
納入先 現　場　名 都道府県

（株）鴻池組 名古屋市第２斎場 愛知県名古屋市

(株)鴻池組 山上ビル南館新築工事 東京都千代田区

（株）竹中工務店 霊友会弥勒山宿院建替え 静岡県賀茂郡

ミサワホーム東京㈱ 白金台Ｔ-ＲＥＳＩＤＥＣＥ新築工事 東京都港区

（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その5工事 東京都港区

（株）竹中工務店 小野薬品工業新横浜支店 神奈川県横浜市

㈱竹中工務店 （仮称）ＭＭ21地区45街区開発計画 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

鹿島建設㈱ 茅ヶ崎徳洲会病院（仮称）建替え工事 神奈川県茅ケ崎市

大洋建設㈱ 乳児院白百合ベビーホーム新築工事 神奈川県横浜市

(株)フジタ (株)バンディック事務所棟増築工事 山梨県韮崎市

村本建設㈱ （仮称）品川区北品川１丁目計画 東京都品川区

東急建設㈱ （仮称）美しが丘五丁目集合住宅計画作業所 神奈川県横浜市

（株）鴻池組 （仮称）ビバモールさいたま新都心新築工事 埼玉県さいたま市

松井建設(株) （仮称）特別養護老人ホームハピネス昭和の森新築工事 東京都昭島市

東急建設㈱ 慶應義塾普通部本校舎建替計画 神奈川県横浜市

フジタ・西野建設共同企業体 （仮称）特別養護老人ホーム相模湖みどりの丘新築工事 神奈川県相模原市

㈱岡本工務店 特別養護老人ホーム（仮称）四季の郷新築工事 茨城県古河市

㈱小俣組 知的障がい者支援施設さがみ野ホーム改築工事 神奈川県綾瀬市

㈱大林組 エイビイ衣笠店新築工事 神奈川県横須賀市

白石建設㈱ （仮称）Ａ邸新築工事 東京都大田区

東急建設㈱ （仮称）美しが丘２丁目計画新築工事 神奈川県横浜市

㈱小島組 （仮称）県央厚木病院新築工事 神奈川県厚木市

馬淵建設㈱ トヨタカローラ横浜港南店新築工事 神奈川県横浜市

大和ハウス工業(株) （仮称）Ｄプロジェクト板橋新河岸新築工事 東京都板橋区

朝日建設㈱ （仮称）中山町ビル 神奈川県横浜市

（株）鴻池組 方南隣保館保育園本園舎工事 東京都杉並区

関東建設工業㈱ （仮称）ベルグ鶴ヶ島事務所新築工事 埼玉県鶴ヶ島市
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(株)フジタ （仮称）田町フロントビル新築工事 東京都港区

㈱フジタ （仮称）トナミ首都圏物流海老名計画 神奈川県海老名市

（株）フジタ （仮称）ユーコープ阿久和南配送センター新築工事 神奈川県横浜市

（株）フジタ 日東製粉株式会社東京工場　立体自動倉庫増設工事他 東京都大田区

（株）竹中工務店 イトーヨーカ堂武蔵小杉ＳＣ 神奈川県川崎市

前田建設工業（株） 湘南白百合幼稚園 神奈川県藤沢市

(株)竹中工務店 ロッテ浦和工場第６工場建設工事 埼玉県さいたま市

前田建設工業（株） （仮称）八千代市立中央図書館・市民ギャラリー新築工事 千葉県八千代市

㈱大林組 キャノン玉川事業所新棟新築工事 神奈川県川崎市

東急建設㈱ 幸区役所庁舎改築工事 神奈川県川崎市

大末建設(株) 青葉台奉斎殿新築工事 神奈川県横浜市

㈱フジタ 専大生田体育寮・新体育館（仮称）新築工事及び付帯外構工事 神奈川県川崎市

東急建設㈱ 特別養護老人ホームサンライト新築工事 東京都国分寺市

戸田建設㈱ 聖光学院新校舎整備計画 神奈川県横浜市

（株）フジタ （仮称）ものづくり支援センター建設工事 東京都八王子市

（株）フジタ 株式会社ミライト藤沢工事センタ新築工事 神奈川県藤沢市

朝日建設㈱ （仮称）白山５丁目マンション新築工事 東京都文京区

小川建設㈱ 東京都台東区柳橋2丁目計画新築工事 東京都台東区

朝日建設㈱ （仮称）星の子第3保育園新築工事 神奈川県相模原市

（株）安藤・間 （仮称）横田基地米軍自動ラック倉庫棟建築工事 東京都福生市

(株)大林組 ２PTB連絡通路新設その２工事（建築） 千葉県成田市

(株)竹中工務店 横浜商科大学高等学校実習棟建替Ⅱ期工事（実習棟） 神奈川県横浜市

（株）鴻池組 学校法人染谷学園第二ますお幼稚園園舎新築工事 千葉県柏市

（株）フジタ （仮称）関東マツダ目黒碑文谷店新築工事 東京都目黒区

(株)フジタ 新宿東宝ビルＴＯＨＯシネマズ新築Ｂ工事 東京都新宿区

東急建設㈱ 特別養護老人ホームサンライト新築工事 東京都国分寺市

東急建設㈱ 亜細亜大学　食堂棟建替工事 東京都武蔵野市

大和ハウス工業（株） （仮称）三郷南部区画整理19街区新築工事 埼玉県三郷市

（株）フジタ プロロジスパーク成田１-Ｄプロジェクト 千葉県成田市

大和ハウス工業（株） （仮称）タマムラデリカ株式会社佐野田沼工場新築工事 栃木県佐野市



東急建設㈱ （仮称）小山３丁目計画新築工事 東京都品川区

東急建設㈱ （仮称）グランドメゾン上原２丁目計画Ⅰ・Ⅱ 東京都渋谷区

朝日建設㈱ （仮称）篠崎邸新築工事 東京都稲城市

馬淵建設㈱ ＪAかながわ信金 神奈川県横須賀市

大東建設（株） （仮称）平塚宮の前マンション新築工事 神奈川県平塚市

（株）鴻池組 浜見平団地（建替）第２期第１住宅建設その他工事 神奈川県茅ケ崎市

馬淵建設㈱ （仮称）大田区西蒲田８丁目マンション新築工事 東京都大田区

瀬戸建設(株) （仮称）Ｊの湯湘南台新築工事 神奈川県藤沢市

鹿島建設㈱ （仮称）ＧＦＥ計画（ワンルーム）新築工事 神奈川県横浜市

西松建設(株) （仮称）グッドマン市川新築工事 千葉県市川市

大和ハウス工業（株） つくばセンターナノテク・材料研究拠点（仮称）建築工事 茨城県つくば市

朝日建設㈱ （仮称）Ｔ＆Ｙナーサリ－スクールこもれびの森新築工事 神奈川県相模原市

朝日建設㈱ （仮称）長尾５丁目マンション新築工事 神奈川県川崎市

（株）竹中工務店 旭化成不三鷹下連雀３丁目マンション 東京都三鷹市

佐藤工業㈱ （仮称）原宿プロジェクト新築工事 東京都渋谷区

(株)東映建工 TOHOシネマズららぽ-と富士見新築工事 埼玉県富士見市

㈱大林組 株式会社ホギメディカル筑波新キット工場新築工事 茨城県牛久市

佐藤工業(株) 東京都立川合同庁舎改築工事 東京都立川市

㈱安藤・間 特別養護老人ホーム（仮称）下落合ホーム新築工事 東京都新宿区

関東建設工業㈱ 特別養護老人ホーム親愛の丘新築工事 千葉県松戸市

（株）長谷工コーポレーション ヌーベル赤羽台（建替）第5住宅建築その他工事 東京都北区

東急建設㈱ （仮称）横須賀中央駅前ルネサンスタワー新築工事 神奈川県横須賀市

大洋建設(株) ふじハイツ駐車場改修工事 神奈川県横浜市

五洋・馬淵特定業務代行共同体 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

谷津建設㈱ 東京藝術大学産学官連携棟新営その他工事 東京都台東区

鹿島建設㈱ （仮称）ホテルルートイン海老名駅前新築工事 神奈川県海老名市

大成建設㈱ （仮称）新・京橋ＭＩＤビル計画 東京都中央区

朝日建設㈱ （仮称）戸越４丁目マンション新築工事 東京都品川区

（株）奥村組 豊四季台団地（建替）第2期第2住宅建設工事 千葉県柏市

（株）竹中工務店 ヤクルト本社中央研究所基礎研究棟新築工事 東京都国立市



戸田建設㈱ （仮称）原町田３丁目計画 東京都町田市

（株）鴻池組 特別養護老人ホームあおいの里柏新築工事 千葉県柏市

(株)淺沼組 埼玉鳩山キャンパス1・2号館外壁他改修工事 埼玉県比企郡

ミサワホーム東京㈱ （仮称）白金台T-RESIENCE新築工事 東京都港区

（株）長谷工コーポレーション プレミスト葛西駅前計画新築工事 東京都江戸川区

鴻池ビルテクノ(株) 茨城グリコ(株)３階改修工事 茨城県常陸大宮市

鹿島建設㈱ キリンビール㈱横浜工場ＳＶＢ横浜リニューアル工事 神奈川県横浜市

三井住友建設(株) ヤマザキパン中央研修所 千葉県市川市

鹿島建設㈱ 明治安田生命川崎ビル空調・トイレ改修他工事 神奈川県川崎市

（株）鴻池組 江東区（仮称）シビックセンター新築工事 東京都江東区

(株)鴻池組 葛飾区水元体育館建築工事 東京都葛飾区

東急建設㈱ ＮＲＥＧ赤坂ビル計画新築工事 東京都港区

(株)奥村組 （仮称）ドン・キホーテつくば学園店新築工事 茨城県つくば市

関東建設工業(株) （仮称）ヨークマート戸塚深谷町店新築工事 神奈川県横浜市

(株)鴻池組 座間（H25）宿舎新設建築その他工事 神奈川県座間市

大和ハウス工業(株) サトーホールディングス野田工場新築工事 千葉県野田市

(株)竹中工務店 三菱地所千鳥ヶ淵マンション 東京都千代田区

（株）安藤・間 （仮称）ららぽーと富士見新築工事 埼玉県富士見市

大和ハウス工業（株） （仮称）Ｄプロジェクト富里新築工事 千葉県富里市

㈱鴻池組 白金高輪計画新築工事 東京都港区

佐藤工業㈱ 公益財団法人モラロジー研究所高齢者福祉介護施設新築工事 千葉県柏市

馬淵建設㈱ 南区総合庁舎移転新築工事（第2工区建築工事） 神奈川県横浜市

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

(株)フジタ (株)グリーンメッセージ本社工場新築工事 神奈川県大和市

鹿島建設㈱ パイオラックスＭＤ平塚新工場建設工事 神奈川県横浜市

五洋建設(株) （仮称）株式会社カナモト羽田営業所新築工事 東京都大田区

鉄建建設㈱ （仮称）青葉区あざみ野南１丁目計画新築工事 神奈川県横浜市

東急建設㈱ （仮称）京急川崎駅前ビル計画 神奈川県川崎市

清水建設㈱ 生化学工業㈱久里浜工場４号館工場建設工事 神奈川県横須賀市

村本建設㈱ (仮称）等々力８丁目計画新築工事 東京都世田谷区



鹿島・奥村・京成特定建設共同企業体 京成電鉄押上駅（押上・八広間）の立体交差事業に係る京成曳舟駅部建築第二工事 東京都墨田区

谷津建設㈱ 東京藝術大学産学官連携棟新営その他工事 東京都台東区

(株)フジタ カルビー新宇都宮工場第２生産増築・改修工事 栃木県宇都宮市

大和ハウス工業（株） （仮称）亀戸等価交換プロジェクト新築工事 東京都葛飾区

(株)鴻池組 長宮特定業務物流センター 埼玉県さいたま市

多田建設・増工務店ＪＶ 江東区立（仮称）シビックセンター新築工事 東京都江東区

清水建設㈱ （仮称）ＩＨＩグループ研修所計画 神奈川県横浜市

(株)フジタ （仮称）柏物流センター計画 千葉県柏市

（株）フジタ 京浜トラックターミナル新７号棟建設工事 東京都大田区

戸田建設㈱ （仮称）クローバーリハビリテーションセンター 神奈川県藤沢市

鹿島建設㈱ （仮称）ホテルルートイン海老名駅前新築工事 神奈川県海老名市

鹿島建設㈱ （仮称）旭ダイヤモンド工業㈱玉川工場　増築改修Ⅱ期工事 神奈川県川崎市

大和ハウス工業(株) （仮称）旭屋ミートセンター新社屋新築工事 神奈川県川崎市

(株)鴻池組 茨城グリコ株式会社新ライン増設に伴う増築、改修工事 茨城県常陸大宮市

東急建設㈱ こどもの国公衆トイレ新築工事 神奈川県横浜市

(株)竹中工務店 立川総合病院移転計画 新潟県長岡市

鹿島・大和小田急・タイヨー特定建設工事共同企業体 二級河川境川河川改修（護岸工）工事 神奈川県横浜市

(株)大林組 （仮称）水素ステーション（芝公園地区）計画 東京都港区

（株）竹中工務店 洗足学園音楽大学教室計画 神奈川県川崎市

五洋建設(株) （仮称）島忠北区浮間計画新築工事 東京都北区

（株）淺沼組 消防庁江東航空センター 東京都江東区

戸田建設㈱ （仮称）原町田３丁目計画 東京都町田市

(株)フジタ 第２日野ビル新築工事 神奈川県横浜市

大和ハウス工業(株) Ｄプロジェクト仙台泉Ⅱ 宮城県仙台市

（株）竹中工務店 埼玉医科大学病院東館新築工事 埼玉県入間郡

(株)竹中工務店 霊友会弥勒山駐車場棟増築工事 静岡県賀茂郡

株木・井坂特定建設工事共同企業体 26金砂郷地区統合中学校建築工事 茨城県常陸太田市

奥村・株木建設共同企業体 東京消防庁芝消防署庁舎（24）新築工事 東京都港区

関東建設工業(株) （仮称）ホテルルートイン矢板新築工事 栃木県矢板市

(株)鴻池組 ＧＲＤＣプロジェクト新築工事 神奈川県川崎市



徳倉建設㈱ (仮称）新日本ウェックス野田事業所増築工事 千葉県野田市

（株）フジタ （仮称）大和市上和田特別養護老人ホーム新築工事 神奈川県大和市

新日鉄エンジニアリング （仮称）野田物流センター新築工事 千葉県野田市

りんかい日産建設㈱ （仮称）桐生市場物流センター新築工事 群馬県みどり市

大和ハウス工業(株) （仮称）山下町ＰＪ新築工事 神奈川県横浜市

清水建設㈱ 桐蔭横浜大学体育館新築計画 神奈川県横浜市

朝日建設㈱ （仮称）星川Ｔビル新築工事 神奈川県横浜市

大東建設（株） 株式会社丸ユ商店様　事務所付共同住宅新築工事 神奈川県横浜市

(株)竹中工務店 杏林大学井の頭キャンパス 東京都三鷹市

(株)フジタ 仮設第一庁舎建設工事 東京都渋谷区

大東建託(株) 小林勇造様ケアパートナー付共同住宅新築工事 神奈川県鶴見区

新日鉄エンジニアリング （仮称）新木場物流センター新築工事/本体工事 東京都江東区

(株)関東建創 （仮称）スーパーバリュー八王子高尾店新築工事 東京都八王子市

(株)フジタ （仮称）安全輸送瀬谷区阿久和物流施設計画 神奈川県横浜市

朝日建設㈱ （仮称）西馬込高齢者施設建築計画 東京都大田区

新日鉄エンジニアリング 小石川２丁目マンション 東京都文京区

大和ハウス工業（株） 長者町プロジェクト 神奈川県横浜市

馬淵建設㈱ （仮称）ガーラ川崎西口新築工事 神奈川県川崎市

小川建設㈱ （仮称）経堂宮坂1丁目計画新築工事 東京都世田谷区

大和ハウス工業(株) （仮称）相模原中央ＰＪ新築工事 神奈川県相模原市

朝日建設㈱ （仮称）西大口マンション新築工事 神奈川県横浜市


