
㈱淺沼組 飯田橋4丁目計画新築工事 東京都 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水・塗膜防水･塩ﾋﾞｼｰﾄ・改質ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ防水

㈱淺沼組 殿町新研究所建設計画 神奈川県 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水・塗膜防水・地下先やり防水

㈱淺沼組 新日鉄芝大門1丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水・塗膜防水・ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱淺沼組 お風呂の王様和光店新築工事 東京都 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水・塗膜防水・ｼｰﾘﾝｸﾞ・改質ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ防水

安藤･間 印東加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ場1・2号調整池耐震補強工事 千葉県 塗膜防水・ｸﾗｯｸ注入・ｸﾞﾗｳﾄ注入

㈱市川建設 自治労会館 東京都 止水工事

㈱奥村組 旭市新庁舎建設建築工事 千葉県 ｼｰﾘﾝｸﾞ

鹿島建設㈱ 小田原市民ﾎ-ﾙ2期工事 神奈川県 塗膜防水

鹿島建設㈱ 東京応化相模PJ 東京都 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水・塗膜防水

鹿島建設㈱ 横濱ｹﾞ-ﾄﾀﾜ-PJ 神奈川県 塗膜防水

鹿島建設㈱ 川崎発電所資機材保管庫新築工事 神奈川県 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水・塗膜防水・ｼｰﾘﾝｸﾞ・止水工事

鹿島建設㈱ 桜美林大学東京ひなたやまｷｬﾝﾊﾟｽ演劇・音楽ｽﾀｼﾞｵ棟整備工事東京都 塗膜防水

鹿島建設㈱ 日立王禅寺ｾﾝﾀHTR老朽化対策第4・第5倉庫新築工事 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㈱ 美浦ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ｾﾝﾀｰﾊﾞｲｵﾏｽﾌﾟﾗﾝﾄ新設工事 茨城県 ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 練馬区豊玉北新築工事 東京都 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水・塗膜防水・ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 元麻布L邸新築工事 東京都 塗膜防水・ｼｰﾘﾝｸﾞ・改質ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ防水

㈱佐藤秀 烏山第2倉林ﾋﾞﾙ 東京都 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水・塗膜防水・ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 加藤ｸﾘﾆｯｸ建替工事 東京都 塗膜防水・ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 常圓寺記念事業（客殿・書院・庫裡建替工事） 東京都 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水・塗膜防水・ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱佐藤秀 中村邸新築工事 東京都 塗膜防水・ｼｰﾘﾝｸﾞ・塩ﾋﾞｼｰﾄ

清水建設㈱ 新橋田村町再開発 東京都 塗膜防水・止水工事・逆打・止水板

清水建設㈱ 赤坂2丁目ﾋｭｰﾘｯｸﾋﾞﾙ 東京都 塗膜防水

清水建設㈱ 鎌倉女子中高大学岩瀬ｷｬﾝﾊﾟｽ中等部高等部新築 神奈川県 塗膜防水・ｼｰﾘﾝｸﾞ

清水建設㈱ 住不北品川5丁目計画 東京都 塗膜防水・止水工事・ｸﾗｯｸ注入・ｸﾞﾗｳﾄ注入

清水建設㈱ 文京ﾌｼﾞｯｺﾋﾞﾙ 東京都 ｼｰﾘﾝｸﾞ

清水建設㈱ ｾｲｺｰ八重洲ﾋﾞﾙ建替 東京都 ｼｰﾘﾝｸﾞ

清水建設㈱ 東京未来大学C棟増築工事 東京都 逆打・止水板

清水建設㈱ 花王すみだ事業場西館改修 東京都 ｼｰﾘﾝｸﾞ

白石建設㈱ ｾｲｶﾞｽﾃｰｼﾞ浅草Ⅰ 東京都 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水・塗膜防水・ｼｰﾘﾝｸﾞ

白石建設㈱ ｾｺﾑ世田谷 東京都 ｼｰﾘﾝｸﾞ・塩ﾋﾞｼｰﾄ

白石建設㈱ ｾｲｶﾞｽﾃｰｼﾞ浅草Ⅱ 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㈱ 銀座8丁目ﾎﾃﾙ計画 東京都 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水・塗膜防水・ｼｰﾘﾝｸﾞ・逆打・止水板

大成建設㈱ 新宿駅東西自由通路 東京都 塗膜防水・止水工事・ｸﾗｯｸ注入

大成建設㈱ 外神田一丁目公共施設 東京都 塗膜防水・ｼｰﾘﾝｸﾞ

大成建設㈱ ﾋｭｰﾘｯｸ新宿3丁目新築計画 東京都 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水・塗膜防水・逆打・止水板

大成建設㈱ 内神田一丁目本郷通りﾋﾞﾙ新築工事 東京都 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水・塗膜防水・逆打・止水板

大成建設㈱ 川崎市新本庁舎超高層棟新築工事 神奈川県 塗膜防水・止水工事・逆打・止水板・ｸﾞﾗｳﾄ注入・地下先やり防水

大成建設㈱ 西池袋3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・ｸﾞﾗｳﾄ注入

大成建設㈱ 神奈中茅ケ崎営業所建替工事 神奈川県 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水

大成建設㈱ かんぽの宿伊豆高原模様替等工事 静岡県 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水・塗膜防水

大成建設㈱ 真澄寺慧燈院2021年改修 東京都 塗膜防水

大成建設㈱ ｻﾝｽﾀｰ洗口液新工場新築工事 山梨県 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水・ｼｰﾘﾝｸﾞ・FRP防水

大成建設㈱ 栗田工業㈱新研究開発施設新築工事及び新複合機能施設新築工事東京都 塗膜防水・塩ﾋﾞｼｰﾄ

大成建設㈱ ﾌﾟﾚﾅｽﾌｰｽﾞ将来ｴﾘｱ実装工事 埼玉県 塗床

大成建設㈱ 東海大学湘南校舎4号館耐震補強及び改修工事 神奈川県 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水・塗膜防水

大成建設㈱ ｵﾘﾝﾋﾟｯｸｽﾀｼﾞｱﾑTVｽﾀｼﾞｵ整備工事 東京都 塗膜防水

大成建設㈱ 合同庁舎7号館　ｵｲﾙﾀﾝｸ・屋上防水 東京都 塗膜防水

大成建設㈱ 蔵前計画新築工事 東京都 改質ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ防水

大成建設㈱ 市ヶ谷警察総合庁舎建築工事 東京都 逆打・止水板・ｸﾗｯｸ注入

大成建設㈱ 畠山記念会館改築 東京都 逆打・止水板

大成建設㈱ 武蔵野大学有明J1区画新築 東京都 止水工事・改質ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ防水

大成建設㈱ 松戸物流ｾﾝﾀ- 千葉県 塗膜防水

大成建設㈱ 六本木K邸新築工事 東京都 逆打・止水板

大成建設㈱ 合同庁舎　外壁補修工事 東京都 ｸﾗｯｸ注入

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ 品川区平塚一丁目新築工事 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㈱ 国立印刷局赤羽宿舎整備事業 東京都 ｸﾗｯｸ注入

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ ｼｬｲﾆｰﾏﾝｼｮﾝ外壁塗装・屋上防水補修その他修繕工事（Ｂ案）千葉県 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ ﾉｰﾌﾞﾙﾊｲﾂ北方屋上防水修繕工事 千葉県 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ防水

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ ｱｼﾌﾞ市川　屋上防水他修繕工事 千葉県 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ 船橋ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ第三回大規模修繕工事 千葉県 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

㈱ワプル　防水事業部　2021年　工事実績一覧

1 / 2



㈱ワプル　防水事業部　2021年　工事実績一覧
大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ ｵｱｿﾞ市川　屋上防水・鉄部塗装他修繕工事 千葉県 改質ｺﾞﾑｱｽ防水

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ ﾊｲﾏｰﾄ千葉　第3回大規模修繕工事 千葉県 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ 大田区本羽田3丁目計画 東京都 塗膜防水・ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ Dプロ伊勢原新築工事 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㈱ 千葉ﾆｭ-ﾀｳﾝA-6区画新築工事 千葉県 塗膜防水・ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ 三洋ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀ-建設計画 埼玉県 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㈱ DPL坂戸4階改修工事 埼玉県 塗膜防水

大和ﾊｳｽ工業㈱ Dﾌﾟﾛ有明Ⅰｵﾌｨｽ化改修工事 東京都 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ 三金千葉営業所新築工事 千葉県 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ Dﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ野田大規模改修工事 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ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ浦安Ⅱ大規模修繕工事 千葉県 塗膜防水・ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ N様　共同住宅新築工事 千葉県 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ S様　共同住宅新築工事 千葉県 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ F様　共同住宅新築工事 千葉県 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ D-room 千葉県 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ S様　共同住宅新築工事 千葉県 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ S様　共同住宅新築工事 千葉県 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ O様　共同住宅新築工事 千葉県 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ M事務所併用共同住宅新築工事 千葉県 ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ ㈱ｽｽﾞｷ自販千葉　ｱﾘｰﾅ山王　移転新設工事　本体工事 千葉県 ｼｰﾘﾝｸﾞ･FRP防水

大和ﾊｳｽ工業㈱ ｲﾘｰｾﾞ西志津新築工事 千葉県 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水・塩ﾋﾞｼｰﾄ・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土気　新築工事 千葉県 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水・塩ﾋﾞｼｰﾄ・ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ ㈱PALTAC栃木物流ｾﾝﾀｰ新築工事 栃木県 ｱｽﾌｧﾙﾄ･塩ビｼｰﾄ・ｼｰﾘﾝｸﾞ

大和ﾊｳｽ工業㈱ ITIKAWA　PLANT　CENTER　新築工事 千葉県 ｼｰﾘﾝｸﾞ･ｱｽﾌｧﾙﾄ防水

大和ﾊｳｽ工業㈱ 船橋倉庫建替え工事（1期新築工事） 千葉県 塩ﾋﾞｼｰﾄ・ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系防水

大和ﾊｳｽ工業㈱ ㈱ﾃｸﾉ菱和　千葉支店建替工事 千葉県 ｼｰﾘﾝｸﾞ･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

大和ﾊｳｽ工業㈱ 立石2丁目計画新築工事 東京都 塩ﾋﾞｼｰﾄ･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水

東急建設㈱ 六本木5丁目新築工事 東京都 ｼｰﾘﾝｸﾞ

東急建設㈱ 浅草1丁目新築工事 東京都 ｼｰﾘﾝｸﾞ

西松建設㈱ 宇田川町32開発計画 東京都 塗膜防水

西松建設㈱ 玉川学園 東京都 塗膜防水

㈱ﾌｼﾞﾀ ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽ千葉2 千葉県 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水・塗膜防水

㈱ﾌｼﾞﾀ 日本医科大学武蔵小杉病院新築工事 東京都 塗膜防水

㈱松下産業 墨田区千歳三丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 東京都 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水・塗膜防水

㈱松下産業 千早3丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 東京都 塗膜防水･塩ﾋﾞｼｰﾄ

㈱松下産業 南加瀬4丁目計画新築工事 東京都 ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈱松下産業 ｺﾝｼｪﾘｱ白金台3丁目新築工事 東京都 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水・塗膜防水

㈱松下産業 游庵別館新築工事 東京都 改質ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ防水

村上工業㈱ 新井1丁目計画新築工事 東京都 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水・塗膜防水・ｼｰﾘﾝｸﾞ

千葉県 桜木第三県営住宅14.15号棟屋上断熱防水改修工事 千葉県 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水･塩ﾋﾞｼｰﾄ
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