
施工実績

工事名 発注者 種別 時期 場所

岡山市富原児童館遊戯室床･壁修繕 岡山市 建築一式 岡山市

岡山西警察署玉柏駐在所新築工事 岡山県 建築一式 岡山市

岡山第二宿舎外壁その他塗装工事 独立法人国立印刷局 塗装工事 岡山市

独立法人国立印刷局 塗装工事 岡山市

岡山工場設備塗装工事 独立法人国立印刷局 塗装工事 岡山市

中国財務局 防水工事 大阪府

単県　道路維持修繕（歩道橋塗装） 岡山県備前県民局 塗装工事 岡山市

吉田税務署大賀屋宿舎改修工事 広島国税局 建築一式 広島県

警察学校機械室防水及び塗装改修工事 岡山県県警本部 防水工事 岡山市

岡山市 建築一式 岡山市

中国財務局 建築一式 岡山市

中国財務局 建築一式 岡山市

中国財務局 建築一式 岡山市

平成18年11月

平成18年11月

平成19年2月

岡山第二宿舎35号家他外壁修繕工事 平成19年2月

平成19年4月

己斐住宅3号棟ほか屋根防水改修工事 平成19年6月

平成19年8月

平成19年10月

平成19年10月

岡山市建部町B&G海洋センター外壁改修他修繕（その2） 平成19年10月

(H19)津島住宅５号棟ほか結露防止改修工事 平成19年11月

（H19)高屋住宅2号棟ほか建物改修工事 平成20年1月

（H19)高島住宅2号棟ほか建物改修工事 平成20年1月



高松国税局総合庁舎屋上遮熱塗装工事 高松国税局 塗装工事 香川県

岡山市北消防署津高出張所オーバーヘッドドア設置工事 岡山市 建築一式 岡山市

市立鹿田幼稚園テラス床改修その他工事 岡山市 塗装工事 岡山市

富原Ａ市営住宅空住戸修繕 岡山市 建築一式 岡山市

岡山市立建部中学校体育館耐震改修工事 岡山市 建築一式 岡山市

香川地方協力本部外壁補修工事 陸上自衛隊善通寺駐屯地 建築一式 香川県

月見橋塗装修繕工事 岡山市 塗装工事 岡山市

岡山市立富原保育園外部他修繕 岡山市 建築一式 岡山市

海田税務署庁舎模様替工事 広島国税局 建築一式 広島県

岡山市立横井小学校内プレハブ児童クラブ室増築工事 岡山市 建築一式 岡山市

独立法人国立印刷局 建築一式 岡山市

矢原浄水場事務所修繕工事 岡山市水道局 建築一式 岡山市

下内田市営住宅１０番館ほかベランダ手摺塗替修繕 岡山市 塗装工事 岡山市

市立牧石小学校屋外階段塗装改修工事 岡山市 塗装工事 岡山市

平成20年1月

平成20年2月

平成20年2月

平成20年2月

平成20年5月

平成20年6月

平成20年6月

平成20年7月

平成20年7月

平成20年8月

岡山工場第9号家警備系事務室改修工事 平成20年9月

平成20年10月

平成20年10月

平成21年１月



新屋敷公園他塗装修繕 岡山市 塗装工事 岡山市

岡山県警察本部 塗装工事 岡山市

庄原税務署車庫天井改修工事 広島国税局 建築一式 広島県

福山税務署草戸宿舎天井改修工事 広島国税局 建築一式 広島県

岡山県警察本部 塗装工事 岡山市

岡山県航空管理事務所 塗装工事 岡山市

陸上自衛隊日本原駐屯地 建築一式 津山市

津高市営住宅空住戸修繕 岡山市 建築一式 岡山市

玉野税務署屋上防水工事 広島国税局 防水工事 平成２１年６月 玉野市

玉野税務署屋上防水シャッター追加工事 広島国税局 建築一式 玉野市

市立中山中学校中館普通教室背面ロッカー等改修工事 岡山市 建築一式 岡山市

岡山市立中山小学校体育館耐震改修工事 岡山市 建築一式 岡山市

海上自衛隊徳島駐屯地 塗装工事 徳島県

県立高松農業高校産業教育施設（温室）整備工事 岡山県 建築一式 平成２１年９月 岡山市

岡山市北消防署御津出張所女性用仮眠室・風呂設置その他工事 岡山市 建築一式 平成２１年９月 岡山市

平成21年2月

警察学校本館1階塗装改修工事 平成21年2月

平成21年3月

平成21年3月

警察学校本館1階塗装改修工事に伴う渡り廊下塗装工事 平成21年3月

緊急経済雇用対策進入灯橋梁塗装塗替（その3）工事 平成21年4月

45号本部庁舎パラペット補修工事 平成21年5月

平成２１年6月

平成２１年6月

平成２１年7月

平成２１年7月

№2燃料タンク塗装工事 平成２１年9月



箕面合同宿舎外壁改修工事 近畿財務局 建築一式 大阪府

岡山北警察署下田宿舎改修工事 岡山県 建築一式 岡山市

宮津合同宿舎外壁改修ほか１件工事 近畿財務局 建築一式 京都府

高梁税務署外壁改修その他工事 広島国税局 建築一式 高梁市

中国財務局 建築一式 山口県

大井市営住宅空住戸修繕 岡山市 建築一式 岡山市

中国財務局 建築一式 岡山市

岡山市営天神町駐車場屋上広告看板塗装修繕 岡山市 塗装工事 岡山市

屋内訓練施設塗装等工事 徳島小松島航空基地隊 塗装工事 平成２２年２月 徳島県

桑の木町公舎Ｅ棟防水改修工事 岡山県 防水工事 平成２２年２月 岡山市

警察学校生徒寮洗面所流し台修繕工事 岡山県警察本部 建築一式 平成２２年２月 岡山市

岡山店模様替その他工事 ゆうちょ銀行 建築一式 岡山市

管制局舎等外壁損傷補修工事 徳島航空基地隊 建築一式 徳島県

郵便局㈱ 建築一式 広島県

岡山市高田コミニティハウス屋根塗装他修繕 岡山市 建築一式 岡山市

平成２１年10月

平成２１年10月

平成２１年10月

平成２１年11月

（Ｈ21）門前住宅3号棟外壁改修工事 平成２１年11月

平成２１年11月

(H21)東山住宅3号棟ほか外壁改修工事 平成２１年12月

平成22年1月

平成２２年5月

平成２２年6月

広島県甲山郵便局ほか9郵便局間仕切り撤去工事 平成22年7月

平成22年7月



西脇税務署外壁・屋上防水改修及び大阪国税局西脇寮屋上防水改修その他工事大阪国税局 建築一式 兵庫県

岡山センター多目的実習場改修工事 雇用能力開発機構 建築一式 岡山市

青ノ山（船）下津井ﾚﾀﾞｰ施設鉄塔塗装工事 第六管区海上保安本部 塗装工事 倉敷市

岡山県備前県民局 塗装工事 和気町

脇町税務署外壁改修工事 高松国税局 建築一式 徳島県

高松三条社宅軒裏修繕工事 郵便局　四国支店 建築一式 香川県

児島税務署外壁改修工事 広島国税局 建築一式 倉敷市

吉田税務署外壁改修その他工事 広島国税局 建築一式 広島県

郵便局㈱ 塗装工事 広島県

山上郵便局ほか３箇所内外塗装工事 郵便局㈱ 塗装工事 島根県

彦根税務署外壁改修工事 大阪国税局 塗装工事 滋賀県

津高市営住宅空住戸修繕 岡山市 建築一式 岡山市

県立岡山南高校　商業棟改修工事 岡山県 建築一式 岡山市

岡山支店模様替工事 郵便事業㈱ 建築一式 岡山市

岡山東税務署三軒屋宿舎外壁改修その他工事 広島国税局 建築一式 岡山市

平成22年8月

平成22年8月

平成22年8月

吉井川4号ゲート塗装工事 平成22年8月

平成22年10月

平成22年10月

平成22年10月

平成22年10月

布野郵便局ほか8箇所内外塗装工事 平成22年10月

平成22年10月

平成22年10月

平成22年10月

平成22年11月

平成22年11月

平成22年12月



美浜合同宿舎外壁改修等ほか１件工事 近畿財務局 建築一式 和歌山県

四国郵便局２７箇所塗装工事 郵便局㈱ 塗装工事 高知県

燃料貯蔵所油脂庫床補修 徳島航空基地隊 塗装工事 平成２３年１月 徳島県

玉川住宅２号棟天井改修工事 四国財務局 建築一式 平成２３年１月 愛媛県

辛町住宅ほか１棟天井改修工事 四国財務局 建築一式 平成２３年１月 香川県

山口宝町住宅ほか４箇所修繕工事 郵便局㈱ 建築一式 山口県

広島牛太南１丁目北社宅ほか８箇所修繕工事 郵便局㈱ 建築一式 広島県

岡山北社宅ほか２箇所修繕工事 郵便局㈱ 建築一式 岡山市

松江吉原社宅ほか２箇所修繕工事 郵便局㈱ 建築一式 島根県

鳥取材木社宅ほか１箇所修繕工事 郵便局㈱ 建築一式 鳥取県

陸上自衛隊姫路駐屯地 建築一式 兵庫県

陸上自衛隊信太山駐屯地 塗装工事 大阪府

警察学校本館玄関庇・渡廊下屋根等改修工事 岡山県警察本部 建築一式 岡山市

市立高田小学校特別支援教室改造工事 岡山市 建築一式 岡山市

貯油所当直室等室内改修 呉地方総監部 建築一式 広島県

平成22年12月

平成22年12月

平成２３年2月

平成２３年2月

平成２３年2月

平成２３年2月

平成２３年2月

（22）217号外壁改修工事 平成２３年2月

162号体育館屋根防水補修工事 平成２３年2月

平成２３年2月

平成２３年2月

平成２３年2月



市立蛍明小学校門扉設置工事 岡山市 建築一式 岡山市

岡山県 防水工事 岡山市

下関生野１丁目社宅・下関小月社宅耐震改修工事 日本郵政 建築一式 山口県

日本郵政 建築一式 高知県

外壁補修その他整備 小月航空基地隊 建築一式 山口県

岡山北警察署署長室・留置場改修工事 岡山県北警察署 建築一式 岡山市

岡山印刷局 塗装工事 岡山市

食堂外壁他改修工事 海上自衛隊岩国航空基地 建築一式 山口県

第一放流水槽内塗装及び点検通路補修工事 日本原子力機構 建築一式 津山市

陸上自衛隊三軒屋駐屯地 防水工事 岡山市

訓練講堂他外壁等補修 徳島航空基地隊 建築一式 徳島県

中国地区郵便局２３箇所外壁塗装工事 日本郵政㈱ 塗装工事 島根県

長尾税務署空調設備改修その他工事 高松国税局 建築一式 香川県

近畿財務局 建築一式 兵庫県

平成２３年2月

津島桑の木公舎F棟防水改修工事 平成２３年2月

平成２３年4月

神田社宅（A棟、B棟）耐震改修工事 平成２３年4月

平成２３年6月

平成２３年7月

岡山第二宿舎（4・5・6号棟）外壁塗装工事 平成２３年7月

平成２３年8月

平成２３年8月

三軒屋（23）特別借受宿舎等屋根防水改修工事 平成２３年8月

平成２３年8月

平成２３年9月

平成２３年9月

豊岡合同宿舎外壁改修等ほか1件工事 平成２３年9月



竜王山通信局舎外壁等補修 徳島航空基地隊 建築一式 徳島県

津高市営住宅空住戸（第２回募集分）修繕 岡山市 建築一式 岡山市

大阪国税局福知山宿舎外壁改修工事 大阪国税局 塗装工事 兵庫県

中国財務局 建築一式 山口県

ＰＯＬポンプ室土間等補修 徳島航空基地隊 建築一式 徳島県

岡山東年金事務所外壁改修工事 日本年金機構 建築一式 岡山市

倉敷東年金事務所外壁塗装工事 日本年金機構 塗装工事 倉敷市

通信施設補修工事 中国管区警察局 建築一式 岡山市

無線局舎屋根等防水工事 岩国航空基地隊 防水工事 平成２３年１２月 山口市

陸上自衛隊三軒屋駐屯地 建築一式 岡山市

津島桑の木公舎Ｄ棟防水改修工事 岡山県 防水工事 岡山市

倉敷年金事務所トイレ改修等工事 日本年金機構 建築一式 倉敷市

善通寺年金事務所３階屋上防水改修その他工事 日本年金機構 防水工事 香川県

歩道橋塗装工事 陸上自衛隊千僧駐屯地 塗装工事 兵庫県

山口吉敷宿舎外壁塗装等工事 日本年金機構 建築一式 山口市

平成２３年10月

平成２３年10月

平成２３年10月

(H23）第二湯田住宅2号棟外壁改修工事 平成２３年11月

平成２３年11月

平成２３年12月

平成２３年12月

平成２３年12月

三軒屋（23）給水塔改修工事 平成２３年12月

平成24年１月

平成24年1月

平成24年１月

平成24年１月

平成24年1月



格納庫等外壁補修工事 小松島航空基地隊 建築一式 徳島県

海上保安本部 塗装工事 広島県

萩生宿舎ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ置場屋根取替及び鉄骨塗装工事 日本年金機構 建築一式 愛媛県

面会所屋根防水修繕工事 岡山刑務所 防水工事 岡山市

津島市営住宅空住戸（第１回募集分）修繕 岡山市 建築一式 平成２４年６月 岡山市

陸上自衛隊姫路駐屯地 塗装工事 平成２４年６月 兵庫県

通信施設防水補修等工事 中国管区警察局 防水工事 平成２４年６月 鳥取県

潜基地区講堂他外壁等補修 呉地方総監部 建築一式 平成２４年６月 広島県

原加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ場建築工事 岡山市水道局 建築一式 岡山市

県道御津佐伯線道路改良工事に伴う丹後市営住宅空住戸修繕工事 岡山市 建築一式 岡山市

富原大岩公園ﾄｲﾚ設置工事 岡山市 建築一式 岡山市

八幡浜川名津郵便局耐震工事 建築一式 愛媛県

建築一式 高知県

土佐中村支店防水修繕工事 防水工事 高知県

公共橋梁補修工事 岡山県 塗装工事 岡山市

平成24年1月

広島浮標基地20ｔｸﾚｰﾝ塗装工事 平成24年1月

平成24年2月

平成24年2月

（24）受水槽内部塗装工事

平成24年8月

平成24年8月

平成24年8月

日本郵政(株) 平成24年8月

土佐清水社宅ほか3社宅耐震改修工事 日本郵政(株) 平成24年8月

日本郵政(株) 平成24年8月

平成24年9月



通信施設改修・整備工事 中国管区警察局 塗装工事 鳥取県

庁舎屋上防水及び外壁等補修工事 徳島刑務所 建築一式 徳島県

通信施設塗装工事 四国管区警察局 塗装工事 愛媛県

塗装工事 高知県

川添郵便局模様替工事 建築一式 香川県

近畿財務局 建築一式 大阪府

塗装工事 島根県

四国財務局 建築一式 愛媛県

岡山第二宿舎鉄部塗装その他工事 岡山印刷局 塗装工事 岡山市

近畿財務局 建築一式 大阪府

栗井地内他橋梁修繕工事 岡山市 塗装工事 岡山市

笹ケ瀬駐輪場塗装工事 岡山市 塗装工事 岡山市

平成24年9月

平成24年9月

平成24年9月

四国郵便局塗装工事(4件分） 日本郵政(株) 平成24年10月

日本郵政(株) 平成24年10月

阿倍野合同宿舎外壁改修等その他2件工事 平成24年10月

中国郵便局塗装工事（6件分） 日本郵政(株) 平成24年11月

大洲住宅3号棟ほか2棟外壁その他改修工事 平成24年11月

平成25年1月

今川合同宿舎外壁改修等その他1件工事 平成25年2月

平成25年3月

平成25年3月
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