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遊技場遊技場遊技場遊技場

1999年 衛生設備工事 増築工事 ミクちゃんガイア住吉店 神戸市 メンテナンス継続中

1999年 衛生設備工事 増築工事 ミクちゃんガイア西明石店 神戸市 メンテナンス継続中

1999年 衛生設備工事 増築工事 ミクちゃんガイア西神戸店 神戸市 メンテナンス継続中

2000年 衛生設備工事 増築工事 ミクちゃんガイア春日野道店 神戸市 メンテナンス継続中

2000年 衛生設備工事 新築工事 ミクちゃんガイア垂水店 神戸市 メンテナンス継続中

2000年 衛生設備工事 新築工事 ミクちゃんガイア垂水東店 神戸市 メンテナンス継続中

2000年 衛生設備工事 増築工事 ヒメカン大和三山店 奈良県 メンテナンス継続中

2000年 衛生設備工事 増築工事 ヒメカン桜井店 奈良県 メンテナンス継続中

2002年 衛生設備工事 改修工事 ミクちゃんガイア加古川店 加古川市 メンテナンス継続中

2002年 衛生設備工事 改装工事 ミクちゃんガイア板宿店 神戸市 メンテナンス継続中

2002年 衛生設備工事 改修工事 チャンピオン１ 神戸市 メンテナンス継続中

2002年 衛生設備工事 改修工事 ＴＯＯＮ ＰＡＲＫ三木店 三木市 メンテナンス継続中

2002年 衛生設備工事 新築工事 ＴＯＯＮ ＰＡＲＫ大蔵谷店 神戸市 メンテナンス継続中

2003年 衛生設備工事 改装工事 チャンピオンニュー白川店 神戸市 メンテナンス継続中

2003年 衛生設備工事 改修工事 チャンピオン白川台店 神戸市 メンテナンス継続中

2003年 衛生設備工事 増築工事 ヒメカン芽ヶ崎店 神奈川県 メンテナンス継続中

2003年 衛生設備工事 増築工事 ヒメカン上新庄店 大阪府 メンテナンス継続中

2004年 衛生設備工事 新築工事 ミクちゃんアリーナ茨木店 大阪府 メンテナンス継続中

2004年 衛生設備工事 新築工事 チャンピオン西宮店 西宮市 メンテナンス継続中

2004年 衛生設備工事 改修工事 ヒメカン小田原店 神奈川県 メンテナンス継続中

2004年 衛生設備工事 新築工事 ＴＯＯＮ ＰＡＲＫ玉津店 神戸市 メンテナンス継続中

2004年 衛生設備工事 改修工事 ワールドⅢ 京都府 メンテナンス継続中

2004年 衛生設備工事 新築工事 倉敷オールスター２５ 岡山県 メンテナンス継続中

2005年 衛生設備工事 改修工事 ヒメカン富田林店 大阪府 メンテナンス継続中

2006年 衛生設備工事 改修工事 ヒメカン神戸店 神戸市

2006年 衛生設備工事 改修工事 メトロ新長田店 神戸市

2006年 衛生設備工事 改修工事 大和高田ワイワイワクワク 奈良県

2006年 衛生設備工事 新築工事 ミクちゃんガイア春日野道店 神戸市

2007年 衛生設備工事 改修工事 ヒメカン小田原西店 神奈川県

2007年 衛生設備工事 改修工事 花電車店 西宮市

2007年 空調衛生設備工事 改修工事 マルマン吉野店 奈良県

2007年 衛生設備工事 新築工事 タイガー新長田店 神戸市

2007年 衛生設備工事 新築工事 ミクちゃんガイア須磨店　新築工事 神戸市

2007年 衛生設備工事 改修工事 グランド愛染店 神戸市

2007年 衛生設備工事 新築工事 ミクちゃんガイア三木南店 三木市

2008年 衛生設備工事 改修工事 プレミオ平野店 大阪府

2008年 衛生設備工事 改修工事 パチンコＯ.Ｓ兵庫店 神戸市

2008年 衛生設備工事 改修工事 ミクちゃんガイア西明石店 神戸市

2009年 衛生設備工事 改修工事 新長田パチンコビビ 神戸市

2009年 衛生設備工事 改修工事 マルカ京都店 京都府

2009年 衛生設備工事 新築工事 ミクちゃんガイア尼崎店 尼崎市

2009年 衛生設備工事 新築工事 ミクちゃんアリーナ板宿店 神戸市

2010年 衛生設備工事 新築工事 ミクちゃんガイア２１平岡店 加古川市

2010年 衛生設備工事 改修工事 アクセス西脇店 西脇市

2011年 衛生設備工事 新築工事 ミクちゃんアリーナ東大阪店 東大阪市

2011年 衛生設備工事 改修工事 ミクちゃんガイア東加古川店 加古川市

2011年 空調設備工事 改修工事 ミクちゃんガイア垂水店 神戸市

2011年 空調衛生設備工事 新築工事 ミクちゃんアリーナ東大阪店 大阪府

2011年 空調設備工事 改修工事 あそびや本舗 兵庫県

2011年 空調衛生設備工事 改装工事 フェニックスプラザ長田店 神戸市

2011年 空調衛生設備工事 改装工事 ワールドⅡ 京都府

2011年 空調衛生設備工事 改装工事 ワールド・ボルテージ 京都府

2012年 衛生設備工事 改修工事 ミクちゃんアリーナ茨木店 大阪府

2012年 空調衛生設備工事 改修工事 ミクちゃんガイアアリーナ店 加古川市

2012年 空調設備工事 改修工事 チャンピオン西宮店 西宮市

2012年 空調設備工事 改修工事 あそびや本舗星が丘店 兵庫県

2012年 衛生設備工事 改修工事 フェニックス新在家店 兵庫県

2012年 衛生設備工事 改修工事 パーラーパーク三木店　浄化槽切替工事 兵庫県

2012年 空調設備工事 改修工事 あそび屋本舗　改修工事 神戸市

2012年 衛生設備工事 改修工事 ミクちゃんアリーナ茨木店　便所改修工事 茨木市

2012年 空調衛生設備工事 改修工事 チャンピオン西宮店　ＧＨＰ～ＥＨＰ取替 西宮市

2012年 空調衛生設備工事 改修工事 ミクちゃんガイアアリーナ店　改修工事 加古川市

2012年 空調設備工事 改修工事 長田タイガーⅡ　節電改修空気調和設備工事 神戸市

2012年 衛生設備工事 改修工事 ヒメカン上新庄店　改修工事 大阪市
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2012年 空調設備工事 改修工事 ロトプレーヤー三木店　空調機修理 三木市

2012年 空調設備工事 改修工事 ミクちゃんガイア垂水東店　エアコン更新工事 神戸市

2012年 衛生設備工事 新築工事 ミクちゃんガイア垂水店　立体駐車場連結送水管設備工事 神戸市

2012年 空調衛生設備工事 新築工事 ミクちゃんガイア垂水店　新築機械設備工事 神戸市

2013年 衛生設備工事 改装工事 ミクちゃんガイア三宮店 神戸市

2013年 空調設備工事 改修工事 ミクちゃんガイア垂水店　エネカット取付工事 神戸市

2013年 衛生設備工事 改修工事 ミクちゃんガイア加古川店　便所改修工事 加古川市

2014年 空調衛生設備工事 新築工事 ミクちゃんガイア板宿東　新築機械設備工事 神戸市

商業施設商業施設商業施設商業施設

2008年 内装・空調衛生設備工事 改修工事 板宿ネイルサロン 神戸市

2011年 空調設備工事 改修工事 サンオーシャン 兵庫県

2004年 衛生設備工事 新築工事 熊内コインランドリー 神戸市 メンテナンス継続中

2005年 衛生設備工事 改修工事 西武百貨店 八尾市 メンテナンス継続中

2005年 衛生設備工事 改修工事 上本町ハイハイタウン 大阪市 メンテナンス継続中

2005年 内装・空調衛生設備工事 新築工事 栄町ビルコインランドリー 神戸市

2005年 内装・空調衛生設備工事 新築工事 六甲道コインランドリー 神戸市

2005年 内装・空調衛生設備工事 新築工事 西鈴蘭台コインランドリー 神戸市

2005年 空調衛生設備工事 改修工事 ダイエー三田店 神戸市

2005年 空調衛生設備工事 改修工事 ダイエー宝塚中山店 宝塚市

2005年 空調衛生設備工事 改修工事 ダイエー徳島店 徳島県

2005年 空調衛生設備工事 改修工事 ダイエー屋島店 香川県

2005年 空調衛生設備工事 改修工事 ダイエー神戸ハーバーランド店 神戸市

2005年 空調衛生設備工事 改修工事 グルメシティ北鳴尾店 西宮市

2005年 屋根板金工事 改修工事 グルメシティ北鳴尾店 西宮市

2005年 空調衛生設備工事 改修工事 グルメシティ西明石店 明石市

2006年 空調衛生設備工事 改修工事 グルメシティ灘店 神戸市

2006年 空調衛生設備工事 改修工事 グルメシティ長田店 神戸市

2006年 空調衛生設備工事 改修工事 ダイエー芦屋浜店 芦屋市

2006年 衛生設備工事 改修工事 業務スーパー　屋外埋設工事 神戸市

2006年 衛生設備工事 改修工事 ダイヤモンドシティ鶴見ショッピングセンター 大阪府

2006年 衛生設備工事 改修工事 つかしん各店舗 大阪府

2006年 衛生設備工事 新築工事 イオンモール神戸上津台　プラント工事 神戸市

2006年 内装・空調衛生設備工事 新築工事 青木コインランドリー 神戸市

2007年 空調衛生設備工事 改修工事 ＪＲ尼崎駅西ＭＫビル 尼崎市

2007年 内装・空調衛生設備工事 新築工事 尼崎コインランドリー 尼崎市

2007年 内装・空調衛生設備工事 新築工事 東落合コインランドリー 神戸市

2007年 内装・空調衛生設備工事 新装工事 東落合コインランドリー 神戸市

2007年 衛生設備工事 新築工事 ヤマダ電機 神戸市

2007年 衛生設備工事 改修工事 西武八尾店　雑排水管更新工事(Ⅱ期) 八尾市

2007年 衛生設備工事 改修工事 帝国ホテル(梅新)２階２１２区ＣＥＬＬ 大阪市

2007年 衛生設備工事 新築工事 スーパーマルハチ三田店 三田市

2008年 内装工事 改修工事 うおのたな 明石市

2008年 衛生設備工事 新築工事 スーパーマルハチ大開店 神戸市

2008年 衛生設備工事 新築工事 スーパーマルハチ大庄店 尼崎市

2008年 衛生設備工事 改修工事 西武八尾店Ｂ１階一斗 八尾市

2008年 内装・空調衛生設備工事 新築工事 春日野コインランドリー 明石市

2008年 衛生設備工事 改修工事 イオン加西北条ＳＣ 加古川市

2008年 衛生設備工事 新築工事 名古屋宝石店 名古屋

2008年 衛生設備工事 新築工事 横浜美容室 横浜市

2009年 内装・空調衛生設備工事 新装工事 江戸堀エステサロン 大阪市

2009年 内装・空調衛生設備工事 新装工事 尼崎エステサロン 尼崎市

2009年 衛生設備工事 新築工事 ＴＡＴＳＵＭＩビル 神戸市

2009年 衛生設備工事 新築工事 スーパーマルハチ明石店 明石市

2009年 衛生設備工事 改修工事 スーパーマルハチ各店舗　ウォータークーラー設置工事 兵庫県

2009年 衛生設備工事 改修工事 ガリバー姫路出張査定センター 姫路市

2009年 空調衛生設備工事 改修工事 栄町ビル 神戸市

2009年 衛生設備工事 改修工事 カメラのキタムラ 神戸市

2009年 衛生設備工事 新築工事 スーパーマルハチ南芦屋浜店 芦屋市

2009年 内装・空調衛生設備工事 新築工事 須磨コインランドリー 神戸市

2009年 内装・空調衛生設備工事 新築工事 須佐野コインランドリー 神戸市

2010年 衛生設備工事 改修工事 西神センタービル 神戸市

2010年 衛生設備工事 新築工事 スーパーマルハチ御幣島店 神戸市

2010年 衛生設備工事 新築工事 スーパーマルハチ名谷駅前店 神戸市

2010年 衛生設備工事 新築工事 スーパーマルハチ名谷店 神戸市

2010年 内装・空調衛生設備工事 新築工事 尼崎南コインランドリー 尼崎市
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2011年 衛生設備工事 新築工事 千舟商業ビル 大阪府

2011年 空調衛生設備工事 新築工事 (仮称)サイゼリヤフォレオ大阪ドームシティ店 大阪府

2011年 空調設備工事 改修工事 コロンビアスポーツウェア神戸店 兵庫県

2011年 衛生設備工事 改修工事 ダイエー竜野店　耐震改修工事 兵庫県

2011年 空調衛生設備工事 改修工事 ダイエー新浦安店　震災に伴う復旧工事 千葉県

2011年 衛生設備工事 改修工事 ダイエー摂津富田店 大阪府

2011年 衛生設備工事 改修工事 ダイエー各店　トイレ改修工事 兵庫県

2011年 衛生設備工事 改修工事 西武八尾店　３,４階ユニクロ入店工事 八尾市

2011年 衛生設備工事 改修工事 西友青井店 東京都

2011年 衛生設備工事 改修工事 西友辻堂店 東京都

2011年 衛生設備工事 改修工事 赤羽アピレ 東京都

2011年 衛生設備工事 改装工事 スーパーマルハチ鷹取店 神戸市

2012年 衛生設備工事 改装工事 ＳＢＳ高知 高知県

2012年 衛生設備工事 改修工事 ダイエー甲子園　研究室導入工事 兵庫県

2012年 衛生設備工事 改修工事 ダイエー庄内店 大阪府

2012年 衛生設備工事 改修工事 マツモトスーパー大野原店 京都府

2012年 衛生設備工事 改装工事 西友多田店 兵庫県

2012年 空調衛生設備工事 改修工事 西武八尾店８階 八尾市

2012年 ダクト設備工事 改修工事 大阪ＹＭビル・西梅田ＫＭビル　排煙設備改修工事 大阪市

2012年 ダクト設備工事 改修工事 心斎橋ＯＰＡ　改修工事ダクト工事 大阪市

2012年 衛生設備工事 改修工事 西友新浜　改修工事 市川市

2012年 衛生設備工事 改修工事 梅田新道ビル　現状回復工事スプリンクラー消火設備工事 大阪市

2012年 衛生設備工事 改修工事 なんばＨＩＰＳ　改修工事 大阪市

2012年 空調設備工事 改修工事 ビックカメラ新宿東口　退店工事空調工事 東京都新宿区

2012年 衛生設備工事 改修工事 ＭＩ新宿ビル　改修配管工事 東京都新宿区

2012年 衛生設備工事 改修工事 西友東長崎　改装 東京都豊島区

2012年 衛生設備工事 改修工事 西友馬堀店　改装衛生設備工事 神奈川県

2012年 機械設備工事 改修工事 ダイエー新松戸店　耐震補強工事 松戸市

2012年 衛生設備工事 改修工事 スーパーマルハチ落合店　衛生設備工事 神戸市

2013年 空調設備工事 改修工事 取手駅西口開発ビル　改装空調工事 茨木県取手市

2013年 衛生設備工事 改修工事 取手駅西口開発ビル　改装配管工事 茨木県取手市

2013年 衛生設備工事 新築工事 マツヤスーパー山科本部　移転配管工事 京都市

2013年 衛生設備工事 改修工事 メトロ明石及び店舗　改装給排水衛生設備工事 兵庫県

2013年 空調衛生設備工事 新築工事 ダイエー水無瀬　新築工事 大阪府

2013年 衛生設備工事 改装工事 イオン市川妙典　改装配管工事 千葉県市川市

2013年 機械設備工事 改修工事 西友長浜楽市店　改装工事に伴う機械設備工事 長浜市

2013年 衛生設備工事 改修工事 ハーバーランドモザイク　冷温水配管水抜き作業 神戸市

2013年 衛生設備工事 新築工事 西友新長田店　新店工事配管工事 神戸市

2013年 空調衛生設備工事 新築工事 東急ストア高津店　新築空調衛生設備工事 神奈川県川崎市

2013年 引込工事 開発工事 小束山開発　引込工事 神戸市

2013年 ダクト設備工事 改修工事 コープ久米田店　ダクト改修工事 岸和田市

2013年 衛生設備工事 改修工事 クイーンズコーストビル　揚水ポンプ取替工事 神戸市

2013年 衛生設備工事 改修工事 グランドコーストビル　汚水ポンプ取替工事 神戸市

レジャーレジャーレジャーレジャー施設他施設他施設他施設他

2005年 空調衛生設備工事 改修工事 ホテルＬＯＶＥ名古屋 愛知県

2006年 内装・空調衛生設備工事 改修工事 ビックエコー北野坂店 神戸市

2006年 内装・空調衛生設備工事 改修工事 ビックエコー三宮店 神戸市

2006年 衛生設備工事 改修工事 西宮カントリー倶楽部(ゴルフ場) 西宮市

2006年 空調衛生設備工事 新装工事 自由空間平野駅前店(インターネットカフェ) 大阪府

2006年 衛生設備工事 改修工事 帝国ホテル 大阪 大阪府

2006年 衛生設備工事 改修工事 ＯＡＰタワーホテル 大阪府

2007年 衛生設備工事 改修工事 垂水ゴルフクラブ 神戸市

2008年 空調衛生設備工事 改修工事 (株)椿本チエイン東条湖研修所 東条湖

2009年 衛生設備工事 新築工事 リッツ(インターネットカフェ) 神戸市

2010年 衛生設備工事 改修工事 コスパ御影　屋上ボイラー廻り給湯配管 神戸市

2010年 衛生設備工事 新築工事 濱田ダンススタジオ 神戸市

2011年 衛生設備工事 新築工事 山の街ゴルフガーデン 神戸市

2012年 衛生設備工事 改修工事 淡路保養所　機器設置工事 淡路島

2013年 建築工事 改修工事 ホリデースポーツ寝屋川　防音壁改修工事 寝屋川市

2013年 衛生設備工事 改修工事 ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸　各所配管更新 神戸市

2013年 衛生設備工事 改修工事 山の街ゴルフガーデン　サンドポンプ取替工事 神戸市

飲食店飲食店飲食店飲食店

2005年 内装・空調衛生設備工事 改修工事 栄町ビル呑み処酔ってて 神戸市

2005年 内装・空調衛生設備工事 改装工事 焼き鳥ここや 神戸市

2006年 空調衛生設備工事 新築工事 角ビル日本料理店 大阪府
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2006年 内装・空調衛生設備工事 新装工事 歌舞伎町クラブコルレオーレ 東京都

2006年 内装・空調衛生設備工事 改修工事 ＵＺＵＲＡ 神戸市

2007年 衛生設備工事 新装工事 クラブコサージュ 神戸市

2007年 衛生設備工事 改修工事 クラブ花やしき 神戸市

2007年 衛生設備工事 新装工事 三宮ステーキハウス店 神戸市

2007年 衛生設備工事 新装工事 新開地焼肉店 神戸市

2007年 衛生設備工事 新装工事 クラブファジーＶＩＰルーム 神戸市

2007年 内装・空調衛生設備工事 新装工事 ハンター坂ＢＡＲ 神戸市

2007年 内装・空調衛生設備工事 新装工事 虎串かつ店 神戸市

2007年 内装・空調衛生設備工事 新装工事 栄町ビル１Ｆ立ち食いうどん店 神戸市

2007年 衛生設備工事 新装工事 六甲道お好み焼き店 神戸市

2007年 衛生設備工事 新装工事 栄町ビル１Ｆ中華料理店 神戸市

2007年 衛生設備工事 新装工事 新開地焼肉店 神戸市

2007年 衛生設備工事 新装工事 ステーキハウス 神戸市

2008年 衛生設備工事 新装工事 権屋大阪南店 大阪市

2008年 衛生設備工事 新装工事 レストランはじめ 大阪市

2008年 衛生設備工事 新装工事 パレ北野心 神戸市

2008年 内装・空調衛生設備工事 改装工事 ブラッキースナック 神戸市

2008年 内装・空調衛生設備工事 改装工事 かくれ家 神戸市

2008年 内装・空調衛生設備工事 改装工事 火土木ダイニング 神戸市

2008年 内装・空調衛生設備工事 改装工事 なきぼくろダイニング 神戸市

2008年 内装・空調衛生設備工事 新装工事 灯戸ダイニング 神戸市

2009年 内装・空調衛生設備工事 改装工事 ふくみみダイニング 神戸市

2009年 内装・空調衛生設備工事 改装工事 わしばなダイニング 神戸市

2009年 空調衛生設備工事 新築工事 宮っこラーメン 西宮市

2010年 内装・空調衛生設備工事 改修工事 ＳＵＷＡラウンジ 神戸市

2010年 内装・空調衛生設備工事 改修工事 神戸元町バルチャーリー 神戸市

2010年 空調設備工事 改修工事 ラーメン藤 神戸市

2011年 内装・空調衛生設備工事 新築工事 なきぼくろダイニング４Ｆ 神戸市

2011年 空調設備工事 改修工事 スナックＭＩＥＥ 兵庫県

2011年 内装・空調衛生設備工事 新築工事 つき灯り 兵庫県

2012年 衛生設備工事 改修工事 居酒屋蓮　改修工事 千葉県

2012年 空調衛生設備工事 改修工事 ポッキお好み焼き屋　空調衛生設備工事 奈良市

2013年 機械設備工事 新築工事 花れん　新装機械設備工事 明石市

2013年 衛生設備工事 新装工事 新在家焼き鳥屋　新装衛生設備工事 神戸市

2013年 機械設備工事 解体工事 のじ菊　解体撤去・機械設備工事 明石市

2013年 衛生設備工事 改修工事 和幸長掘橋店　給湯器改修工事 大阪市

事務所事務所事務所事務所・・・・工場工場工場工場・・・・倉庫倉庫倉庫倉庫

2001年 衛生設備工事 新築工事 (株)ヒューマンカンパニー本社ビル 神戸市 メンテナンス継続中

2001年 衛生設備工事 新築工事 (株)丸和製作所 神戸市 メンテナンス継続中

2001年 衛生設備工事 新築工事 ミツトヨ 神戸市 メンテナンス継続中

2001年 衛生設備工事 新築工事 (株)Ｋ・Ｔ・Ｊ 神戸市 メンテナンス継続中

2002年 衛生設備工事 新築工事 大蔵会館 明石市 メンテナンス継続中

2002年 衛生設備工事 改装工事 丸鹿ビル 神戸市 メンテナンス継続中

2002年 衛生設備工事 新築工事 吉高自動車修理工場 明石市 メンテナンス継続中

2003年 衛生設備工事 新築工事 (株)ミツトモ製作所工場 三木市 メンテナンス継続中

2003年 衛生設備工事 改修工事 (有)三栄パッキン工業 神戸市 メンテナンス継続中

2005年 衛生設備工事 増築工事 (株)松原リネンサプライ 神戸市 メンテナンス継続中

2005年 衛生設備工事 新築工事 ダイハツオートスタジアム 明石市 メンテナンス継続中

2005年 屋根板金工事 改修工事 名谷車輌基地 神戸市

2005年 衛生設備工事 改修工事 朝日給食(株) 神戸市

2006年 衛生設備工事 新築工事 下里鋼業(株) 神戸市

2006年 衛生設備工事 新築工事 鈴木ビル 神戸市

2006年 衛生設備工事 新築工事 鳴尾浜リサイクルセンター 西宮市

2006年 衛生設備工事 改修工事 神戸発動機(株) 明石市

2006年 衛生設備工事 新築工事 ダイソー本店 大阪府

2006年 衛生設備工事 新築工事 ワンダー４ 兵庫県

2006年 衛生設備工事 改修工事 ＮＴＴ神戸別館 神戸市

2006年 衛生設備工事 改修工事 ＮＴＴ長田 神戸市

2007年 衛生設備工事 新築工事 (株)アワジテック　衛生設備工事 神戸市

2007年 衛生設備工事 増築工事 (株)丸和製作所 神戸市

2007年 衛生設備工事 改修工事 ナブテスコ(株) 神戸市

2007年 衛生設備工事 改修工事 文化タクシー(株)長田営業所 神戸市

2007年 衛生設備工事 改修工事 文化タクシー(株)兵庫営業所 神戸市

2007年 衛生設備工事 改修工事 日本製粉(株)深江浜工場 神戸市
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2007年 衛生設備工事 改修工事 ノバ阿波座 大阪市

2007年 内装工事 改修工事 ＩＮ東洋ビル１Ｆテナント 神戸市

2007年 衛生設備工事 新築工事 エース商会(株) 神戸市

2007年 衛生設備工事 改修工事 ＮＴＴ鈴蘭台 神戸市

2007年 衛生設備工事 改修工事 ＮＴＴ北鈴蘭台 神戸市

2008年 衛生設備工事 増築工事 神戸電気産業(株) 神戸市

2008年 衛生設備工事 改修工事 日本山村硝子(株) 尼崎市

2008年 衛生設備工事 改修工事 日本製粉(株)　受水槽廻り 神戸市

2008年 衛生設備工事 新築工事 ワンダー４ 姫路市

2008年 衛生設備工事 改修工事 ＮＴＴ神戸　泡消火配管工事 神戸市

2009年 建築工事 新築工事 春日保管所管理事務所 吹田市

2009年 衛生設備工事 新築工事 内本町ビル計画 神戸市

2009年 衛生設備工事 改修工事 神三ビル 神戸市

2009年 空調衛生設備工事 改修工事 三栄パッキン工業 神戸市

2009年 衛生設備工事 改修工事 クラフト倉庫 神戸市

2009年 衛生設備工事 改修工事 大日ポンプ場 大阪市

2009年 衛生設備工事 改修工事 (株)松原リネンサプライ 神戸市

2009年 衛生設備工事 改修工事 ひよどり動物管理センター 神戸市

2009年 衛生設備工事 改修工事 大阪ガス(株)酉島事業所 大阪市

2009年 衛生設備工事 新築工事 三和化工(株) 神戸市

2009年 衛生設備工事 新築工事 (株)ケイエスエス 神戸市

2009年 衛生設備工事 新築工事 神港衛生(株) 神戸市

2009年 衛生設備工事 新築工事 松尾モータース 神戸市

2010年 衛生設備工事 改修工事 共和薬品工業(株)　蒸気ドレン配管工事 三田市

2010年 衛生設備工事 改修工事 共和薬品工業(株)　精製水設備新設に伴うユーティリティ配管工事 三田市

2010年 衛生設備工事 改修工事 日本製粉(株)　汚水圧送管分岐･水中ポンプ取替及びバルブ取替工事 神戸市

2010年 屋根板金工事 改修工事 マルナガ　大屋根補修工事 神戸市

2010年 衛生設備工事 改修工事 (株)宮田運輸西宮事業所　トイレ改修工事 西宮市

2010年 衛生設備工事 改修工事 神戸電機産業(株)　ＬＰＧ配管修繕 神戸市

2010年 衛生設備工事 改修工事 神戸電機産業(株)　酸素配管修繕 神戸市

2010年 衛生設備工事 新築工事 ニュー光陽ビル 神戸市

2011年 衛生設備工事 新築工事 池田興業(株)神戸支店事務所 明石市

2011年 衛生設備工事 改修工事 (社)神戸清港会　便所改修工事 神戸市

2011年 空調設備工事 改修工事 下里鋼業(株) 兵庫県

2011年 衛生設備工事 改修工事 (株)マルカ 兵庫県

2011年 空調設備工事 改修工事 ナブテスコ(株)西神工場 兵庫県

2011年 衛生設備工事 改修工事 共和薬品工業(株) 兵庫県

2011年 建築工事 改修工事 (株)松尾モータース　下地、鉄骨ブラケット出し工事 兵庫県

2011年 衛生設備工事 改修工事 丸繁紙工(株) 愛知県

2011年 空調衛生設備工事 新築工事 神戸電機産業(株) 兵庫県

2011年 衛生設備工事 改修工事 野田鉱山(株)　寄宿舎風呂・トイレ改修工事 兵庫県

2012年 衛生設備工事 改修工事 (株)エフピコ　オイル配管工事 茨城県

2012年 建築工事 改修工事 藤本食品(株)　ＳＵＳ蓋工事 大阪府

2012年 衛生設備工事 改修工事 藤本食品(株)　プラント 大阪府

2012年 衛生設備工事 新築工事 上津港運(株) 兵庫県

2012年 衛生設備工事 改修工事 神戸発動機(株)　工場棟トイレ改修工事 兵庫県

2012年 空調衛生設備工事 新築工事 ミツ精機(株)郡家第4工場 兵庫県

2012年 空調設備工事 改修工事 (株)タツミコーポレーション(本社)親和ビル 兵庫県

2012年 衛生設備工事 改修工事 (株)兼廣伊川谷工場　コンプレッサー他移設工事 明石市

2012年 空調衛生設備工事 改修工事 ミツ精機(株)　空調衛生設備工事 淡路島

2012年 衛生設備工事 改修工事 共和薬品工業(株)１期工場　機械室ボイラー温水配管他補修工事 三田市

2012年 空調設備工事 改修工事 親和ビル　エアコン更新工事 明石市

2012年 衛生設備工事 改修工事 ライオン(株)明石工場　女子便所改修工事 明石市

2012年 衛生設備工事 新築工事 ニュー光陽ビル　散水栓設置工事 神戸市

2012年 建築・衛生設備工事 改修工事 金川造船(株)吉田工場　守衛室改修工事 神戸市

2012年 衛生設備工事 改修工事 小束山ビル　改修工事 神戸市

2012年 ダクト設備工事 新築工事 神戸電機産業(株)　本社ダクト工事 明石市

2012年 空調衛生設備工事 改修工事 南タクシー(株)　空調衛生設備工事 大阪市

2013年 衛生設備工事 改修工事 第13シャルマンビル　３Ｆ改修工事 神戸市

2013年 機械設備工事 新築工事 ＪＲ灘駅ビル　新築機械設備工事 神戸市

2013年 換気設備工事 改修工事 (株)神戸製鋼高砂工場　換気扇取替工事 高砂市

2013年 衛生設備工事 改修工事 弘由ロジスティックス(株) 神戸市

2013年 空調設備工事 改修工事 ネッツトヨタウエスト兵庫(株)姫路店　空調設備改修工事 姫路市

2013年 空調設備工事 改修工事 ネッツトヨタウエスト兵庫(株)明石店　空調設備改修工事 神戸市

2013年 空調設備工事 改修工事 ネッツトヨタウエスト兵庫(株)野里店　空調設備改修工事 姫路市
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2013年 衛生設備工事 改修工事 ライオン(株)明石工場　２階第２製造室改修給排水衛生設備工事 明石市

2013年 衛生設備工事 改修工事 神港衛生(株)保管施設　追加噴霧設備工事 神戸市

2013年 機械設備工事 新築工事 新御幸苑ビル　新築機械設備工事 姫路市

2013年 衛生設備工事 改修工事 (株)吉良紙工　機器配管工事 三重県

2013年 衛生設備工事 改修工事 宮田運輸枚方事業所　小便器設置工事 枚方市

2013年 衛生ダクト設備工事 改修工事 (株)兵庫標板製作所　給水並びダクト工事 神戸市

2013年 衛生設備工事 改修工事 共和薬品工業(株)　１期機械室蒸気配管補修工事 三田市

2013年 空調設備工事 改修工事 (株)光陽商事　ルームクーラー取付工事 神戸市

2013年 衛生設備工事 改修工事 光陽ビル１・２階　改修工事 神戸市

2013年 建築工事 改修工事 金川造船(株)刈藻島工場　ハウス入口ドア取替工事 神戸市

2013年 衛生設備工事 改修工事 神三ビル７階Ｂ　給排水設備工事 神戸市

2013年 衛生設備工事 改修工事 共和薬品工業(株)　1期アクアコーター機器蒸気改修工事 三田市

2013年 機械設備工事 増築工事 (有)上原製作所　機械設備工事 神戸市

2013年 ダクト設備工事 改修工事 (株)ウッズ　ダクト工事 神戸市

公共施設公共施設公共施設公共施設・・・・病院病院病院病院・・・・高齢者施設等高齢者施設等高齢者施設等高齢者施設等

2002年 衛生設備工事 新築工事 田路医院 明石市

2004年 衛生設備工事 新築工事 カトレアデイサービスセンター 神戸市

2005年 内装・空調衛生設備工事 増築工事 宝塚　あくら病院 宝塚市

2005年 衛生設備工事 増築工事 栗原整形外科 姫路市

2006年 衛生設備工事 改修工事 大阪国際交流センター 大阪市

2006年 衛生設備工事 新築工事 石橋内科 姫路市

2006年 衛生設備工事 改修工事 アップ教育企画鳴尾(学習塾) 西宮市

2006年 衛生設備工事 新築工事 神戸クリニック 神戸市

2006年 衛生設備工事 改修工事 大阪府歯科医師会館 大阪市

2006年 衛生設備工事 新装工事 三宮クリニック 神戸市

2007年 空調衛生設備工事 改修工事 河合塾 神戸市

2007年 衛生設備工事 改修工事 神明病院 神戸市

2007年 機械設備工事 改修工事 塩屋中学校　校舎棟２・棟４耐震補強他機械設備工事 神戸市 神戸市入札工事

2008年 機械設備工事 改修工事 湊山小学校クラブハウス　改修設備工事 神戸市 神戸市入札工事

2008年 機械設備工事 改修工事 横尾中学校　耐震補強他機械設備工事 神戸市 神戸市入札工事

2008年 衛生設備工事 改修工事 丸山病院 神戸市

2008年 建築工事 改修工事 西口医院 神戸市

2008年 衛生設備工事 新築工事 石鎚神霊本教 豊中市

2008年 衛生設備工事 改修工事 西宮神社会館 西宮市

2009年 機械設備工事 改修工事 小束山学童保育コーナー 神戸市 神戸市入札工事

2009年 機械設備工事 改修工事 岩岡小学校放課後子どもプラン推進室 神戸市 神戸市入札工事

2009年 衛生設備工事 改修工事 神鉄名谷駅　トイレ部分改修工事 神戸市

2009年 衛生設備工事 新築工事 介護付有料老人ホームサンライフ住吉川 神戸市

2009年 衛生設備工事 改修工事 舞鶴若狭自動車道西紀ＳＡ　休憩施設改築工事 兵庫県

2009年 衛生設備工事 新築工事 きずな歯科 神戸市

2009年 衛生設備工事 改修工事 グループホームさくら野里 神戸市

2009年 機械設備工事 改修工事 押部谷中学校　耐震補強他機械設備工事 神戸市 神戸市入札工事

2010年 機械設備工事 改修工事 灘の浜高齢者介護支援センター　コージェネレーション設備更新工事 神戸市 神戸市入札工事

2010年 衛生設備工事 新築工事 裏六甲公園 神戸市

2010年 衛生設備工事 新築工事 新港第一突堤 神戸市

2010年 衛生設備工事 改修工事 明石市立花園小学校 明石市

2010年 衛生設備工事 改修工事 東灘区医師会館　２Ｆトイレ改修工事 神戸市

2010年 機械設備工事 改修工事 横尾中学校　耐震補強他機械設備工事(その２) 神戸市 神戸市入札工事

2010年 機械設備工事 改修工事 西落合中学校　耐震補強他機械設備工事 神戸市 神戸市入札工事

2011年 空調衛生設備工事 新築工事 介護付き老人ホームサンライフさくらひめじ 姫路市

2011年 空調衛生設備工事 新築工事 えいの里保育園 明石市

2011年 空調衛生設備工事 新築工事 中央動物医療センター 大阪市

2011年 機械設備工事 改修工事 有瀬小学校　耐震補強他機械設備工事(その２) 兵庫県 神戸市入札工事

2011年 空調衛生設備工事 新築工事 小規模多機能型ホームハートアルファ明石 兵庫県

2011年 衛生設備工事 改修工事 中突堤旅客ターミナル　１階玄関天井内防露補修 兵庫県

2012年 衛生設備工事 新築工事 特別養護老人ホーム真愛くもちホーム 兵庫県

2012年 衛生設備工事 改修工事 播磨町立播磨南中学校 兵庫県

2012年 衛生設備工事 改修工事 大泉学園幼稚園　耐震工事 東京都

2012年 衛生設備工事 改修工事 あお動物病院 大阪府

2012年 空調衛生設備工事 新築工事 ゆうなぎ動物病院 大阪府

2012年 配水管取替工事 改修工事 単価契約配水管取替工事(灘地区) 兵庫県 神戸市入札工事

2012年 衛生設備工事 改修工事 (株)日本セレモニーセンティアー香里園 大阪府

2012年 空調衛生設備工事 新築工事 デイサービスサンライフ安室 兵庫県

2012年 建築工事 改修工事 西口医院　自動ドア工事 神戸市

2012年 屋根板金工事 改修工事 県立尼崎工業高等学校　第３期耐震補強その他建築工事(第１期) 尼崎市
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2012年 屋根板金工事 改修工事 県立尼崎工業高等学校　第３期耐震補強その他建築工事(第２期) 尼崎市

2012年 衛生設備工事 改修工事 親和学園法人事務局　手洗室改修工事 神戸市

2012年 衛生設備工事 改修工事 親和学園管理棟　手洗室改修工事 神戸市

2012年 建築工事 改修工事 親和学園管理棟　手洗室改修工事に伴う床改修工事 神戸市

2012年 衛生設備工事 改修工事 原田児童館　排水設備補修 神戸市

2012年 衛生設備工事 改修工事 日本赤十字近畿血液センター　さい帯血バンク調整室改修工事 茨木市

2012年 機械設備工事 改修工事 鈴蘭台小学校　便所改修機械設備工事 神戸市 神戸市入札工事

2012年 空調衛生設備工事 増築工事 きずな歯科 神戸市

2012年 空調設備工事 改修工事 田中保育所　空調設備補修 神戸市 神戸市入札工事

2012年 空調衛生設備工事 新築工事 高齢者向け住宅ハートライフ大久保南　空調衛生設備工事 明石市

2013年 給水管引込工事 改修工事 介護老人福祉施設ふれあいホーム　給水管引込工事 神戸市

2013年 空調設備工事 改修工事 (一社)神戸清港会　脱衣室・休憩室空調機設備工事 神戸市

2013年 衛生設備工事 改修工事 西市民病院　小児科改修工事 神戸市

2013年 衛生設備工事 改修工事 松原眼科　２階改修給排水他工事 小野市

2013年 機械設備工事 改修工事 春日台小学校　便所改修機械設備工事 神戸市 神戸市入札工事

2013年 機械設備工事 改修工事 桃山台中学校　便所改修機械設備工事 神戸市 神戸市入札工事

2013年 外溝工事 改修工事 京都典礼会館　第２駐車場外溝工事 京都府

2013年 空調設備工事 改修工事 兵庫楽農生活センターきのこ館　エントランス空調設備工事 神戸市

2013年 衛生設備工事 改修工事 有馬温泉欽山　改修工事 神戸市

2013年 衛生設備工事 改修工事 六本木クリニック　改修に伴う設備工事 東京都

集合住宅集合住宅集合住宅集合住宅

2002年 衛生設備工事 新築工事 六甲ノースウエスト 神戸市

2005年 空調衛生設備工事 新築工事 神戸ハーバーウエスト 神戸市

2006年 衛生設備工事 新築工事 内橋ビル 神戸市

2006年 衛生設備工事 改修工事 西淀川マンション 大阪府

2007年 空調衛生設備工事 改修工事 ノバ阿波座マンション 大阪府

2007年 空調衛生設備工事 新築工事 東塚口マンション 尼崎市

2008年 建築工事 解体工事 東京都文京区向丘 東京都

2009年 衛生設備工事 改修工事 ルミエール明石 明石市

2009年 衛生設備工事 改修工事 宗田マンション 神戸市

2009年 内装・空調衛生設備工事 改修工事 マリンハイツ 神戸市

2009年 衛生設備工事 改修工事 赤羽住宅 神戸市

2010年 空調衛生設備工事 新築工事 コーニッシュ神戸 神戸市

2010年 衛生設備工事 改修工事 熊内橋文化住宅 神戸市

2010年 上下水申請 新築工事 グランビュー六甲　上下水道引込、申請 神戸市

2010年 衛生設備工事 新築工事 三宮山本通マンション 神戸市

2010年 衛生設備工事 改修工事 プラージュ六甲道 神戸市

2011年 機械設備工事 改修工事 綾マンション 大阪府

2011年 衛生設備工事 改修工事 兵庫サンハイツ　高架水槽・受水槽撤去給水直圧切替工事 兵庫県

2012年 衛生設備工事 改修工事 県営伊丹野間住宅建築工事下水、仮設給排水、排水迂回工事 兵庫県

2012年 内装・空調衛生設備工事 改修工事 春日野グリーンハイツ 兵庫県

2012年 衛生設備工事 新築工事 花隈ワンルームマンション　給水引込撤去工事、申請 神戸市

2013年 機械設備工事 新築工事 (仮称)湊川マンション　新築機械設備工事 神戸市

2013年 衛生設備工事 改修工事 塚の前住宅　給排水配管工事 神戸市

2013年 衛生設備工事 新築工事 (仮称)盛華園マンション　新築衛生設備工事 神戸市

2013年 衛生設備工事 改修工事 六本木マンション　改修に伴う設備工事 東京都

住宅住宅住宅住宅

2004年 衛生設備工事 新築工事 (株)丸和製作所社長様邸　新築工事 神戸市

2004年 衛生設備工事 新築工事 西宮市　Ｕ様邸　新築工事 西宮市

2005年 衛生設備工事 新築工事 神戸市須磨区　Ａ様邸 神戸市

2007年 衛生設備工事 改修工事 神戸市灘区　Ａ様邸 神戸市

2008年 衛生設備工事 新築工事 神戸市　Ｈ様邸 神戸市

2008年 衛生設備工事 新築工事 神戸市垂水区　Ｏ様邸 神戸市

2008年 建築工事 解体工事 神戸市　Ｗ様邸　店舗付住宅 神戸市

2009年 衛生設備工事 新築工事 神戸市　Ｋ様邸 神戸市

2009年 空調設備工事 新築工事 神戸市　Ｓ様邸 神戸市

2009年 衛生設備工事 改修工事 神戸市　Ｓ様邸 神戸市

2009年 衛生設備工事 新築工事 西宮市　Ｔ様邸 西宮市

2009年 衛生設備工事 改修工事 神戸市　Ｎ様邸 神戸市

2009年 衛生設備工事 改修工事 神戸市　Ｓ様邸 神戸市

2009年 衛生設備工事 改修工事 タツミ山荘 神戸市

2009年 衛生設備工事 改修工事 神戸市　Ｔ様邸 神戸市

2009年 衛生設備工事 改修工事 神戸市　Ｏ様邸 神戸市

2009年 衛生設備工事 改修工事 神戸市　Ｆ様邸 神戸市

2009年 衛生設備工事 改修工事 神戸市　Ｋ様邸 神戸市
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2010年 建築工事 解体工事 吹田市　Ｈ様邸 吹田市

2010年 内装・衛生設備工事 改修工事 豊中市　Ｙ様邸 豊中市

2010年 衛生設備工事 新築工事 明石市　Ｔ様邸 明石市

2011年 空調衛生設備工事 新築工事 京都　桂坂の家 京都市

2011年 衛生設備工事 改修工事 住吉駅前ビルゲストルーム 兵庫県

2011年 内装・衛生設備工事 改修工事 チャリティー松原　２０Ｃ号室 兵庫県

2011年 建築工事 改修工事 兵庫県　Ｎ様邸　タイル貼替工事 兵庫県

2011年 内装工事 改修工事 大阪府　Ｙ様邸 大阪府

2011年 内装・衛生設備工事 改修工事 兵庫県　Ｋ様邸 兵庫県

2011年 内装・衛生設備工事 改修工事 兵庫県　Ｋ様邸 兵庫県

2011年 衛生設備工事 改修工事 兵庫県　Ｈ様邸 兵庫県

2011年 衛生設備工事 改修工事 兵庫県　Ｓ様邸 兵庫県

2012年 内装・空調衛生設備工事 改修工事 兵庫県　Ｓ様邸 兵庫県

2012年 給水管本管割工事 新築工事 神戸市灘区　城の下通戸建て　住宅　本管割工事 神戸市

2012年 空調衛生設備工事 新築工事 神戸市長田区　御屋敷通戸建て　住宅　空調衛生設備工事 神戸市

2012年 空調衛生設備工事 新築工事 神戸市長田区　川西通Ａ戸建て　住宅　空調衛生設備工事 神戸市

2012年 空調衛生設備工事 新築工事 神戸市長田区　川西通Ｂ戸建て　住宅　空調衛生設備工事 神戸市

2012年 空調衛生設備工事 改修工事 神戸市　Ｔ様邸　空調衛生設備工事 神戸市

2012年 衛生設備工事 改修工事 芦屋市　Ｈ様邸 芦屋市

2012年 空調衛生設備工事 新築工事 神戸市　Ｈ様邸　空調衛生設備工事 神戸市

2012年 空調衛生設備工事 新築工事 神戸市長田区　新築戸建て　住宅Ａ　空調衛生設備工事 神戸市

2012年 空調衛生設備工事 新築工事 神戸市長田区　新築戸建て　住宅Ｂ　空調衛生設備工事 神戸市

2012年 空調衛生設備工事 新築工事 神戸市長田区　新築戸建て　住宅Ｃ　空調衛生設備工事 神戸市

2013年 内装・衛生設備工事 改修工事 神戸市　Ｋ様邸 神戸市

2013年 空調設備工事 改修工事 神戸市　Ｐ様邸　空調更新工事 神戸市

2013年 内装・衛生設備工事 改修工事 神戸市　Ｎ様邸 神戸市

2013年 内装・衛生設備工事 改修工事 神戸市　Ｗ様邸 神戸市

2013年 内装・衛生設備工事 改修工事 神戸市　Ａ様邸 神戸市


