
施工会社 工事件名 施工会社 工事件名

大成建設 渋谷本町ビル

鴻池組 蓮根３丁目パークホームズ 大成建設 初台Ｍビル

東急建設 オーベル六ツ川 三平建設 オーベル本八幡

戸田建設 さいたま新心ビル 淺沼組 中沢ビル

鴻池組 アブレストつげ沼 三和建物 ファミリ―賃貸遠藤ビル

住友不動産 下落合（作）

東急建設 グランシティ横浜ラフィ―ネ 三平建設 西原１丁目清水ビル

松井建設　ＪＶ 豊田年の家 鴻池組 ムラサキビル

熊谷組 フローレンス田園調布 須田工務店 浅海ビル

山田建設 Ｍ／Ｃ 立川エクセレント 川建設 Ｂａｎｒａｉ　

三平建設 武蔵中町マンション 北野建設 ガーラ幡ヶ谷

東急建設 クレッセント十日市場 山崎建設工業 林 Ｍ／Ｎ

三平建設 阿佐ヶ谷マンション 安藤建設 富士脳障害研究所

東急建設 藤嶺学園 竹中工務店 立石病院

飛島建設 アルシオン田端 北野建設 コスモ和光本町

三平建設 ベルメゾン上板橋 安藤建設 グランシティ新宿原町

新井組 渋谷２丁目マンション 清水建設 国民生活金融公庫

戸田建設 筑ハートフルステーション 三平建設 コスモ浅草雷門

熊谷組 榎本マンション 志多組 ベルジュール上石神井

志多組 カテリーナ上落合 北野建設 モアグランデ立川

サン建設 不動前ビル 三平建設 ベルメゾン宮前

伊藤組土建 東千歳隊舎 東急建設 ファミールヴィラ強羅

淺沼組 第二カルム仙石原 清水建設 第１１２東京ビル

岩田建設 北大塚３－３２計画 松建設工業 ライオンズガーデン志木

戸田建設 川崎大師ハイツ

多田建設 スカイコート文京目白 竹中工務店 ランドワーク練馬中村橋

地崎工業 鈴木マンション 戸田建設 座間相武台 Ｍ/Ｃ

日産建設 荒木町マンション 西松建設 ファミール阿佐ヶ谷

岩田建設　 お茶の水マンション 竹中工務店 聖徳商事ビル

東急建設 横浜新心脳神経科病院 三平建設 ラヴィドール東府中

前田建設工業 東中延マンション 三平建設 大倉山プロジェクト
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熊谷組 新本牧３４第２ 戸田建設 クリオ二俣川ラ・メゾン

竹中工務店 吉祥寺北町コーポラス 三平建設 大宮・春野 Ｐ・Ｊ

日産・倉持 ＪＶ 境町立第２中学校 北野建設 ライフコミューン西葛西

三和建設 野方ヤナギヤビル 熊谷組 地蔵寺プロジェクト

戸田建設 パークホームズ瑞穂 清水建設 八王子山王病院

清水・平井 ＪＶ　　 中伊豆町舎 三平建設 デュオヒルズ浦和

大末建設 クレアシティ両国

大林組 鎌倉保育園

松栄建設 ＪＶ 武里第一学校

大成建設 ＪＶ 宮城県立こども病院

安藤建設ＪＶ 二日町マンション

神興建設 Ｄ－４マンション

東急建設 フォーナイン宮崎台

三木組 東部医療センター

戸田建設 サンメゾン幕張

岩田建設 早稲田・鶴巻マンション

三平建設 ラヴィドール高津

バウ建設 １３－東民施Ａ・２０号 松原工務店 石田邸

鹿島建設 Ｔ・Ｋ青山 豊国建設 ＴＡＫ BLD

鹿島建設 グレグラン高輪 清水建設 介護老人施設「さかえ」

鴻池組 浦賀病院 片山組 大黒屋ビル

　清水建設　　 榊原記念病院 大末建設 大阪市西区江之子島１丁目Ｍ/Ｓ

三平建設 川口根岸マンション 竹中工務店 Ｇコート赤塚

大末建設 ヴェルディ本原 安藤建設 三日町三丁目マンション

鴻池組 中丸町３１計画 大末建設 サンクタス塚本

日本国土開発 宮前平マンション 戸田建設 海岸３丁目計画

竹中工務店 恵比寿４丁目マンション 清水建設 あしなが心熟レインボーハウス

東急建設 ウィステリア馬場町 川田工業 クリオ新御徒町

竹中工務店 水戸駅口マンション 清水建設 今村証券高岡支店
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