
大成建設㈱ 日本医科大学付属病院新築工事 東京都 2015年 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成建設㈱ 名古屋駅前地下街ﾃﾙﾐﾅB1他ﾘﾆｭｰｱﾙ工事(A工事) 愛知県 2015年 止水板･ｸﾞﾗｳﾄ注入

大成建設㈱ 創価学園栄光寮 東京都 2015年 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成建設㈱ 日本大学通信教育部 東京都 2015年 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成建設㈱ 日本橋1丁目PJ新築工事 東京都 2015年 PCｸﾞﾗｳﾄ･塗膜防水･塗床

大成建設㈱ 新宿区役所本庁舎免震改修その他工事 東京都 2015年 止水板･ｸﾞﾗｳﾄ注入･逆打･塗膜防水

大成建設㈱ 北品川五丁目 第一地区再開発 東京都 2015年 止水板･逆打･止水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成建設㈱ 新･京橋MIDﾋﾞﾙ計画 東京都 2015年 PCｸﾞﾗｳﾄ注入･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成建設㈱ 武蔵野徳洲会病院 東京都 2015年 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成建設㈱ 山崎学園富士見中高改築計画 東京都 2015年 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成建設㈱ 目白2丁目計画新築工事 東京都 2015年 ｸﾞﾗｳﾄ注入･ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成建設㈱ 厚木市立病院建設工事 神奈川県 2015年 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水･塗膜防水

大成建設㈱ 秋葉原ｵﾌｨｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事 東京都 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成建設㈱ 関電工王子ﾋﾞﾙ 東京都 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

大成建設㈱ 森山ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院移転新築工事 東京都 2015年 ｸﾞﾗｳﾄ注入･塗膜防水

大成建設㈱ 新ROXﾋﾞﾙ 東京都 2015年 塗膜防水

大成建設㈱ 銀座1丁目新築工事 東京都 2015年 止水板･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ･塩ﾋﾞｼｰﾄ防水

大成建設㈱ 大隈通り複合ﾋﾞﾙ 東京都 2015年 塗膜防水

大成建設㈱ ｱﾊﾟﾎﾃﾙ品川泉岳寺 東京都 2015年 止水板

大成建設㈱ 京成押上駅前ﾋﾞﾙ 東京都 2015年 塗膜防水

大成建設㈱ よみうりﾗﾝﾄﾞ屋内遊戯施設 東京都 2015年 塗膜防水

大成建設㈱ NTT伊豆病院 静岡県 2015年 塗膜防水･塗床

大成建設㈱ 聖路加臨床学術ｾﾝﾀｰ 東京都 2015年 塗膜防水

大成建設㈱ 秋葉原開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事 東京都 2015年 止水板

大成建設㈱ 気仙沼市立新病院建設工事 宮城県 2015年 ｸﾞﾗｳﾄ注入

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ 小田急千歳台有料老人ﾎｰﾑ新築工事 東京都 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ ﾛｯﾃ不動産-小竹町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 東京都 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ 南千住1丁目計画 東京都 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ 苅部M新築工事 神奈川県 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ･屋上緑化

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ 明倫学館建替え計画 東京都 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ 菅生2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 神奈川県 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ 上北沢社宅建替工事 東京都 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ 杉並区西萩3丁目計画 東京都 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ 恵比寿ｽｶｲﾊｲﾂ新築工事 東京都 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ 会瀬賃貸ｱﾊﾟｰﾄ新築工事 茨城県 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ 乃木坂ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ むつみやﾋﾞﾙ新築工事 東京都 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ 三郷南部区画整理10街区計画新築工事 埼玉県 2015年 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ Dﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ富里Ⅱ新築工事 千葉県 2015年 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ ｸﾞﾗﾝﾀﾞ王子新築工事 東京都 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ Dﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｼﾙﾊﾞｰ練馬高松新築工事 東京都 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ･地下外壁先やり防水

大和ﾊｳｽ工業㈱ Dﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ和光A棟新築工事 埼玉県 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ ｻﾞﾊﾟｯｸ東京本部ﾋﾞﾙ増築工事 東京都 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ ㈱ｴﾎﾟｯｸｹﾐｶﾙ久喜Ⅱ期工場新築工事 埼玉県 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ ㈱ｲﾄﾏﾝｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ東京強化校新築工事 東京都 2015年 地下外壁先やり防水

大和小田急建設㈱ 大和営業所中山操車所の新築工事 神奈川県 2015年 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和小田急建設㈱ ﾌﾟﾚﾐｽﾄ練馬南田中新築工事 東京都 2015年 塗膜防水

大和小田急建設㈱ M.HOSONOﾋﾞﾙ新築工事 東京都 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

大和小田急建設㈱ 本郷二丁目計画新築工事 東京都 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水

大和小田急建設㈱ 箱根登山VIERGE建替計画 神奈川県 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和小田急建設㈱ 新宿区矢来町計画 東京都 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼﾝｸﾞﾙ

大和小田急建設㈱ Dﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｼﾙﾊﾞｰ渋谷本町新築工事 東京都 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塩ﾋﾞｼｰﾄ防水

鹿島建設㈱ 田町駅東口北地区公共公益施設新築工事 東京都 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水

鹿島建設㈱ GFE計画新築工事 神奈川県 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

鹿島建設㈱ 旭ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ工業㈱玉川工場増改修Ⅱ期工事 神奈川県 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･塩ﾋﾞｼｰﾄ防水

鹿島建設㈱ あけぼの病院移転新築工事 東京都 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ･塩ﾋﾞｼｰﾄ防水

鹿島建設㈱ ﾌﾛﾝﾄﾌﾟﾚｲｽ御成門 東京都 2015年 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ･調査

鹿島建設㈱ 三井住友銀行本店東館 東京都 2015年 ｸﾞﾗｳﾄ注入

鹿島建設㈱ ﾃﾚﾋﾞ静岡新本社建設工事 静岡県 2015年 塗膜防水

西松建設㈱ 玉川大学MMRC棟･食堂棟建設工事 東京都 2015年 塗膜防水

西松建設㈱ ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽﾊﾟｰｸ常総ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 茨城県 2015年 ｼｰﾘﾝｸﾞ

西松建設㈱ 北品川五丁目 住宅棟(D棟)施設建築物新築工事 東京都 2015年 塗膜防水

清水建設㈱ JA東京あおば赤塚支店移転新築工事 東京都 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

清水建設㈱ 大日本印刷市ヶ谷工場整備計画建設工事 東京都 2015年 ｸﾞﾗｳﾄ(逆打)･外壁先やり防水

㈱淺沼組 白山共同住宅計画新築工事 東京都 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱淺沼組 DPL相模原 神奈川県 2015年 塗膜防水

㈱淺沼組 大滝町二丁目再開発(ｸﾞﾗｳﾄ他) 神奈川県 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱淺沼組 北新宿ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(3-1棟･2-2B棟) 東京都 2015年 塗膜防水

㈱淺沼組 子母口小学校･東橘中学校改築工事 神奈川県 2015年 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ･FRP防水

㈱淺沼組 別所3丁目計画新築工事 埼玉県 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

㈱淺沼組 品川区東大井5丁目計画新築工事 東京都 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

㈱淺沼組 川崎競馬場 神奈川県 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

㈱淺沼組 南麻布1丁目計画 東京都 2015年 ｼｰﾘﾝｸﾞ
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㈱淺沼組 ﾆﾄﾘ葛西･江戸川店新築工事 東京都 2015年 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱淺沼組 南大井5丁目共同住宅建設工事 東京都 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱淺沼組 日野長沼原 千葉県 2015年 ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱淺沼組 荏原中延②PJ新築工事 東京都 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

㈱淺沼組 練馬工業高校 東京都 2015年 ｸﾗｯｸ注入

㈱佐藤秀 千駄ヶ谷ｱﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄ新築工事 東京都 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 EGUCHI VILLA新築工事 東京都 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ･ﾗﾑﾀﾞ板

㈱佐藤秀 ｸﾚｽﾄﾌｫﾙﾑ大井町2新築工事 東京都 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ･ｼﾝｸﾞﾙ･屋上緑化

㈱佐藤秀 Yﾋﾞﾙ足立江北二期新築工事 東京都 2015年 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 白金台T邸新築工事 東京都 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 東光寺客殿･庫裏建替工事 東京都 2015年 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 紀伊国屋ﾋﾞﾙ新築工事 東京都 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 ｷｭﾘｵｼﾃｨ新築工事 東京都 2015年 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 TWIZA上原新築工事 東京都 2015年 ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 ﾙﾝﾋﾞﾆｰ保育園園舎新築工事 東京都 2015年 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 新･YSﾋﾞﾙ新築工事 東京都 2015年 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 ｾﾞﾈﾗﾙ第3ﾋﾞﾙ新築工事 東京都 2015年 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 ﾔﾏﾉｲｴﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事 神奈川県 2015年 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 AHSﾏﾝｼｮﾝ新築工事 東京都 2015年 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 KAｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ都立大新築工事 東京都 2015年 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 神楽坂ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事 東京都 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 石神井台4丁目計画新築工事 東京都 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 深沢計画新築工事 東京都 2015年 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

株木建設㈱ 小竹向原ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事 東京都 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ･ｼﾝｸﾞﾙ

株木建設㈱ 和光中学･高等学校増築工事 東京都 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱鴻池組 奥沢3丁目計画新築工事 東京都 2015年 塗膜防水

㈱鴻池組 ｸﾚｽﾄﾌｫﾙﾑ東日本橋 東京都 2015年 塗膜防水

㈱鴻池組 草加松原2期 埼玉県 2015年 塗膜防水

㈱鴻池組 ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ 東京都 2015年 止水板･ｸﾞﾗｳﾄ注入･塗膜防水

㈱ｳﾗﾀ ﾊﾟﾃﾗ西川口新築工事 埼玉県 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱ｳﾗﾀ ﾊﾟﾃﾗ北柏新築工事 千葉県 2015年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

山陰東陽化成 飯田橋高架橋 東京都 2015年 FRP防水

大成建設㈱ 高円寺北2丁目計画新築工事 東京都 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

大成建設㈱ 介護老人保健施設 三鷹ﾛｲﾔﾙの丘新築工事 東京都 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成建設㈱ 東京医科大 東京都 2014年 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成建設㈱ 北品川五丁目 第一地区再開発 東京都 2014年 地下躯体止水処理･逆打･ｼｰﾘﾝｸﾞ･塗膜

大成建設㈱ 実践女子学園渋谷校地整備計画実践桜会会館 東京都 2014年 塗膜防水

大成建設㈱ ﾄﾗｽｺ中山東京本社ﾋﾞﾙ新築工事 東京都 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

大成建設㈱ ﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ後楽園 東京都 2014年 止水板

大成建設㈱ 楠本ﾋﾞﾙ 東京都 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成建設㈱ 新鉃鋼ﾋﾞﾙ建替計画 東京都 2014年 止水板 地下逆打継部ｸﾞﾗｳﾄ注入

大成建設㈱ ｹｱﾌﾟﾗｻﾞたま 東京都 2014年 詰めﾓﾙﾀﾙ

大成建設㈱ ｵﾝﾜｰﾄﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ本社ﾋﾞﾙ新築工事 東京都 2014年 止水板 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

大成建設㈱ ｱｲｵｽ銀座8丁目新築工事 東京都 2014年 塗膜防水

大成建設㈱ 立川小学校 東京都 2014年 塗膜防水

大成建設㈱ 教育ｾﾝﾀｰ 東京都 2014年 塗膜防水

大成建設㈱ 八王子体育館 東京都 2014年 止水処理

大成建設㈱ 六本木三丁目東地区第一種 東京都 2014年 地下逆打継部ｸﾞﾗｳﾄ注入工事

大成建設㈱ 日本橋1丁目PJ新築工事 東京都 2014年 止水処理 塗膜防水

大成建設㈱ 羽田国際線(防水) 東京都 2014年 塗膜防水

大成建設㈱ 第8格納庫 東京都 2014年 ｸﾞﾗｳﾄ注入

大成建設㈱ 昭和大学新豊洲病院2期工事 東京都 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水

大成建設㈱ 淡路町(ｼｰﾘﾝｸﾞ) 東京都 2014年 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成建設㈱ ﾎﾟﾝﾃｸﾞﾗﾝﾃﾞ 東京都 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

大成建設㈱ SAﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

大成建設㈱ 京王電鉄府中 東京都 2014年 塗膜防水

大成建設㈱ 日本薬品工業つくば工場3号棟新築工事 東京都 2014年 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成建設㈱ 浴風会病院改築･介護老人保健施設新築工事 東京都 2014年 防食工事･塗膜防水

大成建設㈱ 新･京橋MIDﾋﾞﾙ計画に係る新築工事 東京都 2014年 地下躯体止水処理

大成建設㈱ 目黒花房山ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事 東京都 2014年 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水･塗膜防水

大成建設㈱ ﾒﾙｸﾛｽ本社ﾋﾞﾙ新築工事 東京都 2014年 塗膜防水

大成建設㈱ 春山外科病院建築工事 東京都 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

大成建設㈱ 森山ﾘﾊﾋﾞﾘ病院 東京都 2014年 止水板

大成建設㈱ 新島嶼会館 東京都 2014年 塗膜防水

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ 神奈川県警察職員宿舎建築工事｢下小田中地区｣ 神奈川県 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ 世田谷区松原1丁目計画新築工事 東京都 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ ﾋｭｰﾘｯｸﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ柴崎新築工事 東京都 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ JALUX西糀谷1丁目計画 東京都 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ 石神井PJ新築工事 東京都 2014年 塗膜防水

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ 目白5丁目計画 東京都 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ 第2小澤村上ﾏﾝｼｮﾝ 千葉県 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ工事

大和ﾊｳｽ工業㈱ 東京大学(本郷)春日門教育研究棟新営工事 東京都 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ 八潮物流ｾﾝﾀｰ新築工事 東京都 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ
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大和ﾊｳｽ工業㈱ 駒込ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 東京都 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ Dﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ北八王子C棟新築工事 東京都 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ 大田区賃貸倉庫新築工事 東京都 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ ｻﾞ･ﾊﾟｯｸ㈱東京本社ﾋﾞﾙ増築工事 東京都 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ Dﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ和光A棟新築工事 東京都 2014年 塗膜防水

大和ﾊｳｽ工業㈱ 長屋･共同住宅新築工事 160棟 千葉県 2014年 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ 西船橋駅南口保育園 千葉県 2014年 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ 荏原実業㈱かすさ工場 千葉県 2014年 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ ｾﾝﾄｹｱ大網白里 千葉県 2014年 防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ ｸﾗｰﾁﾌｧﾐﾘｱ佐倉介護施設 千葉県 2014年 防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ ｸﾗｰﾁﾌｧﾐﾘｱ千葉東寺山介護施設 千葉県 2014年 防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ ㈱ｱﾔﾍﾞ洋菓子第5工場 埼玉県 2014年 防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ･防食被覆

大和ﾊｳｽ工業㈱ ﾀﾏﾑﾗﾃﾞﾘｶ佐野田沼工場 栃木県 2014年 防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ 武井様介護施設 千葉県 2014年 防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ 医療法人福生会 齋藤労災病院 千葉県 2014年 防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ 南三陸町舛沢地区買取災害公営住宅整備事業 宮城県 2014年 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ 石巻市営住宅二番谷地復興住宅 宮城県 2014年 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和小田急建設㈱ 新百合ヶ丘有料老人ﾎｰﾑ新築工事 神奈川県 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和小田急建設㈱ 常盤台4丁目計画新築工事 東京都 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

大和小田急建設㈱ 東大井二丁目村田ﾏﾝｼｮﾝ計画 東京都 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水

大和小田急建設㈱ TKﾋﾞﾙ新築工事 東京都 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和小田急建設㈱ 戸村様店舗付住宅 千葉県 2014年 防水工事

鹿島建設㈱ 静岡呉服町第一地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物新築工事 静岡県 2014年 塗膜防水

鹿島建設㈱ ｸﾞｯﾄﾀｲﾑﾘﾋﾞﾝｸﾞ長津田みなみ台新築工事 神奈川県 2014年 塗膜防水

鹿島建設㈱ 電力中央研究所第7実験棟･熱流実験棟新築工事 神奈川県 2014年 塗膜防水･塗床

鹿島建設㈱ ㈱ｼﾝｸﾛﾝ本社ﾋﾞﾙ増設工事 神奈川県 2014年 塗膜防水･塗床･地下逆打継部ｸﾞﾗｳﾄ

鹿島建設㈱ 桜木町駅高架下駅ﾋﾞﾙ新築その他駅本屋改修工事 神奈川県 2014年 塗膜防水

鹿島建設㈱ JA神奈川県厚生連 伊勢原協同病院移転新築工事 神奈川県 2014年 塗膜防水

鹿島建設㈱ 新ﾎｰﾙ(ｱｼｶｼｮｰ他)新築工事 神奈川県 2014年 塗膜防水

鹿島建設㈱ 川崎高校及び附属中学校等新築工事 神奈川県 2014年 塗膜防水

西松建設㈱ らくえん調布計画新築工事 東京都 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

西松建設㈱ 板橋区加賀1丁目計画新築工事 東京都 2014年 塗膜防水

西松建設㈱ 仙川緑ヶ丘計画新築工事 東京都 2014年 ｼｰﾘﾝｸﾞ

西松建設㈱ 東浅草2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 東京都 2014年 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

西松建設㈱ 北品川五丁目 住宅棟(D棟)施設建築物新築工事 東京都 2014年 塗膜防水

清水建設㈱ 大日本印刷市ヶ谷工場整備計画建設工事 東京都 2014年 地下外壁塗膜防水

清水建設㈱ 港南ﾋﾞﾙ新築工事 東京都 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

清水建設㈱ 中央合同庁舎第8号館整備等事業 東京都 2014年 塗膜防水

村上工業㈱ 上萩1丁目ﾋﾞﾙ 東京都 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

㈱淺沼組 ﾗｲｵﾝｽﾞ立石 東京都 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

㈱淺沼組 ｲﾝﾌﾟﾚｽﾄ芝浦新築工事 東京都 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

㈱淺沼組 ﾌﾟﾗｳﾄﾞ青葉藤が丘ﾃﾞｨｱｰｼﾞｭ新築工事 神奈川県 2014年 塗膜防水

㈱淺沼組 大滝町二丁目再開発 神奈川県 2014年 塗膜防水

㈱淺沼組 Dﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ相模原物流ｾﾝﾀｰ新築工事 神奈川県 2014年 塗膜防水

㈱淺沼組 仙台小工事 宮城県 2014年 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱淺沼組 千葉中央PJ新築工事 千葉県 2014年 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱淺沼組 取手駅西口自転車駐輪場 茨城県 2014年 ｺﾞﾑｼｰﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱淺沼組 筑波大学医科学 茨城県 2014年 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水･塗膜防水

㈱淺沼組 川崎市幸区小倉5丁目新築工事 神奈川県 2014年 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水･塗膜防水

㈱淺沼組 別所3丁目計画新築工事 埼玉県 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

㈱淺沼組 ㈱本田技術研究所さくら研究所ENGﾃｽﾄ棟新築工事 栃木県 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

㈱淺沼組 三栄ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 東京都 2014年 塗膜防水

㈱淺沼組 品川区東大井5丁目計画新築工事 東京都 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

㈱佐藤秀 Yﾋﾞﾙ足立江北二期新築工事 東京都 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 ｺｰﾎﾟﾗﾃｨﾌﾞﾊｳｽ新築工事 東京都 2014年 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 Sunny Hills表参道新築工事 東京都 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 亀甲新集合住宅新築工事 東京都 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 ﾄｼﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ本社ﾋﾞﾙ新築工事 東京都 2014年 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 井の頭ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事 東京都 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 代沢2丁目ﾋﾞﾙ新築工事 東京都 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塩ﾋﾞｼｰﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 太宗寺納骨堂新築工事 東京都 2014年 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 金剛院伽藍整備計画 東京都 2014年 躯体補修･塗膜防水

㈱佐藤秀 ﾎﾟｹｯﾄｺｰﾄ橋本新築工事 神奈川県 2014年 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 松濤･T邸新築工事 東京都 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 麻布ﾋﾙｽﾞ新築工事 東京都 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 ｵｰｸﾃﾞﾝﾊｲﾂ新築工事 東京都 2014年 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 ﾇｳﾞｪｰﾙ愛徳修道会目黒修道院新築工事 東京都 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 A HOUSE 新築工事 東京都 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塩ﾋﾞｼｰﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

株木建設㈱ 都営住宅23H-107東(葛飾区高砂四丁目)工事 東京都 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

株木建設㈱ 高根台2期 埼玉県 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

株木建設㈱ 西巣鴨保育園 東京都 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱鴻池組 蕨共同住宅新築工事 埼玉県 2014年 塗膜防水

㈱鴻池組 世田谷区立代田区民ｾﾝﾀｰ改築工事 東京都 2014年 塗膜防水
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㈱鴻池組 ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ 東京都 2014年 地下躯体止水処理･塗膜防水

㈱鴻池組 浅草寿計画新築工事 東京都 2014年 塗膜防水

㈱鴻池組 与野市下落合 埼玉県 2014年 塗膜防水

㈱鴻池組 遠東石塚ｸﾞﾘｰﾝﾍﾟｯﾄ工場建設工事 東京都 2014年 塗膜防水･FRP防水

㈱鴻池組 赤羽北3丁目計画新築工事 東京都 2014年 塗膜防水

㈱鴻池組 草加松原団地 埼玉県 2014年 塗膜防水

㈱鴻池組 法音寺東京支院新築工事 東京都 2014年 塗膜防水

㈱ｳﾗﾀ 横浜吉野町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 神奈川県 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱ｳﾗﾀ ﾊﾟﾃﾗ取手新築工事 東京都 2014年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

五十嵐建設工業㈱ 介護老人保健施設 葵の園佐倉南 千葉県 2014年 防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成建設㈱ 京橋3-1ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事 東京都 2013年 塗膜防水

大成建設㈱ 大手町1-6防水 東京都 2013年 塗膜防水･塗床工事･止水工事･逆打継部ｸﾞﾗｳﾄ

大成建設㈱ 淡路町 東京都 2013年 逆打継部ｸﾞﾗｳﾄ･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成建設㈱ 牛久愛和総合病院新館増築工事 茨城県 2013年 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成建設㈱ 高円寺北2丁目計画新築工事 東京都 2013年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

大成建設㈱ 西葛西寮 東京都 2013年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

大成建設㈱ ﾉﾘﾀｹ虎の門 東京都 2013年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

大成建設㈱ ﾌｧﾅｯｸ筑波 茨城県 2013年 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成建設㈱ 中央大学横浜山手中学校･高等学校移転建設計画 神奈川県 2013年 塗膜防水･塗床

大成建設㈱ 昭和大学新豊洲病院新築工事 東京都 2013年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水

大成建設㈱ 日精ｵｲﾘｵ 東京都 2013年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

大成建設㈱ ﾌｧﾅｯｸ㈱筑波工場(曙杉工場)第3加工工場建設工事 茨城県 2013年 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成建設㈱ 東京ﾄﾖﾍﾟｯﾄ立川店 東京都 2013年 塗膜防水･駐車場防水

大成建設㈱ 港区朝日中 東京都 2013年 先やり防水

大成建設㈱ 国際線ﾀｰﾐﾅﾙ 東京都 2013年 地下止水処理 塗膜防水

大成建設㈱ 新ｴﾋﾞｽｽﾊﾞﾙﾋﾞﾙ新築工事 東京都 2013年 ｸﾞﾗｳﾄ注入工事

大成建設㈱ 創価学会 東京都 2013年 逆打継部ｸﾞﾗｳﾄ･詰ﾓﾙ

大成建設㈱ 豊島区南池袋1丁目計画 東京都 2013年 塗膜防水･躯体補正

大成建設㈱ ﾖﾄﾞﾊﾞｼｶﾒﾗ上野仮設店舗新築工事 東京都 2013年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成建設㈱ ｸﾞﾗﾝﾒｿﾞﾝ白金 東京都 2013年 塗膜防水

大成建設㈱ 淡路町二丁目西部地区第一種市街地再開発事業 南街区建築工事 東京都 2013年 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成建設㈱ 東池袋1丁目計画新築工事 東京都 2013年 塗膜防水･躯体補正

大成建設㈱ ｵﾝﾜｰﾄﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ代官山ﾋﾞﾙ新築工事 東京都 2013年 塗膜防水

清水建設㈱ 東京国際空港 東京都 2013年 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ 長崎5丁目計画新築工事 東京都 2013年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ ｼﾞｬｽｺｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ㈱事務所新築工事 東京都 2013年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ 若林様ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ新築工事 神奈川県 2013年 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ ㈱久保商会 向島事務所新築工事 東京都 2013年 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ ㈱ﾔﾅｾ三郷BPｾﾝﾀｰ 埼玉県 2013年 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ 森山医院分院新築工事 東京都 2013年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塩ﾋﾞｼｰﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ 集合住宅  130棟 千葉県 2013年 ｼｰﾘﾝｸﾞ

鹿島建設㈱ 川崎火力発電所新4号機棟新設他 神奈川県 2013年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･止水工事

鹿島建設㈱ 戸塚駅西口再開発事業公益施設整備FPI事業建設工事 神奈川県 2013年 塗膜防水･塗床工事･止水工事･逆打継ｸﾞﾗｳﾄ

鹿島建設㈱ 長津田駅北口地区第一種市街地再開発事業施設建築物建設工事 神奈川県 2013年 塗膜防水･止水工事

鹿島建設㈱ 中原井田物販店舗新築工事 神奈川県 2013年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

鹿島建設㈱ 羽田物流 東京都 2013年 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水･塗膜防水

鹿島建設㈱ 桐光学園 災害備蓄倉庫新築工事 神奈川県 2013年 塗膜防水

鹿島建設㈱ 高度ｵｿﾞﾝ処理施設及び生物活性炭施設築造工事 千葉県 2013年 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

鹿島建設㈱ 洗足学園音楽大学校舎(新6号館)建設工事 神奈川県 2013年 塗膜防水

㈱鴻池組 高輪厚生施設新築工事 東京都 2013年 塗膜防水

㈱鴻池組 京島三丁目地区防災施設建築物建設工事 東京都 2013年 塗膜防水

㈱鴻池組 赤羽岩淵計画新築工事 東京都 2013年 塗膜防水

㈱鴻池組 塩浜計画新築工事 東京都 2013年 塗膜防水

㈱鴻池組 防大(22)食堂棟新設建築その他工事 神奈川県 2013年 塗膜防水

㈱鴻池組 市川市南行徳二丁目計画 千葉県 2013年 塗膜防水

㈱鴻池組 尚美学園大学川越ｷｬﾝﾊﾟｽ増築･改修工事 埼玉県 2013年 塗膜防水

大和小田急建設 木更津真心生楽館 千葉県 2013年 塗膜防水

大和小田急建設 大桶谷駅舎 神奈川県 2013年 塗膜防水

大和小田急建設 ｱｰｸ松戸ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ新築工事 千葉県 2013年 ｼｰﾄ防水工事

大和小田急建設 JAさがみ綾瀬営農ｾﾝﾀｰ新築工事 神奈川県 2013年 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱淺沼組 健康安全研究ｾﾝﾀｰ新館B棟(21)新築その他改修工事 東京都 2013年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事･塗膜防水

㈱淺沼組 ﾌﾟﾚﾐｽﾄ四谷三栄町(A･B敷地)新築工事 東京都 2013年 FRP防水

㈱淺沼組 埼玉成恵会病院増改築工事 埼玉県 2013年 地下防水･塗膜防水

㈱淺沼組 下目黒1丁目 東京都 2013年 塗膜防水

㈱淺沼組 ｻﾞ･ﾊﾟｰｸﾊｳｽ日吉新築工事 神奈川県 2013年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

㈱淺沼組 門前仲町駅前PJ共同開発事業新築工事 東京都 2013年 塗膜防水

㈱淺沼組 ﾙﾌｫﾝ府中計画建設工事 東京都 2013年 塗膜防水

㈱淺沼組 三鷹駅前 東京都 2013年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

㈱淺沼組 ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ横浜港南店新築工事 神奈川県 2013年 ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱淺沼組 南幸町特別養護老人ﾎｰﾑ新築工事 神奈川県 2013年 塗膜防水

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ氷川台Ⅱ計画新築工事の内の防水工事 東京都 2013年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事･塗膜防水

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ 神奈川県警察職員宿舎建設工事｢久末地区｣ 神奈川県 2013年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事･塗膜防水

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ 代々木上原PJ新築工事 東京都 2013年 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水･塗膜防水

4 / 6



㈱ワプル　防水事業部　2015年～2012年　工事実績一覧
大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ 神奈川県警察職員宿舎建設工事｢下小田中地区｣ 神奈川県 2013年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ 川口市芝中田土地利用計画 埼玉県 2013年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

㈱佐藤秀 宇佐美様邸新築工事 東京都 2013年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 南青山7丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事 東京都 2013年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 西早稲田3丁目計画 東京都 2013年 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 金剛院伽藍整備計画 東京都 2013年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 GRAZｵｰﾄﾓﾋﾞｰﾙ新社屋新築工事 東京都 2013年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 ｱｻﾊﾞB計画新築工事 東京都 2013年 躯体補修･ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

㈱佐藤秀 Yﾋﾞﾙ足立江北新築工事 東京都 2013年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 足立区保木間1丁目計画新築工事 東京都 2013年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 大村ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 神奈川県 2013年 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 田邊邸･田邊ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 東京都 2013年 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 子安邸新築工事 東京都 2013年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 ﾄｼﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ本社ﾋﾞﾙ新築工事 東京都 2013年 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 鷺沼の家新築工事 東京都 2013年 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 ﾊｰﾄﾌﾙ草加新築工事 埼玉県 2013年 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水･塗膜防止･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 篠田邸 篠田中央ｸﾘﾆｯｸ新築工事 埼玉県 2013年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

株木建設㈱ 高根台団地建替第2期後工区建設工事 千葉県 2013年 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

株木建設㈱ 日本大学生産工学部津田沼校舎新学科棟(仮称)新築工事 千葉県 2013年 ｼｰﾘﾝｸﾞ

株木建設㈱ 萩中･鈴木ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事 東京都 2013年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

西松建設㈱ 鷹番PJ新築工事 東京都 2013年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

西松建設㈱ 遠藤ﾋﾞﾙ計画新築工事 東京都 2013年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

東鉄工業㈱ ふじみ野市南台1丁目共同住宅新築工事 神奈川県 2013年 塗膜防水

㈲和泉技工 ｺｽﾓ富岡ﾍﾞｲｽﾃｰﾄ 神奈川県 2013年 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成建設㈱ 実践女子学園渋谷校地整備計画桜会会館 東京都 2012年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

大成建設㈱ 一番町補修 東京都 2012年 ｳﾚﾀﾝ防水工事

大成建設㈱ 滝野川画像診断ｾﾝﾀ- 東京都 2012年 ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水ﾄｰﾁ工法･塗膜防水

大成建設㈱ 津田塾大学小平ｷｬﾝﾊﾟｽ躯体補修工事 東京都 2012年 ｸﾗｯｸ注入工事

大成建設㈱ ﾈｽﾚ日本霞ヶ浦工場V棟建設工事 茨城県 2012年 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成建設㈱ 南青山4丁目計画 東京都 2012年 躯体補修

大成建設㈱ 日立ﾊｲﾃｸﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ独身寮改修工事 東京都 2012年 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成建設㈱ 丸の内2丁目計画 東京都 2012年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･塗床工事

大成建設㈱ 立教学院 東京都 2012年 ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ改修

大成建設㈱ ﾍﾞﾀﾆｱ修道院 東京都 2012年 地下打継部止水処理

大成建設㈱ 西五反田二丁目計画 東京都 2012年 躯体補修

大成建設㈱ 介護老人保健施設葵の園･ひばりが丘新築工事 東京都 2012年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水

大成建設㈱ 麹町三葉ﾋﾞﾙ新築工事 東京都 2012年 躯体補修･塗膜防水･塗床工事

大成建設㈱ 西鉄東京日本橋ﾋﾞﾙ(仮称)新築工事 東京都 2012年 躯体補修･塗膜防水･塗床工事

大成建設㈱ NTT駒込第2ﾋﾞﾙ増築工事 東京都 2012年 塗膜防水･塗床工事

大成建設㈱ 真澄寺東京別院新築工事 東京都 2012年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

大成建設㈱ 八洋新宿営業所新築工事及び本社増改築工事 東京都 2012年 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成建設㈱ 西郷会館改築工事 東京都 2012年 地下躯体止水処理･逆打･ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成建設㈱ 大手町1-6計画(地下) 東京都 2012年 地下躯体止水処理･逆打･塗膜防水･塗床工事

大成建設㈱ 昭和大学新豊洲病院建設工事 東京都 2012年 地下躯体先やり防水

大成建設㈱ 創価高校改修 東京都 2012年 外壁改修･屋上防水改修

大成建設㈱ 淡路町2丁目西部地区第一種市街地再開発事業施設建築物等工事 東京都 2012年 地下躯体止水処理･逆打･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ 三郷複合ｾﾝﾀｰ建設工事 埼玉県 2012年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ 大森北池田ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 東京都 2012年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ ｴﾘｰﾊﾟﾜｰ㈱川崎工場ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池量産工場 神奈川県 2012年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ 町屋複合福祉施設新築工事 東京都 2012年 ﾄｰﾁ･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ 三郷中央定温ｾﾝﾀｰ新築工事 埼玉県 2012年 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ 共同住宅･長屋住宅 105棟 千葉県 2012年 ｼｰﾘﾝｸﾞ工事

大和ﾊｳｽ工業㈱ 日本瓦斯㈱東関東支店東金営業所 千葉県 2012年 ｼｰﾘﾝｸﾞ･ｼｰﾄ防水工事

大和ﾊｳｽ工業㈱ ｱﾋﾞｰｻあらき野ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅 千葉県 2012年 ｼｰﾘﾝｸﾞ･ｼｰﾄ防水工事

大和ﾊｳｽ工業㈱ 三栄電気工業㈱千葉寮 千葉県 2012年 ｼｰﾘﾝｸﾞ･ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事

大和ﾊｳｽ工業㈱ ㈱清水ﾋﾞﾙ介護施設 千葉県 2012年 ｼｰﾘﾝｸﾞ･ｼｰﾄ･塗膜防水工事

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ 鴨川市横渚計画 千葉県 2012年 ｼｰﾘﾝｸﾞ･ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ 第2鈴木大和田ﾏﾝｼｮﾝ 千葉県 2012年 ｼｰﾘﾝｸﾞ･ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事

株木建設㈱ 成田市･富里市新清掃工場建設工事 千葉県 2012年 地下躯体止水処理･ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

株木建設㈱ ﾎｰﾑｾﾝﾀｰｺｰﾅﾝ都筑折本町店新築工事 神奈川県 2012年 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

株木建設㈱ 流山おおたかの森ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 千葉県 2012年 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱淺沼組 本郷台駅前市街地住宅1･2号棟耐震改修その他工事 神奈川県 2012年 耐震補強

㈱淺沼組 国立環境研究所地球温暖化研究棟･RI実験棟増改築建築工事 茨城県 2012年 防食工事･塗膜防水

㈱淺沼組 ㈱三栄ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ本社新館建設工事 東京都 2012年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水

㈱淺沼組 ﾎﾝﾀﾞ栃木(HGT) 栃木県 2012年 塗膜防水･止水工事

㈱淺沼組 取手市永山小学校校舎改築工事 茨城県 2012年 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱淺沼組 辻堂西海岸計画新築工事 神奈川県 2012年 ｼｰﾄ防水･塗膜防水

㈱淺沼組 新4curumuﾋﾞﾙ新築工事 東京都 2012年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

㈱淺沼組 豊島区高松2丁目ﾏﾝｼｮﾝ計画新築工事 東京都 2012年 塗膜防水･塗床工事

㈱淺沼組 両国ｽｺﾞｰﾏﾝｼｮﾝ計画新築工事 東京都 2012年 塗膜防水

㈱淺沼組 常総環境ｾﾝﾀｰ第三次ごみ処理施設建設工事 茨城県 2012年 ｼｰﾄ防水･塗膜防水

㈱淺沼組 大島3丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事 東京都 2012年 塗膜防水

㈱淺沼組 代沢4丁目計画新築工事 東京都 2012年 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ
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㈱淺沼組 ﾙﾌｫﾝ井の頭公園 東京都 2012年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

㈱淺沼組 ﾅｲｽｱｰﾊﾞﾝ中丸子A新築工事 神奈川県 2012年 塗膜防水･塗床工事

㈱淺沼組 東京都健康安全研究ｾﾝﾀｰ新館B棟(21)新築その他改修工事 東京都 2012年 地下躯体先やり防水･塗膜防水･塗床工事･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱淺沼組 目黒青葉台ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事 東京都 2012年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

㈱淺沼組 府中･緑町1丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 東京都 2012年 ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱淺沼組 本郷1丁目計画新築工事 東京都 2012年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱淺沼組 臨海町5丁目計画新築工事 東京都 2012年 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

鹿島建設㈱ 大手町建物田村町ﾋﾞﾙ 東京都 2012年 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

鹿島建設㈱ 京浜ﾄﾗｯｸ 東京都 2012年 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

鹿島建設㈱ 虎ﾉ門36森ﾋﾞﾙ 東京都 2012年 屋上防水改修(ｳﾚﾀﾝ塗膜防水)

五十嵐建設㈱ 狭山市中央ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅新築工事 埼玉県 2012年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱鴻池組 ｵｰﾍﾞﾙ西大井計画新築工事 東京都 2012年 塗膜防水

㈱鴻池組 星川計画新築工事 神奈川県 2012年 塗膜防水

㈱鴻池組 ﾌｼﾞｯｸｽ東京 東京都 2012年 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水

㈱鴻池組 大東京信用組合目黒支店建替工事 東京都 2012年 塗膜防水

㈱鴻池組 狭山西口 埼玉県 2012年 塗膜防水

㈱鴻池組 蔵前4丁目計画新築工事 東京都 2012年 塗膜防水

㈱鴻池組 門前仲町計画新築工事 東京都 2012年 塗膜防水

㈱佐藤秀 IH新築工事 東京都 2012年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 臨済宗円覚派実相寺新築工事 東京都 2012年 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 社会福祉法人慈愛会 慈愛寮改築工事 東京都 2012年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 杉田ﾓｰﾀｰｽﾋﾞﾙ新築工事 神奈川県 2012年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 ｵﾘﾝﾋﾟｱ眼科病院外来･病棟増築工事 東京都 2012年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 高橋ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 東京都 2012年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 菅野ﾋﾞﾙ新築工事 東京都 2012年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 太田邸新築工事 東京都 2012年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 原町1丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事 東京都 2012年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 千駄ヶ谷の集合住宅新築工事 東京都 2012年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 赤坂豊倉助産院新築工事 東京都 2012年 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 白金台PJ新築工事 東京都 2012年 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ
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