
年/月 現  場  名 建築工事会社名 設計会社名 地方名 都道府県

ハトコット納入実績表　関西（2019年4月～2021年5月）

19/04 経ヶ岬ＰＪ 近　畿 京　都

19/04 ＦＣ（ファーストキャビン）二条城 プランテックファシリティーズ 近　畿 京　都

19/04 グリーンリッチホテル倉敷 大和ハウス工業㈱ 中　国 岡　山

19/04 ドコモ研修センター 大和ハウス工業㈱ 近　畿 和歌山

19/04 笠松いきいき倶楽部 内藤建設㈱ 近　畿 岐　阜

19/04 岡山商科大学附属高校自動車等実習棟新築工事 荒木組 中　国 岡　山

19/04 ＮＫＤ名古屋ビル 大和ハウス工業㈱　名古屋 大和ハウス工業㈱　東日本 中　部 愛　知

19/04 伊佐治医院新築工事 内藤建設㈱ ㈱服部多賀士設計室 中　部 岐　阜

19/04 草笛学園 中　国 広　島

19/04 福田病院増築工事 松尾建設㈱ 九　州 熊　本

19/04 平野区背戸口３丁目プロジェクト 大和ハウス工業㈱　本店 大和ハウス工業㈱　本店 近　畿 大　阪

19/04 サンフレックス ㈱荻田建築事務所、吉武・花田ＪＶ たか設計 近　畿 大　阪

19/04 有料老人ホーム桜寿のさと ㈱大濱組 ㈱彩創建築設計 九　州 福　岡

19/04 谷町２丁目メディカルサポートホテルＰＪ新築工事 エルディ㈱　関西支店 エルディ㈱、新生設計㈱ 近　畿 大　阪

19/04 有元温調㈱本社ビル新築工事 ㈲船曳建設 ㈱ビルドベース 近　畿 兵　庫

19/04 大阪市浪速区敷津西２丁目プロジェクト 大和ハウス工業㈱　本店 大和ハウス工業㈱　本店 近　畿 大　阪

19/04 大分県地域成人病検診センター建替え建設工事 佐伯建設㈱ 東畑建築事務所 九　州 大　分

19/04 尼崎プラザホテル新築工事 エルディ㈱ 新生設計㈱ 近　畿 兵　庫

19/04 ホテルアクア黒部 北　陸 富　山

19/04 河原皮膚科 共栄建築 北　陸 福　井

19/04 吹田垂水２丁目計画 大成ユーレック㈱ 大成ユーレック㈱ 近　畿 大　阪

19/04 熊本市消防局東側庁舎増築工事 竹内・山口ＪＶ ㈱産紘設計 九　州 熊　本

19/04 新日本コンサルタント本社新築工事 日本海建興 三四五建築研究所 北　陸 富　山

19/04 内村酸素㈱新社屋 ㈱小竹組 九　州 熊　本

19/04 枚方・宮之阪シルバービル新築工事 冨田建設㈱ ㈱デザインファクトリーグリップ 近　畿 大　阪

19/04 ㈱関西サンガ彦根新築工事 大和ハウス工業㈱ 近　畿 滋　賀

19/04 高齢者施設新築工事 大京穴吹建設㈱ 九　州 福　岡

19/04 ＡＮＤ　ＨＯＳＴＥＬ　常盤町プロジェクト ㈱ＡＮＤas 近　畿 大　阪

19/04 恵愛みらいクリニック フジタ 北　陸 石　川

19/04 京都市南区西九条ホテル計画新築工事 エルディ㈱ 新都計画 近　畿 京　都

19/04 クロスモール豊田陣中新築工事 ㈱オノコム ㈱オノコム 中　部 愛　知

19/04 甲佐町子育て支援住宅新築工事 ㈱松島建設 岡野道子建築設計事務所 九　州 熊　本

19/04 ナカリキッドコントロール本社第二社屋新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 近　畿 大　阪

19/04 サンライフ田原増築工事 大和ハウス工業㈱　奈良 大和ハウス工業㈱　奈良 近　畿 奈　良

19/05 西宮中島町計画 スターツＣＡＭ㈱ ＮＴＴファシリティーズ 近　畿 兵　庫

19/05 大阪市北区天満２丁目プロジェクト 大成ユーレック㈱ ㈱ＡＲＣＨＩＳＴＡＮＤ 近　畿 大　阪

19/05 玉井ゆいの希改修工事 近　畿 大　阪

19/05 グランダ逆瀬川新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 近　畿 兵　庫

19/05 四ツ橋グリーンビル ＫＵＲＯ建設 近　畿 大　阪

19/05 杉本様介護施設 大和ハウス工業㈱ 近　畿 京　都

19/05 新天町パティオ街区新築工事 ㈱太田工務店 九　州 佐　賀

19/05 太寺保育園 富士建設工業㈱ ㈱エコ・ファクトリー一級建築士事務所近　畿 兵　庫

19/05 高瀬川ホテル ㈱ウェーブアール ＭＩＲＥ建一級建築士事務所 近　畿 京　都

19/05 プレミア宝町 ㈱熊谷組 北　陸 富　山

19/05 分林保弘記念国際交流館整備計画 ㈱竹中工務店 ㈱山下設計 近　畿 大　阪

19/05 ＳＴ曽根崎ビル新築工事 ㈱金山工務店 ㈱ＭＯＲＩデザイン建築事務所 近　畿 大　阪
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19/05 もと馬渕生活館跡地開発事業に伴う新築工事 雄健建設㈱ ㈱交建設計　大阪事務所 近　畿 大　阪

19/05 うえだ皮フ科内科クリニック 護人建設㈱ ㈱アートジャパンナガヤ設計　名古屋中　部 愛　知

19/05 トレジャーキッズかすが保育園新築工事 正木建設㈱ ㈱アクアス設計 近　畿 大　阪

19/05 マルナカ新味彩工房新築工事 大鉄工業㈱ 四　国 香　川

19/05 ホテル京都清水五条新築工事 エルディ㈱ 近　畿 京　都

19/05 山陽㈱本社工場棟新築工事 西田工業㈱　大阪本店 西田工業㈱　大阪本店 近　畿 大　阪

19/05 大石屋旅館リニューアル工事 吉川建設㈱ 中　部 三　重

19/05 博電社社屋新築工事 野口工務店 中　国 山　口

19/05 特別養護老人ホーム鶴甲新築工事 コーナン建設㈱ ＩＡＯ竹田設計 近　畿 兵　庫

19/05 サンメゾン三国ヶ丘マンション新築工事 ㈱ソネック ㈱ダイシン 近　畿 大　阪

19/05 特別養護老人ホーム光の丘 内藤工務店 九　州 福　岡

19/05 瑞穂町ＧＨ 大平建設工業㈱ 豊和開発㈱ 近　畿 兵　庫

19/05 ㈱沖電システム 九　州 沖　縄

19/05 アクロスキューブ 大和ハウス工業㈱　広島支店 中　国 岡　山

19/05 Grandi西宮北口新築工事 元気工務店㈱ 一級建築士事務所nono工房 近　畿 兵　庫

19/06 京都南区東九条ＢＨプロジェクト新築工事 エルディ㈱ 近　畿 京　都

19/06 七尾市サ高住 鈴木建設 北　陸 石　川

19/06 ももの木学園新築工事 ミラノ工務店 近　畿 京　都

19/06 京都桂病院整備事業 清水建設㈱ 久米設計 近　畿 京　都

19/06 米軍岩国基地「ＨＶＡＣ４７１」 中　国 山　口

19/06 藍野大学ファサード整備工事 大和ハウス工業㈱　本店 大和ハウス工業㈱　本店 近　畿 大　阪

19/06 Ｍ－Ｐroject 有光組 フクイク一級建築士事務所 四　国 愛　媛

19/06 グリーンハウス板宿園 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 近　畿 兵　庫

19/06 たかとり増築及び診療所新築工事 ㈱森下組 ㈱サンコウ設計 近　畿 奈　良

19/06 せっつ遊育園公園新築工事 ㈱アルトワン みどり建築企画 近　畿 大　阪

19/06 滝井西マンション ㈲樟葉商事 近　畿 大　阪

19/06 私立稲美中央病院新築工事 前川建設㈱ ㈱二神建築事務所 近　畿 兵　庫

19/06 前島ホテル新築工事 金秀建設㈱ 九　州 沖　縄

19/06 塩野義製薬神崎研修棟・宿泊棟新築工事 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 近　畿 兵　庫

19/06 高田工業 ㈱大藤工務店 中　部 三　重

19/06 ホテルビスタ大阪堺筋本町新築工事 大和ハウス工業㈱　大阪中央支店 大和ハウス工業㈱　大阪中央支店 近　畿 大　阪

19/06 堂島浜プロジェクト 鹿島建設㈱　関西支店 鹿島・都市建ＪＶ 近　畿 大　阪

19/06 ㈱ベストアメニティホールディングス様介護施設新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 九　州 福　岡

19/06 玉川橋保育園建替工事 千里ハウジング㈱ ㈱チャイルド社、㈱都市建 近　畿 大　阪

19/06 朝銀西信用組合広島本部新築工事 プランニング三誠 若林広幸建築研究所 中　国 広　島

19/06 ホテルリブマックス岡山西口 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 中　国 岡　山

19/06 二条城ホテル新築工事 山庄 近　畿 京　都

19/06 蘇生会介護老人保健施設 ㈱竹中工務店 ノム建築設計室 近　畿 京　都

19/06 ＮＨＫ新奈良放送会館建設工事 ㈱奥村組 奥村、久米、福本ＪＶ 近　畿 奈　良

19/06 ノルデンハイム同心新築工事 前田建設工業㈱　関西 ㈱オーク設計 近　畿 大　阪

19/06 バンデホテル天保山新築工事 ㈱松陽工務店 ㈱クレアール建築デザイン 近　畿 大　阪

19/06 介護老人保健施設ケアポート益城 ㈱岩永組 九　州 熊　本

19/06 平田850-Ⅰ新築工事 日本技研建設 日本技研建設一級建築士事務所 中　国 岡　山

19/07 国道九四フェリー佐賀関営業所建設工事 ㈱佐伯建設 ㈱佐伯建設 九　州 大　分

19/07 ホテルリブマックス富山新築工事 大和ハウス工業㈱　富山 大和ハウス工業㈱　富山 北　陸 富　山

19/07 医療モール翠ヶ丘新築工事 ㈱益田工務店 Ｇ.Ａ.Ｇ一級建築士事務所 近　畿 兵　庫
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19/07 社会医療法人誠光会草津総合病院Ｄ棟増築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 近　畿 滋　賀

19/07 大協建設㈱本社新築工事 岐建㈱ 中　部 愛　知

19/07 沖縄豊崎タウンプロジェクト ㈱大林組 コイケデザインワークス 九　州 沖　縄

19/07 金下町１丁目計画 ㈱涼和 ㈱高橋建築事務所 近　畿 大　阪

19/07 パロマ本社別館 龍建設工業㈱ 中　部 愛　知

19/07 麻生保育所 有光組、国際土建特定ＪＶ 大建設計工務 四　国 愛　媛

19/07 島精機製作所南工場増築工事 ㈱淺川組 ㈱淺川組 近　畿 和歌山

19/07 名古屋経営会計専門学校１号館改築工事 岐建㈱ ㈱国分設計 中　部 愛　知

19/07 千日前ホテル 大和ハウス工業㈱ 近　畿 大　阪

19/07 コンクウエストテナントビル 大和ハウス工業㈱　滋賀支社 大和ハウス工業㈱　滋賀支社 近　畿 滋　賀

19/07 フジコー丸亀 四　国 香　川

19/07 倉益倉庫新築工事 トヨタホーム岡山 トヨタホーム岡山 中　国 岡　山

19/07 丸亀市飯山南コミュニティセンター新築工事 豊島建設 三野設計 四　国 香　川

19/07 ドン・キホーテ十三店 大和ハウス工業㈱　本店 ㈱ダイバ設計 近　畿 大　阪

19/07 和国町ホテル 近　畿 京　都

19/07 下松デンタルアカデミー専門学校 りんかい日産建設㈱ 中　国 山　口

19/07 Welfare城東鴫野西２号館新築工事 ㈱旭栄 近　畿 大　阪

19/07 あさぎり・おおくら総合支援センター新築工事 明石土建工業㈱ キタイ設計㈱ 近　畿 兵　庫

19/07 桂ビル 大和ハウス工業㈱　姫路 近　畿 兵　庫

19/07 ㈱大阪プラスチックモデル事務所・倉庫新築工事 大和ハウス工業㈱　大阪中央支店 近　畿 大　阪

19/07 山晃王寺２丁目マンション ㈱淺沼組 近　畿 奈　良

19/08 新生会病院増築工事 戸田建設㈱ 近　畿 大　阪

19/08 海田発電所新築工事 ㈱大林組 中　国 広　島

19/08 タイセイ㈱事務所棟新築工事 大和ハウス工業㈱　本店 大和ハウス工業㈱　本店 近　畿 大　阪

19/08 チトセ工業㈱新社屋新築工事 ㈱太陽建設 ㈱ライフ建築設計事務所 近　畿 大　阪

19/08 トヨタカローラ中京本社第2期店舗新築工事 坪井工業㈱　名古屋支店 中　部 愛　知

19/08 プレサンスロジェ下呉服町 ㈱赤尾組 ㈱日企設計 九　州 福　岡

19/08 さとに田園クリニック分院新築工事 やまこう建設㈱ 中　国 鳥　取

19/08 大阪高速鉄道㈱技術部棟建築その他工事 大鉄工業㈱ ㈱ニュージェック 近　畿 大　阪

19/08 ダイワロイヤルホテル大阪新梅田新築工事 大和ハウス工業㈱　本店 大和ハウス工業㈱　本店 近　畿 大　阪

19/08 ㈱石正様貸施設新築工事 大和ハウス工業㈱　北摂 大和ハウス工業㈱　北摂 近　畿 大　阪

19/08 松ヶ丘サブヘッドエンド新築工事 後田工業㈱ 林田設計企画 九　州 福　岡

19/08 和光商事㈱土地利用計画新築工事 大和ハウス工業㈱　本店 大和ハウス工業㈱　本店 近　畿 大　阪

19/08 nikko十日市 五光建設　第一事業部 中　国 岡　山

19/08 舞鶴双葉寮本館新築工事 中川企画建設 エコファクトリー 近　畿 京　都

19/08 豊光園ビル新築工事 大和ハウス工業㈱　本店 大和ハウス工業㈱　本店 近　畿 大　阪

19/08 日本銀行北九州支店営業所空調設備等改修工事 清水建設㈱　北九州営業所 九　州 福　岡

19/08 トーエネック伊勢営業所移転新築工事 日本土建㈱ 中電不動産㈱ 中　部 三　重

19/08 石道駅周辺整備事業 大鉄工業㈱ ジェイアール西日本コンサルタンツ㈱北　陸 富　山

19/08 広島駅北西ＮＫビル開発工事 広成建設 広成建設 中　国 広　島

19/08 のぐち内科クリニック増築工事 馬野建設㈱ 中　国 鳥　取

19/09 宮竹小学校大規模改造工事 北　陸 石　川

19/09 矢留工業㈱新本社工場 岐建㈱ 中　部 愛　知

19/09 大阪市中央区高麗橋２丁目ＰＪ新築工事 大和ハウス工業㈱　本店 大和ハウス工業㈱　本店 近　畿 大　阪

19/09 ＣＡＩＴＡＣ　ＳＱＵＡＲＥ　ＧＡＲＤＥＮⅢ りんかい日産建設㈱ りんかい日産建設㈱ 九　州 福　岡

19/09 今在家ビル新築工事 ㈱林建設 谷ノ口義引設計スタジオ 近　畿 兵　庫
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19/09 下関市新庁舎新築主体工事 安城工務店・野口工務店・住吉工業・下関市役所　建設部住宅政策課 中　国 山　口

19/09 令和元年度綾川町立羽床小学校調理場ドライ化改修工事高岸工務店 四　国 香　川

19/09 大西石油 大和ハウス工業㈱ 近　畿 兵　庫

19/09 竹屋東新町ビル新築工事 ㈱オノコム ㈲サイトー工販 中　部 愛　知

19/09 黄金町地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物新築工 西松建設㈱・技工団・磯部工業ＪＶ ㈱都市設計連合 中　国 山　口

19/09 新学校給食センター新築工事 東亜建設工業・清水エンジニアリングＪＶ共同設計㈱ 近　畿 京　都

19/09 水の都病院 坂本工務店 四　国 徳　島

19/09 食品分析開発センターSUNATEC旧検査棟改修工事 ㈱ナカノフドー建設 中　部 三　重

19/09 杉田クリニック新築工事 渡辺工務店 中　部 愛　知

19/09 東心斎橋計画 ㈱哲建 あお建築設計 近　畿 大　阪

19/09 東灘神東会館 ㈱カイト 近　畿 兵　庫

19/09 愛信学園建替工事 近　畿 兵　庫

19/09 社会福祉法人母子支援施設のぞみ改築工事 やまこう建設㈱ 中　国 島　根

19/09 ニトリ花畑店新築工事 ㈱北洋建設 ㈱Ｔ＆Ｎ北海道設計事務所 九　州 福　岡

19/09 福岡ソノリク第２物流センター ㈱前田組 九　州 鹿児島

19/09 ふれあい共生会グループホーム新築工事 ミサワホーム近畿㈱ ㈱浅野建築事務所 近　畿 大　阪

19/09 ミュープラット大曽根 矢作建設工業㈱ 中　部 愛　知

19/09 芸濃こども園新築工事 三重農村建設㈱ ㈱市川三千男総合設計 中　部 三　重

19/09 鞘町Ｃ＆Ｃホテル 萩原工務店 河合建築デザイン事務所 近　畿 京　都

19/09 大阪市南久宝寺町２丁目ＰＲＪ計画 ㈱ヤマダホームズ、㈱哲建 ㈱ヤマダホームズ 近　畿 大　阪

19/09 スカイハートホテル倉敷水島新築工事 大和ハウス工業㈱　岡山 大和ハウス工業㈱　岡山 中　国 岡　山

19/09 ハートケア水谷新築工事 富士建設工業㈱ 近　畿 兵　庫

19/09 京都市下京区因幡堂町プロジェクト新築工事 大和ハウス工業㈱　本店 大和ハウス工業㈱　本店 近　畿 京　都

19/09 ホテルアルファⅠ小郡改修工事・浴室設置工事 佐藤工業㈱ 中　国 山　口

19/09 ＭＩＮＩ北大阪新築工事 林建設㈱ ㈱カーダクレッセ 近　畿 大　阪

19/09 南海野村ビル空調改修工事 ㈱松下産業　大阪 野村不動産パートナーズ㈱ 近　畿 大　阪

19/09 北長瀬表町三丁目マンション・テナントビル新築工事 中　国 岡　山

19/09 北中西・栄町地区市街地再開発事業 西松建設㈱ 昭和設計 近　畿 滋　賀

19/09 大阪大学（吹田）工学Ｐ２棟改修その他工事 藤原工業㈱ ㈱教育施設研究所　大阪事務所 近　畿 大　阪

19/09 中央町テナントビル 佐藤建設 中　国 岡　山

19/09 ネッツトヨタ新居浜 ㈱トライアル 四　国 愛　媛

19/09 堀病院増築工事 中　国 広　島

19/09 アルフレッサ㈱八幡支店新築工事 大和ハウス工業㈱ 九　州 福　岡

19/09 丁有料老人ホーム新築工事 ㈱北村工務店 近　畿 兵　庫

19/10 立花南愛児園建替工事 林建設㈱ ㈱ディ・オー一級建築士事務所 近　畿 兵　庫

19/10 河内小阪プロジェクト 大和ハウス工業㈱　大阪中央支店 大和ハウス工業㈱　大阪中央支店 近　畿 大　阪

19/10 河原町三条ホテル 近　畿 京　都

19/10 創価学会加古川館 近　畿 兵　庫

19/10 アネックス ㈱國場組 九　州 沖　縄

19/10 三ツ星滋賀倉庫技術開発センター新築工事 辻正 近　畿 滋　賀

19/10 日本交通㈱新町計画 三井住友建設㈱　大阪支店 三井住友建設㈱　大阪支店 近　畿 大　阪

19/10 京都駅南計画 大成ユーレック㈱ 近　畿 京　都

19/10 野乃金沢 前田建設工業㈱ 現代綜合設計 北　陸 石　川

19/10 広島叡智学園２期 錦建設 中　国 広　島

19/10 香椎・荒牧ビル新築工事 九州建設㈱ ㈱蓮建築研究所 九　州 福　岡

19/10 東温市総合保健福祉センター新築工事 門屋組・㈱杉野工務店 鳳建築設計事務所 四　国 愛　媛
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19/10 ニュージェック大阪本社ビル空調改修工事 ＫＵＲＯ建設 近　畿 大　阪

19/10 津山文化センター 三井住友建設・梶岡建設・田村工務店三井住友建設・梶岡建設・田村工務店中　国 岡　山

19/10 山田産婦人科増築工事 矢野建設工業㈱ ㈱共立建築設計事務所 中　部 愛　知

19/10 岡山大学（平井（附特））校舎改修工事 重藤組 教育施設研究所　広島 中　国 岡　山

19/10 ㈱菊水製作所倉庫新築工事 笹川組 笹川組 近　畿 京　都

19/10 徳島大学蔵本キャンパス福利厚生棟新築工事 大和ハウス工業㈱　徳島支店 大和ハウス工業㈱　徳島支店 四　国 徳　島

19/10 アウディ福岡マリーナ店 大和ハウス工業㈱ 九　州 福　岡

19/10 毘沙門町 近　畿 京　都

19/10 ＡＧＦ鈴鹿体育館ほか大規模改修工事 ㈲浜村工務店 ㈱青島設計 中　部 三　重

19/10 水口地域公立保育園 フジサワ 片淵建築事務所 近　畿 滋　賀

19/10 西尾今川町老人ホーム ㈱クリップワーク 中　部 愛　知

19/10 四国大学附属西富田こども園 岡田組 四　国 徳　島

19/10 広大跡地 岡田建設工業 中　国 広　島

19/10 協和紙工 井原工業 清和設計事務所 四　国 愛　媛

19/10 ひいらぎ保育園新築工事 ㈱未来図建設 九　州 福　岡

19/10 岡山市立鹿田幼稚園・保育園園舎改築工事 河野建設 猪子建築事務所 中　国 岡　山

19/10 日生幼保一体型増築工事 ベン建築設計 中　国 岡　山

19/10 沖縄瀬底プロジェクト 大成建設ハウジング 九　州 沖　縄

19/10 大名マンション新築工事 大和ハウス工業㈱　福岡 九　州 福　岡

19/10 イオンモール三光改修工事 ユニタス 九　州 大　分

19/10 アパホテルなんば南恵美須町新築工事 中川企画建設㈱　本社 ㈱ＩＡＯ竹田設計　大阪第二事務所 近　畿 大　阪

19/10 京町橋八千代ビル 近　畿 京　都

19/10 名古屋トヨペット上重原店 サンモク工業㈱ 中　部 愛　知

19/10 同志社女子大学京田辺寮建設工事 吉村建設工業 類設計 近　畿 京　都

19/11 ブライト住吉新築工事 大進建設 アクロス一級建築士事務所 九　州 長　崎

19/11 プレサンスロジェ神戸海岸通四丁目新築工事 榎並工務店・シード平和建設工事ＪＶ 近　畿 兵　庫

19/11 三井幼稚園移転新築工事 中野建設㈱ 九　州 福　岡

19/11 ハミングバードビル新築工事 大和ハウス工業㈱　九州 大和ハウス工業㈱　九州 九　州 福　岡

19/11 マスターズマンション神戸学園都市中楽坊新築工事 大末建設㈱ 近　畿 兵　庫

19/11 倉敷ＮＫビル 大和ハウス工業㈱ 中　国 岡　山

19/11 豊橋駅前大通2丁目工事 鹿島建設㈱ ㈱アール・アイ・エー・㈱Ｋ計画事務所中　部 愛　知

19/11 ＰＲＥＭＩＥＲＥビル 大平建設工業㈱ 近　畿 大　阪

19/11 日本基督教団福岡弥生教会新築工事 九州建設㈱ 九　州 福　岡

19/11 京都市左京区高野泉町計画新築工事 北和建設㈱ 近　畿 京　都

19/11 日之出ビル 相澤建設 北　陸 富　山

19/11 東加賀屋グループホーム新築計画 ㈱三木組 ノイズデザインアンドアーキテクツ 近　畿 大　阪

19/11 ニチレイロジスティクス東海名古屋みなと物流センター新増戸田建設㈱　名古屋 戸田建設㈱　名古屋 中　部 愛　知

19/11 丸三食品㈱増築工事 ㈱サンテック 中　国 山　口

19/11 瓢箪山センター新築工事 大和ハウス工業㈱　本店 大和ハウス工業㈱　本店 近　畿 大　阪

19/11 三交イン名古屋新幹線口改修工事 名工建設㈱ 名工建設㈱ 中　部 愛　知

19/11 八千代ビル東館 近　畿 大　阪

19/11 ＪＡ三日市支店新築工事 ㈱安部工務店 全国農業協同組合連合会大阪府本部近　畿 大　阪

19/11 足羽更生園 北　陸 福　井

19/11 奈良市高天町計画新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 近　畿 奈　良

19/11 グリーンリッチホテル 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 近　畿 兵　庫

19/11 香川県庁耐震工事 大林・菅ＪＶ 松田平田設計　大阪 四　国 香　川
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19/11 旧新湊庁舎跡地利活用事業 大和リース富山・三四五建設研究所ＪＶ 北　陸 富　山

19/11 九州大学（塩原）総合研究棟（芸術工学系） ㈱ビルディングＤｒ. 九　州 福　岡

19/11 高知大学（岡豊）総合研究棟Ⅱ（医学系）改修工事 内藤建築事務所　四国事務所 四　国 高　知

19/11 ぽぷらナーシングホームなりた新築工事 大和ハウス工業㈱　本店 大和ハウス工業㈱　本店 近　畿 大　阪

19/12 シニアスタイル西宮北口 信和建設㈱ 近　畿 兵　庫

19/12 ルートイン宮島 中　国 広　島

19/12 イオンモール高岡 大本組 北　陸 富　山

19/12 エスポワール錦　新築工事 小竹興業 小竹興業 四　国 香　川

19/12 Ｍプロジェクト 有光組 四　国 愛　媛

19/12 徳島大学（南常三島）総合研究棟（知能情報・南棟）改修工事 ㈱国際 宮建築設計 四　国 徳　島

19/12 松阪中央総合病院増改築工事 ㈱鴻池組・日本土建ＪＶ ㈱大建設計 中　部 三　重

19/12 わきはまこども園増改修工事 ㈱安部工務店 ㈱ジャクエツ大阪・石田建築設計舎 近　畿 大　阪

19/12 ワコーレ東灘区魚崎北町１丁目 ㈱フナビキ工務店 大土呂巧建築設計事務所 近　畿 兵　庫

19/12 ハイツ森友 ㈱前田工務店 近　畿 兵　庫

19/12 愛媛大学（城北）総合研究棟（工学系Ⅱ等）改修その他工事 山本建設㈱ 教育施設研究所　広島事務所 四　国 愛　媛

19/12 四国ガス燃料事務所新築工事 大和ハウス工業㈱ 四　国 愛　媛

19/12 ㈱二宮システム本社工場新築工事 大和ハウス工業㈱　本店 大和ハウス工業㈱　本店 近　畿 大　阪

19/12 さいのもと保育園建替工事 ㈱三煌産業 ㈱川又建築設計事務所 近　畿 大　阪

19/12 三津浜汽船本社ビル 大和ハウス工業㈱ 四　国 愛　媛

19/12 藤井寺恵美坂住宅型有料老人ホーム新築工事 ㈱今西組 ㈱デザインファクトリーグリップ 近　畿 大　阪

19/12 ＮＫビル改修工事 カンサイ建装工業㈱ 近　畿 兵　庫

19/12 椛川ダム管理事務所建築工事 松岡工務店 磯野建築事務所 四　国 香　川

19/12 上堤町ホテル 清水建設㈱ ㈱建築再構企画 北　陸 石　川

19/12 ＪＲ広島支社ビル 広成建設 ＪＲ西日本コンサルタンツ 中　国 広　島

19/12 大森ビル新築工事 井本建設 あい設計　呉支社 中　国 広　島

19/12 シンフォニア豊里 豊和開発㈱、イワクニ 豊和開発㈱ 近　畿 大　阪

19/12 メルセデスベンツ 清水建設㈱　名古屋 中　部 愛　知

19/12 東振精機本社第２工場建替工事 ㈱トーケン 北　陸 石　川

19/12 中山手寮計画 大和ハウス工業㈱　神戸支社 大和ハウス工業㈱　神戸支社 近　畿 兵　庫

19/12 ヤンマー尼崎寮 五洋建設㈱ 近　畿 兵　庫

19/12 ㈱日伝熊本営業所新築工事 ㈱小竹組 ㈱小竹組 九　州 熊　本

19/12 ㈱ユーバー新工場新築工事 ㈱三栄建設 近　畿 大　阪

19/12 松葉公園斎場新築工事 中谷建設㈱ 中　部 愛　知

19/12 日東化成㈱Ｒ＆Ｄセンター ㈱ナカノフドー建設 プラナス㈱ 近　畿 大　阪

19/12 ＯＣＡキュービクル増設工事 エー・アール・シー建設㈱ 近　畿 大　阪

19/12 嘉麻市新庁舎 ㈱淺沼組 九　州 福　岡

20/01 自立支援センターあぷろーち新築工事 アズマ建設 四　国 徳　島

20/01 コミュニティケアセンター糸崎 富士建設 中　国 広　島

20/01 大冠保育園新築工事 ㈱弾建設 ㈱設計丸甲 近　畿 大　阪

20/01 エール学園 近　畿 大　阪

20/01 Ｒ＆Ｂホテル名古屋駅前新築工事 大末建設㈱　名古屋 大末建設㈱ 中　部 愛　知

20/01 神戸天然物化学㈱市川研究所事務所棟新築工事 ㈱北村工務店 小野設計 近　畿 兵　庫

20/01 日本道路㈱九州支店 清水建設㈱ 九　州 福　岡

20/01 枚方市川原町ビル 枚方鉄建㈱ 近　畿 大　阪

20/01 特別養護老人ホーム巖城はごろも苑建替工事 井木・馬野・酒井ＪＶ ㈱白兎設計事務所 中　国 鳥　取

20/01 モーツァルトパーク＆ライド保育園新築工事 ㈱ソネック ㈱デイ・オー一級建築士事務所 近　畿 兵　庫
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20/01 西大路クリニック オノコム 宇野設計 近　畿 京　都

20/01 山口フィナンシャルグループ下関女子寮新築工事 清水建設㈱ 中　国 山　口

20/01 フジックス本社ビル新築工事 大和ハウス工業㈱ 近　畿 京　都

20/01 宝塚市福井町福祉施設 大和ハウス工業㈱　阪神 大和ハウス工業㈱　阪神 近　畿 兵　庫

20/01 福岡歯科大学 清水建設㈱ 九　州 福　岡

20/01 ソフト９９白金プロジェクト新築工事 佐伯綜合建設㈱ 中　部 愛　知

20/02 広島大学（霞）研究棟Ａ４～７階等改修工事 松井建設 広島大学　財務・総務室　施設整備Ｇ中　国 広　島

20/02 あずみ園 中　国 広　島

20/02 加古川市立山手中学校給食配膳室整備工事 歩信栄建設㈱ 近　畿 兵　庫

20/02 冷泉町ビル 成和建設㈱ 九　州 福　岡

20/02 高松病院管理診療棟改築工事 表組 Ｔ・Ｏ・Ｎ・Ｅ 北　陸 石　川

20/02 ニトリ福岡志免店新築工事 ㈱イチケン ㈱Ｔ＆Ｎ北海道設計事務所 九　州 福　岡

20/02 板垣救急クリニック ㈱アトリエ・エイト 近　畿 兵　庫

20/02 デンソーソリューション岡山支店新築工事 トヨタホーム岡山 中　国 岡　山

20/02 サンテラス三河安城ビル まるひ建設㈱ 中　部 愛　知

20/02 ＮＴＢ三重御浜新築工事 ㈱石吉組 中　部 三　重

20/02 スーパーコートプレミアム奈良学園前新築工事 大倭殖産㈱ ㈱エム・ケイ設計事務所 近　畿 奈　良

20/02 大阪大学グローバルビレッジ施設整備 ㈱松村組　大阪 ㈱類設計室　大阪 近　畿 大　阪

20/02 泉佐野ホテル新築工事 ㈲建築ランド ㈱サイドエンジニアリング 近　畿 大　阪

20/02 ㈱アイビーワンケア東大阪新築工事 大和ハウス工業㈱　大阪中央支店 大和ハウス工業㈱　大阪中央支店 近　畿 大　阪

20/02 京都市中京区奈良屋町ＰＪ新築工事 大和ハウス工業㈱ 近　畿 京　都

20/02 京都三条木屋町ホテル計画 ＴＳＵＣＨＩＹＡ デザインの森 近　畿 京　都

20/02 ダイワロイネットホテル福山駅前新築工事 大和ハウス工業㈱　福山支社 大和ハウス工業㈱　福山支社 中　国 広　島

20/02 京都二条河原町ホテル計画 清水建設㈱ 近　畿 京　都

20/02 トヨタ部品福岡共販㈱ MHIﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ＆ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ㈱ 九　州 大　分

20/02 フォルテ中央町 敷島建設 四　国 香　川

20/02 タダノ技術研究所増築工事 竹中工務店 四　国 香　川

20/02 京都市下水道体験型研修施設整備工事 古瀬組 ニュージェック 近　畿 京　都

20/02 東京インキ㈱大阪工場第Ⅱ工場新築工事 大木建設㈱ 近　畿 大　阪

20/02 タイガー魔法瓶㈱本社事務所棟新築工事 ㈱鴻池組 ㈱安井建築事務所 近　畿 大　阪

20/02 花菱ホテル建替工事 清水建設㈱ 九　州 大　分

20/02 日鉄高炉セメント本社建替工事 ㈱竹中工務店 九　州 福　岡

20/03 ＩＥＣ守山営業所東棟・西棟新築工事 ㈱花田工務店 中　部 愛　知

20/03 友楽観光バス㈱観光ホテル新築工事 大和ハウス工業㈱ 近　畿 大　阪

20/03 ＧＳユアサ厚生棟新築工事 ㈱大林組 近　畿 京　都

20/03 海岸通りクリニック増築工事 ＵＤＤ 中　国 岡　山

20/03 オープンレジデンシア緑区亀が洞一丁目新築工事 榊原建設㈱ ㈱野口建築設計事務所 中　部 愛　知

20/03 Welfare上新庄 ㈱旭栄 ㈱旭栄 近　畿 大　阪

20/03 サムティ淀川区西宮原１丁目ビル新築工事 ㈱イチケン関西 ㈱日企設計 近　畿 大　阪

20/03 日本製粉㈱福岡工場プレミックス工場新築工事 ㈱大林組 ㈱大林組 九　州 福　岡

20/03 イオンモール高知増築工事 ㈱竹中工務店 四　国 高　知

20/03 ホテルルートイン津山駅前店新築工事 梶岡建設 中林建築設計事務所 中　国 岡　山

20/03 ホテル№１新居浜 一宮工務店 四　国 愛　媛

20/03 サダ西小学校給食共同調理場建替工事（建築工事） ㈱昌栄工務店 近　畿 大　阪

20/03 西中島６丁目プロジェクト 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 近　畿 大　阪

20/03 ルーシッドスクエア梅田 ケーアンドイー㈱　関西支社 近　畿 大　阪
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20/03 道頓堀２丁目計画新築工事 野村建設工業㈱ エヌ・エー・エフアーキテクツ 近　畿 大　阪

20/03 槙塚幼稚園 ㈱岩城工務店 ㈲修景設計工房 近　畿 大　阪

20/03 オーケーエム野洲研究開発センター計画 ナカノフドー建設 近　畿 滋　賀

20/03 中央区道頓堀１丁目プロジェクト新築工事 大和ハウス工業㈱　本店 大和ハウス工業㈱　本店 近　畿 大　阪

20/03 東門ビル ㈱コネクシオホーム 福井設計 近　畿 兵　庫

20/03 ダイハツ工業㈱多田工場増築工事 不二建設㈱ ㈱東畑建築事務所 近　畿 兵　庫

20/03 安城南明治第一地区優良建築物等整備事業 日本国土開発㈱ ㈱鵜飼哲矢事務所 中　部 愛　知

20/03 ヤナセ福岡西支店 大和ハウス工業㈱　福岡 九　州 福　岡

20/03 フィスホテル管理棟 ㈱ゲンバカンリシステムズ 九　州 福　岡

20/03 京都鍵屋町ホテル新築工事 星和工務店 近　畿 京　都

20/03 横山石油㈱総合エネルギーセンター建替工事 荒木組 中　国 岡　山

20/03 京橋ＰＪ新築工事 大和ハウス工業㈱　本店 大和ハウス工業㈱　本店 近　畿 大　阪

20/03 富雄産婦人科増築工事 三和建設㈱ 近　畿 奈　良

20/03 杉乃井ホテルひかりホール改修工事 清水建設㈱ 九　州 大　分

20/03 レクサス徳島 四国建設 四　国 徳　島

20/03 ルグラン高槻新築工事 大和ハウス工業㈱　 大和ハウス工業㈱　 近　畿 大　阪

20/04 佐竹食品㈱店舗新築工事 大和ハウス工業㈱　本店 大和ハウス工業㈱　本店 近　畿 大　阪

20/04 ブラザー工業㈱刈谷ショールーム新築工事 鹿島建設㈱ ブラザー不動産㈱ 中　部 愛　知

20/04 トスコ別館事務所新築工事 荒木組 荒木組 中　国 岡　山

20/04 政岡内科病院新築工事 大和ハウス工業㈱　富山支店 大和ハウス工業㈱　富山支店 北　陸 富　山

20/04 石動コミュニティプラザ 前田建設工業㈱ 北　陸 富　山

20/04 杜の街プロジェクトＡ棟 ㈱大林組　広島支店 中　国 岡　山

20/04 ヒロハマ大阪工場新築工事 丸正建設㈱ 近　畿 大　阪

20/04 東テク安謝 大和ハウス工業㈱ 九　州 沖　縄

20/04 倉敷成人病センター 大本組 大本組 中　国 岡　山

20/04 徳島大学蔵本キャンパス福利厚生施設宿舎棟 大和ハウス工業㈱　徳島支店 大和ハウス工業㈱　徳島支店 四　国 徳　島

20/04 サンスターコミュニケーションパーク新築工事 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 近　畿 大　阪

20/04 東塩小路町宿泊施設新築工事 エル・アイ・シー ラシーク 近　畿 京　都

20/04 悠和の里新築工事 ㈱吉永産業 ㈲ひとちいき計画ネットワーク 九　州 熊　本

20/04 三重県農業共済組合会館建設工事 大宗建設㈱ ㈱アスカ総合設計 中　部 三　重

20/04 蓮池小学校給食室整備工事 ㈱池内工務店 近　畿 兵　庫

20/04 ファミリーストアいけだ 大和ハウス工業㈱ 中　国 岡　山

20/04 鶴原１丁目複合ビル計画 ヒデ建設㈱ 近　畿 大　阪

20/04 止揚学園本館・住居棟改築工事 三陽建設㈱ 一粒者ヴォーリズ建築事務所 近　畿 滋　賀

20/04 ＨＫ阪急三宮 近　畿 兵　庫

20/05 丸亀市市庁舎等複合施設新築工事 合田・ヒカリ　第二特定建設工事共同企業佐藤総合計画 四　国 香　川

20/05 道の駅くまの イバラ建設 中　国 広　島

20/05 関西みらい銀行神崎川支店新築工事 東西建築サービス㈱ 東西建築サービス㈱ 近　畿 大　阪

20/05 ブラザー工業刈谷ショールーム新築工事 鹿島建設㈱ ブラザー不動産㈱ 中　部 愛　知

20/05 リケン総合ビル 近　畿 兵　庫

20/05 山本ビル ㈱三和建設 近　畿 兵　庫

20/05 一陽会地域密着型特別養護老人ホーム 九　州 熊　本

20/05 北陸信用金庫魚津支店新築工事 川田工業 北　陸 富　山

20/05 豊中市桜の町六丁目プロジェクト 大和ハウス工業㈱　北摂 大和ハウス工業㈱　北摂 近　畿 大　阪

20/05 八尾駅前ＰＪＡ街区 大和ハウス工業㈱ 近　畿 大　阪

20/05 岡山博愛会在宅サポートセンター等新築工事 荒木組 中　国 岡　山
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20/05 ブレーンズ・パーク増築工事 荒木組 ＳＣプロジェクト建築事務所 中　国 広　島

20/05 メタルヒート能登 トーケン トーケン 北　陸 石　川

20/06 難波様　Ｄ－room 大和ハウス工業㈱　岡山支社 大和ハウス工業㈱　岡山支社 中　国 岡　山

20/06 神戸グリーンリッチホテル 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 近　畿 兵　庫

20/06 新サンケイビル建替プロジェクト ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 近　畿 大　阪

20/06 行幸小学校校舎大規模改造工事 梶岡建設・康愛産業ＪＶ 倉森建築設計事務所 中　国 岡　山

20/06 鳳鳴苑西別館増築工事 塩谷建設 北　陸 富　山

20/06 名古屋観光ホテル改修工事 清水建設㈱ 中　部 愛　知

20/06 ＡＺホテル糸崎駅前新築工事 大和ハウス工業㈱　岡山支社 大和ハウス工業㈱　岡山支社 中　国 岡　山

20/06 岸和田上松町老人ホーム計画 近　畿 大　阪

20/06 ワトワトメディカル産業廃棄物処理施設新築工事 弥富建設㈱ 中　部 愛　知

20/06 ＳＯＭＰＯ倉敷中島 大和ハウス工業㈱ 中　国 岡　山

20/06 北陸労働銀行魚津支店 北　陸 富　山

20/06 プレステ西大寺本町ビル新築工事 ㈱アフェクションウォーク 近　畿 奈　良

20/06 タケムラ商事新工場 中設エンジ㈱、佐伯綜合建設㈱ 中　部 岐　阜

20/06 中山手通ホテル 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 近　畿 兵　庫

20/06 サンロイヤルホテル新築工事 三煌産業 川又建築設計事務所 近　畿 京　都

20/06 宇治六地蔵店舗 占部組 近　畿 京　都

20/06 むつみ保育園改築工事 ジューケン・原田建設ＪＶ 中　国 鳥　取

20/06 みのり認定こども園 坂本工務店 四　国 徳　島

20/06 大同特殊鋼 中　部 愛　知

20/07 ノーラエンジニアリング本社ビル 東洋建設㈱ 近　畿 大　阪

20/07 skye DS 大和ハウス工業㈱　奈良 近　畿 奈　良

20/07 膳所駅前テナントビル新築工事 大和ハウス工業㈱　滋賀 大和ハウス工業㈱　滋賀 近　畿 滋　賀

20/07 原ショッピングセンター 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 九　州 福　岡

20/07 カトリック尼崎教会改築工事 コーナン建設㈱ 安井設計 近　畿 兵　庫

20/07 日之影町役場新庁舎 上田工業・木田ＪＶ ㈱綜企画設計 九　州 宮　崎

20/07 プレサンスロジェ鶴見区緑2丁目新築工事 ㈱松本組 ㈱現代綜合設計 近　畿 大　阪

20/07 ネクステージ枚方 ㈱アーキッシュギャラリー 近　畿 大　阪

20/07 ＮＴＢ和歌山串本新築工事 ㈱鴻池組　大阪 ㈱坂倉建築研究所　東京 近　畿 和歌山

20/07 肥後銀行高宮社宅 大和ハウス工業㈱ 九　州 福　岡

20/07 西脇市新庁舎・市民交流施設建設工事 大日本土木㈱　神戸 昭和設計　神戸 近　畿 兵　庫

20/07 杉本歯科クリニックビル新築工事 近　畿 兵　庫

20/07 アシザワファインテック㈱大阪支店新築工事 大和ハウス工業㈱ 近　畿 大　阪

20/07 スズキ自販広島三次営業所移転新築工事 アイサワ工業 アイサワ工業 中　国 広　島

20/07 駒ヶ林町１丁目計画 富士建設工業㈱ 近　畿 兵　庫

20/07 岡山磨屋町ＮＫビル新築工事 大和ハウス工業㈱　岡山支社 大和ハウス工業㈱　岡山支社 中　国 岡　山

20/07 今泉公園前プロジェクト新築工事 飛鳥建設㈱　九州 ㈱日建設計、㈱ＳＵＥＤ 九　州 福　岡

20/07 南の星病院 辻建設 北　陸 富　山

20/07 高松市東消防署山田出張所改築工事 植原建設 磯野建築事務所 四　国 香　川

20/07 高橋計行クリニック第２診療所新築工事 東洋建設㈱ 近　畿 大　阪

20/07 旭化成鈴鹿製造所Ｆ２２棟増築工事 ㈱大林組　名古屋 ㈱大林組　名古屋 中　部 三　重

20/07 中之島筑前橋ホテル建設工事 大和ハウス工業㈱　本店 大和ハウス工業㈱　本店 近　畿 大　阪

20/07 岸和田市荒木町老人ホーム ㈱旭栄 近　畿 大　阪

20/07 ライフ夙川店新築工事 前田建設工業㈱ 近　畿 兵　庫

20/07 日製電機㈱ 近　畿 兵　庫
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20/07 エスリード浪速区日本橋５丁目新築工事 イー・エル建設㈱ ㈱生原建築事務所 近　畿 大　阪

20/07 天神橋五丁目ｐｒｊ 高松建設㈱　大阪本店 ㈱ライフ建築設計室 近　畿 大　阪

20/07 八重勝店舗新築工事 長友産業㈱ 加藤健一設計工房 近　畿 大　阪

20/07 荒田団地Ａ３・Ａ４・Ｂ２棟給水管改修工事 中　国 山　口

20/07 シニアスタイル東灘住吉 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 近　畿 兵　庫

20/07 地域密着型特別養護老人ホームくらしき里桜新築工事 重藤組、カザケンＪＶ Ｕ.Ｄ.Ｄ設計 中　国 岡　山

20/08 甲南病院増築工事 奥田工務店 ＮＰＯ総合設計 近　畿 滋　賀

20/08 幼保連携型認定こども園わかくさ保育園移転新築工事 松井建設 北　陸 富　山

20/08 瑞光幼稚園 コーナン建設㈱ 近　畿 大　阪

20/08 ＧＬＩＯＮ本社ビル新築工事 日本建設 ㈱ＩＡＯ竹田設計 近　畿 兵　庫

20/08 長洲ひまわり幼稚園新築工事 ㈱小竹組 九　州 熊　本

20/08 勝田商店ワイン定温倉庫新築工事 大和リース　広島 大和リース　広島 中　国 広　島

20/08 善立寺保育園園舎新築工事 ミラノ工務店 近　畿 京　都

20/08 富山桜町複合ビル新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 北　陸 富　山

20/08 中央区島之内１丁目新築工事 岩出建設㈱ ㈱生原建築事務所 近　畿 大　阪

20/08 園田東生涯学習プラザ 宮崎建設㈱ ㈱綜企画設計　神戸支店 近　畿 兵　庫

20/08 枚方文化芸術センター 前田建設工業㈱　関西 近　畿 大　阪

20/08 ごみ焼却施設建設請負工事 川重、徳倉建設、七番組、大進ＪＶ 川重、徳倉建設、七番組、大進ＪＶ 中　部 愛　知

20/08 ㈱洞口西マンション 中　部 愛　知

20/08 三和無線本社建替工事 大昭工業㈱ ㈱服部建築事務所 近　畿 大　阪

20/08 播磨町社会福祉協議会ゆうあい園新築工事 ㈱ソネック ㈱加藤建築事務所 近　畿 兵　庫

20/08 いこまともみレディースクリニック産科分院新築工事 ㈱ココ地建 林巳知夫建築設計室 北　陸 石　川

20/08 ユニライフ福島 集合住宅維持管理機構 近　畿 大　阪

20/08 大原学園広島校 日本建設 工新建設 中　国 広　島

20/08 環境学習都市 清水建設㈱ 佐藤総合計画 近　畿 滋　賀

20/08 日本橋共同住宅新築工事 ㈱ＩＫＹ akka(合) 近　畿 大　阪

20/08 ㈱オリンピアコンサルタント社屋新築工事 内藤建設㈱ 内藤建設㈱ 近　畿 大　阪

20/08 文園町マンション ㈲樟葉商事 近　畿 大　阪

20/08 萩之茶屋ＰＪ ＫＨプランニング㈱ 奥和田建築設計事務所 近　畿 大　阪

20/08 南武庫之荘共同住宅 大和ハウス工業㈱ 近　畿 兵　庫

20/08 杉本歯科クリニックビル クサカ建設㈱ 近　畿 兵　庫

20/09 旭化成（ＬＡ－４） ㈱フジタ 九　州 宮　崎

20/09 芦屋市立精道中学校建替工事 村本建設㈱　 浦野設計 近　畿 兵　庫

20/09 ㈱かんでんエンジニアリング北九州支店社屋新築工事 ㈱かんでんエンジニアリング 九　州 福　岡

20/09 広島銀行新本店ビル新築工事 竹中工務店ＪＶ 中　国 広　島

20/09 のぞみ信用組合四條畷支店新築工事 龍建設工業㈱ ㈱ティ・ベル企画 近　畿 大　阪

20/09 高麗橋３丁目プロジェクト新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 近　畿 大　阪

20/09 高槻荘大規模改修工事 南海辰村建設㈱ ㈱山田綜合設計 近　畿 大　阪

20/09 ㈱中原建設工業新社屋新築工事 前川建設㈱ 近　畿 兵　庫

20/09 瀬戸埠頭㈱本社新築工事 大和ハウス工業㈱ 中　国 岡　山

20/09 四国ガス燃料㈱徳島営業所倉庫棟 ㈱はなおか 四　国 徳　島

20/09 中央区道頓堀１丁目 近　畿 大　阪

20/09 鹿島建設㈱大橋寮建替工事 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 九　州 福　岡

20/09 社会福祉法人イエス団愛隣館改修工事 巌建設 一粒社ヴォーリズ建築事務所 近　畿 京　都

20/09 ホテルＡＺ香川宇多津店新築工事 大和ハウス工業㈱　香川支店 大和ハウス工業㈱　香川支店 四　国 香　川

20/09 京都二条駅前ホテル新築工事 鉄建建設 東洋設計事務所 近　畿 京　都
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20/09 タグチ工業㈱大山工場新築工事 ㈱タグチアシスト 中　国 鳥　取

20/09 顔晴れＢＬＤ新築工事 まるひ建設㈱ 中　部 愛　知

20/09 吹田ビル事務所棟跡地利用計画 大和ハウス工業㈱ ㈱ＮＴＴファシリティーズ　関西支店 近　畿 大　阪

20/09 射水市立大門中学校長寿命化改良第Ⅲ期 高田建設 創建築事務所 北　陸 富　山

20/09 ヨナハ丘の上病院新築工事 清水建設㈱　名古屋 ㈱日建設計 中　部 三　重

20/09 ザ・セレクトン阿倍野松原新築工事 エルディ㈱ ㈱オフィス鈴木 近　畿 大　阪

20/09 ㈱シクロケム増築工事 ㈱ソネック 小野設計 近　畿 兵　庫

20/09 津島整外外科・皮膚科クリニック ㈱大洞工務店 中　部 愛　知

20/09 新サンケイビル 近　畿 大　阪

20/09 ふたば病院パナケイア老健棟 中　国 広　島

20/09 ミツトヨ広島事業所マスタープラン呉地区加工工場新築工事㈱大林組 ㈱大林組 中　国 広　島

20/09 アルフレッサ福岡 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 九　州 福　岡

20/09 武庫川女子大学附属中高むつみ寮改修工事 ㈱竹中工務店 近　畿 兵　庫

20/10 倉敷市琴浦公民館建替事業 Ｊ.Ｄ.Ｄ設計、カザケンＪＶ Ｊ.Ｄ.Ｄ設計、カザケンＪＶ 中　国 岡　山

20/10 広島県赤十字血液センター福山出張所（仮称）移転建築・改修工㈱大林組 中　国 広　島

20/10 ＣＭＷ親和館 ㈱丸山組 中　部 愛　知

20/10 東成区大今里３丁目計画新築工事 東洋建設㈱ ㈱カワイ設計工房 近　畿 大　阪

20/10 大阪ラセン管工業㈱第一工場建替工事 ㈱益田工務店 ㈱益田工務店 近　畿 大　阪

20/10 メディカルコミュニティみやき町ＰＪ新築工事 ㈱東山建設 ㈱石橋建築事務所 九　州 佐　賀

20/10 西古松マンション新築工事 アルファプラス 中　国 岡　山

20/10 氷見市学校給食センター新築工事 福見設計、建築設計監理協同組合Ｊ北　陸 富　山

20/10 西川テナントビル改修工事 ㈱ティ・シー・シー 中　国 岡　山

20/10 栄ハクレイビル ㈱石田組 中　部 愛　知

20/10 ＪＡ錦郡支店 ㈱安部工務店 近　畿 大　阪

20/10 河原町五条計画 ミラノ工務店 近　畿 京　都

20/10 高知大学（物部）総合研究棟 ㈲有生 ハウジング総合コンサルタント 四　国 高　知

20/10 アクアイグニス多気ホテル棟新築工事 前田建設工業㈱、北村建設ＪＶ 中　部 三　重

20/10 那古野二丁目ビル新築工事 功和建設㈱ クレイン建築設計 中　部 愛　知

20/10 守口市南寺方老人ホーム ㈱旭栄 ㈱旭栄 近　畿 大　阪

20/10 住友中之島ビル 古川建設㈱ 近　畿 大　阪

20/10 りじん保育園新築工事 鈴木工務店 中　国 広　島

20/10 みんなのき三山木こども園新築工事 エコファクトリー 近　畿 京　都

20/10 大和郡山カトリック幼稚園改築工事 西田工業㈱ ㈱石田建築設計舎 近　畿 奈　良

20/10 割烹よし田仮移転ＰＪ ㈱大林組 九　州 福　岡

20/10 片町２丁目ホテル新築工事 エルディ㈱ 北　陸 石　川

20/10 レクサスＣＰＯ鈴鹿店 ㈱杉本組 中　部 三　重

20/10 株式会社敏建設工業新社屋 ㈱敏建設工業 近　畿 大　阪

20/10 住友電気工業株式会社昆陽池寮 大成ユーレック㈱ 近　畿 兵　庫

20/10 宇野港Ｔ－ＰＲＯＪＥＣＴ 中川企画建設、荒木組ＪＶ 中　国 岡　山

20/10 豊１丁目計画 ㈱川口建設 九　州 福　岡

20/10 コットンボール須磨駅前店貸店舗新築工事 シィード建設 ㈱創建設計事務所 近　畿 兵　庫

20/10 愛媛大学（持田）附属小学校校舎等改修工事 山本建設㈱ 綜企画設計　松山支店 四　国 愛　媛

20/10 桜井市新庁舎建設工事 中尾・中和・渋谷・藤井ＪＶ 近　畿 奈　良

20/11 HOTEL AZ 徳島小松島店新築工事 大和ハウス工業㈱　徳島 大和ハウス工業㈱　徳島 四　国 徳　島

20/11 プレミア金沢芳斉新築工事 熊谷組 ㈱町設計 北　陸 石　川

20/11 新日工業株式会社厚生棟増築工事 須山建設㈱ 中　部 愛　知
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20/11 川上ダム建設工事 大林、佐藤、日本国土ＪＶ 中　部 三　重

20/11 羽衣町マンション新築工事 宮崎建設㈱ 宮崎建設㈱ 近　畿 兵　庫

20/11 越智様邸 鈴木工務店 中　国 広　島

20/11 トーハンビジネスホテル新築工事 大和ハウス工業㈱ 四　国 香　川

20/11 守口市門真市消防組合消防本部棟新築工事 大鉄工業㈱ ㈱杉原千畝設計事務所　大阪事務所近　畿 大　阪

20/11 柳町一丁目ビジネスホテル新築工事 大和ハウス工業㈱ 中　国 岡　山

20/11 倉敷市真備町有井地区災害公営住宅整備事業 カザケン、ツナシマ、倉森建築設計事務所ＪＶ 中　国 岡　山

20/11 栖原コミュニティセンター建設工事 ㈱中井組 ㈲アール企画 近　畿 和歌山

20/11 ＮＴＢ和歌山すさみホテル新築工事 ㈱鴻池組 ㈱板倉建築研究所　東京 近　畿 和歌山

20/11 広拓様土地利用計画 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 近　畿 大　阪

20/11 刈谷駅北地区再開発プロジェクト新築工事 ㈱奥村組　名古屋支店 ㈱岡田建築計画事務所 中　部 愛　知

20/11 山陽病院 ㈱ミック 近　畿 兵　庫

20/11 千種３丁目計画新築工事 スターツＣＡＭ㈱ スターツＣＡＭ㈱　大阪支店 中　部 愛　知

20/11 ウェストジャパン興業㈱複合ビル新築工事 佐藤建設工業 積水ハウス 中　国 岡　山

20/11 白楽町ごみ焼却施設施設等解体・マテリアルリサイクル推進施設戸田建設㈱　広島支店 戸田建設㈱　広島支店 中　国 岡　山

20/11 真光院保育園移転工事 美里建設㈱ 九　州 福　岡

20/11 長崎市交流拠点施設整備、運営事業ホテル施設新築工事（ヒル清水建設㈱ 清水建設㈱ 九　州 長　崎

20/11 大同生命保険株式会社佐賀ビル建設計画 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 九　州 佐　賀

20/11 県立はりま姫路総合医療センター 大林組、阿北野、北村特別ＪＶ ㈱梓設計 近　畿 兵　庫

20/11 府中屋 一幸建設㈱ 中　部 愛　知

20/11 磯島南町新築マンション ㈱日生建設 ㈲ロータス一級建築士事務所 近　畿 大　阪

20/11 大和高田市新庁舎建設工事 戸田建設、安井建築設計事務所ＪＶ 戸田建設、安井建築設計事務所ＪＶ 近　畿 奈　良

20/11 鳥治食品豊中本社工場新築工事 三和建設㈱ 近　畿 大　阪

20/11 地域交流センター（仮称）・中部総合センター（仮称）等建設工事 合田工務店 磯野建築事務所 四　国 香　川

20/11 椛川ダム 四　国 香　川

20/11 上滝中学校校舎改築主体（B工区）工事 竹原工務店、ミヅホ建設ＪＶ 北　陸 富　山

20/11 中崎はな保育園新築工事 マツダ・シティーズ 豊和開発㈱ 近　畿 大　阪

20/11 うれしい保育園淀川田川北新築工事 サンヨーホームズ㈱ 市川設計事務所 近　畿 大　阪

20/12 新県立宮崎病院建設主体工事 大成建設、吉原建設、桜木組ＪＶ ㈱日建設計 九　州 宮　崎

20/12 鹿児島市中央卸売市場魚類市場市場棟新築本体工事 ㈱植村組ＪＶ 安井、島中、芸栄設計ＪＶ 九　州 鹿児島

20/12 神姫バス神戸営業所新築工事 ㈱北村工務店 ㈱二神建築事務所 近　畿 兵　庫

20/12 ぐんげ今城の杜新築工事 ㈱ユニバーサル建設、㈱三煌産業 solna建築事務所 近　畿 大　阪

20/12 オープンレジデンシア中区丸の内２丁目新築工事 村本建設㈱ ㈱野口建築設計事務所 中　部 愛　知

20/12 大宇陀ラガール ㈱松島組 近　畿 奈　良

20/12 猿猴橋クリニック 大和ハウス工業㈱ 中　国 広　島

20/12 ホテルＪＡＬシティ富山新築工事 西松建設 浅井　謙、西松建設ＪＶ 北　陸　　富　山

20/12 ＮＴＴ西日本新曽根崎ビル新築工事 ㈱大林組 ㈱ＮＴＴファシリティーズ 近　畿 大　阪

20/12 桂川つばさ保育園 奥田工務店 ライフ建築設計室 近　畿 京　都

20/12 liveメディカルガーデン宮古島 工房沖縄 九　州 沖　縄

20/12 ㈱九電工大分支店事務所・寄宿舎新築工事 三隅設備㈱ 大和ハウス工業㈱　大分 九　州 大　分

20/12 奈良荒池ホテル計画 ㈱デザインアーク ㈱coto 近　畿 奈　良

20/12 西名阪自動車道阪奈高速道路事務所改築工事 大日本土木㈱ ㈱益田設計事務所 近　畿 大　阪

20/12 いちい保育園 エヌプラスアーキテクト 北　陸 富　山

20/12 めいまいピーノこども園新築工事 ㈱村上工務店 ㈱ジャクエツ、㈱アトリエ９建築研究所近　畿 兵　庫

20/12 山陽新幹線新大阪～新神戸駅間保育所開設工事 美樹工業㈱ 近　畿 兵　庫

20/12 大阪大学（吹田）歯学部本館C・D棟改修その他工事 ㈱淺沼組 ㈱教育施設研究所　大阪事務所 近　畿 大　阪
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20/12 東郷町住宅新築工事 ㈱赤堀インテリア 中　部 愛　知

20/12 ゆのはな月や新築工事 三煌産業 川又建築設計事務所 近　畿 京　都

20/12 うみの風こども園分園新築工事 ㈱ふたば工務店 近　畿 兵　庫

20/12 和歌山大学（栄谷）東３号館（Ⅲ期）改修工事 杉本建設㈱ ㈱長大　大阪支社 近　畿 和歌山

20/12 村田病院新棟新築工事 眞正工業㈱ 眞正工業㈱ 近　畿 大　阪

20/12 きらりこども園新築工事 栗本建設工業㈱　大阪本店 ㈱ヤン 近　畿 大　阪

20/12 あそびそら新築工事 ㈱アルトワン みどり建築企画 近　畿 大　阪

21/01 名古屋八事ビル新築工事 大和ハウス工業㈱　名古屋 大和ハウス工業㈱　名古屋 中　部 愛　知

21/01 大阪大学（吹田）医学部動物実験施設その他工事 藤原工業㈱ 近　畿 大　阪

21/01 セブンイレブン福岡大名１丁目新築工事 大坪建設㈱ 九　州 福　岡

21/01 千歳プラザ東館改修工事 ㈱東京建築技術 九　州 福　岡

21/01 休日・夜間急病センター新築工事 歩信栄建設㈱ ㈱加藤建築事務所 近　畿 兵　庫

21/01 テツゲン名古屋支店大田寮増築工事 りんかい日産建設㈱ 中　部 愛　知

21/01 南明治１１街区計画新築工事 スターツＣＡＭ㈱ 中　部 愛　知

21/01 富永クリニック新築工事 ㈱中道組 ㈱山田綜合設計 近　畿 大　阪

21/01 資生堂福岡久留米工場新築工事 半田建設㈱ 九　州 福　岡

21/01 Ｓ計画 清水建設㈱　九州 清水建設㈱　九州 九　州 福　岡

21/01 ＪＲクレメントイン今治 ㈱大林組 ㈱大林組 四　国 愛　媛

21/01 難波プロジェクト 大和ハウス工業㈱　本店 大和ハウス工業㈱　本店 近　畿 大　阪

21/01 朝銀西信用組合香川支店新築計画 徳栄建設 若林広幸建築研究所 四　国 香　川

21/01 二条河原町 清水建設㈱ 近　畿 京　都

21/01 吹田岸辺中ＮＫビル新築工事 大和ハウス工業㈱　北摂 大和ハウス工業㈱　北摂 近　畿 大　阪

21/01 佐賀県建設技術支援機構社屋建設工事 松尾建設㈱ 九　州 佐　賀

21/01 佐賀大学理工学部４号館改修工事 扶桑建設㈱ 九　州 佐　賀

21/01 徳島大学（蔵本）総合研究棟（歯学系）改修Ⅲ工事 ㈱国際 教育施設研究所　広島 四　国 徳　島

21/02 トヨタレンタリース新岡山岡山駅前店新築工事 ㈱大林組 トヨタホーム岡山 中　国 岡　山

21/02 楳田曽根崎計画新築工事 ㈱大林組　本店 ㈱大林組　本店 近　畿 大　阪

21/02 川西市滝山町共同住宅 ㈱大星住宅産業 近　畿 兵　庫

21/02 神戸市中央区三宮プロジェクト 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 近　畿 兵　庫

21/02 京都製作所　大橋辺寮 北和建設㈱ デザインワークス 近　畿 京　都

21/02 近畿産業信用組合新築工事 大和ハウス工業㈱ 近　畿 大　阪

21/02 日進岩崎台新築工事 ㈱山本工務店 中　部 愛　知

21/02 三宮１丁目プロジェクト 高松建設㈱ 高松建設㈱ 近　畿 兵　庫

21/02 日東化成㈱Ｌ＆Ｄ新築工事 ㈱ナカノフドー建設 プラナス㈱ 近　畿 大　阪

21/02 学校法人関西学院国際教育寮 ㈱大林組 ㈱大林組 近　畿 兵　庫

21/02 倉敷シティ病院 重藤組 山陽設計 中　国 岡　山

21/02 社会福祉法人鶴林園特別養護老人ホーム増築工事 ㈱ソネック 近　畿 兵　庫

21/02 フレッシュバザール亀岡千代川店新築工事 森津工務店 近　畿 京　都

21/02 朝日インテック㈱大阪Ｒ＆Ｄセンター増築工事 岐建㈱　本店 日晃設計 近　畿 大　阪

21/02 上滝中学校校舎改築工事 近藤建設 三四五建築研究所 北　陸 富　山

21/02 ㈱トーエネック多治見営業所建替工事 石黒建設㈱ 中　部 岐　阜

21/02 ＰＡＧ愛西市物流施設新築工事 ㈱塩浜工業 中　部 愛　知

21/02 五条・富小路ホテル 高松建設㈱ 高松建設㈱ 近　畿 京　都

21/03 珠光園 菅組 四　国 香　川

21/03 神戸市役所２号館 ㈱明和工務店 近　畿 兵　庫

21/03 小倉第一病院移転新築工事 ㈱奥村組 ㈱伊藤喜三郎建築研究所 九　州 福　岡
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21/03 ケアステーション松縄新築工事 大和ハウス工業㈱ 四　国 香　川

21/03 吹田ＳＳＴＰＪシニア分譲マンション新築工事 富士建設㈱ ㈱ＡＯ竹田設計 近　畿 大　阪

21/03 梅田曽根崎計画新築工事 ㈱大林組　本店 ㈱大林組　本店 近　畿 大　阪

21/03 伊予鉄西ビルビジネスホテル新築工事 五洋建設 四　国 愛　媛

21/03 アロイジオ富永新築工事 ㈱高垣組　名古屋支店 ㈱丹羽英二建築事務所 中　部 愛　知

21/03 南栄鍍金株式会社工場 三煌産業 大和田一級建築士事務所 近　畿 京　都

21/03 ハトヤ天神橋１丁目ビル新築工事 大平建設工業㈱ 大平建設工業㈱ 近　畿 大　阪

21/03 古野電気西宮市神祇官町新社屋新築工事 ㈱竹中工務店 近　畿 兵　庫

21/03 ＳＶＨ千里丘店新築工事 大和ハウス工業㈱　北摂 大和ハウス工業㈱　北摂 近　畿 大　阪

21/03 不二食品㈱本社工場新築工事 ㈱藤木工務店 ㈱藤木工務店 近　畿 大　阪

21/03 石動信用金庫 北　陸 富　山

21/04 松橋保育園新築工事 ㈱小竹組 九　州 熊　本

21/04 東洋印刷㈱工場・倉庫新築工事 澤村 前田測量設計 近　畿 京　都

21/04 日本ガイシ㈱瑞穂Ｅ１棟外構工事 光輝建設㈱ 中　部 愛　知

21/04 中井商工㈱新本社社屋建替工事 大和ハウス工業㈱　大阪中央支店 大和ハウス工業㈱　大阪中央支店 近　畿 大　阪

21/04 三共リース㈱介護堺新築工事 ㈱北村組 ㈱アステック 近　畿 大　阪

21/04 なも介護サポート㈲殿介護施設新築工事 東建コーポレーション㈱ 中　部 愛　知

21/04 救護施設泉の園移転改築工事 松江土建㈱ 中　国 島　根

21/04 京都西京極大門町計画 大成ユーレック㈱ 大成ユーレック㈱ 近　畿 京　都

21/04 ＪＥＴ新社屋新築工事 ㈱畑住建 赤井洋右建築研究所 近　畿 大　阪

21/04 柳川認定こども園 近　畿 大　阪

21/04 天神北オフィスビル 東急建設㈱ 九　州 福　岡

21/04 マーヤこども園・法安寺新築工事 コーナン建設㈱ 近　畿 兵　庫

21/04 中央倉庫梅小路プロジェクト 戸田建設㈱ 戸田建設㈱ 近　畿 京　都

21/04 草津市第二学校給食センター新築工事 桑原組・守建設ＪＶ 水原建築設計 近　畿 滋　賀

21/04 アルタシミズ 大和ハウス工業㈱ 近　畿 滋　賀

21/04 朝銀西信用組合熊本支店 ㈱イケダプランニング 九　州 熊　本

21/04 福岡市博多区中洲３丁目ホテル ㈱藤建設 九　州 福　岡

21/04 福山地区消防組合深安消防署改築工事 三谷・前田ＪＶ 中　国 広　島

21/04 宮崎大学（医病）患者支援施設増築工事 昭和建設㈱ 九　州 宮　崎

21/04 南愛媛療育センター病棟等建替整備工事 門屋組・富士造形ＪＶ 新企画設計 四　国 愛　媛

21/04 サンイン技術コンサルタント新築工事 美保テクノス㈱ 中　国 鳥　取

21/04 西大寺グランドホテル改修工事 Ｋ＆Ｅ 中　国 岡　山

21/04 加古川東市民病院跡地整備事業 前川建設㈱ ㈱小野設計 近　畿 兵　庫

21/04 市立小野南中学校長寿命改良工事 ㈱明和工務店 近　畿 兵　庫

21/04 高見マンション新築工事 高松建設㈱　大阪 高松建設㈱　大阪 近　畿 大　阪

21/04 吹田市岸辺中５丁目プロジェクト商業棟建設工事 ㈱松村組 ㈱類設計室 近　畿 大　阪

21/04 シマノ自転車博物館 ㈱竹中工務店　大阪本店 ㈲芦原太郎建築事務所 近　畿 大　阪

21/04 九州工業大学（飯塚）研究棟東棟改修工事 川口建設㈱ 九　州 福　岡

21/04 計測リサーチコンサルタント本社社屋増築工事 広成建設 広成建設 中　国 広　島

21/04 美作大学・美作大学短期大学部新棟新築工事 浮田建設 総合企画 中　国 岡　山

21/04 ＪＡ全農京都茶流通センター 巌建設 イワタニアグリグリーン 近　畿 京　都

21/04 県立姶良病院急性期病棟整備等工事（１工区） 曽山建設・末広ＪＶ ㈱末吉建築事務所 九　州 鹿児島

21/04 Ｒｅ　ＧＡＩＡ針中野新築工事 中川企画建設㈱ ㈱結形 近　畿 大　阪

21/05 天王寺区上本町７丁目ＰＪ（北）新築工事 三和建設㈱、㈱シグマ ㈱エム・ケイ設計事務所 近　畿 大　阪

21/05 九電工那覇寮新築工事 ㈱國場組 九　州 沖　縄
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21/05 加古川市休日・夜間急病センター 歩信栄建設㈱ ㈱加藤建築事務所 近　畿 兵　庫

21/05 服部西町ホーム新築工事 大昭工業㈱ ㈱川又建築設計事務所 近　畿 大　阪

21/05 大阪厚生信用金庫本店ビル新築工事 ㈱大林組　本店 ㈱大林組　本店 近　畿 大　阪

21/05 日本新薬㈱京都 龍建設 近　畿 京　都

21/05 ＡＣＣＥＬビル ㈱浅井工務店 石田建築設計事務所 中　部 愛　知

21/05 （仮称）倉敷市水島社員寮新築工事 ㈱建研 中　国 岡　山

21/05 西宮市田代町計画 野村建設工業㈱ ㈱IAOプランニング＆デザイン 近　畿 兵　庫

21/05 西広島橋上駅新築他工事 広成建設 ＪＲ西日本コンサルタンツ 中　国 広　島

21/05 西成区北開１丁目１番計画 ㈱旭栄 ㈱旭栄 近　畿 大　阪

21/05 明石ケアセンターラガール増築工事 淡路土建㈱　神戸支店 ㈱東畑建築事務所 近　畿 兵　庫

21/05 門真市柳田町土地利用計画 ㈱紙谷工務店 大和ハウス工業㈱　大阪中央支店 近　畿 大　阪

21/05 協和設計㈱社屋増築工事 ㈱紙谷工務店 ㈱紙谷工務店 近　畿 大　阪
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