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2,500
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1,100

4,000

2,300
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1,300

2,600
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平成 17年 1月 Ａ包装工場新築 屋根・外壁 ㈱　正光 川端建築事務所 兵庫県

平成30年 　7月 現 在

外　装 パ ネ ル 施 工 実 績 表

完工年月 工　事　名　称 施工箇所 元　　請 設　計　事　務　所 施 工 場 所

平成 18年 2月 Ｊ機械製作会社新築工事 外壁 ㈱ナダック ナダック一級建築士事務所 兵庫県

平成 17年12月 Ｐ遊戯施設新築工事 屋根 松本建設　㈱
一級建築士事務所

アークアソシェイツ
兵庫県

平成 18年 6月 Ｔプラスチック製造工場増築工事 屋根・外壁 ㈱解良工務店 川端建築事務所 埼玉県

平成 18年 5月 Ｓ包装工場新築工事 外壁 ㈱ソネック 桑本総合設計 兵庫県

平成 19年 7月 Ｙ皮革工場新築工事 屋根・外壁 八幡建設㈱ 施主指定 兵庫県

平成 19年 1月 Ｔ製麺工場新築工事 屋根・外壁 八幡建設㈱ 施主指定 兵庫県

平成 19年11月 Ｙ機械製作会社新築工事 屋根・外壁 ㈱ソネック 加藤建築事務所 兵庫県

平成 19年 9月 Ｍ製作所新築工事 屋根・外壁 八幡建設㈱ 施主指定 兵庫県

平成 20年 3月 Ｉ工場事務所新築工事 屋根・外壁 ㈱ホリエ はらだ建築設計事務所 兵庫県

平成 19年11月 Ｎ食品加工広島工場新築工事 屋根・外壁 ㈱ソネック 吉井建築事務所 広島県

平成 20年 5月 Ｈ鋼板加工豊富工場新築工事 屋根・外壁 シンワ建設㈱ 吉井建築事務所 兵庫県

平成 20年 3月 Ｅ機械製作会社新築工事 屋根・外壁 ㈱環建築工房
土山達也＋

テラモンテ建築設計
京都府

平成 20年10月 Ｔ機械製作会社新築工事 屋根・外壁 ㈱ソネック 加藤建築事務所 兵庫県



数量（㎡）

4,700

7,400

3,000

2,000

3,500

4,000

800

3,500

1,400

700

700

1,000

1,800

1,000
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平成30年 　7月 現 在

外　装 パ ネ ル 施 工 実 績 表

完工年月 工　事　名　称 施工箇所 元　　請 設　計　事　務　所 施 工 場 所

平成 20年12月 Ｈ電気製品工場新築工事 屋根・外壁 ㈱ソネック 加藤建築事務所 兵庫県

平成 20年10月 Ｋ機械製作工場新築工事 屋根・外壁 ㈱ソネック 加藤建築事務所 兵庫県

平成 21年1月 Ｓ機械加工工場新築 外壁 シンワ建設㈱ 小西建築設計事務所 兵庫県

平成 20年12月 Ｈ鉄工新築工事 屋根・外壁 ㈱ソネック 加藤建築事務所 兵庫県

平成21年10月 Ｐ電気製品姫路工場新築工事 屋根・外壁 ㈱竹中工務店
竹中工務店・日立建設設計

設計監理企業体
兵庫県

平成 21年4月 Ｓ包装工場新築工事 外壁 ㈱ソネック 桑本総合設計 兵庫県

平成22年 4月 Ｓ包装工場増築工事 外壁 ㈱ソネック 桑本総合設計 兵庫県

平成22年 2月 Ｊ機械製作会社第5工場新築工事 外壁 ㈱ナダック はらだ建築設計事務所 兵庫県

平成22年 12月 Ｓ機械加工第３工場新築工事 屋根・外壁 さかき原建築工房 はらだ建築設計事務所 兵庫県

平成22年 5月 Ｋ薬品会社豊岡事務所新築工事 屋根・外壁 ㈱ソネック 加藤建築事務所 兵庫県

平成23年 2月 Ｔ国立大学　植物工場研究施設新営工事 屋根・外壁 ㈱小野組 東畑建築事務所 東京都

平成22年 12月 Ｓ中学校武道場新築工事 屋根 ㈱赤鹿建設 川端建築事務所 兵庫県

平成23年 4月 Ｉ鋼材加工工場建設工事（第一工場） 屋根・外壁 ㈱ソネック
内海一級建築設計事務所

㈱ソネック一級建築士事務所
兵庫県

平成23年 3月 Ｉ機械製作工場新築工事 外壁 ㈱北村工務店 佐伯一級建築士設計事務所 兵庫県



数量（㎡）

1,100

1,900

2,300

1,300

300

700

300

3,000

6,600

1,400

200

1,100

5,000

1,900
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平成23年8月 Ｙボルト販売会社事務所棟新築工事 屋根・外壁 ㈱ソネック ㈱ソネック一級建築士事務所 兵庫県

平成30年 　7月 現 在

外　装 パ ネ ル 施 工 実 績 表

完工年月 工　事　名　称 施工箇所 元　　請 設　計　事　務　所 施 工 場 所

平成23年8月 Ｇ食品加工茨木工場新築工事 屋根・外壁 ㈱ソネック 吉井建築事務所 大阪府

平成23年8月 Ｉ機械加工工場新築工事 屋根・外壁 ㈱ソネック ㈱ソネック一級建築士事務所 兵庫県

平成24年1月 Ｓ機械加工第３工場増築工事 外壁 さかき原建築工房 はらだ建築設計事務所 兵庫県

平成23年8月 Ｉ鋼材加工工場建設工事　（第二工場） 屋根・外壁 ㈱ソネック
内海一級建築設計事務所

㈱ソネック一級建築士事務所
兵庫県

平成24年2月 Ｇ邸新築工事 屋根・外壁 ㈱徳岡工務店 ㈱コンパス建築工房 滋賀県

平成24年2月 Ｓ包装東第３拡張工事 外壁 ㈱ソネック 桑本総合設計 兵庫県

平成24年4月 Ａ薬品会社物流センター新築工事 外壁 ㈱フジタ 安井建築設計事務所 佐賀県

平成24年3月 Ｉ食品加工関東工場新築工事 外壁 日本建設㈱
日本建設東京支店
一級建築士事務所

群馬県

平成24年7月 Ｏ製麺所増築工事 屋根 Ｉｓｙｓｔｅｍ 川端建築事務所 兵庫県

平成24年4月 Ｍ製薬工場増築工事 屋根・外壁 関西ハウス工業㈱ ㈱加藤建築事務所 兵庫県

平成25年1月 Ｎ食品加工第３工場新築工事 屋根・外壁 ㈱ソネック 吉井建築事務所 大阪府

平成24年9月 Ｓ本社改修工事 外壁 ㈱ソネック ㈱ソネック一級建築士事務所 兵庫県

平成25年6月 Ｋ海産物販売本社工場新築工事 外壁 ㈱ソネック 黒田建築設計事務所 兵庫県



数量（㎡）

3,000

1,200

500

800

4,000

1,500

3,200

3,200

1,050

4,053

Ｋ飲料ペットボトル工場・倉庫新築工事 1,850

Ｎ包装工場新築工事 1,200

Ｇ駅舎車両倉庫新築工事 150

Ｈ医院新築工事 500

4

平成30年 　7月 現 在

断 熱 パ ネ ル 施 工 実 績 表

完工年月 工　事　名　称 施工箇所 元　　請 設　計　事　務　所 施 工 場 所

平成25年9月 Ｈ印刷会社倉庫棟新築工事 外壁 ㈱ソネック ㈱ソネック一級建築士事務所 兵庫県

平成25年8月 Ｔ機械製作会社光都工場新築工事 屋根・外壁 ㈱ソネック 加藤建築事務所 兵庫県

平成26年3月 Ｇ機械加工工場改修工事 外壁 協同建設㈱ 吉井建築事務所 兵庫県

平成25年11月 Ｋ薬品販売洲本支店新築工事 屋根・外壁 ㈱ソネック ㈱ソネック一級建築士事務所 兵庫県

平成26年5月 Ｉ木材加工本社屋増築工事 外壁 ㈱春名建設 森井建築設計事務所 兵庫県

平成26年4月 Ｈ機械加工工場新築工事 外壁 ㈱ソネック 吉井建築事務所 兵庫県

平成27年7月 Ｓ包装東第三工場増設工事 外壁 ㈱ソネック 桑本総合設計 兵庫県

平成26年9月 Ｋ飲料ペットボトル工場・倉庫新築工事 外壁 九星飲料㈱ ㈱A＆U都市・建築事務所 福岡県

平成28年4月 Ｋ自動車部品事業部九州工場新築工事 外壁 福岡県

平成27年8月 Ｍ建築道具販売松山営業所新築工事 外壁 山陰建設サービス㈱ 桑本総合設計 愛媛県

平成28年6月 外壁 山陰建設サービス㈱ 桑本総合設計 鳥取県

平成28年5月 外壁 九星飲料㈱ ㈱A＆U都市・建築事務所 福岡県

平成28年11月 屋根 立建設　㈱ (有)構造デザイン一級建築士事務所 兵庫県

平成28年6月 外壁 山陰建設サービス㈱ 桑本総合設計 鳥取県



数量（㎡）

700

1,000

1,500

1,200

5

平成29年8月 Ｈ機械工場増築工事 外壁 山陰建設サービス㈱ 桑本総合設計 鳥取県

平成29年11月 Ｓ木材加工工場新築工事 外壁 山陰建設サービス㈱ 桑本総合設計 岡山県

平成30年10月
完工予定

Ｙ機械製作所工場新築工事 外壁 内藤建設工業㈱ 桑本総合設計 鳥取県

平成30年12月
完工予定

Ｈ公共施設新築工事 屋根 ㈱ノバック ㈱大建設計 兵庫県

平成30年 　7月 現 在

外　装 パ ネ ル 施 工 実 績 表

完工年月 工　事　名　称 施工箇所 元　　請 設　計　事　務　所 施 工 場 所


