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施工実績一覧

区分 現場名 内容 数量 ゼネコン

文教施設 関西学院大学 フローリング 560 ㎡ 

八幡中学校 フローリング 1,260 ㎡ 間組

八幡中学校 ブロック 2,630 ㎡ 間組

高野山小学校 フローリング 960 ㎡ 岩出建設

竜谷大学瀬田キャンパス フローリング 1,860 ㎡ 飛鳥・西武JV

三日市小学校 フローリング 730 ㎡ 木谷工務店

八日市・布引運動公園体育館 フローリング 2,100 ㎡ 間組・丸八JV

香櫨園小学校 フローリング 680 ㎡ 新栄工務店

堺市三宝小学校 フローリング 760 ㎡ 岩井建設

西神春日台幼稚園 フローリング 235 ㎡ 森大住宅建設

浪商学園熊取学舎（大阪体育大学） フローリング 2,300 ㎡ 大成建設

玉島北中学校 フローリング 5,810 ㎡ 荒木組・蜂谷工業

柏原市国分小学校 フローリング 820 ㎡ 松田建設

神戸大学付属小学校・中学校 フローリング 515 ㎡ 熊谷組

大阪大谷学園 ブロック 1,170 ㎡ 清水建設

高野山小学校 フローリング 720 ㎡ 岩手建設

府立福井高校体育館 フローリング 1,210 ㎡ 掛谷工務店

加美中学校 フローリング 655 ㎡ 吉原建設産業

加茂川町民体育館 フローリング 1,580 ㎡ 鴻池・蜂谷JV

上荘小学校 フローリング 910 ㎡ 宮下組

幸島小学校 フローリング 625 ㎡ 大神工業

本多聞保育所 フローリング 350 ㎡ 龍工務店

鶴見商業高校 フローリング 1,000 ㎡ 松本組

岡山光南台中学校 フローリング 675 ㎡ 伊沢工務店

段上小学校 フローリング 595 ㎡ 吉岡組

繊維学園 フローリング 990 ㎡ 戸田建設

神戸本山中学校 フローリング 1,840 ㎡ 明和・林・大木JV

芦田小学校 フローリング 350 ㎡ 森田工務店

箕面市豊川南小学校 フローリング 422 ㎡ 掛谷工務店

吹田養護学校 フローリング 499 ㎡ 紙谷工務店

大阪芸術大学 フローリング･システム床 5,800 ㎡ 大成・前田ＪV

荒井小学校 フローリング･システム床 4,600 ㎡ ソネック

自由ヶ丘小学校 フローリング･システム床 950 ㎡ 

堀川高校校舎 フローリング 7,800 ㎡ 鴻池組

加古川中学校体育館 フローリング 1,210 ㎡ ソネック

大阪狭山市総合体育館 フローリング 2,650 ㎡ 大阪狭山市

芦屋山手小学校 フローリング 3,860 ㎡ 清水建設

加古川市立上荘小学校体育館 フローリング 721 ㎡ 宮下組

高砂小学校 フローリング 756 ㎡ 西村工務店

塩屋小学校 フローリング 876 ㎡ 岡工務店

別府第二小学校 フローリング･ブロック 4,612 ㎡ 鹿島建設

鹿島中学校 フローリング･ブロック 1,748 ㎡ 塩屋運輸建設

中筋小学校 フローリング･ブロック 1,709 ㎡ 塩屋運輸建設

伊川谷中学校 フローリング 528 ㎡ 塩屋運輸建設

坂越中学校 フローリング･ブロック 946 ㎡ 目木組

立教新座中・小学校（関東） フローリング 860 ㎡ 清水建設

衣川中学校 フローリング 1,110 ㎡ 辻建設

小津小学校 ブロック 700 ㎡ 辻寅建設

加古川中学校 フローリング 538 ㎡ 富士工木

尾上小学校 フローリング 357 ㎡ タクト

川西小学校 フローリング 323 ㎡ 橋本建設

福田小学校 フローリング 695 ㎡ ジェイオー建設

別府小学校 フローリング 800 ㎡ 平成建設

社中学校 フローリング 1,038 ㎡ 藤本工務店

国包コミュニティセンタ－ フローリング 367 ㎡ 前川建設

平岡幼稚園 フローリング 112 ㎡ ﾏﾙﾔﾏ孝建設興業

山手小学校 フローリング 897 ㎡ 辻建設

追手門幼稚園 フローリング 1,200 ㎡ 清水建設

森本中学校体育館 フローリング 859 ㎡ 中川青山JV

社中学校格技場 フローリング 360 ㎡ 藤本工務店



施工実績一覧

区分 現場名 内容 数量 ゼネコン

一宮町立染河内小学校 フローリング 750 ㎡ 上板建設

稲美町立天満南小学校 フローリング 823 ㎡ 

有年中学校 フローリング 240 ㎡ フジタ

社町立福田小学校 フローリング 934 ㎡ ジェイオー建設

米田小学校 フローリング 486 ㎡ ヨリフジ建設

佐用中学校 フローリング 371 ㎡ 

氷上町立中央幼稚園 フローリング 320 ㎡ 吉住・垣本JV

上津中学校屋内運動場 フローリング 1,245 ㎡ 赤鹿建設

中町立中学校 フローリング 920 ㎡ 高階

南山城学園 ウッドデッキ 50 ㎡ 清水建設

愛光保育園 フローリング 610 ㎡ 淡路土建

赤穂東中学校 フローリング 120 ㎡ 中道工務店

赤穂中学校 フローリング 245 ㎡ 中道工務店

朝陽ヶ丘幼稚園 フローリング・鋼製床・二重床システム 1,535 ㎡ 清水建設

有年中学校 フローリング 510 ㎡ フジタ

大阪体育大学付属中学校 フローリング 100 ㎡ 大成建設

尾崎幼稚園 フローリング 150 ㎡ 清水組

柏原高等学校・格技場 フローリング 220 ㎡ 吉竹工務店

神戸市立 霞ヶ丘小学校 フローリング 230 ㎡ 昭和ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

華頂短期大学 二重床システム 1,130 ㎡ 鹿島建設

関西国際大学ｱﾒﾆﾃｨ棟 フローリング・ウッドデッキ 170 ㎡ 清水建設

京都繊維工芸大学 ウッドデッキ 185 ㎡ 京田建設

志方中学校 フローリング 230 ㎡ 兵庫建設

淳心学院 フローリング・鋼製床 2,453 ㎡ 清水建設

宍粟市立 城下小学校 フローリング 925 ㎡ 八幡建設

丹波市立 進修小学校 フローリング 665 ㎡ 荻野建設

新丸岡中学校 ウッドデッキ 730 ㎡ 五洋・見谷・元井JV

杉原谷小学校 フローリング 125 ㎡ 三和建設

県立太子高等学校　 フローリング 195 ㎡ 安藤・進藤・永岡JV

但馬高等学校　但馬寮 フローリング 260 ㎡ 高階

谷上保育園　改修 フローリング 370 ㎡ 高階

中部中学校　管理棟 フローリング 120 ㎡ 歩信栄建設

塚本幼稚園 フローリング 380 ㎡ 間組

稲美町立 天満南小学校 フローリング 395 ㎡ 

姫路工業高等学校 フローリング 1,100 ㎡ 大林・山口・北村JV

神戸市立 福池小学校 フローリング 115 ㎡ 昭和ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

西脇市立 双葉小学校 フローリング 630 ㎡ フジイ工芸

文の里中学校体育館兼講堂 フローリング 720 ㎡ 北口・安原・経常JV

龍野市 御津中学校 技術室 フローリング 140 ㎡ 西野建設

加古川市立 陵北小学校 フローリング 710 ㎡ 富士土木興業

高砂南高校体育館 フローリング 1,300 ㎡ 岡工務店

あおい宙保育園 フローリング 686 ㎡ 清水建設

有年中学校体育館 フローリング 650 ㎡ 三木組
神港学園神港高校体育館 フローリング 807 ㎡ ｼﾐｽﾞ・ﾋﾞﾙﾗｲﾌｹｱ関西
歌敷山中学校 フローリング 1,400 ㎡ 橋本建設

天王寺幼稚園 フローリング 480 ㎡ 藤木組

京都学園大学体育館・武道場 フローリング・鋼製床 2,300 ㎡ 清水建設

枚田小学校 フローリング 2,400 ㎡ 鴻池組・松本組JV

賢明学院講堂 フローリング 1,850 ㎡ 清水建設

目黒星美学院 フローリング 1,220 ㎡ 清水建設

ヒコみずのジュエリーカレッジ フローリング・二重床システム 920 ㎡ 加賀田組

あやの保育園 フロ－リング 700 ㎡ 昌建工業

新神戸学園　剣道場 フローリング・鋼製床 220 ㎡ 清水建設

府立木津高校 フローリング 700 ㎡ 京都建工

神戸太田中学校 フローリング 1,850 ㎡ 岡工務店

航空保安大学校 フローリング 3,300 ㎡ 大成建設

星光学園Ⅰ期 フローリング 6,100 ㎡ 清水建設

関西化学大学学研・登美ケ丘 フロ－リング 2,130 ㎡ 間組

仁川学院 フロ-リング・二重床システム 1,690 ㎡ 清水建設

西伊丹学園　西伊丹幼稚園 フロ-リング・二重床システム 1,069 ㎡ 清水建設
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長峰中学校耐震補強 フロ－リング 375 ㎡ 藤原建設

室内小学校耐震補強 フロ－リング 668 ㎡ 藤原建設

高鷲学園児童擁護施設 フロ－リング 1,079 ㎡ 松井建設

灘小学校 フロ－リング 746 ㎡ 柴田工務店

倭文小学校 フロ－リング 589 ㎡ 

やまと保育園 フロ－リング 620 ㎡ 中和ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ

華頂短期大学 フローリング・鋼製床 1,136 ㎡ 清水建設

高鷲学園Ⅱ期工事 フロ－リング 280 ㎡ 

高鷲保育園 フロ-リング・二重床システム 940 ㎡ 松井建設

仁川学院Ⅱ期工事 フロ－リング 2,300 ㎡ 清水建設

平和の園保育園 フロ-リング・二重床システム 830 ㎡ 藤木工務店

泉北光明幼稚園 フロ－リング 700 ㎡ 藤木工務店

履正社1号館西館 フロ－リング 300 ㎡ 掛谷工務店

松蔭女子学院 フロ－リング 1,800 ㎡ 竹中工務店

泉佐野第2小学校 フロ－リング 2,830 ㎡ 東洋建設

同志社中学校・高等学校 フロ－リング 6,480 ㎡ 大林組

金閣小学校.中京中学校 フロ－リング 800 ㎡ 

八幡市立男山第二中学校 フロ－リング 250 ㎡ 阪本建設

けやき坂保育園 フローリング 598 ㎡ 掛谷工務店

木津川市立木津学研中学校 フローリング 4,896 ㎡ 間組

ようすい保育園 フローリング 1,000 ㎡ 清水建設

神童幼稚園 フローリング 700 ㎡ 藤木工務店

大阪聖母保育園 フローリング 260 ㎡ 清水建設

御影小学校 フローリング 430 ㎡ 大垣林業

十津川村立十津川中学校 フローリング 1,500 ㎡ 奥村組

宇品ナーガ第二保育園 フローリング　　 400 ㎡ 清水建設

葛城市新庄小学校 フローリング　　 1,150 ㎡ 奥村組

府中小学校1期 フローリング 1,700 ㎡ 清水建設

幸福の科学学園 フローリング　　 2,000 ㎡ 清水建設

ノートルダム学院小学校 フローリング　　 250 ㎡ 清水建設

関西国際大学看護実習棟 フローリング　　 355 ㎡ 清水建設

大阪府警察学校 フローリング　　 1,550 ㎡ 清水建設

京都駿台予備校 置床 2,600 ㎡ 清水建設

わんぱく保育園 フローリング　　 1,100 ㎡ 間組

枚方関西医科大学 鋼製床・フローリング 1,359 ㎡ 清水建設

府中小学校2期 フローリング　　 1,700 ㎡ 清水建設

京都里の西保育園 ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑ・フローロング 1,470 ㎡ 清水建設

堺清風南海学園 フローリング・鋼製床 1,140 ㎡ 清水建設

広島桜ヶ丘高校 フローリング・鋼製床 3,770 ㎡ 清水建設

三原南小学校 フローリング 2,500 ㎡ 清水建設

南部小学校 フローリング 4,500 ㎡ 清水・岡野・太平・関電工・東洋熱

安田女子大学新5号館 フローリング 2,300 ㎡ 清水建設

堺阪南大学50周年記念 二重床・ＯＡ 500 ㎡ 清水建設

南山城学院 フローリング 400 ㎡ 清水建設

葺合高校 フローリング・鋼製床 1,900 ㎡ 清水建設

成城学園 フローリング 1,300 ㎡ 清水建設

公共施設・住宅 奈良市営 フローリング 2,100 ㎡ 尾田・三和・山上

雇用促進住宅御所宿舎 フローリング 2,365 ㎡ 鍛治田藤井ＪＶ

豊中二葉町団地 ネダフォ－ム・フローリング 3,785 ㎡ 多田建設

平野老人ホーム舞台工事 フローリング 160 ㎡ 共同企業体

瓦ミュージアム フローリング 255 ㎡ 秋田組

原田マンション フローリング 850 ㎡ 大成建設

すずかけ台５パークサイド ネダフォ－ム・フローリング 9,500 ㎡ 掛谷工務店

北青木第４住宅 システム床 415 ㎡ 岡工務店

ＪＲ以南コミュニティセンター フローリング 280 ㎡ 不動建設

神戸蒲ヶ丘郵政宿舎 ネダフォ－ム・フローリング 1,310 ㎡ 松井・日東ＪＶ

第２号東大阪市営住宅 フローリング 260 ㎡ 共同企業体

北川マンション ネダフォ－ム・フローリング 780 ㎡ 間組

西神南８団地 フローリング 3,835 ㎡ 清水建設

神戸新劇ビル ネダフォ－ム・フローリング 2,460 ㎡ 大成建設
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栗東トレーニングセンター システム床･フローリング 410 ㎡ 間組

研究学園１９団地 システム床･フローリング 2,335 ㎡ 岡工務店

赤穂市老人保健施設 フローリング 528 ㎡ 清水建設

市公社高見住宅 二重床システム・フロ－リング 7,200 ㎡ 東海興業

東大阪市営加美柿花 フローリング 2,100 ㎡ 共立建設

コーポラティブハウス神戸２ 二重床システム・フロ－リング 9,900 ㎡ 大成建設

朝日ヶ丘団地 ネダフォーム・二重床・フローリング 6,812 ㎡ ソネック

芦屋第七コーポラス フローリング 1,365 ㎡ 大成建設

深江駅前ビル 二重床システム・フロ－リング 5,340 ㎡ 間組

楠町住宅 二重床システム・フロ－リング 1,400 ㎡ 清水建設

大倉山住宅 二重床システム・フロ－リング 12,800 ㎡ 清水建設

灘・日出町団地Ｋ地区 二重床システム・システム床 4,542 ㎡ 清水建設

六甲アイランド（2）団地 二重床システム・フロ－リング 4,500 ㎡ フジタ

伊丹中野団地 フローリング 7,500 ㎡ フジタ

南芦屋浜団地Ａ地区 ネダフォーム・二重床システム・フローリング 2,800 ㎡ フジタ

大阪労災病院リハビリ棟 フローリング 1,350 ㎡ 間組

豊中老人デイサービスセンター フローリング 750 ㎡ 服部建設

栗東トレーニングセンター 二重床システム・フロ－リング 650 ㎡ 長谷工

神戸ハイタウン 二重床システム・フロ－リング 11,650 ㎡ 大成建設

神戸灘区О地区住宅 フローリング 16,200 ㎡ 清水建設

神戸灘区Ｎ地区住宅 フローリング 15,800 ㎡ 大林組

シルバーヴィラ東甲子園 フローリング 1,861 ㎡ 間組

公団玉川 ネダフォ－ム・フローリング 3,000 ㎡ フジタ

彩都ビレッジ集合住宅 二重床システム・フロ－リング 24,300 ㎡ 大成建設

農村振興コミニティ施設 フローリング 400 ㎡ 辻正

加美町町民体育館改修 フローリング 1,000 ㎡ イマナカ

新長田大橋5工区 直貼フローリング 3,930 ㎡ 大林組

ヴィラ鳳凰 フローリング・二重床システム 6,700 ㎡ 清水建設

東灘警察署 フローリング・鋼製床・二重床システム 200 ㎡ 藤原建設

西条図書館 フローリング 1,600 ㎡ 松井建設

神戸医療センター システム床 15,567 ㎡ 清水建設

紀の川新庁舎 フローリング・デッキ 500 ㎡ 東洋建設

白沙村橋本美術館 フローリング・デッキ 250 ㎡ 公成建設

大津中央計画住宅 フローリング 2,500 ㎡ 大林組

須磨シティー灘Ｅ街区住宅 フローリング 6,000 ㎡ 大鉄工業

須磨シティー灘D街区住宅 フローリング 2,700 ㎡ 大鉄工業

須磨シティー灘C街区住宅 フローリング 4,900 ㎡ 大鉄工業

ﾌﾟﾚｻﾝｽﾛｼﾞｪ大津柳が崎 フローリング 3,500 ㎡ 西武建設

公共物件 古代歴史記念美術館 フローリング 860 ㎡ 竹中工務店

亀岡生涯学習センター フローリング 1,800 ㎡ 大成建設

関西日仏学館 ブロック 528 ㎡ 清水建設

河内長野文化施設 フローリング 267 ㎡ 大林・松村JV

中央公会堂保存再生工事 フローリング 2,550 ㎡ 清水建設

兵庫芸術文化センター フローリング 5,400 ㎡ 大成建設JV

京都迎賓館 フローリング(特注品) 1,600 ㎡ 大林,竹中,鹿島JV

美原複合シビック施設 フローリング 520 ㎡ 栗本・町田JV

次世代スーパーコンピューター施設 フローリング 130 ㎡ 大林組

豊中市文化芸術ｾﾝﾀｰ フローリング 800 ㎡ 大林組

民間住宅 西林マンション 二重床システム 860 ㎡ 掛谷工務店

西宮松原マンション 二重床システム 57 戸 東海興業

パークハイム苦楽園 フローリング 529 ㎡ 三井建設

グランドビスタ生駒 フローリング 710 ㎡ 多田建設

ルモン東加賀屋 二重床システム 360 ㎡ 東海興業

サンワプラザ新神戸 フローリング 3,028 ㎡ 三井建設

八尾谷浦マンション 二重床システム 2,040 ㎡ ユニチカ建設

パデシオン三室戸 二重床システム 960 ㎡ 睦備建設

サンプラザ大淀南⑳ フローリング 715 ㎡ 安藤建設

クレオ塚口 フローリング 550 ㎡ 清水建設

オルタンシア六甲 二重床システム 2,200 ㎡ 母倉工務店

ルヴィラ堀川 フローリング 825 ㎡ 間組



施工実績一覧

区分 現場名 内容 数量 ゼネコン

ファミール夙川 フローリング 340 ㎡ 間組

善元マンション フローリング 310 ㎡ 安藤建設

森澤マンション 二重床システム 560 ㎡ ユニチカ建設

吉田マンション 二重床システム・フローリング 2,800 ㎡ 紙谷工務店

ファミール六甲道 フローリング 1,800 ㎡ 西松建設

コートドール夙川 二重床システム・フローリング 3,380 ㎡ 清水建設

甲南グランメール岡本 フローリング 960 ㎡ 村上工務店

ファミール北野田 二重床システム 580 ㎡ 大本組

ハウスローズガーデン 二重床システム・フローリング 1,050 ㎡ 銭高組

ベルアーバニティ宝塚 二重床システム・フローリング 4,385 ㎡ クマダ

能西マンション 二重床システム・フローリング 1,250 ㎡ 松村組

ソブレ京都 システム床工事 2,465 ㎡ 東海興業

青野邸 システム床工事 310 ㎡ 堺工務店

コムーネ山下町 二重床システム・フローリング 625 ㎡ 岡工務店

黒田ファミリーマンション 二重床システム・フローリング 485 ㎡ 岡工務店

レガシースクエア 二重床システム・フローリング 860 ㎡ 岡工務店

DAIMON平田町 フローリング 130 ㎡ 岡工務店

安田マンション ネダフォ－ム・フローリング 415 ㎡ ユニチカ建設

６-すずかけ台マンション システム床工事 650 ㎡ 東海興業

松井マンション フローリング 880 ㎡ タイヘイ建築

山内マンション ネダフォ－ム・フロ－リング 225 ㎡ 柄谷工務店

由上マンション 二重床システム・フローリング 2,500 ㎡ 紙谷工務店

コムーネ本山南1番館・3番館 フローリング 880 ㎡ 清水建設

ファミール伊川谷 二重床システム 1,860 ㎡ 清水建設

本山北町マンション フローリング 560 ㎡ 清水建設

三田ウッディタウン計画 フローリング 1,235 ㎡ 清水建設

ユニライフ住吉公園 フローリング 865 ㎡ ユニチカ建設

ファインコート武庫川 フローリング 1,100 ㎡ 金山工務店

岩城マンション フローリング 845 ㎡ 生和建設

坂口マンション システム床・フローリング 980 ㎡ 末広建設

ベルアーバニティ名塩 フローリング 1,770 ㎡ 松村組

第二中西マンション 二重床システム 860 ㎡ 掛谷工務店

内瀬安田マンション 二重床システム 780 ㎡ 掛谷工務店

橋井マンション 二重床システム 1,100 ㎡ 掛谷工務店

荒木マンション フローリング 320 ㎡ 薮内工務店

新大宮第一ビル フローリング 460 ㎡ 大成建設

シャンティ舞子 システム床・フローリング 600 ㎡ 多田建設

大庄北マンション フローリング工事 510 ㎡ 清水建設

ジェームス山ヒルズⅡ期工事 フローリング 3,930 ㎡ 清水建設

ワコーレ朝霧シーサイトヒルズ システム床・フローリング 3,200 ㎡ 清水建設

東洋王子公園マンション フローリング 750 ㎡ 清水建設

芦屋サニーガーデン システム床・フローリング 2,600 ㎡ 清水建設

小束山マンション フローリング 4,967 ㎡ 大昌建設

リーベスト鴨子ヶ原 フローリング 2,033 ㎡ 新井組

ラヴィーヌ砥堀 フローリング 2,140 ㎡ 北村工務店

リーベル明石 フローリング 569 ㎡ 前川建設

藤沢マンション フローリング 950 ㎡ 岡工務店

ルナ・ドーム フローリング 616 ㎡ 岡工務店

宮永マンションⅡ フローリング 1,630 ㎡ ﾌｯﾄﾜｰｸﾊｳｼﾞﾝｸﾞ

岡本マンション フローリング 510 ㎡ 岡工務店

宮脇マンション フローリング 460 ㎡ 岡工務店

第二黒川マンション 二重床システム 749 ㎡ 掛谷工務店

吉田マンション 二重床システム 974 ㎡ 大同建設

西村マンション 二重床システム 1,162 ㎡ 大成プレハブ

第三辻マンション 二重床システム 478 ㎡ 掛谷工務店

泉北原山台 フローリング 2,538 ㎡ 長谷工

大山崎三期 フローリング 4,570 ㎡ 長谷工

ユニハイム山崎Ⅱ フローリング 2,200 ㎡ 長谷工

大山崎Ⅰ期 フローリング 3,063 ㎡ 長谷工

関電興業 二重床システム 1,313 ㎡ 佐藤工業



施工実績一覧
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関山マンション 二重床システム・フローリング 758 ㎡ 紙谷工務店

奥野マンション フローリング 720 ㎡ 紙谷工務店

リーガル九条 フローリング 805 ㎡ 紙谷工務店

パデシオン伊勢田Ⅰ期 フローリング 4,300 ㎡ 睦備建設

パデシオン伊勢田Ⅱ期 フローリング 4,800 ㎡ 睦備建設

オルテンシヤ神戸 二重床システム・フローリング 5,172 ㎡ 大成建設

コスモ上穂積 フローリング 925 ㎡ 掛谷工務店

ファミール朝潮橋 フローリング 1,633 ㎡ 大本組

クロス磯上 フローリング 630 ㎡ 安藤建設

富士火災茨木住宅 フローリング 3,539 ㎡ 間組

東矢倉マンション フローリング 3,901 ㎡ 間組

ジェームス山ヒルズⅢ期 フローリング 3,593 ㎡ 清水建設

ワコーレ新神戸 フローリング 1,030 ㎡ 清水建設

ワコーレ脇浜 フローリング 7,888 ㎡ 清水建設

センチュリー竹谷 二重床システム・フローリング 6,564 ㎡ 住研

千里パノラマハイツⅡ 二重床システム・フローリング 2,738 ㎡ 住研

北鳳住宅 フローリング 1,411 ㎡ 大森工務店

六甲アイランドイーストコート 二重床システム・フローリング 330 ㎡ 銭高組

南巽マンション フローリング 1,115 ㎡ 日本建設

イトーピア枚岡公園 フローリング 1,529 ㎡ 西武建設

六甲アイランドシティ 二重床システム・フローリング 925 ㎡ 銭高組

樋ノ池町アーバンライフ 二重床システム・フローリング 1,171 ㎡ 銭高組

王子製紙㈱竹の花社宅 フローリング 3,815 ㎡ 銭高組

長尾マンション フローリング 2,246 ㎡ 銭高組

ユニライフ羽衣 フローリング 600 ㎡ 今西組

セザール玉造 二重床システム・フローリング 600 ㎡ 日本建設

杉本マンション フローリング 692 ㎡ 薮内工務店

順一マンション フローリング 1,553 ㎡ 大成建設

セザール天神橋 フローリング 1,196 ㎡ 坂田建設

サングレイド加古川 二重床システム 2,400 ㎡ 前川建設

本山南マンション フローリング 14,600 ㎡ 清水建設

オーズタウンⅠ・Ⅱ期 フローリング 13,800 ㎡ 清水建設

パデシオン烏丸十条 フローリング 4,600 ㎡ 睦備建設

近鉄ローレルコート緑ヶ丘 フローリング 11,600 ㎡ 清水建設

平林分譲住宅Ⅱ期 フローリング 5,552 ㎡ 清水建設

ジークレフ御影山手Ⅰ期 フローリング 1,102 ㎡ 清水建設

ジークレフ御影山手Ⅱ期 フローリング 3,410 ㎡ 清水建設

アーバンライフ親王塚 フローリング 1,842 ㎡ 清水建設

アルス尼崎元浜マンション フローリング 3,308 ㎡ 清水建設

高松町プロジェクト フローリング 2,100 ㎡ 清水建設

ファミール川西 フローリング 1,786 ㎡ 大成建設

コスモ東洞院 フローリング 3,760 ㎡ 太平工業

小明町マンション フローリング 7,630 ㎡ 太平工業

ローレルコート都島友渕 フローリング 3,522 ㎡ 清水建設

サンタクス西宮上甲東園 フローリング 2,267 ㎡ 松村組

パデシオン伏見桃山最上 フローリング 4,290 ㎡ 睦備建設

エステムコート清水坂 フローリング 2,125 ㎡ ユニチカ

コートアメニティ交野 フローリング 8,946 ㎡ 川田工業

長田駅前地区再開発 フローリング 4,784 ㎡ 三井JV

ダイヤパレス玉造 フローリング 747 ㎡ 松村組

なみはやマンション フローリング 1,780 ㎡ 安藤建設

国立滋賀病院 フローリング 740 ㎡ 佐藤JV

八幡通プロジェクト フローリング 1,660 ㎡ 岡工務店

コーポラティブ大和八木 フローリング 1,800 ㎡ 森本組

アパガーデンヒルズ吹田 フローリング 5,245 ㎡ 小松建設

ファーストタワー西大津 フローリング 20,971 ㎡ フジタ

アパガーデンコート上野芝 フローリング 5,870 ㎡ 大成建設

パデシオン京都駅前 フローリング 2,950 ㎡ 睦備建設

ロイヤルメドゥ島之内 フローリング 4,340 ㎡ 青木建設

ワコーレ大蔵海岸 フローリング 1,115 ㎡ 多田建設
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ハーティネストアロード中山手 フローリング 3,950 ㎡ 清水建設

阪急伊丹駅前 フローリング 5,500 ㎡ 清水建設

西神中央計画 フローリング 10,000 ㎡ 清水建設

パデシオン宇治小倉 フローリング 7,300 ㎡ 清水建設

パデシオン七条 フローリング 2,195 ㎡ 清水建設

パデシオン宇治木幡 フローリング 3,450 ㎡ 睦備建設

西宮浜町マンション フローリング 8,200 ㎡ 清水建設

藤代台再開発 フローリング 4,430 ㎡ 清水建設

ジェームス山マンション フローリング 17,500 ㎡ 清水建設

ハーバーフラッツ三期 フローリング 8,800 ㎡ 安藤建設

ワコーレ山本通り フローリング 1,485 ㎡ 大成建設

コムズシティ野江 フローリング 49,000 ㎡ 清水建設

コムズシティ野江 二重床システム 49,000 ㎡ 清水建設

プレステ加茂タワー フローリング 6,500 ㎡ 太平工業

JR高槻 フローリング 26,700 ㎡ フジタ

グローバル城陽 フローリング 1,020 ㎡ ジェイオー建設

パークホームズ西加賀屋 フローリング 16,000 ㎡ 熊谷組

アパ烏丸錦 フローリング 2,300 ㎡ 太平工業

西宮マリナパークシティ　 フローリング 12,000 ㎡ 鹿島建設

堺甲斐町マンション フローリング 10,000 ㎡ 間組

和歌の浦集合住宅 二重床システム・フローリング 1,600 ㎡ 清水建設

アルス大手前 フローリング 2,500 ㎡ 中和開発

パデシオン石田 フローリング 2,200 ㎡ 睦備建設

ワコーレ住吉川 フローリング 2,500 ㎡ 岡工務店

サンライズ和泉府中 フローリング 2,630 ㎡ 多田建設

グローバル伊丹 フローリング 1,700 ㎡ ジェイオー建設

グランパレ深江 二重床システム・フローリング 1,500 ㎡ 大鉄工業

ファミール南茨木 フローリング 740 ㎡ NIPPOｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

大津京町 フローリング 3,100 ㎡ 間組

土井寮 二重床システム・フローリング 1,800 ㎡ 紙谷工務店

ヴェルティーク新神戸 フローリング 1,100 ㎡ 大林組

新長田大橋6工区 二重床システム・フローリング 6,800 ㎡ 清水建設

ランズ苦楽園 フローリング 2,100 ㎡ 太平工業

グランフォレスタコート栂･美木多 フローリング 15,500 ㎡ フジタ

アパタワー谷町 フローリング 14,800 ㎡ 大林組

ヴィークタワーOSAKA フローリング・二重床システム 17,500 ㎡ 清水建設

パデシオン宇治伊勢田Ⅲ フローリング 3,600 ㎡ 睦備建設

パデシオン西大路 フローリング 3,500 ㎡ 睦備建設

パデシオン醍醐 フローリング 2,200 ㎡ 睦備建設

パデシオン山科 フローリング 4,000 ㎡ 睦備建設

東平町集合住宅 フローリング・二重床システム 7,200 ㎡ 清水建設

浜甲子園 二重床システム 4,100 ㎡ 大林組

ネバーランド西京極 フローリング 3,400 ㎡ 京都建工

大浜団地 フローリング 2,000 ㎡ 大成建設

KAISEI海岸通Ⅱ フローリング 2,100 ㎡ 多田建設

ディクラディア夙川 フローリング・二重床システム 2,000 ㎡ 紙谷工務店

アルファステイツ朝霧 フローリング 2,300 ㎡ 鴻池組

コスモ甲東園 フローリング 1,700 ㎡ 佐藤工業

ブリリア小阪 フローリング 1,600 ㎡ 太平工業

リーガル京都烏山 フローリング 1,600 ㎡ 間組

堺東賃貸マンション 二重床システム 1,900 ㎡ 清水建設

喜連東マンション フローリング 1,300 ㎡ 伸和建設

アドバンステージ天神橋 フローリング 1,200 ㎡ ジェイオー建設

グローバル宇治大久保Ⅳ フローリング 1,250 ㎡ ジェイオー建設

グランドメゾン五條夕陽丘 フローリング 17,403 ㎡ 浅沼組・大鉄工業JV

ハーバービュー六甲 フローリング・二重床システム 1,500 ㎡ 本間組

森田マンション 二重床システム 1,100 ㎡ 紙谷工務店

長堀橋集合住宅 フローリング 6,545 ㎡ 浅沼組

ハイツパルシェ南館 フローリング 1,158 ㎡ 竹松建設

パインフィールド西京極 フローリング 2,140 ㎡ 掛谷工務店
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アルファステイツ高丸 フローリング 2,170 ㎡ 鴻池組

グランパレ六甲道 フローリング 1,010 ㎡ 大鉄工業

アルファステイツ塩屋 フローリング 1,458 ㎡ 間組

ペルル平野 フローリング 2,522 ㎡ 間組

パデシオン伏見 フローリング 6,248 ㎡ 睦備建設

パデシオン西院高田 フローリング 5,267 ㎡ 睦備建設

セッソコート西本町 フローリング 1,300 ㎡ 紙谷工務店

ワコーレ灘タワー フローリング 11,345 ㎡ 大林組

新長田平和PH3 フローリング 1,385 ㎡ 清水建設

アルファステイツ西明石 フローリング 2,730 ㎡ 間組

ブランズ桜井 フローリング 2,010 ㎡ 中和コンストﾗｸｼｮﾝ

ブランズ香露園 フローリング 1,640 ㎡ 中和コンストﾗｸｼｮﾝ

宝塚野上三丁目 フローリング 4,760 ㎡ 鴻池組

パデシオン山科椥辻 フローリング 3,390 ㎡ 睦備建設

ワコーレ深江本町 フローリング・二重床システム 1,220 ㎡ 岡工務店

なんばタワ－ フローリング 16,890 ㎡ 大林・南海辰村JV

アーバネックス平野 フローリング・二重床システム 1,680 ㎡ 鴻池組

鷹取駅北駅前集合住宅 フローリング 9,920 ㎡ 清水建設

アルファステイツ田寺 フローリング 1,300 ㎡ 鴻池組

キャピトル天満Ⅱ フローリング 950 ㎡ 紙谷工務店

アリスト彦根城 フローリング 2,450 ㎡ 紙谷工務店

アバンエスパス烏丸御池 フローリング 1,200 ㎡ 大林組

グランエスパス御所東 フローリング 8,901 ㎡ 大林組

第二西脇 フローリング 1,450 ㎡ 掛谷工務店

ディークラディア赤穂 フローリング 2,900 ㎡ 鴻池組

KAISEIなら駅前 フローリング 750 ㎡ 中和コンストﾗｸｼｮﾝ

茨木主原町 フローリング 2,640 ㎡ 中和コンストﾗｸｼｮﾝ

ポ－トアイランド集合住宅 フローリング・二重床システム 11,800 ㎡ 清水建設

パデシオン西の京円町 フローリング 2,625 ㎡ 睦備建設

高辻通室町西 フローリング 2,432 ㎡ 間組

松ヶ本町共同住宅 フローリング 1,250 ㎡ 掛谷工務店

グランパレ香露園 フローリング 762 ㎡ 大鉄工業

ワコーレ神戸本山 フローリング 6,914 ㎡ 大林組

ブリリア弁天町 フローリング 2,077 ㎡ 東急建設

ディークラディア日根野 フローリング 4,654 ㎡ 鴻池組

パデシオン桃山因幡 フローリング 5,884 ㎡ 睦備建設

パデシオン山科東野 フローリング 1,802 ㎡ 睦備建設

豊中三和町集合住宅 フローリング 6,971 ㎡ 奥村組

パデシオン上鳥場十条 フローリング 3,865 ㎡ 睦備建設

パデシオン吉祥院 フローリング 1,370 ㎡ 睦備建設

パデシオン宇治木幡 フローリング 8,800 ㎡ 睦備建設

パデシオン精華町 フローリング 7,800 ㎡ 睦備建設

アリスト豊中少路 フローリング 1,500 ㎡ 紙谷工務店

グランドメゾン住吉本町 フローリング 2,700 ㎡ 竹中工務店

ネバーランド江坂江の木町 フローリング 2,000 ㎡ 紙谷工務店

ジークレフ新神戸タワー フローリング・二重床システム 15,500 ㎡ 清水建設

西宮天道町マンション フローリング 4,800 ㎡ 大鉄工業

ワコーレ西宮甑岩町 フローリング・二重床システム 2,600 ㎡ 岡工務店

京都銀行・長岡寮 フローリング 1,300 ㎡ 竹中工務店

西中島6丁目計画 フローリング 1,900 ㎡ 西武建設

パデシオン宇治小倉西山 フローリング 2,200 ㎡ 睦備建設

セレッソコート狭山 フローリング 3,900 ㎡ 西武建設

リバーガーデンシティアリス フローリング 12,000 ㎡ リバー建設

神戸海岸通4丁目マンション フローリング 1,000 ㎡ 西武建設

ヴィークタワー南堀江 フローリング 16,300 ㎡ 清水建設

北区堂山町Ⅱ共同住宅 フローリング 2,140 ㎡ 鹿島建設

ルネ難波Ⅱ フローリング 11,800 ㎡ 大林組

リバーガーデン平野駅前ECO フローリング 7,700 ㎡ リバー建設

パデシオン六地蔵ザ・タワーレジデンス フローリング 18,000 ㎡ 睦備建設

ジェイグラン須磨海浜公園 フローリング 9,700 ㎡ 大鉄工業



施工実績一覧

区分 現場名 内容 数量 ゼネコン

パークホームズ阿倍野阪南町 フローリング 2,600 ㎡ 東急建設

 パデシオン南草津駅前 フローリング 7,800 ㎡ 睦備建設

 アデニウム天神橋筋6丁目 フローリング 8,840 ㎡ 奥村組

 豊中市新千里西町計画 フローリング・二重床システム 2,700 ㎡ 西武建設

 パデシオン南草津 フローリング 6,680 ㎡ 睦備建設

 松風町プロジェクト フローリング 8,530 ㎡ 大鉄工業

 リバーガーデン井高野 フローリング 7,090 ㎡ リバー建設

阿倍野阪南町 フローリング 2,340 ㎡ 清水建設

北野プロジェクト 鋼製床 700 ㎡ 清水建設

パデシオン深草綿森町 フローリング 1,600 ㎡ 睦備建設

 パデシオン上鳥羽管田町計画 フローリング 2,800 ㎡ 睦備建設

　住友金属尼崎研究所 二重床システム 2,000 ㎡ 清水建設

リバーガーデンこのはな5期 フローリング 13,000 ㎡ リバー建設

リバーガーデン西宮 フローリング 6,000 ㎡ リバー建設

摂津三島住宅 フローリング 2,300 ㎡ 大林組

桂南巽計画 フローリング 2,350 ㎡ 奥村組

JR久宝寺駅前商業住宅複合タワー 二重床システム・フローリング 37,200 ㎡ 清水建設

松下町マンション 二重床システム・フローリング 2,000 ㎡ 大鉄工業

ローレル伊丹 フローリング 3,200 ㎡ 佐藤工業

パデシオン十条大宮 フローリング 2,100 ㎡ 睦備建設

宝塚南口サンビオラ３番館 フローリング 11,300 ㎡ 大林組

ブリリア高槻上田辺 フローリング 400 ㎡ 西武建設

リバーガーデン吹田清水 フローリング 8,000 ㎡ リバー建設

豊中少路2丁目計画 フローリング 4,300 ㎡ 大林組

リバーガーデン三国 フローリング 11,100 ㎡ リバー建設

パデシオン大久保 フローリング 7,000 ㎡ 睦備建設

リバーガーデン平野正覚寺 フローリング 8,000 ㎡ リバー建設

リバーガーデン伊丹高台 フローリング 4,000 ㎡ リバー建設

パデシオン高野 フローリング 4,800 ㎡ 睦備建設

甲子園9番町 フローリング 4,500 ㎡ 東急建設

パデシオン大津アクアテラス フローリング 3,872 ㎡ 睦備建設

天満橋一丁目計画 フローリング 6,600 ㎡ 西武建設

JR灘プロジェクトF街区 フローリング 3,500 ㎡ 大鉄工業

エルヴェ東天満 フローリング 5,584 ㎡ 大林組

サンメゾン山本南 フローリング 3,150 ㎡ 佐藤工業

阿倍野区帝塚山一丁目 フローリング 1,400 ㎡ 鴻池組

藤木町プロジェクト フローリング・鋼製床 470 ㎡ 

阿倍野区三明町計画 フローリング 2,800 ㎡ 西武建設

天神西町ﾌｧﾐﾘｰ・ﾜﾝﾙｰﾑﾏﾝｼｮﾝ フローリング 3,800 ㎡ 西武建設

パデシオン三山木駅前 フローリング 6,300 ㎡ 睦備建設

ワコーレ伊丹 フローリング 890 ㎡ 田中住建

青葉丘南マンション 二重床システム・フローリング 7,300 ㎡ 大林組

豊中少路2丁目計画2期 フローリング 7,800 ㎡ 大林組

野間町分譲マンション フローリング 1,600 ㎡ 鴻池組

林田町分譲マンション フローリング 1,600 ㎡ 鴻池組

武庫之荘1丁目計画 フローリング 3,000 ㎡ 西武建設

南千里丘マンションB街区 二重床システム・フローリング 31,000 ㎡ 清水建設

リバーガーデンなんば フローリング 19,200 ㎡ リバー建設

リバーガーデン千里中央 フローリング 20,000 ㎡ リバー建設

田中下柳ビル 二重床システム・フローリング 470 ㎡ 掛谷工務店

エスリード城東 二重床システム・フローリング 4,500 ㎡ 西武建設

安堂寺町2丁目マンション 二重床システム・フローリング 9,000 ㎡ 大林組

シャリエ松屋町 二重床システム・フローリング 9,000 ㎡ 清水建設

リバーガーデン夕陽丘 二重床システム・フローリング 6,500 ㎡ リバー建設

リバーガーデン福島吉野 フローリング 5,700 ㎡ リバー建設

民間施設 老人ホーム香里いちょう園 フローリング 410 ㎡ 前田組

ケアハウス逆瀬川 フローリング 400 ㎡ 加賀田組

松原聖書教会 フローリング 635 ㎡ 伊藤建設

丸大食品 システム床 765 ㎡ 日本国土開発

双葉温泉 フローリング 120 ㎡ 末広建設
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泉大津市民病院 フローリング 200 ㎡ 西松・三井・大末JV

千里ニュータウン老人保育総合施設 二重床システム・フローリング 1,513 ㎡ 紙谷工務店

泉大津市民病院 フローリング 1,100 ㎡ 大林組

ケアハウス豊泉塚 フローリング 680 ㎡ 清水建設

ゆうゆうの里 二重床システム・フローリング 6,800 ㎡ 大成建設

輝きホーム 二重床システム 950 ㎡ 清水建設

シルバーヴィラ東甲子園 フローリング 1,850 ㎡ 間組

ケアセンター兵庫 フローリング 7,190 ㎡ 清水建設

日高博愛園Ⅰ期 フローリング 2,320 ㎡ 清水建設

特老 須磨浦の里 フローリング 690 ㎡ 清水建設

とよおかの里 フローリング 3,100 ㎡ 鹿島建設

清和苑ゆうホーム フローリング 924 ㎡ 清水建設

つきかげ苑 フローリング 2,200 ㎡ 清水建設

武庫川園 フローリング 1,020 ㎡ 柄谷工務店

日高博愛園Ⅱ期 フローリング 2,800 ㎡ 清水建設

ちくりんの里 フローリング 3,050 ㎡ 大木建設

彩の台アスレチック棟 ウッドデッキ 200 ㎡ 清水建設

ホテルユニバーサルポート ウッドデッキ 200 ㎡ 清水建設

特養老人ﾎｰﾑ緑風会イザベル フローリング 950 ㎡ 多田建設

サン舞子ケアハウス フローリング 1,300 ㎡ 清水建設

姫路ケアセンターそよ風 フローリング・二重床システム 450 ㎡ 太平工業

赤穂片浜町ホーム　伯鳳会プラザ フローリング・ウッドデッキ 350 ㎡ フジタ

オレンジコープ介護付住宅 みのり紀伊 フローリング 1,270 ㎡ 小池組

チャーミングスクエア舞子 フローリング・二重床システム 13,700 ㎡ 清水建設

京都老建千本の家 フローリング・二重床システム 7,130 ㎡ 清水建設

堺・悠人会センター フローリング 2,100 ㎡ 清水建設

淡路栄光園 フローリング 522 ㎡ 横山工務店

スーパー銭湯 フローリング 451 ㎡ 清水建設

Tチャペル フローリング・二重床システム 350 ㎡ 間組

マリア病院 フローリング 336 ㎡ 大林組

宇治武田病院 フローリング・二重床システム 3,000 ㎡ 清水建設

ロングライフ青谷 フローリング 1,650 ㎡ フジタ

京都傘鉾ホテル フローリング 240 ㎡ 浅沼組

あまつち教会 フローリング・鋼製床 530 ㎡ 清水建設

我孫子デイサ－ビス 二重床システム 950 ㎡ 清水建設

和島興産ビル フローリング・二重床システム 2,800 ㎡ 大林組

ゼフィール三田 フローリング 1,370 ㎡ 清水建設

御影プロジェクト フローリング他　　 11,355 ㎡ 清水建設

大阪電通大学寝屋川学舎 フローリング・二重床システム 5,800 ㎡ 大林組

IKEA鶴濱 フローリング 3,637 ㎡ 大成建設

近鉄百貨店本店商業ビル フローリング 425 ㎡ 大林組

ラヴィマーナ神戸 フローリング 260 ㎡ 東洋建設

海星病院 フローリング 200 ㎡ 大竹・竹中共同企業体

ライフ＆シニアハウス千里中央 フローリング・ウッドデッキ 4,400 ㎡ 大成建設

大津市北部知的障害者複合施設 フローリング 660 ㎡ 辻正

アフラックペアレンツハウス大阪 フローリング 225 ㎡ 清水建設

高島屋大阪店新本館 フローリング 120 ㎡ 高島屋スペースクリエイツ

宇治典礼会館 フローリング 100 ㎡ 鴻池組

いずみ保育園 フローリング・二重床システム 490 ㎡ 奥村組

はぐみ保育園 フローリング 550 ㎡ 中和コンストﾗｸｼｮﾝ

たけびし共同住宅ビル フローリング・二重床システム 960 ㎡ 清水建設

高島屋大阪店新本館計画 フローリング 120 ㎡ 高島屋スペースクリエイツ

にしがも船山庵特別老人ホーム フローリング 580 ㎡ 清水建設

つくし幼保園 フローリング 910 ㎡ 清水建設

渦潮電機㈱野間工場 フローリング・二重床システム 3,600 ㎡ 清水建設

河内長野典礼会館 フローリング 260 ㎡ 鴻池組

よしだ内科診療所 フローリング・二重床システム 270 ㎡ 柄谷工務店

NTT四条烏丸ビル フローリング・二重床システム 570 ㎡ 竹中工務店

NHK文化センター フローリング 370 ㎡ 大林組

大平のゆなんば店 フローリング・二重床システム 600 ㎡ 大林組
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新和順会館 フローリング・二重床システム 400 ㎡ 竹中工務店

阿倍野阪南町 フローリング 2,340 ㎡ 清水建設

紀北病院 フローリング・デッキ・置床 280 ㎡ 清水建設

京都センチュリーホテル フロ－リング 230 ㎡ 大村工業

京千春会東日向 フローリング 1,600 ㎡ 清水建設

中之島フェスティバルホール フローリング 2,200 ㎡ 高島屋スペースクリエイツ

近江眼科 フローリング 300 ㎡ 大成建設

由良博愛園増築工事 フローリング 540 ㎡ 清水建設

楽々園一陽会ケアレジデンス フローリング・二重床システム・デッキ 1,700 ㎡ 清水建設

愛仁会　高槻病院 フローリング・二重床システム 720 ㎡ 大林組

スーパービバホーム伊丹 フローリング 4,300 ㎡ 鴻池組

介護老人保健施設　昌寿苑 フローリング・二重床システム 550 ㎡ 清水建設

福山常石造船社宅 フローリング 1,875 ㎡ 清水建設

JR百済駅通運事務所 OAフロア・二重床 455 ㎡ 大成建設

中之島ホテル フローリング・二重床システム 5,000 ㎡ 清水建設

愛風病院 フローリング 1,500 ㎡ 清水建設

富永老人介護施設 フローリング 1,500 ㎡ 清水建設

東急ハーベストしょうざん ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ・二重床・ＯＡ・デッキ 2,000 ㎡ 清水建設

京都銀行桂川研修ｾﾝﾀｰ フローリング 1,500 ㎡ 竹中工務店

大阪ｶﾞｽhu+g 二重床システム 3,700 ㎡ 乃村工藝社

田辺三菱製薬㈱新本社プロジェクト 二重床システム 1,100 ㎡ 大林組

塚口病院 二重床システム 10,900 ㎡ 熊谷・明和・丸正特別共同企業

ホテルUGT 二重床システム 2,200 ㎡ 清水建設

京都大学(医病)先端医療病棟 二重床システム 1,600 ㎡ 清水建設

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ㈱先端研究本部　西門真 二重床システム・フローリング 260 ㎡ 竹中工務店

志摩観光ホテルクラシック 二重床システム・フローリング 460 ㎡ 近創　

さくらガーデンホテル 二重床システム 300 ㎡ 藤木工務店

 デッキ工事  彩の台アスレチック棟 ウッドデッキ 200 ㎡ 清水建設

 ホテルユニバーサルポート ウッドデッキ 200 ㎡ 清水建設

 新丸岡中学校 ウッドデッキ 1,720 ㎡  五洋・見谷・元井JV

西之川原介護老人保険 ウッドデッキ 330 ㎡  フジタ

温泉小学校 ウッドデッキ 70 ㎡ 株本・山根JV

関西科学大学 ウッドデッキ 710 ㎡ 間組

西伊丹学園　西伊丹幼稚園 ウッドデッキ 280 ㎡ 清水建設

福島一丁目計画 ウッドデッキ 387 ㎡ 竹中工務店

クアハウス白浜 ウッドデッキ 200 ㎡ 清水建設

華頂短期大学　葵の広場 ウッドデッキ 600 ㎡ 清水建設

広島空港 ウッドデッキ 400 ㎡ 保道建設

紀陽銀行・橋本綾の台店 ウッドデッキ 40 ㎡ 

OSSﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ薄膜ｼﾘｺﾝ太陽電池工場 ウッドデッキ 70 ㎡ 清水建設

堀場製作所・琵琶湖工場 ウッドデッキ 300 ㎡ 大林組

京都駅南開発計画 ウッドデッキ 2,900 ㎡ 清水建設

プレンティ広場 ウッドデッキ 120 ㎡ 溝口建設

松蔭女子学院 ウッドデッキ 100 ㎡ 竹中工務店

泉佐野第2小学校 ウッドデッキ 60 ㎡ 東洋建設

つくし幼保園 ウッドデッキ 110 ㎡ 清水建設

にしがも船山庵特別老人ホーム ウッドデッキ 110 ㎡ 清水建設

きづくり保育園 ウッドデッキ 175 ㎡ 鍛冶田工務店

アクアポイントワンルーム ウッドデッキ 175 ㎡ Jフロント

ベアーズB棟 ウッドデッキ 1,264 ㎡ 清水建設

セントラル堺東 ウッドデッキ 50 ㎡ 清水建設

鶴舞団地 ウッドデッキ 40 ㎡ 東洋建設

木津川市立木津学研中学校 ウッドデッキ 380 ㎡ 東洋建設

アクティ大阪 ウッドデッキ 500 ㎡ 竹中工務店

花王和歌山 ウッドデッキ 400 ㎡ 清水建設

加古川都台保育園 ウッドデッキ 60 ㎡ 清水建設

　けやき坂保育園 ウッドデッキ 221 ㎡ 　掛谷工務店

華頂短期大学　 ウッドデッキ 700 ㎡ 清水建設

　住友金属尼崎研究所 ウッドデッキ 500 ㎡ 清水建設

　神戸大学ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ研究所 ウッドデッキ 400 ㎡ 清水建設



施工実績一覧

区分 現場名 内容 数量 ゼネコン

　幟町聖母保育園 ウッドデッキ 107 ㎡ 清水建設

武庫川女子大学総合心理科学学館 ウッドデッキ 150 ㎡ 清水建設

京都里の西保育園 ウッドデッキ 455 ㎡ 清水建設

紀ノ川合同庁舎 ウッドデッキ 120 ㎡ 東洋建設

関西大学 ウッドデッキ 180 ㎡ 清水建設

堺清風南海 ウッドデッキ 480 ㎡ 清水建設

関西医科歯科大学 ウッドデッキ 420 ㎡ 清水建設

三原南小学校 ウッドデッキ 150 ㎡ 清水建設

サン舞子神港園特老 ウッドデッキ 350 ㎡ 清水建設

ニプロ研究施設 ウッドデッキ 135 ㎡ 清水建設

アルカンシェル新大阪 ウッドデッキ 135 ㎡ 竹中工務店
山陰中央TV社屋 ウッドデッキ 210 ㎡ 清水建設

成城学園（1・2期） ウッドデッキ 200 ㎡ 藤木工務店

下関ゴルフ倶楽部 ウッドデッキ 390 ㎡ 清水建設
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