
デッキプレート･スタッドジベル施工実績表

元請 発注者 施工場所 規模(㎡) 規模(本数) 施工年月

東京駅丸の内駅舎保存・復原工事 鹿島・清水・鉄建ＪＶ 鹿島・清水・鉄建ＪＶ 東京都千代田区 22,148 H21. 8

馬橋西口ステーションビル 斉藤工業㈱ 垣見鉄工㈱ 千葉県松戸市 6,500 26,000 H21.11

㈱テイソウ千葉ハ街2号倉庫 三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ 千葉県八街市 7,818 H21.3

※
㈱東芝 府中事業所＃11号館
新築建築工事

清水建設㈱ 清水建設㈱ 東京都 15,065 H22.2

帝京大学板橋キャンパス大学棟新築
（山留め壁スタッド）

清水建設㈱ 清水建設㈱ 東京都板橋区 120,000 H22.4

馬橋西口ステーションビル新築工事
（増築部分）

斎藤工業㈱ 垣見鉄工㈱ 千葉県松戸市 1,950 7,200 H22.6

F10-プロジェクト新築工事 飛島建設㈱ 飛鳥建設㈱ 神奈川県小田原市 2,421 14,069 H22.10

那須看護専門学校新築工事
三井住友建設㈱
東京建築支店

三井住友建設㈱
東京建築支店

栃木県那須塩原 1,400 5,995 H22.11

※
鉄道情報システム㈱小山事業所新築工
事

清水建設㈱関東支店 清水建設㈱関東支店 栃木県小山市 18,458 H22.12

※ 崎川島松屋物流センター 清水建設㈱ 清水建設㈱ 埼玉県比企郡 10,776 H22.3

国立印刷局小田原工場仕上棟新築工
事

㈱大林組横浜支店 ㈱大林組横浜支店 神奈川県小田原市 6,500 13,000 H22.5

杉並区立井草中学改築建築工事
渡辺・江州・大一建設
JV

フリージアハウス㈱ 東京都杉並区 575 H22.6

日本アクセス草加MDセンター新築工事
フジタ・堀江ソーケン
建設JV

北稜建設㈱ 埼玉県草加市 3,050 H22.6

東京都民銀行新研修センター新築工事 清水建設㈱関東支店 清水建設㈱関東支店 東京都多摩市 4,652 H22.7

東京歯科大水道橋さいかち坂校舎
新築工事

清水建設㈱本社 清水建設㈱本社 東京都千代田区 2,000 H22.7

※
㈱明治茨城工場冷凍食品工場増築工
事

㈱大本組東京支店 ㈱大本組東京支店 茨城県小美玉市 3,390 H22.7

※ エフピコ関東新工場建設工事 清水建設㈱関東 清水建設㈱関東 茨城県結城郡 23,000 H22.9

小田原法務局建築工事 大旺新洋㈱ 大旺新洋㈱ 神奈川県中郡 2,000 H22.9

相澤病院サービス付高齢者向け住宅
新築工事

清水建設㈱関東 清水建設㈱関東 長野県松本市 1,700 H22.10

カインズ太田海外流通センター新築工
事

清水建設㈱関東 清水建設㈱関東 群馬県太田市 21,795 H22.11

ヤマゼンコミュニケイションズ㈱
IP本社ビル及び工場棟新築工事

清水建設㈱関東 清水建設㈱関東 栃木県宇都宮市 1,615 H22.11

相澤病院S棟増改築工事 清水建設㈱関東 清水建設㈱関東 長野県松本市 198 H24.2

社会福祉法人あかぎ万葉保育園
併設型特別養護老人ホーム新築工事

西松建設㈱ 北稜建設㈱ 千葉県流山市 3,200 H24.2

※ ハリマ甲府物流センター 清水建設㈱関東 清水建設㈱関東 山梨県甲府市 7,404 36,289 H24.3

京浜島丸運倉庫 清水建設㈱関東 清水建設㈱関東 東京都大田区 57,663 H24.3

中央労金アルプス支店新築工事 清水建設㈱関東 清水建設㈱関東 山梨県南アルプス市 493 1,979 H24．4

東京歯科大水道橋新館校舎新築工事 清水建設㈱本社 清水建設㈱本社 東京都千代田区 6,924 H24.5

東京医科歯科大学湯島団地
歩行者用デッキ取設工事

安藤建設㈱ 東栄鉄工㈱ 東京都文京区 1,358 4,162 H24.5

ロイヤル千葉グリーンホーム 関東建設工業㈱ 関東建設工業㈱ 千葉県 5,100 H24.5

センター北駅前商業施設新築工事 馬淵建設㈱本社 馬淵建設㈱本社 神奈川県横浜市 1,800 H24.6

新田学園第二倉庫 ㈱内藤ハウス 北稜建設㈱ 東京都足立区 680 H24.6

軽井沢早大セミナーハウス
耐震に伴う建替工事

清水建設㈱関東支店 清水建設㈱関東支店 長野県北佐久軽井沢 510 2,080 H24.7

※
山手冷蔵㈱川崎ロジスティックセンター
新築工事

東亜建設工業㈱ 東亜建設工業㈱ 神奈川県川崎市 19,636 10,933 H24.7

※
㈱ニチレイ・ロジスティックス関東
東扇島物流センターⅡ期計画新築工事

東亜建設工業㈱ 東亜建設工業㈱ 神奈川県川崎市 34,384 H24.8

※ TBC埼玉新築工事 清水建設㈱ 清水建設㈱ 埼玉県久喜市 18,950 H24.8

現場名

公　…　公共機関発注物件を示す
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埼玉トヨタ自動車株式会社社屋新築工
事

清水建設㈱関東支店 清水建設㈱関東支店 埼玉県さいたま市 3,481 H24.9

※
佐久総合病院佐久医療センター新築工
事

清水建設㈱関東支店 清水建設㈱関東支店 長野県佐久市 22,000 H24.9

※ 岩槻ロジスティックセンター新築工事 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 埼玉県春日部市 21,256 96,266 H24.9

東京トヨタ自動車㈱高井戸店新築工事 トヨタT＆S建設㈱ トヨタT＆S建設㈱ 東京都杉並区 1,148 6,538 H24.10

さくら学園保育園増築工事 清水建設㈱関東支店 清水建設㈱関東支店 茨城市つくば市 1,350 4,376 H24.10

※
日本ケミコン㈱高萩工場研究棟施設工
事

清水建設㈱関東支店 清水建設㈱関東支店 茨城県高萩市 2,890 H24.11

※ プロロジスパーク習志野4プロジェクト 清水建設千葉支店 清水建設千葉支店 千葉県習志野市 40,830 185,743 H24.12

赤羽リハビリテーション ㈱ナカノフドー建設 ㈱ナカノフドー建設 東京都板橋区 1,160 6,140 Ｈ25.2

※ ホウスイ市川物流センター 東亜建設工業㈱ 東亜建設工業㈱ 千葉県市川市 16,844 14,543 Ｈ25.2

TQ-1DP裏倉庫　増築工事 三光建設㈱ 綿半テクノス㈱ 埼玉県川越市 1,300 H25.2

※ 神奈川工科大学　新講義棟新築工事
小島組・大本組建設
共同企業体

小島組・大本組建設共
同企業体

神奈川県厚木市 8,150 Ｈ25.3

※
㈱マルハニチロ物流川崎第3センター
建設工事

東亜建設工業㈱ 東亜建設工業㈱ 神奈川県川崎市 19,849 9,764 Ｈ25.3

※ 味の素物流㈱仙台低温物流センター 東亜建設工業㈱ 東亜建設工業㈱ 宮城県仙台市 4,668 Ｈ25.5

ｺﾆｶミノルタＫＳ-1工場建設工事 清水建設㈱ 清水建設㈱関東支店 山梨県中央市 4,105 17,129 Ｈ25.6

※ プロロジス川島2プロジェクト 西松建設㈱ 西松建設㈱ 埼玉県比企郡川島町 30,080 Ｈ25.7

ツルヤ山形店新築工事 清水建設㈱ 清水建設㈱関東支店
長野県東筑摩郡山形
村

206 960 Ｈ25.7

東京インテリア松本店新築工事 清水建設㈱ 清水建設㈱関東支店 長野県松本市 359 Ｈ25.10

総合守谷第一病院設備計画 清水建設㈱ 清水建設㈱関東支店 茨城県守谷市 199 832 Ｈ25.10

※
アステラス製薬高萩事業所新厚生棟
新築工事

清水建設㈱ 清水建設㈱関東支店 茨城県高萩市 2,764 Ｈ25.11

※ 富士工業部品センター建設工事 清水建設㈱関東支店 清水建設㈱関東支店 群馬県太田市 4,988 Ｈ26.1

八十二銀行新岡谷支店新築工事 清水建設㈱関東支店 清水建設㈱関東支店 長野県岡谷市 1,194 Ｈ26.2

武蔵浦和駅第3街区第1種市街地
再開発新築工事

清水建設㈱関東支店 清水建設㈱関東支店 埼玉県さいたま市 13,012 Ｈ26.2

※ 岡田商事㈱神戸物流センター ㈱大本組 ㈱大本組 兵庫県神戸市 5,672 Ｈ26.2

ＪＭエナジー㈱工場棟増設工事 清水建設㈱関東支店 清水建設㈱関東支店 山梨県北杜市 4,269 Ｈ26.5

※ 太田胃散新工場建設工事 清水建設㈱関東支店 清水建設㈱関東支店 茨城県牛久市 8,260 Ｈ26.5

※
ＴＩＦロジスティクス千葉配送センター
新築工事

㈱大本組 ㈱大本組 千葉県千葉市 6,529 23,710 Ｈ26.5

タキイ種苗㈱関東支店新築工事 奥村組 奥村組 茨城県つくば市 4,722 7,088 Ｈ26.5

※ 第一倉庫冷蔵㈱岩槻物流センター 東亜建設工業㈱ 東亜建設工業㈱ 埼玉県さいたま市 22,572 Ｈ26.6

※ 扶桑薬品工業新築工事Ⅰ期 清水建設㈱関東支店 清水建設㈱関東支店 茨城県高萩市 3,000 Ｈ26.7

山梨積水工場増築 清水建設㈱関東支店 清水建設㈱関東支店 山梨県甲府市 4,200 Ｈ26.7

富士電機松本工場本館建設 清水建設㈱関東支店 清水建設㈱関東支店 長野県松本市 11,000 Ｈ26.8

利根中央病院移転新築工事 清水建設㈱関東支店 清水建設㈱関東支店 群馬県沼田町 651 Ｈ26.9

プロロジスパーク吉見プロジェクト(１Ｆ床） 清水建設㈱関東支店 清水建設㈱関東支店 埼玉県比企郡吉見町 11,824 Ｈ26.10

※ 栃木花王第4仕上工場 清水建設㈱関東支店 清水建設㈱関東支店 栃木県芳賀郡市 19,416 64,863 Ｈ26.10

井関農機㈱夢プロ建設計画 清水建設㈱関東支店 清水建設㈱関東支店 茨城県つくば市 222 1,203 Ｈ26.10
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スズキ自販東京足立加平店新築工事 吉川建設㈱ 吉川建設㈱東京支店 東京都足立区 4,900 Ｈ26.11

※ プロロジスパーク吉見地上 清水建設㈱関東支店 清水建設㈱関東支店 埼玉県比企郡吉見町 27,891 H26.12

狭山市立堀兼学校給食センター
更新事業建設工事

（株）奥村組 （株）奥村組 埼玉県狭山市 742 H27.2

日高精機㈱管理棟増改修工事 清水建設㈱ 清水建設㈱ 長野県上田市 530 1,974 H27.3

井関農機㈱夢プロ建設計画（展示棟） 清水建設㈱ 清水建設㈱ 茨城県つくばみらい市 1,145 5,954 H27.3

西本館建替工事 清水建設㈱ 清水建設㈱ 群馬県太田市 17,114 H27.4

飯山ぷらざ建設工事 清水建設㈱関東支店 清水建設㈱関東支店 長野県飯山市 2,113 H27.4

※ ＭＢＬプロジェクト 清水建設㈱関東支店 清水建設㈱関東支店 長野県伊那市 2,172 H27.4

※
富士通館林システムセンター新棟（Ｃ棟）
建設工事

清水建設㈱関東支店 清水建設㈱関東支店 群馬県館林市 34,340 H27.5

イワタボルト本社ビル新築工事 ㈱奥村組東日本支店 ㈱奥村組 東京都品川区 3,508 16,586 H27.7

※ メープル守谷センター3号増設工事 ㈱奥村組 ㈱奥村組 茨城県守谷市 5,577 17,742 H27.7

ららぽーと平塚新築工事 三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ 神奈川県平塚市 32,989 126,258 H27.7

日本フェンオール㈱長野工場厚生棟
新築工事

清水建設㈱ 清水建設㈱ 長野県安曇野市 773 H27.9

オリエンタルモーター信頼性試験棟
新築工事

清水建設㈱ 清水建設㈱ 茨城県つくば市 515 1,378 H27.10

東京デリカフーズ㈱西東京SFセンター
新築工事

中央設備エンジニアリ
ング㈱

中央設備エンジニアリ
ング㈱

東京都明島市 1,950 H27.10

アルファクラブ武蔵野
ふじみ野葬斎センター新築工事

大末建設㈱ 大末建設㈱ 埼玉県ふじみ野市 1,173 H27.10

※
東京ビックサイト東側仮設展示場建設事
業

清水建設㈱本社 清水建設㈱本社 東京都江東区 3,084 19,071 H28.1

藤島田町ビル新築工事 佐藤工業㈱ 佐藤工業㈱ 東京都港区 1,820 H28.2

スズキ自販湘南アリーナ湘南やまと
新拠点新築工事

吉川建設㈱東京支店 吉川建設㈱東京支店 神奈川県大和市 1,100 H28.2

※ 杉並清掃工場建替工事 ㈱奥村組 ㈱奥村組 東京都杉並区 22,247 100,513 H28.2

シチズン時計マニュファクチャリング㈱
ミヨタ佐久工場新築工事

清水建設㈱ 清水建設㈱ 長野県佐久市 4,953 H28.2

太田富士重工部品センター建設工事 清水建設㈱ 清水建設㈱ 群馬県太田市 1,885 7,058 H28.2

※
日信工業㈱上田工場北側工場(新B棟)
建築工事1期

清水建設㈱ 清水建設㈱ 長野県上田市 940 3,229 H28.2

六本木7丁目計画新築工事 ㈱フジタ東京 ㈱フジタ東京 東京都港区 10,202 59,301 H28.4

土浦駅北地区第1種再開発事業施設
建築物新築工事

清水建設㈱ 清水建設㈱ 茨城県土浦市 11,277 H28.5

公 埼玉県神社庁新庁舎新築工事 清水建設㈱ 清水建設㈱ 埼玉県さいたま市 222 H28.5

※ 吉川中村病院建替 清水建設㈱ 清水建設㈱ 埼玉県吉川市 5,325 H28.6

※
一宮運輸㈱関東支社物流センター
千葉倉庫増築工事

㈱一宮工務店 ㈱一宮工務店 千葉県市原市 4,488 23,838 H28.8

昭和郷高齢者複合施設建設工事 関東建工㈱ ㈱山浦建工 東京都昭和島市 988 H28.8

ベル・ジャルダン新築工事 大末建設㈱ 大末建設㈱ 茨城県守谷市 1,224 H28.9

アルファクラブ武蔵野
三芳葬斎センター新築工事

大末建設㈱ 大末建設㈱ 埼玉県入間市 2,343 H28.9

社会福祉法人ひらく会
障害福祉サービス事業所みんと新築工
事

㈱田中工務店 コンドーテック㈱ 埼玉県川口市 945 H28.9

天恵製菓㈱第5工場新築工事 清水建設㈱ 清水建設㈱ 長野県下伊那郡 5,307 23,248 H28.10

※ 上田オートリブ日信工業2期工事 清水建設㈱ 清水建設㈱ 長野県上田市 2,249 8,551 H28.10

港北区大豆戸町計画 東洋建設㈱ 東洋建設㈱ 神奈川県横浜市 2,500 H28.10

公　…　公共機関発注物件を示す
※　…　鉄筋付デッキ 関東地区(3/4)



デッキプレート･スタッドジベル施工実績表

元請 発注者 施工場所 規模(㎡) 規模(本数) 施工年月現場名

中落合二丁目計画 共成建設㈱ 共成建設㈱ 東京都新宿区 99 H28.10

八重洲工業㈱社屋増改築
及び耐震補強工事

㈱ピーエス三菱 練馬建設㈱ 東京都立川市 30 H28.11

※ 大田区平和島3丁目計画新築工事 大末建設㈱ 大末建設㈱ 東京都大田区 7,000 39,000 H28.12

菅原町テナントビル新築工事 川木建設㈱ 川木建設㈱ 埼玉県川越市 88 H28.12

天恵製菓㈱第5工場新築工事渡り廊下 清水建設㈱ 清水建設㈱ 長野県下伊那郡 370 3,342 H28.12

特別養護老人ホームひろせの杜
新築工事

鈴与建設㈱ 鈴与建設㈱ 埼玉県狭山市 6,250 16,800 H29.1

※ 日東電工深谷工場新築工事 吉川建設㈱ 吉川建設㈱ 埼玉県深谷市 3,480 12,454 H29.1

八洲測器工場兼事務所新築工事 丸和工業㈱ 丸和工業㈱ 埼玉県戸田市 52 H29.3

さがみ典礼守谷ホール新築工事 大末建設㈱ 大末建設㈱ 茨城県守谷市 540 H29.4

中央区晴海3丁目C2計画 三井住友建設㈱ 米澤興業㈱ 東京区中央区 200 H29.4

寿倉庫 増築計画 丸和工業㈱ 丸和工業㈱ 埼玉県久喜市 1,410 H29.4

三ノ輪マンション新築工事 ㈱石井工務店 ㈱石井工務店 東京都台東区 72 H29.4

曽根崎2丁目計画　新築工事 大栄建設㈱ ㈱IMAZUMI 大阪府大阪市 5,598 H29.5

日野自動車㈱川口支店新築工事 トヨタT&S建設㈱ トヨタT＆S建設㈱ 埼玉県川口市 4,725 42,957 H29.5

※ JFE物流㈱浮島倉庫建設工事 東亜建設工業㈱ 東亜建設工業㈱ 長野県東御市 8,315 1,246 H29.6

※
UI春日部ロジスティクスセンター
新築工事

東亜建設工業㈱ 東亜建設工業㈱ 埼玉県春日部市 20,323 48,753 H29.6

パークナード三田4丁目新築工事 ㈱松村組東京支店 ㈱松村組東京支店 東京都港区 24 H29.6

信濃毎日新聞社松本本社新築工事 北野建設㈱ 北野建設㈱ 長野県松本市 6,817 36,479 H29.7

長野広域連合A焼却施設建設工事 北野建設㈱ 北野建設㈱ 長野県長野市 14,257 61,844 H29.8

竹芝地区開発計画 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 東京都港区 71,000 H29.8

公　…　公共機関発注物件を示す
※　…　鉄筋付デッキ 関東地区(4/4)


