
会社名 現場名

清水建設㈱ 竹ノ塚西口再開発
長津田東工大
茅ヶ崎石興スポーツワールド
湘南台トヨペットレクサス
新第２田町ビル
横浜｣第二部１７大日本印刷
茅ヶ崎みずほ銀行
橋本サーティーフォービル

大成建設㈱ 綾瀬ショッピングセンター新築工事
牧野介護老健施設新築工事
NTC新築工事・Ｐプロジェクト
NTC新築工事・Ｅプロジェクト
NTC新築工事・Ａプロジェクト
医療法人財団報徳会西湘病院
牧野介護老健施設新築工事
日本精工藤沢工場６０号棟新築
町田MIS新築
神奈川日産自動車南戸塚店新築工事
日産南加瀬店新築工事
東陶機器茅ヶ崎工場R＆Dセンター
サンライズ子安新事務所建設工事
日本発条厚木工場事務棟新築工事
生田病院改築工事
麻布大学実験研究棟新築工事
イケヤ港北店新築
石雅ビル新築工事
日産プリンス海老名店新築工事
日光化成テクニカルセンター新築工事

鹿島建設㈱ 大谷学園幼稚園
神奈川工科大情報学部新築工事
アパホテル関内新築工事
康心会ふれあいの渚新築工事
MM４０街区M新築
ブルックス１０F
新百合グリーンハウス
富士フィルムCL計画
東部建築１０9建雑桐光学園
鈴江本牧埠頭ヤード施設
東京ガス横浜研究所
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㈱大林組 東急横浜駅建築
ユニーブル大磯
清水学園湘南平塚
松戸家太田町
横浜信用金庫湘南台
横浜三共生興ビル
日生横浜本町ビル
ネッツトヨタ横浜
MM２１中央部
東電横浜火力建築
日本郵船
鎌倉御成町
湘南台東口駅前ビル
テイケイ北幸M新築
鎌倉老人ホーム
アルカーデン三崎口
三崎口ディケア施設
新横浜１丁目ホテル
西久保保育所

戸田建設㈱ 横須賀米軍体育館
クマキリビル
聖マリ東横病院救急棟
日清食品㈱横浜工場
武蔵中原マンション
ソニー湘南TECセンター
ソニー湘南テクノロジー
特養老人ホーム戸川園
村田製作所横浜事業所
東電港北変電所

西松建設㈱ 府中再開発事業新築工事

前田建設工業㈱ グランシティ湘南海岸
ナザレト修道院

東急建設㈱ やまゆり学園第２幼稚園
瀬谷駅南口ビル新築工事
かしわ台電車区改良
パークホームズあざみ野新築
相模が丘西澤氏集合住宅
稲取熱川駅改修
三ツ境駅改良
武蔵中山特養老人ホーム新築
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三井住友建設㈱ パークホームズ藤沢鵠沼新築工事
湘南台1丁目計画
クリオ横浜台町新築工事

佐藤工業㈱ カーム府中新築工事
栄処理区白土谷雨水幹線下水道整備工事
横須賀共済病院救命救急センター
高速鉄道４号線北山田駅
横須賀米軍高層住宅
AS化粧品船橋営業所新社屋新築工事
昭和シェル石油伊豆山保養所
横浜トヨペット青葉台店新築工事

㈱奥村組 山ノ内マンション
福井記念病院
ロワール横浜高島町

青木あすなろ建設㈱ 中里小学校
藤沢改修工事

㈱長谷工コーポレーション 有楽川崎
名鉄不動産矢部
JV矢向
ナイス千草台
オリックス藤沢稲荷
JV鎌倉岡本
有楽元住吉
JV千歳台
日本総合鶴見岸谷
日総戸塚戸塚町
有楽平塚大沼
丸増　相模原旭町
藤和相模原
アゼル菅田町
港北新吉田町
日本総合宮前犬蔵
アゼル茅ヶ崎
アゼル鴨居
ビッグヴァン東林間

㈱錢高組 大京　ライオンズシティ橋本新築工事

日本国土開発㈱ NS鶴見
大和いなげや
宮野マンション
新吉田建築
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東亜建設工業㈱ セントビンセント・キングスタウン魚市場
ガボン共和国ランバレネ漁民センター
セネガル・ロンプール水産センター
アンティグア・バブーダ
セントクリストファー・セントキッツ漁業
国際事業部工事部

㈱NIPPOコーポレーション 山手
ランテック伊勢原

東海興業㈱ 南林間1丁目マンション
横浜環三下倉田
港北中央地区外都計画
東洋埠頭東扇島２号倉庫
伊豆高原リゾートマンション

大日本土木㈱ 道公海老名
鶴見中央M
サコーラ
厚木京や
キリバス発電
近鉄物流厚木
Sナライハ
デリ上水整備
エジプトシャルキーヤ浄水
ブータン学校

安藤建設㈱ レーベンハイム中央林間
LX東林間
凸版相模原
レーベンハイム東戸塚
凸版坂戸
藤沢市本鵠沼マンション
フェリオ成城学園新築工事
渋谷Tスクエア

東洋建設㈱ LM弥生台新築工事
LGC戸塚新築工事
グローリオ東白楽
LPセンター南２新築工事
武蔵野厚木工場計画

㈱松村組 ヨコハママリーナ
エルフィーノ横浜根岸Ⅱ
身障施設アガペ壱番館
関東地盤さがみ縦貫道
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西武建設㈱ ランドシティ玉川学園ロイヤルテラス
ガーデンホーム逗子
グランシティみなとみらい
エコビレッジあざみ野コーポラティブハウス

㈱地崎工業 渡戸橋２期
町田上水
厚木倉庫
モーリタニア水産管理
保土ヶ谷上水

太平工業㈱ 桜ヶ丘

JFE工建㈱ 岩井の胡麻油
東新小岩1丁目
東大島
府中住吉
ナイスアーバン小机町
レクセルマンション平塚
フリート湘南自走式駐車場
豊田西計画
三崎ケイソン
スクランブル厚木
平塚市大沼計画
西東京市芝久保１丁目
中部国際空港貨物施設新築

㈱ピーエス三菱 向ヶ丘

若築建設㈱ グリフィン関内
グリフィン桜木町
グリフィン横浜

村本建設㈱ 相模台排水区雨水管工事
ダイナシティ川崎小川町
ラ・アトレ横浜鶴見

東レ建設㈱ 新小谷クリニック新築工事
東レ・ダウコーニング工場

㈱新井組 横浜中華街ビル

東鉄工業㈱ ライオンズステーションプラザ根岸新築工事
北鎌倉
鶴間
淵野辺

㈱森本組 二俣川
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株木建設㈱ 明神台

日特建設㈱ リブゼ二葉新築工事

小田急建設㈱ 大和中央４丁目
町田駅改修工事
神奈中上荻野
ひばりが丘幼稚園
海老名地区F街区
JA北新横浜三橋マンション
JV高座渋谷
スクランブル厚木
湘南台登戸ビル
ビナウオーク改修
東名大和

多田建設㈱ アイディーコート本厚木Ⅲ
シーズンガーデン平塚明石町
日神パレステージ鎌倉源氏山
アイディーコート平塚
日神パレステージ本厚木リバースクエア
青葉台マンション
ラグジュアリーレジデンス井土ヶ谷
赤羽岩淵マンション
白山マンション

矢作建設工業㈱ クレセント横浜

㈱ナカノフドー建設 厚木市林２丁目共同住宅
山手学院特別教室棟Ⅱ期工事
ビイルーム横浜関内
越智邸新築工事
妙常寺再建事業
厚木市林４丁目共同住宅
グローリオ芝公園
オリエントビルプロジェクト５６
戸塚町ビル新築工事
グラーサ駒沢公園
金清ビル新築工事
ファインクレスト荒井新築工事

馬淵建設㈱ ロワール関内
萬福臨ビル
マブチ本牧工場
京急戸部整備
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松井建設㈱ 藤沢市保健所南保険センター
鷹番３丁目賃貸マンション
清水マンショウ
堀内整形外科
丸武マンション
グリフィン横浜・桜木町
グリフィン川崎・大宮町
三村庄衛マンション
上池台１丁目マンション

北野建設㈱ 日本橋蛎殻町１丁目共同住宅
渋谷３丁目マンション
代沢５丁目集合住宅新築
グリフィン横浜・羽衣町新築
グリフィン横浜・平沼１丁目新築
グリフィン横浜・戸部本町２新築
生活クラブ小平センター
相模商工本社ビル新築
櫓鉄川崎マンション
リブゼ片倉１丁目マンション
K邸新築
東福寺
コスモサンディックレジデンス
代沢松ヶ根ビル・伊東邸
中野坂上マンション
新宿１丁目計画
グリフィン新横浜・七番館新築
関谷ビル新築
市川市塩焼き・秋本マンション新築
高島邸
世田谷区グランダ瀬田新築
生活クラブ大泉センター
ランドステージ神田
朝日信用金庫本店
コンワセンタービル
南田中二丁目ビル新築
横浜桜木町PJ新築
横田住宅
ソロモン諸国国際空港
ホワイトフロント施主住居
マザリ道路・小学校
サモアポリテクニック
セネガル植林ターム

= 株式会社ハコセン 平成17年度実績一覧 = 7 / 9ページ



会社名 現場名

㈱冨士工 石川町５丁目新築
大島マンション
浜松町ワンルーム
サンクレイドル茅ヶ崎
丸大ビル新築工事
エルズ横須賀衣笠
パノラマ磯子新築工事

古久根建設㈱ センチュリー鶴間
キノミヤ運送

㈱さとうベネック アーデル亀戸
横浜PJ３期レイディアント

㈱白石 相模上原団地建築
クオス港南中央マンション
阪東橋マンション新築
伊勢佐木マンション新築
磯子マンション新築
グランシティ戸塚
クオス小田原栄町マンション
ガーラ山下町新築

㈱浅川組 サンクレイドル湘南平塚新築工事
SC大和深見屋外駐車場
サンクレイドル荒川沖新築工事
NEOMAX横浜本館

木内建設㈱ ナイスアーバン大和南２丁目

岐建㈱ コープ末吉

大旺建設㈱ カーサフェリス目黒中町新築工事
武蔵関マンション

㈱シーイー 大和

日本建設㈱ 相模大野・トヨミ邸

不二建設㈱ エルカクエイ平塚明石

日東みらい建設㈱ 岡田至弘マンション新築工事
港南台レストラン新築工事
飛弾ビル新築工事

川本工業㈱ コスモ川崎富士見一丁目新築
グランシティ川崎遠藤町新築工事
特老わかたけ　こどもの国
ナイス武蔵小杉マンション
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南海辰村建設㈱ 都筑下水
ラ・コスタ横浜・山下公園新築工事
Dクラディア成瀬新築工事
北部第二下水処理場第二ポンプ施設用水ポンプ施設
発電設備工事

相鉄建設㈱ グランシティ永田台新築工事
おふろの王様港南台店新築
安斉ビル新築工事
佐野合名会社マンション
栗田谷アパート建替工事
有料老人ホームアーブル・ヴェール
いずみ中央計画
FSビル新築工事
アパートメンツ木場新築工事

川田工業㈱ レーベンハイム中央林間
藤和台東２丁目計画

㈱守谷商会 IDC鎌倉岩瀬新築
IDC横須賀中央新築
IDC本厚木
IDC平塚海岸新築

石黒建設㈱ カテリ－ナ横浜東口

㈱志多組 平塚

三平建設㈱ リブゼ初音町２丁目マンション

㈱穴吹工務店 サーパス横浜星川
サーパス鶴ヶ峰新築工事

㈱佐藤秀 クレストフォルム光が丘新築工事
アライブ下馬新築工事

トヨタＴ＆Ｓ建設㈱ 土江マンション
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