
会社名 現場名

清水建設㈱ 瀬谷相模倉庫
花王川崎工場
伊勢原日産Dプロジェクト
厚木日産AE棟
日本ペルノックス
川崎キャノン
いすゞ新事務棟藤沢
戸塚共立リハビリテーション病院

大成建設㈱ 麻布大学実習研究棟新築工事
十日市場小学校新築工事
光永寺新築工事
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
ナチエンジニアリングセンター
南大和病院増築工事
川崎信金
横浜ビル新築工事
東海大学伊勢原校舎
MKプロジェクト
JAセレサ川崎新小田支店新築
くらしの友淵野辺総合式場
創価学会横須賀平和会館
AMB相模原ディストリビューション
日本精工藤沢工場桐原棟新築工事
権太坂三丁目
MM33街区新築工事
ニコン相模原製作所
ｂ-MORES新築工事

鹿島建設㈱ サントリー神奈川工場
パイオニア新川崎新築工事
東京工芸大学
毎日新聞海老名工場
小田急ビナマークス
毎日新聞首都圏センター
ミネベア藤沢寮
専修大学生田
スリーボンド相模原
桐光学園
神奈川工科大夢工房
相模川右岸処理場
小野測器新横浜ビル
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鹿島建設㈱ サンビバＣライン改築
東京濾器相模
ＪＲ東海盛土耐震補強工事
みなとみらい21地区40街区開発工事

㈱大林組 MM２１中央部工事
新横浜１丁目ホテル
銀洋新横浜ビル
いすゞ藤沢耐震補強
ジブラルタ高津
MM横浜駅
ファンケル
ＮＥＣ玉川
ＧＣ日吉
野沢ビル
おんりーゆー

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
栗田工業秦野し尿希釈施設
介護老健新横浜新築工事
介護老健くろかわ
綱島石田ビル
はるひ野学生マンション
森の台メープルランド
カリタス女子中・高3期工事
村田製作所横浜改修
神奈川県湘南赤十字血液センター
湘南台学生マンション
サカタのタネ本社ビル
横須賀下町ポンプ棟
横浜データーセンター
小杉ビル

㈱熊谷組 港南中央通マンション

飛島建設㈱ トラスト中央林間
大口通マンション
守山マンション
ディアステージ成増
ルーブル上池台

前田建設工業㈱ 川崎平間

東急建設㈱ さがみ野駅改良工事
三ツ境駅改良工事
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西松建設㈱ 武蔵小杉駅南口再開発

三井住友建設㈱ クレッセント湘南茅ヶ崎新築工事
厚木新Ｂ号棟倉庫
戸部本町

佐藤工業㈱ 栄処理区白土谷雨水幹線下水道整備工事
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
門前仲町二丁目計画新築工事
横浜市南区井土ヶ谷計画
石炭貯蔵庫・電気室建設工事
ワールドクリエイト関内ホテル新築工事
ライオンズ京王永山新築工事

五洋建設㈱ 富田クリニック

㈱奥村組 湘南台２丁目ビル
浜商会マンション

㈱錢高組 大京　ライオンズステージ上福岡新築工事
日本スポーツ企画出版社新築工事

㈱長谷工コーポレーション 鶴見平安町マンション
辻堂西海岸マンション
ぜクス磯子区森マンション
大京大和市福田マンション
新川崎マンション
下九沢マンション
座間かしわ台マンション
有楽よみうりランドマンション
有楽横浜北軽井沢マンション
プロバ八王子みなみ野マンション
善行坂マンション

東亜建設工業㈱ セネガル・ロンプール水産センター
ヨコレイ横浜物流センター
セントキッツ零細漁業
セントビンセント

日本国土開発㈱ 小俣大和
JFE鶴見中央
富士シティオ寒川

㈱浅沼組 東建平塚袖が浜マンション

㈱ＮＩＰＰＯコーポレーション クリオ川崎中幸町作業所

東海興業㈱ プラウド横浜山手マンション
東戸塚マンション
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大日本土木㈱ 厚木京や
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
厚木中町
ザルカ
綱島京や
ヨルダンバレー
コブラ浄水
サメ給水

安藤建設㈱ クレストフォルム平沼
小田急相模原駅北口
野村医院建設工事

東洋建設㈱ ライオンズマンション戸塚上倉田新築工事
新山下倉庫新築工事
ライオンズマンション港北

㈱松村組 野渡マンション
辻堂新町マンション

岩田地崎建設㈱ タキゲン川崎支店
パラグアイ職業訓練施設
スリナム漁業センター
伊勢原
真田調整池作業所

大豊建設㈱ メルローズ横浜
新橋４丁目
特老晴海苑
グローリオ根岸
アジア運輸倉庫

JFE工建㈱ 東品川３丁目駐車場
東朝霞立体駐車場
エクセレント新座駅前
千葉市美浜区浜田1丁目作業所
ルネさいたま大和田計画
我孫子プロジェクト
千葉みなと計画新築工事駐車場棟
グランシティ向丘遊園計画
湯快爽快かたひら新築工事
静岡寿町店駐車場棟工事
神静流通センター綾瀬事業所新築工事
ルネッサンス稲毛苑生町
東鷲宮桜田1丁目計画
千葉ニュータウン中央計画駐車場
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りんかい日産建設㈱ 保土ヶ谷・狩場作業所

若築建設㈱ 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
グリフィン栄町
ロワール初音町マンション
グリフィン横浜西神奈川1丁目マンション
グリフィン横浜花咲町4丁目マンション
厚木恩名マンション
シーイーシーさがみ野
クレアトール横浜
グリアス横浜プリミエール
グリフィン横浜戸部本町マンション

㈱ピーエス三菱 すまい弘明寺

村本建設㈱ 狩野マンション
ラ・アトレ横浜鶴見
茅ヶ崎中央病院

東レ建設㈱ クリオ横浜山手新築工事

㈱福田組 浜川崎マンション新築工事

東鉄工業㈱ ﾘﾘｰﾍﾞﾙ東戸塚マンション
宿河原・鈴木新築
横浜合同庁舎
久地駅エレベｰﾀｰ新設
山下町
北鎌倉新築工事
根岸3丁目マンション

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
ベレール西横浜新築工事
関内扇町プロジェクト新築工事
川崎区南町Ⅱマンション新築王子
厚木新棟外壁吹付材撤去工事
大和機械棟

東亜道路工業㈱ 矢野口作業所
北軽井沢作業所

小田急建設㈱ 海老名駅改良
ビナウオーク
和泉シニアマンション
伊勢原大神宮ビル

アイサワ工業㈱ 横浜ＢＳＥＫ工機棟
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多田建設㈱ シーズガーデン平塚宝町
日神パレステージ愛甲石田
日神パレステージ秦野
日神デュオステージ伊勢佐木長者町
アイディーコート沼津新沢田町
厚木旭町1丁目マンション
日神パレステージ秦野第2新築工事
妙蓮寺マンション
藤沢545番地計画新築工事
サンクレイドル足立六町新築工事
座間市相模が丘1丁目マンション
プライヴェル武蔵砂川新築工事

佐伯建設工業㈱ 新星和中川マンション
三菱上丸子マンション

㈱ナカノフドー建設 PS市ヶ谷仲之町
さがみ野ビル新築工事
成城北桜湯園新築工事
リブゼ湯河原新築工事
立川錦町マンション
金町1丁目新築工事
大森西計画新築工事
公津の社マンション
のだやビル建替工事
日刊スポーツ印刷社別館建設工事
ボンセジュール三鷹改修工事
玉俊工業所春日部物流センター
Ｓアミーユ板橋区三園新築工事
Ｓアミーユ板橋区徳丸新築工事
サニーコート立川新築工事
九段南2丁目計画新築工事

松井建設㈱ グリフォーネ横浜伊勢町
新横浜１丁目弐番館
宝蓮寺伽藍
川崎小川町Ⅱ
居木神社
龍ビル
三報社江戸川ビル

㈱冨士工 公田団地
西ひかりがおか土木修繕工事

池田建設㈱ 戸塚町作業所
横浜地方簡易裁判所
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北野建設㈱ モーリタニア小中学校１期
メンダナホテル
トンガバイオラ病院
コリバートン給水計画
ソロモン橋梁計画
コナクリ市飲料水
南烏山５丁目マンション
グランベル中目黒新築工事
新富1丁目マンション
ビバリーホームズ大泉学園新築工事
恵比寿1丁目・第一プレイスビル新築工事
ビバリーホームズ矢口渡新築工事
池田ビル新築工事
日本橋富沢町計画新築工事

古久根建設㈱ サーパス厚木旭町
サーパス南橋本
サーパス川崎大島
TCS辻堂寮
国分寺本町4丁目作業所
Ｓアミーユ狛江

馬淵建設㈱ 京急耐震工事
京急井土ヶ谷整備工事
引地川改修
圏央道関口工事
高島基礎工事
ロワール二俣川

オリエンタル白石㈱ ガーラ山下町
東中野マンション
上末吉マンション新築工事
万世町マンション新築工事
エスタディオ岩本町新築工事
東電日本精工管路工事
メイツ多摩境駐車場新築工事
久保町マンション新築工事
雑色マンション新築工事
西大口マンション新築工事
ガーラ幡ヶ谷新築工事
ラディエンス小田原新築工事
小田原城前マンション新築工事

㈱イチケン Ｆｕｊｉ徳延店
オーケー厚木店
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相鉄建設㈱ ファミリーイン横浜
緑園駅前
臼井・和田一丁目賃貸マンション
高野ビル新築工事
特別養護老人ホーム横浜敬寿園
グランシティ葉山南Ⅱ

㈱浅川組 ＡＧＣセイケミカル

木内建設㈱ ナイスエスアリーナ南林間
ブリリア東林間新築工事
イニシア鶴間
イニシア大和中央共同住宅
ナイス万福寺新築工事
東林間1丁目計画新築工事
大川マンションⅡ新築工事
プラッシングウェーブ江ノ島

日本建設㈱ フォルクスワーゲン東名横浜
ゆたか保育園新築工事

丸磯建設㈱ 新横浜リハビリ病院
相模原ロイヤル
横浜新都市工事

三平建設㈱ エルズヴェーブレイス新築
旭区柏町マンション
ライオンズマンション相模が丘新築工事
サンクタス戸塚クロスヴィラージュ新築工事
エルズヴューヒルズ上大岡新築工事
鶴ヶ峰新築工事
ビジュー藤沢鵠沼新築工事

㈱合田工務店 伊勢佐木町5丁目マンション新築工事
クリオ茅ヶ崎柳島海岸新築工事
伊勢佐木長者町マンション新築工事
牛久保東集合住宅新築工事
北山田集合住宅新築工事
東山田集合住宅新築工事

川本工業㈱ ナイス武蔵小杉マンション
みなとみらい５０街区南
さがみ野駅改良工事
ＭＭ21中央地区40街区プロジェクト

南海辰村建設㈱ セントラルステージ相模大野
オーベル相模大野Ⅱ

㈱守谷商会 レアシス厚木栄町
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㈱志多組 ＳＡ相模大野若松
中央林間

川田工業㈱ クリオ千鳥町
エルズ藤沢
神田小川町３丁目マンション
イクシア横浜いずみ中央
グランスイートセンター南

大和ハウス工業㈱ 狩野マンション
荻久保ビル
レストヴィラ大和
大貫ビル

コープ末吉

㈱穴吹工務店 サーパス鶴ヶ峰新築工事

㈱佐藤秀 菊名の家
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