2008
2007 大和化成(株) 明石工場生産事務所 (明石市)
ハリマ化成(株) 中国東莞工場 基本設計
ハリマ化成(株) ＭＰ工場

2009

(中国)

(加古川市)

ハリマ化成(株) ＨＥＭ工場 (加古川市)
コープこうべ 協同購入センター北神戸 (神戸市北区)

2006 (株)カコテクノス 小野Ｒ工場 (小野市)
トーカロ(株) 明石第４工場 増築

(明石市)

2005 旭食品(株) 兵庫ＤＤＣ 増築 (加古郡稲美町)
ソックこうべ(株) 六甲アイランド配送センター

(神戸市灘区)

2004 (株)小倉屋柳本 大門工場２期 (加東市)
印南養鶏農業協同組合 食鳥センター 改築
(株)ナカハラ 小野工場 増築

(加古川市)

(小野市)

2003 コープこうべ ＲＩＣ食品工場増築 (神戸市東灘区)
2002 ハリマ化成(株) 加古川製造所 (加古川市)
2001 コープこうべ 協同購入センター加古川 (加古郡稲美町)
旭食品(株) 兵庫ＤＤＣ
(株)小倉屋柳本 大門工場

(加古郡稲美町)
(加東市)

2000 大阪化学合金(株) 本社工場 増築 (神戸市西区)
ナルミ(株) 地場産業工場

(小野市)

(有)みずほ協同農園 交流・農作物集出荷場
大本紙料(株) 六甲アイランド工場

(三木市)

(神戸市東灘区)

1999 ハリマ化成(株) 仙台工場 増築 (宮城県岩沼市)
(有)みずほ協同農園 交流・農作物集出荷場
大本紙料(株) 六甲アイランド工場

(三木市)

(神戸市東灘区)

1998 ハリマ化成(株) 加古川製造所 ＳＳ開発センター (加古川市)
コープこうべ ひまわりセンター西部
神戸日野自動車(株) 小野支店

(神戸市西区)

(小野市)

キング醸造(株) 配送センター増築

(加古郡稲美町)

(有)みずほ協同農園 三木大二谷堆肥舎

(三木市)

1997 コープこうべ 協同購入センター尼崎 (尼崎市)
1996 フットワークエクスプレス(株) 大阪支店トラックターミナル (茨木市)
神戸食品団地協同組合 (２期５社)

(神戸市西区)

神戸市埠頭公社 ＰＣ１４メンテナンスショップ

(神戸市中央区)

1995 (株)星電社 六甲アイランド物流センター (神戸市東灘区)
誠光電機(株) 西神物流センター

(神戸市須磨区)

1994 コープこうべ 協同購入センター但馬 (養父市)
大阪日野自動車(株) 東大阪支店

(東大阪市)

1993 コープこうべ 協同購入センター伊丹 (伊丹市)
ハリマ化成(株) 茨城工場

(茨城県稲敷郡)

1992 コープこうべ 協同購入センター宝塚 (宝塚市)
(株)イズム 流通センター

(神戸市須磨区)

ユニタイト(株) 和田山工場

(朝来市)

神戸日野自動車(株) 本社工場

(神戸市東灘区)

神戸シャーリング(株) 二見工場
加古川市立市民立体駐車場

(加古郡稲美町)

(加古川市)

1991 コープこうべ 協同購入センター川西 (川西市)
(株)ケーエスケー 神戸物流センター

(神戸市西区)

1990 (株)大和化成研究所 明石工場 (明石市)
明舞中央立体駐車場

(神戸市垂水区)

エスアールエンジニアリング(株) 加古川工場
神栄コンデンサー(株) 田中・第５工場
明石市営 駅前立体駐車場

(加古川市)

(長野県小県郡)

(明石市)

カドヤ産商(株) 神戸物流センター

(神戸市須磨区)

1988 コープこうべ コープ志染店立体駐車場 (三木市)
ハリマ化成(株) 東京工場

(埼玉県草加市)

(株)サンライズ 鳥取工場

(鳥取県)

1989 エスケー電子(株) 綾部・ケーシング工場 (京都府綾部市)
(株)星電社 西神物流センター

(神戸市須磨区)

1987 (株)ハイポネックスジャパン 上郡新工場 (赤穂郡上郡町)
湊川酒類販売(株)・北野商店(株) 神戸流通センター
寿精版印刷(株) 東大阪工場

(神戸市須磨区)

(東大阪市)

(株)小倉家柳本 六甲アイランド工場
神戸市漁業協同組合 総合水産加工場

(神戸市東灘区)
(神戸市垂水区)

1986 須磨パティオ 立体駐車場 (神戸市須磨区)
光印刷(株) 神戸工場

(神戸市西区)

扇化成(株) 兵庫工場

(姫路市安富町)

神戸工業団地協同組合 (15社)

(神戸市西区)

1985 ハリマＭＩＤ(株) 加古川工場 (加古川市)
神戸インナー工業団地協同組合 (7社)

(神戸市兵庫区)

ハリマ化成(株) 富士工場

(静岡県富士市)

(株)サンライズ 岡山工場

(岡山県)

神戸食品団地協同組合 (12社)

(神戸市西区)

1984 ハリマ化成(株) 北海道工場 (北海道白老郡)
神戸トラックステーション

(神戸市中央区)

寿精版印刷(株) 高井田工場

(東大阪市)

コープこうべ 協同購入センター姫路

(姫路市)

1983
1982 神戸工芸団地協同組合 (14社) (神戸市西区)
1981 寿グラビア(株) 東京工場 (東京都大田区)
西神機械金属団地協同組合 (14社)

(神戸市西区)

1980 協同組合神戸船用品センター (20社) (神戸市中央区)
1978
1977

1976 神戸港ライナー埠頭 第11バース上屋 (神戸市中央区)
神戸港ライナー埠頭 第７バース上屋

(神戸市中央区)

1979 (株)ハイポネックスジャパン 上郡工場 (赤穂郡上郡町)
1975 神戸港ライナー埠頭 第15バース上屋 (神戸市中央区)
1974 三好化成工業(株) 合成樹脂工場 (愛知県西加茂三好町)
ハリマ化成(株) 四国工場

(愛媛県伊予三島市)

ウジミナス製鉄所 第４期工場

(ブラジル)

神戸医師協同組合 明石事業所

(明石市)

1973
1972
1971
1970 ハリマ化成(株) 仙台工場 (宮城県岩沼市)
1969 神戸印刷センター協同組合 共同工場 (神戸市東灘区)
1968 三好化成工業(株) 本社工場 (愛知県西加茂三好町)
1967
1966 寿精版印刷(株) 東京工場 (東京都大田区)
1965 寿精版印刷(株) 本社工場 (大阪市天王寺区)

