
納入先 現　場　名 都道府県

（株）鴻池組 尚美学園川越音楽ホール 埼玉県川越市

大和ハウス工業㈱ （仮称）ロイヤルホームセンター（株）千葉みなと店新築工事 千葉県千葉市

（株）鴻池組 （仮称）長谷京都五条集合住宅新築工事 京都府京都市

（株）イチケン （仮称）アパホテル（新宿御苑前駅前)新築工事 東京都新宿区

（株）淺沼組 （株）ホンダカーズ横浜港南台店新築工事 神奈川県横浜市

大和ハウス工業㈱ (仮称）和泉町開発計画新築工事 神奈川県横浜市

鹿島建設㈱ 日本通運（株）相模原営業支店中津倉庫新築工事 神奈川県愛甲郡

関東建設工業㈱ 湘南第一病院リニューアル計画 神奈川県藤沢市

東急建設㈱ （仮称）宇田川町住宅建替計画 東京都渋谷区

五洋建設㈱ （仮称）クレストフォルム矢向Ⅲ新築工事 神奈川県川崎市

朝日建設㈱ （仮称）辻堂元町2丁目マンション新築工事 神奈川県藤沢市

（株）竹中工務店 横浜都市みらいサウスウッド 神奈川県横浜市

東急建設㈱ （仮称）研修センター新築工事 神奈川県横浜市

㈱錢高組 警視庁月島警察署庁舎（22）改築工事 東京都中央区

清水建設（株） （仮称）アニヴェルセルみなとみらい横浜新築工事 神奈川県横浜市

（株）鴻池組 芝浦水再生センター中央系水処理施設覆蓋建設工事 東京都港区

（株）鴻池組 いなべ市立大安中学校 三重県いなべ市

鴻池・小川建設共同企業体 （仮称）特別養護老人ホーム生田まぼろば新築工事 神奈川県川崎市

（株）フジタ （仮称）神奈川県立精神医療センター新棟新築工事 神奈川県横浜市

東急建設㈱ 日出学園改築工事 東京都目黒区

東亜・ＴＳＵＣＨIＹA共同企業体 日本大学生物資源科学部60周年記念棟（仮称）新築工事（建築） 神奈川県藤沢市

（株）長谷工コーポレーション （仮称）レーベン新川崎新築工事 神奈川県川崎市

東急建設㈱ （仮称）創友ビル建設工事 東京都品川区

（株）渡辺組 佐藤病院増築工事 神奈川県横浜市

五洋建設㈱ 王子運送（株）山形物流センター新築工事 山形県東根市

（株）鴻池組 （仮称）与野駅西口14街区計画新築工事 埼玉県さいたま市

東急建設㈱ （仮称）ＰＭＯ神田司町新築工事 東京都千代田区

フジタ・伊田特定建設工事共同企業体 北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事 埼玉県北本市
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西松建設㈱ プロロジスパーク川島2プロジェクト 埼玉県比企郡

清水建設㈱ 花王（株）鹿島工場ＨＦ333アミン建屋建設工事 茨城県神栖市

（株）鴻池組 サントリー利根川ビール工場第3配送センター新築工事 群馬県邑楽郡

前田建設工業㈱ 航空照明整備作業所新築工事 千葉県成田市

朝日建設㈱ （仮称）奥沢7丁目マンション新築工事 東京都世田谷区

りんかい日産建設㈱ （仮称）ＬＨ三郷3丁目新築工事 埼玉県三郷市

瀬戸建設㈱ ステップ相武台前計画新築工事 神奈川県座間市

鹿島建設㈱ 小田急相模原駅北口Ｂ地区第一種市街地再開発事業 神奈川県相模原市

鹿島建設㈱ 住倉ビルＮＥＣモバイリング 神奈川県横浜市

新日鉄住金エンジニアリング 学校法人　藤村学園２号館改修工事 東京都国立市

東急建設㈱ 店入れ（仮称）千駄ヶ谷３丁目計画新築工事 東京都渋谷区

松井建設㈱ 東京大学（駒場Ⅰ）総合研究棟新築工事 東京都目黒区

五洋建設㈱ りそな銀行王子支店ＰＪ工事 東京都北区

朝日建設㈱ （仮称）能ケ谷３丁目Ｋマンション新築工事 東京都町田市

鹿島・鉄建ＪＶ 川崎高等学校及び附属中学校等新築工事 神奈川県川崎市

関東建設工業㈱ 独立行政法人国立病院機構　神奈川病院病棟等建替整備工事 神奈川県秦野市

錢高組・三菱マテリアルテクノ建設工事共同企業体 三菱マテリアル（株）筑波製作所第ニ東棟増築工事 茨城県常総市

清水建設㈱ （仮称）江戸川医師会地域医療センター新築工事 東京都江戸川区

五洋建設㈱ ヤマトパッキングサービス（株）京浜島センター新築工事 東京都大田区

（株）鴻池組九州支店 篠崎開発店舗新築工事 福岡県北九州市

朝日建設㈱ （仮称）矢部２丁目Ｔマンション新築工事 神奈川県相模原市

朝日建設㈱ （仮称）保土ヶ谷一丁目マンション新築工事 神奈川県横浜市

㈱田中建設 （仮称）パルスモ八王子事業所増築工事 東京都八王子市

東急建設㈱ （仮称）住商港区白金二丁目計画新築工事 東京都港区

白石建設㈱ （仮称）たかね第二保育園新園舎改築工事 東京都町田市

（株）鴻池組 虎ノ門三丁目共同住宅 東京都港区

（株）福田組 （仮称）ヤオコー平塚宮松町店新築工事 神奈川県平塚市

佐藤工業（株） 国立がんセンター中央病院治療棟整備工事 東京都中央区

（株）巴コーポレーション 十文字中学・高等学校校舎改築工事 東京都豊島区

関東建設工業㈱ 独立行政法人国立病院機構　神奈川病院病棟等建替整備工事 神奈川県秦野市



㈱ナカノフドー建設 （仮称）ケーズデンキたまプラーザ店新築工事 神奈川県横浜市

大林組・鉄建建設・大成建設・大和小田急建設共建設企業体 新宿基盤整備上部躯体工事他 東京都渋谷区

大和ハウス工業（株） （仮称）Ｄプロジェクト仙台泉１A新築工事 宮城県仙台市

朝日建設㈱ 中町一丁目ビル新築工事 東京都町田市

馬淵建設㈱ （仮称）北品川１丁目計画新築工事 東京都品川区

東亜建設工業㈱ 浅野学園体育館解体工事 神奈川県横浜市

朝日建設㈱ (仮称）淵野辺１丁目マンション新築工事 神奈川県相模原市

佐藤工業（株） （仮称）世田谷大蔵介護老人施設 東京都世田谷区

鴻池・鴻池ビルテクノ・増建設共同企業体 江東区立浅間竪川小学校屋内運動場改築及び校舎その他改修 東京都江東区

（株）竹中工務店 （仮称）立教女学院総合体育館・プール新築工事 東京都杉並区

㈱フジタ 三郷物流センター新築工事 埼玉県三郷市

（株）大林組 （仮称）イオンモール幕張新都心新築工事 千葉県千葉市

鹿島・三木・白井ＪＶ 県立がんセンター重粒子線治療施設新築工事 神奈川県横浜市

㈱大林組 （二中高）新校舎建設工事（第1期）（川崎）グランド人工芝化工事（第2期） 神奈川県川崎市

鹿島建設㈱ 池子米軍（23）小学校（218）新設建築工事 神奈川県逗子市

（株）フジタ 日産車体（株）湘南地区再編に伴う新築・改修工事 神奈川県平塚市

大和ハウス工業（株） おうちＣＯ-ＯＰ横浜北部センター新築工事 神奈川県横浜市

昭和建設（株） （仮称）あさみどり保育園新築工事 神奈川県相模原市

朝日建設㈱ （仮称）相模大野７丁目マンション新築工事 神奈川県相模原市

（株）安藤・間 （仮称）新宿南ビルディング新築工事 東京都新宿区

五洋建設（株） （仮称）シーガル保育園新築工事 千葉県船橋市

新日鉄住金エンジニアリング （仮称）相模原物流センター計画 神奈川県相模原市

朝日建設㈱ （仮称）古淵１丁目Ｈマンション新築工事 神奈川県相模原市

（株）福田組 （仮称）ヤオコーデリカ生鮮センター新築工事 埼玉県東松山市

㈱フジタ 特別養護老人ホームけやきの杜新築工事 埼玉県さいたま市

大和ハウス工業㈱ （仮称）Ｄプロジェクト東京城南島新築工事 東京都大田区

（株）鴻池組名古屋支店 名古屋大学（鶴舞）医系研究棟３号館新営その他工事 愛知県名古屋市

（株）フジタ （仮称）いずみ野駅北口新ビル新築工事 神奈川県横浜市

清水建設㈱ 桐蔭横浜大学医用工学部実習棟整備工事 神奈川県横浜市

松井建設㈱ （仮称）京浜予防医学研究所本社新築工事 神奈川県川崎市



大和ハウス工業（株） （仮称）ノジマ横須賀複合店舗新築工事 神奈川県横須賀市

㈱淺沼組 （仮称）ホンダカーズ東京中央仲池上店新築工事 東京都大田区

大和ハウス工業（株） 鈴木様貸事務所 千葉県船橋市

小川建設㈱ 台東区柳橋２丁目計画新築工事 東京都台東区

東急建設㈱ 宮崎台駅商業施設駐輪場新設工事 神奈川県川崎市

㈱大林組 （仮称）帝京大学八王子キャンパス新校舎棟新築工事 東京都八王子市

佐藤工業（株） 専修大学神田５号館新築工事 東京都千代田区

岩本・加藤建設共同企業体 赤羽岩淵中学校新築工事 東京都北区

（株）フジタ 神奈川県精神医療センター新棟新築工事 神奈川県横浜市

関東建設工業㈱ （仮称）おだかの郷特別養護老人ホーム新築工事 神奈川県川崎市

（株）フジタ （仮称）共同印刷相模原工場新築工事 神奈川県相模原市

(株)フジタ 京葉銀行津田沼支店新築工事 千葉県習志野市

佐藤工業(株) コニシ㈱栃木工場危険物取扱工場新築工事 栃木県下野市

五洋建設（株） プレミアムキッチン株式会社関西工場新築工事 兵庫県小野市

大末建設(株) アルファクラブ武蔵野東大成葬斎センター新築工事 埼玉県さいたま市

大和ハウス工業(株) （仮称）株式会社ジョイナス八潮センター新築工事 埼玉県八潮市

東急建設㈱ 店入れ【（仮称）天王町Ｔマンション計画新築工事 神奈川県横浜市

大東建設(株) （仮称）平塚宮の前マンション 神奈川県平塚市

五洋建設（株） プレミアムキッチン株式会社関西工場新築工事 兵庫県小野市

鹿島建設㈱
長津田駅北口地区市街地再開発事業長津田駅北口歩行者
専用通路（Ａデッキ）整備工事

神奈川県横浜市

戸田建設（株） 川崎JJ東京サイエンスＣ 神奈川県川崎市

（株）フジタ 平成22年度国立障害者リハビリテーションセンター病院棟整備工事（建築） 埼玉県所沢市

（株）大林組 創価学会神奈川池田講堂新築工事 神奈川県横浜市

五洋・馬淵ＪＶ 日ノ出町駅前A地区第一種市街地再開発事業 神奈川県横浜市

（株）フジタ （仮称）キューソー流通システム所沢物流センター建設工事 埼玉県所沢市

（株）鴻池組 明治大学生田第一校舎６号館 神奈川県川崎市

鹿島建設㈱ 特定医療法人芳生会保土ヶ谷病院A棟新築工事 神奈川県横浜市

鹿島建設㈱ ＪＡグループ神奈川ビル新築工事 神奈川県横浜市

㈱奥村組 （仮称）あしたば中野学園大規模改修工事 千葉県千葉市

(株)鴻池組 イーグル工業埼玉事業場技術棟（仮称）新築工事 埼玉県坂戸市



鴻池ビルテクノ㈱ ヴェルドミール多摩桜ヶ丘耐震補強工事 東京都多摩市

（株）鴻池組 法音寺東京支院新築工事 東京都練馬区

㈱大林組 東千葉メディカルセンター建設工事 千葉県東金市

朝日建設㈱ （仮称）寒川駅前プロジェクト新築工事 神奈川県高座郡

佐藤工業（株） 市川塩浜プロジェクト 千葉県市川市

東急建設㈱ （仮称）ＮＲＥＧ赤坂ビル計画新築工事 東京都港区

鹿島・鉄建ＪＶ 川崎高等学校及び附属中学校等新築工事 神奈川県川崎市

五洋建設㈱ ㈱阿部部長商店気仙沼食品建設工事 宮城県仙台市

鹿島建設㈱ 神奈川大学横浜キャンパス（仮称）３号館新築工事 神奈川県横浜市

馬淵建設㈱ 横浜市衛生研究所移転新築工事 神奈川県横浜市

大和ハウス工業（株） （仮称）Ｄプロジェクト久喜ⅣＪ棟新築工事 埼玉県久喜市

朝日建設㈱ 淵野辺4丁目マンション新築工事 神奈川県相模原市

佐藤工業(株) 府中白糸台1丁目計画 東京都府中市

南海辰村・東武谷内田建設共同企業体 東京都府中合同庁舎（24）改築工事 東京都府中市

(株)鴻池組 小牧市立味岡中学校改築工事のうち建築工事 愛知県小牧市

大和ハウス工業（株） （仮称）山田様貸施設新築工事 神奈川県川崎市

㈱奥村組 （仮称）相模原ＳＣ新築工事 神奈川県相模原市

鹿島建設㈱ 特定医療法人芳生会保土ヶ谷病院Ａ棟新築工事 神奈川県横浜市

㈱フジタ 生田新体育寮・新体育館（仮称）新築工事 神奈川県川崎市

(株)鴻池組 赤羽３丁目計画 東京都北区

イチケン(株) ＧＥＭＳ市ヶ谷新築工事 東京都千代田区

㈱フジタ （仮称）桜木町計画 神奈川県横浜市

五洋建設㈱ 南小岩６丁目計画新築工事 東京都江戸川区

大和ハウス工業（株） YSC横浜ビル新築工事 神奈川県横浜市

鹿島建設㈱ （仮称）シンクロン本社ビル増築工事 神奈川県横浜市

鹿島建設㈱ 桜木町駅高架下駅ビル（仮称）新築その他駅本屋改良工事 神奈川県横浜市

鹿島建設㈱ ＪAグループ神奈川ビル新築工事 神奈川県横浜市

朝日建設㈱ （仮称）鹿沼台２丁目ビル新築工事 神奈川県相模原市

朝日建設㈱ （仮称）町田市野津田サービス付高齢者向け住宅新築工事 東京都町田市

佐藤工業(株) 特別養護老人ホームサクラビア印西新築工事 千葉県印西市



㈱大林組 田園都市線二子新地駅前高架下駐輪場および店舗新設工事 神奈川県川崎市

㈱淺沼組 株式会社本田技術研究所　さくら研究所　ＥＮＧテスト棟　新築工事 栃木県さくら市

㈱錢高組 （仮称）三井不動産ロジスティクスパーク久喜新築工事計画 埼玉県久喜市

大和ハウス工業(株) （仮称）瀬谷駅前PJ新築工事 神奈川県横浜市

大和ハウス工業(株) （仮称）三郷南部区画整理10街区新築工事 埼玉県三郷市

五洋建設（株） ＡＱロジスティクス埼玉ＤＣ新築工事 埼玉県加須市

鹿島建設㈱ キリンビール横浜工業ＳＫ対応建築工事 神奈川県横浜市

鹿島建設㈱ （仮称）ベニハナウォーク桶川新築工事 埼玉県桶川市

(株)塩浜工業 プライムデリカ(株)豊田第２工場新築工事 愛知県豊田市

西松建設(株) プロロジスパーク常総プロジェクト 茨城県常総市

瀬戸建設（株） （仮称）医療法人愛生会三浦産婦人科新築工事 神奈川県茅ケ崎市

大和ハウス工業（株） 丸一海運　京浜倉庫新築工事 神奈川県川崎市

（株）鴻池組 ヨコスカスカイビラ新築工事 神奈川県横須賀市

村中建設（株） かねいち（仮称）オーケー東戸塚店 神奈川県横浜市

東急建設㈱ 中祥ビル新築工事 東京都目黒区

（株）鴻池組 （仮称）市谷薬王寺マンションプロジェクト 東京都新宿区

(株)フジタ 仙台市南蒲生浄化センター災害復旧建設工事その9 宮城県仙台市

谷津建設㈱ （仮称）特別養護老人ホームかりん町田新築工事 東京都町田市

佐藤工業（株） Dプロジェクト三郷 埼玉県三郷市


