
「店舗・施設・公共事業」工事経歴書 令和3年1月現在

工事場所

平成１年 3月 大阪府 市営熊野北住宅 集会室新築工事

4月 大阪府 利倉店舗付分譲住宅 新築工事

11月 大阪府 アモーレミチ事務所兼倉庫 新築工事

3月 大阪府 市立南桜塚小学校 多目的室改装工事

5月 大阪府 桜塚ショッピングセンター ３階床改修工事

6月 大阪府 桜塚ショッピングセンター 高架水槽取替/塔屋防水工事

9月 大阪府 エンゼル運輸倉庫 階段改装工事

12月 大阪府 貴田店舗付住宅 新築工事

5月 大阪府 柏田パンション 解体及び駐車場建設工事

7月 兵庫県 萬寿亭 改装工事

平成５年 10月 大阪府 市立千里老人福祉センター 各所改装工事

平成６年 3月 大阪府 市立第十中学校 体育館改修工事

3月 大阪府 市立第十六中学校 体育館床改修工事

12月 大阪府 震災工事

5月 大阪府 市立第一中学校 昇降路設置工事

10月 大阪府 カラオケパルパロ 新築工事

4月 兵庫県 有田食堂 新築工事

5月 大阪府 市立刀根山保育所 プール改修工事

5月 大阪府 市立小曽根保育所 便所改修工事

11月 兵庫県 シャトレーゼ広野店 新築工事

8月 大阪府 ファミリーマート木下店 新築工事

10月 大阪府 檜店舗 改装工事

12月 兵庫県 セブンイレンブン三田西山店 新築工事

2月 兵庫県 ウェルズ石名 新築工事

11月 大阪府 市営宮山住宅他 空家補修工事

12月 兵庫県 丹南ウェルズ 新築工事

平成１３年 4月 兵庫県 JA三田箕輪支店 新築工事

7月 兵庫県 JA兵庫六甲三田資産管理センター 移転工事

8月 大阪府 小曽根駐車場 整備工事

9月 兵庫県 今西土地 造成工事

10月 大阪府 ＯＳ長田倉庫 改装工事

10月 大阪府 豊中市箕輪小学校 外壁改修工事

平成１５年 12月 大阪府 市立刀根山住宅Ｂ棟 外装改修工事

1月 兵庫県 上井沢公民館 新築工事

2月 兵庫県 ＪＡ兵庫六甲藍本出張所 店舗改装工事

3月 大阪府 お好み焼き店舗 改装工事

5月 兵庫県 矢野処方箋薬局用店舗 新築工事

8月 兵庫県 矢野駐車場 整地工事

1月 大阪府 ヒラオ鍼灸院 新築工事

3月 大阪府 上野駐車場 整地工事

4月 大阪府 堀家整骨院付単身用マンション 新築工事

5月 大阪府 三国駅前店舗 解体工事

6月 大阪府 明光電機㈱ 外壁塗装工事

平成３年

平成７年

平成１７年

平成１１年

平成１４年

平成１６年

平成４年

工事名

平成８年

平成９年

平成１０年

完成年月

平成２年
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「店舗・施設・公共事業」工事経歴書 令和3年1月現在

工事場所 工事名完成年月

平成１７年 9月 大阪府 豊中市豊島小学校 外装工事

3月 大阪府 豊中市立旭ヶ丘保育所 屋根改修工事

8月 兵庫県 堀江店舗 新築工事

9月 大阪府 豊中市立刀根山保育所 屋根改修工事

9月 大阪府 豊中市立刀根山小学校 外壁改修工事

12月 大阪府 上野モータプール アスファルト舗装工事

3月 大阪府 豊中市箕面市養護老人ホーム 外壁改装工事

4月 大阪府 尾崎商店 改装工事

9月 大阪府 豊中市立桜井谷小学校 コンピュータ室改修工事

12月 大阪府 ハウステック本社ビル 外装改修工事

平成２０年 8月 大阪府 石井工業社屋 屋上防水工事

5月 大阪府 市営北条住宅集会所 改修工事

9月 大阪府 中桜塚家族葬ホール 第１期増改修工事

平成23年 3月 大阪府 豊中市医療保健センター 改修工事

8月 兵庫県 矢野処方箋薬局店舗Ⅱ 新築工事

9月 大阪府 明光電機㈱ ３・４階改装工事

10月 兵庫県 中島様ガレージ 新設工事

12月 大阪府 JA大阪北部細河支店 第２倉庫屋根改修工事

5月 大阪府 船場センタービル 店舗分割移動工事

12月 大阪府 荒清ビル 屋上防水工事

9月 大阪府 JA大阪北部麻田支店 外構エクステリア取替工事

9月 大阪府 JA能勢ライスセンター 施設内塗装工事

3月 大阪府 JA大阪北部細川支店 内部改修工事

5月 大阪府 中桜塚駐車場 新設造成工事

8月 大阪府 池田バプテスト教会 牧師館 新築工事

9月 大阪府 JA大阪北部東郷支店 外部改修工事

9月 大阪府 JA大阪北部東郷支店（倉庫） 外部改修工事

平成29年 10月 大阪府 JA大阪北部細河支店 廊下壁塗装工事

4月 大阪府 岡會堂 外壁改修工事

5月 兵庫県 ハイツライジングサン 駐車場塗装改修工事

8月 大阪府 桜の町駐車場 新築造成工事

11月 大阪府 中林ビル 原状回復工事

10月 大阪府 住吉神社（若竹町） 庭（砂利敷き）工事

12月 兵庫県 向月町テナント長屋 外壁大規模修繕工事

12月 大阪府 北条土地 駐車場整備工事

4月 大阪府 JA箕面・東郷・麻田支店 スロープ新設工事

9月 大阪府 織田商店 外壁全面工事

12月 兵庫県 グリーンヒル駐車場 新築造成工事

令和3年 1月 大阪府 JA小曽根支店 仮店舗新築工事

平成２１年

平成28年

平成26年

平成25年

平成１８年

平成１９年

平成24年

平成30年

平成31年
（令和元年）

令和2年

平成27年
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