
文化財等の工事経歴

お問い合わせ
株式会社あじま左官工芸　〒125-0062　東京都葛飾区青戸8-19-11 

Mail top@ajimaart.co.jp

TEL.03-3690-2108 FAX.03-3690-4027

　　　年　月 文化財区分（注1） 都道府県名 工事名

平成  8年  8月 市指定有形文化財 千葉県 観明寺水屋保存工事

平成10年  5月 区指定史跡 東京都 冨士神社社殿新築拝殿復元工事（浅草）

平成10年  2月 区指定史跡 東京都 龍泉寺勢堂保存工事（目黒不動尊）

平成12年  2月 都指定史跡 東京都 安楽寺本堂保存工事

平成12年  8月 都指定有形文化財 東京都 熊川神社本殿復原修理工事

平成14年  7月 市指定有形文化財 埼玉県 広済寺金比羅堂修復工事

平成15年  1月 国指定重要文化財 茨城県 平井家住宅整備工事

平成15年  3月 市指定有形文化財 東京都 旧島田薬局改修工事

平成15年  3月 都指定有形文化財 東京都 越智家修復工事

平成15年  6月 国指定重要文化財 栃木県 日光田母沢御用邸改修工事

平成16年  2月 市指定有形文化財 埼玉県 氷川神社本殿屋根葺替工事

平成16年  3月 県指定有形文化財 神奈川県 称命寺本堂修復工事

平成17年  1月 県指定重要文化財 茨城県 穂積家住宅整備工事

平成18年  3月 都指定重要文化財 茨城県 坂野家住宅保存工事

平成18年  4月 都指定有形文化財 東京都 吉野家修復工事

平成18年  5月 市指定有形文化財 神奈川県 円覚寺正続院修復工事

平成18年  9月 市指定有形文化財 神奈川県 覚園寺本堂修復工事

平成18年  9月 国指定重要文化財 千葉県 成田山新勝寺光明堂保存修理工事

平成19年  3月 市指定有形文化財 神奈川県 西方寺本堂保存修理工事

平成19年  3月 国指定重要文化財 東京都 旧朝倉家住宅保存修理工事

平成19年10月 国指定有形文化財 東京都 塩船観音寺修理工事

平成19年10月 区指定有形文化財 東京都 覚林寺清正公堂保存整備工事

平成20年  ３月 区指定有形文化財 東京都 丹羽邸門復原工事

平成20年  5月 市指定有形文化財 東京都狛江市 泉龍寺本堂保存工事

平成20年１１月 市指定有形文化財 神奈川県 旧福原家長屋門移築復原工事（新林公園）

平成21年  ２月 国指定重要文化財 福島県 飯野八幡宮宝蔵・楼門保存修理工事

平成２１年１１月 国指定有形文化財 東京都 旧朝倉家住宅保存修理工事

平成22年  5月 国指定有形文化財 千葉県 高梨家住宅保存修理工事

平成22年  5月 国指定重要文化財 茨城県 水戸八幡宮拝殿・幣殿保存修理工事

平成22年  ８月 区登録有形文化財 東京都 浅草今半別館改修保存工事

平成22年  9月 市指定有形文化財 埼玉県 川越城本丸御殿保存修理工事

平成23年  6月 国指定重要文化財 神奈川県 大本山總持寺放光堂保存改修工事

平成23年  6月 国登録有形文化財 東京都 椿山荘三重塔耐震補強工事

平成23年10月 市指定有形文化財 千葉県 成田山新勝寺一切経堂保存修理工事

平成23年10月 国指定重要文化財 東京都 旧永井家住宅保存修理工事

平成２４年  4月 県重伝地区建造物 埼玉県 旧笠間家住宅保存修理工事

平成２４年  8月 国指定有形文化財 東京都 照田家住宅保存修理工事

平成２４年  9月 国指定重要文化財 千葉県 旧堀田邸門番小屋保存修理工事

平成２４年  9月 国指定重要文化財 東京都 寛永寺旧本坊表門（黒門）工事

平成２４年12月 国登録有形文化財 千葉県 日本福音ルーテル市川教会会堂

平成25年  3月 市指定有形文化財 千葉県 成田山新勝寺薬師堂保存修理工事

平成25年  3月 市指定有形文化財 東京都 こもれびの里農家体験施設工事

平成25年  3月 市指定有形文化財 東京都 こもれびの里内蔵・外蔵・外門工事

平成25年  6月 国指定重要文化財 東京都 旧江戸城外桜田門保存修理工事

平成25年  8月 市指定有形文化財 千葉県 中村家土蔵保存修理工事

平成25年  9月 区指定有形文化財 東京都 朝倉彫塑館保存修理工事

平成25年11月 国指定重要文化財 東京都 護国寺月光殿保存修理工事

平成26年  3月 国指定重要文化財 千葉県 旧学習院初等科正堂保存修理工事

平成26年  3月 国指定重要文化財 静岡県 臨済寺本堂保存修理工事

平成26年  3月 国特別史跡・特別名勝 東京都 小石川後楽園得仁堂保存修理工事

　　　年　月 文化財区分（注1） 都道府県名 工事名

平成26年  3月 国特別史跡・特別名勝 東京都 小石川後楽園赤門解体修復工事

平成26年  3月 県指定有形文化財 茨城県 旧取手宿染野家保存修理工事

平成26年  3月 市指定登録文化財 静岡県 小長井邸土蔵戸前保存工事

平成26年  3月 県指定有形文化財 茨城県 旧取手本陣染野家住宅保存工事

平成26年12月 国指定史跡 茨城県 水戸徳川家墓所御宝蔵修理工事

平成26年12月 県指定有形文化財 千葉県 飯香岡八幡宮保存修理工事

平成25年  3月 （注２） 東京都 皇居坂下門改修工事

平成25年12月 （注２） 静岡県 駿府城公園坤櫓建築工事

平成26年12月 （注２） 東京都 皇居伏見櫓改修工事

平成27年  ９月 （注２） 東京都 皇居大手門渡櫓改修工事

平成27年  3月 市指定有形文化財 東京都 旧市倉家保存工事

平成27年  6月 （注２） 福島県 小峰城耐震補強工事

平成27年  8月 県指定有形文化財 千葉県 飯沼本家保存修理工事

平成27年  8月 都指定国宝歴史的建造物 東京都 震災記念堂保存整備工事

平成27年10月 国指定重要文化財 千葉県 成田山新勝寺額堂耐震補強整備工事

平成27年10月 区指定有形重要文化財 東京都 旧前田家本邸和館耐震修理工事

平成28年  3月 都指定有形文化財 東京都 雑司が谷宣教師館修理工事

平成28年  3月 国指定重要文化財 神奈川県 三溪園春草蘆保存修理工事

平成28年  3月 都指定有形文化財 東京都 旧荻野家住宅保存修理工事

平成28年  ６月 （注２） 神奈川県 旧吉田茂邸再建工事

平成28年10月 市指定登録文化財 千葉県 恩賜館保存修理工事

平成28年10月 国宝 神奈川県 円覚寺仏舎利殿開山堂保存修理工事

平成28年10月 県指定有形文化財 千葉県 加藤家改修工事

平成28年12月 国指定重要文化財 埼玉県 内田家住宅保存修理工事

平成28年12月 国指定重要文化財 神奈川県 宝城坊本堂保存修理工事

平成28年12月 区指定有形文化財 東京都 明治学院記念館修理保存工事

平成29年  3月 区指定有形文化財 東京都 哲学堂公園内四聖堂保存修理工事

平成29年  3月 国指定重要文化財 群馬県 臨江閣保存整備建築工事

平成29年  3月 市指定重要文化財 東京都 大沢二丁目古民家復元工事

平成29年  6月 区指定有形文化財 東京都 旧成瀬仁蔵住宅解体修理工事

平成29年  8月 都指定重要文化財 東京都 増上寺経蔵改修工事

平成29年10月 県指定有形文化財 千葉県 旧川崎銀行保存修理工事（佐倉市立美術館）

平成29年12月 市指定有形文化財 神奈川県 三溪園鶴翔閣保存修理工事

平成30年  3月 国指定重要文化財 東京都 増上寺三解脱門保存工事

平成30年  3月 国指定重要文化財 埼玉県 旧石川組製糸西洋館保存工事

平成30年  3月 市指定重要文化財 埼玉県 旧福田屋保存改修工事

平成30年  3月 市指定重要文化財 千葉県 旧武居家タタキ保存工事

平成30年  3月 国指定重要文化財 茨城県 旧茨城県土浦中学校本館耐震補強工事

平成30年  4月 （注２） 神奈川県 三溪園蓮華院保存修理工事

平成30年  5月 国指定重要文化財 東京都 旧東京音楽校奏楽堂保存工事

平成30年  5月 国指定重要文化財 東京都 最高裁判所長官公邸耐震改修工事

現在工事中 （注２） 東京都 常盤橋復元整備工事

現在工事中 区指定有形文化財 東京都 哲学堂公園内絶対城保存修理工事

現在工事中 都指定重要文化財 東京都 旧前田家本邸洋館保存整備工事

現在工事中 国指定重要文化財 福島県 専称寺保存工事

現在工事中 国指定重要文化財 広島県 常称寺本堂躯体保存工事

現在工事中 市指定有形文化財 千葉県 旧進藤家住宅屋根等改修工事

現在工事中 国指定重要文化財 千葉県 大聖寺不動堂保存修理工事

現在工事中 県指定有形文化財 神奈川県 旧青柳寺庫裡保存工事

在現月7年03成平　物築建な重貴がい無は定指の文重）2注（ 分区の等元復・定指県・財化文要重・宝国）１注（※


