
❏　主要施工実績　　・外壁改修工事、店舗工事、その他リフォーム工事など

区域 規模（㎡） 内容

外壁 2000 足場、シーリング、塗装、防水

公共工事 13000 塗装

外壁 1000 足場、シーリング、塗装、防水

〃 1300 足場、シーリング、塗装、防水

内、外 1800 足場、シーリング、内装、塗装

外壁 1800 足場、シーリング、塗装、防水

〃 700 足場、溶接、塗装

〃 4200 塗装

公共工事 1750 足場、シーリング、塗装、防水

外壁 8600 足場、シーリング、塗装、防水、設備

公共工事 14000 足場、シーリング、塗装、防水、設備

公共工事 1206 足場、塗装

リフォーム 682 内装工事

公共工事 1300 塗装

〃 250 足場、シーリング、内装、塗装、防水、設備

外壁 6200 足場、シーリング、塗装、防水、設備

〃 700 足場、シーリング、塗装、防水、設備

〃 682 足場、シーリング、塗装、防水

公共工事 890 足場、塗装

リフォーム ４LDK クロス、フローリング、キッチン、洗面台

公共工事 4200 塗装

外壁 1300 足場、塗装、掘削、左官、シーリング、溶接

〃 2700 塗装、設備、看板

〃 560 足場、シーリング、塗装、防水、設備、看板

〃 835 足場、シーリング、塗装、防水、設備

内、外壁 4200 足場、シーリング、塗装、防水、設備、内装

　　　 　　　　　　 7月

               10月

ヘリテイジ桜井大規模改修工事

　　　 　　　　　　 7月

年/月

大阪モノレール樹脂モルタル補修剝落対策工事

　　 　　　　　　　 6月

大阪府北部エリア郵便局内外塗装工事

2005年　　10月 FM加島ビル改修工事

  　　    　 12月 国税庁合同庁舎3号館改修工事

工事名称

　　　　　 10月 十三グリーンハイツ外壁塗装工事

　　　　　 11月

2006年   　　　1月 阪急関大駅前塗装工事

　　　　   　5月 ウツミハイツ

　　　　   　7月 草津税務署改修工事

　　　　　　7月

　　　    　11月 新町ダイヤパレス2号館

2007年     　2月 千里西町歩道橋改修工事

　　　　　　4月 東洋アルミ（株）工場屋根塗装

公社ミノオC団地外壁改修工事

　　　　　　7月 大阪府立青雲高校増築工事

2008年　　3月 荒井頭首ゲート塗替塗装工事

竜王日本ロジックス倉庫改修工事

　　　　　　7月 I様邸内外装改修工事

　　　 　　　12月

　　　 　　   　3月

大阪市清掃局鉄骨耐熱塗装工事

　 　　　　　2月 耐熱化学東大阪支店ビル改修工事

　　 　  　11月

平野　マンションリフォーム工事

O様邸リフォーム工事

プラウド箕面立駐機塗装工事

ハイツフルール再塗装工事

2009年  　  1月 アカシヤハイツ再塗装工事

大和川橋梁再塗装工事　　 　　　　2月

　　　　　　 3月

　　　　 　12月 株式会社ダイワ事務所ビル改修工事



規模（㎡） 内容

外壁 680 足場、シーリング、塗装、防水

設備 180箇所 照明交換、チェーンゲート設置

外壁 1200 足場、シーリング、塗装、防水、設備

リフォーム ４LDK 全面改装

外壁 800 足場、シーリング、塗装、防水、床貼り

リフォーム ３LDK 全面改装

〃 ４LDK 全面改装

外壁 400 足場、シーリング、塗装、防水

店舗 19.8坪 新装工事

外壁 450 解体、足場、シーリング、塗装、防水

リフォーム ４LDK 全面改装

店舗 １７坪 新装工事

外壁 6488 塗装、防水

外壁 375 塗装、テント交換、アンカー設置

内部 6部屋 内部改修工事

店舗 18坪 新装工事

店舗 40.5坪 新装工事

店舗 19.5坪 新装工事

店舗 22坪 全面改装

公共工事 ８部屋 内部改修工事

リフォーム ６LDK 全面改装、耐震工事

リフォーム ４LDK 全面改装

店舗 18坪 全面改装、設備機器交換

外壁 680 足場、シーリング、左官、塗装、防水

3300 足場、シーリング、左官、塗装、防水

店舗 20.8坪 新装工事

　　　　 　 11月 パラッツオ五反田大規模修繕工事

　　　　　　12月 Café Grand Piere

ダテビル改修工事

寝屋川明和住宅内部改修工事

北川様邸

杉の家ビル改修工事

                   4月 美容院Laugh

　　　　　　 5月 リッツウェル大阪ショウルーム

タウンハウス花屋敷外壁改修工事

　　　　　　　　　 6月

ワトミマンション改修工事

　　　　　　　6月 イタリア料理店　Henry

　　　 　　　７月

太鼓正屋上テント改修工事

田中様邸

ナンバパークス　ポルカ

工事名称年/月

ルミエール岡本外壁改修工事2010年　　1月

美容院favoria

サンシティー水無瀬

ライオンズマンション2号館1004号

　　  　　 　3月

上牧ドリームマンション307号

　　　　　

　　　　　　　　　 7月

セガミ薬局　梅田店

　　　　　　10月 グリーンエクセル緑が丘

美容院Voychica

上牧ドリームマンション405号

　　　　　　10月 醍醐パインクレスト大規模修繕工事

2011年       1月

　　　　　　2月 リベール布施　共用部照明交換工事

　　　 　　　2月 寝屋川明和住宅内部改修工事

　　　　　　5月



規模（㎡） 内容

外壁 1200 塗装、防水、シーリング工事

外壁 780 足場、シーリング、左官、塗装、防水

リフォーム 6LDK 全面改装、耐震工事、外壁塗装

店舗 33坪 エイジング塗装

店舗 21坪 全面改装、エイジング塗装

リフォーム ５LDK 全面改装、耐震工事、外壁塗装

店舗 4坪 新装工事（デザイン、設計、施工）

外壁 600 塗装、防水、造作工事

リフォーム ９LDK 全面改装、耐震工事、外壁塗装

リフォーム ５LDK 全面改装、耐震工事、外壁塗装

外壁 650 足場、シーリング、左官、塗装、防水

公共工事 800 足場、シーリング、左官、塗装、防水

リフォーム ４LDK 全面改装、耐震工事、外壁塗装

リフォーム 7LDK 全面改装、外壁塗装

店舗 35坪 新装工事（デザイン、設計、施工）

リフォーム 6LDK 全面改装、耐震工事、外壁塗装

リフォーム ５LDK 全面改装、耐震工事、外壁塗装

外壁 1980 足場、シーリング、左官、塗装、防水

リフォーム 6LDK 全面改装、耐震工事、外壁塗装

外壁 960 足場、シーリング、左官、塗装、防水

外壁 880 足場、シーリング、左官、塗装、防水

リフォーム 7LDK 全面改装、耐震工事、外壁塗装

リフォーム 30坪 足場、シーリング、防水、造作

店舗 18坪 新装工事（デザイン、設計、施工）

外壁、内装 660 全面改装、外壁塗装

外壁 790 足場、シーリング、外部塗装、看板デザイン、看板交換

内装 ３LDK 内装　全面改装

　　　　　　8月 ものおきや箕面店改修工事

　　　　　　9月 植山邸リフォーム工事

　　　　　　2月 渡辺様邸

　　　　　　4月 花宇事務所改修工事

　　　　　　6月 箕面市西小路会館改修工事

　　　　　　5月 U'IU'I新装工事

　　　　　　10月 菊池様邸

　　　　　　3月

　　　　　 　6月 住澤様邸

2014年      1月 カサドール豊中大規模改修工事

武市様邸耐震改修工事

　　　　　　4月 菊田様邸修工事

　　　　　　 4月 心斎橋　ERK

年/月 工事名称

岡田様邸

カプリチョーザ　エイジング塗装工事

　　　　 　　1月 ワールドターンビル大規模改修工事

2012年       ３月 田辺ハイツ大規模改修工事

　　　　　　6月 西村様邸

　　　　　　7月 森田様邸

　　　　　　8月 パラッツオ五反田大規模改修工事

　　　　　　12月 メゾンソレイユ大規模改修工事

　　　　　　5月 arrecria　新装工事

湯埼様邸

2013年      1月 箕面メイプル大規模改修工事

　　　　　　2月 箕面ダム管理事務所改修工事

　　　　 　 11月 安井様邸

　　　　　　９月 カーサコモード大規模改修工事

　　　　　　7月 梅田ルクアB1F　The Royal Touch



規模（㎡） 内容

外壁 290 塗装、防水、シーリング工事

リフォーム 4LDK 全面改装、軒改修、外壁塗装

リフォーム ５LDK 全面改装、耐震工事、外壁塗装

外壁 4LDK 全面改装、軒改修、外壁塗装、防水

リフォーム 10坪 新装工事（デザイン、設計、施工）

リフォーム 12坪 新装工事（デザイン、設計、施工）

外壁 346 足場、シーリング、左官、塗装、防水

店舗 18坪 新装工事（デザイン、設計、施工）

店舗 23坪 新装工事（デザイン、設計、施工）

外壁 1000.6 足場、シーリング、左官、塗装

リフォーム 6LDK 和室LDK改装

店舗 22坪 新装工事（デザイン、設計、施工）

店舗 8坪 新装工事（デザイン、設計、施工）

店舗 18坪 改装工事（デザイン、設計、施工）

リフォーム 5LDK 和室LDK改装、外壁塗装（足場、シーリング、塗装）

外壁 818.9 足場、シーリング、左官、塗装、防水、タイル

リフォーム 5LDK ベランダ漏水補修、外壁塗装（足場、シーリング、塗装）、防水工事

外壁 1755 内部共用部天井、枠、扉塗装（147室）、外壁塗装

外壁 2782 足場、シーリング、左官、塗装、防水、タイル

リフォーム 5LDK ベランダ手摺り塗装、電気工事、造作工事

外壁 1074.2 足場、シーリング、左官、塗装、防水

店舗 9坪 新装工事（デザイン、設計、施工）

外壁 1059.2 足場、シーリング、左官、塗装、防水、タイル

外壁 248.6 足場、シーリング、左官、塗装、防水

外壁 280.5 足場、シーリング、左官、塗装、防水

店舗 18坪 改装工事（デザイン、設計、施工）

店舗 26坪 改装工事（デザイン、設計、施工）

外壁 248.6 足場、シーリング、左官、塗装、防水

　　　　 　 11月 舘山様邸

年/月 工事名称

若松様邸

　　　　　　12月 井上様邸

㈱サエキ事務所新装工事

　　  　　 　3月 ㈱エカリコ事務所新装工事

201５年      2月 水田様邸外壁屋根改修工事

　　　　　　6月 LillioMontana　新装工事

　　　　　　5月 六賢　新装工事

　　　　　　4月 山本様邸外壁、屋根改修工事

　　　　　　８月 鉄板焼き　三國新装工事

今村様邸

　　　　　　7月 ユニハイム平野北立体駐車場塗装工事

　　　　　　９月 Tape's Stand 新装工事

　　　　　　10月 ankasa 改装工事

　　　　　　11月 井出様邸

2016年      1月 弘川ビジネスホテル外壁塗装工事

　　　　　 藤村様邸

　　　　　　12月 ピエーラ桜大規模改修工事

　　　　　　3月 パル箕面大規模改修工事

清水様邸

　　　　　　2月 パティオ外院大規模改修工事

伊藤様邸外壁屋根塗装工事

長谷川様邸外壁屋根塗装工事

　　　　　　5月 インクスバイコラージュ大規模改修工事

　　　　　　4月 MIO弁当厨房工事

　　　　　　6月 田中様邸外壁屋根塗装工事

珈琲館改装工事

Kowloon 新装工事



規模（㎡） 内容

防水 400.4 ２F陸屋根防水工事

382.5 足場、シーリング、左官、塗装、防水

7坪 解体、左官、設備、厨房機器、防水

38.6坪 塗装、エイジング塗装

４2.5坪 塗装、エイジング塗装

309.1㎡ 足場、シーリング、遮熱塗装、他

222.5㎡ 足場、シーリング、左官、塗装、防水

17.5㎡ 左官、塗装、FRP防水、ドレン改修、樋設置

521㎡ 足場、シーリング、左官、塗装、防水

385㎡ 足場、シーリング、左官、塗装、防水

41.5坪 塗装、エイジング塗装

320.7㎡ 足場、シーリング、左官、塗装、防水、大工、クロス、設備他

641㎡ 足場、シーリング、左官、塗装、防水、大工

12坪 パネル貼り、シーリング

60坪 足場、シーリング、左官、塗装、防水、大工、クロス、設備、電気他

15㎡ 足場、シーリング、左官、塗装、大工、クロス、設備他

344.3㎡ 足場、シーリング、左官、塗装、防水、タイル

年/月 工事名称

　　　　　　7月 介護老人ホーム九十九園防水工事

西野様邸外壁屋根塗装工事

　　　　　　８月 串カツジョニー厨房工事

竜神丸イオンモール大和高田店塗装工事

　　　　　　９月 竜神丸イオンモール大日店塗装工事

中野様邸屋根遮熱塗装工事

　　　　　　10月 山野様邸外壁改修工事

矢口様邸防水他工事

古川様邸外壁屋根塗装工事（2件口）

　　　　　　12月 若藤様邸　外壁塗装工事

2017年      1月 竜神丸イオンモールりんくう店塗装工事

濱川様邸　風呂入れ替えリフォーム、外壁屋根塗装工事

　　　　　　2月 白壁ハイツ　外壁塗装工事

　　　　　　3月 もぐもぐキッチン改修工事

芝本様邸浴室洗面所改修工事

丸亀製麺　深江橋店改修工事

　　　　　　4月

丸井様邸外壁屋根改修工事


