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足利赤十字病院看護婦宿舎 戸田建設㈱ 協和建設㈱ 埼玉県足利市 960 H11.8

㈱ｱﾄﾞﾀﾞｲｾﾝ関東ﾒｰﾙｾﾝﾀｰ 大木建設㈱ 大木建設㈱ 埼玉県北足立郡 900 H11.9

白山製作所西4号館 共立建設㈱ ㈲鹿山工務店 埼玉県飯能市 130 H11.10

住宅資料館 藤島建設㈱ 大喜建設㈲ 埼玉県浦和市 350 H11.11

公 杉戸町育苗施設 ㈱松村組 ㈲東大野工務店 埼玉県北葛飾郡 360 H11.12

武蔵野機工㈱坂戸工場 大木建設㈱ 大木建設㈱ 埼玉県坂戸市 600 H12.4

ﾚｻﾞｰｼﾞｮﾌﾞ㈱本社 川鉄建材㈱ ㈲大幸建設 埼玉県戸田市 720 H12.4

城北伸鐵東松山工場 戸田建設㈱ ㈲大幸建設 埼玉県東松山市 1500 H12.5

太洋ﾌﾟﾗｽﾁｨｯｸ蓮田工場 大木建設㈱ 大木建設㈱ 埼玉県蓮田市 200 H12.9

㈱東基日高工場 中央建設 大幸建設㈱ 埼玉県日高市 260 H12.10

ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽ戸田店 祐伸建設㈱ 大幸建設㈱ 埼玉県戸田市 1050 H12.12

公 * 埼玉栄東中学高校 戸田建設㈱ ㈱森鋼 埼玉県大宮市 2460 H13.4

* 竹田印刷㈱越谷工場 ㈱佐野建設 ㈱森鋼 埼玉県越谷市 120 H13.4

* 日本ﾏﾀｲ㈱埼玉工場 大木建設㈱ ㈱森鋼 埼玉県 4940 H13.5

* ㈱ｶｽﾀﾑｸﾞﾗﾋﾞｱ東京工場 西部建設㈱ ㈱森鋼 埼玉県吉川市 1300 H13.6

* 東急入間ﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ 梶新工業 ㈱森鋼 埼玉県入間市 360 H13.6

* KSﾋﾞﾙ ㈱大林組 ㈱森鋼 埼玉県埼玉市 1220 H13.8

* ﾆｭｰﾎﾟﾊﾟｲ岩槻店 安藤建工㈱ ㈱森鋼 埼玉県岩槻市 1140 H13.9

* 三菱ﾏﾃﾘｱﾙ航空機部品工場 ㈱銭高組 ㈱森鋼 埼玉県北本市 1280 H13.9

* ﾌｧｯｼｮﾝｾﾝﾀｰしまむら戸ヶ崎店 栗本建設工業㈱ ㈱森鋼 埼玉県三郷市 1080 H13.10

* JA全農新東京生鮮食品集配ｾﾝﾀｰ ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱森鋼 埼玉県戸田市 850 H13.11

* 三郷北口自転車駐車場 東鉄工業㈱ ㈱森鋼 埼玉県三郷市 40 H14.8

* 原田ビル 不動開発㈱ ㈱森鋼 埼玉県さいたま市 400 H14.9

* 加藤産業鶴ｹ島ｾﾝﾀｰ ㈱フジタ ㈱森鋼 埼玉県鶴ケ島市 800 H14.9

* 北本病院 ㈲ニート ㈱森鋼 埼玉県北本市 400 H14.9

* 三菱ﾏﾃﾘｱﾙ綜合研究所
大林・三菱・銭高・間・
建設ＪＶ

㈱森鋼 埼玉県さいたま市 2600 H14.9

* 深野ﾏﾝｼｮﾝ ｽﾀｰﾂ㈱ ㈱森鋼 埼玉県越谷市 280 H14.9

* ﾔﾏﾄ運輸㈱埼京主管支店 前田建設工業㈱ ㈱森鋼 埼玉県新座市 8600 H14.9

* 朝霞台中央病院 ㈱増岡組 ㈱森鋼 埼玉県朝霞市 1660 H14.10

* 鴻巣本町５丁目計画 山岡建設㈱ ㈱森鋼 埼玉県鴻巣市 440 H14.10

* ﾊﾏﾉ本社工場 ㈱松永建設 ㈱森鋼 埼玉県吉川市 760 H14.11

* 吉田製薬㈱入間工場 ㈱増岡組 ㈱森鋼 埼玉県入間市 1160 H14.12

* 戸田中央臨床検査研究所 ㈱増岡組 ㈱森鋼 埼玉県戸田市 450 H15.3

* NPC立体駐車場 ㈱大林組 ㈱森鋼 埼玉県さいたま市 880 H15.3

* 日本通運㈱川口領家ｾﾝﾀｰ 松井建設㈱ ㈱森鋼 埼玉県川口市 6800 H15.4

* 東和ﾌﾟﾛｾｽ㈱第2工場 西部建設㈱ ㈱森鋼 埼玉県川口市 600 H15.4

* 日本通運㈱ﾗﾝﾌﾟ棟 松井建設㈱ ㈱森鋼 埼玉県川口市 2600 H15.7

* ｾｺﾆｯｸﾋﾞﾙ 日本舗道㈱ ㈱森鋼 埼玉県新座市 3100 H15.8
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* 第一経営関東新工場 ㈱フジタ ㈱森鋼 埼玉県さいたま市 350 H15.9

* 武笠さくら草ビル 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 埼玉県浦和市 200 H15.9

* 中央精版印刷笹目工場 安藤建設㈱ ㈱森鋼 埼玉県戸田市 1700 H15.10

* GOLF5大宮吉野町店 日本建設㈱ ㈱森鋼 埼玉県さいたま市 930 H15.10

* 中山福㈱関東支社 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 埼玉県加須市 5600 H15.12

* 坂戸新規店舗立体駐車場 総合ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ建設㈱ ㈱森鋼 埼玉県坂戸市 600 H16.1

* 南古谷ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 飛島建設㈱ ㈱森鋼 埼玉県川越市 930 H16.3

* 日吉興産貸事務所 ㈱商建 ㈱森鋼 埼玉県上尾市 540 H16.5

* 丸沼倉庫Ⅲ期
三井住友・青木・あす
なろＪＶ

㈱森鋼 埼玉県朝霞市 5,800 H16.6

* 東川口介護老人保健施設 ㈱増岡組 ㈱森鋼 埼玉県川口市 3,000 H16.9

* 大宮H-HOUSE 日本建設㈱ ㈱森鋼 埼玉県さいたま市 60 H16.9

* 船津倉庫 不動開発㈱ ㈱森鋼 埼玉県入間市 3,500 H16.10

* 新越谷物流ｾﾝﾀｰ 五洋建設㈱ ㈱森鋼 埼玉県越谷市 5,000 H16.11

* 名鉄運輸埼玉支店 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 埼玉県南埼玉郡 4,000 H17.6

* 第一ﾌﾟﾗｻﾞ西浦和店 総合ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ建設㈱ ㈱森鋼 埼玉県さいたま市 850 H17.6

* ｻﾝｹｲ印刷戸田工場 ㈱熊谷組 ㈱森鋼 埼玉県戸田市 1,700 H17.8

* 幸手上高野ＳＣ 不動建設㈱ ㈱森鋼 埼玉県幸手市 3,600 H17.9

* 第4ＦＴビル ㈲片岡建設 ㈱森鋼 埼玉県川口市 500 H17.9

* 日東ｺﾝｸﾘｰﾄ技術事務棟 有修功 ㈱森鋼 埼玉県三郷市 700 H17.10

* ｱﾘｰﾅ岩槻 日清建設㈱ ㈱森鋼 埼玉県鶴ｹ島市 700 H17.11

* ムトウ化工紙㈱八潮 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱森鋼 埼玉県八潮市 400 H17.11

* 西町運輸倉庫㈱岩槻配送ｾﾝﾀｰ ㈱福田組 ㈱森鋼 埼玉県さいたま市 2,700 H17.12

* 協進社㈱加須工場 川田工業㈱ ㈱森鋼 埼玉県加須市 2,700 H17.12

* ﾊﾞｯﾌｧﾛｰ宮前店 ｺﾅﾝ建設㈱ ㈱森鋼 埼玉県さいたま市 900 H17.12

* 上尾愛宕SC 不二建設㈱ ㈱森鋼 埼玉県上尾市 9,200 H18.1

* 中央精版印刷㈱4号館 安藤建設㈱ ㈱森鋼 埼玉県戸田市 3,800 H18.1

* さいたま市TAKEﾋﾞﾙ 小林住宅開発㈱ ㈲村上ﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ 埼玉県さいたま市 200 H18.2

* 埼玉物流ｾﾝﾀｰ 安藤建設㈱ ㈱森鋼 埼玉県東松山市 9,000 H18.3

* ﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ草加店 ㈱淺沼組 ㈱森鋼 埼玉県草加市 800 H18.4

* ｴｸｼﾝｸﾞ騎西倉庫 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼
埼玉県北埼玉郡騎
西町

2,000 H18.5

* 日本機器 ㈱森鋼 埼玉県狭山市 600 H18.6

* ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽﾊﾟｰｸ杉戸Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 清水建設㈱ ㈱森鋼 埼玉県北葛飾郡 11,600 H18.7

* いなげや所沢店 西部建設㈱ ㈱森鋼 埼玉県所沢市 2,000 H18.7

* 小規模特別養護老人ﾎｰﾑ飛鳥の里 清水建設㈱ ㈱森鋼 埼玉県所沢市 800 H18.8

* ｾﾝｺｰ㈱浦和PDｾﾝﾀｰ ㈱淺沼組 ㈱森鋼 埼玉県さいたま市 100 H18.8

* 明治乳業 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 埼玉県春日部市 2,300 H18.9

* 島忠川越店 ㈱錢高組 ㈱森鋼 埼玉県川越市 3,200 H18.10

* ﾓﾃｷﾞ配送ｾﾝﾀｰ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 埼玉県深谷市 2,900 H18.12
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* ﾔｵｺｰ幸手店 ㈱福田組 ㈱森鋼 埼玉県幸手市 1,400 H19.1

* 狭山リサイクルプラザ ㈱ﾀｸﾏ ㈱森鋼 埼玉県狭山市 4,000 H19.3

* ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｼﾃｨｷｬﾗ 安藤建設㈱ ㈱森鋼 埼玉県川口市 4,300 H19.4

* ㈱ヤマトヤ商会久喜工場 ㈱サン工業 ㈱森鋼 埼玉県久喜市 250 H19.4

* ㈲千木屋貸し倉庫 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 埼玉県川口市 300 H19.4

* 蕨市介護老人保健施設 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 埼玉県蕨市 1,900 H19.6

* ㈱青木商店入間工場新築工事 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 埼玉県入間市 800 H19.6

* くらコーポレーション埼玉センター増築 日本建設㈱ ㈱森鋼 埼玉県日高市 600 H19.6

* 丸平産業㈱倉庫(日通）増築工事 安藤建設㈱ ㈱森鋼 埼玉県行田市 2,100 H19.7

* スーパー夢ランド新築 ㈱福田組 ㈱森鋼 埼玉県さいたま市 1,600 H19.8

* 栄和化工第一工場 清水建設㈱ ㈱森鋼 埼玉県三郷市 430 H19.8

* ＪＲバス関東株式会社 ㈱森鋼 埼玉県さいたま市 750 H19.10

* 川崎鉄鋼㈱新工場 ㈱村上ハンドリング 埼玉県児玉郡 1,000 H19.10

* 粕壁3丁目A街区第1種市街地再開発 ㈱大林組 ㈱村上ハンドリング 埼玉県春日部市 400 H19.11

* PALAZZO鳩ヶ谷第4駐車場 高真建設㈱ ㈱森鋼 埼玉県鳩ヶ谷 260 H19.11

* ドン・キホーテ大宮店 日本建設㈱ ㈱森鋼 埼玉県さいたま市 200 H20.3

* 関東防災設備㈱本社ﾋﾞﾙ ㈲島村建設 ㈱森鋼 埼玉県川口市 300 H20.8

* スーパーバリュー川口新築工事 大幸建設 ㈱森鋼 埼玉県川口市 2,000 H20.9

* セキ薬品新座火止店 ㈱アート住建 ㈱森鋼 埼玉県新座市 300 H20.9

* 大和輸送㈱羽生倉庫 関東建設工業㈱ 東建ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 埼玉県羽生市 7,200 H20.10

*
啓和運輸㈱所沢物流センター新築工
事

福田組㈱ ㈱森鋼 埼玉県所沢市 2,200 H20.10

* 第一プラザ武州長瀬店新築工事 日清建設㈱ 日本型枠工業 埼玉県入間郡 630 H21.1

*
Ｄプロジェクト久喜菖蒲ﾊﾟｰﾄⅡＡ棟　（5
ミリ枠）+リブ

大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 埼玉県南埼玉郡 280 H21.1

* 平河工業社賃貸倉庫新築工事 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 埼玉県入間市 1,900 H21.2

* ヤナセ所沢店 ㈱アート住建 ㈱森鋼 埼玉県所沢店 500 H21.2

公 * 越谷・松伏北部配水場建設 鹿島建設㈱ 岩野物産㈱ 埼玉県越谷市 200 H21.3

* 吉川市小松川工場新築工事 田中・UDK　JV 岩野物産㈱ 埼玉県吉川郡 1,600 H21.4

* ドラッグストアセキ上柴店 ㈱アート住建 ㈱森鋼 埼玉県深谷市 400 H21.4

* 秋田書店戸田営業所建替 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 埼玉県戸田市 1,300 H21.4

* ヤオコー新座野火店 ㈱福田組 ㈱森鋼 埼玉県新座市 2,300 H21.4

* 日本梱包運輸倉庫新築工事 関東建設工業㈱ 日本型枠工業 埼玉県日高市 5,300 H21.4

* ㈱モリオ様春日部工場 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 埼玉県春日部市 400 H21.5

* 遊・志木上宗岡新築 鈴木土木㈱ ㈱森鋼 埼玉県志木市 450 H21.5

* 司機工新工場 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 埼玉県八潮市 700 H21.6

* 五右衛門入間宮寺店 ㈱アート住建 ㈱森鋼 埼玉県入間市 100 H21.6

公 * 羽生PA（下り線）商業施設新築工事 三井住友建設㈱ ㈱村上ハンドリング 埼玉県羽生市 900 H21.5

* 川口トラック共同組合事務所 ㈲島村建設 ㈱森鋼 埼玉県川口市 160 H21.9

* 富士警備保障寄居センター 川田工業㈱ ㈱森鋼 埼玉県大里郡 500 H21.9
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* 亀ｹ谷物流センター 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 埼玉県所沢市 3,000 H21.10

* レストヴィラ坂戸新築 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 埼玉県坂戸市 370 H21.10

* スーパーワークス南埼玉工場 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 埼玉県所沢市 400 H21.10

* 島忠川口店 埼玉建興㈱ 新井工務店㈱ 埼玉県川口市 2,000 H21.11

丸田様マンション新築工事 (有)島村建設 ㈱森鋼 埼玉県緑区 109 H22.5

トナミ運輸菖蒲支店建設工事 ㈱フジタ 北稜建設㈱ 埼玉県久喜市 2,100 H22.12

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
JV

北稜建設㈱ 埼玉県草加市 3,200 H23.6

ＪＡ
ＪＡ士幌町農業共同組合関東食品開
発研究棟製品倉庫新築工事

㈱フジタ 北稜建設㈱ 埼玉県東松山市 4,000 Ｈ23.7

ケーズデンキ吉川店新築工事 オリックス㈱ ㈱鍛冶田工務店 埼玉県吉川市 3,500 Ｈ23.7

* あさひ東日本物流センター ㈱トップロード 埼玉県久喜市 4,000 H23.8

モリタ東京製作所伊奈新社屋新築工
事

清水建設㈱ 清水建設㈱ 埼玉県北足立郡 3,000 H23.10

ヤオコー川越的場店 ㈱福田組 ㈱福田組 埼玉県川越市 1,900 Ｈ23.11

ヤマショウフーズ本社・店舗新t久浩二 大日本土木㈱ 北稜建設㈱ 埼玉県上尾市 1,600 Ｈ23.11

* フォレオ菖蒲新築工事 ㈱村上ハンドリング 埼玉県久喜市 684 Ｈ23.11

*
中山静子ゆりこ高齢者賃貸住宅建設
工事

大和建設工業 ㈱村上ハンドリング 埼玉県草加市 680 H23.12

日油技研工業㈱15.16号棟新築工事 ㈱森本組東京支店 ㈱森本組東京支店 埼玉県川越市 600 H24.1

星風会川口サービス付高齢者向け住
宅新築工事

㈱福田組東京本店 ㈱福田組東京本店 埼玉県川口市 1,000 H24.1

* マルハン所沢店 ㈱朝日建装 ㈱伸誠ラス工業 埼玉県所沢市 3,500 H24.1

興和物流センター 清水建設㈱ 清水建設㈱ 埼玉県加須市 5,200 H24.1

ベルク上尾東店新築工事 武並建設㈱ 武並建設㈱ 埼玉県上尾市 1,364 Ｈ24.3

大同機工㈱本庄工場新築工事 ㈱ユーディーケー ㈱新井工務店 埼玉県本庄市 1,700 Ｈ24.3

株式会社協進社　加須工場増築工事 川田工業㈱ ㈱トップロード 埼玉県加須市 900 H24.5

吉田製薬入間工場1号棟増築工事 清水建設㈱ ヘライ建設㈱ 埼玉県入間市 500 H24.6

明治図書出版㈱川口社屋増築工事 鉄建建設㈱関越支店 北稜建設㈱ 埼玉県川口市 1,200 H24.6

名鉄急配㈱入間物流センター新築工
事

㈱加賀田組東京支店 ㈱加賀田組東京支店 埼玉県入間市 5,200 H24.6

大成ラミック㈱第2工場新築工事 大成建設㈱関東支店 ㈱新井工務店 埼玉県南埼玉郡 3,000 H24.7

大東倉庫春日部　新倉庫計画 大成建設㈱関東支店 ㈱新井工務店 埼玉県春日部市 3,000 H24.7

* 猪鼻様賃貸店舗新築工事 大和ハウス工業㈱ ㈱トップロード 埼玉県川越市 200 H24.8

岩槻ロジスティクスセンター新築工事 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 埼玉県春日部 15,000 H24.8

* カスミふじみ野店新築工事 ㈱ナカノフドー建設 ㈱ナカノフドー建設 埼玉県ふじみ野市 15,000 H24.8

Ｄプロジェクト三郷3-5画地計画 佐藤工業㈱ ヘライ建設㈱ 埼玉県三郷市 1,540 H24.8

西上尾SC新築工事 大成建設㈱関東支店 ㈱新井工務店 埼玉県上尾市 5,000 H24.9

ヤオコー新白岡店 ㈱福田組 埼玉県南埼玉郡 120 H24.10

㈱角田鉄工所美里工場建設工事 大栄建築事務所 北稜建設㈱ 埼玉県児玉郡 3,760 H24.12

スズキ自販西埼玉本社建替工事 吉川建設㈱ 吉川建設㈱東京支店 埼玉県川越市 1,730 Ｈ25.2

ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽﾊﾟｰｸ北本プロジェクト 大成建設㈱関東支店 ㈱新井工務店 埼玉県北本市 5,000 Ｈ25.3

雄進印刷新座工場新築工事 三和建設 昭立産業 埼玉県新座市 950 Ｈ25.5

久喜清久物流センター新築工事 清水建設㈱関東支店 ヘライ建設㈱ 埼玉県久喜市 8,000 Ｈ25.5
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プロロジスパーク川島2期新築工事 西松建設㈱ 昭立産業㈱ 埼玉県比企郡 6,500 Ｈ25.5

友晃電気㈱新本社新築工事 清水建設㈱関東支店 清水建設㈱関東支店 埼玉県戸田市 400 Ｈ25.6

なごやかレジデンス・春日部新築工事 大近建設㈱ 大近建設㈱ 埼玉県春日部市 650 Ｈ25.7

埼玉工業㈱Ｃ棟新築工事 清水建設㈱ ヘライ建設㈱ 埼玉県日高市 1,100 Ｈ25.6

* 三共開発草加寮 ㈱COMON館 ㈱ソウカ 埼玉県草加市 300 Ｈ25.8

* Ｄプロジェクト川越Ⅱ新築工事 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 埼玉県川越市 246 Ｈ25.8

川口サービス付老人ホーム 吉川建設㈱ 北稜建設㈱ 埼玉県川口市 600 Ｈ25.9

学校法人立明学院茂幼稚園新築工事 ㈱福田組 ㈱福田組 埼玉県吉川市 1,900 Ｈ25.9

アライパーツ新社屋新築工事 ㈱福田組 ㈱福田組 埼玉県八潮市 500 Ｈ25.10

東京都日野自動車㈱狭山支店新築工
事

清水建設㈱ ヘライ建設㈱ 埼玉県狭山市 3,000 Ｈ25.9

ヤクルト球団戸田ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ室内練習場
新築工事

戸田建設㈱関東支店 小林建設工業㈱ 埼玉県戸田市 500 Ｈ25.10

坂戸塚越店舗新築工事駐車場棟 IHI運搬機械㈱
㈱アイテックストラク
チャー

埼玉県坂戸市 500 Ｈ25.10

武蔵浦和駅第3街区再開発事業 清水建設㈱ ヘライ建設㈱ 埼玉県さいたま市 2,500 Ｈ25.10

坂戸塚越店舗新築工事 日本建設㈱東京支店 日本建設㈱東京支店 埼玉県坂戸市 4,350 Ｈ25.11

ららぽーと富士見新築工事 ㈱安藤･間 ㈱安藤・間 埼玉県富士見市 12,000 Ｈ25.12

エー・アンド・ディ鴻巣工場新築工事 柏木建設㈱ 小林建設工業㈱ 埼玉県鴻巣市 1,072 Ｈ25.12

ケーズデンキ上尾店新築工事 ㈱福田組 ㈱福田組 埼玉県上尾市 2,500 Ｈ26.2

Dベーション杉戸店（立体駐車場） ㈱乃木鈴建設産業 ㈱村上ハンドリング 埼玉県北葛飾郡 1,534 H26.3

日建紙工㈱東日本物流センター ㈱森鋼 埼玉県草加市 1,500 H26.4

小松原学園越谷新校舎建設工事 清水建設㈱ ヘライ建設㈱ 埼玉県越谷市 1,800 H26.4

ＵＮＩＣＳ川越新築工事
㈱安藤・間首都圏第一
支店

㈱安藤間首都圏第一
支店

埼玉県川越市 4,021 H26.4

メモルス本社ビル新築工事 ㈱スパークル 雄健工業㈱ 埼玉県狭山市 623 Ｈ26.5

* 斎藤様東岩槻貸施設新築工事
大和ハウス工業㈱埼玉
支社

㈱トップロード 埼玉県さいたま市 750 Ｈ26.6

志木ショッピングセンター ㈱福田組 ㈱福田組 埼玉県志木市 2,900 Ｈ26.6

* ヒューテック岩槻物流 ㈱村上ハンドリング 埼玉県岩槻市 2,480 Ｈ26.7

東興業八潮物流施設新築工事 西松建設東京支社 昭立産業㈱ 埼玉県八潮市 8,500 Ｈ26.7

* 三共開発八潮寮新築工事 ㈱ソウワ ㈱ソウワ 埼玉県八潮市 500 Ｈ26.7

㈱スギヤマ第二工場新築工事 ㈱カネカ 小林建設工業㈱ 埼玉県日高市 1,300 Ｈ26.7

学校法人立命学院茂幼稚園新築工事
2期工事

㈱福田組東京本店 ㈱福田組東京本店 埼玉県吉川市 400 Ｈ26.8

* アーカイブ倉庫 鹿島建設㈱ 村上ハンドリング 埼玉県 3,900 Ｈ26.8

佐竹化学機械工業㈱新工場建築工事 清水建設㈱ ヘライ建設㈱ 埼玉県戸田市 2,000 Ｈ26.8

ケーズデンキ越谷店新築工事 ㈱イチケン ヘライ建設㈱ 埼玉県越谷市 2,500 Ｈ26.8

* 奥貫様貸施設ユニットそよ風 大和ハウス工業㈱ ㈱トップロード 埼玉県行田市 750 Ｈ26.8

* あみやき亭見沼店　新築工事 ㈱三陽ハウス工業 ㈱三陽ハウス工業 埼玉県さいたま市 200 Ｈ26.8

立教大学屋内練習場 清水建設㈱ ヘライ建設㈱ 埼玉県新座市 1,000 Ｈ26.9

プロロジスパーク吉見プロジェクト 清水建設㈱関東支店 清水建設㈱関東支店 埼玉県比企郡 30,400 Ｈ26.9

* あみやき亭川越店　新築工事 ㈱三陽ハウス工業 ㈱三陽ハウス工業 埼玉県さいたま市 130 Ｈ26.9

* 堀尾ビル介護施設新築工事
大和ハウス工業㈱川越
支社

㈱トップロード 埼玉県坂戸市 800 Ｈ26.11
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* 石塚様貸施設
大和ハウス工業㈱埼玉
支社

㈱トップロード 埼玉県川口市 536 Ｈ26.11

* 大熊様保育園
大和ハウス工業㈱埼玉
支社

㈱トップロード 埼玉県川口市 300 Ｈ26.11

* 田中様店舗新築工事
大和ハウス工業㈱埼玉
支社

㈱トップロード 埼玉県川口市 150 Ｈ26.12

* 池田様賃貸施設新築工事
大和ハウス工業㈱埼玉
支社

㈱トップロード 埼玉県川口市 500 Ｈ26.12

* ウェルシア坂戸厚川店新築工事 大和ハウス㈱川越支店 ㈱トップロード 埼玉県坂戸市 200 Ｈ27.1

* 卯月様賃貸店舗新築工事（セイムス） 大和ハウス工業㈱ ㈱トップロード 埼玉県さいたま市 350 H27.3

ヨネックス㈱東京工場新第3工場建設
計画

㈱熊谷組 ㈱熊谷組 埼玉県八潮市 1,323 H27.4

* 三共開発　朝霞寮 ㈱COMON館 ㈱ソウワ 埼玉県新座市 280 H27.5

* サニーライフ川口赤井台 大和ハウス工業㈱関東 ㈱トップロード 埼玉県川口市 142 H27.5

自治医科大学附属さいたま医療セン
ター西側立体駐車場新築工事

IHI運搬機械㈱ 岩田地崎建設㈱ 埼玉県さいたま市 1,327 H27.6

角上生鮮市場越谷店新築工事
㈱ラックランド　海津建
設

昭立産業㈱ 埼玉県越谷市 1,400 H27.6

* GU朝霞店新築工事 大和ハウス工業㈱ ㈱トップロード 埼玉県朝霞市 300 H27.6

* 日東コンクリート技術事務所増築工事 ㈱修功 ㈱森鋼 埼玉県三郷市 165 H27.7

Landport岩槻新築工事 JFEジビル㈱ 昭立産業㈱ 埼玉県さいたま市 9,500 H27.8

ヤオコー熊谷箱田 ㈱福田組東京本店 ㈱福田組東京本店 埼玉県熊谷市 1,200 H27.9

* スエヒロ館南区辻店 ㈱三陽ハウス工業 埼玉県さいたま市 200 H27.10

* 斎藤様東岩槻貸施設新築工事 大和ハウス工業㈱ ㈱トップロード 埼玉県さいたま市 3,000 H27.11

* Dプロジェクト久喜ⅢK 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 埼玉県久喜市 3,250 H27.11

* スエヒロ館戸田店 ㈱三陽ハウス工業 埼玉県 97 H27.12

* 関口様賃貸施設エクラシア与野 大和ハウス工業㈱ ㈱トップロード 埼玉県さいたま市 600 H27.12

*
関東三菱自動車販売㈱熊谷店増築工
事

YAMAテック㈱ 森鋼㈱ 埼玉県熊谷市 350 H28.1

アーク３Ｄ　AUTO事業本部増築工事 吉川建設㈱ 吉川建設㈱ 埼玉県日高市 1,769 H28.2

RW川島町物流倉庫新築計画 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 埼玉県比企郡 9,600 H28.2

岡谷電機産業㈱工場増築工事 ㈱徳川組 ㈱徳川組 埼玉県行田市 1,070 H28.2

朝霞台中央総合病院新築工事 清水建設㈱ 清水建設㈱ 埼玉県朝霞市 1,620 H28.2

* 清宮様賃貸施設新築工事 大和ハウス工業㈱ ㈱トップロード 埼玉県さいたま市 400 H28.3

公 * 狭山市営鵜ノ木団地B棟 丸和工業㈱ 丸和工業㈱ 埼玉県狭山市 172 H28.5

* 飯島様賃貸施設新築工事 大和ハウス工業㈱ ㈱トップロード 埼玉県戸田市 400 H28.5

ハスクバーナ・ゼノア㈱川越工場
再編整備計画

㈱安藤･間 ㈱アイテック 埼玉県川越市 2,000 H28.5

幸手物流センター新築工事 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 埼玉県幸手市 12,000 H28.6

* 幸手物流センター新築工事 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 埼玉県幸手市 10,000 H28.6

㈱ヤオコーデリカ・生鮮センター2期工
事

㈱福田組 ㈱福田組 埼玉県東松山市 2,000 H28.6

カナオカ配送センター増築工事 丸和工業㈱ 丸和工業㈱ 埼玉県鴻巣市 2,150 H28.6

安齋様賃貸介護施設新築工事
大和ハウス工業㈱
埼玉西支社

大和ハウス工業㈱
埼玉西支社

埼玉県川越市 264 H28.8

キングパッケージ ㈱コア ㈱コア 埼玉県川口市 300 H28.8

ウニクス南古谷増築工事 戸田建設㈱ 共成建設㈱ 埼玉県川越市 48 H28.9

渡辺様立体駐車場新築工事 川木建設㈱ 川木建設㈱ 埼玉県川越市 847 H28.9

* 浦和別邸 闢 新築工事
大和ハウス工業㈱
埼玉支社

㈱トップロード 埼玉県さいたま市 450 H28.9
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プロロジス東松山 清水建設㈱ ヘライ建設㈱ 埼玉県東松山市 8,000 H28.11

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 1,900 H28.11

* 保線機器設備リース工場 杉本興業㈱ ㈱キョウエイ 埼玉県八潮市 1,500 H28.11

*
㈱育陽会ｻｰﾋﾞｽ付高齢者向住宅
新築工事

大和ハウス工業㈱
埼玉支社

㈱トップロード 埼玉県さいたま市 450 H28.11

ヤオコー熊谷物流センター新築工事 ㈱安藤・間 ㈱安藤・間 埼玉県熊谷市 11,000 H28.11

田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ㈱埼玉工場VG原料部
新築工事

㈱新井組東京支店 ㈱新井組東京支店 埼玉県鶴ヶ島市 415 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 298 H28.12

中村様介賃貸施設新築工事
エクラシア戸田

大和ハウス工業㈱埼玉
支社流通店舗事業部

㈱トップロード 埼玉県戸田市 400 H28.12

*
清水様賃貸施設新築工事
サニーライフ北本

大和ハウス工業㈱埼玉
支社流通店舗事業部

㈱トップロード 埼玉県北本市 16 H28.12

三芳町倉庫新築工事 埼和興産㈱ 埼和興産㈱ 埼玉県三芳町 400 H29.1

*
遠藤様賃貸施設新築工事
あげお共生の家新築工事

大和ハウス工業㈱
埼玉支社

㈱トップロード 埼玉県上尾市 340 H29.1

サンドラック川口西青木店新築工事 ㈱美喜工務店 ㈱美喜工務店 埼玉県川口市 450 H29.1

* SGリアルティ和光新築工事 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 埼玉県和光市 9,900 H29.1

* 羽生総合病院移転新築工事 ㈱村上ハンドリング 埼玉県羽生市 285 H29.2

幸手物流センター新築工事C棟駐車
場

大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 埼玉県幸手市 1,000 H29.3

*
瀧原様賃貸施設新築工事
イリーゼ久喜

大和ハウス工業㈱埼玉
支社

㈱トップロード 埼玉県久喜市 500 H29.3

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 396 H29.3

* KEIZ朝霞（朝霞計画） 庄南ラス工業 埼玉県朝霞市 3,800 Ｈ29.4

寿倉庫増築計画 丸和工業㈱ 丸和工業㈱ 埼玉県久喜市 2,580 H29.4

㈱錦江　新和5丁目倉庫改築工事 関東建設工業㈱ ㈱紺野工務店 埼玉県三郷市 1,200 H29.4

公 安全信頼センター増築工事 ㈱福田組 ㈱福田組 埼玉県久喜市 490 H29.4

ユーエイキャスター埼玉飯能工場
新築工事

日本建設㈱ 日本建設㈱ 埼玉県飯能市 1,500 H29.5

鷲宮ショッピングセンターA区画増築工
事

㈱美喜工務店 ㈱美喜工務店 埼玉県久喜市 2,755 H29.5

昭和金属鴻巣市工場新築工事 ㈲會野建設工業 ㈲會野建設工業 埼玉県鴻巣市 965 H29.5

アサヒ紙工㈱新築工事 丸和工業㈱ 丸和工業㈱ 埼玉県鴻巣市 500 H29.6

* ㈱レグルス貸事務所 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 埼玉県 348 H29.6

レッドウッド久喜ディストリビューション
センター

㈱熊谷組 ㈱熊谷組 埼玉県久喜市 10,000 H29.6

* エクラシア指扇 大和ハウス工業㈱ ㈱トップロード 埼玉県さいたま市 435 H29.7

㈱ヒロユキ様本社新築工事 大和リース㈱ 木村建設㈱ 埼玉県戸田市 1,096 H29.7

MINI川越新築工事
大和ハウス工業㈱
埼玉西支社

大和ハウス工業㈱ 埼玉県川越市 600 H29.8

ウェルシア富士見渡戸店新築工事
大和ハウス工業㈱
埼玉西支社

大和ハウス工業㈱ 埼玉県富士見市 452 H29.8

ロッテ狭山工場改修･解体及び
インフラ盛替工事

㈱フジタ 北稜建設㈱ 埼玉県狭山市 1,300 H29.8

住友商事SM店舗 TSUCHIYA㈱ 昭立産業㈱ 埼玉県 600 H29.9

第一倉庫冷蔵㈱戸田1号倉庫A棟改
築工事

東亜建設工業㈱ ㈱森鋼 埼玉県戸田 1,810 H29.9

MFLPプロロジスパーク川越新築工事 ㈱安藤・間 ㈱安藤・間 埼玉県川越市 6,000 H29.10

新永建設葛原工場新築工事 ㈱建忠 ㈱山上 埼玉県川口市 700 H29.10

川越市幸町店舗新築工事
大和ハウス工業㈱
埼玉西支社

大和ハウス工業㈱
埼玉西支社

埼玉県川越市 196 H29.11

公 * さいたま市立病院 ㈱村上ハンドリング 埼玉県さいたま市 310 H29.11
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* ルイシャトレ戸田駐車場新築工事 ㈱日本テクノ鋼機 ㈱森鋼 埼玉県戸田市 386 H29.11

*
戸張様賃貸施設新築工事
(サニーライフ東川口)

大和ハウス工業㈱ ㈱トップロード 埼玉県川口市 720 H29.12

* ドラックセイムス羽生東店新築工事 ㈱村上ハンドリング 埼玉県羽生市 593 H30.1

* メッツァビレッジ建設工事 日成ビルド㈱ ㈱トップロード 埼玉県飯能市 3,000 H30.2

ドラックセイムズ川越小室店新築工事
大和ハウス工業㈱
埼玉西支社

大和ハウス工業㈱
埼玉西支社

埼玉県川越市 340 H30.2

メガガイア大袋店新築工事 徳栄建設㈱ 昭立産業㈱ 埼玉県越谷市 7,228 H30.2

草加栄町共同住宅 ㈱建忠 ㈱山上 埼玉県草加市 265 H30.4

日本リーテック大宮支社新築工事 鉄建㈱ 北稜建設㈱ 埼玉県さいたま市 198 H30.4

エスロジ新座W棟新築工事 清水建設㈱ 清水建設㈱ 埼玉県新座市 20,000 H30.5

ロヂャース上尾店 中島建工㈱ 北稜建設㈱ 埼玉県上尾市 407 H30.5

日本梱包運輸倉庫㈱小川営業所
寄居出張所二期工事

川田工業㈱ ㈲富士技建 埼玉県大里郡 3,248 H30.5

GLP新座プロジェクト 矢作建設工業㈱ 海津建設㈱ 埼玉県新座市 4,792 H30.5

野口倉庫㈱本社倉庫新築工事 ㈱福田組 ㈱福田組 埼玉県戸田市 1,050 H30.5

島忠さいたま中央計画 五洋建設㈱ 昭立産業㈱ 埼玉県さいたま市 1,200 H30.6

日本梱包運輸倉庫㈱狭山梱包セン
ター第4期柏原倉庫建設工事

川田工業㈱ ㈲富士技建 埼玉県狭山市 1,600 H30.6

*
日本梱包運輸倉庫㈱狭山梱包セン
ター第4期柏原倉庫建設工事

川田工業㈱ ㈲富士技建 埼玉県狭山市 1,600 H30.6

川瀬様賃貸施設エクラシア上尾 大和ハウス工業㈱ ㈱トップロード 埼玉上尾市 700 H30.6

* 蕨市中央1丁目施設NAS蕨 大和ハウス工業㈱ ㈱トップロード 埼玉県蕨市 780 H30.7

笠原理化工業㈱本社新築工事 丸和工業㈱ 丸和工業㈱ 埼玉県久喜市 650 H30.8

明治坂戸工場2号館 ㈱奥村組 ㈱奥村組 埼玉県坂戸市 5,400 H30.9

* 大宮西口第四区5街区計画 大和ハウス工業㈱ ㈱トップロード 埼玉県さいたま市 130 H30.10

エスロジ新座E1棟新築工事 清水建設㈱関東支店 清水建設㈱関東支店 埼玉県新座市 5,300 H30.12

パルシステム熊谷センター新築工事 日本国土開発㈱ 日本国土開発㈱ 埼玉県熊谷市 2,300 H30.12

* DPL幸手新築工事
大和ハウス工業㈱
埼玉支社

大和ハウス工業㈱
埼玉支社

埼玉県幸手市 13,000 H30.12

ビバモール本庄中央新築工事 ㈱加賀田組 ㈱加賀田組 埼玉県本庄市 5,700 H31.2

イオンスタイル新井宿新築工事 ㈱秋山工務店 ㈱秋山工務店 埼玉県川口市 716 H31.2

* エクラシア浦和美園 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 埼玉県蕨市 248 H31.2

岩槻Ⅱロジスティクスセンター 日本建設㈱ 日本建設㈱ 埼玉県さいたま市 12,000 H31.3

大宮大門町安藤ビル新築工事
大和ハウス工業㈱
埼玉支社

大和ハウス工業㈱
埼玉支社

埼玉県さいたま市 320 H31.4

桜木町シンワビル新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 埼玉県さいたま市 220 H31.4

ビバホーム東松山 ㈱加賀田組 ㈱加賀田組 埼玉県東松山市 8,000 R1.5

イオンモールふじみ野 ㈱福田組 ㈱福田組 埼玉県ふじみ野市 15,000 R1.6

* エクラシア北浦和新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 埼玉県さいたま市 400 R1.6

東日本三菱自動車販売　川越店 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 埼玉県川越市 1,200 R1.7

シゲノグループホーム　新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 埼玉県新座市 240 R1.7

* 大宮北袋2丁目計画 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 埼玉県さいたま市 450 R1.8

埼玉トヨペット株式会社　深谷支店新
築工事

丸和工業㈱ 丸和工業㈱ 埼玉県深谷市 720 R1.8

* ダイレックス東岩槻 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 埼玉県さいたま市 877 R1.10
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ESR戸田DC新築工事 ㈱塩浜工業 ㈱塩浜工業 埼玉県戸田市 9,581 R1.10

倉持化学興業工事第二工場 ㈱山上 ㈱山川建設 埼玉県八潮市 726 R1.10

村精鋳鋼株式会社賃貸施設新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 埼玉県川口市 342 R1.10

株式会社サンパーツ社員寮新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 埼玉県久喜市 220 R1.10

イオンモール川口 ㈱安藤・間 ㈱安藤・間 埼玉県川口市 7,748 R1.12

三菱倉庫三郷2号配送センター 戸田建設㈱ 小林建設工業㈱ 埼玉県三郷市 2,600 R1.12

新電元工業朝霞事業所 ㈱安藤・間 ㈱安藤・間 埼玉県朝霞市 2,283 R1.12

イオンタウン吉川美南増築工事 綿半ソリューションズ㈱ 綿半ソリューションズ㈱ 埼玉県吉川市 3,124 R1.12

DPL埼玉上里Ｂ ㈱松村組 ㈱森鋼 埼玉県児玉郡 6,000 R2.1

東洋モートン㈱埼玉工場RSB計画 大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 埼玉県比企郡 679 R2.2

シャロンテック草加 矢作建設工業㈱ 海津建設㈱ 埼玉県草加市 6,338 R2.2

ロジクロス蓮田 JFEジビル㈱ 昭立産業㈱ 埼玉県蓮田市 3,000 R2.3

中台南三丁目物流倉庫 日本建設㈱ 日本建設㈱ 埼玉県川越市 9,971 R2.3

イオンタウンふじみ野新築工事 ㈱福田組 ㈱福田組 埼玉県ふじみ野市 56 R2.3

ｴｽﾛｼﾞ新座E2棟　新築工事 清水建設㈱ 清水建設㈱ 埼玉県新座市 2,800 R2.5

* 埼玉県加須市間口 塩浜工業㈱ ㈱森鋼 埼玉県加須市 9,000 R2.5

加藤運輸㈱物流倉庫新築工事 新発田建設㈱ 新発田建設㈱ 埼玉県吉川市 8,757 R2.6

㈱ﾏｷﾀ埼玉物流ｾﾝﾀｰ・加須営業所 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 埼玉県加須市 13,200 R2.6

ﾄｰｼﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ加須 ㈱戸田建設 ㈱松葉工務店 埼玉県加須市 5,000 R2.6

GLP北本 矢作建設工業㈱ 海津建設㈱ 埼玉県北本市 6,865 R2.6

DPL三郷Ⅱ新築工事
（松葉工区）

㈱戸田建設 ㈱松葉工務店 埼玉県三郷市 5,000 R2.7

DPL三郷Ⅱ新築工事
（小林工区）

㈱戸田建設 小林建設工業㈱ 埼玉県三郷市 7,000 R2.7

ドラッグストアセキ下藤沢新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 埼玉県入間市 250 R2.7

* 城西大学坂戸キャンパス23号館 清水建設㈱ 清水建設㈱ 埼玉県坂戸市 455 R2.7

公 三郷市立幸房小学校仮設教室賃貸借 ㈱内藤ハウス 北稜建設㈱ 埼玉県三郷市 710 R2.8

㈱日本陸送寄居営業所新倉庫建設工
事

川田工業㈱ ㈲富士技建 埼玉県大里郡 2,165 R2.8
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