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平成17年11月～平成18年3月 重文 清水寺奥之院修理工事 仮設足場工事 東山区

平成16年11月～平成17年10月 神明神社本殿拝殿新築工事 仮設素屋根工事 青木 滋賀県能登川町

平成16年9月～平成17年3月 京都御所29号40号修理工事 仮設素屋根工事(揚前) 岸田 上京区

平成16年8月～平成17年3月 府指 妙法院山門修理工事 仮設素屋根工事 小谷 東山区

平成15年10月～平成16年3月 桂離宮松琴亭修理工事 仮設素屋根工事 青木 西京区

平成15年7月～平成15年11月 与田寺鐘楼護摩堂修理工事 仮設素屋根工事 岸田 香川県白鳥町

平成15年3月～平成16年3月 府指 大覚寺御霊殿修理工事 仮設素屋根工事(揚前) 松岡 右京区

平成14年12月～平成16年5月 府指 三千院表門保存修理工事 仮設素屋根工事 木下 左京区

平成14年4月～平成15年3月 桂林寺本堂修理工事 仮設素屋根工事 松岡 西舞鶴市

平成14年4月～平成14年12月 府指 咋岡神社本殿移設工事 曳家工事 本屋敷 京田辺市

平成14年1月～平成14年12月 重文 知恩院大方丈、唐門保存修理工事 仮設素屋根工事 木下 東山区

平成13年11月～平成13年12月 朝日寺鐘楼曳家工事 曳家工事 茨木市

平成13年10月～平成13年10月 知恩院四脚門揚前工事 揚前工事 東山区

平成13年8月～平成14年2月 修学院離宮茶室2棟修理工事 仮設素屋根工事 岸田 左京区

平成13年4月～平成13年7月 真覚寺本堂修理工事 仮設足場工事 東山区

平成12年8月～平成13年3月 東向観音寺本堂修理工事 仮設素屋根工事 松岡 北区

平成12年6月～平成12年9月 開華亭茶室4棟移設工事 曳家工事 本屋敷 東山区

平成12年4月～平成16年7月 府指 天真院本堂修理工事 仮設素屋根工事 木下 宇治市

平成12年2月～平成12年12月 府指 大徳寺竜光院本堂修理工事 仮設素屋根工事 岸田 北区

平成12年1月～平成12年5月 寂光院本堂修理工事 仮設素屋根工事 木下 左京区

平成11年10月～平成12年3月 重文 三千院住生極楽院修理工事 仮設素屋根工事 青木 左京区

平成11年10月～平成12年10月 大光明寺本堂修理工事 仮設素屋根工事 松本 正 上京区

平成11年6月～平成11年12月 重文 八坂神社本殿修理工事 仮設素屋根組立工事 木下 東山区

平成11年3月～平成12年11月 興正寺御影堂他5棟修理工事 仮設足場及素屋根工事 木下 下京区

平成10年10月～平成11年8月 浄徳寺本堂新築工事 仮設素屋根工事 松本 正 上京区

平成9年10月～平成10年3月 重文 重要文化財伊佐家長蔵修理工事 仮設素屋根工事 青木 八幡市

平成7年7月～平成9年3月 旧松下幸之助邸修理工事 仮設素屋根工事 松岡 西宮市

平成6年4月～平成8年12月 国宝 彦根城天守閣修理工事 仮設素屋根工事 青木 彦根市

平成6年4月～平成6年12月 泉涌寺御座所修理工事 仮設素屋根工事 東山区

平成6年1月～平成7年10月 西要寺本堂新築工事 仮設素屋根工事 松本 正 尼崎市

平成5年10月～平成7年10月 重文 彦根城西の丸三重櫓修理工事 仮設素屋根工事 青木 彦根市

平成5年7月～平成6年3月 平安神宮客殿修理工事 仮設素屋根工事 松本 正 左京区

平成4年6月～平成6年3月 重文 曼殊院本堂、客殿修理工事 仮設素屋根工事 木下 左京区

平成3年6月～平成4年12月 善通寺五重塔修理工事 仮設素屋根工事 松本 正 香川県善通寺市

平成2年4月～平成3年12月 京都御所清涼殿修理工事 仮設素屋根工事 青木 上京区
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平成4年6月～平成6年3月 重文 曼殊院本堂、客殿修理工事 仮設素屋根工事 木下 左京区

平成3年6月～平成4年12月 善通寺五重塔修理工事 仮設素屋根工事 松本 正 香川県善通寺市

平成2年4月～平成3年12月 京都御所清涼殿修理工事 仮設素屋根工事 青木 上京区
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