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H25 1　月
2　月
2　月
3　月
3　月
3　月
4　月
4　月
5　月
6　月
7　月
8　月
8　月
9　月
9　月
10　月
10　月
11　月
12　月

Ｈ26 1　月
1　月
2　月
3　月
3　月
4　月
4　月
5　月
5　月
6　月
6　月
7　月
7　月
8　月
8　月
9　月
10　月
10　月
11　月
12　月

平成25年から現在までの主な工事経歴

年 月 取　引　先　名 工　　事　　名　　称 工　事　場　所
日本ヒューム 稲沢市民病院新築工事 愛知県
日本ヒューム 瀬戸信用金庫新築工事 愛知県
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊﾟｲﾙ 摩耶シティＮＡＤＡＡＥＸＣＥＥＤ 神戸市
日本ヒューム 西宮市熊野町計画 西宮市
大和ハウス工業 *大南土地様　新築工事 大阪市
三谷セキサン グッドマン新築工事 堺市
大和ハウス工業 *サカイ引越センター大阪支社 大阪市
日本ヒューム 楠根浄化センター 寝屋川市
日本ヒューム 佐渡島スチール工場新築工事 大阪市
大和ハウス工業 *城東区諏訪４丁目計画 大阪市
ハンシン建設 *博労町マンション新築工事 大阪市
三谷セキサン ららぽーと和泉建設工事 和泉市
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊﾟｲﾙ 野洲北中学校増築工事 滋賀県
日本ヒューム 明治㈱愛知新工場建設工事 愛知県
大和ハウス工業 *モリタテクノス新本社工場 三田市
日本ヒューム 第二浄化センターブロア棟 奈良県
ハンシン建設 *安井町マンション新築工事 西宮市
日本コンクリート工業 オーナミ堺関西事業所 堺市
日本ヒューム 日清製粉㈱知多工場Ｃミル建設工事 愛知県
日本コンクリート工業 地域総合医療センター 広島県
大和ハウス工業 *酒井様自宅新築工事 大阪市
新日鉄住金エンジニアリング *日鉄住金物流㈱堺物流センター 堺市
日本ヒューム 南河内支援学校新築工事 羽曳野市
三谷セキサン 東急森ノ宮ＳＣ新築工事 大阪市
大和ハウス工業 *我孫子東マンション新築工事 大阪市
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊﾟｲﾙ 伏見区桃山町マンション新築工事 京都市
宇部コンクリート工業 蒼生会門真介護老人保健施設 門真市
大和ハウス工業 *鳳東駅前テナントビル 堺市
大本組 *三洋化学研究所泉北工場 忠岡町
大本組 *㈱トンボ大阪支店新築工事 大阪市
ハンシン建設 *鳴尾５丁目学生マンション 西宮市
日本ヒューム 興和冷蔵㈱冷凍倉庫建設工事 愛知県
ハンシン建設 *飾磨連動装置更新工事 姫路市
ハンシン建設 *ＵＤトラックス門真新築工事 門真市
三谷セキサン 川崎重工業㈱神戸工場1ＳＫ建設 神戸市
大和ハウス工業 *萬慶様共同住宅 奈良県
スターツ *ウェルシア森河内 東大阪市
伊吹工務店 *山口運送㈱社屋新築工事　 神戸市
大和ハウス工業 *ドラックコスモル七道東店 堺市
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Ｈ２７ 12　月
1　月
２　月
２　月
３　月
４　月
４　月
４　月
5　月
5　月
5　月
6　月
6　月
7　月
7　月
7　月
7　月
7　月
8　月
8　月
8　月
8　月
9　月
9　月
10　月
10　月
11　月
11　月
12　月
12　月

H２８ 1　月
1　月
2　月
2　月
2　月
3　月
3　月
4　月
5　月
6　月
7　月
8　月
9　月
10　月
１１　月

年 月 取　引　先　名 工　　事　　名　　称 工　事　場　所
大本組 *イオン常滑新築工事 愛知県
ジャパンパイル 五個荘養護老人ホーム 滋賀県
大本組 *高級アルコール工業 千葉県
大和ハウス工業 *川合様共同住宅 西宮市
日本ヒューム 三洋化学 和泉市
ジャパンパイル 村瀬炉工業 泉佐野市
新日鉄住金エンジニアリング *日鉄住金Ｐ＆Ｅ京都新築工事 京都府
大和ハウス工業 *大阪厚生信用金庫江坂支店新築工事 吹田市
大本組 *エディオン東淡路店新築工事 大阪市東淀川区
日本ヒューム 徳島県医師会館新築工事 徳島県
日本ヒューム 津市産業・スポーツセンター建築工事 三重県津市
日本ヒューム スーパーコスモプレミアム香芝店立体駐車場工事 奈良県香芝市
日本ヒューム 遠山病院新築工事 三重県津市
日本ヒューム 抱様共同住宅新築工事 高槻市
宇部コンクリート工業 和泉小中一貫校校舎新築工事 和泉市
日本ヒューム 平野浄水場平野アナモックス建設工事 大阪市平野区
伊吹工務店 *福田ビル新築工事 神戸市
大和ハウス工業 *西田様有料老人ﾎｰﾑ新築工事 滋賀県栗東市
三谷セキサン イオン長久手店新築工事 愛知県
ジャパンパイル ボルボ寝屋川店新築工事 寝屋川市
西工舎 *日本冶金㈱ステンレス切断洗浄装置設置工事 京都府
三谷セキサン ライオンズマンション伏見新築工事 京都府
日本ヒューム 片繁様共同住宅新築工事 茨木市
日本ヒューム 三菱化学㈱四日市工場新築工事 三重県四日市市
日本コンクリート工業 富山新港火力発電所建設工事 富山県
三谷セキサン 川崎重工業㈱弥富工場増築工事 愛知県
大和ハウス工業 *青木治子様D-room新築工事 大阪市天王寺区
三谷セキサン レッドウッド藤井寺新築工事 藤井寺市
三谷セキサン 日本パーカライジング工業㈱本社建替工事 吹田市
三谷セキサン ライオンスマンション伏見新築工事 京都市
大和ハウス工業 *小川様　貸介護施設新築工事 交野市
日本ヒューム 犬山浄水場 岐阜県
大和ハウス工業 *木材開発株式会社本社建設工事 大阪市住之江区
大和ハウス工業 *東洋クオリティワン大阪営業所新築工事 大阪市淀川区
大和ハウス工業 *西淀川プロジェクト 大阪市西淀川区
ハンシン建設 *大阪市西区中央区南船場４丁目新築工事 大阪市中央区
大本組 *東京インテイア家具大阪新築工事 大阪市大正区
日本ヒューム イオン神戸新築工事 神戸市
大和ハウス工業 *南船場プロジェクト 大阪市中央区
日本ヒューム 津田浄水場 貝塚市
日本ヒューム 三浦工業㈱多目的工場新築工事 高知県
日本ヒューム 安八スマートインターチェンジ 岐阜県
三谷セキサン 国立病院機構医王病院外来管理治療棟新築工事 石川県
三谷セキサン ユニバーサルスタジオジャパンP587施設 大阪市此花区
伊吹工務店 *名谷小学校給食施設新築工事 神戸市
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H２９ 1　月
1　月
2　月
3　月
4　月
4　月
5　月
5　月
6　月
7　月
8　月
8　月
8　月
9　月
10　月
11　月
11　月
12　月

Ｈ30 １月
１月
2月
2月
３月
３月
３月
３月
３月
4月
４月
5月
５月
６月
６月
７月
７月
７月
８月
８月
８月
８月
８月
９月
９月
10月

年 月 取　引　先　名 工　　事　　名　　称 工　事　場　所

日本ヒューム 京都国際会館 京都市
新ケミカル商事 阪和スチールサービス機械基礎工事 滋賀県
三谷セキサン 東芝四日市工場　260棟建設工事 三重県
日本ヒューム 西部処理場北系処理施設築造工事 神戸市
日本コンクリート工業 阪和いすみ病院移転建替工事 和泉市
大和ハウス工業 *西心斎橋テナントビル新築工事 大阪市中央区
三谷セキサン ニッセイロジスティックセンター大阪松原Ⅱ期工事 松原市
伊吹工務店 *増本邸新築工事 神戸市
日本ヒューム PECホールディングス㈱本社工場リニューアルⅠ期工事 岐阜県
日本コンクリート工業 イオンモール津みなみ新築工事 三重県
大和ハウス工業 *福島区大開認知症高齢者GH 大阪市福島区
伊吹工務店 *神戸マツダ姫路店新築工事 姫路市
大和ハウス工業 *城東中央計画D-room 大阪市城東区
大和ハウス工業 *カツダ様貸店舗新築工事 大阪市鶴見区
大和ハウス工業 *ライフ西淡路店新築工事 大阪市東淀川区
大和ハウス工業 *東成かいせい保育園新築工事 大阪市東成区
日本コンクリート工業 愛知県大規模展示場整備事業 愛知県
大和ハウス工業 *栄明様曽根崎新地2丁目プロジェクト 大阪市北区
ジャパンパイル 堺西ＢＳＴ-Ａ区画物流センター 堺市西区
大和ハウス工業 *山口様賃貸マンション新築工事 守口市
日本コンクリート工業 積水化学工業滋賀水口工場総合事務所 滋賀県
三谷セキサン タツタ電線本社社屋及び体育館建替工事 大阪市此花区
日本コンクリート工業 大阪市此花区立体駐車場計画 大阪市此花区
日本ヒューム 大阪府吹田東高等学校校舎改築 大阪府吹田市
三谷セキサン 名港海運㈱ 愛知県海部郡
日本ヒューム ナカジマ鋼管天龍川製造所 静岡県袋井市
日本ヒューム 三菱電機㈱稲電据付実習棟 愛知県稲沢市
大和ハウス工業 *富士レジン工業㈱本社ライナー第２工場 兵庫県尼崎市
ジャパンパイル 泉大津市特別養護老人ホーム美休 大阪府泉大津市
日本ヒューム PECホールディングス㈱本社工場リニューアルⅡ～ⅳ期工事 岐阜県大垣市
ホクコンマテリアル ＮＴＮ㈱桑名製作所熱処理工場 三重県桑名市
ジャパンパイル 大樹会やすらぎ苑 京都府舞鶴市
日本ヒューム サノヤス精密工業㈱本社工場 兵庫県三田市
㈱大本組 *イオンモール藤井寺 大阪府藤井寺市
日本ヒューム 塩野義製薬㈱摂津工場 大阪府摂津市
大和ハウス工業 *(有)陶倭金属自社倉庫 大阪府東大阪市
ジャパンパイル 大阪府警察犬訓練センター 大阪市此花区
三谷セキサン 社会福祉法人光生会　岸和田光生療護園 大阪府岸和田市
大和ハウス工業 *都市クリエイト湾岸総合リサイクル工場 大阪市大正区
ジャパンパイル プレサンスロジェ大津萱野浦 滋賀県大津市
日本ヒューム 東大阪配水場 大阪府東大阪市
日本ヒューム 味の素㈱調味料製造包装工場 三重県四日市市
日本コンクリート工業 神戸製鋼㈱神戸発電所３号４号煙突 神戸市灘区
㈱池内工務店 *湊小学校こども広場整備工事 神戸市中央区
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Ｈ30 １１月
１１月
１１月
１１月
12月

Ｈ31 １月
１月
２月
２月
２月
３月
３月
４月

Ｒ１ ５月
５月
５月
５月
５月
６月
６月
６月
６月
６月
６月
６月
７月
７月
７月
８月
８月
９月
９月
９月
１０月
１０月
10月
１０月
１０月
１１月
１１月
１１月
１１月
１２月
12月

年 月 取　引　先　名 工　　事　　名　　称 工　事　場　所
三谷セキサン 三菱電機㈱姫路製作所広畑工場 兵庫県姫路市
三谷セキサン 三菱倉庫㈱西神配送センター 神戸市須磨区
日本ヒューム 大阪市立都島中学校増築その他工事 大阪市都島区
大和ハウス工業 松尾様Ｄ－ＲＯＯＭ 大阪市東住吉区
日本コンクリート工業 海上保安庁庁舎格納庫新築 福岡県京都郡
㈱大本組 *㈱メディセオ淡路支店新築 兵庫県洲本市
三谷セキサン 浅井硝子㈱新社屋計画 大阪市東住吉区
三谷セキサン 東心斎橋１丁目計画 大阪市中央区
大和リース㈱ *イオン藤井寺ＳＣ立体駐車場新築 大阪市藤井寺市
ジャパンパイル ロジフロント尼崎 兵庫県尼崎市
大和ハウス工業 *ドンキホーテ十三店新築工事 大阪市淀川区
日本ヒューム 日本海水 兵庫県赤穂市
ジャパンパイル 上新電機茨木店 大阪府茨木市
日本コンクリート工業 神戸製鋼㈱神戸 神戸市中央区
大和ハウス工業 *タイセイ様事務所 大阪市東成区
大和ハウス工業 *大和ライフネクスト 大阪市淀川区
ジャパンパイル 照恵商事㈱ 大阪府堺市
ジャパンパイル 創新工業 大阪府寝屋川市
ジャパンパイル オーナミ関西 大阪府堺市
日本コンクリート工業 グランアッシュ山科 京都府京都市
日本コンクリート工業 高槻水みらいセンター 大阪府高槻市
日本コンクリート工業 いずみ市民生協 大阪府堺市
ジャパンパイル ビークルエナジー大山崎 京都府乙訓郡
日本コンクリート工業 三甲㈱岐阜第２２工場 岐阜県不破郡
日本ヒューム ダイセル化学 兵庫県姫路市
ジャパンパイル 姫路市営市川住宅 兵庫県姫路市
大和ハウス工業 *都市クリエイト２期工事 大阪市大正区
日本コンクリート工業 泉大津市東雲集合住宅 泉大津市
日本コンクリート工業 西三荘東側ビル 大阪府守口市
日本コンクリート工業 神戸製鋼㈱高砂 兵庫県高砂市
三谷セキサン 名鉄運輸㈱淀川営業所 大阪市淀川区
㈱伊吹工務店 *　㈱兵庫商会本社 神戸市長田区
日本コンクリート工業 トライアル御所 奈良県御所市
大和ハウス工業 *メゾン田中平野 大阪市平野区
日本コンクリート工業 泉南りんくう 大阪府泉南市
日本ヒューム 日本海水 兵庫県赤穂市
㈱伊吹工務店 *　セイコー化成㈱研究棟 神戸市西区
ジャパンパイル 中島工業 京都府城陽市
ジャパンパイル 野洲駅前プロジェクト 滋賀県野洲市
三谷セキサン 東成区吉川様マンション 大阪市東成区
日本コンクリート工業 サクラクレパス大阪工場新本部棟 東大阪市
ジャパンパイル Ｇ-7ホールディングス弥栄台計画 神戸市須磨区
日本ヒューム 奥野製薬 大阪市鶴見区
大和ハウス工業 ＊ソーシャルコート磯路 大阪市港区
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Ｒ２ 1月

1月
1月
2月
2月
2月
2月
3月
3月
3月
3月
3月
4月
4月
4月
4月
5月
5月
6月
6月
6月
7月
7月
8月
8月
9月
9月
10月
10月
11月
12月

ジャパンパイル ロジフロント尼崎Ⅱ 兵庫県尼崎市
ジャパンパイル 奈良県桜井団地 奈良県桜井市
ジャパンパイル 兵庫県立医科大学 兵庫県西宮市
ジャパンパイル 日興製鋼岸和田工場 大阪府岸和田市
日本コンクリート工業 道仁病院 大阪府高槻市
ジャパンパイル クボタ堺臨海工場 大阪府堺市
日本ヒューム イオンモール則武 愛知県名古屋市
日本ヒューム 新湖北斎場 滋賀県長浜市
日本コンクリート工業 古江台5丁目計画 大阪府吹田市
日本ヒューム 濱本ジェネラル 兵庫県尼崎市
大和ハウス工業 ＊枚方岡東町プロジェクト 大阪府枚方市
ジャパンパイル 豊中市岡町北住宅１・２棟 大阪府豊中市
㈱池内工務店 ＊京都グリーンセンター 京都市南区
ジャパンパイル センシュ―ちきり工場 大阪府岸和田市
ジャパンパイル 環境学園都市宣言記念公園 滋賀県守山市
大和ハウス工業 ＊井野屋千林ビル 大阪市旭区
ジャパンパイル 高槻市辻子３丁目計画 大阪府高槻市
日本コンクリート工業 玉造小学校増築工事 大阪市中央区
日本ヒューム 西名阪藤井寺インター 大阪府藤井寺市
大和ハウス工業 *(株)井野屋様千林ビル新築工事 大阪市旭区
ジャパンパイル 長岡京市神足稲葉マンション 長岡京市
日本コンクリート工業 済生会京都府病院新築工事 長岡京市
ジャパンパイル 大阪大学（吹田）旧東門立体駐車場 大阪府吹田市
ジャパンパイル 大阪医科大学　A棟　新築工事 大阪府高槻市
ハンシン建設 *高砂変電所 兵庫県高砂市
伊吹工務店 *神戸バイオロボティクス㈱神戸事業所 神戸市中央区
ジャパンパイル ダイハツ工業㈱長岡寮新築工事 長岡京市
日本コンクリート工業 向日消防署新築工事 京都府向日市
大本組 *東京インテリア長久手店新築工事 愛知県長久手市
大和ハウス工業 ＊大和西大寺駅前第1・第2ビル 奈良市
ジャパンパイル ロジフロント尼崎Ⅳ 兵庫県尼崎市
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R3 1月
１月
２月
２月
２月
２月
３月
4月
5月
５月
５月
６月
６月
７月
７月
７月
7月
7月
８月
８月
９月
１０月
１０月
１１月
１１月
１２月
12月

R4 １月
１月
２月
2月
3月
3月
４月
４月
４月
４月
５月
５月
５月
６月
７月
７月
８月
８月

大和ハウス工業 *宮原プロジェクト 大阪市淀川区
三谷セキサン DPL大阪舞洲新築工事 大阪市此花区

日本コンクリート工業 トヨタカローラ南海(株)駐車場整備工事 堺市西区
大和ハウス工業 *おおさかパルコープ西枚方支所 大阪府枚方市

ハンシン建設 *寝屋川市早子町計画 大阪府寝屋川市
大本組 *共栄株式会社播磨工場 兵庫県加古郡
三谷セキサン 森永乳業　神戸工場　製造棟増築工事 神戸市灘区

大和ハウス工業 *大阪市港区市岡NKビル開発 大阪市港区
日本ヒューム 廣内圧延工業(株)新工場 大阪府八尾市

日本コンクリート工業 TOSMAX㈱ 愛知県安城市
ジャパンパイル GREECE　PROJECT 熊本県

三谷セキサン 生駒市元町１丁目計画 奈良県生駒市
日本コンクリート工業 特別養護老人ホーム　つつじが丘 奈良県山辺郡

三谷セキサン エルグランデ丸田町 愛知県刈谷市
三谷セキサン 名古屋市中区金山３丁目PJ 名古屋市中区

大和ハウス工業 *おおさかパルコープ西支所 大阪市西区

年 月

ジャパンパイル 吹田青葉台南マンション 大阪府吹田市
大和ハウス工業 *井上様賃貸住宅新築工事 大阪市平野区

ジャパンパイル ステラケミファ㈱R＆D棟（仮称）建設工事 堺市堺区
ジャパンパイル ホテルルートイン京都西舞鶴駅前 京都府舞鶴市

伊吹工務店 *神戸バイオロボティクス㈱神戸南工場 神戸市中央区
ジャパンパイル 大阪トヨペット本社駐車場計画 大阪市西区

伊吹工務店 *神戸マツダ尼崎店新築工事 兵庫県尼崎市
ジャパンパイル 大津京計画 滋賀県大津市

大和ハウス工業 *掛川産業(株)駅前ビル 奈良県橿原市
ジャパンパイル・三谷セキサン 豊中市立北校建設工事 大阪府豊中市

大和ハウス工業 *ケンコク様新社屋新築工事 大阪市西淀川区
日本ヒューム 大阪市中央卸売市場南港市場施設整備工事 大阪市住之江区

三谷セキサン 京都競馬場 京都府伏見区
大和ハウス工業 *枚方市新町１丁目計画 大阪府枚方市

伊吹工務店 *神戸マツダ加古川店新築工事 兵庫県高砂市
伊吹工務店 *日本イエスキリスト教団神戸西部教会様新会堂建替工事 神戸市須磨区

日本コンクリート工業 出屋敷デイサービス 兵庫県尼崎市
ジャパンパイル 平松工業㈱勘兵衛工場 兵庫県姫路市

ジャパンパイル ニトリ長田店 神戸市長田区
大和ハウス工業 *枚方市岡本町プロジェクト 大阪府枚方市

日本コンクリート工業 (株)タカミヤ仮設機材整備工場計画 兵庫県芦屋市
伊吹工務店 *船戸計画 兵庫県芦屋市

大本組 *東京インテリア長久手店 愛知県長久手市
日本コンクリート工業 特別養護老人ホームカサブランカ 大阪市住之江区

日本ヒューム 島本町プロジェクト 大阪府三島郡
スターツCAM *兎我野町計画 大阪市北区

ジャパンパイル 味覚糖(株)新物流施設 奈良県大和郡山市

ジャパンパイル 六地蔵駅前プロジェクトⅠ期工事 京都府宇治市

取　引　先　名 工　　事　　名　　称 工　事　場　所
伊吹工務店 *神戸マツダ尼崎店 兵庫県尼崎市
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R4 ８月
９月
10月
10月
１０月
１０月
１１月
12月
12月
12月

*印は、弊社1次下請け工事

ハンシン建設 *甲子園口マンション 兵庫県西宮市
大和ハウス工業 *イオンタウン守口駅前新築工事 大阪府守口市

大和ハウス工業 *エルプレイス西中島南方Ⅱ期工事 大阪市淀川区
日本コンクリート工業 RA奈良ホテルプロジェクト 奈良市

大和ハウス工業 *同心２丁目プロジェクト 大阪市北区
日本コンクリート工業 北九州航空基地（R4）建築その他工事 福岡県

伊吹工務店 *甲南電設工業㈱新社屋新築計画 神戸市兵庫区
日本コンクリート工業 神戸市東灘区向洋町３丁目計画 神戸市東灘区

三谷セキサン 山九(株)和歌山支店生産物Gr事務所建替工事 堺市堺区
三谷セキサン ロイヤルガーデン上町新築工事 高知県

年 月 取　引　先　名 工　　事　　名　　称 工　事　場　所


