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年 月 物件名称 分類 事業主体 施工業者 施工場所 設計会社

1999年 4月 大木産業いわき工場 民間 大木産業 ナテック㈱ 福島県いわき市

1999年 4月 宙（おおぞら）ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 民間 宙（おおぞら）ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ナテック㈱ 福島県いわき市

1999年 11月 内郷東部第三土地区画整理事業 公共 いわき市 志賀工業㈱ 福島県いわき市

2000年 2月 内郷東部第三土地区画整理事業 公共 いわき市 志賀工業㈱ 福島県いわき市

2000年 5月 パークスカイタワー松戸 民間 三井不動産㈱ 三井建設㈱ 千葉県松戸市

2000年 6月 国保会館 民間
全国左官ﾀｲﾙ塗装業健康保険組
合

清水建設㈱ 東京都新宿区

2000年 7月 クィーンズパレス神楽坂 民間 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 東京都新宿区

2000年 7月 NCH中央街区C棟建設工事 民間 三井不動産㈱ほか ㈱熊谷組 横浜市戸塚区

2000年 7月 ファミール八丁堀 民間 丸紅㈱開発建設部門 前田建設工業㈱ 東京都中央区

2000年 8月 ファミールビラ南葉山 民間 丸紅㈱開発建設部門 北野建設㈱ 神奈川県横須賀市

2000年 8月 ささなか銀座ビル 民間 中田なか氏 戸田建設㈱ 東京都中央区

2000年 9月 宝本社ﾋﾞﾙ建築工事 民間 ㈱宝工務店 ㈱熊谷組 東京都豊島区

2000年 9月 東京キャレージ本社新築工事 民間 東京キャレージ ㈱熊谷組 東京都新宿区

2000年 9月 ボーエン化成本社新築工事 民間 ボーエン化成 ㈱熊谷組

2000年 10月 スターツ野村ﾋﾞﾙ 民間 スターツ㈱ スターツ㈱ 東京都新宿区

2000年 10月 川崎下平間計画 公共 神奈川県住宅供給公社 ㈱間組 川崎市幸区

2000年 10月 霊波の光 民間 霊波の光 ㈱大林組 千葉県野田市

2000年 10月 東五軒町マンション 民間 東日本建設 東日本建設㈱ 東京都新宿区

2000年 11月 レクセルマンション柏 民間 扶桑建設 三井建設㈱ 千葉県柏市

2000年 12月 北区志茂1丁目付近再構築工事 公共 東京都下水道局 住石扶桑工業㈱ 東京都北区

2000年 12月 イトーピア白金高輪 民間 イトーピア 安藤建設㈱ 東京都港区

2000年 12月 松戸林ビル 民間 林氏 ㈱間組 千葉県松戸市

2000年 12月 ファミール新川 民間 丸紅㈱開発建設部門 長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 東京都中央区

2001年 1月 北区志茂1丁目付近再構築工事 民間 東京都下水道局 住石扶桑工業㈱ 東京都北区

2001年 1月 共同通信社新本社ﾋﾞﾙ 民間 共同通信社 鹿島建設㈱ 東京都港区

2001年 1月 ファミール葉山 民間 丸紅㈱開発建設部門 大豊建設㈱ 神奈川県三浦郡

2001年 1月 西の内総合病院 民間 太田総合病院 ㈱間組 福島県郡山市

2001年 1月 新宿区榎町区民センター 公共 新宿区 ㈱藤木工務店 東京都新宿区

2001年 1月 リクルート西掘 民間 リクルート ㈱間組 埼玉県浦和市

2001年 2月 東京ムービー 民間 ㈱間組 東京都中野区

2001年 2月 市野川護岸工事 民間 川島町 島村工業 埼玉県比企郡

2001年 2月 NCH中央街区C棟建設工事 民間 三井不動産㈱ほか ㈱熊谷組 横浜市戸塚区

2001年 2月 ファミール文京弥生 民間 丸紅㈱開発建設部門 丸紅建設㈱ 東京都文京区

2001年 3月 霊波の光 民間 霊波の光 ㈱大林組 千葉県野田市

2001年 3月 ファミール西浅草 民間 丸紅㈱開発建設部門 不動建設㈱ 東京都台東区

2001年 3月 川崎下平間計画 公共 神奈川県住宅供給公社 ㈱間組 川崎市幸区

2001年 3月 赤羽下水道再構築工事 公共 東京都下水道局 住石三登JV 東京都北区

2001年 3月 町民交流会館 公共 宮城県利府町 ㈱間組 宮城県利府町

2001年 4月 アトラス雷門 民間 旭化成工業 ㈱間組 東京都台東区

2001年 4月 長津田4丁目プロジェクト 民間 東急不動産 東急建設㈱ 横浜市緑区

2001年 4月 原町田6丁目地区再開発 民間 再開発組合 東急･熊谷JV 東京都町田市

2001年 4月 木城町浄化センター 公共 宮崎県児湯郡木城町 間・吉原JV 宮崎県児湯郡木城町

2001年 5月 友泉道玄坂ビル 民間 東泉地所 ㈱熊谷組 東京都渋谷区
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2001年 5月 ファミール目黒三田 民間 丸紅㈱開発建設部門 不動建設㈱ 東京都目黒区

2001年 6月 第二東明上郷高架橋下部工事 公共 道路公団 名工･三菱JV 愛知県豊田市

2001年 6月 八王子八日町計画 民間 再開発組合 ㈱間組 東京都八王子市

2001年 6月 本社ﾋﾞﾙ 民間 大和ハウス工業 南海辰村建設 東京都千代田区

2001年 6月 千葉邸 民間 千葉氏 扶桑建設

2001年 6月 青森アリーナ、合宿所 公共 青森県 奥村工務店 青森市

2001年 6月 人形町マンション 民間 ㈱小川建設 淺沼組 東京都中央区

2001年 6月 新東京ビル 民間 東京ビルディング 清水建設㈱ 東京都新宿区

2001年 7月 金子町住宅立て替え 民間 金子町住宅管理組合 安藤建設㈱ 東京都品川区

2001年 7月 稲毛共同住宅 民間 協同組合イナゲショップ ㈱間組 千葉市稲毛区

2001年 7月 豊玉北4丁目マンション 民間 ㈱ハウジング大興 松井建設 東京都練馬区

2001年 7月 西麻布マンション計画 民間 三菱地所㈱ 戸田建設㈱ 東京都港区

2001年 8月 熊谷スポーツセンター 公共 熊谷市 銭高組 埼玉県熊谷市

2001年 8月 ウェストバレイマンション 民間 セキスイハウス㈱ 北野建設㈱ 神奈川県横須賀市

2001年 8月 サンクレイドル水戸 民間 ㈱アーネストワン 三井建設㈱ 茨城県水戸市

2001年 9月 南麻布マンション 民間 ニチメン㈱ スミセキコンテック 東京都港区

2001年 9月 アルス葉山 民間 東急不動産 大豊建設㈱ 神奈川県三浦郡

2001年 9月 東京理科大学 民間 東京理科大学 西松建設 千葉県柏市

2001年 10月 レーベンリバーレ赤羽 民間 ㈱タカラレーベン 間組 東京都北区

2001年 10月 市ヶ谷薬王寺作業所 民間 安田不動産 西松建設 東京都新宿区

2001年 10月 中野水処理場 公共 東京都 ㈱間組 東京都中野区

2001年 10月 八王子八日町作業所 民間 再開発組合 ㈱間組 東京都八王子市

2001年 10月 西麻布4丁目計画 民間 ㈱ユニマット不動産 ㈱間組 東京都港区

2001年 10月 ベルル取手 民間 日選開発㈱ ㈱間組 茨城県取手市

2001年 11月 環状2号街路 公共 横浜市 清水建設㈱ 神奈川県横浜市

2001年 10月 クレッセント仲町台 民間 ㈱モリモト ㈱間組 神奈川県横浜市

2001年 11月 等々力3丁目作業所 民間 セキスイハウス㈱ 前田建設工業㈱ 東京都世田谷区

2001年 11月 新検見川マンション 民間 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 千葉県花見川区

2001年 11月 ライオンズガーデン都立家政 民間 ㈱大京 ㈱間組 東京都練馬区

2001年 11月 アルシオンコート松原 民間 東和ホーム㈱ ㈱間組 東京都世田谷区

2001年 11月 デイサービスセンター流山 民間 医療法人社団曙会 三井建設㈱ 千葉県流山市

2001年 12月 特養老人ホーム 民間 社会福祉法人恵徳会 西武建設㈱ 神奈川県横須賀市

2001年 12月 荻窪1丁目マンション 民間 宇田川氏 新日本建設㈱ 東京都杉並区

2001年 12月 西浦作業所 民間 デニカ㈱ ダイワハウス㈱ 千葉県船橋市

2001年 12月 つくし野ヂュープレックス 民間 東急不動産、フジ都市開発 西松建設 東京都町田市

2001年 12月 ジェイパーク世田谷馬事公苑 民間 ジョイントコーポレーション 三井建設㈱ 東京都世田谷区

2001年 12月 唐戸ビル 民間 唐戸興産㈱ 馬淵建設㈱ 東京都都筑区

2001年 12月 上北沢マンション 民間 新都市開発他 不動建設㈱ 東京都世田谷区

2001年 12月 為我井共同ビル 民間 為我井氏 朝日土建 東京都中央区

2001年 12月 グランドガーラ西麻布 民間 エフジェーネクスト 大木建設㈱ 東京都港区

2001年 12月 つくし野保育園 民間 つくし野保育園 ㈱大林組 横浜市旭区

2001年 12月 ヂュオスカーラ高円寺 民間 ㈱ダイナシティ 斎藤工業 東京都杉並区

2001年 12月 レーベンハイム西新井 民間 ㈱タカラレーベン 伊藤組土建 東京都足立区

2002年 1月 ラビドール東府中 民間 ㈱新日本建物 三平建設㈱ 東京都府中市
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2002年 1月 芝大門作業所 民間 マルコー㈱ ㈱間組 東京都港区

2002年 1月 クレストフォルム新川 民間 ㈱ゴールドクレスト ㈱奥村組 東京都中央区

2002年 1月 コスモ川崎 民間 リクルートコスモス㈱ 木内建設㈱ 川崎市川崎区

2002年 1月 恵比寿NRビル 民間 日本坩堝、安田信託他 東鉄工業㈱ 東京都渋谷区

2002年 1月 ドチェスター1番町新築 民間 ㈱土屋組 千代田区1番町

2002年 2月 山下町マンション 民間 リクルートコスモス㈱ 鹿島建設㈱ 横浜市中区

2002年 2月 光中学校 公共 町立光中学校 鹿島建設㈱JV 千葉県

2002年 2月 コスモ木場 民間 リクルートコスモス㈱ 大豊建設㈱ 東京都江東区

2002年 2月 四つ木マンション 民間 ㈱大京 東洋建設 東京都葛飾区

2002年 2月 新座栄4丁目マンション 民間 大和ハウス工業 清水建設㈱ 埼玉県新座市

2002年 2月 六本木6丁目再開発 民間 森ビル㈱ 熊谷組 東京都港区

2002年 2月 四ツ谷ラコピエ 民間 神鋼商事㈱ 西松建設 東京都新宿区

2002年 2月 パレ東浦和 民間 ハイエリア㈱ 栗本建設工業㈱ 埼玉県さいたま市

2002年 2月 京浜島東発作業所 民間 東発㈱ 間組 東京都大田区

2002年 2月 大鳥居賃貸ビル 民間 京浜急行㈱ 鹿島建設 東京都大田区

2002年 3月 代々木上原計画 民間 住友不動産㈱ 住友不動産建設 東京都渋谷区

2002年 3月 イワダテプロバティーズ 民間 ランドビジネス㈱ 淺沼組 東京都江戸川区

2002年 3月 ロレスティア松戸 民間 ダイワハウス工業㈱ 淺沼組 千葉県松戸市

2002年 3月 川崎警察署 公共 川崎警察署 小川組 川崎市川崎区

2002年 3月 コロナ電業 民間 コロナ電業 日東大都 東京都北区

2002年 3月 NCH東戸塚B棟 民間 三井不動産㈱他 熊谷組 横浜市戸塚区

2002年 3月 品川母子 民間 品川母子センター 小川組 東京都品川区

2002年 3月 ライオンズマンション稲城 民間 ライオンズマンション稲城 三井建設㈱ 東京都稲城市

2002年 3月 KAISEI武庫之荘 民間 ㈱岡工務店 尼崎市

2002年 4月 大川ホームセンター 民間 大川ホームセンター 間組 東京都練馬区

2002年 4月 松戸樋野口マンション 民間 東武不動産㈱ 熊谷組 千葉県松戸市

2002年 4月 安田美術館 民間 安田安寿会 竹中工務店 岡山県

2002年 4月 吹上体育館 公共 吹上町 東急･和光JV 埼玉県北足立郡

2002年 4月 農業施設 公共 茨城町 清水建設㈱ 茨城県東茨城郡

2002年 4月 幕張終末処理場 公共 千葉県 大林JV 千葉県

2002年 4月 デュオスカーラ高輪マンション 民間 ㈱ダイナシティ 名工建設 東京都港区

2002年 4月 中野水処理場 公共 ハザマ、三井、大豊JV 中野区新井

2002年 5月 西新宿マンション 民間 （有）ケイアイ不動産 大成建設 東京都新宿区

2002年 5月 アクロス早稲田 民間 ㈱アクロス 松村組 東京都新宿区

2002年 5月 ジョイシティ番町 民間 ニチモ㈱ りんかい建設 東京都千代田区

2002年 5月 新杉田駅前再開発 民間 再開発組合 前田JV 横浜市磯子区

2002年 5月 埼玉スチールセンター 民間 ㈱スチールセンター 太平工業 埼玉県北埼玉郡

2002年 5月 第三東和ビル 民間 今井氏 扶桑建設 東京都新宿区

2002年 5月 グランシティ五反野 民間 東武建設 東京都足立区

2002年 5月 井皿子マンション 民間 西武建設㈱ 東京都港区

2002年 5月 九段坂 民間 りんかい建設 東京都千代田区

2002年 5月 天神町マンション 民間 安藤建設㈱ 東京都新宿区

2002年 5月 コスモ日限山 民間 間組 横浜市港区

2002年 5月 ネバーランド豊中 民間 ㈱鍛治田工務店 豊中市
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2002年 6月 サンクタスヒューマン作業所 民間 ㈱さとうベネック 横浜市青葉区

2002年 6月 読売新聞東京北工場新築工事作業所 民間 清水･大林ｵﾘｴﾝﾀﾙJV 東京都北区

2002年 6月 ベラシスうらが番館 民間 熊谷組 横須賀市

2002年 6月 大宮春野共同住宅 民間 三平建設㈱ さいたま市春野

2002年 6月 シャンドール小堀 民間 ㈱小川組 川崎市川崎区

2002年 6月 三田5丁目作業所 民間 前田建設工業㈱ 港区三田

2002年 6月 コスモ瀬谷4丁目マンション 民間 木内建設㈱ 横浜市瀬谷区

2002年 6月 アーバンビュー湘南辻堂新築工事 民間 ㈱神崎組 茅ヶ崎市浜竹

2002年 6月 栄町マンション 民間 クボタ建設 横浜市神奈川区

2002年 6月 学芸大学作業所 民間 岩田建設 目黒区中央町

2002年 6月 レクセル西国分寺 民間 大木建設㈱ 国分寺市

2002年 6月 三の丸再開発ビル新築 民間 熊谷組 福井市

2002年 6月 新杉田駅前再開発 民間 前田建設工業㈱JV 神奈川県

2002年 7月 恵比寿4丁目作業所 民間 竹中工務店 渋谷区恵比寿

2002年 7月 飯倉ビル 民間 埼玉建興 埼玉県朝霞市

2002年 7月 国民生活金融公庫豊玉寮 民間 奥村組 練馬区豊玉北

2002年 7月 ローズガーデン浦安 民間 三井建設㈱ 浦安市当代島

2002年 7月 パレ東浦和 民間 栗本建設工業㈱ さいたま市大牧

2002年 7月 宮崎マンション 民間 小田急建設 川崎市川崎区

2002年 7月 住友重機横須賀向上 民間 鹿島建設 神奈川県

2002年 7月 大船マンション 民間 富山建設工業 神奈川県

2002年 7月 ラピドール戸塚 民間 イチケン 神奈川県

2002年 7月 田沢邸 民間 田中建設工業 神奈川県

2002年 7月 ランドシティ海の公園 民間 富山建設工業 神奈川県

2002年 7月 汐見台マンション 民間 木内建設㈱ 神奈川県

2002年 7月 エルベルデ東戸塚 民間 熊谷組 神奈川県

2002年 8月 明石２中跡地再開発 民間 戸田･佐藤･松井JV 中央区明石町

2002年 8月
公共下水道事業ー処理分区9-11幹線
工事その３

公共 ハザマJV 浦安市弁天

2002年 8月 高千穂大学 民間 大成建設 杉並区大宮

2002年 8月 西郡ビル新築工事 民間 ㈱福田組 目黒区上目黒

2002年 8月 ベルル取手 民間 間組 取手市台宿

2002年 8月 セザール下永谷 民間 大和建設 神奈川県

2002年 9月 レクセル北千住 民間 間組 足立区千住桜木

2002年 9月 根岸マンション 民間 新日本建設㈱ 三鷹市新川

2002年 9月 MプロジェクトB街区 民間 銭高組 横浜市瀬谷区

2002年 9月 片倉町パークホームズ 民間 三井建設㈱ 横浜市神奈川区

2002年 9月 鵜の木作業所 民間 木内建設㈱ 大田区鵜の木

2002年 9月 国領駅再開発 民間 大成JV 調布市国領町

2002年 9月 ノーブルコート平河町作業所 民間 日本鋪道 東京都千代田区

2002年 9月 グランシティ小田 民間 前田建設 東京都

2002年 9月 サントノーレ南昭和町 民間 ㈱ｼﾞｮｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 徳島市

2002年 9月 日神パレステージ金沢八景 民間 大勝 神奈川県

2002年 9月 グランシティ鎌倉 民間 馬淵建設㈱ 神奈川県

2002年 9月 山下町第三住宅 民間 共立建設 神奈川県
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2002年 10月 埼玉区役所 公共 淺沼組JV さいたま市

2002年 10月 あゆみ野深山マンション作業所 民間 新日本建設㈱ 千葉市緑区

2002年 10月 青戸第二団地第一住宅建設工事 民間 三井建設㈱ 葛飾区青戸

2002年 10月 クレッセント高輪 民間 ㈱白石 港区高輪

2002年 10月 北二条13丁目マンション 民間 栗本建設工業㈱ 札幌市

2002年 10月 西宮松山マンション 民間 竹中工務店 西宮市

2002年 10月 長崎大学医学部新築工事 公共 ㈱親和土建 長崎市

2002年 10月 長崎大学医学部新築工事 公共 三宮建設㈱ 長崎市

2002年 10月 旧軽井沢ヴェルミール 民間 北野建設㈱ 軽井沢市

2002年 10月 大平興業上越店 民間 田中産業㈱ 新潟県

2002年 10月 共進町マンション 民間 富山建設工業 神奈川県

2002年 10月 コーポサンライフ尾上町 民間 寿建設工業 神奈川県

2002年 10月 港南中央ビル 民間 小田急・清水JV 神奈川県

2002年 11月 ナビウス森下1丁目マンション 民間 安藤建設㈱ 江東区森下

2002年 11月 ダイナシティ西麻布作業所 民間 大林組 港区西麻布

2002年 11月 安食小学校 公共 畔蒜工務店 千葉県印旛郡

2002年 11月 東京都自動車整備専門学校 民間 大和ハウス工業 葛飾区西亀有

2002年 11月 ノーブル札幌円山新築工事 民間 多田建設㈱ 札幌市

2002年 11月 豊中上新田工事所 民間 ㈱木内建設 豊中市

2002年 11月 コモ・ド・ヴィータ下館 民間 石川建設 下館市

2002年 11月 福浦浄化センター 公共 真柄･寺井JV 羽咋市

2002年 11月 ビバシティ浜町新築工事 民間 武藤建設㈱ 長崎市

2002年 11月 コンフォート上越 民間 ㈱植木組 新潟県

2002年 11月 今野邸 民間 筒見工務店 神奈川県

2002年 11月 上大岡最戸町マンション 民間 鹿島建設 神奈川県

2002年 11月 パークハウス弘明寺 民間 松井建設 神奈川県

2002年 11月 HCコーナン保土ヶ谷 民間 東亜建設工業 神奈川県

2002年 11月 萬珍楼 民間 鹿島建設 神奈川県

2002年 11月 野庭擁壁 公共 馬淵建設㈱ 神奈川県

2002年 12月 代々木上原２ 民間 住友不動産建設 渋谷区上原

2002年 12月 君津IC作業所 公共 畔蒜工務店 君津市内箕輪

2002年 12月 マストライフ月島 民間 株木建設 中央区月島

2002年 12月 トーシン神田作業所 民間 東亜建設工業 千代田区岩本町

2002年 12月 クレストフォルム浅草 民間 安藤建設㈱ 台東区千束

2002年 12月 エクセルシオール月寒中央新築 民間 村本建設 札幌市

2002年 12月 民間　車庫 民間 中村建設工業 長崎市

2002年 12月 ダイアパレス浜口新築工事 民間 三宮建設㈱ 長崎市

2002年 12月 吉川特別擁護老人ホーム 民間 高舘・田中・源JV 新潟県

2002年 12月 防災センター・消防庁舎 公共 猪又・カネタKV 新潟県

2002年 12月 高木邸 民間 新発田建設 神奈川県

2002年 12月 逗子海岸中央トイレ建替え 公共 葉山工務店 神奈川県

2002年 12月 旧軽井沢ヴェルミール新築工事 民間 長野県地区開発公団 北野建設㈱ 長野県 アルス設計

2003年 3月 みうら嶋弘明寺店 民間 東急建設㈱ 横浜市

2003年 3月 大船中央病院増床工事 公共 清水建設㈱ 鎌倉市
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2003年 3月 共栄テクシード 民間 ㈱浅川組 和歌山県

2003年 3月 鳥屋城小学校 公共 戸田建設㈱ 和歌山県

2003年 3月 野上やすらぎ園 公共 住友電設 和歌山県

2003年 3月 野上町総合福祉センター 公共 住友電設 和歌山県

2003年 3月 KAISEI武庫之荘 民間 ㈱岡工務店 尼崎市

2003年 3月 江坂辰巳ビル 民間 登り工務店 吹田市

2003年 3月 エンゼルリレーヌ江坂 民間 アゼル 吹田市

2003年 3月 サントピア緑地公園 公共 三共セクニカ 豊中市

2003年 3月 福浦浄化センター 公共 富来町 真柄･寺井JV 石川県 日本上下水道設計

2003年 4月 レディアントシティ 民間 ㈱鴻池組 横浜市

2003年 4月 狩鹿野道路地下道 公共 国土交通省 小倉建設㈱ 石川県

2003年 5月 八色園等移転新築工事 民間 戸田・井口・島田・桐生JV 新潟県

2003年 5月 新潟明訓高校移転建設工事 公共 鹿島・丸運・吉田JV 新潟県

2003年 6月 有沢製作所第４工場増築工事 民間 清水建設㈱ 上越市

2003年 6月 DLステア上新田 民間 神谷工務店 豊中市

2003年 7月 石脇邸 民間 土谷組 豊中市

2003年 7月 有田汚水中継ポンプ場建設工事 公共

2003年 7月 七尾大田火力発電所 公共 北陸電力 真柄建設㈱ 石川県 北電設計

2003年 7月 東戸塚マンションPART２ 民間 理興建設㈱ 横浜市

2003年 7月 オーシャンテラス葉山 民間 西部建設㈱ 神奈川県

2003年 7月 鎌倉御成町工事事務所 民間 大林・斎藤JV 鎌倉市

2003年 9月 西田邸新築工事 民間 上條建設㈱ 町田市

2003年 9月 横浜作業所 民間 ウィッシュリアランズ 横浜市

2003年 9月 星川作業所 民間 長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 横浜市

2003年 10月 紀の郷病院 公共 ㈱畑中組 和歌山県

2003年 10月 太地町健康福祉センター 公共 ㈱大林組 和歌山県

2003年 11月 江坂吉田マンション 民間 神谷工務店 豊中市

2003年 12月 コスモ箕面 民間 スナダ建設㈱ 箕面市

2003年 12月 ハイムタケダ 民間 ハイシン建設㈱ 吹田市

2003年 12月 新杉田再開発 民間 前田建設工業㈱ 横浜市

2004年 1月 開智中高 民間 上松冷機 和歌山市

2004年 1月 関電産業㈱ 民間 ダイワハウス 豊中市

2004年 2月 原信土橋店新築工事 民間 ㈱石橋組 上越市

2004年 2月 湘南病院増築 公共 鹿島建設㈱ 横須賀市

2004年 3月 那賀郡衛生環境屎尿センター 公共 ㈱初島組 和歌山県

2004年 3月 ランズ苦楽園 民間 太平工業㈱ 西宮市

2006年 1月 こども動物自然公園作業所 民間 飛島建設㈱ 埼玉県

2006年 1月 ルネサンス宮前土橋 民間 木内建設㈱ 神奈川県

2006年 1月 美郷台小学校作業所 公共 大成建設㈱ 千葉県

2006年 1月 コニカミノルタ辰野工場建設工事 民間 清水建設㈱ 長野県

2006年 2月 第二延山小学校改築工事 公共 小川組JV 神奈川県

2006年 2月 日本瓦斯取手工場倉庫棟作業所 民間 ㈱熊谷組 茨城県

2006年 2月 メビウスブレイン木更津新築工事 民間 ㈱小川組 千葉県

2006年 2月 必由館高等学校校舎増改築２期 民間 建吉・木村・アーツ・幸保JV 熊本県



止水板採用一覧1999年～2010年.xlsx

年 月 物件名称 分類 事業主体 施工業者 施工場所 設計会社

2006年 3月 西毛病院総合計画 公共 岩井建設・タルヤ建設JV 群馬県

2006年 3月 ロワール高島町工事所 民間 奥村・熊谷建設JV 神奈川県

2006年 3月 イクシア川口元郷作業所 民間 埼玉建興 埼玉県

2006年 3月 大日本印刷N7工場 民間 五洋建設㈱ 千葉県

2006年 3月 ランドシティ上大岡 民間 ㈱熊谷組 神奈川県

2006年 3月 独協大学作業所 民間 清水建設㈱ 埼玉県

2006年 4月 クリオ町田 民間 三井住友建設㈱ 神奈川県

2006年 4月 独協大学作業所 民間 清水建設㈱ 埼玉県

2006年 4月 岩崎学園東戸塚２号館作業所 民間 熊谷・岡山JV 神奈川県

2006年 4月 伊藤園台東浅草橋ビル新築工事 民間 鹿島建設㈱ 東京都

2006年 5月 ESPエンタテイメント２号館 民間 ㈱柄谷工務店 大阪府

2006年 6月 ナタニ工務店いれ 民間 ㈱カネモリ 東京都

2006年 6月 曙橋 民間 東亜建設工業 東京都

2006年 7月 保健衛生会館 民間 戸田・株木・ユーディーケーJV 埼玉県

2006年 7月 仲町台作業所 民間 ㈱小川組 神奈川県

2006年 7月 鶴見４丁目マンション 民間 スナダ建設㈱ 大阪府

2006年 8月 高島２丁目再開発 民間 清水・フジタJV 神奈川県

2006年 8月 亀戸３丁目作業所 民間 合田工務店 東京都

2006年 9月 砂川作業所 民間 日特建設㈱ 福岡県

2006年 9月 流山おおたかの森SC 民間 大成建設㈱ 千葉県

2006年 11月 サポートハウス白百合作業所 民間 クレハ建設 東京都

2006年 11月 住吉福祉会館建替え工事 公共 戸田建設㈱ 東京都

2008年 1月 第十幹線水路（2工区その4）工事 公共 中国四国農政局 熊谷組 徳島県板野郡

2008年 1月 北部幹線水路（矢武工区その9）工事 公共 中国四国農政局 大末建設 徳島県板野郡

2008年 2月 神戸製鋼所加古川製鉄所 民間 神戸製鋼所 佐藤工業 加古川市

2008年 3月 大宮双愛病院健診センター 民間 伊田テクノス 埼玉県さいたま市

2008年 3月 ポレスター熊谷銀座 民間 ㈱土屋組 埼玉県熊谷市

2008年 4月 吉野川第１０幹線水路 公共 中国四国農政局 ㈱吉岡組 徳島県板野郡

2008年 5月 ほくどクリニック新築工事 民間 日本建設㈱ 大阪市

2008年 5月 プレミスト東戸塚 民間 熊谷組 神奈川県

2008年 5月 板野作業所 公共 中国四国農政局 佐伯国総建設 徳島県板野郡

2008年 6月 相模原市氷川町計画新築工事 民間 西武建設㈱ 八王子市

2008年 7月 日本電産新長野技術開発新築工事 民間 清水建設㈱ 長野県

2008年 9月 幕張インターナショナルスクール 民間 畔蒜総業㈱ 千葉市

2008年 9月 警視庁多摩西警察署 公共 フジタ・せきどＪＶ 東京都

2008年 9月 鶴屋町テナントビル 民間 馬渕建設㈱ 横浜市

2008年 9月 万野原新田優良老人ホーム 民間 富士峰建設 東京都

2009年 2月 住之江処理場作業所 公共 大阪市 大成ＪＶ 大阪市住之江区

2009年 2月 吉野川北部幹線水路工事 公共 中国四国農政局 大徳建設㈱ 徳島県板野郡

2009年 2月 吉野川北部幹線水路（桧工区） 公共 中国四国農政局 ㈱吉岡組 徳島県板野郡

2009年 5月
拝島ポンプ所（仮称）ポンプ棟築造工
事

公共 東京都 間組・ロード建設ＪＶ 東京都昭島市

2009年 7月 保土ヶ谷プロジェクト 民間 奈良建設㈱ 神奈川県横浜市

2009年 7月
市道高島台第171号線道路建設（昇降
機建築）工事

公共 横浜市 杜企画㈱ 神奈川県横浜市

2009年 8月 ＪＡ沖縄首里城下町支店 公共 ＪＡ沖縄 大米建設㈱ 沖縄県 ＪＡおきなわ設計
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2009年 8月 朝日酒造工場 民間 朝日酒造 清水建設㈱ 新潟県 ㈱長建設計

2009年 8月 県立がんセンター新潟病院ＰＥＴ棟 公共 新潟県 ㈱本間組 新潟県新潟市 ㈱山下設計

2009年 8月 本願寺本堂新築工事 民間 本願寺 ㈱あめりか屋 京都府 ㈱建築デザイン

2009年 8月
(仮称）エステムコート京都七条御所の
内新築工事

民間 ㈱森本組 京都府 ㈱礎（いしずえ）

2009年 9月 高嶺中学校屋内運動場新増築工事 公共 糸満市 ㈱玉新建設 沖縄県糸満市 （合）宮平建築設計事務所

2009年 9月 金武町特産加工施設 公共 金武町 金秀建設㈱ 沖縄県

2009年 9月 あしや温泉建て替え工事 公共 ㈱永瀬 兵庫県芦屋市 内藤設計

2009年 9月 公立岩瀬病院６，７病棟等改築工事 公共 福島県 安藤建設㈱ 福島県須賀川市北町
㈱佐藤総合計画　東北事業
所

2009年 10月
平成21年度上水道水源設備（第5次拡
張）事業　西ノ前浄水場建設工事

公共 宮崎県 中本・井戸川JV 宮崎県 石井設計

2009年 10月
(仮称）新潟病院跡地医療介護複合施
設新築工事

公共 新潟県 ㈱加賀田組 新潟県 ㈱グレイズプラン

2009年 10月 玉城宏邸新築工事 民間 玉城氏 (有)セイシン住興 沖縄県島尻郡与那原町 (有)アトリエ門口

2009年 10月
喜屋武小学校屋内運動場新増改築工
事

公共 糸満市 ㈱玉城組・㈱大松建設ＪＶ 沖縄県糸満市 (有)城間建築事務所

2009年 10月 大宮小学校校舎改築工事 公共 名護市 (有)くくる 沖縄県名護市 ㈱国吉設計

2009年 10月 ほりうち保育園新築工事 民間 ㈱トーケン ㈱トーケン 石川県金沢市 ㈱織田設計

2009年 10月 リバーガーデン平野駅前 民間 リバー建設㈱ 大阪市平野区

2009年 11月 新し尿施設 公共 諏訪市・茅野市衛生施設組合 渋崎建設㈱ 長野県諏訪市豊田

2009年 12月
北陸三菱ふそう福井支店ピット改修工
事

民間 三菱ふそう㈱ 村中建設㈱ 福井県 村中建設㈱

2009年 12月
廃棄物処分場侵出水処理施設建設工
事

公共 共和化工・高惣建設JV 岩手県盛岡市

2009年 12月 前田眼科クリニック新築工事 民間 みづほ工業㈱ みづほ工業㈱ 石川県金沢市

2009年 12月 島忠ホームズ川口店 民間 ㈱島忠 埼玉建興㈱ 埼玉県川口市 埼玉建興㈱

2009年 12月 港南台うぐいす住宅建替計画 民間 東急不動産㈱ 三井住友建設㈱ 神奈川県横浜市港南区 三井住友建設㈱

2009年 12月 鳥羽西口東管水 公共

2010年 1月 （仮称）マルハン堺原山台店新築 民間 （㈱朝日建装） 大阪府堺市南区片蔵

2010年 1月 住之江下水処理場 公共 大阪市建設局
大成・日本国土・奥村組土木・
中林JV

大阪市住之江区泉 昭和設計コンサルタント

2010年 1月 大野下水処理場 公共 大阪市 第一テクノ 大阪市西淀川区大野 ㈱クボタ工建

2010年 2月
安芸高田市汚泥再生処理センター建
設工事

公共 安芸高田市 アタカ大機・伏光組JV 広島県安芸高田市 日本水工設計㈱

2010年 2月 宮崎市石崎浜荘・市民プール新築工事 公共 宮崎市 志多・森・第一建設JV 宮崎県宮崎市
安井設計・岩切設計
JV

2010年 4月
新潟市新焼却場施設整備・運営事業
建設工事

公共 新潟市 ㈱植木組 新潟県新潟市西区笠木 八千代エンジニアリング㈱

2010年 4月 行徳駅前1丁目マンション新築工事 民間 遠藤仙松氏 新日本建設㈱ 千葉県市川市 ㈱マルテ設計

2010年 5月 東京慈恵医大付属青戸病院建替計画 民間 東京慈恵医大付属青戸病院 ㈱竹中工務店 東京都葛飾区青戸 ㈱竹中工務店

2010年 5月
是政橋2期府中側取付道路工事（21北南-
是政橋）

公共 東京都北多摩南部事務所 ㈱冨士土木 東京都府中市

2010年 5月 北部幹線水路（川端工区）建設工事 官庁 農林水産省 ㈱吉岡組 四国

2010年 5月 米軍基地

2010年 6月 ㈱熊谷組　向ヶ丘遊園作業所 民間 藤本様 京急不動産

2010年 6月 創価学会桑名礼拝所新築工事 民間 東亜建設工業㈱名古屋支店 創造者 名古屋市

2010年 6月 清水建設㈱京橋新本社ビル 民間 清水建設㈱ 清水建設㈱ 東京都 清水建設㈱

2010年 6月 セントラル宇和　新築工事 民間 大旺新洋㈱ 松山市

2010年 7月 ライオン・アクゾ㈱作業所 民間 横内建設㈱ 三重県

2010年 7月 ファイザー 民間 白半建設㈱

2010年 8月 さくらの森・十禅寺EAST新築工事 民間 松井建設㈱　九州支店


