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MITﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｾﾝﾀｰ ㈱間組 ㈱間組 神奈川県足柄上郡 1,800 H12.2

JAｾﾚｻ川崎稲田 ㈱間組 ㈱間組 神奈川県川崎市 300 H12.2

横浜港国際客船ﾀｰﾐﾅﾙ1工区 清水建設㈱ ㈱市川工務店 神奈川県横浜市 11,000 H12.6

元住吉ﾏﾝｼｮﾝ 高橋建設㈱ ㈱神定工務店 神奈川県川崎市 250 H12.6

AT工場 ㈱間組 ㈱間組 神奈川県平塚市 970 H12.7

ｻﾝﾋﾙｽﾞ西寺尾 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 神奈川県横浜市 600 H12.10

ﾗｲﾄｳｪﾌﾞ川崎 徳倉建設㈱ ㈱神定工務店 神奈川県川崎市 300 H12.12

* 第19大蔵ﾋﾞﾙ ㈱ﾊｻﾞﾏ ㈱森鋼 神奈川県横浜市 390 H13.2

* 東京濾器相模第2工場 鹿島建設㈱ ｱｲﾜｽﾁｰﾙ㈱ 神奈川県相模原市 2,980 H13.2

(医）社団光正会介護老人保健施設西
浦賀

馬淵建設㈱ 馬淵建設㈱ 神奈川県横須賀市 2,350 H13.4

本宿町ﾏﾝｼｮﾝ 馬淵建設㈱ 馬淵建設㈱ 神奈川県横浜市 620 H13.4

* 鶴見曹達 ㈱サン工業 ㈱森鋼 神奈川県横浜市 60 H13.4

* 地球環境戦略研究機関 鹿島建設㈱ ㈱森鋼 神奈川県三浦郡 790 H13.6

* 横浜聖地霊園管理棟 大木建設㈱ ㈱森鋼 神奈川県横浜市 400 H13.7

* 南部生活環境事業所
野洲･ｵｸｱｷ共同企業
体

㈱ｶﾅｺｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 神奈川県川崎市 30 H13.7

* 内野ﾏﾝｼｮﾝ ㈱間組 ㈱森鋼 神奈川県川崎市 580 H13.7

* JAｾﾚｻ川崎 ㈱間組 ㈱森鋼 神奈川県川崎市 240 H13.7

* 津久井幼稚園 馬渕建設㈱ ㈱森鋼 神奈川県横須賀市 1,000 H13.8

* 日本通運㈱横浜警送支店戸塚 若築建設㈱ ㈱森鋼 神奈川県横浜市 770 H13.8

* 北見ﾏﾝｼｮﾝ 馬渕建設㈱ ㈱森鋼 神奈川県横浜市 510 H13.10

* 日清製粉㈱ﾌｽﾏﾊﾞﾗ出荷場 清水建設㈱ ㈱ｶﾅｺｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 神奈川県川崎市 370 H13.10

* 原保育園 大場建設㈱ ㈱ｶﾅｺｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 神奈川県川崎市 130 H13.10

* 関戸ﾊｲﾂ 大場建設㈱ ㈱ｶﾅｺｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 神奈川県川崎市 80 H13.10

* 岡本邸 野州工業㈱ ㈱ｶﾅｺｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 神奈川県横浜市 130 H13.10

* ｸｵｰﾚ三留 風越建設㈱ ㈱ｶﾅｺｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 神奈川県横浜市 190 H13.11

* 石川島播磨重工業 ㈱ｶﾅｺｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 神奈川県横浜市 1,150 H13.11

* レスト・ヴィラ大和 若築建設㈱ ㈱森鋼 神奈川県大和市 500 H13.12

* 宮澤商事ﾋﾞﾙ商業棟1期 奈良建設㈱ ㈱森鋼 神奈川県小田原市 340 H14.5

* 藤沢川名マンション 鹿島・飛島ＪＶ ㈱森鋼 神奈川県藤沢市 4,300 H14.6

* 桜美林大学ｽﾃｰｼｮﾝｷｬﾝﾊﾟｽ 戸田建設㈱ ㈱森鋼 神奈川県相模原市 900 H14.8

* 東京ﾗｲﾄ工業㈱相模原工場 ㈱増岡組 ㈱森鋼 神奈川県津久井郡 1,200 H14.8

* ｺﾝｺﾙﾄﾞ淵野辺店 安藤建設㈱ ㈱森鋼 神奈川県相模原市 2,400 H14.9

* ｿﾘｯドｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ ㈱希望社 ㈱森鋼 神奈川県厚木市 370 H14.9

* TUTAYA横須賀栗田店 ㈱ｵﾉｺﾑ ㈱森鋼 神奈川県横須賀市 490 H14.9

* 田口ﾊｲﾂ 矢場建設㈱ ㈱ｶﾅｺｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 神奈川県川崎市 160 H14.10

* ｻﾞ・ｲﾝｸﾃｯｸ㈱ 住友建設㈱ ㈱森鋼 神奈川県横浜市 740 H14.11

* ｺｰﾅﾝ保土ｹ谷店 東亜建設工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県横浜市 7,000 H14.12

* 田邊ﾄﾘﾏﾝｼｮﾝ 小田急建設㈱ ㈱森鋼 神奈川県横浜市 370 H14.12
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* ｲﾑﾗ封筒㈱相模原工場 佐藤工業㈱東京 ㈱森鋼 神奈川県相模原市 1,600 H15.1

* 鷺沼3丁目計画 ㈱淺沼組 ㈱森鋼 神奈川県川崎市 600 H15.3

* 一石屋ﾋﾞﾙ ㈱間組 ㈱森鋼 神奈川県横浜市 500 H15.3

* 鶴見曹達QT工場 サン工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県横浜市 200 H15.3

* Fuji瀬谷店 ㈱青木建設 ㈱森鋼 神奈川県横浜市 1,060 H15.5

殿内矢向ビル 馬淵建設㈱ 馬淵建設㈱ 神奈川県横浜市 320 H15.6

築港㈱横浜事業部倉庫 東亜建設工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県横浜市 1,800 H15.6

米が浜小松ﾋﾞﾙ 馬淵建設㈱ 馬淵建設㈱ 神奈川県横須賀市 740 H15.7

* 大船駅前ビル ㈱希望社 ㈱森鋼 神奈川県鎌倉市 320 H15.7

* ﾒﾙｼｬﾝ藤沢工場 鹿島建設㈱ ㈱森鋼 神奈川県藤沢市 320 H15.7

* ｺｼﾞﾏNEW相模原店 ㈱商建 ㈱森鋼 神奈川県相模原市 1,700 H15.9

ﾙﾈｽ日の出町 馬淵建設㈱ 馬淵建設㈱ 神奈川県横須賀市 450 H15.9

* USS横浜 松尾建設㈱ ㈱森鋼 神奈川県横浜市 17,200 H15.9

* あざみ野南2丁目ビル 三井住友建設㈱ ㈱森鋼 神奈川県横浜市 560 H15.10

* 昭和ｼｪﾙ石油東寺尾SS 日本建設㈱ ㈱森鋼 神奈川県横浜市 90 H15.11

* 永川組大黒町ﾘｻｲｸﾙ工場 東亜建設工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県横浜市 2,300 H15.11

* 樽町2丁目 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県横浜市 150 H15.12

* INAMURAﾏﾝｼｮﾝ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県横浜市 300 H15.12

* 丸H大型輸送 サン工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県横浜市 150 H16.2

* 神奈川ﾀﾞｲﾊﾂ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県相模原市 330 H16.2

* LSP根岸ﾍﾞｲｱｰｸ 東鉄工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県横浜市 30 H16.3

* 瀬谷ｷﾘｽﾄ教会 ㈱淺沼組 ㈱森鋼 神奈川県横浜市 340 H16.4

* 中喜ｺﾑｽﾝﾎｰﾑ海老名 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県海老名市 360 H16.4

* 新液化器室建屋 ㈱サン工業 ㈱森鋼 神奈川県横浜市 170 H16.5

* ﾎﾝﾀﾞﾍﾞﾙﾉ横浜藤沢店 日本建設㈱ ㈱森鋼 神奈川県藤沢市 330 H16.5

* ﾒﾙｼｬﾝ藤沢工場 鹿島建設㈱ ㈱森鋼 神奈川県藤沢市 530 H16.6

公 * 横浜市ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾘｻｲｸﾙ工場 東亜建設工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県横浜市 1,200 H16.6

MS事務所 馬淵建設㈱ 馬淵建設㈱ 神奈川県横須賀市 130 H16.6

* くら寿司横浜泉店 ㈱商建 ㈱森鋼 神奈川県横浜市 130 H16.6

* 大船・栗栖ビル 馬淵建設㈱ ㈱森鋼 神奈川県鎌倉市 200 H16.7

* ｴｽﾎﾟｯﾄ北新横浜店 ㈱福田組 ㈱森鋼 神奈川県横浜市 4,300 H16.7

* 十日市場SB ㈱フジタ ㈱森鋼 神奈川県横浜市 1,500 H16.8

公 * 上飯田住宅第4期 綿半ﾃｸﾉｽ㈱ ㈱森鋼 神奈川県横浜市 100 H16.8

* 横須賀大滝町ﾏﾝｼｮﾝ 馬淵建設㈱ ㈱森鋼 神奈川県横須賀市 1,000 H16.9

* ﾄﾞﾗﾏ本藤沢店 ㈱ﾄｰｼﾝ建設 ㈱森鋼 神奈川県藤沢市 1,000 H16.9

* 日産工機㈱厚生棟 ㈱フジタ ㈱森鋼 神奈川県高座郡 700 H16.10

* ﾓﾝﾌﾞﾗﾝ品濃町 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県横浜市 250 H16.10

* 北久里浜脳神経外科 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県横須賀市 200 H16.10
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* ﾄﾖﾀﾕｰｾﾞｯｸTAA横浜会場 ﾄﾖﾀT&S建設㈱ ㈱森鋼 神奈川県横浜市 2,500 H16.11

* 葉山老人ﾎｰﾑ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県三浦市 630 H16.11

* 川崎医療生活協同組合 ㈱フジタ ㈱森鋼 神奈川県川崎市 1,000 H16.12

* 芝工業㈱本社ビル サン工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県横浜市 50 H16.12

* 桂町ビル 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県横浜市 100 H16.12

* いすゞ車体㈱藤沢事業所 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県藤沢市 100 H16.12

* 稲垣薬品興業㈱金沢倉庫 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県横浜市 250 H16.12

* 中央林間ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 安藤建設㈱ ㈱森鋼 神奈川県大和市 2,500 H17.4

* ﾏﾌﾞﾁ新横浜工場 馬淵建設㈱ ㈱森鋼 神奈川県横浜市 660 H17.6

* 神奈川ﾀﾞｲﾊﾂ戸塚泉店 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県横浜市 240 H17.6

* 深見様賃貸事業所 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県大和市 1,450 H17.7

* 日産自動車㈱追浜工場 ㈱フジタ ㈱森鋼 神奈川県横須賀市 1,300 H17.9

* 極楽湯横浜芹が谷店 馬淵建設㈱ ㈱森鋼 神奈川県横浜市 60 H17.9

* すしやの喜多八 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県川崎市 90 H17.10

* 川崎大師ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県川崎市 230 H17.10

* 菱光ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽ㈱京浜倉庫 東亜建設工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県横浜市 9,400 H17.11

* 月星商事神奈川支店 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県大和市 150 H17.11

* 神谷様貸し事務所 ㈱森鋼 神奈川県横浜市 160 H17.11

* ｼｭﾙﾝﾍﾞﾙｼﾞｭ㈱環境試験棟 ㈱フジタ ㈱森鋼 神奈川県相模原市 380 H17.12

* R社東京SC 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県愛甲郡 1,400 H17.12

* 福澤自動車米善校 匠建設㈱ ㈱森鋼 神奈川県平塚市 500 H17.12

* ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ神奈川藤沢店 ㈱竹中工務店 ㈱森鋼 神奈川県藤沢市 3,000 H17.12

* 大塚様貸し事務所 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県座間市 180 H17.12

* ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ横浜工場H棟 東亜建設工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県横浜市 3,000 H18.2

* 小倉陸橋ビル 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県川崎市 300 H18.2

* ㈱ﾉｼﾞﾏ物流ｾﾝﾀｰ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県愛甲郡 1,700 H18.4

* ﾖｺﾚｲ横浜物流ｾﾝﾀｰ 東亜建設工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県横浜市 3,000 H18.4

* 業者棟（A） ㈱サン工業 ㈱森鋼 神奈川県横浜市 350 H18.4

* 相模興業㈱本社ビル ㈱フジタ ㈱森鋼 神奈川県海老名市 500 H18.5

* 文化堂印刷㈱湘南工場 ㈱森鋼 神奈川県南足柄市 1,700 H18.5

* ﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞｺｺｶﾗ本厚木 清水建設㈱ ㈱森鋼 神奈川県厚木市 800 H18.5

* そうてつﾛｰｾﾞﾝ希望ｹ丘 ㈱浅沼組 ㈱森鋼 神奈川県横浜市 1,200 H18.6

* 海老名倉庫 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県海老名市 350 H18.7

* ﾔﾏﾀﾈ物流本部関東支店 東亜建設工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県横浜市 3,800 H18.7

* ﾌｰﾄﾞﾏｹｯﾄﾏﾑ湘南みずき店 匠建設㈱ ㈱森鋼 神奈川県茅ヶ崎市 700 H18.7

* 井上様貸しﾋﾞﾙ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県横浜市 600 H18.9

公 * 川崎公共職業安定所 ㈱淺沼組 ㈱森鋼 神奈川県川崎市 360 H18.10

* 日本通運㈱横浜警送支店戸塚ｾﾝﾀｰ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県横浜市 1400 H18.10
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* 川崎浮島物流倉庫 東亜建設工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県川崎市 5600 H18.11

* 東京薬業健康保険組合箱根保養所 鹿島建設㈱ ㈱森鋼 神奈川県足柄下郡 2,000 H18.11

* 相模原物流ｾﾝﾀｰ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県相模原市 960 H19.1

* 住友精密工業R&Dｾﾝﾀｰ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県藤沢市 300 H19.2

* 北新横浜貸事務所 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県 350 H19.2

* 小田原百貨店南足柄店 ㈱杉崎工務店 ㈱森鋼 神奈川県小田原 900 Ｈ19.5

* 介護老人保健施設　千の風 ㈱フジタ ㈱森鋼 神奈川県川崎市 750 Ｈ19.5

公 * 東生田小学校仮設校舎賃貸借 大和リース㈱ 真輝工業 神奈川県川崎市 1,300 H19.6

* 高橋様貸施設（松和会）新築工事 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県藤沢市 250 H19.7

* ㈱レック関東横浜西営業所新築工事 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県横浜市 280 H19.8

* (仮称)株式会社逸品社本社屋 東急建設㈱ ㈱森鋼 神奈川県横浜市 400 H19.9

* 小田原ｼﾃｨﾓｰﾙｸﾚｯｾ 大和リース㈱ 真輝工業 神奈川県小田原市 6,000 H19.10

* 擁壁工事 ㈱神奈川ｴｽｵｰﾙ 神奈川県川崎市 300 H19.10

* 苗･もんもん保育園 匠建設㈱ ㈱森鋼 神奈川県平塚市 200 H19.11

* 液化塩化水素容器置場増築 ㈱森鋼 神奈川県横浜市 60 H19.11

* 鈴木邸ﾊﾞﾙｺﾆｰ計画 ｱﾝﾀﾞﾝﾃ＆Co.㈱ 神奈川県横浜市 20 H19.11

* (仮称)横浜金沢ｼﾝｼｱRCｾﾝﾀｰ 戸田建設㈱ ㈱森鋼 神奈川県横浜市 4,300 H19.12

* (仮称）伊藤ﾊﾑ販売㈱横浜営業所
大和ハウス工業㈱横浜
支社

㈱森鋼 神奈川県横浜市 500 H19.12

* ﾎﾜｲﾄｳｨﾝｸﾞｽ上大岡ﾋﾞﾙ
大和ハウス工業㈱横浜
支社

㈱森鋼 神奈川県横浜市 280 H19.12

* (仮称)久里浜自動車学校再開発計画 ㈱フジタ ㈱森鋼 神奈川県横須賀市 380 H19.12

* (仮称)ｴﾑｱｲﾌﾟﾗｻﾞ第二期 ㈱福田組 ㈱森鋼 神奈川県伊勢原市 900 H20.1

* (仮称)晝間様貸店舗 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県横浜市 500 H20.1

*
新日本石油㈱川崎製造所浮島地区厚
生棟

西松建設㈱ 岩野物産㈱ 神奈川県川崎市 300 H20.6

* 鶴見曹達塩素充填場増築 ㈱サン工業 ㈱森鋼 神奈川県横浜市 100 H21.1

* 協同組合Sia神奈川 東急建設㈱ ㈱櫻内工務店 神奈川県相模原市 1,800 H21.2

公 *
東名高速道路(改築）海老名ジャンク
ション西工事

ライト工業・鈴中ＪＶ 岩野物産㈱ 神奈川県海老名市 10 H21.2

Ｙ3プロジェクト ㈱ナリキヤ 雄健工業㈱ 神奈川県大和市 1,500 H21.6

* 大陽日酸㈱海外保税倉庫増築 ㈱松村組 ㈱森鋼 神奈川県川崎市 1,000 H21.7

横浜いこいの里 藤旺建設㈱ 藤旺建設㈱ 神奈川県横浜市 180 H21.11

スギ薬局川崎下新城店新築工事 ㈱アート住建 ㈱アート住建 神奈川県川崎市 400 H22.6

クリエイトＳＤ金沢六浦店新築工事 藤旺建設㈱ 藤旺建設㈱ 神奈川県横浜市 324 Ｈ22.9

光源寺会館新築工事 大望産業㈲ 大望産業㈲ 神奈川県横浜市 70 H22.11

相原様貸施設新築工事 大和ハウス工業㈱
大和ハウス工業㈱横浜
支社

神奈川県茅ヶ崎 470 H23.6

ノア・インドアステージ港北網島新築工
事

大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県横浜市 500 H23.6

クリエイトＳＤ相模原麻溝台店新築工
事

藤旺建設㈱ 神奈川県相模原市 338 H23.6

クリエイトＳＤ横須賀根岸町店新築工
事

藤旺建設㈱ 神奈川県横須賀市 480 H23.7

川崎PC増築川再増築棟建設
㈱フジタ首都圏横浜支
店

㈱フジタ首都圏横浜支
店

神奈川県川崎市 2,200 H23.8

秋元貸施設 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県横浜市 1,400 H23.9
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エコウェルメッシュ施工実績表　神奈川県

公…公共物件　　*…材販物件　　ユ…ユニッパ

現場名 元請 発注者 施工場所
ｴｺｳｪﾙﾒｯｼｭ

規模(㎡)
施工年月

*
イシイ様貸店舗クリエイトSD港北網島
店

㈱佐道 トップロード 神奈川県横浜市 330 H23.12

* マルハン厚木店 庄南ラス工業 神奈川県厚木市 3,000 H23.12

湘南学院校舎移転計画 ㈱フジタ
㈱フジタ首都圏横浜支
店

神奈川県横須賀市 2,400 H24.4

新川崎支店新築工事（郵政川崎） ㈱銭高組東京本社 ㈱宮崎工業 神奈川県川崎市 1,000 H24.6

池田様貸施設新築工事
大和ハウス工業㈱横浜
支社

大和ハウス工業㈱横浜
支社

神奈川県川崎市 380 H24.6

鴨志田ビル貸ビル新築工事
大和ハウス工業㈱横浜
支社

大和ハウス工業㈱横浜
支社

神奈川県横浜市 160 H24.6

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 1,330 H24.6

* クリエイトSD旭南本宿店新築工事 藤旺建設㈱ ㈱トップロード 神奈川県横浜市 400 H24.8

TOPS海老名事業所新築工事 ㈱田中土建 ㈱平田商店 神奈川県海老名市 2,700 H24.9

NAS戸塚PJ新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県横浜市 1,800 H24.9

ヤオコー相模原鹿沼台新築工事 ㈱福田組 ㈱福田組 神奈川県相模原市 800 H24.9

武蔵新城ﾋﾞﾙ新築工事
大和ハウス工業㈱

大和ハウス工業㈱ 神奈川県川崎市 700 Ｈ24.11

オーケー新吉田店新築工事 村中建設㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県横浜市 2,500 Ｈ24.10

保土ヶ谷化工工業㈱横浜工場第二期
危険物倉庫新築工事

川田工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県横浜市 2,900 Ｈ24.11

ニトリモール相模原新築工事 ㈱奥村組東日本支社 ㈱奥村組東日本支社 神奈川県相模原市 6,500 Ｈ24.11

小学館ｱｶﾃﾞﾐｰりょくえんとし保育園新
築工事

大和ハウス工業㈱横浜
支店

大和ハウス工業㈱横浜
支店

神奈川県横浜市 250 Ｈ24.11

ＮＡＳ南林間新築工事
大和ハウス工業㈱横浜
支店

大和ハウス工業㈱横浜
支店

神奈川県大和市 1200 Ｈ24.11

横須賀長坂３丁目介護施設新築工事
大和ハウス工業㈱横浜
支社

大和ハウス工業㈱横浜
支店

神奈川県横須賀市 300 Ｈ24.10

内田様貸施設新築工事
大和ハウス工業㈱横浜
支社

大和ハウス工業㈱横浜
支店

神奈川県茅ケ崎市 370 Ｈ24.12

ライフ上鶴間店新築工事 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組首都圏支店 神奈川県相模原市 1950 Ｈ25.3

* 髙井様貸施設新築工事
大和ハウス工業㈱横浜
支店

大和ハウス工業㈱横浜
支店

神奈川県藤沢市 352 Ｈ25.3

ニラク海老名本郷店新築工事 ㈱松村組東京支店 ㈱松村組東京支店 神奈川県海老名市 2,650 Ｈ25.4

新倉様貸施設新築工事
大和ハウス工業㈱横浜
支店

大和ハウス工業㈱横浜
支店

神奈川県茅ケ崎市 186 Ｈ25.4

ｲｴﾛｰﾊｯﾄ（仮称）山角様貸施設新築工
事

大和ハウス工業㈱横浜
支店

大和ハウス工業㈱横浜
支店

神奈川県藤沢市 250 Ｈ25.5

大倉山1丁目計画
大和ハウス工業㈱横浜
支店

大和ハウス工業㈱横浜
支店

神奈川県横浜市 180 Ｈ25.7

秦野市曽屋原計画 ㈱ＰＳ三菱 北稜建設㈱ 神奈川県秦野市 6,500 Ｈ25.7

ＮＡＳ湘南台駅前ＰＪ新築工事
大和ハウス工業㈱横浜
支社

大和ハウス工業㈱横浜
支社

神奈川県藤沢市 600 Ｈ25.7

ウィッシュボン福浦工場新築工事
大和ハウス工業㈱横浜
支店

大和ハウス工業㈱横浜
支社

神奈川県横浜市 820 Ｈ25.8

* クリエイトＳＤあざみ野店新築工事 藤旺建設㈱ ㈱トップロード 神奈川県横浜市 820 Ｈ25.8

日産車体㈱湘南地区再編に伴う新築・
改修工事

㈱フジタ　横浜支店
㈱フジタ首都圏横浜支
店

神奈川県平塚市 900 Ｈ25.9

わかたけの杜新築工事 大洋建設㈱ 大洋建設㈱ 神奈川県横浜市 1,250 Ｈ25.9

いずみ野駅北口新ビル新築工事 ㈱フジタ
㈱フジタ首都圏横浜支
店

神奈川県横浜市 2,000 Ｈ25.10

麻生区虹ヶ丘地区養護老人ホーム 大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 神奈川県川崎市 2,400 Ｈ25.10

おうちＣＯ－ＯＰ横浜北部ｾﾝﾀｰ新築工
事

大和ハウス工業㈱横浜
支店

大和ハウス工業㈱横浜
支社流通店舗

神奈川県横浜市 2,200 Ｈ25.10

* 藤沢村岡東SS 大幸建設㈱ ㈱ソウワ 神奈川県藤沢市 145 Ｈ25.10

*
シャシモジュールラインストレート化工
事第２シャシ

㈱ＰＳ三菱 ㈱和高建設 神奈川県川崎市 350 H25.11

*
シャシモジュールラインストレート化工
事第3シャシ

㈱ＰＳ三菱 ㈱和高建設 神奈川県川崎市 450 H25.11

瀬谷駅前ＰＪ新築工事（ＮＡＳ瀬谷）
大和ハウス工業㈱横浜
支店

大和ハウス工業㈱横浜
支社流通店舗

神奈川県横浜市 950 H25.11
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公…公共物件　　*…材販物件　　ユ…ユニッパ

現場名 元請 発注者 施工場所
ｴｺｳｪﾙﾒｯｼｭ

規模(㎡)
施工年月

鈴木様貸施設新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県川崎市 350 Ｈ25.12

* 横浜信用金庫戸塚支店新築工事 大洋建設㈱ 大洋建設㈱ 神奈川県横浜市 120 Ｈ25.12

* 横山ライスセンター新築工事 大望産業(有) 大望産業(有) 神奈川県伊勢原市 110 H25.11

グットマン水江新築工事 ㈱銭高組東京支社 ㈱銭高組東京支店 神奈川県川崎市 13,500 Ｈ26.1

* よみうりランド駐車場企画 ＹＡＭＡテック㈱ ㈱森鋼 神奈川県川崎市 2,677 Ｈ26.1

公 * 川崎競馬場 ＹＡＭＡテック㈱ ㈱森鋼 神奈川県川崎市 175 Ｈ26.2

* ㈱ケイエムエフ邸擁壁工事
㈱足立建築設計事務
所

㈱足立建築設計事務
所

神奈川県横浜市 34 Ｈ26.3

ライフ宮内2丁目店新築工事 大和小田急建設㈱ 大和小田急建設㈱ 神奈川県川崎市 1,700 Ｈ26.3

ライフ戸塚汲沢店舗新築工事 ㈱福田組東京本店 ㈱福田組東京本店 神奈川県横浜市 3,000 Ｈ26.5

トナミ首都圏物流海老名計画
㈱フジタ首都圏横浜支
店

㈱フジタ首都圏横浜支
店

神奈川県海老名市 2,100 Ｈ26.4

*
株式会社ロジコム藤沢営業所増築工
事

大和ハウス工業㈱ ㈲渡部工務店 神奈川県藤沢市 500 H26.6

コピオ川尻店新築工事 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組首都圏支店 神奈川県相模原市 7,350 Ｈ26.6

*
三菱ふそうトラック・バス㈱Ｋ１　第２ＥＯ
Ｌ工場

㈱ピーエス三菱 ㈱和高建設 神奈川県川崎市 2,400 Ｈ26.7

丸一海運京浜倉庫新築工事
大和ハウス工業㈱横浜
支社

大和ハウス工業㈱横浜
支社

神奈川県川崎市 2,200 Ｈ26.7

いなげや南本宿店新築工事
大和ハウス工業㈱横浜
支社

大和ハウス工業㈱横浜
支社

神奈川県横浜市 1,100 Ｈ26.8

ミライト藤沢工事センター新築工事
㈱フジタ首都圏横浜支
店

㈱フジタ首都圏横浜支
店

神奈川県藤沢市 785 Ｈ26.8

*
三菱ふそうトラック・バス㈱Ｋ1　第1シャ
シ組立工場

㈱ピーエス三菱 ㈱和高建設 神奈川県川崎市 750 H26.9

ピアゴイセザキ店立替工事 ㈱熊谷組首都圏支店 ㈱熊谷組首都圏支店 神奈川県横浜市 2,650 Ｈ26.9

ＪＡあつぎ本所新築工事 安藤間首都圏支店 ㈱山下建設 神奈川県厚木市 1,500 Ｈ26.9

つきみ野1丁目体育館新築工事
大和ハウス工業㈱横浜
支社

大和ハウス工業㈱横浜
支社

神奈川県大和市 350 Ｈ26.9

* ウェルシア川崎北谷町店 藤旺建設㈱ ㈱トップロード 神奈川県川崎市 400 Ｈ26.11

新杉田物流センター新築工事
㈱フジタ首都圏横浜支
店

㈱フジタ首都圏横浜支
店

神奈川県横浜市 9,600 Ｈ26.12

旭屋ミートセンター新築工事
大和ハウス工業㈱関東
支店

大和ハウス工業㈱横浜
支社

神奈川県川崎市 1,250 Ｈ26.12

ヨークマート伊勢原成瀬複合店舗新築
工事

大和ハウス工業㈱関東
支店

大和ハウス工業㈱厚木
支社

神奈川県伊勢原市 2,200 Ｈ27.1

* クリエイトＳＤ鴨志田店 藤旺建設㈱ ㈱トップロード 神奈川県横浜市 400 Ｈ27.1

* ドラッグストアセキ 大和ハウス工業㈱ ㈱村上ハンドリング 神奈川県足柄市 360 Ｈ27.1

菱和興産様貸施設新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県川崎市 800 H27.3

本牧物流センター計画 ㈱安藤・間 ㈱安藤・間 神奈川県横浜市 1,600 H27.4

イシモリテクニックス㈱新事務所新築工
事

大和ハウス工業㈱横浜
支社

大和ハウス工業㈱横浜
支社

神奈川県横浜市 175 H27.4

(株)日立製作所(情IP)(神)自動倉庫棟
工事

鹿島建設㈱横浜支店 山下建設㈱ 神奈川県奏野市 2,330 H27.4

* あみやき亭　川崎生田店新築工事 ㈱三陽ハウス工業 ㈱三陽ハウス工業 神奈川県川崎市 200 H27.5

月島倉庫海老名倉庫建替計画 戸田建設㈱横浜支店 ㈲大相MAT 神奈川県海老名市 2,000 H27.5

遠藤町開発計画
大和ハウス工業㈱関東
支店

大和ハウス工業㈱関東 神奈川県川崎市 1,500 H27.5

ららぽーと平塚計画新築工事 三井住友建設㈱ ㈱森鋼 神奈川県平塚市 7,000 H27.5

㈱トーコン プラパール事務所移転PJ
大和ハウス工業㈱横浜
支社

大和ハウス工業㈱横浜
支店

神奈川県横浜市 1,100 H27.6

港南台貸施設新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県横浜市 600 H27.6

萩原様戸室一丁目計画新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県厚木市 700 H27.6

保田様貸施設新築工事
大和ハウス工業㈱横浜
支社

大和ハウス工業㈱横浜
支社

神奈川県川崎市 400 H27.6
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いずみ野駅北口新ビルⅡ期増築工事
㈱フジタ首都圏横浜支
店

㈱フジタ首都圏横浜支
店

神奈川県横浜市 1,250 H27.7

* クリエイトＳＦ小笠原飯泉店新築工事 藤旺建設㈱ ㈱トップロード 神奈川県小田原市 400 H27.7

港北区綱島温浴施設新築工事 日本建設㈱東京支店 日本建設㈱東京支店 神奈川県横浜市 4,200 H27.7

志村様土地利用計画ⅢA棟新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県川崎市 570 H27.8

公 相模原市溶融スラグストックヤード ㈱西野工務店 ㈱西野工務店 神奈川県相模原市 1,404 H27.9

㈱ハマキョウレックス綾瀬第2センター ㈱安藤・間 ㈱神田工務店 神奈川県綾瀬市 3,000 Ｈ27.9

* 横浜市場青果配送センター新築工事 川田工業㈱ DAN(株) 神奈川県横浜市 3,000 Ｈ27.9

横浜銀行鹿島田支店舗新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県川崎市 500 Ｈ27.10

* マルハン橋本台店 庄南ラス工業 神奈川県相模原市 170 Ｈ27.11

APITA金沢文庫建替計画 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 神奈川県横浜市 4,900 Ｈ27.11

大和ビル大和市深見台ビル計画 ㈱福田組 ㈱福田組 神奈川県大和市 1,200 Ｈ27.11

菱和興産様貸施設新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県川崎市 300 Ｈ27.11

リカザイ2015事業棟新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県川崎市 750 Ｈ27.11

㈲隆祥様貸施設新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県川崎市 400 Ｈ27.11

森昇様貸施設新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県横浜市 360 Ｈ27.11

Dプロジェクト川崎夜光新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県川崎市 12,000 Ｈ28.1

クリエイト川崎東有馬店新築工事 藤旺建設㈱ ㈱トップロード 神奈川県川崎市 500 Ｈ28.1

東リ厚木工場従業員専用駐車場建設
工事

㈱新和 神奈川県厚木市 700 Ｈ28.2

* Dプロジェクト川崎夜光新築工事 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県川崎市 6,000 Ｈ28.2

*
新菱工業㈱平塚工場第一工場建替Ⅱ
期工事

㈱ピーエス三菱 ㈱和高建設 神奈川県平塚市 900 Ｈ28.3

吉澤様店舗併用共同住宅新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県川崎市 400 Ｈ28.3

㈱リコー研究開発棟建設工事 ㈱安藤・間 ㈱安藤・間 神奈川県海老名市 1,000 Ｈ28.3

柴原様土橋4丁目計画新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県川崎市 750 Ｈ28.4

BRANC茅ヶ崎H街区新築工事 ㈱安藤・間 ㈱安藤・間 神奈川県茅ケ崎市 1,500 H28.4

菅田町介護施設 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県横浜市 400 H28.4

保田様貸施設Ⅱ新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県川崎市 190 H28.4

*
日本興運㈱川崎物流センターⅠ期工
事

大和ハウス工業㈱ ㈱KTS 神奈川県川崎市 3,500 H28.4

* 菅田町介護施設 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県横浜市 400 H28.5

* 保土ヶ谷区今井町
㈱足立建築設計事務
所

㈱足立建築設計事務
所

神奈川県横浜市 138 H28.5

長津田6丁目プロジェクト新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県横浜市 360 H28.6

五本木様貸施設新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県横須賀市 360 H28.6

合同会社高野貸店舗新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県川崎市 250 H28.6

相模野病院立体駐車場 内藤ハウス 将伸建設㈱ 神奈川県相模原市 1,250 H28.7

菊名6丁目プロジェクト
大和ハウス工業㈱横浜
支社

大和ハウス工業㈱横浜
支社

神奈川県横浜市 370 H28.7

ファミール製菓久里浜工場増設工事 徳倉建設㈱ 徳倉建設㈱ 神奈川県横須賀市 1,500 H28.7

公 南部粗大ごみ受入施設建設工事 相模原市 ㈱西野工務店 神奈川県相模原市 1,090 H28.8

公 麻溝台リサイクルスクエア建設工事 相模原市 久野建設㈱ 神奈川県相模原市 1,193 H28.8

* ガイア座間新築工事 徳栄建設㈱ ㈱明和工務店 神奈川県座間市 2,200 H28.8
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オーケー新子安店 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県横浜市 692 H28.8

㈱カナモト相模原営業所建替建設工
事

名工建設㈱ ㈱タクト 神奈川県相模原市 398 H28.10

公 茅ヶ崎市立立鶴嶺小学校仮設校舎 大和リース㈱横浜支店 大和リース㈱横浜支店 神奈川県茅ヶ崎市 1,150 H28.10

西区浅間町1丁目プロジェクト
大和ハウス工業㈱横浜
支社

大和ハウス工業㈱横浜
支社

神奈川県横浜市 300 H28.11

ダイセーロジステック戸塚倉庫新築工
事

㈱ビーテック 昭立産業㈱ 神奈川県横浜市 600 H28.11

上大岡駐車場計画 雄健工業㈱ ㈱田中建設工業 神奈川県横浜市 210 H28.11

神保段ボール㈱様貸施設
大和ハウス工業㈱横浜
支社

大和ハウス工業㈱横浜
支社

神奈川県藤沢市 700 H28.11

森昇様貸施設Ⅲ新築工事
大和ハウス工業㈱横浜
支社

大和ハウス工業㈱横浜
支社

神奈川県横浜市 374 H28.12

太洋テクニカ平塚製作所新工場計画
工場棟

㈱冨士工 ㈱冨士工 神奈川県平塚市 950 H28.12

公
高座清掃工場新ごみ処理施設整備･
運営事業

㈱フジタ ㈲渡部工務店 神奈川県海老名市 2,130 H28.12

* 沼間5号トンネル拡幅工事 ㈱森本組東京支店 ㈱森本組東京支店 神奈川県逗子市 630 H28.12

マキタ相模原営業所建替工事 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 神奈川県相模原市 290 H29.2

新羽計画 ㈱クボタ工建 ㈲志田工務店 神奈川県横浜市 200 H29.2

八洋厚木営業所新築工事
西松建設㈱
関東建築支社

昭立産業㈱ 神奈川県厚木市 3,500 H29.4

* マルハン新厚木店 庄南ラス工業 神奈川県厚木市 1,500 H29.4

* スエヒロ館川崎宮前店 ㈱三陽ハウス工業 神奈川県川崎市 280 H29.4

原様貸施設新築工事
大和ハウス工業㈱横浜
支社

大和ハウス工業㈱横浜
支社

神奈川県横浜市 400 H29.4

インドアテニススクール・ノア東戸塚
大和ハウス工業㈱
横浜流通

大和ハウス工業㈱
横浜流通

神奈川県横浜市 1,333 H29.5

ノハラスチール相模原工場 ㈱フジタ ㈱フジタ 神奈川県相模原市 760 H29.5

三ッ沢上町PJ 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県横浜市 429 H29.5

保土ヶ谷常盤台計画Ａ棟新築工事
大和ハウス工業㈱
横浜流通

大和ハウス工業㈱
横浜流通

神奈川県横浜市 832 H29.5

鶴見店舗新築工事ドンキー鶴見 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 神奈川県横浜市 6,438 H29.6

* 沼間5号トンネル拡幅工事2期工事 ㈱森本組東京支店 ㈱森本組東京支店 神奈川県逗子市 65 H29.6

ヤナセブランドスクエア東名川崎新築
工事

大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県川崎市 231 H29.6

産業振興㈱横浜物流センター
第二倉庫・事務所棟新築工事

日鉄住金テックスエン
ジ㈱

日鉄住金テックスエン
ジ㈱

神奈川県横浜市 1,362 H29.6

サニーライフ金沢八景 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県横浜市 300 H29.7

*
綱島変電静止型1号建屋新築その他
工事

ジェイアール東海建設
㈱

㈱森鋼 神奈川県横浜市 2,500 H29.7

磯子区上中里町賃貸施設新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県横浜市 460 H29.7

トヨタカローラ二俣川 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県横浜市 537 H29.7

大和プレス藤沢第二工場工事計画 大洋建設㈱ 神奈川県藤沢市 500 H29.8

* 建デポ川崎競馬場北店新築工事 日成ビルド工業㈱ ㈱キョウエイ 神奈川県川崎市 450 H29.8

関東ダイエットクック神奈川工場 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県小田原市 2,000 H29.8

KRC瀬谷北口SC ㈱塩浜工業 北稜建設㈱ 神奈川県横浜市 1,155 H29.8

峰光電子㈱本社事務所 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県横浜市 200 H29.8

* クリエイトエス・ディー白根店新築工事 栃木エコ建設㈱ ㈱森鋼 神奈川県横浜市 450 H29.8

下末吉開発計画 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県横浜市 750 H29.9

東罐興業㈱厚木工場内新棟建設工事
工場棟工事

TSUCHIYA㈱ TSUCHIYA㈱ 神奈川県綾瀬市 2,695 H29.9

* 一番館横浜泉店新築工事 ㈱北斗システム ㈱明和工務店 神奈川県横浜市 2,000 H29.10

神奈川県(8/11)



エコウェルメッシュ施工実績表　神奈川県

公…公共物件　　*…材販物件　　ユ…ユニッパ

現場名 元請 発注者 施工場所
ｴｺｳｪﾙﾒｯｼｭ

規模(㎡)
施工年月

* 座間プロジェクトA棟新築工事 大和ハウス工業㈱ ㈱KTS 神奈川県座間市 1,066 H29.11

保田様貸施設Ⅲ新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県川崎市 360 H29.11

小嶋様貸施設 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県横浜市 720 H29.11

磯子3丁目PJ(店舗併用老人ホーム) 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 横浜市磯子区 725 H29.11

厚木冷凍冷蔵物流センター 北野建設㈱東京本社 北野建設㈱東京本社 神奈川県厚木市 6,000 H29.11

クリエイトSD十日市場 ㈱街建Trade ㈱街建Trade 神奈川県横浜市 545 H29.11

高田西PJ 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県横浜市 620 H29.12

SG2物流センター JFEシビル㈱ ㈱我妻工務店 神奈川県相模原市 8,000 H29.12

第一三共小田原工場増築工事 ㈱淺沼組 ㈲森本工務店 神奈川県小田原市 3,393 H30.1

長谷川様貸施設(泉区中田北計画) 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県横浜市 365 H30.2

* セイムス港北下田5丁目店新築工事 ㈱村上ハンドリング 神奈川県横浜市 324 H30.3

㈱ニフコ相模原エンジニアリング
センター増改築工事

矢作建設工業㈱ ㈱黒崎工務店 神奈川県相模原市 2,159 H30.3

田村様貸施設Ⅴ新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県川崎市 370 H30.3

常盤台計画D棟新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県横浜市 670 H30.4

多摩区布田PJ 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県川崎市 480 H30.4

若林様貸施設新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県横浜市 480 H30.4

大和物流㈱海老名物流センター
新築工事

大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県海老名市 4,500 H30.4

京町2丁目介護施設計画 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県川崎市 500 H30.5

西相模変電所FC棟新築
その他工事(2)

名工建設㈱ 神奈川県南足柄市 2,621 H30.5

川和町炊飯工場プロジェクト 大和リース㈱ 大和リース㈱ 神奈川県横浜市 200 H30.5

* 厚木森の里A-1プロジェクト 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 神奈川県厚木市 30,150 H30.5

大倉山3丁目企画 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 横浜市港北区 680 H30.6

富士通ゼネラル技術研究棟建設工事 ㈱安藤・間 ㈱安藤・間 神奈川県川崎市 3,469 H30.6

住友倉庫南本牧新倉庫新築 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県横浜市 5,450 H30.6

日本冶金工業㈱川崎製造所
複合棟新築工事

前田建設工業㈱ 前田建設工業㈱ 神奈川県川崎市 1,966 H30.6

座間市相模が丘PJ 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県座間市 1,700 H30.7

KICONA海老名店新築工事 村本建設㈱ 昭立産業㈱ 神奈川県海老名市 5,383 H30.7

笠間計画新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県横浜市 1,600 H30.7

NAS平塚駅前PJ 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県平塚市 1,650 H30.7

ロジクロス横浜港北開発計画 西松建設㈱ 昭立産業㈱ 神奈川県横浜市 2,763 H30.7

港南区日野6丁目開発計画 ㈱ピーエス三菱 ㈱和高建設 神奈川県横浜市 550 H30.7

藤沢市桐原町物流センター新築工事 東洋建設㈱ ㈱大和田工務店 神奈川県藤沢市 3,928 H30.8

菊名7丁目計画PJ 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県横浜市 570 H30.9

相川様貸施設新築工事
（相模原愛川計画）

大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県相模原市 1,050 H30.9

相模大野7丁目複合店舗新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県相模原市 500 H30.10

*
オリンピック川崎鹿島田　別館新築工
事

庄南ラス工業 神奈川県川崎市 700 H30.10

上丸子山王町計画 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県川崎市 430 H30.10

大谷様貸施設新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県川崎市 360 H30.11
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磯子区森一丁目計画新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県横浜市 860 H30.11

MFLP横浜 ㈱安藤・間 ㈱安藤・間 神奈川県横浜市 7,260 H30.11

横浜文化体育館サブアリーナ フジタJV　馬淵建設JV ㈱大和田工務店 神奈川県横浜市 1,864 H30.11

平塚市大神計画（MFLP) JFEシビル㈱ ㈱我妻工務店 神奈川県平塚市 10,800 H30.12

いなげや川崎京町店新築工事 ㈱福田組 ㈱福田組 神奈川県川崎市 1,600 H30.12

SVH小田原店（ビバホーム） 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県小田原市 2,000 H30.12

新東京ベイTC建築計画 川田工業㈱
㈱サンヨウトゥエンティ
ワン

神奈川県川崎市 1,975 H31.1

三井アウトレットパーク横浜ベイサイド
建替計画

三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ 神奈川県横浜市 14,500 H31.2

SOSILA海老名Ⅰ新築工事 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 神奈川県海老名市 11,400 H31.2

AGC旭硝子京浜工場 ㈱フジタ ㈱フジタ 神奈川県横浜市 325 H31.4

磯子区岡村計画 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県横浜市 1,800 H31.4

尾幡様宮崎台駅前計画 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県川崎市 2,000 R1.5

新東名高速　伊勢原北IC管理施設 名工建設㈱ 名工建設㈱ 神奈川県伊勢原市 900 R1.5

SKハウジング横浜寮 ㈱ソウワ 神奈川県横浜市 378 R1.5

生田駅前PJ 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県川崎市 374 R1.5

磯子区丸山複合店舗 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県横浜市 1,100 R1.5

横浜日野自動車㈱新横浜支店 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県横浜市 2,000 R1.5

荻野様介護施設計画 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県川崎市 280 R1.6

幸区矢上PJ 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県川崎市 880 R1.6

三井アウトレットパークベイサイド 綿半ソリューションズ㈱ 北稜建設㈱ 神奈川横浜市 3,600 R1.6

トーセイ相模原橋本台倉庫 JFEシビル㈱ 昭立産業㈱ 神奈川県相模原市 1,500 R1.7

鶴見区寺尾PJ 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県横浜市 4,720 R1.7

* よみうりランド立体駐車場新築工事 ㈱ジ・アース ㈱キョウエイ 神奈川県川崎市 1,569 R1.7

* 上星川三丁目計画 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県横浜市 2,000 R1.7

鉢岡町1丁目計画新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県横浜市 1,400 R1.7

神津精機㈱本社工場新築工事 名工建設㈱ ㈱タクト 神奈川県川崎市 421 R1.8

新百合古沢計画 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県川崎市 1,183 R1.9

* 東プレ相模原工場 ㈱ナカノフドー建設 ㈱木村工業 神奈川県相模原市 3,300 R1.9

小池様貸施設新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県横浜市 522 R1.9

森永製菓MOP再編第一期工事 清水建設㈱ 日栄鋼材㈱ 神奈川県横浜市 1,100 R1.10

たなべ興業有限会社様貸施設新築工
事

大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県川崎市 320 R1.10

神奈川病院一般病棟等建替整備工事 ㈱ナカノフドー建設 ㈱神田工務店 神奈川県秦野市 1,500 R1.10

横須賀火力発電所1.2号機 大和ハウス工業㈱ 栃木エコ建設㈱ 神奈川県横須賀市 20,000 R1.11

田代鉄工所本社工場新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県横浜市 715 R1.11

オーケー羽鳥店 ㈱イチケン ㈱明和工務店 神奈川県藤沢市 1,450 R1.11

荏田北ＰＪ新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県横浜市 524 R1.12

GLP平塚Ⅰプロジェクト JFEシビル㈱ 昭立産業㈱ 神奈川県平塚市 12,000 R1.12

土志田様貸施設新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県横浜市 460 R1.12
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* スエヒロ館川崎高津区店　新築工事 ㈱山陽ハウス工業 ㈱山陽ハウス工業 神奈川県川崎市 200 R2.1

岡田2丁目貸店舗新築工事 大和リース㈱ 大和リース㈱ 神奈川県厚木市 665 R2.1

河原様貸施設Ⅱ新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県横浜市 370 R2.2

日産自動車㈱追浜工場完成車保管用
自動倉庫

㈱ナカノフドー建設 ㈱ナカノフドー建設 神奈川県横須賀市 10,858 R2.2

岡田2丁目貸店舗新築工事 大和リース㈱ 大和リース㈱ 神奈川県厚木市 665 R2.2

Dプロジェクト平塚A ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 神奈川県平塚市 17,000 R2.3

日本ﾊﾟｰｶﾗｲｼﾞﾝｸﾞ株式会社　海老名
倉庫

東洋建設㈱ ㈱大和田工務店 神奈川県海老名市 5,430 R2.3

ESR川崎夜光DC新築工事 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 神奈川県川崎市 7,000 R2.3

中外ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽﾊﾟｰｸ横浜 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 神奈川県横須賀市 4,500 R2.3

日本瓦斯㈱川崎工場 ㈱熊谷組 ㈲高田工務店 神奈川県川崎市 3,600 R2.3

中山様貸施設 大和ハウス工業㈱ ㈱明和工務店 神奈川県川崎市 900 R2.3

* 宿河原2丁目工事 大和ハウス工業㈱ ㈱ＫＴＳ 神奈川県川崎市 800 R2.3

日本瓦斯㈱川崎工場　トレーラー棟 ㈱熊谷組 ㈲高田工務店 神奈川県川崎市 1,100 R2.5

山田様貸施設新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県横浜市 160 R2.8

川崎市高津区新作3丁目PJ新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 神奈川県川崎市 1,300 R2.8
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