
サンクトペテルブルク灯籠設置工事 ロシア 松前城石垣修理工事 北海道

チェジュ大学石碑・記念塔新設工事 韓国済州島 史跡五稜郭跡遺構保存修理工事 北海道

松前藩主松前家墓石修理工事 北海道 史跡弘前城本丸石垣解体工事 青森県

秋田県立小泉潟公園日本庭園工事 秋田県 盛岡城跡石垣修復工事 岩手県

尾口第一ダム改良工事及び関連除去工事 石川県 仙台城災害復旧石垣工事 宮城県

平成記念公園日本昭和村整備工事 岐阜県 山形霞城公園石垣修復工事 山形県

松阪庁舎外構補修工事 三重県 会津若松城跡石垣復原工事 福島県

琵琶湖ローズタウン造成工事 滋賀県 江戸城跡牛込見附門石垣修復工事 東京都

京都美大東山キャンパス外構石積工事 京都府 小田原城石垣復原工事 神奈川県

京都迎賓館建築工事 京都府 史跡坂戸城跡石垣修理工事 新潟県

国立京都博物館石材強化工事 京都府 富山城址公園石垣整備工事 富山県

万葉植物園石工事 奈良県 福井城郭石垣修復工事 福井県

奈良国立博物館なら仏像保存工事 奈良県 駿府城石垣修理工事 静岡県

大阪粉浜商店街舗装工事 大阪府 苗木城石垣修復工事 岐阜県

大阪天神橋商店街舗装工事 大阪府 大垣城石垣補修工事 岐阜県

大阪ハリストス正教会石積擁壁改修工事 大阪府 松阪城石垣修復工事 三重県

筋違橋顕彰碑設置工事 大阪府 田丸城石垣修理工事 三重県

難波パークス外構・噴水他工事 大阪府 伊賀上野城跡石垣修復工事 三重県

南海会館心斎橋筋ビル新築工事 大阪府 二条城天守閣跡石段他補修工事 京都府

新町公園石柱モニュメント工事 大阪府 淀城濠石垣改修工事 京都府

天王寺動物園石工事 大阪府 大和郡山城石垣工事 奈良県

真田丸顕彰碑設置工事 大阪府 大阪城公園石垣修復工事 大阪府

南別館周辺整備工事 和歌山県 岸和田城跡石垣修復工事 大阪府

明治天皇歌碑移設工事 兵庫県 和歌山城石垣修復工事 和歌山県

阪神大震災慰霊碑周辺整備工事 兵庫県 出石城公園山里曲輪石垣整備工事 兵庫県

舞子公園整備工事 兵庫県 赤穂城跡石垣修復工事 兵庫県

明石駅前噴水モニュメント工事 兵庫県 篠山城石垣修復工事 兵庫県

野里街道舗装改良工事 兵庫県 姫路城石垣修復工事 兵庫県

加里屋川護岸工事 兵庫県 高松城石垣修復工事 香川県

旧山邑家保存修理工事 兵庫県 屋島城石垣保存工事 香川県

若人の広場公園整備工事 兵庫県 丸亀城石垣修復工事 香川県

東方之光姫路センター新築工事 兵庫県 宇和島城二の丸跡石垣解体復原工事 愛媛県

犬島アートプロジェクト石工事 岡山県 津和野城跡災害復旧工事 島根県

愛媛県立道後公園湯築城整備工事 愛媛県 史跡小早川氏城跡(三原城跡)保存整備工事 広島県

南持田分譲マンション新築工事 愛媛県 萩城石垣修理工事 山口県

日暮別邸移築計画工事 愛媛県 熊本城天守閣復旧整備工事 熊本県
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山寺保存修復石積復旧工事 山形県

神田上水遺跡復原工事 東京都

松平氏遺跡跡高月院保存整備工事 愛知県 工事報告

名勝・天然記念物鳳来寺山石垣修理工事 愛知県 　犬島プロジェックト（犬島計画）

熊野街道歴史の道整備工事 三重県 　水間寺「厄除橋」付替工事

大岩山古墳群整備工事 滋賀県 　富山城石垣整備工事

史跡石清水八幡宮境内災害復旧工事 京都府 　金峯山寺石垣修復工事

平安神宮石工事 京都府 　長谷寺境内防災対策工事

二条大橋補修工事 京都府 　若人の広場公園

春日大社石工事 奈良県

興福寺基壇復旧工事 奈良県

東大寺石工事 奈良県 研究（投稿論文）

平城宮跡庭園復原工事 奈良県 中村石材工業と大阪城

玉置神社境内本殿前石垣改修工事 奈良県 大阪城桜門石垣修復工事

金峯山寺石垣保存工事 奈良県 大阪城山里曲輪石垣修復工事

長谷寺石垣修復工事 奈良県 淀城石垣修理工事

大谷古墳群整備工事 大阪府 伊賀上野城石垣修理工事

黒姫山古墳石室復原工事 大阪府 韓国倭城の現状

心斎橋高欄復旧工事 大阪府 西生浦倭城石垣調査

住吉大社石工事 大阪府 高松城石垣の「ひずみ」計測

難波宮跡環境整備工事 大阪府 水間寺厄除橋施工時の力学計測

水晶橋石工事 大阪府 お寺の石垣修理　各地の事例報告

水間寺「厄除橋」付替工事 大阪府

堂島大橋改良事業 大阪府

金剛寺境内石垣修復工事 大阪府 松前城石垣石積指導 北海道

粉河寺庭園保存工事 和歌山県 三戸城復原調査 青森県

三段橋石橋修復工事 和歌山県 九戸城跡石垣現況測量調査 岩手県

一乗寺石工事 兵庫県 上山城石垣調査技術指導 山形県

大石神社石工事 兵庫県 岐阜城跡（千畳敷）整備、計画、設計 岐阜県

住吉神社境内整備工事 兵庫県 亀山城跡石坂門石垣移築復原保存業務委託 三重県

和田岬砲台修理 兵庫県 彦根城大手山道石垣修理業務委託 滋賀県

平木橋移設工事 兵庫県 岸和田城跡石垣実施設計及び測量業務 大阪府

福寿院石垣改修工事 岡山県 赤穂城跡船入跡遺構調査業務 兵庫県

切幡寺大塔保存修理工事・礎石積替工事 徳島県 備中松山城石垣調査技術指導 岡山城

三瀧寺階段石補修工事 広島県 鳥取城跡石垣修復工事技術指導 鳥取県

大照院本堂及び経蔵本堂共通仮設工事 山口県 高松城跡石垣保存調査事業 香川県
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