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北海道 札幌市 ライオンズタワー札幌山鼻 1 北海道札幌市中央区南１９条西１２丁目 共同住宅

北海道 札幌市 ＡＭＳ　ＴＯＷＥＲ南６条 1 北海道札幌市中央区南６条西２丁目 共同住宅

北海道 札幌市 南北線麻生駅 1 北海道札幌市北区北40条西5丁目 駅舎

北海道 札幌市 手稲コミュニティセンター 1 北海道札幌市手稲区手稲本町３条１丁目３－４１ 学校､施設

北海道 札幌市 富丘通歩道橋昇降機設備 2 北海道札幌市手稲区前田５条１丁目 道路工作物

北海道 札幌市 ＪＲ平和駅 1 北海道札幌市白石区平和通１６丁目北 駅舎

北海道 札幌市 札幌市厚別温水プール 1 北海道札幌市厚別区厚別中央２条６丁目 学校､施設

北海道 札幌市 ＪＲ森林公園駅 2 北海道札幌市厚別区厚別北一条４丁目 駅舎

北海道 古平郡 株式会社　吉野 1 北海道古平郡古平町大字浜町４６７－７ 工場､倉庫

北海道 帯広市 北斗クリニック 1 北海道帯広市稲田町基線９番地１ 病院

青森県 三沢市 三沢市立三沢病院 1 青森県三沢市中央４－１－１０ 病院

宮城県 仙台市 ライオンズタワ－仙台大手町 1 宮城県仙台市青葉区大手町２－２６ 共同住宅

宮城県 仙台市 仙台市環境局施設部松森工場 2 宮城県仙台市泉区松森字城前１３５ 工場､倉庫

山形県 米沢市 サンファミリア米沢 1 山形県米沢市塩井町塩野字川窪２－５１６ 学校､施設

福島県 相馬郡 コニカミノルタケミカル株式会社福島事業所 1 福島県相馬郡小高町蛯沢字笠谷２６ 工場､倉庫

福島県 いわき市 東横インいわき駅前 1 福島県いわき市平字３－１７ ﾎﾃﾙ

群馬県 新田郡 ミノワ工業 1 群馬県新田郡新田町木崎字西田１７６３－１ 工場､倉庫

群馬県 太田市 東武太田駅 3 群馬県太田市東本町１６－１ 駅舎

群馬県 前橋市 東横イン前橋 2 群馬県前橋市南町３－９－１１ ﾎﾃﾙ

埼玉県 和光市 東横イン和光市駅前 1 埼玉県和光市丸山台１－１０－７東横イン和光市駅前 ﾎﾃﾙ

埼玉県 熊谷市 ティアラ２１ 2 埼玉県熊谷市筑波３－１７５ 店舗

埼玉県 鶴ケ島市 レクセルプラザ若葉 1 埼玉県鶴ケ島市大字上広谷字北番田７９２－１ 共同住宅

埼玉県 鴻巣市 レーベンハイム鴻巣アージオ 1 埼玉県鴻巣市本町５－２７４０－６ 共同住宅

埼玉県 八潮市 スウィートコート八潮弐番館 1 埼玉県八潮市大原４９１－２ 共同住宅

埼玉県 さいたま市 ライオンズマンション　コスタ・タワー浦和 1 埼玉県さいたま市浦和区岸町４－９５－１ 共同住宅

埼玉県 さいたま市 大正堂 3 埼玉県さいたま市北区宮原町１－１－１ 店舗

埼玉県 さいたま市 イトーヨーカ堂大宮宮原店 2 埼玉県さいたま市北区宮原町１－１－１ 店舗

埼玉県 さいたま市 ステラタウン 2 埼玉県さいたま市北区宮原町１－１－１ 店舗

埼玉県 さいたま市 東武大和田駅 1 埼玉県さいたま市見沼区大和田町１丁目 駅舎

埼玉県 川越市 ウニクス南古谷セキチュー棟 2 埼玉県川越市泉町３－１ 店舗

埼玉県 北葛飾郡 ラウンドワン栗橋 1 埼玉県北葛飾郡栗橋町小右衛門１８６－１ラウンドワンスタジマムさいたま栗橋店 店舗

埼玉県 入間市 ニトリ入間店 1 埼玉県入間市小谷田１－９７３－１ 店舗

埼玉県 朝霞市 本田技研二輪開発センター２１号棟 1 埼玉県朝霞市泉水３－１５－１ 学校、施設

千葉県 佐倉市 メディキット（株）　佐倉流通倉庫 1 千葉県佐倉市大作１－６－１ 工場､倉庫

千葉県 茂原市 茂原神経科病院 1 千葉県茂原市町保３４番地 病院

千葉県 野田市 東武野田線　清水公園駅 4 千葉県野田市清水３８６ 駅舎

千葉県 千葉市 万葉軒本社ビル 1 千葉県千葉市中央区要町３－６ 事務所

千葉県 千葉市 ＪＲ稲毛海岸駅 2 千葉県千葉市美浜区高洲３－２４ 駅舎

千葉県 市川市 グラン・シャトー・ヒロ 1 千葉県市川市相之川３－８－１１ 共同住宅

千葉県 松戸市 マブチモーター本社ビル 4 千葉県松戸市松飛台４３０ 事務所

千葉県 柏市 大原柏校 1 千葉県柏市末広町１０－１ 学校､施設

東京都 港区 黒龍芝公園ビル 2 東京都港区芝公園２－６－１５ 事務所

東京都 港区 富士ビル 1 東京都港区芝大門２－１１－１富士ビル 事務所

東京都 港区 トヨタアドミニスタ株式会社本社 5 東京都港区芝浦４－８－３ 事務所

東京都 港区 けやき坂コンプレックス 1 東京都港区六本木６－１０－３ 店舗

東京都 港区 新幹線品川駅 1 東京都港区港南２－１－４５ 駅舎

東京都 港区 ラクシア品川ポルトチッタ 1 東京都港区港南３－７－１１ラクシア品川ポルトチッタ 共同住宅

東京都 港区 銀座線新橋駅 1 東京都港区新橋２－１７－５ 駅舎

東京都 港区 パークマンション白金台サンク 1 東京都港区白金台５－８－７ 共同住宅

東京都 品川区 日本ペイント第一研究所 1 東京都品川区南品川４－１－１５ 工場､倉庫

東京都 品川区 目黒東急ビル 2 東京都品川区上大崎２－１３－１７ 事務所

東京都 品川区 ＪＲ大崎駅 3 東京都品川区大崎１－２１ 駅舎

東京都 品川区 さくら会西五反田 1 東京都品川区西五反田３－６－７ 学校､施設

東京都 品川区 大崎駅西口夢さんばしエレベーター 1 東京都品川区大崎１－２１ 道路工作物

東京都 品川区 ＴＫ池田山ハイツ 1 東京都品川区東五反田5-22-33 共同住宅

東京都 目黒区 東京大学先端科学技術研究センター３号館 1 東京都目黒区駒場４－６－１ 学校､施設

東京都 目黒区 東急　中目黒駅 2 東京都目黒区上目黒３丁目地内 駅舎

東京都 渋谷区 代々木１丁目ビル 1 東京都渋谷区代々木１－２２－１ 事務所

東京都 渋谷区 渋谷南東急ビル 1 東京都渋谷区渋谷３－１２－２１ 事務所

東京都 新宿区 シチズンプラザ 1 東京都新宿区高田馬場４－２９－２７ 学校､施設

東京都 新宿区 新宿アインスタワー 1 東京都新宿区新宿７－２６－１２ 共同住宅

東京都 新宿区 野村市谷本村町 2 東京都新宿区市谷本村町４２－２３ 共同住宅

東京都 豊島区 花のはし 2 東京都豊島区自目白２丁目２８番地先至目白３丁目１７番地先 道路工作物

東京都 文京区 丸ノ内線御茶ノ水駅 2 東京都文京区湯島1-5-8 駅舎

東京都 文京区 パークアクシス本郷の杜 1 東京都文京区本郷7-2-6 共同住宅

東京都 台東区 上野学園 1 東京都台東区東上野４－２４－１２東上野４－２４－１２ 学校､施設

東京都 台東区 東上野ビル 2 東京都台東区東上野４－２７－１ 事務所

東京都 千代田区 市ヶ谷東急ビル 1 東京都千代田区九段北４－２－１ 事務所

東京都 中央区 ラヴェール明石町 1 東京都中央区明石町１－７ 共同住宅

東京都 中央区 リハポート明石 2 東京都中央区明石町１－６ 学校、施設

東京都 中央区 ザ・クレストタワー 1 東京都中央区佃島２－１１－６ 共同住宅

東京都 中央区 ブロードシティ東京 1 東京都中央区日本橋蛎殻町１－３６－２ 共同住宅

東京都 中央区 レフィール築地レジデンス 1 東京都中央区築地２－１５ 共同住宅

東京都 中央区 ニッタ東京新ビル 1 東京都中央区銀座８－２－１ 事務所
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東京都 大田区 東急池上線洗足池駅 2 東京都大田区東雪谷１丁目地内 駅舎

東京都 大田区 東急大井町線北千束駅 1 東京都大田区北千束２－１５ 駅舎

東京都 大田区 パークタワー東京フロント 2 東京都大田区蒲田４－１９－５ 共同住宅

東京都 大田区 アクス・ザ・レジデンス蒲田 1 東京都大田区蒲田５－２７－１１ 共同住宅

東京都 世田谷区 エルザ世田谷 2 東京都世田谷区北烏山６－１１ 共同住宅

東京都 杉並区 ライオンズガーデン杉並宮前 1 東京都杉並区宮前2-16-1 共同住宅

東京都 杉並区 ＪＲ高円寺駅 2 東京都杉並区高円寺南４－２６－２ 駅舎

東京都 杉並区 ＪＲ荻窪駅 3 東京都杉並区上荻１－７－１ 駅舎

東京都 練馬区 西武　大泉学園 2 東京都練馬区東大泉１－５１２－６ 駅舎

東京都 練馬区 陸上自衛隊練馬北町宿舎Ｃ棟 1 東京都練馬区北町２－７ 共同住宅

東京都 練馬区 陸上自衛隊練馬北町宿舎Ａ棟 1 東京都練馬区北町２丁目 共同住宅

東京都 板橋区 三田線西台駅 2 東京都板橋区高島平９－１－１ 駅舎

東京都 板橋区 大山パークハウススタイリッシュタワー 1 東京都板橋区大山西町１－２　大山パークハウススタイリッシュタワー 共同住宅

東京都 板橋区 エスペランザ 2 東京都板橋区高島平１－７４－８ 共同住宅

東京都 荒川区 京成新三河島駅 1 東京都荒川区西日暮里６－２－１ 駅舎

東京都 荒川区 日暮里アインスタワー 1 東京都荒川区東日暮里５－４２－１０日暮里アインスタワー 共同住宅

東京都 荒川区 ステ－ションポ－トタワ－ 2 東京都荒川区西日暮里2丁目２０-1 共同住宅

東京都 足立区 京成千住大橋 2 東京都足立区千住橋戸町１１－１ 駅舎

東京都 葛飾区 京成お花茶屋駅 2 東京都葛飾区宝町２－３７－１ 駅舎

東京都 葛飾区 京成立石駅 1 東京都葛飾区立石１京成立石駅 駅舎

東京都 墨田区 新宿線菊川駅 1 東京都墨田区菊川３－１６ 駅舎

東京都 江東区 りんかい線新木場駅 1 東京都江東区新木場１－６ 駅舎

東京都 江東区 東京アインスリバーサイドタワー 2 東京都江東区新大橋１－１３－６東京アインスリバーサイド 共同住宅

東京都 江東区 コンフォートホテル東京清澄白河 1 東京都江東区白河１－６－１２ ﾎﾃﾙ

東京都 江東区 ゆりかもめ豊洲駅 1 東京都江東区豊洲６丁目地内 駅舎

東京都 江戸川区 京葉病院 2 東京都江戸川区松江２－４３－１２ 病院

東京都 府中市 府中療育センター 3 東京都府中市武蔵台２－９－２ 病院

東京都 府中市 関東医療少年院 1 東京都府中市新町１－１７－１ 学校、施設

東京都 府中市 府中本町駅構外北側エレベーター 1 東京都府中市本町二丁目内 駅舎

東京都 清野市 国立看護大学校研修棟 1 東京都清野市梅園１－２－１ 学校､施設

東京都 調布市 イトーヨーカドー国領店 2 東京都調布市国領町８－２－６４ 店舗

東京都 西東京市 ライオンズ田無ウエストプレイス 1 東京都西東京市芝久保町２－１３－８ 共同住宅

東京都 武蔵野市 ライオンズ武蔵境レジデンス 1 東京都武蔵野市境５－２５ 共同住宅

東京都 東大和市 西武東大和市駅 2 東京都東大和市桜が丘１－1415-1 駅舎

東京都 昭島市 イトーヨーカドー拝島店 2 東京都昭島市松原町３－２－１２ 店舗

東京都 羽村市 プラザイン羽村 2 東京都羽村市五ノ神4-14-14.15.16 ﾎﾃﾙ

東京都 あきる野市 ＪＲ秋川駅 1 東京都あきる野市油平４９ 駅舎

東京都 八王子市 八王子医療刑務所管理棟 1 東京都八王子市子安町３－２６－１ 病院

東京都 港区 クレスト芝 1 東京都港区芝１－２－１４ 共同住宅

東京都 港区 衆議院赤坂議員宿舎（宿舎棟） 1 東京都港区赤坂２－１７－１０衆議院　赤坂議員宿舎 共同住宅

東京都 港区 芝浦アイランド　グローヴタワー 1 東京都港区芝浦４－２１－1 共同住宅

神奈川県 平塚市 セレストタワー湘南平塚 1 神奈川県平塚市紅谷町３－１ 共同住宅

神奈川県 川崎市 東京電力株式会社川崎火力発電所事務本館 1 神奈川県川崎市川崎区千鳥町５－１　東京電力株式会社川崎火力発電所内 学校、施設

神奈川県 川崎市 東京電力株式会社川崎火力発電所タービン本館 1 神奈川県川崎市川崎区千鳥町５－１　東京電力株式会社川崎火力発電所内 学校、施設

神奈川県 川崎市 クレスト矢向 3 神奈川県川崎市幸区塚越４－３４５－１ 共同住宅

神奈川県 相模原市 オラリオンサイト３番館 1 神奈川県相模原市西橋本５－２６４ 共同住宅

神奈川県 相模原市 オラリオンサイト４番館 2 神奈川県相模原市西橋本５－２６４ 共同住宅

神奈川県 横須賀市 米軍タワー 4 神奈川県横須賀市泊町１米海軍基地内 その他

神奈川県 横須賀市 京急 堀ノ内駅 2 神奈川県横須賀市三春町３－４５ 駅舎

神奈川県 横須賀市 京急　津久井浜駅 1 神奈川県横須賀市津久井１２７２－２京急津久井浜駅 駅舎

神奈川県 鎌倉市 鎌倉清和由比 1 神奈川県鎌倉市坂ノ下３３－３ 学校､施設

神奈川県 横浜市 東急  菊名駅 1 神奈川県横浜市港北区菊名４丁目 駅舎

神奈川県 横浜市 ハイム朝比奈 3 神奈川県横浜市金沢区東朝比奈３－２８８－１ 共同住宅

神奈川県 横浜市 ニューシティー東戸塚Ｂｅタワー 1 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５３６－４，５，７ 共同住宅

神奈川県 横浜市 横浜税関本関 1 神奈川県横浜市中区海岸通１－１ 庁舎

神奈川県 横浜市 今井川地下調節池管理棟 1 神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町５５－１ 学校、施設

神奈川県 横浜市 京浜東北線　横浜駅 1 神奈川県横浜市西区高島 駅舎

神奈川県 横浜市 パークシティ能見台ブロードエア 1 神奈川県横浜市金沢区能見台４－２０ 共同住宅

神奈川県 横浜市 ＪＲ鶴見駅 1 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央１丁目 駅舎

神奈川県 横浜市 西平沼第一跨線人道橋 2 神奈川県横浜市西区西平沼町 道路工作物

神奈川県 横浜市 日吉本町プレジデンスエグゼ 1 神奈川県横浜市港北区日吉本町３－１ 共同住宅

神奈川県 横浜市 特別養護老人ホーム陽のあたる丘ＭＩＳＯＮＯ 2 神奈川県横浜市栄区鍛冶ヶ谷２－７０３ 学校､施設

神奈川県 横浜市 ドレッセ荏田北フォーネ 1 神奈川県横浜市青葉区荏田北３丁目４番４，５，１０ 共同住宅

神奈川県 横浜市 ＪＲ横須賀線　横浜駅 1 神奈川県横浜市西区高島２ 駅舎

神奈川県 横浜市 金沢八景駅 1 神奈川県横浜市金沢区瀬戸１５－１京浜急行線金沢八景駅内 駅舎

神奈川県 横浜市 コットンハーバータワーズシーイースト棟 2 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－５－３ 共同住宅

新潟県 新潟市 新潟刑務所 2 新潟県新潟市江南区山二ツ３８１－４ 学校、施設

新潟県 五泉市 早出川ダム 1 新潟県五泉市小面谷字飛石２９　　　　　　 学校、施設

新潟県 長岡市 特老中ノ島 1 新潟県長岡市大字中ノ島字古新田２１０５番６ 学校､施設

新潟県 妙高市 新光電気工業　新井工場 1 新潟県妙高市大字姫川原宮の前９２１－３ 工場､倉庫

富山県 高岡市 柴田病院 1 富山県高岡市永楽町５－１ 病院

富山県 高岡市 ウイング・ウイング高岡 2 富山県高岡市末広町９５９－１ 事務所

富山県 高岡市 高岡市空中歩廊 1 富山県高岡市末広町 道路工作物

富山県 滑川市 滑川病院診療棟 2 富山県滑川市常盤町１１９ 病院
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石川県 金沢市 ＪＲ金沢駅 3 石川県金沢市本町 駅舎

石川県 金沢市 桜ヶ丘病院 1 石川県金沢市観法寺町へ１７４番 病院

石川県 金沢市 金沢医科大学病院新館 4 石川県河北郡内灘町大学１丁目１番地 病院

福井県 福井市 ＪＲ福井駅 2 福井県福井市中央１－１－１福井駅 駅舎

長野県 須坂市 須坂病院北棟 1 長野県須坂市大字須坂1332 病院

長野県 長野市 新光電気更北工場　Ｊ棟 1 長野県長野市小島田町８０新光電気工業？更北工場 工場､倉庫

長野県 長野市 長野工業高等専門学校　 1 長野県長野市大字徳間７１６ 学校､施設

長野県 南佐久郡 佐久総合病院小海分院新病院 3 長野県南佐久郡小海町豊里７８番地 病院

長野県 上田市 東横イン上田ビル 1 長野県上田市天神１－１８６５－５ ﾎﾃﾙ

静岡県 浜松市 イオン浜松志都呂ショッピングセンタージャスコ棟・モール棟・大型店舗棟 2 静岡県浜松市西区志都呂町５６０５ 店舗

静岡県 浜松市 イオン浜松志都呂ショッピングセンターモール棟・大型店舗棟 5 静岡県浜松市西区志都呂町５６０５ 店舗

静岡県 静岡市 介護老人保健施設かりん 1 静岡県静岡市駿河区字津ノ谷１－１ 学校､施設

愛知県 名古屋市 交流センター道徳 1 愛知県名古屋市南区道徳通２丁目７２番 学校､施設

愛知県 名古屋市 名古屋法務合同庁舎 2 愛知県名古屋市中区三の丸４－３－１ 庁舎

愛知県 名古屋市 三菱東京UFJ銀行上前津支店 1 愛知県名古屋市中区上前津１８ 事務所

愛知県 名古屋市 ＪＰＲ名古屋栄ビル　　 2 愛知県名古屋市中区錦３－２４－２４JPR名古屋栄ビル 事務所

愛知県 名古屋市 アクシオス千種 1 愛知県名古屋市中区新栄３－２０－２７ 学校､施設

愛知県 名古屋市 ＢＥＣＯＭＥＳＡＫＡＥ 1 愛知県名古屋市中区栄３丁目３２番６号BECOME　SAKAE 店舗

愛知県 名古屋市 萬勇　中棟 1 愛知県名古屋市中村区岩塚町字一里山1-9 店舗

愛知県 名古屋市 ＪＲ八田駅 1 愛知県名古屋市中川区八田町３１ 駅舎

愛知県 名古屋市 ステラートシティ桜山 1 愛知県名古屋市昭和区広見町１丁目６番ステラートシティ桜山 共同住宅

愛知県 名古屋市 地下鉄茶屋ヶ坂駅 1 愛知県名古屋市千種区茶屋が坂１－２１１６地内 駅舎

愛知県 名古屋市 ファミリアーレ鹿山 1 愛知県名古屋市緑区作の山町１８８番 共同住宅

愛知県 名古屋市 パークホームズ平針ヴェルデ 1 愛知県名古屋市天白区平針4-1111 共同住宅

愛知県 東海市 富木島中学校 1 愛知県東海市富木島町向イ２７番地 学校､施設

愛知県 安城市 三河安城駅 2 愛知県安城市二本木町二津ツ池 駅舎

愛知県 刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 1 愛知県刈谷市築地町荒田１ウイングアリーナ刈谷 学校､施設

愛知県 豊田市 グランスイート豊田 1 愛知県豊田市小坂本町５－１－２ 共同住宅

愛知県 東海市 介護老人保健施設　サザン東海 1 愛知県東海市加木屋西町西御嶽４０番地の１ 学校､施設

愛知県 豊橋市 豊橋可知病院 1 愛知県豊橋市南大清水町富士見４５６番地 病院

愛知県 豊川市 ピーノトキワ 1 愛知県豊川市若宮町１１１番地 共同住宅

愛知県 田原市 伊良湖ケアセンター 1 愛知県田原市石神町森下１１番地の１ 学校､施設

三重県 伊勢市 宮川浄化センター管理本館 1 三重県伊勢市大湊町１１２６番地 学校､施設

三重県 津市 ＪＲ津駅２ 1 三重県津市羽所町１１９１－１ 駅舎

滋賀県 守山市 ＪＲ守山駅 1 滋賀県守山市梅田町１－１ 駅舎

滋賀県 草津市 タワー111 1 滋賀県草津市大路１丁目タワー111 共同住宅

滋賀県 草津市 伽羅ガーデンスクエア 1 滋賀県草津市大路２丁目１番２７号 共同住宅

滋賀県 大津市 ＪＲ堅田駅 2 滋賀県大津市真野１丁目１－７０ 駅舎

滋賀県 大津市 デ・リードにおの浜 2 滋賀県大津市におの浜３－１－２ 共同住宅

滋賀県 大津市 ＪＲ西大津駅 2 滋賀県大津市皇子が丘2-8-1 駅舎

滋賀県 大津市 ＪＲ比叡山坂本 1 滋賀県大津市坂本３丁目ー２６ 駅舎

滋賀県 長浜市 ＪＲ長浜駅 1 滋賀県長浜市北船町１－５ 駅舎

滋賀県 彦根市 彦根城開国記念館 1 滋賀県彦根市金亀町４６ 学校､施設

滋賀県 近江八幡市 ＪＲ近江八幡駅 2 滋賀県近江八幡市鷹飼町６１７－４ 駅舎

滋賀県 近江八幡市 近江八幡市立総合医療センター 2 滋賀県近江八幡市土田町１３７９番地 病院

滋賀県 野洲郡 ＪＲ野洲駅 1 滋賀県野洲郡野洲町大字小篠原 駅舎

滋賀県 高島市 ＪＲ近江今津駅 2 滋賀県高島市今津町名小路1-9 駅舎

滋賀県 犬上郡 豊郷町立豊郷小学校 1 滋賀県犬上郡豊郷町石畑３７５ 学校､施設

滋賀県 滋賀郡 ＪＲ和邇駅 2 滋賀県滋賀郡志賀町中浜４４８ 駅舎

京都府 京都市 株式会社ニチレイ・ロジスティクス関西西大路物流センター 1 京都府京都市下京区西七条比輪田町１０ 工場､倉庫

京都府 京都市 ＪＲ丹波口駅 1 京都府京都市下京区中堂寺南町１ 駅舎

京都府 京都市 リーガル京都烏丸通り 1 京都府京都市下京区五条上ル悪王子町４２５ 共同住宅

京都府 京都市 東山老年サナトリウム７・８・９号館 1 京都府京都市山科区日ノ岡夷谷町１１ 学校、施設

京都府 京都市 ヴィセオ　オカザキ 1 京都府京都市左京区岡崎成勝寺町５－２ 事務所

京都府 京都市 京都大学農学部農学生命科学研究棟 1 京都府京都市左京区北白川追分町 学校､施設

京都府 京都市 淡交第１ビル 1 京都府京都市上京区堀川通鞍馬口上る 事務所

京都府 京都市 パレ・フルーブ五条 1 京都府京都市右京区西院西溝崎町４ 共同住宅

京都府 京都市 京都市立桂徳小学校 1 京都府京都市左京区桂徳大寺町２５ 学校､施設

京都府 京田辺市 ＪＲ松井山手駅 2 京都府京田辺市松井口仲谷 駅舎

京都府 相楽郡 プレステ加茂タワー 2 京都府相楽郡加茂町兎並小字沼４０ 共同住宅

京都府 相楽郡 ＪＲ木津駅 2 京都府相楽郡木津町木津小字池田１１６－２ 駅舎

大阪府 大阪市 萬栄ビル 2 大阪府大阪市中央区南久宝寺町３－３－１１ 店舗

大阪府 大阪市 ロイヤルタワー大阪谷町　 1 大阪府大阪市中央区谷町４－３ 共同住宅

大阪府 大阪市 グランドメゾン大手前タワー 1 大阪府大阪市中央区大手通１－３７ 共同住宅

大阪府 大阪市 ＡＣＴＹ　北堀江 1 大阪府大阪市西区北堀江２－６０－６ 共同住宅

大阪府 大阪市 ライオンズマンション大阪スカイタワー　 1 大阪府大阪市西区新町１－２１－８ 共同住宅

大阪府 大阪市 リーガル四ツ橋ＩＩ 1 大阪府大阪市西区新町２－１８-２３ 共同住宅

大阪府 大阪市 パークタワー大阪中之島フロント 1 大阪府大阪市西区土佐堀２－３－１３ 共同住宅

大阪府 大阪市 ラウンドワン北心斎橋店　 1 大阪府大阪市中央区南船場３－６－１８ 店舗

大阪府 大阪市 サミー戎プラザ 1 大阪府大阪市中央区道頓堀１－８－２２ 店舗

大阪府 大阪市 リーガル南船場ＩＩ 1 大阪府大阪市中央区南船場１－７－６ 共同住宅

大阪府 大阪市 ハービス　エント　（梅田阪神第２ビルディング） 3 大阪府大阪市北区梅田２－５－２５ 店舗

大阪府 大阪市 ランズ南森町 1 大阪府大阪市北区東天満２－１４ 共同住宅

大阪府 大阪市 大阪駅仮駅舎 1 大阪府大阪市北区梅田３－１－１ 店舗
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大阪府 大阪市 ＪＲ天満駅 1 大阪府大阪市北区錦町１番２０号駅 駅舎

大阪府 大阪市 新日本梅新ビル 2 大阪府大阪市北区西天満６－７－２ 事務所

大阪府 大阪市 ザ・コムズシティ・ツインタワーズ 2 大阪府大阪市城東区中央２－１４－３７ 共同住宅

大阪府 大阪市 キングマンションソルプレッサ深江橋ベルデフォース 1 大阪府大阪市城東区諏訪３－５－１５ 共同住宅

大阪府 大阪市 ＪＲ京橋駅 1 大阪府大阪市城東区新喜多１－２－３１1-2-31 駅舎

大阪府 大阪市 夕陽丘イクス　 2 大阪府大阪市天王寺区小宮町１－１５ 共同住宅

大阪府 大阪市 ＪＲ桃谷駅 3 大阪府大阪市天王寺区堂ヶ芝１－３－２６ 駅舎

大阪府 大阪市 ＪＲ鶴橋駅 2 大阪府大阪市天王寺区下味原町１－１ 駅舎

大阪府 大阪市 ＪＲ玉造駅 2 大阪府大阪市天王寺区玉造元町１－４０ 駅舎

大阪府 大阪市 創価学会関西池田記念会館 1 大阪府大阪市天王寺区小橋町１０番１７号 学校、施設

大阪府 大阪市 東部市場　加工食料品売場 1 大阪府大阪市東住吉区今林１－２－６８ 工場､倉庫

大阪府 大阪市 ＪＲ南田辺駅 2 大阪府大阪市東住吉区山坂２－１－１３ 駅舎

大阪府 大阪市 雇用促進住宅　南港宿舎２６号棟 1 大阪府大阪市住之江区南港中３－９－６４ 共同住宅

大阪府 大阪市 雇用促進住宅　南港宿舎２７号棟 1 大阪府大阪市住之江区南港中３－９－６４ 共同住宅

大阪府 大阪市 ＪＲ長居駅 2 大阪府大阪市住吉区長居東４－３－５２ 駅舎

大阪府 大阪市 ＪＲ我孫子町駅 2 大阪府大阪市住吉区我孫子西２－２ 駅舎

大阪府 大阪市 社会福祉法人　宥恵会　遠里小野特別養護老人ホーム　ゆうけいハートフル　グ 1 大阪府大阪市住吉区遠里小野２－３７ 学校､施設

大阪府 大阪市 エストレージャ文の里 1 大阪府大阪市阿倍野区松崎町４－７番２０号 共同住宅

大阪府 大阪市 大原簿記法律専門学校　難波校 1 大阪府大阪市浪速区難波中１－６－２ 学校､施設

大阪府 大阪市 大原情報システム専門学校　 1 大阪府大阪市浪速区難波中１－６－２ 学校､施設

大阪府 大阪市 浪速スポーツセンター 1 大阪府大阪市浪速区難波中３－８ 学校､施設

大阪府 大阪市 グランヴェル・ハーモニー１番館 1 大阪府大阪市浪速区下寺３丁目１９－１８ 共同住宅

大阪府 大阪市 なんばタワー 1 大阪府大阪市浪速区難波中2-8-151 共同住宅

大阪府 大阪市 ＪＲ弁天町駅 2 大阪府大阪市港区波除３－１１ 駅舎

大阪府 大阪市 ＪＲ西九条駅 1 大阪府大阪市此花区西九条１－３２－１８ 駅舎

大阪府 大阪市 プロロジスパーク大阪ＩＩ 1 大阪府大阪市此花区北港白津１－５ 工場､倉庫

大阪府 大阪市 ＪＲ野田駅 1 大阪府大阪市福島区吉野３－１ 駅舎

大阪府 大阪市 社会福祉法人　淳風会　特別養護老人ホーム　淳風おおさか 1 大阪府大阪市北区大淀南２丁目５番１ 学校、施設

大阪府 大阪市 サンクタス梅田イノセント 1 大阪府大阪市北区中津１－３－１１ 共同住宅

大阪府 大阪市 ＪＲ塚本駅 2 大阪府大阪市淀川区塚本２－２８－２ 駅舎

大阪府 大阪市 ＪＲ新大阪駅 4 大阪府大阪市淀川区西中島５－１６－１ 駅舎

大阪府 大阪市 キングマンションピアチェスタ東淀川 1 大阪府大阪市東淀川区菅原４－１０－２５ 共同住宅

大阪府 大阪市 パークプラザ淡路菅原 1 大阪府大阪市東淀川区菅原５－７－１５ 共同住宅

大阪府 大阪市 中尾医院 1 大阪府大阪市東淀川区菅原５丁目７－１１中尾医院 病院

大阪府 大阪市 アウレリアヴィレルテ 1 大阪府大阪市東淀川区豊里７－８ 共同住宅

大阪府 高槻市 ＪＲ高槻駅 2 大阪府高槻市白梅町１－１ 駅舎

大阪府 茨木市 茨木市立障害福祉会館 1 大阪府茨木市春日１－１５－２２ 学校､施設

大阪府 茨木市 ネバーランド茨木リラシア 1 大阪府茨木市庄２－３８０－１ 共同住宅

大阪府 茨木市 グランファーレ茨木 1 大阪府茨木市元町７－１８ 共同住宅

大阪府 茨木市 阪急総持寺駅 2 大阪府茨木市総持寺駅前町６４０－２総持寺駅前町６４０－２ 駅舎

大阪府 吹田市 株式会社千日総本社本社工場　 1 大阪府吹田市東御旅町４－３３ 工場､倉庫

大阪府 吹田市 モノレール山田駅前公共通路 1 大阪府吹田市山田西４－１ 道路工作物

大阪府 吹田市 大阪府済生会千里病院 2 大阪府吹田市津雲台１－１－Ｄ６ 病院

大阪府 吹田市 ＪＲ吹田駅 2 大阪府吹田市朝日町１－１朝日町１－１ 駅舎

大阪府 枚方市 特別養護老人ホーム御殿山カーム 1 大阪府枚方市渚西２－７－３０ 学校､施設

大阪府 交野市 美郷会 特別養護老人ホーム　美来 1 大阪府交野市倉治４丁目 学校､施設

大阪府 四條畷市 ＪＲ忍ヶ丘駅 2 大阪府四條畷市岡山東１丁目１０番 駅舎

大阪府 大東市 ＪＲ野崎駅 1 大阪府大東市野崎１－１ 駅舎

大阪府 東大阪市 サンフェスタ 1 大阪府東大阪市西岩田４－７－５１ 共同住宅

大阪府 東大阪市 ＪＲ鴻池新田 1 大阪府東大阪市西鴻池町１－１西鴻池町１－１ 駅舎

大阪府 東大阪市 ＪＲ高井田駅 1 大阪府東大阪市高井田 駅舎

大阪府 八尾市 八尾市立病院　 1 大阪府八尾市竜華町１－３－１ 病院

大阪府 八尾市 ＪＲ志紀駅 1 大阪府八尾市志紀町３－７ 駅舎

大阪府 柏原市 ＪＲ柏原駅橋上化 2 大阪府柏原市上市１－１－３２駅舎 駅舎

大阪府 河内長野市 フォレスト三日市 2 大阪府河内長野市三日市町２２２－２ 学校､施設

大阪府 堺市 タワーズランド北野田　 3 大阪府堺市東区北野田１－６ 共同住宅

大阪府 堺市 ローレルコート北野田 1 大阪府堺市東区北野田１－６ 共同住宅

大阪府 堺市 堺駅前ビル 1 大阪府堺市堺区熊野町西３－１２－４ 事務所

兵庫県 姫路市 ＪＲ姫路駅 1 兵庫県姫路市豆腐町水田３１６ 駅舎

兵庫県 姫路市 イオン姫路 3 兵庫県姫路市大津区大津町２丁目５番 店舗

兵庫県 姫路市 ＪＲ別所駅 1 兵庫県姫路市別所町別所字今池１５７１－１ 駅舎

兵庫県 姫路市 ＪＲ網干駅 1 兵庫県姫路市網干区和久５０８番 駅舎

兵庫県 姫路市 ＪＲ姫路駅 3 兵庫県姫路市駅前町１８８番 駅舎

兵庫県 姫路市 ＪＲ西日本テクノス姫路製作所 1 兵庫県姫路市御国野町御着１２８－１７ 工場､倉庫

兵庫県 姫路市 ＪＲ英賀保駅 1 兵庫県姫路市飾磨区山崎１３２番地 駅舎

兵庫県 高砂市 むさしの里 1 兵庫県高砂市北浜町西浜７５１－１ 学校､施設

兵庫県 相生市 ＪＲ相生駅 2 兵庫県相生市本郷町１－１０ 駅舎

兵庫県 たつの市 龍野中臣住宅２号棟 1 兵庫県たつの市揖保町中臣字池田１６１８番地 共同住宅

兵庫県 篠山市 篠山市障害者総合支援センター 1 兵庫県篠山市東沢田字亀ヶ尻坪２４０－１ 学校､施設

兵庫県 豊岡市 江原駅 1 兵庫県豊岡市日高町日置字矢祖１３－７ 駅舎

兵庫県 神戸市 兵庫県赤十字血液センター合同庁舎 1 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通１－４－５ 病院

兵庫県 神戸市 ＪＲ神戸駅 2 兵庫県神戸市中央区相生町３－１－１ 駅舎

兵庫県 神戸市 パークタワー新神戸 1 兵庫県神戸市中央区熊内町７丁目６番２パークタワー新神戸 共同住宅

兵庫県 神戸市 アグロガーデン神戸駒ヶ林店 1 兵庫県神戸市長田区南駒栄町１－７ 店舗
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兵庫県 神戸市 ＪＲ鷹取駅 1 兵庫県神戸市須磨区大池町５－１－１ 駅舎

兵庫県 神戸市 医療法人社団 一功会 介護老人保健施設 フェニックス西神戸キュアセンター 1 兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡字坂の下６５４－７ 学校､施設

兵庫県 明石市 ＪＲ西明石駅 3 兵庫県明石市小久保２－７－２０ 駅舎

兵庫県 加古郡 ＪＲ土山駅 2 兵庫県加古郡播磨町野添１６１６－２ 駅舎

兵庫県 明石市 きしろ社屋 1 兵庫県明石市天文町２丁目３ 事務所

兵庫県 明石市 サーパス西明石駅前 1 兵庫県明石市和坂字往来端１３－１０ 共同住宅

兵庫県 明石市 石井病院 1 兵庫県明石市天文町１丁目５番１１号 病院

兵庫県 加古川市 ＪＲ東加古川駅 2 兵庫県加古川市平岡町新在家１４９８ 駅舎

兵庫県 尼崎市 ルネ・セントラルタワー　 1 兵庫県尼崎市西大物町１２－５５ 共同住宅

兵庫県 西宮市 兵庫医科大学１号館　 5 兵庫県西宮市武庫川町１－１ 病院

兵庫県 西宮市 砂子寮育園　 1 兵庫県西宮市武庫川町２－９ 学校､施設

兵庫県 西宮市 ヒルズ甲子園口二見町 1 兵庫県西宮市二見町１３－５ 共同住宅

兵庫県 西宮市 ＪＲ西宮名塩駅 2 兵庫県西宮市名塩新町５０２１－７ 駅舎

兵庫県 西宮市 武庫川学院　芸術館　（武庫川女子大学付属高等学校・中学校北館特別棟） 1 兵庫県西宮市枝川町４－１６ 学校､施設

兵庫県 西宮市 ＪＲさくら夙川駅 1 兵庫県西宮市神楽町神楽町 駅舎

兵庫県 西宮市 阪神国道駅 2 兵庫県西宮市津門大塚町８－１８津門大塚町８－１８ 駅舎

兵庫県 川西市 ベリタス病院西病棟　 1 兵庫県川西市新田１－２－２３ 病院

奈良県 天理市 ＪＲ天理駅 2 奈良県天理市川原城町８１６ 駅舎

奈良県 大和郡山市 ＪＲ郡山駅 2 奈良県大和郡山市高田口町１０８番地３号 駅舎

奈良県 橿原市 公立大学法人  県立医科大学 6 奈良県橿原市四条町８４０ 病院

奈良県 北葛城郡 リーベル王寺 1 奈良県北葛城郡王寺町九度２－２－１ 学校、施設

和歌山県 和歌山市 瀬藤病院 1 和歌山県和歌山市岡山町７１ 病院

和歌山県 和歌山市 和歌山県経済センタービル 1 和歌山県和歌山市西汀丁２６番地 事務所

和歌山県 和歌山市 モンティグレ 2 和歌山県和歌山市七番丁２６－１ ﾎﾃﾙ

和歌山県 和歌山市 紀三井寺駅前線街路整備 2 和歌山県和歌山市三葛１０７番地 道路工作物

和歌山県 和歌山市 サーパス太田 1 和歌山県和歌山市太田２９７－３ 共同住宅

和歌山県 和歌山市 和歌山県庁南別館 1 和歌山県和歌山市湊通丁北一丁目２の１番地，他湊通丁北１丁目地内 庁舎

和歌山県 紀の川市 医療法人三車会 1 和歌山県紀の川市貴志川町丸栖１４２３－３ 病院

和歌山県 橋本市 紀和病院東館 1 和歌山県橋本市神野々１１０３ 病院

和歌山県 西牟婁郡 ホテルむさし 3 和歌山県西牟婁郡白浜町８６８ ﾎﾃﾙ

鳥取県 西伯郡 南部町国民健康保険西伯病院 2 鳥取県西伯郡南部町倭３９７ 病院

島根県 鹿足郡 柿木中学校 1 島根県鹿足郡吉賀町柿木村柿木６８２－１ 学校､施設

島根県 松江市 JR松江駅 2 島根県松江市朝日町４７２－２ その他

島根県 出雲市 寿生病院 1 島根県出雲市大津町３６２７－８ 病院

島根県 江津市 島根県済生会江津総合病院 2 島根県江津市江津町１０１６－３７ 病院

岡山県 笠岡市 JR笠岡駅 2 岡山県笠岡市笠岡２４９３０ 駅舎

岡山県 岡山市 ＪＲ北長瀬駅 2 岡山県岡山市北長瀬８８－１２ 駅舎

岡山県 岡山市 ＪＲ岡山駅１ 5 岡山県岡山市駅元町１－１岡山駅 駅舎

岡山県 岡山市 ＪＲ西大寺駅 2 岡山県岡山市西大寺 駅舎

岡山県 岡山市 ＪＲ東岡山駅 3 岡山県岡山市土田１１２－１ 駅舎

岡山県 岡山市 ＪＲ妹尾駅 2 岡山県岡山市東畦１４５ 駅舎

岡山県 岡山市 ＪＲ庭瀬駅 2 岡山県岡山市平野３１９ＪＲ庭瀬駅 駅舎

岡山県 倉敷市 ＪＲ新倉敷駅 4 岡山県倉敷市玉島瓜崎３９０－４ 駅舎

岡山県 倉敷市 ＪＲ茶屋町駅 2 岡山県倉敷市茶屋町４７８ 駅舎

岡山県 倉敷市 倉敷ショートステー 1 岡山県倉敷市片島町１０５７－１ 学校､施設

岡山県 倉敷市 ＪＲ倉敷駅 2 岡山県倉敷市阿知１－１－１ＪＲ倉敷駅 駅舎

岡山県 浅口市 ＪＲ金光駅 2 岡山県浅口市金光町占見新田３３５－２ 駅舎

広島県 広島市 ルミナス上幟町エクセレール 1 広島県広島市中区上幟町１０－５ 共同住宅

広島県 広島市 メゾンアンソレイエ 1 広島県広島市中区昭和町１０－９ 共同住宅

広島県 広島市 リーデンスクエア吉島東 1 広島県広島市中区吉島東１丁目 共同住宅

広島県 広島市 ＪＲ広島駅（新幹線） 2 広島県広島市南区松原町２－３７ 駅舎

広島県 広島市 ＪＲ天神川駅 2 広島県広島市南区東駅町２８７番 駅舎

広島県 広島市 ＪＲ広島駅 3 広島県広島市南区松原町２－３７ 駅舎

広島県 広島市 ハウスバーンフリート宇品海岸 1 広島県広島市南区宇品海岸１－１３１７－１４２ 共同住宅

広島県 広島市 広島市児童総合相談センター 1 広島県広島市東区光町２－１５－５５ 学校､施設

広島県 呉市 ＪＲ広駅 2 広島県呉市広中町２－６ 駅舎

広島県 呉市 ＪＲ安芸阿賀駅 1 広島県呉市阿賀中央６丁目３番１号 駅舎

広島県 東広島市 ＪＲ八本松駅 1 広島県東広島市八本松町飯田１５３９ 駅舎

広島県 廿日市市 ＪＲ宮内串戸駅 2 広島県廿日市市串戸４丁目７－７ 駅舎

広島県 広島市 ＪＲ五日市駅 2 広島県広島市佐伯区五日市駅前１－１３ 駅舎

広島県 福山市 野村證券福山支店 1 広島県福山市東桜町 事務所

広島県 福山市 ＪＲ福山駅 2 広島県福山市三之丸町３０－１ＪＲ福山駅 駅舎

広島県 尾道市 ＪＲ尾道駅 2 広島県尾道市東御所町4-7 駅舎

広島県 三原市 JR三原駅 2 広島県三原市城町１－１－１ 駅舎

山口県 下関市 ＪＲ新下関駅 4 山口県下関市秋根南町１－１１－１ＪＲ新下関駅 駅舎

山口県 防府市 山口コロニー 1 山口県防府市台道522番地 学校､施設

山口県 山口市 ベルコシティホール小郡 1 山口県山口市小郡下郷２９１８－９ 学校、施設

山口県 宇部市 宇部ケミカル３期ＢＰＤＡ工場 1 山口県宇部市小串沖の山１９８８ 工場､倉庫

香川県 高松市 東横イン高松兵庫町 1 香川県高松市兵庫町３－１東横イン高松兵庫町 ﾎﾃﾙ

高知県 南国市 土佐希望の家　 1 高知県南国市小籠107番地 学校、施設

福岡県 大牟田市 大牟田駅自由通路（東口） 1 福岡県大牟田市不知火町 駅舎

福岡県 北九州市 小倉西郵便局 1 福岡県北九州市 庁舎

福岡県 北九州市 海峡ドラマシップ 2 福岡県北九州市門司区西海岸４４ 学校、施設

熊本県 熊本市 京町拘置支所 1 熊本県熊本市京町１－１４ 学校、施設



【別紙】フジテック（株）製エレベーターの部材強度不足が見込まれる物件リスト

都道
府県

市区町村 現場名 台数 所在地
設置された

施設

宮崎県 宮崎市 特別養護老人ホーム　ヴィラサザン 1 宮崎県宮崎市本郷北方２７１７番地１５ 学校､施設

鹿児島県 鹿児島市 東横イン鹿児島天文館 2 鹿児島県鹿児島市東千石町１－４３ ﾎﾃﾙ

鹿児島県 鹿屋市 鹿屋養護学校 1 鹿児島県鹿屋市大浦町１６０００番地 学校､施設

沖縄県 中頭郡 ザ・ビーチタワー沖縄 4 沖縄県中頭郡北谷町美浜８－６ ﾎﾃﾙ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計 560


