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新築工事設計監理
年 物件・建物名 構造 規模 所在地

1983年 西田邸 専用住宅・RC造３階建 421.72㎡ 奈良県宇陀郡

1984年 寿司政 飲食店・RC造２階建 412.24㎡ 奈良県宇陀郡

1985年 原納邸 店舗併用住宅・RC造３階建 370.56㎡ 奈良県宇陀郡

1986年 堀内邸 店舗併用住宅・S造３階建 133.68㎡ 兵庫県神戸市

1987年 富岡邸 店舗併用住宅・S造３階建 166.14㎡ 兵庫県神戸市

ナカイ山荘 別荘木造・２階建 92.23㎡ 兵庫県城崎郡

1988年 前田邸 専用住宅・木造２階建 174.32㎡ 兵庫県神戸市

1990年 松尾邸 専用住宅・RC造３階建 113.66㎡ 兵庫県神戸市

内田邸 専用住宅・RC造２階建 179.84㎡ 兵庫県神戸市

高木邸 専用住宅・木造２階建 76.38㎡ 兵庫県神戸市

畑邸 ﾜﾝﾙｰﾑﾏﾝｼｮﾝ付住宅・S造３階建 145.31㎡ 兵庫県神戸市

せんぼく作業所 福祉施設S造・２階建 1,040.29㎡ 大阪府堺市

1991年 塩見邸 専用住宅・S造４階建 253.20㎡ 兵庫県神戸市

1992年 北村邸 専用住宅・木造２階建 81.16㎡ 兵庫県神戸市

1993年 後藤邸 専用住宅・RC造地下１階建木造地上３階建 201.74㎡ 兵庫県神戸市

1994年 あぜくら作業所 福祉施設・RC２階建 1,027.00㎡ 兵庫県尼崎市

1996年 滝川邸 専用住宅・木造３階建 306.86㎡ 兵庫県神戸市

1998年 青葉園（山本邸） 店舗併用住宅・S造３階建 318.65㎡ 兵庫県神戸市

木下邸 専用住宅・木造２階建＋屋根裏部屋 78.24㎡ 兵庫県神戸市

1999年 なでしこの里・虹の里 福祉施設・S造２階建＋屋根裏倉庫 568.37㎡ 兵庫県神戸市

2000年 Ｔ邸 専用住宅・木造２階建＋屋根裏部屋 140.74㎡ 兵庫県神戸市

岡田邸 専用住宅・木造２階建＋屋根裏倉庫 85.00㎡ 兵庫県津名郡

2001年 野村医院 診療所・S造２階建 508.00㎡ 兵庫県尼崎市

2002年  ひだまり小倉・だんだん・つくしんぼ 福祉施設・S造平屋建 810.00㎡ 兵庫県神戸市

2003年 介護保険施設ばんだの里 福祉施設・S造平屋建 1,030.84㎡ 鳥取県西伯郡

H. 保育園 保育所・RC造２階建 649.04㎡ 兵庫県明石市

2005年 松村邸 専用住宅・木造３階建 193.81㎡ 兵庫県神戸市

2007年 大東プレス工業株式会社埼玉工場 倉庫・Ｓ造３階建 1,398.00㎡ 埼玉県深谷市

2010年 社会福祉法人あぜくら福祉会ケアホーム 福祉施設・S造２階建 +屋根裏倉庫 238.00㎡ 兵庫県尼崎市

東亜製砥工業㈱試験棟 試験棟・S造２階建 174.30㎡ 兵庫県神戸市

2011年 東亜製砥工業㈱倉庫 倉庫・S造平屋建 84.00㎡ 兵庫県神戸市

2014年 東山邸 専用住宅・木造２階建＋屋根裏部屋 100.70㎡ 兵庫県明石市

2015年  岡本邸 専用住宅・木造平屋建＋屋根裏部屋 101.03㎡ 佐賀県伊万里市

東亜製砥工業㈱休憩室棟 休憩室棟・S造２階建 229.88㎡ 兵庫県神戸市

※RC造＝鉄筋コンクリート造、Ｓ造＝鉄骨造
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改修工事設計監理
年 物件・建物名 所在地

1985年 西川邸 神戸市

1991年 寿司政 奈良県

1994年  丸越画廊 大阪市

宮崎邸 神戸市

西田邸 奈良県

原納邸 奈良県

天燐給食センター 神戸市

1996年 西田邸 奈良県

西銘・鎌田邸 神戸市

1997年 尼崎あぜくら作業所分場 尼崎市

前田邸 神戸市

2000年 長沼邸（横尾（３）団地） 神戸市

2001年 花くま法律事務所 神戸市

2002年 内田邸 神戸市

2005年 小原邸 神戸市

2006年 小牧邸 神戸市

岩崎邸：神戸市 神戸市

2007年 水田邸 神戸市

2008年 野村医院訪問看護ステーション 尼崎市

2010年 大東プレス工業㈱埼玉工場 埼玉県

2013年 A市E中学校西校舎外壁改修ほか工事 A市
2014年 A市中央体育会館耐震補強ほか工事 A市
2015年 原納邸 奈良県

神戸市動物管理センター収容棟他改修工事 神戸市

2016年 県立農業高校改修工事 Ａ市

西部処理場屋上防水改修工事 神戸市

デュオこうべ浜の手シャッター改修他工事 神戸市

塩屋ポンプ場外壁改修他工事 神戸市

2018年 北野天満天神修理工事 神戸市

六甲アイランドバーベキュー場屋根設置工事 神戸市

Ａ市Ｔ小学校エレベーター設置工事 Ａ市

2019年 北野天満神社本殿塀及び拝殿改修工事

2020年 原納邸DKL改修工事
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耐震改修
年 物件・建物名 構造 所在地

2003年 （有）広陵介護センター Ｓ造２階建 神戸市

2007年 小原邸 木造２階建
神戸市 （兵庫県・神戸市耐震改修促進事業
助成工事）

あぜくら第２作業所 ＲＣ造２階建 尼崎市

市橋邸 木造２階建 神戸市

2010年 森田邸 木造２階建
神戸市（兵庫県・神戸市耐震改修促進事業助
成工事）

※ Ｓ造：鉄骨造 ＲＣ造：鉄筋コンクリート造
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実施設計
年 物件・建物名 所在地

1989年 須磨寺公園休憩所 神戸市

1991年 滝野町々民野球場 兵庫県

1992年 長浜港公共トイレ 滋賀県

1998年 有松駅前駐輪場 名古屋市

2006年 東洋信号通信社デイサービス 神戸市

2007年 樫山駅前広場コミュニティホール 小野市

2008年 草津市民文化の森・多目的グランド管理棟 滋賀県

2010年
医療法人社団秀和会小規模多機能型居宅介
護施設 尼崎市

2014年 A市O海岸多目的広場クラブハウス A市
2016年 ケアバンクデイサービス Ｓ市

かれんデイサービス Ｓ市

シグマ本社ビル Ｓ市

2017年 Ｍパーキングエリア便所棟 Ａ市

2019年
明石市立高丘西小学校エレベーター設置工
事
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工事監理
年 物件・建物名 所在地

1990年 コーポ芦屋 芦屋市

1991年  倉敷市東部ごみ最終処分場 倉敷市

1992年 三木市三木山総合公園陸上競技場 三木市

1994年 大津市クリーンセンター 大津市

1997年 彦根市ごみ最終処分場 彦根市

1999年 城南次期埋立処分地 京都府
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計画
年 物件・建物名 所在地

1986年 橋本市大規模小売店舗 和歌山県

生駒市山頂公園 奈良県

1987年  京北町村おこしセンター 京都府

三原町運動公園管理棟 広島県

1989年 Ⅰ町商工会ショッピングセンター 島根県

1993年 相生市斎場 兵庫県

1994年 山崎邸 西宮市

1996年 家島町宿泊施設 兵庫県

尾崎邸 神戸市

1997年  松原市パークシティ 大阪府

1999年 藤原町道の駅 三重県

2000年 上六ハイハイタウン北広場 大阪市

2005年 小谷邸 兵庫県

2008年 Ａ市屋内運動場 兵庫県

2010年
社会福祉法人あぜくら福祉会ケアホーム・ユ
ニット２ 尼崎市

2012年  Lマンション 大阪府

2014年 八幡浜市平家谷公園配置図 愛媛県

2015年 Ｋ町公園施設補修計画・概算算定 愛媛県

2017年 佃邸古民家再生 兵庫県住宅都市局

阪神高速道路保全技術訓練センター計画 大阪府

2019年 あらき医院基本計画
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マンション
年 物件・建物名 構造 所在地

1986年 上高丸南住宅大規模修繕工事 １７０戸 神戸市 ※１

ピアン自由ヶ丘大規模修繕工事 三木市 ※１

1987年 カルム宝塚大規模修繕工事 １１２戸 宝塚市 ※１

1989年 シャルム甲陽園大規模修繕工事 １１７戸 西宮市 ※１

1991年 アルテム芦屋Ａ・Ｂ棟長期修繕工事計画 ３１７戸 芦屋市 ※１

宝塚安倉住宅大規模修繕工事 ２１０戸 宝塚市 ※１

武庫ノ荘フレックス長期修繕計画 ７７戸 西宮市 ※１

1994年 北須磨団地Ｄ１棟設備等調査 １６０戸 神戸市

1995年 鶴甲団地２号館建替え計画 ４０戸 神戸市

グランドプラザ王子公園被災調査 神戸市

北須磨団地Ｄ１棟駐車場新設工事 １６０戸 神戸市

1997年 プレステージ明石大久保Ⅲ住まい方等調査 ６６戸 明石市

2000年 シャルマンコーポ御影劣化診断 １１４戸 神戸市

夢野ハイタウン１号館防水調査診断 ４００戸 神戸市

2002年 明舞第１・第２団地調査 ８棟５階２４０戸 明石市

2003年 ヴェルドール武庫之荘北劣化診断 ３２戸 尼崎市

ワコーレエクシード花隈調査 神戸市

2004年 ルネジェームス山大規模修繕工事 ３階・３５戸 神戸市

プレステージ六甲楠丘劣化診断 神戸市

ネクステージ西神中央大規模修繕工事 ５棟・４～２２階・４２８戸 神戸市※２

2005年 フロンテージ芦屋コンクリート強度等調査 芦屋市

ドルフィンズマンション板宿屋外空調機騒音
対策 神戸市

グランサイト六甲大規模修繕工事 地上10階地下１階・１６戸+店舗・神戸市 神戸市

ルネジェームス山長期修繕計画 ３階・３５戸 神戸市

2006年
セントラルハイツ三宮東鉄部塗装他改修工事
監理 神戸市

グランドメゾン須磨遮音調査 神戸市

南門真ハイライフ長期修繕計画 ３３９戸 門真市

2007年 ワコーレガーデンヒルズ垂水大規模修繕工事 ４階・３３戸 神戸市

サンヴィラ六甲道大規模修繕工事 ７階・２２戸 神戸市

京都市分譲マンション実態調査

2008年 神戸サンクレバー大規模修繕工事 ９階・２０戸 神戸市

エクセルコート神若大規模修繕工事 ６階・１５戸 神戸市

京都市分譲マンション実態調査

セレブコート尼崎駅前大規模修繕工事 ６階・３０戸 尼崎市

2009年 甲南パルミナード大規模修繕工事監理 地上５階地下１階・２１戸 神戸市

武庫川あおぞらのまち住宅大規模修繕工事 ３棟・１５階・６４１戸 西宮市 ※２

横尾（１）団地大規模修繕工事 １１棟・５階・２６０戸 神戸市 ※２

ひよどり台（５）団地大規模修繕工事 ３棟・５階・７０戸 神戸市

名谷２７団地大規模改修工事 ８棟・５階・２００戸 神戸市 ※２

2010年 横尾（１）団地長期修繕計画 １１棟・５階・２６０戸 神戸市

藤和シティホームズ江坂Ⅱ大規模改修工事 １２階・８４戸 吹田市

プレステージ明石駅前大規模改修工事 １１階・４２戸 明石市

神戸野崎通アーバンライフ大規模改修工事 地上６階地下１階・２３戸 神戸市

ひよどり台(５)団地長期修繕計画 ３棟・５階・７０戸 神戸市

山手台ハイツ大規模改修工事 地上５階地下１階・６３戸 神戸市

ワコーレ祇園長期修繕計画 ２７戸＋店舗1 神戸市

ハイユニタウン管理組合住民向け大規模改
修工事についての説明会 ４棟・６～７階・１０９戸 神戸市

2011年 ハイユニタウン大規模改修工事 ４棟・６～７階・１０９戸 神戸市

ハイユニタウン給排水設備調査設計 ４棟・６～７階・１０９戸 神戸市

ハイユニタウン長期修繕計画 ４棟・６～７階・１０９戸 神戸市

マナージュ灘大規模改修工事 １棟・７階・２８戸 神戸市

2013年 ネオシティ御崎公園大規模改修工事 ７階・４８戸+店舗 神戸市

シャトー蛍ケ池大規模改修工事 地上７階地下１階・２０戸 豊中市

アクトワンビル第３大規模改修工事 地上５階地下１階・１４戸 神戸市

2014年
リブコートベイサイド明石相生町大規模改修
工事 １３階・４５戸 明石市

朝日プラザ松原アネックス大規模改修工事 ８階・６７戸 松原市

マナージュ灘長期修繕計画 １棟・７階・２８戸 神戸市

2015年
リブコートベイサイド明石相生町長期修繕計
画 １３階・４５戸 明石市

2016年 甲南パルミナード長期修繕計画 地上５階地下１階・２１戸 神戸市

ロイヤルコーポ大規模改修工事 １棟・９階建・５５戸 神戸市

2017年 名谷（７）団地大規模改修工事 １３階建・２棟・１８０戸 神戸市

2018年
ロワール佐賀駅前ファーストステージ第１回
大規模改修工事 １５階建・４５戸 佐賀市

ロイヤルコーポ長期修繕計画 １棟・９階建・５５戸 神戸市

名谷（７）団地長期修繕計画 １３階建・２棟・１８０戸 神戸市

リブコートベイサイド明石相生町長期修繕計
画 １３階・４５戸 明石市

名谷（１９）団地長期修繕計画 名谷（１９）団地長期修繕計画 神戸市

クレアーレ西舞子長期修繕計画 クレアーレ西舞子長期修繕計画 神戸市

2020年 ひよどり台（5）団地第４回大規模改修工事

※１：集合住宅維持管理機構での業務

※２：マンション改修センター（財.マンション管理センターテクノサポートネット登録グループ）での業務


