デッキ・スタッド工事
〈平成27年〉
現

場

名

(仮称）Ｙプロジェクト新築工事
(仮称）イオンタウン成田新築工事
（仮称）千葉工業大学新習志野校舎新食堂棟新築工事

(仮称)川越下老袋物流施設新築工事 (床工事）

(仮称）東京精密八王子工場第六工場計画
(仮称）キクヤ春日井店新築工事 駐車場棟
(仮称）キクヤ春日井店新築工事 店舗棟
（仮称）京急蒲田駅商業施設計画
東京医療学院看護学科棟増築工事
日野自動車古河工場第5･6工場新築工事
社会福祉法人ナザレ園養護老人ホーム新築工事

お茶の水女子大学新営その他工事
（仮称）ランドポート柏沼南新築工事
土浦市消防本部新消防庁整備建築主体工事
事務管理棟整備工事(元住吉）
(仮称)フカシロ浅草橋駅前ビル新築工事
(仮称）緑成会整育園新築工事
(仮称）日宣新社屋新築工事
ヌーベル赤羽台（建替）第五住宅建築その他工事

特別養護老人ホーム武里まきば園
大正製薬大宮新物流倉庫
さいたま市浦和区仲町１丁目計画新築工事
JR武蔵小金井駅高架下SC
（仮称）ららぽーと平塚商業棟新築工事
（仮称）PMO日本橋三越前新築工事
(仮称）横浜栄共済病院
(仮称）ステップ鶴ヶ峰新築工事
川崎駅北口自由通路新設（南部配電所）
(仮称)トヨタサービスセンター神奈川新築工事
(仮称）ノートルダム横浜新築工事
日本大学目黒（東が丘）学生寮(仮称）新築工事
(仮称）内藤マンションⅢ新築工事
上福岡総合病院
あい保育園久我山新築工事
栗田アルミ工業工場増築改築工事
日本梱包運輸倉庫㈱茨城営業所第二倉庫新築工事

昭和薬品加工㈱カロナール棟建設プロジェクト
城北伸鉄㈱東松山倉庫・事務所新築工事
(仮称）バン産商本社ビル新築工事
(仮称）東上野1-14計画
NDK平塚ビル新築工事
(仮称）日本梱包運輸倉庫㈱朝霞営業所 新築工事

(仮称）家の光 千駄ヶ谷ビル新築工事
(仮称）松戸市関台小学校 新築工事
品川駅DATC機器室

ゼ

ネ

コ

ン

坪井工業㈱
㈱塩浜工業
三井住友建設㈱
㈱塩浜工業
鉄建建設㈱
JFEシビル㈱
JFEシビル㈱
東急建設㈱
戸田建設㈱
三井住友建設㈱
㈱田村工務店
㈱小野組
㈱銭高組
㈱株木建設
鉄建建設㈱
ナカノフドー㈱
南海辰村建設㈱
㈱久保工
長谷工コーポレーション
㈱松永建設
戸田建設㈱
㈱フジタ
鉄建建設㈱
三井住友建設㈱
㈱銭高組
松井建設㈱
JFEシビル㈱
鉄建・大林共同企業体
JFEシビル㈱
鹿島建設㈱
松井建設㈱東京支店
宮前建設㈱
㈱フジタ
㈱イチケン
JFEシビル㈱
関東建設工業㈱
㈱シミズ・ビルライフケア
JFEシビル㈱
㈱ナカノフドー
前田・國場建設JV
鉄建建設㈱
川田工業㈱
前田建設工業㈱
東急建設㈱
鉄建建設㈱

1

設

計

㈱シグマシステム建築事務所
㈱塩浜工業名古屋一級建築士事務所

㈱横河建築設計事務所
安井建築設計事務所
鉄建建設㈱一級建築士事務所

大成工務㈱
大成工務㈱
㈱東急設計コンサルタント一級建築士事務所

戸田建設㈱一級建築士事務所

日建設計
㈱市毛建築設計事務所
㈱日総建一級建築士事務所
㈱銭高組一級建築士事務所

㈱久米設計
㈱佐藤総合計画
㈱新都市建築設計事務所
㈲伊藤博之建築設計事務所

㈱山設計工房
㈱エルエーデザイン一級建築士事務所

戸田建設㈱一級建築士事務所
㈱フジタ首都圏支社一級建築士事務所
㈱ジェイアール東日本建築設計事務所

三井住友建設㈱一級建築士事務所

野村不動産㈱一級建築士事務所

㈱久米設計
金箱構造設計事務所/Ar. Partners建築設計

㈱ジェイアール東日本建築設計事務所

K・Tストアマネジメント㈱
吉村建築設計事務所
㈱日総建
高橋設計室
伊藤喜三郎建築研究所
㈱イチケン一級建築士事務所

服部建築設計事務所
服部都市建築設計事務所
千代田テクノエース一級建築士事務所

伊田テクノス㈱一級建築士事務所

前田建設工業㈱一級建築士事務所

森アトリエ一級建築士事務所

三菱地所設計・JA設計
㈱久米設計

デッキ・スタッド工事
現

場

名

(仮称）南幸伊藤ビル増築工事
豊洲新市場(仮称)7街区リサイクル施設棟他建設工事

横浜市場青果配送センター新築工事
(仮称)心の味食品㈱本社工場新築工事
(仮称)アパホテル浅草田原町新築工事
ザ・スポーツコネクション建替計画
大田区第4号京急蒲田駅西口自転車駐車場新築工事

(仮称)川口印刷工業東京工場新築工事
(仮称)ランドポート八王子Ⅱ新築工事
㈱日立プラントコンストラクション柏事業所新倉庫建築工事

東横イン東久留米駅前新築工事
西秋川衛生組合ごみ処理施設整備・運営事業
(仮称)新与野キ電区分新築工事
(仮称)オーケー高田馬場店新築工事
立川競輪場施設改修工事(第1期)
(仮称)東向島5丁目計画
(仮称)東関東第二工場新築工事
綾瀬乗務室ほか改良建築工事
(仮称)神奈川三菱ふそう自動車販売㈱戸塚支店整備工場近代化計画

(仮称)日本橋茅場町プロジェクト新築工事
東京大学(柏)生産技術研究所研究実験棟
センコー㈱加須PDセンター新築工事
(仮称)高和保育園新築工事
一番館所沢店新築工事(TZビル)
デリカエース㈱食品倉庫上尾事業所新築工事
カスミ高根台店新築工事
神奈川中央交通 平塚営業所 建替工事
平成横浜健診センター
川崎駅北口発進構台部
公益社 喜多見会館
㈱タツノ鶴見事業所建設工事
川崎駅既存新設取り合い部
笹塚駅から仙川益連続立体交差工事(建築)請負工事

日本梱包運輸倉庫㈱小川営業所
(仮称)ヤオコーデリカ・生鮮センター
浮間舟渡商業施設計画
日本大学稲城学生寮(仮称)新築工事
Ｐ1簡易立体駐車場ＥＶ昇降路新設工事
(仮称)株式会社川熱第四工場新築工事
イオンモール浦和美園立体駐車場
(仮称)アパホテル飯田橋駅前新築工事
聖蹟桜ヶ丘高齢者向け住宅
水戸支社ビル
三井不動産ロジスティクスパーク平塚新築工事
ラトゥールドシンデレラ青山
(仮称)クロスガーデン調布新築工事

ゼ

ネ

コ

戸田建設㈱横浜
関東建設工業㈱
川田工業㈱
㈱リトルバード
㈱イチケン
東急建設㈱
東急建設㈱
鉄建建設㈱
JFEシビル㈱
川田工業㈱
東横イン電建㈱
㈱安藤間
鉄建建設㈱
JFEシビル㈱
菊池建設㈱
ファーストカルデア㈱
東洋建設㈱
鉄建建設㈱
㈱フジタ
㈱イチケン
真柄建設㈱
関東建設工業㈱
小俣建設工業㈱
㈱北斗ｼｽﾃﾑ
JFEシビル㈱
㈱イチケン
㈱フジタ
㈱イチケン
鉄建建設㈱
山陽建設工業㈱
㈱銭高組
鉄建建設㈱
京王建設㈱
川田工業㈱
㈱福田組
㈱イチケン
㈱安藤間
㈱ナリコー
JFEシビル㈱
㈱大本組
㈱イチケン
京王建設㈱
鉄建建設㈱
JFEシビル㈱
㈱佐藤秀
㈱イチケン
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ン

設

計

㈱加賀建築設計
東京都中央卸売市場整備部施設整備課

川田工業㈱一級建築士事務所

㈲大道商事建築設計事務所
㈱IAO竹田設計一級建築士事務所

東急建設㈱一級建築士事務所

㈱綜企画設計
JFEシビル㈱
川田工業㈱一級建築士事務所

㈱東横インアーキテクト
㈱高橋上田設計事務所
東日本旅客鉄道㈱大宮一級建築士事務所

㈱松田平田設計
アルファデザイン㈱

大和小田急建設㈱一級建築士事務所

㈱ジー・ワイ設計
一級建築士事務所㈱MID研究所

㈲後藤構造設計事務所
ＲＡＭＩＡ
味の素ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱
㈱イチケン東京支店一級建築士事務所

㈱新都市建築設計事務所
㈱JR東日本設計
山陽建設工業㈱一級建築士事務所

㈱銭高組一級建築士事務所

㈱JR東日本設計
川田工業㈱一級建築士事務所

㈱創元設計
㈱カシマコーポレーション建築設計事務所

成田国際空港㈱
㈱日創設計
㈱大本組東京本社一級建築士事務所

㈱日企設計
㈱久米設計

都市企画㈱アトリエＨＯＭＭＡ

デッキ・スタッド工事
〈平成28年〉
現

場

名

(仮称)レッドウッド成田ＤＣ新築工事
(仮称)東京駅前八重洲浅川ビル新築工事
(仮称)ＳＶＨ川越店新築工事
(仮称)新佼成ビル新築工事
オーベクス㈱千葉ニューテックセンター新築工事

(仮称)新浦安駅前施設新築工事
㈱クラウン・パッケージ埼玉事業所新築工事
川崎駅北口自由通路新設・駅改良他
(仮称)西尾久4丁目Ｃ棟新築工事
(仮称)京王プレッソイン東京八重洲計画新築工事

(仮称)国際装飾㈱オフィスビルプロジェクト
新座市新庁舎建設工事
(仮称)三和上鶴間計画新築工事
(仮称)芝浦3丁目計画
(仮称)シャイン本社ビル
入生田基地改良工事
実務研修・実験センター及び神奈川事務所
(仮称)芝浦3丁目計画新築工事
(仮称)相模原中央計画新築工事
(仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業

(仮称)ＩＫＫ研究所試験センター新築工事
京葉ガス㈱緊急保安研修センター新築工事
(仮称)八丁堀プロジェクト(エンパイヤビル建替工事)

(仮称)大和輸送㈱長野倉庫新築工事
成友興業㈱城南島第二工場(仮称)新築工事
(仮称)横浜日野自動車㈱相模原支店新築工事
(仮称)ノジマ川崎水沢店新築工事
ヤマハ発動機第15駐車場
(仮称)東横イン成田3号館新築工事
(仮称)ファナック立体駐車場計画新築工事
本田技研工業㈱大谷台社宅建替工事
(仮称)船橋本町1丁目保育園新築工事
江戸川区立第3松江小学校改築工事
(仮称)甲府丸の内計画新築工事
学習院女子中等科・高等科総合体育館改築工事

レイクタウン整形外科病院新築工事
古河ユニック㈱佐倉工場油機工場建設工事
東上野プロジェクト新築工事
(仮称)多摩平の森Ａ街区健康増進複合施設建築計画

東京流通センター物流ビルＢ棟新築工事
(仮称)横浜ゴム平塚製造所新技術棟新築工事
ネグロス電工㈱佐野商品センター建設工事
習志野市新庁舎
(仮称)日本橋二丁目地区第一種市街地再開発事業(Ａ街区)新築工事

ゼ

ネ

コ

ン

㈱塩浜工業
東横イン電建㈱
関東建設工業㈱
㈱錢高組
若築建設㈱
㈱フジタ
関東建設工業㈱
鉄建大林共同企業体
平澤建設㈱
京王建設㈱
坪井工業㈱
㈱錢高組
㈱イチケン
三井住友建設㈱
ナカノフドー建設㈱
㈱フジタ
関東建設工業㈱
三井住友建設㈱
大和リース㈱
東亜建設工業㈱
ＴＳＵＣＨＩＹＡ
ＪＦＥシビル㈱
三井住友建設㈱
関東建設工業㈱
大豊建設㈱
トヨタＴ＆Ｓ建設㈱
関東建設工業㈱
ヤマハ㈱
東横イン電建㈱
芙蓉建設㈱
㈱淺沼組
小野里工業㈱
ナカノフドー建設㈱
㈱フジタ
松井建設㈱
ＴＳＵＣＨＩＹＡ
前田建設工業㈱
宮前建設㈱
㈱イチケン
㈱大林組
鹿島建設㈱
大成建設㈱
清水建設㈱
㈱大林組
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計

㈱塩浜工業一級建築士事務所

㈱東横インアーキテクト
関東建設工業㈱建築設計事務所

入江三宅設計事務所
若築建設㈱一級建築士事務所

㈱ＩＮＡ新建築研究所
㈱三輪設計
㈱ＪＲ東日本設計
㈱ＯＡＣ設計
京王建設㈱一級建築士事務所

西沢立衛建築設計事務所
石本建築設計事務所
㈱イチケン一級建築士事務所

㈱ＩＮＡ新建築研究所
㈱小田急エンジニアリング一級建築士事務所

㈱阿波設計事務所
㈱ＩＮＡ新建築研究所
大和リース㈱一級建築士事務所

パシフィックコンサルタンツ㈱
㈱大建設計一級建築士事務所

京葉都市開発㈱
三井住友建設㈱一級建築士事務所

㈱井上建築工学設計事務所
大豊建設㈱一級建築事務所
㈱ＴＥＡＭ ＩＷＡＫＩＲＩ ＪＡＰＡＮ一級建築士事務所

関東建設工業㈱一級建築士事務所

ＪＦＥシビル一級建築士事務所

㈱東横インアーキテクト
㈱東急設計コンサルタント
㈱ADPL ANEX一級建築士事務所・東日本都市開発㈱一級建築士事務所

㈱フジタ東日本支社一級建築士事務所

㈱久米設計
織本構造設計一級建築士事務所・現代建築研究所一級建築士事務所

前田建設工業㈱一級建築事務所
LEMNISKATE一級建築士事務所・多田脩二構造設計事務所

㈱イチケン一級建築士事務所

㈱大林組一級建築士事務所

㈱三菱地所設計

デッキ・スタッド工事
現

場

名

天台商業施設新築工事
野々市文化交流拠点施設
ＪＳＰみなと工場7期増築・縦型集合機建屋工事
(仮称)日生オアシス柏豊四季新築工事
(仮称）ビックモーター神戸小束山店新築工事
JXエネルギー㈱横浜網島水素ST設置工事
学習院女子中等科・高等科総合体育館改築工事
サカタインクス(株)東京工場 UT棟・厚生棟・グラビア応用技術棟建設工事

㈱巴コーポレーション小山工場新管理棟建設工事

三井倉庫南本牧倉庫新築工事
三菱鉛筆群馬工場インク棟新築工事
(仮称)千葉工業大学新習志野校舎再開発計画7号館新築工事

(仮称）アパホテル飯田橋目白通り新築工事
（仮称）三鷹第二センター新築工事
（仮称）東五反田2丁目ホテル計画
ホスピタルイン独協医大新築工事
(仮称）ｸﾞｯﾄﾏﾝﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｸstege2
（仮称）日清オイリオ調合バルク出荷棟新築工事

(仮称）町屋光明寺新御堂新築工事
キーサウス増床計画
プライムデリカ㈱相模原第二工場自走式駐車場工事

つくば市28国債（仮称）葛城北部学園建設工事
レンタルのニッケン多摩機械センター新築工事
(仮称）港区新橋三丁目計画新築工事
東邦航空㈱東北事業所 新築工事
ｴｱ･ｳｫｰﾀｰ㈱宇都宮工場新築工事
あおい幼稚園新築工事

東横イン新富士駅前 新築工事
弥生台駅前地区リノベーション計画
(仮称）白山プロジェクト JBAR
アパホテル＆リゾート西新宿5丁目タワー新築工事

㈱ドン・キホーテ世田谷若林店新築工事

ゼ

ネ

コ

ン

鉄建建設㈱
㈱フジタ
三井住友建設㈱
小野里工業㈱ 埼玉支社
JFEシビル㈱
㈱NIPPO
松井建設㈱
三井住友建設㈱
㈱巴コーポレーション
戸田建設㈱
㈱銭高組
三井住友建設㈱
㈱イチケン
㈱フジタ
三井住友建設㈱
㈱東横イン電建
㈱銭高組
田村製作所
ナカノフドー建設㈱
㈱イチケン
五洋建設㈱
関東建設工業㈱
鹿島建設㈱
㈱浅沼組
川田工業㈱
川田工業㈱
㈱安藤ハザマ
㈱丸杉
JFEシビル㈱
㈱塩浜工業
㈱丸杉
㈱イチケン
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設

計

三上建築設計事務所・梓設計・フジタ設計ＪＶ

三井住友建設㈱一級建築士事務所

アクセル・アーキテクト
株式会社LAN建築事務所
㈱NIPPO
㈱久米設計
(株)日建設計
㈱巴コーポレーション
戸田建設株式会社横浜支店一級建築士事務所

株式会社プランテック総合計画事務所

株式会社横河建築設計事務所

株式会社日企設計
株式会社NTTﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ ｵｰｳﾞ･ｱﾗｯﾌﾟ･ｱﾝﾄﾞ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ

三井住友建設株式会社一級建築士事務所

株式会社日創アーキテクト
浅井謙建築研究所株式会社
㈱豊田自動織機一級建築士事務所

有限会社アトリエ獏
株式会社樹
株式会社坂倉建築研究所
株式会社JA設計
株式会社淺沼組一級建築士事務所
川田工業株式会社一級建築士事務所
川田工業株式会社一級建築士事務所

㈱田建築設計事務所
東横インアーキテクト
株式会社東急設計コンサルタント

塩浜工業一級建築士事務所

株式会社IAO竹田設計

デッキ・スタッド工事
〈平成29年〉
現

場

名

タツノ鶴見ビル倉庫棟建替工事
MFLP厚木Ⅱ新築工事
(仮称）福岡運輸㈱つくばみらい倉庫新築工事
（仮称)PMO新川2丁目ビル新築工事
東罐興業株式会社厚木工場内新棟建設工事
厚木プラスチック㈱ 関東工場第4工場新築工事

㈱錦江 新和5丁目倉庫 改築工事
(仮称）特別養護老人ホーム新緑の郷新築工事
（仮称）PMO東新橋新築工事
㈱岡田つくば工場新築工事
京浜トラックターミナルA棟新築工事 JBARのみ
(仮称)本千葉町店舗計画新築工事
(仮称）白山プロジェクト建設工事
西新宿6丁目ホテル
東横イン新宿御苑駅前 新築工事
ｳｨｻﾞｰｽﾞﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ袖ヶ浦駅前新築工事
明治埼玉リニューアール一期工事
(仮称）ドン・キホーテ赤坂4丁目店新築工事
（仮称）新橋4丁目計画新築工事
北加瀬社宅跡地開発計画新築工事
（仮称）浜松町エクセレントビル新築工事
日本通運㈱仙台支店 卸町物流センター
一番館横浜泉店新築工事
(仮称）全農家畜衛生研究所新クリニック棟新築工事

(仮称）共同印刷越谷工場建替工事（Ⅰ期）
㈱ロッテ狭山工場 製品自動倉庫建設工事
（仮称）コスモ工機飯能工場増築工事
ボートピア習志野立体駐車場新築工事
センコー㈱加須センター2期新築工事
（仮称）世田谷区上用賀四丁目計画
ネッツトヨタ東京㈱高井戸店新築工事
東横イン原木インター新築工事
(仮称）東横イン小田原駅前新築工事
ミヤマ工業東日本工場新築工事
(仮称）鳥谷野計画新築工事（ルネサンス福島）
(仮称）東横イン浦和美園駅前新築工事
(仮称)新佼成ビル新築工事 （倉庫棟）
(仮称）ロイヤルホームセンター足立新築工事
(仮称）学校法人国際理工学園5号館新築工事
(仮称）菊川3丁目店舗付共同住宅新築工事
(仮称）あい保育園王子新築工事
特別養護老人ホーム恵光園シャイニー中央
(仮称）医療法人社団三水会北千葉整形外科幕張クリニック新築工事

街路築造工事及び電線共同溝設置工事

ゼ

ネ

コ

ン

㈱銭高組
㈱銭高組
川田工業㈱
JFEシビル㈱

設

計

(株)銭高組一級建築士事務所
(株)銭高組一級建築士事務所
川田工業(株)一級建築士事務所
野村不動産(株)一級建築士事務所

三菱化学エンジニアリング株式会社

三菱化学エンジニアリング(株)

関東建設工業㈱
関東建設工業㈱
関東建設工業㈱
㈱銭高組
JFEシビル㈱
㈱フジタ
平澤建設㈱
㈱塩浜工業
㈱フジタ
㈱東横イン電建
㈱北斗ｼｽﾃﾑ
㈱銭高組
㈱イチケン
㈱大林組
鉄建建設㈱
㈱合田工務店
JFEシビル㈱
㈱北斗ｼｽﾃﾑ
㈱フジタ
㈱フジタ
㈱フジタ
戸田建設㈱関東
JFEシビル㈱
関東建設工業㈱
木内建設㈱
五洋建設㈱
東横イン電建㈱
東横イン電建㈱
JFEシビル㈱
㈱イチケン
東横イン電建㈱
㈱銭高組
㈱イチケン
鵜沢建設㈱
宮前建設株式会社
㈱イチケン
鵜沢建設㈱
鵜沢建設㈱
㈱ユウコウ建設

(株)渡辺建築事務所
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関東建設工業(株)一級建築士事務所

(株)奥野設計
野村不動産(株)一級建築士事務所

JFEシビル(株)一級建築士事務所

㈱フジタ一級建築士事務所
平澤建設一級建築士事務所
(株)塩浜工業一級建築士事務所

(株)フジタ一級建築士事務所

(株)東横インアーキテクト
(株)三輪設計
銭高組一級建築士事務所
(株)ダイス設計
(株)大林組一級建築士事務所
鉄建建設(株)一級建築士事務所

笠井設計(株)
日通不動産(株)仙台支店一級建築士事務所

(株)エストルクトゥーラー一級建築士事務所

(株)JA設計
㈱フジタ一級建築士事務所
村田機械(株)一級建築士事務所
戸田建設(株)関東支店一級建築士事務所

坪井工業(株)一級建築士事務所
関東建設工業(株)一級建築士事務所

(株)山下設計
中日設計(株)
(株)日創アーキテクト
㈱東横インアーキテクト
まるひ建設(株)一級建築士事務所

(株)イチケン一級建築士事務所

(株)東横インアーキテクト
入江三宅設計事務所
(株)悠設計
(株)ジェイユー一級建築士事務所

合同会社 スカイリブ環境計画

(株)アトリエオズミィ
(株)奥野設計
(株)千都建築設計事務所
東京都南多摩西武建設事務所

デッキ・スタッド工事
(仮称）スーパーバリュー幕張西店新築工事
下石神井小学校校舎等改築工事
㈱シーアールイーロジスクエア川越新築工事
（独法）国立病院機構村山医療センター病棟新築整備（建築）

Jヴィレッジ全天候型サッカー練習場新営工事
スターバックス・R・ロースタリー新築工事
東急リネンサプライ佐野工場新築工事
（仮称）ダイワロイヤルネットホテル新橋新築工事

(仮称）戸塚区戸塚町複合商業施設計画
(仮称）ロイヤルホームセンター足立新築工事
（仮称）ヨークマート新所沢新築工事
(仮称）ロイヤルホームセンター足立新築工事
東横イン川口駅前新築工事
東横イン静岡駅前新築工事
東横イン南多摩駅前新築工事
(仮称）北朝霞駅前ビル新築工事
IHI瑞穂工場第9棟建設工事
日本ルナ株式会社高崎工場新築工事
(仮称）花木工業株式会社常総工場新築工事
（仮称）ｸﾞｯﾄﾏﾝﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｸ ｽﾃｰｼﾞ3 新築工事ｱﾝｶｰ

船橋市南部清掃工場
都立八王子第二特別支援学校（仮称）新築工事

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱群馬工場
(仮称）秋葉原北口計画新築工事
(仮称）神谷町ビル新築工事
AKIM株式会社新築計画
ﾗｳﾝﾄﾞﾎﾟｰﾄ青梅Ⅰ
日本クッカリー㈱伊勢崎工場新築工事
(仮称）SG２物流センター新築工事
成田国際空港T1地区立体駐車場整備工事
（仮称）アパホテル国会議事堂前駅前新築工事
エンドレス柳橋ビル新築工事
(仮称）六本木1丁目西地区（A-4地区)計画
千曲市新庁舎等建設工事
関東総合輸送㈱杉戸町倉庫計画
（仮称）ｸﾞｯﾄﾏﾝﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｸ ｽﾃｰｼﾞ3 新築工事
綾瀬駅乗務事務室ほか改良建築工事

㈱イチケン
昇和建設㈱
関東建設工業㈱
関東建設工業㈱

(株)坂川建築設計事務所
(株)佐藤総合計画
関東建設工業㈱一級建築士事務所
関東建設工業㈱一級建築士事務所
前田建設・佐藤総合特定建設工事共同企業体

鹿島建設㈱
東急建設㈱
㈱安藤間
㈱イチケン
㈱イチケン
関東建設工業㈱
㈱イチケン
㈱東横イン電建
㈱東横イン電建
㈱東横イン電建
㈱五十鈴建設
五洋建設㈱
㈱銭高組
関東建設工業㈱
㈱銭高組
佐藤工業㈱
㈱塩浜工業
㈱フジタ
三井住友建設㈱
西松建設㈱
JFEシビル㈱
㈱銭高組
東急建設㈱
JFEシビル㈱
JFEシビル㈱
㈱イチケン
㈱ナカノフドー
三井住友建設㈱
大和リース㈱
関東建設工業㈱
㈱銭高組
鉄建建設㈱
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隈研吾建築都市設計事務所
JFEシビル(株)一級建築士事務所

(株)ＮＴＴファシリティーズ
㈱シーク設計一級建築士事務所

(株)悠設計
㈱中田捷夫研究室
(株)悠設計
㈱東横インアーキテクト
㈱東横インアーキテクト
㈱東横インアーキテクト
(株)伊藤允光建築設計
(株)大建設計
日清エンジニアリング(株)
グローイングＳ一級建築設計事務所

浅井謙建築研究所(株)
JFEエンジニアリング(株)
東京都財務局建築保全部施設整備第二課

㈱渡辺建築事務所
(株)INA新建築研究所
西松建設(株)一級建築士事務所

(株)VIT
(株)錢高組一級建築士事務所
東急建設(株)一級建築士事務所
JFEシビル(株)一級建築士事務所
JFEシビル(株)一級建築士事務所

(株)日企設計一級建築士事務所

(株)冨井建築設計研究所
㈱織本構造設計
大和リース(株)東京本店一級建築士事務所

関東建設工業(株)一級建築士事務所

浅井謙建築研究所(株)
メトロ開発(株)一級建築士事務所

