
会社名 現場名

清水建設㈱ 伊勢原日産Dプロジェクト
川崎キャノン
戸塚共立リハビリテーション病院
いすゞ新事務棟藤沢
東戸塚諏訪マンション
大崎駅西口中地区再開発
三田小山町再開発
日産本社屋
藤沢神戸製鋼部品倉庫
JFEシャフト炉川崎
港北AOKIシニアマンション
シャープ磯子工場
柏の葉辻仲病院
幕張IBM
富津荏原工場
高座渋谷駅前複合ビル

大成建設㈱ MKプロジェクト
日本精工藤沢工場桐原棟新築工事
横浜ビル新築工事
ｂ-MORES新築工事
横浜カメリアホスピタル新築工事
NTC新築工事
味の素開発研究棟建設工事
山下町未撤去物撤去工事
みなとみらいODKビル新築工事
麻布大学リニューアル工事
親善福祉協会舞岡造成工事
JA横浜本店新築工事
アイネット第2情報センター新築工事
山下町県有地活用計画A街区
横浜山下町地区B2街区施設建築物建築工事
安田倉庫株式会社新山下倉庫新築工事
上大岡C南地区再開発事業施設建設工事
東熱ゼネラル石油㈱川崎工場
北仲通北地区整備・浄化工事

鹿島建設㈱ 東京濾器相模
相模川右岸処理場
ＪＲ東海盛土耐震補強工事
小野測器新横浜ビル
桐光学園本部棟
ダイコクDC開発事業
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鹿島建設㈱ 日本トランスシティ
東電ライフサポートもみの樹新築工事
中島メディカルビル
青葉台KKMプロジェクト
パイロット平塚第1工場棟

㈱大林組 MM横浜駅
いすゞ藤沢工場
ＧＣ日吉
金羊社鵜の木・本社
新横浜2丁目計画
銀洋新横浜ビル
ソニー厚木
インフォコム新横浜
ベストブライダル横浜
鎌倉扇ガ谷
横浜西口KNビル
エイヴィ横須賀

㈱熊谷組 アメリカ山公園建築工事
湘南鎌倉病院新築工事
中央労働金庫町田支店

戸田建設㈱ 聖マリ東横病院
神奈川県湘南赤十字血液センター
港北ニュータウンセンター南計画
ソニー湘南TECセンター
小杉ビル
村田製作所横浜改修
市庁舎危機管理センター
横須賀下町ポンプ棟
海老名ホテル
エクソンモービル横須賀ガソリンスタンド
横浜STビル
落合ビル新築工事
ニコン相模原製作所湘南
関東整備横浜湘南道路
中日本道路圏央厚木インターチェンジ

㈱フジタ 東京繊維センター
プロロジス座間
リスト港北

㈱間組 平塚四之宮

飛島建設㈱ 門前仲町
アーバン柿生
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西松建設㈱ 武蔵小杉駅南口再開発
ケーユー町田
戸塚駅西口再開発

前田建設工業㈱ 小田急伊勢原駅

上星川造成
松文ビル新築工事
相模線南橋本

東急建設㈱ 三ツ境駅改良工事
横浜駅改修工事
鶴見中央1丁目ビル新築工事

三井住友建設㈱ 厚木新Ｂ号棟倉庫
戸部本町マンション
藤沢2丁目計画

佐藤工業㈱ 栄処理区白土谷雨水幹線下水道整備工事
石炭貯蔵庫・建設工事
ライオンズ京王永山新築工事
横浜市南区井土ヶ谷計画
ワールドクリエイト関内ホテル新築工事
中原区井田2丁目計画
ライオンズ南大沢新築工事
上池袋プロジェクト

五洋建設㈱ AYプラザ

㈱奥村組 浜商会マンション
六会中学校

青木あすなろ建設㈱ チヨダウーテ厚木
アデニウムさがみ野

㈱錢高組 大京　ライオンズ守谷駅前新築工事

㈱長谷工コーポレーション 下九沢マンション
茅ヶ崎汐見台マンション
有楽よみうりランドマンション
有楽茅ヶ崎旭が丘マンション
溝の口マンション
相模原橋本台マンション
善行坂マンション
横浜根岸マンション
新川崎マンション

東亜建設工業㈱ 幸福の科学鶴見僧房
セントビンセント
カーボベルデミンデロ漁港施設
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東亜建設工業㈱ 関内不老町プロジェクト
アンティグア・バブーダ
南青山ビル

㈱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
大容量　泡　放射システム保管倉庫

東海興業㈱ 東戸塚マンション
レクセル藤沢新築工事
プレミスト平塚
野村不動産金町マンション
橋本6丁目共同ビル
ランドシティ横浜山手
代々木ゼミナール湘南

大日本土木㈱ 豊和厚木繊維工業
綱島京や2
カブール国際空港ターミナル建設計画
クアンバ学校
デブブ給水
バヌアツ水力2
エジプトダマンフール農機具貸出センター
二次ザルカ
IHI厚木基地
ウランWNモンゴル
東ティモール公邸

安藤建設㈱ 上池台石井レジデンス

㈱不動テトラ さがみ縦貫門沢橋高架橋工事

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町田新築工事
藤沢法務支局建築工事
ライオンズマンション屏風ヶ浦新築工事

㈱松村組 辻堂新町マンション
蓬莱町マンション

りんかい日産㈱ 東邦チタニウム造液管理棟建設工事
ナイスアーバン東寺尾6丁目新築工事

岩田地崎建設㈱ 南神大寺団地｣第2工区
真田調整池作業所
伊勢原
スリナム漁業センター
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岩田地崎建設㈱ ペルー国立博物館
ブルガリア美術博物館
大谷学園隼人高校外構工事
ガンビア水産市場

㈱大本組 北新横浜

大豊建設㈱ アジア運輸倉庫
富士見デュープレックス
クレッセント横浜
湘南ケーソン
パークハウス綱島

JFE工建㈱ グランシティ向丘遊園
千葉市美浜区浜田1丁目作業所
調布市深大寺みなみ町三丁目作業所
新川崎B地区駐車場棟
東習志野計画
千葉ニュータウン戸神台計画駐車場
ハートアイランド

若築建設㈱ 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
厚木恩名マンション
ロワール東中神マンション
中里1丁目新築工事

㈱ピーエス三菱 すまい弘明寺マンション

村本建設㈱ ラ・アトレ横浜鶴見
アークプラザ大岡

東レ建設㈱ クリオ横浜山手新築工事

大成ユーレック㈱ 浅間町1丁目金子マンション

東鉄工業㈱ 横浜合同庁舎
久地駅エレベーター新設
日神デュオステージ三ツ沢上町
北鎌倉新築工事
藤が岡マンション
根岸3丁目マンション
淵野辺駅有隣堂書店新築工事

共立建設㈱ 大和機械棟改修工事
関内扇町プロジェクト新築工事
NTTコム湘南藤沢ビル
川崎市労連会館改修工事
弘明寺プロジェクト新築工事
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共立建設㈱ 長者町8-121プロジェクト新築工事
NTT新保土ヶ谷ビル新築工事

㈱本間組 ランブラス横浜関内新築工事
クイーンシティ茅ヶ崎
第3京浜道路川向こう高架橋倉庫新設工事
ポパイ新築工事

東亜道路工業㈱ 矢野口作業所
鶴見駒岡作業所

大和小田急建設㈱ 伊勢原大神宮ビル
海老名駅改良工事
プラウディア片平新築工事
プラウディア伊勢原新築工事
海老名市道3号拡幅工事
大和南二丁目計画
伊勢原駅商業施設
ラ・ヴァンス湘南藤沢新築工事
サンライズ高座渋谷有料老人ホーム
町田堤ビル
弘明寺北ビル新築工事
村岡東雨水管建築造工事

名工建設㈱ 横浜住宅建設工事

㈱ナカノフドー建設 のだやビル建替工事
九段南2丁目計画新築工事
八王子明神町プロジェクト
Ｓアミーユ板橋区三園新築工事
日本橋馬喰町ビル新築工事
日神パレステージ鳩ヶ谷新築工事
センチュリー秦野新築工事
中区富士見町マンション新築工事
国民生活金融公庫本店板橋ハイム
宮前平3丁目計画

松井建設㈱ 瑞延寺改修

北野建設㈱ 日本橋富沢町計画新築工事
コリバートン給水計画
ソロモン橋梁計画
モーリタニア小中学校2期
日信工業　インド工場
三笠書房本社ビル
ニュータイヘイビル新築工事
ビバリーホームズ西高島平Ⅱ新築工事
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北野建設㈱ サナ小中学校建設計画
ビバリーホームズ早稲田Ⅱ新築工事
モーリタニア小中学校3期

㈱冨士工 牛久柏田町計画新築工事
東四つ木2丁目マンション新築工事
防衛横田管理棟
高齢者福祉施設・品川保育園

馬淵建設㈱ 京急耐震工事
圏央道関口工事
ロワール二俣川
京急太田のり面工事
特老白山ナーシングホーム
宮山高架橋
平塚・甘粕マンション

池田建設㈱ 戸塚作業所
横浜地方簡易裁判所改修工事
大本山総特寺

㈱イチケン オーケー厚木店
ジョイフルタウン秦野
オーケー阿久和西1丁目店新築工事

㈱浅川組 ＡＧＣセイミケミカル工事

木内建設㈱ ナイス万福寺新築工事
東林間1丁目計画新築工事
イニシア大和中央共同住宅
大川マンションⅡ新築工事
高津区新作5丁目マンション
新百合ヶ丘計画新築工事
イニシア矢部駅前新築工事
横浜矢向プロジェクト

丸彦渡辺建設㈱ 王子アドバ㈱本社工場新築工事
グランシティ葛飾新築工事

奈良建設㈱ ルート相模大塚

日本建設㈱ ゆたか保育園新築工事
桜台1丁目マンション
京浜特殊印刷グラビア工場

不二建設㈱ 相模原淵野辺作業所
片倉町作業所

㈱吉原組 グリフィン横浜・栄町Ⅱ新築工事

丸磯建設㈱ 新横浜リハビリ病院作業所
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三平建設㈱ ライオンズマンション相模が丘新築工事
エルズヴューヒルズ上大岡新築工事
ビジュー藤沢鵠沼新築工事
エールスクエア古河新築工事
加藤マンション新築工事
クオス日吉本町新築工事
リブゼ厚木用田新築工事

㈱合田工務店 クリオ茅ヶ崎柳島海岸新築工事
牛久保東集合住宅新築工事
井土ヶ谷プロジェクト新築工事
川崎中幸町計画新築工事
ヴェルト茅ヶ崎新築工事
本宿町作業所

南海辰村建設㈱ 武蔵中原新築工事

相鉄建設㈱ グランシティ葉山南Ⅱ新築工事
特別養護老人ホーム横浜敬寿園
高野ビル新築工事
緑園駅前計画新築工事
茅ヶ崎東海岸マンション作業所
勝田小池耐震補強
サニーヒル横浜特別養護老人ホーム
南幸二丁目新ビル新築工事
特別養護老人ホーム愛成苑
特別養護老人ホーム睦愛園

川田工業㈱ グランスイートセンター南

㈱守谷商会 平塚夕陽丘プロジェクト
アイディーコート保土ヶ谷
ルートイン伊勢原

㈱佐藤秀 祐天寺1丁目プロジェクト

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
レアシス厚木栄町

大和ハウス工業㈱ アクロスプラザ東神奈川
岡嶋マンション

トヨタT＆S建設㈱ 上土棚作業所

第一建設工業㈱ ランドステージ

野村建設工業㈱ 横浜鶴見計画新築工事
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高松建設㈱ 南太田Kマンション
中山マンション
綱島横溝マンションⅢ
日本郵政横浜支店改修

生和コーポレーション㈱ 鈴木マンション
南山マンション
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