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規模(㎡)
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覚道豊治様難波新地ﾋﾞﾙ 新井組 新井組 大阪市中央区 200 H12.2

ﾚｲﾝﾎﾞｰ今里 清水建設㈱ ㈱北梅組 大阪市生野区 900 H12.4

ﾃﾞｲﾘｰｶﾅｰﾄ放出店 清水建設㈱ ㈱田中工建 大阪市鶴見区 700 H12.7

㈱酉島製作所第3機械工場 松尾建設㈱ ㈱藤原工務店 大阪市高槻市 1,500 H12.8

西中島ﾏﾝｼｮﾝ 近藤建設工業㈱ ㈱田中工建 大阪市淀川区 300 H12.12

* 天保山ﾏﾝｼｮﾝ ㈱藤原工務店 大阪市港区 500 H13.1

* 田中鉄工所 ㈱新宅工務店 石原俊則 大阪市豊島区 200 H13.6

ヴェルダ・リコ ㈱新宅工務店 石原俊則 大阪市豊島区 100 H13.5

* 大学生協会館 ㈱大林組 朝日建設㈱ 大阪府大阪市 900 H14.10

* ｾﾚﾓ平安岸和田駐車棟
石川島播磨・高山運輸
建設JV

朝日建設㈱ 大阪府岸和田市 500 H15.2

* ﾘﾊﾞｰｶﾞｰﾃﾞﾝ光善寺 石川島建材工業㈱ 朝日建設㈱ 大阪府枚方市 400 H15.7

* いすゞ自動車東大阪 五洋建設㈱ 朝日建設㈱ 大阪府東大阪市 700 H15.8

* 和光産業ビル 朝日建設㈱ 大阪府大阪市 600 H15.10

* 本田ﾏﾝｼｮﾝ 朝日建設㈱ 大阪府大阪市 500 H15.11

* ｲｵﾝ平野 ㈱奥村組 朝日建設㈱ 大阪府大阪市 200 H15.11

* 今池ﾎﾟﾝﾌﾟ場
奥村・大本組・国誉建設
ｊV

朝日建設㈱ 大阪府松原市 600 H16.2

* ﾘﾊﾞｰｶﾞｰﾃﾞﾝ三国ｹ丘 高山運輸建設㈱ 朝日建設㈱ 大阪府堺市 300 H16.5

* APAﾀﾜｰｽﾞ大阪谷町 ㈱大林組 朝日建設㈱ 大阪府大阪市 700 H16.5

* 陽光大阪物流ｾﾝﾀｰ 清水建設㈱ 吉留建設㈱ 大阪府大東市 1,500 H17.5

* ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｼﾃｨ鶴見SC 清水建設㈱ 清水建設㈱ 大阪府大阪市 3,800 H18.5

* ﾎｰﾑｽﾞ鶴見店 ㈱錢高組 ㈱ｷｮｳｴｲ 大阪府大阪市 1,300 H19.11

* ﾏﾙﾊﾝ八尾泉店 ㈱朝日建築 大誠産業㈱ 大阪府八尾市 2,400 H20.1

* ベニス東大阪 伸誠ラス産業 大阪府東大阪市 880 H23.1

* ライフあびこ店新築工事 ㈱橋本組 大阪府東住吉 1,500 H23.7

* 国際ビルディング新築工事 ㈱上組 ㈱前田工務店 大阪府大阪市 1,500 H23.7

*
スーパーコスモプレミアム柏原店新築
工事（駐車場棟）

㈱新和 ㈱新和 大阪府柏原市 3,000 H25.12

ベガス枚方店新築工事 ㈱ナカシロ 矢島住研㈱ 大阪府枚方市 3,500 H27.3

* ＪＲ岸和田高架 ㈱保田工業 大阪府岸和田市 600 H27.7

*
ギンガ・ジョイ新築工事（店舗棟・立体Ｐ
棟）

パーキング建設 日鉄住金物産㈱ 大阪府堺市 3,000 H27.10

寝屋川市新ごみ処理施設建設工事 ㈱大林組 ㈱ダイフジ 大阪府寝屋川市 200 H28.6

* マルハン高槻店 庄南ラス工業 大阪府高槻市 2,000 H28.7

南本町店舗新築工事 センター建設㈱ センター建設㈱ 大阪府大阪市 138 H28.9

大阪MAZDA八尾店新築工事 センター建設㈱ センター建設㈱ 大阪府八尾市 1,595 H29.1

菱屋ビル新築工事 センター建設㈱ センター建設㈱ 大阪府東大阪市 165 H29.7

東淡路テナントビル新築工事 鳥居工務店 大阪市東淀川区 773 Ｈ29.10
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ライフ西淡路店新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 大阪市東淀川区 3,696 H29.11

マナベインテリア新築工事
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

大阪府八尾市 369 Ｈ30.2

ＮＡＳ鳳店新築工事
大和ハウス工業㈱堺支
店

大和ハウス工業㈱ 大阪府堺市 550 H30.5

堺西BTS-B区画物流センター新築工事 ㈱塩浜工業 ㈱塩浜工業 大阪府堺市 4,853 H30.6

上新電機河内長野店
大和ハウス工業（株）堺
支社

大和ハウス工業㈱ 大阪府河内長野市 693 H30.6

（仮称）清野様貸店舗新築工事
大和ハウス工業北摂支
店

大和ハウス工業㈱ 大阪府吹田市 148 H30.6

泉州電業㈱大阪物流センター新社屋
大和ハウス工業㈱北摂
支店

大和ハウス工業㈱ 大阪府豊中市 2,289 H30.7

共栄樹脂株式会社第６倉庫新築工事 前川建設（株） 前川建設（株） 兵庫県篠山市 3,257 H30.7

ダイキン工業株式会社 淀川製作所 第
一工場建設工事

株式会社　銭高組 株式会社　銭高組 大阪府摂津市 1,850 H30.9

Ｒ＆Ｄセンター新築工事 （株）大林組 ㈱ダイフジ 大阪府堺市 1,700 H30.10

ドラックコスモス太秦桜が丘　新築工事 大和リース㈱関西 大和リース㈱関西 大阪府寝屋川市 803 H31.1

* 大阪市内交差点信号機設置工事 星和電機㈱ 阪神ユニテック㈱ 大阪市東住吉区 20 H31.3

大阪スバル泉佐野店　新築工事
大和ハウス工業㈱堺支
社

大和ハウス工業㈱堺
支社

大阪府泉佐野市 607 H31.3

ドラックコスモス御幣島店 大和リース㈱大阪本店
大和リース㈱大阪本
店

大阪府大阪市 771 R1.5

デイリーカナート イズミヤ花園店
日本国土開発㈱大阪支
店

日本国土開発㈱大
阪支店

大阪府大阪市 1,363 R1.6

* 大阪市内交差点信号機設置工事② 星和電機㈱ 阪神ユニテック㈱ 大阪府大阪市 23 R1.7

池田市神田1丁目計画
大和ハウス工業㈱
北摂支社

大和ハウス工業㈱
北摂支社

大阪府池田市 487 R1.7

マルハン枚方磯島店　新築工事 ㈱朝日建装 ㈱朝日建装 大阪府枚方市 2,298 R1.8

都市クリエイト総合リサイクル湾岸プラン
ト2期工事

大和ハウス工業㈱堺支
社

大和ハウス工業㈱堺
支社

大阪府大阪市 790 R1.9

* 信太高石線(現)(上り)綾園1丁目 大阪府 阪神ユニテック㈱ 大阪府高石市 8 R1.9

大阪スバル泉佐野店　2期工事
大和ハウス工業㈱堺支
社

大和ハウス工業㈱堺
支社

大阪府泉佐野市 132 R1.10

名鉄運輸株式会社淀川支店新築工事 大和ハウス工業㈱本店
大和ハウス工業㈱本
店

大阪府大阪市 6,781 R1.10

ケーズデンキ松原天美店新築工事
大和ハウス工業㈱堺支
社

大和ハウス工業㈱堺
支社

大阪府松原市 984 R1.12

* 名鉄運輸株式会社淀川支店新築工事 大和ハウス工業㈱本店 ㈲岡田モールド 大阪府大阪市 150 R1.12

クオリスキッズ野田保育園新築工事 ㈱鈴木工務店 ㈱宮崎工務店 大阪府大阪市 90 R2.1

公 和泉市新庁舎　整備事業
淺沼組・深阪工務店・綜企画設計特定
建設工事共同企業体 ㈱力工務店 大阪府和泉市 140 R2.2

サンフロロシステム株式会社本社新築
工事

大和ハウス工業㈱北摂
支社

大和ハウス工業㈱北
摂支社

大阪府茨木市 1,315 R2.3

大庭寺複合施設新築工事
大和ハウス工業㈱堺支
社

大和ハウス工業㈱堺
支社

大阪府堺市 1,029 R2.3

スギ薬局菱江店　新築工事 センター建設㈱ センター建設㈱ 大阪府東大阪市 750 R2.3

日本酢ビ・ポバール㈱GP-8関連施設及び新PG
棟新築工事（製品工程棟）

㈱鳥居工務店 ㈱鳥居工務店 大阪府堺市 194 R2.4

* イオンタウン茨木太田新築工事
大和ハウス工業㈱京都
支社

㈱藤下 大阪府茨木市 2,813 R2.4

ネクステージ寝屋川 ㈱占部組 ㈱占部組 大阪府寝屋川市 2,517 R2.4

阪急バス十三新営業所建設工事のうち
建築工事　駐車場棟

高松建設㈱ 雄健工業㈱ 大阪府大阪市 489 R2.5

日本酢ビ・ポバール㈱GP-8関連施設及び新PG
棟新築工事（一次鹸化工程棟）

㈱鳥居工務店 ㈱鳥居工務店 大阪府堺市 340 R2.6

日本酢ビ・ポバール㈱GP-8関連施設及び新
PG棟新築工事（PG棟）

㈱鳥居工務店 ㈱鳥居工務店 大阪府堺市 1,085 R2.6
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吹田ビル事務所棟跡地活用計画 大和ハウス工業(株)本店 ㈱西和工業 大阪府吹田市 900 R2.6

* 東田辺小学校増築その他工事 平林建設 ㈱藤下 大阪市東住吉区 225 R2.7
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