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工事場所 工事面積㎡ 瓦種類 施工時期

静岡県 2000 日本瓦

茨城県 1000 日本瓦

東京都 2100 日本瓦

東京都 1800 Ｓ型瓦

神奈川県 2700 Ｓ型瓦

ハワイ島 600 日本瓦

千葉県 550 Ｓ型瓦

茨城県 2000 日本瓦

千葉県 1155 平板瓦

群馬県 1800 日本瓦

静岡県 4800 Ｓ型瓦

埼玉県 6500 日本瓦

茨城県 1013 Ｓ型瓦

埼玉県 812 日本瓦

茨城県 2000 天然スレート

茨城県 1460 日本瓦

千葉県 1800 Ｓ型瓦

静岡県 6500 Ｓ型瓦

静岡県 2100 Ｓ型瓦

東京都 3250 Ｓ型瓦

東京都 1600 Ｓ型瓦

千葉県 1800 Ｓ型瓦

茨城県 1300 Ｓ型瓦

神奈川県 1700 本葺

神奈川県 3200 Ｓ型瓦

埼玉県 2000 日本瓦

神奈川県 4000 日本瓦

茨城県 3500 日本瓦

栃木県 1800 日本瓦

神奈川県 1180 Ｓ型瓦

栃木県 1800 Ｓ型瓦

栃木県 5300 Ｓ型瓦

茨城県 6030 Ｓ型瓦

千葉県 500 平板瓦

群馬県 3500 日本瓦

東京都 1320 Ｓ型瓦

茨城県 3200 Ｓ型瓦

広島県 1700 日本瓦

高知県 1600 Ｓ型瓦

岡山県 2150 天然スレート

沖縄県 5000 本葺

山梨県 3300 ナチュール

佐賀県 5140 スレート

東京都 750 平板瓦

山口県 2200 Ｓ型瓦

長崎県 3200 Ｓ型本葺

三重県 10000 Ｓ型本葺

三重県 5100 平板瓦

埼玉県 2000 Ｓ型瓦

千葉県 600 平板瓦㈱間組 プラザ平安柏

安藤建設㈱ 榊原センチュリークラブハウス

㈱福田組 吉川三輪野江小学校

大成建設㈱ 西海橋マリンリゾートホテル

㈱竹中工務店 伊勢スペイン村建物

鹿島建設㈱ 為永邸

戸田建設㈱ 方添が浜リゾートホテル

㈱熊谷組 エキシブ山中湖

青木建設㈱ 有田ＶＯＣ

㈱大林組 井原Ｃ・Ｃ

オキジツ船場 ＊琉球の風＊首里城

佐藤工業㈱ 新市クラシックＣ・Ｃ

㈱大林組 精華園

安藤建設㈱ プレステージホテル

㈱熊谷組 セコビアＣ・Ｃ

青柳建設㈱ 日本ネームプレートデザイン

佐藤工業㈱ 日本化薬研究所

大成建設㈱ ゴールデンレイクスＣ・Ｃ

鹿島建設㈱ 大子Ｃ・Ｃ

清水建設㈱ スポーツクラブアクア鶴見

佐藤工業㈱ 宮の森Ｃ・Ｃ

東海興業㈱ 鹿島Ｇ・Ｃ

㈱大林組 東日本宇都宮ホテル

東急建設㈱ 越谷マンション

㈱松村組 モアクレスト鶴見

清水建設㈱ 関帝廟

清水建設㈱ ウッドパーク

フジタ工業㈱ 平賀小学校校舎

大成建設㈱ 水海道シャローム協会

北野・藤木・三菱建設ＪＶ 多摩ニュータウン

大成建設㈱ 新大協

清水建設㈱ ラフォーレ修善寺

大成建設㈱ 三菱高原荘

大成建設㈱ 岩井市斎場

フジタ工業㈱ 竜角寺台小学校校舎

高元建設㈱ 61県住越谷九里団地

藤木工務店 岩井市松崎医院

ﾌｼﾞﾀ工業㈱ 盈進学園東野高校

㈱間組 岩井市立神大実小学校

清水建設㈱ 三洋電気

大成建設㈱ ホテルジャパン下田

大隆建設㈱ 豊里老人ホーム

大日本土木㈱ ホテル京都

住友林業㈱ 海外

㈱辰村組 船橋ステーキハウス

㈱大本組 日本華学園家庭教育寮

㈱大本組 南箱根ダイヤモンド

清水建設㈱ 公共施設宿泊設備

大成建設㈱ ガーデン鷹香

注文者 工事名称

大成建設㈱ 御殿場ＮＥＣ男子寮



NO2

工事場所 工事面積㎡ 瓦種類 施工時期

神奈川県 1900 Ｓ型瓦

東京都 800 本葺

静岡県 1600 日本瓦

東京都 500 Ｓ型瓦
東京都 1800 Ｓ型瓦
東京都 2000 平板瓦
千葉県 1800 Ｓ型瓦
宮城県 1150 日本瓦
東京都 1800 Ｓ型瓦
茨城県 3090 日本瓦
千葉県 2010 平板瓦
茨城県 3200 天然スレート

埼玉県 2500 板金瓦・コロナ

茨城県 3800 Ｓ型瓦
栃木県 700 日本瓦・淡路瓦

岡山県 6500 オランダ瓦
千葉県 1500 イギリス瓦
茨城県 3000 フランス瓦
茨城県 2100 フランス瓦
千葉県 2500 アメリカ瓦
千葉県 4000 アメリカ瓦
栃木県 1700 板金瓦・コロナ

奈良県 3500 フランス瓦
沖縄県 6800 フランス瓦
埼玉県 800 セメント瓦
神奈川県 200 板金瓦・コロナ

茨城県 2600 板金瓦・コロナ

埼玉県 2100 日本瓦
茨城県 4500 日本瓦
千葉県 2500 フランス瓦
三重県 2000 フランス瓦
群馬県 500 フランス瓦
千葉県 600 フランス瓦
千葉県 250 板金瓦・コロナ

茨城県 700 日本瓦
福井県 800 日本瓦
茨城県 2600 日本瓦
茨城県 2300 陶器瓦
群馬県 3200 フランス瓦
千葉県 1600 板金瓦・コロナ

山梨県 2000 陶器瓦
茨城県 2800 コロナ・平板瓦

千葉県 700 Ｓ型瓦
茨城県 650 陶器瓦
千葉県 250 フランス瓦
茨城県 650 日本瓦
岡山県 2000 本葺
山梨県 3200 平板瓦
福島県 9000 イギリス瓦
沖縄県 6400 Ｓ型瓦
鹿児島県 3500 Ｓ型瓦
茨城県 6300 Ｓ型瓦
千葉県 3500 平板瓦
栃木県 3000 日本瓦
沖縄県 2800 Ｓ型本葺佐藤工業㈱ 海那Ｃ・Ｃ

大成建設㈱ 埴生Ｃ・Ｃ
㈱冨士工 八洲Ｃ・Ｃ

㈱鴻池組 鹿児島純心女子大学
大成建設㈱ ロイヤルホースライディングクラブ

㈱大林組 白河国際研修センター
佐藤工業㈱ 沖縄Ｈ3ホテル

佐藤工業㈱ ナイス大原Ｃ・Ｃ
大成建設㈱ メープルポントＣ・Ｃ

前田建設㈱ 佐原チャーチ
昭和建設㈱ 岩井市南中学校武道館

京都都市開発 メルヘンの丘童話館
堀越建設㈱ 学童農園施設あすなろの里

日経・源工業ＪＶ 増穂町温泉利用施設
㈱ナカノコーポレーション 特養・筑波キングスガーデン

河本建設㈱ 厚生施設ミモザ荘
鹿島・京成ＪＶ 京成ばら園

㈱戸田建設 特養老人ホームもりの家
㈱大林組 精薄者厚生施設みもり園

㈱大和田建設 個人宅
㈱豊川興業 福井越前リゾートホテル

㈱ナカノコーポレーション カルビ亭
㈱ハセツク 谷口西千葉

㈱鴻池組 いさり火荘
中山建設㈱ グリーンガーデン

㈱浅沼組 東山クリーンセンター
㈱東急 東急館山中央学園センター

㈱ナカノコーポレーション 常陽Ｃ・Ｃ
㈱島村工業 北部浄水場管理棟

高元建設㈱ 07県住三郷彦成団地
イワタニハウス㈱ 藤沢展示場

㈱大林組 近鉄登美ケ丘
㈱国場組 沖縄ブセナリゾート

五洋建設㈱ 勝浦テルムマラン
㈱大林組 バーデンライフ山北特老ホーム

㈱間組 豊里Ｇ・Ｃ
ペンタビルダース㈱ 関東はま国際学園勝浦

クレハ建設㈱ シェイクスピアの里
鹿島建設㈱ 水戸フローラルＧ・Ｃ

清水建設㈱ 安愚楽共済牧場住宅
アイサワ平松ＪＶ 岡山チボリ公園

清水建設㈱ みどうの杜
清水建設㈱ 特老センチュリー石岡

清水建設㈱ 富士通ビィラ勝浦
㈱大林組 アジア下館Ｇ・Ｃ

ハザマ共栄会 赤堤共同住宅
㈱大林組 勘翁つくばの杜

㈱フジタ 船橋メルヘン
清水建設㈱ 一迫小学校体育館

りんかい建設㈱ 多摩ニュータウン
京王建設㈱ 萩生田マンション

清水建設㈱ 湯の宿いずみ荘

北野建設㈱ 三宿コート

清水建設㈱ 花水木老人ホーム

清水建設㈱ 歌舞伎座

注文者 工事名称



ＮＯ3

工事場所 工事面積㎡ 瓦種類 施工時期

東京都 3000 日本瓦

東京都 1800 本葺
東京都 1500 本葺
栃木県 3000 アメリカ瓦
福島県 7500 Ｓ型瓦
東京都 2000 Ｓ型瓦
神奈川県 1000 Ｓ型瓦本葺

千葉県 3000 本葺
千葉県 1000 Ｓ型瓦
千葉県 600 日本瓦
埼玉県 3000 日本瓦
山形県 2500 平板瓦
青森県 3300 Ｓ型瓦
福島県 700 日本瓦銅板葺

沖縄県 16500 Ｓ型瓦本葺

山梨県 3000 平板瓦
茨城県 2000 平板瓦
茨城県 4000 日本瓦
千葉県 1800 日本瓦
千葉県 1500 Ｓ型瓦
東京都 1200 平板瓦
関東圏内 計5800 板金瓦・コロナ

長野県 2500 平板瓦
茨城県 2000 日本瓦
茨城県 2000 本葺
静岡県 2500 日本瓦
埼玉県 200 日本瓦
埼玉県 450 日本瓦
茨城県 2300 平板瓦
沖縄県 1200 Ｓ型瓦本葺

東京都 800 Ｓ型瓦
茨城県 350 日本瓦
茨城県 8100 日本瓦・一部本葺

茨城県 750 日本瓦・特注品

神奈川県 1000 日本瓦・特注品

千葉県 2000 イタリア瓦
東京都 2400 日本瓦
千葉県 3000 日本瓦
栃木県 650 洋瓦・Ｓ型瓦

茨城県 1000 屋根防水工事

埼玉県 300 Ｓ型瓦
埼玉県 450 日本瓦
山梨県 2500 Ｓ型瓦
千葉県 1000 プレート瓦
神奈川県 300 Ｓ型瓦
茨城県 350 日本瓦
埼玉県 2000 日本瓦
千葉県 250 洋瓦

各都道府県 計8000 板金瓦・コロナ

茨城県 2450 Ｓ型瓦
沖縄県 300 Ｓ型瓦
茨城県 6500 Ｓ型瓦
群馬県 650 スペイン瓦

日産建設㈱ 特別養護老人ホーム聖孝園
㈱高田工務店 ケアハウスヒマワリ

ブライトホーム㈱ 個人宅70棟（関東・関西）
大日本土木㈱ 竹岡Ｇ・Ｃ
清水建設㈱ ヨナグニサン自然ふれあい広場

㈱フジタ 谷和原集俳施設
佐藤工業㈱ 大井ゆめぐり館

㈱フロンヴィルホーム千葉 フローリスト花樹

住友建設㈱ 国中地域養護学校
東急建設㈱ カントリーファームドイツ村
北野建設㈱ アニヴェルセラ・ヨコハマ

天狗㈱ 水海道工場改修
高元建設㈱ ワタナベ学園霞ヶ関幼稚園
高元建設㈱ 照蓮院さくら幼稚園

戸田建設㈱ 立教女学院小中学校改築
㈱竹中工務店 木更津ホテル三日月スパ棟
前田建設㈱ グリムの森

坂田建設㈱ 坂野家住宅改築
大林組・間建設ＪＶ 三渓園日本館修復
清水建設㈱ 東京ディズニーシー1期工事

清水建設㈱ 清瀬富士見病院
成島建設㈱ 伊奈町立歴史館
㈱間組 ワープステーション江戸

高元建設㈱ 埼玉10県住
下総工業・森田建設 県立猿島高校実習棟改築

清水建設㈱ 白保サンゴ礁センター

㈱メディアパークつくば 徳川慶善館解体工事
ＮＨＫ・葵建設ＪＶ 葵～徳川三代～葵博覧会
㈱島村工業 騎西処理施備

ジーエルホーム㈱ 40棟
鹿島建設㈱ 会員制リゾート・エクシブ蓼科
㈱西松建設 五霞町福祉センター

大木建設㈱ 幕張Ｍ3－2住宅
日特建設㈱ 市川アークタウン計画
鹿島建設㈱ 学習院幼稚園舎

㈱大林組 河口湖オルゴール美術館
鹿島建設㈱ セントラルＧ・Ｃ
水海道市 あすなろの里

清水建設㈱ むつショッピング
清水建設㈱ いますや旅館

国場組・清水建設ＪＶ 日本生命カピラリゾートホテル

㈱冨士工 千葉刑務所
佐藤・横尾・多野建設ＪＶ 児玉総合文化会館
鹿島・西武建設ＪＶ マープ月山Ｇ・Ｃ

三井建設㈱ 横浜八景島
㈱大林組 関宿博物館
住友建設㈱ いこいの村

三井建設㈱ ヴェルディ佐野
佐藤工業㈱ 白河ウエストヴィレッジ
三井建設㈱ あざみ野スポーツセンター

清水建設㈱ 早稲田大学

清水建設㈱ 東京大学
清水建設㈱ 歌舞伎座

注文者 工事名称



ＮＯ4

工事場所 工事面積㎡ 瓦種類 施工時期

茨城県 1500 Ｓ型瓦

群馬県 5500 日本瓦
兵庫県 7300 スペイン瓦
愛知県 3500 イタリア瓦・天然石

岡山県 3000 スペイン瓦
群馬県 1500 スペイン瓦
東京都 1320 プレート瓦・Ｓ型瓦

全国内 計18000 板金瓦・コロナ・洋瓦

栃木県 7000 日本瓦
神奈川県 480 じゅうのう瓦

千葉県 500 日本瓦
千葉県 1500 Ｓ型瓦
富山県 2300 イタリア瓦・天然スレート

和歌山県 3000 イタリア・スペイン瓦

群馬県 2200 スペイン瓦
福井県 210 スペイン瓦
神奈川県 900 Ｓ型瓦
茨城県 3200 フランス・イタリア瓦

東京都 580 日本瓦
東京都 220 ビーバータイル

千葉県 280 Ｓ型・混色葺

福島県 890 洋瓦
沖縄県 210 沖縄瓦
沖縄県 2600 沖縄瓦
茨城県 2000 日本瓦
宮城県 250 洋瓦
千葉県 960 スペイン瓦
神奈川県 2500 漆喰・その他

千葉県 300 Ｓ型瓦
千葉県 600 Ｓ型瓦
沖縄県 3000 輸入瓦
茨城県 300 イタリア瓦
茨城県 1000 日本瓦
静岡県 680 Ｓ型瓦
富山県 350 洋瓦
千葉県 340 Ｓ型瓦
茨城県 2200 日本瓦
神奈川県 215 天然スレート

栃木県 320 スペイン瓦・平板瓦

栃木県 2785 平板瓦
茨城県 1140 陶器瓦
東京都 1400 日本瓦
東京都 200 イタリア瓦
埼玉県 1000 スペイン瓦
新潟県 1700 フランス瓦
東京都 1600 Ｓ型瓦
茨城県 350 陶器瓦
茨城県 910 日本瓦
千葉県 500 天然スレート・洋瓦

千葉県 3500 洋瓦
茨城県 350 日本瓦
東京都 50 洋瓦
新潟県 1500 イタリア瓦
神奈川県 1100 Ｓ型瓦

㈱鴻池組 ＡＮＮＹＢＥＲＳＡＲＹ東京平安閣改修工事

清水建設㈱ ピアザ　デツレ　クラツイエ
㈱大林組 レストビラ平塚老人ホーム

㈱鴻池組 Ｌａ　ｍｏｎ　ｂｅｒｇｅｒ　増改築工事
㈱フジタ ルミエラガーデンズ千葉ニュータウン

㈱竹中工務店 白菊酒造㈱廣瀬邸建替工事

大成建設㈱ ベルコリーヌ南大沢団地改築工事
三ツ和総合建設業共同組合 市営福原住宅建設工事

図南建設㈱ 鹿島養護学校改修工事

鹿島建設㈱ 二番町飲食店舗
清水建設㈱ プリオパレスさいたま
大成建設㈱ ピアザ・ララ・ルーチェ

㈱フェスタローザ アルシオネコート佐野
㈱クワザワ 友部町老人憩いの家〝はなさか〝
鹿島建設㈱ 小金井カントリー倶楽部改築工事

㈱高田工務店 筑波大学開発記念館改修工事
ルーフプロジェクト フロンヴィルホーム千葉
鈴木建設㈱ エヴァウイン小山プレミアムスイーツ

西武建設㈱ 川奈ホテルスタートハウス
鹿島建設㈱ パウンドハウス富山

㈱ピーエス三菱 一宮町北部地区汚水処理施設

東急建設㈱ 西表月ケ浜リゾート計画
㈱竹中工務店 見和1丁目マンション
清水建設㈱ 特別養護老人ホーム恵愛荘

㈱シミズ・ビルライフケア ウッドパーク金沢文庫大規模補修
新日本建設㈱ アークビラ計画
新日本建設㈱ 根ノ神台共同住宅

㈱クワザワ 関城中学校
清水建設㈱ 仙台あいあーる
真柄建設㈱ 南ユーガリが丘８・９街区集合住宅計画

㈱鴻池組 グランパルティいわき
清水建設㈱ ホテル日航八重山ビルゴガーデン
清水建設㈱ フサキリゾートビレッジ増改築

鹿島建設㈱ 旧新橋停車場復元駅舎
戸田建設㈱ 駐日ベトナム大使館
㈱竹中工務店 千倉七浦幼稚園

敦賀協栄建築㈱ 敦賀平安閣結婚式場
㈱西松建設 崎陽軒戸塚店
戸田建設㈱ ラ・フォレスタデイマニフィカ

鹿島建設㈱ マルキーノ富山結婚式場
清水建設㈱・上起建設ＪＶ ラビィーナ和歌山結婚式場

清水建設㈱ 太田プリオパレス結婚式場

㈱大林組 聖母モンタナ第2修道院
㈱竹中工務店 野田市茂木本家邸改修
西武建設㈱ 佐倉市汚泥再生処理センター

㈱熊谷組 パルティーレ東京ベイウエディング
ブライトホーム㈱・他 個人宅150棟
住友建設・館野建設ＪＶ 国分寺市保険福祉センター

鴻池組・中村工業ＪＶ マリエール豊橋結婚式場
㈱鴻池組 プリムローズ結婚式場
大末建設㈱ アルフォンソ前橋結婚式場

鴻池組・大創建設ＪＶ すだちの里老人ホーム

㈱森本組 特別養護老人ホーム和の郷
大林・森・神崎フットワーク 三田地域新設高校

注文者 工事名称



NO5

工事場所 工事面積㎡ 瓦種類 施工時期

茨城県 200 特注日本瓦

栃木県 450 スペイン瓦
神奈川県 6100 フランス瓦
神奈川県 200 スペイン瓦
茨城県 120 日本瓦
茨城県 1300 Ｓ型瓦
埼玉県 650 Ｓ型瓦
沖縄県 1500 Ｓ型瓦
沖縄県 1450 スペイン瓦
沖縄県 7500 イタリア瓦
福島県 740 イタリア瓦
茨城県 1490 Ｓ型瓦
神奈川県 310 日本瓦
神奈川県 735 イタリア瓦
群馬県 1355 フランス瓦
静岡県 1410 イタリア瓦
茨城県 730 フランス瓦
栃木県 2395 フランス瓦
長野県 1299 イタリア瓦
沖縄県 1873 Ｓ型瓦
東京都 200 ディプロマット

茨城県 110 Ｔルーフ
栃木県 400 スペイン瓦
神奈川県 185 日本瓦
茨城県 700 ロマンルーフィング

栃木県 350 天然スレート

茨城県 290 平板瓦
茨城県 680 スペイン瓦
千葉県 2250 日本瓦
茨城県 415 スペイン瓦
茨城県 854 ＫＢカバールーフ

長野県 648 イタリア瓦
群馬県 465 ディプロマット

東京都 610 日本瓦
茨城県 854 日本瓦
長野県 227 イタリア瓦
長野県 861 イタリア瓦
千葉県 640 イタリア瓦
神奈川県 580 日本瓦
千葉県 1285 日本瓦
沖縄県 285 平板瓦 H19.9
沖縄県 888 スペイン瓦
沖縄県 230 スペイン瓦
沖縄県 13000 Ｓ型瓦
沖縄県 260 フランス瓦 H20.5
沖縄県 220 Ｓ型瓦 H20.5
沖縄県 8530 Ｓ型瓦 Ｈ23．7
沖縄県 2380 スペイン瓦 H20.10
沖縄県 1140 Ｓ型瓦・ディプロマット H21.4
沖縄県 3289 スペイン瓦 H21.1
東京都 68 日本瓦 H21.3
茨城県 423 日本瓦 H21.1
沖縄県 2800 Ｓ型瓦 H21.8
茨城県 1217 Ｓ型瓦 Ｈ22.2
東京都 700 日本瓦 H20.3

清水建設㈱ つくば国際大東風小学校新築工事
野安製瓦㈱ 浅草花やしき改修工事

五洋建設㈱ 若洲ゴルフリンクススタート小屋整備工事

茨城県常総市 絹西小学校特別教室棟増築工事
大成建設㈱ おもと会天久の杜（仮称）ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ工事

大成建設㈱ フチャクリゾートコンドホテルズ
東急建設㈱ ブリーズベイマリーナ増築工事
東急建設㈱ シギラベイサイドスイートアラマンダ70室新築工事

東急建設㈱ シギラベイサイドスイートアラマンダチャペル

東急建設㈱ ブリーズベイマリーナカラオケ館
西松建設㈱ 嘉手納家族住宅改修工事第６期

東急建設㈱ シギラベイサイドスウィートアラマンダ15棟新築工事

東急建設㈱ シギラベイサイドスウィートアラマンダＶＩＰ棟新築工事

清水建設㈱ クラブメットカビラ台風被害改修工事

㈱大林組 川崎信用金庫大師支店新築工事
東葛工業㈱ ヴィラ・ほまれの家、きららホーム新築工事

清水建設㈱ （仮称）万座シーサイドチャペル

北野建設㈱ 蓼科アートハウス新築工事
大和ハウス㈱ ヴィラデマリアージュ長野

㈱ディーアイ・サンワコーポレーション （仮称）ＣＢＨ．Ｉｎｃ新3号店舗新築工事

日本国土開発㈱ アメージング・グレイス新築工事
五洋建設㈱ （利島）地域交流会館新築工事
清水建設㈱ （仮称）高萩聖孝園新築工事

㈱三共建設 神立高齢者専用賃貸住宅新築工事
㈱伊勢甚ハウジングセンター セイムス下館店改修工事

北野建設㈱ ㈱スリーボンド軽井沢保養所新築工事

㈱岡部工務店 フェリベールサンシャインチャペル新築工事

㈱クワザワ 東平塚保育園新築工事
㈱ナカノフドー建設 手賀沼観光リゾート新築工事

㈱大林組 川崎大師松屋総本店新築工事
㈱秋山工務店 アジュール日立ウエディングコースト新築工事

藤和那須リゾート㈱ 那須明建荘新築工事

㈱熊谷組 ベストブライダル表参道新築工事
常総開発工業㈱ アジュール鹿嶋店ウエディングハウス
㈱スガヤ工務店 ヒルズスイーツ宇都宮ブリーツテラス新築工事

㈱間組 幸福の科学総本山那須精舎新築工事
北野建設㈱ ヴィラ・デ・マリアージュ新築工事
西松建設㈱ ザ・コテージ・オキナワ新築工事

清水建設㈱ カネコ・コーポレーション新社屋・店舗新築工事

日本国土開発㈱ 川奈リゾートステンドグラス美術館
㈱山本工務店 新白帆幼稚園

戸田建設㈱ 特別養護老人ホーム七福神新築工事
㈱大林組 聖母訪問会三浦修道院
西松建設㈱ コルトーナ横浜

大成建設㈱ シギラベイサイドスウィートホテル新築工事

大成建設㈱ ユニマット小浜島プロジェクト新築工事
鹿島建設㈱ エクセランガーデン・マシェリ新築工事

清水建設㈱ つくばさくら保育園
綿半綱機㈱ 山町錦メディカルビレッジ新築工事
清水建設㈱ 万座ビーチホテル＆リゾートビーチゾーン新築工事

鹿島建設㈱ 長井海の手公園
清水建設㈱ ヴィラデアリス秋谷
㈱クワザワ 大曽根小学校プール新築工事

注文者 工事名称

㈱浅沼組 重要文化財　坂野家住宅主家保存工事

㈱セレブリテ モアフアール宇都宮



ＮＯ6

工事場所 工事面積㎡ 瓦種類 施工時期

沖縄県 1250 アルメットルーフィングローマン Ｈ21.3

茨城県 464 Ｓ型瓦 Ｈ21．12
関東周辺 12000 Tルーフ・板金瓦

沖縄県 890 島瓦 Ｈ22.3
鹿児島県 358.8 日本瓦 H22.12
沖縄県 310 ディプロマット H23.2
東京都 930 イタリア瓦 H23.1
千葉県 252 日本瓦
千葉県 1444 日本瓦
埼玉県 62 東洋瓦Ｓ型

茨城県 290 イタリア瓦
沖縄県 169 Ｓ型瓦
沖縄県 110 ローマンルーフ

東京都 36 新東Ｓ型 H24.12
東京都 123 和型53Ａ H24.12
沖縄県 723 スペイン瓦 H24.12
沖縄県 589 スペイン瓦 Ｈ25.1
沖縄県 265 Ｓ型瓦 Ｈ24.6
沖縄県 176.4 Ｓ型瓦 Ｈ21.3
沖縄県 1151 スペイン瓦 Ｈ25.5
沖縄県 9525 Ｓ型瓦 H25.12
沖縄県 259 Ｓ型瓦 H25.8
〃 150 コロニアルグラッサ H25.8

茨城県 2530 Ｔルーフ Ｈ25.5
京都府 96 三州瓦 Ｈ26.1
東京都 670.7 既存塩焼瓦64版 Ｈ26.5
東京都 1320 本瓦葺き H27.1
埼玉県 3526 Ｔルーフ Ｈ27.4
埼玉県 2088 Ｔルーフ Ｈ27.4
神奈川県 385 日本瓦 Ｈ28.2
埼玉県 2100 Ｔルーフ H28.5
沖縄県 148.7 ローマン Ｈ27.4
沖縄県 95 エコグラーニ Ｈ27.6
東京都 308.4 53版和型 Ｈ27.12
東京都 111.9 銅板 Ｈ27.12
東京都 7.2 和型53Ａ Ｈ27.2
沖縄県 153.5 メディテラーネ Ｈ28.1
茨城県 1360.8 三州Ｓ型 Ｈ28.2
千葉県 1449.3 Ｔルーフ Ｈ28.3
茨城県 1033.1 セラマウント H28.4
沖縄県 250.6 Ｓ型瓦 H28.4

沖縄県 717.8 スカイメタルウット Ｈ29.7
沖縄県 2813 プロバンス11 H29.10
東京都 和型 H29.2
沖縄県 2780.3 Ｓ型瓦 H29.3
沖縄県 154.3 Ｓ型瓦 H29.3

沖縄県 91.1 プロバンス11 Ｈ29.5

沖縄県 251.3 平板瓦 Ｈ29.7先嶋建設㈱ レイクサイドチャペル新築工事

東急建設㈱ ホテルニラカナイ西表島修繕工事
東急建設㈱ 宮古島東急ホテル＆リゾーツ「シャングリラ」漏水改修

ケーアンドイー(株) ベストウエスタン沖縄恩納ビーチ改修工事

共和産業㈱ （仮称)ホテルインギャーマリンガーデンファミリーロッジ（レセプション棟）

(株)國場組 (仮称）沖縄国際ゴルフ倶楽部クラブハウス・スタートハウス新築

松井建設㈱ 江戸東京たてもの園屋根瓦修復

沖縄県 3704.4 スカイメタルウット H29.1共和産業㈱
(株)佐平建設

(株)大貫工務店 （仮称）ふじ保育園改築工事
清水建設㈱ 石垣サンシャインＡＮＮＥＸ
先嶋建設㈱

（仮称)ホテルインギャーマリンガーデ
ンファミリーロッジ新築工事

(株)佐平建設 Ｔｈｅ　Ｓｈｉｇｉｒａ　Ｂａｒ＆Ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎ新築工事

(株)要建設 （仮称）元吉田さくら保育園新築工事
㈱イワサ＆Ｍ´ｓ 千葉ニュータウンプラザ西白井1番街3号棟・4号棟屋根瓦改修工事

㈱中秀工業 東京大学（本郷）懐徳館屋根改修工事
㈱中秀工業 東京大学（本郷）懐徳館屋根改修工事
(株)大林組 日本橋二丁目地区北地区新築工事

㈱イワサ＆Ｍ´ｓ アーバンみらい東大宮東二番街団地大規模修繕工事

先嶋建設㈱ ユニマット台湾火鍋店新築工事
(株)佐平建設 琉球苑離れ増築工事

(株)東急コニュニティー 志木ニュータウン中央の森壱番街大規模修繕工事

(株)東急コニュニティー 志木ニュータウン中央の森壱番街大規模修繕工事

松井建設㈱ 旧吉田茂邸再建工事

㈱竹中工務店 大丸松坂屋京都新町ホテル
戸田建設㈱ 早大早稲田キャンパスＤ棟
㈱中秀工業 東京大学（本郷）武道場改修工事

東急建設㈱ 宮古島農園事業施設新築工事
〃 〃

㈱スマイル本田　荒川沖店 龍ケ崎ニュータウンタウンハウス葺替え工事

清水建設㈱ ホテルサンシャインビーチハウス（マリンハウス）

共和産業㈱ ザ・シギラ新築工事
西松建設㈱ 嘉手納家族住宅改修工事第8・9期

鹿島建設㈱ ホテルモントレ沖縄新築工事
鹿島建設㈱ ホテルモントレ沖縄２期工事
清水建設㈱ ホテル日航八重山各所改修工事

先嶋建設㈱ 勝勘新築工事
㈱ナカノフドー建設 （仮称）悠楽里つるかわ三丁目新築工事

清水建設㈱ 世田谷旧清水邸書院復元工事

松井建設㈱ しろがね幼稚園移転工事
㈱ナカノフドー建設 はまなすアインビレッジ新築工事
清水建設㈱ ホテル日航八重山エントランスキャノピー新築工事

㈱熊谷組 豊洲アニヴェルセルヴィラ新築工事
㈱ナカノフドー建設 千葉光明寺納骨堂新築工事
㈱ナカノフドー建設 特別養護老人ホームはなゆう新築工事

㈲垣花建設 かたあきの里新築工事
大成建設㈱ 共同生活援助施設　ふもと寮新築工事

㈱熊谷組 那覇ゴルフ倶楽部クラブハウス新築工事

㈱佐平建設 　体験工芸村建築工事

常総開発工業㈱ 串挽保育園増改築工事
LIXILビバ㈱ 個人宅８０棟

注文者 工事名称



ＮＯ7

工事場所 工事面積㎡ 瓦種類 施工時期

神奈川県 7019 ベルリーナベレ Ｈ29.10

沖縄県 471.4 Ｓ型瓦 Ｈ29.9

〃 215.4 ベルギー産瓦 〃

沖縄県 906.7 ヴェネト H29.7

神奈川県 和型瓦 Ｈ29.9

埼玉県 416 フランス瓦 H30.3

京都市 602 和形53Ａ形一文字 Ｈ30.7

千葉県 419 Ｓ型瓦 H30.3

沖縄県 1871 ヴェネト Ｈ30.12

沖縄県 61.8 Ｓ型瓦 H30.3

沖縄県 466.6 カパラスS瓦 H30.9

埼玉県 1046 日本瓦和形 H30.10

千葉県 1500 Ｔルーフ H31.1

沖縄県 1623 スペイン瓦 R元.5

沖縄県 800 沖縄漆喰塗り H31.1

沖縄県 1665 スペイン瓦 H31.3

東京都 H31.3

沖縄県 334 ヴェネト H31.1

東京都 R2.8

東京都 739 64版和形 H31.3

沖縄県 960 ヴェネト R1.10

沖縄県 86 スペイン瓦 R2.1

東京都 577 64版和形 R2.1

茨城県 345 アスファルトシングル R1.10

愛知県 1287 和形53A版 R2.3

愛知県 2065 和形53A版 R2.1

群馬県 1877 スカイメタルルーフ R2.9

沖縄県 445 Ｓ型瓦（島瓦） R2.2

埼玉県 カルカルーフ R2.9

1269 Ｔルーフ R3.1

57 アスファルトシングル R3.1

千葉県 632 Ｔルーフ R3.1

千葉県 529 Ｔルーフ R3.1

千葉県
アスファルトシング
ル一部カラーベス

ト修繕
R2.11

東京都 548.8 GL鋼板 R3.1

神奈川県 260.8 天然石 R2.10

沖縄県 533 美ら瓦 R3.1～

㈱熊谷組 パークスクエア三ツ沢公園再建築工事

㈱福地組 （仮称）国立公園座間味博物展示施設工事

清建㈱ プロムナード桜台4番街第2次大規模修繕工事

㈱イワサ・アンド・エムズ 秋津第三団地第3回大規模修繕工事

㈱イワサ・アンド・エムズ クレール駒込大規模修繕工事

㈱イワサ・アンド・エムズ アーバンみらい東大宮東三番街団地屋根棟改修

㈱イワサ・アンド・エムズ プロムナード桜台4番街第2次大規模修繕工事 千葉県

㈱京葉美巧 プロムナード桜台4番街第2次大規模修繕工事

建装工業㈱ 三井農林茶屋ケ坂公園ハイツB棟大規模修繕

㈱福田組 （仮称）ラビスタ草津新築工事

㈱淺沼組 創価学会宮古文化会館（台風被害）

松井建設㈱ 学習院大学北別館耐震改修工事

㈱美都住建 中郷保育所屋根防水・外壁改修工事

建装工業㈱ 三井農林茶屋ケ坂公園ハイツA棟大規模修繕

㈱中秀工業 東京大学（駒場Ⅱ）実験研究棟（1号館）改修工事

先嶋建設㈱ シーブリーズカジュアル2期新築工事

先嶋建設㈱ シーブリーズカジュアル2期新築工事

松井建設㈱ 江戸東京たてもの園高橋是清邸他2棟瓦屋根補修

清水建設㈱ 来間島ホテル棟

鹿島建設㈱ （仮称）九段南一丁目プロジェクト

東急建設㈱ （仮称）アラマンダビーチフロントホテル工事に伴う屋根工事

東急建設㈱ 宮古島ホテル＆リゾーツ

㈱佐平建設 （仮称）シギラＢＣＣ1Ｈサイド40室プール棟新築工事

東急建設㈱ （仮称）レイクサイドレストラン新築

戸田・松永特定共同企業体 （仮称）岩槻人形博物館整備事業

㈱富士紡 青葉の森公園通り団地第1次第2回大規模修繕工事

大成建設㈱ 黒潮荘改修工事

清水建設㈱ 来間島リゾートプロジェクト（仮称）

清水建設㈱ 川平ビレッジビーチハウス増築工事

東急建設㈱ 雪月花別邸「翠雲」計画新築工事

川木建設㈱ 西洋館本館屋根及び別館内部等改修工事

㈱竹中工務店 ﾄﾗｽｺ中山京都神楽岡

東急建設㈱ (仮称）第2ビーチハウス新築工事

〃 〃

(株)佐平建設 (仮称）シーブリーズカジュアル小肥羊横ホテル新築工事

注文者 工事名称

(株)イワサ・アンド・エムズ コスモフォーラム多摩第2回大規模修繕工事



ＮＯ1

施工時期

H19.11

H20.12
Ｈ21.2
Ｈ20.10
H20.11
Ｈ21.5
H22.8
Ｈ22.12
H23.4
Ｈ22.12

皇居（乾門） 東京都千代田区 本葺

大善寺（客殿） 神奈川県横浜市 棟積みのみ

称名寺（築地塀） 埼玉県草加市 桟葺

行法寺（築地塀） 千葉県船橋市 カサヘイ瓦

大國魂神社（客殿） 東京都府中市 桟葺

安養院山門 埼玉県本庄市 本葺

長勝寺（築地塀） 東京都江戸川区 桟葺

知恩院 京都府京都市 桟葺

安養寺 東京都府中市 桟葺

東覚寺 東京都北区 一部本葺

慈眼寺 埼玉県狭山市 本葺

東福寺 神奈川県横浜市 桟葺

感通寺 東京都新宿区 桟葺

當光寺 東京都港区 桟葺

炎天寺 東京都足立区 一体型葺

大久寺 東京都北区 桟葺

宗胤寺 千葉県千葉市 桟葺

観蔵寺 東京都練馬区 桟葺

慈眼寺 埼玉県狭山市 桟葺

大林寺 神奈川県横浜市 本葺

應現寺 東京都足立区 桟葺

横浜中華街媽祖廊 神奈川県横浜市 中国瓦

報恩寺 茨城県常総市 本葺

稲荷山宝寿寺 茨城県土浦市 日本瓦

誕生寺 千葉県鴨川市 本葺

妙光寺 千葉県 日本瓦

平間寺（川崎大師） 神奈川県 日本瓦本葺

宗清寺 静岡県 本葺

慶運寺 神奈川県 一部本葺

関宿城 千葉県 本葺

妙経寺 青森県 本葺

高蔵寺 福島県湯元 本葺

大石寺 静岡県 本葺

横浜開帝廊 神奈川県横浜市 本葺

法伝寺 静岡県日本平 桟葺

阿弥陀寺 茨城県常総市 桟葺

陽泉寺 茨城県板東市 桟葺

天理教　境支部 茨城県境町 一部本葺

報恩寺 茨城県常総市 一部本葺

一の宮　武道館 千葉県一の宮市 本葺

塚越邸　別館 茨城県つくば市 本葺

一乗寺 埼玉県川越市 一部本葺

高声寺 茨城県板東市 一部本葺

大楽寺 茨城県常総市 一部本葺

安楽寺 茨城県常総市 一部本葺

西敬寺 群馬県高崎市 本葺

妙音寺 茨城県板東市 一部本葺

大石寺大客殿 静岡県 本葺

銚子観音本堂 千葉県銚子市 本葺

工事寺院名称 工事場所 瓦種類

東福寺 神奈川県 本葺



NO2

施工時期

Ｈ24．10

H25.5
Ｈ25.3
Ｈ21.6
Ｈ22.3
Ｈ26.1
Ｈ26.5
H27.11
Ｈ27.5
H27.5
Ｈ27.5
Ｈ29.6
Ｈ29.10
H30.11
H30.9
R1.6
R1.12
R2.1
R2.8
R2.9
R3.1～

世尊院観音堂大悲殿瓦葺き直し 東京都杉並区 三州日本瓦和瓦燻し色

森厳寺本堂屋根修理工事 東京都世田谷区 日本瓦（和型）

蒲田八幡神社社務所新築工事 東京都大田区 三州日本瓦53A版
香福寺本堂改築工事 神奈川県相模原市 淡路産日本瓦（銀古美）

観音寺 東京都荒川区 日本瓦（和型）
寛永寺転法輪殿改修工事 東京都台東区 和形いぶし色

誕生寺祖師堂改修 千葉県鴨川市
宝寿院 東京都小平市 三州日本瓦53A版

満照寺本堂屋根葺き替え 東京都台東区 日本瓦（和型）
阿谷山正覚寺世尊院築地塀修繕 東京都杉並区 既存笠木瓦再利用

心行寺書院・客殿・庫裡 東京都江東区 桟瓦葺き
広徳院（客殿庫裡・渡り廊下・本堂の一部） 千葉市花見川区 日本瓦（和型）

長念寺平成大改修工事 神奈川県川崎市 平葺き
寶塔寺本堂改修 東京都品川区

荘厳寺本堂改修 東京都練馬区 平葺き
新福寺 東京都文京区 平葺き

善照寺本堂 東京都台東区
報恩寺本堂・庫裡 茨城県常総市 増築工事

旧江戸城外桜田門 東京都千代田区 保存修理工事
皇居坂下門 東京都千代田区 改修工事

光専寺 東京都武蔵野市 桟葺
大雲寺庫裡 東京都江戸川区 平葺

大久寺（庫裡・客殿） 東京都北区田端 桟葺き
妙圓寺 東京都渋谷区神宮前 本葺き

伏見山正法寺（本堂・書院） 東京都世田谷区 瓦獅子・棟積み
龍光寺（閻魔堂・休憩所） 東京都杉並区 桟葺き

朝倉彫塑館（洋館住宅） 東京都台東区 桟葺

法忍寺（本堂・客殿・庫裡） 東京都八王子市 桟葺・一部本葺

皇居（桜田門・高麗門） 東京都千代田区 震災被害修繕

赤坂氷川神社（社務所・神輿庫） 東京都港区 棟積直し修理

工事寺院名称 工事場所 瓦種類


