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京王ｷｬﾌﾞ板橋営業所 東鉄工業㈱ 東鉄工業㈱ 東京都板橋区 360 H11.4

ｴﾙｺｰﾄト高円寺2号棟 共立建設㈱ ㈲上平工務店 東京都杉並区 250 H11.6

ｴﾙｺｰﾄ高円寺1号棟 共立建設㈱ ㈲鹿山工務店 東京都杉並区 350 H11.7

公 都立科学技術高等学校A工区 清水建設㈱ 清水建設㈱ 東京都江東区 1,000 H11.8

新茂原ｺﾞﾙﾌ場ｶｰﾄ庫 佐藤工業㈱ 清水建設㈱ 東京都江東区 80 H11.9

葛西臨海公園駅事務所 東鉄工業㈱ 東鉄工業㈱ 東京都江戸川区 200 H11.9

公 都立科学技術高等学校A工区 清水建設㈱ 清水建設㈱ 東京都江東区 2,400 H11.10

公 都立科学技術高等学校B工区 清水建設㈱ 清水建設㈱ 東京都江東区 400 H11.11

後楽松木ﾏﾝｼｮﾝ 旭化成工業 ㈲鹿山工務店 東京都文京区 120 H11.11

東亜潜水機㈱ ﾌｯﾄﾜｰｸ建設㈱ ﾌｯﾄﾜｰｸ建設㈱ 東京都荒川区 770 H11.11

公 都立科学技術高等学校B工区 清水建設㈱ 清水建設㈱ 東京都江東区 450 H12.1

NTTDATA新研修ｾﾝﾀｰ 清水建設㈱ 清水建設㈱ 東京都目黒区 2,200 H12.1

* 川野病院 大成建設㈱ (合)光和開発 東京都八王子市 150 H12.5

ﾄｲｻﾞﾗｽ豊島園店 西武建設㈱ 西武建設㈱ 東京都練馬区 1,500 H12.6

国保会館 清水建設㈱ 清水建設㈱ 東京都新宿区 540 H12.6

東矢口共同ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 戸田建設㈱ 戸田建設㈱ 東京都大田区 2,800 H12.7

信川ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾋﾞﾙ ㈱大林組 ｴｽ・ﾊﾞｲ・ｴﾙ・ｺﾝｸﾞﾛ 東京都墨田区 2,600 H12.7

ｸﾘｽﾀﾙｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ世田谷 ㈱大林組 ｴｽ・ﾊﾞｲ・ｴﾙ・ｺﾝｸﾞﾛ 東京都世田谷区 450 H12.7

日本通運㈱大井倉庫 小松建設工業㈱ 小松建設工業㈱ 東京都大田区 2,600 H12.8

ｲﾑﾗ封筒昭島 佐藤工業㈱ ㈱東邦建材 東京都昭島市 2,000 H12.9

新宿区高田馬場4丁目計画 ㈱熊谷組 松井建設 東京都新宿区 250 H12.9

多摩ｾﾝﾀｰSW街区ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ棟 関東建設工業㈱ ㈱神定工務店 東京都多摩市 2,000 H12.10

KS旗の台 ㈱小川組 ㈱神定工務店 東京都品川区 100 H12.11

* 立川北側透析ｸﾘﾆｯｸ ㈱松村組 ㈱森鋼 東京都立川市 760 H13.2

* ｾｻﾞｰﾙ第2調布 日特建設㈱ ㈱森鋼 東京都調布市 1,460 H13.2

* 西武運輸㈱八王子ﾀｰﾐﾅﾙ 西武建設㈱ ㈱森鋼 東京都八王子市 1,800 H13.4

公 * 大森公共職安 池田建設㈱ ㈱森鋼 東京都大田区 730 H13.4

* ﾋﾙｽﾞ船堀 大日本土木㈱ ㈱森鋼 東京都江戸川区 330 H13.5

* 木越ﾋﾞﾙ 沖島工業㈱ 沖島工業㈱ 東京都中央区 90 H13.6

* ｻﾞ･ﾓｰﾙ ｱｲﾜｽﾁｰﾙ㈱ 東京都 7,100 H13.6

公 * 帝京八王子中学高等学校 ㈱淺沼組 ㈱森鋼 東京都八王子市 510 H13.6

* ｴｸｾﾙ自由ヶ丘 清水建設㈱ ㈱森鋼 東京都目黒区 260 H13.7

* シダックス江戸川 ㈱熊谷組東京 ㈱森鋼 東京都江戸川区 470 H13.7

* 東京工芸大学中野ｷｬﾝﾊﾟｽ学生会館 大木建設㈱ ㈱森鋼 東京都中野区 330 H13.8

* ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾏﾝｼｮﾝ木場弐番館 ㈱山武ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱森鋼 東京都江東区 260 H13.8

* ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ等々木 前田建設工業㈱ ㈱森鋼 東京都目黒区 220 H13.9

* TPC鈴ヶ森工場 生研建設㈱ ㈱森鋼 東京都大田区 550 H13.10

* FC犬目ﾏﾝｼｮﾝ 早野組 ㈱森鋼 東京都八王子 540 H13.10
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* IHIﾏﾘﾝ駐車場 総合ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ建設㈱ ㈱森鋼 東京都大田区 430 H13.10

* 西部運輸㈱八王子物流ｾﾝﾀｰ 西部建設㈱ ㈱森鋼 東京都八王子 2,290 H13.11

* 武隈ﾋﾞﾙ ㈱松井建設 ㈱森鋼 東京都豊島区 80 H13.11

* 山川出版足立倉庫 ㈱熊谷組 ㈱森鋼 東京都足立区 820 H13.11

野口商会貸店舗 ミツワ建設㈱ ミツワ建設㈱ 東京都葛飾区 370 H13.11

* マルエツ潮見店 ㈱イチケン ㈱森鋼 東京都江東区 420 H13.12

* 日立モバイル東雲事業所 ㈱森鋼 東京都江東区 60 H13.12

* 露木ﾋﾞﾙ スターツ㈱ ㈱森鋼 東京都江戸川区 90 H14.5

* 篠崎駅前ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 鉄建建設㈱ ㈱森鋼 東京都江戸川区 350 H14.5

* 恵比寿ＮＲﾋﾞﾙ耐震止 東鉄工業㈱ ㈱森鋼 東京都渋谷区 10 H14.5

* ﾊﾟﾙﾃｨｰﾚ東京ﾍﾞｲ・ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞﾋﾞﾚｯｼﾞ ㈱熊谷組 ㈱森鋼 東京都江東区 2,180 H14.5

* ｸﾞﾗﾝｼﾃｨﾚｲﾃﾞｨｱﾝﾄｱｸｱ 森本組・小田急建設JV ㈱森鋼 東京都八王子市 330 H14.8

* 精進住宅 不動建設㈱ ㈱森鋼 東京都江戸川区 240 H14.9

* 鷺宮共同住宅 ㈱佐野建設 ㈱森鋼 東京都中野区 100 H14.9

* 国際自動車㈱大崎ｾﾝﾀｰ ㈱大林組 ㈱森鋼 東京都品川区 350 H14.9

* 寺町ﾋﾞﾙ ㈱佐野建設 ㈱森鋼 東京都中央区 90 H14.9

* 富士重工業㈱第一ｽﾊﾞﾙ寮 ㈱淺沼組 ㈱森鋼 東京都三鷹市 1,500 H14.9

* ｻﾐｯﾄｽﾄｱ大泉学園店 ㈱福田組 ㈱森鋼 東京都練馬区 1,600 H14.11

* 府中ｸﾚｯｾ 大和工商ﾘｰｽ㈱ ㈱森鋼 東京都府中市 3,200 H14.11

* ｲｼﾓﾄ本社ﾋﾞﾙ ㈱早野組 ㈱森鋼 東京都八王子市 450 H14.12

公 * 国立がんｾﾝﾀｰ 佐藤工業㈱ ㈱森鋼 東京都中央区 1,250 H14.12

* ﾍﾞﾈｯｾﾎｰﾑくらら 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都小金井市 730 H14.12

* ON　AIR　EAST　PROJECT 住友建設㈱ ㈱森鋼 東京都渋谷区 900 H15.1

* ﾀﾁｴｽ昭島(ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ昭島) ㈱淺沼組 ㈱森鋼 東京都昭島市 650 H15.1

* ﾊﾞﾝﾃｯｸ村山物流ｾﾝﾀｰ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都武蔵村山市 5,400 H15.2

* ｺｰﾌﾟ東京高井戸東ｾﾝﾀｰ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都杉並区 580 H15.2

* 矢野店舗 ｽﾀｰﾂ㈱ ㈱森鋼 東京都江戸川区 250 H15.2

ﾗｸﾞﾅﾀﾜｰ駐車場A・B棟 五洋建設㈱ 五洋建設㈱ 東京都品川区 2,100 H15.4

* ｲｵﾝ東雲SC ㈱大本組 ㈱森鋼 東京都江東区 3,800 H15.4

ﾎﾝﾀﾞﾌﾟﾘﾓ東京南池上営業所 日本建設㈱ 日本建設㈱ 東京都大田区 200 H15.4

* 平ﾏﾝｼｮﾝ ｽﾀｰﾂ㈱ ㈱森鋼 東京都新宿区 70 H15.4

* 昭島ｾﾝﾀｰ 三井住友建設㈱ ㈱森鋼 東京都昭島市 1,800 H15.5

* 日本ﾊﾟﾘﾚﾝ本社屋 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都八王子市 280 H15.5

* 梅原弘様ﾏﾝｼｮﾝ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都江戸川区 300 H15.6

* 日本女子大学教育研究施設 清水建設㈱ ㈱森鋼 東京都文京区 250 H15.6

* ﾍﾞﾋﾞ-ｻﾞらｽ瑞穂店 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都西多摩郡 540 H15.6

昭和ｼｪﾙ石油谷原町SS 日本建設㈱ 日本建設㈱ 東京都練馬区 260 H15.6

* ｱﾐｰﾕ光が丘 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都練馬区 500 H15.7
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* ｱﾊﾟｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ(多摩境駅前) 朋友建設㈱ ㈱森鋼 東京都町田市 5,100 H15.7

ﾎﾝﾀﾞﾍﾞﾙﾉ新東京青梅店 日本建設㈱ 日本建設㈱ 東京都青梅市 450 H15.8

* ﾖｰｸﾏｰﾄ中町店 ㈱淺沼組 ㈱森鋼 東京都世田谷区 960 H15.8

ﾎﾝﾀﾞﾌﾟﾘﾓ東京南池上営業所2期 日本建設㈱ 日本建設㈱ 東京都大田区 100 H15.8

* 立川ｵｰﾄﾓｰﾙ 総合ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ建設㈱ ㈱森鋼 東京都立川市 600 H15.8

ﾗｸﾞﾅﾀﾜｰ高層棟・ｱﾈｯｸｽ 五洋建設㈱ 五洋建設㈱ 東京都品川区 4,700 H15.8

* 名張ビル府中営業所 ㈱佐野建設 ㈱森鋼 東京都府中市 100 H15.8

* 豊田ﾏﾝｼｮﾝ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都練馬区 350 H15.10

* 光の原保育園 丸西建設㈱ ㈱森鋼 東京都町田市 580 H15.10

* 新日石東村山 日本建設㈱ ㈱森鋼 東京都東村山市 240 H15.10

* ﾅｶﾉ商会若洲ｾﾝﾀｰ ㈱大林組 ㈱森鋼 東京都江東区 5,100 H15.11

* ﾃﾞｨｽｺR&Dｾﾝﾀｰ ㈱大林組 ㈱森鋼 東京都大田区 750 H15.11

* ﾛｰﾔﾙｼﾃｨ亀有親水公園 藤澤建設㈱ ㈱森鋼 東京都足立区 70 H15.11

* 小金井聖ﾖﾊﾈ第一生活寮 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都小金井市 190 H15.11

* 中代様貸し店舗 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都江戸川区 250 H15.12

* 柴田様貸し店舗付ﾏﾝｼｮﾝ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都大田区 150 H15.12

* 梅澤邸 丸貴㈱ ㈱森鋼 東京都江東区 150 H15.12

* 落水館 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都港区 380 H15.12

* 内外化学製品 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都品川区 160 H16.1

* 新砂流通ｾﾝﾀｰ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都江東区 4,400 H16.2

* ｹｰﾖｰD2あきる野店 日本建設㈱ ㈱森鋼 東京都あきる野市 1,230 H16.2

* ﾍﾞﾈｾﾎｰﾑくらら三鷹井口 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都三鷹市 640 H16.2

* 光製薬本社ﾋﾞﾙ 安藤建設㈱ ㈱森鋼 東京都台東区 260 H16.4

* 曙荘マンション 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都葛飾区 250 H16.4

* ｲﾄｰﾖｰｶ堂大森店 ㈱大林組 ㈱森鋼 東京都大田区 3,160 H16.5

* Ｆ世田谷砧店 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都世田谷区 950 H16.5

* ｷﾖｼｹﾞ様貸し店舗 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都江東区 90 H16.5

* ﾎｰﾑｽﾞ東葛西店 ㈱関東建創 ㈱森鋼 東京都江戸川区 5,900 H16.6

* 東京臨海高速鉄道事務所 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都江東区 110 H16.7

* 京王北野ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ｺｰﾅﾝ建設㈱ ㈱森鋼 東京都八王子市 970 H16.10

* ｺﾑｽﾝほほえみ目黒平町 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都目黒区 130 H16.10

* 資生堂学園加賀 ㈱大林組 ㈱森鋼 東京都板橋区 360 H16.11

* ﾍﾞﾈｯｾﾎｰﾑまどか船堀 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都江戸川区 520 H16.11

* 大川ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ下高井戸店 ㈱関東建創 ㈱森鋼 東京都杉並区 1,400 H16.12

* 新木場技術ｾﾝﾀｰ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都江東区 750 H17.4

* ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽ羽村 三井住友建設㈱ ㈱森鋼 東京都北区 600 H17.4

* 小倉学園新宿鍼灸柔整 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都新宿区 160 H17.5

* 新砂1丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都江東区 1900 H17.5
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* 子安木工様貸し店舗 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都大田区 180 H17.6

* 高山様貸し事務所 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都大田区 180 H17.6

* 大塚様貸し店舗 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都大田区 170 H17.6

* 丸喜㈱斎藤組瑞江ビル 丸喜㈱ ㈱森鋼 東京都江戸川区 300 H17.7

* 葛西健康ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ㈱スターツ ㈱森鋼 東京都江戸川区 800 H17.8

* 曙ﾋﾞﾙ 安藤建設㈱ ㈱森鋼 東京都立川市 1,050 H17.9

* ﾛｲﾔﾙﾊﾟｰｸ豊洲 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都江東区 700 H17.10

* もの作り・ひと作りｾﾝﾀｰ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都町田市 3,000 H17.11

* 大塚不動産 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都大田区 250 H17.12

* ｸﾞﾘｰﾝｽﾀﾝﾌﾟ貸し店舗 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都品川区 500 H18.1

* ｸﾞﾗﾝｽｲｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ 前田建設工業㈱ ㈱森鋼 東京都足立区 800 H18.1

* 平和総業様　貸し店舗 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都杉並区 70 H18.4

* 第7街区南銀杏並木東開発 安藤建設㈱ ㈱森鋼 東京都昭島市 1,300 H18.5

* 板橋物流ｾﾝﾀｰ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都板橋区 1,600 H18.6

* 柴田様賃貸ﾏﾝｼｮﾝ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都大田区 100 H18.6

* ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｵｰｿｸﾗﾌﾞ 大和工商ﾘｰｽ㈱ ㈱森鋼 東京都港区 600 H18.7

* 小林様貸し店舗 ㈱森鋼 東京都杉並区 90 H18.8

* 菅田様貸し店舗 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都世田谷区 180 H18.8

* ﾛﾝﾄﾞﾌｨｯﾄﾈｽｽﾊﾟ東大和 安藤建設㈱ ㈱森鋼 東京都東大和市 1,400 H18.9

* YC国分寺 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都国分寺 140 H18.9

* ｸﾞﾗﾝﾀﾞ東小金井 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都小金井市 600 H18.9

*
女子美大相模原ｷｬﾝｵﾊﾟｽCT棟・新ｱﾄ
ﾘｴ

西松建設㈱ ㈱森鋼 東京都多摩市 1,300 H18.10

* ﾕｰﾈｯﾄﾗﾝｽ羽村物流ｾﾝﾀｰ 松井建設㈱ ㈱森鋼 東京都羽村市 1,100 H18.11

* 高麗様店舗付共同住宅 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都板橋区 180 H18.11

* ｴﾇｲｰｻﾎﾟｰﾄ ㈱森鋼 東京都江戸川区 80 H18.11

* ｼﾞｬﾊﾟﾝ建材ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 前田建設工業㈱ ㈱森鋼 東京都江東区 2,200 H18.12

* 藤ﾋﾞﾙ ㈱ｱｰﾄ住建 ㈱森鋼 東京都足立区 2,100 H18.12

* ﾊﾞﾃﾞｨｽﾎﾟｰﾂ幼児園新園舎 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都江東区 320 H19.1

* 浜田山三丁目駅前ビル ㈱森鋼 東京都杉並区 100 H19.1

* 中島様貸し倉庫 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都大田区 380 H19.1

* 小豆沢2丁目店舗 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都板橋区 180 H19.1

* 小田急小山ヶ丘 ㈱小田急建設 ㈱森鋼 東京都町田市 1,600 H19.2

* 鵜の木2丁目店舗 ㈱森鋼 東京都大田区 80 H19.2

* 森忠商事 ㈱松村組 ㈱森鋼 東京都大田区 600 H19.2

* メディク関東 安藤建設㈱ ㈱森鋼 東京都葛飾区 150 H19.2

* フォルクスワーゲン東名横浜 日本建設㈱ ㈱森鋼 東京都町田市 1,500 H19.3

* フォルクスワーゲン東名横浜 日本建設㈱ ㈱森鋼 東京都町田市 1,500 H19.3

* 板橋物流センター 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都板橋区 2,000 H19.4
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* ｸﾞﾗﾝﾀﾞ多摩川 ㈱森鋼 東京都大田区 500 H19.4

* 浜田山三丁目駅前ビルＢⅡ ㈱森鋼 東京都杉並区 100 H19.4

* ジャパン建材センタービル新築工事Ⅱ 前田建設工業㈱ ㈱森鋼 東京都江東区 50 H19.6

*
ダンロップファルケン東京店舗（ＴＳ杉
並）新築工事

大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都杉並区 140 H19.7

* 丸二有限会社吉祥時ビル 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都武蔵野 300 H19.7

* 高崎様貸店舗新築工事 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都中野区 100 H19.7

* ㈱オーラルケア本社ビル新築工事 ㈱森鋼 東京都荒川区 800 H19.8

公 * 東京地下鉄㈱資材ｾﾝﾀｰ 大和ﾘｰｽ㈱ ㈱森鋼 東京都江東区 500 H19.8

* (仮称)大森中一ﾋﾞﾙ ㈱熊谷組 ㈱森鋼 東京都大田区 700 H19.9

* 宇田川町立体駐車場 清水建設㈱ ㈱森鋼 東京都渋谷区 700 H19.10

* 杉並区松ノ木2丁目ﾏﾝｼｮﾝ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都杉並区 400 H19.10

*
神奈中町田店舗新築工事（スーパー
三和森野店）

㈱森鋼 東京都町田市 4,000 H19.11

* 羽田ﾀｰﾄﾙｻｰﾋﾞｽ新築ﾋﾞﾙ 西松･大旺建設JV ㈱森鋼 東京都大田区 500 H19.11

* (仮称)k.J.Fﾏﾝｼｮﾝ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都足立区 100 H19.11

* 京浜ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ16号棟建設 ﾌｼﾞﾀ・飛島JV ㈱森鋼 東京都大田区 4,000 H19.12

* (仮称)東陽町ｾﾝﾀｰ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都江東区 2,300 H19.12

* (仮称)島忠家具ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ小平店 東急建設㈱ ㈱森鋼 東京都東久留米市 1900 H20.1

* (仮称)日昭電気品川計画 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都品川区 200 H20.1

* (仮称)水門第一寮 日本建設㈱ ㈱森鋼 東京都葛飾区 100 H20.1

* (仮称)三田･大崎ﾓﾃﾞﾙﾙｰﾑ 大木建設㈱ ㈱森鋼 東京都港区 600 H20.2

* (仮称)Ｄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ八王子
大和ﾊｳｽ工業㈱宇都
宮支店

㈱森鋼 東京都八王子市 4,100 H20.3

八王子石川町物流センター新築工事 ㈱フジタ 岩野物産㈱ 東京都八王子市 2,400 H20.3

* シオンデシュウ貸し店舗 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都練馬区 300 H20.4

* 勝股ﾋﾞﾙ トヨーカネツ株 ㈱森鋼 東京都大田区 150 H20.4

* 篠様浜田山4丁目 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都杉並区 100 H20.5

* 武蔵野グリーン ㈱福田組 ㈱森鋼 東京都武蔵野市 1,700 H20.7

* 大野勲様貸し店舗 ㈱ｱｰﾄ住建 ㈱森鋼 東京都日野市 400 H20.8

* MUTUMIKOTRU駐車場 ㈱アオイ ㈱森鋼 東京都大田区 600 H20.8

* 東京安全衛生研修ｾﾝﾀｰ 日東工営㈱ 岩野物産㈱ 東京都江戸川区 250 H20.9

* 島忠平井6丁目計画 ㈱熊谷組 ㈱森鋼 東京都江戸川区 3,360 H21.1

* 草花保育園新築 木原建設㈱ 東建ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 東京都あきるの市 1,000 H21.1

サンドラッグ立川羽衣店 藤旺建設㈱ 藤旺建設㈱ 東京都立川市 370 H21.5

足立区新田高齢者専用賃貸住宅 木原建設㈱ 木原建設㈱ 東京都足立区 600 H21.6

* セントラル自動車BMW板橋店 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都板橋区 250 H21.5

* 井上様貸倉庫 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都国立市 150 H21.5

* 高麗様貸施設 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都板橋区 500 H21.5

*
東新小岩ココチケア複合施設新設工
事

大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都葛飾区 670 H21.6

* 田中様マンション 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都大田区 280 H21.6
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* 和田様貸し事務所 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都世田谷区 400 H21.6

* 赤坂ダイムラービル ㈱イト－ ㈱森鋼 東京都港区 386 H21.6

* 丸の内1-4計画 清水建設㈱ ヘライ建設㈱ 東京都千代田区 3,500 H21.6

公 足立区新田高齢者専用賃貸住宅 木原建設㈱ 木原建設㈱ 東京都足立区 600 H21.6

桝屋福生プラザ店 藤旺建設㈱ 藤旺建設㈱ 東京都福生市 600 H21.7

* ケイボートドラッグマート南品川店 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都品川区 200 H21.7

* ㈱毎日新聞社大森販売所建替え 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都大田区 150 H21.9

コピオ羽村店 ㈱ナカノフドー建設 ㈱木村工業 東京都羽村市 2,800 H21.10

* 三菱東京ＵＦＪ銀行 鉄建建設㈱ ㈱森鋼 東京都渋谷区 350 H21.11

* 泉殖貸し店舗新築工事 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都足立区 380 H21.12

* 篠崎駅前クリニック 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都江戸川区 200 H21.12

* キューピー中河原 東海興業㈱ 東海興業㈱ 東京都府中市 40 H21.12

ヤオコー八王子並木店新築工事 福田組 ㈱森鋼 東京都八王子市 1,200 H22.5

* KOSAKAREJIDENCE　擁壁工事
㈱足立建築設計事務
所

東京都文京区 81 H22.7

* 世田谷区2丁目　擁壁工事
㈱足立建築設計事務
所

東京都世田谷区 72 H22.7

* マルハン昭島店（材販） ㈱伸誠ラス工業 東京都昭島市 3,000 H22.9

*
ヤオコー八王子並木店新築工事（材
販分）

福田組 森鋼㈱ 東京都八王子 H22.9

* 江戸川松江1丁目店舗新築工事 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都江戸川区 228 H22.11

豊玉中3丁目店舗新築工事 ㈱森鋼 東京都練馬区 3,000 Ｈ22.12

ガーデン上板橋店新築工事 ㈱松村組 ㈱森鋼 東京都板橋区 1,600 Ｈ23.2

島忠昭島計画 ㈱熊谷組首都圏支店 ㈱熊谷組首都圏支店 東京都昭島市 4,700 H23.4

アミーユレジデンス福生公園新築工事 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都福生市 640 H23.6

*
NQ940パナホーム練馬住宅展示場建
替工事

パナホーム㈱東京東
支店

パナホーム㈱都市建
築設計部

東京都練馬区 100 H23.7

練馬石神井計画 ㈱福田組 ㈱福田組 東京都練馬区 1,300 Ｈ23.9

* 大田区新店舗新築工事 ㈱伸誠ラス工業 東京都大田区 2,000 H23.10

そうしんホール昭島新築工事
三井住友建設㈱東京
建築支店

三井住友建設㈱東京
建築支店

東京都昭島市 850 H24.1

ハビリスⅢ　新築工事 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 東京都小金井 800 H23.12

特別養護老ホームフェローホームズ増
築棟建設工事

㈱熊谷組 ㈱熊谷組 東京都立川市 250 H23.12

* 松澤倉庫立花ビル新築工事 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都墨田区 11 H24.1

* 文京区千駄木3丁目　擁壁工事 足立建築設計事務所 東京都文京区 107 H24.3

ニッケイビル新築工事 北野建設㈱ 北野建設㈱ 東京都品川区 550 H24.4

公 新田学園第二校舎の賃貸借 ㈱内藤ハウス 北稜建設㈱ 東京都足立区 3,100 H24.4

イオン東久留米ショッピングセンター 鹿島建設㈱本社 鹿島建設㈱本社 東京都東久留米市 5,000 H24.5

* 神田医師会館 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都千代田区 100 H24.7

株式会社三河屋製麺新築工事 日本建設㈱ 日本建設㈱ 東京都東久留米市 560 H24.9

新八王子自走式中茶上新設工事 雄健工業㈱ 雄健工業㈱ 東京都八王子市 1,200 H24.9

イオン東久留米駐車場棟 鹿島建設㈱本社 鹿島建設㈱本社 東京都東久留米市 4,000 H24.9

* 東京都新宿区白銀町6番（リブラス）
㈱足立建築設計事務
所

㈱足立建築設計事務
所

東京都新宿区 9 Ｈ24.10
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銀座五丁目計画 清水建設㈱東京支店
㈱足立建築設計事務
所

東京都中央区 5,000 Ｈ24.10

* 文京区音羽1丁目擁壁工事 足立建築設計事務所
㈱足立建築設計事務
所

東京都文京区 18 Ｈ24.11

新田学園第二校舎の貸賃貸残工事 ㈱内藤ハウス 北稜建設㈱ 東京都足立区 60 Ｈ24.12

ﾔｵｺｰ東大和新築工事 ㈱福田組 ㈱福田組 東京都東大和市 5,500 Ｈ25.1

* 品川区大崎3丁目
㈱足立建築設計事務
所

㈱足立建築設計事務
所

東京都品川区 210 Ｈ25.1

* マルハン亀有店新築工事 庄南ラス工業 東京都葛飾区 4,000 Ｈ25.2

* 南品川3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

東京都品川区 330 Ｈ25.3

公
立川地方合同庁舎(駐車場棟）整備等
事業建築工事

熊谷組・大和リースＪＶ ㈱熊谷組 東京都立川市 1,351 Ｈ25.4

* 栄真東池袋プロジェクト ㈱ナカノフドー建設 ㈱ナカノフドー建設 東京都豊島区 99 Ｈ25.4

オーケー立川富士見店新築工事 村中建設㈱ 昭立産業㈱ 東京都立川市 3,000 Ｈ25.5

* 新宿ホテル新築工事 東急建設・共立建設ＪＶ 東急建設㈱ 東京都新宿区 308 Ｈ25.6

* クリエイト　エス　ディー　東村山諏訪店 藤旺建設㈱ ㈱トップロード 東京都東村山市 259 Ｈ25.6

みどりヶ丘薬局移転新築工事 日本建設㈱東京支店 日本建設㈱東京支店 東京都羽村市 300 Ｈ25.7

羽村相互診療所移転新築工事 日本建設㈱東京支店 日本建設㈱東京支店 東京都羽村市 800 Ｈ25.7

世田谷用賀4丁目計画 ㈱松村組東京支店 ㈱松村組東京支店 東京都世田谷区 800 Ｈ25.7

* ㈱大長工務店 ㈱大長工務店 ㈱大長江工務店 東京都足立区 30 Ｈ25.6

* アルフレッサ㈱青梅店新築工事 ㈱リオ ㈱トップロード 東京都青梅市 807 Ｈ25.8

公 米軍横田基地　ラック倉庫棟 ㈱安藤・間 ㈱安藤・間 東京都福生市 3,000 Ｈ25.10

森精機東京ｿﾘｭｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ ㈱竹中工務店
㈱竹中工務店東京本
店

東京都江東区 2,200 Ｈ25.9

* 江東冬木事務所新築工事 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都江東区 450 Ｈ25.10

ピーアーク綾瀬新築工事 北野建設㈱ 北野建設㈱ 東京都足立区 3,200 Ｈ25.11

* ㈱三興製作所　倉庫棟　増築工事 ㈱ソウワ ㈱ソウワ 東京都青梅市 271 Ｈ26.1

オーケー杉並宮前店新築工事 村中建設㈱ 昭立産業㈱ 東京都杉並区 600 Ｈ26.1

公 *
国立市立なかよし保育園外壁等改修
工事

戸倉建設㈱ 日産緑化㈱ 東京都国立市 48 Ｈ26.1

* 世田谷区瀬田二丁目計画 五洋建設（株） ㈱DAO.CC 東京都世田谷区 86 H26.3

* 高井戸西1丁目計画　擁壁 足立建築設計事務所 足立建築設計事務所 東京都杉並区 100 Ｈ26.1

世田谷用賀4丁目計画2期 ㈱松村組東京支店 ㈱松村組東京支店 東京都世田谷区 712 Ｈ26.4

梅ヶ丘1丁目計画(サミット） ㈱福田組東京本店 ㈱福田組東京本店 東京都世田谷区 780 Ｈ26.4

* オーケー板橋大谷口店新築工事 村中建設㈱ 昭立産業㈱ 東京都板橋区 525 Ｈ26.5

等々力7丁目計画 日本建設㈱ 日本建設㈱ 東京都世田谷区 515 Ｈ26.6

ニチイホーム住吉新築工事
大和ハウス工業㈱関東
支店

大和ハウス工業㈱千葉
支社

東京都江東区 930 Ｈ26.7

松坂屋上野店南館解体工事 ㈱竹中工務店
㈱竹中工務店東京本
店

東京都台東区 1,350 Ｈ26.7

* 東久留米リブラス網カット材納入808
㈱足立建築設計事務
所

㈱足立建築設計事務
所

東京都東久留米市 137 Ｈ26.8

* クリエイト・エスディー町田木曽西店 藤旺建設㈱ ㈱トップロード 東京都町田市 500 Ｈ26.8

スズキ自販東京　足立加平新築工事 スズキビジネス㈱ 吉川建設㈱ 東京都足立区 2,250 Ｈ26.9

はなまる会南町田ＰＪ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

東京都町田市 1,350 Ｈ26.9

神宮前5丁目商業計画Ａ棟・Ｂ棟新築
工事

大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 東京都渋谷区 500 Ｈ26.9

㈱ナガトヤ江東東京事務所新築工事 三和建設㈱ 昭立産業㈱ 東京都江東区 880 Ｈ26.9
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ＴＴ計画ららぽーと立川駐車場棟新築
工事

ＩＨＩ運搬機械㈱ ＩＨＩ運搬機械㈱ 東京都立川市 13,800 Ｈ26.10

* 西五反田複合施設新築工事 藤旺建設㈱ ㈱トップロード 東京都品川区 550 Ｈ26.10

* 栃木屋本社ビル 五洋建設（株） ㈱DAO.CC 東京都千代田区 75 Ｈ26.10

* 中野区江原町2丁目リブラス
㈱足立建築設計事務
所

㈱足立建築設計事務
所

東京都中野区 109 Ｈ26.12

* 本橋様高齢者向け住宅新築工事
大和ハウス工業㈱川越
支店

㈱トップロード 東京都西東京市 450 Ｈ27.1

タカナシ販売㈱東京南営業所新築工
事

大和ハウス工業㈱関東
支店

大和ハウス工業㈱横浜
支社

東京都大田区 1,100 Ｈ27.1

* きぬた計画 ニックマンディ様 ニックマンディ様 東京都世田谷区 67 Ｈ27.1

* 本橋様高齢者向け住宅新築工事
大和ハウス工業㈱関東
支店

㈱トップロード 東京都西東京市 450 Ｈ27.1

公 多摩第二小学校校舎建替工事
佐藤・三浦建設共同企
業体

昭立産業㈱ 東京都多摩市 144 Ｈ27.1

* スエヒロ館町田根岸店新築工事 ㈱三陽ハウス工業 ㈱三陽ハウス工業 東京都町田市 200 H27.2

三井倉庫ホールディングス若洲倉庫新
築計画

大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 東京都江東区 1,550 H27.2

オーケー北区浮間店新築工事 村中建設㈱ 昭立産業㈱ 東京都北区 1,500 H27.3

サビア保谷5丁目ビル新築工事 ㈱福田組 ㈱福田組 東京都西東京市 1,800 H27.6

東京精密八王子工場第六工場新築工
事

鉄建建設㈱ ㈱森鋼 東京都八王子市 5,800 H27.6

コスメサイエンス北赤羽工場新設工事 ㈱松永建設 ㈱松永建設 東京都北区 1,500 H27.6

* 渋谷区西原三丁目擁壁工事 世紀東急工業㈱ 世紀東急工業㈱ 東京都渋谷区 25 H27.6

* 富士重工業㈱東京事業所立体駐車場
日成ビルド(YAMAテッ
ク)

㈱森鋼 東京都三鷹市 1,900 H27.7

ライフ西小岩店新築工事 ㈱福田組 ㈱福田組 東京都江戸川区 1,600 H27.8

東京デリカフーズ西東京FS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㈱

東京都昭島市 900 H27.9

コスモ・ザ・パークス玉川上水駐車場
計画新築工事

㈱内藤ハウス東京支店 北稜建設㈱ 東京都東大和市 400 H27.10

立川羽衣町1丁目計画工事 ㈱福田組 ㈱福田組 東京都東立川市 1,300 H27.11

中外製薬工業㈱浮間工場バイオ原薬
初期生産プラント建設工事

鹿島建設㈱ 栃木エコ建設㈱ 東京都北区 1,362 H28.2

公
東京貨物ターミナル駅貨物取扱所新
築工事

名工建設㈱ ㈱タクト 東京都品川区 511 H28.2

五反野高架下建物建設工事 鹿島建設㈱ 栃木エコ建設㈱ 東京都足立区 500 H28.3

成友興業㈱第2工場新築工事 大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 東京都大田区 3,000 H28.3

吉田邸新築工事 渡邊建設㈱ 渡邊建設㈱ 東京都豊島区 100 H28.3

アルフォー・イー城南島第2飼料化セン
ター

大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 東京都大田区 2,800 H28.4

神宮前4丁目ビル計画新築工事 渡邊建設㈱ 渡邊建設㈱ 東京都渋谷区 200 H28.4

羽田4丁目土地利用計画 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 東京都大田区 700 H28.5

医療法人青梅成木台病院新築工事 ㈱松下産業 ㈱松下産業 東京都青梅市 2,900 H28.5

公
市ヶ谷(27)車両点検場・保管庫新築工
事

㈱鴻池組東京本店
㈱ロイドコーポレーショ
ン

東京都新宿区 1,500 H28.5

八王子高尾ショッピングセンター計画
新築工事

㈱福田組 ㈱福田組 東京都八王子市 16,000 H28.6

* ショートステイ瀬田新築工事 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都世田谷区 350 H28.6

凸版印刷㈱板橋工場厚生棟建設工事 清水建設㈱ ㈱東邦建材 東京都板橋区 750 H28.7

* 東砂2丁目物販店舗新築工事 ㈱松村組 ㈱森鋼 東京都江東区 1,270 H28.7

第三瑞光小学校校舎増築工事 ㈱内藤ハウス 北稜建設㈱ 東京都荒川区 423 H28.8

* 高山木材本社移転計画新築工事 白石建設㈱ ㈱ワールド技研 東京都三鷹市 740 H28.9

山口俊江様貸店舗計画 ㈱福田組 ㈱福田組 東京都大田区 820 H28.9
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中落合2丁目計画 共成建設㈱ 共成建設㈱ 東京都新宿区 82 H28.9

大田区平和島3丁目計画 大末建設㈱ 大末建設㈱ 東京都大田区 1,300 H28.10

日野自動車第5工場 大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 東京都日野市 460 H28.11

八重洲工業社屋 ㈱ピーエス三菱 練馬建設㈱ 東京都立川市 50 H28.11

公 都立七生支援学校 ㈱内藤ハウス 北稜建設㈱ 東京都日野市 2,750 H28.11

* スエヒロ館調布市国領町店新築工事 ㈱三陽ハウス工業 東京都調布市 150 H28.12

愛知陸連㈱あきる野倉庫新築工事 TSUCHIYA㈱ 昭立産業㈱ 東京都あきる野市 2,200 H28.12

亀戸駅東口自転車駐車場撤去及び建
設工事

名工建設㈱ ㈱鈴木工務店 東京都江東区 450 H29.1

ダイワロイヤル有明南K区画計画 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 東京都江東区 989 H29.2

* 足立区入谷さかい屋ビル新築工事 杉本興業㈱ ㈱キョウエイ 東京都足立区 1,400 H29.2

鷺宮製作所若宮事務所建設工事 ㈱福田組 ㈱福田組 東京都中野区 250 H29.2

日産プリンス東京販売㈱小岩店新築
工事

㈱友菱 ㈱友菱 東京都江戸川区 430 H29.2

八王子八日町複合店舗新築工事 ㈱ビーテック 昭立産業㈱ 東京都八王子市 470 H29.3

* オーケー橋場店新築工事 村中建設㈱ 森鋼㈱ 東京都台東区 2,000 H29.4

*
特別養護老人ホーム
春江町さくらの杜新築工事

㈱トヨダ工業 森鋼㈱ 東京都江戸川区 350 H29.4

*
常盤橋地区第一種市街再開発事業
D棟新築工事

三井住友建設㈱ 森鋼㈱ 東京都千代田区 4,500 H29.4

千早四丁目佐藤邸新築工事 ガイア㈱ ㈲武藤工務店 東京都豊島区 128 H29.5

大高様杉並区堀ノ内3丁目計画新築
工事

大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 東京都杉並区 500 H29.6

シンワ城南工場増地期工事 日本建設㈱ 日本建設㈱ 東京都大田区 260 H29.7

淀川製鋼所様目黒区目黒3丁目計画 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 東京都目黒区 211 H29.7

蔵方様大田区多摩川1丁目計画 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 東京都大田区 375 H29.8

サンクチュアリーあきる野 庄南ラス工業 東京都あきる野市 770 H29.8

スエヒロ館東葛西店 三陽ハウス工業㈱ 三陽ハウス工業㈱ 東京都江戸川区 190 H29.9

品川区荏原三丁目計 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 東京都品川区 328 H29.9

ライフ東府中店新築工事 ㈱福田組 ㈱福田組 東京都府中市 1,040 H29.9

オーケー梅屋敷店新築工事 村中建設㈱ 昭立産業㈱ 東京都大田区 1,200 H29.10

* サンクチュアリあきる野店 ㈱ネクジット ㈱森鋼 東京都あきる野市 890 H29.10

キッズガーデン豊町保育園新築工事 ㈱藤田建装 ㈱紺野工務店 東京都品川区 215 H29.11

キッズガーデン西五反田保育園
新築工事

㈱藤田建装 ㈱紺野工務店 東京都品川区 253 H29.11

いなげや練馬関町店新築工事 ㈱福田組 ㈱福田組 東京都練馬区 320 H29.11

多摩センターモノレール
駅前ＰＲＯＪＥＣＴ

大成工務㈱ 昭立産業㈱ 東京都多摩市 3,400 H29.12

* スエヒロ館　日野橋店　新築工事 三陽ハウス工業㈱ 三陽ハウス工業㈱ 東京都立川市 100 H29.12

東京トヨタ日野店増築工事 ㈱友菱 ㈱友菱 東京都日野市 209 H29.12

DPL国立府中新築工事 ㈱安藤・間 ㈱安藤・間 東京都府中市 7,000 H30.1

* 芝公園二丁目保育室の賃貸借 日成ビルド工業㈱ ㈱森鋼 東京都港区 500 H30.1

本天沼2丁目計画 ㈱福田組 ㈱福田組 東京都杉並区 925 H30.2

板橋区新河岸1丁目物流センター計画 ㈱熊谷組 ㈲高田工務店 東京都板橋区 1,800 H30.2

ライフ桜新町店 ㈱福田組 ㈱福田組 東京都世田谷区 2,520 H30.3
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WHWS計画新築工事 ㈱福田組 ㈱福田組 東京都羽村市 2,000 H30.3

北品川介護施設計画 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 東京都品川区 920 H30.4

トヨタレンタリース羽田空港店 ㈱内藤ハウス 北陵建設㈱ 東京都大田区 800 H30.4

SKハウジング立川寮 ㈱ソウワ ㈱ソウワ 東京都昭島市 275 H30.4

稲城小田良ショッピングセンター計画
新築工事

㈱福田組 ㈱福田組 東京都稲城市 4,600 H30.5

* 地所レジ太子堂 大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 東京都世田谷区 88 H30.5

* ㈱日本線路技術本社ビル建替工事 東鉄工業㈱ ㈱森鋼 東京都足立区 389 H30.5

* 葛飾区柴又1丁目計画 ㈱西東京建設 ㈱川口建設 東京都葛飾区 336 H30.7

* クオリキッズおおくぼ保育園 なのはな建設㈲ 東京都新宿区 170 H30.10

新砂2･3丁目計画新築工事 ㈱フジタ東京支店 ㈱フジタ東京支店 東京都江東区 1,300 H30.10

* 武蔵野もみじの森保育園新築工事 タカプレイス 東京都武蔵野市 450 H30.11

* 文京区西方2丁目擁壁工事 ㈱足立建築設計 ㈱足立建築設計 東京都文京区 150 H30.12

㈱マキタ多摩営業所建替工事 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 東京都小金井市 310 H31.2

江戸川区篠崎町5丁目PJ 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 東京都江戸川区 669 H31.3

ニプロ東京施設新築工事 ㈱フジタ ㈱山浦建工 東京都羽村市 10,064 H31.3

公 関東管区警察学校建替え工事 ㈱内藤ハウス 北陵建設㈱ 東京都小平市 900 H31.4

* 足立区建築設計 ㈱足立建築設計 ㈱足立建築設計 東京都北区 270 H31.4

神宮前1丁目 ㈱フジタ ㈱フジタ 東京都渋谷区 120 R1.5

Sビル 内藤ハウス㈱ 北稜建設㈱ 東京都江東区 530 R1.5

東京国際エアカーゴターミナル
上屋2N新築工事

㈱サンヨウトゥエンティ
ワン

㈱サンヨウトゥエンティ
ワン

東京都大田区 1,495 R1.6

テクニカルセンター倉庫棟 ㈱熊谷組 ㈲高田工務店 東京都大田区 1,100 R1.6

文京区白山二丁目駐車場棟計画 雄健工業㈱ 雄健工業㈱ 東京都文京区 350 R1.6

コープデリ町屋センター 日本国土開発㈱ 日本国土開発㈱ 東京都荒川区 2,900 R1.6

* あきる野市計画新築工事 ㈱ネクジット 庄南ラス工業 東京都あきる野市 3,000 R1.6

選手村メインダイニング 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 東京都中央区 4,500 R1.7

東陽町プロジェクト ㈱福田組 ㈱福田組 東京都江東区 2,300 R1.7

業平橋二丁目プロジェクト なのはな建設㈲ なのはな建設㈲ 東京都墨田区 270 R1.9

大崎別館付属駐車場 増築工事 ㈱トーカイロード 東京都品川区 24 R1.10

立川泉町計画（映画館） 昭立産業㈱ 昭立産業㈱ 東京都立川市 3,500 R1.10

六本木七丁目販売センター計画 ㈱成和 ㈱成和 東京都港区 540 R1.11

葛飾区東金町運動ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ施設
整備工事

㈱タカトー ㈱山上 東京都葛飾区 480 R1.11

大日本印刷市谷工場（本工場） 昭立産業㈱ 昭立産業㈱ 東京都新宿区 1,000 R2.1

江戸川区北小岩PJ 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 東京都江戸川区 800 R2.2

世田谷区桜岡ﾏﾝｼｮﾝ計画 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 東京都世田谷区 360 R2.2

* Jeep多摩青梅　新築工事計画 ㈱ネクジット 庄南ラス工業 東京都青梅市 600 R2.3

SOSILA板橋 ㈱フジタ ㈱フジタ 東京都板橋区 4,347 R2.4

* ﾃﾞﾙﾊﾟﾗ八王子 庄南ラス工業 東京都八王子市 2,000 Ｒ2.6

RBM銀座ﾋﾞﾙ新築工事 ㈱松下産業 ㈱八功ｺﾐｭﾆﾃｨ建設 東京都中央区 243 R2.6

東京都(10/11)
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スギ薬局町田小川店新築工事 ㈱オノコム 海津建設㈱ 東京都町田市 970 R2.7

町田市南大谷新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 東京都町田市 650 R2.8
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