
工 事 経 歴 書



年度 設計 施工 工事名称 重量(t) 所在地

㈱類設計室 ㈱清水建設 高槻中学校･高等学校改築工事３期新築工事 60 高槻市

㈱日立建設設計 ㈱竹中工務店  (仮称)日立ビークルエナジーＦライン建屋建設工事地上節 1225
京都府
乙訓郡

㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 大阪電気通信大学 寝屋川キャンパス新築工事(新築Ⅰ期工事) 1090 寝屋川市

㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 イチネングループ本社ビル建替プロジェクト 1415 大阪市

㈱大林組 ㈱大林組 (仮称)ヤンマー尼崎CSセンター新築工事 980 尼崎市

㈱大林組 ㈱大林組 (仮称)ヤンマー尼崎厚生施設新築及び改修工事 235 尼崎市

㈱日建設計 ㈱竹中工務店 関空ＴＩ及び付属棟電源設備地上化 本館増築工事 63 泉佐野市

㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 三洋ＡＥ姫路３・４期改修 195 姫路市

㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 阪急電鉄南茨木阪急ビル建替1期工事 76 茨木市

日通不動産㈱ 鹿島建設㈱ (仮称)日本通運㈱新本社ビル計画 150
東京都

千代田区

五洋建設㈱ 五洋建設㈱ ヨドバシ梅田タワー新築工事高層棟 1128 大阪市

日通不動産㈱ 高松建設㈱ (仮称)日本通運㈱和歌山支店　和歌山雑賀崎倉庫建設工事 1231
和歌山県
和歌山市

㈱双星設計 鹿島建設㈱ パナソニックアプライアンス社Ｗ１５棟新築工事 1187
滋賀県
草津市

㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 (仮称)カナート洛北増築工事 739
京都府
京都市

㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 立命館大学ＯＩＣ 分林保弘記念国際交流館(仮称)整備事業 867 茨木市

㈱都市居住文化
研究所/㈱熊谷組 ㈱熊谷組 (仮称)本田味噌綾部新工場増築工事 429

京都府
綾部市

㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 （仮称）立誠小学校跡地利用計画 657
京都府
京都市

㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 大谷学園大阪狭山市こども園 197 大阪狭山市

鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ ＢＳ彦根加硫空搬Ⅱ期建屋柱補強、補助梁設置工事 97
滋賀県
彦根市

㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 (仮称)車載電池事業姫路展開に伴う建築工事２期工事 82
兵庫県
姫路市

五洋建設㈱ 五洋建設㈱ (仮称)ヨドバシカメラ梅田タワ－新築工事　　　　 　　　 　 1832 大阪市

㈱竹中工務店
㈱日本設計 ㈱竹中工務店 国立循環器病研究センタ－移転建替工事　　　 1973 吹田市

㈱伊藤建築
設計事務所

清水建設㈱ アサヒビール吹田工場 多層階倉庫新築工事 倉庫棟　　　　 1300 吹田市

㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 関西医療大学４号館建替工事 630 泉南郡

日通不動産㈱ ㈱大林組 日本通運㈱大阪支店事務所ビル新築工事 500 大阪市

㈱ノム建築設計 ㈱藤木工務店 ㈱グラフィック倉庫 新築工事　　　　 500
京都府
京都市

中央復建
コンサルタンツ㈱

鹿島・鴻池・西松 ＪＶ 本線住吉･芦屋間連続立体交差工事(住吉川以東)　　 　　 85
兵庫県
神戸市

㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 本願寺津村別院(北御堂)耐震補強工事 60 大阪市

令和元年

平成30年

鉄 工 事 業 部 実 績

令和2年



年度 設計 施工 工事名称 重量(t) 所在地

鉄 工 事 業 部 実 績

㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 （仮称）尼崎Ｐ５改修計画 3200
兵庫県
尼崎市

日通不動産㈱ 清水建設㈱ (仮称)日本通運㈱名古屋支店小牧ロジパ－クⅡ新築工事 580
愛知県
小牧市

清水建設㈱ 清水建設㈱ 花王栃木工場　第５仕上工場新築工事 1700
栃木県
芳賀郡

㈱大建設計 ㈱熊谷組 (仮称)ユニゾイン神戸三宮　新築工事 750
兵庫県
神戸市

㈱東洋
設計事務所

大和ハウス工業㈱ (仮称)両替町通姉小路計画 500
京都府
京都市

㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 松下幸之助歴史館新築工事 240 門真市

㈱熊谷組 ㈱熊谷組 (仮称)大東市新田西町物流センタ－計画　 1600 大東市

㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 日清食品㈱新滋賀工場 1500
滋賀県
栗東市

㈱東畑
建築事務所

㈱大林組 大阪電気通信大学高等学校耐震補強２期工事（Ｃ号館） 35 守口市

新日鉄住金
エンジニアリング

新日鉄住金
エンジニアリング （仮称）堺物流センター新築工事 980 堺市

日通不動産㈱ 鹿島建設㈱ （仮称）日本通運㈱東京支店　新東京物流センター新築工事 2400
東京都
江東区

㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 朝日生命館耐震工事 90 大阪市

清水建設㈱ 清水建設㈱ 沢井製薬㈱　三田西工場計画 970
兵庫県
三田市

鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ マルホ㈱　彦根工場　治験薬製造棟　建設工事 260
滋賀県
彦根市

清水建設㈱ 清水建設㈱ パナソニック㈱ＡＩＳ社　雨天連絡通路計画 10 門真市

㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 （仮称）尼崎Ｐ５改修計画 2800
兵庫県
尼崎市

日通不動産㈱ 清水建設㈱ （仮称）日本通運㈱名古屋支店　小牧ロジパークⅡ新築工事 500
愛知県
小牧市

㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 梅田１丁目１番地計画 1080 大阪市

清水建設㈱ 清水建設㈱ 日本ペイントホ－ルディンググル－プ　技術研究棟　新築工事 700 大阪市

㈱双星設計 ㈱竹中工務店 パナソニック㈱アプライアンス社C１２棟　整備計画 360
滋賀県
草津市

㈱東畑
建築事務所

㈱大林組 大阪電気通信大学高等学校耐震補強１期工事（Ａ号館・Ｂ号館） 55 守口市

横河建築設計
事務所 ㈱大林組 ㈱二葉南港冷凍物流センター新築工事 400 大阪市

清水建設㈱ 清水建設㈱ （仮称）イオンモール四條畷新築工事 320 四條畷市

清水建設㈱ 清水建設㈱ （仮称）アルフレッサ（新）大阪センター計画 1370 大阪市

㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 大塚倉庫西日本ロジスティクスセンター新築工事 850
兵庫県
神戸市

㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 サントリーワールドリサーチセンター建設工事 450 京都府

㈱竹中工務店
竹中工務店・
竹中土木ＪＶ

（仮称）エキスポランド跡地複合施設開発事業（Ｍｂ，Ｍｃ棟） 480 吹田市

㈱日本設計 ㈱竹中工務店 関西医科大学付属滝井病院新築・整備工事 1800 守口市

平成28年

平成29年

平成27年



年度 設計 施工 工事名称 重量(t) 所在地

鉄 工 事 業 部 実 績

月島機械㈱ 月島機械㈱ 安威川中央水みらいセンター 240 茨木市

清水建設㈱ 清水建設㈱ 富士通館林システムセンタ新棟（新Ｃ棟）建設工事 1350 群馬県

清水建設㈱ 清水建設㈱ トヨタ部品大阪共販本社屋建替工事 520 寝屋川市

㈱佐藤総合計画 ㈱竹中工務店 関西大学耐震改修工事第４学舎２号館 125 吹田市

類設計室 ㈱竹中工務店 関西大学キャンパスバリアフリー化（第３学舎３号館）ＥＶ棟 20 吹田市

安井建築
設計事務所

㈱竹中工務店 サントリー技術開発センター耐震補強工事 30 島本町

安井建築
設計事務所

㈱竹中工務店 サントリー京都ビール工場４０ｆｔトラック建屋新築工事 60
京都府

長岡京市

鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 関西アーバン銀行山科支店建替工事 230
京都府
山科区

㈱東畑
建築事務所

㈱大林組 カプコンN棟（仮称）新築工事 610 大阪市

㈱双星設計
㈱オオヨド

コーポレーション
パナソニック㈱アプライアンス社
ランドリー・クリーナー事業部八日市ヤード新築

35
滋賀県

東近江市

㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 (仮称)イオンモ－ル京都桂川新築工事 680 京都府

清水建設㈱ 清水建設㈱ 田辺三菱製薬㈱加島オフィス厚生棟建設プロジェクト 900 大阪市

㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 (仮称)アルカンシエル新大阪新築工事　他２件 500 大阪市

㈱前田組 ㈱前田組 グランドスラム本社ビル新築工事 400 大阪市

安井建築
設計事務所

㈱竹中工務店 大阪国際大学1号館新築工事　他２件 1500 守口市

㈱東畑
建築事務所

大林・中林ＪＶ
社会医療法人引道会
(仮称)なにわ生野病院及びなにわ老人保健施設ラガ－ル新築工事

270 大阪市

鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ マルホ長浜工場3棟新築他工事 130 滋賀県

㈲アウディ
建築設計事務所

福嶋建設工業㈱ (仮称)天神橋レディースマンション新築工事 200 大阪市

日通不動産㈱ 金下建設㈱ (仮称)日本通運㈱舞鶴支店舞鶴国際埠頭新倉庫建設工事 600 京都府

鹿島・鴻池・西松 ＪＶ 深江駅中層階鉄骨工事 140 兵庫県

㈱双星設計 大和興産㈱ (仮称)聖母被昇天学院認定こども園新築工事 50 箕面市

三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ 三井アウトレットパーク滋賀竜王Ⅱ期増床計画新築工事 1400 滋賀県

㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 イトゥビル耐震補強工事 160 大阪市

㈱大林組 ㈱大林組 武田道修町ビル耐震補強等改修及び新南館建設工事 160 大阪市

㈱久米設計 ㈱竹中工務店 旧桜宮会館新築他工事 250 大阪市

鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ マルホ㈱彦根工場平場倉庫及び品質管理棟新設プロジェクト　他２件 320 滋賀県

月島機械㈱
日本通運㈱

関西重機建設支店 渚水みらいセンター焼却炉設備工事 230 枚方市

日通不動産㈱ 安藤建設㈱ （仮称）日本通運㈱和歌山支店和歌山タ－ミナル新倉庫新築工事 420 和歌山県

平成25年

平成26年

平成27年



年度 設計 施工 工事名称 重量(t) 所在地

鉄 工 事 業 部 実 績

平成25年 川田工業㈱ ㈱三社電機製作所滋賀工場第3期増築工事 240 滋賀県

住友電工テクニカル
ソリューションズ㈱ ㈱大林組 住友電気工業㈱　伊丹焼結部品工場耐震補強工事 120 兵庫県

冬木工業㈱ 冬木工業㈱ （仮称）日通商事㈱新本社ビル新築工事 350 東京都

㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 内本町コーポ中央消防署耐震補強改修工事 90 大阪市

日通不動産㈱ ㈱竹中工務店 日本通運㈱天王寺支店新ロジスティクスセンター倉庫建設工事 4160 八尾市

㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 パナソニック㈱本社Ｒ＆Ｄ部門西門真地区Ｆ棟太陽光パネル架台設置工事 4 門真市

㈱竹中工務店大阪
一級建築士事務所 ㈱竹中工務店 中央漁具本社ビル計画 296 大阪市

㈱アーバンエース ㈱竹中工務店 阪神梅田ＪＲ高台下部リニューアル工事 25 大阪市

㈱竹中工務店大阪
一級建築士事務所 ㈱竹中工務店 Ｌ計画独立架台設置工事 80 兵庫県

㈱双星設計 ㈱竹中工務店 パナソニック㈱ＡＶＣネットワークス社電波暗室新築工事 280 茨木市

㈱岡田新一 設計事務所 鹿島建設㈱ 凸版印刷㈱海老江工場新築工事 1300 大阪市

鹿島建設㈱　 鹿島建設㈱　 三井不動産㈱中之島ＨＳＢＣテナント工事 5 大阪市

㈱双星設計
大和興産㈱
(鹿島建設㈱) パナソニック㈱アプライアンス社Ｗ２１棟新築工事 1800 滋賀県

大和興産㈱ 大和興産㈱ パナソニック㈱エナジー社守口地区ＢⅡ棟改修工事 70 守口市

㈱フクダ・アンド・
パートナーズ

一級建築士事務所

伊藤忠丸紅
テクノスチール㈱ （仮称）多治見ロジスティクスセンター新築工事 1000 岐阜県

㈱角籐　 ㈱角籐　 甲府市新庁舎建設（建築･整備）工事 400 山梨県

平成24年



年　度 受 注 先 工　 事 　名　称 所在地

パナソニック(株)CNS社 西門真１４号棟改修工事　　 守口市

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ㈱人材開発カンパニー Ｎ棟外壁塗装工事 枚方市

大阪倉庫㈱ 倉庫・事務所新築工事 東大阪市

城東機械リース㈱ 枚方営業所改修工事 枚方市

パナソニック(株)CNS社 北門真トイレリニューアル工事 門真市

パナソニック(株)CNS社 読売テレビ本社ビル入居に伴う建築工事 大阪市

中鳥飼倉庫㈱ 第３号倉庫屋根２重葺き工事 摂津市

㈱神戸屋 土山工場工場棟屋上防水改修工事
兵庫県
加古郡

中央倉庫㈱ 門真ＪＣＴ倉庫　貨物用エレベーター制御改修工事 門真市

エムエル・エステート㈱ 神戸市東灘区倉庫　遵法化改修工事
兵庫県
神戸市

ナニワ磨鋼材㈱ ６～８号棟屋根二重葺工事
奈良県
生駒郡

パナソニック㈱ＣＮＳ社 西門真１４号棟改修工事 門真市

京阪紙工㈱ 社屋新築工事　　　　　　　　　　　　　　 大東市

パナソニック㈱ 人材開発カンパニー  Ｇ棟外壁改修工事　　　　　　　　　　　　 枚方市

パナソニック㈱ＣＮＳ社 北門真２棟改修工事　　　　　　　　　　　　　　　　　 門真市

パナソニック㈱ＣＮＳ社 北門真７棟１階改修工事　　　　　　　　　　　 門真市

三菱食品㈱　 久御山Ａ棟 クレート置場新築工事　　　　　　　　　　 　
京都府
久世郡

マルイチエクソム㈱ 工場増築工事　　　　　　　　　　　　　　 門真市

GLP投資法人 ＧＬＰ津守　屋根復旧工事　　　　　 大阪市

㈱神戸屋ロジスティック 東淀工場改修工事　　　　　　　　 大阪市

丸協運輸㈱ 門真ＪＣＴ倉庫　トイレ改修工事　　 門真市

オムロン㈱ オムロン京阪奈イノベーションセンタ　自動ドア取り付け３期工事 
京都府

木津川市

㈱ストレート 東大阪倉庫新築工事 東大阪市

パナソニック㈱ １４棟Ａ棟屋根アスベスト対策 門真市

㈱イーステック 事務所改装工事 摂津市

パナソニック㈱ ＣＮＳ社北浜ネクスビルディング５～１４階改修工事 大阪市

柳町倉庫㈱ 外壁塗装他工事 門真市

ＧＬＰ投資法人 ＧＬＰ津守　１～４階事務所-倉庫化等及びＬＥＤ照明 大阪市

建 設 事 業 部 実 績

令和2年

平成30年

令和元年



年　度 受 注 先 工　 事 　名　称 所在地

建 設 事 業 部 実 績

オムロン京都太陽㈱ 京都太陽の家　駐車場カーポート設置工事・工場棟廊下空調機新設工事
京都府
京都市

日通不動産㈱ 日本通運㈱阪神支店　伊丹川西営業所　休憩所新設工事
兵庫県
川西市

㈱秦製作所 事務所、工場改修工事 東大阪市

社会福祉法人太陽の家 京都太陽の家平成２８年度整備工事
京都府
京都市

ウィル包装㈱ 草津営業所　倉庫新築工事
滋賀県
草津市

三菱食品㈱ 津守センター　垂直搬送機用建築工事 大阪市

日通不動産㈱ 日本通運㈱大阪支店　梅田北倉庫改修工事 大阪市

西尾㈱ ロジス大阪建屋改修工事 大東市

パナソニック㈱ ＣＮＳ社神戸事務所　外壁塗装他工事
兵庫県
神戸市

日通不動産㈱ 日本通運㈱大阪支店　中津中車庫外構工事 大阪市

鹿島建設㈱ 日本総研㈱　鰻谷センター　オイルタンク設置付帯工事 大阪市

アルファ開発㈱ 松井山手駅前ビル新築工事
京都府

京田辺市

日本通運㈱神戸支店 西明石倉庫　道路用地収用に伴う改修他工事
兵庫県
明石市

㈱ＮＧＫ キユーソーティス㈱　伊丹営業所　事務所新築工事
兵庫県
伊丹市

㈱エムエステック ㈱ムロオ　大和郡山センター チルド庫改修工事
奈良県

大和郡山市

中鳥飼倉庫㈱ 第１号倉庫　Ｂ棟　垂直搬送機拡大工事 摂津市

大阪サニタリー㈱ 倉庫・工場・事務所新築工事 摂津市

日通商事㈱ 大阪工場　建て替え計画（先行工事） 守口市

日通不動産㈱大阪支店 日本通運㈱大阪支店　中津車庫改修工事 大阪市

ネオ・ルーフィング㈱ 佐川急便大阪支店　各所補修工事 大阪市

中央電工㈱ 本社　事務所・倉庫　外壁他改修工事 豊中市

㈱モトーレン阪神 ＢＭＷ箕面店　ショールームＣＩ工事 箕面市

日動工業㈱ 本社社屋新築工事 寝屋川市

Ｓ様 Ｓ様邸　改修工事 摂津市

㈱フジ医療器 大阪営業所　移転改修工事　　　　　　　　　　　 大阪市

日通不動産㈱ 日本通運㈱堺支店　コジマ関西物流センター　原状回復工事　　　　 岸和田市

パナソニック㈱ 西門真１４棟　改修工事 守口市

平成26年 上三ツ島自治会 上三ツ島自治会館　新築工事 門真市

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年



年　度 受 注 先 工　 事 　名　称 所在地

建 設 事 業 部 実 績

北川ヒューテック㈱ コルゲートサイロ新設工事に伴う基礎工事 門真市

㈱ファイン 上郡工場　改修工事　　　　　
兵庫県
赤穂市

濃飛倉庫運輸㈱ 守口センタービル　事務所改修他工事 守口市

㈱シャープ事業センター アイ・アイ・ランド　２０１４年冬季工事　　　　 　　　　　　 四条畷市

㈱モトーレン阪神 高槻支店　ⅰモデル対応改修工事　　　　　　　　　　　　 高槻市

㈱フジ医療器 大阪第２工場　新築工事　　　　　　　　　　　　　　  南河内郡

ナカニシエステイト㈱ 三油倉庫　西棟　屋根新設工事(カバー工法) 　　　　　 　 門真市

㈱アースリバー 倉庫北側及び西側外壁塗装工事、及び駐車場舗装工事　　　 門真市

日商物流サービス㈱ 丸協運輸内　空調新設工事　　　　　　　　　　　 門真市

ＭＩＤファシリティマネジメント㈱ ＧＬＰ摂津２号棟　屋根塗装他工事　 　　　　　　　　　 摂津市

マルイチエクソム㈱ 工場新築他工事　　　　　　　　　　　　　　　　　    門真市

丸協運輸㈱ 門真ＪＣＴ倉庫１号棟　プラットホーム新設他工事　　　　　　　　　　 門真市

㈱メタルドゥ 東京支店　拡張に伴う改修工事
東京都
江東区

ＭＩＤファシリティマネジメント㈱ ＰＬＣ北大阪センター　現状回復工事　 摂津市

アゼリア特定目的会社 ＧＬＰ摂津　改修他工事 摂津市

三菱食品㈱ 関西低温ＤＣ　冷蔵庫拡張工事 摂津市

ナカニシエステイト㈱ メディカルビル　改造工事 門真市

㈱はくぶん地所 大東センター　屋上防水改修工事 大東市

古川倉庫㈱ オムニリフター取替え工事 門真市

㈱サンロジスティックス 天井新設工事 摂津市

Ｋ様 Ｋ様邸　店舗付き住宅新築工事 大阪市

㈱はくぶん 本社　事務所棟及び倉庫棟　外面防水・塗装、他改修工事 門真市

パナソニック㈱ パナソニック岡山工場・ＡＶＣ南・ＡＶＣ北各改修工事 岡山県他

㈱フードサービスネットワーク 大阪低温物流センター　２階　冷蔵庫拡張工事 摂津市

大阪電設工業㈱ 共栄テクシード　太陽光パネル基礎工事
和歌山県
紀ノ川市

㈱モトーレン阪神 ＭＩＮＩ箕面店　改修工事 箕面市

日通不動産㈱ 日本通運㈱豊中支店　スロープ下休憩室新設工事 豊中市

㈱ファイン 上郡工場　粉体工場・ワイン工場各所改修工事
兵庫県
赤穂郡

平成24年

平成25年

平成26年



年　度 受 注 先 工　 事 　名　称 所在地

建 設 事 業 部 実 績

日動工業㈱ 本社　外壁塗装他工事 守口市

㈱マジマ ㈱花喜久　本社改修修理工事 大阪市

㈱シャープ事業センター アイ･アイ･ランド　外壁改修工事 四條畷市

コイズミファニテック㈱ ＧＬＰ津守　倉庫２階　試作品検討室設置工事 大阪市

㈱メタルドゥ １ＳＴ物流センター　フォシャン機械設置工事 大阪市

㈱明星金属工業所 工場　床　防塵塗装及クレーン設置工事 守口市

オムロン住倉ロジスティック㈱ 摂津配送センター改修工事　鋼製ラック、コンベヤー撤去工事 摂津市

中鳥飼倉庫㈱ 本社事務所改修工事 摂津市

ＧＬプロパティーズ㈱ ＧＬＰ摂津　改修工事（１期工事） 摂津市

㈱バイオフーズインターナショナル 本社工場新築工事 大阪市

大塚倉庫㈱ 安治川倉庫床防塵塗装工事 大阪市

平成24年


