
ｹｰｵｰﾃﾞｨｰ㈱ 大田市場 東京都 ｼｰﾘﾝｸﾞ

ｹｰｵｰﾃﾞｨｰ㈱ 銀座5丁目ﾎﾃﾙ 東京都 ｼｰﾘﾝｸﾞ

ｹｰｵｰﾃﾞｨｰ㈱ PMO西新宿 東京都 ｼｰﾘﾝｸﾞ

ｽﾀｰﾂCAM㈱ 流山おおたかの森 千葉県 躯体補修

株木建設㈱ 浜見平団地 神奈川県 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

株木建設㈱ 北栄産業本社 神奈川県 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ･塩ﾋﾞｼｰﾄ

㈱ｳﾗﾀ 市川田尻ﾏﾝｼｮﾝ 千葉県 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱ｳﾗﾀ 堀切2丁目 東京都 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱ｳﾗﾀ 東浜幼稚園 千葉県 塗膜防水

㈱ﾌｼﾞﾀ 代々木新酪農会館 東京都 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

㈱ﾌｼﾞﾀ 関東ﾏﾂﾀﾞ板橋新築 東京都 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･塩ﾋﾞｼｰﾄ

㈱ﾌｼﾞﾀ 浦和競馬場　新第2ｽﾀﾝﾄﾞ 埼玉県 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水

㈱ﾌｼﾞﾀ ｶﾞｰﾗ練馬桜台 東京都 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水

㈱佐藤秀 十方寺本堂 東京都 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 南麻布5丁目PJ 東京都 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 成城PJ 東京都 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 ﾗ･ﾌｫﾙﾑ新鶴見 神奈川県 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ･塩ﾋﾞｼｰﾄ

㈱佐藤秀 東日暮里5丁目 東京都 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 四谷ｺｰﾎﾟﾗｽ 東京都 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 黄檗宗祥應寺 東京都 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ･塩ﾋﾞｼｰﾄ

㈱佐藤秀 南青山Xﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 駒場K邸2期 東京都 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 八幡K邸2期 千葉県 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 上大崎2丁目 東京都 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ･塩ﾋﾞｼｰﾄ

㈱佐藤秀 ｾｿﾞﾝ神宮前計画 東京都 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ･塩ﾋﾞｼｰﾄ

㈱佐藤秀 清水公園エントランス新築 千葉県 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ･塩ﾋﾞｼｰﾄ

㈱佐藤秀 関町東の集合住宅新築 東京都 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ･塩ﾋﾞｼｰﾄ

㈱竹中工務店 高崎文化芸術ｾﾝﾀｰ 群馬県 ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱淺沼組 第一三共小田原工場 神奈川県 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱淺沼組 恵比寿西2丁目 東京都 塗膜防水

㈱淺沼組 稲村ｹ崎2丁目PJ 神奈川県 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

鹿島建設㈱ ANA ASTC 東京都 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･塩ﾋﾞｼｰﾄ

鹿島建設㈱ 藤沢公民館労働会館 神奈川県 塗膜防水

鹿島建設㈱ 東京国際(羽田)増改 東京都 塗膜防水･塩ﾋﾞｼｰﾄ

鹿島建設㈱ JR川崎火力 神奈川県 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

鹿島建設㈱ 東京応化相模再構PJ 神奈川県 塗膜防水

鹿島建設㈱ 住友電気工業㈱横浜製作所 神奈川県 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･塩ﾋﾞｼｰﾄ

鹿島建設㈱ ｴｺｰﾙﾄﾞﾊﾔﾏ 神奈川県 塗膜防水

鹿島建設㈱ ｺﾏﾂ湘南 神奈川県 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

鹿島建設㈱ ｱｽﾞﾋﾞﾙ湘南2期 神奈川県 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･塩ﾋﾞｼｰﾄ

鹿島建設㈱ 横浜ﾋﾞﾌﾞﾚ 神奈川県 塗膜防水

鹿島建設㈱ 豊島ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都 ｼｰﾘﾝｸﾞ

清水建設㈱ 本郷三幸学園 東京都 ｼｰﾘﾝｸﾞ

清水建設㈱ 神南1丁目 東京都 ｼｰﾘﾝｸﾞ

清水建設㈱ 浜松町一丁目 東京都 ｼｰﾘﾝｸﾞ

清水建設㈱ 六本木泉ｶﾞｰﾃﾞﾝ 東京都 ｼｰﾘﾝｸﾞ

清水建設㈱ 青葉台ﾀﾜｰ 東京都 ｼｰﾘﾝｸﾞ

西松建設㈱ 渋谷宇田川町計画 東京都 塗膜防水

西松建設㈱ 大井一丁目南地区 東京都 塗膜防水･塩ﾋﾞｼｰﾄ

西松建設㈱ ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽﾊﾟｰｸつくば 茨城県 ｼｰﾘﾝｸﾞ

村上工業㈱ 振興第2ﾋﾞﾙ 東京都 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㈱ 宇都宮市東宿郷 栃木県 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㈱ ｴｸｾﾗ麓山新築 福島県 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㈱ 荏原中延駅前ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 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㈱ つくば市みどりの中央PJ 茨城県 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㈱ 文京弥生PJ 東京都 塗膜防水

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ 高津団地五街区新集会所 千葉県 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成建設㈱ 創価学会調布 東京都 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成建設㈱ 国立競技場(ｼ-ﾘﾝｸﾞ) 東京都 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱ワプル　防水事業部　2019年　工事実績一覧
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大成建設㈱ 西新宿6丁目(大和ﾊｳｽ)PC 東京都 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｸﾞﾗｳﾄ注入･防水工事

大成建設㈱ 創価学会総合案内ｾﾝﾀｰ 東京都 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成建設㈱ 四谷駅前再開発 東京都 逆打ち･止水板

大成建設㈱ 羽田空港第2ﾀｰﾐﾅﾙ 東京都 塗膜防水･塩ﾋﾞｼｰﾄ

大成建設㈱ 虎ﾉ門2-1計画(ｱｽﾌｧﾙﾄ防水) 東京都 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･塗床

大成建設㈱ ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ横浜 神奈川県 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水

大成建設㈱ 日本ﾄﾑｿﾝ本社建替 東京都 塗膜防水

大成建設㈱ ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝﾐｭｰｼﾞｱﾑ移転計画 東京都 塗膜防水

大成建設㈱ 創価学会宝光会館 東京都 塗膜防水･塩ﾋﾞｼｰﾄ

大成建設㈱ 大手町ﾋﾞﾙ改修 東京都 ｸﾞﾗｳﾄ注入

大成建設㈱ 応現院改修 東京都 塗膜防水

大成建設㈱ 気象庁虎ノ門庁舎 東京都 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

大成建設㈱ 豊洲2丁目 東京都 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ･逆打ち･止水板

大成建設㈱ 日野市役所本庁舎免震改修 東京都 逆打ち･止水板

大成建設㈱ 東池袋1丁目計画 東京都 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･塗床

大成建設㈱ 内神田2丁目 東京都 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

大成建設㈱ 大手町1-4-2 東京都 ｸﾞﾗｳﾄ注入

大成建設㈱ 銀座線銀座駅 東京都 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成建設㈱ 法政大学2期 東京都 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

大成建設㈱ 神南1丁目2期 東京都 塗膜防水

大成建設㈱ 西新宿6丁目(第5ﾌﾞﾛｯｸ)2期 東京都 塗膜防水･逆打ち･止水板

大成建設㈱ ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ2期 東京都 躯体補修

大成建設㈱ 六本木RN 東京都 塗膜防水･止水板･ｸﾞﾗｳﾄ注入･ｸﾗｯｸ注入

大成建設㈱ KMWﾗｲﾝ 東京都 ｸﾞﾗｳﾄ注入

大成建設㈱ 圓乗寺新築 東京都 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

大成建設㈱ 北品川5丁目 東京都 塗膜防水

大成建設㈱ 神奈中秦野営業所 神奈川県 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水

大成建設㈱ 国際法務ｾﾝﾀｰ(C工区) 東京都 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成建設㈱ ｺｶｺ-ﾗ山梨 山梨県 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成建設㈱ 合同庁舎7号館 東京都 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ 東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東京都 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ 三郷中央地区 埼玉県 塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ 市ヶ尾ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 神奈川県 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ﾌﾟﾛｼﾞｭｸﾄ有明 5F 東京都 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ 南信重機本社 東京都 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ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ江東辰巳 東京都 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㈱ 羽田空港跡地第一計画(地下) 東京都 塗膜防水･止水板

大和ﾊｳｽ工業㈱ 住友倉庫浦安(仮防水) 千葉県 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水

東急建設㈱ 銀座六丁目計画 東京都 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･塗膜防水･ｼｰﾘﾝｸﾞ

東急建設㈱ 常楽寺(庫裡･会館)建替 神奈川県 ｼｰﾘﾝｸﾞ

綿半ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 愛知県大規模展示場 愛知県 塩ﾋﾞｼｰﾄ

大塚建工㈱ 千葉集港倉庫庇改修工事 千葉県 改修塗装工事

大塚建工㈱ ㈱両総ｸﾞﾙｰﾌﾟ本社社屋新築工事 千葉県 塗装工事

大塚建工㈱ 東葉ｸﾘﾆｯｸ八日市場増築改修工事 千葉県 改修塗装・防水工事

大塚建工㈱ 千葉市立弥生小学校内外部改修工事（その2） 千葉県 改修塗装・防水工事

大塚建工㈱ 大塚倉庫新築工事 千葉県 改修塗装工事

大塚建工㈱ 秋草様ご自宅改修工事 千葉県 改修塗装・防水工事

大塚建工㈱ 那須ﾋﾞﾙ外壁改修工事 千葉県 改修塗装・防水工事

大塚建工㈱ 千葉市立弥生小学校内外部改修工事（その2） 千葉県 改修塗装工事

大塚建工㈱ 東葉ｸﾘﾆｯｸ八日市場増築改修工事 千葉県 改修塗装・防水工事

O 様 Ｏ邸改修工事 千葉県 改修塗装・防水工事

京成ｻﾝｺｰﾎﾟ浦安 漏水補修工事 千葉県 改修防水

京葉工業高校 教室・管理室棟窓手摺取付工事 千葉県 改修雑工事

東海建設㈱ 高度訓練ｾﾝﾀｰ第1実習室天井張り　他　工事 千葉県 改修仮設工事

ﾄｰﾖｰ科建㈱ 荏原製作所ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ屋根改修工事(防水工事） 千葉県 改修防水

日本建設㈱ 千葉総合支社　茂原分室屋上ﾀﾗｯﾌﾟ更新工事 千葉県 改修雑工事

O.T 様 Ｏ邸改修工事 千葉県 塩ﾋﾞｼｰﾄ

大和ﾊｳｽ工業 DS佐倉城址公園前店新築工事 千葉県 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業 ｱｼｽﾃｯﾄﾞﾘﾋﾞﾝｸﾞ若葉　新築工事 千葉県 塩ﾋﾞｼｰﾄ・塗膜防水・ｼｰﾘﾝｸﾞ
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大和ﾊｳｽ工業 飯島様賃貸店舗新築工事 千葉県 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業 医療法人黒潮会　田辺病院　新築工事 千葉県 塩ﾋﾞｼｰﾄ・塗膜防水・ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業 仮称若葉区桜木北1丁目賃貸店舗新築工事 千葉県 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業 ｿﾚｲﾕﾅｰｻﾘｰ八千代台新築工事 千葉県 塩ﾋﾞｼｰﾄ・ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業 千葉市美浜区新港賃貸店舗　新築工事 千葉県 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業 千葉総合ｶﾞｽｾﾝﾀｰ新築工事 千葉県 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 千葉ﾆｭｰﾀｳﾝBPOｾﾝﾀｰ新築工事 千葉県 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 直販配送㈱富里ｾﾝﾀｰ新築工事 千葉県 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業 土浦市中高津1丁目貸店舗新築工事 千葉県 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業 西尾ﾚﾝﾄｵｰﾙ㈱　東金ｾﾝﾀｰ　新築工事 千葉県 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業 日本製粉㈱ふすまﾊﾞﾗ倉庫新築工事 千葉県 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業 ﾆｭｰｻﾝ㈲賃貸施設新築工事 千葉県 塩ﾋﾞｼｰﾄ ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業 彦山精機㈱新工場新築工事（DPI千葉ﾆｭｰﾀｳﾝA1) 千葉県 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 松崎様賃貸施設新築工事 千葉県 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 ﾔﾏﾆﾋﾞﾙ　外装保全・他工事 千葉県 塩ﾋﾞｼｰﾄ 塗膜防水 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業 ㈱ﾌﾟﾘﾝﾄﾊﾟｯｸ木更津工場新築工事 千葉県 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業 ㈱ﾍﾟｰﾊﾟｰﾊｳｽ社　袖ヶ浦ﾃﾞﾎﾟ・工場　ﾃﾝﾄ倉 千葉県 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業 ｹｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ蘇我保育園　内装工事 千葉県 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業 ｻﾆｰﾗｲﾌ木更津新築工事 千葉県 塩ﾋﾞｼｰﾄ 塗膜防水 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ ｸﾞﾗｼｭｰｽﾞ外壁ﾀｲﾙ・屋上防水その他 千葉県 改質ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ防水、ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝ北川　外壁・防水その他 千葉県 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ ｸﾞﾘﾝﾀｳﾝ宝外壁塗装及び屋上防水 千葉県 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ ｸﾞﾚｰｽｺｰﾄ富浜　外壁・屋上防水工事 千葉県 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ ｻﾝ･ｸﾞﾗﾝﾃﾞ外壁・屋上防水その他 千葉県 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ 志津ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ駐車場屋根防水工事 千葉県 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ 新日本ｻﾝﾗｲｽﾞ行徳　屋上防水 千葉県 改質ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ防水

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ ﾌﾞﾙｰﾑﾊﾟｰｸ西新井外壁及び屋上防水 東京都 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ ﾌﾚｱﾏﾝｼｮﾝｵｵﾂｶ外壁･防水その他 千葉県 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ 院内一丁目ﾋﾞﾙ新築工事 千葉県 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㈱ ﾌﾛｰﾗﾙﾏﾝｼｮﾝ外壁・防水その他 千葉県 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ ﾍﾞｽﾄﾗｲﾌ南船橋　外壁･塗装その他 千葉県 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ ﾍﾞﾙﾏﾝｼｮﾝ外壁塗装及び屋上防水工事 千葉県 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ 院内一丁目ﾋﾞﾙ新築工事 千葉県 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水、ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

千葉県 薬円台県営住宅4,5号棟断熱防水改修工事 千葉県 塩ﾋﾞｼｰﾄ  塗膜防水
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