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取手ｽｰﾊﾟｰ銭湯極楽湯 ㈱さとうﾍﾞﾈｯｸ ㈱相模 茨城県取手市 310 H11.8

ｺﾝﾋﾞ㈱筑波ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 茨城県筑波郡 3,400 H12.4

ﾊﾟｰﾗｰMGM ﾌｼﾞｯｸｽ建設㈱ ﾌｼﾞｯｸｽ建設㈱ 茨城県つくば市 700 H12.6

* モリ工業㈱水海道工場 ㈱錢高組 ㈱錢高組 茨城県水海道市 1,400 H12.7

ﾊﾄﾘﾋﾞﾙ ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 茨城県土浦市 500 H12.7

* ﾋﾞｯｸﾞﾏｰﾁつくば 栗本建設工業㈱ ㈱森鋼 茨城県つくば市 1,830 H13.6

* 栗本鉄工所 栗本建設工業㈱ ㈱森鋼 茨城県猿島郡 4,180 H13.7

* ﾓﾘ工業㈱小絹工場 ㈱銭高組 ㈱森鋼 茨城県筑波郡 1,260 H13.9

* 平成ﾎﾟﾘﾏｰ 昭和設備ｻｰﾋﾞｽ㈱ ㈱森鋼 茨城県筑波郡 210 H14.6

* 関東ハブセンター 安藤建設㈱ ㈱森鋼 茨城県結城郡 8,000 H14.10

* ﾗｲﾌﾗﾝﾄﾞ土浦 戸田建設㈱ ㈱森鋼 茨城県土浦市 200 H14.10

* ㈱栗本鐵工所古河工場 栗本建設工業㈱ ㈱森鋼 茨城県猿島郡 1,200 H15.1

* ＡＭＺ土浦 総合ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ建設㈱ ㈱森鋼 茨城県土浦市 800 H15.2

* 上野工業古河工場 栗本建設工業㈱ ㈱森鋼 茨城県猿島郡 180 H15.9

* 吉田石油様店舗 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 茨城県土浦市 600 H16.1

* 西松屋ﾁｪｰﾝ守谷店 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 茨城県守谷市 190 H16.2

* ｳｪﾝﾃﾞｨｰｽﾞつくば 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 茨城県つくば市 130 H16.2

* ｽ-ﾊﾟｰｵｰﾄﾊﾞｯｸｽ土浦店 ｺｰﾅﾝ建設㈱ ㈱森鋼 茨城県土浦市 930 H16.5

* 西松屋ﾁｪｰﾝ龍ｹ崎店 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 茨城県龍ｹ崎市 200 H17.1

* ｲｵﾝ内原ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ㈱福田組 ㈱森鋼 茨城県水戸市 13,800 H17.5

* モリ工業㈱小絹工場 ㈱錢高組 ㈱森鋼 茨城県筑波郡 1,000 H17.8

* ｶﾞﾘﾊﾞｰ龍ｹ崎店新築 日本建設㈱ 日本建設㈱ 茨城県龍ｹ崎市 260 H17.10

* ｶｽﾐみらい平駅前店 吉田建設㈱ ㈲村上ﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ 茨城県筑波郡 1,900 H17.12

* ﾋﾞｯｸﾏｰﾁひたちなか田彦店 栗本建設工業㈱ ㈱森鋼
茨城県ひたちなか
市

800 H17.12

* 水戸駅前104駐車場 総合ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ建設㈱ ㈱森鋼 茨城県水戸市 860 H18.2

* 野村鋼機㈱茨城支店第2倉庫 ㈱淺沼組 ㈱森鋼 茨城県稲敷市 900 H18.6

* フーデリア 鹿島道路㈱ ㈱森鋼 茨城県神栖市 1,260 H18.8

* 羽原ビレッジ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 茨城県竜ｹ崎市 1,000 H18.9

* 日本通運守谷物流ｾﾝﾀｰ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 茨城県常総市 3,200 H18.11

* 茨城ﾘｺｰ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 茨城県水戸市 370 H18.11

* 中国木材 五洋建設㈱ ㈱森鋼 茨城県神栖市 8,100 H18.12

* PEPSI倉庫 ㈲松倉技研 ㈱村上ハンドリング 茨城県つくば市 200 H19.1

* ㈱東洋本社工場増築 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 茨城県つくば市 300 H19.1

* PEPSI倉庫 ㈲松倉技研 ㈱村上ハンドリング 茨城県つくば市 200 H19.1

* かましん下館店 東武建設㈱ ㈱村上ハンドリング 茨城県筑西市 2,800 H19.2

* ｴﾌﾋﾟｺ関東新倉庫 安藤建設㈱ ㈱森鋼
茨城県結城郡家八
千代市

4,300 H19.3
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* サーモエナー 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼
茨城県稲敷郡阿見
町

1,760 H19.3

* 物流基地利用計画 ㈱森鋼 茨城県神栖市 1,100 H19.4

* (仮称）㈱スミハツＬ２工場増設計画 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 茨城県桜川市 400 H19.6

* ㈱きもと茨城工場仕上棟 鹿島建設㈱ ㈱村上ハンドリング 茨城県古河市 600 H19.7

* 共同印刷㈱五霞工場１号館 清水建設㈱ ㈱森鋼 茨城県猿島郡 430 H19.9

* (仮称)ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ笠間Ｃ棟 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼
茨城県猿島郡笠間
市

800 H19.9

*
鈴江ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱鹿島支店神の池営
業所新倉庫

川田工業㈱ ㈱森鋼 茨城県神栖市 370 H19.9

* ｽｰﾄﾏﾝﾌﾟﾗﾝﾄ
三菱化学ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
㈱

㈱森鋼 茨城県神栖市 380 H19.9

*
平河ﾋｭｰﾃｯｸ㈱古河事業所再構築計
画

㈱森鋼 茨城県古河市 2,000 H19.10

* つくば研究学園 ㈱森鋼 茨城県つくば市 4,000 H19.10

* 日立建機常陸㈱(仮称)那珂臨港工場 清水建設㈱ ㈱森鋼
茨城県ひたちなか
市

2,500 H19.10

* ㈲宮田興業様貸店舗 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 茨城県水戸市 480 H19.10

* ﾎﾟﾚｽﾀｰ鹿島町弐,参番館 清水建設㈱ ㈱森鋼 茨城県日立市 2,100 H19.11

* (仮称)つくば建物 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 茨城県つくば市 150 H19.11

* (仮称)住友林業ｸﾚｽﾄ㈱鹿嶋事業所 川田工業㈱ ㈱森鋼 茨城県鹿嶋市 1,000 H19.11

* (仮称)ｱｸﾛｽｶﾞｰﾃﾞﾝ筑西複合店舗 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 茨城県筑西市 500 H19.12

* (仮称）つくばｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 清水建設㈱ ㈱森鋼 茨城県つくば市 2,900 H20.1

* 青野産業㈱常陸那珂定温倉庫 川田工業㈱ ㈱森鋼
茨城県那珂郡東海
村

1,550 H20.4

* (仮称)ｲｵﾝ下妻ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ㈱福田組 ㈱森鋼 茨城県下妻市 6,500 H20.5

* 小沼様貸し店舗 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 茨城県水戸市 360 H20.5

* 西尾ﾚﾝﾄｵｰﾙ㈱鹿嶋出張所 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 茨城県神栖市 200 H20.5

* イオン下妻ＳＣ本棟改修工事 ㈱福田組 ㈱森鋼 茨城県下妻市 1,700 H20.6

* (仮称）ﾂﾙﾊﾄﾞﾗｯｸﾞ水戸元吉田南店 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 茨城県水戸市 400 H20.7

* 東邦化学工業㈱鹿島工場第一工事 鹿島建設㈱ 岩野物産㈱ 茨城県神栖市 500 H20.10

*
ヤマトロジスティクス㈱茨城メンテナンス
センター

大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 茨城県土浦市 2,000 H20.10

* ＴＸ万博記念公園ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 安藤建設㈱ 岩野物産㈱ 茨城県つくば市 700 H20.11

* ニチアスビルテック㈱第5 高正建設 ㈱森鋼 茨城県下妻 410 H20.11

* 青野産業㈱柳川倉庫 川田工業㈱ ㈱森鋼 茨城県神栖市 2,800 H21.1

アワーズもりや新築工事 ㈱近藤組 昭立産業㈱ 茨城県守谷市 900 H21.4

* クリエイト　エス・ディー古河下辺見店 ㈱アート住建 ㈱森鋼 茨城県古河市 500 H21.5

* 小林様貸し店舗 大和ハウス工業㈱ ㈱村上ハンドリング 茨城県つくば市 150 H21.5

* 久松様貸し店舗新築 大和ハウス工業㈱ ㈱村上ハンドリング 茨城県つくば市 60 H21.6

* タイヤ館 ㈱村上ハンドリング 茨城県つくば市 150 H21.8

* 茨城ダイハツ㈱つくば研究学園 大和ハウス工業㈱ ㈱村上ハンドリング 茨城県つくば市 350 H21.9

潮来物産清水食品工場増築工事 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 茨城県稲敷市 1,000 H22.5

* 高野様共同住宅新築工事 大和ハウス工業㈱ ㈱村上ハンドリング 茨城県つくば市 428 H22.7
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*
ドラッグてらしま土浦市下高津店新築
工事

大和ハウス工業㈱ ㈱村上ハンドリング 茨城県土浦市 420 H22.8

* ケアステーション藤が原新築工事 鹿島建設㈱ ㈱村上ハンドリング 茨城県水戸市 850 H22.12

つくば総合研究棟 清水建設㈱ ヘライ建設㈱ 茨城県つくば市 1,500 H23.1

東京エレクトロンテクノロジーセンター
つくば新築工事

清水建設㈱ 清水建設㈱ 茨城県つくば市 6,200 H23.9

日立AEパワーシステムズ第電力試験
所計画

清水建設㈱ 清水建設㈱ 茨城県日立市 600 H23.10

㈱佐々木鋳工所　金砂郷工場新築工
事

清水建設㈱ 清水建設㈱ 茨城県常陸太田市 2,500 H23.11

三洋化成工業㈱鹿島工場新製造事務
所建設工事

大日本土木㈱ 北稜建設㈱ 茨城県神栖市 600 H23.11

富山薬品工業㈱鹿島新工場建設工事 ㈱福田組 ㈱福田組 茨城県神栖市 1,600 H23.12

ケーズデンキ桜川店新築工事 石川建設㈱ 石川建設㈱ 茨城県桜川市 2,400 H24.1

*
ホクエツ関東結城工場第二期新築工
事

鹿島建設㈱ 村上ハンドリング 茨城県結城市 2,000 H24.1

ホンダグロス茨城センター 福田組東京本店 福田組東京本店 茨城郡東茨城郡 600 H24.3

*
㈱日立情報制御ソリューションズ設計
棟新築工事

鹿島建設㈱ 村上ハンドリング 茨城県日立市 1,476 H24.4

日立化成工業山崎本館新築工事 清水建設㈱関東支店 清水建設㈱関東 茨城県日立市 1,500 H24.4

日立建機株式会社　常陸那珂臨港工
場

清水建設㈱関東支店 ヘライ建設㈱
茨城県ひたちなか
市

5,000 Ｈ24.6

* 乙戸店舗新築工事 黒川建設㈱ ㈱村上ハンドリング 茨城県土浦市 2,300 H24.8

* 筑波大学南棟（バスケット場）新築工事 鹿島建設㈱ 村上ハンドリング 茨城県つくば市 5,000 H24.9

㈱オートウェイ茨城倉庫新築工事 日本道路㈱ ヘライ建設㈱ 茨城県下妻市 2,000 H24.9

* ツムラ石岡センター生薬棟建設工事 鹿島建設㈱ 村上ハンドリング 茨城県石岡市 2,000 H24.10

* ㈱全農ＱＰｴｯｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ 鹿島建設㈱ 村上ハンドリング 茨城県五霞町 4,000 H24.10

日本ケミコン㈱高萩工場研究棟建設工
事

清水建設㈱関東支店 清水建設㈱関東 茨城県高萩市 723 H24.10

* 茨城ﾀﾞｲﾊﾂ販売㈱神栖店新築工事 大和ハウス工業㈱ ㈱村上ハンドリング 茨城県神栖市 500 Ｈ24.12

富山薬品工業㈱鹿島新工場建設工事 ㈱福田組 ㈱福田組 茨城県神栖市 1,500 H24.12

*
ｼﾞｮｲﾌﾙ本田古河店立体駐車場新築工
事

山中建設 村上ハンドリング 茨城県古河市 350 Ｈ25.3

*
医療法人昴仁会ハタミクリニック介護施
設

大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 茨城県鉾田市 670 Ｈ25.5

* ㈱渡辺商店事務所棟新築工事 石島建設㈱ 村上ハンドリング 茨城県結城市 99 Ｈ25.5

ホンダカーズ茨城勝田店建替え工事 日本建設㈱東京支店
日本建設㈱東京支
店

茨城県ひたちなか
市

1,600 Ｈ25.7

* フジシール筑波工場ＰＳ倉庫新築工事 石島建設㈱ 村上ハンドリング
茨城県稲敷郡阿見
町

350 Ｈ25.6

㈱日立物流つくば物流センター建設計
画

鹿島建設㈱ 栃木エコ 茨城県つくば市 9,000 Ｈ25.8

* ヤックスつくばみどりの店新築工事 大和ハウス工業㈱ ㈱村上ハンドリング 茨城県つくば市 303 Ｈ25.8

大和ハウス竜ケ崎
大和小田急建設株式会
社

大和小田急建設株
式会社

茨城県竜ケ崎市 4,188 Ｈ25.8

* 環境保算事業㈱石岡工場新築工事 環境保全事業㈱ 村上ハンドリング 茨城県石岡市 1,197 Ｈ25.9

アステラス製薬高萩事業場厚生棟新築
工事

清水建設㈱ 清水建設㈱ 茨城県高萩市 1,097 Ｈ25.11

* マルハン赤塚（店舗+Ｐ棟） 庄南ラス 茨城県水戸市 3,061 Ｈ25.11

* スタート㈱社員寮 石島建設㈱ ㈱村上ハンドリング 茨城県結城市 329 Ｈ26.1

プロロジスパーク常総新築工事 西松建設㈱ 昭立産業㈱ 茨城県常総市 10,000 Ｈ26.2

阿見翔裕園増築工事 石川建設㈱ 石川建設㈱
茨城県伊那敷群阿
見町

640 Ｈ26.2
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* 土浦協同病院（耐圧盤 鹿島建設㈱ ㈱村上ハンドリング 茨城県土浦市 414 H26.4

* 石島建設本社ビル ㈱村上ハンドリング 茨城県結城市 500 H26.4

* ハウステック結城工場 鹿島建設㈱ ㈱村上ハンドリング 茨城県筑西市 600 H26.6

* ㈲茨城食品ガーリック工場新築工事 ㈱石島建設 ㈱村上ハンドリング 茨城県 3,000 Ｈ26.6

タカラスタンダードつくば営業所
大和ハウス工業㈱つく
ば支社

大和ハウス工業㈱
つくば支社

茨城県つくば市 255 Ｈ26.6

ジャパンビバレッジイースト土浦支店新
築工事

大和ハウス工業㈱つく
ば支社

大和ハウス工業㈱
つくば支社

茨城県土浦市 1,040 Ｈ26.7

* 土浦協同病院 鹿島建設㈱ 村上ハンドリング 茨城県土浦市 260 Ｈ26.8

Ｃ56街区複合店舗新築工事
大和ハウス工業㈱つく
ば支社

大和ハウス工業㈱
つくば支社

茨城県つくば市 1,000 Ｈ26.8

* ハウステック柱周り 鹿島建設㈱ ㈱村上ハンドリング 茨城県筑西市 170 H26.9

介護老人保健施設小川敬愛の杜　新
築工事

㈱田村工務店 ㈱田村工務店 茨城県小美玉市 2,300 Ｈ26.9

* ＡＳＴ22番地研究拠点総合工事 鹿島建設㈱ ㈱村上ハンドリング 茨城県つくば市 1,000 Ｈ26.11

扶桑薬品工場自動車倉庫棟 清水建設㈱関東支店
清水建設㈱関東支
店

茨城県北茨城市 1,100 Ｈ26.12

社会福祉法人ナザレ園養護老人ホー
ム新築工事

㈱田村工務店 ㈱田村工務店 茨城県那珂市 4,200 Ｈ27.2

立正佼成会茨城教会新築工事 ㈱田村工務店 ㈱田村工務店 茨城県北茨木市 1,030 H27.3

㈱上組　鹿島支店北埠頭倉庫増設計
画

五洋建設㈱ ㈱新堀工務店 茨城県神栖市 1,200 H27.4

小野建㈱鹿島センター新築工事 五洋建設㈱ ㈱新堀工務店 茨城県神栖時 2,500 H27.4

* ㈱東晃H棟G棟 石島建設㈱ ㈱村上ハンドリング 茨城県結城市 1,700 H27.6

東日本日立物流サービス(株)水戸プ
ラットフォームセンター建設工事

鹿島道路㈱ 栃木エコ建設㈱
茨城県ひたちなか
市

3,500 H27.6

デザインアーク北関東配送センター新
築工事

大和ハウス工業㈱
大和ハウス工業㈱
つくば支社

茨城県取手市 1,200 H27.9

* 日本無線㈱結城工場 ㈱村上ハンドリング 茨城県結城市 350 H27.9

* ネッツトヨタ水戸内原店 ㈱村上ハンドリング 茨城県水戸市 1,500 H27.9

㈱明治守谷工場物流倉庫増築 ㈱安藤･間 ㈱安藤･間 茨城県守谷市 5,500 H27.10

* サンキ神栖店 ㈱村上ハンドリング 茨城県神栖市 672 H27.11

* トヨタレンタリース茨城日立駅前店 ㈱村上ハンドリング 茨城県日立市 116 H27.11

つくば研究学園テナント 徳栄建設㈱ 昭立産業㈱ 茨城県つくば市 750 H27.12

* セリアライフガーデン神栖店新築工事 ㈱村上ハンドリング 茨城県神栖市 413 H28.1

日立物流土浦物流センターⅡ期工事
西松建設㈱関東建築支
社

昭立産業㈱
茨城県かすみがう
ら市

2,000 H28.4

つくばセントラル病院 大和ハウス工業㈱ 栃木エコ建設㈱ 茨城県牛久市 1,300 H28.4

高萩市本庁舎新築工事 株木・日興JV 栃木エコ建設㈱ 茨城県田萩市 900 H28.5

茨城トヨタ自動車㈱万博記念公園店
新築工事

大和ハウス工業㈱
つくば支社

大和ハウス工業㈱
つくば支社

茨城県つくば市 700 H28.6

つくば長寿の郷増築工事 日本建設㈱ 日本建設㈱ 茨城県常総市 940 H28.6

* 水戸交通システム ㈱村上ハンドリング
茨城県ひたちなか
市

756 H28.6

大和物流つくば配送センター新築工事
大和ハウス工業㈱
つくば支社

大和ハウス工業㈱
つくば支社

茨城県つくば市 1,212 H28.8

* プロロジスパーク古河2プロジェクト ㈱フジタ ㈱山村工務店 茨城県古河市 768 H28.8

ウェルシア神立中央店新築工事 双葉建装㈱ 双葉建装㈱ 茨城県土浦市 600 H28.9

ビックマーチ水戸けやき台増築工事 徳栄建設㈱東京営業所 昭立産業㈱ 茨城県水戸市 700 H28.9
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* 日立物流水戸プラットホーム ㈱村上ハンドリング 茨城県水戸市 431 H28.9

* アイエムエス ㈱村上ハンドリング
茨城県茨城県那珂
郡

883 H28.9

ロジスクエア守谷 JFEシビル㈱ 昭立産業㈱ 茨城県守谷市 8,200 H28.9

関東エコペット工場建設工事 ㈱安藤･間 ㈱安藤･間 茨城県結城郡 18,000 H28.10

* 那珂瓦斯発電所 ㈱大林組 ㈱岡部工務店 茨城県那珂市 300 H28.10

研究学園貸店舗イエローハット
大和ハウス工業㈱
つくば支社

大和ハウス工業㈱
つくば支社

茨城県つくば市 430 H28.10

ビックマーチひたちなか増築工事 徳栄建設㈱ 昭立産業㈱
茨城県ひたちなか
市

500 H29.1

アジア・ラゲージつくば物流センター
大和ハウス工業㈱
つくば支社

大和ハウス工業㈱
つくば支社

茨城県つくば市 725 H29.3

鹿嶋火力発電所(清水建設B工区)
清水建設㈱
関東支店土木部

岩野物産㈱ 茨城県鹿嶋市 3,670 H29.4

DIC鹿島工場厚生棟更新工事
大和ハウス工業㈱
茨城支社

大和ハウス工業㈱ 茨城県神栖 951 H29.6

大豊建設㈱新機材センター新築工事 大豊アーキテクノ㈱ 茨城県稲敷郡 2,300 H29.6

タイヨー藤代店新築工事 昭和建設㈱ 大西建設㈱ 茨城県取手市 2,828 H29.6

*
日本通運㈱鹿島港支店新拠点新築工
事

㈱森鋼 茨城県神栖市 1,000 H29.6

* 常陸那珂共同火力発電所 ㈱村上ハンドリング 茨城県 11,863 H29.6

鹿島パワー火力工事事務所 ㈱大林組 加藤工業㈲ 茨城県鹿嶋市 585 H29.7

GLP五霞プロジェクト JFEシビル㈱ 昭立産業㈱ 茨城県猿島郡 16,000 H29.7

黒沢建設桜川工場 大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 茨城県桜川市 1,860 H29.7

* プロロジスパーク古河3プロジェクト ㈱フジタ ㈱山村工務店 茨城県古河市 1,850 H29.8

トヨタカローラ南茨城㈱みどりの店
新築工事

大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 茨城県つくば市 552 H29.9

ファナック筑波第4加工工場 大成建設㈱ 大成建設㈱ 茨城県筑西市 9,320 H29.9

プロロジスつくば1期 西松建設㈱ 昭立産業㈱ 茨城県 21,000 H29.10

ファナック筑波第4加工工場
【駐車場棟】

大成建設㈱ 大成建設㈱ 茨城県筑西市 2,700 H29.12

みどりのA3　8街区PJ 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 茨城県つくば市 420 H29.12

ウエルシア阿見岡崎店新築工事 コスモ綜合建設㈱ コスモ綜合建設㈱ 茨城県稲敷郡 780 H30.3

特別養護老人ホーム
ユーハイム那珂新築工事

㈱秋山工務店 ㈱秋山工務店 茨城県那珂市 2,570 H30.4

DL-リンゴ酸プラント建設工事 大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 茨城県神栖市 2,854 H30.5

*
三和コンクリート工場㈱
八千代工場第2ライン新設工事

㈱村上ハンドリング 茨城県結城郡 905 H30.6

イオン下市店新築工事 ㈱秋山工務店 ㈱秋山工務店 茨城県水戸市 625 H30.7

京葉物流倉庫㈱
つくば物流配送センター

大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 茨城県つくば市 1,692 H30.7

プロロジスパークつくば1-Bプロジェクト 西松建設㈱ 昭立産業㈱ 茨城県つくば市 17,800 H30.7

日華化学鹿島工場第2工場 ㈱福田組 ㈱福田組 茨城県神栖市 1,145 H30.8

リューベ㈱つくば工場新築工事 ㈱安藤・間 ㈱安藤・間 茨城県つくば市 1,180 H30.9

* ヤオハン東店新築工事 中津工業 ㈱村上ハンドリング 茨城県つくば市 272 H30.9

日立市公設地方卸売市場用地活用
1期工事

㈱秋山工務店 ㈱秋山工務店 茨城県日立市 12,404 H30.12

*
西多摩運送㈱
古河物流センター本体工区

大和ハウス工業㈱ ㈱村上ハンドリング 茨城県古河市 3,000 H31.2

ESR守谷　ディストリビューション
センター建設工事

戸田建設㈱ 小林建設工業㈱ 茨城県守谷市 2,200 R1.5
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株式会社シンワ機械五霞工場新築工
事

大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 茨城県猿島郡 5,766 R1.6

江戸川学園取手中・高等学校
新体育館建設工事

三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ 茨城県取手市 2,600 R1.6

江戸川学園取手小学校特別教室棟 三井住友建設㈱ 野島建設㈱ 茨城県取手市 600 R1.7

龍ヶ崎南中島貸店舗 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 茨城県竜ケ崎市 360 R1.7

スクロール360関東マザーセンター
【山村工区】

㈱フジタ ㈱山村工務店
茨城県
つくばみらい市

800 R1.7

スクロール360関東マザーセンター
【泉工区】

㈱フジタ ㈲泉型枠工業
茨城県
つくばみらい市

1,122 R1.7

ユ プロロジスパークつくば2　PJ 西松建設㈱ 昭立産業㈱ 茨城県つくば市 13,000 R1.8

【エコ】飯田様介護施設 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 茨城県取手市 265 R1.9

タカノフーズ水戸第三工場 清水建設㈱ 清水建設㈱ 茨城県笠間市 4,000 R1.11

日立市公設地方卸売市場用地活用
HC棟資材館

㈱秋山工務店 ㈱秋山工務店 茨城県日立市 1,840 R1.11

* ネッツトヨタつくばみどりの店 大和ハウス工業㈱ 栃木エコ建設㈱ 茨城県つくば市 1,600 R1.11

住友林業クレスト㈱鹿島工場 川田工業㈱ 昭立産業㈱ 茨城県鹿嶋市 650 R1.11

ゆめみ野4丁目新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 茨城県取手市 539 R1.12

小美玉医療センター ㈱田村工務店 ㈱田村工務店 茨城県小美玉市 4,000 R2.1

大日精化工業株式会社　坂東製造事
務所新築工事

㈱安藤・間 ㈱安藤・間 茨城県坂東市 3,397 R2.1

* 関東インシュレーション 栃木エコ建設㈱ ㈱石島建設 茨城県結城市 743 R2.1

佐藤ケミグラス㈱ 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 茨城県つくば市 1,090 R2.1

ロンシール工業R&Dセンター 栃木エコ㈱ 大和ハウス工業㈱ 茨城県土浦市 2,000 R2.1

【南棟】DPLつくば阿見1-B新築工事 JFEシビル㈱ JFEシビル㈱ 茨城県稲敷郡 6326 R2.2

* DPLつくば阿見 JFEシビル㈱ ㈱森鋼 茨城県稲敷郡 5,400 R2.2

ﾄﾞﾗｯｸｺｽﾓｽさくらの森店新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 茨城県つくば市 600 R2.3

* KAT結城営業所倉庫 ㈱村上ハンドリング 茨城県結城市 206 Ｒ2.4

茨城中央ｻﾃﾗｲﾄｾﾝﾀｰ 清水建設㈱ 清水建設㈱ 茨城県東茨城郡 5,000 R2.4

茨城中央ｻﾃﾗｲﾄｾﾝﾀｰ（独立基礎） 清水建設㈱ 清水建設㈱ 茨城県東茨城郡 2,100 R2.4

そうごう薬局小美玉店 ㈱田村工務店 ㈱田村工務店 茨城県小美玉市 320 R2.5

GLP常総 西松建設㈱ 昭立産業㈱ 茨城県 8,000 R2.7

DPLつくば矢田部 日本国土開発㈱ 日本国土開発㈱ 茨城県つくば市 6,099 R2.8

ヨークベニマルつくばさくらの杜店新築
工事

㈱秋山工務店 ㈱秋山工務店 茨城県つくば市 1,465 R2.8
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