
工 事 経 歴 書

(建 築工事の種類)ア スベストエ事

注  文  者 事 名工 工事場所 アスベスト撤去面積
着 工 年 月

完成又は完成予定年月

東京南新宿ビル管理い 東京南新宿ビル石綿除去工事 東京都 31.66ぷ
平成 18年  5月

平成 18年  5月

有限会社浦和建物解体工業 川国市東内野一般住宅石綿除去工事 埼玉県 12830ぶ
平成 18年  7月
平成 18年  7月

鉄建建設株式会社 田ロビル石綿除去工事 東京都 160.00rド
平成 ¬8年  7月

平成 ¬8年  7月

マンション田中施主 マンション田中石綿除去工事 栃木県 1110.00ぶ
平成 18年  8月

平成 18年  8月

稲垣ビル 川口市並木3丁 目石綿除去工事 埼玉県 851 lr百
平成 18年  8月
平成 18年  9月

毛呂山役場 光山小学校石綿除去工事 埼玉県 3600rド
平成 18年 10月

平成 18年 10月

株式会社金沢工業 センチュリーハイツ解体工事 東京都 42.84rド
平成 18年 10月

平成 18年 10月

伊藤工務店 いせそう1日 店舗解体工事に伴う石綿除去工事 千葉県 28600rド
平成 18年 11月

平成 18年 11月

藤栄建設株式会社 勤労青少年ホーム石綿撤去工事 千葉県 6000rパ
平成 18年 11月

平成 18年 11月

高田馬場住宅管理組合 高田馬場住宅電気室石綿除去工事 東京都 6100ぷ
平成 18年 11月

平成 18年 11月

株式会社梅田商事 千住仲町解体工事に伴う石綿除去作業 東京都 10333ぶ
平成 18年 11月

平成 18年 12月
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大門建設株式会社 田中ビル石綿除去作業 東京都 238.68rr
平成 18年 12月

平成 18年 12月

株式会社小野寺解体工事 碓井邸解体工事に伴う石綿除去工事 東京都 215_00「ド
平成 19年  1月

平成 19年  1月

ジェイティ不動産株式会社
」T板橋センターAl事務所模様替その他工事に伴う
石綿除去工事

東京都 1800「ド
平成 19年  ¬月

平成 19年  1月

ハイツさくら ハイツさくら石綿除去工事 東京都 288.00nド
平成 19年  2月

平成 19年  2月

株式会社フジオ住研 光ビル石綿除去工事 東京都 265.05ぶ
平成 ¬9年  2月

平成 ¬9年  2月

株式会社北新住建 青木ビル新築工事に伴う石綿除去工事 東京都 184.94ぶ
平成 19年  2月

平成 19年  2月

有限会社本間工務店
―級建築士事務所

大貫邸改修工事に伴う石綿除去工事 東京都 125.00ぶ
平成 19年  2月

平成 19年  3月

根本建設株式会社
大島防災倉庫内部改修その他工事に伴う
石綿除去工事

東京都 72.00「〆
平成 19年  3月

平成 19年  3月

有限会社登戸コンクリート SK第 2フラワーハイツ石綿除去工事 神奈川県 707.10ぷ
平成 19年  3月

平成 19年  3月

株式会社ライフコート アーバン恵比寿ビル2階石綿除去工事 東京都 40000r〆
平成 19年  3月

平成 19年  4月

株式会社ルーフ 上野ビル2～ 4階石綿除去工事 東京都 190ぶ
平成 19年  5月

平成 19年  5月
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埼玉県住宅供給公社 県営嵐山平沢住宅ポンプ室吹付材除去工事 埼玉県 14.58m‐
平成 19年  7月

平成 19年  7月

永井産業株式会社 松戸サニーランド解体工事に伴う石綿除去工事 千葉県 3007rr
平成 ¬9年  6月

平成 19年  8月

永井産業株式会社 (仮 )船橋市印内2丁 目計画に伴う石綿除去工事 千葉県 2570話
平成 ¬9年  7月

平成 19年  8月

池本解体有限会社 江北6-28建物1階部分デッキ・梁石綿除去工事 東京都 288rr
平成 19年  9月

平成 ¬9年  9月

株式会社三浦屋興業 コーポ山城石綿除去工事 東京都 425rイ
平成 ¬9年  9月
平成 ¬9年 10月

植木生コン株式会社 植木生コン機械室等石綿除去工事 埼玉県 752rr
平成 19年 11月

平成 19年 12月

株式会社フジオ住研 ホテルニシコー解体工事に伴う石綿除去工事 山梨県 5368口〆
平成 20年  1月

平成 20年  1月

有限会社オスカー ラーメン迎賓館解体工事に伴う石綿除去工事 東京都 1365ぷ
平成 20年  2月

平成 20年  2月

倉庫管理主 元倉庫石綿除去工事 東京都 355rパ
平成 20年  3月

平成 20年  3月

社会福祉法人のゆり会 たかさご保育園解体工事に伴う石綿除去工事 東京都 10394ぶ
平成 20年  3月
平成 20年  4月

辰己ハウス 辰己ハウス解体工事に伴う石綿除去工事 東京都 411耐
平成 20年  3月

平成 20年  4月
-3-



工 事 経 歴 書

(建 築工事の種類)ア スベストエ事

注  文  者 工 事 名 工事場所 アスベスト撤去面積
着 工 年 月

完成又は完成予定年月

高弥建設株式会社 高尾スターレーン石綿封じ込め工事・各所撤去工事 東京都 10688ポ
平成 20年  4月

平成 20年  6月

田中グレーニングエ業  有限
会社

田中グレーニングエ業1階工場部分石綿除去工事 東京都 233 28rr
平成 20年  5月

平成 20年  5月

有限会社 日新工業 イヌイ倉庫解体工事に伴う石綿除去工事 東京都 58200rド
平成 20年  5月

平成 20年  5月

有限会社登戸コンクリート ヨネハイム石綿除去工事 神奈川県 10200ぶ
平成 20年  5月

平成 20年  6月

株式会社ナカムラ建工 株式会社水元建設解体工事に伴う石綿除去工事 東京都 22200rド
平成 20年  フ月

平成 20年  7月

株式会社タカラレーベン タカラコミュニティー中板橋解体工事に伴う石綿除去工事 東京都 345.00rド
平成 20年  8月
平成 20年  8月

株式会社チップ興業 野口邸解体工事に伴う石綿除去工事 東京都 88.60ポ
平成 20年  8月

平成 20年  8月

有限会社アジア産業 駐車場改修工事に伴う石綿除去工事 東京都 13420ぷ
平成 20年 11月

平成 20年 11月

株式会社三栄建築設計 1日 磯辺飯金工業解体工事 東京都 39590ボ
平成 20年 11月

平成 20年 11月

株式会社カコー
」FE大径鋼管い生浜地区塗装工場内配管等
撤去工事に伴う石綿除去工事

千葉県 27.04ポ
平成 20年 12月

平成 20年 12月

株式会社マドカ 誠大ビル2階 3階原状回復工事 埼玉県 226.50rド
平成 21年  1月

平成 21年  1月
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大東建託株式会社 中村邸解体工事に伴う石綿除去工事 千葉県 21400ぶ
平成 21年  3月

平成 21年  3月

瑞穂第ニコーボ施主 瑞穂第ニコーポ解体工事に伴う石綿除去工事 東京都 738.0ぶ
平成 21年  4月
平成 21年  4月

奈賀荘施主 奈賀荘解体工事に伴う石綿除去工事 東京都 28512ぶ
平成 21年  4月
平成 21年  5月

西武信用金庫 西武信用金庫本店改修工事に伴う石綿除去工事 東京都 129.00rパ
平成 2¬ 年  4月

平成 21年  5月

大場建設株式会社 伊澤ビル解体工事に伴う石綿除去工事 神奈川県 331.50ぶ
平成 21年  6月

平成 21年  6月

有限会社中村商会 八王子市大和田町解体工事に伴う石綿除去工事 東京都 13581ぽ
平成 21年 11月

平成 2¬ 年 12月

細矢建設有限会社
木更津市立吾妻保育園園舎改修工事に伴う
石綿封じ込め工事

千葉県 39 58rr
平成 22年  1月

平成 22年  ¬月

株式会社青木工務店 斉藤ビル改修工事に伴う石綿除去工事 東京都 7800rド
平成 22年  1月

平成 22年  1月

大東建託株式会社
アイ・エフ・ビー様店舗付共同住宅新築工事に伴う
石綿除去工事

東京都 53400rパ
平成 22年

平成 22年

月

¨
月

５

一
５

株式会社青木工務店 森田ビル解体工事に伴う石綿除去工事 東京都 120.00r〆
平成 22年  5月
平成 22年  5月

株式会社SIENA 池田ビル1階改修工事に伴う石綿除去工事 東京都 121.68ボ
平成 22年  8月

平成 22年  8月
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