
安藤建設株式会社 株式会社熊谷組 大和ハウス工業株式会社 松井建設株式会社

○LM四谷4丁目新築工事 【29階・共同住宅】 ○片柳学園蒲田キャンパス再整備計画 【20階・学校】 ○浦安マリナイースト21ホテル新築工事 【3階・ホテル・店舗】 ○エルシード新川1丁目新築工事 【14階・共同住宅】

○JA全農ﾐｰﾄﾌｰｽﾞ大和工場 ・物流ｾﾝﾀｰ新
築工事 【3階・工場/倉庫/事務所】 ○アスコットパーク東日本橋新築工事 【12階・共同住宅】

鹿島建設株式会社 ○金町保育園新築工事 【2階・保育園】 東亜建設工業株式会社 ○牛久市新事業所計画 【2階・施設/+事務所】

○JA東京第一ビル新築工事 【7階・事務所】 ○亀戸7丁目計画新築工事 【14階・共同住宅】 ○海浜幕張駅前プロジェクト 【9階・テナント】 ○エルシード東十条新築工事 【14階・共同住宅】

○TAビル新築工事/改修工事 【33階・事務所】 ○仙台第1地方合同庁舎増築(11)建築工事 【16階・事務所】 ○神奈川大学5号館改修工事 【2階・学校】

○T本社建替計画 【10階・事務所】 ○立川給食センター新築工事 【2階・施設】 株式会社ナカノフドー ○関越病院増築改修工事 【4階・病院】

○YKKビル新築工事 【11階・事務所】 ○千葉市立千葉高等学校改築工事 【3階・学校】 ○聖徳大学新築工事 【14階・学校】 ○国際法務総合センター 【9階・宿舎・集会所】

○赤坂4丁目薬研坂北再開発 【20階・事務所】 ○豊洲アニヴェルセルヴィラ新築工事 【2階・結婚式場】 ○品川区西五反田2丁目計画 【14階・共同住宅】

○秋葉原ダイビル新築工事 【31階・事務所】 ○パークハウス木々津田沼前原新築工事 【9階3棟・共同住宅】 株式会社フジタ ○聖華樹保育園新築工事 【3階・保育園】

○イーストネットビル１期現状回復工事 【8階・事務所】 ○武蔵浦和駅前再開発 【31階・共同住宅】 ○大宮西口共同ビル改修工事 【7階・テナント】 ○雑司ヶ谷マンション新築工事 【14階・共同住宅】

○板橋4丁目計画 【20階・共同住宅】 ○港南2丁目プロジェクト 【30階・共同住宅】 ○司本社ビル耐震改修工事 【9階・事務所】

○市ヶ谷仲之町(Ⅱ)計画新築工事 【5階・共同住宅】 五洋建設株式会社 ○新宿山吹町マンション新築工事 【24階・共同住宅】 ○築地本願寺境内内整備並びに建物除去・新築・【寺院】

○伊藤園台東浅草ビル新築工事 【8階・倉庫/事務所/寮】 ○東大井1丁目計画新築工事 【26階・18階・共同住宅】 ○ダイヤモンドシティ立川武蔵村山新築工事 【5階・ショッピングモール】    改修及び合葬墓設置工事

○内幸町2丁目プロジェクト 【19階・事務所】 ○田町フロントビル新築工事 【9階・事務所】 ○東京大学(柏)総合研究実験棟新営 【5階・学校】

○大手町1-1計画 【20階・事務所】 佐藤工業株式会社 ○津田沼区画整理29街区プロジェクト 【24階2棟・他2棟・共同住宅】 ○東京大学（駒場）新営工事 【5階・学校】

○大手町1丁目地区再開発(B工区) 【37階・事務所】 ○越谷駅東口再開発 【29階・共同住宅】 ○津田沼区画整理31街区プロジェクト 【24階・20階2棟・17階・共同住宅】 ○東邦大学津田沼キャンパス 【5階・学校】

○オリックス秋葉原ビル新築工事 【19階・事務所/共同住宅】 ○ロイヤルパークスタワー南千住 【39階・共同住宅】 ○東洋大学改修・増築工事 【6階・大学】 ○中葛西5丁目新築工事 【15階・共同住宅】

○鹿島技研飛田給Ａ地区本館新築工事 【5階・事務所】 ○藤和東日暮里共同住宅新築工事 【28階・共同住宅】 ○名戸ヶ谷あびこ病院新築工事 【7階・病院】

○神田駿河台3丁目計画新館新築工事 【21階・事務所】 清水建設株式会社 ○西浅草3丁目計画 【37階・共同住宅】 ○日本橋小伝馬町プロジェクト 【12階・共同住宅】

○神田駿河台3丁目本館改修工事 【25階・事務所】 ○京橋相鉄フレッサイン新築工事 【15階・ホテル】 ○西新宿五丁目プロジェクト 【60階・共同住宅】 ○日本橋浜町2丁目46番計画 【10階・共同住宅】

○神田錦町3丁目共同建替計画 【17階・事務所】 ○虎ノ門2丁目計画 【13階・事務所】 ○野田物流新築工事 【3階・倉庫】 ○パールホテル茅場町内装改修工事 【10階・ホテル】

○紀尾井町計画 【33階・事務所/ホテル】 ○東神奈川病院増築工事 【7階・病院】 ○東上野4丁目計画 【18階・事務所】 ○深堀学園駅前本町22計画 【8階・学校】

○北青山テナントビル新築工事 【16階・テナント】 ○南青山6丁目計画 【8階・共同住宅】 ○本郷3丁目Ｍ新築工事 【14階・共同住宅】 ○文京区関口1丁目計画 【13階・共同住宅】

○銀座1丁目A街区テナント工事 【12階・テナント】 ○横浜野村ビル計画 【17階・事務所/店舗/駐車場】 ○三菱富ヶ谷Ｍ新築工事 【14階・共同住宅】 ○本郷地区小学校建設工事 【2階・学校】

○銀座6丁目 【13階・テナント/事務所】 ○両国・亀沢マンション 【10階・共同住宅】

○講談社目白台ビル新築工事 【11階・事務所】 西武建設株式会社 前田建設工業株式会社

○新宿6丁目N街区計画 【20階・事務所】 ○紀尾井町計画住宅棟新築工事 【24階・共同住宅・店舗】 ○昭島計画 【14階4棟・共同住宅】 三井住友建設株式会社

○創価文化センター新築工事 【6階・施設】 ○東京プリンスホテル耐震補強工事 【11階・ホテル】 ○飯田橋西口地区再開発 【40階・共同住宅】 ○臨海副都心台場新築工事 【33階2棟・共同住宅】

○田端ビル新築工事 【6階・事務所】 ○江戸川区一之江6丁目計画 【14階・共同住宅】

○東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ(1工区)建設工事 【5階・ホテル】 大成建設株式会社 ○大橋2丁目計画 【8階3棟・共同住宅】

○桐朋学園国立男子校再開発計画 【3階・学校】 ○Tantaビル 【6階・スタジオ/共同住宅/テナント】○大宮吉敷町マンション新築工事 【22階2棟・共同住宅】

○新潟日報社新社屋建設工事 【20階・事務所】 ○赤坂2丁目計画(福吉町)新築工事 【22階・事務所・共同住宅】 ○川口4丁目マンション新築工事 【29階・共同住宅】

○羽田物流ターミナル新築工事 【9階・物流棟/事務所棟】 ○グランドプリンスホテル赤坂解体工事 【40階・ホテル】 ○北品川3丁目計画 【36階・共同住宅】

○晴海2丁目第2-4街区計画 【17階・事務所】 ○住吉プロジェクト新築工事 【14階4棟・共同住宅】 ○吉祥寺御殿山計画 【4階・共同住宅】

○二子玉川東第二地区再開発 【30階・事務所】 ○東池袋3丁目住宅 【38階・共同住宅】 ○九段北プロジェクト新築工事 【6階・事務所】

○ベルビー赤坂建物耐震補強その他工事 【9階・テナント】 ○ヒューリック新宿ビル新築工事 【10階・事務所】 ○検見川浜計画 【15階・共同住宅】

○丸の内1-4計画 【27階・事務所】 ○二子玉川東地区再開発(Ⅲ街区)A棟 【27階・共同住宅】 ○東雲2丁目計画 【31階・共同住宅】

○南青山７丁目計画 【7階・共同住宅】 ○二子玉川東地区再開発(Ⅲ街区)B棟 【42階・共同住宅】 ○渋谷宇田川町ビル新築工事 【9階・テナント】

○茗荷谷駅前地区再開発 【25階・共同住宅】 ○二子玉川東地区再開発(Ⅲ街区)C棟 【27階・共同住宅】 ○石神井公園計画 【25階・共同住宅】

○立正大学付属馬込ｷｬﾝﾊﾟｽ建設計画 【6階・学校】 ○二子玉川東地区再開発(Ⅲ街区)D・E棟 【6階・共同住宅】 ○新田3丁目マンション新築工事 【14階2棟・共同住宅】

○勝どき五丁目地区第一種市街地 【53階・共同住宅/ ○港区白金6丁目計画 【30階・共同住宅】 ○高田2丁目計画新築工事 【18階2棟・他3棟・共同住宅】

　 再開発事業施設建物新築工事 　　　　　　　　　テナント/児童福祉施設】○南麻布四丁目計画 【12階・共同住宅】 ○中野3丁目計画 【29階ﾂｲﾝ・共同住宅】

○青山学院中等部校舎建替工事 【6階・学校】 ○南千住西口駅前再開発 【29階・共同住宅】 ○西葛西記念講堂新築工事 【4階・施設】

○豊洲新市場青果棟 【3階・卸売市場】 ○メルクロス本社ビル新築工事 【9階・事務所】 ○西参道プロジェクト新築工事 【24階・共同住宅】

○練馬・中村北計画 【29階・共同住宅】

木内建設株式会社 大豊建設株式会社 ○東上野平和ビル新築工事 【16階・事務所】

○江戸川区船堀3丁目計画新築工事 【13階・共同住宅/テナント】 ○新丸子東地区開発計画新築工事 【24階・2棟・共同住宅】 ○富士見1丁目計画 【23階・共同住宅】

○所沢東町マンション計画新築工事 【20階・共同住宅】 ○船堀3丁目計画 【14階・共同住宅】

○幕張ベイタウンH7街区新築工事 【14階4棟・共同住宅】

○町屋駅前南地区再開発 【28階・共同住宅】

○南麻布4丁目計画 【9階・共同住宅】

○南池袋1丁目計画 【31階・共同住宅】

○武蔵小杉計画 【53階・共同住宅】

○メトロ市川田尻店新築工事 【2階・テナント】

○横浜山の内BW棟新築工事 【38階・共同住宅】

○横浜山の内SW棟新築工事 【32階・共同住宅】

○ルフォン高輪台計画 【21階・共同住宅】

○六本木3丁目計画 【17階・共同住宅】

○西五反田三丁目計画 【25階・共同住宅】

○西日暮里プロジェクト　 【14階・共同住宅】

○東上野1-14計画 【14階・事務所】

○平野三丁目計画 【20階・共同住宅】

○木場三丁目計画 【27階・共同住宅】


