
使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
2023/03 ｱｲｻﾜ工業㈱ ｱｲｻﾜ工業㈱ 一級建築士事務所 山陽ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ（ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ）関東物流倉庫計画
2023/03 りんかい日産建設㈱ ㈱ｾｯﾄ設計事務所 ﾚｰﾍﾞﾝ湘南海岸公園 新築工事

2023/03
屋部土建･大晋建設･建
造建設共同企業体

㈱渡久山設計・㈱ﾜｰﾙﾄﾞ設計・㈱
神里設計 設計業務共同企業体

豊崎中学校 校舎棟建築工事

2023/03 ㈱ALLWIN PCMC・ｱｰｷﾃｸﾄ・ｻﾎﾟｰﾄ㈱ 文京区東大前計画
2023/03 ㈱RCdesign ㈱RCdesign 一級建築士事務所 KOLIN BILL中野新橋 新築工事
2023/03 ㈱ｲﾁｹﾝ ㈱ｲﾁｹﾝ 一級建築士事務所 箱根強羅708計画
2023/03 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ 叶ﾃﾞｻﾞｲﾝ㈱ ｱﾙﾃｼﾓ綾瀬1丁目新築工事計画
2023/03 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ ㈱玉岡設計 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ東区泉一丁目 新築工事
2023/03 ㈱ｿﾈｯｸ ㈱対木 中区丸の内一丁目 新築工事
2023/03 ㈱ﾅｶﾑﾗ ㈱西尾建築設計 足立区千住曙町計画
2023/03 ㈱ﾅﾐｷ ﾅﾐｷ都市設計研究所㈱ 渋谷区本町1丁目計画 新築工事
2023/03 ㈱ﾅﾐｷ ﾅﾐｷ都市設計研究所㈱ 品川区中延2丁目計画 新築工事
2023/03 ㈱ﾉﾊﾞｯｸ ㈱安宅設計 大田区大森西1丁目計画 新築工事

2023/03 ㈱ﾊﾟﾜｰｽﾞｱﾝﾘﾐﾃｯﾄﾞ
㈱ﾊﾟﾜｰｽﾞｱﾝﾘﾐﾃｯﾄﾞ 一級建築士事
務所

千歳台1丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事

2023/03 ㈱ﾊﾝｼﾝ建設 ㈱ﾊﾝｼﾝ建設 一級建築士事務所 西宮市甲子園口ﾏﾝｼｮﾝ計画
2023/03 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱内藤建築事務所 医療法人徳洲会（仮称）館山徳州苑 増築工事
2023/03 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾝ企画 北上野2丁目計画新築工事
2023/03 ㈱榎並工務店 ㈱日企設計 堺市堺区宿院町東1丁 新築工事
2023/03 ㈱奥村組 ㈱奥村組 一級建築士事務所 RA奈良ﾎﾃﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2023/03 ㈱岩本組 ㈱ESPAD環境建築研究所 西村邸新築工事
2023/03 ㈱協栄組 ㈱TamSA ｴﾙﾌｧｰﾛ三軒茶屋Ⅱ新築工事
2023/03 ㈱協栄組 ㈱ﾑｰﾋﾞﾝｸﾞ･ｱｰｷ ｴﾙﾌｧｰﾛ中野富士見町新築工事
2023/03 ㈱熊谷組 ㈱INA新建築研究所 江戸川区立大杉東小学校改築工事
2023/03 ㈱建研 ㈱飛鳥設計 ﾗｸﾞｾﾞﾅ東尾久 新築工事
2023/03 ㈱合田工務店 ㈱陣設計 東大井（南棟）ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2023/03 ㈱合田工務店 ㈱陣設計 東大井（北棟）ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2023/03 ㈱三浦工務店 ㈱浅井ｱｰｷﾃｸﾂ 下目黒二丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2023/03 ㈱小川建設 ㈱ｱﾄﾘｴ ﾌﾟﾗｽ･ﾜﾝ ﾚｶﾞﾘｽ新高円寺新築工事
2023/03 ㈱小川建設 ㈱小川建設 一級建築士事務所 江東区亀戸4丁目Ⅱﾏﾝｼｮﾝ 新築工事
2023/03 ㈱小川建設 ㈱小野田建築設計事務所 AIFLAT天神町 新築工事
2023/03 ㈱松下産業 PCMC・ｱｰｷﾃｸﾄ・ｻﾎﾟｰﾄ㈱ ｸﾘｵ世田谷松原ｻﾞ･ｸﾗｼｯｸ 新築工事
2023/03 ㈱松尾工務店 叶ﾃﾞｻﾞｲﾝ㈱ 東山三丁目計画
2023/03 ㈱新井組 ㈱D＆D建築設計事務所 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ六甲宮山町 新築工事
2023/03 ㈱森組 ㈲環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究室 葛飾区亀有一丁目計画 建設工事
2023/03 ㈱川村工営 ㈱ｳｨｯｼｭﾜｰｸ設計事務所 北区十条仲原2丁目PJ新築工事
2023/03 ㈱太名嘉組 ㈱ﾁｰﾑｱﾙﾌｧ ｻﾞ･ﾌﾞﾗﾝｼｴｱ那覇新築工事
2023/03 ㈱大京穴吹建設 ㈱日本ｴｰｺﾝ 世田谷区深沢2丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2023/03 ㈱大勝 ㈱ﾑｰﾋﾞﾝｸﾞ･ｱｰｷ 新横浜3丁目計画
2023/03 ㈱大勝 ㈱設計集団宙組 横浜市鶴見区上の宮計画
2023/03 ㈱竹中工務店 ㈱安井建築設計事務所 久光製薬新研究棟建設工事
2023/03 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 TI学生寮建替
2023/03 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 朝日生命国立社宅建替え及び有料老人ﾎｰﾑ新築工事
2023/03 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 東京ﾄﾞｰﾑﾎﾃﾙ前劇場計画
2023/03 ㈱長井工務店 ㈱ﾗｲｽﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ 株式会社 ｴｽﾚｺ本社ﾋﾞﾙ 新築工事
2023/03 ㈱田名部組 ㈱畠山建築設計事務所 亀戸5丁目計画 新築工事
2023/03 ㈱東恩納組 ㈱ﾁｰﾑｱﾙﾌｧ ﾌﾞﾗﾝｼｴﾗ那覇高良 新築工事
2023/03 ㈱福田組 ㈱福田組 一級建築士事務所 千代田区神田多町二丁目Ⅱ計画新築工事
2023/03 ㈱末長組 ㈱西尾建築設計・㈱ｼﾞｪｰｴｽﾃﾞｨｰ 横浜茅ヶ崎東三丁目計画
2023/03 ㈱和田組 ㈱和田組 一級建築士事務所 台東区入谷1丁目計画新築工事
2023/03 ㈱淺沼組 ㈱空間創造社 ﾚｰﾍﾞﾝ仙台長町南新築工事
2023/03 ㈱淺沼組 ㈱石本建築事務所 株式会社本田技術研究所ﾗｲﾌｸﾘｴｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ35号棟･36号棟建設工事

2023/03 ㈱淺沼組 ㈱石本建築事務所
大田区立東調布第三小学校及び仮称大田区南久が原二丁目複合施
設改築その他工事（Ⅰ期）

2023/03 ㈱鍜治田工務店
㈱鍜治田工務店 一級建築士事務
所

東京都練馬区立野町計画 新築工事

2023/03 環境ｸﾘｴｲﾄ㈱ 環境ｸﾘｴｲﾄ㈱ 一級建築士事務所 竹ノ塚（足立区伊興四丁目）新築計画
2023/03 寄居建設㈱ ㈱ｸﾚｵ ﾌﾞﾘｼｱ浅草Ⅳ新築工事
2023/03 京商建設㈱ 京商建設㈱ 一級建築士事務所 ﾌｫｾｯﾄ柴又共同住宅 新築工事
2023/03 京商建設㈱ 京商建設㈱ 一級建築士事務所 ﾌｫｾｯﾄ南浦和共同住宅新築工事
2023/03 共立建設㈱ ｹｲﾂｰﾃﾞｻﾞｲﾝ㈱ ｴｲﾙﾏﾝｼｮﾝ二日市駅前
2023/03 栗本建設工業㈱ ㈲ﾛｰﾄﾞ･ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ 富士見保育園新築工事
2023/03 古木建設㈱ ㈱設計集団宙組 横浜市中区野毛町1丁目PJ
2023/03 戸田建設㈱ 戸田建設㈱ 一級建築士事務所 東北村田製作所 郡山工場新築工事
2023/03 五洋建設㈱ ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ（第2期）CFS棟外新築工事
2023/03 五洋建設㈱ ㈱大建設計 安田倉庫株式会社芝浦6号倉庫耐震補強・ﾘﾆｭｰｱﾙ工事
2023/03 坂田建設㈱ ㈱IAO竹田設計 練馬区豊玉中3丁目計画 新築工事
2023/03 埼玉建興㈱ ㈱手塚良樹建築設計畑 ｸﾘｵ川口Ⅱ新築工事
2023/03 埼玉建興㈱ 埼玉建興㈱ 一級建築士事務所 蕨市中央2丁目計画新築工事

ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2023/03 三井住友建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

南船橋駅前計画

2023/03 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 杉乃井ﾎﾃﾙ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ棟 新築工事
2023/03 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 洗足学園音楽大学新校舎建設工事
2023/03 住協建設㈱ ㈱ｲｸｽ･ｱｰｸ都市設計 中央区日本橋堀留町1丁目 計画
2023/03 住協建設㈱ ㈱ｴﾙ設計事務所 東向島1丁目ﾏﾝｼｮﾝ 新築工事
2023/03 住協建設㈱ ㈱畠山建築設計事務所 上石神井2丁目計画新築工事
2023/03 新三平建設㈱ ㈱ｱﾄﾘｴ ﾌﾟﾗｽ･ﾜﾝ 品川区戸越4丁目新築工事
2023/03 新日本建設㈱ ｼﾞﾗﾌ建築計画 合同会社 三ノ輪ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 新築工事
2023/03 新日本建設㈱ ㈱INA新建築研究所 流山市立市野谷小学校新築工事
2023/03 新日本建設㈱ 新日本建設㈱ 一級建築士事務所 EXC立川2計画 新築工事
2023/03 西松建設㈱ 西松建設㈱ 一級建築士事務所 大阪府茨木市蔵垣内一丁目計画
2023/03 西野建設㈱ ㈱ねお設計 黄木邸新築工事
2023/03 西野建設㈱ 共同ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ｱﾙﾌｧｽﾃｲﾂ武蔵新城新築工事

2023/03 青木あすなろ建設㈱
青木あすなろ建設㈱ 一級建築士
事務所

蒲田駅前PJ新築工事

2023/03 石橋建材工業㈱ ㈱空間都市建築研究所 世田谷区桜新町1丁目PJ新築工事

2023/03 川口土木建築工業㈱
川口土木建築工業㈱ 一級建築士
事務所

船橋市本町二丁目計画

2023/03 前田建設工業㈱
前田建設工業㈱ 一級建築士事務
所

銀座5丁目計画

2023/03 多田建設㈱
(同)Nconcept・㈲木村・久世建築
設計事務所

浦和区岸町七丁目Ⅱ新築工事

2023/03 多田建設㈱ ㈱光和設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ蘇我ｽﾃｰｼｮﾝｳｨｽﾞ 新築工事

2023/03
大鉄･山下特定建設工事
共同企業体

㈱浦辺設計 長岡第四小学校整備工事

2023/03 大和ﾊｳｽ工業㈱ ㈱ｾﾌﾞﾝ建築設計事務所 下京区材木町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 新築工事

2023/03 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

大田区南馬込1丁目計画新築工事

2023/03 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

中央区八丁堀3丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事

2023/03 池田建設㈱ ㈱直井建築設計事務所 代々木五丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2023/03 中央建設㈱ ㈱ｹﾌﾟﾗｰ都市建築設計 世田谷区松原6丁目計画 新築工事

2023/03 仲程土建㈱
㈱国吉設計・平田歩建築事務所 
設計共同体

宜野座村ふれあい交流ｾﾝﾀｰ新築工事

2023/03 長崎船舶装備㈱ ㈱舞設計 ﾌﾟﾚｲｼｱ道ノ尾新築工事
2023/03 鉄建建設㈱ ㈱ﾌﾟﾗｽﾃﾞｺ ｽﾊﾞﾙ興産東伏見駅前ﾏﾝｼｮﾝ計画
2023/03 東ﾚ建設㈱ 東ﾚ建設㈱ 一級建築士事務所 交通遺児育英会学生寮心塾東京寮整備等事業A･B棟
2023/03 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 千代田区富士見一丁目計画
2023/03 東急建設㈱ 東急電鉄㈱ 田園都市線駒澤大学駅西口出入口改修工事に伴う建築設計

2023/03 東建ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱
東建ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 一級建築士事
務所

株式会社濱田ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 様 ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2023/03 奈良建設㈱ ㈱ﾊﾏ建築設計 川崎市川崎区大島三丁目新築工事
2023/03 奈良建設㈱ 積水ﾊｳｽ㈱ 一級建築士事務所 横浜市鶴見区豊岡町計画 新築工事
2023/03 奈良建設㈱ ㈲ﾉｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 中野新井一丁目計画新築工事
2023/03 南海辰村建設㈱ 一建設㈱・㈱西尾建築設計 神奈川県藤沢市藤沢計画
2023/03 芙蓉建設㈱ ㈱雨宮建築設計事務所 駒橋地区定住促進住宅新築工事
2023/03 風越建設㈱ ㈱ﾏﾘﾓ 一級建築士事務所 ｿﾙﾃｨｱ新川崎ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 新築工事
2023/03 木内建設㈱ 木内建設㈱ 一級建築士事務所 新宿区市谷ﾉｰｽ計画 新築工事
2023/03 木内建設㈱ 木内建設㈱ 一級建築士事務所 新宿区市谷田町2丁目賃貸計画 新築工事
2023/03 ㈲白石土建 ｴﾑ・ﾜｲ㈲ Konomi Project Jyubankan
2023/02 旭建設㈱ ㈱曽我建築設計事務所 船橋市夏見台3丁目計画新築工事
2023/02 ㈱ｲﾃﾞｱ ㈱TamSA 浅草5丁目計画

2023/02 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ
㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ 一級建築
士事務所

谷中4丁目計画 新築工事

2023/02 ㈱ｿﾈｯｸ ㈱IAO竹田設計 ﾁｬｰﾑ明石西二見新築工事
2023/02 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｸﾙｰ ｴﾙｼｰﾄﾞ石川町 新築工事
2023/02 ㈱ﾅﾐｷ ﾅﾐｷ都市設計研究所㈱ ｲﾙｳﾞｨｱｰﾚ下赤塚 新築工事
2023/02 ㈱ﾉﾊﾞｯｸ ㈱宮田建築事務所 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ瑞江1丁目新築工事
2023/02 ㈱ﾋﾟｰｴｽ三菱 ㈱昭和設計 株式会社ｶﾜﾀﾞ新本社改築工事
2023/02 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱朝倉崇夫都市建築設計事務所 ｶﾞｰﾗ新丸子新築工事
2023/02 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱長大 日本大学明誠高等学校新校舎新築工事
2023/02 ㈱ﾕｰﾃﾞｨｹｰ ㈱高岡建築設計事務所 浦和競馬場野田きゅう舎管理棟ほか新築工事
2023/02 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱WA建築設計 横浜市南区通町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2023/02 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱WA建築設計 北新宿3丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2023/02 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱秀ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 中央区日本橋浜町二丁目計画
2023/02 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱瑠建築設計事務所 ｳﾞｧｰｽｸﾚｲｼｱ町屋新築工事
2023/02 ㈱安藤・間 ㈱安藤・間 一級建築士事務所 ﾔﾏｴ久野九州新工場計画
2023/02 ㈱奥村組 ㈱JA設計 JA東京みらい西東京支店新築工事
2023/02 ㈱岡工務店 ㈱ﾃｨｰｴﾑｴｯﾁ ﾌﾟﾚｻﾝｽ西区九条南一丁目新築工事
2023/02 ㈱吉川工務店 ㈱noa建築工房 ｸﾘｵ渡辺通ｻｻﾞﾝﾏｰｸｽ新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2023/02 ㈱興建社 ㈱大田純穂建築設計研究所 ｳﾞｨﾗﾛｲﾔﾙ人形町新築工事
2023/02 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 一級建築士事務所 自治医科大学附属病院放射線治療棟新築工事
2023/02 ㈱熊谷組 ㈱日企設計 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ（大阪難波駅ﾀﾜｰ）新築工事
2023/02 ㈱熊谷組 ㈱日建設計 創価学会（新）千葉文化会館新築工事

2023/02 ㈱古波蔵組
東設計工房・ﾏｷﾔ設備設計共同企
業体

開南小学校給食調理場改築工事

2023/02 ㈱工藝舎 合同会社ｵｰ･ｱｲ･ﾃﾞｨｰｱｰｷﾃｸﾂ ｴﾙﾌｧｰﾛ宮崎台 新築工事
2023/02 ㈱鴻池組 ｱｰｷｻｲﾄﾒﾋﾞｳｽ㈱ ﾘｼﾞｪ南山新築工事
2023/02 ㈱合田工務店 ㈱ﾌｫﾙﾑ建築計画研究所 世田谷区上馬1丁目計画 新築工事
2023/02 ㈱佐伯工務店 佐伯工務店㈱ 一級建築士事務所 仲町2丁目計画
2023/02 ㈱似鳥工務店 ㈱杉浦建築設計事務所 武蔵野市吉祥寺南町2丁目計画
2023/02 ㈱小川建設 ㈱ｱｸｼｽ 一級建築士事務所 大倉山2ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 新築工事
2023/02 ㈱小川建設 ㈱ｽﾍﾟｰｽ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ建築研究所 豊島区南長崎1丁目計画
2023/02 ㈱小島組 ㈱小林建築事務所 県営伊勢原団地公営住宅新築工事
2023/02 ㈱松尾工務店 ㈱ｺﾝﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰｽﾞ 上菅田笹の丘小学校建替工事及び上菅田笹の丘ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ（仮称）
2023/02 ㈱森下組 ㈲ﾐﾉﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｵﾌｨｽ 渋谷区広尾5丁目計画新築工事
2023/02 ㈱森建設 ㈱空間設計 ﾎﾃﾙ宮崎橘通 新築工事
2023/02 ㈱森本組 ㈱森本組 一級建築士事務所 鍛冶町二丁目計画
2023/02 ㈱大勝 ㈱ｽﾀｲﾚｯｸｽ 菊名2丁目計画 新築工事
2023/02 ㈱大林組 ㈱石本建築事務所 東洋大学朝霞ｷｬﾝﾊﾟｽ新校舎建設工事
2023/02 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 RR-3新築計画
2023/02 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 明和病院(仮称)第二病院新築工事
2023/02 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 虎ノ門開発計画
2023/02 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 修英会つくばみらい産科医院新築工事
2023/02 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 野田学生寮（仮称）新築工事
2023/02 ㈱竹中工務店 ㈱日建設計 ﾘｿﾞｰﾄﾄﾗｽﾄ株式会社（仮称）琵琶湖高島ﾎﾃﾙ計画新築工事
2023/02 ㈱渡辺組 ㈱ｼﾞｪｲ石田ｱｿｼｴｲﾂ 高風子供園･高風保育園新築工事
2023/02 ㈱藤井工務店 ㈱北海道綜企画 新発寒小学校増築ほか工事
2023/02 ㈱平塚竹田組 平塚市都市整備部建築住宅課 平塚総合体育館受変電設備等改修工事
2023/02 ㈱和田組 ㈱和田組 一級建築士事務所 台東区入谷2丁目計画新築工事
2023/02 ㈱鍜治田工務店 ㈱IAO竹田設計 神戸市東灘区深江本町一丁目計画 新築工事
2023/02 ㈱鍜治田工務店 ㈱ｼﾞｬｲﾛｱｰｷﾃｸﾂ 市川市行徳駅前2丁目計画 新築工事
2023/02 関東建設工業㈱ ㈱奥野設計 ﾘﾝﾃｯｸ株式会社 ﾘﾝﾃｯｸ熊谷工場 第3ﾌｨﾙﾑ棟増築工事

2023/02 岩倉建設㈱
日本技建・菅設計企画特別共同企
業体

伊達小学校校舎改築工事

2023/02 京王建設㈱ ㈱IAO竹田設計 代官山計画
2023/02 共立建設㈱ ㈱ｼﾞｬｲﾛｱｰｷﾃｸﾂ 町田市原町田三丁目計画新築工事
2023/02 共和産業㈱ 沖縄県土木建築部建築課 県営平良北団地建替工事（第1期）1・3工区
2023/02 協同建設㈱ ｴﾑ・ﾜｲ㈲ 大東ｶﾞｽ㈱社屋 新築工事
2023/02 金秀建設㈱ ㈲外間建築設計事務所 仲本病院 新築工事
2023/02 戸田建設㈱ ㈱伊藤喜三郎建築研究所 神宮前三丁目障がい者施設建設工事
2023/02 工新建設㈱ ㈱現代綜合設計 文京区目白台2丁目計画新築工事
2023/02 埼玉建興㈱ ㈱ﾏﾘﾓ 一級建築士事務所 ﾎﾟﾚｽﾀｰ久喜東新築工事

2023/02 埼玉建興㈱
㈱安宅設計、髙木淳太郎 一級建
築士事務所

世田谷区船橋3丁目計画新築工事

2023/02 薩摩建設㈱ ㈱ﾋﾞｰﾑｽ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ﾙﾈｻﾝｽｺｰﾄ本蓮沼

2023/02 三井住友建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

自由が丘PJ

2023/02 山田・圓山建設共同企 ㈱ﾌｹﾀ設計 一本橋保育園・児童ｾﾝﾀｰ改築工事
2023/02 山田建設㈱ ㈱ｵﾘｼﾞﾅﾙﾜｰｸ 浦安市北栄2丁目計画新築工事

2023/02
鹿島・大河原建設工事
共同企業体

鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 ﾍﾟﾊﾟｰﾚｯﾄ株式会社新工場建設計画

2023/02 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 ﾐｷﾓﾄ南砂町ﾋﾞﾙ新築工事
2023/02 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 東京慈恵会医科大学付属第三病院3号館増築工事
2023/02 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 GC Corporate　Center 増築Ⅱ期工事
2023/02 住協建設㈱ ㈱ｴﾙ設計事務所 東六郷1丁目ﾏﾝｼｮﾝ（敷地D）新築工事
2023/02 住協建設㈱ ㈱太陽設計 ｱﾙﾃｼﾓ豊町2丁目 新築工事
2023/02 升川建設㈱ 渋谷区財務部施設整備課 渋谷本町学園別棟校舎建設工事
2023/02 松井建設㈱ 星野尚紀建築事務所 KA2 N Tower Project
2023/02 新日本建設㈱ ㈱ﾌﾟﾗｽﾃﾞｺ ﾌﾟﾚｼｽｳﾞｨｱﾗ千葉 新築工事
2023/02 杉本興業㈱ ㈱空間都市建築研究所 久我山駅前PJ新築工事
2023/02 成弘建設㈱ 聖建築設計事務所 東日本橋ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2023/02 先嶋建設㈱ 沖縄県土木建築部建築課 県営平良北団地建替工事（第1期）2工区
2023/02 村本建設㈱ 村本建設㈱ 一級建築士事務所 東京都杉並区久我山五丁目計画
2023/02 大鉄工業㈱ ㈱内藤建築事務所 滋賀医科大学（医病）機能強化棟等新営その他工事
2023/02 大和ﾊｳｽ工業㈱ ㈱国建 ｱﾄﾞｳﾞｧﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ 沖縄ｼｮｰﾙｰﾑ新築工事

2023/02 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

目黒区柿の木坂計画新築工事

2023/02 谷津建設㈱ ㈱安宅設計 多摩市愛宕4丁目学生寮計画
2023/02 池田建設㈱ ㈱ｱｰﾁｻﾞﾝ 葛飾区金町四丁目ﾏﾝｼｮﾝ計画
2023/02 中野建設㈱ ㈱ｴﾘﾑ設計 千住大橋PJ新築工事
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2023/02 中野建設㈱ ㈱石井設計 ﾄﾞﾑｰﾙ石神井公園 新築工事
2023/02 東光建設㈱ ㈱ﾍﾞﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 新宿区富久町計画 新築工事
2023/02 東鉄工業㈱ ㈱JR東日本設計 幕張豊砂駅前開発 本体工事 A1
2023/02 東鉄工業㈱ 東鉄工業㈱ 一級建築士事務所 南万騎が原賃貸ﾏﾝｼｮﾝ計画
2023/02 東武建設㈱ ㈱横河建築設計事務所 羽生総合病院新棟建築工事
2023/02 奈良建設㈱ 積水ﾊｳｽ㈱ 一級建築士事務所 三軒茶屋2丁目計画 新築工事
2023/02 南海辰村建設㈱ ㈱ｽﾀｰﾃｯｸ 本郷三丁目駅前ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2023/02 日本建設㈱ 合同会社ｺﾝﾍﾞｯｸｽ 神田紺屋町ﾋﾞﾙ計画
2023/02 日本国土開発㈱ ㈱ASKA総合計画 名取市杜せきのしたﾏﾝｼｮﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2023/02 日本国土開発㈱ ㈱現代綜合設計 新宿区若松町計画新築工事
2023/02 福井建設㈱ ㈱TKI設計 ｴｽﾘｰﾄﾞ大阪市港区波除3丁目新築工事
2023/02 木内建設㈱ ㈱CITY DESIGN 蔵前2丁目共同住宅新築工事
2023/02 木内建設㈱ ㈱ｼｽｹｱ 新宿区中落合老人ﾎｰﾑ計画新築工事
2023/02 木内建設㈱ 木内建設㈱ 一級建築士事務所 大田区大森北1丁目計画
2023/02 立建設㈱ ㈱二神建築事務所 栗山町賃貸ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2023/01 ｼﾞｪｸﾄ㈱ ㈱ﾌﾞﾙｰｽﾀｼﾞｵ 五本木2丁目新築ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2023/01 ｽﾅﾀﾞ建設㈱ TKI.desing㈱ ｾﾚﾆﾃ放出PJ 新築工事
2023/01 ｽﾅﾀﾞ建設㈱ ㈱現代綜合設計 ﾌﾟﾚｻﾝｽﾛｼﾞｪ大正区三軒家東6丁目 新築工事
2023/01 ｽﾅﾀﾞ建設㈱ 和寂舎 ｾﾚﾆﾃ敷津西二丁目PJ 新築工事
2023/01 ﾀﾂﾄ･ﾌﾟﾗﾝ工事㈱ ㈱ｱｰｷｽﾀﾝﾄﾞ 茨木市沢良宜西ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2023/01 ﾗｲﾄ工業㈱ ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ﾘｰｸﾞ 東上野2丁目ﾏﾝｼｮﾝ 新築工事
2023/01 ﾗｲﾄ工業㈱ ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ﾘｰｸﾞ 南吉田5丁目ﾏﾝｼｮﾝ 新築工事
2023/01 ﾗｲﾄ工業㈱ ㈱設計工房ﾃﾞｻﾞｲﾝｼｽﾃﾑ 新宿5丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2023/01 りんかい日産建設㈱ ㈱四季建築設計事務所 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ（八丁堀駅前）新築工事
2023/01 ㈱ｲﾁｹﾝ ㈱久保建築設計 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ下竜尾町新築工事
2023/01 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ ㈱玉岡設計 ｽﾌﾟﾗﾝﾃﾞｨｯﾄ名駅NORTH 新築工事
2023/01 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ ㈱構造計画 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ桜並木新築工事
2023/01 ㈱ｶｼﾜﾊﾞﾗ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱ｹﾌﾟﾗｰ都市建築設計 墨田区業平4丁目Ⅱ計画
2023/01 ㈱ｼｰﾗ ㈱朝倉崇夫都市建築設計事務所 中野ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2023/01 ㈱ｼﾏ ㈱KOA 練馬区北町1丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2023/01 ㈱ﾄｰﾖｰ建設 ㈱ﾖｺﾊｳｽ 黒澤ﾋﾞﾙ浦和区仲町3丁目計画
2023/01 ㈱ﾅｶﾞｼﾏ ㈱ｴﾌﾃｨ-建築設計事務所 COPA･AMORﾋﾞﾙ新築工事
2023/01 ㈱ﾅﾐｷ ｵｰﾊﾞﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ㈱ ｸﾞﾛｰﾘｵｼｪﾙﾄ池袋 新築工事
2023/01 ㈱ﾅﾐｷ ﾅﾐｷ都市設計研究所㈱ ｲﾙｳﾞｨｱｰﾚ練馬区北町2丁目計画 新築工事
2023/01 ㈱ﾉﾊﾞｯｸ ㈱洋設計事務所 ｸﾘｵ川崎南幸町新築工事
2023/01 ㈱ﾌｫｰｻﾞｸﾞｯﾄﾞ ㈲ｺﾝﾊﾟｸﾂ 大京町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2023/01 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾌｼﾞﾀ 一級建築士事務所 大阪市西区新町3丁目ﾀﾜｰ計画
2023/01 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾌｼﾞﾀ 一級建築士事務所 DS川和町計画
2023/01 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ PCMC・ｱｰｷﾃｸﾄ・ｻﾎﾟｰﾄ㈱ ｴﾙｼｰﾄﾞ三ノ輪Ⅴ新築工事
2023/01 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ｴﾙ設計事務所 高円寺北2丁目 新築工事
2023/01 ㈱旭工建 ㈱TKI設計 大阪市東淀川区東中島4丁目 新築工事
2023/01 ㈱安藤・間 ㈱安藤・間 一級建築士事務所 安藤ﾊｻﾞﾏ東北支店ﾋﾞﾙ新築工事
2023/01 ㈱伊吹工務店 ㈱創建設計事務所 甲南電設工業株式会社 新社屋 新築工事
2023/01 ㈱永賢組 ㈱加藤設計 ｴｽﾘｰﾄﾞ新栄一丁目Ⅲ 新築工事
2023/01 ㈱奥村組 ㈱奥村組 一級建築士事務所 多摩境駅前開発計画
2023/01 ㈱吉原組 ㈱ｿｼｱﾙ綜合設計 脇田本町7ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2023/01 ㈱協栄組 ㈱ﾘﾊﾞｯｸｽ建築環境計画 ｺﾝｼｪﾘｱ中野弥生町新築工事
2023/01 ㈱熊谷組 ｱﾙｷﾒﾃﾞｨｶ㈱ むさしの病院新築工事
2023/01 ㈱紅梅組 ㈱WA建築設計 墨田区向島3丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2023/01 ㈱紅梅組 ㈱空間都市建築研究所 中区北仲通りPJ新築工事
2023/01 ㈱合田工務店 ㈱畠山建築設計事務所 ﾊﾟﾃｨｰﾅ西馬込新築工事
2023/01 ㈱佐藤秀 ㈱設計ｾﾝﾀｰ 調布市仙川町一丁目計画新築工事
2023/01 ㈱三木組 大誠都市開発㈱ 新宿区信濃町PJ 新築工事
2023/01 ㈱小川建設 叶ﾃﾞｻﾞｲﾝ㈱ 立川2丁目ⅢPJ
2023/01 ㈱小川建設 ㈱ｱﾄﾘｴﾃｨｰﾌﾟﾗｽ 祐天寺ﾏﾝｼｮﾝ計画 新築工事
2023/01 ㈱松下産業 ㈱冨井建築設計研究所 朝日信用金庫小岩支店新築工事
2023/01 ㈱松村組 ㈱設計室 京 ﾗｸﾞｾﾞﾅ用賀新築工事
2023/01 ㈱礎ｺﾗﾑ ㈱礎ｺﾗﾑ 一級建築士事務所 赤坂ﾒｰﾌﾟﾙﾋﾙ新築工事
2023/01 ㈱相武企業 ㈱三和設計 敬愛保育園新築工事
2023/01 ㈱増岡組 ㈱ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝｾﾌﾟﾄ 新宿区中落合２丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2023/01 ㈱大京穴吹建設 ㈱日企設計 ﾗｲｵﾝｽﾞ妙典 計画 新築工事
2023/01 ㈱大木工務店 ㈱大土呂巧建築設計事務所 ﾜｺｰﾚ灘区篠原中町6丁目 新築工事
2023/01 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 TWC Phase1 建築本体工事
2023/01 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 加古川中央市民病院 増築・改修整備事業
2023/01 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈲環設計室 世田谷4丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2023/01 ㈱辰 ㈱佐藤尚巳建築研究所 Estudio3 新築計画
2023/01 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 ﾘｵﾝ株式会社 新棟建設工事
2023/01 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 森永製菓芝浦ﾋﾞﾙ建替計画
2023/01 ㈱平成建設 ㈱平成建設 一級建築士事務所 川崎市多摩区登戸 元木様ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2023/01 ㈱片山組
㈱ｵｰﾙｸﾘｴｰｼｮﾝ 一級建築士事務
所

川崎区中瀬3丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2023/01 ㈱明和工務店 ㈱ｲｻﾗ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ ｻﾑﾃｨ浪速区敷津西1丁目Ⅱ 新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2023/01 ㈱明和工務店 ㈱北條建築構造研究所 ﾒｲﾝｽﾃｰｼﾞ芦屋打出小槌町ﾏﾝｼｮﾝ計画
2023/01 ㈱和田組 ㈱三輪設計 北上野二丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 新築工事
2023/01 ㈱鍜治田工務店 ㈱ｴﾌｱｲ都市設計 江戸川区中央一丁目計画新築工事
2023/01 ㈱鍜治田工務店 ㈱東急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 高槻市天神町1丁目計画
2023/01 丸運建設㈱ ㈱日企設計 ﾃﾞｭｵｽﾃｰｼﾞ浦安 新築工事
2023/01 丸彦渡辺建設㈱ ㈱日企設計 名古屋市西区城西ﾏﾝｼｮﾝ分譲第2PJ 新築工事
2023/01 寄居建設㈱ ㈱辺見勉 立川市曙町二丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2023/01 京王建設㈱ ㈱IAO竹田設計 港区元麻布一丁目計画新築工事
2023/01 共立建設㈱ ㈱ｽﾀｲﾚｯｸｽ 品川戸越賃貸ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ計画 建設工事
2023/01 五洋建設㈱ ㈱ｱﾄﾘｴMEME 学校法人神奈川歯科大学 本部棟新築計画
2023/01 坂田建設㈱ ㈱ｽﾀｲﾚｯｸｽ ｸﾘｵ横濱鶴見ﾐｯﾄﾞｸﾞﾚｲｽ新築工事
2023/01 山田建設㈱ ㈱DAN総合設計 町田市中町2丁目共同住宅新築工事
2023/01 鹿島建設㈱ ㈱久米設計 POLA青山ﾋﾞﾙ新築工事
2023/01 若築建設㈱ ㈱ｴﾝﾄﾞｳ･ｱｿｼｴｲﾂ 天沼2丁目新築工事計画
2023/01 住協建設㈱ ㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾝ企画 立石2丁目Ⅱ計画新築工事
2023/01 住協建設㈱ ㈱瑠建築設計事務所 ｺﾝｼｪﾘｱ川崎大宮町新築工事
2023/01 住協建設㈱ 住協建設㈱ 一級建築士事務所 台東区蔵前3丁目新築計画
2023/01 小川建設㈱ 芝浦建設㈱ 一級建築士事務所 南葛西6丁目計画新築工事
2023/01 松井建設㈱ ㈱ICAﾃﾞｻﾞｲﾝ研究室 日本ﾎﾃﾙｽｸｰﾙ2022年度増改築工事
2023/01 新三平建設㈱ 新三平建設㈱ 一級建築士事務所 神宮前2丁目賃貸事業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2023/01 新日本建設㈱ ㈱石井設計 台東区寿4丁目集合住宅 新築工事
2023/01 新日本建設㈱ ㈲平山建築企画・前田設計室 EXC横浜関内大通り公園計画 新築工事
2023/01 青木あすなろ建設㈱ 北関東防衛局調達部 習志野（3）隊庁舎新設建築その他工事
2023/01 石橋建設工業㈱ ㈱角設計 北青山3丁目計画
2023/01 石黒建設㈱ ㈱NEOﾃﾞｻﾞｲﾝ 鶴見中央五丁目計画
2023/01 村本建設㈱ 村本建設㈱ 一級建築士事務所 豊島区西池袋三丁目（Ⅲ）
2023/01 多田建設㈱ ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ･ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ東向島1丁目 新築工事
2023/01 多田建設㈱ ㈱ｽﾀｲﾚｯｸｽ 西新井大師西計画新築工事
2023/01 多田建設㈱ ㈱ﾌﾟﾗｽﾃﾞｺ ｾﾝﾁｭﾘｰ東武動物公園 新築工事
2023/01 大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 一級建築士事務所 世田谷区下馬2丁目計画
2023/01 大木建設㈱ ㈱D＆D建築設計事務所 西区阿波座1丁目計画 新築工事
2023/01 大木建設㈱ ㈱ｱｲﾋﾞｰ設計事務所 大阪市天王寺区玉造元町計画

2023/01 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

恵比寿一丁目計画新築工事

2023/01 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

淀川区宮原ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事

2023/01 大和財託㈱ 大和財託㈱ 一級建築士事務所 板橋区板橋三丁目_Z-GRANDE

2023/01 第一建設工業㈱
第一建設工業㈱ 一級建築士事務
所

杉並区阿佐谷北一丁目28計画新築工事

2023/01 谷津建設㈱ ㈱ｱｰｷﾌｫﾙﾑ 市川市市川2丁目計画
2023/01 渡辺建設㈱ ㈱ｱﾙ.ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ建築設計 代々木1丁目計画新築工事

2023/01 南海辰村建設㈱
南海辰村建設㈱ 一級建築士事務
所

江東区石島計画 新築工事

2023/01 不二建設㈱ ㈱ｺﾓﾝ･ﾘﾝｸ 品川区東大井5丁目計画
2023/01 不二建設㈱ ㈱現代綜合設計 台東区入谷1丁目計画新築工事
2023/01 平井工業㈱ ㈱南條設計室 神田須田町二丁目計画新築工事
2023/01 北和建設㈱ 北和建設㈱ 一級建築士事務所 葛飾区東新小岩5丁目計画新築工事
2023/01 木内建設㈱ 木内建設㈱ 一級建築士事務所 渋谷区広尾5丁目計画
2023/01 木内建設㈱ 木内建設㈱ 一級建築士事務所 世田谷区中町4丁目計画
2022/12 ﾀﾞｲﾆﾁ建設㈱ ㈱ﾋﾛ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｵﾌｨｽ 港区西麻布三丁目19-30ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2022/12 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈱現代綜合設計 相模原市緑区橋本2丁目計画Ⅰ
2022/12 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈱現代綜合設計 相模原市緑区橋本2丁目計画Ⅱ
2022/12 りんかい日産建設㈱ ㈱下舞設計 ﾎﾃﾙﾙｰﾄｲﾝ都城新築工事

2022/12
安藤ﾊｻﾞﾏ･秋山建設･大
和建設特定建設工事共

㈱東畑建築事務所 美祢市新本庁舎建築工事

2022/12 ㈱C･Kｶﾝﾊﾟﾆｰ ㈱建築計画 ﾒｲﾝｽﾃｰｼﾞ五反野Ⅱ 新築工事
2022/12 ㈱ｳﾗﾀ ㈱建築設計ｱｰｷﾌｫﾙﾑ 台東区寿4丁目計画 新築工事
2022/12 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ ㈱IAO竹田設計 板橋区大山金井町計画新築工事

2022/12 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ
㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ 一級建築
士事務所

平沼1丁目PJ新築工事

2022/12 ㈱ｸﾞｯﾄﾞﾗｲﾌ建設 LIBTH DESIGN 松山2丁目_143 新築工事
2022/12 ㈱ｿﾈｯｸ ㈱東畑建築事務所 社会福祉法人 報恩会（仮称）荒田町福祉施設新築工事

2022/12 ㈱ﾄｰｷｮｰ工務店
㈱ﾄｰｷｮｰ工務店 一級建築士事務
所

上原1丁目賃貸事業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事

2022/12 ㈱ﾄｰﾖｰ建設 葛飾区施設部 葛飾区子ども未来ﾌﾟﾗｻﾞ東四つ木等建築工事
2022/12 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱IAOﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ＆ﾃﾞｻﾞｲﾝ 吹田市垂水二丁目共同住宅
2022/12 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱日企設計 堺市堺区栄橋町計画 新築工事
2022/12 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ PCMC・ｱｰｷﾃｸﾄ・ｻﾎﾟｰﾄ㈱ ｴﾙｼｰﾄﾞ三ノ輪Ⅳ新築工事
2022/12 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ｴﾙ設計事務所 上馬1丁目新築工事

2022/12 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ
㈱ｵｰﾙｸﾘｴｰｼｮﾝ 一級建築士事務
所

市場大和町ﾏﾝｼｮﾝAB新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2022/12 ㈱安藤・間 ㈱三菱地所設計 COLﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2022/12 ㈱栄伸建設 ㈱ｱﾀﾞﾁｱﾄﾘｴ建築計画 下落合1丁目PJ
2022/12 ㈱屋部土建 琉球大学施設運営部 琉球大学（西普天間）ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ等新営その他工事
2022/12 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 一級建築士事務所 佐川印刷北白川計画
2022/12 ㈱紅梅組 ㈱ﾋﾞｿﾞﾝ建築設計事務所 戸部本町計画 新築工事
2022/12 ㈱鴻池組 ㈱鴻池組 一級建築士事務所 RIｸﾘﾆｯｸ新築工事
2022/12 ㈱合田工務店 ㈱ｼﾞﾑｽ建築設計事務所 日本橋浜町計画新築工事
2022/12 ㈱合田工務店 ㈱合田工務店 一級建築士事務所 台東区千束3丁目計画新築工事
2022/12 ㈱合田工務店 ㈱野生司環境設計 本駒込6丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2022/12 ㈱佐藤秀 ㈱佐藤秀 一級建築士事務所 LF小倉計画
2022/12 ㈱佐藤秀 ㈱坂倉建築研究所 葉山F邸 新築工事
2022/12 ㈱三共建設 ㈱ﾌﾟﾗｽﾃﾞｺ ﾌﾟﾚｼｽ千葉みなとﾍﾞｲﾌﾛﾝﾄ新築工事
2022/12 ㈱松下産業 ㈱ﾌｫｰｻｲﾄ建設 霊波之光関西更衣棟 新築工事
2022/12 ㈱松尾工務店 ㈱SHOW建築設計事務所 江東区新大橋2丁目計画ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2022/12 ㈱松尾工務店 ㈱ﾌﾟﾗﾝｽﾞｽﾀｼﾞｵ ﾙｼﾞｪﾝﾃ・ﾊﾞﾘｭ西蒲田六丁目新築工事
2022/12 ㈱森下組 ㈱光和設計 杉並区和田1丁目計画新築工事
2022/12 ㈱川村工営 ㈱ﾋﾟｰ･ｱｲ･ｴｰ ｱﾙｿｽ小島町一丁目計画
2022/12 ㈱川村工営 ㈱三輪設計 ｸﾚｳﾞｨｱ西葛西新築工事
2022/12 ㈱川村工営 ㈱三輪設計 川越市仲町計画新築工事
2022/12 ㈱前田工務店 ㈱AE総合計画 LEGALAND白金ANNEX 新築工事
2022/12 ㈱相川ｽﾘｰｴﾌ ㈱ｺﾔﾏｱﾄﾘｴ 東浅草PJ
2022/12 ㈱増岡組 ㈱ﾍﾞﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 豊島区南大塚2丁目計画 新築工事
2022/12 ㈱大林組 ㈱久米設計 TANAKAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社本社ﾋﾞﾙ建設工事
2022/12 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 ﾏｲｸﾛﾝﾒﾓﾘ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱H棟建設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2022/12 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 M6ｽﾀｼﾞｵ計画
2022/12 ㈱池田工業 ㈱舞設計 ｴｲﾙﾏﾝｼｮﾝ相生新築工事
2022/12 ㈱池田山ｴｽﾃｰﾄ ㈱曽我建築設計事務所 La Chic　Kashimada
2022/12 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 成蹊大学11号館建設事業
2022/12 ㈱田村工務店 ㈱ｸﾚｵ 西川口ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2022/12 ㈱藤木工務店 ㈱大屋設計 福岡別院 新築工事
2022/12 ㈱麦島建設 ㈱陣設計 王子一丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2022/12 ㈱末長組 ㈱西尾建築設計 用賀四丁目計画 新築工事
2022/12 ㈱淺沼組 ㈱淺沼組 一級建築士事務所 世田谷区瀬田5丁目計画
2022/12 ㈱鍜治田工務店 ㈱ｵｰﾑﾗ建築設計 ｶﾞｰﾗ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ葛西ﾊﾟｰｸﾌﾞﾗｲﾄ 新築工事

2022/12 ㈱鍜治田工務店
㈱ﾀｸﾄﾌﾟﾗﾝ建築事務所・㈱鍜治田
工務店 一級建築士事務所

明石市本町1丁目計画

2022/12 丸か建設㈱ ㈲SOY source建築設計事務所 名取市下増田公民館・下増田児童ｾﾝﾀｰ改築工事
2022/12 吉川建設㈱ ㈱鈴木建築設計事務所 株式会社ｾｲｺｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ 第二危険物倉庫建設工事
2022/12 共立建設㈱ ㈱K&T 千住河原町ﾏﾝｼｮﾝ計画
2022/12 共立建設㈱ ㈱K&T 巣鴨1-29ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2022/12
熊谷組・加地和組・堀江
工業 特定建設工事共同

㈱織本構造設計 いわき駅並木通り地区第一種再開発事業

2022/12 熊谷組･堀建設共同企業 ㈱梓設計 愛宕ﾎﾃﾙPJ
2022/12 栗本建設工業㈱ ㈱別所浩司建築研究所 ﾛｲﾔﾙ板橋新築工事
2022/12 古久根建設㈱ 積水ﾊｳｽ㈱ 一級建築士事務所 世田谷区南烏山5丁目計画 新築工事
2022/12 五洋建設㈱ 五洋建設㈱ 一級建築士事務所 島忠横浜市鶴見区店舗建替計画
2022/12 坂田建設㈱ ㈱日企設計 LF八丁堀 新築工事
2022/12 埼玉建興㈱ ㈱光和設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ小岩Ⅲ新築工事
2022/12 三元建設㈱ 積水ﾊｳｽ㈱ 一級建築士事務所 ﾋﾙﾄｯﾌﾟ麻布台計画新築工事
2022/12 山田建設㈱ 山田建設㈱　一級建築士事務所 ﾐｵｶｽﾃｰﾛ府中緑町Ⅲ新築工事
2022/12 鹿島建設㈱ ㈱三菱地所設計 新日本消防会館 建設工事
2022/12 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 ﾔﾏﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ（仮称）銀座ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ B敷地
2022/12 住協建設㈱ ㈱ARG 宝町ﾏﾝｼｮﾝⅠ 新築工事
2022/12 新三平建設㈱ ㈱ｾｯﾄ設計事務所 ｸﾘｵﾗﾍﾞﾙｳﾞｨ三鷹ｸﾞﾗﾝｸﾗｽ
2022/12 新日本建設㈱ 新日本建設㈱ 一級建築士事務所 EXC千葉弁天Ⅱ計画 新築工事

2022/12 生和ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱
生和ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 一級建築士事
務所

多摩市･小山様ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2022/12 川口土木建築工業㈱
川口土木建築工業㈱ 一級建築士
事務所

豊島区目白5丁目計画新築工事

2022/12 前田建設工業㈱
前田建設工業㈱ 一級建築士事務
所

大和証券神戸ﾋﾞﾙ新築工事

2022/12 大晋建設㈱ ㈱ﾌﾟﾚｰﾘｰ設計 ｱﾙﾌｧｽﾏｰﾄ牧港 新築工事
2022/12 大末ﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ㈱ ㈲SOMﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｵﾌｨｽ ﾃﾞｭｵﾌﾗｯﾂ 川口並木 新築工事
2022/12 大末建設㈱ ㈱陣設計 伊勢崎中央計画 新築工事

2022/12 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

牧志三丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事

2022/12 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

ゆうらいふｾﾝﾀｰ 新築工事

2022/12 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

医心館東大井 新築工事

2022/12 中央建設㈱ ㈲湯本建築事務所 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ野方3丁目 新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2022/12 中川企画建設㈱ ㈱ｻﾆﾑ建築事務所 石垣市真栄里計画 新築工事
2022/12 坪井工業㈱ 坪井工業㈱ 一級建築士事務所 中央区新富一丁目計画
2022/12 鉄建建設㈱ 鉄建建設㈱ 一級建築士事務所 杉並区上井草4丁目計画

2022/12
東急･京葉都市特定建設
工事共同企業体

船橋市下水道施設課 西浦下水処理場管理棟建設工事

2022/12 東鉄工業㈱ ㈱日企設計 ﾗｲｵﾝｽﾞ南千住一丁目PJ 新築工事
2022/12 奈良建設㈱ ㈱長谷建築設計事務所 宮前平三丁目計画 新築工事
2022/12 南海辰村建設㈱ ㈱長谷川建築企画 元代々木町計画 新築工事
2022/12 馬淵建設㈱ ㈱ｱｰｷﾀﾝﾂ 中野区本町4丁目計画
2022/12 風越建設㈱ ㈱啓建築設計 北綾瀬 新築工事
2022/12 風越建設㈱ 風越建設㈱ 一級建築士事務所 大田区大森中2丁目21共同住宅 新築工事
2022/12 法月建設㈱ 品川区企画部施設整備課 八潮北公園管理事務所改築工事
2022/12 明石土建㈱ ㈲福田麿寿美建築設計室 明石市大明石町1-6ｱﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄ計画
2022/12 髙元建設㈱ ㈱大建設計 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾄﾋﾟｱ草加病院増築工事
2022/11 TSUCHIYA㈱ 柴山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ ﾗｲｵﾝｽﾞ桑名八間通Ⅱ新築工事
2022/11 ｺｰﾅﾝ建設㈱ ㈱IAO竹田設計 大田区田園調布本町計画
2022/11 ｼﾞｪｸﾄ㈱ ㈲大賀建築構造設計事務所 下新城1丁目計画
2022/11 ﾋﾟｰｴｽ三菱㈱ ㈱IAO竹田設計 世田谷区等々力2丁目 新築工事
2022/11 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈱複葉ｱｰｷﾃｸﾂ ﾙﾋﾟｱｺｰﾄ草加市神明一丁目新築工事
2022/11 ﾗｲﾄ工業㈱ 共同ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 練馬区中村北3丁目計画新築工事
2022/11 ﾗｲﾄ工業㈱ ㈲大賀建築構造設計事務所 和光市本町計画
2022/11 伊藤組土建㈱ ㈲尾関建築設計 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ小石川ﾋﾙｽﾞ新築工事
2022/11 塩谷建設㈱ ㈱秀ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 中央区入船一丁目計画
2022/11 奥村組土木興業㈱ ㈱星羅建築事務所 大阪市大正区三軒家東4丁目 新築工事
2022/11 ㈱IMI CORPORATION ㈱ﾁｰﾑｱﾙﾌｧ ﾍﾞｱｰｽﾞｺｰﾄ美里三丁目 新築工事
2022/11 ㈱ｲﾁｹﾝ ㈱ｲﾁｹﾝ 一級建築士事務所 町田市中町賃貸ﾏﾝｼｮﾝ計画
2022/11 ㈱ｲﾁｹﾝ ㈱安宅設計 三郷市三郷一丁目計画
2022/11 ㈱ｳﾗﾀ ㈱宮田建築事務所 ｶﾞｰﾗ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ船堀Ⅱ 新築工事
2022/11 ㈱ｳﾗﾀ ㈱日本ｴｰｺﾝ 江東区木場三丁目計画 新築工事
2022/11 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ ㈱ｴﾌﾃｨ-建築設計事務所 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ町屋3丁目 新築工事
2022/11 ㈱ﾄｰｷｮｰ工務店 ㈱ｽﾐﾄ EDIT御茶ノ水妻恋坂新築工事
2022/11 ㈱ﾄｰﾖｰ建設 ㈱ﾄｰﾖｰ建設 一級建築士事務所 両国4丁目牧野ﾋﾞﾙ新築工事
2022/11 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱ﾗﾝﾄﾞﾃｯｸ 練馬区春日町4丁目計画 新築工事
2022/11 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱長谷建築設計事務所 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ恵比寿2丁目 新築工事
2022/11 ㈱ﾅﾐｷ 一級建築士事務所 ｶﾌﾟﾗ建築計画 ASTILE学芸大学 新築工事
2022/11 ㈱ﾌｼﾞﾀ TOKYO JP MGC ｺﾓﾝｽﾞ 新築工事
2022/11 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾌｼﾞﾀ 一級建築士事務所 川和町駅周辺西地区区画整理事業E街区計画

2022/11 ㈱ﾌﾙｷｽﾍﾟｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝ
㈱ﾌﾙｷｽﾍﾟｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝ 一級建築士
事務所

相模原眼科新築工事

2022/11 ㈱加賀田組 ㈱ｱﾄﾘｴ9建築研究所 文京区目白台1丁目PJ
2022/11 ㈱近藤組 ㈱IVY設計事務所 ｻﾑﾃｨ名古屋市中区新栄1丁目新築工事
2022/11 ㈱近藤組 ㈱益田設計事務所 令和3年度横浜刑務所職員宿舎（1）等新営（建築）工事
2022/11 ㈱紅梅組 ㈱田辺設計 県営鶴ヶ峰団地公営住宅建築工事
2022/11 ㈱合田工務店 ㈱ﾄﾗｲﾎﾟｯﾄﾞｽﾀｼﾞｵ ﾃﾞｨｱ･ﾗｲﾌ神楽坂ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 新築工事
2022/11 ㈱合田工務店 ㈱合田工務店 一級建築士事務所 亀戸六丁目Ⅰ計画
2022/11 ㈱佐藤秀 ㈱佐藤秀 一級建築士事務所 龍燈山善立寺 客殿庫裡 新築工事
2022/11 ㈱三共建設 ㈱ﾌﾟﾗｽﾃﾞｺ ﾌﾟﾚｼｽｳﾞｨｱﾗ千葉登戸新築工事
2022/11 ㈱山田工務店 加治木設計 ｴｸｾﾚﾝｽ藤井 新築
2022/11 ㈱守谷商会 ㈱ｴｰｼｰｴ設計 長野日産自動車㈱本社・長野大橋店新築工事
2022/11 ㈱小川建設 叶ﾃﾞｻﾞｲﾝ㈱ 石原1丁目PJ
2022/11 ㈱小川建設 ㈱ｴﾇ･ｴｰ･ｴﾌ ｱｰｷﾃｸﾂ 駒沢5丁目計画 新築工事
2022/11 ㈱小川建設 ㈱小川建設 一級建築士事務所 豊島区南大塚1丁目⑤ 新築工事
2022/11 ㈱小川建設 ㈱東建 ｾﾝﾁｭﾘｰ西大宮 新築工事
2022/11 ㈱松村組 ㈱ｵｰｴｰｼｰ設計 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ野方一丁目新築工事
2022/11 ㈱松尾工務店 ㈱SHOW建築設計事務所 江東区新大橋2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2022/11 ㈱上滝 ㈱光和設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ小作新築工事
2022/11 ㈱新井組 群建築設計事務所 医療法人 清風会 社会復帰支援ｾﾝﾀｰ 新築工事
2022/11 ㈱森本組 ㈱ﾋﾞｯｸﾞﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 渋谷区本町4丁目計画 新築工事
2022/11 ㈱森本組 ㈱森本組 一級建築士事務所 川越市新富町1丁目計画
2022/11 ㈱赤鹿建設 姫路市都市局公共建築部住宅 姫路市営上野住宅（第2期）高層建替工事
2022/11 ㈱増岡組 ㈲ｶﾞｲｱ･ｱｿｼｴｲﾂ N323 新築工事
2022/11 ㈱大勝 ㈱ｱｰﾄﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ代々木4丁目 新築工事
2022/11 ㈱池田工業 ㈱建友社設計 波佐見町新庁舎建設工事

2022/11 ㈱竹中工務店
㈱環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究所、㈱安井建
築設計事務所

長崎ｽﾀｼﾞｱﾑｼﾃｨﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

2022/11 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 渋谷3丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2022/11 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 新Ginza Sony Park 新築工事
2022/11 ㈱田野倉建設 ㈱ﾘｳﾞ 一級建築士事務所 渋谷区初台1丁目計画
2022/11 ㈱渡辺組 ㈱DAN総合設計 ﾌﾛｰﾙ横浜三ツ沢 新築工事
2022/11 ㈱冨士工 ㈱T設計工房 藤沢市藤沢字東横須賀計画 新築工事
2022/11 ㈱本間組 ㈱本間組 一級建築士事務所 東京都品川区中延二丁目計画
2022/11 ㈱木内建設 ㈲環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究室 西大井一丁目計画 新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2022/11 ㈱和田組 ㈱松井設計 鉄輪地獄地帯公園防災施設新築工事
2022/11 ㈱藪崎工務店 ㈱藪崎工務店 一級建築士事務所 上中里3丁目共同住宅計画
2022/11 ㈱錢高組 九州大学施設部 九州大学（医病）別府病院病棟･診療棟等新営その他工事
2022/11 ㈱鍜治田工務店 ㈱岡田建築計画事務所 岡崎市康生通南PJ
2022/11 ㈱鍜治田工務店 ㈱都市建築設計 ｸﾚｱﾎｰﾑｽﾞ川西新築
2022/11 ㈱鍜治田工務店 ㈱東急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 大阪市平野区平野宮町一丁目計画

2022/11 ㈱鍜治田工務店
㈱鍜治田工務店 一級建築士事務
所

金町学生ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ計画建設工事

2022/11 丸彦渡辺建設㈱ ㈱小野田建築設計事務所 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ駒込6丁目 新築工事
2022/11 共成建設㈱ AIUEO STUDIO㈱ 港区東麻布3丁目ﾋﾞﾙ計画新築工事
2022/11 栗本建設工業㈱ ㈱COMON館 西田辺M'sCOURT-Ⅲ新築工事
2022/11 古久根建設㈱ ㈱中原建築設計事務所 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ千早4丁目 新築工事
2022/11 五十嵐建設工業㈱ ㈲小坂建築設計工房 裏磐梯野営場整備Ⅱ期（建築）工事
2022/11 佐藤工業㈱ ㈱久米設計 獨協医科大学 看護学部増築棟
2022/11 埼玉建興㈱ ㈱小野田建築設計事務所 ｴﾙｼｰﾄﾞ北浦和Ⅱ新築工事
2022/11 埼玉建興㈱ ㈲峯生庵 ﾚｰﾍﾞﾝひたち野うしく新築工事
2022/11 鹿島建設㈱ ㈱ﾚｰﾓﾝﾄﾞ設計事務所 東京医療専門学校 本館 新築工事
2022/11 住協建設㈱ ｴﾙｱｰｽ建築設計工房㈱ 竹ノ塚1丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2022/11 住協建設㈱ ㈱畠山建築設計事務所 日本橋小網町計画新築工事
2022/11 松井建設㈱ ｵﾘｴﾝﾄ設計㈱ 蔵前4丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2022/11 新英興業㈱ ㈱Co-Co Design ｳﾞｧﾛｰﾚ四ツ木 新築工事
2022/11 新三平建設㈱ ㈱ﾌﾞﾚﾝ設計事務所 ﾗ・ｸﾞﾗｰｽ吉祥寺新築工事
2022/11 新日本建設㈱ ㈱光和設計 ﾌﾟﾚｼｽ葛西ﾌﾟﾛｽﾀｲﾙ 新築工事
2022/11 新日本建設㈱ ㈱湊綜合建築設計 足立東綾瀬計画
2022/11 瀬沼木材㈱ ｲﾝﾀｰﾌﾟﾗﾝ 梅島1丁目共同住宅新築工事
2022/11 清水建設㈱ ㈱ﾍﾞﾙ建築研究所 飛鳥未来きずな高等学校沖縄ｷｬﾝﾊﾟｽ（泊1丁目校舎）新築工事

2022/11
西松・三栄特定建設工
事共同企業体

㈱安井建築設計事務所 山都町総合体育館建築工事

2022/11 西武建設㈱ 西武建設㈱ 一級建築士事務所 PMO池袋Ⅱ新築工事
2022/11 前田建設工業㈱ ㈱窓建ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 防医大（4）体育館建設建築追加工事
2022/11 相互建設㈱ AIUEO STUDIO㈱ ｺﾚﾀｽ代官山新築工事
2022/11 総合地質㈱ ㈱PDA しもき＊た＊まり～ば 新築工事
2022/11 多田建設㈱ ㈱ｸﾚｵ 府中浅間町4丁目PJ
2022/11 大旺新洋㈱ ㈱ﾋﾞｰﾑｽ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ｴｽﾃﾑﾌﾟﾗｻﾞ台東区浅草橋 新築工事
2022/11 大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ ㈱ﾌﾘｰｸｽ ﾈｳﾎﾞｰﾉ菊川Ⅱ新築工事
2022/11 大成建設㈱ 大成建設㈱ 一級建築士事務所 沢井製薬株式会社 第二九州工場 新棟建設工事

2022/11 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

足立区入谷9丁目計画

2022/11 池田建設㈱ ㈱ｶﾞｲ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ﾏｰｷｭﾘｰ三ノ輪ﾏﾝｼｮﾝ計画 新築工事
2022/11 池田建設㈱ ㈱日企設計 ｴｽﾃﾑﾌﾟﾗｻﾞ大森北新築計画
2022/11 中野建設㈱ ㈱石井設計 ﾄﾞﾑｰﾙ東向島 新築工事
2022/11 坪井工業㈱ 坪井工業㈱ 一級建築士事務所 中野区鍋屋横丁ﾋﾞﾙ計画 新築工事
2022/11 渡辺建設㈱ ㈱ｵｰﾑﾗ建築設計 高円寺南4丁目計画新築工事
2022/11 東急建設㈱ ㈱広建設計 文京区関口二丁目 目白坂計画
2022/11 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 宇田川町36開発計画
2022/11 南海辰村建設㈱ ㈱長谷川建築企画 墨田区東向島2丁目計画 新築工事
2022/11 日広建設㈱ ㈱ﾄｰﾀﾙﾌﾞﾚｲﾝ ｴﾙｼｰﾄﾞ溝の口 新築工事
2022/11 日成工事㈱ ㈱設計集団宙組 川崎市高津区久地1丁目計画
2022/11 日本建設㈱ ㈱萩原建築設計事務所 ｳﾞｨｰｸﾌﾞﾗｲﾄ湯島計画
2022/11 風越建設㈱ ㈱設計工房ﾃﾞｻﾞｲﾝｼｽﾃﾑ ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ北綾瀬 新築工事
2022/11 福井建設㈱ ㈱星羅建築事務所 神戸市中央区国香通4丁目
2022/11 鈴与建設㈱ 鈴与建設㈱ 一級建築士事務所 厚木市上依知再開発

2022/11 鈴与三和建物㈱
鈴与三和建物㈱ 一級建築士事務
所

亀沢4丁目涌井ﾋﾞﾙ新築工事

2022/10 ｻﾝﾕｰ建設㈱ ㈱IAO竹田設計 渋谷区神宮前1丁目計画
2022/10 ㈱CMC ㈱ﾄｰﾀﾙﾌﾞﾚｲﾝ ｴﾙｼｰﾄﾞ府中宮町新築工事
2022/10 ㈱RC建設 ㈱東京建築 ｴﾙﾌｧｰﾛ中野Ⅱ新築工事
2022/10 ㈱ｲｽﾞﾐ・ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ ㈱多田建築研究所 東京消防庁砂町単身待機宿舎等（3）改築工事
2022/10 ㈱ｲﾄｰ ㈲竹内設計舎 R4年㈱いわきゅう第三素材加工工場新築工事
2022/10 ㈱ｳﾗﾀ ㈱ｶﾞｲ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 西ヶ原1丁目29番ﾏﾝｼｮﾝ計画新築工事
2022/10 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ ㈱盤ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 玉川1丁目ﾏﾝｼｮﾝ計画
2022/10 ㈱ﾅﾐｷ ﾅﾐｷ都市設計研究所㈱ 渋谷区本町4丁目計画 新築工事
2022/10 ㈱ﾊﾝｼﾝ建設 ㈱現代綜合設計 住吉区万代東1丁目 新築工事
2022/10 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾌｼﾞﾀ 一級建築士事務所 ｱｲﾐｯｼｮﾝｽﾞﾊﾟｰｸ吉川美南新築工事
2022/10 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ﾎﾞﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ ｱﾙﾃｼﾓ浅草新築工事
2022/10 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱菊建築設計 中村町3丁目共同住宅Ⅰ・Ⅱ新築工事
2022/10 ㈱ﾚｰﾍﾞﾝﾎｰﾑﾋﾞﾙﾄﾞ ㈱叶設計 ﾙﾈｻﾝｽｺｰﾄ亀戸 新築工事
2022/10 ㈱安藤・間 ㈱梓設計 東京女子医科大学河田町ｷｬﾝﾊﾟｽ新校舎棟2新築工事
2022/10 ㈱奥村組 東北防衛局調達部 仙台（3）倉庫新設建築その他工事
2022/10 ㈱岡工務店 ㈱大土呂巧建築設計事務所 ｴﾇｳﾞｨ灘区桜口町4丁目 新築工事
2022/10 ㈱環境開発 ㈱環境開発 一級建築士事務所 吉塚ﾏﾝｼｮﾝ 新築工事
2022/10 ㈱吉原組 ㈱北原設計 ｻﾁ･ﾍﾞﾙﾏﾝ浅草今戸ﾏﾝｼｮﾝ新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2022/10 ㈱久保工 ㈱IAO竹田設計 大手町Ⅱ計画
2022/10 ㈱熊谷組 ㈱INA新建築研究所 ｱﾄﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ新本社屋計画
2022/10 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 一級建築士事務所 西新宿五丁目中央南地区第一種市街地再開発事業
2022/10 ㈱鴻池組 ㈱梓設計 入間（3）格納庫新設等建築その他工事
2022/10 ㈱鴻池組 ㈱鴻池組 一級建築士事務所 仲六郷ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2022/10 ㈱合田工務店 ㈱四季建築設計事務所 ｴﾙｼｰﾄﾞ南浦和新築工事
2022/10 ㈱合田工務店 ㈱陣設計 王子ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2022/10 ㈱合田工務店 ㈱日本ｴｰｺﾝ ﾌﾟﾚｻﾝｽ横浜市南区高根町四丁目計画新築工事
2022/10 ㈱三木組 ㈱島田建築設計事務所 ｸﾘｵ学芸大学 新築工事
2022/10 ㈱小川建設 AIUEO STUDIO㈱ 神田猿楽町2丁目ﾋﾞﾙ計画新築工事
2022/10 ㈱小川建設 PCMC・ｱｰｷﾃｸﾄ・ｻﾎﾟｰﾄ㈱ 川崎鈴木町計画
2022/10 ㈱小川建設 ㈱ｴﾙ設計事務所 台東区浅草6丁目計画
2022/10 ㈱小川建設 ㈱ｸｵﾘﾃｨ 目黒区目黒本町2丁目PJ 新築工事
2022/10 ㈱松村組 ㈱ﾏﾘﾓ 一級建築士事務所 ﾎﾟﾚｽﾀｰ高崎旭町新築工事
2022/10 ㈱松尾工務店 ㈱松尾工務店 一級建築士事務所 横浜商科大学つるみｷｬﾝﾊﾟｽ新研究棟施設整備計画
2022/10 ㈱森本組 ㈱SKM設計計画事務所 港区南麻布5丁目計画
2022/10 ㈱川村工営 ㈲ｴｲﾂｶ企画設計 うれし野二丁目計画新築工事
2022/10 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱WA建築設計 北区王子3丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2022/10 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱ｱﾄﾘｴﾃｨｰﾌﾟﾗｽ ﾙﾈｻﾝｽｺｰﾄ文京白山 新築工事
2022/10 ㈱谷口実業 ㈲ｸﾞﾗﾋﾞｽ設計 福生市東町計画
2022/10 ㈱池田山ｴｽﾃｰﾄ ㈱TYING 千代田区神田北乗物町PROJECT 新築工事
2022/10 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 ﾎﾟｰﾗ化成工業㈱横浜事業所 TDC棟・新棟新築工事
2022/10 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 本田技術研究所 新築・改修計画 35号館新築計画
2022/10 ㈱竹中工務店 ㈱日建設計 ｴｽﾊﾟｼｵ ﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ新築工事
2022/10 ㈱仲本工業 浅井謙建築研究所㈱ 沖縄県石垣市新川 PRJ
2022/10 ㈱東恩納組 沖縄県土木建築部施設建築課 宜野湾高校校舎改築工事（第2期･建築）
2022/10 ㈱藤木工務店 ㈱ｽﾍﾟｰｽ・ﾃﾞｻﾞｲﾝｿﾘｭｰｼｮﾝ 川口市栄町3丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2022/10 ㈱萩野工務店 ㈱SENDAIBASE 鉄炮町東新築工事
2022/10 ㈱冨士工 ㈱ﾌﾟﾗﾝｽﾞｽﾀｼﾞｵ ﾘﾊﾞｰﾚ鷺沼新築工事
2022/10 ㈱明和工務店 ㈲T.G.T.楷建築事務所 ｻﾑﾃｨ福島区玉川2丁目新築工事
2022/10 環境ｸﾘｴｲﾄ㈱ 環境ｸﾘｴｲﾄ㈱ 一級建築士事務所 杉並区宮前4丁目計画新築工事
2022/10 丸磯建設㈱ ㈱田中建築事務所 新横浜ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院増床整備工事
2022/10 京王建設㈱ ㈱ｸｵﾘﾃｨ ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ谷中7丁目 新築工事
2022/10 京急建設㈱ ㈱相和技術研究所 目黒区立碑文谷二丁目児童福祉施設増築及び内装改修工事
2022/10 京商建設㈱ 京商建設㈱ 一級建築士事務所 ﾌｫｾｯﾄ幡ヶ谷共同住宅新築工事

2022/10
熊谷・石川建設特定建
設工事共同企業体

㈱熊谷組 一級建築士事務所 群馬銀行池袋ﾋﾞﾙ新築工事

2022/10 広成建設㈱ ㈱ｲｻﾗ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ ｴｽﾘｰﾄﾞ天王寺区上本町8丁目 新築工事
2022/10 斎藤工業㈱ ㈱ｿｼｱﾙ綜合設計 高崎市栄町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 新築工事
2022/10 埼玉建興㈱ ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾄﾗｽﾄ㈱ 八幡山計画（寄宿舎）新築工事
2022/10 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 芝浦再開発計画
2022/10 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 新宿区四谷四丁目計画
2022/10 守屋八潮建設㈱ ㈱宮下設計事務所 総選徐） 22上里学園小規模事業新棟新築工事
2022/10 住協建設㈱ ㈱ｲｸｽ･ｱｰｸ都市設計 新宿区市谷台町 計画
2022/10 住協建設㈱ ㈱ｴﾙ設計事務所 東六郷1丁目ﾏﾝｼｮﾝ（敷地B）新築工事
2022/10 住協建設㈱ ㈱朝倉崇夫都市建築設計事務所 南区高砂町2丁目新築工事
2022/10 住協建設㈱ ㈱島田建築設計事務所 馬喰町靖国通り計画 新築工事
2022/10 新英興業㈱ 矢崎設計㈱ 金町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2022/10 清水建設㈱ ㈱ｱｰｷﾃﾞｨｱｯｸ 鹿教湯三才山ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ再編成建設工事
2022/10 先嶋建設㈱ ㈲川久保智康建築設計事務所 ｻﾝﾄﾘｰﾆ宮古島 新築工事

2022/10 川口土木建築工業㈱
川口土木建築工業㈱ 一級建築士
事務所

平井4丁目計画

2022/10 相互建設㈱ ㈱AE総合計画 豊玉北五丁目計画 新築工事
2022/10 多田建設㈱ ㈱ｸﾚｵ ときわ台PJ
2022/10 多田建設㈱ ㈱多田建築研究所 宇都宮市泉が丘二丁目計画
2022/10 大旺新洋㈱ ㈱CITY DESIGN ｶﾞｰﾗ調布 新築工事
2022/10 大成建設㈱ ㈱現代計画研究所 楠上町ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅新築工事
2022/10 大成建設㈱ 大成建設㈱ 一級建築士事務所 森永乳業㈱神戸工場製造棟増築工事

2022/10 大豊建設㈱
ｱｲﾃｯｸ計画・七月工房設計共同企
業体

ﾆｭｰｳｪﾙﾊｲﾂ自由が丘建替計画

2022/10 第一建設工業㈱ ㈱ｱｰｷﾀﾝﾂ 神田神保町一丁目新築工事
2022/10 池田建設㈱ ㈱ｴﾘﾑ設計 竜泉一丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2022/10 中川企画建設㈱ ㈱丹下都市建築設計 芝5丁目計画
2022/10 中島建工㈱ K2設計工房 荒川児童福祉施設新築工事
2022/10 中野建設㈱ ㈱玉井建築設計事務所 柳橋2丁目共同住宅新築工事
2022/10 鉄建建設㈱ ㈱佐藤総合計画 淑徳与野中学･高等学校 洗心館新築工事
2022/10 渡辺建設㈱ ㈱小山設計 COPINE新築工事

2022/10
東亜・中島特定建設工
事共同企業体

㈱楠山設計 立川市新学校給食共同調理場整備運営事業

2022/10
東急・ｲﾉｳｴﾊｳｼﾞﾝｸﾞ特定
建設工事共同企業体

㈱梓設計 八女市新庁舎建設工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2022/10 東急建設㈱ ㈱松田平田設計 原町一丁目7番･8番地区防災街区整備事業 防災施設建築物

2022/10
藤本建設･阿部重組･丸
喜齋藤組特定建設工事
共同企業体

㈱ｱｰﾙ・ｱｲ・ｴｰ
中新町山手地区第一種市街地再開発事業 施設建築物（ｾﾝﾀｰ棟）新
築工事

2022/10 日成工事㈱ ㈲ﾋﾛ建築設計工房 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ西谷4丁目計画新築工事
2022/10 日本建設㈱ 袴田喜夫建築設計室㈲ 木内鳩の家幼稚園増築修繕工事
2022/10 日本建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 赤坂N邸建替え計画
2022/10 日本建設㈱ 日本建設㈱ 一級建築士事務所 南大塚一丁目計画 新築工事
2022/10 日本建設㈱ ㈲K&FACTORY ｼｰﾋﾟｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱本社工場 新築工事
2022/10 日本国土開発㈱ ㈱ﾓｰﾀﾞﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 箱根仙石原ﾎﾃﾙ新築工事
2022/10 馬淵建設㈱ ㈱設計工房ｲｰ･ﾃﾞｨｰ 豊島区南長崎5丁目計画
2022/10 飛島建設㈱ ㈱伊藤喜三郎建築研究所 秋田大学（手形）総合研究棟（情報教育系）新営その他工事
2022/10 風越建設㈱ ｶｽｹｰﾄﾞｱﾝﾄﾞﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ新宿舟町 新築工事
2022/10 北野建設㈱ 北野建設㈱ 一級建築士事務所 新丸子東三丁目ﾋﾞﾙ新築工事
2022/10 林建設㈱ ㈱阿波設計事務所 調布市立多摩川小学校校舎増築工事
2022/10 鈴縫工業㈱ ㈱佐竹建築事務所 ｳﾞｨﾚｯﾀ大森 新築工事
2022/09 ｺﾊﾞ・小沢組建設共同企 ㈱相和技術研究所 練馬区立上石神井北小学校校舎等改築工事
2022/09 ｻﾝｴｽ建設㈱ ㈱INA新建築研究所 ｺｰﾌﾟﾃﾞﾘ連合会新本部棟（仮称）新築計画
2022/09 ｽﾅﾀﾞ建設㈱ ｽﾅﾀﾞ建設㈱ 一級建築士事務所 寝屋川市桜木町 PJ 新築工事

2022/09 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱
ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 一級建築士
事務所

藤沢市藤沢計画 新築工事

2022/09 ﾗｲﾄ工業㈱ ㈱ﾄｰﾀﾙﾌﾞﾚｲﾝ ｸﾘｵ本川越新築工事
2022/09 ﾗｲﾄ工業㈱ ㈱三輪設計 渋谷区代々木4丁目計画 新築工事
2022/09 ﾗｲﾄ工業㈱ ㈱東畑建築事務所 ﾋﾉﾃﾞﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ新築工事
2022/09 りんかい日産建設㈱ ㈱設計工房ｲｰ･ﾃﾞｨｰ 錦糸町ⅡPJ
2022/09 宇田川産業㈱ 坂本匡史建築設計室 目黒区中根2丁目 専用･共同住宅 新築工事
2022/09 岡建工事㈱ ㈱ﾀｳ建築設計事務所 ﾗｽﾊﾟｼｵ蔵前ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 新築工事
2022/09 ㈱NB建設 ㈱長谷建築設計事務所 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ東五反田3丁目 新築工事
2022/09 ㈱ｲﾁｹﾝ ㈱丹下都市建築設計 君津中央病院 事務所、店舗増築計画
2022/09 ㈱ｳﾗﾀ ㈱ｵｰﾑﾗ建築設計 松戸市松戸計画 新築工事
2022/09 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ 一級建築士事務所 ｷｬﾝﾌﾟﾃﾞｻﾞｲﾝ 品川区南大井5丁目計画新築工事
2022/09 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ ㈱ｱﾙﾌｧﾜｰｸｽ ﾌﾟﾚｻﾝｽ伝馬二丁目（1616）新築工事
2022/09 ㈱ｶｼﾜﾊﾞﾗ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱ｻｲﾄｳ建築設計事務所 品川区北品川2丁目7新築工事

2022/09 ㈱ｼﾐｽﾞ・ﾋﾞﾙﾗｲﾌｹｱ
㈱ｼﾐｽﾞ・ﾋﾞﾙﾗｲﾌｹｱ 一級建築士事
務所

明治大学体育会ｻｯｶｰ部･徒競走部合宿所（仮称）新築工事

2022/09 ㈱ﾄｰｷｮｰ工務店 ㈱ｽﾐﾄ EDIT上野黒門町新築工事
2022/09 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱ﾗﾌﾄ 西宮市香櫨園PJ 新築工事
2022/09 ㈱ﾅﾐｷ ﾅﾐｷ都市設計研究所㈱ 大田区下丸子1丁目計画 新築工事
2022/09 ㈱ﾅﾐｷ ㈱ｴｱﾘｱﾙ 南千束三丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2022/09 ㈱ﾊﾝｼﾝ建設 ㈱ｸﾞﾗｯﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ 寝屋川市早子町計画
2022/09 ㈱ﾌｪｲｽﾈｯﾄﾜｰｸ 岩間鋼材株式会社SOCIUS ｸﾞﾗﾝﾃﾞｭｵ下北沢10 新築工事
2022/09 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱久米設計 東京工業大学（大岡山）大岡山西5号館等新営その他工事
2022/09 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱Sadhana.Arch. 向島3丁目計画新築工事
2022/09 ㈱吉川工務店 ㈱星羅建築事務所 ｻﾑﾃｨ都島区都島本通4丁目 新築工事
2022/09 ㈱合田工務店 ㈱ﾌｫﾙﾑ建築計画研究所 ﾙｰﾌﾞﾙ武蔵新城伍番館新築工事
2022/09 ㈱三ノ輪建設 ㈱ｿﾗﾆﾉｲｽﾞ たまﾌﾟﾗｰｻﾞ新築計画
2022/09 ㈱三木組 共同ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ｸﾘｵ鵠沼海岸ｸﾞﾗﾝﾛｱ 新築工事
2022/09 ㈱山根工務店 ㈱手塚設計事務所 登戸T集合住宅計画
2022/09 ㈱守谷商会 ㈱寺澤雄治ｱｰﾄ設計工房 文京区小石川三丁目計画新築工事
2022/09 ㈱小川建設 ㈱太陽設計 新宿区富久町ﾏﾝｼｮﾝ 新築工事
2022/09 ㈱松村組 ㈱IAO竹田設計 長久手市南原山 計画
2022/09 ㈱松村組 ㈱INA新建築研究所 世田谷区若林3丁目計画
2022/09 ㈱大勝 ㈱ｹｰｴｰｱｲ都市･建築研究所 ｴﾙｼｰﾄﾞ京急鶴見 新築工事
2022/09 ㈱大木工務店 ㈱Will建築設計事務所 中央区大日通4丁目計画
2022/09 ㈱池田工業 ㈱日匠建築設計 ｱﾙﾌｧｽﾏｰﾄ長与 新築工事
2022/09 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 京都外大西高等学校 新校舎整備計画
2022/09 ㈱島村工業 ㈱島村工業 一級建築士事務所 学校法人松山学園 （仮称）越谷ﾚｲｸﾀｳﾝ校 新築工事
2022/09 ㈱麦島建設 ㈱富士建築設計事務所 ｴｽﾃﾑﾌﾟﾗｻﾞ日本橋浜町新築工事
2022/09 ㈱冨士工 ㈱桂設計 滝野中学校校舎増築工事
2022/09 ㈱末長組 ㈱西尾建築設計 新石川三丁目計画新築工事
2022/09 ㈱和田組 ㈱和田組 一級建築士事務所 新宿区四谷3丁目計画
2022/09 ㈱藪崎工務店 ㈱藪崎工務店 一級建築士事務所 中央区入船3丁目計画
2022/09 ㈱鍜治田工務店 ㈱ｺﾓﾝ･ﾘﾝｸ 板橋区大和町計画 新築工事
2022/09 ㈱鍜治田工務店 ㈱野生司環境設計 大井一丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事

2022/09
岩田地崎･丸竹竹田･中
井聖JV

㈱都市設計研究所 本町小学校改築ほか工事（主体工事）

2022/09 京成建設㈱ ㈱千都建築設計事務所 八街ﾊｰｳﾞｪｽﾄﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ第1期新築工事
2022/09 五洋建設㈱ 五洋建設㈱ 一級建築士事務所 府中宮西町計画

2022/09 五洋建設㈱
㈲福光設計事務所・㈱ｴﾇ・ｼﾞｰ・ﾌﾟﾗ
ﾝ

関東ｼﾓﾊﾅ物流㈱岩槻第2ｾﾝﾀｰ新築工事
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2022/09
公成･松輝特定建設工事
共同企業体

千葉学建築計画事務所 井手町山吹ふれあいｾﾝﾀｰ建設工事

2022/09 溝江建設㈱ 溝江建設㈱ 一級建築士事務所 元岡地区研究開発次世代拠点形成事業 商業棟
2022/09 佐藤工業㈱ ㈱日企設計 ﾗｲｵﾝｽﾞ池袋 新築工事
2022/09 薩摩建設㈱ ㈱ﾋﾞｰﾑｽ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ﾙﾈｻﾝｽｺｰﾄ高田馬場Ⅱ新築工事
2022/09 山田建設㈱ 山田建設㈱ 一級建築士事務所 中野駅前計画新築工事

2022/09
鹿島･安藤ﾊｻﾞﾏ･松本･
西鉄建設 共同企業体

鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 福ﾋﾞﾙ街区建替ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

2022/09 住協建設㈱ ㈱ｱﾄﾘｴ・ｱﾌﾟﾄ Log日本橋横山町 新築工事

2022/09 小雀建設㈱
小雀建設㈱ 一級建築士事務所・
㈱樹

大船3丁目共同住宅新築工事

2022/09
昭和･北沢特定建設工事
共同企業体

㈱政所設計 県営阿久和団地公営住宅新築工事（3期-建築-第4工区）

2022/09 新日本建設㈱ ㈱ｹﾌﾟﾗｰ都市建築設計 世田谷区玉川台1丁目計画

2022/09
清水･髙本･豊田特定建
設工事共同企業体

梓設計・越谷建築設計監理事業協
同組合設計共同体

越谷市役所新庁舎建設工事（建築）市民協働ｿﾞｰﾝ建設工事

2022/09 清水建設㈱ ㈱久米設計 桂和商事 大通西3ﾋﾞﾙ計画
2022/09 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 栃内病院 移転新築計画
2022/09 西野建設㈱ ㈱ﾃｲｴﾑｹｲ 相模原ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

2022/09 石橋建設工業㈱
石橋建設工業㈱ 一級建築士事務
所

江戸川橋計画

2022/09
前田・西武・阿部和特定
建設工事共同企業体

㈱佐藤総合計画 仙台南部地区特別支援学校校舎等新築工事

2022/09 前田建設㈱ ㈱阿波設計事務所 淡路地区ﾄｲﾚ・ｹﾞｰﾄ棟建築工事
2022/09 多田建設㈱ ㈱ｼﾞｰｼｰｴﾑｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽﾉｰﾌﾞﾙ三ノ輪新築工事

2022/09
多摩総合住宅建設協同
組合

多摩総合住宅建設協同組合 一級
建築士事務所

みやざき洗染下九沢第三工場新築工事

2022/09 大旺新洋㈱ ㈱TAP ﾊﾟﾃｨｰﾅ旗の台 新築工事

2022/09
大成･山田建設共同企業
体

東京都財務局建築保全部施設整
備第二課

東京都島しょ農林水産総合ｾﾝﾀｰ大島事業所（2）改築工事

2022/09 大成建設㈱ ㈱石本建築事務所 中央区立晴海西小学校（仮称）及び中央区立晴海西中学校
2022/09 大豊建設㈱ ㈱三菱地所設計 晴海三丁目（ﾎﾃﾙ棟） 新築工事

2022/09
大木・荒川・舘野特定建
設工事共同企業体

栃木市都市建設部建築住宅課 栃木市消防本部･栃木市消防署 庁舎 建築工事

2022/09 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

昭和区南山町計画

2022/09 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

江戸川区西葛西5丁目計画新築工事

2022/09 第一建設工業㈱ ㈱鈴木建築事務所 東上野会館新築工事
2022/09 谷津建設㈱ ㈱ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾃﾞｻﾞｲﾝ 町田市原町田二丁目 計画
2022/09 池田建設㈱ ㈱ｱﾄﾘｴﾃｨｰﾌﾟﾗｽ ﾙﾈｻﾝｽｺｰﾄ東中野 新築工事
2022/09 中島建工㈱ ㈱16ｱｰｷﾃｸﾂ 下目黒2丁目計画
2022/09 中野建設㈱ 上村建築設計事務所 鶴見区生麦5丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2022/09 鉄建建設㈱ ㈱ｱﾙ.ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ建築設計 藤沢市亀井野共同住宅新築工事

2022/09 鉄建建設㈱
㈱ｽﾀｲﾚｯｸｽ・Japan.asset 
management㈱

千代田区西神田2丁目増築計画

2022/09 鉄建建設㈱ ㈱菅野宏史建築設計事務所 ﾚｰﾍﾞﾝ泉中央一丁目 新築工事
2022/09 鉄建建設㈱ 鉄建建設㈱ 一級建築士事務所 品川区西大井二丁目賃貸住宅新築工事

2022/09
渡辺・佐藤・興信・松木
建設共同企業体

㈱石本建築事務所 杉並区立杉並第二小学校及び施設改築建築工事

2022/09 東急建設㈱ ㈱IAO竹田設計 港区南青山五丁目計画
2022/09 東急建設㈱ ㈱東急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 恵比寿南3丁目計画新築工事

2022/09 東建ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱
東建ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 一級建築士事
務所

株式会社石井商事 様 店舗ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2022/09 奈良建設㈱ ㈱ﾊﾏ建築設計 中区住吉町2丁目新築工事
2022/09 南海辰村建設㈱ ㈱IAO竹田設計 板橋区成増5丁目計画 新築工事
2022/09 日成工事㈱ ㈱ﾋﾞｿﾞﾝ建築設計事務所 南太田1丁目計画 新築工事
2022/09 日成工事㈱ 日成工事㈱ 一級建築士事務所 大沢ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 谷津ﾋﾞﾙ 計画
2022/09 日本建設㈱ 積水ﾊｳｽ㈱ 一級建築士事務所 つきぢ田村㈱建替整備事業計画 新築工事
2022/09 馬淵建設㈱ ㈱建築一家 大滝町1丁目 Project 新築工事
2022/09 馬淵建設㈱ ㈱朝倉崇夫都市建築設計事務所 ｶﾞｰﾗ東神奈川新築工事
2022/09 風越建設㈱ ㈱三輪設計 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ入谷2丁目新築工事
2022/09 風越建設㈱ 風越建設㈱ 一級建築士事務所 水戸育英会学生寮建替工事
2022/09 福井建設㈱ ㈱星羅建築事務所 神戸市中央区加納町3丁目 新築工事
2022/09 平井工業㈱ ㈱啓建築設計 ﾙﾈｻﾝｽｺｰﾄ上北沢Ⅱ新築工事
2022/09 平岩建設㈱ 積水ﾊｳｽ㈱ 一級建築士事務所 足立区扇3丁目計画 新築工事
2022/09 柄谷・川見特別共同事 ㈱伊藤喜三郎建築研究所 兵庫県立阪神北地域新設特別支援学校本館棟外建築工事
2022/09 北野建設㈱ ㈱芦沢啓治建築設計事務所 TRUNK（HOTEL）
2022/09 立花建設㈱ ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝ経営研究舎 池袋3丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2022/09 髙元建設㈱ ㈲ｱﾙﾎﾞｽ 桃の里ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2022/08 TOEI㈱
㈱ｵｰﾙｸﾘｴｰｼｮﾝ 一級建築士事務
所

銀座3丁目ﾋﾞﾙ新築工事

2022/08 ｱｲｻﾜ工業㈱ ㈱秀研設計 台東区浅草三丁目新築工事
2022/08 ｼﾞｪｸﾄ㈱ ㈱DIG DESIGN LAPORTA
2022/08 ﾀﾂﾄ・建設㈱ ㈱現代綜合設計 吹田垂水町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2022/08 ﾗｲﾄ工業㈱ ㈱ｼﾃｨﾗｲﾌ 目黒区柿の木坂PJ新築工事
2022/08 伊藤組土建㈱ 伊藤組土建㈱ 一級建築士事務所 開智国際大学新校舎新築計画
2022/08 ㈱CMC ㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ設計 ｸﾞﾗﾝｼﾞｭｰﾙ千歳船橋新築工事
2022/08 ㈱CMC 都市環境建築設計事務所 大森北1丁目PJ新築工事
2022/08 ㈱ｲﾁｹﾝ ㈱ｱﾙｸ設計事務所 郡山市細沼町地区再開発ﾋﾞﾙ建設事業
2022/08 ㈱ｳﾗﾀ ㈱ｴﾌｱｲ都市設計 台東区三ノ輪一丁目計画
2022/08 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ ㈱小野田建築設計事務所 ﾌﾟﾚｻﾝｽ江東区東陽五丁目計画新築工事
2022/08 ㈱ｺﾊﾞ建設 ㈱TamSA ｴﾙﾌｧｰﾛ大井町

2022/08 ㈱ﾄｰｷｮｰ工務店
㈱ﾄｰｷｮｰ工務店 一級建築士事務
所

自由が丘2丁目店舗計画新築工事

2022/08 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱日創ｱｰｷﾃｸﾄ 丸八南町田駅ﾋﾞﾙ工事
2022/08 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 共同ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ西日暮里4丁目Ⅱ 新築工事

2022/08 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設
㈲種田建築研究所ﾌﾟﾗｽﾜﾝ・樋口
英輔建築設計事務所

浪越学園本館ﾋﾞﾙ新築工事

2022/08 ㈱ﾋﾟｰｴｽ三菱 ㈱ﾋﾟｰｴｽ三菱 一級建築士事務所 artⅣ建替計画

2022/08 ㈱ﾌﾙｷｽﾍﾟｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝ
㈱ﾌﾙｷｽﾍﾟｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝ 一級建築士
事務所

栗の湯新築工事

2022/08 ㈱三木組 ㈱三宿工房 いしい内科ｸﾘﾆｯｸ 新築工事
2022/08 ㈱守谷商会 ㈱加藤設計 松本市沢村二丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2022/08 ㈱小川建設 ㈱Co-Co Design ｱﾙﾃｼﾓ向島Ⅲ計画 新築工事
2022/08 ㈱小川建設 ㈱ｱｸｼｽ 一級建築士事務所 綾瀬ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 新築工事
2022/08 ㈱尚輪興建 ㈱ｼﾞｰﾕｰﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 宮古島 市場通りD-ﾌｪｽﾀﾋﾞﾙ 新築工事
2022/08 ㈱森本組 共同ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ｸﾚｱﾎｰﾑｽﾞ北戸田新築工事
2022/08 ㈱川村工営 ㈱三輪設計 北小金計画建設工事
2022/08 ㈱川俣組 ㈱東京建築 ｴﾙﾌｧｰﾛ笹塚Ⅰ新築工事
2022/08 ㈱村上工務店 ㈱大土呂巧建築設計事務所 ﾜｺｰﾚ明石市本町2丁目 新築工事
2022/08 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 藤田医科大学ばんたね病院新A棟増築工事

2022/08 ㈱大林組
㈱大林組 一級建築士事務所・㈱
竹中工務店 一級建築士事務所

Bosch Fusion Project

2022/08 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱476 DESIGN OFFICE 杉並区上高井戸二丁目計画
2022/08 ㈱中越興業 ㈱ｼﾞｰｼｰｴﾑｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 府中美好町ﾏﾝｼｮﾝ
2022/08 ㈱藤木工務店 ㈱ｼﾃｨ ｶﾞｰﾗ元住吉Ⅳ 新築工事
2022/08 ㈱福田組 ㈱創建設計 ﾗｲｵﾝｽﾞ五橋三丁目新築工事
2022/08 ㈱福田組 ㈱福田組 一級建築士事務所 横浜市南区浦舟町3丁目計画
2022/08 ㈱鍜治田工務店 ㈱徳岡設計 大阪市西区靱本町PJ
2022/08 丸磯建設㈱ ｵﾘｴﾝﾄ設計㈱ ﾌﾟﾚｰﾙ･ﾄﾞｩｰｸ南千住新築工事
2022/08 丸彦渡辺建設㈱ ㈱ｱｰｸｽﾃｰｼｮﾝ ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ谷中2丁目 新築工事
2022/08 岩出建設㈱ ㈲T.G.T.楷建築事務所 淀川区新北野3丁目 新築工事
2022/08 共立建設㈱ ㈱ｻｲﾄｳ建築設計事務所 品川区西中延1丁目8計画

2022/08 金秀建設JV
ｱｰﾄ設計・向現設備設計共同企業
体

与儀小学校校舎等改築工事

2022/08
熊谷組･ｸﾎﾞﾀ環境特定建
設工事共同企業体

㈱安藤設計 馬頭最終処分場整備運営事業

2022/08 戸田建設㈱ 戸田建設㈱ 一級建築士事務所 GLP ALFALINK 流山4
2022/08 溝江建設㈱ 溝江建設㈱ 一級建築士事務所 元岡地区研究開発次世代拠点形成事業 研究開発棟新築工事
2022/08 埼玉建興㈱ ㈱畠山建築設計事務所 足立区綾瀬3丁目計画新築工事

2022/08 三井住友建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

聖蹟桜ヶ丘ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ B敷地

2022/08 山田建設㈱ ㈱ｸﾚｵ 平塚市明石町共同住宅新築工事
2022/08 鹿島建設･岐建特定JV 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 太平洋工業 東大垣工場 新ﾌﾟﾚｽ工場新築工事

2022/08 鹿島建設㈱
ｱｰﾙ・ｱｲ・ｴｰ・K計画事務所設計共
同企業体

豊橋駅前大通二丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物西棟
新築工事

2022/08 鹿島建設㈱ ㈱ﾌﾟﾗﾝﾃｯｸ 札幌ﾎﾃﾙ計画新築工事
2022/08 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 ｷﾝｸﾞﾚｺｰﾄﾞ本社ﾋﾞﾙ新築移転計画

2022/08
若築建設･九鉄工業特定
建設工事共同企業体

㈱Gﾃﾞｻﾞｲﾝｱｿｼｴｲﾂ ﾍﾞﾙｳﾞｨ香椎六番館新築工事

2022/08 若築建設㈱ ㈱ﾌｫﾙﾑ建築計画研究所 日本橋馬喰町2丁目計画
2022/08 住協建設㈱ ㈱ARG 横浜･市場富士見町ﾏﾝｼｮﾝ 新築工事
2022/08 住協建設㈱ ㈱ｴﾙ設計事務所 墨田2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2022/08 住協建設㈱ 住協建設㈱ 一級建築士事務所 板橋区三園1丁目計画
2022/08 住協建設㈱ 住協建設㈱ 一級建築士事務所 北区西ヶ原1丁目計画
2022/08 瀬沼木材㈱ ㈱FTRA 世田谷区上馬1丁目計画
2022/08 清水建設㈱ ㈱ﾍﾞﾙ建築研究所 千寿第五小学校跡地活用計画

2022/08
前田建設工業･九鉄工
業･旭工務店JV

久米設計・俊設計・前田建設工業
共同企業体

福岡東総合庁舎敷地ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ（仮称）新築工事

2022/08 多田建設㈱ 多田建設㈱ 一級建築士事務所 杉並区今川1丁目計画 新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2022/08 太平建設㈱ 太平建設㈱ 一級建築士事務所 三軒茶屋1丁目計画新築工事
2022/08 大豊建設㈱ ㈱現代綜合設計 大阪市北区同心1丁目計画新築工事
2022/08 大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 一級建築士事務所 日本橋人形町2丁目計画新築工事

2022/08 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

名古屋市中村区名駅5丁目PJ 新築工事

2022/08 第一建設工業㈱ ㈱陣設計 新御徒町計画新築工事
2022/08 中野建設㈱ 中野建設㈱ 一級建築士事務所 台東区松が谷2丁目計画新築工事
2022/08 渡邊建設㈱ ㈱ｵｰｴｰｼｰ設計 渋谷区恵比寿3丁目計画

2022/08 東亜建設工業㈱
東亜建設工業㈱ 一級建築士事務
所

品川区西五反田一丁目計画

2022/08 東鉄工業㈱ 東鉄工業㈱ 一級建築士事務所 横浜市神奈川区片倉計画 新築工事
2022/08 東武建設㈱ ㈱ﾏﾘﾓ 一級建築士事務所 ﾎﾟﾚｽﾀｰ小山駅東通り 新築工事
2022/08 東洋建設㈱ ㈱安宅設計 台東区谷中3丁目23計画 新築工事
2022/08 南海辰村建設㈱ ㈱DAN総合設計 磯子区磯子3丁目計画 新築工事
2022/08 南海辰村建設㈱ ㈱ｻﾝｳｯﾄﾞ 神田神保町2丁目計画
2022/08 日広建設㈱ ㈲ﾉｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 松原1丁目計画新築工事
2022/08 日本国土開発㈱ ㈱ｽﾀｲﾚｯｸｽ 横浜市中区滝之上PJ 新築工事
2022/08 日本国土開発㈱ ㈱現代綜合設計 杉並区下高井戸1丁目計画 新築工事
2022/08 友渡建設㈱ ㈱ねお設計 TC上野6丁目ﾋﾞﾙ 新築工事
2022/07 ｼﾙﾊﾞｰｺｰﾄﾞ㈱ ㈱ﾆｭｰｵｰﾀﾞｰ建築研究所 戸部本町計画 新築計画
2022/07 ﾌｼﾞﾀ･澤田･洋林建設JV ㈱東畑建築事務所 徳山駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物（住宅棟）

2022/07
ﾗｲﾄ工業・小野良組共同
企業体

㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ﾘｰｸﾞ 池袋2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2022/07 伊藤組土建㈱ ㈱ｵｰ・ｴﾇ・ｵｰ大野設計 雪印ﾒｸﾞﾐﾙｸ株式会社 別海工場ﾀﾝｸ棟増築工事
2022/07 ㈱DAIJU ㈱ﾌﾟﾗｲﾑ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ ﾌﾞﾛｰﾄﾞ大阪市城東区今福西2丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2022/07 ㈱ｲﾁｹﾝ ㈱ｲﾁｹﾝ 一級建築士事務所 ﾆﾄﾘ新神戸DC 新築工事
2022/07 ㈱ｳﾗﾀ ㈱ｶﾞｲ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ｶﾞｰﾗ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ葛西ｱｳﾞｪﾆｭｰ
2022/07 ㈱ｴｽｴｲﾄ ㈱柏設計 八広5丁目共同住宅新築工事
2022/07 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈲ｱﾄﾘｴSNS ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ1新築工事
2022/07 ㈱ﾉﾊﾞｯｸ ㈱ﾋﾟｰｱｲｴｰ建築研究所 ｸﾘｵ綱島新築工事（A棟）
2022/07 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ｴﾙ設計事務所 品川区荏原4丁目計画新築工事
2022/07 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱秀ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 江東区平野三丁目計画

2022/07 ㈱ﾚｰﾍﾞﾝﾎｰﾑﾋﾞﾙﾄﾞ
㈱ﾄｰｷｮｰ工務店 一級建築士事務
所

ｸﾞﾛｰﾍﾞﾙ戸越ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

2022/07 ㈱加賀田組 総合計画㈱ ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ仙台・国分町2新築工事
2022/07 ㈱丸山組 ㈲ﾘﾌﾞ設計 ｴﾙｸﾞﾗﾝﾃﾞ刈谷丸田町新築工事
2022/07 ㈱興建社 ㈱ｱﾙｺﾃﾞｻﾞｲﾝｽﾀｼﾞｵ 尾山台ｺｰﾎﾟﾗﾃｨﾌﾞﾊｳｽ新築工事
2022/07 ㈱熊谷組 ㈱日本ｴｰｺﾝ 江東区森下4丁目計画新築工事
2022/07 ㈱工藝舎 ﾏﾙｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ合同会社 ｴﾙﾌｧｰﾛ池袋本町新築工事
2022/07 ㈱鴻池組 ㈱鴻池組 一級建築士事務所 学校法人大阪産業大学 大学ｷｬﾝﾊﾟｽ整備事業［第Ⅰ期］の内
2022/07 ㈱合田工務店 ㈱ｽﾀｲﾚｯｸｽ 越中島ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2022/07 ㈱合田工務店 ㈱ﾆｼﾔﾏ建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ 羽田EASTﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2022/07 ㈱合田工務店 ㈱ﾆｼﾔﾏ建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ 羽田WESTﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2022/07 ㈱合田工務店 ㈱合田工務店 一級建築士事務所 大田区大森西3丁目計画 新築工事
2022/07 ㈱三浦工務店 平野智司計画工房 綾瀬1丁目･T-project
2022/07 ㈱三京建設 ㈱ﾗｲﾌｺｱ 登戸細田ﾋﾞﾙ新築工事
2022/07 ㈱三幸工務店 ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ﾘｰｸﾞ 日本堤1丁目ﾏﾝｼｮﾝⅡ新築工事
2022/07 ㈱三崎組 ㈱ｱｸｼｽ 一級建築士事務所 押上ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 新築工事
2022/07 ㈱住宅王 ㈱住宅王 一級建築士事務所 品川区東五反田4丁目 新築工事
2022/07 ㈱小川建設 ㈱Add設計工房 品川区南大井4丁目ⅢPJ 新築工事
2022/07 ㈱小川建設 ㈱ｱｸｼｰﾄﾞ 三軒茶屋ⅢPJ 新築工事
2022/07 ㈱小川建設 ㈱ｱﾄﾘｴ ﾌﾟﾗｽ･ﾜﾝ ﾚｶﾞﾘｽ品川南大井Ⅱ 新築工事
2022/07 ㈱小川建設 ㈱ｴﾇ･ｴｰ･ｴﾌ ｱｰｷﾃｸﾂ 柳橋2丁目U3計画 新築工事
2022/07 ㈱小川建設 ㈱ﾋﾞｯｸﾞﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 千代田区岩本町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 新築工事
2022/07 ㈱松下産業 ㈱松下産業 一級建築士事務所 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ武蔵新城店新築工事
2022/07 ㈱松村組 ㈱ﾏﾘﾓ 一級建築士事務所 ﾎﾟﾚｽﾀｰ本庄市駅南1丁目 新築工事
2022/07 ㈱植木組 ㈱三輪設計 大森北A計画新築工事
2022/07 ㈱植木組 ㈱三輪設計 大森北B計画新築工事
2022/07 ㈱信友建設 ㈱ﾋﾞｿﾞﾝ建築設計事務所 白妙町4丁目計画 新築工事
2022/07 ㈱森下組 ㈲ﾐﾉﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｵﾌｨｽ 新山下1丁目PJ新築工事 B棟
2022/07 ㈱森本組 ㈱半田建築研究所 ｸﾚｱﾎｰﾑｽﾞ榴岡公園新築工事
2022/07 ㈱川俣組 ㈱東京建築 ｴﾙﾌｧｰﾛ笹塚Ⅱ新築工事
2022/07 ㈱早野組 ㈱ｶﾞｲ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ上高井戸1丁目新築工事
2022/07 ㈱池田山ｴｽﾃｰﾄ ㈱工房真 足立区加平一丁目計画
2022/07 ㈱竹中工務店 ㈱松山建築設計室 NHCﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 新築工事
2022/07 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 新木場一丁目計画
2022/07 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 三益半導体工業上効工場K-Ⅵ棟増築工事

2022/07 ㈱竹中工務店
渋谷二丁目17地区設計共同企業
体

渋谷二丁目17地区 第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事

2022/07 ㈱竹中工務店
竹中工務店・久米設計設計施工共
同企業体

NHKｾﾝﾀｰ



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2022/07 ㈱渡辺工務店 ㈱渡辺工務店 一級建築士事務所 墨田区向島5丁目共同住宅計画
2022/07 ㈱渡辺工務店 ㈱楠本玄英構造設計事務所 組紐ｾﾝﾀｰ東京 新築工事
2022/07 ㈱冨士工 ㈱奥野設計 社会福祉法人美光会 （仮称）特別養護老人ﾎｰﾑみさき苑新築工事
2022/07 ㈱和田組 ㈱大建設計 別府市新学校給食共同調理整備事業建設工事
2022/07 ㈱國興建設 ㈲名工企画設計 具志共同住宅（かなえ2） 新築工事
2022/07 ㈱淺川組 ﾊﾟﾙｼｯﾌﾟ㈱ ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙさがみ野計画
2022/07 ㈱錢高組 ㈱錢高組 一級建築士事務所 茨城県常総市（守谷Ⅱ）PJ新築工事
2022/07 ㈱鍜治田工務店 ㈱D＆D建築設計事務所 天王寺区四天王寺1丁目計画
2022/07 ㈱鍜治田工務店 ㈱野口建築事務所 名古屋市中区丸の内3丁目計画
2022/07 岩井建設㈱ ﾐｻﾜﾎｰﾑ㈱ 一級建築士事務所 ｱﾏﾝESK青山 新築工事
2022/07 共立建設㈱ ㈱ｱﾄﾘｴﾃｨｰﾌﾟﾗｽ 川崎市川崎区本町2丁目計画
2022/07 金澤建設㈱ ㈱ｹｰ･ｱﾝﾄﾞ･ﾃｰ 大田区西糀谷2-27ﾏﾝｼｮﾝ 新築工事
2022/07 古久根建設㈱ ㈱瑠建築設計事務所 ｴﾙｼｰﾄﾞ江戸川橋新築工事
2022/07 五洋建設㈱ ㈱ﾒﾄﾞｯｸｽ 隈病院増改築工事
2022/07 今井産業㈱ ㈱ｴﾌﾃｨ-建築設計事務所 さいたま市北区大成町4丁目計画 新築工事
2022/07 今津建設㈱ ㈱ﾋｶﾘｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ﾜｺｰﾚ楠丘町新築工事
2022/07 三井住友建設㈱ ㈱山下設計 都立南多摩地区特別支援学校（仮称） （3）新築工事
2022/07 三信住建㈱ ㈱小野田建築設計事務所 千葉市中央区新千葉2丁目計画新築工事
2022/07 山田建設㈱ 山田建設㈱ 一級建築士事務所 ﾐｵｶｽﾃｰﾛ向ヶ丘遊園Ⅲ新築工事
2022/07 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 虎屋銀座ﾋﾞﾙ建替計画
2022/07 若生工業㈱ ㈱日総建 河北地区統合保育所建設工事
2022/07 若築建設㈱ ㈱ｱｰｷﾌｫﾙﾑ 港区南青山7丁目計画
2022/07 住協建設㈱ ㈱ARG 横浜永田東2丁目ﾏﾝｼｮﾝ 新築工事
2022/07 住協建設㈱ ㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾝ企画 品川区東中延1丁目 計画
2022/07 住協建設㈱ ㈱都市みらい総合計画研究所 新小岩3丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2022/07 住協建設㈱ 住協建設㈱ 一級建築士事務所 中野区上高田1丁目計画 新築工事
2022/07 松井建設㈱ ㈱INA新建築研究所 青梅市新町ﾋﾞﾙ計画
2022/07 松井建設㈱ ㈱ﾆｲﾉ建設 大森西5丁目共同住宅 新築工事
2022/07 松井建設㈱ 松井建設㈱ 一級建築士事務所 学校法人小野学園品川翔英中学校・高等学校中央校舎建替計画
2022/07 新日本建設㈱ ㈱ｾｯﾄ設計事務所 ｾﾝﾁｭﾘｰ東綾瀬 新築工事
2022/07 新日本建設㈱ 新日本建設㈱ 一級建築士事務所 調布市上石原2丁目賃貸MS計画新築工事
2022/07 新日本建設㈱ 新日本建設㈱ 一級建築士事務所 墨田区緑1丁目計画 新築工事
2022/07 清水建設㈱ ㈱河原泰建築研究室 覚蔵寺多宝塔回向堂・参集堂増築工事
2022/07 清水建設㈱ ㈱大建設計 伊奈病院 移転新築工事
2022/07 西松建設㈱ ㈱松田平田設計 ﾋｭｰﾘｯｸ銀座一丁目建替計画
2022/07 村中建設㈱ ㈱IAO竹田設計 中央区日本橋人形町1丁目計画
2022/07 大成建設㈱ ㈱佐藤総合計画 世田谷区本庁舎等整備工事
2022/07 大成建設㈱ 大成建設㈱ 一級建築士事務所 ﾘｽﾊﾟｯｸ㈱関西工場新築工事
2022/07 大日本土木㈱ 大日本土木㈱ 一級建築士事務所 下妻新工場用社員寮 建設工事
2022/07 大豊建設㈱ ㈱ｱﾙ.ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ建築設計 大田区久が原1丁目計画 新築工事
2022/07 大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 一級建築士事務所 川口市本町4丁目計画
2022/07 大和財託㈱ 大和財託㈱ 一級建築士事務所 川口市西川口市三丁目　SCENA　GRANDE
2022/07 第一建設工業㈱ ㈱日本ｴｰｺﾝ 墨田区本所3丁目計画新築工事

2022/07
東亜･山野井特定建設工
事共同企業体

大建設計・安藤設計 設計・監理共
同企業体

栃木市新斎場整備運営事業建設工事

2022/07 東亜建設工業㈱ ㈱総合建築設計ｾﾝﾀｰ 本町けやきの杜新築工事計画
2022/07 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 下目黒五丁目計画新築工事
2022/07 内野建設㈱ AIUEO STUDIO㈱ 緑4丁目ﾏﾝｼｮﾝ計画新築工事
2022/07 日広建設㈱ ㈱千都建築設計事務所 ｴﾙｼｰﾄﾞ菊川Ⅱ新築工事
2022/07 日成工事㈱ ㈱飛鳥設計 大田区池上6丁目 計画
2022/07 日本建設㈱ ㈱司建築設計事務所 本町34ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2022/07 日本建設㈱ 積水ﾊｳｽ㈱ 一級建築士事務所 中央区東日本橋1丁目 計画 新築工事
2022/07 日本建設㈱ 日本建設㈱ 一級建築士事務所 神奈川区上反町1丁目計画 新築工事
2022/07 風越建設㈱ ㈱ｱｱﾙ建築計画 江東区牡丹2丁目計画 新築工事
2022/07 風越建設㈱ ㈱ｽﾍﾟｰｽﾃｯｸ 横浜市青葉区美しが丘1丁目計画 新築工事
2022/07 風越建設㈱ ㈱三橋設計 港区麻布十番1丁目計画
2022/07 北野建設㈱ 北野建設㈱ 一級建築士事務所 上馬2丁目計画
2022/07 鈴縫工業㈱ ㈱ｽｶｲﾋﾟﾗｰ建築設計 MARUHIKO新築工事

2022/07 鈴与三和建物㈱
鈴与三和建物㈱ 一級建築士事務
所

外神田2丁目稲光商事ﾋﾞﾙ新築工事

2022/07 露木建設㈱ ㈱東京建築 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｭｵ用賀Ⅳ新築工事
2022/06 JFEｼﾋﾞﾙ㈱ JFEｼﾋﾞﾙ㈱ 一級建築士事務所 研究機能移転に伴う改造基本設計･費用精算業務
2022/06 ｱｲｻﾜ工業㈱ ｱｲｻﾜ工業㈱ 一級建築士事務所 市川市南行徳一丁目共同住宅新築工事
2022/06 ｼﾞｪｸﾄ㈱ ｼﾞｪｸﾄ㈱ 一級建築士事務所 井田三舞町ｻｳﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ新築工事
2022/06 ﾗｲﾄ工業㈱ ㈱ｼﾞｬｲﾛｱｰｷﾃｸﾂ 人形町計画 新築工事
2022/06 りんかい日産建設㈱ ㈱ｶﾐﾑﾗ建築研究室 ﾚｰﾍﾞﾝ富山神通本町新築工事

2022/06
安藤ﾊｻﾞﾏ･小俣建設共
同企業体

一般社団法人港区建築設計事務
所協会・㈱ｴﾝﾄﾞｳ･ｱｿｼｴｲﾂ

港区立神応いきいきﾌﾟﾗｻﾞ等複合施設整備工事［保育園棟］

2022/06 株木建設㈱ ㈱野村設計 ｴﾑｽﾞﾋﾞﾙ新築工事
2022/06 ㈱RC建設 ㈱金谷計画 YM上砂町5丁目B棟 鳴島様 新築工事
2022/06 ㈱ｴｽｴｲﾄ ㈱ｱｸｼｽ 一級建築士事務所 西川口ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 新築工事
2022/06 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ ㈱長谷建築設計事務所 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ新井1丁目新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2022/06 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ ㈲湯本建築事務所 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ新井1丁目Ⅱ新築工事
2022/06 ㈱ｼﾐｽﾞ・ﾋﾞﾙﾗｲﾌｹｱ ㈱ｶｲ設計 ｼﾝﾋﾞｴﾝｽ浅草 新築工事
2022/06 ㈱ｽｲｺｳ 香山・石本・土屋設計共同企業体 江戸川区立篠崎小学校改築工事
2022/06 ㈱ﾀｸﾄ 澤口建築設計 戸塚区上矢部ｸﾘﾆｯｸﾓｰﾙ新築工事
2022/06 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱ﾀﾞｲｼﾝ建築設計事務所 西区京町堀3丁目53PJ
2022/06 ㈱ﾅﾐｷ ｵｰﾊﾞﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ㈱ ｸﾞﾛｰﾘｵｼｪﾙﾄ芦花公園 新築工事
2022/06 ㈱ﾅﾐｷ ﾅﾐｷ都市設計研究所㈱ ﾉｰﾌﾞﾙ杉並区本天沼2丁目計画 新築工事
2022/06 ㈱ﾅﾐｷ ﾅﾐｷ都市設計研究所㈱ 墨田区東駒形3丁目計画 新築工事
2022/06 ㈱ﾉﾊﾞｯｸ 中塩和彦建築設計事務所 ｱﾙﾌｧｽﾃｲﾂ若葉駅 新築工事
2022/06 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾌｼﾞﾀ 一級建築士事務所 飯能市南町新設建屋建築ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2022/06 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱現代綜合設計 大田区蒲田5丁目計画新築工事
2022/06 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱礎 渋谷区初台二丁目計画新築工事
2022/06 ㈱葵建設工業 ㈱楠山設計 介護老人保健施設南面増築及び改修工事
2022/06 ㈱奥村組 ㈱奥村組 一級建築士事務所 仙台広瀬通りｵﾌｨｽﾋﾞﾙPJ新築工事
2022/06 ㈱加賀田組 ㈱加賀田組 一級建築士事務所 寺岡ｵｰﾄ・ﾄﾞｱｼｽﾃﾑ新蒲田新築工事
2022/06 ㈱加賀田組 積水ﾊｳｽ㈱ 一級建築士事務所 新本店ﾋﾞﾙ新築工事
2022/06 ㈱吉忠工務所 ㈱ﾎﾟﾛｽﾃﾞｻﾞｲﾝｼｽﾃﾑ 初山住宅新築第2号工事
2022/06 ㈱玉川組 ㈱ｱｲ・ｴｰ・ｼｰ 北11条西4丁目計画
2022/06 ㈱玉川組 ㈱玉川組 一級建築士事務所 ﾏﾃｯｸ苫小牧工場（ｼｭﾚｯﾀﾞｰﾀﾞｽﾄ）新築工事
2022/06 ㈱熊谷組 ㈱ｴﾉｱ総合計画事務所 金沢市北安江3丁目計画
2022/06 ㈱工藝舎 ﾏﾙｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ合同会社 ｴﾙﾌｧｰﾛ世田谷三宿新築工事
2022/06 ㈱鴻池組 ㈱司建築設計事務所 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ別府3丁目計画新築工事
2022/06 ㈱合田工務店 ㈱ｺﾝﾋﾟｿｽ 氷川台PJ新築工事
2022/06 ㈱合田工務店 ㈱合田工務店 一級建築士事務所 大田区西蒲田7丁目計画新築工事
2022/06 ㈱三ノ輪建設 ㈱ｱｰｷﾌﾟﾗﾝ 町田市鶴間3丁目計画
2022/06 ㈱三浦工務店 ㈱浅井ｱｰｷﾃｸﾂ 白石ﾋﾞﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 新築工事
2022/06 ㈱守谷商会 ㈱ｹﾌﾟﾗｰ都市建築設計 足立区千住1丁目計画 新築工事
2022/06 ㈱昭和工務店 ㈱D＆D建築設計事務所 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ茨木片桐町 新築工事
2022/06 ㈱松下産業 叶ﾃﾞｻﾞｲﾝ㈱ ﾐｭｰｼﾞｼｮﾝ朝霞台浜崎三丁目計画
2022/06 ㈱松下産業 ㈱綜企画設計 東京消防庁赤羽消防署志茂出張所庁舎（仮称）（2）改築工事
2022/06 ㈱松尾工務店 叶ﾃﾞｻﾞｲﾝ㈱ 目黒本町四丁目Ⅰ計画
2022/06 ㈱松尾工務店 ㈱安宅設計 大田区西馬込一丁目計画 新築工事
2022/06 ㈱植木組 ㈱ｴﾇ･ｴｰ･ｴﾌ ｱｰｷﾃｸﾂ 西糀谷1丁目計画 新築工事
2022/06 ㈱森本組 ㈱森本組 一級建築士事務所 京都油小路計画 新築工事
2022/06 ㈱青木工務店 ㈲正木建築研究所 南青山4丁目Kﾋﾞﾙ 新築工事
2022/06 ㈱川村工営 ㈱三輪設計 ﾌﾞﾗﾝﾄﾝ花小金井新築工事
2022/06 ㈱川村工営 ㈲ｴｲﾂｶ企画設計 ﾙﾋﾟｱｺｰﾄ蒲生新築工事
2022/06 ㈱川嶋建設 ㈱日本設計 但馬銀行塚口支店新築工事
2022/06 ㈱前田工務店 ㈲ｴﾑｴｽﾃﾞｻﾞｲﾝ 大井1丁目44番Project 新築工事
2022/06 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ｲﾝﾀｰﾌﾟﾗﾝ 千住曙町共同住宅新築工事
2022/06 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ﾌｧｸﾄﾘｰ 北区赤羽南1丁目PROJECT
2022/06 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈲伊能総合計画事務所 ASTILE用賀Ⅱ新築工事

2022/06 ㈱池田山ｴｽﾃｰﾄ
㈱池田山ｴｽﾃｰﾄ 一級建築士事務
所

江東区亀戸三丁目計画

2022/06 ㈱中山組 ㈲ｼﾞｬﾑ建築 北20東12計画 新築工事
2022/06 ㈱哲建 ㈱IAO竹田設計 京都市花見小路2ﾎﾃﾙ 計画
2022/06 ㈱藤木工務店 ㈱ｴｱﾘｱﾙ 赤坂A PJ
2022/06 ㈱藤木工務店 ㈱ｴｱﾘｱﾙ 赤坂B PJ
2022/06 ㈱藤木工務店 ㈱杉浦建築設計事務所 厚木市中町4丁目計画 新築工事
2022/06 ㈱藤木工務店 ㈱朝倉崇夫都市建築設計事務所 ｶﾞｰﾗ鶴見中央新築工事
2022/06 ㈱冨士工 ㈱安宅設計 練馬区関町南4丁目計画新築工事
2022/06 ㈱本間組 ㈱石井設計 足立区梅島1丁目看護師寮 新築工事
2022/06 ㈱明和工務店 ㈱ｲｻﾗ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ ﾌﾟﾚｻﾝｽ中央区神崎町Ⅱ新築工事
2022/06 ㈱明和工務店 ㈱明和工務店 一級建築士事務所 ｸｵｰﾚ神戸山手新築工事
2022/06 ㈱錢高組 ㈱錢高組 一級建築士事務所 救護ｽﾃｰｼｮﾝ棟増改築工事
2022/06 ㈱鍜治田工務店 ㈱IAO竹田設計 明石市大久保計画 新築工事（仮想敷地C）
2022/06 ㈱鍜治田工務店 ㈱野口建築事務所 金山Ⅲ計画新築工事

2022/06 ㈱鍜治田工務店
㈱鍜治田工務店 一級建築士事務
所

奈良市大宮町2丁目 計画 新築工事

2022/06 菊池建設㈱ 菊池建設㈱ 一級建築士事務所 駒沢2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2022/06 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 池上4丁目計画

2022/06
戸田･京急･土志田建設
共同企業体

㈱飯田善彦建築工房 汐見台小学校建替工事（建築工事）

2022/06 五洋建設㈱ ㈱佐藤総合計画
大田区立入新井第一小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合施設
改築その他工事（Ⅰ期）

2022/06 工新建設㈱ ㈱ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾘﾊﾞﾃｨ ｱｰｷﾃｸﾂ 西新橋三丁目計画新築工事
2022/06 今津建設㈱ ㈱ﾋｶﾘｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 灘区原田通1丁目　新築工事
2022/06 坂田建設㈱ ㈱ﾙﾅ都市設計 立石2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2022/06 埼玉建興㈱ ㈱ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾃﾞｻﾞｲﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ川口並木新築工事
2022/06 薩摩建設㈱ ㈱ﾌﾟﾗﾈｯｸ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ 東大井秋山ﾋﾞﾙⅡ 新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2022/06 三井住友建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

柏の葉6丁目2番ｷｬﾝﾊﾟｽ整備計画

2022/06 三和建設㈱ 三和建設㈱ 一級建築士事務所 株式会社ｱｽﾀﾘｽｸ研究所 新築工事

2022/06 鹿島建設㈱
中央日本土地建物㈱ 一級建築士
事務所

明石町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

2022/06 住協建設㈱ ㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾝ企画 川崎市高津区下作延4丁目計画 新築工事
2022/06 住協建設㈱ 住協建設㈱ 一級建築士事務所 新井1丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2022/06 上條建設㈱ 上條建設㈱ 一級建築士事務所 牧島ﾋﾞﾙ改築工事
2022/06 新日本建設㈱ 新日本建設㈱ 一級建築士事務所 市川市行徳駅前1丁目計画 新築工事
2022/06 清水建設㈱ ㈱ｱｰﾌﾞ建築研究所 三幸学園札幌校C棟新築工事

2022/06 生和ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱
生和ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 一級建築士事
務所

株式会社八千代様ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2022/06 西野建設㈱ ㈱嘉環境設計 南区真金町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2022/06 西野建設㈱ ㈱畠山建築設計事務所 横浜市南区浦舟5丁目計画新築工事

2022/06 前田建設工業㈱
前田建設工業㈱ 一級建築士事務
所

池袋3丁目計画

2022/06 多田建設㈱ ㈱ｸﾞｯﾄﾗｲﾌｽﾀｲﾙﾌﾟﾗｽ 中延ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2022/06 多田建設㈱ ㈱ｽﾀｲﾚｯｸｽ 大和市中央5丁目計画 新築工事
2022/06 大旺新洋㈱ ㈱ｴｰﾌｫｰ･ﾗﾎﾞ ﾙｰﾌﾞﾙ川崎貝塚参番館 新築工事

2022/06 大成建設㈱
梓設計･ｱｰｷﾎﾞｯｸｽ･大成建設設計
共同企業体

横浜文化体育館再整備事業（仮称）ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ

2022/06 大豊建設㈱ ㈱現代綜合設計 目黒区祐天寺2丁目計画
2022/06 大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 一級建築士事務所 千代田区麴町1丁目計画新築工事

2022/06 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

殿町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅣ新築工事

2022/06 第一建設工業㈱
第一建設工業㈱ 一級建築士事務
所

有料老人ﾎｰﾑ ｻﾆｰﾗｲﾌ新潟紫竹山新築工事

2022/06 中野建設㈱ ㈱小野田建築設計事務所 大田区南六郷1丁目計画新築工事
2022/06 渡邊建設㈱ ㈱ｱﾙ.ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ建築設計 新宿区矢来町計画
2022/06 東急建設㈱ ㈲松鹿設計製作所 小台一丁目計画新築工事
2022/06 東京ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈱ﾃﾁｭﾙ設計企画 Lｺｰﾄ 学芸大 新築工事
2022/06 奈良建設㈱ ㈱ｱｲｴﾑｴｰ都市建築研究所 駒込二丁目計画
2022/06 日本建設㈱ ㈱伊東豊雄建築設計事務所 渋谷東ｱﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄ新築工事
2022/06 不二建設㈱ ㈱現代綜合設計 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ山下町 新築工事
2022/06 不二建設㈱ 不二建設㈱ 一級建築士事務所 上新城1丁目計画新築工事
2022/06 風越建設㈱ 風越建設㈱ 一級建築士事務所 日本橋堀留町1丁目新築工事
2022/06 風越建設㈱ ㈲ｷｭｰｵｰｴﾙｸﾘｴｲｼｮﾝ ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ神奈川区桐畑計画 新築工事
2022/06 平成建設㈱ ㈱楠山設計 霞台厚生施設組合（仮称）余熱利用還元施設建築工事
2022/06 北和建設㈱ 北和建設㈱ 一級建築士事務所 加賀一丁目学生寮新築工事

2022/06
明和・神東特定建設工
事共同企業体

神戸市建築住宅局建築課 垂水小学校校舎棟建設工事

2022/06 ㈲ﾏﾙﾕｳ土建
㈲ｱﾄﾘｴ・門口,㈲造家設計研究室,
㈱ﾆﾗｲ設備設計委託業務共同企
業体

長田団地建替第2期工事（建築）

2022/06 立建設㈱ ㈱大土呂巧建築設計事務所 ﾜｺｰﾚ東灘区魚崎北町5丁目 新築工事

2022/06 和光建設㈱
㈱ｱｲﾋﾞｰｴｽ設計・和光建設㈱ 一
級建築士事務所

宮原駅前ﾋﾞﾙ 新築工事

2022/05 TC神鋼不動産建設㈱ ㈱畠山建築設計事務所 ｱﾙﾃｼﾓ住吉 新築工事
2022/05 TSUCHIYA㈱ ㈱現代綜合設計 ｻﾞ･ﾊﾟｰｸﾊﾋﾞｵ 亀戸
2022/05 ｻﾝﾕｰ建設㈱ ㈲伊藤博之建築設計事務所 天神町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2022/05 ｼﾞｪｸﾄ㈱ ｼﾞｪｸﾄ㈱ 一級建築士事務所 木月3丁目MK新築工事
2022/05 ｼﾞｪｸﾄ㈱ ㈲平野智司計画工房 下小田中1242計画
2022/05 ﾆｯｹﾝ建設㈱ 大江弘之建築設計事務所 ﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧ桜木町二丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2022/05
ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ・三信
住建共同企業体

㈱設計工房ｲｰ･ﾃﾞｨｰ 平塚市錦町1丁目計画新築工事

2022/05 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈱宮田建築事務所 JR前橋駅北口地区第一種市街地再開発事業
2022/05 旭建設㈱ ㈱ｱｰﾄ総合企画 ｳｨｻﾞｰｽﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ金町新築工事
2022/05 塩谷建設㈱ ㈱ｱｲ・ｴｲﾁ・ﾃﾞｨ創都 用賀4丁目ﾋﾞﾙ新築工事
2022/05 奥村組土木興業㈱ ㈱生原建築事務所 福島区鷺洲5丁目Ⅱ 新築工事
2022/05 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ 柴原利紀建築計画事務所 新宿区歌舞伎町二丁目PJ新築工事
2022/05 ㈱ｻﾝｺｰﾋﾞﾙﾄﾞ ㈱ｱﾄﾘｴﾃｨｰﾌﾟﾗｽ 豊島区駒込6丁目計画新築工事
2022/05 ㈱ｿﾈｯｸ ㈱ｱｲﾋﾞｰ設計事務所 ｻﾑﾃｨ名古屋市丸の内2丁目 新築工事
2022/05 ㈱ﾄｰｷｮｰ工務店 ㈱明建築設計事務所 第二東友ﾋﾞﾙ 新築工事
2022/05 ㈱ﾄｶﾞﾉ建設 WAMM DESIGN 草谷ﾎﾃﾙ新築工事
2022/05 ㈱ﾅｶﾞｼﾏ ㈱ｱｸｼｽ 一級建築士事務所 ｱﾙﾃｼﾓ上十条 新築工事
2022/05 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱ﾗﾝﾄﾞﾃｯｸ 豊島区西巣鴨4丁目計画
2022/05 ㈱ﾅﾐｷ ﾅﾐｷ都市設計研究所㈱ 品川区南大井5丁目ﾏﾝｼｮﾝ計画 新築工事
2022/05 ㈱ﾌｼﾞﾀ 沖縄防衛局調達部 石垣島（3）宿舎新設建築設計（その1）
2022/05 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ｴﾇ･ｴｰ･ｴﾌ ｱｰｷﾃｸﾂ 東雪谷1丁目計画新築工事
2022/05 ㈱ﾚｰﾍﾞﾝﾎｰﾑﾋﾞﾙﾄﾞ ㈱叶設計 ﾙﾈｻﾝｽｺｰﾄ大森本町Ⅱ計画
2022/05 ㈱加賀田組 ㈱啓建築設計 ｸﾘｵ大崎新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2022/05 ㈱吉原組 ㈱ｿｼｱﾙ綜合設計 鶴瀬ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 新築工事
2022/05 ㈱合田工務店 ㈱JP設計 武蔵新城ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2022/05 ㈱合田工務店 ㈱現代綜合設計 港区赤坂7丁目計画 新築工事
2022/05 ㈱合田工務店 ㈱合田工務店 一級建築士事務所 ﾙｰﾌﾞﾙ高島平弐番館 新築工事
2022/05 ㈱三浦工務店 ㈱浅井ｱｰｷﾃｸﾂ 丸井ｽｽﾞｷ新社屋新築工事
2022/05 ㈱小川建設 ㈱DAN総合設計 川崎市中原区井田三舞町計画 新築工事
2022/05 ㈱小川建設 ㈱ｽﾍﾟｰｽ･ｺﾑ、㈱ｳﾞｪﾙﾃｯｸｽﾌﾟﾗﾝ ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ東浦和 新築工事
2022/05 ㈱小俣組 ㈱八板建築設計事務所 都岡小学校校舎建替工事
2022/05 ㈱松村組 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 香芝･王寺環境施設組合 殿 一般廃棄物処理施設整備工事
2022/05 ㈱松尾工務店 叶ﾃﾞｻﾞｲﾝ㈱ 目黒本町四丁目Ⅱ計画
2022/05 ㈱松尾工務店 ㈱ｹﾌﾟﾗｰ都市建築設計 台東区上野1丁目計画新築工事
2022/05 ㈱松尾工務店 ㈱陣設計 入船2丁目計画新築工事
2022/05 ㈱赤鹿建設 ㈱ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞﾊﾟｯｸ ｷｬｯｽﾙｺｰﾄ田寺東 新築工事
2022/05 ㈱大林組 ㈱久米設計 船橋駅前ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾉｰｽ棟
2022/05 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 ㈱大林組梅田寮新築工事
2022/05 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱LEB建築設計事務所 世田谷区太子堂計画 新築工事
2022/05 ㈱辰 ㈱ﾌﾘｰｸｽ 港区白金三丁目計画
2022/05 ㈱竹中工務店 ㈱設計組織ADH 赤羽台情報発信施設建設工事
2022/05 ㈱中越興業 ㈱中越興業 一級建築士事務所 ｱｻﾋﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ長岡共配ｾﾝﾀｰ新築工事
2022/05 ㈱藪崎工務店 ㈱藪崎工務店 一級建築士事務所 馬橋稲荷神社様住宅増築工事
2022/05 丸運建設㈱ ㈲湯本建築事務所 板橋区赤塚新町2丁目計画
2022/05 吉原建設㈱ ㈱H.S.R.ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 大濠2丁目第二共同住宅
2022/05 戸田建設㈱ ㈱日建技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 上北沢給水所（仮称）配水池及びﾎﾟﾝﾌﾟ棟築造並びに送･排水管 新築
2022/05 五洋建設㈱ 沖縄防衛局調達部 石垣島（3）宿舎新設建築設計
2022/05 佐藤工業㈱ ㈱押田建築設計事務所 高岡駅前東地区優良建築等整備事業
2022/05 斎藤工業㈱ ㈱安宅設計 さいたま市南区関2丁目計画 新築工事
2022/05 坂田建設㈱ 坂田建設㈱ 一級建築士事務所 墨田区両国3丁目計画 新築工事
2022/05 埼玉建興㈱ ㈱T設計工房 志木市本町五丁目計画新築工事
2022/05 山田建設㈱ ㈱自由建築設計事務所 品川区北品川2丁目計画
2022/05 山田建設㈱ 山田建設㈱ 一級建築士事務所 ﾐｵｶｽﾃｰﾛ京王稲田堤Ⅲ新築工事
2022/05 鹿島建設㈱ ㈱日本設計 M-01ﾀﾀﾗ場新築工事
2022/05 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 NTT仙台中央ﾋﾞﾙ新築計画
2022/05 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 ﾄｷﾜ仙台北六番丁ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2022/05 住協建設㈱ ㈱畠山建築設計事務所 西新井本町2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2022/05 松井建設㈱ 松井建設㈱ 一級建築士事務所 四谷若葉開発計画
2022/05 松井建設㈱ 松井建設㈱ 一級建築士事務所 社会福祉法人同愛会 吉祥寺北町ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 新築工事

2022/05
松江土建･ｶﾅﾂ技建工
業･一畑工業特別共同企

石本・小草・矢野共同企業体 松江市新庁舎建設（建築主体）工事

2022/05 新三平建設㈱ ㈱鈴木建築事務所 山口ﾋﾞﾙ2021 新築工事
2022/05 新日本工業㈱ 一級建築士事務所 宮田設計室 新日本工業新社屋新築工事
2022/05 瀬沼木材㈱ ㈱陣設計 厚木市田村町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2022/05 生和ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱
生和ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 一級建築士事
務所

浦安市富士見四丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事

2022/05 前田建設工業㈱ 沖縄防衛局調達部 石垣島（3）隊庁舎B等新設建築その他工事 隊庁舎C
2022/05 多田建設㈱ ㈱光和設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ浅草Ⅱ新築工事
2022/05 多田建設㈱ ㈱光和設計 ﾌﾟﾚｼｽ戸田公園ｿﾙﾃｨｴ新築工事
2022/05 多田建設㈱ ㈱明 建築設計事務所 ｸﾘｵ茅ヶ崎中海岸 新築工事
2022/05 大旺新洋㈱ ㈱ﾆｭｰｵｰﾀﾞｰ建築研究所 RELIA武蔵小杉

2022/05 大成建設㈱
山下・俊・NAK設計共同体・大成建
設㈱一級建築士事務所・㈱山下設
計

簀子小学校跡地活用事業新築工事（病院棟）

2022/05 大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 一級建築士事務所 新宿区新宿六丁目計画

2022/05 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

大田区大森北1丁目計画 新築工事

2022/05 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

ﾈｸｽﾄﾘｰﾄ㈱様 共同住宅新築工事

2022/05 鉄建建設㈱ ㈱手島建築設計事務所 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ荒戸2丁目（旧ｼﾃｨｵ大濠）計画
2022/05 東亜建設工業㈱ ㈱梓設計 ﾖｺﾚｲ恵庭物流ｾﾝﾀｰ新築工事

2022/05 東急建設㈱
ｴｰｼｰｴ設計・ﾌﾟﾗｽﾆｭｰｵﾌｨｽ・東急
建設設計共同企業体

大田区立赤松小学校及び仮称大田区北千束二丁目複合施設

2022/05 東鉄工業㈱ ㈱ｺﾓﾝ･ﾘﾝｸ 大田区東糀谷3丁目計画 新築工事
2022/05 南海辰村建設㈱ ｴﾑﾃﾞｲﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ㈱ ｸﾘｵ竹ノ塚 計画
2022/05 日成工事㈱ ㈱須山設計 特別養護老人ﾎｰﾑ玉成苑 羽沢（仮称）新築工事（建築工事）
2022/05 馬淵建設㈱ 馬淵建設㈱ 一級建築士事務所 品川区東中延1丁目Ⅱ計画
2022/05 風越建設㈱ ㈱ｲﾁｹﾝ 一級建築士事務所 江東区新大橋2丁目計画新築工事
2022/05 風越建設㈱ ㈱ｵｸﾃﾞｻﾞｲﾝ 港区麻布十番2丁目計画新築工事
2022/05 福井建設㈱ ㈱ｲｻﾗ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ ｴｽﾘｰﾄﾞ神戸市中央区楠町3丁目新築工事
2022/05 北和建設㈱ ㈱ｱｰｷｽﾀﾝﾄﾞ 茨木市美沢町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

2022/05
木内・ｲﾊﾗ・河津建設共
同企業体

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ中伊豆温泉病院設計
共同企業体

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ中伊豆温泉病院建設工事（建築工事）



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2022/05 立建設㈱
KEIGO MORIKAWA ARCHITECT 
＆ ASSOCIATES

堺市北区大豆塚町PJ（吉川邸）新築計画

2022/05 立建設㈱ ㈱OKI設計 ﾜｺｰﾚ姫路神田町計画新築工事

2022/05 鈴与三和建物㈱
KADA一級建築士事務所・合同会
社Dogout

文京区本郷一丁目計画新築工事

2022/05 鈴与三和建物㈱
鈴与三和建物㈱ 一級建築士事務
所

吉祥寺東町2丁目計画

2022/04 TSUCHIYA㈱ ㈱三輪設計 渋谷区大山町計画 新築工事
2022/04 ｱｲｻﾜ工業㈱ ㈱ｽﾍﾟｰｽﾃｯｸ 港区芝5丁目計画新築工事
2022/04 ｽﾀｰﾂCAM㈱ ㈱隈研吾建築都市設計事務所 江戸川区角野栄子児童文学館新築工事
2022/04 ﾆｯｹﾝ建設㈱ ㈱大栄建築事務所 北戸田駅前福仙堂ﾋﾞﾙ新築工事
2022/04 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈱複葉ｱｰｷﾃｸﾂ ﾙﾋﾟｱｺｰﾄ草加市中央二丁目新築工事

2022/04 旭建設㈱ ㈱奥野設計
社会福祉法人 山の神福祉会（仮称）特別養護老人ﾎｰﾑ ｱｰﾊﾞﾝﾗｲﾌ･ﾈｸ
ｽﾃ 新築工事

2022/04
安藤ﾊｻﾞﾏ･小俣建設共
同企業体

一般社団法人港区建築設計事務
所協会・㈱ｴﾝﾄﾞｳ･ｱｿｼｴｲﾂ

港区立神応いきいきﾌﾟﾗｻﾞ等複合施設整備工事

2022/04 伊藤組土建㈱ ㈱ﾄﾞｰｺﾝ 中央区保育･子育て支援ｾﾝﾀｰ新築工事
2022/04 岡建工事㈱ ㈱ｱｰｷﾌﾟﾗｸﾞ THE A Project
2022/04 ㈱ｳﾗﾀ ㈱ｼﾃｨ ｶﾞｰﾗ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ船堀Ⅰ 新築工事
2022/04 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ ㈱ﾃﾞｨｽｸ ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ大和町1新築工事
2022/04 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ ㈱対木 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ 中川区八熊一丁目 新築工事
2022/04 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ ㈲尾崎建築設計 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ吉祥寺本町3丁目新築工事
2022/04 ㈱ｺﾊﾞ建設 ｱｲﾃﾞｨ㈱ 一級建築士事務所 ｱｲﾃﾞｨ西大井新築計画
2022/04 ㈱ﾅﾐｷ ｵｰﾊﾞﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ㈱ ｸﾞﾛｰﾘｵｼｪﾙﾄ練馬春日町 新築工事
2022/04 ㈱ﾊﾝｼﾝ建設 ㈱横山建築事務所 ﾜｺｰﾚ西宮久寿川新築工事
2022/04 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱手島建築設計事務所 ｶﾞｰﾗ住吉 新築工事

2022/04 ㈱ﾌﾙｷｽﾍﾟｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝ
㈱ﾌﾙｷｽﾍﾟｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝ 一級建築士
事務所

相模大野集合住宅新築工事

2022/04 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ﾙﾅ都市設計 末吉町1丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2022/04 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱宮田建築事務所 ｶﾞｰﾗ大森新築工事
2022/04 ㈱ﾚｼﾞﾃｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱ｱﾊﾞﾝﾄ 矢向1丁目ﾏﾝｼｮﾝ 新築工事
2022/04 ㈱安藤・間 ㈱安藤・間 一級建築士事務所 西鉄祇園ﾎﾃﾙ建設工事
2022/04 ㈱榎並工務店 ㈱ｱﾓﾙﾌｧｽ建築設計事務所 ｱｰﾋﾞﾝｸﾞ荒本 駅前通りⅡ 新築工事
2022/04 ㈱加賀田組 ㈱ﾋﾟｰ･ｱｲ･ｴｰ ｸﾘｵ横浜 新築工事
2022/04 ㈱加賀田組 新日本建設㈱ 一級建築士事務所 EXC北綾瀬Ⅱ計画 新築工事
2022/04 ㈱協栄組 ㈱ｼﾃｨﾗｲﾌ ｴｽﾃﾑｺｰﾄ北区赤羽新築計画
2022/04 ㈱熊谷組 ㈱梓設計 四日市市給食ｾﾝﾀｰ整備運営事業
2022/04 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 一級建築士事務所 仙川ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅計画
2022/04 ㈱紅梅組 ㈱畠山建築設計事務所 横浜市南区睦町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2022/04 ㈱高階 ㈱NAK建築事務所 西明石駅前ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ 新築工事
2022/04 ㈱合田工務店 ㈱合田工務店 一級建築士事務所 下谷二丁目計画新築工事
2022/04 ㈱合田工務店 ㈱彩建築設計事務所 中央2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2022/04 ㈱佐藤秀 ㈲高階澄人建築事務所 要町計画新築工事
2022/04 ㈱佐伯建設 ㈱あい設計 ｹｱﾊｳｽふれあい移転改築工事
2022/04 ㈱山根工務店 ㈱多摩設計 長者町1丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 新築工事
2022/04 ㈱秋村組 ㈱ｾﾝﾄﾗﾙ設計事務所 西大津弐番館新築工事
2022/04 ㈱小川建設 ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ岩田企画㈱ 墨田区東駒形4丁目計画
2022/04 ㈱小川建設 ㈱小川建設 一級建築士事務所 新宿区余丁町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2022/04 ㈱小川建設 ㈱創建築設計事務所 東向島3丁目計画
2022/04 ㈱松下産業 ㈲國重空間設計 南麻布H邸新築工事
2022/04 ㈱松尾工務店 ㈱松尾工務店 一級建築士事務所 澁谷ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ曙橋計画
2022/04 ㈱信友建設 BEAR建築設計 内山様自宅併用ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2022/04 ㈱増岡組 ㈱Co-Co Design L'tia Office 代々木Ⅱ 新築工事
2022/04 ㈱大勝 ㈱ﾋﾞｿﾞﾝ建築設計事務所 横浜橋 計画 新築工事
2022/04 ㈱大勝 ㈱飛鳥設計 横浜市中区長者3丁目共同住宅 新築工事
2022/04 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱小野田建築設計事務所 荒川区東日暮里2丁目計画新築工事
2022/04 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 埼玉協同病院ﾘﾆｭｰｱﾙおよび「在宅療養支援病院」建設計画

2022/04 ㈱竹中工務店
竹中・協永・明成・武蔵野・INA特定
建設共同企業体・㈱INA新建築研
究所

中野区新庁舎整備事業 実施設計･施工業務

2022/04 ㈱竹徳 ㈱畠山建築設計事務所 浮間舟渡PJ新築工事
2022/04 ㈱藤木工務店 ㈱藤木工務店 一級建築士事務所 浦安寮 新築工事 寮室棟1～4
2022/04 ㈱藤木工務店 ㈱藤木工務店 一級建築士事務所 白石地所吉祥寺ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2022/04 ㈱錢高組 ㈱服部建築事務所 延原倉庫㈱本社ﾋﾞﾙ新築工事
2022/04 ㈱鍜治田工務店 ㈱ｱｸｾｽ都市設計 京都市下京区河原町松原計画
2022/04 共立建設㈱ 共立建設㈱ 一級建築士事務所 ｸﾚｳﾞｨｽﾀ伊勢佐木長者町新築工事
2022/04 戸田建設㈱ ㈱ｴｰｼｰｴ設計 福島第2地方合同庁舎(20)建築工事
2022/04 戸田建設㈱ ㈱三橋設計 津生協病院移転建替え計画
2022/04 戸田建設㈱ 戸田建設㈱ 一級建築士事務所 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ共済会新綱島荘新築工事
2022/04 佐藤工業㈱ ㈲ｱｰｷﾄﾚｲﾌﾞ ｱｼｭﾗﾝ夏見従業員社宅新築工事
2022/04 埼玉建興㈱ ㈱ｽﾍﾟｰｽ･ｺﾑ ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ草加手代新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2022/04 三ツ和総合建設業協同 埼玉県都市整備部営繕課 31県住加須北小浜団地第2工区建築その他工事
2022/04 三井住友建設㈱ ㈱久米設計 ふじみ野市文化施設整備事業の内（仮称）西地域文化施設
2022/04 山田建設㈱ ㈱ｽﾀｲﾚｯｸｽ ﾗｸﾚｲｽ国分寺新築工事
2022/04 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 ﾄﾗｽｺ中山ﾌﾟﾗﾈｯﾄ東関東 第2ﾊﾟﾚｯﾄ自動倉庫増築工事
2022/04 住協建設㈱ ㈱ｱﾄﾘｴ ﾌﾟﾗｽ･ﾜﾝ 中央区月島4丁目計画新築工事
2022/04 住協建設㈱ ㈱秀ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 文京区本郷三丁目計画
2022/04 住協建設㈱ ㈱畠山建築設計事務所 ｱﾙﾃｼﾓ亀戸 新築工事
2022/04 信和建設㈱ ㈱ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾃﾞｻﾞｲﾝ 荒川区西日暮里6丁目計画
2022/04 新日本建設㈱ ㈱谷口建築企画 尾山台計画Ⅱ新築工事
2022/04 新日本建設㈱ ㈱日本ｴｰｺﾝ 港区白金台3丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2022/04 新日本建設㈱ 新日本建設㈱ 一級建築士事務所 EXC勝田台計画 新築工事
2022/04 瀬戸建設㈱ ㈱DAN総合設計 神奈川区三ツ沢西町 新築工事

2022/04
青木あすなろ・南海辰村
建設共同企業体

㈱日東設計事務所 ｺｰｼｬﾊｲﾑ松ノ木建築及びその他工事

2022/04 青木あすなろ建設㈱ ㈱野口建築事務所 名古屋市瑞穂区春山町計画新築工事
2022/04 村中建設㈱ ㈱IAO竹田設計 中野区弥生町2丁目Ⅱ計画 新築工事
2022/04 村本建設㈱ 村本建設㈱ 一級建築士事務所 東京都渋谷区初台一丁目計画
2022/04 多田建設㈱ ㈱ｴﾇﾌﾟﾗｽｱｰｷﾃｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝｵﾌｨｽ ｵｰｳﾞｨｼﾞｮﾝ六本松Ⅱ 新築工事
2022/04 大旺新洋㈱ ㈱ｶﾞｲ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ｶﾞｰﾗ東陽町 新築工事
2022/04 大旺新洋㈱ ㈱ｼﾃｨ ｶﾞｰﾗ武蔵小山新築工事
2022/04 大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ 武田衛一級建築士事務所 板橋区赤塚3丁目計画
2022/04 大末建設㈱ ㈱安宅設計 ﾗｲｵﾝｽﾞ茅ヶ崎駅前計画 新築工事
2022/04 大末建設㈱ 大末建設㈱ 一級建築士事務所 さいたま高砂3丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 新築工事
2022/04 大翔建設㈱ 葛飾区施設部営繕課 葛飾区奥戸総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ野球場等建築（増築及び改修）工事
2022/04 池田建設㈱ ㈱ﾄｰﾀﾙﾌﾞﾚｲﾝ 墨田区向島3丁目 ﾏﾝｼｮﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2022/04 池田建設㈱ ㈱ﾋﾞｰﾑｽ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ｴｽﾃﾑﾌﾟﾗｻﾞ川崎南幸町 新築工事
2022/04 池田建設㈱ ㈱嘉環境設計 ｴｽﾃﾑﾌﾟﾗｻﾞ川崎柳町新築工事

2022/04
鉄建建設･竹中工務店 
共同企業体

東日本旅客鉄道㈱ 新小岩駅南口駅ﾋﾞﾙ新築他

2022/04 鉄建建設㈱ ㈱ｴｲ･ｱﾝﾄﾞ･ｴｽ･ｼｽﾃﾑ 茅ヶ崎市十間坂1丁目計画 新築工事
2022/04 渡邊建設㈱ ㈱広瀬建築設計事務所 原田伸銅所住宅建替計画新築工事
2022/04 東亜建設工業㈱ 帯広防衛支局 釧路（2）体育館新設建築その他工事
2022/04 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 ｼｷﾞﾗﾐﾗｰｼﾞｭ ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ&ﾎﾃﾙｽﾞ 新築工事
2022/04 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 千代田区三番町26計画新築工事
2022/04 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 足立区六月新築工事
2022/04 南海辰村建設㈱ ㈱飯島建築設計事務所 足立区綾瀬4丁目計画 新築工事
2022/04 日広建設㈱ TOAﾗｲﾌﾞ㈱ ｸﾚｲｼｱ下馬一丁目新築計画

2022/04 日本国土開発㈱
日本国土開発㈱ 一級建築士事務
所

千葉富士見ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

2022/04 馬淵建設㈱ 馬淵建設㈱ 一級建築士事務所 世田谷区代沢5丁目計画
2022/04 風越建設㈱ ㈱ｳｨｯｼｭﾜｰｸ設計事務所 豊島区高田1丁目学生ﾏﾝｼｮﾝ計画新築工事
2022/04 風越建設㈱ 風越建設㈱ 一級建築士事務所 墨田区東駒形3丁目共同住宅 新築工事
2022/04 北和建設㈱ 北和建設㈱ 一級建築士事務所 弦巻4丁目学生寮ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2022/04 國場組JV 沖縄防衛局調達部 石垣島（2）厚生施設新設建築工事
2022/03 TOEI㈱ ㈱ｴｸｾﾙﾜﾝ 浅草橋2丁目新築工事
2022/03 ｱｲｻﾜ工業㈱ ㈱Di-Frame 墨田区江東橋4丁目計画 新築工事
2022/03 ｱｲｻﾜ工業㈱ ㈱ｱｸｾｽ都市設計 中京区鍛冶町計画 新築工事
2022/03 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈱ﾎﾞﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ ﾙﾋﾟｱｺｰﾄ南流山 新築工事
2022/03 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈱光和設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ桜街道ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ新築工事
2022/03 ﾗｲﾄ工業㈱ ㈱g-mute planning 墨田区緑2丁目計画共同住宅新築工事
2022/03 ﾗｲﾄ工業㈱ ㈱ｱﾄﾘｴ・ｱﾌﾟﾄ ｺﾝｼｪﾘｱ永代一丁目新築工事
2022/03 ﾗｲﾄ工業㈱ ㈱ﾘｳﾞ 一級建築士事務所 板橋区成増2丁目計画
2022/03 ﾗｲﾄ工業㈱ ㈱瑠建築設計事務所 ｺﾝｼｪﾘｱ幡ヶ谷新築工事

2022/03 奥村組土木興業㈱
奥村組土木興業㈱ 一級建築士事
務所

西淀川区柏里1丁目ﾏﾝｼｮﾝ 新築工事

2022/03 ㈱RC建設 ㈱東京建築 ｴﾙﾌｧｰﾛ大岡山新築工事
2022/03 ㈱ｲﾁｹﾝ ㈱久保建築設計 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ吾妻町新築工事
2022/03 ㈱ｳﾗﾀ ㈱ｶｲ設計 江東区毛利一丁目計画 新築工事
2022/03 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ ㈱ｸﾚｵ ﾌｧｲﾝｽｸｪｱ平井新築工事
2022/03 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ ㈱玉岡設計 ﾌﾟﾚｻﾝｽ尾頭橋四丁目
2022/03 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ ㈱小野田建築設計事務所 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ高田馬場2丁目新築工事
2022/03 ㈱ｶｼﾜﾊﾞﾗ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱K&T 福住Ⅲﾏﾝｼｮﾝ 新築工事
2022/03 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 日揮㈱ ありまこうげんﾎｽﾋﾟﾀﾙ（仮称）新A棟建設工事

2022/03 ㈱ﾊﾟﾜｰｽﾞｱﾝﾘﾐﾃｯﾄﾞ
㈱ﾊﾟﾜｰｽﾞｱﾝﾘﾐﾃｯﾄﾞ 一級建築士事
務所

片倉1丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事

2022/03 ㈱岩永組 ㈱硯川設計 「ｺｺﾌｧﾝ藤崎宮」 新築工事
2022/03 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 一級建築士事務所 幕張新都心若葉住宅地区計画 B-5街区
2022/03 ㈱荒木組 ㈱佐藤総合計画 川崎医科大学高齢者医療ｾﾝﾀｰ新築工事
2022/03 ㈱合田工務店 ㈱ｼﾞｬｲﾛｱｰｷﾃｸﾂ 大森山王計画 建設工事
2022/03 ㈱合田工務店 ㈱礎 目黒区大岡山1丁目計画 新築工事
2022/03 ㈱斎藤組 ㈱松下設計 総A除）21熊谷児童相談所新築工事(第3工区)



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2022/03 ㈱秋山工務店 ㈲峯生庵 ｱﾈｰｼﾞｭ石川町計画新築工事
2022/03 ㈱小川建設 ㈱SPACE-CREW ｸﾚｲｼｱ中馬込 新築工事
2022/03 ㈱小川建設 ㈱ｱｸｼｽ 一級建築士事務所 ﾛｱｰﾙ川崎新町 新築工事
2022/03 ㈱小川建設 ㈱ｴﾙ設計事務所 町田市玉川学園二丁目計画
2022/03 ㈱小川建設 ㈱秀ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 江東区東陽町三丁目計画
2022/03 ㈱小川建設 ㈱日企設計 蔵前計画 新築工事
2022/03 ㈱小川建設 共同ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 千代田区内神田二丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2022/03 ㈱松下産業 ㈱ﾃﾞｨｽｸ ﾐｭｰｼﾞｼｮﾝ国立 新築工事
2022/03 ㈱川村工営 ㈱自由建築設計事務所 横浜反町4丁目計画
2022/03 ㈱川村工営 ㈱設計工房ｲｰ･ﾃﾞｨｰ ﾙﾋﾟｱｺｰﾄ大宮Ⅲ 新築工事
2022/03 ㈱増岡組 ㈲象景舎 渋谷区恵比寿二丁目計画
2022/03 ㈱大京穴吹建設 ㈱現代綜合設計 渋谷区代々木二丁目計画新築工事
2022/03 ㈱大京穴吹建設 ㈱現代綜合設計 ﾗｲｵﾝｽﾞ青砥計画 新築工事
2022/03 ㈱大京穴吹建設 ㈱三輪設計 西日暮里6丁目計画 新築工事
2022/03 ㈱大勝 ㈱ｽﾀｲﾚｯｸｽ 保土ヶ谷区宮田町三丁目計画 新築工事
2022/03 ㈱大勝 ㈱四季建築設計事務所 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ千駄ヶ谷2丁目 新築工事
2022/03 ㈱大勝 ㈲ｸﾞﾗﾋﾞｽ設計 茅ヶ崎市十間坂3丁目計画
2022/03 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱ｱﾄﾘｴﾅｶ建築設計事務所 杉並区天沼ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2022/03 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈲ﾉｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 野方4丁目計画 新築工事
2022/03 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 ｽﾘｰﾎﾞﾝﾄﾞﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ株式会社 新工場 第一期建設工事
2022/03 ㈱田中建設 ㈱IAO竹田設計 上馬介護付き有料老人ﾎｰﾑ新築工事
2022/03 ㈱田名部組 AIUEO STUDIO㈱ 野沢3丁目ﾏﾝｼｮﾝ計画新築工事
2022/03 ㈱萩野工務店 ㈱SENDAIBASE 原町 新築計画
2022/03 ㈱萩野工務店 ㈱萩野工務店 一級建築士事務所 宮城野二丁目共同住宅新築工事
2022/03 ㈱末長組 ㈱西尾建築設計 南麻布三丁目Ⅱ計画
2022/03 ㈱錢高組 ㈱NTTﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ ﾔﾌｰ北九州ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ8号棟増築工事
2022/03 ㈱鍜治田工務店 ㈱ｱｰﾊﾞﾝﾗｲﾌ建築事務所 墨田区業平一丁目計画 新築工事
2022/03 京王建設㈱ ㈱ﾌﾘｰｸｽ 千歳烏山計画新築工事
2022/03 京王建設㈱ ㈱佐藤清建築設計事務所 ｸﾘｵ府中本町新築工事
2022/03 京王建設㈱ 佐藤修一建築事務所 大森町Ⅲﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2022/03 京商建設㈱ 京商建設㈱ 一級建築士事務所 ﾌｫｾｯﾄ中台共同住宅新築工事
2022/03 京成建設㈱ ㈱TAP ﾙｰﾌﾞﾙ梅田七丁目 新築工事
2022/03 京成建設㈱ ㈱ｴｽﾃﾞｰ建築企画研究所 ｸﾘｵ元浅草 新築工事
2022/03 戸田建設㈱ 戸田建設㈱ 一級建築士事務所 小諸村田製作所A2棟建設工事
2022/03 五洋建設㈱ ﾋｭｰﾘｯｸ㈱ 錦糸町開発計画

2022/03 五洋建設㈱
万葉俱楽部㈱･五洋建設㈱ 一級
建築士事務所

千客万来施設（6街区）新築工事

2022/03 光建工業㈱ ㈱塩浜工業 一級建築士事務所 LOGI FLAG GOLD市川Ⅰ新築ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2022/03 工新建設㈱ 工新建設㈱ 一級建築士事務所 巣鴨三丁目計画
2022/03 今慶興産㈱ ㈱時設計 鹿野三丁目社宅新築工事
2022/03 佐藤工業㈱ ㈱ｵｰﾑﾗ建築設計 台東区鳥越二丁目計画新築工事
2022/03 佐藤工業㈱ 佐藤工業㈱ 一級建築士事務所 渋谷区松濤二丁目計画
2022/03 佐藤工業㈱ 柴山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 東区泉一丁目計画新築工事
2022/03 坂田建設㈱ ㈱朝倉崇夫都市建築設計事務所 八丁堀ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2022/03 埼玉建興㈱ ㈱叶ｱｰｷﾃｸﾄ 和光市白子2丁目計画新築工事
2022/03 埼玉建興㈱ ㈲ｱｲ.ｴｲﾁ.ｴｽ.ｱｰｷﾃｸﾂ ｸﾘｵ川口幸町新築工事
2022/03 三井住友建設㈱ K-2ﾃﾞｻﾞｲﾝ㈱ MJR高取 新築工事
2022/03 三井住友建設㈱ ㈱冨井建築設計研究所 浅草西ﾋﾞﾙ新築工事

2022/03 三井住友建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

沼津大手町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

2022/03 鹿島建設㈱ ㈱ﾁｰﾑﾈｯﾄ NEXEN TIRE 八幡ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ
2022/03 鹿島建設㈱ ㈱東畑建築事務所 富士ﾌｨﾙﾑ南青山ｵﾌｨｽ新築工事
2022/03 鹿島建設㈱ ㈱日本設計 W－08ﾚｽﾄﾗﾝ棟等新築工事
2022/03 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 東京農業大学世田谷ｷｬﾝﾊﾟｽ国際ｾﾝﾀｰ建設工事
2022/03 住協建設㈱ ㈱ARG 横浜永楽町1丁目ﾏﾝｼｮﾝ 新築工事
2022/03 住協建設㈱ ㈱環境建築設計 北大塚2丁目計画
2022/03 住協建設㈱ ㈱建築設計ｱｰｷﾌｫﾙﾑ 江東区扇橋1丁目ﾏﾝｼｮﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2022/03 上村建設㈱ ㈱ｴﾇﾌﾟﾗｽｱｰｷﾃｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝｵﾌｨｽ 福岡市東区馬出2丁目計画新築工事

2022/03
上條・大正特定建設工
事共同企業体

㈱NAB総合研究所 曳舟小学校ﾌﾟｰﾙ棟改築工事

2022/03 伸明建設㈱ ㈲ｻﾄｳ設計 鳩ヶ谷公民館改築工事
2022/03 信和建設㈱ ㈱ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾃﾞｻﾞｲﾝ 台東区清川2丁目計画
2022/03 新英興業㈱ ㈱都市環境設計事務所 ｳﾞｧﾛｰﾚ東府中新築工事
2022/03 新日本建設㈱ ㈱日企設計 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＜浅草蔵前北＞新築工事
2022/03 新発田建設㈱ ㈲湯本建築事務所 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ西尾久5丁目 新築工事
2022/03 杉本興業㈱ ㈱ｱﾄﾘｴﾃｨｰﾌﾟﾗｽ ﾙﾈｻﾝｽｺｰﾄ若林Ⅲ 新築工事
2022/03 清水建設㈱ ㈱久米設計 一銀開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2022/03 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 青山学院大学新図書館棟 建築計画
2022/03 西松建設㈱ 西松建設㈱ 一級建築士事務所 虎ノ門3丁目計画新築工事

2022/03 川口土木建築工業㈱
川口土木建築工業㈱ 一級建築士
事務所

さいたま市大宮区吉敷町2丁目86番計画

2022/03 前田建設工業㈱ ㈱和田総合企画 ﾛｲﾔﾙｶﾞｰﾃﾞﾝ丸亀城西町 新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2022/03 前田建設工業㈱
前田建設工業㈱ 一級建築士事務
所

十条駅西口地区第一種市街地再開発事業施設建築物

2022/03 総合地質㈱ ㈲山田安司建築工房 代田6-955ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2022/03 多田建設㈱ ㈲ｱｲ.ｴｲﾁ.ｴｽ.ｱｰｷﾃｸﾂ 堀切菖蒲園計画 新築工事
2022/03 大成建設㈱ 大成建設㈱ 一級建築士事務所 JAあつぎ南毛利支所増改築工事2021
2022/03 大成建設㈱ 大成建設㈱ 一級建築士事務所 熱海伊豆山ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

2022/03
大林組・鹿内組共同企
業体

梓設計・大林組・熊澤設計共同企
業体

新青森県総合運動公園新水泳場等整備運営事業

2022/03 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

茅ヶ崎市元町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 新築工事

2022/03 池田建設㈱ ㈲松尾建築研究所 台東区東上野6丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2022/03 長田組土木㈱ ㈱構造計画ﾌﾟﾗｽ･ﾜﾝ 長田組土木新社屋 新築計画
2022/03 東海ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ㈱ﾃﾞｨｽｸ ﾌﾟﾚｰﾙ･ﾄﾞｩｰｸ広尾新築工事
2022/03 東急建設㈱ ㈱松田平田設計 和歌山県警察機動隊建築工事
2022/03 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 中野区東中野五丁目計画
2022/03 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 茶屋町計画

2022/03 東建ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱
東建ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 一級建築士事
務所

有限会社ﾌﾟﾗｽﾜﾝ 様 ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2022/03 東洋建設㈱ ㈱NAP建築設計事務所 上毛町立体育館新築工事
2022/03 東洋建設㈱ 東洋建設㈱ 一級建築士事務所 東京情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ専門職大学新築工事
2022/03 南海辰村建設㈱ ㈱ｱｰｷﾌｫﾙﾑ 千代田区神田神保町一丁目24計画
2022/03 南海辰村建設㈱ ㈱ｶﾞｲ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ｶﾞｰﾗ川崎中幸町 新築工事
2022/03 日本建設㈱ ㈱建築計画 LF芝公園 新築工事
2022/03 日本建設㈱ ㈱杉浦建築設計事務所 八洋浦和FM新築工事
2022/03 馬淵建設㈱ 馬淵建設㈱ 一級建築士事務所 台東区寿一丁目計画
2022/03 不動開発㈱ ㈱松本建築設計事務所 青井一丁目病院・老人ﾎｰﾑ新築工事
2022/03 北野建設㈱ 鈴木ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ建築設計事務所㈱ ｴｼﾞﾝﾊﾞﾗﾊｳｽ建替え工事
2022/03 木内建設㈱ ㈱ｽﾀｲﾚｯｸｽ 中野区本町一丁目計画建設工事
2022/02 TOEI㈱ ㈱C-style 東和4丁目新築工事
2022/02 TOEI㈱ ㈱富士建築設計事務所 板橋区清水町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2022/02 ｱｲｻﾜ工業㈱ ㈲環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究室 神田須田町計画新築工事
2022/02 ㈱ｲﾁｹﾝ ㈱坂倉建築研究所 新大橋一丁目計画新築工事
2022/02 ㈱ｲﾁｹﾝ ㈲ｱﾄﾘｴ ｱｲｽﾞ 向ヶ丘遊園GH複合施設
2022/02 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ ㈱大森真樹建築設計事務所 杉並区堀ノ内2丁目計画新築工事
2022/02 ㈱ｼﾏ ㈱ﾙﾅ都市開発 ﾌﾟﾚｰﾙ･ﾄﾞｩｰｸ渋谷幡ヶ谷Ⅲ新築工事
2022/02 ㈱ｿﾈｯｸ ㈱田中綜合設計 ｻﾑﾃｨ名古屋市北区黒川本通1丁目 新築工事

2022/02 ㈱ﾄｰｷｮｰ工務店
㈱ﾄｰｷｮｰ工務店 一級建築士事務
所

大田区羽田5丁目PJ新築工事

2022/02 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設
㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 一級建築士事務
所

K計画

2022/02 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 山・集研設計共同体 西大和団地(建替)第Ⅱ期第2住宅建築その他工事

2022/02 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ
㈱ｵｰﾙｸﾘｴｰｼｮﾝ 一級建築士事務
所

東糀谷1丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2022/02 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ﾄｰﾀﾙﾌﾞﾚｲﾝ 中央区月島1丁目計画
2022/02 ㈱安藤・間 ㈱安藤・間 一級建築士事務所 ﾀｶﾅｼ乳業㈱北海道工場新出荷棟建築工事
2022/02 ㈱奥村組 ㈱東洋設計 上京区東桜町PJ
2022/02 ㈱加賀田組 ㈱ｶﾞｲ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 台東区柳橋1丁目計画新築工事
2022/02 ㈱合田工務店 ㈱ｴﾙ設計事務所 根岸Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2022/02 ㈱砂子組 ㈱KS設計室 一級建築士事務所 ｱﾙﾋﾞｵ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ南郷通15南 新築工事
2022/02 ㈱時田工務店 ㈱松下設計 21熊谷児童相談所新築工事
2022/02 ㈱小川建設 ㈱ｽﾍﾟｰｽ･ｺﾑ ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ清瀬Ⅱ 新築工事
2022/02 ㈱小川建設 ㈱小川建設 一級建築士事務所 江東区亀戸4丁目ﾏﾝｼｮﾝ 新築工事
2022/02 ㈱小川建設 ㈱東建 ｾﾝﾁｭﾘｰ福生 新築工事
2022/02 ㈱松下産業 ㈱隈研吾建築都市設計事務所 AEAJｸﾞﾘｰﾝﾃﾗｽ（公益社団法人日本ｱﾛﾏ環境協会拠点施設）
2022/02 ㈱松村組 ㈱現代綜合設計 渋谷区元代々木町計画新築工事
2022/02 ㈱松尾工務店 ㈱松尾工務店 一級建築士事務所 目黒区東山三丁目計画新築工事
2022/02 ㈱大京穴吹建設 ㈱IAO竹田設計 鎌倉市大船3丁目計画 新築工事
2022/02 ㈱大京穴吹建設 ㈱ﾆｭｰﾄﾋﾟｱ ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 松山市二番町3丁目計画 新築工事
2022/02 ㈱大勝 ㈱IAO竹田設計 瀬田1丁目計画 新築工事
2022/02 ㈱大勝 ㈱ｴﾌﾃｨ-建築設計事務所 ｸﾘｵ弘明寺 新築工事
2022/02 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 TI学生寮建替
2022/02 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 愛知製鋼横須賀寮計画
2022/02 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 代々木4丁目計画
2022/02 ㈱藤木工務店 ㈱T設計工房 大田区山王1丁目計画 新築工事
2022/02 ㈱藤木工務店 ㈱佐野健太建築設計事務所 湯島三丁目計画
2022/02 ㈱内藤ﾊｳｽ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 JAにしたま営農経済部店舗及び倉庫新築工事
2022/02 ㈱淺沼組 ㈱坂倉建築研究所 目黒区上目黒三丁目計画 新築工事
2022/02 ㈱淺沼組 ㈱東急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 横浜市都筑区中川一丁目計画
2022/02 ㈱淺沼組 ㈱東急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 四谷ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2022/02 ㈱鍜治田工務店 ㈱三輪設計 江戸川区西葛西ﾏﾝｼｮﾝ分譲PJ
2022/02 関東建設工業㈱ ㈱松田平田設計 都立日野高等学校（2）改築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2022/02 岩田地崎建設㈱
岩田地崎建設㈱ 一級建築士事務
所

西新橋二丁目計画

2022/02 寄居建設㈱ ㈱ｸﾚｵ 国立中1丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2022/02 戸田建設㈱ 戸田建設㈱ 一級建築士事務所 ﾊﾟｲﾛｯﾄｲﾝｷみよし工場新築工事（第1期）
2022/02 五洋建設㈱ 医療法人社団 苑田会 保木間5丁目ﾘﾊﾋﾞﾘ病院計画
2022/02 工新建設㈱ ㈱核建築設計事務所 文京区湯島3丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 新築工事
2022/02 佐藤工業㈱ 佐藤工業㈱ 一級建築士事務所 西区江戸堀1丁目計画
2022/02 坂田建設㈱ ㈱ﾘﾝｸｽ･ﾋﾞﾙﾄﾞ 一級建築士事務所 平井4丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2022/02 埼玉建興㈱ 埼玉建興㈱ 一級建築士事務所 川口市東川口2丁目計画新築工事
2022/02 薩摩建設㈱ ㈱ｱﾄﾘｴﾃｨｰﾌﾟﾗｽ ﾙﾈｻﾝｽｺｰﾄ築地新築工事

2022/02
三井住友建設・岩永組
JV

山下設計・ﾊﾞｵﾌﾟﾗｰﾝ熊本業務委
託共同企業体

益城町新庁舎建設工事（建築）

2022/02 山田建設㈱ ㈱ｼﾃｨﾗｲﾌ 平塚市宝町10PJ新築工事
2022/02 山田建設㈱ 山田建設㈱ 一級建築士事務所 ﾐｵｶｽﾃｰﾛ港北中川Ⅳ新築工事
2022/02 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 浜松町二丁目地区第一種市街地再開発事業
2022/02 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 鶴見研修ｾﾝﾀｰ新築工事
2022/02 住協建設㈱ ㈱ｱｰｽﾃｨｰ 横浜南太田1丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2022/02 住協建設㈱ ㈱ｴﾙ設計事務所 東六郷1丁目ﾏﾝｼｮﾝ 新築工事
2022/02 住協建設㈱ ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ﾌｧｸﾄﾘｰ 品川区北品川2丁目計画 新築工事
2022/02 住協建設㈱ ㈲ｲｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ 新宿7丁目ﾏﾝｼｮﾝ 新築工事
2022/02 松井建設㈱ ｵﾘｴﾝﾄ設計㈱ 台東区東上野5丁目計画 建設工事
2022/02 新英興業㈱ ㈱Co-Co Design ｳﾞｧﾛｰﾚ大島 新築工事
2022/02 新日本建設㈱ ㈲ｱﾑ･ｻﾞｲﾝ 江戸川区南篠崎町二丁目A計画
2022/02 瀬沼木材㈱ ㈱FTRA 目黒区下目黒2丁目計画
2022/02 成弘建設㈱ 聖建築設計事務所 明大前ﾏﾝｼｮﾝ
2022/02 西松建設㈱ 西松建設㈱ 一級建築士事務所 俊朝寺建替工事
2022/02 青木あすなろ建設㈱ 北関東防衛局調達部 入間（2）庁舎新設等建築工事
2022/02 石黒建設㈱ 三井ﾎｰﾑ㈱ 台東4丁目計画新築工事

2022/02
前田･ﾏﾂｺｰ･伸晃特定建
設工事共同企業体

佐藤総合計画・ひかる建築設計共
同企業体

新庁舎整備事業 鳥栖市市庁舎新築工事(建築)

2022/02 前田建設工業㈱
前田建設工業㈱ 一級建築士事務
所

日機装株式会社（仮称）新・ﾒﾃﾞｨｶﾙ技術ｾﾝﾀｰ計画

2022/02 前田建設工業㈱
前田建設工業㈱ 一級建築士事務
所

千代田区麴町3丁目8計画

2022/02 大成建設㈱ ㈱久米設計 川崎市新本庁舎超高層棟新築工事

2022/02 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

中央区佃3丁目計画新築工事

2022/02 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

新宿区西落合1丁目計画

2022/02 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

杉並区荻窪2丁目計画新築工事

2022/02 谷津建設㈱ ㈱日本ﾊｰﾃｸﾄ設計 杉並区宮前5丁目計画
2022/02 池田建設㈱ ｼﾞﾗﾌ建築計画 合同会社 ﾍﾞﾙｼｰﾄﾞ江東区北砂5丁目 計画 新築工事
2022/02 坪井工業㈱ ㈱東急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 武蔵小杉大野ﾋﾞﾙ建替計画

2022/02
東亜・山口建設工業共
同企業体

㈱相和技術研究所 小平市立学校給食ｾﾝﾀｰ更新事業

2022/02 東亜建設工業㈱ ㈱TKI設計 高槻市上田辺町 新築工事

2022/02 南海辰村建設㈱
南海辰村建設㈱ 一級建築士事務
所

豊島区西池袋4丁目PJ新築工事

2022/02 日本建設㈱ 日本建設㈱ 一級建築士事務所 はぴねす横浜永田改修工事
2022/02 平岩建設㈱ ㈱NAK建築事務所 文京区千駄木3丁目老人ﾎｰﾑ計画
2022/02 明石土建㈱ 明石土建㈱ 一級建築士事務所 明石市大明石町1丁目計画 新築工事
2022/02 木内建設㈱ 木内建設㈱ 一級建築士事務所 川崎市中原区上新城2丁目計画 新築工事
2022/01 ｽﾅﾀﾞ建設㈱ ㈱都市建 八尾市桜ヶ丘3丁目 新築工事
2022/01 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈱宮田建築設計 JR前橋駅北口地区第一種市街地再開発事業 居住棟
2022/01 ﾌｼﾞﾀ・大和ﾊｳｽ工業JV ㈱ﾌｼﾞﾀ 一級建築士事務所 住友重機械ｲｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱愛媛事業所 新工場建設工事
2022/01 りんかい日産建設㈱ 一級建築士事務所 ㈱ﾃﾞｨｰｴｯｸｽ ﾎﾃﾙ森の風 箱根仙石原計画
2022/01 伊田ﾃｸﾉｽ㈱ 伊田ﾃｸﾉｽ㈱ 一級建築士事務所 江東区枝川2丁目新社屋新築工事
2022/01 ㈱ｶｼﾜﾊﾞﾗ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱IAO竹田設計 墨田区押上1丁目 新築工事
2022/01 ㈱ｶｼﾜﾊﾞﾗ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱ｱﾄﾘｴﾃｨｰﾌﾟﾗｽ 品川区二葉3丁目計画 新築工事
2022/01 ㈱ｸﾞｯﾄﾞﾗｲﾌ建設 LIBTH DESIGN 那覇大道_135 新築工事
2022/01 ㈱ｻﾝｺｰﾋﾞﾙﾄﾞ 坂本匡史建築設計室 大田区矢口1丁目（椎橋様邸・店舗）新築工事
2022/01 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱設計集団宙組 ﾎﾟﾚｽﾀｰ秦野今川町 新築工事
2022/01 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱中原建築設計事務所 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ代田5丁目 新築工事
2022/01 ㈱ﾅﾐｷ ﾅﾐｷ都市設計研究所㈱ ｲﾙｳﾞｨｱｰﾚ 北町 新築工事
2022/01 ㈱ﾊﾝｼﾝ建設 ㈱現代綜合設計 ﾜｺｰﾚ福島区野田3丁目 新築工事
2022/01 ㈱ﾊﾝｼﾝ建設 ㈲大土呂巧建築設計事務所 ﾜｺｰﾚ東灘区深江北町4丁目 新築工事

2022/01 ㈱ﾌｧﾐﾘｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
㈱ﾌｧﾐﾘｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 一級建築士
事務所

千葉市稲毛区小仲台2丁目新築工事

2022/01 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾌｼﾞﾀ 一級建築士事務所 川和町駅周辺西地区区画整理事業H街区計画
2022/01 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾌｼﾞﾀ 一級建築士事務所 DPL南砂新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2022/01 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱石本建築事務所 小田急ﾊﾞｽ 新百合ヶ丘営業所 事務所棟新築工事
2022/01 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱石本建築事務所 北区立都の北学園新築工事
2022/01 ㈱吉川工務店 ㈱R.E.D建築設計事務所 ｸﾘｵ渡辺通ｱｰﾊﾞﾝﾏｰｸｽ新築工事
2022/01 ㈱協栄組 ㈱東京建築 ｴﾙﾌｧｰﾛ代々木上原Ⅱ新築工事
2022/01 ㈱建研 ㈱ｱｰﾄﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ向原3丁目計画 新築工事
2022/01 ㈱建研 ㈱建研 一級建築士事務所 DH代々木大山建替えPJ
2022/01 ㈱佐藤秀 ㈱佐藤秀 一級建築士事務所 豊栄横浜ﾋﾞﾙ建替えPJ
2022/01 ㈱小川建設 ㈲湯本建築事務所 川口市幸町2丁目計画 新築工事
2022/01 ㈱松下産業 ㈱叶設計 清伸総業社屋建替計画 新築工事
2022/01 ㈱松村組 ㈱三輪設計 阪東橋計画新築工事
2022/01 ㈱上滝 ㈱ｵﾝｽﾞﾃﾞｺ ﾌﾟﾚｼｽ平塚新築工事
2022/01 ㈱森本組 ㈱森本組 一級建築士事務所 光村印刷株式会社ｸﾞﾙｰﾌﾟ狭山工場増築工事
2022/01 ㈱礎ｺﾗﾑ ㈱礎ｺﾗﾑ 一級建築士事務所 南麻布A邸 新築工事
2022/01 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 港区西麻布四丁目計画
2022/01 ㈱谷口実業 ㈱秀ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 板橋区仲宿計画
2022/01 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 代官山町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2022/01 ㈱島村工業 ㈱楠山設計 子ども・子育て支援複合施設建設工事（建築工事）
2022/01 ㈱藤木工務店 ㈱朝倉崇夫都市建築設計事務所 ｶﾞｰﾗ横浜反町新築工事
2022/01 ㈱淺沼組 ㈱梓設計 SMBC青葉台ﾋﾞﾙ新築工事
2022/01 ㈱鍜治田工務店 ㈱東急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 高槻市上田辺町計画
2022/01 環境ｸﾘｴｲﾄ㈱ ㈲設計工房佐久間 21権現堂2号公園北側外便所ほか新築工事
2022/01 岩田地崎建設㈱ ㈱ｱｰｷﾌｫﾙﾑ 渋谷区松濤2丁目計画
2022/01 菊池建設㈱ ㈱ｴｰｴｰｱﾝﾄﾞｻﾝ 西東京市ひばりが丘北4丁目計画新築工事
2022/01 京王建設㈱ ㈱現代綜合設計 江東区森下1丁目PJ 新築工事
2022/01 戸田建設㈱ ㈱三菱地所設計 四谷3丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2022/01 坂田建設㈱ ㈱環建築設計事務所 浅草観音裏計画A・B 新築工事
2022/01 埼玉建興㈱ ㈱建正設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ前橋Ⅲ新築工事
2022/01 山田建設㈱ 山田建設㈱ 一級建築士事務所 ｻﾝﾘﾔﾝ練馬北町新築工事
2022/01 住協建設㈱ ｴﾙｱｰｽ建築設計工房㈱ 南大井3丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2022/01 住協建設㈱ ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ﾌｧｸﾄﾘｰ 北品川PROJECT
2022/01 松井建設㈱ ㈱Di-Frame 台東区三ノ輪1丁目計画新築工事

2022/01
新井・矢島建設特定建
設工事共同企業体

㈱昭和設計 東京都足立児童相談所（2）改築工事

2022/01 新日本建設㈱ ㈱花岡都市建築設計 板橋区中板橋ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 新築工事
2022/01 新日本建設㈱ ㈱玉井建築設計事務所 両国3丁目共同住宅新築工事
2022/01 新日本建設㈱ 新日本建設㈱ 一級建築士事務所 江戸川区平井3丁目計画 新築工事

2022/01 新日本建設㈱
中央日本土地建物㈱ 一級建築士
事務所

台東区柳橋2丁目計画

2022/01 新日本建設㈱ ㈲ｱﾑ･ｻﾞｲﾝ 江戸川区南篠崎町二丁目B計画
2022/01 前田建設工業㈱ ㈱日建設計 創価学会 大阪旭文化会館新築工事

2022/01 前田建設工業㈱
三菱地所設計・Dai建築DESIGN 設
計監理共同体

交通局跡地ｻｰﾋﾞｽ棟新築工事

2022/01
村本建設・大勝建設建
設共同企業体

北関東防衛局調達部 館山(2補)隊舎新設等建築その他工事

2022/01 村本建設㈱ ㈱H.S.R.ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ﾌﾟﾚﾐｽﾄ首里金城町 新築工事
2022/01 多田建設㈱ ㈱光和設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ伊勢原Ⅲ新築工事
2022/01 多田建設㈱ ㈱谷口建築企画 ｾﾝﾁｭﾘｰ調布多摩川 新築工事
2022/01 多田建設㈱ ㈲ｱｲ.ｴｲﾁ.ｴｽ.ｱｰｷﾃｸﾂ ﾃﾞｭｵｽﾃｰｼﾞ下落合新築工事
2022/01 大成建設㈱ 大成建設㈱ 一級建築士事務所 太陽誘電株式会社 八幡原工場 新棟建設工事
2022/01 大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 一級建築士事務所 足立区千住寿町共同住宅新築工事

2022/01 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

小禄一丁目PJ 新築工事

2022/01 谷津建設㈱ ㈱三輪設計 大泉学園計画新築工事
2022/01 池田建設㈱ AZEST-PRO㈱ 葛飾区白鳥2丁目PJ新築工事
2022/01 池田建設㈱ 池田建設㈱ 一級建築士事務所 池尻2丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2022/01 中島建設㈱ ㈲建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究所 多摩信用金庫昭島支店新築工事
2022/01 中野建設㈱ ㈱叶ｱｰｷﾃｸﾄ 墨田区横川5丁目計画
2022/01 中野建設㈱ ㈱畠山建築設計事務所 墨田区緑2丁目 新築工事
2022/01 坪井工業㈱ 坪井工業㈱ 一級建築士事務所 江東区門前仲町一丁目計画
2022/01 鉄建建設㈱ 鉄建建設㈱ 一級建築士事務所 星川駅前相鉄共同ﾋﾞﾙ計画
2022/01 東急建設㈱ ㈱UG都市建築 ｺｰﾄ代々木大山建替計画
2022/01 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 AYﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ建替ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2022/01 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 美和電気工業㈱ 東北支社新築工事
2022/01 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 大崎集合住宅計画
2022/01 南海辰村建設㈱ ㈲平山建築企画・前田設計室 湘南台PJ 新築工事
2022/01 飛島建設㈱ ㈱新環境設計 社会福祉法人 上智社会事業団 上智厚生館保育園 新築工事

2022/01
樋下建設・昭栄建設特
定共同企業体

㈱ﾜｰｸｳﾞｨｼﾞｮﾝｽﾞ 一級建築士事務
所

盛岡ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ整備事業

2022/01 不二建設㈱ ㈱安宅設計 四谷三丁目PJ
2022/01 不二建設㈱ 不二建設㈱ 一級建築士事務所 さいたま市浦和区仲町2丁目計画新築工事
2022/01 風越建設㈱ ｵﾘｴﾝﾄ設計㈱ 木場Ⅰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2022/01 風越建設㈱ ㈱T設計工房 横浜市鶴見区生麦三丁目 新築工事
2022/01 風越建設㈱ ㈱有村建築設計事務所 青葉台ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 新築工事
2022/01 平岩建設㈱ ㈱ﾕﾆﾊﾞｧｻﾙ設計 歌舞伎町二丁目計画
2022/01 米持建設㈱ ｱｰﾙ･ｱｰｷ㈱ 金沢八景駅前ﾋﾞﾙ 新築工事
2022/01 北野建設㈱ 北野建設㈱ 一級建築士事務所 西新宿7丁目ｵﾌｨｽ計画
2022/01 木内建設㈱ 木内建設㈱ 一級建築士事務所 板橋区大山東町33番計画
2021/12 ｻﾝｴｽ建設㈱ ｻﾝｴｽ建設㈱ 一級建築士事務所 東中野計画新築工事
2021/12 ﾕｰﾋﾞｰｴﾑ㈱ AIUEO STUDIO㈱ 日本橋浜町3丁目ﾏﾝｼｮﾝ計画新築工事
2021/12 ﾗｲﾄ工業㈱ ㈱ｶｲ設計 板橋区熊野町計画新築工事
2021/12 りんかい日産建設㈱ ㈱押田建築設計事務所 ﾚｰﾍﾞﾝ富山古鍛冶町新築工事
2021/12 旭建設㈱ 旭建設㈱ 一級建築士事務所 流山市おおたかの森西1丁目計画
2021/12 ㈱MDI 棚橋建築設計事務所 FARE経堂Ⅲ 新築工事
2021/12 ㈱ｱｰﾊﾞﾝﾔﾏｲﾁ ㈱奥野設計 荒川区南千住有料老人ﾎｰﾑ新築工事
2021/12 ㈱ｶｼﾜﾊﾞﾗ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱ｹﾌﾟﾗｰ都市建築設計 墨田区業平4丁目計画 新築工事
2021/12 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱Sadhana.Arch. 平和台3丁目計画新築工事
2021/12 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ｴﾙ設計事務所 横浜青木町新築工事
2021/12 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ｶﾞｲ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 高円寺南2丁目計画新築工事
2021/12 ㈱安藤・間 ㈱安藤・間 一級建築士事務所 中野新井1丁目計画
2021/12 ㈱金城ｷｸ建設 ﾘｰﾒｯｸ㈱ ﾌﾟﾚﾐｽﾄ浦添港川 新築工事
2021/12 ㈱工藝舎 ㈱東京建築 ｴﾙﾌｧｰﾛ大塚Ⅲ新築工事
2021/12 ㈱合田工務店 ㈱T設計工房 江東区南砂2丁目 新築工事
2021/12 ㈱合田工務店 ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ﾘｰｸﾞ 笹塚3丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2021/12 ㈱佐藤秀 横堀建築設計事務所 松濤1丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2021/12 ㈱三浦工務店 ㈱岡部克哉建築設計事務所 成城6丁目PJ新築工事
2021/12 ㈱小川建設 ㈱ｽﾍﾟｰｽ･ｺﾑ ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ小岩Ⅱ新築工事
2021/12 ㈱小川建設 ㈱小川建設 一級建築士事務所 杉並区井草2丁目ﾏﾝｼｮﾝ 新築工事
2021/12 ㈱小川建設 ㈱小川建設 一級建築士事務所 豊島区南大塚1丁目Ⅲ 新築工事
2021/12 ㈱小川建設 ㈱太陽設計 豊島区南大塚1丁目Ⅱﾏﾝｼｮﾝ 新築工事
2021/12 ㈱小川建設 ㈲ﾋﾟｱ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｽﾀｼﾞｵ 豊島区池袋2丁目計画
2021/12 ㈱小川建設 ㈲都市環境建築設計事務所 浅草橋2丁目PJ新築
2021/12 ㈱松下産業 ㈱ｲｸｽ･ｱｰｸ都市設計 川崎市中原区新丸子町計画新築工事
2021/12 ㈱松村組 ㈱松村組 一級建築士事務所 第15柏栄ﾋﾞﾙ新築工事
2021/12 ㈱信友建設 ㈱ｱｰｷﾃｸﾄ･ｱｿｼｴｲﾂ･ﾖｺﾊﾏ 港南事務所事務所棟新築工事
2021/12 ㈱森本組 ㈱ATOM建築設計室 鹿児島上荒田Vﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2021/12 ㈱大京穴吹建設 ㈱建築計画 銀座ｲｰｽﾄ新築工事
2021/12 ㈱大林組 ㈱久米設計 三田3・4丁目地区第一種市街地再開発事業
2021/12 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱ｱﾄﾘｴﾃｨｰﾌﾟﾗｽ ﾙﾈｻﾝｽｺｰﾄ高田馬場 新築工事
2021/12 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 高田製薬株式会社 北埼玉工場2号棟建設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2021/12 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 南青山ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2021/12 ㈱北島工務店 ㈱ｺﾓﾝ･ﾘﾝｸ 百合丘計画新築工事
2021/12 ㈱明和工務店 ㈱大阪ﾋｶﾘ･ｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ｻﾑﾃｨ福島区吉野5丁目Ⅱ新築工事
2021/12 ㈱和田組 ㈱和田組 一級建築士事務所 北区田端2丁目計画新築工事
2021/12 ㈱淺沼組 北関東防衛局調達部 朝霞（2補）隊舎新設建築その他工事
2021/12 環境ｸﾘｴｲﾄ㈱ ㈱ｹﾌﾟﾗｰ都市建築設計 ﾐｭｰｼﾞｼｮﾝ浅草今戸新築工事
2021/12 環境ｸﾘｴｲﾄ㈱ 環境ｸﾘｴｲﾄ㈱ 一級建築士事務所 新御徒町PJ新築工事
2021/12 岩井建設㈱ ㈱ｺﾌﾟﾗｽ 文京千石ｺｰﾎﾟﾗﾃｨﾌﾞﾊｳｽ 新築工事
2021/12 共和産業JV 沖縄県土木建築部施設建築課 県営平良南団地建替工事（3工区）
2021/12 九鉄工業㈱ ㈱Gﾃﾞｻﾞｲﾝｱｿｼｴｲﾂ MJR熊本駅ﾃﾗｽ新築工事
2021/12 栗本建設工業㈱ ㈱ｲｸｽ･ｱｰｸ都市設計 用賀2丁目計画
2021/12 佐平建設JV 沖縄県土木建築部施設建築課 県営平良南団地建替工事（1工区）
2021/12 堺土建㈱ 堺市建築都市局建築部建築課 万崎建替公営住宅第一建設工事（第2工区）
2021/12 三和建設工業㈱ ㈱ANDO Imagineering Group ﾌｫﾙﾀｰﾅ浦和元町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2021/12 山田建設㈱ ㈱GMK一級建築士事務所 池袋本町三丁目20・21番防災街区整備事業防災施設建築物
2021/12 山田建設㈱ ㈱miwa 目黒区祐天寺2丁目共同住宅新築工事
2021/12 鹿島建設㈱ ㈱日本設計 中外製薬株式会社横浜研究拠点ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（仮称）西側敷地
2021/12 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 HANEDA INNOVATION CITY 増築工事
2021/12 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 ｱﾋﾟ株式会社 本巣医薬品工場建設工業
2021/12 住協建設㈱ ㈱ｱﾄﾘｴ ﾌﾟﾗｽ･ﾜﾝ ﾚｶﾞﾘｽ用賀新築工事
2021/12 尚輪興建JV 沖縄県土木建築部施設建築課 県営平良南団地建替工事（4工区）
2021/12 松井建設㈱ 渡辺貞明建築設計事務所 ﾄｰｴﾙ別館新築工事
2021/12 松尾建設㈱ ㈱H.S.R.ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ﾌﾟﾚﾐｽﾄ大濠2丁目新築工事
2021/12 新三平建設㈱ ㈲ｱｲ.ｴｲﾁ.ｴｽ.ｱｰｷﾃｸﾂ ｸﾘｵ両国新築工事
2021/12 新日本建設㈱ ㈱明 建築設計事務所 藤沢市本鵠沼計画 新築工事
2021/12 成弘建設㈱ 聖建築設計事務所 湊1丁目ﾏﾝｼｮﾝ
2021/12 西松建設㈱ ㈱坂倉建築研究所 新水ﾋﾞﾙ 新築工事

2021/12 西松建設㈱
㈱槇総合計画事務所･㈲西薗博美
構造設計事務所

慶応義塾大学湘南藤沢ｷｬﾝﾊﾟｽ 未来創造塾 ｳｴｽﾄ街区学生寮

2021/12 先嶋建設JV 沖縄県土木建築部施設建築課 県営平良南団地建替工事（2工区）
2021/12 多田建設㈱ ㈱ﾆｼﾔﾏ建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ 大森西ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2021/12 多田建設㈱ ㈱ねお設計 ﾌﾞﾘｼｱ武蔵中原 新築工事
2021/12 大成建設㈱ 北関東防衛局調達部 入間（2補）隊舎新設建築その他工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2021/12 大鉄工業㈱
西日本旅客鉄道㈱ 一級建築士事
務所

新大阪地区事務所ﾋﾞﾙ外新築他工事（機器室ﾋﾞﾙ）

2021/12
大林組・中村建設・中村
組建設共同企業体

日鉄ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター設計・建設業務

2021/12 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

清澄白河PJ企業寮・有料老人ﾎｰﾑ計画

2021/12 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

大田区中央8丁目介護施設計画 新築工事

2021/12 谷津建設㈱ ㈱長谷川建築企画 中野区白鷺2丁目計画 新築工事
2021/12 鉄建建設㈱ ㈱JR東日本建築設計 新潟現業事務所新築
2021/12 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 文京区湯島2丁目計画
2021/12 南海辰村建設㈱ ㈱ｲｸｽ･ｱｰｸ都市設計 台東区台東2丁目計画
2021/12 日本建設㈱ 積水ﾊｳｽ㈱ 一級建築士事務所 太子堂1丁目計画新築工事
2021/12 白石建設㈱ ㈲福井英晴建築設計事務所 赤坂2丁目17計画新築工事
2021/12 風越建設㈱ ㈱E.A.S.T.建築都市計画事務所 台東区根岸2丁目計画 新築工事
2021/12 風越建設㈱ ㈱NEOﾃﾞｻﾞｲﾝ 東京都荒川区町屋ﾏﾝｼｮﾝ分譲PJ新築工事
2021/12 風越建設㈱ ㈱小野田建築設計事務所 羽田5丁目計画 新築工事
2021/12 風越建設㈱ ㈱設計工房ﾃﾞｻﾞｲﾝｼｽﾃﾑ 門前仲町賃貸 新築工事

2021/12
福田組・志田内海特定
建設工事共同企業体

㈱菅野宏史建築設計事務所・工藤
真人建築設計事務所 設計共同体

青森市新町一丁目地区優良建築物等整備事業

2021/12 木内建設㈱ ㈱野口建築事務所 ﾏｽﾄｽｸｴｱ相生山新築工事
2021/12 木内建設㈱ 木内建設㈱ 一級建築士事務所 台東区西浅草2丁目計画 建設工事
2021/12 木内建設㈱ 木内建設㈱ 一級建築士事務所 国分寺市東恋ヶ窪3丁目計画新築工事

2021/12 野村建設工業㈱
野村建設工業㈱ 一級建築士事務
所

淡路町二丁目新築工事

2021/11 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱
ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 一級建築士
事務所

横浜鶴見中央4丁目新築工事計画

2021/11 ﾗｲﾄ工業㈱ ㈱千葉設計 世田谷区北沢1丁目計画新築工事
2021/11 ﾗｲﾄ工業㈱ ㈱日本ｴｰｺﾝ 大田区西蒲田七丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2021/11 りんかい日産建設㈱ ㈱ｼﾃｨ 木場ⅡPJ新築工事
2021/11 ㈱ｲｽﾞﾐ・ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ ㈱環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究所 矢川複合公共施設新築工事
2021/11 ㈱ｲﾁｹﾝ ㈱伊佐建設 一級建築士事務所 ﾗｸﾞｾﾞﾅ八王子新町 新築工事
2021/11 ㈱ｲﾁｹﾝ ㈲環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究室 練馬区豊玉南三丁目計画
2021/11 ㈱ｳﾗﾀ 叶ﾃﾞｻﾞｲﾝ㈱ 千駄木四丁目計画
2021/11 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ ㈱ｻﾝﾕﾆｵﾝ ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ鳥飼新築工事
2021/11 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ ㈲ｷｭｰｵｰｴﾙｸﾘｴｲｼｮﾝ ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ目白2丁目Ⅱ新築工事
2021/11 ㈱ﾄｰｷｮｰ工務店 ㈱ｽﾐﾄ EDIT高円寺新築工事

2021/11 ㈱ﾊﾟﾜｰｽﾞｱﾝﾘﾐﾃｯﾄﾞ
㈱ﾊﾟﾜｰｽﾞｱﾝﾘﾐﾃｯﾄﾞ 一級建築士事
務所

足立区栗原4丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事

2021/11 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ｴｽ・ｴｰ・ｴﾌｱｰｷﾃｸﾂ 九段北1丁目計画新築工事
2021/11 ㈱旭工建 ㈱藤和設計 大阪府営堺宮山台4丁第2期高層住宅（建て替え）新築工事
2021/11 ㈱関組 ㈱西尾建築設計 ﾌﾟﾚｼｽ船堀新築工事

2021/11 ㈱紅梅組
㈱NEXT 
ARCHITECT&ASSOCIATES

横浜ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

2021/11 ㈱合田工務店 ㈱ｴｸｾﾙﾜﾝ 北千束1丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2021/11 ㈱合田工務店 ㈱合田工務店 一級建築士事務所 立川市高松町3丁目計画
2021/11 ㈱合田工務店 ㈱合田工務店 一級建築士事務所 ﾄｰｼﾝﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ本社ﾋﾞﾙ増築工事
2021/11 ㈱謝花組 ㈱ﾁｰﾑｱﾙﾌｧ ｱｰﾊﾞﾝﾊﾟﾚｯﾄ南上原102街区 新築工事
2021/11 ㈱小川建設 ㈱協和設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ横濱伊勢佐木 新築工事
2021/11 ㈱小島組 ㈲UOYA建築設計 ｾﾙｱｰｼﾞｭ柿生新築工事
2021/11 ㈱松下産業 ㈱ATO建築設計事務所 ｻﾝﾋﾟｱ東大前新築工事
2021/11 ㈱大京穴吹建設 ㈱現代綜合設計 ﾗｲｵﾝｽﾞ蔵前計画 新築工事
2021/11 ㈱大山組 ㈱ﾄﾑ企画設計 市場東中町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2021/11 ㈱大勝 ㈱DAN総合設計 港南2丁目共同住宅 新築工事
2021/11 ㈱竹徳 ㈱藤井坂詰建築設計事務所 墨田区立川2丁目ﾏﾝｼｮﾝ② 新築工事
2021/11 ㈱田中工務店 ㈲鈴木康夫建築企画室 ﾃﾞｭｵﾌﾗｯﾂ池袋
2021/11 ㈱藤木工務店 ㈱創建築設計事務所 鵜の木3丁目計画

2021/11 ㈱日興ﾀｶﾗｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
㈱日興ﾀｶﾗｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 一級建築
士事務所

台東区浅草5丁目計画 新築工事

2021/11 ㈱冨士工 ㈱奥野設計 特別養護老人ホｰﾑ輝煌の郷新築工事
2021/11 ㈱本間組 ㈱ｹﾌﾟﾗｰ都市建築設計 台東区根岸5丁目計画 新築工事
2021/11 ㈱末長組 ㈱ｼﾞｪｰｴｽﾃﾞｨｰ 都筑区北山田計画
2021/11 ㈱鍜治田工務店 ㈱IAO竹田設計 名古屋市昭和区川名山町集合住宅計画
2021/11 ㈱鍜治田工務店 ㈱IAO竹田設計 名古屋市千種区田代本通計画新築工事
2021/11 岩田地崎建設㈱ ㈱企画設計事務所ｵﾙﾄ ｸﾘｵ西日暮里新築工事
2021/11 京王建設㈱ ㈱ｱｸｼｽ 一級建築士事務所 ﾙｰﾌﾞﾙ池袋四丁目 新築工事
2021/11 今井産業㈱ ㈱DAN総合設計 横浜市金沢区富岡東2丁目新築工事

2021/11
佐藤工業・ｽﾀｰ総合建設
共同企業体

久米設計・押田建築設計事務所・
空間創造研究所設計・工事監理共
同企業体

中規模ﾎｰﾙ整備官民連携事業

2021/11 坂田建設㈱ ㈱ﾙﾅ都市設計 ﾌﾟﾚｰﾙ・ﾄﾞｩｰｸ太平3丁目 新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2021/11 坂田建設㈱ 坂田建設㈱ 一級建築士事務所 洗足ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 新築工事
2021/11 埼玉建興㈱ ㈱企画設計事務所ｵﾙﾄ DS江古田計画共同住宅新築工事
2021/11 三和建設㈱ ㈱ﾄﾔﾏﾋﾞﾙ・戸田企画設計 SI門戸荘ﾜﾝﾙｰﾑﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2021/11 山田・湯建設工事共同 ㈱桂設計 大田区立大森第七中学校校舎改築及び外構その他工事

2021/11 山田建設㈱
㈱ﾈｸｽﾄｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 一級建築士事
務所

ﾚｰﾍﾞﾝ平塚松風町新築工事

2021/11 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 ｴｽｴｽ製薬第二製剤棟新築工事
2021/11 松井建設㈱ ｵﾘｴﾝﾄ設計㈱ 台東区浅草橋5丁目新築工事
2021/11 松井建設㈱ 圓徳寺 圓徳寺 改築工事
2021/11 松尾建設㈱ 松尾建設㈱ 一級建築士事務所 本駒込一丁目学生寮計画 新築工事
2021/11 新英興業㈱ ㈲鈴木康夫建築企画室 西小山ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事

2021/11 新三平建設㈱
㈱ｵｰﾙｸﾘｴｰｼｮﾝ 一級建築士事務
所

立花3丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2021/11 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 ﾆﾌﾟﾛ㈱大館工場新築工事
2021/11 西田建設㈱ 昭和・西川設計共同企業体 福井工業高専混在型学生寮新営その他工事
2021/11 石橋建設工業㈱ ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ岩田企画㈱ 東駒形4丁目計画

2021/11 川口土木建築工業㈱
川口土木建築工業㈱ 一級建築士
事務所

竜泉2丁目 共同住宅新築工事

2021/11 前田建設工業㈱
前田建設工業㈱ 一級建築士事務
所

東中野5丁目計画

2021/11 村本建設㈱ ㈱ｱｰｷﾌｫﾙﾑ 千代田区麹町3丁目6 新築工事
2021/11 大成建設㈱ 大成建設㈱ 一級建築士事務所 東京海道病院建替工事
2021/11 大成建設㈱ 大成建設㈱ 一級建築士事務所 難波中二丁目開発計画のうちC敷地計画
2021/11 大末建設㈱ ㈱IAO竹田設計 萩中賃貸住宅 計画
2021/11 第一建設工業㈱ ㈱現代綜合設計 西早稲田計画新築工事
2021/11 池田建設㈱ ㈱ｱｸｼｽ 一級建築士事務所 保塚町ﾏﾝｼｮﾝ 新築工事
2021/11 池田建設㈱ ㈲恒企画 横浜市南区万世町2丁目 計画（A棟）

2021/11 仲本建設㈱
㈲真玉橋設計事務所・㈲ia建築設
計事務所 業務委託共同企業体

沖縄市立学校給食ｾﾝﾀｰ第2調理場改築工事

2021/11 鉄建建設㈱
鉄建建設㈱ 一級建築士事務所・
㈱ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 一級建築
士事務所

墨田区緑3丁目16計画（A棟）

2021/11 田代建設㈱ ㈱木賀設計事務所 ｽﾊﾟｲｼｰﾓｰﾙ行橋 新築工事
2021/11 嶋田工業㈱ 積水ﾊｳｽ㈱ 一級建築士事務所 徳山駅南ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ新築工事
2021/11 東亜建設工業㈱ 北関東防衛局調達部 下総(2)訓練講堂新設建築その他工事
2021/11 奈良建設㈱ ㈱ﾋﾞｿﾞﾝ建築設計事務所 浦舟町5丁目計画 新築工事
2021/11 南海辰村建設㈱ ㈱IAO竹田設計 横浜市港北区大倉山1丁目計画
2021/11 日広建設㈱ ㈱畠山建築設計事務所 ｸﾚｲｼｱ芦花公園新築工事
2021/11 日本建設㈱ ㈱長大 医療法人慈風会厚地ｸﾘﾆｯｸ新築工事

2021/11 風越建設㈱
黒田建築設計舎 一級建築士事務
所

横浜ｳﾚﾀﾝ工業本社ﾋﾞﾙ新築工事

2021/11 平井工業㈱ ㈱ﾋﾞｿﾞﾝ建築設計事務所 岩間町1丁目計画 新築工事
2021/11 北野建設㈱ ㈲kwhgｱｰｷﾃｸﾂ 元麻布ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2021/11 木内建設㈱ ㈲環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究室 浅草2丁目計画建設工事
2021/11 立建設㈱ ㈱現代綜合設計 尼崎市南武庫之荘2丁目 計画 新築工事
2021/11 立沢建設㈱ ㈱相和技術研究所 我孫子市立湖北台保育園園舎建替本体工事
2021/10 ｱｲｻﾜ工業㈱ ｱｲｻﾜ工業㈱ 一級建築士事務所 神戸市東灘区岡本3丁目計画
2021/10 ｶﾅﾋﾃﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈲ｴｽｱｰﾙ建築設計事務所 芝大門計画

2021/10 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱
ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 一級建築士
事務所

錦町二丁目計画

2021/10 ㈱NCM ㈱NCM 竜泉2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2021/10 ㈱RCdesign ㈱RCdesign 一級建築士事務所 新町二丁目新築工事
2021/10 ㈱ROMAN ㈱柏設計 八広5丁目共同住宅新築工事
2021/10 ㈱ｳﾗﾀ ㈱TAP ﾘｰﾗ中野新築工事
2021/10 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ ㈱OAC設計 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ吉祥寺本町2丁目新築工事
2021/10 ㈱ｶｼﾜﾊﾞﾗ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ｶｽｹｰﾄﾞｱﾝﾄﾞﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ東大井5丁目 新築工事
2021/10 ㈱ｸﾞｯﾄﾞﾗｲﾌ建設 熊本建築研究所 松川_132 新築工事
2021/10 ㈱ｼﾐｽﾞ・ﾋﾞﾙﾗｲﾌｹｱ ㈱綜企画設計 大和東もみじの森保育園新築工事
2021/10 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 千代田化工建設㈱ 東邦ﾁﾀﾆｳﾑ触媒新工場建設工事
2021/10 ㈱ﾋﾟｰｴｽ三菱 ㈱三互 ｸﾞﾗﾝｲｰｸﾞﾙ南六郷1丁目52共同住宅 新築工事
2021/10 ㈱ﾋﾟｰｴｽ三菱 ㈱明建築設計事務所 寿ﾋｶﾘﾋﾞﾙ新築工事

2021/10 ㈱ﾌｪｲｽﾈｯﾄﾜｰｸ
㈱ﾌｪｲｽﾈｯﾄﾜｰｸ 一級建築士事務
所

GRANSITE文京茗荷谷 新築工事

2021/10 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾌｼﾞﾀ 一級建築士事務所 山梨学院高等学校生徒寮
2021/10 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱IAO竹田設計 新宿区高田馬場3丁目北敷地
2021/10 ㈱奥村組 ㈱三菱地所設計 JA東京むさし三鷹支店建設計画（東棟）
2021/10 ㈱岡工務店 ㈱IAO竹田設計 尼崎市浜2丁目計画 新築工事
2021/10 ㈱加賀田組 ㈱ｼﾞｪｰｴｽﾃﾞｨｰ 両国１丁目計画
2021/10 ㈱関組 ㈱光和設計 ﾌﾟﾚｼｽ武蔵境ﾌﾟﾛｽﾀｲﾙ 新築工事
2021/10 ㈱吉川工務店 ㈱星羅建築事務所 ｻﾑﾃｨ都島区都島北通1丁目 新築工事
2021/10 ㈱玉川組 ㈱玉川組 一級建築士事務所 ﾚﾝﾃｯｸICT事業ｾﾝﾀｰ 建物建設工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2021/10 ㈱熊谷組 ㈱ｱｰﾙ・ｱｲ・ｴｰ 羽沢横浜国大駅前 A地区 開発計画
2021/10 ㈱熊谷組 野村不動産㈱ 一級建築士事務所 H'O外苑前新築工事
2021/10 ㈱合田工務店 ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ﾘｰｸﾞ 高円寺北3丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2021/10 ㈱砂子組 ㈱I.A.C ﾌﾞﾗﾝｼｴﾗ札幌円山北計画
2021/10 ㈱小川建設 ㈱ｱｸｼｽ 一級建築士事務所 新宿区矢来町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2021/10 ㈱小川建設
東日本都市開発㈱ 一級建築士事
務所

東神田1丁目ﾎﾃﾙ新築工事

2021/10 ㈱松下産業 ㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾝ企画 亀戸1丁目30番地計画 新築工事
2021/10 ㈱大勝 ㈲ｱﾑｽﾞ建築設計事務所 横浜市南区睦町1丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2021/10 ㈱大木工務店 ㈱OKI設計 垂水区五色山1丁目 計画 新築工事
2021/10 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 栗木商事鳴子賃貸ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2021/10 ㈱冨士工 ㈱連設計 永生会下柚木計画新築工事
2021/10 ㈱片山組 ㈱ｴｸｾﾙﾜﾝ 立石5丁目 新築工事
2021/10 ㈱淺沼組 ㈱ﾗｶﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ研究所 新宿区市谷薬王寺町計画A棟新築工事
2021/10 ㈱錢高組 ㈱錢高組 一級建築士事務所 大塚寮新築工事
2021/10 ㈱鍜治田工務店 ㈱岡田建築計画事務所 ｱﾙﾊﾞｯｸｽ刈谷寿町 新築工事

2021/10 栗本建設工業㈱
栗本建設工業㈱ 一級建築士事務
所

川越幼稚園建替工事

2021/10 工新建設㈱ 工新建設㈱ 一級建築士事務所 中野区中野2丁目計画 新築工事

2021/10
鴻池組・大鉄工業建設
工事共同企業体

㈱安井建築設計事務所 大阪健康安全基盤研究所等一元化施設整備工事

2021/10 斎藤工業㈱ ㈱桂設計 東京消防庁杉並消防署高円寺出張所庁舎（2）改築工事その2
2021/10 薩摩建設㈱ ㈱啓建築設計 ﾙﾈｻﾝｽｺｰﾄ要町Ⅱ新築工事
2021/10 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 常滑市民病院婦人科不妊治療棟建設工事
2021/10 住協建設㈱ ㈱ARG 高井戸東3丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2021/10 住協建設㈱ ㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾝ企画 台東区根岸2丁目計画 新築工事
2021/10 住協建設㈱ ㈱ｼﾃｨﾗｲﾌ 高円寺ⅢPJ 新築工事
2021/10 松井建設㈱ ㈱三菱地所設計 佃島分院整備計画
2021/10 信城建設㈱ ㈱叶ｱｰｷﾃｸﾄ 上池袋4丁目計画新築工事
2021/10 新三平建設㈱ ㈲環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究室 入谷B計画建設工事
2021/10 新日本建設㈱ ㈱ｼﾞｪｰｴｽﾃﾞｨｰ 西日暮里5丁目ﾎﾃﾙ計画
2021/10 新日本建設㈱ 新日本建設㈱ 一級建築士事務所 EXC北参道ﾏﾝｼｮﾝ計画 新築工事
2021/10 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 箱根ﾎﾃﾙ小涌園新築工事
2021/10 川木建設㈱ ㈱高岡建築設計事務所 31県住入間霞川団地第3工区建築その他工事

2021/10 前田建設工業㈱
前田建設工業㈱ 一級建築士事務
所

みかど第2ﾋﾞﾙ新築工事

2021/10 相互建設㈱
㈱ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ・ｼﾃｨ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ建築設
計事務所

奥沢3丁目計画 新築工事

2021/10 村中建設㈱ 村中建設㈱ 一級建築士事務所 墨田区緑一丁目計画
2021/10 村本建設㈱ Urban Design+Development 上十条一丁目4番地区防災街区整備事業に係る防災施設建築物新築
2021/10 大井建設㈱ ㈱山田建築設計事務所 ｻｶｲ引越しｾﾝﾀｰ 武庫之荘社宅 新築工事
2021/10 大成建設㈱ 大成建設㈱ 一級建築士事務所 祇園甲部歌舞練場耐震改修工事
2021/10 大成建設㈱ 日鉄ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 西いぶり広域連合新中間処理施設建設工事
2021/10 大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 一級建築士事務所 丸八倉庫八街営業所 笹引2号倉庫 新築工事計画

2021/10 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

市川市新井3丁目計画 新築工事

2021/10 池田建設㈱ ㈱ﾆｭｰｵｰﾀﾞｰ建築研究所 大田区羽田6丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2021/10 池田建設㈱ ㈱菊建築設計 本所4丁目ﾏﾝｼｮﾝⅡ新築工事

2021/10
中村建設㈱・㈱志多木
組特定建設工事共同企

㈱あい設計 井原市立田中美術館新館建設工事

2021/10 鉄建建設㈱ ㈱井上穰建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究所 港区南青山7丁目有料老人ﾎｰﾑ計画
2021/10 鉄建建設㈱ ㈱叶設計 茅ヶ崎本宿計画 新築工事
2021/10 東亜建設工業㈱ ㈱楠山設計 厚木市学校給食ｾﾝﾀｰ整備運営事業
2021/10 東亜建設工業㈱ ㈲荒井設計事務所 木更津市新火葬場整備運営事業建設工事
2021/10 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 品川区東中延1丁目計画
2021/10 南海辰村建設㈱ 共同ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ﾗｲｵﾝｽﾞ入谷駅前 新築工事

2021/10 南海辰村建設㈱
南海辰村建設㈱ 一級建築士事務
所

志茂2丁目計画新築工事

2021/10 日本建設㈱ ㈱菅井工務店 一級建築士事務所 墨水荘建替計画
2021/10 飛島建設㈱ ㈱三輪設計 横浜市西区南幸二丁目計画
2021/10 飛島建設㈱ 飛島建設㈱ 一級建築士事務所 仙台五橋学生寮新築工事
2021/10 風越建設㈱ ㈱嘉環境設計 中区弥生町3丁目新築工事
2021/10 名工建設㈱ 名工建設㈱ 一級建築士事務所 米山産業㈱本社ﾋﾞﾙ建替計画新築工事
2021/10 和光建設㈱ 東西建築ｻｰﾋﾞｽ㈱ 市谷田町Ⅱ新築ﾋﾞﾙ 新築工事
2021/09 ｱｲﾃﾞｨ㈱ ｱｲﾃﾞｨ㈱ 一級建築士事務所 ｱｲﾃﾞｨ蒲田43新築工事

2021/09
ｵｵﾊﾞ・新英・青葉建設特
定建設工事共同企業体

㈱教育施設研究所 西が丘小学校新築工事

2021/09 株本建設工業㈱ 高村設計事務所 大乗寺防災防犯施設整備事業
2021/09 ㈱FORM GIVING ㈱DAN総合設計 茅ヶ崎幸町ﾋﾞﾙ新築工事
2021/09 ㈱IMI CORPORATION ｱｰｷﾃﾞｨﾊﾞｲｽｵﾌｨｽ㈲ ﾍﾞｱｰｽﾞｺｰﾄ桑江Ⅷ新築工事
2021/09 ㈱ｲﾁｹﾝ ㈱ｲﾁｹﾝ 一級建築士事務所 世田谷区船橋6丁目計画



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2021/09 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ ㈱長谷建築設計事務所 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ東中延2丁目 新築工事
2021/09 ㈱ｶｼﾜﾊﾞﾗ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱NC設計 特別養護老人ﾎｰﾑ 南葛西さくらの杜
2021/09 ㈱ﾅﾐｷ ㈱ﾅﾐｷ 一級建築士事務所 ｸﾞﾛｰﾘｵｼｪﾙﾄ麻布十番 新築工事
2021/09 ㈱ﾉﾊﾞｯｸ ㈱橘建築設計事務所 府中市本宿町2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2021/09 ㈱ﾉﾊﾞｯｸ ㈱三輪設計 ﾗｲｵﾝｽﾞ横浜関内計画 新築工事
2021/09 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱IAO竹田設計 新宿区高田馬場3丁目南敷地新築工事
2021/09 ㈱奥村組 ㈱伊藤喜三郎建築研究所 医療法人社団福寿会 福寿会病院新築工事
2021/09 ㈱吉田工務店 聖建築設計事務所 千駄ヶ谷ﾏﾝｼｮﾝ
2021/09 ㈱久保工 ㈱日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 神保町3丁目計画新築工事
2021/09 ㈱協栄組 ㈱ｱｸｼｽ 一級建築士事務所 ﾃﾞｨｱﾚｲｼｬｽ新蒲田新築工事
2021/09 ㈱熊谷組 ㈱ｱｰﾙ・ｱｲ・ｴｰ 阪急塚口駅前建替計画解体・新築工事
2021/09 ㈱熊谷組 ㈱北川原温建築都市研究所 学校法人豊昭学園新6号館新築工事
2021/09 ㈱合田工務店 ㈱TAP ﾊﾟﾃｨｰﾅ横濱阪東橋 新築工事
2021/09 ㈱合田工務店 ㈱合田工務店 一級建築士事務所 墨田区墨田2丁目計画新築工事
2021/09 ㈱合田工務店 ㈱日企設計 ﾌﾟﾚｻﾝｽ台東区浅草四丁目Ⅲ計画 新築工事
2021/09 ㈱合田工務店 ㈱日企設計 ﾌﾟﾚｻﾝｽ台東区浅草六丁目Ⅱ計画新築工事
2021/09 ㈱佐藤秀 ㈱宮川憲司建築事務所 世田谷区用賀3丁目計画
2021/09 ㈱森下組 ㈱PDA 大田区大森西3丁目共同住宅新築工事
2021/09 ㈱川村工営 ㈱三輪設計 浦安ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 新築工事
2021/09 ㈱創建 ㈲ｹﾐｶﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ 宮前区宮崎台PJ
2021/09 ㈱大京穴吹建設 ㈱ﾋﾞｰﾑｽ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 中野区本町5丁目計画
2021/09 ㈱大木工務店 ㈱大阪ﾋｶﾘ･ｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ﾜｺｰﾚ神戸北野坂LABEL新築工事
2021/09 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 安土町3丁目ﾋﾞﾙ新築工事
2021/09 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈲環設計室 経堂3丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2021/09 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 札幌すすきの駅前複合開発計画
2021/09 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 量子生命科学研究所新築工事
2021/09 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 栄研化学新研究棟新築工事

2021/09 ㈱藤木工務店
㈱櫻井潔建築設計事務所・
ETHNOS

ﾃﾝﾜｽ神宮前二丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

2021/09 ㈱日興ﾀｶﾗｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱ﾅﾋﾞ建築設計事務所 日ノ出町店舗付共同住宅新築工事
2021/09 ㈱麦島建設 ㈱ｱﾄﾘｴ ﾌﾟﾗｽ･ﾜﾝ 両国ⅣPJ
2021/09 ㈱平野組 ㈱INA新建築研究所 仙台市青葉区錦町1丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2021/09 ㈱明和工務店 ㈱ﾀｲﾄﾞ 楠町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2021/09 ㈱明和工務店 ㈱優都設計 ﾌﾟﾚｻﾝｽ神戸御幸通三丁目新築工事
2021/09 ㈱和田組 ㈱和田組 一級建築士事務所 台東区竜泉1丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2021/09 ㈱鍜治田工務店 ㈱IAO竹田設計 兵庫県私学会館建替PJ ｵﾌｨｽ棟・ﾏﾝｼｮﾝ棟
2021/09 ㈱鍜治田工務店 ㈱ｲｸｽ･ｱｰｸ都市設計 戸田市本町1丁目計画
2021/09 岩出建設㈱ ㈱ｼﾞｰﾕｰﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ｴｽﾃﾑｺｰﾄ浪速区日本橋東3丁目 新築工事
2021/09 岩田地崎建設㈱ ㈱IAO竹田設計 下北沢そらいろ保育園 新築工事
2021/09 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 下北沢高架下開発 B街区新築工事
2021/09 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 豊島区駒込一丁目ﾏﾝｼｮﾝ 計画
2021/09 京成建設㈱ ㈱現代綜合設計 池尻4丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2021/09 五洋建設㈱ 五洋建設㈱ 一級建築士事務所 東京大学丸和ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｨｰﾙﾄﾞ建設計画
2021/09 佐藤工業㈱ ㈱陣設計 文京区春日一丁目計画 新築工事
2021/09 坂田建設㈱ ﾜｲｽﾞ建築事務所 墨田区両国PJ 新築工事
2021/09 堺土建㈱ 積水ﾊｳｽ㈱ 一級建築士事務所 住吉区我孫子3丁目PJ 新築工事
2021/09 埼玉建興㈱ ㈲ﾀｹﾉﾔ事務所 ﾎｸｼﾖｰﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰｾﾝﾀｰ新築工事
2021/09 山田建設㈱ 山田建設㈱ 一級建築士事務所 ﾐｵｶｽﾃｰﾛｾﾝﾀｰ南Ⅲ新築工事
2021/09 鹿島建設㈱ ㈱ｱﾄﾘｴ ｼﾞｰ ｾﾌﾞﾝ 医療法人 五輪橋整形外科病院 建替新築工事
2021/09 住協建設㈱ ㈱TAP 墨田区立川四丁目 新築工事
2021/09 住協建設㈱ ㈱ｴﾙ設計事務所 台東区元浅草3丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2021/09 住協建設㈱ ㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾝ企画 亀戸7丁目計画新築工事
2021/09 住協建設㈱ ㈱ﾋﾛ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｵﾌｨｽ 台東区浅草橋二丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2021/09 新三平建設㈱ ㈲環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究室 入谷A計画 建設工事
2021/09 新日本建設㈱ ㈱IAO竹田設計 渋谷本町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 新築工事
2021/09 成常建設㈱ ㈱ﾏﾘﾓ 一級建築士事務所 ﾎﾟﾚｽﾀｰ下野市祇園1丁目新築工事
2021/09 清水建設㈱ ㈱TEAM IWAKIRI JAPAN 目黒区青葉台3丁目計画
2021/09 青木あすなろ建設㈱ ㈱ｺﾓﾝ･ﾘﾝｸ 渋谷区代々木5丁目計画新築工事

2021/09 青木あすなろ建設㈱
青木あすなろ建設㈱ 一級建築士
事務所

小伝馬町ｵﾌｨｽﾋﾞﾙPJ

2021/09 村本建設㈱ ㈱長谷川建築企画 北区赤羽西1丁目計画 新築工事
2021/09 大寛組JV 沖縄県土木建築部下水事務所 那覇浄化ｾﾝﾀｰ 最終沈殿池築造工事（1工区）
2021/09 大洋建設㈱ ㈱ｱｱﾙ建築計画 藤沢市川名計画 新築工事
2021/09 中野建設㈱ ㈱小野田建築設計事務所 東綾瀬1丁目計画 新築工事
2021/09 中野建設㈱ 中野建設㈱ 一級建築士事務所 墨田区京島一丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事計画
2021/09 鉄建建設㈱ 北海道防衛局調達部 奥尻（2）局舎新設等建築工事（3工区）局舎
2021/09 東亜建設工業㈱ ㈱IAO竹田設計 品川区上大崎1丁目計画

2021/09 東亜建設工業㈱
東亜建設工業㈱ 一級建築士事務
所

渋谷区神山町計画新築工事

2021/09 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 富士物流筑波物流ｾﾝﾀｰ建設工事
2021/09 内野建設㈱ 内野建設㈱ 一級建築士事務所 北町5丁目計画新築工事
2021/09 日南鉄構㈱ ㈱御手洗龍建築設計事務所 所沢寿町ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
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2021/09 日本建設㈱ ㈲ｼﾞｰ・ｸﾗﾌﾄ ﾒｿﾞﾝ今村Ⅱ新築工事
2021/09 風越建設㈱ ㈱ｱｲ・ｴｽ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 板橋区4丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2021/09 風越建設㈱ ㈱叶設計 川崎市大師駅前計画 新築工事
2021/09 北野建設㈱ ㈱高村ﾃﾞｻﾞｲﾝ事務所 ﾋﾞﾊﾞﾘｰﾎｰﾑｽﾞ豊島園 新築工事
2021/09 名工建設㈱ ㈱SHOW建築設計事務所 台東区元浅草4丁目計画
2021/08 ｼﾞｪｸﾄ㈱ ｼﾞｪｸﾄ㈱ 一級建築士事務所 上新城第2TJ新築工事
2021/08 旭建設㈱ ㈱榎本建築設計事務所 第15花園ﾋﾞﾙ改築工事
2021/08 ㈱DAIJU ㈱ﾃｨｰｴﾑｴｯﾁ ｴｽﾃﾑｺｰﾄ東淀川区西淡路4丁目 新築工事
2021/08 ㈱NIPPO ㈱WA建築設計 平沼一丁目計画 新築工事
2021/08 ㈱RC建設 ㈱東京建築 ｴﾙﾌｧｰﾛ阿佐ヶ谷新築工事
2021/08 ㈱ｲﾁｹﾝ ㈱三輪設計 新宿区西早稲田1丁目計画
2021/08 ㈱ｲﾁｹﾝ ㈱対木 ｴｽﾘｰﾄﾞ新栄三丁目新築工事
2021/08 ㈱ｳﾗﾀ ㈱叶ｱｰｷﾃｸﾄ 墨田区緑3丁目計画
2021/08 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ ㈱ｸﾚｵ ﾌｧｲﾝｽｸｴｱ瑞江新築工事
2021/08 ㈱ｼﾐｽﾞ・ﾋﾞﾙﾗｲﾌｹｱ ㈱建築計画 新小岩一丁目計画新築工事
2021/08 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ｱﾄﾘｴ ﾌﾟﾗｽ･ﾜﾝ 飯田橋2ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2021/08 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾃﾞｻﾞｲﾝ 足立区柳原1丁目計画新築工事
2021/08 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱多田建築研究所 ｶﾞｰﾗ横浜三ツ沢新築工事
2021/08 ㈱安藤・間 ㈱あい設計 広島地家裁福山支部庁舎新営建築工事
2021/08 ㈱安藤・間 ㈱佐藤総合計画 早稲田中学校・高等学校3号館・興風館建替工事
2021/08 ㈱岡工務店 ㈱IAOﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ＆ﾃﾞｻﾞｲﾝ ﾏｽﾄﾒｿﾞﾝ芦屋新築工事
2021/08 ㈱葛工務店 ㈲ﾊﾞｹﾗｯﾀ 神山町14PJ新築工事
2021/08 ㈱協栄組 ㈱ｱｸｼｽ 一級建築士事務所 ﾃﾞｨｱﾚｲｼｬｽ新蒲田
2021/08 ㈱熊谷組 ㈱久米設計 東京女子学園中学校・高等学校建替え計画
2021/08 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 一級建築士事務所 兵庫県西宮市花園町計画
2021/08 ㈱熊谷組 野村不動産㈱ 一級建築士事務所 PMO田町Ⅲ新築工事
2021/08 ㈱合田工務店 ㈱合田工務店 一級建築士事務所 大田区雪谷大塚町計画 新築工事
2021/08 ㈱守谷商会 ㈲湯本建築事務所 長野県上田市中央2丁目計画
2021/08 ㈱住宅王 ｲﾄｰﾋﾟｱﾎｰﾑ㈱ 目黒本町5丁目PJ
2021/08 ㈱重藤組 工新建設㈱ 一級建築士事務所 学校法人 大原学園岡山校実習棟新築工事
2021/08 ㈱小川建設 PCMC・ｱｰｷﾃｸﾄ・ｻﾎﾟｰﾄ㈱ 豊島区東池袋2丁目計画
2021/08 ㈱小川建設 ㈱小川建設 一級建築士事務所 新宿区河田町ﾏﾝｼｮﾝ 新築工事

2021/08 ㈱小川建設
東日本都市開発㈱ 一級建築士事
務所

港区芝4丁目ﾎﾃﾙ新築工事

2021/08 ㈱小川建設 ㈲庵都市建築設計事務所 世田谷区上野毛4丁目計画 新築工事
2021/08 ㈱小俣組 ㈱小俣組 一級建築士事務所 大山衹命神示教会事務会館3改修工事
2021/08 ㈱松永建設 ㈱松田平田設計 岩槻南病院増改築工事
2021/08 ㈱松下産業 叶ﾃﾞｻﾞｲﾝ㈱ 千早3丁目計画
2021/08 ㈱松下産業 ㈱ﾃﾞｨｽｸ ﾐｭｰｼﾞｼｮﾝ川崎本町計画
2021/08 ㈱松尾工務店 ㈱日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 品川区北品川6丁目計画新築工事
2021/08 ㈱森本組 ㈱森本組 一級建築士事務所 横浜市金沢区泥亀1丁目計画
2021/08 ㈱増田ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱村松ﾃﾞｻﾞｲﾝ事務所 東村山むさしの認定こども園・改築計画
2021/08 ㈱大山組 ㈱大山組 一級建築士事務所 小杉御殿町1丁目S計画新築工事
2021/08 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 中央林間西物流施設新築工事
2021/08 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 GLA八ヶ岳いのちの里研修棟新築計画
2021/08 ㈱竹中工務店 ㈲野沢正光建築工房 六本木事務所ﾋﾞﾙ 新築工事
2021/08 ㈱藤木工務店 ㈱現代綜合設計 大井4丁目計画 新築工事
2021/08 ㈱徳祥 八千代ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ㈱ 環2築地換気所建築その他工事
2021/08 ㈱萩野工務店 ㈱SENDAIBASE 六丁の目南町新築工事
2021/08 ㈱淺沼組 ㈱石本建築事務所 ｲﾜｾ・ｴｽﾀ神奈川支店新築工事
2021/08 ㈱淺川組 ㈱ｽﾍﾟｰｽ･ｺﾑ ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ谷塚 新築工事

2021/08
金子工務店・小松建設
特定建設工事共同企業

葛飾区施設部営繕課
葛飾区小中一貫校 高砂けやき学園 葛飾区立高砂小学校･高砂中学
校 建築工事

2021/08 五洋建設㈱ 沖縄防衛局調達部 石垣島(2)隊庁舎(A)新設建築工事
2021/08 坂田建設㈱ ㈲ｴﾇ・ｲｰ・ｴｲ設計事務所 ﾌﾟﾚｰﾙ・ﾄﾞｩｰｸ錦糸町Ⅳ新築工事
2021/08 薩摩建設㈱ PCMC・ｱｰｷﾃｸﾄ・ｻﾎﾟｰﾄ㈱ ﾙﾈｻﾝｽｺｰﾄ京急蒲田 計画

2021/08 三和建設工業㈱
三和建設工業㈱ 一級建築士事務
所

東日暮里1丁目ﾋﾞﾙ新築工事計画

2021/08
鹿島建設・NB建設特定
建設工事共同企業体

㈱山下設計 創価学会 横浜泉文化会館 新築工事

2021/08 守屋八潮建設㈱ ㈱大栄建築事務所 埼玉りそな銀行秩父支店新築工事
2021/08 住協建設㈱ ｴﾙｱｰｽ建築設計工房㈱ 立川四丁目ﾏﾝｼｮﾝ 新築工事
2021/08 住協建設㈱ ㈱大和地所 百人町2丁目計画Ⅱ新築工事
2021/08 住協建設㈱ ㈱都市みらい総合計画研究所 墨田5丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2021/08 住協建設㈱ ㈱飯島建築設計事務所 ｸﾚｲｼｱ六郷土手新築工事
2021/08 松井建設㈱ ㈱IAO竹田設計 北品川5丁目計画 新築工事
2021/08 新日本工業㈱ 東京都東部公園緑地事務所 多摩動物公園ｷﾘﾝ舎整備工事その2
2021/08 清水建設㈱ ㈱日本設計 新行政棟・文化庁移転施設整備工事
2021/08 先嶋建設㈱ ㈱miwa 伊良部佐和田ﾎﾃﾙ新築工事
2021/08 川口土木建築工業㈱ ㈱宮田建築事務所 ｱｽﾞﾊｲﾑ三鷹
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2021/08 前田建設工業㈱
前田建設工業㈱ 一級建築士事務
所

ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙにかほ統合BPOﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

2021/08 前田建設工業㈱
前田建設工業㈱ 一級建築士事務
所

日本ﾋﾟｰｴｽ新工場建設工事

2021/08 村本建設㈱ ㈱ﾄﾞﾙﾌ企画設計 宮が丘2丁目計画
2021/08 多田建設㈱ ㈱ﾍﾞﾙﾌﾗｯﾂ 一級建築士事務所 江戸川区南篠崎Ⅰ計画
2021/08 大旺新洋㈱ ㈱朝倉崇夫都市建築設計事務所 RELIA尻手新築工事
2021/08 大成建設㈱ ㈱久米設計 大日本印刷市谷工場整備計画 建設工事［C工区］
2021/08 大豊建設㈱ ｱｰｷｻｲﾄﾒﾋﾞｳｽ㈱ 東京都港区白金4丁目計画
2021/08 大豊建設㈱ ㈱ﾀｸﾄﾌﾟﾗﾝ建築事務所 高槻市西真上1丁目PJ
2021/08 大洋建設㈱ 大洋建設㈱ 一級建築士事務所 藤沢市藤沢545計画

2021/08 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

當眞様銘苅3丁目共同住宅新築工事

2021/08 池田建設㈱ ㈱伊佐建設 一級建築士事務所 ﾌﾟﾚｰﾙ・ﾄﾞｩｰｸ西大島Ⅱ 新築工事
2021/08 池田建設㈱ ㈱瑠建築設計事務所 横浜石川町計画
2021/08 池田建設㈱ ㈲湯本建築事務所 新宿区高田馬場2丁目計画新築工事
2021/08 中野建設㈱ ㈱ﾃﾞｨｽｸ 入船1丁目計画 新築工事
2021/08 中野建設㈱ ㈱ﾋﾞｿﾞﾝ建築設計事務所 吉野町2丁目計画 新築工事
2021/08 坪井工業㈱ 坪井工業㈱ 一級建築士事務所 渋谷区千駄ヶ谷三丁目計画
2021/08 鉄建建設㈱ ㈱菅野宏史建築設計事務所 ﾚｰﾍﾞﾝ弘前駅前 新築工事
2021/08 東亜建設工業㈱ ㈱K･ｱｰｷﾃｸﾂ 養護老人ﾎｰﾑ敬愛の園 移転新築計画
2021/08 東急建設㈱ ㈱広瀬建築設計事務所 高田馬場2丁目菊月ﾋﾞﾙ建替計画 新築工事
2021/08 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 京王電鉄ﾊﾞｽ中野車庫B敷地開発計画
2021/08 馬淵建設㈱ ㈱朝倉崇夫都市建築設計事務所 ｶﾞｰﾗ横浜阪東橋 新築工事
2021/08 風越建設㈱ ㈱長谷建築設計事務所 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ高輪3丁目 新築工事
2021/08 明石土建工業㈱ ㈱IAO竹田設計 明石市朝霧南町集合住宅 新築工事
2021/08 木内建設㈱ ㈱三輪設計 浜松市中区早出町計画新築工事
2021/08 木内建設㈱ 木内建設㈱ 一級建築士事務所 港区高輪1丁目4計画新築工事
2021/08 木内建設㈱ 木内建設㈱ 一級建築士事務所 品川区上大崎4丁目計画
2021/08 木内建設㈱ ㈲環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究室 横浜根岸計画 建設工事
2021/07 ﾄﾖﾀT&S建設㈱ ﾄﾖﾀT&S建設㈱ 一級建築士事務 市川市市川南1丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2021/07 ﾆｼｷ建設㈱ ﾆｼｷ建設㈱ 一級建築士事務所 至仁会職員寮 新築工事
2021/07 みやび建設㈱ ㈱富士建築設計事務所 板橋区清水町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2021/07 ㈱RCdesign ㈱RCdesign 一級建築士事務所 ﾌﾞﾗﾝｴｰﾙ代々幡　新築工事
2021/07 ㈱ｲﾁｹﾝ ㈱ｵｰﾑﾗ建築設計 ｶﾞｰﾗ相模大塚 新築工事
2021/07 ㈱ｲﾁｹﾝ ㈱伊佐建設 一級建築士事務所 ﾗｸﾞｾﾞﾅ八王子南町 新築工事
2021/07 ㈱ｲﾁｹﾝ ㈱荒川建築設計事務所 ﾗ・ｸﾗｯｾ札幌S5E1 新築工事
2021/07 ㈱ｲﾁｹﾝ ㈱三和設計 大塚帝京大学ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽⅠ新築工事
2021/07 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ ㈲湯本建築事務所 川口市並木3丁目計画新築工事
2021/07 ㈱ﾅﾐｷ ㈱ﾅﾐｷ 一級建築士事務所 ｸﾞﾛｰﾘｵｼｪﾙﾄ神宮前 新築工事
2021/07 ㈱ﾅﾐｷ ㈱ﾅﾐｷ 一級建築士事務所 荏原1丁目PJ 新築工事
2021/07 ㈱ﾉﾊﾞｯｸ ㈱いしばし設計 ｸﾘｵ新横浜ﾏｽﾀｰﾌﾟﾚｲｽ新築工事

2021/07 ㈱ﾊﾟﾜｰｽﾞｱﾝﾘﾐﾃｯﾄﾞ
㈱ﾊﾟﾜｰｽﾞｱﾝﾘﾐﾃｯﾄﾞ 一級建築士事
務所

町田市森野1丁目1266ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 新築工事

2021/07 ㈱ﾌｪｲｽﾈｯﾄﾜｰｸ KADA 一級建築士事務所 三軒茶屋二丁目計画
2021/07 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾌｼﾞﾀ 一級建築士事務所 東松山石橋開発計画に伴う開発工事（建築）【西区画】
2021/07 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱梓設計 南部地区職業教育拠点校 新築工事
2021/07 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾝ企画 大森中１丁目計画新築工事
2021/07 ㈱安藤・間 ㈲ｴﾑ･ｱｲ･ｴｲ建築設計 高松幼稚園遊戯室棟・第二園舎耐震改築工事
2021/07 ㈱榎並工務店 ㈱日企設計 中央区博労3丁目 計画
2021/07 ㈱掛谷工務店 ㈱唐津・山下建築設計事務所 ｱﾙｶﾃﾞｨｱ茨木末広町 新築工事
2021/07 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 一級建築士事務所 幕張新都心若葉住宅地区計画 B-3街区
2021/07 ㈱建研 ㈱共同設計事務所 西小岩5丁目計画新築工事
2021/07 ㈱合田工務店 ㈱設計工房ｲｰ･ﾃﾞｨｰ 西馬込Ⅶﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2021/07 ㈱佐藤秀 ㈱坂倉建築研究所 南平台NA邸 新築工事
2021/07 ㈱小川建設 ㈱ｱｸｼｽ 一級建築士事務所 ﾒｲﾝｽﾃｰｼﾞ立川Ⅵ新築工事
2021/07 ㈱小川建設 ㈱ｵﾝｽﾞﾃﾞｺ ﾌﾟﾚｼｽ豊田多摩平 新築工事
2021/07 ㈱小俣組 ㈱SALHAUS 学校法人徳心学園 学園整備事業 六期 その1
2021/07 ㈱松下産業 ㈱石嶋設計室 立華学苑 新園舎 建替計画
2021/07 ㈱松村組 ㈱三互 中央3丁目施設　新築工事
2021/07 ㈱神崎組 姫路市都市局公共建築部住宅課 姫路市営市川住宅（第2期）高層建替（建築）工事
2021/07 ㈱青 豊田土建㈱ 一級建築士事務所 T-FLAT2
2021/07 ㈱川村工営 ㈱ｺｽﾓｱﾙﾌｧｰ 本郷2丁目計画
2021/07 ㈱川村工営 ㈱ﾑｰﾋﾞﾝｸﾞ･ｱｰｷ 練馬区早宮ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2021/07 ㈱大松建設 ㈱みかんぐみ 木更津工業高専国際寮 新営その他工事
2021/07 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 研究開発複合棟(横浜)新築工事
2021/07 ㈱大林組 ㈲芦原太郎建築事務所 広尾-S PROJECT
2021/07 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ﾌｧｸﾄﾘｰ 葛飾区亀有1丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2021/07 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱宮内武志建築設計事務所 ﾍﾞﾙｼｰﾄﾞ門前仲町Ⅱ共同住宅新築工事
2021/07 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 京都銀行西院支店建替
2021/07 ㈱竹徳 ㈱藤井坂詰建築設計事務所 江東区亀戸6丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2021/07 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 一級建築士
事務所

府中市宮西町2丁目計画

2021/07 ㈱麦島建設 ㈱尾崎建築設計 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ大塚2丁目新築工事
2021/07 ㈱福子工務店 ㈲ﾉｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 横浜通町1丁目A棟・B棟計画 新築工事
2021/07 ㈱北岡組 ㈱ｱｸｼｽ 一級建築士事務所 ﾌﾟﾗﾁﾅｺｰﾄ武蔵小杉 新築工事
2021/07 ㈱本間組 ㈱現代綜合設計 目黒区緑が丘1丁目計画 新築工事
2021/07 ㈱淺沼組 大阪市都市整備局公共建築部 水都国際中学校・高等学校 西学者 建設その他工事
2021/07 ㈱淺川組 ㈱光和設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ聖蹟桜ヶ丘

2021/07 ㈱鍜治田工務店
㈱鍜治田工務店 一級建築士事務
所

聖護院本社 新築計画

2021/07 ㈱鍜治田工務店
㈱鍜治田工務店 一級建築士事務
所

座間市相模が丘5丁目計画 新築工事

2021/07 ㈱𠮷原組 ㈱ﾌﾟﾗｽﾃﾞｺ ﾌﾟﾚｼｽ田端ｳﾞｨｱﾗ新築工事

2021/07 京王建設㈱
ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ･ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ 一
級建築士事務所

RBM本郷ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ新築工事

2021/07 栗本建設工業㈱ ㈱一粒社ｳﾞｫｰﾘｽﾞ建築事務所 社会福祉法人愛理会 ｸﾛｰﾊﾞｰこども園新築工事
2021/07 戸田建設㈱ ㈱現代綜合設計 ﾄﾞｰﾐｰ深草新築工事
2021/07 工新建設㈱ ㈱IAO竹田設計 品川区西五反田二丁目計画新築工事
2021/07 佐田建設㈱ ㈱TOKI設計 ｼｰﾝｽﾞ高槻真上町 新築工事
2021/07 堺土建㈱ ㈱優都設計 阿倍野区天王寺町南3丁目計画 新築工事
2021/07 薩摩建設㈱ ㈱ﾌｫｰﾕｰﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 萩中・大山ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2021/07 三和建設㈱ ㈱ｹｲ・吉嶋ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・ﾊﾟｰﾃｨ SI世田谷区経堂新築工事
2021/07 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 ﾏﾙｲﾄOBPﾋﾞﾙ美術館 増築工事
2021/07 住協建設㈱ ㈱ARG 横浜潮田町1丁目ﾏﾝｼｮﾝ 新築工事
2021/07 住協建設㈱ ㈱MILESTONE 墨田区京島一丁目計画新築工事
2021/07 住協建設㈱ ㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾝ企画 立石3丁目計画 新築工事
2021/07 住協建設㈱ ㈱岡田総合計画 日本橋浜町3丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2021/07 住協建設㈱ ㈱畠山建築設計事務所 新小岩1丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2021/07 住協建設㈱ ㈱瑠建築設計事務所 ｺﾝｼｪﾘｱ南麻布Ⅲ新築工事
2021/07 松井建設㈱ ㈱現代建築研究所 日野病院建替新築工事
2021/07 松尾建設㈱ ｱﾊﾟﾏﾝｼｮﾝ㈱ 一級建築士事務所 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ 〔別府駅前〕 新築工事
2021/07 上條建設㈱ ㈱都祭建築設計事務所 ｲﾙｼﾞﾗｿｰﾚ新築工事
2021/07 新日本建設㈱ ㈱三輪設計 市川4丁目計画 新築工事
2021/07 新日本建設㈱ 新日本建設㈱ 一級建築士事務所 EXC千葉西Ⅱ計画 新築工事
2021/07 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 株式会社久原本家食品 北海道工場新築工事

2021/07
西松・大米建設工事共
同企業体

naylor wentworth lund architects 日本沖縄神殿新築工事

2021/07 村本建設㈱ 村本建設㈱ 一級建築士事務所 小石川四丁目計画新築工事
2021/07 多田建設㈱ ㈱ﾍﾞﾙﾌﾗｯﾂ 一級建築士事務所 江戸川区南篠崎Ⅱ計画
2021/07 多田建設㈱ ㈱核建築設計事務所 大森町Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2021/07 多田建設㈱ ㈲ｱｲ.ｴｲﾁ.ｴｽ.ｱｰｷﾃｸﾂ 葛飾区青砥計画 新築工事
2021/07 大晋建設㈱ ㈱H.S.R.ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ｱﾙﾌｧｽﾃｲﾂ北谷ﾋﾙｽﾞ 新築工事
2021/07 大成建設㈱ 大成建設㈱ 一級建築士事務所 ｲｵﾝﾈｸｽﾄ誉田CFC新築工事 工場棟
2021/07 大成建設㈱ 妹尾正治建築事務所 六本木K邸 新築工事
2021/07 大末建設㈱ ㈱SHOW建築設計事務所 多摩市関戸2丁目計画新築工事
2021/07 大洋建設㈱ 大洋建設㈱ 一級建築士事務所 岩本町1丁目 新築工事

2021/07 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

足立区綾瀬三丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

2021/07 谷津建設㈱ ㈱IAO竹田設計 杉並区浜田山2丁目計画新築工事
2021/07 中央建設㈱ ㈱秀ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 墨田区向島4丁目計画新築工事
2021/07 鉄建建設㈱ 一級建築士事務所 AGORA 墨田区江東橋5丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2021/07 東亜建設工業㈱
東亜建設工業㈱ 一級建築士事務
所

CPD名古屋みなと物流ｾﾝﾀｰ新築工事

2021/07 内野建設㈱ AIUEO STUDIO㈱ 菊川１丁目ﾏﾝｼｮﾝ計画新築工事

2021/07
日成工事・大場建設共
同企業体

㈱洋建築企画 厚木児童相談所新築工事（建築）

2021/07 日本建設㈱ ㈱藤井亮介建築研究所 墨田区本所2丁目計画
2021/07 福井建設㈱ ㈱星羅建築事務所 神戸市兵庫区東柳原町新築工事
2021/07 平岩建設㈱ ㈱岡部憲明ｱｰｷﾃｸﾁｬｰﾈｯﾄﾜｰｸ 練馬区石神井台6丁目PJ新築工事

2021/07 明石土建工業㈱
明石土建工業㈱ 一級建築士事務
所

東灘区甲南町ﾏﾝｼｮﾝ 新築工事

2021/07 鈴与三和建物㈱ ㈱空間ｼｽﾃﾑ研究所 西五反田5丁目新築工事
2021/06 ｼﾞｪｸﾄ㈱ ｼﾞｪｸﾄ㈱ 一級建築士事務所 ｸﾚｽﾄ井田
2021/06 ｼﾞｪｸﾄ㈱ ｼﾞｪｸﾄ㈱ 一級建築士事務所 今井南町8-4TSﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2021/06 ｽﾀｰﾂCAM㈱ ㈱ｲｸｽ･ｱｰｸ都市設計 恵比寿3丁目計画新築工事
2021/06 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈱谷口建築企画 ｾﾝﾁｭﾘｰ西八王子
2021/06 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈱長谷建築設計事務所 杉並区松庵1丁目計画新築工事
2021/06 ㈱ｳﾗﾀ ㈱ｶﾞｲ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 緑１丁目2番ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2021/06 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ ㈱OAC設計 日本橋馬喰町2丁目計画
2021/06 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ ㈱ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾃﾞｻﾞｲﾝ 横浜市港北区新横浜1丁目計画
2021/06 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ ㈲湯本建築事務所 川口市並木3丁目計画新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2021/06 ㈱ｸﾞｯﾄﾞﾗｲﾌ建設 熊本建築研究所 東町_125新築工事
2021/06 ㈱ｿﾈｯｸ ㈱ｱｲﾋﾞｰ設計事務所 ｻﾑﾃｨ名古屋市中区千代田5丁目 新築工事
2021/06 ㈱ﾅﾐｷ ㈱ｺﾎｰﾈｽ 中野区南台五丁目計画 新築工事

2021/06 ㈱ﾊﾟﾜｰｽﾞｱﾝﾘﾐﾃｯﾄﾞ
㈱ﾊﾟﾜｰｽﾞｱﾝﾘﾐﾃｯﾄﾞ 一級建築士事
務所

ﾘﾘｨﾊﾟﾜｰｽﾞﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ すみだ向島別館 新築工事

2021/06 ㈱ﾊﾝｼﾝ建設 ㈱ｱｲ・ｴﾌ建築設計研究所 大阪府営豊中新千里北第1期高層住宅（建て替え）新築工事
2021/06 ㈱ﾋﾟｰｴｽ三菱 ㈱AE総合計画 ASTILE原宿新築工事
2021/06 ㈱ﾌｫｰｻﾞｸﾞｯﾄﾞ ㈱日本ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ経営企画 ARK HOUSE 市ヶ谷払方町新築工事
2021/06 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱三菱地所設計 銀座6丁目計画
2021/06 ㈱ﾐｽﾀｰﾋﾞﾙﾄﾞ ㈲田中設計 志木本町計画新築工事
2021/06 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈲ﾉｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ｸﾚｲｼｱ下北沢新築工事
2021/06 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈲松尾建築研究所 人形町2丁目計画新築工事
2021/06 ㈱安藤・間 ㈱盛総合設計 社会医療法人 康陽会 介護棟新築工事
2021/06 ㈱安藤・間 北海道防衛局調達部 当別（30補）庁隊舎新設等建築工事
2021/06 ㈱岡工務店 ㈱TOKI設計 ﾌﾟﾚｻﾝｽ神戸市中央区加納町2丁目新築工事
2021/06 ㈱間仁田建設 東京都八丈支庁総務課 東京都八丈支庁桜平住宅新築工事
2021/06 ㈱桑原組 ㈱内藤建築事務所 ｳﾞｫｰﾘｽﾞ記念病院移転新築工事
2021/06 ㈱紅梅組 ㈱ﾋﾞｿﾞﾝ建築設計事務所 浅間町2丁目計画 新築工事
2021/06 ㈱合田工務店 ㈱ｼﾞﾑｽ建築設計事務所 南千住５丁目新築工事
2021/06 ㈱合田工務店 ㈱ﾌｫﾙﾑ建築計画研究所 志木・ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅新築工事
2021/06 ㈱合田工務店 ㈱創建築設計事務所 ﾊﾟﾃｨｰﾅ新高島平新築工事
2021/06 ㈱三木組 ㈱ｵﾝｽﾞﾃﾞｺ ﾌﾟﾚｼｽ鶴ヶ峰 新築工事
2021/06 ㈱小川建設 ㈱ｱﾄﾘｴ ﾌﾟﾗｽ･ﾜﾝ 西小山2ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2021/06 ㈱小川建設 ㈱小川建設 一級建築士事務所 豊島区南大塚1丁目計画新築工事
2021/06 ㈱松下産業 ㈱松下産業 一級建築士事務所 南加瀬4丁目計画
2021/06 ㈱松尾工務店 ㈱叶ﾃﾞｻﾞｲﾝ 綾瀬二丁目計画
2021/06 ㈱森下組 ㈱光和設計 台東区東浅草１丁目計画
2021/06 ㈱森本組 ㈱ﾆｭｰｼﾞｪｯｸ 京都府警察機動隊寄宿舎建築工事
2021/06 ㈱赤鹿建設 ㈱ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞﾊﾟｯｸ ｷｬｯｽﾙｺｰﾄ龍野町Ⅱ 新築工事
2021/06 ㈱大木工務店 ㈱大阪ﾋｶﾘ･ｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ﾜｺｰﾚ芦屋ﾚﾌｨｰﾅ新築工事
2021/06 ㈱辰 ㈱櫻井潔建築設計事務所 港区虎ノ門5丁目PJ新築工事
2021/06 ㈱池田工業 ㈱ｻﾆﾑ建築事務所 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ平尾市崎 新築工事
2021/06 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 栄町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2021/06 ㈱渡辺勇工務店 sai 世田谷区玉川2丁目ｐｊ新築工事
2021/06 ㈱萩野工務店 ㈱BAU建築設計室 二日町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2021/06 ㈱萩野工務店 ㈱Masaki設計事務所 五橋二丁目共同住宅新築工事
2021/06 ㈱萩野工務店 ㈱SENDAIBASE 南町新築工事
2021/06 ㈱福田組 ㈱共立ｴｽﾃｰﾄ ﾄﾞｰﾐｰ八王子大塚
2021/06 ㈱末長組 ㈱西尾建築設計 横浜市中区曙町二丁目計画
2021/06 ㈱錢高組 ㈱錢高組 一級建築士事務所 PMO神保町 新築工事
2021/06 ㈱鍜治田工務店 ㈱三輪設計 元浅草二丁目Ⅱ計画建設工事

2021/06
関東・塚本・ﾃｯｹﾝ建設共
同企業体

㈱あい設計 江東区立第二大島中学校改築工事

2021/06 関東・塚本建設共同企 ㈱INA新建築研究所 小松川・平井地域中学校統合校改築工事
2021/06 丸彦渡辺建設㈱ ㈱中原建築設計事務所 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ本郷4丁目 新築工事
2021/06 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 調布市飛田給一丁目28番3他計画
2021/06 共立建設㈱ 共立建設㈱ 一級建築士事務所 ｸﾚｳﾞｨｽﾀ西馬込Ⅱ新築工事
2021/06 金下建設㈱ TAPROOT 社会福祉法人 松光会（仮称）地域密着型総合福祉施設ふなおか新築
2021/06 栗本建設工業㈱ ㈱大阪ﾋｶﾘ･ｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 京都山科三条東ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2021/06 栗本建設工業㈱ 四季設計 都島北通2丁目PJ 新築工事
2021/06 古久根建設㈱ ㈱Co-Co Design 豊島区西池袋三丁目計画新築工事

2021/06
五洋・山口・ﾄﾘﾔﾏ建設工
事共同企業体

㈱INA新建築研究所 文京区立柳町小学校・柳町こどもの森改築その他工事

2021/06 高松建設㈱ 高松建設㈱ 一級建築士事務所 錦糸町・㈱小野寺興産ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2021/06 斎藤工業㈱ 斎藤工業㈱ 一級建築士事務所 北戸田ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2021/06 三信住建㈱ ㈱IAO竹田設計 荒川区町屋6丁目 新築工事
2021/06 三和建設㈱ ㈱建築設計ｱｰｷﾌｫﾙﾑ T's SQUARE KAGURAZAKA 新築工事
2021/06 山田建設㈱ 山田建設㈱ 一級建築士事務所 ﾐｵｶｽﾃｰﾛ横濱中山Ⅱ新築工事
2021/06 鹿島建設㈱ ㈱IHI IHI瑞穂工場ﾎﾟﾝﾌﾟ室建築工事
2021/06 住協建設㈱ ㈱山下建築設計事務所 ﾍﾞﾙｼｰﾄﾞ墨田立花新築工事
2021/06 松井建設㈱ だるま・きみづか設計JV 宝田紙工業所 日本橋箱崎町計画
2021/06 松井建設㈱ ㈱ｶﾝﾀﾞｯｸｽ 神田錦町計画新築工事
2021/06 松井建設㈱ 松井建設㈱ 一級建築士事務所 中町4丁目学生寮計画
2021/06 松井建設㈱ 松井建設㈱ 一級建築士事務所 妙義神社境内整備計画2期工事
2021/06 信城建設㈱ ㈱ｱﾄﾘｴﾃｨｰﾌﾟﾗｽ 墨田区東向島5丁目計画新築工事
2021/06 新英興業㈱ 矢崎設計㈱ ｳﾞｧﾛｰﾚ練馬春日町新築工事

2021/06 新日本建設㈱
新日本建設㈱ 一級建築士事務
所・㈱ﾌｨｰﾙﾄﾞ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ

青葉区荏田町計画

2021/06 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 山梨ﾄﾖﾍﾟｯﾄ本社店舗建替計画
2021/06 西松建設㈱ ㈱ｴﾇﾌﾟﾗｽｱｰｷﾃｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝｵﾌｨｽ 福岡市中央区輝国二丁目計画新築工事
2021/06 多田建設㈱ ㈱ねお設計 ﾌﾞﾘｼｱ一之江 新築工事
2021/06 大旺新洋㈱ ㈱ｸﾚｵ ﾌﾞﾘｼｱ高島町新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2021/06 大旺新洋㈱ ㈱ｼﾃｨﾗｲﾌ ｴｽﾃﾑﾌﾟﾗｻﾞ横浜大口通新築工事
2021/06 大晋建設㈱ ㈱ﾌﾟﾚｰﾘｰ設計 ｱﾙﾌｧｽﾏｰﾄ国立劇場前 新築工事
2021/06 大日本土木㈱ ㈱TFA 秀明大学 第5学生寮 新築工事
2021/06 大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 一級建築士事務所 武蔵野市中町計画
2021/06 大末建設㈱ ㈱DAN総合設計 藤沢市円行計画新築工事

2021/06 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

東京赤坂NKﾋﾞﾙ開発新築工事

2021/06 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

㈱ﾑﾗﾀ商事様賃貸ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2021/06 大翔・ﾄｰﾖｰ建設共同企 葛飾区施設部営繕課 葛飾区立西小菅小学校建築（増築及び改修）工事
2021/06 池田工建㈱ ㈱ｽﾍﾟｰｽﾜﾝ 北松戸ﾋﾞﾙ計画新築工事
2021/06 坪井工業㈱ globo㈱ 渋谷区千駄ヶ谷三丁目計画新築工事
2021/06 坪井工業㈱ ㈱ｼﾃｨﾗｲﾌ 南大井3丁目PJ
2021/06 東急建設㈱ ㈱東急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 東京都市大学新B棟増築工事
2021/06 南海辰村建設㈱ ㈱三輪設計 ｴｽﾃﾑｺｰﾄ川口本町 新築工事
2021/06 日新工業㈱ ㈱ｱﾊﾟﾘｴ建築 中野区本町2-51計画新築工事
2021/06 馬淵建設㈱ ㈱ｺﾌﾟﾗｽ 文京区春日一丁目 新築工事
2021/06 飛騨建設㈱ 岐阜県都市建築部公共建築課 飛騨家畜保健衛生所建築工事
2021/06 風越建設㈱ ㈱長谷建築設計事務所 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ横浜 新築工事
2021/06 木内建設㈱ ㈱Di-Frame 両国計画新築工事
2021/05 TSUCHIYA㈱ ㈱澤田建築事務所 ｸﾘｵ原新築工事
2021/05 ｽﾅﾀﾞ建設㈱ ㈱優都設計 ﾌﾟﾚｻﾝｽ西区南堀江三丁目 新築工事
2021/05 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈱宮田建築事務所 新座市東北2丁目 新築工事
2021/05 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈱宮田建築事務所 藤沢市湘南台4丁目 新築工事
2021/05 ﾌﾚｽｺ建設㈱ ㈱ﾉｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 善福寺1丁目共同住宅 新築工事
2021/05 みやび建設㈱ ㈱建築計画 ﾒｲﾝｽﾃｰｼﾞ尾久 新築工事
2021/05 ﾗｲﾄ工業㈱ ㈱岡戸ｱﾄﾘｴ ｸﾚｲｼｱ飯田橋新築工事
2021/05 ﾗｲﾄ工業㈱ ㈱日本ｴｰｺﾝ 品川区戸越1丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2021/05 鵜沢建設㈱ ㈱奥野設計 千葉市幕張病院新築工事
2021/05 岡建工事㈱ ㈱ｱｰｷﾌﾟﾗｸﾞ House NK+S

2021/05
株木・ｱｸｱ特定建設工事
共同企業体

豊島区総務部施設整備課 池袋第一小学校改築工事

2021/05 ㈱ｲﾁｹﾝ ㈱ｲﾁｹﾝ 一級建築士事務所 横浜市旧南区総合庁舎跡地開発
2021/05 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ ㈱ｵｰｴｰｼｰ設計 ｸﾞﾗﾝﾌｧｰﾚ本厚木ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞｽｸｴｱ新築工事
2021/05 ㈱ｶｼﾜﾊﾞﾗ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱ｱﾄﾘｴﾃｨｰﾌﾟﾗｽ 江東区千田計画 新築工事
2021/05 ㈱ｿﾈｯｸ ㈱ｳｨﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ｻﾑﾃｨ名古屋市千種区池下1丁目 新築工事
2021/05 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱長谷建築設計事務所 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ西片 新築工事
2021/05 ㈱ﾉﾊﾞｯｸ ㈲湯本建築事務所 浦和区東高砂町計画新築工事
2021/05 ㈱ﾊﾟﾜｰｽﾞｱﾝﾘﾐﾃｯﾄﾞ ㈱ｱｰｷ・ﾌﾟﾗｲﾑ 新宿区舟町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2021/05 ㈱ﾘﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ ㈱ｱｰｷｽﾀｲﾙ 雑司ヶ谷1丁目計画新築工事
2021/05 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾝ企画 四つ木３丁目計画Ⅲ新築工事
2021/05 ㈱三木組 ｴﾑﾃﾞｲﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ㈱ ｸﾘｵｾﾝﾀｰ北 計画
2021/05 ㈱守谷商会 ㈱ｲﾝﾀｰﾃﾞｻﾞｲﾝｱｿｼｴｲﾂ 社会福祉法人 巣立ち会 ｻｻﾞﾝ新築工事
2021/05 ㈱守谷商会 ㈱西尾建築設計 船橋市本町二丁目新築工事
2021/05 ㈱小川建設 ㈱TAP ﾙｰﾌﾞﾙ川崎柳町 新築工事
2021/05 ㈱小川建設 ㈲松尾建築研究所 豊島区西池袋4丁目ﾏﾝｼｮﾝ
2021/05 ㈱上滝 ㈱光和設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ西府新築工事
2021/05 ㈱新洋 ㈱ﾁｰﾑｱﾙﾌｧ ｺﾝﾌｫｰﾄ北谷吉原 新築工事
2021/05 ㈱川村工営 ㈱設計工房ﾃﾞｻﾞｲﾝｼｽﾃﾑ ｼｬﾘｴ蒲生 新築工事
2021/05 ㈱村上工務店 ㈱大阪ﾋｶﾘ･ｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ﾜｺｰﾚ ｼﾃｨKOBE湊川公園 新築工事
2021/05 ㈱大勝 ㈱建築設計ｱｰｷﾌｫﾙﾑ 真金町2丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 新築工事
2021/05 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 東宝ﾂｲﾝﾀﾜｰﾋﾞﾙ再開発計画
2021/05 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 新松島病院整備計画
2021/05 ㈱藤木工務店 ㈱奥野設計 介護老人福祉施設ｹｱﾎｰﾑ練馬新築工事
2021/05 ㈱徳里産業 ㈱都市建築設計 都市再生住宅建設工事
2021/05 ㈱福田組 ㈱日本ｴｰｺﾝ 新宿区高田馬場ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 新築工事
2021/05 ㈱淺沼組 ㈱LIV建築計画研究所 下鴨西本町ﾏﾝｼｮﾝ 新築工事
2021/05 ㈱鍜治田工務店 ㈱IAO竹田設計 明石市大久保計画 新築工事（仮想敷地B）
2021/05 丸磯建設㈱ ㈲ｳﾞｨﾝﾄ設計 ﾙｰﾌﾞﾙ横濱江ヶ崎新築工事
2021/05 丸運建設㈱ PCMC・ｱｰｷﾃｸﾄ・ｻﾎﾟｰﾄ㈱ 市川市塩焼2丁目 計画
2021/05 丸彦渡辺建設㈱ ㈱ｱｰｸｽﾃｰｼｮﾝ ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ目白四丁目Ⅲ 新築工事
2021/05 寄居建設㈱ ㈱ｸﾚｵ 日本堤ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2021/05 共立建設㈱ ㈱ｻｲﾄｳ建築設計事務所 墨田区緑4丁目7新築工事
2021/05 山田建設㈱ 山田建設㈱ 一級建築士事務所 ﾐｵｶｽﾃｰﾛ京王稲田堤Ⅱ新築工事
2021/05 山田建設㈱ 山田建設㈱ 一級建築士事務所 ﾐｵｶｽﾃｰﾛ港北中川Ⅲ新築工事
2021/05 山田建設㈱ 山田建設㈱ 一級建築士事務所 ﾐｵｶｽﾃｰﾛ中野島Ⅳ新築工事
2021/05 住協建設㈱ ㈱ｲｸｽ･ｱｰｸ都市設計 調布市小島町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2021/05 住協建設㈱ ㈱ｲｸｽ･ｱｰｸ都市設計 足立区梅島2丁目計画
2021/05 住協建設㈱ ㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾝ企画 堀切2丁目計画新築工事
2021/05 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 一般財団法人日本食品分析ｾﾝﾀｰ多摩研究所別館新棟計画
2021/05 西村建設㈱ 大橋渉建築設計事務所 東が丘の家新築工事
2021/05 西野建設㈱ ㈱協和設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ平井Ⅲ新築工事
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2021/05 西野建設㈱ ㈱光和設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ湘南台Ⅰ新築工事
2021/05 西野建設㈱ ㈱光和設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ湘南台Ⅱ新築工事
2021/05 石栄建物㈱ 石栄建物㈱ 一級建築士事務所 広尾5丁目新築工事
2021/05 村本建設㈱ 村本建設㈱ 一級建築士事務所 横浜市西区戸部本町計画
2021/05 多田建設㈱ ㈱ｸﾚｵ 谷在家Ⅱﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2021/05
大成建設・桑原組・内田
組共同企業体

梓設計・大成建設・滋賀県設監協
共同企業体

滋賀県新県立体育館整備事業

2021/05 池田工建㈱ 積水ﾊｳｽ㈱ 一級建築士事務所 門前宿和空成田山計画
2021/05 中野建設㈱ ㈱松寿設計ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 滝野川1丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2021/05 坪井工業㈱ ㈱ｱｰﾙ・ｱｲ・ｴｰ 南青山551計画新築工事
2021/05 東亜建設工業㈱ ㈱環建築設計事務所 板橋区大山町53計画 新築工事
2021/05 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 目黒区自由が丘3丁目計画新築工事
2021/05 東急建設㈱ 野村不動産㈱ 一級建築士事務所 日本橋茅場町PJ 新築工事
2021/05 日本建設㈱ ㈱建築設計ｱｰｷﾌｫﾙﾑ 江東区大島七丁目計画新築工事
2021/05 白石建設㈱ ㈱ｸﾚｵ ﾌｧｲﾝｽｸｴｱ多摩ｾﾝﾀｰ新築工事
2021/05 不二建設㈱ 不二建設㈱ 一級建築士事務所 所沢市東町321計画
2021/05 芙蓉建設㈱ 芙蓉建設㈱ 一級建築士事務所 苗吹河内店舗建設工事（A棟）
2021/05 風越建設㈱ ㈱朝倉崇夫都市建築設計事務所 ｸﾚｲｼｱ桜木町新築工事
2021/05 髙元建設㈱ ㈱奥野設計 介護老人保健施設 ｴｽﾎﾟﾜｰﾙ越谷 新築工事
2021/04 ﾗｲﾄ工業㈱ ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ﾘｰｸﾞ 大森西7丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2021/04 奥村組土木興業㈱ ㈱星羅建築事務所 北区南森町1丁目新築工事
2021/04 横沢建設㈱ ㈱ｾｯﾄ設計事務所 応用光研工業新築工事
2021/04 岡建工事㈱ 岡建工事㈱ 一級建築士事務所 すみだﾊﾟｰｸﾌﾟﾚｲｽⅡ増築工事
2021/04 ㈱あめりか屋 田窪建築事務所 ﾎﾃﾙ杉長新築工事
2021/04 ㈱ｲﾁｹﾝ ㈱ｱﾙｸ設計事務所 郡山市細沼町地区再開発ﾋﾞﾙ建設事業（医療施設）
2021/04 ㈱ｲﾁｹﾝ ㈱四季建築設計事務所 大田区山王3丁目計画 新築工事
2021/04 ㈱ｶｼﾜﾊﾞﾗ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱K&T 新宿区原町3-42ﾏﾝｼｮﾝ 新築工事
2021/04 ㈱ﾉﾊﾞｯｸ ㈱ﾄｰﾀﾙﾌﾞﾚｲﾝ 台東区浅草6丁目計画新築工事
2021/04 ㈱ﾊﾝｼﾝ建設 ㈱生原建築事務所 城東区鴫野西2丁目新築工事
2021/04 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾌｼﾞﾀ 一級建築士事務所 富山ﾎﾃﾙ計画
2021/04 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱Co-Co Design 中野区新井1丁目新築工事
2021/04 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱WA建築設計 ｴﾙｼｰﾄﾞ板橋区役所前Ⅱ新築工事
2021/04 ㈱安藤・間 ㈱石本建築事務所 東洋大学赤羽台国際学生寮 新築工事
2021/04 ㈱安藤・間 東北防衛局調達部 多賀城外(30補)隊舎新設等建築その他工事
2021/04 ㈱宇佐美組 ㈱ｼﾝﾔ設計 墨田区吾妻橋1丁目新築工事
2021/04 ㈱岡本工務店 ﾘﾘｶﾗ㈱ 株式会社中川ﾜｲﾝ新社屋新築工事
2021/04 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 一級建築士事務所 日本電産㈱向日町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄC棟建築工事
2021/04 ㈱紅梅組 共同ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ﾗｲﾌﾚﾋﾞｭｰ川崎久地Ⅱ
2021/04 ㈱合田工務店 ㈱ｱｸｼｽ 一級建築士事務所 反町二丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2021/04 ㈱合田工務店 ㈱ｴﾑ･ｴｽﾃﾞｻﾞｲﾝ 西馬込2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2021/04 ㈱合田工務店 ㈱ｼｰ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ 港区芝4丁目計画
2021/04 ㈱合田工務店 ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ﾘｰｸﾞ 東池袋2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2021/04 ㈱合田工務店 ㈲ｷｭｰｵｰｴﾙｸﾘｴｲｼｮﾝ 雪が谷大塚ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2021/04 ㈱三木組 ㈱設計集団宙組 横浜市南区永田東1丁目計画
2021/04 ㈱守谷商会 ㈱ｲﾝﾀｰﾃﾞｻﾞｲﾝｱｿｼｴｲﾂ 社会福祉法人 巣立ち会 ｻｻﾞﾝ新築工事
2021/04 ㈱小川建設 ㈱Add設計工房 文京区大塚4丁目PJ 新築工事
2021/04 ㈱小川建設 ㈱光和設計 新宿区中落合2丁目　計画
2021/04 ㈱小川建設 ㈱礎 文京区本駒込5丁目計画　新築工事
2021/04 ㈱小川建設 ㈱太陽設計 江東区大島2丁目Ⅱﾏﾝｼｮﾝ
2021/04 ㈱松村組 ﾐｻﾜﾎｰﾑ㈱ 一級建築士事務所 和泉一丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2021/04 ㈱松村組 ㈱IAO竹田設計 文京区本駒込5丁目計画
2021/04 ㈱松尾工務店 ㈱松尾工務店 一級建築士事務所 PRIME NEXUS 南蒲田
2021/04 ㈱増岡組 ㈱ﾌﾟﾗﾈｯｸ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ 港南2丁目計画 新築工事
2021/04 ㈱大京穴吹建設 ㈱安宅設計 世田谷区若林5丁目計画新築工事

2021/04
㈱大米建設・松尾建設
㈱沖縄支店JV

㈱日建設計 新石垣空港国際線旅客施設増改築工事

2021/04 ㈱田中建設 ㈱ﾁｬｲﾙﾄﾞ社 羽根木こども園増改築工事
2021/04 ㈱渡辺組 ㈱金子設計 特別養護老人ﾎｰﾑみなもの桜新築工事
2021/04 ㈱藤木工務店 ㈱ｱｸｼｽ 一級建築士事務所 ﾛｱｰﾙ東向島新築工事
2021/04 ㈱藤木工務店 ㈱ｴｸｾﾙﾜﾝ ﾙｰﾌﾞﾙ板橋大谷口新築工事
2021/04 ㈱内藤工務店 ㈱雅禧建築設計事務所 ｾﾚﾝｼｵ高取2丁目新築工事
2021/04 ㈱日興ﾀｶﾗｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ AIUEO STUDIO㈱ 本所1丁目ﾏﾝｼｮﾝ計画新築工事
2021/04 ㈱福子工務店 ㈱福子工務店 一級建築士事務所 川口本町4丁目ﾏﾝｼｮﾝ　新築工事
2021/04 ㈱福田組 ㈱DAN総合設計 豊島区北大塚ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2021/04 ㈱錢高組 ㈱IAO竹田設計 中央区日本橋本町4丁目10計画
2021/04 丸運建設㈱ ㈱ｸﾚｵ 中野6丁目共同住宅新築工事
2021/04 京急建設㈱ 京急建設㈱ 一級建築士事務所 大倉製作所本社建替工事
2021/04 共立建設㈱ ㈱K&T 本所4-9ﾏﾝｼｮﾝ　新築工事
2021/04 古久根建設㈱ ㈱TAP 新宿牛込柳町ﾏﾝｼｮﾝ計画
2021/04 戸田建設㈱ ㈱久米設計 山口県済生会山口総合病院 新病院建築工事
2021/04 戸田建設㈱ ㈱久米設計 福島県立こころの医療ｾﾝﾀｰ 新築工事
2021/04 五洋建設㈱ 共同設計㈱ 江戸川区立小岩第二中学校



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2021/04 坂田建設㈱ ㈱ｱｰｷﾌｫﾙﾑ 墨田区両国1丁目計画
2021/04 坂田建設㈱ ㈱梓設計 ｻﾝﾃﾞﾘｶ中央研究所建設工事
2021/04 坂田建設㈱ ㈱日企設計 ﾗｲｵﾝｽﾞﾌｫｰｼｱ本所新築工事
2021/04 埼玉建興㈱ ㈱ｱｰﾄ総合企画 多摩市関戸4丁目計画新築工事
2021/04 埼玉建興㈱ ㈱ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾃﾞｻﾞｲﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ戸田公園Ⅳ新築工事
2021/04 三和建設㈱ 三和建設㈱ 一級建築士事務所 NS新宿区下落合3丁目（大山邸）新築工事
2021/04 住協建設㈱ ㈱朝倉崇夫都市建築設計事務所 南区高根町1丁目計画
2021/04 住協建設㈱ 住協建設㈱ 一級建築士事務所 墨田区両国1丁目計画新築工事
2021/04 松井建設㈱ 大旗連合建築設計㈱ ﾌｧｰﾏｼｨ砧ﾋﾞﾙ新築工事
2021/04 城善建設㈱ ㈱ｱﾄﾘｴ ﾃｸﾈ 和歌山市伝法橋南ノ丁計画
2021/04 新三平建設㈱ ㈱瑠建築設計事務所 中央区東日本橋2丁目計画 新築工事
2021/04 新日本建設㈱ 新日本建設㈱ 一級建築士事務所 荒川区東尾久8丁目計画新築工事
2021/04 新日本建設㈱ ㈲OKI建築事務所 ｶﾞｰﾗ・ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ川崎渡田 新築工事
2021/04 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 日本ﾍﾟｲﾝﾄ札幌営業所建替工事
2021/04 西武建設㈱ 西武建設㈱ 一級建築士事務所 Landport新座新築工事
2021/04 川口土木建築工業㈱ ㈱IAO竹田設計 文京区小石川2丁目計画 新築工事

2021/04
前田・樫内特定建設工
事共同企業体

㈱三上建築事務所 ひとづくり・交流拠点複合施設整備事業(第1期工事)建築主体工事

2021/04 前田建設工業㈱
福見設計・北電技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ設計
共同体

富山県防災・危機管理ｾﾝﾀｰ 新築工事

2021/04 多田建設㈱ ㈱TAP N-stage江北　新築工事
2021/04 多田建設㈱ ㈱ｱﾊﾞﾝﾄ 高砂6丁目計画
2021/04 多田建設㈱ ㈱ｺﾙﾋﾟｿｽ 板橋3丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 新築工事
2021/04 多田建設㈱ 多田建設㈱ 一級建築士事務所 竹ノ塚6丁目計画 新築工事
2021/04 大旺新洋㈱ ㈱ﾅｻ ｶﾞｰﾗ調布Ⅱ新築工事
2021/04 大成建設㈱ 東北防衛局調達部 神町(30補)庁舎B新設等建築工事

2021/04 大日本土木㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

町田市原町田2丁目学生ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2021/04 中野建設㈱ ㈱ﾃﾞｨｽｸ 入船2丁目計画 新築工事
2021/04 中野建設㈱ ㈱三輪設計 松戸市松戸共同住宅新築工事
2021/04 中野建設㈱ 中野建設㈱ 一級建築士事務所 豊島区南大塚1丁目計画
2021/04 坪井工業㈱ ㈱ﾏﾙﾀ設計 横浜南税務署増築工事

2021/04 鉄建建設㈱
最高裁判所事務総務局経理局営
繕課

東京高等・地方裁判所中目黒分室庁舎

2021/04 渡邊建設㈱ ㈱菅原賢二設計ｽﾀｼﾞｵ 田園調布野澤邸新築工事
2021/04 東急建設㈱ ㈱IAO竹田設計 中央区日本橋横山町計画　新築工事
2021/04 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 東京音楽大学池袋ｷｬﾝﾊﾟｽ学生寮建設事業

2021/04 東建ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱
東建ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 一級建築士事
務所

細井昌子様ﾏﾝｼｮﾝⅡ期新築工事

2021/04 東鉄工業㈱ ㈱安宅設計 戸田公園Ⅳ計画新築工事
2021/04 奈良建設㈱ ㈱ﾋﾞｰｽﾞｺﾝｾﾌﾟｼｮﾝ 横浜市西区平沼1丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2021/04 奈良建設㈱ ㈱日本ｴｰｺﾝ ﾃﾞｭｵｽﾃｰｼﾞ宮崎台 新築工事
2021/04 南海辰村建設㈱ ㈱日企設計 足立区西新井栄町2丁目計画
2021/04 日成工事㈱ ㈱ﾋﾞｰｽﾞｺﾝｾﾌﾟｼｮﾝ 大田区羽田6丁目計画
2021/04 馬淵・ﾊﾔｶﾜ建設共同企 ㈱池田建築設計事務所 社会福祉法人まごころ まごころﾀｳﾝ*新百合ヶ丘
2021/04 馬淵建設㈱ ㈱ｱｸｼｽ 一級建築士事務所 ﾙｰﾌﾞﾙ平間 新築工事
2021/04 箱根建設㈱ 合同会社 INTERLACE DESIGN AZABU N HOUSE PROJECT
2021/04 風越建設㈱ ㈱ﾙﾅ都市設計 綾瀬6丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2021/04 平岩建設㈱ ㈱TAP ﾘｰﾗ大塚新築工事
2021/04 木内建設㈱ ㈱ﾘｰﾌ･ｸﾘｴｲﾂ 保土ヶ谷区天王町共同住宅新築工事
2021/04 木内建設㈱ ㈲環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究室 駒込1丁目計画建設工事
2021/04 立建設㈱ ㈱加藤設計 姫路朝日町計画 新築工事
2021/04 眞生工業㈱ 日野市総務部建築営繕課 日野市立豊田小学校東校舎改築建築工事
2021/03 ｱｲｸﾞｽﾃｯｸ㈱ ㈱ｴｰｼｰｴ設計 鵠南小学校等改築工事(第１期建築工事)＜新屋内運動場・保育園棟
2021/03 ｽﾅﾀﾞ建設㈱ ㈱ｱｲﾋﾞｰ設計事務所 大阪上本町計画
2021/03 ｽﾅﾀﾞ建設㈱ ㈱ｱﾓﾙﾌｧｽ建築設計事務所 V三国ヶ丘駅前新築工事
2021/03 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈱ｱｰｷﾌｫﾙﾑ 志木Ⅱ計画
2021/03 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈱ｴﾌﾃｨ-建築設計事務所 さいたま市北区東大成町計画 新築工事

2021/03
ﾌｼﾞﾀ・大和ﾊｳｽ工業特定
建設共同企業体

㈱ﾌｼﾞﾀ 一級建築士事務所 福岡運輸茨木北ｾﾝﾀｰ新築工事

2021/03 ﾗｲﾄ工業㈱ ㈱ｼﾝﾔ設計 ｺﾝｼｪﾘｱ北品川一丁目 新築工事
2021/03 阿部建設㈱ ㈱ゆう建築設計 社会福祉法人九十九里ﾎｰﾑ ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅 新築工事
2021/03 ㈱NIPPO ｽﾘｰﾌｫｰﾙﾄﾞ㈱ ﾘｰﾌﾞﾙｸﾞﾗﾝﾄ羽田 新築工事

2021/03 ㈱NIPPO
㈱ｵｰﾙｸﾘｴｰｼｮﾝ 一級建築士事務
所

鵜の木2丁目ﾏﾝｼｮﾝ

2021/03 ㈱TH-1 ㈱飯田善彦建築工房 等々力みはらしﾃﾗｽ新築工事
2021/03 ㈱ｳﾗﾀ ㈱飯島建築設計事務所 中央区日本橋浜町1丁目計画新築工事
2021/03 ㈱ｵﾘｼﾞﾝ建設 ㈱松田・伸設計 福祉複合共生施設なんくる 新築工事
2021/03 ㈱ｶｼﾜﾊﾞﾗ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱ｻｲﾄｳ建築設計事務所 江東区大橋8丁目5新築工事
2021/03 ㈱さぎ沼建設 ㈲山田安司建築工房 北沢2丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2021/03 ㈱ｼﾐｽﾞ・ﾋﾞﾙﾗｲﾌｹｱ ㈱ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾃﾞｻﾞｲﾝ ﾒｲﾝｽﾃｰｼﾞ三ノ輪Ⅲ 新築工事
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2021/03 ㈱ﾅﾐｷ ﾅﾐｷ都市設計研究所㈱ ｴﾌｨｰﾚ新蒲田1丁目計画 新築工事
2021/03 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱Co-Co Design ｱﾙﾃｼﾓ南大井計画新築工事
2021/03 ㈱旭工建 ㈱ｱｰｷ・ﾃｯｸ設計事務所 ｴｽﾘｰﾄﾞ都島区中野町2丁目新築工事
2021/03 ㈱岡工務店 ㈱横山建築事務所 ﾜｺｰﾚ芦屋大東町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2021/03 ㈱吉富 ㈲ｴｽｱｰﾙ建築設計事務所 ﾊｲﾂけやき7番館 新築工事
2021/03 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 一級建築士事務所 埼玉県理容美容専門学校 新校舎建設計画
2021/03 ㈱熊谷組 ㈱四季建築設計事務所 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ〔博多祇園駅前〕新築工事
2021/03 ㈱合田工務店 ㈱DAN総合設計 西区花咲町5丁目計画A 新築工事
2021/03 ㈱合田工務店 ㈱DAN総合設計 西区花咲町5丁目計画B 新築工事
2021/03 ㈱合田工務店 ㈱合田工務店 一級建築士事務所 墨田区亀沢4丁目計画
2021/03 ㈱住宅王 ｲﾄｰﾋﾟｱﾎｰﾑ㈱ 上北沢2丁目PJ 新築工事
2021/03 ㈱小川建設 ㈱ｸｵﾘﾃｨ 港区白金1丁目PJ 新築工事
2021/03 ㈱小川建設 ㈱秀ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 中野区中央5丁目計画
2021/03 ㈱小川建設 ㈱小川建設 一級建築士事務所 墨田区京島1丁目ﾏﾝｼｮﾝ
2021/03 ㈱松下産業 ㈱建築設計ｱｰｷﾌｫﾙﾑ ｳﾞｧｰｽｸﾚｲｼｱ南千住７丁目計画新築工事
2021/03 ㈱松尾工務店 叶ﾃﾞｻﾞｲﾝ㈱ 荏原五丁目計画
2021/03 ㈱植木組 ㈱Masaki設計事務所 元寺小路学生寮新築工事
2021/03 ㈱川村工営 ㈲尾崎建築設計 荻窪四丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2021/03 ㈱大勝 ㈱いしばし設計 ｸﾘｵﾚｼﾞﾀﾞﾝｽ横濱綱島 新築工事
2021/03 ㈱大勝 ㈱ﾋﾞｿﾞﾝ建築設計事務所 高根町4丁目計画 新築工事
2021/03 ㈱大勝 ㈱ﾋﾞｿﾞﾝ建築設計事務所 白妙町5丁目計画 新築工事
2021/03 ㈱大槻工務店 ㈱ｱﾙ.ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ建築設計 松戸市松戸1741計画
2021/03 ㈱大林組 中央新幹線建設部名古屋建設部 中央新幹線名城変電所ほか新設
2021/03 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ TOAﾗｲﾌﾞ㈱ ｸﾚｲｼｱ若松河田新築工事
2021/03 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱ｱｰｷﾌｫﾙﾑ 豊島区池袋4丁目計画
2021/03 ㈱谷口実業 ㈱ｱﾄﾘｴT 百合丘ﾏﾝｼｮﾝ（麻生区百合丘1丁目）新築工事
2021/03 ㈱竹中工務店 ㈱松田平田設計 三井住友海上玉川研修所BCP棟増築工事
2021/03 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 東北学院大学五橋ｷｬﾝﾊﾟｽ整備計画＜研究棟＞
2021/03 ㈱島村工業 ㈱ﾀｯｸ ・ 埼玉県都市整備部営繕 30県住久喜青葉団地第1工区建築その他工事
2021/03 ㈱藤木工務店 ㈱ｴｱﾘｱﾙ 目黒区中目黒ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2021/03 ㈱明和工務店 ㈱大阪ﾋｶﾘ･ｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ｻﾑﾃｨ淀川区西宮原１丁目Ⅱ新築工事

2021/03 ㈱鍜治田工務店
㈱鍜治田工務店 一級建築士事務
所

川西市東多田3丁目Ⅰ期計画

2021/03 丸磯建設㈱ ㈲環設計室 ﾌﾟﾚｰﾙ・ﾄﾞｩｰｸ横濱山下町新築工事
2021/03 丸喜㈱齋藤組 ㈱ﾊﾏﾂｰｳｪｲ CourtTower新横浜 新築工事
2021/03 寄居建設㈱ ㈱ｶｲ設計 ﾌﾞﾘｼｱ浅草3新築工事
2021/03 京王建設㈱ ㈱ｵｰﾑﾗ建築設計 和泉ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 新築工事
2021/03 共立建設㈱ ㈱日本ｴｰｺﾝ 板橋区小豆沢ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2021/03 近藤建設㈱ ㈱髙水一臣建築事務所 courtTower新横浜 新築工事
2021/03 戸田建設㈱ 戸田建設㈱ 一級建築士事務所 KMﾊﾞｲｵﾛｼﾞｸｽ㈱菊池研究所　倉庫・事務所棟新築工事
2021/03 戸田建設㈱ 戸田建設㈱ 一級建築士事務所 厚木市三田特定流通業務施設計画

2021/03
江州・国際・興信建設共
同企業体

㈱相和技術研究所 杉並区立阿佐谷地域区民ｾﾝﾀｰ等複合施設建設建築工事

2021/03 埼玉建興㈱ ㈱ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾃﾞｻﾞｲﾝ ﾊﾟﾚｽﾃｰｼﾞ入谷新築工事
2021/03 埼玉建興㈱ ㈱ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾃﾞｻﾞｲﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ北戸田Ⅱ新築工事
2021/03 埼玉建興㈱ ㈱ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾃﾞｻﾞｲﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ北戸田Ⅳ新築工事
2021/03 三井住友建設㈱ ㈱千都建築設計事務所 特別養護老人ﾎｰﾑはまなす苑増築工事
2021/03 山田建設㈱ 山田建設㈱ 一級建築士事務所 ﾐｵｶｽﾃｰﾛ鶴見ﾌﾛﾝﾃｨｱ新築工事
2021/03 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 長岡病院 移転整備工事
2021/03 若築建設㈱ 荏原環境ﾌﾟﾗﾝﾄ㈱ 伊豆市伊豆の国市新ごみ処理施設建設工事
2021/03 住協建設㈱ ㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾝ企画 豊町１丁目計画
2021/03 初雁興業㈱ ㈱ﾀｯｸ ・ 埼玉県都市整備部営繕 30県住久喜青葉団地第2工区建築その他工事
2021/03 新英興業㈱ ㈱JP設計 ｳﾞｧﾛｰﾚ中板橋Ⅲ 新築工事
2021/03 新日本建設㈱ ㈱安宅設計 江東区北砂三丁目計画
2021/03 新日本建設㈱ 新日本建設㈱ 一級建築士事務所 横浜天王町計画 新築工事
2021/03 新日本建設㈱ ㈲環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究室 国立市富士見台二丁目新築計画
2021/03 清水建設㈱ ㈱今川建築設計事務所 株式会社ﾋｭｰﾃｯｸﾉｵﾘﾝ中部支店（仮称）第三期冷蔵庫新築工事
2021/03 西野建設㈱ 新日本建設㈱ 一級建築士事務所 EXC宮前平Ⅱ計画新築工事
2021/03 青木あすなろ建設㈱ 北関東防衛局調達部 入間(2)教育棟新設等建築工事

2021/03 前田建設工業㈱
前田建設工業㈱ 一級建築士事務
所

下落合計画

2021/03 村本建設㈱ ㈱SHOW建築設計事務所 港区高輪4丁目計画
2021/03 大成建設㈱ 大成建設㈱ 一級建築士事務所 関電不動産八重洲ﾋﾞﾙ新築工事
2021/03 大成建設㈱ 大成建設㈱ 一級建築士事務所 船橋競馬場大規模改修工事(ｽﾀﾝﾄﾞ棟)
2021/03 渡邊建設㈱ ㈱建築計画 豊島区東池袋2丁目PJ新築工事
2021/03 東急建設㈱ ㈱INA新建築研究所 世田谷区喜多見9丁目計画
2021/03 東急建設㈱ ㈱INA新建築研究所 高田馬場二丁目ゆう文ﾋﾞﾙ建替え計画
2021/03 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 柏の葉ﾎﾃﾙ計画
2021/03 奈良建設㈱ ㈲ﾉｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ﾃﾞｭｵｽﾃｰｼﾞ伊勢佐木長者町 新築工事
2021/03 日広建設㈱ ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ﾘｰｸﾞ 亀有3丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2021/03 日本建設㈱ ㈱別所浩司建築研究所 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ浅草新築工事
2021/03 日本国土開発㈱ ㈱SHOW建築設計事務所 世田谷区松原2丁目計画



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2021/03 風越建設㈱ ㈱現代綜合設計 下丸子3丁目計画 新築工事
2021/03 風越建設㈱ ㈱朝倉崇夫都市建築設計事務所 川崎東田ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 新築工事
2021/03 風越建設㈱ ㈱長谷建築設計事務所 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ横浜台町新築工事
2021/03 北野建設㈱ ㈱高村ﾃﾞｻﾞｲﾝ事務所 ﾋﾞﾊﾞﾘｰﾎｰﾑｽﾞ目黒区青葉台 新築工事
2021/03 木内建設㈱ ㈲環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究室 駒込1丁目計画 建設工事

2021/03 野村建設工業㈱
野村建設工業㈱ 一級建築士事務
所

西宮市田代町計画新築工事

2021/03
錢高・ｱｲｻﾜ特定建設工
事共同企業体

㈱安井建築設計事務所 令和2年度 西三河南部地区新設特別支援学校校舎建築工事

2021/02 TOEI㈱ PCMC・ｱｰｷﾃｸﾄ・ｻﾎﾟｰﾄ㈱ ﾙﾈｻﾝｽｺｰﾄ両国計画
2021/02 ｱｲｻﾜ工業㈱ ｱｲｻﾜ工業㈱ 一級建築士事務所 千代田区一番町計画
2021/02 みづほ工業㈱ ㈱大屋設計 金沢市立犀桜小学校校舎新築工事（建築工事）

2021/02
ﾕｰﾃﾞｨｹｰ・佐伯・初雁特
定建設工事共同企業体

㈱教育施設研究所 さいたま市立中等教育学校整備事業(Ⅱ期)建設工事(建築)

2021/02 ﾗｲﾄ工業㈱ ㈱ｲｸｽ･ｱｰｸ都市設計 中村北4丁目計画
2021/02 ㈱CMC ㈱ﾎﾞﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ ｿﾙﾃｨｱ橋本6丁目 新築工事
2021/02 ㈱ｲﾜｦ建設 ㈱相和技術研究所 健康増進温浴施設整備工事
2021/02 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ ㈱ｶｲ設計 墨田区八広6丁目　新築工事
2021/02 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ ㈱ﾋﾞｰﾑｽ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 駒込1丁目計画
2021/02 ㈱ﾄｰﾖｰ建設 ㈱ﾄｰﾖｰ建設 一級建築士事務所 王子本町1丁目計画新築工事
2021/02 ㈱ﾊﾟﾊﾟﾏﾊﾛ ㈱ﾌﾟﾗｽﾏｲｽﾞﾐｱｰｷﾃｸﾄ 西小山PJ
2021/02 ㈱ﾊﾟﾊﾟﾏﾊﾛ ㈱ﾌﾟﾗｽﾏｲｽﾞﾐｱｰｷﾃｸﾄ 練馬区関町北1丁目PJ
2021/02 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱長大 社会福祉法人　仁生社　江戸川ﾒﾃﾞｨｹｱ病院Ⅱ期棟計画
2021/02 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱内藤建築事務所 医療法人沖縄特洲会（仮称）館山病院移転新築工事
2021/02 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ｴﾇ･ｴｰ･ｴﾌ ｱｰｷﾃｸﾂ 浅草橋4丁目計画新築工事
2021/02 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ｴﾙ設計事務所 荏原5丁目計画新築工事
2021/02 ㈱加賀田組 ㈱ﾋﾟｰｱｲｴｰ建築研究所 ｸﾘｵ西横浜ﾌﾞﾗｲﾄﾏｰｸｽ新築工事
2021/02 ㈱加賀田組 ㈱別所浩司建築研究所 ｸﾘｵ浅草新築工事
2021/02 ㈱吉原組 ㈱ｵﾝｽﾞﾃﾞｺ ﾌﾟﾚｼｽ田端ｴｱﾏｰｸｽ新築工事
2021/02 ㈱興建社 ㈱ｱﾄﾘｴｼｰﾌﾟ設計事務所 杉並区荻窪三丁目計画
2021/02 ㈱合田工務店 ㈱ｴﾙ設計事務所 新宿区山吹町計画新築工事
2021/02 ㈱合田工務店 ㈱合田工務店 一級建築士事務所 港区三田3丁目計画新築工事
2021/02 ㈱合田工務店 ㈱合田工務店 一級建築士事務所 志茂ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ　新築工事
2021/02 ㈱佐藤秀 ㈱ｼﾞｬｲﾛｱｰｷﾃｸﾂ 千代田区神田猿楽町2丁目新築工事
2021/02 ㈱三木組 ㈱西尾建築設計 横浜市西区中央一丁目
2021/02 ㈱守谷商会 建築事務所 峯生庵 ﾚｰﾍﾞﾝ長野中御所計画
2021/02 ㈱小川建設 ㈱ｵｰｴｰｼｰ設計 日本橋箱崎町計画新築工事
2021/02 ㈱小川建設 ㈱ﾋﾞｯｸﾞﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 江東区扇橋3丁目計画　新築工事
2021/02 ㈱小川建設 ㈱小川建設 一級建築士事務所 ﾊｰﾓﾆｰﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ西巣鴨計画
2021/02 ㈱松下産業 ㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾝ企画 亀戸1丁目計画新築工事
2021/02 ㈱松村組 ㈱ｼｽｹｱ 吹田市岸部中5丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ多世代複合施設
2021/02 ㈱松尾工務店 叶ﾃﾞｻﾞｲﾝ㈱ 大森東二丁目計画
2021/02 ㈱松尾工務店 ㈱松尾工務店 一級建築士事務所 日本橋蛎殻町1丁目計画新築工事
2021/02 ㈱新栄建設 入江建築設計工房 真光寺新納骨堂建設工事
2021/02 ㈱森本組 ㈱ｼﾞｬｲﾛｱｰｷﾃｸﾂ 台東区台東4丁目計画
2021/02 ㈱神崎組 ㈱OKI設計 ﾜｺｰﾚ北条口Ⅲ 計画 新築工事
2021/02 ㈱川村工営 ㈲ｴｲﾂｶ企画設計 さいたま市南区根岸1丁目共同住宅新築工事
2021/02 ㈱川村工営 ㈲ｴｲﾂｶ企画設計 ﾙﾋﾟｱｺｰﾄ越谷新築工事
2021/02 ㈱創建 ㈱ﾍﾞﾙ建築研究所 鷺沼PJ　新築工事
2021/02 ㈱村上工務店 ㈱OKI設計 ﾜｺｰﾚ兵庫浜崎通計画 新築工事
2021/02 ㈱大勝 ㈱DAN総合設計 ﾈﾍﾞﾙ横浜浅間町新築工事
2021/02 ㈱大勝 ㈱ﾋﾞｰｽﾞｺﾝｾﾌﾟｼｮﾝ 横浜市西区平沼1丁目計画
2021/02 ㈱大木工務店 ㈱大阪ﾋｶﾘ･ｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ﾜｺｰﾚ須磨区須磨寺町4丁目新築工事
2021/02 ㈱大木工務店 ㈱大阪ﾋｶﾘ･ｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ﾜｺｰﾚ東灘区住吉宮町6丁目新築工事
2021/02 ㈱福子工務店 ㈱福子工務店 一級建築士事務所 世田谷区等々力3丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2021/02 ㈱明和工務店 ㈱ｱｸｾｽ都市設計 県庁前計画
2021/02 ㈱淺沼組 ㈱久米設計 住友不動産曙橋計画新築工事
2021/02 ㈱淺沼組 ㈱東畑建築事務所 警視庁志村警察署庁舎（30）改築工事

2021/02 ㈱鍜治田工務店
㈱鍜治田工務店 一級建築士事務
所

富吉駅南PJ

2021/02 岩田地崎建設㈱ ㈲環設計室 ﾌﾟﾚｰﾙ・ﾄﾞｩｰｸ新宿御苑Ⅲ新築工事
2021/02 寄居建設㈱ ㈱ｸﾚｵ ﾌﾞﾘｼｱ調布新築工事
2021/02 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 小石川5丁目ﾏﾝｼｮﾝ計画
2021/02 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 目黒区中目黒二丁目賃貸ﾏﾝｼｮﾝ計画

2021/02
協栄・高野建設共同企
業体

世田谷区施設営繕担当部施設営
繕第二課

世田谷区立松原複合施設整備工事

2021/02 栗本建設工業㈱ ㈱ｼﾞｬｲﾛｱｰｷﾃｸﾂ 杉並区高円寺北2丁目計画
2021/02 戸田建設㈱ 戸田建設㈱ 一級建築士事務所 渋谷駅桜丘口地区第一種市街地再開発事業(B街区)
2021/02 戸田建設㈱ 戸田建設㈱ 一級建築士事務所 京都銀行山科支店建替計画
2021/02 戸田建設㈱ 味の素ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ AFM川崎工場　天調・酵素工場建設工事
2021/02 高松建設㈱ 高松建設㈱ 一級建築士事務所 押上・株式会社ｱｲﾃﾝﾏﾝｼｮﾝ新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2021/02 坂田建設㈱ ㈱IAO竹田設計 新宿区南元町計画 新築工事
2021/02 埼玉建興㈱ ㈱ｺﾓﾝ･ﾘﾝｸ ｱﾈｼｱ立川ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2021/02 埼玉建興㈱ 埼玉建興㈱ 一級建築士事務所 ﾚｰﾍﾞﾝ北戸田新築工事
2021/02 三和建設㈱ ㈱ｱｰﾊﾞﾝﾘﾆｭｰｱﾙ建築研究所 SI・ES岸里東2丁目 新築工事
2021/02 山田建設㈱ ㈱現代綜合設計 ﾈﾍﾞﾙ赤羽新築工事
2021/02 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 ﾎﾃﾙﾓﾝﾄﾚ ｴｰﾃﾞﾙﾎﾌ札幌増築計画
2021/02 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 杉乃井ﾎﾃﾙ ﾐﾄﾞﾙ新棟 新築工事
2021/02 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 南長崎単身寮新築工事
2021/02 住協建設㈱ 叶ﾃﾞｻﾞｲﾝ㈱ 浮間3丁目計画
2021/02 住協建設㈱ ㈱ARG 横浜生麦3丁目ﾏﾝｼｮﾝⅠ新築工事
2021/02 住協建設㈱ ㈱都市みらい総合計画研究所 東新小岩７丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2021/02 小野建設㈱
三井E&S環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 一級
建築士事務所

伊豆の国市 令和元年度 し尿処理場整備事業 新し尿処理場建設工事

2021/02 松井建設㈱ ㈱AN 高田馬場1-17ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2021/02 新日本建設㈱ ㈱IAO竹田設計 大田区南馬込2丁目計画 新築工事
2021/02 新日本建設㈱ ㈱三輪設計 ﾒｲﾂ西川口 新築工事
2021/02 青木あすなろ建設㈱ 北関東防衛局調達部 入間(元）庁舎新設等建築工事
2021/02 村中建設㈱ 村中建設㈱ 一級建築士事務所 新宿区東榎町7計画新築工事
2021/02 多田建設㈱ ㈱ｴﾙ設計事務所 馬込駅前PJ新築工事
2021/02 大本・山内建設共同企 ㈱INA新建築研究所 江戸川区立小岩小学校改築工事
2021/02 池田建設㈱ ㈱ﾅﾁｭﾗﾙ設計企画 文京区千石3丁目ﾏﾝｼｮﾝ　新築工事
2021/02 池田建設㈱ ㈱光和設計 足立区中川4丁目計画
2021/02 池田建設㈱ ㈱瑠建築設計事務所 亀戸6丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

2021/02
竹中工務店・南海辰村・
西鉄建設・小林・坂下建
設共同企業体

㈱竹中工務店 一級建築士事務所 青果市場跡地活用事業新築工事

2021/02 中野建設㈱ 新日本興業㈱ 一級建築士事務所 ﾄﾞﾑｰﾙ関内　新築工事
2021/02 渡邊建設㈱ ㈱山下ﾃｸﾉｽ 温田ﾋﾞﾙ新築工事
2021/02 冬木工業㈱ ㈱山本・堀ｱｰｷﾃｸﾂ ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨﾊｳｽ埼玉支社新築工事

2021/02 東亜建設工業㈱
ｺﾓﾝ・ﾘﾝｸ、ﾋﾞｯｸﾞﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ設計共同
企業体

藤沢市辻堂1丁目計画

2021/02 日本建設㈱ ㈱現代綜合設計 お茶の水女子大学新学生宿舎整備・運営事業新築工事

2021/02 日本国土開発㈱
日本国土開発㈱ 一級建築士事務
所

八丁堀一丁目計画　新築工事

2021/02 木内建設㈱ ㈲環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究室 元浅草2丁目計画建設工事
2021/02 矢野建設㈱ ㈱ﾚｷｵ504 大阪市阿倍野区天王寺町南3丁目新築工事
2021/01 ｱｲｼﾝ開発㈱ 刈谷市企画財政部施設保全課 下重原住宅2期増築等（建築）工事
2021/01 ｽﾅﾀﾞ建設㈱ ｽﾅﾀﾞ建設㈱ 一級建築士事務所 ｾﾚﾆﾃ東淀川駅前PJ 新築工事

2021/01
ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設・仲岡・ﾗｲﾌ
ｼｽﾃﾑ特定建設工事共

㈱佐藤総合計画 浜川小学校校舎・幼稚園園舎改築工事その他工事

2021/01 ㈱C･Kｶﾝﾊﾟﾆｰ ㈲環設計室 ﾌﾟﾚｰﾙ･ﾄﾞｩｰｸ横濱黄金町新築工事
2021/01 ㈱ｳﾗﾀ ㈱ｼﾃｨ ｶﾞｰﾗ葛西 新築工事
2021/01 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱ｱｰｷﾌｫﾙﾑ 上野御徒町Ⅱ（松坂屋裏）ﾎﾃﾙ計画

2021/01 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設
㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 一級建築士事務
所

堺市堺区向陵西町計画 新築工事

2021/01 ㈱ﾅﾐｷ ㈱ﾅﾐｷ 一級建築士事務所 ｸﾞﾛｰﾘｵｼｪﾙﾄ幡ヶ谷 新築工事
2021/01 ㈱ﾉﾊﾞｯｸ 共同ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 三ノ輪ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

2021/01 ㈱ﾊﾟﾜｰｽﾞｱﾝﾘﾐﾃｯﾄﾞ
㈱ﾊﾟﾜｰｽﾞｱﾝﾘﾐﾃｯﾄﾞ 一級建築士事
務所

世田谷区北烏山ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ新築工事

2021/01 ㈱ﾊﾝｼﾝ建設 ㈲大土呂巧建築設計事務所 ﾜｺｰﾚ芦屋市大原町 新築工事
2021/01 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱NTTﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ 日本橋三丁目共同ﾋﾞﾙ新築工事
2021/01 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾌｼﾞﾀ 一級建築士事務所 下北沢地区上部利用計画Fﾌﾞﾛｯｸ
2021/01 ㈱ﾜﾌﾟﾙ ㈱ｱﾄﾘｴ ﾌﾟﾗｽ･ﾜﾝ 両国PJ

2021/01 ㈱協栄組
㈱ｵｰﾙｸﾘｴｰｼｮﾝ 一級建築士事務
所

文花3丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2021/01 ㈱鴻池組 ㈱福永博建築研究所 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ赤坂二丁目五区 新築工事
2021/01 ㈱合田工務店 ㈱吉田正志建築設計室 武蔵新田ⅡPJ新築工事
2021/01 ㈱佐藤秀 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 西原H邸計画
2021/01 ㈱小川建設 ㈱ｴﾘﾑ設計 板橋区徳丸1丁目 新築工事
2021/01 ㈱小川建設 ㈱ｽﾍﾟｰｽ･ｺﾑ ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ大宮公園 新築工事
2021/01 ㈱小川建設 佐藤修一建築事務所 大森町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 新築工事
2021/01 ㈱小川建設 ㈲湯本建築事務所 中央区日本橋室町1丁目計画
2021/01 ㈱松下産業 安藤忠雄建築研究所 游庵別館新築工事
2021/01 ㈱松下産業 ㈱瑠建築設計事務所 ｺﾝｼｪﾘｱ白金台3丁目計画
2021/01 ㈱松村組 ㈱IAO竹田設計 吹田市岸部中5丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ単身者共同住宅 新築工事
2021/01 ㈱上滝 ㈱ｽﾍﾟｰｽ･ｺﾑ ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ与野新築工事
2021/01 ㈱森本組 ㈱ｴﾌﾃｨ-建築設計事務所 新宿区北新宿4丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2021/01 ㈱大須賀技建 ㈱建築計画 ﾒｲﾝｽﾃｰｼﾞ東神奈川Ⅱ新築工事

2021/01 ㈱大林組 森ビル㈱・㈱山下設計
虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業に係るC街区施設建築
物等新築他工事

2021/01 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱ｼﾃｨ 駒沢大学PJ新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2021/01 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 GD計画
2021/01 ㈱竹中工務店 ㈱日建設計 堂島2丁目計画新築工事
2021/01 ㈱南山開発 ㈱かみもり設計 公社赤道都市再生住宅整備工事（建築）
2021/01 ㈱和田組 ㈱ﾋﾞｰﾑｽ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 北上野2丁目計画
2021/01 ㈱淺沼組 ㈱浅沼組 一級建築士事務所 中野六丁目計画新築工事
2021/01 ㈱鍜治田工務店 ㈱石橋徳川建築設計所 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ名古屋名駅
2021/01 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 下北沢高架下開発A街区新築工事
2021/01 九鉄工業㈱ ㈱山下設計 下大利複合開発(SJR)
2021/01 黒川建設㈱ 積水ﾊｳｽ㈱ 一級建築士事務所 つくば市研究学園5丁目計画

2021/01
三浦・田中・新井建設特
定建設工事共同企業体

㈱大建設計 足立区綾瀬小学校改築工事

2021/01 三和建設工業㈱
三和建設工業㈱ 一級建築士事務
所

南千住5丁目共同住宅新築工事

2021/01 住協建設㈱ ㈱ARG 東新小岩3丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2021/01 住協建設㈱ ㈱ARG 川崎生田6丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2021/01 住協建設㈱ ㈱ARG 横浜生麦3丁目ﾏﾝｼｮﾝⅡ新築工事
2021/01 住協建設㈱ ㈱ｴﾙ設計事務所 足立区関原3丁目計画新築工事
2021/01 住協建設㈱ ㈱朝倉崇夫都市建築設計事務所 浅草5丁目新築工事
2021/01 住協建設㈱ ㈱畠山建築設計事務所 西落合2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2021/01 松井建設㈱ ㈱AIDAHO 特別養護老人ﾎｰﾑしらひげProject
2021/01 新日本建設㈱ ㈱IAO竹田設計 南麻布2丁目計画
2021/01 新日本建設㈱ 新日本建設㈱ 一級建築士事務所 EXC青葉台Ⅱ計画新築工事

2021/01
清水・小林・前原特定建
設工事共同企業体

AIS総合設計㈱ 下野市立南河内小中学校建設工事

2021/01 西松建設㈱ ㈱ｱｰﾙ・ｱｲ・ｴｰ 中野二丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物
2021/01 先嶋建設㈱ 建築設計室 創庵 宮古島平良字下里PJ新築工事（B棟）

2021/01 川口土木建築工業㈱
川口土木建築工業㈱ 一級建築士
事務所

千代田区神田紺屋町計画

2021/01 前田建設工業㈱
前田建設工業㈱ 一級建築士事務
所

ｺﾏﾂ小山工場 第1厚生棟建設工事

2021/01 多田建設㈱ ㈱ｸﾚｵ ﾌﾞﾘｼｱ浦安新築工事
2021/01 多田建設㈱ ㈱創建築設計事務所 世田谷区松原2丁目計画新築工事
2021/01 多田建設㈱ ㈲ｱｲ.ｴｲﾁ.ｴｽ.ｱｰｷﾃｸﾂ N-Stage　Minamigyotoku新築工事
2021/01 大成建設㈱ 大成建設㈱ 一級建築士事務所 日本医科大学付属病院新築工事

2021/01 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

泊2丁目ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ新築工事

2021/01 谷津建設㈱ ㈱ｺﾓﾝ･ﾘﾝｸ 板橋区赤塚2丁目計画
2021/01 池田建設㈱ DESIGN FACTORY INC. ﾌｪﾘｰﾁｪ錦糸町 新築工事
2021/01 池田建設㈱ ㈱ｴﾙ設計事務所 足立区関原3丁目計画
2021/01 東急建設㈱ ㈱INA新建築研究所 世田谷区喜多見9丁目計画（防火水槽）

2021/01
東武・佐藤特定建設工
事共同企業体

㈱梓設計 壬生町新庁舎建設工事

2021/01 徳倉建設㈱ ㈱ｱﾄﾘｴ ﾌﾟﾗｽ･ﾜﾝ 大島Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2021/01 日広建設㈱ ㈱SPACE-CREW ｸﾚｲｼｱ市谷鷹匠町新築工事

2021/01 日本国土開発㈱
日本国土開発㈱ 一級建築士事務
所

BIZCORE神田須田町計画

2021/01 馬淵建設㈱ ㈱NEOﾃﾞｻﾞｲﾝ 新大橋二丁目計画
2021/01 不二建設㈱ 不二建設㈱ 一級建築士事務所 柏市千代田1丁目計画
2021/01 風越建設㈱ ㈱長谷建築設計事務所 池尻2丁目賃貸事業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2021/01 立建設㈱ ㈱瀬戸本淳建築研究室 ﾜｺｰﾚ明石樽屋町 新築工事
2020/12 ｽﾅﾀﾞ建設㈱ ㈱ｱｰｷ・ﾃｯｸ設計事務所 ﾚｼﾞｭｰﾙｱｯｼｭ三国本町新築工事
2020/12 旭建設㈱ ㈱三輪設計 袖ケ浦Ⅱ 新築工事
2020/12 伊藤組土建㈱ ㈱都市設計研究所 発寒南小学校改築ほか工事（主体工事）校舎棟
2020/12 横沢建設㈱ ㈱春日部幹建築設計事務所 平町共同住宅新築工事
2020/12 ㈱RC建設 ㈱東京建築 ｴﾙﾌｧｰﾛ多摩川新築工事
2020/12 ㈱ｳﾗﾀ ㈱ｶﾞｲ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 南砂5丁目12番地ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2020/12 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱ｱﾙ.ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ建築設計 六本木7丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2020/12 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱ｶｲ設計 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ大崎4丁目新築工事
2020/12 ㈱ﾉﾊﾞｯｸ ㈱宮田建築事務所 足立区新田１丁目新築工事

2020/12 ㈱ﾌｪｲｽﾈｯﾄﾜｰｸ
㈱ﾌｪｲｽﾈｯﾄﾜｰｸ 一級建築士事務
所

ｸﾞﾗﾝﾃﾞｭｵ玉川Ⅳ新築工事

2020/12 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾌｼﾞﾀ 一級建築士事務所 第一生命町田支店建替計画
2020/12 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱東畑建築事務所 関東学院大学関内ｷｬﾝﾊﾟｽ新棟建設工事
2020/12 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ｱﾄﾘｴﾃｨｰﾌﾟﾗｽ 横浜市南区日枝町2丁目計画新築工事
2020/12 ㈱井木組 ㈱ゆう建築設計 Mｸﾘﾆｯｸ新築工事
2020/12 ㈱榎並工務店 ㈱ｱﾓﾙﾌｧｽ建築設計事務所 ｱｰﾋﾞﾝｸﾞ東大阪
2020/12 ㈱加賀田組 ㈱ｽﾀｲﾚｯｸｽ 戸越銀座計画 南棟 建設工事
2020/12 ㈱加賀田組 ㈱ｽﾀｲﾚｯｸｽ 品川区西大井計画新築工事
2020/12 ㈱加賀田組 ㈱加賀田組 一級建築士事務所 ｽｶｲｸﾞﾗﾝﾃﾞ押上新築工事
2020/12 ㈱丸二 ﾄｩｴﾙｳﾞ㈱ 弥生町ﾀｳﾝﾊｳｽ新築工事
2020/12 ㈱久保工 ㈱IAO竹田設計 大手町Ⅰ計画



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2020/12 ㈱桑原組・守建設㈱JV
神戸市住宅都市局建築技術部建
築課

草津市第二学校給食ｾﾝﾀｰ新築工事（建築）

2020/12 ㈱鴻池組 浅井謙建築研究所㈱ 大阪市中央区谷町2丁目PRJ
2020/12 ㈱合田工務店 FANTAS technology㈱ 横浜市西区久保町計画新築工事
2020/12 ㈱合田工務店 ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ﾌｧｸﾄﾘｰ 渡田新町3丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2020/12 ㈱小川建設 ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ岩田企画㈱ 足立区梅田2丁目計画
2020/12 ㈱小川建設 ㈱小川建設 一級建築士事務所 ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ滝野川計画

2020/12 ㈱松村組
㈱ASKA総合計画・㈱弾構造設計
事務所

杜せきのした計画新築工事

2020/12 ㈱松村組 ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝﾈｯﾄﾜｰｸｽ 板橋区中丸町計画新築工事
2020/12 ㈱村上工務店 ㈱大阪ﾋｶﾘ･ｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ﾜｺｰﾚ中央区琴ノ緒町3丁目新築工事
2020/12 ㈱太名嘉組 ﾘｰﾒｯｸ㈱ ﾌﾟﾚﾐｽﾄ北谷ｱﾗﾊ新築工事
2020/12 ㈱大山組 ㈱大山組 一級建築士事務所 小杉町1丁目MD計画
2020/12 ㈱大勝 ㈱ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾃﾞｻﾞｲﾝ 横浜市中区松影町二丁目計画新築工事
2020/12 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈲ﾉｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 加平1丁目計画新築工事
2020/12 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 三菱ｹﾐｶﾙ株式会社 Science＆Innovation Center 新研究棟建設工事
2020/12 ㈱柄谷工務店 ㈱伊藤喜三郎建築研究所 城南多胡病院移転新築工事
2020/12 ㈱錢高組 ㈱ﾌﾚｰﾑﾜｰｸｽ RJR郡元Ⅲ 新築工事

2020/12 ㈱鍜治田工務店
㈱鍜治田工務店 一級建築士事務
所

吹田市竹見台四丁目計画

2020/12 ㈱鍜治田工務店
㈱鍜治田工務店 一級建築士事務
所

台東区千束二丁目計画

2020/12 共立建設㈱ ㈱K&T 石原3-34ﾏﾝｼｮﾝ計画 新築工事

2020/12
橋本川島・盛永・廣野・
吉宮共同企業体

久米・柴滝・中原共同企業体 旭川市総合庁舎建替工事（建築主体工事）B工区

2020/12
三浦・田中・新井建設共
同企業体

㈱大建設計 足立区立綾瀬小学校改築工事

2020/12 三和建設㈱ 三和建設㈱ 一級建築士事務所 SI江東区亀戸3丁目新築工事
2020/12 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 INPEX本社地区新寮建設工事
2020/12 若築建設㈱ 南関東防衛局調達部 北富士外（30補）隊庁舎新設等建築その他工事
2020/12 住協建設㈱ ㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾝ企画 豊町1丁目計画
2020/12 伸明建設㈱ 建築工房 ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ 鳩ケ谷中学校ﾌﾟｰﾙ改築工事
2020/12 新日本建設㈱ ㈱花岡都市建築設計 ﾌﾟﾚﾐｽﾄ鵠沼海岸 新築工事
2020/12 新日本建設㈱ 共同ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 台東区根岸4丁目ﾏﾝｼｮﾝ計画新築工事

2020/12 新日本工業㈱
東京都東部住宅建設事務所建設
課

都営住宅30H-103東（江東区東砂二丁目第２）工事

2020/12 瀬沼木材㈱ ｲﾝﾀｰﾌﾟﾗﾝ 立川錦町1丁目共同住宅新築工事
2020/12 西松建設㈱ 西松建設㈱ 一級建築士事務所 藤和初台ｺｰﾌﾟ建替え計画
2020/12 西野建設㈱ ㈱ｸﾚｵ ﾌﾞﾘｼｱ荻窪新築工事
2020/12 青木あすなろ建設㈱ ㈱大建設計 令和2年度加東市東条地域小中一貫校建設工事
2020/12 石黒建設㈱ ㈱現代綜合設計 墨田区菊川2丁目計画新築工事

2020/12 相互建設㈱
㈱ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ・ｼﾃｨ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ建築設
計事務所

大田区西蒲田7丁目計画

2020/12 村本建設㈱ 村本建設㈱ 一級建築士事務所 杉並区高円寺南2丁目Ⅱ計画 新築工事
2020/12 多田建設㈱ ㈱ｱｸｼｽ 一級建築士事務所 木場PJ
2020/12 大木建設㈱ ㈱飛鳥設計 相模大野2丁目共同住宅新築工事

2020/12 第一建設工業㈱
第一建設工業㈱ 一級建築士事務
所

品川区南大井三丁目計画

2020/12 谷津建設㈱ 谷津建設㈱ 一級建築士事務所 杉並区清水2丁目計画
2020/12 池田建設㈱ ㈲ｴﾇ・ｲｰ・ｴｲ設計事務所 ﾍﾞﾙｼｰﾄﾞ氷川台新築工事
2020/12 鉄建建設㈱ ㈱ﾌｫﾙﾑ建築計画研究所 大田区北馬込1丁目PJ新築工事
2020/12 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 ｾﾝﾄﾗﾙﾌｰｽﾞ狭山工場更新計画
2020/12 東鉄工業㈱ ㈱ｱｰﾄ総合企画 朝霞市本町2丁目計画新築工事
2020/12 東洋建設㈱ ㈱遼ﾌﾟﾗﾝﾃｯｸ 摂津市正雀本町2丁目
2020/12 内野建設㈱ ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ﾌｧｸﾄﾘｰ 文京区千石4丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2020/12 日成工事㈱ ㈱ｱｲ・ｴｰ・ｼｰ 横浜市神奈川区神奈川本町計画
2020/12 日本建設㈱ ㈱GA設計事務所 ｼﾞｰﾍﾞｯｸ北新宿計画
2020/12 日本建設㈱ ㈱園部建築事務所 ｻﾝﾛｲﾔﾙⅡ新築工事
2020/12 美樹・吉田共同企業体 ㈱小野設計 南部ｴﾘｱ学校給食ｾﾝﾀｰ整備及び運営事業（設備整備業務）
2020/12 風越建設㈱ ㈱設計工房ﾃﾞｻﾞｲﾝｼｽﾃﾑ 宮崎台ｶﾒﾘｱ建替新築工事
2020/12 風越建設㈱ ㈱瑠建築設計事務所 鶴見中央2丁目PJ
2020/12 風越建設㈱ 風越建設㈱ 一級建築士事務所 台東区柳橋1丁目計画新築工事
2020/12 平岩建設㈱ ㈱IAO竹田設計 練馬区いやし園 新築工事
2020/12 北野建設㈱ 北野建設㈱ 一級建築士事務所 ﾋﾞﾊﾞﾘｰﾎｰﾑｽﾞ広尾新築工事
2020/12 木内建設㈱ ㈱野生司環境設計 山王一丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事

2020/11 ｺｽﾓ建設㈱ ㈱ｳﾞｧｲｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ
令和元・2年度 給食ｾﾝﾀｰ建設工事 御前崎市新学校給食ｾﾝﾀｰ建設工
事（建築主体工事）

2020/11 ｻﾝﾕｰ建設㈱ ㈲ｱｯﾌﾟｾｯﾀｰｽﾞ 翠川ﾋﾞﾙ新築工事
2020/11 ｼﾞｪｸﾄ㈱ ｼﾞｪｸﾄ㈱ 一級建築士事務所 江川2丁目新築工事
2020/11 ｼﾞｪｸﾄ㈱ ｼﾞｪｸﾄ㈱ 一級建築士事務所 最上ﾃｯｸ本社新築工事
2020/11 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈱陣設計 川崎市中原区小杉御殿町計画新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2020/11 ﾕﾆｵﾝ建設㈱ ㈱JR東日本建築設計 大宮駅構内現業事務所7号ほか8棟新築その他工事
2020/11 ﾗｲﾄ工業㈱ ㈱都市環境設計事務所 上野稲荷町PJ
2020/11 ㈱ｳﾗﾀ ㈱ｸﾚｵ 千葉本町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2020/11 ㈱ｻﾝｺｰﾋﾞﾙﾄﾞ PCMC・ｱｰｷﾃｸﾄ・ｻﾎﾟｰﾄ㈱ 台東区浅草6丁目計画
2020/11 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱ｱﾄﾘｴ・ｱﾌﾟﾄ 西区南幸二丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2020/11 ㈱ﾉﾊﾞｯｸ ㈱西尾建築設計 ﾌﾟﾚｼｽ南幸町新築工事
2020/11 ㈱ﾊﾝｼﾝ建設 ㈱瀬戸本淳建築研究室 ﾜｺｰﾚ芦屋市業平町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2020/11 ㈱ﾋﾟｰｴｽ三菱 ㈱類設計室 湘南医療大学薬学部校舎
2020/11 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ｶﾞｲ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 相模大野7丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2020/11 ㈱旭工務店 ㈲こんどう建築設計事務所 ﾄﾗｽﾄ熊本花立新築工事
2020/11 ㈱奥村組 ㈱奥村組 一級建築士事務所 東日本ﾌｰﾄﾞ株式会社 郡山営業部 新築工事

2020/11
㈱沖電工・㈱國場組・㈱
屋部土建特定建設工事
共同企業体

㈱国建・㈱沖縄ｴﾈﾃｯｸ設計監理共
同企業体

沖縄電力㈱新本館建設工事

2020/11 ㈱加賀田組 ｴﾑｽﾞ企画設計㈱ 上杉二丁目計画新築工事
2020/11 ㈱加賀田組 ㈱ｽﾀｲﾚｯｸｽ 戸越銀座計画北棟建設工事
2020/11 ㈱解良工務店 ㈱SALHAUS 学芸大学ﾃﾗｽ新築工事
2020/11 ㈱吉田工務店 ㈱ﾊｯﾀﾃﾞｻﾞｲﾝ 滝野川Project
2020/11 ㈱熊谷組 ㈱NEOﾃﾞｻﾞｲﾝ ﾌﾞﾗﾝｽﾞ神楽坂計画
2020/11 ㈱桑原組 ㈱水原建築設計事務所 守山南中学校給食・第2体育館棟建築工事
2020/11 ㈱佐藤秀 ㈱佐藤秀 一級建築士事務所 新宿区片町計画新築工事
2020/11 ㈱志多組 ㈱辺見勉 ﾌﾞﾘｼｱ浅草Ⅱ新築工事
2020/11 ㈱守谷商会 ㈱牧 建築設計事務所 地域密着型介護老人福祉施設ｺｽﾓｽ苑こうほく新築工事
2020/11 ㈱小川建設 ㈱ﾋﾞｯｸﾞﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 江東区扇橋3丁目計画
2020/11 ㈱小川建設 ㈱光和設計 豊島区西池袋3丁目
2020/11 ㈱小川建設 ㈱四季建築設計事務所 OZIO西荻窪Ⅱ
2020/11 ㈱小川建設 ㈱石井設計 北区西ヶ原1丁目集合住宅
2020/11 ㈱小川建設 ㈲室野井ﾃﾞｻﾞｲﾝﾗﾎﾞ 南六郷2丁目ﾏﾝｼｮﾝ
2020/11 ㈱松尾工務店 ㈱三輪設計 文京区本郷一丁目計画新築工事
2020/11 ㈱松尾工務店 ㈱松尾工務店 一級建築士事務所 日本橋蛎殻町三丁目計画
2020/11 ㈱新津組 ㈱城戸崎建築研究室 天空の家 新築工事
2020/11 ㈱大京穴吹建設 ㈱三輪設計 赤羽2丁目JVﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2020/11 ㈱大木工務店 ㈱大阪ﾋｶﾘ･ｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ﾜｺｰﾚ北長挟通5丁目新築工事
2020/11 ㈱大林組 ㈱JR東日本建築設計 仙台駅東口物流ｾﾝﾀｰ新設計画 本体工事
2020/11 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 葛西ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙA棟建設工事
2020/11 ㈱藤木工務店 ㈲一級建築士事務所ｳﾞｨﾝﾄ設計 ﾙｰﾌﾞﾙ東武練馬弐番館
2020/11 ㈱福田組 ㈱福田組 一級建築士事務所 北区赤羽南二丁目計画
2020/11 ㈱櫻内工務店 ㈱佐藤清建築設計事務所 ﾄｰﾀｽ大和店新築工事

2020/11 ㈱鍜治田工務店
㈱鍜治田工務店 一級建築士事務
所

茨木市舟木町計画

2020/11 岩出建設㈱ ㈱永都設計 ｴｽﾃﾑｺｰﾄ西区川口4丁目
2020/11 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 麻布十番ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ計画
2020/11 五洋建設㈱ 五洋建設㈱ 一級建築士事務所 TANAKAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱湘南平塚寮
2020/11 斎藤工業㈱ ㈱SD建築企画研究所 ﾗｲｵﾝｽﾞ中野本町6丁目
2020/11 埼玉建興㈱ ㈱光和設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ新越谷新築工事

2020/11
三井住友・丸昭特定建
設工事共同企業体

山下・本田・月足特定建築設計共
同企業体

人吉市庁舎建設（建築）工事

2020/11 三信住建㈱ ㈱IAO竹田設計 信田邸新築工事
2020/11 山田建設㈱ ㈱四季建築設計事務所 OZIO桜新町新築工事
2020/11 山田建設㈱ 山田建設㈱ 一級建築士事務所 ﾌﾟﾗｲﾑﾈｸｻｽ東糀谷新築工事
2020/11 住協建設㈱ ｴﾙｱｰｽ建築設計工房㈱ 足立区梅島一丁目ﾏﾝｼｮﾝ
2020/11 住協建設㈱ ㈱ｴﾙ設計事務所 平野3丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2020/11 松井建設㈱ ㈱ｼﾃｨｰﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 地蔵院 弥勒霊廟増築工事
2020/11 新日本建設㈱ 新日本建設㈱ 一級建築士事務所 EXC新松戸Ⅱ計画 新築工事
2020/11 新和建設㈱ 新和建設㈱ 一級建築士事務所 北9条計画 新築工事
2020/11 森田工業㈱ ﾄｩｴﾙｳﾞ㈱ 青葉台三丁目計画
2020/11 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 穴八幡宮北参道倉庫等新築他工事

2020/11 前田建設工業㈱
前田建設工業㈱ 一級建築士事務
所

亀戸6丁目計画　駐輪場棟

2020/11 大旺新洋㈱ ㈱ｴｱﾘｱﾙ 武蔵小山ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2020/11 大成建設㈱ 大成建設㈱ 一級建築士事務所 TML宮城技術革新ｾﾝﾀｰ増築工事
2020/11 大末建設㈱ ㈱IAO竹田設計 新宿区納戸町計画新築工事

2020/11 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

港区白金3丁目計画

2020/11 池田建設㈱ ㈱ｱｰｷｾﾙ設計計画 ｺﾝｼｪﾘｱ東品川1丁目新築工事
2020/11 池田建設㈱ ㈱光和設計 足立区関原3丁目計画
2020/11 池田建設㈱ ㈱萩原建築設計事務所 船橋市本町４丁目計画
2020/11 中野建設㈱ ㈱光和設計 品川区西中延1丁目
2020/11 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 DPL千葉四街道Ⅰ新築工事
2020/11 奈良建設㈱ ㈱ｹﾌﾟﾗｰ都市建築設計 千代田区東神田3丁目新築工事
2020/11 日成工事㈱ 日成工事㈱ 一級建築士事務所 北久里浜東光ﾋﾞﾙ計画



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2020/11 日本建設㈱ ㈱広建設計 成城6丁目計画新築工事
2020/11 日本建設㈱ ㈱設計工房ﾃﾞｻﾞｲﾝｼｽﾃﾑ VPO虎ノ門一丁目計画新築工事
2020/11 日本国土開発㈱ ㈱創建設計 ﾌﾟﾚﾐｽﾄ西公園 新築工事
2020/11 馬淵建設㈱ TOAﾗｲﾌﾞ㈱ ｶﾞｰﾗ横浜伊勢佐木町
2020/11 不二建設㈱ 不二建設㈱ 一級建築士事務所 浦安市北栄一丁目計画
2020/11 風越建設㈱ ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝﾈｯﾄﾜｰｸｽ 品川区中延4丁目計画
2020/11 風越建設㈱ ㈱長谷建築設計事務所 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ西荻北新築工事
2020/11 風越建設㈱ 風越建設㈱ 一級建築士事務所 台東区柳橋1丁目計画新築工事
2020/11 福井建設㈱ ㈱星羅建築事務所 神戸市兵庫区永沢町4丁目新築工事

2020/11
柄谷・寄神特定建設工
事共同企業体

神戸市住宅都市局建築技術部建
築課

兵庫区総合庁舎・消防署建設他工事

2020/11 北和建設㈱ ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝﾜｰｸｽ 京都製作所大橋辺寮

2020/11 野村建設工業㈱
野村建設工業㈱ 一級建築士事務
所

ﾌﾟﾗｳﾄﾞﾌﾗｯﾄ森下Ⅴ計画新築工事

2020/11 友渡建設㈱ ㈱飯島建築設計事務所 ｳﾞｧｰｽｸﾚｲｼｱ中野富士見町
2020/11 眞生工業㈱ 日野市総務部建築営繕課 石田地区公共施設建築工事
2020/10 ｼﾞｪｸﾄ㈱ ｼﾞｪｸﾄ㈱ 一級建築士事務所 久地KMS新築工事
2020/10 ｼﾞｪｸﾄ㈱ ㈱石塚商事 T溝口共同住宅新築工事
2020/10 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈱ｱｰﾙ・ｱｲ・ｴｰ 京急蒲田ｾﾝﾀｰｴﾘｱ南第二地区共同化事業建築工事
2020/10 伊藤組土建㈱ ㈱石本建築事務所 札幌創価幼稚園新園舎建設工事（第2期）
2020/10 岡建工事㈱ ㈱坂野由典建築設計事務所 吉祥寺東町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2020/10 ㈱RC建設 ㈱金谷計画 立川市上砂町5丁目鳴島様新築工事
2020/10 ㈱ｱｾｯﾄ建設 共同ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 北区志茂2丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2020/10 ㈱ｳﾗﾀ ㈱ｶﾞｲ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 北小岩計画新築工事
2020/10 ㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ ㈱ｹｲﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞｱｰｷﾃｸﾂ 池尻大橋PJ 新築工事

2020/10 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ
㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ 一級建築
士事務所

ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ中野本町3丁目新築工事

2020/10 ㈱ｶｼﾜﾊﾞﾗ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱K&T 一之江7-66社員寮
2020/10 ㈱ｶｼﾜﾊﾞﾗ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱K&T 船堀4-12社員寮
2020/10 ㈱ﾀｶﾔ ㈱大建設計 ﾎﾃﾙ安比ｸﾞﾗﾝﾄﾞ新宿泊棟建設工事
2020/10 ㈱ﾉﾊﾞｯｸ ㈱横山建築事務所 ﾜｺｰﾚ西宮霞町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2020/10 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱三菱地所設計 東京成徳短期大学附属幼稚園

2020/10 ㈱ﾕｰﾃﾞｨｹｰ
㈱高岡建築設計事務所・埼玉県都
市整備部営繕課

29県住大宮砂団地第1工区建築その他

2020/10 ㈱奥村組 ㈱奥村組 一級建築士事務所 東雲SCⅡﾋﾟｯﾄ改造工事
2020/10 ㈱吉田工務店 ㈱坂野由典建築設計事務所 西池袋MS 新築工事
2020/10 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 一級建築士事務所 ESPﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ新社屋計画
2020/10 ㈱後藤組 ㈱空間創造社 ﾚｰﾍﾞﾝ福島万世町新築工事
2020/10 ㈱鴻池組 ㈱ｺｽﾓｽｲﾆｼｱ 墨田区江東橋4丁目計画
2020/10 ㈱合田工務店 ㈲黒木建築設計事務所 大島8丁目計画 新築工事
2020/10 ㈱佐藤秀 ㈱ﾌｨﾙﾂ都市建築設計 世田谷区喜多見7丁目計画
2020/10 ㈱三ノ輪建設 ㈱日建設計 町田市熱回収施設等整備運営事業
2020/10 ㈱秀建ﾋﾞﾙﾄﾞ ㈱瑠建築設計事務所 足立区千住橋戸町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2020/10 ㈱小川建設 AIUEO STUDIO㈱ 向島5丁目ﾏﾝｼｮﾝ計画
2020/10 ㈱小野組 ㈱ｱｸｼｽ 一級建築士事務所 亀戸六丁目ﾏﾝｼｮﾝ
2020/10 ㈱昭和工務店 ㈱ﾀｸﾄﾌﾟﾗﾝ建築事務所 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ清水谷公園
2020/10 ㈱松村組 ㈱IAO竹田設計 世田谷区宮坂3丁目計画新築工事
2020/10 ㈱松尾工務店 ㈱IAO竹田設計 川崎市宮前区土橋2丁目計画
2020/10 ㈱松尾工務店 ㈱SHOW建築設計事務所 大森北計画
2020/10 ㈱川村工営 ㈱ｴｽ･ﾃｨ ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 綾瀬市大上六丁目計画

2020/10 ㈱川村工営
合同会社 N concept・㈲木村・久
世建築設計事務所

三郷中央3丁目計画

2020/10 ㈱創新建設 ㈱NCM 東陽5丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2020/10 ㈱増岡組 ﾗｸﾞｽ建築設計㈲ 新宿区新宿五丁目計画
2020/10 ㈱大山組 ㈱大山組 一級建築士事務所 武蔵小杉OT計画
2020/10 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 上杉2丁目計画新築工事
2020/10 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 凸版印刷株式会社川口厚生棟建替工事
2020/10 ㈱中越興業 ㈲ﾋﾛ建築設計工房 宮城野区鉄砲町西ﾋﾞﾙ新築工事

2020/10 ㈱田中工業
㈱高岡建築設計事務所・埼玉県都
市整備部営繕課

29県住大宮砂団地第2工区建築その他工事

2020/10 ㈱日興ﾀｶﾗｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱ｲｸｽ･ｱｰｸ都市設計 横浜市西区伊勢町2丁目

2020/10 ㈱鍜治田工務店
㈱鍜治田工務店 一級建築士事務
所

南行徳駅前計画 新築工事

2020/10 岩田地崎・藤原工業JV ㈱ｱﾙﾄ建築設計事務所
吹田市立佐竹台小学校校舎及び吹田市立佐竹台留守家庭児童育成
室増築工事

2020/10 岩田地崎建設㈱ ㈱ｴｰｴｰｱﾝﾄﾞｻﾝ 札幌市北区北6条西1丁目ﾎﾃﾙ計画
2020/10 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 渋谷区代々木2丁目38計画
2020/10 郡ﾘｰｽ㈱ ㈱開発設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 佐久間発電所事務所新築工事
2020/10 光建工業㈱ ㈲河野建築設計事務所 ﾕﾆｶ調布ﾋﾞﾙ増築工事
2020/10 堺土建㈱ ㈱ｾﾌﾞﾝ建築設計事務所 特別養護老人ﾎｰﾑ　大阪あじさい苑
2020/10 山岸建設㈱ ㈱ｱｰｷﾃﾞｨｱｯｸ 社会福祉法人 恵清会 特別養護老人ﾎｰﾑ真寿園 東棟増築工事
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ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2020/10 山田建設㈱ ㈱ｲｸｽ･ｱｰｸ都市設計 台東区浅草3丁目計画新築工事
2020/10 山田建設㈱ ㈱ｳｨｯｼｭﾜｰｸ設計事務所 世田谷区北沢1丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2020/10 山田建設㈱ 山田建設㈱ 一級建築士事務所 ﾈﾍﾞﾙ本厚木新築工事
2020/10 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 高田馬場駅前ﾋﾞﾙ建替計画新築工事
2020/10 住協建設㈱ ㈱ｴﾇ･ｴｰ･ｴﾌ ｱｰｷﾃｸﾂ 東日本橋1丁目計画新築工事
2020/10 小俣組・ｷｸｼﾏJV ㈱金子設計 緑警察署新築工事（建築）
2020/10 松井建設㈱ ㈲勝岳史建築設計事務所 六本木三幸ﾋﾞﾙ

2020/10 上門工業㈱
ARCHITECTURAL PLANNING 
CORPORATION

ｶﾌｰﾘｿﾞｰﾄ ﾌﾁｬｸ ｺﾝﾄﾞﾎﾃﾙ A棟 新築工事

2020/10 清水建設㈱ ㈱ｱｰﾌﾞ建築研究所 東京未来大学C棟 増築工事
2020/10 西松建設㈱ 西松建設㈱ 一級建築士事務所 ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽﾊﾟｰｸ猪名川2ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2020/10 仙建工業㈱ ㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本建築設計事務 仙台支社ﾋﾞﾙ外改築に伴う修正設計

2020/10 川口土木建築工業㈱
川口土木建築工業㈱ 一級建築士
事務所

朝霞市浜崎2丁目計画

2020/10 前川建設㈱ ㈱日立建設設計 神野台学校給食ｾﾝﾀｰ整備及び運営事業

2020/10 前田建設工業㈱
前田建設工業㈱ 一級建築士事務
所

目黒区青葉台4丁目計画

2020/10 前田建設工業㈱
前田建設工業㈱ 一級建築士事務
所

三宮新港町計画

2020/10 多田建設㈱ ㈱陣設計 ときわ台ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2020/10 大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 一級建築士事務所 世田谷区駒沢3丁目計画新築工事
2020/10 大木建設㈱ ㈱D＆D建築設計事務所 天王寺区上本町8丁目計画 新築工事

2020/10 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

那覇のうれん前ﾎﾃﾙ新築工事

2020/10 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

佃大橋ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

2020/10 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

品川区東大井3丁目計画新築工事

2020/10 池田建設㈱ ㈱谷口建築企画 足立区綾瀬二丁目計画
2020/10 中島建工㈱ 一級建築士事務所 ｴｽ ASTILE三軒茶屋Ⅲ新築工事
2020/10 鉄建建設㈱ ㈱ｱｰﾄ総合企画 横浜市緑区中山3丁目計画
2020/10 渡邊建設㈱ ㈱ﾌｫﾙﾑ建築計画研究所 柿の木坂1丁目計画
2020/10 東急建設㈱ ㈱東急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 東京都市大学新A棟増築工事
2020/10 南海辰村建設㈱ ㈱現代綜合設計 世田谷区経堂5丁目 計画 新築工事
2020/10 飛島建設㈱ ㈱安宅設計 さいたま市浦和区仲町二丁目計画
2020/10 飛島建設㈱ 飛島建設㈱ 一級建築士事務所 名駅四丁目計画新築工事
2020/10 風越建設㈱ ㈱ﾋﾞｰﾑｽ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 台東区浅草橋1丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2020/10 風越建設㈱ ㈱瑠建築設計事務所 東日暮里1丁目計画新築工事
2020/10 名工建設㈱ ㈱手島建築設計事務所 東名高速道路御殿場ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ管理施設改築工事
2020/10 明石土建工業㈱ 創企㈱ SDｸﾞﾗﾝﾂ神戸ﾊｰﾊﾞｰｳｴｽﾄ新築工事
2020/10 立・坪田JV 姫路市都市局まちづくり推進部 姫路市営中河原住宅（第3期）高層建替（建築）工事
2020/09 TSUCHIYA㈱ 平建築設計事務所㈲ 新久喜総合病院増築工事
2020/09 ｱｲｻﾜ工業㈱ ｱｲｻﾜ工業㈱ 一級建築士事務所 若松河田ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2020/09 ﾗｲﾄ工業㈱ ㈱三輪設計 台東区根岸三丁目共同住宅新築工事
2020/09 ㈱NIPPO ㈲ﾉｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 東神奈川1丁目計画
2020/09 ㈱ｳﾗﾀ ㈱ｶﾞｲ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 立石分譲ﾏﾝｼｮﾝ計画新築工事
2020/09 ㈱ｸﾞｯﾄﾞﾗｲﾌ建設 熊本建築研究所 前島一丁目_116新築工事
2020/09 ㈱ｿﾈｯｸ ㈲ｳｨｰﾄﾞ建築設計事務所 ﾘﾍﾞｰﾙ明石桜町Ⅱﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2020/09 ㈱ﾌｪｲｽﾈｯﾄﾜｰｸ ㈱RYｱｰｷﾃｸﾂ GranDuo自由が丘4
2020/09 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ TOAﾗｲﾌﾞ㈱ 川崎市中原区丸子通1丁目計画新築工事
2020/09 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱TAP ﾘｰﾗ浅草橋新築工事
2020/09 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ｵｰﾑﾗ建築設計 ｶﾞｰﾗ町田新築工事
2020/09 ㈱安藤・間 ㈱安藤・間 一級建築士事務所 鷺沼独身寮計画
2020/09 ㈱奥村組 ㈱梓設計 ﾖｺﾚｲ気仙沼ｿｰﾃｨﾝｸﾞｽﾎﾟｯﾄ新築工事
2020/09 ㈱奥村組 日揮㈱ ｴｰｻﾞｲ株式会社殿鹿島事務所品質管理棟3（Q-3棟）建設工事
2020/09 ㈱梶原工業所 ㈲中川善仁設計事務所 富士桜高原 富士に佇む家ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2020/09 ㈱関組 ㈱光和設計 ﾌﾟﾚｼｽ大宮土呂Ⅱ新築工事
2020/09 ㈱橋本組 奥野公章建築設計室 大岡山ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2020/09 ㈱玉川組 ㈱髙田建築設計事務所 特別養護老人ﾎｰﾑ 札幌福井園 建設工事
2020/09 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 一級建築士事務所 横浜市神奈川区新子安一丁目24番計画
2020/09 ㈱紅梅組 ㈱ｱﾄﾘｴﾃｨｰﾌﾟﾗｽ ﾙﾈｻﾝｽｺｰﾄ中目黒新築工事
2020/09 ㈱高橋組 ｱｰｷｻｲﾄﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 秋葉原MYﾋﾞﾙ新築工事
2020/09 ㈱合田工務店 ﾏﾙｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ合同会社 大黒ﾁﾞｰｾﾞﾙ本社ﾋﾞﾙ計画
2020/09 ㈱山根工務店 ㈱小山建築設計事務所 高津小学校校舎増築その他工事
2020/09 ㈱山崎屋 ㈲ﾃｨ･ｴﾑ･ｹｲ･ｽﾀｼﾞｵ 北区岸町2丁目計画
2020/09 ㈱小川建設 ㈱ｱｸｼｽ 一級建築士事務所 東神奈川ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2020/09 ㈱小川建設 ㈲黒木建築設計事務所 中野区松が丘計画新築工事
2020/09 ㈱小川建設 ㈲湯本建築事務所 北区志茂2丁目計画
2020/09 ㈱小俣組 ㈲設計工房顕塾 井土ヶ谷家族寮新築工事
2020/09 ㈱昭和工務店 ㈱ﾀｸﾄﾌﾟﾗﾝ建築事務所 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ天王寺空堀町 新築工事
2020/09 ㈱大勝 ㈱ｽﾀｲﾚｯｸｽ 新宿四谷坂町計画



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2020/09 ㈱大勝 ㈱ﾋﾞｰｽﾞｺﾝｾﾌﾟｼｮﾝ 横浜市中区伊勢佐木町6丁目計画
2020/09 ㈱大勝 ㈲恒企画 茅ヶ崎本村1丁目計画　新築工事
2020/09 ㈱辰 ㈱AUAU建築研究所 上原二丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2020/09 ㈱谷口実業 ㈱富士建築設計事務所 台東区日本堤1丁目計画新築工事
2020/09 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 京阪北10西3南ｵﾌｨｽ計画
2020/09 ㈱竹徳 都市建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ㈱ 菊川3丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2020/09 ㈱藤木工務店 ㈲一級建築士事務所ｳﾞｨﾝﾄ設計 ﾊﾟﾃｨｰﾅ中野坂上新築工事
2020/09 ㈱冨士工 ㈲佐藤建築設計事務所 介護老人保健施設 紅梅園
2020/09 ㈱福田組 ㈱小野田建築設計事務所 L.Biz八丁堀計画
2020/09 ㈱淺沼組 ㈱綜企画設計 和光市広沢複合施設整備・運営事業　保健ｾﾝﾀｰ新築工事
2020/09 ㈱鍜治田工務店 ㈱ｱｰｷﾌｫﾙﾑ 港区海岸3丁目計画
2020/09 亀井工業㈱ ㈱松田平田設計 茅ヶ崎市歴史文化交流館（博物館）建設（建築）
2020/09 公成建設㈱ 京都市公共建築建設課 崇仁市営住宅新築工事
2020/09 工新建設㈱ ㈱牛込昇建築設計事務所 麻布台集合住宅計画
2020/09 佐藤工業㈱ ㈱IAO竹田設計 中央区日本橋本町4丁目13計画

2020/09 三井住友建設㈱
森ﾋﾞﾙ㈱・㈱日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ・㈱
日建設計

虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業施設整備建築物等新築
工事B-1地区

2020/09 三楽建設㈱ ㈱SY建築設計事務所 神宮前4丁目計画　新築工事
2020/09 三和建設工業㈱ ㈱ｻﾝﾜﾎｰﾑ 台東区竜泉3丁目計画新築工事
2020/09 三和建設工業㈱ ㈱ﾊﾏ建築設計 江東区深川二丁目新築工事
2020/09 三和建設工業㈱ ㈱瑠建築設計事務所 墨田区東駒形1丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2020/09 住協建設㈱ ㈱ｴﾙ設計事務所 新宿7丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2020/09 住協建設㈱ ㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾝ企画 南六郷3丁目計画Ⅱ新築工事
2020/09 住協建設㈱ ㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾝ企画 葛飾区東立石2丁目計画新築工事
2020/09 住協建設㈱ ㈱伊佐建設 一級建築士事務所 練馬区春日町2丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2020/09 新英興業㈱ TOAﾗｲﾌﾞ㈱ ｳﾞｧﾛｰﾚ千住河原町
2020/09 新三平建設㈱ ㈱創建築設計事務所 江東区古石場1丁目計画新築工事
2020/09 新日本建設㈱ 新日本建設㈱ 一級建築士事務所 EXC聖蹟桜ヶ丘計画　新築工事
2020/09 清水建設・中山組JV 清水建設㈱ 一級建築士事務所 札幌しらかば台篠路病院移転計画
2020/09 清水建設㈱ ㈱北海道日建設計 ｳｪﾙﾈｯﾄ札幌ｵﾌｨｽ新築工事
2020/09 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾒｶﾄﾛﾆｸｽ三河工場計画
2020/09 西松建設㈱ ㈱Gﾃﾞｻﾞｲﾝｱｿｼｴｲﾂ 香椎浜4丁目計画
2020/09 前田建設工業㈱ ㈱久米設計 八代市新庁舎建設工事
2020/09 前田建設工業㈱ ㈱石本建築事務所 平成30年度 区立上板橋第二中学校統合改築工事

2020/09 前田建設工業㈱
前田建設工業㈱ 一級建築士事務
所

銀座6丁目並木通り開発計画

2020/09 多田建設㈱ ㈱現代綜合設計 ｸﾘｵ市谷柳町新築工事
2020/09 太平工業㈱ 大森設計事務所 国宝仁和寺金堂ほか14棟防災施設整備(建造物）事業
2020/09 大旺新洋㈱ ㈲一級建築士事務所ｳﾞｨﾝﾄ設計 ﾊﾟﾃｨｰﾅ西高島平 新築工事
2020/09 大豊建設㈱ ㈱大建設計 ﾕﾆｿﾞｲﾝｴｸｽﾌﾟﾚｽ宇都宮新築工事
2020/09 大豊建設㈱ ㈲SOMﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｵﾌｨｽ 南砂７丁目共同住宅新築工事
2020/09 大洋建設㈱ ㈱嘉環境設計 港北区篠原東2丁目計画

2020/09 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

文京区大塚6丁目 兵庫県職員寮 新築工事

2020/09 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

南青山3丁目PJ新築工事

2020/09 谷津建設㈱ ㈱日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 品川区北品川6丁目計画

2020/09
竹中工務店・守谷特定
建設工事共同企業体

大建・ｴｰｱﾝﾄﾞｴｰ設計共同企業体 安曇野市新総合体育館新築工事

2020/09 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 鎌倉小町2丁目計画
2020/09 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 銀座六丁目計画新築工事
2020/09 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 墨田区亀沢四丁目計画
2020/09 奈良建設㈱ ㈱大川設計 片倉町Ｓﾋﾞﾙ　新築工事
2020/09 南海辰村建設㈱ ㈱ｶﾞｲ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ｴｽﾃﾑﾌﾟﾗｻﾞ墨田区八広新築工事
2020/09 風越建設㈱ ㈱安宅設計 中央区入船一丁目計画新築工事
2020/09 名工建設㈱ 名工建設㈱ 一級建築士事務所 ﾏｽﾄｽｸｴｱ本山新築工事
2020/09 木内建設㈱ 木内建設㈱ 一級建築士事務所 文京区小石川3丁目計画
2020/09 木内建設㈱ ㈲環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究室 浅草橋ⅡB計画　建設工事

2020/09 鈴与三和建物㈱
鈴与三和建物㈱ 一級建築士事務
所

西蒲田6丁目宮澤ﾋﾞﾙ新築工事

2020/08 ｺﾊﾞ・小沢組建設共同企 ㈱相和技術研究所 練馬区立関町北小学校校舎等改築工事

2020/08 ㈱ｵｰｼｬﾝ
㈱ﾌｪｲｽﾈｯﾄﾜｰｸ 一級建築士事務
所

ｸﾞﾗﾝﾃﾞｭｵ羽根木Ⅱ新築工事

2020/08 ㈱ｸﾞｯﾄﾞﾗｲﾌ建設 熊本建築研究所 前島一丁目_115新築工事

2020/08 ㈱ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝﾄｰｷｮｰ
㈱ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝﾄｰｷｮｰ 一級建築士
事務所

大森北1丁目賃貸事業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

2020/08 ㈱ﾌﾙｷｽﾍﾟｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝ
㈱ﾌﾙｷｽﾍﾟｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝ 一級建築士
事務所

関町東集合住宅新築工事

2020/08 ㈱安藤・間 ㈱安藤・間 一級建築士事務所 ﾌｼﾞﾌｰｽﾞ株式会社湾岸船橋工場増築工事
2020/08 ㈱永賢組 ㈲ｱｰｷﾃｸﾄ・ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 小牧市小牧三丁目共同住宅新築工事
2020/08 ㈱遠藤組 ㈱岩見田・設計 鵡川高等学校生徒寮整備事業



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2020/08 ㈱加賀田組 安宅設計・環境計画 共同企業体 福島市新浜町地区優良建築物等整備事業 本体工事
2020/08 ㈱京葉ﾃｸﾆｶ ㈱ｴｽﾃﾞｰｼｰ設計 渋谷区本町6丁目計画新築工事
2020/08 ㈱協栄組 ㈱ｱｰｷﾌｫﾙﾑ 渋谷区宇田川町事務所ﾋﾞﾙ新築工事
2020/08 ㈱熊谷組 ㈱伊藤喜三郎建築研究所 仙台徳洲会病院移転新築工事
2020/08 ㈱合田工務店 ㈱ｱｸｼｽ 一級建築士事務所 川崎市川崎区渡田4丁目PJ
2020/08 ㈱小川建設 ｱｰﾙ･ｱｰｷ㈱ 品川区西五反田3丁目ﾏﾝｼｮﾝ
2020/08 ㈱小川建設 叶ﾃﾞｻﾞｲﾝ㈱ ｱﾙﾃｼﾓ本所
2020/08 ㈱小川建設 ㈱ｴﾇ･ｴｰ･ｴﾌ ｱｰｷﾃｸﾂ 寿4丁目計画新築工事
2020/08 ㈱小川建設 ㈱ｴﾇ･ｴｰ･ｴﾌ ｱｰｷﾃｸﾂ 大森北1丁目計画
2020/08 ㈱小川建設 ㈱ﾆｭｰｵｰﾀﾞｰ建築研究所 墨田区亀沢3丁目ﾏﾝｼｮﾝ
2020/08 ㈱小川建設 ㈱建築設計ｱｰｷﾌｫﾙﾑ 台東区浅草橋3丁目計画　新築工事
2020/08 ㈱小川建設 ㈱光和設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ武蔵野台
2020/08 ㈱小川建設 ㈱小川建設 一級建築士事務所 中野区中央3丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2020/08 ㈱小川建設 ㈱日企設計 五反田新築工事
2020/08 ㈱小川建設 ㈲松尾建築研究所 豊島区巣鴨4丁目ﾏﾝｼｮﾝ計画
2020/08 ㈱松下産業 ㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾝ企画 東糀谷4丁目計画新築工事
2020/08 ㈱森下組 ﾊｳｽﾀｲﾙｽﾞ㈱ 大船ﾋﾞﾙ新築工事
2020/08 ㈱大勝 ㈱ｲｸｽ･ｱｰｸ都市設計 江東橋4丁目計画

2020/08 ㈱竹中工務店
伊東豊雄建築設計事務所・横須賀
満夫建築設計事務所共同企業体

水戸市新市民会館等施設建築物新築工事

2020/08 ㈱竹中工務店 ㈱教育施設研究所 新高度被ばく医療施設新築工事
2020/08 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 西宮市若松町計画
2020/08 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 銀座8丁目開発計画
2020/08 ㈱竹徳 ㈱藤井坂詰建築設計事務所 品川区南大井3丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2020/08 ㈱中越興業 ㈱ｼﾞｰｼｰｴﾑｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ﾌﾟﾚｰﾙ・ﾄﾞｩｰｸ新川1丁目計画新築工事
2020/08 ㈱藤木工務店 ㈱ｱｸｼｽ 一級建築士事務所 ﾛｱｰﾙ南馬込新築工事
2020/08 ㈱藤木工務店 ㈱ｴｰﾌｫｰ･ﾗﾎﾞ ﾙｰﾌﾞﾙ下丸子三丁目新築工事
2020/08 ㈱藤木工務店 ㈱宮田建築事務所 ｶﾞｰﾗ横浜大口Ⅱ
2020/08 ㈱鍜治田工務店 ㈱IAO竹田設計 明石市大久保計画 新築工事（仮想敷地A）
2020/08 丸運建設㈱ ㈱光和設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ三郷中央新築工事
2020/08 戸田・日本建設共同企 戸田建設㈱ 一級建築士事務所 船橋第一生命ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ建替計画
2020/08 戸田建設㈱ ㈱横河建築設計事務所 社会医療法人 札幌清田整形外科病院 新築工事
2020/08 戸田建設㈱ 戸田建設㈱ 一級建築士事務所 JQA(仮称)新中部試験ｾﾝﾀｰ建設工事

2020/08
黒須・瀬沼特定建設工
事共同企業体

㈱楠山設計 給食ｾﾝﾀｰ（元横山）新築工事

2020/08 斎藤工業㈱ 斎藤工業㈱ 一級建築士事務所 芝新町ﾋﾞﾙ新築工事
2020/08 坂田建設㈱ ㈲翔建築設計事務所 中央区東日本橋計画
2020/08 三和建設㈱ 三和建設㈱ 一級建築士事務所 NS品川区西五反田4丁目計画新築工事
2020/08 山田建設㈱ 山田建設㈱ 一級建築士事務所 ﾚｰﾍﾞﾝ八王子元横山町計画新築工事
2020/08 住協建設㈱ ㈱朝倉崇夫都市建築設計事務所 東向島3丁目新築工事
2020/08 住協建設㈱ ㈱都市みらい総合計画研究所 北新宿1丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2020/08 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 駿河台学園鶴屋町ﾋﾞﾙ新築工事
2020/08 西松建設㈱ 西松建設㈱ 一級建築士事務所 高輪一丁目共同建替計画

2020/08 川口土木建築工業㈱
川口土木建築工業㈱ 一級建築士
事務所

江東区豊洲4丁目計画

2020/08 多田建設㈱ ㈲鳴建築設計室 北品川5丁目PJ　新築工事
2020/08 大旺新洋㈱ ㈱ｴﾑ･ｴｽﾃﾞｻﾞｲﾝ ﾒｲﾝｽﾃｰｼﾞ浮間4丁目新築工事

2020/08 大日本土木㈱
㈱松田平田設計・東京都財務局建
築保全部施設整備第二課

都立立川学園特別支援学校(31)増築工事

2020/08 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

文京区大塚6丁目共同住宅新築工事

2020/08 第一建設工業㈱ ㈱環総合設計 台東3丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2020/08 中野建設㈱ ㈱小野田建築設計事務所 台東区浅草橋一丁目計画
2020/08 坪井工業㈱ ㈱相和技術研究所 天神町3丁目舎宅新築工事
2020/08 鉄建建設㈱ ㈱ｸﾚｵ 西区中央2丁目共同住宅新築工事
2020/08 渡辺建設㈱ 渡辺建設㈱ 一級建築士事務所 南長崎5丁目重永ﾋﾞﾙ新築工事
2020/08 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 岩徳ﾋﾞﾙⅡ新築工事
2020/08 内野建設㈱ AIUEO STUDIO㈱ 新川通ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2020/08 南海辰村建設㈱ ㈱ｼﾞﾑｽ建築設計事務所 月島計画新築工事

2020/08 南海辰村建設㈱
南海辰村建設㈱ 一級建築士事務
所

高円寺ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事

2020/08 馬淵建設㈱ ㈱松田平田設計 都立光明学園(31)北棟改築工事
2020/08 風越建設㈱ ㈱ｲｸｽ･ｱｰｸ都市設計 新井薬師前PJ新築工事
2020/08 木内建設㈱ 木内建設㈱ 一級建築士事務所 川崎市宮前区宮崎3丁目2番新築工事
2020/08 和光建設㈱ 和光建設㈱ 一級建築士事務所 戸田細井ﾋﾞﾙ新築工事

2020/07 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱
ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 一級建築士
事務所

北区上中里1丁目計画 新築工事

2020/07 岡建工事㈱ ㈱掛川建築設計事務所 江戸川区二丁目児童養護施設新築工事
2020/07 岡建工事㈱ ㈲鳴海建築設計事務所 墨田さんさん会ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ新築工事
2020/07 ㈱NIPPO ㈲ﾉｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 西神奈川1丁目計画 新築工事
2020/07 ㈱ｳﾗﾀ ㈱ｶﾞｲ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 横網2丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2020/07 ㈱ｳﾗﾀ ㈱ｶﾞｲ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 毛利1丁目1番ﾏﾝｼｮﾝ

2020/07 ㈱ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝﾄｰｷｮｰ
㈱ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝﾄｰｷｮｰ 一級建築士
事務所

中央区東日本橋PJ

2020/07 ㈱ﾅﾐｷ ﾅﾐｷ都市設計研究所㈱ ｸﾞﾛｰﾘｵｼｪﾙﾄ戸越公園 新築工事
2020/07 ㈱ﾅﾐｷ ㈱ｶｲ設計 等々力4丁目PJ
2020/07 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱大和地所 ﾒｲﾝｽﾃｰｼﾞ目黒Ⅲ新築工事
2020/07 ㈱岡工務店 ㈱OKI設計 ﾜｺｰﾚ日吉町3丁目計画 新築工事
2020/07 ㈱丸本組 ㈱盛総合設計 石巻警察署新蛇田南待機宿舎新築工事
2020/07 ㈱熊谷組 ㈱梓設計 鹿児島徳洲会病院移転新築工事
2020/07 ㈱建研 ｼﾞﾗﾌ建築計画 合同会社 足立区六月3丁目計画 新築工事
2020/07 ㈱建研 ㈱ﾊﾏ建築設計 葛飾区東四つ木二丁目新築工事
2020/07 ㈱紅梅組 ㈱ﾋﾞｿﾞﾝ建築設計事務所 長者町2丁目計画 新築工事
2020/07 ㈱合田工務店 ㈱SPACE-CREW PREMIUM CUBE 両国DEUX
2020/07 ㈱合田工務店 ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｸﾙｰ 日暮里ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2020/07 ㈱合田工務店 ㈱合田工務店 一級建築士事務所 椎名町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2020/07 ㈱合田工務店 ㈱秀ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 市川市市川南三丁目計画
2020/07 ㈱佐藤秀 ㈱宮川憲司建築事務所 港区白金台五丁目計画
2020/07 ㈱砂子組 ㈱ﾌｨﾙﾄﾞ 宮の森集合住宅・新築工事
2020/07 ㈱住宅王 ㈱住宅王 一級建築士事務所 青戸2丁目計画
2020/07 ㈱小川建設 ㈱宮田建築事務所 台東区根岸3丁目 新築工事
2020/07 ㈱大京穴吹建設 ㈱日本ｴｰｺﾝ 大田区山王1丁目計画新築工事
2020/07 ㈱大京穴吹建設 共同ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ﾗｲｵﾝｽﾞ綾瀬2 新築工事
2020/07 ㈱大勝 ㈱ｽﾀｲﾚｯｸｽ ｸﾘｵ元町計画新築工事
2020/07 ㈱大林組 ㈱三菱地所設計 京都岡崎ﾎﾃﾙ計画
2020/07 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈲環設計室 世田谷区宮坂3丁目計画
2020/07 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 東京理科大長万部ｷｬﾝﾊﾟｽ教員住宅新築工事
2020/07 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 加須物流ｾﾝﾀｰ新築工事
2020/07 ㈱中越興業 ㈱ｼﾞｰｼｰｴﾑｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ﾌﾟﾚｰﾙ・ﾄﾞｩｰｸ仙川新築工事

2020/07 ㈱鏑谷工務店
東京都東部住宅建設事務所建設
課

都営住宅30M-108東（大田区南六郷一丁目）工事

2020/07 ㈱田中建設 合同会社mercumal 奥沢6丁目新築工事
2020/07 ㈱藤木工務店 ㈱朝倉崇夫都市建築設計事務所 ｶﾞｰﾗ西大井Ⅱ新築工事
2020/07 ㈱淺沼組 ㈱安宅設計 台東区蔵前4丁目計画　新築工事
2020/07 寄居建設㈱ ㈱ｸﾚｵ 西八王子ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

2020/07
熊谷・鈴縫・ｽﾄｳ特定建
設工事共同企業体

㈱熊谷組 一級建築士事務所 上坪浄水場更新事業施設建設工事

2020/07 今岡工業㈱ ㈱ｼｽｹｱ 松江ｾﾝﾀｰｱｾﾞﾘｱ新築工事
2020/07 佐藤工業㈱ ㈱T設計工房 ﾗｲｵﾝｽﾞ宮前平計画新築工事
2020/07 坂田建設㈱ I.H.S. ARCHITECTS ｸﾘｵﾗﾍﾞﾙｳﾞｨ蔵前新築工事
2020/07 山田建設㈱ 山田建設㈱ 一級建築士事務所 ｽﾀｼﾞｵｽｸｴｱ弘明寺計画新築工事
2020/07 住協建設㈱ AIUEO STUDIO㈱ 大井5丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2020/07 住協建設㈱ 叶ﾃﾞｻﾞｲﾝ㈱ 巣鴨3丁目ⅡPJ新築工事
2020/07 住協建設㈱ ㈱ARG 西新小岩4丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2020/07
勝井・三光・柏崎特定建
設工事共同企業体

岩見沢市総務部新庁舎整備室 新庁舎改築主体工事2工区

2020/07
松浦・日東・山本特定建
設工事共同企業体

岩見沢市総務部新庁舎整備室 新庁舎改築主体工事1工区

2020/07 信城建設㈱ ㈲ｱﾄﾘｴ・ｴｲﾁｱﾝﾄﾞｴﾑ 立川の家新築工事
2020/07 新英興業㈱ ㈱ｱｸｼｽ 一級建築士事務所 ｳﾞｧﾛｰﾚ亀有Ⅱ新築工事
2020/07 新日本建設㈱ 新日本建設㈱ 一級建築士事務所 EXC原木中山Ⅱ計画新築工事
2020/07 西武建設㈱ 西武建設㈱ 一級建築士事務所 ﾌﾟﾗｳﾄﾞﾌﾗｯﾄ東駒形新築工事
2020/07 石橋建設工業㈱ ｴﾑ・ﾜｲ㈲ Project Nishigahara 新築工事
2020/07 石塚建設興業㈱ ㈱遠藤建築ｱﾄﾘｴ Project#1901 SC新築工事

2020/07 川口土木建築工業㈱
川口土木建築工業㈱ 一級建築士
事務所

さいたま市中央区新都心計画

2020/07 前田建設工業㈱
㈱和田総合企画・㈱清和設計事務
所

ﾛｲﾔﾙｶﾞｰﾃﾞﾝ道後樋又新築工事

2020/07 多田建設㈱ ㈱三輪設計 墨田区横川2丁目A,B計画
2020/07 大旺新洋㈱ ㈱朝倉崇夫都市建築設計事務所 ﾘﾗｲｱ阪東橋 新築工事
2020/07 大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 一級建築士事務所 鷺沼一丁目ﾏﾝｼｮﾝ計画
2020/07 池田建設㈱ ㈱MILESTONE 江東区新大橋ﾏﾝｼｮﾝ計画
2020/07 池田工建㈱ ㈲m.ISHIGE都市ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究所 WSﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2020/07 中林建設㈱ ㈱星羅建築事務所 浪速区大国2丁目 新築工事
2020/07 東洋建設㈱ ㈱昭和設計 社会福祉法人 悠人会 ｻﾝｶﾞｰﾃﾞﾝﾊｳｽ新築工事
2020/07 徳倉建設㈱ ㈱ｱﾄﾘｴ ﾌﾟﾗｽ･ﾜﾝ 文京区大塚4丁目計画新築工事
2020/07 飛騨建設㈱ 積水ﾊｳｽ㈱ 一級建築士事務所 NTB岐阜高山荘川新築工事
2020/07 不二建設㈱ 不二建設㈱ 一級建築士事務所 台東区寿1丁目計画
2020/07 風越建設㈱ ㈱ｴﾌ･ｱｲ･ｵｳ ｱｿｼｴｲﾂ 荒川区西尾久7丁目計画
2020/07 風越建設㈱ 風越建設㈱ 一級建築士事務所 狛江市東和泉一丁目ﾏﾝｼｮﾝ計画
2020/07 北野建設㈱ ﾌﾟﾗﾅｽ㈱ 株式会社ﾄﾞﾝﾚﾐｰ北千住ﾋﾞﾙ新築計画
2020/07 名工建設㈱ ㈱ｸﾚｵ 小金井本町5丁目共同住宅新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2020/07 木内建設㈱ 木内建設㈱ 一級建築士事務所 市川市市川2丁目計画
2020/07 鈴与建設㈱ 鈴与建設㈱ 一級建築士事務所 西久保二丁目計画　新築工事

2020/07 鈴与三和建物㈱
鈴与三和建物㈱ 一級建築士事務
所

新松本ﾋﾞﾙ　新築工事

2020/07 鈴与三和建物㈱
鈴与三和建物㈱ 一級建築士事務
所

等々力八丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2020/07 和光建設㈱ ㈱教育施設研究所 鴻巣市立中学校給食ｾﾝﾀｰ新築(建築)工事
2020/07 和光建設㈱ 和光建設㈱ 一級建築士事務所 戸田新井ﾋﾞﾙ新築工事
2020/06 ｼﾞｪｸﾄ㈱ ㈲ｱﾙﾎﾟｽ M&Rﾋﾞﾙ新築工事
2020/06 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈱Di-Frame 調布ヶ丘1丁目計画　新築工事
2020/06 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈱ｵﾝｽﾞﾃﾞｺ 戸田市新曾南2丁目計画
2020/06 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈱光和設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ竹ノ塚Ⅱ　新築工事
2020/06 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈱複葉ｱｰｷﾃｸﾂ ﾙﾋﾟｱｺｰﾄ大宮大成町Ⅱ新築工事
2020/06 株木建設㈱ ㈱三上建築事務所 健康増進等施設建設工事
2020/06 ㈱ｼﾐｽﾞ・ﾋﾞﾙﾗｲﾌｹｱ ㈲ﾋﾛ建築設計工房 板橋区蓮根3丁目計画新築工事
2020/06 ㈱ﾄｰﾖｰ建設 ㈱ﾄｰﾖｰ建設 一級建築士事務所 大田区西蒲田6丁目　新築工事
2020/06 ㈱ﾅﾐｷ ﾅﾐｷ都市設計研究所㈱ ﾉｰﾌﾞﾙ南常盤台2丁目計画新築工事
2020/06 ㈱ﾏﾂｲ ㈲向井建築設計事務所 新蒲田2丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2020/06 ㈱旭工建 ㈱礎 京都市下京区梅小路高畑町計画　新築工事
2020/06 ㈱安藤・間 ㈱千葉土屋建築研究所 中山競馬場警備ｾﾝﾀｰ等改築工事
2020/06 ㈱加賀田組 ㈱ﾄｰﾀﾙﾌﾞﾚｲﾝ ﾌﾟﾗﾝﾄﾝ大森西 新築工事
2020/06 ㈱加賀田組 積水ﾊｳｽ㈱ 一級建築士事務所 巣鴨1丁目計画
2020/06 ㈱久保工 ㈱久保工 一級建築士事務所 浅草橋ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2020/06 ㈱合田工務店 ｴｽﾊﾟｽﾘｴ建築工房 経堂Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2020/06 ㈱合田工務店 ㈱TAP ﾊﾟﾃｨｰﾅ蒲田南Duo　新築工事
2020/06 ㈱三木組 ㈱ﾕﾆﾊﾞｧｻﾙ設計 県営横山団地公営住宅
2020/06 ㈱小川建設 AIUEO STUDIO㈱ 緑2丁目ﾏﾝｼｮﾝ計画新築工事
2020/06 ㈱小川建設 ㈱SD建築企画研究所 ﾙｰﾌﾞﾙ練馬豊玉中新築工事
2020/06 ㈱小川建設 ㈱奥津孝一設計ｾﾝﾀｰ 村上ﾋﾞﾙ新築工事
2020/06 ㈱小川建設 ㈱光和設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ豊田
2020/06 ㈱松田組 ㈱木下設計 東安居団地F棟
2020/06 ㈱松本組 ㈱山下設計 福岡市中央区平尾二丁目計画新築工事
2020/06 ㈱川村工営 ㈱ｳｨｯｼｭﾜｰｸ設計事務所 品川区平塚2丁目PJ新築工事
2020/06 ㈱大勝 ㈱ﾋﾞｰｽﾞｺﾝｾﾌﾟｼｮﾝ 横浜市南区南太田1丁目
2020/06 ㈱大木工務店 ㈱ｱｰｷ・ﾃｯｸ設計事務所 尼崎市武庫之荘本町2丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2020/06 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱ｱﾄﾘｴﾃｨｰﾌﾟﾗｽ ﾙﾈｻﾝｽｺｰﾄ若松河田新築工事
2020/06 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈲ｱﾑｽﾞ建築設計事務所 錦糸町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2020/06 ㈱竹中工務店 ㈱日本工房 苫前町役場庁舎耐震改修及び苫前地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ建設工事
2020/06 ㈱藤木工務店 ㈱藤木工務店 一級建築士事務所 四谷二丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2020/06 ㈱冨士工 ㈱ｲｺｰ建築計画 友愛荘 新築工事
2020/06 ㈱福田組 ｱｰｷｻｲﾄﾒﾋﾞｳｽ㈱ 三信ﾏﾝｼｮﾝ建替え計画
2020/06 ㈱薮崎工務店 高島秀訓計画設計室 本渡邸新築工事
2020/06 ㈱淺沼組 ㈱あい設計 筑波大学附属桐ヶ丘特別支援学校
2020/06 丸彦渡辺建設㈱ ㈲湯本建築事務所 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ上大崎2丁目
2020/06 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 渋谷区西原一丁目計画

2020/06 栗本建設工業㈱
栗本建設工業㈱ 一級建築士事務
所

東成区大今里南5丁目計画

2020/06
戸田・那須建設特定建
設工事共同企業体

㈱大建設計 公立置賜長井病院改築工事

2020/06 五洋建設㈱
ｱｰﾙ･ｱｲ･ｴｰ + E.D.L.一級建築士
事務所 共同企業体

西新宿五丁目北地区防災街区整備事業防災施設建築物B棟

2020/06 江州建設㈱ 江州建設㈱ 一級建築士事務所 桃井四丁目K計画新築工事
2020/06 斎藤工業㈱ 春日部市こども未来部 保育課 春日部市複合型子育て支援施設新築工事

2020/06 三井住友建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

柏市柏四丁目10計画

2020/06 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 勝どき東地区第一種市街地再開発事業AⅠ棟新築工事
2020/06 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 新木場2丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2020/06 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 千葉商科大学付属高等学校新校舎整備工事
2020/06 若生工業㈱ ㈱佐藤総合計画 石巻好文館高校舎改築工事
2020/06 住協建設㈱ ㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾝ企画 西亀有4丁目計画 新築工事
2020/06 新日本建設㈱ ㈱奥野設計 特別養護老人ﾎｰﾑ市川さくらの社新築工事
2020/06 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 宜野湾ﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙ計画
2020/06 西武建設㈱ ㈱ｱﾄﾘｴｼｰﾌﾟ設計事務所 品川区上大崎二丁目計画
2020/06 西野建設㈱ 新日本建設㈱ 一級建築士事務所 EXC古淵Ⅱ計画新築工事
2020/06 川口土木建築工業㈱ ㈱SHOW建築設計事務所 武蔵野市境南町2丁目619計画新築工事

2020/06 前田建設工業㈱
前田建設工業㈱ 一級建築士事務
所

PMO麹町

2020/06 前田建設工業㈱
前田建設工業㈱ 一級建築士事務
所

江東区亀戸6丁目計画(商業棟計画)

2020/06 村中建設㈱ 村中建設㈱ 一級建築士事務所 千葉県柏市柏四丁目3計画
2020/06 多田建設㈱ ㈱ｴﾙ設計事務所 梅屋敷ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
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2020/06 多田建設㈱ ㈱ｸﾚｵ N-stage藤沢新築工事
2020/06 多田建設㈱ ㈱現代綜合設計 ｸﾘｵ牛込柳町計画新築工事
2020/06 多田建設㈱ 多田建設㈱ 一級建築士事務所 南山伏町計画新築工事
2020/06 大旺新洋㈱ ㈱TAP ﾙｰﾌﾞﾙ川崎神明町新築工事
2020/06 大畑建設㈱ ㈱ｱｰｷﾃｸﾄ･ｹｲ 皆生温泉やど紫苑亭新築工事
2020/06 大洋建設㈱ ㈱ｱｯﾌﾟﾙｽﾞ総合企画 特別養護老人ﾎｰﾑ（仮称）子安あさくら苑

2020/06 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

横浜市神奈川区子安通2丁目計画新築工事

2020/06 池田建設㈱ ｺﾛﾝﾋﾞｱ・ﾜｰｸｽ㈱ 大田区西糀谷3丁目計画
2020/06 池田建設㈱ ㈱荻原建築設計事務所 神南1丁目計画
2020/06 池田建設㈱ ㈱別所浩司建築研究所 ﾌﾟﾚｰﾙ･ﾄﾞｩｰｸ大森町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2020/06 中央建設㈱ ㈱ｼﾝﾔ設計 ｺﾝｼｪﾘｱ東麻布一丁目新築工事
2020/06 中野建設㈱ ㈱ﾃﾞｨｽｸ ｱｿｼｱ東十条

2020/06 鉄建建設㈱
㈱横河建築設計事務所、YTT一級
建築士事務所

博栄会　赤羽中央総合病院・東京ｼﾆｱｹｱｾﾝﾀｰ赤羽

2020/06 鉄建建設㈱ ㈱国設計 五井有料老人ﾎｰﾑ・ｸﾘﾆｯｸ複合施設
2020/06 東急建設㈱ ㈱田山建築環境計画 浅草1丁目計画
2020/06 東光建設㈱ ㈱毎日ｺﾑﾈｯﾄ 経堂5丁目学生寮計画

2020/06 南海辰村建設㈱
南海辰村建設㈱ 一級建築士事務
所

ﾌﾟﾗｲﾑﾈｸｻｽ川崎殿町EAST

2020/06 南海辰村建設㈱
南海辰村建設㈱ 一級建築士事務
所

ﾌﾟﾗｲﾑﾈｸｻｽ川崎殿町West

2020/06 日広建設㈱ ㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾝ企画 葛飾区青戸4丁目計画新築工事
2020/06 日成工事㈱ ㈱ﾕﾆﾊﾞｧｻﾙ設計 県営横山団地公営住宅
2020/06 飛島建設㈱ ㈱日企設計 白金台4丁目ﾌﾟﾗﾁﾅ通りPJ新築工事
2020/06 不二建設㈱ ㈱内藤建築事務所 市谷田町新築ﾋﾞﾙPROJECT
2020/06 不二建設㈱ 不二建設㈱ 一級建築士事務所 世田谷区等々力八丁目計画新築工事
2020/06 木内建設㈱ ㈱竹下 一級建築士事務所 ㈱ﾊﾏｷｮｳﾚｯｸｽみよし第2ｾﾝﾀｰ新築工事
2020/05 ｼﾞｪｸﾄ㈱ ｼﾞｪｸﾄ㈱ 一級建築士事務所 下並木Yﾋﾞﾙ新築工事
2020/05 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈱谷口建築企画 ｾﾝﾁｭﾘｰ浦安新築工事
2020/05 ﾗｲﾄ工業㈱ ㈱設計工房ﾃﾞｻﾞｲﾝｼｽﾃﾑ 台東区入谷二丁目計画新築工事
2020/05 伊藤組土建㈱ ㈱ﾌｫﾙﾑ建築計画研究所 中野区中央2丁目賃貸住宅新築工事
2020/05 ㈱ｳﾗﾀ ㈱自由建築設計事務所 墨田区緑3丁目計画
2020/05 ㈱ﾋﾞｰﾃｯｸ 下 博史 建築設計室 FARE四谷Ⅳ新築工事
2020/05 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱WA建築設計 横浜市南区睦町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2020/05 ㈱安藤・間 ㈱安藤・間 一級建築士事務所 ﾊｲﾑ戸山建替計画
2020/05 ㈱京葉ﾃｸﾆｶ ㈱京葉ﾃｸﾆｶ  一級建築士事務所 港南区大久保ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2020/05 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 一級建築士事務所 「夢の絆・川崎」ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2020/05 ㈱佐藤秀 ㈱核建築設計事務所 恵比寿南1丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2020/05 ㈱佐藤秀 ㈱佐藤秀 一級建築士事務所 千早二丁目計画
2020/05 ㈱三木組 ㈱ｱｰｽﾃｨｰ 西五反田8丁目ﾏﾝｼｮﾝ
2020/05 ㈱住宅王 ㈱KOA 大田区東矢口3丁目
2020/05 ㈱住宅王 ㈱ｻﾞﾌﾟﾗｽ 大森東三丁目集合住宅
2020/05 ㈱松下産業 ㈱現代綜合設計 文京区本郷2丁目計画新築工事
2020/05 ㈱森下組 ㈱光和設計 板橋区成増2丁目計画
2020/05 ㈱石井組 ㈱金丸建築設計事務所 県営住宅自由ヶ丘団地1号棟建替事業（建築）工事
2020/05 ㈱大勝 ㈱ｲｸｽ･ｱｰｸ都市設計 桜木町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2020/05 ㈱明和工務店 ㈱ｲｻﾗ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ ﾌﾟﾚｻﾝｽ中央区神崎町新築工事
2020/05 ㈱明和工務店 ㈱星羅建築事務所 東淀川区菅原1丁目新築工事
2020/05 岩堀建設工業㈱ ㈱九段建築研究所 日本医療科学大学臨床検査棟計画

2020/05
熊谷・大洋・圓山建設共
同企業体

品川区企画部施設整備課 鮫浜小学校校舎改築その他工事

2020/05 戸田建設㈱ 戸田建設㈱ 一級建築士事務所 仁楡会札幌病院新築工事
2020/05 公成建設㈱ 京都市公共建築建設課 京都市新北消防署
2020/05 佐藤工業㈱ ㈱ｶﾉﾝｱｿｼｴｲﾂ 西宮市里中町新築分譲ﾏﾝｼｮﾝ計画
2020/05 佐藤工業㈱ ㈱安藤建築設計 社会福祉法人昭桜会特別養護老人ﾎｰﾑ原山新築工事
2020/05 三和建設㈱ 三和建設㈱ 一級建築士事務所 SI此花区西九条新築工事
2020/05 山田建設㈱ 山田建設㈱ 一級建築士事務所 ﾐｵｶｽﾃｰﾛ宿河原新築工事
2020/05 山田建設㈱ ㈲OKI建築事務所 ﾐｵｶｽﾃｰﾛ都筑ふれあいの丘新築工事
2020/05 住協建設㈱ ㈱ARG 東墨田2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2020/05 住協建設㈱ ㈱ｱｸｼｽ 一級建築士事務所 ｱﾙﾃｼﾓ本駒込計画新築工事
2020/05 松尾建設㈱ 梓・石橋・三原設計共同企業体 SAGAｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ50Ｍ水泳場新築工事
2020/05 沼田工業㈱ ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 上平間営業所整備場棟改築その他工事
2020/05 新英興業㈱ ㈱ｱｸｼｽ 一級建築士事務所 ｳﾞｧﾛｰﾚ押上Ⅲ新築工事
2020/05 新日本建設㈱ 八千代ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ㈱ 成田市公設地方卸売市場新築工事
2020/05 杉本興業㈱ PCMC・ｱｰｷﾃｸﾄ・ｻﾎﾟｰﾄ㈱ ﾙﾈｻﾝｽｺｰﾄ押上Ⅳ計画
2020/05 西松建設㈱ 西松建設㈱ 一級建築士事務所 慶応義塾大学　高輪国際学生寮

2020/05 川口土木建築工業㈱
川口土木建築工業㈱ 一級建築士
事務所

所沢市東町319計画

2020/05 村中建設㈱ 村中建設㈱ 一級建築士事務所 中野区弥生町2丁目計画
2020/05 大旺新洋㈱ ㈱ｱｰｷﾃｽｸ ﾒｲﾝｽﾃｰｼﾞ亀戸７丁目新築工事
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2020/05 大旺新洋㈱ ㈱ｱｰｷﾃｽｸ ﾒｲﾝｽﾃｰｼﾞ鶴見Ⅱ新築工事
2020/05 大木建設㈱ ㈱D＆D建築設計事務所 西宮市野間町C敷地分譲ﾏﾝｼｮﾝPJ新築工事

2020/05 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

天久二丁目D-room新築工事

2020/05 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

立川駅南口PJ

2020/05 中川企画建設㈱ ㈱ｺｽﾓｽｲﾆｼｱ 千駄木一丁目共同住宅新築工事
2020/05 中野建設㈱ ㈱ｽﾋﾟﾘｯﾂ･ｵﾌｨｽ ｱﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄﾎﾃﾙ蔵前新築工事
2020/05 東亜建設工業㈱ ㈱ﾌﾟﾗﾈｯｸ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ 新宿区内藤町計画新築工事
2020/05 東急建設㈱ ㈱ｱｰﾙ・ｱｲ・ｴｰ 瀬田二丁目計画新築工事
2020/05 奈良建設㈱ ㈱ﾃﾞｨｽｸ 田園調布本町ﾏﾝｼｮﾝ

2020/05 南海辰村建設㈱
南海辰村建設㈱ 一級建築士事務
所

江東区三好四丁目計画新築工事

2020/05 飛島建設㈱ ㈱構想建築設計研究所 岩槻駅前複合施設計画
2020/05 風越建設㈱ ㈱ｴﾌ･ｱｲ･ｵｳ ｱｿｼｴｲﾂ 横浜市都筑区葛が谷PJ
2020/05 北野建設㈱ ㈱INA新建築研究所 軽井沢長倉ﾎﾃﾙPJ
2020/05 北野建設㈱ ㈱ｲﾃﾞｱ建築研究所 ﾒｿﾞﾝﾄﾞｩﾆｺﾗ大井新築工事

2020/05 北野建設㈱
東京都財務局建築保全部施設整
備第二課

都立竹台高等学校（30）改築工事

2020/05 北和建設㈱ ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝﾈｯﾄﾜｰｸｽ 板橋区赤塚新町二丁目計画
2020/04 TSUCHIYA㈱ ㈱陣設計 杉並区高円寺南2丁目新築工事

2020/04
ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ・三信
住建共同企業体

㈱宮田建築事務所 習志野市谷津1丁目新築工事

2020/04 ﾗｲﾄ工業㈱ ㈱太陽設計 世田谷区弦巻1丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2020/04 りんかい日産建設㈱ ㈱ｱｰﾊﾞﾝﾗｲﾌ建築事務所 川口栄町新築工事
2020/04 ㈱ｶｼﾜﾊﾞﾗ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱K&T 塩浜2-4ﾏﾝｼｮﾝ　第Ⅱ期　新築工事
2020/04 ㈱ｶｼﾜﾊﾞﾗ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱K&T 東新小岩2-4ﾏﾝｼｮﾝ　計画

2020/04 ㈱ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝﾄｰｷｮｰ
㈱ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝﾄｰｷｮｰ 一級建築士
事務所

品川区戸越PJ新築工事

2020/04 ㈱ﾉﾊﾞｯｸ 共同ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ｸﾘｵ武蔵小杉(市ノ坪)新築工事
2020/04 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱半田建築研究所 ｸﾚｱﾎｰﾑｽﾞ北目町新築工事
2020/04 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱岡戸ｱﾄﾘｴ ｸﾚｲｼｱ四谷坂町A棟新築工事
2020/04 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱朝倉崇夫都市建築設計事務所 ｶﾞｰﾗ武蔵小杉新築工事
2020/04 ㈱ﾚｼﾞﾃｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱畠山建築設計事務所 幸町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2020/04 ㈱安藤建設 ㈱ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾃﾞｻﾞｲﾝ ｸﾞﾛｰﾍﾞﾙ伊勢佐木町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2020/04 ㈱協栄組 ㈱秀ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 荒川区東日暮里5丁目計画
2020/04 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 一級建築士事務所 港区高輪1丁目計画
2020/04 ㈱合田工務店 ㈱SPACE-CREW PUREMIUM CUBE 北新宿 DUEX 新築工事
2020/04 ㈱合田工務店 ㈱ｱｰｽﾃｨｰ 幸町1丁目ﾏﾝｼｮﾝⅡ　新築工事
2020/04 ㈱三木組 ㈱西尾建築設計 ﾌﾟﾚｼｽ本厚木寿町新築工事
2020/04 ㈱山根工務店 ㈱山根工務店 一級建築士事務所 幸区大宮町福盛ﾋﾞﾙ計画
2020/04 ㈱重藤組 ㈱あい設計 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ広島田中町新築工事
2020/04 ㈱小川建設 ㈱ｽﾍﾟｰｽ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ建築研究所 豊島区巣鴨１丁目計画
2020/04 ㈱小川建設 ㈱ﾆｼﾔﾏ建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ 蒲田Ⅴﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2020/04 ㈱小川建設 ㈱太陽設計 江東区南砂7丁目ﾏﾝｼｮﾝ　新築工事
2020/04 ㈱上滝 ㈱光和設計 ﾌﾟﾚｼｽ北浦和駅前新築工事
2020/04 ㈱増岡組 ㈱ｵｰﾑﾗ建築設計 品川区二葉一丁目計画　新築工事
2020/04 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 港区虎ノ門四丁目計画
2020/04 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈲ｱﾑｽﾞ建築設計事務所 岩本町PJ新築工事
2020/04 ㈱柄谷工務店 ㈱市浦ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ&ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 市営武庫3住宅第2期（宮ノ北住宅）建替事業第2次工区
2020/04 ㈱錢高組 ㈱錢高組 一級建築士事務所 神宮前駅東街区計画新築工事
2020/04 菊池建設㈱ 菊池建設㈱ 一級建築士事務所 石神井公園駅前計画新築工事
2020/04 古久根建設㈱ ㈱TAP ﾘｰﾗ目黒八雲新築工事
2020/04 紅梅組・大旭JV ㈱多摩設計 平塚農業高校　商業教育棟新築工事
2020/04 埼玉建興㈱ ㈱ｱｰﾄ総合企画 練馬区練馬3丁目計画新築工事
2020/04 三ツ木建設工業㈱ 東京都江東区治水事務所 上平井水門管理棟耐震・耐水対策工事その2
2020/04 三幸建設工業㈱ 東京消防庁総務部施設課 東京消防庁小平消防署花小金井出張所庁舎（31）改築工事
2020/04 鹿島建設㈱ ㈱昭和設計 東京応化工業㈱相模再構ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2020/04 鹿島建設㈱ ㈱東畑建築事務所 ﾀﾞｲﾅｯｸｽ苫小牧第6工場計画
2020/04 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 日本通運㈱本社ﾋﾞﾙ計画
2020/04 若築建設㈱ ㈱現代綜合設計 品川区東五反田五丁目計画新築工事
2020/04 住協建設㈱ 大誠ﾃｸﾉ㈱ 豊島区南大塚一丁目計画新築工事
2020/04 清水建設㈱ ㈱ﾌｨﾙﾄﾞ 南2条西７丁目ﾎﾃﾙ新築工事
2020/04 清水建設㈱ ㈱ﾌﾟﾗﾝﾃｯｸ総合計画事務所 安川電機ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｾﾝﾀｰ建設工事
2020/04 西松建設㈱ 西松建設㈱ 一級建築士事務所 字打越寄宿舎計画
2020/04 西松建設㈱ 西松建設㈱ 一級建築士事務所 東京計装横浜工場新棟建設工事
2020/04 西武建設㈱ 西武建設㈱ 一級建築士事務所 西武園ゆうえんちﾘﾆｭｰｱﾙ計画
2020/04 西野建設㈱ 新日本建設㈱ 一級建築士事務所 EXC清瀬計画新築工事

2020/04 青木あすなろ建設㈱
青木あすなろ建設㈱ 一級建築士
事務所

本公郷改良ｱﾊﾟｰﾄ建替事業　新築工事

2020/04 村中建設㈱ 村中建設㈱ 一級建築士事務所 中野区東中野三丁目計画新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2020/04 大豊建設㈱ ㈱設計工房ｲｰ･ﾃﾞｨｰ 目黒区青葉台2丁目計画新築工事
2020/04 大洋建設㈱ 大洋建設㈱ 一級建築士事務所 台東区竜泉一丁目計画
2020/04 第一建設工業㈱ ㈱SHOW建築設計事務所 文京区本郷4丁目計画新築工事
2020/04 中央建設㈱ ㈱秀ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 豊島区南大塚1丁目Ⅱ計画
2020/04 東亜建設工業㈱ ㈱現代綜合設計 目黒区青葉台3丁目計画新築工事
2020/04 東急建設㈱ ㈱ﾗｶﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ研究所 目黒区青葉台1丁目計画新築工事
2020/04 東急建設㈱ ㈱東畑建築事務所 東京大学（西東京）総合研究棟新営その他（建築）設計業務
2020/04 飛島建設㈱ ㈱三輪設計 弥生町6丁目新築工事
2020/04 風越建設㈱ ㈱ｴﾌﾃｨ-建築設計事務所 北区志茂3丁目計画Ⅰ・Ⅱ新築工事
2020/04 明石土建工業㈱ ㈱ｱｸｱｽ設計 海老江2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2020/04 ㈲福地組 沖縄防衛局調達部 陸自宮古島（30）城辺宿舎新設建築工事
2020/03 たち建設㈱ ㈱ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄﾜｲｽﾞ 守山南中学校校舎棟増改築建築工事

2020/03 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱
ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 一級建築士
事務所・㈱長谷建築設計事務所

大宮区大成町2丁目計画

2020/03 ﾗｲﾄ工業㈱ ㈱太陽設計 世田谷区弦巻1丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2020/03 ㈱ｶｼﾜﾊﾞﾗ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱K&T 塩浜2-4ﾏﾝｼｮﾝ第Ⅰ期新築工事
2020/03 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱IAO竹田設計 新宿区市ヶ谷加賀町1丁目新築工事
2020/03 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾌｼﾞﾀ 一級建築士事務所 ﾛｼﾞｽｸｴｱ三芳Ⅱ新築工事
2020/03 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ﾅｻ ｶﾞｰﾗ元住吉Ⅱ新築工事
2020/03 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 一級建築士事務所 練馬ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2020/03 ㈱合田工務店 ㈱ｴﾙ設計事務所 五反田ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2020/03 ㈱合田工務店 ㈱現代綜合設計 ﾌﾟﾚｻﾝｽ江東区北砂三丁目計画新築工事
2020/03 ㈱合田工務店 ㈱合田工務店 一級建築士事務所 王子本町1丁目計画
2020/03 ㈱合田工務店 ㈱合田工務店 一級建築士事務所 台東区浅草3丁目計画
2020/03 ㈱合田工務店 ㈱合田工務店 一級建築士事務所 板橋本町賃貸ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2020/03 ㈱小川建設 ㈱ｺﾓﾝ･ﾘﾝｸ 浅草6丁目計画新築工事
2020/03 ㈱小川建設 ㈱ｼﾝﾔ設計 江東区古石場三丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2020/03 ㈱小川建設 ㈱光和設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ柴又駅前新築工事
2020/03 ㈱小川建設 ㈱小川建設 一級建築士事務所 板橋区坂下一丁目計画新築工事
2020/03 ㈱小川建設 ㈱双葉設計 同栄ﾋﾞﾙⅠ新築工事
2020/03 ㈱小川建設 ㈱双葉設計 同栄ﾋﾞﾙⅡ新築工事

2020/03 ㈱松下産業
㈱ｵｰﾙｸﾘｴｰｼｮﾝ 一級建築士事務
所

東日暮里6丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2020/03 ㈱松村組 ㈱三輪設計 ﾎﾟﾚｽﾀｰ昭和記念公園新築工事
2020/03 ㈱上滝 ㈱光和設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ平塚明石町新築工事
2020/03 ㈱森下組 ㈱PDA ﾏﾅﾒｿﾞﾝ南阿佐ヶ谷新築工事
2020/03 ㈱川村工営 ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝﾈｯﾄﾜｰｸｽ 大田区西蒲田7丁目計画
2020/03 ㈱川村工営 ㈱自由建築設計事務所 東武練馬PJ新築工事
2020/03 ㈱村上工務店 ㈱大阪ﾋｶﾘ･ｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ﾜｺｰﾚ明石ﾌﾞﾗｲﾄｼｮｱ新築工事
2020/03 ㈱大勝 ㈱DAN総合設計 港北区大倉山5丁目計画
2020/03 ㈱大勝 ㈱ﾋﾞｿﾞﾝ建築設計事務所 平沼1丁目M計画
2020/03 ㈱大勝 ㈱宮田建築事務所 ｸﾘｵ溝の口新築工事
2020/03 ㈱大須賀技建 AIUEO STUDIO㈱ ｱﾙﾃｼﾓ目黒新築工事
2020/03 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 C街区劇場計画

2020/03 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 一級建築士
事務所

浦安市高洲6丁目計画新築工事

2020/03 ㈱藤木工務店 ㈱空間構想 内神田3丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2020/03 ㈱冨士工 ㈱ﾊﾏ建築設計 ﾚｸｼｰﾄﾞ三筋新築工事
2020/03 ㈱淺沼組 ㈱久米設計 日本銀行本店原町家族寮新築工事

2020/03 ㈱淺沼組
醇・手島・坂倉建築設計共同企業
体

ﾌｫﾚｽﾄﾌﾟﾚｲｽⅡ街区03棟新築工事

2020/03 ㈱錢高組 ㈱司建築設計事務所 大濠1丁目8区計画新築工事
2020/03 岩倉建設㈱ 北海道建築設計監理㈱ 厚真町ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ・豊厚園・あつまﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ移転改築工事
2020/03 岩田地崎建設㈱ ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ﾌｧｸﾄﾘｰ 新宿区西早稲田2丁目PROJECT
2020/03 京王建設㈱ ㈱ｴｰｴｰｱﾝﾄﾞｻﾝ 豊ヶ丘一丁目計画
2020/03 共立・守谷建設共同企 渋谷区財務部施設整備課 高齢者ｹｱｾﾝﾀｰ跡地複合施設建設建築工事
2020/03 三井住友建設㈱ ㈱安宅設計 東上野5丁目57番1他計画
2020/03 鹿島建設㈱ ㈱久米設計 藤村学園複合体育館新築工事
2020/03 若築建設㈱ ㈱ｱｰｷﾌｫﾙﾑ 品川区上大崎3丁目賃貸計画
2020/03 住協建設㈱ 住協建設㈱ 一級建築士事務所 ﾃﾞｭｵﾌﾗｯﾂ蔵前新築工事
2020/03 西武建設㈱ ㈱梓設計 町田市立陸上競技場観客席増設工事
2020/03 多田建設㈱ ㈱IAO竹田設計 中野区弥生町1丁目計画
2020/03 大旺新洋㈱ ㈱ｼﾃｨ ｶﾞｰﾗ祖師ヶ谷大蔵新築工事
2020/03 大成建設㈱ 法務省大臣官房施設課・㈱類設計 宮城刑務所北収容棟等新営(建築)工事
2020/03 大末建設㈱ 共同ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ｸﾞﾛｰﾍﾞﾙ南千住ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2020/03 大林・長谷工建設共同 ㈱梓設計 白金一丁目東部北地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築他

2020/03 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

江戸川区中葛西3丁目計画新築工事

2020/03 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

鴨居賃貸ﾏﾝｼｮﾝ新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2020/03 第一建設工業㈱
第一建設工業㈱ 一級建築士事務
所

渋谷区上原三丁目ﾏﾝｼｮﾝ計画

2020/03 谷津建設㈱ ㈱ﾌｫﾙﾑ建築計画研究所 中野南台ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2020/03 池田建設㈱ ㈱朝倉崇夫都市建築設計事務所 ﾍﾞﾙｼｰﾄﾞ板橋大谷口共同住宅新築工事

2020/03 東亜建設工業㈱
東亜建設工業㈱ 一級建築士事務
所

KIC春日部ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ新築工事

2020/03 東急建設㈱ ㈱西原研究所 ｽﾀｲﾘｵ妙蓮寺Ⅲ計画
2020/03 東武谷内田建設㈱ ㈱INA新建築研究所 川越市新河岸駅前複合ﾋﾞﾙ計画
2020/03 奈良建設㈱ ㈱T設計工房 新宿区下宮比町計画新築工事
2020/03 奈良建設㈱ ㈱T設計工房 墨田区千歳一丁目計画新築工事
2020/03 奈良建設㈱ ㈱奥津孝一設計ｾﾝﾀｰ 品川区西品川3丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2020/03 日本建設㈱ ㈱ﾋﾟｰﾃﾞｨｰｼｽﾃﾑ 西麻布三丁目計画新築工事
2020/03 日本建設㈱ 積水ﾊｳｽ㈱ 一級建築士事務所 国立国際医療ｾﾝﾀｰ宿舎

2020/03 日本建設㈱
文京区施設管理部施設管理課・㈱
佐藤総合計画

文京区立誠之小学校改築工事

2020/03 風越建設㈱ ㈱三輪設計 ｿﾙﾃｨｱ新川崎新築工事
2020/03 北野・中原建設共同企 ㈱ﾆｯﾃｲ建築設計 中央区立桜川敬老館等複合施設改築工事(建築工事)
2020/03 北野建設㈱ ㈱日本設計 細田学園中学校・高等学校校舎建替事業 第2期工事
2020/03 北和建設㈱ 北和建設㈱ 一級建築士事務所 西船橋ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ計画新築工事
2020/03 門倉組･平錦住建JV ㈱国設計 辻堂市民ｾﾝﾀｰ・公民館、消防出張所改築工事（建築工事）

2020/03 ㈲北勝建設
㈱国建・ｱｶｲ建築設計事務所設計
共同体

国頭村新庁舎建設工事

2020/03 鈴与建設㈱ 鈴与建設㈱ 一級建築士事務所 駒込3丁目計画新築工事
2020/02 ﾗｲﾄ工業㈱ ㈱ｺｽﾓｽｲﾆｼｱ 新城中町共同住宅新築工事
2020/02 角文㈱ ㈱加藤建築事務所 ｴﾙｸﾞﾗﾝﾃﾞ刈谷寿新築工事
2020/02 株本建設工業㈱ 高村設計事務所 香住文化会館整備工事
2020/02 ㈱DAIJU ㈱Toj 大阪市西区立売堀6丁目
2020/02 ㈱SPILYTUS ㈱SPILYTUS 一級建築士事務所 新宿区上落合3丁目(A)MS新築工事
2020/02 ㈱ｲﾁｹﾝ ㈱IAO竹田設計 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ〈博多駅筑紫口）新築工事
2020/02 ㈱ｲﾁｹﾝ ㈱ｲﾁｹﾝ 一級建築士事務所 ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅ﾗｲﾌﾞﾗﾘ泉中央新築工事
2020/02 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ ㈱ｿｼｱﾙ綜合設計 ｴﾙｼｰﾄﾞ目白新築工事
2020/02 ㈱ｶｼﾜﾊﾞﾗ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱ｶﾞｲ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 森下5丁目19番地ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2020/02 ㈱ﾅｶﾞｼﾏ ㈱日創ｱｰｷﾃｸﾄ 大宮駅東口ﾋﾞﾙ新築工事
2020/02 ㈱ﾉﾊﾞｯｸ ㈱AUS総合研究所 ｸﾘｵ町屋Ⅱ新築工事
2020/02 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾗｶﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ研究所 国分町ﾎﾃﾙ計画新築工事
2020/02 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ 叶ﾃﾞｻﾞｲﾝ㈱ 南池袋4丁目計画
2020/02 ㈱加賀田組 楽総合計画㈱ ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ赤羽南一丁目新築工事
2020/02 ㈱守谷商会 ㈱久慈設計 ﾎﾃﾙﾙｰﾄｲﾝ野田新築工事
2020/02 ㈱小川建設 ㈱OAC設計 志茂3丁目ﾏﾝｼｮﾝ計画新築工事
2020/02 ㈱小川建設 ㈱小川建設 一級建築士事務所 四谷三栄町計画新築工事
2020/02 ㈱松村組 ㈱松村組 一級建築士事務所 第14柏栄ﾋﾞﾙ新築工事
2020/02 ㈱森本組 ㈱ｱｰｷﾌｫﾙﾑ 大田区東雪谷2丁目計画
2020/02 ㈱川村工営 ㈱現代綜合設計 江東区東陽3丁目計画
2020/02 ㈱大勝 ㈱ｸﾞﾗﾋﾞｽ設計 横浜市岩間町計画
2020/02 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱畠山建築設計事務所 ﾊﾟﾃｨｰﾅ日本橋水天宮新築工事
2020/02 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 山九北九州独身寮
2020/02 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 杏林大学新体育館新築工事
2020/02 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 中央大学多摩ｷｬﾝﾊﾟｽ学部共通棟新築工事
2020/02 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 港区新橋6丁目計画
2020/02 ㈱藤木工務店 ㈱ｷｰ･ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ 横浜関内ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2020/02 ㈱内池建設 石本・はんざき設計共同企業体 室蘭市環境科学館・市立室蘭図書館新築工事
2020/02 ㈱福子工務店 ㈱福子工務店 一級建築士事務所 川口2丁目ﾏﾝｼｮﾝ
2020/02 ㈱淺沼組 北関東防衛局調達部 練馬（30）宿舎新築工事
2020/02 ㈱鍜治田工務店 ㈱朝倉崇夫都市建築設計事務所 ｶﾞｰﾗ新横浜新築工事
2020/02 ㈱鍜治田工務店 ㈱澤田建築事務所 ｸﾘｵ刈谷ｾﾝﾄﾗﾙﾏｰｸｽ新築工事
2020/02 丸か建設㈱ ㈱久米設計 浜市小学校災害復旧工事(鳴瀬桜華小学校併行防音工事)(建築工事)
2020/02 岩出建設㈱ ㈱生原建築事務所 中央区島之内1丁目新築工事

2020/02 岩田地崎建設㈱
岩田地崎建設㈱ 一級建築士事務
所

目黒区駒場1丁目計画

2020/02 京王建設㈱ ㈱IAO竹田設計 目黒区東が丘1丁目計画
2020/02 京王建設㈱ ㈱ｱﾄﾘｴｼｰﾌﾟ設計事務所 横浜市神奈川区桐畑計画
2020/02 五洋建設㈱ 五洋建設㈱ 一級建築士事務所 南青山7丁目計画
2020/02 三信住建㈱ ㈱小野田建築設計事務所 さいたま市南区白幡四丁目計画新築工事
2020/02 山田建設㈱ 山田建設㈱ 一級建築士事務所 ﾐｵｶｽﾃｰﾛ多摩ｾﾝﾀｰ新築工事
2020/02 山田建設㈱ ㈲OKI建築事務所 ﾐｵｶｽﾃｰﾛ橋本新築工事
2020/02 鹿島建設㈱ ㈱ｱﾄﾘｴ ｼﾞｰ ｾﾌﾞﾝ 医療法人五輪橋整形外科病院建替新築工事
2020/02 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 ｻﾝｹﾝ電気株式会社ものづくり開発ｾﾝﾀｰ新築工事
2020/02 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 ﾄｰﾊﾝ本社ﾋﾞﾙ新築工事
2020/02 新日本建設㈱ ㈱IAO竹田設計 板橋賃貸住宅新築工事
2020/02 新日本建設㈱ 新日本建設㈱ 一級建築士事務所 EXC新検見川計画新築工事
2020/02 瀬戸建設㈱ 小田原市建設部建築課 小田原消防庁舎再設備事業成田出張所建設工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2020/02 清水建設㈱ ㈱山一地所 一級建築士事務所 大町2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2020/02 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 日本橋堀留町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2020/02 村本建設㈱ 村本建設㈱ 一級建築士事務所 世田谷区成城二丁目計画
2020/02 多田建設㈱ ㈱光和設計 新宿区北新宿3丁目計画新築工事
2020/02 多田建設㈱ ㈱陣設計 立会川ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2020/02 谷津建設㈱ 谷津建設㈱ 一級建築士事務所 上落合二丁目計画新築工事
2020/02 渡邊建設㈱ ㈱司建築設計事務所 長崎六丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄNo.2新築工事
2020/02 東亜建設工業㈱ ㈱総合建築設計ｾﾝﾀｰ 有料老人ﾎｰﾑ ｻﾝﾗｲﾄ府中新築工事
2020/02 東亜建設工業㈱ ㈲ｱﾙﾌｧ・ﾌﾞﾚｲﾝ かっぱ橋ﾎﾃﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2020/02 東急・京急建設JV 東急建設㈱ 一級建築士事務所 京急川崎本町建設計画

2020/02 東急建設㈱
㈱Gﾃﾞｻﾞｲﾝｱｿｼｴｲﾂ・九州旅客鉄
道㈱

大橋1丁目商業複合型賃貸ﾏﾝｼｮﾝ計画

2020/02 南海辰村建設㈱ ㈱朝倉崇夫都市建築設計事務所 ｶﾞｰﾗ鶴見新築工事
2020/02 日本建設㈱ ㈱宮川憲司建築事務所 代沢3丁目計画
2020/02 日本建設㈱ 日本建設㈱ 一級建築士事務所 浅草橋2丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2020/02 馬淵建設㈱ ㈱ｱｱﾙ建築計画 PRIME NEXUS 大鳥居新築工事
2020/02 馬淵建設㈱ ㈱ｼﾞｰ･ﾜｲ設計 千代田区飯田橋一丁目計画
2020/02 飛島建設㈱ ㈱NAK建築事務所 法妙寺駅前ﾏﾝｼｮﾝPJ　新築工事
2020/02 風越建設㈱ ㈲庵都市建築設計事務所 目黒区中町2丁目Ⅱ計画　新築工事
2020/02 名工建設㈱ ㈱汎設計 滝川小学校増築その他工事
2020/02 木内建設㈱ ㈱日企設計 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ（名古屋駅新幹線口南）新築工事
2020/02 野村建設工業㈱ ㈱日総建 西船場小学校増築その他工事
2020/01 岡建工事㈱ ㈱慎設計事務所 文花子育て広場新築工事
2020/01 ㈱CMC ㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ設計 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾗｽ砧公園
2020/01 ㈱ｲﾁｹﾝ ㈱光和設計 ﾌﾟﾚｼｽ横濱紅葉坂Ⅱ新築工事
2020/01 ㈱ｲﾁｹﾝ 荒川建設工業㈱ 成増ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ新築工事
2020/01 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ ㈱ｸﾚｵ ﾌｧｲﾝｽｸｴｱ横浜綱島新築工事
2020/01 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱ｱｰｷﾌｫﾙﾑ 秋葉原ﾎﾃﾙ計画新築工事
2020/01 ㈱ﾉﾊﾞｯｸ ㈱ｺﾓﾝ･ﾘﾝｸ 浅草3丁目計画

2020/01 ㈱協栄組
㈱ｵｰﾙｸﾘｴｰｼｮﾝ 一級建築士事務
所

北烏山9丁目ﾏﾝｼｮﾝ

2020/01 ㈱協栄組 ㈱飯島建築設計事務所 本所吾妻橋計画
2020/01 ㈱熊谷組 ㈱ｱｰﾙ・ｱｲ・ｴｰ 金沢駅武蔵南地区第一種市街地再開発事業施設建築物等新築工事
2020/01 ㈱合田工務店 ㈱合田工務店 一級建築士事務所 ﾌﾟﾗｳﾄﾞﾌﾗｯﾄ上野松が谷新築工事
2020/01 ㈱三幸工務店 ㈱柏設計 台東区清川1丁目共同住宅新築工事
2020/01 ㈱小川建設 ㈱ｴｸｾﾙﾜﾝ ﾙｰﾌﾞﾙ上平間新築工事
2020/01 ㈱森本組 ㈱森本組 一級建築士事務所 ﾌﾟﾚｻﾝｽ大田区下丸子二丁目計画新築工事

2020/01 ㈱西中洲樋口建設
雅禧・西日本技術開発設計業務共
同企業体

令和元年度福岡県住宅供給公社ｸﾗｼｵﾝ小笹山手4・5・6番館建設工事

2020/01 ㈱大京穴吹建設 共同ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ﾗｲｵﾝｽﾞ綾瀬新築工事
2020/01 ㈱大林組 ㈱大建設計 清瀬市新庁舎建設工事
2020/01 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 味の素食品㈱新ｽｰﾌﾟ工場建設工事
2020/01 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱萩原建築設計事務所 ｳﾞｨｰｸﾌﾞﾗｲﾄ高田馬場計画
2020/01 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 神田駿河台計画新築工事
2020/01 ㈱竹徳 ㈱坂詰圀雄建築設計事務所 江東区東陽5丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2020/01 ㈱藤木工務店 ｱｰﾈｽﾄｱｰｷﾃｸﾂ㈱ 幕張PROJECT新築工事
2020/01 ㈱藤木工務店 ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ﾌｧｸﾄﾘｰ 墨田区横川4丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2020/01 ㈱薮崎工務店 ㈱薮崎工務店 一級建築士事務所 上原三丁目新築工事
2020/01 岩出建設㈱ ㈲Cube設計事務所 ﾌﾟﾚｻﾝｽ中央区高津3丁目新築工事
2020/01 京王建設㈱ ㈱ﾃﾞｨｽｸ ﾌﾟﾚｰﾙ・ﾄﾞｩｰｸ北新宿2丁目
2020/01 栗本建設工業㈱ ㈱小松建築事務所 ﾈｯﾄﾌﾛｰﾗ北区本庄西新築工事
2020/01 高松建設㈱ 高松建設㈱ 一級建築士事務所 高円寺・松本ﾋﾞﾙ 新築工事
2020/01 坂田建設㈱ ㈱ｶｲ設計 築地 新築工事

2020/01 三井住友建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ電材三重紀宝第一工場増築工事

2020/01 山田建設㈱ 山田建設㈱ 一級建築士事務所 ﾐｵｶｽﾃｰﾛ東川口
2020/01 鹿島建設㈱ ㈱三菱地所設計 ﾌｸﾀﾞ電子本郷事業所新築工事
2020/01 住協建設㈱ ㈱ｱﾄﾘｴ ﾌﾟﾗｽ･ﾜﾝ ﾚｶﾞﾘｽ池尻大橋新築工事
2020/01 住協建設㈱ ㈱ﾋﾞｰﾑｽ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 江東区福住2丁目計画
2020/01 松井建設㈱ 松井建設㈱ 一級建築士事務所 品川区南大井4丁目計画
2020/01 真柄建設㈱ 真柄建設㈱ 一級建築士事務所 新宿区新宿一丁目計画
2020/01 清水建設㈱ ㈱山下設計 東洋大学付属姫路中学校・高等学校 第3校舎建築工事
2020/01 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 千葉公園ﾄﾞｰﾑ整備事業
2020/01 村本建設㈱ ㈱ﾀｸﾄﾌﾟﾗﾝ建築事務所 沖縄豊崎共同住宅新築工事
2020/01 多田建設㈱ ㈱陣設計 両国Ⅳﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2020/01 大晋建設㈱ ㈱都市建築設計 新社屋兼宿泊施設新築工事
2020/01 第一・植木特定共同企 ㈱IAO竹田設計 参宮橋計画新築工事
2020/01 第一建設工業㈱ ㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本建築設計事務 新仙台寮新築に伴う実施設計
2020/01 坪井工業㈱ K空間設計 台東区上野7丁目ﾎﾃﾙ新築工事
2020/01 鉄建建設㈱ 日本交通技術㈱ 北海道医療大学駅設備2（待合所他）
2020/01 東亜建設工業㈱ ㈱玉井建築設計事務所 かっぱ橋北ｱﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄﾎﾃﾙ新築工事
2020/01 東急建設㈱ ㈱ｱｰﾙ・ｱｲ・ｴｰ 瀬田の杜ﾃﾗｽ新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2020/01 東京美装興業㈱ ㈱協和設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ平井Ⅱ新築工事
2020/01 南海辰村建設㈱ ㈱秀建築研究事務所 ｸﾘｵ横濱ﾃﾞｨｱﾏｰｸｽ新築工事
2020/01 日鉄ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ㈱ﾌｸﾀﾞ･ｱﾝﾄﾞ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ ﾛｼﾞﾌﾛﾝﾄ尼崎新築工事
2020/01 日本建設㈱ ㈱建築一家 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ成城3丁目計画
2020/01 不二建設㈱ 不二建設㈱ 一級建築士事務所 城東区今福東１丁目ﾏﾝｼｮﾝ
2020/01 不二建設㈱ 不二建設㈱ 一級建築士事務所 平野区西脇１丁目ﾏﾝｼｮﾝ計画新築工事

2020/01 北野建設㈱
㈱坂倉建築研究所・㈲金箱構造設
計事務所

元麻布TM邸 新築工事

2020/01 北野建設㈱ ㈱東急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 光が丘ﾊﾟｰｸｳﾞｨﾗ整備計画
2020/01 北野建設㈱ ㈲松鹿設計製作所 伊勢廣本店移転計画
2020/01 木内建設㈱ 木内建設㈱ 一級建築士事務所 渋谷区初台2丁目計画
2020/01 木内建設㈱ ㈲環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究室 浅草橋ⅡA計画
2019/12 ｺｰﾅﾝ建設㈱ ㈱安井建築設計事務所 ﾄﾞﾑｽｶﾞﾗｼｱ新築工事
2019/12 ﾗｲﾄ工業㈱ ㈱ｼﾞｰ･ﾜｲ設計 赤羽計画建設工事
2019/12 りんかい日産建設㈱ ㈱ｱｰﾙ・ｱｲ・ｴｰ 七日町第5ﾌﾞﾛｯｸ南地区第一種市街地再開発事業施設

2019/12
奥村組・中電工特定建
設工事共同企業体

㈱伊藤喜三郎建築研究所 山陰労災病院新棟その他整備工事

2019/12 加和太建設㈱ ㈱ｸｵﾘﾃｨ 港区南青山4丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2019/12 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ ㈱ｸﾚｵ ﾌｧｲﾝｽｸｴｱ横浜綱島新築工事
2019/12 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ ㈱長谷建築設計事務所 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ若葉　新築工事
2019/12 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾌｼﾞﾀ 一級建築士事務所 下北沢学生ﾏﾝｼｮﾝ
2019/12 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱内藤建築事務所 社会医療法人喜悦会新病院新築工事
2019/12 ㈱安藤・間 the range design㈱ 札幌市中央区南3条西8丁目ﾎﾃﾙ計画

2019/12 ㈱丸本組
㈱盛総合設計・㈲SANAA事務所・
宮城県土木部営繕課

松島自然の家災害復旧事業第2期本館棟建設工事

2019/12 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 一級建築士事務所 港区高輪1丁目計画
2019/12 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 一級建築士事務所 ﾒｿﾞﾝ三田建替計画
2019/12 ㈱佐藤秀 ㈱坂倉建築研究所 南麻布MO邸新築工事
2019/12 ㈱小川建設 ㈱ｱｸｼｽ 一級建築士事務所 綾瀬ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2019/12 ㈱松下産業 ㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾝ企画 亀戸9丁目計画新築工事
2019/12 ㈱松尾工務店 ㈱陣設計 墨田区石原4丁目計画新築工事
2019/12 ㈱上滝 ㈱光和設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ所沢市有楽町新築工事
2019/12 ㈱森本組 ㈱日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 吹田市桃山台2丁目計画新築工事
2019/12 ㈱大林組 ㈱日建設計 全薬工業株式会社南大沢新研究開発ｾﾝﾀｰ新築工事
2019/12 ㈱仲本工業 ㈱季組 恩納村仲泊ﾎﾃﾙ開発事業【ホテル棟】
2019/12 ㈱渡部建設 IMARI・ASAI共同企業体 旭・板屋A-2地区第一種市街地再開発事業
2019/12 ㈱藤木工務店 ㈱朝倉崇夫都市建築設計事務所 ｶﾞｰﾗ川崎貝塚新築工事
2019/12 ㈱末長組 ㈱西尾建築設計 下作延6丁目計画新築工事
2019/12 ㈱明和工務店 ㈱星羅建築事務所 ｻﾑﾃｨ吹田市垂水町３丁目Ⅱ新築工事
2019/12 ㈱鍜治田工務店 ㈱現代綜合設計 ﾜｺｰﾚ尼崎塚口駅前新築工事
2019/12 ㈱鍜治田工務店 ㈱三輪設計 板橋区大山西町54計画新築工事

2019/12 ㈱鍜治田工務店
㈱鍜治田工務店 一級建築士事務
所

ﾌﾟﾚｻﾝｽﾀﾜｰ久屋大通ｻﾞ・ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ新築工事

2019/12
関東・長井特定建設工
事共同企業体

㈱豊建築事務所 立川市立若葉台小学校新校舎建設工事

2019/12 共立建設㈱ ㈱創建築設計事務所 港区虎ノ門3丁目計画新築工事
2019/12 江州建設㈱ 池野健建築設計室 光雅ﾋﾞﾙ新築工事
2019/12 坂田建設㈱ ㈱吉田正志建築設計室 久が原PJ新築工事

2019/12
三共後藤建設・道和建
設・ﾀﾞｲｲﾁJV

㈱ﾄﾞｰｺﾝ 美幌町役場庁舎建設建築主体工事

2019/12 鹿島建設㈱
ｱｰﾙ・ｱｲ・ｴｰ・K計画事務所設計共
同企業体

豊橋駅前大通二丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物東棟
新築工事

2019/12 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 西武ﾄﾞｰﾑ改修計画 全体改修工事 ﾄﾞｰﾑ関連施設想定敷地内
2019/12 新日本建設㈱ ㈱IAO竹田設計 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ西早稲田2丁目新築工事
2019/12 新日本建設㈱ ㈱ｾｯﾄ設計事務所 ｾﾝﾁｭﾘｰ亀有新築工事
2019/12 新日本建設㈱ ㈱ﾌｫﾙﾑ建築計画研究所 ｾﾝﾁｭﾘｰ北綾瀬新築工事

2019/12 森繁建設㈱
㈱CAST-UD・㈱みやま建築設計
事務所

ｸﾞﾘｰﾝﾘｯﾁﾎﾃﾙ京都駅南ｱﾈｯｸｽ

2019/12 生和ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱
生和ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 一級建築士事
務所

府中市・滝島様ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2019/12 青木あすなろ建設㈱ 柴山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 千種区富士見台ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事

2019/12 青木あすなろ建設㈱
青木あすなろ建設㈱ 一級建築士
事務所

八王子分譲ﾏﾝｼｮﾝ計画

2019/12 村本建設㈱ ㈱現代建築研究所 浪速ﾎﾃﾙ新築工事
2019/12 多田建設㈱ ㈱新和設計 足立区西新井本町四丁目Bﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2019/12 大豊建設㈱ ㈱IAO竹田設計 芦屋市川西町５５番計画新築工事
2019/12 大末建設㈱ ㈱ﾋﾞｯｸﾞﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 元浅草一丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ　新築工事
2019/12 谷口建設㈱ ㈱ｱﾙ.ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ建築設計 新小岩2丁目計画新築工事
2019/12 谷津建設㈱ 谷津建設㈱ 一級建築士事務所 板橋区徳丸6丁目計画
2019/12 池田建設㈱ ㈲山辺構造設計事務所 野沢2丁目計画　新築工事
2019/12 池田工建㈱ 積水ﾊｳｽ㈱ 一級建築士事務所 小池酸素工業株式会社本社ﾋﾞﾙ新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2019/12 鉄建建設㈱ 鉄建建設㈱ 一級建築士事務所 FP HOTELS 札幌大通り新築工事
2019/12 南海辰村建設㈱ ㈱IAO竹田設計 荒川区東日暮里計画新築工事
2019/12 不二建設㈱ 不二建設㈱ 一級建築士事務所 京都伏見区深草正覚町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2019/12 不二建設㈱ 不二建設㈱ 一級建築士事務所 中央区日本橋浜町三丁目計画
2019/12 北野建設㈱ 北野建設㈱ 一級建築士事務所 恵比寿ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞｺｰﾎﾟ建替計画
2019/12 木内建設㈱ ㈱INA新建築研究所 美しが丘2丁目計画　新築工事
2019/12 木内建設㈱ ㈱ｼﾞｬｲﾛｱｰｷﾃｸﾂ 赤塚計画建設工事
2019/11 ｼﾞｪｸﾄ㈱ ｼﾞｪｸﾄ㈱ 一級建築士事務所 鷺沼3丁目W計画新築工事
2019/11 まこと建設㈱ まこと建設㈱ 一級建築士事務所 神宮前五丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事

2019/11
ﾗｲﾄ・小野良・三和建設
共同企業体

㈱創建設計 ﾚｰﾍﾞﾝ仙台大手町新築工事

2019/11 奥村・平野建設共同企 ㈱INA新建築研究所 仙台市青葉区大町1丁目ﾏﾝｼｮﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2019/11 岡建工事㈱ ㈱中村設計 鎌田鞄材ﾋﾞﾙ新築工事

2019/11 岡田建設㈱
三井E&S環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 一級
建築士事務所

北設広域事務組合新し尿処理施設整備事業

2019/11 ㈱DAIJU ㈱ｼﾞｰﾕｰﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ｴｽﾃﾑｺｰﾄ西区九条1丁目新築工事
2019/11 ㈱MDI ｱﾄﾘｴ n.o. 東京都台東区松が谷1丁目新築工事
2019/11 ㈱RC建設 ㈱東京建築 ｴﾙﾌｧｰﾛ松陰神社前新築工事
2019/11 ㈱ｳﾗﾀ ㈱ﾅｻ ｶﾞｰﾗ門前仲町新築工事
2019/11 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ ㈱長谷建築設計事務所 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ上原2丁目Ⅱ新築工事
2019/11 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ｴﾙ設計事務所 東中野1丁目計画新築工事
2019/11 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ｼﾃｨﾗｲﾌ 浅間町二丁目新築工事
2019/11 ㈱安藤・間 ㈱久米設計 T＆TⅢﾋﾞﾙ新築工事

2019/11 ㈱協栄組
㈱ｵｰﾙｸﾘｴｰｼｮﾝ 一級建築士事務
所

中野区鷺宮2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2019/11 ㈱熊谷組 ㈱梓設計 H30名古屋第3国税総合庁舎建築工事
2019/11 ㈱紅梅組 ㈱ﾋﾞｿﾞﾝ建築設計事務所 榎町2丁目計画新築工事
2019/11 ㈱鴻池組 ㈱佐藤総合計画 芳水小学校第2期校舎改築その他工事＜ﾌﾟｰﾙ棟＞
2019/11 ㈱鴻池組 ㈱東洋設計事務所 京都七条通新町計画
2019/11 ㈱合田工務店 ㈱ｴﾙ設計事務所 新中野Ⅲﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2019/11 ㈱守谷商会 ㈱共立ｴｽﾃｰﾄ ﾄﾞｰﾐｰｲﾝ豊橋新築工事
2019/11 ㈱小川建設 ㈱OAC設計 千駄ヶ谷ﾏﾝｼｮﾝ計画新築工事
2019/11 ㈱小川建設 ㈱ｱｸｼｽ 一級建築士事務所 鹿島田ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2019/11 ㈱小川建設 ㈱ｱﾄﾘｴ ﾌﾟﾗｽ･ﾜﾝ ﾚｶﾞﾘｽ三軒茶屋新築工事
2019/11 ㈱小川建設 ㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾝ企画 板橋区三園1丁目計画
2019/11 ㈱小島組 ㈱硯川設計 ｺｺﾌｧﾝ海老名新築工事
2019/11 ㈱昭和工務店 ㈱松尾建築設計事務所 上野芝向ヶ丘ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2019/11 ㈱松尾工務店 ㈱安宅設計 蛎殻町2丁目計画新築工事
2019/11 ㈱大勝 ㈱ﾋﾞｿﾞﾝ建築設計事務所 南浅間町計画新築工事
2019/11 ㈱大勝 ㈲ｸﾞﾗﾋﾞｽ設計 平塚市錦町計画
2019/11 ㈱大松建設 ㈱千都建築設計事務所 東庄町学校給食ｾﾝﾀｰ建設工事
2019/11 ㈱大城組 ㈱ﾌｪｲｽ ﾗｲｵﾝｽﾞ三原1丁目新築工事
2019/11 ㈱大木工務店 ㈱IAO竹田設計 ﾜｺｰﾚ伊丹西台ｽﾃｰｼｮﾝﾌﾗｯﾂ新築工事
2019/11 ㈱大林組 ㈱日立建設設計 日立ｵｰﾄﾓﾃｨﾌﾞｼｽﾃﾑｽﾞ㈱厚木事業所ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ建設工事
2019/11 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱ｱｰｷﾌｫﾙﾑ 木場3丁目計画新築工事
2019/11 ㈱谷口実業 ㈱ｱﾄﾘｴﾃｨｰﾌﾟﾗｽ 墨田区緑2丁目計画新築工事
2019/11 ㈱淺沼組 ㈱淺沼組 一級建築士事務所 都立大学駅前計画新築工事
2019/11 ㈱鍜治田工務店 ㈱三輪設計 赤羽2丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2019/11 丸彦渡辺建設㈱ ㈱ｸｵﾘﾃｨ ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ清澄3丁目新築工事
2019/11 寄居建設㈱ ㈱ｶｲ設計 ﾌﾞﾘｼｱ浅草新築工事
2019/11 京王建設㈱ ㈱IAO竹田設計 目黒区上目黒三丁目計画新築工事
2019/11 古久根建設㈱ ㈱設計工房ﾃﾞｻﾞｲﾝｼｽﾃﾑ 大田区中馬込二丁目計画新築工事
2019/11 戸田建設㈱ ㈱髙田建築設計事務所 ﾛｲｽﾞｺﾝﾌｪｸﾄふと美工場増築工事
2019/11 五洋建設㈱ ㈲福光設計事務所 ｼﾓﾊﾅ物流㈱善通寺第2ｾﾝﾀｰ新築工事
2019/11 斎藤工業㈱ ㈱ﾊｳｾﾞ 渋谷区神宮前6丁目PJ新築工事

2019/11
三井E&S環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝ
ｸﾞ㈱

三井E&S環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 一級
建築士事務所

八女中部衛生施設事務組合汚泥再生処理ｾﾝﾀｰ整備工事

2019/11 三井住友建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

有明北2-1-A街区計画（Brillia有明Ⅳ）

2019/11 三共建設㈱ ㈱ｾﾞﾛ･ｱｰｷﾃｸﾂﾌﾟﾗｽｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 練馬区桜台四丁目計画
2019/11 三和建設㈱ 三和建設㈱ 一級建築士事務所 ﾙﾈｽ喜連1丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2019/11 山田建設㈱ 山田建設㈱ 一級建築士事務所 ﾐｵｶｽﾃｰﾛ南多摩新築工事
2019/11 鹿島建設㈱ ㈱山下設計 栄三丁目ﾎﾃﾙ・商業複合ﾋﾞﾙ新築工事
2019/11 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 多摩美術大学八王子ｷｬﾝﾊﾟｽ学生寮新築工事
2019/11 小柳建設㈱ ㈱SD建築企画研究所 ｸﾘｵ藤沢Ⅰ新築工事

2019/11
松尾・ｺﾗﾑ特定建設工事
共同企業体

㈱金子設計 浦賀警察署新築工事（建築）

2019/11 新英興業㈱ 矢崎設計㈱ ｳﾞｧﾛｰﾚ北赤羽新築工事
2019/11 清水建設㈱ ㈱ｲﾃﾞｱ設計 山梨BSS生産ｾﾝﾀｰ新築工事
2019/11 清水建設㈱ 清水建設・日建設計共同企業体 新橋田村町地区市街地再開発事業新築工事
2019/11 西武建設㈱ ㈱ｱﾄﾘｴｼｰﾌﾟ設計事務所 川越市菅原町計画



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2019/11 多田建設㈱ ｶｽｹｰﾄﾞｱﾝﾄﾞﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ目白2丁目
2019/11 多田建設㈱ ㈲ｱｲ.ｴｲﾁ.ｴｽ.ｱｰｷﾃｸﾂ ｸﾘｵ神田新築工事
2019/11 大旺新洋㈱ 大旺新洋㈱ 一級建築士事務所 中央区湊1丁目計画新築工事

2019/11
竹中工務店・穂積建設
工業 特定建設工事共同

㈱山下設計
番町・堀端町地区優良建築物等整備事業(青森銀行八戸支店改築事
業)施設建築物新築工事

2019/11 中野建設㈱ ㈱小野田建築設計事務所 石原1丁目計画新築工事
2019/11 鉄建・大林共同企業体 ㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本建築設計事務 仙台駅東口ｵﾌｨｽ開発
2019/11 渡邊建設㈱ ㈱小山建築設計事務所 南長崎1丁目ﾋﾞﾙ新築工事

2019/11 渡邊建設㈱
八ツ田勝久建築設計事務所・㈱ｼﾝ
ﾃﾞｻﾞｲﾝ

高松集合住宅新築計画

2019/11 東亜建設工業㈱ ㈱INA新建築研究所 こぶしえん新築工事
2019/11 馬淵建設㈱ ㈱ｸﾞﾗﾋﾞｽ設計 横浜市保土ヶ谷町計画
2019/11 風越建設㈱ ㈱ｴﾑｴｰｼｰ建築事務所 浅草橋4ﾎﾃﾙ計画新築工事
2019/11 風越建設㈱ ㈱ｼﾝﾔ設計 高田3丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2019/11 風越建設㈱ ㈱朝倉崇夫都市建築設計事務所 東糀谷4丁目新築工事
2019/11 北野建設㈱ ㈱山本浩三建築設計事務所 二子PROJECT
2019/11 牟田建設・馬場製作所 ㈱石橋建築事務所 神埼市・吉野ヶ里葬祭場新築工事
2019/11 木内建設㈱ 木内建設㈱ 一級建築士事務所 南千住7丁目計画(西敷地)
2019/11 木内建設㈱ 木内建設㈱ 一級建築士事務所 南千住7丁目計画(東敷地)
2019/11 矢野建設㈱ ㈱H.S.R.ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 那覇市東町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2019/11 立沢建設㈱ ㈱ｱｸｻﾝ計画研究所 船戸保育園新築工事
2019/10 TSUCHIYA㈱ TSUCHIYA㈱ 一級建築士事務所 新久喜総合病院本町8丁目寮新築工事
2019/10 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈱ｱﾄﾘｴ禅 東大宮5丁目計画新築工事
2019/10 ﾗｲﾄ工業㈱ ㈱ｼﾞﾑｽ建築設計事務所 ｵｰﾍﾞﾙ新川崎新築工事
2019/10 ㈱ｳﾗﾀ ㈱ｶﾞｲ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 西葛西4ﾎﾃﾙ計画
2019/10 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈲ﾉｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ｸﾞﾗｯｾ田園調布南新築工事
2019/10 ㈱ﾅﾐｷ ㈱ｽﾐﾄ FARE三軒茶屋Ⅵ新築工事
2019/10 ㈱ﾉﾊﾞｯｸ ㈱島田建築設計事務所 ｸﾘｵ町屋新築工事
2019/10 ㈱ﾌｪｲｽﾈｯﾄﾜｰｸ ㈱K&T ｸﾞﾗﾝﾃﾞｭｵ八幡山新築工事
2019/10 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱INA新建築研究所 盛岡市盛岡駅前通拠点計画
2019/10 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾌｼﾞﾀ 一級建築士事務所 港区三田5丁目計画
2019/10 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾌｼﾞﾀ 一級建築士事務所 横浜金港町ﾎﾃﾙ計画

2019/10 ㈱ﾌﾙｷｽﾍﾟｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝ
㈱ﾌﾙｷｽﾍﾟｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝ 一級建築士
事務所

川崎市・日進町集合住宅新築工事

2019/10 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ｵｰﾑﾗ建築設計 ｶﾞｰﾗ浅草計画新築工事
2019/10 ㈱旭工建 ㈱ｲｻﾗ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ ｴｽﾘｰﾄﾞ西区川口3丁目新築工事
2019/10 ㈱今西組 三井ﾎｰﾑ㈱ 東陽4丁目計画新築工事
2019/10 ㈱山根工務店 ㈱多摩設計 女躰神社こども園新築工事
2019/10 ㈱住宅王 ㈱KOA 三鷹市下連雀3丁目新築工事
2019/10 ㈱小川建設 ㈱小川建設 一級建築士事務所 高島平1丁目計画新築工事
2019/10 ㈱森本組 ㈱IAO竹田設計 目黒区目黒本町五丁目計画
2019/10 ㈱川村工建 ㈱ｽﾀｲﾚｯｸｽ 豊島区高田3丁目事務所ﾋﾞﾙ新築工事
2019/10 ㈱相武企業 ㈱三和設計 敬愛高倉保育園新築工事
2019/10 ㈱大京穴吹建設 ㈱ｹﾌﾟﾗｰ都市建築設計 杉並区阿佐谷北4丁目計画新築工事
2019/10 ㈱大勝 ㈱ｽﾀｲﾚｯｸｽ 吉野町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2019/10 ㈱大木工務店 ㈱都市建 西宮市安井町新築工事
2019/10 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱創建築設計事務所 西早稲田１丁目計画新築工事
2019/10 ㈱竹中工務店 ㈱三菱地所設計 三菱電機㈱ZEB+実証棟新築工事
2019/10 ㈱田名部組 ㈱Co-Co Design ｱﾙﾃｼﾓ浅草橋計画新築工事
2019/10 ㈱東工務店 ㈱大誠建築設計事務所 京急蒲田駅前ﾎﾃﾙ増築計画
2019/10 ㈱藤木工務店 ㈱奥津孝一設計ｾﾝﾀｰ ｶﾞｰﾗ調布新築工事
2019/10 ㈱麦島建設 ㈱瑠建築設計事務所 門前仲町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2019/10 ㈱福田組 ㈱ｴｱﾘｱﾙ 川崎区東田町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2019/10 ㈱矢野興業 ㈱久保建築設計 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ国分駅前Ⅱ新築工事
2019/10 ㈱錢高組 ㈱IAO竹田設計 芦屋市川西町17-1計画新築工事
2019/10 ㈱鍜治田工務店 ㈱ｱｰﾊﾞﾝﾗｲﾌ建築事務所 中野5丁目計画新築工事
2019/10 ㈱鍜治田工務店 ㈱ｱｰﾙ・ｱｲ・ｴｰ 吹田市藤白台集合住宅計画新築工事
2019/10 佐田建設㈱ ㈱永都設計 大阪市中央区内淡路町計画
2019/10 埼玉建興㈱ ㈱ｽﾍﾟｰｽ･ｺﾑ ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ岩槻本町新築工事
2019/10 三和建設㈱ 三和建設㈱ 一級建築士事務所 SI中京区西ノ京新築工事
2019/10 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 札幌ﾃﾚﾋﾞ放送株式会社ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｽﾀｰ更新工事
2019/10 石橋建設工業㈱ ㈱ixrea ｵｱｼｽｹｱ荒川新築工事

2019/10
村岡・伊藤建友・塚本特
定建設工事共同企業体

㈱佐々木建築設計事務所 北部学校給食ｾﾝﾀｰ建設工事

2019/10 村本建設㈱ 村本建設㈱ 一級建築士事務所 新宿区山吹町16計画新築工事
2019/10 多田建設㈱ ㈱ｸﾚｵ ﾌﾞﾘｼｱ西新井新築工事
2019/10 大成建設㈱ ㈱ﾏﾙﾀ設計 大島町複合公共施設建設工事
2019/10 大豊建設㈱ ㈱司建築設計事務所 本町29ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事

2019/10 第一建設工業㈱
第一建設工業㈱ 一級建築士事務
所

下木戸賃貸ﾏﾝｼｮﾝ新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2019/10 池田建設㈱
㈱ｵｰﾙｸﾘｴｰｼｮﾝ 一級建築士事務
所

業平4丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2019/10 中島建工㈱ ㈲竹内建築設計事務所 下落合分団車庫改築工事
2019/10 鉄建建設㈱ ㈱G＆K綜合設計 ﾊﾟﾚｽﾃｰｼﾞ大山新築工事
2019/10 登道建設ﾋﾞﾙﾒﾝﾃ・廣野 ㈱柴滝建築設計事務所 北ノ沢病院ﾃﾞｲﾅｲﾄｹｱ改築工事
2019/10 東急建設㈱ ㈱日本ｴｰｺﾝ 世田谷区桜新町二丁目計画新築工事

2019/10 東建ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱
東建ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 一級建築士事
務所

大澤晃様店舗付ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2019/10 道和建設・宮田建設JV ㈱ｻﾝ設計事務所 美幌町屋内多目的運動場建設建築主体工事
2019/10 日成工事㈱ ㈱ｽﾀｲﾚｯｸｽ 藤沢市片瀬4丁目計画新築工事
2019/10 日本住宅㈱ 日本住宅㈱ 一級建築士事務所 流山市おおたかの森新築工事
2019/10 不二建設㈱ 不二建設㈱ 一級建築士事務所 南区白幡五丁目計画
2019/10 木内建設㈱ 木内建設㈱ 一級建築士事務所 新宿区市谷本町3計画
2019/09 ｼﾞｪｸﾄ㈱ ㈲平野智司計画工房 JECTO下小田中1丁目-PJ新築工事
2019/09 みづほ工業㈱ ㈱NTTﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ 野々市社宅新築工事
2019/09 岡建工事㈱ 岡建工事㈱ 一級建築士事務所 東駒形１丁目ﾋﾞﾙ新築工事
2019/09 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱ｴﾑｴｰｼｰ建築事務所 麻布十番5計画新築工事
2019/09 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱長谷建築設計事務所 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ湯島4丁目新築工事
2019/09 ㈱ﾉﾊﾞｯｸ ㈱ｵﾝｽﾞﾃﾞｺ ﾌﾟﾚｼｽ瑞江ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞｺｰﾄ新築工事

2019/09 ㈱ﾊﾟﾜｰｽﾞｱﾝﾘﾐﾃｯﾄﾞ
㈱ﾊﾟﾜｰｽﾞｱﾝﾘﾐﾃｯﾄﾞ 一級建築士事
務所

昭島市中神町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ新築工事

2019/09 ㈱ﾕｰﾃﾞｨｹｰ ㈱新環境設計 寄居町ｹｱﾊｳｽあきやま苑新築工事
2019/09 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱Di-Frame ｶﾞｰﾗ赤坂新築工事
2019/09 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱TAP ﾘｰﾗ蔵前新築工事
2019/09 ㈱屋部土建 沖縄防衛局調達部 陸自宮古島(30)平良宿舎
2019/09 ㈱加賀田組 ㈱創建設計 ﾗｲｵﾝｽﾞ台原新築工事
2019/09 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 一級建築士事務所 ﾊﾟｰｸｽｸｴｱ三ツ沢公園
2019/09 ㈱熊谷組 ㈱松田平田設計 ｽｰﾊﾟｰﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝ公開施設建設工事
2019/09 ㈱建研 ㈱ﾃﾞｨｽｸ ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ四谷坂町新築工事
2019/09 ㈱紅梅組 PCMC・ｱｰｷﾃｸﾄ・ｻﾎﾟｰﾄ㈱ ﾙﾈｻﾝｽｺｰﾄ大森町計画
2019/09 ㈱小川建設 ㈱ｱｸｼｽ 一級建築士事務所 ﾛｱｰﾙ武蔵中原新築工事
2019/09 ㈱小川建設 ㈱ｶｲ設計 白金高輪新築工事
2019/09 ㈱小川建設 ㈱三悦設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ一之江新築工事
2019/09 ㈱小川建設 ㈱小川建設 一級建築士事務所 杉並区和田2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2019/09 ㈱松尾工務店 叶ﾃﾞｻﾞｲﾝ㈱ 昭和町一丁目計画

2019/09 ㈱新井組
日本国土開発㈱ 一級建築士事務
所

みどりの寮新築計画

2019/09 ㈱森下組 ㈱MDI 横浜市港北区新羽町新築工事
2019/09 ㈱川村工営 ㈱ｶｲ設計 中央区築地6丁目新築工事
2019/09 ㈱大勝 ㈱ｽﾀｲﾚｯｸｽ 戸塚区品濃町計画新築工事
2019/09 ㈱大勝 ㈱企画設計事務所ｵﾙﾄ ｸﾘｵ弘明寺新築工事
2019/09 ㈱大林組 ㈱三菱地所設計 明産霞が関ﾋﾞﾙ新築工事
2019/09 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱岡戸ｱﾄﾘｴ 板橋区幸町3-3計画
2019/09 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 新日本海ﾌｪﾘｰﾆｾｺ樺山宿泊施設計画
2019/09 ㈱竹徳 ㈱坂詰圀雄建築設計事務所 墨田区江東橋5丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築j工事
2019/09 ㈱東江建設 ㈱泉設計 ﾜｲｽﾞｴｽﾃﾑｺｰﾄ繁多川新築工事
2019/09 ㈱鳶姫 ｱﾄﾘｴｱｯﾌﾟﾙｽﾞ㈱ ｴｰｽﾗｲｽﾞ㈱本社ﾋﾞﾙ新築工事
2019/09 ㈱鍜治田工務店 ㈱IAO竹田設計 茨木市沢良宜浜1丁目計画新築工事
2019/09 京王建設㈱ ㈲松鹿設計製作所 上丸子山王町二丁目計画
2019/09 京急建設㈱ ㈱大栄建築事務所 茅場町大栄ﾋﾞﾙ新築工事
2019/09 三井住友建設㈱ ㈱日建設計 日本橋二丁目地区北地区8番街区新築工事

2019/09 三井住友建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

猿楽町Ⅱ計画B敷地

2019/09 山田建設㈱ ㈱ｱｰｷﾌｫﾙﾑ 港区新橋4丁目計画
2019/09 松尾建設㈱ ㈱三菱地所設計 高田病院新築工事
2019/09 杉本興業㈱ ㈱叶設計 ﾙﾈｻﾝｽｺｰﾄ若林Ⅱ新築工事

2019/09 清水建設㈱
清水建設・若竹まちづくり研究所
建設事業共同企業体

安田町新庁舎建設事業

2019/09 西武建設㈱ 西武建設㈱ 一級建築士事務所 神田神保町一丁目計画新築工事
2019/09 西野建設㈱ ㈱光和設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ湘南茅ケ崎新築工事

2019/09 前田建設工業㈱
前田建設工業㈱ 一級建築士事務
所

天神ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ

2019/09 多田建設㈱ ㈲平山建築企画・前田設計室 ｱﾃﾞｰﾙ平塚新築工事
2019/09 多田建設㈱ ㈲鳴建築設計室 中落合1丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2019/09 大成建設㈱ 大成建設㈱ 一級建築士事務所 関西大倉学園創立120周年記念事業校舎建替計画
2019/09 大成建設㈱ 北海道防衛局調達部 稚内(30)局舎新設建築工事
2019/09 大洋建設㈱ ㈱安江設計研究所 特別養護老人ﾎｰﾑ泥亀・若草ﾎｰﾑ新築工事
2019/09 鉄建建設㈱ 鉄建建設㈱ 一級建築士事務所 研究開発ｾﾝﾀｰ 施工実験棟建替え計画
2019/09 徳倉建設㈱ ㈲阿部興治建築研究所 西五反田7丁目計画新築工事
2019/09 南海辰村建設㈱ ㈱IAO竹田設計 東日暮里五丁目計画新築工事
2019/09 白石建設㈱ 現代設計㈱ ﾐﾀｶﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ﾋﾞﾙ新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2019/09 不二建設㈱ ㈱IAO竹田設計 大田区鵜の木3丁目計画
2019/09 不二建設㈱ 不二建設㈱ 一級建築士事務所 高石市千代田町2丁目ﾏﾝｼｮﾝ計画
2019/09 芙蓉建設㈱ ㈱陶器二三雄建築研究所 ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅恵信ｶﾅﾝ甲府新築工事
2019/09 風越建設㈱ ㈱ｴﾌﾃｨ-建築設計事務所 相模原市南区上鶴間本町1丁目計画新築工事
2019/09 ㈲沖産 ㈱ﾁｰﾑｱﾙﾌｧ ﾙﾁｵ桑江新築工事

2019/08
ﾔﾏﾜﾗ・窪田特定建設工
事共同企業体

㈱ｴｰｼｰｴ設計・㈲COM建築設計
事務所 設計共同体

駒ヶ根市地域交流ｾﾝﾀｰ(赤穂公民館)等建設工事

2019/08 岡田建設㈱ ㈱中神設計事務所 ㈱明輝ｸﾘｰﾅｰ様産業廃棄物処理施設(焼却施設)新築工事
2019/08 ㈱ｼﾐｽﾞ・ﾋﾞﾙﾗｲﾌｹｱ ㈱ねお設計 ﾌﾞﾘｼｱ新横浜新築工事
2019/08 ㈱ﾉﾊﾞｯｸ ㈱野生司環境設計 東上野5丁目60番地1他計画新築工事

2019/08 ㈱ﾌﾙｷｽﾍﾟｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝ
㈱ﾌﾙｷｽﾍﾟｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝ 一級建築士
事務所

高円寺南2丁目集合住宅新築工事

2019/08 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ｴﾙ設計事務所 西五反田5丁目計画新築工事
2019/08 ㈱安藤・間 ㈱ｹｲﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ 函館五稜郭ﾎﾃﾙ計画
2019/08 ㈱安藤・間 ㈱三菱地所設計 新仙台ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ新築工事
2019/08 ㈱岡本工務店 ㈱岡本工務店 一級建築士事務所 ﾚｵﾛｰｻﾞ本所新築工事

2019/08 ㈱基土木
㈱建築設計同人匠才庵・島設計
室・ｱﾄﾘｴ海風 業務委託JV

沖縄市立美東小学校校舎新増改築工事（建築工事）2工区

2019/08 ㈱佐藤秀 ㈱佐藤秀 一級建築士事務所 狛江市東和泉二丁目計画
2019/08 ㈱佐藤秀 ㈱三輪設計 湊1丁目計画新築工事新築工事
2019/08 ㈱小川建設 ㈱辺見勉 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ原木中山新築工事
2019/08 ㈱松村組 ㈱ｲﾝｳﾞｧﾗﾝｽ 一級建築士事務所 池袋ｳｴｽﾄⅡ新築工事
2019/08 ㈱上滝 ㈱光和設計 ﾌﾟﾚｼｽ原町田新築工事
2019/08 ㈱森本組 ㈲庵都市建築設計事務所 渋谷区神泉町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2019/08 ㈱川村工営 ㈲ｴｲﾂｶ企画設計 ﾙﾋﾟｱｼｪﾘｰﾙ南浦和新築工事
2019/08 ㈱大京穴吹建設 ㈱日本ｴｰｺﾝ 墨田区立花五丁目計画新築工事
2019/08 ㈱大勝 ㈲ｸﾞﾗﾋﾞｽ設計 大和市下鶴間計画
2019/08 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 NGKｾﾗﾐｯｸﾃﾞﾊﾞｲｽ㈱富士吉田工場新築工事
2019/08 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱ｱｸｼｽ 一級建築士事務所 御茶ノ水PJ新築工事

2019/08 ㈱日興ﾀｶﾗｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
㈱日興ﾀｶﾗｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 一級建築
士事務所

ｾﾝﾀｰ南駅前ﾋﾞﾙ新築工事

2019/08 ㈱淺沼組 神奈川県内広域水道企業団 伊勢原浄水場排水処理棟
2019/08 岩田地崎建設㈱ ㈱いしばし設計 ｸﾘｵ練馬ｶﾞｰﾃﾞﾝﾏｰｸｽ新築工事
2019/08 菊池建設㈱ ㈱ﾋﾞｯｸﾞﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ LHﾋﾞﾙ新築工事
2019/08 公成建設㈱ ㈱内藤建築事務所 宇治田原町新庁舎建設工事
2019/08 佐藤工業㈱ 法務省大臣官房施設課 駿府学園新営（建築）第2期工事
2019/08 三井住友建設㈱ ㈱萩原建築設計事務所 浜松町1丁目計画

2019/08 三井住友建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

不二聖心女子学院寄宿舎・食堂棟増築工事

2019/08 三和建設㈱ 信和建設㈱ 豊中市庄内幸町2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2019/08 三和建設㈱ 信和建設㈱ 門真市栄町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2019/08 三和建設工業㈱ ㈱ｻﾝﾜﾎｰﾑ ﾍﾞﾙｼｰﾄﾞ西綾瀬新築工事
2019/08 鹿島建設㈱ ㈱ﾚｰﾓﾝﾄﾞ設計事務所 東京医療専門学校1号館新築工事
2019/08 鹿島建設㈱ ㈱日本設計 社会医療法人財団 白十字会 白十字病院新築工事
2019/08 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 日本血液製剤機構千歳工場M1棟建設工事
2019/08 若築建設㈱ ㈱SHOW建築設計事務所 武蔵野市境二丁目計画新築工事
2019/08 住協建設㈱ 住協建設㈱ 一級建築士事務所 上野7丁目計画建設工事
2019/08 松井建設㈱ 松井建設㈱ 一級建築士事務所 中野区本町三丁目計画 新築工事
2019/08 瀬尾建設工業㈱ ㈱大建設計 倶知安町役場庁舎新築工事(建築)
2019/08 清水建設㈱ ㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本建築設計事務 赤羽線板橋駅・駅ﾋﾞﾙ建設他
2019/08 青木あすなろ建設㈱ 浅井謙建築研究所㈱ 中央区築地7丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄB敷地
2019/08 先嶋建設㈱ 建築設計室 創庵 宮古島平良字下里PJ新築工事（A棟）
2019/08 川口土木建築工業㈱ ㈱IAO竹田設計 台東区浅草3丁目計画新築工事
2019/08 前田建設工業㈱ ㈱ｶﾐﾑﾗ建築研究室 和倉温泉ＮＫﾋﾞﾙ新築工事
2019/08 相互建設㈱ ﾑﾗﾀ設計室 高田馬場四丁目計画
2019/08 大晋建設㈱ ㈱H.S.R.ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ｱﾙﾌｧｽﾏｰﾄ豊見城Ⅱ新築工事

2019/08
大本組・目黒建設工事
共同企業体

㈱ｱｰｷｽｺｰﾌﾟ 倉敷成人病ｾﾝﾀｰ新棟建築工事

2019/08 大翔・小松建設共同企 葛飾区総務部営繕課 葛飾区本田中学校建築工事
2019/08 渡邊建設㈱ ㈱ｱﾙ.ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ建築設計 渋谷区南平台ﾋﾙﾄｯﾌﾟﾊｳｽ新築工事
2019/08 東光建設㈱ ㈱ｵﾍﾟｯｸｽ建築事務所 ﾖｼｻﾞﾜ駅前ﾋﾞﾙ新築工事
2019/08 奈良建設㈱ ㈱小野田建築設計事務所 墨田区両国1丁目計画新築工事
2019/08 内野建設㈱ ㈱創建築設計事務所 品川区荏原4丁目計画新築工事
2019/08 風越建設㈱ 風越建設㈱ 一級建築士事務所 横浜市都筑区桜並木PJ新築工事
2019/08 北野建設㈱ ｸｳｪｽﾄ㈱ 日光ｹﾐｶﾙｽﾞ本社ﾋﾞﾙ新館増築工事
2019/07 TSUCHIYA㈱ 日揮㈱ 沖縄ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ病院増築計画
2019/07 ｻﾝｴｽ建設㈱ ㈱日本ﾊｰﾃｸﾄ設計 ｺｰﾌﾟﾃﾞﾘ東糀谷ｾﾝﾀｰ
2019/07 ｼﾞｪｸﾄ㈱ ㈱多摩設計 上新城福水ﾋﾞﾙ新築工事

2019/07 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱
ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 一級建築士
事務所・㈱いしばし設計

下落合2丁目計画

2019/07 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈱ﾙﾅ都市設計 横浜市青葉区美しが丘5丁目計画新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2019/07 ﾐｻﾜﾎｰﾑ建設㈱ ﾐｻﾜﾎｰﾑ㈱ 一級建築士事務所 世田谷区喜多見駅前計画
2019/07 ﾗｲﾄ工業㈱ ㈱G2設計 北区志茂1丁目
2019/07 岡建工事㈱ ㈱ﾀｳ建築設計事務所 ﾗｽﾊﾟｼｵ東日本橋ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ新築工事
2019/07 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱市浦ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ&ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 区立麹町仮住宅新築工事
2019/07 ㈱ﾅﾐｷ ㈱ｲﾃﾞｱ建築設計事務所 東高円寺PJ新築工事
2019/07 ㈱ﾋﾞｰﾃｯｸ 新日本興業㈱ 一級建築士事務所 百人町1丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2019/07 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱千都建築設計事務所 江戸川病院F棟建築及びD棟改修計画
2019/07 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ｴﾙ設計事務所 DAF北上野2丁目計画新築工事
2019/07 ㈱ﾚｼﾞﾃｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾝ企画 本駒込3丁目計画新築工事
2019/07 ㈱安藤・間 ㈱ｱｰｷﾎﾞｯｸｽ 勅使河原ﾋﾞﾙ新築工事
2019/07 ㈱久保工 ㈲尾崎建築設計 白金一丁目新築工事
2019/07 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 一級建築士事務所 ﾒｿﾞﾝ三田建替計画
2019/07 ㈱合田工務店 ㈱伊藤陸川設計室 浅草Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2019/07 ㈱合田工務店 ㈱柳学ｱｰｷﾃｸﾂ 蒲田Ⅲﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2019/07 ㈱三共建設 ㈱ｱﾄﾘｴ野風土 ｴﾑｽﾞｲｰｽﾄ押上Ⅱ計画新築工事
2019/07 ㈱三木組 ㈱西尾建築設計 ﾌﾟﾚｼｽ八丁堀Ⅳ新築工事
2019/07 ㈱小川建設 ㈱Co-Co Design ｱﾙﾃｼﾓ御徒町計画新築工事
2019/07 ㈱小川建設 ㈱小川建設 一級建築士事務所 板橋区高島平9丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2019/07 ㈱川村工営 ㈱ｽﾀｲﾚｯｸｽ 藤沢市辻堂新町計画新築工事
2019/07 ㈱川村工営 ㈱三輪設計 上板橋ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2019/07 ㈱大勝 ㈱DAN総合設計 ｾﾙｱｰｼﾞｭ藤沢北口
2019/07 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 大正大学8号館建替計画
2019/07 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 ﾐﾂﾄﾖ宇都宮事業所再開発計画
2019/07 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱ｴﾌﾃｨ-建築設計事務所 ｸﾚｲｼｱ月島新築工事
2019/07 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 清田K店舗新築計画
2019/07 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 北4西5計画
2019/07 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 日本ﾗｲﾌﾗｲﾝ小山ﾌｧｸﾄﾘｰ第2棟新築工事
2019/07 ㈱竹中工務店 ㈱日建設計 住友商事内神田一丁目ﾋﾞﾙ新築工事
2019/07 ㈱麦島建設 ㈱TK都市建築設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ塚口町新築工事
2019/07 ㈱鍜治田工務店 ㈱対木 ﾌﾟﾚｻﾝｽﾛｼﾞｪ岐阜市神室町新築工事
2019/07 寄居建設㈱ ㈱ｸﾚｵ 武蔵野市桜堤2丁目共同住宅新築工事
2019/07 甲信建設工業㈱ 小宮山和人設計工房 上八幡公園管理棟

2019/07 佐藤工業㈱
㈱GA建築設計社・㈱織本構造設
計

所沢東町地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築敷地及び施
設建築物等実施設計

2019/07 薩摩建設㈱ ㈱叶設計 ﾙﾈｻﾝｽｺｰﾄ大鳥居新築工事

2019/07 三井住友建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

万福寺四丁目計画

2019/07 三和建設工業㈱ ㈱大森真樹建築設計事務所 台東区北上野2丁目計画新築工事
2019/07 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 TDK成田工場 B4棟新築工事
2019/07 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 羽田空港跡地第Ⅰｿﾞｰﾝ整備事業(第一期事業)Bｴﾘｱ
2019/07 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 羽田空港跡地第Ⅰｿﾞｰﾝ整備事業(第一期事業)Gｴﾘｱ
2019/07 住協建設㈱ ㈱ｲｸｽ･ｱｰｸ都市設計 百人町2丁目計画
2019/07 住協建設㈱ ㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾝ企画 石原1丁目計画
2019/07 小原・東建設共同企業 ㈱日東設計事務所 ｺｰｼｬﾊｲﾑ和田本町建築及びその他工事
2019/07 松井建設㈱ ㈱佐藤総合計画 淑徳巣鴨中学高等学校ｾﾐﾅｰ棟新築工事

2019/07
上條・大城特定建設工
事共同企業体

市川市街づくり部設計監理課・㈱
桑田建築設計事務所

市川市立塩浜学園新築工事

2019/07 信城建設㈱ ㈱ｱﾄﾘｴﾃｨｰﾌﾟﾗｽ 足立区江北6丁目計画新築工事

2019/07 新日本工業㈱
東京都東部住宅建設事務所建設
課

都営住宅30H－108東（北区浮間三丁目 ）工事

2019/07 清水建設㈱ ㈱三上建築事務所 関彰商事株式会社土浦真鍋社員寮新築工事
2019/07 西野建設㈱ ﾊﾟﾙｼｯﾌﾟ㈱ ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ上尾Ⅱ新築工事
2019/07 西野建設㈱ ㈱ｽﾍﾟｰｽ･ｺﾑ ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ川口Ⅱ新築工事
2019/07 西野建設㈱ 新日本建設㈱ 一級建築士事務所 EXC古淵駅前計画新築工事
2019/07 村中建設㈱ 村中建設㈱ 一級建築士事務所 中野区弥生町2丁目計画
2019/07 多田建設㈱ ㈱新和設計 足立区西新井本町四丁目Aﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2019/07 太陽建設㈱ ㈱奥津孝一設計ｾﾝﾀｰ SKCﾋﾞﾙ計画新築工事

2019/07 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

南砂ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ企業寮<(仮称)ｴﾙﾌﾟﾚｲｽ南砂町>計画

2019/07 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

自由が丘2丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

2019/07 池田建設㈱ ｼﾞﾗﾌ建築計画 合同会社 川崎区浜町1丁目計画新築工事
2019/07 池田建設㈱ ㈱NAK建築事務所 ﾗｸﾞｾﾞﾅ門前仲町新築工事
2019/07 鉄建建設㈱ ㈱都市環境設計事務所 相鉄・東急直通線羽沢変電所新築
2019/07 渡邊建設㈱ ㈱川辺直哉建築設計事務所 南長崎4丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2019/07 徳倉建設㈱ ㈱ｱﾄﾘｴ ﾌﾟﾗｽ･ﾜﾝ 武蔵野市吉祥寺本町東町123PJ
2019/07 日本建設㈱ ㈱大塚聡ｱﾄﾘｴ 葉山一色の家新築工事
2019/07 馬淵建設㈱ ㈱ｽﾀｲﾚｯｸｽ 葉山下山口ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2019/07 風越建設㈱ ㈱ｼﾝﾔ設計 高田3丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2019/07 平井工業㈱ ㈱龍美 世田谷一丁目保育所新築工事
2019/07 明石土建工業㈱ 創企㈱ SDｸﾞﾗﾝﾂ神戸古湊通新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2019/07 野村建設工業㈱ 野村不動産㈱ 一級建築士事務所 日本橋小舟PJ
2019/06 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈱ｱﾄﾘｴﾕﾆｿﾞﾝ 御留山ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2019/06 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈱ﾌﾘｰｸｽ 浦安市北栄２丁目計画新築工事
2019/06 ﾗｲﾄ工業㈱ ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｸﾙｰ ｴﾙｼｰﾄﾞ月島Ⅲ新築工事
2019/06 伊藤組土建㈱ 伊藤組土建㈱ 一級建築士事務所 舎利山佛願寺 納骨堂2期計画
2019/06 岡建工事㈱ ㈱ﾀｳ建築設計事務所 ﾗｽﾊﾟｼｵ東日本橋ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ新築工事
2019/06 岡建工事㈱ ㈲鳴海建築設計事務所 蔵前2丁目ﾋﾞﾙ新築工事
2019/06 ㈱CMC ㈱ﾌｫﾙﾑ建築計画研究所 台東区今戸二丁目計画新築工事
2019/06 ㈱NIPPO ㈱ｼﾞｪｲｽﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 墨田区千歳2丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2019/06 ㈱ｳﾗﾀ ㈱ｶﾞｲ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 板橋区本町4番ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2019/06 ㈱ﾉﾊﾞｯｸ ㈱ｵｰﾑﾗ建築設計 新宿区大京町計画新築工事
2019/06 ㈱ﾉﾊﾞｯｸ ㈱横山建築事務所 ﾜｺｰﾚ伊丹宮ノ前Ⅱﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2019/06 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱現代綜合設計 神戸市中央区八幡通4丁目計画新築工事
2019/06 ㈱奥村組 ㈱昭和設計 女川小・中学校建設工事
2019/06 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 一級建築士事務所 豊洲1-1街区開発計画新築工事
2019/06 ㈱紅梅組 斉藤建設㈱ 一級建築士事務所 登戸斉藤ﾋﾞﾙ新築工事
2019/06 ㈱鴻池組 ㈱IAO竹田設計 ﾜｺｰﾚ新町計画新築工事
2019/06 ㈱合田工務店 ㈱ｺﾙﾋﾟｿｽ 馬込Ⅲﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2019/06 ㈱合田工務店 ㈱創建築設計事務所 幸区古川町計画
2019/06 ㈱小川建設 AIUEO STUDIO㈱ 緑１丁目Ⅱﾏﾝｼｮﾝ計画新築工事
2019/06 ㈱小川建設 PCMC・ｱｰｷﾃｸﾄ・ｻﾎﾟｰﾄ㈱ 渋谷区本町3丁目計画
2019/06 ㈱小川建設 叶ﾃﾞｻﾞｲﾝ㈱ 田端1丁目計画新築工事
2019/06 ㈱小川建設 ㈱ｴﾘﾑ設計 新宿区大京町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2019/06 ㈱小川建設 ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝﾈｯﾄﾜｰｸｽ 渋谷区広尾5丁目新築工事
2019/06 ㈱小川建設 ㈱ﾋﾞｯｸﾞﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ｺﾊｸ新中野新築工事
2019/06 ㈱小川建設 ㈱ﾌｫﾙﾑ建築計画研究所 板橋区志村2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2019/06 ㈱小川建設 ㈱大森真樹建築設計事務所 墨田区緑4丁目計画新築工事
2019/06 ㈱松村組 ㈱長谷建築設計事務所 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ代々木5丁目Ⅱ新築工事
2019/06 ㈱森本組 ㈱設計工房ｲｰ･ﾃﾞｨｰ 品川区荏原1丁目計画
2019/06 ㈱川村工営 ㈱ﾄｰﾀﾙﾌﾞﾚｲﾝ 渋谷区代々木4丁目計画新築工事
2019/06 ㈱村上工務店 ㈱OKI設計 ﾜｺｰﾚKOBE新長田ｱﾘｰﾅ新築工事
2019/06 ㈱大成開発 ㈱ｽﾍﾟｰｽﾌﾟﾗｽ 津嘉山ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2019/06 ㈱大木工務店 ㈱国分建築設計事務所 神戸市兵庫区三川口町1丁目計画
2019/06 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈲環設計室 溝口3丁目計画新築工事
2019/06 ㈱竹中工務店 ㈱久米設計 末日聖徒ｲｴｽ･ｷﾘｽﾄ教会ｱﾈｯｸｽ新築工事
2019/06 ㈱田名部組 ㈱ｱｰﾙ・ｱｲ・ｴｰ 八日町地区優良建築物等整備事業施設建築物新築工事
2019/06 ㈱藤木工務店 ㈱ｽﾀｲﾚｯｸｽ 杉並区上荻2丁目計画新築工事

2019/06 ㈱冨士工
㈱ﾖｼｵｶ設計・㈱地区計画ｺﾝｻﾙﾀﾝ
ﾂ

特別養護老人ﾎｰﾑ慶櫻美原の森新築工事

2019/06 ㈱福田組 ㈱ﾃﾞｨｽｸ 住吉計画建設工事
2019/06 ㈱薮崎工務店 ㈱ﾌﾞﾙｰｽﾀｼﾞｵ 千駄ヶ谷3丁目新築工事
2019/06 ㈱淺沼組 ㈱淺沼組 一級建築士事務所 新電波暗室実験棟
2019/06 ㈱錢高組 浅井謙建築研究所㈱ 阪和興業石橋社宅新築工事
2019/06 環境ｸﾘｴｲﾄ㈱ ㈱寺澤雄治ｱｰﾄ設計工房 江戸川区松江5丁目計画新築工事
2019/06 丸運建設㈱ ㈱協和設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ北戸田新築工事
2019/06 岩出建設㈱ 共同設計㈱ 岸和田市営上松・山下住宅建替工事

2019/06
亀井工業・大勝建設特
定建設工事共同企業体

㈱洋建築企画 茅ケ崎市営小和田住宅外複合施設建設（建築）工事

2019/06 熊谷組・村中建設共同 ㈱三菱地所設計 福井銀行本店建替ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2019/06 五洋建設㈱ ㈱久米設計 JCHO湯河原病院新築工事
2019/06 佐田建設㈱ ㈱綜企画設計 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ屋内ﾌﾟｰﾙ新築工事
2019/06 三木・NB建設共同企業 ㈲協和建築設計事務所 矢向中学校増築工事
2019/06 三和建設工業㈱ ㈱設計工房ﾃﾞｻﾞｲﾝｼｽﾃﾑ 文京区音羽一丁目計画
2019/06 山田建設㈱ 山田建設㈱ 一級建築士事務所 ﾐｵｶｽﾃｰﾛ向ヶ丘遊園Ⅱ新築工事
2019/06 山田建設㈱ 山田建設㈱ 一級建築士事務所 GSE川崎新築工事
2019/06 住協建設㈱ ㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾝ企画 墨田区八広2丁目計画新築工事
2019/06 上門工業㈱ ㈱総合計画 沖縄市与儀ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2019/06 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 東京工芸大学6号館(本部棟)新築工事
2019/06 西松建設㈱ ㈱ﾌﾚｰﾑﾜｰｸｽ MJR千早ﾌﾞﾗﾝｼｴﾗ
2019/06 西松建設㈱ 西松建設㈱ 一級建築士事務所 宇田川町32開発計画

2019/06 青木あすなろ建設㈱
青木あすなろ建設㈱ 一級建築士
事務所

29-新千里東町団地先工区建設工事

2019/06 川口土木建築工業㈱ ㈱IAO竹田設計 調布市小島町3丁目計画新築工事

2019/06 川口土木建築工業㈱
川口土木建築工業㈱ 一級建築士
事務所

中央区東日本橋三丁目計画

2019/06 大旺新洋㈱ 大旺新洋㈱ 一級建築士事務所 青葉台4丁目賃貸事業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事

2019/06 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

羽田空港跡地第1ｿﾞｰﾝ整備事業（第一期事業）DEｴﾘｱ

2019/06 東亜建設工業㈱ ㈱飛鳥設計 ﾊﾟﾚｽﾃｰｼﾞ町屋Ⅲ新築工事
2019/06 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 東品川ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2019/06 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 ﾌｧﾅｯｸ㈱第19社宅建設工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2019/06 奈良建設㈱ ㈱ｱﾄﾘｴﾃｨｰﾌﾟﾗｽ ﾙﾈｻﾝｽｺｰﾄ上野新築工事
2019/06 南海辰村建設㈱ ㈱長谷川建築企画 三鷹市上連雀2丁目計画新築工事
2019/06 南海辰村建設㈱ ㈲ｱｲ.ｴｲﾁ.ｴｽ.ｱｰｷﾃｸﾂ ｸﾘｵ祐天寺新築工事
2019/06 飛島建設㈱ 東京消防庁総務部施設課 東京都消防庁本町待機宿舎（30）改築工事
2019/06 芙蓉建設㈱ 馬場設計・NEO建築設計事務所 富士河口湖町立船津小学校増改築工事
2019/06 風越建設㈱ ㈱奥野設計 特別養護老人ﾎｰﾑ白梅野毛山ﾎｰﾑ新築工事
2019/06 木内建設㈱ 木内建設㈱ 一級建築士事務所 江東区門前仲町1丁目計画
2019/05 ㈱NB建設 ㈱INA新建築研究所 東中野5丁目計画
2019/05 ㈱NIPPO ㈱未来設計社 ﾌﾟﾚｻﾝｽﾛｼﾞｪ花の木二丁目(1312)新築工事
2019/05 ㈱ｳﾗﾀ ㈱ｼﾞｰ･ﾜｲ設計 世田谷区松原二丁目新築工事
2019/05 ㈱ｳﾗﾀ ㈱谷口建築企画 ｾﾝﾁｭﾘｰ船堀新築工事
2019/05 ㈱ｳﾗﾀ ㈲建築設計・Yuki 森下四丁目計画新築工事
2019/05 ㈱阿部和工務店 ㈱昴設計 特別養護老人ﾎｰﾑ「第2大石原苑」新築工事
2019/05 ㈱笠谷工務店 ㈱IAU計画研究所 甲子園六番町ｸﾘﾆｯｸ新築工事
2019/05 ㈱合田工務店 ㈱ｽﾀｲﾚｯｸｽ 桜上水Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2019/05 ㈱合田工務店 ㈱合田工務店 一級建築士事務所 中野区中野2丁目計画新築工事
2019/05 ㈱合田工務店 ㈱合田工務店 一級建築士事務所 ｴﾙｼｰﾄﾞ西巣鴨新築工事
2019/05 ㈱小川建設 ㈱ﾋﾞｰﾑｽ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ西所沢新築工事
2019/05 ㈱小川建設 ㈱現代綜合設計 台東区今戸2丁目計画
2019/05 ㈱松下産業 ㈱ｼﾃｨﾗｲﾌ 錦糸町ⅢPJ新築工事
2019/05 ㈱松下産業 ㈱隈研吾建築都市設計事務所 THE KITA
2019/05 ㈱松村組 ㈱東畑建築事務所 東京大学（駒場Ⅰ）駒場体育館（仮称）新営その他
2019/05 ㈱松尾工務店 叶ﾃﾞｻﾞｲﾝ㈱ CLK東十条計画新築工事
2019/05 ㈱川村工営 ㈱UG都市建築 浜町ﾀﾞｲﾔﾏﾝｼｮﾝ建替事業
2019/05 ㈱大木工務店 ㈱都市建 西宮市甲東園ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2019/05 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 ﾎｯｶﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ館林寮ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2019/05 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱ｱﾄﾘｴ ﾌﾟﾗｽ･ﾜﾝ 高円寺2PJ新築工事
2019/05 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱朝倉崇夫都市建築設計事務所 下高井戸ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2019/05 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 明治安田生命新東陽町ﾋﾞﾙ新築工事
2019/05 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 TNKｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ新築工事(ｵﾌｨｽ棟)
2019/05 ㈱中山組 Structured Environment㈱ ﾙｽﾂﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙ新築工事
2019/05 ㈱鍜治田工務店 ㈱野口建築事務所 岐阜市金町6丁目計画新築工事
2019/05 岩崎工業㈱ ㈱中田建設事務所 ㈱ﾏﾙﾔ住宅・中央一丁目ﾋﾞﾙ新築工事
2019/05 坂田建設㈱ ㈱ﾘﾛｹｰｼｮﾝ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 羽田東糀谷寮新築工事
2019/05 埼玉建興㈱ ㈱GA建築設計社 ｻﾞ･ﾊﾟｰｸﾊｳｽ川口本町新築工事
2019/05 埼玉建興㈱ ㈱TAP 足立区西新井7丁目計画
2019/05 薩摩建設㈱ ㈱ﾌｫｰﾕｰﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 祖師谷1丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2019/05 三菱地所ﾎｰﾑ㈱ ㈱ﾊｰﾃｸﾄ設計 練馬区西大泉4丁目計画新築工事
2019/05 山田建設㈱ ㈱宮田建築事務所 川崎市宮前区馬絹ﾏﾝｼｮﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2019/05 山田建設㈱ 山田建設㈱ 一級建築士事務所 ﾐｵｶｽﾃｰﾛ中野島Ⅲ新築工事
2019/05 鹿島建設㈱ ㈱日建設計 高山ｸﾞﾘｰﾝﾎﾃﾙ計画新館新築工事
2019/05 住協建設㈱ ㈱畠山建築設計事務所 東神田2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2019/05 住協建設㈱ ㈲ﾉｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 西新井2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2019/05 昭栄建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 美和電気工業北東北支店新築工事
2019/05 松井建設㈱ ㈱IAO竹田設計 渋谷区広尾5丁目計画新築工事
2019/05 新英興業㈱ ㈱都市環境設計事務所 ｳﾞｧﾛｰﾚ亀有新築工事

2019/05
清水建設・日本建設共
同企業体

㈱ｼﾞｪｰｴｽﾃﾞｨｰ 東京未来大学体育館新築工事

2019/05 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 ﾘｯﾂｶｰﾙﾄﾝﾆｾｺ計画
2019/05 相互建設㈱ ｲﾙ･ﾏｰﾚ設計工房 BLDG.NOZAWA
2019/05 多田建設㈱ ㈱四季建築設計事務所 世田谷区北沢1丁目計画新築工事
2019/05 大豊建設㈱ ㈱東急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ あざみ野二丁目計画
2019/05 大洋・信友建設共同企 ㈱日生建築計画研究所 保土ヶ谷消防署移転新築工事

2019/05 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

羽田空港跡地第1ｿﾞｰﾝ整備事業(第一期事業)Cｴﾘｱ

2019/05 中里建設㈱ 埼玉県都市整備部営繕課 29県住行田門井団地建築その他工事
2019/05 渡邊建設㈱ ㈱織本総合建築設計 千早2丁目計画新築工事
2019/05 日本建設㈱ 積水ﾊｳｽ㈱ 一級建築士事務所 中央大学多摩ｷｬﾝﾊﾟｽｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ館・国際教育寮整備・運営事業
2019/05 日本建設㈱ 日本建設㈱ 一級建築士事務所 学芸大学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2019/05 馬淵建設㈱ ㈱ｱｰｷﾌｫﾙﾑ 品川区西大井1丁目計画
2019/05 風越建設㈱ ㈱朝倉崇夫都市建築設計事務所 ｸﾚｲｼｱ西横浜Ⅳ新築工事
2019/05 風越建設㈱ ㈲古沢建築工房 南千住6丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2019/05 ㈲国吉組 ㈲ｴﾝ設計 ﾎﾃﾙみゆきﾋﾞｰﾁ新築工事
2019/05 鈴与建設㈱ 千代田ﾃｸﾉｴｰｽ㈱ 帝人ﾌｧｰﾏ㈱合成研究棟建設工事

2019/05 鈴与三和建物㈱
鈴与三和建物㈱ 一級建築士事務
所

上大崎三丁目計画新築工事

2019/04 TSUCHIYA㈱ ㈱SHOW建築設計事務所 墨田区江東橋5丁目計画新築工事

2019/04
ｻﾝｴｽ・戸沢・ｵｵﾊﾞ建設
共同企業体

㈱梓設計 浮間中学校等複合施設新築工事

2019/04 ｼﾞｪｸﾄ㈱ ｼﾞｪｸﾄ㈱ 一級建築士事務所 今井南町Mﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2019/04 ｼﾞｪｸﾄ㈱ ㈲平野智司計画工房 20Ange
2019/04 ﾌｼﾞﾀ・小島組建設共同企 ㈱ｱｰﾙ・ｱｲ・ｴｰ 本厚木駅南口地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物新築



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2019/04 ﾗｲﾄ工業㈱ ㈱ｹｰｴｰｱｲ都市･建築研究所 ｴﾙｼｰﾄﾞ森下Ⅱ新築工事
2019/04 旭建設㈱ ㈱三輪設計 ｳｨｻﾞｰｽﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ蘇我新築工事

2019/04
株木･塚原特定建設工事
共同企業体

㈱久米設計 平成30・31年度ひたち野うしく中学校新築工事（工区1建築工事）

2019/04 ㈱ｲﾁｹﾝ ｱﾊﾟﾏﾝｼｮﾝ㈱ 一級建築士事務所 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ〈TKP博多東比恵駅前〉新築工事
2019/04 ㈱ｳﾗﾀ ㈱ｸﾚｵ 竹ノ塚ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2019/04 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈲ｱｳﾞｧ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 江の島ﾎﾃﾙ新築工事
2019/04 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾌｼﾞﾀ 一級建築士事務所 大阪市北区東天満二丁目集合住宅新築計画
2019/04 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ｴﾙ設計事務所 市川新田5丁目計画
2019/04 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ｵﾝｽﾞﾃﾞｺ 大田区鵜の木3丁目計画
2019/04 ㈱安藤・間 ㈱安藤・間 一級建築士事務所 上原１丁目計画
2019/04 ㈱加賀田組 積水ﾊｳｽ㈱ 一級建築士事務所 練馬1丁目計画新築工事
2019/04 ㈱熊谷組 ㈱広建設計 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ目白新坂計画新築工事
2019/04 ㈱合田工務店 ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ﾘｰｸﾞ 永楽町1丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2019/04 ㈱合田工務店 ㈱朝倉崇夫都市建築設計事務所 不動前PJ新築工事
2019/04 ㈱三木組 ㈱光和設計 ﾌﾟﾚｼｽ横浜Ⅱ新築工事
2019/04 ㈱守谷商会 ㈱ｶﾐﾑﾗ建築研究室 ﾚｰﾍﾞﾝ長野鶴賀田町新築工事

2019/04 ㈱小川建設
㈱ｵｰﾙｸﾘｴｰｼｮﾝ 一級建築士事務
所

高松4丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2019/04 ㈱小川建設 ㈱真澄建築設計社 ｸﾚｲｼｱ文京江戸川橋ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事

2019/04 ㈱小川建設
東日本都市開発㈱ 一級建築士事
務所

新宿区飯田橋ﾎﾃﾙ新築工事

2019/04 ㈱松村組 ﾌﾟﾚﾐｱｰﾄ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ｵﾌｨｽ㈱ 健都2街区高齢者向けｳｴﾙﾈｽ住宅新築工事
2019/04 ㈱松尾工務店 ㈱ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾘﾊﾞﾃｨ ｱｰｷﾃｸﾂ 台東区小島1丁目計画
2019/04 ㈱青木工務店 遠山信夫ｱﾄﾘｴ あべﾋﾞﾙ新築工事
2019/04 ㈱大勝 ㈱ｼﾞｰ･ﾜｲ設計 調布市多摩川3丁目計画新築工事
2019/04 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱TAP 新丸子ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2019/04 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 TNKｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ新築工事
2019/04 ㈱渡部建設 中日建設㈱ 十全ｵｱｼｽｸﾘﾆｯｸ新築工事
2019/04 ㈱内山住宅 ㈱山下ﾃｸﾉｽ 府中市立府中第二小学校校舎増築及び改修工事
2019/04 ㈱麦島建設 ㈱麦島建設 一級建築士事務所 大府市中央町三丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2019/04 ㈱福子工務店 ㈱ｶｲ設計 ﾒｿﾞﾝ西糀谷新築工事
2019/04 京王建設㈱ ㈱ｹｰﾄｩｰ 関戸2丁目相澤様土地活用計画
2019/04 京急建設㈱ 叶ﾃﾞｻﾞｲﾝ㈱ 川崎本町1丁目賃貸ﾏﾝｼｮﾝ
2019/04 栗本建設工業㈱ ㈱千葉設計 代々木上原共同住宅新築工事
2019/04 斎藤工業㈱ ㈱現代綜合設計 ﾗｲｵﾝｽﾞ京急蒲田計画新築工事
2019/04 山田建設㈱ ｴﾑﾃﾞｲﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ㈱ N-stage Misato
2019/04 若築建設㈱ ㈱三輪設計 中央区八丁堀三丁目共同住宅新築工事
2019/04 守屋八潮建設㈱ 中設ｴﾝｼﾞ㈱ 株式会社ﾌｧﾝﾃﾞﾘｰ埼玉工場新築工事
2019/04 住協建設㈱ 住協建設㈱ 一級建築士事務所 世田谷区奥沢2丁目計画新築工事
2019/04 水ing・松村組建設共同 ㈱松村組 一級建築士事務所 小田原工場排水処理設備工事
2019/04 清水建設㈱ ㈱照井康穂建築設計事務所 三幸学園沖縄校2号館新築工事
2019/04 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 牧家伊達長和新工場建築工事
2019/04 清水建設㈱ 日本土地建物㈱ 多摩ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社本社建替工事

2019/04
西松・屋部特定建設工
事共同企業体

日建設計・ｺﾝﾊﾞｰｸﾞｱｿｼｴｲﾂ・国健 
共同体

沖縄科学技術大学院大学第4研究棟新営その他工事

2019/04 石川建設㈱ ㈱安宅設計 墨田区菊川一丁目計画新築工事

2019/04 川口土木建築工業㈱
川口土木建築工業㈱ 一級建築士
事務所

江戸川区篠崎町2丁目計画

2019/04 川口土木建築工業㈱
川口土木建築工業㈱ 一級建築士
事務所

足立区足立4丁目計画

2019/04 多田建設㈱ ㈱四季建築設計事務所 松濤2丁目計画新築工事
2019/04 多田建設㈱ ㈲ｱｲ.ｴｲﾁ.ｴｽ.ｱｰｷﾃｸﾂ N-stage Shimo新築工事
2019/04 大旺新洋㈱ ㈱TAP 鶴見市場ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2019/04 大旺新洋㈱ ㈱ｼｸﾞﾏｼｽﾃﾑ建築事務所 平山ﾋﾞﾙⅢ新築計画
2019/04 大旺新洋㈱ ㈱ｼﾃｨ ｶﾞｰﾗ子安新築工事

2019/04 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

浅草二丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

2019/04 池田建設㈱ ㈱結建築設計事務所 ﾌﾟﾚｰﾙ・ﾄﾞｩｰｸ川崎大師Ⅲ新築工事

2019/04
東亜・橋本特定建設工
事共同企業体

㈱INA新建築研究所 特別養護老人ﾎｰﾑ八沢の杜新築工事

2019/04 東急建設㈱
梓設計・東急建設 設計監理共同
企業体

空港施設株式会社 ｱｰｸﾋﾞﾙ増改築工事

2019/04 奈良建設㈱ ㈱現代綜合設計 江東区辰巳1丁目計画新築工事
2019/04 日本住宅㈱ 日本住宅㈱ 一級建築士事務所 墨田区東駒形一丁目計画
2019/04 馬淵建設㈱ 馬淵建設㈱ 一級建築士事務所 港区赤坂六丁目計画
2019/04 飛島建設㈱ 浅井謙建築研究所㈱ 中野新井5丁目PRJ
2019/04 風越建設㈱ ㈱ｺﾓﾝ･ﾘﾝｸ 品川区北品川5丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2019/04 木内建設㈱ 木内建設㈱ 一級建築士事務所 浅草3丁目計画建設工事
2019/03 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈱ｸﾞﾛｰﾘｨ DL若葉台新築工事
2019/03 りんかい日産建設㈱ ㈱安宅設計 ﾌﾟﾚﾐｽﾄ神田多町新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2019/03 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ ㈱ｶｲ設計 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ弦巻4丁目Ⅱ新築工事
2019/03 ㈱ﾄｰﾖｰ建設 東京都東部公園緑地事務所 上野動物園ﾊﾟﾝﾀﾞのふるさとｿﾞｰﾝ新築工事
2019/03 ㈱ﾋﾞｰﾃｯｸ ｵﾘｴﾝﾄ設計㈱ 江北1丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2019/03 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾌｼﾞﾀ 一級建築士事務所 ﾆﾌﾟﾛ東京施設新築工事

2019/03 ㈱みなと
東日本ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ建築設計事
務所・㈱弾構造設計事務所

小田原ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2019/03 ㈱ﾕｰﾃﾞｨｹｰ 埼玉県都市整備部営繕課 29県住入間霞川団地第3工区建築その他工事
2019/03 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ｱﾄﾘｴﾃｨｰﾌﾟﾗｽ 台東区三筋2丁目計画
2019/03 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ｴﾙ設計事務所 市川新田5丁目計画新築工事
2019/03 ㈱安藤・間 ㈱NTTﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ 新米ﾋﾞﾙ等新築工事
2019/03 ㈱熊谷組 ㈱自由建築設計事務所 若葉2-11地区共同建替え事業
2019/03 ㈱合田工務店 ㈱叶設計 北区志茂2丁目計画
2019/03 ㈱三木組 ㈱ﾋﾟｰｱｲｴｰ建築研究所 ｸﾘｵ片瀬江ノ島新築工事
2019/03 ㈱小川建設 ㈱ｶﾞｲ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 新川2丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2019/03 ㈱小川建設 ㈱ｽﾍﾟｰｽﾃｯｸ 品川区旗の台2丁目計画
2019/03 ㈱小川建設 ㈱ﾋﾞｯｸﾞﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 日本橋掘留町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2019/03 ㈱小川建設 ㈱叶設計 台東区台東2丁目計画Ⅱ新築工事
2019/03 ㈱小川建設 ㈱汎設計 八丁堀2丁目計画
2019/03 ㈱川村工建 ㈱ﾎﾞﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ 赤坂二丁目店舗ﾋﾞﾙ計画
2019/03 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱ｴﾙ設計事務所 西蒲田7丁目計画新築工事
2019/03 ㈱谷口実業 ㈱ｸﾚｵ 堀之内ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2019/03 ㈱谷口実業 ㈱ｼﾞｰｼｰｴﾑｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 千駄木ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2019/03 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 ﾘﾊﾞｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ本社新築計画
2019/03 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 上原2丁目計画
2019/03 ㈱島村工業 ㈱桂設計 吹上北側生涯学習施設
2019/03 ㈱島村工業 埼玉県都市整備部営繕課 28県住大宮植竹団地第2工区建築その他工事
2019/03 ㈱錢高組 ㈱三菱地所設計 北青山二丁目計画

2019/03 ㈱鍜治田工務店
㈱鍜治田工務店 一級建築士事務
所

大垣市林町四丁目計画

2019/03 岩田地崎建設㈱ ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ﾌｧｸﾄﾘｰ 北区志茂1丁目PROJECT
2019/03 佐藤工業㈱ 柴山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ ﾗｲｵﾝｽﾞ一宮新築工事
2019/03 坂田建設㈱ ㈱ｽﾀｲﾚｯｸｽ ｸﾘｵ日暮里ｾﾝﾄﾗﾙﾏｰｸｽ新築工事
2019/03 坂田建設㈱ ㈱日企設計 西大島計画新築工事
2019/03 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 東陽七丁目計画増築工事(A+B工事)
2019/03 清水建設㈱ ㈱共立ｴｽﾃｰﾄ ﾄﾖﾀ紡績ものづくり革新ｾﾝﾀｰ新築工事

2019/03 清水建設㈱
㈱千藤建築設計事務所・清水建設
㈱ 一級建築士事務所

入間川病院増改修工事

2019/03 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 天使大学9号館新築工事

2019/03
清水建設㈱・㈱早野組
共同企業体

㈱久米設計 創価学会 山梨文化会館新築工事

2019/03 前田建設工業㈱ ㈱現代綜合設計 御宿野乃金沢新築工事
2019/03 大旺新洋㈱ ㈱ﾌｫﾙﾑ建築計画研究所 戸越銀座計画新築工事

2019/03 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

厚木森の里A-1ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事

2019/03 東亜建設工業㈱
東亜建設工業㈱ 一級建築士事務
所

森川第1ﾋﾞﾙ建替計画新築工事

2019/03 東亜建設工業㈱ 南関東防衛局調達部 船越（29）宿舎B棟新設建設工事
2019/03 日本建設㈱ 積水ﾊｳｽ㈱ 一級建築士事務所 豊島区雑司ヶ谷3丁目計画新築工事
2019/03 馬淵建設㈱ ㈲中村彰建築研究所 早稲田町計画
2019/03 不二建設㈱ ㈱長谷川建築企画 渋谷区宇田川町計画新築工事
2019/03 木内建設㈱ ㈱三輪設計 横浜市弘明寺新築工事
2019/03 木内建設㈱ 木内建設㈱ 一級建築士事務所 新宿区横寺町58番計画
2019/02 ㈱NIPPO ㈱菊建築設計 磯子3丁目ﾏﾝｼｮﾝ
2019/02 ㈱ﾄﾖﾀﾞ工業 ㈱ｻｲﾄｳ建築設計事務所 江東区新大橋2丁目6新築工事
2019/02 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱建築設計社 ﾌﾟﾘﾝｾｽｺｰﾄⅢ＋TKC南蒲田工場新築工事
2019/02 ㈱ﾕｰﾃﾞｨｹｰ ㈲鈴木康夫建築企画室 大田区北馬込1丁目計画
2019/02 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ｴﾇ･ｴｰ･ｴﾌ ｱｰｷﾃｸﾂ 高根町4丁目計画新築工事
2019/02 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾃﾞｻﾞｲﾝ ﾒｲﾝｽﾃｰｼﾞ入谷Ⅱ
2019/02 ㈱加賀田組 ㈱ﾑｰﾋﾞﾝｸﾞ･ｱｰｷ ｸﾘｵ松戸新築工事
2019/02 ㈱丸二 ㈱ｹｲ・吉嶋ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・ﾊﾟｰﾃｨ Caminito新築工事
2019/02 ㈱三浦工務店 ㈱浅井ｱｰｷﾃｸﾂ 綾瀬Y邸新築工事
2019/02 ㈱三浦工務店 ㈱浅井ｱｰｷﾃｸﾂ 綾瀬Yﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2019/02 ㈱小川建設 ㈱秀ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 文京区湯島三丁目計画
2019/02 ㈱松下産業 ㈲ｴｽｱｲｹｰ構造設計 江口ﾋﾞﾙ新築工事
2019/02 ㈱川村工営 ㈱ﾋﾟｰｱｲｴｰ建築研究所 ｱﾙｿｽﾌｫｰﾄ調布新築工事
2019/02 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱ｼﾃｨ 菊川PJ新築工事
2019/02 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱ﾘｰﾌ･ｸﾘｴｲﾂ 入谷2丁目A共同住宅新築工事
2019/02 ㈱仲本工業 ㈱ﾁｰﾑｱﾙﾌｧ ﾌﾚｽｺｱﾗｲｶﾑ新築工事
2019/02 ㈱田中建設 ㈱ﾌﾘｰｸｽ ｲﾝﾌﾟﾚｽﾄｺｱ代官山共同住宅新築工事
2019/02 ㈱藤木工務店 ㈱ﾌﾘｰｸｽ ｶﾞｰﾗ中村橋新築工事
2019/02 ㈱冨士工 ㈱野生司環境設計 小石川特別養護老人ﾎｰﾑ新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2019/02 ㈱福田組 ㈱IAO竹田設計 杉並区東高円寺ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2019/02 ㈱和田組 ㈱結建築設計事務所 CERES東中延ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2019/02 ㈱國場組 ㈱ｶﾐﾑﾗ建築研究室 ﾌﾘｼﾞﾎﾟｰﾄ沖縄工場新築工事
2019/02 ㈱淺沼組 ㈱淺沼組 一級建築士事務所 JP恵比寿西計画
2019/02 京王建設㈱ ㈱ｲｸｽ･ｱｰｸ都市設計 東新宿ﾎﾃﾙ計画新築工事
2019/02 京王建設㈱ ㈲平野智司計画工房 橋本・M6-project
2019/02 五洋建設㈱ 五洋建設㈱ 一級建築士事務所 島忠所沢小手指計画(Ⅱ期)
2019/02 埼玉建興㈱ ㈱現代綜合設計 駒込計画新築工事
2019/02 埼玉建興㈱ 埼玉建興㈱ 一級建築士事務所 ﾚｰﾍﾞﾝ戸田公園 新築工事
2019/02 山田建設㈱ ㈱四季建築設計事務所 OZIO錦糸町新築工事
2019/02 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 日本ﾒｼﾞﾌｨｼﾞｯｸｽ㈱CRADLE棟建設工事
2019/02 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 柏の葉総合技術研修ｾﾝﾀｰ新築工事
2019/02 鹿島建設㈱ 浜松町二丁目A棟設計共同企業 浜松町二丁目4地区A街区A棟(A3棟)
2019/02 初雁興業㈱ 埼玉県都市整備部営繕課 29県住入間霞川団地第2工区建築その他工事
2019/02 小柳建設㈱ ㈱ｱｰｷﾌﾟﾗﾝ ｸﾘｵ横濱東白楽新築工事
2019/02 上條建設㈱ 日本水工設計㈱ 江戸川第一終末処理場
2019/02 清水建設㈱ ㈱東急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ﾌｧﾅｯｸ㈱日野支社建替工事(ﾊﾟｰﾂｾﾝﾀ棟)

2019/02 生和ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱
生和ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 一級建築士事
務所

朝霞市本町3丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事

2019/02 相互建設㈱
㈱ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ・ｼﾃｨ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ建築設
計事務所

南台3丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2019/02 村本建設㈱ ㈱佐藤清建築設計事務所 文京区大塚2丁目計画
2019/02 村本建設㈱ 村本建設㈱ 一級建築士事務所 渋谷区代々木5丁目計画

2019/02 村本建設㈱
㈲ｵｰｹｰｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ・㈱
CygnusPlanning

渡辺通1丁目ﾋﾞﾙ新築工事

2019/02 多田建設㈱ ㈱ｸﾚｵ 町田中町4丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2019/02 多田建設㈱ ㈱ｸﾚｵ ﾌﾞﾘｼｱ宮崎台新築工事
2019/02 多田建設㈱ ㈱ﾘｳﾞ 一級建築士事務所 長者町1丁目計画
2019/02 多田建設㈱ ㈱陣設計 根岸ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事

2019/02
多摩総合住宅建設協同
組合

多摩総合住宅建設協同組合 一級
建築士事務所

曙町一丁目28番集合住宅新築工事

2019/02 大旺新洋㈱ ㈱畠山建築設計事務所 ｸﾚｲｼｱ東山新築工事
2019/02 大豊建設㈱ ㈱阿波設計事務所 船越（29）宿舎A棟新設建設工事
2019/02 大豊建設㈱ ㈱三輪設計 湊1丁目計画新築工事
2019/02 谷津建設㈱ 谷津建設㈱ 一級建築士事務所 多摩市鶴巻1丁目（多摩ｾﾝﾀｰ）

2019/02
竹中工務店・西松建設
共同企業体

㈱竹中工務店 一級建築士事務所 横浜市市庁舎移転新築工事

2019/02 渡邊建設㈱ 田辺建設㈱ 一級建築士事務所 SEK仙石原宿泊施設新築工事
2019/02 渡邊建設㈱ 渡邊建設㈱ 一級建築士事務所 ｾｲｺｰ西池袋3丁目ﾋﾞﾙ新築工事
2019/02 東洋建設㈱ 東洋建設㈱ 一級建築士事務所 北馬込一丁目計画
2019/02 奈良建設㈱ ㈱ｸﾚｵ N-stage平塚明石町新築工事
2019/02 奈良建設㈱ ㈱嘉環境設計 千代田区神田佐久間町新築工事
2019/02 日成工事㈱ ㈱ﾋﾞｰｽﾞｺﾝｾﾌﾟｼｮﾝ 横浜市港南中央通計画
2019/02 日本住宅㈱ 日本住宅㈱ 一級建築士事務所 江東区亀戸2丁目新築工事
2019/02 馬淵建設㈱ ㈱ｶﾞｲ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ｶﾞｰﾗ新子安新築工事
2019/02 風越建設㈱ ㈱ｳｨｯｼｭﾜｰｸ設計事務所 武蔵野市中町1丁目 新築工事
2019/02 北野建設㈱ ㈱ﾀﾞｲｽ設計 北沢5丁目鈴木ﾏﾝｼｮﾝ新築計画
2019/02 北野建設㈱ ㈱高村ﾃﾞｻﾞｲﾝ事務所 ﾋﾞﾊﾞﾘｰﾎｰﾑｽﾞ麻布十番新築工事
2019/02 北野建設㈱ 北野建設㈱ 一級建築士事務所 宗教法人真光正法之會 主座御本殿・拝殿御建立計画
2019/02 北和建設㈱ ㈱ﾌﾘｰｸｽ 北区東十条二丁目計画新築工事
2019/02 林建設㈱ ㈱ｶﾄｳ建築事務所 東京消防庁調布消防署庁舎(29)改築工事
2019/01 ｱｲｻﾜ工業㈱ ㈱啓建築設計 石原四丁目計画
2019/01 ｶﾅﾋﾃﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 杉山ﾃﾞｻﾞｲﾝ室 代官山ﾍﾞｰｽ

2019/01
みずほ・長坂・吉田特定
建設工事共同企業体

㈱中島建築事務所 金沢市立森山町小学校校舎改築工事（建築工事その1）

2019/01 ㈱ｷｸｼﾏ 日本土地建物㈱ 清水平安堂新社屋計画
2019/01 ㈱ｷﾐﾂ鐵構建設 君津広域水道企業団 大寺浄水場新管理本館築造工事
2019/01 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱中原建築設計事務所 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ千駄木2丁目新築工事
2019/01 ㈱ﾌｼﾞﾀ 東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ㈱ 上目黒二丁目計画
2019/01 ㈱安藤・間 ㈱安藤・間 一級建築士事務所 浦和寮建替計画新築工事
2019/01 ㈱丸本組 ㈱盛総合設計 女川ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ新築工事
2019/01 ㈱協栄組 ㈱都市みらい総合計画研究所 東駒形4丁目計画
2019/01 ㈱建研 ㈱ｸﾞﾗｯﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ 台東区柳橋2丁目計画
2019/01 ㈱紅梅組 ㈱ﾋﾞｿﾞﾝ建築設計事務所 戸部本町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2019/01 ㈱小川建設 ㈱秀ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 中央区湊1丁目計画
2019/01 ㈱大勝 ㈱建築設計ｱｰｷﾌｫﾙﾑ 生麦1丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ・Ⅱ
2019/01 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 三井不動産ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽﾊﾟｰｸ船橋Ⅱ新築工事

2019/01 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 一級建築士
事務所

浦安市高洲1丁目計画新築工事

2019/01 ㈱島村工業 埼玉県都市整備部営繕課 29県住入間霞川団地第1工区建築その他工事
2019/01 ㈱冨士工 ㈲古沢建築工房 山梨県甲府市北口1丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2019/01 ㈱錢高組 ㈱錢高組 一級建築士事務所 明治埼玉工場新製造棟建設(第二期工事)
2019/01 ㈱鍜治田工務店 ㈱IAO竹田設計 吹田市千里山Project

2019/01 ㈱鍜治田工務店
㈱鍜治田工務店 一級建築士事務
所

千種区星が丘元町PJ新築工事

2019/01 ㈱鍜治田工務店
㈱鍜治田工務店 一級建築士事務
所

中央区谷町六丁目PJ新築工事

2019/01 戸田建設㈱ 戸田建設㈱ 一級建築士事務所 新家工業㈱関西工場建替工事
2019/01 鴻池・東建設共同企業 警視庁総務部施設課 警視庁東京国際空港庁舎(29)新築工事
2019/01 斎藤工業㈱ ㈱千都建築設計事務所 ｴﾙｼｰﾄﾞ北浦和新築工事
2019/01 坂田建設㈱ 坂田建設㈱ 一級建築士事務所 ﾌﾟﾚｰﾙ･ﾄﾞｩｰｸ森下Ⅲ新築工事
2019/01 鹿島建設㈱ ㈱久米設計 千葉大学(医病)中央診療棟新営その他工事
2019/01 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 芝浦ｸﾞﾙｰﾌﾟ銀座ﾋﾞﾙ新築工事
2019/01 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 曽根崎1丁目地点新築工事
2019/01 鹿島道路㈱ ㈲溝口健二建築設計計画 南青山3丁目計画 新築工事
2019/01 杉本興業㈱ ㈱都市環境設計事務所 ﾙﾈｻﾝｽｺｰﾄ若林新築工事
2019/01 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 株式会社ﾛｯﾃ浦和独身寮・研修ｾﾝﾀｰ新築工事
2019/01 青木あすなろ建設㈱ ㈱INA新建築研究所 銀座阪急ﾋﾞﾙ新築工事
2019/01 多田建設㈱ ㈱ｸﾚｵ 町田中町4丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2019/01 太平建設㈱ ㈲上原建築設計事務所 小山台ﾃｨｱﾗ南計画新築工事
2019/01 大旺新洋㈱ ㈲ｱﾑｽﾞ建築設計事務所 中央区日本橋蛎殻町1丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2019/01 大末建設㈱ 大末建設㈱ 一級建築士事務所 Brillia桜新町PJ
2019/01 渡辺建設㈱ ㈱川村構造設計室 SEK千石原宿泊施設新築工事

2019/01 東亜建設工業㈱
東亜建設工業㈱ 一級建築士事務
所

港区高輪3丁目計画 新築工事

2019/01 日本国土開発㈱
日本国土開発㈱ 一級建築士事務
所

目黒区碑文谷4丁目計画新築工事

2019/01 馬淵建設㈱ ㈱ﾋﾞｿﾞﾝ建築設計事務所 真金町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2019/01 木内建設㈱ ㈲環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究室 蔵前Ⅲ計画建設工事
2018/12 たち建設㈱ 後藤平建築事務所 治田小学校校舎増築工事
2018/12 伊藤組土建㈱ 伊藤組土建㈱ 一級建築士事務所 学校法人開智学園 開智望中等教育学校建築工事
2018/12 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ ㈱長谷建築設計事務所 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ下落合3丁目新築工事
2018/12 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱ｴﾑｴｰｼｰ建築事務所 麻布十番Ⅳ計画新築工事
2018/12 ㈱ﾉﾊﾞｯｸ ㈱現代綜合設計 ﾗｲｵﾝｽﾞ岩本町新築工事
2018/12 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱入江三宅設計事務所 箱根強羅旅館計画
2018/12 ㈱旭工建 大阪市都市整備局 住宅部建設課 天津橋住宅１号館建設工事
2018/12 ㈱加賀田組 ㈱四季建築設計事務所 聖蹟桜ヶ丘駅東口駐輪場新築工事
2018/12 ㈱熊谷組 ㈱開発設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 橘湾火力発電所　統合寮新築工事
2018/12 ㈱合田工務店 ㈱建築計画 ｶﾞｰﾗ西大井新築工事
2018/12 ㈱小川建設 AIUEO STUDIO㈱ 立川1丁目ﾏﾝｼｮﾝ計画新築工事
2018/12 ㈱小川建設 ㈱現代綜合設計 新宿区山吹町ﾏﾝｼｮﾝⅡ計画新築工事
2018/12 ㈱松村組 ㈱松村組 一級建築士事務所 第13柏栄ﾋﾞﾙ新築工事
2018/12 ㈱植木組 ㈱園部建築事務所 ｷｭﾗｰｽﾞ尾山台新築工事
2018/12 ㈱大勝 ㈱建築設計ｱｰｷﾌｫﾙﾑ 新子安ﾏﾝｼｮﾝ計画A棟新築工事
2018/12 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱ﾘｰﾌ･ｸﾘｴｲﾂ 入谷2丁目B共同住宅新築工事
2018/12 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈲環設計室 三宿2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2018/12 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 中日新聞社KNF建設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2018/12 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 新宮下公園等整備事業（北街区）
2018/12 ㈱藤木工務店 ㈱朝倉崇夫都市建築設計事務所 ｶﾞｰﾗ川崎新築工事
2018/12 ㈱本間組 ㈱日建設計 専修大学/神田黒門前新校舎新築工事
2018/12 ㈱錢高組 ㈱Gﾃﾞｻﾞｲﾝｱｿｼｴｲﾂ 福岡市中央区今泉2丁目計画新築工事

2018/12 ㈱鍜治田工務店
㈱鍜治田工務店 一級建築士事務
所

大阪市中央区常盤町1丁目計画新築工事

2018/12 ㈱鍜治田工務店
㈱鍜治田工務店 一級建築士事務
所

東淀川区淡路2丁目ﾏﾝｼｮﾝ計画

2018/12 岩出建設㈱ ㈱永都設計 ｴｽﾃﾑｺｰﾄ浪速区大国2丁目
2018/12 京王建設㈱ ㈱富士建築設計事務所 ｸﾘｵﾗﾍﾞﾙｳﾞｨ日本橋浜町新築工事
2018/12 戸田建設㈱ ㈱ﾆｲﾉ建設 蒲田3丁目ﾎﾃﾙ計画新築工事
2018/12 五洋建設㈱ ﾒﾄﾛ開発㈱ 東京ﾒﾄﾛ末広町ﾋﾞﾙ新築工事
2018/12 五洋建設㈱ ㈱ｱｰﾙ・ｱｲ・ｴｰ 武蔵小山駅前通り地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工
2018/12 三井住友建設㈱ ㈱松田平田設計 新富一丁目ﾎﾃﾙ新築計画
2018/12 三信住建㈱ ㈱IAO竹田設計 大田区東馬込2丁目計画新築工事
2018/12 西松建設㈱ 西松建設㈱ 一級建築士事務所 鳥飼6丁目計画新築工事
2018/12 西野建設㈱ ㈱ｸﾚｵ ﾌｧｲﾝｽｸｪｱ川口並木元町新築工事
2018/12 青木あすなろ建設㈱ ㈱ｳｨｯｼｭﾜｰｸ設計事務所 宗教法人瑞華院本堂建替え計画

2018/12 前田建設工業㈱
前田建設工業㈱ 一級建築士事務
所

佛所護念会教団本部会館新築計画

2018/12 村中建設㈱ ㈱優都設計 ﾌﾟﾚｻﾝｽ西区九条南2丁目Ⅱ新築工事
2018/12 多田建設㈱ ㈱ｽﾀｲﾚｯｸｽ 港区南青山7丁目計画
2018/12 大成・飛島建設共同企 ㈱久米設計 創価学会 総合案内ｾﾝﾀｰ新築工事
2018/12 大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 一級建築士事務所 品川区西五反田5丁目計画
2018/12 大末建設㈱ ㈱ｴﾙ設計事務所 浜町１丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2018/12 池田建設㈱ ㈱IAO竹田設計 京急蒲田駅前ﾎﾃﾙ+本社ﾋﾞﾙ新築工事
2018/12 東光建設㈱ ㈱ﾍﾞﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ﾜｲｴﾑﾋﾞﾙ新築工事
2018/12 奈良建設㈱ ㈱ﾊﾏ建築設計 品川区南大井四丁目新築工事
2018/12 日本建設㈱ 積水ﾊｳｽ㈱ 一級建築士事務所 横浜市中区尾上町5丁目計画
2018/12 馬淵建設㈱ ㈱ｺｽﾓｱﾙﾌｧｰ 東陽町PJ新築
2018/12 不二建設㈱ 不二建設㈱ 一級建築士事務所 ｶﾞｰﾗ船堀計画
2018/12 風越建設㈱ ㈱G2設計 墨田区東向島6丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2018/12 明石土建工業㈱ ㈱NAK建築事務所 須磨区磯馴町6丁目新築工事

2018/12 野村建設工業㈱
野村建設工業㈱ 一級建築士事務
所

市川1丁目計画

2018/12 鈴与三和建物㈱
鈴与三和建物㈱ 一級建築士事務
所

練馬区北町2丁目計画新築工事

2018/11 ｽﾀｰﾂCAM㈱
ｽﾀｰﾂCAM㈱ｽﾀｰﾂ免制震構造研
究所

流山おおたかの森駅前市有地活用事業集合住宅棟新築工事

2018/11 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱
ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱・㈱ﾃｨｰ設計
工房

大島ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事

2018/11 ﾗｲﾄ工業㈱ ㈱ｴﾙ設計事務所 芝浦計画新築工事
2018/11 鵜沢建設㈱ ㈱都市整備技術研究所 国際医療福祉大学成田病院　教育研修ｾﾝﾀｰ新築工事
2018/11 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ ㈱ｱｰｸｽﾃｰｼｮﾝ ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ巣鴨1丁目新築工事
2018/11 ㈱ﾄﾖﾀﾞ工業 ㈱日本ｴｰｺﾝ 大田区東糀谷三丁目計画新築工事
2018/11 ㈱ﾉﾊﾞｯｸ ㈱島田建築設計事務所 ｸﾘｵ新御徒町新築工事
2018/11 ㈱ﾊﾝｼﾝ建設 ㈱現代綜合設計 ﾜｺｰﾚ吹田市竹見台PROJECT新築工事
2018/11 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱新環境設計 社会福祉法人緑樹会介護老人福祉施設ﾗﾍﾟ二子玉川新築工事
2018/11 ㈱建研 ㈱建研 一級建築士事務所 台東区清川1丁目新築工事
2018/11 ㈱合田工務店 ㈱ｱｰｽﾃｨｰ 幸町1丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2018/11 ㈱三共建設 ㈱ｾﾞﾛ･ｱｰｷﾃｸﾂﾌﾟﾗｽｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ FARE南品川新築工事
2018/11 ㈱三木組 ㈱ｱﾄﾘｴ・ｱﾌﾟﾄ ﾌﾛﾝﾃｨｱｺﾝﾌｫｰﾄ神宮前新築工事
2018/11 ㈱三木組 ㈱嘉環境設計 ｸﾘｵ綱島西新築工事
2018/11 ㈱上滝 ㈱光和設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ町田Ⅱ新築工事
2018/11 ㈱上滝 ㈱光和設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ戸田公園新築工事
2018/11 ㈱青木工務店 ㈱杉浦建築設計事務所 日比谷麻布十番ﾋﾞﾙ新築工事
2018/11 ㈱川村工営 ㈱設計工房ﾃﾞｻﾞｲﾝｼｽﾃﾑ 越谷蒲生寿町Ⅱ新築工事
2018/11 ㈱大勝 ㈱千都建築設計事務所 ﾘｽﾄﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ鵜の木新築工事

2018/11 ㈱大林組 森ﾋﾞﾙ㈱
虎ノ門一丁目地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物新築工
事（高層棟）

2018/11 ㈱竹中工務店 ㈱山田守建築事務所
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に伴う日本武道
館会場準備計画案に関する増改修工事

2018/11 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 ｶﾅｰﾄ洛北増築工事
2018/11 ㈱渡辺組 ㈱金子設計 新横浜市立市民病院ｴﾈﾙｷﾞｰｻｰﾋﾞｽﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ事業
2018/11 ㈱島村工業 ㈱宮下設計事務所 28県住本庄小島団地第1工区建築その他工事
2018/11 ㈱淺川組 ㈱光和設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ桜街道Ⅱ新築工事
2018/11 ㈱鍜治田工務店 ㈱三輪設計 大島計画 建設工事
2018/11 岩出建設㈱ ㈱国分建築設計事務所 ｴｽﾃﾑｺｰﾄ淀川区木川東三丁目計画新築工事
2018/11 菊池建設㈱ 菊池建設㈱ 一級建築士事務所 茗荷谷ﾏﾝｼｮﾝ計画新築工事
2018/11 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 大林製作所川口工場建替計画
2018/11 熊谷組・上篠建設共同 ㈱内藤建築事務所 医療法人社団千葉光徳会酒々井病院新築工事
2018/11 栗本建設工業㈱ ㈱大阪ﾋｶﾘ･ｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 京都山科三条ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2018/11 郡ﾘｰｽ㈱ ﾄﾌﾟﾚｯｸ㈱ 山安小田原冷凍ｾﾝﾀｰ新築工事
2018/11 戸田建設㈱ ㈱日建設計 多摩研修ｾﾝﾀｰ新築工事
2018/11 江州建設㈱ ㈲ﾐﾉﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｵﾌｨｽ 阿佐ヶ谷北計画新築工事
2018/11 坂田建設㈱ ㈱ﾃﾞｨｽｸ ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ板橋1丁目新築工事
2018/11 埼玉建興㈱ ㈱山下設計 新庁舎1期棟建設工事のうち建築工事
2018/11 埼玉建興㈱ ㈲ｳｲﾙ･ｱｰｷﾃｸﾂｵﾌｨｽ ｱﾈｼｱ西尾久ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2018/11 三井住友建設㈱ ㈱横河建築設計事務所 流山中央病院付属泉ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院新築工事
2018/11 山田建設㈱ ㈱ｱｸｼｽ 一級建築士事務所 西大井二丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2018/11 山田建設㈱ ㈱建築設計ｱｰｷﾌｫﾙﾑ 北区滝野川1丁目計画新築工事
2018/11 山田建設㈱ 山田建設㈱ 一級建築士事務所 ﾐｵｶｽﾃｰﾛ京王稲田堤新築工事
2018/11 鹿島建設㈱ ㈱日建設計 日本ｶﾞｲｼ㈱瑞穂新EI棟新築工事
2018/11 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 ｷｯｺｰﾏﾝ新研究開発棟建設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2018/11 守屋八潮建設㈱ ㈱宮下設計事務所 28県住本庄小島団地第2工区建築その他工事
2018/11 信城建設㈱ ㈲ﾏｯｸ建築設計 元浅草4丁目計画

2018/11
清水建設・東武谷内田
建設共同企業体

㈱東急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 和光市南口駅ﾋﾞﾙ建設工事

2018/11 西松建設㈱ ㈱雅禧建築設計事務所 藤崎公団住宅ﾏﾝｼｮﾝ建替え計画新築工事
2018/11 西武建設㈱ ㈱ｱﾄﾘｴｼｰﾌﾟ設計事務所 港区南麻布一丁目計画新築工事

2018/11 青木あすなろ建設㈱
青木あすなろ建設㈱ 一級建築士
事務所

ｱﾋﾞﾀﾞｽ町田中町Ⅴ計画

2018/11 多田建設㈱ ㈱日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 渋谷区神山町計画新築工事
2018/11 大尚㈱ ㈱ｽﾍﾟｰｽ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ建築研究所 東駒形計画
2018/11 大成建設㈱ ㈱横河建築設計事務所 友愛ｸﾘﾆｯｸ移転新築計画
2018/11 大末建設㈱ ㈱谷口建築企画 ﾗｸﾞｾﾞﾅ流山おおたかの森新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2018/11 谷口建設興業㈱ ㈲磯野建築事務所 林地区幼保一体化施設整備工事
2018/11 鉄建建設㈱ ㈱多田建築研究所 宇都宮市元今泉2丁目計画新築工事
2018/11 鉄建建設㈱ ㈱日企設計 DS蒲田新築工事

2018/11 東亜建設工業㈱
東亜建設工業㈱ 一級建築士事務
所

世田谷区玉川3丁目計画新築工事

2018/11 南海辰村建設㈱ ㈱建築設計ｱｰｷﾌｫﾙﾑ 日本橋馬喰町1丁目計画新築工事
2018/11 日本住宅㈱ 日本住宅㈱ 一級建築士事務所 墨田区業平5丁目新築工事
2018/11 風越建設㈱ ㈱IAO竹田設計 横浜市港北区日吉2丁目新築工事
2018/11 風越建設㈱ 風越建設㈱ 一級建築士事務所 港区南麻布1丁目計画新築工事
2018/10 TSUCHIYA㈱ TSUCHIYA㈱ 一級建築士事務所 清水産婦人科ｸﾘﾆｯｸ増改築工事
2018/10 ｼﾞｪｸﾄ㈱ ㈲上原建築設計事務所 又玄寺南区画ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2018/10 岡建工事㈱ ㈱石橋徳川建築設計所 YKﾋﾞﾙ新築工事

2018/10 ㈱ﾌﾙｷｽﾍﾟｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝ
㈱ﾌﾙｷｽﾍﾟｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝ 一級建築士
事務所

練馬区関町北2丁目28集合住宅新築工事

2018/10 ㈱ﾌﾙｷｽﾍﾟｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝ
㈱ﾌﾙｷｽﾍﾟｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝ 一級建築士
事務所

中野2丁目集合住宅新築工事

2018/10 ㈱ﾚｼﾞﾃｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱ｴﾌﾃｨ-建築設計事務所 ｸﾚｲｼｱ三軒茶屋新築工事
2018/10 ㈱紅梅組 ㈱叶設計 ﾙﾈｻﾝｽｺｰﾄ三軒茶屋Ⅲ新築工事
2018/10 ㈱合田工務店 ㈱現代綜合設計 ﾌﾟﾚｻﾝｽ台東区浅草4丁目計画
2018/10 ㈱三浦工務店 ㈱ﾏﾙﾀ設計 ﾌﾟﾚｻﾝｽ台東区浅草4丁目計画
2018/10 ㈱三浦工務店 ㈱ﾏﾙﾀ設計 Miyama castello新築工事
2018/10 ㈱小川建設 ㈱ﾃﾞｨｽｸ 日本橋浜町新築工事
2018/10 ㈱小川建設 ㈱小川建設 一級建築士事務所 新宿区山吹町ﾏﾝｼｮﾝⅢ計画新築工事
2018/10 ㈱小川建設 ㈲室野井ﾃﾞｻﾞｲﾝﾗﾎﾞ ﾃﾞｨｱﾚｲｼｬｽ市谷薬王寺共同住宅新築工事
2018/10 ㈱松村組 ㈱ﾌｫﾙﾑ建築計画研究所 ｾﾝﾁｭﾘｰ阿佐ヶ谷新築工事
2018/10 ㈱森下組 ㈱光和設計 葛飾区堀切3丁目計画
2018/10 ㈱森本組 ㈲庵都市建築設計事務所 目黒区中町2丁目計画
2018/10 ㈱大勝 ㈱ｽﾀｲﾚｯｸｽ 吉祥寺南町三丁目計画
2018/10 ㈱大勝 ㈱ﾋﾞｿﾞﾝ建築設計事務所 蒔田計画新築工事
2018/10 ㈱大勝 ㈱ﾋﾞｿﾞﾝ建築設計事務所 平沼1丁目計画新築工事
2018/10 ㈱大松建設 成田市 成田市立本城小学校増築棟4級併行防音工事（建築工事）
2018/10 ㈱大林組 ㈱山下設計 浜松ﾎﾄﾆｸｽ本社工場14棟建設工事
2018/10 ㈱大林組 ㈱山下設計 立飛みどり地区ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄA-3地区新築工事
2018/10 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 学校法人藤田学園 岡崎医療ｾﾝﾀｰ新築工事
2018/10 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ｵﾘｴﾝﾄ設計㈱ 中落合3丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2018/10 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 一級建築士
事務所

国分寺市西町計画新築工事

2018/10 ㈱冨士工
㈱ｱｰﾊﾞﾝﾗｲﾌ建築事務所・㈱共立ｴ
ｽﾃｰﾄ

水戸南町2丁目ﾎﾃﾙ新築工事

2018/10 ㈱薮崎工務店 ㈱ﾕﾐﾗ建築設計室 代沢2丁目建物新築工事
2018/10 丸彦渡辺建設㈱ ㈱中原建築設計事務所 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ中野中央3丁目新築工事
2018/10 岩田地崎建設㈱ ㈱ﾄﾞｰｺﾝ 新卸ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ改築工事
2018/10 京王建設㈱ ㈱ｺﾙﾋﾟｿｽ 糀谷Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2018/10 共立建設㈱ ㈱日本ｴｰｺﾝ 千代田区神田佐久間町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2018/10 戸田建設㈱ 戸田建設㈱ 一級建築士事務所 ﾑﾗﾀｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾐｭｰｼﾞｱﾑ建設計画
2018/10 佐田・石橋建設共同企 東京消防庁総務部施設課 東京消防庁赤羽消防署庁舎(29)改築工事
2018/10 埼玉建興㈱ ㈱三輪設計 朝霞東弁財ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2018/10 埼玉建興㈱ ㈱設計室京 ﾚｰﾍﾞﾝ清瀬駅前新築工事
2018/10 三信住建㈱ ㈱小野田建築設計事務所 北区東十条3丁目計画
2018/10 山田建設㈱ ㈱千都建築設計事務所 ﾈﾍﾞﾙ滝野川計画
2018/10 山田建設㈱ 山田建設㈱ 一級建築士事務所 ﾚｰﾍﾞﾝ土呂二丁目新築工事
2018/10 山田建設㈱ 山田建設㈱ 一級建築士事務所 東上野5丁目計画新築工事
2018/10 山田建設㈱ ㈲OKI建築事務所 ﾐｵｶｽﾃｰﾛ鎌倉大船Ⅱ新築工事
2018/10 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 北青山三丁目地区まちづくりﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ民活事業新築工事
2018/10 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 ㈱小松製作所湘南工場新独身寮新築工事
2018/10 松下・山口建設共同企 ㈱大誠建築設計事務所 文京区立青柳保育園改築工事

2018/10 川口土木建築工業㈱
川口土木建築工業㈱ 一級建築士
事務所

さいたま浦和区常盤1丁目計画新築工事

2018/10 多田建設㈱ ㈱ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾃﾞｻﾞｲﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ鶴瀬計画
2018/10 大豊建設㈱ ㈱ｶﾞｲ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 寿3丁目ﾎﾃﾙ計画新築工事

2018/10 第一建設工業㈱
第一建設工業㈱ 一級建築士事務
所

㈱ﾀｹｼｮｰ白銀社員寮新築工事

2018/10 池田建設㈱ ㈱光和設計 足立区千住緑町1丁目計画
2018/10 池田建設㈱ 池田建設㈱ 一級建築士事務所 志木市本町5丁目計画新築工事

2018/10
渡辺・興信建設共同企
業体

㈱ﾍﾞﾙ建築研究所
杉並区立成田西子供園移転改築及び併設就学前教育支援ｾﾝﾀｰ建築
建設工事

2018/10 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 大山ねずの命教示教会事務会館6新築工事
2018/10 不二建設㈱ 不二建設㈱ 一級建築士事務所 ﾒｿﾞﾝﾄﾞｰﾙ早稲田建替計画
2018/09 ㈱CMC ㈱日本ﾊｰﾃｸﾄ設計 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾗｽ北烏山有料老人ﾎｰﾑ新築工事
2018/09 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱石本建築事務所 日本工業大学応用化学科棟新築工事
2018/09 ㈱ﾉﾊﾞｯｸ ㈲湯本建築事務所 千代田区三番町計画新築工事
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2018/09 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾌｼﾞﾀ 一級建築士事務所 ﾄﾅﾐ運輸㈱久喜流通ｾﾝﾀｰ増築工事
2018/09 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾌｼﾞﾀ 一級建築士事務所 近畿大学東大阪ｷｬﾝﾊﾟｽ整備計画Ⅱ期工事
2018/09 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱Di-Frame 北区田端新町2丁目計画新築工事
2018/09 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ｴﾙ設計事務所 西中延2丁目新築工事
2018/09 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ﾅｻ ｶﾞｰﾗ大森新築工事
2018/09 ㈱ﾜﾌﾟﾙ ㈱ﾍﾞﾙｾﾝ建築計画 駒込ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2018/09 ㈱安藤・間 ㈱安藤・間 一級建築士事務所 日本大学東北高等学校新校舎新築工事
2018/09 ㈱協栄組 ㈱ｴｸｾﾙﾜﾝ 世田谷区桜2丁目計画新築工事

2018/09 ㈱協栄組
㈱ｵｰﾙｸﾘｴｰｼｮﾝ 一級建築士事務
所

中目黒5丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2018/09 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 一級建築士事務所 学校法人埼玉医科大学教育実習棟新築工事
2018/09 ㈱合田工務店 ㈱現代綜合設計 台東区蔵前2丁目計画新築工事
2018/09 ㈱小川建設 ㈱DAN総合設計 横浜市西区中央2丁目Ⅱﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2018/09 ㈱小川建設 ㈱叶設計 新宿区舟町2番計画新築工事
2018/09 ㈱小川建設 ㈱光和設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ西川口Ⅲ新築工事
2018/09 ㈱小川建設 ㈲ｴﾊﾞｰｵﾝﾜｰﾄﾞ設計 ﾙｰﾌﾞﾙ小竹向原参番館新築工事
2018/09 ㈱松下産業 ㈱Di-Frame 板橋区清水町共同住宅新築工事
2018/09 ㈱松尾工務店 ㈱松尾工務店 一級建築士事務所 ｸﾚｳﾞｨｱ初台新築工事
2018/09 ㈱川村工営 ㈱ｱﾄﾘｴ禅 森下4丁目計画新築工事
2018/09 ㈱大林組 大林組・山下設計共同企業体 東北放送新社屋建設計画建設工事
2018/09 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ﾘｰｸﾞ 高田馬場4丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2018/09 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 新宮下公園等整備事業(南街区)
2018/09 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 東京慈恵会医科大学付属病院 新外来棟新築工事・中央棟改修工事
2018/09 ㈱田中建設 ㈱ﾃﾞｨｽｸ ｴﾙｼｰﾄﾞ東十条Ⅱ新築工事
2018/09 ㈱淺沼組 ㈱日立建設設計 日本銀行福岡支店荒戸家族寮新築工事
2018/09 ㈱錢高組 ㈱久米設計 東京ｶﾞｽ北浦和ﾋﾞﾙ新築工事
2018/09 近藤建設㈱ ｺｽﾓﾌﾟﾗﾝ㈱ さくら記念病院建替工事

2018/09 五洋建設㈱
東京都財務局建築保全部施設整
備第一課

東京都公文書館(29)改築工事

2018/09 三井住友建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

新木場1丁目計画

2018/09 山田建設㈱ 山田建設㈱ 一級建築士事務所 江戸川区西小岩三丁目計画新築工事
2018/09 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 佐藤製薬VILLA伊豆高原新築工事
2018/09 初雁興業㈱ ㈱がもう設計事務所 第5ｸﾚｰﾙﾊﾟﾙ新築工事
2018/09 松井建設㈱ 松井建設㈱ 一級建築士事務所 荻窪計画新築工事
2018/09 清水建設㈱ ㈱佐藤総合計画 武蔵小金井駅南口第2地区第一種市街地再開発事業

2018/09 青木あすなろ建設㈱
青木あすなろ建設㈱ 一級建築士
事務所

JV小伝馬町ﾋﾞﾙ新築工事

2018/09 村中建設㈱ ㈱ｱｲ･ｴｲ･ｵｰ田中設計 ﾌﾟﾚｻﾝｽ九条南1丁目計画新築工事
2018/09 大旺新洋㈱ ㈱ｼﾃｨ ｶﾞｰﾗ下神明新築工事
2018/09 大成建設㈱ 大成建設㈱ 一級建築士事務所 JWﾏﾘｵｯﾄﾎﾃﾙ奈良計画新築工事
2018/09 大木建設㈱ ㈱D＆D建築設計事務所 天王寺区空清町計画

2018/09 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

ﾀﾞｲﾜﾛｲﾈｯﾄﾎﾃﾙ京橋2丁目計画

2018/09 池田工建㈱ m.ISHIGE 都市ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究所 Ogawaﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2018/09 塚本建設㈱ ㈱ﾏﾘﾓ 一級建築士事務所 ﾎﾟﾚｽﾀｰ高崎双葉町新築工事
2018/09 東亜建設工業㈱ ㈱IAO竹田設計 目黒区目黒1丁目計画
2018/09 東亜建設工業㈱ ㈱楠山設計 ｼﾆｱの杜越谷新築工事
2018/09 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 東京都市大学国際学生寮計画
2018/09 東光建設㈱ ㈱ﾍﾞﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 宮前4丁目学生寮計画新築工事
2018/09 日成工事㈱ ㈱ﾍﾞﾙﾌﾗｯﾂ 一級建築士事務所 横浜市西区戸部町5丁目計画
2018/09 日本建設㈱ 積水ﾊｳｽ㈱ 一級建築士事務所 新宿区新宿7丁目計画新築工事
2018/09 日本住宅㈱ 日本住宅㈱ 一級建築士事務所 ﾘｰｶﾞﾗﾝﾄﾞ学習院下新築工事
2018/09 馬淵建設㈱ ㈱ｵｰﾑﾗ建築設計 ｶﾞｰﾗ元住吉新築工事
2018/09 北野建設㈱ ㈱桂設計 日本大学保健体育審議会ｽﾎﾟｰﾂ日大稲城ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽｾﾝﾀｰ新築工事
2018/09 木内建設㈱ 木内建設㈱ 一級建築士事務所 武蔵野市吉祥寺本町3丁目計画
2018/08 ｻﾝﾎｰﾑｽﾞ㈱ ㈱ｽﾍﾟｰｽ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ建築研究所 墨田区東駒形4丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2018/08 ｼﾞｪｸﾄ㈱ ｼﾞｪｸﾄ㈱ 一級建築士事務所 新城1丁目・井上ﾋﾞﾙ新築工事
2018/08 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈱三輪設計 青葉台共同住宅新築工事
2018/08 ㈱ﾃｸﾄ ㈱あい設計 筑波大学附属桐が丘特別支援学校(本校)校舎新営その他工事（１期）
2018/08 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾌｼﾞﾀ 一級建築士事務所 渋谷区元代々木町17計画
2018/08 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱久米設計 関東ﾏﾂﾀﾞ本社ﾋﾞﾙ
2018/08 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ｱﾄﾘｴﾃｨｰﾌﾟﾗｽ 台東区北上野2丁目計画新築工事
2018/08 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ｴﾇ･ｴｰ･ｴﾌ ｱｰｷﾃｸﾂ 蔵前4丁目計画新築工事
2018/08 ㈱三木組 ㈱YSﾌﾟﾗﾆｯﾄ ﾏｰｸｽ横濱浅間町新築工事
2018/08 ㈱小川建設 ㈱光和設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ西川口Ⅱ新築工事
2018/08 ㈱松下産業 ㈱松下産業 一級建築士事務所 春日ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ新築工事
2018/08 ㈱森本組 Ｒyo設計室 大阪市中央区淡路町4丁目ﾋﾞﾙ新築工事
2018/08 ㈱川村工営 ㈲環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究室 板橋本町計画
2018/08 ㈱大勝 ㈱ｽﾀｲﾚｯｸｽ ｳﾞｪﾚｰﾅｸﾞﾗﾝ山手新築工事
2018/08 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 泉区高森2丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
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2018/08 ㈱薮崎工務店 ㈱ﾕﾐﾗ建築設計室 千石四丁目建物新築工事
2018/08 ㈱鍜治田工務店 ㈱澤田建築事務所 ｱﾙﾊﾞｯｸｽ太田川新築工事
2018/08 菊池建設㈱ 菊池建設㈱ 一級建築士事務所 ひばりが丘北4丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2018/08 菊池建設㈱ 菊池建設㈱ 一級建築士事務所 ひばりが丘北三丁目橋本ﾋﾞﾙ計画新築工事
2018/08 共立建設㈱ ㈱ｼﾞｰ･ﾜｲ設計 木島通信電線本社ﾋﾞﾙ新築工事
2018/08 五洋建設㈱ ㈱梓設計 新港地区客船ﾀｰﾐﾅﾙ計画新築工事
2018/08 工新建設㈱ ㈱ｼﾞｰ･ﾜｲ設計 北区赤羽南一丁目計画新築工事
2018/08 薩摩建設㈱ ㈱ﾌｧｰｲｰｽﾄ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ﾗﾎﾞ 豊田3丁目計画 新築工事
2018/08 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 ｺﾏﾂ女子柔道部新柔道場建築工事
2018/08 新日本建設㈱ ㈱ｸﾚｵ ｾｲｶﾞｽﾃｰｼﾞ国立A新築工事
2018/08 新日本建設㈱ ㈱ｸﾚｵ ｾｲｶﾞｽﾃｰｼﾞ国立B新築工事

2018/08
清水・中島・中村建設共
同企業体

㈱梓設計 TMT計画

2018/08 西野建設㈱ ㈱ｽﾍﾟｰｽ･ｺﾑ ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ上水本町新築工事

2018/08 石塚建設興業㈱
RICCARDO TOSSANI 
ARCHITECTURE, INC,JAPAN

ﾃﾗｽﾆｾｺﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

2018/08 村中建設㈱ 村中建設㈱ 一級建築士事務所 中央区佃3丁目計画
2018/08 大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 一級建築士事務所 品川区南品川5丁目計画
2018/08 東亜建設工業㈱ ㈱日本ｴｰｺﾝ 世田谷区松原二丁目PJ新築工事
2018/07 ﾄｰﾖｰ建設㈱ ㈱NC設計 奥戸5丁目保育園新築工事
2018/07 岡建工事㈱ KS建築設計事務所 本郷の家新築工事
2018/07 ㈱DAISHU ㈱DAISHU 一級建築士事務所 市川2丁目ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ新築工事
2018/07 ㈱ｳﾗﾀ ㈲Den設計 文京区本駒込ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2018/07 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱創建設計・㈱弾構造設計事務所 仙台市青葉区通町1丁目計画新築工事
2018/07 ㈱ﾜﾌﾟﾙ ㈱ｶｲ設計 日本橋横山町計画新築工事
2018/07 ㈱奥村組 ㈱SD設計室 大阪逸の彩ﾎﾃﾙ浴場棟新築工事

2018/07 ㈱協栄組
㈱ｵｰﾙｸﾘｴｰｼｮﾝ 一級建築士事務
所

中目黒5丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2018/07 ㈱合田工務店 ㈱畠山建築設計事務所 本羽田1丁目計画新築工事
2018/07 ㈱小川建設 ㈱四季建築設計事務所 八丁堀3丁目計画新築工事
2018/07 ㈱小川建設 ㈱畠山建築設計事務所 関町北1丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2018/07 ㈱川村工営 ㈱ｺｽﾓｱﾙﾌｧｰ 表参道計画新築工事
2018/07 ㈱増岡組 ㈱増岡組 一級建築士事務所 不二ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ新橋新設工事

2018/07 ㈱大木工務店
㈲大土呂巧建築設計事務所・㈱大
阪ﾋｶﾘ･ｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

ﾜｺｰﾚ神戸元町F,D,新築工事

2018/07 ㈱大林組 山下設計・大林組設計共同体 立飛みどり地区ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄA-2地区新築工事
2018/07 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 東札幌二条一丁目計画
2018/07 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 南大通ﾋﾞﾙ北一条計画

2018/07 ㈱竹中工務店
東京国際空港第2ﾀｰﾐﾅﾙ北側国内
線施設 設計共同企業体

東京国際空港第2ﾀｰﾐﾅﾙ北側国内線施設

2018/07 ㈱日興ﾀｶﾗｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱ｸﾚｵ 門前仲町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2018/07 丸彦渡辺建設㈱ ㈱G2設計 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ千駄木5丁目新築工事

2018/07
岩田地崎・中林・
DAIMON特定建設工事

㈱高橋建築設計事務所 東大阪市営荒本住宅Ｂ棟建替工事

2018/07 共立建設㈱ ㈱三輪設計 昭和区丸屋町集合住宅新築工事
2018/07 栗本建設工業㈱ ㈱小松義博建築都市設計事務所 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ藤沢新築工事
2018/07 戸田建設㈱ ㈱久米設計 早稲田大学研究開発ｾﾝﾀｰ第Ⅰ期整備工事
2018/07 埼玉建興㈱ ㈱ｱｰﾄ総合企画 足立区江北1丁目計画
2018/07 埼玉建興㈱ 埼玉建興㈱ 一級建築士事務所 ｸﾞﾛｰﾘｵﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ浦和元町新築工事
2018/07 三井住友建設㈱ ㈱協立建築設計事務所 中央区日本橋小舟町計画
2018/07 山田建設㈱ ㈱DAN総合設計 ﾚｰﾍﾞﾝ土呂町1丁目新築工事
2018/07 鹿島建設㈱ ㈱日建設計 秋葉原ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2018/07 住協建設㈱ 住協建設㈱ 一級建築士事務所 菊川計画 建設工事
2018/07 新英興業㈱ ㈱ｱｸｼｽ 一級建築士事務所 ｳﾞｧﾛｰﾚ新板橋新築工事
2018/07 森繁建設㈱ ㈱芦沢設計 吹田市山手地区公民館及び吹田市山手地区高齢者いこいの間建設

2018/07 生和ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱
生和ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 一級建築士事
務所

ｲﾁｴﾓﾝ様ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2018/07 川口土木建築工業㈱
川口土木建築工業㈱ 一級建築士
事務所

和光市丸山台2丁目計画新築工事

2018/07 前田建設工業㈱ ㈱日建設計 ﾔﾏﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ新港南ﾋﾞﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2018/07 相互建設㈱ R+T design works 南蒲田1丁目K計画新築工事
2018/07 村本建設㈱ ㈱ﾄﾞﾙﾌ企画設計 大通東5丁目計画
2018/07 多田建設㈱ ㈱ｸﾚｵ 江東区大島二丁目共同住宅新築工事
2018/07 太平建設㈱ ㈱上原建築設計事務所 小山台線路脇計画新築工事
2018/07 大末建設㈱ 大末建設㈱ 一級建築士事務所 藤沢市藤沢計画新築工事
2018/07 第一・植木特定共同企 ㈱ｳｨｯｼｭﾜｰｸ設計事務所 湯島三丁目新築工事
2018/07 中越興業㈱ ㈱ｱｸｼｽ 一級建築士事務所 ﾙｰﾌﾞﾙ川崎中丸子弐番館新築工事
2018/07 東亜建設工業㈱ ㈱UG都市建築 渋谷区恵比寿一丁目(恵比寿ｻﾝﾊｲﾂ建替え)計画新築工事
2018/07 東光建設㈱ ㈱ﾍﾞﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 世田谷区松原1丁目計画新築工事
2018/07 奈良建設㈱ ㈱ﾊﾏ建築設計 中央区日本橋2丁目新築工事
2018/07 奈良建設㈱ ㈱企画設計事務所ｵﾙﾄ ｸﾘｵﾗﾍﾞﾙｳﾞｨ武蔵小杉ｸﾞﾚｲｽ新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2018/07 日本建設㈱ ㈱ｵｰﾑﾗ建築設計 板橋区成増2丁目計画新築工事
2018/07 日本建設㈱ ㈱松寿設計ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 鍛冶町2丁目ﾎﾃﾙ計画新築工事
2018/07 馬淵建設㈱ ㈱朝倉崇夫都市建築設計事務所 ｶﾞｰﾗ横浜黄金町新築工事
2018/07 風越建設㈱ 風越建設㈱ 一級建築士事務所 ﾃﾞｨｱｽﾀ府中西府新築工事

2018/06
ﾌｼﾞﾀ・豊蔵組・清水建築
特定共同企業体

梓設計・三上建築事務所・ﾌｼﾞﾀ設
計共同体

野々市中央地区整備事業(仮称)地域中心交流拠点施設建設工事

2018/06 りんかい日産建設㈱ ㈱都市環境設計事務所 新御徒町PJ
2018/06 旭・矢野共同企業体 ㈱林設計事務所 大阪府営吹田古江台第4期高層住宅（建て替え）新築工事（第1工区）
2018/06 ㈱NIPPO ㈱NIPPO 一級建築士事務所 目黒本町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2018/06 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱風光社 ﾛｲﾔﾙｺｰﾎﾟ浅善建替え計画
2018/06 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ｴﾇ･ｴｰ･ｴﾌ ｱｰｷﾃｸﾂ 市ヶ尾町計画新築工事
2018/06 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ｼﾃｨ ｶﾞｰﾗ西小山新築工事
2018/06 ㈱紅梅組 ㈱叶設計 ﾙﾈｻﾝｽｺｰﾄ芝公園新築工事
2018/06 ㈱紅梅組 ㈱都市環境設計事務所 大田区南久が原2丁目新築工事
2018/06 ㈱鴻池組 ㈱ﾗｶﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ研究所 狛江市和泉本町1丁目学生寮計画新築工事
2018/06 ㈱鴻池組 ㈱鴻池組 一級建築士事務所 ﾌﾟﾗｲﾑﾒｿﾞﾝ両国新築工事
2018/06 ㈱三ノ輪建設 ㈱日成建築設計事務所 北里環境科学ｾﾝﾀｰ新築工事
2018/06 ㈱山根工務店 ㈱和泉建築設計事務所 ｵｰｸﾃﾗｽ建設工事
2018/06 ㈱住宅王 ㈱住宅王 一級建築士事務所 ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾎｰﾑ浅草新築工事
2018/06 ㈱小川建設 ㈱現代綜合設計 板橋区高島平7丁目計画新築工事
2018/06 ㈱森本組 ㈱創建設計 いわき市平月見町共同住宅新築工事
2018/06 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 東京朝日ﾋﾞﾙﾄﾞ草加事業所再編計画
2018/06 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 小田急不動産西新宿7丁目計画
2018/06 ㈱淺沼組 ㈱淺沼組 一級建築士事務所 中野区南台五丁目計画
2018/06 ㈱鍜治田工務店 ㈱IAO竹田設計 東池袋2丁目計画新築工事
2018/06 菊池建設㈱ 菊池建設㈱ 一級建築士事務所 KATURA BLD新築工事
2018/06 京王建設㈱ ㈱ﾑｰﾋﾞﾝｸﾞ･ｱｰｷ ｸﾘｵ馬込新築工事
2018/06 佐藤工業㈱ 浅井謙建築研究所㈱ ﾗｲｵﾝｽﾞ芦屋朝日ヶ丘新築工事
2018/06 埼玉建興㈱ ㈱IAO竹田設計 文京区千石1丁目計画新築工事
2018/06 埼玉建興㈱ ㈱ｱｰﾄ総合企画 小金井市東町4丁目共同住宅新築工事

2018/06 松尾建設㈱
㈱NEXT 
ARCHITECT&ASSOCIATES

荒川区東日暮里6丁目計画

2018/06 松尾建設㈱ 松尾建設㈱ 一級建築士事務所 湊1丁目計画新築工事
2018/06 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 神宮外苑ﾎﾃﾙ計画
2018/06 西武建設㈱ ㈱日建設計 東長崎駅南口計画新築工事
2018/06 村本建設㈱ ㈱安宅設計 三鷹市下連雀四丁目計画
2018/06 大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ 大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ 一級建築士事務所 神奈川区三枚町計画
2018/06 大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 一級建築士事務所 ｻﾞ･ﾊﾟｰｸﾊﾋﾞｵ三軒茶屋新築工事

2018/06 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

港区三田5丁目ｻｲﾄ計画

2018/06 東急建設㈱ ㈱ｴｰｼｰｴ設計 ﾗﾌｫｰﾚ倶楽部ﾎﾃﾙ白馬八方 改修・増築計画Ⅲ期工事客室増築工事
2018/06 徳倉建設㈱ ㈱ﾗﾝﾄﾞﾃｯｸ 鈴木ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2018/06 南海辰村建設㈱ ㈱DAN総合設計 ﾗｲﾌﾚﾋﾞｭｰ相模原新築工事
2018/06 日本建設㈱ ㈱VIDA Corporation 関西金網坂東工場新築工事
2018/06 日本建設㈱ ㈱ﾒﾄﾞｯｸｽ 有料老人ﾎｰﾑｼﾙﾊﾞｰｳﾞｨﾗ向山新築工事
2018/06 飛島建設㈱ ㈱安宅設計 新宿区山吹町296計画新築工事
2018/06 林建設㈱ ㈱ｶﾄｳ建築事務所 東京消防庁調布消防署庁舎(29)改築工事
2018/06 鈴与建設㈱ ㈱秀ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 江東区平野1丁目計画

2018/06 鈴与三和建物㈱
鈴与三和建物㈱ 一級建築士事務
所

春山商事ﾋﾞﾙ新築工事

2018/05 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈱ｺﾓﾝ･ﾘﾝｸ 調布市西つつじヶ丘3丁目計画
2018/05 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈱橘建築設計事務所 幕張駅前PJ新築工事

2018/05
伊藤・大和・半田特定建
設工事共同企業体

草階・共立総合・三木設計共同企
業体

横手警察署建築工事

2018/05 ㈱ｲﾁｹﾝ ㈱三輪設計 中央区新川2丁目計画新築工事
2018/05 ㈱ｳﾗﾀ ㈱谷口建築企画 南行徳ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2018/05 ㈱ﾋﾞｰﾃｯｸ ㈱ﾈｼﾞｱｰｷﾃｸﾂ 南青山陳様邸新築工事
2018/05 ㈱ﾌｼﾞﾀ ﾓﾉﾘｽ 太陽会複合施設新築工事
2018/05 ㈱協栄組 ㈱ｳｨｯｼｭﾜｰｸ設計事務所 ｴｽﾃﾑﾌﾟﾗｻﾞ向島3丁目新築工事
2018/05 ㈱熊谷組 ㈱安井建築設計事務所 北浜ﾋﾞﾙ新築工事
2018/05 ㈱熊谷組 ㈱伊藤喜三郎建築研究所 Dﾀﾜｰ豊洲新築工事
2018/05 ㈱熊谷組 ㈱東畑建築事務所 関越病院増築改修工事
2018/05 ㈱合田工務店 ㈱ｱｰｽﾃｨｰ 中野坂上計画新築工事
2018/05 ㈱三浦工務店 湯澤薫建築設計事務所 綾瀬1丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2018/05 ㈱小川建設 ㈱ｴｰﾌｫｰ･ﾗﾎﾞ ﾙｰﾌﾞﾙ高島平新築工事
2018/05 ㈱小川建設 ㈱小川建設 一級建築士事務所 江東区亀戸6丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2018/05 ㈱森本組 ㈱IAO竹田設計 世田谷区用賀二丁目計画新築工事
2018/05 ㈱石井組 ﾖｼｺﾝ㈱ ﾚｰﾍﾞﾝ富士吉原本町新築工事
2018/05 ㈱大勝 ㈱啓建築設計 ｸﾘｵ三ツ沢下町新築工事
2018/05 ㈱麦島建設 ﾏﾂｻｷ建築事務所 ﾕﾆｰﾌﾞﾙ伊丹・北本町新築工事
2018/05 ㈱鍜治田工務店 ㈱橘建築設計事務所 武蔵浦和ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅣ



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2018/05 ㈱鍜治田工務店
㈱鍜治田工務店 一級建築士事務
所

新宿区払方町計画新築工事

2018/05 坂田建設㈱ ㈱NUK建築計画事務所 ｳｪﾙﾗｲﾌﾎｰﾙ平安祭典銀座築地新築工事
2018/05 埼玉建興㈱ ㈱GA建築設計社 川口本町2丁目計画新築工事

2018/05 三井住友建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

北大塚Ⅱ計画

2018/05 山中建設工業㈱ つくば建築設計事務所㈱ 子育て拠点施設整備事業上辺見保育所移転改築工事
2018/05 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 北7条東2丁目新築工事

2018/05 若築建設㈱
梓設計・ｶﾞﾅｽ総合研究所設計共
同企業体

香椎照葉5丁目計画商業賃貸ｼﾆｱ棟新築工事

2018/05 若築建設㈱ ㈱坂入産業 一級建築士事務所 八丁堀3丁目計画新築工事
2018/05 伸明建設㈱ ㈱杉原設計事務所 婦人青少年会館・産業労働会館改築工事
2018/05 清水建設㈱ ㈱梓設計 ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ拠点棟等建設工事
2018/05 清水建設㈱ ㈱照井康穂建築設計事務所 東京ﾘｿﾞｰﾄ＆ｽﾎﾟｰﾂ専門学校新校舎新築工事
2018/05 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 ｻﾜﾗｲｽﾞ西鉄ｽﾄｱ再開発計画
2018/05 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 BIZCORE赤坂見附新築工事
2018/05 西松建設㈱ 西松建設㈱ 一級建築士事務所 麹町五丁目計画
2018/05 西松建設㈱ 西松建設㈱ 一級建築士事務所 渋谷区恵比寿南2丁目計画
2018/05 多田建設㈱ ㈱g-mute planning 町田市南町田共同住宅計画
2018/05 大旺新洋㈱ 叶ﾃﾞｻﾞｲﾝ㈱ 東向島四丁目計画新築工事
2018/05 大晋建設㈱ ㈱H.S.R.ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ｱﾙﾌｧｽﾏｰﾄ津嘉山新築工事
2018/05 大豊建設㈱ ㈱設計工房ｲｰ･ﾃﾞｨｰ 横浜市青葉区青葉台2丁目計画新築工事
2018/05 谷津建設㈱ ㈱日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 杉並区永福4丁目計画新築工事
2018/05 東亜建設工業㈱ ㈱長谷川建築企画 目黒区東山1丁目19番計画
2018/05 南海辰村建設㈱ ㈱ｵﾝｽﾞﾃﾞｺ ﾌﾟﾚｼｽ三ノ輪Ⅱ新築工事

2018/05 富国建設㈱
大阪府住宅まちづくり部公共建築
室

大阪府営吹田古江台第4期高層住宅（建て替え）新築工事

2018/05 風越建設㈱ ｼﾞﾗﾌ建築計画 合同会社 真金町2丁目計画新築工事
2018/05 風越建設㈱ ㈱IAO竹田設計 世田谷区世田谷2丁目計画新築工事
2018/05 木内建設㈱ 木内建設㈱ 一級建築士事務所 中央区日本橋馬喰町2丁目計画

2018/05 野村建設工業㈱
野村建設工業㈱ 一級建築士事務
所

江古田Nﾋﾞﾙ増築計画

2018/05 鈴与三和建物㈱
鈴与三和建物㈱ 一級建築士事務
所

関口1丁目山口ﾋﾞﾙ新築工事

2018/05 和光建設㈱ ㈲ｳﾁﾀﾞ設計 さいたま市北区特別養護老人ﾎｰﾑ新築工事
2018/04 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈲ｴｲﾂｶ企画設計 ﾙﾋﾟｱｺｰﾄ西大宮Ⅱ新築工事
2018/04 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱IAO竹田設計 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ広尾4丁目（北）
2018/04 ㈱ﾋﾟｰｴｽ三菱 ㈱IAO竹田設計 ｸﾞﾛｰﾘｵﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ湘南平塚計画
2018/04 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾌｼﾞﾀ 一級建築士事務所 ﾊｰﾓﾆｰTMKﾆｾｺ花園ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ計画
2018/04 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱半田建築研究所 ｸﾚｱﾎｰﾑｽﾞ六丁の目新築工事

2018/04 ㈱ﾌﾙｷｽﾍﾟｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝ
㈱ﾌﾙｷｽﾍﾟｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝ 一級建築士
事務所

杉並区清水集合住宅新築工事

2018/04 ㈱ﾌﾙｷｽﾍﾟｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝ
㈱ﾌﾙｷｽﾍﾟｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝ 一級建築士
事務所

仙川集合住宅新築工事

2018/04 ㈱ﾕｰﾃﾞｨｹｰ ㈱ﾖｼｵｶ設計 社会福祉法人 太陽の会 特別養護老人ﾎｰﾑつきがわ新築工事
2018/04 ㈱建研 ㈱建研 一級建築士事務所 AAﾋﾞﾙ新築工事
2018/04 ㈱建翔 ㈱建栄建築設計事務所 扇町4丁目簡易宿泊所新築工事
2018/04 ㈱紅梅組 ㈱ｱｰｽﾃｨｰ 麦田町4丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2018/04 ㈱小川建設 ㈱ｽﾍﾟｰｽ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ建築研究所 墨田区緑2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2018/04 ㈱松下産業 ㈱畠山建築設計事務所 押上一丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2018/04 ㈱上滝 ㈱ｽﾍﾟｰｽ･ｺﾑ ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ土呂新築工事
2018/04 ㈱上滝 ㈱四季建築設計事務所 ﾌﾟﾚｼｽ鎌倉材木座新築工事
2018/04 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ﾘｰｸﾞ DIPS赤羽北新築工事
2018/04 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ﾘｰｸﾞ 赤羽北2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2018/04 ㈱竹中工務店 ㈱松田平田設計 埼北東洋株式会社杉戸物流ｾﾝﾀｰ新築工事
2018/04 ㈱末長組 ㈱時設計 ﾛｲﾔﾙｼｰｽﾞﾝ西麻布
2018/04 ㈱鍜治田工務店 ㈱東洋設計事務所 京都市上京区染殿町新築工事
2018/04 寄居建設㈱ ㈱ｸﾚｵ 国分寺日吉町1丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2018/04 吉田建設㈱ ㈱D・R・M 恵比寿西1丁目PJ新築工事
2018/04 郡ﾘｰｽ㈱ 郡ﾘｰｽ㈱ 一級建築士事務所 帝京科学大学研究室棟新築工事
2018/04 戸田建設㈱ 大旗連合建築設計㈱ 安佐病院増改築工事
2018/04 三和建設㈱ 三和建設㈱ 一級建築士事務所 SI浪速区大国1丁目新築工事
2018/04 山田建設㈱ 山田建設㈱ 一級建築士事務所 所沢市東町ﾏﾝｼｮﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2018/04 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 ﾄｷﾜ雪谷大塚計画新築工事
2018/04 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 赤坂5丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

2018/04 生和ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱
生和ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 一級建築士事
務所

谷田部様ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2018/04
西松・日新特定建設工
事共同企業体

㈱石本建築事務所 平取町国民健康保険病院改築工事

2018/04 西松建設㈱ ㈱昭和設計 北中西・栄地区第一種市街地再開発事業
2018/04 多田建設㈱ ㈱長谷建築設計事務所 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ駒沢1丁目



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2018/04
大成建設・鍜治田工務
店共同企業体

大成建設㈱ 一級建築士事務所 芦屋市芦屋川駅前計画

2018/04 大豊建設㈱ ㈱ｱｸｾｽ都市設計 西洞院高辻ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2018/04 大末建設㈱ ㈱ｴﾙ設計事務所 住吉Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2018/04 中村建設㈱ ㈱丹青研究所 室生寺 国宝釈迦如来坐像ほか5件 美術工芸品保存活用整備事業
2018/04 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 T8ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（渋谷1丁目）
2018/04 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 銀座六丁目計画新築工事
2018/04 奈良建設㈱ ｼﾞﾗﾌ建築計画 合同会社 足立区西新井7丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事

2018/04 日本国土開発㈱
日本国土開発㈱ 一級建築士事務
所

常盤町西街区優良建築物等整備事業

2018/04 北野建設㈱ ㈱久米設計 城西大学坂戸ｷｬﾝﾊﾟｽ22号館新築工事（Ⅰ期・Ⅱ期）

2018/03
ﾌｼﾞﾀ・日本・共立・岡建設
共同企業体

東京都財務局建築保全部施設整
備第二課

都立南花畑学園特別支援学校Ⅱ期工事

2018/03 ﾗｲﾄ工業㈱ ｵﾘｴﾝﾄ設計㈱ 東上野5丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2018/03 ㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ･ﾐﾔﾏ ㈱三輪設計 中野区本町4丁目共同住宅新築工事
2018/03 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱IAO竹田設計 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ広尾4丁目（南）
2018/03 ㈱ﾉﾊﾞｯｸ ㈱ｴﾌｱｲ都市設計 川崎市幸区幸町四丁目計画新築工事
2018/03 ㈱ﾋﾞｰﾃｯｸ ｵﾘｴﾝﾄ設計㈱ 荒川区南千住2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2018/03 ㈱ﾌﾙｷｽﾍﾟｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝ
㈱ﾌﾙｷｽﾍﾟｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝ 一級建築士
事務所

上池台集合住宅新築工事

2018/03 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ｵﾘｴﾝﾄ設計㈱ 亀沢2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2018/03 ㈱加賀田組 ㈱広建設計 横浜国立大学常盤台ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ新築工事
2018/03 ㈱合田工務店 ㈱ﾆｼﾔﾏ建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ 東高円寺ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2018/03 ㈱合田工務店 ㈱三輪設計 品川区上大崎2丁目共同住宅新築工事
2018/03 ㈱佐伯工務店 ㈱片渕設計事務所 開成学園新体育館新築工事
2018/03 ㈱三ノ輪建設 三井造船環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 境川ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ改修工事
2018/03 ㈱小川建設 ㈱小川建設 一級建築士事務所 江東区亀戸1丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2018/03 ㈱小川建設 ㈱松尾建築研究所 荏原6丁目計画新築工事
2018/03 ㈱松下産業 ㈱ｱﾄﾘｴ ﾌﾟﾗｽ･ﾜﾝ ｺﾝｼｪﾘｱ南大井新築工事
2018/03 ㈱松下産業 ㈱ﾌﾞﾚｲﾝ･ﾄﾗｽﾄ 目黒区八雲3丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2018/03 ㈱川村工営 ㈱ｱﾄﾘｴ禅 川崎市宮前区宮前平二丁目新築工事

2018/03 ㈱川村工営
合同会社Nｺﾝｾﾌﾟﾄ、㈲木村・久世
建築設計事務所

西葛西1丁目計画

2018/03 ㈱村上工務店 ㈱大阪ﾋｶﾘ･ｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ﾜｺｰﾚ神戸大倉山ｻﾞ･ｽｲｰﾄ新築工事
2018/03 ㈱大勝 ㈱DAN総合設計 ｸﾘｵ茅ヶ崎新築工事
2018/03 ㈱大勝 ㈱ｱｰｽﾃｨｰ 横浜久保町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2018/03 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 桜島一丁目ﾎﾃﾙ計画
2018/03 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱四季建築設計事務所 代沢5丁目計画新築工事
2018/03 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱飛鳥設計 向島1丁目共同住宅新築工事
2018/03 ㈱鍜治田工務店 ㈱IAO竹田設計 京都市山科区竹鼻立原町集合住宅計画
2018/03 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 目黒区中根一丁目計画
2018/03 栗本・中喜建設共同企 ㈱ﾄｸｵ 鶴原団地住宅（1～5棟）建替第二期工事
2018/03 工新建設㈱ ㈱ﾌｫﾙﾑ建築計画研究所 戸越六丁目計画新築工事
2018/03 高松建設㈱ 高松建設㈱ 一級建築士事務所 HOTEL BAY GULLS新築工事
2018/03 佐藤工業㈱ ㈱三輪設計 ﾗｲｵﾝｽﾞ三ノ輪新築工事
2018/03 坂田建設㈱ ㈱環建築設計事務所 浅草2丁目計画新築工事

2018/03 三井住友建設㈱
㈱櫻井潔建築設計事務所・
ETHNOS

ｺﾅﾐｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｾﾝﾀｰ銀座新築工事

2018/03 三和建設㈱ 三和建設㈱ 一級建築士事務所 SI新宿区下落合2丁目（井戸邸）新築工事

2018/03
松尾・山武建設共同企
業体

東京都財務局建築保全部施設整
備第二課

都立神代高等学校（29）校舎棟改築工事

2018/03 信城建設㈱ 北畑栄建築研究所 中町一丁目計画新築工事
2018/03 新日本建設㈱ ㈱ｸｵﾘﾃｨ ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ王子2丁目新築工事
2018/03 神興建設㈱ ㈱翔設計 赤羽西一丁目計画
2018/03 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 茅ヶ崎市地域医療ｾﾝﾀｰ等複合施設整備事業
2018/03 村本建設㈱ 村本建設㈱ 一級建築士事務所 新川2丁目計画新築工事
2018/03 多田建設㈱ 共同ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ｸﾘｵﾚｼﾞﾀﾞﾝｽ八王子ｻﾞ･ﾏｰｸｽ

2018/03
大成・清水・鴻池建設共
同企業体

大成建設㈱ 一級建築士事務所 損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜新美術館計画

2018/03 池田建設㈱ ㈱ﾘﾊﾞｯｸｽ建築環境計画 ｺﾝｼｪﾘｱ門前仲町Ⅲ新築工事
2018/03 東亜建設工業㈱ ㈲ﾉｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 中落合1丁目計画新築工事
2018/03 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 渋谷区南平台町5計画
2018/03 樋下建設㈱ 盛岡広域振興局土木部住宅課 県営備後第一ｱﾊﾟｰﾄ（9号棟）建設（建築）工事
2018/03 風越建設㈱ ㈱ｺﾓﾝ･ﾘﾝｸ 北区田端新町3丁目計画
2018/03 野村建設工業㈱ ㈱叶設計 中央区日本橋馬喰町1丁目計画新築工事
2018/02 ｼﾞｪｸﾄ㈱ ｼﾞｪｸﾄ㈱ 一級建築士事務所 上小田中5丁目MSﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2018/02 みづほ工業㈱ ㈱織田設計 緑住宅建設工事第3期（建築工事）

2018/02
ﾕｰﾃﾞｨｹｰ・佐伯・初雁特
定建設工事共同企業体

㈱教育施設研究所 さいたま市立中等教育学校整備事業（1期）建設工事

2018/02 ㈱ｲﾁｹﾝ ㈱ｼｰｸ設計 戸塚区戸塚町複合商業施設計画
2018/02 ㈱ｳﾗﾀ ㈱ｵｰﾑﾗ建築設計 中野区中野計画新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
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2018/02 ㈱ﾉﾊﾞｯｸ ㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾝ企画 ｱｾﾞｽﾄ亀戸5丁目計画
2018/02 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ｱﾄﾘｴﾃｨｰﾌﾟﾗｽ 文京区千駄木1丁目計画新築工事

2018/02 ㈱協栄組
㈱ｵｰﾙｸﾘｴｰｼｮﾝ 一級建築士事務
所

上板橋3丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2018/02 ㈱小川建設 ㈱光和設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ小金井新築工事
2018/02 ㈱松下産業 ㈱ｱｸｼｽ 一級建築士事務所 新宿区弁天町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2018/02 ㈱松尾工務店 ㈱松尾工務店 一級建築士事務所 北区赤羽岩淵町共同住宅計画
2018/02 ㈱川村工営 ㈱三輪設計 東中野ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2018/02 ㈱大勝 ㈱ｸﾞﾗﾋﾞｽ設計 平塚市見附町計画
2018/02 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 新橋一丁目ﾋﾞﾙ新築工事
2018/02 ㈱大林組 ㈱日建設計 ｺｰｾｰ基盤研究所新築工事
2018/02 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱畠山建築設計事務所 ｳﾞｧｰｽｸﾚｲｼｱ芦花公園
2018/02 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 有明北3-1地区B-1棟
2018/02 ㈱淺沼組 ㈱淺沼組 一級建築士事務所 中野新井四丁目計画
2018/02 ㈱錢高組 ㈱錢高組 一級建築士事務所 Landport青梅Ⅰ新築工事
2018/02 ㈱鍜治田工務店 ㈱現代綜合設計 池田市菅原町計画建設工事
2018/02 五洋建設㈱ 五洋建設㈱ 一級建築士事務所 日本ﾋﾟｭｱﾌｰﾄﾞ㈱伊勢崎ﾌﾟﾗﾝﾄ新築工事

2018/02
坂田建設・大正建設・勝
見工務店JV

墨田区総務部営繕課・㈱類設計室 吾嬬立花中学校校舎新築その他工事

2018/02 坂田建設㈱ ㈱ﾄｰﾀﾙﾌﾞﾚｲﾝ 両国PJ
2018/02 坂田建設㈱ 坂田建設㈱ 一級建築士事務所 世田谷区用賀計画新築工事
2018/02 埼玉建興㈱ ㈲ｻﾄｳ設計 前川住宅及び前川図書館第1期改築工事
2018/02 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 常陸那珂共同火力発電所1号機建設計画
2018/02 清水建設㈱ ㈱隈研吾建築都市設計事務所 明治神宮鎮座百年記念宝物展示新施設新築工事
2018/02 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 浦和明の星女子中学・高等学校F棟新築計画
2018/02 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 東急ｺﾐｭﾆﾃｨｰ技術研修ｾﾝﾀｰ新築工事
2018/02 青木あすなろ建設㈱ ㈲環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究室 ﾌﾟﾚﾐｽﾄ代々木公園ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2018/02 川口土木建築工業㈱ ㈱IAO竹田設計 ﾌﾟﾚｲｽﾞ和光市本町新築工事
2018/02 多田建設㈱ ㈱四季建築設計事務所 N-stage国府台計画新築工事
2018/02 大旺新洋㈱ ㈱都市みらい総合計画研究所 南大井4丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2018/02 大旺新洋㈱ 矢崎設計㈱ ｶﾞｰﾗ五反田新築工事
2018/02 大成建設㈱ 大成建設㈱ 一級建築士事務所 築地三丁目PJ新築工事
2018/02 大末建設㈱ ㈱ﾌｹﾀ設計 人工知能に関するｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ研究拠点柏ﾊﾌﾞ拠点研究棟建築工事

2018/02 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

安川電機新武蔵寮新築工事

2018/02 第一建設工業㈱ ㈱相和技術研究所 仙台支店小松島住宅新築工事
2018/02 第一建設工業㈱ ㈲ｱﾑ･ｻﾞｲﾝ 石神井公園計画
2018/02 第一建設工業㈱ ㈲ｷｭｰｵｰｴﾙｸﾘｴｲｼｮﾝ 大田区中央二丁目計画新築工事
2018/02 田中・堀江JV 辺見・阿部設計共同体 ふたば未来学園特別教室棟外工事

2018/02 東亜建設工業㈱
東亜建設工業㈱ 一級建築士事務
所

渋谷区神宮前三丁目計画新築工事

2018/02 南海辰村建設㈱ ㈱IAO竹田設計 相模原市南区相模大野7丁目計画
2018/02 南海辰村建設㈱ ㈱梓設計 羽田Ⅲ（大鳥居Ⅱ）ﾎﾃﾙPJ
2018/02 日成工事㈱ ㈱ﾍﾞﾙﾌﾗｯﾂ 一級建築士事務所 川崎区大師本町計画
2018/02 不二建設㈱ 不二建設㈱ 一級建築士事務所 中央区築地三丁目計画新築工事

2018/01
ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ・大雄・三ツ目建
設共同企業体

㈱豊建築事務所 蔵前小学校改築工事

2018/01 ㈱ｲﾁｹﾝ ㈱日企設計 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＜国会議事堂前駅前＞新築工事
2018/01 ㈱ｳﾗﾀ ㈱ｶﾞｲ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 府中市宮町1丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2018/01 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ﾒﾃﾞｨｶﾙ建築設計事務所 京浜ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ新築工事
2018/01 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾌｼﾞﾀ 一級建築士事務所 ﾘｰﾌｨｱﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ世田谷千歳台
2018/01 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾌｼﾞﾀ 一級建築士事務所 ﾊｰﾓﾆｰTMKﾆｾｺ花園ﾎﾃﾙ計画
2018/01 ㈱丸本組 ㈱構建築設計事務所 石巻北高校舎改築工事
2018/01 ㈱熊谷組 ㈱久米設計 梅ヶ丘拠点整備民間施設棟新築工事
2018/01 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 一級建築士事務所 幕張新都心若葉住宅地区計画（B-7街区）
2018/01 ㈱佐藤秀 ㈱野生司環境設計 ｶｰｻﾞﾋﾞｱﾝｶ改築工事
2018/01 ㈱川村工営 ㈱ｳｨｯｼｭﾜｰｸ設計事務所 墨田区本所4丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2018/01 ㈱大勝 ㈱ｸﾞﾗﾋﾞｽ設計 平塚市見附町計画
2018/01 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 中村屋新工場建設計画
2018/01 ㈱谷口実業 ㈱ｸﾚｵ 松木ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2018/01 ㈱谷口実業 ㈱ｸﾚｵ 中町1丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2018/01 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 東池袋一丁目ｼﾈﾏｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ計画
2018/01 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 小田急不動産成城学園前計画
2018/01 ㈱藤木工務店 ㈱ｽﾀｲﾚｯｸｽ 市谷仲之町計画新築工事
2018/01 ㈱錢高組 ㈱錢高組 一級建築士事務所 ｱｵｲﾃｯｸ工場増設計画
2018/01 ㈱錢高組 日清ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 日本ﾙﾅ㈱高崎工場新築工事
2018/01 岩出建設㈱ ㈱星羅建築事務所 ｴｽﾘｰﾄﾞ新北野3丁目新築工事
2018/01 熊谷組・植木組JV ㈱ｸﾚｲｽﾞﾌﾟﾗﾝ 富山市神通本町計画新築工事
2018/01 坂田建設㈱ ㈱朝倉崇夫都市建築設計事務所 新富町Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事

2018/01 三井住友建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

博多駅前2丁目ﾎﾃﾙ計画



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2018/01 住協建設㈱ ㈱構造計画ﾌﾟﾗｽ･ﾜﾝ 渋谷区神山町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2018/01 住協建設㈱ ㈱小田急ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ・UDS㈱ 新宿5丁目ﾎﾃﾙ計画
2018/01 信城建設㈱ ㈱ｾｯﾄ設計事務所 長倉ﾋﾞﾙⅤ新築ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

2018/01
清水・金下・公成 特定建
設工事共同企業体

㈱日建設計 京都市分庁舎新築工事ただし、建築主体その他工事

2018/01 前田建設工業㈱
㈱和田総合企画・㈱清和設計事務
所

ﾛｲﾔﾙｶﾞｰﾃﾞﾝ桜町ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ新築工事

2018/01 村中建設㈱ 村中建設㈱ 一級建築士事務所 目黒区柿の木坂1丁目計画新築工事
2018/01 大旺新洋㈱ ㈱日本ｴｰｺﾝ 新宿区下落合4丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2018/01 大成建設㈱ ㈱三菱地所設計 丸の内3-2計画新築工事

2018/01 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

高田西PJ新築工事

2018/01 池田建設㈱ ㈱現代綜合設計 新宿区新宿6丁目A計画新築工事
2018/01 池田建設㈱ ㈱現代綜合設計 新宿区新宿6丁目B計画新築工事
2018/01 田島建設㈱ ㈲深谷建築設計工房 べに花ふるさと館厨房施設等増築工事
2018/01 風越建設㈱ 風越建設㈱ 一級建築士事務所 ﾃﾞｨｱｽﾀ宮崎台新築工事
2018/01 野村建設工業㈱ ㈱叶設計 豊島区高田2丁目計画新築工事
2017/12 TSUCHIYA㈱ TSUCHIYA㈱ 一級建築士事務所 江東区木場6丁目計画
2017/12 ｼﾞｪｸﾄ㈱ ｼﾞｪｸﾄ㈱ 一級建築士事務所 ｶﾙﾑ井田新築工事

2017/12 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱
ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 一級建築士
事務所・㈱宮田建築事務所

柏市若柴計画新築工事

2017/12 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈱ｽﾍﾟｰｽ･ｺﾑ ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ日本橋小伝馬町新築工事
2017/12 ㈱ｲﾁｹﾝ ㈱ｵｰｴｰｼｰ設計 練馬区豊玉北5丁目計画新築工事
2017/12 ㈱ﾉﾊﾞｯｸ ㈱ﾊﾟｼﾌｨｯｸ総合開発研究所 千葉市中央区中央1丁目新築工事
2017/12 ㈱ﾊﾏﾀﾞ ㈱加藤建築事務所 ｱﾑｰﾙ平松新築工事
2017/12 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾌｼﾞﾀ 一級建築士事務所 福岡市中央区長浜2丁目計画
2017/12 ㈱ﾚｼﾞﾃｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱ｱﾄﾘｴﾃｨｰﾌﾟﾗｽ ﾒｲﾝｽﾃｰｼﾞ三ノ輪Ⅰ・Ⅱ新築工事
2017/12 ㈱屋部土建 ㈱国建 THE HIRAMATSU HOTELS＆RESORTS宜野座新築工事
2017/12 ㈱小川建設 ㈱光和設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ北浦和新築工事
2017/12 ㈱小川建設 ㈱太陽設計 江東区大島2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2017/12 ㈱小川組 ㈱橘建築設計事務所 川崎区川中島1丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2017/12 ㈱村上工務店 ㈱大阪ﾋｶﾘ･ｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ﾜｺｰﾚ甲南山手ｴｳﾞｧｰｼﾞｭ
2017/12 ㈱村上工務店 ㈱大阪ﾋｶﾘ･ｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ﾜｺｰﾚ明石ｵｰｼｬﾝﾃﾗｽ
2017/12 ㈱大勝 ㈱朝倉崇夫都市建築設計事務所 浅間町3丁目新築工事
2017/12 ㈱大林組 ㈱大建設計 ﾌﾛﾝﾃｨｱ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ棟計画
2017/12 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱ｲﾝｳﾞｧﾗﾝｽ 一級建築士事務所 ｸﾚｳﾞｨｽﾀ志村三丁目新築工事

2017/12 ㈱竹中工務店
東京国際空港第2ﾀｰﾐﾅﾙ北側ｻﾃﾗ
ｲﾄ等設計共同企業体

東京国際空港第2ﾀｰﾐﾅﾙ北側ｻﾃﾗｲﾄ及びﾎﾞｰﾃﾞｨﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ建設工事

2017/12 ㈱鍜治田工務店 ㈱ｶﾞｲ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ｶﾞｰﾗ亀戸新築工事
2017/12 ㈱鍜治田工務店 ㈱現代綜合設計 神戸市東灘区住吉東町2丁目計画新築工事
2017/12 栗本建設工業㈱ ㈱櫂総合ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 大代興業㈱本社建替計画新築工事
2017/12 戸田建設㈱ ㈱日本柳慶一建築研究所 函館ｾﾝﾁｭﾘｰﾏﾘｰﾅﾎﾃﾙ新築工事
2017/12 五洋建設㈱ ㈱ｶﾐﾑﾗ建築研究室 ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ㈱野菜工場新築工事
2017/12 埼玉建興㈱ ㈱ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾃﾞｻﾞｲﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ北浦和新築工事
2017/12 鹿島建設㈱ ㈱隈研吾建築都市設計事務所 Starbucks Reserve Roastery
2017/12 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 IHI昭島新事務所新築工事
2017/12 上條建設㈱ ㈱唯設計 道路休憩施設ﾄｲﾚ棟新築工事
2017/12 西松建設㈱ 西松建設㈱ 一級建築士事務所 赤羽2丁目計画新築工事

2017/12 西武建設㈱
㈱ｴﾉｱ総合計画事務所・西武建設
㈱ 一級建築士事務所

川越市新富町一丁目計画

2017/12 前田建設工業㈱ ㈱日建設計 神田練堀町地区市街地再開発事業施設建築物
2017/12 前田建設工業㈱ ㈱和田総合企画 ﾛｲﾔﾙｶﾞｰﾃﾞﾝ松縄第3
2017/12 村本建設㈱ ㈱H.S.R.ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 豊崎Ⅲﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2017/12 大豊建設㈱ ㈱都市建 東灘区岡本ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2017/12 大末建設㈱ 大末建設㈱ 一級建築士事務所 向ヶ丘遊園PJ

2017/12 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

学校法人生蘭学園新築工事

2017/12 池田建設㈱ ㈱ﾘﾝｸｽ･ﾋﾞﾙﾄﾞ 一級建築士事務所 越中島1丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2017/12 中里建設㈱ ㈱共同制作 ｹﾔｷ寄宿舎新築工事
2017/12 東亜建設工業㈱ ㈱ｱｰｷﾌｫﾙﾑ 港区西麻布二丁目4計画
2017/12 東洋建設㈱ 共同ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ﾗｲｵﾝｽﾞﾚﾘｱ町屋駅前新築工事
2017/12 南海辰村建設㈱ ㈱SHOW建築設計事務所 町田市原町田5丁目198番1計画新築工事
2017/12 日本建設㈱ 積水ﾊｳｽ㈱ 一級建築士事務所 横浜市青葉区青葉台計画A棟新築工事
2017/12 日本建設㈱ 日本建設㈱ 一級建築士事務所 日広通信社立川支社新築工事
2017/12 木内建設㈱ 木内建設㈱ 一級建築士事務所 江東区東陽7丁目6-9計画
2017/11 ｱｲｻﾜ工業㈱ ㈱三輪設計 渋谷区笹塚ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2017/11 ｻﾝｴｽ建設㈱ ｻﾝｴｽ建設㈱ 一級建築士事務所 関東運輸狭山物流ｾﾝﾀｰ新築工事
2017/11 ㈱NIPPO ㈱NIPPO 一級建築士事務所 ｸﾞﾗﾝｽｲｰﾄ麹町新築工事計画
2017/11 ㈱ｳﾗﾀ ㈱ｸﾚｵ 清川1丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2017/11 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ ㈱長谷建築設計事務所 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ中野本町6丁目新築工事
2017/11 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱野生司環境設計 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ代官山新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2017/11 ㈱ﾉﾊﾞｯｸ ㈱志賀建築研究所 ｸﾘｵ浦和新築工事
2017/11 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱朝倉崇夫都市建築設計事務所 ｶﾞｰﾗ不動前新築工事
2017/11 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 一級建築士事務所 港区西新橋三丁目計画
2017/11 ㈱小川建設 ㈱協和設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ千代田岩本町新築工事
2017/11 ㈱松村組 ｶｽｹｰﾄﾞｱﾝﾄﾞﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ築地6丁目新築工事
2017/11 ㈱川村工営 ㈱ｺｽﾓｱﾙﾌｧｰ 東日暮里6丁目計画新築工事
2017/11 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱IAO竹田設計 上野ﾎﾃﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事

2017/11 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 一級建築士
事務所

ｻﾞ･ﾊﾟｰｸﾊｳｽ相模大野新築工事

2017/11 ㈱徳祥 ㈱ﾋﾞｰﾌﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ 築地7丁目共同住宅新築工事
2017/11 ㈱淺沼組 ㈱淺沼組 一級建築士事務所 ﾚｼﾞｰﾅﾘｿﾞｰﾄ箱根仙石原新築工事
2017/11 ㈱錢高組 ㈱錢高組 一級建築士事務所 港区南青山4丁目計画新築工事
2017/11 岩田地崎建設㈱ ㈱松永建築設計事務所 Annupuri Garden Project
2017/11 共立建設㈱ ㈱ｱｰｷﾌﾟﾗﾝ ﾌﾟﾚﾐｽﾄ静岡泉町新築工事
2017/11 高松建設㈱ 高松建設㈱ 一級建築士事務所 墨田区東駒形4丁目ﾋﾞﾙ新築工事
2017/11 斎藤工業㈱ ㈱ﾃｨｰ設計工房 ﾗｲｵﾝｽﾞ東向島新築工事
2017/11 三和建設㈱ 三和建設㈱ 一級建築士事務所 野中南ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2017/11 新日本建設㈱ ㈱現代建築研究所 同愛会病院新築計画
2017/11 西松建設㈱ 西松建設㈱ 一級建築士事務所 渋谷本町計画新築工事
2017/11 西野建設㈱ ㈱ｽﾍﾟｰｽ･ｺﾑ ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ平井新築工事
2017/11 青木あすなろ建設㈱ ㈱花岡都市建築設計 ﾌﾟﾚﾐｽﾄ上麻生新築工事
2017/11 大山・野洲共同企業体 ㈱梓設計 小杉小学校新築工事
2017/11 大豊・森本建設共同企 ㈱森本組 一級建築士事務所 浅草橋二丁目計画新築工事
2017/11 大末建設㈱ ㈱ｼﾞｰ･ﾜｲ設計 ﾎﾃﾙﾘﾌﾞﾏｯｸｽ仙台青葉通新築工事

2017/11 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

新宿区上落合1丁目計画新築工事

2017/11 鉄建建設㈱ 鉄建建設㈱ 一級建築士事務所 建設技術総合ｾﾝﾀｰ研修施設棟Annex建設工事
2017/11 渡邊建設㈱ ㈱長村英紀建築計画室 守屋ﾋﾞﾙ新築工事
2017/11 奈良建設㈱ ㈱G＆K綜合設計 川崎市川崎区大島2丁目新築工事
2017/11 南海辰村建設㈱ ㈱島田建築設計事務所 ｸﾘｵﾗﾍﾞﾙｳﾞｨ三ノ輪新築工事
2017/11 不動開発㈱ ㈱ｴﾄﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ 江北ｸﾘﾆｯｸ新築計画
2017/11 風越建設㈱ ㈱ｺﾓﾝ･ﾘﾝｸ 港区南麻布2丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2017/10 ﾄﾖﾀT&S建設㈱ ﾄﾖﾀT&S建設㈱ 一級建築士事務 伊勢崎寮新築工事

2017/10 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱
ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 一級建築士
事務所・㈱ﾃｨｰ設計工房

一之江三丁目計画新築工事

2017/10 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱
ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 一級建築士
事務所・㈱設計工房ｲｰ･ﾃﾞｨｰ

文京区湯島2丁目計画

2017/10 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈱ｳｨｯｼｭﾜｰｸ設計事務所 新日鉄興和不動産・宇田川家共同ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事

2017/10
安藤・間・東北入谷まち
づくり建設・丸庄工務店
特定建設工事共同企業

㈱清水公夫研究所 会津美里町庁舎及び複合文化施設建設工事

2017/10 ㈱ｳﾗﾀ ㈱ｵｰﾑﾗ建築設計 文京区湯島計画
2017/10 ㈱ﾄﾖﾀﾞ工業 ㈱ｱﾄﾘｴﾃｨｰﾌﾟﾗｽ 墨田区立花3丁目計画新築工事
2017/10 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱ｱﾏﾃﾗｽ都市建築設計 曙町ﾋﾞﾙ新築工事
2017/10 ㈱関東建創 ㈱関東建創 一級建築士事務所 ﾌﾟﾚｰﾙ･ﾄﾞｩｰｸ川崎大師新築工事
2017/10 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 一級建築士事務所 休暇村奥武蔵宿泊棟増築工事
2017/10 ㈱高階 ㈱高階 一級建築士事務所 ﾄｰｶﾛ明石独身寮新築工事
2017/10 ㈱合田工務店 ㈱ｱﾄﾗｽ設計 川崎区榎町計画新築工事
2017/10 ㈱合田工務店 ㈱合田工務店 一級建築士事務所 大森西3丁目賃貸ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ計画新築工事
2017/10 ㈱三木組 ㈱光和設計 ﾌﾟﾚｼｽ相模原Ⅱ新築工事
2017/10 ㈱川村工営 ㈱ﾄｰﾀﾙﾌﾞﾚｲﾝ 新宿区新小川町計画
2017/10 ㈱大城組 ㈱ﾌｪｲｽ ﾗｲｵﾝｽﾞ浦添城間ｸﾞﾗﾝﾃﾗｽ新築工事
2017/10 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 新橋6丁目計画
2017/10 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 太白区あすと長町一丁目計画新築工事
2017/10 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱ｱﾄﾘｴ ﾌﾟﾗｽ･ﾜﾝ 高円寺PJ新築工事
2017/10 ㈱池澤恵介建築研究所 ㈱あい設計 吉祥寺南町2丁目阿部邸新築工事
2017/10 ㈱竹中工務店 東日本旅客鉄道㈱ 横浜駅西口開発ﾋﾞﾙ新築他
2017/10 ㈱淺沼組 ㈱淺沼組 一級建築士事務所 港区六本木五丁目計画
2017/10 ㈱鍜治田工務店 ㈱日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ ｼﾞｵ神戸中山手通新築工事
2017/10 岩出建設㈱ ㈱TOKI設計 ｴｽﾃﾑｺｰﾄ港区市岡元町1丁目4新築工事
2017/10 京急建設㈱ ㈱関工ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ ㈱関電工川崎寮新築工事

2017/10
戸田建設・加賀田組・小
柳建設共同企業体

佐藤総合計画・基設計 設計共同
体

加茂病院改築建築工事

2017/10 高松建設㈱ ㈱環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究所 ﾅｰｻﾘｰｽｸｰﾙいずみ新松戸新築工事

2017/10
三井住友・鈴縫・伊藤喜
三郎・飯島洋省特定建
設工事共同企業体

㈱伊藤喜三郎建築研究所 さくらがわ地域医療ｾﾝﾀｰ実施設計業務

2017/10 守屋八潮建設㈱ ㈱ﾕﾆ･ｱｰﾄ設計事務所 東秩父分署建設（建築）工事
2017/10 松井建設㈱ ㈱ｼﾝﾔ設計 特別養護老人ﾎｰﾑ杉並区宮前園新築工事

2017/10 新日本工業㈱
東京都東部住宅建設事務所建設
課

都営住宅26H-113東（足立区西保木間二丁目）工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2017/10 清水建設㈱ ㈱東急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ﾌｧﾅｯｸ㈱筑波2区社員社宅建設工事
2017/10 清水建設㈱ 東日本旅客鉄道㈱ 板橋駅改良詳細設計他
2017/10 西野建設㈱ ㈱明建築設計事務所 ﾌﾟﾛｽﾀｲﾙｳｴﾙﾈｽ横浜天王町新築工事

2017/10 青木あすなろ建設㈱
みらい建設工業㈱ 一級建築士事
務所

文京区本郷6丁目10番計画

2017/10 前田建設工業㈱
三菱地所設計・前田建設工業設計
共同企業体

晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業5-5街区

2017/10 大末建設㈱ ㈱安宅設計 ｵｰﾍﾞﾙ鷺沼ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

2017/10 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

重慶飯店本店建替工事

2017/10 池田建設㈱ ㈱ｱｰｽﾃｨｰ 本町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2017/10 田中建設㈱ ㈱国分建築設計事務所 神戸市中央区中山手通七丁目計画新築工事
2017/10 渡邊建設㈱ ㈱矢板建築設計研究所 白金新精舎新築工事
2017/10 東亜建設工業㈱ ㈱長谷川建築企画 ｻﾞ･ﾊﾟｰｸﾊｳｽ目黒東山一丁目新築工事
2017/10 馬淵建設㈱ ㈱石原山口計画研究所 横浜市西区中央2丁目計画新築工事
2017/10 馬淵建設㈱ 馬淵建設㈱ 一級建築士事務所 戸越1丁目計画新築工事
2017/10 風越建設㈱ ㈱ｶｲ設計 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ野方2丁目新築工事

2017/09
ﾌｼﾞﾀ・佐藤工業特定工事
共同企業体

日本設計・三四五建築研究所共同
企業体

富山市総曲輪三丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物等新
築工事

2017/09 ㈱ｲﾁｹﾝ ㈱ｼﾞｰ･ﾜｲ設計 渋谷区本町3丁目計画
2017/09 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱INA新建築研究所 駒澤大学祖師谷寮・野球場再整備事業第2期工事
2017/09 ㈱加賀田組 健康設計 国際医療福祉大学病院G棟増築工事
2017/09 ㈱岩永組 ㈱岩永組 一級建築士事務所 小林病院（診療棟）建替工事
2017/09 ㈱紅梅組 ㈱ﾋﾞｿﾞﾝ建築設計事務所 宮田町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2017/09 ㈱高階 ㈱IAO竹田設計 ｾﾞﾉの村建替工事
2017/09 ㈱鴻池組 ㈱久米設計 平成28年区立小豆沢体育館ﾌﾟｰﾙ棟増築工事
2017/09 ㈱佐藤秀 ㈱ﾏｳﾝﾄﾌｼﾞ ｱｰｷﾃｸﾂｽﾀｼﾞｵ 仙行寺本堂ﾋﾞﾙ新築工事計画
2017/09 ㈱小川建設 ㈱ﾌｫﾙﾑ建築計画研究所 ﾙｰﾌﾞﾙ大島弐番館新築工事
2017/09 ㈱小川建設 ㈱創建築設計事務所 北区赤羽西4丁目計画
2017/09 ㈱松尾工務店 ㈱三輪設計 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ中野富士見町新築工事
2017/09 ㈱森本組 ㈱ｱｰｷﾌｫﾙﾑ 港区白金1丁目計画
2017/09 ㈱大勝 ㈱ﾄｰﾀﾙﾌﾞﾚｲﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ片倉新築工事
2017/09 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 東京慈恵会医科大学付属病院新病棟整備
2017/09 ㈱翔栄ｸﾘｴｲﾄ ﾊﾙ ｱｰｷﾃｸﾂ ｱｰﾄﾌﾙひばりヶ丘新築工事

2017/09 京王建設㈱
ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ･ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ 一
級建築士事務所

巣鴨ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ壱番間新築工事

2017/09 京王建設㈱ ㈲ｴﾊﾞｰｵﾝﾜｰﾄﾞ設計 ﾙｰﾌﾞﾙ若林一丁目新築工事

2017/09
鴻池・大明・加地建設共
同企業体

㈱佐藤総合計画 芳水小学校第1期校舎改築その他工事

2017/09 埼玉建興㈱ ㈱協立建築設計事務所 尾久駅前PJ新築工事
2017/09 三井住友建設㈱ ㈱日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 上野池之端ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2017/09 鹿島建設㈱ ㈱久米設計 暁星学園125周年記念事業計画
2017/09 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 川越ｾﾝﾄﾗﾙ硝子第3研究棟増築工事
2017/09 村中建設㈱ 村中建設㈱ 一級建築士事務所 江東区塩浜二丁目計画
2017/09 大旺新洋㈱ ㈱ﾌﾚｸﾞﾗｲﾝ建築設計 羽衣町PJ新築工事
2017/09 大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 一級建築士事務所 新宿区四谷坂町計画新築工事

2017/09 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

東北大学（青葉山3）ﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨ･ﾊｳｽ等整備事業

2017/09 第一建設工業㈱ ㈱ﾌﾘｰｸｽ 青葉区荏田町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2017/09 東急・大林JV ㈱東急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 渋谷代官山RﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄA棟新築工事
2017/09 南海辰村建設㈱ ㈱OAC設計 ﾌﾟﾚｼｽ田端Ⅰ・Ⅱ新築工事
2017/09 木内建設㈱ ㈱日企設計 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ（名古屋栄駅北）新築工事
2017/09 木内建設㈱ 木内建設㈱ 一級建築士事務所 文京区本郷1丁目計画新築工事
2017/08 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱NTTﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ新築工事
2017/08 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ｴﾇ･ｴｰ･ｴﾌ ｱｰｷﾃｸﾂ 新丸子東1丁目計画
2017/08 ㈱阿部重組JV ㈲花田設計 市営住宅小柳団地E棟新築工事
2017/08 ㈱熊谷組 ｽﾀｰﾂCAM㈱ 一級建築士事務所 流山おおたかの森駅前市有地活用事業ﾎﾃﾙ棟新築工事
2017/08 ㈱紅梅組 ㈱ﾋﾞｿﾞﾝ建築設計事務所 宮田町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2017/08 ㈱小川建設 ㈱ﾌｫﾙﾑ建築計画研究所 墨田区両国4丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2017/08 ㈱大勝 ㈱DAN総合設計 西区浅間町5丁目ﾜﾝﾙｰﾑ新築工事
2017/08 ㈱大林組 ㈱三菱地所設計 城南信用金庫奥沢支店新築工事
2017/08 ㈱大林組 ㈱日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 杉並区高井戸東四丁目計画新築工事
2017/08 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 女川町庁舎等整備事業建設工事
2017/08 ㈱淺川組 ㈱光和設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ稲毛天台新築工事
2017/08 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 南品川PJ
2017/08 坂田建設㈱ ㈲ｱｲ.ｴｲﾁ.ｴｽ.ｱｰｷﾃｸﾂ ｸﾘｵﾗﾍﾞﾙｳﾞｨ錦糸町新築工事
2017/08 埼玉建興㈱ ㈱ｱｰﾄ総合企画 西新井4丁目計画

2017/08
清水・大平特定建設工
事共同企業体

清水建設・梓設計設計共同体 神栖中央公園防災ｱﾘｰﾅ整備運営事業

2017/08 清水建設㈱ ㈱織本構造設計 麹町四丁目計画



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2017/08 川口土木建築工業㈱
川口土木建築工業㈱ 一級建築士
事務所

朝霞市浜崎1丁目計画

2017/08 大日本土木㈱ ㈱TFA 秀明大学第四学生寮新築工事
2017/08 池田建設㈱ ㈱光和設計 足立区千住宮元町計画
2017/08 東急建設㈱ ㈱日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業5-3街区
2017/08 日本建設㈱ ㈱造研設計 ｸﾞｯﾄﾞﾗｲﾌｹｱｾﾝﾀｰ向丘新築工事
2017/08 日本建設㈱ ㈲尾崎建築設計 三番町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2017/08 木内建設㈱ 木内建設㈱ 一級建築士事務所 江戸川区船堀2丁目計画

2017/07 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱
ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 一級建築士
事務所・㈱宮田建築事務所

横浜市青葉区千草台新築工事

2017/07 りんかい日産建設㈱ ㈱ｱｰﾊﾞﾝﾗｲﾌ建築事務所 ﾚｰﾍﾞﾝ北綾瀬新築工事
2017/07 ㈱ｲﾁｹﾝ ㈱光和設計 ﾌﾟﾚｼｽ横濱紅葉坂新築工事
2017/07 ㈱ｳﾗﾀ ㈱ｵｰﾑﾗ建築設計 ｶﾞｰﾗ平井新築工事
2017/07 ㈱宇佐美組 ㈱ｶｲ設計 墨田区業平4丁目計画
2017/07 ㈱加賀田組 ㈱ｽﾀｲﾚｯｸｽ 台東区蔵前二丁目計画
2017/07 ㈱笠谷工務店 ㈱石本建築事務所 芦屋公光町ﾋﾞﾙ新築工事
2017/07 ㈱岩永組 ㈱岩永組 一級建築士事務所 小林病院（病棟）建替工事

2017/07 ㈱協栄組
㈱ｵｰﾙｸﾘｴｰｼｮﾝ 一級建築士事務
所

鷺宮2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2017/07 ㈱協栄組 ㈱ｼﾞｰﾜｲ設計 墨田区向島三丁目計画新築工事
2017/07 ㈱鴻池組 ㈱鴻池組 一級建築士事務所 和洋女子大学看護学部校舎新築工事
2017/07 ㈱三浦工務店 ㈱浅井ｱｰｷﾃｸﾂ ㈱三浦工務店本社建替工事

2017/07 ㈱松下産業
ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ･ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ 一
級建築士事務所

平河町ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ壱番館新築工事

2017/07 ㈱森本組 ㈱長谷建築設計事務所 大田区中馬込2丁目計画
2017/07 ㈱川村工営 ㈱ﾌﾘｰｸｽ ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ池上
2017/07 ㈱鍜治田工務店 ㈱ｱｰﾙ・ｱｲ・ｴｰ 勝川駅前PJ新築工事
2017/07 ㈱鍜治田工務店 ㈱三輪設計 ﾌﾟﾚｻﾝｽﾛｼﾞｪ東片端（33）
2017/07 ㈱鍜治田工務店 ㈱小林義博建築都市設計事務所 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ銀座3丁目新築工事

2017/07 岩田地崎建設㈱
岩田地崎建設㈱ 一級建築士事務
所

渋谷区恵比寿3丁目計画

2017/07 埼玉建興㈱ 埼玉建興㈱ 一級建築士事務所 川口市金山町ﾏﾝｼｮﾝ計画
2017/07 鹿島建設㈱ ㈱東畑建築事務所 帯広第2地方合同庁舎16新営建築
2017/07 小柳建設㈱ ㈱いしばし設計 ｸﾘｵ横濱浅間町新築工事
2017/07 新日本建設㈱ ㈱ｸﾚｵ ｾｲｶﾞｽﾃｰｼﾞ分倍河原Ⅲ新築工事
2017/07 清水建設㈱ ㈱大建設計 独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院新外来・新病棟等新築整備工
2017/07 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 日枝神社星が岡会館建替計画
2017/07 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 笹谷商店釧之助本店店舗及びﾚｽﾄﾗﾝ新築工事

2017/07 川口土木建築工業㈱
川口土木建築工業㈱ 一級建築士
事務所

立川市錦町1丁目計画

2017/07 前田建設工業㈱
前田建設工業㈱ 一級建築士事務
所

九段北4丁目計画

2017/07 大旺新洋㈱ ㈱ｴﾙ設計事務所 ｸﾚｲｼｱ目黒碑文谷新築工事
2017/07 大旺新洋㈱ ㈱ｼﾃｨ ｶﾞｰﾗ練馬Ⅲ新築工事
2017/07 大成建設㈱ 大成建設㈱ 一級建築士事務所 虎ノ門2-10計画

2017/07
竹中工務店・田中組共
同企業体

㈱石本建築事務所
独立行政法人 国立病院機構 北海道がんｾﾝﾀｰ全面建替整備工事（建
築）

2017/07 鉄建建設㈱ 鉄建建設㈱ 一級建築士事務所 北加瀬社宅跡地開発計画A敷地
2017/07 東亜建設工業㈱ ㈱三菱地所設計 千代田区五番町計画新築工事
2017/07 東急・大林JV ㈱東急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 渋谷代官山RﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄB棟新築工事

2017/07 日本国土開発㈱
日本国土開発㈱ 一級建築士事務
所

目黒区平町1丁目計画

2017/07 樋下建設㈱
盛岡広域振興局土木部建築住宅
室住宅課

県営備後第一ｱﾊﾟｰﾄ（8号棟）建設工事

2017/07 不動開発㈱ ㈱ｴﾄﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ 望星病院新築計画
2017/07 片岡工業㈱ ｸﾎﾞﾀ環境ｻｰﾋﾞｽ㈱ 長生郡市広域市町村圏組合 汚泥再生処理ｾﾝﾀｰ建設工事
2017/07 髙元建設㈱ ㈲ｴﾑｴｽﾃﾞｻﾞｲﾝ 墨田3丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2017/06 ｼﾞｪｸﾄ㈱ ｼﾞｪｸﾄ㈱ 一級建築士事務所 高津Ⅰﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2017/06 井口建設㈱ ㈲山田安司建築工房 新代田ﾊｳｽB棟新築工事
2017/06 ㈱ｳﾗﾀ ㈱ｶﾞｲ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 東四つ木3丁目計画新築工事
2017/06 ㈱ﾕｰﾃﾞｨｹｰ ㈱奥野設計 永寿荘特別養護老人ﾎｰﾑ新築工事
2017/06 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱朝倉崇夫都市建築設計事務所 ｶﾞｰﾗ関内翁町新築工事
2017/06 ㈱安藤・間 ㈱安藤・間 一級建築士事務所 日吉寮新築工事
2017/06 ㈱奥村組 ㈱奥村組 一級建築士事務所 愛知美容会館新築工事
2017/06 ㈱河津建設 ㈱綜企画設計 東京消防署大森消防署山谷出張所庁舎新築工事
2017/06 ㈱笠谷工務店 ㈱IAO竹田設計 芦屋業平ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ
2017/06 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 一級建築士事務所 横浜市戸塚区上倉田町計画
2017/06 ㈱三ノ輪建設 ㈱三ノ輪建設 一級建築士事務所 上鶴間本町ｸﾘﾆｯｸﾓｰﾙ新築工事
2017/06 ㈱小川建設 ㈱ｽﾍﾟｰｽ･ｺﾑ ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ新宿内藤町新築工事
2017/06 ㈱松尾工務店 ㈱松尾工務店 一級建築士事務所 東品川4丁目計画新築工事
2017/06 ㈱大勝 ㈱日本ｴｰｺﾝ 大田区南六郷2丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2017/06 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 福島白河第一ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰE棟
2017/06 ㈱田中工務店 ㈱飛鳥設計 N-stage musashiurawa新築工事
2017/06 ㈱島村工業 ㈱総合計画 特別養護老人ﾎｰﾑひだまりの郷新築工事
2017/06 ㈱冨士工 ㈱ｴﾌ･ｱｲ･ｵｳ ｱｿｼｴｲﾂ 世田谷区玉堤2丁目PJ
2017/06 ㈱錢高組 ㈱錢高組 一級建築士事務所 明治埼玉工場新製造棟建設工事
2017/06 関東・光正建設共同企 ㈱奥野設計 特別養護老人ﾎｰﾑ新緑の郷新築工事
2017/06 丸運建設㈱ ㈱ｴﾌ･ｱｲ･ｵｳ ｱｿｼｴｲﾂ ｴﾇｽﾃｰｼﾞ中野新橋新築工事
2017/06 丸彦渡辺建設㈱ ㈱設計工房ﾃﾞｻﾞｲﾝｼｽﾃﾑ ｳﾞｪﾚｰﾅ西横浜ﾊﾟｰｸﾌﾛﾝﾄ新築工事
2017/06 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 鷺沼三丁目ﾏﾝｼｮﾝ計画
2017/06 戸田建設㈱ 戸田建設㈱ 一級建築士事務所 広栄化学工業㈱嵯峨寮新築工事
2017/06 埼玉建興㈱ ㈱設計工房ｲｰ･ﾃﾞｨｰ 町田市原町田5丁目計画新築工事

2017/06 三井住友建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

戸塚駅西口計画新築工事

2017/06 鹿島建設㈱ ㈱東畑建築事務所 ﾀﾞｲﾅｯｸｽ苫小牧工場拡張計画【1期工事】
2017/06 鹿島建設㈱ ㈱内藤廣建築設計事務所 虎屋赤坂店建替計画
2017/06 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 順天堂大学ｷｬﾝﾊﾟｽ･ﾎｽﾋﾟﾀﾙ再編事業新研究棟建設計画
2017/06 若築建設㈱ ㈱慎設計事務所 防大（27）理工学館A棟新設等建築追加工事
2017/06 初雁興業㈱ ㈱NC設計 介護老人保健施設はつかり
2017/06 新日本建設㈱ ㈱三輪設計 ｸﾞﾗﾃﾞｨｽ東川口新築工事
2017/06 西松建設㈱ ㈱久米設計 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾚｲｼｱ芝浦新築
2017/06 川口土木建築工業㈱ ㈱坂入産業 一級建築士事務所 GREEN PARK東日本橋

2017/06 川口土木建築工業㈱
川口土木建築工業㈱ 一級建築士
事務所

立川市錦町四丁目計画

2017/06 前田建設工業㈱ ㈱三橋設計 ﾍﾞｯｾﾙｲﾝ名古屋錦3丁目新築工事
2017/06 多田建設㈱ ㈱吉田正志建築設計室 糀谷PJ新築工事
2017/06 大旺新洋㈱ ㈱ｴｰﾌｫｰ･ﾗﾎﾞ ﾙｰﾌﾞﾙ東十条新築工事

2017/06 大成建設㈱ ㈱ｱｰﾙ・ｱｲ・ｴｰ
田町駅前東口地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物新築
工事（商店街棟）

2017/06 大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 一級建築士事務所 駒澤大学計画新築工事
2017/06 鉄建建設㈱ 鉄建建設㈱ 一級建築士事務所 北加瀬社宅跡地開発計画B敷地
2017/06 渡邊建設㈱ ㈱矢板建築設計研究所 白金第4僧房新築工事
2017/06 東急建設㈱ ㈱東急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 東京都市大学C1棟新築工事
2017/06 東光建設㈱ ㈱INA新建築研究所 上北沢地域密着型特別養護老人ﾎｰﾑ
2017/06 徳倉建設㈱ ㈱ﾗﾝﾄﾞﾃｯｸ 武蔵小杉小田切ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2017/06 鈴与建設㈱ ㈱ｱﾄﾗｽ設計 江東区毛利1丁目計画新築工事

2017/06 鈴与三和建物㈱
鈴与三和建物㈱ 一級建築士事務
所

平井5丁目稲川・佐藤ﾏﾝｼｮﾝ

2017/05 ｻﾝﾕｰ建設㈱ ㈱櫻井康裕建築都市設計事務所 足立区千住4丁目ﾎﾃﾙ計画新築工事
2017/05 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈱ﾌﾞﾚｲﾝ･ﾄﾗｽﾄ 川崎市幸区戸手4丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事

2017/05
ﾌｼﾞﾀ・松元・前田・村上 
特定建設工事企業体

内藤・重信設計 共同企業体 奄美市本庁舎（建築主体）建築工事

2017/05 ﾗｲﾄ工業㈱ ㈱ｽﾀｲﾚｯｸｽ 新宿区東五軒町計画新築工事
2017/05 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱ｽﾋﾟﾘｯﾂ･ｵﾌｨｽ 新浦安ﾎﾃﾙ計画新築工事

2017/05 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設
㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 一級建築士事務
所

ﾘｰﾌｨｱﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ東林間ﾏﾝｼｮﾝ計画

2017/05 ㈱松村組 ㈱ｳｨｯｼｭﾜｰｸ設計事務所 ﾊﾟｰｸﾅｰﾄﾞ三田4丁目新築工事

2017/05 ㈱松尾工務店
㈱嘉環境設計・㈱松尾工務店 一
級建築士事務所

ｸﾞﾗﾝｽｲｰﾄ横濱翠の丘新築工事

2017/05 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱ｱｰｷﾌｫﾙﾑ 中野区野方1丁目計画
2017/05 ㈱田名部組 ㈲ﾉｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 南六郷2丁目計画新築工事
2017/05 ㈱淺沼組 ㈱淺沼組 一級建築士事務所 文京区湯島3丁目計画
2017/05 ㈱錢高組 野村不動産㈱ 一級建築士事務所 PMO東新橋新築工事
2017/05 五洋建設㈱ ㈲ﾃｸﾉﾌｫﾙﾑ 新山下商業施設新築工事
2017/05 坂田建設㈱ 坂田建設㈱ 一級建築士事務所 大尚草加市瀬崎2丁目計画新築工事

2017/05 三井住友建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

八王子計画 店舗棟

2017/05 三和建設㈱ 三和建設㈱ 一級建築士事務所 SI東灘区森南町Ⅱ新築工事
2017/05 山田建設㈱ 山田建設㈱ 一級建築士事務所 ﾐｵｶｽﾃｰﾛ成増Ⅱ新築工事
2017/05 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 ﾎﾃﾙﾓﾝﾄﾚ梅田新築工事
2017/05 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 横浜市中区北仲通5丁目計画
2017/05 松井建設㈱ ㈱INA新建築研究所 特別養護老人ﾎｰﾑ船橋希望丘ﾎｰﾑ新築工事
2017/05 上條建設㈱ ㈱飛鳥設計 亀沢保育園等複合施設改築工事
2017/05 神稲建設㈱ ㈱奥野設計 特別養護老人ﾎｰﾑあかり新築工事
2017/05 神興建設㈱ yAt構造設計事務所合同会社 河田町集合住宅新築工事
2017/05 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 HAKﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2017/05 多田建設㈱ ㈱楠木設計 特別養護老人ﾎｰﾑ貫井の杜新築工事
2017/05 多田建設㈱ ㈱日企設計 N-STAGE西所沢新築工事
2017/05 大成建設㈱ ㈱谷口建築設計事務所 大倉集古館改修・増築工事

2017/05 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

渋谷区代々木5丁目計画新築工事

2017/05 淡路土建㈱ ㈱宮建築設計 明石支店神明ﾊｲﾂ新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
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2017/05 東亜建設工業㈱ ㈱東畑建築事務所 仙台泉共同住宅新築工事
2017/05 東急建設㈱ ㈱ｱﾄﾘｴｼｰﾌﾟ設計事務所 千代田区神田須田町一丁目計画新築工事
2017/04 ㈱ｳﾗﾀ ㈱ﾌｨｰﾙﾄﾞ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｱｰｷﾃｸﾂ ｶﾞｰﾗ清澄白河新築工事
2017/04 ㈱ﾋﾞｰﾃｯｸ ｵﾘｴﾝﾄ設計㈱ 藤崎3丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2017/04 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ
㈱ｵｰﾙｸﾘｴｰｼｮﾝ 一級建築士事務
所

向丘2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2017/04 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 一級建築士事務所 ｻﾞ･ﾊﾟｰｸﾊｳｽ金沢城公園新築工事
2017/04 ㈱合田工務店 ㈱ｱﾊﾞﾝﾄ ﾊﾟﾃｨｰﾅ川崎大師新築工事
2017/04 ㈱松村組 ㈱ﾃﾞｨｽｸ 反町1丁目計画新築工事
2017/04 ㈱早野組 ㈲尾崎建築設計 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ若宮町新築工事
2017/04 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 東京医科大学新大学病院新築工事
2017/04 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱都市環境設計事務所 ﾙﾈｻﾝｽｺｰﾄ鷺ノ宮
2017/04 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 洗足学園音楽大学新校舎（ｽﾀｼﾞｵ棟）新築工事
2017/04 ㈱中越興業 ㈲ｴﾊﾞｰｵﾝﾜｰﾄﾞ設計 ﾙｰﾌﾞﾙ武蔵中原弐番館新築工事
2017/04 ㈱冨士工 ㈱IAO竹田設計 世田谷区下馬1丁目計画
2017/04 ㈱末長組 ㈱ﾃﾞｨｰｼｰﾋﾞｰ ﾊﾞｰｽｼﾃｨ溝の口ｺﾘﾝｽﾞ新築工事
2017/04 ㈱鍜治田工務店 ㈱橘建築設計事務所 武蔵浦和白幡公園前新築工事
2017/04 丸彦渡辺建設㈱ ㈲湯本建築事務所 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ南久が原2丁目新築工事
2017/04 岩田地崎建設㈱ ㈱ﾙﾅ都市設計 ﾌﾟﾚｰﾙ･ﾄﾞｩｰｸ梅島新築工事
2017/04 坂田建設㈱ ㈱長谷川建築企画 ﾒｲﾝｽﾃｰｼﾞ両国駅前Ⅱ新築工事
2017/04 埼玉建興㈱ ㈱ｶﾄｳ建築事務所 上青木公民館・上青木西保育所改築工事
2017/04 埼玉建興㈱ ㈱千都建築設計事務所 ﾚｰﾍﾞﾝ守谷ひがし野新築工事

2017/04 三井住友建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

中央区晴海三丁目C2棟計画

2017/04
三浦・内山建設共同企
業体

東京都西部住宅建設事務所建設
課

都営住宅27H-106西及び27M-103西（府中市住吉町二丁目）工事

2017/04 山田建設㈱ ㈱ｲｸｽ･ｱｰｸ都市設計 ﾚｰﾍﾞﾝ蕨中央新築工事
2017/04 大旺新洋㈱ ㈱ｼﾃｨ ｶﾞｰﾗ練馬Ⅱ計画新築工事
2017/04 大成建設㈱ ㈱共同建築設計事務所 浜寺病院増改築工事（Ⅱ期）
2017/04 第一建設工業㈱ ㈱三輪設計 杉並区松庵2丁目計画新築工事
2017/04 鉄建建設㈱ 鉄建建設㈱ 一級建築士事務所 北加瀬社宅跡地開発計画（D敷地）高齢者福祉施設
2017/04 東急建設㈱ ㈱ｱｰﾙ・ｱｲ・ｴｰ 帝京大学八王子ｷｬﾝﾊﾟｽ新築工事
2017/04 東京美装興業㈱ ㈱ﾃｨｰ設計工房 浦和区仲町3丁目計画新築工事
2017/04 南海辰村建設㈱ ㈱ﾃｨｰ設計工房 ｶﾞｰﾗ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ南馬込新築工事
2017/04 日本建設㈱ 吉村建築設計研究室 赤尾東京本社ﾋﾞﾙ新築工事
2017/04 鈴与建設㈱ ㈱秀ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 墨田区太平3丁目計画

2017/04 鈴与三和建物㈱
鈴与三和建物㈱ 一級建築士事務
所

西五反田二丁目海老沢ﾋﾞﾙ計画

2017/03 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ｴﾇ･ｴｰ･ｴﾌ ｱｰｷﾃｸﾂ 東上野1丁目計画新築工事
2017/03 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ｴﾇ･ｴｰ･ｴﾌ ｱｰｷﾃｸﾂ 矢口3丁目計画新築工事
2017/03 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱朝倉崇夫都市建築設計事務所 ｶﾞｰﾗ新丸子Ⅱ新築工事
2017/03 ㈱ﾚｼﾞﾃｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾝ企画 四つ木2丁目計画新築工事
2017/03 ㈱川村工営 ㈱川村工営 一級建築士事務所 世田谷4丁目新築工事
2017/03 ㈱大勝 ㈱いしばし設計 ｸﾘｵ横濱桜木町新築工事
2017/03 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱畠山建築設計事務所 ﾊﾟﾃｨｰﾅ南麻布新築工事

2017/03 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 一級建築士
事務所

八潮市大瀬4丁目計画新築工事

2017/03 ㈱島村工業 ㈱島村工業 一級建築士事務所 和光ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院新築工事
2017/03 ㈱冨士工 ㈱ｱｱﾙ建築計画 江戸川区船堀4丁目計画新築工事
2017/03 ㈱門倉組 ㈱ｲｸｽ･ｱｰｸ都市設計 横浜市金沢区洲崎町計画
2017/03 ㈱淺沼組 ㈱淺沼組 一級建築士事務所 ﾌﾟﾚﾐｽﾄ西船橋新築工事
2017/03 ㈱鍜治田工務店 ㈱IAO竹田設計 藤が丘ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2017/03 ㈱鍜治田工務店 ㈱礎 右京区太秦安井松本町PJ
2017/03 ㈱鍜治田工務店 ㈱対木 昭和区広見町4丁目Ⅱ計画新築工事
2017/03 共立建設㈱ ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ﾘｰｸﾞ ｺﾝｼｪﾘｱ学芸大学新築工事
2017/03 協栄・白井・高野建設JV ㈱あい設計 世田谷区立下北沢小学校新築工事
2017/03 公成建設㈱ 合同会社TSUBAKI DESIGN 京都河原町三条ﾎﾃﾙ新築工事
2017/03 佐藤工業㈱ ㈱ﾒﾀｽﾄﾗｸﾁｭｱ ふじおか幼稚園新築工事
2017/03 埼玉建興㈱ ㈱ｵｰﾑﾗ建築設計 ｶﾞｰﾗ川口青木新築工事
2017/03 三井住友建設㈱ 郵船不動産㈱ 一級建築士事務所 武蔵小杉共同住宅建替え工事
2017/03 山田建設㈱ ㈱DAN総合設計 ﾚｰﾍﾞﾝ八王子寺町新築工事
2017/03 若築建設㈱ ㈱現代綜合設計 豊島区駒込6丁目共同住宅新築工事
2017/03 住協建設㈱ ㈱ｼﾃｨ 市谷仲之町計画新築工事

2017/03
新日本・増建設共同企
業体

東京都東部住宅建設事務所建設
課

都営住宅26CH-118東（江東区大島五丁目・江東区施設）工事

2017/03 神野建設㈱ ㈱ｵﾌｨｽ鈴木 広小路2丁目ﾋﾞﾙ新築工事
2017/03 西松建設㈱ ㈱久米設計 渋谷区宇田川町計画
2017/03 村中建設㈱ 村中建設㈱ 一級建築士事務所 世田谷区三宿1丁目計画新築工事

2017/03 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

ｴﾙﾌﾟﾚｲｽ西五反田新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2017/03 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

渋谷区神宮前5丁目計画

2017/03 東亜建設工業㈱ ㈱設計工房ｲｰ･ﾃﾞｨｰ 文京区本駒込5丁目計画

2017/03 東亜建設工業㈱
東亜建設工業㈱ 一級建築士事務
所

渋谷区幡ヶ谷3丁目計画新築工事

2017/03 南海辰村建設㈱ 浅井謙建築研究所㈱ 立川市曙町3丁目計画新築工事
2017/03 日本建設㈱ 積水ﾊｳｽ㈱ 一級建築士事務所 中央区勝どき2丁目計画新築工事
2017/03 馬淵建設㈱ ㈱ｵｰﾑﾗ建築設計 ｶﾞｰﾗ綱島Ⅱ新築工事
2017/03 風越建設㈱ ｾﾞﾆｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ㈱ 元麻布計画新築工事

2017/02 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱
ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 一級建築士
事務所・㈱T設計工房

大宮西部特定土地区画整理事業計画172街区1画地

2017/02 ㈱ｳﾗﾀ ㈱ｸﾚｵ 大宮ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2017/02 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 一級建築士事務所 新宿三栄町計画
2017/02 ㈱上滝 ㈱光和設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ小田原本町新築工事
2017/02 ㈱石井組 ㈱ｱｰﾊﾞﾝﾗｲﾌ建築事務所 ﾚｰﾍﾞﾝ富士青島町新築工事
2017/02 ㈱川村工営 ㈱佐藤清建築設計事務所 大塚三丁目計画
2017/02 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 ｱﾏﾀﾞ歴史記念館
2017/02 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 光塩女子学院1号館Ⅱ期
2017/02 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 飯田橋複合施設計画
2017/02 吉田建設㈱ ㈱ﾏｰｳﾞｧﾗｽ 一級建築士事務所 品川区大井41133ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2017/02 共立建設㈱ ㈱ｲﾝｳﾞｧﾗﾝｽ 一級建築士事務所 ｸﾚｳﾞｨｽﾀ池袋ｳｴｽﾄ新築工事
2017/02 戸田・ｱｲｻﾜ建設共同企 ㈱日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ ｺｰｼｬﾊｲﾑ向原（第3期）建築及びその他工事
2017/02 戸田・溝江建設共同企 ㈱内藤建築事務所 熊本再春荘病院外来治療棟等更新築整備工事
2017/02 佐田・中尾建設共同企 ㈱教育施設研究所 都立板橋高等学校（28）改築工事

2017/02 三井住友建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

東五反田2丁目ﾎﾃﾙ計画

2017/02 三和建設㈱ 三和建設㈱ 一級建築士事務所 SI野里1丁目新築工事

2017/02
鹿島・清水・佐藤工業特
定業務代行共同企業体

鹿島・清水・佐藤工業特定業務代
行共同企業体

日本橋室町三丁目地区第一種市街地再開発事業A地区新築計画

2017/02 鹿島建設㈱ ㈱日本設計 武蔵小山ﾊﾟﾙﾑ駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物
2017/02 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 ひめゆり総業㈱平太郎処分場第3期増設工事
2017/02 松井建設㈱ ㈱協立建築設計事務所 髙瀨物産本社ﾋﾞﾙ新築工事
2017/02 松尾建設㈱ 松尾建設㈱ 一級建築士事務所 谷中3丁目計画新築工事
2017/02 清水建設㈱ ㈱三菱地所設計 東京海上日動石神井体育館建替計画

2017/02 川口土木建築工業㈱
川口土木建築工業㈱ 一級建築士
事務所

小金井市緑町五丁目計画

2017/02 村中建設㈱ 村中建設㈱ 一級建築士事務所 中央区日本橋堀留一丁目計画
2017/02 大旺新洋㈱ ㈱ｱｸｼｽ 一級建築士事務所 ﾛｱｰﾙ鵜の木新築工事
2017/02 大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 一級建築士事務所 中央区日本橋箱崎町8番計画

2017/02 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

亀島1丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2017/02 池田建設㈱ ㈱野生司環境設計 清澄白河ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2017/02 東亜建設工業㈱ ㈲恒企画 戸塚駅前計画新築工事
2017/02 東急建設㈱ ㈲近藤道男建築設計室 朋優学院高等学校新築工事
2017/02 日本建設㈱ 積水ﾊｳｽ㈱ 一級建築士事務所 ﾏｽﾄﾗｲﾌ神田錦町2丁目
2017/02 馬淵建設㈱ ㈱ｴﾙ設計事務所 ｶﾞｰﾗ川崎矢向新築工事
2017/02 飛島建設㈱ 飛島建設㈱ 一級建築士事務所 清澄1丁目ﾏﾝｼｮﾝ計画
2017/02 風越建設㈱ KRATER DESIGM 湯島共同住宅新築工事

2017/02
錢高・栄興特定建設共
同企業体

㈱錢高組 一級建築士事務所 知田地区新設特別支援学校校舎建築

2017/01 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾌｼﾞﾀ 一級建築士事務所 白山1丁目計画新築工事
2017/01 ㈱岡村工務店 岡村浩之建築事務所 岩松分団第5部（蔵座）消防詰所建設工事
2017/01 ㈱熊谷組 ㈱日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 大田区山王二丁目計画
2017/01 ㈱合田工務店 ㈱飯島建築設計事務所 台東区竜泉2丁目計画新築工事
2017/01 ㈱小川建設 ㈱ｱﾄﾗｽ設計 墨田区吾妻橋三丁目計画新築工事
2017/01 ㈱小川建設 ㈱現代綜合設計 文京区湯島2丁目計画新築工事
2017/01 ㈱小川建設 ㈱小野田建築設計事務所 若松河田ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2017/01 ㈱森本組 ㈱安宅設計 国立市東2丁目計画新築工事

2017/01 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 一級建築士
事務所

中央区日本橋大伝馬町13計画

2017/01 ㈱鍜治田工務店 ㈱安宅設計 横浜市西区伊勢町2丁目計画新築工事

2017/01 ㈱鍜治田工務店
㈱鍜治田工務店 一級建築士事務
所

世田谷区大原1丁目計画新築工事

2017/01 ㈱鍜治田工務店
㈱鍜治田工務店 一級建築士事務
所

ｱﾙﾊﾞｯｸｽ植田南新築工事

2017/01 京王建設㈱ ㈱石本建築事務所 府中市医師会館改築工事
2017/01 京王建設㈱ ㈱堀建築設計室 ﾙｰﾌﾞﾙ中村橋参番館新築工事
2017/01 京王建設㈱ 岩瀬ｱﾄﾘｴ建築設計事務所㈲ TT-FLAT新築工事
2017/01 工新建設㈱ 旭化成ﾎｰﾑｽﾞ㈱ 代官山田村ﾋﾞﾙ新築工事
2017/01 三井住友建設㈱ ㈱横河建築設計事務所 千葉工業大学新習志野校舎7号館新築工事
2017/01 西野建設㈱ ㈱光和設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ立石新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2017/01 川口土木建築工業㈱ ㈱ｱﾙｸ設計事務所 さいたま市浦和区岸町7丁目計画新築工事
2017/01 大豊建設㈱ ㈱東洋設計事務所 ﾚ･ｼﾞｪｲﾄﾞ大津打出浜新築工事

2017/01 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

ｻﾆｰﾗｲﾌ板橋新築工事

2017/01 第一建設工業㈱
第一建設工業㈱ 一級建築士事務
所

豊島区長崎3丁目計画新築工事

2017/01 東亜建設工業㈱ ㈱ｱｰｷﾌｫﾙﾑ 港区西麻布2丁目計画新築工事
2017/01 東亜建設工業㈱ ㈱設計工房ｲｰ･ﾃﾞｨｰ 特別養護老人ﾎｰﾑ鍵山苑
2017/01 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 東急ﾊﾞｽ下馬営業所建替工事
2017/01 風越建設㈱ ㈱ｱｱﾙ建築計画 ｳﾞｪﾚｰﾅ川口元郷新築工事

2017/01 明石土建工業㈱
明石土建工業㈱ 一級建築士事務
所

ﾃﾞｨｱｴｽﾀﾐｵ垂水海岸通新築工事

2017/01 木内建設㈱ 木内建設㈱ 一級建築士事務所 宮前区小台2丁目計画新築工事

2017/01
立石・薩摩建設共同企
業体

東京都西部住宅建設事務所建設
課

都営住宅26-H107西（世田谷区下馬二丁目）工事

2017/01 鈴与三和建物㈱
鈴与三和建物㈱ 一級建築士事務
所

南大井5丁目花井ﾋﾞﾙ計画新築工事

2016/12 奥村組土木興業㈱
奥村組土木興業㈱ 一級建築士事
務所

木川西3丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2016/12 ㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ ㈲環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究室 台東区浅草橋4丁目計画建設工事
2016/12 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱長谷建築設計事務所 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ南青山2丁目新築工事

2016/12 ㈱ﾊﾟﾜｰｽﾞｱﾝﾘﾐﾃｯﾄﾞ
㈱ﾊﾟﾜｰｽﾞｱﾝﾘﾐﾃｯﾄﾞ 一級建築士事
務所

東戸塚ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事

2016/12 ㈱玉川組 ㈱玉川組 一級建築士事務所 ｸﾘｱｺｰﾄ千歳建築工事
2016/12 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 一級建築士事務所 根本杏林堂新川口工場建設計画
2016/12 ㈱熊谷組 ㈲Jib建築設計工房 広島市中区舟入本町計画新築工事
2016/12 ㈱合田工務店 ㈱ｱｰｽﾃｨｰ 石原2丁目ﾏﾝｼｮﾝ計画
2016/12 ㈱佐藤秀 ㈱ｴｱ･ﾊｲﾂ建築設計事務所 本堂・庫裡・納骨堂「蔵前陵苑」建設工事
2016/12 ㈱川村工営 ㈱ｽﾀｲﾚｯｸｽ 甲府市中央1丁目地区優良建築新築工事
2016/12 ㈱大勝 ㈱ｸﾞﾗﾋﾞｽ設計 平塚市宮の前計画新築工事
2016/12 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ﾘｰｸﾞ 板橋1丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2016/12 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 JPﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ建替計画
2016/12 丸昴建設㈱ ㈱富永哲史建築設計室 奥沢5丁目Yﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2016/12 京王建設㈱ ㈱設計工房ﾌﾚｯｸｽ ﾙｰﾌﾞﾙ蒲田一丁目新築工事
2016/12 坂田建設㈱ ㈱ｸｵﾘﾃｨ ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ松が谷1丁目新築工事
2016/12 坂田建設㈱ ㈱朝倉崇夫都市建築設計事務所 上野ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2016/12 守屋八潮建設㈱ ㈱松下設計 文化ｾﾝﾀｰ楽屋増築工事
2016/12 大成建設㈱ 堺市建築都市局建築部 堺市民芸術文化ﾎｰﾙ建設工事
2016/12 池田建設㈱ ㈱叶設計 早稲田鶴巻町計画
2016/12 日本建設㈱ ㈱陽栄 台東区清川2丁目Sﾋﾞﾙ新築工事
2016/12 日本国土開発㈱ ㈱協立建築設計事務所 碑文谷3丁目新築工事
2016/12 尾崎・藤本・鈴木組JV ㈱ｳﾞｧｲｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 学校給食施設整備事業掛川給食ｾﾝﾀｰ建設工事
2016/12 木内建設㈱ 木内建設㈱ 一級建築士事務所 葛飾区亀有3丁目計画
2016/12 鈴与建設㈱ ㈱創建築設計事務所 江東区清澄2丁目計画
2016/11 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈱宮田建築事務所 千葉市中央区新千葉2丁目計画
2016/11 ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｸﾙｰ ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ平町1丁目新築工事
2016/11 ㈱依田工務店 ㈱依田工務店 一級建築士事務所 ﾛｼﾞｭﾏﾝ森Ⅳ新築工事
2016/11 ㈱協栄組 ㈱TAP ﾘｰﾗ初台Ⅱ新築工事
2016/11 ㈱山根工務店 ㈱ｱｰｷﾌｫﾙﾑ 神明町1丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2016/11 ㈱守谷商会 ㈱第一設計 須坂創成高校管理商業科棟ほか建築工事
2016/11 ㈱小川建設 ㈱SD建築企画研究所 ﾙｰﾌﾞﾙ白金三丁目新築工事
2016/11 ㈱上滝 ㈱日企設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ西千葉
2016/11 ㈱川村工営 ㈱設計工房ﾃﾞｻﾞｲﾝｼｽﾃﾑ 矢口3丁目PJ新築工事
2016/11 ㈱川村工営 共同ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ﾗｲｵﾝｽﾞ一之江計画新築工事
2016/11 ㈱村上工務店 ㈱大阪ﾋｶﾘ･ｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ﾜｺｰﾚ灘区八幡山2丁目新築工事

2016/11 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 一級建築士
事務所

江東区亀戸7丁目計画新築工事

2016/11 ㈱麦島建設 ㈱ｱｰｽﾃｨｰ 南千住3丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2016/11 共立建設㈱ ㈱IAO竹田設計 東区泉一丁目集合住宅建設工事
2016/11 坂田建設㈱ ㈱ﾙﾅ都市設計 ﾌﾟﾚｰﾙ･ﾄﾞｩｰｸ亀戸水神駅前新築工事
2016/11 山村ｾﾞﾈｺﾝ㈱ ㈱ｱﾄﾘｴ・ｱﾌﾟﾄ ｷﾝｸﾞﾊｳｽ巣鴨新築工事
2016/11 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 東山ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ新築工事
2016/11 小雀建設㈱ ㈱DAN総合設計 厚木中町1丁目店舗共同住宅
2016/11 清水建設㈱ ㈱坂倉建築研究所 みどりの学園建設工事
2016/11 西松建設㈱ ㈱梓設計 多可町新庁舎建設工事
2016/11 大旺新洋㈱ ㈱畠山建築設計事務所 ﾊﾟﾃｨｰﾅ世田谷砧新築工事
2016/11 大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 一級建築士事務所 ｼﾃｨﾊｳｽ四谷津の守坂新築工事
2016/11 大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 一級建築士事務所 新宿区新宿6丁目計画

2016/11
中野・岸本特定建設工
事共同企業体

㈱石橋建築事務所
平成28・29年度電源立地地域対策交付金事業福祉施設建設（建築主
体）工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2016/11
田中・丸竹竹田特定共
同企業体

㈱北海道日建設計 中の島小学校改築工事（主体工事）

2016/11 奈良建設㈱ ㈱ﾊﾏ建築設計 台東区浅草橋5丁目新築工事
2016/11 南海辰村建設㈱ ㈱IAO竹田設計 文京区湯島二丁目計画新築工事
2016/11 不二建設㈱ ㈱INA新建築研究所 江東区扇橋2丁目計画
2016/11 北野建設㈱ ㈱藤吉秀樹建築計画事務所 南青山の家白銀邸新築工事
2016/10 ﾕｰﾋﾞｰｴﾑ㈱ ㈱飛鳥設計 浅草6丁目賃貸ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2016/10 伊藤組土建㈱ Structured Environment㈱ Niseko Escarpment Villa新築工事

2016/10 伊藤組土建㈱
㈱織本構造設計・㈱北海道日建設
計

北5西8計画

2016/10 奥井・創真建設共同企 ㈱ｼｨｰ･ﾃﾞｨ･ｼｨｰ ｺｰｼｬﾊｲﾑ千歳船橋（C棟）建築及びその他工事
2016/10 ㈱玉川組 ㈱建築工房 特別養護老人ﾎｰﾑさっぽろこもれびの家新築工事
2016/10 ㈱熊谷組 ㈱大建設計 ﾕﾆｿﾞｲﾝ金沢新築工事
2016/10 ㈱合田工務店 ㈱ﾆｼﾔﾏ建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ 田園調布南ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2016/10 ㈱三木組 ㈱富士建築設計事務所 東日本橋三丁目計画
2016/10 ㈱山根工務店 ㈱山根工務店 一級建築士事務所 神奈川区斎藤分町計画
2016/10 ㈱西山工務店 ㈱三上建築事務所 常磐大学新体育館建設工事
2016/10 ㈱大勝 ㈱佐藤清建築設計事務所 ｸﾘｵ横浜高島町Ⅱ新築工事
2016/10 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 新京成線新鎌ヶ谷駅建築工事
2016/10 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱ｼﾃｨ 横川5丁目PJ新築工事
2016/10 ㈱竹中工務店 ㈱山下設計 成田記念陽子線ｾﾝﾀｰ新築工事
2016/10 ㈱田中建設 ㈱現代綜合設計 ｲﾝﾌﾟﾚｽﾄ文京東大前共同住宅新築工事
2016/10 ㈱渡辺組 ㈱阿波設計事務所 相模原ｷｬﾝﾊﾟｽ宇宙探査実験棟新築工事
2016/10 松井建設㈱ 松井建設㈱ 一級建築士事務所 ﾘﾋﾞｵ中野坂上ﾊﾟｰｸﾌﾛﾝﾄ
2016/10 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 浦和明の星女子中学・高等学校D棟新築工事

2016/10 青木あすなろ建設㈱
青木あすなろ建設㈱ 一級建築士
事務所

ｱﾋﾞｽﾀ西国分寺計画新築工事

2016/10 川口土木建築工業㈱
川口土木建築工業㈱ 一級建築士
事務所

さいたま市浦和区常盤9丁目新築工事

2016/10 多田建設㈱ ㈱渋谷建築設計室 ﾚｰﾍﾞﾝ仙台小田原新築工事
2016/10 大末建設㈱ ㈱ｴﾝﾄﾞｳ･ｱｿｼｴｲﾂ ｸﾞﾚｲﾌﾟｽ千歳台6丁目新築工事
2016/10 大和ﾊｳｽ工業㈱ ㈱伊藤喜三郎建築研究所 星陵あすか病院新築工事
2016/10 第一建設工業㈱ ㈱KAI都市建築研究所 文京区本郷7丁目計画新築工事
2016/10 北野建設㈱ ㈲武蔵野設計工房 IMC日比谷ﾋﾞﾙ新築工事
2016/10 ㈲谷中工業 ㈱あさひ設計工房 谷中邸新築工事
2016/09 ｽﾀｰﾂCAM㈱ ㈱ｽﾀｰﾂ総合研究所 ﾎﾃﾙｴﾐｵﾝ東京ﾍﾞｲ・新館新築工事
2016/09 ㈱ｳﾗﾀ ㈱ﾋﾞｯｸﾞﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 墨田区亀沢3丁目計画新築工事
2016/09 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱半田建築研究所 ｸﾚｱﾎｰﾑｽﾞ一番町新築工事

2016/09 ㈱ﾌﾙｷｽﾍﾟｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝ
㈱ﾌﾙｷｽﾍﾟｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝ 一級建築士
事務所

新宿1丁目ﾋﾞﾙ新築工事

2016/09 ㈱安藤・間 ㈱入江三宅設計事務所 箱根芦ノ湖計画新築工事
2016/09 ㈱鴻池組 ㈱鴻池組 一級建築士事務所 柏の葉154街区計画
2016/09 ㈱三ノ輪建設 ㈱大宇根建築設計事務所 高圧ｶﾞｽ保安協会総合研究所改築工事
2016/09 ㈱森本組 ㈱森本組 一級建築士事務所 中央区東日本橋二丁目計画
2016/09 ㈱川村工営 ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝの森 相鉄ﾌﾚｯｻｲﾝ湯島上野広小路新築工事
2016/09 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ㈱つくば第二工場
2016/09 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 理研計器㈱本社新築工事
2016/09 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱ｲｸｽ･ｱｰｸ都市設計 墨田区両国2丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2016/09 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 千葉日本大学第一中学・高等学校校舎改築工事
2016/09 ㈱藤木工務店 矢崎設計㈱ ｶﾞｰﾗ高輪Ⅱ新築工事
2016/09 ㈱冨士工 ㈲庵都市建築設計事務所 世田谷区代沢5丁目計画新築工事
2016/09 ㈱錢高組 ㈱石本建築事務所 栃木明治牛乳㈱新製造棟建設工事
2016/09 岩田地崎建設㈱ ㈱T＆N北海道設計事務所 札幌田中病院新築工事
2016/09 埼玉建興㈱ ﾊﾟﾙｼｯﾌﾟ㈱ ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ川口新築工事

2016/09 三井住友建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

神奈川区白幡向町計画新築工事

2016/09 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 山櫻大塚支店建替工事
2016/09 鹿島建設㈱ 日本郵政㈱ 一級建築士事務所 神奈川県西部郵便処理施設新築工事
2016/09 新日本建設㈱ ㈱宮田建築事務所 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ綾瀬3丁目
2016/09 西野建設㈱ ㈱光和設計 町田市鶴間計画
2016/09 田辺建設㈱ ㈱光和設計 碑文谷4丁目ﾋﾞﾙ

2016/09
東亜・埼和特定建設工
事共同企業体

㈱伊東豊雄建築設計事務所 川口市火葬施設建設工事

2016/09 風越建設㈱ ㈱JWA建築・都市設計 美しが丘2丁目PJ新築工事
2016/08 ｼﾞｪｸﾄ㈱ SATOSHI HIRANO PLANNING 下新城I-Project
2016/08 ㈱ｲﾁｹﾝ ㈱東洋設計事務所 大宮通綾小路綾大宮町計画
2016/08 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾗｶﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ研究所 KS代官山建替計画新築工事
2016/08 ㈱加賀田組 ㈱内藤建築事務所 東京消防庁町田消防庁舎（27）新築工事
2016/08 ㈱三木組 ㈱OAC設計 ﾌﾟﾚｼｽ小石川3丁目新築工事
2016/08 ㈱松下産業 ㈱大和地所 西馬込2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2016/08 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ新石巻工場建設工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2016/08 ㈱淺沼組 ㈱淺沼組 一級建築士事務所 Brillia戸塚新築工事
2016/08 ㈱錢高組 ㈱錢高組 一級建築士事務所 千代田区三番町計画
2016/08 ㈱錢高組 東ﾚ建設㈱ 一級建築士事務所 ひばりヶ丘共同住宅新築工事
2016/08 共立建設㈱ ㈱ｼﾞｰ･ﾜｲ設計 青葉台ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2016/08 五洋建設㈱ 五洋建設㈱ 一級建築士事務所 大森海岸計画
2016/08 光進総建㈱ 光進総建㈱ 一級建築士事務所 平成27年度天王洲水門（改良）耐震補強工事
2016/08 三井住友建設㈱ ㈱IAO竹田設計 茅ヶ崎市赤松町計画
2016/08 松井建設㈱ 松井建設㈱ 一級建築士事務所 日本橋浜町2丁目46番計画

2016/08 前田建設工業㈱
前田建設工業㈱ 一級建築士事務
所

京王ﾌﾟﾚｯｿｲﾝ浜松町

2016/08 名工建設㈱ ㈱SHOW建築設計事務所 台東区北上野2丁目計画新築工事
2016/08 木内建設㈱ 木内建設㈱ 一級建築士事務所 さいたま市大宮区桜木町1丁目計画新築工事

2016/08 野村建設工業㈱
野村建設工業㈱ 一級建築士事務
所

豊島区南長崎二丁目計画

2016/08
立花・増島・春日建設共
同企業体

練馬区総務部施設管理課 練馬区立石神井東中学校屋内運動場及びﾌﾟｰﾙ改築等工事

2016/07 ｱｽﾐｵ㈱ ㈱JIN建築設計 ｱｸﾀｽ春吉1丁目新築工事

2016/07 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱
ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 一級建築士
事務所・㈱宮田建築事務所

柏市柏二丁目新築工事

2016/07
ﾌｼﾞﾀ・日本・共立・岡建建
設共同企業体

東京都財務局建築保全部施設整
備第二課

都立南花畑学園特別支援学校（27）改築工事

2016/07 株木建設㈱ ㈱日立建設事務所 高萩市本庁舎再建（災害復興）工事
2016/07 ㈱ﾉﾊﾞｯｸ ㈱宮田建築事務所 葛飾区細田3丁目新築工事
2016/07 ㈱奥村組 日揮㈱ 富士ﾌｨﾙﾑﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙｽﾞ㈱P8設備ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2016/07 ㈱熊谷組 ㈱安宅設計 ｻﾞ･ﾊﾟｰｸﾊｳｽ山吹神楽坂新築工事
2016/07 ㈱上滝 ㈱光和設計 ﾌﾟﾚｼｽ調布ヶ丘新築工事
2016/07 ㈱大林組 ㈱三菱地所設計 藤女子大学北16条ｷｬﾝﾊﾟｽ校舎棟耐震改築計画
2016/07 ㈱大林組 ㈱創建設計 あすと長町中央公園新築工事
2016/07 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 石福金属興業草加工場西側ｴﾘｱ再構築（Ⅱ期）
2016/07 京王建設㈱ ㈱ｱｸｼｽ 一級建築士事務所 ﾙｰﾌﾞﾙ立花三丁目新築工事
2016/07 埼玉建興㈱ ㈱光建築設計事務所 東川口戸塚2丁目計画新築工事

2016/07 三井住友建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

八丁堀ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

2016/07 山田建設㈱ 山田建設㈱ 一級建築士事務所 ﾐｵｶｽﾃｰﾛ府中町新築工事
2016/07 住協建設㈱ ㈱ｲｸｽ･ｱｰｸ都市設計 豊洲1丁目計画新築工事
2016/07 清水建設㈱ ㈱照井康穂建築設計事務所 東京こども専門学校3号館新築工事

2016/07 青木あすなろ建設㈱
青木あすなろ建設㈱ 一級建築士
事務所

ｱﾋﾞﾀﾞｽたまﾌﾟﾗｰｻﾞ計画

2016/07 村本建設㈱ ﾊﾟﾙ設計㈱ つくば開成高等学校柏学習ｾﾝﾀｰ新築工事
2016/07 大旺新洋㈱ ㈱ｼﾞｰ･ﾜｲ設計 ｶﾞｰﾗ新丸子計画
2016/07 大成建設㈱ ㈱INA新建築研究所 白井市庁舎整備工事

2016/07 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

殿町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事

2016/07 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

亀戸7丁目計画新築工事

2016/07 鉄建建設㈱ 鉄建建設㈱ 一級建築士事務所 目黒区碑文谷有料老人ﾎｰﾑ計画新築工事
2016/07 東洋建設㈱ ㈱設計工房ｲｰ･ﾃﾞｨｰ ｻﾞ･ﾊﾟｰｸﾊｳｽ杉並高井戸ﾌﾟﾚｲｽ新築工事
2016/07 名工建設㈱ ㈱MICHIRO建築設計 文京区千石2丁目共同住宅新築工事

2016/06
ﾀﾙﾔ・岩井・佐藤建設共
同企業体

㈱隈研吾建築都市設計事務所 富岡市新庁舎建設工事

2016/06 伊藤組土建㈱ 北海道建設部建築局建築整備課 北海道札幌工業高等学校屋内体育館改築その他工事
2016/06 ㈱ｱｻﾋ ㈱ｱｻﾋ 一級建築士事務所 郡邸新築工事
2016/06 ㈱ｳﾗﾀ ㈱ｵｰﾑﾗ建築設計 浦安市富士見4丁目計画
2016/06 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾌｼﾞﾀ 一級建築士事務所 新宿三丁目国際ﾏﾝｼｮﾝﾋﾞﾙ建替計画
2016/06 ㈱ﾕｰﾃﾞｨｹｰ ㈱丸岡設計　監理：㈱松下設計 25県住本庄小島団地第1工区建築ほか工事
2016/06 ㈱熊谷組 ㈱日企設計 ｱﾊﾟﾎﾃﾙなんば駅東新築工事
2016/06 ㈱三浦工務店 ㈱陣設計 ﾄﾞｰﾐｰ千住仲町計画新築工事

2016/06 ㈱大林組
東京地下鉄㈱鉄道本部工務部建
築課

方南町駅改良建築実施設計業務

2016/06 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱現代綜合設計 ｸﾚｲｼｱ両国石原新築工事
2016/06 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 上高地帝国ﾎﾃﾙ従業員寮増築工事計画
2016/06 ㈱錢高組 ㈱入江三宅設計事務所 新佼成ﾋﾞﾙ新築工事
2016/06 吉田建設㈱ AIUEO STUDIO㈱ 代官山町複合ﾋﾞﾙ計画新築工事
2016/06 共立建設㈱ ㈱IAO竹田設計 中野区中央1丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2016/06 五洋建設㈱ ㈱阿波設計事務所 平成27年度小笠原世界遺産ｾﾝﾀｰ新築工事
2016/06 坂田建設㈱ ㈱いしばし設計 ｸﾘｵﾗﾍﾞﾙｳﾞｨ王子新築工事
2016/06 埼玉建興㈱ ㈱ﾄｰﾀﾙﾌﾞﾚｲﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ西府新築工事
2016/06 鹿島建設㈱ ㈱坂詰圀雄建築設計事務所 銀座ﾖｼﾉﾔ本店新築工事
2016/06 守屋八潮建設㈱ ㈱丸岡設計 25県住本庄小島団地第3工区

2016/06
松尾・進和建設共同企
業体

東京都港湾局港湾整備局施設建
設課
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使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2016/06 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 石屋製菓㈱北広島工場新築工事
2016/06 西武建設㈱ ㈱嘉環境設計 練馬関町南四丁目共同住宅新築工事
2016/06 多田建設㈱ 多田建設㈱ 一級建築士事務所 与野計画新築工事
2016/06 大旺新洋㈱ ㈱ｱｸｼｽ 一級建築士事務所 初音町3丁目新築工事
2016/06 大成建設㈱ 大成建設㈱ 一級建築士事務所 南麻布4丁目計画新築工事
2016/06 第一建設工業㈱ ㈱協立建築設計事務所 双日西馬込1丁目共同住宅新築工事
2016/06 第一建設工業㈱ ㈱三菱地所設計 上野KSﾋﾞﾙ新築工事
2016/06 鉄建建設㈱ ㈱嘉環境設計 鎌倉市岩瀬ｻｰﾋﾞｽ付高齢者向け住宅新築工事
2016/06 日本建設㈱ 日本設計㈱ 一級建築士事務所 小菅4丁目計画新築工事
2016/06 日本国土開発㈱ ㈱日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ ｻﾞ･ﾊﾟｰｸﾊｳｽ新宿御苑新築工事
2016/06 風越建設㈱ ㈱日本ｸﾗﾌﾄﾗﾎﾞ ﾃﾞｨｱｽﾀ梶ヶ谷新築工事
2016/05 ㈱ｲﾁｹﾝ ㈱ﾌﾘｰｸｽ ﾌﾞﾗﾝｽﾞ文京本駒込六丁目計画新築工事
2016/05 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱長谷建築設計事務所 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ若宮町新築工事
2016/05 ㈱熊谷組 浅井謙建築研究所㈱ 渋谷区神宮前4丁目ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ新築工事
2016/05 ㈱小川建設 ㈱創建築設計事務所 墨田区本所1丁目計画
2016/05 ㈱植木組 ㈱植木組 一級建築士事務所 東日本銀行吾妻橋支店建設工事
2016/05 ㈱川村工営 ㈱ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾃﾞｻﾞｲﾝ 戸塚安行共同住宅新築工事
2016/05 ㈱大勝 ㈱ｽﾀｲﾚｯｸｽ 横浜市戸塚区戸塚町計画
2016/05 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱ｱｰｷﾌｫﾙﾑ 八丁堀3丁目共同住宅新築工事
2016/05 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱ｲﾝｳﾞｧﾗﾝｽ 一級建築士事務所 ｸﾚｳﾞｨｽﾀ多摩川新築工事
2016/05 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱吉岡設計 幡ヶ谷1丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2016/05 ㈱鍜治田工務店 ㈱IAO竹田設計 千代田区平河町1丁目新築工事
2016/05 丸彦渡辺建設㈱ ㈱ｱｰｷﾌｫﾙﾑ ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ本郷5丁目新築工事
2016/05 京王建設㈱ ㈱ｱﾄﾘｴｼｰﾌﾟ設計事務所 渋谷区西原一丁目計画
2016/05 埼玉建興㈱ ㈱ｶﾄｳ建築事務所 前川小学校改築工事
2016/05 初雁興業㈱ ㈱地区計画ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 三郷さくらの杜新築工事
2016/05 小柳建設㈱ ㈱ｴﾌﾃｨ-建築設計事務所 ｸﾘｵ市ヶ谷新築工事
2016/05 伸明建設㈱ ㈱大誠建築設計事務所 幸並中学校改築工事

2016/05
清水建設・建吉組・岩永
組特定建設工事共同企

梓・ﾊﾞｵﾌﾟﾗｰﾝ設計業務共同企業
体

熊本市下通新天街NS共同ﾋﾞﾙ

2016/05 清水建設㈱ ㈱三菱地所設計 新JA東京南新宿ﾋﾞﾙ建設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2016/05 清水建設㈱ ㈱日本設計 文教大学学園旗の台校舎耐震改築等整備工事
2016/05 仙建工業㈱ 日新設計㈱ 塩竈市北浜地区第一期災害公営住宅新築工事
2016/05 大旺新洋㈱ ﾘｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ㈱ 白砂町2丁目新築工事
2016/05 田辺建設㈱ 田辺建設㈱ 一級建築士事務所 ﾙ ｺﾀｰｼﾞｭﾋﾞﾙ新築工事
2016/05 日本国土・徳倉・谷沢建 ㈱ｱｰｸﾎﾟｲﾝﾄ 港区営住宅ｼﾃｨﾊｲﾂ六本木等整備工事
2016/05 風越建設㈱ ㈱JOIN建築設計事務所 ｶﾞｰﾃﾞﾝ松が谷ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2016/05 北野建設㈱ ㈱相和技術研究所 海光電業本社ﾋﾞﾙ新築工事
2016/05 立沢建設㈱ 日本工営㈱ 社会資本整備総合交付金工事
2016/05 鈴中工業㈱ ㈱K＆A設計工房 北区金城三丁目計画新築工事

2016/05
淺沼・越野・田口建設共
同企業体

警視庁総務部施設課 警視庁王子警察署庁舎（26）改築工事

2016/04 MBC開発㈱ MBC開発㈱ 一級建築士事務所 ｸﾞﾗﾝﾋﾞﾙﾄﾞ東千石2-13新築工事
2016/04 ㈱ﾌｼﾞﾀ ﾊﾞｳ設計㈱ 西早稲田用地建物新築工事
2016/04 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱IAO竹田設計 麻布台2丁目計画
2016/04 ㈱協栄組 ㈱ｼｰ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ 中野区上高田3丁目新築工事
2016/04 ㈱紅梅組 ㈱TAP ﾘﾗｲｱ吉野町Ⅱ新築工事
2016/04 ㈱三木組 ㈱ｱｰｽﾃｨｰ 青木町2番地計画
2016/04 ㈱上滝 ㈱光和設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ北小岩
2016/04 ㈱大勝 ㈱DAN総合設計 ｾﾙｱｰｼﾞｭ金沢八景

2016/04 ㈱中道組
大阪府住宅まちづくり部公共建築
室

大阪府営竹城台4丁第1期高層住宅新築工事（第2工区）

2016/04 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 渋谷区代々木2丁目計画
2016/04 坂田建設㈱ 坂田建設㈱ 一級建築士事務所 墨田区千歳1丁目計画
2016/04 埼玉建興㈱ ㈱ｱｰﾊﾞﾝﾗｲﾌ建築事務所 ﾚｰﾍﾞﾝ水戸南町新築工事
2016/04 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 新日比谷ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事

2016/04 住友不動産ｼｽｺﾝ㈱
住友不動産ｼｽｺﾝ㈱ 一級建築士
事務所

目黒東山一丁目計画

2016/04 松尾建設㈱ ㈱ﾚｰﾓﾝﾄﾞ設計事務所 武蔵小杉学生寮新築工事
2016/04 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 ﾄﾞｰﾐｰｲﾝ宮崎新築工事
2016/04 西松建設㈱ 西松建設㈱ 一級建築士事務所 三田二丁目計画
2016/04 村本建設㈱ ㈱IAO竹田設計 文京区湯島2丁目計画
2016/04 大旺新洋㈱ ﾘｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ㈱ 白妙町2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2016/04 大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 一級建築士事務所 北大塚2丁目計画
2016/04 鉄建建設㈱ ㈱ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾃﾞｻﾞｲﾝ ﾘｽﾄﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ用賀

2016/04 南海辰村建設㈱
南海辰村建設㈱ 一級建築士事務
所

北大阪ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ新管理棟建設工事

2016/04 日本建設㈱ ㈱ｵｰﾌﾟﾝｳﾞｨｼﾞｮﾝ ｼｴﾙﾌﾞﾙｰ恵比寿南2新築工事
2016/04 馬淵建設㈱ ㈱米澤設計 ｸﾘｵ横浜杉田新築工事
2016/04 不動開発㈱ ㈲武建築ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ 寿ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ新築工事
2016/04 風越建設㈱ ㈱朝倉崇夫都市建築設計事務所 森下3丁目新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2016/04 木内建設㈱ 木内建設㈱ 一級建築士事務所 江東区東陽7丁目計画新築工事

2016/03
ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ･ｲﾁｸﾞﾐ･山内建
設共同企業体

㈱類設計室 江戸川区立第三松江小学校改築工事

2016/03 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾌｼﾞﾀ 一級建築士事務所 ﾘｰﾌｨｱﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ開成Ⅱﾏﾝｼｮﾝ計画新築工事
2016/03 ㈱熊谷組 ㈱ｱｰｷﾌｫﾙﾑ 新宿区市谷甲良町計画新築工事
2016/03 ㈱山根工務店 ㈱山根工務店 一級建築士事務所 A＆R三鶴ﾋﾞﾙ新築工事
2016/03 ㈱松村組 ㈱西尾建築設計 ﾌﾟﾚｼｽ芦花公園新築工事
2016/03 ㈱森本組 ㈱IAO竹田設計 ｲﾝﾌﾟﾚｽﾄｺｱ浅草橋新築工事
2016/03 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 ﾌﾟﾚﾐｽﾄ円山北5条新築工事
2016/03 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 綱島TDC計画
2016/03 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 凸版印刷㈱川口工場8棟増築工事
2016/03 ㈱鍜治田工務店 ㈱田中綜合設計 名古屋市昭和区広見町4丁目計画
2016/03 戸田建設㈱ ㈱日立建設設計 恵比寿賃貸ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2016/03 五洋建設㈱ ㈱ｶﾐﾑﾗ建築研究室 ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ㈱相模原第二工場
2016/03 山田建設㈱ 山田建設㈱ 一級建築士事務所 ﾚｰﾍﾞﾝ八王子横山町新築工事

2016/03
清水・岡部・山本特定建
設工事共同企業体

㈱INA新建築研究所 土浦駅前北地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事

2016/03 清水建設㈱ ㈱教育施設研究所 福岡大学体育館施設新築工事
2016/03 西松建設㈱ ㈱東急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 横浜北幸ﾋﾞﾙ開発計画
2016/03 西松建設㈱ 西松建設㈱ 一級建築士事務所 日吉5丁目計画
2016/03 西武建設㈱ 西武建設㈱ 一級建築士事務所 浦和仲町計画新築工事
2016/03 大成建設㈱ ㈱日建設計 武蔵野大学／武蔵野ｷｬﾝﾊﾟｽ大学・中高兼用体育館建替え計画
2016/03 大末建設㈱ ㈱長谷川建築企画 横浜市戸塚区戸塚町字三ノ区計画
2016/03 第一建設工業㈱ ㈱IAO竹田設計 小平市美園町2丁目計画新築工事
2016/03 東亜建設工業㈱ ㈱ﾅﾁｭﾗﾙ設計企画 目黒区自由が丘2丁目計画
2016/03 白井建設㈱ ㈱綜企画設計 高速湾岸線（東京地区）建物補修計画
2016/03 飛島建設㈱ ㈱安宅設計 ﾌﾟﾚﾐｽﾄ江戸川橋新築工事

2016/02
ﾌｼﾞﾀ･三ﾉ輪特定建設工
事共同企業体

㈱横河建築設計事務所 新ﾆｰｽﾞｾﾝﾀｰ花の家建築工事

2016/02 遠藤興業㈱ 日新設計㈱ 石巻市三俣2丁目南地区災害公営住宅新築工事その1
2016/02 ㈱ｸﾏｹｰ建設 TS構造設計 気仙沼市魚町2丁目地区優良建築物等整備事業

2016/02 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設
㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 一級建築士事務
所

ﾘｰﾌｨｱﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ狛江東和泉新築工事

2016/02 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾌｼﾞﾀ 一級建築士事務所 六本木7丁目計画新築工事
2016/02 ㈱熊谷組 ㈱ﾏｳﾝﾄﾌｼﾞ ｱｰｷﾃｸﾂｽﾀｼﾞｵ 道の駅ましこ 新築工事
2016/02 ㈱大勝 ㈱ｽﾀｲﾚｯｸｽ ｸﾘｵ東神奈川新築工事
2016/02 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 川崎重工業岐阜工場新総合ﾋﾞﾙ建設工事
2016/02 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈲ｱﾑｽﾞ建築設計事務所 浅草橋3丁目PJ新築工事
2016/02 佐藤工業㈱ ㈱小島建築設計室 さつき会館建替工事
2016/02 坂田建設㈱ ㈱ﾌﾞﾚﾝ設計事務所 ﾌﾟﾚｰﾙ･ﾄﾞｩｰｸ両国Ⅱ新築工事
2016/02 埼玉建興㈱ ㈱ﾕﾆﾊﾞｧｻﾙ設計 幸町小学校･栄町公民館改築工事

2016/02 三井住友建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

方南町二丁目計画新築工事

2016/02 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 栄一丁目御園座共同ﾋﾞﾙ計画
2016/02 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 銀座朝日建替計画
2016/02 若生工業㈱ 日新設計㈱ 石巻市三ツ股2丁目南地区災害公営住宅新築工事その2
2016/02 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 国際基督教大学 新々2寮新築工事
2016/02 川口土木建築工業㈱ ㈱長谷川建築企画 中央区入船2丁目計画
2016/02 前田建設工業㈱ ㈱核建築設計事務所 西日暮里ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2016/02 第一建設工業㈱ ㈱ｴｽ･ﾃｨ ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 千代田区神田司町2丁目計画新築工事

2016/02 東亜建設工業㈱
東亜建設工業㈱ 一級建築士事務
所

杉並区高井戸東3丁目計画新築工事

2016/02 日本建設㈱ ㈱IAO竹田設計 ｳﾞｨｰｸｺｰﾄ荻窪新築工事
2016/02 日本建設㈱ ㈱ｱﾙｸ･ｱｿｼｴｲﾂ計画研究所 ｴﾙﾑﾎｰﾑ複合施設新築工事

2016/02 日本国土開発㈱
日本国土開発㈱ 一級建築士事務
所

目黒区碑文谷1丁目計画新築工事

2016/02 名工建設㈱ 名工建設㈱ 一級建築士事務所 岡崎市桂町社宅跡地開発(分譲ﾏﾝｼｮﾝ)新築工事
2016/02 木内建設㈱ 柴山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ ｻﾞ･ｻﾝﾒｿﾞﾝ覚王山ｸﾞﾗﾝｸﾚｱ新築
2016/01 MBC開発㈱ MBC開発㈱ 一級建築士事務所 ｸﾞﾗﾝﾋﾞﾙﾄﾞみなと大通り公園新築工事
2016/01 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ｼﾞﾗﾌ建築計画 合同会社 東新町1丁目計画新築工事
2016/01 ㈱森本組 ㈱森本組 一級建築士事務所 中央四丁目計画

2016/01 ㈱福田組
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

ﾀﾞｲﾜﾛｲﾈｯﾄﾎﾃﾙ郡山

2016/01 五洋建設㈱ ㈱ﾀｶﾊ都市科学研究所・ﾊﾟﾙｼｯﾌﾟ 三鷹市下連雀4丁目計画
2016/01 五洋建設㈱ 五洋建設㈱ 一級建築士事務所 渋谷区東3丁目開発計画
2016/01 五洋建設㈱ 中日設計㈱ ﾈｯﾂﾄﾖﾀ東京㈱文京店新築工事
2016/01 今井産業・広電JV ㈱ゆう建築設計 大谷ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院移転新築工事
2016/01 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 船橋市北部清掃工場（余熱利用施設）
2016/01 守屋八潮建設㈱ ㈱桂設計 小鹿野町新武道館新築工事
2016/01 清水建設㈱ ㈱坂倉建築研究所 いすゞﾌﾟﾗｻﾞ新築工事
2016/01 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 千葉市中央区中央4丁目計画



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2016/01
鉄建・宮坂特定建設工
事共同企業体

㈱日比野正夫建築設計事務所 上星川3丁目計画

2015/12 ｱｲｻﾜ工業㈱ ㈱ﾄｰﾀﾙﾌﾞﾚｲﾝ 赤塚新町ﾏﾝｼｮﾝ計画新築工事

2015/12 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱
ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 一級建築士
事務所

多摩市唐木田計画新築工事

2015/12 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱長谷建築設計事務所 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ代々木5丁目
2015/12 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾌｼﾞﾀ 一級建築士事務所 ﾌﾞﾗﾝｽﾞ市谷北町新築工事

2015/12 ㈱旭工建
大阪府住宅まちづくり部公共建築
室

大阪府営堺竹城台4丁第一期高層住宅

2015/12 ㈱松村組 ㈱協立建築設計事務所 千葉市中央区港1丁目計画
2015/12 ㈱森本組 ㈱SHOW建築設計事務所 狛江市和泉本町1丁目計画
2015/12 ㈱大林組 ㈱創造社 創価大学新滝山寮新築工事
2015/12 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 新日鐵住金代々木倶楽部講堂
2015/12 岩田地崎建設㈱ ㈱ﾋﾞｰﾑｽ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ﾌﾟﾚｰﾙ･ﾄﾞｩｰｸ蔵前
2015/12 鹿島建設㈱ ㈲近藤道男建築設計室 青山学院中等部校舎建替工事

2015/12
清水・錢高・西鉄特定建
設工事共同企業体

㈱梓設計 福岡空港国内線旅客ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ再整備工事

2015/12 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 ｼﾁｽﾞﾝ東京事業所 食堂・体育館棟新築工事

2015/12 川口土木建築工業㈱
川口土木建築工業㈱ 一級建築士
事務所

草加市住吉1丁目計画

2015/12 多田建設㈱ ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ﾌｧｸﾄﾘｰ ﾘｰﾌ千石二丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2015/12 大旺新洋㈱ ㈱ﾋﾞｰﾑｽ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ｶﾞｰﾗ東品川新築工事
2015/12 大成建設㈱ ㈱日本設計 渋谷宮下町計画
2015/12 大末建設㈱ 大末建設㈱ 一級建築士事務所 船橋市行田町計画
2015/11 ｳﾁﾔﾏ建設㈱ 初雁興業㈱ 一級建築士事務所 平成27年度公社支援住宅水村喜兵衛借上型県営住宅建設工事

2015/11 ﾌｼﾞﾀJV
ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ・雅禧建築設計
企業体

福岡市第二給食ｾﾝﾀｰ新築工事

2015/11 伊藤組土建㈱ ㈱DESIGN FIELD 美園3-5ｸﾘﾆｯｸ新築工事
2015/11 井口建設㈱ 小谷研一建築設計事務所 中野区本町計画新築工事
2015/11 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱INA新建築研究所 東京都生活協同組合連合会会館新築工事
2015/11 ㈱安藤・間 ㈱安藤・間 一級建築士事務所 つくば研修宿泊施設建設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2015/11 ㈱奥村組 ㈱IAO竹田設計 ﾌﾟﾚｲｽﾞ一宮駅前新築工事
2015/11 ㈱竹中工務店 ㈱高垣建築総合計画 光塩女子学院1号館建替計画
2015/11 ㈱竹中工務店 ㈱三菱地所設計 松坂屋上野店南館立替工事
2015/11 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 川崎砂子1丁目計画
2015/11 ㈱末長組 ㈱ﾃﾞｨｰｼｰﾋﾞｰ 久保台Ⅱ Ｂ計画
2015/11 埼玉建興㈱ ㈱ｴｲ･ｱﾝﾄﾞ･ｴｽ･ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾚｽﾃｰｼﾞ江北
2015/11 鹿島・花田JV ㈱青島設計 豊橋駅前大通3丁目地区優良建築物等整備事業
2015/11 鹿島建設㈱ ㈱ｱﾄﾘｴ ｼﾞｰ ｾﾌﾞﾝ 北海道循環器病院改修工事
2015/11 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 勝どき五丁目再開発A街区
2015/11 鹿島建設㈱ 日通不動産㈱ 一級建築士事務所 日本通運㈱新東京物流ｾﾝﾀｰ新築工事
2015/11 清水建設㈱ ㈱小西設計 星野学園中学校・星野高等学校校舎増築工事
2015/11 村本建設㈱ 村本建設㈱ 一級建築士事務所 三郷中央計画新築工事
2015/11 大旺新洋㈱ ㈱ｲｸｽ･ｱｰｸ都市設計 目黒区中根1丁目PJ
2015/11 大豊建設㈱ ㈱安井建築設計事務所 ASH計画新築工事
2015/11 大和ﾊｳｽ工業㈱ ㈱梓設計 ｲﾄﾏﾝｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ東京強化校新築工事
2015/11 日本建設㈱ 日本建設㈱ 一級建築士事務所 第一設備工業㈱千葉支店社屋
2015/11 飛島建設㈱ ㈱IAO竹田設計 立川市砂川町8丁目社宅新築工事
2015/11 風越建設㈱ 横浜市建築局 新鶴見小学校増築その他工事
2015/11 風越建設㈱ ㈱ﾕｰﾗｲｽﾞ企画設計 ﾃﾞｨｱｽﾀ西早稲田新築工事
2015/10 井口建設㈱ ㈲山田安司建築工房 荒井ﾋﾞﾙ新築工事
2015/10 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱大建設計 白井聖仁会病院移転新築工事
2015/10 ㈱ﾘﾝｸ･ﾄﾗｽﾄ ㈱ｴﾇ･ｴｰ･ｴﾌ ｱｰｷﾃｸﾂ 日本橋蠣殻町1丁目計画
2015/10 ㈱三ノ輪建設 ㈱TIS ＆ PARTNERS 代々木5丁目計画
2015/10 ㈱大勝 ㈱三輪設計 生田共同住宅新築工事
2015/10 ㈱大勝 ㈱日本ｸﾗﾌﾄﾗﾎﾞ ｸﾘｵ青葉台新築工事
2015/10 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ﾘｰｸﾞ 八広1丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2015/10 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 白石区移転新複合庁舎隣接地複合施設新築工事
2015/10 ㈱末長組 ㈱ﾃﾞｨｰｼｰﾋﾞｰ 久保台Ⅱ A計画
2015/10 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 神奈川区平川町計画
2015/10 五洋建設㈱ ㈱ｱﾄﾘｴｼｰﾌﾟ設計事務所 港区三田5丁目計画
2015/10 埼玉建興㈱ ㈱ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾃﾞｻﾞｲﾝ ﾚｰﾍﾞﾝつくば研究学園Ⅲ新築工事

2015/10 清水建設㈱
清水・札建JR北海道社員研修ｾﾝ
ﾀｰ新築工事特定建設工事共同企
業体

JR北海道社員研修ｾﾝﾀｰ新築工事

2015/10 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 鶴岡記念講堂新築工事
2015/10 西武建設㈱ ㈱日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ ｴﾐﾅｰﾄﾞ石神井公園Ⅲ期ｴﾘｱB新築工事
2015/10 青木あすなろ建設㈱ ㈱ｱｰｷﾌｫﾙﾑ ﾌﾟﾚﾐｽﾄ九段南4丁目計画

2015/10 前田建設工業㈱
広島駅南口Bﾌﾞﾛｯｸ市街地再開発
組合

広島駅南口Bﾌﾞﾛｯｸ土木



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2015/10 前田建設工業㈱
前田建設工業㈱ 一級建築士事務
所

明神町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

2015/10 多田建設㈱ 多田建設㈱ 一級建築士事務所 木場公園計画新築工事
2015/10 大成建設㈱ ㈱織本構造設計 浜寺病院増改築工事
2015/10 大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 一級建築士事務所 台東3丁目計画

2015/10 仲程土建㈱
㈱ｴｰ･ｱｰﾙ･ｼﾞｰ ㈲ｱｺﾞﾗｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝ
ｸﾞ共同企業体

県営南風原団地建替工事（第1期）C棟

2015/10 鉄建建設㈱ ㈱東急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 市が尾駅東口駅前集合住宅計画
2015/10 日本建設㈱ ㈱京設計 ｱﾑｰﾙ南烏山新築工事
2015/10 平井工業㈱ ㈱龍美 荻窪3丁目区有地活用保育所建設工事
2015/10 北野建設㈱ 鈴木ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ建築設計事務所㈱ DAI3銀座本社ﾋﾞﾙ新築工事
2015/10 名工建設㈱ ㈱協立建築設計事務所 世田谷区瀬田四丁目計画
2015/10 名工建設㈱ 名工建設㈱ 一級建築士事務所 天白区八幡山計画新築工事
2015/09 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 一級建築士事務所 港区元麻布2丁目計画
2015/09 ㈱山根工務店 ㈱山根工務店 一級建築士事務所 池上新町1丁目K計画新築工事
2015/09 ㈱松下産業 ㈱畠山建築設計事務所 沼袋2丁目ﾏﾝｼｮﾝ
2015/09 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 柏木一丁目計画新築工事
2015/09 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 寒川神社（仮称）宮司棟建替工事
2015/09 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 松濤1丁目計画
2015/09 坂田・岡本建設共同企 墨田区総務部営繕課 吾嬬第二中学校校舎改築工事
2015/09 埼玉建興㈱ ㈱野生司環境設計 八幡山ﾏﾝｼｮﾝ計画
2015/09 鹿島建設㈱ ㈱佐藤総合計画 東京大学医学部附属病院病棟（Ⅱ期）新営その他工事
2015/09 瀬尾建設工業㈱ ㈱ｻﾝ設計事務所 倶知安町学校給食ｾﾝﾀｰ建設工事
2015/09 浅井建設㈱ ﾌﾟﾗｽ･ﾜｲ･ｱｰｷﾃｸﾂ㈱ ｱﾘｽﾄふじと台Ⅱ期新築工事
2015/09 前田建設工業㈱ ㈱安井建築設計事務所 蒲田5丁目ﾋﾞﾙ作業所
2015/09 大旺新洋㈱ ㈱ｴﾙ設計事務所 ｼﾞｪﾉｳﾞｨｱ浅草Ⅱ新築工事
2015/09 大成建設㈱ 大成建設㈱ 一級建築士事務所 矢崎総業北海道販売㈱新社屋新築工事
2015/09 大鉄工業㈱ 三菱地所設計・大鉄工業JV 新三田研修施設計画
2015/09 第一建設工業㈱ ﾗｸﾞｽ建築設計㈲ ﾌﾞﾗﾝｽﾞ代々木計画新築工事
2015/09 池田建設㈱ ㈱ｼﾃｨ ｺﾝｼｪﾘｱ戸越銀座
2015/09 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 帝京大学心理臨床ｾﾝﾀｰ新築計画
2015/09 不二建設㈱ 不二建設㈱ 一級建築士事務所 さいたま市浦和区東仲町計画新築工事
2015/08 井口建設㈱ 春日部幹建築設計事務所 上馬共同住宅新築工事
2015/08 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱桂設計 日本大学経済学部新校舎新築工事
2015/08 ㈱松尾工務店 ㈱叶設計 東池袋2丁目計画

2015/08 ㈱西中洲樋口建設
福岡市住宅都市局住宅部住宅建
設課

平成26年度公営住宅（弥永住宅）新築工事

2015/08 ㈱大勝 ㈱ｸﾞﾗﾋﾞｽ設計 座間市相模が丘計画新築工事
2015/08 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 花王小田原工事事務所

2015/08 戸田建設㈱
車戸建築事務所・戸田建設 一級
建築士事務所共同企業体

大垣駅南街区再開発ﾋﾞﾙ新築工事

2015/08 鹿島・五十嵐共同企業 ㈱ｱﾄﾘｴ ｼﾞｰ ｾﾌﾞﾝ 北星脳神経・心血管内科病院新築工事
2015/08 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 千葉工大新習志野国際交流会館
2015/08 小柳建設㈱ ㈱秀建築研究事務所 ｸﾘｵ大島ｻｻﾞﾝﾌﾟﾚｲｽ新築工事
2015/08 清水建設㈱ ㈱日建設計 日本無線川越事務所新築工事
2015/08 前田建設工業㈱ ㈱日建設計 大妻学院大妻女子大学体育館計画

2015/08
竹中工務店・菅原・鈴木
共同企業体

妹島・新穂・石川設計企業体 鶴岡市文化会館改築工事

2015/08 東急建設㈱ ㈱協立建築設計事務所 東大和総合福祉ｾﾝﾀｰ新築工事
2015/08 東洋建設㈱ ㈱安宅設計 台東区谷中3丁目計画
2015/08 風越建設㈱ ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｸﾙｰ ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ東中野5丁目
2015/07 ㈱ﾌｼﾞﾀ 共同設計㈱ 塩崎荘（仮称）新築工事
2015/07 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 花王㈱CP-R3ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2015/07 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱橘建築設計事務所 東糀谷1丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2015/07 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱松寿設計ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 墨田区本所2丁目計画新築工事
2015/07 ㈱錢高組 野村不動産㈱ 一級建築士事務所 PMO日本橋三越前新築工事
2015/07 坂田建設㈱ ㈱ｸﾛｽﾌｧｸﾄﾘｰ 木場ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2015/07 埼玉建興㈱ ㈱三輪設計 中野区中央5丁目計画新築工事
2015/07 清水建設㈱ ㈱三菱地所設計 JA熊本県会館建設工事
2015/07 清水建設㈱ ㈱青島設計 南山高等・中学男子部新校舎建設工事
2015/07 川口土木建築工業㈱ ㈱安宅設計 ｻﾞ･ﾊﾟｰｸﾊｳｽ蔵前
2015/07 大旺新洋㈱ 大旺新洋㈱ 一級建築士事務所 渋谷区本町1丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2015/07 大和ﾊｳｽ工業㈱ ㈱ｼﾞｰｴｽﾃﾞｨｰ 大久保病院増築・改修計画
2015/07 鉄建建設㈱ 鉄建建設㈱ 一級建築士事務所 草加市氷川町有料老人ﾎｰﾑ
2015/07 日本建設㈱ ｱﾄﾘｴｱｯﾌﾟﾙｽﾞ㈱ ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏｽﾄ横浜計画
2015/07 日本建設㈱ ｺｽﾓﾌﾟﾗﾝ㈱ ﾌﾞﾙｰﾎﾞﾋﾞｰ新館新築工事
2015/07 風越建設㈱ ㈱ﾋﾞｿﾞﾝ建築設計事務所 ﾌﾟﾛｽﾀｲﾙｳｴﾙｽ横浜浅間町
2015/07 名工建設㈱ 名工建設㈱ 一級建築士事務所 ﾏｽﾄｽｸｴｱ金沢新築工事
2015/06 ｱｲｻﾜ工業㈱ ㈱ｴﾙ設計事務所 世田谷区代沢四丁目共同住宅新築工事
2015/06 ㈱鴻池組 ㈱鴻池組 一級建築士事務所 世田谷区豪徳寺2丁目計画
2015/06 ㈱合田工務店 ㈱ｺｽﾓｱﾙﾌｧｰ ﾙｼﾞｪﾝﾃﾊﾞﾘｭ三田新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2015/06 ㈱西中洲樋口建設
INA・Gﾃﾞｻﾞｲﾝ・中野設計業務共同
企業体

ｸﾗｼｵﾝ小笹B棟建設工事

2015/06 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱NTTﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ 小石川第二ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2015/06 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 ｶﾜﾀｹﾋﾞﾙ建替工事
2015/06 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 総合川崎臨港病院南棟
2015/06 ㈱竹中工務店 ㈱日建設計 銀泉新橋第2ﾋﾞﾙ
2015/06 ㈱麦島建設 ㈱ｽﾀｲﾚｯｸｽ ｺﾝｼｪﾘｱ新宿御苑Ⅱ計画
2015/06 ㈱錢高組 昭和・久慈設計共同企業体 おおつち学園小中一貫教育校建設工事
2015/06 ㈱鍜治田工務店 ㈱ZEN建築構造事務所 浦和常盤2丁目計画
2015/06 京王建設㈱ ㈱ｺｽﾓｽｲﾆｼｱ 赤堤1丁目計画
2015/06 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 安藤証券世田谷区下馬社員寮
2015/06 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 国領2丁目土地開発計画
2015/06 清水建設㈱ INA・清水建設設計共同企業体 府中駅南口第一地区第一種再開発
2015/06 清水建設㈱ ㈱三菱地所設計 東京女子大学学生寮建替工事
2015/06 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 札幌駅前通共同ﾋﾞﾙ計画
2015/06 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 中北薬品㈱製薬工場事業部輪厚工場新築工事

2015/06 川口土木建築工業㈱
川口土木建築工業㈱ 一級建築士
事務所

所沢市日吉町計画

2015/06 前田建設工業㈱ ㈱ｺﾓﾝ･ﾘﾝｸ 第3ｺﾞﾄｳﾋﾞﾙ計画新築工事
2015/05 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱医療福祉施設研究所 金沢ｸﾘﾆｯｸ新築工事
2015/05 ㈱安藤・間 ㈱安藤・間 一級建築士事務所 明治神宮代々木教職舎建替計画
2015/05 ㈱三ノ輪建設 ㈱土屋建築研究所 町田地区子どもｾﾝﾀｰ新築工事
2015/05 ㈱松下産業 ㈱松下産業 一級建築士事務所 ㈱ｱｲﾖﾝﾃｯｸ朝霞工場増築工事
2015/05 ㈱川村工営 ㈱川村工営 一級建築士事務所 東寺尾中台計画新築工事
2015/05 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈲室野井ﾃﾞｻﾞｲﾝﾗﾎﾞ 駒沢4丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2015/05 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈲松尾建築研究所 門前仲町Ⅱ共同住宅新築工事
2015/05 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 ﾔﾏｺ佐賀工場冷凍倉庫増築工事
2015/05 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 北海道大野記念病院新築工事
2015/05 戸田建設㈱ ㈱山下設計 高崎市新体育館建築工事
2015/05 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 浦安市新庁舎建設工事
2015/05 住協建設㈱ 長岡建築設計事務所 ｺﾝｼｪﾘｱ池袋駅前計画
2015/05 新日本建設㈱ 新日本建設㈱ 一級建築士事務所 EX船堀Ⅲ新築工事
2015/05 清水建設㈱ ㈱ﾋｭｰﾏﾝｹｱﾃﾞｻﾞｲﾝ ｲﾑｽ富士見総合病院増築計画（Ⅱ期）
2015/05 川口土木建築工業㈱ ㈲ｱﾑ･ｻﾞｲﾝ 板橋区小豆沢1丁目計画
2015/05 大旺新洋㈱ ㈲ｲｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ 新橋6丁目ﾏﾝｼｮﾝ
2015/05 大旺新洋㈱ ㈲矢崎設計 ｶﾞｰﾗ練馬計画

2015/05 大成・前田JV
東京都財務局建築保全部施設整
備第二課

都立新島高等学校（26）改築工事

2015/05 大成建設㈱ 大成建設㈱ 一級建築士事務所 池袋2丁目計画

2015/05 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

早川様D-room新築工事

2015/05 東急建設㈱ ㈱東急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 地権者建物B新築工事
2015/05 東急建設㈱ 浅井謙建築研究所㈱ 長谷川香料㈱本社屋建設計画
2015/05 徳倉建設㈱ ㈱KAI都市建築研究所 墨田区緑4丁目共同住宅
2015/04 ｱｲｻﾜ工業㈱ ㈱INA新建築研究所 ｱｲｻﾜﾋﾞﾙ計画
2015/04 ﾌｼﾞﾀ･ｻﾝｴｽ･北澤JV ㈱松田平田設計 赤羽体育館新築工事
2015/04 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 一級建築士事務所 港区西麻布3丁目計画
2015/04 ㈱山本工務店 ㈱ﾊﾏ建築設計 江東区亀戸7丁目新築工事
2015/04 ㈱川村工営 ㈱叶設計 ｴｺｳﾞｨﾚｯｼﾞ朝霞本町Ⅳ新築工事
2015/04 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 ｵﾝﾜｰﾄﾞ樫山芝浦第1ﾋﾞﾙ
2015/04 岩田地崎建設㈱ ㈱IAO竹田設計 中央区日本橋浜町3丁目計画
2015/04 京王建設㈱ ㈱あーる・あす設計工房 東麻布ﾒﾃｯｸｽﾋﾞﾙ
2015/04 坂田建設㈱ ㈱日本ｸﾗﾌﾄﾗﾎﾞ ｸﾘｵ椎名町ｱｰﾊﾞﾝﾃﾗｽEX新築工事
2015/04 埼玉建興㈱ 埼玉建興㈱ 一級建築士事務所 ｸﾞﾛｰﾘｵ浦和元町新築工事

2015/04 三井住友建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

ﾘｰﾌｨｱﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ世田谷桜丘新築工事

2015/04 三井住友建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

横浜市中区相生町3丁目計画

2015/04 三井住友建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

芝浦工業大学付属豊洲中学高等学校建設工事

2015/04 三井住友建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

都筑区あゆみが丘計画

2015/04 山田建設㈱ 山田建設㈱ 一級建築士事務所 ﾚｰﾍﾞﾝ南浦和計画新築工事
2015/04 鹿島建設㈱ ㈱青島設計 林ﾃﾚﾝﾌﾟ技術棟新築工事
2015/04 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 ふじみ野市・三芳町環境ｾﾝﾀｰ整備・運営事業
2015/04 西野・櫻内工務店・金子 ㈱大建設計 相模原市営南台団地建設工事

2015/04 川口土木建築工業㈱
川口土木建築工業㈱ 一級建築士
事務所

北区浮間1丁目計画

2015/04
前田・久保工共同企業
体

前田建設工業㈱ 一級建築士事務
所

神田ｴｯｻﾑⅢ

2015/04 前田建設工業㈱ ㈱三菱地所設計 大妻女子大学千代田校舎H棟新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2015/04 大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 一級建築士事務所 文京区小日向1丁目計画
2015/04 大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 一級建築士事務所 ﾊﾟｰｸﾊﾋﾞｵ東上野新築工事
2015/04 大林組・松浦建設JV ㈱ｴｲﾄ日本技術開発 小田原駅東口立体駐車場建設工事
2015/04 東亜建設工業㈱ ㈱日本ｴｰｺﾝ ﾊﾟﾚｽﾃｰｼﾞ光が丘新築工事
2015/03 ㈱宇佐美組 ㈱ﾔｽｳﾗ設計 ﾌﾟﾗｾｼｵﾝ那珂桜町新築工事
2015/03 ㈱大勝 ㈱ｽﾀｲﾚｯｸｽ 都筑区茅ヶ崎中央2計画新築工事
2015/03 ㈱大林組 ㈱INA新建築研究所 ﾕﾆｿﾞ銀座7丁目新築工事
2015/03 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 大正大学地域構想研究所
2015/03 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 ﾍﾟﾝﾌﾞﾛｰｸ六本木7丁目
2015/03 ㈱淺沼組 北関東防衛局調達部 入間（25）宿舎新設等建築その他工事
2015/03 ㈱錢高組 ㈱錢高組 一級建築士事務所 品川区大崎4丁目計画
2015/03 共立建設㈱ ㈱IAO竹田設計 青葉区桜台計画
2015/03 佐藤工業㈱ ㈱大建設計 IHI瑞穂工場ｴﾝｼﾞﾝ試運転場新設工事
2015/03 坂田建設㈱ ㈱ﾘｰﾌﾃﾞｻﾞｲﾝｽﾀｼﾞｵ ﾌﾟﾚｰﾙ･ﾄﾞｩｰｸ浅草松が谷新築工事
2015/03 埼玉建興㈱ ㈱ﾋﾞｰﾑｽ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ柏桜台新築工事

2015/03
三浦組・鏑谷建設共同
企業体

東京都東部住宅建設事務所建設
課

都営住宅24H-113東（江戸川区船堀一丁目第二）工事

2015/03 大旺新洋㈱ ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ﾘｰｸﾞ 西中延2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2015/03 大末建設㈱ ㈱日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ ﾗｲｵﾝｽﾞ立川錦町新築工事
2015/03 鉄建建設㈱ ㈱入江三宅設計事務所 馬込新社宅ほか新築工事
2015/03 名工建設㈱ ㈱安宅設計 若葉鉄砲坂西地区共同建替計画
2015/03 ㈲ｺｰﾘﾝ建設 * 若杉ﾀﾞﾑ管理棟新築工事

2015/02
ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ・東建設共同企
業体

東京都東部住宅建設事務所建設
課

都営住宅24H-114東（江戸川区船堀一丁目第2）工事

2015/02 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱ｴﾑｴｰｼｰ建築事務所 高輪二丁目PJ新築工事
2015/02 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱奥野設計 大和市上和田特別養護老人ﾎｰﾑ新築工事
2015/02 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 城西国際留学生会館新築工事
2015/02 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱橘建築設計事務所 南六郷3丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2015/02 ㈱白戸工務店 ㈱都市環境設計事務所 24県住久喜青葉団地第1工区
2015/02 ㈱冨士工 ㈱冨士工 一級建築士事務所 ﾌﾟﾚｰﾙ･ﾄﾞｩｰｸ浅草Ⅲ新築工事
2015/02 丸運建設㈱ ㈱ｱﾄﾗｽ設計 神田淡路町2丁目計画新築工事
2015/02 京王建設㈱ ㈱ｼﾝﾔ設計 本郷4丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2015/02 共立建設㈱ ㈱NTTﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ 富ヶ谷共同住宅新築工事

2015/02 三井住友建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

品川区北品川3丁目計画

2015/02 鹿島建設㈱ ㈱日建設計 名古屋ﾊｲﾒﾃﾞｨｯｸﾋﾞﾙ新築工事

2015/02
小池・多喜特定建設工
事共同企業体

昭和設計㈱ 杭ノ瀬更新住宅新築工事

2015/02 清水建設㈱ 大田建築設計研究所 城西国際大学安房ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｳﾞｨﾚｯｼﾞ新築工事
2015/02 大成建設㈱ ㈱三菱地所設計 金城学院大学新館W3棟新築工事
2015/02 大末建設㈱ 大末建設㈱ 一級建築士事務所 戸塚町361計画新築工事
2015/02 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 東急ﾊﾞｽ瀬田営業所建替工事
2015/02 鍜治田・大城JV ㈱東急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ﾌﾞﾗﾝｽﾞ市川真間Ⅱ計画新築工事
2015/01 井口建設㈱ ㈱NEST 南麻布2丁目計画新築工事
2015/01 井口建設㈱ ㈱田中建築設計事務所 東京薬品㈱東坂下社屋新築工事
2015/01 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱伊藤喜三郎建築研究所 とちぎﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ第二病院

2015/01 ㈱松下産業
ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ･ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ 一
級建築士事務所

湊一丁目計画

2015/01 ㈱島村工業 ㈱伊藤喜三郎建築研究所 三郷ｹｱｾﾝﾀｰ増改築工事
2015/01 ㈱錢高組 ㈱錢高組 一級建築士事務所 名古屋市芳野町2丁目計画
2015/01 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 中野南台土地開発計画 寮
2015/01 埼玉建興㈱ ㈱啓建築設計 ﾚｰﾍﾞﾝ熊野前
2015/01 埼玉建興㈱ ㈱光和設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ西川口

2015/01 三井住友建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

志木市本町5丁目17計画

2015/01 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 新武蔵野ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ整備運営事業

2015/01
松尾・中野建設特定建
設共同企業体

㈱梓設計 日本赤十字社唐津赤十字病院新病院建設工事

2015/01 清水建設㈱ ㈱梓設計 済生会神奈川県病院新棟建設工事
2015/01 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 末広橋病院新築工事
2015/01 大末建設㈱ 大末建設㈱ 一級建築士事務所 戸塚町331計画新築工事

2015/01 大和小田急建設㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

Dﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｼﾙﾊﾞｰ渋谷本町新築工事

2015/01 鉄建建設㈱ ㈱ｱﾙ.ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ建築設計 青葉区あざみ野南1丁目計画
2015/01 東成建設㈱ ㈱富居建築設計 札幌北楡病院南棟新築工事
2014/12 ｱｲｻﾜ工業㈱ ㈱三輪設計 渋谷区幡ヶ谷3丁目計画新築工事
2014/12 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈱ﾚｰﾓﾝﾄﾞ設計事務所 新横浜2丁目計画
2014/12 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱嘉環境設計 船橋前原共同住宅新築工事
2014/12 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱三菱地所設計 世田谷区南烏山5丁目計画
2014/12 ㈱上滝 ㈱光和設計 ﾌﾟﾚｼｽ鶴間新築工事
2014/12 ㈱竹中工務店 豊洲DHC設計共同企業体 豊洲地区4-1A街区
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2014/12 埼玉建興㈱ YOMO PLANNING CO.LTD ﾚｰﾍﾞﾝ古河新築工事

2014/12 青木あすなろ建設㈱
青木あすなろ建設㈱ 一級建築士
事務所

ｱﾋﾞﾀﾞｽ舎人新築工事

2014/12 大成・兼子JV ㈱日本設計 白河市民文化会館建設事業建築工事
2014/12 大成・増岡組建設共同 ㈱三菱地所設計 新鉄鋼ﾋﾞﾙ建替計画
2014/12 大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 一級建築士事務所 ｼﾃｨﾊｳｽ東池袋新築工事

2014/12 第一建設工業㈱
第一建設工業㈱ 一級建築士事務
所

港区芝1丁目計画

2014/12 風越建設㈱ 風越建設㈱ 一級建築士事務所 荒賀邸新築工事

2014/11
井上・八木特定建設工
事共同企業体

㈱早川建築事務所 勝田第一中学校特別教室棟建設建築工事

2014/11 ㈱加賀田組 積水ﾊｳｽ㈱ 一級建築士事務所 ﾏｽﾄﾗｲﾌ西新橋2丁目計画
2014/11 ㈱熊谷組 ㈱U建築設計事務所 ﾊﾟｰｸﾎｰﾑｽﾞ橋本町新築工事
2014/11 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 ﾌﾟﾗｳﾄﾞ鹿野三丁目新築工事
2014/11 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 東京慈恵会医科大学葛飾
2014/11 ㈱竹中工務店 ㈲金箱構造設計事務所 小塚山ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2014/11 ㈱錢高組 ㈱相和技術研究所 日本政策金融公庫横浜支店改築工事
2014/11 埼玉建興㈱ ㈱OAC設計 第3ｴｶﾞﾜｱｻﾋﾊｲﾂ
2014/11 埼玉建興㈱ ㈱ｽﾀｲﾚｯｸｽ ﾚｰﾍﾞﾝ五反野駅前
2014/11 埼玉建興㈱ ㈱広建設計 挟山市駅前ﾏﾝｼｮﾝ計画
2014/11 鹿島建設㈱ ﾒﾄﾛ開発㈱ 南麻布五丁目建物新築工事
2014/11 鹿島建設㈱ ㈱久米設計 医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院新棟増築工事

2014/11 前田建設工業㈱
前田建設工業㈱ 一級建築士事務
所

杉並区高円寺北2丁目計画

2014/11 大豊建設㈱ ㈱東急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 鷺沼四丁目ﾏﾝｼｮﾝ敷地2計画

2014/11 第一建設工業㈱
第一建設工業㈱ 一級建築士事務
所

三軒茶屋2丁目計画

2014/11 東急建設㈱ ㈱日立建設設計 日立製作所労働組合岩本町ﾋﾞﾙ新築工事
2014/11 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 世田谷区瀬田4丁目計画新築工事
2014/11 風越建設㈱ ㈱長谷建築設計事務所 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ東五反田4丁目新築工事
2014/10 旭・中道共同企業体 ㈱汎設計 大阪府営貝塚橋本第二第四期高層住宅工事
2014/10 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱伊藤喜三郎建築研究所 ﾘﾊﾋﾞﾘｹｱ船橋新築工事
2014/10 ㈱奥村組 ㈲竹内建築設計事務所 HEIM AOYAMA
2014/10 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 渋谷区大山町計画
2014/10 ㈱大林組 ㈱日立建設設計 日立総合経営研修所 我孫子研修所
2014/10 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 埼玉医科大学病院東館
2014/10 ㈱淺沼組 積水ﾊｳｽ㈱ 一級建築士事務所 ｻﾆｰﾗｲﾌ川崎宮前有料老人ﾎｰﾑ計画

2014/10
岩田地崎・黒島・千釜・
八雲製材JV

石本建築・澄建築 特定設計業務
共同企業体

八雲総合病院本館棟改築外工事

2014/10 玉川組・恵庭建設JV ㈱石塚建築設計事務所 えにわ地域活動ｾﾝﾀｰ新築工事
2014/10 埼玉建興㈱ ㈱IAO竹田設計 ﾗｲｵﾝｽﾞ光が丘新築工事
2014/10 山田建設㈱ 山田建設㈱ 一級建築士事務所 ﾚｰﾍﾞﾝ立川新築工事
2014/10 鹿島建設㈱ ㈱久米設計 札幌信用金庫本社ﾋﾞﾙ・札幌ｾﾞﾛｹﾞｰﾄ新築工事

2014/10 鹿島建設㈱
佐藤総合計画・鹿島建設共同企業
体

東京大学ﾃｸﾆｶﾙﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ

2014/10 初雁興業㈱ ㈱ﾁｬｲﾙﾄﾞ社 つるがしま白百合幼稚園
2014/10 鉄建建設㈱ ㈱久米設計 日本大学第二学園新校舎建替工事
2014/10 東亜建設工業㈱ ㈱総研設計 上野下ｱﾊﾟｰﾄﾏﾝｼｮﾝ建替事業

2014/10 東亜建設工業㈱
東京地下鉄㈱鉄道本部工務部建
築課

半蔵門線永田町駅ほか1駅 改良その他建築工事

2014/09 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱石本建築事務所 藤村学園国立学生寮
2014/09 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 ﾌｪﾘｽ中高体育館・2号館
2014/09 ㈱末長組 ㈱ﾃﾞｨｰｼｰﾋﾞｰ 北新宿計画新築工事
2014/09 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 京王若葉台駅前有料老人ﾎｰﾑ
2014/09 埼玉建興㈱ ㈱協和設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ東小岩

2014/09
鹿島・東急・TSUCHIYA・
京急 建設共同企業体

東京都財務局建築保全部施設整
備第一課

武蔵野の森総合ｽﾎﾟｰﾂ施設ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ･ﾌﾟｰﾙ棟

2014/09 鹿島建設㈱ ㈱伊藤喜三郎建築研究所 埼玉医科大学総合医療ｾﾝﾀｰ救命救急ｾﾝﾀｰ計画
2014/09 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 市谷山伏町計画新築工事
2014/09 鹿島建設㈱ 南関東防衛局調達部 相模原米軍低層住宅
2014/09 上村建設㈱ ㈱綜企画設計 福岡市西区愛宕3丁目計画
2014/09 清水建設㈱ ㈱山下設計 日本大学新学部校舎新築工事

2014/09 第一建設工業㈱
第一建設工業㈱ 一級建築士事務
所

港区芝1丁目計画

2014/09 東亜建設工業㈱
東亜建設工業㈱ 一級建築士事務
所

台東区池之端2丁目計画

2014/09 東急建設㈱ ㈱東急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ｸﾞｯﾄﾞﾀｲﾑﾘﾋﾞﾝｸﾞ ｾﾝﾀｰ南PJ新築工事
2014/09 風越建設㈱ ㈱日本ｸﾗﾌﾄﾗﾎﾞ ﾃﾞｨｱｽﾀ豊玉北新築工事
2014/09 ㈲沖山興業 東京都八丈島八丈町役場 八丈島公営住宅中道団地
2014/08 ㈱関組 ㈱OAC設計 ﾌﾟﾚｼｽ浮間舟渡新築工事
2014/08 ㈱川村工営 ㈱ｽﾍﾟｰｽ･ｺﾑ ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ横濱鶴見Ⅱ



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2014/08 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 日世㈱関東新拠点建設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2014/08 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 洗足学園音楽大学教室棟
2014/08 埼玉建興㈱ ㈱ｵﾝｽﾞﾃﾞｺ ﾌﾟﾚｼｽ東府中新築工事

2014/08 三井住友建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

三鷹台計画

2014/08
鹿島・鉄建・熊谷 建設共
同企業体

㈱日建設計 紀尾井町計画

2014/08 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 TAP新築工事
2014/08 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 八潮中央総合病院整備計画

2014/08 前田建設工業㈱
前田建設工業㈱ 一級建築士事務
所

滝野川6丁目計画

2014/08 坪井工業㈱ ㈱ｱﾄﾘｴ･ﾘｶﾞ･ﾃ都市建築設計 介護老人保健施設 葵の園・足立椿 新築工事
2014/08 東亜建設工業㈱ ﾓﾃﾞｨﾘｵﾝ 合同会社 せんかわ みんなの家 新築工事
2014/08 日本建設㈱ ｺｽﾓﾌﾟﾗﾝ㈱ 四葉病院計画
2014/07 ｽﾐﾀﾞ工業㈱ ㈱高岡建築設計事務所 東仲町野口ﾏﾝｼｮﾝ
2014/07 井口建設㈱ ㈲山田安司建築工房 野間ﾋﾞﾙ新築工事
2014/07 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱四季建築設計事務所 和泉2丁目共同住宅新築工事
2014/07 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱E-ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾎｰﾑくぬぎ山
2014/07 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱INA新建築研究所 桜木町計画
2014/07 ㈱大林組 ㈱ﾄﾞﾙﾌ企画設計 大通東3丁目計画
2014/07 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 土支田2丁目計画
2014/07 鹿島建設㈱ ㈱日建設計 國學院大學渋谷ｷｬﾝﾊﾟｽ体育館敷地再開発
2014/07 清水建設㈱ ㈱北海道日建設計 北海道大学ﾌｰﾄﾞ＆ﾒﾃﾞｨｶﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ国際拠点棟
2014/07 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 狭山ｹｱｾﾝﾀｰ増改築工事
2014/07 大旺新洋㈱ ㈱ｱｸｼｽ 一級建築士事務所 ｶﾞｰﾗ小竹向原新築工事
2014/07 大旺新洋㈱ ㈱ｲｸｽ･ｱｰｸ都市設計 目黒区下目黒3丁目
2014/07 大和ﾊｳｽ工業㈱ ㈱山下設計 つくばｾﾝﾀｰﾅﾉﾃｸ建築工事

2014/07 大和小田急建設㈱
大和小田急建設㈱ 一級建築士事
務所

明大前安藤ﾏﾝｼｮﾝ計画

2014/07 第一建設工業㈱ ㈱ｴｽ･ﾃｨ ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 藤沢市湘南台1丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2014/07 日本国土開発㈱ ㈱設計工房ｲｰ･ﾃﾞｨｰ たまﾌﾟﾗｰｻﾞ計画建設工事
2014/06 ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ岩田企画㈱ 船橋前原計画
2014/06 ㈱三ノ輪建設 ㈱ｲｽﾞﾐ建築設計事務所 さふらん幼稚園改築工事
2014/06 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 石福金属興業草加工場西側
2014/06 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 東京楽天地浅草再開発計画
2014/06 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 日本調理機新社屋建設計画
2014/06 ㈱竹中工務店 ㈱日本設計 武蔵野の森ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ
2014/06 ㈱白戸工務店 ㈱地区計画ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 特養ｸｲｰﾝｽﾞﾋﾞﾗ桶川
2014/06 ㈱鍜治田工務店 ㈱日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 北区東十条1丁目新築工事
2014/06 丸彦渡辺建設㈱ ㈱橘建築設計事務所 三鷹下連雀3丁目PJ
2014/06 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 府中市若松町2丁目計画
2014/06 埼玉建興㈱ 埼玉建興㈱ 一級建築士事務所 おおたかの森Ⅳ新築工事
2014/06 鹿島建設㈱ ㈱日本設計 新川防災公園・多機能複合施設建築その他工事
2014/06 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 ｺｰﾝｽﾞ千種
2014/06 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 京成ﾊﾞｽ花輪車庫跡地新築工事
2014/06 大旺新洋㈱ 大旺新洋㈱ 一級建築士事務所 船橋市三山PJ新築工事
2014/05 ㈱ﾄﾖﾀﾞ工業 ㈱INA新建築研究所 うらやす和楽苑新築工事
2014/05 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈲ｷﾒﾗ 浅草橋PJ新築工事
2014/05 ㈱竹中工務店 ㈱梓設計 東邦大大森病院新7号館
2014/05 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 慈恵医大狛江第三病院
2014/05 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 神宮前6丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2014/05 ㈱末長組 ㈱ﾃﾞｨｰｼｰﾋﾞｰ ｾﾝﾀｰ南計画新築工事
2014/05 埼玉建興㈱ ㈱光和設計 ﾌﾟﾚｼｽ杉並和田ｸﾞﾗﾝﾃﾗｽ
2014/05 埼玉建興㈱ 埼玉建興㈱ 一級建築士事務所 東浦和Ⅱ計画
2014/05 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 南麻布1丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ・Ⅱ新築工事
2014/05 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 北総白井病院増築計画
2014/05 前田建設工業㈱ ㈱ｱｰﾙ・ｱｲ・ｴｰ 広島駅南口Bﾌﾞﾛｯｸ第一種市街地再開発事業

2014/05 東亜建設工業㈱
東亜建設工業㈱ 一級建築士事務
所・㈱ｵﾘｼﾞﾅﾙﾜｰｸ

世田谷区野沢3丁目計画

2014/05 東急建設㈱ ㈱NTTﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ 帝京科学大学千住ｷｬﾝﾊﾟｽ寮新築工事
2014/04 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱山田綜合設計 国立国際医療研究ｾﾝﾀｰ国府台病院
2014/04 ㈱合田工務店 ㈱ｺｽﾓｱﾙﾌｧｰ ﾙｼﾞｪﾝﾃ立川ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2014/04 ㈱上滝 ㈱光和設計 ﾌﾟﾚｼｽ古淵新築工事
2014/04 ㈱大林組 ㈱ﾕｳ設計室 ｱﾙﾌﾚｯｻ神田ﾋﾞﾙ新築工事
2014/04 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 板橋区小豆沢1丁目計画 西敷地
2014/04 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 富ヶ谷1丁目新築工事
2014/04 五洋建設㈱ 五洋建設㈱ 一級建築士事務所 世田谷区瀬田二丁目計画
2014/04 斎藤工業㈱ ㈱設計室 EAST 名倉第6ﾋﾞﾙ新築工事
2014/04 埼玉建興㈱ ㈱ｱｰﾊﾞﾝﾗｲﾌ建築事務所 ﾚｰﾍﾞﾝ西新井本町
2014/04 埼玉建興㈱ ㈱ﾄｰﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ｲﾝｽﾃｨｰ ｳﾞｨﾗｰﾇ前橋千代田町
2014/04 埼玉建興㈱ ㈱ﾄｰﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ｲﾝｽﾃｨｰ ｳﾞｨﾗｰﾇ高崎新築工事
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2014/04 埼玉建興㈱ ㈱翔設計 ﾌｸﾛｸ･ﾚｰｳﾞ･ﾏﾝｼｮﾝ
2014/04 埼玉建興㈱ 東海興業㈱ 二子玉川計画

2014/04 三井住友建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

豊島区西池袋2丁目計画

2014/04 鹿島・八州・七番JV ㈱安井建築設計事務所 半田市新庁舎建設工事
2014/04 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 勝どき五丁目再開発B-1街区
2014/04 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 肥後銀行本郷六丁目社宅

2014/04 青木あすなろ建設㈱
青木あすなろ建設㈱ 一級建築士
事務所

ｱﾋﾞﾀﾞｽ町田中町Ⅲ新築工事

2014/04 前田建設工業㈱
前田建設工業㈱ 一級建築士事務
所

赤坂3丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2014/04 鉄建建設㈱ ㈱ｽﾀｲﾚｯｸｽ 横浜市西区紅葉ヶ丘計画
2014/04 東亜建設工業㈱ ㈱総合建築設計ｾﾝﾀｰ 特別養護老人ﾎｰﾑ 千川の杜新築工事
2014/03 ㈱松永建設 ㈱新環境設計 さいたま市見沼区総合福祉施設新築工事
2014/03 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱ｼﾃｨ 門前仲町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2014/03 ㈱竹中工務店 ㈱三菱地所設計 MM21地区45街区開発計画
2014/03 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 菅間記念病院整備工事
2014/03 埼玉建興㈱ 埼玉建興㈱ 一級建築士事務所 南与野駅西口計画工事

2014/03 三井住友建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

神宮前一丁目計画

2014/03 三井住友建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

川崎区宮本町計画

2014/03 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 二松學舍大学九段新校舎建設工事
2014/03 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 西葛西・井上眼科病院
2014/03 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 富士見新社屋計画
2014/03 清水建設㈱ ㈱梓設計 立教学院新座ｷｬﾝﾊﾟｽ屋内温水ﾌﾟｰﾙ建設計画

2014/03 清水建設㈱
桂設計・のあ設計事務所特定設計
監理共同企業体

25消防本部消防庁舎建設工事

2014/03 西松建設㈱ ㈱久米設計 大学MMRC・食堂棟建設計画
2014/03 西武建設㈱ 西武建設㈱ 一級建築士事務所 練馬豊玉賃貸ﾏﾝｼｮﾝ計画
2014/03 大旺新洋㈱ ㈱ｱｸｼｽ 一級建築士事務所 ﾌﾟﾗﾁﾅｺｰﾄ大森新築工事
2014/03 大旺新洋㈱ ㈱ｼｰ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ ﾙ･ﾘｵﾝ小豆沢新築工事
2014/03 東亜建設工業㈱ ㈱設計工房ｲｰ･ﾃﾞｨｰ 南麻布一丁目有料老人ﾎｰﾑ新築工事
2014/02 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱協立建築設計事務所 多摩落合一丁目計画
2014/02 ㈱安藤・間 ㈱日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 小石川二丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2014/02 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 一級建築士事務所 大田区北嶺町計画
2014/02 ㈱川村工営 ㈱ﾃﾞｨｽｸ ｱｿｼｱ王子新築工事
2014/02 ㈱大林組 ㈲伸建築設計事務所 ｾﾝﾀｰ南・光ﾋﾞﾙ新築工事
2014/02 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈲松尾建築研究所 門前仲町共同住宅新築工事
2014/02 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 弘仁会 板倉病院増改築工事
2014/02 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 国立市富士見台1丁目計画
2014/02 埼玉建興㈱ ㈱協立建築設計事務所 ﾌﾟﾚｼｽ田無新築工事
2014/02 埼玉建興㈱ ㈱光和設計 ﾌﾟﾚｼｽ北浦和新築工事
2014/02 埼玉建興㈱ ㈱巽秀喜建築設計事務所 草加神明1丁目計画

2014/02 青木あすなろ建設㈱
青木あすなろ建設㈱ 一級建築士
事務所

ｱﾋﾞﾀﾞｽ原町田新築工事

2014/02 大旺新洋㈱ ㈱ｻﾝ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 江東区亀戸4丁目計画
2014/02 大旺新洋㈱ ㈱ｼﾃｨ ｶﾞｰﾗ不動前新築工事
2014/02 大旺新洋㈱ ㈲ｲｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ 高橋ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2014/02 大幸ﾎｰﾑ㈱ 大幸ﾎｰﾑ㈱ 一級建築士事務所 高円寺南ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事

2014/02 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

Dﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ板橋新河岸新築工事

2014/01 ㈱ｲﾁｹﾝ ㈱ｵｰﾑﾗ建築設計 ｶﾞｰﾗ蕨塚越 新築工事
2014/01 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 板橋区小豆沢1丁目計画 東敷地
2014/01 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 福神建物銀座新Fﾋﾞﾙ
2014/01 ㈱錢高組 ㈱錢高組 一級建築士事務所 四谷四丁目計画
2014/01 埼玉建興㈱ ㈱ｵｰﾑﾗ建築設計 武蔵野市境南町3丁目計画
2014/01 埼玉建興㈱ ㈱光和設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ東府中 新築工事
2014/01 鹿島建設㈱ ㈱日建設計 表参道計画
2014/01 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 巣鴨学園 中学・高等学校増築工事 新南校舎

2014/01 清水建設㈱
清水建設･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ総合開発研究
所 設計共同企業体

調布駅南口東地区第一種市街地再開発事業

2014/01 前田建設工業㈱ ㈱核建築設計事務所 東日暮里5丁目ﾏﾝｼｮﾝ
2014/01 東亜建設工業㈱ ㈱三菱地所設計 上鷺宮3丁目PJ
2014/01 東急建設㈱ ㈱現代綜合設計 世田谷区経堂5丁目Ⅱ計画
2014/01 東洋建設㈱ ㈱三輪設計 三ノ輪共同住宅 新築工事
2014/01 日本建設㈱ 積水ﾊｳｽ㈱ 一級建築士事務所 ﾏｽﾄﾗｲﾌ赤羽西計画
2013/12 ㈱竹中工務店 ARCHI SITE MOBIUS 元麻布3丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2013/12 佐藤工業㈱ ㈱洋設計事務所 特別養護老人ﾎｰﾑ ｻｸﾗﾋﾞｱ印西
2013/12 埼玉建興㈱ ㈱IAO竹田設計 ﾗｲｵﾝｽﾞ上井草計画
2013/12 埼玉建興㈱ ㈱協立建築設計事務所 ﾗｲｵﾝｽﾞ田無新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2013/12 埼玉建興㈱ 埼玉建興㈱ 一級建築士事務所 西川口6丁目ﾏﾝｼｮﾝ計画
2013/12 鹿島建設㈱ ㈱IAO竹田設計 平針三丁目計画新築工事
2013/12 鹿島建設㈱ ㈱日建設計 東洋大付属 京北中学・高等学校建設工事
2013/12 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 ふじみ野市・三芳町環境ｾﾝﾀｰ
2013/12 清水建設㈱ ㈱伊藤喜三郎建築研究所 吉川中央総合病院増改築工事2期
2013/12 大成建設㈱ ㈱久米設計 日本大学通信教育部新校舎新築工事
2013/12 東急建設㈱ ㈱現代綜合設計 世田谷区経堂5丁目Ⅰ計画
2013/12 飛島建設㈱ ㈱翔栄建築設計事務所 東上野ﾎﾃﾙ新築工事
2013/12 風越建設㈱ ㈱ﾋﾞｰﾑｽ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ｴﾙｼｰﾄﾞ上北沢新築工事
2013/11 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾌｼﾞﾀ 一級建築士事務所 ｻﾞ･ﾊﾟｰｸﾊｳｽ新越谷新築工事
2013/11 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾌｼﾞﾀ 一級建築士事務所 一宮町役場新庁舎建設工事
2013/11 ㈱ﾕｰﾃﾞｨｹｰ ㈱あい設計 22県住大宮東宮下団地
2013/11 ㈱大林組 ㈱NTTﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ 帝京大学八王子ｷｬﾝﾊﾟｽ新校舎棟
2013/11 ㈱大林組 ㈱大建設計 ﾎﾃﾙﾕﾆｿﾞ銀座新築工事
2013/11 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 ｾﾞｯﾄｴｯｸｽ銀座ﾋﾞﾙ
2013/11 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 小竹町K邸計画
2013/11 ㈱田中工務店 ㈱あい設計 22県住大宮東宮下団地
2013/11 三井住友建設㈱ ㈱NEOﾃﾞｻﾞｲﾝ ﾌﾞﾗﾝｽﾞ市が尾計画
2013/11 鹿島・京王建設共同企 ㈱日建設計 京王重機ﾋﾞﾙ再開発
2013/11 鹿島建設㈱ ㈱團紀彦建築設計事務所 青稜中学校・高等学校新築及び改修工事Ⅱ期
2013/11 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 関電工八王子支社新築工事
2013/11 清水建設㈱ ㈱ｼﾞｬｸｴﾂ環境事業 大畑幼保園新築工事
2013/11 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 前橋城南病院新築工事
2013/10 ｻﾝｴｽ建設㈱ ㈱INA新建築研究所 ｺｰﾌﾟみらい四街道ｻｰﾋﾞｽ付高齢者住宅
2013/10 井口建設㈱ 横堀建築設計事務所 神宮前2丁目新築工事
2013/10 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾃﾞﾈﾌｪｽ計画研究所 港区立西麻布いきいきﾌﾟﾗｻﾞ等複合施設
2013/10 ㈱上滝 ㈱ｵﾝｽﾞﾃﾞｺ ﾌﾟﾚｼｽ八丁畷新築工事
2013/10 ㈱竹中工務店 NICE PARTNERS 南町田病院
2013/10 京王建設㈱ ㈱ｿｼｵﾃｯｸ企画設計 吉祥寺南町2丁目ﾋﾞﾙ
2013/10 五洋建設㈱ ㈱一級建築士事務所ｱﾙﾃ・ﾜﾝ ｸﾚｽﾄﾌｫﾙﾑ東大島2新築工事
2013/10 埼玉建興㈱ ㈱ｱﾄﾘｴ禅 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ新小岩
2013/10 埼玉建興㈱ ㈱ｱﾗｲ設計 県住大宮砂団地第3工区
2013/10 埼玉建興㈱ ㈱ｵﾝｽﾞﾃﾞｺ ﾌﾟﾚｼｽ田無新築工事
2013/10 埼玉建興㈱ 埼玉建興㈱ 一級建築士事務所 浦和区領家七丁目計画
2013/10 埼和興産㈱ ㈱ｱﾗｲ設計 県住大宮砂団地第1工区
2013/10 鹿島建設㈱ ㈱ｳｪﾙﾈｽﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝ 関東国際高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ棟
2013/10 鹿島建設㈱ ㈱日建設計 明治大学付属中学・高校
2013/10 鹿島建設㈱ ㈱日立建設設計 GFE計画新築工事
2013/10 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 日産化学工業生物科学研究所
2013/10 川村建設㈱ ㈱ｱﾗｲ設計 県住大宮砂団地第2工区
2013/10 前田建設工業㈱ ㈱ｱｰﾙ・ｱｲ・ｴｰ 広島駅南口Bﾌﾞﾛｯｸ
2013/10 大旺新洋㈱ 大旺新洋㈱ 一級建築士事務所 野並会ﾋﾞﾙ新築工事高知病院増改築工事
2013/10 東亜建設工業㈱ ㈱IAO竹田設計 ﾊｲｺｰﾄ大塚計画
2013/09 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 千代田区三番町計画
2013/09 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱ｽｰﾊﾟｰﾋﾞｼﾞｮﾝ ｾｼﾞｮﾘ南青山新築工事
2013/09 ㈱竹中工務店 ㈱三菱地所設計・㈱竹中工務店 ｻﾞ・ﾊﾟｰｸﾊｳｽ千鳥ヶ淵
2013/09 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 滋賀銀行砂土原志賀寮建替工事
2013/09 ㈱錢高組 日清ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ｹﾝｺｰﾏﾖﾈｰｽﾞ㈱静岡富士山工場新築工事
2013/09 斎藤工業㈱ ㈱日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ北浦和1丁目計画
2013/09 鹿島建設㈱ ㈱妹島和世建築設計事務所 ﾖｼﾀﾞ印刷㈱東京本社新社屋新築工事
2013/09 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 科研製薬㈱東京支店ﾋﾞﾙ新築工事

2013/09 前田建設工業㈱
前田建設工業㈱ 一級建築士事務
所

江東区南砂2丁目計画

2013/09 大成・京王建設JV 大成建設㈱ 一級建築士事務所 京王電鉄ﾊﾞｽ府中営業所新築工事
2013/08 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱山下設計 S社宅建替工事
2013/08 ㈱三ノ輪建設 ㈱ｲｽﾞﾐ建築設計事務所 大野ｷﾘｽﾄ教会会堂建設工事
2013/08 ㈱竹中工務店 ㈱NTTﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ NTT新大橋研究開発拠点ﾋﾞﾙ
2013/08 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 大田区山王三丁目計画
2013/08 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 湊1丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2013/08 ㈱錢高組 野村不動産㈱ 一級建築士事務所 PMO銀座8丁目計画
2013/08 五洋建設㈱ * 扇浦浄水場整備工事
2013/08 埼玉建興㈱ ㈱光和設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ西国分寺
2013/08 埼玉建興㈱ ㈱設計室京 ﾚｰﾍﾞﾝ下赤塚
2013/08 埼玉建興㈱ 共同ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ﾗｲｵﾝｽﾞふじみ野東

2013/08 三井住友建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

中原区木月4丁目計画

2013/08 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 日産化学機能性材料研究棟
2013/08 赤間建設㈱ ㈱ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾘﾊﾞﾃｨ ｱｰｷﾃｸﾂ 神湊港緑地施設休憩所

2013/08 前田建設工業㈱
前田建設工業㈱ 一級建築士事務
所

菊川3丁目Ⅱ計画

2013/08 大豊建設㈱ ㈱三輪設計 下連雀3丁目共同住宅新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
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2013/08 東亜建設工業㈱
東亜建設工業㈱ 一級建築士事務
所

ｸﾞﾗﾝｽｲｰﾄ南砂4丁目新築工事

2013/07 松井建設㈱ ㈱宮岡設計事務所 西原246ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2013/07
清水建設・河野工務店
共同企業体

鎌田建築ｱﾄﾘｴ 青丘学院つくば寄宿舎新築工事

2013/07 清水建設㈱ ㈱久米設計 大山ねずの命神示教会神総本部真実の光会館
2013/07 清水建設㈱ ㈱山下設計 東京成徳学園十条台ｷｬﾝﾊﾟｽ再整備計画
2013/07 鉄建建設㈱ 鉄建建設㈱ 一級建築士事務所 北区中里3丁目2号棟計画
2013/07 ㈲沖山興業 ㈱ｶﾄｳ建築事務所 八丈島公営住宅原山団地
2013/06 ㈱佐伯工務店 ㈱現建築設計室 ｹｱﾊｲﾂ・鶴瀬新築工事
2013/06 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 洗足池ｱﾊﾟｰﾄﾒﾝﾂ建替計画
2013/06 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 立教女学院総合体育館・ﾌﾟｰﾙ
2013/06 埼玉建興㈱ ㈱東急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 南大塚二丁目計画
2013/06 初雁興業㈱ ㈲鈴木康夫建築企画室 特養老人ﾎｰﾑ緑水苑指扇
2013/06 清水建設㈱ ﾎﾝﾀﾞ開発㈱ 一級建築士事務所 小川独身寮新築工事
2013/06 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 渋谷区千駄ヶ谷4丁目計画
2013/06 大旺新洋㈱ ㈱ｲｸｽ･ｱｰｸ都市設計 品川区南大井4丁目
2013/06 大旺新洋㈱ ㈱宮田建築事務所 ｶﾞｰﾗ清澄白河新築工事
2013/06 坪井工業㈱ 川口建築設計事務所 桜会病院移転新築工事
2013/06 錢高・京王建設共同企 東京都財務局建築保全部 東京都監察医務院本館改築その他工事
2013/05 ﾌｼﾞﾀ・西山建設共同企業 ㈱石本建築事務所 常磐大学高等学校（仮称）新館工事
2013/05 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾌｼﾞﾀ 一級建築士事務所 横浜戸塚区吉田町計画
2013/05 ㈱安藤・間 ㈱山下設計 新宿南ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ新築工事
2013/05 ㈱錢高組 ㈱錢高組 一級建築士事務所 KCRE八潮物流ｾﾝﾀｰ計画
2013/05 丸彦渡辺・服部JV ㈱大建設計 東部地区新調理場新築工事
2013/05 埼玉建興㈱ ㈱ｱｰﾊﾞﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 目黒本町1丁目ﾏﾝｼｮﾝ

2013/05 三井住友建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

湯島二丁目計画

2013/05 鹿島建設㈱ ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 鎌ヶ谷市学校給食ｾﾝﾀｰ
2013/05 鹿島建設㈱ ㈱久米設計 千葉大学（医病）外来診療棟
2013/05 清水建設㈱ ㈱楠山設計 とだ優和の杜新築工事
2013/05 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 文京学院大学本郷ｷｬﾝﾊﾟｽ新S館
2013/05 大旺新洋㈱ ㈱ｼｰ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ ﾙ・ﾘｵﾝ両国緑新築工事
2013/05 大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 一級建築士事務所 木場3丁目計画新築工事
2013/05 風越建設㈱ ㈱日本ｸﾗﾌﾄﾗﾎﾞ ﾃﾞｨｱｽﾀ平間新築工事
2013/04 ㈱熊谷組 ㈱安井建築設計事務所 日本大学商学部砧ｷｬﾝﾊﾟｽ新本館新築工事
2013/04 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 鶴見豊岡町計画
2013/04 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱NTTﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ 神宮前共同住宅新築工事
2013/04 戸田建設㈱ 戸田建設㈱ 一級建築士事務所 多摩川2丁目計画
2013/04 斎藤工業㈱ ㈱三四五建築研究所 12農業大学校移転整備職員棟ほか新築工事
2013/04 埼玉建興㈱ ㈱IAO竹田設計 ｶﾞｰﾃﾞﾝｸﾞﾗｽ川口中青木

2013/04 鹿島建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

千葉工業大学芝園寮（女子寮）

2013/04 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 ﾃﾞﾝｶ ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ本館建設工事
2013/04 鉄建建設㈱ 鉄建建設㈱ 一級建築士事務所 江戸川区松江5丁目計画
2013/04 日本建設㈱ 日本建設㈱ 一級建築士事務所 城西学園東館建替計画
2013/04 日本建設㈱ 日本建設㈱ 一級建築士事務所 仙台坂第一ﾊｲﾂ
2013/04 北野建設㈱ 北野建設㈱ 一級建築士事務所 白金1丁目計画新築工事
2013/03 井口建設㈱ ㈲ｼﾞｵﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 下北沢膳場ﾋﾞﾙ新築工事
2013/03 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 大京町計画新築工事
2013/03 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 武蔵野市御殿山2丁目計画

2013/03 ㈱竹中工務店
梓・安井・PCPJ・東京国際空港国
際線旅客ﾀｰﾐﾅﾙ設計JV

東京国際空港国際線G・H工区

2013/03 ㈱錢高組 ㈱錢高組 一級建築士事務所 春日井市角崎町計画
2013/03 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 浜田山4丁目計画
2013/03 五洋建設㈱ ｼﾞｰｸPMC㈱ THE GRAND ORIENTAL Project

2013/03 三井住友建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

戸田公園ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事

2013/03 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 世界心道教総合館新築工事
2013/03 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 慶應義塾大学理工学部新34棟
2013/03 東海興業㈱ ㈱安宅設計 ﾗｲｵﾝｽﾞ練馬新築工事

2013/03
東急・大成建設工事共
同企業体

㈱東急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 東京都市大学新1号館新築工事

2013/02 京王建設㈱ ㈱ﾗﾅｸﾗﾌﾄ 第2ﾐｽｽﾞﾋﾞﾙ新築工事

2013/02 三井住友建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

ﾕｰﾄﾞﾘｰﾑ横濱戸塚計画

2013/02 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 護国寺ﾋﾞﾙ新築工事

2013/02 青木あすなろ建設㈱
青木あすなろ建設㈱ 一級建築士
事務所

ｱﾋﾞﾀﾞｽ町田中町新築工事

2013/01 ㈱ﾌｼﾞﾀ 牛嶋守行一級建築士事務所 南町特別養護老人ﾎｰﾑ新築工事
2013/01 ㈱大勝 ㈲ｸﾞﾗﾋﾞｽ設計 ｱﾙｺｰﾄﾞ横濱吉野町



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2013/01 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 加賀電子㈱本社ﾋﾞﾙ
2013/01 埼玉建興㈱ ㈱OAC設計 ﾌﾟﾚｼｽ新所沢Ⅱ新築工事
2013/01 清水建設㈱ ㈱山下設計 太田福島総合病院新棟増築工事
2013/01 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 麻布狸穴計画新築工事

2013/01 前田建設工業㈱
前田建設工業㈱ 一級建築士事務
所

品川区東五反田1丁目計画

2013/01 鉄建・京王建設共同企 ㈱日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ ｺｰｼｬﾊｲﾑ方南町建築及びその他工事
2013/01 東亜建設工業㈱ ㈱日本ｴｰｺﾝ ﾊﾟﾚｽﾃｰｼﾞ王子新築工事
2013/01 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 ﾌﾗﾜｰﾎｰﾑｽﾞ四谷新築工事
2012/12 井口建設㈱ 横堀建築設計事務所 代田5丁目共同住宅新築工事
2012/12 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱桂設計 自警会常盤台住宅改築工事
2012/12 ㈱第一ﾋｭｰﾃｯｸ ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ﾘｰｸﾞ 赤羽西1丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2012/12 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 日清食品ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ八王子研究所
2012/12 佐藤工業㈱ 野村不動産㈱ 一級建築士事務所 PMO田町新築工事
2012/12 埼玉建興㈱ ㈱INA新建築研究所 ｱﾃﾞﾆｳﾑ浅草Ⅱ新築工事
2012/12 埼玉建興㈱ ㈱ﾃﾞｨｽｸ ｸﾞﾛｰﾍﾞﾙ西川口ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2012/12 埼玉建興㈱ ㈱千都建築設計事務所 ﾚｰﾍﾞﾝﾊｲﾑ平井新築工事
2012/12 埼玉建興㈱ ㈱日企設計 ﾗｲｵﾝｽﾞ赤羽計画新築工事
2012/12 鹿島建設㈱ ㈱日建設計 元赤坂一丁目計画
2012/12 西武建設㈱ ㈱協立建築設計事務所 北区赤羽2丁目計画

2012/12 青木あすなろ建設㈱
青木あすなろ建設㈱ 一級建築士
事務所

ｸﾞﾗﾝｽｲｰﾄ四谷三丁目新築工事A・B棟

2012/12 大旺新洋㈱ ㈲OKI建築事務所 ﾎﾟﾚｽﾀｰ鎌倉大船新築工事
2012/12 馬淵建設㈱ 横浜国立大学 施設部 横浜国立大学（常盤台）本部棟改修その他工事
2012/11 埼玉建興㈱ ㈱ｺﾌﾟﾗｽ ﾕﾆｰﾌﾞﾙ銀座東新築工事
2012/11 埼玉建興㈱ ㈱ﾃﾞｻﾞｲﾝﾈｯﾄﾜｰｸｽ 文京区大塚三丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2012/11 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 巣鴨学園巣鴨中学・高等学校増築工事

2012/11 前田建設工業㈱
前田建設工業㈱ 一級建築士事務
所

東洋ｲﾝｷSCHD十条拠点新築工事

2012/10 JFEｼﾋﾞﾙ㈱ JFEｼﾋﾞﾙ㈱ 一級建築士事務所 大森東2丁目共同住宅新築工事
2012/10 ㈱ｲﾁｹﾝ ㈱ｵｰﾑﾗ建築設計 ｶﾞｰﾗ川口並木新築工事
2012/10 ㈱大勝 ㈱ｽﾀｲﾚｯｸｽ 南区睦町2丁目新築工事
2012/10 ㈱錢高組 ㈱錢高組 一級建築士事務所 ｻﾞ･ﾊﾟｰｸﾊｳｽ四番町
2012/10 埼玉建興㈱ ㈱INA新建築研究所 ｾﾞﾙｸﾊｳｽ船堀新築工事
2012/10 鹿島建設㈱ ㈱ｳｪﾙﾈｽﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝ 関東国際高等学校校舎
2012/10 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 文教大学付属小学校耐震等
2012/10 大旺新洋㈱ ㈱ｽﾍﾟｰｽﾃｯｸ ｺｰｼﾞｰｺｰﾄ一之江新築
2012/10 大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 一級建築士事務所 渋谷区恵比寿南1丁目計画
2012/10 東海興業㈱ ㈱秀ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ﾍﾞﾙﾄﾞｩﾑｰﾙ北小岩新築
2012/09 ㈱松永建設 ㈱ﾏﾙﾀ設計 監理：埼玉県 22県住浦和高層団地2工区
2012/09 ㈱大林組 ㈱石本建築事務所 早稲田大学中野ｺﾐｭﾆﾃｨ
2012/09 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 寒川神社　管理棟
2012/09 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 希松ﾅﾁｭﾗﾙｻｲｴﾝｽ本社
2012/09 五洋建設㈱ ㈱佐藤総合計画 創価学会半田文化会館

2012/09 三井住友建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

ﾄﾗｲﾈｯﾄﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ勝島

2012/09 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 南麻布5丁目共同住宅
2012/09 鉄建建設㈱ ㈱ｱｰﾌﾞ建築研究所 三幸学園横浜校新築工事
2012/08 戸田建設㈱ ㈱地区計画ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 江戸川さくら病院新築工事
2012/08 三井住友建設㈱ ㈱日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 渋谷区本町3丁目計画
2012/08 初雁興業㈱ ㈱ﾏﾙﾀ設計 監理：埼玉県 22県住浦和高層団地1工区
2012/07 ㈱大林組 ㈱日建設計 城西大学　紀尾井町ｷｬﾝﾊﾟｽ（仮称）３号棟計画

2012/07 ㈱竹中工務店
㈱梓設計 監理：関東地方整備局
営繕部

司法研修所（11）建築工事

2012/07 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 昭和図書　美女木物流ｾﾝﾀｰ 3号館
2012/07 京王建設㈱ ㈱ｴｽﾄﾙﾄｩｰﾗｰ 中央区新富一丁目計画
2012/07 京王建設㈱ ㈱環境・建築設計 綱島西3丁目計画
2012/07 埼玉建興㈱ ㈱ｼﾞｰｴｰﾃﾞｻﾞｲﾝ 荒川区東日暮里４丁目新築工事
2012/07 鹿島建設㈱ ㈱あい設計・㈱GA建築設計社 川口金山町12番地区第一種市街地再開発
2012/07 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 五番町ﾏﾝｼｮﾝ建替事業施行再建ﾏﾝｼｮﾝ工事

2012/07 初雁興業㈱
㈱土屋建築研究所 監理：埼玉県
都市整備部営繕課

11東部地域特別支援学校(仮称)中央棟

2012/07 前田建設工業㈱
前田建設工業㈱ 一級建築士事務
所

ﾙﾌｫﾝ高輪台計画

2012/07 風越建設㈱ ㈱ｸﾗﾌﾄﾗﾎﾞ 下馬一丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2012/06 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱高水一臣建築事務所 特別養護老人ﾎｰﾑ　むさし村山苑新築工事
2012/06 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱翔設計 綾瀬七丁目計画新築工事
2012/06 ㈱熊谷組 ㈱INA新建築研究所 大田区西馬込一丁目計画
2012/06 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 東京楽天地ｱﾈｯｸｽﾋﾞﾙ新築工事
2012/06 ㈱錢高組 ㈲生活工房仙 新東工業㈱独身寮新築工事
2012/06 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 上石神井一丁目新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2012/06 埼玉建興㈱ 靖建築事務所 ｺｺﾌｧﾝ西川口新築工事

2012/06
鹿島・鉄建・岩本建設共
同企業体

㈱ｱｰﾙ・ｱｲ・ｴｰ 警視庁有家族待機宿舎東大和住宅（23）新築工事

2012/06 鹿島建設㈱ ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 八千代市学校給食ｾﾝﾀｰ西八千代調理場

2012/06 鹿島建設㈱
㈱日建設計　㈱ｱｰﾙ･ｱｲ･ｴｰ　㈱
東急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

二子玉川東第二地区代一種市街地再開発

2012/06 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 丸山学園新校舎新築工事
2012/06 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 共同通信社　伊皿子宿舎新築工事
2012/06 清水建設㈱ ㈱ﾖｼｵｶ設計 浦和ふれあいの里新築工事
2012/06 清水建設㈱ ㈱久米設計 東京農業大学(仮称)新図書館棟建設工事
2012/06 大豊建設㈱ ㈱三菱地所設計 目黒区八雲四丁目計画新築工事
2012/05 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 石福金属興業草加工場再構築（Ⅲ期）新E棟
2012/05 五洋建設㈱ 監理：南関東防衛局調達部 横須賀（21）田浦地区厚生施設新設建築工事

2012/05 三井住友建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

横浜片倉町計画新築工事

2012/05 初雁興業㈱ ㈱ﾚｲｽﾞ設計事務所 介護老人保健施設　川越上老袋　新築工事
2012/05 清水建設㈱ ㈱IAO竹田設計 浜田山ﾏﾝｼｮﾝ計画新築工事

2012/05 前田建設工業㈱
前田建設工業㈱ 一級建築士事務
所

墨田区菊川３丁目計画新築工事

2012/05 大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 一級建築士事務所 三鷹市下連雀9丁目計画新築工事（A棟・B棟）

2012/05 大和小田急建設㈱
大和小田急建設㈱ 一級建築士事
務所

成城梶山ﾋﾞﾙ新築工事

2012/04 ㈱錢高組 野村不動産㈱ 一級建築士事務所 日本橋室町共同ﾋﾞﾙ新築工事
2012/04 埼玉建興㈱ ㈱ｲｸｽ･ｱｰｸ都市設計 川口市末広２丁目計画新築工事
2012/04 埼玉建興㈱ ㈱ｲｸｽ･ｱｰｸ都市設計 ﾗｲｵﾝｽﾞふじみ野Ⅱ新築工事
2012/04 埼玉建興㈱ ㈱西尾建築設計 ﾌﾟﾚｼｽ上石神井新築工事
2012/04 埼玉建興㈱ ㈱千都建築設計事務所 ﾚｰﾍﾞﾝﾊｲﾑ千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ新築工事

2012/04 三井住友建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

巣鴨４丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事

2012/04 清水建設㈱ ㈱TEAM21 晴風園・つくば病院Ｂ棟新築工事
2012/04 清水建設㈱ ㈱企画社 特別養護老人ﾎｰﾑ さつき園 新築工事

2012/04 野村建設工業㈱
野村建設工業㈱ 一級建築士事務
所

高円寺４丁目計画新築工事

2012/03 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱ｱｰﾊﾞﾝ工房 ﾗｼｭﾚ池袋椎名町新築工事
2012/03 埼玉建興㈱ URBAN CONSULTANTS inc. 練馬区石神井町５丁目計画新築工事
2012/03 埼玉建興㈱ ㈱設計室京 ﾚｰﾍﾞﾝﾊｲﾑ和光本町Ⅱ新築工事
2012/03 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 きこりや 町田市相原町特別養護老人ﾎｰﾑ
2012/03 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 中央区新川二丁目計画新築工事
2012/03 前田・鹿島建設共同企 ㈱日建設計 飯田橋西口地区第一種市街地再開発事業（業務棟・商業棟）
2012/02 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱安宅設計 中野区本町一丁目計画新築工事
2012/02 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 日本食研㈱千葉工場新築第三期
2012/02 埼玉建興㈱ ㈱ｵﾝｽﾞﾃﾞｺ ﾌﾟﾚｼｽ川口新築工事
2012/02 鹿島建設㈱ ㈱團紀彦建築設計事務所 青稜中学校・高等学校新築及び改築工事
2012/02 清水建設㈱ ㈱久米設計 埼玉社会保険病院　耐震整備工事
2012/01 安藤建設㈱ ㈱日建設計 北海道大学医学部 陽子線治療研究施設新営工事
2012/01 埼玉建興㈱ ㈱宮田建築事務所 ｶﾞｰﾗ東川口新築工事
2012/01 埼玉建興㈱ ㈱現代建築事務所 ｸﾞﾛｰﾍﾞﾙﾏﾝｼｮﾝ戸田新築工事
2012/01 鹿島建設㈱ ㈱久米設計 本駒込２丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2012/01 鹿島建設㈱ ㈱日建設計 東京理科大学 葛飾ｷｬﾝﾊﾟｽ計画　A,C棟
2012/01 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 小日向ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ新築工事

2012/01
竹中工務店、ｱｾｯﾄ･ﾌｧｼ
ﾘﾃｨｰｽﾞJV

㈱竹中工務店 一級建築士事務所 ｽﾀﾝﾚｰ電気本社ﾋﾞﾙ新築工事

2011/12
ﾌｼﾞﾀ・株木・共立建設共
同企業体

監理・東京都財務局建築保全部施
設整備課

都立板橋学園特別支援学校(仮称)（22）改築工事

2011/12 佐藤工業㈱ 監理・北関東防衛局調達部 朝霞(２１)公務員宿舎新築工事
2011/12 埼玉建興㈱ 荒川建設工業㈱ ﾎﾟﾚｽﾀｰ日吉新築工事

2011/12 三井住友建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

新堀留ﾋﾞﾙ計画

2011/12 鹿島建設㈱ ㈱久米設計 国士舘大学世田谷ｷｬﾝﾊﾟｽ第２体育館
2011/11 ㈱竹中工務店 ㈱日建設計 東京理科大学葛飾ｷｬﾝﾊﾟｽ計画 図書館・集会場棟
2011/11 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 調布市布田２丁目計画
2011/11 埼玉建興㈱ ㈱ｱｰﾊﾞﾝﾗｲﾌ建築事務所 ﾚｰﾍﾞﾝﾊｲﾑ柏田中新築工事
2011/11 埼玉建興㈱ ㈱設計室京 ﾚｰﾍﾞﾝﾊｲﾑ坂戸日の出新築工事
2011/11 鹿島・鉄建・大林ＪＶ ㈱日建設計・JRＥ設計ＪＶ 東京駅八重洲開発北ﾋﾞﾙⅡ増築工事
2011/11 青木あすなろ建設㈱ ㈱ｻﾝ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑ ﾌﾟﾚﾐｽﾄ西池袋新築工事
2011/11 馬淵建設㈱ 馬淵建設㈱ 一級建築士事務所 茅ヶ崎市東海岸南一丁目新築工事
2011/11 風越建設㈱ ｴﾙｱｰｽ建築設計工房㈱ ｳﾞｪﾚｰﾅ大森新築工事
2011/10 ㈱間仁田建設 監理・八丈町役場 東京都八丈町公営富士見団地
2011/10 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 袖ヶ浦さつき台病院 総合ﾘﾊｹｱｾﾝﾀｰ
2011/10 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 旧東京事務所社宅跡地賃貸ﾏﾝｼｮﾝ
2011/10 戸田建設㈱ ㈱三菱地所設計 市谷田町一丁目計画



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2011/10 佐藤工業㈱ ㈱千都建築設計事務所 ﾗｲｵﾝｽﾞ新柴又新築工事
2011/10 埼玉建興㈱ ㈱現代建築事務所 ｸﾞﾛｰﾍﾞﾙ ｻﾞ･ｼﾃｨ上野入谷新築工事
2011/10 埼玉建興㈱ 共同ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ﾗｲｵﾝｽﾞふじみ野新築工事
2011/10 鹿島建設㈱ ㈱佐藤総合計画 立正大学付属立正中学校・高等学校馬込ｷｬﾝﾊﾟｽ
2011/10 ㈲沖山興業 監理・東京都八丈町役場 東京都八丈町公営富士見団地
2011/09 ㈱大林組 HOMAT HOMES.,LTD ﾎｰﾏｯﾄﾛｲﾔﾙ建替え計画新築工事
2011/09 ㈱大林組 ㈱NTTﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ ｱﾙﾌｧﾃｸﾉｾﾝﾀｰ建替工事
2011/09 京王建設㈱ ㈱室町ｸﾘｴｲﾄ 上北沢５丁目ﾋﾞﾙ新築工事
2011/09 京王建設㈱ ㈱西原研究所 妙蓮寺駅前計画（Ⅱ）新築工事
2011/09 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 ﾘﾌﾟﾗ桜上水新築工事
2011/09 埼玉建興㈱ ㈱建正設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ草加高砂新築工事
2011/09 埼玉建興㈱ 埼玉建興㈱ 一級建築士事務所 川口市幸町二丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2011/09 埼玉建興㈱ ㈲古沢行雄建築工房・㈲ｱｰｸ設計 岩槻区西町２丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2011/09 清水建設㈱ ㈱高野千藤建築設計事務所 入間川病院増改修工事
2011/09 清水建設㈱ ㈱佐藤総合計画 津田塾大学新寮（仮称）新築工事
2011/09 清水建設㈱ ㈱日立建設設計 ㈱ｴﾌﾋﾟｺ関東新工場建設工事
2011/08 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱三輪設計 文京区小石川二丁目計画新築工事
2011/08 ㈱藤木工務店 ㈱ｱｸｼｽ 一級建築士事務所 ﾙｰﾌﾞﾙ練馬沼袋新築工事
2011/07 埼玉建興㈱ ㈱ｿｼｱﾙ綜合設計 江東区北砂1丁目計画ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2011/07 埼玉建興㈱ ㈱ﾋﾞｿﾞﾝ建築設計事務所 横浜鶴屋町2丁目ﾏﾝｼｮﾝ
2011/07 埼玉建興㈱ ㈱宮田建築事務所 ﾚｰﾍﾞﾝﾊｲﾑ三郷戸ヶ崎新築工事
2011/07 西武建設㈱ ㈱安宅設計 ﾌﾞﾘﾘｱ東大前ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2011/07 東亜建設工業㈱ ㈱NSP設計 岩国飛行場（22）下士官宿舎新設建築工事
2011/07 ㈲沖山興業 ㈱ﾕｰｽ建築設計事務所 平成２２年度公営住宅整備事業富士見団地（八丈島）
2011/06 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱ｱｰﾊﾞﾝ工房 ﾗｼｭﾚ府中新築工事
2011/06 ㈱大勝 荒川建設工業㈱ ﾎﾟﾚｽﾀｰ金沢八景新築工事
2011/06 ㈱竹中工務店 ㈱松田平田設計 三井住友海上玉川研修所増築工事
2011/06 五洋建設㈱ 五洋建設㈱ 一級建築士事務所 浦島丘計画（横浜市）
2011/06 埼玉建興㈱ ㈱日企設計 ﾗｲｵﾝｽﾞ多摩ｾﾝﾀｰ新築工事
2011/06 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 高坂ｶﾝﾄﾘｰ ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ
2011/05 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 杏林大学医学部付属病院新病棟建設計画
2011/05 五洋建設㈱ ㈱車田建築設計事務所 横須賀(20)庁隊舎等移設建築その他工事
2011/05 五洋建設㈱ 東西建築ｻｰﾋﾞｽ㈱ ㈱栃木屋北関東営業所新築工事
2011/05 埼玉建興㈱ ㈱ｲｸｽ･ｱｰｸ都市設計 ﾗｲｵﾝｽﾞ船橋本町計画新築工事
2011/05 埼玉建興㈱ ㈲鈴木康夫建築企画室 ﾎﾟﾚｽﾀｰ浦和常盤新築工事
2011/05 鹿島建設㈱ ㈱三菱地所設計 学習院女子中・高等科新教室棟建築計画
2011/05 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 神宮前６丁目渋谷会館建替計画
2011/05 鉄建建設㈱ ㈲ｱﾑ･ｻﾞｲﾝ 恵比寿賃貸ﾏﾝｼｮﾝ計画
2011/04 ㈱大林組 ㈱石本建築事務所 大正大学新３号館教育研究棟
2011/04 埼玉建興㈱ ㈱ｺﾓﾝ･ﾘﾝｸ ﾗｲｵﾝｽﾞ多摩永山新築工事
2011/04 埼玉建興㈱ 内藤設計㈱ ｸﾞﾛｰﾍﾞﾙﾏﾝｼｮﾝ三ノ輪竜泉新築工事
2011/04 新日本建設㈱ ㈱野村設計 南千住ﾋﾞﾙⅣ新築工事
2011/04 大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 一級建築士事務所 ｻﾞ･ﾊﾟｰｸﾊｳｽｱｰﾊﾞﾝｽ高輪新築工事
2011/04 鉄建建設㈱ 鉄建建設㈱ 一級建築士事務所 練馬区高野台３丁目計画新築工事
2011/04 鉄建建設㈱ 東日本旅客鉄道㈱ 新宿変電所新現業事務所新設他
2011/04 東亜建設工業㈱ ㈱湯本建築事務所 下目黒五丁目計画新築工事
2011/04 風越建設㈱ 風越建設㈱ 一級建築士事務所 川崎市幸区柳町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2011/03 埼玉建興㈱ ㈱INA新建築研究所 ﾗｲｵﾝｽﾞ石神井公園駅前新築工事
2011/03 埼玉建興㈱ ㈱ﾀｯｸ 東川口１丁目共同住宅新築工事
2011/03 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 ｽﾄﾗｸﾁｬｰﾄﾞ･ｴ 代官山ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2011/03 鹿島建設㈱ ㈱久米設計 創価学会 創価文化ｾﾝﾀｰ新築工事
2011/03 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 神保町2丁目計画
2011/03 清水建設㈱ ㈱日建設計 立教学院/立教大学複合棟3建設工事
2011/03 大豊建設㈱ ㈱現代綜合設計 ﾌﾞﾗﾝｽﾞ大田北嶺計画新築工事
2011/03 東急建設㈱ ㈱時代設計 練馬区富士見台３丁目計画
2011/02 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾌｼﾞﾀ 一級建築士事務所 山梨学院中・高ﾙﾈｯｻﾝｽ館新築工事
2011/02 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 相模大野８丁目計画
2011/02 五洋建設㈱ 九州ｽﾀｰﾂ㈱ 田無町賃貸ﾏﾝｼｮﾝPJ新築工事
2011/02 佐藤工業㈱ ㈱長谷川建築企画 藤和岸谷４町目共同住宅新築工事
2011/02 埼玉建興㈱ 船越建築設計事務所 ｸﾞﾛｰﾍﾞﾙﾏﾝｼｮﾝ新座弐番館新築工事
2011/02 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 ﾌﾟﾗｳﾄﾞ金山Ⅱ計画新築工事
2011/02 清水建設㈱ ㈱佐藤総合計画 榛東村立榛東中学校改築工事
2011/01 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 青海Q街区計画
2011/01 青木あすなろ建設㈱ ㈱共同建築設計事務所 ｱﾃﾞﾆｳﾑ新小岩新築工事
2010/12 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 一級建築士事務所 川崎市中原区今井南町計画
2010/12 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 一級建築士事務所 川崎市川崎区今井仲町計画
2010/12 岐建㈱ ㈱下川建築設計事務所 ㈱大光三郷配送ｾﾝﾀｰ
2010/12 五洋建設㈱ 五洋建設㈱ 一級建築士事務所 渋谷１丁目計画
2010/12 埼玉建興㈱ ﾘﾍﾞﾚｽﾃ㈱ 一級建築士事務所 ﾍﾞﾙﾄﾞｩﾑｰﾙ本厚木新築工事
2010/12 埼玉建興㈱ ㈱協立建築設計事務所 ﾗｲｵﾝｽﾞ前橋大手町２丁目計画新築工事
2010/12 鹿島建設㈱ 谷口建築設計事務所 KIMA計画
2010/12 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 新橋駅前計画



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2010/12 川口土木建築工業㈱ ㈱INA新建築研究所 ﾗｲｵﾝｽﾞ鳩ヶ谷新築工事
2010/11 ㈱錢高組 ㈱ｲｸｽ･ｱｰｸ都市設計 新丸子Ｂ計画新築工事
2010/11 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 磯子計画
2010/11 埼玉建興㈱ ㈱協立建築設計事務所 ﾗｲｵﾝｽﾞ戸田新新築工事
2010/11 埼玉建興㈱ 埼玉建興㈱ 一級建築士事務所 平成２０年度公社管理住宅會田幸子介護老人保健施設
2010/11 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 豊島区高田二丁目ﾏﾝｼｮﾝ計画
2010/11 赤間建設㈱ 東京都財務局建築保全部 東京都職員桜平第一住宅（22）改築工事
2010/11 飛島建設㈱ ㈱ｴﾌﾃｨ-建築設計事務所 藤和あざみ野新石川新築工事
2010/10 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱国設計 神奈川県警察学校新生徒寮建築工事
2010/10 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱日本設計 甲府地方合同庁舎（仮称）公務員宿舎甲府住宅
2010/10 ㈱大林組 ㈱山下設計 関電工（仮称）錦糸町ﾋﾞﾙ新築工事
2010/10 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 ﾘﾌﾟﾗ多摩永山２丁目新築工事
2010/10 埼玉建興㈱ ㈱時代設計 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ浦和別所新築工事
2010/10 鹿島建設㈱ ㈲香山壽夫建築研究所 東京大学（本郷）伊藤国際学術ｾﾝﾀｰ（仮称）新営工事

2010/10 前田・ｺｰﾅﾝ建設ＪＶ
ﾃﾞﾈﾌｪｽ計画研究所・EDH遠藤設計
室

港区立高輪子ども中高生ﾌﾟﾗｻﾞ新築工事

2010/10 東亜建設工業㈱ ㈱三菱地所設計 中野区東中野５丁目計画新築工事
2010/09 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 角川大映撮影所ﾘﾆｭｰｱﾙ工事
2010/09 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 石福金属興業㈱草加工場再構築工事
2010/09 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 ﾘﾌﾟﾗ調布下石原３丁目新築工事
2010/09 佐藤工業㈱ 佐藤工業㈱ 一級建築士事務所 小金井市桜町１丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2010/09 埼玉建興㈱ ㈱ｽﾍﾟｰｽﾃｯｸ　㈱ｺﾓﾝ･ﾘﾝｸ ﾗｲｵﾝｽﾞ狛江新築工事
2010/09 埼玉建興㈱ ㈱ﾌｫﾙﾑ建築計画研究所 ｸｵｽ仲町台計画新築工事
2010/09 埼玉建興㈱ 船越建築設計事務所 ｸﾞﾛｰﾍﾞﾙﾏﾝｼｮﾝ新座壱・弐番館新築工事
2010/09 鹿島建設㈱ ㈱日建設計 東京電機大学 東京千住ｷｬﾝﾊﾟｽ
2010/09 清水建設㈱ ㈱石本建築事務所 新宿１丁目小杉ﾋﾞﾙ新築工事
2010/08 ㈱熊谷組 ﾘﾍﾞﾚｽﾃ㈱ 一級建築士事務所 中央区八丁堀2丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
2010/08 ㈱大勝 ㈱ﾋﾟｰ･ｱｲ･ｴｰ ｾﾙｱｰｼﾞｭ武蔵新城ﾏﾝｼｮﾝ
2010/08 埼玉建興㈱ ㈱建築計画 荻窪２丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2010/08 埼玉建興㈱ ㈱福子工務店 一級建築士事務所 中馬込３丁目1番館ﾏﾝｼｮﾝ
2010/08 埼玉建興㈱ ㈲ｴｲﾂｶ企画設計 ﾗｲﾌﾋﾟｱ新越谷7新築工事
2010/08 鹿島建設㈱ ㈱槇総合計画事務所 町田市庁舎新築工事
2010/08 清水建設㈱ ㈱横河建築設計事務所 日本赤十字社埼玉県支部社屋新築工事
2010/08 清水建設㈱ ㈱公共設計 浦安ｴﾃﾞﾝの園増築工事
2010/07 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 湘南地区寮建設工事（仮称）永田寮
2010/07 ㈱大林組 ㈱日立建設設計 志村賃貸ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2010/07 ㈱竹中工務店 ㈱石本建築事務所 筑波研究所ﾊﾞｲｵﾘｿｰｽ細胞研究ﾘｿｰｽ棟建築工事
2010/07 佐藤工業㈱ ㈱宮田建築事務所 杉並区西荻北２丁目計画
2010/07 多田建設㈱ ㈱ﾋﾟｰ･ｱｲ･ｴｰ ﾊﾟﾚｽﾃｰｼﾞ大和新築工事
2010/06 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 神楽坂ﾋﾞﾙ計画
2010/06 西松建設㈱ ㈱日建設計 住友不動産（仮称）南平台町計画

2010/06 川口土木建築工業㈱
川口土木建築工業㈱ 一級建築士
事務所

朝霞市朝志ヶ丘１丁目共同住宅

2010/05 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾌｼﾞﾀ 一級建築士事務所 慶応義塾中等部体育館・ﾌﾟｰﾙ建替え工事
2010/05 ㈱本間組 大坪和朗建築設計事務所 横田邸新築工事
2010/05 菊次建設㈱ 八丈町役場 東京都八丈町立保育園
2010/05 京王建設㈱ ㈱北田設計事務所 武蔵台ﾊｲﾂ新築工事（府中市）
2010/05 埼玉建興㈱ ㈱ﾕﾆﾊﾞｧｻﾙ設計 新西分署建設工事
2010/05 埼玉建興㈱ ㈱協立建築設計事務所 ﾗｲｵﾝｽﾞ本所吾妻橋
2010/05 埼玉建興㈱ ㈱福子工務店 一級建築士事務所 中馬込3丁目2番館ﾏﾝｼｮﾝ（大田区）
2010/05 川口土木建築工業㈱ 間 一級建築士事務所 ｱｸｼｰｽﾞｸﾞﾗﾝﾃﾞ西川口３丁目新築工事
2010/05 前田建設工業㈱ ㈱ﾖｺﾊｳｽ ﾄﾚｽﾃｰｼﾞ高円寺北３丁目共同住宅

2010/05 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

杉森様ﾏﾝｼｮﾝ新築工事（千葉市）

2010/05 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

鈴木様ﾏﾝｼｮﾝ新築工事（横浜市）

2010/05 鉄建建設㈱ 鉄建建設㈱ 一級建築士事務所 新宿区北町計画
2010/04 ㈱大林組 ㈱JFE設計 JFEｽﾁｰﾙ㈱千葉地区新寮増築工事（千葉市）
2010/04 鹿島建設㈱ＪＶ ㈱日建設計 三井住友海上神田駿河台三丁目計画（千代田区）
2010/04 第一建設工業㈱ ㈲ｷｭｰｵｰｴﾙｸﾘｴｲｼｮﾝ ｴｸｾﾙﾀﾞｲｱ大森Ⅲ新築工事（大田区）
2010/03 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 文京区茗荷谷ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2010/03 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 神楽坂2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事（文京区）
2010/03 清水建設㈱ 中部電力㈱ 東信変電所静止形無効電力補償装置建物工事
2010/03 東急建設㈱ KDO TWO 豊島区南池袋2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2010/02 埼玉建興㈱ ㈱協立建築設計事務所 ﾗｲｵﾝｽﾞ石神井公園駅前新築工事
2010/02 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 文京区茗荷谷ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2010/02 北信土建㈱ ｴﾄﾞﾍﾞｽﾉｲｴｽ 大岡山2丁目計画
2010/02 北野建設㈱ 北野建設㈱ 一級建築士事務所 下目黒六丁目計画
2010/01 ㈱熊谷組 ㈱ｲｸｽ･ｱｰｸ都市設計 中央区築地6丁目計画
2010/01 鹿島建設㈱ ㈱創造社 左門町住宅新築工事
2009/12 ㈱錢高組 ㈱松田平田設計 明治大学和泉新体育施設・更衣室棟
2009/12 五洋建設㈱ ㈱三輪設計 箪笥町共同住宅新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2009/12 三井住友建設㈱
三井住友建設㈱ 一級建築士事務
所

新宿6丁目S街区計画

2009/12 大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 一級建築士事務所 ﾊﾟｰｸﾊﾋﾞｵ東中野1丁目新築工事
2009/11 鉄建建設㈱ 東日本旅客鉄道㈱ ＪＲ新宿変電所新現業事務所新設工事
2009/11 飛島建設㈱ 菱重ｴｽﾃｰﾄ㈱ ﾀﾞｲﾔﾊｲﾂ南雪谷新築工事
2009/10 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱ﾏﾙﾀ設計 ＨＢＣ銀座ﾋﾞﾙ新築工事
2009/10 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 ﾘﾌﾟﾗ調布国領2丁目新築工事
2009/10 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 ﾘﾌﾟﾗ調布菊野台2丁目新築工事
2009/10 五洋建設㈱ ㈱日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ ｸﾚｯｾﾝﾄ矢向Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2009/10 埼玉建興㈱ ㈱安宅設計 ﾗｲｵﾝｽﾞ前野町1丁目新築工事
2009/10 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 講談社目白台Ｂ棟新築工事
2009/09 ㈱錢高組 ㈱日本設計 三田三丁目2計画新築工事

2009/09 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

大戸ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2009/08 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾌﾛﾝﾃｱ建築企画 妙典高橋ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2009/08 ㈱ﾌｼﾞﾀ 厚生労働省大臣官房 国立精神・神経ｾﾝﾀｰ病棟更新築等整備工事
2009/08 佐藤工業㈱ ㈱叶設計 ｺｼﾞﾏ中落合ﾋﾞﾙ新築工事
2009/07 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾌｼﾞﾀ 一級建築士事務所 東上野4丁目計画
2009/07 ㈱後藤組 ㈲ﾃｨｰ･ﾄﾞｯｸ 市川妙典Ⅱ新築工事（市川市）
2009/07 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 高井戸西2丁目ﾏﾝｼｮﾝ（杉並区）
2009/07 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 ﾘﾌﾟﾗ相模原橋本2丁目新築工事
2009/07 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 戸越6丁目計画（品川区）
2009/07 埼玉建興㈱ ㈱ﾃﾞｨｽｸ ｸﾞﾛｰﾍﾞﾙﾏﾝｼｮﾝ志村城山公園新築工事
2009/07 埼玉建興㈱ 靖建築事務所 渋谷医院併用住宅（鳩ヶ谷市）

2009/07
東亜・横手・伊藤建設共
同企業体

㈱INA新建築研究所 横手駅東口第一地区市街地再開発（秋田県）

2009/06 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 一級建築士事務所 新宿区赤城元町計画
2009/06 ㈱聡明 ㈲ﾆｹ ﾃﾞｻﾞｲﾝｵﾌｨｽ 明石共同住宅新築工事（北区）
2009/06 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 ﾍﾞｽﾄﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ横浜紅葉坂ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2009/06 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 武蔵野境2丁目計画（武蔵野市）
2009/06 松尾建設㈱ ㈱満本設計綜合事務所 特別養護老人ﾎｰﾑ 前野の里（板橋区）
2009/06 川口土木建築工業㈱ 共同ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 月島ﾏﾝｼｮﾝ新築工事（中央区）

2009/06 前田建設工業㈱
芦原太郎建築事務所・㈱織本構造
設計

九段北4丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（千代田区）

2009/05 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 三井ﾎｰﾑ㈱ 千石2丁目ﾋﾞﾙ新築工事（文京区）
2009/05 埼玉建興㈱ ㈱IAO竹田設計 ﾗｲｵﾝｽﾞ浦和岸町7丁目新築工事（さいたま市）
2009/05 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 学習院大学中央教育研究棟（豊島区）

2009/05
大勝・信友特定建設共
同企業体

㈱日比野設計 厚木看護専門学校新築工事（厚木市）

2009/04 ㈱大林組 ㈱日建設計 ＮＥＣ玉川ｿﾘｭｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ（川崎市）
2009/04 ㈱錢高組 ㈱錢高組 一級建築士事務所 さいたま市浦和本太3丁目計画（さいたま市）

2009/04 前田建設工業㈱
前田建設工業㈱ 一級建築士事務
所

恵比寿4丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（渋谷区）

2009/03 ㈱大林組 ㈱日建設計 ﾎｷ美術館新築工事（千葉市）
2009/03 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 長瀬ﾗﾝﾀﾞｳｱつくば本社新築工事（つくば市）
2009/03 埼玉建興㈱ ㈱GA建築設計社 川口栄町2丁目1番地区共同ﾋﾞﾙ新築工事（川口市）
2009/03 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 赤坂2丁目ﾋﾞﾙ計画（港区）

2009/03
清水・戸田・佐藤・西松・
安藤建設共同企業体

㈱山下設計 千葉NT（ﾆｭｰﾀｳﾝ）ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（千葉県）

2009/03 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 ﾐﾅﾄ・読売木場工場新築計画（江東区）
2009/02 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 黒川計画（川崎市）
2009/02 五洋岩井建設共同企業 ㈱大坂山田守建築事務所 都立多摩養護学校（20）校舎増築工事
2009/02 埼玉建興㈱ ㈱ｺｱ･ｼｽﾃﾑｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ ﾗｲｵﾝｽﾞ昭島松原新築工事（昭島市）
2009/02 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 永田町二丁目計画（千代田区）

2009/02
初雁・三光・三ツ和特定
建設共同企業体

㈱久米設計 川越市新清掃ｾﾝﾀｰ啓発施設新築工事（川越市）

2009/02 前川建設㈱ ㈱ﾏﾘﾓ 一級建築士事務所 ﾎﾟﾚｽﾀｰ北条（姫路市）
2009/01 埼玉建興㈱ ㈱松田平田設計 朝霞第四小学校改築工事（建築）　（朝霞市）
2009/01 埼玉建興㈱ ㈱日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ ﾗｲｵﾝｽﾞ浦和大谷場新築工事（さいたま市）

2009/01 東亜建設工業㈱
ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ･ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ 一
級建築士事務所・㈱ｱﾙﾃｽ

門前仲町ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ弐番館新築工事（中央区）

2009/01 東急建設㈱ ㈱ｱﾝｸﾙ 東中野4丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（中野区）
2008/11 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾌｼﾞﾀ 一級建築士事務所 三菱成城8丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事（世田谷区）
2008/11 ㈱錢高組 ㈱錢高組 一級建築士事務所 新宿区払方町計画（新宿区）
2008/11 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 ﾘﾌﾟﾗ府中幸町1丁目新築工事（府中市）
2008/11 埼玉建興㈱ ㈱INA新建築研究所 ﾗｲｵﾝｽﾞ大泉学園新築工事（練馬区）
2008/11 鹿島建設㈱ ㈱三菱地所設計 学習院女子中・高等科新教室棟建築計画（新宿区）
2008/11 東急建設㈱ ㈱ｴﾌ･ｱｲ･ｵｳ ｱｿｼｴｲﾂ ｸﾞﾗﾝｽｲｰﾄ高輪新築工事（港区）
2008/10 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 菊名二丁目計画新築工事（横浜市）
2008/10 ㈱錢高組 ㈱梓設計 日航貨物ﾋﾞﾙ新事務棟新築工事（成田空港）
2008/10 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 ﾘﾌﾟﾗ椚田町新築工事（八王子市）



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2008/10 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 ﾘﾌﾟﾗ日野程久保8丁目新築工事（日野市）
2008/10 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 ﾄｰﾊﾝ九段ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ新築工事（千代田区）
2008/10 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 新瑞橋ﾏﾝｼｮﾝ新築工事（名古屋市）
2008/10 初雁興業㈱ ㈱ﾉｱ建築研究所 川越市名細地区統合公民館新築工事（川越市）

2008/10 前田建設工業㈱
前田建設工業㈱ 一級建築士事務
所

新宿区市谷仲之町計画（新宿区）

2008/10 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ東神奈川新築工事（横浜市）

2008/10 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

岡嶋ﾏﾝｼｮﾝ新築工事（横浜市）

2008/09 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 葉山町堀内160番地共同邸宅新築工事（神奈川県葉山町）
2008/09 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 ｳﾞｪﾚｰﾅ大磯新築工事（神奈川県大磯町）
2008/09 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 ﾘﾌﾟﾗ白糸台谷中ﾏﾝｼｮﾝ新築工事（府中市）
2008/09 鉄建建設㈱ 鉄建建設㈱ 一級建築士事務所 ﾊﾟｰｸﾊｳｽ練馬高野台ﾋﾙｻｲﾄﾞﾌﾟﾚｲｽ新築工事（練馬区）
2008/08 京王建設㈱ 京王建設㈱ 一級建築士事務所 町屋2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事（荒川区）
2008/08 戸田建設㈱ 浦安市健康福祉部・高齢者支援課 浦安市老人福祉ｾﾝﾀｰ新築工事（浦安市）
2008/08 埼玉建興㈱ ㈱地区計画ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 特別養護老人ﾎｰﾑ ﾏｯｼｰﾃﾗｽ新築工事（川口市）
2008/08 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 杉並区高井戸計画（杉並区）
2008/08 若築建設㈱ 若築建設㈱ 一級建築士事務所 杉並区和泉3丁目ﾏﾝｼｮﾝ計画（杉並区）
2008/08 東洋建設㈱ ㈱都市研究所 町田山崎住宅施行再建ﾏﾝｼｮﾝ新築工事（町田市）
2008/08 東洋建設㈱ 東洋建設㈱ 一級建築士事務所 上野7丁目計画新築工事（台東区）
2008/08 明石土建工業㈱ ㈱ｴﾑ･ｹｲ計事務所 西二見駅前共同住宅新築工事（兵庫県明石市）
2008/07 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱ｱｰﾊﾞﾝ工房 ﾗｼｭﾚ志木新築工事（志木市）
2008/07 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 法務省大臣官房施設課 東京入国管理局　横浜支局新営（建築）工事（横浜市）
2008/07 埼玉建興㈱ LEAF CREATES 古河市東1丁目新築工事（古河市）
2008/07 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 塩浜2丁目共同住宅計画（江東区）

2008/07 前田建設工業㈱
前田建設工業㈱ 一級建築士事務
所

大和證券ｸﾞﾙｰﾌﾟ亀有ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ新築工事（葛飾区）

2008/07 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

共和ﾛｰﾌﾟ 本社ﾋﾞﾙ新築工事（北区）

2008/07 鉄建建設㈱ 鉄建建設㈱ 一級建築士事務所 世田谷区代田1丁目計画（世田谷区）
2008/06 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈲ﾚﾝ構造設計事務所 恵比寿2丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（渋谷区）
2008/06 埼玉建興㈱ ㈱ｴｲﾜ設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ﾅｲｽｱｰﾊﾞﾝ宇都宮大和2丁目新築工事（宇都宮市）
2008/06 埼玉建興㈱ 埼玉建興㈱ 一級建築士事務所 ｵｱｿﾞ東浦和新築工事（さいたま市）
2008/06 鹿島建設㈱ ㈱ｱﾙﾃｽ 池尻4丁目賃貸ﾏﾝｼｮﾝ新築工事（世田谷区）
2008/06 鹿島建設㈱ ㈱日建設計 立教大学（仮称）新教室棟新築工事（豊島区）
2008/06 小原建設㈱ ﾘﾝﾃｯｸ㈱ ﾄﾞﾘｰﾑﾊｳｽⅤ・Ⅵ等新築工事（北区）
2008/06 西松建設㈱ ㈱ﾏﾘﾓ 一級建築士事務所 ﾎﾟﾚｽﾀｰ前橋南新築工事（前橋市）

2008/06 前田建設工業㈱
前田建設工業㈱ 一級建築士事務
所

青海ｼｰｻｲﾄﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（江東区）

2008/06 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 ｷｬﾉﾝ下丸子体育館及び保育所新築工事（大田区）

2008/05 清水建設㈱
Plants Associates Inc.T&A 
Associates

ｲﾝﾄﾞ大使館+ｲﾝﾄﾞ文化ｾﾝﾀｰ施設（千代田区）

2008/05 清水建設㈱ 東京工業大学 東京工業大学Ｔｏｋｙｏ　Ｔｅｃｈ　Ｆｒｏｎｔ　新営工事（建築）
2008/05 前田・盛永建設共同企 ㈱ｲｸｽ･ｱｰｸ都市設計 ｱｰﾃﾞﾙ池上新築工事（大田区）
2008/05 大成建設㈱ ㈱三菱地所設計 高見地区分譲住宅（2期）新築工事（名古屋市）
2008/05 鉄建建設㈱ 鉄建建設㈱ 一級建築士事務所 練馬区春日町4丁目ﾏﾝｼｮﾝ計画（練馬区）
2008/04 ｿﾌﾄｳｪｱ興業設備㈱ ㈱原田省吾建築設計事務所 ｿﾌﾄｳｪｱ興業㈱北柏根戸寮（3号棟）新築工事（柏市）
2008/04 ｿﾌﾄｳｪｱ興業設備㈱ ㈱原田省吾建築設計事務所 ｿﾌﾄｳｪｱ興業㈱川崎寮新築工事（川崎市）
2008/04 埼玉建興㈱ 浅井謙建築研究所㈱ 岩槻商業施設新築工事（さいたま市）
2008/04 清水建設㈱ ㈱ｱｸｼｽ 一級建築士事務所 ﾗｳﾝﾄﾞ ﾜﾝ 草加店新築工事（草加市）

2008/04 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

野島様店舗併用共同住宅新築工事（東村山市）

2008/03 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈱秀ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ｸﾚｱｼﾃｨ船橋市本町1丁目新築工事（船橋市）
2008/03 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 三井ﾎｰﾑ㈱ 菊川2丁目計画（江東区）
2008/01 ㈱淺沼組 ㈱東急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 恵比寿1丁目計画新築工事（渋谷区）
2008/01 埼玉建興㈱ ㈱徳岡昌克建築設計事務所 ﾗｲｵﾝｽﾞ桜台新築工事（練馬区）
2008/01 清水建設㈱ ㈱ｴﾙ設計事務所 ﾚｳﾞｨｰﾙ館林弐番館新築工事（館林市）
2008/01 西松建設㈱ ㈱ｲｸｽ･ｱｰｸ都市設計 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ東大島新築工事（江東区）
2008/01 川口土木建築工業㈱ ㈱ｱｰﾊﾞﾝﾗｲﾌ建築事務所 ｻﾝﾃﾞｭｴﾙ川口青木新築工事（川口市）
2007/12 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 三菱地所元麻布3丁目ﾏﾝｼｮﾝ計画新築工事（港区）

2007/12 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

㈱ﾀｶﾕｷﾋﾞﾙ新築工事（川崎市）

2007/11 ｿﾌﾄｳｪｱ興業設備㈱ ㈱原田省吾建築設計事務所 ｿﾌﾄｳｪｱ興業㈱名古屋事業所新築工事（名古屋市）

2007/11 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設
㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 一級建築士事務
所

京成船橋駅前ﾋﾞﾙ新築工事（船橋市）

2007/11 埼玉建興㈱ ㈱INA新建築研究所 ﾗｲｵﾝｽﾞｽﾃｰｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ河辺新築工事（青梅市）
2007/11 埼玉建興㈱ ㈱INA新建築研究所 ﾗｲｵﾝｽﾞ川越新宿町新築工事（川越市）
2007/11 埼玉建興㈱ ㈱片渕設計事務所 戸田市立美女木小学校単独校給食調理場増築工事（戸田市）
2007/09 埼玉建興㈱ T.I.A ﾃﾞｻﾞｲﾝｵﾌｨｽ ｽｳｨｰﾄｺｰﾄ八潮Ⅴ新築工事（八潮市）
2007/09 埼玉建興㈱ ㈱ｱﾄﾘｴ･ﾊｰﾄ ﾊﾟﾃﾗｽｸｴｱ上尾新築工事（上尾市）



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2007/09 初雁興業㈱ ㈱武蔵野建築研究所 介護老人保健施設「愛」新築工事（狭山市）
2007/09 清水建設㈱ ㈱ﾋﾟｰﾃﾞｨｰｼｽﾃﾑ 新宿ﾎﾃﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事（新宿区）
2007/09 生和建設㈱ 生和建設㈱ 小川（諭）ﾏﾝｼｮﾝ新築工事（文京区）
2007/08 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ｵｰﾄﾏｯｸｽﾃﾞｻﾞｲﾝﾜｰｸｽ㈱ 鎌ヶ谷集合住宅新築工事（鎌ヶ谷市）
2007/08 ㈱錢高組 ㈱錢高組 一級建築士事務所 文京区本郷１丁目計画新築工事（文京区）
2007/08 埼玉建興㈱ ㈱DAM・DAN建築企画設計事務所 ﾗｲﾌﾋﾟｱ北戸田Ⅱ新築工事（戸田市）
2007/08 埼玉建興㈱ ㈱ｽﾍﾟｰｽ･ｺﾑ ｻﾆｰｺｰﾄ大宮盆栽町第2新築工事（さいたま市）
2007/08 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 成城3丁目計画新築工事（世田谷区）
2007/08 清水建設㈱ ㈱ｴﾌ･ｱｲ･ｵｳ ｱｿｼｴｲﾂ 千代田区五番町計画（ｸﾘｵ）新築工事（千代田区）

2007/08 川口土木建築工業㈱
川口土木建築工業㈱ 一級建築士
事務所

春日部市粕壁東１丁目計画新築工事（春日部市）

2007/08 北野建設㈱ ㈲ｴｰｱﾝﾄﾞﾕｰ建築設計事務所 品川区　西小山ﾋﾙｽﾞ新築工事（品川区）
2007/07 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 代々木5丁目計画新築工事（渋谷区）
2007/07 ㈱竹中工務店 柴 建築設計事務所 ﾚｰﾍﾞﾝﾊｲﾑ水戸五軒町計画新築工事（水戸市）
2007/07 ㈱錢高組 ㈱錢高組 一級建築士事務所 国立市東1丁目計画新築工事（国立市）
2007/07 戸田建設㈱ 戸田建設㈱ 一級建築士事務所 日特　小牧男子寮新築工事（愛知県）
2007/07 埼玉建興㈱ ㈱ｲｸｽ･ｱｰｸ都市設計 ｾﾞﾌｧｰ武蔵浦和新築工事（さいたま市）

2007/07 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

我孫子市　荒井ﾋﾞﾙ新築工事（我孫子市）

2007/07 東亜建設工業㈱
東亜建設工業㈱ 一級建築士事務
所

世田谷区　上野毛ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2007/06 戸田建設㈱ ㈲SDS設計工房 八千代病院急性期治療病棟増築工事（八千代市）
2007/06 五洋建設㈱ ㈱NEOﾃﾞｻﾞｲﾝ 町田市小川ﾏﾝｼｮﾝ新築工事（町田市）
2007/06 五洋建設㈱ ㈱協立建築設計事務所 いずみ野集合住宅計画新築工事（横浜市）
2007/06 埼玉建興㈱ T.I.A ﾃﾞｻﾞｲﾝｵﾌｨｽ ｽｳｨｰﾄｺｰﾄ八潮参番館新築工事（八潮市）
2007/06 埼玉建興㈱ ㈱IAO竹田設計 ﾗｲｵﾝｽﾞ浦和東岸町新築工事（さいたま市）
2007/06 清水・ﾌｼﾞﾀ建設共同企業 ㈱UG都市建築 大崎駅西口中地区再開発（品川区）
2007/06 西松建設㈱ ㈱日総建 川越市六軒町共同住宅新築工事（川越市）
2007/06 前田建設工業㈱ ㈱ｴﾑｴｰﾕｰ建築設計工房 ﾌﾟﾛﾊﾟｽﾄ馬喰町2丁目新築工事（中央区）
2007/06 前田建設工業㈱ 都市環境建築設計事務所 冬木ﾏﾝｼｮﾝ新築工事（江東区）
2007/05 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈲ｽﾍﾟｰｽ･ｺﾑ ｻﾆｰｺｰﾄ南与野第2新築工事（さいたま市）
2007/05 埼玉建興㈱ ㈱ﾃﾞｨｽｸ ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ越谷新築工事（越谷市）
2007/05 西松建設㈱ 西松建設㈱ 一級建築士事務所 亀戸・大島・小松川第三地区（E-26街区）計画（江東区）

2007/05 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

三井興業㈱鶴見ﾋﾞﾙ新築工事（横浜市）

2007/05 東洋建設㈱ ㈱東畑建築事務所 ﾗｲｵﾝｽﾞ田無新築工事（西東京市）
2007/04 埼玉建興㈱ ㈱ｲｸｽ･ｱｰｸ都市設計 ｻﾝﾃﾞｭｴﾙ鹿沼新築工事（栃木県鹿沼市）
2007/04 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 荻窪二丁目計画（杉並区）

2007/04
初雁興業㈱・関中建設
㈱特別共同企業体

㈱総合計画 特別養護老人ﾎｰﾑ「熊谷ﾎｰﾑ」(埼玉県）

2007/04 大末建設㈱ ㈲ﾋﾛ･ﾃﾞｻﾞｲﾝｽﾀｼﾞｵ 藤和志木柳瀬川新築工事（志木市）

2007/04 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

下谷3丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事（台東区）

2007/04 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 幡ヶ谷2丁目８（渋谷区）
2007/04 東急建設㈱ ㈲ｹｲﾃﾞｨｰｵｰﾂｰ 中野本町4丁目新築工事（中野区）
2007/03 ㈱錢高組 ㈱錢高組 一級建築士事務所 墨田区向島5丁目計画新築工事（墨田区）
2007/03 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 和光並木新築工事（和光市）
2007/03 川口土木建築工業㈱ ㈱現代建築事務所 草加氷川町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事（草加市）

2007/03
東洋建設・前田建設工
業共同企業体

㈱日企設計 ﾗｲｵﾝｽﾞﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ中野ﾌﾟﾚｰｾﾞ新築工事（中野区）

2007/02 ㈱光徳技建 ㈱新都計画 茅ヶ崎市東海岸北有料老人ﾎｰﾑ計画（ｱﾝﾘ茅ヶ崎）
2007/02 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 岡本2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事（世田谷区）
2007/02 清水建設㈱ ㈱ｾﾞﾌｧｰ 一級建築士事務所 道場2丁目計画新築工事（さいたま市）

2007/02 川口土木建築工業㈱
川口土木建築工業㈱ 一級建築士
事務所

戸田市新曽共同住宅新築工事（戸田市）

2007/02 前田建設工業㈱ ㈱協立建築設計事務所 高田2丁目M新築工事（新宿区）
2007/02 東洋建設㈱ ㈱SD建築企画研究所 LM相模大野3丁目新築工事（相模原市）
2007/01 ㈱竹中工務店 ㈱ﾆﾁｶ 一級建築士事務所 ｸﾞﾗﾝｼﾃｨ西大島新築工事（江東区）
2007/01 五洋建設㈱ A・PLAN 一級建築士事務所 新宿矢来町住宅新築工事（新宿区）
2007/01 五洋建設㈱ ㈱協立建築設計事務所 大宮宮原町1丁目計画新築工事（さいたま市）
2007/01 埼玉建興㈱ ㈲ｽﾍﾟｰｽ･ｺﾑ ｻﾆｰｺｰﾄ東川口第13新築工事（川口市）
2007/01 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 市ヶ谷仲之町（Ⅱ）計画新築工事（新宿区）

2007/01
清水・飛島・松井建設共
同企業体

㈱安井建築設計事務所 日本大学芸術学部江古田ｷｬﾝﾊﾟｽス整備事業に伴う校舎新築その他

2006/12 ㈱ｱｾﾞﾙ ㈱ｴｰｺﾝ ｴｽﾄ･ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｰﾙ海浜幕張新築工事（千葉市）
2006/12 埼玉建興㈱ ㈱志賀建築研究所 ﾊﾟﾃﾗ川口飯塚新築工事(川口市）
2006/12 東洋建設㈱ ㈱日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ ｸﾛｽｳｨﾙ多摩ｾﾝﾀｰ新築工事（多摩市）
2006/11 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 JR明倫地区分譲住宅新築工事（名古屋市）
2006/11 清水建設㈱ ㈱NTTﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ ｺﾑｼｽ高円寺ビル新築工事（杉並区）
2006/11 大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 一級建築士事務所 ﾊﾟｰｸﾊｳｽ美しの森・ﾊﾟｰｸﾌﾛﾝﾄ新築工事(横浜市)
2006/10 ㈱ﾌｼﾞﾀ ㈱安宅設計 ﾊﾟｰｸﾊｳｽ笹塚ｱｰﾊﾞﾝｽ新築工事（渋谷区）



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2006/10 埼玉建興㈱ ㈱細田設計 戸田市立戸田第一小学校給食調理場増築建築工事
2006/10 埼玉建興㈱ ㈱設計工房ｲｰ･ﾃﾞｨｰ ﾗｲﾌﾋﾟｱ八潮新築工事(八潮市)
2006/10 清水建設㈱ ㈱ｼﾞｬﾑﾊｳｽ 一級建築士事務所 川崎・牟田ﾏﾝｼｮﾝ新築工事（川崎市）
2006/10 川口土木建築工業㈱ ㈱藤田建築設計事務所 ﾚｸｾﾙﾏﾝｼｮﾝ越谷新築工事(越谷市)

2006/10 川口土木建築工業㈱
川口土木建築工業㈱ 一級建築士
事務所

新座市畑中1丁目共同住宅新築工事（新座市）

2006/09 埼玉建興㈱ ㈱設計室京 ﾚｰﾍﾞﾝﾊｲﾑ古河弐番館新築工事（古河市）
2006/09 埼玉建興㈱ ㈲ｽﾍﾟｰｽ･ｺﾑ ｻﾆｰｺｰﾄ東川口第12新築工事（川口市）
2006/09 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 大宮区桜木1丁目共同住宅新築工事（さいたま市）
2006/09 東洋建設㈱ ㈱安宅設計 ﾗｲｵﾝｽﾞ府中中河原ﾏｰｸｽﾌｫｰﾄ新築工事(府中市)
2006/08 ｿﾌﾄｳｪｱ興業設備㈱ ㈱原田省吾建築設計事務所 ｿﾌﾄｳｪｱ興業㈱古ヶ崎寮B棟新築工事（松戸市）
2006/08 ㈱紅梅組 ㈱創建社建築設計事務所 特別養護老人ﾎｰﾑ上郷苑増築工事（横浜市）
2006/08 京急建設㈱ ㈱金子設計 鶴見中央一丁目土地有効活用事業（横浜市）
2006/08 埼玉建興㈱ ㈱ｱｰｷﾄﾛﾝ建築設計事務所 ﾚｸｾﾙﾏﾝｼｮﾝ加茂宮新築工事（さいたま市）
2006/08 埼玉建興㈱ 共同ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ﾗｲｵﾝｽﾞｳﾞｨｱｰﾚ武蔵境新築工事（武蔵野市）

2006/08
鹿島・大林・清水建設共
同企業体

㈱久米設計 赤坂五丁目TBS開発建設工事（住宅棟）

2006/08 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 池尻4丁目ﾏﾝｼｮﾝ計画新築工事（世田谷区）
2006/08 川口土木建築工業㈱ ㈱IMSﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ｸﾞﾛｰﾍﾞﾙﾏﾝｼｮﾝ東浦和新築工事（さいたま市）
2006/07 埼玉建興㈱ ㈲福谷設計事務所 新座市畑中1丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2006/07 鹿島建設㈱ ㈱日建設計 神保町1-23計画新築工事（千代田区）
2006/07 東洋建設㈱ ㈱東畑建築事務所 ﾗｲｵﾝｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ田無芝久保新築工事（西東京市）
2006/07 南海辰村建設㈱ ㈱日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 塩浜2丁目外断熱ﾏﾝｼｮﾝ計画新築工事（江東区）
2006/06 安藤建設㈱ 安藤建設㈱ 一級建築士事務所 代沢3丁目ﾊﾟｰｸﾊｳｽ新築工事（世田谷区）
2006/06 岩井建設㈱ ㈱武建築設計研究所 西原3丁目小山ﾋﾞﾙ新築工事（大田区）
2006/06 埼玉建興㈱ ㈱ｱﾄﾘｴ禅 ｻﾆｰｺｰﾄ蕨第7新築工事（蕨市）
2006/06 埼玉建興㈱ 埼玉建興㈱ 一級建築士事務所 ﾗｲﾌﾋﾟｱ豊春駅前新築工事（春日部市）
2006/06 鹿島建設㈱ ㈱武建築設計研究所 新富町（松し満）賃貸ﾏﾝｼｮﾝ新築工事（中央区）

2006/06 東亜建設工業㈱
東亜建設工業㈱ 一級建築士事務
所

上荻4丁目ﾏﾝｼｮﾝ計画（杉並区）

2006/05 ｿﾌﾄｳｪｱ興業設備㈱ ㈱原田省吾建築設計事務所 ｿﾌﾄｳｪｱ興業㈱千石寮新築工事（文京区）
2006/05 ㈱錢高組 ㈱錢高組 一級建築士事務所 前地２丁目ﾊﾟｰｸﾊｳｽ新築工事（さいたま市）
2006/05 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 流通経済大学ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ建設工事（龍ヶ崎市）

2006/05 川口土木建築工業㈱
川口土木建築工業㈱ 一級建築士
事務所

ﾗｲｵﾝｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ大宮公園新築工事（さいたま市）

2006/04 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ㈲朝倉崇夫都市建築設計事務所 ﾙﾈｽ熱海BLUESIA新築工事（熱海市）
2006/04 清水建設㈱ ㈱ﾀｶﾊ都市科学研究所 調布駅南第一地区市街地再開発事業（調布市）
2006/04 清水建設㈱ ㈱ﾌﾟﾗﾝﾃｯｸ総合計画事務所 成増ﾌﾟﾗｲﾑ新築工事（板橋区）
2006/04 西松建設㈱ ㈱ﾏﾘﾓ 一級建築士事務所 ﾎﾟﾚｽﾀｰ飯能新築工事（飯能市）

2006/04 川口土木建築工業㈱
川口土木建築工業㈱ 一級建築士
事務所

ﾗﾌﾟﾚ大宮公園計画新築工事（さいたま市）

2006/04 南海辰村建設㈱ ㈱ｱｰﾙ･ｴﾑ･ｼｨｰ ｱﾝﾋﾞｯｸｽ花小金井１丁目計画新築工事（小平市）
2006/04 南海辰村建設㈱ ㈱ｽﾍﾟｰｽﾃｯｸ 東陽6丁目共同住宅新築工事（江東区）
2006/03 埼玉建興㈱ ㈱IAO竹田設計 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ練馬ｼﾃｨ新築工事（練馬区）
2006/03 前田建設工業㈱ ㈱三輪設計 ｸﾞﾗﾝｽｲｰﾄ葛西Ⅰ、Ⅱ新築工事（江戸川区）
2006/03 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 ｷｬﾉﾝ目黒宿泊施設新築工事（目黒区）
2006/02 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 K.I.ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 王子神谷ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞﾊｲﾂ新築工事（北区）
2006/02 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 用賀１丁目計画（世田谷区）
2006/02 埼玉建興㈱ ㈱OAC設計 ｼｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ新井宿新築工事（鳩ヶ谷市）
2006/02 埼玉建興㈱ ㈱白澤建築事務所 ｲｸｼｱ川口元郷新築工事（川口市）
2006/02 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 ｼﾞｪﾝﾄﾙｴｱ神宮前新築工事（渋谷区）
2006/02 西松建設㈱ ㈱ﾏﾘﾓ 一級建築士事務所 ﾎﾟﾚｽﾀｰ深谷新築工事（深谷市）
2006/01 恵開発・和田建設ＪＶ ㈱おいし 一級建築士事務所 紀州技研工業　工場新築工事
2006/01 清水建設㈱ ㈱INA新建築研究所 新宿５丁目ｵﾘｯｸｽﾋﾞﾙ新築工事（新宿区）

2006/01 前田建設工業㈱
前田建設工業㈱・㈱ﾄﾙﾃｯｸ都市建
築設計事務所

六本木飯倉ﾏﾝｼｮﾝ新築工事（港区）

2006/01 東急建設㈱ ㈱日東設計事務所 持丸敏ﾏﾝｼｮﾝ新築工事（町田市）
2005/12 清水建設㈱ ㈱共同建築設計事務所 上毛病院増改築工事（高崎市）
2005/12 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 松戸　原田ﾏﾝｼｮﾝ新築工事（松戸市）
2005/12 東急建設㈱ ㈲千葉学建築計画事務所 荏田集合住宅新築工事（横浜市）
2005/11 ｿﾌﾄｳｪｱ興業設備㈱ ㈱原田省吾建築設計事務所 ｿﾌﾄｳｪｱ興業　大阪道修町寮新築工事（大阪市）
2005/11 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 ｴﾑｽﾌﾟﾗｽ ﾘﾍﾞﾚﾝｽ川崎南新築工事（川崎市）
2005/11 清水建設㈱ ㈱旺建設計 東尾久ｵｰﾙﾄﾞﾊﾞﾙﾏﾝｼｮﾝ新築工事（荒川区）
2005/11 清水建設㈱ ㈱大建設計 我孫子聖仁会病院移転新築工事（我孫子市）
2005/11 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 新宿７丁目計画（新宿区）

2005/11 大和ﾊｳｽ工業㈱
大和ﾊｳｽ工業㈱ 一級建築士事務
所

鴨下ﾏﾝｼｮﾝ新築工事（台東区）

2005/11 東洋建設㈱ ㈱ｲｸｽ･ｱｰｸ都市設計 LPｾﾝﾀｰ南Ⅲ　新築工事（横浜市）
2005/10 大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 一級建築士事務所 ﾊﾟｰｸﾊｳｽ用賀新築工事（世田谷区）
2005/10 東急建設㈱ ㈱三菱地所設計 劇団四季新芸術ｾﾝﾀｰ新築工事（横浜市）
2005/09 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 幕張ﾍﾞｲﾀｳﾝ H-2街区建設工事（千葉市）



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2005/09 大成建設㈱ ㈱三菱地所設計・大成建設㈱ 晴海ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ新築工事（中央区）
2005/08 関東菱重興産㈱ ㈱ﾕｰﾗｲｽﾞ企画設計 東神田３丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事（千代田区）
2005/08 東急建設㈱ ㈱荒木正彦設計事務所 渋谷宇田川CRF計画（渋谷区）
2005/07 清水・東急・松村組ＪＶ ㈱日建設計 市谷庁舎新設建設工事（新宿区）
2005/07 名工建設㈱ ㈱三輪設計 ﾘﾋﾞｵ小豆沢新築工事（板橋区）
2005/06 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 ｸﾞﾗﾝﾀﾜｰ目黒新築工事（目黒区）
2005/06 戸田建設㈱ 古橋建築事務所 昭和女子大学新体育館新築工事（世田谷区）
2005/06 埼玉建興㈱ ㈱PAT建築設計事務所 ｼｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ飯能新築工事（飯能市）
2005/06 鹿島建設㈱ ㈱ｻｳﾝｽﾞ建築士事務所 大森山王二丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事（大田区）
2005/06 小川・大場・渡辺建設ＪＶ ㈱ﾚｰﾓﾝﾄﾞ設計事務所 川崎市立川中島中学校改築工事（川崎市）
2005/05 埼玉建興㈱ ㈱DAM・DAN建築企画設計事務所 川口市栄町１丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事（川口市）
2005/05 鹿島・株木建設ＪＶ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 目白１丁目計画新築工事（豊島区）
2005/05 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 ｷｬﾉﾝ目黒新研修所新築工事（目黒区）
2005/05 東洋建設・前田建設工 ㈱日建企画 ﾗｲｵﾝｽﾞﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ中野ﾌﾟﾚｰｾﾞ新築工事（中野区）
2005/04 ㈱冨士工 ㈲谷内田章夫ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 八丁堀３丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事（中央区）
2005/04 埼玉建興㈱ ㈱志賀建築研究所 ﾚｰﾍﾞﾝﾊｲﾑ鴻巣新築工事（鴻巣市）
2005/04 南海辰村建設㈱ ㈱千都建築設計事務所 ｸﾞｰﾃﾞｨｯｼｭ梅島新築工事（足立区）
2005/04 南海辰村建設㈱ ㈱千都建築設計事務所 ｸﾞｰﾃﾞｨｯｼｭ松戸竹ヶ花新築工事（松戸市）
2005/03 ｿﾌﾄｳｪｱ興業設備㈱ ㈱原田省吾建築設計事務所 ｿﾌﾄｳｪｱ興業　古ヶ崎寮新築工事（松戸市）
2005/03 清水建設㈱ ㈱吉村建築事務所 京都学園大学新学部校舎新築工事
2005/03 清水建設㈱ ㈱日建企画 介護老人保健施設さかえ　新築工事
2005/03 風越建設㈱ ㈱建築設計ｱｰｷﾌｫﾙﾑ ﾌﾟﾚｰﾙ･ﾄﾞｩｰｸ銀座東新築工事（中央区）

2005/02 ㈱ｽﾙｶﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
㈱ｽﾙｶﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 一級建築士事
務所

文京区湯島３丁目計画

2005/01 ㈱ﾋﾟｰｴｽ三菱 ㈱三菱地所設計 井の頭公園ﾊﾟｰｸﾊｳｽ吉祥寺南町新築工事

2005/01 前田建設工業㈱
前田建設工業㈱ 一級建築士事務
所

六本木FMﾏﾝｼｮﾝ新築工事（港区）

2004/12 清水建設㈱ ㈱日建設計・清水建設㈱ 三宿公務員住宅建設工事（世田谷区）
2004/10 戸田建設㈱ 戸田建設㈱ 一級建築士事務所 東雪谷2丁目ﾏﾝｼｮﾝ計画（大田区）
2004/09 ｿﾌﾄｳｪｱ興業設備㈱ ㈱原田省吾建築設計事務所 ｿﾌﾄｳｪｱ興業　関内寮新築工事（横浜市）
2004/09 大末建設㈱ ㈱現代綜合設計 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ西戸山新築工事（新宿区）
2004/07 埼玉建興㈱ ㈱長谷川建築企画 さいたま市緑区原山4丁目PJ新築工事（さいたま市）
2004/07 清水建設㈱ ㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝ企画設計 ｱﾛｰﾈ大森新築工事（大田区）
2004/07 東洋建設・前田建設工 ㈱Add都市建築事務所 LG十条台新築工事（北区）
2004/06 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 一級建築士事務所 埼玉学園大学増改築工事（さいたま市）
2004/06 ㈱鴻池組 ㈱日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ LM横浜元町ｷｬﾅﾘｼｱ新築工事（横浜市）
2004/06 ㈱大林組 東 環境研究所 一級建築士事務 星野温泉ﾎﾃﾙ立替工事（群馬県）
2004/06 埼玉建興㈱ 埼玉建興㈱ 一級建築士事務所 ﾚｰﾍﾞﾝﾊｲﾑ朝霞泉水新築工事（朝霞市）

2004/05
鹿島・竹中・間特定建設
工事ＪＶ

法務省大臣官房施設課 ＴＤＨ北収容棟新営(建設)工事

2004/05 前田建設工業㈱ ㈱IAO竹田設計 ﾌｧﾐｰﾙ本駒込新築工事
2004/05 東急建設㈱ ㈱ｶﾞｲ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾞﾛｰﾍﾞﾙ瑞江新築工事（江戸川区）
2004/05 東洋建設㈱ ㈱三輪設計 ﾗｲｵﾝｽﾞﾋﾙｽﾞ中十条新築工事（北区）
2004/05 南海辰村建設㈱ ㈲現代建築研究室 ﾚﾘｱｰﾄ柏新築工事（柏市）
2004/04 ㈱松尾工務店 ㈱松尾工務店 一級建築士事務所 ﾈｵﾏｲﾑ六角橋新築工事（横浜市）
2004/04 埼玉建興㈱ ㈱千都建築設計事務所 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ南柏新築工事（柏市）
2004/04 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 ﾗｲｵﾝｽﾞ浜田山ｾﾝﾄﾏｰｸｽ新築工事（杉並区）
2004/04 西松建設㈱ ㈱UG都市建築 ｱｸｼｱ広尾新築工事（港区）
2004/04 西松建設㈱ ㈱ｱｯﾌﾟﾙｽﾞ総合計画 特別養護老人ﾎｰﾑ 昴 新築工事（野田市）
2004/04 大末建設㈱ ㈱藤田建築設計事務所 ﾗｲｵﾝｽﾞｽﾃｰｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ十日市場新築工事（横浜市）
2004/04 風越建設㈱ ㈱ﾕｰﾗｲｽﾞ企画設計 PS北新宿ﾏﾝｼｮﾝ新築工事（新宿区）
2004/03 東洋建設・前田建設工 ㈱日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ ﾗｲｵﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ ｾﾝﾀｰ南新築工事（横浜市）
2004/02 鹿島建設㈱ ㈱日建設計 神保町すずらん通りﾋﾞﾙ新築工事（千代田区）
2004/02 大末建設㈱ 大末建設㈱ 一級建築士事務所 ﾗｲｵﾝｽﾞｽｸｴｱ篠崎新築工事（江戸川区）
2004/02 東洋建設・前田建設工 ㈱ｽﾍﾟｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝ桂 ﾗｲｵﾝｽﾞﾋﾙｽﾞ横浜新子安新築工事

2004/02 南海辰村建設㈱
南海辰村建設㈱ 一級建築士事務
所

豊洲４丁目外断熱ﾏﾝｼｮﾝ新築工事（江東区）

2004/01 東洋建設・前田建設工 ㈱SHOW建築設計事務所 ﾗｲｵﾝｽﾞｽﾃｰｼﾞ板橋新築工事
2004/01 東洋建設・前田建設工 ㈱ｽﾍﾟｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝ桂 ﾗｲｵﾝｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ妙蓮寺新築工事
2003/12 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 一級建築士事務所 第5吉田ﾋﾞﾙ新築工事
2003/12 東急建設㈱ ㈱楠山設計 介護施設　ｼｰﾀﾞ･ｳｫｰｸ新築工事（杉並区）
2003/11 関東菱重興産㈱ 菱重興産㈱ 一級建築士事務所 青葉台ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2003/11 東急建設・小田急建設Ｊ ㈱設計集団 中央林間健康増進ｾﾝﾀｰ新築工事
2003/11 東洋建設・前田建設工 ㈱一富士設計 ﾗｲｵﾝｽﾞｽﾃｰｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ横浜仲町新築工事

2003/10 若築建設㈱
㈱藤井建築工房 一級建築士事務
所

ﾘﾌﾞｾﾞ大口仲町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事（横浜市）

2003/10 大成建設㈱ ㈱IAO竹田設計 本郷複合福祉施設建設工事
2003/09 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 千葉中村古峡記念病院新築工事
2003/09 鉄建建設㈱ 鉄建建設㈱ 一級建築士事務所 西品川1丁目計画（品川区）
2003/09 不動建設㈱ 不動建設㈱ 一級建築士事務所 ﾙﾐﾅｽ東大島新築工事（江東区）
2003/08 東洋建設・前田建設工 ㈱一富士設計 LSP横浜ﾌﾟﾘﾏｿﾞｰﾅ新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2003/08 東洋建設・前田建設工 ㈱久米ｱｰｷｼｽﾃﾑ ﾗｲｵﾝｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ亀有新築工事（葛飾区）
2003/07 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 成城3丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事（世田谷区）
2003/06 ㈱奥村組 ㈱INA新建築研究所 希望が丘山庄ﾋﾞﾙ新築工事（横浜市）
2003/06 大末建設㈱ ㈱日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ仙台堀川公園新築工事
2003/06 東急建設㈱ ㈱大建設計 荏田記念病院新築工事
2003/06 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 新大橋ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞPJ新築工事
2003/05 丸西建設㈱ 丸西建設㈱ 難波ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2003/05 戸田建設㈱ ㈱山下設計 千葉市少年自然の家建設工事
2003/05 戸田建設㈱ 戸田建設㈱ 一級建築士事務所 ﾊﾟｰｸﾊｳｽ練馬高野台新築工事
2003/05 三井住友建設㈱ ㈱ｲｸｽ･ｱｰｸ都市設計 ｸﾚｯｾﾝﾄ川崎新築工事（川崎市）
2003/05 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 木場2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2003/04 ㈱鴻池組 ㈱鈴木建築事務所 藤和文京関口ﾏﾝｼｮﾝ
2003/04 ㈱錢高組 ㈱教育施設研究所 東京大学基盤科学系実験棟工事（千葉県柏市ｷｬﾝﾊﾟｽ）
2003/04 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 交詢社ﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ新築工事（中央区）
2003/04 大末建設㈱ ㈱ﾃﾞｨｽｸ ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾞﾛｰﾍﾞﾙ北千住新築工事

2003/04 東亜建設工業㈱
東亜建設工業㈱ 一級建築士事務
所

二番町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事（千代田区）

2003/02 ㈱ﾋﾟｰｴｽ三菱 ㈱ﾋﾟｰｴｽ三菱 一級建築士事務所 ﾊﾟｰｸﾊｳｽ大島新築工事
2003/02 ㈱小島組 ㈱日比野設計 後藤整形外科老人保健施設新築工事

2003/02
小川・露木・佐田共同企
業体

川崎市まちづくり局市街地開発部
及び施設整備部

仮称久末寺谷住宅第1号・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ新築工事（川崎市）

2003/01 ㈱鴻池組
㈱大和地所・㈱嘉環境建築設計一
級建築士事務所

ｸﾚｽﾄﾌｫﾙﾑ上末吉新築工事

2003/01
東洋建設・奥村組土木
興業共同企業体

東洋建設㈱ 一級建築士事務所 小石川3丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2002/12 前田建設工業㈱ YOKOHAMA SEKKEI ｸﾘｵ中延駅前壱番館新築工事
2002/12 前田建設工業㈱ ㈱ｴﾌ･ｱｲ･ｵｳ ｱｿｼｴｲﾂ ﾗｲｵﾝｽﾞｽﾃｰｼﾞ東向島新築工事
2002/12 大末建設㈱ 大末建設㈱ 一級建築士事務所 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ上永谷丸山台新築工事
2002/12 鉄建建設㈱ ㈱瀬戸本淳建築研究室 ﾗｲｵﾝｽﾞｽｸｴｱ小石川後楽園新築工事
2002/12 東急建設㈱ 東急建設㈱ 一級建築士事務所 ﾊﾟｰｸﾊｳｽ武蔵小杉新築工事
2002/12 東洋建設㈱ ㈱安井建築設計事務所 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ藤沢緑化公園新築工事（藤沢市）
2002/11 安藤建設㈱ ㈱ﾐｿﾞﾀ設計 千代田区神田錦町1丁目共同住宅新築工事
2002/11 ㈱松尾工務店 ㈱東京設研 一級建築士事務所 ﾈｵﾏｲﾑ上大岡新築工事
2002/11 ㈱門倉組 ㈱湘南Ｔｏｒｕ工房 ｺｼﾞﾏｻｲｸﾙﾋﾞﾙ新築工事
2002/11 ㈱門倉組 環境設計研究室 湘南ﾐｻﾜﾎｰﾑﾋﾞﾙ平塚新築工事（平塚市）
2002/11 ㈱門倉組 佐藤雄司建築設計事務所 朝日ﾜﾝﾙｰﾑﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2002/11
三井建設・大春工務店・
鎌田工業共同企業体

㈱三真設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 片瀬中学校改築建築工事

2002/10 ㈱新藤組 ㈱鈴木建築事務所 所沢市立三ヶ島小学校給食室改築(建築)工事
2002/10 ㈱門倉組 ㈱湘南Ｔｏｒｕ工房 ﾇｰﾍﾞﾙﾊﾞｰｸﾞ湘南大久保ｲｰｽﾄ新築工事
2002/10 ㈱門倉組 ㈱平山建築設計事務所 斎藤ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2002/10 ㈱門倉組 小川建築工房 一級建築士事務所 宮沢晴信様ﾜﾝﾙｰﾑﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2002/09 西松建設㈱ 西松建設㈱ 一級建築士事務所 溝口5丁目計画新築工事
2002/08 ㈱錢高組 ㈱錢高組 一級建築士事務所 ﾗｲｵﾝｽﾞｽﾃｰｼﾞ横濱元町新築工事
2002/08 鹿島建設㈱ ㈱日本設計 ｴｰｻﾞｲ　新GLP施設新築工事（つくば市）

2002/07 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 一級建築士
事務所

上尾市柏座計画新築工事

2002/07 ㈱藤生工務店 ㈱小林通男住宅創作室 ｻﾝﾊﾟﾚｽ元住吉新築工事
2002/07 ㈱白石 ㈱ｴｲ･ﾃﾞｨ設計 ｻﾝｸﾞﾚｲｽ中川新築工事
2002/07 ㈱門倉組 環境設計研究室 ﾃｰﾗｰ･ﾉｸﾞﾁﾋﾞﾙ新築工事
2002/07 熊谷・北野・長田ＪＶ ㈱坂倉建築研究所 東京大学(新領域)総合研究棟新営工事（柏市）
2002/07 東洋建設㈱ ㈱INA新建築研究所 ﾗｲｵﾝｽﾞﾋﾙｽﾞ新八柱弐番館新築工事
2002/07 東洋建設㈱ ㈱INA新建築研究所 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ鵠沼藤が谷新築工事（藤沢市）
2002/07 藤光建設㈱ ㈲一級建築士事務所ｻｯｼ 加藤ﾋﾞﾙ新築工事
2002/06 ㈱門倉組 ㈱洋建築企画 鈴木重徳団地新築工事
2002/06 ㈱門倉組 佐藤雄司建築設計事務所 河合ﾋﾞﾙ新築工事
2002/06 藤光建設㈱ 川崎市まちづくり局市街地開発部 末長宗田住宅新築第1号工事

2002/05 関東菱重興産㈱
関東菱重興産㈱ 一級建築士事務
所

駒込四丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2002/05 大末建設㈱ ㈱ｱｰｸﾛｰﾄﾞ 一級建築士事務所 ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾞﾛｰﾍﾞﾙ京成立石新築工事

2002/05 大末建設㈱
㈱日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ・青木建設Ｊ
Ｖ

ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ鷺沼南新築工事

2002/05 不動建設㈱ ㈱空間研究所 砧渡辺ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2002/04 ㈱小川組 ㈱小山建築設計事務所 川崎警察署新築工事（建築工事）
2002/04 喜美代・両角・八木ＪＶ 川崎市まちづくり公社 川崎市立古市場小学校改築工事（建築工事）
2002/04 東洋建設㈱ ㈱INA新建築研究所 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ高根木戸駅前新築工事（船橋市）
2002/04 日産建設㈱ ㈱瀬戸本淳建築研究室 ﾗｲｵﾝｽﾞｼﾃｨ練馬新築工事
2002/03 ｽﾙｶﾞ・和同・富山建設ＪＶ 横浜市建築局教育施設課 横浜市立神奈川中学校改築工事（建築工事）
2002/03 ㈱千代田ｱｸﾀｽ ㈱金子設計 (財)神奈川県交通安全協会会館新築工事
2002/03 東洋建設・日本鋼管工 ㈱日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ ﾗｲｵﾝｽﾞｳﾞｨｱｰﾚ横濱ﾍﾞｲ弍番館新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2002/03
日東大都工業・前田建
設工業ＪＶ

東京ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱ 一級
建築士事務所

東京日産自動車販売㈱杉並ビル新築工事

2002/03 木内建設㈱ ㈱長谷川建築企画 ｺｽﾓ川崎京町共同住宅新築工事
2002/02 大洋建設㈱ 大洋建設㈱ 一級建築士事務所 ﾀｶﾖｼﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2002/02 東洋建設・大末建設ＪＶ ㈱INA新建築研究所 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ新八柱新築工事（松戸市）
2002/02 日本建設㈱ ㈱DAN総合設計 希望ヶ丘浜橋医院新築工事
2002/01 ㈱門倉組 環境設計研究室 湘南台ﾜﾝﾙｰﾑ新築工事（藤沢市）
2002/01 ㈱門倉組 環境設計研究室 まるだいﾏｰﾄ改築工事

2002/01 戸田建設㈱
㈱建築企画設計社 一級建築士事
務所

ｻﾝｼﾃｨ柏2新築工事（柏市）

2002/01 佐藤工業㈱ ㈱ﾋﾟｰ･ｱｲ･ｴｰ ﾌﾛｰﾚﾝｽﾊﾟﾚｽ宮前平新築工事
2002/01 川田工業㈱ ㈱西原研究所 ﾜｰﾙﾄﾞﾊﾟﾚｽ用賀新築工事
2001/12 ㈱門倉組 ㈱門倉組 一級建築士事務所 畠山吉治ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2001/12 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 ﾊﾟｰｸﾊｳｽ横浜保土ヶ谷新築工事
2001/12 川田工業㈱ ㈱長谷建築設計事務所 ﾋﾞｯｸﾞｳﾞｧﾝあざみ野新築工事
2001/12 東洋建設・日本鋼管工 ㈱日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ ﾗｲｵﾝｽﾞｳﾞｨｱｰﾚ横濱ﾍﾞｲ壱番館新築工事
2001/12 東洋建設㈱ 古久根建設㈱ 一級建築士事務所 ﾗｲｵﾝｽﾞｽﾃｰｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ鶴間駅前新築工事
2001/10 ㈱錢高組 ㈱日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ ﾗｲｵﾝｽﾞｳﾞｨｱｰﾚ港北ﾆｭｰﾀｳﾝ新築工事
2001/10 東洋建設㈱ ㈱ｲｸｽ･ｱｰｸ都市設計 ｸﾚｯｾﾝﾄ市が尾新築工事
2001/09 東洋建設㈱ ㈱日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ ﾗｲｵﾝｽﾞｽﾃｰｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ栗平新築工事
2001/09 東洋建設㈱ ㈲庵都市建築設計事務所 ｸﾚｯｾﾝﾄ新蒲田Ⅱ新築工事
2001/08 三木・第一建設ＪＶ 横浜市建築局 十日市場住宅第8期建替工事
2001/07 ㈱門倉組 佐藤雄司建築設計事務所 山口ﾋﾞﾙ新築工事
2001/07 三共建設㈱ 日興建設 一級建築士事務所 川田ﾋﾞﾙ新築工事
2001/07 鹿島・前田・東亜建設ＪＶ ㈱梓設計 横浜国際ｾﾝﾀｰ建設工事
2001/07 鹿島建設㈱ ㈱日建ｽﾍﾟｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝ 東京堂神保町第3ﾋﾞﾙ新築工事
2001/07 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 鶴見尻手計画
2001/07 川田工業㈱ ㈲小島建築設計事務所 ｸﾞﾚｲｽﾋﾙｽﾞ保土ヶ谷Ⅱ新築工事

2001/07
大成・鹿島・竹中・戸田・
間・小田急・第一建築建

㈱NTTﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ ＮＴＴ　DOCOMO　川崎ﾋﾞﾙ（仮称）新築工事

2001/07 藤光建設㈱ ㈱小山建築設計事務所 ｱﾙﾌｧｺｰﾄ平間新築工事
2001/07 不動建設㈱ ㈱IAO竹田設計 ﾌｧﾐｰﾙ日本橋堀留町新築工事
2001/06 戸田建設㈱ 日石菱油ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ｸﾘｵ子安台新築工事
2001/06 西松建設㈱ ㈱ｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ設計連合 ｸﾘｵ鶴見東寺尾弐番館新築工事
2001/05 ㈱小川組 ㈲坂口正美建築設計事務所 井上ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2001/05 東洋建設㈱ 東洋建設㈱ 一級建築士事務所 中山ﾚｲﾃﾞｨｱﾝﾄ新築工事

2001/04 ㈱冨士工
㈱ﾘｿﾞﾑ建築計画 一級建築士事務
所

中幸町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2001/04 小川･藤光建設ＪＶ 川崎市まちづくり局市街地開発部 宿河原東住宅新築第1号工事
2001/04 大成建設㈱ ㈱佐藤総合計画 関東労災病院本館新築工事
2001/04 東洋・藤木工務店建設Ｊ ㈱日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ用賀第３新築工事
2001/04 不動建設㈱ ㈱日企設計 ﾌｧﾐｰﾙ向島桜橋新築工事

2001/03 三平・堀真建設ＪＶ
東京都東部住宅建設事務所建設
課

都営住宅12Ｈ-101東（扇1丁目第3）工事（足立区）

2001/03 三平建設㈱ 都市環境建築設計事務所 南青山2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2001/03
大成・戸田特定建設工
事共同企業体

㈱ｱｰﾙ･ｱｲ･ｴｰ , ｼﾞｪｲﾃｨ不動産㈱
設計管理企業体

東品川四丁目第一地区第一種市街地再開発事業施設建築物建設工
事第二工区

2001/02 ㈱小川組 ㈲ﾀｯﾄﾞ設計 長津田・柳田ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2001/02 五洋建設㈱ ㈱ｼｰｸｴﾝｽ 一級建築士事務所 東武塚田ｸﾘﾆｯｸ新築工事
2001/02 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 東京ﾄﾖﾍﾟｯﾄ池上店新築工事
2001/02 前田建設工業㈱ ㈱ｽﾍﾟｰｽﾃｯｸ ｸﾚｯｾﾝﾄたまﾌﾟﾗｰｻﾞⅣ新築工事
2001/02 不動建設㈱ GA設計 一級建築士事務所 ﾋﾞｭｰﾌﾟﾗｻﾞ南上野新築工事
2001/01 ㈱門倉組 ㈱洋建築企画 足立ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2001/01 佐藤工業・日産建設ＪＶ 佐藤工業㈱ 一級建築士事務所 溝口一丁目ﾊﾟｰｸ･ﾎｰﾑｽﾞ新築工事
2001/01 清水建設㈱ ㈱旭化成建築設計 ｱﾄﾗｽ東白楽新築工事
2001/01 鉄建建設㈱ 鉄建建設㈱ 一級建築士事務所 ﾌﾛｰﾚﾝｽﾊﾟﾚｽ南ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

2000/12
前田・五洋・西武・奥村・
ｲﾁｹﾝ・巴建設ＪＶ

安藤忠雄建築研究所 ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ㈱神奈川工場新築工事

2000/11 小田急建設㈱ 小田急建設㈱ 一級建築士事務所 小田急ｺｱﾛｰﾄﾞ新百合ヶ丘新築工事
2000/11 東洋・三平建設ＪＶ 東洋建設㈱ 一級建築士事務所 ﾗｲｵﾝｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ南町田新築工事
2000/11 東洋・北新建設ＪＶ 東洋建設㈱ 一級建築士事務所 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝさがみ野新築工事
2000/10 ㈱熊谷組 ㈱岡田新一設計事務所 我孫子市生涯学習ｾﾝﾀｰ建設工事
2000/10 川田工業㈱ ㈱ｽﾍﾟｰｽﾃｯｸ ｸﾚｯｾﾝﾄ蒲田東Ⅲ新築工事
2000/09 ㈱門倉組 ㈱門倉組 一級建築士事務所 井上ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2000/09 小川・浅場建設ＪＶ 川崎市まちづくり局市街地開発部 蟹ヶ谷槍ヶ崎住宅新築第3号工事
2000/08 ㈱佐藤秀 荒木工務店 一級建築士事務所 宮前平共同住宅新築工事
2000/08 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 豊岡旭ﾌｰｶﾞ新築工事
2000/07 ㈱森組 ㈱森組 一級建築士事務所 西原ﾈｵ工業岩槻製作所増築工事
2000/06 若築建設㈱ ㈱ｻﾝ建築設計 ｸﾞﾘﾌｨﾝ横浜・平沼1丁目新築工事

2000/05 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 一級建築士
事務所

ﾌｫﾙｽｺｰﾄ鳩ヶ谷新築工事



使用年月 建設会社 設計事務所 工事名
ｾﾙﾎﾞﾝ納入実績（2000/01 ～ 2023/03）

2000/05 不動建設㈱ TRIAD建築設計事務所 ﾌｧﾐｰﾙ横浜小机新築工事
2000/04 ㈱淺沼組 ㈱ｶﾞｲ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ｳﾞｪﾙﾋﾞｭ沼袋ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2000/04 戸田建設㈱ ㈱湘南綜合企画設計 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ老人保健施設
2000/04 鹿島建設㈱ ㈱山下設計 東京ﾄﾖﾍﾟｯﾄ大森店舗新築工事
2000/04 鉄建建設㈱ ㈱DAN総合設計 ｱｰｸﾌﾟﾗｻﾞ三春台新築工事
2000/03 ｱｰｸｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 山田建設㈱ 一級建築士事務所 ﾏｲｷｬｯｽﾙ目黒本町Ⅱ新築工事
2000/03 西松・三井建設ＪＶ 西松建設㈱ 一級建築士事務所 三田一丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
2000/02 ㈱門倉組 ㈱門倉組 一級建築士事務所 亀井ﾋﾞﾙ新築工事
2000/02 五洋建設㈱ ㈱ｼｰｸｴﾝｽ 一級建築士事務所 東京松永病院新築工事
2000/02 鹿島建設㈱ 三菱地所㈱ JAT東糀谷四丁目ﾋﾞﾙ新築工事
2000/01 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 ﾈｵ中継機材運用ｾﾝﾀｰ新築工事
2000/01 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 六本木YM計画


