
工事名称工事名称工事名称工事名称 所在地所在地所在地所在地 注文注文注文注文・・・・建設業者建設業者建設業者建設業者 種別種別種別種別 施工年月日施工年月日施工年月日施工年月日岩屋寺岩屋寺岩屋寺岩屋寺　　　　山門山門山門山門 福島県原福島県原福島県原福島県原ﾉﾉﾉﾉ町市町市町市町市 岩屋寺岩屋寺岩屋寺岩屋寺 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 24.824.824.824.8龍興寺龍興寺龍興寺龍興寺　　　　本堂本堂本堂本堂 栃木県栃木県栃木県栃木県　　　　鹿沼市鹿沼市鹿沼市鹿沼市 社寺工舎社寺工舎社寺工舎社寺工舎 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 24.624.624.624.6大解寺大解寺大解寺大解寺　　　　本堂本堂本堂本堂 茨城県茨城県茨城県茨城県　　　　守谷市守谷市守谷市守谷市 大解寺大解寺大解寺大解寺 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 24.624.624.624.6天妙国寺天妙国寺天妙国寺天妙国寺 東京都東京都東京都東京都　　　　大田区大田区大田区大田区 松井建設松井建設松井建設松井建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 24.524.524.524.5総持寺総持寺総持寺総持寺　　　　山門山門山門山門 東京都東京都東京都東京都　　　　田無市田無市田無市田無市 安田建設安田建設安田建設安田建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 24.424.424.424.4旧稲葉邸旧稲葉邸旧稲葉邸旧稲葉邸　　　　土蔵土蔵土蔵土蔵 東京都東京都東京都東京都　　　　青梅市青梅市青梅市青梅市 田中木工田中木工田中木工田中木工 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 24.224.224.224.2浄栄寺浄栄寺浄栄寺浄栄寺　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　新宿区新宿区新宿区新宿区 堂宮鈴木工務店堂宮鈴木工務店堂宮鈴木工務店堂宮鈴木工務店 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 24.124.124.124.1長明寺長明寺長明寺長明寺　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　台東区台東区台東区台東区 清水建設清水建設清水建設清水建設 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 23.1223.1223.1223.12新井薬師梅照院新井薬師梅照院新井薬師梅照院新井薬師梅照院　　　　塀塀塀塀 東京都東京都東京都東京都　　　　中野区中野区中野区中野区 公園山崎公園山崎公園山崎公園山崎 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 23.1223.1223.1223.12如宝持如宝持如宝持如宝持　　　　塀塀塀塀 福島県福島県福島県福島県　　　　郡山市郡山市郡山市郡山市 一期東信工業一期東信工業一期東信工業一期東信工業二期二期二期二期フリーフリーフリーフリー工業工業工業工業 特注還元焼日本瓦葺特注還元焼日本瓦葺特注還元焼日本瓦葺特注還元焼日本瓦葺 23.1223.1223.1223.12密乗院密乗院密乗院密乗院　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　大田区大田区大田区大田区 金剛組金剛組金剛組金剛組 棟積工事棟積工事棟積工事棟積工事 23.1223.1223.1223.12龍善寺龍善寺龍善寺龍善寺　　　　山門山門山門山門　　　　塀塀塀塀 東京都東京都東京都東京都　　　　台東区台東区台東区台東区 堂宮鈴木工務店堂宮鈴木工務店堂宮鈴木工務店堂宮鈴木工務店 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 23.1023.1023.1023.10鏡王院鏡王院鏡王院鏡王院　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　大田区大田区大田区大田区 代幸建設代幸建設代幸建設代幸建設 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 23.1023.1023.1023.10世尊院世尊院世尊院世尊院　　　　鐘楼鐘楼鐘楼鐘楼 東京都東京都東京都東京都　　　　杉並区杉並区杉並区杉並区 小島建設小島建設小島建設小島建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 23.923.923.923.9亀屋商事亀屋商事亀屋商事亀屋商事 茨城県古河市茨城県古河市茨城県古河市茨城県古河市 小林工務店小林工務店小林工務店小林工務店 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 23.823.823.823.8長慶寺長慶寺長慶寺長慶寺　　　　山門山門山門山門 東京都東京都東京都東京都　　　　大田区大田区大田区大田区 金剛組金剛組金剛組金剛組 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 23.723.723.723.7寛永寺寛永寺寛永寺寛永寺　　　　渋沢堂渋沢堂渋沢堂渋沢堂 東京都東京都東京都東京都　　　　台東区台東区台東区台東区 清水建設清水建設清水建設清水建設 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 23.723.723.723.7禅定院禅定院禅定院禅定院　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　中野区中野区中野区中野区 寺崎工務店寺崎工務店寺崎工務店寺崎工務店 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 23.623.623.623.6浄光寺浄光寺浄光寺浄光寺　　　　客殿客殿客殿客殿 東京都東京都東京都東京都　　　　葛飾区葛飾区葛飾区葛飾区 岡建工事岡建工事岡建工事岡建工事 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 23.523.523.523.5会津若松会津若松会津若松会津若松　　　　鶴鶴鶴鶴ヶヶヶヶ城城城城　　　　天守閣天守閣天守閣天守閣 福島県福島県福島県福島県　　　　会津若松市会津若松市会津若松市会津若松市 弓田建設弓田建設弓田建設弓田建設 特注還元焼本瓦葺特注還元焼本瓦葺特注還元焼本瓦葺特注還元焼本瓦葺 23.323.323.323.3会津若松会津若松会津若松会津若松　　　　鶴鶴鶴鶴ヶヶヶヶ城城城城　　　　鉄門鉄門鉄門鉄門・・・・走長屋走長屋走長屋走長屋 福島県福島県福島県福島県　　　　会津若松市会津若松市会津若松市会津若松市 弓田建設弓田建設弓田建設弓田建設 特注還元焼本瓦葺特注還元焼本瓦葺特注還元焼本瓦葺特注還元焼本瓦葺 23.323.323.323.3江戸東京江戸東京江戸東京江戸東京たてものたてものたてものたてもの園園園園 東京都東京都東京都東京都　　　　小金井市小金井市小金井市小金井市 安藤建設安藤建設安藤建設安藤建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 23.323.323.323.3傳通院傳通院傳通院傳通院　　　　山門山門山門山門 東京都東京都東京都東京都　　　　文京区文京区文京区文京区 大林組大林組大林組大林組・・・・金剛組金剛組金剛組金剛組 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 23.323.323.323.3西光院西光院西光院西光院　　　　築地塀築地塀築地塀築地塀（（（（ⅡⅡⅡⅡ期工事期工事期工事期工事）））） 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　野田市野田市野田市野田市 大林組大林組大林組大林組 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 22.1222.1222.1222.12福寿院福寿院福寿院福寿院　　　　山門山門山門山門 栃木県栃木県栃木県栃木県　　　　佐野市佐野市佐野市佐野市 千葉製作所千葉製作所千葉製作所千葉製作所 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 22.1222.1222.1222.12普門寺普門寺普門寺普門寺　　　　客殿客殿客殿客殿 東京都東京都東京都東京都　　　　日野市日野市日野市日野市 桜建設桜建設桜建設桜建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 22.1122.1122.1122.11天現寺天現寺天現寺天現寺　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　港区港区港区港区 安藤建設安藤建設安藤建設安藤建設・・・・社寺工舎社寺工舎社寺工舎社寺工舎 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 22.922.922.922.9東覚寺東覚寺東覚寺東覚寺　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　江東区江東区江東区江東区 安田建設安田建設安田建設安田建設 棟積工事棟積工事棟積工事棟積工事 22.922.922.922.9功運寺功運寺功運寺功運寺　　　　高麗門高麗門高麗門高麗門 東京都東京都東京都東京都　　　　中野区中野区中野区中野区 安田建設安田建設安田建設安田建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 22.922.922.922.9（（（（真宗真宗真宗真宗））））江差別院江差別院江差別院江差別院 北海道北海道北海道北海道　　　　江差市江差市江差市江差市 横山建設横山建設横山建設横山建設 特注還元焼簡略葺特注還元焼簡略葺特注還元焼簡略葺特注還元焼簡略葺 22.922.922.922.9東禅寺東禅寺東禅寺東禅寺　　　　客殿客殿客殿客殿 東京都東京都東京都東京都　　　　西東京市西東京市西東京市西東京市 芝江組芝江組芝江組芝江組 棟積工事棟積工事棟積工事棟積工事 22.822.822.822.8満福寺満福寺満福寺満福寺　　　　本堂本堂本堂本堂 栃木県栃木県栃木県栃木県　　　　栃木市栃木市栃木市栃木市 安田建設安田建設安田建設安田建設 棟積工事棟積工事棟積工事棟積工事 22.722.722.722.7龍淵寺龍淵寺龍淵寺龍淵寺　　　　鐘楼堂鐘楼堂鐘楼堂鐘楼堂 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　熊谷市熊谷市熊谷市熊谷市 大幸工務店大幸工務店大幸工務店大幸工務店 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 22.722.722.722.7瑞光寺瑞光寺瑞光寺瑞光寺　　　　本堂本堂本堂本堂・・・・鐘楼堂鐘楼堂鐘楼堂鐘楼堂 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県　　　　橋本市橋本市橋本市橋本市 大成建設大成建設大成建設大成建設 棟積工事棟積工事棟積工事棟積工事 22.722.722.722.7天現寺天現寺天現寺天現寺　　　　庫裡庫裡庫裡庫裡・・・・客殿客殿客殿客殿 東京都東京都東京都東京都　　　　港区港区港区港区 安藤建設安藤建設安藤建設安藤建設 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 22.722.722.722.7梅岩寺梅岩寺梅岩寺梅岩寺　　　　塀塀塀塀 東京都東京都東京都東京都　　　　東村山市東村山市東村山市東村山市 安田建設安田建設安田建設安田建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 22.722.722.722.7延命寺延命寺延命寺延命寺　　　　斎場斎場斎場斎場 東京都東京都東京都東京都　　　　板橋区板橋区板橋区板橋区 大林組大林組大林組大林組 平板瓦平板瓦平板瓦平板瓦 22.622.622.622.6増上寺増上寺増上寺増上寺　　　　安国殿安国殿安国殿安国殿 東京都東京都東京都東京都　　　　港区港区港区港区 松井建設松井建設松井建設松井建設 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 22.522.522.522.5泉龍寺泉龍寺泉龍寺泉龍寺　　　　客殿客殿客殿客殿 東京都東京都東京都東京都　　　　狛江市狛江市狛江市狛江市 大成建設大成建設大成建設大成建設 棟積工事棟積工事棟積工事棟積工事 22.522.522.522.5大崎八幡神社大崎八幡神社大崎八幡神社大崎八幡神社　　　　神馬舎神馬舎神馬舎神馬舎 宮城県宮城県宮城県宮城県　　　　仙台市仙台市仙台市仙台市 ㈱㈱㈱㈱橋本店橋本店橋本店橋本店 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 22.522.522.522.5天王寺天王寺天王寺天王寺　　　　本堂本堂本堂本堂 群馬県群馬県群馬県群馬県　　　　前橋市前橋市前橋市前橋市 大幸工務店大幸工務店大幸工務店大幸工務店 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 22.422.422.422.4吉祥院吉祥院吉祥院吉祥院　　　　観音堂観音堂観音堂観音堂・・・・八角堂八角堂八角堂八角堂 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　菖蒲町菖蒲町菖蒲町菖蒲町 金剛組金剛組金剛組金剛組 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 22.322.322.322.3安養寺安養寺安養寺安養寺　　　　書庫書庫書庫書庫 東京都東京都東京都東京都　　　　日野市日野市日野市日野市 田中木工田中木工田中木工田中木工 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 22.322.322.322.3香積寺香積寺香積寺香積寺　　　　塀塀塀塀 新潟県新潟県新潟県新潟県　　　　柏崎市柏崎市柏崎市柏崎市 加藤工匠加藤工匠加藤工匠加藤工匠 塀瓦工事塀瓦工事塀瓦工事塀瓦工事 21.1221.1221.1221.12本妙寺本妙寺本妙寺本妙寺　　　　庫裏庫裏庫裏庫裏 東京都東京都東京都東京都　　　　豊島区豊島区豊島区豊島区 清水建設清水建設清水建設清水建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 21.1221.1221.1221.12カトリックカトリックカトリックカトリック本所教会本所教会本所教会本所教会　　　　会館会館会館会館 東京都東京都東京都東京都　　　　墨田区墨田区墨田区墨田区 春日建設春日建設春日建設春日建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 21.921.921.921.9正泉寺正泉寺正泉寺正泉寺　　　　本堂本堂本堂本堂 群馬県群馬県群馬県群馬県　　　　邑楽郡邑楽郡邑楽郡邑楽郡 社寺工舎社寺工舎社寺工舎社寺工舎 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 21.921.921.921.9清光寺清光寺清光寺清光寺　　　　山門山門山門山門 東京都東京都東京都東京都　　　　北区北区北区北区 大幸工務店大幸工務店大幸工務店大幸工務店 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 21.921.921.921.9増上寺増上寺増上寺増上寺　　　　鐘楼鐘楼鐘楼鐘楼 東京都東京都東京都東京都　　　　港区港区港区港区 清水建設清水建設清水建設清水建設・・・・金剛組金剛組金剛組金剛組 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 21.921.921.921.9蓮光寺蓮光寺蓮光寺蓮光寺　　　　本堂本堂本堂本堂 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　新座市新座市新座市新座市 安田建設安田建設安田建設安田建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 21.921.921.921.9寶登山神社寶登山神社寶登山神社寶登山神社　　　　祈祷殿祈祷殿祈祷殿祈祷殿 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　長瀞市長瀞市長瀞市長瀞市 清水建設清水建設清水建設清水建設 棟積棟積棟積棟積 21.821.821.821.8増上寺増上寺増上寺増上寺　　　　圓光太師堂圓光太師堂圓光太師堂圓光太師堂 東京都東京都東京都東京都　　　　港区港区港区港区 清水建設清水建設清水建設清水建設・・・・金剛組金剛組金剛組金剛組 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 21.621.621.621.6久保寺久保寺久保寺久保寺　　　　山門山門山門山門 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　鴻巣市鴻巣市鴻巣市鴻巣市 大幸工務店大幸工務店大幸工務店大幸工務店 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 21.621.621.621.6基督教大学基督教大学基督教大学基督教大学　　　　泰山荘泰山荘泰山荘泰山荘 東京都東京都東京都東京都　　　　三鷹市三鷹市三鷹市三鷹市 田中木工田中木工田中木工田中木工 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 21.521.521.521.5聖徳寺聖徳寺聖徳寺聖徳寺　　　　本堂本堂本堂本堂 茨城県茨城県茨城県茨城県つくばみらいつくばみらいつくばみらいつくばみらい市市市市 大幸工務店大幸工務店大幸工務店大幸工務店 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 21.521.521.521.5金乗寺金乗寺金乗寺金乗寺　　　　本堂本堂本堂本堂 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　鴻巣市鴻巣市鴻巣市鴻巣市 大幸工務店大幸工務店大幸工務店大幸工務店 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 21.521.521.521.5功運寺功運寺功運寺功運寺　　　　書院書院書院書院 東京都東京都東京都東京都　　　　中野区中野区中野区中野区 安田建設安田建設安田建設安田建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 21.421.421.421.4宗清寺宗清寺宗清寺宗清寺　　　　本堂本堂本堂本堂・・・・山門山門山門山門 東京都東京都東京都東京都　　　　中野区中野区中野区中野区 堂宮鈴木工務店堂宮鈴木工務店堂宮鈴木工務店堂宮鈴木工務店 飛鳥瓦飛鳥瓦飛鳥瓦飛鳥瓦・・・・本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 21.321.321.321.3因速寺因速寺因速寺因速寺　　　　本堂本堂本堂本堂・・・・会館会館会館会館 東京都東京都東京都東京都　　　　江東区江東区江東区江東区 松井建設松井建設松井建設松井建設 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺・・・・日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 21.321.321.321.3大円寺大円寺大円寺大円寺　　　　書院書院書院書院 東京都東京都東京都東京都　　　　文京区文京区文京区文京区 万工房万工房万工房万工房 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 21.321.321.321.3迎接院迎接院迎接院迎接院　　　　山門山門山門山門 東京都東京都東京都東京都　　　　練馬区練馬区練馬区練馬区 清水建設清水建設清水建設清水建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 21.221.221.221.2小田原城小田原城小田原城小田原城　　　　馬出門土塀馬出門土塀馬出門土塀馬出門土塀 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県　　　　小田原市小田原市小田原市小田原市 田中組田中組田中組田中組 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 20.1220.1220.1220.12長慶寺長慶寺長慶寺長慶寺　　　　山門山門山門山門 東京都東京都東京都東京都　　　　大田区大田区大田区大田区 金剛組金剛組金剛組金剛組 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 20.1220.1220.1220.12龍昌寺龍昌寺龍昌寺龍昌寺　　　　山門山門山門山門 福島県福島県福島県福島県　　　　相馬郡相馬郡相馬郡相馬郡 清丹社寺工舎清丹社寺工舎清丹社寺工舎清丹社寺工舎 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 20.1120.1120.1120.11善福寺善福寺善福寺善福寺　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　港区港区港区港区 松井建設松井建設松井建設松井建設 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 20.920.920.920.9



穴八幡穴八幡穴八幡穴八幡　　　　便所棟便所棟便所棟便所棟 東京都東京都東京都東京都　　　　新宿区新宿区新宿区新宿区 清水建設清水建設清水建設清水建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 20.820.820.820.8伝正寺伝正寺伝正寺伝正寺　　　　本堂本堂本堂本堂 茨城県茨城県茨城県茨城県　　　　真壁郡真壁郡真壁郡真壁郡 伝正寺伝正寺伝正寺伝正寺 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 20.720.720.720.7清光寺清光寺清光寺清光寺　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　北区北区北区北区 大幸工務店大幸工務店大幸工務店大幸工務店 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 20.720.720.720.7瑞泉閣瑞泉閣瑞泉閣瑞泉閣 北海道北海道北海道北海道　　　　室蘭市室蘭市室蘭市室蘭市 大成建設大成建設大成建設大成建設 日本瓦日本瓦日本瓦日本瓦・・・・特注色特注色特注色特注色 20.520.520.520.5円満寺円満寺円満寺円満寺　　　　本堂本堂本堂本堂 群馬県群馬県群馬県群馬県　　　　伊勢崎市伊勢崎市伊勢崎市伊勢崎市 安田建設安田建設安田建設安田建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 20.320.320.320.3瑞芳寺瑞芳寺瑞芳寺瑞芳寺　　　　本堂本堂本堂本堂 福島県福島県福島県福島県　　　　いわきいわきいわきいわき市市市市 社寺工舎社寺工舎社寺工舎社寺工舎 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 20.320.320.320.3森邸森邸森邸森邸 宮城県宮城県宮城県宮城県　　　　石巻市石巻市石巻市石巻市 加藤工匠加藤工匠加藤工匠加藤工匠 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 20.320.320.320.3金剛院金剛院金剛院金剛院　　　　本堂本堂本堂本堂 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　さいたまさいたまさいたまさいたま市市市市 金剛組金剛組金剛組金剛組 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 20.220.220.220.2西光院西光院西光院西光院　　　　築地塀築地塀築地塀築地塀 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　野田市野田市野田市野田市 大林組大林組大林組大林組 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 20.120.120.120.1明治記念館明治記念館明治記念館明治記念館　　　　東館東館東館東館（（（（二期工事二期工事二期工事二期工事）））） 東京都東京都東京都東京都　　　　港区港区港区港区 間間間間　　　　組組組組 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 20.120.120.120.1妙真寺妙真寺妙真寺妙真寺　　　　本堂本堂本堂本堂 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県　　　　横須賀市横須賀市横須賀市横須賀市 清水建設清水建設清水建設清水建設 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 19.1219.1219.1219.12金蔵院金蔵院金蔵院金蔵院　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　目黒区目黒区目黒区目黒区 小島建設小島建設小島建設小島建設 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 19.1219.1219.1219.12身延山久遠寺身延山久遠寺身延山久遠寺身延山久遠寺　　　　新書院新書院新書院新書院 山梨県山梨県山梨県山梨県　　　　身延町身延町身延町身延町 大成建設大成建設大成建設大成建設 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 19.1219.1219.1219.12正源寺正源寺正源寺正源寺　　　　仁王門仁王門仁王門仁王門 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　川口市川口市川口市川口市 大幸工務店大幸工務店大幸工務店大幸工務店 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 19.1119.1119.1119.11浄真寺浄真寺浄真寺浄真寺　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　世田谷区世田谷区世田谷区世田谷区 佐野工務店佐野工務店佐野工務店佐野工務店 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 19.919.919.919.9楞厳寺楞厳寺楞厳寺楞厳寺　　　　本堂本堂本堂本堂 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　上尾市上尾市上尾市上尾市 千代本興業千代本興業千代本興業千代本興業 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 19.919.919.919.9西光院西光院西光院西光院　　　　客殿客殿客殿客殿 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　野田市野田市野田市野田市 堂宮鈴木工務店堂宮鈴木工務店堂宮鈴木工務店堂宮鈴木工務店 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 19.919.919.919.9明治記念館明治記念館明治記念館明治記念館　　　　東館東館東館東館 東京都東京都東京都東京都　　　　港区港区港区港区 間組間組間組間組 日本瓦日本瓦日本瓦日本瓦 19.819.819.819.8養泉寺養泉寺養泉寺養泉寺　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　台東区台東区台東区台東区 芝江組芝江組芝江組芝江組 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 19.619.619.619.6元誉寺元誉寺元誉寺元誉寺　　　　山門山門山門山門 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　深谷市深谷市深谷市深谷市 大幸工務店大幸工務店大幸工務店大幸工務店 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 19.519.519.519.5寛永寺寛永寺寛永寺寛永寺　　　　勅使門勅使門勅使門勅使門 東京都東京都東京都東京都　　　　台東区台東区台東区台東区 勝村建設勝村建設勝村建設勝村建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 19.419.419.419.4光永寺光永寺光永寺光永寺　　　　本堂本堂本堂本堂 横浜市横浜市横浜市横浜市　　　　鶴見区鶴見区鶴見区鶴見区 大成建設大成建設大成建設大成建設 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 19.419.419.419.4国分尼寺国分尼寺国分尼寺国分尼寺　　　　本堂本堂本堂本堂 宮城県宮城県宮城県宮城県　　　　仙台市仙台市仙台市仙台市 松井建設松井建設松井建設松井建設 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 19.419.419.419.4宝泉寺宝泉寺宝泉寺宝泉寺　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　八王子市八王子市八王子市八王子市 社寺建築吉匠社寺建築吉匠社寺建築吉匠社寺建築吉匠 棟積工事棟積工事棟積工事棟積工事 19.319.319.319.3瑞泰寺瑞泰寺瑞泰寺瑞泰寺　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　台東区台東区台東区台東区 堂宮鈴木工務店堂宮鈴木工務店堂宮鈴木工務店堂宮鈴木工務店 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 19.319.319.319.3祇園寺祇園寺祇園寺祇園寺　　　　鐘楼堂鐘楼堂鐘楼堂鐘楼堂 茨城県茨城県茨城県茨城県　　　　水戸市水戸市水戸市水戸市 大久保建設大久保建設大久保建設大久保建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 18.1218.1218.1218.12宮殿寺宮殿寺宮殿寺宮殿寺　　　　山門山門山門山門 宮城県宮城県宮城県宮城県　　　　石巻市石巻市石巻市石巻市 大成建設大成建設大成建設大成建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 18.1218.1218.1218.12寛永寺寛永寺寛永寺寛永寺　　　　塀塀塀塀 東京都東京都東京都東京都　　　　台東区台東区台東区台東区 清水建設清水建設清水建設清水建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 18.1118.1118.1118.11善應寺善應寺善應寺善應寺　　　　本堂本堂本堂本堂 群馬県群馬県群馬県群馬県　　　　伊勢崎市伊勢崎市伊勢崎市伊勢崎市 大幸工務店大幸工務店大幸工務店大幸工務店 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 18.1118.1118.1118.11桂林寺桂林寺桂林寺桂林寺　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　文京区文京区文京区文京区 小島建設小島建設小島建設小島建設 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 18.918.918.918.9廣徳院廣徳院廣徳院廣徳院　　　　本堂本堂本堂本堂・・・・客殿客殿客殿客殿 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　北埼玉郡北埼玉郡北埼玉郡北埼玉郡 安田建設安田建設安田建設安田建設 飛鳥瓦飛鳥瓦飛鳥瓦飛鳥瓦・・・・簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 18.818.818.818.8金剛院金剛院金剛院金剛院　　　　山門山門山門山門 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　鴻巣市鴻巣市鴻巣市鴻巣市 荒井住興荒井住興荒井住興荒井住興 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 18.518.518.518.5金剛院金剛院金剛院金剛院 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　鴻巣市鴻巣市鴻巣市鴻巣市 新井工務店新井工務店新井工務店新井工務店 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 18.318.318.318.3円心寺円心寺円心寺円心寺　　　　本堂本堂本堂本堂 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　本庄市本庄市本庄市本庄市 大林組大林組大林組大林組 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 18.218.218.218.2宇都宮城宇都宮城宇都宮城宇都宮城　　　　櫓櫓櫓櫓・・・・土塀土塀土塀土塀 栃木県栃木県栃木県栃木県　　　　宇都宮市宇都宮市宇都宮市宇都宮市 岩村岩村岩村岩村・・・・藤井藤井藤井藤井・・・・片島片島片島片島ＪＶＪＶＪＶＪＶ 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 18.118.118.118.1成田山成田山成田山成田山　　　　新勝寺新勝寺新勝寺新勝寺　　　　塀塀塀塀 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　成田市成田市成田市成田市 大林組大林組大林組大林組 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 17.1217.1217.1217.12浄光院浄光院浄光院浄光院　　　　本堂本堂本堂本堂 福島県福島県福島県福島県　　　　いわきいわきいわきいわき市市市市 小島建設小島建設小島建設小島建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 17.1117.1117.1117.11高幡不動高幡不動高幡不動高幡不動　　　　豊泉寮豊泉寮豊泉寮豊泉寮 東京都東京都東京都東京都　　　　日野市日野市日野市日野市 桜建設桜建設桜建設桜建設 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 17.917.917.917.9徳性寺徳性寺徳性寺徳性寺　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　文京区文京区文京区文京区 芝江組芝江組芝江組芝江組 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 17.917.917.917.9紫雲寺紫雲寺紫雲寺紫雲寺　　　　本堂本堂本堂本堂 栃木県栃木県栃木県栃木県　　　　小山市小山市小山市小山市 神山建設神山建設神山建設神山建設 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 17.917.917.917.9遍照院遍照院遍照院遍照院　　　　塀塀塀塀 東京都東京都東京都東京都　　　　台東区台東区台東区台東区 清水建設清水建設清水建設清水建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺・・・・のしのしのしのし積積積積 17.817.817.817.8安楽寺安楽寺安楽寺安楽寺　　　　本堂本堂本堂本堂 栃木県栃木県栃木県栃木県　　　　佐野市佐野市佐野市佐野市 寺院寺院寺院寺院サービスサービスサービスサービス 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 17.817.817.817.8妙顕寺妙顕寺妙顕寺妙顕寺　　　　本堂本堂本堂本堂 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　戸田市戸田市戸田市戸田市 妙顕寺妙顕寺妙顕寺妙顕寺 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 17.717.717.717.7海禅寺海禅寺海禅寺海禅寺　　　　山門山門山門山門 東京都東京都東京都東京都　　　　台東区台東区台東区台東区 清水建設清水建設清水建設清水建設 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 17.717.717.717.7天龍院天龍院天龍院天龍院　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　台東区台東区台東区台東区 清水建設清水建設清水建設清水建設 棟積棟積棟積棟積 17.617.617.617.6成田山成田山成田山成田山　　　　新勝寺新勝寺新勝寺新勝寺　　　　太師堂太師堂太師堂太師堂 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　成田市成田市成田市成田市 大林組大林組大林組大林組 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 17.617.617.617.6海雲寺海雲寺海雲寺海雲寺　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　品川区品川区品川区品川区 八大建設八大建設八大建設八大建設 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 17.617.617.617.6乗願寺乗願寺乗願寺乗願寺　　　　庫裏庫裏庫裏庫裏 横浜市横浜市横浜市横浜市　　　　港南区港南区港南区港南区 小島建設小島建設小島建設小島建設 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 17.617.617.617.6金昌寺金昌寺金昌寺金昌寺　　　　仁王門仁王門仁王門仁王門 宮城県宮城県宮城県宮城県　　　　仙台市仙台市仙台市仙台市 加藤工匠加藤工匠加藤工匠加藤工匠 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 17.517.517.517.5物忌奈命神社物忌奈命神社物忌奈命神社物忌奈命神社 東京都東京都東京都東京都　　　　神津島神津島神津島神津島 八大建設八大建設八大建設八大建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 17.517.517.517.5見性寺見性寺見性寺見性寺　　　　山門山門山門山門 栃木県栃木県栃木県栃木県　　　　河内郡河内郡河内郡河内郡 神山建設神山建設神山建設神山建設 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 17.317.317.317.3長楽寺長楽寺長楽寺長楽寺　　　　本堂本堂本堂本堂 群馬県群馬県群馬県群馬県　　　　新田郡新田郡新田郡新田郡 大幸工務店大幸工務店大幸工務店大幸工務店 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 17.117.117.117.1雲洞院雲洞院雲洞院雲洞院　　　　山門山門山門山門・・・・鐘楼鐘楼鐘楼鐘楼 宮城県宮城県宮城県宮城県　　　　仙台市仙台市仙台市仙台市 阿部和工務店阿部和工務店阿部和工務店阿部和工務店 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 16.1216.1216.1216.12慈恩寺慈恩寺慈恩寺慈恩寺　　　　唐門唐門唐門唐門 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　岩槻市岩槻市岩槻市岩槻市 飯山工務店飯山工務店飯山工務店飯山工務店 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 16.1216.1216.1216.12浄満寺浄満寺浄満寺浄満寺　　　　山門山門山門山門 宮城県宮城県宮城県宮城県　　　　仙台市仙台市仙台市仙台市 浄満寺浄満寺浄満寺浄満寺 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 16.1216.1216.1216.12長安寺長安寺長安寺長安寺　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　台東区台東区台東区台東区 堂宮鈴木工務店堂宮鈴木工務店堂宮鈴木工務店堂宮鈴木工務店 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 16.1116.1116.1116.11成田山成田山成田山成田山　　　　新勝寺新勝寺新勝寺新勝寺　　　　聖天堂聖天堂聖天堂聖天堂 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　成田市成田市成田市成田市 大林組大林組大林組大林組・・・・金剛組金剛組金剛組金剛組 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 16.1116.1116.1116.11浄念寺浄念寺浄念寺浄念寺　　　　山門山門山門山門 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　桶川市桶川市桶川市桶川市 金剛組金剛組金剛組金剛組 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 16.916.916.916.9霊光寺霊光寺霊光寺霊光寺　　　　客殿客殿客殿客殿 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　市原市市原市市原市市原市 堂宮鈴木工務店堂宮鈴木工務店堂宮鈴木工務店堂宮鈴木工務店 棟積棟積棟積棟積 16.916.916.916.9泉明寺泉明寺泉明寺泉明寺　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　渋谷区渋谷区渋谷区渋谷区 大成建設大成建設大成建設大成建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 16.816.816.816.8徳寿院徳寿院徳寿院徳寿院　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　墨田区墨田区墨田区墨田区 堂宮鈴木工務店堂宮鈴木工務店堂宮鈴木工務店堂宮鈴木工務店 棟積棟積棟積棟積 16.816.816.816.8善通寺善通寺善通寺善通寺　　　　聖天堂聖天堂聖天堂聖天堂 香川県香川県香川県香川県　　　　善善善善通通通通寺市寺市寺市寺市 菅菅菅菅組組組組 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 16.616.616.616.6正光寺正光寺正光寺正光寺　　　　山門山門山門山門 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県　　　　追追追追浜町浜町浜町浜町 松井建設松井建設松井建設松井建設 日本瓦日本瓦日本瓦日本瓦・・・・棟積棟積棟積棟積 16.616.616.616.6安楽寺安楽寺安楽寺安楽寺　　　　本堂本堂本堂本堂 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　白白白白岡市岡市岡市岡市 井上工務店井上工務店井上工務店井上工務店 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 16.416.416.416.4祇園寺祇園寺祇園寺祇園寺　　　　客殿客殿客殿客殿 茨城県茨城県茨城県茨城県　　　　水戸市水戸市水戸市水戸市 鹿島建設鹿島建設鹿島建設鹿島建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 16.316.316.316.3浄念寺浄念寺浄念寺浄念寺　　　　本堂本堂本堂本堂 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　桶川市桶川市桶川市桶川市 金剛組金剛組金剛組金剛組 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 16.216.216.216.2金蔵院金蔵院金蔵院金蔵院　　　　庫裏庫裏庫裏庫裏・・・・客殿客殿客殿客殿 東京東京東京東京　　　　小金井市小金井市小金井市小金井市 松井建設松井建設松井建設松井建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 16.116.116.116.1



善能寺善能寺善能寺善能寺　　　　太子堂太子堂太子堂太子堂 東京都東京都東京都東京都　　　　八王子市八王子市八王子市八王子市 田中木工田中木工田中木工田中木工 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 16.116.116.116.1昇覚寺昇覚寺昇覚寺昇覚寺　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　江戸川区江戸川区江戸川区江戸川区 大成建設大成建設大成建設大成建設 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 15.1215.1215.1215.12明治神宮明治神宮明治神宮明治神宮　　　　　　　　禊場禊場禊場禊場 東京都東京都東京都東京都　　　　渋谷区渋谷区渋谷区渋谷区 ハザマハザマハザマハザマ 日本瓦日本瓦日本瓦日本瓦 15.1215.1215.1215.12妙顕寺妙顕寺妙顕寺妙顕寺　　　　山門山門山門山門・・・・塀塀塀塀 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　戸田市戸田市戸田市戸田市 八大建設八大建設八大建設八大建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 15.1215.1215.1215.12正光寺正光寺正光寺正光寺　　　　本堂本堂本堂本堂 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県　　　　追追追追浜町浜町浜町浜町 松井建設松井建設松井建設松井建設 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 15.1115.1115.1115.11浅草寺浅草寺浅草寺浅草寺　　　　駒形堂駒形堂駒形堂駒形堂 東京都東京都東京都東京都　　　　台東区台東区台東区台東区 清水建設清水建設清水建設清水建設 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 15.1015.1015.1015.10恐山恐山恐山恐山　　　　回廊回廊回廊回廊 青青青青森森森森県県県県　　　　むむむむつつつつ市市市市 大成建設大成建設大成建設大成建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 15.915.915.915.9恐山恐山恐山恐山　　　　不老閣不老閣不老閣不老閣 青青青青森森森森県県県県　　　　むむむむつつつつ市市市市 大成建設大成建設大成建設大成建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 15.915.915.915.9清福寺清福寺清福寺清福寺　　　　本堂本堂本堂本堂 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　本庄市本庄市本庄市本庄市 大幸工務店大幸工務店大幸工務店大幸工務店 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 15.915.915.915.9豪徳寺豪徳寺豪徳寺豪徳寺　　　　書院書院書院書院 東京都東京都東京都東京都　　　　世田谷世田谷世田谷世田谷 豪徳豪徳豪徳豪徳寺寺寺寺 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 15.915.915.915.9泉福寺泉福寺泉福寺泉福寺　　　　本堂本堂本堂本堂 茨城県茨城県茨城県茨城県　　　　東海村東海村東海村東海村 日日日日立土立土立土立土木木木木・・・・安田建設安田建設安田建設安田建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 15.815.815.815.8山口邸山口邸山口邸山口邸 宮城県宮城県宮城県宮城県　　　　仙台市仙台市仙台市仙台市 大山建工大山建工大山建工大山建工 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 15.715.715.715.7蜜蔵院蜜蔵院蜜蔵院蜜蔵院　　　　庫裏庫裏庫裏庫裏 東京都東京都東京都東京都　　　　大田区大田区大田区大田区 小島工務店小島工務店小島工務店小島工務店 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 15.715.715.715.7霊波霊波霊波霊波のののの光光光光　　　　新聖神殿新聖神殿新聖神殿新聖神殿 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　野田市野田市野田市野田市 大林組大林組大林組大林組 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 15.615.615.615.6全東院全東院全東院全東院　　　　本堂本堂本堂本堂 群馬県群馬県群馬県群馬県　　　　伊勢崎市伊勢崎市伊勢崎市伊勢崎市 生形生形生形生形工務店工務店工務店工務店 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 15.615.615.615.6徳蔵寺徳蔵寺徳蔵寺徳蔵寺　　　　山門山門山門山門 千葉県市川市千葉県市川市千葉県市川市千葉県市川市 徳蔵徳蔵徳蔵徳蔵寺寺寺寺 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 15.615.615.615.6勝平寺勝平寺勝平寺勝平寺　　　　本堂本堂本堂本堂 秋秋秋秋田市田市田市田市 竹竹竹竹中工務店中工務店中工務店中工務店・・・・ししししゃじゃじゃじゃじ 棟積工事棟積工事棟積工事棟積工事 15.515.515.515.5霊波霊波霊波霊波のののの光光光光　　　　新聖命門新聖命門新聖命門新聖命門 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　野田市野田市野田市野田市 大林組大林組大林組大林組 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 15.415.415.415.4祝言寺祝言寺祝言寺祝言寺　　　　山門山門山門山門 東京都東京都東京都東京都　　　　台東区台東区台東区台東区 大成建設大成建設大成建設大成建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 15.215.215.215.2大江戸温泉物語大江戸温泉物語大江戸温泉物語大江戸温泉物語 東京都東京都東京都東京都　　　　江東区江東区江東区江東区 大成建設大成建設大成建設大成建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 15.215.215.215.2連連連連繫繫繫繫寺寺寺寺　　　　本堂本堂本堂本堂 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　川川川川越越越越市市市市 八大建設八大建設八大建設八大建設 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 15.115.115.115.1長照寺長照寺長照寺長照寺　　　　本堂本堂本堂本堂 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　志志志志木市木市木市木市 小島建設小島建設小島建設小島建設 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 15.115.115.115.1神宮寺神宮寺神宮寺神宮寺　　　　庫裏庫裏庫裏庫裏 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　船船船船橋市橋市橋市橋市 堂宮鈴木工務店堂宮鈴木工務店堂宮鈴木工務店堂宮鈴木工務店 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 15.115.115.115.1双輪寺双輪寺双輪寺双輪寺　　　　山門山門山門山門 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　市川市市川市市川市市川市 堂宮鈴木工務店堂宮鈴木工務店堂宮鈴木工務店堂宮鈴木工務店 棟積棟積棟積棟積 15.115.115.115.1霊波霊波霊波霊波のののの光光光光　　　　聖命門聖命門聖命門聖命門 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　野田市野田市野田市野田市 大林組大林組大林組大林組 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 15.115.115.115.1静岡県庁静岡県庁静岡県庁静岡県庁舎舎舎舎2222期期期期　　　　本館本館本館本館 静静静静岡県岡県岡県岡県　　　　静静静静岡市岡市岡市岡市 住住住住友友友友建設建設建設建設 特注特注特注特注塩塩塩塩焼瓦焼瓦焼瓦焼瓦 14.1214.1214.1214.12瀧澤瀧澤瀧澤瀧澤寺寺寺寺　　　　鐘楼堂鐘楼堂鐘楼堂鐘楼堂 宮城県宮城県宮城県宮城県　　　　仙台市仙台市仙台市仙台市 瀧澤瀧澤瀧澤瀧澤寺寺寺寺 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 14.1114.1114.1114.11興禅寺興禅寺興禅寺興禅寺　　　　本堂本堂本堂本堂 茨城県茨城県茨城県茨城県　　　　桜川町桜川町桜川町桜川町 雲雲雲雲井井井井総総総総社社社社 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 14.1114.1114.1114.11恐山恐山恐山恐山　　　　宿坊宿坊宿坊宿坊 青青青青森森森森県県県県　　　　むむむむつつつつ市市市市 大成建設大成建設大成建設大成建設・・・・タイメックタイメックタイメックタイメック 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 14.914.914.914.9圓城寺本堂圓城寺本堂圓城寺本堂圓城寺本堂 宮城県宮城県宮城県宮城県　　　　利府利府利府利府町町町町 社寺工舎社寺工舎社寺工舎社寺工舎 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 14.914.914.914.9泉蔵院泉蔵院泉蔵院泉蔵院　　　　鐘楼堂鐘楼堂鐘楼堂鐘楼堂 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　草草草草加市加市加市加市 大幸工務店大幸工務店大幸工務店大幸工務店 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 14.914.914.914.9正正正正春春春春寺寺寺寺　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　渋谷区渋谷区渋谷区渋谷区 アアアアササササイイイイ建設建設建設建設 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 14.814.814.814.8大運寺大運寺大運寺大運寺　　　　本堂本堂本堂本堂・・・・山門山門山門山門・・・・塀塀塀塀 栃木県栃木県栃木県栃木県　　　　宇都宮市宇都宮市宇都宮市宇都宮市 大林組大林組大林組大林組・・・・金剛組金剛組金剛組金剛組 飛鳥瓦飛鳥瓦飛鳥瓦飛鳥瓦・・・・本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 14.714.714.714.7専修専修専修専修寺寺寺寺　　　　客殿客殿客殿客殿 東京都東京都東京都東京都　　　　大田区大田区大田区大田区 小島建設小島建設小島建設小島建設 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 14.714.714.714.7極極極極楽寺楽寺楽寺楽寺　　　　塀塀塀塀 八王子市八王子市八王子市八王子市 三三三三浦浦浦浦組組組組 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 14.614.614.614.6恐山恐山恐山恐山　　　　薬師堂薬師堂薬師堂薬師堂 青青青青森森森森県県県県　　　　むむむむつつつつ市市市市 大成建設大成建設大成建設大成建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 14.514.514.514.5立立立立善善善善講講講講寺寺寺寺　　　　本堂本堂本堂本堂 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　志志志志木市木市木市木市 堂宮鈴木工務店堂宮鈴木工務店堂宮鈴木工務店堂宮鈴木工務店 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 14.514.514.514.5妙音寺妙音寺妙音寺妙音寺　　　　山門山門山門山門 東京都東京都東京都東京都　　　　台東区台東区台東区台東区 栄栄栄栄建設建設建設建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 14.414.414.414.4興禅寺興禅寺興禅寺興禅寺　　　　庫裏庫裏庫裏庫裏 茨城県茨城県茨城県茨城県　　　　桜川町桜川町桜川町桜川町 雲雲雲雲井井井井総総総総社社社社 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 14.414.414.414.4玉川玉川玉川玉川寺寺寺寺　　　　本堂本堂本堂本堂 宮城県宮城県宮城県宮城県　　　　多多多多賀城市賀城市賀城市賀城市 社寺工舎社寺工舎社寺工舎社寺工舎 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 14.414.414.414.4吉祥院吉祥院吉祥院吉祥院　　　　本堂本堂本堂本堂 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　上上上上里里里里町町町町 荒木社寺設荒木社寺設荒木社寺設荒木社寺設計計計計 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 14.414.414.414.4弘経弘経弘経弘経寺寺寺寺　　　　庫裏庫裏庫裏庫裏 茨城県茨城県茨城県茨城県　　　　取手取手取手取手市市市市 松井建設松井建設松井建設松井建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 14.314.314.314.3観泉寺観泉寺観泉寺観泉寺　　　　塀塀塀塀 東京都東京都東京都東京都　　　　杉並区杉並区杉並区杉並区 小島建設小島建設小島建設小島建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 14.314.314.314.3静岡県庁静岡県庁静岡県庁静岡県庁舎舎舎舎1111期期期期　　　　本館本館本館本館 静静静静岡県岡県岡県岡県　　　　静静静静岡市岡市岡市岡市 住住住住友友友友建設建設建設建設 特注特注特注特注塩塩塩塩焼瓦焼瓦焼瓦焼瓦 14.314.314.314.3真正寺真正寺真正寺真正寺　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　荒川区荒川区荒川区荒川区 二村工務店二村工務店二村工務店二村工務店 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 14.214.214.214.2東林寺東林寺東林寺東林寺　　　　山門山門山門山門 福島県福島県福島県福島県　　　　相馬市相馬市相馬市相馬市 清丹社寺工舎清丹社寺工舎清丹社寺工舎清丹社寺工舎 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 14.114.114.114.1新新新新宿御苑宿御苑宿御苑宿御苑　　　　旧旧旧旧御涼御涼御涼御涼邸邸邸邸台湾台湾台湾台湾閣閣閣閣 東京都東京都東京都東京都　　　　新宿区新宿区新宿区新宿区 竹竹竹竹中工務店中工務店中工務店中工務店・・・・金剛組金剛組金剛組金剛組 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 13.1113.1113.1113.11如宝寺如宝寺如宝寺如宝寺　　　　観音堂観音堂観音堂観音堂 福島県福島県福島県福島県　　　　郡山市郡山市郡山市郡山市 松井建設松井建設松井建設松井建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 13.1113.1113.1113.11見性寺見性寺見性寺見性寺　　　　客殿客殿客殿客殿 東京都東京都東京都東京都　　　　葛飾区葛飾区葛飾区葛飾区 中山建設中山建設中山建設中山建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 13.1013.1013.1013.10大聖寺大聖寺大聖寺大聖寺　　　　山門山門山門山門・・・・塀塀塀塀 茨城県茨城県茨城県茨城県　　　　水戸市水戸市水戸市水戸市 小島建設小島建設小島建設小島建設 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 13.1013.1013.1013.10医医医医王寺王寺王寺王寺　　　　客殿客殿客殿客殿 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　松戸市松戸市松戸市松戸市 浅浅浅浅野工務店野工務店野工務店野工務店 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 13.913.913.913.9弘道弘道弘道弘道寺寺寺寺　　　　山門山門山門山門 北海道北海道北海道北海道　　　　網走網走網走網走市市市市 弘弘弘弘道寺道寺道寺道寺 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 13.913.913.913.9定泰寺定泰寺定泰寺定泰寺　　　　本堂本堂本堂本堂 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　加須市加須市加須市加須市 安田建設安田建設安田建設安田建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 13.813.813.813.8常常常常光寺光寺光寺光寺　　　　本堂本堂本堂本堂 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　小山市小山市小山市小山市 モトタテモトタテモトタテモトタテ 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 13.813.813.813.8高円寺高円寺高円寺高円寺　　　　山門山門山門山門・・・・築地塀築地塀築地塀築地塀 東京都東京都東京都東京都　　　　杉並区杉並区杉並区杉並区　　　　 小島建設小島建設小島建設小島建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 13.613.613.613.6養養養養周周周周院院院院　　　　庫裏庫裏庫裏庫裏・・・・客殿客殿客殿客殿 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県　　　　川崎市川崎市川崎市川崎市 松井建設松井建設松井建設松井建設 板塀瓦葺板塀瓦葺板塀瓦葺板塀瓦葺 13.513.513.513.5感応感応感応感応寺寺寺寺　　　　本堂本堂本堂本堂 栃木県栃木県栃木県栃木県　　　　河内郡河内郡河内郡河内郡 社寺工舎社寺工舎社寺工舎社寺工舎 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 13.413.413.413.4如如如如法法法法寺寺寺寺・・・・本堂本堂本堂本堂 福島県福島県福島県福島県　　　　郡山市郡山市郡山市郡山市 松井建設松井建設松井建設松井建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 13.313.313.313.3東福寺東福寺東福寺東福寺　　　　鐘楼鐘楼鐘楼鐘楼・・・・中中中中門門門門 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　流流流流山市山市山市山市 巧巧巧巧匠建設匠建設匠建設匠建設 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 13.313.313.313.3善能寺善能寺善能寺善能寺　　　　山門山門山門山門・・・・塀塀塀塀 東京都東京都東京都東京都　　　　八王子市八王子市八王子市八王子市 田中木工田中木工田中木工田中木工 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 13.313.313.313.3正光寺正光寺正光寺正光寺　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　西玉郡西玉郡西玉郡西玉郡 安田建設安田建設安田建設安田建設 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 13.313.313.313.3興善寺興善寺興善寺興善寺　　　　楼門楼門楼門楼門 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　白白白白岡市岡市岡市岡市 松松松松栄栄栄栄建設建設建設建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 13.213.213.213.2称名寺称名寺称名寺称名寺　　　　山門山門山門山門 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県　　　　横須賀市横須賀市横須賀市横須賀市 金剛組金剛組金剛組金剛組 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 12.1212.1212.1212.12洞源院洞源院洞源院洞源院　　　　門門門門 宮城県宮城県宮城県宮城県　　　　石巻市石巻市石巻市石巻市 木匠木匠木匠木匠 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 12.1012.1012.1012.10増上寺増上寺増上寺増上寺　　　　講講講講堂堂堂堂 東京都東京都東京都東京都　　　　港区芝港区芝港区芝港区芝 大成建設大成建設大成建設大成建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 12.912.912.912.9玉玉玉玉泉寺泉寺泉寺泉寺　　　　山門山門山門山門 福島県福島県福島県福島県　　　　大玉村大玉村大玉村大玉村 加藤工匠加藤工匠加藤工匠加藤工匠 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 12.912.912.912.9萬萬萬萬松寺松寺松寺松寺　　　　開開開開山堂山堂山堂山堂 栃木県栃木県栃木県栃木県　　　　宇都宮市宇都宮市宇都宮市宇都宮市 加藤工匠加藤工匠加藤工匠加藤工匠 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 12.812.812.812.8



諏訪諏訪諏訪諏訪神社神社神社神社 東京都東京都東京都東京都　　　　立立立立川市川市川市川市 清水建設清水建設清水建設清水建設 棟積工事棟積工事棟積工事棟積工事 12.712.712.712.7宗乗寺宗乗寺宗乗寺宗乗寺　　　　本堂本堂本堂本堂 静静静静岡県岡県岡県岡県　　　　藤藤藤藤枝枝枝枝市市市市 金剛組金剛組金剛組金剛組 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 12.312.312.312.3会津若松会津若松会津若松会津若松　　　　鶴鶴鶴鶴ヶヶヶヶ城城城城干飯干飯干飯干飯櫓櫓櫓櫓・・・・南南南南走長屋走長屋走長屋走長屋 会津若松市会津若松市会津若松市会津若松市 会津会津会津会津土土土土建建建建・・・・鈴木鈴木鈴木鈴木ＪＶＪＶＪＶＪＶ 特注還元焼本瓦葺特注還元焼本瓦葺特注還元焼本瓦葺特注還元焼本瓦葺 12.312.312.312.3長松寺長松寺長松寺長松寺　　　　本堂本堂本堂本堂 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　日日日日高高高高市市市市 金剛組金剛組金剛組金剛組 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 12.312.312.312.3源源源源法法法法寺本堂寺本堂寺本堂寺本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　江戸川区江戸川区江戸川区江戸川区 清水建設清水建設清水建設清水建設 棟積工事棟積工事棟積工事棟積工事 12.312.312.312.3天龍院天龍院天龍院天龍院　　　　 東京都東京都東京都東京都　　　　台東区台東区台東区台東区 清水建設清水建設清水建設清水建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 11.1211.1211.1211.12安国安国安国安国論論論論寺寺寺寺　　　　客殿客殿客殿客殿 鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉市市市市 鈴鈴鈴鈴勇勇勇勇社寺社寺社寺社寺 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 11.1211.1211.1211.12西光院西光院西光院西光院　　　　本堂本堂本堂本堂 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　柏市柏市柏市柏市 酒酒酒酒巻工務店巻工務店巻工務店巻工務店 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 11.1211.1211.1211.12聖聖聖聖護護護護院院院院 京都市京都市京都市京都市 ㈱㈱㈱㈱羯摩羯摩羯摩羯摩 棟積工事棟積工事棟積工事棟積工事 11.911.911.911.9安国寺別院安国寺別院安国寺別院安国寺別院　　　　本堂本堂本堂本堂 群馬県群馬県群馬県群馬県　　　　高高高高崎市崎市崎市崎市 富富富富田屋田屋田屋田屋 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 11.911.911.911.9安国寺別院安国寺別院安国寺別院安国寺別院　　　　山門山門山門山門・・・・多多多多宝宝宝宝塔塔塔塔 群馬県群馬県群馬県群馬県　　　　高高高高崎市崎市崎市崎市 富富富富田屋田屋田屋田屋 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 11.911.911.911.9源心寺源心寺源心寺源心寺　　　　本堂本堂本堂本堂 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　市川市市川市市川市市川市 松井建設松井建設松井建設松井建設 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 11.911.911.911.9豪徳寺豪徳寺豪徳寺豪徳寺　　　　庫裏庫裏庫裏庫裏 東京都東京都東京都東京都　　　　世田谷世田谷世田谷世田谷 豪徳豪徳豪徳豪徳寺寺寺寺 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 11.911.911.911.9正迎寺正迎寺正迎寺正迎寺　　　　本堂本堂本堂本堂 大大大大阪阪阪阪　　　　守口市守口市守口市守口市 正正正正迎迎迎迎寺寺寺寺 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 11.911.911.911.9養養養養行行行行寺寺寺寺　　　　本堂本堂本堂本堂 群馬県群馬県群馬県群馬県　　　　前橋市前橋市前橋市前橋市 カナメカナメカナメカナメ 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 11.811.811.811.8祇園寺祇園寺祇園寺祇園寺　　　　山門山門山門山門 茨城県茨城県茨城県茨城県　　　　水戸市水戸市水戸市水戸市 小島建設小島建設小島建設小島建設 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 11.711.711.711.7傳久寺傳久寺傳久寺傳久寺　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　新宿新宿新宿新宿 傳傳傳傳久寺久寺久寺久寺 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 11.611.611.611.6大宮邸大宮邸大宮邸大宮邸 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　加須市加須市加須市加須市 高高高高建設建設建設建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 11.511.511.511.5東光院東光院東光院東光院　　　　本堂本堂本堂本堂 大大大大阪府阪府阪府阪府　　　　豊中市豊中市豊中市豊中市 清水建設清水建設清水建設清水建設 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 11.511.511.511.5本本本本法法法法院院院院　　　　山門山門山門山門 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　蕨蕨蕨蕨市市市市 堂宮鈴木工務店堂宮鈴木工務店堂宮鈴木工務店堂宮鈴木工務店 棟積工事棟積工事棟積工事棟積工事 11.411.411.411.4性性性性翁翁翁翁寺寺寺寺　　　　塀塀塀塀 東京東京東京東京　　　　足立足立足立足立区区区区 中山建設中山建設中山建設中山建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 11.311.311.311.3威威威威光寺光寺光寺光寺　　　　本堂本堂本堂本堂 群馬県群馬県群馬県群馬県　　　　太太太太田市田市田市田市 社寺工舎社寺工舎社寺工舎社寺工舎 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 11.311.311.311.3増上寺増上寺増上寺増上寺　　　　会館会館会館会館 東京都東京都東京都東京都　　　　港区港区港区港区 大成建設大成建設大成建設大成建設 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 11.211.211.211.2光園寺光園寺光園寺光園寺　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　虎虎虎虎のののの門門門門 清水建設清水建設清水建設清水建設 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 11.211.211.211.2竺竺竺竺園寺園寺園寺園寺　　　　庫裏庫裏庫裏庫裏 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　市川市市川市市川市市川市 巧巧巧巧匠建設匠建設匠建設匠建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 10.1210.1210.1210.12東栄寺東栄寺東栄寺東栄寺　　　　仁王門仁王門仁王門仁王門 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　八日市八日市八日市八日市場場場場市市市市 桃桃桃桃山建築工房山建築工房山建築工房山建築工房 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 10.1110.1110.1110.11善養蜜寺善養蜜寺善養蜜寺善養蜜寺 東京都東京都東京都東京都　　　　世田谷区世田谷区世田谷区世田谷区 鈴鈴鈴鈴勇勇勇勇社寺建築社寺建築社寺建築社寺建築 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 10.910.910.910.9大乗寺大乗寺大乗寺大乗寺　　　　本堂本堂本堂本堂 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　印印印印西市西市西市西市 ((((有有有有))))桃桃桃桃山建築工房山建築工房山建築工房山建築工房 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 10.910.910.910.9海蔵寺海蔵寺海蔵寺海蔵寺　　　　山門山門山門山門 東京都東京都東京都東京都　　　　文京区文京区文京区文京区 春日建設春日建設春日建設春日建設 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 10.910.910.910.9徳林寺徳林寺徳林寺徳林寺　　　　山門山門山門山門 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　狭狭狭狭山市山市山市山市 金剛組金剛組金剛組金剛組 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 10.710.710.710.7大泉寺大泉寺大泉寺大泉寺　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　台東区台東区台東区台東区 鈴鈴鈴鈴勇勇勇勇社寺建築社寺建築社寺建築社寺建築 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 10.710.710.710.7恐山恐山恐山恐山　　　　御御御御堂堂堂堂 青青青青森森森森県県県県　　　　むむむむつつつつ市市市市 吉内建設吉内建設吉内建設吉内建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 10.710.710.710.7報報報報国寺国寺国寺国寺　　　　庫裏庫裏庫裏庫裏・・・・書院書院書院書院 茨城県茨城県茨城県茨城県　　　　水海道市水海道市水海道市水海道市 常常常常和工業和工業和工業和工業 アアアアススススカカカカ21212121　　　　他他他他 10.610.610.610.6勝光院勝光院勝光院勝光院　　　　観音堂観音堂観音堂観音堂 東京都東京都東京都東京都　　　　世田谷区世田谷区世田谷区世田谷区 大成建設大成建設大成建設大成建設 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 10.610.610.610.6普門寺普門寺普門寺普門寺　　　　本堂本堂本堂本堂 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　野田市野田市野田市野田市 須賀建設須賀建設須賀建設須賀建設 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 10.310.310.310.3光圓寺光圓寺光圓寺光圓寺　　　　庫裏庫裏庫裏庫裏 東京都東京都東京都東京都　　　　虎虎虎虎のののの門門門門 清水建設清水建設清水建設清水建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 10.310.310.310.3千手千手千手千手観音観音観音観音 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　所所所所沢沢沢沢市市市市 金剛組金剛組金剛組金剛組 特注特注特注特注龍龍龍龍棟棟棟棟 10.310.310.310.3東岩東岩東岩東岩槻槻槻槻ふれあいふれあいふれあいふれあいプラザプラザプラザプラザ 埼玉県東岩槻市埼玉県東岩槻市埼玉県東岩槻市埼玉県東岩槻市 飛鳥飛鳥飛鳥飛鳥・・・・三三三三ツツツツ和和和和・・・・松松松松永永永永 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 10.210.210.210.2西光寺西光寺西光寺西光寺　　　　本堂本堂本堂本堂 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　鳩鳩鳩鳩ヶヶヶヶ谷市谷市谷市谷市 安田建設安田建設安田建設安田建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 10.110.110.110.1徳徳徳徳川川川川慶慶慶慶喜喜喜喜殿殿殿殿 茨城県茨城県茨城県茨城県　　　　水戸市水戸市水戸市水戸市 ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫアアアアーーーートトトト 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 9.129.129.129.12浄光寺浄光寺浄光寺浄光寺　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　葛飾区葛飾区葛飾区葛飾区 清水建設清水建設清水建設清水建設 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 9.129.129.129.12ジージージージーククククレフレフレフレフ狩狩狩狩口口口口 神戸市神戸市神戸市神戸市 青木建設青木建設青木建設青木建設 平板瓦平板瓦平板瓦平板瓦 9.119.119.119.11円光院円光院円光院円光院　　　　庫裏庫裏庫裏庫裏 東京都東京都東京都東京都　　　　世田谷区世田谷区世田谷区世田谷区 春日建設春日建設春日建設春日建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 9.119.119.119.11徳正寺徳正寺徳正寺徳正寺　　　　客殿客殿客殿客殿 東京都東京都東京都東京都　　　　港区港区港区港区 大成建設大成建設大成建設大成建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 9.99.99.99.9霊源寺霊源寺霊源寺霊源寺　　　　庫裏庫裏庫裏庫裏・・・・書院書院書院書院 東京都東京都東京都東京都　　　　品川区品川区品川区品川区 春日建設春日建設春日建設春日建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 9.99.99.99.9神神神神竜竜竜竜寺寺寺寺　　　　本堂本堂本堂本堂 茨城県茨城県茨城県茨城県　　　　土浦土浦土浦土浦市市市市 大成建設大成建設大成建設大成建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 9.89.89.89.8国昌寺国昌寺国昌寺国昌寺　　　　本堂本堂本堂本堂 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　浦浦浦浦和市和市和市和市 共栄共栄共栄共栄建設建設建設建設 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 9.89.89.89.8寿命寺寿命寺寿命寺寿命寺　　　　本堂本堂本堂本堂・・・・観音堂観音堂観音堂観音堂・・・・薬師堂薬師堂薬師堂薬師堂 大大大大阪府阪府阪府阪府　　　　池池池池田市田市田市田市 金剛組金剛組金剛組金剛組 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺・・・・簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 9.69.69.69.6東光寺東光寺東光寺東光寺　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　目黒区目黒区目黒区目黒区 大成建設大成建設大成建設大成建設 棟積工事棟積工事棟積工事棟積工事 9.59.59.59.5旧安旧安旧安旧安藤家復藤家復藤家復藤家復元工事元工事元工事元工事 東京都東京都東京都東京都　　　　世田谷区世田谷区世田谷区世田谷区 大成建設大成建設大成建設大成建設 日本瓦日本瓦日本瓦日本瓦・・・・特注品特注品特注品特注品 9.59.59.59.5小田原城小田原城小田原城小田原城跡跡跡跡　　　　銅銅銅銅門門門門復復復復元元元元 小田原市小田原市小田原市小田原市 小田原市建築小田原市建築小田原市建築小田原市建築協同協同協同協同組組組組合合合合 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 9.49.49.49.4安楽寺安楽寺安楽寺安楽寺　　　　山門山門山門山門・・・・塀塀塀塀 横浜市横浜市横浜市横浜市 金剛組金剛組金剛組金剛組 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 9.49.49.49.4豪徳寺豪徳寺豪徳寺豪徳寺　　　　書院書院書院書院 東京都東京都東京都東京都　　　　世田谷区世田谷区世田谷区世田谷区 豪徳豪徳豪徳豪徳寺寺寺寺 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 9.39.39.39.3東福寺東福寺東福寺東福寺　　　　本堂本堂本堂本堂 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　流流流流山市山市山市山市 東福寺東福寺東福寺東福寺 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 9.39.39.39.3豪徳寺豪徳寺豪徳寺豪徳寺　　　　典座典座典座典座寮寮寮寮 東京都東京都東京都東京都　　　　世田谷区世田谷区世田谷区世田谷区 豪徳豪徳豪徳豪徳寺寺寺寺 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 9.29.29.29.2地福寺地福寺地福寺地福寺　　　　鐘楼鐘楼鐘楼鐘楼 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　和和和和光光光光市市市市 金剛組金剛組金剛組金剛組 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 8.128.128.128.12西新井太師西新井太師西新井太師西新井太師 東京都東京都東京都東京都　　　　葛飾区葛飾区葛飾区葛飾区 清水建設清水建設清水建設清水建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 8.128.128.128.12宗宗宗宗柏柏柏柏寺寺寺寺　　　　山門山門山門山門 東京都東京都東京都東京都　　　　新宿区新宿区新宿区新宿区 春日建設春日建設春日建設春日建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 8.128.128.128.12矢矢矢矢崎邸崎邸崎邸崎邸 東京都東京都東京都東京都　　　　港区港区港区港区 清水建設清水建設清水建設清水建設 洋洋洋洋瓦瓦瓦瓦 8.128.128.128.12浄興寺浄興寺浄興寺浄興寺　　　　山門山門山門山門・・・・脇脇脇脇塀塀塀塀 東京都東京都東京都東京都　　　　江戸川区江戸川区江戸川区江戸川区 金剛組金剛組金剛組金剛組 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 8.128.128.128.12崇崇崇崇徳院徳院徳院徳院　　　　本堂本堂本堂本堂 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　勝勝勝勝浦浦浦浦市市市市 大成建設大成建設大成建設大成建設 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 8.108.108.108.10本龍寺本龍寺本龍寺本龍寺　　　　書院書院書院書院 東京都東京都東京都東京都　　　　台東区台東区台東区台東区 本本本本龍龍龍龍寺寺寺寺 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 8.98.98.98.9本龍寺本龍寺本龍寺本龍寺　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　台東区台東区台東区台東区　　　　 本本本本龍龍龍龍寺寺寺寺 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 8.88.88.88.8圓大院圓大院圓大院圓大院 横浜市横浜市横浜市横浜市 大成建設大成建設大成建設大成建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 8.88.88.88.8西光寺西光寺西光寺西光寺　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　台東区台東区台東区台東区 大京和工業大京和工業大京和工業大京和工業 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 8.58.58.58.5



慶應大学慶應大学慶應大学慶應大学　　　　三三三三田田田田演説演説演説演説館館館館 東京都東京都東京都東京都　　　　港区港区港区港区 安藤建設安藤建設安藤建設安藤建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 8.58.58.58.5笠間笠間笠間笠間稲稲稲稲荷荷荷荷　　　　大大大大広間広間広間広間 茨城県茨城県茨城県茨城県　　　　笠笠笠笠間市間市間市間市 大成建設大成建設大成建設大成建設 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 8.58.58.58.5勝光院勝光院勝光院勝光院 東京都東京都東京都東京都　　　　世田谷区世田谷区世田谷区世田谷区 中山工務店中山工務店中山工務店中山工務店 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 8.48.48.48.4興善寺興善寺興善寺興善寺 東京都東京都東京都東京都　　　　台東区台東区台東区台東区 大成建設大成建設大成建設大成建設 棟積工事棟積工事棟積工事棟積工事 8.48.48.48.4横横横横山邸山邸山邸山邸 東京都東京都東京都東京都　　　　高高高高野台野台野台野台 清水建設清水建設清水建設清水建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 8.38.38.38.3妙妙妙妙法法法法寺寺寺寺　　　　書院書院書院書院御御御御成成成成間間間間 東京都東京都東京都東京都　　　　杉並区杉並区杉並区杉並区 清水建設清水建設清水建設清水建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 8.28.28.28.2大蓮寺大蓮寺大蓮寺大蓮寺　　　　三夜三夜三夜三夜堂堂堂堂 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　浦浦浦浦安市安市安市安市 金剛組金剛組金剛組金剛組 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 8.18.18.18.1大蓮寺大蓮寺大蓮寺大蓮寺　　　　本堂本堂本堂本堂 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　浦浦浦浦安市安市安市安市 金剛組金剛組金剛組金剛組 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 7.127.127.127.12瑠璃瑠璃瑠璃瑠璃光寺光寺光寺光寺　　　　土塀土塀土塀土塀・・・・山門山門山門山門 東京都東京都東京都東京都　　　　港区港区港区港区 飛鳥建設飛鳥建設飛鳥建設飛鳥建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 7.127.127.127.12大大大大川川川川邸邸邸邸 栃木県栃木県栃木県栃木県　　　　足利足利足利足利市市市市 安藤建設安藤建設安藤建設安藤建設 平板瓦平板瓦平板瓦平板瓦 7.117.117.117.11證誠證誠證誠證誠院院院院　　　　山門山門山門山門・・・・土塀土塀土塀土塀 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　松戸市松戸市松戸市松戸市 塚塚塚塚本建設本建設本建設本建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 7.107.107.107.10瑞岩寺瑞岩寺瑞岩寺瑞岩寺　　　　客殿客殿客殿客殿 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　所所所所沢沢沢沢市市市市 近近近近藤建設藤建設藤建設藤建設 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 7.107.107.107.10瑠璃瑠璃瑠璃瑠璃光寺光寺光寺光寺　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　港区港区港区港区 飛鳥建設飛鳥建設飛鳥建設飛鳥建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 7.107.107.107.10丸丸丸丸見屋見屋見屋見屋呉服店呉服店呉服店呉服店 愛知愛知愛知愛知県県県県　　　　刈刈刈刈谷市谷市谷市谷市 大成建設大成建設大成建設大成建設 平板瓦平板瓦平板瓦平板瓦 7.107.107.107.10瑠璃瑠璃瑠璃瑠璃光寺光寺光寺光寺　　　　客殿客殿客殿客殿 東京都東京都東京都東京都　　　　港区港区港区港区 飛鳥建設飛鳥建設飛鳥建設飛鳥建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 7.97.97.97.9キューガーデンキューガーデンキューガーデンキューガーデン　　　　唐門唐門唐門唐門 イギイギイギイギリスリスリスリス　　　　ロンドンロンドンロンドンロンドン 前田建設工業前田建設工業前田建設工業前田建設工業 組組組組　　　　棟棟棟棟 7.87.87.87.8駿府駿府駿府駿府城城城城　　　　東東東東御御御御門門門門・・・・高麗門高麗門高麗門高麗門・・・・塀塀塀塀 静静静静岡市岡市岡市岡市 大林大林大林大林・・・・平井平井平井平井ＪＶＪＶＪＶＪＶ 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 7.77.77.77.7瑞蓮院瑞蓮院瑞蓮院瑞蓮院　　　　本堂本堂本堂本堂・・・・客殿客殿客殿客殿 東京都東京都東京都東京都　　　　小金井市小金井市小金井市小金井市 大成建設大成建設大成建設大成建設 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 7.57.57.57.5笠間笠間笠間笠間稲稲稲稲荷荷荷荷　　　　鳳凰鳳凰鳳凰鳳凰殿殿殿殿 茨城県茨城県茨城県茨城県　　　　笠笠笠笠間市間市間市間市 大成建設大成建設大成建設大成建設 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 7.57.57.57.5延命寺延命寺延命寺延命寺　　　　六六六六角堂角堂角堂角堂 宮城県宮城県宮城県宮城県　　　　白白白白石市石市石市石市 延延延延命命命命寺寺寺寺 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 7.47.47.47.4浄浄浄浄閑閑閑閑寺寺寺寺　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　荒川区荒川区荒川区荒川区 清水建設清水建設清水建設清水建設 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 7.47.47.47.4善善善善導導導導寺寺寺寺　　　　鐘楼堂鐘楼堂鐘楼堂鐘楼堂 宮城県宮城県宮城県宮城県　　　　仙台市仙台市仙台市仙台市 善善善善導導導導寺寺寺寺 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 7.37.37.37.3白石白石白石白石城城城城　　　　土塀土塀土塀土塀 宮城県宮城県宮城県宮城県　　　　白白白白石市石市石市石市 ハザマハザマハザマハザマ・・・・㈱㈱㈱㈱羯摩羯摩羯摩羯摩 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 7.27.27.27.2白石白石白石白石城城城城　　　　二二二二ノノノノ門門門門 宮城県宮城県宮城県宮城県　　　　白白白白石市石市石市石市 ハザマハザマハザマハザマ・・・・㈱㈱㈱㈱羯摩羯摩羯摩羯摩 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 7.17.17.17.1照明寺照明寺照明寺照明寺　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　葛飾区葛飾区葛飾区葛飾区 松井建設松井建設松井建設松井建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 6.116.116.116.11金剛寺金剛寺金剛寺金剛寺　　　　本堂本堂本堂本堂 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　川口市川口市川口市川口市 細根細根細根細根瓦店瓦店瓦店瓦店 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 6.116.116.116.11證證證證大寺大寺大寺大寺　　　　山門山門山門山門 東京都東京都東京都東京都　　　　江戸川江戸川江戸川江戸川 大京和工業大京和工業大京和工業大京和工業 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 6.106.106.106.10芦花公芦花公芦花公芦花公園園園園ｽﾎｽﾎｽﾎｽﾎﾟ゚゚゚ｰﾂﾌｰﾂﾌｰﾂﾌｰﾂﾌﾟ゚゚゚ﾗｻﾗｻﾗｻﾗｻﾞ゙゙゙ 東京都東京都東京都東京都　　　　世田谷区世田谷区世田谷区世田谷区 清水建設清水建設清水建設清水建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 6.106.106.106.10聖聖聖聖護護護護院院院院　　　　庁庁庁庁舎舎舎舎 京都市京都市京都市京都市　　　　左左左左京区京区京区京区 ㈱㈱㈱㈱羯摩羯摩羯摩羯摩 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 6.96.96.96.9白石白石白石白石城城城城　　　　三階三階三階三階櫓櫓櫓櫓 宮城県宮城県宮城県宮城県　　　　白白白白石市石市石市石市 ハザマハザマハザマハザマ・・・・㈱㈱㈱㈱羯摩羯摩羯摩羯摩 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 6.96.96.96.9勝光院勝光院勝光院勝光院　　　　客殿客殿客殿客殿 東京都東京都東京都東京都　　　　世田谷区世田谷区世田谷区世田谷区 大成建設大成建設大成建設大成建設 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 6.86.86.86.8浅草寺浅草寺浅草寺浅草寺　　　　影向影向影向影向堂堂堂堂 東京都東京都東京都東京都　　　　台東区台東区台東区台東区 清水建設清水建設清水建設清水建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 6.86.86.86.8恐山恐山恐山恐山　　　　警察官詰警察官詰警察官詰警察官詰所所所所 青青青青森森森森県県県県　　　　むむむむつつつつ市市市市 杉山建設工業杉山建設工業杉山建設工業杉山建設工業 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 6.76.76.76.7善善善善導導導導寺寺寺寺　　　　本堂本堂本堂本堂 宮城県宮城県宮城県宮城県　　　　仙台市仙台市仙台市仙台市 社寺工舎社寺工舎社寺工舎社寺工舎 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 6.76.76.76.7延命寺延命寺延命寺延命寺　　　　山門山門山門山門 宮城県宮城県宮城県宮城県　　　　白白白白石市石市石市石市 延延延延命命命命寺寺寺寺 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 6.66.66.66.6天現寺天現寺天現寺天現寺　　　　山門山門山門山門 東京都東京都東京都東京都　　　　渋谷区渋谷区渋谷区渋谷区 森森森森谷工務店谷工務店谷工務店谷工務店 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 6.36.36.36.3永源寺永源寺永源寺永源寺　　　　山門山門山門山門　　　　塀塀塀塀 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　坂坂坂坂戸市戸市戸市戸市 金剛組金剛組金剛組金剛組 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 6.36.36.36.3浄教寺浄教寺浄教寺浄教寺　　　　客殿客殿客殿客殿 奈良市奈良市奈良市奈良市 ㈱㈱㈱㈱羯摩羯摩羯摩羯摩 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 6.26.26.26.2石橋石橋石橋石橋邸邸邸邸 東京都東京都東京都東京都　　　　渋谷区渋谷区渋谷区渋谷区 村上建設村上建設村上建設村上建設 平板瓦平板瓦平板瓦平板瓦 6.16.16.16.1岩屋寺岩屋寺岩屋寺岩屋寺　　　　本堂本堂本堂本堂 福島県福島県福島県福島県　　　　原原原原ノノノノ町市町市町市町市 岩屋寺岩屋寺岩屋寺岩屋寺 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 6.16.16.16.1上田城上田城上田城上田城　　　　東東東東虎虎虎虎口櫓門口櫓門口櫓門口櫓門・・・・土塀土塀土塀土塀 長野県長野県長野県長野県　　　　上田市上田市上田市上田市 東信東信東信東信土土土土建建建建・・・・㈱㈱㈱㈱羯摩羯摩羯摩羯摩 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 5.125.125.125.12照明寺照明寺照明寺照明寺　　　　客殿客殿客殿客殿 東京都東京都東京都東京都　　　　新小岩新小岩新小岩新小岩 松井建設松井建設松井建設松井建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 5.125.125.125.12ハウスニコパルハウスニコパルハウスニコパルハウスニコパル 東京都東京都東京都東京都　　　　渋谷区渋谷区渋谷区渋谷区 共立共立共立共立建設建設建設建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 5.125.125.125.12応順応順応順応順寺寺寺寺　　　　鐘楼堂鐘楼堂鐘楼堂鐘楼堂 茨城県茨城県茨城県茨城県　　　　利根利根利根利根町町町町 酒酒酒酒巻工務店巻工務店巻工務店巻工務店 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 5.125.125.125.12善善善善導導導導寺寺寺寺　　　　位牌位牌位牌位牌堂堂堂堂 宮城県宮城県宮城県宮城県　　　　仙台市仙台市仙台市仙台市 阿部建設阿部建設阿部建設阿部建設 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 5.115.115.115.11地福寺地福寺地福寺地福寺　　　　山門山門山門山門・・・・脇脇脇脇塀塀塀塀 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　和和和和光光光光市市市市 金剛組金剛組金剛組金剛組 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 5.105.105.105.10門馬邸門馬邸門馬邸門馬邸 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　木木木木更更更更津市津市津市津市 日日日日光光光光建設建設建設建設 平板瓦平板瓦平板瓦平板瓦 5.105.105.105.10料亭料亭料亭料亭　　　　婦志多婦志多婦志多婦志多 東京都東京都東京都東京都　　　　台東区台東区台東区台東区 清水建設清水建設清水建設清水建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 5.95.95.95.9円教寺円教寺円教寺円教寺　　　　本堂本堂本堂本堂 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県　　　　座間市座間市座間市座間市 三三三三英英英英建設建設建設建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 5.95.95.95.9明王院明王院明王院明王院　　　　客殿客殿客殿客殿 東京都東京都東京都東京都　　　　足立足立足立足立区区区区 松井建設松井建設松井建設松井建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 5.85.85.85.8恐山恐山恐山恐山　　　　手水手水手水手水舎舎舎舎 青青青青森森森森県県県県　　　　むむむむつつつつ市市市市 大成建設大成建設大成建設大成建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 5.75.75.75.7藤藤藤藤原原原原のののの郷郷郷郷　　　　南南南南門築地塀門築地塀門築地塀門築地塀・・・・各各各各棟棟棟棟 岩岩岩岩手手手手県県県県　　　　水水水水沢沢沢沢江江江江刺刺刺刺市市市市 ハザマハザマハザマハザマ 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺・・・・棟工事棟工事棟工事棟工事 5.55.55.55.5雲光院雲光院雲光院雲光院　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　江東区江東区江東区江東区 清水建設清水建設清水建設清水建設 特注棟瓦工事特注棟瓦工事特注棟瓦工事特注棟瓦工事 5.55.55.55.5天天天天獄獄獄獄院院院院　　　　客殿客殿客殿客殿 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県　　　　藤藤藤藤沢沢沢沢市市市市 金剛組金剛組金剛組金剛組 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 5.45.45.45.4延命寺延命寺延命寺延命寺　　　　本堂本堂本堂本堂・・・・客殿客殿客殿客殿 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　川川川川越越越越市市市市 ㈱㈱㈱㈱マルタマルタマルタマルタ 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 5.45.45.45.4善善善善導導導導寺寺寺寺　　　　会館客殿会館客殿会館客殿会館客殿六六六六角堂角堂角堂角堂 宮城県宮城県宮城県宮城県　　　　仙台市仙台市仙台市仙台市 阿部建設阿部建設阿部建設阿部建設 飛鳥瓦飛鳥瓦飛鳥瓦飛鳥瓦・・・・本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 5.35.35.35.3東禅寺東禅寺東禅寺東禅寺　　　　本堂本堂本堂本堂 群馬県群馬県群馬県群馬県　　　　桐生桐生桐生桐生市市市市 桐生桐生桐生桐生建設建設建設建設 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 5.35.35.35.3平成平成平成平成ゴルフゴルフゴルフゴルフ場場場場 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　寄居寄居寄居寄居市市市市 前田建設工業前田建設工業前田建設工業前田建設工業 板塀瓦工事板塀瓦工事板塀瓦工事板塀瓦工事 5.25.25.25.2上上上上野野野野　　　　寛永寺寛永寺寛永寺寛永寺 東京都東京都東京都東京都　　　　台東区台東区台東区台東区 清水建設清水建設清水建設清水建設 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 5.25.25.25.2光照寺光照寺光照寺光照寺　　　　鐘楼堂鐘楼堂鐘楼堂鐘楼堂 東京都東京都東京都東京都　　　　新宿区新宿区新宿区新宿区 大成建設大成建設大成建設大成建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 5.15.15.15.1雲光院雲光院雲光院雲光院　　　　客殿客殿客殿客殿 東京都東京都東京都東京都　　　　江東区江東区江東区江東区 清水建設清水建設清水建設清水建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 4.114.114.114.11興善寺興善寺興善寺興善寺　　　　鐘楼鐘楼鐘楼鐘楼 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　白白白白岡町岡町岡町岡町 井上工務店井上工務店井上工務店井上工務店 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 4.104.104.104.10熊野熊野熊野熊野神社神社神社神社　　　　参集参集参集参集殿殿殿殿 東京都東京都東京都東京都　　　　新宿区新宿区新宿区新宿区 大成大成大成大成・・・・小田小田小田小田急急急急ＪＶＪＶＪＶＪＶ 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 4.104.104.104.10正福寺正福寺正福寺正福寺　　　　客殿客殿客殿客殿 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　浦浦浦浦安市安市安市安市 金剛組金剛組金剛組金剛組 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 4.104.104.104.10宝積寺宝積寺宝積寺宝積寺　　　　山門山門山門山門 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　深谷市深谷市深谷市深谷市 清水建設清水建設清水建設清水建設 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 4.104.104.104.10宝積寺宝積寺宝積寺宝積寺　　　　本堂本堂本堂本堂 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　深谷市深谷市深谷市深谷市 清水建設清水建設清水建設清水建設 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 4.94.94.94.9円成院円成院円成院円成院　　　　客殿客殿客殿客殿・・・・塀塀塀塀 東京都東京都東京都東京都　　　　花花花花小金井小金井小金井小金井 三井建設三井建設三井建設三井建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 4.94.94.94.9



専専専専念寺念寺念寺念寺　　　　本堂本堂本堂本堂 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　印印印印西町西町西町西町 大成建設大成建設大成建設大成建設 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 4.84.84.84.8常常常常善院善院善院善院　　　　山門山門山門山門 東京都東京都東京都東京都　　　　葛飾区葛飾区葛飾区葛飾区 清和建設清和建設清和建設清和建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 4.64.64.64.6恐山恐山恐山恐山　　　　八角堂八角堂八角堂八角堂 青青青青森森森森県県県県　　　　むむむむつつつつ市市市市 大成建設大成建設大成建設大成建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 4.64.64.64.6大崎八幡神社大崎八幡神社大崎八幡神社大崎八幡神社　　　　((((二期工事二期工事二期工事二期工事)))) 宮城県宮城県宮城県宮城県　　　　仙台市仙台市仙台市仙台市 大崎八大崎八大崎八大崎八幡幡幡幡神社神社神社神社 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 4.64.64.64.6平成平成平成平成ゴルフゴルフゴルフゴルフ場場場場 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　寄居寄居寄居寄居市市市市 前田建設工業前田建設工業前田建設工業前田建設工業 棟積工事棟積工事棟積工事棟積工事 4.54.54.54.5正福寺正福寺正福寺正福寺　　　　本堂本堂本堂本堂 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　浦浦浦浦安市安市安市安市 金剛組金剛組金剛組金剛組 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 4.44.44.44.4ベルエールベルエールベルエールベルエール川川川川奈奈奈奈 静静静静岡県岡県岡県岡県　　　　伊東市伊東市伊東市伊東市 多多多多田建設田建設田建設田建設 ＳＳＳＳ瓦瓦瓦瓦 4.24.24.24.2円教寺円教寺円教寺円教寺　　　　庫裏庫裏庫裏庫裏 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県　　　　座間市座間市座間市座間市 三三三三栄栄栄栄建設建設建設建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 4.24.24.24.2ウェルネスウェルネスウェルネスウェルネス伊豆伊豆伊豆伊豆 静静静静岡県岡県岡県岡県　　　　伊伊伊伊豆豆豆豆市市市市 佐藤組佐藤組佐藤組佐藤組 ＳＳＳＳ瓦瓦瓦瓦 4.14.14.14.1薬蔵寺薬蔵寺薬蔵寺薬蔵寺　　　　客殿客殿客殿客殿 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　袖袖袖袖ヶヶヶヶ浦浦浦浦市市市市 酒酒酒酒巻工務店巻工務店巻工務店巻工務店 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 3.123.123.123.12成田成田成田成田中中中中学学学学校校校校 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　成田市成田市成田市成田市 池池池池田田田田・・・・平山平山平山平山ＪＶＪＶＪＶＪＶ 平板瓦平板瓦平板瓦平板瓦 3.123.123.123.12日中友好日中友好日中友好日中友好記念館記念館記念館記念館 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　秩父秩父秩父秩父市市市市 大木大木大木大木・・・・八八八八潮潮潮潮ＪＶＪＶＪＶＪＶ 特注一特注一特注一特注一体体体体瓦葺瓦葺瓦葺瓦葺 3.113.113.113.11哲哲哲哲学堂学堂学堂学堂 東京都東京都東京都東京都　　　　中野区中野区中野区中野区 若松工務店若松工務店若松工務店若松工務店 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 3.113.113.113.11恐山恐山恐山恐山　　　　待合室待合室待合室待合室 青青青青森森森森県県県県　　　　むむむむつつつつ市市市市 杉山建設工業杉山建設工業杉山建設工業杉山建設工業 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 3.113.113.113.11佐藤佐藤佐藤佐藤邸邸邸邸 福島県福島県福島県福島県　　　　双双双双葉郡葉郡葉郡葉郡 佐藤佐藤佐藤佐藤様様様様 日本瓦日本瓦日本瓦日本瓦・・・・本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 3.103.103.103.10伊達家伊達家伊達家伊達家老屋老屋老屋老屋敷敷敷敷 北海道北海道北海道北海道　　　　登登登登別市別市別市別市 間組間組間組間組 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 3.93.93.93.9薬蔵寺薬蔵寺薬蔵寺薬蔵寺　　　　鐘楼鐘楼鐘楼鐘楼 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　袖袖袖袖ケケケケ浦浦浦浦市市市市 酒酒酒酒巻工務店巻工務店巻工務店巻工務店 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 3.73.73.73.7大崎八幡神社大崎八幡神社大崎八幡神社大崎八幡神社 宮城県宮城県宮城県宮城県　　　　仙台市仙台市仙台市仙台市 加藤工匠加藤工匠加藤工匠加藤工匠 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 3.63.63.63.6瑞円寺瑞円寺瑞円寺瑞円寺 東京都東京都東京都東京都　　　　千千千千駄駄駄駄ヶヶヶヶ谷谷谷谷 伊伊伊伊予予予予建設建設建設建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 3.63.63.63.6阿弥陀阿弥陀阿弥陀阿弥陀寺寺寺寺　　　　観音堂観音堂観音堂観音堂 宮城県宮城県宮城県宮城県　　　　仙台市仙台市仙台市仙台市 社寺工舎社寺工舎社寺工舎社寺工舎 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 3.63.63.63.6天聖寺天聖寺天聖寺天聖寺　　　　大師堂大師堂大師堂大師堂 茨城県茨城県茨城県茨城県　　　　新新新新治治治治郡郡郡郡 貝塚貝塚貝塚貝塚工務店工務店工務店工務店 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 3.63.63.63.6常常常常安院安院安院安院　　　　本堂本堂本堂本堂 茨城県茨城県茨城県茨城県　　　　取手取手取手取手市市市市 常常常常安院安院安院安院 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 3.43.43.43.4砧砧砧砧ビルビルビルビル 東京都東京都東京都東京都　　　　世田谷区世田谷区世田谷区世田谷区 愛愛愛愛和建設和建設和建設和建設 平板瓦平板瓦平板瓦平板瓦 3.23.23.23.2薬蔵寺薬蔵寺薬蔵寺薬蔵寺　　　　本堂本堂本堂本堂 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　袖袖袖袖ケケケケ浦浦浦浦市市市市 酒酒酒酒巻工務店巻工務店巻工務店巻工務店 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 3.23.23.23.2東屋東屋東屋東屋　　　　川越店川越店川越店川越店 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　川川川川越越越越市市市市 中中中中矢矢矢矢組組組組 平板瓦平板瓦平板瓦平板瓦 3.23.23.23.2鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉　　　　国宝館国宝館国宝館国宝館 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県　　　　鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉市市市市 松井建設松井建設松井建設松井建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 2.122.122.122.12十十十十念寺念寺念寺念寺　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　江戸川区江戸川区江戸川区江戸川区 清水建設清水建設清水建設清水建設 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 2.112.112.112.11重文重文重文重文　　　　旧東田旧東田旧東田旧東田川郡役川郡役川郡役川郡役所所所所 山山山山形形形形県県県県　　　　鶴岡市鶴岡市鶴岡市鶴岡市 鶴岡建設鶴岡建設鶴岡建設鶴岡建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 2.112.112.112.11加藤加藤加藤加藤記念館記念館記念館記念館 岐阜岐阜岐阜岐阜公園内公園内公園内公園内 大日本大日本大日本大日本土土土土木木木木 平板瓦平板瓦平板瓦平板瓦 2.102.102.102.10東屋東屋東屋東屋　　　　所沢所沢所沢所沢店店店店 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　所所所所沢沢沢沢市市市市 ワコワコワコワコーーーールインテルインテルインテルインテリリリリアアアア 平板瓦平板瓦平板瓦平板瓦 2.102.102.102.10天聖寺天聖寺天聖寺天聖寺　　　　本堂本堂本堂本堂 青青青青森森森森県県県県　　　　八戸市八戸市八戸市八戸市 大成建設大成建設大成建設大成建設 棟積工事棟積工事棟積工事棟積工事 2.92.92.92.9日比谷日比谷日比谷日比谷高高高高校校校校 東京都東京都東京都東京都　　　　千代田区千代田区千代田区千代田区 高高高高梨工務店梨工務店梨工務店梨工務店 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 2.82.82.82.8法華法華法華法華寺寺寺寺　　　　客殿客殿客殿客殿 東京都東京都東京都東京都　　　　品川区品川区品川区品川区 大成建設大成建設大成建設大成建設 平板瓦平板瓦平板瓦平板瓦 2.72.72.72.7小小小小川町川町川町川町伝伝伝伝統統統統工工工工芸芸芸芸館館館館 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　小川町小川町小川町小川町 浅浅浅浅沼組沼組沼組沼組 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 2.62.62.62.6蓮蓮蓮蓮花花花花寺寺寺寺　　　　山門山門山門山門 東京都東京都東京都東京都　　　　大田区大田区大田区大田区 鈴久工務店鈴久工務店鈴久工務店鈴久工務店 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 2.52.52.52.5堀堀堀堀口邸口邸口邸口邸 東京都東京都東京都東京都　　　　足立足立足立足立区区区区 小野小野小野小野材材材材木店木店木店木店 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 2.32.32.32.3山形城山形城山形城山形城　　　　東大東大東大東大手手手手門門門門復復復復元工事元工事元工事元工事 山山山山形形形形市市市市 大林大林大林大林・・・・山山山山形形形形建設建設建設建設ＪＶＪＶＪＶＪＶ 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 2.22.22.22.2南南南南蔵院蔵院蔵院蔵院　　　　山門山門山門山門 東京都東京都東京都東京都　　　　葛飾区葛飾区葛飾区葛飾区 清和建設清和建設清和建設清和建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 2.22.22.22.2町町町町田大田大田大田大賀藕絲賀藕絲賀藕絲賀藕絲館館館館 東京都東京都東京都東京都　　　　町田市町田市町田市町田市 北野建設北野建設北野建設北野建設 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 1.111.111.111.11佐野女佐野女佐野女佐野女子子子子短短短短期大学期大学期大学期大学 栃木県栃木県栃木県栃木県　　　　佐野市佐野市佐野市佐野市 大林大林大林大林・・・・鹿島鹿島鹿島鹿島ＪＶＪＶＪＶＪＶ モニエルモニエルモニエルモニエル瓦瓦瓦瓦 1.91.91.91.9恐山恐山恐山恐山　　　　築地塀築地塀築地塀築地塀 青青青青森森森森県県県県　　　　むむむむつつつつ市市市市 大成建設大成建設大成建設大成建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 1.81.81.81.8功運寺功運寺功運寺功運寺　　　　客殿客殿客殿客殿 東京都東京都東京都東京都　　　　中野区中野区中野区中野区 大成建設大成建設大成建設大成建設 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 1.81.81.81.8中中中中原観音堂原観音堂原観音堂原観音堂 北北北北九州九州九州九州市市市市 大成建設大成建設大成建設大成建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 1.71.71.71.7高高高高橋橋橋橋邸邸邸邸 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　千葉市千葉市千葉市千葉市 千葉千葉千葉千葉ソゴソゴソゴソゴーーーーハウジングハウジングハウジングハウジング 平板瓦平板瓦平板瓦平板瓦 1.61.61.61.6重文重文重文重文　　　　旧登旧登旧登旧登米米米米高高高高等等等等　　　　尋常尋常尋常尋常小学小学小学小学校校校校 宮城県宮城県宮城県宮城県　　　　登米登米登米登米町町町町 安藤建設安藤建設安藤建設安藤建設 特注日本瓦特注日本瓦特注日本瓦特注日本瓦 1.61.61.61.6證證證證大寺大寺大寺大寺　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　江戸川江戸川江戸川江戸川 大京和工業大京和工業大京和工業大京和工業 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 1.51.51.51.5法法法法師会教師会教師会教師会教団団団団 宮城県宮城県宮城県宮城県　　　　仙台市仙台市仙台市仙台市 大大大大場場場場くくくくるるるるまままま屋屋屋屋 平板瓦平板瓦平板瓦平板瓦 1.51.51.51.5笠間笠間笠間笠間稲稲稲稲荷荷荷荷神社神社神社神社　　　　門門門門・・・・板板板板塀塀塀塀瓦瓦瓦瓦 茨城県茨城県茨城県茨城県　　　　笠笠笠笠間市間市間市間市 大成建設大成建設大成建設大成建設 日本瓦日本瓦日本瓦日本瓦・・・・板塀瓦板塀瓦板塀瓦板塀瓦 1.41.41.41.4牛牛牛牛久久久久沼沼沼沼聖地聖地聖地聖地公苑公苑公苑公苑 茨城県茨城県茨城県茨城県　　　　牛牛牛牛久市久市久市久市 カマダカマダカマダカマダ建設建設建設建設 特注色簡略葺特注色簡略葺特注色簡略葺特注色簡略葺 1.41.41.41.4赤坂赤坂赤坂赤坂ＳＴＳＴＳＴＳＴビルビルビルビル 東京都東京都東京都東京都　　　　港区港区港区港区 大成建設大成建設大成建設大成建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 1.21.21.21.2中野区文化財哲中野区文化財哲中野区文化財哲中野区文化財哲学堂学堂学堂学堂　　　　哲理哲理哲理哲理門門門門 東京都東京都東京都東京都　　　　中野区中野区中野区中野区 若松工務店若松工務店若松工務店若松工務店 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 1.21.21.21.2県立県立県立県立　　　　七七七七沢沢沢沢のののの森森森森 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県　　　　厚厚厚厚木市木市木市木市 桐生桐生桐生桐生工務店工務店工務店工務店 特注大特注大特注大特注大雁振雁振雁振雁振 1.21.21.21.2野野野野崎邸崎邸崎邸崎邸 東京都東京都東京都東京都　　　　国立国立国立国立市市市市 住住住住宅技宅技宅技宅技建建建建 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 1.11.11.11.1田山田山田山田山マンションマンションマンションマンション 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　市川市市川市市川市市川市 今仲今仲今仲今仲建設建設建設建設 平板瓦平板瓦平板瓦平板瓦 平成平成平成平成1111....1111佐藤佐藤佐藤佐藤邸邸邸邸 京都市京都市京都市京都市 菅菅菅菅原工務店原工務店原工務店原工務店 平板瓦平板瓦平板瓦平板瓦 63.1063.1063.1063.10天天天天理理理理教教教教千千千千葉葉葉葉飯倉飯倉飯倉飯倉分教会分教会分教会分教会 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　千葉市千葉市千葉市千葉市 大成建設大成建設大成建設大成建設 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 63.1063.1063.1063.10恐山恐山恐山恐山菩提菩提菩提菩提寺寺寺寺　　　　仁王門仁王門仁王門仁王門 青青青青森森森森県県県県　　　　むむむむつつつつ市市市市 大成建設大成建設大成建設大成建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 63.963.963.963.9傳通院傳通院傳通院傳通院　　　　本堂本堂本堂本堂・・・・築地塀築地塀築地塀築地塀 東京都東京都東京都東京都　　　　文京区文京区文京区文京区 大林組大林組大林組大林組 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 63.963.963.963.9　　　　笠間笠間笠間笠間稲稲稲稲荷荷荷荷　　　　門門門門 茨城県茨城県茨城県茨城県　　　　笠笠笠笠間市間市間市間市 大成建設大成建設大成建設大成建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 63.963.963.963.9西念寺西念寺西念寺西念寺　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　葛飾区葛飾区葛飾区葛飾区 大成建設大成建設大成建設大成建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 63.863.863.863.8日日日日光江戸光江戸光江戸光江戸村村村村　　　　長屋門長屋門長屋門長屋門・・・・展示展示展示展示館館館館 栃木県栃木県栃木県栃木県　　　　日日日日光光光光市市市市 間組間組間組間組((((丸丸丸丸田木田木田木田木材材材材)))) 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺・・・・簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 63.463.463.463.4次次次次太太太太夫堀夫堀夫堀夫堀　　　　古民家復古民家復古民家復古民家復元工事元工事元工事元工事 東京都東京都東京都東京都　　　　世田谷区世田谷区世田谷区世田谷区 大成建設大成建設大成建設大成建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 62.1262.1262.1262.12大慈会教大慈会教大慈会教大慈会教団団団団　　　　奉奉奉奉安殿安殿安殿安殿 東京都東京都東京都東京都　　　　杉並区杉並区杉並区杉並区 前田建設工業前田建設工業前田建設工業前田建設工業 日本瓦日本瓦日本瓦日本瓦 62.1262.1262.1262.12天天天天理理理理教教教教　　　　本本本本多摩多摩多摩多摩分教会分教会分教会分教会 東京都東京都東京都東京都　　　　多摩多摩多摩多摩市市市市 フフフフワワワワ建設建設建設建設 棟積工事棟積工事棟積工事棟積工事 62.1062.1062.1062.10牛牛牛牛久久久久沼沼沼沼聖地聖地聖地聖地公苑公苑公苑公苑　　　　管理管理管理管理棟棟棟棟 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　牛牛牛牛久市久市久市久市 前田建設工業前田建設工業前田建設工業前田建設工業 特注色簡略葺特注色簡略葺特注色簡略葺特注色簡略葺 62.862.862.862.8宍宍宍宍戸国戸国戸国戸国際静際静際静際静ＧＣＧＣＧＣＧＣ　　　　キャディキャディキャディキャディ棟棟棟棟 茨城県茨城県茨城県茨城県　　　　那珂那珂那珂那珂市市市市 大成建設大成建設大成建設大成建設 特注色特注色特注色特注色ＳＳＳＳ瓦瓦瓦瓦 62.762.762.762.7西光寺西光寺西光寺西光寺　　　　客殿客殿客殿客殿 茨城県茨城県茨城県茨城県　　　　取手取手取手取手市市市市 清和建設清和建設清和建設清和建設 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 62.762.762.762.7



大大大大避避避避神社神社神社神社拝拝拝拝殿殿殿殿・・・・神門神門神門神門・・・・絵絵絵絵馬堂馬堂馬堂馬堂・・・・門門門門・・・・塀塀塀塀 兵庫兵庫兵庫兵庫県県県県　　　　赤穂赤穂赤穂赤穂市市市市 慎慎慎慎工務店工務店工務店工務店 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 62.762.762.762.7恐山恐山恐山恐山菩提菩提菩提菩提寺寺寺寺　　　　総門総門総門総門 青青青青森森森森県県県県　　　　むむむむつつつつ市市市市 大成建設大成建設大成建設大成建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 62.662.662.662.6房房房房総平総平総平総平和和和和園園園園　　　　一一一一期工事期工事期工事期工事 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　大大大大網白里網白里網白里網白里町町町町 吉岡建設吉岡建設吉岡建設吉岡建設 平板瓦平板瓦平板瓦平板瓦 62.262.262.262.2中野区文化財哲中野区文化財哲中野区文化財哲中野区文化財哲学堂学堂学堂学堂　　　　六賢台六賢台六賢台六賢台 東京都東京都東京都東京都　　　　中野区中野区中野区中野区 若松工務店若松工務店若松工務店若松工務店 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 62.262.262.262.2仲台仲台仲台仲台寺寺寺寺　　　　本堂本堂本堂本堂・・・・客殿客殿客殿客殿・・・・塀塀塀塀 東京都東京都東京都東京都　　　　練馬区練馬区練馬区練馬区 清水建設清水建設清水建設清水建設 本瓦葺塀瓦本瓦葺塀瓦本瓦葺塀瓦本瓦葺塀瓦 61.1261.1261.1261.12宍宍宍宍戸国戸国戸国戸国際静際静際静際静ＧＣＧＣＧＣＧＣククククラブハウスラブハウスラブハウスラブハウス 茨城県茨城県茨城県茨城県　　　　那珂那珂那珂那珂市市市市 大成建設大成建設大成建設大成建設 特注色特注色特注色特注色　　　　ＳＳＳＳ瓦瓦瓦瓦 61.1261.1261.1261.12諦聴諦聴諦聴諦聴寺寺寺寺　　　　山門山門山門山門・・・・脇脇脇脇塀塀塀塀 東京都東京都東京都東京都　　　　渋谷区渋谷区渋谷区渋谷区 大成建設大成建設大成建設大成建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 61.1161.1161.1161.11恐山恐山恐山恐山　　　　地蔵堂地蔵堂地蔵堂地蔵堂 青青青青森森森森県県県県　　　　むむむむつつつつ市市市市 大成建設大成建設大成建設大成建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 61.1061.1061.1061.10実実実実正寺正寺正寺正寺　　　　本堂本堂本堂本堂・・・・客殿客殿客殿客殿 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県　　　　鳩鳩鳩鳩ヶヶヶヶ谷市谷市谷市谷市 安田建設安田建設安田建設安田建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 61.861.861.861.8清見寺清見寺清見寺清見寺　　　　本堂本堂本堂本堂 群馬県群馬県群馬県群馬県　　　　中中中中之之之之城町城町城町城町 町田工業町田工業町田工業町田工業 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 61.461.461.461.4中野区文化財哲中野区文化財哲中野区文化財哲中野区文化財哲学堂学堂学堂学堂絶対絶対絶対絶対城城城城・・・・三三三三学学学学亭亭亭亭 東京都東京都東京都東京都　　　　中野区中野区中野区中野区 若松工務店若松工務店若松工務店若松工務店 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 61.261.261.261.2慈慈慈慈恵医恵医恵医恵医大大大大　　　　青青青青戸戸戸戸看護看護看護看護寮寮寮寮 東京都東京都東京都東京都　　　　葛飾区葛飾区葛飾区葛飾区 大成建設大成建設大成建設大成建設 ＳＳＳＳ瓦瓦瓦瓦 60.260.260.260.2新井薬師新井薬師新井薬師新井薬師　　　　書院書院書院書院 東京都東京都東京都東京都　　　　中野区中野区中野区中野区 大成建設大成建設大成建設大成建設 棟瓦積棟瓦積棟瓦積棟瓦積 60.260.260.260.2成田成田成田成田市立市立市立市立成田成田成田成田中中中中学学学学校校校校体育体育体育体育館館館館 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　成田市成田市成田市成田市 池池池池田田田田・・・・平山平山平山平山ＪＶＪＶＪＶＪＶ 平板瓦平板瓦平板瓦平板瓦 60.160.160.160.1国国国国立立立立歴史博歴史博歴史博歴史博物館物館物館物館 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　佐佐佐佐倉倉倉倉市市市市 中島工務店中島工務店中島工務店中島工務店 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 60.160.160.160.1鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉霊園霊園霊園霊園　　　　休憩休憩休憩休憩所所所所 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県　　　　鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉市市市市 西西西西武武武武建設建設建設建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 59.1259.1259.1259.12成田成田成田成田市立市立市立市立成田成田成田成田中中中中学学学学校校校校 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　成田市成田市成田市成田市 池池池池田田田田・・・・平山平山平山平山ＪＶＪＶＪＶＪＶ 平板瓦平板瓦平板瓦平板瓦 59.1159.1159.1159.11代代代代々々々々木木木木ゼミナゼミナゼミナゼミナールールールール 東京都東京都東京都東京都　　　　渋谷区渋谷区渋谷区渋谷区 フフフフジタジタジタジタ工業工業工業工業 平板瓦平板瓦平板瓦平板瓦 59.1159.1159.1159.11霊源寺霊源寺霊源寺霊源寺　　　　庫裏庫裏庫裏庫裏・・・・書院書院書院書院 東京都東京都東京都東京都　　　　品川区品川区品川区品川区 春日建設春日建設春日建設春日建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 59.1159.1159.1159.11鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉国宝館国宝館国宝館国宝館 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県　　　　鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉市市市市 奥奥奥奥村組村組村組村組 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 58.1258.1258.1258.12鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉霊園霊園霊園霊園 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県　　　　鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉市市市市 西西西西武武武武建設建設建設建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 58.1258.1258.1258.12ママママリリリリヤヤヤヤ病病病病院院院院黙想黙想黙想黙想のののの家家家家 兵庫兵庫兵庫兵庫県県県県　　　　姫路姫路姫路姫路市市市市 大林組大林組大林組大林組・・・・藤木工務店藤木工務店藤木工務店藤木工務店ＪＶＪＶＪＶＪＶ 平板瓦平板瓦平板瓦平板瓦 58.1258.1258.1258.12東光寺東光寺東光寺東光寺　　　　庫裏庫裏庫裏庫裏・・・・書院書院書院書院・・・・塀塀塀塀 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県　　　　横浜市横浜市横浜市横浜市 鹿島建設鹿島建設鹿島建設鹿島建設 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 58.758.758.758.7ｳｳｳｳ ﾞ゙゙゙ｪﾙﾃｪﾙﾃｪﾙﾃｪﾙﾃ ﾞ゙゙゙山王山王山王山王1111号号号号2222号号号号棟棟棟棟 東京都東京都東京都東京都　　　　大田区大田区大田区大田区 熊谷組熊谷組熊谷組熊谷組 平板瓦平板瓦平板瓦平板瓦 58.258.258.258.2柏柏柏柏ビレビレビレビレッッッッジジジジＢＢＢＢ....CCCC....DDDD棟棟棟棟 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　柏市柏市柏市柏市 東東東東急急急急建設建設建設建設 ＳＳＳＳ瓦葺瓦葺瓦葺瓦葺 57.1057.1057.1057.10桐生桐生桐生桐生市市市市斎場斎場斎場斎場 群馬県群馬県群馬県群馬県　　　　桐生桐生桐生桐生市市市市 鹿島建設鹿島建設鹿島建設鹿島建設 平板瓦平板瓦平板瓦平板瓦 57.657.657.657.6逗逗逗逗子子子子ママママリリリリーーーーナナナナマンションマンションマンションマンション7777号号号号棟棟棟棟 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県　　　　逗逗逗逗子市子市子市子市 竹竹竹竹中工務店中工務店中工務店中工務店 素素素素焼焼焼焼ススススパニッシュパニッシュパニッシュパニッシュ 57.657.657.657.6生生生生長長長長のののの家家家家幹部幹部幹部幹部養成養成養成養成学学学学校校校校職員職員職員職員宿宿宿宿舎舎舎舎・・・・寮棟寮棟寮棟寮棟 山梨県山梨県山梨県山梨県　　　　河口河口河口河口湖湖湖湖 大林組大林組大林組大林組 平板瓦平板瓦平板瓦平板瓦 57.257.257.257.2ササササンンンンモモモモールールールール東海東海東海東海ロロロローンーンーンーンテテテテニスニスニスニスククククラブハウスラブハウスラブハウスラブハウス 愛知愛知愛知愛知県県県県　　　　豊橋市豊橋市豊橋市豊橋市 大成建設大成建設大成建設大成建設 平板瓦平板瓦平板瓦平板瓦 57.257.257.257.2鳩鳩鳩鳩山山山山威一威一威一威一郎氏郎氏郎氏郎氏別荘別荘別荘別荘 軽軽軽軽井井井井沢沢沢沢 軽軽軽軽井井井井沢沢沢沢建設建設建設建設 瀬瀬瀬瀬戸焼戸焼戸焼戸焼釉変釉変釉変釉変SSSS瓦瓦瓦瓦 56.556.556.556.5鳩鳩鳩鳩山山山山邦邦邦邦夫夫夫夫氏氏氏氏別荘別荘別荘別荘 軽軽軽軽井井井井沢沢沢沢 軽軽軽軽井井井井沢沢沢沢建設建設建設建設 瀬瀬瀬瀬戸焼戸焼戸焼戸焼釉変釉変釉変釉変日本瓦日本瓦日本瓦日本瓦 56.556.556.556.5笠間笠間笠間笠間稲稲稲稲荷荷荷荷神社神社神社神社　　　　宝物殿宝物殿宝物殿宝物殿 茨城県茨城県茨城県茨城県　　　　笠笠笠笠間市間市間市間市 大成建設大成建設大成建設大成建設 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 55.1155.1155.1155.11ササササンランランランライイイイフフフフ寿寿寿寿 山梨県山梨県山梨県山梨県　　　　石和市石和市石和市石和市 西松建設西松建設西松建設西松建設 素素素素焼焼焼焼SSSS瓦瓦瓦瓦 55.1055.1055.1055.10北北北北柏柏柏柏ショショショショッッッッピピピピンンンングセグセグセグセンンンンタタタターーーー 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　柏市柏市柏市柏市 東東東東急急急急建設建設建設建設 細掛細掛細掛細掛SSSS瓦葺瓦葺瓦葺瓦葺 55.1055.1055.1055.10證菩提證菩提證菩提證菩提寺客殿寺客殿寺客殿寺客殿・・・・塀塀塀塀 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県　　　　横浜市横浜市横浜市横浜市 大大大大洋洋洋洋建設建設建設建設 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 55.955.955.955.9森永森永森永森永カカカカププププチチチチーーーーナナナナ((((八戸八戸八戸八戸店店店店)))) 青青青青森森森森県県県県　　　　八戸市八戸市八戸市八戸市 八八八八洋洋洋洋工工工工芸芸芸芸 瀬瀬瀬瀬戸焼戸焼戸焼戸焼釉変釉変釉変釉変SSSS瓦瓦瓦瓦 55.455.455.455.4法法法法連寺本堂連寺本堂連寺本堂連寺本堂・・・・山門山門山門山門・・・・塀塀塀塀 東京東京東京東京　　　　江戸川江戸川江戸川江戸川 熊谷組熊谷組熊谷組熊谷組 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 54.254.254.254.2石橋石橋石橋石橋邸邸邸邸　　　　ﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾘﾘﾘﾘジスジスジスジストトトトンンンン別荘別荘別荘別荘 箱根箱根箱根箱根　　　　仙石原仙石原仙石原仙石原 箱根箱根箱根箱根建設建設建設建設 瀬瀬瀬瀬戸焼戸焼戸焼戸焼釉変釉変釉変釉変SSSS瓦瓦瓦瓦 53.753.753.753.7宝積院宝積院宝積院宝積院　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　江戸川区江戸川区江戸川区江戸川区 多多多多田建設田建設田建設田建設 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 52.1252.1252.1252.12本本本本住住住住寺寺寺寺　　　　本堂本堂本堂本堂 東京東京東京東京　　　　大田区大田区大田区大田区 本住寺本住寺本住寺本住寺 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 52.1152.1152.1152.11ｴﾙｴﾙｴﾙｴﾙ････ｱﾙｶｱﾙｶｱﾙｶｱﾙｶｻｻｻｻﾙﾏﾝｼｮﾝﾙﾏﾝｼｮﾝﾙﾏﾝｼｮﾝﾙﾏﾝｼｮﾝ 東京東京東京東京　　　　大田区大田区大田区大田区 鹿島建設鹿島建設鹿島建設鹿島建設 細掛細掛細掛細掛SSSS瓦葺瓦葺瓦葺瓦葺 52.1152.1152.1152.11報報報報身寺身寺身寺身寺　　　　本堂本堂本堂本堂 東京東京東京東京　　　　大田区大田区大田区大田区 伽藍伽藍伽藍伽藍建築建築建築建築研究研究研究研究所所所所 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 52.752.752.752.7宇都宮城宇都宮城宇都宮城宇都宮城 宇都宮市宇都宮市宇都宮市宇都宮市 増渕増渕増渕増渕組組組組 SSSS簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 52.352.352.352.3宇都宮城宇都宮城宇都宮城宇都宮城レスレスレスレストトトトランランランラン 宇都宮市宇都宮市宇都宮市宇都宮市 増渕増渕増渕増渕組組組組 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 52.352.352.352.3銚銚銚銚子観音子観音子観音子観音　　　　鐘楼堂鐘楼堂鐘楼堂鐘楼堂 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　銚銚銚銚子市子市子市子市 伽藍伽藍伽藍伽藍建築建築建築建築研究研究研究研究所所所所 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 51.951.951.951.9善福寺善福寺善福寺善福寺　　　　開開開開山堂山堂山堂山堂 東京都東京都東京都東京都　　　　港区港区港区港区 伽藍伽藍伽藍伽藍建築建築建築建築研究研究研究研究所所所所 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 50.650.650.650.6真性寺真性寺真性寺真性寺　　　　山門山門山門山門 東京都東京都東京都東京都　　　　豊島区豊島区豊島区豊島区 伽藍伽藍伽藍伽藍建築建築建築建築研究研究研究研究所所所所 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 49.1149.1149.1149.11等等等等持院持院持院持院　　　　本堂本堂本堂本堂 栃木県栃木県栃木県栃木県　　　　鹿沼市鹿沼市鹿沼市鹿沼市 社寺工舎社寺工舎社寺工舎社寺工舎 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 契約済契約済契約済契約済円東寺円東寺円東寺円東寺　　　　本堂本堂本堂本堂 福島県福島県福島県福島県　　　　二本松市二本松市二本松市二本松市 カナメカナメカナメカナメ 還元焼簡略葺還元焼簡略葺還元焼簡略葺還元焼簡略葺 契約済契約済契約済契約済萬萬萬萬松寺松寺松寺松寺　　　　本堂本堂本堂本堂 栃木県栃木県栃木県栃木県　　　　宇都宮市宇都宮市宇都宮市宇都宮市 加藤工匠加藤工匠加藤工匠加藤工匠 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 契約済契約済契約済契約済国宝国宝国宝国宝　　　　不動院不動院不動院不動院　　　　金堂金堂金堂金堂 広広広広島県島県島県島県　　　　広広広広島市島市島市島市 大成建設大成建設大成建設大成建設 棟積工事棟積工事棟積工事棟積工事 契約済契約済契約済契約済重文重文重文重文　　　　不動院不動院不動院不動院　　　　鐘楼鐘楼鐘楼鐘楼 〃〃〃〃 〃〃〃〃 棟積工事棟積工事棟積工事棟積工事 契約済契約済契約済契約済常常常常昌院昌院昌院昌院　　　　本堂本堂本堂本堂・・・・書院書院書院書院 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県　　　　厚厚厚厚木市木市木市木市 松井建設松井建設松井建設松井建設 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 契約済契約済契約済契約済駿府駿府駿府駿府城城城城　　　　坤坤坤坤櫓櫓櫓櫓 静静静静岡県岡県岡県岡県　　　　静静静静岡市岡市岡市岡市 清水建設清水建設清水建設清水建設 本瓦葺本瓦葺本瓦葺本瓦葺 契約済契約済契約済契約済光徳寺光徳寺光徳寺光徳寺　　　　本堂本堂本堂本堂 群馬県群馬県群馬県群馬県　　　　藤岡市藤岡市藤岡市藤岡市 社寺工舎社寺工舎社寺工舎社寺工舎 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 契約済契約済契約済契約済真如真如真如真如苑苑苑苑　　　　接心接心接心接心道道道道場場場場 東京都東京都東京都東京都立立立立川市川市川市川市 清水建設清水建設清水建設清水建設 　　　　　　　　簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 契約済契約済契約済契約済霊山寺霊山寺霊山寺霊山寺　　　　本堂本堂本堂本堂 東京都東京都東京都東京都　　　　墨田区墨田区墨田区墨田区 大林組大林組大林組大林組 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 契約済契約済契約済契約済中村中村中村中村邸邸邸邸 千葉県千葉県千葉県千葉県　　　　市川市市川市市川市市川市 堂宮鈴木工務店堂宮鈴木工務店堂宮鈴木工務店堂宮鈴木工務店 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 契約済契約済契約済契約済正光寺正光寺正光寺正光寺　　　　本堂本堂本堂本堂 栃木県栃木県栃木県栃木県　　　　羽生羽生羽生羽生市市市市 カナメカナメカナメカナメ 飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺飛鳥瓦改良本瓦葺 契約済契約済契約済契約済五島美術五島美術五島美術五島美術館館館館 東京都東京都東京都東京都　　　　世田谷区世田谷区世田谷区世田谷区 清水建設清水建設清水建設清水建設 日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺日本瓦葺 契約済契約済契約済契約済常常常常林寺林寺林寺林寺　　　　本堂本堂本堂本堂 宮城県宮城県宮城県宮城県　　　　白白白白石市石市石市石市 加藤工匠加藤工匠加藤工匠加藤工匠 簡略葺簡略葺簡略葺簡略葺 契約済契約済契約済契約済


