
㈲ あさひ建装　　　　　　№1

施工会社 工事件名 施工会社 工事件名

東急建設 高根学校

清水建設 パレスディオ六本木 志多組 レーベンハイム原木中山

清水建設 吉野家商店ビル 安藤建設 みずほ銀行 千住駅前支店

清水・田村ＪＶ 水戸中央病院 木内建設 上池台３丁目共同住宅（リクルート）

新井組 藤和東戸塚上品濃マンション フジタ 戸塚ＰＪ

鴻池組 藤和東戸塚マンション 川田工業 亀沢４丁目共同住宅（リクルート）

清水建設 日下部記念病院 多田建設 レヴィール田原開城

清水建設 浦安市高洲地区高齢者福祉施設 清水建設 順天病院 Ｇ棟

フジタ グローリオ禅林寺 川田工業 リシェ五反田スカイビュ―

熊谷・馬淵 ＪＶ ライフコート「さかえ」 三平建設 Ｌ/Ｍ幕張セントパーク

三平建設 ダイアパレス宮原（Ⅱ） 戸田建設 柏マンション

豊国建設 ＴＡＫ BLD 大手建設 大場ふとん店

清水建設 介護老人施設「さかえ」 地崎工業 ウイルローズ赤羽

片山組 大黒屋ビル 佐藤工業 浦和常盤マンション

大末建設 大阪市西区江之子島１丁目Ｍ/Ｓ 川田工業 コスモ北岩２丁目

竹中工務店 Ｇコート赤塚 清水・東急 ＪＶ 武蔵工業大学付属中・高等学校

安藤建設 三日町三丁目マンション 清水建設 我孫子聖仁会病院

大末建設 サンクタス塚本 戸田・馬淵 ＪＶ 介護老人保健施設「こどもの国」

戸田建設 海岸３丁目計画 東急建設 村木園馬絹

清水建設 あしなが心熟レインボーハウス 清水建設 越谷駅前ワンルーム

川田工業 クリオ新御徒町

清水建設 今村証券高岡支店 松苗建設工業 高友会ビル

安藤建設 オリコ芝浦住宅 清水建設 熱海東海岸 Ａ棟

竹中工務店 オーウェル㈱東京店 建替 東急建設 広尾１丁目プロジェクト

竹中工務店 メゾンヴェール白金台 大林・ナカノ・京成ＪＶ 千葉大学付属病院

大成建設 広尾ヒルトップガーデンス 清水組 子安町１丁目共同住宅（リクルート）

大浦商事 西荻北ＨＯマンション 清水建設 大本山 持寺

清水建設 潮見くじら病院 大成建設 介護老人保健施設 「美生会」

戸田建設 神田佐久間町４丁目計画 大成建設 成田三台学校

イージースリット 納入実績表

平成１７年度

平成１８年度



㈲ あさひ建装　　　　　　№２

施工会社 工事件名 施工会社 工事件名

三平建設 亀沢２丁目マンション 安藤建設 トッパンホームズ 東海メディア工場

川口土木工業 東尾久４丁目マンション（リクルート） 清水建設 金沢医科大学第二新館

東急建設 メインステージ練馬富士見台 群峰工業 改良住宅 　第一大谷口

東急建設 グランドメゾン本牧 東急建設 港日進町第二ビル

配島工業 殿山亀寿園 増改築工事 不動開発 大信ビル

りんかい日産建設 コムロンド西荻 川田工業 ガーデンホームズ千住

さくら建設 四葉１丁目Ｍ/Ｓ 清水建設 三甲リース 広島ビル

川田工業 クリオ千鳥 清水建設 社会福祉法人「寿楽園」

清水建設 谷津リハビリテーション病院 三平建設 クイーンシティ 黒門町

清水建設 特・老 「成幸ホーム」 Ｋ・ワークス 府中幸町１丁目マンション

東急建設 聖マリアンナ病院 看護師寮 安藤建設 東海動車 芝３丁目ビル

大林組 老人ホーム「和心荘」 福子工務店 坂下３丁目マンション

川田工業 ＩＰ新橋６丁目ビル 安藤建設 サンデュエル分倍河原

ピーエス三菱 アスコットパーク日本橋コモド 不動開発 珠ビル

イチケン アデニウム川口元 清水・五洋・戸田 ＪＶ 市川駅口再開発Ａ街区

清水建設 秋田 フコク生命ビル 川田工業 クリオ大岡山

三平建設 浦和本太ＰＪ 竹中工務店 永田町２丁目計画

片山組 三軒茶屋プロジェクト 清水建設 高岡沢田病院

川田工業 川町３丁目マンション フジタ ライオンズ西葛西

川口土木工業 大原町計画 名工建設 リビオ新蒲田マンション

清水建設 ココカラ 本厚木 西砂建設 ＳＡＮＫＯＨビルド

飛島建設 エルシード川崎本町 三平建設 百草園計画

大豊建設 コスモ塩浜 大雄 相馬マンション

川建設 グランシティ平 千代田アクタス 曳舟ビル Ⅱ

フジタ 仲池上マンション 北野建設 ビバリーホームズ西台

三菱地所ホーム 芝浦マンション 片山組 西早稲田マンション

三平建設 ユアコート練馬北町 安藤建設 赤坂６丁目プロジェクト

松井建設 天理教 「彩の西分教会館」 清水建設 日本橋網町ビル

鴻池組 ウィズ稲毛園生町 Ⅲ 青木あすなろ建設 Ｄクラディア西台

イージースリット 納入実績表



㈲ あさひ建装　　　　　　№３

施工会社 工事件名 施工会社 工事件名

清水建設 東横イン 金沢香林坊 安藤建設 岡村記念病院

東急建設 アビタシオン千葉 川建設 ユニーブル東府中

鴻池組 八潮市大瀬共同住宅（リクルート）

三平建設 コスモ・川口並木町 東急建設 アーバン戸越マンション

木内建設 浜田山プロジェクト 前田建設工業 高田２丁目（住友不動産）

竹中工務店 新ＴＨビル 三平建設 ライオンズ相模が丘

清水建設 西京信用金庫本店 Ｋ ワークス 府中寿町マンション

鴻池組 八潮駅前（Ⅰ）共同住宅 清水建設 シノダ本社ビル

佐藤工業 元浅草１丁目マンション 清水建設 葉山町 内土地計画

川田工業 松が谷マンション 川建設 サンクレイドル東中神

コーナン建設 アルカサバハウス 大雄 白金５丁目ビル

大末建設 京王之内共同プロジェクト 清水建設 シチズン東北 ㈱ 本丸

竹中工務店 三軒茶屋計画 清水建設 あさかホスピタル郡山

三平建設 ア―デル立石 アーネストホーム ＥＢＴＡ PJ

大豊建設 コスモ・朝霞仲町２丁目共同住宅 熊谷組 レーベンハイム鎌倉岩瀬

フジタ ハートアイランド新田 清水建設 新宿ホテルプロジェクト

千代田アクタス 川崎本町ビル 安藤建設 レーベンハイム福島

大成建設 ケアコート・武蔵野 松井建設 明治美術ビル

大成建設 東京弘済園 ケアハウス 福田組 西日暮里マンション

戸田建設 菊名２丁目マンション 安藤建設 田中クリニック

鴻池組 古谷病院 川田工業 コスモ西浅草２丁目共同住宅

清水建設 蒲田４丁目マンション 清水建設 山形クリエティブ 本社工場

フジタ. 上目黒３丁目（三菱地所） 内野建設 ＢＡＨＡＲＡ石神井公園

三平建設 高砂２丁目マンション（リクルート） 馬場工務店 大森ビル

清水建設 川久保病院 清水建設 保谷駅口再開発

岩田地崎建設 ウィルローズ篠崎３丁目 清水建設 日機装 ㈱ 静岡製作所

戸田建設 若葉 ３－２ 共同ビル 東急建設 上原マンション

清水建設 いっぷく２番館 清水建設 ＯＣＥテクノセンター

東急建設 高砂熱学（験棟・研究棟） 中村組 Ｈ１８ 栗橋出張所

イージースリット 納入実績表

平成１９年度



㈲ あさひ建装　　　　　　№４

施工会社 工事件名 施工会社 工事件名

戸田建設 東洋大学外国人宿舎 片山組 鳩ケ谷老人ホーム

高橋・宮前 ＪＶ 戸田公園大熊ビル 志多組 与野共同住宅

安藤建設 休暇村伊豆本館 安藤建設 グランドステージ川崎大師

川村組 大岡学校 清水組 西落合１丁目マンション

川田工業 グランスイート二子玉川 松井建設 ラグジュアリーアパートメント豊洲

清水建設 神田須田町１丁目第一ビル 生建 矢野口ビル

五洋建設 グランシティ東山八坂通り 川建設 西武文理大学

清水建設 北国新聞赤羽ホール 匠建設 えびな福祉施設

越野建設 城北信用金庫 常盤台支店

片山組 亀戸７丁目マンション 三友建設 宮駅前再開発マンション

東急建設 町田１丁目マンション 匠建設 特別養護老人ホーム「陽だまりの丘」

ナカノフドー建設 本蓮沼マンション 川田工業 台東区竜泉１丁目計画（リクルート）

志多組 グランドステージ稲城 日本建設 中山ビル

丹波建設 和知 ＩＣ 料金所 奥村組 木更津教育 ＰＦＩ 学校

木内建設 町屋５丁目共同住宅（リクルート） 安藤・佐藤 JV 富士宮市立上野学校

東急建設 東京農業大学 松井建設 伊豆栄別館

清水建設 シャープ ㈱ 横浜社屋 鹿島建設 霞が関ビル 低層棟

安藤建設 富士脳障害研究所 岩本組 城北信用金庫 志村支店

清水建設 柏の葉辻中病院 清水建設 サンクス高田在館

川田工業 ユニロイヤル水天宮 清水建設 金沢学院東高等学校 武道館

佐藤工業 上池袋計画 三多摩サービス社 旭が丘児童館

片山組 ＲＹＵＫＡ邸 竹中工務店 新宿東ビル

関野建設 西田原介護老人福祉施設 鴻池組 ㈱ アマガサ本社ビル

清水建設 戸塚共立リハビリテーション病院 佐藤 秀 原ビル

ウイズ・ホーム 西日暮里石井ビル 清水建設 市川１丁目計画

東急建設 石岡病院増築工事 安藤建設 静岡がんセンター

東急建設 鶴見中央１丁目ビル りんかい日産建設 吉松学校

三平建設 巣鴨５丁目共同住宅（リクルート） 成常建設 北区赤羽２丁目マンション

戸田建設 三育学園 戸田建設 駒沢大学

イージースリット 納入実績表

平成２０年度



㈲ あさひ建装　　　　　　№５

施工会社 工事件名 施工会社 工事件名

フジタ メゾンドール八尾山本

竹中工務店 鳥居坂計画 鴻池組 アジオカ 東京オフィス

安藤建設 イーストタウン響 川建設 品川区二葉３丁目マンション

佐藤 秀 代官山ガーデン 西尾組 富士市鷹岡まちづくりセンター

不動開発 レストヴィラ赤塚新町

関東建設工業 竹ノ塚 「翔裕園」 志多組 セイガステージ府中栄町

清水建設 花園病院 清水建設 ＭＳビル

戸田建設 東京ドルトン 佐藤 秀 ヘルメスビル

林建設 国領石坂ビル 東急建設 下丸子３丁目計画

鴻池組 東本願寺門徒会館 北野建設 高輪３丁目計画

佐藤 秀 神楽坂 K　ビル 安藤建設 アデニウム船橋

大和田急建設 プレミスト一ノ江 安藤建設 平成21・22年度江奈ポンプ場

安藤建設 アデニウム船橋 片山組 恵比寿１丁目マンション

徳倉建設 田園調布マンション ＮＩＰＰＯ グランスイート浅草（丸紅）

東急建設 石岡病院 Ⅱ 期 大雄 北部区民事務所

佐藤 秀 赤坂１丁目レジデンス 佐藤工業 ライオンズ光が丘

安藤・大河原 ＪＶ 島田市中央公園 合スポーツセンター 安藤建設 藤枝賃貸マンション

東急建設 二子玉川東地区再開発 Ⅱー６街区 松井建設 新津田沼駅前ビル

松井建設 浅草神社・社務所 安藤建設 浅草３丁目マンション

佐藤 秀 麻布１丁目計画 丸運建設 日神パレステージ王子神谷

奥村組 木更津教育 ＰＦＩ 学校 Ⅱ期 匠建設 中信用金庫林支店

川村工営 クオス鴨居 Ⅱ りんかい日産 ＪＶ メインステージ九段下

清水建設 ヤマザキ学園校舎 戸田・大城 ＪＶ 国府台女子学院

リブラン ミュージション野方 北中工務店 特別養護老人ホーム「福良荘」

名工建設 中野区台２丁目計画 匠建設 八幡保育園

林建設 中原・斉藤ビル 安藤建設 仙台厚生病院 Ⅱ期

竹中工務店 雲雀丘学園 高校校舎 志多組 ベルジュール千歳烏山

多田建設 日神デュオステージ祖師谷大蔵 片山組 パテラ曳舟

岩本組 雑司ヶ谷マンション 戸田建設 旭洋工業製作所　須山工場

イージースリット 納入実績表

平成２１年度

平成２２年度



㈲ あさひ建装　　　　　　№６

施工会社 工事件名 施工会社 工事件名

大日本土木 横浜本牧計画 丸運建設 ベルジュール府中本宿

イチケン ＴＨＥパームス三鷹下連雀 Ⅰ・Ⅱ 清水建設 東麻布１丁目計画

佐藤 秀 相寺 斎藤・田中・吾妻ＪＶ　浦和美園学校

熊谷組 東品川三丁目計画 日本建設 大塚４丁目計画

関野建設 老保施設 「めぐみの里」 寄居建設 ベルジュール東金井Ⅱ

片山組 東葛西６丁目計画

鴻池組 東京冷凍 ㈱ 京浜島物流センター 日本建設 九段３丁目計画

安藤建設 静浜 （２１） 舎 イチケン 大井３丁目計画

鴻池組 クレストフォルム武蔵新城 7 多田建設 板東橋マンション

松井建設 メインステージ西新宿 東急建設 中野区中央一丁目マンション

片山組 ３丁目マンション 東亜建設工業 オリックス品川マンション

鴻池組 鎌ヶ谷 「翔裕園」 フジタ 京大宇治六高

安藤建設 クレストフォルム戸越 佐藤工業 新柴又

熊谷組 北千束１丁目計画 佐藤工業 ライオンズ大森

海辰村建設 リストレジデンス末吉町 清水建設 並木リハビリテーションセンター

清水建設 成田高等学校 安藤建設 庄司産婦人科病院新築計画

熊谷組 リストレジデンス藤ヶ丘 Ｂ 住建設 コンシェリア石川一丁目

大成建設 上尾再開発事業 フジタ ジオ西院天神川

戸田建設 可知病院

佐藤 秀 杉田モータースビル イチケン 桜新町二丁目プロジェクト

清水建設 新松戸中央合病院 清水建設 老建（みずうみ）

佐藤工業 ライオンズ 三中央 第一ヒュウテック 台東区入谷二丁目マンション

リブラン エコビレッジ平和台 清水建設 横浜清風高校

東急建設 元住吉駅西口計画 増田建設 綾瀬六丁目計画

名工建設 グランスイート高円寺 （丸紅） 大和田急建設 ルーブル阿佐ヶ谷

鴻池組 きらめいとガーデン大宮 寄居建設 ベルジュール府中Ⅱ

新日本建設 クレヴィア駒沢大学 日成工事 クオス中村町計画

日本建設 石川マンション 日成工事 平沼二丁目マンション新築工事

大勝 パテラ武蔵金井 片山組 白鳥二丁目計画

イージースリット 納入実績表

平成２３年度

平成２４年度



㈲ あさひ建装　　　　　　№７

施工会社 工事件名 施工会社 工事件名

清水建設 ＩＴ3ビル イチケン ガーラ川口並木Ｐ／Ｊ

鴻池組 老人ホーム「木犀」 住建設 ジェノバ板橋本町新築工事

飛島建設 パティーナ王子新築工事

住建設 デュフレ駒込新築計画 東亜建設工業 パレステージ王子

清水建設 杉三丁目計画 住建設 馬込３丁目マンション

清水建設 桜が丘中央病院 志多組 ベルジュール井の頭公園計画

清水建設 田端新町泉陽会特養老人ホーム 日本建設 本駒込１丁目計画

大勝 明大前プロジェクト 大豊建設 入間市武蔵藤沢計画

白石建設 セイガステージ武蔵金井 多田建設 ウイザースレジデンス木更津

合田工務店 パテラ入間新築工事 名工建設 目黒区碑文谷３丁目計画

片山組 中野中央２１５計画 片山組 明神町３丁目マンション

戸田建設 埼玉県立がんセンター新築工事 片山組 東上野６丁目マンション新築工事

名工建設 松戸市中松町住宅 志多組 新所沢計画新築工事

北野建設 ハルトリー松戸 寄居建設 ベルジュール府中白糸台

飛島建設 東府中北松レジデンス ピーエス三菱 クレストフォルム旗の台計画

片山組 オープンレジデンシャル葛西新築 大勝 パテラ横浜鴨居新築計画

鴻池組 尚美学園大学川越キャンパス 名工建設 冬木マンション新築工事

松尾建設 中央区日本橋大伝馬町計画 住建設 パークロッジ下高井戸計画

イチケン ザ・サンメゾン柿の木坂 不二建設 クリオ一之江新築計画

黒須建設 城山保育園新築工事 福子工務店 石原１丁目計画新築工事

北野建設 ビバリーホームズ池袋 新英興業 ルーブル北大塚

熊谷組 茅ヶ崎市借上げ型市営住宅計画 イチケン ロイジェント新橋

川建設 国分寺町計画 戸田建設 阿由知通り（三井不動産）

福子工務店 業平１丁目計画新築工事 熊谷組 日本橋網町計画（三井不動産）

住建設 東上野３丁目共同住宅 熊谷組 横浜・戸塚川上町(三井不動産)

安藤建設 富士脳障害研究所 フジタ ジオ池田

山田建設 ミオカステーロ東府中 清水建設 新宿プロジェクト

清水建設 鶴川高校 熊谷組 ブランズ淵野辺レジデンス（東急不動産）

佐藤工業 新羽町 飛島建設 ブリリア大山熊野町（東京建物）

イージースリット 納入実績表

平成２５年度



㈲ あさひ建装　　　　　　№8

施工会社 工事件名 施工会社 工事件名

熊谷組 新子安１丁目計画（三菱地所） 鹿島建設 早稲田大学戸山キャンパス

日成工事 リストレジデンス藤沢 鹿島建設 塩事業センター

熊谷組 日本橋兜町計画（三井不動産） 鴻池組 明治大学生田校舎

住建設 墨田区本所一丁目計画 佐藤　秀 太宗寺納骨

清水建設 東寺尾中台計画 清水建設 新潟県済生会・三条病院

志多組 パテラ新所沢 福子工務店 石原1丁目マンション

戸倉工業 ひかり保育園片山組 清水建設 文教大学・旗の台

片山組 扇町1丁目マンション 片山組 新宿６丁目計画

清水建設 久居病院 熊谷組 日本橋網町計画（三井不動産）

片山組 仲六3丁目マンション 北野建設 軽井沢矢ヶ崎計画

森下組 大森東「あやめ」 寄居建設 ネクステージ柳沢

佐藤　秀 芝浦１丁目計画 福子工務店 亀沢１丁目マンション

清水建設 文教大学・旗の台 清水建設 吉川中央病院 Ⅱ期

清水建設 とだ「優和の杜」 清水建設 大畑幼保園

清水建設 新潟市民病院 清水建設 サンクス高田万来館

清水建設・ＪＶ 老人保健施設「なぎさ」

関野建設 湘ヤマタエ店舗 佐藤工業 原宿プロジェクト

ナカノフドー建設 ハビリスリ・トキ台東 熊谷組 大田区北嶺町計画

片山組 富岡二丁目マンション イチケン ガーラ・蕨塚越

松尾建設 千代田区末広町計画 白石建設 セイガステージ田無 Ⅲ

佐藤　秀 三成(株)本社ビル 多田建設 ファインスクエア―東伯楽Ⅱ

ナカノフドー建設 フレスポ須賀川Ａ 中央建設 常盤一丁目計画

大勝 パレステージ三鷹 日成工事 浅間町２丁目ビル

匠建設 進和職業センター 関野建設 老人ホーム「ひまわりの里」

佐藤工業 ブランズセンター北 斉藤工業 戸田市・子供の家

フジタ 阪急池田マンション 塩浜工業 赤羽１丁目マンション

清水建設 石川２丁目計画 名工建設 グランスイート四谷（丸紅）

東急建設 淑徳大学千葉3号館 佐久間建設 鳩ノ巣荘

安藤・ハザマ ユードリーム東川口 塩浜工業 中十条４丁目共同住宅

イージースリット 納入実績表

平成２６年度



㈲ あさひ建装　　　　　　№９

施施工工会会社社 工工事事件件名名 施施工工会会社社 工工事事件件名名

清水建設 鹿嶋田再開発 清水建設 特別養護老人ホーム「しみず」

志多組 ベルジュール荻窪　Ⅱ 寄居建設 新川１丁目マンション

清水建設 いすゞ ㈱ ものづくりセンター 清水建設 住友草加病院

古川・サンホームＪＶ 区立前野学校体育館 清水建設 三菱重工業 ㈱　作業所

名工建設 西つつじヶ丘マンション 志多組 荻窪４丁目プロジェクト

熊谷組 特・老「いきいきタウン蕨」 片山組 オープンレジデンシァ新宿余丁町

片山組 大和町１丁目マンション 佐藤　秀 代々木上原駅前複合施設

日成工事 クオス町田 林建設 住25Ｍ－104西工事

佐藤工業 目白ビル 菊池建設 ルーブル西中延一丁目

イチケン サンメゾン一番町 フジタ 阪急洛西マンション

大成建設 気仙沼市地区災害公営住宅 関野建設 特別老人ホーム（菖蒲荘）

東レ建設 イニシア大森北 日本建設 マストライフ麻布十番

志多組 ベルジュール調布国領 名工建設 若葉鉄砲坂西地区共同建替え

片山組 荒川５丁目マンション 丸彦渡辺建設 クリオ富士見台

佐藤　秀 クレステフォルム大井町２ 吉原組 豊島プロジェクト

多田建設 ファインスクエア―東伯楽 Ⅰ 住建設 東五反田５丁目計画

佐藤　秀 石川善光寺殿 イチケン 東神田計画（東急不動産）

清水建設 早稲田町計画

志多組 アルコード志木 飛島建設 平福祉園

吉原組 仲池上２丁目計画 清水建設・加賀田ＪＶ 末広橋病院新築工事

寄居建設 ベルジュール東府中（Ⅱ） 寄居建設 東村山市・みやざき眼科

三洋建設 田辺警察署宿舎 多田建設 ルネサンス切菖蒲園

大勝 クリオ鴨居 清水建設 川崎重工 ㈱　東山寮

片山組 八千代銀行椎名町支店 佐藤　秀 クレヴィア町屋（伊藤忠開発）

東亜建設工業 上野下計画（三菱地所） 日成工事 クオス綱島東４丁目計画

住建設 パティーナ大山 片山組 浅草６丁目マンション

清水建設 ヒューテックノウリン岩槻物流センター 松尾建設 シンテンビル立替計画

吉原組 コーチャンフォー稲城 佐藤　秀 野方６丁目マンション

清水建設ＪＶ 新潟中央消防舎・舎棟 東急建設 グランドメゾン中野台（積水ハウス）

イージースリット 納入実績表

平成２７年度


