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令和4年6月現在

着工日
(平成○年○月)

工事種類
(公共・民間)

工事種別
(建築・土木)

工事場所
(都道府県)

発注者 設計監理者 鉄筋業者 受注者 工事名称 鋼種  鋼径(呼び名)

令和4年5月 民間 建築 大阪府
東京建物(株)
住友商事(株)

阪急阪神不動産(株)

(株)IAO竹田設計
(株)竹中工務店

(株)中鉄 (株)竹中工務店 （仮称）箕面市船場東三丁目計画 SD345～SD390 ～D38

令和4年5月 民間 建築 大阪府
うめきた2期地区開発事業者

（代表会社：三菱地所(株)他9社）
(株)日建設計 (株)駒川工務店 (株)竹中工務店 うめきた北公園施設 SD345 ～D25

令和4年4月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)エム・ケイ設計事務所 南海辰村建設(株) (仮称)プレサンスロジェ四條畷忍ヶ丘ザ・テラス新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和4年4月 民間 建築 大阪府 (株)ヤマウチ (株)竹中工務店 (株)中鉄 (株)竹中工務店 ヤマウチ枚方新主工場建替 SD345～SD390 D22・D25・D29

令和4年4月 民間 建築 京都府 任天堂(株) (株)竹中工務店 (株)朝日ビルド (株)竹中工務店 任天堂旧京都RC第二電波暗室棟増築工事 SD345 D19

令和4年4月 民間 建築 京都府 東京建物(株) (株)竹中工務店 (株)中鉄 (株)竹中工務店 (仮称)京都三条河原町PJ SD345～SD390 ～D32

令和4年3月 民間 建築 大阪府 南海電気鉄道(株) 東西建築サービス(株) 南海辰村建設(株) 七道駅店舗付マンション新築工事に伴う新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和4年3月 民間 建築 大阪府 トラスコ中山(株) (株)竹中工務店 (株)関西スチールフォーム (株)竹中工務店 トラスコ中山堺自動倉庫新築工事 SD345 D22・D25

令和4年3月 民間 建築 岡山県 (株)ＡＲＲＯＷＳ アルファプラス(株) (有)カタヤマネオファーム アルファプラス(株) 老松３丁目マンションⅢ新築工事 SD345～SD390 D19・D32

令和4年3月 民間 建築 岡山県 東豊精機(株) (株)林圧接 (株)月組工業 東豊精機(株)社屋整備工事B棟 SD345 D19・D22

令和4年3月 民間 建築 大阪府 野村不動産(株) 大鉄工業(株) (株)関西スチールフォーム 大鉄工業(株) （仮称）茨木市双葉町計画 SD345～SD390 ～D38

令和4年3月 民間 建築 大阪府 ザ・パック(株) (株)竹中工務店 (株)中鉄 (株)竹中工務店 （仮称）ザ・パック(株)本社建替 SD390 D32

令和4年2月 公共 建築 鹿児島県 鹿児島県
東条・ゲンプラン・設備共同

プラン設計共同企業体
(有)浜田章鉄筋

渡辺・久保・米盛
特定建設工事共同企業体

 鹿児島市南部地区特別支援学校(仮称）新設工事(教室棟-2・建築，債務） SD345 D22

令和4年2月 民間 建築 鹿児島県 HYLAND(株) A'RAIDO建築設計事務所(株) (有)小田鉄筋 (株)ミツバ建設 （仮称）城西通りの集合住宅新築工事 SD345 D22

令和4年2月 民間 建築 大阪府 関西1プロパティ―特定目的会社 大日本土木(株) (株)浅田鉄筋  大日本土木・加賀田組建設共同企業体 (仮称)大阪住之江物流センター新築工事 SD345～SD390 D35・D25

令和4年2月 民間 建築 大阪府 (株)林田組 (株)林田組 大阪市北区浪花町34－SCENAGranDe新築工事 SD345～SD390 D22～D32

令和4年2月 民間 建築 大阪府 トーシン不動産販売（株） （株）UL建築設計 (有)安江建鉄工業 冨田建設（株） （仮称）大阪市阿倍野区松崎町計画新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和4年2月 民間 建築 大阪府 (株)日総建 (株)築地工業 (株)築地工業 ＥＮＥＯＳ(株)堺製油所本館事務所建替え工事 SD345～SD390 D19～D35

令和4年2月 民間 建築 兵庫県 和田興産(株) (株)横山建築事務所 (株)橋本鋼材 (株)ハンシン建設 ワコーレ西宮久寿川ザ・レジデンス新築工事 SD345～SD390 D22・D29～D35

令和4年2月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) (株)ＫＳ (株)ＫＳ (仮称)大阪旭海運(株)様本社ビル新築工事 SD345 D25

令和4年2月 民間 建築 京都府 (株)ガーネット (株)礎 (株)UMEDA TEKKIN 大翔建設(株) (仮称)下京区西七条北西野町計画 SD345 D25以下

令和4年2月 民間 建築 兵庫県 (株)二神建築事務所 (株)林田組 (株)林田組 (仮称)THE　MUSE駅南新築工事 SD345～SD390 D22～D32

令和4年2月 民間 建築 京都府 佐山展夫 (株)興石 尼鉄工業(株) 中村外二工務店 御所西住宅新築工事 SD345 D25

令和4年2月 民間 建築 京都府 巌本商事（株） (株)東洋設計事務所 小笹鉄筋（株） （株）メルディアDC （仮称）吉祥院中島町計画新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和4年2月 民間 建築 大阪府 エスリード(株) (株)生原時建築事務 (株)堺鉄建 奥村組土木工業(株) (仮称)福島区鷺洲５丁目Ⅱ新築工事 SD345～SD390 D19～D35
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令和4年2月 民間 建築 大阪府 （株）FDS （株）ラフト 小笹鉄筋（株） （株）福地建設 FDS淀川区新北野1丁目PJ SD345～SD390 D19～D29

令和4年2月 民間 建築 兵庫県 (株)プレサンスコーポレーション スナダ建設(株) (株)川田精鋼 スナダ建設(株) (仮称)プレサンス兵庫浜崎通PJ新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和4年2月 民間 建築 大阪府 (株)日商システム スナダ建設(株) 矢野鉄筋工業(株) スナダ建設(株) (仮称)エステムコート大阪市住吉区苅田１０丁目計画新築工事 SD345～SD390 D22～D35

令和4年2月 民間 建築 大阪府 サンヨーホームズ（株） （株）ダイシン建築設計事務所 （株）金沢組 （株）イチケン （仮称）三国ヶ丘駅前Ⅱ計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和4年2月 民間 建築 兵庫県 (株)長谷工コーポレーション (株)駒川工務店 (株)駒川工務店 (仮称)明石市西新町3丁目計画新築工事 SD345 D22

令和4年2月 民間 建築 京都府 (有)ジー・アンド・ティー 村田鉄筋(株) (株)巖建設 八幡美濃山花き物流冷蔵施設新築工事 SD345 D19～D25

令和4年2月 民間 建築 大阪府 (株)金本鉄筋工業所 (株)林建設 (仮称)西区阿波座住宅新築工事 SD345 D22・D25

令和4年2月 民間 建築 京都府 日本ホールディングス（株） 山野設計（株） 小笹鉄筋（株） （株）メルディアDC （仮称）ベラジオ京都烏丸十条４新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和4年2月 民間 建築 大阪府 (株)プレジオ (株)楡建築企画設計 (有)松木鉄筋工業 (株)プレジオ プレジオ緑地公園マンション SD345～SD390 D35以下

令和4年2月 公共 土木 福井県 福井県 (有)大平鉄筋 嶺南建設(株) 河川改修工事（松島橋改修） SD345 D32

令和4年2月 民間 建築 大阪府 (株)日本RENT (株)プライムデザイン 橋本鋼材(株) 寺崎建設(株) (仮称)都島区御幸町１丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和4年2月 民間 建築 大阪府 (株)ＴＯＦＵ (株)戸田鉄筋 (株)戸田鉄筋 (仮称)長柄東３丁目長屋新築工事 SD345 D22

令和4年2月 民間 建築 兵庫県 （株）ONLY ONE 竹田設計事務所 (有)安江建鉄工業 安藤建設(有) （仮称）ONLY ONE 宝塚湯本町M計画新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和4年2月 民間 建築 奈良県 神鋼不動産(株) (株)橋本組 タツト・建設 (仮称)生駒市東松ケ丘マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和4年2月 民間 建築 兵庫県 SHU(株) 福澄靖 倉辺鉄筋 （株）アースプランニング MESSAGE苦楽園共同住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和4年2月 公共 建築 奈良県 下市町 (株)都市環境設計 (株)浅田鉄筋
大日本土木・森下組
特定建設共同企業体

下市町小中一貫校整備工事 SD345～SD390 D29・D25

令和4年2月 民間 建築 和歌山県 (株)石本建築事務所 (株)田中組 (株)田中組 (仮称)令和２年度庁舎整備第３号田辺庁舎新築工事 SD345 D19

令和4年2月 民間 建築 大阪府 （株）東横イン
（株）エスディ設計室
一級建築士事務所

石井工業(株) （株）日生建設 （仮称）大阪ドーム前新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和4年2月 民間 建築 大阪府 (株)メディセオ (株)大本組 (株)関西スチールフォーム (株)大本組 メディセオ阪神ALC（仮称）新築工事 SD345～SD390 ～D38

令和4年2月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) (株)関西スチールフォーム 生和コーポレーション(株) （仮称)上町1丁目プロジェクト新築工事 SD345～SD390 ～D35

令和4年2月 民間 土木 島根県 (株)真幸土木 (株)小草建築設計事務所 (株)ジンザイスチール (株)鴻池組 (株)真幸土木新社屋新築工事 SD345 D19・D22・D25

令和4年2月 公共 建築 大阪府 大阪市
大阪市都市整備局

(株)藪内建築事務所
栗本建設工業(株) 瓜破小学校増築その他工事 SD345 D19～D25

令和4年2月 民間 建築 大阪府 日鉄興和不動産(株) (株)アモルファス建築設計事務所 栗本建設工業(株) 西天満四丁目賃貸マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和4年2月 公共 土木 神奈川県 横浜市 飛島・奈良・センチュリーJV 西部水再生センター SD345 D19

令和4年2月 民間 建築 東京都 万葉 楽部 五洋建設(株) (株)森田工業所 五洋建設(株) (仮称)先客万来施設6街区新築計画工事 SD345～SD390 D22・D25・D35
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令和4年2月 民間 建築 奈良県 (株)日本中央住販 (株)梅田コーポレーション (株)池内工業 (株)梅田コーポレーション ハートフルスイーツ大宮町五丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和4年2月 公共 建築 茨城県 高萩･北茨城広域事務組合 茨鉄工業(株) (株)フジタ 高萩市・北茨城市広域ごみ処理施設工事 SD390 D29

令和4年2月 公共 建築 千葉県 塩浜工業(株) 松本鉄筋 光建工業 LOGI FAG COLD 市川 SD345～SD390 D19～D32

令和4年2月 民間 建築 高知県 四国電力(株) (有)梅原工業 (株)竹中工務店 高知電気ビル第２別館建替建築工事 SD345～SD390 D29～D38

令和4年2月 民間 建築 大阪府 (株)礎一級建築士事務所 信和建設(株) (仮称)西区南堀江2丁目マンションPJ新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和4年2月 民間 建築 大阪府
(株)ヒロヤデザイン
一級建築士事務所

エルディ(株) (仮称）大阪市住吉区遠里小野マンション新築工事

令和4年2月 公共 建築 岡山県 倉敷市 (株)モリタビルド ＪＦＥエンジニアリング(株) 倉敷西部クリーンセンラー整備運営事業建設工事 SD345～SD390 D22・D25・D29

令和4年2月 公共 建築 東京都 (株)石本建築事務所 (株)ダイニッセイ (株)フジタ 江戸川区立南小岩小学校改築工事 SD345 D19・D25

令和4年2月 民間 建築 千葉県 新日本建設(株) 新日本建設(株) (株)千葉サトー 新日本建設(株) (仮称)EXC船橋市湊町計画新築工事 SD490 D35

令和4年2月 民間 建築 東京都 パラダイスリゾート(株)
(株)谷口建築企画
一級建築士事務所

丸辰工業(株) 新日本建設(株) (仮称)尾山台計画Ⅱ計画新築工事 SD345～SD390 D22・D29

令和4年2月 公共 建築 沖縄県 大鏡建設(株)  うるま市プロジェクト新築工事(福祉棟） SD345 D19～D25

令和4年2月 民間 建築 大阪府 (株)フリゴ 五洋建設(株) (株)関西スチールフォーム 五洋建設(株) (株)フリゴ咲州物流センター新築工事 SD345～SD390 ～D35

令和4年1月 民間 建築 福井県 (株)伝食 (株)森永鉄筋 技建工業(株) (仮称)(株)伝食物流倉庫･水産加工場新築工事 SD345 D25

令和4年1月 民間 建築 奈良県 エスリード　(株) (株)TKI設計 (株)戸田鉄筋 タツト・建設(株) (仮称)エスリード西大寺国見町PJ SD345～SD390 D32以下

令和4年1月 民間 建築 京都府 (株)グランレブリー (株)アクセス都市設計 (株)UMEDA TEKKIN (株)グランレブリー (仮称)中京区押小路高倉PJ SD345 D25以下

令和4年1月 公共 土木 茨城県
国土交通省　関東支店

整備局　常陸河川国道事務所
(株)大平 株木建設(株) R2国道50号米沢高架橋耐震補強他工事 SD390 D29

令和4年1月 民間 建築 愛知県 特定目的会社Cement 矢野建設(株) アイズ継手技工(株)  矢野建設(株)(株)ウサミ建工 犬山物流センター新築工事 SD345～SD390 D25・D35

令和4年1月 民間 建築 兵庫県 吉岡工業(株) 吉岡工業(株) 日鉄鋼管(株)尼崎製造所新事務所新築工事 SD345 D22

令和4年1月 民間 建築 栃木県 ファーストウッド(株) (株)ナカノフドー建設 (株)ナカノフドー建設 ファーストウッド(株)真岡工場 SD345 D25

令和4年1月 民間 建築 大阪府 清水利明・清水芳 生和コーポレーション(株) 橋本鋼材(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)千里丘東３丁目プロジェクト新築工事 SD345 D19

令和4年1月 民間 建築 兵庫県 (株)竹中工務店 エス・ヨシマツビル１・２階躯体補修改修工事 SD390 D32

令和4年1月 民間 建築 大阪府 渡辺パイプ関西 (株)プランテック総合計画事務所 田村工業株 鹿島建設(株) 渡辺パイプ関西支社新築工事 SD345～SD390 D22～D32

令和4年1月 民間 建築 大阪府 社会福祉法人ほしの会 スーベニア一級建築士事務所 (株)川田精鋼 (株)太陽建設 (仮称)特別養護老人ホームライフライト保育所増築工事 SD345 D25

令和4年1月 公共 建築 大阪府 大阪市 (株)日総建 花谷建設(株) 花谷建設(株) 鶴町住宅３号館建設工事 SD345～SD390 D19～D35

令和4年1月 民間 建築 大阪府 (株)アモスファス建築設計 (株)戸田鉄筋 (株)戸田鉄筋 (仮称)南森町計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35



令和4年6月現在

着工日
(平成○年○月)

工事種類
(公共・民間)

工事種別
(建築・土木)

工事場所
(都道府県)

発注者 設計監理者 鉄筋業者 受注者 工事名称 鋼種  鋼径(呼び名)

　　ＣＢ工法施工実績表

令和4年1月 民間 建築 大阪府 学校法人常翔学園
一級建築士事務所

(株)服部建築事務所
矢野鉄筋工業(株) (株)山上組 学校法人常翔学園 大阪工業大学大宮キャンパス第２部室センター新築工事 SD345～SD390 D22・D25・D29

令和4年1月 民間 建築 大阪府 (株)富永製作所 (株)松村組 (株)松村組 (株)富永製作所　本社・工場整備工事 SD345～SD390 D19～D29

令和4年1月 民間 建築 京都府 阪急阪神不動産(株) (株)アクセス都市設計 村本建設(株) (仮称)京都市北区上賀茂桜井町計画新築工事 SD345～SD390 D16～D25

令和4年1月 民間 建築 京都府 (株)中川工務店 小林鉄筋工業 (株)中川工務店 烏丸仏光寺計画新築工事 SD345 D16・D19

令和4年1月 民間 建築 大阪府 （株）サクラクレパス （株）GEN空間工房 KANO CENTER（株） 生和コーポレーション（株） （仮称）サクラクレパス寮プロジェクト新築工事 SD345 D19～D25

令和4年1月 民間 建築 大阪府 (株)阪神住建 (株)日企設計 栗本建設工業(株) (仮称)アルグラッド野田３丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D38

令和4年1月 民間 建築 大阪府 (株)アンドランド (有)デルフィ一級建築士事務所 (株)太平社 (株)DOORDO 天王寺区寺田町２丁目ＰＪ新築工事 SD345～SD390 D22・D35

令和4年1月 民間 建築 京都府 (株)アクセス都市設計 (株)城東鉄筋 (株)城東鉄筋 (仮称)京都市中京区鍛治町計画新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和4年1月 民間 建築 滋賀県 （株）びわこ建物総合管理 大東建託（株） 石井工業(株) 大東建託（株）滋賀支店 (株)びわこ建物総合管理様共同住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和4年1月 民間 建築 大阪府 (株)エム・ケイ設計事務所 (株)開誠工業 (株)開誠工業 (仮称)レジュールアッシュ中央区上本町西1丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和4年1月 公共 建築 兵庫県 丹波市 (株)教育研究所 (株)鴻池組 (株)鴻池組 山南地域統合中学校建設工事（建築） SD345～SD390 D19～D29

令和4年1月 民間 建築 大阪府 (株)マリモ (株)松本組 (株)橋本組 (株)松本組 (仮称)ソルティア内淡路新築工事 SD345～SD390 D16～D35

令和4年1月 民間 建築 兵庫県 （株）富士木材 杢谷一級建築士事務所 小笹鉄筋（株） （株）紙谷工務店 （仮称）神戸市長田区庄田町4丁目PRJ SD345～SD390 D19～D35

令和4年1月 民間 建築 大阪府 中央港運(株) (株)エム・ケイ設計事務所 (株)太平社 (有)花咲工務店 中央港運社屋 SD345～SD390 D22・D29

令和4年1月 民間 建築 大阪府 エスリード(株) (株)イサラ・デザイン (株)橋本鋼材 (株)ユニバーサル建設 大阪市西区京町堀1丁目新築工事 SD345～SD390 D22～D29・D35・D38

令和4年1月 民間 建築 大阪府 (株)日成アドバンス (株)ＴＯＫＩ設計 (株)橋本鋼材 (株)ユニバーサル建設 大阪市中央区上本町西4新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和4年1月 民間 建築 大阪府 (株)イサラ・デザイン (株)開誠工業 (株)開誠工業 (仮称)大阪市西淀川区千舟1丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D38

令和4年1月 民間 建築 石川県 (株)北陸銀行 (株)NTTファシリティーズ 萩原鉄筋工業(株) 松井建設株式会社 北陸銀行七尾支店建替工事 SD345 D22

令和4年1月 民間 建築 大阪府 (株)マサキ工務店 渡辺設計 (株)渋谷鉄筋 (株)マサキ工務店 タカラ通商(株)大阪物流センター事務所新築工事 SD345 D22・D25

令和4年1月 民間 建築 大阪府 (株)永都設計 (株)ＫＳ (株)ＫＳ (仮称)グランアッシュ烏ヶ辻1丁目新築工事 SD345～SD390 D22～D38

令和4年1月 民間 建築 大阪府 吉岡工業(株) 吉岡工業(株) (仮称)アイミッションズパーク箕面新築工事 SD345～SD390 D19～D38

令和4年1月 民間 建築 大阪府 (株)盛龍 生和コーポレーション(株) (株)橋本鋼材 生和コーポレーション(株) 浪速区恵美須西3丁目プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D19～D25・D32

令和4年1月 民間 建築 大阪府 リバー産業(株) (株)日企設計 (株)池内工業 リバー建設(株) リバーガーデン筆ヶ崎新築工事 SD345～SD490 D19・D22・D41

令和4年1月 公共 土木 愛知県 愛知県建設局 三旺建設(株) 小焼野4号工 SD345 D16

令和4年1月 公共 建築 島根県 島根県総務部営繕課 (株)ジンザイスチール 宮田建設工業・祥洋建設・佐々木組JV 浜田港福井第2上屋建設（建築）工事 SD345 D25
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　　ＣＢ工法施工実績表

令和4年1月 民間 建築 岡山県 ミサワホーム中国(株)
(株)穴吹工務店本社
一級建築士事務所

(株)モリタビルド (株)穴吹工務店 アルビオ・ガーデン南吉方新築工事 SD345 D25

令和4年1月 民間 建築 岡山県 (株)MY企画 太陽建設(株)一級建築士事務所 (有)長谷川組 太陽建設(株) (仮称)原尾島マンション新築工事 SD345～SD390 D22・D25・D29

令和4年1月 公共 建築 埼玉県 鹿島建設(株) 石澤工業 鹿島建設(株) 大宮桜木町 SD345～SD390 D19～D38

令和4年1月 公共 建築 茨城県 鹿島建設(株) 西部スチール・石澤工業 鹿島建設(株) プロロジスパーク7つくば SD345～SD390 D19～D38

令和4年1月 公共 建築 高知県 南国市危機管理課 (有)熊沢構造設計事務所 (有)三橋組 (株)山善工務店 スポーツセンター津波避難施設建設工事 SD345 D19～D29

令和4年1月 JFE条鋼(株) (株)林圧接 (株)林圧接 TP試験体作成 SD390 D38

令和4年1月 公共 土木 広島県 広島県 五洋建設(株) 第三桟橋新設工事 SD345～SD390 D25・D29

令和4年1月 民間 建築 岡山県 日本コルマー(株) (株)熊谷組 日本コルマー広島工場新製造施設増築工事 SD345　 D19・D25

令和4年1月 民間 建築 岡山県 モリマシナリー(株) (株)林圧接 (株)月組工業 モリマシナリー基礎やり替え工事 SD345　 D19・D25

令和4年1月 民間 建築 東京都 (株)丸仁ホールディングス (株)淺沼組 （仮称）新宿区市谷薬王寺町計画新築工事 SD345～SD390 D22～D32

令和4年1月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) (株)関西スチールフォーム 生和コーポレーション(株) （仮称）東今里PJ新築工事 SD345～SD390 ～D35

令和4年1月 民間 建築 京都府 京都中央信用金庫 (株)竹中工務店 (株)朝日ビルド (株)竹中工務店 京都中央信用金庫大将軍支店新築工事 SD345 D19

令和3年12月 民間 建築 大阪府 (株)寺本商店 日本建設(株) 橋本鋼材(株) 日本建設(株) (株)寺本商店炊飯工場新築工事 SD345～SD390 D19・D25・D29

令和3年12月 民間 建築 京都府 学校法人京都橘学園 (株)地域計画建築研究所(アルパック) (株)石見鉄筋工作所 戸田建設(株) 京都橘中学高等学校教室棟増築工事 SD345～SD390 D19～D25

令和3年12月 民間 建築 兵庫県 (株)プライムデザイン (株)太平社 (株)太平社 (仮称)西宮市芦原町マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年12月 民間 建築 石川県 石川県 池田建設工業(株) 志賀高等学校 SD345 D19

令和3年12月 公共 建築 大阪府 大阪市都市整備局住宅部 (株)浅野建築設計事務所 栗本建設工業(株) 新高南住宅1号館建設工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年12月 民間 建築 大阪府 真和工業 真和工業 山中渓駅駅舎建替工事 SD345 D19

令和3年12月 民間 建築 兵庫県 光和管財(株) スナダ建設(株) KANO CENTER(株) スナダ建設(株) (仮称)リアンレーヴ東灘住吉PJ新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年12月 民間 建築 滋賀県 大塚産業マテリアル(株) 木口鉄筋 オオサワ・大栄テクノJV 大塚産業マテリアル(株)浅井工場建設工事 SD345 D25

令和3年12月 民間 建築 兵庫県 (株)林田組 (株)林田組 清水マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年12月 民間 建築 大阪府 東急不動産(株) (株)エム・ケイ設計事務所 (株)橋本組 (株)松本組 (仮称)天王寺区小宮町計画新築工事 SD345～SD390 D16～D35

令和3年12月 民間 建築 大阪府 (株)永都設計 (株)城東鉄筋 (株)城東鉄筋 (仮称)中央区南船場１丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年12月 公共 建築 福岡県 上毛町 (株)NAP建築設計事務所 宮村鉄筋 東洋建設(株) 上毛町体育館新築工事 SD345 D19～D25

令和3年12月 公共 土木 石川県 北陸地方整備局 (株)青山 加賀建設(株) R2小松バイパス八幡北跨道橋下部工事 D16
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令和3年12月 民間 建築 大阪府 (株)プレジオ (株)優都設計 (有)松木鉄筋工業 (株)プレジオ プレジオ関目 SD345～SD390 D35以下

令和3年12月 民間 建築 石川県 小松市 上西鉄筋工業(株) 日成ビルド工業(株) 公有地活用型小松駅西立体駐車場(建設及び管理･運営事業) SD390 D29

令和3年12月 民間 建築 京都府 (株)ジェイ・エス・ビー 楽総合計画(株) 兼松工業(株) (株)藤木工務店 (仮称)下京区燈籠町PJ SD345～SD390 D32以下

令和3年12月 民間 建築 大阪府 山下鉄筋工業(株) 藤原工業(株) (仮称)北区長柄マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年12月 民間 建築 大阪府 （株）日本ビルドワン TKI（株） （株）金沢組 （株）日本ビルドワン （仮称）大阪市淀川区十三東4丁目（A敷地）（B敷地）新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年12月 民間 建築 石川県 (株)デンテツ運輸 宮野鉄筋工業(株) 石黒建設(株) (株)デンテツ運輸新倉庫新築工事 SD345 D22・D25

令和3年12月 民間 建築 大阪府 アートプランニング(株) (株)日企設計 (株)創進工業 (株)金山工務店 (仮称)淀川区宮原２丁目計画新築工事 SD345～SD390 D16～D35

令和3年12月 民間 建築 大阪府 (株)新栄 奥村組土木興業(株) サムティ北区同心２丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D25・D32・D35

令和3年12月 民間 建築 大阪府 吉岡工業(株) 吉岡工業(株) アベックス物流倉庫新築工事 SD345 D25

令和3年12月 民間 建築 大阪府 (株)藤田建築設計事務所 吉岡工業(株) 吉岡工業(株) (仮称)たから野里保育園新築工事 SD345 D25

令和3年12月 民間 建築 東京都 (株)藤田建装 ゲートプロジェクト改装工事 SD295 D10

令和3年12月 民間 建築 大阪府 (株)アシタバ YSOK建築工房 (株)前田組 (株)前田組 (仮称)自立支援センター「アシタバ」新築工事 SD345 D19

令和3年12月 民間 建築 東京都 (株)藤田建装 ゲートプロジェクト改装工事 ＳＤ295 D10

令和3年12月 民間 建築 大阪府 (有)アバクス・アーキテクツ 吉岡工業(株) 吉岡工業(株) ＭＩＮＥＲＶＡ　casa　ＰＲＯＪＥＣＴ新築工事 SD345 D25

令和3年12月 民間 建築 兵庫県 (株)大阪ヒカリエンジニアリング (株)林田組 (株)林田組 ワコーレ姫路ザ・オーナーズコート新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年12月 民間 建築 大阪府 住友重機械ギヤボックス(株) (株)藤木工務店 大西工業(株) (株)藤木工務店 住友重機械ギヤボックス(株) 管理棟・食堂棟新築工事 SD345 D22

令和3年12月 民間 建築 大阪府 （株）日本エスコン （株）アイビー設計事務所 (有)安江建鉄工業 スナダ建設（株） （仮称）高槻南松原町計画新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年12月 民間 建築 兵庫県 (株)大土呂巧建築設計事務所 (株)ＫＳ (株)ＫＳ グランヴィ岡本新築工事 SD345 D25

令和3年12月 民間 建築 島根県 カンダ技工 (株)ジンザイスチール リンクス カンダ技工竹内団地工場棟増築工事 SD345 D19

令和3年12月 民間 建築 島根県 (株)ショーゲン 安達建築設計事務所 (株)ジンザイスチール (株)鴻池組 エクセレンシア姫原中央プレジデンス新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年12月 公共 建築 大阪府 大阪市都市整備局 大阪市都市整備局 松元工業(株) 大鉄工業(株) 長吉長原東第4住宅40号館建設工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年12月 民間 建築 大阪府 美鈴紙業(株) 日本紙パルプ商事(株) 清水鉄筋工業(株) (株)掛谷工務店 美鈴紙業本社工場新築工事 SD345～SD390 D25～D29

令和3年12月 民間 建築 大阪府 (株)日本エスコン (株)アーキ・テック設計事務所 大豊建設(株) 東淀川区豊新3丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年12月 民間 建築 大阪府 (株)賃住 (株)アーキ・テック設計事務所 仁和鉄工業(株) (株)DAIJU 福島区海老江6丁目計画 SD345～SD390 D19～D35

令和3年12月 民間 建築 茨城県 桜プロジェクト(株) 鹿島建設(株) 木村・石澤 鹿島建設(株) Ｅ社SAKURAプロジェクト SD390 D25～D38



令和4年6月現在

着工日
(平成○年○月)

工事種類
(公共・民間)

工事種別
(建築・土木)
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発注者 設計監理者 鉄筋業者 受注者 工事名称 鋼種  鋼径(呼び名)

　　ＣＢ工法施工実績表

令和3年12月 民間 建築 茨城県 (株)プロロジス 鹿島建設(株) 西武・石澤 鹿島建設(株) プロロジスつくば SD390 D35～D38

令和3年12月 公共 建築 茨城県 ELAPSC社 鹿島建設(株) 石澤・西部・金田・中三川・東部 鹿島建設(株) 　E社SAKURAプロジェクト SD345～SD390 D19・D38

令和3年12月 民間 建築 兵庫県 三菱UFJ信託銀行(株) 佐山鉄筋 (株)ナカノフドー建設 K計画 SD345 D19～D25

令和3年12月 公共 土木 福島県 福島県 (有)佐藤鉄筋
堀江・加地和・福田

特定建設工事共同企業体
第19-41380-0160号河川（交付（再復））工事（門柱） SD345 D19・D22

令和3年12月 民間 建築 京都府
エルディ(株)

一級建築士事務所
エルディ(株) (仮称)堀川五条ＰＪ新築工事 SD345～SD390 D19～D38

令和3年12月 民間 建築 大阪府 (株)福嶋洋一建築研究所 エルディ(株) (仮称）中央区徳井町1丁目計画新築工事 SD345～SD390 D16～D35

令和3年12月 民間 建築 岡山県 倉谷倫太郎 (株)エムズ・アーキテクツ (株)林圧接 (株)藤木工務店 倉谷邸新築工事 SD345　 D19・D22

令和3年12月 民間 建築 岡山県 (株)サンヨーオートセンター
森永建築建築事務所

(株)GEN設計
福山鉄筋建設(株) 清水建設(株) アウディ岡山ビル新築工事 SD345～SD390 D22・D25・D29

令和3年12月 民間 建築 岡山県 アルファプラス(株) アルファプラス(株) (株)林圧接 アルファプラス(株) 南方マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年12月 民間 建築 大阪府
(株) 日本経済新聞社
大和ハウス工業 (株)

(株)竹中工務店 (株)関西スチールフォーム (株)竹中工務店 大手前一丁目プロジェクト SD345～SD390 ～D35

令和3年11月 民間 建築 京都府  伊藤忠商事(株)伊藤忠都市開発(株) (株)松村組 (株)松村組 (仮称)烏丸松原計画新築工事 SD345 D19～D25

令和3年11月 公共 建築 滋賀県 大津市 パシフィックコンサルタンツ(株) 前田建設工業(株) ごみ処理施設整備工事(仮称)新北部クリーンセンター SD345 D19～D25

令和3年11月 民間 建築 愛知県 (株)トーシンホールディングス (株)加藤設計 愛知スチール(株) (株)中村工業 さくらHillsNAGOYAWEST新築工事 SD345～SD390 D32・D25

令和3年11月 民間 建築 大阪府 日研ツール(株) 大東鋼材(株) 元古鉄工(株) 日研ツール(株)社屋新築工事 SD345～SD390 D22・D29

令和3年11月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 仲間工業(株) 仲間工業(株) (仮称)合資会社淡路屋マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年11月 公共 建築 和歌山県 田辺市役所建築部建築課 (有)前田鉄筋 (有)前田鉄筋 稲成公民館新築工事 SD345 D19

令和3年11月 民間 建築 京都府 (株)プレサンスコーポレーション (株)礎一級建築士事務所 村田鉄筋(株) (株)中川工務店 プレサンスグラン京都上柳町新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年11月 民間 建築 大阪府 (株)フジヒサリアルエステート 奥村組土木興業(株) (株)新栄 奥村組土木興業(株) (仮称)西淀川区柏里1丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D35・D32・D25

令和3年11月 民間 建築 大阪府 （株）日商エステム （株）アイビー設計事務所 (有)安江建鉄工業 スナダ建設（株） （仮称）エステムコート中央区北久宝寺町1丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年11月 民間 建築 大阪府 (株)プレジオ (株)尾野建築設計事務所 (有)松木鉄筋工業 (株)プレジオ プレジオ難波EURO SD345～SD390 D38以下

令和3年11月 民間 建築 三重県 吉岡工業(株) 吉岡工業(株) 濱田プレス工藝(株)名張塗装工場 SD345 D25

令和3年11月 民間 建築 滋賀県 （株）ダイマルヤ
（株）ティ－エムエッチ

楽総合計画（株）
小笹鉄筋（株） （株）メルディアDC イーグルコート大津におの浜フロント新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年11月 民間 建築 埼玉県 三菱商事都市開発(株)
清水建設(株)

一級建築士事務所
東武鉄筋(株) 清水建設(株) 久喜市桜田物流施設計画(全基礎梁) SD345 D22・D25・D32

令和3年11月 民間 建築 兵庫県 高橋健次 石橋清志建築設計事務所 大西工業(株) (株)藤木工務店 (仮称)高橋邸IV新築工事 SD345 D19

令和3年11月 民間 建築 滋賀県 社会福祉法人近江笑正会 （株）内藤建築事務所 石井工業(株) （株）桑原組 近江笑正会（仮称）大津市生活介護事業所新築工事 SD345 D19～D22



令和4年6月現在

着工日
(平成○年○月)

工事種類
(公共・民間)

工事種別
(建築・土木)

工事場所
(都道府県)

発注者 設計監理者 鉄筋業者 受注者 工事名称 鋼種  鋼径(呼び名)
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令和3年11月 民間 建築 埼玉県 (株)エムエスジャパン 関東建設工業(株) (株)荒井鉄筋工業所 関東建設工業(株) (株)エムエスジャパン加須第一倉庫(営)新築工事(後施工部) SD345 D25

令和3年11月 民間 建築 兵庫県 (株)ウエノ (株)下川建築設計事務所 (株)橋本鋼材 (株)大畑組 尼崎市昭和通1丁目M新築計画 SD345～SD390 D19～D29

令和3年11月 民間 建築 大阪府 (株)UCM (株)光聖工業 (株)林建設 九喜ポンプ工業(株)本社ビル新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年11月 民間 建築 京都府  (株)ジャパンリスクマネジメント総合研究所 (株)アーセルセッション 片桐工業(株) (株)岡野組 プランドール神宮丸太町新築工事 SD345～SD390 D22・D29

令和3年11月 民間 建築 兵庫県 (株)林田組 (株)林田組 (仮称)ＮＴＢ２兵庫南あわじ新築工事 SD345 D25

令和3年11月 民間 建築 滋賀県 ボーンズ(株) 生和コーポレーション(株) (株)北鉄 (株)秋村組 ボーンズ(株)滋賀工場増築 SD345～SD390 D19

令和3年11月 公共 建築 佐賀県 鳥栖市
佐藤総合計画・ひかる建築設計室

共同企業体
小原鉄筋 前田・マツコー・伸晃JV 新庁舎整備事業・鳥栖市市庁舎新築工事 SD345～SD390 D19～D38

令和3年11月 民間 建築 大阪府 石原喜美子 生和コーポレーション(株) 橋本鋼材(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)福島区吉野５丁目プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年11月 民間 建築 兵庫県 (株)賃住 (株)プライムデザイン 橋本鋼材(株) 美樹工業(株) (仮称)姫路市北條町計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年11月 民間 建築 大阪府 （株）プレサンスコーポレーション （株）生原建築事務所 小笹鉄筋（株） （株）メルディアDC （仮称）プレサンスロジェ北区松ヶ枝町新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年11月 民間 建築 千葉県 平山建設(株) 成田市並木町221-328計画 SD345 D19

令和3年11月 民間 建築 大阪府 (株)プレジオ (株)優都設計 (有)松木鉄筋工業 (株)プレジオ プレジオ難波WEST SD345～SD390 D35以下

令和3年11月 公共 建築 大阪府 大阪市都市整備局 (有)実興業 矢野建設(株) 日之出北住宅4号館建設工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年11月 民間 建築 大阪府 (株)エムケイ設計事務所 (株)ＫＳ (株)ＫＳ ハイラインⅢ新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年11月 民間 建築 千葉県 平山建設(株) 成田市並木町221-328計画 ＳＤ345 D19

令和3年11月 民間 建築 大阪府 京阪電鉄不動産(株)
佐藤工業(株)

一級建築士事務所
(株)池内工業 佐藤工業(株) 西区江戸堀1丁目計画 SD490 D41

令和3年11月 民間 建築 京都府 積亜（株） （株）A-AtuDio一級建築士事務所 石井工業(株) （株）創美建築企画 （仮称）西大路花屋町簡易宿所新築工事 SD345 D19～D25

令和3年11月 民間 建築 大阪府 (株)希望の森 ミサワホーム近畿(株) (株)セイワワークス 伸光建設(株) 希望の森成長発達クリニック SD345～SD390 D19～D32

令和3年11月 公共 建築 大阪府 堺市 田村工業株(株) 堺土建(株) 万崎建替公営住宅第一期建設工事(第2工区) SD345 D19～D25

令和3年11月 民間 建築 大阪府 (株)開誠工業 (株)開誠工業 (仮称)レジュールアッシュ日本橋新築工事 SD345～SD390 D22～D38

令和3年11月 民間 建築 大阪府 PARK・CITY(株) (有)T`s設計舎 (株)橋本組 (株)アワービルダー (仮称)新今里4丁目マンション12階（西向き棟）新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年11月 民間 建築 大阪府 (株)BRAVE (株)グラッドデザイン (株)太平社 (株)フウキ建設 常盤町2丁目project新築工事 SD345～SD390 D19・D35

令和3年11月 公共 土木 京都府 (有)平井鉄筋工業 (有)平井鉄筋工業 東所川広域河川改修（防災・安全）工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年11月 民間 土木 愛知県 NEXCO中日本 ショーボンド建設(株)  伊勢湾岸自動車道豊田管内伸縮装置改良工事(平成30年度) SD345 D13・D16

令和3年11月 民間 建築 栃木県 (株)クスリのアオキ (有)鹿沼鉄筋工業 アーバンスタッフ（株） クスリのアオキ合戦場店新築工事 SD345 D22



令和4年6月現在

着工日
(平成○年○月)

工事種類
(公共・民間)

工事種別
(建築・土木)

工事場所
(都道府県)

発注者 設計監理者 鉄筋業者 受注者 工事名称 鋼種  鋼径(呼び名)
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令和3年11月 民間 建築 大阪府 (有)岸和田不動産
生和コーポレーション(株)

一級建築事務所
(株)橋本鋼材 生和コーポレーション(株) 吹田市朝日が丘プロジェクト新築工事 SD345 D19・D25

令和3年11月 民間 建築 大阪府 (株)岩崎設計 (有)小田利建設 (株)サンクスコーポレーション 中央２丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D22～D32

令和3年11月 民間 建築 大阪府 大阪ガス都市開発(株) (株)金山工務店 牛澤鉄筋工業所 (株)金山工務店 (仮称)中央区東心斎橋１丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年11月 民間 建築 兵庫県 スナダ建設(株) KANO CENTER(株) スナダ建設(株) (仮称)兵庫区西柳原町PJ新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年11月 民間 建築 京都府 Osaka Development合同会社 (株)竹中工務店 (株)関西スチールフォーム (株)竹中工務店 大阪京阪奈データセンター新築工事 SD345 D25

令和3年11月 民間 建築 島根県 穴吹興産(株) (株)フジサワ建築設計事務所 (株)ジンザイスチール (株)鴻池組 アルファステイツ上乃木新築工事 SD345～SD390 D22・D29

令和3年11月 民間 建築 島根県 (有)林精工 (有)共栄工業 (有)今岡工務店 (有)林精工新工場新築工事 SD345 D25

令和3年11月 公共 建築 大阪府 守口市門真市消防組合 (株)阿波設計事務所 藤元工業(株) 大鉄工業(株) 守口本署新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年11月 民間 建築 京都府 医療法人財団今井会足立病院 松元工業(株) 松井建設(株) (仮称)足立病院新築移転工事 SD345 D19～D25

令和3年11月 民間 建築 大阪府 社会福祉法人ふたかみ福祉会 清水鉄筋工業(株) 花谷建設(株) ふたかみ福祉会新築工事 SD345 D19～D25

令和3年11月 民間 建築 東京都 空港施設(株) 東急建設(株) 空港施設(株)W-1棟 SD345 D25

令和3年11月 公共 建築 神奈川県 横浜市 (株)安藤建設 仏向小学校 SD345 D22・D25

令和3年11月 民間 建築 群馬県 (株)シーピー化成 五洋建設(株) 共英産業(株) 五洋建設(株) (株)シーピー化成首都圏物流センター建設 SD345～SD390 D22～D32

令和3年11月 民間 建築 神奈川県 ESR幸浦２特定目的会社 (株)塩浜工業 開成鉄筋(株) (株)塩浜工業東京本部 (仮称)ESR横浜幸浦ディストリビューションセンター２建設工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年11月 民間 建築 岩手県 鹿島建設(株) イーエヌ大塚製薬工事 SD345 D25

令和3年11月 民間 建築 福井県 文部科学省 昭和・西川設計共同体 (株)北成 西田建設(株) 福井工業高専混住型学生寮新営その他工事 SD345 D25

令和3年11月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) (株)仁和鉄工業 生和コーポレーション(株) （仮称）林様マンション新築工事 SD345～SD390 ～D32

令和3年11月 公共 建築 岡山県 岡山県 あい・丸川設計共同企業体 ノブエ鋼業(株)
竹中・荒木・蜂谷建設工事

共同企業体
岡山県庁舎耐震化整備建築工事 SD345 D25

令和3年11月 民間 建築 岡山県 合同会社ＨＳコーポレーション (株)丸川建築設計事務所 (有)竹光建設工業 (株)大林組 (仮称)ＨＳＣビル新築工事 SD345～SD390 D22～D32

令和3年11月 公共 建築 大阪府 田村工業株 野村建設工業(株) 阪南小学校増築その他工事 SD345 D19～D25

令和3年11月 公共 建築 千葉県 JFEシビル(株) GLP流山7 SD345～SD390 D29

令和3年11月 公共 建築 群馬県 シーピー化成(株) 五洋建設(株) (株)石澤工業 五洋建設(株) 　シーピー化成株式会社物流センター SD345～SD390 D22・D32

令和3年11月 公共 建築 東京都 真柄建設(株) 江東橋一丁目計画 SD345～SD390 D19～D38

令和3年11月 民間 建築 北海道 (株)五洋建設 (株)五洋建設 専修鉄筋(株) (株)内池建設 室蘭製作所新工場建設 SD390 D29

令和3年11月 民間 建築 高知県 医療法人須藤会 (株)西森建築設計 (有)三橋組 (株)岸之上工務店 （仮称）新本町福祉施設新築工事 SD345 D25
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　　ＣＢ工法施工実績表

令和3年11月 公共 建築 高知県 本山町 (株)遠藤克彦建築研究所 有澤組 新進建設(株) 令和３年度本山町役場新庁舎建設工事 SD345 D19～D25

令和3年11月 公共 建築 高知県 宿毛市 (株)総合企画設計 有澤組 新進建設(株) 宿毛市津波避難タワー建設工事 SD345～SD390 D25～D32

令和3年11月 民間 建築 京都府 (有)スペースグラフィティ (株)メルディアDＣ (仮称)ＪＲ西大路計画新築工事 SD345～SD390 D25～D29

令和3年11月 公共 建築 岡山県 学校法人ひかり学園 (有)カタヤマネオファーム (株)重藤組 第一ひかり幼稚園保育園部新築工事 SD345　 D19・D22

令和3年11月 民間 建築 岡山県 アルファプラス(株) アルファプラス(株) (有)カタヤマネオファーム アルファプラス(株) 北区白石東町マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年11月 公共 建築 岡山県 学校法人作陽学園 (有)カタヤマネオファーム (株)重藤組 作陽高等学校新築工事 SD345　 D19・D22・D25

令和3年11月 民間 建築 岡山県 穴吹興産(株) (株)アーキテクトライン (有)カタヤマネオファーム 大末建設(株) （仮称）アルファステイツ奉還町新築工事 SD345～SD390 D19～D29・D35・D38

令和3年11月 民間 建築 京都府 (株)鴻池組 吉岡工業(株) 吉岡工業(株) ＫＣＣ西大路ビル新築計画 SD345～SD390 D25～D32

令和3年11月 公共 土木 三重県 桑名建設事務所 別府建設(株)  令和3年度一般県道桑名東員線(中央大橋)橋梁補強工事 SD345 D25・D29・D51

令和3年11月 民間 建築 千葉県 新日本建設(株) 新日本建設(株) (株)千葉サトー 新日本建設(株) (仮称)四谷学院千葉校跡地計画新築工事 SD345～SD490 D19～D38

令和3年11月 民間 建築 兵庫県  (株)OMこうべ施設部施設整備課 綿半ソリューションズ(株) (株)橋本組 綿半・神鋼JV特定建設工事共同企業体 須磨パティオ新立体駐車場整備事業 SD390 D29

令和3年11月 公共 土木 兵庫県 神戸市 (有)池町鉄筋 (株)大林建設 北（山原橋）水管橋仮設工事 SD345 D25

令和3年11月 民間 建築 大阪府 プレサンス(株) (株)DAIJU (株)仁和鉄工業 (株)DAIJU （仮称）プレサンス淀川区宮原2丁目新築工事 SD345～SD390 ～D35

令和3年10月 民間 建築 京都府 (株)日本エスコン (株)東洋設計事務所 (株)藤井組 (仮称)四条大宮駅前計画新築工事 SD345～SD390 D22～D35

令和3年10月 民間 建築 京都府 (株)大京 (株)日企設計 (株)藤井組 (仮称)ライオンズ丸太町西洞院通新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年10月 民間 建築 大阪府 (株)高橋建築設計事務所 栗本建設工業(株) (仮称)松原天美南五丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年10月 民間 建築 大阪府 医療法人瓢成会
一級建築士事務所

ジー、レシオ　アーキデザイン
日本建設(株) (仮称)医療法人瓢成会中川医院新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年10月 民間 建築 大阪府 (株)ステップ (株)大士呂巧建築設計事務所 (株)橋本鋼材 生和コーポレーション(株) セイワパレス真田山公園南新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年10月 公共 土木 兵庫県 加東市上下水道部工務課 (株)相互設計事務所 (株)コミナミ (株)ハマダ 令和元年度 生活基盤施設耐震化等交付金事業広沢浄水場更新工事 SD345 D25

令和3年10月 民間 建築 大阪府 野村不動産(株) 野村建設工業(株) 富田興業(株) 野村建設工業(株) (仮称)淡路町二丁目新築工事 SD345～SD390 D35・D32・D25

令和3年10月 民間 建築 滋賀県 (株)バックプラス (株)NDC建築設計事務所 (株)橋本組 村本建設(株) バックプラス滋賀工場新築工事 SD345～SD390 D19・D22・D29

令和3年10月 民間 建築 大阪府 全星薬品工業(株)
前田建設工業(株)
一級建築士事務所

(株)池内工業 前田建設工業  全星薬品工業(株)(仮称)岸和田工場 Ｅ棟建設 SD345～SD390 D25・D29

令和3年10月 民間 建築 鹿児島県 (株)ダイレックス トーア企画設計 (株)小能鉄筋工業 (株) トーア （仮称）ダイレックス谷山中央店新築工事 SD345 D22・D25

令和3年10月 民間 建築 大阪府 (株)ＢＡＵ建築企画事務所 (有)保田組 (有)保田組 (仮称)大阪府熊取町高齢者住宅新築工事 SD345 D25

令和3年10月 民間 建築 大阪府 (株)プレジャーズコーポレーション (株)ラフト (株)橋本鋼材 生和コーポレーション(株) 北区兎我野町PJ新築工事 SD345～SD390 D19・D22・D32・D35
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令和3年10月 民間 建築 千葉県 石井工業(株) 千葉リサーチパーク冷凍倉庫 SD345 D22

令和3年10月 民間 建築 大阪府 KANO CENTER(株) スナダ建設(株) (仮称)八尾市桜ヶ丘３丁目新築工事 SD345～SD390 D16～D35

令和3年10月 民間 建築 兵庫県 ナッシュ(株) リノべる(株)一級建築工事事務所 (株)橋本組 (株)淺沼組 (仮称)nosh新工場（尼崎潮江）新築工事 SD345 D19・D22・D25

令和3年10月 民間 建築 鹿児島県 (株)ダイレックス トーア企画設計 (株)小能鉄筋工業 (株) トーア （仮称）ドラッグコスモス指宿市役所前店新築工事 SD345 D22

令和3年10月 民間 建築 兵庫県 (株)駒川工務店 (株)駒川工務店 (仮称)磯上公園内新体育館建設工事 SD345 D25

令和3年10月 民間 建築 福岡県 (株)マサキ設計事務所 清進工業 (有)西日本グットパートナー 久留米市通町計画 SD345～SD390 D19～D32

令和3年10月 民間 建築 栃木県 帝国繊維(株) 西松建設（株） （株）佐山 西松建設（株） （仮称）帝国繊維鹿沼工場200ｍライン建屋工事 SD345～SD390 D22～D32

令和3年10月 民間 建築 滋賀県 日本熱源システム（株） （株）設計舎 石井工業(株) （株）ヤマタケ創建 日本熱源システム（株）滋賀工場2号館増築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年10月 民間 建築 大阪府 (株)ホームズ (株)アーキテック設計事務所 KANO CENTER(株) スナダ建設(株) (仮称)グランアッシュ我孫子前新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年10月 民間 建築 大阪府 太陽ファルマテック(株) 大成建設(株) (株)山村組 大成建設(株) 太陽ファルマテック高槻工場厚生施設建設工事 SD345～SD390 D22・D29

令和3年10月 民間 建築 大阪府 (株)安井建築設計事務所 (株)城東鉄筋 (株)城東鉄筋 (仮称)奥野製薬工業(株)第一工場新築工事 SD345 D22

令和3年10月 民間 建築 大阪府 (株)中澤砿油
生和コーポレーション(株)

一級建築事務所
(株)橋本鋼材 生和コーポレーション(株) 中澤砿油様プロジェクト新築工事 SD345 D22

令和3年10月 民間 建築 大阪府 (株)鴻池組 吉岡工業(株) 吉岡工業(株) 別寅かまぼこ(株)本社工場建設工事 SD390 D29

令和3年10月 民間 建築 大阪府 山本明善
生和コーポレーション(株)

一級建築事務所
(株)橋本鋼材 生和コーポレーション(株) 山本様マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年10月 民間 建築 大阪府 (株)タカラレーベン (株)日企設計 (株)橋本鋼材 (株) DAIJU ラグゼナ恵美須町新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年10月 民間 建築 大阪府 浄土宗自香寺 生和コーポレーション(株) 橋本鋼材(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)北区太融寺町プロジェクト SD345～SD390 D19～D32

令和3年10月 民間 建築 福岡県 (株)ウェルホールディングス DMクリエイト(株) 西日本S (株)優渾 （仮称）平尾3丁目マンション新築工事 SD345 D19　D22

令和3年10月 民間 建築 福井県 ダイハツ販売(株) (有)大平鉄筋 石黒住建(株) ダイハツ販売(株)小浜店 SD345 D22

令和3年10月 民間 建築 石川県 石川県 (株)大屋設備 加賀工建(株) 小松工業高等学校特別教室棟等防音復旧・大規模改修工事(建築) SD295 D16・D19

令和3年10月 民間 建築 大阪府 (株)長谷工不動産 (株)ギフトプラスデザイン KANO CENTER(株) スナダ建設(株) (仮称)ブランシエスタ西区西本町I新築工事 SD345～SD390 D16～D35

令和3年10月 民間 建築 大阪府 (株)太陽建設 (株)川田精鋼 (株)太陽建設 (仮称)生野区新今里一丁目計画新築工事 SD345～SD390 D16～D32

令和3年10月 民間 建築 京都府 (株)DOORDO (株)M・I設計 (有)松木鉄筋工業 (株)DOORDO 下京区東塩小路町マンション SD345～SD390 D29以下

令和3年10月 民間 建築 大阪府 山下鉄筋工業(株) 藤原工業(株) (仮称)うれしい保育園五月が丘新築工事 SD345 D25

令和3年10月 民間 建築 大阪府 大阪産業(株) (株)アーキテクトラボ (株)金沢組 (株)　イチケン　関西支店 (株)南テスティパル新社屋新築工事 SD345 D22・D25

令和3年10月 民間 建築 大阪府 香川長三 生和コーポレーション(株) 橋本鋼材(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)江の木町プロジェクトⅡ新築工事 SD345～SD390 D19～D35
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令和3年10月 民間 建築 大阪府 吉岡工業(株) 吉岡工業(株) 新ＶＰシステム酸素ガス発生装置建屋建築工事 SD390 D29

令和3年10月 民間 建築 大阪府 吉岡工業(株) 吉岡工業(株) (株)アイ・エス新工場新築工事 SD345 D25

令和3年10月 民間 建築 大阪府 (株)ブロードジャパン (株)橋本組 (株)アワービルダー (仮称)ブロード塚本プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年10月 民間 建築 大阪府 (株)ブロードジャパン (有)T`s設計舎 (株)橋本組 (株)アワービルダー (仮称)新今里４丁目マンション10階（北向き棟）新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年10月 民間 建築 大阪府 吉岡工業(株) 吉岡工業(株) (仮称)北津守２丁目計画新築工事 SD390 D29

令和3年10月 公共 建築 大阪府 (株)前田組 (株)前田組 (株)前田組 立体倉庫棟建設工事・酸洗挿入棟建設工事 SD390 D29・D32

令和3年10月 民間 建築 兵庫県 社会福祉法人長陽会 大塚謙太郎一級建築士事務所 尼鉄工業(株) コーナン建設(株) (仮称)ニコニコ桜今津保育園分園新築工事 SD345 D19～D25

令和3年10月 民間 建築 大阪府  (株)サンケイビル近畿総合リース(株) (株)銭高組 (株)山村組 (株)銭高組 (仮称)摂津市鶴野4丁目計画新築工事 SD390 D29・D35

令和3年10月 民間 建築 兵庫県 (株)レキオ５０４ (有)実興業 矢野建設(株) 近畿電気システム尼崎社屋新築工事 SD345 D19～D25

令和3年10月 公共 土木 栃木県 千葉窯業（株） 新東名高速道路川西工事 SD345 D22

令和3年10月 公共 建築 大阪府 大阪市 大阪市都市整備局住宅部 (株)小泉鉄筋 (株)中道組 大阪市此花区酉島住宅23号館 SD345～SD390 D19・D35

令和3年10月 民間 建築 滋賀県 岡田鉄筋工業(株) 岡田鉄筋工業(株) 大津能登川長浜線 SD345 D16

令和3年10月 民間 建築 大阪府 (株)日総建大阪事務所 (株)ＫＳ (株)ＫＳ 茨田大宮第１住宅４号館建設工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年10月 民間 建築 京都府 (株)長津製作所 BRASS池島建築事務所 (株)川田精鋼 東洋建設(株) (株) 長津製作所 工場棟新築工事 SD345 D25

令和3年10月 公共 建築 青森県 防衛省 (有)佐藤鉄筋興業 (株)ピーエス三菱 八戸駐屯地増築工事 SD345 D19

令和3年10月 民間 建築 石川県 (株)イコマメカニカル 上西鉄筋工業(株) (株)トーケン (株)イコマメカニカル本社工場新築工事 SD345 D25

令和3年10月 民間 建築 大阪府 吉岡工業(株) 吉岡工業(株) 伝法幼稚園建設その他工事 SD345 D25

令和3年10月 民間 建築 岩手県 (株)フタバ平泉 (株)髙橋鉄筋工業 (株)伊藤工務店 フタバ平泉工事 SD345 D25

令和3年10月 民間 建築 島根県 穴吹興産(株) (株)フジサワ建築設計事務所 (株)ジンザイスチール (株)鴻池組 アルファステイツ天神町新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年10月 民間 建築 滋賀県 東レ建設(株) 楽総合計画(株) (株)セイワワークス (株)森組 シャリエ大津市中央Ⅱ SD345～SD390 D19～D35

令和3年10月 民間 建築 京都府 (株)日本エスコン (株)東洋設計事務所 藤元工業(株) 多田建設(株) (仮称)京都市下京区深草町新築工事 SD345～SD490 D19～D35

令和3年10月 民間 建築 大阪府 全星薬品工業(株) 前田建設工業(株) (株)池内工業 前田建設工業(株) 全星薬品工業株式会社岸和田工場E棟増築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年10月 民間 建築 岩手県 旭東通商(株) 大東建託(株) (株)西原鉄建工業 大東建託(株) 旭東通商(株)増築工事 SD345 D22

令和3年10月 民間 建築 大阪府 三菱倉庫(株) (株)竹中工務店 (株)関西スチールフォーム (株)竹中工務店 三菱倉庫(株)茨木５号配送センター建設工事 SD345～SD390 ～D35

令和3年10月 民間 建築 広島県 (株)レンタサービス中国 (有)SCプロジェクト建築事務所 (株)坂本工業
竹中工務店・ゲンバカンリシステムズ

共同企業体
広島トヨペット(株)レクサス広島北拡張工事 SD345 D19・D25
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　　ＣＢ工法施工実績表

令和3年10月 民間 建築 岡山県 岡山港湾運送(株) (株)大原組一級建築士事務所 (有)竹光建設工業 (株)大原組 岡山港湾運送(株)倉庫新築工事 SD345 D19～D25

令和3年10月 公共 建築 広島県 中国四国防衛局 (株)村田相互設計 沖田鉄筋工業(有) (株)奥村組 １術校(２)講堂新設建築その他工事 SD345～SD390 D19～D25・D32

令和3年10月 民間 建築 大阪府 (株)プレジオ (株)楡建築企画設計 (有)松木鉄筋工業 (株)プレジオ プレジオ難波ASIAN SD345～SD390 D35以下

令和3年10月 民間 建築 北海道 札幌市 (株)都市設計研究所 中央鉄建(株) 伊藤組土建(株) 発寒南小学校改築工事 SD345 D22

令和3年10月 民間 建築 高知県 (株)エースワン
NAVA(株)建築デザイン

アソシエーション
一級建築士事務所

(有)三橋組 (株)岸之上工務店 （仮称）エースワン新本町店新築工事 SD345 D25

令和3年10月 民間 建築 高知県 (株)穴吹工務店
(株)穴吹工務店本社
一級建築士事務所

(株)浜本工業北岡工務店 (株)穴吹工務店 サーパス弥右衛門スクエア新築工事 SD345～SD390 D25～D38

令和3年10月 民間 建築 大阪府 (株)現代綜合設計 大鉄工業(株) マルナカ広畑店 SD345 D19

令和3年10月 民間 建築 兵庫県 (株)エフビーエス (株)エフビーエス ＩＩＦ神戸ロジスティクスセンター改修工事 SD345 D22～D25

令和3年10月 民間 建築 大阪府 (株)D＆D建築設計事務所 スナダ建設(株) (仮称)ラシュレ扇町公園ＰＪ新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年10月 民間 建築 大阪府
(株)岡田光輝建築設計室

一級建築士事務所
サンヨーホームズ(株) (仮称)大阪市北区天満橋3丁目 SD345～SD390 D16～D35

令和3年10月 民間 建築 岡山県 ST-HOUSEⅡ新築工事 SD345　 D19・D22・D25

令和3年9月 民間 建築 大阪府 五條運輸(株) (株)松村組 (株)松村組 五條運輸(株) 奈良中央物流センター増築工事 SD345 D19～D25

令和3年9月 民間 建築 京都府 会福祉法人清仁福祉会 村田鉄筋(株) 奥田・創園建設工事共同企業体 清仁保育園移転・新築工事 SD345 D19

令和3年9月 公共 土木 石川県 北陸地方整備局 (株)柴田鉄筋 日本海建設(株) R2小松バイパス八幡高架橋下部工事 SD345 D19

令和3年9月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 仲間工業(株) 仲間工業(株) (仮称)(株)あかし様マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年9月 民間 建築 兵庫県 （株）ウエノ （株）福嶋洋一建築研究所 小笹鉄筋（株） （株）大畑組 （仮称）尼崎竹谷町1丁目計画 SD345～SD390 D19～D38

令和3年9月 公共 土木 埼玉県 加須市 東武鉄筋(株) (株)久保田建設 加須市上水道管理センター改修工事(一部) SD345 D22

令和3年9月 公共 建築 熊本県 熊本県荒尾市 太宏設計事務所 楠本鉄筋 中尾・興亜・豊JV （仮称）荒尾市・長州町学校給食センター新築工事 SD345 D22

令和3年9月 民間 建築 大阪府 濱口喜一
生和コーポレーション(株)

一級建築士事務所
(株)橋本鋼材 生和コーポレーション(株) 正雀2丁目PJ新築工事 SD345～SD390 D19・D22・D29

令和3年9月 民間 建築 奈良県 住江織物(株) (株)NDC建築設計事務所 (株)川田精鋼 東洋建設(株) (仮称)住江織物(株)Iプロジェクト増築工事せ品倉庫棟 SD345 D25

令和3年9月 民間 建築 大阪府 (株)プレジオ (株)尾野建築設計事務所 (有)松木鉄筋工業 (株)プレジオ プレジオ鎗屋町新築マンションPJ SD345～SD390 D35以下

令和3年9月 民間 建築 大阪府 (有)キアラ建築研究機関 谷口鉄筋 (株)松原建設工業 大阪市浪速区敷津西２丁目PJ新築工事 SD390 D32・D35

令和3年9月 民間 建築 大阪府 若井産業　(株) アートプラン建築事務所(株) (株)新栄 (株) 三栄建設 若井流通センタープロジェクト SD345 D19・D25

令和3年9月 民間 建築 兵庫県 三菱地所レジデンス(株) (株)IAO竹田設計 (株)セイワワークス 村中建設(株) 神戸市東灘区岡本７丁目計画 SD345～SD390 D19～D29

令和3年9月 民間 建築 大阪府 シード平和(株) (株)ティーエムエッチ (株)川田精鋼 (株)太陽建設 (仮称)大阪市西淀川区野里１丁目新築工事 SD345～SD390 D16～D32
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令和3年9月 民間 建築 大阪府 阪急阪神不動産（株） （株）D＆D建築設計事務所 小笹鉄筋（株） （株）メルディアDC （仮称）天王寺区勝山1丁目計画 SD345～SD390 D19～D38

令和3年9月 民間 建築 京都府 (株)プレサンスコーポレーション (株)礎 (株)UMEDA TEKKIN (株)メルディアDC (仮称)プレサンス西院西寿町PJ SD345～SD390 D29以下

令和3年9月 民間 建築 大阪府 生活協同組合コープこうべ (株)ユーデーコンサルタンツ (株)石見鉄筋工作所 立建設　(株) コープ箕面新築工事 SD345 D22・D25

令和3年9月 民間 建築 大阪府 PARK・CITY(株) (有)T`s設計舎 (株)橋本組 (株)アワービルダー (仮称)新今里４丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年9月 公共 土木 石川県 金沢市 (株)川上鉄筋工業 毎田建設(株) 大浦千木町線 SD345 D29

令和3年9月 民間 建築 兵庫県 (株)松田平田設計 吉岡工業(株) 吉岡工業(株) 阪急西宮カーデンズ西側社有地計画 SD345～SD390 D19～D38

令和3年9月 公共 建築 石川県 七尾市 (株)中央設計技術研究所 (有)西沢鉄筋工業所 荏原・真柄・戸田組JV 七尾市ごみ処理施設建設工事 SD345 D25

令和3年9月 公共 建築 京都府 京都市 (株)竹中工務店 (株)翔圧 (株)竹中工務店 京都芸術大学C地区 SD345～SD390 D19・D38

令和3年9月 民間 建築 大阪府 前田機械(株) (株)　日創アーキテクト (株)金沢組 西田工業　(株) 弁天町駅前田ビル新築工事 SD345～SD390 D22・D32・D35

令和3年9月 民間 建築 兵庫県 三菱ケミカルエンジニアリング(株) (株)林田組 (株)林田組 イオンフードサプライ(株)(仮称)兵庫センター新棟建設工事 SD345 D25

令和3年9月 民間 建築 兵庫県 (株)日企設計 (株)開誠工業 (株)開誠工業 (仮称)神戸市灘区水道筋３丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年9月 民間 建築 京都府 エスリード（株） （株）礎一級建築士事務所 小笹鉄筋（株） 鉄建建設（株） （仮称）エスリード京都市下京区観喜寺町新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年9月 民間 建築 石川県 日本通運(株) 日通不動産(株) (株)柴田鉄筋 前田建設工業(株) (仮称)日本通運(株)金沢支店高柳物流拠点建替工事 SD345 D22

令和3年9月 民間 建築 島根県 (株)ショーゲン 安達建築設計事務所 (株)ジンザイスチール 仁木鉄工(株) エクセレンシア姫原中央プレジデンス新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年9月 民間 建築 島根県 (株)渡部製鋼所 美保鉄筋(株) 淺沼・浜村JV 渡部製鋼所本社工場再整備工事 SD345 D22

令和3年9月 民間 建築 兵庫県 和田興産(株) (株)OKI設計 (株)オリベ 大木工務店(株) 垂水区五色山1丁目新築工事 SD345 D19～D25

令和3年9月 民間 建築 兵庫県 社会福祉法人　愛心会 (株)時設計 (株)池内工業 (株)住吉工務店 ほしのさと保育園新築工事 SD345 D19～D25

令和3年9月 民間 建築 大阪府 サムティ(株)
(株)ユマ設計

(株)大阪ヒカリエンヂニアリング
(株)池内工業 (株)明和工務店 サムティ福島区吉野5丁目Ⅱ新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年9月 民間 建築 大阪府 ウェルビング(株) (株)福嶋洋一建築研究所 (株)池内工業 東周建設(株) 淀川区塚本2丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年9月 民間 建築 岡山県 (株)穴吹工務店
(株)穴吹工務店本社
一級建築士事務所

(株)モリタビルド 穴吹工務店・梶岡建設共同企業体 サーパス後楽園北レジデンス新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年9月 民間 建築 岡山県 ネッツトヨタ岡山(株) (株)山陽設計 (有)竹光建設工業 (株)重藤組 ネッツトヨタ岡山(株)新整備場工場新築工事 SD345 D19～D25

令和3年9月 民間 建築 岡山県 (株)創心會 (株)ウェルフェアオフィス (有)竹光建設工業 (株)大原組　　 (仮称)日吉町複合施設新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年9月 民間 建築 山口県 キリンエンジニアリング(株) (株)坂本工業 (株)竹中工務店 協和発酵バイオ山口事業所ＦＰ２建設工事 SD390 D29

令和3年9月 民間 建築 滋賀県
一級建築士事務所
(株)東京オデッセイ

(株)ショウワパーク Ｇ－ＯＮＥ水口店改装計画 SD345～SD390 D25～D29

令和3年9月 民間 建築 三重県 (株)野田建築設計事務所 シード平和(株) (仮称)東近江市八日市駅前計画 SD345～SD390 D19～D35
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令和3年9月 民間 建築 大阪府 (株)IAO竹田設計 (株)岡工務店 ワコーレ尼崎ディアステージ SD345～SD390 D19～D29

令和3年9月 民間 建築 大阪府 (株)日企設計 (株)金澤工務店 (仮称)北区天神橋三丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年9月 民間 建築 岡山県 (株)ＡＲＲＯＷＳ アルファプラス(株) (有)カタヤマネオファーム アルファプラス(株) 老松町三丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D25・D29

令和3年9月 民間 建築 兵庫県 吉岡工業(株) 吉岡工業(株) あいさいこども園新築工事 SD345 D25

令和3年9月 民間 建築 兵庫県 (株)林田組 (株)林田組 高砂臨海工場新築工事 SD345 D25

令和3年9月 民間 建築 千葉県 (株)新昭和 新日本建設(株) (株)千葉サトー 新日本建設(株) (仮称）海浜幕張ビジネスホテル計画 SD390 D32・D35

令和3年9月 民間 建築 神奈川県 新日本建設(株) 新日本建設(株) (株)ランテック 新日本建設(株) (仮称)EXC宿河原計画新築工事 SD345 D19・D25

令和3年9月 公共 建築 沖縄県 沖縄県   (株)基土木(株)山口建設(有)明城建設  高度衛生管理型荷捌施設新築工事（建築1工区） SD345～SD390 D19～D35

令和3年9月 公共 建築 沖縄県 沖縄県
(株)国吉設計

(株)設備研究所
設計共同体

  仲本工業(株)(株)野原建設米元建設工業(株  高度衛生管理型荷捌施設新築工事（建築2工区） SD345～SD390 D19～D35

令和3年9月 公共 建築 沖縄県 那覇市
アート設計

大村設備設計
野原建設・IMICORPORATION 宇栄原市営住宅第5期建替工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年9月 公共 建築 大阪府 大阪市 大阪市都市整備局 尼鉄工業(株) 西野建設工業(株) 豊崎小学校増築その他工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年9月 民間 建築 兵庫県 (株)丸和製作所 大和リース(株) (有)池町鉄筋 大和リース(株) 丸和製作所新社屋新築工事 SD345 D25

令和3年9月 民間 建築 大阪府 ロックペイント(株) (株)竹中工務店 (株)中鉄 (株)竹中工務店 ロックペイント新技術棟新築工事 SD345～SD390 ～D32

令和3年8月 民間 建築 大阪府 （株）ミヤエステート 関井徹建築設計事務所 小笹鉄筋（株） （株）紙谷工務店 （仮称）曾根崎新地ミヤプラザ新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年8月 公共 建築 大阪府 堺市 (株)三弘建築事務所
(株)木綿麻建設
(株)麦島建設

(株)源建設工業ＪＶ
万崎建替公営住宅第一期建設工事(第１工区) SD345～SD390 D19～D32

令和3年8月 公共 建築 大阪府 (株)橋本鋼材 大阪府営寝屋川仁和寺住宅第1期エレベーター棟増築工事(第2工区)(その2 SD345 D19・D22

令和3年8月 民間 建築 福井県 アップル流通(株) (有)藤田建築設計事務所 (株)一鐡 田中建設(株) (仮称)アップル流通センター新築工事 SD345 D25

令和3年8月 民間 建築 石川県 (有)松任鉄筋 兼六建設(株) (仮称)金沢市本町プロジェクト SD390 D32・D35

令和3年8月 民間 建築 大阪府 (株)ＦＫＯアーキデザイン (株)戸田鉄筋 (株)戸田鉄筋 (仮称)エステムコート大阪市港区市岡元町３丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年8月 民間 建築 京都府 三波工業(株) 清水建設(株) 新庄鉄筋鋼業(株) 清水建設(株) 三波工業(株)舞鶴事務所 SD345 D19・D25

令和3年8月 民間 建築 兵庫県 学校法人関西学院
(株)日本設計
(株)奥村組

(株)奥村組 (株)奥村組 学校法人関西学院(仮称)KSC新棟計画 SD345 D19～D25

令和3年8月 民間 建築 滋賀県 ＳＭＣ(株)
鹿島建設(株)

一級建築士事務所
田村工業株 鹿島建設(株) SMC(株)滋賀竜王第1期建築工事 SD345～SD390 D19～D25・D32・D35

令和3年8月 民間 建築 兵庫県 (株)林田組 (株)林田組 (仮称)グランドメゾン神戸北野坂新築工事 SD345～SD390 D22～D32

令和3年8月 民間 建築 大阪府 コタ(株) プラナス(株) (株)石見鉄筋工作所 戸田建設(株) コタ(株)(仮称)研究棟新築計画 SD345 D19～D25

令和3年8月 民間 建築 岩手県 陸前高田市 高池葉子建築設計事務所 (株)髙橋鉄筋工業 (株)佐武建設 ピーカンナッツ産業振興施設 SD345 D19



令和4年6月現在

着工日
(平成○年○月)

工事種類
(公共・民間)

工事種別
(建築・土木)

工事場所
(都道府県)

発注者 設計監理者 鉄筋業者 受注者 工事名称 鋼種  鋼径(呼び名)

　　ＣＢ工法施工実績表

令和3年8月 民間 建築 滋賀県 近江アサノコンクリート(株) (株)奥田工務店 村田鉄筋(株) (株)奥田工務店  サノコンクリート(株)骨材供給・受材設備増設及び入替に伴う附帯工事【１期 SD345～SD390 D22～D29

令和3年8月 民間 建築 京都府 (株)金山工務店 (株)ＫＳ (株)ＫＳ (仮称)下京区西七条比輪田町計画新築工事 SD345 D25

令和3年8月 民間 建築 兵庫県 (株)金本鉄筋工業所 (株)四国建設 南武庫之荘５丁目共同住宅新築工事 SD345 D19

令和3年8月 民間 建築 兵庫県 大成ユーレック(株) (株)ＫＳ (株)ＫＳ (仮称)西宮市小松町計画 SD345 D22

令和3年8月 民間 建築 大阪府 野村不動産(株) (株)IAO竹田設計 (株)セイワワークス (株)森組 枚方市楠葉花園町計画 SD345～SD390 D19～D35

令和3年8月 民間 建築 大阪府 (株)プレジオ (株)楡建築企画設計 (有)松木鉄筋工業 (株)プレジオ プレジオ江坂ROUGE SD345～SD390 D35以下

令和3年8月 民間 建築 兵庫県 特定目的会社竹芝
 東亜建設工業(株)
一級建築士事務所

(株)金沢組 東亜建設工業(株) 神戸市須磨区弥栄台４丁目計画 SD345～SD390 D22～D29

令和3年8月 民間 建築 大阪府 (株)協立化工業 (株)太陽建設 (株)川田精鋼 (株)太陽建設 (仮称)(株)協立化工業新社屋新築工事 SD345 D25

令和3年8月 民間 建築 大阪府 (株)エルマーノ 植西建築設計事務所 (株)ユハラ (株)ユハラ (仮称)四貫島マンション新築工事 SD345～SD390 D19・D29

令和3年8月 民間 建築 大阪府 （株）リアルエステートSun’S （株）岩崎設計 (有)安江建鉄工業 誠信建設工業（株） （仮称）枚方公園プロジェクト SD345 D19～D25

令和3年8月 民間 建築 京都府 (株)エスコ 楽総合計画(株) (株)池内工業 (株)桝嘉 草津市南草津五丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年8月 民間 建築 大阪府 学校法人夕陽丘学院
(株)オオヨドコーポレーション

一級建築士事務所
(有)実興業 (株)オオヨドコーポレーション 専修学校夕陽丘予備校新校舎建築工事 SD345 D22・D25

令和3年8月 民間 建築 滋賀県 吉岡工業(株) 吉岡工業(株) 大東電材(株)彦根倉庫新築工事 SD345 D25

令和3年8月 民間 建築 大阪府 (株)グラッド (株)優都設計 橋本鋼材(株) (株)DAIJU (仮称)gm桜川４丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D38

令和3年8月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) KANOCENTER(株) 生和コーポレーション(株) 木下様マンション新築工事 SD345 D19～D25

令和3年8月 民間 建築 大阪府 学校法人専念寺学園小松幼稚園 (株)川田精鋼 (株)太陽建設 小松幼稚園 西棟改築工事 SD345 D22・D25

令和3年8月 民間 建築 京都府 岡田鉄筋工業(株) 岡田鉄筋工業(株) 重文（建造物）聴竹居本屋ほか2棟防災施設整備工事 SD390 D29

令和3年8月 民間 建築 大阪府 (株)ブロードジャパン (株)SPACE101建築事務所 (株)橋本組 (株)アワービルダー (仮称)ブロード中津プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年8月 民間 建築 和歌山県 吉岡工業(株) 吉岡工業(株) カトリック和歌山紀北教会屋形町聖堂新築工事 SD345 D25

令和3年8月 民間 建築 奈良県 大鉄工業(株)一級建築士事務所 (株)池内工業 (株)大鉄工業 奈良市三条宮前町計画新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年8月 民間 建築 石川県 金沢市
SALHAUS

カワグチテイ建築計画
(株)コデラ 真柄・トーケン・兼六・北川・鈴木JV 金沢美術工芸大学建設工事(建築工事その1) SD490 D35

令和3年8月 民間 建築 和歌山県 和歌山トヨペット(株) (有)津村鉄筋 正真建設(株) 和歌山トヨペット(株)本社改築（２期）工事 SD345 D25

令和3年8月 民間 建築 京都府 (株)朝日ビルド 大和証券京都ビル建替工事 SD345～SD390 D22～D35

令和3年8月 民間 建築 京都府 (株)犀工房　 (株)石見鉄筋工作所 (株)内田組 　(株)犀工房新社屋新築工事 SD345 D22・D25

令和3年8月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)橋本組 (株)松本組 (仮称)プレサンスロジェ住之江区中加賀屋２丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35



令和4年6月現在

着工日
(平成○年○月)

工事種類
(公共・民間)

工事種別
(建築・土木)

工事場所
(都道府県)

発注者 設計監理者 鉄筋業者 受注者 工事名称 鋼種  鋼径(呼び名)

　　ＣＢ工法施工実績表

令和3年8月 公共 土木 福井県 JR東日本 (株)北成 熊谷・砺波・関JV 北陸新幹線、芦原温泉駅 SD345 D19・D22

令和3年8月 公共 建築 大阪府 大阪府 (株)前田都市設計 (株)真栄工業 (株)鴻友建設 大阪府寝屋川点野住宅第１期エレベーター棟増築工事（第１工区）（その2） SD345 D22

令和3年8月 民間 建築 大阪府 (株)ASPERGE 生和コーポレーション(株) 橋本鋼材(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)東成区東小橋１丁目プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年8月 公共 建築 福井県 JR東日本 鹿島・竹中土木・前田産業JV 北陸新幹線、敦賀駅新築(R2カルバート) SD345 D19

令和3年8月 民間 建築 大阪府 社会福祉法人南山城学園 山岡哲哉建築設計事務所 村田鉄筋(株) 清水建設(株) 島本認定こども園新築工事 SD345 D22・D25

令和3年8月 民間 建築 大阪府 西日本旅客鉄道(株) 西日本旅客鉄道(株) 松元工業(株) 大鉄工業(株) 新大阪地区事務所ビル外新築他工事(機器室ビル) SD345～SD390 D19～D29

令和3年8月 民間 建築 大阪府 第一交通産業(株) (株)TKI設計 清水鉄筋工業(株) 五和建設工業(株) 吹田市千里丘下マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年8月 民間 建築 大阪府 大丸エナウィン(株) 清水鉄筋工業(株) 花谷建設(株) 大丸エナウィン新築工事 SD345 D19～D22

令和3年8月 民間 建築 大阪府 バイロン(株)
一級建築士事務所

上田智晴アーキテクツ
清水鉄筋工業(株) 五和建設工業(株) 天王寺区堂ヶ芝1丁目計画新築工事 SD345 D19～D25

令和3年8月 民間 建築 滋賀県 (株)エスコ 楽総合計画(株) (株)池内工業 (株)桝嘉 草津市南草津5丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年8月 民間 建築 岩手県 サトーホールディングス(株) (株)西原鉄建工業 (株)伊藤組 北上RFID工場第1-4期西側増築工事 SD345 D19～D25

令和3年8月 公共 建築 広島県 高裁判所事務総局経理局 (株)あい設計 後藤鉄筋工業(有) (株)安藤・間 広島地家裁福山支部　 SD345 D25

令和3年8月 公共 建築 東京都 三井不動産(株)　　　　　 日建設計・鹿島設計JV (株)石澤工業 鹿島建設(株) (仮称)OH－1計画新築工事 SD345～SD390 D19・D25

令和3年8月 民間 建築 大阪府 全国農業協同組合連合会 共同設計株式会社 近畿施設 (株)ナカノフドー建設 JA小曽根支店新築工事及び駐車場整備工事 SD345 D19～D25

令和3年8月 民間 建築 兵庫県 日揮(株) 小泉組 (株)ナカノフドー建設 ありまこうげんホスピタル SD345～SD390 D19～D29

令和3年8月 民間 建築 高知県 (株)四国銀行 (株)西森建築設計 (有)三橋組 (株)岸之上工務店 四国銀行山田支店新築工事 SD345 D25

令和3年8月 民間 建築 大阪府 (株)大星住宅産業 (株)大星住宅産業 (仮称)八尾市八尾木北5丁目ＰＪ新築工事 SD345 D22

令和3年8月 民間 建築 兵庫県 (株)横山建築事務所 クサカ建設(株) ＬａＧｒａｃｅ天六新築工事 SD345～SD390 D13～D29

令和3年8月 民間 建築 奈良県 上村建築設計事務所 大倭殖産 ＪＲ奈良大森新築工事 SD345 D19～D25

令和3年8月 民間 建築 兵庫県 (株)国分建築設計事務所 神工建設(株) (仮)神戸市兵庫区駅前通5丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年8月 公共 建築 岡山県 岡山県 (有)福元鉄筋 清水建設(株) 笹目谷産業廃棄物処理施設建設工事 SD345 D19・D25

令和3年8月 民間 建築 岡山県  廣川マテリアル(株)(株)エースパック　 (株)三信建築設計事務所 (有)塚本鉄筋 藤木工務店(株) 廣川グループ倉吉地区PJ SD345　 D22・D25

令和3年8月 民間 建築 岡山県 (株)コクエイ (株)坪井建築設計 (株)林圧接 蜂谷工業(株) (仮称)津島東学生寮新築工事 SD345～SD390 D16～D25

令和3年8月 公共 建築 沖縄県 沖縄県 大寛組 那覇浄化センター SD345 D22～D25

令和3年8月 公共 建築 京都府 京都市 (株)内藤建築事務所 (株)大森鉄筋 (株)竹中工務店 （総合評価）京都市立芸術大学移転整備工事ただし，C地区建築工事 SD345～SD390 ～D38



令和4年6月現在

着工日
(平成○年○月)

工事種類
(公共・民間)

工事種別
(建築・土木)

工事場所
(都道府県)

発注者 設計監理者 鉄筋業者 受注者 工事名称 鋼種  鋼径(呼び名)

　　ＣＢ工法施工実績表

令和3年8月 民間 建築 京都府 京都中央信用金庫 (株)竹中工務店 (株)朝日ビルド (株)竹中工務店 京都中央信用金庫九条支店新築工事 SD345～SD390 ～D29

令和3年7月 民間 建築 石川県 輪島市穴水町 (株)プランテック (株)新保鉄筋工業 プランテック・岩田地崎建設JV 輪島・穴水町地域エネルギー回収型廃棄物処理施設建設工事 SD345 D19～D25

令和3年7月 公共 建築 大阪府 大阪市 (株)小野設計 栗本建設工業(株) 春日出小学校第２期増築その他工事 SD345 D19～D25

令和3年7月 民間 建築 京都府 (有)あじゅーる 設計組織DNA 野口建設(株) 野口建設(株) 大黒町ビル新築工事 SD345 D22

令和3年7月 民間 建築 青森県 つるが市 (株)竹中工務店 つがる市体育館新築工事 SD390 D29

令和3年7月 民間 建築 大阪府 (株)林田組 (株)林田組 (仮称)ホテルルートイン大阪和泉第２新築工事 SD345～SD390 D22～D32

令和3年7月 民間 建築 大阪府 (株)生原建築事務所 (株)ＫＳ (株)ＫＳ (仮称)プレサンス都島北通１丁目新築工事 SD345～SD390 D22～D32

令和3年7月 民間 建築 滋賀県 社会福祉法人近江和順会 (株)中根鉄筋H.R.S 辻寅建設(株)  特別養護老人ホームレーベンはとがひら 40床増床工事 SD345 D19～D25

令和3年7月 公共 建築 福井県 JR東日本 鹿島・竹中土木・前田産業JV 北陸新幹線、敦賀駅新築(トイレスラブ) SD345 D19

令和3年7月 民間 建築 石川県 ダイダン(株)
(株)プランテック総合計画事務所

ダイダン(株)
(株)新保鉄筋工業 共立建設(株) (仮称)HRKプロジェクト(ダイダン(株)北陸支店)新築工事 SD345 D25

令和3年7月 公共 建築 京都府 亀岡市 (株)田中綜合設計 村田鉄筋(株)  ・南桑土木建築・旭建設特定建設工事共 亀岡市立千代川小学校校舎棟改築工事(建築) SD345 D19～D25

令和3年7月 民間 建築 岩手県 社会福祉法人寿水会 (有)菅原鉄筋 EC南部コーポレーション(株) 立生苑新築工事 SD345 D25

令和3年7月 公共 建築 京都府 長岡京市
(株)大建設計

(株)内藤建築事務所
(株)石見鉄筋工作所 戸田建設(株) 長岡京市新庁舎等建設工事 SD345～SD390 D22・D25・D32・D38

令和3年7月 民間 建築 京都府 冨士倉庫運輸（株）
一級建築士事務所
赤木建築研究所

（株）こむら鉄筋工業 （株）増田組 冨士倉庫運輸株式会社区画整理に伴う施設建替工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年7月 民間 建築 石川県 金沢市 (株)織田設計 萩原鉄筋工業(株)  真柄・長坂・共栄建設工事共同企業体 金沢市泉野福祉健康センター改築工事(建築工事) SD345 D22

令和3年7月 公共 建築 長崎県 国立大学法人長崎大学 (株)大建設計 宮村鉄筋 東洋建設(株) 長崎大学（坂本１）総合研究棟新営工事 SD345 D19

令和3年7月 民間 建築 大阪府 メイルエンタープライズ(株) (有)実興業 矢野建設(株) 浪速区日本橋西2丁目ビル新築工事 SD345～SD390 D19・D22・D29

令和3年7月 民間 建築 千葉県 平山建設(株) （仮称）千葉ニュータウン複合施設新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年7月 民間 建築 千葉県 平山建設(株) (仮称)千葉ニュータウン複合施設新築工事 ＳＤ345～ＳＤ390 D19～D29

令和3年7月 民間 建築 大阪府 (株)ライブエステート 半場三博建築事務所 村田鉄筋(株) (株)SRTコーポレーション 千里丘東共同住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年7月 民間 建築 大阪府 (株)ＡＲ設計 (株)ＫＳ (株)ＫＳ (仮称)セレニテ難波中ＰＪ新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年7月 民間 建築 大阪府 （株）ジェイ・エス・ビー （株）ライト・ストーリー総合計画 小笹鉄筋（株） （株）メルディアDC （仮称）天神2丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年7月 民間 建築 京都府 (株)SRTコーポレーション (株)エム・ケイ設計事務所 村田鉄筋(株) (株)SRTコーポレーション 山科区御陵大津畑町新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年7月 民間 建築 大阪府 (株)プライムデザイン (株)太平社 (株)太平社 (仮称)茨木市天王２丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年7月 民間 建築 大阪府 (株)アートフォルム 尼鉄工業(株) コーナン建設(株) ARTFORM天満橋新築工事 SD345～SD390 D19～D38
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　　ＣＢ工法施工実績表

令和3年7月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション　(株) KANOCENTER(株) 生和コーポレーション(株) 汐見様マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年7月 民間 建築 大阪府 (株)カシワバラ・サイト (株)H＆K建築事務所 藤井建設(株) 藤井建設(株) (仮称)カシワバラ・コーポレーション SD390 D29

令和3年7月 民間 建築 大阪府 (有)旭興ホールディングス (株)旭栄一級建築士事務所 新東圧接(株) (株)旭栄 西成区北開一丁目2番B計画 SD345～SD390 D19・D29

令和3年7月 民間 建築 大阪府 (株)ウィンズ・システム (有)アーキプラン 橋本鋼材(株) 中正建設(株) (仮称)豊中市長興寺南３丁計画新築工事 SD345 D19～D25

令和3年7月 民間 建築 石川県 (株)タケゴシ (株)アシーズ スズキ自動車 SD345～SD390 D19・D29

令和3年7月 民間 建築 大阪府 マスターズアメニティ(株) (株)現代綜合設計 (株)堺鉄建 大末建設(株) マスターズマンション吹田千里丘中楽坊新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年7月 民間 建築 兵庫県 (株)日企設計 (株)開誠工業 (株)開誠工業 (仮称)尼崎市塚本本町７丁目新築工事 SD345～SD390 D22～D35

令和3年7月 公共 建築 東京都 江東区 (株)あい設計 (株)森鋼 関東・塚本・テッケン建設共同体 江東区立第二大島中学校改築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年7月 民間 建築 福井県 (株)福井アクティー 浜本鉄筋 技建工業(株) 福井SCMセンター SD345 D22

令和3年7月 民間 建築 大阪府 (株)関西ハウスセンター 板垣建築事務所 (株)竹田鉄筋工業 積和建設関西(株) トールエクスプレスジャパン(株)研修場 SD345 D25以下

令和3年7月 民間 建築 大阪府 (株)ＯＳＴ 村田鉄筋(株) 人見建設(株) 津田駅前共同住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年7月 民間 建築 京都府 (株)ハウビス (株)ハウビス (株)新栄鉄筋工業 (株)ハウビス 中久世メディカル棟 SD345 D25以下

令和3年7月 民間 建築 鳥取県 日本調剤(株) (株)中林建築設計事務所 (株)ジンザイスチール (株)鴻池組 鳥取大学医学部付属病院福利厚生施設棟整備工事 SD345 D19・D22・D25

令和3年7月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)日企設計 (株)セイワワークス 村中建設(株) プレサンスロジェ福島区鷺洲２丁目 SD345～SD390 D19～D38

令和3年7月 民間 建築 大阪府 (株)セルビス 日清エンジニアリング(株) 松元工業(株) 日清エンジニアリング(株) セルビスグループ冷凍食品工場建設工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年7月 民間 土木 千葉県 市原八幡埠頭バイオマス発電合同会社 東洋エンジニアリング(株) 開成鉄筋(株) 東洋エンジニアリング(株) 市原バイオマス発電所建設工事 SD345 D22～D29

令和3年7月 民間 建築 大阪府 (株)アイ・エス・オー (株)セブン建築設計事務所 (株)池内工業 吉成建設(株) 大阪市西区川口共同住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年7月 民間 建築 大阪府 リバー産業(株) (株)日企設計 (株)池内工業 リバー建設(株) リバーガーデン筆ヶ崎新築工事 SD345～SD490 D19～D41

令和3年7月 民間 建築 岩手県 (株)ツルハホールディングス 大和リース(株) (株)西原鉄建工業 (株)伊藤組 釜石中妻町複合施設新築工事（ツルハドラッグ） SD345 D19・D22

令和3年7月 民間 土木 岡山県 中国電力(株) 中電技術コンサルタント (有)新和興業 熊谷組・大本組共同企業体 奥津(発)改修工事のうち土木関係工事 SD345 D19～D25

令和3年7月 公共 建築 岡山県 (株)日本政策金融公庫 (株)マック (有)竹光建設工業 (株)ナイカイアーキット 岡山支店藤原寮新築工事 SD345 D19～D25

令和3年7月 公共 建築 岡山県 岡山市 (株)黒川建築設計事務所 (有)竹光建設工業 トヨタホーム岡山(株) 岡山市立庄内幼稚園園舎増築工事 SD345 D19～D25

令和3年7月 民間 建築 広島県 アイレストホーム(株)  (株)ＩＥＣ建築研究所 沖田鉄筋工業(有) (株)奥村組 (仮称)アイレスト袋町新築工事 SD345 D22

令和3年7月 民間 建築 大阪府
生和コーポレーション(株)

一級建築事務所
(株)橋本鋼材 生和コーポレーション(株) 三功(株)様ビルディングプロジェクト新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年7月 公共 建築 愛知県 愛知県 (株)日本設計 愛知スチール(株) 鹿島建設(株) ジブリパーク整備工事Ⅰ期工事 SD345 D19
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令和3年7月 公共 建築 千葉県 レイワスチール (株)奥村組 　GLP流山5＆6プロジェクト SD345～SD490 D25・D32

令和3年7月 民間 建築 京都府 モントリオール特定目的会社 株式会社東洋設計事務所 佐山鉄筋 (株)ナカノフドー建設 京都五条烏丸ホテル計画新築工事 SD345～SD390 D22～D29

令和3年7月 民間 建築 大阪府 北河内農業協同組合 株式会社　板垣建築事務所 佐山鉄筋 (株)ナカノフドー建設 JA香里支店新店舗建設工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年7月 民間 建築 奈良県 (株)かんでんエンジジニアリング 近畿施設 (株)ナカノフドー建設 奈良支店社屋新築工事 SD345～SD390 D22～D29

令和3年7月 民間 建築 滋賀県 エスリード(株) 富田興業 西武建設（株） エスリード草津市大路 SD345～SD390 D19～D38

令和3年7月 民間 建築 京都府 シード平和(株) シード平和(株) (仮称)上京区若宮横町マンション新築工事 SD345 D19～D22

令和3年7月 民間 建築 福井県 (株)東洋設計事務所 エルディ(株) (仮称)烏丸通仏光寺ビル計画 SD345～SD390 D10～D29

令和3年7月 民間 建築 兵庫県 (株)現代綜合設計 神工建設(株) (仮称)ドーミー西宮北口新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年7月 民間 建築 大阪府 神工建設(株) 神工建設(株) (仮称)西本町一丁目ＰＲＯＪＥＣＴ新築工事 SD345～SD390 D13～D41

令和3年7月 民間 建築 大阪府
一級建築士事務所

スナダ建設(株)
スナダ建設(株) (仮称)セレニテ玉川Ｐ．Ｊ新築工事 SD345～SD390 D16～D38

令和3年7月 公共 建築 京都府 (株)内藤建築事務所 戸田建設(株) 長岡京市新庁舎等建設工事 SD345～SD390 D22～D38

令和3年7月 民間 建築 岡山県 東豊精機(株) (株)林圧接 (株)月組工業 東豊精機(株)社屋整備工事A棟 SD345　 D19・D22

令和3年7月 民間 建築 岡山県 SMFLみらいパートナーズ TSUCHIYA(株) (株)林圧接 TSUCHIYA(株) ドーミーイン岡山　新築工事 SD345～SD390 D19～D41

令和3年7月 民間 建築 大阪府 吉岡工業(株) 吉岡工業(株) 大阪河﨑リハビリテーション大学研究科棟建築工事 SD345～SD390 D22～D29

令和3年7月 民間 建築 大阪府 (株)グラッドデザイン (株)太平社 (株)太平社 (仮称)心斎橋ＰＲＯＪＥＣＴ新築工事 SD390 D29

令和3年7月 民間 建築 東京都 日鉄興和不動産(株) (株)コア・システムコンストラクション 丸辰工業(株) 新日本建設(株) （仮称）葛飾区西亀有3丁目学生MS計画新築工事 SD390 D29

令和3年7月 公共 建築 沖縄県 末日聖徒イエス・キリスト協会 naylor wentworth lunD architets 瀬底工務店(株) 西松・大米建設  末日聖徒イエス・キリスト教会沖縄神殿新築工事 SD345 D19～D25

令和3年7月 民間 建築 兵庫県 クレンツ映像(株) 積水ハウス(株) 橋本鋼材(株) 積水ハウス(株) (仮称)シャーメゾングレイス甲子園新築工事 SD345 D19

令和3年7月 民間 建築 大阪府 エスリード(株) (株)星羅建築事務所 (株)関西スチールフォーム (株)　旭工建 （仮称）西淀川区御幣島３丁目新築工事 SD345～SD390 ～D35

令和3年7月 民間 建築 兵庫県 日本ﾎﾟｰﾄ産業(株) 五洋建設(株) (株)関西スチールフォーム 五洋建設(株) 日本ﾎﾟｰﾄ産業(株)魚崎浜冷凍冷蔵倉庫建替計画 SD345～SD390 ～D32

令和3年7月 民間 建築 京都府 森本　篤子様
スワール・アーキテクツ

一級建築士事務所
新城鉄筋工業所 野口建設（株） La MaTson Kuramaguchi新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年6月 民間 建築 大阪府 大林新星和不動産(株) (株)永都設計 南海辰村建設(株) (仮称)旭区高殿二丁目集合住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年6月 公共 建築 奈良県 奈良県王寺町 (株)大建設計 村本建設(株) (仮称)王寺義務教育学校（北）新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年6月 公共 建築 大阪府 堺市 堺市　建築都市局　建築部 (株)新栄 木綿麻・麦島・源建設工事共同企業体 万崎建替公営住宅第一期建設工事(第1工区) SD345～SD390 D19～D29

令和3年6月 民間 建築 京都府 阿井　孝喜様 大東建託(株) 石井工業(株) 大東建託（株） 阿井孝喜様事務所付共同住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D29
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令和3年6月 民間 建築 大阪府 古川　靖男
生和コーポレーション(株)

一級建築事務所
KANOCENTER(株) 生和コーポレーション(株) 古川様マンション新築工事 SD345 D19～D25

令和3年6月 民間 建築 埼玉県  医療法人藤慈会至誠堂冨田病院 (株)奥野設計 (株)荒井鉄筋工業所 小野里工業(株) 冨田病院改築工事 SD345～SD390 D25・D29

令和3年6月 民間 建築 大阪府  (株)ジェイコムウエスト大阪セントラル局
矢作建設工業 (株)
一級建築士事務所

KANOCENTER(株) 矢作建設工業(株) ジェイコムウエスト【大阪セントラル局】大阪セントラルHE(今津中)新築工事 SD345 D22・D25

令和3年6月 民間 建築 京都府 (有)　トゥラストワン 村田鉄筋(株) 北和建設(株) 西七条御領町マンション新築工事 SD345 D19

令和3年6月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 仲間工業(株) 仲間工業(株) (仮称)山王２丁目プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年6月 民間 建築 大阪府 （株）日商エステム （株）ジーユープランニング （株）岩鉄 岩出建設（株） （仮称）エステムコート浪速区日本橋東3丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年6月 民間 建築 東京都 (株)大同 東洋建設(株) 東洋建設(株) フレンドビル建替計画 SD345 D22・D25

令和3年6月 民間 建築 大阪府 ヤマト自動車(株) (株)藤木工務店 大西工業(株) (株)東畑建築事務所 ヤマト自動車(株)本社新築工事 SD345～SD390 D22・D25・D32

令和3年6月 民間 建築 大阪府 (株)プラ・ディオ スナダ建設(株) KANO CENTER(株) スナダ建設(株) (仮称)東成区神路４丁目PJ新築工事 SD345～SD390 D16～D32

令和3年6月 民間 建築 京都府 (株)カインズ 村田鉄筋(株) (株)奥田工務店 カインズ亀岡店新築工事 SD345 D25

令和3年6月 民間 建築 大阪府 ｷﾞﾌﾄﾌﾟﾗｽﾃﾞｻﾞｲﾝ (株)ＫＳ (株)ＫＳ (仮称)セレニテ船越町ＰＪ新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年6月 民間 建築 大阪府 （株）プレサンスコーポレーション （株）日企設計 小笹鉄筋（株） （株）メルディアDC （仮称）プレサンス淀川区木川東1丁目計画 SD345～SD390 D19～D35

令和3年6月 民間 建築 大阪府 セイナテクノロジー合同会社 林建築設計室 (株)平成鉄建 あべの建設(株) (仮称)あべの王寺町2丁目共同住宅Ⅱ SD345 D25以下

令和3年6月 民間 建築 兵庫県 吉岡工業(株) 吉岡工業(株) (仮称)モルセラ第二保育園新築工事 SD345 D25

令和3年6月 民間 建築 栃木県 ナイス(株) 多田建築研究所 関東鉄筋(株) 東武建設（株） 宇都宮市東宿郷五丁目計画新築工事 SD390 D35

令和3年6月 民間 建築 兵庫県 和田興産(株) (株)横山建築事務所 (株)新栄 (株)ノバック (仮称)ワコーレ夙川霞町新築工事 SD345～SD390 D29・D25

令和3年6月 民間 建築 大阪府 (株)ＹＵデザイン (株)開誠工業 (株)開誠工業 (株)マツイ大阪支店新築工事 SD345 D25

令和3年6月 民間 建築 愛知県 キオクシア(株) 鹿島建設(株) ツルタ工業 鹿島建設(株) キオクシア四日市工事 SD345～SD390 D25～D35

令和3年6月 民間 建築 大阪府 (株)日企設計 (株)開誠工業 (株)開誠工業 (仮称)住吉区山之内１丁目計画 SD345～SD390 D19～D32

令和3年6月 公共 建築 沖縄県 沖縄県下水道事務所 (有)かいせい鋼業 ㈱南成建設 那覇浄化センター反応タンク築造工事（1工区） SD295～SD345 D19・D22

令和3年6月 民間 建築 大阪府 (株)優都設計 (株)開誠工業 (株)開誠工業 (仮称)エステムコート東淀川区西淡路２丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年6月 民間 建築 大阪府 廣瀬建設(株) (株)プライムデザイン (株)太平社 廣瀬建設(株) 大阪市福島区大開1丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19・D35

令和3年6月 民間 建築 兵庫県 大成ユーレック(株) (株)ＫＳ (株)ＫＳ (仮称)新西宮男子寮 SD345 D25

令和3年6月 民間 建築 大阪府 （株）プレサンスコーポレーション （株）日企設計 小笹鉄筋（株） （株）メルディアDC （仮称）プレサンス浪速区敷津西二丁目Ⅱ新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年6月 民間 建築 大阪府 (株)ティーエムエッチ (株)開誠工業 (株)開誠工業 (仮称)エステムコート東淀川区西淡路４丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32



令和4年6月現在

着工日
(平成○年○月)

工事種類
(公共・民間)

工事種別
(建築・土木)

工事場所
(都道府県)

発注者 設計監理者 鉄筋業者 受注者 工事名称 鋼種  鋼径(呼び名)

　　ＣＢ工法施工実績表

令和3年6月 民間 建築 栃木県 日産栃木自動車大学校 西松建設（株） 日産栃木自動車大学校実習棟 SD345 D16

令和3年6月 民間 建築 大阪府 東急不動産（株） （株）エム・アイ設計事務所 小笹鉄筋（株） （株）メルディアDC （仮称）大阪市中央区北久宝寺町一丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年6月 民間 建築 奈良県 ホンダ奈良自動車販売(株) (有)優歩一級建築士事務所 (株)西村鉄筋工業 TOC建設(株) ホンダ奈良自販(株)PDIセンター SD345 D25以下

令和3年6月 公共 建築 京都府 （株）TUKUYOMI （株）礎一級建築士事務所 （株）金沢組 （株）日本ビルドワン （仮称）京都市南区唐橋平垣町計画新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年6月 民間 建築 大阪府 (株)レイコーポレーション (株)CAST-UD一級建築士事務所 富田興業(株) 森繁建設(株) (仮称)茨木マンション新築工事 SD345～SD390 D29・D25

令和3年6月 民間 建築 大阪府 セイナテクノロジー合同会社 林建築設計室 (株)平成鉄建 あべの建設(株) (仮称)あべの王寺町1丁目共同住宅 SD345 D25以下

令和3年6月 公共 建築 栃木県 日光市
（株）川崎技研

(株)日産技術コンサルタント
関東鉄筋(株) 川崎技研・東武建設ＪＶ 日光市リサイクルセンター新築工事 SD345 D19～D25

令和3年6月 民間 建築 大阪府 （株）プレサンスコーポレーション （株）日企設計 小笹鉄筋（株） （株）メルディアDC （仮称）プレサンス浪速区敷津東一丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年6月 民間 建築 大阪府 (株)東神工業 (株)東神工業 日本製鉄中央変電室更新工事 SD345 D25

令和3年6月 民間 建築 京都府 （株）ダイマルヤ （株）東洋設計事務所 石井工業(株) （株）メルディアDC （仮称）イーグルコート御所西計画 SD345 D19～D25

令和3年6月 民間 建築 石川県 (株)月星製作所 (株)トーケン (株)山鉄工業 トーケン・ダイド建設JV (株)月星製作所イノベーション計画 SD345 D25

令和3年6月 民間 建築 愛知県 アイズ継手技工(株) 鉄建建設(株) 名古屋市東区白壁４丁目Ⅱ新築工事 SD345 D22

令和3年6月 民間 建築 大阪府 (株)ヤラカス館ホールディングス Toki.Design(株) 尼鉄工業(株) (株)アフェクションウォーク (仮称)大阪市阿倍野区北畠グレースレジデンス事業計画新築工事 SD345 D19～D25

令和3年6月 民間 建築 三重県 大栄環境(株) (株)エーアンドディ設計企画 (株)橋本組 村本建設(株) メタン発酵施設及び堆肥施設建設工事 SD345 D19～D25

令和3年6月 民間 建築 兵庫県 第一交通産業(株) (株)久保建築設計 KANO CENTER(株) スナダ建設(株) (仮称)グランドパレス御影山手新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年6月 民間 建築 石川県 石川県 (有)松任鉄筋 兼六・日成ビルド・鈴木JV 新兼六駐車場建設工事(その2・建築) SD345～SD390 D25・D32

令和3年6月 民間 建築 兵庫県
阪神電気鉄道(株)

業務代行阪急・阪神不動産(株)
(株)熊谷組

一級建築士事務所
(有)実興業 (株)熊谷組 甲子園町土地開発計画新築工事 SD345～SD390 D22・D25・D32

令和3年6月 民間 建築 京都府 吉岡工業(株) 吉岡工業(株) (仮称)サニーリッジｂｉｏ新築工事 SD345 D22

令和3年6月 民間 建築 大阪府 (株)生原建築事務所 (株)ＫＳ (株)ＫＳ (仮称)プレサンス中央区船越町２丁目新築工事 SD345～SD390 D22～D35

令和3年6月 民間 建築 兵庫県 (株)林田組 (株)林田組 プロロジスパーク神戸３プロジェクト SD345～SD390 D19～D38

令和3年6月 民間 建築 兵庫県 (株)林田組 (株)林田組 (仮称)大阪冶金興行(株)三木工場再構築計画 SD345 D25

令和3年6月 民間 建築 大阪府 大阪浜美屋ホールディングス(株) (株)三本矢創合設計 大西工業(株) (株)藤木工務店 (仮称)大阪浜美屋本社ビル増築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年6月 民間 建築 埼玉県 (株)ロジランド 西部スチール(株) 前田建設工業(株) (仮称)LOGILAND羽生III新築工事作業所 SD390 D32～D38

令和3年6月 民間 建築 大阪府 大林新星和不動産(株) (株)IAO竹田設計 (株)セイワワークス (株)森組 東成区神路４丁目計画 SD345～SD390 D19～D35

令和3年6月 公共 建築 大阪府 羽曳野市 (株)都市環境設計 (株)セイワワークス (株)森組 羽曳野市向野住宅 SD345～SD390 D19～D32
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令和3年6月 民間 建築 大阪府 (株)ミヤマ産業 (株)福嶋洋一建設研究所 (株)太平社 (株)フウキ建設 DAICHI平野駅前PJ作業所 SD345～SD390 D19・D38

令和3年6月 民間 建築 京都府 大黒天物産(株) 浦田設計(株) 藤元工業(株) 大鉄工業(株) 関西RMセンター新築工事 SD345 D19～D25

令和3年6月 民間 建築 大阪府 西日本旅客鉄道(株) 西日本旅客鉄道(株) 松元工業(株) 大鉄工業(株) 新大阪地区事務所ビル外新築他工事(事務所ビル) SD345～SD490 D19～D35

令和3年6月 民間 建築 大阪府 (株)ハウスフリーダム (株)アクト (株)司興業 (株)アクト 藤井寺市岡１計画新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年6月 民間 建築 大阪府 (株)川又建築設計事務所 清水鉄筋工業(株) 五和建設工業(株) 天王寺町北マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年6月 民間 建築 大阪府 (株)グラスプ 清水鉄筋工業(株) (株)掛谷工務店 茨木総持寺クリニックビル新築工事 SD345 D19～D25

令和3年6月 民間 建築 京都府 (株)京都マディカルクラブ (株)東洋建設事務所 (株)池内工業 東急建設(株) 御池レディースクリニック新棟計画 SD345～SD390 D19～D29

令和3年6月 民間 建築 兵庫県 (株)プレサンスコーポレーション (株)優都設計 (株)池内工業 (株)明和工務店 プレサンス神戸御幸通三丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年6月 民間 建築 青森県 (株)エノモト (株)西原鉄建工業 (株)熊谷組 エノモト津軽工場増築工事（西棟・南棟） SD345～SD390 D19～D32

令和3年6月 民間 土木 岡山県 西日本旅客鉄道(株) (株)モリタビルド (株)大本組 2021岡幹土セ単柱橋脚耐震補強D(複) SD345 D25

令和3年6月 民間 建築 岡山県 (株)ケイ・ワイ・モス (株)GEN設計 (有)竹光建設工業 (株)竹内組 (仮称)国体町マンション新築工事　 SD345～SD390 D19～D29

令和3年6月 公共 土木 岡山県 (株)西日本アチューマットクリーン (有)竹光建設工業 清水建設(株) 笹目谷産業廃棄物処理施設建設工事 SD345 D25

令和3年6月 民間 建築 広島県 サムティ(株) (有)Jib建築設計工舎 Ａｒｔ(株) (株)門屋組 (仮称)サムティ広島市南区西霞町新築工事 SD390 D32

令和3年6月 民間 建築 広島県 (株)フージャースコーポレーション (株)アートライフ (株)イチカ  (株)増岡組 (仮称)段原・比治山公園プロジェクト新築工事 SD345 D22・D25

令和3年6月 民間 建築 大阪府 アートプランニング(株) (株)プレジオ一級建築士事務所 (有)松木鉄筋工業 (株)プレジオ プレジオ都島ASIAN SD345～SD390 D35以下

令和3年6月 公共 建築 千葉県 松栄建設(株) 千葉市中央区本町マンション SD345～SD390 D19～D38

令和3年6月 民間 建築 北海道 サツドラホールディングス ソーシン鋼業 日本国土開発(株) サツドラ手稲曙5条店新築工事 SD345 D22

令和3年6月 公共 建築 高知県 香美市 東畑・依光建築設計企業体 (有)梅原工業 大成建設(株) 香美市立新図書館建設工業（建築） SD345 D19

令和3年6月 民間 建築 兵庫県 (株)ＩＡＯプランニング＆デザイン アイサワ工業(株) (仮称)神戸市東灘区岡本3丁目計画新築工事 SD345～SD390 D16～D29

令和3年6月 民間 建築 兵庫県 (株)ＩＡＯプランニング＆デザイン (株)岡工務店 マストメゾン芦屋新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年6月 公共 土木 岡山県 岡山県 (株)林圧接 国道2号玉島維持管内橋梁耐震補強補修工事 SD345～SD390 D16・D22・D35～D51

令和3年6月 民間 建築 岡山県 (株)ＡＲＲＯＷＳ アルファプラス(株) (有)カタヤマネオファーム アルファプラス(株) 東古松マンションⅡ新築工事 SD345～SD390 D22～D32

令和3年6月 公共 土木 岡山県 岡山市 (有)カタヤマネオファーム (有)光南台土建 児島七区第五号樋門門柱工事 SD345～SD390 D10～D29

令和3年6月 民間 建築 千葉県 新日本建設(株) 新日本建設(株) (株)千葉サトー 新日本建設(株) (仮称)EXC蘇我計画新築工事 SD345～SD390 D25・D29

令和3年6月 民間 建築 大阪府 (株)WILLING JP (株)ユマ設計 大東鋼材(株) 野村建設工業(株) (仮称)東住吉区南田辺計画新築工事 SD345 D19～D25
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令和3年6月 公共 建築 大阪府 大阪府
(株)藤和設計
(有)協友企画

(株)関西スチールフォーム (株)　旭工建 大阪府営堺宮山台４丁第２期高層住宅（建て替え）新築工事 SD345～SD390 ～D35

令和3年6月 民間 建築 大阪府
東急不動産(株)・大和ハウス工業(株)
住友商事(株)・(株)コスモスイニシア

(株)IAO竹田設計
(株)竹中工務店

(株)中鉄 (株)竹中工務店 (仮称)大阪市中央区南本町二丁目集合住宅新築工事 SD345～SD390 D22・D25・D35

令和3年5月 民間 建築 大阪府 ヤマイチ・ユニハイムエステート(株) (株)都市建 (株)橋本組 (株)松本組 (仮称)ユニハイム東住吉区今川４丁目計画 SD345～SD390 D19～D35

令和3年5月 民間 建築 京都府 （株）ダイマルヤ （株）東洋設計事務所 石井工業(株) （株）メルディアDC （仮称）車屋町二条計画新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年5月 公共 建築 奈良県 香芝・王寺環境施設組合
パシフィックコンサルタンツ(株)

一級建築士事務所

クボタ環境サービス
(株)松村組

日本土木建設JV
一般廃棄物処理施設整備工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年5月 民間 建築 兵庫県 社会福祉法人すみれ会 (株)K設計 (株)橋本組 日本建設(株) 特別養護老人ホーム雲雀丘すみれ園新築工事 SD345 D22・D25

令和3年5月 民間 建築 兵庫県 丸山 和広 (株)ヴィーゴ 大西工業(株) 松田恵蔵建築研究所 丸山様邸新築工事 SD345 D19～D25

令和3年5月 民間 建築 大阪府 西田進 (株)掛谷工務店 (株)掛谷工務店 (株)掛谷工務店 アルカディア茨木末広町新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年5月 民間 建築 大阪府 (株)スナダプロパティ スナダ建設(株) (株)川田精鋼 スナダ建設(株) (仮称)セレニテ江坂町PJ新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年5月 民間 建築 大阪府 (株)竹中土木 積水ハウス(株) 橋本鋼材(株) 積水ハウス(株) (仮称)東豊中五丁目PJ新築工事 SD345 D19～D25

令和3年5月 民間 建築 京都府 (株)金沢組 北野建設(株) モンベルＴＥＣビル新築工事 SD345～SD390 D19・D22・D32

令和3年5月 民間 建築 兵庫県 尼鉄工業(株) (株)アフェクションウォーク (仮称)HDMO店舗増強工事 SD345 D19・D22・D25

令和3年5月 民間 建築 奈良県 (株)オプテージ 矢野鉄筋工業(株) (株)﨑山組 法隆寺き点局建設工事のうち局舎新築工事 SD345 D19・D22

令和3年5月 民間 建築 大阪府 カミタケホールディングス(株） （株）中村設計 (有)安江建鉄工業 誠信建設工業（株） カミタケホールディングス株式会社本社社屋建替工事 SD345 D19～D25

令和3年5月 民間 建築 大阪府 オリックス(株)
前田建設工業(株)
一級建築士事務所

(株)池内工業 前田建設工業　関西支店 箕面ロジスティクスセンター新築工事 SD345～SD390 D22・D25・D38

令和3年5月 民間 建築 兵庫県 (株)林田組 (株)林田組 (仮称)プライムメゾン呉服町新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年5月 民間 建築 兵庫県 (有)サンライズ 竹田設計事務所 (有)安江建鉄工業 安藤建設(有) （仮称）ONLY ONE 神戸灘区新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年5月 公共 土木 愛知県 NEXCO中日本 ショーボンド建設(株) 伊勢湾岸自動車道豊田管内伸縮装置改良工事(平成30年度) D13～D19

令和3年5月 民間 建築 大阪府 (株)プレジオ 国分建築設計事務所 (有)松木鉄筋工業 (株)プレジオ プレジオ吹田 SD345～SD390 D32以下

令和3年5月 民間 建築 大阪府  医療法人仙寿会泉佐野病院 松田建築設計事務所 (株)橋本組 日本建設(株) (仮称)医療法人仙寿会介護医療計画 SD345 D22・D25

令和3年5月 民間 建築 千葉県 大和地所レジデンス(株) (株)イクス・アーク都市設計 大木建設(株) 千葉市稲毛区稲毛東6丁目計画新築工事 SD345 D22

令和3年5月 民間 建築 大阪府 合資会社七五マネジメント 生和コーポレーション(株) 橋本鋼材(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)合資会社七五マネジメント様マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年5月 民間 建築 大阪府 (株)賃住 (株)ティーエムエッチ 橋本鋼材(株) (株)DAIJU (仮称)淀川区西三国４丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年5月 民間 建築 京都府 睦備建設(株) (株)東洋設計事務所 (有)松木鉄筋工業 睦備建設(株) (仮称)宇治市神明塚PJ SD345～SD390 D29以下

令和3年5月 民間 建築 大阪府 (株)城東鉄筋 (株)城東鉄筋 (仮称)敷津西１町目ＰＲＯＪＥＣＴ新築工事 SD345～SD390 D22～D29
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令和3年5月 公共 建築 奈良県
県土マネジメント部地域デザイン

推進局県有施設営繕課
(株)福本設計 (有)小田利建設 中尾・松塚JV  大宇陀高校管理特別教室棟外4棟改築工事(建築工事) SD345 D22・D25

令和3年5月 民間 建築 福岡県 三井不動産レジデンシャル(株)
(株)エヌプラスアーキテクト

デザインオフィス
宮村鉄筋 西松建設(株) （仮称）福岡市中央区輝国二丁目計画新築工事 SD345 D22

令和3年5月 民間 建築 大阪府 (有)フェニックス (株)楡建築企画設計 (有)松木鉄筋工業 (株)プレジオ (仮称)旭区赤川2丁目PJ SD345～SD390 D35以下

令和3年5月 民間 建築 愛知県 アイズ継手技工(株) 黄金保跨橋 SD490 D51

令和3年5月 民間 建築 大阪府 (株)日企設計 (株)池内工業 リバー建設(株) 中央区高麗橋一丁目新築工事 SD345～SD490 D22～D41

令和3年5月 民間 建築 大阪府 東洋発條工業(株) 村本建設(株) (株)橋本組 村本建設(株) 東洋発條工業(株)プレス工場3新築工事 SD345～SD390 D22・D29

令和3年5月 公共 建築 京都府 近畿地方整備局 （株）ニュージェック （株）金沢組 （株）森本組　大阪支店 京都府警察機動隊寄宿舎建築工事 SD345 D19～D22

令和3年5月 民間 建築 大阪府 (株)プライムデザイン (株)太平社 (株)太平社 (仮称)大阪市浪速区大国３丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D22～D32

令和3年5月 民間 建築 大阪府 嘉富(株) (株)桝嘉建築設計事務所 (株)池内工業 (株)桝嘉 山王町３丁目計画新築工事 SD345～SD390 D22～D29

令和3年5月 民間 建築 大阪府 (株)堀内工運 野村建設工業(株) 富田興業(株) 野村建設工業(株) (仮称)(株)堀内工運社屋新築工事 SD345 D25・D22・D19

令和3年5月 民間 建築 大阪府 香川長三 生和コーポレーション(株) 橋本鋼材(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)江の木町プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年5月 民間 建築 埼玉県 (合)東松山石橋 (株)フジタ 栄鉄筋工業(株) (株)フジタ 東松山石橋開発計画 SD345～SD390 D35

令和3年5月 民間 建築 群馬県 (株)エレガンス (株)荒井鉄筋工業所 髙元・琢本JV スーパーセンターフィール改修工事(後施工部) SD345 D22・D25

令和3年5月 民間 建築 大阪府 (株)コーポレートウェスト (有)アーキプラン 橋本鋼材(株) 中正建設(株) (仮称)西成区k北開1丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年5月 民間 建築 埼玉県 (株)ロピア (株)コンパース 東武鉄筋(株) 清水建設(株) ロピア草加プロセスセンター新築工事(後施工部) SD345 D22・D25

令和3年5月 民間 建築 大阪府 (株)東洋設計事務所 (株)城東鉄筋 (株)城東鉄筋 (仮称)新大阪丸ビル本館建替計画 SD345～SD390 D22～D29

令和3年5月 民間 建築 大阪府 (株)スナダプロパティ スナダ建設(株) (株)川田精鋼 スナダ建設(株) (仮称)セレニテ江坂垂水町PJ新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年5月 公共 建築 島根県 広島高等裁判所 (株)車田建築設計事務所 (株)ジンザイスチール 宮田建設工業(株) 松江地家裁浜田支部庁舎新営建築工事 SD345 D22・D25

令和3年5月 民間 建築 大阪府 (株)アーネストワン (株)TK都市建築設計 松元工業(株) 多田建設(株) (仮称)サンクレイドル上牧新築工事 SD345～SD390 D16～D29

令和3年5月 民間 建築 大阪府 シード平和(株)
シード平和(株)

一級建築士事務所
藤元工業(株) シード平和(株) 東成区中本一丁目計画 SD345～SD390 D19～D38

令和3年5月 民間 建築 兵庫県 和田興産(株) (株)オリベ 大木工務店(株) ワコーレ芦屋新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年5月 民間 建築 大阪府 三興倉庫(株) (株)assist 三興倉庫咲州センター新築工事 SD390 D29

令和3年5月 民間 建築 大阪府 (株)ホームズ (株)ティーエムエッチ 仁和鉄工業(株) (株)DAIJU 西淀川区野里2丁目 SD345～SD390 D19～D32

令和3年5月 民間 建築 大阪府 (株)シティハウジング情報 (株)アーキブラン 仁和鉄工業(株) 栗本建設工業(株) 中央区農人橋1丁目計画 SD345～SD390 D19～D35

令和3年5月 公共 建築 東京都 東京都江戸川区 共同設計(株) (株)森田工業所 五洋・葛西建設共同企業体 小岩第二中学校改築工事 SD345～SD390 D25・D29
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令和3年5月 民間 建築 兵庫県 日鉄エンジニアリング(株) 日鉄エンジニアリング(株) (株)池内工業 東洋建設(株) 広畑バイオマス発電所建設工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年5月 民間 建築 京都府 学校法人京都精華大学 三井住友建設(株) (株)池内工業 三井住友建設(株) 京都精華大学新博物館新築工事 SD345 D19～D25

令和3年5月 民間 建築 大阪府 リバー建設(株) (株)日企設計 (株)池内工業 リバー建設(株) 高麗橋一丁目新築工事 SD345～SD490 D19～D41

令和3年5月 民間 建築 大阪府 (株)ベイシス (株)プレジオ (有)松木鉄筋工業 (株)プレジオ (仮称)福島区海老江5丁目PJ SD345～SD390 D35以下

令和3年5月 公共 建築 神奈川県 タント特定目的会社 東急建設(株) 西部スチール 東急建設(株) 　ESR東扇島ディストリビューションセンター新築工事 SD345～SD390 D25・D35

令和3年5月 公共 建築 滋賀県 富田興業 西武建設（株） 草津市草津2丁目 SD345～SD390 D19～D35

令和3年5月 公共 建築 福島県 いわき市 大成建設(株) (株)郡協鉄筋工業 大成建設(株) いわき市役所本庁舎耐震改修事業 SD345 D29・D32

令和3年5月 民間 建築 福島県 エア・ウォーター(株) (株)平山鉄筋 前田建設工業(株) エア・ウォーター・プラントエンジニアリング(株)福島製作所（仮称） SD345 D25～D32

令和3年5月 公共 建築 高知県 室戸市 9＆9設計 (有)深田工務店 中勝建設(株) 令和2年度甲浦集落活動なぎ建設工事 SD345 D19～D35

令和3年5月 公共 建築 高知県 高知県公立大学法人 高知県公立大学法人 有澤組 新進建設(株) 高知県立大学新学生寮建築工事 SD345 D19～D25

令和3年5月 公共 建築 高知県 宿毛市
内藤・杢建築設計事務所

監理業務企業体
(株)浜本工業 轟組・竹村産業JV 宿毛市統合保育園新築工事 SD345 D19～D25

令和3年5月 民間 建築 高知県 (株)穴吹工務店
(株)穴吹工務店本社
一級建築士事務所

天野・日清(株) (株)穴吹工務店 サーパス高知駅レジデンス新築工事 SD345～SD390 D25～D35

令和3年5月 民間 建築 高知県 医療法人高田会 依光建築設計事務所 (有)川崎鉄筋 大旺新洋(株) 高知記念病院新築工事 SD345 D19～D25

令和3年5月 民間 建築 大阪府 (株)ユマ設計 (株)深阪工務店 堺市堺区甲斐町西計画新築工事 SD345～SD390 D16～D32

令和3年5月 民間 建築 兵庫県 (株)松尾建築設計事務所 (株)岡工務店 (仮称)神戸市灘区篠原中町1丁目分譲マンション新築工事 SD345～SD390 D16～D29

令和3年5月 民間 建築 大阪府 (株)イースペース設計 金下建設(株) 日本スーパー工業(株)あゆみ野本社・新工場新築工事 SD345～SD390 D25～D29

令和3年5月 民間 建築 岡山県 ウエルシア薬局(株) (有)カタヤマネオファーム (株)エステートセイワ ウエルシア薬品浜店新築工事 SD345　 D22

令和3年5月 公共 建築 鳥取県 鳥取県 JFEエンジニアリング(株) 鳥取県東部可燃物処理施設建設工事 SD345 D25

令和3年5月 民間 建築 大阪府 ナカオ金属工業（株） 日生建設（株） （株）岩鉄 日生建設（株） ナカオ金属工業株式会社あゆみ野工場新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年5月 民間 建築 埼玉県 三共ラヂエーター(株) 西部スチール(株) 北野建設(株) 三共ラヂエーター新拠点計画 SD345 D25

令和3年5月 民間 建築 大阪府 （株）ホームズ （株）ティーエムエッチ 仁和鉄工業（株） (株)DAIJU 西淀川区野里2丁目 SD345～SD390 D19～D32

令和3年5月 民間 建築 大阪府 （株）シティハウジング情報 （株）アーキブラン 仁和鉄工業（株） 栗本建設工業（株） 中央区農人橋1丁目計画 SD345～SD390 D19～D35

令和3年5月 民間 建築 神奈川県 ESR(株) (株)上野山都市設計 東急建設(株) ESR川崎淳島ディストリビューションセンター新築工事 SD345～SD490 D25～D38

令和3年4月 公共 建築 石川県 金沢市 (株)五井建築研究所 守田鉄筋 豊蔵JV 金沢市立中央小学校校舎及び玉川図書館地下駐車場建設工事 SD345～SD390 D19・D22・D29・D32

令和3年4月 民間 建築 富山県 中越テック(株) 長澤鉄筋工業 川田工業(株) (仮称)中越テック(株)ICパーク倉庫建設工事 D25
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令和3年4月 民間 建築 大阪府 (株)HIKコーポレーション (株)池内工業 シード平和(株) 高槻市富田１丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年4月 公共 建築 大阪府 大阪府 (株)上坂設計 橋本鋼材(株) (株)中道組 大阪府営羽曳野古市第２期中層・高層住宅（建て替え）新築工事（第２工区 SD345～SD390 D19～D29

令和3年4月 民間 建築 大阪府 （株）FDS （株）ラフト 小笹鉄筋（株） （株）福地建設 FDS浪速区桜川2丁目PJ SD345～SD390 D19～D32

令和3年4月 民間 建築 大阪府 永都設計 (株)橋本鋼材 (株)中道組 大阪市都島区片町1 丁目計画 新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年4月 民間 建築 大阪府 吉岡工業(株) 吉岡工業(株) (仮称)大阪南港トラックターミナル新棟建設その他工事 D19～D35

令和3年4月 民間 建築 京都府 光アスコン（株） 日工（株）＜P＆D＞ 石井工業(株) 光工業（株） 光アスコン（株）プラントリニューアル計画 SD345 D19～D25

令和3年4月 民間 建築 大阪府 成和住宅(株) (株)大土呂巧建築設計事務所 (株)橋本鋼材 生和コーポレーション(株) セイワパレス都島駅前新築工事 SD345～SD390 D22～D32

令和3年4月 民間 建築 京都府 大野美恵 水上忠司 石井工業(株) （株）シティーコンダクト セトル寿共同住宅 SD345～SD390 D19～D29

令和3年4月 公共 土木 和歌山県 NEXCO西日本 大聡工業 エム・エムブリッジ 水尻高架橋他２橋（鋼上部工）工事（熊井第二高架橋） SD345 D16･D19･D22

令和3年4月 民間 建築 大阪府 （株）エース・コーポレーション スナダ建設（株） (有)安江建鉄工業 スナダ建設（株） （仮称）セレニテ西中島南方（南側）PJ新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年4月 民間 建築 大阪府 (株)ゼロ・コーポレーション (株)レキオ５０４ 呉鉄筋工業 矢野建設(株) (仮称)大阪市阿倍野区天王寺町南3丁目 SD345～SD390 D32以下

令和3年4月 民間 建築 大阪府 杉本不動産(株) 寺崎建設(株) 寺崎建設(株) (仮称)城東区東中浜６丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年4月 民間 建築 大阪府 積水ハウス(株) (株)金本鉄筋工業所 積水ハウス(株) クレアシオン新大阪ビル新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年4月 民間 建築 大阪府 合資会社y`sコーポレーション 生和コーポレーション(株) (株)小泉組 生和コーポレーション(株) (仮称)日本橋東1丁目プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年4月 民間 建築 大阪府 合資会社 伍良
生和コーポレーション(株)

一級建築事務所
(株)橋本鋼材 生和コーポレーション(株) 合資会社 伍良様マンション新築工事 SD345～SD390 D19・25・D29～D35

令和3年4月 民間 建築 大阪府 田村工業株(株) 野村建設工業(株) 特別養護老人ホームせんぽ東住吉新築工事 SD345～SD390 D19～D25

令和3年4月 民間 建築 青森県 エプソンアトミックス(株) (株)石川設計 (有)植村鉄筋工業所 (株)錢高組 エプソン北インター工事 SD345 D19・D22

令和3年4月 公共 建築 大阪府 大阪市都市整備局
大阪市都市整備局住宅部

建築課工事グループ
(株)小河建築設計事務所

(株)池内工業  大鉄・南海辰村特定建設工事共同企業体 長吉長原東第４住宅３９号館建設工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年4月 民間 建築 京都府 村田鉄筋(株) (株)新建設 (仮称)京都市下京区西七条西久保町PJ新築工事 SD345 D19～D25

令和3年4月 民間 建築 大阪府 社会福祉法人寝屋川聖和福祉会 （株）浅野建築事務所 (有)安江建鉄工業 誠信建設工業（株） 渚ゆりかご保育園新築工事 SD345 D19～D25

令和3年4月 民間 建築 大阪府 ゼネラルホールディングス(株)
生和コーポレーション(株)

一級建築事務所
(株)橋本鋼材 生和コーポレーション(株)  東成区玉津2 丁目プロジェクト(南棟・北棟)新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年4月 民間 建築 京都府 岡本雄男 (株)ノム建築設計室 村田鉄筋(株) (株) 中川工務店 長岡京市開田一丁目計画 SD345～SD390 D19～D38

令和3年4月 民間 土木 京都府 岡田鉄筋工業(株) 岡田鉄筋工業(株) 伏見水環境保全センター分流系 初沈殿池築造工事 SD345 D25

令和3年4月 民間 建築 大阪府 (株)小泉組 (株)林建設 カミーノ鷺洲新築工事 SD345 D19・D22

令和3年4月 民間 建築 富山県 (有)青木工業 大成建設(株) 富士化学工業(株)製剤第２棟建屋改装及び増築工事 SD345 D25
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令和3年4月 民間 建築 福島県 学校法人浄徳学園 金子建設工業(株) みどり幼稚園増築工事 SD345 D22

令和3年4月 民間 建築 愛知県 ESR(株) 戸田建設(株) 大森鉄筋工業(有) 戸田建設(株) ＥＳＲ木曽岬DＣ計画 SD390 D29・D35

令和3年4月 民間 建築 大阪府 (株)海部建設 (株)協和設計 呉鉄筋工業 (株)エム・プランニング (仮称)浪速区下寺3丁目ホテル SD345～SD390 D32以下

令和3年4月 公共 建築 大阪府
大阪府住宅まちづくり部
公共建築室住宅建築課

(株)中尾建築事務所 (株)山形工業 共同建設(株)  大阪府営羽曳野古市第２期中層・高層住宅(建て替え)新築工事(第１工区) SD345～SD390 D19～D29

令和3年4月 民間 建築 大阪府 サムティ(株) 生原建築事務所 (株)池内工業 (株)明和工務店 サムティ淀川区西宮原１丁目Ⅱ新築工事 SD345～SD390 D19～D25・D32～D38

令和3年4月 民間 建築 愛知県 アイズ継手技工(株) 鹿島建設(株) シーテック(仮称)大高ビル新築工事 SD345～SD390 D19・D25～D35

令和3年4月 民間 建築 京都府 ハクワ(株) (株)東洋設計事務所 (株)下鉄 (株)金澤工務店 東九条明田町計画新築工事 SD345 D19～D25

令和3年4月 民間 建築 兵庫県 (株)林田組 (株)林田組 (株)メディセオ新明石ＦＬＣ(仮称)新築工事 SD345 D25

令和3年4月 民間 建築 京都府 （株）JCL
（株）A-StuDio

一級建築士事務所
石井工業(株) （株）創美建築企画 JCL外国語学院新築工事 SD345 D19～D25

令和3年4月 公共 土木 京都府 京都府流域下水道事務所 (株)サンワイインテック 下岡建設(株) 木津川流域下水道 洛南浄化センター建設工事 SD345 D22・D25

令和3年4月 民間 土木 埼玉県 埼玉県 (株)吉田工務店 サイレキ建設(株) 神戸陸橋橋脚工(切断部) SD390 D38

令和3年4月 民間 建築 石川県  社会福祉法人志賀町乳幼児保育園 (株)織田設計 萩原鉄筋工業(株) 松井建設(株) すばる幼稚園改築工事 SD345 D22

令和3年4月 民間 建築 大阪府 サムティ(株) (株)星羅建築事務所 KANOCENTER(株) (株)金山工務店 サムティ摂津市千里丘1丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年4月 民間 建築 大阪府 大阪ガス都市開発(株) (株)D＆D建築設計事務所 (株)池内工業 大木建設(株) 天王寺区上本町８丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19・D29～D35

令和3年4月 民間 建築 大阪府 (株)旭栄 (株)太平社 (株)太平社 (仮称)西成区北開１丁目２番Ｃ計画 SD345～SD390 D19～D29

令和3年4月 民間 建築 兵庫県 （株）OＮＬＹ ＯＮＥ 竹田設計事務所 (有)安江建鉄工業 安藤建設(有) （仮称）ONLYONE川西市中央町M計画新築工事№2 SD345～SD390 D19～D29

令和3年4月 公共 建築 和歌山県 国土交通省近畿地方整備局 国土交通省近畿地方整備局 (株)橋本鋼材 コーナン建設(株) 和歌山港湾事務所庁舎新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年4月 民間 建築 京都府 （株）河野組 (有)BOFアーキテクツ 石井工業(株) （株）河野組 （仮称）メゾン・マロン新築工事 SD345 D19～D25

令和3年4月 民間 建築 福岡県 シギヤマ家具工業 立花鉄工建設(株) 安徳鉄筋 立花鉄工建設(株) (仮称)(株)シギヤマ家具工業様柳川倉庫新築工事 SD345 D22

令和3年4月 民間 建築 大阪府 エスリード(株) (株)エスパス建築事務所 (株)堺鉄建 鉄建建設(株) (仮称)エスリード東大阪市小阪２丁目Ⅱ新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年4月 民間 建築 京都府 (株)京都銀行 戸田建設(株) (株)石見鉄筋工作所 戸田建設(株) 京都銀行山科支店建替計画 SD345～SD390 D19～D35

令和3年4月 民間 建築 大阪府 (株)生和コーポレーション 仲間工業(株) 仲間工業(株) (株)三光園様マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年4月 公共 建築 福井県 文部科学省 (株)長大 ダイシン建鉄 三越建設工業(株) 福井大学(文京)国際センター(仮称)新営その他工事 SD345 D19～D25

令和3年4月 民間 建築 兵庫県 尼崎市 尼崎市資産総括局技術監理部 (有)実興業 (株)サージ・コア 北難波保育所改築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年4月 公共 建築 大阪府 (株)ニュージェック (株)池内工業 佐藤工業・永商興産特定建設工事ＪＶ 新味舌体育館建設工事 SD345 D19～D25
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令和3年4月 民間 建築 兵庫県 大成ユーレック(株) (株)ＫＳ (株)ＫＳ (仮称)西宮市・高木西町プロジェクト SD345 D25

令和3年4月 民間 建築 福岡県 安徳鉄筋 立花鉄工建設(株) (株)玄柑舎倉庫新築工事 SD345 D19

令和3年4月 民間 建築 京都府 （株）河野組 (有)BOFアーキテクツ 石井工業(株) （株）河野組 （仮称）メゾン・コパン新築工事 SD345 D19～D25

令和3年4月 民間 建築 京都府 (株)鼎設計一級建築士事務所 村田鉄筋(株) (株)中川工務店 右京区西院安塚町計画 SD345 D19～D25

令和3年4月 公共 建築 大阪府
大阪府住宅まちづくり部公

共建築室住宅建築課
(株)池内工業 株木建設(株)  大阪府営堺三原台第２期高層住宅(建て替え)新築工事(第５工区) SD345～SD390 D19～D29

令和3年4月 民間 建築 愛知県 アイズ継手技工(株) 中区千代田4丁目MS SD345～SD390 D22～D32

令和3年4月 公共 建築 大阪府 大阪府
大阪府住宅まちづくり部
公共建築室住宅建築課
設計工事第1グループ

(株)金沢組 北野・シマ特定建設工事共同企業体  大阪府営吹田桃山台第1期高層住宅(建て替え)新築工事(第3工区) SD345～SD390 D19～D35

令和3年4月 民間 建築 兵庫県 (株)栄工業 (株)栄工業 別府中学校配膳室整備工事 SD345 D22

令和3年4月 民間 建築 兵庫県 加東市 (株)大建設計 田村工業株 青木あすなろ建設(株) 令和２年度加東市東条地域小中一貫校建設工事 SD345～SD390 D22～D29

令和3年4月 民間 建築 大阪府 (株)ヤマウチ 佐山鉄筋工業(株) ナカノフドー建設(株) ヤマウチ(株)枚方工場増築工事 SD345 D19

令和3年4月 民間 建築 兵庫県 阪急阪神不動産 D＆D建築設計事務所 (株)戸田鉄筋 (株)鍜治田工務店 (仮称)川西市東多田3丁目1期計画 SD345～SD390 D35以下

令和3年4月 民間 建築 大阪府 協和産業(株) (株)住友建築設計事務所 (株)橋本組 (株)松本組 (仮称)東大阪御厨南２丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年4月 民間 土木 島根県 JR西日本 (株)ジンザイスチール 大鉄工業(株) 松江乃木嫁ケ島BO修繕工事 SD345 D19

令和3年4月 民間 土木 島根県 ザ・ビッグ (株)ジンザイスチール 大木建設(株) ザ・ビッグ松江東出雲店新築工事 SD345 D22・D25

令和3年4月 民間 建築 兵庫県 東急不動産(株) (株)現代綜合設計 (株)セイワワークス (株)森組 神戸市中央区下山手8丁目計画 SD345～SD390 D19～D35

令和3年4月 民間 建築 大阪府 学校法人喜連学園 (株)藤田建築設計事務所 大東鋼材(株) (株)マツダ・シティーズ 喜連東幼稚園改築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年4月 公共 建築 大阪府 大阪市都市整備局 大阪市都市整備局 藤元工業(株) 大鉄工業(株) 長吉長原東第4住宅39号館建設工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年4月 民間 建築 大阪府 (株)万代 東西建築サービス(株) 藤元工業(株) 大鉄工業(株) （仮称）万代彩都物流センター付属寄宿舎新築工事 SD345～SD390 D22～D29

令和3年4月 民間 建築 京都府 総本山智積院 (株)丹青研究所 藤元工業(株) 松井建設(株) 智積院増築工事 SD345 D19～D25

令和3年4月 民間 建築 兵庫県 マスターズコンフォート(株) (株)現代綜合設計 大豊建設(株) マスターズマンション西宮市奥畑ＰＪ新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年4月 民間 建築 大阪府 社会福祉法人恵生会 清水鉄筋工業(株) 正木建設(株) しきファーム新築工事 SD345 D19～D25

令和3年4月 民間 建築 大阪府 Toki.Design(株) 山形工業(株) 松原建設工業(株) (仮称)大阪市都島区都島本通4丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年4月 民間 建築 大阪府 (株)HIKコーポレーション 総合計画(株) (株)池内工業 (株)梅田コーポレーション 高槻市富田1丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年4月 民間 建築 大阪府 (株)アトリウム (株)福嶋洋一建築研究所 (有)山下鉄筋工業 エルディ(株) 西田辺町２丁目計画新築工事 SD390 D32・D35

令和3年4月 民間 建築 岡山県 岡山スバル自動車(株) さくら建築設計(株) (有)竹光建設工業 蜂谷工業(株) 岡山スバル自動車(株)岡山原尾島店建替工事 SD345 D22
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令和3年4月 公共 建築 岡山県 岡山市 協同組合アゴラ (有)竹光建設工業 (株)ビルドエイト 岡山市立市民屋内温水プール耐震改修他工事 SD345 D19

令和3年4月 民間 建築 岡山県 (株)MY企画 (株)大石計画 (有)竹光建設工業 (株)大石計画 (仮称)ZAGZAG玉島店新築工事　 SD345 D19～D25

令和3年4月 民間 建築 広島県 ダイキョーニシカワ(株) (株)久米設計 沖田鉄筋工業(有) (株)奥村組 ダイキョーニシカワ(株)新本社他新築工事 SD345 D22

令和3年4月 民間 建築 広島県 社会福祉法人喜清会 (株)ジャクエツ一級建築士事務所 (株)坂本工業 (株)砂原組 うじな保育園改築工事 SD345 D22

令和3年4月 民間 建築 広島県 中国木材(株) (株)松岡設計 (有)ウメモト鉄筋 五洋建設(株) 中国木材バイオマス発電所(郷原工場)建設工事 SD345 D19～D25

令和3年4月 民間 建築 京都府 個人 (株)中川工務店一級建築士事務所 (株)新栄鉄筋工業 (株)中川工務店 (仮称)西ノ京樋ノ口町PJ SD345～SD390 D29以下

令和3年4月 民間 建築 兵庫県 (株)NTT西日本アセット・プランニング
大東建託(株)芦屋支店

一級建築士事務所
KANOCENTER(株) 大東建託(株)神戸 ミルト熊野様共同住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年4月 民間 建築 大阪府 (株)パシフィック・アソシエイツ 生和コーポレーション(株) KANOCENTER(株) 生和コーポレーション(株) 西成区松３丁目プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年4月 民間 建築 大阪府 泉州産業(株)
スターツＣＡＭ(株)大阪支店

一級建築士事務所
(株)ヤマシタ スターツＣＡＭ(株) 兎我野町計画新築工事 SD345～SD390 D22～D32

令和3年4月 公共 建築 和歌山県 和歌山市
教育施設・キューブ

特定管理業務共同体
(株)奥村組 (株)奥村組 市民会館(仮称)市民文化交流センター新築工事 SD345 D19～D25

令和3年4月 公共 建築 大阪府 大阪府 小林１級建築事務所 (株)山形工業 共同建設(株)  大阪府府営堺三原台第２期高層住宅(建て替え)新築工事(第１工区) SD345～SD390 D19～D32

令和3年4月 民間 建築 兵庫県 リバー産業(株) (株)日企設計 (株)池内工業 リバー産業(株) 西宮市石在町新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年4月 民間 建築 岐阜県  多治見駅南地区市街地再開発組合 (株)大建設計 愛知スチール(株) (株)奥村組  工第7号多治見駅南地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事（住 SD345 D22・D19

令和3年4月 民間 建築 大阪府 エスリード(株) 富田興業 (株)ナカノフドー建設 エスリード寝屋川 SD345～SD390 D22～D38

令和3年4月 民間 建築 兵庫県 富士インキ(株) 小泉組 (株)ナカノフドー建設 富士インキ三田新工場新築工事 SD345 D22・D25

令和3年4月 民間 建築 高知県 和建設(株) 和建設(株) 和建設(株) ビ・ウェル京町新築工事 SD345 D19～D32

令和3年4月 民間 建築 大阪府
シード平和(株)

一級建築士事務所
シード平和(株) (仮称)東成区玉津3丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年4月 民間 建築 大阪府
(有)デルフィー

一級建築士事務所
神工建設(株) (仮称)西区本田2丁目プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D16～D29

令和3年4月 民間 建築 奈良県 (株)尾川建築設計事務所 (株)北村組 (仮称)モビリティーガーデンＲＴ香芝新築工事 SD345 D19～D25

令和3年4月 公共 土木 岡山県 山陽ロード 国土交通省岡山国道事務所 (株)林圧接 山陽ロード 国道2号玉島維持管内橋梁耐震補強補修工事 SD345 D16・D22

令和3年4月 民間 建築 岡山県 (株)ＡＲＲＯＷＳ アルファプラス(株) (有)カタヤマネオファーム アルファプラス(株) 三門東町マンション新築工事 SD345 D22・D25

令和3年4月 民間 建築 岡山県 日本食品加工(株) 東洋建設(株) (有)カタヤマネオファーム 東洋建設(株) 日本食品化工(株)水島工場油剤調合設備建設工事 SD345 D22・D25

令和3年4月 民間 建築 岡山県 穴吹興産　(株) (株)アーキテクトライン (有)カタヤマネオファーム 大末建設(株) アルファステイツ表町新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年4月 民間 建築 岡山県 岡山源吉兆庵 清水建設(株) (有)福元鉄筋 清水建設(株) 岡山源吉兆庵　本社　増築工事 SD345 D22

令和3年4月 民間 建築 岡山県 テイカ(株) (株)林圧接 蜂谷工業(株) テイカ株)岡山工場ジェットミル排ガス用温式電気集塵機基礎工事 SD345 D22
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令和3年4月 民間 建築 岡山県 (株)ＡＲＲＯＷＳ アルファプラス(株) (有)カタヤマネオファーム アルファプラス(株) 野田4丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年4月 民間 建築 京都府 大成ユーレック(株) (株)ＫＳ (株)ＫＳ (仮称)鞍馬口学生寮計画 SD345 D22

令和3年4月 民間 建築 千葉県 新日本建設(株) 新日本建設(株) (株)千葉サトー 新日本建設(株) (仮称）EXC千葉中央駅前計画新築工事 SD345～SD490 D19・D38

令和3年4月 民間 建築 千葉県 (株)モトーレンレピオ 東西建築サービス(株) 丸辰工業(株) 新日本建設(株) (仮称)モトーレンピオ幕張 BMW・MINI 新築工事 SD345 D19・D25

令和3年4月 民間 建築 沖縄県 沖縄建装(株) 兼箇段建売住宅4号地 SD345 D19

令和3年4月 民間 建築 沖縄県 (株)ジョイントハウス (株)ツナミ組 (仮称）沖縄県那覇市松山2丁目計画 SD345～SD390 D19～D35

令和3年4月 民間 建築 沖縄県 (株)プレサンスコーポレーション (株)野原建設 プレサンスロジェ浦添牧港2丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年4月 民間 建築 大阪府 医療法人徳洲会 (株)山田綜合設計 (株)橋本組 広成建設(株) 医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院新-新館増築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年3月 民間 建築 京都府 (株)セレマ (有)スミノ総合設計 吉岡工業(株) 松井建設(株) 堀川コミュニティー会館新築工事 SD345 D25

令和3年3月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)生原建築事務所 城東鉄筋(株) スナダ建設(株) (仮称)プレサンス淀川区十八条一丁目新築工事 SD390 D29・D32

令和3年3月 民間 建築 大阪府 (株)DOORDO (株)Ｍ・Ｉ設計 (株)太平社 (株)DOORDO (仮称)平野東マンション新築工事 SD345～SD390 D25～D35

令和3年3月 民間 建築 大阪府 別寅かまぼこ(株) (株)鴻池組 吉岡工業(株) (株)鴻池組 別寅かまぼこ(株)本社工場建設工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年3月 民間 建築 兵庫県 (株)林田組 栗本建設工業(株) 明石駅前マンション新築工事 SD345～SD390 D22～D29

令和3年3月 民間 建築 大阪府 タカラベルモント(株) 城東鉄筋(株) 公成建設(株) タカラベルモント(株)大阪工場旧棟東側建替え工事 SD345 D22・D25

令和3年3月 民間 建築 高知県 高知日野自動車(株) (株)桶村設計 (有)三橋組 (株)岸之上工務店 （仮称）高知日野自動車(株)本社新築工事 SD390 D19～D25

令和3年3月 民間 建築 大阪府 エスリード(株) (株)生原建築事務所 吉岡工業(株) (株)ハンシン建設 (仮称)城東区鴫野西２丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D38

令和3年3月 民間 建築 神奈川県 ジャペル(株) (株)加賀田組 ジャペル(株)神奈川支店 SD345 D25

令和3年3月 公共 建築 神奈川県  パトリオット特定目的会社(ESR株式会社） (株)上野山都市設計 トーハンスチール 東急建設(株) 　ESR川崎浮島ディストリビューションセンター新築工事 SD345～SD390 D22・D38

令和3年3月 民間 建築 京都府 (有)中村 松田工業(株) (株)クリエイト和幸 (仮称)中村ビル新築工事 SD345 D25

令和3年3月 民間 建築 大阪府 (株)日成アドバンス (株)TOKI設計 橋本鋼材(株) ユニバーサル建設(株) (仮称)大阪市北区大淀北　新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年3月 民間 建築 兵庫県 一般財団法人甲南会 (株)竹中工務店 (有)織本圧接 (株)竹中工務店 (仮称)新甲南病院建設工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年3月 民間 建築 大阪府 尼鉄工業(株) (株)アフェクションウォーク (仮称)枚方市村野本町新築工事 SD345 D19

令和3年3月 公共 建築 兵庫県 神戸市 (株)東畑建築事務所 東洋・寄神ＪＶ 六甲アイランド東部公共上屋新築工事 SD345～SD390 D25・D32

令和3年3月 公共 建築 大阪府 摂津市 (株)ニュージェック (株)池内工業
佐藤工業・永商興産

特定建設工事JV
新味舌体育館新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年3月 民間 建築 大阪府 大阪市都市整備局
大阪市都市整備局

住宅部建築課設計グループ
(株)藤元工業

大鉄・南海辰村
特定建設工事共同企業体

長吉長原東第４住宅３９号館建設工事 SD345～SD390 D19～D35
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令和3年3月 民間 建築 京都府 (株)プレサンスコーポレーション (株)礎 スナダ建設(株) (仮称)プレサンス東九条宇賀辺町Ⅰ新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年3月 民間 建築 京都府 (株)プレサンスコーポレーション (株)礎 スナダ建設(株) (仮称)プレサンス東九条宇賀辺町Ⅱ新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年3月 民間 建築 兵庫県 (株)プレサンスコーポレーション (株)ＴＯＫＩ設計 (株)岡工務店 (仮称)プレサンス神戸市中央区加納町2丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年3月 民間 建築 奈良県 ホンダ奈良自動車販売(株) (有)優歩一級建築士事務所 (株)西村鉄筋工業 TOC建設(株) ホンダ奈良自販(株)ＰＤＩセンター SD345 D19～D25

令和3年3月 民間 建築 大阪府 アートプランニング(株) (株)プレジオ (有)松木鉄筋工業 (株)プレジオ プレジオ都島ASIAN SD345～SD390 D19～D35

令和3年3月 民間 建築 富山県 (株)小松製作所 鹿島建設(株) (株)佐久間鉄筋工業 鹿島建設(株) (株)小松製作所 氷見第二工場総合事務所新築工事 SD390 D29

令和3年3月 公共 土木 富山県  国土交通省北陸地方整備局 (株)青山 辻建設(株) 富山跨線橋補強その6工事 SD390 D29・D32

令和3年3月 公共 建築 埼玉県 志木市 鹿島建設(株) 石澤工業(株) 鹿島建設(株) 志木市新庁舎建設工事 SD390～SD490 D29・D35・D38

令和3年3月 民間 建築 茨城県 鹿島建設(株) 共栄鉄筋工業(株) 鹿島建設(株) E社SAKURAプロジェクト建設 SD390 D25・D29

令和3年3月 公共 建築 岩手県 NEXCO東日本 (株)高橋鉄筋工業 板谷建設(株) 安代IC雪氷施設工事 D19

令和3年3月 公共 土木 岡山県  国土交通省中国地方整備局 (株)原田瓦斯圧接工業 (株)カザケン 大西高架橋耐震補強工事 SD345 D16

令和3年3月 民間 建築 大阪府 NTT西日本 (株)NTTファシリティーズ (株)関西スチールフォーム (株)竹中工務店 大阪研修センターⅢ期(仮称)新築工事 SD345～SD390 D19・D25

令和3年3月 民間 建築 滋賀県 エスリード(株) 楽総合計画(株) 片桐工業(株) 大末建設(株) エスリード近江八幡市鷹飼町 SD345～SD390 D29・D35

令和3年3月 民間 建築 大阪府 (株)グラッドデザイン (株)太平社 (株)フウキ建設 山本マンション SD345～SD390 D19・D29

令和3年3月 民間 建築 大阪府 (株)フェリアマネジメント (株)M・I設計 (株)太平社 (株)DOORDO (仮称)港区波除マンション SD345～SD390 D19・D35

令和3年3月 民間 建築 大阪府 (株)太平社 (株)フウキ建設 楠葉1丁目新築工事 SD345～SD390 D22・D29

令和3年3月 民間 建築 大阪府 (株)ティー・アイ・コーポレーション 杢谷一級建築士事務所 小笹鉄筋(株) (株)紙谷工務店 （仮称）大阪市東住吉区桑津PRJ SD345～SD390 D19～D32

令和3年3月 民間 建築 大阪府 (株)エース・コーポレーション
スナダ建設(株)

(株)ギフトプラスデザイン
(有)安江建鉄工業 スナダ建設(株) （仮称）セレニテ西中島南方（北側）PJ新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年3月 民間 建築 愛知県 丸美産業(株) (株)ヤスウラ設計 新都工業(株) (株)近藤組 (仮称)プラセシオン加茂寿町 SD390 D29

令和3年3月 公共 建築 愛知県 豊田市 (株)総企画設計 新都工業(株) トヨタT&S建設(株) 松平地域体育館 SD345 D22

令和3年3月 民間 建築 三重県 ホクト(株) (株)宮本忠長建築設計事務所 (有)水杉鉄筋 (株)北村組 ホクト(株)三重きのこセンター SD345 D25

令和3年3月 公共 建築 愛知県 愛知県 (株)アール・アイ・ユー (株)東海鋼業
淺沼組・角文特定建設工事

共同企業体
愛知県立岡崎高等技術専門新館１建築工事 SD390 D22

令和3年3月 民間 建築 愛知県 積水ハウス(株) (株)鴻池組 飯島鉄筋工業(株) (株)鴻池組 (仮称)グランドメゾン栄南新築工事 SD390 D22・D35

令和3年3月 民間 建築 岡山県 (株)ＡＲＲＯＷＳ アルファプラス(株) (有)カタヤマネオファーム アルファプラス(株) 野田４丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D25～D32

令和3年2月 民間 建築 千葉県 (株)タカシマ (株)遠山之寛建築設計事務所 (株)黒沼鉄筋工業 大和ハウス工業(株) タカシマ松戸新事業所建設計画 SD390 D29
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令和3年2月 民間 建築 大阪府 廣瀬建設(株) (株)プライム・デザイン (株)太平社 廣瀬建設(株) (仮称)大阪市城東区野江３丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D22～D32

令和3年2月 民間 建築 大阪府 (株)BRAVE (株)グラッドデザイン 城東鉄筋(株) フウキ建設(株) (仮称)北堀江3丁目新築工事 SD345～SD390 D22～D32

令和3年2月 民間 建築 大阪府 廣瀬建設(株) (株)プライム・デザイン (株)太平社 廣瀬建設(株) (仮称)大阪市北区中崎１丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D16～D32

令和3年2月 民間 建築 京都府 (株)アーキ・テック設計事務所 (株)ＫＳ 大成ユーレック(株) (仮称)京都深草学生ＭＰＪ新築工事 SD345 D19～D25

令和3年2月 民間 建築 兵庫県 日本スピンドル製造(株) 大和ハウス工業(株) (株)ＫＳ 大和ハウス工業(株) 日本スピンドル製造(株)新西１工場増築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年2月 民間 建築 兵庫県 エスリード(株) (株)イサラ・デザイン (株)戸田鉄筋 (株)貫山建設 (仮称)エスリード神戸船大工町新築工事 SD345～SD390 D22～D38

令和3年2月 民間 建築 大阪府 (株)アクト (株)アクト一級建築士事務所 (株)司興業 (株)アクト 住吉万代３新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年2月 民間 建築 兵庫県 志水博子 (株)S・A・T 仁和鉄工業(株) 栗本建設工業(株) 東芦屋町プロジェクト SD345～SD390 D19～D29

令和3年2月 公共 建築 東京都 安宅設計事務所 永伸工業 新日本建設 江東区北砂三丁目 SD345～SD490 D19～D38

令和3年2月 公共 建築 埼玉県 石澤工業 鹿島建設(株) 志木市新庁舎 SD345～SD390 D19～D38

令和3年2月 民間 建築 大阪府 (株)エイム (株)ユハラ (株)ユハラ (仮称)エイム翁橋Ⅱ　ワンルームマンション新築工事 SD345～SD390 D22～D38

令和3年2月 民間 建築 大阪府 (株)西建築設計事務所 (株)金本鉄筋工業所 (株)三木組 (仮称)島之内ESCOURT新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年2月 民間 建築 大阪府  第一交通産業(株)(株)ホームズ (株)アルモファス建築設計事務所 (株)小泉組 スナダ建設(株) (仮称)グランドパレス百舌鳥赤畑町（南敷地）新築工事 SD345 D19・D22・D25

令和3年2月 民間 建築 大阪府 小山(株) (株)櫂総合プランニング (株)橋本組 日本建設(株) 小山(株)本社工場増築工事 SD345 D19～D25

令和3年2月 民間 建築 大阪府 (株)ケーティアイエステート (株)新宅工務店 橋本鋼材(株) (株)新宅工務店 (仮称)浪速区幸町マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年2月 民間 建築 兵庫県 独立行政法人都市再生機構 (株)山設計工房 尼鉄工業(株) コーナン建設(株) 02-浜甲子園団地第Ⅲ期B棟建築その他工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年2月 民間 建築 大阪府 学校法人亀ノ森住吉学園 無有建築工房 大西工業(株) (株)藤木工務店 (仮称)てんじんこども園新築工事 SD345 D19

令和3年2月 公共 土木 兵庫県 兵庫県 (株)ホーク 常盤興業(株) （主）福良江井岩屋線橋梁耐震補強工事（富島橋） SD345 D22

令和3年2月 公共 土木 東京都 東京都下水道局 東京都下水道局 (株)秀栄工業 戸田建設(株) みやぎ水再生センター雨水ポンプ棟建設工事 SD295～SD345 D16・D25

令和3年2月 民間 建築 大阪府 サムティ(株) (株)生原建築事務所 (株)池内工業 (株)明和工務店 サムティ淀川区西宮原1丁目Ⅱ新築工事 SD345～SD390 D19～D38

令和3年2月 民間 建築 奈良県 野村不動産(株)
(株)D＆D建築設計事務所

大鉄工業(株)
(株)池内工業 大鉄工業(株) 奈良市三条宮前町計画新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年2月 公共 建築 大阪府 大阪市
(株)小河建設・(株)技建設計
大阪市都市整備局住宅部

建築課工事グループ

(株)藤元工業
(株)池内工業

大鉄・南海辰村
特定建設工事共同企業体

長吉長原東第4住宅39号館建設工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年2月 民間 建築 大阪府 リバー産業(株) (株)G＆A建築設計 (株)池内工業 リバー建設(株) リバーガーデン上町一丁目新築工事 SD345～SD490 D19～D38

令和3年2月 民間 建築 大阪府  社会福祉法人聖心会 (株)ライト・ストーリー総合設計 (株)藤元工業 (株)合田工務店 聖心保育園建替工事 SD345 D25

令和3年2月 公共 建築 島根県 海士町
(株)マウントフジアーキテクツ
スタジオ一級建築士事務所

(株)ジンザイスチール  前田建設工業(株)(株)鴻池組JV 海士町ホテル魅力化プロジェクト新築工事 SD345 D19・D22・D25
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令和3年2月 民間 建築 島根県 (株)メディカル・ケア西日本 (株)ジンザイスチール 美保テクノス(株) シニアステージ嫁島新築工事 SD345 D19・D22

令和3年2月 民間 建築 大阪府 ウエルシア薬局(株) (株)西工舎 (株)西工舎 ウエルシア平野店新築工事 SD345 D19・D22

令和3年2月 民間 建築 大阪府 生和住宅(株) (株)日企設計 仲間工業(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)セイワパレス大今里新築工事 SD345～SD390 D19～D38

令和3年2月 民間 建築 大阪府 テイカ(株) (株)木村建築設計事務所 城東鉄筋(株) (株)安藤・間 テイカ(株)大阪工場電子材料部新工場建設工事 SD345 D25

令和3年2月 公共 建築 大阪府  大阪府・高石市南海電気鉄道(株) 中央復建コンサルタンツ(株)
大成建設

南海辰村建設
竹中土木共同企業体

高石市内連続立体化に伴う2020年度建築関係工事(2工区) SS400 M24

令和3年2月 民間 建築 大阪府 和田興産(株) (株)コホーネス一級建築士事務所 神工建設(株) (仮称)大阪市西区本田一丁目計画 SD345～SD490 D19～D32

令和3年2月 民間 建築 大阪府 (株)プレジオ (株)国分建築設計事務所 (有)松木鉄筋工業 (株)プレジオ プレジオ吹田片山町PJ SD345～SD390 D19～D35

令和3年2月 公共 建築 福井県 福井県 山崎建設(株) 高崎建設(株)
坂井地区水道用水供給事業次亜塩素酸ナトリウム

注入設備（電気）更新工事
SD345 D13・D16・D25

令和3年2月 民間 建築 福井県 福井県民生活協同組合 (有)藤田建築設計事務所 (株)森永鉄筋 COOP新保要冷宅配センター（仮称）新築工事 SD345 D25

令和3年2月 公共 建築 福井県 福井県 内藤廣・センボー設計共同体 ダイシン建鉄
(株)見谷組

永和住宅(株)
石田建設工業JV

一乗朝倉氏博物館 SD345 D22

令和3年2月 公共 土木 福井県 JRTT鉄道・運輸機構 JRTT鉄道・運輸機構 (有)北成鉄筋工業 熊谷・岩田地崎・関JV 北陸新幹線､坂井高架橋 D13・D16

令和3年2月 公共 建築 福井県 JRTT鉄道・運輸機構 JR西日本コンサルタンツ(株) 滝波工業(株) 大鉄工業(株) 敦賀駅上下乗換線駅部新設他工事 SD345 D19・D22

令和3年2月 公共 土木 和歌山県 NEXCO西日本 大聡工業 (株)IHIインフラシステム 湯浅御坊道路中津川第二橋他３橋（鋼上部工）工事 SD345 D19

令和3年2月 民間 建築 兵庫県 (株)日商エステム (株)国分建築設計事務所 山下鉄筋工業(株) エルディ(株) エステムコート神戸市兵庫区水木通１丁目新築工事 SD345～SD390 D29・D35・D38

令和3年2月 民間 建築 兵庫県 (株)日商エステム (株)礎 山下鉄筋工業(株) エルディ(株) エステムコート神戸市兵庫区湊町１丁目新築工事 SD345～SD390 D29・D35

令和3年2月 公共 土木 岡山県  国土交通省中国地方整備局 (株)原田瓦斯圧接工業 (株)荒木組 旭川大橋耐震補強工事 SD390 D22・D25

令和3年2月 公共 建築 愛知県 愛知県 (株)日本設計 愛知スチール(株) 鹿島建設(株) ジブリパーク整備工事Ⅰ期工事 SD345 D25

令和3年2月 民間 建築 大阪府 (株)太平社 西成区中開3丁目老人ホーム SD345～SD390 D19・D25

令和3年2月 民間 建築 大阪府 マサノ建装(株) (株)冴建築設計事務所 (株)太平社 廣瀬建設(株) Valore　Kitahorie SD345～SD390 D19・D29

令和3年2月 民間 建築 大阪府 エスリード(株) (株)リベルテ建築設計事務所 片桐工業(株) イー・エル建設(株) エスリード西区立売堀1丁目 SD345～SD390 D29・D38

令和3年2月 民間 建築 大阪府
シード平和(株)

(株)DEVELOPMENTCLOUD
(株)日企設計 小笹鉄筋(株) シード平和(株) （仮称）大正区三軒家東5丁目計画 SD345～SD390 D19～D35

令和3年2月 公共 建築 滋賀県 滋賀県
キタイ設計(株)

(株)環境空間設計
石井工業(株) (株)桑原組 令和2年第40号信楽窯業技術試験場新築工事 SD345 D22

令和3年2月 民間 建築 大阪府 リンクスタイル(株) (有)アーキプラン (有)安江建鉄工業 誠信建設工業(株) （仮称）中央区徳井町2丁目計画 SD345～SD390 D19～D32

令和3年2月 民間 建築 大阪府 (株)FDS (有)デルフィ一級建築士事務所 小笹鉄筋(株) (株)福地建設 （仮称）FDS浪速区芦原2丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D38

令和3年2月 民間 建築 鹿児島県 (株)堀口園 (株)南建設 (株)小能鉄筋工業 (株)南建設 （仮称）(株)堀口園野神大堀冷蔵庫棟新築工事 SD345 D25
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令和3年2月 公共 建築 奈良県 奈良県 (株)桝谷設計 片桐工業(株)  米杉・谷特定建設工事共同企業体 山辺高校管理教室棟外2棟改築工事（建設工事） SD345 D19～D25

令和3年2月 公共 土木 岐阜県 新都工業(株) 美濃屋橋 SD295～SD345 D16・D22

令和3年2月 公共 土木 愛知県 野村不動産(株) 矢作建設工業(株) 新都工業(株) 矢作建設工業(株) JR春日井駅南東地区 SD345 D19・D22

令和3年2月 公共 建築 愛知県 愛知県 (株)安井建築設計事務所 (株)東海鋼業 錢高・アイサワJV 西三河南部地区新設特別支援学校(仮称)校舎建設工事 SD390 D22・D25

令和3年2月 民間 建築 愛知県 (株)プレサンスコーポレーション (株)日伸設計事務所 (株)スギウラ鉄筋 岩部建設(株) (仮称)プレサンスロジェ黄金通 SD390 D22・D38

令和3年2月 民間 建築 愛知県 エスリード(株) (株)IVY設計建築事務所 (株)スギウラ鉄筋 栗本建設工業(株) エスリード新栄２新築工事 SD390 D22～D38

令和3年2月 公共 土木 岡山県
国土交通省岡山国道事務所

玉島維持出張所
(株)林圧接 山陽ロード工業(株) 国道２号玉島維持管内橋梁耐震補強補修工事 SD345～SD390 D16～D51

令和3年2月 民間 建築 兵庫県 志水博子 （株）S・A・T 仁和鉄工業（株） 栗本建設工業（株） 東芦屋町プロジェクト SD345～SD390 D19～D29

令和3年1月 民間 建築 大阪府 (株)ホームズ (株)現代綜合設計 (株)ＫＳ スナダ建設(株) (仮称)グランアッシュ住吉万代新築工事 SD345～SD390 D19～D38

令和3年1月 民間 建築 大阪府 (株)大起キャピタル 城東鉄筋(株) (株)世昇工務店 (仮称)島之内２丁目新築工事 SD345～SD390 D22～D32

令和3年1月 公共 建築 高知県 高知市 (有)三橋組 ミタニ建設工業(株) 秦中央保育園新築工事及び秦ふれあいセンター改修工事 SD390 D22・D25

令和3年1月 民間 建築 大阪府 エスリード(株) (株)アーキ・テック設計事務所 (株)開誠工業 イー・エル建設(株) (仮称)弁天５丁目計画新築工事 SD345～SD390 D25～D35

令和3年1月 民間 建築 千葉県 東京建物(株) (株)フジタ (株)ダイニッセイ (株)フジタ T-LOGI習志野開発 SD345～SD390 D35

令和3年1月 民間 建築 大阪府 コベルコ建機(株) (株)栄工業 栗田建設(株) コベルコ建機高砂 SD345 D22

令和3年1月 民間 建築 大阪府 ケイアールケイ(株) 生和コーポレーション(株) 仲間工業(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)北堀江３丁目プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年1月 民間 建築 大阪府 (株)辰巳商會 (株)林田組 五洋建設(株) 辰巳商會天保山社宅新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年1月 民間 建築 神奈川県 田中土建工業(株) 大和市深見工場計画 SD345 D19・D22

令和3年1月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)日企設計 仁和鉄工業(株) (株)DAIJU プレサンス淀川区西中島2丁目 SD345～SD390 D19～D35

令和3年1月 民間 建築 沖縄県 (株)プレサンスコーポレーション (株)ツナミ組 プレサンスロジェ名護為又新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年1月 民間 建築 沖縄県 大鏡建設(株) ユニオン経塚店 SD345 D19～D25

令和3年1月 民間 建築 千葉県 (株)カシワバラ・グラウンド (株)サイトウ建築設計事務所 張替鉄筋工業(株) (株)カシワバラ・コーポレーション （仮称）市川市新井3丁目7新築工事 SD390 D19

令和3年1月 民間 建築 東京都 新日本建設(株) 新日本建設(株) 丸辰工業(株) 新日本建設(株) (仮称）EXC船堀5丁目Ⅱ計画新築工事 SD345～SD390 D22・D29

令和3年1月 民間 建築 東京都 近鉄不動産(株) (有)環境デザイン研究室 (株)宏進 新日本建設(株) (仮称)国立市富士見台二丁目計画　新築工事 SD345 D25

令和3年1月 民間 建築 千葉県 新日本建設(株) 新日本建設(株) (株)千葉サトー 新日本建設(株) (仮称）EXC千葉中央駅前計画新築工事 SD345～SD490 D19・D38

令和3年1月 民間 建築 大阪府 協和産業(株) (株)住友建築設計事務所 (株)橋本組 (株)松本組 (仮称)東大阪市御厨南2丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D35
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令和3年1月 民間 建築 京都府 リーガルスクエア(株) 山下鉄筋工業(株) エルディ(株) 烏丸通仏光寺ビル計画 SD345～SD390 D25・D29

令和3年1月 民間 建築 京都府 東洋印刷(株) (株)澤村 (株)橋本組 (株)澤村 東洋印刷槇島工場新築工事 SD345 D25

令和3年1月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション 矢野鉄筋工業(株) スナダ建設(株) (仮称)プレサンス西区南堀江三丁目Ⅱ新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年1月 民間 建築 大阪府 (株)スナダプロパティ スナダ建設(株) KANO　CENTER(株) スナダ建設(株) (仮称)ラシュレ新大阪PJ新築工事 SD345～SD390 D19～D38

令和3年1月 民間 建築 東京都
社会福祉法人

目黒区社会福祉事業団
(株)メドックス 大協鋼業(株) (株)佐藤秀 （仮称）目黒3丁目特別養護老人ホーム新築工事 SD345 D22・D25

令和3年1月 民間 建築 大阪府 オリックス(株) 前田建設工業(株) 前田建設工業(株) （仮称）箕面ロジスティクスセンター新築工事 SD345～SD390 D25・D38

令和3年1月 民間 建築 大阪府 フジ住宅(株) (株)日企設計 (株)福田組 (仮称）大阪市城東区中央二丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D38

令和3年1月 公共 建築 大阪府 大韓民国総領事館 (株)日企設計 前田建設工業(株) (仮称)駐大阪大韓民国総領事館庁舎新築工事 SD345～SD390 D22・D32

令和3年1月 民間 建築 和歌山県 (株)日商エステム (株)アトリエテクネ (株)池内工業 城善建設(株) エステムコート和歌山伝法橋南ノ丁新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年1月 民間 建築 大阪府 大和ハウス工業(株) 日本国土開発(株) (株)藤元工業 日本国土開発(株) (仮称)新大阪オフィスビルプロジェクト新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和3年1月 民間 建築 愛知県 (株)東郷製作所 前田建設工業(株) 橋本建設(株) 瀬川工業(株) 東郷製作所豊明工場 SD390 D29

令和3年1月 民間 建築 島根県 邑智郡総合事務組合 三機工業(株) (株)ジンザイスチール 三機工業(株) 新可燃ごみ処理施設建設工事 SD345 D19～D25

令和3年1月 民間 建築 鳥取県 穴吹興産(株) (株)フジサワ建築設計事務所 (株)ジンザイスチール (株)鴻池組 （仮称）アルファスマート西福原けやき通り新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和3年1月 民間 建築 滋賀県 飛島建設(株) 飛島建設(株) JR耐震京滋京土セ管内耐震補強 SD390 D32

令和3年1月 民間 建築 大阪府 (株)BRAVE (株)グラッドデザイン (株)フウキ建設 BRAVE徳井町新築工事 SD345～SD390 D25・D32・D35

令和3年1月 民間 建築 大阪府 (株)長谷工不動産 (株)アイビー設計事務所 スナダ建設(株) (仮称)大阪上本町計画 SD345～SD390 D22～D35

令和3年1月 民間 建築 大阪府 サムティ(株) (株)IAOプランニング&デザイン (株)セイワワークス (株)森組 サムティ京都市伏見区竹田 SD345～SD390 D19～D32

令和3年1月 民間 建築 京都府 東急不動産(株) (株)IAO竹田設計 兼松工業(株) 北和建設(株) （仮称）京都市北区衣笠東御所ノ内町 SD345 D19～D25

令和3年1月 民間 建築 大阪府 (有)フェニックス (株)楡建築企画設計 (有)松木鉄筋工業 (株)プレジオ （仮称）大阪市旭区赤川2丁目PJ SD345～SD390 D19～D35

令和3年1月 民間 建築 石川県 (株)タカラレーベン 村中建設(株) (株)新保鉄筋 村中建設(株) (仮称)レーベン金沢駅西本町Ⅱ新築工事立体駐車場 SD345 D25

令和3年1月 公共 建築 福島県 いわき市 大成建設(株) (株)郡協鉄筋工業 大成建設(株) いわき市役所本庁舎耐震改修事業 SD345 D32

令和3年1月 民間 建築 大阪府 (株)スナダ建設 (株)アモルファス建築設計事務所 (有)安江建鉄工業 スナダ建設(株) （仮称）グランドパレス百舌鳥赤畑町新築工事 SD345 D19～D25

令和3年1月 民間 建築 大阪府 エスリード(株) (株)イサラ・デザイン 片桐工業(株) イー・エル建設(株) （仮称）エスリード淀川区宮原2丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和3年1月 公共 建築 愛知県 西尾市 (株)アトラス 山旺・まるひJV 学校給食センター建設工事 SD345 D19～D25

令和3年1月 公共 建築 三重県 伊勢市 ツルタ工業(株) 清水建設(株) 伊勢市プロジェクト新築工事 SD390 D29
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令和3年1月 公共 建築 愛知県 岡崎市 (株)青島設計 新都工業(株) 小原・白龍JV 岡崎市立岡崎小学校校舎増築工事 SD345 D22

令和3年1月 公共 建築 愛知県 日本下水道事業団 新都工業(株) 飛島建設・朝日工業JV 岡崎市六名雨水ポンプ場建設工事 SD295～SD345 D13・D16

令和3年1月 公共 建築 大阪府 大阪府 (株)大建設計 (株)新栄 (株)奧村組 貝塚市庁舎整備事業 SD345～SD390 D19～D32

令和3年1月 公共 土木 埼玉県 さいたま市建設局 南部建設事務所道路建設課 とだか建設(株) 一般国道463号　越谷浦和バイパス鶴巻陸橋下部工補強工事(R2) SD345 D35

令和3年1月 民間 建築 茨城県 (株)ツムラ 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) ツムラ石岡センター第二生薬QC棟 SD390 D29～D35

令和3年1月 民間 建築 東京都 日本土地建物(株) (株)安宅設計 新日本建設(株) （仮称）江東区北砂三丁目計画 SD490 D38

令和3年1月 民間 建築 岡山県 穴吹興産(株) (株)フジサワ建築設計事務所 (株)鴻池組 アルファスマート西福原けやき通り SD345 D19・D22・D29

令和3年1月 民間 建築 大阪府 （株）プレサンスコーポレーション （株）日企設計 仁和鉄工業（株） (株)DAIJU プレサンス淀川区西中島2丁目 SD345～SD390 D19～D35

令和3年1月 民間 建築 埼玉県 野村不動産(株) 東急建設(株) 東急建設(株) NF上尾Ⅱ物流計画新築工事 SD345～SD390 D25～D32・D38

令和2年12月 民間 建築 大阪府 みずほ工業(株) 吉岡工業(株) 日本建設(株) みづほ工業(株)テクニカルセンター新築工事 SD345 D19～D25

令和2年12月 公共 建築 京都府 京都府 (有)平井鉄筋工業 三皇・第一ＪＶ 京都府流域下水洛西浄化センター建設工事 SD345 D22・D25

令和2年12月 民間 建築 高知県 社会福祉法人土佐七郷会 (有)宮脇建築設計事務所 明神鉄筋 西南綜合建設(株) 大方生華園高台移転新築工事 SD390 D22

令和2年12月 民間 建築 千葉県 関電不動産開発(株) (株)フジタ 栄鉄筋工業(株) (株)フジタ 千葉八千代物流施設 SD345～SD390 D38

令和2年12月 民間 建築 高知県 CROSS建築設計事務所 (株)開洋 南金田マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年12月 公共 建築 大阪府 八尾市 八尾市建築部公共建築課 (株)ＫＳ (株)長谷川工務店 桂小学校改築等工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年12月 民間 建築 滋賀県 (株)日立建機ティエラ 吉岡工業(株) (株)鴻池組 (株)日立建機ティエラ本社工場西・事務所棟増築工事 SD345 D22・D25

令和2年12月 民間 建築 大阪府 エスリード(株) (株)アーキ・テック設計事務所 (株)開誠工業 イー・エル建設(株) (仮称)弁天４丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年12月 民間 建築 大阪府 山本珈琲(株) 生和コーポレーション(株) 仲間工業(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)北堀江２丁目プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年12月 公共 建築 神奈川県  横浜駅きた西口鶴屋地区市街地再開発組合 (株)大林組 横浜駅西口駅前広場整備工事 SS400 Φ32

令和2年12月 民間 建築 神奈川県 社会福祉法人平成会 (株)三輪建築設計室 小雀建設(株) たかた保育園 SD345 D22

令和2年12月 民間 建築 大阪府 サムティ(株) (株)イサラ・デザイン (株)小泉組 (株)金山工務店 (仮称)サムティ東大阪市西堤2丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年12月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)タクトプラン建築事務所 (株)橋本組 (株)松本組 (仮称)プレサンスロジェ山坂5丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年12月 民間 建築 大阪府 エスリード(株) (株)生原建築事務所 (株)堺鉄建 奥村組土木興業(株) (仮称)福島区鷺洲5丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D38

令和2年12月 民間 建築 大阪府 (株)エスカーサ (株)ステラ (株)ユハラ (株)ユハラ (仮称)大阪市天王寺区国分町マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年12月 民間 建築 大阪府 独立行政法人都市再生機構 (株)山設計工房 尼鉄工業(株) コーナン建設(株) 02-千里高野台団地先工区建築その他工事 SD345 D19～D25
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令和2年12月 民間 建築 大阪府 住友重機械ギヤボックス(株) (株)藤木工務店 大西工業(株) (株)藤木工務店  住友重機械ギヤボックス(株)貝塚工場管理棟・食堂棟新築工事 SD345 D22

令和2年12月 民間 建築 大阪府 (株)日本エスコン (株)日企設計 (株)福田組 （仮称）天王寺区東高津町計画 SD345～SD390 D19～D38

令和2年12月 民間 建築 大阪府 オリックス(株) 前田建設工業(株) (株)池内工業 前田建設工業(株) 箕面ロジスティックスセンター新築工事 SD345～SD390 D19～D38

令和2年12月 民間 建築 島根県 松江市 (株)ジンザイスチール (株)内田工務店 比津ｹ丘保育園融合こども園新築工事 SD345 D19～D25

令和2年12月 民間 建築 大阪府 (株)BRAVE (株)グラッドデザイン (株)フウキ建設 (仮称)天満橋京町新築工事 SD345 D19～D25

令和2年12月 民間 建築 大阪府 (株)ホーム産業
(株)ホーム産業

一級建築士事務所
(株)ホーム産業 京橋Ⅳマンション新築工事 SD345 D19・D25

令和2年12月 公共 建築 奈良県 三郷町 (株)桝谷設計 楠本・山岡JV 三郷北小学校大規模改造工事 SD345 D22・D25

令和2年12月 民間 建築 大阪府 学校法人天王学園 (株)浦辺設計 (株)三田工務店 天王学園幼稚園園舎改築工事 SD345～SD390 D22・D29・D32

令和2年12月 民間 建築 大阪府 オーシャン・インベストメント(株) (株)日創アーキテクト (株)東横イン電建 難波駅前ビル新築工事A棟 SD345～SD390 D25～D32

令和2年12月 民間 建築 奈良県 (株)共栄 (株)共栄 （仮称）奈良市疋田町4丁目宅地造成工事 SD345～SD390 D16～D35

令和2年12月 民間 建築 大阪府 阪急阪神不動産(株) (株)IAOプランニング&デザイン (株)セイワワークス (株)森組 茨木市中穂積1丁目 SD345～SD390 D19～D32

令和2年12月 民間 建築 大阪府 (株)ベイシス (株)プレジオ (有)松木鉄筋工業 (株)プレジオ （仮称）大阪市福島区海老江5丁目 SD345～SD390 D19～D35

令和2年12月 民間 建築 兵庫県 野村不動産(株) 野村建設工業(株) 富田興業(株) 野村建設工業(株) 西宮市田代町計画新築工事 SD390 D29

令和2年12月 公共 土木 富山県  国土交通省北陸地方整備局 (株)青山  (株)横河ブリッジ(株)岡部 楡原猪谷道路猪谷橋上部工事 SD345 D51

令和2年12月 民間 建築 石川県 JR西日本不動産開発(株) 前田建設工業(株) (株)柴田鉄筋
前田建設工業・大鉄

特定建設工事共同企業体
（仮称）JR金沢駅西NKビル開発（オフィス棟）新築工事（その2） SD345～SD390 D25・D35

令和2年12月 公共 建築 和歌山県 和歌山県 内藤・フジ設計共同体 山﨑鉄筋工業 ナカノフドー・中平・弘安ＪＶ 南紀・はまゆう統合支援学校（仮称）校舎１期建築工事 SD345～SD390 D25・D29

令和2年12月 民間 建築 岩手県 (株)サンエーテック 鹿島建設(株) HIS安比C管理棟新築工事 D19

令和2年12月 民間 建築 兵庫県 独立行政法人都市再生機構 (株)URリンゲージ (株)才木工業 (株)新井組 浜甲子園住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年12月 公共 土木 福島県 福島県 波多野鉄筋(有) 山木工業(株) 小名浜東港地区荷役機械建造工事 SD345 D32

令和2年12月 民間 建築 東京都
パシフィック・ディベロップメント

アンドマネージメント(株)
(株)IAO竹田設計 丸辰工業(株) 新日本建設(株) (仮称）南麻布2丁目計画新築工事 SD345～SD490 D22～D35

令和2年12月 民間 建築 千葉県 大和ハウス工業(株)
(有)ケミカルデザイン
一級建築士事務所

(株)森鋼 (株)建研 （仮称）鎌倉市玉縄PJ新築工事 SD345～SD390 D25・D29

令和2年12月 民間 建築 大阪府 (株)太平社 (株)フウキ建設 八尾市山本町南計画 SD295～SD345 D29・D32

令和2年12月 民間 建築 大阪府 (株)太平社 (株)旭栄 東成区中道老人ホーム SD345～SD390 D19・D25

令和2年12月 民間 建築 大阪府 (株)For Realize (株)プライム・デザイン (株)太平社 廣瀬建設(株) 浪速区桜川2丁目マンション SD345～SD390 D22・D32

令和2年12月 民間 建築 大阪府 東急不動産(株) (株)IAO竹田設計 (株)小泉鉄筋 (株)昭和工務店 中央区淡路町3丁目計画 SD295～SD345 D19・D35
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令和2年12月 民間 建築 三重県 ロート製薬(株) (株)安井建築設計事務所 大森鉄筋(有) (株)竹中工務店 ロート製薬(株)上野テクノセンター SD345～SD390 D29

令和2年12月 民間 建築 和歌山県 (株)ツルハ 中西建設 ツルハドラッグ 和歌山市園部複合店舗工事 SD345～SD390 D19

令和2年12月 民間 建築 大阪府 山住　俊晃 (株)タクトプラン建築 (株)岩鉄 (株)ST-PRIDE （仮称）山住俊晃様邸新築工事 SD345 D22・D25

令和2年12月 民間 建築 京都府 安井　明平 (株)興一級建築士事務所 石井工業(株) (株)角三建設 安井歯科医院様新築工事 SD345 D22

令和2年12月 民間 建築 兵庫県 (株)ONLY　ONE 竹田設計事務所 (有)安江建鉄工業 安藤建設(有) （仮称）ONLY ONE川西市中央町M計画新築工事　№１ SD345～SD390 D19～D32

令和2年12月 民間 建築 鹿児島県 (株)コスモス薬品 (株)トーア (株)小能鉄筋工業 (株)トーア （仮称）ドラッグコスモス指宿市役所前店新築工事 SD345 D22

令和2年12月 民間 建築 宮崎県 (株)青木商事 (株)トーア (株)小能鉄筋工業 (株)トーア （仮称）ダイレックス赤江店新築工事 SD345 D22

令和2年12月 民間 建築 大阪府 (有)旭興HD (株)旭栄 片桐工業(株) (株)旭栄 （仮称）西成区北開1丁目1番計画 SD345 D19～D25

令和2年12月 民間 建築 三重県 キオクシア(株) 鹿島建設(株) ツルタ工業(株) 鹿島建設(株) キオクシア四日市第7製造棟 SD390 D29・D35

令和2年12月 民間 建築 愛知県 (株)シーテック 鹿島・中電不動産JV ツルタ工業(株) 鹿島・中電不動産JV (株)シーテック(仮称)大高ビル SD345～SD390 D19～D35

令和2年12月 民間 建築 愛知県 サムティ(株) 新都工業(株) (株)近藤組 サムティ名古屋市千種区内山4丁目 SD345 D22・D25

令和2年12月 民間 建築 岐阜県 三甲(株) (株)大建設計 金神鋼業(株) 清水建設(株) 三甲(株)岐阜第２工場Ｅ棟新築工事 SD345 D25

令和2年12月 民間 建築 愛知県 和束運輸(株) 青協一級建築士事務所 金神鋼業(株) 青協建設(株) 和束運輸(株)大口物流センター SD345 D25

令和2年12月 民間 建築 大阪府 アートプランニング(株) (株)TOKI設計 (株)金本鉄筋工業所 不二建設(株) (仮称)住之江区東加賀屋マンションPJ SD345～SD390 D19～D38

令和2年12月 民間 建築 愛知県 (株)フジケン (株)岡田建築計画事務所 (株)スギウラ鉄筋 岩部建設(株) リコット刈谷下重原建設工事 SD390 D22・D35

令和2年12月 民間 建築 愛知県 JR西日本プロパティーズ(株)
柴山コンサルタント(株)

一級建築士事務所
(株)スギウラ鉄筋 東洋建設(株) 岳見町４丁目計画 SD390 D22～D29

令和2年12月 公共 土木 沖縄県  沖縄総合事務局南部国道事務所 (株)屋部土建 令和2年度国道58号線宜野湾大山地区函渠外3件工事 SD295～SD345 D13

令和2年12月 公共 建築 広島県 神石高原町 (株)NSP設計 藤輝建設(株) 戸田建設(株) 神石高原町立病院建設工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年12月 民間 建築 広島県 戸田建設(株) 戸田建設(株) 戸田建設(株) (仮称）ドーミーイン広島ANNEX新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年12月 民間 建築 千葉県 日鉄興和不動産(株) (株)嘉環境設計 新日本建設(株) （仮称）松戸市本町マンション新築工事 SD390 D35

令和2年11月 民間 建築 兵庫県 社会福祉法人愛寿会 (株)ofa (株)林田組 (株)新井組 特別養護老人ホームさくらガーデン新築工事 SD345 D19～D25

令和2年11月 公共 建築 和歌山県 橋本市 奈和建設(株) (株)ＫＳ 奈和建設(株) 岸上文化センター耐震等改修工事 SD345 D22

令和2年11月 民間 建築 大阪府 阪南産業(株) 吉岡工業(株) (株)松陽工務店 阪南産業(株)八尾工場新築工事 SD345～SD390 D25・D29

令和2年11月 民間 建築 兵庫県 穴吹興産(株) (株)林田組 (株)ノバック アルファステイツ姫路城西新築工事 SD345～SD390 D22～D29

令和2年11月 民間 建築 大阪府 アートプランニング(株) (株)ＴＯＫＩ設計 (株)ＫＳ (株)金山工務店 (仮称)八戸ノ里駅前計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35
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令和2年11月 民間 建築 兵庫県 和田興産(株) (株)瀬戸本淳建築研究室 (株)駒川工務店 立建設(株) ワコーレ明石クレスティア新築工事 SD345 D22・D25

令和2年11月 民間 建築 茨城県 南武(株) 東洋土木(株) 鹿島リサイクルセンター SD345 D25

令和2年11月 民間 建築 東京都 (公社)地域医療振興協会
(株)久米設計

(株)環境デザイン研究所
栄鉄筋工業(株) (株)フジタ 練馬光が丘病院 SD345～SD390 D35

令和2年11月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 仲間工業(株) 生和コーポレーション(株) （仮称）浪速区日本橋西２丁目プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年11月 公共 建築 滋賀県 彦根市 (株)石本建築事務所 (株)河野鉄筋 (株)鴻池組 （仮称）彦根市新市民体育センター建設工事 SD345 D16～D22

令和2年11月 民間 建築 岩手県 サトーホールディングス(株) (株)西原鉄建工業 (株)伊藤組 北上RFID工場増築工事（Ａ棟） SD345 D22・D25

令和2年11月 民間 建築 大阪府 和田興産(株) (株)現代綜合設計 (株)山田組 (株)金山工務店 (仮称)ワコーレ池田ザ・ハウス新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年11月 民間 建築 大阪府 イオンリテール(株) (株)中部都市建築設計事務所 (株)堺鉄建 (株)北村組 (仮称)イオンスタイル新金岡店新築工事 SD345 D19～D25

令和2年11月 民間 建築 大阪府 浜口産業(株) 志柿敦啓建築設計事務所 大東鋼材(株) (株)浜口組 (仮称)南市岡マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年11月 民間 建築 京都府 (株)フジタ (株)真設計同人 西村建設(株) 西村建設(株) (株)フジタ本社屋増築工事 SD345 D19・D25

令和2年11月 民間 建築 石川県 (株)タカラレーベン 村中建設(株) (株)新保鉄筋 村中建設(株) （仮称）レーベン金沢駅西本町Ⅱ新築工事 SD345～SD390 D19～D25

令和2年11月 公共 建築 奈良県 奈良県 矢野鉄筋工業(株) 山上・中西JV 郡山高校特別教室棟改築工事 SD345 D16～D25

令和2年11月 公共 建築 大阪府 大阪府
大阪府住宅まちづくり部

公共建築室
(株)池内工業 株木建設(株) 大阪府営堺三原台第2期高層住宅（建て替え）新築工事（第5工区） SD345～SD390 D19～D32

令和2年11月 民間 建築 大阪府 (株)松岡 ニッスイ・エンジニアリング(株) (株)藤元工業 東亜建設工業(株) (仮称)(株)松岡大阪南港第二物流センター新築工事 SD345～SD390 D22～D35

令和2年11月 公共 土木 福島県 大林道路(株) 十文字トンネル舗装工事 D16・D19

令和2年11月 民間 建築 鳥取県 穴吹興産(株) (株)フジサワ建築設計事務所 (株)ジンザイスチール (株)鴻池組 （仮称）アルファスマート西福原新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年11月 民間 建築 島根県 (株メディカル・ケア西日本 (株)ジンザイスチール 美保テクノス(株) シニアコート上乃木新築工事 SD345 D19

令和2年11月 民間 建築 大阪府 (有)創建設計 (株)ホーム産業 (仮称)グランコート阿倍野新築工事 SD345 D19～D25

令和2年11月 民間 建築 大阪府 (株)プレジオ (株)楡建築企画設計 (株)プレジオ 江坂SOUTH新築工事 SD345～SD390 D22～D32

令和2年11月 民間 建築 京都府 豊能運送(株) トヨタT&S建設(株) トヨタT&S建設(株) 豊能運送(株)京都営業所新築工事 SD345 D19・D22

令和2年11月 民間 建築 奈良県 広田プラスチック
(株)岡田光輝建築設計室

一級建築士事務所
(株)大星住宅産業 広田プラスチック工場新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年11月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)日企設計 (株)セイワワークス (株)プレサンスコーポレーション プレサンスロジェ西九条 SD345～SD390 D19～D32

令和2年11月 民間 建築 兵庫県 (株)コスモス (株)高橋建築事務所 (株)平成鉄建 (株)コスモス 宝塚市中州1丁目計画 SD390 D29

令和2年11月 民間 建築 大阪府 (株)プロミネント 林建築設計室 (株)平成鉄建 あべの建設(株) （仮称）豊中市庄内西町共同住宅 SD345～SD390 D19～D29

令和2年11月 民間 建築 大阪府 (株)ゼロ・コーポレーション (株)レキオ５０４ 呉鉄筋工業 (株)エム・プランニング （仮称）阿倍野区天王寺町南3丁目 SD345～SD390 D19～D32
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令和2年11月 民間 建築 大阪府 サンヨーホームズ(株) (株)聖建社建築事務所 富田興業(株) (株)長谷工コーポレーション 守口市大日東プロジェクト新築工事 SD390 D35

令和2年11月 公共 土木 石川県 JRTT鉄道・運輸機構 JRTT鉄道・運輸機構 大森鉄筋(有) 奥村・トーケン・中東ＪＶ 北陸新幹線、小松駅高架橋他② SD390 D29

令和2年11月 公共 建築 石川県 石川県警察本部 (株)釣谷建築事務所
(有)野村鉄筋工業

(有)藤崎工業
(有)福沢鉄筋工業

戸田・杉本・アオイJV 七尾警察署庁舎建設工事（建築） SD345 D19

令和2年11月 公共 土木 和歌山県 NEXCO西日本 大聡工業 エム・エムブリッジ(株) 湯浅御坊道路水尻高架橋他２橋（鋼上部工）工事 SD345 D19

令和2年11月 民間 建築 岩手県 (株)ナガソノ (株)西原鉄建工業 ナガソノ工事 D22

令和2年11月 民間 建築 岐阜県  多治見駅南地区市街地再開発組合 (株)大建設計名古屋事務所 愛知スチール(株) (株)奥村組
駅南再工第7号多治見駅南地区第一種市街地再開発事業施設

建築物新築工事（住宅棟）
SD345～SD390 D19～D35

令和2年11月 民間 建築 東京都 一建設(株) (株)光和設計 丸辰工業(株) 新日本建設(株) (仮称）プレシス新小岩新築工事 SD390 D32

令和2年11月 民間 建築 大阪府 (株)ハウスプランニング (株)プライム・デザイン (株)太平社 廣瀬建設(株) (仮称)大阪市都島区廣瀬建設東野田町1丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D22・D35

令和2年11月 公共 建築 大阪府 大阪府 大阪府住宅まちづくり部 (株)金沢組 北野・シマ建設工事共同企業体 大阪府営吹田桃山台第1期高層住宅（建て替え）3工区 SD345～SD390 D19～D35

令和2年11月 民間 建築 京都府 シード平和(株) (株)礎 石井工業(株) シード平和(株) （仮称）京都市中京区西ノ京中保町計画 SD345～SD390 D19～D29

令和2年11月 公共 建築 京都府 乙訓消防組合 (株)山崎設計 片桐工業(株) (株)岡野組 向日消防署新築工事 SD345～SD390 D25・D29

令和2年11月 民間 建築 大阪府 (株)奈良屋 (株)旭栄 片桐工業(株) (株)旭栄 （仮称）住吉区長居2丁目計画 SD345 D19～D25

令和2年11月 民間 建築 京都府 鴨川旅館(株) Design 1st Geoffrey P.Moussas 片桐工業(株) カンサイ建装工業(株) 鴨川旅館新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年11月 公共 建築 愛知県 岡崎信用金庫 スタ－ツCAM(株) (株)ウサミ建工 スタ－ツCAM(株) 岡崎信用金庫資料館 SD295～SD345 D13～D25

令和2年11月 民間 建築 三重県 JFEエンジニアリング(株) ツルタ工業(株) 鹿島建設(株) ＪＦＥエンジニアリング(株)(仮称)津製作所新社屋建設工事 SD345～SD390 D19～D38

令和2年11月 民間 建築 愛知県 大源海運(株) 大成建設(株) (株)シンカ 大成建設(株) (仮称)大源海運1号倉庫 SD345～SD390 D22・D32・D35

令和2年11月 公共 土木 滋賀県 湖南市 新都工業(株) ライム(株) 甲西中央橋修繕工事

令和2年11月 民間 建築 愛知県 (株)日商エステム (株)なかてつ 麦島建設(株) エステムコート千代田 SD345 D19

令和2年11月 公共 建築 兵庫県 兵庫県 (株)大建設計 田村工業(株) 青木あすなろ(株) 令和2年度加東市東条地域小中一貫 SD345～SD390 D22～D29

令和2年11月 民間 建築 大阪府 京阪電鉄不動産(株) (株)カノンアソシエイツ (株)瓜生鋼業 不二建設(株) (仮称)西区新町1丁目プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年11月 民間 建築 京都府 住友商事(株) 浅井謙建築研究所(株) (株)又野鋼業 (株)福田組 元白川小学校跡地再開発計画 SD345～SD390 D19～D38

令和2年11月 民間 建築 大阪府 エビス興産(株)
(株)共立エステ－ト

(株)福田組
(株)又野鋼業 (株)福田組 (仮称)御宿野乃淀屋橋 SD345～SD390 D19～D38

令和2年11月 民間 建築 愛知県 ESR(株)
(株)東畑建築事務所

塩浜工業(株)
(株)スギウラ鉄筋 塩浜工業(株) ESR愛西ディストリビューションセンター SD345～SD390 D19～D32

令和2年11月 公共 土木 東京都 東京都水道局 東京都水道局経理部営繕課 (株)フジタ 東村山浄水場拝趨処理所 SD345 D25

令和2年11月 公共 建築 愛媛県 宇和島市 (株)あい設計 熊谷・二宮・古田JV 宇和島町本庁舎新低層棟建設・高層棟耐震改修工事 SD390 D29・D32
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令和2年11月 公共 土木 山口県 岩国市 (株)鴻池組 一文字処理区雨水調整槽整備工事 SD390 D32

令和2年11月 公共 建築 広島県 神石高原町 (株)NSP設計 藤輝建設(株) 戸田建設(株) 神石高原町新庁舎建設工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年11月 公共 建築 広島県
地方独立行政法人
広島市立病院機構

内藤建築事務所
シグマ建築事務所ＪＶ

後藤鉄筋(有)
熊谷・今井・福井建設工事

共同企業体
広島市新安佐市民病院新築工事 SD345～SD390 D22～D29

令和2年11月 民間 建築 島根県 穴吹興産(株) (株)フジサワ建築設計事務所 (株)鴻池組 アルファスマート西福原新築工事 SD345～SD390 D29

令和2年11月 民間 建築 岡山県 穴吹興産(株) (有)アーキテクトライン (有)カタヤマネオファーム 大末建設(株) アルファステイツ表町新築工事 SD345～SD390 D19～D38

令和2年11月 民間 建築 岡山県 トヨタホーム岡山(株) トヨタホーム岡山(株) 大組鋼材(株) トヨタホーム岡山(株) トヨタレンタリース新岡山岡山駅前店 SD345 D19・D25

令和2年11月 公共 土木 岡山県 国土交通省岡山国道事務所 ショーボンド建設(株) 国道２号道口高架橋耐震補強補修その４工事 SD345 D16・D19

令和2年11月 公共 建築 福岡県 有明生活環境施設組合 一般財団法人日本環境衛生センター西日本支局 (株)釜鉄筋工業 (株)タクマ→前田建設工業(株) 有明生活環境施設組合ごみ焼却施設建設工事 SD345 D25

令和2年11月 民間 建築 茨城県 丸井産業(株) 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) 丸井産業(株)関東物流センター新築工事 SD390 D32

令和2年10月 民間 建築 高知県 穴吹興産(株) (株)現代建築計画 創興業(株) (株)岸之上工務店 （仮称）アルファスマート南国新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年10月 民間 建築 高知県
医療法人瑞祥会

田中整形外科病院
(有)艸建築工房 (有)川崎鉄筋 大旺新洋(株) 田中整形外科病院改築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年10月 民間 建築 大阪府 (株)日本エスコン (株)都市建 城東鉄筋(株) スナダ建設(株) （仮称）寝屋川公園駅前計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年10月 民間 建築 神奈川県  オスタラ横浜関内特定目的会社 (株)シスケア一級建築士事務所 (株)森鋼 コーナン建設(株) (仮称)オスタラ横浜関内長者町ビル新築工事 SD390 D22

令和2年10月 公共 建築 高知県 南国市 昭和・ハウジング総合JV (有)三橋組 (株)岸之上工務店 南国市中央地域交流センター（仮称）建設工事 SD390 D22・D25

令和2年10月 民間 建築 大阪府 (株)ロゾー (株)グラッドデザイン 城東鉄筋(株) (株)フウキ建設 (仮称)曽根崎２丁目計画 SD345 D25

令和2年10月 民間 建築 岩手県 セントラル総合開発(株) (株)アサヒ建築設計事務所 (株)西原鉄建工業 (株)フジタ クレアホームズ盛岡中央通新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年10月 民間 建築 滋賀県 コニシ(株) (株)川新 水道機工(株) コニシ(株)滋賀工場　排水処理設備　更新工事　電気室新築工事 SD345 D25

令和2年10月 民間 建築 大阪府 (株)トーシンパートナーズ (株)日企設計 橋本鋼材(株) (株)DAIJU (仮称)江坂プロジェクト SD345～SD390 D19～D38

令和2年10月 民間 建築 大阪府 山尾建設(株) (株)ユニアート建築設計事務所 橋本鋼材(株) (株)DAIJU (仮称)山尾建設株式会社大阪支店弁天寮新築工事 SD345～SD390 D19・D29

令和2年10月 民間 建築 兵庫県 (株)エース・コーポレーション 尼鉄工業(株) スナダ建設(株) (仮称)宝塚山本PJ新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年10月 民間 建築 大阪府
京セラドキュメント

ソリューションズ(株)
(株)三信建築設計事務所 尼鉄工業(株) 大成建設(株) 京セラDS(株)第2多目的室・ナレッジプラス増築工事 SD345 D19・D22

令和2年10月 民間 建築 大阪府 (株)長谷工不動産 スナダ建設(株) (株)小泉組 スナダ建設(株) (仮称)ブランシエスタ大阪加島新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年10月 民間 建築 大阪府 (株)スナダプロパティ スナダ建設(株) KANO　CENTER(株) スナダ建設(株) (仮称)セレニテ東淀川駅前PJ新築工事 SD345～SD390 D16～D35

令和2年10月 民間 建築 大阪府 東急不動産(株) (株)ダイシン建築設計事務所 (株)橋本組 (株)松本組 (仮称)博労町ワンルームマンション新築工事 SD345～SD390 D16～D35

令和2年10月 民間 建築 大阪府 不二食品(株) (株)藤木工務店 大西工業(株) (株)藤木工務店 (仮称)不二食品本社工場新築工事 SD345～SD390 D19～D29
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令和2年10月 民間 建築 愛知県 ブラザー工業(株) 東急建設(株) 大森鉄筋工業(有) 東急建設(株) 平和寮新築工事 SD345～SD390 D22～D35

令和2年10月 民間 建築 埼玉県 春日部下柳特定目的会社 (株)陣設計 (株)アイコー 東亜建設工業(株) （仮称）KIC春日部ディストリビューションセンター建設工事 SD345～SD390 D25・D35

令和2年10月 民間 建築 大阪府 (株)アセンティア (株)リベルテ建築設計事務所 (株)石橋ワークス （仮称）SOAR住吉区長居3丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年10月 民間 建築 兵庫県 大東建託(株) 大東建託(株) ミルト熊野共同住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年10月 民間 建築 島根県 ヤンマーキャステクノ(株) 美保鉄筋(株) 鹿島建設(株) ヤンマーキャステクノ(株)松江事業本部第4工場新築工事 SD345 D19・D25

令和2年10月 民間 建築 島根県 (株)共立エステート (株)カミムラ建築研究室 (株)ジンザイスチール 戸田建設(株) 御宿野乃松江新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年10月 民間 建築 大阪府 合資会社MBC 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) 合資会社MBC様マンション新築工事 SD295～SD345 D19・D29・D32

令和2年10月 民間 建築 兵庫県 (株)神戸物産 (株)東亜測量設計コンサルタント (株)ショウワパーク 神戸物産本社新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年10月 民間 建築 京都府 日本ホールディングス(株) (株)アイビー設計事務所 シード平和(株) （仮称）ベラジオ西院Ⅲ新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年10月 民間 建築 大阪府 今栄亮太建築設計事務所 (株)金澤工務店 （仮称）都丘町テラス新築工事 SD345 D19～D25

令和2年10月 民間 建築 兵庫県 (株)ＷＨＡＬＥ　ＨＯＵＳＥ 神工建設(株) （仮称）明石松の内1丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年10月 民間 建築 大阪府 高速電気軌道(株) パナソニックホームズ(株) 大東鋼材(株) パナソニックホームズ(株) 大阪市浪速区幸町 SD345～SD390 D19～D38

令和2年10月 民間 建築 京都府 (株)ハウスイン京都 雜賀建築設計事務所 (株)UMEDA　TEKKIN 大翔建設(株) （仮称）グランドーリア御池 SD345 D19～D25

令和2年10月 民間 建築 大阪府 (有)キャピタル NICHIEI建築設計事務所 (株)西村鉄筋工業 (株)カムティ (仮称）堺市北区長曾根町PJ SD345 D19～D25

令和2年10月 民間 建築 大阪府 (株)ミライト (株)永都設計 (株)新栄 (株)ノバック ミライト幸町ビル新築工事 SD390 D32

令和2年10月 民間 建築 京都府 佐川不動産レジデンシャル(株)
(株)CAST-UD

一級建築士事務所
富田興業(株) 森繁建設(株) 二条駅前プロジェクト新築工事 SD345 D19～D25

令和2年10月 公共 土木 石川県  国土交通省北陸地方整備局 (株)柴田鉄筋 日本海建設(株) Ｒ２小松バイパス八幡高架橋下部工事 D19

令和2年10月 公共 土木 富山県  国土交通省北陸地方整備局 (株)青山 (株)岡部 富山跨線橋補強その4工事 SD345 D32

令和2年10月 民間 建築 石川県 SMFLみらいパートナーズ(株) (株)大建設計 宮野鉄筋工業(株)  (株)奥村組石黒建設(株) （仮称）片町一丁目計画 SD345 D22

令和2年10月 公共 土木 福井県 JRTT鉄道・運輸機構 JRTT鉄道・運輸機構 (株)富士ピーエス 大林・名工・道端ＪＶ 北陸新幹線、福井開発高架橋 D22

令和2年10月 公共 建築 大阪府 高槻市 山下鉄筋工業(株) 藤原工業(株) 認定こども園芥川保育園新築工事 SD345 D25

令和2年10月 民間 建築 大阪府 (株)ＤＯＯＲＤＯ (株)TAC建築設計事務所 (株)太平社 (株)DOORDO 大阪市鶴見区諸口1丁目新築工事 SD345～SD390 D19・D35

令和2年10月 民間 建築 兵庫県 (株)ゼロ・コーポレーション (株)聖建社建築事務所 (株)紺原工業 美樹工業(株) (仮称)神戸市東灘区深江本町3丁目新築工事 SD345～SD390 D32

令和2年10月 民間 建築 大阪府 (株)リンクシステム (株)アイビー設計事務所 (株)関西スチールフォーム 田中建設(株) (仮称)リンクハウス南堀江3丁目新築工事 SD345～SD390 D16・D25

令和2年10月 民間 建築 京都府
全国農業協同組合連合会

滋賀県本部
全農しが一級建築士事務所 石井工業(株) (株)ヤマタケ創建 「近江米広域集出荷施設（仮称）」新築工事 SD345 D22・D25
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令和2年10月 民間 建築 京都府 (株)夢咲 (株)礎 新城鉄筋工業所 (株)雅建設 久世中久世町マンション新築工事 SD345 D19

令和2年10月 民間 建築 大阪府 (株)エース・コーポレーション スナダ建設(株) (有)安江建鉄工業 スナダ建設(株) （仮称）セレニテ三国PJ新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年10月 公共 建築 滋賀県 守山市
(株)ビルディング

コンサルタントワイズ
石井工業(株) (株)桑原組 守山南中学校給食・第２体育館建築建築 SD345～SD390 D19～D29

令和2年10月 民間 建築 大阪府 (株)スナダプロパティ スナダ建設(株) (有)安江建鉄工業 スナダ建設(株) （仮称）セレニテ福島区吉野5丁目PJ新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年10月 民間 建築 滋賀県 (株)セレマ (有)ワイズ建築設計室 石井工業(株) (株)桑原組 （仮称）八日市営業所新築工事 SD345 D25

令和2年10月 民間 建築 福岡県 (株)かねぜん建設 セントラルパークサイドマンションⅡ SD345 D19・D25

令和2年10月 民間 建築 滋賀県 学校法人西芳学園 (株)吉村建築事務所 片桐工業(株) (株)岡野組 （仮称）さかいだに幼稚園小規模保育事業所新築工事 SD345 D19・D22

令和2年10月 民間 建築 愛知県 コストコホールセールジャパン(株) (株)katachi ap 大森鉄筋工業(有) 大成建設(株) (仮称)コストコホールセール守山倉庫店新築工事 SD345～SD390 D25・D29

令和2年10月 民間 建築 愛知県 (株)浅井工務店 アールプラス建築設計(株) (株)アトラス (株)浅井工務店 (仮称)中区千代田4丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D22～D32

令和2年10月 民間 建築 愛知県 グランゼ桜台 SD345 D22

令和2年10月 民間 建築 愛知県  (株)日本エスコン中電不動産(株) (株)IAO竹田設計 エグチスチール(株) 鉄建建設(株) (仮称)東区白壁4丁目計画 SD345～SD390 D22～D29

令和2年10月 民間 建築 愛知県 大森鉄筋工業(有) 日本建設(株) 名駅3丁目B＆Vビル SD345～SD390 D22～D29

令和2年10月 民間 建築 大阪府 昭和住宅(株) 不二建設(株) 大雅工業(株) 不二建設(株) (仮称)東大阪足代南1丁目マンション計画 SD345～SD390 D19～D35

令和2年10月 民間 建築 大阪府 すばる鋼材(株) VIDA(株) 田村工業(株) (株)奧村組 すばる鋼材流通センター SD345 D19～D25

令和2年10月 民間 建築 愛知県 (株)玉善 (株)加藤設計 (株)スギウラ鉄筋 (株)中村工業 グランマノワール南安城建設工事 SD345 D19・D22

令和2年10月 民間 土木 千葉県 千葉水道局 (株)五洋建設 (有)前野鉄筋 (株)五洋建設 ちば野菊の里浄水場（第二期） SD345～SD390 D25～D32

令和2年10月 民間 建築 岡山県 三菱自動車工業(株) 蜂谷工業(株) (株)林圧接 蜂谷工業(株) 三菱自動車内生活系排水処理施設更新工事 SD345 D22

令和2年10月 民間 建築 岡山県 日清オイリオグループ(株) (株)吉野建築事務所 (株)林圧接 三宅建設(株) １３号粕タンク新設工事 SD345～SD390 D22・D25・D29

令和2年10月 民間 建築 岡山県 (株)ＡＲＲＯＷＳ アルファプラス(株) (有)カタヤマネオファーム アルファプラス(株) 三門東町マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年10月 民間 建築 島根県 (株)共立メンテナンス 戸田建設(株) 戸田建設(株) 御宿野乃松江新築工事 SD345～SD390 D29・D35・D38

令和2年9月 公共 建築 兵庫県 神戸市
神戸市住宅都市局
建築技術部建築課

(株)栄工業 柄谷・寄進ＪＶ 兵庫区総合庁舎・消防署建設新築工事他工事 SD345～SD390 D22～D35

令和2年9月 民間 建築 千葉県 小田急不動産(株) (株)フジタ 栄鉄筋工業(株) (株)フジタ (仮称)印西市松崎台二丁目物流施設計画 SD345～SD390 D38

令和2年9月 民間 建築 兵庫県 伊藤忠都市開発(株) (株)永都設計 (株)橋本組 (株)昭和工務店 (仮称)クレヴィア鈴蘭台駅前計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年9月 民間 建築 兵庫県 (株)ダイシン (株)岩﨑設計 (株)川田精鋼 東洋建設(株) (仮称)割塚通4丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D16～D29

令和2年9月 民間 建築 京都府 ゼニス羽田(株) (株)新宅工務店 橋本鋼材(株) (株)新宅工務店 (仮称)北不動堂町ホテル計画 SD345～SD390 D19～D29



令和4年6月現在

着工日
(平成○年○月)

工事種類
(公共・民間)

工事種別
(建築・土木)

工事場所
(都道府県)

発注者 設計監理者 鉄筋業者 受注者 工事名称 鋼種  鋼径(呼び名)

　　ＣＢ工法施工実績表

令和2年9月 民間 建築 奈良県 (株)イングス (株)都市企画設計コンサルタント 矢野鉄筋工業(株) 藤本建設(株) (仮称)イングス桜井新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年9月 民間 建築 大阪府 (株)マスダ (有)木村設計 橋本鋼材(株) タカラ建設(株) (仮称)株式会社マスダ社屋新築工事 SD345 D22・D25

令和2年9月 民間 建築 兵庫県 (株)UCM 矢野鉄筋工業(株) (株)高階 旧高須小学校跡地開発工事 SD345 D19～D25

令和2年9月 民間 建築 三重県 社会福祉法人こもはら福祉会 (株)白鳳建築設計事務所 西村建設(株) 西村建設(株) 福祉会特別養護老人ホーム第5はなの里新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年9月 民間 建築 奈良県 (株)三久工業 矢野鉄筋工業(株) (株)浅利工務店 (株)三久工業新工場 SD345 D25

令和2年9月 民間 建築 大阪府 (株)ホームズ (株)アーキ・テック設計事務所 KANO　CENTER(株) スナダ建設(株) (仮称)グランアッシュ苅田9丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年9月 民間 建築 大阪府 (株)ミラージュパレス (株)阪南設計事務所 寺崎建設(株) 寺崎建設(株) (仮称)MP淀川区塚本2丁目PJ SD345～SD390 D19～D32

令和2年9月 民間 建築 兵庫県 (株)スナダプロパティ スナダ建設(株) (株)川田精鋼 スナダ建設(株) (仮称)セレニテ日暮通PJ新築工事 SD345～SD390 D16～D29

令和2年9月 民間 建築 大阪府 (株)協和産業 (株)汎設計 (株)橋本組 村本建設(株) (仮称)上汐マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年9月 民間 建築 大阪府 医療法人泉南玉井会
(株)掛谷工務店
(株)エスピーエス

(株)清水鉄筋工業 (株)掛谷工務店 (仮称)玉井整形外科内科病院建替工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年9月 公共 建築 大阪府 泉佐野市 (株)中尾建築事務所 (株)川田精鋼 東洋建設・昭和工務店JV 第三中学校プール整備工事 SD345 D19

令和2年9月 公共 土木 大阪府 守口市 (株)井沢設計 山下鉄筋工業(株) (株)久本組 大枝寺方線分水人孔築造工事 SD345 D22

令和2年9月 公共 土木 兵庫県 加東市 (株)相互設計事務所 (株)コミナミ (株)ハマダ 令和元年度生活基盤施設耐震化等交付金事業広沢浄水場更新工事 SD345 D25

令和2年9月 公共 土木 京都府  京阪電気鉄道(株)工務部技術課 村田鉄筋(株) 吉村建設工業(株) 京都市受託府道宇治淀線淀高架橋（京阪電鉄跨線区間）補修工事（2工区 SD390 D38

令和2年9月 公共 土木 兵庫県 宝塚市 山下鉄筋工業(株) (株)森組 荒地西山線道路工事 SD345 D19・D25

令和2年9月 公共 建築 大阪府 大阪市 (株)今木建築設計事務所 (株)堺鉄建 北野建設(株) 加美東第2住宅4号館建設工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年9月 民間 建築 埼玉県 丸八倉庫(株) 清水建設(株) 東武鉄筋(株) 清水建設(株) 丸八倉庫(株)所沢亀ヶ谷倉庫新築工事 SD345～SD390 D25・D32

令和2年9月 民間 建築 埼玉県  社会福祉法人恩賜財団済生会 (株)内藤建築事務所  東武鉄筋(株)(株)塚越鉄筋 清水建設(株) 済生会加須新病院建設工事 SD390 D29・D35

令和2年9月 民間 建築 神奈川県 (株)上組横浜支店 五洋建設(株) 横浜共立鋼業(株) 五洋建設(株) (株)上組横浜支店南本牧物流センター増築計画 SD345～SD390 D22・D25・D32

令和2年9月 民間 建築 神奈川県 川西倉庫(株) 東亜建設工業(株) (株)アイコー 東亜建設工業(株) （仮称）川西倉庫株式会社京浜支店ベイブリッジ営業所建設工事 SD345～SD390 D19～D38

令和2年9月 公共 土木 大阪府 大阪府
パシフィックコンサルタンツ(株)
中央復建コンサルタンツ(株)

鹿島建設(株) 田尻スカイブリッジ耐震補強工事 SD345 D35

令和2年9月 民間 建築 大阪府 社会福祉法人由寿会 (株)藤田建築設計事務所 (株)藤元工業 松井建設(株) アーバンチャイルドこども園増築工事 SD345 D19・D22

令和2年9月 公共 建築 岩手県 北上市  (株)安藤・間(株)小原建設ＪＶ 北上市保健・子育て支援複合施設整備(建築)工事 D22

令和2年9月 民間 建築 岩手県 中央コーポレーション(株) 工場内 D16

令和2年9月 民間 建築 島根県 大和紡績(株) (株)ジンザイスチール (株)鴻池組 大和紡績(株)出雲工場不織布工場新築工事 SD345 D25
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令和2年9月 民間 建築 大阪府 (株)フロンチィアイレブン (株)ユキプライム 桃谷二丁目計画新築工事 SD345 D25

令和2年9月 民間 建築 大阪府 関西電力(株) (株)ハンシン建設 (株)ハンシン建設 高砂変電所更新工事 SD345 D19～D25

令和2年9月 民間 建築 兵庫県 社会福祉法人一羊舎 平田建築設計(株) (株)岡工務店 すずかけ作業所移転新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年9月 民間 建築 京都府 (株)アートスチール (株)綜企画設計 (株)ヨネダ (株)アートスチール南丹園田加工センター新築工事 SD345～SD390 D16～D32

令和2年9月 民間 建築 大阪府 （社）慶生会 (株)IAO竹田設計 大東鋼材(株) (株)小滝工務店 複合施設清涼苑 SD345～SD390 D19～D29

令和2年9月 民間 建築 大阪府 (株)DOORDO (株)M・I設計 (有)松木鉄筋工業 (株)DOORDO （仮称）新今里5丁目マンション SD345～SD390 D19～D35

令和2年9月 民間 建築 京都府 東急不動産(株) 兼松工業(株) 北和建設(株) （仮称）京都5ホテル SD345～SD390 D19～D32

令和2年9月 民間 建築 京都府 社会福祉法人洛東園
(株)ミラノ工務店

一級建築士事務所
(株)UMEDA　TEKKIN (株)ミラノ工務店 特別養護老人ホーム洛東園 SD345 D19～D25

令和2年9月 民間 建築 大阪府 積水ハウス(株) 積水ハウス(株) (株)小泉鉄筋 藤井建設(株) 西区立売堀3丁目PJ SD345～SD390 D19～D32

令和2年9月 民間 建築 大阪府 林建築設計室 (株)平成鉄建 あべの建設(株) （仮称）阿倍野区王子町Ⅱ共同住宅 SD345 D19～D25

令和2年9月 民間 建築 兵庫県 和田興産(株) (株)横山建築事務所 (株)新栄 (株)ノバック ワコーレ夙川霞町新築工事 SD390 D29

令和2年9月 民間 建築 大阪府 (株)日商エステム (株)永都設計 (株)新栄 (株)ノバック エステム上汐新築工事 SD390 D29～D35

令和2年9月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)現代綜合設計 (株)新栄 (株)ノバック プレサンスロジェ福島野田新築工事 SD390 D29～D35

令和2年9月 民間 建築 大阪府 山下鉄筋工業(株) 藤原工業(株) ビジネスホテル西心斎橋新築工事 SD345～SD390 D38

令和2年9月 民間 建築 宮城県 学校法人宮城学院 (株)伊東豊雄建築設計事務所 (株)竹中工務店 宮城学院女子大学付属認定こども園 D22

令和2年9月 公共 建築 兵庫県 西宮市 (株)内藤建築事務所 (株)才木工業 (株)新井組 市営分銅町・末広町住宅整備工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年9月 公共 土木 岡山県 NEXCO西日本 (株)原田瓦斯圧接工業 (株)東亜建設工業 佐山高架橋耐震補強工事 SD390 D32

令和2年9月 公共 土木 福島県 NEXCO東日本 (株)カイセイ 三井住友建設(株) 常磐自動車道小久川橋(PC上部工)工事 SD345 D22

令和2年9月 民間 建築 東京都  (株)オープンハウスディベロップメント (株)長谷建築設計事務所 丸辰工業(株) (株)建研 （仮称)オープンレジデンシア中野2丁目Ⅱ新築工事 SD390 D32

令和2年9月 民間 建築 大阪府 林建設(株) (株)S・A・T (株)太平社 (株)竹之富士 阪南3丁目プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D25・D32

令和2年9月 民間 建築 兵庫県 レンゴー(株) 一宇工業(株) 石井工業(株) 一宇工業(株) レンゴー(株)バイオマス焼却建屋新築工事 SD345 D19～D25

令和2年9月 民間 建築 滋賀県 中央化成品(株) (株)服部建築事務所 新城鉄筋工業所 (株)内田組 中央化成品(株)滋賀工場（シート成形工場）新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年9月 民間 建築 大阪府 (株)ＦＤＳ (株)Den’s一級建築士事務所 小笹鉄筋(株) (株)福地建設 ＦＤＳ東淀川区東中島２丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年9月 民間 建築 大阪府 日経ホーム(株) (株)FKOアーキデザイン 小笹鉄筋(株) (株)紙谷工務店 （仮称）豊中市長興寺南1丁目PJ SD345～SD390 D19～D35

令和2年9月 民間 建築 京都府 日本ホールディングス(株) (株)礎 小笹鉄筋(株) シード平和(株) （仮）ベラジオ京都十条Ⅲ新築工事 SD345～SD390 D19～D29
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令和2年9月 民間 建築 兵庫県 (有)サンライズ 竹田設計事務所 (有)安江建鉄工業 安藤建設(有) （仮称）ONLY ONE三田市三田町M計画新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年9月 民間 建築 兵庫県 タツト不動産(株) (株)星羅建築事務所 小笹鉄筋(株) タツト・建設(株) （仮称）ブランTAT七松町新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年9月 民間 建築 京都府 (株)河野組 ARIAN建築設計 石井工業(株) (株)河野組 （仮称）紫野マンション新築工事 SD345～SD390 D19・D22

令和2年9月 民間 建築 愛知県 野村不動産(株) (株)田中綜合設計 ツルタ工業(株) 共立建設(株) 東区泉3丁目計画 SD390 D29

令和2年9月 民間 建築 岐阜県 大成化工(株) (株)三芝コンサルタント 新都工業(株) 岐建(株) 大成化工(株)岐阜工場 SD390 D29

令和2年9月 民間 建築 愛知県 (有)トリオ商事 新都工業(株) トリオ商事 D22・D25

令和2年9月 民間 建築 愛知県 (株)なかてつ 長久手熊田 SD345～SD390 D16・D32・D35

令和2年9月 民間 建築 愛知県 (株)プレサンスコーポレーション 麦島建設(株) (株)なかてつ 麦島建設(株) (仮称)プレサンス西区浅間一丁目(207)新築工事 SD345 D22

令和2年9月 公共 建築 岐阜県 岐阜市 金神鋼業(株) 極東開発・市川JV 岐阜市リサイクルセンター施設建設工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年9月 民間 建築 大阪府 フジ住宅(株) (株)IAO竹田設計 (株)又野鋼業 (株)福田組 シャルマンフジ堺シティフロント SD345～SD390 D16～D38

令和2年9月 民間 建築 京都府 ダイハツ工業(株) (株)東畑建築事務所 (株)駒川工務店 (株)フジタ ダイハツ工業(株)長岡京寮新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年9月 民間 建築 大阪府 大和ハウス工業(株) 不二建設(株) (株)瓜生鋼業 不二建設(株) プレミスト江坂新築工事 SD345～SD390 D16～D38

令和2年9月 民間 建築 大阪府 (株)パシフィック・アソシエイツ (株)サンワ設計事務所 (株)又野鋼業 (株)三和工務店 (仮称)中川４丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年9月 民間 建築 兵庫県 加藤産業(株) (有)宮井建築設計 (株)藤井商店 青木あすなろ(株) 加藤産業(株)西近畿支店（新）神姫物流センタ－ SD390 D22・D29

令和2年9月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (有)T.G.T.楷建築事務所 (株)中鉄 奧村土木興業(株) エスリード御幣島 SD345～SD390 D19～D38

令和2年9月 公共 建築 兵庫県 西宮市 (株)山下設計 富田興業(株) (株)淺沼組 西宮消防署 SD345～SD390 D19～D35

令和2年9月 公共 建築 京都府 京都府 (株)綜企画設計 (株)中鉄  (株)ピーエス三菱日皆田建設JV 城山台小学校校舎増築工事 SD345 D19～D25

令和2年9月 民間 建築 京都府
近鉄不動産(株)

パナソニックホームズ(株)
JR西日本不動産開発(株)

不二建設(株) (株)瓜生鋼業 不二建設(株) （仮称）長岡京PJ建設工事 SD345～SD390 D19～D38

令和2年9月 民間 建築 愛知県 (株)玉善 (株)立田設計 (株)スギウラ鉄筋 (株)中村工業 (仮称)植田南学生寮プロジェクト SD345 D19

令和2年9月 公共 建築 沖縄県 那覇市
(株)西筋総合設計

(株)環境設計国建JV
(株)高橋土建 安岡中学校屋内運動場改築工事(建築) SD345 D25

令和2年9月 民間 建築 神奈川県 (株)上組 五洋建設(株) 五洋建設(株) (仮称)(株)上組横浜支店南本牧物流センター増築計画 SD390 D25～D32

令和2年9月 公共 建築 鳥取県 鳥取県東部広域行政管理組合 JFEエンジニアリング(株) JFEエンジニアリング(株) 鳥取県東部可燃物処理施設建設工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年9月 民間 建築 岡山県 (株)フジワラテクノアート (株)丸川建築設計事務所 (株)林圧接 蜂谷工業(株) フジワラテクノアート第二技術開発センター新築工事 SD345 D10・D22

令和2年8月 民間 建築 高知県 久保田食品(株) (有)杢建築事務所 (有)三橋組 (株)岸之上工務店 久保田食品(株)新工場新築工事 SD345～SD390 D22～D29

令和2年8月 公共 建築 大阪府 大阪府 (株)藤和設計 吉岡工業(株) (株)ハンシン建設 大阪府営吹田桃山台第１期高層住宅（建て替え）新築工事（第２工区） SD345 D25
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令和2年8月 民間 建築 高知県 セントラル総合開発(株) (株)西日本建築設計 (株)北岡工務店 (株)轟組 （仮称）クレアホームズ本町二丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年8月 民間 建築 兵庫県 (株)ダイセキ (株)林田組 (株)新井組 (株)ダイセキ関西事業所フィルタープレス建屋新築工事 SD345 D22

令和2年8月 民間 建築 兵庫県 阪急電鉄(株) (株)東神工業 阪急電鉄(株)六甲変電所 SD345 D22

令和2年8月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) (株)ＫＳ 生和コーポレーション(株) (仮称)背戸口3丁目プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年8月 民間 建築 兵庫県 城東鉄筋(株) (株)世昇工務店 (仮称)トリニティ小戸新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年8月 民間 建築 大阪府 (株)アービング (株)アモルファス建築設計事務所 (株)アイエス (株)榎並工務店 （仮称）アービング東大阪新築工事 SD390 D16～D38

令和2年8月 公共 土木 滋賀県 NEXCO西日本 (株)辻本建設 五洋建設(株) 新名神高速道路大津ジャンクション東工事 SD345～SD390 D22～D29

令和2年8月 民間 建築 大阪府 (株)鴻池組 (株)鴻池組 吉岡工業(株) (株)鴻池組 (仮称)ＫＯＮＯＩＫＥテクノセンター新築工事 SD345～SD390 D22～D29

令和2年8月 民間 建築 兵庫県 (株)福嶋洋一建築研究所 (株)ＫＳ 丸正建設(株) (仮称)キセラ川西１Ｒ計画 SD345～SD390 D19～D35

令和2年8月 公共 建築 千葉県 千葉県 (株)黒沼鉄筋工業 (株)湯浅建設 ちば野菊の里浄水場 SD345 D22

令和2年8月 民間 建築 大阪府 掛谷不動産(株) (株)掛谷工務店 三共スチール(株) (株)掛谷工務店 (仮称)別院町共同住宅新築工事 SD345 D19～D25

令和2年8月 民間 建築 兵庫県 扇(株) 城東鉄筋(株) (株)大翔 扇(株)車庫新築工事 SD345 D19

令和2年8月 民間 建築 高知県 (株)橘化成工業 (株)川建築事務所 (有)三橋組 小松建設(株) (株)橘化成工業四国工場増改築工事 SD345 D22

令和2年8月 民間 建築 神奈川県 (有)アルボス ジェクト(株) Ｍ＆Ｒビル SD390 D29

令和2年8月 民間 建築 大阪府 (株)賃住 (株)日企設計 仁和鉄工業(株) (株)DAIJU 西区新町3丁目計画 SD345～SD390 D19～D38

令和2年8月 公共 建築 岩手県 大槌町 前田建設工業(株) (株)西原鉄建工業 前田建設工業(株) 運動施設整備実施設計業務〔栄町運動施設〕 SD345 D22

令和2年8月 民間 建築 大阪府 合資会社ホープハウスⅢ 生和コーポレーション(株) 橋本鋼材(株) 生和コーポレーション(株) ホープハウスⅢ新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年8月 民間 建築 大阪府 (株)テイモー (株)創元設計 (株)橋本組 日本建設(株) テイモー奈良工場新築工事 SD390 D29

令和2年8月 民間 建築 京都府 (株)京都製作所 (株)デザインワークス 村田鉄筋(株) 北和建設(株) (仮称)京都製作所　大橋辺寮新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年8月 民間 建築 兵庫県 スナダ建設(株) KANO　CENTER(株) スナダ建設(株) (仮称)セレニテ西宮鳴尾PJ SD345～SD390 D19～D29

令和2年8月 民間 建築 大阪府
第一交通産業(株)

大林新星和不動産(株)
(株)エストラスト

(株)TOKI設計 KANO　CENTER(株) スナダ建設(株) (仮称)吹田市千里丘下新築工事B棟 SD345～SD390 D19～D29

令和2年8月 民間 建築 大阪府 (株)スナダプロパティ スナダ建設(株) KANO　CENTER(株) スナダ建設(株) (仮称)セレニテ日本橋東2丁目PJ SD345～SD390 D19～D35

令和2年8月 民間 建築 大阪府 (株)ミラージュパレス (株)阪南設計事務所 (株)小泉組 (株)金山工務店 (仮称)MP浪速区大国1丁目PJ新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年8月 民間 建築 兵庫県 (株)堺鉄建 北野建設(株) (仮称)甲陽園の家新築工事 SD345 D22

令和2年8月 民間 建築 京都府 社会福祉法人かなえ福祉会 (株)アーキリム総合設計 (株)橋本組 日本建設(株) (仮称)すないの家太秦特別養護老人ホーム新築工事 SD345 D19～D25
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令和2年8月 民間 建築 大阪府 (株)高橋建築設計事務所 (株)橋本組 (株)松本組 (仮称)大阪市住吉区山之内1丁目店舗付マンション新築工事 SD345～SD390 D16～D32

令和2年8月 民間 建築 大阪府 岩井國雄 (株)掛谷工務店 (株)掛谷工務店 (仮称)舟木町岩井マンション新築工事 SD345 D22

令和2年8月 民間 建築 大阪府
(株)パン・パシフィック
インターナショナル
ホールディングス

(有)テクノフォルム 大西工業(株) (株)藤木工務店 ドン・キホーテ上本町店耐震改修工事 SD345 D22・D25

令和2年8月 公共 建築 兵庫県 社会福祉法人西光寺和順会 (株)三弘建築事務所 大東鋼材(株) コーナン建設(株) (仮称)西宮さんしょ保育園新設工事 SD345 D19～D25

令和2年8月 民間 建築 大阪府 エスリード(株) (株)アーキ・テック設計事務所 (株)池内工業 (株)明和工務店 大阪市東淀川区菅原1丁目Ⅱ新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年8月 民間 建築 大阪府 大阪ガス都市開発(株) (株)D＆D建築設計事務所 (株)池内工業 大木建設(株) 天王寺区上本町8丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D38

令和2年8月 民間 建築 大阪府 大阪スバル(株) (株)宮島設計 (株)友菱 大阪スバル(株)狭山店新築工事 SD345 D22・D25

令和2年8月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション シード平和(株) シード平和(株) （仮称）プレサンス北久宝寺町1丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年8月 民間 建築 大阪府 シュレッドサービス(株) (株)浅野建築設計事務所 (株)セイワワークス ミサワホーム近畿(株) シュレッドサービス(株)箕面本社 SD345 D19～D25

令和2年8月 民間 建築 滋賀県 三栄源エフ・エフ・アイ(株) 三栄源エンジニアリング(株) 富田興業(株) (株)日新工営 三栄源エフ・エフ・アイ(株)滋賀FP工場新築工事 SD345 D25

令和2年8月 民間 建築 大阪府 東急不動産(株)
(株)礎

(株)平岡建築設計室
(株)新栄 (株)ノバック 淀川区宮原マンション新築工事 SD390 D29・D32

令和2年8月 民間 建築 愛知県 学校法人同朋学園 (株)山本理顕設計工房 (株)嘉藤工業所 (株)大林組 （仮称）名古屋造形大学新キャンパス新築工事　 SD345 D19

令和2年8月 民間 建築 福井県  一般社団法人福井県繊協ビル同業会 (株)走坂建築設計事務所 ダイシン建鉄 (株)見谷組 (仮称)新福井県繊協ビル SD345 D19・D22

令和2年8月 公共 建築 大阪府 大阪府 (株)藤和設計 (株)小泉鉄筋 (株)ナカノフドー建設 大阪府営吹田桃山台第1期高層住宅（建て替え）新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年8月 民間 建築 大阪府 富士住宅(株) (株)日企設計 佐山鉄筋工業(株) (株)ナカノフドー建設 摂津市千里丘東1丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年8月 公共 建築 福島県 川内村 (株)ユニバｧサル設計 (株)平山鉄筋 (株)奥村組 第7号川内村義務教育学校整備工事 SD345 D19

令和2年8月 民間 建築 千葉県 アパホーム(株) (株)日企設計 (株)千葉サトー 新日本建設(株) （仮称）アパホテル<西船橋駅前>新築工事 SD345 D25

令和2年8月 民間 建築 兵庫県
三井不動産レジデンシャル(株)

JR西日本不動産開発(株)
(株)アクアス (株)関西スチールフォーム 大鉄工業(株) 摩那シティプロジェクトA街区 SD345～SD390 D22・D35

令和2年8月 民間 建築 大阪府 NTT西日本 (株)NTTファシリティーズ (株)関西スチールフォーム (株)竹中工務店 NTT大阪研修センター SD345～SD390 D25・D32

令和2年8月 民間 建築 大阪府 アーク不動産(株) (株)ワークス 小笹鉄筋(株) (株)紙谷工務店 （仮称）今福西1丁目ビル新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年8月 民間 建築 京都府 越丸(株) K設計室一級建築士事務所 石井工業(株) (株)創美建築企画 四条河原町計画新築工事 SD345 D19～D25

令和2年8月 民間 建築 京都府 永和信用金庫 (株)鴻池組 (株)金沢組 (株)鴻池組 永和信用金庫本店別館建替工事 SD345～SD390 D29・D32

令和2年8月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)日企設計 小笹鉄筋(株) シード平和(株) （仮称）プレサンス淀川区加島３丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年8月 民間 建築 宮崎県 オリックス不動産(株) (株)トーア (株)小能鉄筋工業 (株)トーア オリックス不動産貸店舗都城早鈴店 SD345 D22

令和2年8月 公共 建築 愛知県 三井不動産(株) 大成建設(株) (株)ウサミ建工 大成建設(株) 久屋大通公園 SD345 D25
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令和2年8月 民間 建築 愛知県 (株)中村工業 1706中村区畑江通マンション SD345 D22・D25

令和2年8月 民間 建築 愛知県 医療法人立光会 (株)青島設計 玉井(株) 小原建設(株) 鈴木眼科医院 SD345 D19・D22

令和2年8月 民間 建築 三重県 社会福祉法人平成福祉会 (有)水杉鉄筋 (株)北村組 介護老人福祉施設ヴィラ四日市 SD345 D22

令和2年8月 民間 建築 京都府 (一社)京都微生物研究所 鹿島建設(株) (株)藤井商店 鹿島建設(株) 京都微生物研究所本部ラボ棟新築工事 SD345 D19～D25

令和2年8月 民間 建築 愛知県 積水ハウス(株) (株)計画工房 飯島鉄筋工業(株) (株)鴻池組 (仮称)グランドメゾン名駅３丁目新築工事 SD490 D29～D35

令和2年8月 公共 建築 沖縄県 南大東村 (株)丸憲 南大東小中学校屋内運動場危険改築工事 SD345 D22

令和2年8月 民間 建築 埼玉県 第一倉庫冷蔵(株) (株)今川建築設計事務所 東亜建設工業(株) （仮称）第一倉庫冷蔵(株)岩槻長官第二物流センター新築工事 SD390 D25～D38

令和2年8月 民間 建築 広島県 ティーエスアルフレッサ(株) (株)奥村組 沖田鉄筋工業(有) (株)奥村組 ティーエスアルフレッサ(株)尾道物流センター増築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年8月 民間 建築 岡山県  医療法人社団井口会落合病院 (株)大建設計 (株)林圧接  藤木・梶岡建設特定工事共同企業体 落合病院新築工事に伴う外構工事 SD345 D19～D25

令和2年8月 民間 建築 岡山県 青盛建材(株) (株)藤木工務店 (株)林圧接 (株)藤木工務店 青盛建材(株)新社屋新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年8月 民間 建築 大阪府 （株）賃住 （株）日企設計 仁和鉄工業（株） (株)DAIJU (仮称)西区新町3丁目計画 SD345～SD390 D19～D38

令和2年7月 民間 建築 高知県 兼松エンジニアリング(株) (有)創建築事務所 (有)梅原工業 (株)大林組 兼松エンジニアリング(株)高知中央団地工場新築工事 SD345～SD390 D22～D29

令和2年7月 民間 建築 大阪府 (株)Msカンパニー 森繁建設(株) (株)ＫＳ 森繁建設(株) (仮称)プロスパー都島新築工事 SD345～SD390 D16～D32

令和2年7月 公共 土木 兵庫県 高砂市 (株)林田組 前田建設工業(株) 高砂市高砂浄化センター雨水施設建設 SD345～SD390 D22～D29

令和2年7月 民間 建築 兵庫県 住友大阪セメント(株) (株)栄工業 (株)鴻池組 住友大阪セメント(株)赤穂工場 SD345 D22・D25

令和2年7月 民間 建築 千葉県 川岸工業(株) (株)青柳建設 川岸工業(株)千葉第一工場 SD345 D25

令和2年7月 民間 建築 大阪府 (株)日本電商 (株)谷安組 (株)ＫＳ (株)谷安組 (仮称)(株)日本電商大阪市平野区計画 SD345 D22・D25

令和2年7月 民間 建築 兵庫県 住宅電気工業(株) 大成ユーレック(株) (株)ＫＳ 大成ユーレック(株) 住友電気工業(株)昆陽池寮増築工事 SD345 D19・D22

令和2年7月 民間 建築 大阪府 (株)ゴールドファステート (株)アーキ・テック設計事務所 (株)開誠工業 (株)DAIJU (仮称)ファステート都島北通二丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年7月 民間 建築 兵庫県 姫路赤十字病院 (株)昭和設計 清水建設(株) 姫路赤十字病院ＰＥＴ棟増築工事 SD345 D19～D25

令和2年7月 民間 建築 大阪府 (株)日本エスコン (株)現代綜合設計 (株)ＫＳ スナダ建設(株) (仮称)東大阪市神田町計画新築工事 SD345～SD390 D19～D38

令和2年7月 民間 建築 大阪府 (株)ホームズ (株)アーキ・テック設計事務所 仁和鉄工業(株) (株)DAIJU レジュールアッシュ岸部南 SD345～SD390 D19～D35

令和2年7月 民間 建築 大阪府 (株)日本レジデンシャル (株)ディーエムエッチ 橋本鋼材(株) 中正建設(株) (仮称)大阪市福島区鷺洲3丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年7月 民間 建築 大阪府 (株)友源 (株)川田精鋼 東洋建設(株) (仮称)西成区天下茶屋2丁目計画 SD345 D22

令和2年7月 民間 建築 大阪府 (株)Ｕ＆Ｓ (株)川田精鋼 (株)太陽建設 (仮称)吹田内本町の店舗新築工事 SD345 D19・D22



令和4年6月現在

着工日
(平成○年○月)

工事種類
(公共・民間)

工事種別
(建築・土木)

工事場所
(都道府県)

発注者 設計監理者 鉄筋業者 受注者 工事名称 鋼種  鋼径(呼び名)

　　ＣＢ工法施工実績表

令和2年7月 民間 建築 兵庫県 (株)スナダプロパティ スナダ建設(株) KANO　CENTER(株) スナダ建設(株) (仮称)SE兵庫区西出町PJ新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年7月 民間 建築 大阪府 (株)スナダプロパティ スナダ建設(株) KANO　CENTER(株) スナダ建設(株) (仮称)福島区海老江2丁目PJ新築工事 SD345～SD390 D19～D38

令和2年7月 民間 建築 大阪府 (株)コーポレートウエスト (有)アーキプラン 橋本鋼材(株) 中正建設(株) (仮称)メルベージュ布施新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年7月 民間 建築 大阪府 (株)シティトラスト不動産 生和コーポレーション(株) 橋本鋼材(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)市岡元町1丁目プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年7月 民間 建築 大阪府 (株)加地テック (株)藤木工務店 大西工業(株) (株)藤木工務店 加地テック本社工場建替工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年7月 公共 土木 大阪府 JR西日本(株) 村田鉄筋(株) 大鉄工業(株) 野崎駅橋上化 SD345～SD390 D25・D32

令和2年7月 民間 建築 千葉県 ツクバ特定目的会社 戸田建設(株) 開成鉄筋(株) 戸田建設(株) （仮称）グッドマンビジネスパークステージ５新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年7月 公共 建築 大阪府 吹田市 (株)徳田設計 (株)藤元工業
大鉄ビック特定建設工事

共同企業体
吹田市立健都ライブラリー建設工事 SD345 D22・D25

令和2年7月 民間 建築 高知県 穴吹興産(株) (株)現代建築計画 (有)三橋組 (株)岸之上工務店 （仮称）アルファスマート神田公園Ⅱ新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年7月 公共 建築 高知県 香南市 (株)総合企画設計 (有)深田工務店 四国開発(株) 夜須町第6地区東部津波避難タワー建築主体工事 SD345～SD390 D22～D35

令和2年7月 公共 土木 大阪府 大阪市 海老ウォーターリンク(株) 大成建設(株) 大阪市海老江下水処理場改築更新事業 SD345～SD390 D19～D32

令和2年7月 公共 建築 奈良県 三宅町 ジオーグラフィック・デザイン・ラボ (株)セイワワークス (株)森組 三宅町複合施設 SD345～SD390 D19～D32

令和2年7月 公共 建築 大阪府 泉佐野市 (株)建綜研 大東鋼材(株) オリエントハウス・一穣建設JV 日清小学校整備工事 SD345 D25

令和2年7月 民間 建築 大阪府 (株)DOORDO (株)フジハラアーキテクツ (有)松木鉄筋工業 (株)DOORDO Dhouse SD345 D19～D25

令和2年7月 民間 建築 大阪府 (株)プレジオ (株)楡建築企画設計 (有)松木鉄筋工業 (株)プレジオ 東大阪市足代北1丁目PJ SD345～SD390 D22～D35

令和2年7月 民間 建築 兵庫県 エスリード(株) (株)TOKI設計 (株)新栄 奥村組土木工業(株) エスリード兵庫区駅南通1丁目B新築工事 SD390 D29

令和2年7月 民間 建築 福井県 ラニイ福井貨物(株) (株)走坂建築設計事務所 (有)杉田鉄筋 石黒建設(株) ラニイ福井貨物(株)福井支店移転(造成)工事 SD345 D19～D25

令和2年7月 民間 建築 福井県 (株)エイチアンドエフ
山野下鉄筋工業(株)

ダイシン建鉄
三越建設工業(株) エイチアンドエフ本社第2工場南棟建替え工事 SD345 D29

令和2年7月 公共 建築 大阪府  国土交通省近畿地方整備局 山下鉄筋工業(株) 藤原工業(株) 大阪安全衛生教育センター改修工事 SD345 D22

令和2年7月 民間 建築 大阪府 (株)旭栄 (株)旭栄 片桐工業(株) (株)旭栄 Kフロント南館 SD345～SD390 D19・D29

令和2年7月 民間 建築 兵庫県 (株)三木組 (株)関西スチールフォーム 栗本建設工業(株)  西宮市鳴尾町3丁目計画 SD345～SD390 D19・D25

令和2年7月 民間 建築 大阪府 ウェルビング(株) (株)福嶋洋一建築研究所 (株)太平社 (株)フウキ建設 港区市岡2丁目新築工事 SD345～SD390 D19・D35

令和2年7月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)アイビー設計事務所 (株)岩鉄 堀井建設(株) （仮称）プレサンス天王寺区逢坂一丁目新築工事 SD345～SD390 D22～D32

令和2年7月 民間 建築 京都府 日本ホールディングス(株) 山野設計(株) 小笹鉄筋(株) シード平和(株) （仮称）四条千本マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年7月 民間 建築 大阪府 (株)日本エスコン (株)現代綜合設計 (有)安江建鉄工業 スナダ建設(株) （仮称）東大阪市神田町計画新築工事A棟B-1棟 SD345～SD390 D19～D38



令和4年6月現在

着工日
(平成○年○月)

工事種類
(公共・民間)

工事種別
(建築・土木)

工事場所
(都道府県)

発注者 設計監理者 鉄筋業者 受注者 工事名称 鋼種  鋼径(呼び名)

　　ＣＢ工法施工実績表

令和2年7月 公共 建築 長崎県 長崎市
山下設計・建友社設計

有馬建築設計事務所JV
清水・西海・長崎土建JV 長崎市新庁舎 SD390 D32

令和2年7月 民間 建築 鹿児島県
国立研究開発法人

宇宙航空研究開発機構
三菱重工(株) (有)大隅鉄筋 (株)コスモテック H3ロケット射点設備の整備 LP2煙道部空気取入口音響遮蔽設備 SD345 D22・D25

令和2年7月 民間 建築 静岡県 東和運輸倉庫(株) 創和設計(株) 新都工業(株) 前田建設工業(株) 東和運輸倉庫(株)袋井倉庫 SD390 D29

令和2年7月 民間 建築 愛知県 (株)アルファーワークス 麦島建設(株) 名駅三丁目1304計画 SD345 D25

令和2年7月 民間 建築 愛知県 共立建設(株) 共立建設(株) 名東区富が丘 SD345～SD390 D19～D29

令和2年7月 公共 土木 三重県 NEXCO中日本 新都工業(株) 伊勢自動車道 SD295～SD345 D13・D19

令和2年7月 民間 建築 大阪府 享代クリエイト(株) (株)ジーユープランニング (株)小泉組 (株)金山工務店 (仮称)クリスタルグランツ中津新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年7月 民間 建築 大阪府 アートプランニング(株) (株)ユマ設計 (株)瓜生鋼業 不二建設(株) (仮称)豊中少路プロジェクト SD345～SD390 D19～D35

令和2年7月 民間 建築 千葉県 グッドマンジャパン(株) 戸田建設(株) 戸田建設(株) （仮称）グッドマンビジネスパークステージ5新築工事 SD390 D19～D35

令和2年7月 民間 建築 広島県 (株)海風 (株)梓設計 沖田鉄筋工業(有) (株)奥村組 江田島市新ホテル整備事業 SD345～SD390 D19～D29

令和2年7月 公共 土木 岡山県 国土交通省岡山国道事務所 (株)林圧接 山陽ロード工業(株) 国道2号爪先高架橋耐震補強補修その3工事 SD345～SD390 D16～D51

令和2年7月 公共 土木 岡山県 国土交通省岡山国道事務所 (有)カタヤマネオファーム 中国化工建設(株) 国道2号爪崎高架橋耐震補強補修その2工事 SD345～SD390 D16～D51

令和2年7月 公共 土木 岡山県 国土交通省岡山国道事務所 (株)林圧接 山陽ロード工業株式会社 国道2号道口高架橋耐震補強補修その6工事 SD345～SD390 D16～D35

令和2年7月 民間 建築 東京都 菊池建設(株) 安藤忠雄建築研究所 菊池建設(株) (仮称)菊池建設新東京支店ビルPJ SD345～SD390 D22～D41

令和2年7月 民間 建築 大阪府 （株）ホームズ （株）アーキ・テック設計事務所 仁和鉄工業（株） (株)DAIJU レジュールアッシュ岸部南 SD345～SD390 D19～D35

令和2年6月 民間 建築 高知県 (株)高知放送 (株)竹中工務店 (有)梅原工業 (株)竹中工務店 （仮称）高知放送新社屋建設計画 SD345～SD390 D25・D38

令和2年6月 民間 建築 大阪府 アソー(株) (株)安藤・間 (株)開誠工業 (株)安藤・間 (仮称)アソー(株)箕面森町クリーン工場新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年6月 公共 土木 長野県 長野県茅野市 (有)国実工業 令和元年度交付金公園大橋補修工事 SD345 ボルト31mm

令和2年6月 公共 建築 東京都 東京都 (株)三共田中 西武建設(株) 東村山浄水場 SD345 D22・D29

令和2年6月 民間 建築 兵庫県 グローリープロダクツ(株) (株)小野設計 (株)林田組 (株)北村工務店
グローリープロダクツ(株)福崎工場新出荷場

玄関エレベーター建設工事
SD345 D22・D25

令和2年6月 公共 建築 大阪府 大阪市
大阪市都市整備局

住宅部建設課
(株)ＫＳ (株)今西組 木川第2住宅1号館建設工事 SD345～SD390 D19～D38

令和2年6月 民間 建築 高知県 和建設(株) 和建設(株) (株)北岡工務店 和建設(株) （仮称）ビ・ウェル北本町新築工事 SD345～SD390 D22～D35

令和2年6月 民間 建築 大阪府 廣瀬建設(株) (株)プライムデザイン (株)太平社 廣瀬建設(株) (仮称)大阪市中央区久太郎町1丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D22～D35

令和2年6月 公共 土木 滋賀県 NEXCO西日本 青木あすなろ建設(株) 新名神高速道路信楽川橋西(下部工)工事 SD345 D25

令和2年6月 民間 建築 大阪府 (株)ジャック (有)デルフィ (株)太平社 中村建設(株) (仮称)ビガーポリス405北区同心2丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35
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令和2年6月 民間 建築 千葉県 南武(株) (株)大城組 （仮称）ベルク佐倉志津店新築工事 SD345 D25

令和2年6月 民間 建築 大阪府 (株)Hope Tree (株)トレンタ (株)戸田鉄筋 (株)トレンタ 阿倍野区松崎町1丁目ビジネスホテル新築計画 SD345～SD390 D22～D29

令和2年6月 公共 建築 神奈川県 藤沢市 大旭建業(株) 藤沢駅北口再整備 SD345～SD390 D25・D29

令和2年6月 民間 建築 岩手県 (株)ナガソノ (株)西原鉄建工業 (株)伊藤組 (株)ナガソノ第Ⅲ工場建設工事 SD345 D22

令和2年6月 民間 建築 埼玉県 三井不動産(株) JFEシビル(株) JFEシビル(株) 三井不動産ロジスティクスパークステージ所沢新築工事 SD390 D19～D32

令和2年6月 民間 建築 大阪府
第一交通産業(株)

大林新星和不動産(株)
(株)エストラスト

(株)TOKI設計 KANO　CENTER(株) スナダ建設(株) (仮称)吹田市千里丘下新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年6月 民間 建築 大阪府 (株)ハウゼック (株)掛谷工務店 (株)掛谷工務店 (株)掛谷工務店 (仮称)ハウゼック本社ビル新築工事 SD345 D22・D25

令和2年6月 民間 建築 大阪府 山村ポンプ(株) (株)新宅工務店 橋本鋼材(株) (株)新宅工務店 (仮称)山村ビル新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年6月 民間 建築 大阪府 (株)ＴＫホールディングス 生和コーポレーション(株) 橋本鋼材(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)吹田駅前PJ新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年6月 民間 建築 大阪府 (有)ケイズファミリー
KEN・プランナーズ
一級建築士事務所

(株)掛谷工務店 (株)掛谷工務店 (仮称)別院町共同住宅新築工事 SD345～SD390 D22～D29

令和2年6月 民間 建築 大阪府 (株)LIXILビバ 日本建設(株) (株)橋本組 日本建設(株) (仮称)ビバモール美原南インター店新築工事 SD390 D29

令和2年6月 公共 建築 滋賀県 甲賀市 (株)橋本組 三陽建設(株) 令和元年度第93号　水口小学校大規模改造（3期）工事 SD345 D22・D25

令和2年6月 公共 建築 大阪府 大阪市
大阪市都市整備局
企画部公共建築課

橋本鋼材(株) (株)中道組 玉造小学校増築その他工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年6月 民間 建築 兵庫県 リバー産業(株) (株)日企設計 (株)池内工業 リバー建設(株) 西宮市石在町新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年6月 民間 建築 大阪府  JA三井リース建物(株)近畿総合リース(株) 前田建設工業(株) (株)池内工業 前田建設工業(株) 高槻市辻子三丁目計画建設工事 SD345～SD390 D19～D38

令和2年6月 公共 建築 大阪府 大阪市
大阪市都市整備局

住宅部建設課
(株)藤元工業 大鉄工業(株) 勝三住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年6月 民間 建築 大阪府 (株)ホーム産業 (株)ホーム産業 恵美須西マンション新築工事 SD345 D25

令和2年6月 民間 建築 兵庫県 (株)神栄建設 吉岡工業(株) 大豊建設(株) 東神戸神栄建設事務所新築工事 SD345～SD390 D16～D32

令和2年6月 民間 建築 大阪府 (株)FDS (有)デルフィ一級建築士事務所 神工建設(株) （仮称）ＦＤＳ浪速区芦原2丁目Ｐ－Ⅱ新築工事 SD345～SD390 D16～D32

令和2年6月 公共 建築 大阪府 守口市門真市消防組合 (株)杉原設計事務所 大鉄工業(株) 新消防本部棟建設工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年6月 民間 建築 大阪府 (株)ワキタ
岡本浩建築デザイン
一級建築士事務所

(株)セイワワークス (株)森組 HOTEL CORDIA OSAKA本町 SD345～SD390 D19～D32

令和2年6月 民間 建築 大阪府 野村不動産(株) (株)D&D建築設計事務所 (株)セイワワークス (株)森組 天王寺区勝山4丁目 SD345～SD390 D22～D35

令和2年6月 民間 建築 京都府 (株)中川工務店 (株)新栄鉄筋工業 (株)中川工務店 （仮称）西ノ京樋ノ口町計画 SD345 D19～D25

令和2年6月 民間 建築 大阪府 (株)プレジオ (株)プレジオ (有)松木鉄筋工業 (株)プレジオ （仮称）大阪市都島区大東町PJ SD345～SD390 D19～D38

令和2年6月 民間 建築 和歌山県 (株)コメリ (有)be-Pro・ject (株)西村鉄筋工業 (株)森田工務店 （仮称）コメリパワー新宮店 SD345 D22
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令和2年6月 民間 建築 石川県 (株)マリモ (株)NAK建築事務所 (株)川上鉄筋 エルディ(株) （仮称）金沢市片町2丁目ホテルPJ新築工事 SD345 D19・D22

令和2年6月 公共 建築 福井県 敦賀市 東畑・エイコー設計共同体 (有)北成鉄筋工業 永和住宅(株) 角鹿小中学校校舎新築工事 SD345 D22・D25

令和2年6月 民間 建築 京都府 新都市企画(株) (株)アクセス都市設計 山下鉄筋工業(株) エルディ(株) 七条新町ホテル増築計画 SD345～SD390 D29・D35

令和2年6月 民間 建築 愛知県 (株)プレサンスコーポレーション (株)佐藤設計 愛知スチール(株) 岩部建設(株) (仮称)プレサンスロジェ丸の内三丁目(1003)新築工事 SD345 D22・D25

令和2年6月 民間 建築 千葉県 新日本建設(株) 新日本建設(株) (株)千葉サトー 新日本建設(株) (仮称）EXC市川2丁目計画新築工事 SD345～SD490 D19～D35

令和2年6月 民間 建築 京都府 (株)エルハウジング (株)東洋設計事務所 片桐工業(株) (株)中川工務店 山ノ内赤山町計画 SD345～SD390 D25・D29

令和2年6月 民間 建築 京都府 (株)フレンドステージ
(株)ＭＩＲＥ建

一級建築士事務所
石井工業(株) (株)クリエイト和幸 （仮称）Ｒinn安土町新築計画 SD345 D22

令和2年6月 民間 建築 大阪府 日経ホーム(株) (株)ＦＫＯアーキデザイン 小笹鉄筋(株) (株)紙谷工務店 （仮称）吹田市垂水町3丁目南プロジェクト SD345～SD390 D19～D35

令和2年6月 民間 建築 大阪府 シード平和(株) シード平和(株) 小笹鉄筋(株) シード平和(株) （仮称）淀川区塚本1丁目新築工事 SD345～SD390 D22～D29

令和2年6月 民間 建築 京都府 (株)Ｎaｖｙ.Bull 中出建築設計事務所 石井工業(株) (株)クリエイト和幸 （仮称）三条高倉新築計画 SD345 D19～D25

令和2年6月 民間 建築 鹿児島県 南国殖産(株)
清水建設(株)
(株)東条設計

(株)佐々木工務店 清水建設(株) （仮称）中央町16番街区建築計画 SD390 D32

令和2年6月 民間 建築 京都府 (株)エルハウジング (株)東洋設計事務所 片桐工業(株) 中川工務店(株) （仮称）山ノ内赤山町計画 SD345～SD390 D19～D29

令和2年6月 民間 建築 愛知県 (株)小出産業 (株)小松義博建築都市設計事務所 (株)スギウラ鉄筋 栗本建設工業(株) (仮称)ビジネスホテル名古屋駅前Ⅱ SD390 D22～D35

令和2年6月 民間 建築 沖縄県
(株)プレサンスコーポレーション

(株)ワンクラップ
(有)アクト建築計画室 (株)ツナミ組 プレサンスロジェ名護宇茂佐新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年6月 公共 建築 沖縄県 沖縄県
(株)泉設計

(有)名工企画設計
(有)カイ設計JV

南洋土建(株)
(株)小波津組

前田建設工業(株)JV
県立那覇Ａ特別支援学校(仮称)新築工事(建築2工区) SD345 D25

令和2年6月 民間 建築 千葉県 日本GLP(株) デトロイトーマツ(株) (株)奥村組 ＧＬＰ流山Ⅷプロジェクト SD490 D19～D32

令和2年6月 民間 建築 広島県 富士見町開発合同会社 浅井謙建築研究所(株) (有)ウメモト鉄筋  五洋建設（株）(株)増岡組 (仮称)広島市中区富士見町地区フルサービスホテル建設工事 SD390 D19～D41

令和2年6月 民間 建築 岡山県 穴吹興産(株) (株)アトリエ・ユー・ディー (有)西川工業 大末建設(株) （仮称）アルファステイツ永楽通り新築工事 SD345～SD390 D19～D38

令和2年5月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)聖建社建築事務所 (株)ＫＳ (株)吉川工務店 (仮称)プレサンス桑津三丁目新築工事 SD345～SD390 D16～D32

令和2年5月 民間 建築 兵庫県 社会福祉法人同朋福祉会 (株)ディ・オー (株)林田組 (株)新井組 はたつかこども園新築工事 SD345 D19～D25

令和2年5月 公共 建築 兵庫県 兵庫県住宅供給公社 (株)日総建 (株)駒川工務店 立建設(株) 県営明石大久保南住宅建築工事 SD345 D19・D22

令和2年5月 民間 建築 兵庫県 穴吹興産(株) (株)林田組 (株)ノバック アルファスマート英賀保駅新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年5月 民間 建築 高知県 木岐幸豊 (株)風憬社 明神鉄筋 (株)開洋 molte stelle南御座新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年5月 民間 建築 兵庫県 社会福祉法人徳和会 (株)二神建築事務所 (株)林田組 栗本建設工業(株) 特別養護老人ホーム(仮称)やすらぎの里六甲新築工事 SD345 D19～D25

令和2年5月 民間 建築 兵庫県
学校法人神戸井野工業

高等学校
(株)新井組 (株)林田組 (株)新井組 神戸村野工業高等学校ひよどりグランド体育館新築工事 SD345 D22・D25
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令和2年5月 民間 建築 大阪府 (株)旭栄 (株)太平社 (株)旭栄 岸和田荒木町老人ホーム計画 SD345 D22・D25

令和2年5月 公共 建築 大阪府 枚方市 (株)内藤設計 (株)ＫＳ 丸信住宅(株) 香里小学校長寿命化改修及び増築工事 SD345 D22

令和2年5月 民間 土木 和歌山県 (株)林田組 (株)駒井ハルテック 湯浅御坊道路熊井第三高架橋他4橋（鋼上部工）工事 SD345 D19～D25

令和2年5月 民間 建築 高知県 医療法人川村会川村病院 (株)西森建築設計 (有)川崎鉄筋 大旺新洋(株) 川村病院増築改修工事 SD390 D29

令和2年5月 民間 建築 大阪府 築建開発(株) 藤井建築設計事務所 (株)ＫＳ 生和コーポレーション(株) 中央公館新築工事 SD390 D29

令和2年5月 民間 建築 大阪府 日立建機日本(株) (株)日立建設設計 (株)城東鉄筋 (株)安藤・間 (仮称)日立建機日本(株)関西支社近畿中央支店移転計画 SD345～SD390 D22～D29

令和2年5月 民間 建築 東京都 (株)瀬戸口工業 白金第一マンションズ耐震補強 SD345 D19

令和2年5月 民間 建築 大阪府 (株)大阪TYS 大東鋼材(株) 元古建設(株) (株)大阪TYS本社工場新築工事 SD345 D25

令和2年5月 民間 建築 奈良県 (株)レインボウリネンサプライ (株)藤木工務店 大西工業(株) (株)藤木工務店 (仮称)安堵町クリーニング工場計画新築工事 SD345 D22・D25

令和2年5月 民間 建築 大阪府 大来(株) 日本建設(株) (株)橋本組 日本建設(株) (仮称)大阪市中央区瓦屋町1丁目計画新築工事 SD345～SD390 D16～D35

令和2年5月 民間 建築 大阪府 小林産業(株) (株)藤木工務店 大西工業(株) (株)藤木工務店 (仮称)大正区新物流センター新築工事 SD345～SD390 D22～D32

令和2年5月 民間 建築 大阪府  医療法人計行会高橋計行クリニック (有)ディグ建築工房 (株)川田精鋼 東洋建設(株) (仮称)高橋計行クリニック第2診療所新築工事 SD345 D19・D22

令和2年5月 民間 建築 大阪府 社会福祉法人阪急福祉会 (株)川田精鋼 (株)太陽建設 (仮称)段上保育園改築工事 SD345 D25

令和2年5月 民間 建築 大阪府 村岡運輸(株) (株)今西組 (株)小泉組 (株)今西組 村岡運輸(株)本社第二倉庫増築工事 SD345～SD390 D22～D29

令和2年5月 民間 建築 大阪府 (株)日本政策金融公庫 (株)相和技術研究所 (株)橋本組 神鋼興産建設(株) 大阪支店甲陵荘新築工事 SD345 D19

令和2年5月 公共 土木 福井県 NEXCO中日本 大鉄工業(株) 富士ピーエス・安藤・間JV
北陸自動車道（特定更新等）九頭竜川橋他2
橋床版取替工事（その1）＝（松岡高架橋）

SD345 D32

令和2年5月 公共 建築 大阪府 大阪府
(株)大建設計

(株)建築環境計画
(株)池内工業

大木・大勝特定建設工事
共同企業体

大阪府東住吉警察署改築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年5月 民間 建築 奈良県 関電不動産開発(株) (株)都市建一級建築士事務所 (株)池内工業 (株)昭和工務店 シエリア大和西大寺計画新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年5月 民間 建築 滋賀県 淺野運輸倉庫(株)
(株)ビルディング・

コンサルタントワイズ
(株)松元工業 (株)桑原組 淺野運輸倉庫(株)第8号倉庫新築工事 SD390 D29

令和2年5月 民間 建築 滋賀県 楽総合計画(株) シード平和(株) （仮称）草津市大路2丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年5月 民間 建築 大阪府 エムズスタイル13(株) (株)スマイルホーム 福島テナントビル新築工事 SD345 D19・D22

令和2年5月 民間 建築 奈良県 (株)ケングラッド パナソニックホームズ(株) 大東鋼材(株) パナソニックホームズ(株) (株)ケングラッドビル SD345～SD390 D19～D29

令和2年5月 民間 建築 石川県 イオンモール(株) 鹿島建設(株)  (株)オクト上西鉄筋工業(株) 鹿島建設(株) （仮称）イオンモール白山新築工事 SD345～SD390 D19・D25・D35

令和2年5月 民間 建築 石川県 伸晃化学(株) (株)山岸建築設計事務所  (有)小坂鉄筋工業(株)青山 清水建設(株) 伸晃化学株式会社川北工場新築工事 SD345 D22

令和2年5月 公共 土木 石川県 JRTT鉄道・運輸機構 大森鉄筋(有) 奥村組・加賀建設・江口ＪＶ 北陸新幹線、小松駅高架橋他① SD345 D25



令和4年6月現在

着工日
(平成○年○月)

工事種類
(公共・民間)

工事種別
(建築・土木)

工事場所
(都道府県)

発注者 設計監理者 鉄筋業者 受注者 工事名称 鋼種  鋼径(呼び名)

　　ＣＢ工法施工実績表

令和2年5月 民間 建築 福井県 ラニイ福井貨物(株) (株)走坂建築設計事務所 (有)松任鉄筋 石黒建設(株) ラニイ福井貨物(株)本社移転工事 SD345 D25

令和2年5月 民間 建築 大阪府 西本儀正
(株)オフィス鈴木

一級建築士事務所
山下鉄筋工業(株) エルディ(株) ザ・セレクトン阿倍野松原新築工事 SD345～SD390 D29・D35

令和2年5月 民間 建築 滋賀県 エスリード(株) (株)礎 佐山鉄筋工業(株) (株)ナカノフドー建設 大津京町4丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年5月 民間 建築 千葉県 新日本建設(株) 新日本建設(株) (株)千葉サトー 新日本建設(株) （仮称）EXC鎌ケ谷駅前計画新築工事 SD490 D35

令和2年5月 民間 建築 東京都 新日本建設(株) 新日本建設(株) 丸辰工業(株) 新日本建設(株) （仮称）EXC国領Ⅱ計画新築工事 SD345 D22・D25

令和2年5月 民間 建築 京都府 エスリード(株) (株)関西スチールフォーム (株)旭工建 京都市下京区梅小路高畑町計画 SD345～SD390 D25・D29

令和2年5月 民間 建築 兵庫県 (有)矢田部設計事務所 (株)中鉄 (株)淺沼組 本庄町1丁目計画 SD345～SD390

令和2年5月 民間 建築 大阪府 エスリード(株) (株)Toj 小笹鉄筋(株) 鉄建建設(株) （仮称）吹田市山手町1丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年5月 公共 建築 滋賀県 (株)ＡＺプライオール 大東建託(株) 石井工業(株) 大東建託(株) (株)ＡＺプライオール様共同住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年5月 民間 建築 大阪府 (株)アセニティア (株)リベルテ建築設計事務所 (有)安江建鉄工業 (株)大畑組 （仮称）吹田市金田町2丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年5月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)住友建築設計事務所 KANO　CENTER(株) (株)安田建設工業 （仮称）プレサンス北区中津6丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年5月 公共 建築 福岡県 有明生活環境施設組合 (株)タクマ (株)タクマ 柳川処理場 SD345～SD390 D25・D29

令和2年5月 民間 建築 滋賀県 社会福祉法人布引会 (株)湖北設計 片桐工業(株) 辻寅建設(株) 特別養護老人ホーム玉園ハイム改築工事 SD345 D19～D25

令和2年5月 民間 建築 大阪府 医療法人恒星会 (株)旭栄 片桐工業(株) (株)旭栄 （仮称）守口市南寺方老人ホーム計画 SD345 D19～D25

令和2年5月 民間 建築 愛知県 (株)豊田自動織機 鹿島建設(株) ツルタ工業(株) 鹿島建設(株) 豊田自動織機(誠心寮） SD345～SD390 D19～D35

令和2年5月 民間 建築 愛知県 (株)小出産業 (株)小松義博建築都市設計事務所 栗本建設工業(株) ビジネスホテル名古屋駅前Ⅱ SD390 D32・D35

令和2年5月 民間 建築 愛知県 (株)プレサンスコーポレーション 村中建設(株) エグチスチール(株) 村中建設(株) プレサンス千代田3丁目 SD345 D22

令和2年5月 民間 建築 愛知県 イオンモール(株) 大成建設(株) (株)シンカ 大成建設(株) イオンモール則武新町 SD345～SD390 D25～D32

令和2年5月 公共 建築 愛知県 愛知県 (株)SHINPL ニッセツ(株) 向島住宅 SD295～SD345 D13・D19

令和2年5月 民間 建築 京都府 学校法人花園学園 (株)松田平田設計 (株)藤本工業 (株)淺沼組 花園学園創立150周年記念事業中学高等学校校舎整備計画 SD345～SD390 D19～D29

令和2年5月 民間 建築 兵庫県 旭化成不動産レジデンス(株) (株)IAOプランニング＆デザイン (株)又野鋼業 (株)福田組 アトラス苦楽園菊谷町 SD345～SD390 D19～D29

令和2年5月 民間 建築 大阪府 (株)福田組 (株)又野鋼業 (株)福田組 (仮称)大阪市天王寺区上本町9丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年5月 民間 建築 奈良県 奈良トヨペット(株) (株)福本設計 (株)橋本組 (株)淺沼組 奈良トヨペット・ネッツトヨタ奈良 SD345 D19～D25

令和2年5月 民間 建築 愛知県 (株)フジケン (株)蓮建築設計 (株)スギウラ鉄筋 岩部建設(株) リコット岡崎城 SD390 D22～D35

令和2年5月 民間 建築 埼玉県 丸紅アセットマネジメント(株) 日本建設(株) (株)小黒組 日本建設(株) 中台南三丁目計画物流倉庫 SD345～SD390 D25～D35
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令和2年5月 公共 建築 岡山県 国立大学法人岡山大学 (株)林圧接 蜂谷工業(株) 岡山大学（津島）総合研究棟（異分野基礎科学研究所）新営その他工事 SD345～SD390 D10～D29

令和2年5月 民間 建築 岡山県 クラブン(株) (株)藤木工務店 (株)林圧接 (株)藤木工務店 うさぎや岡山店増改築工事 SD345 D19・D25

令和2年5月 公共 建築 北海道 岩見沢市
岩見沢市建築部建築課

（株）アトリエアク
古沢工業（株） 昭和マテリアル（株） （仮称）栗沢文化交流施設新築工事 SD295～SD345 D25

令和2年5月 公共 建築 北海道  新陽小学校改築ほか工事（主体工事）
札幌市都市局建築部

建築工事課
（株）中銭鉄筋工業 (株)鈴木東建 新陽小学校改築ほか工事（主体工事） SD345～SD390 D19・D22

令和2年5月 民間 建築 東京都 (株)瀬戸口工業 白金第一マンションズ耐震補強 SD345

令和2年5月 公共 建築 神奈川県 大旭建業(株) 藤沢駅北口再整備 SD345～SD390 D25・D29

令和2年4月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 仲間工業(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)宿院町西3丁ＰＪ新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年4月 民間 建築 高知県 (株)和田コーポレーション (株)和田コーポレーション (有)梅原工業 戸田建設(株) ロイヤルガーデンはりまや通り新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年4月 民間 建築 大阪府 シード平和(株) (株)ティーエムエッチ (株)太平社 中村建設(株) (仮称)大阪市此花区西九条3丁目新築工事 SD345～SD390 D16～D29

令和2年4月 民間 建築 滋賀県 独立行政法人都市再生機構 (株)森工務店 (株)森工務店 石山団地 SD345 D16

令和2年4月 民間 建築 東京都 第一リアルター(株) (有)アルファ・ブレイン 南武(株) りんかい日産建設(株) （仮称）銀座3（築地）プロジェクト SD390 D29

令和2年4月 民間 建築 兵庫県 社会福祉法人健輪会 (株)林田組 (株)新井組 特別養護老人ホーム(仮称)サンサリテ三田新築工事 SD345 D19～D25

令和2年4月 民間 建築 大阪府 (株)ブエナビスタ (株)グラッドデザイン (株)ＫＳ 森繁建設(株) (仮称)ブエナビスタ中野町新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年4月 民間 建築 神奈川県 (株)横浜聖苑 (株)ＮＢ建設 横浜聖苑改修 SD345 D19

令和2年4月 民間 建築 東京都 東京都港湾局 東京都港湾局 (株)三浦健商 新客船ふ頭ターミナル SD345 D25

令和2年4月 公共 建築 岩手県 大槌町 前田建設工業(株) (株)西原鉄建工業 前田建設工業(株) 運動施設整備実施設計業務〔新町運動施設〕 SD345 D22・D25

令和2年4月 民間 建築 京都府 (株)マリモ (株)マリモ 新庄鉄筋鋼業(株) りんかい日産建設(株) ポレスター東舞鶴駅北新築工事 SD345～SD390 D19～D38

令和2年4月 民間 建築 大阪府 (株)空港専門大店 (株)日企設計 橋本鋼材(株) (株)DAIJU (仮称)豊中市蛍池西町2丁目計画 SD345～SD390 D19～D32

令和2年4月 民間 建築 大阪府 (株)ミラージュパレス (株)阪南設計事務所 寺崎建設(株) (仮称)MP中央区鎗屋町2丁目PJ新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年4月 民間 建築 大阪府 本荘ケミカル(株) 北村設計 (株)橋本組 (株)サタケ 本荘ケミカル(株)寝屋川工場Ta工場棟・倉庫棟新築工事 SD345 D19・D25

令和2年4月 民間 建築 大阪府 大阪旭海運(株) 生和コーポレーション(株) 橋本鋼材(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)大阪旭海運(株)港区弁天5丁目社宅新築工事 SD345 D22

令和2年4月 公共 建築 大阪府 法務省大臣官房施設課 (株)佐藤総合計画 大東鋼材(株) 大木建設(株) 大阪医療刑務所新営準備（建築）工事 SD345 D19

令和2年4月 公共 土木 大阪府 大阪市 (株)奥村組 奥村組・森本・ハンシンＪＶ 大阪駅前地下道東広場改築その他工事 SD345 D22～D32

令和2年4月 民間 建築 大阪府 社会福祉法人悠人会 (株)昭和設計 (株)池内工業 東洋建設(株) 社会福祉法人悠人会サンガーデンハウス新築工事 SD345 D19～D25

令和2年4月 民間 建築 大阪府 (株)三田工務店 (株)三田工務店 (株)濱本ジェネラルコーポレーション尼崎流通センター倉庫 SD345～SD390 D19・D29
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令和2年4月 民間 建築 大阪府
(株)岡田光輝建築設計室

一級建築士事務所
(株)大星住宅産業 （仮称）大阪市浪速区大国2丁目プロジェクト SD345～SD390 D19～D29

令和2年4月 民間 建築 滋賀県 (株)プレサンスコーポレーション 楽総合計画(株) シード平和(株) （仮称）プレサンスロジェ草津野村新築工事 SD345 D19～D25

令和2年4月 公共 建築 大阪府 大阪市 (株)東畑建築設計事務所 大鉄工業(株) （仮称）北部こども相談センター建設工事 SD345 D19～D25

令和2年4月 民間 建築 大阪府 akka合同会社 (株)大星住宅産業 （仮称）日本橋共同住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年4月 公共 建築 兵庫県 兵庫県県土整備部住宅建築局 兵庫県県土整備部住宅建築局 大鉄工業(株) 兵庫県立国際観光芸術専門職大学（仮称）建築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年4月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)現代設計 (株)セイワワークス 村中建設(株) プレサンスロジェ内代町Ⅱ SD345～SD390 D22～D32

令和2年4月 民間 建築 大阪府 枚方信用金庫 東西建築サービス(株) 大東鋼材(株) (株)マツダ・シティーズ 枚方信用金庫大和田支店 SD345～SD390 D19～D29

令和2年4月 民間 建築 兵庫県 近鉄不動産(株) (株)カノンアソシエイツ (株)戸田鉄筋 佐藤工業(株) （仮称）西宮市里中町PJ SD345～SD390 D19～D29

令和2年4月 民間 建築 大阪府 (株)海部建設 (株)協和設計 呉鉄筋工業 (株)エム・プランニング （仮称）浪速区下寺3丁目ホテル SD345 D19～D25

令和2年4月 民間 建築 大阪府 アートプランニング(株) (株)プレジオ (有)松木鉄筋工業 (株)プレジオ （仮称）豊中市岡上の町2丁目PJ SD345～SD390 D19～D32

令和2年4月 民間 建築 京都府 睦備建設(株) (株)東洋設計事務所 (有)松木鉄筋工業 睦備建設(株) （仮称）長岡京市西山天王山駅前計画 SD345～SD390 D19～D29

令和2年4月 民間 建築 大阪府 信和不動産(株) (株)新都計画 (有)松木鉄筋工業 (株)プレジオ （仮称）大阪市淀川区木川東4丁目PJ SD345～SD390 D19～D32

令和2年4月 民間 建築 大阪府 セイナテクノロジー合同会社 林建築設計室 (株)平成鉄建 あべの建設(株) （仮称）阿倍野区王子町1丁目共同住宅 SD345 D19・D22

令和2年4月 公共 建築 石川県 津幡町 (株)山岸建築設計事務所 (株)豊蔵組 豊蔵・表JV 津幡新庁舎福祉センター整備工事(建築) SD345～SD390 D22・D32

令和2年4月 公共 土木 和歌山県 NEXCO西日本 大聡工業 (株)駒井ハルテック 湯浅御坊道路熊井第三高架橋（鋼上部工） SD345 D25～D32

令和2年4月 民間 建築 青森県 東北容器サービス(株) (有)植村鉄筋工業所 穂積建設工業(株) 東北容器サービス・製函工場新築工事 D25

令和2年4月 民間 建築 奈良県 エスリード(株) (株)都市建 近畿施設工業(株) (株)ナカノフドー建設 エスリード五位堂レジデンス新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年4月 民間 建築 福島県 (株)タカラレーベン (株)菅野宏史建築設計事務所 (株)平山鉄筋 松井建設(株) (仮称)レーベン郡山神明町新築工事 SD345 D32

令和2年4月 民間 建築 大阪府 山九(株) (株)竹中工務店 (株)竹中工務店 山九(株)和歌山独身寮 SD345 D19・D25

令和2年4月 民間 建築 兵庫県 阪急阪神不動産(株) (株)竹中工務店 (株)中鉄 (株)竹中工務店 芦屋市船戸町計画新築工事 SD345～SD390 D19・D29

令和2年4月 民間 建築 大阪府 エスリード(株) (株)生原建築事務 片桐工業(株) イー・エル建設(株) 浪速区日本橋5丁目 SD345～SD390 D19・D35

令和2年4月 民間 建築 大阪府 エスリード(株) (株)イサラ・デザイン 片桐工業(株) イー・エル建設(株) エスリード天王寺味原町計画 SD345～SD390 D19・D38

令和2年4月 民間 建築 京都府 (株)協和フロンティア 宮本善州建築設計事務所 片桐工業(株) (株)協和フロンティア 草津西浦町5丁目新築工事 SD345～SD390 D22・D25

令和2年4月 民間 建築 京都府 日本ホールディングス(株) 片桐工業(株) (株)中川工務店 べラジオ四条 SD390～SD490 D22・D32

令和2年4月 民間 建築 大阪府 社会福祉法人池田さつき会 (株)類設計事務所 KANO　CENTER(株) 矢野建設(株) （仮称）特別養護老人ホームポプラ上新庄新築工事 SD345～SD390 D22・D29
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令和2年4月 民間 建築 兵庫県 (株)アセンティア (株)アーキ・テック設計事務所 (有)安江建鉄工業 (株)大畑組 （仮称）長田区松野通計画新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年4月 民間 建築 大阪府 (株)SKKエステート 大東建託(株) KANO　CENTER(株) 大東建託(株) (株)SKKエステート様ケアパートナー付共同住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年4月 民間 建築 兵庫県 (株)ワンアース 植澤　雲平 (有)安江建鉄工業 (株)アースプランニング 鈴蘭台サービス付高齢者向け住宅新築工事 SD345 D19

令和2年4月 公共 建築 滋賀県 野洲市
(株)大村建築設計事務所

川端建築企画
石井工業(株) (株)ヤマタケ創建 中主小学校校舎増築（建築主体）工事 SD345 D22・D25

令和2年4月 民間 建築 福岡県 (株)シグマパワー有明 (株)サンコービルド シグマパワー有明大牟田第２発電所 SD390 D29

令和2年4月 公共 建築 宮崎県 宮崎県 (株)日建設計 大成・吉原・桜木JV 新県立宮崎病院 SD345～SD390 D25・D35

令和2年4月 民間 建築 大阪府 (株)協和フロンティア (株)ラフト 片桐工業(株) (株)協和フロンティア （仮称）浪速区戎本町二丁目プロジェクト SD345～SD390 D19～D35

令和2年4月 民間 建築 大阪府 (有)万寿薬局 小田裕美建築設計事務所(株) 片桐工業(株) 三栄建設(株) （仮称）萬寿薬局テナントビル新築工事 SD345 D19～D25

令和2年4月 民間 建築 愛知県 (株)エイジーホーム (株)垣見設計事務所 イトウ鉄筋(株) 榊原建設(株) モアグレース栄2丁目 SD345 D22・D25

令和2年4月 公共 建築 岐阜県 岐阜県土木事務所 (株)なかてつ (株)市川工務店 日野除雪車庫 SD345 D19

令和2年4月 公共 土木 愛知県 名古屋高速道路公社 新都工業(株) 黄金 線橋 SD490 D51

令和2年4月 公共 建築 静岡県 防衛省南関東防衛局 (株)スノウチ 五洋建設(株) 浜松外（31）格納庫 SD345 D19・D22

令和2年4月 民間 建築 愛知県 (株)エイジーホーム (株)未来設計 (株)なかてつ (株)長瀬組 モアグレース北区金城 SD345 D22

令和2年4月 民間 建築 愛知県 (有)小林鉄筋 矢作建設工業(株) 名古屋工場新車体塗装場 SD345 D25

令和2年4月 民間 建築 大阪府 第一交通産業(株) 不二建設(株) 富田興業(株) 不二建設(株) (仮称)羽曳野市栄町マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年4月 民間 建築 大阪府 ヒガシマル醤油(株) 鹿島建設(株) 田村工業(株) 鹿島建設(株) ヒガシマル醤油大阪支店新築工事 SD390 D29

令和2年4月 民間 建築 大阪府 学校法人常翔学園 (株)淺沼組 (株)山村組 (株)淺沼組 摂南大学寝屋川キャンパス3・4号館 SD345 D19～D25

令和2年4月 民間 建築 大阪府 ハンシン建設(株) (株)中鉄 ハンシン建設(株) 新千里北町 SD345～SD390 D19～D32

令和2年4月 民間 建築 東京都 横山産業(株) （有）鈴木康夫建築企画室 真柄建設(株) （仮称）文京区千駄木3丁目計画新築工事 SD390 D19～D35

令和2年4月 民間 建築 岡山県 学校法人ひかり学園 (有)カタヤマネオファーム (株)重藤組 第2ひかり幼稚園増築工事 SD345 D19・D22

令和2年4月 民間 建築 岡山県 (株)岡山村田製作所 戸田建設(株) (株)モリタビルド 戸田建設(株) 岡山村田製作所Ｒ２棟新築工事 SD345～SD390 D19・D25・D29

令和2年4月 民間 建築 岡山県 岐阜プラスチック工業(株) (株)新井組 (有)カタヤマネオファーム (株)新井組 岐阜プラスチック工業(株)倉敷工場第3 SD345 D22・D25

令和2年4月 民間 建築 岡山県 (有)てんとう虫 ミサワホーム中国(株) (有)カタヤマネオファーム ミサワホーム中国(株) てんとう虫の家旭操新築工事 SD345 D19・D22

令和2年4月 民間 建築 北海道 ニセコビレッジ（株） 清水建設（株）
（株）サンケイ工業
（株）ソーシン鋼業

清水建設(株) リッツカールトンニセコ計画 SD345～SD390 D22～D29

令和2年4月 民間 建築 神奈川県 (株)ＮＢ建設 横浜聖苑改修 SD345 D19
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令和2年4月 民間 建築 東京都 (株)三浦健商 新客船ふ頭ターミナル SD345 D25

令和2年4月 公共 土木 徳島県 NEXCO西日本 NEXCO西日本 (株)竹中土木 四国横断自動車道旭野工事 SD390 D38

令和2年3月 民間 建築 兵庫県 美樹工業(株) (株)林田組 美樹工業(株) 美樹工業(株)本店新築工事 SD345～SD390 D22～D32

令和2年3月 民間 建築 兵庫県 (株)福嶋洋一建築研究所 (株)ＫＳ 丸正建設(株) (仮称)キセラ川西Ｆｍ計画 SD345～SD390 D19～D35

令和2年3月 公共 建築 兵庫県 尼崎市 (株)市浦ハウジング＆プランニング  吉岡工業(株)(株)栄工業 柄谷・宮崎・トータルＪＶ 市営武庫３住宅（宮ノ北住宅）建替事業・第2次工区 SD345～SD390 D19～D29

令和2年3月 民間 建築 兵庫県 関電不動産開発(株) (株)聖建社建築事務所 (株)林田組 (株)ノバック (仮称)姫路市大黒壱丁目計画 SD345～SD390 D19～D38

令和2年3月 民間 建築 高知県 (有)あすなろ建築計画 (株)北岡工務店 (株)ＢＲＣ高知 上町マンション新築工事 SD345 D19～D25

令和2年3月 民間 建築 兵庫県 (株)東神戸宇部生コン (株)栄工業 東神戸宇部生コン建設工事 SD345 D22・D25

令和2年3月 民間 建築 東京都 (株)五光建設 (株)飛島設計 (株)五光建設 八王子八日町計画 SD390 D32・D35

令和2年3月 民間 建築 大阪府 一般社団法人しあわせのいえ (株)隈研吾建築都市設計事務所 大西工業(株) (株)藤木工務店 (仮称)豊中しあわせの家プロジェクト SD345 D19～D25

令和2年3月 民間 建築 大阪府 (株)丹治商事 (株)柳井建築事務所 橋本鋼材(株) (株)新宅工務店 (仮称)堺市堺区東雲西町マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年3月 民間 建築 大阪府 wat一級建築士事務所 (株)川田精鋼 (株)トータルクリエーションズ (仮称)豊中本町3丁目プロジェクト SD345～SD390 D19～D29

令和2年3月 民間 建築 兵庫県 社会福祉法人平成記念会 (株)IAO竹田設計 (株)堺鉄建 (株)北村組 (仮称)介護老人福祉施設ケアホーム御影新築工事 SD345 D19～D25

令和2年3月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)TOKI設計 牛澤鉄筋工業所 (株)三木組 (仮称)プレサンス中央区高津１新築工事 SD345～SD390 D16～D38

令和2年3月 民間 建築 兵庫県 (株)スナダプロパティ スナダ建設(株) KANO　CENTER(株) スナダ建設(株) (仮称)ラシュレ神戸三宮PJ新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年3月 公共 土木 大阪府 大阪市 (株)平形組 淺沼・南海辰村JV 楠葉取水場取水施設耐震改良工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年3月 民間 建築 東京都 社会福祉法人章佑会
清正崇建築設計スタジオ

一級建築士事務所
東急建設(株) （仮称）北小岩福祉施設新築工事 SD390 D25～D35

令和2年3月 民間 建築 大阪府 (株)フジ設計 前田建設工業(株) Ｋ阪和工場新築工事 SD345～SD390 D29・D38

令和2年3月 民間 建築 大阪府 エスリード(株) (株)星羅建築事務所 (株)池内工業 (株)明和工務店 大阪市東淀川区菅原1丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年3月 公共 建築 滋賀県 芙蓉総合リース(株) (株)三弘建築事務所 髙松建設(株) (仮称)市民総合交流センター整備事業 SD345 D19・D22

令和2年3月 民間 建築 京都府 (株)リゾートライフ (株)ジーユープランニング 中正建設(株) （仮称）京都クリスタルホテルⅣ新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年3月 公共 建築 兵庫県 (株)ニジゲンノモリ (株)乃村工藝社 高野建設(株) 淡路計画（ゴジラ） SD345～SD390 D19～D32

令和2年3月 民間 建築 大阪府 ユニハイムエステート(株) (株)ＴＯＫＩ設計 (株)ワイエムシー ユニハイム茨木 SD345～SD390 D19～D29

令和2年3月 民間 建築 京都府 エルディ(株) エルディ(株) エルケアネット京都南新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年3月 民間 建築 兵庫県 東急不動産(株) (株)アトリエテクネ (株)大京穴吹建設 （仮称）西宮市若草町2丁目計画新築工事 SD345～SD390 D16～D35
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令和2年3月 民間 建築 大阪府 (株)太新興産 パナソニックホームズ(株) 大東鋼材(株) パナソニックホームズ(株) 日本橋西1丁目 SD345～SD390 D22～D35

令和2年3月 民間 建築 兵庫県 日清住宅サービス(株)
アトリエループ

小林建築設計事務所
大東鋼材(株) (株)マツダ・シティーズ 西宮市樋ノ口町PJ SD345～SD390 D19～D32

令和2年3月 民間 建築 大阪府 サンヨーホームズ(株) (株)プレジオ (有)松木鉄筋工業 (株)プレジオ （仮称）大阪市淀川区宮原1丁目 SD345～SD390 D19～D38

令和2年3月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (有)T.G.T楷建築事務所 (有)松木鉄筋工業 福井建設(株) （仮称）エスリード西区九条南2丁目 SD345～SD390 D19～D35

令和2年3月 民間 建築 兵庫県 エスリード(株) (株)TOKI設計 (株)新栄 奥村組土木工業(株) エスリード兵庫区駅南通1丁目A新築工事 SD390 D29

令和2年3月 民間 建築 福井県 (株)安田電気工業 (有)成瀬鉄筋 (株)平田木材店 (株)安田電気工業 SD345 D19・D22

令和2年3月 公共 土木 富山県 NEXCO中日本 (株)青山 ピーエス三菱・名工建設JV 東海北陸自動車道上見橋（上・下部工）工事 SD345 D29

令和2年3月 民間 建築 京都府 デンケンハイデンタル(株) デンケンハイデンタル(株) (株)小泉組 (株)ナカノフドー建設 デンケンハイデンタル吉祥院 SD345～SD390 D19～D29

令和2年3月 民間 建築 京都府 NTT都市開発(株) (株)大建設計 (株)小泉組 (株)ナカノフドー建設 京都東寺駅前開発プロジェクト SD345～SD390 D19～D29

令和2年3月 民間 建築 愛知県 (株)プレサンスコーポレーション (株)立田設計 愛知スチール(株) 岩部建設(株) （仮称）プレサンスロジェ栄四丁目(1514)新築工事 SD345 D22

令和2年3月 民間 建築 兵庫県 (株)ONLY　ONE 竹田設計事務所 (有)安江建鉄工業 安藤建設(有) （仮称）ONLY ONE川西小花弐番館新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年3月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション
(株)コホーネス

一級建築士事務所
小笹鉄筋(株) シード平和(株) （仮称）プレサンス淀川区加島一丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年3月 公共 建築 滋賀県 大津市
日立造船(株)

パシフィックコンサルタント(株)
石井工業(株) 前田建設工業(株) ゴミ処理施設整備工事(仮称)新北部クリーンセンター SD345 D19～D25

令和2年3月 民間 建築 京都府 (株)ビバ
一級建築士事務所

ミウラクワノパートナーシップ(有)
小笹鉄筋(株) (株)ビエント大阪 （仮称）梅小路公園賑わい施設新築工事 SD390 D29

令和2年3月 民間 建築 滋賀県 サンヨーホームズ(株) (株)アクセス都市設計 小笹鉄筋(株) シード平和(株) （仮称）サンメゾン堅田駅前マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年3月 民間 建築 兵庫県 (株)ONLY　ONE 竹田設計事務所 (有)安江建鉄工業 安藤建設(有) （仮称）ONLY ONE川西小花参番館新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年3月 民間 建築 滋賀県  社会福祉法人あいの土山福祉会 (株)湖北設計 片桐工業(株) 辻寅建設(株)
社会福祉法人あいの土山福祉 地域密着型特別養護老人ホーム

リトルブック新築工事
SD345 D19・D22

令和2年3月 民間 建築 岐阜県 ネッツトヨタ岐阜(株) 金神鋼業(株) 岐建(株) ネッツトヨタ岐阜(株)真正店 SD345 D22・D25

令和2年3月 民間 建築 愛知県 宝交通(株) (株)大嶽達郎建築設計事務所 大井建設(株) プライムスクエア第2工事 SD345 D22・D25

令和2年3月 民間 建築 愛知県 NTT都市開発(株) (株)日建設計 清水建設(株) 東桜NTT都市開発 SD390 D35・D38

令和2年3月 公共 建築 愛知県 愛知県
(株)市浦ハウジング＆プランニング

(株)小林清文建築設計室
 木内建設(株)松井建拓(株) 鳴海住宅 SD390 D32

令和2年3月 公共 土木 愛知県  国土交通省中部地方整備局 新都工業(株) 木村建設(株) 155号豊田南BP宮口橋A下部工事 SD390 D32

令和2年3月 民間 建築 愛知県 NDS(株) (株)立田設計 清水鉄筋工業(株) 飛島建設(株) アデグランツ植田 SD345 D19・D22

令和2年3月 民間 建築 愛知県 (株)フジケン (株)蓮建築設計 (株)スギウラ鉄筋 まるひ建設(株) リコット岡崎柱曙新築工事 SD390 D19～D32

令和2年3月 民間 建築 岡山県 バイオディーゼル岡山(株) 極東開発工業(株) (有)カタヤマネオファーム 極東開発工業(株) 食品リサイクル工場建設工事 SD345～SD390 D22～D32
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令和2年3月 民間 建築 岡山県 金光薬品(株) (株)ＳＯＥ建築設計事務所 (有)カタヤマネオファーム (株)エステートセイワ 金光薬品　岡山山崎店新築工事 SD345 D22

令和2年3月 民間 建築 岡山県 (株)ＡＲＲＯＷＳ アルファプラス(株) (有)カタヤマネオファーム アルファプラス(株) (仮称)西古松マンション新築工事 SD345～SD390 D22～D35

令和2年3月 民間 建築 東京都 (株)五光建設 (株)飛鳥設計 (株)荒井鉄筋工業所 (株)五光建設 (仮称)八王子市八日町計画 SD345～SD390 D22～D38

令和2年3月 民間 建築 埼玉県 三菱地所(株) JFEシビル(株) JFEシビル(株) (仮称)ロジクロス蓮田計画新築工事 SD390 D19～D35

令和2年3月 公共 土木 千葉県 (株)市原組 社会資本総合交付金工事(仮称下金山橋P12・14橋脚) SD390 D38

令和2年2月 公共 建築 東京都 立川市 (株)豊建築事務所 関東・長井特定建設工事共同企業体 立川市立若葉台小学校新校舎建設工事 SD390 D29・D32

令和2年2月 民間 建築 大阪府 (株)タガミ (株)ＫＳ 花谷建設(株) (仮称)垂水町ＨＳマンション新築工事 SD345～SD390 D22～D29

令和2年2月 民間 建築 京都府 和田鉄筋 (株)北村工務店 東九条南河原町マンション新築工事 SD345 D25

令和2年2月 民間 建築 大阪府
(株)サイタカ

社会福祉法人秀生会
(株)畑田建築計画所 吉岡工業(株) 松井建設(株) (仮称)ザイオン谷九計画新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年2月 民間 建築 兵庫県 阪神電気鉄道(株) 吉岡工業(株) (株)ハンシン建設 (仮称)鳴尾駅前商業施設新築工事 SD345 D19～D25

令和2年2月 民間 建築 大阪府 (株)賃住 (株)日企設計 (株)開誠工業 (株)DAIJU (仮称)大阪市淀川区十八条2丁目新築工事 SD345 D19～D25

令和2年2月 民間 建築 大阪府 社会医療法人医真会 (株)類設計室 吉岡工業(株) (株)鴻池組 (仮称)医真会八尾リハビリテーション病院建設工事 SD345 D19～D25

令和2年2月 民間 建築 大阪府 学校法人重里学園 (株)ＡＲ設計 (株)ＫＳ 山陽建設工業(株) (仮称)日本分析化学専門学校増築改修工事ＰＪ SD345～SD390 D25・D29

令和2年2月 民間 建築 千葉県 (株)メディセオ (株)Okamoto総合建築事務所 (株)大本組 メディセオ東京NLC改修工事 SD345 D22

令和2年2月 公共 土木 山梨県 山梨県 植野興業(株) Ｒ１国道２０号大月ＢＰ花咲地区改良工事 SD345 D32

令和2年2月 民間 建築 兵庫県 中西金属工業(株) (株)林田組 (株)新井組 中西金属工業(株)神戸工場建設工事 SD390 D29

令和2年2月 民間 建築 大阪府 SOMPOケア(株) (株)広谷建築綜合事務所 大西工業(株) 株木建設(株) (仮称)西淀川有料老人ホーム新築工事 SD345 D22・D25

令和2年2月 民間 建築 大阪府 エスリード(株) (株)イサラ・デザイン (有)丸岩鉄筋 イー・エル建設(株) (仮称)エスリード中央区高津3丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D38

令和2年2月 民間 建築 大阪府 医療法人道仁会道仁病院 (株)山田総合設計 大西工業(株) (株)藤木工務店 (仮称)医療法人道仁会　道仁病院移転新築工事 SD345 D19・D25

令和2年2月 公共 建築 大阪府 門真市まちづくり部 (株)新大阪設計事務所 (株)勝元工業 大鉄工業(株) 門真市営門真千石西町住宅第3期新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年2月 民間 建築 大阪府 リバー産業(株) (株)プレジオ (株)池内工業 リバー建設(株) 福島レジデンス新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年2月 民間 建築 大阪府 (株)ティー・シー・セカンド 神東建設(株) (株)池内工業 (株)中原工業 吹田市垂水町3丁目プロジェクト SD345～SD390 D19～D35

令和2年2月 民間 建築 大阪府 日鉄興和不動産(株) (株)都市建築設計 (株)藤元工業 多田建設(株) 桃谷プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年2月 公共 建築 大阪府 大阪市
大阪市都市整備局

住宅部建設課
(株)藤元工業 大鉄工業(株) 井高野第4住宅2号館建設工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年2月 民間 建築 大阪府 (株)延田エンタープライズ (株)岩橋設計 (株)藤元工業 鳳建設(株) 123+N布施店新築工事 SD345～SD390 D22～D29
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令和2年2月 民間 建築 岩手県 宮城建設(株) 盛岡市駅西通り1丁目プロジェクト D19

令和2年2月 民間 建築 岩手県 宮城建設(株) 盛岡市駅西通り2丁目プロジェクト D22

令和2年2月 民間 建築 千葉県 (株)増谷恒産
(株)東横インアーキテクト

イ級建築士事務所
坂戸工業(有) (株)東横イン電建 （仮称）柏駅前増谷恒産ビル新築工事 SD345～SD390 D22・D25・D32

令和2年2月 民間 建築 大阪府 (株)BRAVE (株)グラッドデザイン (株)フウキ建設 BRAVE東高麗橋新築工事 SD345～SD390 D25・D29

令和2年2月 民間 建築 大阪府 (株)スペース101建築事務所 (株)シヨウテック 堺市豊田教会増築工事 SD345 D22

令和2年2月 民間 建築 兵庫県 (株)林田組 (株)ソネック はりま自動車教習所高齢者講習専門校新築工事 SD345 D19・D22

令和2年2月 民間 建築 大阪府 (株)シティトラスト不動産 (有)デルフィ一級建築士事務所 神工建設(株) (仮称)淀川区木川西1丁目プロジェクト新築工事 SD345 D19～D25

令和2年2月 民間 建築 京都府 シード平和(株) シード平和(株) 今井建設工業(株) (仮称)吉祥院西ノ庄西中町計画新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年2月 民間 建築 兵庫県 合同会社AQUART PARK神戸 (株)川又建築設計事務所 大東鋼材(株) (株)内藤ハウス 神戸市中央区新港町計画 SD345～SD390 D19～D29

令和2年2月 民間 建築 大阪府 (社)イエス団 (株)藤田建築設計事務所 大東鋼材(株) (株)マツダ・シティーズ 天使ベビーセンター SD345～SD390 D19～D29

令和2年2月 民間 建築 大阪府 サムティ(株) (有)T.G.T楷建築事務所 (株)戸田鉄筋 タツト・建設(株) （仮称）サムティ西区九条2丁目 SD345～SD390 D22～D32

令和2年2月 民間 建築 兵庫県 (株)日本エスコン (株)NAK建築事務所 富田興業(株) 飛島建設(株) 妙法寺駅前マンションPJ新築工事 SD390 D29・D32

令和2年2月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)現代綜合設計 (株)新栄 (株)ノバック プレサンス吉野新築工事 SD390 D29～D35

令和2年2月 公共 土木 石川県 JRTT鉄道・運輸機構 JRTT鉄道・運輸機構 (株)青山 若築・本間・石田ＪＶ 北陸新幹線、能美西任田高架橋

令和2年2月 公共 建築 富山県
伏木万葉埠頭バイオマス

発電合同会社
(有)北陸スタッド工業 青木あすなろ建設(株) 伏木万葉埠頭バイオマス発電設備建設工事 M20・M24

令和2年2月 民間 建築 石川県 (株)中東 (株)柴田鉄筋 (株)中東 (株)中東CLT・集成材組立工場 SD345 D19

令和2年2月 民間 建築 石川県 関電不動産開発(株) D&D建築設計事務所  (株)コデラ(有)松任鉄筋 (株)熊谷組 （仮称）金沢市広坂1丁目計画新築工事 SD345～SD390 D22・D35

令和2年2月 民間 建築 福井県 福井めがね工業(株) (株)森永鉄筋 技建工業(株) 福井めがね工業株式会社 新工場 新築工事 D25

令和2年2月 公共 建築 石川県 国立大学法人金沢大学 (株)青山 佐藤工業(株) 金沢大学（角間Ⅱ）ナノ生命科学研究所棟新営工事 SD345 D22・D25

令和2年2月 民間 建築 石川県 特定医療法人扇翔会 萩原鉄筋工業(株) 松井建設(株) 新南ヶ丘病院(仮称）総合移転計画新築工事 SD345 D19・D22

令和2年2月 公共 建築 兵庫県 西宮市 (株)内藤建築事務所 (株)才木工業 (株)新井組 春風小学校校舎改築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年2月 民間 建築 大阪府 サクラ食品工業(株) スピナート(有) (株)ナカノフドー建設 サクラ食品工業(株)竜王工場新築工事 SD345 D22・D25

令和2年2月 民間 建築 大阪府 (株)サクラクレパス 近畿施設工業(株) (株)ナカノフドー建設 サクラクレパス大阪工場 SD345～SD390 D22～D29

令和2年2月 公共 建築 千葉県 成田市
八千代ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ・佐藤総合計画設計

共同企業体
(株)千葉サトー 新日本建設(株) 成田市公設地方卸売市場新築工事（建築工事） SD390 D19～D29

令和2年2月 民間 建築 東京都 (株)モリモト
(株)日本エーコン

一級建築士事務所
新日本建設(株) （仮称）品川区中延4丁目PJ 新築工事 SD390 D29
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令和2年2月 民間 建築 東京都  (株)オープンハウスディベロップメント (株)IAO竹田設計 丸辰工業(株) 新日本建設(株) （仮称)オープンレジデンシア西早稲田2丁目新築工事 SD345～SD390 D25～D35

令和2年2月 民間 建築 京都府 (株)ホームケルン (有)市川建築設計事務所 石井工業(株) (株)創美建築企画 (株)サカモト様増築工事 SD345 D19・D22

令和2年2月 民間 建築 大阪府 (株)ＦＤＳ
(有)デルフィー

一級建築士事務所
小笹鉄筋(株) (株)福地建設 FDS西区本田２丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年2月 民間 建築 滋賀県 エスリード(株) (株)Toj KANO　CENTER(株) 鉄建建設(株) エスリードにおの浜セントラル新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年2月 公共 建築 大阪府 大阪市
大阪市都市整備局

住宅部建設課
KANO　CENTER(株) 矢野建設(株) 池島住宅3号館建設工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年2月 民間 建築 和歌山県 大和歯車製作所(株) (株)宮本設計 (株)岩鉄 岩出建設(株) 大和歯車製作所(株)（仮称）和歌山第3工場新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年2月 民間 建築 大阪府 (株)旭栄 (株)旭栄 片桐工業(株) (株)旭栄 （仮称）Kフロント南館新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年2月 民間 建築 岐阜県 高島屋南市街地再開発組合 (株)青島設計 戸田建設(株) 高島屋南地区第一種市街地再開発事業 SD345 D25

令和2年2月 民間 建築 沖縄県 (株)南西エステート (株)南西エステート (株)仲程鉄筋工業 (株)東江建設 プレミアムコート知花新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年2月 民間 建築 東京都 万葉倶楽部(株) 五洋建設(株) 五洋建設(株) 千客万来施設5街区駐車場棟新築工事 SD390 D25～D32

令和2年2月 公共 土木 福島県 NEXCO東日本 (株)IHIインフラシステム 常磐自動車道いわき中央橋（鋼上部工）工事 SD345 D13～D29

令和2年2月 公共 土木 広島県 広島市水道局 (株)クリケン (株)伏光組 山田第二調整池耐震補強その他工事 SD345～SD390 D25・D29

令和2年2月 公共 土木 岡山県
西日本旅客鉄道(株)

鉄道事業本部岡山新幹線
土木技術センター

西日本旅客鉄道(株)
鉄道事業本部岡山新幹線

土木技術センター
(株)モリタビルド (株)大本組 Ｈ３1岡幹士セ単柱橋脚耐震補強工事 SD390 D29・D32

令和2年2月 公共 建築 岡山県
独立行政法人

国立印刷局岡山工場
(株)エイト日本技術開発 (有)カタヤマネオファーム

住友重機械エンバイロメント
三井住友建設ＪＶ

岡山工場用排水処理設備工事 SD345 D19～D25

令和2年2月 民間 建築 岡山県 穴吹興産(株)
アトリエ・ユー・ディー

(有)カタヤマネオファーム 大末建設(株) アルファステイツ倉敷阿知新築工事 SD345～SD390 D19～D38

令和2年2月 民間 建築 岡山県 (株)岡山村田製作所 戸田建設(株) (株)モリタビルド 戸田建設(株) 岡山村田製作所EC4棟新築工事 SD345～SD390 D22・D29

令和2年2月 民間 建築 岡山県 (株)岡山村田製作所 戸田建設(株) (株)モリタビルド 戸田建設(株) 岡山村田製作所Ｇ棟新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年2月 公共 建築 東京都 立川市 (株)豊建築事務所 関東・長井JV 立川市立若葉台小学校新校舎建設工事 SD345～SD390 D19・D29・D32

令和2年2月 公共 建築 東京都 中央区 (株)類設計室 松井・徳祥・則武JV 中央区立阪本小学校改築工事及び阪本こども園 SD390 D32

令和2年2月 民間 建築 山梨県 (株)村上農園 スタジオ・ベルナ (株)沼田鉄筋 清水建設(株) (株)村上農園(仮称)山梨BSS生産センター新築工事 SD345 D25

令和2年2月 公共 土木 愛知県 NEXCO中日本 川田・MMB・宮地共同企業体 名古屋第二環状自動車道西蟹田第一高架橋他６橋（鋼上部工）工事 SD345 D25・D32・D51

令和2年2月 民間 建築 千葉県 コストコホールセールジャパン(株) 矢島・君塚 大成建設(株) (仮称)コストコホールセール木更津倉庫店新築工事 SD345 D25

令和2年2月 公共 建築 千葉県 旭市 (株)奥村組 旭市新庁舎建設建築工事 SD345 D25

令和2年2月 公共 建築 神奈川県 (株)大林組 横浜駅西口駅前広場整備工事 Φ32

令和2年2月 公共 建築 岡山県 独立行政法人国立印刷局岡山工場 三井住友建設(株) (有)カタヤマネオファーム 三井住友建設(株) 岡山工場用排水処理設備工事 SD345 D22・D25
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令和2年2月 民間 建築 大阪府 (株)サンエース (株)ジーアイデザインファクト (株)サンエース Hプロジェクト2新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年2月 民間 建築 大阪府 (株)竹中工務店 (株)竹中工務店 本町サンケイビル4丁目 D25・D35(SD490)

令和2年2月 公共 建築 鳥取県 鳥取県東部広域行政管理組合 JFEエンジニアリング(株) (株)熊谷組 東部処理施設工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年2月 民間 建築 徳島県 日亜化学工業(株) (株)竹中工務店 (株)竹中工務店四国支店 日亜化学工業辰巳TN10棟南水処理施設 SD345 D19～D25

令和2年1月 民間 建築 長野県 (株)北越ケーズ (株)ノア設計事務所 (株)ヤマウラ (仮称)ケーズデンキ松本宮田店新築工事 SD345 D25

令和2年1月 民間 建築 静岡県 大和ハウス工業(株) (株)安藤・間 (株)安藤・間 DＰＬ新富士Ⅱ新築工事 SD390 D32

令和2年1月 民間 建築 岩手県 (株)ランデック都市開発 (株)西原鉄建工業 (株)クロサワランデック ランデック都市開発ビル新築工事 SD345 D25・D29・D32

令和2年1月 民間 建築 愛知県 (株)読売新聞東京本社 積水ハウス(株) 新都工業(株) 矢作建設工業(株) 読売名古屋栄開発プロジェクト SD345～SD390 D16～D29

令和2年1月 公共 建築 広島県
地方独立行政法人
広島市立病院機構

内藤・シグマ設計共同企業体
熊谷・今井・福井

建設工事共同企業体
広島市立新安佐市民病院(仮称)新築その他工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年1月 民間 建築 広島県
広島電鉄

三菱地所レジデンス
トータテ都市開発

夢工房建築設計室 (株)鴻池組 (仮称)府中大須2丁目PJ新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年1月 公共 土木 鳥取県 鳥取県東部広域行政組合 (株)熊谷組 鳥取県東部広域行政管理組合可燃物処理施設整備・運営事業 SD345～SD390 D19～D29

令和2年1月 民間 建築 広島県 (株)キング食品 (株)丸川建築設計事務所 沖田鉄筋工業(有) (株)奥村組 (株)キング食品生産第3課新工場新築工事 SD345 D19～D25

令和2年1月 公共 建築 広島県 廿日市市 五洋・増田・あいJV 五洋・増岡・あいJV 地域拠点施設(旧宮島支所跡地)整備工事 SD390 D19～D29

令和2年1月 民間 建築 北海道 札幌中央アーバン（株） ＪＲＡファシリティーズ（株） 本間工業（株） 佐藤工業(株) ウインズ札幌Ａ館改築工事 SD390 D22～D32

令和2年1月 民間 建築 北海道  南2西3南西地区市街地再開発組合
(株)NTTファシリティーズ・プランテック

総合計画事務所共同企業体
誠伸興業（株） 佐藤工業(株) 南2西3南西地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事 SD390・SD490 D25～D41

令和2年1月 民間 建築 北海道  北３東１１周辺地区市街地再開発組合 （株）山下設計
誠伸興業（株）

寺町鉄筋工業（株）
岩田地崎建設（株）

北３東１１周辺地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物等新築
工事

SD390・SD490 D25～D41

令和2年1月 公共 建築 茨城県 日本核燃料開発(株) (株)日立建設設計 鹿島建設(株) 日本核燃料開発(株)個体廃棄物保管庫建設工事 SD390 D25

令和2年1月 公共 土木 奈良県 奈良県流域下水道センター 森鐵筋(株) (株)上村組 佐保川幹線特殊人孔築造工事(防災・安全交付金事業) SD345 D19～D38

令和2年1月 民間 建築 神奈川県 (株)竹中工務店 POSCOJapanPC川崎工場増築工事 SD345 D25

令和2年1月 民間 建築 東京都 (株)守谷商会 (株)守谷商会 (仮称)神楽坂白銀プロジェクト SD345 D25

令和2年1月 公共 土木 神奈川県 小田急電鉄(株) (株)フジタ 土木施設改修工事(秦野構内)排水整備工 SD345 D25

令和2年1月 民間 建築 福井県 (有)成瀬鉄筋 (株)和晃建装 ゲンキー上中店新築工事 SD345 D25

令和2年1月 民間 建築 福井県 (有)成瀬鉄筋 若狭建設工業(株) カラヤ(株)小浜営業所事務所新築工事 SD345 D22

令和2年1月 公共 建築 広島県 (有)塚本ガス圧接 広島市立新安佐市民病院 D29

令和2年1月 民間 建築 大阪府 サンヨーホームズ(株) (株)プレジオ (有)松木鉄筋工業 (株)プレジオ (仮称)大阪市淀川区宮原1丁目PJ SD345～SD390 D19～D38
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令和2年1月 民間 建築 兵庫県 (株)ティ・アイ・コーポレーション (株)FKOアーキデザイン 小笹鉄筋(株) (株)紙谷工務店 (仮称)西宮市中須佐町プロジェクト SD345～SD390 D19～D29

令和2年1月 民間 建築 富山県 東亞合成(株) (有)茂古沼鉄筋 鹿島建設(株) 東亞合成(株)高岡創造ラボ新築工事 D22・D29

令和2年1月 公共 建築 東京都 中野区 (株)INA新建築研究所 (有)石森鉄筋工業 明成・小河原・薩摩建設共同企業体 中野区立みなみの小学校校舎新築工事 SD345 D19～D25

令和2年1月 公共 建築 佐賀県
佐賀中部広域連合

広域連合長 秀島敏行
堤正則・山下設計業務共同企業体 松尾・上滝・中島工務店JV 佐賀広域消防局・佐賀消防署改築（庁舎棟建築）工事 SD345～SD390 D22・D29・D32

令和2年1月 民間 建築 愛知県
三洋開発(株)

代表取締役田辺宏章
新都工業(株) 岐建(株) (仮称)四郷ＳＣ新築工事(Ａ工事) SD345～SD390 D25～D32

令和2年1月 民間 建築 大阪府 (株)プラスパー (株)T・T建築事務所 (株)竹田鉄筋工業 (株)ダイエーハウジング 藤井寺市岡1丁目共同住宅 SD345 D25

令和2年1月 民間 建築 岐阜県 新都工業(株) 岐建(株) バロー大垣プロセスセンター SD345 D22・D25

令和2年1月 民間 建築 高知県 和建設(株) 和建設(株) (株)北岡工務店 和建設(株) (仮称)ビ・ウェルおびさんロード新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和2年1月 民間 建築 兵庫県 森永乳業(株) 岡田祐一郎事務所 吉岡工業(株) 日本コムシス(株) 森永乳業(株)神戸工場ガスエンジン基礎(二期)新築工事 SD345 D25

令和2年1月 民間 建築 京都府 (株)大岡産業 和田鉄筋工業(株) 都市建設(株) (仮称)ホテル京都二条新築工事 SD345 D25

令和2年1月 民間 建築 大阪府 藤井建設(株) 東淀川区瑞光1丁目PJ SD345～SD390 D19～D32

令和2年1月 公共 建築 佐賀県 佐賀中部広域連合 堤正則・山下設計業務共同企業体
松尾・上滝・中島工務店

特定建設工事共同企業体
佐賀広域消防局・佐賀消防署（庁舎棟）建築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年1月 民間 建築 高知県 学校法人平成学園 (株)隈研吾建築都市設計事務所 (有)三橋組 (株)岸之上工務店 平成学園ひまわり幼稚園新園舎計画 SD345 D22

令和2年1月 民間 土木 福井県 (有)成瀬鉄筋 山惣 和田海岸視点場整備工事 SD345 D19～D25

令和2年1月 民間 建築 岡山県 太陽建設(株) 清輝橋３丁目Ｓマンション新築工事 D25・D29

令和2年1月 民間 建築 京都府 JR西日本不動産開発(株) (株)アーバントーク 新城鉄筋工業所 杉橋建設(株) 七条新駅高架下店舗新築工事 SD345 D19

令和2年1月 民間 建築 大阪府 (株)イーデザイン 新今宮マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年1月 民間 建築 大阪府
サンヨーホームズ(株)

(株)ワールドウィステリアホームズ
(株)ダイシン建築設計事務所 (株)友次鋼業 大豊・森本建設共同企業体 (仮称)堺市北区新金岡町マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和2年1月 民間 建築 高知県 医療法人仁泉会朝倉病院 (株)西森建築設計 (有)三橋組 (株)岸之上工務店 (仮称)朝倉医療総合施設新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年1月 民間 建築 愛知県 新都工業(株) 積水ハウス(株) 読売名古屋栄再開発プロジェクト SD345 D19・D22

令和2年1月 民間 建築 滋賀県 サクラ食品工業(株) スピアナート(有) (株)ナカノフドー建設 サクラ食品工業竜王工場 SD345 D22・D25

令和2年1月 民間 建築 京都府 デンケンハイデンタル(株) (株)山田綜合設計 近畿施設 (株)ナカノフドー建設 デンケンハイデンタル吉祥院新社屋計画 SD345～SD390 D19～D29

令和2年1月 民間 建築 大阪府 積水ハウス(株)大阪北支店 積水ハウス(株) (有)ソノダ鉄筋 (株)丸富建設 キョーワ(株)様邸 SD345 D19・D25

令和2年1月 民間 建築 奈良県 近鉄不動産(株) 三和建設(株) (株)又野鋼業 三和建設(株) 西大寺栄町 SD345～SD390 D19～D35

令和2年1月 民間 建築 京都府 石井工業(株) (株)淺沼組 (仮称)太秦中筋町マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29
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令和2年1月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (株)ユハラ (仮称)エスリード東成区神路1丁目新築工事 SD345～SD390 D29～D35

令和2年1月 民間 建築 大阪府 竹内靜史 生和コーポレーション(株) 橋本鋼材(株)
生和コーポレーション(株)

ユニバーサル建設
(仮称)竹内様マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和2年1月 民間 建築 大阪府
(株)サクセスロード

代表取締役岡本英男
生和コーポレーション(株) 橋本鋼材(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)岡本様マンション新築工事 SD345～SD390 D22～D35

令和2年1月 民間 建築 大阪府 (株)友源 川田精鋼(株) (株)太陽建設 (仮称)西成区花園1丁目計画新築工事 SD345～SD390 D22・D29

令和2年1月 民間 建築 大阪府 社会福祉法人暁光会 川田精鋼(株) (株)太陽建設 ひかり学園改築工事 SD345 D22・D25

令和2年1月 民間 建築 大阪府 (株)コーポレートウエスト (有)アーキプラン 橋本鋼材(株) 中正建設(株) (仮称)西淀川区姫島4丁目計画新築工事 SD345～SD390 D22～D29

令和2年1月 民間 建築 大阪府 (株)日成アドバンス (株)ユハラ (仮称)大阪市福島区鷺洲2丁目新築工事 SD345～SD390 D19・D25・D32

令和2年1月 民間 建築 大阪府 大阪ガス都市開発(株) (有)Cube設計事務所 牛澤鉄筋工業所 (株)金山工務店 北区万歳町計画 SD345～SD390 D25～D32

令和2年1月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (株)TOKI設計 堺鉄建(株) 鉄建建設(株)大阪支店 (仮称)エスリード守口市東光町1丁目新築工事 SD345～SD390 D22～D32

令和2年1月 民間 建築 北海道 東洋水産(株) (株)今川設計監理事務所 (株)共鉄工業 東亜建設工業(株) 東洋水産(株)物流センター新築工事 SD345～SD390 D22～D35

令和2年1月 民間 建築 京都府 (株)服部設計 (株)淺沼組 須河車体新工場 D19～D32

令和2年1月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 泉尾5丁目PJ D19～D32

令和2年1月 民間 建築 大阪府 (株)類設計室 松尾建設(株) 酉島製作所新本社工場ビル建設工事 SD345～SD390 D22～D32

令和2年1月 民間 建築 大阪府 下穂積キッズ SD345 D19～D22

令和2年1月 民間 建築 徳島県 タダノ(株) (有)森勝一建築事務所 (株)竹中工務店四国支店 タダノ技術研究所増築工事 SD345 D25

令和2年1月 民間 建築 北海道
独立行政法人国立病院機構

北海道医療センター
(株)石本建築事務所 (株)國上工務店 大成建設(株)  独立行政法人国立病院機構北海道医療センター病棟等新築整備工事 SD345～SD390 D29

令和2年1月 公共 建築 北海道 北海道知事 高橋はるみ 北海道日建設計・塚田設計等共同体 中央鉄建(株) 岩倉・荒井特定建設工事共同企業体 札幌医科大学教育研究施設Ⅱ改築工事（2工区） SD390 D29

令和1年12月 民間 建築 埼玉県 (株)五光建設 和光白子2丁目 SD390 D32

令和1年12月 公共 建築 東京都 中野区 AIS総合設計(株)東京事務所 協永・稲葉・武蔵野建設共同企業体 美鳩小学校校舎新築工事 SD345～SD390 D25・D29

令和1年12月 民間 建築 高知県 穴吹興産(株) (株)現代建築計画 (有)三橋組 (株)岸之上工務店 アルファステイツ城西公園Ⅱ新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和1年12月 民間 建築 大阪府 (株)佳一 藤井建築設計事務所 (株)津川鉄筋工業所 総和建設(株) (仮称)高津マンション計画 SD390 D29

令和1年12月 民間 建築 大阪府 (有)実興業 シンシアビル SD345 D19・D25

令和1年12月 民間 建築 埼玉県 野村不動産(株) (株)奥村組 (株)トーハンスチール (株)奥村組 ランポート越谷 SD345～SD390 D19～D35

令和1年12月 公共 建築 岐阜県 岐阜市 金神鋼業(株) メタウォーター・内藤JV 岐阜市東部クリーンセンター SD295～SD345 D19～D32

令和1年12月 民間 建築 埼玉県 (株)飛鳥設計 (株)荒井鉄筋工業所 (株)五光建設 (仮称)和光市白子2丁目共同住宅新築工事 SD345～SD390 D19・D32
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令和1年12月 民間 建築 大阪府 (株)あきない （株）日企設計 仁和鉄工業（株） (株)DAIJU (仮称)浪速区敷津西計画東棟 SD345～SD390 D19～D38

令和1年12月 民間 建築 大阪府 (株)天藤建築設計事務所 大森鉄筋工業(有) 日本建設(株) 北新地プロジェクト SD345～SD390 D25・D29

令和1年12月 公共 建築 三重県 三重県 (株)スギウラ鉄筋 TSUCHIYA(株) 鳥羽市消防庁舎 SD390 D22

令和1年12月 民間 建築 愛知県 丸美産業(株) (株)三輪設計 岩部建設(株) プラセシオン瑞穂区神前 SD390 D35

令和1年12月 公共 建築 神奈川県 横須賀市 JERAパワー横須賀合同会社 鹿島建設(株) 横須賀火力発電所1,2号機建設工事 SD390 D19～D32

令和1年12月 民間 建築 長野県 養命酒製造(株) (株)ＯＧＣＴＳ 養命酒造(株)駒ヶ根工場排水処理設備工事 SD345 D25

令和1年12月 民間 建築 東京都 京王建設(株) 府中駅高架下 SD345 D19

令和1年12月 民間 建築 神奈川県 三井不動産レジデンス(株) 三井住友建設(株) 三井住友建設(株) (仮称)万福寺4丁目2-2計画 SD390 D35

令和1年12月 公共 土木 東京都 (株)大島産業 中央自動車道天神橋他６橋耐震補強工事(平成30年度) SD390 D29

令和1年12月 民間 建築 東京都 東京ガス不動産(株) (株)IAO竹田設計 新日本建設(株) (仮称)板橋賃貸住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和1年12月 民間 建築 埼玉県 (株)ポプラ社 ＪＦＥコンフォーム(株) (株)望月鉄筋工業 JFEコンフォーム(株) (仮称)(株)ポプラ社所沢物流センター SD345～SD390 D22～D32

令和1年12月 民間 建築 神奈川県 (株)アイコー JFEシビル(株) GLP平塚Ⅰプロジェクト SD345～SD390 D19～D35

令和1年12月 民間 建築 大阪府 (株)ニッカトー 木村総合設計 (株)橋本組 (株)淺沼組 (株)ニッカトー東山工場N棟増築工事 SD345 D19～D25

令和1年12月 民間 建築 福井県 (有)成瀬鉄筋 (株)時岡組 幼保連携型認定こども園聖ルカ幼稚園改築工事 SD345 D19～D25

令和1年12月 民間 建築 福井県 (有)成瀬鉄筋 (株)西野工務店 デンヨー(株)福井工場第9工場建設工事 SD345 D25

令和1年12月 民間 建築 京都府 第一リアルター(株) (有)BOFアーキテクツ 兼松工業(株) 北和建設(株) (仮称)京都烏丸２ホテル SD390 D22・D32

令和1年12月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) 仲間工業(株) (株)よしかわ様マンション新築工事 SD345～SD390 D19・D25・D29

令和1年12月 民間 建築 奈良県 タカラスぺ－スデザイン(株) 三和建設(株) (株)又野鋼業 三和建設(株) 富雄産婦人科 SD345 D19～D25

令和1年12月 民間 建築 三重県 (有)吹上鋼材 南建工業(株) 新長田橋 SD390 D29

令和1年12月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)日企設計 (株)金沢組 (株)日本ビルドワン (仮称)プレサンス西区立売堀四丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和1年12月 民間 建築 福井県 (有)成瀬鉄筋 (有)平田木材店 塩土漁具倉庫新築工事 SD345 D19

令和1年12月 民間 建築 大阪府 Toki.Design(株) 橋本鋼材(株) 鷺洲レジデンス SD345～SD390 D19～D32

令和1年12月 民間 建築 岐阜県
(株)サラダコスモ

代表取締役中田智洋
森鉄筋(株)

TSUCHIYA・吉川
特定建設工事共同企業体

サラダコスモ養老生産センター SD345～SD390 D25～D32

令和1年12月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) (株)ＫＳ 生和コーポレーション(株) (仮称)都島区中野町二丁目プロジェクト SD345～SD390 D22～D32

令和1年12月 民間 建築 和歌山県 吉岡工業(株) (株)鴻池組 (仮称)ＮＴＢ和歌山串本新築工事 SD345～SD390 D25・D29
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令和1年12月 民間 建築 京都府 シード平和(株) シード平和(株) 小笹鉄筋(株) シード平和(株) (仮称)上鳥羽苗代町マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和1年12月 民間 建築 鹿児島県 鹿児島大学施設部 鹿児島大学施設部 (有)田中鉄筋 (有)岩坪土木
鹿児島大学(郡元)南九州・南西諸島域共創機構棟１

オープン実証ラボ増築工事
SD345 D25

令和1年12月 民間 建築 大阪府 (株)弘生 Y２建築設計 石井工業(株) 太閤建設(株) (仮称)桃ヶ池町マンション新築工事 SD345 D19～D25

令和1年12月 民間 建築 大阪府 (有)山下鉄筋工業 藤原工業(株) アポロさぎす保育園新築工事 SD345 D25

令和1年12月 民間 建築 高知県 穴吹興産(株) (株)現代建築計画 (有)三橋組 (株)岸之上工務店 (仮称)アルファステイツ城西公園Ⅱ新築工事 SD345～SD390 D19～D38

令和1年12月 民間 建築 鹿児島県 ヤマエ久野(株) オクムラ構造設計(有) (株)山之内工建 大和リース(株) ヤマエ久野(株)常温鹿児島共配センター新築工事 SD345 D19～D25

令和1年12月 民間 建築 岡山県 Ａｒｔ(株) 岡山管理センター社屋耐震補強工事 D22

令和1年12月 公共 建築 熊本県 国立大学法人京都大学 国立大学法人京都大学 (株)佐伯建設 京都大学（長陽）火山研究センター本館他災害復旧工事 SD390 D29

令和1年12月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 橋本鋼材(株) 村田様マンション SD345～SD390 D19・D25・D29

令和1年12月 公共 土木 福井県 (株)日本ピーエス (株)日本ピーエス SD345 D16

令和1年12月 民間 建築 石川県 (株)コデラ 真柄建設(株) 明祥(株)本社増築・改修工事 SD345～SD390 D25・D32

令和1年12月 民間 建築 愛知県 日本エスリード(株) (株)日企設計 (株)ウサミ建工 (株)協和コーポレーション エスリード名古屋市北区金城 SD345 D19・D22

令和1年12月 民間 建築 大阪府 (株)ヤマヒロ 村上邦弘一級建築士 藤井建設(株) 中央区備後町PJ SD345～SD390 D19～D32

令和1年12月 民間 建築 岡山県 (株)大本組 クラフレックス(株)岡山第２工場新築工事 D19

令和1年12月 民間 建築 岡山県 (株)穴吹工務店 (株)穴吹工務店 サーパス西長瀬グランテラス新築工事 D29

令和1年12月 民間 建築 大阪府 豊中市 (株)内藤建築事務所 吉岡工業(株) 共立建設(株) 豊中市立二ノ切温水プール改築工事 SD345 D25

令和1年12月 民間 建築 京都府 (株)山下設計 (株)池内工業 四条ホテル SD345～SD390 D25・D32

令和1年12月 民間 建築 京都府
社会福祉法人京都社会福祉協会

城之内保育園
(株)内藤建築事務所 石井工業(株) (株)角三建設 社会福祉法人京都社会福祉協会城之内保育園新築工事 SD345 D22・D25

令和1年12月 民間 建築 愛知県 (株)玉善 エグチスチール(株) (株)鍜治田工務店 クリオ刈谷セントラルマークス新築工事 SD345 D22・D25

令和1年12月 民間 建築 京都府 (株)今井建設 (株)LIV建築計画研究所 (株)小泉組 (株)金山工務店 (仮称)梅津段町計画新築工事 SD345 D19～D25

令和1年12月 民間 建築 兵庫県 (株)スナダプロパティ スナダ建設(株) KANOCENTER(株) スナダ建設(株)
(仮称)セレニテ神戸元町Ⅲ

ＰＪ新築工事
SD345～SD390 D25～D32

令和1年12月 民間 建築 大阪府 (株)ミラージュパレス 寺崎建設(株)
(仮称)ＭＰ都島区中野町

2丁目ＰＪ新築工事
SD345～SD390 D25～D32

令和1年12月 民間 建築 大阪府
二和殖産(株)

代表取締役田伏正八
積水ハウス(株) 橋本鋼材(株) 積水ハウス(株)

(仮称)淀川区木川東二和殖産
ＰＪ新築工事

SD345～SD390 D22～D29

令和1年12月 民間 建築 大阪府 (株)日商エステム 中西浩 矢野鉄筋工業(株) スナダ建設(株)
(仮称)エステムコート淀川区木川

東3丁目51新築工事
SD345～SD390 D25～D32

令和1年12月 民間 建築 大阪府 (株)杉浦エステート (株)ユハラ (仮称)西成区梅南1丁目新築工事 SD345～SD390 D25・D29・D38
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令和1年12月 民間 建築 大阪府
第一交通産業(株)

大林新星和不動産(株)
(株)エストラスト

KANOCENTER(株) スナダ建設(株) (仮称)吹田市千里丘西新築工事 SD345～SD390 D22～D32

令和1年12月 民間 建築 京都府 芙蓉総合リース(株) (株)東洋設計事務所 堺鉄建(株) 鉄建建設(株)大阪支店 (仮称)京都二条ホテル計画新築工事 SD345 D19～D25

令和1年12月 民間 建築 大阪府 四季設計一級建築士事務所 栗本建設工業(株) 宮原1丁目ＰＪ D19～D29

令和1年12月 民間 建築 滋賀県 (株)プレサンスコーポレーション 楽総合計画(株) シード平和(株) プレサンス草津大路テラス新築工事 SD345 D19～D25

令和1年12月 民間 建築 大阪府 関西工機整備(株)グラフィックサインセンター SD345 D19～D25

令和1年12月 民間 建築 東京都 新日本建設(株) 新日本建設(株) 丸辰工業(株) 新日本建設(株) (仮称)EXC船堀6丁目計画新築工事 SD345～SD390 D22・D29

令和1年12月 民間 建築 広島県 (株)丸川建築設計事務所 (株)奥村組
(株)キング食品生産第3課

新工場新築工事
SD295～SD345 D19～D25

令和1年12月 民間 建築 千葉県 (株)増谷恒産 (株)東横インアーキテクト (有)坂戸工業 (株)東横イン電建 (仮称)柏駅前増谷恒産ビル新築工事 SD390 D32

令和1年12月 民間 建築 栃木県 三和運送事業(株) (株)大塚デザイン設計事務所 (株)国井興業 池田建設(株) (仮称)三和運送事業(株)市貝倉庫新築工事 SD390 D22・D29

令和1年11月 民間 建築 愛知県 ESR愛西特定目的会社 (株)東畑建築事務所 (株)スギウラ鉄筋 塩浜工業(株) ESR愛西ディストリビューションセンター新築工事 SD345～SD390 D25～D35

令和1年11月 民間 建築 兵庫県 (有)栄光開発 竹田設計事務所 (有)安江建鐵工業 安藤建設(有) GLORYKISERAM計画新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和1年11月 民間 建築 大阪府 エビス興産(株) 共立エステ－ト・福田組 (株)又野鋼業 (株)福田組 御宿野乃淀屋橋 SD345～SD390 D19～D35

令和1年11月 民間 建築 大阪府 社会医療法人行岡医学研究会行岡病院 (株)久米設計 新栄鉄筋工業 (株)奥村組 行岡病院 SD345～SD390 D22～D32

令和1年11月 公共 土木 富山県 (株)林土木 富山市岩瀬汚水中継ポンプ場建設工事その２ SD345 D13・D16

令和1年11月 民間 建築 大阪府 (株)富士木材 (株)FKOアーキデザイン 小笹鉄筋(株) (株)紙谷工務店 (仮称)茨木市下穂積1丁目PJ SD345～SD390 D19～D32

令和1年11月 民間 建築 大阪府 イチカデザイン (株)貫山建設 今市2丁目共同住宅 SD345～SD390 D19～D32

令和1年11月 民間 建築 高知県 (株)穴吹工務店 (有)中村建築設計事務所 天野日清(株) (株)穴吹工務店 サーパス南久保グランフォート新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和1年11月 民間 建築 北海道 構造・デザイン設計一級建築士事務所 東急建設(株)・(株)泰進建設 (仮称)北海道いすゞ自動車社屋新築工事 SD345 D19・D25

令和1年11月 公共 建築 岡山県 (株)大本組 岡山中央奉還町病院移転プロジェクト D19・D29

令和1年11月 民間 建築 兵庫県 和田興産(株) (株)林田組 (株)イチケン (仮称)ワコーレ垂水区高丸1丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和1年11月 民間 建築 大阪府 一般社団法人日本工芸館 積水ハウス(株) 吉岡工業(株) TSUCHIYA(株) (仮称)浪速区難波中３丁目ＰＪ新築工事 SD345 D22・D25

令和1年11月 民間 建築 大阪府 シード平和(株) (株)ティーエムエッチ (株)太平社 中村建設(株) (仮称)大阪市北区長柄西2丁目新築工事 SD345～SD390 D22～D32

令和1年11月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)アイ・エー・オー田中設計 (有)安江建鐵工業 スナダ建設(株) (仮称)プレサンス中央区材木町計画新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和1年11月 民間 建築 大阪府 全国農業協同組合連合会 全国農業協同組合連合会 吉岡工業(株) 松井建設(株) (仮称)ＪＡ大阪市巽支店新築工事 SD345 D22

令和1年11月 民間 建築 石川県 (株)トーケン一級建築士事務所 宮越鉄筋工業(株) (株)トーケン (株)東振精機第2工場建替え建築工事 SD345 D22
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令和1年11月 公共 土木 福井県 (有)成瀬鉄筋 (株)平川 道路改良工事（町道柿ヶ渡線第4工区） SD345～SD390 D29・D32

令和1年11月 民間 建築 大阪府 御浜住宅(株) (株)岩崎設計 (有)安江建鐵工業 誠信建設工業(株) (仮称)牧野本町1丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和1年11月 民間 建築 滋賀県 ルートインジャパン(株) (株)小林設計 (株)池内工業 (仮称)ホテルルートイン栗東新築工事 SD345 D19・D25

令和1年11月 民間 建築 静岡県 浜松ホトニクス(株)晝馬明様 (株)芳和建設 トヨタT&S建設(株) 浜松ホトニクス(株)豊岡製作所 SD345～SD390 D22～D29

令和1年11月 民間 建築 岡山県 (株)穴吹工務店 (株)穴吹工務店 (株)穴吹工務店 サーパス倉敷市役所前新築工事 D19・D32

令和1年11月 民間 建築 大阪府 (株)SEアミューズメント 山下鉄筋工業(株) (株)久本組 ＳＥアミューズメント SD345 D22

令和1年11月 民間 建築 大阪府 京阪電鉄不動産(株) (株)ユマ設計 大雅工業(株) 不二建設(株) (仮称)高槻市神内2丁目マンション計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和1年11月 民間 建築 大阪府 第一交通産業(株) 不二建設(株) (株)金本鉄筋工業 不二建設(株) 平野区西脇マンション計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和1年11月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) 仲間工業(株) 生和コーポレーション(株) (株)サンクリエイト様マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和1年11月 民間 建築 大阪府 (株)サンケイビル (株)エ－エ－アンドサン一級建築士事務所 (株)橋本組 (株)淺沼組 難波ホテル SD345～SD390 D19～D32

令和1年11月 民間 建築 大阪府 足立興産(株) 一級建築士事務所ミサワホーム近畿(株) (株)貝原工業所 ミサワホーム近畿(株) 大阪市天王寺区ロイヤル寺田建替工事 SD345 D19～D25

令和1年11月 民間 建築 大阪府 (株)池内工業 吉野3丁目計画 SD345～SD390 D19～D29

令和1年11月 民間 建築 大阪府 千里ハウジング(株) (株)オンス 仲間工業(株) (株)コア (株)寿精密新工場新築工事 SD345 D22・D25

令和1年11月 民間 建築 大阪府 京阪ホールディングス(株) (株)安井建築設計事務所 吉岡工業(株) (株)鴻池組 (仮称)大阪市中央区天満橋計画新築工事 SD345～SD390 D22～D32

令和1年11月 民間 建築 滋賀県 草津市 建築事務所環境デザイン (株)中根鉄筋 高穂中学校 SD345 D22・D25

令和1年11月 公共 土木 富山県 川田建設(株) 藤木高架橋上部工工事 SD345～SD390 D19・D32

令和1年11月 民間 建築 神奈川県 (株)京三製作所 (株)梓設計 東急建設(株) 京三製作所Ｒ/Dセンター SD390 D29

令和1年11月 民間 建築 神奈川県 (株)京三製作所 (株)梓設計 東急建設(株) 京三製作所R&Dセンター SD390 D29

令和1年11月 民間 建築 大阪府 (株)あきない （株）日企設計 仁和鉄工業（株） (株)DAIJU (仮称)浪速区敷津西計画西棟 SD345～SD390 D19～D38

令和1年11月 民間 建築 大阪府 EITAIREALESTATE(株) (株)現代建築研究所 明和P+LUCK 村本建設(株) 栄泰難波７７ホテル新築工事 SD345～SD390 D16～D35

令和1年11月 民間 建築 東京都 学校法人大乗淑徳学園 (株)佐藤総合計画 松井建設(株) 淑徳大学東京キャンパス4・5号館増築工事 SD390 D29

令和1年11月 民間 建築 東京都
(株)共立エステート

(株)新日本建物
園田都市建築研究所 松井建設(株) コンフィール品川シーサイドフォレストサイト SD345 D22

令和1年11月 民間 建築 兵庫県 (株)生野鉄工業 (株)吉川工務店 (仮称)兵庫区本町計画新築工事 SD390 D19～D35

令和1年11月 民間 建築 大阪府 アパホーム(株) (株)日企設計 (株)浅田鉄筋 中川企画建設(株) アパホテル(大阪天満橋駅前) SD390 D19～D32

令和1年11月 公共 建築 大阪府 大阪市 (株)奥田鉄筋 日進土建工業(株) 住吉第一中学校 SD345 D19～D25
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令和1年11月 民間 建築 神奈川県 田中貴金属工業(株) (株)アイコー 大成建設(株) 田中貴金属工業(株)湘南工場事務棟増築工事 SD345 D22

令和1年11月 公共 土木 茨城県 水戸市 熊谷・常総・藤和・雲井・ユタカ特定JV 水戸市一般廃棄物第三 終処分場埋立施設建設工事 SD345 D25

令和1年11月 公共 土木 神奈川県 横浜市 原田鉄筋(株) 大成建設(株) 相鉄星川立体工事 D13～D19

令和1年11月 民間 建築 大阪府 (株)パシフィック・アソシエイツ 生和コーポレーション(株) 橋本鋼材(株) 生和コーポレーション(株)
(仮称)西成区梅南3丁目

プロジェクト新築工事
SD345～SD390 D19～D29

令和1年11月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)アイ・エー・オー田中設計 (株)橋本組 タツト・建設(株)
(仮称)プレサンス西区南堀江

3丁目新築工事
SD345～SD390 D22～D32

令和1年11月 民間 建築 大阪府 正田耕治 矢野鉄筋工業(株) 常勝興産(株)
(仮称)大阪市中央区瓦屋町

マンション計画
SD345～SD390 D22～D29

令和1年11月 民間 建築 大阪府
(株)SHINZO代表取締役

長野晋也
生和コーポレーション(株) 橋本鋼材(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)(株)SHINZO様マンション新築工事 SD345～SD390 D22～D32

令和1年11月 民間 建築 大阪府 (株)SEITO松本隆博
416アーキテクツ

島綾子
橋本鋼材(株) (株)新宅工務店 (仮称)玉津2丁目プロジェクト SD345 D19・D22

令和1年11月 民間 建築 大阪府 (株)服部建築事務所 大東鋼材(株) 花谷建設(株) (株)西田機械工作所岸和田新工場新築工事 SD345 D22・D25

令和1年11月 民間 建築 兵庫県 (株)プレサンスコーポレーション (株)山田組 (株)金山工務店 プレサンスロジェ伊丹駅前 SD345～SD390 D25～D32

令和1年11月 民間 建築 岡山県
(株)岡山村田製作所
代表取締役中島規巨

戸田建設(株) (株)モリタビルド 戸田建設(株)広島支店 (株)岡山村田製作所Ｇ棟新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和1年11月 民間 建築 兵庫県 (株)竹中工務店 (株)竹中工務店 芦屋船戸町マンション D19～D25

令和1年11月 民間 建築 大阪府 (株)白ゆり (株)藤木組 くつろぎの家白ゆり D22

令和1年11月 民間 建築 大阪府 (株)旭工建 泉南りんくう公園 D19～D25

令和1年11月 民間 建築 兵庫県 (株)プレサンスコーポレーション (株)現代綜合設計 (株)岡工務店 (仮称)プレサンス神戸国香通6丁目ＷＥＳＴ・ＥＡＳＴ新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和1年11月 民間 建築 京都府 明石設計(株) 金下建設(株) (仮称)ホリディスポーツクラブ京都新築工事 SD345～SD390 D16～D32

令和1年11月 民間 建築 滋賀県 (株)プレサンスコーポレーション 復建調査設計(株)
協和エクシオ・日建

特定建設工事共同企業体
守山市環境施設建設工事 SD345～SD390 D19～D29

令和1年11月 民間 建築 兵庫県 (株)現代綜合設計 (株)岡工務店 (仮称)プレサンス神戸大開通三丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和1年11月 民間 建築 福岡県 丸久鋼材(株) (株)MORアーキテクツ 丸久鋼材(株) (仮称)丸久鋼材北野工場新築工事 SD345～SD390 D25・D29

令和1年11月 公共 建築 福岡県 有明生活環境施設組合 一般財団法人日本環境衛生センター西日本支局 (株)タクマ 有明生活環境施設組合ごみ焼却施設建設工事 SD345～SD390 D19～D29

令和1年11月 公共 建築 長崎県 長崎市 (株)日建設計・松林建築設計事務所 戸田建設・上滝・谷川建設・森美工務店  （仮称）長崎市交流拠点施設整備・運営事業ＭＩＣＥ施設新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和1年11月 民間 建築 愛媛県 四国電力(株) (株)四電技術コンサルタント 鹿島建設(株) 四国電力西条タービン建屋工事他 SD390 D19～D35

令和1年11月 民間 建築 愛媛県 四国電力(株) 四国電力(株) 鹿島建設(株) 四国電力西条タービン建屋工事他 SD490 D41

令和1年11月 民間 建築 大阪府 学校法人関西医科大学 前田建設工業(株) (株)金井 前田建設工業(株) (仮称)関西医科大学リハビリテーション学部棟新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和1年11月 民間 建築 愛媛県 カミ商事(株) 五洋建設(株) カミ商事(株)倉庫棟新築工事 SD390 D29
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令和1年10月 民間 建築 滋賀県 (株)平和堂 (株)水原建築設計事務所 石井工業(株)
桑原組・笹川組

特定建設工事共同企業体
(仮称)平和堂石山店新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和1年10月 民間 建築 京都府 安田不動産(株) (株)東洋設計事務所 (株)戸田鉄筋 (株)鍜治田工務店 (仮称)西洞院通花屋町PJ SD345～SD390 D19・D29・D32

令和1年10月 民間 建築 広島県 (株)天満屋 後藤鉄筋工業(有) 天満屋 D25

令和1年10月 民間 建築 滋賀県 ツルタ工業(株) 松井建設(株) 東部滋賀物流センター SD390 D29

令和1年10月 民間 建築 大阪府 ヤマト観光開発 (株)淺沼組 (株)中鉄 (株)淺沼組 ダイワレジデンス高槻新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和1年10月 民間 建築 東京都 (株)叶設計 菊池建設(株) (仮称)ミュージション朝霞本町新築工事 SD390 D35

令和1年10月 公共 建築 兵庫県 西宮市 西宮市 (株)才木工業 新井組・安武JV 春風小学校校舎改築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和1年10月 民間 建築 三重県 ＴＯＹＯＴＩＲＥ(株) ツルタ工業(株) 清水建設(株) TOYOTIRE桑名工場 SD390 D29

令和1年10月 民間 建築 大阪府 吉岡工業(株) 日鉄テックスエンジ(株) Ｓプロジェクト関連工事(建築)作業所 SD345 D19

令和1年10月 民間 建築 京都府 (株)アーキネット京都一級建築士事務所 吉岡工業(株) 松井建設(株) ＣｏｔｏＧｌａｎｃｅ御所北新築工事 SD345 D19～D25

令和1年10月 民間 建築 大阪府 山下鉄筋工業(株) 藤原工業(株) 吹田・内本町Ｂ計画新築工事 SD345～SD390 D25・D29

令和1年10月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション 楽総合計画(株) (株)戸田鉄筋 タツト建設(株) プレサンス浪速区敷津西二丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和1年10月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 橋本鋼材(株) 新北島１丁目 SD345～SD390 D19～D32

令和1年10月 民間 建築 岡山県 (有)竹光建設工業 置田鉄工所 D19

令和1年10月 民間 建築 大阪府 (株)マネージ・プラン (株)栄工業 サンヨーホームズ(株) (仮称)城東区中央2丁目計画 SD345～SD490 D19～D35

令和1年10月 公共 建築 高知県 高知県 上田・細木設計JV (株)有澤組 新進建設(株) 心の教育センター建築主体工事 SD345 D19～D25

令和1年10月 民間 建築 大阪府 (株)ベイシス (株)プレジオ (有)松木鉄筋工業 (株)プレジオ (仮称)大阪市浪速区日本橋東PJ SD345～SD390 D19～D35

令和1年10月 民間 建築 岡山県 菱自梱包(株) (株)大本組 (仮称)菱自梱包(株)松江倉庫新築工事 D22

令和1年10月 民間 建築 兵庫県 (株)上組 (株)林田組 五洋建設(株) (仮称)(株)上組六甲サイロ電気室新築工事 SD345 D25

令和1年10月 民間 建築 京都府 (株)村田製作所 戸田建設(株) (株)石見鉄筋工作所 戸田建設(株) 村田製作所G2棟 SD345～SD390 D22・D29・D32

令和1年10月 民間 建築 大阪府 (株)池内工業 新今里5丁目共同住宅 SD345～SD390 D19～D32

令和1年10月 民間 建築 大阪府 別寅かまぼこ(株) (株)鴻池組 吉岡工業(株) (株)鴻池組 別寅かまぼこ(株)本社工場建設工事 SD345～SD390 D19～D29

令和1年10月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 橋本鋼材(株) 寺田様マンション SD345～SD390 D19～D32

令和1年10月 民間 建築 鳥取県 社会福祉法人鳥取県厚生事業団 (株)白兎設計事務所 (株)井木組 特別養護老人ホーム巌城はごろも苑建替え工事 D19

令和1年10月 民間 建築 京都府 (株)セレマ (有)ワイズ建築設計室 石井工業(株) (株)桑原組 (仮称)蓮昇庵新築工事 SD345 D25
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令和1年10月 民間 建築 愛知県 福富金属(株)代表取締役木下裕樹 まるひ建設(株)一級建築士事務所 大森鉄筋工業(有) まるひ建設(株) 福富金属(株)工場新築工事 SD345 D25

令和1年10月 民間 建築 奈良県 五條運輸(株) (株)又野鋼業 大倭殖産(株) 五條運輸 SD345～SD390 D19～D29

令和1年10月 民間 建築 大阪府 (株)小松製作所 青木あすなろ建設(株) 石井工業(株) 青木あすなろ建設(株) コマツ大阪工場新匠工房新築工事 SD345 D22・D25

令和1年10月 公共 建築 沖縄県 沖縄県知事玉城康裕
(株)泉設計・リアル設計・(有)アカリ設計

設計共同体
(合)崎原鉄筋 (株)山口建設・(株)丸松建設JV 浦添工業高校屋内運動場改築工事（建築2工区） SD345 D25

令和1年10月 公共 建築 東京都 八王子市 (株)レーモンド設計事務所 関東・永井特定建設工事共同企業体 八王子市立いずみの森小中学校新築工事 SD345～SD390 D25・D29

令和1年10月 民間 建築 大阪府 (株)インターロジサ－ビス (株)中鉄 ハンシン建設(株) インタ－ロジスティック茨木 SD345～SD390 D19～D29

令和1年10月 民間 建築 大阪府 ア－トプランニング(株) 不二建設(株) (有)瓜生興業 不二建設(株) カサ－レ城東ガ－デンブレイス新築工事 SD345～SD390 D22～D35

令和1年10月 民間 建築 愛知県 青野英子 積水ハウス(株) (株)スギウラ鉄筋 積水ハウス(株) 中村区則武2丁目 SD390 D25・D29

令和1年10月 民間 建築 愛知県 (株)フジケン (株)岡田建築計画事務所 (株)中鉄 岩部建設(株) リコット三河安城南町 SD390 D35

令和1年10月 民間 建築 大阪府 主計管工(株) 栗本建設工業(株) (株)長木鉄筋 栗本建設工業(株) (仮称)主計管工(株)ガス設備事業部建替工事 SD345 D19～D25

令和1年10月 民間 建築 埼玉県 ESR(株) (株)塩浜工業 (株)森鋼 (株)塩浜工業 (仮称)ESR戸田DC新築工事 SD390 D25～D35

令和1年10月 民間 建築 東京都 三井不動産(株) 日建設計・鹿島建設JV 鹿島建設(株) (仮称)OH－1計画新築工事 SD345 D13

令和1年10月 公共 建築 千葉県 習志野市 (株)佐藤総合計画 新日本建設(株) 谷津小学校全面改築工事 SD345 D22

令和1年10月 民間 建築 東京都 学校法人呉竹学園 (株)レーモンド設計事務所 鹿島建設(株) 呉竹学園建替計画(仮称)東京医療専門学校1号館新築工事 SD345 D25

令和1年10月 民間 建築 東京都 日本レジデンシャルテラス(株) スターツCAM(株) スターツCAM(株) (仮称)日本レジデンシャルテラス(株)様大塚4丁目プロジェクト新築工事 SD295 D13

令和1年10月 民間 建築 千葉県 髙松建設(株) (仮称)市川計画建設工事 SD345～SD390 D19～D35

令和1年10月 民間 建築 静岡県 角丸建設(株) (仮称)志太こども新築工事 SD345 D25

令和1年10月 公共 土木 神奈川県 首都高速道路(株)神奈川管理局 (株)奥村組 首都高神奈川工事所 SD295 D13

令和1年10月 民間 建築 神奈川県 相鉄不動産(株) (株)長谷工コーポレーション (仮称)藤沢市鵠沼東計画新築工事 SD345～SD390 D25・D38

令和1年10月 民間 建築 神奈川県 (株)東芝 共英産業・矢島 大成建設(株) (株)東芝横浜事業所620号棟新築工事 SD345 D25

令和1年10月 民間 建築 埼玉県 ESR(株) 塩浜工業(株) 開成鉄筋(株)
塩浜・新日本特定建設工事

共同企業体
(仮称)ESR戸田ディストリビューションセンター新築工事 SD345～SD390 D22～D35

令和1年10月 民間 建築 大阪府 (株)ミラージュパレス (株)阪南設計事務所 橋本鋼材(株) 寺崎建設(株) (仮称)ＭＰ西区千代崎2丁目ＰＪ新築工事 SD345～SD390 D22～D32

令和1年10月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)ティーエムエッチ 矢野鉄筋工業(株) (株)貫山建設
(仮称)プレサンス福島区
吉野五丁目新築工事

SD345～SD390 D22～D29

令和1年10月 民間 建築 大阪府 社会福祉法人博光福祉会 豊和開発(株) (株)橋本組 三陽建設(株)
(仮称)葵音つばさこども園

新築工事
SD345 D19～D25

令和1年10月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)現代綜合設計 (株)橋本組 (株)松本組
(仮称)プレサンスグラン茨木駅前

新築工事
SD345～SD390 D25～D32
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令和1年10月 民間 建築 兵庫県 常岡武史・常岡彌生 生和コーポレーション(株) 橋本鋼材(株) 生和コーポレーション(株)
(仮称)常岡様マンション

新築工事
SD345～SD390 D19～D32

令和1年10月 民間 建築 京都府 岡本剛
瀬尾直也アトリエ

一級建築士事務所
新城鉄筋工業所 (株)アーキテクト・笹原 岡本鉄工新築工事 SD345 D25

令和1年10月 民間 建築 兵庫県 (株)スナダプロパティ スナダ建設(株) KANOCENTER(株) スナダ建設(株)
(仮称)ラシュレ神戸フラワーロード

北野ＰＪ新築工事
SD345～SD390 D29・D32・D35

令和1年10月 民間 建築 岡山県
(株)大阪タイユー

代表取締役社長菅原一憲
蜂谷工業(株) (有)カタヤマネオファーム 蜂谷工業(株) 大阪タイユー岡山工場第2工場新築工事 SD345 D22・D25

令和1年10月 民間 建築 岡山県
社会福祉法人ももぞの学園

理事長安井直人
蜂谷工業(株) (有)カタヤマネオファーム 蜂谷工業(株) 障害者支援施設ももぞの育成園大規模修繕工事 SD345 D19～D32

令和1年10月 公共 土木 兵庫県 国土交通省 NEXCO西日本 (株)林圧接 オリエンタル白石(株) 中国自動車道（特定更新等）千種川橋床板取替工事Ⅰ SD345 D19

令和1年10月 民間 建築 岡山県 穴吹興産(株) (株)アトリエ・ユー・ディ (有)カタヤマネオファーム 大末建設(株) (仮称)倉敷阿知ホテル新築工事 SD345～SD390 D22～D29

令和1年10月 民間 建築 岡山県 穴吹興産(株) (株)アトリエ・ユー・ディ (有)カタヤマネオファーム 大末建設(株) (仮称)アルファステイツ倉敷阿知新築工事 SD345～SD390 D19～D38

令和1年10月 民間 建築 大阪府 (株)竹中工務店 (株)竹中工務店 加島物流センター D29

令和1年10月 民間 建築 大阪府 (株)竹中工務店 (株)竹中工務店 コニカミノルタ高槻 D22～D25

令和1年10月 民間 建築 大阪府 (株)旭栄 有料老人Hココ・ステーション D19～D25

令和1年10月 民間 建築 大阪府 (株)藤木組 ステラケミファ泉工場 D22～D29

令和1年10月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション 田中建設(株) プレサンス大正 D19～D35

令和1年10月 民間 建築 大阪府 (株)ユーデーコンサルタンツ 神工建設(株) (仮)大阪市中央区瓦町2丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和1年10月 民間 建築 福岡県 (株)シグマパワー有明 (株)サンコービルド (株)サンコービルド
(株)シグマパワー有明大牟田

第２発電所建設工事
SD345～SD390 D22～D29

令和1年10月 公共 建築 熊本県 国立大学法人京都大学 国立大学法人京都大学 (株)佐伯建設  京都大学（長陽）火山研究センター本館他災害復旧工事 SD345～SD390 D22～D29

令和1年10月 民間 建築 広島県 夢工房建築設計室 (株)鴻池組 府中町大洲2丁目PJ工事 SD345～SD390 D19～D38

令和1年10月 公共 土木 福井県 (有)北成鉄筋工業 (株)熊谷組 北陸新幹線福井髙栁高架橋 SD345 D13・D16・D25

令和1年10月 民間 建築 香川県 (株)和田コーポレーション
和田コーポレーション・和田総合企画

米沢建築設計事務所
東亜建設(株) ロイヤル松島町 SD390 D19～D38

令和1年10月 公共 土木 神奈川県 川崎市 川崎市建設緑政局 青山 清水建設(株) 五反田川放水路施設整備工事 SD345 D25～D41

令和1年9月 民間 建築 石川県 田淵建築設計事務所 (有)松任鉄筋 兼六建設(株) 新兼六駐車場建設工事(その1・建築) SD345～SD390 D22・D25・D32

令和1年9月 民間 建築 大阪府 服部ライフサポート(株) ＧＡ建築事務所 西岡鉄筋工業 アバンティ淡路駅前新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和1年9月 民間 建築 大阪府 (株)日商エステム (株)ジーユープランニング 開誠工業(株) (株)DAIJU エステムコート西区九条１丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和1年9月 民間 建築 大阪府 関電不動産開発(株) (株)FKOアーキデザイン 小笹鉄筋(株) (株)紙谷工務店 (仮称)中央区大手通2丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D38

令和1年9月 民間 建築 岡山県 (有)竹光建設工業 おかやま信用金庫妹尾支店 D22
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令和1年9月 民間 建築 京都府 (株)奥村設備 (有)市川建築設計事務所 石井工業(株) (株)創美建築企画 (株)奥村設備様新工場新築工事 SD345 D19

令和1年9月 民間 建築 滋賀県 (株)ダイマルヤ (株)東洋設計事務所 石井工業(株) シード平和(株) (仮称)イーグルコートアネックス大津京計画 SD345～SD490 D19～D35

令和1年9月 民間 建築 大阪府 福嶋洋一建築研究所 (株)戸田鉄筋 (株)貫山建設 (仮称)北区天満１丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和1年9月 民間 建築 高知県 セントラル総合開発(株)中四国支店 (株)都市建築研究所 (株)北岡工務店 (株)轟組 (仮称)クレアホームズ大川筋新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和1年9月 民間 建築 大阪府 千里ハウジング(株) 仲間工業(株) 千里ハウジング(株) 藤の里下江様ビル新築工事 SD345 D19・D22

令和1年9月 民間 建築 愛知県 大島興業 スターツCAM(株) JR岡崎駅東土地賃貸マンション新築工事 SD345 D19

令和1年9月 民間 建築 福井県 (株)コデラ・タケゴシ・大丸機工 戸田建設(株) ＦＭＣゾーニング再編ＰＪＴＲ2棟建設工事 SD345～SD390 D22～D35

令和1年9月 民間 建築 石川県 (株)コスモス薬品 (株)新保鉄筋工業 (仮称)ドラッグコスモス山代温泉店新築工事 SD345 D25

令和1年9月 民間 建築 京都府 SyncSloan(株) 澤村昌彦建築設計事務所 (有)松木鉄筋工業 京都建設(株) (仮称)鴨川プロジェクト SD345 D19～D25

令和1年9月 民間 建築 兵庫県 神戸すまいまちづくり公社 吉岡工業(株) 大豊・神鋼興産ＪＶ ＨＡＴ神戸新設小学校(Ａ棟)特別支援学校新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和1年9月 民間 建築 大阪府 (株)プライムデザイン (株)太平社 廣瀬建設(株) (仮称)大阪市大正区三軒家東４丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D22～D29

令和1年9月 公共 建築 愛知県 戸田建設(株) 戸田建設(株) 東山配水場３号配水池築造工事その２ SD345 D13～D19

令和1年9月 民間 建築 大阪府 千里ハウジング(株) 仲間工業(株) 千里ハウジング(株) (仮称)高槻皮膚科クリニック様新築工事 SD345 D19～D25

令和1年9月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (株)星羅建築事務所 (有)松木鉄筋工業 福井建設(株) (仮称)浪速区恵美須西3丁目Ⅱ SD345～SD390 D19～D35

令和1年9月 民間 建築 大阪府 (株)グラッドデザイン (株)太平社 (株)フウキ建設 (仮称)ＢＲＡＶＥ松屋町新築工事 SD345～SD390 D22～D32

令和1年9月 民間 建築 広島県 沖田鉄筋工業(有) (株)ゆめデリカ深川工場増築工事 D25

令和1年9月 民間 建築 京都府 山内工業(株) K設計室一級建築士事務所 石井工業(株) (株)創美建築企画 山内工業(株)久御山工場新築工事 SD345 D19～D25

令和1年9月 民間 建築 大阪府 大阪市都市整備局住宅部 (株)池内工業 萩之茶屋第２住宅 SD345～SD390 D19～D38

令和1年9月 民間 建築 岡山県 (株)大本組 (株)平野鐵工所工場増築2期工事 D29

令和1年9月 民間 建築 兵庫県 神戸すまいまちづくり公社 吉岡工業(株) 大豊・神鋼興産ＪＶ ＨＡＴ神戸新設小学校(Ｂ棟)特別支援学校新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和1年9月 民間 建築 福井県 (株)タカラレーベン (有)藤田建築設計事務所 (株)森永鉄筋 技建工業(株) (仮称)レーベン福井乾徳新築工事 SD345～SD390 D19～D38

令和1年9月 民間 建築 愛知県 日本ガイシ(株) (株)日建設計 (株)シンカ 大成建設(株) 日本ガイシ第２エンジン棟新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和1年9月 民間 建築 大阪府 (株)伸英開発 三和建設(株) (株)又野鋼業 三和建設(株) プレステージ高槻 SD345～SD390 D19～D29

令和1年9月 民間 建築 愛知県 ツルタ工業(株) 東横イン建設 NEC東横インビル SD345 D22

令和1年9月 民間 建築 愛知県 ツルタ工業(株) 共立建設 東区泉三丁目計画 SD390 D35
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令和1年9月 民間 建築 兵庫県 (株)林田組 (株)大本組 (仮称)三栄源エフエフアイ(株)神戸ロジ新築工事 SD345～SD390 D22・D25・D32

令和1年9月 民間 建築 京都府 日本ホールディングス(株) 山野設計(株) 小笹鉄筋(株) (株)日建 (仮称)上京区大宮町マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和1年9月 民間 建築 愛知県 日本ガイシ(株) 大成建設(株) (株)シンカ 大成建設(株) 日本ガイシ第2エンジン実験棟 SD390 D32

令和1年9月 民間 建築 愛知県 積水ハウス(株) (株)計画工房 (株)中鉄 (株)鴻池組 グランドメゾン久屋大通 SD490 D32・D35

令和1年9月 民間 建築 大阪府 (有)セイキ興産 小河原建築設計事務所 (株)石橋鉄筋 栗本建設工業(株) (仮称)セイキ興産淀屋橋計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和1年9月 民間 建築 大阪府 (株)日企設計 (株)スギウラ鉄筋 (株)DAIJU (仮称)門真市元町新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和1年9月 公共 建築 東京都 東京都 (株)松田平田設計 関東建設工業(株) 都立七尾特別支援学校（29）改築及び改修工事 SD390 D25

令和1年9月 民間 建築 東京都 戸田建設(株) 金町六丁目駅前地区再開発 SD390 D38

令和1年9月 民間 建築 大阪府 矢野鉄筋工業(株) 一宇工業(株) 岡三機工(株)大阪工場新築工事 SD345 D22

令和1年9月 民間 建築 兵庫県
社会福祉法人豊友会

理事長大岡豊
(株)ディ・オー一級建築士事務所 橋本鋼材(株) コーナン建設(株) (仮称)村雨こども園なぎさ分園新築工事 SD345 D19～D25

令和1年9月 民間 建築 兵庫県
学校法人高羽幼稚園

理事長田川智
(株)C・E・M椎原総合設計 橋本鋼材(株) コーナン建設(株) (仮称)高羽幼稚園分園新築工事 SD345 D19～D25

令和1年9月 民間 建築 兵庫県
社会福祉法人すずらんだい福祉会

理事長阿部能夫
(株)ディ・オー一級建築士事務所 橋本鋼材(株) コーナン建設(株) (仮称)カナリア保育園新築工事 SD345 D22・D25

令和1年9月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (株)生原建築事務所 (株)ユハラ (仮称)城東区野江2丁目新築工事 SD345～SD390 D29～D35

令和1年9月 民間 建築 大阪府
(株)プレサンスコーポレーション

(株)スナダプロパティ
スナダ建設(株) KANOCENTER(株) スナダ建設(株) (仮称)桜川駅前ＰＪ新築工事 SD345～SD390 D22～D38

令和1年9月 公共 建築 京都府 京都府知事 西脇隆俊
(株)住建設計

北川廣次
村田鉄筋(株) (株)三煌産業 福知山児童相談所改修工事（主体工事） SD345 D19・D22

令和1年9月 民間 建築 大阪府 中西鉄筋 (株)遼プランテック
(仮称)スギ薬局堺市堺区

旭ヶ丘中町新築工事
SD345 D22

令和1年9月 民間 建築 岡山県 医療法人社団井口会落合病院 (株)大建設計 (株)林圧接 藤木・梶岡建設特定工事共同企業体 医療法人社団井口会落合病院新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和1年9月 民間 建築 岡山県 ダイレックス(株) (有)カタヤマネオファーム 中村建設(株) ダイレックス新水島店新築工事 SD345 D25

令和1年9月 民間 建築 岡山県 まるま梱包輸送(株) 大和ハウス工業(株) (株)林圧接 大和ハウス工業(株) まるま梱包輸送(株)倉庫新築工事 SD345 D25

令和1年9月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (株)都市建 神工建設(株) (仮称)エスリード市岡元町2丁目新築工事 SD345 D19～D25

令和1年9月 民間 建築 大阪府 大東建託(株) 大東建託(株) 山本ヨシ子様共同住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和1年9月 民間 建築 兵庫県 (株)永都設計 (株)大京穴吹建設 クレヴィア甲子園欅通り新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和1年9月 民間 建築 京都府 (株)礎 (株)山庄 (仮称)下京区恵美須之町ホテル計画新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和1年9月 民間 建築 兵庫県 ＫＥＮＺＯ設計(株) (株)晃陽建設 (仮称)中山手通ＨＯＴＥＬＰｒｏｊｅｃｔ新築工事 SD345～SD390 D16～D32

令和1年9月 民間 建築 京都府 (株)大京 (株)東洋設計事務所 (株)大京穴吹建設 (仮称)ライオンズ京都西陣新築工事 SD345～SD390 D19～D32
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令和1年9月 民間 建築 千葉県 富国生命保険相互会社 新日本建設(株) (株)千葉サトー 新日本建設(株) (仮称)船橋夏見1丁目計画 SD345 D22

令和1年9月 民間 建築 山口県 (有)善村鉄筋工業
(仮称)サンズガラリエ
下松駅前新築工事

SD345～SD390 D19～D35

令和1年9月 公共 建築 広島県 内藤・シグマ設計共同企業体  熊谷・今井・福井建設共同企業体 広島市立新安佐市民病院（仮称）その他工事 SD345～SD390 D25・D29

令和1年9月 公共 建築 岩手県 岩手県 (株)NTTファシリティーズ (株)西原鉄建工業 日本住宅(株) 陸前高田市庁舎新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和1年9月 民間 建築 岩手県 (有)S&A建築事務所 (株)西原鉄建工業 (株)クロサワランデック (仮称)ランデック都市開発ビル新築工事 SD345 D22～D29

令和1年9月 民間 建築 香川県 (株)和田コーポレーション
和田コーポレーション・和田総合企画

米沢建築設計事務所
東亜建設(株) ロイヤルガーデン古新町 SD390 D19～D38

令和1年9月 民間 土木 千葉県 高橋鉄筋工業(有) 大林道路(株) 京葉道路(渋滞対策)船橋工事 SD345 D19

令和1年9月 民間 建築 鹿児島県 平岡太一郎 (株)プレーリー (有)田中鉄筋 (有)堀之内工業 ＴＨＥスターズマンション東谷山新築工事 SD345 D25

令和1年9月 民間 建築 和歌山県 旭化成不動産レジデンス(株) (株)IAOプランニング&デザイン (株)金井 (株)福田組 (仮称)和歌山市西汀丁計画新築工事 SD345～SD390 D19～D38

令和1年9月 民間 建築 愛媛県 清水建設(株) 愛媛製紙バイオマス発電建設工事 SD345 D22・D25

令和1年8月 公共 建築 和歌山県 三友工業(株) 三友工業(株) 榎原の福祉ホーム新築工事 SD345～SD390 D25・D29

令和1年8月 民間 建築 大阪府 京阪電鉄不動産(株) 不二建設(株) 富田興業(株) 不二建設(株) 西区北堀江プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D19～D38

令和1年8月 民間 建築 大阪府 JR西日本不動産開発(株) (株)D＆D建築設計事務所 (有)瓜生興業 不二建設(株) 吹田古江台プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和1年8月 民間 建築 大阪府 (株)プライムデザイン (株)太平社 廣瀬建設(株) (仮称)大阪市北区大淀中１丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和1年8月 民間 建築 大阪府 (株)伊藤喜三郎建築研究所 (株)新栄 (株)奥村組JV 大阪医療センター SD345～SD390 D19～D32

令和1年8月 民間 建築 兵庫県 神戸すまいまちづくり公社 (株)ＫＳ 大豊・神鋼興産ＪＶ ＨＡＴ神戸新設小学校特別支援学校新築工事 SD345～SD490 D19～D35

令和1年8月 民間 建築 石川県 共立メンテナンス(株)
(株)共立エステート
(株)理代綜合設計

橋本建設(株) 前田建設工業(株)北陸支店 (仮称)御宿野乃金沢新築工事 SD345～SD390 D22・D32

令和1年8月 民間 建築 大阪府 (株)DOORDO (有)デルフィ (有)松木鉄筋工業 (株)DOORDO 生野区鶴橋5丁目PJ SD345～SD390 D19～D35

令和1年8月 公共 建築 和歌山県 (株)山下設計 (有)山﨑鉄筋工業 村本建設(株) 新宮市文化複合施設建築工事 SD345 D25

令和1年8月 民間 建築 京都府 戸田建設(株) (株)石見鉄筋工作所 村田製作所(アルカリ棟) SD345 D19～D25

令和1年8月 民間 建築 高知県 高知学園短期大学 (有)艸建築工房 (有)三橋組 (株)岸之上工務店 (仮称)高知学園８号館建築工事 SD345 D19・D22

令和1年8月 民間 建築 京都府 (株)内藤建築事務所 (株)石見鉄筋工作所 守山市民病院 SD345～SD390 D19～D29

令和1年8月 民間 建築 京都府 (株)トーユー不動産 (株)デザインワークス (有)松木鉄筋工業 オフィス・寛合同会社 (仮称)千本二条駅前マンション SD345 D19・D22

令和1年8月 民間 建築 岐阜県 合同会社ニュ-ツ-リズム・トリップベ-ス1号 積水ハウス(株) 金神鋼業(株) 積水ハウス(株) NTB岐阜郡上新築工事 SD345 D19～D25

令和1年8月 民間 建築 京都府 富士晃ホーム(株) アリアン建築設計 石井工業(株) (株)河野組 (仮称)北山マンション新築工事 SD345 D19・D22
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令和1年8月 民間 建築 愛知県 矢野一級建築設計事務所 (株)ウサミ建工 矢野建設(株) ロンコジャパンフィットマート SD345～SD390 D25・D32

令和1年8月 民間 建築 滋賀県 アルファー建築デザイン研究所 KANOCENTER(株) 浄国寺伽藍新築工事 SD345 D19～D25

令和1年8月 民間 建築 兵庫県 永井市治郎・永井秀明 積水ハウス(株) KANOCENTER(株) 積水ハウス(株) (仮称)森南町シャーメゾン計画 SD345～SD390 D19～D29

令和1年8月 民間 建築 福井県 (株)キトー建築事務所 (株)一鐵 田中建設(株) 中央1丁目10番地地区優良建物等整備事業新築工事(マンション棟) SD345～SD390

令和1年8月 民間 建築 大阪府 岩伸産業(株) KT設計(株) 小笹鉄筋(株) (株)ヤマダホームズ 岩伸パーキングビル新築計画 SD345 D19・D22

令和1年8月 民間 建築 京都府 (株)青木プラス MGM設計一級建築士事務所 石井工業(株) (株)創美建築企画 (仮称)青木プラス第2工場新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和1年8月 公共 土木 岡山県 (株)熊谷組
中国自動車道(特定更新等)北房ＩＣ～大佐スマートＩＣ間

(上り線)土木更新工事
D19

令和1年8月 民間 建築 埼玉県 三菱商事都市開発(株) 青木あすなろ建設(株) (株)小黒組 青木あすなろ建設(株) (仮称)鶴ヶ島物流施設計画新築工事 SD345～SD390 D22・D32

令和1年8月 民間 建築 埼玉県 太田鉄工(株) (株)ヨシザワ建築構造設計 彩進鋼業(株) (株)ヨシザワ建築構造設計 (仮称)太田鉄工(株)新築工事 SD345 D25

令和1年8月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (有)CUBE (株)才木工業 (株)新井組 プレサンスロジェ上町新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和1年8月 公共 建築 高知県 高知県 上田・細木設計JV (株)有澤組 新進建設(株) 病弱特別支援学校建築主体工事 SD345 D19～D25

令和1年8月 民間 建築 埼玉県 イオンモール(株) 清水建設(株) 東武鉄筋(株) 清水建設(株) イオンモール上尾新築工事 SD345～SD390 D25・D29

令和1年8月 民間 建築 大阪府 (株)池内工業 御幸町１丁目計画 SD345～SD390 D19～D38

令和1年8月 民間 建築 大阪府 近鉄不動産(株) 三和建設(株) (株)又野鋼業 三和建設(株) 上本町7丁目 SD345～SD390 D19～D35

令和1年8月 民間 建築 埼玉県 本田技研工業(株) (株)石本建築事務所 矢島・斉藤・小椋・多摩 大成建設(株) 本田寄居Ｇ製造技術棟新築工事 SD390 D32

令和1年8月 民間 建築 大阪府 独立行政法人都市再生機構 (株)澁谷建築コンサルタント事務所 (株)アイテツ 村本建設(株) 30-千里竹見台団地北区域先工区建築その他工事 SD345～SD390 D19～D29

令和1年8月 公共 土木 東京都 東京都下水道局 日本工営(株) 五洋建設(株) 砂町水再生センター合流改善施設建設その5工事 SD390 D22～D32

令和1年8月 民間 建築 大阪府 (株)星羅建築事務所 (有)瓜生興業 福井建設(株) (仮称)大正区三軒家西一丁目新築工事 SD390 D19～D32

令和1年8月 民間 建築 東京都 日本空港ビルディング(株)
東京国際空港第2ターミナル北側国内線

設計監理共同企業体
(株)竹中工務店 東京国際空港第2ターミナル北側国内線施設建設工事 SD390 D29

令和1年8月 公共 土木 東京都 東京外かく環状国道事務所 高橋鉄筋工業(有) 大林・大本特定建設工事共同企業体 東京外環中央ＪＣＴ北側ランプ改良工事 SD345 D29～D41

令和1年8月 民間 建築 兵庫県 トヨタカローラ神戸(株) トヨタT&S建設(株)一級建築士事務所 トヨタT&S建設(株)
トヨタカローラ神戸(株)
名神尼崎店新築工事

SD390 D29

令和1年8月 民間 建築 大阪府 (株)エースコーポレーション スナダ建設(株) KANOCENTER(株) スナダ建設(株) (仮称)浪速区日本橋東1丁目PJ新築工事 SD345～SD390 D22～D32

令和1年8月 民間 建築 滋賀県
(株)メアリーファーム
代表取締役田中公平

新城鉄筋工業所 (株)アース メアリーファーム畜舎建設工事 SD345～SD390 D22～D29

令和1年8月 民間 建築 奈良県 学校法人東大寺学園
(株)上村建築設計事務所

一級建築士事務所
橋本鋼材(株) 中村建設(株) (仮称)東大寺学園増築工事 SD345 D22・D25

令和1年8月 民間 建築 埼玉県 篠崎運輸(株) 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) 篠崎運輸岩槻上野センター SD390 D25・D35
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令和1年8月 民間 建築 岡山県 JA西日本くみあい飼料(株) (株)モリタビルド (株)和田組 ＪＡ西日本くみあい飼料(株)Ａ飼料出荷キャノピー増築工事 SD345 D22

令和1年8月 民間 建築 岡山県 (株)コスモス薬品 中村建設(株)一級建築士事務所 (有)カタヤマネオファーム 中村建設(株) ドラッグコスモス福富店新築工事 SD345 D19・D22

令和1年8月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (有)T.G.T楷建築事務所 小笹鉄筋(株) 鉄建建設(株)大阪支店 (仮称)エスリード淀川区宮原１丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D38

令和1年8月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (株)旭工建 エスリード川口3丁目計画 D19～D35

令和1年8月 民間 建築 大阪府 (株)竹中工務店 (株)竹中工務店 新サンケイビルホテル D19～D38

令和1年8月 民間 建築 京都府 (有)キアラ建築研究機関京都事務所 (株)Ｒｅクリエイト (仮称)ＶａｌｏｒｅＫｉｔａｈｏｒｉｅＰＪ新築工事 SD345 D19～D25

令和1年8月 民間 建築 福岡県 (株)カシワ (株)小塩悟建築設計事務所 三ツ矢建設工業(株) (株)カシワ鳥栖工場新築工事 SD345 D25

令和1年8月 民間 建築 広島県 五洋建設(株)中国支店 地域拠点施設(宮島支社)整備工事 SD345～SD390 D22～D32

令和1年8月 民間 建築 香川県 (株)和田コーポレーション
和田コーポレーション・和田総合企画

米沢建築設計事務所
前田建設(株) ロイヤルグランド太田駅西 SD390 D19～D35

令和1年8月 民間 建築 愛知県 (株)小糸製作所 鹿島建設(株) (株)芳和建設工業 鹿島建設(株) 小糸製作所豊田開発センター建設工事 SD345～SD390 D19～D29

令和1年8月 民間 建築 奈良県 大和ハウス工業(株) (株)フジタ (株)駒川工務店 (株)フジタ 新研修センター新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和1年8月 民間 建築 大阪府 フジ住宅(株) (株)IAO竹田設計 (株)金井 (株)福田組 (仮称)堺市北区金岡町計画新築工事 SD345～SD390 D19～D38

令和1年7月 民間 建築 岡山県 (有)竹光建設工業 杜の街づくりプロジェクトの内Ａ棟、ガレージ棟新築工事 D13・D32

令和1年7月 民間 建築 愛知県 富士高分子工業(株) 大成建設(株) (株)玉井 大成建設(株) 富士高分子工業(株)テクニカルセンター新築工事 SD345 D22

令和1年7月 民間 建築 大阪府 大成ユーレック(株) (株)ＫＳ 大成ユーレック(株) (仮称)日立江坂寮新築工事 SD345 D19～D25

令和1年7月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)楡建築企画設計 (有)松木鉄筋工業 (株)プレジオ (仮称)淀川区十三東4丁目PJ SD345～SD390 D19～D35

令和1年7月 民間 建築 東京都 富士たまご(株) (株)ベルプランニング 石橋建設工業(株) 富士たまご農場 SD345 D25

令和1年7月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (株)TOKI設計 小笹鉄筋(株) タツト・建設(株) (仮称)エスリード天王寺区上本町7丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D38

令和1年7月 民間 建築 大阪府 (株)ホ－ムズ (株)タクトプラン建築事務所 (株)又野鋼業 (株)福田組 レジュ－ルアッシュ吹田 SD345～SD390 D19～D32

令和1年7月 公共 建築 岡山県 (株)大本組
倉敷成人病センター新棟建築工事及び倉敷成人病センター･クリニック

既存棟改修工事
D19・D29

令和1年7月 民間 建築 石川県
支出負担行為担当官
北陸地方整備局長

(株)唯設計 南建設(株) 輪島税務署(18)増築建築工事 SD345 D22

令和1年7月 民間 建築 愛知県 柴田久枝 共立建設(株)東海支店一級建築士事務所 上興業(株) 共立建設(株) (仮称)名東区宝が丘97計画新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和1年7月 民間 建築 和歌山県
(株)東畑建築事務所

岡本監理共同体
(株)池内工業 和歌山県立医科大学 SD345～SD390 D19～D29

令和1年7月 民間 建築 広島県 (株)竹中工務店 グリーンハウス宏喜苑建替工事 D22

令和1年7月 民間 建築 岡山県 (有)新和興業 マムハート D19
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令和1年7月 民間 建築 京都府 (株)かねわ工務店一級建築士事務所 兼松工業(株) (株)田中工務店 (仮称)五条松屋町簡易宿所 SD345 D22・D25

令和1年7月 民間 建築 京都府 (株)ホームズ (株)TOKI設計 石井工業(株) シード平和(株) (仮称)グランアッシュ山科御陵新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和1年7月 民間 建築 岡山県 (有)竹光建設工業 テイカ(株)岡山工場ＭＴ－５系６系建設工事 D19・D29

令和1年7月 公共 建築 広島県 福井建設(株) 広島合同庁舎２号館耐震改修工事 D29

令和1年7月 民間 建築 岡山県 (株)大本組 (仮称)(株)両備タクシーセンター豊成営業所新築工事 D22

令和1年7月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)優都設計 KANOCENTER(株) 矢野建設(株) (仮称)プレサンス浪速区元町三丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和1年7月 公共 土木 山梨県 国土交通省 飯田鉄工(株) 一般国道358号城山橋上部工事 SD345 D13・D16

令和1年7月 民間 建築 大阪府 (有)実興業 北区本庄東1丁目 SD345～SD390 D19～D32

令和1年7月 民間 建築 兵庫県 (有)深谷設計 (株)林田組 栗本建設工業(株) (仮称)特別養護老人ホーム櫻ホーム西神建設工事 SD345 D16～D22

令和1年7月 公共 建築 高知県 中土佐町 梓設計・若竹まちづくり研究所JV (有)久川鉄筋 戸田建設(株) 中土佐町新庁舎建設工事 SD345～SD390 D19～D29

令和1年7月 民間 建築 岡山県 太陽建設(株) (仮称)森下町マンション新築工事 D19

令和1年7月 公共 建築 沖縄県 うるま市長島袋俊夫
(株)アムルデザイン・(有)トップ建築設計室

(株)二基設計建設共同体
(株)東江鉄筋工業

(有)新秀建設・(有)森田建設
(有)大成ｴﾝｼﾞﾆｱ・(株)美和建設JV

赤道小学校・幼稚園・学童クラブ新増改築工事（建築） SD345 D25

令和1年7月 民間 建築 大阪府 (株)岡田光輝建築設計室 (株)池内工業 堂山町PJ SD345～SD390 D19～D35

令和1年7月 民間 建築 大阪府 イオンリテール(株) (株)福田組 小笹鉄筋(株) (株)福田組 (仮称)イオンスタイル海老江新築工事 SD345 D19～D25

令和1年7月 民間 建築 滋賀県 (株)辻本建設 五洋・みらいＪＶ 新名神高速道路大津ジャンクション西工事 SD345～SD390 D29

令和1年7月 民間 建築 兵庫県 新明和工業 小河建築設計 田村工業(株) (株)大林ファシリティーズ ジュネス宝塚新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和1年7月 民間 建築 大阪府 田村工業(株) 小松小学校 SD345～SD390 D19～D29

令和1年7月 民間 建築 大阪府 (株)IAO竹田設計 (株)林田組 (株)イチケン (仮称)大阪市中央区松屋町住吉計画工事 SD345～SD490 D19～D35

令和1年7月 公共 建築 東京都 江戸川区 (株)教育施設研究所 (株)トーハンスチール 東急建設(株) 江戸川区立瑞江第三中学校 SD345 D25～D19

令和1年7月 民間 建築 東京都 (株)プロパスト (株)ブレイン・トラスト一級建築士事務所 (株)サンコービルド (仮称)文京区関口1丁目計画新築工事 SD390 D35

令和1年7月 公共 建築 愛知県 大森鉄筋工業(有) 西松建設(株) 新名古屋火力発電所総合排水処理装置取替の内土木工事 SD345 D16

令和1年7月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 仲間工業(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)前川様マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和1年7月 民間 建築 大阪府 大成ユーレック(株) (株)ＫＳ 大成ユーレック(株) (仮称)ナカノハイツＰＡＲＴ８新築工事 SD345 D19～D25

令和1年7月 公共 建築 東京都 江東区 (株)阿波設計事務所 (株)荒井鉄筋工業所  関東・塚本・テッケン建設共同企業体 江東区立香取小学校校舎改築その他改修工事 SD345～SD390 D19～D29

令和1年7月 民間 建築 大阪府 (株)ホームズ （株）TOKI設計 仁和鉄工業（株） (株)DAIJU (仮称)レジュールアッシュ淀川区宮原4新築工事 SD345～SD390 D19～D38
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令和1年7月 民間 建築 愛知県 宝交通(株) (株)KRA設計工房 (株)長木鉄筋 岩部建設(株) ファミリアーレ名駅アクシス SD345 D22

令和1年7月 民間 建築 東京都 三井不動産(株)
五洋建設(株)

(株)日立建設設計
五洋建設(株) (仮称)立飛204号棟建替工事 SD390 D25～D32

令和1年7月 公共 土木 神奈川県 NEXCO中日本 オリエンタル白石(株) 新東名柳島高架橋工事（ＣＰ5ケーソン） SD345 D38

令和1年7月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)現代綜合設計 (株)アイエス 多田建設(株) プレサンス諏訪1丁目新築工事 SD390 D19～D32

令和1年7月 民間 建築 大阪府 (株)新都計画 (株)アイエス 信和建設(株) (仮称)スプランディッド放出Ⅱ新築工事 SD390 D19～D32

令和1年7月 民間 建築 東京都 (株)佐藤秀 砧テラス SD345 D19

令和1年7月 民間 建築 神奈川県 トーセイ(株) ＪＦＥシビル(株) (株)アイコー JFEシビル(株) (仮称)相模原橋本台倉庫計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和1年7月 公共 土木 千葉県 千葉県 阿部建設(株)
社会資本総合交付金工事

(仮称土屋橋本線P5・BランプP2・CランプP3橋脚）
SD390 D35・D38

令和1年7月 民間 建築 東京都 東日本旅客鉄道(株) (株)ジェイアール東日本建築設計事務所 (株)ミルックス 清水建設(株) 赤羽線板橋駅改良・駅ビル建設(Ⅱ期工事) SD390 D29

令和1年7月 民間 建築 千葉県 ウェルコエクスプレス(株) スターツCAM(株) 新妻鋼業(株) スターツＣＡＭ(株) (仮称)東町プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D25・D29

令和1年7月 民間 建築 大阪府 第一交通産業(株) (株)アモルファス建築設計事務所 KANOCENTER(株) スナダ建設(株) (仮称)グランドパレス河内長野駅前新築工事 SD345～SD390 D25・D29・D35

令和1年7月 民間 建築 大阪府 阪大箕面コ・クリエーションハウス(株) (株)類設計室 (株)橋本組 村本建設(株) 大阪大学箕面新キャンパス学寮施設建設工事 SD345～SD390 D32・D35・D38

令和1年7月 民間 建築 大阪府
医療法人啓信会

いわき病院
(株)伊藤喜三郎建築研究所 大西工業(株) (株)藤木工務店

医療法人啓信会
いわき病院新築工事

SD345～SD390 D22・D25・D32

令和1年7月 民間 建築 兵庫県 (有)安江建鐵工業 安藤建設(株)大阪支店
ONLYONE伊丹中央2丁目

マンション新築工事
SD345～SD390 D19～D29

令和1年7月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)現代綜合設計 (株)橋本組 (株)松本組
(仮称)プレサンスロジェ北区

大淀中2丁目新築工事
SD345～SD390 D29～D35

令和1年7月 民間 建築 兵庫県 三栄源エフ・エフ・アイ(株) (株)INA新建築研究所 (株)橋本組 (株)大本組
(仮称)三栄源エフ・エフ・アイ

(株)神戸ロジ新築工事
SD345～SD390 D25～D32

令和1年7月 民間 建築 兵庫県 (株)金本鉄筋工業所 阪神相互建設(株)
大阪ダイハツ販売(株)空港物流

PDIセンター新築工事
SD345 D25

令和1年7月 民間 建築 京都府
野口計画管理(株)

神嵜浩司
新城鉄筋工業所 野口建設(株) 京都城南診療所新築工事 SD345 D25

令和1年7月 民間 建築 滋賀県 (株)類設計室 尼鉄工業(株) 要建設(株)
(仮称)日新イオン機器(株)

イノベーションセンター新築工事
SD345 D19～D25

令和1年7月 民間 建築 大阪府 東洋建設(株) 尼鉄工業(株) 東洋建設(株) (仮称)創新工業寝屋川寮新築工事 SD345 D19～D25

令和1年7月 民間 建築 京都府 (株)Ta設計舎 新城鉄筋工業所 (株)エルハウジング
公益社団法人京都柔道整復師会会館新築工事

SD345～SD390 D22～D32

令和1年7月 民間 建築 埼玉県 住友不動産(株) 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) 羽生アーカイブス第二センター SD390 D32

令和1年7月 民間 建築 大阪府 (株)竹中工務店 (株)竹中工務店 大阪電通大寝屋川実験棟 D19～D29

令和1年7月 民間 建築 大阪府 (株)竹中工務店 (株)竹中工務店 大阪電通大寝屋川新棟 D19～D29

令和1年7月 民間 建築 京都府 (株)竹中工務店 (株)竹中工務店 桃山学院昭和町キャンパス D22～D32
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令和1年7月 民間 建築 大阪府 (株)藤木組 照恵商事 D22・D25

令和1年7月 民間 建築 兵庫県 五洋建設(株) ヤンマー尼崎 D19～D29

令和1年7月 民間 建築 大阪府 (有)アーキプラン 神工建設(株) 東住吉区山坂5丁目計画新築工事 SD345～SD390 D16～D35

令和1年7月 民間 建築 大阪府 (株)サイドエンタープライズ (株)エム・エイ・エス プラハード(株)渋川寮新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和1年7月 公共 建築 福岡県 学校法人久留米大学 (株)山下設計 大和建設(株) 久留米大学特高変電所新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和1年7月 公共 建築 福岡県 八女市 三井Ｅ＆Ｓ環境エンジニアリング(株) 三井Ｅ＆Ｓ環境エンジニアリング(株)  八女中部衛生施設事務組合汚泥再生処理センター整備工事 SD345 D19～D25

令和1年7月 民間 建築 広島県 五洋建設(株)中国支店
(仮称)もみじ本陣代替

工事
SD295～SD345 D22・D25

令和1年7月 民間 建築 山口県 ウエストリバー  トクヤマ東3号発電整備建設工事 SD345～SD390 D19～D32

令和1年7月 民間 建築 岩手県 (有)S&A建築事務所 (株)西原鉄建工業 (株)伊藤組 (仮称)セリア花巻桜木町店新築工事 SD345 D19・D22

令和1年7月 民間 建築 愛知県 (株)プレサンスコーポレーション (株)立田設計 愛知スチール(株) 大豊建設(株) (仮称)プレサンス竹橋町(2408)新築工事 SD345 D22・D25

令和1年7月 民間 建築 東京都 (合)M&HDevelopment (有)アル・アーキテクチャ 栄鉄筋工業(株) 神興建設(株) 北青山３丁目 SD345 D19～D25

令和1年7月 民間 建築 大阪府 (株)アーキテック 開誠工業(株) (株)DAIJU (仮称)レジュール都島本通新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和1年6月 民間 建築 大阪府 (株)ユーデーコンサルタンツ (株)ＫＳ (株)イチケン (仮称)吹田市藤白台１丁目計画 SD345～SD390 D22～D29

令和1年6月 民間 建築 大阪府 (株)松尾建築設計事務所 (株)池内工業 上汐5丁目マンション SD345～SD390 D19～D35

令和1年6月 民間 建築 兵庫県 (株)栄工業 (株)柄谷工務店 ななつまつナーサリー新築工事 SD345 D19・D22

令和1年6月 民間 建築 兵庫県 (株)都市建 (株)ＫＳ 大豊建設(株) (仮称)西宮市樋ノ口町プロジェクト SD345～SD490 D19～D35

令和1年6月 民間 建築 東京都 (株)リンク・トラスト (株)エヌ・エー・エフアーキテクツ (株)リンクトラスト 山王3丁目計画新築工事 SD345 D19～D25

令和1年6月 民間 建築 愛知県 日本製鉄(株) ツルタ工業(株) 鹿島建設(株) 日本製鉄3コークス炉 SD390 D29・D32

令和1年6月 民間 建築 大阪府 (株)ユマ設計 (株)石見鉄筋工作所 京都市伏見区竹田三ツ杭町 SD345 D19～D25

令和1年6月 民間 建築 京都府 (株)内藤建築事務所 (株)城東鉄筋 公成建設(株) 宇治田原町新庁舎建設工事 SD345～SD390 D19～D32

令和1年6月 民間 建築 滋賀県 (株)石見鉄筋工作所 昭和インク滋賀 SD345 D19～D25

令和1年6月 民間 建築 大阪府 (株)大阪ホーム (有)和央建築設計事務所 (株)平成鉄建 (株)大阪ホーム 平野西3丁目計画 SD390 D22・D29

令和1年6月 民間 建築 京都府 東急不動産(株) (株)礎 兼松工業(株) 北和建設(株) (仮称)京都市左京区高野泉町PJ SD345 D22・D25

令和1年6月 民間 建築 京都府 (株)グランレブリー (株)成幸不動産一級建築士事務所 石井工業(株) (株)グランレブリー (仮称)久世中久世町5丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和1年6月 民間 建築 大阪府 独立行政法人都市再生機構
(株)遠藤剛生建築設計事務所

独立行政法人都市再生機構西日本工事事務所
石井工業(株) 青木あすなろ建設(株) 30-千里竹見台団地南区域先工区建築その他工事 SD345～SD390 D19～D35
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令和1年6月 民間 建築 愛知県 (株)フージャースコーポレーション 柴山コンサルタント(株) (株)スギウラ鉄筋 岩部建設(株) ディオヒルズ大府 SD345～SD390 D19～D35

令和1年6月 民間 建築 大阪府 (株)岩崎設計 (株)太平社 中村建設(株) (仮称)豊里５丁目マンション新築工事 SD345～SD490 D19～D35

令和1年6月 民間 建築 京都府 (有)ベルメゾン千里 松上アトリエ KANOCENTER(株) (株)安田建設工業 (仮称)京都市上京区ビル新築工事 SD345 D19～D25

令和1年6月 民間 建築 大阪府 (株)フクダ不動産 佐山鉄筋工業(株) (株)ナカノフドー建設 大阪市天王寺区東高津 SD345～SD390 D19～D29

令和1年6月 公共 建築 高知県 安田町 清水建設・若竹まちづくり研究所JV (株)北岡工務店 清水建設(株) 安田町新庁舎建設事業 SD345～SD390 D19～D29

令和1年6月 民間 建築 東京都 生活協同組合コープみらい (株)INA新建築研究所 (株)オリエント技研 日本国土開発(株) コープデリ町屋センター SD345～SD390 D19～D32

令和1年6月 民間 建築 京都府 (株)アーバントーク (株)ＫＳ 花谷建設(株) 三星商事(株)京都新営業所新築工事 SD345 D19

令和1年6月 民間 建築 京都府 藤田和也 (株)SAGANE設計 (有)松木鉄筋工業 (株)藤田 プランドール西院 SD345 D19・D25

令和1年6月 民間 建築 兵庫県 (株)林田組 栗本建設工業(株) ＡＡＡ西宮新築工事 SD345 D19

令和1年6月 民間 建築 大阪府 (株)インザライフ (株)礎 (有)安江建鐵工業 (株)大畑組 (仮称)大阪市天王寺区国分町新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和1年6月 民間 建築 高知県 医療法人高田会高知記念病院
(有)今橋建築設計事務所・依光建築設計事務所

JV
(有)川崎鉄筋 大旺新洋(株) 高知記念病院別館増築工事 SD345 D19・D25

令和1年6月 民間 建築 岡山県 (株)穴吹工務店 (株)穴吹工務店 サーパス倉敷駅西レジデンス新築工事 D19・D29

令和1年6月 民間 建築 岡山県 (株)竹中工務店 岡山杜の街づくりプロジェクトＢ棟 D19・D29

令和1年6月 民間 建築 岡山県 (有)竹光建設工業 (株)ニッペコ岡山工場第4製造棟新築工事 D19

令和1年6月 民間 建築 高知県 和建設(株) 和建設(株) (株)北岡工務店 和建設(株) ビ・ウェル本町新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和1年6月 民間 建築 大阪府 (株)山田綜合設計 (株)城東鉄筋 (株)大翔 長堂２丁目ワンルームマンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和1年6月 民間 建築 大阪府 (株)三木組 四季設計一級建築士事務所 (株)石橋鉄筋 栗本建設工業(株) (仮称)三国本町３丁目ＰＪ新築工事 SD345～SD390 D22～D29

令和1年6月 民間 建築 大阪府 (株)日企設計 (株)スギウラ鉄筋 (株)DAIJU (仮称)東淀川区淡路2丁目A棟新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和1年6月 民間 建築 大阪府 (株)TOKI設計 (株)生野鉄工業 (株)リアライズ (仮称)リアライズ足代新町新築工事 SD390 D19～D35

令和1年6月 民間 建築 神奈川県 (株)安池建設工業 鎌倉山三丁目住宅新築工事 SD345 D25

令和1年6月 民間 建築 東京都 (株)佐藤秀 Ｋプロジェクト新築工事 SD345 D19～D25

令和1年6月 民間 建築 神奈川県 (株)トーシンパートナーズ (株)エアリアル (株)福田組 (仮称)川崎区東田町プロジェクト SD345～SD490 D19～D41

令和1年6月 民間 建築 東京都 野村不動産(株) 五洋建設(株) 共英産業(株) 五洋建設(株)東京建築支店 (仮称)Landport東雲新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和1年6月 民間 建築 大阪府 北興産(株)
(株)オーク設計
鹿島建設(株)

鹿島建設(株) (仮称)ノルデンタワー江坂新築工事 SD390 D38

令和1年6月 民間 建築 京都府 京香食品(株) (株)エヌディシィ建築設計事務所 (株)橋本組 村本建設(株) (仮称)木津川工場建設工事 SD345 D19～D25



令和4年6月現在

着工日
(平成○年○月)

工事種類
(公共・民間)

工事種別
(建築・土木)

工事場所
(都道府県)

発注者 設計監理者 鉄筋業者 受注者 工事名称 鋼種  鋼径(呼び名)

　　ＣＢ工法施工実績表

令和1年6月 民間 建築 滋賀県 森川守 生和コーポレーション(株) 橋本鋼材(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)森川ビル新築工事 SD345 D19・D25

令和1年6月 民間 建築 滋賀県
(株)秋村組

一級建築士事務所
新城鉄筋工業所 (有)秋月組 RainbowCityRECⅡ・Ⅲ新築工事 SD345 D19・D22

令和1年6月 民間 建築 大阪府 尼鉄工業(株) まこと建設(株) (仮称)上町1計画新築工事 SD345～SD390 D22～D29

令和1年6月 民間 建築 大阪府 尼鉄工業(株) まこと建設(株) (仮称)上本町西3計画新築工事 SD390 D29

令和1年6月 民間 建築 京都府
関電不動産開発(株)

住宅事業本部
(株)長谷工コーポレーション
大阪エンジニアリング事業部

正栄工業(株) (株)長谷工コーポレーション (仮称)嵯峨天龍寺計画 SD345 D19～D25

令和1年6月 民間 建築 大阪府 (株)資生堂 清水建設(株) 正栄工業(株) 清水建設(株) (仮称)彩都東部地区新拠点建設プロジェクト SD345～SD390 D22～D29

令和1年6月 民間 建築 奈良県 カトラン(株) 北井建築設計事務所 尼鉄工業(株)
(株)アフェクションウォーク

(有)國島工務店
王寺町有料老人ホーム新築工事 SD345 D19～D25

令和1年6月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (有)Cube設計事務所 (株)金本鉄筋工業所 (株)三木組 (仮称)プレサンス浪速区塩草2丁目新築工事 SD345～SD490 D29～D35

令和1年6月 民間 建築 京都府 (株)Mac建築デザイン研究所 (株)サンワイインテック (株)下岡建設 ハウスエバーグリーン宇治新築工事 SD345 D19・D22

令和1年6月 民間 建築 大阪府 (株)NTT西日本アセットプランニング (株)掛谷工務店 大東鋼材(株) (株)掛谷工務店 (仮称)吹田市長野東商業施設新築工事 SD345 D22・D25

令和1年6月 民間 建築 岡山県
コーエイテック(株)

代表取締役岡本浩志
(株)藤木工務店倉敷支店設計課 (株)林圧接 (株)藤木工務店 コーエイテック(株)新棟新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和1年6月 民間 建築 岡山県 上稲荷妙教寺 (株)フォルム設計 (有)堀鉄筋工業 (株)荒木組 上霊廟新築工事 SD345 D19～D25

令和1年6月 公共 建築 岡山県 倉敷市長 伊東香織 (株)東京設計 (株)モリタビルド (株)鈴木組 水島下水処理場汚泥処理棟耐震補強工事 SD345 D19～D25

令和1年6月 民間 建築 京都府 (仮称)イオンタウン京都山科新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和1年6月 民間 建築 兵庫県 (株)現代綜合設計 神工建設(株) (仮称)北長狭通5丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和1年6月 民間 建築 広島県 ミムラスチール (株)大林組 海田発電所新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和1年6月 民間 建築 岩手県 (有)S&A建築事務所 (株)西原鉄建工業 (株)伊藤組 (仮称)ユニバース花巻桜木町店新築工事 SD345 D19

令和1年6月 公共 建築 愛媛県 日本赤十字社 (株)日建設計 大成建設(株) 松山赤十字病院病院等新築工事 SD390 D19～D29

令和1年6月 民間 建築 茨城県 (株)スクロール (株)フジタ 栄鉄筋工業(株) (株)フジタ スクロールつくば SD345～SD390 D19～D35

令和1年6月 民間 建築 北海道 公益財団法人鉄道弘済会 清水建設(株) (株)サンケイ工業 清水建設(株) 札鉄道弘済ビル SD345～SD390 D25

令和1年6月 民間 建築 愛媛県 (株)和田コーポレーション 戸田建設(株) ロイヤルガーデンシティー高砂町新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和1年6月 公共 建築 香川県 高松市 日栄建設(株) 高松市第二給食センター SD345 D22・D25

令和1年5月 民間 建築 大阪府 (株)下鉄 メイプルホール桜塚 SD345 D19

令和1年5月 公共 建築 東京都 葛飾区 (株)石本建築事務所 (株)宏進 金子・田辺・佐藤建設共同企業体 葛飾区立小松中学校建築工事 SD345 D22・D25

令和1年5月 民間 建築 京都府 (株)東洋設計事務所 (株)ＫＳ (株)厳建設 (仮称)下鱗形町ホテル計画 SD345 D19・D25
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　　ＣＢ工法施工実績表

令和1年5月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)アイ・エー・オー田中設計 小笹鉄筋(株) シード平和(株) (仮称)プレサンス浪速区下寺３丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和1年5月 民間 建築 大阪府 大阪スバル(株) (株)宮島設計 小笹鉄筋(株) パナソニックホームズ(株) 大阪スバル(株)箕面店新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和1年5月 民間 建築 大阪府 山下鉄筋工業(株) エルディ(株) レグルス緑橋新築工事 SD345～SD390 D25・D29

令和1年5月 民間 建築 岐阜県 小林薬品工業(株) ツルタ工業(株) 鹿島建設(株) 小林薬品工業 SD345～SD390 D19・D25・D35

令和1年5月 民間 建築 沖縄県 (株)南西エステート (株)南西エステート 仲程鉄筋工業 (株)東江建設 プレミアムコート知花新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和1年5月 民間 建築 大阪府 (株)二井清治建築研究所 吉岡工業(株) 松井建設(株) 児童養護施設高津学園本館建替工事及び新館新築工事 SD345～SD390 D19～D25

令和1年5月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 橋本鋼材(株) K2R様マンション SD345～SD390 D19～D35

令和1年5月 民間 建築 愛知県 豊田合成(株) (株)伊藤工務店 (株)スギウラ鉄筋 (株)伊藤工務店 (仮称)豊田合成新アリ－ナ建設工事 SD345～SD390 D19～D29

令和1年5月 民間 建築 岡山県 (有)竹光建設工業 旭メンテナンス(株)倉益倉庫新築工事 D19

令和1年5月 民間 建築 岡山県 岡本鉄建工業(株)
山陽放送(株)ＲＳＫイノベイティブ・メディアセンター

発電機棟新築工事
D22

令和1年5月 民間 建築 大阪府 (株)茜建築設計事務所 築地鉄筋工業 橋本建設(株) 吹田市立認定こども園吹田南幼稚園建設工事 SD345 D25

令和1年5月 民間 建築 京都府 学校法人同志社 (株)類設計室 石井工業(株) 吉村建設工業(株) 同支社女子大学京田辺新寮(仮称)新築工事 SD345 D19～D25

令和1年5月 民間 建築 京都府 (株)村田製作所 戸田建設(株) (株)石見鉄筋工作所 戸田建設(株) 村田製作所W3棟 SD345 D19～D25

令和1年5月 民間 建築 京都府 久保村満知子 (株)シティーコンダクト 石井工業(株) (株)シティーコンダクト (仮称)PLAZA京都五条新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和1年5月 民間 建築 大阪府 (株)DOORDO (株)TAC建築設計事務所 (有)松木鉄筋工業 (株)DOORDO 大今里2丁目PJ SD345～SD390 D19～D35

令和1年5月 民間 建築 京都府 大成ユーレック(株) (株)ＫＳ 大成ユーレック(株) (仮称)京都駅南計画 SD345 D19・D22

令和1年5月 民間 建築 京都府 宗忠神社宮司黒住忠親 (株)MORIデザイン建築事務所 KANOCENTER(株) (株)大本組 (仮称)京都神楽寺宗忠神社祖霊殿新築工事 SD345 D19～D25

令和1年5月 民間 建築 愛知県 (株)フジケン (株)岡田建築計画事務所 (株)釜鉄筋工業 岩部建設(株) リコット明大寺中道 SD490 D35

令和1年5月 民間 建築 大阪府 エヌ・エー・エフアーキテクツ (株)スギウラ鉄筋 野村建設工業(株) (仮称)道頓堀２丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和1年5月 民間 建築 愛知県 ICA(株) 積水ハウス(株) (株)石橋鉄筋 積水ハウス(株) 車道駅前計画 SD390 D35

令和1年5月 民間 建築 大阪府 (株)日企設計 (株)中鉄 (株)DAIJU (仮称)東淀川区淡路2丁目B棟新築工事 SD345～SD390 D19～D35

令和1年5月 民間 建築 東京都 日本国土開発(株) 日本国土開発(株) 日本国土開発・新井組JV (仮称)みどりの寮新築工事 SD390 D25～D38

令和1年5月 公共 土木 神奈川県 NEXCO中日本 オリエンタル白石(株) 新東名柳島高架橋工事（ＣＰ4ケーソン） SD390 D41

令和1年5月 公共 土木 静岡県 NEXCO中日本 (株)竹中土木名古屋支店 東名高速道路東名静岡東スマートインターチェンジ工事 SD345 D13・D25・D29

令和1年5月 民間 建築 奈良県 (株)MONOCOM一級建築士事務所 (株)生野鉄工業 (株)アクト 奈良市西大寺北町1丁目マンション新築工事 SD390 D19～D29
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令和1年5月 公共 土木 東京都 東京都 ジーアンドエスエンジニアリング(株) 空堀川東芝中橋新中砂橋 SD345 D19

令和1年5月 公共 建築 千葉県 千葉県 飛島・岩田地崎・ケイハイJV ちば野菊の里浄水場（第２期）高度浄水処理施設築造工事 SD345 D19

令和1年5月 民間 建築 神奈川県 日本ホテル(株) 鉄建建設(株) 鉄建建設(株) (仮称)鎌倉ホテル新築工事 SD345 D22・D25

令和1年5月 民間 建築 大阪府 (株)日成アドバンス 鳴戸元基 (株)ユハラ (仮称)大阪市浪速区日本橋東1丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D29

令和1年5月 民間 建築 大阪府 (有)デルフィ (株)橋本組 日本建設(株) (仮称)WelinaHotel道頓堀アネックス新築工事 SD345～SD390 D22～D32

令和1年5月 民間 建築 京都府 医療法人社団石鎚会 (株)THINK建築設計事務所 (株)橋本組 村本建設(株) 田辺中央病院新館新築工事 SD345～SD390 D22～D29

令和1年5月 民間 建築 兵庫県 三井不動産レジデンシャル(株) 矢作建設工業(株) 橋本鋼材(株) 矢作建設工業(株) 神戸市東灘区御影2丁目計画 SD345～SD390 D22～D29

令和1年5月 民間 建築 大阪府 (株)国分建築設計事務所 (株)川田精鋼 (株)太陽建設
(仮称)大阪市西淀川区

野里2丁目計画新築工事
SD345～SD390 D19～D29

令和1年5月 民間 建築 大阪府 栗本建設工業(株)一級建築士事務所 仁和鉄工業(株) 栗本建設工業(株) (仮称)生野区鶴橋2丁目計画 SD345～SD390 D22～D29

令和1年5月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 仁和鉄工業(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)京口町PJ新築工事 SD345～SD390 D22～D29

令和1年5月 民間 建築 大阪府 (株)藤木工務店一級建築士事務所 大西工業(株) (株)藤木工務店 日研工作所テクニカルセンター新築工事 SD345 D19～D25

令和1年5月 民間 建築 大阪府  社会法人日光会理事長中山亨一良 (株)US設計 橋本鋼材(株) (株)天満工務店 (仮称)ニコニコ保育園ふたば新築工事 SD345 D22・D25

令和1年5月 民間 建築 大阪府
(株)吉村建築事務所

(株)魚谷繁礼建築研究所
村田鉄筋(株) 北和建設(株) (仮称)大阪材木町ホテル SD345 D19～D25

令和1年5月 民間 建築 岡山県
一般社団法人岡山県歯科医師会

会長酒井昭則
蜂谷工業(株) (株)林圧接 蜂谷工業(株) 岡山県歯科医師新会館建設工事 SD345～SD390 D19～D32

令和1年5月 民間 建築 岡山県 (株)上組 五洋建設(株) (株)モリタビルド 五洋建設(株) (株)上組玉島ハーバーアイランド物流センター新築工事 SD345～SD390 D22～D32

令和1年5月 民間 建築 岡山県 (株)ARROWS アルファプラス(株) (株)林圧接 アルファプラス(株) 昭和町マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和1年5月 民間 建築 岡山県 島本商事(株) (株)メガクリエイト (有)カタヤマネオファーム 五光建設(株) (仮称)ＮＩＫＫＯ十日市店新築工事 SD345～SD390 D22・D29

令和1年5月 民間 建築 大阪府 阪本設計室一級建築時事務所 (株)トータル (仮称)守口市日向町マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

令和1年5月 民間 建築 東京都 東日本旅客鉄道(株) (株)ジェイアール東日本建築設計事務所 東鉄工業(株) 千駄ヶ谷駅改良その2(第二乗降場上家新築)その他工事 SD345 D22・D25

令和1年5月 公共 建築 東京都 東京都知事 東京都東部住宅建設事務所 丸辰工業(株) 新日本建設(株)  都営住宅28H-106東（江東区豊洲四丁目・江東区施設）工事その2 SD390 D32

令和1年5月 公共 建築 茨城県 つくば市 (株)大平組 株木・三共・パルつくばJV （仮称）新谷田部学校給食センター建設工事 SD345 D22・D25

平成31年4月 民間 建築 東京都 山廣建設(株) (仮称)アーバハイツ墨田4丁目 SD390 D35

平成31年4月 民間 建築 京都府 (株)プレサンスコーポレーション (株)礎 石井工業(株) シード平和(株) (仮称)プレサンス東九条西明田町新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成31年4月 民間 建築 福井県 (株)和晃建装 (有)成瀬鉄筋 (株)和晃建装 ゲンキー口田縄店新築工事 SD345 D25

平成31年4月 民間 建築 岡山県 清水建設(株) 山陽放送(株)ＲＳＫイノベイティブ・メディアセンター本館新築工事 D22・D29
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平成31年4月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション スナダ建設(株) (株)ＫＳ スナダ建設(株) (仮称)プレサンス東三国１丁目ＰＪ新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成31年4月 公共 土木 新潟県 前田・佐藤・協和・小野JV
大石排水区大石2号貯留管下水工事

（＝新潟大石シールド工事PCBOX開口塞ぎ）
SD345 D16

平成31年4月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) KANOCENTER(株) Dharmas扇町 SD345～SD390 D19～D32

平成31年4月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) KANOCENTER(株) 阿部野区文の里 SD345～SD390 D19～D29

平成31年4月 民間 建築 大阪府 (株)ティーエムエッチ 永和興業(株) (株)アトラス (仮称)立売堀カプセルホテル新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成31年4月 民間 建築 大阪府 サンヨーホームズ(株) (株)プレジオ (有)松木鉄筋工業 (株)プレジオ (仮称)大阪市北区同心町2丁目PJ SD345～SD390 D19～D38

平成31年4月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 橋本鋼材(株) 新今里2丁目計画 SD345～SD390 D19～D35

平成31年4月 民間 建築 大阪府 KANOCENTER(株) 城東テクノ SD345～SD390 D19～D29

平成31年4月 民間 建築 大阪府 矢野鉄筋工業(株) (株)昇和北港リサイクルセンター SD345～SD390 D19～D29

平成31年4月 公共 土木 大阪府 箕面市 箕面市 (株)辻本建設 (株)大林組 北大阪急行線延伸工事 SD345～SD390 D19～D32

平成31年4月 民間 建築 兵庫県 (株)日建設計 (株)竹中工務店 (仮称)姫路市文化コンベンションセンター等新築工事 SD345 D19～D25

平成31年4月 民間 建築 兵庫県 (株)アービング (株)タクトプラン建築事務所大阪 (有)安江建鐵工業 スナダ建設(株) (仮称)西宮市甲子園口6丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成31年4月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (有)T.G.T楷建築事務所 (株)ＫＳ (株)吉川工務店 (仮称)エスリード東成区玉津１丁目新築工事 SD345～SD390 D16～D32

平成31年4月 民間 建築 京都府 奥西敏代 山口泰弘 石井工業(株) 人見建設(株) (仮称)枚方新町共同住宅新築工事 SD345 D19～D25

平成31年4月 民間 建築 愛知県 アイシン開発(株) 岡田建築計画 石地工業 (株)奥村組 アイシン刈谷マンション新築工事 SD345～SD490 D19～D41

平成31年4月 民間 建築 岡山県 岡本鉄建工業(株) 高橋食品工業ビジネスホテル新築工事 D22・D29

平成31年4月 民間 建築 大阪府 (株)レオン都市開発 (株)FKOアーキデザイン 小笹鉄筋(株) (株)紙谷工務店 (仮称)レオンコンフォ―ト西天満三丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成31年4月 民間 建築 京都府 (株)さとうフレシュフロンティア (株)日匠設計 (有)松木鉄筋工業 (株)山陰土建 ミニフレッシュ三和 SD345 D25

平成31年4月 公共 建築 山口県 (株)坂本工業 (仮称)長門総合病院改築工事(ＣＢ) D25

平成31年4月 民間 建築 高知県 (株)コウショクホールディングス アトリエ・kuuDESIGN(株) (有)三橋組 (株)岸之上工務店 高知食糧(株)たまごＧＰセンター新築工事 SD345 D22・D25

平成31年4月 民間 建築 奈良県 (株)プレサンスコーポレーション (株)現代綜合設計 (株)金沢組 (株)イチケン (仮称)プレサンスロジェ橿原神宮前新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成31年4月 民間 建築 和歌山県 MSB(株) 三洋マリン建設(株) (株)淺川組 (仮称)MSB(株)和歌山雑賀崎第二倉庫倉庫新築工事 SD390 D29

平成31年4月 公共 土木 富山県 竹沢建設(株) 庄川・三谷護岸災害復旧その2工事 SD345 D29

平成31年4月 公共 建築 群馬県 (株)鳥屋銅鐵店 清水・小林・タルヤＪＶ 群馬コンベンション施設会議・展示施設建築工事 SD345～SD390 D25・D29

平成31年4月 民間 建築 大阪府 大阪市高速電気軌道(株) (株)福嶋洋一建築研究所 小笹鉄筋(株) シード平和(株) (仮称)大阪南森町ＰＪ計画新築工事 SD345～SD390 D19～D32
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平成31年4月 民間 建築 京都府 (株)思文閣 (株)山庄 青木鉄筋(株) (株)山庄 思文閣様嵯峨野の家 SD345 D22

平成31年4月 民間 建築 岡山市 (有)カタヤマネオファーム (仮称)ビジネスホテル岡山新築工事 D19～D29

平成31年4月 民間 建築 大阪府 社会福祉法人松稲会 中尾綜合建築設計事務所 KANOCENTER(株) ツボイビルテックス(株) マザーシップ上新庄保育園新築工事 SD345 D22・D25

平成31年4月 民間 建築 大阪府 アコ－ディアゴルフアセット合同会社 (株)新井組 (株)又野鋼業 (株)新井組 岬カントリ－クラブ建替え工事 SD345 D19～D25

平成31年4月 民間 建築 福井県 (有)成瀬鉄筋 (株)藤本建設 ＪＡ若狭 SD345 D22

平成31年4月 民間 建築 高知県 高知太平洋鉱業(株) (株)井上建築設計工場 (有)テツ 入交建設(株) 高知太平洋鉱業石灰石安定供給対策工事 SD345～SD390 D19～D25

平成31年4月 民間 建築 岐阜県 金神鋼業(株) 清水建設(株) (株)アマタ゛ホールテ゛ィンク゛ス土岐事業所拡張工事 SD345～SD390 D25・D29

平成31年4月 民間 建築 京都府 (株)山田綜合設計 (株)城東鉄筋 (株)安藤・間 医療法人淳宰晃会宮崎神経科嵯峨病院建替計画 SD345 D16～D25

平成31年4月 民間 建築 東京都 公益財団法人鉄道総合技術研究所 東急建設(株) 鉄道総研実験棟 SD345 D25

平成31年4月 公共 建築 大阪府 東大阪商工会議所 (株)梓設計 戸田建設(株) 東大阪市商工会議所会館新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成31年4月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)日企設計 (株)中鉄 南海辰村建設(株) プレサンスロジェ江坂垂水町新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成31年4月 民間 建築 大阪府 住吉幹夫 (有)ディグ建築工房 (株)スギウラ鉄筋 栗本建設工業(株) (仮称)高石市取石サービス付き高齢者住宅PJ SD345 D19～D25

平成31年4月 民間 建築 千葉県 (株)エヌ・ティ・ティ・ロジスコ 戸田建設(株) 戸田建設(株) (仮称)千葉物流センターE棟新築工事 SD390 D25～D35

平成31年4月 民間 建築 東京都 JR東日本 (株)三菱地所設計 鹿島建設(株) 東京駅鍜治橋ビル新設工事 SD390 D29

平成31年4月 民間 建築 大阪府 (株)鳥治食品 (有)瓜生興業 三和建設(株) (株)鳥治食品豊中本社工場新築工事 SD345 D22・D25

平成31年4月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)生野鉄工業 (株)吉川工務店 プレサンス西淀川区花川1丁目計画 SD390 D19～D32

平成31年4月 民間 建築 京都府 (有)瓜生興業 不二建設(株) 清水五条ホテル計画 SD390 D25・D29

平成31年4月 民間 建築 東京都 (学)東京朝鮮学園 (株)RIN建築設計事務所 梶原鉄筋工業(株) 丹勢建設(株) 東京朝鮮第三初級学校新築工事 SD345 D22

平成31年4月 民間 建築 東京都 (公財)鉄道総合技術研究所 ＪＲ東海コンサルタンツ(株) 東急建設(株) 鉄道総研実験棟 SD345 D25

平成31年4月 民間 建築 大阪府 KANOCENTER(株) ST曽根崎ビル SD345～SD390 D25・D32・D35

平成31年4月 民間 建築 京都府 宗教法人浄教寺/(株)京分堂 (株)熊谷組 新城鉄筋工業所 (株)熊谷組 京都市下京区貞安前之町ホテル計画 SD345～SD390 D22～D32

平成31年4月 民間 建築 大阪府 (株)掛谷工務店 (株)掛谷工務店 (株)掛谷工務店 (仮称)高槻・芥川マンション新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成31年4月 民間 建築 大阪府 (株)川田精鋼 東洋建設(株) 天保山ビジネスホテル SD345～SD390 D19・D29

平成31年4月 民間 建築 大阪府 日通不動産(株) (株)金本鉄筋工業所 小原建設(株)大阪支店 日本通運(株)関西重機建設支店事務所増築工事 SD345 D19・D22

平成31年4月 民間 建築 大阪府 エビス自転車(株) 生和コーポレーション(株) (株)小泉組 生和コーポレーション(株) (仮称)エビス自転車(株)様マンション新築工事 SD345～SD390 D25～D32
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平成31年4月 民間 建築 京都府 (株)ゆう建築設計 (株)宮下鉄筋 大東建託(株) 社会医療法人社団正峰会西舞鶴医療・介護複合施設新築工事 SD345～SD390 D22・D29・D32

平成31年4月 公共 建築 京都府 まこと工業(株) (株)イノウエ工務店 長岡第六小学校給食室棟建設工事 SD390 D29

平成31年4月 民間 建築 兵庫県 日本エスリード(株) 寺崎建設(株) (仮称)尼崎市東難波町5丁目計画 SD345～SD390 D29・D32・D35

平成31年4月 民間 建築 大阪府 (株)松尾建築設計事務所 (株)ユハラ 阿倍野区天王寺町南3丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19・D22・D32

平成31年4月 民間 建築 大阪府 鶴屋(株) 生和コーポレーション(株) 橋本鋼材(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)エスケーワイアセットプランニング様マンション新築工事 SD345～SD390 D25～D35

平成31年4月 民間 建築 大阪府
(株)中井商事

代表取締役中井 子
生和コーポレーション(株) 橋本鋼材(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)中井商事様マンション新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成31年4月 民間 建築 大阪府 橋本鋼材(株) (株)中道組 大阪府福祉関連情報発信・コミュニケーション支援拠点(仮称)新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成31年4月 公共 建築 岡山県 岡山市長大森雅夫 (株)ユー・ディ・ディ設計 (有)カタヤマネオファーム (株)重藤組(株)河野組ＪＶ  岡山市立宇野幼稚園保育園園舎増築工事 SD345 D19～D25

平成31年4月 民間 建築 奈良県 (株)礎 (株)淺沼組 高畑町裁判所跡地 D19～D29

平成31年4月 民間 建築 大阪府 ニッスイ・エンジニアリング(株) ニッスイ・エンジニアリング(株) 日水物流大阪舞洲物流 D19～D38

平成31年4月 民間 建築 大阪府 (株)竹中工務店 心斎橋地下通路 D19～D32

平成31年4月 民間 建築 広島県 村本建設(株) 安古市社宅改築工事 SD295～SD345 D22～D25

平成31年4月 民間 建築 岩手県 (株)伊藤組 (株)伊藤組 (株)西原鉄建工業 (株)伊藤組 (株)伊藤組中２階増設工事 SD345 D19・D22

平成31年4月 民間 建築 愛知県 (株)トーシンホールディングス (株)加藤設計 愛知スチール(株) 中村工業(株) さくらHillsNISHIKI新築工事 SD345～SD390 D22・D32

平成31年4月 民間 建築 徳島県 阿南スーパーホテル プロセスデザイン 鳳建設(株) 阿南スーパーホテル SD390 D19～D35

平成31年4月 民間 建築 徳島県 穴吹興産(株) 宮建築設計事務所(株) 大末建設(株) アルファーステイツ中吉野Ⅱ SD390 D19～D35

平成31年4月 公共 建築 鹿児島県 鹿児島県知事三反園訓 (株)武田建築事務所 (有)下木原鉄筋工業 新生・上山特定建設工事共同企業体 鹿児島南高校校舎改築（１期）工事（建築１工区、債務） SD345 D19・D22

平成31年4月 民間 建築 兵庫県 (株)林田組 栗本建設工業(株) (仮称)神戸市兵庫区福原町計画新築工事 SD345～SD490 D19～D38

平成31年4月 民間 建築 愛知県 金神鋼業(株) 清水建設(株) アマダ土岐 SD345～SD390 D25・D29

平成31年4月 民間 建築 愛知県 ツルタ工業(株) 鹿島建設(株) 伏見ビル SD345 D19

平成31年4月 民間 建築 愛知県 なかてつ (株)麦島建設 猪飼マンション SD345 D25

平成31年3月 民間 建築 愛知県 近鉄不動産(株) (株)三輪設計 (株)スギウラ鉄筋 (株)長瀬組 一宮新生PJ SD345～SD390 D19～D35

平成31年3月 民間 建築 高知県 高知南福祉会 界設計室 (有)三橋組 (株)岸之上工務店 横浜保育園新築工事 SD345～SD390 D19～D25

平成31年3月 民間 建築 大阪府 第一交通産業(株) 不二建設(株) (株)金本鉄筋工業 不二建設(株) (仮称)高石市千代田2丁目マンション SD345～SD390 D19～D32

平成31年3月 民間 建築 愛知県 学校法人名城大学 (株)日本設計 大森鉄筋工業(有) (株)熊谷組 名城大学 SD345～SD390 D19～D29
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平成31年3月 民間 建築 大阪府 野村建設工業(株) 田村工業(株) 博労町三丁目ホテル SD345～SD390 D22～D35

平成31年3月 民間 建築 京都府 山下鉄筋工業(株) エルディ(株) 京都・南区東九条ＢＨプロジェクト新築工事 SD345 D25

平成31年3月 民間 建築 兵庫県 東洋建設(株) (株)池内工業 新阪神DDＣ SD345～SD390 D19～D32

平成31年3月 公共 土木 新潟県 山田工業(株) 鹿島・西松・福田JV 信越線新潟駅付近高架化笹口工区西 SD390 D38

平成31年3月 民間 建築 石川県 (株)プレサンスコーポレーション 村中建設(株) (株)新保鉄筋工業 村中建設(株) (仮称)プロサンスロジェ金沢市下柿木畠新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成31年3月 民間 建築 三重県 富士フィルム和光純薬(株) 大森鉄筋工業(有) (株)大林組 富士フイルム和光純薬第二製剤棟建設計画 SD345 D22

平成31年3月 民間 建築 愛知県 名古屋鉄道(株) ツルタ工業(株) 鹿島建設(株) 名駅一丁目計画 SD345～SD390 D19・D38・D41

平成31年3月 民間 建築 兵庫県 生和コーポレーション(株) (株)林田組 生和コーポレーション(株) (仮称)瑞興様マンション新宅工事 SD345 D19～D25

平成31年3月 民間 建築 石川県 (株)青山 オルガノ(株) (株)北陸環境ｻｰﾋﾞｽ新処分場浸出水処理設備工事 SD345 D16・D19

平成31年3月 民間 建築 大阪府 (株)ジャクエツ環境事業一級建築士事務所 吉岡工業(株) TSUCHIYA(株) 徳庵愛知幼稚園改築工事 SD345～SD390 D19～D25

平成31年3月 公共 建築 福井県 タクマ・田中・坂川・北信・キハラＪＶ (株)タクマ (株)一鐵 タクマ・田中・坂川・北信・キハラＪＶ 南越清掃組合新ごみ処理施設整備・運営事業建設工事 SD345 D22・D25

平成31年3月 民間 建築 大阪府 ケイズ建築設計事務所 (株)ＫＳ 花谷建設(株) (仮称)住之江区南加賀屋３丁目計画 SD345～SD390 D19～D29

平成31年3月 民間 建築 兵庫県 生和コーポレーション(株) (株)林田組 生和コーポレーション(株) (仮称)岡田様マンション新築工事 SD345～SD490 D19～D35

平成31年3月 民間 建築 兵庫県 (株)プレサンスコーポレーション (株)瀬戸本淳建築研究所 吉岡工業(株) 大豊建設(株) (仮称)プレサンスロジェ明石大蔵海岸新築工事 SD345～SD390 D22～D32

平成31年3月 民間 建築 京都府 (株)ニッシン
(有)イワイサキ建築事務所
タケモト建築設計事務所

石井工業(株) 和晃住建(株) (株)ニッシンデンタルマテリアルFC倉庫併用事務所新築工事 SD345 D22

平成31年3月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 橋本鋼材(株) 千里駅前PJ SD345～SD390 D19～D32

平成31年3月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 橋本鋼材(株) 浪速区久保吉1丁目 SD345～SD390 D19～D35

平成31年3月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 仲間工業(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)阿倍野区播磨町１丁目プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成31年3月 民間 建築 神奈川県 社会福祉法人長井婦人会 (有)渡辺設計 堀建設(株) 長井婦人会保育園 SD345 D22・D25

平成31年3月 民間 建築 大阪府 (株)日本中央住販 南海辰村建設(株) 明和P+LUCK 南海辰村建設(株) (仮称)豊中市蛍池西町2丁目計画新築工事 SD345～SD390 D22～D35

平成31年3月 民間 建築 大阪府 宗教法人総持寺 (株)アーキヴィジョン広谷スタジオ 日本建設(株) 総持寺プロジェクト SD345 D22

平成31年3月 民間 建築 大阪府 南海不動産(株) (株)アモルファス建築設計事務所 三和鉄筋工事(株) 南海辰村建設(株) (仮称)ヴェリテ富田林駅前２新築工事 SD345～SD390 D22～D32

平成31年3月 民間 建築 大阪府 (株)ナカキン (有)一瀬設計事務所 (株)浅田鉄筋 (株)イチケン ナカキン春日北町工場新築工事 SD345 D22・D25

平成31年3月 公共 建築 京都府 京都府 (株)内藤建築事務所 (有)瓜生興業
松村組・西田工業特定建設

工事共同企業体
京北地域小中一貫教育校施設整備工事ただし、建築主体その他工事 SD345 D19～D25

平成31年3月 公共 建築 奈良県 奈良県 (株)大建設計 (株)浅田鉄筋
大日本土木・森下組・八房建設

特定建設工事共同企業体
（仮称）奈良県国際芸術家村建設工事（建築工事）第29-31号 SD390 D22～D29
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平成31年3月 民間 建築 神奈川県 堀建設(株) 長井婦人会保育園 SD345 D22・D25

平成31年3月 民間 建築 大阪府 (株)ONLYONE 竹田設計事務所 (有)安江建鐵工業 安藤建設(株)大阪支店 (仮称)ONLYONE川西店新築工事 SD345～SD390 D25～D32

平成31年3月 民間 建築 兵庫県 (株)スナダプロパティ スナダ建設(株) KANOCENTER(株) スナダ建設(株) (仮称)セレニテ兵庫区西柳原PJ新築工事 SD345～SD390 D25～D35

平成31年3月 民間 建築 大阪府 (株)日本エスコン (株)アモルファス建築設計事務所 (株)城東鉄筋 スナダ建設(株) (仮称)高槻市宮野町計画新築工事 SD345～SD390 D25～D32

平成31年3月 民間 建築 大阪府 日本建設(株)大阪支店 (株)るい建築事務所 (株)橋本組 日本建設(株) (仮称)特別養護老人ホーム鶴橋ラガール SD345～SD390 D22～D29

平成31年3月 民間 建築 大阪府 横田建築事務所 (有)安江建鐵工業 (株)アースプランニング (仮称)OneEarth夕凪新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成31年3月 公共 建築 大阪府 (株)金沢組 (株)鴻池組 松原市新図書館建設工事 SD345～SD390 D22～D29

平成31年3月 民間 建築 大阪府 (株)レオン都市開発 (株)永都設計 牛澤鉄筋工業所 (株)金山工務店 (仮称)レオンコンフォート浪速区大国3丁目計画新築工事 SD345～SD390 D25～D35

平成31年3月 民間 建築 大阪府 (株)プライムデザイン 橋本鋼材(株) (株)DAIJU (仮称)大阪市福島区海老江3丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D22～D32

平成31年3月 民間 建築 大阪府 宮島太郎 藤川浩史 (有)安江建鐵工業 山陽建設工業(株) (仮称)弁天プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成31年3月 民間 建築 大阪府 (株)星野リゾート (株)日本設計 竹中・南海辰村ＪＶ 星野リゾート新今宮駅前Ｈ SD345～SD390 D19～D35

平成31年3月 民間 建築 京都府 (有)デルフィ 神工建設(株) (仮称)阿倍野区阿倍野元町プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成31年3月 民間 建築 大阪府 ACEコンサルタント(株) プレジオ都島本通 SD345～SD390 D16～D35

平成31年3月 民間 建築 大阪府 青木あすなろ建設(株) 中央区宗衛門町ホテル計画 SD345～SD390 D19～D29

平成31年3月 民間 建築 東京都 旭化成不動産レジデンス(株) アーキサイトメビウス(株) (株)森組 (仮称)荻窪3丁目計画新築工事 SD345～SD390 D22・D29

平成31年3月 民間 建築 福岡県 (有)エムビル (株)RDU一級建築士事務所 大和建設(株) ＭＦＬＡＴ新築工事 SD345 D19・D22

平成31年3月 民間 建築 熊本県 社会医療法人潤心会 (株)安井建築設計事務所 (株)安藤・間  社会医療法人潤心会熊本セントラル病院移転新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成31年3月 民間 建築 広島県 (株)鴻池組 (株)ミツヤ新築工事 SD295～SD345 D22・D25

平成31年3月 民間 建築 愛知県 (株)プレサンスコーポレーション (株)立田設計 愛知スチール(株) 岩部建設(株) (仮称)プレサンスロジェ名駅南一丁目(1213)新築工事 SD345 D22

平成31年3月 民間 建築 京都府 (株)内藤建築事務所 (株)城東鉄筋 (株)安藤・間 独立行政法人国立病院機構京都医療センターリニアック棟新築整備工事 SD345～SD390 D22・D25

平成31年3月 民間 建築 奈良県 (株)K&Q建築設計事務所 (株)森下組 (仮称)スーパーエバグリーン田原本店新築工事 SD345 D22

平成31年3月 民間 建築 神奈川県 社会福祉法人長井婦人会 (有)渡辺設計 堀建設(株) 長井婦人会保育園増築工事 SD345 D22・D25

平成31年3月 民間 建築 愛知県 ウサミ建工 日本建設(株) オープンレジデンシア SD345～SD390 D22～D35

平成31年3月 民間 建築 静岡県 (株)熊谷組 スズキ(株)相良コース SD345 D25

平成31年3月 民間 建築 愛知県 ツルタ工業(株) 鹿島建設(株) 名駅一丁目 SD490 D41
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平成31年3月 民間 建築 愛知県 大森鉄筋工業(有) (株)熊谷組 名城大学 SD345～SD390 D25・D29

平成31年3月 公共 土木 東京都 東京地下鉄(株) メトロ開発(株)
東急・鹿島・清水・

鉄建建設JV
銀座線渋谷駅東館工区土木工事 SD390 D51

平成31年2月 民間 建築 愛知県 杉浦一級建築士事務所 (株)ウサミ建工 日本建設(株) オープンレジデンシア中区松原2丁目 SD345～SD390 D22・D25・D35

平成31年2月 民間 建築 大阪府 (株)大阪体操クラブ 和央建築設計事務所 (株)平成鉄建 東洋建設(株) (仮称)大阪体操クラブ SD345 D25

平成31年2月 民間 建築 大阪府 パナソニックホームズ(株) 不二建設(株) (有)瓜生興業 不二建設(株) 大淀賃貸マンション SD345～SD390 D22～D35

平成31年2月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 橋本鋼材(株) 信宣様マンション SD345 D19～D25

平成31年2月 民間 建築 京都府 (株)ラクナン (株)紙谷工務店 (株)津川鉄筋工業所 (株)紙谷工務店 (仮称)ラクナン倉庫 SD345～SD390 D25・D29

平成31年2月 民間 建築 大阪府 名鉄不動産(株) ユマ設計 (株)金本鉄筋工業 不二建設(株) 御幣島マンション SD345～SD390 D19～D38

平成31年2月 民間 建築 埼玉県 オリックス(株) (株)フクダ・アンド・パートナーズ (株)小黒組 日本建設(株) (仮称)岩槻Ⅱロジスティクスセンター新築工事 SD345～SD390 D25・D32

平成31年2月 民間 建築 石川県 (株)コデラ 戸田建設(株) 中央倉庫金沢営業所Ｆ号倉庫増築工事 SD345～SD390 D22・D32

平成31年2月 民間 建築 富山県 大和リース(株)
(株)新保鉄筋工業

丸石鉄筋(株)
長沢鉄筋(株)

大和リース(株) (仮称)樋口様貸店舗新築工事(＝ウェルシア高岡店) SD345 D19・D22

平成31年2月 民間 建築 大阪府 (株)プライムデザイン (株)太平社 廣瀬建設(株) 大阪市西区九条南３丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成31年2月 民間 建築 広島県 (株)坂本工業 Ｋ・Ｋビル駐車場床版修繕工事 D25・D29

平成31年2月 民間 建築 大阪府 南海不動産(株) (株)林田組 イチケン(株) (仮称)津久野駅前マンション計画新築工事(商業施設) SD345～SD390 D22～D29

平成31年2月 民間 建築 兵庫県 (株)プレサンスコーポレーション スナダ建設(株) (有)安江建鐵工業 スナダ建設(株) (仮称)プレサンス神戸相生町新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成31年2月 民間 建築 大阪府 南海不動産(株) (株)林田組 イチケン(株) (仮称)津久野駅前マンション計画新築工事(Ａ敷地) SD345～SD490 D19～D35

平成31年2月 民間 建築 大阪府 (株)ヤマダエスバイエルホーム (株)開誠工業 (株)ヤマダホームズ (仮称)南久宝寺２丁目ＰＲＪ新築工事 SD345～SD490 D19～D35

平成31年2月 民間 建築 兵庫県 (株)東畑建築事務所 (株)太平社 松井建設(株) (仮称)市立文化芸術施設新築工事 SD345 D22・D25

平成31年2月 民間 建築 兵庫県 日鉄神戸支店 (株)フジタ セイワワ-クス (株)フジタ (仮称)(株)日新摩耶西冷蔵庫倉庫 SD345 D19～D25

平成31年2月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 橋本鋼材(株) たかつき本通PJ SD345 D19～D25

平成31年2月 民間 建築 奈良県 (株)三晃 (株)カーサ設計 (株)淺沼組 (仮称)王寺2丁目店舗付きマンション SD345～SD390 D19～D32

平成31年2月 民間 土木 和歌山県 西日本高速道路(株) 真和工業 奥村組土木興業(株) 湯浅御坊道路水尻高架橋北(下部工)工事 SD345～SD490 D16～D35

平成31年2月 民間 建築 大阪府 (株)ＫＳ (株)谷安組 (仮称)土佐堀１丁目計画新築工事 SD345 D19・D22

平成31年2月 民間 土木 福井県 関西電力(株) 関西電力土木建築課 吉岡建設 大成建設(株) 関電高浜1.2号機海水管 SD345 D51

平成31年2月 民間 建築 兵庫県 (株)林田組 栗本建設工業(株) インタービレッジ船丘増築工事 SD345～SD390 D19～D32
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平成31年2月 民間 建築 岡山県 (有)カタヤマネオファーム (株)岡田商運倉庫棟新築工事 D22

平成31年2月 民間 建築 兵庫県 生和コーポレーション(株) (株)林田組 生和コーポレーション(株) (仮称)DＮ長田北町新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成31年2月 民間 建築 埼玉県 (株)島忠 五洋建設(株) 国重工業(株) 五洋建設(株) (仮称)島忠所沢小手指計画Ⅱ SD345 D22・D25

平成31年2月 民間 建築 大阪府 東急不動産(株) 不二建設(株) (株)金本鉄筋工業 不二建設(株) (仮称)大阪市中央区久太郎町マンション SD345～SD390 D19～D35

平成31年2月 民間 建築 大阪府 (株)岩崎設計 (株)太平社 中村建設(株) (仮称)桜川４丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D16～D32

平成31年2月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (株)イサラ・デザイン (有)松木鉄筋工業 福井建設(株) エスリード恵美須2丁目PJ SD345～SD390 D19～D35

平成31年2月 民間 建築 奈良県 大日本土木(株) 大日本土木(株) (仮称)奈良県国際芸術家村建設工事 SD345～SD390 D19～D29

平成31年2月 民間 建築 兵庫県 (株)ＫＳ スターツＣＡＭ(株) (仮称)西宮中島町計画新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成31年2月 民間 建築 愛知県 学校法人河合塾 ツルタ工業(株) 鹿島建設(株) 河合塾新名駅キャンパス SD390 D29

平成31年2月 民間 建築 大阪府 パナソニックホームズ(株) 不二建設(株) (有)瓜生興業 不二建設(株) 大淀マンション SD345～SD390 D19～D36

平成31年2月 民間 建築 大阪府 (有)デルフィ (株)太平社 中村建設(株) (仮称)ビガーポリス３５８南森町新築工事 SD345～SD490 D19～D35

平成31年2月 民間 建築 大阪府 近鉄不動産(株) (株)奥村組 田村工業(株) (株)奥村組 (仮称)阿倍野区松崎町 SD345～SD390 D19～D38

平成31年2月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 仲間工業(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)ＮＢホールディングス様マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成31年2月 民間 建築 滋賀県 学校法人立命館理事長森島朋三 (株)京都建築事務所 石井工業(株) (株)桑原組 立命館大学ヨット部艇庫改築工事 SD345 D22・D25

平成31年2月 民間 建築 京都府 サムティ(株) (株)東洋設計事務所 (株)フクモト 野村建設工業(株) (仮称)下京区油小路町ホテル新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成31年2月 公共 建築 大阪府 生駒郡平群町 (株)安井建築設計事務所 村本建設(株) 平群町文化センター SD345 D25

平成31年2月 民間 建築 山梨県 (株)ダイタ (株)UG都市建築 (株)沼田鉄筋 清水建設(株) (仮称)甲府駅南口計画新築工事 SD390 D29・D32

平成31年2月 民間 建築 京都府 京都生活協同組合 (株)東洋設計事務所 (株)浅田鉄筋 (株)イチケン 京都生協山科計画 SD345 D22・D25

平成31年2月 民間 建築 京都府 (株)イサラ・デザイン (有)瓜生興業 信和建設 西区九条１丁目計画 SD390 D19～D35

平成31年2月 民間 建築 神奈川県 野村不動産(株) 日本国土開発(株) 開成鉄筋(株)
日本国土開発・ＪＦＥシビル

建設共同企業体
(仮称)Landport厚木愛川町新築工事 SD345～SD490 D19～D41

平成31年2月 民間 建築 千葉県 (株)エヌ・ティ・ティ・ロジスコ 戸田建設(株) 開成鉄筋(株) 戸田建設(株) (仮称)千葉物流センターＥ棟新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成31年2月 民間 建築 岡山県 太陽建設(株) 出石Ｗ’プロジェクト新築工事 D22・D32

平成31年2月 民間 建築 広島県 (株)坂本工業 田中町ビル新築工事 D25

平成31年2月 民間 建築 大阪府 (株)金本鉄筋工業所 積水ハウス(株) 港区築港3丁目マンション SD345～SD390 D25～D32

平成31年2月 民間 建築 京都府 (株)松岡設計 アキラスチール(株) (株)柏原工務店 林ベニヤ舞鶴コジェネレーション土木建築工事 SD345 D19～D25
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平成31年2月 民間 建築 兵庫県 (有)高原一級建築士事務所 (株)城東鉄筋 (株)世昇工務店 (仮称)尼崎昭和南通計画 SD345～SD390 D25～D32

平成31年2月 民間 建築 大阪府 (株)橋本組 (株)松本組 (仮称)大阪市西区立売堀1丁目計画新築工事 SD345～SD390 D25～D35

平成31年2月 民間 建築 大阪府 (株)セーフティーホーム (株)MNAアトリエ 橋本鋼材(株) (株)新宅工務店 (仮称)萩之茶屋計画新築工事 SD345 D19・D25

平成31年2月 民間 建築 大阪府 (株)賃住 (株)プライムデザイン 橋本鋼材(株) (株)DAIJU (仮称)大阪市此花区梅香1丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成31年2月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (株)アーキテック 橋本鋼材(株) 中正建設(株) (仮称)エスリード天王寺北新築工事 SD345～SD390 D25～D35

平成31年2月 民間 建築 大阪府 一般社団法人日本品質保証機構 (株)ダイス設計 (株)小泉組 大豊建設(株)大阪支店 JQA彩都電磁環境試験所電波暗室棟増築工事 SD345 D22・D25

平成31年2月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (株)イサラ・デザイン (株)橋本組 タツト・建設(株) (仮称)エスリード八尾市桜ケ丘3丁目新築工事 SD345～SD390 D25～D35

平成31年2月 民間 建築 大阪府 (株)ミラージュパレス (株)阪南設計事務所 牛澤鉄筋工業所 (株)金山工務店 (仮称)MP東成区東小橋2丁目PJ新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成31年2月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) 中善様マンション D19～D29

平成31年2月 民間 建築 京都府 (株)ノム建築設計室 (株)竹中工務店 蘇生会介護老人保健施設 D19～D25

平成31年2月 民間 建築 大阪府 (株)日建設計 (株)竹中工務店 心斎橋ホテル計画 SD345～SD490 D25～D41

平成31年2月 民間 建築 大阪府 (株)安井建築設計事務所 淺沼・日本土木ＪＶ 関空アイスアリーナ D22～D29

平成31年2月 民間 建築 京都府 アーキ・プランニング・オフィス 金下建設(株) 同志社山手病院・やすらぎ苑新築工事 SD345 D19～D25

平成31年2月 民間 建築 大阪府 (株)エフ建築設計 (株)トータル (仮称)豊中・稲津町1丁目Ｐｒｏｊｅｃｔ SD345～SD390 D19～D32

平成31年2月 公共 建築 長崎県 九州防衛局
(株)泉創建エンジニアリング

(株)綜企画設計
りんかい日産建設(株) 佐世保米軍（29）倉庫新設等建築その他工事 SD345～SD390 D19～D32

平成31年2月 民間 建築 長崎県 鳥栖倉庫(株) (株)マツコ― (株)マツコ― 鳥栖倉庫(株)佐世保物流センター建設工事 SD345 D25

平成31年2月 民間 建築 山口県 洋林建設(株)  東ソー南陽事業所第一・第二ベンチ棟新築工事 SD345～SD390 D22～D32

平成31年2月 公共 建築 山口県 (株)大島組 周東庁舎新築建築工事 SD295～SD345 D22・D25

平成31年2月 公共 建築 広島県 (株)錢高組  広島刑務所鍛練棟・待機所等新営（建築）工事 SD295～SD345 D19～D25

平成31年2月 民間 建築 愛知県 三井不動産レジデンシャル(株) 飛島建設(株)名古屋支店一級建築士事務所 愛知スチール(株) 飛島建設(株) (仮称)中川区山王二丁目計画 SD345～SD390 D22・D35・D38

平成31年2月 公共 建築 高知県 香南市
(株)山下設計

(株)みやび設計企業体
(有)三橋組 飛島建設(株) 香南市役所新庁舎建設工事 SD345～SD390 D19～D35

平成31年2月 民間 建築 北海道 学校法人天使学園 清水建設(株)
(株)サンケイ工業
(株)ソーシン鋼業

清水建設(株) (仮称)天使大学９号館新築工事 SD390 D22～D32

平成31年2月 民間 建築 愛知県 近鉄不動産(株) (株)IAO竹田設計 石地工業 (株)奥村組 (仮称)ロ－レルタワ－栄建設工事 SD490 D41

平成31年2月 民間 建築 三重県 羽柴鋼業(株) 名工建設・西松建設ＪＶ 桑名駅前再開発 SD345～SD390 D25～D35

平成31年2月 民間 建築 千葉県 ダイユウホーム(株) 平山建設(株) (株)隆盛 平山建設(株) 京成成田東口駅前開発DOビル計画 SD390 D29～D38
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平成31年2月 公共 建築 香川県 坂出市 戸田建設(株) 坂出新庁舎新築工事 SD345～SD390 D25～D32

平成31年2月 民間 建築 大阪府 (株)日本エスコン (株)日企設計 (株)金井 (株)福田組 (仮称)北区本庄西計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成31年2月 民間 建築 愛知県 木内建設(株) 遠州トラック(株)都田倉庫 SD390 D29

平成31年2月 民間 建築 愛知県 高桑鋼業 清水工務店 八伸工業 SD345～SD390 D22～D29

平成31年2月 民間 建築 愛知県 中部電力(株) 大森鉄筋工業(有) 大成建設(株) 武豊火力発電所 SD345～SD390 D25～D32

平成31年2月 公共 建築 滋賀県 岐建(株) 木之本体育館 SD345～SD390 D22～D29

平成31年2月 民間 建築 静岡県 ツルタ工業(株) 共立建設 STS掛川 SD345 D25

平成31年2月 民間 建築 千葉県 ナカノ商会(株) (有)南海総合設計 大豊建設(株) (仮称)ナカノ千葉白井物流センター計画新築工事 SD490 D25～D38

平成31年1月 民間 建築 広島市 (有)ウメモト鉄筋 (仮称)ネストロジスティクス西風新都物流センター新築工事 D32

平成31年1月 民間 建築 愛知県 槌屋HC(株) 槌屋HC(株) 近藤鉄筋(株) 清水建設(株) 槌屋新社屋計画 SD390 D29

平成31年1月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション スナダ建設(株) (株)ＫＳ スナダ建設(株) (仮称)プレサンス生玉町新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成31年1月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション スナダ建設(株) (株)ＫＳ スナダ建設(株) (仮称)プレサンス下寺２丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成31年1月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション スナダ建設(株) (株)ＫＳ スナダ建設(株) (仮称)プレサンス九条２丁目新築工事 SD345～SD390 D22～D35

平成31年1月 民間 建築 大阪府 南海不動産(株) (株)林田組 (株)イチケン (仮称)津久野駅前マンション計画新築工事 SD345～SD390 D25～D35

平成31年1月 民間 建築 兵庫県 アパホーム(株) (株)林田組 株木建設(株) (仮称)アパホテル(神戸三宮駅前)新築工事 SD345～SD390 D25～D32

平成31年1月 公共 建築 岐阜県 長浜市長 藤井勇治 (株)西濃鉄筋
岐建・材信特定建設工事共同企業体

代表者岐建(株)滋賀支店
平成30年度長ス振第50号（仮称）北部地域総合体育館整備工事（建築工事） SD345～SD390 D22・D29

平成31年1月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 仲間工業(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)阪南町３丁目プロジェクト新築工事 SD345 D19～D25

平成31年1月 公共 建築 岡山県 (株)大本組 井原市立井原中学校新校舎建設工事(普通教室棟) D22

平成31年1月 民間 建築 広島県 (株)産協 (仮称)本川町一丁目マンション新築工事 D32

平成31年1月 民間 建築 大阪府 (株)辻本建設 (株)大林組 近鉄南大阪線矢田～河内天美間大和川橋梁橋脚補強工事 SD345 D16

平成31年1月 民間 建築 愛知県 アトラス 浅井工務店 中区松原2丁目マンション SD345～SD390 D22～D29

平成31年1月 民間 建築 大阪府 富士金属(株) 富国建設(株)一級建築士事務所 (株)堺鉄建 富国建設(株) 富士金属(株)本社第5棟工場新築工事 SD345 D25

平成31年1月 民間 建築 大阪府 (株)シティハウジング情報 (株)アーキプラン 橋本鋼材(株) 中正建設(株) (仮称)西区九条南3丁目計画 SD345～SD390 D25・D29

平成31年1月 民間 建築 大阪府 (株)ジー企画室 (株)藤木工務店一級建築士事務所 大西工業(株) (株)藤木工務店 北堀江1丁目計画新築工事 SD345～SD390 D25～D32

平成31年1月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)現代綜合設計 KANOCENTER(株) スナダ建設(株) (仮称)プレサンス淀川区東三国6丁目計画新築工事 SD345～SD390 D25～D35
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平成31年1月 民間 建築 大阪府
社会医療法人寿会富永病院

理事長富永紳介
(株)山田綜合設計 橋本鋼材(株) (株)中道組 (仮称)富永病院グループホーム新築工事 SD345 D19

平成31年1月 民間 建築 京都府 まこと工業(株) (有)親和エステート 常磐町ゲストハウス SD345 D19

平成31年1月 民間 建築 大阪府 (株)プライムデザイン (株)ユハラ (株)ユハラ (仮称)南金田1丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成31年1月 民間 建築 兵庫県 ArchiStuDioJ (株)金本鉄筋工業所 (株)四国建設 (仮称)神田中通テナントビル新築工事 SD345 D19

平成31年1月 民間 建築 滋賀県 大津学校給食PFI(株) (株)石本建築事務所 西村建設(株) 西村・笹川特定建設工事共同企業体 大津市東部学校給食共同調理場整備・運営事業 SD345 D19～D25

平成31年1月 民間 建築 大阪府 (株)日企設計 (株)橋本組 ランドマーク(株) (仮称)吹田市江坂町3丁目マンション新築工事 SD345 D19～D25

平成31年1月 民間 建築 大阪府 (株)赤松興業 奥野製薬工業(株)倉庫 SD345 D25

平成31年1月 民間 建築 大阪府 (株)竹中工務店 (株)竹中工務店 新晃工業寝屋川事務所 SD345 D19

平成31年1月 民間 建築 千葉県 三菱商事都市開発(株) (株)梓設計 (株)千葉サトー 新日本建設(株) (仮称)八千代物流施設計画新築工事 SD345 D25

平成31年1月 民間 建築 東京都 (株)トヨダ地所 (株)サイトウ建築設計事務所 (株)トヨダ工業 (仮称)江東区新大橋2丁目6新築工事 SD490 D38

平成31年1月 民間 建築 岩手県 (株)アトリエノルド (株)西原鉄建工業 (株)昭和建設 天昌寺保育園新築工事 SD345 D19～D25

平成31年1月 民間 建築 徳島県 (株)サンコー (株)大建設計 (株)大林組四国支店 (株)サンコー徳島 SD345 D19～D25

平成31年1月 民間 建築 鹿児島県 医療法人三州会理事長大勝英樹 (株)安井建築設計事務所 (株)佐々木工務店 戸田建設(株)九州支店 医療法人三州会施設整備事業大勝病院新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成31年1月 民間 建築 京都府 (株)類設計室 金下建設(株) ＹＦＳプロジェクト SD345 D19～D25

平成31年1月 民間 建築 愛知県 玉井 戸田建設(株) ニチレイロジスティクス東海 SD345～SD390 D25～D38

平成31年1月 民間 建築 愛知県 石川工業 大成建設(株) 大同特殊鋼 SD345 D22

平成31年1月 民間 建築 京都府 アパホーム(株) (株)日企設計 (株)熊谷組 アパホーム＜京都駅東＞新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成31年1月 民間 建築 大阪府 (株)クボタ枚方製造所 (株)大建設計 (株)福田組 クボタ枚方製造所中央事務所増築・耐震補強工事 SD345～SD390 D19～D29

平成31年1月 民間 建築 京都府 京滋建設(株) (株)東洋設計事務所 シード平和(株) 竹鼻堂ノ前町計画 SD345～SD390 D19～D32

平成31年1月 民間 建築 大阪府 (株)東宝 (株)B&B企画 (株)大畑組 堺大町東マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成31年1月 民間 建築 京都府 御池ホテル開発特定目的会社 (株)奥村組 英和建設 (株)奥村組 京都御池通ホテル新築工事 SD345 D22

平成31年1月 民間 建築 大阪府 (株)日企設計 (株)DAIJU (仮称)ユニホテル御堂筋本町新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成31年1月 民間 建築 広島県 (仮称)広島アルミニウム工業(株)本地第２工場新築工事 SD390 D29

平成31年1月 民間 建築 岡山県 (株)竹中工務店 アルフレッサファーマ(株)岡山製薬工場パレット保管倉庫増設工事 SD390 D29

平成31年1月 民間 建築 岡山県 (株)大本組 井原市立井原中学校新校舎建設工事(普通教室棟) SD345 D22
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平成31年1月 民間 建築 岡山県 岡山鉄工センター SD345 D19

平成31年1月 民間 建築 岡山県 北興化学合成第９工場建設工事 SD345 D19

平成31年1月 民間 建築 広島県 (株)重藤組 北長瀬表町三丁目マンションテナントビル SD345 D22

平成31年1月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (株)イサラ・デザイン (株)松木鉄筋工業 福井建設(株) エスリード浪速区恵美須3丁目ＰＪ SD345～SD390 D35以下

平成31年1月 民間 建築 大阪府
信和不動産(株)

(株)ベイシス
(株)新都計画 (株)松木鉄筋工業 (株)プレジオ 大阪市中央区安土町ＰＪ SD345～SD390 D35以下

平成31年1月 公共 建築 香川県 香川県坂出市長
(株)東畑建築事務所

(有)米沢建築設計事務所ＪＶ
小林鉄筋(株) 戸田建設(株)・兼子特定建設工事ＪＶ 坂出新庁舎新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成31年1月 民間 建築 岡山県 スカイクリエーション(株) 福本建築設計 (有)カタヤマネオファーム 松野建設(株) 月光岡山藩山町新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成31年1月 民間 建築 岡山県
(株)岡山村田製作所
代表取締役中島規巨

戸田建設(株) (株)モリタビルド 戸田建設(株) (株)岡山村田製作所Ａ２棟新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成31年1月 民間 建築 愛知県 ミライ設計 (株)スギウラ鉄筋 (株)高垣組 (仮称)モアグレース今伊勢町本神戸新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成31年1月 公共 建築 大阪府 (株)徳山建築士事務所 (株)岩谷鉄筋 共同建設(株) 新北島中学校増築その他工事 SD345 D19・D22

平成31年1月 公共 建築 奈良県 生駒郡平群町 (株)安井建築設計事務所 (株)フクモト 村本建設(株) 平郡文化センター SD345 D22・D25

平成31年1月 民間 建築 大阪府 (株)プライムデザイン (株)石橋鉄筋 (株)DAIJU 淀川区東三国6丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成31年1月 民間 建築 愛知県 三井不動産レジデンシャル(株) 飛島建設(株) 愛知スチール(株) 飛島建設(株) (仮称)中川区山王二丁目計画 SD345～SD390 D22～D38

平成31年1月 民間 建築 東京都 (株)トヨダ地所 (株)サイトウ建築設計事務所 (株)トヨダ工業 (仮称)江東区新大橋2丁目6新築工事 SD490 D38

平成31年1月 民間 建築 千葉県 三菱商事都市開発(株) (株)梓設計 (株)千葉サトー 新日本建設(株) (仮称)八千代物流施設計画新築工事 SD345 D25

平成31年1月 民間 建築 東京都 新日本建設(株) 新日本建設(株) 丸辰工業(株) 新日本建設(株) (仮称)ＥＸＣ国領計画新築工事 SD390 D29

平成31年1月 民間 建築 三重県 東海旅客鉄道(株)建設工事部 東海旅客鉄道(株)建設工事部 羽柴鋼業(株)
関西本線桑名駅

改築工事共同企業体
桑名駅改築 SD345～SD390 D19～D38

平成31年1月 民間 建築 神奈川県 野村不動産(株) 日本国土開発・JFEシビルJV (仮称)Lanｄport厚木愛川町新築工事 SD490 D25～D41

平成30年12月 公共 建築 高知県 高知県 大建設計・艸建築工房JV (有)梅原工業 五洋建設・サイバラ建設JV 新足摺海洋館建築主体工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年12月 民間 建築 愛知県 (株)ニチレイ・ロジグループ本社 戸田建設(株) 戸田建設(株) 戸田建設 ニチレイ・ロジスティクス東海名古屋みなと物流センター新増設工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年12月 民間 建築 大阪府 (株)グラッドデザイン (株)太平社 (株)フウキ建設 (仮称)敷津西２丁目プロジェクト SD345～SD390 D19～D32

平成30年12月 民間 建築 大阪府 大和リース(株) 永和興業(株) 大和リース(株) (仮称)ドラッグコスモス和泉和気店新築工事 SD345 D22・D25

平成30年12月 民間 建築 大阪府 吉岡工業(株) TSUCHIYA(株) (仮称)ホテルルートイン東岸和田駅前新築工事 SD345 D19～D25

平成30年12月 民間 建築 大阪府 (株)東洋設計事務所 大豊建設(株) 大豊建設(株) (仮称)浜大津３丁目新築工事 SD345～SD490 D19～D35

平成30年12月 民間 建築 大阪府 吉岡工業(株) TSUCHIYA(株) (仮称)ライフ鶴見区安田店新築工事 SD345～SD390 D19～D29
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平成30年12月 民間 建築 岐阜県 (株)サラダコスモ (株)INA新建築研究所 森鉄筋(株) TSUCHIYA・吉川JV (仮称)サラダコスモ養老生産センター新築工事 SD390 D25・D32

平成30年12月 民間 建築 愛知県 双葉鉄筋 戸田建設(株) 吉野石膏三河工場 SD345 D25

平成30年12月 民間 建築 愛知県 エグチスチール(株) (株)鍜治田工務店 千種区星が丘元町計画 SD345 D19・D25

平成30年12月 民間 建築 愛知県 アトラス (株)浅井工務店 中区松原2丁目マンション SD345 D19

平成30年12月 民間 建築 三重県 ツルタ工業(株) 鹿島建設(株) YAC桑名建設1期倉庫 SD345 D25

平成30年12月 民間 建築 大阪府 ネオライフ樟葉マンション建替え組合 (株)プラッツ設計 スナダ建設(株) ネオライフ樟葉マンション建替え事業新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成30年12月 民間 建築 兵庫県 (株)スナダプロパティ 砂田直成 スナダ建設(株) セレニテ神戸元町ⅡPJ新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年12月 民間 建築 京都府 (株)プレサンスコーポレーション (株)アクセス都市設計 シード平和(株) 下京区ト味金仏町ホテル計画新築工事 SD345 D19～D25

平成30年12月 公共 建築 滋賀県 近江八幡市 (株)松田平田設計 (株)ヤマタケ創建 第１号健康ふれあい公園屋根付き多目的広場整備工事 SD345 D19～D25

平成30年12月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (株)星羅建築事務所 藤井商店 (株)明和工務店 エスリード神戸橘通４丁目 SD345～SD390 D19～D35

平成30年12月 民間 建築 東京都 清水総合開発(株) 新日本建設(株) (株)千葉サトー 新日本建設(株) (仮称)ヴィークコート人形町マンション新築工事 SD345～SD390 D25～D38

平成30年12月 民間 建築 東京都 新日本建設(株) 新日本建設(株) 新日本建設(株) (仮称)EXC自由が丘Ⅱ計画新築工事 SD390 D29

平成30年12月 民間 建築 東京都 野村不動産(株) 新日本建設(株) 新日本建設(株) (仮称)神奈川2丁目計画新築工事 SD390 D32

平成30年12月 民間 建築 徳島県 鹿島建設(株) 徳島新聞印刷センター北島工場 SD345～SD390 D19～D32

平成30年12月 民間 建築 愛知県 栗本建設工業(株) (株)スギウラ鉄筋 栗本建設工業(株) (仮称)ビサイレント本山新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年12月 民間 建築 大阪府 明和P+LUCK 日本建設(株) テニスクラブコ・ス・パ八尾南テニスコート増築工事 SD345 D25

平成30年12月 民間 建築 和歌山県 (株)竹中工務店
(株)関西スチールフォーム

(株)中鉄
(株)竹中工務店 ＮＴＮ和歌山製作所新築工事 SD345 D19～D25

平成30年12月 公共 建築 高知県 高知県知事 尾崎正直 大建・艸建築工房JV (有)梅原工業他 五洋建設(株)・サイバラJV 新足摺海洋館建築主体工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年12月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション シード平和(株) シード平和(株) (仮称)プレサンス淀川区宮原一丁目新築工事 SD345～SD390 D22～D32

平成30年12月 民間 建築 大阪府 (株)中道組一級建築士事務所 (株)中道組 (仮称)門真市新橋町ホテル新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年12月 民間 建築 大阪府 (株)星羅建築事務所 (株)貫山建設 (仮称)中央区瓦屋町1丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年12月 民間 建築 兵庫県 (株)永都設計 (株)岡工務店 クリエイトビュー磯上公園新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年12月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (有)T.G.T楷建築事務所 タツト・建設(株) (仮称)エスリード天王寺区味原町Ａ棟新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年12月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (有)T.G.T楷建築事務所 タツト・建設(株) (仮称)エスリード天王寺区味原町Ｂ棟新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年12月 民間 建築 岡山県 岡山鉄工センター SD345 D19
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平成30年12月 民間 建築 岡山県 住友電工焼結合金(株)第7工場新築工事 SD345 D22

平成30年12月 民間 建築 岡山県 西市マンション SD345 D22

平成30年12月 民間 建築 広島県 中央老人福祉センター SD345 D25

平成30年12月 民間 建築 岡山県 大東建託(株) 柳町マンション SD345 D22

平成30年12月 民間 建築 京都府 (株)ヒラノテクシード (株)ナカノフドー建設一級建築設計事務所 佐山鉄筋工業(株) (株)ナカノフドー建設 ヒラノテクシード SD345～SD390 D19～D29

平成30年12月 民間 建築 大阪府 元古鉄工(株) 大東鋼材(株) 元古建設(株) 京阪紙工 SD345 D25

平成30年12月 民間 建築 大阪府 大末建設(株) 中崎HOSTEL新築工事 SD345 D25

平成30年12月 民間 建築 大阪府 仁和鉄工業(株) (株)DAIJU 淀川区木川西計画 SD390 D35

平成30年12月 民間 建築 大阪府 (株)プライムデザイン (株)太平社 廣瀬建設(株) (仮称)大阪市港区弁天３丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D22～D32

平成30年12月 民間 建築 北海道 (株)公清企業 中央鉄建(株) 萩原建設(株) 公清企業中沼処理施設新築工事 SD345 D25

平成30年12月 民間 建築 岡山県 大旺新洋(株) 大和リース(株) (株)モリタビルド 大和リース(株) 大旺新洋(株)中国支店倉敷資材ｾﾝﾀｰ整備工事 SD345 D19

平成30年12月 民間 建築 岡山県
西日本旅客鉄道(株)鉄道事業本部

岡山新幹線土木技術ｾﾝﾀｰ
西日本旅客鉄道(株)鉄道事業本部

岡山新幹線土木技術ｾﾝﾀｰ
(株)モリタビルド (株)大本組 Ｈ３０岡幹士セ単柱橋脚耐震補強工事 SD390 D29・D32

平成30年12月 民間 建築 岡山県 福岡睦子 (株)大京穴吹建設一級建築士事務所 (株)モリタビルド (株)大京穴吹建設 (仮称)弓之町マンション新築工事 SD345～SD390 D25・D29

平成30年12月 民間 建築 岡山県 (株)ビバリーコーポレーション 剛建築設計事務所 (株)モリタビルド (株)大京穴吹建設 (仮称)田中マンション新築工事 SD345～SD390 D22～D35

平成30年12月 民間 建築 岡山県 (株)コスモス薬品 白川勝一建築士事務所 (有)カタヤマネオファーム 大企建設(株) (仮称)ドラッグコスモス高屋店新築工事 SD345 D22

平成30年12月 民間 建築 岡山県 日東興業(株) 清水建設(株) 福山鉄筋建設(株) 清水建設(株) 日東興業中之町ビル新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年12月 民間 建築 栃木県 富士フィルム(株) (株)東畑建築事務所 (株)斎藤鉄筋 大成建設(株) FFTP佐野N-1棟新築工事 SD390 D29

平成30年12月 公共 土木 岩手県 NEXCO東日本 (株)サンエーテック 山和建設(株) 滝沢南スマートインターチェンジ SD345 D16・D19

平成30年12月 民間 建築 岩手県 マルヨ産業 (株)平塚工務店 昭和建設 マルヨ産業倉庫新築工事

平成30年12月 公共 建築 福島県 東洋熱工業(株) 福島新地温浴施設 SD390 D25

平成30年12月 民間 建築 香川県 (株)和田コーポレーション (株)和田コーポレーション (有)浜田鉄筋 東亜建設工業(株) ロイヤルガーデン桜町レジデンスⅡ新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年12月 民間 建築 東京都 (株)リンク・トラスト (株)エフティー建築設計 ライト工業(株) （仮称）クレイシア赤羽新築工事 SD490 D19～D38

平成30年12月 民間 建築 千葉県 東急不動産(株) JFEシビル(株) JFEシビル(株) (仮称)LOGI'Q習志野物流施設新築工事 SD390 D19～D32

平成30年11月 民間 建築 大阪府 (株)グラッドデザイン (株)太平社 (株)フウキ建設 (仮称)関目１丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年11月 民間 建築 和歌山県 (株)内藤建築事務所 (株)濱本組 (株)濱本組 和歌山県赤十字血液センター田辺出張所移転建築工事 SD345 D19～D22
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平成30年11月 民間 建築 広島県 (株)坂本工業 (仮称)広島アルミニウム工業(株)本地第２工場新築工事 D22・D29

平成30年11月 民間 建築 愛知県 野村不動産(株) (株)IAO竹田設計 新都工業(株) 三井住友建設(株) 栄五丁目計画 SD345～SD390 D19～D32

平成30年11月 民間 建築 高知県 セントラル総合開発(株)中四国支店 (株)都市建築研究所 (株)北岡工務店 (株)轟組 (仮称)クレアホームズ高知駅前Ⅱ新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成30年11月 民間 建築 和歌山県 (株)奥村組 (株)奥村組 (株)奥村組 (仮称)三甲(株)和歌山営業所新築工事 SD345 D19

平成30年11月 民間 建築 大阪府 (株)日商エステム (株)永都設計 (株)太平社 (株)貫山建設 (仮称)エステムコート南久宝寺新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年11月 民間 建築 兵庫県 (株)林田組 (株)ノバック アルファステイツ五軒邸弐番館新築工事 SD345～SD390 D16～D32

平成30年11月 民間 建築 岐阜県 京王電鉄(株) (株)日建設計 ツルタ工業(株) 鹿島建設(株) 高山グリーンホテル SD345 D25

平成30年11月 民間 建築 大阪府 (株)ティーエムエッチ (株)太平社 廣瀬建設(株) (仮称)中央区南久宝寺２丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年11月 民間 建築 愛知県 トヨタすまいるライフ(株) 大森鉄筋工業(有) (株)フジタ トヨタすまいるライフ四郷駅前マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年11月 公共 建築 愛知県 中部電力(株) 大森鉄筋工業(有) 大成建設(株) 武豊火力発電所５号機建築 SD345～SD390 D19～D32

平成30年11月 民間 建築 神奈川県 (株)山川建設 横山様邸宅造工事 SD295 D13

平成30年11月 公共 建築 愛知県 (株)JERA 大森鉄筋工業(有) 大成建設(株) 武豊火力発電所 SD345 D22・D25

平成30年11月 民間 建築 神奈川県 (株)山川建設 横山様邸宅造工事 SD295 D13

平成30年11月 民間 建築 神奈川県 (株)山川建設 横山様邸宅造工事 SD295 D32

平成30年11月 民間 建築 愛知県 ウサミ建工 矢野建設 セントラルクリニック SD390 D29

平成30年11月 民間 建築 滋賀県 ツルタ工業(株) 松井建設(株) 日本梱包運輸長浜工場 SD345～SD390 D25・D32

平成30年11月 公共 建築 岐阜県 森鉄筋(株) TSUCHIYA(株) （補）大垣市浄化センター SD345 D22

平成30年11月 公共 建築 愛知県 山川鉄筋鋼業(株) 日東・ニッセツJV 千早南公営住宅 SD345 D19

平成30年11月 民間 建築 大阪府 北越工業(株) (株)福田組 (株)福田組 北越工業(株)大阪支店建替え工事 SD345 D19～D25

平成30年11月 民間 建築 大阪府 (株)日本エスコン (株)都市建 シード平和(株) 茨木市沢良宜西２丁目プロジェクト SD345～SD390 D19～D38

平成30年11月 民間 建築 大阪府 (株)ティ・アイ・コーポレーション (株)FKOアーキデザイン (株)紙谷工務店 吹田市垂水町３丁目プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成30年11月 民間 建築 千葉県 千葉駅西口地区Ｂ工区再開発事業 新日本建設(株) (株)千葉サトー 新日本建設(株) 千葉駅西口地区第二種第二種市街地再開発事業(Ｂ工区) SD345～SD490 D22～D41

平成30年11月 民間 建築 東京都 (株)オープンハウス・ディベロップメント (株)ディベロップデザイン一級建築設計事務所 新日本建設(株) (仮称)オープンレジデンシア上原2丁目新築工事 SD345 D25

平成30年11月 公共 建築 千葉県 成田市長 (有)坂戸工業 (株)小野瀬工務店 旧中郷小学校改修工事 SD345 D22

平成30年11月 民間 建築 大阪府 北興産業(株) (株)オーク設計 (株)池内工業 前田建設工業(株) ノルデンハイム同心新築工事 SD345～SD390 D19～D32
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平成30年11月 民間 建築 京都府 (株)サンニック (株)梅田コーポレーション (株)池内工業 (株)梅田コーポレーション 南市岡2丁目共同住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年11月 公共 建築 大阪府 大阪市
大阪市都市整備局

住宅部建設課
(株)中鉄 栗本建設工業(株) 東喜連第2住宅1号館(2区)建設工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年11月 民間 建築 大阪府 (株)都市建築研究所 南海辰村建設(株) クレアホームズ鶴見横堤新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年11月 民間 建築 京都府 (株)東畑建築事務所 (株)竹中工務店 京都スタジアム(仮称)新築工事 SD345～SD490 D19～D35

平成30年11月 民間 建築 京都府 (株)桶村設計 (株)淺沼組 京都日野自動車綾部支店 SD345 D19～D25

平成30年11月 民間 建築 高知県 セントラル総合開発(株)中四国支店 (株)都市建築研究所 (株)北岡工務店 (株)轟組 (仮称)クレアホームズ高知駅前Ⅱ新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成30年11月 公共 建築 高知県 香南市
(株)山下設計

(株)みやび設計企業体
(有)三橋組 飛島・四国開発JV 香南市役所新庁舎建設工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年11月 民間 建築 奈良県 (有)平田設計 八房建設(株) なら子ども発達支援センターふぁーすと新築工事 SD345 D22

平成30年11月 民間 建築 神奈川県 (株)三菱地所 (株)鴻池組 共英産業(株) (株)鴻池組 ロジクロス厚木Ⅱ開発計画新築工事 SD390 D32・D35

平成30年11月 民間 建築 岡山県 (株)重藤組 (仮称)さわらび保育園新築工事 SD345 D22

平成30年11月 民間 建築 鳥取県 大末建設(株) (仮称)はわい温泉望湖楼リファイン工事 SD345 D22

平成30年11月 民間 建築 岡山県 (株)大本組 (仮称)岡山三相電機新工場棟建設工事(Ⅲ期工事) SD345 D19

平成30年11月 民間 建築 広島県 (仮称)広島アルミニウム工業(株)本地第２工場新築工事 SD390 D29

平成30年11月 民間 建築 山口県 Gianz岩国駅ビル新築工事 SD345 D22

平成30年11月 民間 建築 岡山県 (株)大林組 ＴＣＭー７建設工事(クラレ倉敷) SD345 D25

平成30年11月 民間 建築 鳥取県 オムロンスイッチアンドデバイス(株)倉吉事業所新食堂棟建設 SD345 D25

平成30年11月 民間 建築 岡山県 蜂谷工業(株) 岡山ダイハツ販売(株)仮)水島店新築工事 SD345 D22

平成30年11月 民間 建築 岡山県 岡山鉄工センター SD345 D19

平成30年11月 民間 建築 岡山県 (株)大本組 (株)クラレ岡山事業所配電棟設置工事 SD345 D19

平成30年11月 民間 建築 岡山県 山陽いろは保育園会議室棟増築工事 SD345 D22

平成30年11月 民間 建築 岡山県 西市マンション SD345 D19

平成30年11月 民間 建築 岡山県 大東建託(株) 柳町マンション SD345 D22

平成30年11月 民間 建築 京都府 日本エスリード(株) (株)アクセス都市設計 (株)小泉鉄筋 (株)ナカノフドー建設 エスリード太秦一ノ井町 SD345～SD390 D19～D29

平成30年11月 民間 建築 大阪府 (株)IAO竹田設計 (株)セイワワークス (株)森組 東中本二丁目 SD345～SD490 D19～D38

平成30年11月 民間 建築 福島県 (株)デーバースキル 三井住友建設(株) (仮称)フクシマフーズ(株)米飯工場新築工事 SD345 D29
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平成30年11月 公共 土木 福島県 (有)佐藤鉄筋 堀江工業(株) 四倉・久之浜歩道工事 SD345 D19・D22

平成30年11月 民間 建築 兵庫県 野村不動産 大末建設(株) 甲子園4番町開発 SD390 D32

平成30年11月 民間 建築 大阪府 社会福祉法人勝原福祉会 山岡哲哉建築設計事務所 山下鉄筋工業(株) 藤原工業(株) 天王寺保育園 SD345 D22

平成30年11月 民間 建築 大阪府 (株)宅都 山下鉄筋工業(株) エルディ(株) 谷町２丁目メディカルサポートホテルPJ新築工事 SD345 D25

平成30年11月 民間 建築 岡山県 学校法人創志学園 (株)ベン建築設計 (株)モリタビルド 鹿島建設(株) (仮称)環太平洋大学クラブハウス新築工事 SD345 D22・D25

平成30年11月 民間 建築 岡山県 島本商事(株) 河野設計福岡一級建築士事務所 (有)カタヤマネオファーム 五光建設(株) (仮称)ＮＩＫＫＯ東岡山店新築工事 SD345 D19～D25

平成30年11月 民間 建築 大阪府 (株)ベイシス (株)プレジオ (株)松木鉄筋工業 (株)プレジオ 大阪市城東区中央３丁目ＰＪ SD345～SD390 D32以下

平成30年11月 民間 建築 大阪府 信和不動産(株) (株)新都計画 (株)松木鉄筋工業 (株)プレジオ 大阪市中央区槍屋町ＰＪ SD345～SD390 D35以下

平成30年11月 民間 建築 大阪府 積水ハウス(株) (株)タクトプラン建築事務所 (株)金井 (株)福田組 (仮称)グランドメゾン石ヶ辻町Ⅱ新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年11月 民間 建築 群馬県 大同薬品工業(株) 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) 大同薬品工業(株)関東工場新築工事 SD390 D29・D32

平成30年11月 民間 建築 神奈川県 万葉倶楽部(株) 五洋建設(株) 五洋建設(株) (仮称)小田原駅東口再開発ビル新築工事 SD390 D22～D32

平成30年10月 民間 建築 滋賀県 (株)森工務店 (株)森工務店 琵琶湖美空第二団地 SD295～SD345 D13・D16

平成30年10月 民間 建築 大阪府 (株)M・I設計 (株)城東鉄筋 今西建設工業(株) (仮称)西区本田２丁目共同住宅新築工事 SD345～SD390 D22～D32

平成30年10月 民間 建築 兵庫県 吉岡工業(株) (株)柄谷工務店 ななくさ育成園移転改築整備工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年10月 民間 建築 大阪府 藤木隆男建築研究所 (株)ＫＳ 花谷建設(株) 母子生活支援施設東さくら園移転改築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年10月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)H&K建築事務所 (株)ＫＳ (株)金山工務店 (仮称)プレサンス高倉町１丁目新築工事 SD345～SD390 D16～D32

平成30年10月 民間 建築 高知県 (株)和田コーポレーション
(株)和田総合企画

(株)清和設計事務所
(有)梅原工業 戸田建設(株) ロイヤルガーデン鷹匠公園弐番館新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成30年10月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)礎 (株)太平社 (株)貫山建設 (仮称)プレサンス下寺２丁目新築工事 SD345～SD390 D22～D35

平成30年10月 民間 建築 大阪府 (株)IVY設計事務所 (株)太平社 (株)貫山建設 (仮称)エステムコート西区新町３丁目新築工事 SD345～SD390 D22～D35

平成30年10月 民間 建築 愛知県 積水ハウス(株) エグチスチール(株) 鉄建建設(株) グランドメゾン汐路 SD390 D29

平成30年10月 民間 建築 愛知県 大森鉄筋工業(有) (株)長谷工コーポレーション 熱田区三本松 SD345 D25

平成30年10月 民間 建築 愛知県 豊明佐々木 近藤組 (株)ジェイテクト様花園工場 SD390 D29

平成30年10月 民間 建築 京都府 (有)トゥラストワン 合同会社東耕之一級建築士事務所 シード平和(株) 吉祥院西ノ庄門口町マンション新築工事 SD345 D19～D25

平成30年10月 民間 建築 大阪府 (株)日商エステム (株)永都設計 岩出建設(株) エステムコート浪速区大国２丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年10月 民間 建築 大阪府 第一交通産業(株) (株)アモルファス建築設計事務所 スナダ建設(株) グランドパレス枚方宮之阪新築工事 SD345～SD390 D19～D35
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平成30年10月 民間 建築 大阪府 (株)レオン都市開発 (株)イサラ・デザイン 富田興業(株) 住光建設(株) レオンコンフォート南新町１丁目 SD345～SD390 D19～D35

平成30年10月 公共 土木 神奈川県 川崎市 川崎市 (株)前野鉄筋 五洋建設(株)・日立造船共同企業 都市計画道路殿町羽田空港線 SD345 D29

平成30年10月 民間 建築 神奈川県 新日本建設(株) 新日本建設(株) (株)ランテック 新日本建設(株) (仮称)ＥＸＣ相模原計画新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成30年10月 民間 建築 東京都 阪急阪神不動産(株) 新日本建設(株) 常磐工業(株) 新日本建設(株) (仮称)新宿区百人町2丁目計画新築工事 SD345 D25

平成30年10月 民間 建築 大阪府 (株)ユー・エス・ジェイ (株)奥村組 (株)又野鋼業 (株)奥村組 (仮称)ステージ33裏新施設建設計画 SD345～SD390 D25・D29

平成30年10月 民間 建築 岐阜県 金神鋼業(株) (株)鴻池組 アピクォリティー＆ロジスティクスセンター新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成30年10月 公共 建築 新潟県 新潟県 (株)佐久間鉄筋工業
鹿島建設(株)

高舘特定建設工事共同企業体
新潟県立武道館建設ＪＶ工事事務所 SD345 D25

平成30年10月 民間 建築 新潟県 サカエ鋼業(株) 福田組 万代島旅客上屋耐震改修工事 SD345 D19・D22

平成30年10月 公共 建築 大阪府 大阪府 大阪府住宅まちづくり部公共建築室 (株)中鉄 栗本・前田JV 大阪府営堺新金岡4丁5番第2期高層住宅(建て替え)新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年10月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)TOKI設計 南海辰村建設(株) プレサンスロジェ千代崎新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年10月 民間 建築 高知県 (株)百十四銀 (株)竹中工務店 天野日清(株) (株)竹中工務店 百十四銀高知支店建築計画 SD345 D22・D25

平成30年10月 民間 建築 大阪府 中正建設(株) 中正建設(株) (仮称)瓦屋町3丁目プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D22～D32

平成30年10月 民間 建築 京都府 (株)福嶋洋一建築研究所 (株)貫山建設 (仮称)京都横大宮町計画 SD345～SD390 D19～D29

平成30年10月 民間 建築 大阪府 関西電力(株) (株)高田工務店 大東変電所77ＫＶ配開装置他改良工事の内ＧＩＳ基礎工事 SD345～SD390 D22～D29

平成30年10月 民間 建築 大阪府 (株)高橋建築事務所 北摂ビルド(株) (仮称)大阪市中央区高麗橋2丁目計画 SD345～SD390 D22～D29

平成30年10月 民間 建築 滋賀県 (株)プレサンスコーポレーション (株)日企設計 シード平和(株) (仮称)プレサンスロジェ大津萱野浦新築工事 SD345 D22・D25

平成30年10月 民間 建築 大阪府 (株)礎 多田建設(株) (仮称)大阪市東成区大今里南2丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年10月 民間 建築 岡山県 (仮称)山陽電研(株)新工場新築工事 SD345 D19

平成30年10月 民間 建築 広島県 JR海田市駅NKビル開発新築工事 SD345 D25

平成30年10月 民間 建築 岡山県 でりか菜倉敷工場増築工事 SD345 D19

平成30年10月 公共 建築 岡山県 岡山県民共済生活協同組合新事業所新築工事 SD345 D22

平成30年10月 民間 建築 岡山県 岡山鉄工センター SD345 D19

平成30年10月 民間 建築 岡山県 (株)大本組 (株)クラレ岡山事業所配電棟設置工事 SD345 D19

平成30年10月 民間 建築 岡山県 (株)大本組 高雄工業(株)岡山第２工場(二期)建設工事 SD345 D19・D25

平成30年10月 公共 建築 岡山県 新保保育園 SD345 D19
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平成30年10月 民間 建築 岡山県 西市マンション SD345 D19

平成30年10月 民間 建築 岡山県 大東建託(株) 柳町マンション SD345 D22

平成30年10月 公共 建築 兵庫県 兵庫県川西市 (株)ユニバーサル設計 近畿施設 (株)ナカノフドー建設 川西市消防本部及び川西市南消防署整備工事 SD345～SD490 D19～D32

平成30年10月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)アイ・エー・オー田中設計 (株)セイワワークス 村中建設(株) プレサンス九条南 SD345～SD490 D19～D32

平成30年10月 民間 建築 奈良県 (株)友次鋼業 (株)森本組 平城山駅前 SD390 D32

平成30年10月 公共 建築 岡山県 ハチヤシンケンJV 総社市学校給食センター SD390 D29

平成30年10月 民間 建築 大阪府 (株)日本政策金融公庫 山下鉄筋工業(株) 藤原工業(株) 大阪支店万代住宅新築工事 SD345 D22

平成30年10月 民間 建築 兵庫県 (株)ワイエスインターナショナル 新生設計(株) 山下鉄筋工業(株) エルディ(株) 尼崎プラザホテル新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年10月 民間 建築 奈良県 酒本商事(株) 山﨑鉄筋工業 中川企画建設 酒本商事(株)大和郡山倉庫新築工事 SD345 D25

平成30年10月 民間 建築 岡山県 (有)スカイ・アイ (株)黒川建築設計事務所 (有)カタヤマネオファーム (株)エステートセイワ (仮称)スカイヒルズ新築工事 SD345 D22・D25

平成30年10月 民間 建築 岡山県 (株)カインズ (株)共栄店舗一級建築士事務所 福山鉄筋建設(株) (株)共栄店舗 カインズ姫路店新築工事 SD345 D19～D25

平成30年10月 民間 建築 大阪府 富国生命保険相互会社 (株)鍜治田工務店 (株)戸田鉄筋 (株)鍜治田工務店 中央区常磐町１丁目ＰＪ SD345～SD390 D35以下

平成30年10月 民間 建築 群馬県 糸井商事(株) 戸田建設(株) 高崎健康福祉大学農学部 SD345 D22

平成30年10月 民間 建築 秋田県 (株)アスター 積水ハウス(株) サンエーテック (株)鴻池組 アスター横手新築工事 SD345 D22・D25

平成30年10月 民間 建築 岩手県 KYコーポレーション 高橋鉄筋工業(有) 小原建設(株) KYコーポレーション SD345 D22

平成30年10月 民間 建築 埼玉県 (株)IHI 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) ＩＨＩ鶴ヶ島工場新拠点建設工事 SD390 D29

平成30年10月 民間 建築 宮城県 野村不動産(株) 日本国土開発(株) プラウド雨宮 SD390 D19

平成30年10月 民間 建築 千葉県 野村不動産(株) 五洋建設(株) 五洋建設(株) (仮称)Landport習志野新築工事 SD390 D19～D38

平成30年10月 公共 土木 東京都 首都高速道路(株) (株)フジタ (改)渋谷入口(下り)新築工事 SD345 D35

平成30年9月 民間 建築 兵庫県 五洋建設(株) (株)林田組 五洋建設(株) (仮称)寿冷蔵(株)尼崎南DＣ冷蔵庫増築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年9月 民間 建築 大阪府 (株)ＫＳ (株)金山工務店 (仮称)東淀川区豊新３丁目集合住宅新築工事 SD345～SD390 D16～D35

平成30年9月 民間 建築 愛知県 積水ハウス(株) (株)玉井 小原建設(株) グランドメゾン本山Ⅱ SD345 D19

平成30年9月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション スナダ建設(株) (株)ＫＳ スナダ建設(株) (仮称)プレサンス九条南２丁目新築工事 SD345～SD390 D16～D32

平成30年9月 民間 建築 兵庫県 (株)ＫＳ 大成ユーレック(株) レジェンダリー甲子園浦風町新築工事 SD345 D22

平成30年9月 民間 建築 大阪府 (有)デルフィ (株)太平社 中村建設(株) (仮称)ビガーポリス３４６都島区東野田新築工事 SD345～SD390 D16～D32
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平成30年9月 民間 建築 大阪府 (株)ワールドアイコーポレーション (株)都市居住文化研究所 (株)紙谷工務店 吹田市垂水町３丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年9月 民間 建築 大阪府 大阪スバル(株) (株)宮島設計 パナソニックホームズ(株) 大阪スバル(株)箕面店新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年9月 民間 建築 千葉県 (医)社団正朋会宍倉病院 神明建設(株) 宍倉病院新外来棟 SD345 D22

平成30年9月 民間 建築 東京都 新日本建設(株) 新日本建設(株) 南武(株) 新日本建設(株) (仮称)ＥＸＣ北千住計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年9月 民間 建築 東京都 三恵技研工業(株) (株)渡辺建築事務所 (株)鴻池組 (仮称)三恵技研工業(株)本社・赤羽工場新2号棟新築工事 SD390 D35

平成30年9月 公共 建築 愛媛県 (株)熊谷組 新居浜市防災センター SD345～SD390 D19～D32

平成30年9月 民間 建築 奈良県 日本エスリード(株) (株)都市建 山村組 (株)淺沼組 (仮称)エスリード五位堂３丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年9月 民間 建築 大阪府 サンヨーホームズ(株) (株)ダイシン建築設計事務所 (株)又野鋼業 (株)福田組 (仮称)堺市堺区浅香山町マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年9月 民間 建築 新潟県 丸一鋼販(株) (株)佐久間鉄筋工業 鉄建建設(株) 丸一鋼販(株)新潟営業所新築工事 SD390 D29

平成30年9月 公共 建築 長野県 (有)小山鉄筋 (株)黒澤組 湯の丸高原屋内運動施設建築工事 SD345～SD390 D25・D32

平成30年9月 民間 建築 大阪府 (株)プラッツ設計 (株)釜鉄筋工業 野村建設工業(株) 住吉区長居東４丁目PJ SD345 D19～D25

平成30年9月 民間 建築 高知県 土佐市長板原啓文 聖建築研究所他JV (有)梅原工業 戸田建設(株) 土佐市複合文化施設建設工事 SD345 D25

平成30年9月 民間 建築 北海道 (株)釧路火力発電所 JFEエンジニアリング(株) 長屋建設工業(株) JFEエンジニアリング(株) 石炭火力発電設備建設工事 SD345 D25

平成30年9月 民間 建築 北海道 カラカミ観光(株) (株)石井建築事務所 誠伸興業(株) 岩田地崎建設(株) 洞爺サンパレスクリスタル館建替え工事 SD390 D19～D29

平成30年9月 民間 建築 滋賀県 戸田建設(株) 戸田建設(株)大阪支店 カネカＰＩＮproject製造建屋新築工事 SD345～SD390 D22～D32

平成30年9月 民間 建築 大阪府 (株)掛谷工務店 (株)掛谷工務店 世紀東急工業(株)大阪支店営業所社員寮建替工事 SD345 D19～D22

平成30年9月 民間 建築 京都府 (有)一級建築士事務所ターボ設計 (株)成工建設 ＬＡＨＯＴＥＬ京都Ⅱ SD345～SD390 D19～D29

平成30年9月 民間 建築 京都府 (株)礎 シード平和(株) (仮称)京都市山科椥辻草街道町計画新築工事 SD345～SD390 D16～D35

平成30年9月 民間 建築 千葉県 野村不動産(株) 五洋建設(株) 共英産業(株) 五洋建設(株) (仮称)LanDport習志野新築工事 SD345～SD390 D25・D32

平成30年9月 民間 建築 岡山県 (仮称)山陽電研(株)新工場新築工事 SD345 D19

平成30年9月 民間 建築 広島県 JR海田市駅NKビル開発新築工事 SD345 D25

平成30年9月 民間 建築 岡山県 大和ハウス工業(株) ダウ化工(株)社屋増築工事 SD345 D22

平成30年9月 民間 建築 岡山県 岡山鉄工センター SD345 D19

平成30年9月 民間 建築 岡山県 笠原組 SD345 D25

平成30年9月 民間 建築 広島県 広島光町 SD345 D25
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平成30年9月 民間 建築 岡山県 大本組・梶岡建設ＪＶ 新津山国際ホテル建設工事 SD345 D22

平成30年9月 民間 建築 岡山県 西市マンション SD345 D19

平成30年9月 民間 建築 岡山県 大東建託(株) 柳町マンション SD345 D22

平成30年9月 民間 建築 大阪府 (株)森組 (株)セイワワークス (株)森組 伏見町4丁目 SD345～SD390 D19～D35

平成30年9月 民間 建築 岩手県 TDK秋田(株) (株)伊藤組 (株)西原鉄建工業 (株)伊藤組 TDK北上工場更衣室棟増築工事 SD345 D19

平成30年9月 民間 建築 福島県
学校法人日本大学
理事長田中英壽

(株)横河建築設計事務所 (株)デーバースキル (株)安藤・間 日本大学東北高等学校新校舎新築工事 SD345 D19～D29

平成30年9月 民間 建築 東京都 (株)目時工務店 成田東3丁目保育園 SD345 D19

平成30年9月 民間 建築 大阪府 (株)友次鋼業 (株)森本組 サンメゾン桃山台 SD345 D25

平成30年9月 民間 建築 京都府 (株)三越ユニティー 新生設計(株) 山下鉄筋工業(株) エルディ(株) 京都ロイヤルツインズホテルPJ新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年9月 民間 建築 岡山県 西大寺運送(有) (株)GEN設計 和田鉄筋工業(株) (株)大森工務店 西大寺運送(有)岡山物流センターB棟新築工事 SD345 D25

平成30年9月 民間 建築 岡山県 アルファプラス(株) アルファプラス(株) (有)カタヤマネオファーム アルファプラス(株) 西市マンションⅢ新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成30年9月 民間 建築 岡山県 アルファプラス(株) アルファプラス(株) (有)カタヤマネオファーム アルファプラス(株) 京町マンション新築工事 SD345 D22・D25

平成30年9月 民間 建築 大阪府 (株)ハウスクリエイト (株)高橋建築事務所 平成鉄建(株) (株)コスモス 旭区新森２丁目計画 SD345 D22・D25

平成30年9月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)アイ・エー・オー田中設計 紺原工業(株) 美樹工業(株) (仮称)プレサンス西中島一丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年9月 民間 建築 大阪府 浅井謙建築研究所(株) (株)金井 前田建設工業(株) (仮称)大阪府枚方市招提大谷２丁目ＰＲＪ新築工事 SD345～SD390 D25・D38

平成30年9月 公共 土木 大阪府 熊谷・三井住友・日宝ＪＶ 長堀抽水所雨水滞水池築造工事（その10） SD345 D25

平成30年9月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション シード平和(株) (株)小泉鉄筋 (株)榎並工務店 プレサンス西区新町4丁目 SD390 D29～D35

平成30年9月 公共 建築 宮城県 リック(株) 館山ポンプ場 SD390 D19

平成30年8月 民間 建築 大阪府 佐藤工業(株) (株)戸田鉄筋 佐藤工業(株) 大阪市中央区博労町ホテル新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年8月 民間 建築 京都府 吉岡工業(株) TSUCHIYA(株) (仮称)竹田向代町計画新築工事 SD345 D19～D25

平成30年8月 民間 建築 大阪府 (株)林設計事務所 吉岡工業(株) 茜建設 鶴町第４住宅１号館(１区)建設工事－２ SD345～SD390 D19～D29

平成30年8月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 仲間工業(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)木下マンションⅡ新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年8月 民間 建築 京都府 岡田鉄筋工業(株) 河合建設 スーパーセンタープラント木津川店新築工事 SD345 D25

平成30年8月 民間 建築 兵庫県 日鉄住金テックスエンジ(株) 吉岡工業(株) 日鉄住金テックスエンジ(株) ＮＳＳＴ新事務所建屋他新設及び外構整備工事 SD345 D19～D25

平成30年8月 民間 建築 大阪府 (株)旭栄 (株)太平社 (株)旭栄 西成区花園北２丁目計画 SD345～SD390 D19～D29
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平成30年8月 民間 建築 大阪府 (株)アーキスタンド (株)ＫＳ 大成ユーレック(株) (仮称)大阪市北区天満２丁目プロジェクト SD345～SD390 D16～D32

平成30年8月 民間 建築 愛知県 なかてつ ヒメノビルド 大官町マンション SD390 D29

平成30年8月 民間 建築 愛知県 高桑鋼業 アーキッシュギャラリー ジャガー・ランドローバー天白 SD345 D22

平成30年8月 民間 建築 大阪府 (株)松本組 (株)松本組 クレヴィア住之江公園 SD345～SD390 D35以下

平成30年8月 民間 建築 大阪府 (株)日企設計 橋本鋼材(株) (株)DAIJU (仮称)茨木市西河原町２丁目計画 SD345～SD390 D29以下

平成30年8月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)TOKI設計 (株)橋本組 (株)松本組 プレサンスロジェ阿倍野区昭和町新築工事 SD345～SD390 D38以下

平成30年8月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)イデアファイブ スナダ建設(株) プレサンス中央区博労町一丁目Ⅱ新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成30年8月 民間 建築 兵庫県 ユニゾンサービス(有)
パナソニックホームズ(株)

近畿第二一級建築士事務所
パナソニックホームズ(株) 神戸市中央区旭通4丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年8月 民間 建築 大阪府 (株)ネクストステージ ＧＡ建築事務所 (株)紙谷工務店 江の木町ＰＪ２４新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年8月 民間 建築 兵庫県 (有)セイコー・コーポレーション 竹田設計事務所 安藤建設(有) セイコー・コーポレーション本社ビル新築工事 SD345 D19～D25

平成30年8月 民間 建築 大阪府 御浜住宅(株) (株)岩崎設計 誠信建設工事(株) 牧野阪マンション(御浜ＢＬD)新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年8月 民間 建築 大阪府 (株)ティ・アイ・コーポレーション (株)FKOアーキデザイン (株)紙谷工務店 阿倍野区美章園３丁目プロジェクト SD345～SD390 D19～D32

平成30年8月 民間 建築 大阪府 (株)エイチ・ツー・オーアセットマネジメント (株)アール大阪 (株)イチケン イズミヤカナートモール和泉府中店建設工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年8月 民間 建築 大阪府 (株)レオン都市開発 (株)イサラ・デザイン 富田興業(株) 住光建設(株) レオンコンフォート谷町９丁目 SD345～SD390 D19～D35

平成30年8月 民間 建築 東京都 新日本建設(株) (株)千葉サトー 新日本建設(株) (仮称)浅草花川戸新築計画 SD345～SD490 D19～D35

平成30年8月 公共 建築 神奈川県 神奈川県横須賀市 日立造船・五洋建設ＪＶ 横須賀ごみ処理施設建設工事 SD345 D25

平成30年8月 民間 建築 大阪府 パナソニックホームズ(株) 不二建設(株) (有)瓜生興業 不二建設(株) (仮称)北区大淀中２丁目Ⅱ賃貸マンション計画新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成30年8月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株)
(株)関西スチール

フォーム
生和コーポレーション(株) 東住吉区山坂3丁目プロジェクト新築工事 SD345 D19～D25

平成30年8月 民間 建築 大阪府 (有)福光設計事務所 (株)淺沼組 シモハナ物流(株)高槻第２センター新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年8月 民間 建築 大阪府 (株)淺沼組 (株)淺沼組 万代新渋川センター SD345～SD390 D19～D29

平成30年8月 民間 建築 大阪府 (株)リベルテ建築設計事務所 (株)貫山建設 (仮称)城東区成育1丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年8月 民間 建築 京都府 (株)吉村建築事務所 金下建設(株) (仮称)旭が丘ホーム改修・解体・増築工事 SD345 D19～D25

平成30年8月 民間 建築 鳥取県 大末建設(株) (仮称)はわい温泉望湖楼リファイン工事 SD345 D19

平成30年8月 民間 建築 岡山県 鹿島建設(株) (仮称)冨士ダイス岡山工場ＨＩＰ棟新築工事 SD345 D22

平成30年8月 民間 建築 岡山県 (株)大林組 ＴＣＭー７建設工事(クラレ倉敷) SD345 D19・D25
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平成30年8月 民間 建築 岡山県 横河ソリューションサービス SD345 D22

平成30年8月 民間 建築 広島県 五洋建設(株) 学校法人広島山陽学園新体育館建設工事 SD345 D22

平成30年8月 民間 建築 岡山県 (株)大本組 (株)サラ新築工事の内バイオマスプラント建築工事 SD345 D22

平成30年8月 民間 建築 岡山県 香川銀行 SD345 D19

平成30年8月 民間 建築 岡山県 大本組・梶岡建設ＪＶ 新津山国際ホテル建設工事 SD345 D19

平成30年8月 民間 建築 岡山県 西市マンション SD345 D22

平成30年8月 民間 建築 岡山県 大東建託(株) 柳町マンション SD345 D22

平成30年8月 公共 建築 兵庫県 西宮市 西宮市土木局営繕部営繕課 (株)才木工業 (株)新井組 新センター新築工事 SD345 D19～D25

平成30年8月 公共 建築 兵庫県 西宮市長 今村岳司 西宮市土木局営繕部営繕課 (株)才木工業 (株)新井組 香櫨園小学校 SD345～SD390 D19～D32

平成30年8月 民間 建築 大阪府 積水ハウス(株) 藤井建設(株) 大阪市北区西天満 SD345～SD390 D19～D32

平成30年8月 民間 建築 大阪府 (株)スマイル (株)MRSブレイン一級建築士事務所 (株)スマイル 津門住之江マンション SD345～SD490 D19～D32

平成30年8月 民間 建築 大阪府 (株)エコファクトリー 大東鋼材(株) (株)マツダ・シティーズ 一麦保育園 SD345 D19～D25

平成30年8月 公共 建築 岩手県 岩手県知事 (株)カクタ設計 (株)西原鉄建工業 日本住宅(株) 災害公営住宅（大槌本町地区）新築工事 SD345 D19～D25

平成30年8月 民間 建築 大阪府 仁和鉄工業(株) 生和コーポレーション(株) 茨木市元町プロジェクト SD345 D22

平成30年8月 民間 建築 大阪府 (株)前田組 (株)太平社 (株)前田組 甲南化工(株)本社工場改築工事 SD345 D22

平成30年8月 民間 建築 奈良県 且鉄筋工業所 フィデス 味覚糖奈良工場 SD345 D22

平成30年8月 公共 建築 岡山県 赤磐市友實武則 (株)ユー・ディ・ディ設計 (株)モリタビルド
大和リース(株)

(株)ユー・ディ・ディ特定建設企業体
赤磐市複合型介護福祉施設整備工事 SD345 D25

平成30年8月 民間 建築 岡山県 (株)片山電機工業所 協立土建(株)一級建築士事務所 (有)カタヤマネオファーム 協立土建(株) (株)片山電機工業所SEMマンション富田町新築工事 SD345 D19・D25

平成30年8月 民間 建築 岡山県 (株)コスモス薬品 白川勝一建築士事務所 (有)カタヤマネオファーム 大企建設(株) (仮称)ドラッグストアコスモス東平島店新築工事 SD345 D22

平成30年8月 公共 土木 京都府 日本下水道事業団 日本下水道事業団 新庄鉄筋鋼業(株) (株)鴻池組・高見ＪＶ 福知山市段畑雨水ポンプ場 SD345 Ｄ25以下

平成30年8月 民間 建築 京都府 万尾(株)電気 (株)松木鉄筋工業 カツミ建築(株) ＰＬＡＴＩＮＵＭ新築工事 SD345 D19・D22

平成30年8月 民間 建築 大阪府 永和建研一級建築士事務所 (有)山下鉄筋工業 (株)晃陽建設 (仮称)磯路マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年8月 民間 建築 大阪府 SHU(株) (株)アイ・エー・オー田中設計 (株)泰志 (株)アースプランニング MESAAGE九条Gate新築工事 SD390 D29～D35

平成30年8月 民間 建築 埼玉県 西武 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) 西武ドーム全体改修工事 SD390 D25・D29

平成30年8月 民間 建築 神奈川県
中央日本土地建物(株)

あなぶきホームライフ(株)
JR西日本プロパティーズ(株)

(株)光和設計
ファーストコーポレーション

三信住建JV
(仮称)横須賀市小川町計画新築工事 SD390 D19～D38
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平成30年8月 民間 建築 千葉県 新日本建設(株) 新日本建設(株) 新日本建設(株) (仮称)EXC本八幡駅前計画 SD490 D19～D38

平成30年7月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) (株)ＫＳ 生和コーポレーション(株) (仮称)石浦様マンション新築工事 SD345～SD490 D19～D32

平成30年7月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)生原建築事務所 開誠工業(株) (株)DAIJU プレサンス森之宮２丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年7月 民間 建築 兵庫県 (株)林田組 (株)ノバック アルファスマート姫路市役所南 SD345～SD390 D19～D35

平成30年7月 民間 建築 京都府 (株)橋口建築研究所 (株)ＫＳ (株)巌建設 不明門ビル新築工事 SD345 D25

平成30年7月 民間 建築 大阪府 (株)梅田コーポレーション (株)太平社 (株)梅田コーポレーション 西区江戸堀１丁目ホテル新築工事 SD345～SD390 D25・D29

平成30年7月 民間 建築 大阪府 松井建設(株) 吉岡工業(株) 松井建設(株) 社会福祉法人光生会(仮称)障害者支援施設岸和田療護園新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年7月 民間 建築 兵庫県 (株)プレサンスコーポレーション (株)林田組 (株)イチケン (仮称)プレサンスロジェ姫路Ⅱ新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年7月 民間 建築 兵庫県 大成ユーレック(株) (株)ＫＳ 大成ユーレック(株) (仮称)尼崎市・立花町プロジェクト SD345 D19～D25

平成30年7月 民間 建築 大阪府 (株)冴建築設計事務所 (株)太平社 (株)BUDDY (仮称)松ぼっくり共同住宅新築工事 SD345 D22・D25

平成30年7月 民間 建築 大阪府 清水鉄筋工業(株) 正木建設(株) (仮称)塩草３丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年7月 民間 建築 滋賀県 和田鉄筋工業(株) 八田建設(株) (株)平安製作所マキノ工場新築工事 SD390 D29・D35

平成30年7月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) (株)ＫＳ 生和コーポレーション(株) (仮称)谷藤様マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年7月 民間 建築 京都府 (株)内藤建築事務所 (株)城東鉄筋 (株)安藤・間 京都民医連中央病院建設工事 SD345 D19～D25

平成30年7月 民間 建築 愛知県 梅村鋼業 清水建設(株) 名光精機新工場 SD345 D19～D25

平成30年7月 民間 建築 三重県 大森鉄筋工業(有) 戸田建設(株) 伊勢村田製作所 SD345～SD390 D25・D29

平成30年7月 民間 建築 愛知県 百瀬 東海ビルド KANBE共同住宅 SD345～SD490 D19～D29

平成30年7月 民間 建築 大阪府 (株)日建設計 (株)金沢組 (株)鴻池組 ペガサスミシン製造(株)新本社新築工事 SD345～SD390 D29以下

平成30年7月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) 鉄建建設(株) (株)堺鉄建 (株)イサラデザイン (仮称)エスリード西区本田４丁目新築工事 SD345～SD390 D35以下

平成30年7月 民間 建築 大阪府 信和建設(株) 澤村鉄筋 (仮称)難波マンション新築工事 SD345～SD390 D35以下

平成30年7月 民間 建築 京都府 敷島住宅(株) (株)渡邉建築事務所 (株)富士工務店 姉小路ゲストハウス新築工事 SD345 D19～D25

平成30年7月 民間 建築 滋賀県 日本中央競馬会 ＪＲＡファシリティーズ(株) (株)協和エクシオン 栗東トレーニング・センターバイオマスプラント新設工事 SD345 D19～D25

平成30年7月 民間 建築 大阪府 (株)ワープC.C.S (株)紘大 コーセン建設(株) 桑津マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年7月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション シード平和(株) シード平和(株) プレサンス大淀北１丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年7月 民間 建築 京都府 (株)春生堂 (株)あめりか屋 (株)あめりか屋 長岡京神足クリニックモール新築工事 SD345 D19～D25
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平成30年7月 民間 建築 京都府 積水ハウス(株) 積水ハウス(株) 積水ハウス(株) 西村篤様邸新築工事 SD345 D19～D25

平成30年7月 民間 建築 京都府 木村厚志 翔設計工房一級建築士事務所 (株)タカギコンストラクションオフィス ダリア佐智木村マンション新築工事 SD345 D19～D25

平成30年7月 民間 建築 大阪府 学校法人大阪学院 (株)北川原温建築都市研究所 中野工業 前田建設工業(株) 大阪学院大学高等学校 SD345～SD390 D19～D29

平成30年7月 民間 建築 大阪府 (株)マリモ (株)マリモ 鉄建建設(株) ポレスター上甲子園 SD390 D29

平成30年7月 公共 土木 東京都 (株)奥村組・戸田建設(株)ＪＶ 初富作業所 SD390 D32

平成30年7月 民間 建築 千葉県 三井不動産レジデンシャル(株) (株)熊谷組 (株)熊谷組 (仮称)幕張若葉計画Ｂ-2街区高層棟 SD390 D38

平成30年7月 民間 建築 大阪府 アールプラス建築設計(株) 山中鉄筋 (株)浅井工務店 (仮称)北区大曽根４丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成30年7月 民間 建築 大阪府 阪急不動産(株) (株)フジタ 大神工業 (株)フジタ (仮称)大阪市北区東天満二丁目集合住宅新築工事 SD345～SD490 D19～D41

平成30年7月 民間 建築 京都府 澄觀(株) 積水ハウス(株) (株)中鉄 大昭工業(株) (仮称)中京区上松屋町計画新築工事 SD345 D19～D25

平成30年7月 民間 建築 愛知県 (株)フジケン 連設計建築士事務所 (株)スギウラ鉄筋 岩部建設(株) (仮称)リコット本町通り1丁目新築工事 SD345～SD390 D38～D38

平成30年7月 公共 土木 東京都 東京都下水道局 原田鉄筋(株) 飛島建設(株) みやぎ水再生センター汚泥処理施設再構築工事 SD390 D19～D29

平成30年7月 民間 建築 大阪府 (株)大本組
(株)関西スチール

フォーム
(株)大本組 イオン藤井寺ＳＣ新築工事 SD345 D19・D22

平成30年7月 民間 建築 北海道 社会医療法人鳩仁会札幌中央病院 (株)ケイ立身設計 (株)共鉄工業 戸田建設(株) 札幌中央病院改築工事 SD390 D19～D29

平成30年7月 民間 建築 大阪府 (株)アクト一級建築士事務所 (株)アクト (仮称)城東区中央2丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年7月 民間 建築 大阪府 (株)D＆D建築設計事務所 シード平和(株) (仮称)阿倍野区昭和町2丁目計画新築工事 SD345～SD390 D16～D32

平成30年7月 民間 建築 大阪府 (株)カワイ設計工房 中正建設(株) (仮称)阿倍野区昭和町1丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年7月 民間 建築 鳥取県 大末建設(株) (仮称)はわい温泉望湖楼リファイン工事 SD345 D19

平成30年7月 民間 建築 広島県 (株)プレサンスコーポレーション (株)日企設計 沖田鉄筋工業(株) (仮称)プレサンス国泰寺町1丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32・D38

平成30年7月 民間 建築 岡山県 (株)大本組 アイム(株)倉敷工場新築工事 SD345 D25

平成30年7月 民間 建築 岡山県 (株)アイメックス アイメックス本館建設工事 SD345 D25

平成30年7月 民間 建築 岡山県 サウスウインド山本Ⅲ号館新築工事 SD345 D19

平成30年7月 民間 建築 広島県 下岸建設(株) ハウスバーンフリート緑井新築工事 SD390 D35

平成30年7月 民間 建築 岡山県 岡山鉄工センター SD345 D19

平成30年7月 民間 建築 広島県 五洋建設(株) 学校法人広島山陽学園新体育館建設工事 SD345 D22

平成30年7月 民間 建築 広島県 広島光町 SD345 D25
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平成30年7月 民間 建築 香川県 香川銀行本店新築工事 SD345 D25

平成30年7月 民間 建築 岡山県 (株)大本組 製品出荷トラック事故リスク低減対策工事検定室移転工事 SD345 D19

平成30年7月 民間 建築 岡山県 茶屋町鉄工(株)社屋新築工事 SD345 D19

平成30年7月 民間 建築 岡山県 大東建託(株) 柳町マンション SD345 D19

平成30年7月 公共 建築 岐阜県 下呂市 (株)プランテック 佐山鉄筋工業(株) (株)ナカノフドー建設 下呂クリーンセンター SD345 D19～D25

平成30年7月 民間 建築 大阪府 (株)グローバル設計 大東鋼材(株) (株)小滝工務店 かにのやまと SD345 D19～D25

平成30年7月 公共 建築 福島県 楢葉町長 松本幸英 (株)山下設計 (株)平山鉄筋 前田建設工業(株) （仮称）楢葉町屋内体育施設新築工事 SD345 D22・D25

平成30年7月 公共 土木 福島県 (株)山叶鉄筋工業 大林道路(株) 磐越自動車道いわき三和～小野間橋梁補修工事 SD345 D16・D19

平成30年7月 民間 建築 大阪府 仁和鉄工業(株) 栗本建設工業(株) コスモ姫里新築工事 SD390 D29

平成30年7月 民間 建築 大阪府 且鉄筋工業所 (株)三木組 (株)ダイヘン耐震補強工事 SD345 D29

平成30年7月 民間 建築 岡山県 双葉運輸(株) (有)シグマ建築事務所 (株)モリタビルド 五洋建設(株) (仮称)双葉運輸(株)倉敷八軒屋物流センター新築工事 SD345～SD390 D25～D32

平成30年7月 民間 建築 岡山県 (株)創心會 平松建築設計室 (有)カタヤマネオファーム ノザキ工業 平田複合施設 SD345 D19・D22

平成30年7月 民間 建築 大阪府 (株)ベイシス (株)プレジオ (株)松木鉄筋工業 (株)プレジオ 大阪市中央区材木町ＰＪ SD345～SD390 D35以下

平成30年7月 民間 建築 滋賀県 (株)グランレブリー (株)グランレブリー ＵＭＥDＡＴＥＫＫＩＮ (株)グランレブリー 堅田駅西店舗新築工事 SD345 D25以下

平成30年7月 民間 建築 兵庫県 積水ハウス(株) 藤井建設(株) 芦屋市上宮川町ＰＪ SD345～SD390 D29以下

平成30年7月 民間 建築 埼玉県 (株)鳥屋銅鐵店 (株)熊谷組 埼玉医科大学教育実習棟新築工事 SD345～SD390 D22～D35

平成30年7月 公共 土木 岩手県 二戸地方振興局土木部 賀美鉄筋工業(有) (株)エスエステック 県道戸呂町橋梁補修工事 SD345 D16

平成30年7月 公共 土木 大阪府 西川明宏 鹿島建設(株)・飛島建設ＪＶ 大和川線シールドトンネル工事 SD345 D35

平成30年7月 民間 建築 東京都 (株)坂入産業 (株)坂入産業 新三平建設(株) (仮称)GREENPARK日本橋横山町新築工事 SD490 D19～D38

平成30年7月 公共 建築 東京都 東京都 (株)佐藤総合計画 五洋建設(株) 東京都公文書館(29)改築工事 SD345 D25

平成30年7月 民間 建築 東京都 三井住友ファイナンス＆リース(株) 新日本建設(株) 新日本建設(株) (仮称)ビバホーム豊島店計画新築工事 SD390 D19～D29

平成30年7月 民間 建築 東京都 (株)フジヒロ商会 (株)AA＆SUN一級建築士事務所 真柄建設(株) (仮称)港区南青山6丁目共同住宅新築工事 SD390 D19～D35

平成30年6月 民間 建築 岐阜県 太平洋工業(株) (株)西濃鉄筋 岐建(株) 太平洋工業(株)西大垣工場第5工場増築工事 SD345 D25

平成30年6月 民間 建築 大阪府 福嶋洋一建築研究所 (株)太平社 フウキ建設 Ｍ：ＣＯＵＲＴ福島駅前新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年6月 公共 建築 大阪府 大阪府住宅まちづくり部 西岡鉄筋工業 共同建設(株) 大阪府営豊中新千里南第１期高層集宅（建替）新築工事（第２工区） SD345～SD390 D19～D29
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平成30年6月 民間 建築 大阪府 ＧＡ建築事務所 西岡鉄筋工業 服部ライフサポート(株) (仮称)アバンティ桜宮新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年6月 民間 建築 大阪府 清水鉄筋工業(株) 正木建設(株) 千里山クレース幼稚園改築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成30年6月 民間 建築 岐阜県 羽柴鋼業(株) 岐建(株) PEC本社作業所 SD345～SD390 D19・D32

平成30年6月 民間 建築 愛知県 スターツCAM(株) ウサミ建工 スターツCAM(株) 東岡崎駅周辺地区整備東街区 SD345 D22

平成30年6月 民間 建築 愛知県 スターツCAM(株) ウサミ建工 スターツ信託 岡崎ニューグランドホテル SD345 D22・D25

平成30年6月 民間 建築 愛知県 玉井 日鉄住金テックスエンジ(株) 宮碕精工(株)スラブ第一工場 SD390 D29

平成30年6月 民間 建築 愛知県 エグチスチール(株) (株)鍜治田工務店 アルバックス太田川 SD345 D19・D22

平成30年6月 民間 建築 愛知県 エグチスチール(株) オオタ建設 射場様邸新築工事 SD345～SD390 D22・D29

平成30年6月 民間 建築 岐阜県 西濃鉄筋 岐建(株) 太平洋工業西5増築工事 SD390 D29

平成30年6月 民間 建築 兵庫県 (有)アーキボックス 尼鉄工業(株) コーナン建設(株) コンピュータ総合学園(仮称)山本通新校舎計画 SD345～SD390 D29以下

平成30年6月 民間 建築 京都府
(有)ケイアソシエーツ
一級建築士事務所

(株)金沢組 (株)鴻池組 学校法人瓜生山学園京都造形芸術大学望天館建替工事 SD345～SD390 D29以下

平成30年6月 民間 建築 大阪府 (株)安井建築設計事務所 (株)金沢組 (株)鴻池組 大阪工業大学大宮キャンパス3号館・4号館新築等工事 SD345～SD390 D32以下

平成30年6月 民間 建築 大阪府 KANOCENTER(株) スナダ建設(株) (仮称)SE江坂公園PJ新築工事 SD345～SD390 D32以下

平成30年6月 民間 建築 大阪府 (株)永都設計 (株)橋本組 タツト・建設(株) (仮称)北区同心２丁目計画新築工事 SD345～SD390 D35以下

平成30年6月 民間 建築 大阪府 (株)阪南設計事務所 (株)橋本組 (株)アワービルダー (仮称)MP中央区上汐２丁目PJ新築工事 SD345～SD390 D35以下

平成30年6月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (株)アーキ・テック設計事務所 (株)橋本組 タツト・建設(株) (仮称)エスリード都島区中野町２丁目新築工事 SD345～SD390 D35以下

平成30年6月 民間 建築 大阪府 (株)日企設計 橋本鋼材(株) (株)DAIJU (仮称)東大阪市長田西４丁目計画 SD345～SD390 D35以下

平成30年6月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 橋本鋼材(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)靭本町三丁目プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D35以下

平成30年6月 民間 建築 京都府 (株)日企設計 橋本鋼材(株) (株)DAIJU (仮称)京都市南区西大路PJ SD345～SD390 D29以下

平成30年6月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 橋本鋼材(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)摂津市正雀本町１丁目計画 SD345～SD390 D29以下

平成30年6月 民間 建築 滋賀県 矢野鉄筋工業(株) 大木建設(株) (仮称)ピエリ守山温浴施設増築工事 SD345～SD390 D29以下

平成30年6月 民間 建築 滋賀県 佐々木鋼業(株) 竹中建築設計佐々木鋼業(株) (株)笹川組 佐々木鋼業(株)滋賀営業所新築工事 SD345 D25

平成30年6月 民間 建築 滋賀県 (株)平和堂 (株)NPO総合設計 (株)桑原組 フレンドマート近江八幡新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年6月 民間 建築 京都府 シード平和(株) 山野設計(株) 日本ホールディングス(株) ベラジオ西七条マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年6月 民間 建築 大阪府 ダイハツ工業(株) 青木あすなろ建設(株) 青木あすなろ建設(株) ダイハツ工業(株)(池１)開発試験棟新築工事 SD345 D19～D25
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平成30年6月 民間 建築 京都府 京都府保健福祉部健康保険総務課
(株)大建設計

(株)三宅建築事務所
熊谷・要・水野

特定建設工事共同企業体
京都府保健環境研究所及び京都市衛生環境研究所

新築(合築)工事(主体工事)
SD345～SD390 D19～D32

平成30年6月 公共 土木 東京都 東京都水道局 (株)三共田中 西松建設(株) 江北給水場場内整備工事 SD345 D19

平成30年6月 公共 建築 徳島県 (株)吉成建設 鳴門第一中学校Ⅲ期工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年6月 民間 建築 大阪府 東急不動産(株) 不二建設(株) 富田興業(株) 不二建設(株) (仮称)中央区久太郎町二丁目マンション計画新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成30年6月 民間 建築 大阪府 (株)日本エスコン (株)淺沼組 (株)橋本組 (株)淺沼組 (仮称)栂・美木多駅前計画 SD345 D19～D25

平成30年6月 民間 建築 大阪府 (株)エステートプラン (株)淺沼組 山村組 (株)淺沼組 (仮称)ダイワレジデンス茨木新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年6月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (株)淺沼組 (株)橋本組 (株)淺沼組 (仮称)エスリード奈良市杉ヶ町計画新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成30年6月 民間 建築 大阪府 リバー産業(株) (株)G&A建築設計 (株)池内工業 リバー建設(株) リバーガーデン岸里玉出新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成30年6月 民間 建築 大阪府 (株)パシフィック・アソシエイツ (株)梅田コーポレーション (株)池内工業 (株)梅田コーポレーション 長橋1丁目共同住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年6月 民間 建築 新潟県 医療法人真仁会 (株)佐久間鉄筋工業 鹿島建設(株) 真仁会病院増築及び改修工事 SD345～SD390 D25～D32

平成30年6月 民間 建築 大阪府 塩浜工業(株) 大森鉄筋工業(有) (株)塩浜工業 (仮称)堺BTS－B区画物流センター新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年6月 民間 建築 東京都 社会福祉法人児玉新生会 (株)HOU (株)荒井鉄筋工業所 (株)辰 児玉経堂病院改築工事 SD390 D22～D29

平成30年6月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株)
(株)関西スチール

フォーム
生和コーポレーション(株) りんごHOUSE様マンション SD345 D19・D22

平成30年6月 民間 建築 大阪府 (株)淺沼組 (株)淺沼組 (株)淺沼組技術研究所増築工事 SD345 D19～D25

平成30年6月 民間 建築 兵庫県 (株)淺沼組 (株)淺沼組
プロロジスパーク神戸4

プロジェクト
SD345～SD390 D22～D29

平成30年6月 民間 建築 大阪府 (株)プレジオ (株)プレジオ (仮称)大阪市北区天神橋8丁目プロジェクト SD345～SD390 D19～D29

平成30年6月 民間 建築 兵庫県 エム・ケイ設計事務所 (株)貫山建設 (仮称)神戸市中央区中山手通1丁目計画 SD345～SD390 D19～D32

平成30年6月 民間 建築 兵庫県 (株)アステック一級建築士事務所 神工建設(株) (仮称)ワコーレヴィータ湊川公園プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D16～D32

平成30年6月 民間 建築 大阪府 (株)ジーユープランニング 中正建設(株) (仮称)中央区島之内1丁目ビジネスホテル新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年6月 民間 建築 大阪府 (株)グラッドデザイン 神工建設(株) (仮称)向陵東町２丁マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年6月 民間 建築 埼玉県 (株)島忠 五洋建設(株) (株)アイコー 五洋建設(株) (仮称)島忠さいたま中央区計画 SD345～SD390 D25・D29

平成30年6月 民間 建築 岡山県 (株)ナイカイアーキット (仮称)新アジシオ工場増築工事 SD345 D22

平成30年6月 民間 建築 岡山県 (株)大本組 (仮称)長安鉄工(株)工場新築工事 SD345 D25

平成30年6月 民間 建築 岡山県 (株)大本組 アイム(株)倉敷工場新築工事 SD345 D25

平成30年6月 民間 建築 岡山県 フォーエバー SD345 D22
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　　ＣＢ工法施工実績表

平成30年6月 民間 建築 広島県 盈進高等学校 SD345 D25

平成30年6月 民間 建築 岡山県 岡山スバル新築工事 SD345 D22

平成30年6月 民間 建築 岡山県 (株)大本組 岡山トヨペット(株)東岡山営業所新築工事 SD345 D19

平成30年6月 民間 建築 岡山県 (株)大本組 (株)サラ新築工事の内バイオマスプラント建築工事 SD345 D19

平成30年6月 民間 建築 岡山県 蜂谷工業(株) (株)岡山マツダボディケアセンター新築工事 SD345 D22

平成30年6月 民間 建築 岡山県 高岸マンション SD345 D19

平成30年6月 民間 建築 岡山県 黒崎播磨(株)備前転炉工場耐火煉瓦製造プラント増設工事 SD345 D22

平成30年6月 民間 建築 岡山県 大本組・梶岡建設ＪＶ 新津山国際ホテル建設工事 SD345 D22

平成30年6月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)日企設計 富田興業(株) 西武建設(株) プレサンスロジェ堺筋本町 SD345～SD390 D19～D38

平成30年6月 民間 建築 滋賀県 日本エスリード(株) 都市居住文化研究所大阪 富田興業(株) 西武建設(株) エスリード大津末広町 SD345～SD390 D19～D38

平成30年6月 民間 建築 大阪府 松山設計 (有)織部建設工業 (株)小林工務店 大和熔材 SD345 D19～D25

平成30年6月 公共 土木 福島県 クレハ錦建設(株) 道路橋りょう整備（再復）工事（道路改良） SD345 D35

平成30年6月 民間 建築 東京都 (株)山下設計 東洋建設(株) 青海臨海ハブ拠点研究所 SD345～SD390 D25・D35

平成30年6月 民間 建築 埼玉県 富士テクノ(株) 北中継ポンプ場更新工事 SD345 D19・D22

平成30年6月 民間 建築 兵庫県 (株)マリモ 堺鉄建(株) 鉄建(株) ポレスター上甲子園 SD345 D25

平成30年6月 民間 建築 京都府 (株)グローバルエルシード (株)東洋設計事務所 山下鉄筋工業(株) エルディ(株) 清水五条Ⅱホテル計画 SD345～SD390 D19～D29

平成30年6月 民間 建築 大阪府 (株)ビーロット (株)コネクト 山下鉄筋工業(株) エルディ(株) 北堀江ホテル新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年6月 民間 建築 岡山県 ナイカイ塩業(株) (株)ナイカイアーキット (株)モリタビルド (株)ナイカイアーキット 才崎エアセンター新築工事 SD345 D19・D22

平成30年6月 民間 建築 島根県 (株)丸合 (株)平設計 福山鉄筋建設(株) (株)共栄店舗 丸合安来店建替工事 SD345 D19～D25

平成30年6月 民間 建築 京都府 東急不動産(株) (株)ユマ設計 兼松工業(株) 北和建設(株) 京都市右京区西京極北大入町ＰＪ SD345～SD390 D32以下

平成30年6月 民間 建築 埼玉県 清水建設(株) 清水建設(株)
東武鉄筋(株)・西部スチール

(株)
(株)アイコー・(株)塚越鉄筋

清水建設(株) エスロジ新座W棟新築工事 SD345～SD390 D22・D25・D32

平成30年6月 民間 建築 埼玉県 (株)横川建築設計事務所 東武鉄筋(株) 清水建設(株) 日本赤十字看護大学さいたま看護学部整備工事 SD345 D22

平成30年6月 公共 建築 青森県 青森県医療局 (株)平塚工務店 東洋建設(株) 青森病院新築工事 SD345 D29

平成30年6月 民間 建築 兵庫県 (株)プレサンスコーポレーション (株)礎 (有)Ｋ・Ｎ・Ｇ (株)榎並工務店・シード平和(株)ＪＶ
プレサンス神戸海岸通4丁目

(Ａ工区)(Ｂ工区)
SD390 D29～D35

平成30年6月 民間 建築 香川県 武田建設(株) (株)大林組 ハヤマ製作所新築工事 SD345 D25
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　　ＣＢ工法施工実績表

平成30年6月 民間 建築 千葉県 (一社)成田国際医療都市機構 (株)田中建築設計事務所 (株)ナリコー 国際福祉大学成田病院職員宿舎Ⅰ(医療単身寮)新築工事 SD390 D19～D29

平成30年6月 公共 建築 東京都 浅川清流環境組合 五洋建設(株) 日立造船・五洋建設JV 新可燃ごみ処理施設建設工事 SD390 D19～D32

平成30年5月 民間 建築 岡山県 大末建設(株) (仮称)アルファステイツ西川緑道新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年5月 民間 建築 大阪府 花谷建設(株) (株)ＫＳ 花谷建設(株) (仮称)交通電業社事務所新築工事 SD345 D19～D25

平成30年5月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 仲間工業(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)米田様マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年5月 民間 建築 滋賀県 吉岡工業(株) TSUCHIYA(株) (仮称)ダイハツディーゼル(株)守山第一工場倉庫新築工事 SD345 D22

平成30年5月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)日企設計 (有)保田組 (株)イチケン プレサンス南久宝寺１丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年5月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) (株)ＫＳ 生和コーポレーション(株) (仮称)矢野様マンション新築工事 SD345～SD390 D16～D32

平成30年5月 民間 建築 大阪府 アーネストアーキテクツ(株) (株)ＫＳ (株)金山工務店 ＳＡＫＵＲＡＰｒｏｊｅｃｔ新築工事 SD345 D16～D25

平成30年5月 民間 建築 兵庫県 (株)栄工業 (株)鴻池組 住友大阪セメント(株)赤穂工場 SD345 D19～D25

平成30年5月 民間 建築 東京都 (株)PALTAC (株)大本組 西部スチール(株) (株)大本組 (株)PALTAC RDC杉戸流通加工工場 SD345～SD390 D22～D35

平成30年5月 民間 建築 愛知県 スターツCAM(株) (株)ウサミ建工 スターツCAM(株) WESTIN上前津 SD390 D35

平成30年5月 公共 土木 岐阜県 (株)加地工務店 公共防災・安全橋梁補修工事 SD345 D19

平成30年5月 民間 建築 岐阜県 金神鋼業(株) 内藤建設(株) カオル製作所本巣工場 SD345 D19・D22

平成30年5月 民間 建築 岐阜県 森鉄筋(株) TSUCHIYA(株) ポレスター大垣 SD345 D22

平成30年5月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (有)Cube設計事務所 スナダ建設(株) (仮称)プレサンス北区西天満3丁目Ⅱ新築工事 SD345～SD390 D32以下

平成30年5月 民間 建築 大阪府 (株)小泉組 スナダ建設(株) レジュールアッシュ大正区泉尾１丁目 SD345～SD390 D35以下

平成30年5月 民間 建築 奈良県 積水ハウス(株) (仮称)奈良市百楽園１丁目計画新築工事 SD345～SD390 D29以下

平成30年5月 民間 建築 大阪府 (株)日企設計 橋本鋼材(株) (株)DAIJU (仮称)堺市北区中百舌鳥町２丁計画 SD345～SD390 D35以下

平成30年5月 民間 建築 大阪府 (有)アーキプラン 橋本鋼材(株) 中正建設(株) (仮称)大正区三軒家東5丁目計画 SD345～SD390 D32以下

平成30年5月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 橋本鋼材(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)東本様マンション新築工事 SD345～SD390 D32以下

平成30年5月 民間 建築 兵庫県 日本住宅流通(株) (株)紙谷工務店 (株)紙谷工務店 伊丹市西台1丁目プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年5月 民間 建築 大阪府 (株)更紗ホテルズ スナダ建設(株) スナダ建設(株) サラサホテル新大阪南棟 SD345～SD390 D19～D29

平成30年5月 民間 建築 京都府 (株)トレジャーホーム A-stuDio一級建築士事務所 (株)創美建築企画 トレジャーホームM新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年5月 公共 建築 京都府 京都市 京都市都市計画局公共建築建設課 (株)金本鉄筋工業 (株)松村組 京都市崇仁市営住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D32
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平成30年5月 民間 建築 愛知県 (株)上組 鹿島建設(株) 愛知スチール(株) 鹿島建設(株) (株)上組飛島複合倉庫新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年5月 民間 建築 大阪府
(株)フジヒサFC

サンヨーホームズ(株)
(株)TOKI設計 (株)中鉄 奥村組土木興業(株) (仮称)大阪市中央区東高麗橋マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成30年5月 民間 建築 大阪府 富国生命保険相互会社 東急建設(株) (株)池内工業 東急建設(株) 八尾フコク生命ビル新築工事 SD345 D25

平成30年5月 民間 建築 大阪府 JR西日本不動産開発(株) ジェイアール西日本コンサルタンツ(株) (株)池内工業 大鉄工業(株) 茨木新中条町NKビル開発新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年5月 民間 建築 兵庫県 (株)竹中工務店
(株)関西スチール

フォーム
(株)竹中工務店 三菱電機伊丹第二若菱寮建設工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年5月 民間 建築 大阪府 (株)アール・アイ・エー
(株)関西スチール

フォーム
(株)竹中工務店 堺東駅南地区再開発工事 SD345～SD490 D22～D38

平成30年5月 民間 建築 三重県 池田建設(株) 池田建設(株) (株)フェイスジャパン本社ビル新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年5月 民間 建築 大阪府 (株)日企設計 (株)深阪工務店 (仮称)北区紫野計画新築工事 SD345 D19～D25

平成30年5月 民間 建築 大阪府 (株)永都設計 (株)深阪工務店 辰己屋金属(株)京田辺工場増築工事 SD345 D19～D25

平成30年5月 民間 建築 岡山県 大末建設(株) (仮称)アルファステイツ西川緑道新築工事 SD345 D19・D22

平成30年5月 民間 建築 岡山県 (仮称)ザ・ビッグ津山平福店新築工事 SD345 D19

平成30年5月 民間 建築 広島県 飛島建設(株) (仮称)フローレンス長束新築工事 SD390 D35

平成30年5月 民間 建築 岡山県 太陽建設工業(株) (仮称)奥田本町Ｎマンション新築工事 SD345 D19

平成30年5月 民間 建築 広島県 (株)プレサンスコーポレーション (株)日企設計 中川企画建設(株) (仮称)広島幟町ホテル新築工事 SD345 D19

平成30年5月 民間 建築 岡山県 (株)ナイカイアーキット (仮称)新アジシオ工場増築工事 SD345 D22

平成30年5月 民間 建築 岡山県 (株)大本組 (仮称)長安鉄工(株)工場新築工事 SD345 D22

平成30年5月 民間 建築 岡山県 (株)明治 大成建設(株) (株)明治(仮称)倉敷工場建設工事 SD345～SD390 D25・D32

平成30年5月 民間 建築 広島県 (株)増岡組 クラース呉本通り新築工事 SD345 D22

平成30年5月 民間 建築 岡山県 旭電業(株)社屋新築工事 SD345 D25

平成30年5月 民間 建築 岡山県 岡山スバル新築工事 SD345 D19・D22

平成30年5月 民間 建築 岡山県 (株)大本組 岡山トヨペット(株)東岡山営業所新築工事 SD345 D19

平成30年5月 民間 建築 岡山県 (株)大本組 岡山本店改修工事(増築工事) SD345 D19

平成30年5月 民間 建築 広島県 大成建設(株) 学校法人安田学園白島キャンパスⅠ･Ⅱ期建替工事中高校舎 SD345 D25

平成30年5月 民間 建築 岡山県 高岸マンション SD345 D19

平成30年5月 民間 建築 岡山県 黒崎播磨(株)備前転炉工場耐火煉瓦製造プラント増設工事 SD345 D19
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平成30年5月 民間 建築 広島県 尾道市 (株)日建設計
清水建設(株)
佐藤工務店
大宝組JV

尾道庁舎 SD345 D22

平成30年5月 民間 建築 岡山県 福田鉄工 SD345 D22

平成30年5月 民間 建築 岡山県 大東建託(株) 柳町マンション SD345 D19

平成30年5月 民間 建築 大阪府 イオンタウン(株) (株)マツダシティーズ 大東鋼材(株) (株)マツダ・シティーズ イオンタウン川西 SD345 D19～D25

平成30年5月 民間 建築 大阪府 仁和鉄工業(株) (株)DAIJU 浪速西A・B棟新築工事 SD390 D32

平成30年5月 民間 建築 大阪府 学校法人宣真学園 大末建設(株) 宣真高校 SD345 D25

平成30年5月 民間 建築 北海道 登別グランドホテル (株)共鉄工業 戸田建設(株) 登別グランドホテル耐震増築工事 SD345 D25

平成30年5月 民間 建築 大阪府 (株)S&Tホールディングス 山下鉄筋工業(株) エルディ(株) 大阪市中央区博労町１丁目ホテル新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年5月 民間 建築 岡山県 (株)ARROWS アルファプラス(株) (有)カタヤマネオファーム アルファプラス(株) 青江三丁目マンション新築工事 SD295～SD345 D22～D29

平成30年5月 民間 建築 大阪府 (株)プレジオ (株)新都計画 (有)松木鉄筋工業 (株)プレジオ 吹田市南吹田５丁目ＰＪ SD345～SD390 D32以下

平成30年5月 民間 建築 大阪府 悠久興産 積水ハウス(株) 藤井建設(株) 積水ハウス(株) 吹田市広芝町ＰＪ SD345～SD390 D32以下

平成30年5月 民間 建築 大阪府 (株)ベイシス (株)プレジオ (有)松木鉄筋工業 (株)プレジオ 都島区内代町１丁目ＰＪ SD345～SD390 D35以下

平成30年5月 民間 建築 青森県 JA津軽みらい (株)フジテック 大阪組(株) JAみらいカントリーエレベーター SD345 D25

平成30年5月 公共 建築 宮城県 日本国土開発(株) 豊里クリーンセンター SD390 D19

平成30年5月 公共 建築 香川県 東かがわ市引田町 武田建設(株) (株)藤木工務店 引田地区幼保建設工事 SD345 D19～D25

平成30年5月 民間 建築 茨城県 プリマハム(株) (株)横河建築設計事務所 東急建設(株) プリマハム(株)関東物流センター増設工事 SD390 D19～D29

平成30年5月 民間 建築 埼玉県 (株)ガイヤ 徳栄建設(株) メガガイヤ大袋店新築工事 SD390 D32

平成30年4月 民間 建築 大阪府 一級建築士事務所ＡＷＫ設計工房 (株)城東鉄筋 今西建設工業(株) 東上町マンション新築工事 SD390 D29・D32

平成30年4月 民間 建築 兵庫県 社会福祉法人寿楽福祉会 (株)駒川工務店 三井住友建設(株) (仮称)ウエルハウスキセラ新築工事 SD345 D22

平成30年4月 民間 建築 大阪府 吉岡工業(株) 大豊建設(株) (仮称)高槻市古曽部２丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年4月 民間 建築 鹿児島県 (株)浜崎建設 アトリエ翼
(株)エス・キュー・

システム
(株)ナカムラ

(仮称)(株)浜崎建設
日置工場・事務所建設工事

SD345 D25

平成30年4月 公共 土木 岐阜県 (株)加地工務店 城川橋橋梁補修工事 SD345～SD390

平成30年4月 民間 建築 岐阜県 (株)三井ハイテック ツルタ工業(株) (株)安藤・間 三井ハイテック SD345 D25

平成30年4月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (有)設計工房ASUKA 橋本鋼材(株) (株)中正建設 (仮称)西区本田計画新築工事 SD345～SD390 D32以下

平成30年4月 民間 建築 大阪府 (株)リンクシステム (株)IVY設計事務所 大西工業(株) 田中建設(株) (仮称)大阪市西区川口１丁目新築工事 SD345～SD390 D32以下
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平成30年4月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (株)イサラ・デザイン (株)堺鉄建 奥村組土木興業(株) (仮称)エスリード吹田市垂水町３丁目新築工事 SD345～SD390 D35以下

平成30年4月 民間 建築 大阪府 (株)掛谷工務店 (株)掛谷工務店 (仮称)中津町プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D32以下

平成30年4月 民間 建築 大阪府 (株)投資ＪＰ (株)篠崎弘之建築設計事務所 (株)紙谷工務店 吹田片山町ＰＪ新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年4月 民間 建築 大阪府 (株)更紗ホテルズ スナダ建設(株) スナダ建設(株) SARASAHOTEL道頓堀PJ新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年4月 民間 建築 京都府 共栄製茶(株) 青木あすなろ建設(株) 共栄製茶木津川開発事業センター SD345 D19～D25

平成30年4月 民間 建築 兵庫県 (有)サンライズ 竹田設計事務所 安藤建設(有) ONLYONE川西市火打M計画新築工事 SD345 D19～D25

平成30年4月 民間 建築 大阪府 学校法人宣真学園 (有)橋本設計事務所 大末建設(株) 宣真高校学校特別棟増築工事 SD345 D25

平成30年4月 民間 建築 東京都 東京都知事小池百合子 (株)大誠建築設計事務所 (株)ランテック 新日本建設(株) 警視庁有家族者待機寮駒場住宅 SD345 D19

平成30年4月 民間 建築 東京都 (株)エイヴイ (株)大林組 神奈川東(エイビイ鶴見)新築工事 SD390 D29

平成30年4月 民間 建築 徳島県 吉野川市 (株)松田平田設計 (株)姫野組 鴨島こども認定園 SD345 D19～D25

平成30年4月 民間 建築 徳島県 (株)大塚製薬工場 (株)奥村組 (株)奥村組 大塚松茂MP-Ⅶ SD345～SD390 D19～D32

平成30年4月 民間 建築 大阪府 ガンジス特定目的会社 (株)淺沼組 (株)橋本組 (株)淺沼組 大阪ベイタワー温浴施設改修工事 SD345 D16・D19

平成30年4月 民間 建築 兵庫県 東急不動産(株) (株)IAO竹田設計 (株)戸田鉄筋 (株)森組 (仮称)兵庫県芦屋市親王塚町計画新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年4月 民間 建築 大阪府 日本生命保険相互会社 (株)フジタ (株)関西スチールフォーム (株)フジタ ニッセイロジスティクスセンター東大阪新築工事 SD345～SD390 D19～D41

平成30年4月 民間 建築 大阪府 近鉄不動産(株) (株)福田組 (株)又野鋼業 (株)福田組 (仮称)堺市西区上野芝町ＰＪ建設工事 SD345～SD390 D19～D38

平成30年4月 民間 建築 大阪府 JR西日本不動産開発(株) (株)現代綜合設計 (株)又野鋼業 (株)新井組 (仮称)天王寺区堂ヶ芝2丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年4月 民間 建築 大阪府 阪急不動産(株) (株)フジタ 源氏鉄筋 (株)フジタ (仮称)大阪市北区東天満二丁目集合住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D41

平成30年4月 公共 土木 大阪府 箕面市 箕面市 田村工業(株) (株)大林組 箕面船場駅ＪＶ SD295～SD345 D13～D32

平成30年4月 民間 建築 大阪府 東急不動産(株) (株)IAO竹田設計 (株)金本鉄筋工業 不二建設(株) (仮称)大阪市淀川区西中島五丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成30年4月 民間 建築 大阪府 学校法人近畿大学 (株)フジタ (株)金沢組 (株)フジタ 近畿大学東大阪キャンパス整備計画(仮称)Ⅱ期工事建築工事 SD390 D19～D38

平成30年4月 民間 建築 京都府 三井不動産(株) 佐藤工業(株) (株)池内工業 佐藤工業(株) 京都市下京区東塩小路ホテル計画新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年4月 民間 建築 兵庫県 センザイ特定目的会社 浅井謙建築研究所(株) (株)池内工業 JFEシビル(株) グッドマン赤松台2新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年4月 民間 建築 京都府 (株)武蔵野ホールディングス 東洋建設(株) (株)池内工業 東洋建設(株) (株)武蔵野京都工場増・改築工事 SD345 D19～D25

平成30年4月 民間 建築 京都府 サムティ(株) (株)礎 (株)池内工業 (株)梅田コーポレーション 京都市下京区中堂寺壬生川町計画 SD345～SD390 D22・D29

平成30年4月 民間 建築 兵庫県 (株)大京 湯浅謙建築研究所(株) (株)池内工業 佐藤工業(株) ライオンズ芦屋朝日ヶ丘新築工事 SD345～SD390 D19～D32
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平成30年4月 民間 建築 愛知県 ファナック(株) 東急建設(株) (株)スギウラ鉄筋 東急建設(株) ファナック名古屋支社新社員寮社宅建設工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年4月 民間 建築 大阪府 (株)タツノ (株)錢高組 永澤鉄筋工業(株) (株)錢高組 (株)タツノ関西支店新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成30年4月 民間 建築 埼玉県 (株)PALTAC (株)大本組 西部スチール(株) (株)大本組 (仮称)PALTAC杉戸新築工事 SD390 D25～D35

平成30年4月 公共 土木 千葉県 (株)荒井鉄筋工業所 岩崎工業(株) 白井配水場建設 SD390 D19～D25

平成30年4月 民間 建築 大阪府 栗原工業(株) (株)竹中工務店 (株)竹中工務店 栗原工業新社屋新築工事 SD345～SD390 D25～D32

平成30年4月 民間 建築 京都府 日本赤十字社 (株)内藤建築事務所 (株)竹中工務店 日赤血液センター移転改修工事 SD345 D19

平成30年4月 公共 建築 大阪府
(株)林設計事務所

小林一級建築事務所
(株)関西スチールフォーム 旭・矢野共同企業体  大阪府営吹田古江台第4期高層住宅 SD345～SD390 D19～D32

平成30年4月 公共 建築 大阪府
(株)関西スチール

フォーム
(株)旭工建

泉州南消防署
日根野分署建設工事

SD345 D19～D25

平成30年4月 民間 建築 岡山県 長安鉄工(株) (株)大本組 (仮称)長安鉄工(株)工場新築工事 SD345 D19

平成30年4月 民間 建築 岡山県 フォーエバー SD345 D19・D22

平成30年4月 公共 建築 鳥取県 戸田建設(株) 鳥取赤十字病院新病棟増改築工事 SD345 D25

平成30年4月 民間 建築 大阪府 (株)ジェイ・エス・ピー (株)都市居住文化研究所 (株)小泉鉄筋 (株)ナカノフドー建設 高野玉岡町学生会館 SD345 D19～D25

平成30年4月 民間 建築 大阪府 上新電機(株) (株)日企設計 大東鋼材(株) (株)マツダ・シティーズ 上新電機服部店 SD345 D25

平成30年4月 民間 建築 福島県 三菱日立パワーシステムズ(株) (株)トータル・オフィス・ムカイ 鹿島建設(株) 福島復興ＩＧＣＣ(土建工事) SD345 D19～D32

平成30年4月 民間 建築 大阪府 リバー産業(株) (株)池内工業 リバー建設(株) リバーガーデン八尾 SD390 D35

平成30年4月 民間 建築 大阪府 (株)AYUMU (株)日企設計 仁和鉄工業(株) (株)DAIJU 浪速西1丁目計画 SD390 D35

平成30年4月 民間 建築 北海道 札幌トヨペット(株) (株)ア・ド建築工房 中央鉄建(株) ナカノフドー建設(株) 札幌トヨペット厚別店新築工事 SD345 D25

平成30年4月 民間 建築 北海道 戸田建設(株) 戸田建設(株) (株)共鉄工業 戸田建設(株) 里塚プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D25～D32

平成30年4月 民間 建築 岡山県
(株)岡山村田製作所
代表取締役中島規巨

戸田建設(株) (株)モリタビルド 戸田建設(株) (株)岡山村田製作所ＣＯ棟新築工事 SD390 D29

平成30年4月 民間 建築 岡山県 (株)セレマ (株)アイム・コラボレーション一級建築士事務所 (株)モリタビルド (株)アイム・コラボレーション 倉敷セレスト教会増築工事 SD345 D25

平成30年4月 民間 建築 宮城県 (株)ピックルスコーポレーション (株)丸鐵 深澤建築 ピックルスコーポレーション増築 SD345 D16・D19

平成30年4月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (株)星羅建築事務所 (株)仲鉄 シード平和(株) 東淀川区東中島2丁目新築工事 SD390 D29～D35

平成30年4月 民間 建築 埼玉県 KADOKAWA 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) ＫＡDＯＫＡＷＡところざわサクラタウン SD390 D25・D29

平成30年4月 民間 建築 香川県 大川広域行政組合 武田建設(株) (株)藤木工務店 さざんか荘新築工事 SD345 D19～D25

平成30年4月 民間 建築 兵庫県 東急不動産(株) (株)IAO竹田設計 (株)森組 (仮称)兵庫県芦屋市親王塚町計画新築工事 SD345 D25
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平成30年4月 民間 建築 大阪府 Ganges特定目的会社 (株)淺沼組 (株)淺沼組 大阪ベイタワー温浴施設改修工事 SD345 D13～D25

平成30年4月 民間 建築 大阪府 (株)新井組 豊中寺内 SD345～SD390 D19～D29

平成30年4月 民間 建築 大阪府
サンフロンティア不動産(株)

三井住友ファイナンス＆リース(株)
(株)久米設計 (株)奥村組 (仮称)大阪場筋本町ホテル計画 SD345～SD490 D19～D38

平成30年4月 公共 建築 神奈川県 南関東防衛局 (株)泉創建エンジニアリング 五洋建設(株) 田浦外(27)倉庫新設等建築その他工事 SD390 D29・D35

平成30年4月 民間 建築 東京都 (株)秀研設計 新日本建設(株) (仮称)中野プロジェクト新築工事 SD345 D25

平成30年4月 民間 建築 埼玉県 (株)ホウスイ ニッスイ・エンジニアリング(株) JFEシビル(株) (株)ホウスイ川島物流センター新築工事 SD390 D32

平成30年3月 民間 建築 奈良県 女人高野　室生寺 (株)丹青研究所 (株)太平社 中村建設(株) 室生寺収蔵庫新築工事 SD345 D19～D25

平成30年3月 民間 建築 大阪府 三菱倉庫(株) 大成ユーレック(株) (株)ＫＳ 大成ユーレック(株) (仮称)国立循環器病研究センター職員宿舎等建設工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年3月 民間 建築 大阪府 廣瀬建設(株) (株)ティーエムエッチ (株)太平社 廣瀬建設(株) (仮称)大阪市鶴見区横堤４丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D22～D32

平成30年3月 民間 建築 兵庫県 (株)A&E設計事務所 吉岡工業(株) (株)柄谷工務店 (仮称)特別養護老人ホーム「鴨三苑」建設工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年3月 公共 建築 兵庫県 神戸市住宅都市局建築技術部建築課 (株)栄工業 柄谷・寄神ＪＶ 兵庫区総合庁舎・消防署建築他工事 SD345～SD390 D16～D38

平成30年3月 公共 土木 三重県 ヤマコウ 塩浜跨線橋橋梁整備 SD345 D32

平成30年3月 民間 建築 大阪府 (株)レビア 臣建築設計事務所 (株)橋本組 (株)松本組 アクアプレイス上本町新築工事 SD345～SD390 D35以下

平成30年3月 民間 建築 大阪府 (株)浅井住宅 (株)M・I設計 正木建設(株) (仮称)西田辺１丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D32以下

平成30年3月 民間 建築 京都府 (株)東洋設計事務所 (株)橋本組 日本建設(株) (仮称)嵯峨天龍寺立石町計画新築工事 SD345 D25以下

平成30年3月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 橋本鋼材(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)天王寺区味原町プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D35以下

平成30年3月 民間 建築 大阪府 鶴屋(株) 生和コーポレーション(株) 橋本鋼材(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)鶴屋(株)様マンション新築工事 SD345～SD390 D38以下

平成30年3月 民間 建築 和歌山県 社会福祉法人高陽会 (株)IAO竹田設計 橋本鋼材(株) コーナン建設(株) (仮称)特別養護老人ホーム新高陽園新築工事 SD345～SD390 D29以下

平成30年3月 民間 建築 京都府 (株)TRIAD 三井純アンドアソシエーツ建築設計事務所(株) (株)日建 TRIAD京都二条城駅前ホテル新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年3月 民間 建築 京都府 富士晃ホーム(株)
一級建築士事務所

建築構造設計アンド・アール
(株)河野組 太秦マンション計画新築工事 SD345 D19～D25

平成30年3月 民間 建築 京都府 (株)ナカイ中井駿 (株)硯川設計 (株)日建 ココファン西陣中央新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年3月 民間 建築 兵庫県 (株)フレッシュ青果 五領建築設計事務所 下薗興業(株) (株)フレッシュ青果西宮営業所新築工事 SD345 D19～D25

平成30年3月 民間 建築 兵庫県 (株)プレサンスコーポレーション (株)イサラ・デザイン シード平和(株) プレサンス神戸花隈町新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年3月 民間 建築 京都府 芦谷文子 (株)サンクス一級建築士事務所 (株)サンクス ルーミネス芦谷五番館新築工事 SD345 D19～D25

平成30年3月 民間 建築 兵庫県 財団法人神戸港埠頭公社 阪神国際港湾(株) (株)藤井商店 (株)明和工務店 積替デポ沈下対策工事 SD345 D25
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平成30年3月 民間 建築 愛知県 (株)プレサンスコーポレーション (株)立田設計 愛知スチール(株) 岩部建設(株) (仮称)プレサンスロジェ代官町新築工事 SD345 D22

平成30年3月 民間 建築 千葉県
(福)印西地区福祉
理事中嶋三千男様

(株)アクサン計画研究所 新日本建設(株) (仮称)特別養護老人ホームみどり荘 SD345 D22・D25

平成30年3月 民間 建築 東京都 AZEST-PRO(株) (株)グローバン企画 (株)ノバック アゼスト亀戸5丁目計画新築工事 SD345 D22

平成30年3月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)都市建 佐山鉄筋工業(株) 村中建設(株) (仮称)プレサンスロジェ北田辺五丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年3月 民間 建築 大阪府 (株)インポートロッサ (株)福田組 (株)又野鋼業 (株)福田組 (仮称)ドーミー大阪天満宮新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成30年3月 民間 建築 大阪府
パナソニックホームズ(株)・

第一交通産業(株)
不二建設(株) (有)瓜生興業 不二建設(株) (仮称)北区大淀中2丁目マンション計画新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成30年3月 民間 建築 兵庫県 (株)万代 東西建築サービス(株) (株)池内工業 JFEシビル(株) 万代仁川店新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年3月 公共 建築 奈良県 三郷町 (株)大建設計 (株)フクモト 村本建設(株) 平成29年度三郷中学校建替工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年3月 民間 建築 京都府 (株)大京 (株)礎 (株)松岡工務店 (株)藤井組 ライオンズ烏丸丸太町新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年3月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (株)イサラ・デザイン (株)関西スチールフォーム (株)旭工建 エスリード西区川口4丁目 SD345～SD390 D29～D35

平成30年3月 民間 建築 大阪府 村木商事(株) (株)関西スチールフォーム 生和コーポレーション(株) 村木商事(株)様マンション SD345～SD390 D19～D32

平成30年3月 民間 建築 大阪府 (株)ヨドバシホールディングス 五洋建設(株) (株)関西スチールフォーム 五洋建設(株) ヨドバシ梅田タワー新築工事 SD345～SD490 D19～D41

平成30年3月 民間 建築 兵庫県
JR西日本不動産開発(株)

三井不動産レジデンシャル(株)
(株)アクアス設計 (株)関西スチールフォーム 大鉄工業(株)

摩耶シティープロジェクトG街区
新築工事

SD345～SD390 D19～D35

平成30年3月 民間 建築 高知県 和建設(株) 和建設(株) (有)川崎鉄筋 和建設(株) ビ･ウェル九反田館新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年3月 公共 土木 高知県 土佐国道事務所 (株)アンプル (有)進光鉄筋 北村商事(株) 平成29年是友橋歩道拡幅工事 SD345 D19

平成30年3月 公共 建築 高知県 社会福祉法人高知慈善会 セカンド建築設計事務所 (有)三橋組 (株)岸之上工務店 小高坂双葉園増改築工事 SD345 D19～D25

平成30年3月 民間 建築 香川県 (株)和田コーポレーション (株)和田総合企画 東亜建設工業(株) (仮称)ロイヤルガーデン栗林公園新築工事 SD345～SD490 D16～D35

平成30年3月 民間 建築 岡山県 (有)西塗工業 太陽建設工業(株) (仮称)奥田本町Ｎマンション新築工事 SD345 D19・D25

平成30年3月 民間 建築 岡山県 翠宝商事(株) 蜂谷工業(株) (仮称)大雲寺チャペル新築工事 SD345 D19

平成30年3月 公共 建築 岡山県 (株)大本組 井原市立井原中学校新校舎建設工事 SD345 D19・D25

平成30年3月 民間 建築 岡山県 笠原組 SD345 D19

平成30年3月 民間 建築 岡山県 (株)サラ (株)大本組 (株)サラ新築工事の内バイオマスプラント建築工事 SD345 D19・D22

平成30年3月 民間 建築 岡山県 住友電工焼結合金(株) (株)大林組 住友電工焼結合金(株)第６工場増築工事 SD345 D22

平成30年3月 民間 建築 岡山県 大東建託(株) 大東建託高岸マンション SD345 D19

平成30年3月 公共 建築 鳥取県 清水建設(株) 鳥取県立中央病院建替整備工事(建築) SD345 D22
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平成30年3月 民間 建築 山口県 エア・ウォーター＆エネルギア・パワー山口(株) (株)竹中工務店・竹中土木ＪＶ 防府バイオマス,石炭混焼発電所新築工事 SD390 D32

平成30年3月 民間 建築 岡山県 天満屋 (株)大本組 遊プラザテニススクール新築工事 SD345 D22

平成30年3月 民間 建築 大阪府 (株)小滝工務店 大東鋼材(株) (株)小滝工務店 ルミエール光町 SD345～SD390 D19～D32

平成30年3月 民間 建築 大阪府 (株)賃住 (株)日企設計 仁和鉄工業(株) (株)DAIJU 浪速東1丁目 SD390 D29

平成30年3月 民間 建築 大阪府 (株)友次鋼業 (株)森本組 宮中道 SD345 D22

平成30年3月 民間 建築 和歌山県 MSB(株) 三洋マリン建設(株) (株)淺川組 MSB(株)和歌山雑賀崎倉庫新築工事 SD345～SD390 D25・D29

平成30年3月 民間 建築 岡山県 倉敷中央病院 (株)藤木工務店一級建築士事務所 (株)林圧接 (株)藤木工務店 倉敷中央病院付属予防医療プラザ建設工事 SD345～SD390 D25・D29

平成30年3月 民間 建築 岡山県
(株)岡山村田製作所
代表取締役中島規巨

戸田建設(株) (株)モリタビルド 戸田建設(株) (株)岡山村田製作所Ｈ棟新築工事 SD390 D29

平成30年3月 民間 建築 岡山県
東洋重機工業(株)

代表取締役湯浅信夫
(株)黒川建築設計事務所 (有)カタヤマネオファーム (株)エステートセイワ 東洋重機工業新築工事 SD345 D25

平成30年3月 民間 建築 大阪府 林酸素(株) 積水ハウス(株) 藤井建設(株) 西区北堀江ＭＰＪ SD345～SD390 D32以下

平成30年3月 民間 建築 大阪府 (株)プレジオ (株)新都計画 (有)松木鉄筋工業 (株)プレジオ 西区九条南４丁目ＰＪ SD345～SD390 D32以下

平成30年3月 公共 土木 岩手県 岩手県 ブリッジ(株) (株)富士ピーエス 大沢第2橋上部工 SD345 D13・D16

平成30年3月 民間 建築 大阪府 彦坂恭一郎 (有)山下鉄筋工業 大東建託(株)
松涛園住宅(株)様ケアパートナー付

共同住宅新築工事
SD345 D25

平成30年3月 公共 土木 兵庫県 阪神電気鉄道(株) (株)奥村組・錢高・不動テトラＪＶ
本線住吉・芦屋間連続立体交差工事（住吉川以東）

の内土木関係主体工事第2工区
SD390 D38

平成30年3月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)都市建 村中建設(株) (仮称)プレサンスロジェ北田辺五丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年3月 民間 建築 大阪府 (株)インポートロッサ (株)福田組 (株)福田組 ドーミー大阪天満宮 SD345～SD390 D19～D35

平成30年3月 民間 建築 大阪府 彦坂恭一郎 大東建託(株) 松涛園住宅(株)様ケアパートナー付共同住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年3月 民間 建築 東京都 入部俊夫 (株)アパリエ建築 辻建設(株) (仮称)外神田4-2計画新築工事 SD390 D29

平成30年2月 民間 建築 兵庫県 (株)ホームズ (株)IVY設計事務所 (株)開誠工業 (株)DAIJU レジュールアッシュ神戸相生町新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年2月 民間 建築 大阪府 松井建設(株) 吉岡工業(株) 松井建設(株) 滝谷不動明王寺事務棟・客殿棟新築工事 SD345 D22・D25

平成30年2月 民間 建築 大阪府 阿部鉄筋 大鉄工業(株) ＪＲ環状線高架下第２久保吉ＢＶ SD345 D25

平成30年2月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 仲間工業(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)(有)モリヨシ様マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年2月 民間 建築 兵庫県 生和コーポレーション(株) (株)林田組 生和コーポレーション(株) (仮称)合同会社プライド様レジデンス新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年2月 公共 建築 岡山県 (有)竹光建設工業 上川環境技術研究所 D19

平成30年2月 民間 建築 大阪府 (株)ラズノ (株)太平社 ＴＡＮＡＫＡ建設(株) 都島区東野田町５丁目Ｍ新築工事 SD345～SD390 D19～D35
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平成30年2月 民間 建築 兵庫県 (株)プレサンスコーポレーション (株)ティーエムエッチ (株)林田組 (株)北村工務店 (仮称)プレサンスロジェ姫路市安田四丁目新築工事 SD345～SD390 D16～D35

平成30年2月 民間 建築 大阪府 (株)旭栄 (株)太平社 (株)旭栄 (仮称)都島本通４丁目計画 SD345～SD390 D19～D29

平成30年2月 民間 建築 大阪府 (株)福嶋洋一建築研究所 (株)太平社 (株)フウキ建設 Ｍ：ＣＯＵＲＴ西区新町計画 SD345～SD390 D19～D35

平成30年2月 民間 建築 愛知県 (株)プレサンスコーポレーション エグチスチール(株) (株)鍜治田工務店 プレサンス神宮三丁目 SD345 D22・D25

平成30年2月 民間 建築 愛知県 積水ハウス(株) 山川鉄筋鋼業(株) 共立建設(株) グランドメゾン東山Ⅱ SD345～SD390 D22～D29

平成30年2月 公共 土木 三重県 吹上鋼材(有) 勢州建設(株) 鈴国橋橋梁耐震補強工事 SD345 D16

平成30年2月 公共 土木 三重県 吹上鋼材(有) 宮本建設(株) 23号笹笛橋耐震補強工事 SD345 D19・D51

平成30年2月 民間 建築 大阪府 (有)南海総合設計 大西工業(株) 株木建設(株) (仮称)ホームセンターコーナン堺市高須町店新築工事 SD345～SD390 D29以下

平成30年2月 民間 建築 大阪府 スナダ建設(株) KANOCENTER(株) スナダ建設(株) (仮称)スペーシア大阪江坂新築工事 SD345～SD390 D35以下

平成30年2月 民間 建築 大阪府 (株)金山工務店 牛澤鉄筋工業所 (株)金山工務店 (仮称)ＦｏｒｅｓｔＧｒａｃｅ守口駅前Ⅱ新築工事 SD345～SD390 D35以下

平成30年2月 民間 建築 大阪府 (株)プライムデザイン 橋本鋼材(株) (株)DAIJU (仮称)東大阪市足代新町マンション新築工事 SD345～SD390 D35以下

平成30年2月 民間 建築 兵庫県 (株)永都設計 (株)橋本組 (株)松本組 (仮称)尼崎市南塚口町３丁目計画新築工事 SD345～SD390 D35以下

平成30年2月 民間 建築 大阪府 (株)NTTファシリティーズ (株)金沢組 (株)ＮＴＴファシリティーズ (仮称)ＫＩＸ11新築工事 SD345～SD390 D32以下

平成30年2月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 橋本鋼材(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)上汐２丁目プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D35以下

平成30年2月 民間 建築 大阪府 四季設計一級建築士事務所 (株)金本鉄筋工業 (株)三木組 (仮称)中央区玉造２丁目計画新築工事 SD345～SD390 D32以下

平成30年2月 民間 建築 滋賀県 日本エスリード(株) (株)金本鉄筋工業 小原建設(株) (仮称)エスリード大津におの浜三丁目新築工事 SD345～SD390 D32以下

平成30年2月 公共 建築 大阪府 (株)山下鉄筋 (株)久本組 淀川左岸流域下水道渚水みらいセンター焼却炉汚泥貯留槽築造工事 SD345 D32以下

平成30年2月 民間 建築 滋賀県 (株)ダイマルヤアネックス 楽総合企画(株) シード平和(株) 大津市におの浜三丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年2月 民間 建築 大阪府 摂津金属金属工業(株) 山陽建設工業(株) 山陽建設工業(株) 摂津金属金属工業(株)大阪物流センター新築工事 SD345 D19～D25

平成30年2月 民間 建築 兵庫県 御国色素(株) (株)奥村組 (株)奥村組 御国色素(株)新ＢＬ工場 SD390 D35

平成30年2月 民間 建築 滋賀県 富士シート(株) (株)奥村組 (株)奥村組 富士シート(株)東近江蒲生新工場 SD390 D29

平成30年2月 民間 建築 兵庫県 日本触媒(株) (株)小野設計 松浦建設 (株)ハマダ 受水槽、ろ過水整備更新土建工事 SD345 D22

平成30年2月 民間 建築 大阪府 ウェアハウス29合同会社 新日鉄エンジニアリング(株) 大雅工業(株) 新日鉄エンジニアリング(株) 堺西BTS-A物流センター新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年2月 民間 建築 奈良県 パナホーム(株)都市開発支社 不二建設(株) 富田興業(株) 不二建設(株) 奈良市法連町マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年2月 民間 建築 兵庫県 阪急電鉄(株) (株)松田平田設計 田村工業(株) (株)奥村組 (仮称)西宮北口駅高架下子育て支援施設計画 SD345～SD390 D19～D38
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平成30年2月 民間 建築 兵庫県 (株)JSP (株)小野設計 (株)林田組 (株)フジタ (株)JSP関西工場新工場建設計画 SD345 D19～D25

平成30年2月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (株)星羅建築事務所 (株)池内工業 鉄建建設(株) エスリード東住吉区駒川2丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年2月 民間 建築 愛知県 (株)プレサンスコーポレーション (株)ティーエムエッチ (株)スギウラ鉄筋 森本組 プレサンス富士見町 SD345～SD390 D25～D32

平成30年2月 民間 建築 東京都 三井ホーム(株) (株)クオリア設計 (株)荒井鉄筋工業所 石川建設(株) (仮称)赤坂二丁目ビル新築工事 SD390 D35・D38

平成30年2月 民間 建築 大阪府
(株)三菱地所設計

(株)類設計室
(株)関西スチールフォーム

(株)中鉄
(株)竹中工務店 追手門学院新茨木キャンパス新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年2月 民間 建築 高知県 穴吹興産(株) 艸建築工房 (有)三橋組 (株)岸之上工務店 アルファライフ高知中央公園新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成30年2月 公共 建築 高知県 高知県教育委員会 環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ･若竹まちづくりJV 明神鉄筋 三宝・アーキテックJV 高吾地域拠点校体育館等新築主体工事 SD345 D19～D25

平成30年2月 民間 建築 香川県 (株)和田コーポレーション (株)和田総合企画 東亜建設工業(株) (仮称)ロイヤルガーデン中府新築工事 SD345～SD390 D16～D35

平成30年2月 民間 建築 東京都 ヤマトロジスティクス(株) 五洋建設(株) (株)アイコー 五洋建設(株) (仮称)YLC京浜島新築工事 SD345～SD390 D25・D32

平成30年2月 民間 建築 岡山県 (仮称)あすなろ園地域密着型特別養護老人ホーム新築工事 SD345 D22

平成30年2月 民間 建築 岡山県 (有)西塗工業 太陽建設工業(株) (仮称)奥田本町Ｎマンション新築工事 SD345 D19・D25

平成30年2月 民間 建築 広島県 (株)サンケイビル (株)竹中工務店 (仮称)広島サンケイビル建替プロジェクト SD345 D19・D25

平成30年2月 民間 建築 岡山県 (株)穴吹工務店 (株)穴吹工務店 サーパス大元公園レジデンス新築工事 SD345 D22

平成30年2月 民間 建築 広島県 大和ハウス工業(株) (株)増岡組 プレミスト相生通りリバーサイド新築工事(ＣＢ) SD390 D29

平成30年2月 民間 建築 岡山県 新津山国際ホテル(株) 大本組・梶岡建設ＪＶ 新津山国際ホテル建設工事 SD345 D19・D22

平成30年2月 民間 建築 岡山県 特別養護老人ホームたけべ新築工事 SD345 D19

平成30年2月 公共 建築 鳥取県 (株)井中組 米子道路米子大橋第５下部工事 SD345 D22

平成30年2月 民間 建築 大阪府 野村不動産(株) (株)カノンアソシエイツ 富田興業(株) 西武建設(株) 箕面船場西1丁目計画 SD345～SD390 D22～D29

平成30年2月 民間 建築 兵庫県 積水ハウス(株) 藤井建設(株) 塚口1丁目計画 SD345～SD390 D19～D32

平成30年2月 民間 建築 大阪府 積水ハウス(株) 藤井建設(株) 阿倍野松崎町PJ SD345～SD390 D19～D32

平成30年2月 民間 建築 大阪府 社会福祉法人ともしび福祉会 (株)才木工業 (株)新井組 特別養護老人ホームともしび苑 SD345～SD390 D19～D29

平成30年2月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (株)タツト エスリード西九条 SD345～SD390 D19～D35

平成30年2月 民間 建築 大阪府 (株)アイ・エー・オー田中設計 (株)貫山建設 MP中央泉町2丁目 SD345～SD390 D19～D32

平成30年2月 民間 建築 大阪府 (株)樫永建築研究所 (株)貫山建設 松1丁目マンション SD345～SD390 D19～D32

平成30年2月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)アイ・エー・オー田中設計 (株)貫山建設 プレサンス南吹田 SD345～SD390 D19～D32
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平成30年2月 民間 建築 大阪府 (株)小滝工務店 大東鋼材(株) (株)小滝工務店 そうせい東住吉 SD345 D19～D25

平成30年2月 民間 建築 大阪府 大末建設(株) 住吉山手1丁目計画 SD390 D29

平成30年2月 民間 建築 大阪府 リバー産業(株) リバー建設(株) リバーガーデン河内山本 SD390 D38

平成30年2月 民間 建築 大阪府 (株)ＫＳ (株)ホーム産業 此花区梅花Ⅲマンション新築工事 SD345 D19・D22

平成30年2月 民間 建築 兵庫県 (株)林田組 栗本建設工業(株) 神戸市栄町通ホテル計画新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年2月 民間 建築 大阪府 山下鉄筋工業(株) 藤原工業(株) 吹田・内本町Ａ計画新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年2月 民間 建築 兵庫県 阪急不動産(株) (株)鍜治田工務店 (株)戸田鉄筋 (株)鍜治田工務店 ジオ神戸中山手通新築工事 SD345～SD390 D35以下

平成30年2月 民間 建築 京都府 (株)ゴールドウェーブ (株)ダイバ設計 兼松工業(株) 北和建設(株) 南区西九条寺ノ前ＰＪ SD345～SD390 D32以下

平成30年2月 民間 建築 埼玉県 冨樫建築設計事務所 (株)荒井鉄筋工業所 石黒建設(株) 貫井ビル新築工事 SD345 D25

平成30年2月 民間 建築 埼玉県
(株)医療福祉施設研究所
メディカル建築設計事務所

(株)荒井鉄筋工業所 高元・池中JV リハビリテーション天草病院増改築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年2月 公共 建築 青森県 八戸市 (有)植村鉄筋 穂積建設(株) 三日町にぎわい拠点施設 SD345 D22

平成30年2月 民間 建築 岩手県 (株)泉商店 畠山牛舎 SD390 D19

平成30年2月 民間 建築 岩手県 宮城建設(株) ルサンク中央通マンション SD390 D19

平成30年2月 民間 建築 岩手県 清水建設(株) 北上東芝メモリ SD390 D16・D25・D35

平成30年2月 公共 建築 香川県 武田建設(株) (株)藤木工務店 津田こども園新築工事 SD345 D19～D25

平成30年2月 民間 建築 香川県 (株)和田コーポレーション (株)和田コーポレーション (有)浜田鉄筋 東亜建設工業(株) ロイヤルガーデンレインボーロード新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成30年2月 民間 建築 大阪府 新日鉄エンジニアリング(株) 新日鉄エンジニアリング(株) (仮称)堺西BTS-A物流センター新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年2月 民間 建築 大阪府 不二建設(株) 不二建設(株) (仮称)奈良市法蓮町マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年2月 民間 建築 兵庫県 (株)小野設計 (株)フジタ (株)JSP関西工場新工場建設計画 SD345 D25

平成30年2月 民間 建築 愛知県 (株)フジタ (株)フジタ 新空力試験棟車風洞建屋建設計画 SD345～SD390 D19～D35

平成30年2月 民間 建築 神奈川県 日本ピュアフード(株) 五洋建設(株) 五洋建設(株) 日本ピュアフード(株)伊勢崎プラント新築工事 SD390 D25

平成30年1月 民間 建築 東京都 (株)五光建設 ディー・ワークス(株) (株)荒井鉄筋工業所 (株)五光建設 (仮称)国立市・谷保マンション新築計画 SD345～SD390 D22～D32

平成30年1月 民間 建築 愛知県 山川鉄筋鋼業(株) (株)アクシス 東区葵一丁目マンション SD345 D19～D25

平成30年1月 公共 建築 千葉県 浦安市長内田悦嗣 (株)久慈設計 (株)千葉サトー 新日本建設(株) 浦安中学校大規模改修工事 SD390 D32

平成30年1月 民間 建築 千葉県 新日本建設(株) 新日本建設(株) (株)千葉サトー 新日本建設(株) (仮称)ＥＸＣ新浦安Ⅲ計画新築工事 SD345～SD490 D19～D38
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平成30年1月 民間 建築 徳島県 (株)安藤・間 緑が丘病院 SD345 D19～D25

平成30年1月 民間 建築 高知県
(株)西山合名

代表取締役西山彰一
(株)センプラン研究所 (有)三橋組 (株)岸上工務店 (仮称)コンフォートホテル高知駅前新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年1月 民間 建築 高知県 (株)セントラル 大旺新洋(株)建築事業部 (有)川崎鉄筋 大旺新洋(株) (仮称)セントラルDibo相模店新築工事 SD345 D19～D25

平成30年1月 民間 建築 大阪府 友栄食品興業(株) 三谷設計事務所 (株)小泉鉄筋 (株)ナカノフドー建設 友栄食品興業本社社屋増築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年1月 民間 建築 大阪府 パナホーム(株) パナホーム(株) 大東鋼材(株) (株)小滝工務店 城東区関目1丁目マンション SD345～SD390 D19～D29

平成30年1月 民間 建築 大阪府 (株)カワイ設計工房 大東鋼材(株) (株)小滝工務店 長居東4丁目マンション SD345～SD390 D19～D29

平成30年1月 民間 建築 北海道 パラマウント硝子 中央鉄建(株) 丸彦渡辺建設(株) パラマウント硝子江別工場新築工事 SD345 D25

平成30年1月 公共 土木 東京都 首都高速道路(株) ＩＨＩ・大成JV (改)小松川ＪＣＴ河川部工事 SD295 D16～D22

平成30年1月 民間 建築 東京都 (株)五光建設 ディ-・ワークス(株) 小林鉄筋(株) 五光建設(株) (仮称)国立市・谷保マンション新築計画 SD390

平成30年1月 民間 建築 大阪府 合資会社リンクス 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) 塚本４丁目プロジェクト SD345～SD390 D19～D29

平成30年1月 民間 建築 大阪府 (株)デルフィ (有)山下鉄筋工業 (株)晃陽建設 (仮称)ＡＬＺＡ南堀江新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年1月 民間 建築 大阪府 (株)IAO竹田設計 (株)金井 (株)福田組 (仮称)堺市堺区出井町集合住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年1月 民間 建築 京都府 (株)大京 柴山コンサルタント(株) (株)松村組 (仮称)ライオンズ嵯峨嵐山新築 SD345～SD390 D19～D29

平成30年1月 民間 建築 東京都 (株)五光建設 ディ-・ワークス(株) 小林鉄筋(株) 五光建設(株) (仮称)国立市・谷保マンション新築計画 SD390

平成30年1月 公共 土木 兵庫県 (株)カナック工業 (一)川西インター線道路改良工事（石道その5） D25

平成30年1月 民間 建築 大阪府 (株)ジーユープランニング 栗本建設工業(株) (仮称)中央区島之内1丁目計画新築工事 SD345～SD390 D22～D35

平成30年1月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)日企設計 (株)森本組 (仮称)プレサンスロジェ森ノ宮新築工事 SD345 D22～D35

平成30年1月 民間 建築 京都府 前田建設工業(株)関西支店 前田建設工業(株) (仮称)京都高辻通室町ホテル計画新築工事 SD345 D19～D25

平成30年1月 民間 建築 兵庫県 (株)村松組 (株)村松組 東灘・住吉南マンション新築計画 SD345～SD390 D19～D25

平成30年1月 民間 建築 京都府 (株)京都建築事務所 住光建設(株) (仮称)おさむら産婦人科新築工事 SD345～SD390 D19～D25

平成30年1月 民間 建築 大阪府 (有)E2建築事務所 (株)村松組 (仮称)高槻けやきの郷サービス付高齢者向け賃貸住宅増築工事 SD345～SD390 D19～D25

平成30年1月 民間 建築 兵庫県 (株)タクトプラン建築事務所大阪 大末建設(株) (仮称)姫路市東駅前計画新築工事 SD345～SD390 D16～D35

平成30年1月 民間 建築 大阪府 (株)イサラ・デザイン 住光建設(株) (仮称)レオンコンフォート谷町9丁目新築工事 SD345～SD390 D22～D32

平成30年1月 公共 建築 大阪府 (株)三座建築事務所 栗本建設工業(株) 大阪府営堺新金岡2丁3番第3期高層住宅（建て替え）新築工事（第２工区） D29・D32

平成30年1月 公共 建築 大阪府 大阪市都市整備局住宅部建設課 栗本建設工業(株) 西喜連第5住宅7号館建設工事 D22～D35
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平成30年1月 公共 建築 大阪府 (株)ジャス 株木・五和特定建設工事共同企業体 摂津市立摂津小学校校舎増築その他改修工事 D19～D25

平成30年1月 公共 建築 大阪府 (株)綜企画設計 栗本建設工業(株) （仮称）東部市立認定ごども園新築工事 D25

平成30年1月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (株)イサラ・デザイン 鉄建建設(株) (仮称)エスリード西区立売堀3丁目66番地 SD390 D16～D35

平成30年1月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (株)アーキ・テック設計事務所 奥村組土木興業(株) (仮称)エスリード海老江新築工事 SD390 D29～D32

平成30年1月 民間 建築 兵庫県
大末建設(株)

一級建築士事務所
大末建設(株) ファインレジデンス住吉山手新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年1月 民間 建築 奈良県 (株)アール・アイ・エー (株)奥村組・山上特定建設工事企業体 登大路バスターミナル新築工事(建築工事) SD345 D19～D25

平成30年1月 民間 建築 兵庫県 (株)奥村組 (株)奥村組 木村化工機製缶第3工場・樹脂加工工場新築工事 SD345～SD390 D22・D25

平成30年1月 公共 建築 兵庫県 (株)黒田建築設計事務所 (株)明和工務店 神戸市東部中央卸市場基礎修繕工事 D25

平成30年1月 民間 建築 大阪府 (株)IAOプランニング&デザイン 前田建設工業(株) (仮称)ライフ住吉区山之内新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成30年1月 民間 建築 香川県 東かがわ市長藤井秀城 (株)奥村組 (株)奥村組 ひとの駅さんぼんまつ(仮称)建築工事 SD345 D22

平成30年1月 民間 建築 大阪府 正和地所(株) 柴山コンサルト(株) 岐建(株) 大垣共立銀行本山支店再開発事業工事工事作業所 SD345～SD390 D19～D38

平成30年1月 民間 建築 大阪府 成田3特定目的会社 (株)フジタ (株)フジタ プロロジスパーク門真プロジェクト SD345～SD390 D19～D35

平成30年1月 公共 建築 大阪府 泉南市公園住宅課 (株)小西設計 (株)淺沼組 泉南中学校改築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年1月 民間 建築 香川県 (株)NDC建築設計事務所 (株)奥村組 平成２９・３０年度ひとの駅さんぼんまつ(仮称)建築工事 SD345 D22

平成30年1月 民間 建築 徳島県 (株)安藤・間 緑が丘病院 SD345 D19～D25

平成30年1月 民間 建築 広島県 (株)穴吹工務店 (株)穴吹工務店 ライオンズ宇品東レジデンス新築工事 SD345 D22

平成30年1月 公共 建築 山口県 中国四国防衛局 (株)奥村組 岩国飛行場（H29)統合倉庫新設建築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年1月 民間 建築 大阪府 生和ホームズ(株) (株)若林広幸建築研究所 生和コーポレーション(株) (仮称)セイワパレス東三国駅前新築工事

平成30年1月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)現代綜合設計 (株)松本組 (仮称)プレサンスロジェ杭全Ⅱ新築工事

平成30年1月 民間 建築 大阪府 (株)日企設計 (株)高階 (仮称)上新和泉中央複合商業施設家電物販棟新築工事

平成30年1月 民間 建築 京都府 JR西日本不動産開発(株) (株)タガミ 日本建設(株) 向日市高齢者施設新築工事

平成30年1月 民間 建築 兵庫県 (株)大森屋 積水ハウス(株) 積水ハウス(株) (株)大森屋関西物流センター増築工事

平成30年1月 民間 建築 大阪府 (株)ミラージュパレス 寺崎建設(株) (仮称)ＭＰ浪速区恵美須西２丁目ＰＪ

平成30年1月 民間 建築 大阪府 (株)アモルファス建築設計事務所 スナダ建設(株) (仮称)羽倉﨑１丁目計画新築工事

平成30年1月 民間 建築 大阪府 (株)リーガル不動産 (株)住友建築設計事務所 (株)松本組 (仮称)大阪市浪速区元町1丁目新築工事
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平成30年1月 民間 建築 大阪府 一宇工業(株) 一宇工業(株) (仮称)船場東立体駐車場新築工事

平成30年1月 民間 建築 静岡県 中部電力(株) 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) 浜岡原発4号西開口部設置後復旧工事 SD345 D32・D38

平成30年1月 民間 建築 兵庫県 和田山精機(株) KT設計(株) アリマコンチェル(株) (仮称)和田山精機(株)工場新築工事 SD345 D19・D22

平成30年1月 民間 建築 兵庫県 積水ハウス(株)大阪マンション事業部 (株)LIV建築計画研究所 (株)金山工務店 (仮称)グランドメゾン夙川松園町Ⅱ新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年1月 民間 建築 大阪府 (株)アーキ・テック設計事務所 野村建設工業(株) (仮称)西区九条南３丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年1月 公共 建築 大阪府 和泉市
(監理)新建築設計事業協同組合

(設計)綜企画設計
(株)深阪工務店 市営唐国住宅建替工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年1月 民間 建築 愛知県 (株)フジケン (株)蓮建築設計 太啓建設(株) リコット豊田梅坪 SD345～SD390 D19～D25

平成30年1月 民間 建築 愛知県 (株)プレサンスコーポレーション (株)三輪設計 岩部建設(株) プレサンスロジェ平安通Ⅱ半田南本町 SD345～SD390 D25～D35

平成30年1月 民間 建築 岡山県 (株)コスモス薬品 大和リース(株) 大和リース(株) (仮称)ドラッグストアコスモス真備店新築工事 SD345 D25

平成30年1月 民間 建築 大阪府 信和建設(株) 西区立売堀4丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年1月 民間 建築 京都府 (株)晃陽建設 京都南区ビジネスホテル SD390 D35

平成30年1月 民間 建築 滋賀県 (株)淺沼組 野洲新築工事 SD390 D32・D35

平成30年1月 民間 建築 和歌山県 (株)コスモス薬品 liebe建築設計 (株)吉永建設 ドラックコスモス野上野店新築工事 SD345 D22

平成30年1月 民間 建築 高知県 (株)慶尚 大旺新洋(株) 大旺新洋(株) セントラルDivo相模店新築工事 SD345 D22・D25

平成30年1月 民間 建築 高知県 (株)西山合名 (株)センプラン研究所 (株)岸之上工務店 コンフォートホテル高知駅前新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年1月 民間 建築 神奈川県 新日本建設(株) 新日本建設(株) (株)ランテック 新日本建設(株) (仮称)ＥＸＣ横浜鶴見計画新築工事 SD390 D29

平成30年1月 民間 建築 千葉県 新日本建設(株) 新日本建設(株) 新日本建設(株) (仮称)ＥＸＣ市川Ⅲ計画新築工事 SD345～SD390 D22～D35

平成30年1月 民間 建築 福岡県 大英産業(株) (株)ATOM建築設計室 金子建設(株)
サンパーク鳥栖中央公園

ＴＥＲＲＡＣＥ新築工事
SD345～SD390 D19～D29

平成30年1月 民間 建築 奈良県 (株)ワールドウィステリアホームズ (株)ダイシン建築設計事務所 タツト・建設(株) 生駒市北新町マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年1月 民間 建築 大阪府 Leahome(株) スナダ建設(株) スナダ建設(株) Leahome様淀川区野中北1丁目PJ新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年1月 民間 建築 東京都 (株)IHI
五洋建設(株)

一級建築士事務所
五洋建設(株) ＩＨＩ瑞穂工場第９棟建設工事 SD345～SD390 D25・D29

平成30年1月 民間 建築 大阪府 田中建設(株) 大阪市浪速区桜川4丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成30年1月 民間 建築 大阪府 学研工業(株) (株)森組 富山産業(株)咲洲事業所社屋新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成30年1月 民間 建築 兵庫県 大鉄工業(株) 兵庫中央病院建替等整備工事

平成30年1月 公共 建築 (株)木綿麻建設 金岡小学校校舎改築工事
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平成30年1月 民間 建築 大阪府 (株)日商システム (株)永都設計 (株)ノバック エステム川口新築工事

平成30年1月 民間 建築 大阪府 浦本三郎 (株)デルフィ (株)晃陽建設 (仮称)ＡＬＺＡ南堀江新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年1月 民間 建築 大阪府 (株)IAO竹田設計 (株)福田組 (仮称)堺市堺区出井町集合住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成30年1月 民間 建築 大阪府 (株)ホームズ (株)現代綜合設計 ＴＡＮＡＫＡ建設(株) レジュールアッシュ筆ヶ崎新築工事 SD345～SD390 D25～D35

平成30年1月 民間 建築 兵庫県 社会福祉法人やすらぎ福祉会 (株)小野設計 (株)ソネック (仮称)小野長寿の郷新築工事 SD345～SD390 D25・D29

平成30年1月 民間 建築 大阪府 (株)プライムデザイン 廣瀬建設(株) 大阪市西区川口４丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D22～D32

平成30年1月 民間 建築 大阪府 第一交通産業(株) (株)アモルファス建築設計事務所 スナダ建設(株) グランドパレス太子橋１丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成30年1月 公共 建築 兵庫県 尼崎市 (株)ユニバーサル設計 (株)柄谷工務店 大庄支所・地区会館複合施設新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成30年1月 民間 建築 大阪府 合資会社リンクス 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) 塚本４丁目プロジェクト SD345～SD390 D19～D29

平成29年12月 民間 建築 千葉県 新日本建設(株) 新日本建設(株) 丸辰工業(株) 新日本建設(株) (仮称)ＥＸＣ稲毛海岸駅前新築工事 SD390 D35

平成29年12月 民間 建築 徳島県 (株)レインボースター 大東建託(株) レインボースター店舗付共同住宅 SD345～SD390 D19～D32

平成29年12月 民間 建築 高知県 和建設(株) 和建設(株) (株)北岡工務店 和建設(株) ビ・ウェル播磨屋参番館新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年12月 公共 建築 高知県 高知県教育委員会 環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ･若竹まちづくりJV (有)三橋組 三宝・開洋JV 高吾地域拠点校校舎新築主体工事 SD345 D19～D25

平成29年12月 民間 建築 大阪府 (株)賃住 (株)日企設計 (株)DAIJU 浪速区浪速東１丁目計画 SD345～SD390 D19～D35

平成29年12月 民間 建築 大阪府 (株)三木組 四季設計一級建築士事務所 栗本建設工業(株) 淀川区塚本PJ SD345～SD390 D19～D29

平成29年12月 民間 建築 神奈川県 プライムデリカ(株) (株)カミムラ建築研究室 五洋建設(株) プライムデリカ(株)野菜工場新築工事 SD390 D22～D32

平成29年12月 公共 建築 神奈川県 横須賀市 日立造船・五洋ＪＶ 五洋建設(株) 横須賀ごみ処理施設建設工事 SD390 D25～D32

平成29年12月 民間 建築 千葉県 日本ＧＬＰ(株) デトロイトトーマツ(株) JFEシビル(株) ＧＬＰ流山Ⅲプロジェクト SD390 D25～D32

平成29年12月 公共 土木 静岡県 NEXCO中日本 (株)ピーエス三菱 (株)ピーエス三菱 東名高速道路(特定更新等)沼津ＩＣ～富士ＩＣ間床板取替工事 SD345 D16・D32

平成29年12月 民間 建築 茨城県 プリマハム(株) (株)横河建築設計事務所 東急建設(株) プリマハム(株)茨城工場新プラント棟建設工事 SD390 D19～D29

平成29年12月 公共 建築 栃木県 大田原市 (株)久米設計 (株)安藤・間 大田原市新庁舎建設工事 SD390 D32

平成29年12月 民間 建築 千葉県 RW厚木3特定目的会社 戸田建設(株) 戸田建設(株) (仮称)ESR市川ディスとリビューションセンター新築工事 SD390 D25～D35

平成29年12月 民間 建築 大阪府 第一交通産業(株) 不二建設(株) 不二建設(株) (仮称)豊中市豊南町南4丁目マンション計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年12月 民間 建築 岐阜県 岐阜市 (株)鴻池組 (仮称)岐阜リサイクルセンター建設工事 SD345 D19～D25

平成29年12月 公共 建築 兵庫県 芦屋市 分庁舎(株)山田綜合設計 (株)明和工務店 芦屋市分庁舎及び消防団精道分団建替工事 SD345～SD390 D19～D32
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平成29年12月 民間 建築 大阪府 ユニハイムエステート(株) (株)都市建 (株)昭和工務店 ユニハイムエクシア天王寺新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年12月 民間 建築 大阪府 設計工房ASUKA (株)梅田コーポレーション 高井田Ⅰ新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年12月 民間 建築 大阪府 LeaHome(株) (株)中原工業 (株)中原工業 大阪市東住吉区田辺3丁目計画 SD345～SD390 D19～D32

平成29年12月 民間 建築 京都府 ユウベル(株)・(株)サントク (株)小松義博建築都市設計事務所 東急建設(株) 京都ユウベルホテル新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年12月 民間 建築 愛知県 積水ハウス(株) (株)計画工房 共立建設(株) グランドメゾン東山Ⅱ新築工事(応援の現場) SD345 D22・D29

平成29年12月 民間 建築 福井県 北陸トラック運輸(株) 技建工業(株) 北陸トラック運輸(株)新開倉庫新築工事 SD345 D25

平成29年12月 公共 土木 愛知県 (有)小林建築設計事務所 (株)エヌダブル H28東海財務局庁舎耐震改修工事 SD345 D22

平成29年12月 公共 建築 福井県 佐藤壮企画、寺崎建築事務所
田中建設(株)・北信建設(株)

(株)竹内工務店・(株)三田村工務店ＪＶ
越前市役所本庁舎（東工区）建設工事 SD345～SD390 D22・D25・D35

平成29年12月 公共 建築 石川県 松井建設(株) （仮称）幼保連携型認定こうども園金沢幼稚園新築工事 SD345 D19

平成29年12月 公共 建築 福井県 佐藤壮企画、寺崎建築事務所
(株)ｳｴｷｸﾞﾐ・(株)ｷﾊﾗｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

(株)ｻｻｷ工業・北日本建設JV
越前市役所本庁舎（西工区）建設工事 SD345～SD390 D22・D32・D35

平成29年12月 民間 建築 大阪府 社会福祉法人願正会鶴見学園 一級建築士事務所ステラジアン (株)誠廣 社会福祉法人願正会鶴見学園新築工事

平成29年12月 公共 建築 滋賀県 新富士見ＰＦＩ(株) (株)石本建築事務所 西村建設(株) (仮称)新富士見市民温水プール整備・運営事業

平成29年12月 民間 建築 奈良県 ウエルシア薬局(株) (株)崎山組 ウエルシア橿原中曽司店 SD345 D19・D22

平成29年12月 民間 建築 大阪府 日硝ゴム(株) 藤井建築設計事務所 寺崎建設(株) 日硝ゴム(株)稲荷本社倉庫新築工事 SD345～SD390 D25・D29

平成29年12月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)ジーユープランニング 金山工務店 (仮称)プレサンス中央区釣鐘町２丁目新築工事

平成29年12月 民間 建築 京都府 合同会社三条 (株)東洋設計事務所 日本建設(株) (仮称)京都三条ホテル計画新築工事

平成29年12月 民間 建築 大阪府 (株)浅井建物 (株)M・I設計 (株)浅井住宅 (仮称)勝山2丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D25・D29

平成29年12月 民間 建築 大阪府 野村不動産(株) (株)カノンアソシエイツ 西武建設(株) 枚方市岡南町Ⅱ計画新築工事 SD345 D19～D25

平成29年12月 民間 建築 埼玉県 高元・池中ＪＶ リハビリテーション天草病院 SD345～SD390 D19～D32

平成29年12月 民間 建築 栃木県 全農栃木一級建築士事務所 マルホ建設(株) ＪＡなすの共同乾燥調整施設 SD345 D25

平成29年12月 民間 建築 茨城県 井関農機(株) 清水建設(株) 井関農機(株)改修工事 SD345 D19

平成29年12月 公共 土木 兵庫県
近畿地方整備局

姫路河川国道事務所
(株)森組 国道２号線福田高架橋耐震補強工事 SD345 D38

平成29年12月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (株)アーキ・テック設計事務所 奥村組土木興業(株) (仮称)エスリード海老江新築工事 SD345～SD390 D16～D32

平成29年12月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (株)イサラ・デザイン 栗本建設工業(株) (仮称)エスリード福島区海老江７丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年12月 民間 建築 大阪府 オーエス(株) (株)IAO竹田設計 南海辰村建設(株) (仮称)阿倍野区阪南町６丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35
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平成29年12月 民間 建築 大阪府 東急不動産(株) (株)現代綜合設計 (株)鍜治田工務店 (仮称)池田市菅原町計画建設工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年12月 民間 建築 岡山県 岐阜プラスチック工業(株) (株)新井組 (株)新井組 岐阜プラスチック工業(株)倉敷工場新築工事 SD345 D25

平成29年12月 公共 土木 岡山県 岡山県 千成建設(株) 千成建設(株) 県道岡山吉井線（新大原橋）右岸下部工工事 SD345 D29･D35

平成29年12月 民間 建築 岡山県 (株)片山電機工業所 協立土建(株)一級建築士事務所 協立土建(株) (株)片山電機工業所・小山倉庫新築工事 SD345 D19・D22

平成29年12月 民間 建築 奈良県 玉野総合コンサルタント(株) 村本建設(株) 泉の広場防災センター新築工事 SD345～SD390 D25・D29

平成29年12月 民間 建築 高知県 和建設(株) 和建設(株) 和建設(株) ビ・ウェル播磨屋参番館新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年12月 公共 建築 高知県 香美市 鈴江章宏建築設計事務所 新進建設(株) 香美市立鏡野中学校武道館及びプール施設等新築工事 SD345 D19～D25

平成29年12月 民間 建築 東京都 (株)オープンハウス・ディベロップメント (株)ディベロップデザイン 新日本建設(株) (仮称)オープンレジデンシア代々木1丁目新築工事 SD390 D32

平成29年12月 民間 建築 千葉県 新日本建設(株) 新日本建設(株) 新日本建設(株) (仮称)ＥＸＣ新浦安Ⅱ計画新築工事 SD390 D22

平成29年12月 民間 建築 千葉県 新日本建設(株) 新日本建設(株) 新日本建設(株) (仮称)ＥＸＣ稲毛海岸駅前新築工事 SD390 D35

平成29年12月 民間 建築 大阪府 学校法人金蘭会学園 (株)藤田建築設計事務所 (株)藤木工務店 金蘭会保育園新築工事 SD345 D19～D25

平成29年12月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (有)Cube設計事務所 シード平和(株) プレサンス北区神山町新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年12月 民間 建築 京都府 (株)プレサンスリアルエステート (株)礎 シード平和(株) 京都五条大宮計画新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年12月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (株)星羅建築事務所 鉄建建設(株) エスリード東住吉区駒川新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年12月 民間 建築 大阪府 一般財団法人住野勇財団 パナホーム(株) パナホーム(株) 豊中市岡の上町1丁目計画新築工事 SD345 D22

平成29年12月 民間 建築 兵庫県 (株)ONLYONE 竹田設計事務所 安藤建設(有) ONLYONE宝塚市栄町１丁目M計画新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年12月 民間 建築 大阪府 (株)エアル・アセットマネジメント (株)リベルテ建築設計事務所 (株)豊栄建設 福島区玉川1丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年12月 公共 建築 滋賀県 高島市長 福井正明 (株)安井建築設計事務所
桑原組・杉橋建設・高島鉱建

建設共同企業体
高島市役所庁舎整備建築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年12月 民間 建築 奈良県
(株)NTT西日本アセットプランニング

ルートインジャパン(株)
(株)石本建築事務所 鉄建建設(株) 奈良倉庫跡地ルートイングランディア奈良和蔵の宿新築工事 SD345 D19～D35

平成29年12月 民間 建築 大阪府 (株)ホームズ スナダ建設(株) スナダ建設(株) レジュールアッシュ日本橋5丁目PJ新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年12月 民間 建築 東京都 東日本旅客鉄道(株) (株)ジェイアール東日本建築設計事務所 清水建設(株) 赤羽線板橋駅改良・駅ビル建設(Ⅰ期工事) SD390 D29

平成29年12月 民間 建築 大阪府 (株)ユマ設計 多田建設(株) (仮称)中央区南久宝寺計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年12月 民間 建築 香川県 (株)和田コーポレーション (株)清和建設事務所 前田建設工業(株) (仮称)ロイヤルガーデン桜町レジデンス新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年12月 民間 建築 香川県 (株)和田コーポレーション 和田総合企画 東亜建設工業(株) ロイヤルガーデンレインボーロード西新築工事 SD345～SD390 D35

平成29年12月 民間 建築 大阪府 (株)アースプランニング 西尾邸新築工事 SD345
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平成29年12月 民間 建築 兵庫県 (株)アースプランニング K邸新築工事 SD345

平成29年12月 民間 建築 大阪府 (株)ユニプラン六本建築事務所 いち徳建設(株) 和田寺信徒会館新築工事 SD345

平成29年12月 民間 建築 大鉄工業(株) 塚口柵ＥＶ新世知工事

平成29年12月 民間 建築 大阪府 (株)宏亜 松井建設(株) 松井建設(株) (仮称)ＫＯＡ二俣倉庫新築工事 SD345 D19～D25

平成29年12月 民間 建築 大阪府 (株)関西マツダ マツダエース(株) 積水ハウス(株) 関西マツダ池田店新築工事 SD345～SD390 D25・D29

平成29年12月 民間 建築 大阪府 (株)櫂総合プランニング TSUCHIYA(株) ケアハウスほたる建設工事 SD345 D19・D22

平成29年12月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)天王寺町北３丁目ＰＪ新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年12月 民間 建築 大阪府 (株)グッドワン (有)ビーステップ TSJコンストラクション(株) 新今里ワンルームマンション新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成29年12月 民間 建築 大阪府 (株)グラッドデザイン (株)フウキ建設 ＢＲＡＶＥ北新町新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年12月 民間 建築 大阪府 松井建設(株) 喜多の湯八尾店新築工事 SD345 D19～D25

平成29年11月 民間 建築 茨城県 JA全農いばらき JA全農いばらき建築設計事務所 大勝建設(株) ＪＡしおさい波崎青販部会集出荷施設新築工事 SD390 D25・D29

平成29年11月 民間 建築 埼玉県 DCMホーマック(株) (株)INA新建築研究所 (株)奥村組 (仮称)DＣＭホーマック七里店新築工事 SD390 D29

平成29年11月 民間 建築 千葉県 カトーレック(株) (株)フジタ (株)フジタ (仮称)カトーレック市川塩浜新築工事 SD390 D25・D38

平成29年11月 民間 建築 東京都 (株)吉田 三井ホーム(株) (株)荒井鉄筋工業所 三井ホーム(株) 赤坂二丁目ビル新築工事 SD345～SD390 D25～D35

平成29年11月 民間 建築 埼玉県 プロロジス三井不動産(株) (株)安藤・間 (株)安藤・間 ＭＦＬＰプロロジスパーク川越新築工事 SD390 D29

平成29年11月 民間 建築 徳島県 大東建託(株) レインボースター共同住宅 SD345～SD390 D19～D32

平成29年11月 民間 建築 徳島県 穴吹興産(株) 大末建設(株) アルファステイツ助任本町 SD345～SD390 D19～D38

平成29年11月 民間 建築 高知県 セントラル総合開発(株)中四国支店 (株)都市建築研究所 (有)テツ (株)轟組 (仮称)クレアホームズ升形新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年11月 公共 建築 高知県 高知市長 岡崎正也 (株)THINK建築設計事務所 (有)梅原工業 新進・小松JV 東石立町営住宅一期工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年11月 公共 土木 大阪府 中外建設(株) 新幹線大規模改修 SD345 D25

平成29年11月 民間 建築 大阪府 パナホーム(株)都市開発支社 (株)IAO竹田設計 (株)昭和工務店 城東区関目6丁目(西)計画 SD345～SD390 D19～D38

平成29年11月 民間 建築 大阪府 パナホーム(株)都市開発支社 (株)IAO竹田設計 (株)昭和工務店 城東区関目6丁目(東)計画 SD345～SD390 D19～D38

平成29年11月 公共 建築 京都府 京都市 (株)類設計室 東急建設(株) 向島中学校区小中一貫校教育校施設整備工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年11月 民間 建築 兵庫県 (株)ラフト (株)ジーン建築 (仮称)西落合２丁目プロジェクト新築工事

平成29年11月 民間 建築 奈良県 合資会社新大宮開発 生和コーポーレーション(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)大宮４丁目プロジェクト新築工事
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平成29年11月 民間 建築 大阪府 ユニハイムエステート(株) 豊和開発(株) (株)松本組 (仮称)ユニハイム東住吉区中野新築工事

平成29年11月 民間 建築 大阪府 (株)賃住 (株)日企設計 (株)DAIJU (仮称)中央区北久宝寺１丁目計画新築工事

平成29年11月 民間 建築 大阪府 穂積建設(株) 木村様邸新築工事 SD345 D22

平成29年11月 民間 建築 兵庫県 日本通運(株) 日通不動産(株) (株)ナカノフドー建設 (仮称)日本通運姫路支店竜野新倉庫建設工事 SD345 D22・D25

平成29年11月 公共 土木 千葉県 道路工業(株) 東京外環自動車道松戸地区舗装工事 SD345 D13・D16

平成29年11月 民間 建築 大阪府 (株)ケア２１ 深谷建築事務所 藤原工業(株) うれしい保育園都島新築工事 SD345

平成29年11月 公共 建築 福島県 (株)穴吹工務店 サーパス清水台グランゲート新築工事 SD345～SD390 D25・D32

平成29年11月 民間 建築 大阪府 東急不動産(株) (株)ユマ設計 石黒建設(株) (仮称)大阪市北区南扇町計画新築工事 SD345～SD390 D16～D35

平成29年11月 民間 建築 愛知県 積水ハウス(株) 積水ハウス(株) 東区泉３丁目 SD345～SD390 D19～D38

平成29年11月 民間 建築 岡山県 藤原加津子 (株)大京穴吹建設 (株)大京穴吹建設 大和町2丁目マンション新築工事 SD345 D19・D22

平成29年11月 民間 建築 大阪府 大鉄工業(株)JV こども未来館 SD345 D25

平成29年11月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)生原建築事務所 (株)日本ビルドワン ﾌﾟﾚｻﾝｽ東中本2丁目新築工事 SD345～SD390 D22～D35

平成29年11月 民間 建築 高知県 セントラル総合開発(株) (株)都市建築研究所 (株)轟組 クレアホームズ升形新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年11月 公共 建築 東京都 東京地下鉄(株) 鹿島建設(株) 広尾駅改良工事 SD345 D19

平成29年11月 公共 土木 東京都 国土交通省関東地方整備局 (株)大林組・鹿島ＪＶ 357号東京港トンネル（その2）工事 SD390 D41

平成29年11月 民間 建築 千葉県 合同会社ＫＲＦ (株)安藤・間 (株)安藤・間 (仮称)新浦安ホテル計画新築工事 SD345 D22・D25

平成29年11月 民間 建築 東京都 アパホーム(株) 新日本建設(株) 新日本建設(株) (仮称)アパホテル新富町駅東新築工事 SD345 D25

平成29年11月 公共 建築 滋賀県 草津市
(株)綜企画設計

(株)内藤建築事務所
熊谷・ゆうあい特定建設工事

共同企業体
野村公園体育館建設他工事（建築） SD345～SD390 D19～D35

平成29年11月 民間 建築 京都府
社会福祉法人カトリック京都司教

カリタス会
(株)京都空間研究所 青木あすなろ建設(株) 光台地域密着型施設新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年11月 民間 建築 大阪府 (株)OZ 中尾綜合建築設計事務所 ツボイビルテックス(株) 帝塚山OZビル新築工事 SD345 D22

平成29年11月 民間 建築 大阪府 砂田利恵子 スナダ建設(株) スナダ建設(株) サラサホテル新大阪北棟新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年11月 民間 建築 京都府 (株)今井建設 (株)淺沼組 山ノ内マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年11月 民間 建築 大阪府 (株)フジヒサFJ (株)TOKI設計 (株)紙谷工務店 吹田市江の木町マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成29年11月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (株)星羅建築事務所 岩出建設(株) エスリード新北野3丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年11月 民間 建築 茨城県 森永乳業(株) 大成建設(株) 大成建設(株) 森永乳業(株)利根工場新棟建設工事 SD345～SD390 D25・D29
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平成29年11月 民間 建築 佐賀県 日本建設(株) アイリスオーヤマ鳥栖倉庫棟・工場棟 SD345～SD390 D19～D32

平成29年11月 民間 建築 京都府 (株)ゴールドウェーブ (株)ダイバ設計 兼松工業(株) 南区西九条寺ノ前町ＰＪ SD345～SD390 D32以下

平成29年11月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (有)Cube設計事務所 (株)ノバック プレサンス中道 SD345～SD390

平成29年11月 民間 建築 京都府 一級建築士事務所ランドマーク (株)デザオ建設 秀典寺マンション SD345

平成29年11月 民間 建築 東京都 (株)大河原工務店 (株)巧建築企画 住協建設(株) 渋谷区笹塚1丁目計画新築工事 SD490 D35

平成29年11月 民間 建築 大阪府 (株)永都設計 美樹工業(株) (仮称)サムティ西区本町1丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年11月 公共 土木 大阪府 西川明宏 鹿島建設(株)・飛島建設ＪＶ 大和川線シールドトンネル工事 SD345 D25

平成29年11月 民間 建築 秋田県 脳血管センター新築工事 SD345 D32

平成29年11月 民間 建築 青森県 穂積建設(株) 三日町にぎわい拠点本棟新築工事 SD345 D22・D25

平成29年11月 公共 建築 宮城県 (株)安藤・間 東北文化大学改修工事 SD390 D19・.D29

平成29年11月 民間 建築 大阪府 (株)日商エステム (株)ジーユープランニング スナダ建設(株) エステムコート浪速区塩草３丁目新築工事 SD295～SD390 D16～D35

平成29年11月 民間 建築 兵庫県 (株)柄谷工務店 柄谷・宮崎・トータルＪＶ 市営武庫３住宅(宮ノ北住宅)建替事業 SD345～SD390 D19～D29

平成29年11月 民間 建築 大阪府 学校法人早稲田大阪学園 戸田鉄筋(株) 早稲田大阪学園向陽台高校建替え工事 SD345 D19～D25

平成29年11月 民間 土木 大阪府 (株)横河ブリッジ 西船場ＪＣＴ鋼桁及び鋼製橋脚その他工事 SD345 D19

平成29年11月 民間 建築 大阪府 医療法人西浦会 (株)東畑建築事務所 花谷建設(株) 医療法人西浦会京阪病院新病棟建設工事 SD345 D22・D25

平成29年10月 民間 建築 埼玉県 トラスコ中山(株) (株)日建設計 鹿島建設(株) トラスコ中山プラネット埼玉新築工事 SD390 D25・D41

平成29年10月 民間 建築 千葉県 新日本建設(株) 新日本建設(株) 新日本建設(株) (仮称)ＥＸＣ本千葉計画 SD390 D41

平成29年10月 民間 建築 千葉県 日本GLP(株) デトロイトトーマツ(株) (株)奥村組 GLP流山Ⅱプロジェクト SD390 D13～D32

平成29年10月 民間 建築 香川県 清水建設(株) 香川井下病院新棟新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年10月 公共 建築 高知県 高知県知事 尾崎正直
(株)東畑建築事務所

(有)山口英治建築設計共同体
(有)三橋組 関西新洋西山・開洋ＪＶ 療育福祉ｾﾝﾀｰ・中央児童相談所改築 SD345 D19～D25

平成29年10月 民間 建築 大阪府 内外カーボンインキ(株) 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) 内外カーボンインキ(株)様マンション SD345～SD390 D19～D29

平成29年10月 民間 建築 大阪府 三和建設(株) (仮称)月山チャイルドケアクリニック移転新築工事 SD345 D25

平成29年10月 民間 建築 大阪府 リバー産業(株) (株)G&A建築設計 リバー建設(株) リバーガーデン八尾山本新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成29年10月 民間 建築 兵庫県 関電不動産開発(株) 浅井謙建築研究所(株) (株)昭和工務店 シエリア神戸北野坂新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年10月 民間 建築 大阪府
大阪不動産共同組合

理事長土岐静男
蔵建築設計事務所 (株)中原工業 上六トキビル新築工事 SD345～SD390 D19～D29
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平成29年10月 民間 建築 大阪府 東レ建設(株) アーキ・テック設計事務所 中林建設(株) 浪速区大国町マンション SD345～SD390 D19～D35

平成29年10月 公共 土木 愛知県 (株)エヌダブル
伊勢湾岸自動車道豊田管内伸縮装置改良工事

（平成28年度）＝名古屋高速
D13～D22

平成29年10月 民間 建築 福井県 ウエキグミ レンゴー金津工場 SD345 D25

平成29年10月 民間 建築 福井県 味の素エンジニアリング(株) (株)竹中工務店 (株)ふじや食品新第一工場建設工事 SD345～SD390 D19・D29

平成29年10月 民間 建築 石川県 大成建設(株) (仮称)(株)ソディック加賀事業所物流センター新築工事 SD345 D25

平成29年10月 公共 土木 石川県 酒井工業(株) H28小松バイパス小杉高架橋下部工事 SD345 D22

平成29年10月 公共 土木 富山県 大鉄工業(株) 富山高架駅部BL新設他２工事 D32

平成29年10月 民間 建築 石川県 大和ハウス工業(株) サニーサイド配送センター新築工事 SD345 D25

平成29年10月 民間 建築 香川県 (株)和田コーポレーション (株)和田コーポレーション 前田建設工業(株) ロイヤルガーデン松縄Ⅲ SD345～SD390 D19～D38

平成29年10月 民間 建築 徳島県 穴吹興産(株) 宮建築設計(株) 大末建設(株) アルファーステイツ助任 SD345～SD390 D19～D38

平成29年10月 民間 建築 香川県
医療法人豊南会香川井下病院

理事長井下謙司
清水建設(株) 清水建設(株) 香川井下病院新棟新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年10月 民間 建築 香川県 ルートインジャパン(株) (株)中林建築設計事務所 鉄建建設(株) ホテルルートインジャパン高松新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年10月 民間 建築 大阪府 (株)ツーワン 村本建設(株) 村本建設(株) (仮称)天満三丁目マンション新築工事

平成29年10月 民間 建築 大阪府 南上小阪PJ新築工事 SD345 D19

平成29年10月 民間 建築 大阪府 香川博治 積水ハウス(株) 寺崎建設(株) (仮称)江坂駅前PJ新築工事

平成29年10月 民間 建築 大阪府 西立花共同住宅 SD345 D19

平成29年10月 民間 建築 大阪府 スナダ建設(株) スナダ建設(株) (仮称)SE南船場グランデＰＪ新築工事

平成29年10月 民間 建築 大阪府 (株)AR設計 スナダ建設(株) (仮称)あるせ新築工事 SD345 D22・D25

平成29年10月 民間 建築 大阪府 社会福祉法人あおば福祉会 (有)菅家設計室 (株)中道組 みつばち保育園建替工事 SD345 D22・D25

平成29年10月 民間 建築 大阪府 玉造モータープール(株) 生和コーポーレーション(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)中道4丁目プロジェクト

平成29年10月 公共 建築 福岡県 大牟田市 あい・永江特定業務委託共同企業体 (株)福山建設 大牟田市駛馬北小学校屋内運動場等改築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年10月 民間 建築 福岡県
社会福祉法人健晴会

すばる保育園
アールエフエー・

コムフォレスト設計共同体
太陽建設工業(株) (仮称)すばる保育園新築工事 SD345 D19・D22

平成29年10月 民間 建築 埼玉県 関東建設(株) ロジスクエア川越 SD390 D29

平成29年10月 民間 建築 鹿児島県 (株)IHIプラントエンジニアリング (株)IHIプラントエンジニアリング (株)フジタ 七ツ島バイオマス発電設備新設工事 SD345 D25

平成29年10月 民間 建築 奈良県 奈良県農業協同組合 奈良県農業協同組合 松塚建設(株) JAならけん三宅支店新築工事 SD345 D19・D22
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平成29年10月 民間 建築 愛知県 (株)KZA設計工房 岩部建設(株) 東区矢田東計画 SD345～SD390 D19～D38

平成29年10月 民間 建築 愛知県 (株)岡田建築計画事務所 岩部建設(株) レゾンシティー安城住吉 SD390～SD490 D19～D35

平成29年10月 民間 建築 兵庫県 (株)IAO竹田設計 南海辰村建設(株) 東淀川区上新庄三丁目計画新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成29年10月 民間 建築 岡山県 (株)ジップ (有)秋岡建築設計工房 (株)ナイカイアーキット (株)ジップ北長瀬表町ビル新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成29年10月 公共 建築 岡山県 岡山大学 (株)教育施設研究所 河野建設(株) 岡山大学(東山)付属中学校屋内運動場新営その他工事 SD345 D22

平成29年10月 民間 建築 岡山県 クリロン化成(株) 一級建築士事務所ミツオカ 松野建設(株)・(株)林建築工業所ＪＶ クリロン化成(株)事務所増築工事 SD345 D22・D25

平成29年10月 民間 建築 岡山県 (株)カイタク 協立土建(株) 協立土建(株) (株)カイタク・表町マンション新築工事 SD345 D19・D25

平成29年10月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)日企設計 (株)松本組 プレサンスロジェ阿倍野松崎町新築工事 SD345～SD390 D19・D22・D29

平成29年10月 民間 建築 高知県 酔鯨酒造(株) (株)竹中工務店 (有)梅原工業 (株)竹中工務店 酔鯨酒造(株)土佐蔵新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年10月 公共 建築 高知県 高知県教育委員会
(株)東畑建築事務所

(有)山口英治建築設計共同体
関西新洋米村・開洋JV 療育福祉センター・中央児童相談所改築北棟建築工事 SD345 D19～D25

平成29年10月 民間 建築 大阪府 入江年優 タフ建築スタジオ 誠信建設工業(株) 天之川町マンション新築工事 SD345 D19～D22

平成29年10月 民間 建築 神奈川県 日本アセットマーケティング(株) (有)テクノフォルム 五洋建設(株) (仮称)新山下商業施設新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成29年10月 民間 建築 兵庫県 (株)プレサンスコーポレーション (株)瀬戸本淳建築研究所 大豊建設(株) (仮称)プレサンスロジェ明石本町１丁目新築工事 SD345～SD390 D22～D35

平成29年10月 民間 建築 大阪府 小川設計事務所 大勝建設(株) 香里園駅前ビル SD345～SD390 D19～D32

平成29年10月 民間 建築 大阪府 ジェイアール西日本コンサルタンツ(株) 大鉄工業(株) 社員研修センターリニューアル工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年10月 民間 建築 大阪府 (株)IAO竹田設計 (株)森組 寺田町二丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成29年10月 民間 建築 兵庫県 野村建設工業(株) 野村建設工業(株) (仮称)神戸市灘区篠原北町計画新築工事

平成29年10月 民間 建築 兵庫県 穴吹興産(株) (株)クオリア建築事務所 (株)ノバック アルファステイツ三田駅前Ⅱ新築工事

平成29年10月 民間 建築 飛島建設(株) (仮称)健康生きがいビル新築工事

平成29年10月 民間 建築 大阪府 (株)梅田コーポレーション (株)梅田コーポレーション (仮称)北新町共同住宅 SD345～SD390 D22～D35

平成29年10月 民間 建築 滋賀県 (株)鴻池組 (株)日立建機ティエラ本社工場西・事務所棟増築工事 SD345 D22～D25

平成29年9月 公共 土木 岩手県 NEXCO東日本 (株)ピーエス三菱 (株)ピーエス三菱 八戸自動車道楢山橋床板補強工事 SD295 D13・D16

平成29年9月 民間 建築 岡山県 (有)竹光建設工業 藤クリーン D22

平成29年9月 民間 建築 香川県 前田建設(株) ロイヤルガーデン松縄Ⅲ SD345～SD390 D19～D38

平成29年9月 民間 建築 高知県 セントラル総合開発(株)中四国支店 (株)都市建築研究所 (株)北岡工務店 (株)轟組 (仮称)クレアホームズ高知駅前新築工事 SD345～SD390 D19～D35
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平成29年9月 民間 建築 大阪府 不二建設(株) 不二建設(株) (仮称)大阪府吹田市古江台5丁目計画開発工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年9月 民間 建築 大阪府 不二建設(株) 不二建設(株) (仮称)守口市竹町マンション計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年9月 公共 土木 愛知県 生川建設(株) 吉崎ポンプ場 SD345 D25

平成29年9月 民間 建築 兵庫県 江崎グリコ(株) (株)錢高組 (株)錢高組 関西グリコ(株)神戸ファクトリー SD345 D25

平成29年9月 民間 建築 大阪府 阪急不動産(株) (株)フジタ (株)フジタ (仮称)京都市西京区川尻堀町計画 SD345～SD390 D19～D29

平成29年9月 民間 建築 大阪府 近鉄不動産(株) (株)エム・ケイ設計事務所 三和建設(株) (仮称)ローレルコート上本町石ケ辻公園前新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年9月 民間 建築 大阪府 不二建設(株) 不二建設(株) (仮称)天王寺町南Ⅱマンション計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年9月 民間 建築 大阪府 (株)大京 浅井謙建築研究所(株) 佐藤工業(株) ライオンズﾞ芦屋朝日ヶ丘新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年9月 民間 建築 大阪府 (有)天王寺英数学院 (株)アワ－ビルダー (株)アワービルダー (仮称)福島１丁目PJ新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年9月 民間 建築 大阪府 セッツカートン東大阪工場 SD345～SD390 D25・D29

平成29年9月 民間 建築 京都府 カルビー(株) (株)ヨネダ カルビー京都工場 SD345 D19～D25

平成29年9月 民間 建築 大阪府 (株)賃住 (株)日企設計 (株)DAIJU (仮称)城東区永田３丁目計画新築工事

平成29年9月 民間 建築 大阪府 信和不動産(株) (株)プレジオ 信和建設(株) (仮称)大阪市淀川区西中島３丁目マンション新築工事

平成29年9月 民間 建築 大阪府
社会福祉法人恩賜財団済生会

支部大阪府済生会
(株)東畑建築事務所 (株)掛谷工務店 総合医療福祉施設(仮称)建設工事 SD345 D19～D25

平成29年9月 民間 建築 兵庫県 (株)福嶋洋一建築研究所 中川企画建設(株) (仮称)神戸二宮計画新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成29年9月 民間 建築 大阪府 我孫子東３丁目 SD345～SD390 D19～D29

平成29年9月 民間 建築 兵庫県 日本エスリード(株) (株)星羅建築事務所 鉄建建設(株) (仮称)エスリード伊丹北河原新築工事

平成29年9月 公共 建築 大阪府 西天満小学校

平成29年9月 公共 建築 大阪府 (株)あい設計
東洋建設・昭和工務店

特定建設工事共同企業体
佐野中学校プール整備(2期)工事 SD345 D19

平成29年9月 民間 建築 大阪府 (有)アスコット設計 (株)サンエース (仮称)枚方山之上サービス付き高齢者向け住宅新築工事

平成29年9月 民間 建築 京都府 大木組・吉田建設JV 北部産業創造センター SD345 D19～D25

平成29年9月 民間 建築 大阪府 野村不動産(株) (株)カノンアソシエイツ 西武建設(株) 箕面船場新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年9月 民間 建築 埼玉県 医療法人社団愛友会 大成建設(株) 大成建設(株) 上尾中央総合病院Ｂ館 SD345～SD390 D22・D29・D35

平成29年9月 民間 建築 大阪府 藤原工業(株) 菅原３丁目グループホーム新築工事 SD345 D22

平成29年9月 民間 建築 大阪府 (株)呉竹荘 (株)あい設計 エルディ(株) くれたけイン南海堺駅前新築工事 SD345～SD390 D19～D29
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平成29年9月 民間 建築 大阪府 (株)日企設計 (株)DAIJU (仮称)住吉区清水丘２丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年9月 民間 建築 京都府 (株)大京 柴山コンサルタント(株) (株)松村組 ライオンズ嵯峨天龍寺若宮東の邸新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年9月 民間 建築 大阪府 (株)日企設計 (株)DAIJU (仮称)浪速区難波中３丁目計画 SD345～SD390 D19～D38

平成29年9月 民間 建築 大阪府 (株)IAO竹田設計 南海辰村建設(株) 御影山手一丁目住宅計画 SD345 D19～D25

平成29年9月 民間 建築 愛知県 (株)三輪設計 岩部建設(株) 小牧4丁目共同住宅PJ SD345～SD390 D19～D32

平成29年9月 公共 建築 兵庫県 尼崎市 (株)浦野設計 村本・三永共同企業体 (仮称)尼崎特別支援学校建設工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年9月 民間 建築 岡山県 三國製薬工業(株) (有)アイディーオー建築設計事務所 (株)和田組 三國製薬工業(株)水島工場第2塩化リンタンクヤード建屋増設工事 SD345 D19・D25

平成29年9月 民間 建築 岡山県 アグリコキャリーズ(株)
(株)和田組

一級建築事務所
(株)和田組 アグリコキャリーズ(株)倉敷事業所新築工事 SD345 D22

平成29年9月 民間 建築 岡山県
(株)岡山村田製作所
代表取締役中島規巨

戸田建設(株) 戸田建設(株) (株)岡山村田製作所危険物製造棟新築工事 SD345 D22

平成29年9月 民間 建築 岡山県 水島ガス(株) 東邦ガスエンジニアリング(株) 東邦ガスエンジニアリング(株) 水島ガス受配電設備更新工事 SD345 D19

平成29年9月 公共 建築 岡山県 岡山市長大森雅夫 (株)木村建築設計事務所 松野建設(株) 岡山市立旭東小学校校舎耐震改修工事 SD345 D19・D22

平成29年9月 民間 建築 岡山県
(株)ヤマシタ
山下英一

協同組合アゴラ
浦上幸雄

大平建設(株) (株)ヤマシタ事務所新築工事 SD345 D19・D22

平成29年9月 民間 建築 岡山県 新谷正化(株) (有)木戸一級建築デザイン 河野建設(株) (仮称)ハスパリビル新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成29年9月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション 信和建設(株) プレサンス城東区野江２丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年9月 民間 建築 大阪府 日本建設(株) 日本建設(株) AMORE松屋町新築工事 SD345 D22・D25

平成29年9月 民間 建築 高知県 (株)サニーマート (有)石井設計 五洋建設(株) サニーマート山手計画新築工事 SD345 D19～D25

平成29年9月 民間 建築 高知県 セントラル総合開発(株) (株)都市建築研究所 (株)轟組 クレアホームズ高知駅前新築工事 SD345～SD390 D19～D25

平成29年9月 民間 建築 熊本県 (株)秀拓 (株)大建設計 (株)淺沼組 (仮称)崇城大学ＳＩＬＣ改築工事 SD345 D19・D22

平成29年9月 民間 建築 福岡県 小林隆利 (株)Gデザインアソシエイツ (株)小林建設 (仮称)亀甲マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年9月 民間 建築 滋賀県
学校法人京都橘学園

理事長梅本裕
(株)類設計室 (株)内田組 京都橘学園たちばな大路こども園(仮称)新築工事 SD345 D19～D25

平成29年9月 民間 建築 大阪府 都市環境開発(株) (株)タクトプラン建築事務所大阪 (株)福田組 島本町江川2丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年9月 民間 建築 神奈川県 横浜冷凍(株) (株)梓設計 東亜建設工業(株) (仮称)ヨコレイ京浜島物流センター新築工事 SD345 D25

平成29年9月 公共 建築 岩手県 (株)福田組 大船渡市役所新築工事 SD345 D19

平成29年9月 民間 建築 大阪府 (株)二神建築事務所 (株)藤木組 特別養護老人ホームさくら園新築工事 SD345～SD390 D25

平成29年9月 民間 建築 滋賀県 (株)東洋設計事務所 (有)松木鉄筋工業 睦備建設(株) 大津市中央4丁目ＰＪ SD345～SD390 D35以下
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平成29年9月 民間 建築 京都府 (株)東洋設計事務所 (有)松木鉄筋工業 睦備建設(株) 深草柴田屋敷町計画 SD345 D22以下

平成29年9月 民間 建築 兵庫県 (株)イー・グループ (株)国分建築設計事務所 田中建設(株) 神戸市中央区中山手通七丁目 SD345～SD390

平成29年9月 民間 建築 大阪府 (株)森繁建設 春日3丁目マンション SD345～SD390

平成29年9月 民間 建築 大阪府 (株)森繁建設 東大阪友井2丁目PJ SD345～SD390

平成29年9月 民間 建築 大阪府 (株)森繁建設 日本橋東ホテル計画 SD345～SD390

平成29年9月 民間 建築 大阪府 (株)建美建築設計事務所 (株)福田組 フジ住宅(株)新社屋新築工事 SD345 D25

平成29年9月 民間 建築 兵庫県 (株)日企設計 (株)DAIJU (仮称)神戸市東灘区深江本町計画 SD345～SD390 D19～D29

平成29年9月 民間 建築 兵庫県 (株)柄谷工務店 (株)柄谷工務店 若草町２丁目マンション新築工事 SD345 D19～D25

平成29年8月 民間 建築 埼玉県 日本ライフライン(株) 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) 日本ライフライン SD390 D32

平成29年8月 民間 建築 高知県 (株)和田コーポレーション (株)清和設計事務所 (有)梅原工業 戸田建設(株) (仮称)ロイヤルガーデンはりまや町新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成29年8月 民間 建築 大阪府 (株)ハウゼクリエイト 油谷ゲストハウス新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年8月 民間 建築 大阪府 不二建設(株) 不二建設(株) (仮称)守口市大日東町マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年8月 民間 建築 新潟県 (株)栗田工務店 第三貨物自動車(株)白根センター改築工事 SD345 D22

平成29年8月 民間 建築 石川県 (株)日企設計 熊谷・鈴木JV (仮称)プレミア東金沢駅前３期新築工事 SD345～SD390 D22～D32

平成29年8月 民間 建築 広島県 (株)穴吹工務店 (株)鍵建築設計事務所 (株)穴吹工務店 サーパスシティ呉ゲートレジデンス新築工事 SD295～SD345 D22～D32

平成29年8月 民間 建築 京都府 (株)京都ハウス 新生設計(株) エルディ(株) (仮称)京都・南区上鳥羽ホテル新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年8月 民間 建築 大阪府 (株)コーポレートウエスト (有)アーキプラン 中正建設(株) (仮称)西成区出城1丁目計画 SD345～SD390 D19～D29

平成29年8月 公共 建築 大阪府 大阪府
大阪府住宅まちづくり部
公共建築室住宅建築課

(株)中道組 大阪府営松原一津屋

平成29年8月 民間 建築 兵庫県 ネッツトヨタ神戸(株) 谷村実業(株) (仮称)ネッツトヨタ神戸(株)西宮山手店新築工事 SD345 D22

平成29年8月 民間 建築 大阪府 (株)スナダプロパティ スナダ建設(株) スナダ建設(株) (仮称)ＳＥ福島弐番館ＰＪ新築工事 SD345～SD390 D25・D29

平成29年8月 民間 建築 大阪府 (株)新宅工務店 (株)新宅工務店 (仮称)旭区大宮3丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年8月 民間 建築 大阪府 (株)日企設計 (株)貫山建設 (仮称)北区大淀南３丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年8月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (株)アーキ・テック設計事務所 寺崎建設(株) (仮称)エスリード弁天町新築工事

平成29年8月 民間 建築 大阪府 (株)都市建築設計事務所 寺崎建設(株) 大今里南3丁目計画新築工事

平成29年8月 民間 建築 大阪府 (有)天王寺英数学院 (株)アワ－ビルダー (株)アワービルダー (仮称)レジデンスJUKO新築工事 SD345 D19～D25
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平成29年8月 民間 建築 茨城県 ファナック(株) (株)東急設計コンサルタント 清水建設(株) ファナック(株)筑波新ロボット工場 SD345～SD390 D19～D35

平成29年8月 民間 建築 大阪府 (株)住友建築設計事務所 (株)松本組 大阪市住吉区苅田5丁目新築工事 SD345～SD390 D25・D29

平成29年8月 民間 建築 高知県 (株)和田コーポレーション (株)清和設計事務所 戸田建設(株) ロイヤルガーデンはりまや町新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成29年8月 民間 建築 東京都 (株)ジョイフル本田 (株)類設計室 新日本建設(株) (仮称)ジョイフル本田千葉店新築建替工事 SD345 D19・D25

平成29年8月 民間 建築 滋賀県 (株)ダイマルヤアネックス (株)東洋設計事務所 シード平和(株) 大津四丁目計画 SD345～SD390 D19～D35

平成29年8月 民間 建築 京都府
社会福祉法人南光会

理事長川島亘
名和啓雅 (株)清井設計工房 ひかり保育園改築工事 SD345 D19

平成29年8月 民間 建築 大阪府 (株)日本レジデンシャル (株)TOKI設計 シード平和(株) 北区西天満4丁目計画(東棟)(西棟)新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成29年8月 民間 建築 大阪府
(株)BRAVE

代表取締役山部和孝
(株)グラッドデザイン (株)紙谷工務店 南新町2丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年8月 公共 建築 京都府 京都市 吉村・三宅特定建設工事共同企業体 京都市中央卸売市場第一市場整備工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年8月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)貫山建設 (株)貫山建設 (仮称)プレサンス浪速区桜川二丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成29年8月 民間 建築 兵庫県 坂本設計室一級建築士事務所 (株)トータル (仮称)エスト川西マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年8月 民間 建築 京都府 (株)友’ｓ (株)長村組 (仮称)亀岡たなばたの郷すばる館増築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年8月 民間 建築 兵庫県 ハクロスチール(株) 青木あすなろ建設(株) 青木あすなろ建設(株) (仮称)ハクロスチール(株)加西工場新築工事 SD345～SD390 D19～D25

平成29年8月 民間 建築 大阪府 大鉄工業(株) ＪＲ高槻駅北ＮＫビル新築工事 SD345～SD390 D22・D25

平成29年8月 民間 建築 大阪府 (株)竹中工務店 (株)竹中工務店 ＧＬＰ寝屋川プロジェクト SD345～SD390 D25～D32

平成29年8月 民間 建築 大阪府 日清食品(株) (株)竹中工務店 (株)竹中工務店 日清食品(株)滋賀工場新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成29年8月 民間 土木 香川県 今治造船(株) りんかい日産・(株)大林組JV 今治造船 SD345 D51

平成29年8月 民間 建築 兵庫県 阪急不動産(株) (株)鍜治田工務店 (株)戸田鉄筋 (株)鍜治田工務店 ジオ神戸中山手通ＰＪ SD345～SD390 D35以下

平成29年8月 民間 建築 大阪府 (株)日本レジデンシャル (株)TOKI設計 (株)榎並工務店 北区西天満4丁目計画東棟 SD345～SD390

平成29年8月 民間 建築 大阪府 (株)日本レジデンシャル (株)TOKI設計 (株)榎並工務店 北区西天満5丁目計画西棟 SD345～SD390

平成29年8月 民間 建築 大阪府 (株)日企設計 (株)ヤマダ・エスバイエルホーム 淡路町2丁目ホテル SD345～SD390

平成29年8月 民間 建築 兵庫県 大日本土木(株) (仮称)西宮市生瀬東町集合住宅新築工事

平成29年8月 公共 土木 兵庫県 高砂市
日本下水事業団

近畿中国総合事務所
前田建設工業・塩谷ＪＶ 高砂市高砂浄化センター雨水ポンプ施設建設工事 SD345 D19～D29

平成29年8月 民間 建築 兵庫県 (株)STUDIOSIGN (株)伊藤工務店 ＳＴＵDＩＯＳＩＧＮ新社屋建設工事 SD345 D22・D25

平成29年8月 民間 建築 大阪府 (有)あいあいサポートセンター 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)関目２丁目プロジェクト新築工事 SD345 D19～D25
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平成29年8月 民間 建築 愛知県 近畿日本鉄道(株) 近畿日本鉄道(株) 大日本土木(株) 近鉄冨吉駅 SD345 D22

平成29年8月 公共 土木 兵庫県 前田建設工業(株) 高砂市高砂浄化センター雨水施設建設 SD345～SD390 D19～D29

平成29年8月 民間 建築 大阪府 (株)なにわ花いちば TSUCHIYA(株) (株)なにわ花市場花きの輸出対応型出荷貯蔵施設新築工事 SD345 D19・D25

平成29年8月 民間 建築 大阪府 (株)日商システム (株)ジーユープランニング スナダ建設(株) エステムコート浪速区塩草１丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年8月 公共 土木 愛知県 名古屋高速道路公社 NＥXCO中日本 日本車輌製造(株) 名古屋高速道路名古屋西JCT SD345 D13～D22

平成29年8月 民間 建築 大阪府 積水ハウス(株) (株)藏建築設計事務所 共立建設(株) グランドメゾン茨木下中条町新築工事 SD345 D19～D25

平成29年8月 民間 建築 大阪府 TSUCHIYA(株) (仮称)千里丘計画新築工事 SD345 D22・D25

平成29年8月 民間 建築 兵庫県 大成ユーレック(株) 大成ユーレック(株) (仮称)神戸・田中町プロジェクト SD345 D19～D25

平成29年7月 公共 建築 神奈川県 (株)大林組 横浜駅馬の背作業所 SD345 D25

平成29年7月 民間 建築 茨城県 (株)三井不動産 ＪＦＥシビル(株) JFEシビル(株) ＭＦＬＰつくば SD390 D32

平成29年7月 民間 建築 茨城県 五霞ロジスティッス特定目的会社 ＪＦＥシビル(株) (株)アイコー JFEシビル(株) ＧＬＰ五霞プロジェクト SD390 D19～D38

平成29年7月 民間 建築 東京都 (株)共立エステート (株)荒井鉄筋工業所 (株)五光建設 (仮称)ドーミーイン前橋新築工事 SD345～SD390 D22～D38

平成29年7月 民間 建築 神奈川県 三井住友ファイナンス＆リース(株) 浅井謙建築研究所(株) (株)奥村組 (仮称)相模原市中央区新築工事 SD345～SD390 D22・D35

平成29年7月 民間 建築 兵庫県 (株)大建設計 (株)奥村組 川西PFI複合施設工事所 SD345～SD390 D19～D29

平成29年7月 民間 建築 大阪府 (株)成信 (株)IAO竹田設計 三井住友建設(株) 中央区難波3丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年7月 民間 建築 兵庫県 (株)横山建築事務所 東周建設(株) 西宮本町マンションPJ SD345～SD390 D19～D29

平成29年7月 民間 建築 石川県 一般社団法人石川県民ふれあい公社 兼六JV のとじま水族館本館回遊水槽改修工事(建築) SD345 D25

平成29年7月 民間 建築 香川県 穴吹興産(株) 宮建築設計(株) 大末建設(株) アルファステイツ県庁前 SD345～SD390 D19～D38

平成29年7月 民間 建築 大阪府 ハリキ精工(株) (株)双星設計 (株)オオヨドコーポレーション ハリキ精工(株)本社建替工事 SD345～SD390 D22・D32

平成29年7月 民間 建築 大阪府 杭瀬北新町共同住宅 SD345～SD390 D19～D29

平成29年7月 民間 建築 京都府 (株)プレサンスコーポレーション (株)礎 タツト・建設(株) (仮称)プレサンス南船場1丁目Ⅱ新築工事

平成29年7月 民間 建築 大阪府 浅井謙建築研究所(株) 大豊建設(株) (仮称)吹田市千里山西6丁目PJ SD345～SD390 D19～D32

平成29年7月 民間 建築 大阪府 (株)岩崎設計 誠信建設工業(株) (仮称)牧野阪マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年7月 民間 建築 大阪府 富士林業(株) クオリア建築設計事務所 (株)アワービルダー 富士林プラザ15番館新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年7月 民間 建築 埼玉県 日本ファブテック(株) 清水建設(株) 清水建設(株) 熊谷工場新2号棟増築工事 SD345 D25
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平成29年7月 民間 建築 大阪府 (株)鶴長観光 (株)事業創造C.M.研究所 エルディ(株) 大阪日本橋ホテル新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年7月 民間 建築 三重県 トヨタ車体(株) 清水建設(株) 清水建設(株) トヨタ車体いなべ工場増築工事 SD390 D29

平成29年7月 民間 建築 岡山県 (株)アイコム (株)アートライフ 三島産業(株) クラース野上町新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年7月 民間 建築 岡山県 (株)コスモス薬品 白川勝一級建築士事務所 大企建設(株) (仮称)ドラッグコスモス玉島店新築工事 SD345 D22

平成29年7月 公共 建築 岡山県 岡山市長大森雅夫 (株)岩城建築設計事務所 (株)重藤組 岡山市立甲浦幼稚園・保育園園舎改築工事 SD345 D22・D25

平成29年7月 民間 建築 岡山県 穴吹興産(株) (株)アトリエ・ユー・ディ 中国建設工業(株) (仮称)アルファスマート鶴山公園新築工事 SD345 D25

平成29年7月 民間 建築 岡山県 ヤンマー(株) (株)ADO建築設計事務所 (株)ナイカイアーキット ヤンマー(株)バイオイノベーションセンター倉敷ラボ第2研究棟新築工事 SD345 D19・D22

平成29年7月 公共 建築 神奈川県 (株)大林組 横浜駅馬の背作業所 SD345 D25

平成29年7月 民間 建築 大阪府 多田建設(株) レジェイド南森町 SD390 D32

平成29年7月 民間 建築 大阪府 (株)住友建築設計事務所 (株)松本組 堺市北区百舌鳥本町1丁1-4 SD345～SD390 D22・D25・D32

平成29年7月 民間 建築 千葉県 日神不動産(株) (株)飛鳥設計 新日本建設(株) (仮称)西船橋葛飾町マンションプロジェクト新築工事 SD345 D19・D25

平成29年7月 民間 建築 東京都 宗教法人出世不動教会 (株)礎 (株)石井工務店 たから陵苑新築工事 SD345 D22・D25

平成29年7月 公共 建築 福岡県 久留米市
ＫＥＮ･フィールド設計
特定業務共同企業体

大和･三ツ矢･ティー･ツーJV 屏水中学校校舎改築工事 SD345 D19～D25

平成29年7月 民間 建築 大阪府 アーモンド合同会社 (有)アウディ建築設計事務所 誠信建設工業(株) アーモンド樟葉新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年7月 民間 建築 京都府 (株)プレサンスコーポレーション (株)礎 シード平和(株) プレサンスロジェ丹波橋新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年7月 民間 建築 京都府 小川商事(株) A-StuDio一級建築士事務所 (株)創美建築企画 小川商事(株)新社屋新築工事 SD345 D19～D25

平成29年7月 民間 建築 京都府 日本ホールディングス(株) 日本ホールディングス(株) シード平和(株) 京都西院共同住宅新築工事 SD345 D19～D25

平成29年7月 民間 建築 京都府 石井工業(株) 耀建築設計 (株)創美建築企画 Ｈostel東寺新築工事 SD345 D19・D22

平成29年7月 民間 建築 京都府 (株)アーサス (有)T’ｓ設計舎 (株)雅建設 新先斗町ハウス新築工事 SD345 D22

平成29年7月 民間 建築 京都府 (株)吉村建築事務所 金下建設(株) (仮称)旭が丘ホーム改修・解体・増築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成29年7月 民間 建築 京都府 (株)礎 シード平和(株) (仮称)京都市山科区椥辻草海道町計画 SD345～SD390 D19～D29

平成29年7月 民間 建築 兵庫県 (株)東急設計事務所 (株)森組 伊丹市中央4丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成29年7月 民間 建築 福井県 (株)竹中工務店 (株)竹中工務店 関西電力高浜発電所緊急時対策所設置工事のうち建物工事 SD345～SD390 D25～D35

平成29年7月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) 新光建設開發股 有限公司様マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成29年7月 公共 建築 大阪府 堺土建(株) 大阪府営堺宮園第1期高層住宅（建て替え）新築工事 SD345～SD390 D19～D32
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平成29年7月 民間 建築 東京都 伊藤忠商事(株) (株)フジタ (株)フジタ アイミッションパーク舎人公園新築工事 SD345～SD390 D25～D38

平成29年7月 民間 建築 埼玉県 共同印刷(株) (株)フジタ (株)フジタ 共同印刷越谷工場(Ⅰ期) SD345～SD390 D19～D38

平成29年7月 公共 建築 和歌山県 町立第三小学校校舎Ｂ・Ｃ棟耐震補強工事 SD345 D19・D22

平成29年7月 民間 建築 兵庫県 五洋建設(株)・本間ＪＶ (仮称)(株)上組商品センター増設工事 SD345～SD390 D22～D32

平成29年7月 公共 建築 大阪府 大豊・畑中ＪＶ 八尾市水道庁舎建設工事 SD345 D19～D25

平成29年7月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)(有)かずや様マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年7月 民間 建築 大阪府 松井建設(株) (仮称)小規模多機能ホームごりょうの家新築工事 SD345 D19～D25

平成29年7月 公共 土木 愛知県 NEXCO中日本 NＥXCO中日本 ショーボンド建設(株) 伊勢湾岸自動車道伸縮装置改良工事 SD345 D13～D22

平成29年7月 民間 建築 愛知県 日本特殊塗料 (株)ピーエス三菱 日本特殊塗料 SD345 D32

平成29年6月 公共 建築 広島県 福井建設(株) 学校法人安田学園白島キャンパスⅠ･Ⅱ期建替工事中高校舎 D22・D29

平成29年6月 公共 土木 東京都 首都高速道路(株) ＩＨＩ・横河ＪＶ 首都高速 高速晴海線HM11工区～HM13工区上部・橋脚工事 SD345 D10～D22

平成29年6月 民間 建築 大阪府 (株)賃住 (株)日企設計 (株)DAIJU 淀川区三国本町１丁目計画 SD345～SD390 D19～D32

平成29年6月 民間 建築 大阪府 (株)アワービルダー (仮称)東田辺二丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年6月 公共 土木 大阪府 国誉建設(株) （仮称）北山川橋下部工事 SD345～SD390 D19～D38

平成29年6月 民間 建築 愛知県 (株)浅井工務店 (仮称)平和二丁目マンション工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年6月 民間 建築 愛知県 (株)アクシス (株)アルファワークス (株)高垣組 (仮称)アクシス中区新栄3丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年6月 公共 建築 大阪府 大阪市
大阪市都市整備局

住宅部建設課
大木建設(株) 萩之茶屋第1住宅1号館建設工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年6月 民間 建築 兵庫県 (株)プレサンスコーポレーション (株)日企設計 (株)明和工務店 プレサンス神戸西出町Ⅱ新築工事 SD345～SD490 D19～D41

平成29年6月 民間 建築 愛知県 (株)杉本組 (仮称)愛知文化服装専門学校新築工事 SD345 D22・D25

平成29年6月 民間 建築 愛知県 (株)計画工房 マツダスタール(株) (株)杉本組 (仮称)東桜３丁目神谷ビル新築工事 SD390 D19～D32

平成29年6月 民間 建築 石川県 (株)中川建築設計事務所 近藤建設(株) (仮称)フレッシュ佐武新店舗改築工事 SD345 D25

平成29年6月 民間 建築 兵庫県 (株)リーガル不動産 (株)住友建築設計事務所 (株)松本組 (仮称)LEGALAND南塚口町計画新築工事 SD345 D19・D22

平成29年6月 民間 建築 兵庫県 (株)フージャースコーポレーション (株)アクセス都市設計 (株)深阪工務店 (仮称)西宮市若山町計画新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年6月 民間 建築 大阪府 (株)アービング (株)アモルファス建築設計事務所 スナダ建設(株) (仮称)アービング菱屋東１丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成29年6月 民間 建築 大阪府 センダイ工業(株) 宮崎建設(株) 宮崎建設(株) センダイ工業(株)第二工場新築工事 SD345 D19・D22
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平成29年6月 民間 建築 京都府 (株)さくら (株)ダイバ設計 日本建設(株) (仮称)上京区今出川新町計画新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年6月 民間 建築 大阪府 (株)エヌ・ケー興産 スナダ建設(株) スナダ建設(株) (仮称)ラシーヌ天王寺南PJ新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年6月 民間 建築 大阪府 ナブコドア(株) 神鋼興産建設(株) 神鋼興産建設(株) ナブコドア(株)茨木トレーニングセンター新築工事 SD345 D22

平成29年6月 民間 建築 大阪府 池田市菅原町PJ

平成29年6月 民間 建築 兵庫県 レクサス (株)新井組 (株)新井組 レクサス西宮新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年6月 民間 建築 沖縄県 宜野座村長
(有)アトリエ・門口

永技研(株)
仲程土建(株) 宜野座村観光拠点施設整備工事 SD345 D19・D25

平成29年6月 民間 建築 和歌山県 大東建託(株) 岡田伸一様共同住宅 SD345～SD390

平成29年6月 民間 建築 京都府 社会福祉法人三頂福祉会 岸研一建築設計事務所 ソネック (仮称)高齢者介護施設洛西新築工事 SD345～SD390

平成29年6月 民間 建築 大阪府 三木組 (株)ダイヘン耐震補強工事 SD345～SD390

平成29年6月 民間 建築 愛知県 (株)オノコム (株)オノコム マックスバリュ天白原店改修工事 SD345 D22・D25

平成29年6月 民間 建築 大阪府 南海電気鉄道(株) (株)アモルファス建築設計事務所 南海辰村建設(株) (仮称)旭町(泉大津駅前)社宅新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年6月 民間 建築 岡山県 (株)コンケン 丹波建築設計事務所 レスク(株) (株)コンケン本社兼工場新築工事 SD345 D22・D25

平成29年6月 民間 建築 岡山県 安田忠雄 (株)小野設計 (株)懸樋工務店 ルネッサ駅南新築工事 SD345 D19・D22

平成29年6月 民間 建築 岡山県 Ｎeoスクリュー(株) (株)啓設計 (有)芳野工務店 Ｎeoスクリュー(株)事務所新築工事 SD345 D25

平成29年6月 民間 建築 岡山県
カーツ(株)

代表取締役社長勝矢雅一
宮崎建築設計事務所 (株)重藤組 カーツ(株)工場増築工事 SD345 D19～D25

平成29年6月 民間 建築 大阪府 (株)赤鹿建設 パレ・ロワイヤル花北新築工事 SD345～SD390 D22～D35

平成29年6月 民間 建築 大阪府 多田建設(株) 天神橋1丁目 SD390 D32

平成29年6月 民間 建築 大阪府 多田建設(株) 姫里3丁目計画 SD390 D32

平成29年6月 民間 建築 大阪府 (株)イースペース設計 (株)松本組 鈴の宮幼稚園新築工事 SD345 D19～D25

平成29年6月 民間 建築 大阪府 (株)住友建築設計事務所 (株)松本組 東大阪市御厨栄町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 SD345～SD390 D22～D32

平成29年6月 民間 建築 大阪府 (株)安井建築設計事務所 大勝建設(株) 美原こども園新築工事 SD345 D22・D25

平成29年6月 民間 建築 東京都 阪急不動産(株) 新日本建設(株) 新日本建設(株) (仮称)港区元赤坂1丁目計画新築工事 SD345～SD490 D25～D41

平成29年6月 民間 建築 東京都 (株)ビクトリア
新日本管財(株)

一級建築士事務所
(株)東邦アーステック イーグル銀座ビル耐震補強工事 SD345 D22・D25

平成29年6月 民間 建築 福島県
独立行政法人都市再生機構宮城・福島

震災復興支援本部
(株)建研 (株)建研 いわき市泉町本谷地区第4住宅復興公営住宅建設工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年6月 民間 建築 長崎県 口之津海上技術学校 (株)アトリエプランニング 本田建設
国立口之津海上技術学校

寄宿舎耐震補強工事
SD345 D16
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平成29年6月 民間 建築 京都府
(株)北村貞工務店

代表取締役北村宝山
大幸(株)一級建築士事務所 (株)雅建設 大津市有料老人ホーム新築工事 SD345 D19～D25

平成29年6月 民間 建築 大阪府
(有)シンプル

代表取締役和田泰弘
ＯＥＫ建築企画(株)
一級建築士事務所

ＯＥＫ建築企画(株) シンプル内淡路町共同住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年6月 民間 建築 滋賀県 楽総合計画(株) 楽総合計画(株) シード平和(株) 大津市中央四丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年6月 民間 建築 大阪府 大江一生 (株)福嶋洋一建築研究所 安藤建設(有) Ｍ：ＣＯＵＲＴ靭公園新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年6月 民間 建築 大阪府 大江一生 (株)福嶋洋一建築研究所 安藤建設(有) Ｍ：ＣＯＵＲＴ関大前新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年6月 民間 建築 京都府 (有)エクシード (株)グランレブリー (株)グランレブリー 四条高倉ホテル新築工事 SD345 D19～D25

平成29年6月 民間 建築 大阪府 御浜住宅(株) (株)岩崎設計 誠信建設工業(株) 津田南マンション新築工事 SD345 D19・D22

平成29年6月 民間 建築 東京都 日神不動産(株) (有)アイ.エイチ.エス.アーキテクツ 古久根建設(株)⇒不二工業(株) (仮称)西巣鴨新築工事 SD345 D19・D25

平成29年6月 民間 建築 大阪府 (株)ブロス 森繁建設(株) (仮称)東住吉区杭全６丁目計画 SD345～SD390 D19～D32

平成29年6月 民間 建築 大阪府 村中建設(株) 村中建設(株) 大阪市天王寺区勝山1丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年6月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) 福島区海老江4丁目プロジェクト SD345～SD390 D19～D35

平成29年6月 民間 建築 兵庫県 (株)東洋設計事務所 (株)淺沼組 甲子園ホテル増築計画 SD345～SD390 D22～D32

平成29年6月 民間 建築 愛媛県 大王製紙(株) 清水建設(株) 清水建設(株) 大王海運(株)4号倉庫新築工事 SD390 D32

平成29年6月 民間 建築 兵庫県 (株)プレサンスコーポレーション (株)現代綜合設計 (株)岡工務店 (仮称)プレサンスロジェ神戸ポートアイランド新築工事 SD345～SD390 D16～D35

平成29年6月 民間 建築 大阪府 大成ユーレック(株) 高槻市別所PJ SD345～SD390

平成29年6月 民間 建築 大阪府 (株)貫山建設 北区天満橋１丁目マンション SD345～SD390

平成29年6月 民間 建築 東京都 (株)石井鐵工所 (株)ユニバーサル設計 (株)フジタ 東糀谷物流新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年6月 民間 建築 大阪府 (株)ホームズ (株)アーキ・テック設計事務所 (株)ノバック グランアッシュ住吉新築工事

平成29年6月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)(株)ケーアンドオー様マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年6月 民間 建築 大阪府 野村不動産(株) 大鉄工業(株) 大鉄工業(株) (仮称)大阪市西区南堀江１丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成29年6月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) 東野田町５丁目プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年6月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)釼崎様マンション新築工事 SD345 D19～D25

平成29年6月 民間 建築 大阪府 (株)ホームズ (株)ティーエムエッチ (株)金山工務店 グランアッシュ苅田新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年6月 民間 建築 兵庫県 (株)貫山建設 クラシス夙川プロジェクト SD295～SD390 D16～D29

平成29年6月 民間 土木 兵庫県 大鉄工業(株) 有年駅建築工事 SD295～SD390 D16～D29
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平成29年5月 民間 建築 神奈川県 住友不動産(株) 三井住友建設(株) 三井住友建設(株) 綱島東6丁目計画 SD345 D19

平成29年5月 民間 建築 福島県 (株)永伸 (株)関東建創 (仮称)ビジネスホテルいわき新築工事 SD390 D16～D35

平成29年5月 民間 建築 岡山県 (有)竹光建設工業 北長瀬表町三丁目マンションテナントビル D19・D29

平成29年5月 民間 建築 大阪府 (株)賃住 (株)日企設計 (株)DAIJU 吹田市江坂1丁目計画 SD345～SD390 D19～D35

平成29年5月 民間 建築 大阪府 (株)フジタ (株)フジタ (仮称)友紘会総合病院移転新築工事事務所 SD345～SD390 D19～D29

平成29年5月 民間 建築 大阪府 (株)インポートロッサ (株)現代綜合設計 (株)福田組 (仮称)ドーミーインＰＲＥＭＩＵＭ大阪北浜新築工事所 SD345～SD390 D19～D35

平成29年5月 民間 建築 大阪府 (株)IAO竹田設計 (株)鴻池組 (仮称)中央区西心斎橋1丁目集合住宅新築工事 SD345 D19・D22

平成29年5月 公共 土木 三重県 ショーボンド建設(株) 伊勢湾岸自動車道明和高架他3橋伸縮装置改良工事 SD345 D13～D19

平成29年5月 民間 建築 愛知県 (株)Y＆Y (株)アルファワークス 松井建設(株) (仮称)セントラルパークHOTEL新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年5月 民間 建築 大阪府 ユニハイムエステート(株) (株)永都設計 (株)昭和工務店 ユニハイム四天王寺前夕陽ヶ丘新築工事 SD345～SD490 D19～D38

平成29年5月 民間 建築 兵庫県 (株)ランテック (株)釣谷建築事務所 東洋建設(株) ランテック南港大阪支店新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年5月 民間 建築 大阪府 (株)梅田コーポレーション 吉野4丁目共同住宅 SD345～SD390 D19～D32

平成29年5月 民間 建築 大阪府 ユニハイムエステート(株) (株)都市建 (株)昭和工務店 ユニハイム浜寺諏訪ノ森新築工事 SD345～SD390 D19～D25

平成29年5月 民間 建築 石川県 (株)大建設計 石黒建設(株) (仮称)広岡二丁目計画新築工事 SD390 D32

平成29年5月 公共 建築 石川県 松井建設(株) 独立行政病院国立病院機構七尾病院外来診療棟等整備工事 SD345 D19

平成29年5月 民間 建築 徳島県 大塚製薬(株) (株)竹中工務店 (株)竹中工務店 大塚製薬美馬工場新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年5月 公共 建築 山口県 中国四国防衛局 若築建設(株) 岩国飛行場（H28)託児所新設工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年5月 公共 建築 山口県 中国四国防衛局 大成建設(株) 岩国飛行場（H28)日用品売店新設建築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年5月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション 岩出建設(株) プレサンス西三国２丁目 SD345～SD390 D22～D32

平成29年5月 民間 建築 大阪府 (株)響 伊勢亮一 TSJコンストラクション(株) (仮称)生野東２丁目共同住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年5月 民間 建築 兵庫県 大東建託(株) 大東建託(株) エーワン商事(株)共同住宅 SD345～SD390 D19～D32

平成29年5月 民間 建築 大阪府 合資会社ティーアンドエイチ 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)新高３丁目プロジェクト新築工事 SD345 D19～D25

平成29年5月 民間 建築 大阪府 (株)掛谷工務店 (株)掛谷工務店 福島７丁目PROJET SD345～SD390 D19～D32

平成29年5月 民間 建築 京都府 扶桑化学工業(株) クラレエンジニアリング(株) 扶桑化学工業(株)京都第一工場

平成29年5月 民間 建築 大阪府 下野隆男 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)山田東４丁目プロジェクト新築工事 SD345 D19・D22
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平成29年5月 公共 土木 沖縄県 北部国道名護維持出張所 応用地質(株) (有)北勝建設 平成２８年度恩納地区防災対策及び管内函渠補修工事 SD345 D13・D16

平成29年5月 民間 建築 東京都 鉄建建設(株) 大崎南パークハウス SD345 D22

平成29年5月 民間 建築 大阪府 (株)現代綜合設計 戸田建設(株) (仮称)ドーミーインプレミアムなんばANNEX新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成29年5月 民間 建築 兵庫県 (株)IAO竹田設計 (株)笠谷工務店 (仮称)芦屋市業平町オフィスビル計画新築工事 SD345～SD390 D16～D32

平成29年5月 民間 建築 岡山県
(株)岡山村田製作所
代表取締役中島規巨

戸田建設(株) 戸田建設(株) (株)岡山村田製作所4系排水処理設備増設工事 SD345 D22

平成29年5月 民間 建築 神奈川県 住友不動産(株) 三井住友建設(株) 綱島東6丁目計画 SD345 D19

平成29年5月 公共 土木 神奈川県 SMCシビルテクノス(株) びらんじゅ橋耐震補強工事 SD295 D13・D16

平成29年5月 民間 建築 大阪府 (有)T’ｓ設計舎 (株)日本ビルドワン 高井田元町マンション新築工事 SD345～SD390 D19・D22・D32・D35

平成29年5月 公共 建築 高知県 仁淀消防組合 (株)ハウジング総合コンサルタント 岸之上・第一ハイムJV 仁淀消防組合本部改築工事 SD345 D22・D25

平成29年5月 公共 建築 高知県 土佐市 (株)ASA設計事務所 宮崎・土佐JV 土佐市立学校給食センター建設工事 SD345 D19～D25

平成29年5月 民間 建築 香川県 大旺海運(株) 清水建設(株) 大旺海運(株)金子臨海4号倉庫新築工事 SD345～SD390 D25～D32

平成29年5月 民間 建築 東京都 (株)プロパスト (株)英京建築事務所 (株)ナカノフドー建設 レジデンシア春日安藤坂 SD295～SD345 D13・D25

平成29年5月 民間 建築 東京都 (株)スクエアハウス タイムズジャパン(有) (株)ＭDＩ 西蒲田7丁目計画新築工事 SD345 D22

平成29年5月 民間 建築 千葉県 新日本建設(株) 新日本建設(株) 新日本建設(株) (仮称)ＥＸＣ新浦安Ⅱ計画新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年5月 公共 建築 福岡県 みやま市 三井造船環境エンジニアリング(株)
三井造船環境エンジニアリング･

中原電工JV
みやま市バイオマスセンター建設工事 SD345 D19～D25

平成29年5月 民間 建築 京都府 日本ホールディングス(株) 日本ホールディングス(株) シード平和(株) 七条御所ノ内北町新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年5月 民間 建築 奈良県 (株)服部建築事務所 (株)淺沼組 バーレープラス第二工場 SD345～SD390 D19～D25

平成29年5月 公共 建築 大阪府 (株)アルキービ総合計画事務所 大鉄工業(株) 守口市東部エリア地域コミュニティ拠点施設新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年5月 民間 建築 大阪府 栗本建設工業(株) 栗本建設工業(株) 大阪市港区三先1丁目マンション計画 SD345～SD490 D19～D35

平成29年5月 民間 建築 京都府 (株)ブロス (株)深阪工務店 辰巳屋金属(株)京田辺工場増築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成29年5月 民間 建築 大阪府 (株)オーク設計 前田建設工業(株) (仮称)ノルデンタワー南森町プレミアム新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年5月 民間 建築 大阪府 前田建設工業(株) 新堺製作所建設計画 SD345～SD390 D19～D32

平成29年5月 民間 建築 兵庫県 神戸トヨペット(株) 都市生活工房事務所 ＩＨＩ運搬機械(株) 神戸トヨペット宝塚インター南計画(駐車場棟) SD345～SD390 D22・D29

平成29年5月 公共 建築 兵庫県 高砂市 高砂市まちづくり部建築指導課 (株)ミツワ 高砂市営中筋住宅建設（建築）工事 SD345 D16・D19

平成29年5月 民間 建築 大阪府 (株)プライムデザイン 廣瀬建設(株) 都島区御幸町１丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D22～D29
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平成29年5月 民間 建築 兵庫県 生和コーポレーション(株) (仮称)高永ホールディング様マンションⅡ新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年5月 民間 建築 兵庫県 (株)ノバック (仮称)花の北モールマンション建替その他工事 SD295～SD390 D16～D38

平成29年5月 民間 建築 大阪府 (株)日本エスコン 大豊建設(株) 中央区淡路３丁目ホテル新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年5月 公共 建築 香川県 高松市 (株)四電技術コンサルタント 武田建設(株) 日栄建設・エヌケーＪＶ 高松市立ヨット競技場 SD345 D25

平成29年4月 民間 建築 大阪府 森建設(株) (株)ティーエムエッチ 栗本建設工業(株) フォレストグレイス城東中央Ⅱ SD345～SD390 D16～D32

平成29年4月 民間 建築 大阪府 (株)建美建築設計事務所 (株)福田組 フジ住宅(株)本社社員用駐車場新築工事事務所 SD345 D25

平成29年4月 民間 建築 愛知県 (株)折兼ホールディングス (株)東畑建築事務所 (株)鴻池組 折兼北名古屋センター(仮称)新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成29年4月 民間 建築 兵庫県 ウシオ電機(株) 東急建設(株) 東急建設(株) 姫路駅南口ホテル計画 SD345～SD390 D19～D32

平成29年4月 民間 建築 大阪府 (株)山田建築設計事務所 吉成建設(株) ケアホームちどり新築工事 SD345～SD390 D19～D25

平成29年4月 民間 建築 大阪府
(株)梅田コーポレーション

一級建築士浜田茂夫
(株)榎並工務店 東住吉区湯里2丁目PJ SD345～SD390 D19～D29

平成29年4月 公共 建築 新潟県 上越市長 久保田・大栄ＪＶ 第28-104号総合博物館大規模改修工事 D25

平成29年4月 民間 建築 石川県 大成建設(株) 日本通運能美物流ｾﾝﾀｰ建設工事 SD390 D29

平成29年4月 民間 建築 徳島県 大鵬薬品(株) (株)竹中工務店 (株)竹中工務店 大鵬薬品(株)北島工場厚生棟 SD345～SD390 D19～D32

平成29年4月 民間 建築 大阪府 合資会社清水 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)清水様マンション新築工事 SD345 D19～D25

平成29年4月 民間 建築 大阪府 (株)太新興産 (有)アーキプラン 中正建設(株) (仮称)浪速区恵美須西１丁目計画 SD345～SD390 D19～D29

平成29年4月 民間 建築 大阪府 OZ神戸 SD345～SD390 D19～D32

平成29年4月 民間 建築 大阪府 (株)ユウカ 青木あすなろ建設(株) 青木あすなろ建設(株) (株)ユウカ南木の本新工場新築工事 SD345 D19・D25

平成29年4月 民間 建築 大阪府 (株)ピージープロテクト
(株)オオヨドコーポレーション

一級建築士事務所
(株)オオヨドコーポレーション (株)ピージープロテクト本社ビル新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年4月 民間 建築 大阪府 創進工業 東洋建設(株) 東洋建設(株) (仮称)創新工業アベノ寮新築工事 SD345 D19・D22

平成29年4月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (株)D＆D建築設計事務所 タツト・建設(株) (仮称)エスリード西区立売堀５丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年4月 民間 建築 奈良県 (株)桝谷設計 青木建設(株) 医療法人明樹会(仮称)介護老人保健施設新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年4月 民間 建築 大阪府 日本製紙パビリア(株) 髙藤建設(株) 髙藤建設(株) 大阪化工(株)御旅第３工場建築工事 SD345 D22・D25

平成29年4月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (株)D＆D建築設計事務所 タツト・建設(株) (仮称)エスリード西区立売堀６丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年4月 民間 建築 大阪府 スナダ建設(株) スナダ建設(株) (仮称)北区黒崎町PJ新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年4月 民間 建築 大阪府 村井建築企画設計 三成建設(株) (仮称)靭本町マンション新築工事 SD345～SD390 D22～D29
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平成29年4月 民間 建築 大阪府 村井建築企画設計 (株)金子組 (仮称)中央区瓦屋町ビジネスホテル新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成29年4月 民間 建築 大阪府 (株)ミラージュパレス (株)阪南設計事務所 寺崎建設(株) (仮称)MP北区豊崎４丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年4月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)内平野町２丁目プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年4月 民間 建築 大阪府 富士林業(株)
(有)ディグ建築工房
クオリア建築事務所

(株)アワービルダー 富士林プラザ13番館新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年4月 民間 建築 埼玉県 医療法人社団松弘会 (株)連設計 大成建設(株) 三愛病院増築工事 SD345～SD390 D22・D32

平成29年4月 民間 建築 茨城県 関東建設(株) 旭食品(株)土浦倉庫 SD345～SD390 D25・D29

平成29年4月 民間 建築 沖縄県 オリックス不動産(株) (株)大林組 (株)大林組 (仮称)北谷B街区ホテル新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年4月 民間 建築 大阪府 (株)アワービルダー 我孫子東3丁目マンション新築工事 SD345～SD390

平成29年4月 公共 土木 兵庫県 (株)駒井ハルテック 国道28号円行寺橋上部拡幅他工事 SD345 D16

平成29年4月 民間 建築 大阪府 (株)アワービルダー 福島区福島1丁目PJ新築工事 SD345～SD390

平成29年4月 公共 建築 福島県 壁巣建設(株) 郡山市立西田学園義務教育学校屋内運動場新築主体工事 SD345 D19～D25

平成29年4月 公共 建築 福島県 前田建設(株) Ｊヴィレッジ全天候型サッカー練習場新営工事 SD345～SD390 D25～D32

平成29年4月 民間 建築 愛知県 高垣組 モアグレース各務原加門 SD345～SD390 D25・D29

平成29年4月 民間 建築 愛知県 (株)プレサンスコーポレーション (株)未来設計社 岩部建設(株) プレサンスジェネ内山2丁目 SD390 D32～D38

平成29年4月 民間 建築 愛知県 サムティ(株) 奥村組土木興業(株)JV サムティー千代田 SD345～SD390 D22～D29

平成29年4月 民間 建築 大阪府 (株)汎設計 (株)松村組 特別養護老人ホームふれあいの丘上原町新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年4月 民間 建築 愛知県 岩部建設(株) 東区泉一丁目 SD345～SD390 D19～D35

平成29年4月 民間 建築 愛知県 クラスト クラスト四日市新々町M SD345～SD390 D25・D29

平成29年4月 民間 建築 愛知県 岩部建設(株) サンシティー知立宝2丁目 SD345～SD390 D19～D32

平成29年4月 民間 建築 愛知県 積水ハウス(株) 積水ハウス(株) 中川区尾頭橋3丁目計画 SD345～SD390 D19～D32

平成29年4月 民間 建築 愛知県 岩部建設(株) プラセシオン瑞穂桜山 SD345～SD390 D19～D35

平成29年4月 民間 建築 愛知県 (株)プレサンスコーポレーション タナカアーキテクト(株) 岩部建設(株) プレサンスロジェ平安通Ⅱ SD345～SD390 D19～D32

平成29年4月 民間 建築 大阪府 松井建設(株) ふじ保育園 SD390 D29

平成29年4月 民間 建築 大阪府 (株)さわやか倶楽部 (株)彩創建設設計 日本建設(株) さわやか東大阪館新築工事 SD345～SD390 D22・D25

平成29年4月 公共 建築 高知県 高知県教育委員会
(株)東畑建築事務所

(株)細木設計JV
三宝・アーキテックJV 新中高一貫高校舎新築主体工事 SD345～SD390 D19～D25
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平成29年4月 民間 建築 福岡県 学校法人久留米大学 戸田建設(株)
久留米大学基礎３号館､
病院北館他新築工事

SD345～SD390 D19～D32

平成29年4月 民間 建築 大阪府 スナダ建設(株) スナダ建設(株) スナダ建設(株) SE松屋町PJ新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成29年4月 民間 建築 京都府 (株)河野組 (有)BOFアーキテクツ (株)河野組 メゾン・リリー新築工事 SD345 D19～D25

平成29年4月 民間 建築 千葉県 (有)MTコーポレーション スターツCAM(株) スターツCAM(株) (仮称)公津の杜３丁目計画新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成29年4月 公共 建築 大阪府
大阪府住宅まちづくり部

公共建築室他
(株)旭工建 大阪府門真千石西町第2期高層住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年4月 民間 建築 大阪府 (株)アワービルダー 東淡路5丁目PJ新築工事 SD345～SD390 D22～D32

平成29年4月 民間 建築 大阪府 大東建託(株) 大東建託(株) 田中孝一様共同住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年4月 民間 建築 大阪府 信和不動産(株) (株)IAO竹田設計 (株)ＹＡナカジマ 北区堂島1丁目計画 SD345～SD390 D29以下

平成29年4月 民間 建築 兵庫県 (株)プレジオ (株)プレジオ (有)松木鉄筋工業 (株)プレジオ 西宮市宮前町ＰＪ SD345～SD390 D32以下

平成29年4月 民間 建築 大阪府 大成ユーレック(株) 中野勝巳様マンション SD345～SD390

平成29年4月 民間 建築 埼玉県 KRF58特定目的会社 (株)フジタ (株)フジタ 春日部物流センター新築工事 SD345～SD390 D25～D41

平成29年4月 民間 建築 大阪府 (株)HI-LINE 別所武 クサカ建設(株) (株)ＨＩ-ＬＩＮＥ大阪主管センター新築工事 SD345 D22・D25

平成29年4月 民間 建築 大阪府 花谷建設(株) 花谷建設(株) (仮称)インターナショナルエクスプレス(株)新大阪物流センター新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成29年4月 民間 建築 大阪府 (株)AIID設計 (株)美野田組 (仮称)蛍池学生マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年4月 民間 建築 大阪府 (株)晶永 (株)福嶋洋一建築研究所 (株)貫山建設 (仮称)ウエンズ大今里計画 SD345～SD390 D19～D32

平成29年4月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)合資会社イービーティマンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年4月 民間 建築 大阪府 (株)旭栄 (株)旭栄 (仮称)新今里３丁目計画 SD345～SD390 D19～D29

平成29年4月 民間 建築 大阪府 吹田市 (株)前田都市設計 (株)森長工務店 (仮称)北千里・古江台認定こども園建設工事 SD345 D19

平成29年4月 民間 建築 兵庫県 (株)福嶋洋一建築研究所 (株)貫山建設 (仮称)西宮馬場町計画 SD345～SD390 D19～D29

平成29年3月 公共 土木 神奈川県 SMCシビルテクノス(株) びらんじゅ橋耐震補強工事 SD295 D13・D16

平成29年3月 民間 建築 東京都 ネッツトヨタ東京(株) 五洋建設(株) ネッツトヨタ東京(株)N-PLAZA足立新築工事 SD390 D25・D29

平成29年3月 公共 土木 埼玉県 NEXCO東日本 NEXCO東日本 JFEエンジニアリング(株) 東京外環自動車道 三郷インターチェンジ橋(鋼上部工)工事 SD345 D13～D22

平成29年3月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) 喜多野興業(株) SD345～SD390 D19～D32

平成29年3月 民間 建築 兵庫県 サノヤス精密工業(株) 三井住友建設(株) 三井住友建設(株) サノヤス精密工場(株)新三田工場建設工事 SD345～SD390 D19～D25

平成29年3月 公共 建築 福井県
(株)石本建築事務所

垣本設計企業体
藤本･塩野･山本共同企業体 小浜美郷小学校体育館新築(建築)工事 SD345～SD390 D29
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平成29年3月 公共 土木 石川県 丸西・東・加越JV 九竜橋川雨水ポンプ場増設工事（土木工事） SD345 D22

平成29年3月 民間 建築 石川県 (株)日企設計 (株)熊谷組・加越建設共同企業体 (仮称)プレミア＜金沢泉が丘＞新築工事 SD345～SD390 D25・D29

平成29年3月 民間 建築 福井県 戸田建設(株) 戸田建設(株) FMC武生事業所D棟建設工事＝(武生村田製作所) SD390 D29

平成29年3月 公共 建築 石川県 (株)熊谷組 医王病院 SD345 D19

平成29年3月 公共 建築 愛媛県 四国中央市 (株)熊谷組 四国中央市市民文化ホール新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年3月 民間 建築 広島県 (株)フジタ (仮称)広島二葉の里プロジェクト SD345～SD390 D19～D41

平成29年3月 民間 建築 大阪府 関西住宅品質保証(株) スナダ建設(株) (仮称)大阪市北区中津７丁目マンションPJ新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年3月 民間 建築 大阪府 金山工務店 池田市呉服町PJ SD345～SD390 D19～D32

平成29年3月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) 奥村組土木興業(株) (仮称)エスリード福島区福島４丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年3月 民間 建築 大阪府 医療法人永広会 (株)ゆう建築設計 (株)藤木工務店 (仮称)医療法人永広会島田病院建替工事及び改修工事② SD345 D22・D25

平成29年3月 民間 建築 大阪府 (株)ミラージュパレス (株)阪南建設事務所 (株)アワービルダー (仮称)ＭＰ中央区南船場１丁目ＰＪ新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年3月 民間 建築 奈良県 大東建託(株) 木村様集合住宅 SD345 D19～D25

平成29年3月 民間 建築 大阪府 (株)あきない (株)日企設計 (株)DAIJU (仮称)東成区中本４丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年3月 公共 建築 京都府 古瀬・平安・今井ＪＶ 伏見水環境保全センター SD345 D19～D25

平成29年3月 民間 建築 大阪府 金山工務店 サムティ淀川区西宮原２丁目 SD345～SD390 D19～D32

平成29年3月 民間 建築 奈良県 (株)新宅工務店 学園前PJ SD345 D22・D25

平成29年3月 民間 建築 大阪府 (株)フジヒサハウジング 西武建設一級建築士事務所 西武建設(株) 北区堂島3丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成29年3月 民間 建築 沖縄県 (株)南西エステート (有)外間建築設計事務所 (株)東江建設 (仮称)プレミアムコート美里2新築工事 SD345～SD390 D25～D32

平成29年3月 民間 建築 大阪府 前田建設工業(株)関西支店 前田建設工業(株) (仮称)レッドウッド南港ディストリビューションセンターⅡ新築工事 SD345～SD490 D19～D29

平成29年3月 民間 建築 京都府 (株)アクセス都市設計 (株)藤井組 (仮称)堀川六角プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年3月 民間 建築 大阪府 (株)IAO竹田設計 (株)鍜治田工務店 (仮称)大阪市天王寺区国分町計画新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成29年3月 民間 建築 愛知県 積水ハウス(株) 積水ハウス(株) 葵一丁目計画 SD345～SD390 D19～D35

平成29年3月 民間 建築 大阪府 (株)ジーユープランニング 南海辰村建設(株) 城東区蒲生４丁目マンション SD345～SD390 D19～D35

平成29年3月 民間 建築 兵庫県 (株)赤鹿建設 パレ・ロワイヤル東雲Ⅲ番館新築工事 SD345～SD390 D22～D38

平成29年3月 民間 建築 大阪府 信和建設(株) ドルチェヴィータ荒本駅前新築工事 SD345～SD390 D19～D35
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平成29年3月 民間 建築 神奈川県 アイグステック(株) 新消防庁舎建設工事 SD390 D32

平成29年3月 公共 土木 神奈川県 SMCシビルテクノス(株) びらんじゅ橋耐震補強工事 SD295 D13

平成29年3月 民間 建築 大阪府 (有)デルフィ 村本建設(株) イル・クルーズ梅田EAST新築工事 SD345～SD390 D19・D25・D29

平成29年3月 民間 建築 高知県 土佐女子高等学校 (株)エーアンドディー設計企画 戸田建設(株) 土佐女子中学高等学校中校舎他改築工事 SD345～SD390 D22～D32

平成29年3月 民間 建築 東京都 第一リアルター(株) (株)ガイ・プランニング 新日本建設(株) (仮称)西葛西Ⅱホテル計画新築工事 SD390 D29

平成29年3月 公共 建築 東京都 練馬区長前川耀男
練馬区総務部施設
管理課建築担当係

立花・増島・春日ＪＶ 練馬区立石神井東中学校屋内運動場 SD345 D19・D25

平成29年3月 民間 建築 東京都 (株)モリモト (株)IAO竹田設計 新日本建設(株) (仮称)中央区日本橋浜町2丁目新築工事 SD345～SD390 D22・D32

平成29年3月 公共 建築 福岡県 福岡県建築都市部営繕設備課
佐藤・ナカヤマ・林田・エスティ

設計業務共同企業体
安藤・間・金子・栗木JV 久留米スポーツセンター体育館武道場棟改築（１工区）工事 SD390 D29･D32

平成29年3月 民間 建築 大阪府 スナダ建設(株) スナダ建設(株) スナダ建設(株) SE谷六PJ新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年3月 民間 建築 京都府 (株)日本エスコン (株)東洋設計事務所 スナダ建設(株) 伏見区横大路下三栖東ノ口計画 SD345～SD390 D19～D29

平成29年3月 民間 建築 兵庫県 宗教法人本泉寺 長瀬信博建築研究所 (株)藤木工務店 本泉寺境内地内整備事業 SD345 D22

平成29年3月 民間 建築 東京都 日本フルハーフ(株)
いすゞエステート(株)

(株)渡辺建築設計事務所
ペンタビルダーズ(株)⇒不二工業(株) 日本フルハーフ(株)厚木再構築建築１期工事 SD345 D19・D22

平成29年3月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 宮町3丁目プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D19～D25

平成29年3月 公共 建築 大阪府 (株)山田綜合設計 戸田建設(株) 近畿中央胸部疾患センター病棟等建替整備工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年3月 民間 建築 兵庫県 (株)タクトプラン建築事務所 芦屋市翠ヶ丘町マンション新築工事(シエリア芦屋翠ヶ丘) SD345～SD390 D19～D32

平成29年3月 民間 建築 滋賀県 楽総合計画(株) シード平和(株) (仮称)ウェーブ大津駅前ビル新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年3月 民間 建築 奈良県 空間設計(株) センター建設(株) (仮称)北町アパートメント新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年3月 民間 建築 大阪府 ミツオ建設(株) 瓦町店舗付マンション SD345～SD390

平成29年3月 民間 建築 兵庫県 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) リュークレール新築工事 SD345

平成29年3月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) 奥村組土木興業(株) (仮称)エスリード福島区鷺洲4丁目新築工事

平成29年3月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)現代綜合設計 (株)長谷工コーポレーション (仮称)プレサンスロジェ旭区高殿１丁目新築工事

平成29年3月 公共 土木 岩手県 佐藤鉄工(株) 大畑高架橋工事 SD345 D19

平成29年3月 民間 建築 岩手県 鹿島建設(株) 新岩手教育会館新築工事 SD345 D29

平成29年3月 民間 建築 岩手県 鹿島建設(株) 盛岡となん支援学校新築工事 SD345 D19

平成29年3月 民間 建築 岩手県 (株)佐武建設 住田分署新築工事 SD345 D22・D25
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平成29年3月 民間 建築 大阪府 スペースクリエーション 松井建設(株) (仮称)特別養護老人ホームせんぽ瓜破東新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年3月 民間 建築 兵庫県 (株)大谷鉄工所 (株)森長組 大谷鉄工所淡路事務所新築工事 SD345 D19～D25

平成29年3月 民間 建築 大阪府 (株)熊谷組 (株)熊谷組 (株)熊谷組 (仮称)大東市新田西町物流センター計画新築工事 SD345～SD390 D22～D35

平成29年3月 民間 建築 大阪府 タミヤ建築設計(株) (株)輝栄 (仮称)野江マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年3月 公共 土木 愛知県 豊田市 ショーボンド建設(株) 豊田大橋補修工事 SD345 D13～D22

平成29年3月 民間 建築 大阪府 医療法人清翠会 (株)山田綜合設計 (株)鴻池組 (仮称)牧整形外科病院新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年3月 民間 建築 兵庫県 生和コーポレーション(株) (仮称)下土井様マンション新築工事 SD345 D19～D25

平成29年3月 民間 建築 兵庫県 三井住友建設(株) 水酸化ニッケル建家土建工事 SD345 D19～D25

平成29年3月 民間 建築 兵庫県 積水ハウス(株) (株)鴻池組 (仮称)グランドメゾン山芦屋町新築工事 SD345 D22

平成29年3月 民間 建築 大阪府 社会医療法人頌特会 吉村建築設計事務所(株) (株)鴻池組 ソルヴィラージュ新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年3月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)山口様ＭＳ新築工事 SD345 D19～D25

平成29年2月 公共 建築 神奈川県 横浜市消防局 (株)松田平田設計 アイグステック(株) 新消防庁舎建設工事 SD390 D32

平成29年2月 民間 建築 東京都 松井建設(株) 松井建設(株) 松井建設(株) ザ・パームス代々木上原 SD345 D25

平成29年2月 公共 土木 長野県 国土交通省 北野建設(株) 中部横断自動車道月明川橋下部工 SD345 D22

平成29年2月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) 玉川2丁目プロジェクト SD345～SD390 D19～D32

平成29年2月 公共 建築 愛媛県 四国中央市 (株)あい設計 (株)熊谷組 四国中央市市民文化ホール SD345～SD390 D19～D29

平成29年2月 民間 建築 大阪府 リバー産業(株) (株)日企設計 リバー建設(株) リバーガーデン福島木漏れ日の丘新築工事 SD345～SD490 D19～D38

平成29年2月 民間 建築 石川県 兼六建設(株) (仮称)サンファーストビル新築工事 SD345 D22・D25

平成29年2月 公共 建築 長野県 大成建設(株)・岡谷JV 長野短大三輪キャンパス SD345 D25

平成29年2月 公共 建築 香川県 徳島県 (株)梓設計 (株)島谷建設 阿波踊り空港増築工事 SD345 D19～D29

平成29年2月 民間 建築 広島県 (株)章栄不動産 (株)ニュートピアプランニング (株)太昭組 (仮称)フローレンス千田町新築工事 SD490 D35

平成29年2月 民間 建築 大阪府 大栄建設工業(株) 北区曾根崎２丁目計画 SD345～SD390 D19～D32

平成29年2月 民間 建築 大阪府 安藝光浩 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)宮原5丁目プロジェクト SD345～SD390 D19～D35

平成29年2月 民間 建築 大阪府 一宇工業(株) 一宇工業(株) 野村作(株)新社屋新築工事 SD345 D19～D25

平成29年2月 民間 建築 大阪府 (株)M・I設計 (株)浅井住宅 (仮称)空堀町マンション SD345～SD390 D19～D32
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平成29年2月 民間 建築 京都府 田中工務店 京都平安ホテル SD390 D29

平成29年2月 民間 建築 大阪府 生和不動産(株) (株)瀬戸本淳建築研究室 生和コーポレーション(株) セイワパレス玉造上町台新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年2月 民間 建築 大阪府 野村不動産(株) (株)カノンアソシエイツ 西武建設(株) 枚方市岡南町Ⅰ計画新築工事 SD345 D19～D25

平成29年2月 公共 建築 埼玉県 桶川市 (株)日本設計 大成建設(株) 桶川市新庁舎建設工事 SD345～SD390 D22～D29

平成29年2月 民間 建築 大阪府 藤原工業(株) 千里山西マンション新築工事 SD345 D22

平成29年2月 民間 建築 静岡県 中部電力(株) 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) 浜岡原発安全性向上対策工事 SD345 D38

平成29年2月 公共 建築 福島県
鹿島建設(株)・クレハ錦建設

工事共同企業体
いわき市北好間中川原地区第２住宅復興公営住宅建設工事 SD345 D19・D22

平成29年2月 民間 土木 東京都 東京電力パワーグリッド(株) 東京電力ホールディングス(株) 湘南送電工事(株) 石川町線№2鋼管単柱鉄塔基礎補強工事 SD345 D32

平成29年2月 民間 建築 岐阜県 (株)安藤・間 (株)安藤・間 川重岐阜工場 SD345～SD390 D22・D25

平成29年2月 民間 建築 岡山県 (株)山陽新聞社 (株)佐藤総合企画 (株)荒木組 山陽新聞印刷配送センター新築工事 SD345～SD390 D25・D32

平成29年2月 公共 建築 神奈川県 アイグステック(株) 新消防庁舎建設工事 SD390 D32

平成29年2月 民間 建築 京都府 近鉄不動産(株) 大日本土木 ローレルコート京都北野 SD345 D22・D25

平成29年2月 民間 建築 大阪府 (株)スペースクリエーション 日本建設(株) ヴァンサンク公園 SD345～SD390 D19・D29

平成29年2月 民間 建築 高知県 穴吹興産(株) (有)艸建築工房 (株)岸之上工務店 アルファステイツ大橋新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成29年2月 民間 建築 高知県 (株)サニーマート/三菱食品(株) 五洋建設(株) 五洋建設(株) サニーマート/三菱食品高知新センター計画 SD345～SD390 D22～D29

平成29年2月 公共 建築 高知県 梼原町 (株)隈研吾建築都市設計事務所 戸田建設(株) ゆすはら森の中まるごと図書館・梼原複合施設 SD345 D22・D25

平成29年2月 民間 建築 大阪府 鍵本産業(株) 長谷川道明 近藤建設(株) 吹田・川岸町事務所計画新築工事 SD345 D22

平成29年2月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (有)Cube設計事務所 シード平和(株) プレサンス中央区谷町7丁目Ⅱ新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年2月 民間 建築 大阪府 リンクスタイル(株) (株)岩崎設計 誠信建設工業(株) 本田1丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年2月 民間 建築 京都府 (株)アクセス都市設計 (株)森組 京都西院南寿町集合住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年2月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)現代綜合設計 村中建設(株) プレサンスロジェ都島区内代町2丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年2月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (株)星羅建築事務所 (有)松木鉄筋工業 エスリード江坂広芝町 SD345～SD390 D32以下

平成29年2月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション 信和建設(株) (株)ＹＡナカジマ プレサンス立売堀3丁目Ｍ SD345～SD390 D35以下

平成29年2月 民間 建築 兵庫県 野村建設工業(株) 野村建設工業(株) (仮称)西宮市奥畑集合住宅計画新築工事

平成29年2月 民間 建築 兵庫県 (株)ノム建築設計室 大鉄工業(株)
独立行政法人国立病院機構兵庫中央病院外来管理診療棟建替等整備

工事
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平成29年2月 公共 土木 兵庫県 尼崎市 (株)新井組 園田西武武庫線（仮）新藻川橋台整備工事（その1） SD345 D16・D35

平成29年2月 民間 建築 大阪府 学校法人関西医科大学 前田建設工業(株) 前田建設工業(株) (仮称)関西医科大学看護学部棟新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年2月 民間 建築 大阪府 (有)新光電設子業 (株)HIRD設計 (株)安田建設工業 (仮称)(有)新光電設工業本社ビル新築工事 SD345 D25

平成29年2月 民間 建築 大阪府 髙松建設(株) 髙松建設(株) 中津・土田マンション新築工事

平成29年2月 民間 建築 兵庫県 日本エスリード(株) 美樹工業(株) (仮称)姫路市・福沢町新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年2月 民間 建築 大阪府 (有)畑田建築計画所 松井建設(株) (仮称)特別養護老人ホームザイオン大阪港新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年2月 公共 建築 兵庫県 尼崎市 (株)INA新建築研究所 大豊・苅田ＪＶ わかば西小学校改築工事 SD295～SD390 D16～D29

平成29年2月 民間 建築 京都府 日本電産(株) (有)キュービック・ステーション 三井住友建設(株) (仮称)日本電産(株)生産技術研究所一期新築工事 SD345～SD390 D22～D32

平成29年2月 民間 建築 大阪府 松岡哲也 (株)畑友洋建築設計事務所 阿佐建築工務(株) (仮称)池田の家新築工事 SD345 D19・D25

平成29年2月 民間 建築 大阪府 堀内利文 (株)アイ・エフ建築設計研究所 良品住宅(株) (仮称)堺・北花田テニスクラブ複合施設新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年2月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)現代綜合設計 (株)ＮＩＰＰＯ プレサンスロジェ瓦屋町新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年2月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) 玉川2丁目プロジェクト SD345～SD390 D19～D32

平成29年2月 公共 建築 愛媛県 四国中央市 (株)あい設計 (株)熊谷組 四国中央市市民文化ホール SD345～SD390 D19～D29

平成29年2月 民間 建築 大阪府 住友商事(株) (株)現代綜合設計 (株)福田組
(仮称)ドーミーイン大阪
谷町四丁目新築工事

SD390 D35

平成29年2月 民間 建築 愛知県 まるひ建設(株) 知立宝マンション工事 SD345～SD390 D19～D25・D35

平成29年2月 民間 建築 愛知県 石黒建設(株) 東区葵1丁目計画 SD345～SD390 D19～D35

平成29年2月 民間 建築 愛知県 (株)奥村組 (株)奥村組 一条レジデンス三河安城改修工事 SD345 D13・D16

平成29年2月 民間 建築 愛知県 東海興業(株) 名古屋市中区栄4丁目計画新築工事 SD390 D29

平成29年1月 公共 建築 茨城県 茨城県ひたちなか市 JFEコンフォーム(株) ひたちなか市市民球場ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ改修工事 SD345 D22

平成29年1月 民間 建築 大阪府
三井不動産レジデンシャル(株)

関西支店
(株)IAO竹田設計 (株)昭和工務店 大阪市西区京町堀2丁目計画 SD345～SD390 D19～D35

平成29年1月 民間 建築 兵庫県 日本エスリード(株) (株)礎 (株)明和工務店 エスリード神戸磯上通4丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年1月 民間 建築 石川県 (株)青山 スーパーホームセンターヤマキシ桑原店建設工事 SD345 D25

平成29年1月 公共 土木 石川県 (株)丸西組 九頭竜橋川排水機場 SD345 D22・D25

平成29年1月 民間 建築 徳島県 穴吹興産(株) 宮建築設計(株) (株)合田工務店 アルファーステイツ三つ合橋 SD295～SD345 D19～D32

平成29年1月 公共 建築 山口県 中国四国防衛局 若築建設(株) 岩国飛行場（H28)車両整備場建設工事 SD345～SD390 D19～D29
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平成29年1月 民間 建築 大阪府 (株)プライムデザイン (株)エターナル (仮称)大阪市淀川区三国本町２丁目マンション SD345～SD390 D19～D32

平成29年1月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)三木組 (仮称)プレサンス塚本２丁目Ⅳ新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年1月 民間 建築 大阪府 青砥建築設計事務所 (株)新宅工務店 (仮称)ＬａChic集合住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成29年1月 民間 建築 大阪府 JA大阪市 (株)オリコム関西 (株)淺沼組 JA大阪市平野支店新築工事 SD345 D19・D22

平成29年1月 民間 建築 大阪府 大阪ガス都市開発(株) 大木建設(株) 高槻市上田辺計画 SD345～SD390 D19～D35

平成29年1月 民間 建築 大阪府 ランドマーク(株) アクシス・アーキテクツ・オフィス ランドマーク(株) (仮称)吹田市江坂１丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成29年1月 民間 建築 大阪府 ユニゾホテル(株) (株)大建設計 (株)ナカノフドー建設 ホテルユニゾ心斎橋新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年1月 民間 建築 大阪府 エヌ・ティ・ティ都市開発 (株)ナカノフドー建設一級建築設計事務所 (株)ナカノフドー建設 茨木市中津町新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成29年1月 民間 建築 大阪府 友栄食品興業(株) 三谷設計事務所 (株)ナカノフドー建設 友栄食品興業本社社屋増築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成29年1月 民間 建築 兵庫県 朝日工業(株) (株)ナカノフドー建設一級建築設計事務所 (株)ナカノフドー建設 神戸市中央区雲井通4丁目ビル SD345～SD390 D25～D32

平成29年1月 民間 建築 埼玉県 プロロジスパーク 清水建設(株) 清水建設(株) プロロジスパーク東松山プロジェクト SD345～SD390 D22・D32

平成29年1月 民間 建築 京都府 (株)大京 柴山コンサルタント(株) (株)松村組 ライオンズ嵯峨天龍寺若宮新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年1月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)礎 南海辰村建設(株) プレサンスロジェ堺鳳Ⅱ SD345～SD390 D19～D35

平成29年1月 公共 建築 大阪府 岬町 (株)クオリア 巴・シマ特定建設工事共同企業体 町営緑ヶ丘住宅PFI事業第2期工区建築主体工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年1月 民間 建築 岡山県 MES特機(株) (株)ナイカイアーキット (株)ナイカイアーキット MES特機(株)玉原工場Ｆ棟新築工事 SD345 D22

平成29年1月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション 多田建設(株) プレサンス天王寺 SD390 D38

平成29年1月 民間 建築 大阪府 多田建設(株) 東中島2丁目 SD390 D32

平成29年1月 民間 建築 大阪府 大日本土木 白梅町 SD345 D22・D25

平成29年1月 民間 建築 大阪府 PARK・CITY(株) (株)アワービルダー 北巽マンション SD345～SD390 D22・D25・D32

平成29年1月 民間 建築 福岡県 柳川運輸(株) 金子建設一級建築士事務所 金子建設(株) 柳川運輸(株)倉庫増築工事 SD345 D19

平成29年1月 公共 建築 福岡県 大野城市 (株)久米設計 西松･柿原･内山JV (仮称)大野城心のふるさと館建設建築工事 SD345 D19～D29

平成29年1月 民間 建築 大阪府 大河茂 創建舎福江建築事務所 (株)紙谷工務店 第２摂津ビル建替工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年1月 民間 建築 滋賀県 (株)ダイマルヤアネックス 楽総合計画(株) シード平和(株) 大津打出浜マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年1月 公共 建築 京都府
公益社団法人信和会

理事長小林充
野口計画管理(株)
一級建築士事務所

野口建設(株) 京都民医連第二中央病院南館建替工事第Ⅱ期工事 SD345 D19～D25

平成29年1月 公共 建築 京都府
独立行政法人国立病院機構

南京都病院
(株)内藤建築事務所 (株)桑原組 独立行政法人国立病院機構南京都病院外来管理治療棟等建替工事 SD345 D19～D25
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平成29年1月 公共 建築 宮城県 皆成建設(株) 六郷3-1ブロック区画工事 SD345 D19

平成29年1月 民間 建築 大阪府 (株)森組 (株)森組 (仮称)鈴木薄荷(株)本社工場新築工事 SD345～SD390 D22～D32

平成29年1月 民間 建築 大阪府 (株)IVY設計事務所 田中建設(株) 大阪市港区南市岡1丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年1月 公共 建築 大阪府 (株)松田平田設計他 (株)淺沼組 大阪府平野警察署新築工事 SD345～SD390 D25～D35

平成29年1月 民間 建築 香川県 (株)和田コーポレーション 和田総合企画 戸田建設(株)
ロイヤルガーデン高松駅

西弐番館新築工事
SD345～SD390 D19・D38

平成29年1月 民間 建築 大阪府 (株)森繁建設 (株)森繁建設 (仮称)千林1丁目建築計画新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成29年1月 民間 建築 大阪府 積水ハウス(株) 積水ハウス(株) 藤井建設(株) サニープレイス南港 SD345～SD390 D38以下

平成29年1月 民間 建築 大阪府 (株)ESビルディング (株)安藤耕作構造設計事務所 (株)ヤマダ・エスバイエルホーム 尼崎市塚口1丁目計画 SD345～SD390

平成29年1月 民間 建築 兵庫県 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) 大開電気(株)様マンション新築工事 SD345～SD390

平成29年1月 民間 建築 大阪府 (株)日企設計 (株)安田建設工業 (仮称)プレサンス北区中津7丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年1月 民間 建築 奈良県
(株)東祥

代表取締役沓名裕一郎
明石設計(株) (株)森下組 (仮称)ホリディスポーツクラブ大和高田新築工事 SD345 D19～D25

平成29年1月 民間 建築 岩手県 戸田建設(株) 釜石市民ホール新築工事 SD345 D25

平成29年1月 公共 土木 宮城県 白石建設工業(株) 鹿折橋橋梁工事 SD345 D29

平成29年1月 民間 建築 青森県 (株)錢高組 エプソン北インター工事 SD345 D22

平成29年1月 公共 建築 大阪府 矢作建設工業(株) 豊中上新田会館耐震補強工事 SD345 D19

平成29年1月 民間 建築 大阪府 (株)安藤・間 (株)安藤・間 (仮称)住友建機販売(株)関西統括部移転工事 SD295～SD345 D13～D25

平成29年1月 民間 建築 兵庫県 学校法人甲南女子学園 (株)東畑建築事務所 (株)竹中工務店 甲南女子大学新10号館(仮称)整備工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年1月 民間 建築 大阪府 (株)富永建築構造設計事務所 (株)フウキ建設 (仮称)内平野マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成29年1月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)祐貴木材様マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成29年1月 民間 建築 大阪府 (株)ESビルディング (株)安藤耕作構造設計事務所 (株)ヤマダ・エスバイエルホーム 尼崎市塚口1丁目計画 SD345～SD390

平成29年1月 公共 建築 徳島県 大鵬薬品(株) (株)竹中工務店 (株)竹中工務店 大鵬薬品(株)北島厚生・事務棟 SD345～SD390 D19～D29

平成29年1月 民間 建築 石川県 サイト建設 スーパーセンターヤマキシ桑原店 SD345 D25

平成29年1月 民間 建築 福井県 丸西組ＪＶ 九頭竜橋川排水機場 SD345 D25

平成29年1月 民間 建築 愛知県 丸紅(株)名古屋支店 (株)奥村組 (株)奥村組 グランスイート千種改修工事 SD390～SD490 D32・D35・D41

平成29年1月 民間 建築 愛知県 レッドウッド(株) (株)塩浜工業 (株)塩浜工業
(仮称)レッドウッド弥富

ディストリビューションセンター
SD345～SD390 D22～D29
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平成28年12月 民間 建築 愛知県 (株)玉善 (株)アルファワークス 松井建設(株) LamplightBooksHotel新築工事 SD345 D22～D29

平成28年12月 公共 土木 愛知県 NEXCO中日本 NＥXCO中日本 ショーボンド建設(株) 伊勢湾岸自動車道伸縮装置改良工事 SD345 D13～D22

平成28年12月 民間 建築 大阪府 創匠建築アソシェイツ 永和興業(株) (株)三信工務店 丸金第２ビル新築工事 SD345 D22

平成28年12月 民間 建築 大阪府 西松建設(株) 永和興業(株) 西松建設(株) 岡田茂吉研究所関西センター新築工事 SD345 D19～D25

平成28年12月 民間 建築 大阪府 (株)アービング (株)タクトプラン建築事務所 (株)梅田コーポレーション アービング千船新築工事

平成28年12月 民間 建築 兵庫県 神戸西ロジスティック特定目的会社 ＪＦＥシビル(株) JFEシビル(株) GLP神戸西Ⅱプロジェクト

平成28年12月 民間 建築 大阪府 伊藤忠都市開発(株) (株)永都設計 (株)昭和工務店 クレヴィア四天王寺前夕陽丘新築工事

平成28年12月 民間 建築 千葉県 (株)ドウシシャ 五洋建設(株) 五洋建設(株) (株)ドウシシャ関東物流センター新築工事 SD345～SD390 D22・D29・D32

平成28年12月 民間 建築 滋賀県 エスリード 楽総合計画(株) (株)淺沼組 守山駅前Ｍ SD345～SD390 D35以下

平成28年12月 民間 建築 京都府 野口建設(株) 野口建設(株) 冷泉町地域密着型サービス事業施設 SD345～SD390 D22～D29

平成28年12月 民間 建築 大阪府 矢野鉄筋工業(株) 大木建設(株) 東條ポートリー関西ＧＰ SD345 D22・D25

平成28年12月 公共 建築 兵庫県 北野・ユハラ特定建設工事共同企業体 共同設計(株) (株)堺鉄建 小田中学校改築工事 SD345 D19～D25

平成28年12月 公共 建築 大阪府 (株)東畑建築事務所 (株)創進工業 (株)金山工務店 城東消防署建設工事Ⅱ期 SD345～SD390 D22～D29

平成28年12月 民間 建築 大阪府 (株)エム・ケイ設計事務所 (株)橋本組 (株)松本組 (仮称)豊中市寺内二丁目西棟計画新築工事 SD345～SD390 D29～D35

平成28年12月 民間 建築 大阪府 エスデイ設計室 (株)奥村組 大阪恵美須町ホテル SD390 D32

平成28年12月 民間 建築 兵庫県 (株)奥村組 (株)奥村組 トーカロ(株)本社社屋 SD390 D29

平成28年12月 民間 建築 大阪府 大末一級建築士事務所 大末建設(株) 新大阪駅前テラサキビル SD390 D35

平成28年12月 民間 建築 岡山県 JFEスチール倉敷労働組合 (株)JFE設計 (株)大本組 JFEスチール倉敷労働組合会館建設工事 SD345 D19～D25

平成28年12月 民間 建築 岡山県 (株)バイオバンク 積水ハウス(株) バイオバンク桑野工場新築工事 SD345 D19～D25

平成28年12月 民間 建築 岡山県 カモ井加工紙(株) ＪＦＥシビル(株) JFEシビル(株) カモ井加工紙(株)矢掛工場出荷場新築計画 SD345～SD390 D19～D29

平成28年12月 民間 建築 千葉県 (株)フジクラ
ファシリティーズ(株)フジクラ

一級建築士事務所
(株)安藤・間 フジクラ佐倉Ｅ工場 SD345 D25

平成28年12月 民間 建築 東京都 アパホーム(株) (株)四季建築設計事務所 新日本建設(株) ＴＨＥＣＯＮＯＥ〈三田綱町〉 SD390 D32

平成28年12月 民間 土木 宮城県 サンエーテック 南北上運河工事 SD345 D32

平成28年12月 民間 建築 岩手県 サンエーテック 光ヶ丘保養院新築工事 SD345 D25

平成28年12月 民間 建築 岩手県 (株)金澤鋼業 小岩井孵卵場工事 SD345 D22
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平成28年11月 民間 建築 和歌山県 (株)田中組 (株)鴻池組 那智勝浦町立新病院建設事業 SD345 D19～D25

平成28年11月 民間 建築 大阪府 清水鉄筋工業(株) 正木建設(株) (仮称)大今里西２丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D22～D32

平成28年11月 民間 建築 大阪府 ＫＩ設研 吉岡工業(株) (株)田中組
(仮称)舞洲スポーツアイランド野外活動施設

宿泊棟増築工事
SD345～SD390 D19～D29

平成28年11月 民間 建築 滋賀県 ＴＳＵＣＨＩＹＡ(株) 吉岡工業(株) TSUCHIYA(株) レインボーの里栗東増築工事 SD345 D19～D22

平成28年11月 民間 土木 大阪府 清水・淺沼ＪＶ (株)ＫＳ 清水建設・淺沼組ＪＶ 東花園駅前道路整備に伴う現況復旧 SD345 D19

平成28年11月 民間 建築 兵庫県 ネスレ日本(株) (株)駒川工務店 ネスレ日本(株)姫路工場 SD345 D19

平成28年11月 民間 建築 茨城県 日本水産(株) 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) 日本水産(株)鹿島薬品工場新築工事 SD345 D25

平成28年11月 民間 建築 香川県 (株)和田コーポレーション (株)和田コーポレーション 前田建設工業(株) ロイヤルガーデン宇多津駅 SD345～SD390 D19～D38

平成28年11月 公共 建築 徳島県 徳島県 西田設計(株) (株)島谷建設 阿南工業高校校舎棟/管理棟改築 SD345～SD390 D19～D29

平成28年11月 民間 建築 兵庫県 三井製糖(株) 三井住友建設(株) 三井住友建設(株) 原糖倉庫補修工事(第一期)

平成28年11月 民間 建築 京都府 北和建設(株) ダイバ設計 北和建設(株) 西ノ京円町Ｍ SD345～SD390 D32以下

平成28年11月 公共 建築 京都府 京丹後市 (株)大建設計 (株)安藤・間JV 弥栄病院 SD345～SD390 D35以下

平成28年11月 民間 建築 大阪府 畑田建築研究所 (株)金本鉄筋工業所 (株)四国建設 (仮称)有恒ＪＲ塚口駅前新築工事 SD345 D19～D22

平成28年11月 民間 建築 大阪府 (株)川田精鋼 東洋建設(株) (仮称)ソーシャルコート小松新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成28年11月 民間 建築 大阪府
奥村組土木興業(株)

建築士事務所
(株)堺鉄建 奥村組土木興業(株) (仮称)十三東３丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成28年11月 民間 建築 兵庫県 日本エスリード(株) アーキ・テック設計事務所 (株)明和工務店 エスリード磯上通 SD345～SD390 D16～D35

平成28年11月 民間 建築 大阪府 (株)日企設計 (株)松村組 中央区本町４丁目計画 SD390 D29

平成28年11月 民間 建築 兵庫県 エルディ(株) エルディ(株) 神戸三ノ宮駅前ビジネスホテル新築工事 SD345～SD390 D22～D38

平成28年11月 民間 建築 岡山県 (福)二葉会
蜂谷工業(株)

平内建築設計事務所
蜂谷工業(株) 第四ひかり保育園新築工事 SD345 D19～D25

平成28年11月 民間 建築 岡山県 大黒天物産(株) パナソニック環境エンジニアリング(株) パナソニック環境エンジニアリング(株) (仮称)矢掛牧場建築工事(育成牛舎) SD345 D22

平成28年11月 民間 建築 岡山県 (株)マルハン (株)SKプランニング マルハン東岡山店新築工事 SD345 D19～D25

平成28年11月 民間 建築 兵庫県 (株)しまむら (株)重藤組 ファッションセンターしまむら加西店新築工事 SD345 D25

平成28年11月 民間 建築 岡山県 穴吹興産(株) (株)アトリエ・ユー・ディ 大末建設(株) (仮称)アルファステイツ倉敷鶴形Ⅱ新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成28年11月 公共 土木 宮城県
宮城県気仙沼土木事務所

河川砂防第二班
(株)東京建設コンサルタント
(株)復建技術コンサルタント

(株)フジタ 折立川河川外災害復旧工事 SD295 D13・D16

平成28年10月 民間 建築 大阪府 スナダ建設(株) (株)城東鉄筋 スナダ建設(株) (仮称)ドクターデヴィアス化粧品(株)様梅田ビルＰＪ SD345～SD390 D22～D32
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平成28年10月 民間 建築 兵庫県 森繁建設(株) 深江本町3丁目計画 SD345～SD390

平成28年10月 民間 建築 大阪府 大塚謙太郎建築士事務所 (株)ＫＳ (株)北梅組 長栄幼稚園保育所棟増築工事 SD345 D19～D25

平成28年10月 公共 建築 奈良県 (株)内藤建築事務所 吉岡工業(株) (株)鴻池組 奈良文化財研究所本庁舎新営その他工事 SD345～SD390 D19～D29

平成28年10月 民間 建築 千葉県 新日本建設(株) 新日本建設(株) 新日本建設(株) (仮称)EXC柏の葉キャンパス新築工事 SD490 D19～D35

平成28年10月 民間 建築 東京都 学校法人中野学園 (株)日建設計 鹿島建設(株) 明治大学付属中野中学校・高等学校建替計画工事 SD345 D25

平成28年10月 民間 建築 茨城県 (株)シーアールイー ＪＦＥシビル(株) ＪＦＥシビル(株) ロジスクエア守谷 SD390 D25・D29

平成28年10月 民間 建築 徳島県 (株)和田コーポレーション (株)東亜建設 ロイヤルガーデン仲ノ町 SD345～SD390 D19～D35

平成28年10月 民間 建築 京都府 エルディ(株) エルディ(株) 岩倉長谷町サービス付高齢者向け住宅新築工事 SD345 D19・D22

平成28年10月 民間 建築 千葉県 あすなろ特定目的会社 (株)奥村組 (株)奥村組 (仮称)千葉ニュータウン物流センター新築工事 SD345～SD390 D22～D38

平成28年10月 民間 建築 大阪府 (株)IAO竹田設計 (株)福田組 (仮称)和歌山市友田近鉄会館跡計画新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成28年10月 公共 土木 大阪府 (株)奥村組 (株)奥村組 阪神梅田駅改良及び地下道躯体拡幅工事 SD345 D16～D32

平成28年10月 民間 建築 大阪府 (株)オーク設計 前田建設工業(株) (仮称)ノルデンハイム南森町新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成28年10月 民間 建築 大阪府 前田建設工業(株) 前田建設工業(株) (仮称)レッドウッド南港ディストリビューションセンターⅡ新築工事 SD345～SD390 D25～D38

平成28年10月 民間 建築 大阪府 サニープレイス 積水ハウス(株) 藤井建設(株) サニープレイス南港 SD345～SD390 D38以下

平成28年10月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)礎 信和建設 プレサンス立売堀6丁目 SD345～SD390 D35以下

平成28年10月 民間 建築 愛知県 光輝建設(株) 志学館高校梁補修工事 SD390 D29

平成28年10月 民間 建築 大阪府 岩出建設(株) マルフク第一ビル岸和田本社 SD345 D22

平成28年10月 民間 建築 奈良県 (株)アーキ・フォルム設計事務所 大東鋼材(株) 大木建設(株) (仮称)生駒市北新町計画新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成28年10月 民間 建築 大阪府 (株)阪南設計事務所 寺崎建設(株) (仮称)ＭＰ西区南堀江３丁目ⅢＰＪ新築工事 SD345～SD390 D25～D32

平成28年10月 民間 建築 大阪府 (株)エム・ケイ設計事務所 (株)橋本組 (株)松本組 (仮称)豊中市寺内二丁目東棟計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成28年10月 民間 建築 兵庫県 福嶋洋一建築研究所 (有)花咲工務店 GranDi阪神西宮ParkⅣ SD390 D29

平成28年10月 民間 建築 大阪府 (株)IAO竹田設計 (株)大京穴吹建設 神戸元町通４丁目計画 SD390 D32・D35

平成28年10月 民間 建築 大阪府 前田建設工業(株) 前田建設工業(株) レッドウッド南港 SD390 D29～D38

平成28年10月 民間 建築 岡山県 (福)さくら福祉会
蜂谷工業(株)

見手倉建築設計事務所
蜂谷工業(株) さくら保育園遊戯室新築工事 SD345 D25

平成28年10月 民間 建築 岡山県 (株)両備システムズ (株)アーキスコープ (株)大本組 (仮称)両備システムズ藤崎第四棟新築工事 SD345 D22・D25



令和4年6月現在

着工日
(平成○年○月)

工事種類
(公共・民間)

工事種別
(建築・土木)

工事場所
(都道府県)

発注者 設計監理者 鉄筋業者 受注者 工事名称 鋼種  鋼径(呼び名)

　　ＣＢ工法施工実績表

平成28年10月 民間 建築 岡山県 JXエネルギー(株) 三菱日立パワーシステムズ(株) JX水島B工場向け石油コークス発電設備建設工事 SD390 D32

平成28年10月 民間 建築 岡山県 大東建託(株) 大東建託(株) 上森鮮魚店様共同住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成28年10月 民間 建築 岡山県 (独)労働者健康安全機構 (株)内藤建築事務所 (株)大本組 岡山労災看護専門学校建築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成28年10月 民間 建築 東京都 東洋建設(株) LH中十条 SD390 D32

平成28年10月 公共 建築 高知県 高知県
(株)上田建築事務所

(株)ハウジング総合コンサルタント
新進建設(株) 山田養護学校食堂棟改築主体工事 SD345 D19～D25

平成28年10月 公共 建築 新潟県 植木・田中・久保田共同企業体 厚生第27－19号厚生産業会館建築工事 SD345 D19・D25

平成28年10月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション 村中建設(株) 村中建設(株) (仮称)プレサンス浪速区敷津西二丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成28年10月 公共 建築 徳島県 吉野川市
(株)東畑建築事務所
(株)内藤建築事務所

(株)奥村組 高越小学校 SD345 D19～D25

平成28年10月 公共 建築 徳島県 小松島市 (株)東畑建築事務所 東洋建設・斉藤建設JV 小松島市葬祭場新築工事 SD390 D19～D29

平成28年10月 民間 建築 岡山県 日本郵便輸送(株) (株)ニッテイ建築設計 (株)藤木工務店 日本郵便輸送(株)(仮称)新岡山営業所社屋新築工事 SD345 D19

平成28年10月 公共 建築 岡山県 倉敷市長伊藤香織 (株)昭和設計
(株)藤木工務店･ナイカイ･藤原建設

工事共同企業体
倉敷市立児島市民病院建築工事 SD345～SD390 D22～D32

平成28年9月 公共 建築 京都府 第一交通産業(株) 京都府教育庁管理部管理課建築部 (株)城東鉄筋 公成・高塚・水野ＪＶ 府立鴨沂高等学校校舎改築等工事 SD345 D22・D25

平成28年9月 民間 建築 大阪府 スナダ建設(株) (株)TOKI設計 (株)城東鉄筋 スナダ建設(株) (仮称)グランドパレス豊中市桜の町新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成28年9月 民間 建築 滋賀県 (株)ＫＳ 膳所公園団地６号棟 SD345 D19

平成28年9月 民間 建築 大阪府 コーナン建設(株) (株)IAO竹田設計 百武建設(株) (仮称)鶴見区今津北老人ホーム新築工事 SD345 D19～D25

平成28年9月 民間 建築 千葉県 大成有楽不動産(株) 新日本建設(株) (仮称)オーベル幕張本郷新築工事 SD390 D25・D29

平成28年9月 公共 建築 兵庫県 神戸市港総局 (株)安井建築設計事務所 東洋建設(株) 神戸港総合福利厚生施設新築工事

平成28年9月 公共 建築 大阪府 大阪市 (有)コマイ建築設計事務所 名工建設(株) 豊里第２住宅１９号館建設工事 SD345～SD390 D19～D29

平成28年9月 民間 建築 大阪府 大和ハウス工業(株) 大和ハウス工業(株) 紙谷工務店 大和ライフネクスト SD345～SD390 D32以下

平成28年9月 民間 建築 大阪府 信和不動産(株) 信和建設(株) 信和建設 吹田市広芝町Ｍ SD345～SD390 D32以下

平成28年9月 民間 建築 大阪府 (株)福嶋洋一建築研究所 佐山鉄筋工業(株) (株)貫山建設 (仮称)東大阪市上小阪4丁目計画 SD345 D19～D25

平成28年9月 公共 土木 滋賀県 たち建設(株) 下村鉄筋 大津市膳所浄水場 SD345 D22・D25

平成28年9月 民間 建築 兵庫県 髙松建設(株)大阪本店 髙松建設(株) 髙松建設(株) 元町・栄町通プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成28年9月 民間 建築 京都府 野口建設(株) 野口建設(株) 小堂様マンション SD345～SD390 D19～D29

平成28年9月 民間 建築 大阪府 (株)IVY設計事務所 橋本鋼材(株) 生和コーポレーション(株) セイワ福島ヒルズ新築工事 SD345 D19
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平成28年9月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 橋本鋼材(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)合同会社ＭＪカビサ様マンション新築工事 SD345 D19～D25

平成28年9月 民間 建築 兵庫県 中川企画建設(株) (株)川田精鋼 中川企画建設(株) (株)万福神戸御影工場新築工事 SD345 D22

平成28年9月 民間 建築 奈良県 (株)都市企画設計コンサルタント (株)堺鉄建 (株)北村組 (仮称)ケーズデンキ天理店新築工事 SD345 D22・D25

平成28年9月 民間 建築 大阪府 (株)堺鉄建 (株)ハンシン建設 東大阪営業所新築工事 SD345 D19～D32

平成28年9月 民間 建築 奈良県 生和コーポレーション(株) (株)城東鉄筋 生和コーポレーション(株) 赤田町プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成28年9月 民間 建築 大阪府 藤田建築設計 鉄建建設(株) ホテルルートイン大阪和泉 SD345 D19・D22

平成28年9月 公共 建築 福島県 大成ユーレック(株) 復興公営住宅整備工事 SD345 D25

平成28年9月 民間 建築 岡山県 両備ホールディングス(株) ＪＦＥシビル(株) JFEシビル(株) 両備テクノカンパニー倉敷工場新築工事 SD345～SD390 D22～D32

平成28年9月 公共 建築 岡山県 岡山市 (株)坪井建築設計 河野建設(株) 岡山市立福浜中学校南校舎棟耐震改修工事 SD345 D22

平成28年9月 民間 建築 岡山県 旭化成(株)水島製造所 (株)竹中工務店 (株)竹中工務店 旭化成(株)水島地区研究施設整備１期 SD390 D29・D32

平成28年9月 民間 建築 愛知県 三井住友建設(株) 富田病院 SD345～SD390 D29

平成28年9月 民間 建築 愛知県 塩浜建設 イオン豊田 SD345～SD390 D29

平成28年9月 公共 土木 高知県 高知県
(株)総合企画設計

高知県土木部建築課
(株)三宝工務店 甲浦港海岸緑地公園津波対策関係避難タワー設置工事 SD345～SD390 D22～D38

平成28年9月 公共 建築 新潟県 新潟市長篠田昭 丸運建設(株) 日和山小学校大規模改造工事 SD345 D25

平成28年9月 民間 建築 大阪府 寺塩正行様 大東建託(株) 大東建託(株) 寺塩正行様共同住宅新築工事 SD345～SD390

平成28年9月 民間 建築 大阪府 アース・プランニング MESSAGE高井田共同住宅新築工事 SD345～SD390

平成28年9月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)現代綜合設計 村中建設(株) (仮称)プレサンスロジェ城東区関目二丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成28年9月 民間 建築 大阪府 (株)タクトプラン建築事務所 (株)森組 (仮称)大阪市西区北堀江3丁目計画(北敷地)新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成28年9月 民間 建築 香川県 東かがわ市 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) 帝國製薬(株)第１０工場 SD345～SD390 D19～D29

平成28年8月 民間 建築 大阪府 (株)イチケン (有)保田組 紀泉運送(株)本社第３倉庫新築工事 SD295～SD390 D16～D29

平成28年8月 民間 建築 奈良県 戸田建設(株) (株)城東鉄筋 戸田建設(株) (仮称)御宿野乃奈良計画新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成28年8月 民間 建築 兵庫県 吉岡工業(株) TSUCHIYA(株)JV (株)マブチ新神戸工場新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成28年8月 民間 建築 兵庫県 (株)ＫＳ 大和ハウス工業(株)
(仮称)東京化成工業(株)様尼崎配送センター兼

事務所新築工事
SD345 D22

平成28年8月 民間 建築 東京都 (株)オープンハウス・ディベロップメント (株)尾崎建築設計 新三平建設(株) (仮称)オープンレジデンシア亀有三丁目新築工事 SD390 D19～D38

平成28年8月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 仲間工業(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)東成区中本３丁目プロジェクト新築工事 SD345 D22・D25
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平成28年8月 民間 建築 東京都 清水建設(株) 清水建設(株) 清水建設(株) (仮称)シミズものづくりアカデミー新築工事 SD390 D29

平成28年8月 民間 建築 大阪府 (株)ジャクエツ環境事業一級建築士事務所 大東鋼材(株) (株)掛谷工務店 三郷幼稚園改築工事 SD345 D19～D25

平成28年8月 民間 建築 大阪府 日通不動産(株)大阪支店 大東鋼材(株) (仮称)日通商事(株)大阪支店 SD345 D19

平成28年8月 公共 建築 大阪府 大阪市都市整備局住宅部建設課 橋本鋼材(株) (株)中道組 池島住宅2号館(1区)建設工事 SD345～SD390 D19～D35

平成28年8月 民間 建築 大阪府 (株)ワープC.C.S (株)金本鉄筋工業所 阪神相互建設(株) 大阪ダイハツ販売(株)高石店新築工事 SD345 D22

平成28年8月 民間 建築 大阪府
奥村組土木興業(株)

建築士事務所
(株)堺鉄建 奥村組土木興業(株) (仮称)木川西３丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成28年8月 民間 建築 大阪府 (株)城東鉄筋 TSJコンストラクション(株) 巽北３丁目M SD345～SD390 D19～D35

平成28年8月 民間 建築 大阪府 (株)PPI計画・設計研究所 (株)橋本組 日本建設(株) (仮称)西宮市西福町複合ビル新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成28年8月 民間 建築 大阪府 (株)松尾建築設計事務所 (株)橋本組 (株)松本組 (仮称)ルネ四天王寺1丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成28年8月 民間 建築 大阪府 (株)山田組 コーナン建設(株) 老人ホーム阪和帝塚山苑 SD345～SD390 D19～D29

平成28年8月 民間 建築 奈良県 (株)タガミ サンキンB＆Ｇ 三郷町サービス付高齢者住宅 SD390 D29

平成28年8月 公共 土木 宮城県 国土交通省東北地方整備局 (株)ドーコン (株)フジタ 国道45号歌津本吉地区道路改良工事 SD390 D51

平成28年8月 公共 建築 岡山県 岡山市 (株)ゲン設計 日本クレスト(株) 岡山市立開成小学校北校舎棟耐震改修工事 SD345 D19

平成28年8月 公共 建築 岡山県 岡山市 (株)ADO建築設計事務所 (株)笹山工業 岡山市立平津小学校北校舎棟他耐震改修工事 SD345 D19・D22

平成28年8月 民間 建築 宮城県 野村不動産(株) (株)福田組 プラウド錦町新築工事 SD345 D19・D22

平成28年8月 民間 建築 東京都 (株)オープンハウス・ディベロップメント (株)宮田建築事務所 新日本建設(株) オープンレジデンシア綾瀬3丁目 SD390 D22～D38

平成28年8月 民間 建築 大阪府 森繁建設(株) カンパニオプロジェクト SD345～SD390

平成28年8月 民間 建築 京都府 (株)岡崎建築設計室 (株)ミラノ工務店 山田松香木店 SD345

平成28年8月 民間 建築 兵庫県 (株)森組 (株)森組 (仮称)西宮市本町計画建設工事 SD345～SD390 D19～D35

平成28年8月 民間 建築 大阪府 生和コーポーレーション(株) (仮称)長堂1丁目プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成28年8月 民間 建築 大阪府 プレア東設計 (株)伸光建設 (仮称)吹田市古江台6丁目共同住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成28年8月 民間 建築 兵庫県 (株)KUS建築設計事務所 (株)柄谷工務店 産業技術短期大学1,3号館耐震改修工事 SD345～SD390 D19～D32

平成28年8月 公共 建築 徳島県 日和佐町 (株)カワグチテイ建築企画 東洋建設(株) 美波町医療保健センター SD345 D19～D25

平成28年8月 民間 建築 岡山県 ネッツトヨタ岡山 (株)カーサ･カレラ (仮称)ネッツトヨタ岡山児島店新築工事 SD345 D22・D25

平成28年8月 公共 土木 愛知県 NEXCO中日本 NＥXCO中日本 ショーボンド建設(株) 伊勢湾岸自動車道伸縮装置改良工事 SD345 D13～D22
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平成28年7月 民間 建築 大阪府 (株)ライフデザイン研究所 (株)ＫＳ 花谷建設(株) 森ノ宮中央二丁目高齢者住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成28年7月 民間 建築 兵庫県 (株)三本矢創合設計 吉岡工業(株) 松井建設(株) (仮称)特別養護老人ホームアネシス小束山新築工事 SD295～SD390 D16～D29

平成28年7月 民間 建築 大阪府 (株)太平社 廣瀬建設(株) 大阪市東成区緑橋ビル新築工事 SD345 D25

平成28年7月 民間 建築 大阪府 松井建設(株) (株)太平社 松井建設(株) 泉佐野市・笠松１丁目計画 SD345～SD390 D19～D32

平成28年7月 民間 建築 兵庫県 生和コーポレーション(株) (株)林田組 生和コーポレーション(株) (仮称)川合殖産(株)マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成28年7月 民間 建築 兵庫県 (株)林田組 美樹・株木・神明ＪＶ (仮称)和牛マスター(株)新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成28年7月 民間 建築 大阪府 吉岡工業(株) TSUCHIYA(株) 学校法人御幣島学園御幣島幼稚園改築工事 SD345 D19～D25

平成28年7月 民間 建築 兵庫県 (株)松田平田設計 吉岡工業(株) 鴻池組・錢高組ＪＶ (仮称)両度町計画 SD345～SD390 D19～D32

平成28年7月 民間 建築 神奈川県 学校法人神奈川大学
日揮(株)

(株)atelier MELE
五洋建設(株) 神奈川歯科大学附属病院建設 SD490 D25・D38

平成28年7月 民間 建築 茨城県 伊藤忠商事(株) (株)フジタ (株)フジタ (仮称)常総Ⅱ物流センター新築工事 SD345～SD390 D25・D35・D38

平成28年7月 民間 建築 東京都 住友不動産(株) 村本建設(株) 村本建設(株) (仮称)長者丸計画新築工事 SD345 D22・D25

平成28年7月 民間 建築 大阪府 (株)共立エステート (株)福田組 (仮称)ドーミー小阪本町新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成28年7月 民間 建築 大阪府 東洋建設(株) Ｃ９ヤード改良工事 SD345 D19～D25

平成28年7月 民間 建築 愛知県 三井不動産(株) 矢作建設工業(株) 橋本建設(株) 三井不動産ロジスティクスパーク稲沢新築工事 SD345～SD390 D25・D35

平成28年7月 民間 建築 愛知県 新日本化学工業(株) 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) 新日本化学工業(株)排水処理施設 SD345 D19・D25

平成28年7月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション 楽総合計画(株) 牛澤鉄筋工業所 (株)三木組 (仮称)プレサンス日本橋西一丁目新築工事 SD345～SD390 D22～D32

平成28年7月 民間 建築 大阪府 千田勝志 大東鋼材(株) 元古建設(株) 大阪サニタリー(株)倉庫・工場事務所新築工事 SD345 D25

平成28年7月 民間 建築 京都府 (株)掛谷工務店 大東鋼材(株) (株)掛谷工務店 (仮称)清和院町集合住宅新築工事 SD345 D22・D25

平成28年7月 民間 建築 大阪府 東洋建設(株) 橋本鋼材(株) 東洋建設(株) (仮称)創新工業江端寮新築工事 SD345 D22

平成28年7月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 橋本鋼材(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)花園北プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成28年7月 民間 建築 大阪府 浅井謙建築研究所(株) (株)金沢組 大豊建設(株)大阪支店 (仮称)吹田市千里山西6丁目PJ SD345～SD390 D19～D35

平成28年7月 民間 建築 大阪府 (株)創進工業 積水ハウス(株) (仮称)西区南堀江４丁目PJ新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成28年7月 民間 建築 大阪府 積水ハウス(株) (株)現代綜合設計 (株)橋本組 名工建設(株) (仮称)グランドメゾン上汐1丁目新築工事 SD345～SD390 D16～D35

平成28年7月 民間 建築 京都府 友宏建築設計室 (株)松村組 岡村医院再開発計画 SD345～SD390 D25

平成28年7月 民間 建築 岡山県 生活協同組合岡山コープ (株)元浜組 生活協同組合おかやまコーププラットホーム増築工事 SD345 D19・D22
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平成28年7月 民間 建築 岩手県 宮城建設(株) (仮称)ル・サンク愛宕町新築工事 SD345 D19・D22

平成28年7月 民間 建築 大阪府 プレア東設計 (株)伸光建設 (仮称)鶴見区緑1丁目共同住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成28年7月 民間 建築 大阪府 デロイトトーマツPRS(株) (株)竹中工務店 GLP吹田プロジェクト SD345～SD390 D19～D32

平成28年7月 公共 土木 宮城県 白石建設工業(株) 鹿折橋橋梁工事 SD345 D35

平成28年7月 公共 土木 岩手県 飛鳥建設(株) 野田防潮堤 SD345 D25

平成28年7月 民間 建築 香川県 穴吹興産(株) 大末建設(株) アルファースマート阿南駅西 SD345～SD390 D19～D35

平成28年7月 民間 建築 東京都
伊藤忠都市開発(株)

三井不動産レジデンシャル(株)
フジ都市開発(株)

(株)MICHIRO建築設計 真柄建設(株) (仮称)大井1丁目賃貸マンション計画新築工事 SD390 D35・D38

平成28年6月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) (株)ＫＳ 生和コーポレーション(株) 長田３丁目プロジェクト新築工事 SD345 D19～D25

平成28年6月 民間 建築 大阪府 (株)イサラ・デザイン (株)ＫＳ (株)金山工務店 サムティ都島区中野町３丁目新築工事 SD295～SD390 D16～D32

平成28年6月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)永都設計 (株)ＫＳ 信和建設(株) プレサンス木川西１丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成28年6月 民間 建築 奈良県 (有)竹之内建築設計事務所 (株)太平社 松井建設(株) 奈良大宮典礼会館新築工事 SD345 D22・D25

平成28年6月 民間 建築 大阪府 吉岡工業(株) 松井建設(株) (仮称)島本町青葉１丁目ＰＪ新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成28年6月 公共 土木 愛知県 NEXCO中日本 NＥXCO中日本 ショーボンド建設(株) 伊勢湾岸自動車道伸縮装置改良工事 SD345 D13～D22

平成28年6月 民間 建築 大阪府 (株)大本組 (株)林田組 (株)大本組 (仮称)東京インテリア家具大阪店新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成28年6月 公共 建築 京都府 (株)三宅建築事務所 (株)ＫＳ (株)野原工務店 府立桂高等学校教室棟・生徒会館耐震補強工事 SD345 D22

平成28年6月 民間 建築 京都府 ＵDＳ(株) (株)城東鉄筋 (株)安藤・間 (仮称)京都市東山区大和大路四条計画 SD345 D22・D25

平成28年6月 公共 建築 千葉県 (株)グローバルエルシード (株)四季建築設計事務所 新日本建設(株) (仮称)エルシード市川Ⅱ計画新築工事 SD345～SD390 D22～D38

平成28年6月 民間 建築 大阪府 コーセン建設(株) (株)ワープC.C.S
小笹鉄筋(株)

(株)紘大
コーセン建設(株) 山坂マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成28年6月 民間 建築 大阪府 (株)三木組一級建築士事務所 KANOCENTER(株) (株)三木組 (仮称)東三国マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成28年6月 民間 建築 広島県 大起建設(株) クレアトールルネス比治山新築工事

平成28年6月 民間 建築 大阪府 社会医療法人蒼生会 (有)修景社設計工房 石井工業(株) (株)淺沼組 蒼生病院建替工事 SD345～SD390 D19～D29

平成28年6月 民間 建築 大阪府 光進興産(株) (有)T’ｓ設計舎 (株)金沢組 (株)アワービルダー (仮称)小路マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成28年6月 民間 建築 大阪府 第一交通産業(株) (株)アモルファス建築設計事務所 (有)安江建鐵工業 スナダ建設(株) (仮称)グランドパレス三国ヶ丘新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成28年6月 民間 建築 大阪府 秋山哲平 (株)ミラノ工務店 久々邸新築工事 SD345～SD390

平成28年6月 民間 建築 長野県 (株)ユーエスアイ (株)アース下平設計 (株)ヤマウラ (株)ユーエスアイ新第２工場建設工事 SD345～SD390 D25・D29
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平成28年6月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) (株)ムラカミ様マンション新築工事

平成28年6月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 岸田様マンション新築工事

平成28年6月 民間 建築 大阪府 学校法人徳永学院
(株)野口工務店

一級建築士事務所
(株)野口工務店 西吹田幼稚園増築工事

平成28年6月 公共 建築 大阪府 大阪府 (株)吾彦建築設計事務所 野村建設工業(株) 長吉六反北住宅１号館 SD345～SD390 D22～D29

平成28年6月 民間 建築 兵庫県 (株)プレサンスコーポレーション (株)現代綜合設計 (株)鍜治田工務店 (仮称)プレサンスロジェ須磨桜の杜ＥａｓｔＨｉｌｌｓ新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成28年6月 民間 建築 大阪府 (株)エターナル (株)プライムデザイン (株)エターナル (仮称)東淀川区柴島１丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D16～D29

平成28年6月 民間 建築 兵庫県 (株)創生 (株)日企設計 南海辰村建設(株) リーガル神戸三宮フラワーロード新築工事 SD345～SD390 D19～D41

平成28年6月 公共 建築 大阪府 藤井寺市 (株)小野設計 野村建設工業(株) 市立道明寺小学校3・4号棟改築工事(Ⅱ期) SD345 D19～D25

平成28年6月 民間 建築 大阪府 医療法人啓仁会 (株)長谷工リフォーム (株)長谷工リフォーム 医療法人啓仁会のぞみ野駐車場新築工事 SD345 D25

平成28年6月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)礎 南海辰村建設(株) (仮称)プレサンス堺鳳Ⅱ新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成28年6月 民間 建築 奈良県 (株)奥村組 (株)奥村組 松塚建設(株) (仮称)新王寺社宅新築工事 SD345 D19～D25

平成28年6月 民間 建築 大阪府 新生設計 エルディ(株) ホテルアストンプラザ関空泉佐野新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成28年6月 民間 建築 大阪府 東洋設計事務所 エルディ(株) 大阪市西区京町堀計画 SD345～SD390 D22～D35

平成28年6月 民間 建築 奈良県 エバグリーン廣甚(株) 山崎設計 (株)森下組 (仮称)スーパーエバーグリーン広陵店新築工事 SD345 D25

平成28年6月 公共 建築 滋賀県 JR西日本 JR西日本 大鉄工業(株) JR稲枝駅 SD345 D19

平成28年6月 民間 建築 三重県 ツルタ工業(株) 林建設(株) 江戸橋マンション SD345 D19～D25

平成28年6月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 橋本鋼材(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)吹田市元町プロジェクト新築工事 SD345 D19

平成28年6月 民間 建築 大阪府 望月建設(株) 矢野鉄筋工業(株) 大木建設 テックランド大阪豊中店 SD345 D19～D25

平成28年6月 民間 建築 大阪府 (株)山本建築設計事務所 (株)金沢組 大勝建設(株) 社会福祉法人岡町福祉会新堂保育園建替工事 SD345 D19～D25

平成28年6月 民間 建築 大阪府 (株)川田精鋼 東洋建設(株) 北区兎我野町ビジネスホテル SD345～SD390 D19～D38

平成28年6月 民間 建築 大阪府 大和ハウス工業(株) (株)堺鉄建 大和ハウス工業(株) (仮称)奥田様共同住宅新築工事 SD345～SD390 D22

平成28年6月 民間 建築 大阪府 (株)ナガラ建築事務所 (株)城東鉄筋 TSJコンストラクション(株) (仮称)瓦屋町２丁目M新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成28年6月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)都市建 (株)橋本組 (株)松本組 (仮称)プレサンスロジェ大正区千島新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成28年6月 公共 建築 福島県
JFEエンジニアリング(株)

飛島建設(株)特定業務共同企業体
平成27年度楢葉町対策地域内廃棄物処理業務（減容化処理) SD345 D25

平成28年6月 民間 建築 岡山県 西日本フード(株) (株)奥村組 (仮称)西日本フード(株)岡山営業部新築工事 SD345 D25
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平成28年6月 民間 建築 高知県 医療法人竹下会竹下病院 (株)西森建築設計 (株)岸上工務店 竹下病院新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成28年6月 民間 建築 高知県 穴吹興産(株) (株)現代建築計画 (株)岸上工務店 アルファスマート神田公園新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成28年6月 民間 建築 東京都 新日本建設(株) 新日本建設(株) 新日本建設(株) ＥＸＣ西葛西駅前新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成28年6月 民間 建築 東京都 相互住宅(株) 新日本建設(株) 新日本建設(株) 代々木4丁目プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D22～D32

平成28年6月 民間 建築 大阪府 秋山哲平 (株)ミラノ工務店 久々邸新築工事 SD345～SD390

平成28年6月 民間 建築 大阪府 生和コーポーレーション(株) (仮称)セントリバー21新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成28年6月 民間 建築 兵庫県 生和コーポレーション(株) 生和コーポーレーション(株) (仮称)田方様マンションⅡ新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成28年6月 民間 建築 青森県 (有)佐藤鉄筋興業 三沢米軍基地 SD345 D29

平成28年6月 公共 土木 岩手県 (有)栗山鉄筋工業 下平こ道橋 SD345 D29

平成28年6月 民間 建築 岩手県 サンエーテック 釜石市民ホール新築工事 SD345 D29

平成28年6月 民間 建築 東京都 (株)坂入産業 (株)坂入産業 新三平建設(株) (仮称)GREENPARK日本橋馬喰町新築工事 SD490 D19～D38

平成28年6月 民間 建築 東京都 三井不動産レジデンシャル(株) 三井住友建設(株) 三井住友建設(株) (仮称)練馬区関町南三丁目計画 SD390 D19～D32

平成28年5月 民間 建築 大阪府 (株)プライムデザイン (株)太平社 廣瀬建設(株) 東成区中道３丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D22～D32

平成28年5月 民間 土木 大阪府 (株)林田組 前田・美樹・川嶋ＪＶ 船場川水系船場川調整池導水路工事 SD345～SD390 D32

平成28年5月 民間 建築 兵庫県 福嶋洋一建築研究所 (株)太平社 (株)貫山建設 ＷａｉｋＯｎｅＭｉｎｕｔｅｓ水道筋新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成28年5月 公共 建築 京都府 大成ユーレック(株) (株)ＫＳ 大成ユーレック(株) （仮称）京都大学（川端）熊野職員宿舎建設工事 SD345 D19～D25

平成28年5月 民間 建築 兵庫県 (株)ダイ企画 (株)駒川工務店 姫路駅前ユニバーサルホテル新築工事 SD345 D25

平成28年5月 民間 建築 大阪府 福本設計 (株)奥村組 南都銀行大宮支店ビル SD345～SD390 D29

平成28年5月 公共 土木 山梨県 (株)富士プラント建設 一般国道３５８号芦川大橋補修工事 SD345 D19

平成28年5月 民間 建築 大阪府 (株)エースコーポレーション スナダ建設(株) (有)安江建鐵工業 スナダ建設(株) (仮称)SE上汐5丁目PJ新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成28年5月 民間 建築 大阪府 四條畷市交野市清掃施設組合
川崎重工(株)プラント環境カンパニー

一級建築士事務所
パシフィックコンサルタンツ(株)

村本建設(株) 四條畷新ごみ処理施設建設工事 SD345～SD390

平成28年5月 民間 建築 大阪府 (株)トレ・イング ルシール岩田 SD345～SD390

平成28年5月 民間 建築 大阪府 松下建設(株) 三箇大橋架替工事 SD345～SD390

平成28年5月 公共 建築 大阪府 松原市長 大和リース(株) 大和リース(株) 元希者センター SD345～SD390

平成28年5月 民間 建築 和歌山県 (株)関西ケーズデンキ (株)末原建築事務所 (株)吉永建設 ケーズデンキ新和歌山店 SD345～SD390
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平成28年5月 民間 建築 三重県 (株)プレサンスコーポレーション (株)対木一級建築士事務所 TSUCHIYA(株) (仮称)プレサンスロジェ四日市幸町新築工事 SD345～SD390

平成28年5月 民間 建築 兵庫県 佐山鉄筋工業(株) 芦屋市月若町計画 SD345

平成28年5月 民間 建築 愛知県 名和 光輝建設(株) 中日本電設(株)倉庫新築工事 SD345

平成28年5月 民間 建築 大阪府 信和建設(株) 信和建設(株) 信和建設(株) 西九条５丁目マンション SD345～SD390 D35以下

平成28年5月 民間 建築 京都府 睦備建設(株) 東洋建築設計事務所 睦備建設(株) パデシオン七条南西棟 SD345～SD390 D29以下

平成28年5月 民間 建築 京都府 睦備建設(株) 東洋建築設計事務所 睦備建設(株) パデシオン七条西棟 SD345～SD390 D29以下

平成28年5月 民間 建築 大阪府 日本土建工業(株) キアラ建築研究機関 日本土建工業(株) TrustmqnHorie SD345～SD390

平成28年5月 民間 建築 愛知県 中日本電設 (有)八神建設 中日本電設工事 SD345 D22

平成28年5月 民間 建築 大阪府 (株)NTTファシリティーズ (株)竹中工務店・共立建設JV 大阪研修センタ新社屋(仮称)新築建築工事 SD345～SD390 D25～D35

平成28年5月 民間 建築 大阪府 野村不動産(株) 五洋建設(株) LanDport高槻新築工事 SD345～SD490 D25～D41

平成28年5月 民間 建築 大阪府 (株)エターナル 三ノ瀬1丁目マンション新築工事

平成28年5月 民間 建築 広島県 東亜建設工業(株) 中国木材(株)バイオマス新築工事

平成28年5月 民間 建築 大阪府 加藤設計 藤原工業(株) 東心斎橋１丁目ホテル新築工事 SD345 D19・D22

平成28年5月 民間 建築 野村建設工業(株) (仮称)西宮市北名次町新築工事

平成28年5月 民間 建築 砂田直成 (株)スナダ建設 Ra天満橋C.P.P.J.新築工事

平成28年5月 民間 建築 兵庫県 (株)ヴォートル・ソレイユ 積水ハウス(株) (株)三木組
(仮称)ネッツトヨタ神戸

(株)甲南プロジェクト新築工事
SD345～SD390 D22～D32

平成28年5月 民間 建築 大阪府 社会福祉法人十和会 (株)IAO竹田設計 (株)淺沼組 (仮称)なごみの郷増築工事 SD345 D25

平成28年5月 民間 建築 大阪府 第一交通産業(株) 不二建設(株) 不二建設(株)
(仮称)茨木市彩都あさぎマンション

計画新築工事
SD345～SD390 D29・D35

平成28年5月 民間 建築 高知県 和建設(株) 和建設(株) 和建設(株) ビ・ウェル播磨屋弐番館新築工事 SD345～SD490 D19～D35

平成28年5月 民間 建築 岡山県 医療法人社団魚橋会魚橋病院 (株)藤木工務店
医療法人社団魚橋会
魚橋病院増改築工事

SD345 D19・D22

平成28年5月 公共 土木 山梨県 上野原市建設課 石井建設(株) 市道新井黒田線西沢泉橋補修工事 SD345 D13

平成28年5月 公共 建築 山梨県
甲府・峡東地域ごみ処理

施設事務組合
戸田建設(株)

一級建築士事務所
戸田建設(株)・早野組ＪＶ 甲府・峡東地域ごみ処理施設建設工事 SD345～SD390 D22～D32

平成28年5月 公共 土木 山梨県
国土交通省関東地方整備局

甲府河川国道事務所
(株)早野組 中部横断道入ノ沢川橋下部他工事 SD345 D16

平成28年5月 民間 建築 大阪府 和幸建設設計室 (株)晃陽建設 (仮称)日本橋ＣrystalHotel新築工事 SD345～SD390 D25～D38

平成28年5月 民間 建築 大阪府 楽総合計画(株) エルディ(株) 大阪市北区天満三丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D22～D35
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平成28年5月 民間 建築 大阪府 キアラ建築研究機関 藤原工業(株) 瑞穂の國記念小學院新築工事 SD345 D22

平成28年5月 公共 建築 大阪府 大阪市 (株)戸田建築監理事務所 大鉄工業(株) 西宮原住宅1号館建設工事

平成28年5月 民間 土木 大阪府 岸和田市 岸和田市土木事務所 阪南土木(株) 上級河川春木川耐震対策工事その6(六蓮橋下流) SD345 D25

平成28年5月 民間 建築 大阪府 信和不動産(株) 信和建設(株) 信和建設(株) 西九条５丁目マンション SD345～SD390 D35以下

平成28年5月 民間 建築 京都府 睦備建設(株) 東洋建築設計事務所 睦備建設(株) パデシオン七条南西棟 SD345～SD390 D29以下

平成28年5月 民間 建築 京都府 睦備建設(株) 東洋建築設計事務所 睦備建設(株) パデシオン七条西棟 SD345～SD390 D29以下

平成28年5月 民間 建築 大阪府 (株)アモルファス建築設計事務所 佐山鉄筋工業(株) スナダ建設(株) アービングNeo本町西新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成28年5月 民間 建築 兵庫県 (株)藤田建築設計事務所 大東鋼材(株) 宮崎建設(株) 武庫支所・地区会館複合施設新築工事 SD345 D19～D25

平成28年5月 民間 建築 大阪府 (株)柳井建築設計事務所 橋本鋼材(株) (株)新宅工務店 (仮称)東成区東小橋１丁目集合住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成28年5月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 橋本鋼材(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)浪速区日本橋３丁目プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成28年5月 民間 建築 大阪府 (株)新宅工務店大阪 橋本鋼材(株) (株)新宅工務店 (仮称)城東区新喜多１丁目計画 SD390 D29

平成28年5月 民間 建築 大阪府 (株)アーキプラン 橋本鋼材(株) 中正建設(株) (仮称)淀川区木川東３丁目計画 SD390 D29

平成28年5月 民間 建築 大阪府 岩橋清 (株)川田精鋼 (株)キタムラ 123泉北店増築工事 SD345 D22

平成28年5月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (株)イサラ・デザイン (株)堺鉄建 奥村組土木興業(株) (仮称)エスリード北区長柄西２丁目新築工事 SD390 D32

平成28年5月 民間 建築 大阪府 大和ハウス工業(株) (株)堺鉄建 大和ハウス工業(株) (仮称)大阪市北区芝田二丁目プロジェクト SD345～SD390 D22～D29

平成28年5月 民間 建築 大阪府 (株)松尾建築設計事務所 (株)橋本組 (株)松本組 (仮称)ルネ阿倍野松崎町３丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D22～D32

平成28年5月 民間 建築 大阪府 スナダ建設(株) (有)安江建鐵工業 スナダ建設(株) (仮称)ラシーヌ堺区宿院町東４丁目PJ新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成28年5月 民間 建築 大阪府 キアラ建築研究機関 日本土建工業(株) TrustmanHorie新築工事 SD345～SD390 D29・D32

平成28年5月 公共 建築 岡山県 岡山刑務所 岡山刑務所総務部用度課 康愛産業(株) 平成27年度岡山刑務所外塀改修工事 SD345 D19

平成28年5月 民間 建築 鳥取県 サントリープロダクツ(株) (株)安井建築設計事務所 (株)大林組
サントリープロダクツ(株)天然水奥大山ブナの森工場

Bライン増設工事のうち建築工事
SD345 D19

平成28年5月 民間 建築 大阪府 日本建設(株) 元希者センター SD345～SD390 D29

平成28年5月 民間 建築 愛知県 三井住友建設(株) かの里

平成28年5月 民間 建築 兵庫県
医療法人社団魚橋会

理事長魚橋武司
(株)加藤建築事務所 (株)藤木工務店 医療法人社団魚橋会魚橋病院増改築工事 SD345 D19・D22

平成28年5月 民間 建築 高知県 (株)共立エステート (株)共立エステート 鹿島建設(株) (仮称)ドーミーイン高知新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成28年5月 公共 建築 高知県 高知県 昭和・上田設計共同企業体 和建設(株) 永国寺キャンパス図書館及び体育館建築主体工事 SD345～SD390 D19～D29
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平成28年5月 民間 建築 高知県 (株)和田コーポレーション
(株)和田総合企画

(株)清和設計事務所
戸田建設(株) ロイヤルガーデン高知駅前新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成28年5月 民間 建築 高知県 和建設(株)
和建設(株)

一級建築事務所
和建設(株) ビ・ウェル播磨屋弐番館新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成28年5月 民間 建築 神奈川県 (株)リコー リコークリエイティブサービス(株) (株)安藤・間 リコー研究棟 SD345 D25

平成28年5月 民間 建築 大阪府 (株)大本組 (株)大本組 東京インテリア家具大阪店新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成28年5月 公共 建築 兵庫県 (株)都市環境設計 大鉄工業(株) 神戸地方・家庭裁判所明石支部建築工事 SD345～SD390 D19～D25

平成28年5月 民間 建築 大阪府 プレア東設計 (株)伸光建設 (仮称)大国2丁目(南)ビジネスホテル新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成28年5月 民間 建築 大阪府 プレア東設計 (株)伸光建設 (仮称)大国2丁目(北)ビジネスホテル新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成28年5月 民間 建築 大阪府 生和コーポーレーション(株) (仮称)味原町PJ新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成28年5月 民間 建築 大阪府 (株)アワービルダー (仮称)MP浪速区桜川2丁目PJ新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成28年5月 民間 建築 京都府 (株)カノンアソシエイツ (株)森組 (仮称)京都市左京区聖護院東町PJ新築工事 SD345～SD390 D19

平成28年5月 民間 建築 秋田県 (株)安藤・間 角館病院新築工事 SD345 D22

平成28年5月 公共 建築 愛媛県 今治市
(株)タクマ

パシフィツコンサルタンツ
(株)タクマ 今治ごみ処理場 SD345～SD390 D19～D29

平成28年5月 民間 建築 埼玉県 日本GLP(株) ＪＦＥシビル(株) ＪＦＥシビル(株) GLP川島プロジェクト SD390 D19～D32

平成28年4月 民間 建築 大阪府 森繁建設(株) 南金田マンション SD345～SD390

平成28年4月 公共 土木 千葉県 新日本建設(株) Ｈ27常盤平駅前耐震改修工事 SD345 D25～D35

平成28年4月 公共 建築 茨城県 (株)安藤・間 土浦市営斎場整備事業 SD390 D19

平成28年4月 民間 建築 大阪府 (株)富士木材 (株)FKOアーキデザイン 小笹鉄筋(株) (株)紙谷工務店 (仮称)吹田市垂水町3丁目プロジェクト SD345～SD390 D19～D35

平成28年4月 民間 建築 京都府
南海不動産(株)
シード平和(株)

(株)礎 石井工業(株) シード平和(株) (仮称)京都市山科区東野北井ノ上町計画 SD345～SD390 D19～D29

平成28年4月 公共 建築 滋賀県 滋賀県 川崎重工業(株) 石井工業(株) 青木あすなろ建設(株) 草津クリーンセンター更新工事 SD345 D19～D25

平成28年4月 民間 建築 大阪府 松井建設(株) 学校法人履正社学園改築工事 SD345～SD390

平成28年4月 民間 建築 滋賀県 (株)奥田工務店 市立玉緒小学校体育館・プール改築工事 SD345～SD390

平成28年4月 民間 建築 大阪府 (株)アワービルダー MP福島吉野4丁目PJ新築工事 SD345～SD390

平成28年4月 民間 建築 兵庫県 村本建設(株) 西宮市大屋町計画 SD345～SD390

平成28年4月 民間 建築 大阪府 信和建設(株) 信和建設(株) 信和建設(株) リッツ新大阪 SD345～SD390 D32以下

平成28年4月 民間 建築 大阪府 (株)ジャストフォーム ジャストホーム一級建築事務所 (株)ジャストフォーム だいしんビジネスサービス SD345～SD390
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平成28年4月 公共 建築 岡山県 倉敷市
(株)東畑建築事務所

ナガオプランネット共同企業体
(株)藤木工務店･梶岡建設･坂新組ＪＶ 玉島小学校校舎建築工事 SD295～SD345 D19～D29

平成28年4月 民間 建築 大阪府 (株)NTTファシリティーズ (株)竹中工務店 ダイヘン本社ビル新築工事 SD345～SD390 D25～D32

平成28年4月 民間 建築 大阪府 (株)淺沼組
四天王寺学園藤井寺校地第3

施設充実計画
SD345～SD390 D19～D25

平成28年4月 民間 建築 大阪府 (株)ティーエムエッチ 村中建設(株)
(仮称)プレサンス中央区常盤町

2丁目新築工事
SD345～SD390 D25～D35

平成28年4月 民間 建築 岡山県 岡山化学工業(株) (株)元浜組
岡山化学工業(株)岡山工場危険物

倉庫ﾎﾟﾝﾌﾟ室新築工事
SD345 D22

平成28年4月 民間 建築 岡山県
岡山市中山下1丁目1番地区

市街地再開発組合
(株)アーキスコープ (株)竹中工務店

(仮称)中山下1丁目1番地区第一種市街地
再開発事業新築工事

SD345～SD390 D19～D38

平成28年4月 民間 建築 福井県 田中建設・キハラ・北信・竹内JV 越前市総合体育館(仮称)改築工事 SD345 D25

平成28年4月 民間 建築 石川県 (有)松任鉄筋 松井建設(株) (株)日本梱包運輸倉庫 SD345～SD390 D25・D35

平成28年4月 民間 建築 福井県 坂川建設(株) 福井ヤナセ(株)本社ショールーム新築工事 SD345～SD390 D22・D29

平成28年4月 民間 建築 京都府 エフエーエーアーキテクツ エルディ(株) 北烏丸宿泊施設新築工事 SD345 D25

平成28年4月 公共 土木 岩手県 唐丹第二高架橋 SD345

平成28年4月 公共 土木 岩手県 釜石市魚河岸 SD345

平成28年4月 公共 土木 岩手県 下平こ道橋下部工 SD345

平成28年4月 公共 建築 大阪府 吉村建設工業(株) 新京福西院ﾋﾞﾙ地下工事 SD345～SD390 D25・D29

平成28年4月 公共 建築 奈良県 生駒市長小柴雅史 (株)教育施設研究所 (株)淺沼組 (仮称)生駒北小中一貫校施設整備工事 SD345～SD390 D22～D29

平成28年4月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)ジーユープランニング (株)三木組 (仮称)プレサンス西区京町堀2丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成28年4月 民間 建築 大阪府 東洋冷蔵(株) (株)奥村組 (株)奥村組 東洋冷蔵(株)大阪支店(仮称)第3工場増設工事 SD345～SD390 D22～D29

平成28年4月 民間 建築 奈良県
(株)南都銀行

取締役頭取橋本隆史
(株)福本設計 三和建設(株) 南都銀行西大寺国見町ビル新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成28年4月 民間 建築 兵庫県 (株)上組 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) サニープレイス港島2期新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成28年4月 民間 建築 大阪府 パナホーム(株) (株)小滝工務店 杉原様マンション SD345 D19～D25

平成28年4月 民間 建築 大阪府 (株)小滝工務店 (株)小滝工務店 ルミエール南久宝寺Ⅱ SD345 D19～D29

平成28年4月 民間 建築 高知県 (株)和田コーポレーション
(株)和田総合企画

(株)清和設計事務所
戸田建設(株) ロイヤルガーデン高知駅前新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成28年4月 民間 建築 高知県 (株)共立エステート (株)共立エステート 鹿島建設(株) (仮称)ドーミーイン高知新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成28年3月 民間 建築 大阪府 アース・プランニング MESSAGE大日共同住宅新築工事 SD345～SD390

平成28年3月 民間 建築 兵庫県 (有)福島企画 旭中央(株) 森繁建設(株) サンハイツ福島Ⅳ SD345～SD390
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平成28年3月 民間 建築 奈良県 アース・プランニング 三郷町住宅 SD295～SD345

平成28年3月 公共 建築 千葉県 (株)畔蒜工務店 南条小学校屋内運動場改築工事 SD345 D25

平成28年3月 民間 建築 山梨県 ニプロ(株) ＮDＣ建築設計(株) 清水建設(株) ニプロ医療電子システムズ(株)４期工事 SD345 D25

平成28年3月 民間 建築 大阪府
シード平和(株)

アートプランニング(株)
(株)岩崎設計 小笹鉄筋(株) シード平和(株) (仮称)戎本町2丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成28年3月 公共 土木 京都府 京都府 京都府水道事務所 (株)青宏ガス圧接 城産・二木JV 乙訓浄水場耐震補強工事（その２） SD345 D16～D22

平成28年3月 民間 建築 京都府 (株)ホテルエムズ (株)アーキエムズ (有)安江建鐵工業 スナダ建設(株) (仮称)四条大宮ホテルプロジェクト新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成28年3月 民間 建築 京都府 大和ハウス工業(株) (株)ユマ設計 石井工業(株) 青木あすなろ建設(株) (仮称)プレミスト京都御池西洞院新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成28年3月 民間 建築 大阪府 村本建設(株) 都島南通1丁目マンション SD345～SD390

平成28年3月 民間 建築 愛知県 大成建設(株) 西名古屋火力発電所 SD345～SD390

平成28年3月 民間 建築 奈良県 村本建設(株) 奈良二名三丁目 SD345～SD390

平成28年3月 民間 建築 香川県 (株)和田コーポレーション 東亜建設工業(株) ロイヤルガーデン天神前新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成28年3月 民間 建築 奈良県 (株)アースプランニング 三郷町住宅 SD295～SD345

平成28年3月 民間 建築 大阪府 (株)アースプランニング MESSAGE大日共同住宅 SD345～SD390

平成28年3月 民間 建築 大阪府 信和建設(株) 新都計画 信和建設(株) 城東区野江２丁目マンション SD345～SD390 D32以下

平成28年3月 民間 建築 大阪府 多田建設(株) 泉佐野市上町３丁目分譲マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成28年3月 民間 建築 大阪府 (株)IAO竹田設計 (株)森組 (仮称)吹田市広芝町Ⅱマンション計画新築工事 SD345～SD390 D16～D35

平成28年3月 民間 建築 大阪府 (株)竹中工務店・東急建設(株)JV 関西創価中学校・高等学校新金星寮新築工事 SD345～SD390 D22・D25

平成28年3月 民間 建築 兵庫県 赤鹿建設(株) パレ・ロワイヤル手柄公園新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成28年3月 民間 建築 兵庫県 信和不動産(株) (株)IAO竹田設計 (株)信和建設 神戸市加納町３丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成28年3月 民間 建築 岡山県 ナイカイ塩業(株) (株)ナイカイアーキット (株)ナイカイアーキット (仮称)ナイカイ塩業(株)独身寮新築工事 SD345 D22

平成28年3月 民間 建築 福井県 住友重機械工業(株) 敦賀バイオマス SD345 D22・D25

平成28年3月 民間 建築 新潟県 鹿島建設(株) 亀田第一病院増築及び改修工事 SD345～SD390 D22・D32

平成28年3月 民間 建築 石川県 鹿島建設(株) (仮称)イオンモール小松沖町新築工事 SD345 D25

平成28年3月 民間 建築 埼玉県 関東建設工業(株) クラウン・パッケージ埼玉事業所新築工事 SD345 D25

平成28年3月 民間 建築 大阪府 (株)スナダ建設 海岸通3丁目PJ新築工事
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平成28年3月 民間 建築 千葉県 学校法人国際福祉大学 (株)ピーエス三菱 (株)ピーエス三菱 国際医療福祉大学医学部 SD345～SD390 D25～D38

平成28年3月 公共 建築 岩手県 中野小学校 SD345

平成28年3月 民間 建築 愛知県 アールプラス建築設計(株) (株)浅井工務店 (仮称)宇津木橋マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成28年3月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)長谷工コーポレーション プレサンスロジェ和泉中央 SD345 D22・D25

平成28年3月 民間 建築 京都府 (株)錢高組 (株)明治京都工場4期増築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成28年3月 民間 建築 大阪府 大阪広域水道企業団
大阪広域水道企業団

((株)三水コンサルタント)
(株)鴻池組・紙谷工務店

特定建設工事共同企業体
万博公園浄水施設浄水池耐震補強工事 SD345～SD390 D25～D32

平成28年3月 民間 建築 大阪府 積水ハウス(株) (仮称)シャーメゾン藤村邸計画新築工事 SD345～SD490 D19～D29

平成28年3月 民間 建築 愛知県 (株)アクシス (株)アクシス 中区新栄2丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D25・D32

平成28年3月 民間 建築 奈良県 近鉄不動産(株) 三和建設(株) (仮称)西大寺国見町一丁目Ⅱ集合住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成28年3月 民間 建築 京都府 髙松建設(株) 下京区寺嶋ビル SD345 D19・D25

平成28年3月 民間 建築 岐阜県 濃飛倉庫運輸(株) 濃飛建築設計事務所 TSUCHIYA(株) 濃飛倉庫運輸(株)(仮称)大垣総合物流センター新築工事 SD345 D19・D25

平成28年3月 民間 建築 京都府 (株)コスモスイニシア (株)アクセス都市設計 (株)淺沼組 (仮称)桂大橋計画新築工事 SD345～SD390 D22～D32

平成28年3月 民間 建築 岐阜県 (株)オークワ TSUCHIYA(株) オーデリカファクトリー安八新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成28年3月 民間 建築 大阪府 エスリード木川西計画 SD345～SD390 D19～D32

平成28年3月 民間 建築 高知県 穴吹興産(株) 穴吹興産(株) (株)岸之上工務店 (仮称)アルファスマート鏡川緑地公園新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成28年3月 民間 建築 神奈川県 プライムデリカ(株) (株)カミムラ建築研究所 五洋建設(株) プライムデリカ(株)相模原第二工場新築工事 SD390 D19～D32

平成28年3月 民間 建築 兵庫県 MID都市開発(株) (株)D＆D建築設計事務所 (株)昭和工務店 ロジュマン雲雀丘新築工事

平成28年2月 民間 建築 奈良県 (株)コスモス薬品 (株)森下組 辻本工業 (株)森下組 (仮称)ドラッグコスモス下井坂店新築工事 SD345 D22・D25

平成28年2月 民間 建築 京都府 イチバン(株) 新城鉄筋工業所 技建工業(株) イチバン本店リニューアル工事 SD345 D22・D25

平成28年2月 民間 建築 兵庫県 (株)千代田精機 川畑建築設計事務所 石井工業(株) (株)山本工務店 千代田精機神戸第三工場倉庫新設工事 SD345 D22・D25

平成28年2月 民間 建築 大阪府 (株)松本組 東淡路住宅 SD345～SD390

平成28年2月 民間 建築 大阪府
(株)篠原陸運

代表取締役篠原隆一
(株)小田和企画 日本建設(株) (仮称)篠原陸運羽曳野物流センター第倉庫増築工事 SD345～SD390

平成28年2月 民間 建築 愛知県 三井不動産(株) (株)錢高組 (株)錢高組 (仮称)三井不動産ロジスティクスパーク小牧新築工事 SD345～SD390

平成28年2月 民間 建築 大阪府 池田耕三
(株)アーキ・ナウ

元山俊文
大容建設(株) 松原住宅新築工事 SD345～SD390

平成28年2月 民間 建築 大阪府 信和建設(株) 信和建設(株) 信和建設(株) 西区本田２丁目マンション SD345～SD390 D32以下
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平成28年2月 民間 建築 大阪府 (株)ホームズ アーキ・フォルム設計 大末建設(株) グランアッシュ磯路 SD345～SD390

平成28年2月 民間 建築 大阪府 (株)竹中工務店 関西大学イノベーション創生センター建設工事 SD345～SD390 D19～D29

平成28年2月 公共 土木 岡山県 岡山県 (株)西崎組 単県河川工事(樋門下部工) SD345 D29

平成28年2月 民間 建築 岡山県 瀬戸電設工業(株) 瀬戸電設工業(株) 撫川ビル新築工事 SD345 D19～D25

平成28年2月 民間 建築 岡山県 (株)エスペランサ (株)グランツ設計 蜂谷工業(株) (株)エスペランサ事務所･社宅新築工事 SD345 D22

平成28年2月 公共 建築 山口県 中国四国防衛局
(株)山下設計

車田建築設計JV
西松建設(株) 岩国飛行場(H26)立体駐車場(A)(下士官宿舎)新設建築その他工事 SD345～SD390 D19～D29

平成28年2月 民間 建築 岡山県 中国ジェイアールバス(株) (株)ジェイアール西日本ビルト (仮称)ＪＲＢハイツ岡山新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成28年2月 民間 建築 鳥取県 鳥取空港ビル(株) (株)梓設計 (株)田中建設 (仮称)鳥取空港旅客ターミナルビルエレベーター新設工事 SD345 D22

平成28年2月 民間 建築 和歌山県 南方熊楠記念館 シーラカンスアソシエイツ建築士事務所 東宝建設(株) 南方熊楠記念館新館建築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成28年2月 民間 建築 和歌山県 ＴＯ設計事務所 三友工業(株) まるや冷蔵(株)海南新冷蔵倉庫新築工事 SD345～SD390 D25・D29

平成28年2月 民間 建築 埼玉県 能防災(株) 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) 能美防災(株)PR棟 SD390 D29

平成28年2月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション スナダ建設(株) スナダ建設(株) (仮称)プレサンス鷺洲四丁目新築工事

平成28年2月 民間 建築 京都府 (株)大京 柴山コンサルタント(株) (株)藤井組 (仮称)ライオンズ伏見寺田西新築工事

平成28年2月 民間 建築 愛知県 宗教法人萬松寺 松井建設(株) 萬松寺不動堂増築工事 SD345 D19～D25

平成28年2月 公共 建築 奈良県 奈良市長仲川元庸 (株)内藤建築事務所
三和・森特定建設工事

共同企業体
あやめ池小学校校舎改築その他工事 SD345 D19～D25

平成28年2月 民間 建築 奈良県 (株)伸英開発 (株)土居設計 三和建設(株) プレステージV京口新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成28年2月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) 野原様マンション新築工事 SD345

平成28年2月 民間 建築 兵庫県 (株)藤井商店 ジ・アネックス六甲道 SD390

平成28年2月 民間 建築 大阪府 NGK(株) 元古鉄工(株) キューソーティス(株)伊丹営業所 SD345 D19～D25

平成28年2月 民間 建築 大阪府 (株)橋本組 老人ホーム SD345～SD390 D22～D29

平成28年2月 公共 土木 大阪府 大阪市 中林建設(株) 中林建設(株) 豊野浄水場3～5号浄水池耐震改良工事 SD295～SD345 D16～D25

平成28年2月 民間 建築 東京都 明和地所(株) (株)富士建築設計事務所 新三平建設(株) クリオ東日本橋新築工事 SD490 D19～D38

平成28年2月 民間 建築 茨城県 (株)タカラレーベン (株)アーバンライフ建築事務所 埼玉建興(株) (仮称)レーベン水戸南町新築工事 SD490 D19～D41

平成28年2月 民間 建築 神奈川県 住友不動産(株) 三井住友建設(株) 三井住友建設(株) (仮称)綱島東5丁目計画・6丁目計画新築工事 SD390 D19～D32

平成28年2月 民間 建築 京都府 (株)エスエヌ興産 三井住友建設(株) 三井住友建設(株) 京都府立医科大学永守記念 先端がん治療研究ｾﾝﾀｰ
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平成28年1月 民間 建築 神奈川県 JFEシビル(株) ＭＦＬＰ平塚 SD390 D32

平成28年1月 公共 土木 東京都 (株)大本組 業平ポンプ所 SD345 D25～D35

平成28年1月 民間 建築 大阪府 瓦町ビル(株) (株)都市建 (株)金沢組 (株)アワービルダー (仮称)シティコート南花田口町新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成28年1月 民間 建築 大阪府 (株)安藤・間 関西国際空港耐震工事 SD345～SD390

平成28年1月 民間 建築 大阪府 松下建設(株) マンホール築造工事 SD345～SD390

平成28年1月 民間 建築 京都府 四恩鉄筋 松田邸 SD345

平成28年1月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 野原様マンション新築工事

平成28年1月 民間 建築 岡山県
公益財団法人仁和会

ももの里病院
代表理事長瀬輝諠

(有)建築デザイン研究所 (株)藤木工務店 ももの里病院新築工事 SD295～SD345 D19～D29

平成28年1月 民間 建築 大阪府 (株)優渾一級建築士事務所 (株)優渾 永大産業大阪事業所邸別倉庫新築工事 SD345～SD390 D19～D25

平成28年1月 民間 建築 大阪府 五洋建設(株) (仮称)フリゴ北港物流センター増築工事 SD345～SD390 D25・D29

平成28年1月 民間 建築 大阪府 関電不動産開発(株) (株)鍜治田工務店 エルグレース伊丹郷町新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成28年1月 民間 建築 岡山県 三菱化学(株) 鹿島建設(株) 三菱化学(株)水島事業所内石炭焚き火力発電所新設工事 SD390 D29

平成28年1月 公共 建築 山口県 中国四国防衛局 西松建設(株) 岩国飛行場ﾀｰﾐﾅﾙ新設建築その他工事 SD345～SD390 D19～D29

平成28年1月 民間 建築 石川県 山野下鉄筋工業(株) (株)山組 加賀沿岸流域下水道処理場整備工事 SD345 D22

平成28年1月 民間 建築 福井県 (株)タカラレーベン 技建工業(株) (仮称)レーベン福井日之出新築工事 SD490 D22～D38

平成28年1月 民間 建築 埼玉県 (株)コスモスイニシア 大木建設(株) 朝霞本町１丁目 SD345～SD390 D19～D38

平成28年1月 民間 建築 兵庫県 (株)プレサンスコーポレーション (株)長谷工コーポレーション (仮称)プレサンスロジェ尼崎下坂部新築工事 SD390 D29

平成28年1月 民間 建築 愛知県 (株)浅井工務店 アールプラス建築設計(株) (株)浅井工務店 (仮称)昭和区鶴舞2丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成28年1月 民間 建築 大阪府
社会福祉法人邦寿会

理事長鳥井信吾
(株)安井建築設計事務所 社会福祉法人邦寿会高殿苑つぼみ保育園新築移転工事 SD345～SD390 D22～D32

平成28年1月 民間 建築 大阪府 阪急不動産(株) (株)フジタ (株)フジタ (仮称)豊中市上新田1丁目計画 SD345～SD390 D19～D38

平成28年1月 公共 建築 岩手県 (株)ＹＡＰ 三陸道多賀城 D16

平成28年1月 公共 建築 茨城県 JR東日本 ジェイアール東日本コンサルタンツ(株) 鉄建建設(株) JR水戸支社ビル SD345 D25

平成28年1月 公共 建築 高知県 高知県 (株)現代建築計画 関西新洋西山・四国開発JV 青少年センター本館及び宿泊棟改築主体工事 SD345～SD390 D19～D29

平成28年1月 公共 建築 高知県 高知県 清水建設(株)・轟組JV 高知医療センター新がんセンター建築主体工事 SD345～SD390 D19～D29

平成28年1月 民間 建築 東京都 (株)LIXILビバ 新日本建設(株) 新日本建設(株) (仮称)ビバホーム足立神明店新築工事 SD390 D19～D32
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平成28年1月 民間 建築 大阪府 (株)ユニチカエステート (株)永都設計 (株)昭和工務店 ユニハイム大今里南レジデンス

平成28年1月 公共 建築 香川県 (株)今治造船 りんかい日産・大林・東洋JV 今治造船新ドック建設工事 SD345 D41・D51

平成27年12月 民間 建築 東京都 (株)トヨダ工業 台東区千束3丁目27 SD390 D29

平成27年12月 公共 土木 山梨県 国土交通省関東地方整備局 (株)早野組 ２０号他橋梁補修工事 SD345 D19

平成27年12月 民間 建築 大阪府 (株)アーク スナダ建設(株) (有)安江建鐵工業 スナダ建設(株) (仮称)北久宝寺2丁目PJ新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成27年12月 民間 建築 大阪府 (株)中田工業 青木治子様D-room新築工事 SD345～SD390

平成27年12月 民間 建築 奈良県 日本エスリード(株) (株)現代綜合設計 大末建設(株) エスリード生駒 SD345～SD390

平成27年12月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) (仮称)城東区新喜多２丁目プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成27年12月 公共 建築 広島県 中国四国防衛局 中国四国防衛局調達課 広成建設(株) 海田市(26補)隊舎改修建築その他工事 SD345 D25

平成27年12月 民間 建築 岡山県 (有)雄装 (株)小倉組 雄装社屋新築工事 SD345 D22

平成27年12月 民間 建築 岡山県 (有)東備運送 (株)元浜組 東備運送和気倉庫新築工事 SD345 D22

平成27年12月 民間 建築 広島県 (医)大谷会 (株)ゆう建築設計 今井産業(株) 大谷リハビリテーション病院移転新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成27年12月 民間 建築 山口県 (福)恒和会 井森工業(株) 介護老人保健施設ケアセンラーゆうわ SD345 D19～D25

平成27年12月 民間 建築 福井県 鹿島建設(株) 信越化学(TBプロジェクトB2工場新築工事) SD390 D29

平成27年12月 公共 建築 群馬県 清水・河本ＪＶ 館林厚生病院施設耐震化整備工事（建築工事）2期工事 SD345 D32

平成27年12月 公共 土木 埼玉県 東北本線幸町橋りょう SD345 D13・D16・D29

平成27年12月 民間 建築 (株)現代綜合設計 (株)ノバック レジュール海老江2丁目新築工事

平成27年12月 民間 建築 (有)双建社 (株)アイ建設 (仮称)アンバーコート翁橋新築工事

平成27年12月 民間 建築 大阪府
三光石油(株)

代表取締役米原洋介
積水ハウス(株) 積水ハウス(株) (仮称)浪速区元町3丁目PJ新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成27年12月 民間 建築 大阪府 堺プロパティー特定目的会社 (株)奥村組 (株)奥村組 (仮称)堺区南島町物流センター計画 SD345～SD390 D19～D35

平成27年12月 民間 建築 京都府 学校法人佛教教育学園佛教大学 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) 佛教大学15号館工事事務所 SD345～SD390 D19～D32

平成27年12月 民間 建築 大阪府 PARK・CITY(株) (株)アワービルダー (仮称)夕凪1丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成27年12月 民間 建築 京都府 三貴建設工業(株) サントリー京都ビール工場 SD345 D19

平成27年12月 民間 建築 大阪府 青木あすなろ建設(株) 青木あすなろ建設(株) (仮称)佐野倉庫(株)神南辺町倉庫新築工事 SD345 D25

平成27年12月 民間 建築 大阪府 (株)弘貴 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) (仮称)弘貴第３ビル新築工事 SD345～SD390 D19～D35
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平成27年12月 民間 建築 埼玉県 社会医療法人財団石心会 (株)山下設計 (株)フジタ 埼玉石心会病院移転新築事業 SD345～SD390 D22～D38

平成27年12月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) 大阪大学保健学専攻イノベーション研究棟新築工事 SD345

平成27年12月 民間 建築 大阪府 (株)小滝工務店 (株)小滝工務店 都島内代町マンション SD345～SD390 D19～D29

平成27年12月 民間 建築 大阪府 前田建設工業(株) 前田建設工業(株) (仮称)レッドウッド南港ディストリビューションセンター1新築工事 SD345～SD390 D25～D38

平成27年12月 公共 土木 山梨県
国土交通省関東地方整備局

甲府河川国道事務所
植野興業(株) Ｈ２６中部横断入ノ沢川橋下部（その２）工事 SD345 D16

平成27年12月 公共 土木 山梨県
国土交通省関東地方整備局

甲府河川国道事務所
(株)飯塚工業 中部横断身延山ＩＣ和田１５工区道路改良工事 SD345 D32

平成27年11月 公共 建築 滋賀県 奥田・伊藤JV 彦根翔陽高等学校 SD295～SD345

平成27年11月 民間 建築 千葉県 新日本建設(株) 新日本建設(株) 新日本建設(株) ＥＸＣ千葉新宿計画 SD390 D38

平成27年11月 民間 建築 東京都 (株)奥村組 ニトリ大田区東糀谷店 SD390 D29

平成27年11月 民間 建築 山梨県
学校法人みだい幼稚園

理事長松田五十鈴
(株)学研教育みらい
一級建築士事務所

井口工業(株) (仮称)認定こども園みだい幼稚園新築工事 SD345 D25

平成27年11月 民間 建築 大阪府 (有)徳山食品 (株)グラッドデザイン KANOCENTER(株) (株)ティワイコーポレーション 生野区桃谷3丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成27年11月 民間 建築 大阪府 タナカケミカル(株) AT建築設計 石井工業(株) 一宇工業(株) タナカケミカルホットメルト棟新築工事 SD345 D22

平成27年11月 民間 建築 大阪府 (株)アワービルダー 勝山1丁目マンション新築工事 SD345～SD390

平成27年11月 民間 建築 滋賀県
桑原・大兼・八田建設

工事共同企業体
能登川高校再編・耐震改修その他工事 SD345～SD390

平成27年11月 民間 建築 大阪府 (株)生貴建設 泉大津市汐見ポンプ場建設工事その2 SD345～SD390

平成27年11月 公共 土木 京都府 京都市上下水道局 京都市 (株)増田組 伏見３号・４号分流幹線 SD345 D22

平成27年11月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 大阪大学保健学専攻イノベーション研究棟

平成27年11月 民間 建築 大阪府 (株)IAO竹田設計 (株)森組 (仮称)大阪府吹田市広芝町新築工事 SD345～SD390 D16～D35

平成27年11月 民間 建築 石川県 大和ハウス工業(株) 共立建設(株) プレミスト金沢駅西本町 SD390 D38

平成27年11月 公共 建築 埼玉県 川越市 (株)石本建築事務所 大成建設(株)・岩堀・梶野ＪＶ （仮称）川越市新斎場新築工事 SD345 D25

平成27年11月 民間 建築 福島県 (株)タカラレーベン 大豊建設(株) (仮称)レーベン郡山堤下新築工事 SD345～SD390 D35

平成27年11月 民間 建築 京都府 野村建設工業(株) 野村建設工業(株) (仮称)上京区東桜町計画新築工事

平成27年11月 民間 建築 京都府 鹿島建設(株) 佛教大学紫野キャンパス整備事業に伴う新棟建設工事 SD345 D22・D25

平成27年11月 民間 建築 大阪府 学校法人履正社 (株)大林組 (株)大林組 履正社箕面森町専門学校校舎他新築工事 SD345～SD390 D25・D32

平成27年11月 民間 建築 大阪府 (株)新成トラスト (株)ユマ設計 多田建設(株) (仮称)西区南堀江2丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35
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平成27年11月 民間 建築 大阪府
京阪電気鉄道(株)

京阪電鉄不動産(株)
不二建設(株) 不二建設(株) (仮称)浪速区桜川4丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成27年11月 民間 建築 大阪府 東レ建設(株) 不二建設(株) 不二建設(株) (仮称)シャリエ門真計画新築工事 SD345～SD390 D25～D35

平成27年11月 民間 建築 大阪府 (株)奥村組 近鉄鶴橋工事所

平成27年11月 民間 建築 大阪府 (株)長谷工コーポレーション 堺市北区長曾根町計画 SD390 D29

平成27年11月 民間 建築 愛知県 メドラインロジスティックジャパン(合) ウィルコン建築設計 (株)奥村組 (仮称)メドライン新愛西物流センター新築工事 SD345～SD390 D25・D32

平成27年11月 民間 建築 大阪府 日本生命保険相互会社 (株)フジタ (株)フジタ (仮称)大阪松原物流センター第Ⅰ期新築工事 SD345～SD390 D22～D35

平成27年11月 民間 建築 大阪府 (株)クマシュー工務店 栗本建設工業(株) 栗本建設工業(株) ベルンガーデン巽新築工事 SD345

平成27年11月 公共 建築 徳島県 徳島県 (株)梓設計 西松建設(株) 県立海部病院移転新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成27年11月 公共 建築 徳島県 徳島県 (株)梓設計 (株)姫野組 美波病院新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成27年11月 民間 建築 大阪府 (株)小滝工務店 (株)小滝工務店 (株)日満車両製作所 SD345 D25

平成27年11月 公共 建築 奈良県 葛城市長山下和弥 (株)桝谷設計 (株)森下組 （仮称）道の駅かつらぎ地域振興棟新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成27年11月 公共 建築 神奈川県 (株)不動テトラ 座間キャンプ SD390 D29

平成27年11月 民間 建築 山梨県 (株)アートコーヒー (株)佐野工務店 (株)アートコーヒー山梨工場残置倉庫改修工事 SD345 D25

平成27年11月 公共 土木 山梨県
国土交通省関東地方整備局

甲府河川国道事務所
植野興業(株) Ｈ２６中部横断帯金地区橋梁下部工事 SD345 D16

平成27年10月 民間 建築 大阪府 旭中央(株) 旭中央(株) (株)榎並工務店 吹田元町PJ新築工事 SD345～SD390

平成27年10月 民間 建築 京都府 髙橋信昭 (株)ミラノ工務店 (有)まこと工業 (株)ミラノ工務店 (仮称)髙橋邸新築工事 SD345 D19・D22

平成27年10月 民間 建築 大阪府 シード平和(株) シード平和(株) 小笹鉄筋(株) シード平和(株) (仮称)大阪市西区南堀江4丁目プロジェクト SD345～SD390 D19～D29

平成27年10月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (有)Cube設計事務所 KANOCENTER(株) 太平建設工業(株) (仮称)プレサンス塚本2丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成27年10月 民間 建築 京都府 京都トヨペット(株) 石井工業(株) 杉花建設(株) 京都トヨペット乙訓店新築工事 SD345 D19～D25

平成27年10月 民間 建築 京都府 (株)セレマ (有)スミノ総合設計 石井工業(株) (株)桑原組 東山五条営業所新築工事 SD345 D19～D25

平成27年10月 民間 建築 大阪府 栗本建設工業(株) ベルンガーデン巽新築工業

平成27年10月 民間 建築 兵庫県 日本橋梁(株) 新名神高速道路船坂川橋作業所

平成27年10月 民間 建築 兵庫県 (株)大林組 山崎砂利商店本社新築工事 SD345～SD390

平成27年10月 民間 建築 和歌山県 村本建設(株) ケーズデンキ橋本市脇店新築工事 SD345～SD390

平成27年10月 民間 建築 滋賀県 美樹工業(株) たつの市中央学校給食センター新築工事 SD345～SD390
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平成27年10月 民間 建築 大阪府 (株)松本組 東淡路住宅1号館 SD345～SD390

平成27年10月 民間 建築 大阪府 旭中央(株) 旭中央(株) (株)榎並工務店 吹田元町PJ新築工事 SD345～SD390

平成27年10月 公共 土木 兵庫県 神戸市港湾局 神戸市 相和建設(株) LPG耐震補強２期工事 SD345 D25

平成27年10月 民間 建築 大阪府 栗本建設工業(株) エム・ケイ設計事務所 栗本建設工業(株) ハイツオリオン SD345～SD390

平成27年10月 民間 建築 大阪府 (株)ARCHISTAND一級建築士事務所 (株)淺沼組 大阪音楽大学新校舎建設計画 SD345～SD390 D19・D22

平成27年10月 民間 建築 大阪府 (株)竹中工務店
(仮称)阪急不動産鶴野町

ビルディング
SD345～SD390 D25～D35

平成27年10月 民間 建築 大阪府 村中建設(株) 村中建設(株)
(仮称)大阪市西区西本町２丁目

計画新築工事
SD345～SD390 D10～D35

平成27年10月 民間 建築 大阪府 (株)竹中工務店・コーナン建設JV シマノ新金岡レジデンス新築工事 SD345～SD390 D19～D25

平成27年10月 民間 建築 大阪府 (株)竹中工務店 塩野義製薬ＣＭＣ研究新棟計画 SD345～SD390 D29～D35

平成27年10月 公共 建築 広島県 福山市 福山市建設局建築部 (株)寺田建設 福山市立瀬戸小学校耐震補強工事 SD345 D22

平成27年10月 民間 建築 岡山県 (株)エバルス (株)Okamoto総合建築事務所 (株)大本組 (株)エバルス岡山ＡＬＣ(仮称)新設工事 SD345～SD390 D19～D35

平成27年10月 民間 建築 福井県 飛鳥建設(株) (仮称)保仁会敦賀駅前医療施設等新築工事 SD345 D22

平成27年10月 民間 建築 兵庫県 福嶋洋一建築研究所 中川企画建設(株) GranDi阪神西宮ParkⅢ新築工事 SD345～SD390 D22～D32

平成27年10月 公共 建築 埼玉県
特定医療法事橘会
理事長井坂勝利

日揮(株) 石川建設(株) みずほ台病院リニューアル計画工事 SD345 D29

平成27年10月 民間 建築 (株)相和技術研究所 (株)イチケン 大阪支店茨木ハイム新築工事

平成27年10月 民間 建築 大阪府 坂上亨 オズ設計一級建築士事務所 大倭殖産(株) 坂上亨邸新築工事 SD345 D19

平成27年10月 民間 建築 奈良県 (株)伸英開発 三和建設(株) プレステージIV芥川新築工事 SD345 D25

平成27年10月 民間 建築 兵庫県 神戸特定目的会社(プロロジス) (株)フジタ (株)フジタ プロロジスパーク神戸2プロジェクト SD345～SD390 D25・D38

平成27年10月 民間 建築 兵庫県
三田駅前Bブロック地区

市街地再開発組合
(株)大建設計 (株)奥村組 三田駅前Bブロック地区 SD295～SD345 D16～D32

平成27年10月 民間 建築 大阪府 医療法人徳洲会 (株)内藤建築事務所 (株)淺沼組 野崎徳洲会病院付属研究棟新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成27年10月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) 東粉浜マンション新築工事 SD345

平成27年10月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (株)都市建 西武建設(株) エスリード都島高倉町計画 SD345～SD390 D19～D32

平成27年10月 民間 建築 大阪府 (株)カワイ設計工房 (株)小滝工務店 ファイブコート新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成27年10月 民間 建築 大阪府 髙松建設(株) 髙松建設(株) 四ツ橋・友成マンション SD345～SD390 D19～D29

平成27年10月 民間 建築 大阪府 (株)秋村組 サワラビ SD345～SD390 D19～D32
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平成27年10月 民間 建築 大阪府 (株)橋本組 プレサンスロジェ柏原 SD345～SD390 D19～D32

平成27年10月 民間 建築 京都府 (株)中道組 鶴見緑地PJ SD345～SD390 D19～D32

平成27年10月 民間 建築 京都府 下岡建設(株) ハウスエバーグリーン宇治 SD345～SD390 D19～D32

平成27年10月 公共 建築 高知県
高知県市町村

総合事務所組合
(株)細木建築研究所 (株)竹中工務店 高知自治会館新庁舎建築工事 SD345～SD390 D25～D35

平成27年10月 民間 建築 大阪府 大阪都市整備局 名工建設(株) 加島東住宅１号館建設工事 SD345～SD390 D19～D32

平成27年10月 民間 建築 埼玉県 野村不動産(株) ＪＦＥシビル(株) JFEシビル(株) (仮称)LanDporｔ岩槻新築工事 SD390 D19～D32

平成27年10月 民間 建築 東京都 (株)ヘルスケアジャパン 浅井謙建築研究所(株) 前田建設工業(株) サンシティ立川昭和記念公園新築工事 SD390 D19～D32

平成27年9月 民間 建築 東京都 (株)コスモテック 荒川1丁目共同住宅 SD345 D22

平成27年9月 民間 建築 東京都 (株)東邦アーステック センタック(株)本社ビル SD345 D22

平成27年9月 民間 建築 大阪府 エスアールエスジャパン(株) (株)創友設計社 石井工業(株) 一宇工業(株)
エスアールエスジャパン本社

物流センター新築工事
SD345 D19～D25

平成27年9月 民間 建築 兵庫県 (株)プレサンスコーポレーション (株)現代綜合設計 (株)松本組 プレサンスロジェ西宮東鳴尾新築工事 SD345～SD390

平成27年9月 民間 建築 大阪府 石黒建設(株) 南桜塚開発 SD345

平成27年9月 民間 建築 香川県 穴吹興産(株) 大末建設(株) アルファステイツ桜町Ⅱ新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成27年9月 公共 建築 岡山県 岡山市水道局 (株)山下設計 (株)荒木組 岡山市水道局本庁庁舎建築その他工事 SD345～SD390 D19～D29

平成27年9月 民間 建築 岡山県 (株)中国銀行 (株)大本組 中国銀行稲荷支店新築工事 SD345 D19・D22

平成27年9月 民間 建築 岡山県 住友電工焼結合金(株) (株)大林組 (株)大林組 住友電工焼結合金(株)3号棟増築工事 SD345 D25

平成27年9月 公共 建築 岡山県 岡山市 (株)あい設計 (株)まつもとコーポレーション 岡山市立南輝小学校校舎耐震改修工事 SD345 D19

平成27年9月 民間 建築 福井県 (株)森永鉄筋 NTフィルム SD345 D25

平成27年9月 民間 建築 石川県 (有)野村鉄筋工業 寺井建設(株) 石川トヨタ自動車(株)七尾営業所新築工事 SD345 D22

平成27年9月 民間 建築 福井県 (株)塩浜工業 (株)アイケープラスト SD390 D29

平成27年9月 公共 建築 奈良県 葛城市 (株)日産技術コンサルタント (株)川崎技研 葛城市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ建設整備工事 SD345 D22・D25

平成27年9月 民間 建築 埼玉県 (株)東光高岳 大成建設(株) 大成建設(株) (仮称)東光高岳計器D棟増築工事 SD345 D25

平成27年9月 公共 建築 埼玉県 医療法人社団東光台 (株)大建設計 大成建設(株) 戸田中央看護専門学校新築工事 SD345 D29

平成27年9月 民間 建築 埼玉県 関東建設工業(株) 大竹材木店プレスカット工場新築工事 SD345 D29

平成27年9月 公共 建築 埼玉県
医療法人社団愛友会

理事長中村康彦
大成建設(株) 大成建設(株) 上尾中央病院Ｂ館Ⅱ期新築工事 SD345～SD390 D22・D35
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平成27年9月 民間 建築 福島県 金田建設(株) (仮称)グランフォセット平中央公園Ⅱ新築工事 SD345～SD390 D19・D25

平成27年9月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)現代綜合設計 (株)ノバック (仮称)プレサンス中央区高津三丁目新築工事

平成27年9月 民間 建築 愛知県 (株)鍜治田工務店 新６寮・新枇杷島社宅建設工事 SD345～SD390 D19～D35

平成27年9月 公共 建築 大阪府 独立行政法人都市再生機構 青木あすなろ建設(株) 26-（仮称）和泉市立小中一貫校建設工事 SD345～SD390 D22～D29

平成27年9月 民間 建築 大阪府 鹿島建設(株) 浅香山病院 SD345～SD390 D25・D29

平成27年9月 民間 建築 大阪府 宗教法人金剛寺念法眞教本山往生極楽堂新築 SD345 D22・D25

平成27年9月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 東粉浜マンション新築工事

平成27年9月 民間 建築 大阪府 学校法人常磐会学園 (株)淺沼組 常磐会学園大学3号館建設工事 SD345～SD390 D19～D32

平成27年9月 民間 建築 広島県 大成建設(株) イオンモール広島府中

平成27年9月 民間 建築 大阪府 宗教法人金剛寺 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) 宗教法人念法眞教往生極楽堂新築工事 SD345 D22・D25

平成27年9月 公共 建築 千葉県 松戸市 新三平建設(株) 松戸市立金ケ作中学校 SD345 D22

平成27年9月 公共 建築 徳島県 阿南市 (株)日建設計 大成建設(株) 阿南市新庁舎新築工事第2期 SD295～SD345 D19～D29

平成27年9月 民間 建築 兵庫県 大木建設(株) 大倉山計画 SD345～SD390 D19～D32

平成27年9月 公共 建築 高知県 香南清掃組合 JFEエンジニアリング(株)
JFEエンジニアリング(株)

新進建設JV
香南清掃組合新ごみ処理施設建設工事 SD345 D19～D25

平成27年9月 民間 建築 神奈川県 ナイスエスト(株)
東鉄工業(株)

一級建築士事務所
東鉄工業(株) JV藤沢川名計画 SD345～SD390 D19～D32

平成27年9月 民間 建築 千葉県 新日本建設(株) (株)アート総合企画 新日本建設(株) (仮称)ＥＸＣ下総中山Ⅱ新築工事 SD390 D25

平成27年9月 公共 建築 東京都 築地魚市場(株) (株)日建設計 五洋建設(株) 築地魚市場(株)豊洲新市場（仮称）第6街区冷蔵庫棟建設工事 SD490 D19～D38

平成27年9月 民間 建築 東京都 (株)中村ボデー (株)東洋設計 石川建設(株) (仮称)若洲中村ボデー倉庫増築工事 SD345 D16～D25

平成27年8月 民間 建築 大阪府 勝田久子
クリエートファイブ

一級建築士事務所
KANOCENTER(株) 鉄建建設(株) (仮称)ウインプラネットⅡ新築工事 SD345 D19～D25

平成27年8月 民間 建築 大阪府 松元正夫 (株)ヤン 小笹鉄筋(株) (株)豊栄建設 (仮称)東大阪永和マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成27年8月 民間 建築 兵庫県 アイリス(株) スナダ建設(株) (有)安江建鐵工業 スナダ建設(株) (仮称)SE西宮本町PJ新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成27年8月 民間 建築 大阪府 (株)アワービルダー 内代町マンション東棟新築工事 SD345～SD390

平成27年8月 民間 建築 和歌山県 (株)吉永建設 Nマンション吉田 SD345～SD390

平成27年8月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) (仮称)合資会社ワンアンドオンリー様M新築工事 SD345

平成27年8月 民間 建築 大阪府 大末建設(株) 興國高校 SD345
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平成27年8月 公共 建築 京都府 (株)イノウエ工務店 長岡第六小学校耐震工事 SD345～SD390

平成27年8月 民間 建築 京都府 睦備建設(株) 東洋建築設計事務所 睦備建設(株) パデシオン大久保北棟 SD345～SD390 D35以下

平成27年8月 民間 建築 岡山県 日本アセットマネジメント(株) (株)木村建築設計事務所 (株)藤木工務店 福吉町ビル新築工事 SD345 D19～D25

平成27年8月 民間 建築 岡山県 (株)中国銀行 (株)クマヒラ (株)藤木工務店 (株)中国銀行倉敷駅前支店新築工事 SD345 D19～D25

平成27年8月 公共 建築 広島県
独立行政法人国立病院機構

福山医療センター
(株)村田相互設計 (株)鈴木工務店 独立行政法人国立病院機構福山医療センター職員宿舎建替工事 SD345～SD390 D22～D29

平成27年8月 公共 建築 広島県 倉敷市 黒川･暁･設計共同体
目黒建設(株)

(株)榊原建設建設共同企業体
倉敷市立老松小学校校舎増築ほか建築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成27年8月 公共 建築 岡山県 国立大学法人岡山大学
岡山大学施設企画部

(株)総合設備企画
清水建設(株) 岡山大学(医病)中央診療棟Ⅱ期新営その他工事 SD345～SD390 D25～D29

平成27年8月 民間 建築 大阪府 (株)淺沼組 能勢精工本社 SD345～SD390 D25

平成27年8月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)金山工務店 プレサンス玉造新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成27年8月 公共 建築 兵庫県 (株)売布建設 宝塚市売布小学校耐震補強工事 SD345～SD390 D19～D25

平成27年8月 民間 建築 岡山県 (株)三幸工務店 北長瀬マンション新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成27年8月 民間 建築 岡山県 三菱自動車工業(株) 大成建設(株) 三菱自工3000プレス工場耐震補強･廃却工事 SD345 D25

平成27年8月 公共 建築 岡山県 真庭市 矢作建設工業(株) 真庭市立落合小学校耐震補強工事 SD345 D22～D25

平成27年8月 民間 建築 岡山県 積水ハウス(株) 積水ハウス(株) 寿町マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成27年8月 民間 建築 岡山県 太陽建設工業(株) (仮称)R.アドバンス倉庫新築工事 SD345 D22・D25

平成27年8月 民間 建築 福井県 (株)コバキン 福井工大 SD345 D22

平成27年8月 民間 建築 戸田建設(株) EIZO SD345 D25

平成27年8月 公共 土木 岐阜県 (株)洞口 41号高山管内PC橋梁補修工事 SD345 D13・D16・D29

平成27年8月 民間 建築 福井県 (株)塩浜工業JV 福井県漁業協同組合連合会松栄地区水産基地整備工事・本体工事 SD345～SD390 D19～D29

平成27年8月 民間 建築 京都府 (株)佐藤総合計画 鹿島建設(株) 京都女子大学図書館新築工事 SD345 D22・D25

平成27年8月 民間 建築 奈良県 (株)奥村組 新奈良県総合医療センター新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成27年8月 民間 建築 大阪府 社会福祉法人青垣園 (株)福本設計 (株)奥村組 社会福祉法人青垣園救護施設風呂棟等改築工事 SD345 D19・D25

平成27年8月 公共 建築 兵庫県 阪神電気鉄道(株)
阪神電気鉄道(株)

（阪急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)）
 阪神鳴尾駅付近連続立体交差工事（第3工区） SD390 D32

平成27年8月 公共 建築 兵庫県 阪神電気鉄道(株)
阪神電気鉄道(株)

（阪急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)）
(株)鴻池組・森本組・(株)熊谷組

特定建設工事共同企業体
 阪神鳴尾駅付近連続立体交差工事（第2工区） SD390 D32

平成27年8月 公共 建築 兵庫県 阪神電気鉄道(株)
戸田建設(株)・ハンシン建設・東洋建設

特定建設工事共同企業体
 阪神鳴尾駅付近連続立体交差工事（第1工区） SD345～SD390 D16～D38
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平成27年8月 民間 建築 奈良県
地方独立行政法人
奈良県立病院機構

(株)梓設計 (株)奥村組 新奈良医療 SD345～SD390 D19～D35

平成27年8月 公共 建築 千葉県 船橋市 新三平建設(株) 船橋市立小室小学校 SD345 D19

平成27年8月 公共 建築 千葉県 松戸市 新三平建設(株) 松戸市立松戸六中学校 SD345 D16

平成27年8月 公共 建築 千葉県 松戸市 新三平建設(株) 松戸市立殿平賀小学校 SD345 D25

平成27年8月 公共 建築 千葉県 松戸市 新三平建設(株) 松戸市立六実中学校 SD345 D22

平成27年8月 民間 建築 宮城県 (株)佐々木鋼業 東北ＫＡＴ SD345 D19～D25

平成27年8月 民間 建築 大阪府 (株)フジヒサFJ 西武建設(株) 西武建設(株) 淀川区木川西Ⅰ計画 SD345～SD390 D19～D32

平成27年8月 民間 建築 京都府 野村不動産(株) 西武建設(株) 西武建設(株) 京都市御射山 SD345～SD390 D19～D32

平成27年8月 民間 建築 京都府 (株)かねわ工務店 クレヴィア京都御所 SD345～SD390 D19～D29

平成27年8月 民間 建築 京都府 睦備建設(株) 山手西 SD345～SD390 D19～D29

平成27年8月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (株)アペックス (株)福田組 (仮称)エスリード中央区南船場新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成27年8月 民間 建築 大阪府 サンヨーホームズ(株) (株)IAO竹田設計 (株)福田組 (仮称)城東区野江1丁目集合住宅計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成27年8月 公共 土木 京都府 鹿島建設(株)
天ケ瀬ダム再開発トンネル

放流設備ゲート室部他建設工事
SD345 D32～D35

平成27年8月 民間 建築 大阪府 (株)大槻建築設計事務所 コーナン建設(株) 田中建設ビル改修工事 SD345～SD390

平成27年7月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)国分建築設計事務所 (株)榎並工務店 プレサンス本庄東3丁目新築工事 SD345～SD390

平成27年7月 民間 建築 大阪府 総合地所(株) 東洋設計事務所 (株)榎並工務店 ルネ帝塚山共同住宅新築工事 SD345～SD390

平成27年7月 民間 建築 大阪府 林田和幸 コーナン建設(株) 本店プレハブ建替工事 SD345～SD390

平成27年7月 民間 建築 大阪府 ライフ建築設計事務所 コーナン建設(株) 特別養護老人ホームライフカーサ SD345～SD390

平成27年7月 民間 建築 大阪府 (株)大槻建築設計事務所 コーナン建設(株) 田中建設ビル改修工事 SD345～SD390

平成27年7月 民間 建築 大阪府 (株)金山工務店 足代１丁目計画 SD345～SD390

平成27年7月 民間 建築 大阪府 コーナン建設(株) 駒鳥の郷 SD345～SD390

平成27年7月 民間 建築 千葉県 京葉銀行 新日本建設(株) 京葉銀行都賀支店 SD345 D19

平成27年7月 民間 建築 東京都 東京建物(株) ARCHISITEMOBIUS(株) 新日本建設(株) 新川2丁目プロジェクト SD345～SD390 D25～D35

平成27年7月 公共 土木 東京都 国土交通省関東地方整備局 (株)大林組・鹿島建設(株)JV 357号東京港トンネル(その2）工事 SD345～SD390 D29～D51

平成27年7月 民間 建築 兵庫県
宗教法人

子羊の群れキリスト教会
(株)日本設計 大西工業(株) (株)藤木工務店 (仮称)子羊の群れキリスト教会いのちの家新築工事 SD345 D19～D25
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平成27年7月 民間 建築 兵庫県 (株)プレサンスコーポレーション (株)松本組 プレサンス甲子園 SD345～SD390

平成27年7月 民間 建築 兵庫県 (有)アムワークス建築設計事務所 コーナン建設(株) エミネンス国香Ⅱ新築工事 SD345～SD390

平成27年7月 民間 建築 大阪府 コーナン建設(株) 駒鳥の郷 SD345～SD390

平成27年7月 民間 建築 大阪府 (株)金山工務店 足代１丁目計画 SD345～SD390

平成27年7月 民間 建築 大阪府 ライフ建築設計事務所 コーナン建設(株) 特別養護老人ホームライフカーサ SD345～SD390

平成27年7月 民間 建築 大阪府 林田和幸 コーナン建設(株) 本店プレハブ建替工事 SD345～SD390

平成27年7月 公共 建築 大阪府 (株)桜井工業 岸和田市立中央小学校 SD345

平成27年7月 民間 建築 大阪府 総合地所(株) 東洋設計事務所 (株)榎並工務店 ルネ帝塚山共同住宅新築工事 SD345～SD390

平成27年7月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)国分建築設計事務所 (株)榎並工務店 プレサンス本庄東3丁目新築工事 SD345～SD390

平成27年7月 民間 建築 京都府 睦備建設(株) 東洋建築設計事務所 睦備建設(株) パデシオン大久保南棟 SD345～SD390 D35以下

平成27年7月 民間 建築 兵庫県 (株)ミナミ光工務店 (株)ミナミ光工務店 (株)ミナミ光工務店 ドミノピザ六甲道店 SD345 D25

平成27年7月 民間 建築 大阪府 松井舗道(株) 藤本克之建築設計事務所 トータル MHｍ SD345 D22以下

平成27年7月 民間 建築 大阪府 大鉄工業(株) (仮称)万代彩都物流センター新築工事 SD345～SD390 D19～D25

平成27年7月 民間 建築 京都府 (株)アクセス都市設計 (株)森組 (仮称)ジオ嵐山中尾下町新築工事 SD345～SD390 D19～D25

平成27年7月 民間 建築 大阪府 (株)森組 (株)森組 (仮称)至誠会阿倍野区松崎町新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成27年7月 民間 建築 京都府 (株)竹中工務店 龍谷大学深草キャンパス課外活動施設(第２体育館)建設工事 SD345～SD390 D22～D25

平成27年7月 民間 建築 大阪府 近鉄不動産(株) (株)鍜治田工務店 ローレルアイ高槻新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成27年7月 公共 建築 岡山県 岡山市 (株)あい設計 (株)重藤組 岡山市立操山中学校校舎耐震改築工事 SD345 D22・D25

平成27年7月 公共 建築 岡山県 全農物流(株) (株)JA設計 (株)大本組 全農物流(株)西日本農機部品事業所新築工事 SD345 D19～D25

平成27年7月 民間 建築 岡山県 (株)きむら 積水ハウス(株) 積水ハウス(株) 新鮮市場きむら福成店新築工事 SD345 D19～D25

平成27年7月 民間 建築 岡山県 穴吹興産(株) (株)フジサワ建築設計事務所 大末建設(株) アルファスマート岡山医大南新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成27年7月 民間 建築 岡山県 ヤマザキテックシステムセール(株) (株)青島設計 (株)大本組 ヤマザキテック瀬戸内テクノロジーセンター新設工事 SD345 D22・D25

平成27年7月 民間 建築 富山県 前田建設工業(株) 新港火力サービスビル SD345 D22

平成27年7月 民間 建築 石川県 松井建設(株) 岡部病院 SD345 D22・D25

平成27年7月 民間 建築 石川県 鹿島建設(株) JDI石川白山 SD345～SD390 D19～D32
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平成27年7月 民間 建築 兵庫県 エフ建築設計 (株)トータル 川西中央公園前マンション新築工事 SD345 D19～D22

平成27年7月 公共 建築 埼玉県 熊谷市 大成建設(株) 熊谷市役所 SD345 D29

平成27年7月 公共 建築 大阪府 東大阪市 (株)大建設計
(株)奥村組・大勝特定建設工事

共同企業体
(仮称)東大阪市新障害児者支援拠点施設新築工事 SD390 D32

平成27年7月 公共 建築 愛知県 JR東海 春日井駅改築工事共同企業体 春日井駅改築 SD390 D29・D32

平成27年7月 民間 建築 大阪府
(有)オーシー商事

代表取締役小川清
(仮称)八尾市宮町４丁目ＰＪ新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成27年7月 民間 建築 大阪府 MID都市開発(株) (株)都市建 (株)淺沼組 (仮称)豊中市上新田マンション北・南計画新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成27年7月 民間 建築 大阪府 東急不動産(株) 不二建設(株) 不二建設(株) (仮称)大阪市淀川区新高三丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成27年7月 民間 建築 大阪府 りんかい日産建設(株) 深草しみず老人ホーム SD345

平成27年7月 民間 建築 大阪府 (株)堀建設 岸和田給食センター SD345

平成27年7月 民間 建築 大阪府 前田建設工業(株) 阿和座ライフ SD345

平成27年7月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション プレサンス塚本 SD345

平成27年7月 民間 建築 大阪府 (株)日企設計 (株)エターナル 淀川区西宮原1丁目Ａ計画 SD345

平成27年7月 公共 建築 岩手県 (株)奥村組 長島水門 D35

平成27年7月 公共 建築 山形県 (株)仁科工務店 米沢三中 D25

平成27年7月 民間 建築 岩手県 (株)伊藤組 みちのくコカコーラ花巻 SD345 D25

平成27年7月 公共 建築 岩手県 佐武・菱和ＪＶ 高田東中学校 D25

平成27年7月 公共 建築 岩手県 (株)伊藤組 花巻空港 D25

平成27年7月 公共 建築 徳島県 法務省 (株)宮設計 鹿島建設(株) 徳島家庭裁判所新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成27年7月 公共 土木 徳島県 徳島県土木 徳島県土木 井上建設(株) 中島高架橋 SD345 D29

平成27年7月 民間 建築 大阪府 (株)小滝工務店 (株)小滝工務店 国見館寝屋川新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成27年7月 民間 建築 大阪府 パナホーム(株) (株)小滝工務店 プリモパッソマンション SD345 D19～D25

平成27年7月 民間 建築 京都府 (株)かねわ工務店 岡崎 勝寺 SD345～SD390 D19～D29

平成27年7月 民間 建築 京都府 (株)かねわ工務店 和久屋町計画 SD345～SD390 D19～D32

平成27年7月 民間 建築 高知県 (株)和田コーポレーション
(株)和田総合企画

(株)清和設計事務所
戸田建設(株) ロイヤルガーデン鷹匠公園新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成27年7月 公共 建築 高知県 高幡東部清掃組合 日立造船(株) 新進建設(株) 高幡東部清掃組合汚泥再生処理センター建設工事 SD345 D19～D25
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平成27年7月 公共 建築 長野県 湖周行政事務組合 (株)大建設計 タクマ・岡谷組ＪＶ 諏訪湖周クリーンセンター SD390 D19～D32

平成27年7月 民間 建築 千葉県 三井不動産(株) (株)大林組 (株)大林組 MFLP船橋工事 SD490 D38・D41

平成27年7月 公共 建築 岩手県 佐武・菱和ＪＶ 高田東中学校移転新築工事 SD345 D19・D25

平成27年7月 民間 建築 兵庫県 (有)アムワークス建築設計事務所 コーナン建設(株) エミネンス国香Ⅱ新築工事 SD345～SD390

平成27年7月 民間 建築 岡山県 鴻池運輸(株) (株)元浜組 (株)元浜組 (仮称)早島配送センター新築工事 SD345 D19～D25

平成27年6月 公共 土木 岩手県 (株)奥村組 国道45号津軽石道路工事 SD345～SD390 D19～D25・D32

平成27年6月 民間 建築 京都府 堤広造 (株)土橋建築設計 新城鉄筋工業所 野口建設(株) 堤様マンション新築工事 SD345 D22

平成27年6月 公共 建築 大阪府 大阪市
大阪市都市整備局

(有)田村建築設計事務所
石井工業(株)
一宇工業(株)

新三国住宅2号館第2期建設工事 SD345～SD390 D19～D35

平成27年6月 民間 建築 奈良県 学校法人智辯学園 (株)佐藤総合企画 辻本工業 (株)森下組 智辯学園中学校・高等学校校舎棟新築工事＜Ⅲ期工事＞ SD345 D22・D25

平成27年6月 民間 建築 京都府 (株)ダイマルヤ
(有)スペースグラフティ

一級建築士事務所
石井工業(株) シード平和(株) 壬生檜町Ⅰ計画 SD345 D19

平成27年6月 民間 建築 京都府 (株)ダイマルヤ
(有)スペースグラフティ

一級建築士事務所
石井工業(株) シード平和(株) 壬生檜町Ⅱ計画 SD345 D19

平成27年6月 民間 建築 京都府 ミサワホーム近畿(株)
ミサワホーム近畿(株)
一級建築士事務所

小笹鉄筋(株) ミサワホーム近畿(株) (仮称)御池通御幸町住宅付き店舗新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成27年6月 公共 土木 岩手県 (株)奥村組 国道45号津軽石道路工事(橋梁下部工) SD345 D19～D32

平成27年6月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) (合)ワンアンドオンリー様マンション新築工事

平成27年6月 民間 建築 大阪府 (株)エターナル 西宮原1丁目計画北棟・南棟新築工事

平成27年6月 民間 建築 大阪府 (株)松本組 千鳥橋共同住宅 SD345～SD390

平成27年6月 公共 建築 香川県 高松市 (株)合田工務店 高松市こども未来館新築工事 SD345～SD390 D22・D25・D32

平成27年6月 民間 建築 香川県 (株)和田コーポレーション 戸田建設(株) ロイヤルガーデン高松駅西壱番館新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成27年6月 公共 建築 岡山県 (独)国立印刷局 (株)奥村組 岡山工場仕上棟新築工事(建築) SD345～SD390 D25・D29

平成27年6月 民間 建築 石川県 松井建設(株) 北陸大学体育館兼講堂建設工事 SD345～SD390 D19～D32

平成27年6月 民間 建築 石川県 戸田建設(株) (株)中央倉庫・金沢営業所E号倉庫新築工事 SD345～SD390 D22・D29

平成27年6月 民間 建築 和歌山県 プラスワイアーキテクツ 浅井建設(株) アリストふじと台ヒルズレジデンス新築工事 SD345～SD390 D22・D25

平成27年6月 民間 建築 大阪府 (株)大林組 副町プロジェクト SD345～SD390 D19～D29

平成27年6月 民間 建築 大阪府 近鉄不動産(株) (株)カノンアソシエイツ (株)森本組 ヴィフ江坂垂水町新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成27年6月 民間 建築 大阪府 賛栄商事(株) 岩田地崎建設(株) (仮称)じゃんぼスクエア熊取新築工事 SD345 D19～D25
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平成27年6月 民間 建築 大阪府 名鉄不動産(株) 不二建設(株) (仮称)池田市桃園計画新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成27年6月 民間 建築 大阪府 社会医療法人愛仁会 (株)東畑建築事務所 社会医療法人愛仁会千船病院移転整備工事 SD345～SD390 D19～D38

平成27年6月 民間 建築 三重県
近鉄不動産(株)

(株)大京
(株)鍛冶田工務店 (株)鍜治田工務店 (仮称)四日市市富田栄町新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成27年6月 民間 建築 岩手県 日東公営(株) 稲井塩竈工場 SD345 D25

平成27年6月 民間 建築 東京都 スタ-ツＣＡＭ(株) スターツCAM(株) スターツCAM(株) 本郷4丁目Ｍ SD345 D25

平成27年6月 民間 建築 大阪府 (株)ノム建築設計室 (株)マツダ・シティーズ イズミヤ千本中立売店 SD345 D19～D25

平成27年6月 民間 建築 大阪府 (株)小滝工務店 (株)小滝工務店 ルミエール南久宝寺 SD345～SD390 D19～D32

平成27年6月 民間 建築 大阪府 (株)富士建築設計事務所 (株)オオヨドコーポレーション あすなろ保育園 SD345 D22

平成27年6月 民間 建築 京都府 (株)かねわ工務店 本覚寺町共同住宅 SD345～SD390 D19～D32

平成27年6月 民間 建築 兵庫県 大木建設(株) 神戸大倉山 SD345～SD390 D19～D29

平成27年6月 民間 建築 大阪府 (株)中道組 中央区南船場計画 SD345～SD390 D19～D29

平成27年6月 民間 建築 兵庫県 寺崎建設(株) 小阪駅前マンション SD345～SD390 D19～D32

平成27年6月 公共 土木 埼玉県 NEXCO東日本 ＩＨＩ・川田ＪＶ 東京外環自動車道高州高架橋（鋼上部工）北工事 SD345 D19

平成27年6月 民間 建築 茨城県 (株)日立物流東日本 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) 東日本日立物流サービス(株)水戸プラットホームセンター建設工事 SD390 D22～D38

平成27年6月 公共 土木 茨城県 茨城県神栖市 大平・ホソヤ・村上ＪＶ H25復興液状化対策1工区工事 SD390 D19～D32

平成27年6月 民間 建築 埼玉県 (株)ライフコーポレーション (株)安井建築設計事務所 東洋建設(株) (仮称)加須プロセスセンター新築工事 SD390 D25～D35

平成27年6月 民間 建築 広島県 (名)ファイブイーグル 大東建託(株) 大東建託(株) ファイブイーグルス様事務所付共同住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成27年5月 公共 土木 東京都 東急建設(株)JV 渋谷駅前東口基盤工事 SD390 D41

平成27年5月 民間 建築 兵庫県 アートプランニング(株) (株)岩崎設計 小笹鉄筋(株) シード平和(株) (仮称)七松町1丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成27年5月 公共 建築 大阪府 大阪市
大阪市都市整備局

住宅部建設課
石井工業(株)

青木あすなろ建設(株)
東淡路住宅2号館建設工事 SD345～SD390 D19～D38

平成27年5月 民間 建築 京都府 (株)ナガワ (株)ナガワ京都工場増築工事 SD345

平成27年5月 民間 建築 滋賀県 (株)日建設計 五洋建設(株) 松定プレシジョン(株)(仮称)プロダクションセンター新築工事 SD345～SD390 D22

平成27年5月 民間 建築 大阪府 (株)淺沼組 ビバモール和泉新築工事 SD345～SD390 D22～D32

平成27年5月 民間 建築 京都府 (株)竹中工務店 京都中央信用金庫小倉支店 SD345～SD390 D22

平成27年5月 民間 建築 大阪府 (株)ダイカイ 西本町マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29
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平成27年5月 民間 建築 福井県 (有)北成鉄筋工業 生晃栄養薬品(株)(仮称)若狭工場J棟新築工事 SD345 D19～D25

平成27年5月 民間 建築 富山県 前田建設工業(株) 総曲輪西地区第1種市街地再開発事業 SD345 D19～D25

平成27年5月 公共 建築 兵庫県 朝来市 (株)梓設計 西松建設・但南建設ＪＶ 朝来市新庁舎建設工事 SD345～SD390 D22～D29

平成27年5月 民間 建築 (株)ラズ (株)ノバック (仮称)レジュールアッシュ杭瀬本町新築工事

平成27年5月 民間 建築 千葉県 学校法人国際福祉大学 (株)ピーエス三菱 (株)ピーエス三菱 国際医療福祉大学 SD345～SD390 D19・D29

平成27年5月 民間 建築 大阪府
京阪電気鉄道(株)

京阪電鉄不動産(株)
(仮称)扇町公園マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成27年5月 民間 建築 京都府 西日本建設(有) (株)ナガワ新築工事

平成27年5月 公共 建築 大阪府 浅香山換気所新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成27年5月 民間 建築 大阪府 (株)アバクス・アーキテクツ (株)創建 宮崎様邸新築工事 SD345 D22

平成27年5月 民間 建築 兵庫県 甲子園 SD345 D16・D19

平成27年5月 民間 建築 大阪府 (独)製品評価技術基盤機構 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) グローバル認証基盤整備事業新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成27年5月 公共 建築 京都府 京都市上下水道局
(株)鴻池組・今井・城産特定建設工事

共同企業体
蹴上浄水場第１高区配水池改良工事 SD345 D19

平成27年5月 民間 建築 兵庫県 (株)ヘルスケアジャパン 浅井謙建築研究所(株) 鹿島建設(株) (仮称)サンシティタワー神戸新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成27年5月 民間 建築 大阪府 (合)柳プロパティーズ 新日鉄エンジニアリング(株) 新日鉄エンジニアリング(株) (仮称)堺物流センター新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成27年5月 民間 建築 大阪府 JR野田駅 SD345 D22

平成27年5月 民間 建築 神奈川県 三井住友建設(株) ららぽーと平塚新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成27年5月 民間 建築 宮城県 (株)大京 (株)佐々木鋼業 ライオンズ上杉 SD390 D32

平成27年5月 公共 建築 岩手県 高惣建設(株) 誠桜高校 D19・D25

平成27年5月 民間 建築 大阪府 リードタイム・ソウ･エンジ(株) (株)アンポ 経費老人ホーム幸福荘 SD345 D19～D25

平成27年5月 民間 建築 高知県 医療法人仁栄会島津病院 (株)西森建築設計 (株)岸之上工務店 島津病院本館及びZEB化推進事業 SD345～SD390 D19～D32

平成27年5月 民間 建築 兵庫県 大給広成 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)大給様マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成27年5月 民間 建築 埼玉県 川越特定目的会社 (株)塩浜工業 (仮称)川越下老袋新築工事 SD390 D22～D32

平成27年5月 公共 建築 東京都 東京地下鉄(株) (株)東急設計コンサルタント 五洋建設(株) 深川検車区検査庫ほか新築工事 SD345 D25

平成27年5月 民間 建築 京都府 日本エスリード(株) 大末建設(株) エスリード山科 SD345

平成27年4月 公共 建築 神奈川県 青木あすなろ建設(株) 相模米軍（25）倉庫（0502) SD345 D25
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平成27年4月 民間 建築 兵庫県 ミサワホーム近畿(株)
ミサワホーム近畿(株)
一級建築士事務所

小笹鉄筋(株) ミサワホーム近畿(株) (仮称)介護付有料老人ホームたのしい家塚口新築工事 SD345 D19～D25

平成27年4月 民間 建築 京都府 社会福祉法人京都社会事業財団 (株)京都空間研究所 石井工業(株) 青木あすなろ建設(株) つばさ園・情短施設新築工事 SD345 D19～D25

平成27年4月 民間 建築 大阪府 瓦町ビル(株) (株)都市建 (株)金沢組 (株)アワービルダー (仮称)KMタワービル新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成27年4月 公共 建築 兵庫県 西宮市 西宮市
小笹鉄筋(株)

巴・松田特定建設工事JV
西宮市南甲子園小学校校舎建替工事 SD345～SD390 D19～D32

平成27年4月 民間 建築 京都府 (株)今井建設 (株)LIV建築計画研究所 石井工業(株) (株)淺沼組 西院東貝川町マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成27年4月 民間 建築 大阪府 村本建設(株) ブランズ芦屋 SD345～SD390

平成27年4月 民間 建築 大阪府 (株)日企設計 (株)エターナル (仮称)城東区東中浜2丁目計画 SD345

平成27年4月 公共 建築 京都府 京都府 京都府 要建設・アトラスJV 京都府立こども療育センター SD345 D25以下

平成27年4月 民間 建築 大阪府 (株)竹中工務店 日水物流(株)大阪舞洲物流センター新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成27年4月 民間 建築 岡山県 (有)ピアホームツルミ (有)長沢建築設計事務所 太陽建設工業(株) (仮称)森下町マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成27年4月 民間 建築 岡山県 (株)岡山スポーツ会館 (株)藤田建築設計事務所 蜂谷工業(株) ＯＳＫスポーツクラブ吉備新築工事 SD345 D19～D25

平成27年4月 民間 建築 岡山県 (公社)岡山県医師会館
(株)石本建築事務所

(株)ＵDD設計
(株)大本組 (公社)岡山県医師会建設工事 SD345～SD390 D25・D29

平成27年4月 民間 建築 石川県 真柄建設(株) 志賀地域統合小学校校舎棟新築工事 SD345 D25

平成27年4月 民間 建築 福井県 (株)竹中工務店 福井駅西口再開発 SD390 D38

平成27年4月 民間 建築 大阪府 楽総合計画(株) エルディ(株) 大阪市中央区久太郎町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 SD345～SD390 D22～D35

平成27年4月 民間 建築 奈良県 (株)伸英開発 三和建設(株) プレステージIV芥川新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成27年4月 民間 建築 滋賀県 (株)村田製作所 戸田建設(株) 戸田建設(株) 村田製作所 SD345 D25

平成27年4月 民間 建築 大阪府 (株)奥村組 守田会アネモネ SD345 D19・D25

平成27年4月 民間 建築 愛知県 社会福祉法人檸檬理事長 (株)WILLPlanning (株)日東建設 (仮称)特別養護老人ホームレモンの樹東海新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成27年4月 公共 建築 兵庫県 青木あすなろ・山本共同企業体 (株)東急設計コンサルタント 尼崎市 SD345 D19・D25

平成27年4月 民間 建築 大阪府
近鉄不動産(株)

(株)NIPPO
(株)鴻池組 (株)鴻池組 ローレルタワー南森町 SD345～SD390 D19～D38

平成27年4月 民間 建築 兵庫県 長田区大橋町 SD390 D29

平成27年4月 民間 建築 奈良県 近鉄不動産(株) 三和建設(株) (仮称)奈良市西大寺国見町1丁目集合住宅新築工事 SD345 D22～D32

平成27年4月 公共 建築 奈良県 奈良県香芝市 (株)福本設計 (株)奥村組 香芝市庁舎耐震補強等改修工事 SD345 D19～D38

平成27年4月 民間 建築 大阪府 高槻ジャンクション SD345 D25・D32
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平成27年4月 民間 建築 千葉県 イオンタウン(株) (株)塩浜工業 (株)塩浜工業 イオンタウン成田新築工事 SD345～SD390 D29

平成27年4月 公共 建築 千葉県 松戸市 (株)久米設計 東急・湯浅特定建設JV 松戸市立関台小学校新築工事 SD390 D29～D32

平成27年4月 公共 建築 兵庫県 淡路市 (株)たくと建築設計 淡路土建・ツダＪＶ(株) 淡路市庁舎増築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成27年4月 公共 土木 千葉県 国土交通省関東地方整備局 国土交通省関東地方整備局 (株)不動テトラ 矢切函渠その8工事 SD390 D38

平成27年4月 民間 建築 大阪府 (株)キアラ建築研究機関 (株)マツダ・シティーズ 茨木大住町マンション SD345 D19

平成27年4月 民間 建築 大阪府 (株)かねわ工務店 クリスタルグランツ西本町 SD345～SD390 D19～D32

平成27年4月 民間 建築 大阪府 野口建設(株) U-15住宅 SD345～SD390 D19～D29

平成27年4月 公共 土木 東京都 国土交通省関東地方整備局 大林・鹿島JV 357号東京港トンネル（その2）工事 SD345 D22～D51

平成27年4月 民間 建築 埼玉県 (株)タカラレーベン 不二建設(株) 不二建設(株) (仮称)レーベン小手指新築工事 SD390 D22～D32

平成27年4月 民間 建築 大阪府 タツト・建設(株) 江坂豊津町計画新築工事 SD345～SD390

平成27年3月 民間 建築 千葉県 北野建設(株) (仮称)ビスタプリント木更津工場新築工事 SD345 D22

平成27年3月 民間 建築 大阪府 タツト・建設(株) タツト・プラン＆Ｔ(株) 小笹鉄筋(株) タツト・建設(株) (仮称)江戸堀マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成27年3月 民間 建築 大阪府 (株)シティトラスト不動産 スナダ建設(株) (有)安江建鐵工業 スナダ建設(株) (仮称)EXE東心斎橋2丁目PJ新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成27年3月 民間 建築 京都府 (株)日本エスリード (株)東洋設計事務所 小笹鉄筋(株) 鉄建建設(株)大阪支店 (仮称)エスリード伏見区堀詰町新築k情事 SD345～SD390 D19～D29

平成27年3月 民間 建築 大阪府 三井不動産レジデンシャル(株) 日本建設(株) パークコート新築工事 SD345～SD390

平成27年3月 民間 建築 兵庫県 (株)プレサンスコーポレーション (株)松本組 プレサンスロジェ西宮甲子園口2丁目新築工事 SD345～SD390

平成27年3月 民間 建築 和歌山県 (株)吉永建設 寄合町M新築工事 SD345～SD390

平成27年3月 民間 建築 滋賀県 鹿島建設(株) ヤンマー(株)びわ試験棟増築工事 SD345～SD390

平成27年3月 民間 建築 愛知県 中部電力(株) 中部電力(株) 大成建設(株) 西名古屋火力発電所7号系列本館ほか工事 SD345～SD390

平成27年3月 民間 建築 京都府 睦備建設(株) 東洋建築設計事務所 睦備建設(株) パデシオン西九条 SD345 D22

平成27年3月 公共 土木 兵庫県 神戸市港湾局 神戸市 相和建設(株) LPG耐震補強工事 SD345 D25

平成27年3月 民間 建築 愛知県 新英金属(株) (株)堀尾佳弘建築研究所 鹿島建設(株) 新英金属(株)東栄プレス工場新築工事 SD345 D22

平成27年3月 民間 建築 兵庫県 日清エンジニアリング(株) 日清エンジニアリング(株) (株)ポオトデリカトオカツ新東灘工場新築工事 SD345～SD390 D19～D25

平成27年3月 民間 建築 大阪府 (株)エターナル 城東区東中浜2丁目計画新築工事

平成27年3月 公共 建築 大阪府 (株)竹中工務店  大手前立体駐車場（仮称）新築その他工事 SD345～SD390 D22～D29
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平成27年3月 民間 建築 大阪府 (株)竹中工務店・竹中土木JV (仮称)エキスポランド跡地複合施設開発事業(Q棟) SD345～SD390 D19～D25

平成27年3月 民間 建築 大阪府 大和ハウス工業(株) 三協則武鋼業(株)工場新築工事 SD345～SD390 D19～D25

平成27年3月 民間 建築 大阪府 五洋建設(株) (株)杉村倉庫・浪速倉庫新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成27年3月 民間 建築 大阪府 信和不動産(株) (株)IAO竹田設計 (株)信和建設 スプランディッド北浜平野町新築工事 SD345～SD390 D22～D35

平成27年3月 民間 建築 大阪府 信和不動産(株) (株)IAO竹田設計 (株)信和建設 スプランディッド北浜DUE淡路町新築工事 SD345～SD390 D22～D35

平成27年3月 公共 土木 広島県 JR西日本 ジェイアール西日本コンサルタンツ(株) 広成建設(株) 山陽本線廿日市駅橋上化工事 SD345 D19～D29

平成27年3月 民間 建築 岡山県 (株)入江工芸社 (有)藤坂建築デザイン工房 (株)三幸工務店 入江工芸社新社屋新築工事 SD345 D19・D22

平成27年3月 民間 建築 岡山県 (株)ナフコ (株)重藤組 ホームプラザナフコ岡山店新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成27年3月 民間 建築 広島県 (株)コンクエスト Ａｐｅｘｃｏｎｓｕｌｔａｎｔ 山陽工業(株) (仮称)ヴェリタス宮島口新築工事 SD345 D19～D25

平成27年3月 公共 建築 山口県 中国四国防衛局
梓設計

長野総合建築事務所
総合設備ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄＪＶ

大成建設(株) 岩国飛行場(H25)小学校新設等建築その他工事 SD345～SD390 D19～D29

平成27年3月 公共 建築 岡山県 中国四国防衛局 (株)懸樋工務店 日本原(25)隊舎改修工事 SD345 D22

平成27年3月 民間 建築 石川県 (株)大林組 加賀市統合新病院 SD345 D19～D32

平成27年3月 民間 建築 兵庫県 東京建物(株) 不二建設(株) 不二建設(株) (仮称)神戸市西区学園西町１丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成27年3月 民間 建築 愛知県 (株)キング観光 (株)東京オデッセイ (株)イチケン キング観光サウザンド若宮大通店新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成27年3月 民間 建築 奈良県 奈良県立医大ＪＶ工事所 SD345～SD390 D19～D29

平成27年3月 民間 建築 大阪府 (株)フクダ不動産 Ryo設計室 (株)森本組 (仮称)大阪市天王寺区上本町5丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D25

平成27年3月 公共 建築 岐阜県 北方町長室戸英夫
シーラカンスアソシエイツ

武藤圭太郎建築設計共同企業体
TSUCHIYA(株)・内藤特定建設

工事共同企業体
第1号北方町新庁舎建設工事 SD345～SD390 D19～D29

平成27年3月 公共 建築 愛知県 (株)未来設計社 オリエンタル白石(株) 第二東名高速道路真福寺川橋工事 SD345～SD390 D19～D35

平成27年3月 公共 建築 奈良県 (株)環境技術研究所 (株)福田組 資源化ｾﾝﾀｰ建設工事 SD345 D19～D25

平成27年3月 民間 建築 兵庫県 (株)ダイシン建築設計事務所 (株)長谷工コーポレーション (仮称)宝塚市東洋町マンション計画新築工事

平成27年3月 民間 建築 大阪府 サムティ(株) (有)T.G.T楷建築事務所 奥村組土木興業(株) (仮称)サムティ浪速区桜川2丁目新築工事

平成27年3月 公共 建築 徳島県 小松島市 大計設計(株) 大鉄工業・斉藤建設ＪＶ 小松島南総合中学校新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成27年3月 民間 建築 兵庫県 野村不動産(株) 西武建設(株) 西武建設(株) 香櫨園Cフラット SD345～SD390 D19～D32

平成27年3月 民間 建築 大阪府 東建コーポレーション(株) 東建コーポレーション(株) 高齢者向け住宅フラワーホーム SD345 D19～D25

平成27年3月 民間 建築 兵庫県 日本エスリード(株) (株)都市建 美樹工業(株) (仮称)エスリード大正区三軒家東2丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32
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平成27年3月 民間 建築 大阪府 全星薬品工業(株) 前田建設工業(株) 前田建設工業(株) 全星薬品工業(株)和泉工場新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成27年3月 公共 建築 千葉県 松戸市 (株)久米設計 東急建設(株) （仮称）松戸市立関台小学校新築工事 SD390 D22～D38

平成27年3月 民間 建築 東京都 三菱地所(株) 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) (仮称)大手町1-1計画A棟新築工事 SD345 D19

平成27年3月 民間 建築 埼玉県 SGリアルティ(株) 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) SGリアルティ東松山新築工事 SD490 D41

平成27年3月 民間 建築 東京都 新日本建設(株) 新日本建設(株) 新日本建設(株) (仮称)新富町2丁目計画新築工事 SD490 D38

平成27年3月 民間 建築 大阪府 (株)エターナル 港区磯路2丁目マンション新築工事

平成27年2月 公共 土木 千葉県 千葉県 浦安富岡橋 SD390 D32

平成27年2月 民間 建築 (株)東洋設計事務所 睦備建設(株) 南区西丸条菅田町計画 SD345～SD390 D19・D22

平成27年2月 民間 建築 相互住宅(株) 相互住宅(株) クリーンセンターごみピット低盤工事 SD345 D22

平成27年2月 民間 建築 大島稔 アールプラス建築設計(株) (株)アクシス 千代田三丁目3315番マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成27年2月 民間 建築 東京都 独立行政法人海上技術安全研究所 辻建設(株) 辻建設(株) 実海域再現水槽建屋(東京都三鷹市) SD345～SD390 D25・D29

平成27年2月 民間 建築 セノビ興産(株) (株)ヤン 豊栄建設(株) 岡本・Nマンション SD345～SD390 D19～D29

平成27年2月 民間 建築 川口様 大東建託(株) 大東建託(株) 川口様 SD345～SD390 D19～D25

平成27年2月 民間 建築 日本エスリード(株) (株)イサラ・デザイン (株)ナカノフドー建設 エスリード鶴見焼野 SD345～SD390 D19～D32

平成27年2月 公共 建築 黒潮町 (株)ハウジング総合コンサルタント 西南綜合建設(株) 蜷川健康支援センター耐震補強工事 SD345 D19

平成27年2月 公共 建築 滋賀県 大津市 大津市建設部建築課
新城鉄筋工業所

(株)内田組
値域振興施設（道の駅）新築工事 SD345 D19～D25

平成27年2月 民間 建築 京都府 (株)林工務店
チャドマス建築工房

(株)日建
小笹鉄筋(株) (株)日建 (仮称)プリオーレ京都市中京区高倉通三条新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成27年2月 民間 建築 京都府 川口喜博様 大東建託(株) (株)こむら鉄筋工業 大東建託(株) 川口喜博様共同住宅新築工事 SD345 D19・D22

平成27年2月 民間 建築 大阪府 (株)エヌ・ティ・テ・データ (株)NTTファシリティーズ
宮本建設(株)

日本メックス(株)
ＮＴＴ堂島ビルＥＮＧ７２時間運転化に伴おう改修工事 SD345 D19～D25

平成27年2月 民間 建築 兵庫県 セイビ興産(株) (株)ヤン 小笹鉄筋(株) (株)豊栄建設 (仮称)岡本・Ｎマンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成27年2月 民間 建築 兵庫県 村本建設(株) サンホームあまがさきⅡ新築工事 SD345～SD390

平成27年2月 民間 建築 岐阜県 (株)フジタ バロー可児精肉物流センター新築工事 SD345～SD390

平成27年2月 民間 建築 大阪府 (株)プライムデザイン (株)エターナル (仮称)港区磯路2丁目マンション新築工事 SD345

平成27年2月 民間 建築 奈良県 生和コーポレーション(株) (仮称)倭M新築工事 SD345

平成27年2月 公共 建築 奈良県 奈良市長 奈良市 (株)武部商会 春日公民館西木辻分館 SD345 D25以下
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平成27年2月 公共 土木 大阪府 高槻市長 高槻市 総合住宅 前島クリーンセンター SD345 D22

平成27年2月 民間 建築 大阪府 積水ハウス(株) 藤井建設(株) 積水ハウス(株) 堺市北区百舌鳥２丁計画 SD345～SD390 D32以下

平成27年2月 民間 建築 兵庫県 医療法人社団魚橋会魚橋病院 (株)加藤建築事務所 (株)藤木工務店 魚橋病院増改築工事3期工事 SD345 D19～D25

平成27年2月 民間 建築 愛知県 CKD 鹿島建設(株) (仮称)CKD小牧工場新K34号棟建設工事 SD390 D32

平成27年2月 民間 建築 大阪府 プレア東設計 (株)伸光建設 (仮称)北区大淀南3丁目共同住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成27年2月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)現代綜合設計 村中建設(株) プレサンスロジェ東住吉区杭全一丁目新築工事 SD345～SD390 D16～D32

平成27年2月 民間 建築 大阪府 大鉄工業(株) 大阪医療センター宿舎整備事業(宿舎棟)工事 SD345～SD390 D19～D38

平成27年2月 公共 建築 岡山県 浅口市 (株)まつもとコーポレーション 浅口市役所本庁舎耐震改修等工事 SD345 D19～D25

平成27年2月 民間 建築 岡山県
パシフィック・カッパー(株)

日比製煉所
三井住友建設(株) 日比製錬所カラミ置場 SD345 D22

平成27年2月 公共 建築 広島県 中国四国防衛局 (株)車田建築設計事務所 五洋建設(株) 呉(25)からす小島倉庫新設建築その他工事 SD345～SD390 D19～D29

平成27年2月 民間 建築 岡山県 (株)ソム･テック さとう内科消化器科クリニック新築工事 SD345 D19・D22

平成27年2月 公共 土木 岡山県 岡山県 (株)西山組 1-2-2公共道路工事(備作大橋下部工耐震補強) SD345 D25～D32

平成27年2月 民間 建築 福井県 三越建設工業(株) 平成26年度あわら市本荘公民館改築工事(建築) SD345 D25

平成27年2月 民間 建築 富山県 辻建設･松原建設･砂原建設JV 西田地方保育所移転改築主体工事 SD345 D25

平成27年2月 民間 建築 和歌山県 (株)環境総合テクノス 関西電力御坊営業所移転新築工事 SD345 D22～D29

平成27年2月 公共 建築 埼玉県 埼玉県消防局 田中・不動・共栄ＪＶ 緑消防署等複合施設建設工事 SD390 D35

平成27年2月 民間 建築 東京都 大木建設(株) 三ノ輪マンション SD390 D35

平成27年2月 民間 建築 大阪府 (株)IAO竹田設計 (株)イチケン (仮称)大阪市中央区今橋2丁目新築工事

平成27年2月 民間 建築 (株)日商システム (株)永都設計 (株)ノバック (仮称)エステムコート西区本田1丁目新築工事

平成27年2月 民間 建築 大阪府 学校法人近畿大学 (株)安井建築設計事務所 (株)フジタ 近畿大学法学部新棟(仮称)新築工事 SD345～SD390 D22～D32

平成27年2月 民間 建築 大阪府 (株)住友倉庫 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) (株)住友倉庫(仮称)南港北倉庫建設工事 SD345 D19

平成27年2月 公共 建築 大阪府 大阪府能勢町 (株)大建設計 (株)淺沼組 能勢町立新学校新築工事 SD345 D19・D22

平成27年2月 民間 建築 大阪府 独立行政法人産業技術総合研究所 (株)安井建築設計事務所 (株)淺沼組 関西センター次世代蓄電池健康医療研究拠点(建築)工事 SD345 D19・D22

平成27年2月 民間 建築 宮城県 東北共栄建設(株) 仙台駅前ビル SD345 D25

平成27年2月 民間 建築 東京都 前田建設工業(株) 浜田山計画 SD390 D38
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平成27年2月 民間 建築 大阪府 東建コーポレーション(株) 東建コーポレーション(株) 中谷守様自宅兼マンション SD345～SD390 D19～D29

平成27年2月 民間 建築 大阪府 (株)プラスPM (株)小滝工務店 特別養護老人ホーム称楊苑 SD345～SD490 D19～D29

平成27年2月 民間 建築 大阪府 前田建築設計事務所 (株)天道組 大阪包装者新築工事 SD345 D19～D25

平成27年2月 公共 建築 奈良県 大和高田市 (株)イチケン 大和高田市立病院放射線治療棟建設工事 SD345 D19～D25

平成27年2月 公共 土木 千葉県 流山市 (株)岡本建設 運河大橋工事（千葉県流山市） SD390 D29・D32

平成27年2月 公共 建築 千葉県 千葉県印西市長 新日本建設(株) 21住区小学校 SD345 D22

平成27年2月 公共 建築 広島県 広島市
(株)石本建築事務所

藤本寿徳建築設計事務所
大成建設(株)・広成建設・砂原組ＪＶ 地域医療総合支援センター（仮称） SD390 D29

平成27年1月 民間 建築 社会福祉法寿老園老人ホーム (株)藤木工務店 寿老園老人ホーム曙町施設整備工事

平成27年1月 民間 建築 岡山県 穴吹興産(株) (株)アトリエ・ユー・ディ 小竹興業(株) アルファライフ門田屋敷新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成27年1月 公共 建築 広島県
広島駅南口Ｂブロック
市街地再開発組合

(株)アール・アイ・エー 前田建設工業(株) 広島駅南口Bブロック新築工事 SD345 D22・D25

平成27年1月 民間 建築 クレハ錦建設(株) 学校給食共同調理現場移転改築工事 SD345 D19～D25

平成27年1月 民間 建築 奈良県 生和コーポレーション(株) 倭様マンション新築工事

平成27年1月 民間 建築 (株)和田コーポレーション 東亜建設工業(株) ロイヤルガーデン太田 SD345～SD390 D19～D35

平成27年1月 民間 建築 ＩＨＩインフラ 釜石太平橋補強 SD345 D19

平成27年1月 民間 建築 (有)高田建築設計 (株)関東建創 テックランド名古屋港店新築工事 SD345 D19～D25

平成27年1月 民間 建築 神奈川県 戸田建設(株) 小田急座間センター(相模原市２期) SD345 D25

平成27年1月 公共 建築 滋賀県 大津市 大津市建設部建築課 (株)内田組 地域復興施設（道の駅） SD345 D19～D25

平成27年1月 民間 建築 村本建設・野原工務店JV (株)総企画設計 三山木小学校西校舎新築工事 SD345 D19～D25

平成27年1月 民間 建築 池田紙業 (株)センプラン研究所 (株)宮崎技建 (仮称)池田紙業新築工事 SD345 D19～D25

平成27年1月 民間 建築 京都府 近畿糧重興産(株) (株)新井組 (株)創進工業 (株)新井組 ディアエスタミオ甲子園口新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成27年1月 民間 建築 滋賀県 日本エスリード(株) (株)都市居住文化研究所 石井工業(株) (株)淺沼組 (仮称)エスリードにおの浜新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成27年1月 民間 建築 兵庫県 (株)プレサンスコーポレーション (株)松本組 プレサンスロジェ西宮北口新築工事 SD345～SD390

平成27年1月 民間 建築 大阪府
(株)上六温泉

代表取締役中川邦雄
日本建設(株) (仮称)上六マンションPROJECT新築工事 SD345～SD390

平成27年1月 公共 建築 香川県 綾川町 戸田建設(株) 綾川町立綾南中学校校舎改築工事 SD345 D19～D25

平成27年1月 公共 建築 香川県 香川県 日栄建設(株) 香川県立高松南高等学校校舎棟建築工事 SD345～SD390 D19～D29
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平成27年1月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) 岩橋様マンション SD345～SD390 D29以下

平成27年1月 公共 土木 京都府 京都市長 京都市 三菱電機(株) 洛西浄化センター SD345 D19

平成27年1月 民間 建築 京都府 俵屋旅館 田中工務店一級建築士事務所 (株)田中工務店 俵屋旅館社宅 SD345 D22以下

平成27年1月 公共 建築 兵庫県 兵庫県 (株)鷲尾建築設計事務所 島谷建設(株) 県立相生産業高等学校管理･普通教室棟他耐震補強その他工事 SD345 D25

平成27年1月 民間 建築 大阪府 プレア東設計 (株)伸光建設 (仮称)都島区内代町３丁目共同住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成27年1月 民間 建築 岡山県 白石建設(有) (株)竹内組 白石建設生コンプラント SD345 D19～D25

平成27年1月 民間 建築
(株)大林組・南海辰村建設

共同企業体
大阪府庁舎本館耐震改修工事

平成27年1月 民間 建築 京都府 鹿島建設(株) (仮称)ライフ花屋町店新築工事 SD345 D25

平成27年1月 民間 建築 大阪府 セントラル総合開発(株) (株)IAO竹田設計 不二建設(株) (仮称)クレアホームズ朝潮橋新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成27年1月 民間 建築 大阪府 社会福祉法人秋篠茜会 日本土建工業(株) (仮称)こがねの里増改築工事 SD345 D19・D22

平成27年1月 民間 建築 大阪府
南海電気鉄道(株)

南海不動(株)
(株)礎 不二建設(株) ヴェリテ洛西口駅前新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成27年1月 民間 建築 大阪府 (株)浅井工務店 千代田3丁目マンション新築工事 SD345 D19～D25

平成27年1月 民間 建築 京都府
国立大学法人京都大学

学長松本紘
(株)類設計室 (株)淺沼組 京都大学(中央)学生集会所新営その他工事 SD345 D19～D25

平成27年1月 民間 建築 大阪府 大東建託(株) 木下源次様共同住宅新築工事 SD345～SD390 D19・D22・D29

平成27年1月 民間 建築 京都府 医療法人芳松会田辺病院 (株)ゆう建築設計 戸田建設(株) 医療法人芳松会田辺病院建替工事 SD345～SD390 D22・D29

平成27年1月 民間 建築 京都府 阪急不動産(株) (株)フジタ (株)フジタ ジオ阪急洛西口サウスレジデンス新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成27年1月 民間 建築 大阪府 京阪電鉄不動産(株) (株)IAO竹田設計 不二建設(株) ファインフラッツ天王寺ア－バネックス(新) SD345～SD390 D19～D29

平成27年1月 民間 建築 和歌山県 (株)南北 (株)フジタ (株)フジタ (仮称)コンフォートホテル和歌山新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成27年1月 民間 建築 奈良県 (株)福本設計 八房建設(株) 奈良ダイハツ(株)本社及び奈良店改築工事 SD345～SD390 D22

平成27年1月 民間 建築 三重県 (株)プレサンスコーポレーション (株)磯 (株)福田組 (仮称)プレサンスロジェ草津市若竹町新築工事 SD345～SD390 D22～D32

平成27年1月 民間 建築 岐阜県 協和建設(株) (仮称)プライムマンティン那加新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成27年1月 民間 建築 大阪府
京阪電気鉄道(株)

京阪電鉄不動産(株)
不二建設(株) 不二建設(株) (仮称)中央区備後町マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成27年1月 民間 建築 大阪府 第一交通産業(株) (仮称)グランドパレス高津新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成27年1月 民間 建築 大阪府 近鉄不動産(株) 近鉄不動産(株) 不二建設(株) (仮称)守口市京阪本通二丁目PJ建設工事 SD345～SD390 D22～D35

平成27年1月 公共 土木 ベトナム CUULONGCIPM 日本工営/長大/テディ― 大成建設(株)  ベトナム・カントー橋北アプローチ橋橋脚補強工事 SD345 D25・D28
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平成27年1月 民間 建築 大阪府 清水総合開発(株) (株)IAO竹田設計 (株)新井組 (仮称)ヴィークコート天王寺空清町新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成27年1月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (株)生原建築事務所 西武建設(株) 東中島4丁目計画 SD345～SD390 D19～D32

平成27年1月 民間 建築 奈良県 (株)小松義博建築都市 (株)マツダ・シティーズ 新三条ビル SD345～SD390 D19～D32

平成27年1月 民間 建築 大阪府 (株)かねわ工務店 平屋町共同住宅 SD345～SD390 D19～D32

平成27年1月 公共 建築 高知県 高知県 大成建設(株)･ﾐﾀﾆ･有生JV 新図書館等複合施設建築主体工事 SD345～SD390 D19～D35

平成27年1月 民間 建築 兵庫県 (株)柄谷工務店 (株)柄谷工務店 (仮称)信行勧学院新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成27年1月 民間 建築 埼玉県 (株)タカラレーベン 埼玉建興(株) 埼玉建興(株) (仮称)レーベン古河新築工事 SD490 D41

平成27年1月 民間 建築 東京都 一建設(株) (株)光和設計 (株)上滝 (仮称)プレシス鶴間新築工事 SD490 D35

平成27年1月 民間 建築 茨城県 アステラス製薬(株) 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) アステラス製薬(株)AST22番地研究拠点統合工事 SD390 D35・D38

平成27年1月 公共 土木 埼玉県 NEXCO東日本 (株)大林組
東京外環自動車道

三郷ジャンクションG´ランプ橋(下部工)工事
SD345 D19～D32

平成27年1月 民間 建築 千葉県 松栄建設(株) 特別養護老人ホーム和陽園新築工事 SD345 D22・D25

平成27年1月 公共 土木 岩手県 (株)奥村組 一関遊水地長島水門新築工事 SD345 D22・D25

平成27年1月 公共 建築 神奈川県 川崎市 (株)桂設計 大山・大川厚・村松JV 川崎・田島支援学校 SD345 D25

平成26年12月 民間 建築 香川県 戸田建設(株) 香川大学医学部 SD345～SD390 D19～D38

平成26年12月 公共 建築 戸田建設(株) 綾南中学校 SD345 D19～D25

平成26年12月 民間 建築 ＩＡＴ建築士事務所 (株)田中工務店 (株)表屋旅館社宅 SD345 D19・D22

平成26年12月 民間 建築 (株)かねわ工務店 (仮)Ｃ．Ｇ西本町 SD345～SD390 D19～D32

平成26年12月 民間 建築 兵庫県 野村建設工業(株) 野村建設工業(株) (仮称)芦屋市平田町計画新築工事

平成26年12月 民間 建築 高橋清重様 大東建託(株) 大末建設(株) 高橋清重様共同住宅 SD345 D19～D25

平成26年12月 公共 建築 大阪府 大阪市交通局 野村建設工業(株) 緑木検車場一元化改造工事 D22・D25

平成26年12月 民間 建築 (株)大林組 加賀市統合新病院 SD345 D22・D25・D32

平成26年12月 民間 建築 社会福祉法人ＣＩＪ福祉会 (株)楓商店 楓商店 特別養護老人ホーム桂浜彩光園新築工事 SD345 D19～D25

平成26年12月 公共 建築 島根県 隠岐郡西ノ島町 (株)小草建築設計事務所 (株)鴻池組 西ノ島小中学校校舎・屋内運動場建設工事 SD345 D19～D32

平成26年12月 民間 建築 愛知県 (株)野口建築事務所 東レ建設(株) (仮称)名東区社台計画新築工事 SD390 D35

平成26年12月 民間 建築 東京都 三井不動産(株) 真柄建設(株) 真柄建設(株) (仮称)墨田区向島一丁目計画新築工事 SD390 D19～D38
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平成26年12月 民間 建築 和建設(株) 和建設(株) 和建設(株) (仮称)ビ・ウェル新堀新築工事 SD345 D19～D35

平成26年11月 民間 建築 滋賀県 (株)プレサンスコーポレーション 西部建設(株) プレサンスロジェ大津 SD345～SD390 D19～D35

平成26年11月 民間 建築 愛知県 積水ハウス(株)
(株)飯島建築事務所
一級建築士事務所

共立建設(株) グランドメゾン照が丘新築工事 SD345 D19・D22

平成26年11月 民間 建築 愛知県 TSUCHIYA(株) 愛知産業大学工業高等学校伊勢山校舎新築工事

平成26年11月 民間 建築 (株)プレサンスコーポレーション (株)松本組 プレサンスロジェ西宮北口新築工事

平成26年11月 民間 建築 大阪府 エターナル(株) 住之江区中加賀家3丁目マンション新築工事

平成26年11月 民間 建築 (株)松本組 みなちキッズステーション新築工事

平成26年11月 民間 建築 (株)コマ設計 (株)中川工務店 今出川堀川東 SD345 D22

平成26年11月 民間 建築 (株)長栄建築士事務所 (株)公建 ＥＦ梅ノ宮新築工事 SD345 D22

平成26年11月 民間 建築 カゴメ不動産 (株)青島設計 戸田建設(株) カゴメ水天宮ビル SD345 D25

平成26年11月 民間 建築 学校法人国際医療福祉大学
ピーエス三菱

一級建築士事務所
ピーエス三菱 国際医療福祉大学 SD345～SD390 D19～D35

平成26年11月 民間 建築 SGリアルティ(株) 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) SGリアルティ東松山新築工事 SD390 D25・D29・D38

平成26年11月 民間 建築 巴・シマJV (株)クオリア 町営緑ヶ丘住宅PFI第1期 SD345～SD390 D19～D29

平成26年11月 民間 建築 高知県 テレビ高知
ワークステーション・センプラン

依光設計共同体ＪＶ
(株)岸之上工務店 (仮称)テレビ高知新社屋建設計画 SD345 D25

平成26年11月 民間 建築 穴吹興産(株) (株)現代建築計画 (株)岸之上工務店 (仮称)アルファステイツ愛宕山Ⅱ新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成26年11月 民間 建築 千葉県 新日本建設(株) 南柏マンション SD345～SD390 D32・D35

平成26年11月 民間 建築 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)レツデンスグランデカワノ真田山新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成26年10月 民間 建築 鹿島建設(株) 三菱重工・小牧南 SD390 D22・D32

平成26年10月 民間 建築 大成建設(株) 福島村上病院 SD345 D22・D25

平成26年10月 民間 建築 日本国土開発(株) ベガス安雲野店新築工事

平成26年10月 民間 建築 近畿三菱重興産 (株)新井組 (株)新井組 ディアエスタミオ甲子園口 SD345～SD390 D19～D32

平成26年10月 公共 建築 兵庫県 芦屋市 芦屋市都市建設部建設課 美樹・近藤JV 芦屋市庁舎東間 SD345～SD390 D19～D35

平成26年10月 民間 建築 (株)イサラ・デザイン (株)金山工務店 プレセンス福島区海老江７丁目ＰＪ SD345～SD390 D19～D35

平成26年10月 公共 建築 大阪府 大阪府枚方市 (株)ナカノフドー建設 新第１学校給食共同調理場 SD345 D19～D25

平成26年10月 民間 建築 (株)大京 三輪建設 東洋建設(株) ライオンズ三ノ輪 SD490 D38
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平成26年10月 民間 建築 宮城商事 (株)安藤・間 (株)安藤・間 銀座ビル SD345 D16・D19

平成26年10月 民間 建築 (株)柄谷工務店 (株)柄谷工務店 (株)柄谷工務店 西軸波５丁目ワンルーム計画 SD345～SD390 D19～D25

平成26年10月 民間 建築 兵庫県 (株)Dコーポーレーション (株)Dコーポーレーション サンフォリア立花マンション新築 SD345～SD390 D19～D25

平成26年10月 民間 建築 兵庫県 生和コーポレーション(株) 幸洋様マンション新築工事

平成26年10月 公共 建築 山口県 大成建設(株) 岩国飛行場（Ｈ24）訓練施設等新設建築工事

平成26年10月 民間 建築 広島県 大之木建設(株) 小規模特別養護老人ホームたかね荘こやうら新築工事

平成26年10月 民間 建築 (株)エースワン
(株)貴屋建設

一級建築士事務所
建誠 (仮称)エースワン横内店新築工事 SD345 D19・D22

平成26年10月 民間 建築 高知県 (株)日本アクセス (有)杢建築事務所 (有)七祐建設 (株)日本アクセス高知支店新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成26年10月 民間 建築 (株)マツダシティーズ (株)マツダ・シティーズ (有)七福 SD345～SD390 D19～D35

平成26年10月 民間 建築 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) 田方様マンション SD345 D19～D25

平成26年10月 公共 建築 徳島県 徳島市 西松建設・姫野組・平山建設ＪＶ 沖洲小学校校舎棟体育館棟 SD345～SD390 D19～D29

平成26年10月 民間 建築 徳島県 小川病院 (株)竹中工務店 (株)竹中工務店 聖心会小川病院 SD345～SD390 D19～D38

平成26年10月 民間 建築 埼玉県 日本GLP(株) ＪＦＥシビル(株) JFEシビル・福田組JV GLP吉見PJ作業所 SD390 D19～D32

平成26年10月 民間 建築 東京都 新日本建設(株) 新日本建設(株) 新日本建設(株) (仮称)EX瑞江Ⅲ SD345 D25

平成26年10月 公共 土木 (株)松村組 (株)松村組 フローレンス SD345～SD390 D22

平成26年9月 民間 建築 村本建設(株) サンクレイド千種古出来新築工事 SD345 D22・D25

平成26年9月 民間 建築 プライム 陸前田中田地区 SD345 D22

平成26年9月 民間 建築 神奈川県 三井住友建設(株) 北山田5丁目計画(神奈川県横浜市) SD390 D32

平成26年9月 民間 建築 大阪府 (株)エターナル 都島区東野田３丁目計画

平成26年9月 民間 建築 大阪府 栗本建設工業(株) シャローム晴れる家3号館新築工事

平成26年9月 民間 建築 (株)安藤・間 エクシブ鳥羽別邸新築工事

平成26年9月 民間 建築 (株)丸松商事 ギフトプラスデザイン スナダ建設(株) 丸松商事様南久宝寺一丁目PJ SD345～SD390 D19～D38

平成26年9月 民間 建築 イズミ 清水建設(株) 清水建設(株) イズミ広島物流センター SD390 D29

平成26年9月 民間 建築 静岡県 ゴールドクレスト 五洋建設(株) 五洋建設(株) 熱海駅前計画 SD345 D16～D29

平成26年9月 民間 建築 (株)エターナル (株)エターナル 都島区東野田３丁目計画 SD345～SD390 D19～D25
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平成26年9月 公共 建築 滋賀県 大津市
日立造船(株)

大津市設備整備課
日立造船(株) 大田廃棄物 終処分場（二期）浸出水処理施設 SD345 D19～D25

平成26年9月 民間 建築 服部建築事務所 村本建設(株) 四天王寺大学総合体育館 SD345～SD390 D19～D25

平成26年9月 民間 建築 (株)かねわ工務店 (仮)東前町計画 SD345～SD390 D19

平成26年9月 民間 建築 (株)キハラコーポレーション 東海北陸自動車道野々俣他1橋工事 SD345 D32

平成26年9月 民間 建築 学校法人智辯学園 (株)佐藤総合計画 (株)森下組 智辯学園中学校・高等学校校舎(二期工事) SD345 D19～D25

平成26年9月 民間 建築 前田建設工業・北海工業JV 射水市民病院増改築工事 SD345～SD390 D19・D25・D32

平成26年9月 民間 建築 国立大学法人高知大学 (株)ハウジング総合コンサルタント 中勝建設(株) 高知大学(岡豊)管理棟耐震改修工事 SD345 D25

平成26年9月 民間 建築 生和コーポーレーション(株) 生和コーポーレーション(株) (仮)神港興業合資社様マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成26年9月 民間 建築 (株)創建設計事務所 (株)バック 西北ハートクリニック新築工事 SD345 D19～D25

平成26年9月 民間 建築 東京都 西濃運輸(株) セイノーエンジニアリング(株) 五洋建設(株) (仮称)西濃運輸(株)東京支店新築工事 SD490 D22～D38

平成26年9月 民間 建築 東京都 インターナショナル岩田企画(株) (株)ノバック (仮称)江東橋Ⅳ新築工事 SD490 D22～D35

平成26年9月 公共 建築 滋賀県 滋賀県知事 (株)岡村設計 (株)堀光 平成26年度台11号交通機動隊庁舎 SD345 D22・D25

平成26年8月 民間 建築 社会福祉法人基弘会 豊和開発(株) (株)福田組 選南総合リハビリ施設夢の箱 SD345 D22・D25

平成26年8月 民間 建築 (株)ノバック 長吉出戸南1住宅6・7館建設工事

平成26年8月 民間 建築 松本組 やわらぎサービス付高齢者向住宅新築工事

平成26年8月 公共 建築 水原建築設計事務所 (株)フジタ 日野消防署 SD345 D19～D25

平成26年8月 民間 建築 生和コーポーレーション(株) 生和コーポーレーション(株) (仮称)小野様マンション新築工事 SD345 D22・D25

平成26年8月 民間 建築 (株)北川鉄工所 ナカノフドー建設(株) スズケン名南物流センター新築工事 SD390 D29・D32

平成26年8月 公共 建築 広島県 JR西日本 (株)大林組 JR広島駅 SD345～SD390 D22～D32

平成26年8月 民間 建築 広島県 幸建設(株) 東平塚マンション新築工事

平成26年8月 民間 建築 大阪府 栗本建設工業(株) 泉尾1丁目計画

平成26年8月 民間 建築 安芸大田町病院 大旗連合建設 清水建設(株) 安芸大田病院 SD345 D22～D25

平成26年8月 公共 建築 東京都 東京都水道局 (株)熊谷組 芝浦ポンプ場 SD345 D19・D25

平成26年8月 公共 建築 茨城県 下妻市 塚田建材(株) 下妻第二高等学校耐震補強工事 SD345 D19

平成26年8月 民間 建築 東京都 (株)マリモ (株)空間システム研究所 新日本建設(株) (仮称)アルティザ東銀座新築工事 SD390 D19～D35
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平成26年8月 民間 建築 髙松建設(株) 中津・エムズマンション新築工事

平成26年7月 民間 建築 大阪府 阪急不動産(株) 大末建設(株) 大末建設(株) 大阪市西区境川住宅建替工事 SD345～SD390 D16～D38

平成26年7月 民間 建築 東京都 大和小田急建設(株) マルシェ玉川学園前リニューアル(東京都町田市) SD345 D25

平成26年7月 民間 建築 日本建設(株) 上六マンションPROJECT新築工事

平成26年7月 民間 建築 (株)アワービルダー シティーコート大小路Ⅱ新築工事

平成26年7月 民間 建築 (株)フジタ メニコンDS各務原作業所

平成26年7月 民間 建築 (株)竹中工務店 慈愛幼稚園 SD345～SD390 D19～D25

平成26年7月 民間 建築 百合伸二 生和コーポーレーション(株) (仮称)篠原様マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成26年7月 民間 建築
フリーダムアーキテクト

デザイン(株)
(株)建築設計事務所

フリーダム
(株)豊栄建設 AXIS中津５丁目 SD345～SD390 D22

平成26年7月 民間 建築 (株)柄谷工務店 (株)柄谷工務店 (株)柄谷工務店 塚口本町ワンルームマンション SD345～SD390 D19～D25

平成26年7月 民間 建築 朝日信金 富井建築研究所 戸田建設(株) 朝日信金 SD490 D38

平成26年7月 公共 土木 千葉県 国土交通省整備局 (株)不動テトラ 矢切函渠その他工事 SD345 D25～D38

平成26年7月 公共 土木 千葉県 千葉県 浦安富岡橋 SD390

平成26年7月 民間 建築 大阪府 枚方寝屋川消防組合 枚方市公共施設部施設整備質 (株)淺沼組 枚方寝屋川消防組合本部方舎 SD345～SD390 D19～D38

平成26年7月 民間 建築 イージス(株) スナダ建設(株) スナダ建設(株) セレニテ北久宗寺一丁目PJ SD345～SD390 D19～D32

平成26年7月 民間 建築 (株)松田平田設計 (株)松村組 中山平４丁目計画 SD345～SD490 D19～D41

平成26年7月 公共 建築 高知県 香美市 (株)ASA設計事務所 大旺新洋(株) 香美市消防庁舎建設工事（建築主体工事） SD345 D25

平成26年7月 民間 建築 医療法人蒼生会 (株)洞設計 (株)淺沼組 医療法人蒼生介護老人保健施設 SD345 D19～D25

平成26年7月 民間 建築 千葉県 (株)フジタ 柏物流センター新築工事 SD345～SD390 D32・D35

平成26年7月 民間 建築 埼玉県 埼玉医科大学 (株)伊藤喜三郎建築研究所 鹿島建設(株) (仮称)埼玉医科大学総合医療センター高度救命救急センター増築工事 SD390 D19～D32

平成26年7月 民間 建築 (株)アクセス都市設計 (株)鍛冶田工務店 下鴨東森ヶ前町計画 SD345～SD390 D22～D29

平成26年6月 民間 建築 三崎組 復興公宮住宅小名浜団地新築工事 SD345

平成26年6月 公共 建築 大阪府 大阪市 スナダ建設(株) スナダ建設(株) 生野区南部地区整備事業 SD345 D19～D25

平成26年6月 民間 建築 (有)石勢 生和コーポーレーション(株) 生和コーポレーション(株) (有)石勢マンション SD345～SD390 D19～D32

平成26年6月 民間 建築 (株)かねわ工務店 (仮)市屋町共同住宅 SD345～SD390 D19～D32
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平成26年6月 民間 建築 スターツCAM(株) 天満4丁目ビル新築工事

平成26年6月 民間 建築 (株)アワービルダー 内代町マンション西棟新築工事

平成26年6月 民間 建築 大和ハウス工業(株) (株)長谷工コーポレーション プレミスト相生山計画(北・南)敷地新築工事

平成26年6月 民間 建築 (株)アワービルダー 玉造元町マンション新築工事

平成26年6月 民間 建築 大阪府 生和コーポレーション(株) 中川様ＭⅢマンション新築工事

平成26年6月 民間 建築 大阪府 (株)エターナル 十三本町2丁目マンション新築工事

平成26年6月 公共 建築 山口県 広成建設(株) 岩国飛行場（24Ｈ）売店等新設建築工事

平成26年6月 民間 建築 (株)ノバック リーガル岡崎橋新築工事

平成26年6月 民間 建築 兵庫県 阪神電鉄 阪神設計コンサルタント(株) ハンシン建設(株) 宝塚歌劇団すみれ寮新築工事 SD345～SD390 D16～D35

平成26年6月 民間 建築 徳島県 むらさき学園 (株)亜松建設 徳島文理大学二号館 SD345～SD390 D19～D29

平成26年6月 民間 建築 大和ハウス工業(株) 小野建(株)三協 SD345～SD390 D22～D25

平成26年6月 民間 建築 (株)プレサンスコーポレーション (株)現代綜合設計 (株)鍛冶田工務店 プレサンスロジェ都島中通 SD345～SD390 D19～D35

平成26年6月 民間 建築 日本エスリード(株) (株)イサラ・デザイン 奥村組土木興業(株) エスリード都島区東野田一丁目工事 SD345～SD390 D16～D38

平成26年6月 公共 建築 大阪府 大阪市 (株)戸田建築監理事務所 栗本建設工業(株) 大和田第三住宅1号館建設工事 SD345～SD390 D16～D35

平成26年6月 民間 建築 (株)西四国マツダ
マツダエース(株)

９＆９設計
入交建設(株) (株)西日本マツダ朝倉店ショールーム棟新築工事 SD345 D19・D22

平成26年6月 民間 建築 (株)淺沼組 UDとラックス奈良CC SD345～SD390 D22・D25

平成26年6月 民間 建築 T＆N北海道設計事務所 日新工営 ニトリ SD345～SD390 D19～D29

平成26年6月 公共 建築 高知県 高知県警察本部 (株)ハウジング総合コンサルタント 大旺新・入交・関西ＪＶ 新南国警察署（仮称）庁舎新築主体工事 SD345～SD390 D19～D32

平成26年6月 民間 建築 千葉県 コーナン商事(株) 不二建設(株) 不二建設(株) (仮称)ホームセンターコーナン南流山店新築工事 SD390 D29

平成26年6月 民間 建築 東京都 医療法人社団済安堂 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) (仮称)西葛西・井上眼科病院移転建替工事 SD390 D19～D32

平成26年6月 民間 建築 埼玉県 (株)PALTAC (株)大本組 (株)大本組 PａｌｔａｃRDC埼玉作業所 SD390 D19～D32

平成26年6月 公共 建築 栃木県 宇都宮市 芳賀屋建設(株) 東小学校南校舎耐震補強工事及び大規模改造工事 SD345 D19

平成26年6月 民間 建築 埼玉県 大和ハウス工業(株) 大和ハウス工業(株) 大和ハウス工業(株) (仮称)Dプロジェクト和光A棟新築工事 SD390 D19～D32

平成26年6月 民間 建築 東京都 福山通運(株) (株)梓設計 五洋建設(株) 福山通運(株)東京支店ターミナル棟新築工事 SD490 D22～D41

平成26年6月 民間 建築 栃木県 大成建設(株) JT小山ビルC2工場(耐震)補修その他工事 SD345 D22
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平成26年6月 民間 建築 コーナン建設(株) 行吉学園ポートアイランド SD345～SD390 D19～D29

平成26年5月 民間 建築 髙松建設(株) 中津・足立マンション新築工事

平成26年5月 民間 建築 国立大学法人
国立大学法人大阪大学

施設部整備課
タツト・建設(株) 大阪大学超高圧電子顕微鏡棟 SD345～SD390 D19～D32

平成26年5月 民間 建築 YUSEI(株) 岡田計画 (株)河野組 上鳥羽マンション SD345～SD390 D19～D29

平成26年5月 公共 土木 東京都 東京都水道局 前田建設工業(株) 勝島ポンプ場 SD390 D38

平成26年5月 民間 建築 野村建設工業(株) 野村建設工業(株) (仮称)住吉区帝塚山東2丁目新築工事

平成26年5月 民間 建築 鹿島建設(株) 瀬川工業(株) 世界心道教 SD345～SD390 D19～D25

平成26年5月 民間 建築 日本エスリード(株) アクセス都市設計 大末建設(株) エスリード唐橋川久保町新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成26年5月 民間 建築
東京建設

大成有楽不動産
(株)IAO竹田設計 大末建設(株) Brilliacity千里浜新築工事 SD345～SD390 D16～D35

平成26年5月 民間 建築 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) アトールジャパン様マンション SD345～SD390 D19～D29

平成26年5月 民間 建築 大塚製薬(株) (株)奥村組 (株)奥村組 大塚製薬工場高知出張所耐震補強工事 SD345 D22

平成26年5月 民間 建築 木綿麻・大忠建設工事共同企業体 泉北高倉小学校校舎外新築工事

平成26年5月 民間 建築 穴吹興産(株) (有)艸建築工房 (株)岸之上工務店 (仮称)アルファステイツ城西公園新築工事 SD345～SD390 D22～D38

平成26年5月 民間 建築 奈良県 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) グッドライフ様マンション新築工事 SD345

平成26年5月 民間 建築 千葉県 (株)ライフコーポレーション (株)食品施設計画研究所 東洋建設(株) (仮称)日本フード(株)船橋工場新築工事 SD390 D19～D29

平成26年5月 民間 建築 東京都 (株)淺沼組 三越不二マンション改修工事 SD345 D25

平成26年5月 民間 建築 茨城県 (株)アントレックス (株)ナカノフドー建設 (仮称)(株)アントレックス土浦CSセンター新築工事 SD345 D25

平成26年5月 民間 建築 丸三製紙(株) (株)大建設計 鹿島建設(株) 丸三製紙(株)８号機棟建設工事 SD345

平成26年4月 民間 建築 奈良県 生和コーポレーション(株) グッドライフ様マンション新築工事

平成26年4月 公共 建築 広島県 五洋建設(株) 呉市新庁舎新築工事

平成26年4月 民間 建築 山口設計 クレハ錦建設(株) 磐城農業高等学校 SD345 D25

平成26年4月 民間 建築 大末建設(株) カルティア SD345 D19・D22

平成26年4月 民間 建築 生和コーポーレーション(株) 生和コーポーレーション(株) 岩橋マンション SD345～SD390 D19～D29

平成26年4月 民間 建築 神奈川県 東亜建設工業(株) 浅野学園(神奈川県横浜市) SD345 D25・D29

平成26年4月 民間 建築 神奈川県 戸田建設(株) 小田急座間センター(神奈川県相模原市) SD345 D25
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平成26年4月 民間 建築 大阪府 (株)アワービルダー シティーコート堺駅前ロータリー新築工事

平成26年4月 民間 建築 岡本良雄・岡本哲弥 彦坂恭一郎 大東建託(株) 岡本良雄・岡本哲弥様店舗付共同住宅 SD345～SD390 D19～D29

平成26年4月 民間 建築 (株)今井建設 (株)LIV建築計画研究所 (株)淺沼組 パラドール伏見奉行前町 SD345～SD390 D19～D29

平成26年4月 民間 建築 生和コーポーレーション(株) 生和コーポーレーション(株) フェリーチェ難波 SD345～SD390 D19～D35

平成26年4月 民間 建築 日創建設(株) 大木建設 ヴエレーナ稲毛 SD345 D29

平成26年4月 民間 建築 生活共同組合コープレガ 小田裕美建築設計事務所(株) (株)桑原組 コープしが東逝江センター SD345～SD390 D25

平成26年4月 民間 建築 トータルケアライフ(株) (株)建築事務所エヌピーオー (株)桑原組 コンソルテ新緑椀有料老人ホーム SD345 D19～D25

平成26年4月 公共 建築 東京都 東京都知事 (株)安井建築設計事務所 東部谷内田建設共同企業体 府中合同市舎 SD345 D25

平成26年4月 民間 建築 石田建設工業(株) 社会福祉法人白寿院新田塚ハウス移転新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成26年4月 民間 建築 生和コーポーレーション(株) 生和コーポーレーション(株) ツエル森ノ宮新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成26年4月 民間 建築 日本エスリード(株) (株)イサラ・デザイン タツト・建設(株) エスリード西区川口3丁目 SD345～SD390 D13～D35

平成26年4月 民間 建築 日本エスリード(株) (株)ナカノフドー建設 エスリード奈良王寺町 SD345～SD390 D19～D32

平成26年4月 民間 建築 (株)ナカノフドー建設 B-Rサーティーワンアイスクリーム工場 SD345 D19～D25

平成26年4月 民間 建築 日本社宅流通 (株)新井組 (株)新井組 西宮市津門稲荷町計画 SD345～SD390 D19～D32

平成26年4月 公共 建築 柄谷・カラタニエンジニアリングJV 塚口中学校北西棟新築工事 SD345 D19～D25

平成26年4月 民間 建築 森本興業 奥村組土木興業(株) 奥村組土木興業(株) Mプラザ玉津新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成26年4月 民間 建築 町田照代 (株)センプラン研究所 和建設(株) (仮称)帯屋町計画工事 SD345～SD490 D19～D35

平成26年4月 公共 土木 千葉県 国土交通省 大成建設(株) 田尻函渠その2工事 SD345 D25～D38

平成26年4月 民間 建築 東京都 セコムホームライフ(株) (株)IAO竹田設計 新日本建設(株) (仮称)グローリオ田町新築工事 SD390 D19～D35

平成26年4月 民間 建築 (株)大晃 岡田設計 (株)河野組 メゾン・ビロング SD345 D19～D25

平成26年3月 民間 建築 奈良県 奈良スバル自動車(株) J・A・O ピロタ建設(株) 奈良スバル香共店 SD345 D19

平成26年3月 民間 建築 奈良県 奈良日産自動車(株) (株)サンヨウ設計 (株)田原建設 奈良日産自動車(株)糟原東本店 SD345 D22

平成26年3月 民間 建築 前田建設工業(株) 広島駅南口再開発工事Ｂブロック

平成26年3月 民間 建築 日本国土開発(株) R171久世計画新築工事

平成26年3月 民間 建築 (株)アワービルダー 城東区諏訪4丁目マンション新築工事
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平成26年3月 民間 建築 滋賀県 睦備建設(株) (仮)大津中央四丁目計画 SD345～SD390 D19～D35

平成26年3月 民間 建築 (株)かねわ工務店 (仮)竹鼻竹ノ街道町マンション SD345～SD390 D19～D32

平成26年3月 民間 建築 (株)竹中工務店 トラスコ中山プラネット南大阪 SD345～SD390 D22～D35

平成26年3月 民間 建築 日本エスリード(株) (株)生原建築事務所 (株)福田組 エスリード江之子島一丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成26年3月 民間 建築 徳島県 徳島大学 戸田建設(株) 徳島大学フロンティア交流センター SD345～SD390 D19～D29

平成26年3月 民間 建築 日本エスリード(株) (株)現代綜合設計 西部建設(株) エスリード城東区新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成26年3月 公共 建築 高知県 高知県警察本部 (株)ライト岡田設計 東山建設(株) 運転免許センター2・3号館耐震改修等建築工事 SD345 D19

平成26年3月 民間 建築 大阪府 (株)ホームズ (株)礎 平和建設(株) 大阪市西区九条南３丁目 SD345～SD390 D19～D32

平成26年3月 民間 建築 東京都 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) (仮称)八分目プロジェクト新築工事 SD345 D22・D25

平成26年3月 民間 建築 東京都 リスト(株) (株)協立建築設計事務所 新三平建設(株) (仮称)リストレジデンス府中寿町 SD390 D19～D32

平成26年3月 民間 建築 埼玉県 ユニー(株) 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) (仮称)ベニバナウォーク桶川新築工事 SD345 D19～D25

平成26年3月 民間 建築 埼玉県 北里第一三共ワクチン(株) 大成建設(株) 大成建設(株) 北里第一三共ワクチン(株)C棟建設工事 SD345 D25

平成26年3月 民間 建築 広島県 大成建設(株) 中国労働金庫新築工事

平成26年2月 民間 建築 岩田地崎建設 グランノーブル吉田新築工事

平成26年2月 民間 建築 大阪府 (株)淺沼組 ＪＡ大阪市長吉支店工事

平成26年2月 民間 建築 (株)塩浜工業 プライムデリカ(株)豊田第２工場新築工事

平成26年2月 民間 建築 大阪府 (株)千葉 (株)IVY設計事務所 スナダ建設(株) 大阪市西区千代田崎1丁目 SD345～SD390 D19～D32

平成26年2月 民間 建築 (株)かんでんジョイライフ (株)IAO竹田設計 美樹工業(株) ナービス界なかずも SD345～SD390 D19～D32

平成26年2月 民間 建築 学校法人智辯学園 (株)佐藤総合計画 (株)森下組 智辯学園中学校・高等学校校舎 SD345 D19～D25

平成26年2月 民間 建築 (株)ホームズ TOKI設計 (株)森組 グランアッシュ千里山西 SD345～SD390 D19～D32

平成26年2月 民間 建築 (株)竹中工務店 (株)竹中工務店 藤白台計画B街区 SD345～SD390 D22～D32

平成26年2月 民間 建築 前田建設工業(株) 前田建設工業(株) KBC隣地開発計画 SD345～SD390 D22～D38

平成26年2月 民間 建築 生和コーポーレーション(株) 生和コーポーレーション(株) 杉原産業マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成26年2月 民間 建築 キューピー 前田建設工業(株) 前田建設工業(株) KBC隣地開発計画 SD345～SD390 D19～D38

平成26年2月 民間 建築 飯田固 (有)大土呂巧建築設計事務所 平和建設(株) 飯田マンション十三元今里 SD345～SD390 D22～D29
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平成26年2月 公共 建築 福島県 福島県 クレハ錦・常磐開発JV 盤城農業高等学校災害復旧校舎改築工事 SD390 D25・D32

平成26年2月 民間 建築 東京都 医療法人社団久保田産婦人科病院 日本建設(株) 久保田産婦人科病院 SD345 D19～D25

平成26年2月 民間 建築 東京都 (株)日建設計 鹿島建設(株) (仮称)表参道計画 SD390 D19～D32

平成26年2月 民間 建築 愛知県 アイシン開発 グットマン大府新築工事

平成26年1月 民間 建築 滋賀県 ネッツトヨタ滋賀(株) (有)アール設計事務所
桑原組

笹川組菱高SDネットワーク
ネッツトヨタ滋賀(株)大津店 SD345 D25

平成26年1月 民間 建築 愛知県 鹿島建設(株) 豊田自動織機共和202向上建替工事 SD345 D19・D25

平成26年1月 民間 建築 日本国土開発(株) 北上クリーンセンター SD345 D19～D25

平成26年1月 民間 建築 中道組 有機農産物倉庫新築工事

平成26年1月 民間 建築 アイマー・プランニング(株) セントラル設計事務所 (株)創美建築企画 アイマー・プランニング社屋 SD345～SD390 D19～D25

平成26年1月 公共 建築 兵庫県 神戸市都市計画総局 柄谷・中田JV 兵庫区北部棟・中央区総合小学校新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成26年1月 民間 建築 (株)フクダ不動産 (株)フクダ不動産 (株)ナカノフドー建設 ピアッアコート大和郡山駅前 SD345 D19～D35

平成26年1月 民間 建築 (株)ダイワコーポーレーション (株)福島洋一建築研究所 (株)貫山建設 西区西本町一丁目計画 SD345～SD390 D19～D32

平成26年1月 民間 建築 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) 四国電力単身独身寮 SD345～SD390 D19～D29

平成26年1月 民間 建築 大阪府 大和ハウス工業(株) 大和ハウス工業(株) 阿倍野区松崎町２丁目プロジェクト SD345～SD390 D19～D29

平成26年1月 民間 建築 (株)日照エステム (株)聖建社建築事務所 広成建設(株) エステムプラザ都島区中野町新工事 SD345～SD390 D19～D35

平成26年1月 民間 建築 (株)南国製菓 (株)杢建築事務所 (株)大林組 (株)南国製菓本社工場新築工事 SD345 D19～D25

平成26年1月 公共 建築 宮城県 山元町 (株)阿部工務店 花笠第二排水機場改築ほか1件工事 SD345 D22

平成26年1月 公共 建築 埼玉県 久喜市 (株)久喜組 吉羽雨水貯留施設整備工事 SD345 D19

平成26年1月 民間 建築 野村不動産(株) (株)熊谷組 (株)熊谷組 プラウド伊丹中央 SD345～SD390 D19～D35

平成25年12月 民間 建築 名工建設(株) 中央区龍造寺町計画新築工事

平成25年12月 民間 建築 (株)ウェリナ (株)日企設計 (株)創造空館 毘沙門マンション SD345 D22～D29

平成25年12月 公共 土木 大阪府 大阪市交通局 大阪市交通局 (株)久本組 高速電気軌道第２号線阿倍野停留場 SD345～SD390 D19

平成25年12月 民間 建築 南海辰村建設(株) (株)カノンアソシエイツ リベール兵庫駅前新築 SD345～SD390 D19～D35

平成25年12月 民間 建築 大妻学院 (株)日建設計 戸田建設(株) 大妻女子大学千代田校舎 SD390 D25～D29

平成25年12月 民間 建築 野村建設工業(株) 野村建設工業(株) 藤井寺沢田有料老人ホーム SD345 D19～D25
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平成25年12月 民間 建築 大阪府 プレア東設計 (株)伸光建設 浪速区大国町２丁目共同住宅 SD345～SD390 D19～D32

平成25年12月 民間 建築 (株)森組 (株)森組 新大阪三国本町マンション SD345～SD390 D19～D32

平成25年12月 民間 建築 大阪府 (株)ミティトラスト不動産 (株)ジーユープランニング スナダ建設(株) 浪速区祈夜本町一丁目 SD345 D19～D32

平成25年12月 民間 建築 東京都 阿部信子 (株)大本組 (株)大本組 テックランド江東新砂新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成25年12月 民間 建築 千葉県 新日本建設(株) 新日本建設(株) (仮称)千葉市中央区新町計画新築工事 SD390 D22～D38

平成25年12月 民間 建築 神奈川県 学校法人浅野学園 相鉄建設(株) 浅野学園 SD345 D22・D25

平成25年12月 民間 建築 埼玉県 ハウス興産(株) 大和ハウス工業(株) (仮称)HBS新三郷物流倉庫第二期新築工事 SD390 D25・D32

平成25年12月 民間 建築 社会福祉法人種の会 (株)C・E・M椎原総合設計 TSUCHIYA(株) 認定こども園すみれこども園 SD345～SD390 D19～D29

平成25年11月 民間 建築 吉永建設 ラフェリオ・S新築工事

平成25年11月 民間 建築 (株)港製鋼所 奥村組土木興業(株) 大阪店舗計画 SD345～SD390 D19～D29

平成25年11月 民間 建築 大阪府 大阪広域水道企業団 大阪広域水道企業団 十六興業 万博公園浄水施設無線鉄塔基礎 SD345～SD390 D25～D38

平成25年11月 民間 建築 清水建設(株) 虎浜幼稚園 SD345 D19～D25

平成25年11月 民間 建築 愛知県 (株)アーキエムズ 鹿島建設(株) 名古屋市中区錦三丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成25年11月 民間 建築 (株)竹中工務店 関西電力南大阪営業所 SD345～SD390 D19～D32

平成25年11月 民間 建築 ライフデザイン研究所 戸田建設(株) 高齢者複合施設ゆうわ SD345～SD390 D22～D29

平成25年11月 民間 建築 藤井・米杉JV 浄化センターブロワトウ SD345 D19～D25

平成25年11月 民間 建築 (株)星羅建築事務所 岩田地崎建設 泉大津田中町マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成25年11月 民間 建築 野村不動産(株) 鹿島建設(株) (株)IAO竹田設計 プラウド平針新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成25年11月 民間 建築 兵庫県
西部建築(株)

一級建築士事務所
西部建設(株) 尼崎市武庫之荘一丁目計画 SD345～SD390 D19～D35

平成25年11月 民間 建築 (株)エースコーポレーション スナダ建設(株) スナダ建設(株) セレニチ夕陽丘PJ SD345～SD390 D22～D38

平成25年11月 民間 建築 (株)IAO竹田設計 (株)福田組 泉佐野市日根野計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成25年11月 民間 建築 日本エスリード(株) 都市建築研究所 大松建設 エスリード伊丹３丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成25年11月 民間 建築 埼玉県 学校法人東洋大学 (有)飯吉建築設計事務所 鹿島建設(株) (仮称)東洋大学朝霞キャンパス新体育館建設工事 SD345 D25

平成25年11月 民間 建築 千葉県 (株)フジタ レジアスフォート新浦安耐震補強工事 SD390 D16～D32

平成25年11月 民間 建築 栃木県 (株)オートテクニックジャパン 大成建設(株) ATJ開発センター新築工事 SD345 D19
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平成25年11月 公共 建築 久保川土木工業(株) 私立東山小学校

平成25年10月 民間 建築 社会福祉法人松稲会 浦田設計(株) (株)藤木工務店 三宅製粉(株)物流倉庫 SD345 D25

平成25年10月 公共 土木 山口県 大豊建設(株) 岩国基地整備格納庫新築工事

平成25年10月 民間 建築 大阪府 (株)鍜治田工務店 中津6丁目計画

平成25年10月 民間 建築 福井建設(株) 明治ロジテック(株)愛知新事業所

平成25年10月 民間 建築 (株)淺沼組 (株)淺沼組 フレンドタウン深江橋 SD345～SD390 D22～D29

平成25年10月 公共 建築 大阪府 大阪市 (株)浦辺設計 一宇工業(株) 常盤小学校増築 SD345 D19～D25

平成25年10月 公共 建築 徳島県 阿波市 JRＡ(株) (株)奥村組 阿波市庁舎交流棟 SD345～SD390 D19～D32

平成25年10月 民間 建築 三宅製粉(株) 中尾総合建築設計事務所 一宇工業(株) マザーシップ中島町保育園 SD345 D19～D25

平成25年10月 民間 建築 (株)プレサンスコーポレーション (株)礎 (株)森本組 プレサンスロジェ四条大宮 SD345～SD390 D19～D38

平成25年10月 民間 建築 大和ハウス工業(株) (株)淺沼組 プレミスト西本町新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成25年10月 公共 建築 大阪府 大阪市 (株)メガ設計事務所 名工建設(株) 小松南住宅1号館建設工事 SD345～SD390 D19～D29

平成25年10月 民間 建築 (株)かねわ工務店 (仮)川原町四條マンション SD345～SD390 D19～D32

平成25年10月 民間 建築 千葉県 独立行政法人都市再生機構 (株)窓建コンサルタント (株)淺沼組 牧の原団地1-21号棟耐震改修その他工事 SD345 D19～D29

平成25年10月 民間 建築 埼玉県 (株)良品計画 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) 良品計画鳩山センター新築工事 SD390 D22～D32

平成25年10月 公共 土木 東京都 首都高速道路(株) (株)IHIインフラシステム 高速八重洲線架替上部・橋脚工事 SD345 D10・D13

平成25年10月 民間 建築 福島県 丸三製紙(株) 鹿島建設(株) 丸三製紙8号機棟建設工事 SD390 D29

平成25年10月 民間 建築 茨城県 (株)富田製作所 (株)松本工務店 (株)富田製作所総和工場建設工事 SD345 D25

平成25年10月 民間 建築 神奈川県 戸田建設(株) ゼトック相模原事業所(神奈川県相模原市) SD345 D22

平成25年9月 民間 建築 神奈川県 日本国土開発(株) 戸塚区前田町Ⅱ(神奈川県横浜市) SD345 D25

平成25年9月 民間 建築 神奈川県 (株)安藤・間 ネッツ横須賀佐原店(神奈川県横須賀市) SD345 D25

平成25年9月 民間 建築 千葉県 (株)塩浜工業 ダイエー浦安駅前店新築工事

平成25年9月 民間 建築 (株)関西スーパーマーケット (株)フューチャー (株)柄谷工務店 関西スーパー高石駅前 SD345 D19～D25

平成25年9月 民間 建築 竹内丈夫 前田建設工業(株) 大阪北港S倉庫新築工事 SD345～SD390 D25～D38

平成25年9月 民間 建築 三井ホーム(株)
三井ホーム開発企画本部

一級建築士事務所
東鉄工業 市川ＫＳビル SD345 D25



令和4年6月現在

着工日
(平成○年○月)

工事種類
(公共・民間)

工事種別
(建築・土木)

工事場所
(都道府県)

発注者 設計監理者 鉄筋業者 受注者 工事名称 鋼種  鋼径(呼び名)

　　ＣＢ工法施工実績表

平成25年9月 民間 建築 新日鉄住金エンジニアリング(株) 三井不動産ロジスティックスパーク堺新築工事

平成25年9月 民間 建築 兵庫県 ノバック 林田組 大原学園姫路校新築 SD345～SD390 D19～D32

平成25年9月 公共 建築 徳島県 全農JA (株)日建設計 鹿島建設(株) 麻植共同病院 SD345～SD390 D19～D29

平成25年9月 民間 建築 兵庫県 坪田工務店 林田組 グラジオ姫路駅西新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成25年9月 民間 建築 コーセン建設(株) (株)ワープC.C.S コーセン建設(株) 農人橋マンション SD345～SD390 D19～D29

平成25年9月 公共 建築 京都府 亀岡市 亀岡市立川東小学校・高田中学改築工事 SD345 D19～D25

平成25年9月 公共 建築 徳島県 徳島県 藤崎北岡 ポカリスエットスタジアムバックスタンド増設工事 SD345～SD390 D19～D32

平成25年9月 民間 建築 学校法人同志社 (株)東畑建築事務所 吉村建設工業(株) 同志社国際中学校・高等学校校舎 SD345～SD390 D19～D29

平成25年9月 民間 建築 森本興業 エム・ケア設計事務所 奥村組土木興業(株) Mプラザ東今里新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成25年9月 民間 建築 穴吹興産(株) クオリア建築設計事務所 大末建設(株) アルファステイシス土佐町新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成25年9月 民間 建築 近畿三菱重興産 淡路土建 淡路土建 ディアエスタミオ伊丹南町新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成25年9月 民間 建築 明和工務店 (株)明和工務店 (株)明和工務店 八幡・桜ヶ丘保育園再整備事業 SD345 D19～D25

平成25年9月 民間 建築 栃木県 上都賀厚生農業協同組合連合会 (株)久米設計 西松建設(株) 上都賀総合病院新病院建設工事 SD390 D19～D32

平成25年9月 民間 建築 東京都 住友不動産(株) 三井住友建設(株) 三井住友建設(株) (仮称)晴海三丁目西地区A2・A3街区計画 SD490 D22～D41

平成25年9月 民間 建築 廣瀬建設(株) プライムデザイン ハンシン建設(株) 中央区博労区マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成25年8月 民間 建築 松本組 八尾跡部マンション新築工事

平成25年8月 民間 建築 個人(田中) 積水ハウス(株) 積水ハウス(株) 大和郡山市文条町計画新築工事 SD345 D19～D25

平成25年8月 民間 建築 宗教法人神慈秀明会 西松建設(株) 西松建設(株) 神慈秀明会神宛宿舎 SD345 D19～D35

平成25年8月 民間 建築 (株)ホームズ (株)金山工務店 グランアッシュ四天王新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成25年8月 民間 建築 グランイーグル 三互一級建築士事務所 ピーエス三菱 グランイーグルスが原 SD345～SD390 D32

平成25年8月 民間 建築 学校法人教育学園 (株)佐藤総合計画 西松・岡野JV 東山中学校高等学校南エリア整備事業 SD345～SD390 D19～D29

平成25年8月 民間 建築 サンヨーホームズ(株) RYO設計室 (株)森本組 淡路町2丁目PJ SD345～SD390 D19～D35

平成25年8月 民間 建築 (株)丸松商事 スナダ建設(株) スナダ建設(株) レジュールアッシュ松尾町 SD345～SD390 D19～D29

平成25年8月 民間 建築 野村建設工業(株) MiYO87花園Ⅱ番館 SD345～SD390 D19～D32

平成25年8月 公共 建築 大阪府 大阪市 (株)大和建設事務所 栗本建設工業(株) 豊里第二住宅18号館建設工事 SD345～SD390 D19～D25
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平成25年8月 民間 建築 大阪府 村中建設(株) 村中建設(株) 大阪市中央区南船場二丁目 SD345～SD390 D19～D35

平成25年8月 民間 建築 阪急不動産(株) (株)ナカノフドー建設一級建築設計事務所 (株)ナカノフドー建設 ジオ六甲レジテンス SD345～SD390 D19～D35

平成25年8月 公共 建築 大阪府 大阪市 (株)竹中工務店 (株)竹中工務店 都市計画道路千代崎線立体横断施設の改造工事 SD345～SD390 D19～D25

平成25年8月 民間 建築 東京都 (株)住協 (株)エル設計事務所 住協建設(株) 小菅2丁目マンション SD345～SD490 D19～D35

平成25年8月 民間 建築 東京都
二子玉川東第二地区
市街地再開発組合

(株)日建設計・(株)アール・アイ・エー
(株)東急設計コンサルタント

鹿島建設(株) 二子玉川再開発Ⅱ-a街区 SD390 D25

平成25年8月 民間 建築 茨城県 (株)日立物流 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) 日立物流つくば物流センター建設 SD390 D19～D32

平成25年8月 民間 建築 千葉県 医療法人社団明芳会 松井建設(株) 佐原中央病院 SD345 D25

平成25年8月 民間 建築 社会福祉法人香久山会 (株)都市居住文化研究所 (株)ナカノフドー建設 学研奈良ピュア保育園 SD345 D19～D25

平成25年7月 民間 建築 ホンダカーズ広島 NIOOP NIPPO ホンダカーズ広島 SD345 D22

平成25年7月 民間 建築 (株)塩浜工業 イオンタウン桑名西別所新築工事

平成25年7月 民間 建築 ミサワホーム近畿 中野産婦人科新築工事

平成25年7月 公共 土木 広島県 (株)極東興和 尾道・松江自動車道岡田跨線橋ＰＣ上部工事

平成25年7月 民間 建築
(株)ケー・ティー・ジー

エンタプライズ
タッド建設(株)

一級建築士事務所
タツト・建設(株) 芦屋西 SD345 D22・D25

平成25年7月 民間 建築 個人(西村) 積水ハウス(株) 積水ハウス(株) 左京区山ノ内計画新築工事 SD345 D19～D25

平成25年7月 民間 建築 五洋建設(株) 杉村倉庫SB９９号棟 SD345～SD390 D19～D29

平成25年7月 民間 建築 シュッツコンテナシステムズ
ピーエス三菱

一級建築士事務所
ピーエス三菱 奏野曽屋原計画 SD345～SD390 D29

平成25年7月 民間 建築 社会福祉法人秀生会 (株)ライフ設計建築事務所 美樹工業(株) 特別養護老人ホームザイオン新大阪 SD345～SD390 D19～D29

平成25年7月 民間 建築 アーク不動産(株) (株)現代綜合設計 (株)金山工務店 アークレジデンス港区弁天町 SD345～SD390 D19～D35

平成25年7月 民間 建築 (株)アーク スナダ建設(株) スナダ建設(株) セレニテ上シタノ1丁目PJ SD345～SD390 D19～D32

平成25年7月 民間 建築 阪急不動産(株) 遠藤剛生建築設計事務所 (株)奥村組 新千里北町第二団地建替事業 SD345～SD390 D19～D38

平成25年7月 民間 建築 東京都 佐田建設(株) (仮称)碑文谷4丁目マンション新築工事 SD345 D19

平成25年7月 民間 建築 東京都 学校法人日本大学 (株)伊藤喜三郎建築研究所 鹿島建設(株) 日本大学新病院 SD345 D19～D32

平成25年7月 公共 建築 東京都 中央区 (株)類設計室 松井建設(株) 中央区立明正小学校等複合施設改築工事 SD390 D19～D32

平成25年7月 公共 建築 東京都 板橋区 (株)山下設計 前田・ノエマ・勇ＪＶ 板橋区本庁舎南館改築その他工事 SD490 D38

平成25年7月 民間 建築 (株)D＆D建築設計事務所 (株)森組 ジオ阪急川西レジデンスマーク SD345～SD390 D19～D38
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平成25年6月 民間 建築 吉永建設 一筋目マンション新築工事

平成25年6月 民間 建築 山岸工務店 駅西マンション新築工事

平成25年6月 民間 建築 生和コーポーレーション(株) 生和コーポーレーション(株) (株)サンワ様マンション SD345～SD390 D19～D29

平成25年6月 民間 建築 小松建設事務所 東洋建設(株) 天満橋KSマンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成25年6月 民間 建築 (株)大晃 岡田企画 (株)河野組 メゾン・カミング SD345 D19・D22

平成25年6月 民間 建築 (株)竹中工務店 (株)竹中工務店 東洋メビウス物流センター SD345～SD390 D19～D35

平成25年6月 民間 建築 大阪府 (株)アペック 西部建設(株) 北区天神西町ファミリーワンルームマンション SD345～SD390 D19～D35

平成25年6月 民間 建築 (株)竹中工務店 ソフトウェア・サービス西宮原 SD345～SD390 D19～D32

平成25年6月 民間 建築 徳島県 徳島大学 戸田建設(株) 徳島大学記念館 SD345～SD390 D19～D29

平成25年6月 民間 建築 大阪府 (株)エターナル 高津2丁目マンション新築工事

平成25年6月 民間 建築 神奈川県 相鉄不動産(株) 新日本建設(株) 新日本建設(株) (仮称)片瀬海岸1丁目計画新築工事 SD390 D19～D38

平成25年6月 民間 建築 東京都 アイアリアルエステート(株) (株)佐藤総合計画 五洋建設(株) (仮称)アイア新本社ビル SD345 D19

平成25年6月 民間 建築 埼玉県 ラサ晃栄(株) (仮称)ラサ晃栄(株)草加工場 SD345 D19

平成25年6月 民間 建築 東京都 (株)オープンハウス・ディベロップメント (株)片山組 (仮称)オープンレジデンス神楽坂 SD345 D16

平成25年6月 民間 建築 千葉県 独立行政法人都市再生機構 (株)佐藤総合計画 五洋建設(株) 花見川団地2-37号棟他6棟耐震改修 SD345～SD490 D19～D41

平成25年6月 民間 建築 (株)グリーン発電大分 敏設計一級建築士 河津建設(株) グリーン発電大分天瀬発電所 SD345 D22・D25

平成25年5月 民間 建築 株木建設(株) ホームセンターコーナン

平成25年5月 民間 建築 吉永建設 HIRATAMⅢ

平成25年5月 民間 建築 山岸工務店 あすと長町遊戯場新築工事

平成25年5月 民間 建築 (株)かねわ工務店 (仮)錦堀川共同住宅 SD345～SD390 D19～D32

平成25年5月 民間 建築 野村建設工業(株) 特別養護老人ホームせんぽ SD345～SD390 D22～D35

平成25年5月 民間 建築 (株)ドゥ・ワン・ソーイング (株)洞設計 一宇工業(株) ドゥ・ワン緑橋 SD345～SD390 D19～D29

平成25年5月 民間 建築 (株)安井建築設計事務所 大成建設(株) 立命館大学BKC理工系新棟Ⅱ新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成25年5月 民間 建築 杉山健二 (有)タイム (株)桑原組 草津杉山マンション SD345 D19～D25

平成25年5月 民間 建築 (株)平和堂 (株)水原建築設計事務所 (株)桑原組 フレンドマーク栗東店 SD345～SD390 D19～D29
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平成25年5月 公共 建築 国土交通省 八千代エンジニアリング(株) 奥村組土木興業(株) 国道二号大樋橋 SD345 D16～D29

平成25年5月 民間 建築 (株)アクセス都市設計 (株)藤井組 (仮称)高辻住吉町計画

平成25年5月 民間 建築 生原建築事務所 信和建設 北区本庄東２丁目集合住宅 SD345～SD390 D19～D35

平成25年5月 民間 建築 (株)竹中工務店 (株)竹中工務店 藤白台計画A街区 SD345～SD390 D19～D29

平成25年5月 民間 建築 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) 千寿コーポレーションマンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成25年5月 民間 建築 和歌山県 (株)IAO竹田設計 (株)福田組 和歌山市友田町3丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成25年5月 民間 建築 埼玉県 (株)キューソー流通システム (株)フジタ (株)フジタ キューソー流通システム所沢物流センター SD345～SD390 D25～D38

平成25年5月 民間 建築 埼玉県 (株)大京 (株)日建ハウジングシステム 斎藤工業(株) (仮称)ライオンズ北浦和一丁目計画 SD490 D19～D41

平成25年5月 民間 建築 東京都 (株)坂入産業 (株)坂入産業 新三平建設(株) (仮称)GREENPARK水天宮前新築工事 SD390 D19～D32

平成25年5月 民間 建築 大阪府 西部建設(株) 安部野区三明町 SD345～SD390 D19～D38

平成25年4月 民間 建築 広島県 広島共立病院 村田相好設計 清水建設(株) 広島共立病院新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成25年4月 民間 建築 清野建築設計事務所 (株)鴻池組 タイガー魔法瓶(株) SD345～SD390 D22～D29

平成25年4月 民間 建築 学校法人大手山学園 (株)熊谷組 (株)熊谷組 関西福祉科学大学付属総合リハビリテーション診療所 SD345 D19～D25

平成25年4月 民間 建築 五洋建設(株) シーピー化成 SD390 D29

平成25年4月 公共 建築 大阪府 大阪市交通局 大阪市交通局 (株)森本組 高速電気軌道第２号線出戸停留所 SD345 D13～D22

平成25年4月 民間 建築 (株)鴻池組 大阪大学 先端医療融合 SD345～SD390 D19～D32

平成25年4月 民間 建築 大阪府 (株)ホテル高輪 (株)東横インアーキテクト (株)ナカノフドー建設 大阪天王寺ビル SD345～SD390 D19～D29

平成25年4月 民間 建築 社会福祉法人隆生福祉会 (株)NAK建築事務所 (株)ナカノフドー建設 ゆめあまがさき新築工事 SD345 D19～D25

平成25年4月 民間 建築 (株)ナカノフドー建設 大倉山ワンルームマンション SD345～SD390 D19～D32

平成25年4月 民間 建築 大阪府 栗本建設工業(株) フォレストガーデン天満橋新築工事

平成25年4月 民間 建築 広島県 鹿島建設(株) イズミ本社新築工事

平成25年4月 民間 建築 広島県 大成建設(株) 小町ビル新築工事

平成25年4月 民間 建築 徳島県 徳島大学 (株)竹中工務店 徳島大学外来診療棟 SD345～SD390 D19～D32

平成25年4月 民間 建築 千葉県 (株)中央住宅 (有)エイツカ企画設計 新日本建設(株) (仮称)ライフピア柏駅前新築工事 SD490 D22～D35

平成25年4月 民間 建築 埼玉県 (株)アートプランニング 五光建設(株) (仮称)川口市並木四丁目共同住宅新築工事 SD390 D19～D41
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平成25年4月 民間 建築 鹿島建設(株) 立命館中学・高等学校新展開事業に伴う建設工事 SD345～SD390 D19～D29

平成25年3月 民間 建築 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) 植田アルマイト

平成25年3月 民間 建築 大和ハウス工業(株) (株)熊谷組 (株)熊谷組 プレミスト北堀江 SD345～SD390 D19～D38

平成25年3月 公共 建築 香川県 観音寺市 合田・管 観音寺市立観音寺小学校 SD345～SD390 D19～D32

平成25年3月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)日企設計 南海辰村建設(株) プレサンスロジェ門真元町(門真市) SD345～SD390 D19～D35

平成25年3月 民間 建築 (株)和田コーポレーション 戸田建設(株) ロイヤルガーデン中央公園 SD345～SD390 D19～D35

平成25年3月 民間 建築 (財)神戸住まいと町つくり公社 (財)神戸住まいと町つくり公社 (株)奥村組 小野浜ポンプ場新築工事 SD345～SD390 D19～D25

平成25年3月 民間 建築 大阪府 村中建設(株) 吹田市江坂町１丁目計画 SD345～SD390 D19～D35

平成25年3月 民間 建築 千葉県 三菱商事
ピーエス三菱

一級建築士事務所
ピーエス三菱 市川塩浜物流センター(千葉県市川市) SD345～SD390 D19～D35

平成25年3月 民間 建築 南栄商事
コーセン建設(株)

一級建築士事務所
コーセン建設(株) 日本橋マンション SD345～SD390 D19～D32

平成25年3月 公共 土木 千葉県 NEXCO東日本 大成建設(株) 東京外環自動車道京葉工事Ⅱ期工事 SD345 D19～D32

平成25年3月 公共 土木 千葉県 NEXCO東日本 大成建設(株) 東京外環自動車道（Ｃランプ） SD345 D16～D38

平成25年3月 公共 土木 千葉県 NEXCO東日本 大成建設(株) 東京外環自動車道（Ａ.Dランプ） SD345 D29

平成25年3月 公共 土木 千葉県 NEXCO東日本 (株)大林組 湾岸船橋インターチェンジ工事 SD345 D19～D32

平成25年3月 民間 建築 千葉県 三井不動産(株) 佐藤工業(株) 佐藤工業(株) (仮称)市川塩浜プロジェクト SD490 D38

平成25年3月 民間 建築 茨城県 鹿島神宮 三国屋建設(株) 鹿島神宮大船津一の鳥居建替工事 SD345 D38

平成25年3月 公共 建築 埼玉県 さいたま市 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) さいたま市新クリーンセンター建設工事 SD345 D22～D29

平成25年2月 民間 建築 (株)東洋設計事務所 五洋建設(株) 西洞院六角マンション SD345～SD390 D19～D29

平成25年2月 民間 建築 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) がくさい病院 SD345～SD390 D19～D29

平成25年2月 民間 建築 前田建設工業(株) 前田建設工業(株) (仮称)北区中津一丁目計画 SD345 D19～D25

平成25年2月 民間 建築 村本建設(株) 狛江市駒井保育園 SD345 D22

平成25年2月 民間 建築 三重県 (株)山西 (株)服部都市建築設計事務所 矢野建設(株) 山西亀山PC工場(亀山市) SD345～SD390 D19～D29

平成25年2月 民間 建築 大阪府 (株)IAO竹田設計 野村建設工業(株) (仮称)阿倍野区美章園一丁目新築工事

平成25年2月 民間 建築 ピーエス三菱 塩浜物流センター SD345～SD390 D19～D35

平成25年2月 民間 建築 埼玉県
三井住友ファイナンス＆リース(株)

カンダホールディングス(株)
(株)創元設計 (株)フジタ カンダホールディングス久喜物流センター SD390 D19～D32
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平成25年2月 民間 建築 埼玉県 (株)島忠 五洋建設(株) 五洋建設(株) (仮称)島忠ホームズ草加西店新築工事 SD390 D29・D32

平成25年2月 公共 建築 秋田県 男鹿市 藤田建設(株) なまはげ館（秋田県男鹿市） SD345 D25

平成25年1月 民間 建築 秋田県 社会医療法人明和会 (株)安藤・間 中通病院(秋田県秋田市) SD390 D35

平成25年1月 民間 建築 (株)IAO竹田設計 (株)鴻池組 千里山星が丘Ｂ計画 SD345～SD390 D19～D29

平成25年1月 民間 建築 前田建設工業(株) 前田建設工業(株) (仮称)神戸大石Ⅱ計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成25年1月 民間 建築 大和ハウス工業(株) スポーツクラブNAS稲沢新築工事 SD390 D22・D29

平成25年1月 民間 建築 (株)一粒社ヴォーリズ建築事務所 (株)大林組 (仮称)山本通一丁目新築工事

平成25年1月 民間 建築 生和建設 林田組 小林様マンション新築 SD345～SD390 D19～D32

平成25年1月 公共 建築 徳島県 美馬市 (株)亜松建設 美馬市庁舎新築 SD345～SD390 D19～D29

平成25年1月 民間 建築 埼玉県 (株)フジタ 東日本物流センター新築工事 SD345～SD390 D22～D32

平成25年1月 公共 土木 東京都 国土交通省 大成建設(株) 中央環状線品川シールド SD345 D38～D51

平成25年1月 民間 建築 東京都 学校法人安田学園教育会 (株)佐藤総合計画 五洋建設(株) 安田学園新南館新築工事 SD390 D29

平成25年1月 民間 建築 東京都 (株)明昭 松本光生建築設計事務所 五洋建設(株) 苑田第二病院増築工事 SD390 D29

平成24年12月 民間 建築 (株)福本設計 三和建設(株) (仮称)秋篠三和マンション建替え新築工事 SD345 D19～D25

平成24年12月 民間 建築 (株)錢高組 (株)錢高組 (仮称)春日井角崎計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成24年12月 公共 建築 秋田県 にかほ市 象潟公民館（秋田県象潟市） SD345 D22

平成24年12月 民間 建築 清水建設(株) 清水建設(株) 河﨑病院建替計画 SD345～SD390 D19～D32

平成24年12月 民間 建築 (株)総合企画設計 大勝建設(株) 御殿山カーム増築工事 SD345 D19・D25

平成24年12月 民間 建築 (株)三本矢創合設計 松井建設(株) アネシス御影介護老人保健施設 SD345 D19～D25

平成24年12月 民間 建築 北栄住建 (株)オーク設計 前田建設工業(株) (仮称)ノルデンハイム江坂Ⅲ新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成24年12月 民間 建築 矢作建設工業(株) 三和南保育園園舎耐震補強工事 SD345 D22

平成24年12月 民間 建築 林誠 髙松建設(株) (仮称)住吉・駒井マンション新築工事 SD345 D19～D29

平成24年12月 公共 土木 和歌山県 和歌山県 和歌山県西牟田振興局道路課
オリエンタル白石・

小池組特定建設工事JV
白浜温泉線(仮称新富田橋下部その1）道路良工事 SD345 D19～D25

平成24年12月 民間 建築 和歌山県 (株)JA設計 (株)フジタ 和歌山県JAビル新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成24年12月 民間 建築 双葉運輸(株) (有)シグマ建築事務所 (株)淺沼組 双葉運輸(株)岡山西物流センター新築工事 SD390 D29
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平成24年12月 公共 建築 山口県 防衛庁 岩築建設(株) 岩築建設(株) 岩国飛行場（22）複合棟新設工事 SD345～SD390 D22～D32

平成24年12月 民間 建築 (株)和田コーポレーション 和田総合企画 前田建設工業(株) ロイヤルガーデン錦町 SD345～SD390 D19～D35

平成24年12月 公共 建築 香川県 香川県 小竹興業(株) 香川県立丸亀高校 SD345 D19～D25

平成24年12月 民間 建築 東京都 三井不動産レジデンシャル(株) 三井住友建設(株) 三井住友建設(株) (仮称)新三郷ららシティ2丁目計画 SD490 D38

平成24年12月 民間 建築 (株)D＆D建築設計事務所 (株)フジタ (仮称)浪速区元町計画新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成24年11月 公共 建築 兵庫県 姫路市 姫路市 鹿島建設(株)・ノバック・平錦JV 姫路球場改築工事 SD345 D19～D29

平成24年11月 民間 建築 一級建築士事務所畄RYU タジマ創研(株) (仮称)福島2丁目ワンルームマンション新築工事 SD345 D19～D29

平成24年11月 民間 建築 (株)奥村組 (株)奥村組 まねきや伊賀 SD345 D19

平成24年11月 民間 建築 (株)IAO竹田設計 (株)鴻池組 千里山星が丘Ａ計画 SD345～SD390 D19～D29

平成24年11月 民間 建築 (株)松田平田設計 大成建設(株) 安田倉庫茨木新倉庫 SD345 D22

平成24年11月 民間 建築 村本建設(株) (仮称)プラセシオン日比野新築工事 SD345 D19

平成24年11月 民間 建築 大井建設(株) (仮称)プラセシオン鳴海新築工事 SD345 D19

平成24年11月 公共 建築 徳島県 藍住町 (株)東亜建設 藍住町民体育館 SD345 D19～D25

平成24年11月 民間 建築 京都府 (株)内藤建築事務所 (株)ミラノ工務店 はなぶさ保育園改築工事 SD345 D19～D25

平成24年11月 民間 建築 大阪府 藤井建設(株) シャーメゾン小田邸(大阪吹田) SD345～SD390 D19～D29

平成24年11月 公共 建築 山口県 若築建設(株) 岩国飛行場（Ｈ22）整備複合棟新設建築工事

平成24年11月 民間 建築 成研会 山野建築設計事務所 安藤建設(株) (仮称)北区管栄町老人ホーム新築工事 SD345 D19～D25

平成24年11月 民間 建築 東京都 (株)明昭 松本光生建築設計事務所 五洋建設(株) 苑田会放射線(リニアック)クリニックガーデンフィールズ保木間新築工事 SD390 D22～D29

平成24年11月 民間 建築 東京都 日清食品(株)
古谷誠章+NASCA
(株)竹中工務店

(株)竹中工務店 日清食品八王子研究所新築工事 SD345 D25

平成24年11月 公共 土木 茨城県 茨城県 五洋建設(株) 神栖Dバース岸壁建設工事 SD345 D25～D32

平成24年11月 公共 土木 福島県 NEXCO東日本 川田建設(株) 福島管内橋梁災害復旧工事 SD345 D19

平成24年11月 民間 建築 戸田建設(株) (仮称)ヤンマーマリーナホテル新築工事 SD345 D19～D25

平成24年10月 民間 建築
(株)淺沼組
(株)都市建

(株)淺沼組 ロジュマン千里中央新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成24年10月 民間 建築 秋田県 秋田和洋高等学校(秋田県秋田市) SD345 D22

平成24年10月 民間 建築 清水建設(株) 清水建設(株) 清和梅田計画 SD345～SD390 D19～D35
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平成24年10月 公共 建築 徳島県 徳島県 (株)西松建設 県立三好病院高増棟 SD345～SD390 D19～D32

平成24年10月 民間 建築 鹿島・花井組JV 瀬川工業(株) おおぶ文化交流の杜 SD345～SD390 D19～D25

平成24年10月 民間 建築 (株)奥村組 オリックス与野 SD390 D38

平成24年10月 民間 建築 東西建築サービス 金山工務店 (仮称)石代岸和田下松店新築工事 SD345 D19～D25

平成24年10月 民間 建築 和歌山県 日本赤十字社 (株)内藤建築事務所 (株)淺沼組 和歌山県赤十字血液センター建設工事 SD345 D19～D25

平成24年10月 民間 建築 (株)第一都市計画 (株)ナカノフドー建設 松ヶ崎工芸繊維大学学生館整備事業(京都) SD345 D19～D25

平成24年10月 民間 建築 Q&A建築設計 リバー建設(株) リバーガーデン伊丹高台新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成24年10月 民間 建築 東京都 大成建設(株) キューピー仙川工場跡地計画総合工事 SD345～SD390 D19～D29

平成24年10月 民間 建築 千葉県 三井不動産レジデンシャル(株) 新日本建設(株) (仮称)松戸小根本14計画 SD490 D19～D38

平成24年10月 民間 建築 東鉄工業 プレシス新川崎 SD345 D19

平成24年9月 民間 建築 大阪府 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) ハウス食品(株)大阪本社建設工事 SD345～SD390 D19～D35

平成24年9月 民間 建築 (株)現代綜合設計 (株)鍜治田工務店 (仮称)プレサンスタワー北浜新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成24年9月 公共 土木 NEXCO西日本 NEXCO西日本 名工建設(株) 京滋バイパス久御山社屋新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成24年9月 民間 建築 大阪府 (株)澤井建築事務所 鹿島建設(株) 泉州電業(株)大阪南営業所 SD345 D25

平成24年9月 公共 建築 兵庫県 芦屋市
(株)大建設計

芦屋市都市環境部建築課
日本国土・大日本

鍛冶田特定建設JV
市立芦屋病院改築工事(第3期） SD345 D19～D25

平成24年9月 民間 建築 太平工業(株) 太平工業(株) サンコール松尾寮建替工事 SD345 D19～D25

平成24年9月 民間 建築 百合伸二 生和コーポーレーション(株) (仮称)米澤博マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D25

平成24年9月 民間 建築 ヤマトー商事 (株)桝谷設計 (株)森下組 (仮称)ヤマトー八木店新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成24年9月 民間 建築 (株)大和建築事務所 (株)鍜治田工務店 横堤北住宅２号館 SD345～SD390 D19～D35

平成24年9月 民間 建築 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) (仮称)岩田マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成24年9月 民間 建築 和歌山県 日鉄住金プラント(株) 清水建設(株) 和歌山共同発電所新１号機発電設備 SD345～SD390 D19～D32

平成24年9月 民間 建築 大阪府 (株)ナカノフドー建設 サンメゾン南堀江新築工事(大阪市) SD345～SD390 D19～D38

平成24年9月 民間 建築 (有)デルフィ 今西建設(株) ビガーポリス１３８与力町 SD345～SD390 D19～D32

平成24年9月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)現代綜合設計 南海辰村建設(株) プレサンスロジェ古川橋(門真市) SD345～SD390 D19～D32

平成24年9月 民間 建築 茨城県 雪印メグミルク(株) 戸田建設(株) 戸田建設(株) 雪印阿見乳製品統合工場新築工事 SD345 D22・D25
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平成24年9月 民間 建築 戸田建設(株) 医療法人芳松会田辺病院建替工事 SD345 D19～D25

平成24年8月 民間 建築 (株)国分建築設計事務所 矢野建設(株) ジャパンファーマーズカンパニー第２工場 SD345 D22・D25

平成24年8月 民間 建築 (株)昭和設計 (株)大林組 住吉東プロジェクト｢文化施設棟｣ SD345 D22

平成24年8月 民間 建築 GND(株) ファナック筑波 SD345 D19・D25

平成24年8月 民間 建築 (株)ナカノフドー建設 (株)エフベーカリーコーポレーション SD345～SD390 D22～D29

平成24年8月 公共 建築 奈良県 奈良県 (株)内藤設計 (株)奥村組 奈良県立医科大学付属病院(仮称）中央手術棟整備工事 SD345 D19～D32

平成24年8月 公共 建築 羊田町 (株)陽設計事務所 羊田病院 SD345 D19～D25

平成24年8月 民間 建築 (株)柳井建築事務所 日本建設(株) 海老江クリニック・マンション SD345 D19～D25

平成24年8月 民間 建築 滋賀県 滋賀病院 大建設計 (株)錢高組 滋賀病院病棟等更新等設備工事 SD345～SD390 D19～D32

平成24年8月 民間 建築 大阪府 不二建設(株) 不二建設(株) (仮称)リベール新大阪新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成24年8月 民間 建築 兵庫県 (株)日企設計 大豊建設(株) ピアグレース神戸新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成24年8月 民間 建築 大阪府 野村建設工業(株)
(株)淺沼組

名工建設(株)
ロジュマン茨木新築工事

平成24年8月 民間 建築 大阪府 (株)IAO竹田設計
西武建設(株)

東海興業(株)共同企業体
(仮称)阿倍野区播磨町3丁目計画新築工事

平成24年8月 公共 建築 和歌山県 和歌山県 (株)大建設計 大日本土木(株) 粉河中学校移転改築工事

平成24年8月 民間 建築 埼玉県 前田建設工業(株) 所沢ロジステックセンター SD345～SD490 D25～D41

平成24年8月 民間 建築 埼玉県 公共シイー・アール・イー(株) (株)大林組 (株)大林組 (仮称)KCRE草加物流センター計画 SD390 D25～D35

平成24年8月 公共 建築 千葉県 柏市 (株)金内建設 柏市立酒井根東小学校耐震補強工事 SD345 D22

平成24年8月 民間 建築 神奈川県 学校法人相模女子大学 清水建設(株) 相模女子大学耐震改修工事 SD345 D22

平成24年8月 公共 建築 埼玉県 入間市 (株)島田組 新久小学校復旧工事 SD345 D25

平成24年8月 民間 建築 東京都 三井不動産(株) 清水建設(株) 清水建設(株) (仮称)豊洲3-2街区(B3街区)開発計画 SD490 D35・D38

平成24年8月 民間 建築 大阪府 カンダホールディングス (株)竹中工務店 (株)竹中工務店 カンダＨD堺物流センター(大阪府堺市) SD345～SD390 D19～D32

平成24年7月 民間 建築
高松建設(株)

大阪支店品質管理部
髙松建設(株) (仮称)共和病院増築工事 SD345 D19～D25

平成24年7月 民間 建築 植村産業(株) 鷲塚住宅新築工事 SD345～SD390 D29～D35

平成24年7月 民間 建築 全農物流(株) (株)JA設計 清水建設(株) 全農物流(株)北部九州広域物流センター新築工事 SD345 D25

平成24年7月 民間 建築 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) 関西ペイント(株)潮江クラブ新築工事 SD345 D19～D29
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平成24年7月 民間 建築 (株)高橋建築設計事務所 多田建設(株) 北区万歳町ＰＪ新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成24年7月 公共 土木
神戸市建設局下水道

河川部工務課
西岡哲也

竹中土木・吉野建設
特定建設JV

中突堤ポンプ場築造工事(土木） SD345～SD390 D19～D29

平成24年7月 公共 建築 奈良県 宇陀市 宇陀市建築部 (株)奥村組 宇陀市立病院新病棟建設工事 SD345 D19～D29

平成24年7月 民間 建築 大和ハウス工業(株) 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) プレミスト西宮北口新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成24年7月 民間 建築 三井不動産レジデンシャル(株)中国支店 (株)ＮＩＰＰＯ
(仮称)パークホームズボール
パークタウン計画新築工事

SD345～SD390 D19～D38

平成24年7月 民間 建築 東京都 住友不動産(株) 新日本建設(株) 新日本建設(株) (仮称)曳舟計画新築工事 SD490 D19～D35

平成24年7月 民間 建築 埼玉県 大和ハウス工業(株) 大和ハウス工業(株) 大和ハウス工業(株) (仮称)Dプロジェクト久喜菖蒲パートⅡG棟 SD390 D25～D32

平成24年6月 民間 建築 五洋建設(株) 五洋建設(株) (株)大創産業心斎橋店舗 SD345 D19～D25

平成24年6月 民間 建築 戸田建設(株) 大妻女子大学千代田校舎 SD345 D29・D38

平成24年6月 民間 建築 京都府 (株)錢高組 (株)錢高組 明治乳業(株)京都工場 SD345～SD390 D19～D32

平成24年6月 民間 建築 井上久実設計室 (株)創建 高石木材邸新築工事 SD345～SD390 D19～D25

平成24年6月 民間 建築 (株)浅井工務店 GRANDUKE平和新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成24年6月 民間 建築 大鵬薬品(株) 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) 大鵬薬品北島工場 SD345～SD390 D19～D35

平成24年6月 民間 建築 大阪府 不二建設(株) 不二建設(株) (仮称)吹田市広芝町マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成24年6月 公共 土木 千葉県 NEXCO東日本 大成建設(株) 東京外環自動車道田尻工事 SD345 D32～D38

平成24年6月 民間 建築 大和物流(株) 大和ハウス工業(株) 大和ハウス工業(株) 大和物流 SD390 D22・D29

平成24年6月 公共 建築 東京都 文京区 (株)松田平田設計 五洋建設(株) (仮称)新文京総合体育館建設工事 SD345 D22・D25

平成24年6月 民間 建築 東京都 三井不動産(株) 清水建設(株) (仮称)港区南麻布２丁目計画 SD490 D38

平成24年6月 民間 建築 大阪府 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) JST大阪ビルディング新築工事 SD345～SD390 D19～D25

平成24年5月 民間 建築 ピーエス三菱 クレストフォルム北赤羽 SD345 D19

平成24年5月 民間 建築 愛知県 (株)伊藤工務店 トヨタ自動車田原工場床爆裂鉄筋改善 SD390 D25・D29

平成24年5月 民間 建築 オー・エンターテイメント 中部都市建築設計事務所 森下組 (仮称)ツタヤWAY富田林店新築工事 SD345 D25～D35

平成24年5月 民間 建築 RUD・都司企画設計 (株)大翔コーポレーション (仮称)大和郡山市小林町西３丁目計画 SD345～SD390 D19～D25

平成24年5月 民間 建築 三和建設(株) 三和建設(株) 和泉事業所Project SD345～SD390 D19～D29

平成24年5月 民間 建築 徳島県 (株)日亜化学工業 (株)竹中工務店 (株)竹中工務店 阿南市辰巳町(日亜化学辰巳TS7棟) SD345～SD390 D22～D32
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平成24年5月 民間 建築 徳島県 穴吹興産(株) 宮建築設計(株) アルファステイツ南田宮(徳島市) SD345～SD390 D22～D32

平成24年5月 民間 建築 大阪府 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) IDEC大阪本社研究棟新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成24年5月 民間 建築 (株)淺沼組 (株)淺沼組 (仮称)茨田大宮2丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成24年5月 民間 建築 (株)生原建築事務所 (株)三木組 (仮称)北区豊崎4丁目集合住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成24年5月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション 日企設計 村中建設(株) プレサンス天神橋8丁目(大阪市北区) SD345～SD390 D19～D29

平成24年5月 民間 建築 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) 八百一本館プロジェクト SD345～SD390 D19～D29

平成24年5月 民間 建築
デザイン・ラボ

一級建築士事務所
信和建設 (仮称)福島３丁目プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成24年5月 民間 建築 大阪府 宝持経営 (株)竹中工務店 (株)竹中工務店 ハリ･レジデンス池田(大阪府東大阪市) SD345～SD390 D22～D32

平成24年5月 民間 建築 高知県 (株)奥村組 (株)奥村組 (仮称)高知市本町1丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成24年5月 民間 建築 不二建設(株) 不二建設(株) (仮称)シャリエ日本橋新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成24年5月 民間 建築 東京都 住友不動産(株) 新日本建設(株) 新日本建設(株) (仮称)三筋一丁目計画新築工事 SD490 D19～D38

平成24年5月 民間 建築 (株)和田コーポレーション 和田総合企画 東亜建設工業(株) ロイヤルガーデン宇多津 SD345～SD390 D19～D35

平成24年4月 民間 建築 ピーエス三菱 グランイーグル千歳船橋 SD345～SD390 D19～D35

平成24年4月 民間 建築 戸田建設(株) 戸田建設(株) MMC八日市事業所D棟新築工事 SD345 D19～D25

平成24年4月 民間 建築 大阪府
TMコーポレーション

フジ開発
S.T企画コンサルタント 中川企画建設 (仮称)堺市南区美木多上・大池宅開発 SD345 D19・D25

平成24年4月 民間 建築 佐藤総合設計 鹿島建設(株)・比和JV
佛教大学紫野キャンパス整備事業

に伴う新棟建設工事
SD345～SD390 D19～D32

平成24年4月 民間 建築 ISO設計(株) (株)浅井工務店 GRAN-DUKE松原新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成24年4月 民間 建築 大阪府 サムティ(株) アイビー設計事務所 村中建設(株) サムティ中央区東高麗橋Ⅱ(大阪市中央区) SD345～SD390 D19～D32

平成24年4月 民間 建築 (株)IAO竹田設計 (株)福田組 (仮称)八尾東本町3丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成24年4月 民間 建築 東京都 東京トヨペット(株) 五洋建設(株) 東京トヨペット(株)江戸川店新築工事 SD345 D19

平成24年4月 公共 建築 茨城県
国立研究開発法人

産業技術総合研究所
(株)大林組 産総研つくば中央2－1耐震改修工事 SD345 D25

平成24年4月 民間 建築 ヰゲタハイム(株) 木下邸 SD345 D19

平成24年4月 民間 建築 東京都 三井不動産(株) 清水建設(株) 清水建設(株) (仮称)東雲一丁目計画 SD390 D38

平成24年4月 民間 建築 東京都 学校法人東京工芸大学 (株)山下設計 鹿島建設(株) 東京工芸大学 SD390 D19・D29

平成24年4月 民間 建築 大阪府 西日本電信電話 (株)竹中工務店 (株)竹中工務店 ＮＴＴロジスコ八尾物流Ｃ(大阪府八尾市) SD345～SD390 D25～D32
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平成24年3月 民間 建築 ISO設計(株) (株)宇戸平工務店 GRAN-DUKEK新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成24年3月 民間 建築 (株)タガミ 日本建設(株) フレンドマート尼崎水堂店 SD345 D19・D22

平成24年3月 民間 建築 兵庫県 藤井建設(株) ニチイケアセンター神戸麻耶(兵庫県神戸市) SD345 D19・D22

平成24年3月 民間 建築 兵庫県 (株)三木組 ファミーユ伊丹新築工事 SD345 D19～D25

平成24年3月 民間 建築 大阪府 ツーワン技研(株) (株)IAO竹田設計 村本建設(株) プレミアムステージ新石切(東大阪) SD345～SD390 D19～D38

平成24年3月 民間 建築 兵庫県 (株)鴻池組 (株)鴻池組 芦屋市東山町集合住宅 SD345～SD390 D19～D32

平成24年3月 民間 建築 (株)プレサンスコーポレーション (株)現代綜合設計 (株)鍜治田工務店 プレサンスロジェ瓦町新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成24年3月 公共 建築 神奈川県 南関東防衛局
(株)オーシャン・コンストラクティング

コンサルタンツ
五洋建設(株) 座間（H22)庁舎等新設建築工事 SD345 D25

平成24年3月 公共 建築 栃木県 栃木県 (株)暁工務店 宇都宮商業高校改築工事 SD345 D19～D25

平成24年2月 民間 建築 公益社 ゆう建築設計事務所 岡野組 公益社山科ブライトホール新築工事 SD345 D16～D25

平成24年2月 民間 建築 五洋建設(株) 五洋建設(株) 梅田自走式駐車場 SD345 D22・D25

平成24年2月 民間 建築 奈良県 LIXILビバ (株)淺沼組 (株)淺沼組 スーパービバホーム橿原店(奈良県橿原市) SD345～SD390 D22～D35

平成24年2月 民間 建築 福岡県 学校法人久留米大学 (株)教育施設研究所 戸田建設(株) 久留米大学附設中学校・高等学校校舎新築工事 SD345 D22・D25

平成24年2月 民間 建築 昭和住宅 徹建築設計事務所 金山工務店 リベール住吉川新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成24年2月 民間 建築 大阪府 (株)日建設計 (株)大林組 梅田阪急百貨店改修工事 SD345 D25

平成24年2月 民間 建築 大阪府 藤井建設(株) 上汐5丁目木村マンション(大阪市) SD345～SD390 D19～D29

平成24年2月 民間 建築 近藤建設工業(株) (株)永都設計 近藤建設工業(株) (仮称)守口市京阪本通１丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成24年2月 民間 建築 大阪府 岸本ビル (株)竹中工務店 (株)竹中工務店 阿倍野岸本ビル(大阪市阿倍野区) SD345～SD390 D22～D32

平成24年2月 民間 建築 (株)柳井建築事務所 日本建設(株) 枚方岡本町マンション SD345～SD390 D19～D32

平成24年2月 民間 建築 大阪府 野村建設工業(株) 大鉄工業(株) (仮称)吹田市藤白台・千里メゾネット建替事業

平成24年2月 民間 建築 京都府 総合地所 ナショナルエステート鴻池組 (株)鴻池組 ルネ京都烏丸五条(京都市下京区) SD345～SD390 D19～D35

平成24年2月 民間 建築 (株)遠藤剛生建築設計事務所 (株)淺沼組 彩都F62街区1画地計画 SD345～SD390 D19～D35

平成24年2月 民間 建築 神奈川県 日本ゼオン(株) 五洋建設(株) 日本ゼオン川崎工場建築工事 SD345 D25・D29

平成24年2月 公共 建築 兵庫県 西宮市 (株)あい設計 東急建設(株) 西宮市立瓦林小学校 SD345 D25

平成24年1月 民間 建築 徳島県 徳島大学 戸田建設(株) 徳島大学記念館 SD345～SD390 D19～D29



令和4年6月現在

着工日
(平成○年○月)

工事種類
(公共・民間)

工事種別
(建築・土木)

工事場所
(都道府県)

発注者 設計監理者 鉄筋業者 受注者 工事名称 鋼種  鋼径(呼び名)

　　ＣＢ工法施工実績表

平成24年1月 民間 建築 愛知県 (株)大京 (株)未来設計社 三井住友建設(株) (仮称)ライオンズ名古屋港プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成24年1月 民間 建築 愛知県 中京倉庫(株) (株)錢高組 (株)錢高組 中京倉庫(株)(小牧市) SD345～SD390 D19～D35

平成24年1月 民間 建築 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) 老建マリアンヌ新築工事 SD345 D22・D25

平成24年1月 民間 建築 生和コーポーレーション(株) 生和コーポーレーション(株) 塩田マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成24年1月 民間 建築 野村建設工業(株) 野村建設工業(株) (仮称)北区同心1丁目計画

平成24年1月 民間 建築 (株)東畑建築事務所 鹿島建設(株) (仮称)浅香山病院一般科改築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成24年1月 民間 建築 (株)和田コーポレーション 和田総合企画 戸田建設(株) ロイヤルガーデン桜町 SD345～SD390 D19～D35

平成24年1月 民間 建築 大阪府 サムティ(株) アイビー設計事務所 森組 サムティ中央区東高麗橋(大阪市中央区) SD345～SD390 D19～D32

平成24年1月 民間 建築 不二建設(株) (仮称)中京区守山町集合住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成24年1月 公共 建築 合同会社広島京橋開発企業体 西松建設(株) 京橋地区優良建築物整備事業に係る施設建築物工事 SD345～SD390 D22～D38

平成24年1月 民間 建築 大阪府 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) 三菱倉庫(株)茨城3号配送センター建設工事 SD345～SD390 D19～D38

平成24年1月 公共 建築 東京都 駐日本国大韓民国大使館 (株)環境デザイン研究所 五洋建設(株) 駐日本韓国大使館再建築工事 SD390 D19～D32

平成24年1月 公共 建築 茨城県
国立研究開発法人

産業技術総合研究所
(株)大林組 産総研つくば中央5－1耐震改修工事 SD390 D22・D25

平成24年1月 民間 建築 埼玉県 (株)帆栄物流 大和ハウス工業(株) 大和ハウス工業(株) 帆栄物流 SD345 D25～D32

平成24年1月 民間 建築 エムテック 本庄工場 SD345 D19

平成23年12月 民間 建築 (株)東畑建築事務所 鹿島建設(株) (仮称)浅香山病院一般科改築工事(本館工事) SD345～SD390 D19～D32

平成23年12月 公共 建築 (株)タクマ (株)タクマ 南但ゴミ処理施設建設工事内造成工事（建築工事） SD345～SD390 D22～D29

平成23年12月 民間 建築 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) 明石二見特別養護老人ホームラガール新築工事 SD345 D19～D25

平成23年12月 民間 建築 愛生会 小田裕美建築設計事務所(株) 岡野組 おおやけの里増築工事 SD345 D19～D25

平成23年12月 民間 建築 兵庫県 (有)深谷設計 (株)ナカノフドー建設 えびすの里新築工事(兵庫県三木市) SD345～SD390 D22～D32

平成23年12月 民間 建築 京都府 名鉄不動産(株) (株)森組 (株)森組 京都山科計画(京都市山科区) SD345～SD390 D19～D35

平成23年12月 民間 建築 ミット建築設計室 信和建設 クレアドル須磨Ⅲ新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成23年12月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)現代綜合設計 村中建設(株) プレサンス北区扇町(大阪市北区) SD345～SD390 D19～D32

平成23年12月 民間 建築 兵庫県 (株)大林組 (株)大林組 兵庫医科大学 SD345 D19・D22

平成23年12月 民間 建築 製鉄記念広畑病院 (株)竹中工務店 (株)竹中工務店JV 製鉄記念広畑病院新病棟新築工事 SD345～SD390 D19～D32
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平成23年12月 民間 建築 東京都 (株)金内建設 銀座壱番館ビル SR295+SD295 φ22・D22

平成23年12月 民間 建築 東京都 住友不動産(株) 新日本建設(株) 新日本建設(株) (仮称)京成小岩計画新築工事 SD390 D22～D38

平成23年12月 民間 建築 栃木県 富士通(株) 大成建設(株) 富士通那須工場復旧工事 SD345 D22

平成23年12月 公共 建築 栃木県 芳賀町 横山工業(株) サンコーポラス芳賀1号棟 SD345 D25

平成23年12月 公共 建築 茨城県 国立大学法人筑波大学
(株)岡田新一設計事務所

(株)佐藤総合計画・鹿島建設(株)
鹿島建設(株) 筑波大学付属病院再開発 SD390 D32

平成23年12月 民間 建築 栃木県
城山町三丁目第二地区

再開発準備組合
(株)日本設計 大成建設(株) 城山町三丁目開発 SD390 D41

平成23年12月 民間 建築 東京都 安田不動産(株) (株)佐藤総合計画 五洋建設(株) 神田錦町3-20計画 SD390 D22～D38

平成23年12月 民間 建築 埼玉県 カジマメカトロエンジニアリング(株) 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) カジマメカトロ川越事業所事務棟建替工事 SD390 D19～D32

平成23年11月 民間 建築 和建設(株) 和建設(株) 和建設(株) ビ・ウェル円山 SD345 D25

平成23年11月 公共 建築 愛知県 大治町 矢作建設工業(株) 大治町公民館耐震補強工事 SD345 D25

平成23年11月 民間 建築 (株)都市環境設計 三和建設(株) (仮称)介護付有料老人ホーム西大寺らくじ苑新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成23年11月 公共 建築 奈良県 高取町 ビー・スラップ (株)森下組 （仮称）高取町介護老人保健施設新築工事 SD345 D19～D25

平成23年11月 民間 建築 兵庫県 伸起工務(株) 垂水川原ミオ新築工事(兵庫県垂水) SD345～SD390 D19～D29

平成23年11月 民間 建築 (株)フジタ (株)フジタ ジオ西院天神川新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成23年11月 民間 建築 愛知県 矢作建設工業(株) 千種自由ヶ丘計画新築工事 SD345 D22～D35

平成23年11月 民間 建築 大阪府 (株)日建ハウジングシステム 西武建設(株) 北区天満橋1丁目計画(大阪市北区) SD345～SD390 D19～D38

平成23年11月 公共 建築 大阪府 (株)フジタ (株)フジタ （仮称）JR高槻北東地区開発事業複合棟A建設工事 SD345～SD390 D19～D38

平成23年11月 公共 土木 千葉県 NEXCO東日本 大成建設(株) 東京外環自動車道京葉工事 SD345 D19～D38

平成23年11月 民間 建築 東京都 新日本建設(株) 新日本建設(株) (仮称)亀戸6丁目マンション新築工事 SD390 D19～D41

平成23年11月 民間 建築 東京都 (株)長谷建築設計事務所 住協建設(株) (仮称)江東橋Ⅱマンション新築工事 SD490  D35～D41

平成23年11月 民間 建築 長野県 社会医療法人財団慈泉会 (株)アーキディアック 清水建設(株) 社会医療法人財団慈泉会相澤病院陽子線治療棟新築工事 SD390 D22～D38

平成23年11月 民間 建築 埼玉県 ドゥ・ベスト・ホーム(株) (仮称)七里マンション新築工事 SD390 D35・D38

平成23年11月 民間 建築 埼玉県 大和ハウス工業(株) 大和ハウス工業(株) 大和ハウス工業(株) Dプロジェクト川越物流センター SD345 D22～D38

平成23年11月 民間 建築 東京都 (株)松岡 ニッスイ・エンジニアリング(株) 五洋建設(株) (仮称)(株)松岡東京湾岸物流センター新築工事 SD390 D19～D32

平成23年10月 民間 建築 笹部和男 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) 笹部(和)マンション SD345～SD390 D19～D29
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平成23年10月 民間 建築 日本エスリード(株) (株)イサラ・デザイン 安藤建設(株) エスリード中央区上汐1丁目 SD345～SD390 D19～D35

平成23年10月 民間 建築 東京都 三井住友建設(株) 世田谷区桜三丁目計画 SD390 D32

平成23年10月 民間 建築 百合伸二 生和コーポレーション(株) (仮称)フルマンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成23年10月 民間 建築 兵庫県 (株)フジタ (株)フジタ (仮称)ノートルダム神戸新築工事 SD345 D19～D25

平成23年10月 民間 建築 (有)福光設計事務所 (株)大本組 六甲アイランド物流センター新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成23年10月 民間 建築 大阪府 (株)フジタ (株)フジタ 新大阪暁明館病院新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成23年10月 民間 建築 浅井謙建築研究所(株) (株)鴻池組 西宮北口集合住宅計画 SD345～SD390 D19～D35

平成23年10月 公共 建築 和歌山県 海南市 (株)日本設計 (株)鴻池組 海南市民病院（和歌山県海南市） SD345～SD390 D19～D32

平成23年10月 民間 建築 愛知県 独立行政法人都市再生機構 (株)大建設計 (株)鴻池組 22-七本松団地(建替)建築その他工事 SD345～SD390 D19～D32

平成23年10月 民間 建築 大阪府 西武建設(株) 西武建設(株) 高槻市上田辺町計画(大阪府高槻市) SD345～SD390 D19～D38

平成23年10月 公共 建築 大阪府 大阪府 高橋上田建築設計事務所 三和建設(株) 大阪府営堺新金岡3丁8番第1期（大阪府堺市） SD345～SD390 D19～D38

平成23年10月 民間 建築 大阪府 JFEエンジニアリング(株) (株)淺沼組 (株)ダイカン堺事業所プラント更新工事 SD345～SD390 D19～D35

平成23年10月 民間 建築 東京都
新日鉄興和不動産(株)

安田不動産(株)
ホーマットホーム(株) (株)大林組 (仮称)ホーマットロイヤル建替え計画新築工事 SD490 D19～D32

平成23年10月 民間 建築 大阪府 岡本建設(株) 東大阪吉田高専住宅計画(大阪府東大阪) SD345～SD390 D19～D35

平成23年9月 民間 建築 積水ハウス(株) (株)淺沼組 (仮称)グランドメゾン玉造１丁目計画新築工事 SD345～SD390 D22～D38

平成23年9月 民間 建築 (株)佐藤総合計画 (株)大林組 東梅田プロジェクト SD345 D25

平成23年9月 公共 建築 大阪府 大阪府 (株)建築環境計画
大勝建設(株)

山口特定建設共同企業体
大阪府営堺新金岡第１期高層住宅（建替）新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成23年9月 公共 建築 大阪府 大阪市 大阪市都市整備局住宅部 花谷建設(株) 鶴町第9住宅1号館 SD345～SD390 D19～D32

平成23年9月 民間 建築 (株)ニシノ (株)タガミ (株)福田組 関大前・ニシノマンション SD345 D19～D25

平成23年9月 民間 建築 太陽建設工業(株) 奥田1丁目エムケイクラフトビル SD345～SD390 D19～D29

平成23年9月 民間 建築 穴吹興産(株) おかだ建築設計事務所 大末建設(株) アルファステイツ後楽園通り SD345～SD390 D19～D38

平成23年9月 公共 建築 東京都 板橋区 共立工業(株) 板橋第三中学校 SD345 D22

平成23年9月 民間 建築
アトリュー天藤

一級建築士事務所
(株)淺沼組 (仮称)メディハウス・み・かさ星和台新築工事 SD345 D22・D25

平成23年9月 民間 建築 京都府 (株)錢高組 (株)錢高組 京都美術工芸大学新築・増改築及改修工事 SD345 D19～D25

平成23年9月 民間 建築 香川県 明石建設 ハローズ坂出店 SD345 D19～D25
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平成23年9月 民間 建築 兵庫県 ISO設計(株) (株)宇戸平工務店 (仮称)神戸９丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 SD345 D19～D25

平成23年9月 民間 建築 阪神高速道路(株) (株)淺沼組 島屋工区養護壁改良及び電線共同溝(南)整備工事 SD345 D16～D25

平成23年9月 民間 建築 (株)山下設計 鹿島建設(株) おおくまリハビリテーション増築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成23年9月 民間 建築 大阪府 関西電力 ニュージェック (株)淺沼組 関電北摂営業所(大阪府豊中市) SD345～SD390 D19～D32

平成23年9月 民間 建築 (株)熊谷組 (株)熊谷組 アル・プラザ城陽増築工事 SD345 D19～D29

平成23年9月 民間 建築 出井清彦 (株)マリモ 蜂谷工業(株) ポレスター原尾島ガーデンコート新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成23年9月 民間 建築 阪神高速道路(株) 中林建設(株)JV 大和川線三宅掘割工事 SD345 D25～D35

平成23年9月 民間 建築 大阪府 高谷早苗 榎並・太田特定建設JV
大阪府貝塚市橋本第2第3期

高層住宅(建替)新築工事
SD345～SD390 D16～D32

平成23年9月 民間 建築 埼玉県 (株)フジタ (仮称)日本アクセス草加ＭDセンター SD390 D29

平成23年9月 民間 建築 千葉県 (株)大林組 花輪インター SD345 D25

平成23年9月 民間 建築 埼玉県 大和ハウス工業(株) 大和ハウス工業(株) 大和ハウス工業(株) Dプロジェクト越谷物流センター SD390 D25・D29

平成23年9月 民間 建築 森川地所(株) (株)プラスPM (株)柄谷工務店 チャーム東淀川豊里 SD345 D19～D25

平成23年8月 民間 建築 神奈川県 三井住友建設(株) クリオ中川計画(神奈川県横浜市) SD390 D35

平成23年8月 民間 建築 神奈川県 東京急行電鉄(株) 東急建設(株) 元住吉車庫 SD390 D25・D29

平成23年8月 民間 建築 岐建(株) 日本電気硝子(株)8号棟建屋増改築工事 SD390 D29

平成23年8月 民間 建築 (株)大京 大和小田急建設(株) (仮称)ライオンズ大宮吉敷町 SD390 D25・D29

平成23年8月 公共 建築 大阪府 大阪府 大阪市都市整備局 (株)能勢工務店 加島住宅１４号館建設工事 SD345 D19～D25

平成23年8月 公共 建築 大阪府 (株)建築環境計画 中川企画建設(株) 大阪府営岸和田大町第３住宅（建替）新築工事 SD345 D19～D25

平成23年8月 民間 建築 東洋地所(株) 大木建設(株) 大木建設(株) アロハ海岸通Ⅱ SD345～SD390 D19～D29

平成23年8月 民間 建築 東急不動産(株) 浅井謙建築研究所(株) 西松建設(株) 西宮北口計画 SD345～SD390 D19～D32

平成23年8月 民間 建築 日本エスリード(株) (株)ダイシン建築設計事務所 安藤建設(株) エスリード上汐3丁目 SD345～SD390 D19～D35

平成23年8月 民間 建築 京都府 医療法人同仁会(社団) (株)オズ一級建築士事務所 (株)ミラノ工務店 同仁会(社団)サテライト型光健施設 SD345～SD390 D19～D32

平成23年8月 民間 建築 (株)野村工務店 (株)PPI計画・設計研究所 日本建設(株) 光善寺集合住宅 SD345～SD390 D19～D29

平成23年8月 民間 建築 ニッポン高度紙工業 (株)竹中工務店 (株)竹中工務店 ニッポン高度紙工業米子工場 SD345 D19～D25

平成23年8月 民間 建築 山九 (株)竹中工務店 (株)竹中工務店 山九水島物流センター SD345 D22
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平成23年8月 公共 建築 近畿地方整備局 東亜建設工業(株) 東亜建設工業(株) 柴山港柴山地区外防波堤（西）本体工事 SD345 D25～D35

平成23年8月 民間 建築 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) (仮称)新順心病院建設工事 SD345～SD390 D19～D35

平成23年8月 民間 建築 兵庫県 (株)IAO竹田設計 西武建設(株) 西宮市北名次町計画 SD345～SD390 D19～D29

平成23年8月 民間 建築 (株)ナカノフドー建設 新千里南町団地増築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成23年8月 民間 建築 奈良県 医療法人平和会 ＴＡＰＲＯＯＴ (株)淺沼組 吉田病院整備事業2011第2期(奈良市) SD345 D19～D25

平成23年8月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション (株)Cube設計事務所 村中建設(株) プレサンス幸町(大阪市浪速区) SD345～SD390 D22～D35

平成23年8月 公共 建築 大阪府 大阪府警 前田建設工業(株) 前田建設工業(株) 大阪府警察第一機動隊庁舎新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成23年8月 公共 土木 千葉県 NEXCO東日本 大成建設(株) 東京外環自動車道田尻工事 SD345 D22～D35

平成23年8月 民間 建築 茨城県 （株）トッパンプロスプリント (株)日建設計 鹿島建設(株) トッパンプロスプリント水戸工場震災復旧工事 SD390 D25・D29

平成23年8月 民間 建築 千葉県 (株)IAO竹田設計 新日本建設(株) (仮称)市川市市川1丁目新築工事 SD490 D22～D41

平成23年8月 民間 建築 埼玉県 士幌町農業協同組合 (有)入沢建築設計事務所 (株)フジタ 東松山JA士幌町農協倉庫 SD390 D25・D29

平成23年7月 民間 建築 (株)大林組 産総研つくば SD345 D25

平成23年7月 民間 建築 サンエーテック かわむら第二冷蔵庫 SD345 D22・D25

平成23年7月 民間 建築 (株)ライク (株)小滝工務店 (株)小滝工務店 介護付有料老人ホーム花咲「東心斎橋」 SD345～SD390 D19～D35

平成23年7月 民間 建築 穴吹興産(株) フジサワ建築設計事務所 大末建設(株) アルファステイツ倉敷中央 SD345～SD390 D19～D32

平成23年7月 民間 建築 (株)フジタ (株)フジタ (仮称)大阪経済大学新図書館増改築工事 SD345～SD390 D22～D35

平成23年7月 民間 建築 (有)婆佐羅建築工房 日本建設(株) ネット(株)役宅新築工事 SD345 D19～D25

平成23年7月 民間 建築 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) (仮称)サニープレイスPI新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成23年7月 民間 建築 兵庫県 アーバネックス アーバネックス 森組 アーバネックス神戸琵琶北(神戸市灘区) SD345～SD390 D19～D32

平成23年7月 民間 建築 (有)T.G.T楷建築事務所 奥村組土木興業(株) 大淀北マンション SD345 D19～D29

平成23年7月 民間 建築 (株)岡田新一設計事務所 鹿島建設(株) 凸版印刷海老江工場建設工事 SD345～SD390 D19～D38

平成23年7月 公共 建築 兵庫県 芦屋市 芦屋市建築課
日本国土・大日本

鍛冶田特定建設JV
市立芦屋病院改築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成23年7月 民間 建築 神奈川県 (株)大本組 メディセオＡＬＣ SD345～SD390 D25～D32

平成23年7月 民間 建築 埼玉県 大和ハウス工業(株) 大和ハウス工業(株) 大和ハウス工業(株) Dプロジェクト久喜 SD490 D35

平成23年7月 公共 建築 茨城県 下妻市 (株)横須賀満夫建築設計事務所 塚田・鈴木・下妻JV 下妻市立東部中学校新築工事 SD345 D22・D25
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平成23年7月 公共 建築 東京都 渋谷区 佐田建設(株)
渋谷本町三丁目区営住宅高齢者センター等

建築及びその他工事
SD345 D25

平成23年7月 民間 建築 幸福産業(株) 幸福産業(株) Ｋビル新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成23年6月 公共 建築 神奈川県 立川ハウス(株) 中部市税事務所(神奈川県川崎市) SD390 D29

平成23年6月 民間 建築 鹿島建設(株) 新日鐵保全センター新設工事 SD345 D25

平成23年6月 公共 建築 岡山県 美咲町 蜂谷工業(株) 美咲町立中央中学校新築工事 SD345 D25

平成23年6月 民間 建築 (株)藤木工務店 医療法人社団良友会山陽病院増築工事(2期工事)

平成23年6月 民間 建築 東京都 旭化成不動産レジデンス(株) NEXT ARCHITECT&ASSOCIATES 東急建設(株) (仮称)志村３丁目計画新築工事 SD390 D35

平成23年6月 民間 建築 大阪府 松井建設(株) 大阪大学(工)E3棟等改修その他工事 SD345 D19～D25

平成23年6月 民間 建築 (株)日和設計 (株)吉永建設 (仮称)HIRATAマンションⅠ新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成23年6月 民間 建築 (有)池永 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) 池永マンション SD345～SD390 D19～D29

平成23年6月 民間 建築 中井不動産(株) 積水ハウス(株) 積水ハウス(株) 生野区林寺3丁目計画 SD345 D19～D25

平成23年6月 民間 建築 エムズ都市開発(株) (株)住友建築設計事務所 (株)松本組 東住吉区住通5丁目計画 SD345～SD390 D19～D32

平成23年6月 民間 建築 (株)日昌 (有)大土呂巧建築設計事務所 (株)中道組 N-VIE中央区北長狭通4丁目 SD345～SD390 D19～D32

平成23年6月 民間 建築 和歌山県 ファイブライン設計工房 TSUCHIYA(株) 和歌山県田辺市城山台老建 SD345 D19～D29

平成23年6月 民間 建築 京都府 (株)淺沼組 (株)淺沼組 明和ゴム工業(株)京都生産技術センター建設工事 SD345 D25

平成23年6月 民間 建築 ISO設計(株) (株)宇戸平工務店 GRAN-DUKE千代田新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成23年6月 民間 建築 ISO設計(株) (株)宇戸平工務店 GRAN-DUKE千種新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成23年6月 民間 建築
新世界第一期工区

優建事業推進協議会
(株)アイテック計画 東海・西部JV

(仮称)新世界第一期工区優良建築物等整備事業施設建築物等新築工
事

SD345 D22

平成23年6月 民間 建築 静岡県 木内建設(株) (仮称)駿河町店舗付賃貸マンション SD345 D25

平成23年6月 民間 建築 千葉県 (株)タカラレーベン (株)ノバック (仮称)レーベン柏千代田新築工事 SD345 D19～D25

平成23年6月 民間 建築 東京都 医療法人平成博愛会 東レ建設(株) 世田谷記念病院新築工事 SD345 D25

平成23年6月 民間 建築 茨城県 (株)タカラレーベン (株)アーバンライフ建築事務所 りんかい日産建設(株) (仮称)レーベンハイム水戸新築工事 SD490 D29～D35

平成23年6月 民間 建築 (株)東芝 鹿島建設(株) 加賀東芝エレクトロニクス(株) SD345 D32

平成23年5月 民間 建築 東京都 東レ建設(株) 世田谷記念病院 SD345 D25

平成23年5月 民間 建築 (株)阿波製紙 清水建設(株) 阿波製紙事務所棟 SD345 D19～D25
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平成23年5月 公共 建築 徳島県 阿南市 (株)梓設計 (株)大林組 阿南中央病院 SD345～SD390 D19～D29

平成23年5月 公共 土木 千葉県 国土交通省関東地方整備局 (株)不動テトラ 矢切函渠その5工事 D35・D38

平成23年5月 公共 土木 千葉県 国土交通省関東地方整備局 (株)不動テトラ 矢切函渠その8工事 D35・D38

平成23年5月 民間 建築 木内建設(株) (仮称)駿河町店舗付賃貸住宅新築工事 SD390 D29

平成23年5月 民間 建築 津村親章 東建コーポレーション(株) 東建コーポレーション(株) 津村親章様店舗アパート SD345 D19

平成23年5月 民間 建築 大阪府 吉富建設(株) ケイ･ティー建築設計事務所 (株)福田組 リッツ難波 SD345～SD390 D19～D35

平成23年5月 民間 建築 (株)ライフコーポレーション (株)高橋建築設計事務所 (株)松本組 ライフあびこ店 SD345 D25

平成23年5月 民間 建築 猪坂あゆみ
アーキネット京都

一級建築士事務所
(株)日建 プリオーレ38 SD345～SD390 D19～D32

平成23年5月 民間 建築 医療法人聖峰会 (株)前田建設事務所 戸田建設(株) 医療法人聖峰会田主丸中央病院北病棟耐震化新築工事 SD345～SD390 D25・D29

平成23年5月 民間 建築 (株)礎 (株)ＮＩＰＰＯ イーグルコート御池高瀬川 SD345～SD390 D19～D29

平成23年5月 民間 建築 千葉県 (株)アバンアソシエイツ 鹿島建設(株) ヴェスタ環境整備事業 SD390 D29

平成23年5月 民間 建築 栃木県 (株)本田技術研究所 戸田建設(株) ホンダ栃木研究所震災復旧工事 SD345 D22

平成23年5月 民間 建築 東京都 大島1丁目 SD390 D29

平成23年5月 民間 建築 (株)生原建築事務所 奥村組土木興業(株) サムティ七宮町２丁目 SD345～SD390 D19～D29

平成23年4月 民間 建築 大和ハウス工業(株) 大和ハウス工業(株) ロイヤルホームセンター生駒店 SD345 D25

平成23年4月 公共 土木 NEXCO中日本 清水建設(株) 第二東名高速道路伊佐布（その２）工事 SD345 D22

平成23年4月 民間 建築 鹿島建設(株) カワサキライフコーポレーション SD345～SD390 D19～D32

平成23年4月 民間 建築 ウルトラエステート(株) (株)福島洋一建築研究所 スナダ建設(株) セレニテエコート本町プロジェクト SD345～SD390 D19～D35

平成23年4月 民間 建築 阪急不動産(株) (株)D＆D建築設計事務所 不二建設(株) ジオ芦屋楠町 SD345～SD390 D19～D29

平成23年4月 民間 建築 日本建設(株) 日本建設(株) 久邸新築工事 SD345 D22

平成23年4月 民間 建築 (株)大建設計 (株)奥村組 三甲関西第３工場 SD345 D19～D25

平成23年4月 民間 建築 (株)エム・ケイ設計事務所 日本建設(株) M’プラザ津田駅前 SD345～SD390 D19～D29

平成23年4月 民間 建築 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) ヒガシマル食品(株)新工場建設工事 SD345～SD390 D19～D32

平成23年4月 公共 土木 大阪府 大阪府 大阪府東部流域下水道事務所 奥村組土木興業(株)JV 寝屋川流域下水道飛行場南 SD345 D32

平成23年4月 民間 建築 日本エスリード(株) (株)都市建築研究所 (株)淺沼組 エスリード松原松ヶ丘第２新築工事 SD345～SD390 D19～D32
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平成23年4月 公共 建築 奈良県 奈良市 (株)内藤建築事務所 (株)大林組 市立奈良病院新築工事 SD345 D32

平成23年4月 民間 建築 大阪府 (株)大林組 (株)大林組 イオン大阪ドーム SD345～SD390 D25～D35

平成23年4月 民間 建築 兵庫県 前田建設工業(株)関西支店 前田建設工業(株) (仮称)西宮市甲子園口北町集合住宅新築工事 SD390 D29

平成23年4月 民間 建築 前田建設工業(株)関西支店 前田建設工業(株) (仮称〉AMB西淀川ディストリビューションセンター新築工事 SD390 D29～D35

平成23年4月 民間 建築 大阪府 (株)奥村組 (株)奥村組 (仮称)阿倍野筋3丁目計画 SD390 D29～D41

平成23年4月 民間 建築 大阪府 栗本建設工業(株) 茨田大宮第1住宅1号館第2期建設工事 SD345～SD390 D22～D32

平成23年4月 民間 建築 都市空間研究所 (株)奥村組
けやき大通捗第一種市街地

再開発事業ホテル棟新築工事
SD345 D25

平成23年4月 民間 建築 神戸大学 清水建設(株) 神戸大学(ポートアイランド3)統合研究拠点施設(皿期)新営その他工事 SD345～SD390 D25～D29

平成23年4月 民間 建築 福冨涼建築研究所 栗本建設工業(株) (仮称)橿原市新賀町PRJ

平成23年4月 民間 建築 大阪府 (株)アール・アイ・エー (株)奥村組 高槻天神温泉ビル新築工事 SD390 D29～D32

平成23年4月 民間 建築 兵庫県 (株)瀬戸本淳建築研究室 (株)ハンシン建設 (仮称)神戸博愛病院新築工事 SD390 D29～D32

平成23年4月 民間 建築 大阪府 (株)奥村組 (株)奥村組 (仮称)吹田広芝町集合住宅建設工事 SD390 D29～D35

平成23年4月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) (株)長田建築設計室 鉄建建設(株) (仮称)エスリード高槻上牧北駅前新築工事 SD390 D29～D35

平成23年4月 民間 建築 (株)奥村組 (株)奥村組 (仮称)北区本庄西1丁目PJ SD390 D29～D38

平成23年4月 民間 建築 前田建設工業(株)関西支店 前田建設工業(株) (仮称)八尾市・北本町2丁目マンション新築工事 SD390 D29・D32

平成23年4月 民間 建築 加藤治十鎌田寛建築事務所 (株)建研 (仮称)江坂町マンション新築工事

平成23年4月 民間 建築 (株)タガミ (株)タガミ (仮称)東三国・東本マンション新築工事

平成23年4月 公共 建築 大阪府 大阪府 (株)横川建築設計事務所 大末建設(株)
大阪府営瓜破西第3期高層住宅
(建て替え)新築工事(第1工区)

D29～D35

平成23年4月 民間 建築 浅井謙建築研究所(株) 前田建設工業(株) (仮称)垂水区舞子台5丁目分譲マンション新築工事 SD390 D29～D35

平成23年4月 民間 建築 (株)ジャクエツ環境事業一級建築士事務所 清水建設(株) 上甲子園幼稚園増改築工事

平成23年4月 民間 建築 (株)奥村組 (株)奥村組
生駒駅前北口第二地区第一種市街地再開発事業に係る

施設建築部(A-2棟・B-2棟)
SD390 D29～D35

平成23年4月 民間 建築 (株)明和工務店 (株)明和工務店 (仮称)クォーレ靭公園新築工事 SD345～SD390 D16～D29

平成23年4月 民間 建築 (株)アモルファス建築設計事務所 大末建設(株) (仮称)リベール明石東野町新築工事 SD390 D29

平成23年4月 民間 建築 京都府 (株)類設計室 西松建設(株) 京都女子大学幼児教育棟(仮称)新築工事 SD345～SD390 D29

平成23年4月 民間 建築 清水建設(株) 清水建設(株) 京都信用金庫紫竹支店新築工事 SD345～SD390 D29
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平成23年4月 民間 建築 瀬戸本・大土呂設計連合 (株)ハンシン建設 (仮称)ワコーレ城の下通2丁目新築工事 SD345～SD390 D25・D29

平成23年4月 民間 建築 (株)東洋設計事務所 大末建設(株) Brillia御所西プロジェクト新築工事 SD390 D29

平成23年4月 民間 建築 (株)NDC建築設計事務所 清水建設(株) (仮称)ニプロ(株)研究施設等増築工事 SD345 D29

平成23年4月 民間 建築 (株)奥村組 (株)奥村組 (仮称)北区同心1丁目マンション新築工事 SD345 D32・D35

平成23年4月 民間 建築 兵庫県 (株)竹中工務店 (株)竹中工務店 (仮称)西宮市神祇官町集合住宅新築工事 SD345 D29～D35

平成23年4月 民間 建築 京都府営繕課 松村・中川・平和建設共同企業体 教養教育共同化施設(仮称)新築工事 SD345 D19・D22

平成23年4月 民間 建築 (株)明和工務店 (株)明和工務店 (仮称)明和キャンサークリニック新築工事 SD390 D29

平成23年4月 民間 建築 (株)金内建設 第三ハウス竹園復旧工事 SD345 D22・D25

平成23年4月 民間 建築 栃木県 五洋建設(株) 五洋建設(株) 五洋建設(株) 五洋建設実験 SD490 D22～D41

平成23年4月 公共 建築 大阪府 日本下水道事業団 東亜・利晃特定建設JV 堺市三宝下水処理場建設工事その2 D16～D29

平成23年3月 民間 建築 京都府 鹿島建設(株) 福知山念法寺 SD345 D22

平成23年3月 民間 建築 東京都 松井建設(株) 松井建設(株) (仮称)両国１丁目マンション新築工事 SD490 D32～D41

平成23年3月 民間 建築 西村鉄鋼所 SD345 D19

平成23年3月 民間 建築 高元建設 中野邸 SD295 D16

平成23年3月 民間 建築 (株)梓設計 (株)フジタ 有馬病院新本館・リワーク病棟新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成23年3月 民間 建築 (株)フジタ (株)フジタ (仮称)小宮町集合住宅新築工事C敷地・D敷地 SD390～SD490  D35～D41

平成23年3月 公共 建築 (株)淺沼組 公務員宿舎枚方(1期)整備事業に係る建設工事 D19～D32

平成23年3月 公共 土木 国土交通省関東地方整備局 ショーボンド建設(株) H22淺沼川新橋 D19

平成23年3月 民間 建築 鹿島建設(株) 生涯学習センター SD345 D19～D25

平成23年3月 民間 建築 大阪府 杉本寺正 (株)創設計事務所 第一建設(株) スーパーコート東大阪 SD345 D19～D25

平成23年3月 民間 建築 大阪府 近鉄不動産(株) 東海興業(株) 東海興業(株) 淀川区宮原5丁目 SD345～SD390 D19～D35

平成23年3月 民間 建築 (株)大建設計 新日鉄エンジニアリング(株) (仮称)臨海工場建設工事 SD345 D19～D29

平成23年3月 民間 建築 大阪府 三代興業 ＲＥＣ建築設計事務所 積水ハウス(株) 南船場フラッツ(大阪市中央区) SD345～SD390 D19～D32

平成23年3月 民間 建築 (株)山田綜合設計 (株)鴻池組 アバンケア八戸ノ里新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成23年3月 民間 建築 兵庫県 (株)IAO竹田設計 (株)淺沼組 (仮称)神戸海岸特養ケアセンター建設工事 SD345～SD390 D19～D32
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平成23年3月 民間 建築 北海道
医療法人札幌麻生

脳神経外科病院斎藤久寿
(株)サン設計事務所 戸田建設(株) 医療法人札幌麻生脳神経外科病院新築工事 SD345 D19～D29

平成23年3月 民間 建築 大阪府 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) (仮称)R1難波店新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成23年3月 民間 建築 東京都 松井建設(株) 松井建設(株) （仮称）両国1丁目マンション新築工事 SD490 D32～D41

平成23年3月 民間 建築 西村鉄鋼所 SD345 D19

平成23年3月 民間 建築 高元建設(株) 中野邸 SD295 D16

平成23年2月 民間 建築 ドラッグコスモス押川店 SD345 D19～D25

平成23年2月 民間 建築 社会福祉法人久英会 ナカヤマトシ設計 金子建設(株) 若久園 SD345 D22

平成23年2月 公共 建築 西宮市 廣川建設JV 北夙川橋耐震補強工事 SD345 D22～D29

平成23年2月 公共 建築 (株)大建設計 (株)奥村組
(仮称)南千里駅公共公益施設

整備事業南戦地駅前工事
D19～D32

平成23年2月 公共 建築 北原建築設計事務所 大成建設(株)・マルヤマ建設工事JV 彦根東中学校改築工事（建築工事） D19～D29

平成23年2月 民間 建築 コーナン商事(株) (株)ゼンヨー総合設計 株木建設(株) コーナンeショップなぎさ店 SD345 D22・D25

平成23年2月 民間 建築 兵庫県 山野設計(株) 第一建設(株) 神戸中山手通マンション SD345～SD390 D19～D32

平成23年2月 民間 建築 社会福祉法人恵周会 (株)桝谷設計 (株)嶋山組 特別養護老人ホームやまびこ SD345 D22・D25

平成23年2月 民間 建築 (株)フクダ不動産 (株)フクダ不動産 (株)森本組 ピアツッアコート大和郡山駅前 SD345～SD390 D19～D32

平成23年2月 民間 建築 社会福祉法人嵐山寮 (株)都市居住文化研究所 (株)熊谷組 特別養護老人ホーム嵐山寮 SD345 D19～D25

平成23年2月 公共 建築 阪神高速道路(株) 阪神高速道路(株) 前田建設工業(株) 三宝第2工区開削トンネル SD345 D16～D38

平成23年2月 民間 建築 兵庫県 不二建設(株) 不二建設(株) (仮称)東灘区向洋町中２期マンション新築工事 SD345 D19～D38

平成23年2月 公共 建築 (株)阿波設計事務所 平井建設JV 富雄第三小中学校１期 SD345 D25

平成23年2月 民間 建築 前田組 (仮称)下木田町高齢者専用賃貸住宅新築工事

平成23年1月 民間 建築 (株)日建設計 (株)大林組 新ダイビル SD345 D22

平成23年1月 民間 建築 (株)プレサンスコーポレーション 福田組 プレサンス天満二丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成23年1月 公共 建築 大阪府 大阪市交通局 (株)大林組 高速電機軌道第２号線東梅田停留場 SD345 D22

平成23年1月 民間 建築 日本建設(株) 日本建設(株) (株)大創産業 SD345 D19～D25

平成23年1月 民間 建築 京都府 フジ工業所 京都女子学園

平成23年1月 民間 建築 奈良県 山田組 奈良学園前1丁目計画
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平成23年1月 民間 建築 山田組 (仮称)大国町辻マンション新築工事

平成23年1月 民間 建築 山田組 守口佐太中住宅耐震工事

平成23年1月 民間 建築 京都府 アクトファクトリー 京都銀行協会

平成23年1月 民間 建築 福田組 西宮伏原住宅新築工事

平成23年1月 民間 建築 越後突抜町住宅

平成23年1月 民間 建築 京都府 前田組 (仮称)伏見区深草大亀谷東寺町計画地

平成23年1月 民間 建築 山田組 (仮称)吉野3丁目マンション

平成23年1月 民間 建築 山田組 スーパーコート茨城沢良宜

平成23年1月 公共 建築 兵庫県 辻本工業 下坂部小学校

平成23年1月 公共 建築 兵庫県 山田組 荒田町合同宿舎

平成23年1月 公共 建築 大阪府 聖建 四条畷中学校2F柱

平成23年1月 公共 建築 大阪府 河内長野千代田小学校

平成23年1月 公共 建築 兵庫県 アクトファクトリー 県立兵庫工業高等学校

平成23年1月 民間 建築 山田組 介護老人保健施設白寿新築工事

平成23年1月 民間 建築 奈良県 山田組 (仮称)産経新聞奈良支局新築工事

平成23年1月 民間 建築 山田組
高齢者総合福祉施設

ぽれぽれケアセンター白桓新築

平成23年1月 民間 建築 山田組 (仮称)放出野村マンション新築工事

平成23年1月 民間 建築 まこと建設 入谷ビル新築工事

平成23年1月 民間 建築 山田組 (仮称)メディカルケアハウス甲南山手建設工事

平成23年1月 民間 建築 山田組 (仮称)上本町・正木マンション新築工事

平成23年1月 民間 建築 まこと建設 北山病院南棟

平成23年1月 公共 建築 兵庫県 アクトファクトリー 加西市立善防中学校

平成23年1月 公共 土木 滋賀県 山内工業 滋賀草津PA

平成23年1月 民間 建築 大末建設(株) ベリスタ佐竹台 SD345～SD390 D22～D35

平成23年1月 民間 建築 東京都 (株)大林組 (株)大林組技術研究所実験 SD345 D16
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平成23年1月 民間 建築 (株)昭和設計 東洋建設(株) 生長会菱木複合施設新築工事

平成23年1月 公共 土木 (株)大林組 花輪インター SD345 D25

平成23年1月 民間 建築 大阪府 共英製鋼(株) 大之木建設(株) 大之木建設(株) 共英製鋼(株)枚方事業所ロール地盤工場 SD345 D25

平成23年1月 民間 建築 兵庫県 山野設計(株) 第一建設(株) 神戸磯部通り SD345～SD390 D19～D32

平成23年1月 民間 建築 大阪府 (株)プレサンスコーポレーション アイビー設計事務所 村中建設(株) プレサンス西区西本町1丁目(大阪市西区) SD345～SD390 D19～D35

平成23年1月 民間 建築 木原千利設計工房 (株)SEED・CASA 10-K計画新築工事 SD345 D19・D22

平成23年1月 民間 建築 (株)淺沼組 城東永田計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成23年1月 民間 建築 (株)昭和設計 東洋建設(株) 生長会菱木複合施設新築工事

平成23年1月 民間 建築 (株)プレサンスコーポレーション 福嶋洋一建築研究所 広成建設(株) プレサンス南船場Ⅲ新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成23年1月 民間 建築 滋賀県 (株)プレサンスコーポレーション (株)磯 (株)福田組 (仮称)プレサンスロジェ草津新築工事 SD345～SD490 D19～D41

平成23年1月 公共 建築 東京都 大田区 (株)石本建築事務所 (株)フジタJV （仮称）大田総合体育館改築工事 SD390 D29・D38

平成23年1月 民間 建築 東京都 学校法人日本大学 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) 日本大学法学部三崎町校舎本館耐震補強工事 SD345 D22・D25

平成23年1月 民間 建築 山梨県 NHK (株)三菱地所設計 (株)フジタ NHK甲府新築工事 SD390 D32

平成23年1月 公共 建築 千葉県
成田市
富田市

川崎技研・株木JV 川崎技研・株木JV 成田市・富里市新清掃工場 SD390 D19～D29

平成23年1月 民間 建築 東京都 学校法人日本体育大学 (株)久米設計 鹿島建設(株) 日本体育大学3期新築工事 SD390 D22～D35

平成23年1月 民間 建築 東京都 (株)大林組 (株)大林組 (株)大林組 (株)大林組技術研究所実験 SD490

平成23年1月 公共 土木 森・吉田・井上JV 天美トンネル D25～D35

平成22年12月 民間 建築 岐建(株) (株)ハローバック新社屋新築工事 SD345 D25

平成22年12月 民間 建築 (株)錢高組 ゼスタタワー浄水駅前新築工事 SD490 D22～D38

平成22年12月 民間 建築 岡山県 (株)藤木工務店 倉敷中央病院新5棟新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成22年12月 民間 建築 大成建設(株) 大和呉服橋ビル SD345 D22

平成22年12月 民間 建築 メイベルホールディングス(株) 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) 丸中製菓(株)ドーナツファクトリー SD345 D22・D25

平成22年12月 民間 建築 大阪府 藤和不動産 永都設計 (株)鍜治田工務店 BELISTA関目2丁目(大阪市城東区) SD345～SD490 D19～D35

平成22年12月 民間 建築 アグル建築事務所 (株)鴻池組 アルファステイツ六甲篠原 SD345～SD390 D19～D35

平成22年12月 民間 建築 (株)田中啓文総合建築研究所 コーナン建設(株) 蛍池プロジェクトⅠ新築工事 SD345～SD390 D19～D29



令和4年6月現在

着工日
(平成○年○月)

工事種類
(公共・民間)

工事種別
(建築・土木)

工事場所
(都道府県)

発注者 設計監理者 鉄筋業者 受注者 工事名称 鋼種  鋼径(呼び名)

　　ＣＢ工法施工実績表

平成22年12月 民間 建築 (株)生原建築事務所 (株)金山工務店 サムティ南堀江4丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成22年12月 民間 建築 静岡県 フジ都市開発(株) 木内建設(株) 木内建設(株) (仮称)ウイステリア伝馬町新築工事 SD490 D38

平成22年12月 民間 建築 神奈川県 福山通運(株) 五洋建設(株) 五洋建設(株) (仮称)福山通運(株)藤沢流通センター SD390 D19～D29

平成22年12月 民間 建築 埼玉県 学校法人しろがね学園 松井建設(株) 松井建設(株) 学校法人しろがね学園新築工事 SD390 D19～D25

平成22年12月 民間 建築 埼玉県 トナミ運輸(株) (株)フジタ (仮称)トナミ運輸(株)菖蒲支店建設工事 SD390 D22～D35

平成22年11月 民間 建築 戸田建設(株)・本間・アイサワJV 水島合金鉄No.2SF炉建設工事 SD345 D22・D25

平成22年11月 民間 建築 中田建設 五城目小学校 SD345 D25

平成22年11月 民間 建築 (株)錢高組 明治油脂(株)新マーガリン工場建設工事 SD345～SD390 D25・D29

平成22年11月 民間 建築 (株)カノンアソシエイツ (株)淺沼組 (仮称)石山粟津町マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成22年11月 公共 建築 国土交通省関東地方整備局 オリエンタル白石(株) 西久保ジャンクション D22

平成22年11月 公共 土木 大成建設(株) 高田トンネル SD345 D19・D22

平成22年11月 公共 建築 兵庫県 西宮市 JFEエンジニアリング(株) JFEエンジニアリング(株) 西宮市東部総合処理口内・焼却施設 SD345～SD390 D19～D29

平成22年11月 民間 建築 コスモ都市開発(株) (有)設計工房アスカ (株)福田組 コスモ福島 SD345～SD390 D19～D32

平成22年11月 民間 建築 大阪府 ジェイアール西日本不動産開発 大鉄工業 大鉄工業(株) 天王寺南プロジェクト(大阪市阿倍野区) SD345～SD390 D19～D35

平成22年11月 公共 建築 (株)高橋建築設計事務所 中川企画建設(株) 市営西郡住宅１～５号館 SD345 D22

平成22年11月 民間 建築 東京都 多田建設(株) (仮称)四つ木二丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D35

平成22年11月 民間 建築 東京都 アパホーム(株) (株)IAO竹田設計 新日本建設(株) (仮称)プレミア東日本橋新築工事 SD490 D19～D38

平成22年11月 民間 建築 (株)日建設計 (株)フジタ ドギーマンハヤシ(株)G工場建屋新築工事 SD390 D35

平成22年10月 民間 建築 (株)和田コーポレーション 戸田建設(株) ロイヤルガーデンサンポートマリーナ SD345～SD390 D19～D35

平成22年10月 民間 建築 サンエーテック 東京エレクトロン SD345 D25～D32

平成22年10月 公共 建築 兵庫県 芦屋市 芦屋市建築課 日本国土開発(株) 市立芦屋病院改築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成22年10月 民間 建築 古関設計事務所 (株)淺沼組 (仮称)松井ヶ丘保育園新築工事 SD345 D19～D25

平成22年10月 民間 建築 兵庫県 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) 上組(仮称)西芦屋寮・サニープレイス西芦屋新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成22年10月 民間 建築 大阪府 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) 谷岡学園大阪商業大学高校棟新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成22年10月 民間 建築 奈良県 (株)奥村組 宇陀市民病院 SD345 D19～D29
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平成22年10月 民間 建築 (株)らくい 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) (株)らくいマンション SD345 D19～D25

平成22年10月 民間 建築 (有)戎家具 (株)福嶋洋一建築研究所 スナダ建設(株) 岸上様西宮マンション SD345～SD390 D19～D29

平成22年10月 民間 建築 滋賀県 アイリスオーヤマ(株) 誠和設計一級建築士事務所 松井建設(株) アイリスオーヤマ(株)米原工場第4期 SD345 D22

平成22年10月 公共 建築 千葉県 NEXCO東日本 (株)大林組 湾岸船橋インターチェンジ工事 SD345 D19～D32

平成22年10月 民間 建築 埼玉県 新日本建設(株) (仮称)アクシーズタワー大門町新築工事 SD490 D19～D38

平成22年10月 民間 建築 東京都 新都市センター開発(株) 五洋建設(株) (仮称)VIA長池新館建設工事 SD390 D22～D29

平成22年10月 民間 建築 東京都 (株)フジタ (仮称)神田健康センター SD390 D29

平成22年10月 民間 建築 ISO設計(株) (株)伊藤工務店 パークヒルズ高塚WEST増築工事 SD345 D19・D22

平成22年9月 公共 土木 神奈川県 多田建設(株) 金沢共同溝(神奈川県横浜市) SD345 D25・D32

平成22年9月 民間 建築 徳島県 (株)イズミヤ 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) 徳島ゆめタウン藍住 SD345～SD390 D19～D32

平成22年9月 民間 建築 兵庫県 (株)福田組 (株)福田組 (仮称)西宮市大畑町集合住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成22年9月 民間 建築 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) (仮称)オムロンヘルスケア(株)研究開発及び本社新拠点建設工事 SD345～SD390 D19～D29

平成22年9月 民間 建築 (株)福田組 (株)福田組 (仮称)豊崎建物新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成22年9月 民間 建築 滋賀県 (株)フジタ (株)フジタ (仮称)大津駅前集合住宅建設工事 SD345～SD390 D22～D38

平成22年9月 公共 建築 財務省 大末建設(株) 屋島住宅2号棟 SD345～SD390 D19～D29

平成22年9月 民間 建築 社会福祉法人幸寿会 (有)はる建築設計 (株)内田組 特別養護老人ホームカーサ月の輪 SD345 D22・D25

平成22年9月 民間 建築 (株)プレサンスコーポレーション (有)Cube設計事務所 村本建設(株) プレサンス常磐町 SD345～SD390 D19～D32

平成22年9月 民間 建築 京都府 東急不動産(株) (株)日企設計 スナダ建設(株) ブランズ京都御池通り SD345～SD390 D19～D35

平成22年9月 民間 建築 大阪府 トステムビバ (株)東急設計コンサルタント
大本組・コーナン建設

共同企業体
ビバモール寝屋川(大阪府寝屋川市) SD345～SD390 D22～D29

平成22年9月 民間 建築 愛知県 三交不動産(株) (株)錢高組 (株)錢高組 (仮称)北名古屋市計画(名古屋市) SD345～SD390 D19～D35

平成22年9月 公共 建築 山梨県 国土交通省関東地方整備局 (株)フジタ 甲府合同庁舎新築工事 SD390 D19～D38

平成22年9月 民間 建築 東京都 大井町西地区市街地再開発組合 (株)協立建築設計事務所 五洋建設(株) 大井西地区再開発計画 SD390・SD490 D35・D38

平成22年9月 公共 建築 茨城県 桜川市 設計組織ADH 五洋建設(株) （仮称）桜川市多目的複合施設 SD390 D19～D29

平成22年9月 民間 建築 (社)宝山寺福祉事業団 (株)教育施設研究所 (株)鴻池組 いこま乳児院・児童養護施設愛染寮 SD345～SD390 D19～D32

平成22年8月 民間 建築 愛知県 清水建設(株) 中日信用金庫清洲支店新築工事 SD345 D25
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平成22年8月 民間 建築 安藤建設(株) ポソテクセンター SD345 D22

平成22年8月 民間 建築 (株)類設計室 戸田建設(株) 同志社香里創立60周年記念キャンパス整備工事 SD345 D22・D25

平成22年8月 民間 建築 埼玉県 独立行政法人都市再生機構 村本建設(株) 松原団地(建替)住宅建築工事 SD390 D38

平成22年8月 民間 建築 (株)アークビルド (株)OSD設計 広成建設(株) ピュア玉川Ⅱ SD345～SD390 D19～D35

平成22年8月 民間 建築 檜垣輝正 吉永建築事務所 タツト・建設(株) コンフォート紅梅町マンション SD345～SD390 D19～D29

平成22年7月 公共 建築 徳島県 徳島県 前田建設工業(株) 徳島中央病院 SD345～SD390 D19～D38

平成22年7月 民間 建築 鹿島建設(株) BPM SD345 D25

平成22年7月 民間 建築 大阪府 (株)カノンアソシエイツ (株)福田組 (仮称)天王寺区四天王寺１丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成22年7月 公共 建築 大阪府 大阪市 大阪市都市整備局住宅部 一宇工業(株) 城北住宅第2期 SD345 D22

平成22年7月 民間 建築 (有)住宅情報 (有)上田智晴アーキテクツ 松井建設(株) 波除3丁目計画 SD345～SD390 D19～D32

平成22年7月 民間 建築 アール合同会社 (株)ステラ (株)ますこ工務店 アスリート西明石 SD345～SD390 D19～D32

平成22年7月 公共 土木 阪神高速道路(株) 清水建設(株)JV 正蓮寺川西工区開削トンネル2期 SD345 D19～D38

平成22年6月 民間 建築 遠藤剛生建築設計事務所 (株)淺沼組 (仮称)東豊中団地2-1工区A街区計画 SD345～SD390 D22～D35

平成22年6月 民間 建築 大阪府 日本エスリード(株) 永都設計 (株)淺沼組 (仮称)エスリード豊中少路新築工事 SD345～SD390 D22～D32

平成22年6月 民間 建築 京都府 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) (仮称)京都ヨドバシビル飛地A計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成22年6月 民間 建築 (株)佐藤総合計画 鹿島建設(株)・北和JV 仏教大学柴野キャンパス整備事業に伴う新棟建築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成22年6月 民間 建築 都市環境設計 三和建設(株) 特別養護老人ホームらくじ苑増築工事 SD345 D19～D25

平成22年6月 民間 建築 大阪府 池田信昭 太陽建設工業(株) 太陽建設工業(株) 大阪市淀川区木川東PRJ SD345～SD390 D19～D32

平成22年6月 民間 建築 (有)マコト化成 (株)サイドエンタープライズ 村本建設(株) マコトビル SD345 D19・D22

平成22年6月 公共 建築 大阪府 大阪市 大阪市都市整備局住宅部 誠信建設工業(株) 瓜破東住宅2号館（3区） SD345～SD390 D19～D32

平成22年6月 公共 建築 大阪府 大阪市 大阪市都市整備局住宅部 (株)松本組 長吉出戸南第1住宅4号館（1区） SD345～SD390 D19～D32

平成22年6月 民間 建築 神奈川県 (株)大本組 ＰaltacRDC横浜流通加工場新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成22年6月 民間 建築 (有)奥田商店 積水ハウス(株) 積水ハウス(株) 鶴見区徳庵1丁目計画 SD345 D19～D25

平成22年5月 公共 建築 (株)佐藤工業 佐名河内小中学校校舎 SD345 D19～D25

平成22年5月 民間 建築 清水建設(株) 山王三光マンション SD345 D22



令和4年6月現在

着工日
(平成○年○月)

工事種類
(公共・民間)

工事種別
(建築・土木)

工事場所
(都道府県)

発注者 設計監理者 鉄筋業者 受注者 工事名称 鋼種  鋼径(呼び名)

　　ＣＢ工法施工実績表

平成22年5月 公共 建築 大阪府 大阪市 大阪都市整備局 (株)榎並工務店 一条通住宅建設工事 SD345～SD390 D19～D35

平成22年5月 民間 建築 (株)プレサンスコーポレーション (株)現代綜合設計 (株)福田組 プレサンス天満２丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成22年5月 民間 建築 (株)プレサンスコーポレーション (株)磯 (株)福田組 プレサンス中央区島之内１丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成22年5月 民間 建築 トライズアーキテクチュアデザイン (株)淺沼組 イニシア豊中刀根山新築工事 SD345 D22～D32

平成22年5月 公共 建築 埼玉県 JR東日本 鉄建建設(株) 浦和駅高架橋その3工事 D32

平成22年5月 民間 建築 五洋建設(株) 千鳥町建築工事 SD390 D35・D38

平成22年5月 公共 建築 東京都 JR東日本 鹿島建設(株) 東京駅建築工事 D32

平成22年5月 民間 建築 東京都 京王電鉄(株) 戸田建設(株) 西調布駅改良工事 SD345 D32

平成22年5月 民間 建築 西武鉄道(株) 西武建設(株) 西武池袋線石神井立体交差工事 SD345 D32

平成22年5月 民間 建築 大阪府 柴田セツ子 積水ハウス(株) 積水ハウス(株) 東住吉区シャーメゾン柴田邸 SD345 D19～D25

平成22年5月 民間 建築 (株)日亜化学工業 (株)竹中工務店 (株)竹中工務店 日亜化学工業K2棟 SD345～SD390 D19～D35

平成22年4月 民間 建築 神奈川県 (株)大京 東海興業(株) ライオンズ湘南藤沢(神奈川県藤沢市) SD345～SD390 D22・D29

平成22年4月 公共 建築 京都府 (株)ノム建築設計室 西松建設(株) 独立行政法人国立病院機構京都医療センター病棟等整備工事

平成22年4月 公共 建築 大阪府 (株)都市環境設計 東洋・株木・土屋JV 高槻市消防本部庁舎改築工事

平成22年4月 民間 建築 (株)京都建築事務所 (株)淺沼組 七山病院新病棟新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成22年4月 民間 建築 滋賀県 (株)太陽コーポレーション (株)東洋設計事務所 西松建設(株) 草津大路1丁目マンション SD345～SD390 D19～D29

平成22年4月 民間 建築 (株)セレステ ターミナル・ゼロワン(株) (株)金山工務店 堀江公園前マンション SD345～SD390 D19～D32

平成22年4月 民間 建築 大阪府
住友商事・

コスモスイニシア
アペックス (株)淺沼組 吹田市竹見台3丁目計画(大阪府吹田市) SD345～SD390 D19～D29

平成22年4月 民間 建築 東京都 名工建設(株) 大井変電所ＦＣ建屋ほか新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成22年4月 民間 建築 東京都 (株)錢高組 東京工業大学付属図書館新営工事 SD345 D19～D25

平成22年4月 民間 建築 東京都 日本国土開発(株) (仮称)文京大塚2丁目新築工事 SD345～SD390 D32～D38

平成22年4月 民間 建築 東京都 鹿島建設(株) (仮称)神楽坂2丁目共同ビル SD390 D29・D32

平成22年4月 民間 建築 東京都 学校法人慶應義塾 (株)フジタ (株)フジタ 慶応義塾中等部体育館・プール SD390 D19～D32

平成22年4月 民間 建築 東京都 五洋建設(株) 東京都個人タクシー協同組合ビル SD390 D29

平成22年3月 民間 建築 静岡県 鹿島建設(株) (仮称)浜松サーラリファイン工事 SD345 D25
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平成22年3月 民間 建築 岡山県 中国建設工業(株) リペール岡山駅WEST新築工事 SD390 D29

平成22年3月 民間 建築 京都府 (株)フジタ (株)フジタ 福知山ホテル新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成22年3月 民間 建築 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) カワサキライフコーポレーション加古川寮 SD345～SD390 D19～D35

平成22年3月 民間 建築 大阪府 鹿島建設(株) 鹿島建設(株)
学校法人人谷岡学園大阪商業大学

研究棟新築工事
SD345～SD390 D19～D35

平成22年3月 民間 建築 (株)奥村組 (株)奥村組 西長堀くすの木コーポ建替え事業 SD345～SD390 D19～D38

平成22年3月 民間 建築 京都府
医療法人同仁会(社団)

京都九条病院
(株)ミラノ工務店 (株)ミラノ工務店 京都九条病院 SD345～SD390 D19～D32

平成22年3月 民間 建築 大阪府 塩野義製薬 (株)竹中工務店 (株)竹中工務店 SPRC4PJ(大阪府豊中市) SD345 D19～D25

平成22年3月 公共 建築 茨城県 JR東日本 関東建設工業(株) （仮称）水戸駅前南口ビル SD345～SD390 D32・D35

平成22年3月 民間 建築 埼玉県 (株)フジタ (株)フジタ ボルボ上尾増築工事 SD345 D22

平成22年3月 民間 建築 東京都 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) (仮称)うぐいす住宅建替計画 SD390 D22～D32

平成22年3月 民間 建築 長谷川信子 (株)柳井建築事務所 日本建設(株) 長谷川マンション SD345 D19～D25

平成22年2月 民間 建築
水島合金鉄(株)水処理クラリファイヤー

新設基礎工事
SD345 D25

平成22年2月 民間 建築 (株)藤木工務店
医療法人良友会山陽病院増改築工事

(北棟、デイケア棟)
SD345～SD390 D22～D29

平成22年2月 民間 建築 日本ゼオンTK34Bp球形タンク耐震補強工事 SD390 D29

平成22年2月 民間 建築 大和ハウス工業(株) 大末建設(株) プレミスト番町 SD345～SD390 D19～D29

平成22年2月 民間 建築 アステラス製薬(株) 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) アステラス製薬(株)保管庫棟建設工事 SD345 D19～D25

平成22年2月 民間 建築 大阪府 ヤスダエンジニアリング(株) Ryo設計室 (株)森本組 大阪市中央区淡路1丁目ビル SD345～SD390 D19～D32

平成22年2月 民間 建築 京都府 (株)プレサンスコーポレーション (株)磯 國工業(株) プレサンス京都大宮通堀之上町 SD345～SD390 D19～D29

平成22年2月 民間 建築 大阪府 ジェイアール西日本不動産開発 ジェイアール西日本コンサルタンツ(株) 大鉄工業(株) 松崎町Ⅱプロジェクト(大阪市阿倍野区) SD345～SD390 D19～D35

平成22年2月 民間 建築 神奈川県 (株)日新工営 東洋製缶川崎工場第二倉庫 SD345～SD390 D25・D29

平成22年2月 公共 土木 東京都 JR東海 JR東海 大林JV 東京駅改良工事 SD390 D32

平成22年2月 民間 建築 静岡県 鹿島建設(株)
浜岡(発)緊急時対策所

(仮称)新築他の内建物工事
SD390 D29

平成22年1月 民間 建築 (株)和田コーポレーション 戸田建設(株) ロイヤルガーデン中央町 SD345～SD390 D19～D35

平成22年1月 民間 建築
東洋設計事務所

・奥村組
(株)奥村組 浜大津プロジェクト SD345～SD390 D22～D38

平成22年1月 民間 建築 東洋建設(株) 東洋建設(株) 東洋建設(株) パレス東洋福島館 SD345 D19～D29
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平成22年1月 民間 建築 兵庫県 清水総合開発(株) DOM建築設計事務所 (株)淺沼組 ヴィークコート夙川香櫨園(兵庫県西宮市) SD345 D19・D22

平成22年1月 公共 土木 静岡県 NEXCO西日本 北沢建設(株) 東名高速道路愛鷹橋工事 SD390 D32

平成21年12月 民間 建築 (株)プレサンスコーポレーション (株)磯 (株)福田組 プレサンス中央区東平１丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成21年12月 公共 建築 兵庫県 兵庫県住宅供給会社 宮崎建設(株) 宮崎建設(株) 伊丹南町団地建替 SD345～SD390 D19～D29

平成21年12月 公共 建築 草津市 (有)サム建築デザイン (株)秋月組 志津小学校校舎増改築 SD345 D19～D25

平成21年12月 民間 建築 大阪府
阪急不動産・三菱商事・

新星和不動産

浅井謙建築研究所(株)
東海興業

前田建設工業(株)
前田建設工業(株) 吹田市竹見台4丁目計画(大阪府吹田市) SD345～SD390 D19～D32

平成21年12月 民間 建築 NHK (株)大林組 BSD副局第三局舎 SD345 D22

平成21年12月 公共 建築 東京都 新宿区 (株)早川設計事務所 東レ・辻・桂木JV 新宿区立西戸山中学校 SD390 D29

平成21年11月 民間 建築 (株)淺沼組・矢野建設(株)JV (仮称)ハローズ早島物流センター新築工事 SD390 D29

平成21年11月 公共 建築 徳島県 徳島県 四電工・島谷・藤崎JV 徳島市立高校校舎,体育館,図書館 SD345～SD390 D19～D32

平成21年11月 公共 土木 八幡建設(株) 鵜住居川下部工工事 SD345 D19～D29

平成21年11月 民間 建築 服部建築事務所 (株)フジタ 常翔学園高等学校新館新築工事 SD390 D29・D32

平成21年11月 民間 建築 京都府 (株)磯 青木あすなろ建設・中川建設JV 京都四条鳥丸集合住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成21年11月 民間 建築 (株)大林組 ダイワロイネット SD345 D32

平成21年11月 民間 建築 京都府 (株)大林工務店 山野設計(株) 第一建設(株) 河原町丸田町マンション SD345～SD390 D19～D32

平成21年11月 民間 建築 京都府 京都橘大学 (株)山下設計 (株)熊谷組 京都橘大学 SD345～SD390 D19～D29

平成21年11月 民間 建築 京都府 菅原繊維工業(株) 第一建設(株) 第一建設(株) ベストライフ京都 SD345～SD390 D19～D32

平成21年11月 民間 建築 東京都 三菱地所(株) 三井住友建設(株) 三井住友建設(株) 新宿六丁目S街区 SD490 D32～D41

平成21年11月 民間 建築 東京都
東京建物(株)
東武鉄道(株)

三井住友建設(株) 三井住友建設(株) 有明TT計画 SD490 D41

平成21年11月 公共 土木 茨城県 NEXCO東日本 三井住友建設(株) 東関道茨城 SR295 D13～D22

平成21年11月 公共 建築 静岡県 JR東海
東海旅客鉄道(株)・(株)梓設計

ジェイアール東海コンサルタンツ(株)
西松・奥村JV JR東海社員研修センター SD390 D29

平成21年11月 民間 建築 関西建築設計事務所 戸田建設(株) コーデンシ(株)新事務棟新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成21年10月 民間 建築 (株)和田コーポレーション 前田建設工業(株) ロイヤルガーデン粟林 SD345～SD390 D19～D38

平成21年10月 民間 建築 京都府 戸田建設(株) ドーミーイン京都新築工事 SD390 D29

平成21年10月 公共 建築
(株)國場組・(株)唐真組

(有)佐久川建設JV
宇栄原市営住宅第１期建替工事(建築・１工区) SD345 D22・D25
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平成21年10月 公共 建築 粟東市 (株)翔設計事務所 第一建設(株) 治田西小学校増築・耐震補強 SD345 D19～D25

平成21年10月 民間 建築 大阪府 大阪府住宅供給会社 (株)アイ・エフ建築設計研究所
コーナン・富国

特定建設共同企業体
千里丘陵F団地住宅改善事業 SD345～SD390 D19～D29

平成21年10月 民間 建築 大阪府
三井不動産レジデンシャル･

新日石不動産
NIPPO NIPPO 阿倍野区阿倍野筋5丁目(大阪市阿倍野区) SD345～SD390 D19～D38

平成21年10月 民間 建築 (株)鷲尾建築設計事務所 東洋建設(株) あかね日生中央高齢者施設新築工事

平成21年9月 民間 建築 高光トラスト(株) (株)バモスクルー SD345 D25

平成21年9月 民間 建築 清水建設(株) (仮称)福山新PC建設工事及び(仮称)福山HC第5棟改修工事 SD345～SD390 D22～D29

平成21年9月 民間 建築 (株)西松建設 文理中学校校舎 SD345～SD390 D19～D32

平成21年9月 民間 建築 (株)東畑建築事務所 鹿島建設(株) 辰馬本家酒造(株)製品工場新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成21年9月 公共 建築 国土交通省関東地方整備局 (株)松尾橋梁 高洲・明海間4号橋梁上部工工事 D25

平成21年9月 公共 建築 千葉県下水道局 (株)フジタ 習志野浄化センター D22

平成21年9月 民間 建築
(株)アーバネックス

(株)新日鉄都市開発
(株)IAO竹田設計 名工建設(株) 天玉寺城南寺町集合住宅計画 SD345～SD390 D19～D35

平成21年9月 民間 建築 東京都 新興建設(株) (仮称)落合マンション新築工事 SD345～SD390 D25～D35

平成21年9月 公共 土木 神奈川県 東京急行電鉄(株) 東急建設(株) 大倉山高架橋耐震補強工事 SD345 D19～D25

平成21年8月 公共 建築 (株)佐藤総合計画 (株)フジタ 国立精神神経センター整備工事 SD390 D19～D29

平成21年8月 民間 建築 西松建設(株) 和泉府中 SD345～SD390 D19～D32

平成21年8月 民間 建築 大末建設(株) アルフラスティ川西町 SD345～SD390 D19～D29

平成21年8月 民間 建築 鹿島建設(株) 北秋田病院 SD345 D19

平成21年8月 民間 建築 前田建設工業(株) 小坂JC SD345 D29

平成21年8月 民間 建築 京都府 鹿島建設(株) 京都ヨドバシビル SD345～SD390 D22～D35

平成21年8月 民間 建築 丸正建設(株) 阪神特別支援学校 SD345～SD390 D19～D29

平成21年8月 民間 建築 トム・ク・サーチ 大倭殖産(株) 恵徳幼稚園建替工事 SD345 D25

平成21年8月 民間 建築 五洋建設(株) 青海建築工事 SD390 D32

平成21年8月 民間 建築 (株)ニシノ (株)タガミ (株)福田組 西野ファミリー賃貸マンション SD345～SD390 D19～D32

平成21年8月 民間 建築 大阪府 浅野久子 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) 吹田市江の木町マンション SD345～SD390 D19～D29

平成21年8月 公共 建築 西宮市 (株)坂倉建築研究所
新井・京阪神

特定建設工事共同企業体
用海小学校校舎 SD345 D19～D25
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平成21年8月 公共 建築 社会福祉法人いずみ野福祉会 (株)木村嘉三郎建築研究所 (株)森組 ワークショップきしわだ SD345 D19～D25

平成21年8月 民間 建築 東京都 (株)錢高組 (仮称)三田3丁目2計画建設工事 SD345～SD390 D19～D29

平成21年8月 民間 建築 神奈川県 大和ハウス工業(株) (仮称)横溝マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成21年8月 公共 建築 東京都
独立行政法人

国立精神・神経医療研究センター
(株)佐藤総合企画 (株)フジタ 国立精神・神経センター整備工事 SD390 D19～D29

平成21年8月 民間 建築 LAN設計 日本国土開発(株) 藤和三宮作業所 SD345～SD390 D19～D41

平成21年7月 民間 建築 東レ建設(株) 瑞穂日向町計画新築工事 SD345 D19・D22

平成21年7月 民間 建築 兵庫県 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) アスビオファーマ神戸事業所新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成21年7月 民間 建築 昌平(株) (株)柄名工務店 (株)柄名工務店 開明賃貸住宅 SD345～SD390 D19～D32

平成21年7月 民間 建築 山九 (株)大建設計
(株)竹中工務店・

竹中土木共同企業体
山九(株)さかい寮(大阪府堺市) SD345～SD390 D19～D32

平成21年7月 公共 土木 新潟県 JR東日本 (株)丸山工務所 上越新幹線ガーラ湯沢駅耐震工事 SD345 D16・D19

平成21年7月 民間 建築 (株)大林組 (株)大林組 ヤマトビル新築工事 SD345 D19～D25

平成21年6月 民間 建築 鹿島建設(株) 日油(株)武豊工場第28火薬庫新設工事 SD345 D19・D22

平成21年6月 民間 建築 (株)和田建築技術研究所 (株)奥村組 茶屋町工事所 SD345～SD390 D19～D38

平成21年6月 民間 建築 (株)アール・アイ・エー 三和建設(株) 西大寺国見マンション SD345～SD390 D19～D29

平成21年6月 民間 建築 三菱化学エンジニアリング (株)淺沼組 ステラケミファ(株)泉工場SMB2期プロジェクト SD345 D19～D25

平成21年6月 民間 建築 (株)類設計室 戸田建設(株) 早稲田摂陵中・高等学校生徒食堂、寮建設工事 SD345 D19～D25

平成21年6月 公共 建築 東京都 東京都 前田建設工業(株) 有明1丁目計画 D32・D41

平成21年6月 民間 建築 医療法人静光園 清水建設(株) 清水建設(株) 静光園高齢者賃貸住宅 SD345 D19～D22

平成21年6月 公共 土木 大阪府 大阪府枚方土木事業所 大阪府枚方市土木事業所 末廣建設(株)
主要地方道枚方交野寝屋川線

(都市計画道路梅が丘思原)道路改良工事(U3・U4)
SD345 D19～D25

平成21年6月 民間 建築 仁木建築事務所 (株)田中工務店 エスペランスⅡ SD345～SD390 D19～D29

平成21年6月 民間 建築
代表役員代務者

藤岡二三子
(株)金山工務店 (株)金山工務店 本賞寺 SD345 D19～D25

平成21年6月 民間 建築 東京都 日本貨物鉄道(株) (株)安井建築設計事務所 フジタ・松井JV (仮称)小名木川貨物駅跡商業施設 SD390 D19～D38

平成21年6月 民間 建築 東京都 学校法人日本体育大学 (株)久米設計 鹿島建設(株) 日本体育大学東京世田谷キャンパス SD390 D19～D29

平成21年6月 公共 土木 静岡県 NEXCO西日本 (株)鴻池組 第二東名高速道路駒門工事 SD345 D22～D51

平成21年5月 民間 建築 香川県 鹿島建設(株) 創価学会香川県 SD345 D19～D25
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平成21年5月 公共 建築 東京都 JR東日本 (株)奥村組 JR国立駅 D22

平成21年5月 民間 建築 (株)久米設計 鉄建建設(株) 王子E-1建築工事 SD345～SD390 D25・D38

平成21年5月 公共 建築 東京都 JR東日本 (株)大林組 JR新宿駅 D32

平成21年5月 民間 建築 株木雅浩 一級建築士事務所タップルート 株木建設(株) レストヴィラ名各 SD345～SD390 D19～D32

平成21年5月 民間 建築 奈良県 京都銀行 (株)竹中工務店 (株)竹中工務店 京都銀行奈良支店(奈良県奈良市) SD345 D19～D25

平成21年5月 民間 建築 東京都 独立行政法人都市再生機構 コーナン建設(株) ヌーベル赤羽台(建替)第3住宅建築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成21年5月 民間 建築 東京都 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) (仮称)銀座5丁目ビル新築工事 SD390 D32

平成21年4月 民間 建築 独立行政法人都市再生機構 東洋建設(株) 20-(仮称)鶴舞団地東地区建築その他工事

平成21年4月 民間 建築 (株)日建設計 (株)鴻池組 市役所新庁舎建築(建築)工事 SD345～SD390 D19～D32

平成21年4月 民間 建築 社会福祉法人泰王福祉会 (株)楠山設計 三ツ矢建設工業(株) 障害者施設仁愛荘 SD345 D19～D25

平成21年4月 民間 建築 西本町ﾃデベロップメント (株)竹中工務店 (株)竹中工務店 オリックス西本町1丁目ビル(大阪市西区) SD345～SD390 D19～D32

平成21年4月 公共 建築 茨城県 (財)茨城県開発公社 (株)梓設計 五洋建設(株) （仮称）茨城空港旅客ターミナル SD390 D19～D29

平成21年4月 民間 建築 東京都 (株)青山メインランド (株)TAP 松井建設(株) (仮称)メインステージ王子新築工事 SD390 D19～D32

平成21年4月 民間 建築 群馬県 スバル興産(株) (株)ユウ・アンド・ユウ建築設計 (株)フジタ 富士重工下小林寮新築工事 SD345 D19～D25

平成21年4月 民間 建築 鹿島建設(株) 伏見ビル工事 SD345 D22

平成21年3月 民間 建築 六合建設(株) セントレイクエルメ錦新築工事 SD390 D29・D32

平成21年3月 民間 建築 独立行政法人都市再生機構 東洋建設(株) (仮称)中宮第一団地建築その他工事

平成21年3月 民間 建築 岡山県 (株)日新工営 レンゴー(株)岡山工場増築工事 SD345 D25

平成21年3月 公共 土木 香川県 (株)フジタ 香川河川事務所 SD345～SD390 D19～D29

平成21年3月 民間 建築 サンエーテック パルタック SD345 D22～D29

平成21年3月 民間 建築 小松原建築設計事務所 安藤建設(株) ネット(株)島町マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成21年3月 民間 建築 神戸シッピング(株) 積水ハウス(株) 積水ハウス(株) 神戸シッピング(株)本社 SD345～SD390 D19～D32

平成21年3月 民間 建築 南野直子 (株)住友建築設計事務所 (株)松本組 南野マンション SD345 D19～D29

平成21年3月 民間 建築 (株)ホームズ (有)OFFICEHIDAKA設計工房 (株)金山工務店 鷺洲2丁目マンション SD345～SD390 D19～D29

平成21年3月 民間 建築 (株)松本リース (株)住友建築設計事務所 (株)松本組 苅田7丁目マンション SD345～SD390 D19～D29
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平成21年3月 公共 建築 大阪府 大阪府 大阪府住宅まちづくり部 志道建設(株) 大阪府営鋼南住宅第1期耐震改修 SD345 D19～D25

平成21年3月 民間 建築 小川順(株) 一宇工業(株) 一宇工業(株) 小川順(株)倉庫 SD345～SD390 D19～D29

平成21年3月 民間 建築 東京都 大旺建設(株) (仮称)ガーラ白山新築工事 SD390 D35

平成21年2月 民間 建築 愛知県 大井建設(株) 愛知県中央生活協同常滑センター SD345 D19

平成21年2月 公共 建築 戸田建設(株) 高松刑務所収容棟等 SD345 D19～D25

平成21年2月 民間 建築 坂出土建 飯山給食センター SD345 D19～D25

平成21年2月 公共 建築 鹿島建設(株) 高松刑務所収容棟 SD345 D19～D25

平成21年2月 民間 建築 社会福祉法人南の風
スタジオクランツォ
一級建築士事務所

(株)金山工務店 小規模多機能ホーム付高齢者専用賃貸住宅 SD345～SD390 D19～D29

平成21年2月 民間 建築 (株)プレサンスコーポレーション (株)日企設計 (株)福田組 プレサンス森之宮駅前 SD345～SD390 D19～D32

平成21年2月 民間 建築 (株)若藤 (株)大建設計 (株)増田組 WAKATOビル SD345～SD390 D19～D32

平成21年2月 公共 建築 東京都 東京都 五洋建設(株) 都立多摩養護学校（20）校舎増築工事 SD345 D19～D25

平成21年2月 公共 建築 茨城県 守谷市 (株)フジタ (仮称)アワーズ守谷 SD345 D19～D25

平成21年2月 民間 建築 津田昭一 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) 津田マンション SD345 D19～D25

平成21年1月 民間 建築 大井建設(株) 納屋橋南商業施設新築工事 SD345 D19

平成21年1月 公共 建築 岐阜県 館林建設(株) 土岐市文化プラザ耐震補強工事 SD345 D22

平成21年1月 民間 建築 愛知県 大常・イズミ建設 ＪＡあいち知多新築工事 SD345 D22

平成21年1月 公共 建築 大末建設(株) 屋島住宅1号棟 SD345 D19～D25

平成21年1月 民間 建築 (株)ユニホー辰カンパニー (仮称)西荻北テラスハウス SD345 D19～D25

平成21年1月 民間 建築 センカ(株) (株)建研 (株)建研 センカ(株)本社新社屋 SD345 D22・D25

平成21年1月 民間 建築 大和建設(株) (株)金山工務店 (株)金山工務店 ルビーテラス大和 SD345～SD390 D19～D29

平成21年1月 民間 建築 今井健一 (有)建築事務所椙梅 日本建設(株) 常盤仲之町マンション SD345～SD390 D19～D29

平成21年1月 民間 建築 大阪府 関西大学 創美設計 (株)竹中工務店 関西大学高槻新ｷｬﾝﾊﾟｽ(大阪府高槻市) SD345～SD390 D25～D35

平成21年1月 民間 建築 東京都 (株)ユニホー辰カンパニー (仮称)西荻北テラスハウス SD345 D19～D25

平成21年1月 民間 建築 千葉県 日本生活協同組合連合会 (株)日本設計 日本国土開発(株) 日生協野田新築工事 SD390 D19～D32

平成21年1月 民間 建築 東京都 南麻布ビルディング(有) 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) (仮称)南麻布3丁目ビル新築工事 SD390 D19～D29
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平成21年1月 民間 建築 滋賀県 (株)さくら不動産 (株)テクニコ 東レ建設(株) セレッソコート大津市中央四丁目 SD345～SD390 D19～D32

平成20年12月 民間 建築 (株)和田コーポレーション 戸田建設(株) ロイヤルガーデン番町 SD345～SD390 D19～D38

平成20年12月 民間 建築 大阪府 ダイシン建築設計事務所
(株)フジタ・(株)奥村組
南海辰村建設(株)JV

堺東駅前マンション計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成20年12月 公共 土木 東京都 JR東日本 鹿島建設(株) 西部池袋線立体交差化工事 D32

平成20年12月 公共 建築 大阪府 大阪府住宅まちづくり部公共建築室 (株)建研 大阪府営和泉寺田第2期高層住宅(建替)B-3棟B-4棟 SD345 D19～D25

平成20年12月 民間 建築 東京都 (株)東日本銀行 (株)久米設計 (株)植木組 (仮称)東日本銀行千住支店 SD390 D19～D32

平成20年12月 民間 建築 東京都 東武鉄道(株) (株)佐藤総合計画 東武谷内田JV (仮称)東武鉄道新本社ビル建設工事 SD390 D19～D29

平成20年11月 民間 建築 イズミ建設(株) 個人住宅新築工事 SD345 D19・D22

平成20年11月 民間 建築 永野顕 (株)竹中工務店 堂島１丁目プロジェクトオフィス棟新築工事 SD390 D22～D29

平成20年11月 公共 土木 埼玉県 JR東日本 鉄建建設(株) 浦和駅高架橋その2工事 D32

平成20年11月 民間 建築 皇漢堂製薬(株) 大成建設(株) 大成建設(株) 皇漢堂製薬三田工場 SD345 D22・D25

平成20年11月 民間 建築 (株)関西スーパーマーケット (株)MORE建築設計事務所 (株)新井組 関西スーパー倉治店 SD345 D22

平成20年11月 民間 建築 東富リアライズ(株) (株)創美設計 松井建設(株) クラウンハイム東天満フラワーコート SD345～SD390 D19～D35

平成20年11月 民間 建築 東京都 アスカ建築設計 松井建設(株) (仮称)雑司が谷マンション計画工事 SD390 D19～D41

平成20年11月 民間 建築 東京都 三菱地所(株) 木内建設(株) (仮称)パークハウス千歳台 SD390 D19～D32

平成20年11月 公共 建築 埼玉県 草加市 鹿島道路(株) 草加市リサイクルセンター整備事業 SD390 D19～D32

平成20年11月 民間 建築 太平工業(株) 新日鉄多機能衝突実験室 SD345 D22

平成20年10月 民間 建築 愛知県 鹿島建設(株) マスプロ電工(株)高蔵寺ニュータウン工場改築 SD345 D25

平成20年10月 公共 土木 国土交通省関東地方整備局 (株)鴻池組 成田・印旛捷水路下部工事 D51

平成20年10月 公共 土木 NEXCO西日本 NEXCO西日本 志道建設(株) 阪和自動車道鳴神高架橋耐震補強工事 SD345 D19～D32

平成20年10月 公共 土木 大阪府枚方市土木事務所 大阪府枚方市土木事業所 志道建設(株)
主要地方道枚方交野寝屋川線

(都市計画道路梅が丘思原)道路改良工事(本体工)
SD345 D19～D29

平成20年10月 民間 建築 社会福祉法人東生会 (株)ゆう建築設計 太平建設工業(株) ふかえ保育園 SD345 D19～D25

平成20年10月 民間 建築 (株)永塚商店 (株)アソシエイト 大木建設(株) 空堀ハイツ SD345～SD390 D19～D32

平成20年10月 民間 建築 コスモ都市開発(株) (有)設計工房アスカ (株)福田組 コスモ港区市岡 SD345～SD390 D19～D32

平成20年10月 民間 建築 金一 積水ハウス(株) 積水ハウス(株) 都島区網島町シャーメゾン SD345～SD390 D19～D29
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平成20年10月 民間 建築 東京都 (株)青山メインランド 松井建設(株) (仮称)メインステージ蒲田新築工事 SD390 D19～D38

平成20年9月 民間 建築 三井住友建設(株) 八事天道計画新築工事 SD490 D22～D41

平成20年9月 民間 建築 八洲建設(株) やまもも授産所施設新築工事 SD345 D22

平成20年9月 民間 建築 清水建設(株) 老人ホーム華 SD345 D19～D25

平成20年9月 民間 建築 (株)フジタ (株)フジタ ホテルマイステイズ東心斎橋新築工事 SD345～SD390 D22～D35

平成20年9月 民間 建築 LAN設計 (株)フジタ 藤和福島４丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成20年9月 民間 建築 清水建設(株) 老人ホーム新築工事 SD345 D19～D25

平成20年9月 民間 建築 大阪府 (株)東洋生興 (株)イデアプランニング スナダ建設(株) セレニテ高槻 SD345～SD390 D19～D29

平成20年9月 民間 建築 静岡県 セキスイハイム東海(株) (株)東畑建築事務所 (株)淺沼組 (仮称)タワー・ザ・ファースト静岡新築工事 SD490 D19～D41

平成20年9月 民間 建築 前田建設工業(株) NTN精密樹脂 SD390 D22・D29

平成20年8月 民間 建築 滝建設(株) 井上邸 SD345 D22

平成20年8月 公共 建築 大阪府 (株)安井建築設計事務所 (株)淺沼組 大阪港合同庁舎耐震改修建築工事 SD345 D19～D25

平成20年8月 民間 建築 創価学会 (株)安井建築設計事務所 日本国土開発(株) 創価学会東近江文化会館 SD345 D19～D25

平成20年8月 公共 建築 大津市 (株)丸山建築事務所 (株)桑原 穴太団地C棟 SD345～SD390 D19～D29

平成20年8月 民間 建築
東京建物(株),東急不動産(株)

日本土地建物販売(株)
前田建設工業(株) 前田建設工業(株) BrilliaTower神戸元町 SD345 D38

平成20年8月 公共 建築 山梨県 国土交通省関東地方整備局 (株)梓設計 (株)フジタ 甲府裁判所新築工事 SD345 D22

平成20年8月 民間 建築 東京都 (株)片山組 (仮称)ニューディレクトレジデンス学芸大 SD345 D19～D25

平成20年8月 民間 建築 東京都 (株)日立物流 (株)フジタ (株)フジタ (仮称)日立物流多摩Ⅲ期物流センター SD390 D25～D38

平成20年7月 民間 建築 三重県 (株)三和木 ラ・セリカ桑名新築工事 SD390 D19～D32

平成20年7月 民間 建築 大常建設(株) つつじヶ丘小学校耐震補強工事 SD390 D29

平成20年7月 民間 建築 (株)大林組 徳重知立研究所・工場新築工事 SD345 D22・D25

平成20年7月 公共 建築 大阪府 NEXCO西日本 (株)奥村組 南大阪管内耐震補強工事 SD345 D29

平成20年7月 民間 建築 (株)D＆D建築設計事務所 (株)淺沼組 イニシア鶴見緑地マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成20年7月 民間 建築 堀清隆 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) 東心斎橋1丁目マンション SD345～SD390 D19～D35

平成20年7月 民間 建築 サムティ(株) (株)IVY設計事務所 村中建設(株) サムティ城東区野江3丁目(大阪市城東区) SD345～SD390 D19～D29
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平成20年7月 民間 建築 (株)プレサンスコーポレーション (株)Cube設計事務所 村中建設(株) プレサンス都島片町(大阪市都島区) SD345～SD390 D19～D32

平成20年7月 公共 建築 大阪府 大阪市
大阪市都市整備局

(株)大建設計
(株)淺沼組・大勝特定
建設工事共同企業体

東成区民ｾﾝﾀｰ･東成図書館･交通局東成営業所
及び技術事務所（大阪市東成区）

SD345～SD390 D22～D35

平成20年7月 民間 建築 埼玉県 (株)CRE (株)フジタ (株)フジタ CREロジスクエア所沢 SD390 D19～D38

平成20年7月 民間 建築 千葉県 (株)フジタ (株)フジタ (仮称)野田物流センター新築工事 SD390 D19～D38

平成20年7月 公共 建築 東京都 墨田区 (株)日本設計 鹿島建設(株) （仮称）墨田区体育館新築工事 SD390 D19～D32

平成20年7月 民間 建築 大井建設(株) レガーロ千早マンション新築工事 SD390 D22～D32

平成20年6月 民間 建築 愛知県 鹿島建設(株) J－REP豊田ロジステーション SD390 D25～D32

平成20年6月 民間 建築 愛知県 大井建設(株) 名駅５丁目ビル新築 SD345 D22・D25

平成20年6月 民間 建築 佐藤工業(株) アリスト羽曳野高鷲 SD345～SD390 D19～D35

平成20年6月 民間 建築 秋田県 鹿島建設(株) 秋田大学病院 SD345 D22

平成20年6月 民間 建築 (株)カノンアソシエイツ (株)フジタ 西神南集合住宅建設工事 SD345～SD390 D19～D41

平成20年6月 公共 建築 東京都 東京都 前田建設工業(株) 有明1丁目計画 D38・D41

平成20年6月 公共 土木 千葉県 千葉県下水道局 (株)鴻池組 相ノ川ポンプ場 D32

平成20年6月 民間 建築 (株)中央倉庫 戸田建設(株) 戸田建設(株) (株)中央倉庫滋賀支店湖東PPセンター SD345～SD390 D19～D35

平成20年6月 民間 建築 (株)アーバネックス 関西建築サービス(株) 大木建設(株) 徳井町2丁目マンション SD345～SD390 D19～D32

平成20年6月 民間 建築 矢野田鶴 信和建設(株) 信和建設(株) 矢野マンション SD345～SD390 D19～D29

平成20年6月 民間 建築 奈良県 豊田通商(株)
(株)ディーエス設計事務所

(株)フクダ不動産
(株)福田組・(株)フクダ不動産

建設共同企業体
ヤマダ電機テックランド奈良八条店 SD345 D19～D25

平成20年6月 民間 建築 大阪府 (株)日本ヴェルテック (株)ジーユープランニング (株)福田組 (仮称)アスヴェル難波EAST SD345～SD390 D19～D29

平成20年6月 民間 建築 (株)丸紅 (株)現代綜合設計 (株)福田組 八戸ノ里学生マンション SD345～SD390 D19～D29

平成20年6月 民間 建築 東京都 (株)サンケイビル (株)大林組 (株)大林組 (仮称)ルフォン吉祥寺建設工事 SD345 D22

平成20年6月 民間 建築 (株)フジタ (株)フジタ 灘浜物流センター新築工事 SD345～SD390 D22～D32

平成20年5月 民間 建築 (株)王子製紙 五洋建設(株) 王子製紙TN棟 SD345～SD390 D19～D35

平成20年5月 民間 建築 アーキフォルム設計事務所 (株)フジタ メゾンドール瓢箪山新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成20年5月 民間 建築 大阪府 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) マルイト難波ビル新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成20年5月 民間 建築 茨城県 (株)鴻池組 (株)鴻池組 茨城市東中条町集合住宅建設工事 SD345～SD390 D19～D32
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平成20年5月 民間 建築 近鉄不動産(株) (株)新井組 (株)新井組 ローレルコート永和 SD345～SD490 D19～D38

平成20年5月 民間 建築 深川勲 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) 深川マンション SD345 D19～D25

平成20年5月 民間 建築 (株)ラナップ (株)現代綜合設計 (株)金山工務店 ラナップスクエア大阪城北 SD345～SD390 D19～D29

平成20年5月 民間 建築 太田静子 生和コーポレーション(株) 生和コーポレーション(株) 太田マンション SD345～SD390 D19～D29

平成20年5月 民間 建築 (有)青山商事 (株)新井組 (株)新井組 垂水区神田町計画 SD345～SD390 D19～D29

平成20年5月 公共 建築 兵庫県 兵庫県 (株)吉岡・武藤建築研究所 宮崎建設(株) 県営尼崎杭瀬住宅第2期 SD345 D19～D25

平成20年5月 民間 建築 (有)かんでんジョイライフ (有)枚建築設計事務所 近藤建設工業(株) 守口市平代町共同住宅 SD345～SD390 D19～D35

平成20年5月 民間 建築 (株)フジタ (株)フジタ 安堂寺町計画新築工事 SD345～SD390 D22～D38

平成20年4月 民間 建築 (株)創造社 (株)淺沼組 創価学会富田林礼拝所新築工事 SD345 D22

平成20年4月 民間 建築 積水ハウス(株) (株)ＮＩＰＰＯ 西宮鳴尾マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成20年4月 民間 建築 兵庫県 藤和不動産(株) ジー・ワイ設計 (株)新井組 尼崎市東難波4丁目 SD345～SD390 D19～D32

平成20年4月 民間 建築 大阪府
東急不動産(株)・東京建物(株)

MID都市開発(株)
(株)IAO竹田設計 東海興業(株) 寝屋川市香里南之町計画 SD345～SD490 D19～D41

平成20年4月 民間 建築 大阪府 日選開発(株) ケイ･ティー建築設計事務所 ニッセン建設(株) ペルル高槻 SD345～SD390 D19～D29

平成20年4月 民間 建築 千葉県
柏駅東口A街区第二地区

再開発組合
(株)日建ハウジング 五洋建設(株) (仮称)柏駅東口再開発新築工事 SD490 D19～D41

平成20年3月 民間 建築 佐藤工業(株) コレクション安城住吉 SD390 D19～D32

平成20年3月 民間 建築 サンエーテック ハチカン SD345 D25～D32

平成20年3月 民間 建築 (株)ダイドーサービス (株)新井組 (株)新井組 宝塚武庫計画 SD345～SD490 D19～D38

平成20年3月 民間 建築 三屋ダイヤモンド工業(株) (株)現代綜合設計 (株)金山工務店 D新高3丁目 SD345 D19～D25

平成20年3月 民間 建築 日本エスリード(株) (株)永都設計 (株)福田組 エスリード難波中 SD345～SD390 D19～D29

平成20年3月 民間 建築 埼玉県 三平建設(株) サニーコート宮原新築工事 SD490 D19～D35

平成20年3月 民間 建築 戸田建設(株) 君津浄水処理場 SD345～SD390 D32・D41

平成20年2月 民間 建築 太平工業(株) 2CDQ本体及び関連設備土木(新日鉄構内) SD345 D25

平成20年2月 民間 建築 鹿島建設(株) 三井化学Ｉ-ＰＪ工事 SD345 D25

平成20年2月 公共 土木 (株)フジタ ＮＥＸＣＯ中日本四日市付加車線工事 D13～D32

平成20年2月 民間 建築 アトリエ・U建築設計室 (株)淺沼組 全星薬品工業(株)包装工事新築工事 SD345 D19～D25
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平成20年2月 民間 建築 (株)大京 (株)日企設計 (株)福田組 内久宝寺マンション SD345～SD390 D19～D35

平成20年2月 民間 建築 イグレック(株) (株)若林広幸建築研究所 北和建設(株) SHICATA御池PROJECT SD345 D19～D25

平成20年2月 民間 建築 東京都 大和ハウス工業(株) 大和ハウス工業(株) (株)淺沼組 Dプロジェクト八王子 SD390 D19～D32

平成20年1月 民間 建築 宮城県 サンエーテック 仙台火力発電所 SD345 D16～D22

平成20年1月 民間 建築 (株)梓設計 (株)淺沼組 フォレオー里山ショッピングセンター新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成20年1月 公共 建築 京都府 京都市都市計画局 (株)淺沼組 京都市消防活動総合センター第２期整備工事 SD345 D25

平成20年1月 公共 土木 大沼修
(株)奥村組・西松・森本・鉄建

特定建設工事JV
西大阪延伸線建設工事のうち土木工事(第１工区) SD345 D16～D38

平成20年1月 民間 建築 帝都高速度交通営団 前田建設工業(株) 三田駅 SD390 D32

平成20年1月 民間 建築 廣末浩三 宮崎俊二 宮崎建設(株) 廣末様邸 SD345 D19～D25

平成20年1月 民間 建築 (有)ディックスクロキ (株)H&K建築事務所 大木建設(株) 大阪東三国マンション SD345～SD390 D19～D29

平成20年1月 公共 建築 静岡県 静岡市 (株)久米設計 木内JV 平成17年度静岡病院新館建築工事 SD390 D19～D29

平成20年1月 公共 土木 東京都 (財)首都高速道路協会 瀧上工業(株) HM14工区湾岸線接続部上部工事 SD345 D19・D22

平成20年1月 民間 建築 埼玉県 三井不動産(株) (株)フジタ (株)フジタ プロロジスパーク三郷Ⅱ SD390 D19～D35

平成20年1月 民間 建築 東京都 (株)ナカノフドー建設 (仮称)恵比寿2丁目PJ新築工事 SD490 D19～D38

平成19年12月 公共 土木 近畿地方建設局 近畿地方建設局 (株)宮地鉄工所 一般国道１７５号橋梁新設改良工事 SD345 D38

平成19年12月 民間 建築 兵庫県 (株)日商エステム
(株)都市建築設計事務所

アイタック
(株)福田組 エステムコート神戸水木通 SD345～SD390 D19～D32

平成19年12月 民間 建築 (株)永都設計 近藤建設工業(株) ウィステリアコート梅田西 SD345～SD390 D19～D32

平成19年12月 民間 建築 (株)ミラージュパレス (株)阪南設計事務所 (株)金山工務店 玉造2丁目計画 SD345～SD390 D19～D29

平成19年11月 民間 建築 村本建設(株) ロイヤルマンション津桜坂Ⅱ SD390 D22～D32

平成19年11月 民間 建築 大成建設(株) 大成建設(株)
三菱電機(株)姫路製作所広畑工場

建設工事第５工場
SD345～SD390 D19～D32

平成19年11月 民間 建築 (株)三菱地所設計 鹿島建設(株) 西梅田プロジェクト SD345～SD390 D19～D32

平成19年11月 民間 建築 (株)村田製作所 戸田建設(株) 戸田建設(株) (株)村田製作所野洲事業所F棟 SD345 D19～D25

平成19年11月 民間 建築 大京・京阪電鉄不動産 (株)竹中工務店 (株)竹中工務店 中之島四丁目プロジェクト(大阪市北区) SD345～SD390 D19～D35

平成19年11月 民間 建築 東京都 日本赤十字社 (株)久米設計 (株)大林組 日本赤十字社医療センター建物建設工事 SD390 D25～D35

平成19年11月 民間 建築 栃木県 (株)日建設計 五洋建設(株) (仮称)足利ハーヴェストプレイス SD390 D19～D29
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平成19年10月 民間 建築 愛知県 大洋薬品工業(株) (有)堀内建築研究所JV 鹿島建設(株) 大洋薬品オーシャンアリーナ SD345 D25

平成19年10月 民間 建築 (株)UL建築設計 タツト・建設(株)・名工建設JV (仮称)粉浜１丁目共同住宅新築工事

平成19年10月 民間 建築 (株)LIV建築計画研究所 大鉄工業(株) (仮称)西明石南町３丁目工事

平成19年10月 公共 建築 大阪府 吹田市市長 (株)タクマ (株)タクマ 吹田市ごみ焼却施設 SD345 D19～D32

平成19年10月 民間 建築 (株)ホームズ (株)磯 (株)金山工務店 港区磯路計画 SD345～SD390 D19～D32

平成19年10月 民間 建築 (株)ホームズ OFFICEHIDAKA設計工房 (株)金山工務店 京町堀マンション SD345～SD390 D19～D32

平成19年10月 民間 建築 (株)日商エステム (株)アイタック (株)福田組 エステムコート香里園 SD345～SD390 D19～D32

平成19年9月 民間 建築 鹿島道路(株) 市川市二俣新町計画 SD390 D35

平成19年9月 民間 建築 東レ建設(株) アルバックス金宝町 SD490 D22～D38

平成19年9月 公共 建築 大津市市長
大津市設計部建築課

(有)ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
(株)笹川組 藤尾市民センター移転 SD345 D19～D25

平成19年9月 民間 建築 小川泰作 日比猛 積水ハウス(株) 塚口小川マンション SD345 D19～D25

平成19年9月 民間 建築 (株)つじべん 中村潔建築設計事務所 公成建設(株)
(株)つじべん・公認会計事務所

共同住宅複合ビル
SD345 D19～D25

平成19年9月 民間 建築 (株)日商エステム (株)現代綜合設計 (株)福田組 エステムコート港区市岡 SD345 D19～D32

平成19年9月 民間 建築 兵庫県 (株)さくら不動産 (株)瀬戸本淳建築研究室 前田建設工業(株) セレッソコート芦屋市竹園町 SD345～SD390 D19～D32

平成19年9月 民間 建築 埼玉県 若築建設(株) (仮称)杉戸高野台マンション SD390 D19～D35

平成19年9月 民間 建築 栃木県 花王(株) 清水建設(株) 清水建設(株) 花王栃木工場 SD390 D29

平成19年8月 民間 建築 愛知県 鹿島建設(株) 豊田愛知陸運 SD345 D25

平成19年8月 民間 建築 愛知県 ＩＳＯ設計(株) 豊田市細谷町マンション新築工事 SD345 D22

平成19年8月 民間 建築 大常建設(株) 新田保育園耐震補強工事 SD345 D19

平成19年8月 公共 建築 八洲建設(株) 南粕谷小学校耐震補強工事 SD345～SD390 D29

平成19年8月 民間 建築 戸田建設(株) ドーミーイン高松 SD345～SD390 D19～D35

平成19年8月 民間 建築 (株)D＆D建築設計事務所 (株)フジタ リブコートオリジン新築工事 SD345～SD390 D22～D41

平成19年8月 民間 建築 兵庫県 日本国土開発(株) 日本国土開発(株) 灘区桜丘マンションA・B棟新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成19年8月 民間 建築 ヤマト住建(株) (株)OKI設計 鳳工業(株) アーバニス花隈 SD345～SD390 D19～D29

平成19年8月 民間 建築 大阪府
アーバンライフ(株)
関電不動産(株)

(株)新井組 (株)新井組 大阪市豊里計画 SD345～SD390 D19～D32
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平成19年8月 民間 建築 千葉県 (株)プロロジス (株)久米設計 鹿島建設(株) (仮称)プロロジスパーク市川プロジェクト SD490 D32～D38

平成19年8月 民間 建築 千葉県 流山ロジスティック (株)F.P.アート綜合設計 鹿島建設(株) (仮称)流山倉庫新築工事 SD390 D19～D35

平成19年8月 民間 建築 東京都 三井不動産(株) 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) (仮称)杉並区高井戸計画 SD390 D25

平成19年8月 民間 建築 埼玉県 カトーレック（株） (株)フジタ (仮称)カトーレック(株)所沢配送センター SD390 D32

平成19年8月 民間 建築 千葉県 (株)大林組 (仮称)常盤平三丁目ビル新築工事 SD390 D29

平成19年8月 民間 建築 静岡県 木内建設(株) 木内建設(株) (仮称)国吉田山本ハイツ新築工事 SD345 D19・D22

平成19年8月 民間 建築 東京都 三菱地所(株) (株)フジタ 三菱富ヶ谷Ⅱ作業所 SD390 D19～D38

平成19年8月 民間 建築 埼玉県 (株)フジタ (仮称)さいたま物流センター新築工事 SD390 D35

平成19年7月 民間 建築 鹿島建設(株) フィール西尾ＳＣ新築 SD390 D29

平成19年7月 民間 建築 愛知県 鹿島建設(株) 名古屋第一赤十字病院２期 SD390 D35

平成19年7月 民間 建築 谷村建設(株) GRANDUKE西条町 SD390 D19～D29

平成19年7月 民間 建築 鹿島建設(株) ブラザー病院更新築工事 SD390 D29

平成19年7月 民間 建築 (株)IAO竹田設計 鹿島建設(株) 豊崎集合住宅新築工事 SD345～SD390 D35

平成19年7月 民間 建築 ダイシン建築設計事務所 三和建設(株) 高井田西６丁目マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成19年7月 民間 建築 (株)ニチモ (株)Mズアーキテクチャデザイン (株)新井組 ルイシャトレ巽東 SD345～SD390 D19～D32

平成19年7月 民間 建築 近藤建設工業(株) (株)永都設計 近藤建設工業(株) ウィステリアュート春日 SD345～SD390 D19～D35

平成19年7月 民間 建築 (株)ダイドーサービス (株)新井組 (株)新井組 西宮市二見町計画 SD345 D19～D25

平成19年7月 民間 建築 (株)日本ヴェルテック (株)生原建築事務所 (株)福田組 アスヴェル姫島 SD345～SD390 D19～D29

平成19年7月 民間 建築 (株)プレサンスコーポレーション (株)磯 増田・若藤共同企業体 プレサンス京都宮川筋 SD345 D19～D25

平成19年7月 民間 建築 (株)日商エステム (株)Cube設計事務所 (株)福田組 エステムコート難波センチュリオ SD345～SD390 D19～D32

平成19年7月 民間 建築 神奈川県
三井不動産(株)

(株)明豊エンタープライズ
三井住友建設(株) 三井住友建設(株) (仮称)都筑区池辺町計画 SD390 D32

平成19年7月 公共 土木 東京都 (財)首都高速道路協会 大豊建設(株) 首都高湾岸作業所 SD390 D19～D29

平成19年7月 民間 建築 千葉県 (株)IAO竹田設計 五洋建設(株) (仮称)千葉市中央区中央港1丁目計画 SD390 D19～D38

平成19年7月 民間 建築 東京都 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) SFI平和島ビル SD345 D29

平成19年7月 民間 建築 埼玉県 オリックス不動産(株) (株)奥野設計 鹿島建設(株) オリックス草加ロジスティクセンター SD390 D29・D32
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平成19年7月 民間 建築 東京都 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) SFI平和島ビル SD345 D29

平成19年7月 民間 建築 大阪府 リンクシステム (株)IVY設計事務所 村中建設(株) LINKPALAZZO千日前(大阪市中央区) SD345～SD390 D19～D35

平成19年6月 民間 建築 (株)大京 三平建設(株) ライオンズ逗子マスターズフォート SD390 D19～D32

平成19年6月 民間 建築 愛知県 大洋薬品工業(株) (有)堀内建築研究所JV 鹿島建設(株) 大洋薬品オーシャンアリーナ/PC工場 SD345 D25

平成19年6月 民間 建築 谷村建設(株) GRANDUKE諏訪栄町 SD390 D19～D32

平成19年6月 民間 建築 村本建設(株) レインボー尾西公園(SD490) SD490 D19～D32

平成19年6月 民間 建築 鹿島建設(株) (株)ダイセキ製品留工作建設工事 SD345 D19

平成19年6月 民間 建築 鹿島建設(株) 東日本橋マンション SD390 D32

平成19年6月 公共 建築 神奈川県 JR東日本 東急建設(株) 溝の口駅 D32

平成19年6月 公共 土木 埼玉県 JR東日本 鉄建建設(株) 浦和駅高架橋工事 D32

平成19年6月 民間 建築 小岸四郎 (株)FKOアーキデザイン (株)塩浜工業 プレジオ新御堂 SD345～SD390 D19～D32

平成19年6月 民間 建築 滋賀県 学校法人立命館 (株)山下設計 (株)熊谷組 立命館大学BKC生命科学・薬学部 SD345～SD390 D19～D32

平成19年6月 民間 建築 大阪府 小西照夫 (株)タガミ 山﨑建設 カルム小西マンション2(大阪府吹田市) SD345～SD390 D22～D32

平成19年6月 民間 建築 神奈川県 (株)ハヤカワ (仮称)川崎大島ビル新築工事 SD390 D19～D38

平成19年6月 民間 建築 千葉県 (株)大京 三平建設(株) (仮称)ライオンズ相模が丘 SD390 D19～D32

平成19年6月 民間 建築 京都府 学校法人同志社 (株)東畑建築事務所 戸田建設(株)･奥村JV 同志社大学生命医科学部棟 SD345～SD390 D19～D32

平成19年5月 民間 建築 愛知県 一光住宅(株) レインボーピア名駅2丁目 SD390 D19～D32

平成19年5月 民間 建築 大阪府 (株)日企設計 (株)淺沼組 天王寺上汐計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成19年5月 民間 建築 トイズアーキテクチュアデザイン 青木あすなろ建設(株) 筆ヶ崎計画新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成19年5月 公共 土木 東京都 戸田建設(株) たつみ橋立体交差化工事 D51

平成19年5月 民間 建築 (株)日商エステム (株)永都設計 (株)福田組 エステムコート神戸・南本町 SD345～SD390 D19～D29

平成19年5月 民間 建築 埼玉県 (株)ケーアイ・フレッシュアクセス (株)フジタ KIFA埼玉川越サービスセンター SD390 D19～D29

平成19年4月 公共 建築 日田市教育庁 (株)ミラクルスリーコーポレーション 河津JV 三隈中学校 SD345 D19～D25

平成19年4月 民間 建築 谷村建設(株) GRANDUKE平田東町 SD345 D19・D25・D29

平成19年4月 民間 建築 (株)伸松建設 (株)熊谷組 アビタシオンラデイアン沖浜 SD345～SD390 D19～D32
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平成19年4月 民間 建築 都市建築研究所 (株)奥村組 クレアシティー清水谷新築工事 SD345～SD490 D19～D41

平成19年4月 公共 建築 大阪府 (株)松田平田設計 (株)淺沼組・大日本特定建設工事JV 大阪府立大学総合研究棟新築工事 SD345 D22・D25

平成19年4月 民間 建築 京都府 (株)磯 西松建設(株) 京都市中京区亀屋マンション SD345～SD390 D19～D32

平成19年4月 民間 建築 大阪府
東急不動産(株)
南海不動産(株)

東京都市開発(株)
(株)Mズアーキテクチャデザイン (株)昭和工務店 堺市堺区三宝町共同住宅 SD345～SD390 D19～D32

平成19年4月 民間 建築 東京都 学校法人帝京大学
(株)石本建築事務所

(株)山下設計
鹿島建設(株) 帝京大学医学部附属病院新館 SD390  D35～D41

平成19年4月 民間 建築 東京都 東洋埠頭(株) 五洋建設(株) 東洋埠頭(株)東京支店1号倉庫 SD345 D19～D25

平成19年4月 民間 建築 埼玉県 ティーエルロジコム(株) (株)フジタ (株)フジタ (仮称)川越ターミナル新築工事 SD390 D19～D35

平成19年4月 民間 建築 東京都 明産(株) (株)三菱地所設計 (株)大林組 明産西新宿ビル新築工事 SD390 D32

平成19年4月 公共 建築 東京都 東京都 西松JV 新河岸川作業所 SD345 D19～D29

平成19年4月 民間 建築 東西建築サービス(株) 東西建築サービス(株) 淀屋橋STビル新築工事 SD345 D19～D25

平成19年3月 民間 建築 (株)FKOアーキデザイン (株)ゴセケン プレジオ天神橋新築工事

平成19年3月 民間 建築 (株)INA新建築研究所 (株)淺沼組 JR塚口集合住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成19年3月 民間 建築 (株)竹中工務店 (株)竹中工務店 ヤマダ電機LABI1千里中央新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成19年3月 民間 建築 大阪府 (株)IVY設計事務所 (株)淺沼組 エスリード高槻上牧新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成19年3月 民間 建築 ラル設計 (株)森組 ジョイシティー北堀江新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成19年3月 民間 建築 (株)村田製作所 戸田建設(株) 戸田建設(株) (株)村田製作所野洲事業所Ⅰ棟 SD345 D19～D25

平成19年3月 民間 建築 大阪府 アーバンライフ(株) (株)新井組 (株)新井組 枚方市香里ヶ丘計画 SD345 D19～D25

平成19年3月 民間 建築 セレコー商事(株) 釣谷建築事務所 東洋建設(株) センコー(株)旭化成守山支社内倉庫 SD345 D19～D25

平成19年3月 民間 建築 岡田一枝 積水ハウス(株) 積水ハウス(株) 城東区岡田マンション SD345 D19～D25

平成19年2月 民間 建築 八洲建設(株) 神野マンション新築工事 SD345 D22

平成19年2月 民間 建築 サムティ(株) (株)生原建築事務所 奥村組土木興業(株) サムティ東中島1丁目 SD345～SD390 D19～D32

平成19年2月 民間 建築 (株)日商エステム (株)IVY設計事務所 (株)福田組 エステムコート新大阪Ⅵ SD345～SD390 D19～D29

平成19年2月 民間 建築 東京都 学校法人聖学院 (株)松田平田設計 鹿島建設(株) 女子聖学院中学高等学校立替工事 SD390 D19～D29

平成19年2月 民間 建築 埼玉県 日本トランスシティ(株) (株)大林組 (株)大林組 日本トランスシティ(株)東松山センター SD390 D35

平成19年2月 民間 建築 埼玉県 戸田建設(株) キャノン三郷 SD390 D29
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平成19年1月 民間 建築 愛知県 鹿島建設(株) 東洋ホテル刈谷 SD345 D25

平成19年1月 民間 建築 大阪府 (株)奥村組 (株)奥村組 ジオ千里桃山台建設工事 SD345～SD390 D19～D38

平成19年1月 民間 建築 大阪府 (株)竹中工務店 (株)竹中工務店 明治製菓大阪工場４号館増築工事 SD345～SD390 D19～D25

平成19年1月 民間 建築 兵庫県 (株)奥村組 (株)奥村組 西宮奥村ビル新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成19年1月 公共 建築 東京都 東京都 戸田建設(株) 矢柄RCアーチ橋 D32・D38

平成19年1月 民間 建築 奈良県 徳新建設(株) (株)創美設計 (株)福田組 シャトー弁天4番館 SD345～SD390 D19～D29

平成19年1月 民間 建築 大阪府 近藤エステート(株) 小川康夫建築設計事務所 近藤建設工業(株) メロディスクエア守口・Mステージ SD345～SD390 D19～D35

平成19年1月 民間 建築 大阪府 (株)ホームズ (株)松庵建築設計事務所 (株)昭和工務店 グランアッシュ野江 SD345～SD390 D19～D32

平成18年12月 民間 建築 東和建設(株) 大師河原1丁目新築工事 SD390 D25・D32

平成18年12月 民間 建築 郷戸建築設計社 (株)淺沼組 特別養護老人ホーム幸泉サンズ♯2増築工事 SD345 D25

平成18年12月 民間 建築 京都府 環境総合テクノス 戸田建設(株) エルイン京都建物リニューアル工事 SD345 D19～D25

平成18年12月 民間 建築 本田技研工業(株) (株)錢高組 本田技術研究所32号館新築工事 SD390 D29

平成18年12月 民間 建築 埼玉県 (株)協立建築設計事務所 五洋建設(株) 大宮宮原1丁目計画 SD490 D19～D41

平成18年12月 公共 土木 松尾橋梁(株) SJ32工区 SD345 D19・D22

平成18年11月 民間 建築 大阪府 (株)淺沼組 (株)淺沼組 高槻市大塚町３丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成18年11月 公共 土木 東京都 (財)首都高速道路協会 清水建設(株)JV SJ52（3-2）池袋南出入り口トンネル SD345 D35～D51

平成18年11月 民間 建築 東京都 三平建設(株) (仮称)浅草5丁目マンション新築工事 SD390 D29

平成18年10月 民間 建築 東和建設(株) 浮島倉庫新築工事 SD390 D29・D32

平成18年10月 民間 建築 鉄建建設(株) 日通倉庫北砂3丁目工事 SD390 D25・D32

平成18年10月 民間 建築 滋賀県 ウィルステージ (株)フジタ 南彦根駅前マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成18年10月 民間 建築 (有)黒河建築設計 三栄建設(株) 千塚幼稚園

平成18年10月 民間 建築 兵庫県 (株)プレサンスコーポレーション (株)匠研 奥村組土木興業(株) (仮称)プレサンス神戸春日野道イースト

平成18年10月 民間 建築 愛知県 西松建設(株) 知多市民病院 SD345 D22・D25

平成18年10月 民間 建築 香川県 (株)和田コーポレーション 戸田建設(株) ロイヤルガーデン坂出本町(香川県坂出市) SD345～SD390 D19～D35

平成18年10月 民間 建築 東京都 (株)片山組 (仮称)ハイツ三ノ輪新築工事 SD390 D19～D32
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平成18年9月 民間 建築 兵庫県 (株)プレサンスコーポレーション (株)匠研 奥村組土木興業(株) (仮称)プレサンス神戸春日野道ウエスト

平成18年9月 民間 建築 トヨタT&S建設(株) 三好ヶ丘地区新寮 SD345 D19～D29

平成18年9月 民間 建築 東京都 北野建設(株) (仮称)新富町1丁目マンション新築工事 SD390 D29

平成18年9月 民間 建築 東京都 独立行政法人都市再生機構 大成建設(株) ベルコリーヌ南大沢新築工事 SD345 D19～D25

平成18年9月 公共 建築 東京都 警視庁 警視庁 鹿島JV 警視庁臨港警察署（仮称）庁舎（H17） SD390 D29

平成18年9月 民間 建築 東京都 (株)フジタ (仮称)オーネストビル新築工事 SD345 D19～D25

平成18年9月 民間 建築 東京都 セコムホームライフ(株) (株)フジタ グローリオ王子新築工事 SD390 D19～D32

平成18年8月 公共 土木 日本道路公団 (株)松尾橋梁 SJ32工区上部工事 D22

平成18年8月 民間 建築 (株)日企設計 (株)フジタ 万歳町マンション新築工事 SD345 D22・D25

平成18年8月 民間 建築 アペックス (株)フジタ 藤和野江新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成18年7月 公共 土木 日本道路公団 松井建設(株) 浜野高架橋工事 D32

平成18年7月 民間 建築 (株)NTTファシリティーズ (株)竹中工務店 朝日放送新社屋新築工事 SD345～SD390 D22～D32

平成18年7月 民間 建築 (株)FKOアーキデザイン 三和建設(株) プレジオ西中島マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成18年7月 民間 建築 東洋建設(株) １７-アミティ中宮北町建設工事

平成18年7月 民間 建築 (株)守谷商会 GRANDUKE代官町新築 SD390 D19～D32

平成18年7月 民間 建築 埼玉県 センコー(株) (株)淺沼組 (仮称)センコー(株)浦和PDセンター SD390 D32

平成18年7月 民間 建築 東京都 北野建設(株) 湊日本ビル増築工事 SD390 D29

平成18年7月 民間 建築 東京都 (株)ナカノフドー建設 白金台4丁目マンション新築工事 SD390 D32

平成18年7月 民間 建築 千葉県 宗教法人霊波之光 (株)大林組 RHKプラザ新築工事 SD390 D29

平成18年7月 民間 建築 (株)プレサンスコーポレーション アーキアンドリフォーム (株)鍜治田工務店 プレサンス南船場新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成18年6月 民間 建築 三井住友建設(株) 守山荘病院 SD390 D25・D29

平成18年5月 民間 建築 旭建築設計事務所 (株)フジタ 古河鋳造棟増築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成18年5月 公共 土木 松井建設(株) 浜野高架橋 SD345 D16～D25

平成18年5月 民間 建築 神奈川県 (株)淺沼組 (仮称)鎌倉御成町計画新築工事 SD345 D19～D25

平成18年4月 民間 建築 愛知県 (株)大京 日本国土開発(株) ライオンズガーデン国府宮 SD345 D25
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平成18年4月 民間 建築 愛知県 鹿島建設(株) 新名古屋火力８号系列 SD345 D25

平成18年4月 民間 建築 村本建設(株) プラセシオン東山 SD345 D22・D25

平成18年4月 民間 建築 東京都 (株)淺沼組 (仮称)ル・シェモア大手町新築工事 SD390 D19～D38

平成18年4月 民間 建築 東京都 鹿島建設(株) (仮称)アクロスモール八王子みなみ野 SD390 D19～D29

平成18年4月 民間 建築 東京都 (株)大林組 (仮称)南荻窪2丁目計画 SD345 D19～D25

平成18年4月 民間 建築
生活クラブ事業連合
生活協同組合連合会

(株)フジタ (仮称)生活クラブ新DC建設工事 SD390 D29

平成18年4月 民間 建築 (株)相鉄建設 (仮称)スプリングバレー増築工事 SD345 D19～D25

平成18年4月 民間 建築 東京都 三平建設(株) 築地マンション新築工事 SD490 D22～D29

平成18年3月 民間 建築 沖縄県 広建設計 鹿島建設(株) 宜野生野病院増改築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成18年3月 民間 建築 南海辰村建設(株) 大和田機場 SD345 D19

平成18年3月 民間 建築 東京都 (財)東京都新都市建設公社 (株)佐藤総合計画 (株)フジタJV (仮称)河辺タウンビル(A)新築工事 SD345 D25

平成18年3月 民間 建築 千葉県 (株)ジョイフルアスレティッククラブ (株)大林組 (株)大林組 ジョイフルアスレティックククラブ千葉NT店 SD345 D19～D25

平成18年3月 民間 建築 東京都 三井不動産(株) 鹿島建設(株) (仮称)世田谷区下馬6丁目計画 SD345 D19～D25

平成18年3月 民間 建築 神奈川県 鹿島建設(株)JV 東横線反町駅 SD345 D19・D25

平成18年2月 民間 建築 (株)アール・アイ・エー 西松・大鉄特定建設工事JV 柏原駅西口地区市街地再開発事業施設建築物新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成18年2月 民間 建築 愛知県 岐建(株) ジョイフル千種 SD390 D19～D35

平成18年2月 民間 建築 千葉県 丸紅都市開発(株) (株)多田工営 グランエール稲毛海岸新築工事 SD390 D32～D38

平成18年1月 民間 建築 永都設計 (株)奥村組 三原台住宅建設工事 SD345～SD390 D19～D32

平成18年1月 公共 土木 東京都 (財)首都高速道路協会 東亜JV SJ34（1-3）西新宿北連絡路トンネル SD345 D19～D51

平成18年1月 公共 土木 栃木県 国土交通省 (株)板橋組 小山駅東跨線橋その1作業所 SD345 D32

平成17年12月 民間 建築 アーバン・エース (株)鴻池組 ジオ・パークスクエア池田建築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成17年12月 民間 建築 (株)IAO竹田設計 (株)淺沼組 コスモ放出東３丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成17年12月 民間 建築 大阪府住宅供給公社
鹿島建設(株)・銭高

西田特定建設工事JV
新千里西町B団地住宅改善事業建設工事 SD345～SD390 D19～D32

平成17年12月 公共 建築 大阪府 (株)IAO竹田設計 (株)ピーエス三菱 枚方市高塚町集合住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成17年12月 民間 建築 岐建(株) ジョイフル新那加 SD345 D19・D22
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平成17年12月 公共 建築 栃木県 栃木県 (株)日本設計 戸田JV 栃木県庁行政棟（1）新築工事 SD390 D29

平成17年12月 民間 建築 東京都 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) (仮称)新別館ビル新築工事 SD390 D19～D32

平成17年12月 公共 建築 愛知県 鹿島建設(株) 豊田市総合体育館 SD345 D25

平成17年11月 民間 建築 大阪府 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) ローレルタワー難波新築工事 SD390 D19～D38

平成17年11月 公共 建築 日東みらい建設工業(株) 区立中等教育学校 SD390 D29

平成17年11月 民間 建築 東京都 (株)大林組 武蔵境駅工事 SD390 D25～D32

平成17年11月 民間 建築 兵庫県 (株)空間計画研究所 フジ住宅(株) シャルマンフジ神戸二宮町 SD345～SD390 D19～D35

平成17年10月 民間 建築 永都設計 (株)奥村組 クレアシティー阿倍野丸山道新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成17年10月 民間 建築 アキフォルム (株)フジタ メゾンドール柏原玉手山新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成17年10月 民間 建築 (株)大林組 (仮称)北戸田配送センター新築工事 SD390 D32～D38

平成17年10月 民間 建築 (株)大創 (株)フジタ 大創本社ビル曳家工事 SD345 D25

平成17年9月 民間 建築 (株)七番組 キャッスルハイツ武豊桜ヶ丘 SD345 D19・D22

平成17年9月 民間 建築 兵庫県 独立行政法人都市再生機構 村本・浅川ＪＶ パークタウン西武庫B地区 SD345～SD390 D19～D29

平成17年8月 民間 建築 ウィルステージ (株)フジタ 伽羅ガーデンスクエア新築工事 SD345～SD390 D19～D41

平成17年8月 民間 建築 (株)類設計室 (株)淺沼組 長堀橋集合住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成17年8月 民間 建築 リバー産業(株) (株)日企設計 西松建設(株) (仮称)リバーガーデンコスモスクエア新築工事

平成17年8月 民間 建築 協和建設(株) キャッスルハイツ勝川松新町 SD345 D19～D25

平成17年8月 民間 建築 三井住友建設(株)JV 南サテライト SD345 D22

平成17年8月 民間 建築 東京都 (株)大林組 東京インテリア幕張店 SD345 D25

平成17年8月 民間 建築 東海興業(株) 霊波之横浜 SD390 D29

平成17年7月 民間 建築 リバー産業(株) (株)昭和設計 西松建設(株) リバーガーデンユニバーサルシティ新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成17年7月 民間 建築 村本建設(株) レインボーセレブ築盛 SD390 D19～D32

平成17年7月 民間 建築 大末建設(株) 大末建設(株) 福崎3丁目配送センター SD345 D19～D25

平成17年7月 民間 建築 東京都 (株)カタログハウス 鹿島建設(株) (仮称)カタログハウス東大和物流センター新築工事 SD345 D22・D25

平成17年6月 民間 建築 大阪府 (株)IAO竹田設計 (株)淺沼組 北区西天満三丁目計画新築工事 SD345～SD390 D19～D41
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平成17年6月 民間 建築 愛知県 鹿島建設(株) 名古屋第一赤十字病院 SD390 D22～D35

平成17年6月 民間 建築 河口工業 グラニューハギヌマ SD345 D25

平成17年6月 民間 建築 (株)近藤組 キャッスルハイツ岡崎美合 SD390 D19～D29

平成17年6月 民間 建築 神奈川県 東急不動産(株) 五洋建設(株) 日吉本町4丁目マンション新築工事 SD345 D19～D25

平成17年6月 民間 建築 東京都 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) 鹿島建設(株) (仮称)ジェントルエア神宮前新築工事 SD390 D29

平成17年5月 民間 建築 鉄建建設(株) 上野台団地 SD390 D29

平成17年5月 民間 建築 (株)多田工営 東寺尾中台M SD345～SD390 D25・D29

平成17年5月 民間 建築 大木建設(株) グランイーグル坂戸 SD345 D25

平成17年5月 民間 建築 鉄建建設(株) 笹塚2丁目M SD345～SD490 D22～D38

平成17年5月 民間 建築 東洋建設(株) 野村津田沼M SD345～SD390 D22～D29

平成17年5月 民間 建築 東京都 千住金属工業(株) (株)入江三宅設計事務所 (株)大林組 (仮称)千住金属工業本社ビル計画 SD345 D19

平成17年5月 民間 建築 大阪府 (株)日建ハウジングシステム (株)淺沼組 茨木市中条マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成17年4月 民間 建築 (株)フジタ (株)フジタ 香里園駅前プロジェクト新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成17年4月 民間 建築 大阪府 (株)奥村組 西天満東横イン新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成17年4月 民間 建築 三和建設(株) 北浜プライマリーワン新築工事 SD390 D29

平成17年4月 民間 建築 東京都 (株)日建設計 鹿島建設(株) (仮称)赤坂4丁目新築工事 SD345 D19～D25

平成17年3月 公共 土木 日本鉄道建設公団 (株)大林組 東京駅北部工事 D38

平成17年3月 民間 建築 大阪府 クボタメゾン(株) (株)アーキフォルム設計事務所 (株)フジタ メゾンドール香里西之町新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成17年3月 民間 建築 大阪府 (株)奥村組 鶴見区複合施設新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成17年3月 公共 土木 兵庫県 神戸市 清水建設(株)・大豊・竹中土木ＪＶ 大容量送管布引ｼｰﾙﾄﾞ整備事業 SD345～SD390 D25～D35

平成17年3月 民間 建築 東京都 (株)日建設計 鹿島建設(株) 目白1丁目マンション新築工事 SD390 D25～D41

平成17年2月 公共 土木 神奈川県 日本鉄道建設公団 (株)大林組 京急横浜駅南部工事 D32

平成17年2月 民間 建築 (株)フジタ (株)フジタ 16-(仮称)緑ヶ丘団地1-1工区A地区建設工事 SD345～SD390 D19～D32

平成17年2月 民間 建築 兵庫県 (株)カーネル総合研究所 (株)フジタ 神戸星稜台集合住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成17年2月 民間 建築 大阪府 (株)アーバンコーポレイション (株)横山建築事務所 (株)鍜治田工務店 アーバンビュー南堀江新築工事 SD345～SD390 D19～D35
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平成17年2月 民間 建築 大阪府 (株)第一プロパレス (有)コンサル・プランナーク (株)鍜治田工務店 プロパレス門真栄町新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成17年2月 民間 建築 東京都 (株)大林組 東京駅 SD390 D38

平成17年2月 民間 建築 (株)フジタ 天神前クリニック増築工事 SD345 D19～D25

平成17年2月 民間 建築 鹿島建設(株) (株)ＩＮＡＸ大谷工場１１号棟新築 SD345 D25

平成17年2月 民間 建築 東鉄工業(株) ディアナコート自由ヶ丘 SD345～SD390 D19～D32

平成17年2月 民間 建築 土井設計 三和建築(株) 福島マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成17年1月 民間 建築 東京都 (株)東京精密 (株)フジタ 東京精密北八王子作業所 SD345 D19～D25

平成17年1月 民間 建築 (株)片山組 山三ビル新築工事 SD390 D19～D38

平成16年12月 公共 土木 日本道路公団 宮地建設(株) 三郷JCT D19・D22

平成16年12月 民間 建築 大阪府 三井住友不動産レジデンシャル(株) (株)奥村組 (株)奥村組 深谷第一住宅建替工事 SD345～SD390 D19～D29

平成16年12月 民間 建築 大阪府 新星和不動産(株) (株)日企設計 (株)淺沼組 プラネスーペリア西長堀新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成16年12月 民間 建築 大阪府 アペックス (株)フジタ・新井組JV 新千里西町マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D41

平成16年12月 民間 建築 日東みらい建設工業(株) 東京日産荒川ビル SD345～SD390 D32

平成16年12月 民間 建築 (株)ユーデーコンサルタンツ 西松・伊吹ＪＶ Dグラフォート神戸ハーバーウェスト SD345～SD390 D19～D38

平成16年11月 民間 建築 (株)高橋建築事務所 (株)熊谷組 東三国・中島マンション SD345～SD490 D19～D41

平成16年10月 民間 建築 帝都高速度交通営団 西松建設(株) 営団浅草駅 SD390 D32

平成16年10月 公共 土木 JR東日本 鉄建建設(株) 矢野口駅高架橋その2工事 D32

平成16年10月 民間 建築 大成建設(株) 介護老人保健施設 SD345 D22・D25

平成16年10月 民間 建築 大阪府 ケイ･ティー建築設計事務所 大末建設(株) リッツ吹田オアシスⅡ SD345～SD390 D19～D35

平成16年10月 民間 建築 東京都 特別医療法人財団大和会 (株)石本建築事務所 (株)フジタ 武蔵村山病院 SD345 D22・D25

平成16年10月 民間 建築 東京都 (株)大京
(株)安宅設計

東電設計(株)設計共同事業体
(株)フジタ ライオンズステージ立川ラフィナタワー SD390 D19～D38

平成16年9月 民間 建築 鹿島建設(株) (仮称)西心斎橋プロジェクト新築工事

平成16年9月 公共 土木 日本道路公団 石原工業(株) 東名阪自動車道萱生橋(鋼上部工)工事 SD345 D19

平成16年9月 民間 建築 東京都 東京メトロ(株) 鹿島道路(株) 赤坂2丁目計画 SD390 D19～D29

平成16年9月 民間 建築 東京都 大東通商(株) 鹿島建設(株) 市ヶ谷佐土原マンション SD390 D32
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平成16年8月 民間 建築 茨城県 三菱化学エンジニアリング(株) (株)錢高組 日世(株)茨城物流センター新築工事 SD390 D29

平成16年8月 民間 建築 戸田建設(株) (仮称)井藤漢方製薬(株)本社ビル新築工事 SD345 D22

平成16年8月 公共 土木 松尾橋梁(株) 本牧JCT SD345 D19・D22

平成16年8月 民間 建築 埼玉県 大木建設(株) 公団南浦和住宅 SD345～SD390 D19～D32

平成16年8月 民間 建築 大阪府 (株)松尾建築設計事務所 (株)熊谷組 SXLクラスタ茨木 SD345～SD490 D19～D41

平成16年8月 民間 建築 (株)三栄建設 (仮称)スタイルズ国分新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成16年8月 公共 建築 千葉県 千葉市 (株)フジタ 昭和の森記念公園 SD390 D29

平成16年8月 民間 建築 東京都 (公財)鉄道弘済会 (株)大林組 (株)大林組 西新宿KSビル SD345 D25

平成16年8月 民間 建築 茨城県 (一財)茨城県環境保全事業団 共和化工(株) 共和化工(株) エコフロンティアかさま SD345 D25

平成16年8月 民間 建築 清水建設(株) メディカルプラザ薬師西の京新築工事 SD345～SD390 D25・D29

平成16年7月 公共 建築 日本道路公団 (株)松尾橋梁 本牧ジャンクション D19

平成16年7月 民間 建築 岐阜県 ISO設計(株) (株)守谷商会 キャッスルハイツ岐阜西新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成16年7月 公共 土木 徳島県 徳島小松島港湾開発事務所 (株)アルス製作所 徳島沖洲大橋橋脚補修工事 SD345 D19

平成16年7月 民間 建築 大阪府 鹿島建設(株) (仮称)ホテルトラスティ大阪新築工事 SD345 D35

平成16年7月 公共 建築 福岡県 篠原・桧枝JV 公営住宅小森野団地第6工区 SD345 D22

平成16年7月 民間 建築 大木建設(株) ボヌール千里中央弐番館 SD345～SD390 D19～D29

平成16年7月 公共 土木 神奈川県 (株)タカハシ 横浜下水道局 SD345 D22

平成16年7月 民間 建築 兵庫県 都市基盤整備公団 南海・柄谷ＪＶ 浜甲子園団地その1(B地区) SD345 D19～D25

平成16年7月 民間 建築 (株)フジタ (仮称)豊中上野坂マンション新築工事 SD345～SD390 D22～D38

平成16年7月 民間 建築 大阪府 日本建設(株) 日本建設(株) (仮称)中央区瓦町1丁目新築工事 SD345 D22

平成16年6月 公共 建築 兵庫県 芦屋市建築部建築課 (株)永瀬 芦屋市火葬場立替工事 SD345 D25

平成16年6月 民間 建築 (株)フジタ (仮称)三国駅前プロジェクト新築工事 SD390～SD490 D32～D41

平成16年6月 民間 建築 大阪府 (株)フジタ (仮称)高槻富田岡町計画(A敷地)(B敷地) SD345～SD390 D22～D38

平成16年6月 公共 土木 鹿島建設(株) 砂町雨水調整池その6工事 SD345～SD390 D25・D29

平成16年6月 民間 建築 兵庫県 (株)プレサンスコーポレーション (有)横山建築事務所 (株)鍜治田工務店 プレサンス神戸市役所前 SD345～SD390 D19～D35
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平成16年6月 民間 建築 (株)奥村組 (仮称)介護老人保健施設長田の里新築工事 SD345 D19～D25

平成16年6月 民間 建築 (株)大京 (株)鴻池組 ライオンズマンション守口駅前新築工事 SD345～SD390 D19～D41

平成16年6月 公共 土木 日本道路公団 龍上工業(株) 三郷ジャンクション D22

平成16年5月 民間 建築 帝都高速度交通営団 (株)錢高組 営団乃木坂駅 SD390 D32

平成16年5月 民間 建築 クボタメゾン(株) (株)フジタ (仮称)メゾンドール枚方朝日丘新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成16年5月 民間 建築 リバー産業(株) (株)西松建設 リバーガーデン福島新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成16年5月 民間 建築 大阪府 鹿島建設(株) ラウンドワン高槻新築工事 SD345 D25

平成16年5月 公共 建築 三菱地所(株) 鹿島建設(株) りんくうｱｳﾄﾚｯﾄ第3期新築工事 SD345 D25

平成16年5月 民間 建築 前田・河井建設JV 以島学園 SD345 D25

平成16年5月 民間 建築 大阪府 鹿島建設(株) ラウンドワン堺新築工事 SD345 D25

平成16年4月 民間 建築 日本エスリード(株) 安藤建設(株) (仮称)エスリード達夫氏本町2丁目新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成16年4月 民間 建築 新日本製鐵(株) ホームセンタームサシ姫路店新築工事 SD345 D25

平成16年3月 公共 土木 京都府 阪神高速道路公団 (株)フジタ・福田組建設工事JV
京都市道高速道路2号線横大路

第1工区(その1)下部工事
SD345 D35

平成16年3月 公共 土木 兵庫県 神戸市 (株)森組
神戸新交通ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ線延伸事業

下部築造工事その2-2
SD345 D35

平成16年3月 民間 建築 戸田建設(株) (仮称)(株)大阪螺子製作所本社新E棟新築工事 SD345 D25

平成16年3月 民間 建築 鹿島建設(株)
長岡京駅西地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事(商業

棟)
SD345～SD390 D19～D32

平成16年3月 民間 建築 (株)錢高組 (仮称)池田暁明館特別養護老人ホーム新築工事 SD345～SD390 D25・D29

平成16年3月 民間 建築 (株)淺沼組 (仮称)豊中千里中央Ⅱ計画新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成16年3月 民間 建築 (株)フジタ・新日鐵・藪内共同企業体 (仮称)栂・美木多集合住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成16年3月 民間 建築 芝山コンサルタント(株) (株)ノバック ライオンズヴィーレ下沢通新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成16年3月 民間 建築 清水建設(株) 新大宮センタービル新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成16年2月 民間 建築 (株)フジタ (仮称)舞子台集合住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成16年2月 民間 建築 (株)フジタ (仮称)リーデンススクエア布施新築工事 SD345～SD390 D22～D38

平成16年1月 公共 土木 建設省 飛島建設(株) 日暮里舎人線 D38

平成16年1月 民間 建築 (株)フジタ 東鳩ヶ谷団地第2住宅 SD345～SD390 D25～D35
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平成16年1月 公共 建築 ｻﾝｺｰﾃｸﾉ(株) 丸亀市立南小学校 SD345 D25

平成16年1月 公共 土木 大阪府 大阪市交通局 鉄建建設(株)・福田・井上特定JV
高速電気鉄道第8号線北江口四丁目地先井高野

停留所地下線路工事
SD345 D16～D29

平成16年1月 公共 土木 大阪府 大阪市交通局
(株)フジタ・(株)淺沼組

東海興業特定JV
地下鉄8号線(12工区)工事 SD345 D16～D29

平成16年1月 民間 建築 京都府 鹿島建設(株) 長岡京駅西地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事 SD345～SD490 D19～D38

平成15年12月 民間 建築 鹿島建設(株) (仮称)ノルデンタワー天神橋アネックス新築工事 SD345～SD390 D25・D29

平成15年12月 公共 土木 兵庫県 (株)永瀬 南芦屋下水処理場二期建築施設工事 SD345 D29

平成15年12月 民間 建築 KAJIMADESIGNKANSAI 鹿島建設(株) 鹿島OBPビル新築工事 SD345～SD390 D25～D38

平成15年12月 民間 建築 東洋建設(株) 小松川介護老人保健施設 SD345～SD390 D22

平成15年12月 民間 建築 大木建設(株) 新田3丁目地区Cブロック第2住宅建設工事 SD345～SD490 D19～D35

平成15年12月 民間 建築 三井住友不動産(株) (株)奥村組 (仮称)深谷第一住宅建替工事 SD345～SD390 D19～D35

平成15年12月 民間 建築 三井住友不動産(株) (株)奥村組 深谷第一住宅建替工事A,B棟 SD390 D32・D35

平成15年12月 公共 土木 大阪府 大阪市土木局 佐藤・大鉄JV 国道479号清水共同溝立坑築造工事 SD345 D29・D35

平成15年11月 民間 建築 福岡県 (株)大林組・鴻池・東急・松本JV 春日原社宅 SD345 D22・D25

平成15年11月 民間 建築 東海興業(株) コスモビル武庫山 SD345～SD390 D22～D29

平成15年11月 公共 土木 大阪府 大阪府東部流域下水道事務所
鹿島建設(株)

大日本・ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞ・ﾍﾞｸﾄﾙ
寝屋川流域下水道大東(二)増補(第2工区)下水管渠築造工事 SD345 D22・D29

平成15年11月 民間 建築 日本エスリード(株) 安藤建設(株) (仮称)エスリード西田辺駅前新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成15年11月 公共 土木 大阪府 阪神高速道路公団 谷地建設工業(株) 阪神高速大阪港線波除出口防音壁補修工事 SD345 D16

平成15年10月 民間 建築 医療法人社団くろす外科医院 日本国土開発(株) (仮称)「ケアタウン南草津」新築工事 SD345～SD390 D25・D29

平成15年10月 民間 建築 (株)フジタ (仮称)永楽荘住宅新築工事 SD345 D25

平成15年10月 民間 建築 宮城興業 住友不動産 SD345 D29

平成15年10月 民間 建築 東洋建設(株) LH上池台 SD390 D22～D29

平成15年10月 民間 建築 (株)鴻池組 (仮称)日配兵庫西センター建築工事 SD345～SD390 D25・D29

平成15年10月 民間 建築 大阪府 都市基盤整備公団 鹿島建設(株)・銭高・ナカノ特定JV 14-(仮称)湊町西地区(その1)A地区建設工事 SD345～SD390  D35～D41

平成15年10月 民間 建築 広成建設(株) ウィアイエ広島 SD345 D22

平成15年10月 民間 建築 (株)淺沼組 (仮称)ファミール守口新築工事 SD345～SD490 D19～D41
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平成15年10月 民間 建築 東レ建設(株) エルアバンダント堺新築工事 SD390 D32・D35

平成15年10月 公共 建築 兵庫県 洲本市 (株)竹中工務店 洲本市総合文化体育館新築工事 SD345 D25

平成15年9月 民間 建築 大成建設(株) 貞静大学(中学高等学校) SD345～SD390 D22～D32

平成15年9月 民間 建築 (株)フジタ (仮称)アルス東心斎橋建築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成15年9月 民間 建築 静岡県 大成建設(株) (仮称)鷹匠マンション新築工事 SD390 D25～D41

平成15年8月 公共 土木 大阪府 大阪府水道部 (株)クボタ建設 万博公園浄水施設浄水池壁面補修工事(3号池) SD345 D19・D29

平成15年8月 民間 建築 大和ハウス工業(株) 昭和電機(株)本社工場増築工事 SD345 D19～D25

平成15年8月 公共 建築 (株)淺沼組 (仮称)甲南町立図書館建築工事 SD345 D22・D25

平成15年8月 公共 建築 奈良県
(株)奥村組・(株)淺沼組・村本

荒川・中村・尾田JV
新奈良県立図書館建築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成15年8月 民間 建築 ハンシン建設(株) ハイムタケダ10新築工事 SD345 D19～D25

平成15年8月 民間 建築 東京都 (株)KAI都市建築研究所 積水ハウス(株) (仮称)エルフレア駒沢ビル SD390 D29

平成15年8月 公共 土木 南海電気鉄道(株)
(株)奥村組・大成建設(株)・南海辰村建

設JV
南海本線(泉佐野市)連続立体化

工事に伴う工事(第4工区)
SD345 D13・D16

平成15年7月 民間 建築 愛知県 ジェイティ不動産(株) (仮称)名古屋ビル新築その他工事 SD345 D32

平成15年7月 公共 土木 長野県 国土交通省飯田工事事務所 (株)丸福久保田 長野県賤母大橋補修工事 SD345 D32

平成15年7月 民間 建築 (株)大林組 大東文化大学 SD345 D25

平成15年7月 民間 建築 東海興業(株) 西寺尾M SD345 D25

平成15年7月 民間 建築 南海辰村建設(株) さやま遊園跡地マンション SD390 D35・D38

平成15年7月 民間 建築 神奈川県 大木建設(株) トヨタカローラ神奈川湘南台 SD345～SD390 D25

平成15年7月 民間 建築 (株)ホクザイ (仮称)シニア友隣園新築工事 SD345 D19・D22

平成15年7月 民間 建築 清水建設(株)・森本・鍛冶田特別JV [さうす国見]老人福祉施設整備工事ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「つぶら･すじゃく」 SD345 D19～D25

平成15年7月 民間 建築 リバー産業(株) 西松建設(株) (仮称)リバーガーデン光善寺新築工事 SD345

平成15年7月 民間 建築 (株)淺沼組 国民生活金融公庫大阪支店甲子園ﾊｲﾑ新築工事 SD345 D19～D25

平成15年7月 民間 建築 大阪府 都市基盤整備公団 西松・東洋・森建設工事JV 14-(仮称)東豊中第1団地(その1)C地区建設工事 SD345～SD390 D19～D32

平成15年7月 公共 土木 栃木県 国土交通省関東地方整備局 (株)板橋組 大平高架橋工事 SD390 D19～D32

平成15年6月 民間 建築 東京都
三井不動産(株)

(株)千疋屋総本店
シーザーペリーアンドアソシエーツジャパン(株)

(株)日本設計
鹿島JV (仮称)室町三井新館新築工事 SD345～SD390 D19～D32
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平成15年6月 公共 土木 (株)奥村組 片山雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ場築造工事(ﾎﾟﾝﾌﾟ井) SD295～SD345 D16～D29

平成15年6月 民間 建築 日本国土開発(株) (仮称)仁川高台ガーデンハウス新築工事 SD345 D25・D29

平成15年6月 民間 建築 (株)長谷工コーポレーション メロディハイム高津久地 SD345 D19～D25

平成15年6月 公共 土木 近畿日本鉄道(株) (株)奥村組・(株)淺沼組JV 京阪奈新線整備事業生駒･東生駒(分岐点)間建設(土木関係第2工区) SD345 D19～D32

平成15年6月 民間 建築 近鉄不動産(株) (株)大林組 ローレルコート池田満寿美町新築工事 SD345 D22～D29

平成15年6月 民間 建築 (株)加賀田組 (仮称)南上小阪マンション新築工事 SD345 D19・D25

平成15年6月 民間 建築 ハンシン建設(株) ワコーレ明石ステーションフラッツ新築工事 SD345～SD390 D25・D29

平成15年6月 公共 建築 静岡県 大須賀町 須山建設(株) 大須賀浄化ｾﾝﾀｰ建設工事 SD345 D19～D25

平成15年5月 民間 建築
(株)フジタ・佐伯建設工業

共同企業体
ディークラディア鶴見アクロスタワー新築工事 SD390 D29

平成15年5月 民間 建築 大阪府 日本国土開発(株) (仮称)介護老人保健施設「くろいし」新築工事 SD345～SD390 D19～D25

平成15年5月 民間 建築 東京都 大木建設(株) 神田淡路町特別養護老人ホーム SD345～SD390 D29

平成15年5月 民間 建築 埼玉県 清水建設(株) 川口本町4丁目地区再開発 SD345～SD490 D19～D41

平成15年5月 民間 建築 (株)淺沼組 (仮称)コスモ新在家新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成15年5月 民間 建築 大阪府 (株)淺沼組 (仮称)桃山跡地集合住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D38

平成15年4月 民間 建築 奈良県 三和建設(株) (仮称)プラネスーペリア西大寺新築工事 SD345～SD390 D25・D29

平成15年4月 民間 建築 宮崎県 戸田建設(株) 宮崎県全天候型運動施設 SD345 D19～D25

平成15年4月 民間 建築 兵庫県 (株)鴻池組 ディークラディア川西駅前 SD345～SD390 D19～D41

平成15年4月 公共 土木 帝都高速度交通営団 飛島建設(株) 東西線九段下出入口移設工事 D29・D32

平成15年4月 民間 建築 兵庫県 都市基盤整備公団 安藤・岩出JV 14-グリーンヒルズ御影(その2)建設工事 SD345 D19～D29

平成15年4月 民間 建築 大阪府 クボタメゾン(株)
(株)フジタ・三井住友建設

共同企業体
(仮称)メゾンドール都島Ⅰ新築工事 SD345～SD390 D29～D41

平成15年4月 民間 建築 愛知県 名古屋住宅公社(株) (株)青島設計 (株)鴻池組
大須30番第1地区第1種市街地
再開発施設建築物新築工事

SD345～SD390 D22～D38

平成15年3月 民間 建築 大阪府 鹿島建設(株) (仮称)ラウンド･ワン心斎橋店新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成15年3月 公共 建築 大阪府 大成ﾕｰﾚｯｸ(株) 大阪府営交野市住宅 SD345 D19～D25

平成15年3月 民間 建築 兵庫県 総合地所(株) 前田建設工業(株) ルネJR尼崎駅前新築工事 SD390～SD490 D29～D41

平成15年3月 民間 建築 大阪府 豊國建設(株) (仮称)メロディーハイム天満橋弐番館新築工事 SD345～SD390 D25・D29



令和4年6月現在

着工日
(平成○年○月)

工事種類
(公共・民間)

工事種別
(建築・土木)

工事場所
(都道府県)

発注者 設計監理者 鉄筋業者 受注者 工事名称 鋼種  鋼径(呼び名)

　　ＣＢ工法施工実績表

平成15年3月 民間 建築 滋賀県 安藤建設(株) (仮称)瀬田駅前マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成15年2月 民間 建築 東京都 清水建設(株)JV 新幹線品川駅北工区 SD345 D22・D25

平成15年2月 民間 建築 埼玉県 (株)フジタ 東鳩ヶ谷団(立替)第2住宅建設工事 SD390 D19・D38

平成15年2月 民間 建築 東京都 三井住友建設(株)・安藤JV (仮称)イオン昭和島ショッピングセンター SD345 D19・D25

平成15年2月 民間 建築 兵庫県 神戸大学施設部 (株)フジタ
神戸大学(六高台2)綜合研究棟(理学系)

改修その他工事
SD295～SD345 D19・D22

平成15年2月 民間 建築 東京都 佐藤工業(株) 国立ガンセンター SD345 D25

平成15年2月 民間 建築 京都府 日本国土開発(株) (仮称)グランコート一乗寺新築工事 SD345～SD390 D25・D29

平成15年2月 民間 建築 大阪府 (株)フジタ (仮称)忍ヶ丘マンション新築工事 SD390 D32～D38

平成15年2月 民間 建築 大阪府 (株)鍜治田工務店 (仮称)クレアシティ鶴見花博通り新築工事 SD345～SD390 D22～D32

平成15年2月 民間 建築 大阪府 (株)淺沼組 (仮称)北堀江シティタワー新築工事 SD345～SD490 D25～D38

平成15年2月 民間 建築 東京都 イオンリテール(株) 三井住友・安藤JV (仮称)イオン昭島ショッピングセンター SD345 D19・D25

平成15年2月 民間 建築 埼玉県 都市基盤整備公団 (株)フジタ 東鳩ヶ谷団地（建替）第2住宅建設工事 SD390 D19・D38

平成15年2月 公共 建築 東京都 JR東海 清水建設(株)JV 新幹線品川駅北工区 SD345 D22・D25

平成15年2月 公共 土木 福岡県 (株)アベテクノ 橋梁補強工事 SD345 D32

平成15年1月 民間 土木 東京都 JR東日本 鉄建(株) 矢野口駅高架橋 D32・D38

平成15年1月 民間 建築 大阪府 (株)淺沼組 (仮称)イズミヤ八尾店建設工事 SD345～SD390 D22～D32

平成15年1月 民間 建築 兵庫県 鹿島建設(株) ベルパージュ西宮北口建設工事 SD345 D19～D29

平成15年1月 民間 建築 大阪府 鹿島建設(株) ファミールグラン桃山台新築工事 SD345 D19～D25

平成15年1月 民間 建築 大阪府 リバー産業(株) 西松・前田建設共同企業体 (仮称)リバーガーデン東大阪新築工事 SD345～SD390 D25～D35

平成15年1月 民間 建築 大阪府 新日鐵・竹中・奥村共同企業 岡谷鋼機(株)大阪支店新築工事 SD345～SD390 D22・D32

平成14年12月 公共 土木 大阪府 大阪府 宮地建設工業(株) 浜町･柴島歩道橋補修工事 SS400 M33・M39

平成14年12月 民間 建築 京都府 西松建設(株)
学校法人龍谷大学深草学舎

紫光館別館棟新築工事
SD345 D25

平成14年12月 民間 建築 大阪府 (株)淺沼組 (仮称)大阪シーリング印刷(株)大阪工場新築工事 SD345～SD390 D22～D32

平成14年12月 公共 建築 兵庫県 (株)淺沼組 平成14年度安富南小学校改築工事 SD345 D19～D25

平成14年12月 民間 建築 大阪府 (株)淺沼組 (仮称)ペルル福島Ⅱ新築工事 SD345～SD390 D29・D32
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平成14年12月 民間 建築 大阪府 三和建設(株) (仮称)アルス千里山西新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成14年11月 民間 建築 栃木県 大和ハウス工業(株) 昭和電気(株)本社工場増築工事 SD345 D22・D25

平成14年11月 民間 建築 大阪府 (株)奥村組 (仮称)金岡中央病院管理棟新築工事 SD345 D22・D25

平成14年11月 民間 建築 東京都 花王ロジスティクス(株) 大成建設(株) 花王八王子センター SD345 D19

平成14年10月 民間 建築 京都府 (株)淺沼組 (仮称)南山城村新保育所新築工事 SD345 D19～D25

平成14年10月 民間 建築 戸田建設(株) 高井病院増築(7)及びリハビリ棟新築工事 SD345 D19～D25

平成14年10月 民間 建築 大阪府 (株)鍜治田工務店 (仮称)天満橋マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成14年9月 民間 建築 愛知県 名古屋住宅公社(株) (株)青島設計 (株)鴻池組・熊谷・不動特別JV
大須30番第1種市街地再開発

施設建築物新築工事
SD390～SD490 D29～D38

平成14年8月 民間 建築 佐賀県 (株)豊栄建設 鳥栖商業高校管理棟 SD345 D19

平成14年8月 民間 建築 大阪府 (株)フジタ 藤和今福鶴見ホームズオアシスコート新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成14年8月 民間 建築 兵庫県 (株)淺沼組 (仮称)コスモ尼崎立花新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成14年8月 民間 建築 東京都 (株)フジタ (株)フジタ 鶴川青戸ビル新築工事 SD345 D25

平成14年7月 民間 建築 大阪府 (株)フジタ・矢野組工業建築工事JV (仮称)ジェネス光明池新築工事 SD345～SD390 D25・D29

平成14年7月 民間 建築 東京都 DHLジャパン(株) (株)フジタ (仮称)DHL新木場サービスセンター SD345 D22

平成14年6月 公共 建築 佐賀県 栗木・平田JV 公営住宅小森野団地第5工区 SD345 D22～D29

平成14年6月 民間 建築 大阪府 (株)フジタ・三井特定建設工事JV 高槻駅北地区第1種市街地再開発事業(仮称)施設建築物建設工事 SD345～SD490 D19～D41

平成14年6月 民間 建築 神奈川県 三菱地所(株) 大成建設(株) 横浜みなとみらい SD490  D35～D41

平成14年5月 民間 建築 東京都
三菱地所(株)・(株)丸の内ホテル

日本生命保険(相)・中央不動産(株)
(株)日建設計 大林JV (仮称)丸ノ内1丁目1街区(東京駅丸ノ内北口)開発 SD345 D25

平成14年5月 民間 建築 東京都 (株)ゴールドクレスト (株)松田平田設計 安藤建設(株) クレストフォルム佃2丁目新築工事 SD390 D29～D35

平成14年4月 民間 建築 滋賀県 (株)淺沼組 (仮称)近江八幡西本郷マンション新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成14年4月 民間 建築 兵庫県 (株)淺沼組 (仮称)ファミール宝塚グランスイート新築工事 SD390～SD490 D32～D41

平成14年4月 民間 建築 兵庫県 一級建築士事務所アーバンライフ(株) (株)淺沼組 南武庫之荘アーバンライフ新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成14年4月 民間 建築 大阪府 (株)鍜治田工務店 (仮称)クレアシティ新石切新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成14年3月 民間 建築 大阪府 (株)鴻池組 スーパー先頭極楽湯枚方店新築工事 SD345 D22・D25

平成14年3月 民間 建築 東京都 都市基盤整備公団 (株)フジタ 国領町八丁目地区第3住宅 SD390 D22～D38
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平成14年2月 民間 建築 大阪府 (株)淺沼組 (仮称)ユニハイム鶴見横堤駅前マンション新築工事 SD345～SD390 D22～D32

平成14年2月 民間 建築 東京都 (株)フジタ 大森2丁目マンション新築工事 SD390 D19～D38

平成14年1月 民間 建築 大阪府 (株)奥村組 私立仁川小学校屋内運動場プール棟新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成14年1月 民間 建築 京都府 (株)フジタ (仮称)藤和宇治開町マンション新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成13年12月 民間 建築 福岡県 日立造船・極東開発JV リサイクルプラザ SD345 D22・D25

平成13年12月 公共 建築 福岡県 (株)瀬口組 公営住宅天領団地第2工区 SD345 D19～D29

平成13年12月 民間 建築 大阪府 (株)淺沼組 アレキサンダービル新築工事 SD345 D22

平成13年12月 民間 建築 大阪府 若築建設(株) Dグランセ北千里青山台新築工事 SD345 D25

平成13年12月 民間 建築 大阪府 (株)鴻池組 豊中上野東アーバンライフ新築工事 SD345 D22・D25

平成13年12月 民間 建築 鹿島建設(株) 佐藤病院新築工事 SD345 D19～D25

平成13年11月 民間 建築 兵庫県 鹿島建設(株) モンテピァ芦屋三条新築工事 SD345 D19～D29

平成13年11月 民間 建築 新潟県 (株)淺沼組 北地区コミュニティ施設建設工事 SD345 D22・D25

平成13年11月 民間 建築 大阪府 佐伯建設工業(株) ルイシャトレ北堀江新築工事 SD345～SD390 D22～D32

平成13年11月 民間 建築 埼玉県 大木建設(株) 大宮北部拠点宮原C棟住宅建設工事 SD345～SD390

平成13年11月 公共 建築 兵庫県 明石市財務部施設整備課 (株)浪速設計 (株)フジタ・池内特別型共同企業体 明石市新消防庁舎等新築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成13年11月 民間 建築 東京都 (株)鴻池組 みそのビル新築工事 SD345 D25

平成13年11月 民間 建築 福島県 (株)淺沼組 ペルル福島1新築工事 SD345～SD390 D25・D29

平成13年10月 公共 土木 大阪府 阪神高速道路公団 ショーボンド建設(株) 阪神高速大阪港線阿波座～九条高架補修工事 SS400 38mm

平成13年10月 公共 土木 兵庫県 神戸市 日本国土開発(株) 神戸市腕塚ｼｰﾙﾄﾞ工事 SD345 D19～D25

平成13年10月 民間 建築 千葉県 (株)淺沼組 (仮称)平群保育園建築工事 SD345 D19～D25

平成13年10月 民間 建築 大阪府 (株)フジタ 蛍ヶ池西地区第1種市街地再開発事業施設建築物他工事 SD345～SD390 D22～D29

平成13年10月 民間 建築 大阪府 (株)地崎工業 (仮称)泉北シティタワー新築工事 SD345～SD390 D25・D29

平成13年10月 民間 建築 兵庫県 (株)錢高組 ロイヤルヴィーゼ芦屋新築工事 SD345 D22・D25

平成13年10月 民間 建築 千葉県 大木建設(株) 市川2丁目団地第5住宅建設工事 SD345～SD390

平成13年10月 民間 建築 大阪府 鹿島建設(株) 岸和田特州会病院新築工事 SD345～SD390 D19～D29
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平成13年9月 民間 建築 大阪府 新日本製鐵(株) 寝屋川デポマート新築工事 SD345 D22・D25

平成13年9月 民間 建築 大阪府 都市基盤整備公団
戸田建設(株)
岩出建設JV

12-都島リバーシティ(2BL-3)地区建設工事 SD345 D19～D32

平成13年9月 民間 建築 愛知県 (株)伊藤工務店 (仮称)七福マンション新築工事 SD345 D22・D25

平成13年9月 民間 建築 兵庫県 鹿島建設(株) 神鋼神戸製鋼所タービン設備土木建築工事(2期) SD345～SD390 D22～D32

平成13年8月 民間 建築 大阪府 三和建設(株) 林一二様天理倉庫新築工事 SD345 D25

平成13年8月 民間 建築 大阪府 大阪府建築都市部公共建築室 (株)フジタ・大成・プレハブJV 大阪府営真四宮鉄筋住宅第1期高層住宅(建替え)新築工事 SD345～SD390 D19～D35

平成13年7月 民間 建築 富山県 五洋建設(株) 魚津海陸倉庫新築工事 SD390 D29

平成13年7月 民間 建築 神奈川県 三菱地所(株) 前田建設工業(株) 横浜みなとみらい SD490  D35～D41

平成13年7月 民間 建築 鹿島建設(株) (仮称)城山ドエル新築工事 SD345 D25・D29

平成13年7月 民間 建築 大阪府 若築建設(株) Dグランセ北千里青山台新築工事 SD345 D25

平成13年7月 民間 建築 (財)恩賜財団済世会泉尾病院
(株)フジタ・不動

南海辰村JV
知的障害者厚生施設(仮称)北村の里建築工事 SD345 D22・D25

平成13年7月 民間 建築 兵庫県 (株)鴻池組 平安祭典神戸会館新築工事 SD345 D19

平成13年7月 民間 建築 大阪府 (株)錢高組 (仮称)リーベスト南住吉新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成13年6月 民間 建築 京都府 (株)フジタ 藤和シティホームズ二条室町新築工事 SD345 D19～D32

平成13年6月 民間 建築 大阪府 鹿島建設(株)・青木・大鉄JV ヨドバシカメラ梅田新築工事 SD390 D32

平成13年5月 民間 建築 兵庫県 (株)鴻池組 グランコート須磨新築工事 SD345 D22・D25

平成13年5月 民間 建築 岡山県 鹿島建設(株) フコク生命ビル SD345 D29

平成13年5月 民間 建築 東京都 鹿島建設(株) 中央復権本社ビル新築工事 SD390～SD490 D22・D29

平成13年5月 民間 建築 大阪府 大阪教育大学 (株)淺沼組・奥村・松村JV 大阪教育大学天王寺キャンパス SD345～SD390 D19～

平成13年5月 民間 建築 東京都 大木建設(株) 西葛西賃貸住宅 SD345～SD390 D19～D32

平成13年5月 民間 建築 大阪府 クボタメゾン(株) (株)フジタ メゾンドール住吉大社新築工事 SD345 D19～D25

平成13年4月 民間 建築 (株)奥村組 北条病院増築工事 SD345～SD390 D19～D29

平成13年4月 民間 建築 兵庫県 (株)鴻池組 IPSX,EAST新築工事 SD345 D19・D29

平成13年4月 民間 建築 広島県 (株)大林組・熊谷JV エルピーダメモリ新棟東広島市 SD345 D35

平成13年4月 民間 建築 兵庫県 (株)フジタ 藤和宝塚湯本新築工事 SD345 D19・D29
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平成13年4月 公共 建築 京都府 阪神高速道路公団 (株)大林組 阪神高速新十条工区 SD345 D22～D32

平成13年3月 公共 建築 福岡県 (株)奥村組・山崎JV 吉井中学校校舎改築工事 SD345 D25

平成13年3月 公共 建築 (株)淺沼組・今西組・藤原JV 国立国会図書館関西館職員宿舎新築工事 SD345 D22

平成13年2月 民間 建築 兵庫県 (株)鴻池組 (仮称)ヤナセ須磨支店名谷営業所新築工事 SD345 D22・D25

平成13年2月 民間 建築 大阪府 (株)錢高組 ローレルスクエア甲子園参番館新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成13年2月 民間 建築 京都府 戸田建設(株) 日本電産(株)京都工場新築工事 SD345～SD390 D22・D25

平成13年2月 民間 建築 (株)淺川組・酒井JV (仮称)綜合就労支援福祉施設新築工事 SD345 D22・D25

平成13年1月 公共 土木 大阪府
西松建設(株)

(株)ﾊﾝｼﾝ建設JV
南大阪湾岸流域下水道中部処理場中央増補強線下水管 SD345 D19・D22

平成13年1月 民間 建築 大阪府 (株)紙谷工務店 池田鉢塚ハイム SD345 D19

平成13年1月 民間 建築 埼玉県 (株)フジタ (仮称)川口シティータワー新築工事 SD345～SD390 D25～D38

平成13年1月 民間 建築 大阪府 (株)フジタ
高石駅前東B地区第一種市街地再開発事業施設建築物及び公共施設

建設
SD345～SD390 D19～D32

平成12年12月 民間 建築 大阪府 (株)フジタ (株)フジタ 枚方リバータウン(1)新築工事 SD345 D29～D38

平成12年12月 公共 土木 東京都 首都高速道路公団 不動・森JV 首都高速道路公団浮島作業所基礎特定建設工事 SD345 D51

平成12年11月 民間 建築 広島県 (株)フジタ ファイバービル SD345 D25

平成12年11月 民間 建築 千葉県 三洋建設(株) 姉ヶ崎マンション SD390 D25～D41

平成12年11月 民間 建築 兵庫県 (株)錢高組 敷島製パン(株)神戸工場増築工事 SD390 D29・D32

平成12年11月 民間 建築 大阪府 積水ハウス(株) 戸田建設(株) (仮称)グランドメゾン安堂寺新築工事 SD345 D19～D29

平成12年9月 民間 建築 宮崎県 志多・吉原・増田JV 宮崎地区神宮東社宅新築工事 SD345～SD390 D22・D29

平成12年9月 民間 建築 大木建設(株) ヤマダ電機 SD345 D25

平成12年9月 民間 建築 大阪府 (株)アサヒビールエンジニアリング大阪 戸田建設(株) (株)アサヒカーゴサービス大阪住之江倉庫新築工事 SD345 D22・D29

平成12年9月 民間 建築 大阪府 (株)鴻池組 甲子園集合住宅G･F棟建築工事 SD345 D19～D25

平成12年9月 民間 建築 兵庫県 (株)フジタ 上坂部三丁目地区優良建築物等整備事業 SD390 D29～D38

平成12年8月 民間 建築 兵庫県 (株)鴻池組 東宝塚さと病院新築工事 SD345 D19～D25

平成12年8月 公共 土木 兵庫県 阪神高速道路公団
鹿島建設(株)
(株)奥村組

神戸高速長田工区工事 SD345 D25～D35

平成12年7月 民間 建築 兵庫県 (株)鴻池組 須磨平安祭典新築工事 SD345 D22・D25
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平成12年6月 民間 建築 (株)秋村組 (仮称)北川マンション新築工事 SD345 D19～D25

平成12年5月 民間 建築 兵庫県 鹿島建設(株) (仮称)讀売神戸ビル新築工事 SD345 D25・D29

平成12年4月 民間 建築 神奈川県 東洋建設(株) クレストフォルム東林間 SD345 D25

平成12年4月 公共 土木 滋賀県 滋賀県 丸亀・山本JV (滋賀県)付替県道松青先1号線下部工事 SD345 D29

平成12年3月 公共 土木 大阪府 大阪府池田土木事務所 (株)奥村組JV 一般国道423号(箕面道路)工事 SD345 D16～D32

平成12年3月 民間 建築 広島県 鹿島建設(株) 宗徳高校体育棟 SD345 D19～D25

平成12年3月 公共 土木 大阪府 大阪府 (株)奥村組 高槻ｼｰﾙﾄﾞ工事 SD345 D19～D32

平成12年3月 公共 土木 大阪府 大阪府北部流域下水道事務所 (株)奥村組JV
安威川流域下水道攝津高槻雨水汚水幹線(第5工区)

下水管管渠築造工事
SD345 D19～D32

平成12年3月 公共 土木 兵庫県 神戸市交通局 鹿島建設(株) 神戸地下鉄中之島工区工事 SD345～SD390 D22～D29

平成12年3月 民間 建築 兵庫県 (株)鴻池組 (仮称)アルファステイツ鈴蘭台新築工事 SD345 D19～D25

平成12年2月 民間 建築 大阪府 (株)フジタ 枚方リバータウン SD390 D29～D35

平成12年2月 民間 建築 東京都 (株)セザールコーポレーション 前田建設工業(株) セザールプラザ東村山 SD390 D19～D29

平成12年1月 民間 建築 大阪府 (株)鴻池組 (仮称)マルヤス東豊中店新築工事 SD345 D19・D25

平成12年1月 民間 建築 大阪府 前田建設工業(株) 若江岩田駅前再開発 SD390～SD490 D22～D41

平成12年1月 民間 建築 大阪府 (株)鴻池組 イズム本社増築工事 SD345 D22・D25

平成11年12月 民間 建築 福岡県 戸田建設(株) 久留米大学御井学舎500号館新築工事 SD345 D19～D25

平成11年12月 民間 建築 大木建設(株) 山崎市営住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D32

平成11年12月 公共 建築 大阪府 大阪府 (株)鴻池組JV 大阪府健康科学ｾﾝﾀｰ SD390 D32

平成11年11月 民間 建築 大阪府 北大阪急行電鉄(株)
鹿島建設(株)・(株)森組

(株)竹中土木
北大阪急行桃山台車庫拡張工事 SD345～SD390 D19～D29

平成11年11月 民間 建築 大阪府
(株)鴻池組・(株)銭高組

(株)中道組
三洋電機ロジテックス関西物流センター SD345 D22～D29

平成11年11月 民間 建築 大阪府 (株)日商エステム 古久根建設(株) エステムコート谷町新築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成11年11月 公共 土木 大阪府 阪神高速道路公団 栗本建設工業(株)・日搭 阪神高速守口線(10-7-守)工事 SR295 D38

平成11年11月 民間 建築 兵庫県 (株)淺沼組 ワコーレ住吉川ウエスト新築工事 SD345 D19～D25

平成11年11月 民間 建築 大阪府 大阪教育大学事務局施設課
(株)淺沼組・(株)奥村組

松村特定建設JV
大阪教育大学天王寺キャンパス教育学部(第2部)校舎

放送大学学習センター
SD345～SD390 D19～D29

平成11年10月 民間 建築 千葉県 (株)セザールコーポレーション 前田建設工業(株) セザール検見川 SD390 D32
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平成11年9月 民間 建築 兵庫県 兵庫県住宅供給会社 (株)フジタ 住吉宮の前(3)住宅新築工事 SD345 D22・D25

平成11年9月 民間 建築 兵庫県 (株)フジタ カネボウ洲本SC新築工事 SD345 D19・D25

平成11年9月 民間 建築 東京都 明和地所(株) 前田建設工業(株) クリオ塩浜 SD390 D19～D38

平成11年8月 民間 建築 東京都 佐藤工業(株) 東村山 SD390 D22

平成11年7月 民間 建築 大阪府 住宅都市整備公団
(株)淺沼組

大末プレハブ(株)
リバーサイドなぎさ街C地区建設工事 SD390 D29・D32

平成11年5月 民間 建築 福岡県 戸田建設(株) 久留米大学御井学舎体育館新築工事 SD345 D19～D25

平成11年4月 民間 建築 埼玉県 リクルートコスモス 前田建設工業(株) コスモ川口原町 SD390 D22～D29

平成11年4月 民間 建築 (株)熊谷組 (仮称)高蔵町3丁目集合住宅新築工事 SD345～SD390 D19～D41

平成11年4月 公共 建築 兵庫県 神戸市交通局 西松建設(株) 神戸地下鉄御崎工区 SD345 D19～D32

平成11年3月 民間 建築 茨城県 (株)掛谷工務店 (仮称)茨城女性綜合センター SD345 D25

平成11年3月 民間 建築 大阪府 (株)大京 戸田建設(株) ライオンズマンション香里園新築工事 SD345

平成11年3月 民間 建築 奈良県
(株)淺沼組・佐藤工業(株)

木内建設(株)
奈良三条通りワシントンホテルプラザ新築工事 SD345

平成11年3月 民間 建築 千葉県
(株)フジタ

三井住友建設(株)
ららぽーと SD390 D25

平成11年3月 公共 建築 大阪府 阪神高速道路公団 (株)奥村組 正蓮寺川第2工区土留壁設置その他工事 SD345 D22～D25

平成11年3月 公共 建築 兵庫県 神戸市住宅局
(株)淺沼組・(株)森本組

村本建設(株)
(仮称)新長田駅南地区再開発ﾋﾞﾙ SD345～SD390 D22～D32

平成11年3月 民間 建築 兵庫県 鹿島建設(株) 神鋼神戸発電所タービン設備土木建築工事 SD345～SD390 D22～D29

平成11年2月 公共 建築 奈良県 神戸市交通局 (株)奥村組JV 高速鉄道海岸線苅藻工区 SD345 D22～D29

平成11年2月 民間 建築 東京都 前田建設工業(株) ハウス麻布十番 SD345 D25・D29

平成11年2月 民間 建築 東京都 鹿島建設(株) 西新宿6丁目共同ビル SD345 D25

平成11年1月 民間 建築 大阪府 (株)安藤・間 ファミール野江内代新築工事 SD345 D22・D25

平成11年1月 公共 建築 大阪府 大阪市 (株)双星設計 (株)奥村組 住吉スポーツセンター SD345 D19～D25

平成10年11月 民間 建築 東京都 住宅都市整備公団 前田建設工業(株) 住宅都市整備公団南千住 D25～D38

平成10年9月 公共 建築 兵庫県 神戸市 (株)フジタ 新長田駅南地区腕塚5第一工区再開発ﾋﾞﾙ SD390 D19～D29

平成10年9月 公共 建築 大阪府 大阪府港湾局 旧堺港堅川水門 SD345 D19～D25

平成10年9月 公共 建築 大阪府 大阪府 (株)奥村組 正連寺川河川築造工事 SD345 D22・D25
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平成10年9月 公共 建築 大阪府 大阪府 (株)安藤・間 正連寺川河川築造工事 SD295 D29～D35

平成10年5月 民間 建築 大阪府 (株)フジタ 枚方リバータウン新築工事 SD345 D29～D38

平成10年2月 民間 建築 東京都 前田建設工業(株) 豊島八丁目団地A-2棟 SD390 D19～D35

平成10年2月 民間 建築 東京都 大成建設(株) 東京慈恵医科大学H2棟建設工事 SD390 D29・D32

平成9年8月 公共 建築 大阪府 大阪府 (株)フジタ 豊中-2団地建替工事 SD345 D25～D32

平成9年6月 民間 建築 東京都 西洋環境 前田建設工業(株) ヴィルヌーブ綾瀬 SD345 D29・D32

平成7年8月 民間 建築 千葉県
前田建設工業(株)
(株)内野屋工務店

九十九里センター SD345 D29

平成7年5月 民間 建築 静岡県 前田建設工業(株) 藤枝明誠高校 SD345 D25

平成7年5月 民間 建築 千代田生命保険相互会社
大成建設(株)

(株)フジタ
千代田生命研修センター SD390 D32～D41

平成7年2月 民間 建築 住宅都市整備公団関東支店 前田建設工業(株) 新町１丁目団地新築工事 SD390 D32

平成7年1月 民間 建築 (株)ナイキジャパン (株)フジタJV ナイキジャパン作業所 SD345 D29・D32

平成7年1月 民間 建築 千葉県
前田建設工業(株)

五洋建設(株)
船橋海神作業所 SD345 D22～D32

平成7年1月 公共 建築 東京都 厚生省 佐藤工業(株)JV 国立ｶﾞﾝｾﾝﾀｰ SD345 D32

平成7年1月 公共 建築 愛知県 五洋建設(株) 瑞穂区役所 SD345 D25

平成7年1月 民間 建築 東京都 八王子清掃 五洋建設(株) 戸吹清掃工場 SD345 D25

平成6年12月 民間 建築 三井住友建設(株) 興亜興業プラント棟 SD345 D22

平成6年11月 民間 建築 東京都 住宅都市整備公団
(株)長谷工コーポレーション

前田建設工業(株)・大成建設(株)
(株)竹中工務店・(株)大林組

住宅都市整備公団八王子研究所施工実験住棟 SD345 D22

平成6年11月 民間 建築 前田建設工業(株) 大久保ルーテル D22

平成6年10月 公共 建築 東京都 佐藤工業(株)・大成建設(株) 国立ｶﾞﾝｾﾝﾀｰ SD345 D32

平成6年10月 民間 建築 千葉県 住宅都市整備公団 日本国土開発(株) 住宅都市整備公団柏 SD345 D35

平成6年7月 民間 建築 埼玉県 住宅都市整備公団 日本国土開発(株) 住宅都市整備公団草加 SD345 D29・D32

平成6年7月 公共 建築 五洋建設(株) 昭和小学校 SD345 D25

平成6年7月 公共 土木 千葉県 成田興業(株) 成田松尾線橋梁工事 SD345 D19

平成6年7月 民間 建築 五洋建設(株) 愛宕倉庫 SD345 D25

平成6年3月 民間 建築 滋賀県 西洋大津 日本国土開発(株) ヴェルヌーブ大津におの浜 SD345 D29～D35
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平成6年3月 民間 建築 宮崎県 フェニックスリゾート(株) 日本国土開発(株) フェニックスリゾートシステムモール SD345 D25～D41

平成5年8月 公共 建築 大阪府 大阪市 (株)梓設計 日本国土開発(株) 大阪市立西商業高校新築工事 SD345 D19・D25

平成5年8月 公共 土木 神奈川県 首都高速道路公団 日本国土開発(株) 高速浮島陸上トンネル部 SD345 D25～D41

平成5年7月 民間 建築 福岡県 (株)大京 岡野設計 前田建設工業(株) ライオンズマンション白木原 SD390 D25・D29

平成5年6月 民間 建築 東京都 (株)長谷工コーポレーション (株)長谷工コーポレーション 総合新白岡 SD345 D25～D35

平成5年6月 民間 建築 大阪府 日本国土開発(株) 堺中谷ビル新築工事 SD345 D22・D25

平成5年5月 民間 建築 日本国土開発(株) 三井東圧新高志寮新築工事 SD345 D19～D25

平成5年5月 民間 建築 埼玉県 (株)ロッテ 日本国土開発(株) ロッテ狭山女子寮 SD390 D22～D29

平成5年4月 民間 建築 神奈川県 住宅都市整備公団 佐藤工業(株) 住宅都市整備公団厚木東部 SD390 D32～D41

平成5年2月 民間 建築 (株)長谷工コーポレーション 進和妙法寺IV SD345 D22～D29

平成4年11月 民間 建築 大阪府 (株)長谷工コーポレーション (株)長谷工コーポレーション ディオフェルティ千代田 SD345 D25

平成4年10月 民間 建築 東京都 住宅都市整備公団 日本国土開発(株) 住宅都市整備公団小岩 SD345 D29・D32

平成4年10月 民間 建築 千葉県 (株)ブリジストン
(株)長谷工コーポレーション

日本国土開発(株)
ブリジストン市川研修所 SD345 D25・D29

平成4年10月 民間 建築 神奈川県 日本国土開発(株) 技術研究所 SD345

平成4年10月 民間 建築 京都府 (株)長谷工コーポレーション 長岡京グリーンマンション SD345 D25・D29

平成4年6月 民間 建築 大阪府 (株)阪神住建 日本国土開発(株) 阪神ハイグレードマンション SD345

平成4年3月 民間 建築 熊本県 阿蘇高森ゴルフ倶楽部 日本国土開発(株) 阿蘇高森ゴルフ倶楽部駐車場 SD345 D22～D29

平成3年5月 民間 建築 日本国土開発(株) サントピアIV SD345 D22～D29

平成3年5月 民間 建築 京都府 (株)にしざき 日本国土開発(株) マリントピア天橋立マンション SD345 D25～D32

平成2年10月 民間 建築 兵庫県 日本国土開発(株) 尼崎リサーチインキュベーションセンター SD345 D22～D29

平成2年5月 民間 建築 兵庫県 医療法人明和病院 (株)内藤建築設計 (株)明和工務店 明和キャンサークリニック新築工事 SD345 D22・D25

平成2年5月 民間 建築 大阪府
日本国土開発(株)
南海辰村建設(株)

東京海上ビル SD345 D22～D29

民間 建築 東京都 公益社団法人地域医療振興協会
久米設計・環境デザイン研究所

共同企業体
栄鉄筋工業（株） (株)フジタ 練馬光が丘病院改築工事 SD345～SD390 D22・D32・D35

民間 建築 東京都 （株）いなげや （株）A＆F建築事務所 ノハラスチール（株） （株）福田組 （仮称）いなげや国分寺東恋ヶ窪店新築工事 SD345 D25

民間 建築 埼玉県 ト－ヨ－ケム（株） （株）安藤・間 国重工業（株） （株）安藤・間 ト－ヨ－ケム（株）川越製造所技術管理棟新築工事 SD390 D29



令和4年6月現在

着工日
(平成○年○月)

工事種類
(公共・民間)

工事種別
(建築・土木)

工事場所
(都道府県)

発注者 設計監理者 鉄筋業者 受注者 工事名称 鋼種  鋼径(呼び名)

　　ＣＢ工法施工実績表

民間 建築 茨城県 EL APSC合同会社
鹿島建設（株）

エンジニアリング事業部
建築設計本部

石澤工業（株）
（株）中三川工業

（株）カネダ
鹿島建設（株） E社SAKURAフェーズ1/2 SD345～SD390 D25・D32・D35・D38
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