 姫路第一発電所ボイラー施設修繕工事 関西電力㈱ 関電プラント㈱ 1100㎡　  兵庫県

屋上デッキ表裏面、冷却塔架台塗装工事 本田技研㈱狭山工場 ㈱長谷川塗装店 450㎡　　 埼玉県

2 姫路第一発電所ボイラー施設修繕工事 関西電力㈱ 関電プラント㈱  900㎡　  兵庫県

7 石油プラント施設防食塗装 シェブロンジャパン㈱ 原口塗装㈱ 500㎡　　静岡県

8 工場金属屋根防食塗装
大阪シーリング印刷
㈱那須工場

アロウィング㈱
＃8000　　栃木県

　270㎡
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石油プラント施設防食塗装 シェブロンジャパン㈱ 原口塗装㈱ 200㎡　　静岡県

9 枚方製造所　排水処理設備メンテ防食塗装㈱クボタ 150㎡　　大阪府

枚方製造所　ダクトメンテ防食塗装 ㈱クボタ ㈱クボタ工建 ＃8000　大阪府

新日鉄君津製鉄所、室蘭製鉄所他施設防食新日本製鉄㈱ 　CRセラ　　千葉県
　　　　　　　　　北海道

プリベントＣＲ＃8000　スプレータイプ
西日本高速道路メンテナンス
関西㈱ 1000本　大阪府

10 中書島駅跨線橋点検歩廊他塗装工事 京阪電気鉄道㈱ 富士塗装興業㈱ ＣＲセラ　　大阪府
300㎡

新日鉄君津製鉄所、 新日本製鉄㈱
　CRセラ　　千葉県

本四高速道路公団
㈱ブリッジエンジニアリン
グ 　　　　　徳島県

本四高速道路公団
㈱ブリッジエンジニアリン
グ             広島県

11 平成23年度 阪和地区保全工事 西日本高速道路㈱
西日本高速道路
メンテナンス関西㈱ 　　　　  和歌山県

12 マンション大規模改修工事鉄部防食工事
美山台ライフガーデン管理
組合 ㈱幸和 　　　　　神戸市

高野線三国ヶ丘駅バチアフリー化設備整備工事南海電気鉄道㈱ 南海辰村建設株 　　　大阪　堺市

H 24.  1 バス底部防食塗装 ニセコバス㈱ ニセコバス㈱ 　　　　　北海道

新日鉄君津製鉄所、室蘭製鉄所他施設防食新日本製鉄㈱ 　CRセラ　　千葉県
　　　　　　　　　北海道

本四高速道路公団
㈱ブリッジエンジニアリン
グ 　　　　　徳島県

2 姫路第一発電所ボイラー施設修繕工事 関西電力㈱ 関電プラント㈱  200㎡　  兵庫県

新日鉄君津製鉄所、室蘭製鉄所他施設防食新日本製鉄㈱ 　CRセラ　　千葉県
　　　　　　　　　北海道

マンション大規模改修工事鉄部防食工事 朝日ね津マンション管理組合 ㈱中村塗装店 　　　　　東京都

3 マンション大規模改修工事鉄部防食工事
センチュリーみずほ台管理組
合 ㈱中村塗装店 　　　　　埼玉県

姫路第一発電所ボイラー施設修繕工事 関西電力㈱ 関電プラント㈱  100㎡　  兵庫県

4 新日鉄君津製鉄所、 新日本製鉄㈱
　CRセラ　　千葉県

6 土木維持工事（23－大和田） 阪神高速技術㈱ ㈱ケイアールティ 　　　　　大阪府

新大阪駅構内新御堂筋BO補修工事 JR西日本 大鉄工業㈱ 　　　　　大阪府

9 ザ・ステイツ朝霞台フォレストヒルズ大規模修繕
ザ・ステイツ朝霞台
フォレストヒルズ管理組合 ヤシマ工業株 　　　　　東京都

ライオンズヴィラッジ オ5000団地
オ5000団地外壁その他大規模修繕工事（1期

ライオンズヴィラッジ
オ5000団地管理組合

㈱大京アステージ 　　　　八王子市

10 出光興産北海道製油所 プラント防食テスト出光興産㈱ 丸栄産業㈱苫小牧 　北海道苫小牧

H 25.   1 大阪ガス泉北製造所第一工場　　塔防食工事 大阪ガス ㈱クロヒジ １５０㎡　大阪府

2 横浜火力発電所 東京電力㈱ ㈱ティーテック 　　　神奈川県

3
アーバンドックららぽーと豊洲・駐車場
スロープ塗装工事

合同産業㈱

4 JR北海道札幌保線所

5
ベル・パークシティー画地ⅡＪ棟大規模修繕工
事

ベル・パークシティ画地Ⅱ
棟管理組合 矢作建設工業㈱

6
ライオンズヴィラッジオ5000団地(２期工事）外
壁

ライオンズヴィラッジ
オ5000団地管理組合 ㈱大京アステージ 　　　　八王子市

阪神地区保全工事
黒谷真倉トンネルシェルター塗装

西日本高速道路㈱
西日本高速道路
メンテナンス関西㈱ 　　　兵庫県

大師トンネル試験塗装工事 首都高速道路㈱
首都高速メンテナンス
神奈川㈱生麦事務所
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高速電気鉄道第１～７号線地下構造物改良工
事

大阪市交通局
㈱高環境エンジニアリン
グ 　　　　大阪市

7 JR北海道札幌保線所

9
九州自動車道　福智山トンネル他1トンネル
内装板改良工事

西日本高速道路㈱九州支社
北九州高速道路事務所 ㈱ケー・エフ・シー

パレス八尾山本大規模修繕工事 パレス八尾山本管理組㈱長谷工ﾘﾌｫｰﾑ

10 防球ネット支柱改修工事 阪神ゴルフセンター大正店 サンセン 　　　　大阪市

阪神地区保全工事
黒谷真倉トンネルシェルター塗装

西日本高速道路㈱
西日本高速道路
メンテナンス関西㈱ 　　　兵庫県

花京院スクエア改修工事 ㈱フジタ

11 豊浜漁協巻揚施設設備工事 豊浜漁業協同組合 ㈱太平洋製作所

Ｈ26　　1
コルゲートパイプ補修塗装工
（H鋼裏・コルゲート取付ボルト塗装）

西日本高速道路㈱
西日本高速道路メンテナン
ス関西㈱阪和保全センター 　　　大阪府

3
ライオンズシテージ下高井戸
外壁その他大規模修繕工事

ライオンズシテージ
下高井戸管理組合 ㈱大京建設

コンドミニアム葛西大規模修繕工事
コンドミニアム葛西
管理組合

㈱シミズ・ビルライフ
ケア

コルゲートパイプ補修塗装工
（H鋼裏・コルゲート取付ボルト塗装）

西日本高速道路㈱
西日本高速道路メンテナン
ス関西㈱阪和保全センター 　　　大阪府

4 ネクステージ西神中央鉄部塗装工事
ネクステージ西神中央
管理組合 ㈱東急コミニティー 　　　兵庫県

6 オータム世田谷大規模修繕工事 オータム世田谷管理組合ヤシマ工業㈱ 　　世田谷区

防球ネット用工作物修繕工事
千里ニュータウン
ゴルフガーデン ＪＦＥシビル㈱ 　　　大阪府

Ｈ27　　1 ＮＴＴ 通信土木

2 御坊発電所1,2号館地下基礎修理工事 関西電力 ㈱初島組 　　和歌山県

7 大坂南総26－RS0341電気通信設備工事 西日本電信電話㈱ ミライト・テクノロジーズ 　　大阪市

26新土技セ　第1047号  越後湯沢石打間171K
250ｍ付近湯元跨線橋補修

東日本旅客鉄道㈱
新潟支店 東鉄工業㈱ 　　新潟県

H28    1 グランドメゾンうつぼ公園大規模修繕工事
グランドメゾンうつぼ公園
西管理組合

カシワバラ・コーポレーション

2 ラコント永福大規模修繕工事 ラコント永福管理組合 ヤシマ工業㈱

3
御坊発電所 １、２号本館他地下基礎
修繕工事

関西電力 ㈱初島組 　　和歌山県

12
大坂南総26－RS0341電気通信設備
　　　　　　　　　　　　　　　　　隋道防食工事

西日本電信電話㈱
エヌ・ティ・ティ・
インフラネット㈱

　　大阪市

大阪高速鉄道モノレール淀川橋梁
点検付き補修工事

大阪高速鉄道㈱ ㈱横河ブリッジ

H29    4
金沢建築区エリア建築修繕他工事（当初・
直轄エリアＡ修繕）

金沢建築区
㈱ジェイアール
西日本ビルト
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