
会社名 現場名

清水建設㈱ 日本電気硝子 上屋改修
MM21地区47街区開発計画新築
再開発府中駅南口
日産自動車（GHQ）共用会議室分割改修
船越庁舎新設建築その他

大成建設㈱ 日産座間
日本精工藤沢桐原棟
日本たばこ平塚工場解体
帝京大学医学部付属溝口
横浜ビル1・4・6F各室建具改修
北里大学臨床教育研究棟新築
医薬横浜研究所新築その他

鹿島建設㈱ 大岡川右岸雨水幹線
海老名駅西口基盤施設整備
首都高　子安台公園
綾瀬小園浸水対策
平塚ツインシティ大神
大江橋シールドトンネル補修
北仲北A-4地区計画
TC大神土地区画整理
明治八王子新研究所
北仲通5丁目計画
ロジスティクスパーク横浜大黒
現業二鶴見121上諸

㈱大林組 新東名高取山東
新東名伊勢原JCT
日立オートモーティブ厚木
日産横浜
日産追浜
日産宝町
相鉄星川駅
星川天王町立体

㈱熊谷組 湘南鎌倉総合病院
湘南鎌倉要措置区域土壌汚染処理
ＪＡ全農ミートフーズ大和ミートデリカ工場
湘南モノレール富士見町駅
大和徳洲会病院新築
国立病院機構仙台医療センター
81期横浜諸改修
鶴見店舗新築
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会社名 現場名

戸田建設㈱ 厚木市森の里東土地区画整備
横浜市獅子ヶ谷雨水幹線
大和市南林間雨水調整池
鉄道機構綱島トンネル

㈱フジタ 鶴ヶ峰配水池
戸塚駅西口マンション
日発伊勢原
本厚木東口駅前ビル建替
大和駅商業施設改修
大和駅耐震補強
稲村ケ崎駅改良その2
本厚木駅中央口駅舎改修
登戸駅改良
つきみ野駅人口地盤補修
VW5番館改修
湘南台学生マンション
善行法面保護その2
ガーラ横浜不老町
海老名商業施設新築
大根雨水幹線整備
グレイプス用賀
神奈川（16）三宅
リーフィア開成Ⅱ新築
平塚16
立川バス高松ビル改修
マルシェ東林間耐震補強
湘南17
クリオ東小金井

㈱安藤・間 三菱重工相模原
リコー研究開発棟建設
ＢＲＡＮＣＨ茅ヶ崎
日吉寮新築

飛島建設㈱ 小雀浄水場
JS大和補修H28
厚木第4高架橋

西松建設㈱ 小雀浄水場
横浜湘南道路トンネル
大和技研土木
南部処理区新磯子幹線下

前田建設工業㈱ 新東名秦野西

東急建設㈱ RN1703鉄道建設
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三井住友建設㈱ H29日本女子大学付属中高校舎大規模改修
日産厚木
新東名海老名JCT
新東名伊勢原
新東名厚木第四高架線
UO国際標準化
平塚宅地造成

㈱鴻池組 スーダン
東リ厚木
ロジクロス厚木1・3階改修
首都高青葉事務所
東京建築部
海外管理部
トラスコ中山ロジクロス厚木
厚木ロジスティクス
ビバモール厚木南インター店新築
横環北西線青葉地区

㈱奥村組 藤沢湘南台老人ホーム

佐藤工業㈱ ライオンズ宮前平
東京大学新豊島国際学生宿舎
藤沢辻堂浄化センター建築その2
大船駅北第二地区再開発

㈱長谷工コーポレーション 目黒区中目黒２
追浜東
戸塚舞岡
長津田
仲町台
八王子北野
相模原上鶴間2
伊勢原桜台
JV中央林間モデル
セコムホームライフ町田市中町
鵠沼
川名
藤沢駅北口
深見台
座間物流

㈱銭高組 日本橋小網町マンション修繕

東亜建設工業㈱ 戸塚町計画新築
新都心マンション駐輪場新設
デュオステージ黄金町新築
ガーナ共和国
トーゴ共和国
トンガ王国国内輸送船用埠頭
ベトナムクールジャパンCLK
バヌアツ ポートビラ港ラペタシ
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日本国土開発㈱ ＦＥＰＳ海老名
リッチライフ上大岡
本牧小港3丁目Ｍ
馬車道江戸徳
馬車道住宅
目黒区碑文谷1丁目計画

大日本土木㈱ N新京葉合材
イルビド上水
八王子警察署庁舎
M野村新宿御苑
防衛入間整備場
海外支店
ギニア橋梁
コンゴ職訓2
ナカラ医療
防衛所沢局舎

東洋建設㈱ ナリコマ伊勢原食品工場

りんかい日産建設㈱ 東邦チタニウム造液管理棟建設
日鋼倉見
京浜化成品センター電気室増築

岩田地崎建設㈱ パレステージ鵠沼
浜見平団地
パラオ
モーリタニア
モロッコ

㈱大本組 OK寒川土木

大豊建設㈱ イニシア東葛西

JFEシビル㈱ 湘南六会ビル新築
ランドポート厚木車路補強
JA秦野本町支店新築
アマゾン八王子FC新設

JFEコンフォーム㈱ サン・トックス関東工場自動車倉庫棟
ひたちなか市民球場
新京葉合材工場新設

㈱松村組 デュークガーデン鴨居新築
反町1丁目計画
オープン築地2丁目新築
葛西駅前ホテル計画

㈱ピーエス三菱 プランズ青葉台2丁目

鹿島道路㈱ 246号東原電線共同溝

㈱NIPPO 横浜綱島水素ステーション

村本建設㈱ 相鉄南万騎が原駅前
生麦増築
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大成ユーレック㈱ 港南台5丁目計画

東鉄工業㈱ 藤沢川名計画
戸塚駅橋上本屋旅客便所改良
相鉄企業大和研修所新築

世紀東急工業㈱ 湘南藤沢改良
関東河原口
首都高横浜北区画線
55冬眠穀
秋山漁港
フジタ海老名
フジタ善行
フジタ代々木上原

共立建設㈱ 新保土ヶ谷1F食堂修繕
戸塚外構改修
今井外１ヶ所外構改修
NTTコム湘南藤沢ビル
横浜今井（ENG)模様替
横浜今井屋上防水改修

東亜道路工業㈱ 鎌倉手広
首都高生麦

大林道路㈱ 東京丸子横浜環境対策その3
等々力緑地広場整備
和喜輸送上川井
ハマウイング施設建築
サムソン鶴見

多田建設㈱ パレステージ藤沢
パレステージ片瀬江ノ島新築
横浜市中区弥生町一丁目共同住宅新築
アーデル弘明寺新築
平塚市見附町マンション
平塚明石町マンション
横浜鶴見マンションプロジェクト
新横浜2丁目プロジェクト

㈱藤木工務店 長者町タクトビル新築

名工建設㈱ 海老名南JCT～厚木南IC間管理施設新設

㈱ガイアート お台場みんなの夢大陸2017基礎他
JA全農ミートフーズ大和ミート
小田原駅西口城山月ぎめ臨時駐車
神崎公園整備

㈱ナカノフドー建設 横浜ゴム小杉寮・社宅新設
曙町ビル新築

北野建設㈱ 大磯プリンスホテル温泉スパ施設
浅草2丁目
ビバリーホームズ鷺宮新築
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㈱冨士工 特別養護老人ホーム馬込
保土ヶ谷区天王町二丁目A
太洋テクニカ平塚製作所新工場
荏原看護専門学校体育館新築
川崎市宮前区宮前平2丁目計画
プレシス東麻布新築
中延1丁目区営住宅

㈱加賀田組 クリオ横濱天王町新築

古久根建設㈱ 森の里病院病棟増築

㈱イチケン ベルク座間南栗原店
そうてつローゼン弥生台駅前店新築

㈱淺川組 サンクレイドル東神奈川新築

馬淵建設㈱ 横環栄水再生防食
国川町田立体
横建中央市場撤去
新羽RC柱補強
国横南栄改良
国横南栄IC下部
中丸子計画

池田建設㈱ 南大塚1丁目
シノケン高輪
北区志茂3丁目

木内建設㈱ ㈱昭和厚木営業所
川崎区大島1丁目
M・ベンツ厚木
平塚市横内計画
静岡不動産海老名
昭和南関東営業所
アピタ市原店鮮魚店加工場

大旺新洋㈱ 白妙町2丁目マンション
初音町3丁目マンション
ガーラ新丸子マンション

奈良建設㈱ 神奈川公会堂改修
クオス善行
善行坂1丁目
中区山下町
阪東橋マンション
日枝町マンション

日本建設㈱ 綱島湯けむりの庄
漆原石材マンション
カーサベラ大倉山2新築
厚木店屋上防水
サニー日野改修
メガドンキ厚木
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不二建設㈱ ジョイントC横浜市青葉区荏子田新築
アデニウムたまプラーザ新築

㈱小川建設 横浜市南区永楽町2丁目マンション新築
横浜市中区千歳町マンション新築

㈱巴コーポレーション 岩谷産業岩槻ＬＰＧセンター

TSUCHIYA㈱ 下目黒3丁目計画新築

丸磯建設㈱ 春秋苑青蓮堂建替
AOI国際病院改修
菊名記念病院改修

南海辰村建設㈱ ガーラ・レジデンス南馬込新築
サンウッド赤坂丹後町新築
ガーラ綱島新築
青葉区美しが丘2丁目計画新築
平成横浜健診センター増築

㈱NB建設 Brillia鷺沼Ⅱに伴う既存基礎撤去
泉ゆめが丘地区土地区画整理
上矢部リサイクルセンター改修
港南区日野高架橋補修
南万騎が原駅前賃貸マンション
和泉川改修その2
国分排水区排水路（第2工区）
泉ヶ丘幼稚園新築
市道53号線バイパス道路新設
戸塚西街区計画
神奈川区鶴屋町1丁目計画

日東工営㈱ ㈱丸与綾瀬SP倉庫改修

京急建設㈱ 野毛山隧道補修
南太田隧道補修
かながわ信用金庫横浜営業部新築
青物横丁駅前交番本設新築
関電工川崎寮新築

㈱松尾工務店 神奈川郵便局模様替
グランスイート横浜翠の丘新築
根岸線口径500mm排水管更新
シェフルール仙川新築

石黒建設 ライフ川崎大島店新築
ライフ横浜しらとり台店新築

大和ハウス工業㈱ 鎌倉ハム富岡商会
志村プロジェクト
江東区亀戸7丁目
安養寺
鎌倉市材木座計画
南幸プロジェクト
イトマンスイミングスクール永田台校
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大和ハウス工業㈱ 新堀興業㈲様 貸施設
西区浅間町1丁目
㈱エーワイエス工業
十間坂一丁目賃貸マンション
アプライドハウス
ベルク座間南栗原
クリエイト横浜六ッ川店
ロイジェント生麦
鶴見中央4丁目計画
インドアテニススクール・ノア 東戸塚校
小田原成田複合施設
西巣鴨プロジェクト
横須賀佐原5丁目貸施設
磯子区上中里町賃貸施設
三ッ沢上町プロジェクト
生蘭学園新築
神奈川区松見町3丁目
殿町プロジェクト
座間プロジェクト
㈲金子油店

日成ビルド工業㈱ 神奈川美研工業㈱
横浜療育医療センター改修

スターツCAM㈱ 上大岡西プロジェクト
門倉工業中原免震
荻野貿易㈱山下町プロジェクト
エスフォレスト横浜新築

亀井工業㈱ 座間高等学校
RUAN新築
高橋医院内装改修
茅ヶ崎青果市場改修
ゴールドサン大規模改修
サンドラッグ外壁復旧
サティオ綾瀬店増築
茅ヶ崎イトーヨーカドー屋上排水
茅ヶ崎市消防訓練施設移設
神奈川県自動車会議所
柳島スポーツ公園

㈱佐藤秀 高木学園付属幼稚園新築
池田山プロジェクト
高徳院
広尾2丁目プロジェクト
小嵐亭
神山町住宅
立正保育園
翠ヶ丘幼稚園
初音丘幼稚園
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内野建設㈱ 練馬1丁目計画新築

野村建設工業㈱ ㈱シノテスト新社屋
林マンション雷門計画
中央区日本橋浜町3丁目プロジェクト新築

高松建設㈱ 日電工業
東京ガス横浜中央エネルギー鶴見
南品川5丁目プロジェクト
吉野町・エステックマンション

㈱三木組 フロンティアコンフォート横濱

大洋建設㈱ 藤沢市朝日町共同住宅計画
プレサージュ町田新築
クリエート湘南ビル増築
大和プレス藤沢第二工場

㈱鍛冶田工務店 ルーブル川崎貝塚
大林新星和四番町解体
三菱レジ横浜伊勢町
スーパーホテル銀座
川崎市ノ坪

加和太建設㈱ 原宿ベース新築
北青山3丁目計画
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