
工事名称 工事内容 工期 建物規模 建物用途

(仮称)北辰精工株式会社本社工場新築工事　 給排水衛生 H25.5～H25.9 S造1階 工場

(仮称)ペガサスロイヤルリゾート浜寺新築工事　 給排水衛生 H25.5～H26.2 RC造8階112床 福祉施設

(仮称)マーヤの家日置荘新築工事　 給排水衛生・空調換気 H25.5～H25.10 S造1階階18床 福祉施設

(仮称)平野西1丁目ビル計画　 空調換気 H25.5～H25.8 S造2階20床 福祉施設

(仮称)紅谷庵庫裏新築工事 給排水衛生・空調換気 H25.5～H25.10 S造2階 寺社

堺高等学校自動車科棟改築外工事 給排水衛生 H25.10～H26.3 S造1階 学校

(仮称)北花田サービス付高齢者住宅新築工事 空調換気 H25.10～H26.3 S造4階78床 福祉施設

(仮称)ファミーユ新築工事 給排水衛生・空調換気 H26.1～H26.5 RC造＋S造3階59床 福祉施設

(仮称)昌カンパニー本社工場新築工事 給排水衛生・空調換気 H26.2～H26.6 S造2階 飲食工場

つくし保育園大規模修繕拡張工事 給排水衛生 H26.4～H26.9 S造2階 福祉施設

(仮称)堺市西区上野芝町5丁住宅型有料老人ホーム新築工事 給排水衛生・空調換気 H26.5～H26.11 RC造3階46床 福祉施設

コープテクノステージ店センター増築工事 給排水衛生・空調換気 H26.10～H27.2 S造1階階 飲食工場

湊はなぞの幼稚園認定こども園増築工事（1期・2期） 給排水衛生 H26.9～H28.3 RC造3階 福祉施設

サンラッキー堺店増改築工事 給排水衛生 H26.10～H27.11 S造2階 店舗（遊戯）

(仮称)松葉幼稚園認定こども園新築工事 給排水衛生・空調換気 H27.1～H27.5 木造2階 福祉施設

株式会社をくだ屋技研本社工場新築工事 給排水衛生 H27.2～H27.11 S造3階 工場

(仮称)ビクトリー保育園新築工事 給排水衛生 H27.4～H27.8 S造2階 福祉施設

(仮称)ほっぺるランド国津橋保育園新築工事 給排水衛生・空調換気 H27.6～H27.10 S造2階 福祉施設

(仮称)幸和金属新築工事 給排水衛生・空調換気 H27.8～H27.12 S造3階 事務所

(仮称)協和薬局新築工事 給排水衛生・空調換気 H27.8～H27.12 S造3階 医療施設

(仮称)ひかり保育園土師分園新築工事 給排水衛生 H28.10～H29.4 S造2階 福祉施設

(仮称)津久野クリニック新築工事 給排水衛生・空調換気 H28.3～H28.9 S造3階 医療施設

(仮称)三国ヶ丘駅前庁舎建設に伴う空気調和設備工事 空調換気 H28.4～H29.10 RC造5階 堺市庁舎

新興プランテック株式会社大阪事業所新築工事 給排水衛生・空調換気 H28.5～H28.10 S造3階 事務所
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泉北下水処理場1系最初沈殿池棟耐震補強工事（その2） 給排水衛生 H28.5～H28.11 RC造1階 下水処理場

(仮称)心斎橋ビル新築工事 給排水衛生 H28.12～H29.12 RC造11階 店舗（飲食）

(仮称)植田アルマイト工業株式会社新社屋PJ増築工事 給排水衛生 H28.8～H28.12 S造3階 事務所

認定こども園新光明池幼稚園新築工事 給排水衛生・空調換気 H28.10～H29.10 S造2階 福祉施設

(仮称)社会福祉法人同仁会本部耳原歯科診療所新築工事 給排水衛生・空調換気 H28.10～H29.2 S造3階 医療施設

(仮称)総合水研究所環境分析センター新築工事 給排水衛生 H28.9～H29.3 S造6階 研究施設

(仮称)和泉市有料老人ホーム用途変更工事 給排水衛生 H29.5～H29.8 S造2階階 福祉施設

澤田酒造株式会社和歌山工場新築工事 給排水衛生・空調換気 H29.5～H29.9 S造1階 工場

(仮称)阿倍野区丸山通1丁目PJ 給排水衛生・空調換気 H29.6～H30.9 S造11階
1～3階 医療施設
4～11階 共同住宅

医療法人西浦会京阪病院新病棟新築工事 給排水衛生・空調換気 H30.1～H30.6 S造3階 医療施設

(仮称)美和生コンクリート事務所ビル新築工事 給排水衛生・空調換気 H29.10～H30.3 S造4階 事務所

(仮称)天王寺区上本町7丁目認可保育所新築工事 給排水衛生・空調換気 H29.11～H30.3 S造3階 福祉施設

(仮称)ペガサス保育園つばさ新築工事 給排水衛生・空調換気 H29.11～H30.3 RC造2階 福祉施設

泉州看護専門学校新築工事 給排水衛生・空調換気 H30.1～H30.8 S造4階 学校

(仮称)ロジックナンカイ高尾倉庫新築工事 給排水衛生・空調換気 H30.2～H30.10 S造4階 事務所

シャープ化学工業株式会社新社屋新築工事 給排水衛生・空調換気 H30.8～R1.5 S造2階 工場・事務所

(仮称)ハピネスハーク緑ヶ丘中町新築工事 給排水衛生 H30.10～R1.7 S造2階 福祉施設

(仮称)学校法人浪速学院堺市美原平尾グラウンド計画
テニスコート用クラブ棟新築工事

給排水衛生 H30.12～H31.3 S造2階 学校

(仮称)医療法人暁美会田中病院新病棟新築工事 給排水衛生・空調換気 H30.6～R1.9 S造5階 医療施設

西保健センター移転整備工事に伴う空気調和設備工事 空調換気 H30.12～H32.7.31 SRC造7階 堺市庁舎

株式会社西田機械工作所岸和田新工場新築工事 給排水衛生・空調換気 R2.1～R3.1 S造2階 工場・事務所

(仮称)こども園うえの新築工事 給排水衛生・空調換気 R2.2～R2.7 RC造2階 福祉施設

(仮称)栄公クリニックデイケアセンター新築工事 給排水衛生・空調換気 R2.6～R3.3 S造3階 医療施設

(仮称)ゆめの樹こども園さかい新築工事 給排水衛生・空調換気 R2.9～R3.3 S造2階 福祉施設
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(仮称)ペガサス福泉中央障害児通所支援事業所新築工事 給排水衛生・空調換気 R3.1～R3.5 木造1階 福祉施設

(仮称)島之内ES COURT新築工事 給排水衛生・空調換気 R2.12～ RC9階 共同住宅

トパック本社第5工場建設工事 給排水衛生・空調換気 R3.3～ S造4階 工場・事務所

(仮称)堺市美原区小平尾計画 給排水衛生・空調換気 R3.5～ S造2階 事務所

株式会社北海鉄工所臨海事務所新築工事 給排水衛生・空調換気 R3.7～ S造4階 事務所

大阪病院協会看護専門学校改修工事 給排水衛生・空調換気 R3.7～R3.10 S造5階 学校

(仮称)ペガサス福泉こども園新築工事 給排水衛生・空調換気 R3.9～ S造2階 福祉施設

(仮称)ABCハウジング泉佐野住宅公園建設工事 給排水衛生・空調換気 R3.10～ S造1階 展示場
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