
会社名 現場名

清水建設㈱ 日産Mプロジェクト
湘南鎌倉病院
関内法國寺本堂
高津日経新聞工場
新第２田町ビル
横須賀うわまち病院
東名I・C横浜倉庫
花王川崎工場

大成建設㈱ 麻布大学実習研究棟新築工事
イケヤ港北店新築
石雅ビル新築工事
新日本石油
日産テクニカルセンターAプロジェクト
日産テクニカルセンターPプロジェクト
日本発条厚木工場事務棟新築工事
味の素食品研究開発棟建設工事
南大和病院増築工事
メルセデス・ベンツ東名新横浜新築工事
生長の家建設工事
光永寺新築工事
十日市場小学校新築工事
川崎信金
東海大学伊勢原校舎
ナチエンジニアリングセンター
MKプロジェクト

鹿島建設㈱ 新百合グリーンハウス
富士フィルムFCL計画
神奈川工科大情報学部新築工事
サントリー神奈川工場
三桂製作所
パイオニア新川崎新築工事
東京工芸大学
中外製薬鎌倉
毎日新聞海老名工場

戸田建設㈱ ソニー湘南TECセンター
東戸塚病院
メゾン・プログレ新築工事
明治学院大学横浜校舎
栗田工業秦野し尿希釈施設
介護老健新横浜新築工事
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㈱大林組 MM２１中央部工事
日生横浜本町ビル
アルカーデン三崎口
新横浜１丁目ホテル
西久保保育所
東電横浜火力発電所
グローベル荻窪新築工事
横浜信用金庫湘南台
銀洋新横浜ビル
いすゞ藤沢耐震補強
ジブラルタ高津

飛島建設㈱ 青木マンション
加藤マンション
代田ビル
トラスト中央林間
大口通マンション

前田建設工業㈱ ナザレト修道院

東急建設㈱ 三ツ境駅改良工事
瀬谷南口駅
さがみ野駅改良工事

三井住友建設㈱ 湘南台1丁目計画
クレッセント湘南茅ヶ崎新築工事
クレッセント鶴見中央

佐藤工業㈱ 栄処理区白土谷雨水幹線下水道整備工事
高速鉄道４号線北山田駅工事
ライオンズステージ聖蹟桜ヶ丘建設工事
横浜トヨペット青葉台店新築工事
グランシティ湘南藤沢新築工事
戸塚町３丁目ビル新築工事
三浦ビル新築工事
門前仲町二丁目計画新築工事
横浜井土ヶ谷中町計画解体工事

㈱奥村組 湘南台２丁目ビル
アデニウム町田

大豊建設㈱ 汐田病院
メルローズ横浜
新橋４丁目

共立建設㈱ 野毛２丁目マンション
長者町８丁目プロジェクト
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㈱長谷工コーポレーション アゼル鴨居マンション
鎌倉岡本マンション
ビッグヴァン東林間マンション
有楽平塚天沼マンション
丸増　相模原旭町マンション
日本総合宮前犬蔵マンション
オリックス藤沢稲荷マンション
オリックス藤沢AN棟
有楽元住吉マンション
武蔵新城マンション
鶴見平安町マンション
武蔵中原マンション
NTTBA海老名
辻堂西海岸マンション
ぜクス磯子区森マンション

㈱錢高組 大京　ライオンズステージ上福岡新築工事

鉄建建設㈱ 鎌倉有料老人ホーム

日本国土開発㈱ サンマンションアトレ新吉田
NS鶴見
宮野マンション
茅ヶ崎学園
大和いなげや
アデニュウム小田急相模原
小俣大和
大和妙蓮寺
JFE鶴見中央

東亜建設工業㈱ セネガル・ロンプール水産センター
セントクリストファー・ネイヴィス零細漁業振興計画
ヨコレイ横浜物流センター
関内東亜ビル
セネガル・ロンプール水産センター
アンティグア・バーブーダ作業所

東海興業㈱ 南林間1丁目マンション
ブラウド横浜山手マンション
川崎日進町ビル

東洋建設㈱ グローリオ東白楽
武蔵野新神奈川工場
オリックス東神奈川マンション

東亜道路工業㈱ 武蔵小杉
鶴見
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大日本土木㈱ 近鉄物流厚木センター
厚木京や
ヨルダン渓谷北・中部給水網改善拡張計画
Sナライハ上水工事
コンソラーレ本厚木
ブータン王国教育施設整備計画
ブータン王国第２次橋梁架け替え計画
ツバル発電
ベシオ港修復計画
マラウイ橋梁
鷺沼京や
シモイオ初等教育教員養成学校建設計画
カブール国際空港ターミナル建設計画

安藤建設㈱ 凸版相模原工場
リシュ新横浜パークフロン
レーベンハイム東戸塚
藤沢市本鵠沼マンション
渋谷Tスクエア
フェリオ成城学園新築工事
クレストフォルム平沼
小田急相模原駅北口

岩田地崎建設㈱ モーリタニア水産管理施設
パラグアイ職業訓練施設
R＆M鶴が台
タキゲン川崎支店

青木あすなろ建設㈱ ヒルズ藤沢

㈱松村組 関東地盤さがみ縦貫道
エルフィーノ横浜根岸Ⅱ
野渡マンション

大成ユーレック㈱ 二俣川内田マンション

若築建設㈱ グリフィン岡野町
グリフィン横浜浅間町マンション
グリフィン桜木町７丁目マンション
大和桜ヶ丘マンション

東鉄工業㈱ 北鎌倉マンション
淵野辺マンション
アールブラン久が原
鴨居マンション
日神パレステージ堀の内
東戸塚マンション
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JFE工建㈱ レクセルマンション平塚
レクセルマンション鶴巻
平塚市天沼計画工事
中部国際空港貨物施設新築
東神倉庫駐車場棟
白井駅駐車場棟
新丸子駐車場棟
八千代共同プロジェクト
東品川３丁目駐車場
東朝霞立体駐車場
鎌倉山崎駐車場

村本建設㈱ ダイナシティ川崎小川町
座間下水
日枝町ビル
アンビシャスプラザ相模原
狩野マンション

株木建設㈱ アライブ神奈川

小田急建設㈱ 日大生物９号館
ビナウオーク改修工事
湘南台登戸ビル
スクランブル厚木
高座渋谷駅工事
海老名駅改良
六会中学校
座間市道改良

古久根建設㈱ センチュリー鶴間マンション
キノミヤ運送センター
サーパス厚木旭町
みずほ銀行山下町
生麦ナイガイマンション
サーパス南橋本
サーパス川崎大島
TCS辻堂

オリエンタル建設㈱ エクセレント大磯

アイサワ工業㈱ ひまわりの郷

㈱白石 伊勢佐木マンション
ガーラ山下町
田中町マンション
クオス小田原栄町マンション
東中野マンション
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多田建設㈱ ラグジュアリーレジデンス井土ヶ谷
日神パレステージ本厚木リバースクエア
シーズガーデン平塚明石町
白山マンション
アイディーコート平塚
シーズガーデン平塚宝町
ジョイシティー小石川植物園
日神パレステージ愛甲石田
日神パレステージ秦野
ホテルマイスティズ横浜
日神デュオステージ御徒町
日神デュオステージ伊勢佐木長者町
サンクレイドル足立六町

㈱ナカノフドー建設 オリエントビルプロジェクト５６
金清ビル新築工事
彦田登マンション
府中清水が丘マンション
山本マンション
アスリート上目黒
特別養護老人ホームハピネス
下連雀３丁目共同住宅
ファインクレスト荒井新築工事
コンフォート南大泉Ⅱ新築工事
センチュリー下永谷新築工事
パレステュディオ芝浦
PS市ヶ谷仲之町
さがみ野ビル新築工事

松井建設㈱ グリフィン川崎・大宮町マンション
三村庄衛マンション
上池台１丁目マンション
第９シュヴェルニー
丸武マンション
グリフォーネ横浜伊勢町
新横浜１丁目弐番館
瑞延寺
木場公園前プロジェクト
三ツ矢耐震改修
たまプラーザマンション
宝蓮寺伽藍
川崎小川町Ⅱ
居木神社

池田建設㈱ 久成寺本堂

= 株式会社ハコセン 平成18年度実績一覧 = 6 / 8 ページ



会社名 現場名

北野建設㈱ 世田谷区グランダ瀬田マンション
ルーブル沼袋
代沢松ヶ根ビル・伊東邸
横浜桜木町PJ新築
ビバリーホームズ宮崎台
渋谷区桜ヶ丘町ビジネスホテル
PECビル
グリフィン横浜・平沼2丁目マンション
世田谷区くらら上用賀
ランドステージ神田マンション
南烏山５丁目マンション
サモアポリテクニックⅡ期
モーリタニア小中学校１期
メンダナホテル

㈱冨士工 浜松町ワンルームマンション
パノラマ磯子新築工事
中幸町４丁目マンション
第二久米川プロジェクト

馬淵建設㈱ 京急戸部整備工事
京急耐震工事
京急井土ヶ谷整備工事
高座渋谷ファッションモール
萬福臨ビル
引地川改修
圏央道開口工事

大和ハウス工業㈱ ダイワラクダ工業
ノジマ相模原
山崎脳神経外科
ニックスR＆D
上倉田

㈱さとうベネック 反町マンション

㈱イチケン ダイエー湘南台
ニトリ茅ヶ崎
天王町
ダイエー海老名

木内建設㈱ 林間１丁目

㈱浅川組 平塚

岐建㈱ コープ末吉

日本建設㈱ 相模大野・トヨミ邸
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相鉄建設㈱ 二俣川FSビル新築工事
栗田谷アパート建替工事
アパートメンツ木場
相鉄いずみ中央
ファミリーイン横浜
緑園駅前
仲町台マンション耐震補強
臼井・和田一丁目賃貸マンション

不二建設㈱ モアクレスト新横浜

みらい建設工業㈱ クィーンシティ元住吉Ⅱ
阿木ビル

三平建設㈱ リブゼ初音町２丁目マンション
エルズヴェーブレイス新築

川本工業㈱ コスモ川崎富士見一丁目新築
ナイス武蔵小杉マンション
みなとみらい５０街区

南海辰村建設㈱ セントラルステージ相模大野

川田工業㈱ Dクラディア北久里浜
クリオ千鳥町
エルズ藤沢

㈱守谷商会 アイディーコート本厚木
クィーンズレゾン関内
レアシス厚木栄町

㈱穴吹工務店 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
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