
＊2020年7月までの施工実績の一部をご紹介いたします。

建 築 編



No. 工事名称 工事場所 建築構造 階層

1 Y学園高等学校１号館 耐震改修・増築工事 横浜市磯子区 鉄骨造（S） 3階

2 （仮称）目黒区目黒1丁目計画 目黒区 鉄筋コンクリート造(RC)
地下2階
地上5階

3 東神田１丁目ビル 千代田区 鉄筋コンクリート造(RC) 11階

4 （仮称）港区浜松町2丁目ビル新築工事 港区 鉄骨造（S） 10階

5 (仮称)横須賀バイオマスエナジー　新築工事プロジェクト【供給コンベヤ架台】 神奈川県横須賀市 鉄骨造（S） 2階

6 （仮称）多摩川1丁目マンション新築工事 大田区 鉄筋コンクリート造(RC) 7階

7 某　共同住宅新築工事 相模原市中央区 鉄筋コンクリート造(RC) 11階

8 某社様支店事務所付共同住宅新築工事 相模原市中央区 鉄筋コンクリート造(RC) 8階

9 M様店舗付共同住宅新築工事 多摩市 鉄筋コンクリート造(RC) 12階

10 （仮称）大井一丁目マンション新築工事（タワーパーキング） 品川区 鉄筋コンクリート造(RC) －

11 （仮称）GO青森店新築工事 青森市 鉄骨造（S） 1階

12 (株)S社　群馬製作所　本工場　特高受変電設備　Dバンク増設 群馬県太田市 鉄筋コンクリート造(RC) －



No. 工事名称 工事場所 建築構造 階層

13 （仮称）東神奈川駅前マンションⅡ新築工事 横浜市神奈川区 鉄筋コンクリート造(RC) 7階

14 (株)S社　大泉工場　特高変電所A・Bバンク更新工事 群馬県邑楽郡 鉄筋コンクリート造(RC) －

15 S様邸　新築工事 兵庫県淡路市 鉄筋コンクリート造(RC) 3階

16 鹿島変電所鹿島火力線２Ｌ、３Ｌ引留鉄構基礎補強工事 茨城県鹿島郡 鉄筋コンクリート造(RC) －

17 F社㈱忍工場渡り廊下⑨ 山梨県都留郡 鉄骨造（S） 2階

18 （仮称）株式会社T様 吉野町プロジェクト新築工事 横浜市南区 鉄骨造（S） 7階

19 某所 新築工事 沖縄県那覇市 鉄筋コンクリート造(RC) 8階

20 (仮称)台東区マンション新築工事 台東区 鉄骨造（S） 9階

21 ケアパートナー併設共同住宅新築工事 相模原市南区 鉄筋コンクリート造(RC) 7階

22 東北自動車道某所IC雪氷施設改修工事 宮城県仙台市 鉄筋コンクリート造(RC) 2階

23 (仮称)Hマンション新築工事 埼玉県所沢市 鉄筋コンクリート造(RC) 8階

24 （仮称）墨田区マンション新築工事 墨田区 鉄骨造（S） 10階



No. 工事名称 工事場所 建築構造 階層

25 （仮称）台東区マンション新築工事 台東区 鉄骨造（S） 8階

26 （仮称）台東区新築工事 台東区 鉄筋コンクリート造(RC) 9階

27 (仮称)台東区マンション新築工事 台東区 鉄骨造（S） 8階

28 Ｆ株式会社第１ヴィラ第４ヴィラ渡り廊下建設工事 山梨県南都留郡 鉄骨造（S） 3階

29 Ｆ株式会社ロボショット工場増築工事 山梨県南都留郡 鉄骨造（S） 2階

30 寺院（庫裡・会館）建替計画 東京都稲城市 鉄筋コンクリート造(RC) 2階

31 愛媛事務厚生棟エレベーター増築工事 愛媛県西条市 鉄骨造（S） 4階

32 (仮称)駒沢プロジェクト 世田谷区 鉄筋コンクリート造(RC) 7階

33 (仮称)某自動車学校第(第1期)PRJ.新築工事 富山県富山市 鉄骨造（S） 1階

34 （仮称）新宿区マンション新築工事 新宿区 壁式鉄筋コンクリート造（WRC） 5階

35 （仮称）中央区マンション新築工事 中央区 鉄筋コンクリート造(RC) 8階

36 機械工場ピット工事 福島県二本松市 鉄骨造（S） 2階



No. 工事名称 工事場所 建築構造 階層

37 （仮称）台東区マンション新築工事 台東区 鉄骨造（S） 9階

38 店舗付マンション新築工事 日野市 鉄筋コンクリート造(RC) 9階

39 （仮称）大田区新築工事 大田区 鉄筋コンクリート造(RC) 6階

40 社員寮計画新築工事 千葉県柏市 鉄筋コンクリート造(RC) 4階

41 (仮称)バス会社営業所建替工事 大田区 鉄骨造（S） 3階

42 (仮称)世田谷区新築工事 世田谷区 鉄筋コンクリート造(RC) 7階

43 （仮称）荒川区マンション新築工事 荒川区 鉄骨造（S） 10階

44 藤沢市鵠沼計画新築工事 藤沢市 鉄筋コンクリート造(RC) 4階

45 （仮称）バス会社営業所建替計画 武蔵野市 鉄骨造（S）
地上3階
塔屋1階

46 （仮称）恵比寿新築工事 渋谷区 鉄筋コンクリート造(RC) 8階

47 (仮称)Y二丁目マンション計画新築工事 大田区 壁式鉄筋コンクリート造（WRC） 5階

48 (仮称)南青山3丁目計画　新築工事 港区 鉄筋コンクリート造(RC) 4階



No. 工事名称 工事場所 建築構造 階層

49 多摩市（多摩センター）計画新築工事 多摩市 鉄骨造（S） 10階

50 久米新築工事 那覇市 鉄筋コンクリート造(RC) 8階

51 複合共同住宅新築工事 神奈川県川崎市 鉄骨造（S） 9階

52 (仮称)認定こども園F保育園新築工事 鹿児島県鹿屋市 鉄骨造（S） 1階

53 （仮称）店舗、事務所ビル新築工事 中央区銀座
地下鉄筋コンクリート造(RC)

地上鉄骨造（S）
地下1階
地上6階

54 (仮称)渋谷区本町計画新築工事 渋谷区 鉄筋コンクリート造(RC) 11階

55 （仮称）東蒲田マンション新築工事 大田区 鉄筋コンクリート造(RC) 8階

56 虎ノ門地区第一種市街地再開発事業施設建築物（教会棟）新築工事 港区 鉄筋コンクリート造(RC) 3階

57 市街地再開発事業商業文化棟新築工事 滋賀県長浜市 鉄骨造（S） 2階

58 燈火設置工事 山梨県南都留郡 鉄骨造（S） －

59 病院　院内保育園新築工事 千葉県印旛郡 壁式鉄筋コンクリート造（WRC） 1階

60 福祉保育専門学校計画 豊島区 鉄骨造（S） 10階



No. 工事名称 工事場所 建築構造 階層

61 (仮称)食器メーカー工場ビレッジC棟新築工事 愛知県名古屋市 鉄筋コンクリート造(RC) 3階

62 （仮称）ＬＨ大宮ビル新築工事 埼玉県さいたま市 鉄筋コンクリート造(RC) 9階

63 保育園再整備事業 渋谷区
木造

地上2階
2階

64 (仮称)台東区根岸マンション新築工事 台東区 鉄骨造（S） 10階

65 自動車工場　特高受変電設備　Ｃバンク更新工事 群馬県邑楽郡 鉄筋コンクリート造(RC) －

66 (仮称)大学キャンパス既存棟(7号館)改修他外構整備工事 八王子市 壁式鉄筋コンクリート造（WRC） 9階

67 （仮称）巣鴨マンション新築工事 豊島区 鉄筋コンクリート造(RC) 7階

68 市街地再開発事業商業文化棟新築工事【東南棟】 滋賀県長浜市 鉄骨造（S） 3階

69 市街地再開発事業商業文化棟新築工事【北中棟】 滋賀県長浜市 鉄骨造（S） 3階

70 市街地再開発事業商業文化棟新築工事【南西棟】 滋賀県長浜市 鉄骨造（S） 3階

71 特高変電所更新工事 群馬県館林市 鉄筋コンクリート造(RC) 1階

72 (仮称)花見川区・幕張本郷駅前マンション新築工事 千葉県千葉市 鉄骨造（S） 7階



No. 工事名称 工事場所 建築構造 階層

73 （仮称）台東区・浅草6丁目マンション新築工事 台東区 鉄骨造（S） 10階

74 （仮称）幡ヶ谷ビル新築工事 渋谷区 鉄骨造（S） 7階

75 恵比寿西複合施設(仮称)建設　建築工事 渋谷区 鉄筋コンクリート造(RC)
地下1階
地上7階

76 （仮称）ストア東扇島流通センター畜産ＰＣ新設工事 川崎市川崎区 鉄筋コンクリート造(RC) －

77 病院建替え工事(Ⅰ期) 東久留米市 鉄筋コンクリート造(RC) 5階

78 （仮称）バス営業所建替計画【二期工事】 武蔵村山市 鉄骨造（S）
地上3階
塔屋1階

79 (仮称)千葉ホテル新築工事 千葉県千葉市 鉄骨造（S） 10階

80 （仮称）新宿計画新築工事 新宿区 鉄筋コンクリート造(RC) 10階

81 （仮称）原町田ビル計画 町田市 鉄骨造（S） 8階

82 杉並区阿佐谷南計画新築工事 杉並区 壁式鉄筋コンクリート造（WRC） 4階

83 （仮称）ふじみ野西Tマンション新築工事 埼玉県富士見市 鉄筋コンクリート造(RC) 7階

84 （仮称）ふじみ野西Mマンション新築工事 埼玉県富士見市 鉄筋コンクリート造(RC) 7階



No. 工事名称 工事場所 建築構造 階層

85 清涼飲料水メーカービール工場 群馬県邑楽郡 鉄筋コンクリート造(RC) －

86 食品メーカー榛工場第5期増設工事 群馬県渋川市 鉄筋コンクリート造(RC) －

87 (仮称)吉野町マンション新築工事 神奈川県横浜市 壁式鉄筋コンクリート造（WRC） 10階

88 (仮称)バス会社(株)大森営業所建替工事 大田区 鉄骨造（S） 1階

89 美術大学(仮称)ELV棟増築工事 小平市 鉄筋コンクリート造(RC) 4階

90 P社アプライアンス社　W11　600tプレス基礎新設工事 滋賀県草津市 鉄筋コンクリート造(RC) 機械基礎

91 区民公園南側ゾーン改修工事(D棟) 品川区 鉄骨造（S） 1階

92 伊勢町マンション新築工事 川崎市川崎区 鉄筋コンクリート造(RC) 9階

93 研磨工場棟増築工事 江戸川区 鉄骨造（S） 4階

94 区民公園南側ゾーン改修工事(J棟) 品川区 鉄骨造（S） 1階

95 区民公園南側ゾーン改修工事（水族館口シェルター） 品川区 鉄骨造（S） －

96 （仮称）浪速区計画 大阪市浪速区 鉄骨造（S） 7階



No. 工事名称 工事場所 建築構造 階層

97 ホテル計画清水五条 京都府京都市 鉄骨造（S） 10階

98 横浜市計画新築工事 神奈川県横浜市 鉄筋コンクリート造(RC) 8階

99 道の駅再整備工事（建築工事） 千葉県柏市 鉄骨造（S） 1階

100 ＴＤＦ造型工場ほか4棟耐震補強工事 宮城県柴田郡 鉄骨造（S） 1階

101 白岩プロジェクト 富山県中新川郡 鉄骨造（S） 2階

102 （仮称）池袋ビル新築工事 豊島区 鉄骨造（S） 10階

103 浅草計画新築工事 台東区 鉄筋コンクリート造(RC) 10階

104 上大崎計画 品川区 鉄骨造（S）
地下1階
地上9階
塔屋1階

105 マンション新築工事 練馬区 鉄筋コンクリート造(RC) 8階

106 多摩別棟4（新電波暗室棟）増築工事 八王子市 鉄筋コンクリート造(RC) －

107 勝どきﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事 中央区 鉄筋コンクリート造(RC) 7階

108 阿倍野区ビジネスホテル新築工事 大阪市 鉄筋コンクリート造（ＲＣ） 8階



No. 工事名称 工事場所 建築構造 階層

109 (仮称)茅ヶ崎市マンション新築工事 茅ケ崎市 鉄筋コンクリート造（ＲＣ） 5階

110 大阪町店舗　新築工事 京都市 鉄筋コンクリート造（ＲＣ）
地下1階
地上3階

111 (仮称)池袋ホテル新築工事 豊島区 鉄骨造（Ｓ） 10階

112 大学キャンパス渡り廊下　新築工事 八王子市 鉄骨造（Ｓ） 1階

113 市立小学校大規模改造工事 千葉市 鉄骨造（Ｓ） 4階

114 お茶の水店舗新築工事 千代田区 鉄骨造（Ｓ） 7階

115 防衛局 局舎新設建築その他工事 柏市 鉄筋コンクリート造（RC) 1階

116 共同住宅新築工事 横浜市 鉄筋コンクリート造（RC) 7階

117 家電量販店　諏訪店新築工事 長野県諏訪市 鉄骨造（Ｓ） 1階

118 機械メーカー栃木営業所　新築工事 杤木県宇都宮市 鉄骨造（Ｓ） 2階

119 病院　厨房棟増築工事 和歌山市 鉄骨造（Ｓ） 2階

　※　実績の一部をランダムに記載致しました。



＊2020年7月までの施工実績の一部をご紹介いたします。

鉄道･土木 編



No. 工事名称 工事場所 構造 階層

1 H駅エレベーター 新設工事 大田区 鉄骨造（S） 3階

2 T駅エレベーター新設工事 横浜市 鉄骨造（S） －

3 Aリニューアル工事(A棟) 渋谷区 鉄筋コンクリート造(RC) －

4 今井浜海岸駅連絡通路　新設工事 静岡県賀茂郡 鉄骨造（S） －

5 （仮称）赤坂6丁目計画　新築工事 港区 L型擁壁 －

6 本厚木MR①受変電設備更新計画 厚木市 鉄筋コンクリート造(RC) 2階

7 G駅改良工事　その２　（高架下建物） 品川区 鉄骨造（S） 2階

8 （仮称）某百貨店東横店東解体に伴うエスカレーター設置工事 渋谷区 鉄骨造（S） 7階

9 ３５７号東京港トンネル（その２）電気室新築工事 品川区 鉄筋コンクリート造(RC) －

10 (仮称)世田谷区祖師谷六丁目造成工事 世田谷区 自立式擁壁 －

11 H様邸新築工事　外構工事 町田市 自立式擁壁 －

12 小石川植物園西側道路整備工事(第一期) 文京区 自立式擁壁 －



No. 工事名称 工事場所 構造 階層

13 （仮称）伊豆某病院Ⅱ期工事 静岡県賀茂郡 － －

14 某駅土木工事 渋谷区 SRC造 3階

15 某工場　高圧設備更新工事 千葉県船橋市 － －

16 小石川植物園西側道路整備工事(第二期) 文京区 自立式擁壁 －

17 （仮称）某駅店舗改装工事 神奈川県鎌倉市 － －

18 福島復興電源（勿来地点）造成工事 福島県いわき市 － －

19 某変電所新築その他工事 横浜市港北区 鉄骨造（S） 2階

20 (仮称)世田谷区玉川2丁目計画 世田谷区 自立式擁壁 －

21 某社　鹿島工場　原料精選タンク架台及び基礎工事 茨木県神栖市 RC造一部鉄骨造 －

22 某社千葉製油所 ＣＰＬＰ ＩＳＢＬ－構内オフサイト工事 千葉県市原市 － －

23 某所風力発電所建設工事 福島県南相馬市 － －

24 某社様集合住宅新築工事【擁壁工事】 八王子市 L型擁壁 －



No. 工事名称 工事場所 構造 階層

25 福島復興電源（勿来地点）1工区敷地造成工事　（2期工事） 福島県いわき市 － －

26 福島復興電源土地造成及びインフラ関係土木工事 福島県いわき市 － －

27 某社 厚木営業所広告塔設置工事 神奈川県厚木市
鉄骨造（Ｓ）

地上1階
1階

28 津久井消防署造成工事 相模原市緑区 L型擁壁 －

29 （仮称）世田谷区等々力共同住宅計画新築工事【擁壁工事】 世田谷区 鉄筋コンクリート造（ＲＣ） －

30 某所変電所機器更新工事 横浜市青葉区 鉄骨造（Ｓ） 1階

31 某社 高圧盤更新工事 千葉県市川市 － －

32 某社　工場66ｋV受変電設備新築工事 群馬県太田市 鉄筋コンクリート造（ＲＣ） 1階

33 福島復興電源土地造成及びインフラ関係　土木工事 福島県 － －

34 某社 第2工場　特高変電所基礎工事 埼玉県比企郡 鉄筋コンクリート造（ＲＣ） －

35 千葉セントラル局 千葉セントラルファシリティー工事（高圧CUB） 千葉県千葉市 鉄筋コンクリート造(RC) 0

36 千葉セントラル局千葉セントラルファシリティー工事(発電機基礎) 千葉県千葉市 鉄筋コンクリート造(RC) 0



No. 工事名称 工事場所 構造 階層

37 Y駅前街区リノベーション計画（自由通路上家新設工事) 横浜市泉区 鉄骨造（S） 1階

38 稚内空港消防・除雪車庫改修工事 北海道稚内市 鉄筋コンクリート造(RC) 0

39 鹿島変電所鹿島火力線２Ｌ、３Ｌ引留鉄構基礎補強工事 茨城県鹿島郡 0 0

40 （仮称）厚木乗務員仮眠室新築工事 海老名市 鉄骨造（S） 1階

41 福島復興電源（勿来地点）インフラ関係建築工事 福島県いわき市 鉄筋コンクリート造(RC) 1階

42 小島新田駅機器室新設工事 川崎市川崎区 鉄骨造（S） 2階

43 本厚木駅南口築第一種市街地再開発事業に伴う駅前広場等整備工事 神奈川県厚木市 エレベーター基礎 2階

44 ポンプ所耐震補強その3工事 墨田区 0 0

45 令和元年度海浜公園昇降路建築工事 港区
壁式プレキャスト鉄筋コンク

リート造（WPRC)
2階

46 駅改良工事（建築関係その２） 神奈川県海老名市 鉄骨造（S） 1階

47 駅･倉庫改修工事ならびに通過線整備工事（ホーム上家他） 世田谷区 鉄骨造（S） 1階

　※　実績の一部をランダムに記載致しました。


