
平成22年以前で284件の施工実績があります。

施工年月 ｾﾞﾈｺﾝ 件名 施主 設計 施工場所 工法等

H23-01 ﾋﾟｰｴｽ三菱 ﾌﾞﾗﾝｽﾞ小石川三丁目 東急不動産 安宅設計 東京都 SPR

H23-03 東洋建設 松濤1丁目 野村不動産 日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 東京都 MAFF、ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H23-05 ｲﾁｹﾝ 三鷹下連雀 ﾄｰｾｲ ﾌﾟﾗﾝｽﾞｽﾀｼﾞｵ 東京都 MAFF、ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H23-06 鉄建建設 西麻布 三菱地所ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 東京都 MAFF、ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H23-07 北野建設 大田区山王町 東京都 ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H23-07 大豊建設 ﾊﾟｰｸﾊｳｽ代官山 三菱地所ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 三菱地所設計 東京都 MAFF、ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H23-09 大末建設 稲毛ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 大京 IAO竹田設計 千葉県 MAFF、ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H23-09 清水建設 内神田3丁目 NTT都市開発 NTT都市開発・日総建 東京都 MAFF、ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H23-10 五洋建設 渋谷３丁目 三菱地所ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 五洋建設一級 東京都 ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H23-11 木内建設 経堂1丁目 三菱地所ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 木内建設一級 東京都 ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H23-11 東洋建設 野村鉢山町ﾏﾝｼｮﾝ 野村不動産 ｴｰｴｰｱﾝﾄﾞｻﾝ一級 東京都 MAFF、ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H23-11 ﾌｼﾞﾀ 大崎2丁目 三菱地所ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 東京都 MAFF、ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H23-11 東急建設 北大塚 東京建物・三菱地所レジデンス他 東京都 MAFF、ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H23-11 鹿島建設 北新宿 三菱地所レジデンス・平和不動産 鹿島建設一級 東京都 ｼﾛﾏｰ、ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H23-11 大豊建設 上目黒3丁目 三菱地所 三菱地所設計 東京都目黒区 MAFF、ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H23-12 三井住友建設 桜三丁目 住友商事・住友不動産・住友林業 日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ 東京都世田谷区 ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H23-12 安藤建設 芝地区 港区役所 日本設計 東京都港区 MAFF、ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H23-12 北野建設 山王 東京都 MAFF、ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H24-01 新日本建設 世田谷区砧2丁目 伊藤忠都市開発 ｲｸｽ ｱｰｸ都市設計 東京都世田谷区 MAFF、ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H24-01 東急建設 中野区中央1丁目 三菱地所ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 東急建設一級 東京都中野区 MAFF、ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H24-03 大成JV 大橋地区再開発 東京都都市整備局 大成建設一級 東京都渋谷区 MAFF、ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H24-04 東急建設 月島3丁目 ﾄｰｾｲ 三菱地所設計 東京都中央区 ｼﾛﾏｰ、PSﾌﾞﾛｯｸ

H24-05 松井建設 荻窪5丁目 旭化成不動産レジデンス 日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 東京都杉並区 ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H24-05 木内建設 白金高輪 丸紅 木内建設一級 東京都港区 ｼﾛﾏｰ、ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H24-06 鹿島建設 赤坂ﾋﾞﾙ KASHIスタジオ ｱｰｷﾃｸﾁｬｰﾗﾎﾞ 東京都港区 MAFF、ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H24-06 淺沼組 瀬田1丁目 清水総合開発 IAO竹田設計 東京都世田谷区 ｼﾛﾏｰ、ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H24-07 木内建設 ｼﾞｵ市ヶ谷払方町 阪急不動産 日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ 東京都新宿区 MAFF、ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H24-07 ﾌｼﾞﾀ 小石川2丁目 ﾌｼﾞﾀ
三輪設計・オリジナルワー

クス
東京都文京区 ｼﾛﾏｰ、ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H24-08 清水建設 目黒1丁目 清水建設 清水建設一級 東京都目黒区 MAFF、ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H24-08 竹中工務店 原宿住宅 新日鉄興和・三井物産・NTT都市開発 竹中工務店一級 東京都渋谷区 MAFF、ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H24-08 長谷工 恵比寿複合施設 都市再生機構 長谷工 東京都渋谷区 MAFF、ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H24-09 大豊建設 代官山計画 三菱地所ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 大豊建設一級 東京都渋谷区 MAFF、ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H24-09 大豊建設 上目黒3丁目 三菱地所ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 大豊建設一級 東京都目黒区 MAFF、ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H24-09 名工建設 矢向ﾏﾝｼｮﾝ 三菱地所ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 設計工房ｲｰ・ﾃﾞｨｰ 神奈川県川崎市 ｼﾛﾃﾞｨﾝ、ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H24-10 竹中工務店 ﾌﾟﾗｳﾄﾞ南麻布 三井物産・野村不動産 竹中工務店一級 東京都港区 MAFF、ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H24-10 清水建設 ﾌﾟﾚﾐｽﾄ赤坂 大和ﾊｳｽ 清水建設一級 東京都港区 ｼﾛﾃﾞｨﾝ

H24-10 錢高組 元麻布2丁目 三菱地所ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 錢高組一級 東京都港区 ｼﾛﾏｰ、ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H24-10 大豊建設 代官山 三菱地所ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 大豊建設一級 東京都渋谷区 MAFF、ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H24-11 木内建設 ｸﾞﾗﾝｽｳｨｰﾄ高輪1丁目 丸紅 木内建設一級 東京都港区 ｼﾛﾏｰ、ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H24-11 ﾌｼﾞﾀ 八楠本社 三菱地所ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ ﾌｼﾞﾀ一級 神奈川県横浜市 ｼﾛﾏｰ、ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H24-12 鹿島建設 小日向ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東急不動産 鹿島建設一級 東京都文京区 MAFF

H25-01 戸田建設 ﾗｲｵﾝｽﾞ西五反田 大京 戸田建設一級 東京都品川区 MAFF

H25-01 NIPPO 日本橋蠣殻町 三菱地所ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ NIPPO一級 東京都中央区 ｼﾛﾏｰ、ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H25-02 清水建設 目黒区花房山 東急不動産 清水建設一級 東京都目黒区 MAFF

H25-03 前田建設工業 飯田橋西地区 三井不動産 日建設計 東京都千代田区 MAFF

H25-03 清水建設 歌舞伎座 歌舞伎座 三菱地所設計・隈研吾 東京都中央区 MAFF

H25-04 東急建設 茅ヶ崎新栄町 三菱地所ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 三菱地所設計 神奈川県茅ケ崎市 SPR

H25-04 錢高組 四番町 三菱地所ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 三菱地所設計 東京都新宿区 MAFF
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施工年月 ｾﾞﾈｺﾝ 件名 施主 設計 施工場所 工法等

H25-05 竹中工務店 中野中央 住友不動産 竹中工務店一級 東京都中野区 MAFF

H25-05 清水建設 南麻布5丁目 NTN都市開発 清水建設一級 東京都港区 MAFF

H25-06 ﾋﾟｰｴｽ三菱 港区南青山7丁目 三菱地所ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ ﾋﾟｰｴｽ三菱一級 東京都港区 MAFF

H25-07 内野建設 平和台 ｻｯﾄﾝﾚｱﾙﾄﾞ IAO竹田設計 東京都板橋区 MAFF

H25-07 木内建設 杉並区方南町 フジ都市開発 木内建設一級 東京都杉並区 MAFF

H25-07 熊谷組 鎌倉市二階堂ﾏﾝｼｮﾝ 三菱地所ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 三菱地所設計 神奈川県鎌倉市 MAFF

H25-08 清水建設 麻布狸穴 三菱地所ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 三菱地所設計 東京都港区 MAFF

H25-08 馬淵建設 藤沢鵠沼 三菱地所ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 三菱地所設計 神奈川県藤沢市 MAFF

H25-09 鹿島建設 武蔵野中町 三菱地所ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 鹿島建設一級 東京都武蔵野市 MAFF

H25-09 清水建設 南青山6丁目 大和ﾊｳｽ 清水建設一級 東京都港区 MAFF

H25-09 日本国土開発 赤坂6丁目 三菱地所ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 三菱地所設計 東京都港区 MAFF

H25-10 飛島建設 六義園 東京建物 飛島建設一級 東京都文京区 MAFF

H25-10 清水建設 新宿御苑 三菱地所ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 三菱地所設計 東京都新宿区 MAFF

H25-11 西松建設 高輪の杜 三菱地所ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 三菱地所設計 東京都港区 MAFF

H26-01 熊谷組 戸塚区川上町 三菱地所ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 熊谷組 神奈川県横浜市 SPR

H26-01 ﾌｼﾞﾀ 市谷加賀町2丁目 野村不動産 ﾌｼﾞﾀ 東京都新宿区 MAFF

H26-02 大成建設 広尾3丁目 三菱地所ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 三菱地所ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 東京都渋谷区 MAFF

H26-03 東洋建設 上星川3丁目共同住宅 東洋建設 東洋建設 神奈川県横浜市 SPR

H26-04 三井住友建設 白金台２丁目 野村不動産 三井住友建設 東京都新宿区 MAFF

H26-04 清水建設 ｼｬﾄｰ三田 野村不動産 環境企画 東京都港区 MAFF

H26-05 大成建設 ﾒﾙｸﾛｽ本社 ﾒﾙｸﾛｽ 大成建設 東京都中央区 MAFF

H26-05 西松建設 茗荷谷計画 住友不動産 西松建設 東京都文京区 SPR

H26-05 淺沼組 湯島4丁目 三菱地所 三菱地所 東京都文京区 MAFF

H26-06 竹中工務店 千鳥ヶ淵 三菱地所 三菱地所 東京都千代田区 SVﾌﾞﾛｯｸ

H26-08 松尾建設 千代田区末広町 旭化成不動産 日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ 東京都千代田区 MAFF

H26-08 松井建設 堀留町２丁目 三菱地所 三菱地所 東京都中央区 ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ、ｼﾛﾃﾞｨﾝ

H26-09 木内建設 上原2丁目計画 三菱地所 三菱地所 東京都渋谷区 MAFF

H26-10 竹中工務店 元麻布３丁目 三菱地所 三菱地所 東京都港区 MAFF

H26-10 木内建設 ﾌﾞﾘﾘｱ上野松が谷 東京建物 木内建設 東京都台東区 ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ、ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄ

H26-11 鴻池組 市谷薬王寺計画 武蔵野ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ 鴻池組 東京都新宿区 MAFF

H26-12 竹中工務店 鳥居坂計画 森ﾋﾞﾙ 竹中工務店 東京都港区 ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ、ｼﾛﾏｰ

H27-03 安藤・間 白金4丁目 積水ﾊｳｽ ｵﾘｼﾞﾅﾙﾜｰｸ 東京都港区 MAFF

H27-03 大成建設 順天堂湯島ﾊｲﾂ 順天堂 日本設計 東京都文京区 MAFF

H27-04 東亜建設 上野下ｱﾊﾟｰﾄ 建替組合 ＵＧ都市建築 東京都文京区 MAFF

H27-04 西松建設 三田ﾋﾞﾙ 住友不動産 日建設計 東京都港区 MAFF

H27-04 ＮＢ建設 本郷4丁目 東急不動産 ＵＧ都市建築 東京都文京区 MAFF

H27-06 鹿島建設 市谷山伏町計画 積水ﾊｳｽ ﾌｫﾙﾑ建築計画 東京都新宿区 MAFF

H27-07 前田建設工業 ｻﾝｼﾃｨ神奈川 ﾍﾙｽｹｱｼﾞｬﾊﾟﾝ 建築企業 神奈川県横浜市 MAFF

H27-07 竹中工務店 六本木4丁目（ﾍﾟﾝﾌﾞﾛｰｸﾞ） ペルージャコーポレーション 竹中工務店 東京都港区 MAFF

H27-08 森組 日本橋堀留町 坂入産業 坂入産業 東京都中央区 ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ、ｼﾛﾏｰ

H27-09 日本国土開発 THE　CONOE代官山 ＡＰＡ 竹田設計 東京都渋谷区 MAFF

H27-09 大林組（雄健工業） 小田原駅東口（自走式立駐） 大林組 エイト日本技術開発 神奈川県小田原市 ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄ

H27-10 大林組 目黒駅前 大林組 大林組 東京都目黒区 MAFF

H27-11 木内建設 ｻﾞﾊﾟｰｸﾊｳｽ上野ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 三菱地所 木内建設 東京都台東区 SPR

H27-11 飛島建設 日本橋三越前 東京建物 ｴﾝﾄﾞｳｱｿｼｴｲﾂ 東京都中央区 ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ、ｼﾛﾏｰ

H27-11 大林組 ﾎﾃﾙﾕﾆｿﾞ銀座7丁目 新日本興和不動産 大建設計 東京都中央区 ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ、ｼﾛﾏｰ

H27-12 木内建設 鹿手袋二丁目 野村不動産 木内建設 埼玉県さいたま市 SVブロック＋シロマー

H28-01 PS三菱 寿三丁目 PS三菱 PS三菱 東京都台東区 SPR方式

H28-02 大成建設 京都フォーシンズンズホテル 京都嵐山ﾎｽﾋﾟﾀﾘｱｾｯﾄ 久米設計 京都府東山区 SVブロック＋シロマー
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H28-04 鍛冶田工務店 西宮若草町 － 三菱地所 兵庫県神戸市 SPR

H28-08 大成建設 ソラリア京都 西日本鉄道 日建設計 京都府中京区 SVブロック＋シロマー

H28-09 木内建設 上大崎二丁目計画 野村不動産 木内建設 東京都品川区 SVブロック＋シロマー

H28-09 大末建設 ﾌﾟﾗｳﾄﾞ南浦和神明 野村不動産 大末建設 埼玉県さいたま市 SVブロック＋シロマー

H28-09 馬淵建設 目黒区青葉台1丁目計画 東京都目黒区 ミラブロック

H28-10 東亜建設工業 高井戸東3丁目 三菱地所レジデンス 三菱地所 東京都杉並区 ミラブロック

H28-10 佐藤秀 高輪WEST 東京建物 アーキサイトメビウス 東京都港区 MAFF

H28-11 佐田建設 板橋一丁目計画 新日鉄興和不動産 下川建築設計事務所 東京都板橋区 SVブロック＋シロマー

H28-11 三井住友建設 プレミスト六番町 大和ハウス 三井住友建設 東京都千代田区 MAFF

H28-11 川口土木工業 中央区入船2丁目 三菱地所レジデンス 長谷川建築 東京都中央区 MAFF

H28-11 熊谷組 市谷甲良町 三菱地所レジデンス アーキフォルム 東京都新宿区 MAFF

H28-11 フジタ 新宿7丁目 東急不動産 IAO竹田設計 東京都新宿区 MAFF

H28-12 鴻池組 S-GATE日本橋 三菱地所レジデンス 三菱地所 東京都中央区 MAFF

H29-01 若築建設 グランドメゾン目黒東山 積水ﾊｳｽ 現代綜合 東京都目黒区 MAFF

H29-02 東急建設 六本木四丁目計画 HKRJ ROPPONGI 東急建設 東京都港区 MAFF

H29-02 佐藤秀 蒲田4丁目 東京都大田区 ミラブロック

H29-03 鹿島建設 銀座朝日ビル 朝日新聞 鹿島建設 東京都中央区 MAFF

H29-03 松尾工務店 桜新町2丁目 野村不動産 広建設計 東京都世田谷区 MAFF

H29-04 三井住友建設 芝浦3丁目 住友不動産 INA新建築 東京都港区 MAFF

H29-05 安藤・間 三田5丁目 東京都港区 MAFF

H29-06 大成建設 南麻布4丁目 住友不動産 大成建設 東京都港区 MAFF

H29-08 西松建設 元麻布3丁目 野村不動産 西松建設 東京都港区 MAFF

H29-10 鍛冶田工務店 ザ・パークハウス横浜伊勢町 三菱地所 安宅設計 神奈川県横浜市 MAFF

H29-11 日本建築 マストライフ神田錦町2丁目計画 積和不動産 積水ハウス株式会社東京特建 東京都千代田区 MAFF
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