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コンクリート構造物メンテナンス 調査・診断・改修

株式会社　フジテクノ



商　　　号

本社所在地

設　　　立

資　本　金

役　　　員

株式会社　フジテクノ

大阪府茨木市五十鈴町16-8

平成１３年４月２日
平成１５年４月１日　有限会社より株式会社に組織変更

10,000,000-

りそな銀行　上新庄支店
摂津水都信用金庫　大池支店

外壁・防水・止水工事の調査・診断・施工
コンクリート保護工事（コンクリート構造物診断・改修）

コニシ・アイカ工業・三菱化学・旭硝子・三生化工・東燃
アイレックス・電気化学工業・東邦化学工業・ユニオン建材
ポゾリス物産・エレホン化成工業・三井東圧化学
日本スタッコ・シンエイマスター・太平洋セメント・ダイフレックス
住友大阪セメント・大日本塗料・ヨコハマゴム

取引銀行

営業種目

主要仕入れメーカー

躯体コンクリート劣化補修、外壁改修工事
（シーリング工事、ひびわれ注入工事、タイル浮き補修工事、欠損・爆裂補修工事）

耐震補強工事（無収縮モルタルグラウト、炭素繊維補強）
塗り床工事、防蝕ライニング工事
石材劣化保全工事、コンクリート非破壊検査全般
コンクリート混和剤工事

１級建築施工管理技士　３名　
１級土木施工管理技士　１名
コンクリート技士　　　１名
コンクリート診断士　　１名
技術士補（建設部門）　１名
監理技術者　　　　　　３名

技術有資格者

順不同

創　　　業 平成１３年１月７日

大阪府知事　許可（般-20）第120917号
建築・土木・左官・タイル･レンガ･ブロック・塗装・鋼構造物・防水工事業

建設業の許可

防水・止水工事
各種防水工事、止水工事
新築時の漏水対策（止水板設置他）

代表取締役　加藤　真一
取  締　役　三原　保範
取  締　役　楠本　貴哉
監　査　役　早田　旬宏

リフリート工業会
べステム工業会
ダイフレックス工業会

入会団体



・京都大学

・大阪大学

・清水建設　株式会社

・株式会社　大林組

・鹿島建設　株式会社

・安藤建設　株式会社

・西松建設　株式会社

・戸田建設　株式会社

・鉄建建設　株式会社

・株式会社  錢高組

・株式会社　イチケン

・ハンシン建設　株式会社

・ショーボンド建設　株式会社

・株式会社　シミズ･ビルライフケア関西

・みらい建設工業　株式会社

・株式会社　昭和工務店

・株式会社　ビケンテクノ

・大和ハウス工業　株式会社

・株式会社　コスモスイニシア

・セキスイハイム近畿　株式会社

・ミサワホ－ム近畿　株式会社

・ミサワホ－ムセラミック　株式会社

・積水ハウス　株式会社

・三洋ホームズ　株式会社

・株式会社　エービーシー商会

・太平洋マテリアル　株式会社

・三生化工　株式会社

※順不同

主要取引先（学校・企業・メーカー）



注入材の一例

１、自動式低圧樹脂注入工法（ひびわれ等）

ひびわれ・打継部

シール材
シール材

自動式低圧注入器

自動式低圧注入器

自動式低圧注入器を用いて、躯体コンクリートに発生したひびわれに注入材を注入充填することで、耐力・水密
性を回復する。

エポキシ樹脂
アクリル樹脂
超微粒子セメント系スラリー
高炉スラグ

注入材

自動式低圧注入器

自動式低圧注入器



２、表面保護工法（コンクリート打放し面・タイル面）

無機質浸透性吸水防止剤含浸層

塗布前 塗布後

コンクリート表面の小さな空隙

無機質浸透性吸水防止剤の含浸･反応に依り、緻密化さ
れ、中性化の防止又は回復、塩害・凍害からの保護

吸水防止剤 無機質浸透性吸水防止剤（珪酸アルカリ＋高反応触媒）

MAXAM　Aシリーズは水希釈型で粘度と表面張力が水より小さく、対象物に深く浸透し、撥水層を作り強力な吸水
防止効果を発現するもので、造膜して防水効果を出すものとは、特に耐久性と対汚染性に顕著な差を有する。

有効成分が高く、生成された疎水性結晶は対象物の表層を緻密化し強化作用がありかつ通気性を保持する。

対象物が無機質系建材なので無機質系物質のみの配合である。

無色透明、無臭で作業牲が良く、対象物が完全に乾いていなくても塗布が可能で紫外線や温度変化、有外物質に
対する耐性が大きく、色や質感を変えない。

有機溶剤を含まない水性材料である為、作業員･取り扱いに安全である。

0.5ミリ以内のヘアクラックを充填、撥水し表層からの侵水を防ぐ。

反応が早く、使用量は有機溶剤系材料よりも少量になる。

脆弱化したコンクリートの表面引っ張り強度を20％～50％程度向上させる。

カビ、苔の繁殖を防ぎ排気ガス･カーボン等の付着を小さくし、エフロレッセンスの防止効果がある。



３、タイル浮き補修工法（外壁等タイル・モルタル面）

タイルの浮き部に対して、エポキシ樹脂とステンレスピンを併用して
接着しタイルの落下を防止する。

アンカーピン 一次注入エポキシ樹脂

浮きの範囲

二次注入エポキシ樹脂

アンカーピン
(ＳＵＳ　Ｍ4　Ｌ50)

一次注入エポキシ樹脂

二次注入エポキシ樹脂

二次注入エポキシ樹脂

浮きの範囲

浮きの範囲

浮きの範囲

削孔

エポキシ樹脂注入



４、各所シール打替補修工法

外壁目地等のシール材の打替改修。

施工前

既存劣化シール

施工中

新規シール打ち

施工中 新規シール仕上げ

シール材の一例

２成分型変性シリコン系シール材
２成分型ポリサルファイド系シール材
２成分型ポリウレタン系シール材
２成分型アクリルウレタン系シール材
１液型シリコン系シール材

既存劣化シール ﾏｽｷﾝｸﾞﾃｰﾌﾟ養生

新規ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材装填

専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布

新規ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材装填

専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布

新規シール材充填



注入材の一例

５、高圧樹脂注入止水工法
　　　（漏水を伴うひびわれ・打継・ＣＪ・セパレーター跡等）

高圧注入用プラグ（ＮＩＣＫ-9Ｐ）を介して、躯体コンクリートに発生したひびわれ・打継部・セパレーター跡
等に注入材を高圧注入充填することで漏水を確実に止水。

エポキシ樹脂
アクリル樹脂

水系特殊ポリマー樹脂エマルション

ＮＩＣＫ-9Ｐひびわれ･打継部からの漏水

アルファーゾル-Ｇ-Ⅰ
高圧注入
150～350Kg/c㎡

ひびわれ･セパレーター跡からの漏水

ひびわれ･打継部からの漏水



６、地下裏面防水形成工法（特殊止水工法）

地下室の壁または土間コンクリートをドリルにて貫通し、建物の外部に止水材を注入して、外部の土圧や水圧を利用し注
入液をコンクリートに逆流させて止水すると共に、裏面に新たな防水層形成し、長期間止水効果を具現化する。

注入材の一例

水系特殊ポリマー樹脂エマルション
水性アスファルト系エマルション

WL

裏面防水形成樹脂

裏面防水形成樹脂

裏面防水形成樹脂



７、コンクリート劣化部補修工法

施工時の豆板などによるコンクリート内部の劣化等や、経年劣化に依る鉄筋の発錆に起因するコンクリート爆裂
等の補修に適用する。劣化部分を取り除き、コンクリートの打ち直し（モルタル充填）、鉄筋の除錆・防錆処理
等に依って、耐久性・耐腐食性などの性能を回復させる事を目的とする。

錆除去･防錆処理、添筋

アルカリ付与材塗布

断面修復材･充填整形

下地調整材+表面保護材

錆除去･防錆処理、添筋

断面修復材･充填整形

不陸修正

表面保護ライニング



８、防水層再生工法

劣化した防水層を健全な状態に再生します。

注入材の一例

水系特殊ポリマー樹脂エマルション

・今まで困難であった部分防水層補修

・屋上の設備又は使用状況で防水改修が困難な防水層の保全・改修

・漏水原因の確定が困難な漏水補修

防水層再生樹脂

防水層再生樹脂

防水層再生樹脂注入作業状況

防水層再生樹脂注入完了



９、防水補修・改修工法

防水材の一例
ウレタン樹脂塗膜防水
水性アスファルト系塗膜防水
ＦＲＰ塗膜防水（ビニルエステル・ポリエステル）
ゴムシート防水
塩ビシート防水

完了

施工前

防水施工作業状況



１０、廊下・ベランダ床改修工法

廊下・べランダ等の床面の防水を補修すると共に意匠を含めた改修。

下地処理（ひびわれ・欠損補修）

立上り部ウレタン防水

完了



１１、耐震補強-繊維巻たて補強工法

柱・梁等の耐震補強改修。

完了

CFRP貼付け

CFRP貼付け

各繊維巻シート巻たてに依る、柱・梁等のコンクリート補強工事
補強材の一例

炭素繊維
アラミド繊維
ガラス繊維



１２、塗床工事

各所塗床工事

塗床材の一例

エポキシ樹脂
ウレタン樹脂
ＭＭＡ樹脂

完了完了

施工前 施工前

施工中 施工中



１３、耐震補強-無収縮モルタル充填工法

新設壁・増厚み壁等のコンクリート補強工事に伴う、無収縮モルタル充填工事

現状

無収縮モルタル圧送

充填後

無収縮モルタル充填部分



１４、躯体防水・防食工法（高耐久性コンクリート工事）

特殊コンクリート混和剤に依る、高耐久性コンクリート工事

コンクリート混和剤
アルファーゾル－４

コンクリート混和剤投入

コンクリート混和剤投入 コンクリート混和剤入り
コンクリート打設

コンクリート混和剤入り
コンクリート打設

防水コンクリート打設完了



施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成13年２月 グレース用賀大規模改修工事 屋上防水改修 (有)コア・テクノ

　　　２月 岡本ビル改修工事 地下室漏水補修 小川技研(株)

　　　３月 京都大学南部実験棟新鋭その他工事 地下室漏水補修 清水建設(株)

　　　３月 ＩＢＭ野洲工場23号ビル改修工事 躯体補修・結露対策 清水建設(株)

　　　３月 大原老人保健施設新築工事 ダイアモンドアンカー 清水建設(株)

　　　３月 川口産業本社ビル現状回復工事 建物調査・診断 清水建設(株)

　　　３月 江戸堀センタービルＥＶピット止水工事 ＥＶピット止水 清水建設(株)

　　　３月 加美北老人ホーム新築工事 浴槽止水工事 村本建設(株)

　　　３月 和歌山セレモ平安新築工事 地下外壁止水 清水建設(株)

　　　３月 ＵＳＪジョーズ館漏水調査工事 水槽漏水調査・診断 数社ＪＶ

　　　４月 ＩＢＭ野洲工場52号ビル改修工事 躯体補修・防蝕 清水建設(株)

　　　４月 ＩＢＭ野洲工場52号ビル改修工事 劣化部洗浄・清掃 清水建設(株)

　　　４月 高槻サンガピア館浴槽改修工事 浴槽止水工事 村本建設(株)

　　　４月 和歌山セレモ平安新築工事 地下耐圧盤止水 清水建設(株)

　　　４月 北大路バスターミナル連絡通路補修工事 タイル浮き補修 清水建設(株)

　　　４月 （株）クボタ尼崎工場遠心ピット調査工事 漏水調査・診断 （株）クボタ

　　　４月 ペアーレ東大阪新築工事 室内プール漏水補修 清水建設(株)

　　　４月 ウイングス京都外壁補修工事 外壁補修 清水建設(株)

　　　４月 ＭＫＢ-99本社ビル改修工事 外壁補修 三井造船(株)

　　　４月 阪神電鉄尼崎駅橋脚調査工事 橋脚ひびわれＣＣＤカメラ調査 阪神建設(株)

　　　４月 平成ビル用賀大規模修繕工事 漏水調査・診断 (有)コア・テクノ

　　　５月 平成ビル用賀大規模修繕工事 屋上防水・地下駐車場止水 (有)コア・テクノ

　　　５月 江戸堀センタービル階段止水工事 地下階段止水 清水建設(株)

　　　５月 ダイドードリンコ東大阪改修工事 煙遮断対策 清水建設(株)

工事実績表-1



施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成13年５月 酒井邸改修工事 地下室漏水補修 小川技研(株)

　　　５月 京都婦人センター補修工事 屋上防水改修 清水建設(株)

　　　６月 イイダアネックス-Ⅰ改修工事 屋上防水改修 (有)コア・テクノ

　　　６月 御隆倶楽部浴槽改修工事 浴槽止水工事 清水建設(株)

　　　６月 京都新聞社躯体補修工事 躯体調査・補修 清水建設(株)

　　　６月 ハートンホテル京都調査工事 漏水調査・診断 清水建設(株)

　　　６月 ダイドードリンコ東大阪改修工事 防水改修・外壁補修 清水建設(株)

　　　６月 森野ビル屋上補修工事 屋上防水改修 村本建設(株)

　　　６月 京都太秦映画村漏水補修工事 外壁漏水補修 清水建設(株)

　　　６月 京都大学医学部附属病院ｻｰﾋﾞｽｻﾌﾟﾗｲ棟調査工事 漏水調査・診断 清水建設(株)

　　　７月  京都大学医学部附属病院旧内科隔離病舎探索医療ｾﾝﾀｰ改修工事 躯体補強・補修 松宮工務店(株)

　　　７月 アイレックスプラザ八尾漏水補修工事 躯体調査・補修 鹿島建設(株)

　　　７月 富田病院漏水補修工事 外壁漏水補修 清水建設(株)

　　　７月 老健ひかり屋上防水工事 屋上防水改修 岡本工務店(株)

　　　８月 トゥー・ル・モンド屋上防水工事 屋上防水改修 岡本工務店(株)

　　　８月 ウラタビル屋上防水工事 屋上防水改修 岡本工務店(株)

　　　８月 名神高速道路蔵人江坂高架橋調査工事 躯体調査・診断 (株)イスミック

　　　８月 京都ＳＫビル地下二階床石補修工事 漏水調査・改修 清水建設(株)

　　　８月 微生物化学研究所本社整備工事 躯体補修 清水建設(株)

　　　８月 ペアーレ東大阪新築工事 ＣＤ管内漏水補修 清水建設(株)

　　　８月 桜新町マンション改修工事 屋上防水改修 (有)コア・テクノ

　　　８月 高倉山貯水池改修工事 漏水補修、防水 (有)コア・テクノ

　　　８月 ギャラリー18改修工事 漏水補修、防水 (有)コア・テクノ

　　　９月 京都鳥居ビル地下ピット止水工事 漏水補修、躯体補修 清水建設(株)

工事実績表-2



施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成13年９月 サンライトリブ改修工事 外壁補修、屋上防水改修 (有)コア・テクノ

９月 祖師谷ロックヘブン改修工事 外壁補修、屋上防水改修 (有)コア・テクノ

９月 清水建設(株)枚方社宅排水他改修工事 浴槽防水改修 (株)ｼﾐｽﾞＢＬＣ関西

９月 味の素高槻家族寮改修工事 外壁補修、ベランダ防水改修 (株)ｼﾐｽﾞＢＬＣ関西

９月 京大病院ｻｰﾋﾞｽｻﾌﾟﾗｲ棟地下ピット湧水対策工事 漏水補修 清水建設(株)

９月 アスティオ和泉中央Ｄ棟補修工事 漏水調査・補修 鹿島建設(株)

９月 第二京阪道路松井南擁壁補修工事 躯体補修 中林建設(株)

９月 住友製薬茨木工場浴槽調査工事 漏水調査・診断 鴻池組(株)

１０月 舞鶴ＦＡＺ21外壁改修工事 外壁補修 清水建設(株)

１０月 ダイドードリンコ(株)関西事業部改修工事 外壁補修、屋上防水改修 (株)ｼﾐｽﾞＢＬＣ関西

１０月 元廣ビル改修工事 外壁補修、止水 清水建設(株)

１０月 宮下邸地下駐車場止水工事 漏水調査・補修 殖産住宅相互(株)

１０月 南山城学園改修工事 外壁補修、止水 清水建設(株)

１０月 新大阪プライムタワー改装工事 シール打替 (株)ｼﾐｽﾞＢＬＣ関西

１０月 和歌山アパローム止水工事 漏水調査・診断 清水建設(株)

１０月 ＴＯＷＡ本社ビル改修工事 調査・診断 清水建設(株)

１１月 コスモシティ住吉川公園止水工事 駐車場漏水補修、防水補修 安藤建設(株)

１１月 アルプラザ香里園止水工事 外壁屋上漏水調査・診断 (株)ｼﾐｽﾞＢＬＣ関西

１１月 ﾛｰﾚﾙｽｸｴｱ和泉中央駐車場漏水対策工事 駐車場漏水調査・診断止水 鹿島建設(株)

１１月 朝陽田辺工場新築工事 躯体補修 清水建設(株)

１１月 住友製薬茨木工場女子浴槽止水工事 漏水補修 鴻池組(株)

１１月 奥村邸屋上漏水補修工事 漏水補修 鹿島建設(株)

１１月 鳥取岩見天神池集水管止水工事 漏水補修 ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞ建設(株)

１１月  西京極総合運動公園プール止水工事（サブプール・飛び込みプール） 漏水補修 清水,東急,竹島,岡野ＪＶ

工事実績表-3



施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成13年12月 京都ホテル室内プール漏水補修工事 漏水補修 清水建設(株)

12月 京都大学(南部)総合研究実験棟(動物実験施設)新鋭その他工事 地下部止水対策 清水建設(株)

12月 京都大学再生医科学研究所ＥＳ細胞研究棟新鋭その他工事 地下部止水対策 清水建設(株)

12月 京都元廣ビル外壁調査工事 外壁調査・診断 清水建設(株)

12月  西京極総合運動公園プール止水工事（メインプール） 漏水補修 清水,東急,竹島,岡野ＪＶ

12月 タクマゴミ処理プラント止水工事 漏水補修 (株)タクマ

12月 住友製薬茨木工場女子浴槽改修工事 無収縮モルタルグラウト 鴻池組(株)

12月 ノーリツ南二見工場漏水補修工事 漏水補修 (株)小川技研

12月 摂南大学漏水補修工事 漏水補修 (株)小川技研

12月 アルプラザ香里園機械室改修工事 外壁改修 (株)シミズBLC関西

12月 ＩＢＭ野洲工場23号ビル改修工事 躯体補修 清水建設(株)

12月 ＴＯＷＡ本社ビル改修工事 外壁改修 清水建設(株)

12月 アルプラザ木津改修工事 外壁改修 清水建設(株)

12月 志保の湯浴槽改修工事 躯体補修 (株)シミズBLC関西

12月 阪神電鉄西宮立体交差工事第４工区 躯体補修・止水 鴻池組,新井組ＪＶ

12月 ソニー大阪第二ビル調査工事 外壁調査・診断 (株)シミズBLC関西

平成14年１月 阪神電鉄西宮立体交差工事第５工区 躯体補修・止水 大成建設,森長組ＪＶ

１月 大原記念病院改修工事 防水改修工事 清水建設(株)

１月 東和薬品本社改修工事 外壁改修 (株)シミズBLC関西

１月 京都大学(医病)基幹･環境整備工事 地下部止水対策 清水・真柄ＪＶ

１月 宝塚温泉新築工事 漏水補修 戸田建設(株)

１月 ＳＥＲタワーズ地下止水工事 漏水補修 清水建設(株)

１月 東野邸ｺﾝｸﾘｰﾄ調査工事 非破壊検査 岩出建設(株)

２月 京都大学先端科学研究棟改修工事 躯体補修・保全 清水建設(株)

工事実績表-4



施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成14年２月 メゾン吉野新築工事 防水補修 清水建設(株)

２月 京都芸術大学改修工事 躯体補修 清水建設(株)

２月 オムロン四条事業所増改修工事 躯体補修・外壁改修・止水 清水建設(株)

２月  京都大学医学部附属病院探索医療センター改修工事 防水補修 （有）フジテクノ

３月 笠岡地方裁判所外壁改修工事 外壁改修・止水 小倉組

３月 アルカディアエフ外壁改修工事 躯体補修・外壁改修・防水 (株)シミズBLC関西

３月 ＩＢＭ野洲工場液晶蒸着室改修工事 土間裏空隙部モルタル注入充填 清水建設(株)

３月 京都富士保育所改修工事 屋上防水補修 真柄建設(株)

３月 ＩＢＭ野洲工場23号ビル２階改修工事 免振装置ＳＵＳプレート接着 清水建設(株)

３月
国道434号単独橋梁補修工事第一工区
橋台裏面防水形成工事

躯体止水 ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞ建設(株)

３月  西京極総合運動公園プール止水工事（スライディングプール、外壁） 漏水補修  清水,東急,竹島,岡野ＪＶ

３月 後藤ビル便所改修工事 シール打替 (株)シミズBLC関西

３月 ヨドコー第二ビル地下止水工事 地下止水 (株)シミズBLC関西

３月 野谷社屋屋上防水改修工事 屋上防水改修 （有）フジテクノ

３月 梅津老人ホーム改修工事 浴槽補修・止水 真柄建設(株)

３月 京都大学先端科学研究棟地下室改修工事 躯体補修・保全 清水建設(株)

３月  東京ガス根岸工場計装空気圧縮機設備建屋改修工事 外壁改修・施工管理 東海建設(株)

３月 阪神電鉄福島駅電気機械室漏水補修工事 地下止水 鹿島建設(株)

３月 阪神電鉄福島駅送風ダクト室漏水補修工事 地下止水 鹿島建設(株)

３月 コスモシティ住吉川公園外壁止水工事 駐車場外壁止水 安藤建設(株)

４月 阪神電鉄福島駅下り線ﾎｰﾑ漏水補修工事 地下止水 鹿島建設(株)

４月 井門四条ビル外壁他改修工事 外壁補修 清水建設(株)

４月 琵琶湖北部浄化センター止水工事 地下止水 (株)リサーチゼロ

４月 本妙寺庫裏増改築工事
躯体防水

コンクリート混和剤
大淀住建(株)

工事実績表-５



施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成14年５月 大原ケアハウス新築工事 防水補修 清水建設(株)

５月 アルプラザ宇治東テナント止水工事 漏水補修・防水 清水建設(株)

５月 泰阜村平成13年度ふれあい図書館建設付帯工事 防水改修 吉川建設工業(株)

５月 ＩＢＭ野洲工場ﾊﾟｲﾌﾟﾄﾚｽﾙｰ受け工事 躯体補修・補強 清水建設(株)

５月 阪神電鉄淀川駅東方高架橋脚補修工事 躯体補修 (株)ハンシン建設

５月 阪神電鉄福島駅ダクト取替え及び漏水補修工事 漏水補修・防水 (株)ハンシン建設

５月  阪神電鉄住吉･芦屋間連続立体交差工事に伴うRCスラブ打継部漏水補修工事 漏水補修 (株)ハンシン建設

５月 佛所護念会教団関西教会新築工事
躯体防水

コンクリート混和剤
西松建設(株)

５月  京都大学医学部附属病院精神科・神経科病棟屋上防水改修工事 漏水補修・防水 （有）フジテクノ

５月 西京極総合運動公園プール棟排水枡止水工事 漏水補修 栗原･デリブ･寿JV

５月 ヤマハ吹田倉庫外壁改修工事 躯体補修・漏水補修 (株)シミズBLC関西

５月 同志社女子中･高校体育館改修工事 タイル浮き調査・補修 清水建設(株)

５月 アスティオ和泉中央Ｂ棟漏水補修工事 漏水調査・補修 鹿島建設(株)

５月 高尾金属新築工事 漏水補修 (株)鴻池組

６月  高石市東Ｂ地区第一種市街化再開発事業に伴う地下止水工事 漏水補修 (株)フジタ

６月 京都大学生体医療工学研究棟外壁補修工事 タイル浮き調査・補修 清水建設(株)

６月 ヴィオス山科ＥＶピット漏水補修工事 漏水補修 清水建設(株)

６月 嵯峨美術大学排水枡漏水補修工事 漏水補修 清水建設(株)

６月 オムロン四条事業所増改修工事 耐震補強 清水建設(株)

６月 関包スチール(株)本社ビル改修工事 躯体補修・漏水補修 (株)シミズBLC関西

６月 ハートンホテル京都ベランダ防水改修工事 防水改修 清水建設(株)

６月 嵯峨美術大学外壁改修補修工事 躯体補修 清水建設(株)

６月 アイレックスプラザ八尾外壁改修補修工事 外壁補修 鹿島建設(株)

６月  阪神電鉄住吉･芦屋間連続立体交差工事に伴う床版上部防水工事 コンクリート補修・防水 (株)ハンシン建設

工事実績表-６



施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成14年７月 イトーピア向日マンション改修工事 躯体補修 清水建設(株)

７月 紀伊長島環境クリーンセンター新築工事 地下ピット漏水補修 (株)鴻池組

７月  岡山県営住宅西大寺団地給水施設地下室漏水補修工事 地下ピット漏水補修 (株)浅野工務店

８月 京都ホテル地下2階女子ﾛｯｶｰ室止水工事 地下外壁漏水補修 清水建設(株)

８月 イトーキクレビオ八幡工場改修工事 防塵塗り床 清水建設(株)

８月  阪神電鉄住吉･芦屋間連続立体交差工事に伴う床版上部防水工事 床版防水 (株)ハンシン建設

８月 志保の湯各所漏水補修工事 漏水補修、防水改修 (株)シミズBLC関西

８月 全農八木工場結露対策工事 躯体補修、シール、防水 清水建設(株)

８月 阪神電鉄福島駅軌道階漏水補修工事 地下軌道漏水補修 (株)ハンシン建設

９月 あじさいガーデン伏見浴槽漏水補修工事 浴槽漏水補修 清水建設(株)

９月 住友金属尼崎工場精密機械室改修工事 躯体補修・塗り床 (株)シミズBLC関西

９月 南港ポートタウンｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ改修工事 躯体補修 (株)シミズBLC関西

９月 清水建設(株)枚方社宅外壁改修工事 外壁補修 (株)シミズBLC関西

９月 ヴィオス山科Ａ棟漏水補修工事 外壁漏水補修 清水建設(株)

９月 京都霊源寺漏水補修工事 地下ピット漏水補修 (株)鴻池組

９月 北幹線弁室内漏水調査及び止水補修工事 地下ピット漏水補修 (株)三益工業

９月 京都大学医学部附属病院外来診療棟改修工事 躯体補修 清水・真柄ＪＶ

９月 京都大学医病基幹･環境整備（駐車場等）工事 躯体補修・漏水補修 清水・真柄ＪＶ

１０月 アルカディアエフ601号室原状回復工事 躯体補修・漏水補修 (株)シミズBLC関西

１０月 八幡ディサービスセンター改修工事 躯体補修・漏水補修 清水建設(株)

１０月 西沢学園資料館補修工事 漏水補修 (株)シミズBLC関西

１０月 プレステ12番館朝日町新築工事
躯体防水

コンクリート混和剤
プレステ(株)

１０月 レイクフォレストリゾート厨房改修工事 防水改修 (株)シミズBLC関西

１０月 河野医院外壁改修工事 躯体補修・漏水補修 清水建設(株)

工事実績表-７



施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成14年11月 京都大学先端科学研究棟改修工事 モルタル浮き補修 清水建設(株)

１１月 京大病院北病棟厨房改修工事 厨房塗り床改修 （有）フジテクノ

１１月 佐川急便京都南営業所漏水補修工事 屋上防水改修 清水建設(株)

１１月 六甲山凌雲台商業施設新築工事 外壁吸水防止処理 (株)大林組

１１月 清水建設枚方社宅外壁改修工事 外壁補修 (株)シミズBLC関西

１１月 フコク京都ビル外壁補修工事 外壁漏水補修 (株)シミズBLC関西

１１月 京都保健衛生専門学校改修工事 外壁補修 清水建設(株)

１１月 リーガル京町堀新築工事 地下漏水補修 安藤建設(株)

１１月 かんまき薬局防水改修他工事 防水改修・外壁補修 （有）フジテクノ

１１月 全農八木工場室内改修工事 シール打替 (株)シミズBLC関西

１１月 全農八木工場床補修工事 コンクリート補修 清水建設(株)

１１月 阪神電鉄福島駅改札口漏水補修工事 地下漏水補修 鹿島建設(株)

１１月 大飯ＩＣ管理施設新築工事 地下ピット漏水補修 (株)鴻池組

１２月 同志社大学田辺智真館防水改修工事 屋上漏水補修、防水改修 清水建設(株)

１２月 アルプラザ醍醐店桟橋漏水補修工事 漏水補修、防水改修 清水建設(株)

１２月  （仮称）新長田南地区二葉５第一工区再開発ビル新築工事 地下ピット漏水補修 清水･安藤･王子ＪＶ

１２月 阪神電鉄西宮立体交差工事第５工区 躯体補修 大成建設,森長組ＪＶ

１２月 阪神電鉄福島駅ホーム漏水補修工事 地下漏水補修 鹿島建設(株)

１２月 北大路バスﾀｰﾐﾅﾙ車路健全度調査工事 コンクリート調査・補修 清水建設(株)

１２月 タクマゴミ処理プラント止水工事 地下漏水補修 (株)銭高組

１２月 住友特殊金属山崎製作所外壁調査工事 外壁調査工事 (株)シミズBLC関西

１２月 ゲームセンターキング漏水補修工事 漏水補修、防水改修 (株)三和工務店

１２月 佛教大学外壁調査工事 外壁調査工事 清水建設(株)

平成15年１月 南港ＰＴｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ漏水補修工事 躯体補修、漏水補修 (株)シミズBLC関西

工事実績表-８



施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成15年１月 ホテルサンクレイン漏水補修工事 漏水補修、防水改修 (株)シミズBLC関西

１月 横田邸漏水補修工事 漏水補修 殖産住宅(株)

１月 三井ガーデンホテル浴槽漏水補修工事 漏水補修 清水建設(株)

１月 レイクフォレストｸｱﾊｳｽＤ棟屋上改修工事 屋上防水改修 (株)シミズBLC関西

１月 レイクフォレストｸｱﾊｳｽＥ棟屋上改修工事 屋上防水改修 (株)シミズBLC関西

１月 レイクフォレストｸｱﾊｳｽＦ棟屋上改修工事 屋上防水改修 (株)シミズBLC関西

１月 レイクフォレストｸｱﾊｳｽＧ棟屋上改修工事 屋上防水改修 (株)シミズBLC関西

１月 高架橋補修（住吉駅東方火害部）工事 漏水補修、防水改修 (株)ハンシン建設

１月 池田薬店外壁改修工事 外壁補修・防水補修 (株)シミズBLC関西

１月 阪神電鉄大石駅火災部調査工事 躯体調査 (株)ハンシン建設

１月 広島高等裁判所福山支部庁舎外壁他改修工事 外壁調査 (株)堀田組

１月 京都ホテルサービススロープ止水工事 漏水補修 (株)シミズBLC関西

１月  （仮称）新長田南地区二葉５第一工区再開発ビル新築工事 漏水補修 清水･安藤･王子ＪＶ

２月 京都大学医学部附属病院基幹･環境整備（駐車場等）工事 地下室漏水補修 清水･真柄ＪＶ

２月 住友特殊金属山崎製作所外壁補修工事 外壁補修・防水補修 (株)シミズBLC関西

２月 入商八木ビル外壁改修工事 外壁補修・止水 (株)シミズBLC関西

２月  南港ＰＴｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ２Ｆテナント漏水補修工事（ピノキオ） 漏水補修 (株)シミズBLC関西

２月 三条ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ（ありもとビル）止水工事 漏水補修 (株)シミズBLC関西

２月 京都駅前ＳＫビル改修工事 地下漏水補修 (株)シミズBLC関西

２月 ドウシシャ東心斎橋ビル新館改修工事 躯体補修 清水建設(株)

２月 レイクフォレストホテル棟改修工事 躯体補修 (株)シミズBLC関西

２月 京都大学百周年時計台記念館改修その他工事 躯体補修 清水･大林･鹿島ＪＶ

３月 豊中ジオ1300改修工事 外壁補修・防水補修 (株)シミズBLC関西

３月 阪神電鉄尼崎駅高架橋補修工事 躯体補修 (株)ハンシン建設

工事実績表-９



施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成15年３月 阪神電鉄大物駅ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ縁端部補修工事 躯体補修 (株)ハンシン建設

３月 阪神電鉄千鳥橋駅ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ縁端部補修工事 躯体補修 (株)ハンシン建設

３月 可部邸地下駐車場補修工事 漏水補修 総合地所(株)

３月 京都駅前ＳＫビル改修工事 防水改修 (株)シミズBLC関西

３月 京都ホテル屋上防水補修工事 防水改修 (株)シミズBLC関西

３月 全農八木工場土間改修工事 躯体改修 (株)シミズBLC関西

４月 木津川浄化センター漏水補修工事 漏水補修 鹿島建設(株)

４月 ライオンズタワー漏水補修工事 漏水補修 (株)鴻池組

４月 大和ハウス尼崎工場止水板設置工事 漏水対策 大和ハウス工業(株)

４月 野谷マンション浴槽改修工事 漏水補修 (株)野谷工務店

４月  南港ＰＴｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ２Ｆテナント漏水補修工事（喫茶店） 漏水補修 (株)シミズBLC関西

４月 第二京阪道路松井南漏水調査補修工事 コンクリート非破壊検査 中林建設(株)

４月  同志社大学田辺智真館３号館渡り廊下防水改修工事 屋上漏水補修、防水改修 (株)シミズBLC関西

４月 京都ﾎﾃﾙ地下２階電話交換室漏水補修工事 漏水補修 (株)シミズBLC関西

４月 京都アネックスビル外壁補修工事 漏水補修 (株)シミズBLC関西

４月 メグミルク京都工場テニスコート改修工事 躯体改修 (株)シミズBLC関西

５月 阪神電鉄大石駅東方高架橋補修工事 躯体補修、補強 (株)ハンシン建設

５月 桑迫邸地下駐車場補修工事 漏水補修 総合地所(株)

５月 アルプラザ木津店漏水補修工事 漏水補修、防水改修 (株)シミズBLC関西

５月 ジオ1300厨房防水補修工事 防水改修 (株)シミズBLC関西

５月 京都ホテル地下４階機械室漏水補修工事 漏水補修 (株)シミズBLC関西

５月 京都ホテル地下２階テナント漏水補修工事 漏水補修 (株)シミズBLC関西

５月 河内長野し尿処理場漏水補修工事 漏水補修 (株)鴻池組

５月 大原老人健康福祉施設地下機械室漏水補修工事 漏水補修 清水建設(株)

工事実績表-10



施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成15年５月 東洋乳業ＫＫ擁壁漏水補修 漏水補修 丸善化成(株)

５月 京都ライトハウス改築整備工事 漏水補修 清水･岡野ＪＶ

５月 明舞中央病院７階展望浴場止水工事 漏水補修 清水建設(株)

５月 カーネギー丸太町外壁調査工事 外壁調査 清水建設(株)

５月 江戸堀センタービル外壁漏水補修 外壁改修 (株)シミズBLC関西

５月  南港ＰＴｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ２Ｆ事務所漏水補修工事 外壁補修・漏水補修 (株)シミズBLC関西

５月 阪神電鉄住吉駅東方火害部高架橋補修工事 漏水補修 (株)ハンシン建設

６月 みずほ銀行曽根ハイツ改修工事 防水改修 (株)シミズBLC関西

６月  （仮称）新長田南地区二葉５第一工区再開発ビル新築工事-特高電気室止水工事 漏水補修 清水･安藤･王子ＪＶ

６月 カーネギー丸太町外壁改修工事 外壁改修 清水建設(株)

６月  ドウシシャ東心斎橋ビル新館改修工事ＥＶシャフト新設 アンカー設置・躯体補修 清水建設(株)

６月 京都大学医学部附属病院止水工事 漏水補修 清水建設(株)

６月 京都大学動物実験施設補修工事 躯体補修 清水建設(株)

６月 京都ライトハウス改築整備工事 躯体補修・補強 清水･岡野ＪＶ

７月 林産婦人科新築工事 EVピット漏水補修 大和ハウス工業(株)

７月 ゆらら藤白台商業施設新築工事 漏水補修・防水改修 清水建設(株)

７月 八幡市役所補修工事 躯体補修 清水建設(株)

７月 足立病院改修工事 非破壊検査・躯体補修・防水 清水建設(株)

７月  三間町総合交流（産業集積）拠点施設新築工事 漏水補修 前田建設工業(株)

７月 島団地北Ⅰ工区新築工事 躯体補修 (株)鴻池組

７月 武田病院改修工事 非破壊検査 清水建設(株)

７月 京都大学(桂)ＥＭセンター地盤調査工事 非破壊検査 (株)フジテクノ

７月 京都ホテル地下１階テナント漏水補修工事 漏水補修 (株)シミズBLC関西

７月 同志社女子中･高校体育館改修工事 躯体補修・補強、防水改修 (株)シミズBLC関西

工事実績表-11



施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成15年８月 山本会計事務所外壁補修工事 外壁改修 大和ハウス工業(株)

８月  新田ゼラチン(株)本社工場曝気槽改修工事 躯体補修・防水改修 清水建設(株)

８月 京都ヴィラ改修工事 調査・躯体補修 (株)シミズBLC関西

８月 阪神電鉄石屋川駅高架橋補修工事 躯体補修、補強 (株)ハンシン建設

８月 京セラ本社ビル漏水補修工事 外壁改修 清水建設(株)

８月 京都やましんビル改修工事 調査・躯体コンクリート補修 (株)シミズBLC関西

８月 京都ローム漏水補修工事 躯体補修・漏水補修 清水建設(株)

８月 高須邸新築工事 ベランダ防水工事 (株)インテリア塩入

８月 京都大学医学部附属病院駐車場止水工事 躯体補修・漏水補修 清水建設(株)

８月  南港ＰＴショッピングセンター大屋根改修工事 外壁改修 (株)シミズBLC関西

８月 アルプラザ香里園漏水対策工事 外壁改修 清水建設(株)

９月 ローレルスクエアー豊中緑地公園改修工事 外壁改修 清水建設(株)

９月 ミドリ電化西宮店新築工事 地下ピット止水 (株)鴻池組

９月 箕面小野原造成地新築工事 地下ＢＯＸカルバート止水 (株)ﾘｸﾙｰﾄｺｽﾓｽ

９月 フォルム甲子園北町改修工事 ベランダ止水 安藤建設(株)

９月 宝酒造伏見工場改修工事 躯体補修・漏水補修 (株)シミズBLC関西

９月 京都大丸百貨店改修工事 躯体補強 (株)シミズBLC関西

９月 京都大学(桂)ＥＭセンター地質調査工事 ボーリング地質調査 (株)フジテクノ

９月 パセオダイゴロー地下漏水補修工事 地下漏水補修 (株)シミズBLC関西

９月 アルプラザ京田辺漏水対策工事 外壁改修 (株)シミズBLC関西

９月 ドウシシャ(株)本社ビル新築工事 地下漏水補修・止水板設置 清水建設(株)

１０月 京都大学Ａ棟外壁改修工事 躯体補修・漏水補修 清水建設(株)

１０月 ドミールまつなみＥＶピット止水工事 ＥＶピット止水 大和ハウス工業(株)

１０月 パーク･ハイム豊中地下止水工事 地下漏水補修 清水建設(株)

工事実績表-12



施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成15年10月 ライオンズ四ツ橋新築工事 地下止水 (株)鴻池組

１０月 関包スチール本社ビル防水工事 ベランダ防水工事 (株)シミズBLC関西

１０月 ホテルサンクレイン防水改修工事 ベランダ防水工事 (株)シミズBLC関西

１０月 イトーピア向日マンション防水改修工事 ベランダ防水改修工事 (株)シミズBLC関西

１０月 京都やましんビル改修工事 外壁改修・地下止水 (株)シミズBLC関西

１０月 ＩＢＭ野洲24号ビル改修工事 躯体コンクリート補修 清水建設(株)

１１月 美々美発電施設改修工事 躯体補修・止水・防水 丸善化成(株)

１１月 ヒルズコート刀根山マンション改修工事 防水改修 (株)シミズBLC関西

１１月  大東（二）増補幹線（第２工区）下水管渠造工事 地下止水  鹿島･大日本土木・ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞﾍﾞｸﾃﾙＪＶ

１１月 アルプラザ宇治東外壁改修工事 外壁改修・防水 (株)シミズBLC関西

１１月 四条ＫＭ興産ビル改修工事 外壁改修 (株)シミズBLC関西

１１月 大阪大学理学部Ａ棟改修工事 シール打替 斎久工業(株)

１１月 箕面小野原造成地新築工事-２期工事 地下ＢＯＸカルバート止水 (株)ﾘｸﾙｰﾄｺｽﾓｽ

１１月 京都橘高等学校第二体育館新築工事 地下止水 清水建設(株)

１１月 エターナ四条烏丸マンション改修工事 外壁改修・止水・防水 (株)シミズBLC関西

１１月 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｰﾙ瑞峰マンション改修工事 防水改修 小川技研(株)

１１月 ヒューテックノオリン改修工事 外壁改修・止水・防水 (株)シミズBLC関西

１１月  加古川陸上競技場メインスタンド改修工事 防水改修・漏水補修 安藤建設(株)

１１月 メグミルク関西工場防水改修工事 防水改修 (株)シミズBLC関西

１１月  レイクフォレストリゾートクラブハウス男子浴槽改修工事 シール打替 (株)シミズBLC関西

１１月  南港ポートタウンショッピングセンター外壁改修工事 外壁改修・防水 (株)シミズBLC関西

１１月  京セラＳＬＣテクノロジー23号ビル床補強工事 床コンクリート補強 清水建設(株)

１１月 パセオダイゴロー外壁補修工事 外壁改修・止水 (株)シミズBLC関西

１２月 朝日生命伏見ビル改修工事 外壁改修・防水改修 (株)シミズBLC関西

工事実績表-13



施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成15年12月 ライオンズ四ツ橋新築工事 地下止水 (株)鴻池組

１２月 京都ホテル屋上改修工事 躯体補修・止水・防水 (株)シミズBLC関西

１２月 藤井邸屋上改修工事 防水改修 (株)フジテクノ

１２月 サンクタス西桐院止水工事 躯体補修・止水 清水建設(株)

１２月 (株)コバヤシ改修工事 躯体補修・止水 大和ハウス工業(株)

１２月 芦屋～住吉立体交差工事15年度 躯体補修・止水・防水 (株)ハンシン建設

１２月  コスモシティ住吉川公園マンション駐車場その他漏水補修工事 躯体補修・止水 安藤建設(株)

平成16年１月 南港PTセンター改修工事 屋根防水改修、外壁補修 (株)シミズBLC関西

１月  加古川陸上競技場メインスタンド改修工事－２期工事 防水改修・漏水補修 安藤建設(株)

１月 彩都ビレッジ新築工事 漏水補修 大成建設(株)

１月  兵庫総15-ＣＡ２０８５電気通信設備工事に伴うとう道本体補修工事 躯体補修・止水 (株)コミューチュア

１月 京都大学再生医科学研究所改修工事 躯体補修・止水 清水建設(株)

１月 日本バプテスト病院改修工事 躯体補修・止水 (株)シミズBLC関西

１月 江戸堀センタービル各所補修工事 地下止水 (株)シミズBLC関西

１月  大東（二）増補幹線（第２工区）下水管渠造工事 人孔側坑接合部漏水補修  鹿島･大日本土木・ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞﾍﾞｸﾃﾙＪＶ

１月 京都サカタビル改修工事 外壁改修・防水 (株)シミズBLC関西

１月 ライオンズタワー新築工事 地下ピット止水 (株)鴻池組

１月  イトーピア向日マンション各所不具合補修工事 外壁改修 (株)シミズBLC関西

１月  デュアル江坂マンション各所不具合補修工事 躯体補修・止水 清水建設(株)

１月 ヴィオス山科マンション改修工事 外壁・止水・防水改修 (株)シミズBLC関西

１月 西沢学園資料館６F漏水対策工事 外壁補修・止水 (株)シミズBLC関西

１月 京都ライトハウス改築整備工事 地下止水 清水・岡野JV

１月  京都大学『桂キャンパス』Bクラスター遊歩道・円形ドーム止水工事 躯体補修・止水 戸田建設(株)

２月 三菱フェルファーマ城東事務所外壁改修工事 外壁調査・補修・防水改修 (株)シミズBLC関西
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施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成16年２月 ＩＢＭ＃25号ビルドリルエリア補強工事 鋼板接着補強 清水建設(株)

２月 関包ｽﾁｰﾙ(株)本社ビル外壁改修工事 外壁調査・補修 (株)シミズBLC関西

２月 サニーリッジ外壁不具合補修工事 外壁調査・補修 清水建設(株)

２月 三条ありもとビル外壁補修工事 外壁調査・補修・止水 (株)シミズBLC関西

２月 山田邸新築工事 躯体防水混和 宮崎建設（株）

２月 四条河原町ビル１F改修工事 防水補修 (株)シミズBLC関西

２月 シティハウス守口新築工事 地下止水 東海興業（株）

２月  レイクフォレストリゾート各所防水改修工事-２期工事 外壁補修・止水 (株)シミズBLC関西

２月  宝酒造㈱伏見工場味醂棟屋上防水改修工事-２期工事 防水補修 (株)シミズBLC関西

２月  京都大学再生医科学研究所補修工事２期工事 外壁補修・止水 清水建設(株)

３月  京都大学宇治地区科学研究本館屋上防水補修工事 外壁補修・防水 （株）フジテクノ

３月  京都大学宇治地区木質化学研究本館屋上漏水補修工事 外壁補修・防水 （株）フジテクノ

３月  京都大学宇治地区科学研究本館屋上漏水補修工事-2 外壁補修・防水 （株）フジテクノ

３月  京都大学宇治地区構内マンホール劣化部補修工事 地下止水 （株）フジテクノ

３月  京都大学宇治地区構内マンホール止水工事 地下止水 （株）フジテクノ

３月 大阪大学医学部附属病院改修工事 室内シール打替え （有）エフ・ｸﾘｴｲﾄ

３月 フコク生命京都ビル地下改修工事 地下止水 (株)シミズBLC関西

３月 日本バプテスト病院４F手術室改修工事 外壁補修・防水・止水 (株)シミズBLC関西

３月 ヴィオス山科B棟EVピット止水工事 地下止水 (株)シミズBLC関西

３月 特別養護老人ホームつきかげ苑新築工事 外壁補修・防水 清水・岡野JV

３月 足立病院１F耐震補強工事 防水補修 清水建設(株)

３月 上賀茂ハイツ安井　外壁漏水補修工事 外壁補修・止水 （株）小寺工業

４月
京都大学(南部)総合研究棟の
施設整備事業のうち建設工事

地下止水 清水建設(株)

４月 大阪青凌中学校・高等学校図書館新築工事 外壁補修 清水建設(株)
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施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成16年４月 タクマごみ処理場地下階漏水対策工事 地下止水 （株）銭高組

４月 阪神電鉄福島駅軌道階漏水補修工事 地下漏水対策 (株)ハンシン建設

４月 ヴィオス山科A棟外壁補修工事 外壁補修 (株)シミズBLC関西

４月 足立病院１Ｆ耐震補強工事 柱炭素繊維補強 清水建設(株)

４月  コスモシティ住吉川公園地下駐車場漏水補修その他工事 地下止水・防水 安藤建設(株)

４月 清風寺新本堂建設工事 地下止水 新日鉄（株）

４月  レイクフォレストリゾートホテル棟406号室改修工事 外壁補修・止水 (株)シミズBLC関西

４月  レイクフォレストリゾートクアハウス浴槽改修工事 浴槽止水・防水 (株)シミズBLC関西

４月  京都大学宇治地区本館庇裏コンクリート除去工事 外壁補修 （株）フジテクノ

４月  ライオンズタワーマンションＢ１Ｆ止水工事 地下止水 （株）鴻池組

５月 大阪総15-ＲＡ0307電気通信設備工事 とう道地下止水、躯体補修 （株）協和エクシオ

５月 足立病院２・３Ｆ耐震補強工事 柱炭素繊維補強 清水建設(株)

５月 追手門学院幼稚園新築工事 屋上防水補修 清水建設(株)

５月 博愛会病院浴槽漏水補修工事 浴槽止水・防水 (株)シミズBLC関西

５月 京都パークホテル外壁一次診断工事 外壁調査（タイル浮き打診） 清水建設(株)

５月 江戸堀センタービル１６Ｆ漏水補修工事 外壁補修 (株)シミズBLC関西

５月 明舞中央病院外壁漏水補修工事 外壁補修、防水補修 清水建設(株)

５月  京都大学(南部)総合研究棟施設整備事業のうち建設工事 地下止水 清水建設(株)

５月 ネオハイツ北富雄マンション漏水補修工事 屋上防水補修 （株）浅沼組

６月 ステラ四条ビル外壁改修工事 外壁補修 (株)シミズBLC関西

６月 生駒汚水処理場漏水補修工事 防水補修 三菱重工（株）

６月 庭窪浄水場新築工事 防水補修  佐藤,清水,西松,東洋,日特JV

６月 研文社地下階改修工事 防水補修 (株)シミズBLC関西

６月 足立病院Ｂ１Ｆ漏水補修工事 地下止水 清水建設(株)
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施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成16年６月  南港P・Tショッピングセンター各所漏水対策工事 躯体補修、屋根防水 (株)シミズBLC関西

６月 田中直染色店床補修工事 躯体補修、漏水補修 清水建設(株)

６月  富士火災　亀岡支店ビル各所漏水対策工事 躯体補修、屋根防水 (株)シミズBLC関西

６月  レイクフォレストリゾートホテル棟407号室漏水補修工事 防水補修 (株)シミズBLC関西

６月  (仮称)ﾄﾗｼﾞｬﾙ旅行ホテル専門学校大阪校第３号館新築工事 地下止水 清水建設(株)

６月 ハミングベル中道　１F浴槽止水工事 浴槽止水 コーナン建設(株)

６月 高尾金属　地下ピット漏水補修工事 地下ピット止水 （株）鴻池組

７月 龍谷大学図書館室内調査工事 タイル浮き調査 清水建設(株)

７月 京都ホテル６F,７F補修工事 外壁補修 (株)シミズBLC関西

７月 京都アネックスビル外壁補修工事 外壁補修 (株)シミズBLC関西

７月  加古川陸上競技場メインスタンド改修工事－３期工事 防水改修・漏水補修 安藤建設(株)

７月 庭窪浄水場新築工事 EVピット止水  佐藤,清水,西松,東洋,日特JV

７月 アルプラザ宇治東店改修工事 外壁補修 (株)シミズBLC関西

７月 同志社女子黎明館改修工事 躯体補修、防水 (株)シミズBLC関西

７月  北大路バスターミナルタイル浮き補修工事-第二期工事 タイル浮き調査・補修 (株)シミズBLC関西

７月  大東（二）増補幹線（第２工区）下水管渠造工事 各所漏水補修  鹿島･大日本土木・ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞﾍﾞｸﾃﾙＪＶ

８月 アルプラザ木津店改修工事 外壁漏水補修 清水建設(株)

８月 サカイCANNIG新築工事 地下ピット漏水補修 （株）鴻池組

８月 アルス東心斎橋ビル新築工事 地下ピット漏水補修 東海興業（株）

８月 （株）ゼネラル滋賀工場EVピット止水工事 ＥＶピット漏水補修 清水建設(株)

８月 江戸堀フコク生命ビル地下止水工事 地下室漏水補修 (株)シミズBLC関西

８月 駿台予備校大阪校EVピット止水工事 ＥＶピット漏水補修 (株)シミズBLC関西

８月 テラス神戸・中山手防水改修工事 屋上漏水補修（防水改修） （株）銭高組

８月 リビオ西宮新築工事 地下駐車ピット漏水補修 東海興業（株）
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施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成16年８月  ドウシシャ（株）本社ビル新館B1F電気室漏水対策工事 地下室漏水補修 清水建設(株)

９月  京都大学宇治地区本館屋上科学研究棟庇裏コンクリート除去工事 外壁躯体補修 （株）フジテクノ

９月 阪神住吉高架橋補修工事 躯体補修 (株)ハンシン建設

９月 京都大学ＰＦＩ柱無収縮モルタル充填工事 躯体補修 清水建設(株)

９月  住之江浄化センターポンプ棟地下１Ｆ壁面漏水補修工事 地下室漏水補修 （株）日立プラント

９月 （株）コバヤシ雨水排水枡水質改善工事 躯体補修・漏水対策 大和ハウス工業㈱

９月 西神松下ＥＶピット漏水補修工事 ＥＶ漏水補修 （株）鴻池組

９月  ハイグレードマンション鷺洲公園新築工事 地下ピット漏水補修 東海興業（株）

９月 南堀江マンション新築工事 地下ピット漏水補修 (株)ハンシン建設

１０月 京都大学時計台記念館漏水対策工事 外壁漏水補修・躯体補修 清水建設(株)

１０月 メグミルク関西工場止水工事 屋上漏水補修 (株)シミズBLC関西

１０月  同志社大学知真館２号館202号教室漏水対策工事 屋上漏水補修（防水改修） (株)シミズBLC関西

１０月  ヴィクトリアゴルフ茨木店外壁等一次調査工事 外壁調査 （株）松本工務店

１０月  南港ＰＴショッピングセンター桟橋コンクリート落下補修工事 躯体補修・補強 (株)シミズBLC関西

１０月 和歌山ふるさとの宿漏水対策工事 浴槽漏水補修 大和ハウス工業㈱

１０月 ロームＶ研棟北排水処理施設内導水工事 地下室漏水補修 清水建設(株)

１０月
特別養護老人ホームグレイスヴィル
まいづる新築工事

躯体コンクリート補修 清水建設(株)

１０月 伊丹ラーメン記念館漏水対策工事 地下室漏水補修 （株）鴻池組

１０月 ハイグレードマンション吉野新築工事 地下ピット防水 東海興業（株）

１０月 平野ゴミ処理場地下ﾋﾟｯﾄ漏水補修工事 地下漏水補修 （株）熊谷組

１０月 足立病院改修工事 防水改修 清水建設(株)

１０月 京都アネックスビル外壁等改修工事 外壁補修・防水補修 (株)シミズBLC関西

１０月  JH高地自動車道繁藤トンネルコンクリート保護工事 トンネル補強 （株）アイレックス

１０月 阪神住吉高架橋補修工事 床版漏水補修 (株)ハンシン建設
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施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成16年11月  日本ＩＢＭ#27号ビル野洲セミコンダクター調査工事 コンクリート調査 清水建設(株)

１１月 五代産業ﾋﾟｯﾄ漏水補修工事 地下ピット漏水補修 （株）鴻池組

１１月 メタルテックス馬場工場新築工事 地下ピット漏水補修 清水建設(株)

１１月 フジ商ビル２Ｆ漏水対策工事 外壁漏水補修 (株)シミズBLC関西

１１月 江戸堀センタービル２１F,２２F漏水対策工事 外壁漏水補修 (株)シミズBLC関西

１１月  新大阪プライムタワー1F喫茶店漏水対策工事 外壁漏水補修 (株)シミズBLC関西

１１月 イトーピア向日マンション漏水補修工事 防水改修 (株)シミズBLC関西

１１月  同志社大学知真館２号館204号教室漏水対策工事 防水改修 (株)シミズBLC関西

１１月 ヤナセ豊中地下ピット漏水対策工事 地下ピット漏水補修 （株）鴻池組

１１月  北野病院地下湧水ピット底盤湧き水対策工事 地下ピット漏水補修 （株）鴻池組

１１月 西淀川複合建設工事 地下ピット漏水補修 （株）鴻池組

１１月 南千里商業棟整備工事 地下機械室漏水補修 (株)前田建設工業

１１月 三条ありもとビル２Ｆ漏水対策工事 外壁漏水補修 (株)シミズBLC関西

１１月  北大路バスターミナルタイルタイル浮き補修工事-３期工事 タイル浮き補修 (株)シミズBLC関西

１１月 玉野浄化センターコンクリート調査工事 コンクリート調査 （株）三水ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

１１月 柴田町山田沢第一浄水場調査工事 コンクリート調査 （株）三水ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

１１月 家久浄化センターコンクリート調査工事 コンクリート調査 （株）三水ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

１２月  新大阪プライムタワー地下立体駐車場漏水対策工事 地下駐車ピット漏水補修 (株)シミズBLC関西

１２月 キングマンション芦屋新築工事 地下受水槽室漏水補修 東海興業（株）

１２月 芦屋春日町計画 地下駐車ピット漏水補修 （株）鴻池組

１２月 京都典礼会館外壁改修工事 外壁躯体補修 （株）鴻池組

１２月 福島清風寺新築工事 地下駐車ピット漏水補修 （株）新日鉄

１２月 京セラ本社ビル各所漏水補修工事 躯体補修・漏水補修 清水建設(株)

１２月 人形の熊野外壁補修工事 躯体補修・漏水補修 清水建設(株)
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施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成16年12月 大阪総16-RA1002電気通信設備工事 躯体補修・漏水補修 （株）協和エクシオ

１２月 岡山科学技術学園１号館調査工事 外壁調査 同和工営（株）

１２月 京都洛陽病院新築工事 外壁漏水補修 清水建設(株)

１２月 イシズミビル外壁調査工事 外壁調査 (株)シミズBLC関西

１２月  アンビエントジェームス山ガレージ漏水補修工事 地下駐車場漏水補修 ㈱東洋ハウジング

１２月 エスリード守口豊秀町新築工事 地下室各所漏水補修 安藤建設(株)

１２月 エスリード小阪本町第二新築工事 地下室各所漏水補修 安藤建設(株)

平成17年１月 京都大学桂キャンパスＢクラスター止水工事 外壁漏水補修・躯体補修 戸田建設(株)

１月 京大病院厨房塗り床改修工事 塗り床補修 清水建設(株)

１月  単県　流域下水道大規模修繕工事（1-1-1）児島湖浄化センター第２ポンプ棟止水工事 地下漏水補修 ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞ建設(株)

１月 レーベネックスマンション改修工事 外壁漏水補修 松井建設（株）

１月 メグミルク京都工場地下止水工事 埋設配管漏水補修 清水建設(株)

１月  京都大学医学部附属病院駐車場地下ポンプ室漏水補修工事 地下漏水補修 清水建設(株)

２月 宝酒造伏見工場味醂棟漏水補修工事 外壁漏水補修 (株)シミズBLC関西

２月  京都大学（南部）総合研究棟の施設整備事業のうち建築工事 躯体補修・漏水補修 清水建設(株)

２月  住之江浄化センターＦＲＰタンク棟壁面漏水補修工事 地下室漏水補修 （株）日立プラント

２月 大阪トヨペット㈱レクサス店新築工事 外壁補修 清水建設(株)

２月 ＳＥＴビル防水改修その他工事 防水補修 三機建設（株）

２月 寝屋川水管橋調査工事 コンクリート調査 （株）三水ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

２月 阪神住吉～芦屋立体高架橋補修工事 躯体補修 (株)ハンシン建設

２月 児島湖浄化ｾﾝﾀｰポンプ棟漏水対策工 地下漏水補修 ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞ建設（株）

３月 ハミングベル中道厨房漏水補修工事 地下漏水補修 コーナン建設（株）

３月 日本バプテスト病院本館庇浮き補修工事 躯体補修 清水・五洋ＪＶ

３月 河内長野衛生処理場止水工事 地下漏水補修 （株）鴻池組
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施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成17年３月 NTT関目～都島とう道各所補修工事 躯体補修・漏水補修 （株）協和エクシオ

３月  京都大学医学部附属病院外来診療棟東大路側乗入れ部改修工事 躯体補修 清水建設(株)

３月  京都大学医学部附属病院再生医科学研究所東館南部渡り廊下自動扉設置工事 躯体補修 清水建設(株)

３月  京都大学宇治地区生存圏研究所製紙試験工場改修工事 躯体補修 (株)シミズBLC関西

３月  京都大学宇治地区境界層風洞実験室外壁躯体等改修その他工事 外壁躯体補修 (株)シミズBLC関西

３月 野谷工務店社屋3Ｆ共同浴槽防水補修工事 浴槽漏水補修 （株）野谷工務店

３月 ＡＭＢ尼崎東海岸プロジェクト EVピット漏水補修 大成建設(株)

３月 日本IBM野洲事業所＃23・＃24号ビル調査工事 コンクリート調査 清水建設(株)

３月 エスリード八尾本町２丁目新築工事 地下室各所漏水補修 安藤建設(株)

３月 京都ホテル６Ｆフィットネスジム階段止水工事 プール漏水補修 (株)シミズBLC関西

３月 創価学会各所補修工事 外壁補修・防水 (株)シミズBLC関西

３月  加古川運動公園陸上競技場ﾒｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ漏水対策工事-４期工事 外壁躯体補修・漏水補修 安藤建設(株)

３月  宇治地区境界層風洞実験室１階屋上防水改修その他工事 屋上防水改修 （株）フジテクノ

３月  宇治地区境界層風洞実験室２階屋上防水改修その他工事 屋上防水改修 （株）フジテクノ

３月  宇治地区生存圏研究所材鑑調査室屋上防水補修工事 屋上防水改修・外壁補修 （株）フジテクノ

３月  宇治地区本館屋上Ｃ-504,548ハト小屋漏水補修工事 屋上防水改修・外壁補修 （株）フジテクノ

３月 秋里処理場劣化調査工事 コンクリート調査 （株）三水ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

３月 阪神電鉄武庫川駅改良工事 躯体補修 （株）ハンシン建設

３月 新長田再開発大橋６工区新築工事 地下漏水補修 清水建設(株)

４月 庭窪浄水場新築工事 地下施設各所漏水補修  佐藤,清水,西松,東洋,日特JV

４月 中国新聞社備後本社改修工事 屋上防水改修・外壁補修 鹿島建設(株)

４月  京都大学（南部）総合研究棟の施設整備事業のうち建築工事 躯体補修 清水建設(株)

４月 （仮称）Ｍビル新築工事 躯体防水剤混入 高松建設（株）

４月  同志社大学田辺キャンパス知真館２号館屋上防水改修工事 屋上防水改修・外壁補修 (株)シミズBLC関西
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施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成17年５月  大阪トヨペット株式会社（仮称）レクサス松屋町店新築工事 躯体補修 清水建設(株)

５月 佐藤邸プール改修工事 躯体補修・防水改修 (株)シミズBLC関西

５月 桃仁会病院新築工事 躯体補修 清水建設(株)

５月 大阪厚生年金病院改修工事 地下漏水補修 (株)シミズBLC関西

５月 苦楽園分譲地ＢＯＸガレージ止水工事 地下漏水補修 総合地所(株)

５月 コムラテック本社ビル新築工事 地下漏水補修 (株)大成建設

５月 細川税理事務所ビル止水工事 屋上漏水補修（防水補修） (株)小川技研

５月 人形の熊野本社補修工事 外壁漏水補修 清水建設(株)

５月 なごみの里病院改修工事 浴槽漏水・白華現象防止 清水建設(株)

５月 京都フコク生命第二ビル補修工事 床石白華現象防止 清水建設(株)

５月 龍谷大学図書館改修工事 タイル浮き補修 清水建設(株)

６月 日本通運京都支店ビル防水改修工事 屋上防水 清水建設(株)

６月 ソレイユ墨染寮外壁他改修工事 躯体補修・防水改修 (株)シミズBLC関西

６月 六甲山荘リニューアル工事 地下漏水補修 (株)小川技研

６月 ユーカリの里１Ｆ浴槽改修工事 浴槽防水改修 (株)シミズBLC関西

６月 この実（株）ビル改修工事 躯体補修・防水改修 (株)シミズBLC関西

６月  平安神宮白虎桜基壇及び龍尾壇改修工事（指定文化財改修） 高欄樹脂注入強化・補強 清水建設(株)

６月 星野邸改修工事 躯体補修・止水 坪内建築事務所

６月 旧非破壊検査ビル増築棟屋上防水工事 屋上防水 (株)ビケンテクノ

６月 京都大学桂団地Ｂクラスター漏水補修工事 躯体補修・止水 吉村建設工業（株）

６月  大阪トヨペット株式会社（仮称）松屋町店新築工事 躯体補修・止水 清水建設(株)

６月 宝酒造伏見工場　見学者通路防水工事 屋上防水 (株)シミズBLC関西

６月  ロイヤルタワー大阪谷町マンションＥＶピット漏水補修工事 躯体補修・止水 清水建設(株)

６月 肥後橋シミズビル１Ｆテナント改修工事 店舗防水改修 清水建設(株)
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施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成17年７月  キングマンション千里万博公園620号室庇漏水補修工事 躯体補修・防水改修 清水建設(株)

７月 トヨペット寝屋川整備場漏水補修工事 地下漏水補修 清水建設(株)

７月 IBM#23号ビル１階クリーンルーム施設工事 躯体補強 清水建設(株)

７月 洛西浄化センター事務棟外壁補修工事 地下漏水補修 (株)松本工務店

７月 アルカンシエル・ベリテ新築工事 ＥＶﾋﾟｯﾄ漏水補修、躯体補修 清水建設(株)

７月  平安神宮白虎桜基壇及び龍尾壇改修工事（指定文化財改修） 躯体補修 清水建設(株)

７月 アルプラザ木津店ＥＶピット漏水補修工事 ＥＶﾋﾟｯﾄ漏水補修、躯体補修 (株)シミズBLC関西

７月 李邸ガレージ外壁補修工事 外壁漏水補修 (株)昭和工務店

７月  京都大学医学部再生医科学研究所西館２階283教室天井漏水補修工事 屋上防水改修 清水建設(株)

７月 冨山邸新築工事 躯体防水剤混和 徳原建設

７月 阪神電鉄野田駅高架橋補修工事 躯体補修、漏水補修 (株)ハンシン建設

７月 プラスター河野ビル漏水補修工事 外壁補修、屋上防水改修 (株)シミズBLC関西

７月 桜川センタービル地下漏水補修工事 地下漏水補修 (株)ｴｰﾋﾞｰｼｰ商会

７月 大阪ＯＢＰビル16Ｆスパ漏水補修工事 浴槽防水改修(漏水補修） 鹿島建設(株)

７月 岡崎グランドヒルズ地中梁補強工事 躯体炭素繊維補強 清水建設(株)

８月 京都フコク生命ビル第二ビル改修工事 外部防水補修 清水建設(株)

８月 天王寺ハイツ（みずほ銀行寮）改修工事 天井漏水補修 (株)シミズBLC関西

８月 同志社大学女子中高校希望館改修工事 外壁補修、屋上防水改修 (株)シミズBLC関西

８月 枚方出口開発新築工事 躯体補修 （株）長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

８月 ノートルダム女子大学マリア館改修工事 躯体補修、漏水補修 清水建設(株)

８月 京都ホテル６Ｆ外壁補修工事 躯体補修、漏水補修 (株)シミズBLC関西

８月  大阪府立三島高等学校普通教室棟他大規模修繕工事 耐震補強工事 岡本建設（株）

８月 京セラ本社ビル各所改修工事 躯体補修、漏水補修 清水建設(株)

８月 保坂邸浴槽漏水補修工事 漏水補修 三和工務店
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施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成17年８月 宇治市御蔵山小学校耐震補強工事 耐震補強工事 玉井建設(株)

８月 桜川センタービル地下漏水補修工事 地下漏水補修 清水建設(株)

９月 エスリード堺・三国ヶ丘地下止水工事 地下漏水補修 安藤建設(株)

９月 喫茶リーベ屋上防水改修工事 屋上塩ビ防水 徳原建設

９月 京都大学亀井記念館外壁他改修工事 屋上防水、外壁補修 清水建設(株)

９月  日本ミルクコミュニティ関西工場事務棟外壁補修工事 外壁補修 (株)シミズBLC関西

９月 京都中央市場　河市水産改修工事 塗り床改修 (株)シミズBLC関西

９月 （株）キング新館屋上防水改修工事 屋上防水 (株)シミズBLC関西

９月 徳田邸地下駐車場止水工事 地下漏水補修 (株)フジテクノ

９月 光明池駅前アクトビル屋上防水改修工事 屋上防水 (株)ビケンテクノ

１０月 特別老人養護施設第二松寿苑新築工事 躯体補修 清水建設(株)

１０月 京都大学医学部動物実験棟改修工事 塗り床改修 清水建設(株)

１０月 森永乳業神戸工場新築工事 地下漏水補修 大成建設(株)

１０月 （株）クニヒロ本社ビル防水補修工事 防水注入補修 松栄産業（株）

１０月 北澤邸改修工事 外壁補修 徳原建設

１０月 豊野町立双葉保育園大規模改修工事 躯体補修・補強 （株）大西建設

１０月  ライオンズマンション四ツ橋　地下特別高圧電気室止水工事 地下漏水補修 （株）鴻池組

１０月 （株）研文社別館屋上防水改修工事 屋上防水 (株)シミズBLC関西

１０月 （仮称）エスリード北浜新築工事 地下漏水補修 安藤建設(株)

１０月 大阪避雷針工業（株）トイレ漏水補修工事 防水注入補修 清水建設(株)

１０月 （仮称）エスリード御幣島新築工事 地下漏水補修 安藤建設(株)

１０月 みずほ銀行長岡天神出張所耐震補強工事 耐震補強工事 (株)シミズBLC関西

１１月 稲荷山トンネル試験施工 洗浄工事 太平洋ﾏﾃﾘｱﾙ（株）

１１月 （仮称）尼崎西立花マンション新築工事 無収縮モルタル充填工事 （株）長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
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施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成17年11月 IBM野洲事業所＃25号ビルスラブ補強工事 耐震補強工事 清水建設(株)

11月 堺プロジェクト地下ピット止水工事 地下漏水補修 大成建設(株)

11月  （仮称）淀屋橋アップルタワーレジデンス新築工事 地下漏水補修 （株）鴻池組

11月  大阪避雷針工業（株）大阪支店漏水対策工事 防水補修 清水建設(株)

11月 （仮称）エスリード長居公園地下高圧電気室止水工事 地下漏水補修 安藤建設(株)

11月 京大宇治地区本館屋上Ｃ-563ハト小屋漏水補修工事 防水補修 （株）フジテクノ

11月 京大宇治地区旧工業教員養成所本館東階段漏水補修工事 漏水補修 （株）フジテクノ

12月 富士通明石工場緊急水槽漏水補修工事 地下漏水補修 (株)富士化水

12月 京都大学医学部Ａ棟漏水補修工事 外壁・屋上漏水補修 清水建設(株)

12月 京都大学医学部Ｄ棟漏水補修工事 屋上防水改修 清水建設(株)

12月 京都大学医学部Ｈ棟防水改修工事 屋上防水改修 清水建設(株)

12月 IBM＃24号ビル床防振工事 無収縮モルタル充填 清水建設(株)

12月 朝陽ヶ丘幼稚園新築工事 漏水補修 清水建設(株)

12月 みずほ銀行百万遍支店外壁補修工事 外壁改修 (株)シミズBLC関西

12月 みずほ銀行京都ﾀｰﾐﾅﾙｾﾝﾀｰ再編工事 外壁改修 (株)シミズBLC関西

12月 創価学会京都国際文化会館各所修繕工事 外壁・室内改修 (株)シミズBLC関西

12月 南港ＰＴうしお25号棟1211号室補修工事 躯体補修 清水建設(株)

平成18年１月 江戸堀センタービル大規模修繕工事 外壁改修 (株)シミズBLC関西

１月 ゆらら藤白台２年検査各所補修工事 躯体補修 清水建設(株)

１月 龍谷大学大宮図書館玄関補修工事 躯体補修 松井建設(株)

１月 秋里終末処理場調査その２工事 コンクリート調査 （株）三水ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

１月 京都バプテスト病院調査工事 コンクリート調査 清水建設(株)

１月 かんまき薬局本社改修工事 外壁・屋上防水改修 （株）フジテクノ

１月 京都サカタビル補修工事 外壁・屋上防水改修 (株)シミズBLC関西
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施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成18年１月 西宮薬師町新設工事 地下漏水補修 （株）鴻池組

１月 ペアーレ東大阪プール止水工事 プール漏水補修 清水建設(株)

１月 京都ホテルオークラ外壁漏水補修工事 外壁補修 (株)シミズBLC関西

１月 サカイＣＡＮＩＮＧ処理水槽ピット止水工事 地下漏水補修 （株）鴻池組

１月 （仮称）エスリード西区新町地下駐車ピット止水工事 地下漏水補修 安藤建設(株)

１月 山陽特殊製鋼㈱連続鋳造設備ピット及び架構補修工事 躯体補修 清水建設(株)

２月 大阪ロイヤルタワー谷町ＥＶホール外壁漏水対策工事 外壁・地下漏水補修 清水建設(株)

２月 リバージュスパ日置川女子浴室漏水補修工事 浴槽漏水補修 大和ハウス工業（株）

２月 （仮称）エスリード西区新町新築工事 地下漏水補修 安藤建設(株)

２月 （仮称）サンメゾン北浜新築工事 地下漏水補修 安藤建設(株)

２月 C.WING屋上防水工事 屋上防水改修 (株)ビケンテクノ

２月 ダイセル化学工業網干工場内　クーリングタワー冷却水槽新築工事 躯体補修・防水 （株）永岡組

２月 京都ホテル１７Ｆ漏水補修工事 外壁補修 (株)シミズBLC関西

２月 ライオンズマンション四ツ橋地下電気室天井止水工事 地下漏水補修 （株）鴻池組

２月 舞洲倉庫ピット内クラック部漏水補修工事 地下漏水補修 （株）鴻池組

２月 タキイ種苗大規模耐震改修工事 躯体補修 （株）奥村組

３月 鳥取市水道局叶水源地２号系ポンプ室漏水補修工事 地下漏水補修 （株）安部工業所

３月 住吉川ビューハイツ漏水補修工事 屋上防水改修 （株）鉄建建設

３月 ペアーレ東大阪プール漏水補修工事 浴槽漏水補修 清水建設(株)

３月 IBM野洲事業所＃89号ビル側溝コンクリート補修その他工事 躯体補修 清水建設(株)

３月 河合塾二条寮改修工事 躯体補修 （株）松本工務店

３月 京都大学（西部）総合体育館１階シャワールーム改修工事 躯体補修・防水・塗り床 清水建設(株)

３月 京都大学宇治地区エネ研南1号棟屋上防水改修工事-1 屋上防水改修 （株）フジテクノ

３月 京都大学宇治地区エネ研南1号棟屋上防水改修工事-2 屋上躯体補修 （株）フジテクノ
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施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成18年３月 IBM野洲事業所IBM23号ビル大規模改修工事 躯体補修 清水建設(株)

３月 リバーサイド神田寮外壁改修工事 外壁補修 大和ハウス工業（株）

３月 京都大学再生医科学研究所室内改修工事 室内各所仕上げシール エフ・クリエイト

３月 日本ミルクコミュニティ関西工場カセットタンク室塗り床改修工事 躯体補修・塗り床 (株)シミズBLC関西

４月 城山病院新築工事 地下漏水補修 （株）鴻池組

４月 メゾン豊中402号室漏水補修工事 躯体・屋上防水補修 (株)ビケンテクノ

４月 創価学会東大阪平和会館改修工事 地下漏水補修 清水建設(株)

４月 ニチアス王子工場内処理水槽止水工事 地下漏水補修 （株）小川技研

４月 京都四条イシズミビル漏水補修工事 浴槽漏水補修 (株)東洋ハウジング

４月 ㈱クボタ阪神工場2号S・B地下ピット修理工事 地下漏水補修 (株)大洋工業

４月 京都大学再生医化学研究所西館４Ｆ飼育室改修工事 躯体補修・塗り床 清水建設(株)

４月 桜井寺本堂及び会館コンクリート補修工事 躯体補修・炭素繊維補強 （株）太平洋ﾏﾃﾘｱﾙ

４月 ＩＢＭ＃24号ビル1F新規検査装置設置工事（建築） 躯体補強 清水建設(株)

４月 （仮称）鳴尾浜ロジェスティックセンター建設工事 躯体補修 （株）新日鉄

４月 佐川急便南店大規模修繕工事 ＦＲＰタンク改修 (株)シミズBLC関西

４月 栗鉄ビル地下階各所漏水補修工事 躯体補修・漏水補修 (株)ビケンテクノ

４月 京都大学医学部附属病院南病棟１階ＣＣＵ工事 躯体補修・各所仕上げ 清水建設(株)

４月 第二名神高速道路大津ジャンクション工事 躯体補修・防水 戸田・みらい・安藤JV

４月 第二名神高速道路大津ジャンクション工事 躯体補修 （株）地崎工業

４月 （株）クボタ阪神工場２号S・B地下ピット修理工事 地下漏水補修 大平工業（株）

５月 烏丸京都ホテル地下２階漏水補修工事 地下漏水補修 (株)シミズBLC関西

５月 同志社大学田辺キャンパス知真館１号館改修工事 躯体補修 (株)シミズBLC関西

５月 ヤナセ奈良ショールーム新築工事 地下漏水補修 （株）鴻池組

５月 谷田川堰堤漏水補修工事 漏水補修 ショーボンド建設（株）
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施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成18年５月 救護施設第二みなと寮新築工事 外壁補修 （株）鴻池組

５月 創価学会東大阪平和会館改修工事 地下漏水補修 清水建設(株)

５月 冨山邸新築工事 各所シール 徳原建設

５月 城山病院新築工事 外壁補修 （株）鴻池組

５月 ペアーレ東大阪浴槽改修工事 浴槽漏水補修 清水建設(株)

５月 リバージュスパ日置川会議室漏水補修工事 漏水補修 大和ハウス工業（株）

５月 （仮称）泉佐野の家新築工事（吉宮邸） 躯体防水剤混和 創建（株）

５月 第二名神高速道路大津ジャンクション工事 各所防水・シール 戸田・みらい・安藤JV

５月 京セラ野洲事業所23号ビルスラブ補強工事 スラブ鋼板接着補強 清水建設(株)

６月 光徳橋補修工事 漏水補修 ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞ建設(株)

６月 朝陽ヶ丘幼稚園新築工事 躯体補修 清水建設(株)

６月 時計台記念館貴賓室補修工事 躯体補修 清水建設(株)

６月 京都ホテルB4F廊下漏水補修工事 地下漏水補修 (株)シミズBLC関西

６月 ホテルフジタ屋上防水工事 屋上塗膜防水 (株)シミズBLC関西

６月 京都国際文化会館総合点検項目対応工事 躯体補修、防水補修 (株)シミズBLC関西

６月 京都井門四条ビ外壁漏水補修工事 外壁補修 (株)シミズBLC関西

６月 建設廃木材を原料とする燃料用エタノール製造施設建設工事 地下ピット漏水補修 大成建設(株)

７月 ファミール塚口サザンレジデンス漏水対策工事 屋上漏水補修 鉄建建設（株）

７月 ネオハイツ西明石マンション漏水対策工事 屋上漏水補修 鉄建建設（株）

７月 ロータリーマンション西大津Ⅲ番館漏水対策工事 屋上漏水補修 鉄建建設（株）

７月 IBM野洲事業所IBM23号ビル２F検査機器設置工事 躯体補強 清水建設(株)

７月 IBM野洲事業所IBM23号ビル1F改良工事 躯体補強 清水建設(株)

７月 バイテックビル外壁補修工事 外壁補修 （株）鴻池組

７月 ネットビル地階漏水補修工事 地下漏水補修 （株）鴻池組
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施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成18年７月 奈良県清心会病院止水工事 地下漏水補修 （株）鴻池組

７月 稲葉ビル２Ｆ室内補修工事 躯体補修、防水 (株)野谷工務店

７月 西中島レーベネックス天井漏水対策工事 屋上漏水補修 太平洋マテリアル（株）

７月 （株）キング本館屋上防水改修工事. 屋上防水 (株)シミズBLC関西

７月 兵庫県湾岸開発ビル各所漏水補修工事 躯体補修、防水補修 兵庫県湾岸開発（株）

７月 梅田第一生命ビルタイル補修工事 外壁補修 （株）西田興産

８月 日本バプテスト病院眼科改修工事 躯体補修、防水 清水建設(株)

８月 岡本ハウス屋上漏水対策工事 屋上漏水補修 鉄建建設（株）

８月 住友金属建材堺工場漏水補修工事 地下漏水補修 (株)酒直

８月 我孫子王将（仮称）厨房改修工事 厨房防水 徳原建設

８月 京都大学時計台記念館書庫漏水対策工事 地下漏水補修 清水建設(株)

８月 京都大学医学部Ａ棟南面補修工事 外壁補修、漏水補修 清水建設(株)

８月 北沢邸屋上防水補修工事 屋上防水 (株)フジテクノ

８月 京都国際マンガミュージアム（仮称）増築改修工事 耐震補強 清水建設(株)

８月 京都サカタビル各所止水工事 地下漏水補修、外壁補修 (株)シミズBLC関西

８月 京都ホテルオークラ屋上防水改修工事-北工区 屋上防水 (株)シミズBLC関西

８月 村田機械神足独身寮浴槽不具合補修工事 浴槽漏水補修 (株)シミズBLC関西

８月 (仮称）宇治武田病院新築工事 地下漏水補修 清水建設(株)

８月 ＮＴＮ岡山製作所厨房漏水対策工事 厨房漏水補修 東洋ハウジング（株）

８月 山陽特殊製鋼㈱連続鋳造設備工事-２期工事 躯体補強 清水建設(株)

８月 イズミヤ八幡店荷物用ＥＶピット止水工事 地下ピット止水工事 清水建設(株)

９月 ロイヤルアーク栄井ケ島屋上対策工事 屋上漏水補修 鉄建建設（株）

９月 京都大学宇治地区タンク倒れ止めチェーン設備工事 外壁補修 (株)フジテクノ

９月 京都ホテルオークラフィットネス６Ｆ漏水対策 外壁補修 (株)シミズBLC関西
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施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成18年９月 （仮称）ｾﾚｯｿコート天王寺区東上町新築工事 耐震補強 徳倉・矢野JV

９月 足立病院東館天井内部漏水対策工事 屋上漏水補修 清水建設(株)

９月 岡部（株）プランＶ2007京都工場新築工事 地下ピット止水工事 （株）新日鉄ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

９月 （仮称）住吉川マンション新築工事. 地下止水工事 （株）鴻池組

９月 川島邸ベランダ防水補修工事 防水補修 （有）マグプランニング

９月 京都文教大学外壁タイル浮き補修工事 外壁補修 清水建設(株)

９月 港区波除計画新築工事 躯体補修 (株)長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

９月 京都大学吉田床スラブひび割れ補修工事 躯体補修 清水建設(株)

９月 鴻池東小学校リフリート工事 躯体補修 杉建設(株)

９月 高座町山下邸ガレージ止水工事 躯体補修 内山緑地建設（株）

９月 尼崎極楽湯男女浴槽漏水補修工事 浴槽漏水補修 安藤建設(株)

９月 前原下水管理センターコンクリート調査工事 コンクリート調査 (株)ハンシン建設

９月 大昭和精機第５工場EVピット止水工事 地下ピット止水工事 清水建設(株)

９月 新工業高校機械室止水工事 地下室止水工事 (株)大林組

９月 ホテルモントレー大阪16スパ男女浴槽止水工事 浴槽漏水補修 鹿島建設(株)

１０月 京都大学宇治核酸情報解析施設漏水対策工事 外壁補修 （株）フジテクノ

１０月 川西コパン花屋敷マンション止水工事 地下ピット止水工事 コーナン建設(株)

１０月 阪和道橋梁調査工事 コンクリート調査 寺西建設(株)

１０月 １級河川寝屋川宝町調整池製造工事 地下暗渠止水工事 ﾔｽﾀﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）

１０月 ローレルコート久宝寺新築工事 躯体補修 （株）奥村組

１０月 京都大学（南部）総合研究棟　屋上防水補修工事 屋上防水 清水建設(株)

１１月 コスモシティー住吉公園駐車場南工区漏水補修工事 屋上漏水補修 安藤建設(株)

１１月 柴田邸外壁改修工事 躯体補修・補強 坪内建築事務所

１１月 浦濱邸ＢＯＸガレージ漏水補修工事 地下室止水工事 （株）東洋ハウジング
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施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成18年11月 コート豊中東泉丘マンション漏水補修工事 屋上漏水補修 （株）錢高組

１１月 （仮称）吹田江の木町マンション新築工事 地下ピット止水 東海興業(株)

１１月 白浜御苑改修工事 地下EVピット止水 （株）鴻池組

１１月 環境事業局平野工場地下止水工事 地下ピット止水 （株）熊谷組

１１月 サンメゾン枚方朝日丘マンション改修工事 地下ピット止水 （株）錢高組

１１月 ステイツ茨木グランプレイス改修工事 外壁漏水補修 （株）錢高組

１１月 京都大学桜島防災研究所改修工事 調査工事 (株)フジテクノ

１２月 京阪東ローズタウン・ファインパークC棟補修工事 屋上漏水補修 （株）錢高組

１２月 京都大学（中央）総合研究棟（工学系）改修その他工事（その２） 耐震補強 清水建設(株)

１２月 ダイハツ工業㈱多田工場開発棟建設工事 地下EVピット止水 清水建設(株)

１２月 ロータリーマンション西大津Ⅲ番館　漏水対策工事 屋上漏水補修 鉄建建設（株）

１２月 ヴェルビュ西宮学文殿漏水補修工事 屋上漏水補修 鉄建建設（株）

１２月 光明池アクトビル外壁改修工事 外壁補修 (株)ビケンテクノ

１２月 烏丸京都ホテル外壁止水工事 外壁補修 (株)シミズBLC関西

１２月 京都ヴィラ防水工事 防水改修 (株)シミズBLC関西

１２月 京都大学（南部）総合研究棟（薬学系・Ⅱ期）改修その他工事 外壁補修 清水建設(株)

１２月 京都大学（中央）高分子棟（工学系）改修その他工事 外壁調査 清水建設(株)

１２月 エスリード尼崎昭和南通新築工事 地下ピット止水 安藤建設(株)

１２月 極楽湯泉北豊田店　浴槽改修工事 浴槽止水 安藤建設(株)

１２月 コスモフォレスタ箕面　駐車場棟漏水補修工事 屋上漏水補修 安藤建設(株)

１２月 ぷりんすマンション火災部改修工事 浴槽止水 サニー住研

１２月 （仮称）サムティ肥後橋新築工事 地下ピット止水 （株）鴻池組

１２月 ホテルフジタ屋上屋上改修工事 外壁補修 (株)シミズBLC関西

１２月 ディレスティア須磨名谷マンション各所漏水補修工事 外壁補修・防水補修 西松建設（株）
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施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成19年１月 兵庫総18-CA2316電気通信設備工事に伴うとう道本体補修工事 地下とう道漏水補修 （株）コミューチュア

１月 樋之池町アーバンライフ屋上防水改修工事 屋上漏水補修 （株）錢高組

１月 ラヴィスタ宝塚外壁タイル補修工事 外壁補修 （株）西田興産

１月 ライオンズ四ツ橋 地下駐車場・ポンプ室天井止水工事 地下止水 （株）鴻池組

１月 MAB尼崎ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰｼｮﾝｾﾝﾀｰⅡ新築工事 地下EVピット止水 大成建設（株）

１月 大阪第１地方合同庁舎耐震改修工事 厨房止水 清水建設(株)

１月 ハイマート生駒マンション改修工事 外壁補修・防水補修 サニー住研

１月 京都大学（中央）高分子棟（工学系）改修その他工事 外壁補修 清水建設(株)

１月 京都大学巨大災害研究センター漏水対策工事 防水補修 (株)フジテクノ

２月 京都バプテスト病院眼科改修工事 外壁補修・防水補修 清水建設(株)

２月 京都バプテスト病院本館各所補修工事 躯体補修 清水建設(株)

２月 日本エクスラン工業（株）第二工場CPS作業室改修工事 防水補修 （株）石原工務店

２月 老人ホームなるかわ苑改修工事 浴槽止水、外壁補修 （株）鴻池組

２月 シャープ葛城工場　排水リサイクルプラント新築工事 外壁止水 清水建設(株)

２月 三井ガーデンホテル京都　浴槽改修工事 浴槽止水 清水建設(株)

２月 イズミヤ八幡店改修工事 躯体補修 清水建設(株)

２月 山陽特殊製鋼㈱連続鋳造設備工事-２期-３工区工事 躯体補修・補強 清水建設(株)

２月 京都大学（南部）総合研究棟（薬学系・Ⅱ期）改修その他工事 外壁防水、躯体補修、地下止水 清水建設(株)

２月 京都大学薬学部解剖センター屋上防水補修工事 屋上漏水補修 清水建設(株)

２月 京都大学附属病院プランター漏水対策工事 屋上漏水補修 清水建設(株)

２月 朝日プラザ梅田東改修工事 躯体補修 (株)リサーチ・ゼロ

３月 京都大学宇治地区 核酸情報解析施設漏水対策工事 漏水補修 (株)フジテクノ

３月 京都大学宇治地区 遠心載荷実験室漏水対策工事 漏水補修 (株)フジテクノ

３月 ルシオーレＢ棟厨房防水工事 防水改修 (株)インテリア・シオイリ
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施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成19年３月 京都商工会議所柱補強工事 耐震補強 清水建設(株)

３月 龍谷大学深草学舎紫陽館（11号館）建具改修工事 躯体補修 清水建設(株)

３月 京セラ野洲事業所24号ビル1Fｸﾘｰﾝﾙｰﾑ機連工事（建築） 躯体補強 清水建設(株)

３月 京都大学附属病院旧産科病舎ELVピット防水工事 防水改修 清水建設(株)

３月 光明池アクトビル加藤眼科漏水対策工事 防水改修 (株)ビケンテクノ

３月 株式会社クボタ（仮称）研修生寮・研修所新築工事 漏水補修 大成建設(株)

３月 西本願寺消火ピット調査工事 漏水調査、補修 (株)太平洋マテリアル

４月 コスモシティー住吉川公園試掘に伴う各所防水注入その他工事 防水改修 安藤建設(株)

４月 サンメゾン枚方朝日丘けやき館駐車場漏水補修工事 漏水補修 （株）錢高組

４月 野島別宅門柱補強工事 躯体補修・補強 （株）姫野組

４月 大阪星光学院新校舎建設工事 躯体補修・補強 清水建設(株)

４月 京都ホテルB4F客室廊下漏水補修工事 漏水補修 (株)シミズBLC関西

４月 京セラ野洲事業所24号ビル２F補強工事 躯体補強 清水建設(株)

４月  ダイセル化学工業網干工場内　網干～広畑間海底トンネル人孔側坑口接合部漏水補修工事 漏水補修 東洋建設(株)

５月 青木邸基礎補修補修工事 躯体補修 三洋ホームズ（株）

５月 有田邸基礎補修補修工事 躯体補修 三洋ホームズ（株）

５月 サンメゾン枚方朝日丘けやき館受水槽ポンプ室漏水補修工事 漏水補修 （株）錢高組

５月 京セラ野洲事業所23号ビル２F床補強工事 躯体補強 清水建設(株)

５月 京セラ野洲事業所70号ビル1F新設基礎工事 躯体補強 清水建設(株)

５月 日本ミルクコミュニティ京都工場３Ｆ屋上補修工事 塗り床 (株)シミズBLC関西

５月 京セラミタ㈱Ｒ&Ｄセンター新築工事 地下ピット漏水補修 清水建設(株)

５月 京都造形芸術大学高原校舎改修工事 躯体補修 清水建設(株)

６月 芦屋ロイヤルヴィーゼ　漏水補修工事 漏水補修 （株）錢高組

６月 ぷりんすマンション405号室漏水対策工事 防水補修 サニー住研（有）
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施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成19年６月 京都商工会議所柱補強工事 耐震補強 清水建設(株)

６月 立命館大学衣笠キャンパス映像学部基本施設等新築工事 漏水補修 （株）鴻池組

６月 住吉川住宅外壁漏水補修工事 漏水補修 （株）鴻池組

６月 京都大学医学部附属病院駐車場棟漏水補修工事 漏水補修 清水建設(株)

６月 日本ミルクコミュニティ池上工場培養室漏水補修工事 漏水補修 (株)シミズBLC関西

６月 ブロンズ本社ビル耐震改修工事 躯体補修・補強 (株)シミズBLC関西

６月 ステラ四条外壁漏水調査・補修工事 漏水補修 (株)シミズBLC関西

６月 宮田織物㈱本社改修工事 躯体補修 (株)シミズBLC関西

６月 兵庫県湾岸開発株式会社ビル外壁漏水対策工事 漏水補修 (株)フジテクノ

６月 積水化学京都研究所　研修センター外壁保全工事 外壁調査、改修 (株)シミズBLC関西

７月 京都大学時計台記念館各所漏水対策工事 漏水補修 清水建設(株)

７月 京都大学　宇治地区本館屋上Ｃ-523号室漏水補修工事 防水補修 (株)フジテクノ

７月 京都大学　宇治地区本館屋上Ｅ-516号室漏水補修工事 防水補修 (株)フジテクノ

７月 京都ホテルオークラ室内プール改修工事 躯体補修 (株)シミズBLC関西

７月 大阪大学医学部附属病院床改修工事 躯体補修 (株)フジテクノ

７月 京都大学（中央）総合研究棟（工学系）改修その他工事（その２）-（土木総合館） 外壁補修、耐震補強 清水建設(株)

７月 京都学園中学高等学校整備工事 防水改修、外壁改修 清水建設(株)

７月 ホテルフジタ　３Ｆ屋上防水工事 防水補修 (株)シミズBLC関西

７月 豊中清風荘マンション改修工事 外壁補修 清水建設(株)

７月 京都新聞社輪転機改修に伴う建築工事 躯体補修 清水建設(株)

７月 万須屋商店屋上漏水補修工事 防水補修 （株）野谷工務店

７月 港区波除計画新築工事 躯体補修 長谷工コーポレーション

７月 在日大韓基督教会　京都教会新築工事 無収縮モルタル充填 清水建設(株)

７月 ネオハイツ富雄駅前　躯体調査工事 躯体調査（非破壊） 大和ハウス工業(株)
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平成19年８月 京都ホテルオークラ屋上防水改修工事-中工区 屋上防水改修 (株)シミズBLC関西

８月 京都ホテルオークラ外壁改修工事-西工区 外壁シール打替 (株)シミズBLC関西

８月 京都大学医学部Ｂ棟改修その他工事 耐震補強、外壁補修 清水建設(株)

８月 （仮称）ワコーレ本山新築工事 地下漏水補修 (株)大林組

８月 （仮称）南堀江プロジェクト新築工事 躯体補修、漏水補修 (株)イチケン

８月 洋服の青山　池田店新築工事 漏水補修 大和ハウス工業(株)

８月 ㈱京セラ山科研修所　外壁調査工事 外壁調査 清水建設(株)

８月 ネオハイツ富雄駅前　躯体改良工事 躯体補修・補強 大和ハウス工業(株)

８月 芦屋サニーウエスト補修工事 漏水補修 （株）錢高組

９月 河内花園駅前地区第一市街地再開発事業施設建築物建設工事 漏水補修 (株)奥村組

９月 ＪＲ福山駅サントークリニューアル工事 漏水補修 鹿島建設(株)

９月 トーコーシティホテル新大阪　地下漏水対策工事 漏水補修 (株)ビケンテクノ

９月 あやめ池造成地Ｌ型擁壁コンクリート補修工事 躯体調査、補修 (株)プレステ

９月 ロイヤルシャトー奈良三条通　外壁補修工事 外壁調査、改修 （株）錢高組

９月 フルタ製菓美原工場地下漏水補修工事 漏水補修 （株）鴻池組

９月 （仮称）榎本薬品㈱東大阪支店新築工事 漏水補修 (株)イチケン

９月 京大宇治地区化学研究所イオン線形加速器実験棟漏水補修工事 漏水補修、防水改修 (株)フジテクノ

９月 京大宇治地区地震予知研究センター外壁漏水補修工事 漏水補修、防水改修 (株)フジテクノ

１０月 東宝塚さとう病院増改築工事 漏水補修 （株）鴻池組

１０月 小椋邸ガレージ床改修工事 躯体補修 三井物産ハウステクノ（株）

１０月 京大工学部２号館ドライエリア漏水補修工事 漏水補修、躯体補修 (株)フジテクノ

１０月 今東邸屋上防水改修工事 防水改修 (株)フジテクノ

１０月 寝屋川マンション新築工事 躯体補修 長谷工コーポレーション

１０月 京阪電鉄淀工事 躯体補強 （株）鴻池組
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平成19年１１
月

オリエントコーポレーション京都御室荘漏水補修工事 屋上防水改修、漏水補修 (株)シミズBLC関西

１１月 京都ホテルオークラ3階宴会厨房間仕切り改修工事 無収縮モルタル充填 村瀬建設(株)

１１月 （仮称）ｸﾞｯﾄﾞﾀｲﾑﾘﾋﾞﾝｸﾞ泉北泉ヶ丘建設工事 躯体補修 （株）鴻池組

１１月 猪名川流域下水道大阪国際空港内雨水貯留施設流入渠築造工事 地下漏水補修 (株)太陽

１１月 ＮＨＫ京都放送局地下蓄熱水槽調査工事 躯体調査 清水建設(株)

１１月 老人保健施設第2アールそせい漏水補修工事 漏水補修 (株)シミズBLC関西

１１月 大阪トヨタ松屋町店２Ｆ整備ピット漏水補修工事 漏水補修 清水建設(株)

１１月 ダイヤモンドシティ鶴見便所修繕工事 漏水補修 清水建設(株)

１２月 京都大学超高分解能電顕棟屋上防水改修工事 屋上防水改修 (株)フジテクノ

１２月 田岡化学三国工場改修工事-研究棟屋上漏水補修工事 漏水補修 （株）錢高組

１２月 心斎橋Ｄ+ＰＲＯＪＥＣＴ新築工事 地下漏水補修 （株）鴻池組

１２月 大阪チタニウム新築工事 地下漏水補修 （株）鴻池組

１２月 住吉川マンション１Ｆせせらぎ漏水補修工事 漏水調査、補修 （株）鴻池組

１２月 京都ホテルオークラ17F厨房漏水補修工事 漏水補修 (株)シミズBLC関西

１２月 学園大和町マンション新築工事 躯体補修 長谷工コーポレーション

平成20年１月 加古川市民病院手術棟増築工事 地下漏水補修 （株）錢高組

１月 堺東マンション新築工事 地下漏水補修 清水建設(株)

１月 七十七銀行千里丘社宅浴槽漏水補修工事 漏水補修、防水改修 （株）錢高組

１月 京都大学化学研究所本館屋上漏水補修工事 漏水補修 (株)フジテクノ

１月 （仮称）コスモアベニュー宝塚宝松苑造成工事 漏水補修 コスモスイニシア

１月 京都ホテルオークラ屋上防水改修工事-南工区 屋上防水改修 (株)シミズBLC関西

１月 京都大学（南部）医学部Ｄ棟改修その他工事 外壁調査、躯体補強 清水建設(株)

１月 和光機工補修工事 躯体補修 (株)丸善化成

１月 マルトー四条烏丸ビル新築工事 地下漏水補修 大成建設(株)
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平成20年１月 寿町賃貸住宅新築工事 地下漏水補修 （株）鴻池組

１月 （株）ソフトウェアサービス第二本社ビル新築計画工事 地下漏水補修 清水建設(株)

１月 パルムドール学園前廊下漏水補修工事 外壁漏水補修 安藤建設(株)

１月 （仮称）豊川５丁目マンション新築工事 躯体補修 (株)イチケン

１月 放出東ロジュマンマンション漏水補修工事 屋上漏水補修 (株)イチケン

１月 Ｄ’クラウディア鶴見アクロスタワー現状調査工事 変状調査 (株)ダイワサービス

１月 大阪大学医学部附属病院東棟漏水補修工事 漏水調査、補修 （株）一進建設

２月 特別養護老人ホームゆうけい創和漏水補修工事 屋上漏水補修 （株）錢高組

２月 フロンテージ芦屋補修工事 屋上漏水補修 （株）錢高組

２月 京都大学医学部F棟漏水補修工事 屋上防水改修 清水建設(株)

２月 京都大学（南部）医学部Ｄ棟改修その他工事 外壁補修 清水建設(株)

２月 京都造形芸術大学望天館２号館立替工事及び伝統芸能実習棟新築工事 地下漏水補修 清水建設(株)

２月 クアハウス白浜耐震改善工事 変状調査、躯体補修 清水建設(株)

２月 アリオ鳳新築工事 躯体補修 （株）大林組

２月 阪神高速山科ランプ工区舗装及びその他工事 共同構漏水補修 日本道路(株)

２月 創価学会寝屋川文化会館　屋上漏水補修工事 屋上防水補修、漏水補修 （株）鴻池組

２月 あじさいガーデン伏見２Ｆ薬剤室漏水補修工事 浴槽漏水補修 (株)シミズBLC関西

２月 （仮称）御影プロジェクト工事 天井漏水補修 清水建設(株)

２月 日世（株）本社棟漏水調査及び補修工事 漏水調査、補修 （株）錢高組

３月 （仮称）エスリード宇治マンション新築工事 地下ピット漏水補修 安藤建設(株)

３月 豊中清風荘マンション外壁修繕工事 漏水調査、補修 清水建設(株)

３月 咲花病院地下通路漏水補修工事 地下漏水補修 清水建設(株)

３月 松尾邸基礎補修補修工事 躯体補修 三洋ホームズ（株）

３月 フォレスト阿倍野コンクリート調査工事 コンクリート非破壊調査 大和ハウス工業(株)
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平成20年３月 佛所護念会　外壁漏水ひびわれ補修工事 外壁漏水補修 西松建設（株）

３月 プラウド鳥ケ辻　地下漏水補修工事 地下漏水補修 安藤建設(株)

３月 京都造形芸術大学　地下階各所止水工事 地下漏水補修 清水建設(株)

３月 （仮称）日本通運（株）京都支店南京都物流センター漏水補修工事 外壁漏水補修 清水建設(株)

３月 京都大学（南部）医学部Ｄ棟改修その他工事 外壁漏水補修、塗り床 清水建設(株)

３月 （仮称）桂の泉学園新築工事に伴うコンクリート不具合補修工事 躯体補修 (株)シミズBLC関西

３月 中村邸ガレージ調査工事 変状調査、躯体補修 ミサワホーム（株）

３月 豊中市清風荘-外壁漏水補修工事(東棟） 外壁漏水補修 清水建設(株)

３月 環境事業局東淀工場建替工事に伴う地下漏水補修工事 地下漏水補修 戸田・安藤・岸・田中JV

４月 日世（株）本社棟　漏水補修工事 屋上漏水調査、補修 （株）錢高組

４月 ピピアめふ宝塚　地下駐車ピット漏水補修工事 地下漏水補修 （株）フジテクノ

４月 足立病院 上階漏水補修工事 屋上漏水補修 清水建設(株)

４月 積水フィルム多賀工場ＭＤ２コンクリート強度調査工事 コンクリート調査工事 清水建設(株)

４月 シャープ堺液晶工場新築工事 地下止水板取付 清水建設(株)

４月 三養苑新築工事に伴う地下各所止水工事 地下漏水補修 金下建設(株)

４月 横田邸　基礎コンクリート補修工事 躯体補修 セキスイファミエス近畿（株）

４月 河原邸　外壁コンクリート補修工事 躯体補修 コーナン建設(株)

４月 泉北天然ガス発電所水処理プラント漏水補修工事 外壁漏水補修 （株）大林組

５月 松崎町マンションコンクリート調査工事 構造調査 大和ハウス工業（株）

５月 岸本邸　基礎コンクリート補修工事 躯体補修 セキスイハイム近畿（株）

５月 オーディカファクトリー水処理施設水槽漏水補修工事 外壁漏水補修 (株)イチケン

５月 京都大学（宇治）化学研究所核酸情報解析棟外壁他改修 調査、製図 （株）フジテクノ

５月 京都ホテル1F車路タイル浮き補修工事 外壁補修 (株)シミズBLC関西

５月 京都大学医学部F棟　屋上漏水補修工事 屋上漏水補修 清水建設(株)
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施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成20年５月 淳心学院各所漏水補修工事 外壁漏水補修 清水建設(株)

６月 泉北エバーランドシティ　駐車場漏水補修工事 地下漏水補修 （株）錢高組

６月 京阪東ローズタウンファインパーク　各所漏水補修工事 地下、外壁漏水補修 （株）錢高組

６月 足立病院地下１階通路天井漏水補修工事 地下漏水補修 清水建設(株)

６月 小澤邸　各所不具合補修工事 外壁漏水補修、防水、塗装 （株）ハンシン建設

６月 吉田紙料屋上防水改修工事 屋上防水改修 徳原建設

６月 ジオグランデ岡本　漏水補修工事 地下漏水補修 安藤建設(株)

６月 敷島製パン（株）神戸寮ＥＶ機械室漏水補修工事 外壁漏水補修 （株）フジテクノ

６月 ライオンズガーデン高槻漏水補修工事 外壁漏水補修 清水建設(株)

６月 トーホー㈱大阪工場コンクリート水槽調査工事 コンクリート調査 大和ハウス工業（株）

６月 グランディアソラーレ千里中央けやき坂調査工事 コンクリート調査 （株）新井組

６月 横井邸　床スラブ補強工事 アラミド繊維補強 セキスイハイム近畿（株）

６月 アテックスビル浴室防水改修工事 浴槽防水改修 大和ハウス工業（株）

６月 東洋サクセス（株）新築工事に伴う地下機械ピット漏水工事 地下漏水補修 大和ハウス工業（株）

６月 琵琶湖東北部浄化センター調査工事 コンクリート調査 東亜塗装工業（株）

６月 （株）日本触媒吹田工場研究棟７階漏水対策工事 屋上漏水補修 (株)シミズBLC関西

６月 京都大学医学部A棟各所漏水補修工事 屋上漏水補修 清水建設(株)

６月 住金和歌山新ｺｰｸｽ炉土木建築工事（Ｅ工区）各所補強工事 無収縮モルタル充填 清水・安藤ＪＶ

６月 京セラ・ミタ㈱既存棟改修工事 地下漏水補修 清水建設(株)

６月 （仮称）岡山水島温泉施設計画新築工事 地下漏水補修 (株)イチケン

７月 エスリード新町各所補修工事 地下漏水補修、躯体補修 安藤建設(株)

７月 グランノール武庫之荘アーバンライフ新築工事 地下漏水補修 （株）熊谷組

７月 尼崎駅前集合住宅新築工事 浴槽漏水補修 大成建設(株)

７月 河合邸　ガレージ漏水補修工事 地下漏水補修 （株）鴻池組
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施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成20年７月 新開邸　地下ガレージ漏水補修工事 地下漏水補修 清水建設(株)

７月 木下邸　浴槽漏水補修工事 浴槽漏水補修 （株）東洋ハウジング

７月 Ｍプラザ大阪各所補修工事 躯体補修 みらい建設工業（株）

７月 みずほ銀行長岡天神支店改修工事 地下防水 (株)シミズBLC関西

７月 ホテルフジタB1Fトイレ天井漏水補修工事 地下漏水補修 (株)シミズBLC関西

７月 シャープ堺エネルギープラント新築工場新築工事 躯体補修、漏水補修 清水建設(株)

７月 社会福祉法人南山城学園　漏水補修工事 屋上漏水補修 清水建設(株)

７月 社会福祉法人大阪水上隣保館　浴槽漏水補修工事 浴槽漏水補修 清水建設(株)

７月 京都大学医学部D棟新設開口補強工事 無収縮モルタル充填 清水建設(株)

７月 長堀橋計画解体工事 無収縮モルタル充填 （株）長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

７月 山陽特殊製鋼㈱連続鋳造設備ピット及び架構補修工事 無収縮モルタル充填 清水建設(株)

７月 シップ千里ビル屋上漏水補修工事 屋上漏水補修 清水建設(株)

８月 シプレカントリークラブ消火用水槽漏水補修工事 地下漏水補修、防水 （株）フジテクノ

８月 なごみの里病院外壁調査工事 外壁調査 清水建設(株)

８月 敷島製パン神戸寮洗濯機室漏水補修工事 室内漏水補修 （株）フジテクノ

８月 日本通運京都南営業所新築工事 外壁漏水補修 清水建設(株)

８月 五条堀川ビル９階天井漏水補修工事 屋上漏水補修 (株)シミズBLC関西

８月 エスパシオンYAMADAビル厨房漏水補修工事 厨房漏水補修 (株)シミズBLC関西

８月 （仮称）エスリード守山市今宿新築工事 地下漏水補修 安藤建設(株)

８月 きんでん真美ヶ丘社宅屋上漏水補修工事 屋上漏水補修 （株）鴻池組

８月 極楽湯尼崎店駐車場天井漏水補修工事 浴槽漏水補修 安藤建設(株)

８月 泉北天然ガス発電所-２号冷却塔漏水補修工事 外壁漏水補修 （株）大林組

８月 アーバンビュー南堀江1階テナント補修工事 外壁漏水補修 (株)イチケン

８月 立正佼成会奈良教会外壁補修工事 外壁漏水補修 （株）錢高組
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施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成20年９月 大阪大学医学部附属病院　東病棟漏水補修工事 外壁漏水補修 （株）フジテクノ

９月 フロントレジデンス西宮北口漏水補修工事 地下漏水補修 （株）錢高組

９月 ホテルフジタ7F屋上漏水補修工事 屋上漏水補修 (株)シミズBLC関西

９月 京都学園大学ＥＶピット漏水補修工事 地下漏水補修 清水建設(株)

９月 シャープ堺液晶工場新築工事 地下漏水補修 清水建設(株)

９月 シャープ堺ｴﾈﾙｷﾞｰﾌﾟﾗﾝﾄ工場新築工事 躯体補修 清水建設(株)

９月 有馬温泉竹取亭　露天風呂漏水対策工事 浴槽漏水補修 （株）鴻池組

９月 中井邸　基礎コンクリート調査工事 コンクリート調査 (株)一条工務店

９月 （仮称）都島Ⅱ　Ａ工区新築工事 躯体補修 （株）長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

９月 泉北天然ガス発電所-１号冷却塔漏水補修工事 外壁漏水補修 （株）大林組

９月 トヨタ寝屋川工場地下漏水補修工事 地下漏水補修 清水建設(株)

９月 安積邸　基礎補修工事 躯体補修、防水 ミサワホ－ムセラミック(株)

９月 ディグランゼ藤白台　屋上漏水補修工事 屋上漏水補修 （株）紙谷工務店

９月 大阪星光学院新校舎建設工事 外壁、躯体補修 清水建設(株)

９月 サンメゾン枚方けやき館　屋上漏水補修工事 屋上漏水補修 （株）錢高組

１０月 山陽特殊製鋼㈱連続鋳造設備ピット及び架構補修工事-3期工事 無収縮モルタル充填 清水建設(株)

１０月 京都大学医学部Ｄ棟外壁漏水補修工事 外壁漏水補修 清水建設(株)

１０月 大阪府私学教育文化会館　各所漏水補修工事 地下、外壁漏水補修 （株）ビケンテクノ

１０月 京都大学　遠心載荷実験室漏水補修工事 外壁漏水補修 （株）フジテクノ

１０月 京都大学　イオン線形加速器実験棟漏水補修工事 外壁、屋上漏水補修 （株）フジテクノ

１０月 （仮称）プラネスーベリア平方牧野Ⅱ新築工事 地下漏水補修 (株)イチケン

１０月 新阿武山病院1F浴槽漏水補修工事 浴槽漏水補修 （株）錢高組

１０月 （仮称）エスリード守山市今宿新築工事 地下漏水補修 安藤建設(株)

１０月 （仮称）OSSプロジェクト　エネルギープラント新築工場 漏水、躯体補修 清水建設(株)
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施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成20年１０
月

ユニライフ刀根山正面玄関屋根漏水補修工事 外壁漏水補修 （株）フジテクノ

１０月 泉北天然ガス発電所２号冷却棟漏水補修工事 漏水補修 （株）大林組

１０月 堂島グランドビル補修工事 地下漏水補修 清水建設(株)

１０月 長浜青樹会病院漏水補修工事 地下漏水補修 清水建設(株)

１０月 京都大学医学部A棟洗浄室他改修工事 漏水、躯体補修 清水建設(株)

１１月 小森ビルＥＶピット漏水補修工事 地下EVピット漏水補修 安藤建設(株)

１１月 ロテル・ド比叡　客室浴槽天井漏水補修工事 浴槽漏水補修 （株）錢高組

１１月 中部清掃ごみ処理施設リサイクルセンター土木・建築改善工事 地下ピット漏水補修 西松建設(株)

１１月 大阪府私学教育文化会館　屋上漏水補修工事 屋上漏水補修 （株）ビケンテクノ

１１月 積水化学京都研究所　研修センター外壁保全工事 躯体、漏水補修 清水建設(株)

１１月 子羊の群れキリスト教会　風の教会新築工事 地下漏水補修 （株）大林組

１１月 ディーグランゼ千里藤白台屋上漏水補修工事 屋上漏水補修 (株)紙谷工務店

１２月 京阪東ローズタウン各所漏水補修工事 屋上、地下漏水補修 （株）錢高組

１２月 コスモ吹田片山公園漏水補修工事 躯体、漏水補修 （株）錢高組

１２月 西山邸基礎コンクリート不具合補修工事 漏水補修 セキスイハイム近畿（株）

１２月 琵琶湖東北部浄化センター調査工事 躯体調査 日本建物調査

１２月 京都ホテルオークラB2F廊下漏水補修工事 地下漏水補修 (株)シミズBLC関西

１２月 大阪トヨタ本社ビルＢ１Ｆ各所漏水補修工事 地下漏水補修 清水建設(株)

１２月 井上邸基礎コンクリート調査工事 躯体調査 セキスイハイム近畿（株）

１２月 日立建機ティエラ新築工事 地下漏水補修 （株）鴻池組

１２月 興徳クリーナーちきり第二工場新築工事 地下漏水補修 （株）鴻池組

１２月 兵庫みくまりダム止水工事 ダム漏水補修 大成建設(株)

１２月 コーポラス喜山荘浴槽止水工事 浴槽漏水補修 （株）フジテクノ

１２月 住之江下水処理場第１ポンプ機械設備工事（その２） 地下漏水補修 (株)日立プラントテクノロジー
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平成21年１月 OSSプロジェクト高度処理水プラント新築工事 地下ピット漏水補修 清水建設(株)

１月 （仮称）住吉川マンションカナール止水工事 人工池漏水補修 （株）鴻池組

１月 ホテルシエル受水槽防水工事 地下ピット漏水補修 徳原建設

１月 堺泉北港堺２区臨港道路起点側盛土部擁壁等築造工事 漏水、躯体補修 戸田建設(株)

１月 ライオンズタワー四ツ橋地下駐車場天井止水工事 地下漏水補修 （株）鴻池組

１月 京都大学医学部解剖センター漏水補修工事 漏水、躯体補修 清水建設(株)

２月 トラモンド興産ビル屋上漏水対策工事 屋上漏水補修 （株）錢高組

２月 小原邸基礎コンクリート調査工事 コンクリート調査 (株)一条工務店

２月 アップルタワーレジデンス四ツ橋地下止水工事 地下漏水補修 （株）鴻池組

２月 三洋電機東大阪1号棟地下階漏水調査工事 漏水調査 （株）錢高組

２月 （仮称）ネバーランド奈良駅北Ⅱ新築工事 地下漏水補修 (株)イチケン

２月 田中謙一郎邸改修工事 地下漏水補修 (株)キクスイ

２月 京都嵯峨芸術大学補修工事 躯体補修 清水建設(株)

２月 豊中市立豊南小学校屋内運動場耐震補強工事 耐震補強 （株）前田組

２月 春山邸漏水補修工事 漏水、躯体補修 グリーンテクノ積和関西（株）

３月 中村邸基礎コンクリート補修工事 躯体補修、補強 セキスイハイム近畿（株）

３月 ローレルコート西本町各所補修工事 漏水、躯体補修 （株）錢高組

３月 矢野医院５Ｆ浴室廻り漏水補修工事 浴槽漏水補修 鉄建建設(株)

３月 服部邸基礎補修・補強工事 躯体補修・補強 報国エンジニアリング（株）

３月 御影プロジェクト漏水補修工事 地下漏水補修 清水建設(株)

３月 上本町ベルディ漏水補修工事 地下漏水補修 清水建設(株)

３月
大和紀伊平野農業水利事業紀伊平野県営左岸幹
線水路その2改修工事

躯体補修 大五工業(株)

３月 エスペラル城東　外部送水口ピット漏水補修工事 地下ピット補修 清水建設(株)

３月 同志社大学寒梅館屋上漏水補修 漏水補修 （株）大林組
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平成21年４月 池田邸基礎コンクリート不具合補修工事 躯体補修 (株)創建

４月 向陽病院　1F食堂漏水補修工事 地下漏水補修、防水改修 (株)イチケン

４月 ローレルスクエアー豊中緑ヶ丘補修工事 外壁改修 清水建設(株)

４月 日本通運㈱関西警送支店南大阪警送事業所三期増築工事 地下漏水補修 清水建設(株)

４月 ロイヤルヴィーゼ芦屋漏水修繕工事 漏水補修 （株）錢高組

４月 尼崎の森中央緑地スポーツ健康増進施設プール漏水補修工事 漏水補修 (株)柄谷工務店

４月 イーマビル漏水補修工事 人工池漏水補修 （株）奥村組

４月 京都大学医学部附属病院解剖センター地下漏水補修工事 地下漏水補修 清水建設(株)

５月 パシフィックヴィスタⅣ漏水補修工事 地下漏水補修、防水改修 （株）錢高組

５月 中西邸外壁他補修工事 漏水、躯体補修 セキスイファミエス近畿（株）

５月 リーガル三宮地下階各所漏水対策工事 地下漏水補修 (株)イチケン

５月 放出東ロジュマンマンション地下ピット漏水対策工事 地下漏水補修 (株)イチケン

５月 キングマンション千里万博公園地下漏水補修工事 地下漏水補修 清水建設(株)

５月 井門四条ビル外壁他改修補修工事 外壁改修 清水建設(株)

５月 松山邸屋上漏水補修工事 屋上漏水補修 （株）野谷工務店

５月 住友生命枚方ビル地下漏水補修工事 地下漏水補修 （株）錢高組

５月 長坂医院外壁等改修工事 外壁改修 （株）坪内建築事務所

５月 虹の湯貝塚店浴槽漏水補修工事 浴槽漏水補修 安藤建設(株)

５月 トーホー（株）枚方工場調査工事 躯体調査 大和ハウス工業（株）

５月 村田機械神足男子寮浴槽漏水補修工事 浴槽漏水補修 清水建設(株)

５月 トヨタ寝屋川工場外壁漏水補修工事 外壁漏水補修 清水建設(株)

５月 環境事業局東淀工場建替工事に伴う地下漏水補修工事 地下漏水補修 戸田・安藤・岸・田中JV

５月 洛南浄化センター汚泥脱水機棟調査工事 躯体調査 (株)シミズBLC関西

６月 （仮称）コスモアベニュー宝塚宝松苑漏水補修工事 地下漏水補修 コスモスニシア
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施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成21年６月 （仮称）ジークレフ新神戸タワー各所漏水補修工事 躯体補修 清水建設(株)

６月 ホームセンターアグロ神戸駒ヶ林店屋上漏水補修工事 漏水補修 (株)イチケン

６月 梶川邸　基礎コンクリート補修工事 躯体調査・補修 ミサワホームセラミック（株）

６月 ホテルフジタ7F屋上漏水補修工事 屋上漏水補修 (株)シミズBLC関西

６月 積水化学工業（株）多賀工場各所漏水補修工事 地下漏水補修 清水建設(株)

６月 ジオグランデ岡本　スロープ漏水補修工事 外壁漏水補修 安藤建設(株)

６月 ニューシティアパートメンツ堺東　各所漏水補修工事 地下漏水補修 安藤建設(株)

６月 コスモシティー住吉川公園1416号室屋上漏水補修工事 屋上漏水補修 安藤建設(株)

７月 京都大学医学部D棟外壁補修工事 外壁漏水補修 清水建設(株)

７月 京都大学医学部G棟地下実験水槽補修工事 漏水、躯体補修 清水建設(株)

７月 日本通運京都南物流センター漏水補修工事 外壁漏水補修 清水建設(株)

７月 ヴェール甲子園306号室漏水補修工事 屋上漏水補修 （株）錢高組

７月 高安邸EVピット漏水補修工事 地下漏水補修 セキスイファミエス近畿（株）

７月 茨木市銭原貯水ポンプ室漏水補修工事 地下漏水補修 （株）工営建設

７月 日本通運㈱関西警送支店南大阪警送事業所三期増築工事 躯体補修 清水建設(株)

７月 京大防災研究所附属流域災害研究センター漏水対策工事 屋上漏水補修 （株）フジテクノ

７月 ローレルスクエアー豊中緑ヶ丘各所外壁補修工事 外壁改修、防水補修 清水建設(株)

７月 松山邸屋上漏水対策工事 屋上漏水補修 （株）野谷工務店

７月 積水化学工業（株）多賀工場漏水補修工事 地下漏水補修 清水建設(株)

８月 シャリエ高石屋上漏水漏水補修工事 屋上漏水補修 （株）錢高組

８月 大阪府私学教育文化会館　５Ｆ天井漏水補修工事 屋上漏水補修 （株）ビケンテクノ

８月 高安邸EVピット漏水補修工事 地下EVピット漏水補修 工房ＳＵＧＩＭＵＲＡ

８月 ネオハイツ東岸和田駅前　ＰＨ漏水補修工事 屋上防水改修 大和ハウス工業（株）

８月 京セラ＃89号ビル架台基礎コンクリート補修工事 躯体補修 清水建設(株)
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施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成21年８月 京大医学部D棟玄関サッシュ部漏水補修工事 躯体・漏水補修 清水建設(株)

８月 京都日通物流センター防水屋根シール工事 躯体・漏水補修 清水建設(株)

８月 アンビエントみなと元町マンション屋上漏水補修工事 屋上漏水補修 (株)イチケン

８月 京大航空工学超空気力学実験室屋上漏水補修工事 屋上漏水補修 （株）フジテクノ

８月 京大化学研究所イオン線形加速実験棟屋上防水補修工事 屋上漏水補修 （株）フジテクノ

８月 ホテルフジタ7外壁調査工事 外壁調査 (株)シミズBLC関西

９月 コスモ伊丹ガーデン漏水補修工事 屋上漏水補修 安藤建設(株)

９月 向陽病院食堂漏水補修工事 地下漏水補修 (株)イチケン

９月 辻村邸ガレージ外壁不具合補修工事 躯体・漏水補修 積水ハウス（株）

９月 大昇印刷㈱中２階スラブ補強工事 躯体補強 （株）三信工務店

９月 大阪合同庁舎３号館厨房注入防水補修工事 厨房漏水補修 大正技建（株）

９月 カシュー（株）ピット調査工事 漏水調査 大正技建（株）

９月 ロイヤルアーク藤白台各所補修工事 躯体・漏水補修 清水建設(株)

９月 （仮称）心斎橋プロジェクト屋上防水補修工事 屋上漏水補修 鹿島建設(株)

９月 京都ホテルオークラ屋上塔屋防水更新工事 屋上防水 清水建設(株)

１０月 なごみの里病院　社員寮外壁補修工事 外壁改修 清水建設(株)

１０月 京大医学部D棟、B棟ドライエリア改修工事 躯補修 清水建設(株)

１０月 タツタ東大阪室内各所漏水補修工事 外壁漏水補修 大正技建（株）

１０月 コープ甲子園地下ピット漏水補修工事 地下ピット漏水補修 （株）鴻池組

１０月 大阪チタニウム新築工事 地下漏水補修 （株）鴻池組

１０月 フジテック（株）ビックステップ再開発プロジェクト新築工事 地下漏水補修 （株）鴻池組

１０月 スポーツクラブアクトス明石浴槽漏水対策工事 浴槽漏水補修 安藤建設(株)

１１月 神戸製鋼加古川地下ピット止水工事 地下漏水補修 （株）エービーシー商会

１１月 社会福祉法人大阪水上隣保館5Ｆ浴槽漏水補修工事 浴槽漏水補修 清水建設(株)
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施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成21年１１
月

ケアハウスハーモニーコート３F浴槽漏水対策工事 浴槽漏水補修 （株）鴻池組

１１月 ネオハイツ東岸和田駅前屋上漏水補修工事 屋上防水改修 大和ハウス工業（株）

１１月 H21大型橋梁耐震実験RC橋脚試験体製作等工事 特殊コンクリート打設 (株)大林組

１１月 NHK京都放送会館　冷凍機・空調ポンプ・空調機更新工事 躯体補強 (株)シミズBLC関西

１１月 大阪木材会館外壁漏水対策工事 外壁漏水補修 (株)ビケンテクノ

１１月 今東クリーニング工場店舗屋上漏水補修工事 屋上防水補修 (株)フジテクノ

１１月 茨木中津町シティハイ外壁補修工事 タイル浮き、シール補修 清水建設(株)

１１月 エステムコート南堀江ベランダ漏水補修工事 外壁漏水補修 大正技建（株）

１１月 京大生存圏研究所木質研究棟屋根漏水対策工事 屋上防水補修 (株)フジテクノ

１１月 グランフォーラム苦楽園二番町坂井邸地下漏水対策工事 地下漏水補修 （株）昭和工務店

１１月
京大放射性同位元素総合センター本館研究棟
排水設備の一部撤去工事

躯体補修 清水建設(株)

１１月
京都大学（中央）総合研究棟（旧工学部１号館）
等改修その他工事（旧６号館）

躯体補修 清水建設(株)

１２月 矢野医院５Ｆ浴室サッシュ枠廻り漏水補修工事 浴槽漏水補修 鉄建建設(株)

１２月 ライオンズタワー神戸元町各所漏水補修工事 躯体・漏水補修 （株）錢高組

１２月 三坂邸基礎コンクリート調査その他工事 躯体調査・診断業務 （株）一条工務店

１２月 杉本邸コンクリート不具合調査及び補修工事 躯体調査、補修 ミサワホームセラミック（株）

１２月 コート・サンファイン918号室ベランダ補修工事 躯体補修、補強 清水建設(株)

１２月 京大エネ研南2号棟屋上防水改修工事 屋上防水 (株)フジテクノ

１２月
大阪チタニウムテクノロジーズ岸和田製造所
シリコン多結晶工場建設工事

地下漏水補修 （株）鴻池組

１２月 さきタワー・サンクタス尼崎ＥＶﾋﾟｯﾄ漏水補修工事 EVピット漏水補修 西松建設(株)

１２月 佐野記念病院介護老人保健施設栄公苑移転新築工事 浴槽漏水補修 安藤建設(株)

１２月 グランフォーラム苦楽園15番町生島邸新築工事 地下外壁防水 （株）昭和工務店

１２月
NHK京都放送会館　冷凍機・空調ポンプ・空
調機更新工事

耐震補強工事 (株)シミズBLC関西

１２月 コスモ阿倍野シティフォルムタイル面補修工事 外壁タイル補修 安藤建設(株)
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施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成22年1月 六甲道駅南第三地区再開発ビル補修工事 地下漏水補修 （株）錢高組

１月 塙邸新築工事 基礎コンクリート補修 住友林業（株）

１月 藤井邸コンクリート調査工事 躯体調査・診断業務 （株）一条工務店

１月 （株）ビケンテクノ小曽根社宅屋上防水改修工事 屋上防水補修 (株)ビケンテクノ

１月 フジテック（株）ビックステップ再開発プロジェクト新築工事 コンクリート補修 （株）鴻池組

１月 キリンビール岡山工場屋上漏水補修工事 屋上防水補修 大成建設(株)

１月 京都大学時計台記念館漏水対策工事 外壁漏水補修 清水建設(株)

１月 京都大学電話交換機室屋上防水改修工事 屋上防水改修 (株)フジテクノ

１月 京都大学第一給水センター屋上防水改修工事 屋上防水改修 (株)フジテクノ

１月 （仮称）エスリード三宮旭通新築工事 地下漏水補修 安藤建設(株)

１月 みずほ銀行長岡天神支店屋上防水更新工事 屋上防水改修 清水建設(株)

１月 みずほ銀行旧四条支店外壁補修工事 外壁補修 清水建設(株)

１月 みずほ銀行京都中央支店２F空調機械室補修工事 躯体・漏水補修 清水建設(株)

１月 大阪産業創造舘B2F車路漏水補修工事 地下漏水補修 清水建設(株)

２月 特別養護老人ホームゆうけい創和漏水補修工事 外壁漏水補修 （株）錢高組

２月 畑邸基礎コンクリート不具合補修工事 基礎コンクリート補修 セキスイハイム近畿（株）

２月 シティタワーグラン天王寺地下室漏水対策工事 漏水補修 （株）奥村組

２月 シャープ堺工場純水プラントピット漏水補修工事 地下漏水補修 清水建設(株)

２月 （仮称）エスリード西宮老松町新築工事 地下漏水補修 安藤建設(株)

２月 京大宇治地区エネ研南3号棟屋上防水改修工事 屋上防水改修 (株)フジテクノ

２月 ステイツ豊中ハイツ漏水補修工事 地下漏水補修 清水建設(株)

３月
平成20年度大和紀伊平野農業水利事業
左岸幹線水路その２改修工事

農業用水路改修 (株)ワイエー

３月
（仮称）阿倍野A1地区第二種市街地
再開発事業A1-2棟建設工事

浸透性吸水防止処理 （株）奥村組

３月 （仮称）阪急オアシス宝塚山手台新築工事 浸透性吸水防止処理 （株）奥村組
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平成22年３月 甲南大学六甲体育館漏水補修工事 地下漏水補修 (株)大林組

３月 第十浄水場拡張工事-地下漏水対策工事 コンクリート補修、漏水補修 大鉄・浅石JV

３月 烏丸営業所職員用駐車場防水工事 防水改修 清水建設(株)

３月 八尾はぁとふる病院外壁漏水補修工事 躯体・漏水補修 清水建設(株)

３月 大阪富国生命ビル新築工事 躯体補強 清水建設(株)

４月 GF苦楽園11号町笹邸地下外壁防水工事 地下外壁防水 （株）昭和工務店

４月 エステムコート城東中央エグザリタ補修工事 躯体・漏水補修 みらい建設工業（株）

４月 高橋邸コンクリート補修工事 躯体・漏水補修 セキスイファミエス近畿

４月 第二大華ビル外壁漏水対策工事 漏水補修 （株）フジテクノ

４月 京都ホテル3Ｆ大宴会場床スラブひびわれ補修工事 躯体補修 (株)シミズBLC関西

４月
阿倍野Ｃ2地区第二種市街地再開発事業
漏水補修工事

地下漏水補修 （株）奥村組

４月 大阪合同庁舎地下１階機械室天井漏水補修工事 地下漏水補修 清水建設(株)

４月 エヌピィ工業（株）地下階段ピット漏水補修工事 地下漏水補修 清水建設(株)

４月 タマポリ（株）三田工場床改修工事 躯体補修 安藤建設(株)

５月 GF苦楽園11号町笹邸地下外壁防水工事 地下漏水補修 （株）昭和工務店

５月 茨木国際交流センター漏水補修工事 躯体・漏水補修 清水建設(株)

５月 亀井邸ＲＣ造ガレージ補修工事 躯体補修 （株）畑工務店

５月 清水邸擁壁コンクリート補修工事 躯体補修 積水ハウス工業（株）

５月 ローレススクエアー豊中アウレリア漏水補修工事 躯体・漏水補修 （株）奥村組

５月 SGモータース漏水補修工事 地下漏水補修 大和ハウス工業（株）

５月 東和薬品本社ビル改修補修工事 防水補修 (株)シミズBLC関西

５月 京都新聞社蓄熱水槽止水対策工事 地下漏水補修 清水建設(株)

５月 虹の湯二色の浜店EVピット漏水対策工事 地下漏水補修 安藤建設(株)

５月 ネオハイツ片山町階段室漏水対策工事 外壁漏水補修 大和ハウス工業（株）
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平成22年５月 プロロジスパーク舞州Ⅳプロジェクト工事 地下漏水補修 清水建設(株)

６月 京都新聞社汚水ピット補修工事 地下漏水補修、躯体補修 清水建設(株)

６月 八尾はぁとふる病院ＥＶピット漏水補修工事 地下漏水補修 清水建設(株)

６月 星野邸各所コンクリート補修工事 躯体補強・漏水補修 （有）坪内工務店

６月 京都ホテル6Ｆトップライト補修工事 躯体補修 (株)シミズBLC関西

６月 京都ホテル地下２Ｆテナント改修工事 地下漏水補修 (株)シミズBLC関西

６月 ホテルフジタ客室漏水補修工事 屋上防水補修 (株)シミズBLC関西

６月 千里中央ガーデンズ漏水対策工事 屋上防水補修 （株）ビケンテクノ

６月
三菱電機（株）電力システム製作所911棟
ステータスコイル工場新築工事

地下漏水補修、躯体補修 清水建設(株)

６月 （仮称）ＰＷＰＴ新築工事 地下漏水補修 清水建設(株)

６月
京大宇治地区生存研白蟻飼育室地下階段室
漏水補修工事

地下漏水補修 （株）フジテクノ

６月 ファインネクス㈱大阪ビル改修工事 屋上防水改修、外壁補修 (株)シミズBLC関西

７月 フレックス芦屋ＥＶピット漏水補修工事 地下漏水補修 (株)イチケン

７月 松本市蟻ケ崎宅地造成擁壁工事 漏水補修 (株)一条工務店

７月 ホームズ島忠鶴見店天井内部漏水補修工事 屋上漏水補修 （株）錢高組

７月
京阪東ローズタウンファインパーク　ウエスト
パレス棟漏水補修工事

躯体・漏水補修 （株）錢高組

７月 神戸カントリークラブハウス浴槽漏水補修工事 浴槽漏水補修 (株)イチケン

７月 京都薬科大学8号館改修工事 耐震補強 清水建設(株)

７月 京都ホテルオークラ駐輪場床補修工事 躯体補修 (株)シミズBLC関西

７月
大阪府立池田高等学校特別教室棟他４棟
耐震改修その他工事

耐震補強 （株）ハック

７月
京都大学宇治地区旧工業教員養成所本館東面
漏水補修工事

外壁補修 （株）フジテクノ

７月 （仮称）宗右衛門町ホテル新築工事 地下漏水補修 清水建設(株)

８月 （仮称）エステムコート浪速区幸町新築工事 地下漏水補修 (株)イチケン

８月 大阪電気通信大学屋上防水改修工事 屋上防水改修 （株）竹中工務店
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施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成22年８月 関西スーパー永和店ＥＶピット漏水補修工事 地下漏水補修 (株)イチケン

８月
河内長野市美加の台2丁目販売住宅ガレージ
漏水補修工事

地下漏水補修、躯体補修 積水ハウス(株)

８月 シャトー桃山外壁補修工事 外壁補修 (株)太平洋ﾏﾃﾘｱﾙ

８月 ヴェルビュ西宮学文殿漏水調査工事 躯体調査 (株)ﾀﾞｲﾜﾊｳｽ工業

８月 ＮＨＫ京都放送局外壁補修工事 躯体補修 清水建設(株)

８月 京阪電鉄淀駅高架橋２期工事 躯体強化 (株)鴻池組

８月 明雪運輸会長宅（新開邸）補修工事 漏水補修、躯体補修 清水建設(株)

８月 花王（株）和歌山新研究施設建設工事 地下漏水補修 清水建設(株)

８月 大阪府立刀根山高等学校体育館改修その他工事 耐震補強 （株）前田組

８月
大阪府立牧野高等学校特別教室棟他１棟
大規模改修工事

耐震補強 （株）ハック

８月
アウレリア豊中服部1001号室長崎邸漏水対策工
事

漏水補修、躯体補修 清水建設(株)

８月
京都市右京区役所（サンサ右京）地下立体駐車
場ピット漏水補修工事

地下漏水補修 清水建設(株)

８月 京都造形芸術大学各所漏水補修工事 地下漏水補修 清水建設(株)

８月 辻邸ガレージ漏水対策工事 地下漏水補修、外壁補修 (株)コスモスイニシア

８月 医療法人杏和会阪南病院増築工事 地下漏水補修 安藤建設（株）

９月 京都大学（中央）楽友会館改修その他工事 躯体補強・漏水補修 （株）鈴木組

９月 大和高原太陽の家多目的ホール改修工事 躯体補修、補強 (株)脇組

９月 浅田鉄工㈱地下マシンピット止水工事 地下漏水補修 清水建設(株)

９月 西山邸基礎コンクリート補修工事 躯体補修、漏水補修 セキスイハイム近畿（株）

９月 京都コンピュータ学院京都駅前西面外壁改修工事 外壁補修、漏水補修 （株）大昇工務

９月 日本ニューマチックＥＶピット漏水補修工事 地下漏水補修 大正技建（株）

９月 京都ホテル６Ｆテナント入舟補修工事 厨房漏水補修 (株)シミズBLC関西

１０月 あぐろの湯男子浴槽漏水対策工事 浴槽漏水補修 (株)イチケン

１０月 テラス神戸中山手共用棟漏水対策工事 屋上防水改修 （株）錢高組
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施工年月日 工事件名 施工部位・内容 元請負会社

平成22年10月 村中邸ガレージ漏水補修工事 地下漏水補修 積水ハウス工業（株）

10月 高齢者総合福祉施設桐生園改修工事-２期工事 外壁補修 清水建設(株)

10月 和歌山ようすい保育園増改築工事 地下漏水補修 清水建設(株)

10月 （仮称）ワコーレ芦屋業平町新築工事 地下漏水補修 (株)イチケン

11月 高橋邸コンクリート補修工事 躯体補修 ミサワホームセラミック（株）

11月 藤本邸コンクリート不具合調査及び補修工事 躯体補修 ミサワホームセラミック（株）

11月 グランフォーラム苦楽園19号地擁壁補修工事 躯体補修 （株）昭和工務店

11月 京大宇治地区危険物保管庫屋上防水改修工事 屋上防水改修 （株）フジテクノ

11月
ちはや園地（ミュージアム・休憩所）防水対策
ほか（22）工事

地下漏水補修 仲林建設(株)

11月 セルバ東塚口マンション防水補修工事 屋上防水補修 (株)東海興業

11月
プラネ・ルネスプリングタワーマンション
地下立駐ピット漏水補修工事

地下漏水補修 (株)奥村組

11月 高槻消防署富田分署耐震改修工事 耐震補強 （株）ハック

11月 京都ホテル正面玄関補修工事 外壁補修 (株)シミズBLC関西

11月 美沢ハイタウンＦ棟大規模改修工事 地下漏水補修 （株）竹中工務店

11月 京都ライトハウス改築工事 躯体補修、防水補修 清水建設(株)

11月 イトーピア西天満マンション大庇補修工事 外壁補修 清水建設(株)

11月 花王（株）和歌山新研究施設建設工事 共同構漏水補修 清水建設(株)

11月 西宮学文殿マンション共用部改修 地下漏水補修 (株)ﾀﾞｲﾜﾊｳｽ工業

11月
三菱電機（株）電力システム製作所911棟
ステータスコイル工場新築工事

地下ピット漏水補修 清水建設(株)

11月 京都大学工学部５号館調査工事 調査工事 清水建設(株)

11月 高齢者総合福祉施設桐生園改修工事-3期工事 外壁補修 清水建設(株)
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