
2021年度

工事名称 所在地 用途 規格

コストコホールセール熊本倉庫店 熊本県益城郡 物販

オラスタ横浜長者町ビル 神奈川県横浜市 物販・老人ホーム　他

Landport越谷 埼玉県越谷市 物流倉庫

東芝横浜事業所 神奈川県横浜市 工場

ブランズタワー大船 神奈川県横浜市 共同住宅

UDトラックス鹿島カスタマーセンター 茨城県神栖市 事務所

サニーライフ鎌倉玉縄 神奈川県鎌倉市 老人ホーム

ホウエイコート秋葉原 東京都台東区 共同住宅

プレシス横浜紅葉坂Ⅱ 神奈川県横浜市 共同住宅

2020年度

工事名称 所在地 用途 規格

ザ・タワー横浜北仲 神奈川県横浜市 共同住宅　他

都立南花畑学園特別支援学校 東京都足立区 学校

ウィズ原宿 東京都渋谷区 物販・共同住宅　他

ザ・カハラホテル＆リゾート横浜 神奈川県横浜市 ホテル

オリンピックアクアティクスセンター 東京都江東区 競技場

東京国際空港第2ターミナル国際線 東京都大田区 空港

コストコホールセール木更津倉庫店 千葉県木更津市 物販



2019年度

工事名称 所在地 用途 規格

ブリリアタワー上野池之端 東京都台東区 共同住宅　他

パークシティ武蔵小山　ザ　タワー 東京都品川区 共同住宅　他

シティタワー大井町 東京都品川区 共同住宅　他

ESR市川ディストリビューションセンター 千葉県市川市 倉庫

有明体操競技場 東京都江東区 競技場

レム東京京橋 東京都中央区 ホテル

特別養護老人ホーム　山河 東京都杉並区 老人ホーム

NFPA物件 東京都

2018年度

工事名称 所在地 用途 規格

東急ステイ高輪 東京都港区 ホテル

港区立港郷土資料館 東京都港区 博物館

星野リゾートOMO5東京大塚 東京都豊島区 ホテル

渋谷ストリーム 東京都渋谷区 物販　他

中村屋　武蔵工場 埼玉県入間市 工場

羽沢の家　二番館 埼玉県入間市 老人ホーム

ミモザ板橋けやき苑 東京都板橋区 老人ホーム



2017年度

工事名称 所在地 用途 規格

相鉄フレッサイン東京六本木 東京都港区 ホテル

小田急線複々線化事業 東京都世田谷区 駅

千葉駅改良・駅ビル建替工事 千葉県千葉市 物販

秋山脳神経外科・内科病院新築工事 神奈川県横浜市 病院

OCS東京ロジスティックセンター 東京都江東区 倉庫

東京大学文系総合研究棟 東京都文京区 学校

2016年度

工事名称 所在地 用途 規格

YAMATO文化森 神奈川県大和市 複合施設

日比谷パークフロント 東京都千代田区 事務所

諏訪中央病院 長野県 病院

ららぽーと立川立飛 東京都立川市 物販

三井不動産ロジスティクスパーク船橋 千葉県船橋市 倉庫

女神の森セントラルガーデン森羅メインホール山梨県 劇場

特別養護老人ホーム赤羽北さくら荘 東京都北区 老人ホーム

IHIステージアラウンド東京 東京都江東区 劇場

昭和女子大学9号館 東京都世田谷区 学校

パークタワー新川崎 神奈川県川崎市 共同住宅



2015年度

工事名称 所在地 用途 規格

コストコホールセール富谷倉庫店 宮城県黒川郡 物販

川崎競輪場メインスタンド 神奈川県川崎市 競技場

フォレセーヌ赤坂檜坂 東京都港区 共同住宅

コストコホールセール射水倉庫店 富山県射水市 物販

イオンタウン成田 千葉県成田市 物販

座間総合病院 神奈川県海老名市 病院

東京楽天地浅草ビル 東京都台東区 ホテル　物販　他

シティタワー金町 東京都葛飾区 共同住宅

NFPA物件 神奈川県横須賀市　他 倉庫　他

2014年度

工事名称 所在地 用途 規格

Tomihisa Cross 東京都新宿区 共同住宅

クラッシィタワー東中野 東京都中野区 共同住宅

THE GRAND MILLENNIA TOWER&SUITE 東京都豊島区 共同住宅

SKY TIARA Residence in Forest 東京都板橋区 共同住宅

成田国際空港ＬＣＣターミナル 千葉県成田市 空港

ららぽーと富士見 埼玉県富士見市 物販

エフピコ八王子 東京都八王子市 物流倉庫

よこはま多世代・地域交流型住宅 神奈川県鶴見区 多世代交流型住宅



2013年度

工事名称 所在地 用途 規格

埼玉メディカルセンター 埼玉県さいたま市 病院

グランスイート麻布台タワー 東京都港区 共同住宅

秋葉原ラジオ会館 東京都千代田区 物販

アニヴェルセルみなとみらい横浜 神奈川県横浜市 ブライダル施設

愛育病院 東京都港区 病院

田島養護学校小中学校増築 神奈川県川崎市 養護学校

東京国際空港国際線ターミナル 東京都大田区 空港

イオンモール幕張新都心 千葉県千葉市 物販

KIRARITO　GINZA 東京都中央区 物販

コストコホールセールひたちなか倉庫店 茨城県ひたちなか市 物販

NFPA物件 神奈川県横須賀市　他 倉庫　他

2012年度

工事名称 所在地 用途 規格

コストコホールセール千葉ニュータウン倉庫店 千葉県印西市 物販

コストコホールセールつくば倉庫店 茨城県つくば市 物販

大手町タワー 東京都千代田区 事務所

ラゾーナ川崎東芝ビル 神奈川県川崎市 事務所

佐川急便（株）新東京支店 東京都江東区 倉庫　事務所

下北沢駅地下化 東京都世田谷区 駅

老人ホーム 東京都板橋区　他 老人ホーム

NFPA物件 神奈川県横須賀市　他 倉庫　他



2011年度

工事名称 所在地 用途 規格

カインズ本社ビル 埼玉県本庄市 事務所

立教学院/立教大学複合棟 東京都豊島区 学校

業平橋押上地区街区開発東街区 東京都墨田区 事務所

東京国際空港国際線地区旅客ターミナル 東京都大田区 空港

ヨドバシカメラ仙台第2ビル 宮城県仙台市 物販

メディセオ南東京ALC 神奈川県川崎市 物流倉庫

川中島小学校冷暖その他設備改修 神奈川県川崎市 学校

杏林大学医学部付属病院 東京都三鷹市 病院

サンシティ吉祥寺 東京都三鷹市 老人ホーム

川崎ゲートタワー 神奈川県川崎市 共同住宅

グループホーム 東京都板橋区　他 グループホーム

NFPA物件 神奈川県厚木市　他 宿舎　他

2010年度

工事名称 所在地 用途 規格

凸版印刷㈱深谷工場増築 埼玉県深谷市 工場

Brillia Mare 有明 TOWER&GARDEN 東京都江東区 共同住宅

リコーテクノロジーセンター 神奈川県海老名市 事務所

東高津小学校改築冷暖房その他工事 神奈川県川崎市 学校

グループホーム 東京都大田区　他 グループホーム


