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昭和

25.11 - 26.1

25.11 - 26.1

26.4 - 26.5

26.4 - 26.5

26.5 - 26.9

26.4 - 26.8

26.5 - 26.8

25.6 - 26.6

26.6 - 26.7

26.4 - 26.1

26.8 - 26.8

26.4 - 26.1

26.8 - 26.11

26.10 - 26.12

26.9 - 26.11

26.9 - 26.11

27.1 - 27.2

26.12 - 27.5

伏見地区家族住宅内部塗装工事

京都特別調達局

㈱大林組

大阪市

京福電気鉄道㈱

清水建設㈱

木村工務店

関西電力

近畿支社

東洋ﾚｰﾖﾝ瀬田工場増築工事の内塗装工事

健康保険鞍馬口病院塗装工事

京都市道路標識復旧塗装工事

日本発送電㈱新淀川線鉄鞍塗装工事

大津紡績㈱大津工場洗工事塗装工事

国鉄京都自動車工場事務所外塗装工事

㈱大林組

㈱大林組

京都市役所

日本発送電㈱

鹿島建設㈱

国鉄近畿地方

自動車事務所

三和建設工業㈱

東洋ﾚｰﾖﾝ㈱

京都市役所

大津市

京都市

西宮市大関酒造工場塗装工事

京福電気鉄道叡山線八瀬山端間塗装工事

大和紡績㈱舞鶴工場防火塗装工事

大阪松竹座塗装工事

滋賀県

京都市

京都市

大阪府

工期年月 工　事　名　称 注文者名 工事場所

関西電力志津川発電所発電機外部塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ滋賀工場各所営繕塗装工事

京都市内道路標識塗装工事

大津キャンプ家族住宅内部塗装工事

大津市

京都市

北海道

京都市

大阪市

在日兵站司令部

京都市役所

関西電力

近畿支店

北海道千歳第二キャンプ塗装工事

京都市役所内各所道路標識整備工事

新淀川線鉄塔防錆工事

西宮市

京都市

舞鶴市

宇治市

大津市

京都市



2

昭和

27.3 - 27.3

27.7 - 27.8

27.8 - 27.9

27.8 - 27.9

27.9 - 27.9

27.9 - 27.1

27.9 - 27.12

27.7 - 27.12

27.1 - 27.1

27.11 - 27.12

27.11 - 27.11

27.11 - 27.12

27.12 - 28.1

28.1 - 28.2

28.2 - 28.5

28.1 - 28.6

28.1 - 28.6

28.3 - 29.1

三和銀行京都支店新築工事塗装工事

大阪府

京都市

京都市

大阪市

大阪市

丸紅㈱京都支店

㈱大林組

丸紅㈱京都支店塗装工事

工期年月 工　事　名　称 注文者名 工事場所

長殿発電所水圧鉄管塗装工事

日本電池㈱各工場塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ滋賀工場塗装工事

大建ビル塗装工事

高野大橋橋桁塗装工事

石津川及意岐部変電所機器塗装工事

岡崎勧業館塗装工事

叡山線出町柳修学院間鉄柱塗装工事

常盤座塗装工事

古川橋変電所屋外鉄構塗装工事

京都市

関西電力北支店官原変電所鉄塔塗装工事

関西電力南支店

京都市役所

京福電鉄㈱

吉本興業㈱

関西電力

近畿支店

関西電力

奈良支店

日本電池㈱

東洋ﾚｰﾖﾝ㈱

丸紅飯田㈱

奈良県

京都市

滋賀県

京都市

京都市

大阪市

京都市

京都市

大阪府

東京都

京都市

大津市

東京都

関西電力

近畿支店

在日米軍調達部

日本電池㈱

東洋ﾚｰﾖﾝ㈱

池田建設㈱

日本電池㈱塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ㈱滋賀工場塗装工事

東京都横田米空軍兵舎塗装工事

古川橋変電所鉄構機器塗装工事

成増グランドハイツ住宅塗装工事



3

昭和

28.6 - 28.12

28.7 - 28.9

28.8 - 28.9

28.7 - 28.8

28.8 - 28.9

28.8 - 28.1

28.7 - 28.12

28.7 - 28.12

28.8 - 28.9

28.8 - 28.9

28.11 - 28.12

28.11 - 28.12

28.1 - 28.12

28.7 - 28.12

28.11 - 29.2

28.11 - 29.2

28.11 - 28.12

28.12 - 29.1

工事場所

酸水素油脂工業㈱伏見工場塗装工事 京都市

工期年月 工　事　名　称

寿屋山崎工場塗装工事

京都中央電話局内塗装工事

酸水素油脂

工業㈱

関西電力

京都支店

関西電力

奈良支店

米軍大津

キャンプ

立誠小学校

育友会

㈱大林組

東洋ﾚｰﾖﾝ㈱

日本電池㈱

関西電力

近畿支社

関西電力南支店

関西電力

奈良支店

三和銀行

河原町支店

㈱堀野商店

松下電工㈱

三和銀行河原町支店塗装工事

堀野商店工場内各所及機械塗装工事

松下電工㈱本社内塗装工事

神奈川県座間米空軍兵舎塗装工事

三洋油脂京都工場塗装工場

東洋ﾚｰﾖﾝ㈱滋賀工場塗装工事

日本電池㈱塗装工事

注文者名

京都中央電話局

京都市

奈良県

京都市

京都市

京都市

大津市

京都市

大阪府

大阪府

奈良県

京都市

道明寺変電所鉄構機器塗装工事

大和線送電線鉄塔塗装工事

島原変電所屋外鉄構塗装工事

大和線鉄塔防錆塗装工事

京都日赤病院塗装工事

立誠小学校舎塗装工事

京都アイスパレス塗装工事

京都市

京都市

大和線一部鉄塔防錆塗装工事

大阪府

神奈川県

京都市

京都市

池田建設㈱

㈱大林組

三和建設㈱



4

昭和

28.12 - 29.2

29.2 - 29.3

29.1 - 29.2

29.2 - 29.2

28.10 - 29.4

29.2 - 29.3

29.2 - 29.4

29.1 - 29.3

29.2 - 29.5

29.4 - 29.6

29.1 - 29.6

29.5 - 29.6

29.1 - 29.6

29.5 - 29.8

29.5 - 29.7

29.7 - 29.1

29.6 - 29.7

29.8 - 29.9

工期年月 工　事　名　称 注文者名 工事場所

東京都厚木米軍兵舎塗装工事

米軍大津キャンプA地区建物修繕塗装工事

関西電力市岡変電所主要電圧機器塗装工事

京都商業高等学校校舎塗装工事

米軍京都伏見兵舎修繕及塗装工事

京都市藤森米軍キャンプ塗装工事

京都大学病院放射線診療所塗装工事

埼玉県大宮米軍キャンプ塗装工事

関西電力向日町舞鶴線鉄塔塗装工事

三洋油脂工業工場機械塗装工事

京都中央電話局祇園分局外塗装工事

丹司製鋼塗装工事

池田建設㈱

京都市役所

米軍大津

キャンプ

関西電力

近畿支社

関西電力北支店

京都市役所道路標識工事

宇治発電所水圧鉄管塗装工事

赤川変電所機器塗装工事

池田建設㈱

関西電力

京都支店

三洋油脂工業㈱

京都中央電話局

三和建設㈱

関西電力北支店

京都商業

高等学校

米軍大津

キャンプ

大阪産建㈱

㈱大林組

日本電池㈱

㈱大橋組

東洋ﾚｰﾖﾝ㈱

滋賀工場

日本電池㈱工場各所塗装工事

田辺中学校体育館塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ滋賀工場内各所塗装工事

大阪市

京都市

京都市

京都市

京都市

埼玉県

京都府

京都市

京都市

大阪市

京都市

宇治市

大阪市

京都市

京都府

大津市

東京都

滋賀県



5

昭和

29.10 - 29.10

29.1 - 29.11

29.7 - 29.12

29.8 - 30.1

29.9 - 29.1

29.9 - 29.11

29.10 - 29.12

29.11 - 29.11

29.11 - 29.12

29.11 - 29.12

29.11 - 29.12

29.11 - 29.12

29.11 - 30.3

29.12 - 30.2

30.1 - 30.6

30.1 - 30.6

30.2 - 30.4

30.3 - 30.3

伊丹市

滋賀県

滋賀県

京都市

京都市

奈良県

京都市

大津市

京都市

関西電力

大阪北支店
大阪市

滋賀県

京都市

大津市

京都市

愛知県

名古屋市

大阪府

国華荘

松下電工㈱

㈱三富産業

関西電力

近畿支社

日本機械

貿易㈱

米軍大津

ｷｬﾝﾌﾟ司令部

東洋ﾚｰﾖﾝ㈱

日本電池㈱

㈱間組

関西電力

京都支店
京都市

酸水素油脂

工業㈱

東洋ﾚｰﾖﾝ㈱

大阪瓦斯㈱

関西電力

奈良支店

㈱竹中工務店

㈱日光社

㈱大林組

松ヶ崎変電所塗装工事

酸水素油脂工業伏見工場各所塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ㈱滋賀工場内各所塗装工事

大阪瓦斯㈱京都支社各所塗装工事

大和線鉄塔防錆塗装工事

専売公社工場塗装工事

日光社九条工場塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ㈱瀬田工場第二精紡室防露

塗装工事

滋賀県雄琴国華荘塗装工事(日本壁)

伊丹変電所屋外鉄構塗装工事

旧点滅器工場内外塗装工事

名古屋米軍愛知ビル兵舎及キャッセルハイツ

愛知県小松米軍小牧基地兵舎新築塗装工事

米軍京都市植物園修繕及塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ㈱滋賀工場各所塗装工事

日本電池㈱各工場内塗装工事

滋賀県野洲小学校新築塗装工事

佃伝法線鉄塔防錆塗装工事

工期年月 工　事　名　称 注文者名 工事場所
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昭和

30.3 - 30.4

30.3 - 30.4

30.4 - 30.4

30.4 - 30.4

30.5 - 30.6

30.5 - 30.11

30.6 - 30.7

30.6 - 30.11

30.7 - 30.7

30.7 - 30.8

30.7 - 30.1

30.7 - 30.12

30.7 - 31.1

30.7 - 31.3

30.8 - 30.9

30.9 - 30.9

30.9 - 30.1

30.10 - 30.11
京都市

京都市

京都市

大津市

京都市

大津市

大津市

名古屋市

京都市

東京都

大津市

京都府

京都市

大津市

大阪府

愛知県

愛知県

大津市㈱錢高組

三富産業㈱

東洋ﾚｰﾖﾝ㈱

東洋ﾚｰﾖﾝ㈱

日本電池㈱

東洋ﾚｰﾖﾝ㈱

関西電力

京都支店

京都中央

電話局

大阪瓦斯㈱

三信工業㈱

三信工業㈱

関西電力

近畿支社

米軍大津

ｷｬﾝﾌﾟ司令部

㈱公成社

㈱大林組

米軍大津

ｷｬﾝﾌﾟ司令部

池田建設㈱

関西電力

京都支店

注文者名 工事場所

吉田分局外塗装工事

大阪瓦斯朱雀工場塗装工事

米軍立川基地兵舎塗装工事

関西電力京都支店社内塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ北寮塗装工事

名古屋市米軍アメリカ村住宅塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ㈱滋賀工場各所塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ㈱瀬田工場各所塗装工事

日本電池㈱各工場事務所塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ㈱滋賀工場煙突及臭突塗装工事

関西電力㈱京都支店塗装工事

工期年月 工　事　名　称

愛知県小牧米空軍オペレーション兵舎

塗装工事

愛知県小牧米空軍中隊本部塗装工事

八尾変電所主要変圧器塗装工事

京都市深草米軍兵舎塗装工事

京都伏見米軍ｷｬﾝﾌﾟ兵舎塗装工事

竹野小学校塗装工事

大津米軍ｷｬﾝﾌﾟ体育館塗装工事



7

昭和

30.11 - 31.2

30.12 - 31.1

31.1 - 31.4

31.2 - 31.2

31.2 - 31.3

30.10 - 31.4

31.2 - 31.4

31.2 - 31.4

31.1 - 31.6

31.3 - 31.5

31.4 - 31.5

31.4 - 31.12

31.4 - 31.5

31.5 - 31.6

31.5 - 31.8

31.5 - 31.12

31.5 - 31.6

31.7 - 31.9

日本電池㈱

宝酒造㈱

京都市

関西電力

南支店

㈱今西組

東洋ﾚｰﾖﾝ㈱

関西電力

京都支店

㈱錢高組 大津市

京都市

大津市

大阪市

大阪府

京都市

京都市

大津市

大津市

京都市

名古屋市

大津市

尼崎市

奈良市

関西電力

近畿支社

東洋ﾚｰﾖﾝ㈱

関西電力

奈良支店

大平工業㈱

㈱大林組

㈱大林組

栄和建設㈱

㈱大林組

㈱大林組

京福電気

鉄道㈱

大津市

神戸市

㈱大林組

注文者名 工事場所

大津市

工　事　名　称

東洋ﾚｰﾖﾝ研究所新築塗装工事

神戸変電所屋外鉄構塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ㈱滋賀工場各所塗装工事

新圧変電所主要変圧器塗装工事

大平工業尼崎工場塗装工事

関電滋賀支店新築塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ㈱滋賀工場内各所塗装工事

蹴上発電所機器塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ中央研究所付属試験工場塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ名古屋工場新築塗装工事

丸紅飯田京都支店塗装工事

関西電力㈱滋賀支店増改築工事塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ中央研究所新築工事塗装工事

西塔橋駅塗装工事

日本電池㈱各所塗装工事

伏見工場屋根塗装工事

意岐部京橋線鉄塔塗装工事

産業能率研究所塗装工事

工期年月
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昭和

31.7 - 31.11

31.7 - 31.9

31.7 - 31.9

31.8 - 31.9

31.8 - 31.11

31.8 - 31.9

31.10 - 31.11

31.11 - 32.1

31.11 - 32.4

31.11 - 32.1

31.11 - 31.11

31.11 - 31.12

31.12 - 32.4

31.12 - 32.6

31.12 - 32.1

32.1 - 32.5

32.1 - 32.5

32.1 - 32.9

大阪府

宇治市

宇治市

大津市

京都市

大津市

京都市

大阪府

大津市

㈱大林組

東洋ﾚｰﾖﾝ㈱

㈱今西組

㈱山田工務店

東洋紡

守口工場

東洋ﾚｰﾖﾝ㈱

日本電池㈱

東洋ﾚｰﾖﾝ㈱

㈱大林組

佐藤工業㈱

東洋ﾚｰﾖﾝ㈱

㈱大林組

東洋ﾚｰﾖﾝ㈱

㈱大林組

京都国立

博物館

京都市役所

㈱山田工務店

三信工業㈱

注文者名 工事場所

静岡県

京都市

京都市

京都市

宇治市

大津市

大津市

大津市

京都市

染色工場捺染調色室塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝⅢ復工紡糸関係各室塗装工事

貝塚高校新築塗装工事

吉沢株式会社本館塗装工事

工　事　名　称

嵯峨住宅公団RC及CB塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ第二南紡糸越屋根補修塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ滋賀工場Ⅳ復工紡糸各処理室

改築模様替工事塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ第一工場紡糸越屋根補修塗装工事

日本ﾚｰﾖﾝ宇治工場第二紡糸工場給温室新築

工事塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝⅢ復工処理関係各室塗装工事

日本電池㈱各所塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ㈱滋賀工場内各所塗装工事

日本ﾚｰﾖﾝ宇治工場増築工事塗装工事

工期年月

京都国立博物館陳列館第16号室塗装

修繕工事

府道京都太秦線他主要道路標識設置工事

吉忠マネキン株式会社塗装工事

相模原DH新設工事塗装工事

日本ﾚｰﾖﾝ宇治工場原液室並に第二紡糸室

増築工事塗装工事
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昭和

32.2 - 32.3

32.2 - 32.2

32.2 - 32.5

32.3 - 32.5

32.3 - 32.5

32.3 - 32.5

32.3 - 32.5
大阪府

32.3 - 32.6 京都市

32.4 - 32.9

32.5 - 32.6

32.4 - 32.4

32.5 - 32.6

32.5 - 32.8

32.5 - 32.9

32.7 - 32.8

32.7 - 32.9

32.7 - 32.9

32.9 - 32.9

㈱大橋組

京福電気

鉄道㈱

森長木材

工業㈱

㈱大林組

㈱松村組

京都市役所

㈱大林組

三菱石油㈱

㈱大林組

関西電力

近畿支社

同志社大学

日本専売公社

京都工場

㈱山田工務店

㈱大林組

大阪市

京都市

京都市

京都市

京都市

京都府

四日市市

京都市

㈱浅川組

西本願寺

㈱山田工務店

日本専売公社

京都工場
京都市

京都市

京都市

京都市

大津市

注文者名 工事場所

亀岡市

宇治市

京都市

京都市

大阪瓦斯朱雀工場事務所他新築塗装工事

興紀銀行大阪支店塗装工事

西本願寺西大谷塗装工事

㈱吉忠本館各所塗装工事

日本専売公社京都工場塗装工事

宮木電気工場新築塗装工事

上京区役所外五ヶ所営繕塗装工事

大阪瓦斯朱雀工場増熱発生瓦斯発生室

新築工事塗装工事

堺給油所外二ヶ所塗装工事

平田紡績㈱3B工場増築工事塗装工事

北陸幹線鉄塔塗装工事

同志社大学研究室及図書館外部塗装工事

吉田分局自動機械室塗装工事

荒川商店新築塗装工事

工　事　名　称工期年月

田野小学校改築工事塗装工事

四条大宮駅内外美装塗装工事

日本ﾚｰﾖﾝ宇治工場男子寮宿舎新築工事

塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ中央研究所増築工事塗装工事
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昭和

32.9 - 32.10

32.7 - 32.12

32.8 - 32.10
滋賀県

32.8 - 32.12 兵庫県

32.9 - 32.12

32.6 - 33.6

32.9 - 33.6

32.10 - 33.10

32.10 - 33.4

32.11 - 33.6

32.12 - 33.1

33.2 - 33.5

33.2 - 33.4

33.3 - 33.3

33.6 - 33.9

33.6 - 33.8

33.6 - 33.9

33.6 - 33.9

関西電力㈱ 京都市

三和建設㈱ 大阪市

㈱間組 京都市

㈱大林組 京都市

西田工業㈱ 京都市

京都大阪

兵庫

㈱大林組 四日市市

三菱石油㈱

三和建設㈱ 大阪市

東洋ﾚｰﾖﾝ㈱ 大津市

日本電池㈱ 京都市

㈱大林組 京都市

㈱間組 京都市

東洋ﾚｰﾖﾝ㈱ 静岡県

西本願寺 京都市

丸紅飯田㈱

三和建設㈱

㈱大林組

大阪市

大阪市

静岡県

三菱石油㈱

注文者名 工事場所

四日市第一ビル新築塗装工事

淀東寺変電所外機器塗装工事

杉村倉庫新築塗装工事

日新電機独身寮新築塗装工事

京都競馬場スタンド外各所塗装工事

京都商業高等学校新築塗装工事

三菱石油大津給油所他四ヶ所塗装工事

日立造船桜島工場塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ滋賀工場各所塗装工事

日本電池㈱各所塗装工事

大阪瓦斯島原工場事務所外塗装工事

京都御所内塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ三島工場各所塗装工事

西本願寺守真所外各所塗装工事

三菱石油平野給油所外十ヶ所塗装工事

工　事　名　称

丸紅飯田啓明寮塗装工事

寿屋山崎工場新築塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ三島工場紡糸后処理塗装工事

工期年月
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昭和

33.7 - 33.7

33.7 - 34.2

33.7 - 34.2

33.7 - 34.2

33.7 - 33.10

33.9 - 33.11
兵庫県

33.8 - 33.12 大阪府

33.10 - 33.10

33.9 - 33.12

33.11 - 33.12

33.11 - 33.12

33.12 - 34.1

33.12 - 33.12

33.12 - 34.2

34.2 - 34.3

34.2 - 34.4

34.1 - 34.3

34.10 - 35.5

三菱石油㈱

三和建設㈱ 大阪市

㈱間組 京都市

三和建設㈱ 大阪市

不二建設㈱ 大阪市

㈱間組 京都市

㈱大林組 愛知県

関西電力

滋賀支社

三洋油脂

工業㈱

千代田加工

建設㈱

滋賀県

京都市

四日市市

四日市市三菱油化㈱

三和建設㈱ 大阪市

都ホテル

大阪府

京都市

大津市

静岡県

京都市

京都市

関西電力

近畿支社

日本電池㈱

東洋ﾚｰﾖﾝ㈱

東洋ﾚｰﾖﾝ㈱

㈱大林組

注文者名 工事場所

伊吹長浜線鉄塔塗装工事

第二工場外各所塗装工事

三菱油化四日市工場新築塗装工事

三菱油化四日市工場新築塗装工事

新大阪造機新築塗装工事

橘女子学園新築塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ岡崎工場新築塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ滋賀工場各所塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ三島工場各所塗装工事

島津製作所航空機器工場新築塗装工事

都ホテル館内塗装工事

三菱石油尼崎給油所塗装工事

津田鋼材木津川倉庫新築塗装工事

京都府自治会館新築塗装工事

中ノ島製鋼アートボンド工場外塗装工事

関西交通休憩所外各所塗装工事

工　事　名　称

八尾変電所70KVコンデンサー塗装工事

日本電池㈱各所塗装工事

工期年月
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昭和

35.3 - 35.5

35.9 - 35.10

35.5 - 35.8

34.7 - 35.12

34.7 - 35.12

35.11 - 36.4

35.5 - 36.1

36.1 - 36.5

36.5 - 36.5

35.12 - 36.5

36.1 - 36.8

36.5 - 36.9

36.7 - 36.10

36.8 - 36.9

35.11 - 36.10

36.2 - 36.10

36.7 - 36.10

36.8 - 36.11

松本建設㈱ 京都市

三和建設㈱ 大阪府

㈱大林組 京都市

同志社 京都市

㈱大林組 京都市

㈱大林組 滋賀県

本嘉納商店 兵庫県

㈱松村組

宝酒造㈱

㈱松村組

鹿島建設㈱

日本電池㈱

東洋ﾚｰﾖﾝ㈱

㈱大林組

吉崎建設㈱

京都市

京都府

滋賀県

京都市

滋賀県

京都市

大阪市

㈱鴻池組 大阪府

三菱石油㈱ 大阪府

松井建設㈱ 京都府

注文者名 工事場所

京都市

日本電池化成及仕上工場新築塗装工事

住宅公団総持寺団地新築塗装工事

京都中央郵便局新築工事塗装工事

同志社女子中学塗装工事

日本ﾚｰﾖﾝ宇治工場増築塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ紡績研究所新築塗装工事

菊正宗酒造倉庫外塗装工事

京大工学部工化総合館新築塗装工事

立石電気中央研究所新築塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ中研第二試験工場塗装工事

日本電池工場及事務所塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ滋賀工場塗装工事

島津三条工場改修塗装工事

日立造船桜島工場新築塗装工事

東洋信託高槻寮新築塗装工事

西灘外給油所塗装工事

宇治電報電話局新築塗装工事

工　事　名　称

宝酒造伏見工場塗装工事

工期年月
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昭和

36.1 - 36.12

36.1 - 36.12

36.1 - 36.12

36.1 - 36.12

36.6 - 36.12

36.7 - 36.12

36.12 - 37.1

36.11 - 37.1

36.11 - 37.1

36.12 - 37.1

36.7 - 37.4

36.9 - 37.2

36.11 - 37.3

36.8 - 37.4

36.10 - 37.4

37.5 - 37.7

36.11 - 37.7

37.4 - 37.8

注文者名 工事場所

静岡県

静岡県

京都市

京都市

京都府

渋谷ビル新築塗装工事

守山電報局新築塗装工事

武田薬品京都試験農場拡張塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ滋賀PP工場新築塗装工事

島津金属工業瀬田工場新築塗装工事

御池通分譲施設住宅新築塗装工事

ニュー市田ビル新築塗装工事

島津製作所三条工場増築塗装工事

鉄鋼短期大学新築塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ三島工場塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ三島工場塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ滋賀工場塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ滋賀工場塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ三島第三製糸工場新築塗装工事

日新電機技術関係事務所新築塗装工事

ペレス劇場塗装工事

日本電池工場塗装工事

大紀金属工場新築塗装工事

工　事　名　称工期年月

静岡県

大津市

大津市

東洋ﾚｰﾖﾝ㈱

三島工場

東洋ﾚｰﾖﾝ㈱

滋賀工場

東洋工事㈱

東洋工事㈱

㈱大林組

㈱間組

㈱大林組

日本電池㈱

㈱鴻池組 兵庫県

京都市

大阪市

京都市

滋賀県

滋賀県

京都市

滋賀県

大阪市

大阪府㈱鴻池組

渋谷金属

工業㈱

佐藤工業㈱

㈱大林組

㈱間組

㈱大林組

㈱大林組

㈱戸田組

㈱大林組
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昭和

37.3 - 37.8

37.2 - 37.8

37.2 - 37.9

37.4 - 37.9

37.4 - 37.9

37.1 - 37.9

37.1 - 37.9

37.1 - 37.9

37.1 - 37.9

37.5 - 37.10

37.8 - 37.12

37.9 - 38.2

37.12 - 38.5

38.3 - 38.6

38.3 - 38.10

37.11 - 38.10

38.5 - 38.8

38.7 - 38.11

注文者名 工事場所

㈱大林組 滋賀県

西田工業㈱ 京都市

日本電池㈱ 京都市

㈱間組 滋賀県

東洋ﾚｰﾖﾝ滋賀工場TH工場増築塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ滋賀工場塗装工事

博多鋼板堺工場新設塗装工事

滋賀県警察庁舎新築塗装工事

日本ﾚｰﾖﾝ宇治工場ﾅｲﾛﾝ第五期塗装工事

住宅公団浜甲子園団地新築塗装工事

丸紅飯田京都支店塗装工事

有馬郵政友の会新築塗装工事

九条電話局新築塗装工事

晴嵐小学校新築塗装工事

工　事　名　称

東洋ﾚｰﾖﾝﾅｲﾛﾝ工場増改築塗装工事

住宅公団観月橋団地新築塗装工事

日本電池工場塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝﾅｲﾛﾝ工場増改築塗装工事

京都女子学園金華寮新築塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ三島工場塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ三島工場塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ滋賀工場塗装工事

工期年月

東洋ﾚｰﾖﾝ㈱

三島工場

東洋工事㈱

静岡県

静岡県

大津市
東洋ﾚｰﾖﾝ㈱

滋賀工場

松井建設㈱ 京都市

東洋工事㈱ 大津市

㈱鴻池組 大阪府

佐藤工業㈱ 滋賀県

㈱大林組 京都府

三和建設㈱ 兵庫県

丸紅飯田㈱ 京都府

松井建設㈱ 兵庫県

佐藤工業㈱ 京都府

佐藤工業㈱ 滋賀県

㈱大林組 滋賀県
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昭和

38.3 - 39.11

38.7 - 38.11

38.7 - 38.12

38.4 - 38.12

38.9 - 38.12

38.11 - 39.3

38.9 - 39.4

39.3 - 39.4

38.7 - 39.5

38.7 - 39.8

38.7 - 39.6

38.7 - 39.6

39.1 - 39.6

38.7 - 39.6

38.7 - 39.6

39.3 - 39.7

39.11 - 40.1

39.11 - 40.2

注文者名 工事場所

千里丘電電公社職員宿舎新築塗装工事

日本ﾚｰﾖﾝ宇治工場加工研究所他各所新築

塗装工事

伏見工業高校屋根塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ三島工場第三製糸工場新築

塗装工事

日本電池本社内各所塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ三島工場各所塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ滋賀工場各所塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ三島工場各所塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ滋賀工場各所塗装工事

丸紅飯田㈱京都支店塗装工事

日ノ本運送倉庫新築塗装工事

工　事　名　称

電電公社大津総合局新築塗装工事

府営箕面団地1139新築塗装工事

日本ﾚｰﾖﾝ宇治工場ブロック増築外各所

塗装工事

京阪淀屋橋ビル新築塗装工事

日本クロス厚生会館新築塗装工事

森本ビル新築塗装工事

八幡エコン大阪工場増築塗装工事

工期年月

㈱大林組 滋賀県

西田工業㈱ 大阪府

㈱大林組 京都市

㈱奥村組 大阪府

㈱間組 京都府

㈱松村組 京都府

三和建設㈱ 大阪府

京都市役所 京都府

㈱大林組 滋賀県

日本電池㈱ 京都府

東ﾚｴﾝｼﾞﾆｱ

ﾘﾝｸﾞ㈱

東ﾚｴﾝｼﾞﾆｱ

ﾘﾝｸﾞ㈱

㈱大林組

静岡県

滋賀県

京都府

静岡県

滋賀県

京都市

大阪府

大阪府共立建設㈱

松本建設㈱

栄和建設㈱

東洋ﾚｰﾖﾝ㈱

三島工場

東洋ﾚｰﾖﾝ㈱

滋賀工場
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昭和

39.11 - 40.2

39.8 - 39.12

39.3 - 39.12

39.7 - 39.11

39.8 - 39.11

39.11 - 39.11

39.5 - 39.11

39.8 - 39.11

39.12 - 40.1

39.11 - 40.2

39.11 - 40.2

40.10 - 41.1

40.9 - 41.1

40.7 - 41.1

39.12 - 40.2

40.1 - 40.3

40.1 - 40.3

40.1 - 40.3

注文者名 工事場所

大阪鋼板工場新築塗装工事

京都大学学生寮寄宿舎新築塗装工事

圧内南小学校増築塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝﾌｨﾙﾑ研究所増築塗装工事

厚生国立結核病棟新築塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ園山一級アパート新築塗装工事

香里病院新築塗装工事

千里丘電電公社職員宿舎塗装工事

市田KK夙川寮新築塗装工事

芦屋マンション新築塗装工事

丸紅飯田京都支店塗替工事

江口橋架替塗装工事

工　事　名　称

香里病院新築塗装工事

河原町五条市街地住宅新築塗装工事

京都タワービル新築塗装工事

大阪中央市場東部分場新築塗装工事

松下電器機器工場新築塗装工事

河原町四条商店街アーケード新築塗装工事

工期年月

㈱鴻池組

㈱大林組

㈱大林組

㈱鴻池組

清水建設㈱

大阪府

京都府

京都府

大阪市

守口市

京都市

大津市㈱間組

㈱正和製作所

佐藤工業㈱ 堺市

大鷹建設㈱ 大津市

㈱鴻池組 大阪府

共立建設㈱ 大阪府

戸田建設㈱ 兵庫県

㈱久栄工務店 兵庫県

栄和建設㈱ 京都市

西田工業㈱ 大阪市

松本建設㈱ 大阪府

㈱松村組

西田工業㈱

京都市

大阪府
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昭和

39.11 - 40.3

40.1 - 40.4

40.1 - 40.4

40.2 - 40.5

40.5 - 40.7

39.7 - 40.6

40.2 - 40.6

40.2 - 40.6

40.3 - 40.6

40.3 - 40.6

40.5 - 40.9

39.12 - 40.6

40.5 - 40.8

40.3 - 40.8

40.9 - 40.10

40.6 - 40.10

40.8 - 40.10

40.9 - 40.10

注文者名 工事場所

京都市美術館修繕塗装工事

近畿中央病院病棟塗装工事

枚方横大路線外塗装工事

大津線信号機其他塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ滋賀工場各所塗装工事

西田ビル新築塗装工事

市立伊丹病院第四期増築塗装工事

大830瓦木電話局新築塗装工事

安治川突堤船客待合所新築塗装工事

天理本屋新築塗装工事

京都乙訓高校体育館新築塗装工事

京都競馬場スタンド増築塗装工事

大阪軽タク本社新築塗装工事

工　事　名　称

三菱重工京都工場食堂及診療所新築

塗装工事

ホテル東山閣新築塗装工事

京阪寝屋川電車列車区新築塗装工事

大阪市茨田横堤第二住宅新築塗装工事

日本電池アルカリ工場新築塗装工事

工期年月

新菱建設㈱ 京都市

㈱鴻池組 京都市

名倉建設㈱ 大阪府

三和建設㈱ 大阪市

松本建設㈱ 京都市

東ﾚｴﾝｼﾞﾆｱ

ﾘﾝｸﾞ㈱
大津市

西田工業㈱ 大阪市

㈱鴻池組 兵庫県

松井建設㈱ 兵庫県

㈱鴻池組 大阪市

㈱奥村組 奈良県

西田工業㈱ 京都府

㈱大林組 京都府

北野建設㈱ 大阪市

京都市役所 京都市

佐藤工業㈱ 堺市

関西電力㈱ 大阪府

京阪電気

鉄道㈱
滋賀県
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40.9 - 40.10

40.6 - 40.10

40.9 - 40.11

40.9 - 40.11

40.9 - 40.12

40.8 - 41.1

40.7 - 41.1

39.10 - 41.1

40.7 - 41.2

40.3 - 41.1

40.11 - 41.2

40.8 - 41.2

40.12 - 41.2

41.1 - 41.3

41.1 - 41.3

40.10 - 41.3

40.5 - 41.3

41.2 - 41.3

工期年月 注文者名 工事場所

京都大学学生寮寄宿舎新営塗装工事

勝井病院新築塗装工事

京都府立桃山高校改築塗装工事

三菱重工京都工場第一エンジン工場

塗装工事

七条電話局増築塗装工事

丸紅飯田京都支店塗装工事

三菱工業守山工場新築塗装工事

東洋ﾌﾟﾛﾀﾞｯｸ㈱オペロン工場新築塗装工事

和歌山第三電話局増築模様替塗装工事

吉忠マネキン本社増築塗装工事

住友セメント赤穂工場社宅塗装工事

乙訓高校第三期増築塗装工事

京都大学教養部実験室新築塗装工事

ハウス食品郡山工場新築塗装工事

工　事　名　称

蝶花東店新築塗装工事

京都府警独身寮新築塗装工事

阪急高槻駅地下道新築塗装工事

宣真学園体育館新築塗装工事

㈱間組 京都市

西田工業㈱ 京都市

㈱鴻池組 大阪府

三和建設㈱ 大阪府

新菱建設㈱ 京都市

本日本土木㈱ 京都市

栄和建設㈱ 京都市

松本建設㈱ 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

㈱鴻池組 和歌山市

㈱山田工務店 京都市

㈱鴻池組 兵庫県

西田工業㈱ 京都府

㈱松村組 京都市

㈱大林組 京都市

㈱鴻池組 奈良県

北野建設㈱ 奈良県

㈱大橋組 京都市



19

昭和

41.1 - 41.3

41.2 - 41.3

40.12 - 41.3

41.2 - 41.6

41.2 - 41.7

41.4 - 41.7

41.5 - 41.7

41.7 - 41.8

41.6 - 41.9

41.5 - 41.9

41.7 - 41.10

41.7 - 41.11

41.6 - 41.11

41.8 - 41.12

41.9 - 42.3

41.7 - 42.3

42.1 - 42.3

42.1 - 42.4

注文者名 工事場所

住宅公団新千里西町団地新築塗装工事

旭電話局増築其他工事塗装工事

岡山県貨物城東営業所新築塗装工事

聖母学院高等学校増築塗装工事

京都府医師会館新築塗装工事

京都市右京区役所修築塗装工事

新池田電話局新築塗装工事

大津電電公社ビル増築塗装工事

九条電話局増築塗装工事

三洋化成工業研究所新築その他塗装工事

牧野電報電話局新築塗装工事

近畿中央病院病棟更新築塗装工事

同志社大学体育館新築塗装工事

工　事　名　称

飾磨郵便局新築塗装工事

日本電池一般組立工場外塗替工事

国鉄芦原駅新築塗装工事

住宅公団上高丸団地新築塗装工事

木村寝台工業千葉工場新築塗装工事

工期年月

松井建設㈱

日本電池㈱

佐藤工業㈱

兵庫県

京都市

大阪市

兵庫県西田工業㈱

三和建設㈱ 千葉県

㈱松村組 京都府

㈱大林組 京都府

京都市役所 京都府

㈱鴻池組 大阪府

㈱間組 滋賀県

佐藤工業㈱ 京都府

㈱大林組 京都府

栗本建設㈱ 大阪府

佐藤工業㈱ 大阪府

松井建設㈱ 大阪府

㈱鴻池組 大阪府

松本建設㈱ 大阪府

㈱松村組 京都府
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42.2 - 42.4

41.11 - 42.3

42.2 - 42.5

42.4 - 42.5

41.12 - 42.5

42.2 - 42.8

42.5 - 42.8

42.8 - 42.9

42.9 - 42.12

42.8 - 43.3

43.3 - 43.3

42.8 - 43.3

42.10 - 43.3

42.9 - 43.3

42.11 - 43.3

43.1 - 43.3

42.12 - 43.4

42.12 - 43.4

注文者名 工事場所

春本鉄工枚方工場新築塗装工事

日本航空千里山寮新築塗装工事

三機工業守山工場新築塗装工事

関西石油堺工場新築塗装工事

三菱重工京都製作所第一エンジン工場

改修塗装工事

明舞団地新築塗装工事

小曽根変電所主要関係鉄構塗替工事

高田鋼材福町倉庫新築塗装工事

京都工芸繊維大学繊維学部校舎他塗装工事

東本町ビル新築塗装工事

大阪府社会福祉会館新築塗装工事

千里西町B団地新築塗装工事

宇治電報電話局模様替塗装工事

工　事　名　称

同志社大学至誠館新築塗装工事

日本生命京都駅前ビル新築塗装工事

新日本電気第百工場塗装工事

京都中央信用金庫東山支店塗装工事

日本国有鉄道鴨川橋梁橋桁架設塗装工事

工期年月

㈱大林組 京都府

㈱大林組 京都府

㈱大林組 滋賀県

双和工務店 京都府

㈱大林組 京都府

新菱建設㈱ 京都府

西田工業㈱ 兵庫県

関西電力

近畿支社
大阪府

松本建設㈱ 大阪府

㈱大林組 京都府

北野建設㈱ 大阪府

佐藤工業㈱ 大阪府

西田工業㈱ 大阪府

松井建設㈱ 京都府

松本建設㈱ 大阪府

松井建設㈱ 大阪府

松本建設㈱ 滋賀県

佐藤工業㈱ 大阪府
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43.2 - 43.4

43.3 - 43.5

43.3 - 43.6

43.3 - 43.6

43.6 - 43.7

43.7 - 43.8

43.4 - 43.8

43.7 - 43.8

43.12 - 43.12

43.8 - 43.10

43.6 - 43.11

43.8 - 43.11

43.7 - 43.11

43.8 - 43.11

43.10 - 43.12

43.10 - 43.12

43.8 - 43.12

43.10 - 44.1

注文者名 工事場所

坂東調帯体育館新築塗装工事

プール学園増築塗装工事

栗東トレーニングセンター其他新築

塗装工事

水無瀬シェリ及空樽作業所新築塗装工事

旭工業京都工場新築塗装工事

第百生命雄琴寮新築塗装工事

国鉄三島駅電留線仕業庫増築塗装工事

川重枦谷油機工場新築塗装工事

日本ファイリング松戸工場新築塗装工事

左京保健所外二ヶ所修繕塗装工事

城東府税事務所新築塗装工事

兵庫西線第1工区鉄塔塗装工事

大阪セメント伊吹工場新築塗装工事

佐藤外科病院新築塗装工事

工　事　名　称

伊丹高校第二期新築塗装工事

串本自衛隊舎其他新築塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ滋賀工場塗装工事

東洋ﾚｰﾖﾝ三島工場塗装工事

工期年月

佐藤工業㈱ 大阪府

㈱淺沼組 和歌山市

東ﾚｴﾝｼﾞﾆｱ

ﾘﾝｸﾞ㈱

東ﾚｴﾝｼﾞﾆｱ

ﾘﾝｸﾞ㈱

滋賀県

静岡県

栗本建設㈱ 滋賀県

㈱大林組 静岡県

鹿島・佐藤・

飛鳥
兵庫県

三和建設㈱ 東京都

京都市役所 京都府

西田工業㈱ 大阪府

関西電力㈱ 兵庫県

㈱大林組 滋賀県

片山建設㈱ 大阪府

松井建設㈱ 大阪府

三和建設㈱ 滋賀県

大成建設㈱ 滋賀県

三和建設㈱ 大阪府

㈱大林組 京都府
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43.9 - 44.1

43.11 - 44.1

43.12 - 44.2

43.12 - 44.3

43.10 - 44.3

44.1 - 44.3

44.2 - 44.3

44.1 - 44.3

43.12 - 44.3

43.3 - 44.3

44.1 - 44.3

44.2 - 44.3

43.11 - 44.3

44.3 - 44.4

43.11 - 44.4

44.3 - 44.5

44.4 - 44.6

44.4 - 44.7

注文者名 工事場所

尼崎電報電話局増築塗装工事

八木町農業協同組合新築塗装工事

千里桃山台高層団地新築塗装工事

府立教職員住宅新築塗装工事

那賀農協撰果場新築塗装工事

サントリー山崎工場樽工場他新築

塗装工事

高速電気軌道第五号線野田停留場新築

塗装工事

栗本鉄工泉北工場新築塗装工事

日立マクセル女子寮外新築塗装工事

近畿地方建設局枚方税務署新築塗装工事

香枦園第二コーポラス新築塗装工事

長浜赤十字病院本館並病棟新築塗装工事

別分浅香山団地新築塗装工事

紀州製紙N05抄紙工場新築塗装工事

笠田小学校改築塗装工事

工　事　名　称

大和製缶茨木工場新築塗装工事

近畿地方建設局堺税務署新築塗装工事

京都中央信用金庫十条支店新築塗装工事

工期年月

和歌山県

三和建設㈱ 大阪府

佐藤工業㈱

佐藤工業㈱

大阪府

大阪府

京都府㈱双和工務店

青木建設㈱ 大阪府

栗本建設㈱ 大阪府

飛鳥建設㈱ 京都府

栗本建設㈱ 大阪府

松本建設㈱ 兵庫県

㈱松村組 滋賀県

㈱淺沼組 大阪府

三和建設㈱ 大阪府

㈱淺沼組 和歌山県

鹿島建設㈱ 兵庫県

㈱間組 京都府

佐藤工業㈱ 大阪府

栗本建設㈱ 大阪府

佐藤工業㈱
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44.2 - 44.8

44.6 - 44.8

44.7 - 44.8

44.9 - 44.9

44.8 - 44.9

44.7 - 44.9

44.7 - 44.9

44.8 - 44.9

44.7 - 44.9

44.8 - 44.10

44.7 - 44.10

44.1 - 44.12

44.1 - 44.12

44.9 - 44.12

44.1 - 44.12

44.6 - 45.1

44.6 - 45.1

44.11 - 45.2

注文者名 工事場所

東レ㈱滋賀工場各所塗装工事

日比平和堂長浜店新築工事

東レ㈱三島工場新築塗装工事

桂病院新築塗装工事

平安学園校舎増築塗装工事

三井銀行東寺支店新築塗装工事

六原小学校新築塗装工事

三菱ﾀﾞｲﾔﾊﾟｰｸ神戸ﾃﾞﾊﾟｰﾄ駐車場塗装工事

栗東ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ第二期工事塗装工事

栗東ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ第二期企業体塗装工事

小松製作所大阪工場新築塗装工事

トナミ運輸城東営業所新築塗装工事

大阪歯科大旧館塗装工事

日本ｱﾙﾐﾆｳﾑ工業KK滋賀工場製缶工場

新築塗装工事

日本中央競馬会ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ厩舎第四期

工事塗装工事

工　事　名　称

東洋ﾚｰﾖﾝ㈱川崎工場ﾒｲﾝﾊﾟｲﾌﾟﾗｯｸ新築

塗装工事

日本通運京都支店洛南第4.5号倉庫新築

塗装工事

国立刀根山病院新築塗装工事

工期年月

㈱大林組 神奈川県

佐藤工業㈱ 大阪府

㈱大林組 京都府

京都市役所 京都府

㈱熊谷組 兵庫県

三井建設㈱ 滋賀県

大成建設㈱ 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

佐藤工業㈱ 大阪府

東ﾚｴﾝｼﾞﾆｱ

ﾘﾝｸﾞ㈱
大阪府

㈱松村組 滋賀県

静岡県

東ﾚｴﾝｼﾞﾆｱ

ﾘﾝｸﾞ㈱

東ﾚｴﾝｼﾞﾆｱ

ﾘﾝｸﾞ㈱

鹿島建設㈱

松井建設㈱

大阪府

滋賀県

京都府

京都府松井建設㈱

京都府
栗本建設

工業㈱
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45.2 - 45.3

44.11 - 45.3

44.4 - 45.3

45.2 - 45.3

45.2 - 45.3

44.9 - 45.4

44.11 - 45.4

45.1 - 45.4

45.3 - 45.5

44.11 - 45.5

45.3 - 45.5

44.8 - 45.5

45.2 - 45.6

45.3 - 45.6

45.3 - 45.6

45.6 - 45.7

44.10 - 45.8

45.6 - 45.11

麒麟麦酒京都工場新築塗装工事

生野郵便局新築塗装工事

栗東ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ厩舎新築塗装工事

新町ビル新築塗装工事

矢田中学分校新築塗装工事

桜川市街地住宅新築塗装工事

注文者名

亀岡市中央公民館及亀岡会館新築工事

万博久保田館新築塗装工事

万博メインゲート新築塗装工事

㈱島津製作所中央研究所新築塗装工事

大阪府営十八条町高層耐火構造住宅新築

塗装工事

ホテルウオジ苑新築塗装工事

万博ﾁｪｺｽﾛﾊﾞｷﾔ館及ｴﾁｵﾋﾟｱ館新築塗装工事

東レ㈱三島工場独身寮新築塗装工事

済生会病院塗装工事

教育大学附属養護学校新築塗装工事

工　事　名　称

大日本印刷第二若竹寮新築塗装工事

万博中華民国館新築塗装工事

工期年月

㈱大林組 京都府

㈱大林組 大阪府

㈱大林組 大阪府

佐藤工業㈱ 大阪府

㈱大林組 京都府

㈱淺沼組 大阪府

栗本建設

工業㈱

北野建設㈱

京都府

大阪府

工事場所

静岡県㈱竹中工務店

勝村建設㈱ 大阪府

㈱淺沼組 大阪府

㈱大林組 京都府

㈱淺沼組 大阪府

㈱間組 滋賀県

㈱淺沼組 大阪府

㈱奥村組 大阪府

佐藤工業㈱ 大阪府

㈱松村組 京都府



25

昭和

46.1 - 46.2

45.7 - 46.3

45.8 - 45.12

45.10 - 46.3

45.12 - 46.3

45.9 - 46.4

45.8 - 46.5

46.3 - 47.4

46.4 - 46.6

45.7 - 46.6

46.3 - 46.8

46.5 - 46.9

46.10 - 47.3

46.11 - 47.5

47.2 - 47.5

47.9 - 47.11

47.10 - 48.2

46.12 - 47.3

村野団地新築塗装工事

西大和団地新築塗装工事

平和堂八日市店新築塗装工事

三菱瓦斯化学浪速工場増築塗装工事

滋賀県総合教育ｾﾝﾀｰ研修棟新築塗装工事

宝酒造㈱伏見工場塗替工事

東洋ホテル塗替工事

大和企業高槻マンション第一期新築

塗装工事

紀州製紙紀州工場新築塗装工事

平和堂石山店新築塗装工事

神鋼加古川工場新築塗装工事

川崎電機松岡社宅新築塗装工事

岸部二区高層住宅新築塗装工事

近江鉄道近江長浜ボウル場新築塗装工事

財団法人豊郷病院増築及改造塗装工事

小堀住建滋賀工場新築塗装工事

東ﾚｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ三島工場塗装工事

工　事　名　称

小曽根変電所77KV鉄構塗装工事

工期年月

関西電力㈱ 大阪府

三和建設㈱ 三重県

㈱松村組 滋賀県

佐藤工業㈱ 兵庫県

佐藤工業㈱ 兵庫県

佐藤工業㈱ 大阪府

㈱大林組 滋賀県

㈱松村組 滋賀県

注文者名 工事場所

小堀住建㈱ 滋賀県

東ﾚｴﾝｼﾞﾆｱ

ﾘﾝｸﾞ㈱
静岡県

栗本建設

工業㈱

奈良県

大阪府

西田工業㈱

㈱松村組 滋賀県

飛鳥建設㈱ 大阪府

㈱松村組 滋賀県

宝酒造㈱ 京都府

前田総業㈱ 大阪府

㈱大林組 大阪府
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47.5 - 47.7

47.4 - 47.8

47.6 - 47.8

47.7 - 47.9

47.7 - 47.12

47.8 - 47.12

47.1 - 47.12

47.10 - 47.12

47.7 - 48.1

47.7 - 48.1

47.12 - 48.2

47.12 - 48.3

47.12 - 48.3

48.3 - 48.3

47.8 - 48.3

47.11 - 48.4

48.1 - 48.4

47.9 - 48.4

日本電池本社工場塗装工事

北川染工場新築塗装工事

片桐西小学校新築塗装工事

新田ベルト工場新築塗装工事

ダイハツ京都工場増築塗装工事

東レ三島MI工場新築塗装工事

京都工芸繊維大学工芸学部本館改築

塗装工事

関屋病院新築塗装工事

大和企業高槻マンション第二期新築

塗装工事

京都市立北野中学校修繕塗装工事

長曽根変電所屋外機器塗装工事

日本電池アルカリ工場増築塗装工事

工期年月 工　事　名　称

電気通信学園体育館新築塗装工事

西琵琶湖ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ新築塗装工事

野村證券明生寮塗替塗装工事

日本新薬㈱社員会館新築塗装工事

南桑中学校改築塗装工事

紀陽銀行鴻池支店新築塗装工事

㈱近鉄百貨店

㈱松本建設

大阪府

滋賀県

京都府龍建設工業㈱

龍建設工業㈱ 京都府

西田工業㈱ 京都府

鹿島建設㈱ 大阪府

日本電池㈱ 京都府

㈱間組 京都府

注文者名 工事場所

㈱淺沼組 奈良県

東ﾚｴﾝｼﾞﾆｱ

ﾘﾝｸﾞ㈱

大日本土木㈱

㈱大林組

奈良県

京都府

奈良県

大阪府㈱大林組

京都市役所 京都府

関西電力㈱

㈱奥村組

大阪府

京都府

京都府

静岡県

龍建設工業㈱

㈱竹中工務店



27

昭和

47.7 - 48.6

48.1 - 48.3

48.3 - 48.8

48.5 - 48.7

48.5 - 48.8

48.6 - 48.8

48.7 - 48.9

48.5 - 48.9

48.6 - 48.9

48.8 - 48.11

48.8 - 48.9

48.4 - 48.9

48.7 - 48.9

48.9 - 48.11

48.9 - 49.3

48.10 - 48.11

48.11 - 49.1

48.11 - 48.12

工　事　名　称

東レ三島工場各所塗装工事

ダイハツ工業㈱京都工場厚生棟新築

塗装工事

大和郡山市立第三中学校新築塗装工事

工期年月

㈱小西儀助商店滋賀工場新築塗装工事

今井日生ビル新築塗装工事

日本発条㈱滋賀工場新築塗装工事

京都市中央市場塗替工事

太陽紙器工業増改築塗装工事

宝塚市米谷川改良住宅新築塗装工事

同志社大学図書館新築塗装工事

紀陽銀行五条支店新築塗装工事

いづみや㈱配送ｾﾝﾀｰ第三期新築塗装工事

拓生会学園前診療所新築塗装工事

和田ビル新築塗装工事

布施駅高架橋新築塗装工事

京都中央信用金庫七条支店新築塗装工事

尼崎拘置支所新築塗装工事

京都畳材ビル新築工事

龍建設工業㈱

東ﾚｴﾝｼﾞﾆｱ

ﾘﾝｸﾞ㈱

東ﾚｴﾝｼﾞﾆｱ

ﾘﾝｸﾞ㈱

㈱淺沼組

静岡県

京都府

奈良県

㈱大林組 滋賀県

㈱淺沼組 大阪府

㈱大林組 滋賀県

京都市役所 京都府

松本建設㈱ 大阪府

㈱淺沼組 兵庫県

㈱大林組 京都府

㈱淺沼組 奈良県

大阪府

注文者名 工事場所

奈良県

大阪府

大阪府㈱奥村組

京都府

兵庫県松井建設㈱

㈱松村組 京都府

大日本土木㈱

栗本建設

工業㈱

㈱双和工務店
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48.11 - 49.2

48.11 - 49.2

49.1 - 49.2

49.2 - 49.4

49.2 - 49.7

49.7 - 49.8

49.11 - 49.12

49.11 - 50.2

49.12 - 50.4

50.1 - 50.12

50.9 - 51.3

50.10 - 51.1

51.7 - 51.9

51.7 - 52.6

51.7 - 52.6

51.11 - 52.2

52.3 - 52.6

52.5 - 53.4

注文者名 工事場所工期年月 工　事　名　称

新大阪マンション新築塗装工事

寿楽ビル新築塗装工事

湖西線北大津駅乗降場上家新築塗装工事

京都府警察本部庁舎別館新築塗装工事

滋賀県庁舎増築塗装工事

京都市左京区役所増築塗装工事

奈良商工会議所新築塗装工事

阪大人間化学仕上工事塗装工事

ユニチカ京都工場独身寮

積水化成品工業㈱滋賀工場Bプラント新築

塗装工事

大和企業大和高槻マンション(三期)新築

塗装工事

西京極大門ハイツ新築塗装工事

同志社大学法経新研究室新築塗装工事

日本電池㈱本社各所塗装工事

東レ三島工場他各所塗装工事

津和田ビル新築塗装工事

大阪瓦斯㈱八条口事務所改造塗装工事

向島市街地住宅新築塗装工事

大日本土木㈱

東ﾚｴﾝｼﾞﾆｱ

ﾘﾝｸﾞ㈱

大阪府

㈱淺沼組 大阪府

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 京都府

㈱大林組 滋賀県

京都市役所 京都府

㈱奥村組 奈良県

㈱淺沼組 大阪府

㈱大林組 京都府

㈱大林組 滋賀県

㈱伊西組 京都府

㈱大林組 大阪府

㈱大林組 京都府

日本電池㈱ 京都府

静岡県

大阪府松井建設㈱

㈱大林組 京都府

㈱松村組 京都府
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52.7 - 53.5

53.2 - 53.10

53.4 - 53.7

53.8 - 53.9

53.7 - 54.6

53.10 - 53.12

54.1 - 54.3

54.5 - 54.6

54.5 - 54.7

55.3 - 55.4

55.4 - 55.7

56.4 - 56.8

56.7 - 56.8

56.8 - 56.9

56.8 - 57.4

56.9 - 56.12

56.10 - 56.12

56.11 - 56.12

注文者名 工事場所

ダイアホイル㈱DFC-1D新築塗装工事

天橋立ホテル改造塗装工事

有馬路線鉄塔線化塗装工事

甲西タキイ㈱研究農場各所塗装工事

東レ三島工場他各所塗装工事

鞍馬口病院設備改造塗装工事

京都市辰巳市営住宅新築塗装工事

㈱島津製作所三条工場E21.22号館改修

塗装工事

㈱島津製作所紫野工場新2号館改築

塗装工事

㈱島津製作所三条工場W3号館改修

塗装工事

㈱島津製作所三条工場26号館外部補修

五条工場1.2.3号館屋根塗装工事

工　事　名　称

ダイアホイル㈱DFC立体倉庫建設

塗装工事

松下電子部品工業㈱電解ｺﾝﾃﾞﾝｻ事業部

新電極工場新築塗装工事

府営住宅際目団地第3工区建設塗装工事

コクヨ滋賀工場工場棟新築塗装工事

工期年月

府営住宅水主団地第1工区建設塗装工事

ダイアホイル㈱DFC-2D建設塗装工事

広田西鉄塔線化塗装修繕工事

㈱大林組

龍建設工業㈱

関西電力㈱

滋賀県

京都府

兵庫県

滋賀県タキイ種苗㈱

東ﾚｴﾝｼﾞﾆｱ

ﾘﾝｸﾞ㈱
静岡県

㈱松村組 京都府

太平工業㈱ 京都府

太平工業㈱ 京都府

太平工業㈱ 京都府

㈱大林組 滋賀県

太平工業㈱ 京都府

太平工業㈱ 京都府

太平工業㈱ 京都府

太平工業㈱ 京都府

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

関西電力㈱ 兵庫県

㈱大林組 京都府



30

昭和

57.1 - 57.3

57.2 - 57.4

57.5 - 57.6

57.5 - 57.9

57.8 - 58.5

57.10 - 57.12

57.11 - 58.1

58.1 - 58.2

58.2 - 58.3

58.3 - 58.10

58.8 - 58.10

58.10 - 58.11

58.11 - 58.12

58.11 - 58.12

59.2 - 59.5

59.4 - 59.6

58.10 - 59.1

59.7 - 60.6

注文者名 工事場所工期年月 工　事　名　称

京都機械工具㈱本社倉庫及作業場新築

塗装工事

京都市山科市営住宅修繕工事第1棟外部

手摺その他塗装工事

積水化学工業㈱滋賀水口工場A300増築

塗装工事

旭シュエーベル㈱守山工場D-4.D-5工事

塗装工事

㈱東リ中央配送センター第二期工事

塗装工事

京都市樫原市営住宅修繕工事第4棟外壁

その他塗装替工事

タキイ種苗㈱研究農場研究棟他新築

塗装工事

新日本電気㈱大津工場各所塗装工事

ダイアホイル㈱DFC-3D建設塗装工事

草津病院増改築塗装工事

中央信用金庫七条支店補修塗装工事

京都薬科大学北西校舎新築塗装工事

任天堂㈱宇治工場新築塗装工事

草津病院増改築塗装工事

旭シュエーベル㈱守山工場D-6塗装工事

東レ㈱三島工場島L-1建設塗装工事

粟津ビル新築塗装工事

東レ三島工場各所塗装工事

中央建設㈱

京都市住宅

ｻｰﾋﾞｽ公社

京都府

京都府

静岡県㈱大林組

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

中央建設㈱ 京都府

㈱大林組 京都府

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 京都府

京都市住宅

ｻｰﾋﾞｽ公社
京都府

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

中央建設㈱ 京都府

東レ建設㈱ 静岡県
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59.7 - 60.6

59.7 - 60.6

59.7 - 60.6

59.8 - 59.9

59.9 - 60.1

59.9 - 59.12

59.12 - 60.3

60.1 - 60.3

61.2 - 61.2

60.3 - 60.6

60.9 - 60.9

60.7 - 60.9

60.12 - 61.3

61.2 - 61.3

61.2 - 61.3

60.6 - 61.6

61.7 - 61.9

61.10 - 62.1

注文者名 工事場所工期年月 工　事　名　称

東レ三島工場各所塗装工事

東レ三島工場各所塗装工事

日本電池㈱本社工場塗装工事

ACC事業所建設工事塗装工事

旭シュエーベル㈱守山工場塗装工事

紅粉屋地所㈱愛知川工場塗装工事

野村不動産京都ビル塗装工事

日新電機㈱NO.101改造工事塗装工事

岩井産業ビル改造工事塗装工事

桃山高架橋塗装補修工事

百済S/S機器塗装工事

DFC-4D建設塗装工事

コクヨ㈱滋賀工場工場棟増築塗装工事

タキイ種苗㈱備蓄倉庫及園芸センター

塗装工事

旭化成工業㈱守山支社スパンボンド工場

塗装工事

日新電機㈱ｺﾝﾃﾞﾝｻ工場第3次工場集約化

工事塗装工事

京都グランドホテル立体駐車場新設

塗装工事

旭化成守山スパンボンド工場G-5建設

塗装工事

東ﾚｴﾝｼﾞﾆｱ

ﾘﾝｸﾞ㈱

龍建設工業㈱

龍建設工業㈱

龍建設工業㈱

辻建設㈱

静岡県

静岡県

日本電池㈱ 京都府

㈱大林組 滋賀県

京都府

滋賀県㈱大林組

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 京都府

太平工業㈱ 京都府

太平工業㈱ 京都府

京都府

京都府

京都市 京都府

関西電力㈱ 大阪府

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 滋賀県
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昭和

61.12 - 62.3

62.5 - 62.7

62.4 - 62.6

62.1 - 62.2

62.3 - 62.4

61.5 - 61.7

62.6 - 62.8

62.7 - 63.6

62.9 - 62.10

62.12 - 63.2

62.11 - 63.3

62.5 - 62.10

63.1 - 63.1

63.4 - 63.4

63.3 - 63.8

63.6 - 63.9

63.7 - 63.9

63.8 - 63.9

注文者名 工事場所工期年月

任天堂㈱宇治小倉工場改築塗装工事

コニシ㈱滋賀工場第2シーリング剤製造所

新築塗装工事

任天堂㈱宇治第3期増築塗装工事

関西電力㈱西京極寮外壁他修繕工事

工　事　名　称

マキノ病院新築塗装工事

久保田鉄工CB工場増築塗装工事

小堀マンション大津新築塗装工事

京大結研附属病院陸屋根塗装工事

堺港3号ボイラーケーシング塗装工事

積水化学工業滋賀水口工場D工場増築

塗装工事

関西日本電気㈱大津工場C-CRT　L/O

工事塗装工事

㈱島津製作所健康保険組合体育館外部回り

塗装工事

DFC-7F建設塗装工事

京都機械工具㈱金里工場新築塗装工事

久世変電所新設塗装工事

京都市西京極総合運動公園整備塗装工事

F製建家折板屋根補修塗装工事

ア.中3号棟建屋外回り塗装工事

京都府

太平工業㈱ 京都府

㈱岡野組 京都府

京都市 京都府

東レ建設㈱ 静岡県

日本電池㈱ 京都府

㈱大林組

㈱大林組

滋賀県

滋賀県

㈱大林組 滋賀県

滋賀県

京都府太平工業㈱

㈱大林組 京都府

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 京都府

㈱岡野組 京都府

小堀電気

商事㈱

関西電力㈱ 大阪府

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

太平工業㈱
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昭和

63.10 - 63.12

63.11 - 63.11

63.11 - 63.11

63.11 - 63.12

昭和 平成

63.11 - 1.2

63.12 - 1.2

平成

1.4 - 1.5

1.2 - 1.5

1.5 - 1.8

1.5 - 1.7

1.6 - 1.12

1.7 - 1.9

1.7 - 2.1

1.8 - 1.9

1.9 - 1.9

1.10 - 2.5

1.11 - 2.1

1.11 - 2.1

注文者名 工事場所工期年月 工　事　名　称

コクヨ㈱滋賀配送センターアーケード

新設塗装工事

藤沢工場事務所棟外壁防水改修塗装工事

ア.工場1F鉄骨塗装工事

京都第2タワー外壁改装塗装工事

㈱大日本科研東工場新築塗装工事

ﾔﾝﾏｰﾃﾞｨｰｾﾞﾙ㈱独身寮外壁改修塗装工事

京都市国際交流会館新築塗装工事

DFC-5D建設工事の内鉄骨塗装工事

㈱島津製作所西20号館新築塗装工事

アサヒプラザ増築塗装工事

自－1外部(第2期)塗装工事

DFC-5D建設塗装工事

東洋紡総合研究所製剤工場新築塗装工事

関西日本電気㈱大津工場清和寮改装

塗装工事

日本電気HE㈱水口工場パルプ解梱棟

新築塗装工事

㈱伊藤喜工作所キャビネット工場増築

塗装工事

DFC雑工事の内DBL外タラップ架設

塗装工事

㈱平田タイル京都物流センター新築

塗装工事

龍建設工業㈱

龍建設工業㈱

㈱大林組 滋賀県

日本電池㈱ 神奈川県

日本電池㈱ 京都府

京都府

太平工業㈱ 京都府

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

京都府

京都府要建設㈱

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

太平工業㈱ 京都府

㈱大林組 滋賀県

太平工業㈱ 京都府

日本電池㈱ 京都府

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 滋賀県
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平成

1.12 - 2.3

1.12 - 2.3

2.1 - 2.2

2.2 - 2.3

2.1 - 2.3

2.1 - 2.3

2.2 - 2.3

2.4 - 2.4

2.4 - 2.7

2.4 - 2.7

2.5 - 2.7

2.5 - 2.8

2.5 - 2.9

2.7 - 2.9

2.9 - 3.2

2.11 - 3.2

2.12 - 2.12

2.12 - 3.4

工事場所注文者名工期年月 工　事　名　称

積水化学工業㈱滋賀水口工場Ｄ－300工場

増築塗装工事

東レ㈱滋賀工場ＮＰ－1増築塗装工事

龍建設工業㈱

龍建設工業㈱

龍建設工業㈱

龍建設工業㈱

㈱大林組 滋賀県

滋賀県㈱大林組

太平工業㈱ 京都府

京都府

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

京都府

日本電池㈱ 京都府

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

㈱岡野組 京都府

京都府

光建設㈱ 京都府

㈱大林組 滋賀県

㈱岡野組 京都府

日本電池㈱ 神奈川県

京都府

日本電池㈱1研技術課試験試作及附属棟

塗装工事

新都ホテル改装塗装工事

関西日本電気㈱草津寮A.C棟改修

塗装工事

第2タワーホテル外壁補修塗装工事

自－1外部建具他塗装工事

関西日本電気㈱清和寮3.4寮改修

塗装工事

㈱川島織物滋賀技術センター新築

塗装工事

関西日本電気㈱大津工場第2オンサイト

新築塗装工事

関西日本電気㈱草津寮B棟改修塗装工事

京都タワー7F改修塗装工事

東陶機器㈱滋賀第二工場建設塗装工事

（仮称）桂ダイエービル新築塗装工事

藤沢工場防水塗装工事

京都市伏見区板橋小学校教室棟改築

塗装工事

京都市乾隆小学校大規模改造建築

塗装工事

京都工芸繊維大学工芸学部等校舎新営

塗装工事
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平成

3.1 - 3.2

3.1 - 3.5

3.2 - 3.3

3.2 - 3.4

3.3 - 3.4

3.3 -  3.5

3.4 - 3.5

3.5 - 3.5

3.4 - 3.9

3.4 - 3.8

3.5 - 3.8

3.6 - 3.7

3.7 - 3.8

3.8 - 3.10

3.8 - 3.8

3.8 - 4.2

3.10 - 4.2

3.11 - 4.2

㈱大林組

㈱笹川組

日本電池㈱

㈱大林組

㈱塩浜工業

㈱岡野組 滋賀県

滋賀県

滋賀県

京都府

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

㈱大林組

龍建設工業㈱

㈱大林組

太平工業㈱

太平工業㈱

日本電池㈱

㈱福井組 京都府

京都府

京都府

京都府

滋賀県

京都府

京都府

滋賀県

滋賀県

㈱府録組

工事場所

㈱大林組

㈱伊藤組

㈱笹川組

㈱大林組

工　事　名　称 注文者名工期年月

東陶機器㈱滋賀第二工場建設工事の内

事務所棟他塗装工事

東レ㈱滋賀工場NP-2増築塗装工事

京都タワー塔体塗装替工事

（仮称）長岡花山P.J新築塗装工事

由利ロール㈱ロール工場新築塗装工事

松下電子部品㈱コンデンサー事業部厚生棟

外壁補修吹付塗装工事

関西日本電気㈱大津工場N100/100工場

外壁補修塗装工事

ア.3期増築部1PM2.3号機鉄骨上屋

塗装替工事

近畿日本ツーリスト塗装工事

マルホ彦根工場増築塗装工事

㈱伊藤喜工作所チェアｰ工場塗装工事

関西日本電気㈱大津工場各所塗装工事

栗東ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ厩舎地区建物屋根防水

改修その他塗装工事

㈱伊藤喜工作所チェアｰ工場建物追加

塗装工事

ア.工場東側一部梁部塗装工事

大日本スクリーン製造株野洲事業所実験棟

特高棟塗装工事

谷川運輸倉庫㈱蒲生倉庫新築塗装工事

太湖閣増築塗装工事
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平成

3.12 - 4.2

3.12 - 4.2

3.12 - 4.3

3.12 - 4.5

4.1 - 4.5

4.2 - 4.3

4.3 - 4.7

4.5 - 4.6

3.12 - 4.7

4.8 - 4.8

4.8 - 4.8

4.8 - 4.9

4.8 - 4.11

4.8 - 5.8

4.9 - 4.9

4.9 - 5.2

4.12 - 5.3

4.12 - 5.3

㈱大林組 滋賀県

京都府龍建設工業㈱

㈱大林組

㈱大林組

㈱大林組

太平工業㈱

滋賀県

京都府

京都府

京都府

京都府㈱岡野組

㈱岡野組 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

㈱福井組 京都府

太平工業㈱ 京都府

太平工業㈱ 京都府

㈱岡野組 京都府

京都府

滋賀県㈱大林組

東レ㈱ 静岡県

㈱大林組 滋賀県

龍建設工業㈱

工事場所注文者名工期年月

東洋紡総合研究所堅田独身寮増築

塗装工事

松下電子部品コンデンサー事業部

塗装工事

松下電子部品コンデンサー事業部9号館

新築塗装工事

日本輸送機㈱新塗装工場新築塗装工事

京都市立錦林小学校新築塗装工事

太湖閣改修塗装工事

コニシ㈱滋賀第二工場製造所新築

塗装工事

大和證券㈱彦根支店増築塗装工事

JR梅小路事務所棟塗装工事

京都女子大学京都女子短期大学第二次

移転等設備改修塗装工事

京都女子大学京都女子短期大学第二次

移転等設備改修塗装工事

京都市立錦林小学校改修ただし教室

その他新築追加塗装工事

任天堂㈱宇治社宅C棟新築塗装工事

ホテル紅葉増改築塗装工事

重油タンクNO.5塗装工事

北海製罐㈱滋賀工場新築塗装工事

工　事　名　称

北海製罐㈱滋賀工場新築塗装工事(2)

タキイ河原町ビル新築塗装工事
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平成

5.1 - 5.1

5.1 - 5.2

5.1 - 5.3

5.2 - 5.3

5.2 - 5.3

5.5 - 5.5

5.5 - 5.5

5.5 - 5.7

5.4 - 5.12

5.5 - 5.7

5.5 - 5.7

5.8 - 5.11

5.9 - 6.2

5.10 - 6.3

5.11 - 5.12

5.11 - 6.1

5.11 - 6.2

5.11 - 6.3

㈱大林組 滋賀県

京都府

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

龍建設工業㈱

㈱大林組 京都府

㈱大林組 京都府

滋賀県㈱大林組

㈱大林組 滋賀県

京都府㈱大林組

㈱大林組 滋賀県

静岡県東レ建設㈱

㈱大林組 京都府

㈱福井組 京都府

㈱大林組 京都府

㈱大林組 京都府

㈱大林組 京都府

京都市 京都府

㈱福井組 京都府

注文者名 工事場所工期年月

日本生命山科社宅外部鉄部塗装替工事

㈱中通彦根倉庫事務所新築塗装工事

大阪空港事業㈱びわこ荘改修塗装工事

松下電子部品㈱コンデンサー事業部

SSE棟新築塗装工事

明治生命京都ﾊﾟｽﾄｩｰﾙ研究所外部回り

塗装補修工事

北海製罐㈱滋賀工場出荷前室増築

塗装工事

島P-7建設塗装工事

公立学校共済組合京都宿泊所本館増改築

塗装工事

（仮称）烏丸七条ビル新築塗装工事

公立学校共済組合京都宿泊所本館増改築

塗装工事（NO1）

公立学校共済組合京都宿泊所本館増改築

塗装工事（NO2）

任天堂㈱大久保配送センター新築

塗装工事

桂川筋宮前橋補修（鋼橋塗替）塗装工事

京大体育館床面改修塗装工事

きんでん㈱滋賀支店水口営業所補修

塗装工事

工　事　名　称

任天堂㈱小倉工場新築塗装工事

（仮称）ｳﾞｨﾙﾇｰｳﾞ大津膳所新築塗装工事

大阪ガス㈱滋賀支社新築塗装工事
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平成

5.12 - 6.1

5.12 - 6.1

6.1 - 6.3

6.2 - 6.5

6.3 - 6.4

6.3 - 6.5

6.5 - 6.8

6.5 - 6.8

6.6 - 6.7

6.6 - 6.7

6.8 - 6.12

6.8 - 7.3

6.9 - 7.2

6.9 - 7.3

6.10 - 6.12

　6.10 - 7.3

　6.11－　6.11 - 6.11

6.11 - 7.4

京都府

㈱大林組 滋賀県

東レ㈱ 静岡県

㈱大林組 滋賀県

龍建設工業㈱

龍建設工業㈱

㈱国定工務店

太平工業㈱

㈱府録組

㈱大林組

京都ﾀﾜｰ㈱

㈱岡野組

京都府

京都府

滋賀県

滋賀県

京都府

京都府

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

太平工業㈱ 京都府

京都府

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組

㈱大林組

注文者名 工事場所

同志社理化学館改修塗装工事

草津駅前地下駐車場整備工事塗装工事

重油タンクNO.6塗装工事

東レ㈱滋賀事業場LM-3建家新築

塗装工事

京都府

京都府

㈱大林組 京都府

工期年月

カトリック聖ヴィアトール北白川教会

新築塗装工事

（仮称）東九条EPJ塗装工事

大阪ガス北小松湖の家外壁他改修

塗装工事

滋賀大学経済学部校舎新営その他工事

塗装工事

タワー展望台4.5階塗装替工事

西山営業所新築塗装工事

ダイヤブロー㈱浅井工場増築塗装工事

ダイヤブロー㈱浅井工場増築塗装工事

京都機械工具㈱モデル工場新築塗装工事

アネックス棟4.5F改修塗装工事

草津駅前地下駐車場整備工事塗装工事

（仮称）URB京都御池ビル新築

塗装工事

立命館大学衣笠キャンパス再整備事業に

伴う7号館改築塗装工事

（仮称）URE京都御池ビル新築塗装工事

工　事　名　称
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6.12 - 7.3

　7.1 - 7.3

　7.1 - 7.3

　7.2 - 7.3

　7.2 - 7.4

　7.3 - 7.4

　7.3 - 7.4

　7.5 - 7.6

　7.6 - 7.11

　7.10 - 7.11

　7.10 - 7.12

　7.11 - 8.2

　7.11 - 8.3

　7.12 - 8.1

　7.10 - 7.11

　7.12 - 8.3

　7.12 - 8.3

　8.2 - 8.3

㈱大林組 滋賀県

太平工業㈱ 京都府

㈱岡野組 京都府

㈱大林組 京都府

京都府

太平工業㈱ 京都府

龍建設工業㈱

龍建設工業㈱

関西電力㈱

大阪南支店

㈱大林組 京都府

㈱大林組 滋賀県

㈱辰巳建設 京都府

奥村恒子 京都府

京都府

大阪府

太平工業㈱ 京都府

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

太平工業㈱ 京都府

㈱大林組 滋賀県

㈱岡野組 京都府

工　事　名　称 注文者名 工事場所

立命館大学衣笠学舎大学院教室化改修

塗装工事

総合病院健康保険滋賀病院塗装工事

京都市東九条市営住宅特別養護老人ﾎｰﾑ

（仮称）等新築塗装工事

洛水コーポ南棟・北棟改修塗装工事

同志社大学寧静館改修塗装工事

堺港P/S　NO.2原油タンク塗装工事

㈱大日本科研外装改修その他塗装工事

（仮称）三菱電機菱友会（琵琶湖）

比良荘建替塗装工事

総合病院健康保険滋賀病院（老人保健

施設）増改築塗装工事

向井石油㈱各給油所屋根塗装補修工事

㈱クボタ滋賀工場CB工場増築塗装工事

宇治浄水場活性炭棟築造工事

㈱島津製作所診療所外壁補修塗装工事

積水化学工業㈱滋賀水口工場SBM-100

新築塗装工事

関西電力㈱伏見営業所内装他修繕

塗装工事

京都大学工学部物理系校舎新営その他

塗装工事

工期年月

三和銀行京都支店改修塗装工事

㈱島津製作所河原町別館補修塗装工事
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　8.2 - 8.3

　8.2 - 8.3

　8.2 - 8.3

　7.10 - 9.6

　8.5 - 8.6

　8.6 - 8.8

　8.6 - 8.10

　8.3 - 9.6

　8.4 - 8.10

　8.6 - 9.1

　8.7 - 8.7

　8.7 - 8.12

　8.9 - 8.10

　8.9 - 8.12

　8.7 - 10.2

　8.11 - 8.12

　8.11 - 9.1

　8.11 - 9.3

大阪府

京都府

滋賀県

滋賀県

京都府

㈱大林組 滋賀県

㈱辰巳建設 京都府

アイフル㈱ 京都府

㈱大林組 京都府

㈱大林組 京都府

龍建設工業㈱

㈱岡野組

㈱大林組

太平工業㈱

滋賀県

滋賀県

京都府

京都府㈱大林組

㈱岡野組 京都府

京都府㈱岡野組

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組

㈱福井組

㈱大林組

㈱大林組

㈱大林組

京都府

工　事　名　称 注文者名 工事場所工期年月

忠兵衛ビル晴嵐新築塗装工事

総合病院健康保険滋賀病院看護婦宿舎

新築塗装工事

京都教育大学環境教育実践センター新築

塗装工事

京都駅ビル新築塗装工事

宇治浄水場オゾン棟築造塗装工事

（仮称）邑粧ビル新築塗装工事

ﾀﾞｲｱﾎｲﾙﾍｷｽﾄ㈱滋賀事業所2C増設

塗装工事

京都駅ビル新築工事/内外装仕上新設工事

外部内部塗装工事

サンクスみのお仕上塗装工事

京都駅ビル新築工事/Wwing塗装工事

同志社大学寧静館改修工事/2階メディア

工房改修塗装工事

積水化学工業㈱滋賀水口工場SBM-100

新築/竣工前塗装工事

積水化学工業㈱滋賀水口工場A-400工場

新築塗装工事

東陶機器㈱滋賀第2工場増築塗装工事

京都市椥辻市営住宅新築工事7-1-36、

4-36,5-38塗装工事

ロイヤルコーポ外壁改修塗装工事

京都大学工学部物理系校舎（第Ⅲ期）

新営その他工事塗装工事

京都大学ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ新営

塗装工事
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　8.12 - 9.3

　9.1 - 9.2

　9.3 - 9.4

　9.4 - 9.4

　9.4 - 9.5

　9.4 - 9.6

　9.6 - 9.8

　9.5 - 9.8

　9.9 - 9.9

　9.9 - 9.10

　9.9 - 9.11

　9.9 - 10.1

　9.9 - 10.1

　9.11 - 9.11

　9.11 - 9.11

　9.11 - 9.12

　9.11 - 10.1

　9.11 - 10.2

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

㈱岡野組 京都府

太平工業㈱ 京都府

㈱大光建設 滋賀県

㈱大林組 京都府

㈱大林組 滋賀県

太平工業㈱ 京都府

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 京都府

㈱大林組 京都府

アイフル㈱ 京都府

㈱大林組 京都府

㈱大林組 京都府

太平工業㈱ 京都府

㈱大林組 京都府

太平工業㈱ 京都府

工事場所注文者名工期年月

京都大学人文科学研究所附属東洋学

文献センター改修塗装工事

京都科学開発センター外部塗装改修工事

立命館大学びわこ･くさつｷｬﾝﾊﾟｽﾊｲﾃｸ

ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ建設塗装工事

京都駅ビル新築工事（百貨店施設）

設備工事塗装工事

京都駅ビル新築工事塗装工事

ロイヤルコーポ外壁改修塗装工事

京都駅ビル新築工事塗装工事

京都大学工学部物理系校舎（第Ⅲ期）

新営その他工事塗装工事

工　事　名　称

島津製作所健康保険組合体育館鋼製

建具他塗装工事

（仮称）六地蔵ショッピングセンター

新築塗装工事

綾羽高校新築塗装工事

北海製罐㈱滋賀工場製品倉庫新築

塗装工事

北海製罐㈱滋賀工場製品倉庫新築

塗装工事

近畿建物二条ハウス共用部分改装

塗装工事

ニチユ各所補修塗装工事

ﾀﾞｲｱﾎｲﾙﾍｷｽﾄ㈱滋賀事業所サイロ架台

補修塗装工事

（仮称）イトーヨーカドー六地蔵店新築

工事/装飾柱、壁塗装工事

マルホ㈱彦根工場ラック倉庫増築

塗装工事
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　9.12 - 10.4

10.2 - 10.4

10.4 - 10.8

　10.5 - 10.6

　10.6 - 10.6

　10.6 - 10.6

　10.6 - 10.7

　10.7 - 10.8

　10.7 - 10.8

　10.7 - 10.8

　10.7 - 10.8

　10.7 - 10.9

　10.8 - 10.8

　10.8 - 10.9

　10.8 - 11.5

　10.9 - 10.11

10.10 - 10.12

10.10 - 11.3

㈱大光建設 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

太平工業㈱ 京都府

㈱大光建設 滋賀県

㈱大林組 京都府

㈱岡野組 京都府

㈱大林組 京都府

㈱大林組 京都府

㈱大林組 滋賀県

㈱岡野組 京都府

㈱大光建設 滋賀県

㈱岡野組 京都府

太平工業㈱ 京都府

㈱大林組 滋賀県

太平工業㈱ 京都府

㈱大林組 京都府

太平工業㈱ 京都府

㈱大林組 滋賀県

注文者名 工事場所工期年月

三菱樹脂㈱浅井第2ﾌｨﾙﾑ工場新築

塗装工事

三菱樹脂㈱浅井第2ﾌｨﾙﾑ工場新築

（機械架台）塗装工事

㈱青木組作業所新築塗装工事

ミノルタ健康保険組合びわ湖保養所

外装及外構廻り塗装工事

協和加工㈱作業場倉庫新築塗装工事

島津製作所N1屋上フェンス他補修

塗装工事

三菱樹脂㈱浅井第2ﾌｨﾙﾑ工場新築

塗装工事

京都市嵯峨公設小売市場嵯峨児童館

整備/建築主体塗装工事

コフロック㈱宇治田原工場3期工事

塗装工事

（仮称）財団法人薬師山病院増改築

塗装工事

工　事　名　称

ﾀﾞｲｱﾎｲﾙﾍｷｽﾄ㈱滋賀事業所2Dサイロ架台

鉄骨他塗装工事

綾羽高校新築工事の内第2期（体育館棟）

塗装工事

ニチユ板金工場鉄骨塗装工事

ﾀﾞｲｱﾎｲﾙﾍｷｽﾄ㈱滋賀事業所2Dサイロ架台

鉄骨他塗装工事

京都駅北口駅前広場外整備工事塗装工事

老人保健施設萌木の村新築塗装工事

ポルタB4階段11階段上家改修塗装工事

京都大学工学部物理系校舎（第Ⅴ期）

新営その他工事
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10.11 - 11.2

10.11 - 11.2

10.11 - 11.11

10.12 - 11.4

11.1 - 11.2

11.1 - 11.4

11.2 - 11.2

11.3 - 11.4

11.3 - 11.5

11.3 - 11.5

11.3 - 11.7

11.4 - 11.6

11.4 - 11.12

11.4 - 11.12

11.5 - 11.6

11.5 - 11.9

11.5 - 13.6

11.6 - 11.11
㈱大林組 滋賀県

滋賀県

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

京都府

太平工業㈱ 京都府

㈱大林組 滋賀県

㈱大光建設 滋賀県

㈱大林組 京都府

㈱大林組 滋賀県

龍建設工業㈱

㈱大林組

㈱大林組

㈱辰巳建設

滋賀県

京都府

京都府

㈱大林組 滋賀県

太平工業㈱ 京都府

㈱田中工務店 京都府

㈱岡野組 京都府

㈱大林組

注文者名 工事場所工期年月

東レ㈱滋L-12建設塗装工事

京都大学工学部物理系校舎（第Ⅳ期）

新営その他塗装工事

京都市椥辻市営住宅増築工事10-2-30,

3-29新築塗装工事

ネグロス電工㈱滋賀商品センター増築

塗装工事

丸永団地新築塗装工事

京都市醍醐東市営住宅新築塗装工事

京都市桂川特別養護老人ホーム等新築

塗装工事

大津カントリークラブハウス他新築

塗装工事

滋賀里病院第3.5号建替（1期）塗装工事

工　事　名　称

マルホ㈱製品研究所建替塗装工事

ネグロス電工㈱滋賀商品センター増築

塗装工事

㈱ナニワ商会京都四条店第2期改修

塗装工事

京都市京都芸術センター（仮称）施設

整備/建築塗装工事

（仮称）ヤンマー中央研究所建設

塗装工事

三菱化学ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ㈱滋賀事業所7F

立体倉庫外壁塗装工事

毎日新聞京都ビル新築塗装工事

長浜赤十字病院改築建築塗装工事

フジテック㈱滋賀製作所（仮称）建設

塗装工事
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11.9 - 11.10

11.10 - 11.10

11.8 - 12.3

12.2 - 12.3

11.10 - 11.11

11.12 - 12.2

12.9 - 12.12

11.10 - 12.1

12.6 - 12.8

12.6 - 12.8

11.5 - 13.6

13.3 - 13.3

13.4 - 13.6

12.11 - 13.4

13.3 - 13.4

13.4 - 13.5

12.10 - 13.3

13.5 - 14.2
㈱大林組 京都府

㈱田中工務店

㈱大光建設

㈱大光建設

㈱大光建設

(有)朝日防水

(有)朝日防水

京都府

滋賀県

滋賀県

滋賀県

大阪府

大阪府

京都府

真柄建設㈱ 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 京都府

㈱大林組

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 京都府

㈱大林組 京都府

太平工業㈱ 京都府

注文者名 工事場所

セルバ守山マンション改修工事塗装工事

北ビワコホテル住文新館増築工事

塗装工事

同志社リトリートセンター新築工事

塗装工事

NEC関西B工場改修工事塗装工事

長浜赤十字病院改築建築工事塗装工事

長浜キャノンA棟床防塵塗装工事

KRP6号館新築工事塗装工事

大日本科研改修工事塗装工事

島津製作所ダクト及壁面塗装工事

リヒト精光㈱本社新築工事塗装工事

京都市中央郵便局模様替工事塗装工事

長岡記念財団長岡病院増改築工事

塗装工事

滋賀県

太平工業㈱ 京都府

京都府

工期年月

ﾔﾝﾏｰﾃﾞｨｰｾﾞﾙ㈱長浜寮外壁改修工事

塗装工事

三菱化学ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ㈱滋賀事業所3D

工場塗装工事

三菱樹脂㈱浅井第2ﾌｨﾙﾑ工場塗装工事

小田ビル外部塗装工事

府営向日台団地計画修繕工事

日本生命柳馬場ビル外壁改修工事

塗装工事

工　事　名　称
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13.5 - 13.8

13.4 - 13.8

13.9 - 13.12

13.11 - 14.2

13.11 - 14.3

11.8 - 13.12

13.8 - 13.9

13.10 - 13.12

13.12 - 15.3

13.9 - 13.12

14.5 - 15.2

14.1 - 14.7

13.6 - 15.3

14.5 - 14.8

13.8 - 13.8

14.12 - 15.2

15.3 - 15.5

15.2 - 15.3
太平工業㈱ 京都府

㈱大林組 京都府

太平工業㈱ 京都府

㈱大林組 京都府

㈱岡野組 京都府

㈱大林組 京都府

㈱大林組 京都府

日本農薬㈱ 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

龍建設工業㈱

龍建設工業㈱

㈱辰巳建設

㈱辰巳建設

㈱大林組

京都府

京都府

京都府

滋賀県

㈱岡野組 京都府

㈱大林組 滋賀県

太平工業㈱ 大阪府

京都府

工　事　名　称 注文者名 工事場所

京都市崇仁市営住宅第41棟ﾌﾞﾛｯｸ新築

ただし11-A.B棟新築塗装工事

京都府立文化芸術会館改修(建築主体工事)

塗装工事

(仮称)NEC関西新A工場増築工事塗装工事

長浜赤十字病院改築建築工事(吹付ﾀｲﾙ)

塗装工事

㈱ｲｾﾄｰ関西情報処理ｾﾝﾀｰ改修工事

塗装工事

京都大学桂団地総合研究棟Ⅰ新営その他

工事塗装工事

京都ﾀﾜｰ塔体塗装改修工事

(仮称)ｼﾀﾞｯｸｽ京都丹波口ｸﾗﾌﾞ新築工事

塗装工事

工期年月

京都ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ全館外装改修工事塗装工事

京都市東九条ｺﾐｭﾆﾃｨ住宅新築ただし

Eﾌﾞﾛｯｸ新築塗装工事

京都市社会福祉市民活動総合ｾﾝﾀｰ(仮称)

新築工事塗装吹付工事

京都市月輪中学校改修工事ただし教室

その他新築工事塗装工事

(財)長岡記念財団長岡病院増改築工事

(C棟)塗装工事

(仮称)ｱｰﾊﾞﾈｯｸｽ中京新築工事塗装工事

大日本ｽｸﾘｰﾝ野洲工場廃水処理施設設備

防食工事防水工事

京都市渋川小学校建設工事塗装工事

島津製作所E70外壁改修工事塗装工事

住友電工ウィンテックC棟新築工事

塗装工事
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平成

14.8 - 14.8

14.10 - 15.2

14.12 - 15.5

15.3 - 16.1

14.10 - 15.2

15.6 - 15.8

16.1 - 16.5

15.6 - 15.9

15.9 - 16.1

15.9 - 15.11

15.12 - 16.2

15.5 - 15.9

15.7 - 15.11

16.11 - 17.5

17.4 - 17.6

17.3 - 17.7

15.6 - 17.1

16.7 - 16.9

㈱大林組 京都府

㈱大林組 京都府

㈱大林組 京都府

㈱岡野組 京都府

東洋ビル

サービス㈱

太平工業㈱

京都府

㈱辰巳建設

㈱大林組

㈱辰巳建設

京都府

京都府

京都府

滋賀県

滋賀県

滋賀県㈱大林組

㈱松下産業 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

京都府 京都府

京都府

㈱松下産業 奈良県

太平工業㈱ 京都府

㈱大林組 京都府

㈱大林組 滋賀県

工　事　名　称 注文者名 工事場所工期年月

KTC第一機械工場天井新設工事塗装工事

月ケ瀬今山線臨時生活関連整備工事

京都市桜島市営住宅新築工事塗装工事

済生会滋賀県病院建築工事塗装工事

京都市東九条ｺﾐｭﾆﾃｨ住宅新築ただし

Eﾌﾞﾛｯｸ新築塗装工事

特別養護老人ホーム神の園移転増改築

工事塗装工事

長浜ｷﾔﾉﾝB棟フロア更新工事塗装工事

北海製罐㈱滋賀工場製品倉庫増築工事

塗装工事

上野南山城線臨時生活関連橋りょう施設

整備工事

ヴィラ墨染マンション大規模改修工事

塗装工事

関西さわやか銀行奈良支店リニューアル

工事塗装工事

京都市神川中学校増築工事塗装工事

京都きづ川病院新館増築工事塗装工事

京都ｴｺｴﾈﾙｷﾞｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの内ﾊﾞｲｵｶﾞｽ発電施設

関連工事防食塗装工事

京都ｴｺｴﾈﾙｷﾞｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの内ﾊﾞｲｵｶﾞｽ発電施設

関連工事塗装工事

京都迎賓館(仮称)建築工事塗装工事

ヤンマー農機製造㈱塗装工場新築工事

塗装工事

平安神宮大鳥居保存修理工事
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平成

16.10 - 17.3

17.5 - 17.5

16.11 - 17.2

17.3 - 17.5

16.12 - 16.12

16.7 - 16.8

16.3 - 16.9

16.9 - 16.10

16.10 - 16.12

16.10 - 16.11

16.10 - 16.12

16.2 - 17.2

17.3 - 17.3

17.4 - 17.7

17.3 - 17.8

17.4 - 17.10

17.7 - 17.12

17.5 - 17.7

太平工業㈱ 京都府

太平工業㈱ 京都府

㈱羽衣組 滋賀県

㈱大林組 京都府

㈱辰巳建設 京都府

㈱辰巳建設 京都府

㈱大林組 京都府

㈱大林組 京都府

ｹｲ･ｱﾝﾄﾞ･

ﾌﾟﾗﾝ㈱

㈱岡野組

㈱大林組

京都府

滋賀県

京都府

㈱大林組 滋賀県

太平工業㈱ 京都府

太平工業㈱ 京都府

京都府

金子工業㈱ 滋賀県

太平工業㈱ 京都府

京都府

東洋ビル

サービス㈱

東洋ビル

サービス㈱

注文者名 工事場所工期年月

京都御所紫宸殿廻り回廊本瓦葺屋根葺替

その他整備第1回工事塗装工事

(仮称)公益社西ﾌﾞﾗｲﾄﾎｰﾙ新築工事塗装工事

東レ㈱滋賀事業場LM-5建築工事塗装工事

工　事　名　称

ﾈｯﾂﾄﾖﾀﾔｻｶﾚｸｻｽ宇治店新築工事塗装工事

三菱樹脂㈱浅井ﾀﾞｲｱﾐﾛﾝ工場新築工事

塗装工事

㈱島津製作所基盤技術研究所(けいはんな)

内ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ棟塗装工事

(仮称)八つ橋庵とししゅうやかた新店舗

新築工事塗装工事

ﾈｯﾂﾄﾖﾀﾔｻｶ宇治店新築工事塗装工事

ﾄｰｱ㈱ﾏｷﾉ工場増築工事塗装工事

(仮称)京田辺YPJ新築工事塗装工事

堀場製作所12号館外壁他塗装工事

京都市立松ヶ崎小学校増改築工事ただし

教室その他新築工事塗装工事

㈱ｲｾﾄｰ関西情報処理ｾﾝﾀｰ改修工事

塗装工事

ﾀﾞｲﾊﾂ工業㈱(滋1)第1鋳造工場南側増築工事

塗装工事

同志社大学新町校舎「新臨光館」建設工事

塗装工事

京都市崇仁市営住宅塩小路高倉第1棟

新築工事塗装工事

京都市崇仁市営住宅南部新1棟新築工事

塗装工事

特別養護老人ﾎｰﾑ(仮称)ｻﾝﾌﾗﾜｰｶﾞｰﾃﾞﾝ新築

工事塗装工事
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平成

17.6 - 17.9

17.6 - 17.9

17.7 - 17.10

17.10 - 18.5

17.11 - 17.12

17.12 - 18.3

18.1 - 18.3

18.3 - 18.4

18.3 - 18.5

18.4 - 18.5

16.2 - 19.3

17.3 - 18.9

18.1 - 18.9

16.10 - 18.9

17.11 - 18.10

18.6 - 18.9

18.8 - 18.9

18.9 - 18.12

㈱大林組 京都府

金子工業㈱ 福井県

太平工業㈱ 京都府

東レ建設㈱ 岐阜県

太平工業㈱ 京都府

㈱大林組 京都府

㈱岡野組 京都府

㈱松下産業 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 京都府

㈱岡野組 京都府

龍建設工業㈱ 京都府

内外ﾃｸﾉｽ㈱ 京都府

㈱大林組 京都府

東ﾚｴﾝｼﾞﾆｱ

ﾘﾝｸﾞ㈱

太平工業㈱ 京都府

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 京都府

滋賀県

注文者名 工事場所工期年月

京都御所紫宸殿廻り回廊本瓦葺屋根葺替

その他整備第1回工事塗装工事

佐山小学校南校舎棟内部改修工事

塗装工事

日本金銭機械㈱長浜工場増築工事

塗装工事

工　事　名　称

(仮称)ﾊﾟｲﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ西京極新築工事

塗装工事

滋賀ﾚﾝﾀﾋﾞﾙ外壁改修工事塗装工事

㈱島津製作所E27号館外壁改修工事

塗装工事

京都御所紫宸殿廻り月華門北側回廊他本瓦葺

屋根葺替その他整備第1回工事塗装工事

㈱ｸﾞﾗﾌｨｯｸ竹田工場増築工事塗装工事

大和証券㈱彦根支店外壁改修工事

塗装工事

長浜ｷﾔﾉﾝB棟南側ﾄﾗｯｸﾔｰﾄﾞ拡張工事

塗装工事

市立福知山市民病院改築に伴う建築工事

塗装及び塗床工事

北部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰﾌﾟﾗﾝﾄ関係設備工事塗装工事

日生京都新阪急ﾎﾃﾙ外壁改修工事

塗装工事

ｴｸｼﾌﾞ京都（仮称）新築工事塗装工事

ｴｸｼﾌﾞ京都（仮称）新築工事塗装工事

ﾀﾞｲｾﾝ㈱若狭工場増築工事塗装工事

㈱島津製作所Ｎ1外壁改修工事

東レﾌｨﾙﾑ加工㈱中津川工場5期工事

塗装工事
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平成

18.8 - 18.9

18.6 - 19.3

18.8 - 18.8

17.12 - 18.11

18.9 - 18.11

18.9 - 19.2

18.11 - 19.2

18.10 - 18.12

18.11 - 19.1

18.11 - 19.2

18.11 - 19.3

19.1 - 19.3

18.12 - 19.3

19.4 - 19.6

19.4 - 19.6

19.5 - 19.8

19.3 - 19.11

19.5 - 19.7

太平工業㈱ 京都府

㈱大林組 滋賀県

㈱岡野組 京都府

㈱岡野組 京都府

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

金子工業㈱ 岐阜県

㈱岡野組 京都府

㈱岡野組 京都府

㈱大林組 京都府

京都府

㈱大林組 京都府

太平工業㈱ 神奈川県

龍建設工業㈱

太平工業㈱ 京都府

㈱大林組 京都府

㈱大林組 滋賀県

太平工業㈱ 京都府

㈱大林組 京都府

注文者名 工事場所工期年月

㈱島津製作所Ｗ22建設工事塗装工事

ﾌｼﾞﾃｯｸ滋賀第2期建設工事第1工場棟

改修工事塗装工事

高島屋京都店各所改修工事

工　事　名　称

京都医療科学大学本館増築工事塗装工事

（仮称）ﾚｲｸｻｲﾄﾞ琵琶湖新築工事塗装工事

（仮称）公立山城病院介護老人保健施設

新築工事塗装工事

（仮称）滋賀食肉ｾﾝﾀｰ施設整備工事

塗装工事

山田工業㈱藤原工場上家増築造成工事

塗装工事

蹴上変電所別館外壁修繕工事他塗装工事

亀岡一般廃棄物最終処分場整備工事

塗装工事

（仮称）ﾊﾟｲﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ山科東野新築工事

塗装工事

京都ﾀﾜｰ塔体塗装替工事

ｳｪｽﾃｨﾝ都ﾎﾃﾙ京都改修2期工事塗装工事

㈱島津製作所厚木工場外壁改修工事

塗装工事

㈱島津製作所Ｅ2外装他改修工事（高耐久

仕様）塗装工事

NECﾗｲﾃｨﾝｸﾞ㈱滋賀工場建設工事塗装工事

（仮称）大和学園ｷｬﾘｴｰﾙ校新築工事

塗装工事

TAKEX大塚ﾋﾞﾙﾘﾆｭｰｱﾙ工事塗装工事
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平成

19.1 - 19.7

19.5 - 19.8

19.7 - 19.7

19.7 - 19.9

19.8 - 19.9

19.10 - 20.1

19.11 - 20.2

19.10 - 20.3

19.12 - 20.2

19.12 - 20.3

19.12 - 20.4

19.12 - 20.3

19.12 - 20.2

20.2 - 20.6

20.2 - 20.5

20.4 - 20.6

20.5 - 20.7

20.5 - 20.7

東レ建設㈱ 滋賀県

滋賀県タキイ種苗㈱

㈱大林組 滋賀県

大阪府㈱松下産業

㈱辰巳建設 京都府

京都府 京都府

㈱岡野組 京都府

京都府㈱田中工務店

太平工業㈱ 京都府

㈱大林組 滋賀県

㈱松下産業 大阪府

東レ建設㈱ 大阪府

㈱大林組 滋賀県

太平工業㈱ 京都府

㈱大林組 滋賀県

太平工業㈱ 京都府

東レ建設㈱ 滋賀県

金子工業㈱ 岐阜県

注文者名 工事場所工期年月

京都市久我の杜小学校増築ただし教室

その他塗装工事

TCM㈱滋賀工場ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾕﾆｯﾄ工場新築工事

塗装工事

京神倉庫㈱南支店倉庫改築工事塗装工事

瀬TX－1建設工事塗装工事

菱華工業中京工場屋根塗装工事

京都市崇仁ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（仮称）棟新築工事

塗装工事

下植野大山崎線他橋りょう維持修繕工事

塗装工事

井手町立泉ケ丘中学校体育館改築工事

塗装工事

㈱ｶｼﾌｼﾞ工場改築工事塗装工事

京都市立花園小学校耐震補強工事塗装工事

NEC関西第8工場増床工事塗装工事

（仮称）SMBC道頓堀ﾋﾞﾙ改修工事

塗装工事

柏原市浄水場建設工事塗装工事

NEC関西工場棟建屋・用力ｽﾃｰｼﾞ建屋

塗装工事

東レ滋賀事業所滋PP-7新築工事塗装工事

工　事　名　称

甲西研究農場各所補修工事

（仮称）琵琶湖守山ﾘｿﾞｰﾄSC新築工事

塗装工事

田渕倉庫㈱（仮称）第三倉庫新築工事

塗装工事
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平成

20.10 - 20.12

20.6 - 20.8

20.6 - 20.7

20.11 - 21.7

20.11 - 21.5

21.4 - 21.6

20.12 - 21.4

20.12 - 21.11

21.1 - 21.7

21.4 - 21.10

21.3 - 22.1

21.4 - 21.8

21.4 - 21.10

21.4 - 22.2

21.4 - 21.11

21.6 - 21.12

21.8 - 21.11

21.9 - 22.1

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

㈱土屋組 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

㈱土屋組 滋賀県

㈱松下産業 滋賀県

太平工業㈱ 京都府

龍建設工業㈱ 京都府

㈱岡野組 京都府

㈱大林組 京都府

㈱大林組 滋賀県

㈱岡野組 京都府

太平工業㈱ 京都府

㈱大林組 滋賀県

太平工業㈱ 京都府

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

太平工業㈱ 滋賀県

注文者名 工事場所工期年月

妙道会聖地聖殿外壁他保全工事塗装工事

三菱樹脂㈱山東工場2Ｄ復活内装補修

クリーニング工事塗装工事

㈱島津製作所W26外装他改修工事

塗装工事

日本電産㈱滋賀技術開発センター新棟

（5期）新築工事塗装工事

㈱島津製作所瀬田事業所北1号館西棟

増築工事塗装工事

アインズ㈱竜王第2工場屋根遮熱塗装工事

（仮称）びわこホテル本館改修工事

塗装工事

京都やましろ農協本部・京田辺支店

改修工事塗装工事

京都市立花背小中学校校舎・屋内運動場

増築改修工事塗装工事

京阪淀駅付近高架化工事塗装工事

同志社中学校・高等学校統合事業2期工事

塗装工事

京セラ㈱滋賀八日市工場第3-5工場

塗装工事

京都市立花背小中学校校舎・屋内運動場

増築改修工事塗装工事

㈱島津製作所春栄寮Ａ棟新築工事

塗装工事

工　事　名　称

日本電産㈱滋賀技術開発センター新棟

（5期）新築工事塗装工事

（仮称）南草津駅前マンション新築工事

塗装工事

松定プレシジョン㈱産業技術創造研究所

新築工事塗装工事

京セラ㈱滋賀野洲事業所28号ビル新築

工事塗装工事
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平成

21.10 - 22.2

22.1 - 22.3

22.2 - 22.4

22.2 - 22.4

22.5 - 22.6

22.3 - 23.2

22.3 - 23.6

22.4 - 22.7

22.4 - 22.12

22.7 - 22.8

22.7 - 22.8

22.7 - 22.12

22.7 - 22.12

22.8 - 22.9

22.9 - 22.10

22.10 - 22.11

22.10 - 23.1

22.12 - 23.6

太平工業㈱ 茨城県

太平工業㈱ 京都府

㈱松下産業 滋賀県

太平工業㈱ 京都府

太平工業㈱ 京都府

東レ建設㈱ 兵庫県

㈱大林組 滋賀県

太平工業㈱ 京都府

京都樹脂

精工㈱

日本特殊

研砥㈱

くらしの店

丹和

くりや

和菓子店

富士工業㈱ 滋賀県

京都府

タキイ種苗㈱ 滋賀県

京都府

東レ建設㈱ 大阪府

㈱松下産業 滋賀県

㈱岡野組 京都府

㈱大林組 京都府

京都府

京都府

注文者名 工事場所工期年月

（仮称）梅林園Ｇ棟新築工事塗装工事

（仮称）びわこ銀行本店耐震補強及び

改修工事塗装工事

京都樹脂精工㈱本社社屋工場外壁他改修

工事塗装工事

タキイ種苗㈱鋼製研究農場研究棟外壁他

改修工事塗装工事

園部工場第4棟他屋根部延命工事

（仮称）守口プロジェクト建設工事

塗装工事

マルホ彦根3棟改修工事塗装工事

特別養護老人ホーム亀岡園移転新築工事

塗装工事

アークレイ㈱京都新研究所新築工事

塗装工事

くらしの店丹和様外装改修工事

くりや和菓子店様外装改修工事

㈱島津製作所つくば支店改修工事

塗装工事

㈱島津製作所Ｎ11号館建築工事塗装工事

工　事　名　称

京都冷蔵1号棟・9号棟改修工事塗装工事

日本生命滋賀事業所21年度サイクル点検

に基づく改修工事塗装工事

㈱大日本科研東工場外壁遮熱断熱工法

塗装改修工事

（仮称）西宮一ヶ谷町プロジェクト

新築工事塗装工事

ＬＥＪ栗東建設工事塗装工事
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平成

23.1 - 23.5

23.2 - 23.3

23.2 - 23.6

23.4 - 23.6

23.4 - 23.6

23.5 - 23.6

22.12 - 23.8

22.12 - 23.7

23.5 - 23.9

23.6 - 24.3

23.8 - 23.12

23.8 - 24.3

23.9 - 24.1

23.10 - 23.12

23.11 - 23.12

23.11 - 24.4

24.1 - 24.2

24.4 - 24.5

太平工業㈱ 京都府

太平工業㈱ 京都府

太平工業㈱ 茨城県

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

㈱松下産業 滋賀県

㈱ブリヂストン　カーボンストレージ

タンク塗装補修工事

（仮称）きんでん新彦根営業所新築工事

塗装工事

㈱きんでん大津営業所建物診断による

補修工事塗装工事

三菱樹脂㈱山東工場4D増産建築工事

塗装工事

㈱大林組 滋賀県

㈱大林組 滋賀県

㈱松下産業 滋賀県

太平工業㈱ 東京都

㈱大林組 滋賀県

東レ建設㈱ 大阪府

東レ建設㈱ 岐阜県

東レ建設㈱ 愛知県

㈱松下産業 滋賀県

㈱大林組 京都府

㈱大林組 滋賀県

注文者名 工事場所工期年月

㈱島津製作所河原町旧本社外装改修工事

塗装工事

㈱島津製作所つくば支店増築部外壁他

改修工事塗装工事

佐川印刷㈱本社増築工事塗装工事

ヤンマー㈱中央研究所本館1・2号館国道

8号線外壁改修工事塗装工事

ＬＥＪ栗東建設工事（技術・試験棟他）

塗装工事

京セラ㈱野洲28号第2期内装設備工事

塗装工事

佐川印刷㈱本社増築工事塗装工事

㈱島津テクノリサーチ東京事業所外壁

改修工事塗装工事

大津地方合同庁舎（仮称）整備等事業

塗装工事

シャリエ高槻建築工事塗装工事

東レフィルム加工㈱中津川工場第6期

（ＮＴ-Ⅱ）工事塗装工事

ローレルコート神宮前建設工事

大日本スクリーン製造㈱野洲改修工事

塗装工事

㈱島津製作所島津共済会館外壁改修工事

塗装工事

工　事　名　称
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平成

24.4 - 24.9

23.7 - 24.6

23.4 - 25.6

24.4 - 24.8

24.3 - 24.10

24.6 - 24.10

24.7 - 24.10

24.7 - 25.3

24.8 - 24.10

24.8 - 24.11

24.9 - 25.2

24.10 - 24.10

24.10 - 25.5

24.11 - 25.2

25.2 - 25.3

25.2 - 25.3

25.2 - 25.3

25.2 - 25.4

㈱岡野組 京都府

乾邸チェリス宇多野外壁改修工事

塗装工事

京都府

㈱大林組 京都府

東ﾚｴﾝｼﾞﾆｱ

ﾘﾝｸﾞ㈱
滋賀県

府営住宅桃山日向団地建設工事塗装工事

龍建設工業㈱ 京都府

㈱羽衣組 京都府

太平工業㈱ 京都府

（仮称）彦根中央病院建替工事塗装工事

リチウムエナジージャパン栗東工場

第二期工事塗装工事

京都栄養医療専門学校耐震改修及び新築工事

塗装工事

同志社大学今出川ｷｬﾝﾊﾟｽ等整備事業烏丸ｷｬﾝﾊﾟ

ｽ

埋蔵文化財発掘調査業務塗装工事

（仮称）佐川印刷日野第2製本工場増築工事

その2工事塗装工事

医療法人有馬温泉病院改築工事塗装工事

山科ブライトホール新築工事塗装工

三菱樹脂㈱浅井工場D4F建屋改修工事

塗装工事

京都スパインホスピタル改装工事

塗装工事

（医）新十全会京都双ヶ岡病院厨房改修工事

塗装工事

京都薬科大学バイオサイエンス研究センター

新築工事塗装工事

㈱ユーシン精機テクニカルセンター新築工事

塗装工事

アルボース滋賀工場外壁改修工事

塗装工事

京都タワー展望エレベーター更新に伴う

建設工事塗装工事

京都ファミリー2013年リニューアル工事

塗装工事

京都府

㈱岡野組 京都府

㈱大林組

㈱大林組

㈱大林組 滋賀県

㈱岡野組 京都府

㈱大林組 京都府

杉橋建設㈱ 滋賀県

㈱大林組 兵庫県

㈱岡野組 京都府

㈱大林組 滋賀県

㈱江州

滋賀県

工期年月 工　事　名　称 注文者名 工事場所

（仮称）鶴舞西町集合住宅建設工事

塗装工事
㈱大林組 滋賀県
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平成

25.3 - 25.7

25.5 - 25.5

25.5 - 26.3

25.6 - 25.11

25.8 - 25.8

25.8 - 25.12

25.9 - 25.11

25.9 - 26.1

26.1 - 26.3

26.1 - 26.3

26.2 - 26.2

26.2 - 26.3

26.2 - 26.3

26.2 - 26.4

26.4 - 26.6

26.5 - 26.5

26.4 - 26.6

26.4 - 26.7

工期年月 工　事　名　称 注文者名 工事場所

園城寺（三井寺）総本山事務所建設工事

塗装工事
㈱大林組 滋賀県

京都樹脂精工㈱本社工場外壁改修工事

塗装工事

京都樹脂

精工㈱
京都府

㈱カシフジ第5工場1階塗床工事 ㈱田中工務店 京都府

㈱島津製作所瀬田事業所南1号館新築工事

塗装工事
太平工業㈱ 滋賀県

永観堂幼稚園改修工事塗装工事 ㈱岡野組 京都府

サカタインクス滋賀工場建設工事

塗装工事
㈱大林組 滋賀県

三菱電機菱友会湖西荘平成25年度修繕工事

塗装工事
㈱大林組 滋賀県

京セラＳＬＣテクノロジー株式会社京都綾部

工場第2工場新築工事塗装工事
㈱大林組 滋賀県

（仮称）ＡＫＰ新築工事塗装工事 ㈱大林組 滋賀県

㈱島津製作所Ｗ68号館外壁改修工事

塗装工事
太平工業㈱ 京都府

㈱島津製作所瀬田事業所南1号館新築工事

塗装工事
太平工業㈱ 滋賀県

㈱カシフジ第3工場増築工事（2期）

塗装工事
㈱田中工務店 京都府

京都樹脂精工㈱本社社屋本社工場

防水改修工事

京都樹脂

精工㈱
京都府

㈱島津製作所Ｗ13号館外壁改修他工事

塗装工事
太平工業㈱ 京都府

ネグロス電工㈱滋賀工場・滋賀センター

改修工事塗装工事
㈱大林組 滋賀県

㈱カシフジ第5工場11・12区塗床工事 ㈱田中工務店 京都府

三菱樹脂㈱浅井工場フィルム工場増設工事

塗装工事
㈱松下産業 滋賀県

ネグロス電工㈱滋賀工場増築計画

塗装工事
㈱大林組 滋賀県
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平成

25.10 - 26.7

25.11 - 26.8

26.6 - 26.8

26.7 - 26.8

26.8 - 26.10

26.8 - 26.10

26.3 - 26.11

26.3 - 26.11

26.9 - 26.12

26.10 - 26.12

26.11 - 26.12

26.9 - 27.1

27.1 - 27.3

26.6 - 27.3

27.2 - 27.3

26.12 - 27.3

26.12 - 27.3

26.9 - 27.3

工期年月 工　事　名　称 注文者名 工事場所

コマツキャブテック株式会社工場建設工事

塗装工事
杉橋建設㈱ 滋賀県

ＮＨＫ新京都放送会館建設工事塗装工事 ㈱大林組 京都府

（仮称）佐川印刷株式会社軟包材工場

新築工事塗装工事
杉橋建設㈱ 滋賀県

日本発条㈱滋賀工場歩道橋老朽化対策工事

塗装工事
㈱松下産業 滋賀県

大松烏丸ビル外壁改修工事
大林ﾌｧｼﾘ

ﾃｨｰｽﾞ㈱
京都府

タキイ種苗㈱甲西研究農場本館棟外壁他

改修工事塗装工事
タキイ種苗㈱ 滋賀県

新御前ビル（仮称）新築建築工事塗装工事 ㈱大林組 京都府

（仮称）茨木市新中条町集合住宅計画

塗装工事
東レ建設㈱ 京都府

㈱島津製作所Ｗ70号館屋上外壁改修工事 太平工業㈱ 京都府

ザ・レジデンス京都祇園八坂通り新築工事

塗装工事
㈱岡野組 京都府

㈱島津製作所Ｗ70号館改修工事塗装工事 太平工業㈱ 京都府

新設高等学校（京都市地区）校舎新築工事

塗装工事
㈱岡野組 京都府

㈱島津製作所Ｎ80,81号館外壁、屋上防水

改修工事
太平工業㈱ 京都府

京都市上京区総合庁舎整備等事業塗装工事 ㈱大林組 京都府

ルネサス滋賀第6工場南外壁塗装補修工事 ㈱大林組 滋賀県

三菱自動車工業㈱太秦東2号棟社宅外壁

塗装工事
太平工業㈱ 京都府

ＮＩＰＰＯ近江八幡配送センター外装等

修繕工事塗装工事
東レ建設㈱ 滋賀県

八幡市民図書館大規模改造工事塗装工事 太平工業㈱ 京都府
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平成

26.10 - 27.4

27.1 - 27.4

27.3 - 27.6

27.3 - 27.6

26.10 - 27.7

27.2 - 27.7

27.9 - 27.10

27.10 - 28.6

27.11 - 27.3

27.4 - 27.12

27.8 - 27.9

27.3 - 27.8

27.3 - 27.10

27.3 - 27.11

28.2 - 28.3

27.10 - 27.12

27.10 - 28.3

27.12 - 28.2

（仮称）新岡本病院建設工事（外部）

塗装工事
㈱大林組 京都府

工期年月 工　事　名　称 注文者名 工事場所

ＫＲＰガスビル3号館アステラス製薬入居に

伴う改修工事塗装工事
龍建設工業㈱ 京都府

Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ滋賀事業所新築工事

塗装工事
㈱大林組 滋賀県

ＫＲＰガスビル3号館外壁改修工事塗装工事 龍建設工業㈱ 京都府

株式会社イシダ滋賀事業所Ａ棟他増築工事

塗装工事
㈱大林組 滋賀県

京都会館再整備工事塗装工事 ㈱大林組 京都府

（仮称）タカラバイオ株式会社新研究棟他

建設工事塗装工事
㈱大林組 滋賀県

摂津水都信用金庫本店新築工事塗装工事 ㈱大林組 大阪府

ルネサス滋賀工場第6工場、第6附属棟外壁

塗装工事
㈱大林組 滋賀県

（仮称）新岡本病院建設工事（吹付）

塗装工事
㈱大林組 京都府

日本化学工業西淀川工場跡地施設整備の

内商業施設建設工事Ａ塗装工事
㈱大林組 大阪府

府立南丹高等学校普通特別教室棟他外壁

改修工事塗装工事
堤建設㈱ 京都府

野村證券大津支店外壁補修工事塗装工事 ㈱大林組 滋賀県

タキイ種苗㈱甲西研究農場西温室外壁屋根

改修工事塗装工事
タキイ種苗㈱ 滋賀県

サカタインクス㈱滋賀工場Ｈ棟建設工事

塗装工事
㈱大林組 滋賀県

（仮称）ＡＳＰ新築工事塗装工事 ㈱大林組 滋賀県

京セラサーキットソリューションズ㈱京都

綾部工場第2工場4期内装設備工事塗装工事
㈱大林組 京都府

（仮称）新岡本病院建設工事（内部）

塗装工事
㈱大林組 京都府



58

平成

28.1 - 28.3

28.3 - 28.8

28.4 - 28.8

28.6 - 28.9

28.7 - 28.9

28.6 - 28.11

28.6 - 28.11

28.7 - 28.10

28.8 - 29.1

28.10 - 28.11

28.10 - 28.12

28.11 - 29.3

28.12 - 29.2

28.12 - 29.3

29.1 - 29.3

29.2 - 29.3

29.2 - 29.6

29.4 - 29.6

㈱島津製作所Ｎ4号館外壁改修工事 太平工業㈱ 京都府

㈱島津製作所けいはんな研究所クリーン

ルーム棟外壁改修工事
太平工業㈱ 滋賀県

三菱自動車工場㈱山紫荘大規模修繕工事

塗装工事
太平工業㈱ 京都府

ローム滋賀東工場外壁改修工事 太平工業㈱ 滋賀県

大和証券㈱彦根支店Ｈ28年度外壁・屋上防水

改修工事
㈱松下産業 滋賀県

㈱島津製作所御池ビル外壁、屋上防水改修

工事
太平工業㈱ 京都府

工期年月 工　事　名　称 注文者名 工事場所

ユーシン精機新本社工場建設工事塗装工事 ㈱大林組 京都府

市営甲子園春風町団地第1期建替事業

新築工事塗装工事
㈱松田組 兵庫県

㈱島津製作所瀬田事業所西1号館新築工事

塗装工事
太平工業㈱ 滋賀県

ＧＳユアサ草津事業所改修工事塗装工事 ㈱大林組 滋賀県

（仮称）高野川保育園新園舎新築

及旧法務局解体工事塗装工事
ＴＳＵＣＨＩＹＡ㈱ 京都府

Duce mixビルヂング　大規模修繕工事

塗装工事
東レ建設㈱ 滋賀県

コマツキャブテック㈱第3塗装ショップ・

溶接塗装間ひさし建築工事塗装工事
㈱岡山建設 滋賀県

東レ滋Ａ-3建設工事塗装工事 ㈱松下産業 滋賀県

京セラ㈱京都綾部工場第3工場新築工事

塗装工事
㈱大林組 滋賀県

京セラメディカル㈱野洲ブロック23号ビル

2階内装設備工事塗装工事
㈱大林組 滋賀県

67期日本新薬関連諸工事塗装工事 龍建設工業㈱ 京都府

弥栄会館祇園コーナー改修工事塗装工事
大林ﾌｧｼﾘ

ﾃｨｰｽﾞ㈱
京都府
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平成

28.11 - 29.6

29.3 - 29.6

29.6 - 29.7

29.6 - 29.7

30.5 - 30.6

29.8 - 30.4

29.6 - 30.1

29.3 - 29.7

29.6 - 29.9

29.7 - 29.9

30.1 - 30.5

30.1 - 30.3

29.12 - 30.1

29.7 - 30.3

29.11 - 29.12

30.1 - 30.3

30.4 - 30.4

29.10 - 29.12

西部営業所等庁舎新築工事塗装工事 ㈱岡野組 京都府

工期年月 工　事　名　称 注文者名 工事場所

工期年月 工　事　名　称 注文者名 工事場所

大日本精機野洲工場本館改修工事 ㈱大日本精機 滋賀県

大日本精機野洲工場新館改修工事 ㈱大日本精機 滋賀県

京都市中央卸売市場第一市場施設整備工事

ただし青果北荷捌き場棟建築主体その他工事
㈱岡野組 京都府

木津川市クリーンセンター施設整備工事 日本機設工業㈱ 京都府

タキイ種苗㈱甲西研究農場ファイトトロン外壁

他改修工事
タキイ種苗㈱ 滋賀県

大阪府藤白台住宅(第2期)民活プロジェクト 東レ建設㈱ 大阪府

東洋電機製造㈱

(仮称)滋賀竜王製作所建設計画工事
㈱大林組 滋賀県

T&K TOKA滋賀事業所二期計画工事 ㈱大林組 滋賀県

学校法人大和学園

新キャンパス事業第1期工事
㈱大林組 京都府

ルネサス滋賀/第6動力棟外壁補修北面 ㈱大林組 滋賀県

68期日本製薬関連諸工事 龍建設工業㈱ 京都府

㈱きんでん大津営業所

建築診断に基づく補修工事
㈱大林組 滋賀県

東洋捺染本社社屋外装補修工事 太平工業㈱ 京都府

大平工業㈱新5号館建設工事 大平工業㈱ 京都府

堀川出水団地第3棟改修工事 ㈱岡野組 京都府

京都吉田別館事務棟跡地 病院増築工事 ㈱岡野組 京都府

ルネサス滋賀/第6動力棟外壁補修南面 ㈱大林組 滋賀県
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平成

29.8 - 30.6

29.12 - 30.1

30.3 - 30.5

29.4 - 29.9

29.9 - 29.10

28.7 - 30.3

29.10 - 30.1

29.6 - 30.1

29.12 - 29.12

30.2 - 30.4

29.12 - 29.12

29.5 - 29.7

29.2 - 29.11

30.5 - 30.9

30.4 - 30.9

29.11 - 30.8

サカタインクス㈱

滋賀工場H棟2期建設工事
㈱大林組 滋賀県

旭化成5CH建設付帯工事 ㈱松下産業 滋賀県

(仮称)栗東市下鈎プロジェクト新築工事 杉橋建設㈱ 滋賀県

(仮称)京都冷蔵枚方センター新築工事 太平工業㈱ 大阪府

東洋電機製造㈱(仮称)滋賀竜王製作所

建設計画工事
㈱大林組 滋賀県

ルネサス滋賀/第6動力棟外壁補修西面 ㈱大林組 滋賀県

68期日本製薬関連諸工事 龍建設工業㈱ 京都府

京都競馬場イベントステージ補修/その他工事 ㈱イマエ 京都府

京セラ滋賀野洲工場28号ビル2階二次復旧工事 松下産業㈱ 滋賀県

京セラ㈱八日市工場第3-6工場新築工場 ㈱大林組 滋賀県

島津労働組合会館外壁改修工事 光建設㈱ 京都府

東山中学高等学校図書館棟整備事業 ㈱岡野組 京都府

下鳥羽保育園改修工事 太平工業㈱ 京都府

京セラ滋賀野洲工場23号ビル西面外壁改修工

事
松下産業㈱ 滋賀県

工期年月 工　事　名　称 注文者名 工事場所

国立京都国際会館展示施設建築工事 ㈱大林組 京都府

ルネサス滋賀/第6動力棟外壁補修東面 ㈱大林組 滋賀県


