
納入先 現　場　名 都道府県

佐藤工業㈱ 合成第４棟建設工事 神奈川県小田原市

鹿島建設㈱ リコーテクノロジーセンター 神奈川県海老名市

(株)竹中工務店 一の橋愛宕森ビル 東京都港区

(株)竹中工務店 東京ガス豊洲地域冷暖房等施設建屋 東京都江東区

(株)鴻池組 株式会社ダイコー東京工場新築工事 東京都大田区

大林・鉄建・大成・大和小田急建設共同企業体 新宿基盤整備上部躯体工事他（貫通工事） 東京都渋谷区

中村組・古郡建設ＪＶ （株）ハマキョウレックス春日部流通センター新築工事 埼玉県春日部市

東急建設㈱ 昭和こども園新築工事 東京都世田谷区

馬淵建設㈱ 大津行政センター・コミュニティセンター新築工事 神奈川県横須賀市

東急建設㈱ （仮称）日出学園改築工事 東京都目黒区

鹿島建設㈱ 科研製薬㈱静岡工場新築工事 静岡県藤枝市

(株)竹中工務店 大西学園中・高建替 神奈川県川崎市

(株)鴻池組 （仮称）国立成育医療研究センター短期滞在型医療施設新築工事 東京都世田谷区

戸田建設㈱ 原町田3丁目計画 東京都町田市

朝日建設㈱ 西巣鴨2丁目ビル新築工事 東京都豊島区

朝日建設㈱ 大山金井町マンション新築工事 東京都板橋区

㈱大林組 イワタニ水素ステーション新築工事 東京都大田区

鹿島建設㈱ 新川防災公園・多機能複合施設（仮称）建築その他工事 東京都三鷹市

朝日建設㈱ 羽衣町2丁目マンション新築工事 東京都立川市

馬淵建設㈱ ルーブル宮前町新築工事 神奈川県川崎市

北野建設㈱ 第2こまえ正吉苑新築工事 東京都狛江市

（株）淺沼組 柚木崎六本木５丁目ビル 東京都港区

前田建設工業（株） 東葛病院移転新築工事 千葉県流山市

㈱淺沼組 大滝町2丁目再開発 神奈川県横須賀市

東急建設㈱ 東大和市総合福祉センター整備計画 東京都東大和市

鹿島建設㈱ 神奈川工科大学　教育研修連携モデル生活棟新築工事 神奈川県厚木市

朝日建設㈱ 栄町マンション新築工事 神奈川県横浜市

朝日建設㈱ 戸越4丁目ビル新築工事 東京都品川区

３１期　平成27年9月～平成28年8月



朝日建設㈱ 台2丁目マンション新築工事 神奈川県鎌倉市

朝日建設㈱ 南町田長津田マンション新築工事 東京都町田市

鹿島建設㈱ 専修大学新生田2・3号館新築工事 神奈川県川崎市

朝日建設㈱ 小町通みたけ保育園新築工事 神奈川県相模原市

戸田建設㈱ 茅ヶ崎市役所新庁舎建設工事 神奈川県茅ケ崎市

鉄建建設㈱ 日本大学第二学園新校舎建替工事 東京都杉並区

佐藤工業㈱ 多摩第二小学校校舎建替工事 東京都多摩市

㈱安藤・間 浦和駅高架下店舗新築工事 埼玉県さいたま市

㈱安藤・間 尚美ＭＣ1・3号館改築工事 東京都文京区

㈱フジタ Ｎ神奈川本社・中央店建替工事 横浜市西区

戸田建設㈱ 月島倉庫㈱海老名倉庫建替工事 神奈川県海老名市

㈱安藤・間 船堀一丁目計画事務所棟新築工事 東京都北区

北野建設㈱ 和光市新設小学校建設工事 埼玉県和光市

工藤建設㈱ 特別養護老人ホームラスール金沢文庫新築工事 横浜市金沢区

大末建設㈱ アルファクラブ武蔵野越谷葬祭センター改築工事 埼玉県越谷市

ウチダ商事㈱ 龍音字増築工事 埼玉県さいたま市

大東建託㈱ 鳥越・中山様自宅付共同住宅新築工事 東京都町田市

㈱安藤・間 プロロジスパーク習志野5プロジェクト 千葉県船橋市

(株)鴻池組 第二ごみ処理施設建設工事 埼玉県草加市

清水建設㈱ 済生会神奈川県病院新棟建設工事 神奈川県大和市

(株)鴻池組 東リ厚木事業所新築工事 神奈川県厚木市

清水建設㈱ 大和駅東側第四地区再市街地開発事業 神奈川県大和市

(株)鴻池組 横浜市金沢八景駅前計画 横浜市金沢区

㈱フジタ 新杉田物流センター新築工事 横浜市磯子区

西松建設㈱ Ｌａｎｄｐｏｒｔ柏鷲野谷新築工事 千葉県柏市

大和ハウス工業㈱ Ｄプロジェクト冨里Ⅱ新築工事 千葉県富里市

大和ハウス工業㈱ 三郷南部区画整理6街区計画新築工事 埼玉県三郷市

(株)鴻池組 千葉市若葉区愛生町物流施設計画 千葉県千葉市

三井住友建設㈱ ららぽーと平塚新築工事 神奈川県平塚市

西松建設㈱ 玉川大学閉鎖型循環式陸上飼育システム設置工事 東京都町田市



(株)鴻池組 川崎殿町キングスカイフロント新事業所新築計画 神奈川県川崎市

㈱大林組 大久保三丁目西地区開発計画（A-1棟） 東京都新宿区

埼玉建興・川口土建JV 川口信用金庫本店建替工事 埼玉県川口市

㈱安藤・間組 明治神宮代々木教職舎建替工事 東京都渋谷区

㈱奥村組 板橋志村店舗新築工事（ドン・キホーテ板橋） 東京都板橋区

前田建設工業（株） ヘリコプター格納庫新築工事 千葉県山武郡

㈱中村組・古郡建設JV スーパーレックス相模原新センター新築工事 相模原市

㈱竹中工務店 ペンブローク六本木新築工事 東京都港区

(株)鴻池組 鴻池運輸㈱北関東流通センター増築工事 群馬県邑楽郡

清水建設㈱ FPプロジェクト殿町新築工事 川崎市川崎区

鹿島建設㈱ 武蔵野の森スポーツ施設新築工事 東京都調布市

鹿島建設㈱ MM21新港地区4街区開発工事 横浜市中区

朝日建設㈱ 森野一丁目渋谷ビル新築工事 東京都町田市

㈱浅沼組 川崎競馬場新設入場門（よみうりランド川崎商業施設） 川崎市川崎区

㈱鴻池組 鹿島製鉄所コークス炉増設工事 茨城県鹿嶋市

西松建設㈱ プロロジスパーク千葉ニュータウン新築工事 千葉県印西市

㈱鴻池組 レッドウッド千葉北新築工事 千葉県千葉市

鹿島建設㈱ 専修大学新生田2号館新築工事 川崎市多摩区

佐藤工業㈱ 小石川3丁目分譲マンション新築工事 東京都文京区

田中建設㈱ 十日市場計画新築工事 横浜市緑区

大和リース㈱ 地方卸売市場新築工事 横浜市金沢区

東急建設㈱ 防大（26）浴場新設建築工事 神奈川県横須賀市

鹿島建設㈱ 東京ガス研究所新築工事 神奈川県座間市

鹿島建設㈱ ミツトヨ川崎構内再開発計画新築工事 神奈川県川崎市

㈱正建 ㈱オリンストーン様Ａ・Ｂ邸新築工事 神奈川県相模原市

鉄建建設㈱ リストレジデンス用賀新築工事 東京都世田谷区

㈱大林組 サステナブル 横浜市港北区

㈱安藤・間 東神田計画新築工事 東京都千代田区

(株)鴻池組 市川塩浜ロジスティクスセンター新築工事 千葉県市川市

(株)鴻池組 武蔵浦和駅第一街区Ｂ3-1新築工事 埼玉県さいたま市



大和ハウス工業㈱ Ｄプロジェクト仙台泉1Ｂ新築工事 宮城県大崎市

㈱竹中工務店 北里大学病院第二外来駐車場新築工事 神奈川県相模原市

森ビル㈱ 愛宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー屋上ゴンドラ置場補強工事 東京都港区

鉄建建設㈱ 日本大学第二学園新校舎立替工事 東京都杉並区

大東建託㈱ 関東砿産㈱キッズパートナー付共同住宅新築工事 横浜市鶴見区

㈱竹中工務店 オリックス上野一丁目ビル新築工事 東京都台東区

㈱竹中工務店 ＡＶＬ新川崎テクニカルセンター新築工事 東京都江東区

鹿島建設㈱ プライムベーカリー富士第二工場新築工事 静岡県富士市

㈱フジタ いずみ野駅北口新ビル2期増築工事 横浜市泉区

㈱奥村組 オーケー北八王子店新築工事 東京都八王子市

㈱鴻池組 新宿区高田馬場4丁目計画 東京都新宿区

㈱大林組 オーケーみなとみらい本社ビル新築工事 横浜市西区

㈱大林組 ザ・ダイヤモンド新相鉄ビル地下活性化工事 横浜市西区

東光・丸山・太平建設㈱ 世田谷区立城山小学校改築工事 東京都世田谷区

馬淵建設㈱ 特別養護老人ホーム笹の風新築工事 横浜市港南区

戸田建設㈱ 小田急座間センター排水処理槽他 座間市

㈱正建 但野邸相模大野7丁目新築工事 相模原市南区

朝日建設㈱ 東神奈川2丁目ビル新築工事 横浜市神奈川区

清水建設㈱ 鹿島田駅西部地区第一種市街地再開発事業（Ｂ街区） 川崎市幸区

鹿島建設㈱ 川崎富士見ＰＦＩ建設工事 川崎市川崎区

朝日建設㈱ 新丸子東2丁目マンション新築工事 川崎市中原区

石黒建設㈱ 中川中央1丁目計画新築工事 横浜市都筑区

小川建設㈱ 港区新橋5丁目計画新築工事 東京都港区

㈱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

㈱フジタ 日本フルハーフ㈱厚木工場第三工場建設工事 神奈川県厚木市

新日本建設㈱ フジフーズ㈱横浜新工場新築工事 横浜市港北区

戸田建設㈱ 昭和大学富士吉田新体育館新築工事 山梨県富士吉田市

㈱フジタ 町田福祉施設新ニーズセンター花の家新築工事 東京都千代田区

㈱フジタ 積水化成品工業㈱関東事業所倉庫建設工事 茨城県古河市

戸田建設㈱ 広栄化学㈱千葉工場新設工事 千葉県袖ケ浦市



大和ハウス工業㈱ 小田原東町土地商業施設計画 神奈川県小田原市

大和ハウス工業㈱ Ｄプロジェクト市川新築工事 千葉県市川市

鹿島建設㈱ スポーツ文化複合施設新築工事 川崎市川崎区

㈱竹中工務店 日立市新庁舎整備事業第1期本体工事 茨城県日立市

(株)鴻池組 都立東部地区学園特別支援学校（26）新築工事 東京都葛飾区


