
No. 1

年度 施主（設計・管理） 物　 　　　件　　　　 名 施　　　　工 所在地

H5 兵庫県住宅供給公社 三田フラワータウン 大成・竹中JV 三田市

関西都市整備センター JR尼崎駅北第一地区 ナカノコーポレーション 尼崎市

H6 住宅都市整備公団 武庫川団地A地区 森組 西宮市

住宅都市整備公団 武庫川団地A地区 淺川組 西宮市

住宅都市整備公団 武庫川団地A地区 東洋土建 西宮市

住宅都市整備公団 武庫川団地A地区 モリタ建設 西宮市

リバーサイド甲子園 大森建設 西宮市

横山マンション 新井組 三田市

西長洲サンライフ女子寮 福田 尼崎市

H7 兵庫県県営住宅 県営明石大久保B住宅 四ツ橋組 明石市

田中マンション 尼崎市

大手前女子大学 小間久商店 西宮市

ナガス浜名マンション 四国建設 尼崎市

ネオハイツ西宮 藤木工務店 西宮市

住宅都市整備公団 青木町団地 奥村・新井組JV 西宮市

岩手邸 栄和 岸和田市

大阪府府営住宅 府営八尾緑ヶ丘住宅第6期 野原 八尾市

笹部マンション 尼崎市

住宅都市整備公団 武庫川第２三番街 コーナン建設 西宮市

大阪府府営住宅 八尾志紀府住宅第1期　特定公共住宅 城栄建設 八尾市

住宅都市整備公団 寺本団地 ユニチカ 西宮市

住宅都市整備公団 寺本団地 松尾 西宮市

住宅都市整備公団 寺本団地 フットワーク建設 西宮市

住宅都市整備公団 寺本団地 イチケン 西宮市

住宅都市整備公団 寺本団地 モリナガ 西宮市

FOREST夙川 錢高組 西宮市

エクセル武庫川 三井建設 西宮市

甲陽園ハイム 西宮市

園田マンション 尼崎市

木村邸 兵庫建設

兵民-45 益田工務店

非常開放面格子　カンタンQS　納入実績表



No. 2

年度 施主（設計・管理） 物　 　　　件　　　　 名 施　　　　工 所在地

スペースイン鳥が丘 銭高組 横浜市

H8 大阪府府営住宅 八尾志紀 今西組 八尾市

住宅都市整備公団 6-東民-29 竹下組 東京都

市島町営柊団地 森津・森田建設JV

岡本賃貸マンション 大和ハウス工業 西宮市

東京幕張 大林組 東京都

神戸市住宅供給公社 西神南団地 飛鳥建設 神戸市

神戸市住宅供給公社 西神南団地 大林組 神戸市

西鈴蘭台ライオンズマンション 清水建設 神戸市

大東マンション 森組 東大阪市

兵庫県県営住宅 県営津名中田住宅（Ⅰ） 出雲建設

兵庫県県営住宅 県営津名中田住宅（Ⅱ） 関西ハウス

上星川マンション

エヌワイビル 不二建設

末吉マンション 東邦レオ 尼崎市

芦屋市市営住宅 市営翠が丘町北団地 益田工務店 芦屋市

ファイン武庫川 金山工務店 西宮市

仁川マンション 森組 宝塚市

グローバル旭ヶ丘 コクド建設

西宮ルネ門戸 佐藤工業 西宮市

茨木総寺 茨木市

レオキ荒木

梅谷マンション 不二建設

平和生命千里丘社宅 銭高組

災害公営住宅淡路南鵜団地 青木建設

大阪府府営住宅 府営岸和田荒木住宅　6区 寺田組 岸和田市

大阪府府営住宅 府営岸和田荒木住宅　7区 阪井組 岸和田市

大阪府府営住宅 府営岸和田荒木住宅　9区 矢野組工業 岸和田市

大阪府府営住宅 府営岸和田荒木住宅　8区 山和建設 岸和田市

大阪府府営住宅 府営岸和田荒木住宅　5区 岸和田市

非常開放面格子　カンタンQS　納入実績表



No. 3

年度 施主（設計・管理） 物　 　　　件　　　　 名 施　　　　工 所在地

大阪府府営住宅 府営岸和田荒木住宅　4区 岸和田市

兵庫県住宅供給公社 JR西明石団地 矢作建設 明石市

兵庫県住宅供給公社 JR西明石団地 明石土建 明石市

兵庫県住宅供給公社 JR西明石団地 神崎組 明石市

大阪府府営住宅 府営八尾志紀第２期 三栄建設 八尾市

大阪府府営住宅 府営八尾志紀第２期 龍華土建 八尾市

大阪府府営住宅 府営八尾志紀第２期 小松建設 八尾市

大阪府府営住宅 府営八尾志紀第２期 中川建設 八尾市

住宅都市整備公団 赤阪住都公団 東京都

コープ有野 神戸市

今津共同住宅 四国建設 西宮市

中田マンション

アイリット三宮ビル イチケン 神戸市

樋上マンション 高松建設 東大阪市

西宮前田マンション 西宮市

北浦マンション 近藤建設 尼崎市

H9 伊丹市市営住宅 市営新田中野第２団地 浜田組 伊丹市

有野第２団地

兵庫県県営住宅 県営川西下加茂住宅

安倉南住宅 戸田建設 宝塚市

前川マンション 宝塚市

古川マンション 高松建設 尼崎市

芦屋市市営住宅 市営大東町西住宅 林建設工業 芦屋市

甲子園５番町 大成建設 西宮市

番町住宅34 コーナン建設 神戸市

芦屋市市営住宅 市営楠町団地 永瀬 芦屋市

神戸市市営住宅 松風第4住宅 木下・福井・前田JV 神戸市

ユタカ第２ビル 明石土建・谷工務店JV 明石市

摂陽第２マンション 協和建設 伊丹市

熊内マンション 大林組 伊丹市

非常開放面格子　カンタンQS　納入実績表



No. 4

年度 施主（設計・管理） 物　 　　　件　　　　 名 施　　　　工 所在地

軽自動車検査協会和泉支店 徳倉建設 和泉市

ライオンズマンション 鉄建建設 西宮市

八尾保育園 小見山 八尾市

大浜マンション 西宮市

豊中市市営住宅 市営原田元町住宅 森組 豊中市

スコーレ東生駒 生駒市

豊新槙原マンション 大阪市

伊丹市市営住宅 市営鶴田第2団地 田中住建 伊丹市

尾久マンション 高松建設 尼崎市

新家中町ハイツ 淺川組 東大阪市

兵庫県県営住宅 県営神戸魚崎南住宅 三井・神興JV 神戸市

住宅都市整備公団 8-兵民-60 益田工務店 西宮市

本城ビル 神戸市

市営マンション 大阪市

住宅都市整備公団 キャナルタウンウエストF地区 コーナン建設 神戸市

門戸東町ビル 新井組 西宮市

神明倉庫 イチケン 神戸市

下加茂住宅 浜田組 川西市

宮永マンション フットワーク建設 明石市

8-アルピス寺本 東急建設 伊丹市

長田駅南住宅 富士建築 神戸市

神戸市住宅局住宅部 玉津北第3住宅 関建・今津・宮田JV 神戸市

児玉マンション 神戸市

中村マンション 高松建設 茨木市

レクセルマンション 戸田建設 埼玉県

夙川第2コーポラス 山九 芦屋市

兵庫県県営住宅 県営岩屋北町住宅 神鋼興産建設 神戸市

住宅都市整備公団 8-兵民施A-50号 堀田工務店 川西市

佐野マンション 尼崎市

ルミエール東新田 五光建設 静岡市

非常開放面格子　カンタンQS　納入実績表



No. 5

年度 施主（設計・管理） 物　 　　　件　　　　 名 施　　　　工 所在地

明石市市営住宅 市営東二見災害住宅 関西建設工業 明石市

サンヴェール正雀 安英工務店 摂津市

松山マンションⅡ 新井組 西宮市

神谷マンション 服部建設 西宮市

阪上博英マンション 服部建設 宝塚市

南芦屋浜団地 大林組 芦屋市

住宅都市整備公団 キャナルタウンウエスト 豊国建設 神戸市

東垂水第２住宅 神鋼興産建設 神戸市

住宅都市整備公団 8-兵民-103号 飛鳥建設 明石市

新甲南市場 大林・西松JV 神戸市

本願寺役宅 間組 京都市

灘・新在家南町団地 モリタ建設 神戸市

芦屋第8コーポラス 竹中工務店 芦屋市

芦屋第9コーポラス 大豊建設 芦屋市

住宅都市整備公団 灘・日出町団地 大木建設 神戸市

住宅都市整備公団 灘・日出町団地 富士工 神戸市

住宅都市整備公団 灘・日出町団地 村本建設 神戸市

住宅都市整備公団 灘・日出町団地 佐田建設 神戸市

住宅都市整備公団 灘・日出町団地 大末建設 神戸市

神戸市市営住宅 灘・日出町団地 日産・加賀田JV 神戸市

神戸市市営住宅 灘・日出町団地 岩出建設 神戸市

神戸市市営住宅 灘・日出町団地 清水建設 神戸市

神戸市市営住宅 灘・日出町団地 佐藤工業 神戸市

神戸市市営住宅 灘・日出町団地 大林組 神戸市

神戸市市営住宅 灘・日出町団地 立山工務店 神戸市

兵庫県県営住宅 灘・日出町団地 松井建設 神戸市

兵庫県県営住宅 灘・日出町団地 勝村建設 神戸市

兵庫県県営住宅 灘・日出町団地 青木建設 神戸市

H10 立花マンション 服部建設 西宮市

住宅都市整備公団 中央脇浜団地 大成・安藤JV 神戸市

非常開放面格子　カンタンQS　納入実績表



No. 6

年度 施主（設計・管理） 物　 　　　件　　　　 名 施　　　　工 所在地

住宅都市整備公団 落合団地 大豊建設 神戸市

住宅都市整備公団 落合団地 多田建設 神戸市

神戸市市営住宅 落合団地 松村組 神戸市

神戸市市営住宅 落合団地 飛鳥建設 神戸市

神戸市市営住宅 落合団地 日本国土建設 神戸市

住宅都市整備公団 落合団地 明石土建 神戸市

住宅都市整備公団 落合団地 名工建設 神戸市

東浦町町営住宅 城原コミュニティ住宅 マトザキ

嵯峨クレセーヌ神戸西 川田工業

芦屋ハイツ翠ヶ丘 東急建設 芦屋市

芦屋業平マインズ 淺沼組 芦屋市

神戸市住宅局住宅部 湯屋谷住宅 東急建設 神戸市

神戸市住宅局住宅部 湯屋谷住宅 鴻池組 神戸市

神戸市住宅局住宅部 湯屋谷住宅 東海興業 神戸市

東園田・時水マンション

兵庫県住宅供給公社 本山センチュリーマンション 安藤建設 神戸市

アルピス寺本 大木建設 伊丹市

大手前女子大学 DKC大阪 芦屋市

伊丹市市営住宅 市営新田中野第１団地 染の川組 伊丹市

神戸市市営住宅 市営車住宅 錢高組 神戸市

シャロームテラス 熊谷組 神戸市

栗谷・松崎町マンション 福川建設

南塚口町松本マンション 田中住建 尼崎市

グランドメゾン東豊中 竹中工務店

岸マンション 高松建設

芦屋市市営住宅 楠住宅 清水建設 芦屋市

尼崎・乙宗マンションⅡ 高松建設 尼崎市

武庫の荘アーバンライフ 大豊建設 尼崎市

神戸市住宅局住宅部 上池田住宅 伊吹工務店 神戸市

マイアール西明石 大成建設 明石市

非常開放面格子　カンタンQS　納入実績表



No. 7

年度 施主（設計・管理） 物　 　　　件　　　　 名 施　　　　工 所在地

北淡町町営住宅 富島コミュニティ住宅 出雲建設 津名郡

兵庫県住宅供給公社 宝塚山本西団地 鴻池組 宝塚市

兵庫県住宅供給公社 宝塚山本西団地 邦栄建設 宝塚市

9-兵民-19号 明石土建工業

神戸阪神エレクトリックマンション 明和工務店 神戸市

畑邸 神戸市

栗山マンション 三井建設 神戸市

芦屋グランドハイツ 安藤建設 芦屋市

西宮・田村マンション 積水ハウス 西宮市

9-兵民施A-20号 高野建築 神戸市

尼崎・桝谷マンション 高松建設 尼崎市

東住吉・桝田マンション 高松建設

住宅都市整備公団 中央・脇浜町団地 清水建設 神戸市

住宅都市整備公団 中央・脇浜町団地 株木建設 神戸市

西久保邸

本庄町マンション

小阪北自治会 DKC大阪

兵庫県県営住宅 中央・脇浜海岸道団地 鴻池組 神戸市

兵庫県県営住宅 中央・脇浜海岸道団地 松井建設 神戸市

兵庫県県営住宅 中央・脇浜海岸道団地 鉄建建設 神戸市

兵庫県県営住宅 中央・脇浜海岸道団地 三菱建設 神戸市

兵庫県県営住宅 中央・脇浜海岸道団地 真柄建設 神戸市

兵庫県県営住宅 中央・脇浜海岸道団地 大豊建設 神戸市

兵庫県県営住宅 中央・脇浜海岸道団地 福田組 神戸市

兵庫県県営住宅 中央・脇浜海岸道団地 多田建設 神戸市

兵庫県県営住宅 中央・脇浜海岸道団地 東急工建 神戸市

住宅都市整備公団 中央・脇浜海岸道団地 青木建設 神戸市

大阪府府営住宅 府営八尾志紀第3期 中川建鉄 八尾市

大阪府府営住宅 府営八尾志紀第3期 三栄建設 八尾市

神戸市住宅供給公社 真陽第２住宅 松尾建設 神戸市

非常開放面格子　カンタンQS　納入実績表



No. 8

年度 施主（設計・管理） 物　 　　　件　　　　 名 施　　　　工 所在地

長田東部地区密集住宅 株木建設 神戸市

覚心様賃貸マンション 大和ハウス工業 西宮市

エノキ屋ビル 三木組 大阪市

古賀邸

旭区新森マンション

大田東住宅 林建設工業 神戸市

清川邸 金山工務店 大阪市

レックス東灘マンション 淺沼組 神戸市

エーベル尼崎尾浜 西松建設 尼崎市

芳中邸 西宮市

イトーピア神戸住吉 熊谷組 神戸市

ワコーレヴェルジュール垂水 村上工務店 神戸市

フレクサンス尼崎 清水建設 尼崎市

朝霧マンションB 近畿菱重興産 明石市

常田邸 西宮市

神戸市都市計画局 新長田駅南地区腕塚6第１工区A2 熊谷・富士建築JV 神戸市

H11 兵庫県県営住宅 県営黒田庄黒田住宅 西山建設 多可郡

ノースウィング 田中住建 尼崎市

住宅都市整備公団 浜崎通団地 神崎組 神戸市

住宅都市整備公団 浜崎通団地 太平工業 神戸市

メロディハイム尼崎 森組 尼崎市

門真マンション 太平住宅 門真市

伊丹市市営住宅 市営新田中野団地建替第２期 染の川組 伊丹市

森下精肉店

摂津市市営住宅 市営一津屋第２団地 日本国土開発・小林JV 摂津市

シルクハイツ 富士建築 神戸市

兵庫県県営住宅 県営加西荒神山住宅 平尾工務店 加西市

9-兵民-65 飛鳥建設 神戸市

住宅都市整備公団 ルネシティ三宮東 熊谷組 神戸市

三宮第6地区（東町・江戸町ビル） 大成建設 神戸市

非常開放面格子　カンタンQS　納入実績表
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年度 施主（設計・管理） 物　 　　　件　　　　 名 施　　　　工 所在地

甲南・山手永井マンション 積水ハウス 神戸市

神戸市市営住宅 兵庫駅南住宅 岡・播磨・山田JV 神戸市

住宅都市整備公団 鷹取駅北団地 ソネック 神戸市

住宅都市整備公団 鷹取駅北団地 ナカノコーポ・大橋組JV 神戸市

住宅都市整備公団 鷹取駅北団地 名工・杉本JV 神戸市

小河マンション 林建設工業 神戸市

住宅都市整備公団 中央・東川崎町6丁目団地 益田工務店 神戸市

パレ塚口町 浜田組 尼崎市

弓木のマンション

大阪府府営住宅 府営岸和田荒木住宅　第1工区 志真建設 岸和田市

大阪府府営住宅 府営岸和田荒木住宅　第2工区 山和建設 岸和田市

大阪府府営住宅 府営岸和田荒木住宅　第3工区 武田工務店 岸和田市

大阪府府営住宅 府営岸和田荒木住宅　第4工区 日信建設 岸和田市

大阪府府営住宅 府営岸和田荒木住宅　第5工区 川口建設 岸和田市

菱屋西マンション

住宅都市整備公団 ルネシティ長田大丸町 イチケン 神戸市

二番長1丁目地区優良建築物等整備事業施
設

株木建設 神戸市

パレ武庫川 清水建設 尼崎市

住宅都市整備公団 須磨・千歳町3丁目団地 大木工務店 神戸市

兵庫県県営住宅 県営明石東二見東住宅 明石土建工業 明石市

日東マンション 柏原市

住宅都市整備公団 長田・大道通3丁目団地 モリタ・宮部JV 神戸市

北野邸 戎住建 尼崎市

伊丹市市営住宅 市営荒牧第1団地 林建設 伊丹市

大本神戸本苑(新）

増田邸 神戸市

日本火災海上保険㈱西宮社員寮 清水・小松JV 西宮市

住宅都市整備公団
尼崎駅北第2地区第1種市街地再開発第1街
区

淺沼・東洋JV 尼崎市

東急ドエル・アルス御屋敷通 鉄建建設 神戸市

住宅都市整備公団 尼崎駅北団地 日東建設 尼崎市

非常開放面格子　カンタンQS　納入実績表
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年度 施主（設計・管理） 物　 　　　件　　　　 名 施　　　　工 所在地

住宅都市整備公団 尼崎駅北団地 村本・真柄JV 尼崎市

神戸市都市計画局 ウエステ垂水 佐藤・大日本特定建設JV 神戸市

住宅都市整備公団 中央・相生町団地 竹中・本間JV 神戸市

諏訪山マンションⅡ 益田工務店 神戸市

西難波水谷マンション 柄谷工務店 尼崎市

平金物

中川邸

吉本マンション

キムラガラス 神戸市

住宅都市整備公団 長田・御船通1丁目団地 イチケン 神戸市

アーバンヴィレッジ中山手 神戸市

神戸市都市計画局
新長田駅南地区腕塚6第1工区A1棟再開発ビ
ル

熊谷組・青木建設JV 神戸市

ブライトコート北六甲 大鉄工業

曽我建具店 西宮市

琵琶住宅 大和・矢須野・月森JV 神戸市

兵庫県県営住宅 県営神戸緑ヶ丘住宅 富士建築 神戸市

兵庫県県営住宅 県営神戸緑ヶ丘住宅 溝口建設 神戸市

兵庫県県営住宅 県営相生若狭野住宅 立建設 相生市

兵庫県県営住宅 県営尼崎大庄住宅 林建設 尼崎市

兵庫県県営住宅 県営加古川神野高層住宅 清水組 加古川市

藤井電工社宅 加東郡

神戸市住宅局住宅部
六甲道駅南第4地区深備5第3工区再開発ビ
ル

富士建築 神戸市

兵庫県県営住宅 県営尼崎武庫川住宅 宮崎建設 尼崎市

シティハイツ5 関西建設工業 明石市

H12 住宅都市整備公団 10-平民-10号 益田工務店 尼崎市

土井邸

グローバル姫路野里 フットワーク建設 姫路市

香久山共同住宅 木内建設 愛知県

誠宏マンションⅡ 中田建設工業 尼崎市

芦屋市市営住宅 芦屋市営若宮町住宅（その3） 益田工務店 芦屋市

非常開放面格子　カンタンQS　納入実績表



年度施主（設計・管理） 物　 　　　件　　　　 名 施　　　　工 所在地

H12 東淀川・小林マンション 高松建設 大阪市

西淀川・北谷マンション 高松建設 大阪市

ライオンズマンション武庫之荘第2 錢高組 尼崎市

10-兵民施A-4号 益田工務店 神戸市

JAいたみ東支店 神崎組 伊丹市

セザール難波西 松村組 大阪市

グリーントピア21セレーノ尼崎 冨士工 尼崎市

高木東町集合住宅 森組 西宮市

兵庫県県営住宅 県営日高国府住宅第2期 畑崎・松本JV 城崎郡

長田御蔵4丁目団地 溝口建設 神戸市

安田邸 尼崎市

大谷町アネックス 戸田建設 西宮市

11-長田室内東団地 金山工務店

奈良・飯田マンション 高松建設

第２エクリュー北口 拓工建設 西宮市

加美鞍作集合住宅 松村組 大阪市

日本ダイヤモンドラボラトリー 新実工務店 神戸市

グローバル姫路土山 山口建築 姫路市

エーベル尼崎・次屋 尼崎市

住宅都市整備公団
西宮北口駅南西第１地区第1種市街地再
開発

竹中工務店 西宮市

住宅都市整備公団 東舞子団地 前田・住友JV 神戸市

住宅都市整備公団 東舞子団地 ナカノコーポレーション神戸市

住宅都市整備公団 東舞子団地 大木・ナカノJV 神戸市

パインフィールド緑地公園 佐田建設 吹田市

三田市市営住宅 市営住宅西山団地 フットワーク・フジタJV三田市 BL

神戸市住宅局
六甲道駅第２地区桜備4第２工区再開発
ビル

王子・富士・湊経常JV 神戸市 BL

奥田クリニック 新井組 大阪市

西宮北口マンション 松村組 西宮市

上甲子園3丁目マンション 麦島建設 西宮市

神戸市都市計画局 新長田駅南地区日吉2再開発ビル 本多・飛鳥・経常JV 神戸市 BL

ディアステージ宝塚清荒神 大豊建設 宝塚市

No. 11
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年度施主（設計・管理） 物　 　　　件　　　　 名 施　　　　工 所在地

H12 グランドメゾン阪神西宮 住友建設 西宮市

ライオンズマンション西宮門戸 東洋建設 西宮市

丸橋町マンション 兵庫建設 西宮市

横山マンション 近藤組 愛知県

伊丹市市営住宅 市営荒牧第２団地 高岡建設 伊丹市

芦屋市市営住宅 芦屋市営若宮町住宅（その4） 林建設 芦屋市

芦屋市市営住宅 芦屋市営若宮町住宅（その5） 神井建設工業 芦屋市

西宮分銅町マンション 村本・住友建設JV 西宮市

稲村マンション 岡野組 京都市

ホームプラザナフコ灘店 熊谷組 神戸市

武庫之荘７丁目プロジェクト 浜田組 尼崎市

ライオンズマンション苦楽園 東洋建設・藤木工務店JV 西宮市

ジークレフ御影 清水建設 神戸市

ヒューマンスクエア東浦和アトレシア1 東急建設 浦和市

ヒューマンスクエア東浦和アトレシア2 東急建設 浦和市

神戸市住宅局営繕部 六甲道駅南第3地区桜口5第一地区 戸田・五洋・山田特定建設 神戸市 BL

神戸花隈マンション 秋村組 神戸市

大東向井マンション 大和ハウス 大阪市

シャリエ草津大路 間組 草津市

エーベル南塚口 鉄建建設 尼崎市

神戸市都市計画
再開発部

新長田駅南地区若松3第1工区 浅沼・森本・村上JV 神戸市 BL

ネオグランデ甲陽園 前田建設業 西宮市

グランディア深江橋 鴻池組 大阪市

県営加西荒神山住宅第2期 塩谷運輸建設 加西市 BL

メロディハイム武庫之荘 不動建設 尼崎市

ロイヤル門戸岡田町計画 村本建設 西宮市

兵庫県県営住宅 県営東夢前台住宅 栗田・加藤建設真JV 姫路市 BL

10-大民-25号 大木建設 大阪市

兵庫県県営住宅 県営相生若狭野住宅第2期 石川島興業 相生市 BL

兵庫県県営住宅 県営赤穂千鳥高層住宅第3期第一工区 上林建設 赤穂市 BL

芦屋　永井邸 積水ハウス 芦屋市

認定
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年度施主（設計・管理） 物　 　　　件　　　　 名 施　　　　工 所在地

H12 アールベールK夙川寿町 戸田建設 西宮市

兵庫県県営住宅 県営高砂伊保住宅 ソネック 高砂市 BL

兵庫県県営住宅 県営大河内新野住宅 宮本組 神崎郡 BL

青木ビル 王子建設 神戸市

レジオン夙川名次町 王子建設 西宮市

神戸市都市計画
再開発部

舞子駅前再開発ビル 住友・大林・大末JV 神戸市

兵庫県県営住宅 県営加古川神野住宅第3期 神崎組 加古川市

H13 神戸花隈マンション 神戸市

ベルク西宮櫨塚町 大鉄工業 西宮市

茨木早川マンション 高松建設 茨木市

甲子園一番町中野マンション 積水ハウス 西宮市

再開発組合 東仲ノ町市街地再開発 竹中工務店 明石市

冨ヶ谷Aレジデンス 大成建設 千葉市

芦屋市市営住宅 芦屋市市営若宮町住宅(その4) 林建設 芦屋市

泉大津萬代マンション 高松建設 泉大津市

兵庫県県営住宅 県営明石守池住宅 四つ橋組 明石市

高砂クリニック 菱工

藤和シティーホームズ中之島公園 鉄建建設 大阪市

豊中本町マンション 戸田建設 豊中市

兵庫県県営住宅 県営姫路六角住宅第3期 福岡工務店 姫路市

都市基盤整備公団 西岡本二丁目(その1)
フットワーク・関西建設
工業建設工事JV

神戸市 BL

西岡本二丁目(その2) 名工・益田建設工事JV 神戸市 BL

西岡本二丁目(その3) 林建設工業 神戸市 BL

兵庫県県営住宅 県営神戸緑ヶ丘住宅第2期 谷工務店 神戸市

摂津今津マンション 高松建設 摂津市

尼崎常光寺小寺マンション 積水ハウス 尼崎市

枚方・山本マンション 高松建設 枚方市

兵庫県県営住宅 県営姫路白浜南住宅第二工区 平錦建設 姫路市 BL

杉山邸

和泉市市営住宅 市営繁和第二住宅 大高建設 和泉市 BL

大阪府建設監理協会 野田共同街区第一種市街地再開発 新井組 豊中市

No. 13
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年度施主（設計・管理） 物　 　　　件　　　　 名 施　　　　工 所在地

H13 兵庫県県営住宅 県営相生若狭野住宅第2期2工区 吉田組 相生市 BL

兵庫県県営住宅 県営姫路勝原住宅 永岡組 姫路市 BL

ヴィルブランシェ門口 真柄建設 神戸市

兵庫県県営住宅 県営赤穂千鳥高層住宅(第3期第2工区) 小西工務店 赤穂市 BL

ニッショウドラッグストアー

イトーピア香枦園 佐藤工業 西宮市

神戸市住宅局住宅部 西大池第四住宅その１ 神東建設 神戸市 BL

西大池第四住宅その２
戎・馬田・小井出・経常
建設JV

神戸市 BL

売布神社駅前宝塚パレグリーンコート 戸田建設 宝塚市

フォレストピア御崎公園 今津建設 神戸市

都市基盤整備公団 藤沢団地第一住宅 間・三菱建設工事JV 藤沢市 BL

藤沢団地第二住宅 大末・矢作建設 藤沢市 BL

藤沢団地第三住宅(建替え) 小田急建設 藤沢市 BL

藤沢団地第四住宅(建替え) ナカノコーポレーション 藤沢市 BL

シャリエ西大寺秋篠川 矢作建設工業 奈良市

武庫之荘マンション 西松建設 尼崎市

山本西団地 宝塚市

ロイヤルアーク東香里園町 間組 寝屋川市

大阪府府営住宅 大阪府営岸和田荒木第3期(その2) 山和建設 岸和田市 BL

尼崎市長州東通りプロジェクト 播磨工業所 尼崎市

パインフィールド緑地公園 吹田市

グリーンリッチ夙川増築工事 兵庫建設 西宮市

グリーンリッチ夙川既設工事 兵庫建設 西宮市

堺市石橋マンション 松村組 堺市

再開発組合 東沖ノ町(街区) 竹中・神崎・赤石土建JV 明石市

イトーピア高槻赤大路 矢作建設工業 高槻市

ニノミヤ新太子店 八幡建設

セレッソコート千里高野台 吹田市

瓜破棟田マンション 大阪市 BL

神戸市住宅局住宅部 新生田川住宅23号棟
岡・播磨・山田・経常建
設JV

神戸市 BL

兵庫県県営住宅 県営春日中山手住宅 荻野建設 氷上郡 BL

非常開放面格子　カンタンQS　納入実績表

認定
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年度施主（設計・管理） 物　 　　　件　　　　 名 施　　　　工 所在地

H13 ネオグランデ甲子園 大成建設 西宮市

兵庫県県営住宅 県営一宮神戸住宅 緒方鉄工所 宍粟郡 BL

山口県県営住宅課 光・和田県営住宅(A)棟 山口県 BL

グランディア山坂 鴻池組 大阪市

神戸市住宅局営繕部 六甲道南第3地区桜口5第2工区東棟 銭高・三星・村本JV 神戸市 BL

ロイヤル甲子園 西宮市

ロイヤル西宮上鳴尾プロジェクト 西宮市

兵庫県県営住宅 県営市島竹田住宅 高柴・祝木JV 氷上郡 BL

神戸市住宅局営繕部 六甲道南第4深備5第2工区
関建・今津・宮田・経常建
設JV

神戸市 BL

シェリエ西大寺秋篠川 西宮市

都市基盤整備公団 御影団地(その1)B地区 岩出・林建設工事JV 神戸市 BL

御影団地(その1)A地区 ジェイオー・ソネックJV 神戸市 BL

メゾン甲子園口天道町 熊谷組 西宮市

兵庫県県営住宅 県営尼崎大庄住宅第2期 三協 尼崎市 BL

兵庫信用金庫　浦田支店

ロイヤル西宮門戸東町 西宮市

H14 サンメゾン西宮北口 森組 西宮市 BL

乙野マンション 株木建設 美方郡 BL

アルファステイツ三田駅前 大末建設 三田市

芦屋大原町集合住宅 大林組 芦屋市

ライオンズマンション西宮平松町 一木建設 西宮市

都市基盤整備公団 １３－兵民－３号 霧島工務店 尼崎市 BL

プレステージ尼崎東園田 モリタ建設 尼崎市 BL

グラジオ神屋町 大林組 姫路市 BL

西宮市市営住宅 西宮市住　老松町３号棟 西宮市 BL

西宮市市営住宅 西宮市住　田近野３号棟 西宮市 BL

西宮市市営住宅 西宮市住　上ヶ原７番町5号棟 西宮市 BL

西宮市市営住宅 西宮市住　上ヶ原７番町6号棟 西宮市 BL

西宮市市営住宅 西宮市住　上ヶ原７番町7号棟 西宮市 BL

大阪府建築都市部 八尾志紀　第５期　その2 今西組 八尾市 BL

パインフィールド緑地公園 佐田建設 吹田市

非常開放面格子　カンタンQS　納入実績表

認定

No. 15



年度施主（設計・管理） 物　 　　　件　　　　 名 施　　　　工 所在地

H14 神戸市住宅局 新長田駅南地区腕塚6第２工区Ａ棟 三井・佐藤・関西ＪＶ 神戸市

尼崎塚口マンション 大豊建設 尼崎市 BL

兵庫県住宅供給公社 西宮ＡＢ団地 柄谷工務店 西宮市 BL

西宮今津ＴＵＴＡＹＡ２号店 関電工業 西宮市 BL

ロイヤルシャトー千里青山台 若築建設 吹田市 BL

ハーティネス甲子園 淺沼組 西宮市 BL

アーク尼崎杭瀬 尼崎市 BL

Ｙ．ＢＩＬＤ

神戸市住宅局 新長田駅南地区腕塚6第2工区Ｂ棟 三井・佐藤・関西ＪＶ 神戸市 BL

エスリード塚口 大末建設 尼崎市 BL

兵庫県県営住宅 県営姫路待機宿舎 阿比野建設 姫路市 BL

北青木事務所付住宅 丸正建設 神戸市 BL

兵庫県県営住宅 県営加古川神野住宅第４期 平錦建設 加古川市 BL

神戸市住宅局 新長田駅南地区二葉6 大林・長谷工・岡ＪＶ 神戸市 BL

西宮田中町マンション 金山工務店 西宮市 BL

大阪府建築都市部 八尾志紀６期第1工区 中川建鉄 八尾市 BL

大阪府建築都市部 八尾志紀６期第２工区 龍華土建工業 八尾市 BL

豊中上野東アーバンライフ 鴻池組 豊中市 BL

大阪市住宅局 阿倍野再開発モデル
竹中・東急・長谷工・松村
ＪＶ

大阪市 BL

ルネスピース東山 松尾建設 京都市

朋愛病院　 大阪市

武庫之荘駅前プロジェクト 長谷工コーポレーション 尼崎市 BL

神戸市住宅局 長田駅東住宅
明和・林・大木・経常建設
ＪＶ

神戸市 BL

伊丹市市営住宅 市営平松団地 宗像建設 伊丹市 BL

神戸市都市計画局 若松6仮設店舗 神戸市

兵庫県住宅供給公社 県営姫路東夢前台住宅第2期 原山工務店 姫路市 BL

神戸化成本社ビル 神戸市

オークヒルス三反田 尼崎市 BL

ルネ門戸　 西宮市

兵庫県県営住宅 県営加古川神野住宅第５期 ﾖﾘﾌｼﾞ・新神野・ﾋﾒﾌｼﾞJV 加古川市 BL

神戸市住宅局 新生田川住宅２４号棟 村上・水谷経常建設ＪＶ 神戸市 BL

非常開放面格子　カンタンQS　納入実績表

No. 16

認定



年度施主（設計・管理） 物　 　　　件　　　　 名 施　　　　工 所在地

H14 三和ボディショップ 神戸市

ロイヤル津門呉羽 五洋建設 西宮市 BL

甲子園駅前モデルルーム 西宮市

ネバーランド舞子 明石土建工業 神戸市 BL

蔡邸近隣 神戸市

セレッソコート天城通 大豊建設・山田工務店 神戸市 BL

三協建窓 神戸市

御崎グリーンマンション 近畿菱重興産 神戸市

兵庫県県営住宅 県営高砂竜山第2住宅 三宅建設 高砂市 BL

H15 エトーレ宝塚武庫山モデル 宝塚市 BL

市営滝の花団地Ｃ棟 亀岡市 BL

Ｆ東住吉店（ユニクロ） 大阪市 BL

広瀬製作所 大阪市 BL

日限山マンション 間組 BL

東洞院三条 石黒建設 京都市 BL

和泉市市営住宅 和泉市営繁和住宅　第２期 大高建設 和泉市 BL

西宮名塩 西宮市 BL

阿武町公営住宅 山口建設 山口県 BL

それいゆ５番館 播磨工業所 神戸市 BL

富雄東集合住宅 淺沼組 奈良市 BL

尼崎・周浦マンション 高松建設 尼崎市 BL

東成・梶本マンション 高松建設 BL

ジークレフ須磨離宮 神戸市

メロディーハイム守口八雲 守口市 BL

ギャラリーコート中桜塚 大末建設 BL

東洞院錦計画 石黒建設 京都市 BL

橿原神宮前集合住宅 奈良市 BL

シャープ山坂マンション 清水建設 大阪市 BL

ロイヤル西宮中島町モデルルーム グレース 西宮市 BL

兵庫県住宅供給公社 県営夢前清水谷住宅 平綿建設 兵庫県 BL

都市基盤整備公団 寝屋川団地 寝屋川市 BL

非常開放面格子　カンタンQS　納入実績表

認定

No. 17



年度施主（設計・管理） 物　 　　　件　　　　 名 施　　　　工 所在地

H15 ディグラディア川西能勢モデル 川西市 BL

伊丹西台マンション イチケン 伊丹市 BL

共栄倉庫　尼崎営業所 ハンシン建設 尼崎市 BL

井上ハイツ　バロン 西宮市

アルス上新庄ネスト 石黒建設 大阪市 BL

兵庫県住宅供給公社 県営明石南王子住宅 明石土建工業 明石市 BL 消防

下加茂高層県営団地２棟301号

花岡県営住宅 大坪産業 山口県 BL 消防

山口県 光・和田県営住宅 時盛建設 山口県 BL 消防

加古川市営住宅 加古川市営尾上林住宅第２期 美樹工業 加古川市 BL 消防

六甲道桜備 神戸市

はざま第１０次公営住宅 間組

兵庫県住宅供給公社 県営尼崎大庄住宅第３期 神鋼建設 尼崎市 BL 消防

岡兵木材 和泉市

朝霧マンション 明石市 BL

都市基盤整備公団 藤沢団地(建替）第６住宅 森組 藤沢市 BL 消防

大阪市住宅局建設部 阿倍野再開発（グラントゥールあべの） 竹中工務店 大阪市 BL 消防

ロイヤルシャトー今泉 真柄建設 富山県 BL

ネバーランド茨木中穂積 大豊建設 茨木市

ＫＡＩＳＥＩ 武庫之荘 岡工務店 西宮市 BL

都市基盤整備公団 中宮第３団地 枚方市 BL

京都雁金町集合住宅 戸田建設 京都市 BL

読売　箕面 吹田市

読売　千里 吹田市

読売　江坂西 吹田市

Ｄ’クラディア新長田 神戸市 BL 消防

コスモ西宮櫨塚町モデルルーム コスモスキア 西宮市 BL

㈱東豊 千葉県

サンコーフィラン此花Ⅱ 大豊建設 大阪市 BL 消防

兵庫県住宅供給公社 県営神戸高丸住宅 大豊・林特別共同企業体 神戸市 BL 消防

ライオンズマンション苦楽園 西宮市

認定

非常開放面格子　カンタンQS　納入実績表

No. 18



年度施主（設計・管理） 物　 　　　件　　　　 名 施　　　　工 所在地

H15 ルネス貢川 甲府市 BL 消防

兵庫県住宅供給公社 県営姫路東夢前台住宅第３期 新陽建設 姫路市 BL 消防

大阪府 大阪府営八尾志紀第７期（第１工区） 藤木組 八尾市

大阪府 大阪府営八尾志紀第７期（第２工区） 松本組 八尾市

オークヒルズ武庫之荘 柏野建設 尼崎市 BL 消防

メゾンヴェール柏木 王子不動産 東京都 BL 消防

山口県住宅課 防府・中央県営住宅 防長興産 山口県 BL 消防

東山・福稲ＭＰＪ 松井建設 京都府 BL 消防

ソフィア千里丘ブライトスクエア 大末建設 吹田市

兵庫県 県営篠山糯ヶ坪住宅
吉住・中兵庫特別共同企
業体

兵庫県 BL 消防

富田郵便局 福井県 BL

福知山市 市営住宅秋津が丘団地　第３期 福知山市 BL

兵庫県住宅供給公社 県営明石大久保第１住宅 大昌建設 明石市 BL

神戸市住宅局 中山手住宅 ヤシロ建設 神戸市 BL 消防

セレッソコート南千里佐竹台 あすなろ建設 BL 消防

江口硝子店

H16 明石市市営住宅 明石市営大久保寺の上住宅 明石市 BL

クリオ要町 東京都

コスモ新在家 BL 消防

ネバーランド桂 西武建設 京都市

サンコーヴァンテアン泉尾 大豊建設 大阪市 BL 消防

ロイヤル西宮中島町 五洋建設 西宮市 BL

松下マンション 神戸市 BL

鷹取駅北ドラッグストア 高階 BL

ロイヤル神垣Ⅱ　モデルルーム 西宮市 BL

リブコート朝霧プライムヒル 明石土建工業 明石市

ジークレフ夙川 関西建設工業 西宮市 BL

サーパス明徳通り　モデル 穴吹工務店 鳥取市 BL 消防

大利運送 内藤ハウス 泉大津市 BL 消防

河合郵便局 福井県

壬生・東久団地 京都市 BL 消防

非常開放面格子　カンタンQS　納入実績表

No. 19

認定



年度施主（設計・管理） 物　 　　　件　　　　 名 施　　　　工 所在地

H16 パインフィールド緑地公園 吹田市

兵庫県住宅供給公社 県営赤穂千鳥住宅第3期 赤穂市 BL

東洋大姫路 姫路市

都市基盤整備公団 藤沢団地 第8住宅 奥村組 神奈川県 BL 消防

ユニアルス洛西プレジオ 大豊建設 京都市 BL 消防

ディ・クラディア川西能勢口駅前 鴻池組 川西市

クレステージ甲子園　モデル 西宮市 BL 消防

兵庫県住宅供給公社 県営夢前清水谷住宅第２期 岩山組 兵庫県 BL 消防

吉田神戸青谷マンション 神戸市 BL 消防

兵庫県住宅供給公社 県営三木朝日ヶ丘住宅 大昭建設 兵庫県 BL 消防

コスモ西宮櫨塚町 石黒建設 西宮市 BL 消防

阪井団地 中原組 和歌山県 BL 消防

安賀里郵便局 福井県 BL 消防

サンコーヴァンテアン港区市岡 大豊建設 大阪市 BL 消防

光市建設部 緑町住宅 時盛建設 山口県 BL 消防

兵庫県住宅供給公社 県営姫路書写台住宅 大松建設 姫路市 BL 消防

オークヒルズ塚口Ⅱプロジェクト 柏野建設 尼崎市 BL 消防

ロイヤル西宮ヒルズ 新井組 西宮市

西大和 ＹＣ 奈良県

兵庫県住宅供給公社 県営明石守池住宅第２期
四ツ橋・大昌特別共同企
業体

明石市 BL 消防

愛信舎

サンコーヴァンテアン堺大小路通　モデ
ル

堺市

明石市市営住宅 明石市営大窪南住宅　モデル 明石市 BL 消防

パークホームズあざみ野 東急建設 BL 消防

大阪府建築都市部 大阪府営田尻りんくう第１期（第１工区）旭工務店・才門建設　ＪＶ大阪府 BL 消防

大阪府建築都市部 大阪府営田尻りんくう第１期（第２工区）徳和目建設 大阪府 BL 消防

大阪府建築都市部 大阪府営田尻りんくう第１期（第３工区）川口建設 大阪府 BL 消防

大阪府建築都市部 大阪府営田尻りんくう第１期（第４工区）日生建設 大阪府 BL 消防

都市再生機構 中宮第３団地 大阪府 BL

福知山市 市営住宅秋津が丘団地第４期 福知山市 BL 消防

清水邸

認定

非常開放面格子　カンタンQS　納入実績表
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年度施主（設計・管理） 物　 　　　件　　　　 名 施　　　　工 所在地

H16 冨士原邸

ジークレフ夙川寿町 関西建設工業 西宮市 BL 消防

神戸三田フラワータウン 神戸市

吹田山手町マンション 吹田市

H17 サーパス天神町　棟内モデル 穴吹工務店 鳥取市 BL 消防

特別養護老人ホーム　ゆむら 日興建設 兵庫県

坂山マンション 三和建設 尼崎市 BL 消防

セレッソコート上本町上汐 大阪市

都市再生機構 寝屋川団地 寝屋川市 BL

尼崎　橋本マンション 尼崎市 BL 消防

宝永電気 高松建設

西宮大谷町マンション 新井組 西宮市 BL 消防

山陽釣具　東加古川店 加古川市 BL 消防

プロパレス上汐 大阪市 BL 消防

サーパス太田 和歌山県 BL 消防

サーパス宮長　モデル 穴吹工務店 鳥取県 BL 消防

都市再生機構 中宮第３団地 富士建設 枚方市 BL

明石市 明石市営大窪南住宅 カワイハウジング 明石市 BL 消防

サーパス天神町　 穴吹工務店 鳥取市 BL 消防

グローバル祝園駅前　モデル 山口建設 京都府 BL 消防

ユニアルス池田市天神 大豊建設 池田市

神戸市 神戸市営　脇の浜住宅 神戸市

兵庫県住宅供給公社 県営神戸南多聞台第６住宅 兵庫県住宅供給公社 神戸市 BL 消防

オークヒルズ塚口Ⅱ 柏野建設 尼崎市 BL 消防

都市再生機構 浜甲子園団地（その１）Ｂ地区 南海辰村・岸建設JV 西宮市 BL 消防

都市再生機構 浜甲子園団地（その１）Ｆ地区 栗本建設工業 西宮市 BL 消防

都市再生機構 浜甲子園団地（その１）Ｇ地区 立山・三日月経常JV 西宮市 BL 消防

松園町プロジェクト 大林組 西宮市 BL 消防

岡崎市建築住宅課 公営住宅　土井団地 丸ヨ建設工業 岡崎市 BL 消防

グランディア緑地公園プレジオ

大阪府建築都市部 大阪府営田尻りんくう第２期 福重・池田JV 泉南市 BL 消防

非常開放面格子　カンタンQS　納入実績表

認定
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年度施主（設計・管理） 物　 　　　件　　　　 名 施　　　　工 所在地

H17 熊野田幼稚園

大宮損保ビル

土井獣医院 大阪市

藤原硝子建材店

川瀬容器　本社

リッツ吹田オアシスⅡ 大末建設 吹田市

サーパス宮長 穴吹工務店 鳥取市 BL 消防

ハーモニータウン 埼玉市

鳥取市 市営住宅賀露団地10棟 やまこう・千代田JV 鳥取市 BL 消防

兵庫県住宅供給公社 県営姫路東夢前台住宅第４期 姫路市 BL 消防

東小橋1丁目集合住宅 高松建設 BL 消防

福知山市 市営住宅秋津が丘団地第５期 福知山市 BL 消防

ネバーランド香櫨園モデルルーム アフェクションウォーク 西宮市 BL 消防

大木硝子 BL 消防

コスモ西宮市東町モデルルーム コスモスモア 西宮市

ブリリア北堀江 大阪市

パルメーラ三田　モデルルーム 三田市 BL 消防

兵庫県住宅供給公社 県営龍野中臣住宅第２期（南棟） 龍野市 BL 消防

兵庫県住宅供給公社 県営龍野中臣住宅第２期（北棟）
松本・畑埼特別共同企
業

龍野市 BL 消防

サンコーヴァンテアン堺大小路通り 堺市 BL 消防

アルカ新二見店 神戸市 BL 消防

兵庫県住宅供給公社 県営加古川神野住宅第８期 加古川市 BL 消防

オークヒルズ武庫之荘 尼崎市 BL

サーパスプラザ湖山モデルルーム 鳥取県 BL 消防

高津ビル事務棟改装

光市建設部 緑町住宅 筒井建設 山口県 BL 消防

ジークレフ夙川郷免 関西建設工業 西宮市 BL 消防

H18 UR都市機構 寝屋川団地 寝屋川市 BL

HIROプランニング グローバル祝園駅前 山口建設 相楽郡 BL 消防

加西市吉野団地 加西市 BL 消防

キングマンション尼崎 東海興業株式会社 尼崎市 BL 消防
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H18 UR都市機構 公団平城右京25号棟 奈良市 BL 消防

西日本高速道路
関西支店

関西支店　西官TB料金所1階 西宮市

芦屋西蔵町プロジェクト 芦屋市 BL 消防

サーパス城北 穴吹工務店 鳥取市 BL 消防

市営えびす団地建築工事Ⅲ期 大昭建設株式会社 三木市 BL 消防

都市再生機構 16-パークタウン西武庫D地区
森・誠真建設経常建設
共同企業体

尼崎市 BL 消防

サーパス駅前通りモデルルーム 鳥取市 BL 消防

廣瀬建具 大阪市 BL 消防

ネバーランド香櫨園 西宮市

神戸市 番ヶ平住宅 山田工務店 神戸市 BL 消防

O-マンション新築工事 神崎組 たつの市

守田塚本本町マンション 大阪市 BL 消防

大森西2丁目共同住宅 東京都 BL 消防

尼崎市南武庫之荘2計画 尼崎市

パルメーラ三田新築工事 神崎組 三田市 BL 消防

リクルートコスモス コスモ西宮市東町新築工事 大豊建設 西宮市

中内邸

JV社長宅

古田邸増築工事

日本エスコン ネバーランド西宮市戸田町新築工事 大豊建設 西宮市

兵庫県住宅供給公社 加古川神野住宅第9-2期建築工事 和似貴建設 加古川市 BL 消防

県営和田団地建替住宅 井木組 鳥取県 BL 消防

ジークレフ明石山下町新築工事 明石市

松井ユーミーマンション新築工事 仲内工務店

山口県 大内県営住宅 山口県 BL 消防

市営湖山団地建替工事
田中工業・原田特定建
設工事共同体

山口県 BL

ライオンズマンション茨木東中条町新築
工事

村中建設 茨木市 BL

神戸市公団 神戸市 BL 消防

妹尾ビル増築工事

セレッソコート明石 明石市

メゾン甲子園口 西宮市
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H18 鳥取県 県営東浜団地建替工事 懸槌工務店 鳥取市 BL 消防

ワコーレ夙川ブランデュオ新築工事 西宮市

H19 天王寺松竹ビル 大阪市

UR都市機構 ルゼフィール潮江 尼崎市

フェアリーコート伊丹西台 伊丹市

兵庫県 県営西脇日野ヶ丘住宅建設工事 ジェイオー建設 西脇市 BL

兵庫県 県営明石林崎住宅建築工事 池内工務店 明石市

兵庫県 県営神戸南多聞台第6住宅第2期建築工事
前田・淡路土建・湊共
同企業体

神戸市 BL

ワコーレ東園田新築工事

兵庫県 播州信用金庫小野支店

兵庫県 播州信用金庫塚口支店

滋賀県 グランスイート草津新築工事 草津市

UR都市機構 西大寺駅前住宅アルミ製建具改修工事 安田建設 奈良市 BL

レフィーナード西宮 西宮市

寝屋川団地21期 寝屋川市

緑町住宅建替工事3期 山口県 BL

㈲赤山建築設計事務所市営住宅賀露団地11棟建替工事
田中工業・原田特定建
設工事共同企業体

鳥取市 BL
㈱穴吹工務店
東京本社一級建築事務
所

サーパス八幡町新築工事 古久根建設㈱ 栃木県 BL

㈱京阪都市設計 伏見丹波橋計画南棟 大豊建設

ブランズ須磨鷹取

ネバーランド香櫨園Ⅱ新築工事 西宮市

ルサンク豊中新築工事 豊中市
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