1990

1991

㈱水戸ﾏﾂﾀﾞ

旭洋電機製作所

つくば学園店 外構舗他工事
守谷店 屋外舗装工事
つくば学園店ﾏｲｶｰﾗﾝﾄﾞ 新設工事
㈱勇栄電機

工場増改築工事

㈱ｲﾔｻｶ
ﾜｰｸｽﾔｸﾞﾁ 洗車場（ｺｲﾝ・小型・大型）新設工事
茨城生活協同組合
ｺｰﾌﾟ那珂ｾﾝﾀｰ ｼｬｯﾀｰ新設及び
ｺｰﾌﾟ美野里ｾﾝﾀｰ雑工事

1993
(福)翠清福祉会
老人保健施設ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑかたくり新築工事
江幡邸 倉庫兼車庫新築工事

水戸工場倉庫 新築工事

青柳“田”排水工事

㈱重守電機

本社事務所棟増築工事基礎工事

山崎工場下屋屋根架工事
㈱水戸ﾏﾂﾀﾞ
勝田市毛店事務所模様替工事

1994

1995

森山邸 増改築工事

小堀様 店舗兼住居ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ新築工事

㈱勇栄電機

川崎様邸 新築工事

水戸工場増築工事
佐藤石油㈱

馬渡工場看板鉄骨工事

金沢酒店 倉庫設置及び解体工事
㈱ｵｸﾂ

ﾒﾄﾞｳｴｸｽﾌﾟﾛｲﾄﾞ㈲

㈱重守電機

伴う開発行為外構工事
ﾕｰﾉｽ土浦千代田店改装工事

水戸工場倉庫外構簡易舗装工事

成田様邸 改修工事

ﾒﾄﾞｳ 泉町ﾏﾝｼｮﾝ 階段室模様替工事

ﾕｰﾉｽ土浦千代田店改装工事に

水戸工場ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置に伴う模様替工事

工藤様 水戸市石川町ブロック塀工事

市村邸 増改築工事

㈱ﾕｰﾉｽﾛｰﾄﾞ茨城

㈱勇栄電気
水戸工場渡り廊下棟新築工事

水戸工場第1期外構工事

1992

女子寮新築工事
㈲安部工務店
安部ﾋﾞﾙ改修工事

(福)翠清福祉会
ｹｱﾊｳｽみと他2施設新築工事
秋山様邸 増改築工事
植田様・菅野様 住宅内外装改修工事
ﾒﾄﾞｳｴｸｽﾌﾟﾛｲﾄﾞ㈲
HIVIｹﾞｰﾑｾﾝﾀｰ工事

木村様邸 風呂及び洗面改修工事

藤井様邸 駐車場増設工事

田中様 貸店舗解体及び駐車場工事

ｱｸｱｼﾃｨ備前町ﾏﾝｼｮﾝ管理組合
ﾏﾝｼｮﾝ非常階段塗装替工事
㈱吉田石油
ｵﾘｯｸｽﾚﾝﾀｶｰ下館駐車場整備工事
茨城保健生活協同組合
城南病院3階防火ﾄﾞｱ増設工事
㈱水戸ﾏﾂﾀﾞ
土浦店屋根改修工事

1996
松崎邸 増改築工事
㈱水戸ﾏﾂﾀﾞ
下妻店ｻｰﾋﾞｽ工場車検場整備工事
若林様邸，深沢様邸 住宅改修工事
㈱ﾃｯｼｮｰ
事務所増築工事
住宅新築工事 3棟
㈱吉田石油
ﾕｰｽﾞﾄﾞｶｰｾﾝﾀｰ新築工事
村上様邸 改修工事
海老根様邸 増築工事

1997
（福）いなほ会
老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ施設新築工事
（福）翠清福祉会
ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ「かたくり」外部便所増築工事
正木様邸 新築工事
須田様邸 車庫兼住居改築及び外構工事
㈱水戸ﾏﾂﾀﾞ
本社修理工場部増築工事
大部様邸 増築工事
㈲ｷｬﾝﾄﾞｩ
友部町小泉擁壁工事

塩野入様邸 台所改修他工事

栗田様邸，笹島様邸 改修工事

茨城保健生活協同組合

中崎様邸 内外ﾘﾌｫｰﾑ工事

城南病院玄関風除壁1階便所改修工事
ﾒﾄﾞｳｴｸｽﾌﾟﾛｲﾄﾞ㈲
駅前ﾌｫﾄｼｮｯﾌﾟ改修工事
郡司様邸 解体及び駐車場整備工事

田中様邸 便所浴室脱衣場改修工事
㈲えび名設備工業所
大子温泉受水槽基礎工事

1998
住宅新築工事 9棟
西方様邸 住宅増改築工事
ｴﾋﾞｱﾝ改装工事
宮本様邸 改修工事
いばらきｺｰﾌﾟ生活協同組合
いばらきｺｰﾌﾟ那珂ｾﾝﾀｰ改修工事
ｻﾆｰﾋﾙﾏﾝｼｮﾝ改修工事
T.C.S㈱事務所工事
杉田様邸 外構工事

1999
茨城保健生活協同組合

2000

2001

住宅新築工事 9棟

住宅新築工事 8棟

城南病院増築及び常陽相沢ﾋﾞﾙ改修工事

住宅改修工事 4棟

（福）いなほ会

調剤薬局あすなろ 新築工事

松本町家屋解体撤去工事

住宅新築工事 3棟

大内様邸 駐車場及びｶｰﾎﾟｰﾄ工事

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ「もみじ」増改築工事
益子様邸 ﾘﾌﾄ設置工事

横山様邸 改修工事

菊池様 階段昇降機設備工事

伊藤様邸 外装ﾘﾌｫｰﾑ工事

水戸市堀町某居酒屋改修工事

大内様邸 ﾘﾌｫｰﾑ工事

丸八管材㈱ 外装ﾘﾌｫｰﾑ工事

田所様邸，植田様邸 ﾘﾌｫｰﾑ工事

ｻﾆｰﾋﾙﾏﾝｼｮﾝ ﾘﾌｫｰﾑ工事

今井様邸 増改築工事

ﾏﾝｼｮﾝ902号室 改修工事

平山様邸 水廻り改修工事

ｻﾆｰﾋﾙﾏﾝｼｮﾝ下水改修工事

岩間様邸 改修工事
（福）翠清福祉会
ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ「かたくり」各所改修工事
ｹｱﾊｳｽみと 洗濯ｺｰﾅｰ増設工事
若林様邸 別宅改修工事

2002
住宅新築工事 9棟
（福）いなほ会
杉の子保育園排水処理施設改修工事
岸様邸 改修工事

2003

2004

茨城保健生活協同組合
水戸共立診療所改修工事
（福）翠清福祉会
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑかたくり新築工事

佐藤様邸 改修工事

小沼様邸，高橋様邸 新築工事

金木様邸 住宅改修工事

吉田様邸 既存住宅増築工事
（福）翠清福祉会

住宅新築工事 7棟
住宅改修工事 3棟
福祉工事 1件
瀬﨑様邸，高橋様邸 外構工事
ｽｶｲﾀｳﾝ水戸三の丸管理組合
ｽｶｲﾀｳﾝ水戸三の丸ｴﾝﾄﾗﾝｽ改修工事
近藤様邸 便所改修工事

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑかたくり外構付帯工事
茨城保健生活協同組合
水戸共立診療所休憩室仮設ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工事
ｱｸｱｼﾃｨ備前町305号室ﾘﾆｭｰｱﾙ工事
菊池様邸 住宅改修工事

2005
住宅新築工事 6棟
㈲ｵﾌｨｽT.E.E
東野町ｱﾊﾟｰﾄ 新築工事

2006

2007

（福）いなほ会

住宅新築工事 4棟

小規模単位型短期入所生活介護支援事業所
丸八管材㈱

住宅新築工事

㈱ｺｽﾓﾃｸﾆｶﾙ美野里工場 新築工事
いばらきｺｰﾌﾟ生活協同組合

住宅改修工事 5棟

大内様邸 増築及び改修工事

ｺｰﾌﾟ菜の花ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 改修工事

半田様邸 外部改修工事

住宅改修工事 4棟

ｺｰﾌﾟ岩瀬ｾﾝﾀｰ

福祉工事 5件

福祉工事 16件

黒澤様邸，野坂様邸 外構工事

嶋村様邸 改修工事

倉庫新築及び既存建物改修工事
福祉工事 25件

西様邸 外構工事

住宅改修工事 3棟

川崎様邸 きのこ栽培庫設置工事

ケアハウスみと 居室改修工事，他工事

いばらきｺｰﾌﾟ生活協同組合

(福)翠清福祉会

いばらきｺｰﾌﾟ水戸ｾﾝﾀｰﾌﾟﾚﾊﾌﾞ設置工事

老人保健施設ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ｢かたくり｣増改築
及び在宅支援棟新築工事
ケアハウスみと 居室改修工事，他
居室改修工事 他
鯨岡様邸 外構工事
メゾン緑ヶ丘 事務所2Fテナント改修工事
(福)いなほ会 排水設備改良工事，他

2008

2009

2010

住宅新築工事 5棟

住宅新築工事 3棟

長期優良住宅新築工事 4棟

住宅改修工事 2棟

長期優良住宅新築工事 3棟

ｱｸﾄﾌﾟﾗｽﾍｱｰ 新築工事

平屋解体工事 2棟

（福）翠清福祉会

福祉工事 9件
あすなろ薬局 外壁補修工事

外装塗装工事 2棟

かたくり物置設置工事

県立水戸商業高校 管理教室棟

柳原様邸 屋根塗装工事

中尾様邸 増築工事

（福）翠清福祉会

いばらきｺｰﾌﾟ生活協同組合

ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ「かたくり」外構工事
茨城保健生活協同組合

住宅改修工事 2棟

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑかたくりｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事

ｺｰﾌﾟ水戸店歩道部立木伐倒処分工事
岡田邸 外構整備工事，他

城南病院 災害復旧工事

ﾍﾞﾗﾝﾀﾞPC手摺補強工事
（福）翠清福祉会
ｹｱﾊｳｽみと ﾘﾆｭｰｱﾙ工事
（福）いなほ会
島名杉の子保育園 増改築工事

（福）いなほ会

中崎様邸 改修工事，他

もみじ 浄化ユニット排水処理改修工事，他

2011

2012

2013

長期優良住宅新築工事 2件

長期優良住宅新築工事 2件

長期優良住宅新築工事 1件

住宅増築工事 2件

住宅改修工事 7件

住宅改修工事 1件

改修工事 3件

塗装工事 7件

（福）翠清福祉会

震災復旧工事 11件，他

茨城保健生活協同組合

震災瓦補修工事 20件，他
太陽光発電設置工事 3件
富田様邸 住宅・屋根改修工事，他

城南病院 震災復旧補修工事
いばらきコープ生活協同組合

NHかたくり 空調設備改修工事
（福）いなほ会 島名杉の子保育園
事務室改修工事

石岡デイサービスセンター 改修工事
特定非営利活動法人 こばと学童クラブ育成会
こばと学童クラブ 新築工事
健康管理センター 災害復旧改修工事
斉藤様邸 農業用物置改修工事
海老沢様邸 屋根・住宅改修工事，他

2014

2015

2016

