
2022年4月更新
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三井不動産ロジスティクスパーク海老名Ⅰ新築工事（施工中） 神奈川県海老名市 倉庫 122,200㎡

（仮称）岩槻物流センター新築工事（施工中） 埼玉県さいたま市 倉庫 18,617㎡

帝蚕倉庫株式会社横浜物流センター増築計画（施工中） 神奈川県横浜市 倉庫 11,835㎡

（仮称）世田谷区船橋6丁目計画（施工中） 東京都世田谷区 マンション 19,975㎡

（仮称）ニトリ目黒店新築工事（施工中） 東京都目黒区 店舗 14,181㎡

（仮称）松戸物流センター新築工事 千葉県松戸市 倉庫 71,257㎡

（仮称）DPL横浜戸塚新築工事 神奈川県横浜市 倉庫 140,537㎡

GLP相模原プロジェクトSITE1作業所 神奈川県相模原市 倉庫 59,590㎡

三菱ケミカル横浜総合研究所再構築 神奈川県横浜市 工場 36,500㎡

（仮称）浦和美園物流センター開発計画 埼玉県さいたま市 倉庫 100,000㎡

GLP新座プロジェクト 埼玉県新座市 倉庫 30,526㎡

GLP八千代Ⅲプロジェクト 千葉県八千代市 倉庫 59,590㎡

GLP北本プロジェクト 埼玉県北本市 倉庫 55,000㎡

葛西トラックターミナルA棟（仮称） 東京都江戸川区 倉庫 56,484㎡

昭和物流株式会社E棟 神奈川県川崎市 倉庫 16,170㎡

（仮称）株式会社日本陸送寄居営業所新倉庫建設工事 埼玉県大里郡 倉庫 12,049㎡

（仮称）草加特定流通業務施設計画作業所 埼玉県草加市 倉庫 14,479㎡

セッツカートン株式会社新東京工場新築工事 埼玉県川口市 工場 22,364㎡

越谷ディストリビューションセンター新築工事 埼玉県越谷市 倉庫 11,224㎡

松戸市内某マンション 千葉県松戸市 マンション 1,000㎡未満

株式会社井上運送佐谷田倉庫新築工事 埼玉県熊谷市 倉庫 5,000㎡未満

亀井産業株式会社木材チップ工場新築工事 埼玉県深谷市 工場 3,000㎡未満

柏市内某飲食店 千葉県柏市 店舗 1,000㎡未満

有明水再生センター管理棟床改修工事 東京都江東区 公共施設 1,000㎡未満

東京都立城南職業能力開発センター大田校 東京都大田区 学校 3,000㎡未満

（仮称）小宮山印刷ふじみ野工場新築工事 埼玉県ふじみ野市 工場 5,000㎡未満

（仮称）メタルワン成田倉庫新築工事 千葉県成田市 倉庫 3,000㎡未満

MFIP羽田ランプウェイ 東京都大田区 倉庫 1,000㎡未満
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（仮称）株式会社ミライト千葉東技術センタ建設工事 千葉県成田市 倉庫 3,000㎡未満

（仮称）埼玉ダイハツ販売株式会社 草加八潮店新築工事 埼玉県草加市 店舗 3,000㎡未満

金沢市内某マンション 石川県金沢市 マンション 1,000㎡未満

向久運輸株式会社車庫棟増築工事作業所 埼玉県久喜市 倉庫 1,000㎡未満

森崎工業本社工場 東京都八王子市 工場 3,000㎡未満

平和樹脂工業株式会社 埼玉県草加市 工場 3,000㎡未満

木村屋總本店 千葉県柏市 店舗 1,000㎡未満

伊原運送倉庫新築工事 埼玉県三郷市 倉庫 3,000㎡未満

レイクタウン小児科クリニック新築工事 埼玉県越谷市 病院・高齢者施設 1,000㎡未満

佐藤様賃貸施設新築工事（仮称）ケアガーデン鴻巣 埼玉県鴻巣市 病院・高齢者施設 1,000㎡未満

ジャパンディスプレイＪ１ライン改造計画作業所 千葉県茂原市 工場 1,000㎡未満

■株式会社フロアエージェント 研磨工事(下地処理および光沢研磨含む)・レベルダウン工事実績表
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日本陸送寄居営業所洗車場改修工事 埼玉県大里郡

BABY🄬HARAJUKU STORE 東京都渋谷区

株式会社SUBARU航空宇宙カンパニー南工場 栃木県宇都宮市

（仮称）Seria color the days 保木間増築工事 東京都足立区

新宿区内アパレル店舗 東京都新宿区

日に新た館補修工事 滋賀県蒲生郡

印西ロジスティクスセンター新築工事 千葉県印西市

オグス＆カンパニー株式会社本社工事 東京都練馬区

佐倉市内某工場 千葉県佐倉市

渋谷区内某店舗 東京都渋谷区

大田区内某スタジオ 東京都大田区

デポー越谷 埼玉県越谷市

ファンシーフーズ株式会社 埼玉県戸田市

栄パーク株式会社駐車場床改修工事 東京都北区

株式会社栄伸建設工業本社ビル新築工事 東京都足立区

イオンモール上尾店内某飲食店舗 埼玉県上尾市

根本邸 千葉県香取市

雑色カフェ店舗改修工事 東京都大田区

資生堂新羽計画 神奈川県横浜市

松戸市内某自動車工場改修工事 千葉県松戸市

新宿区内某店舗 東京都新宿区

新宿区内某倉庫 東京都新宿区

銀座某飲食店 東京都中央区

銀座某アパレル店 東京都中央区

渋谷区内某飲食店 東京都渋谷区

文京区内某飲食店 東京都文京区

船橋市内戸建て改修工事 千葉県船橋市

杉並区内某倉庫 東京都杉並区
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イオンモール上尾某飲食店舗 埼玉県上尾市

株式会社村上ステンレス工業改修工事 埼玉県三郷市

大田区内某倉庫 東京都大田区

令和元年度京浜島つばさ公園外トイレ改修工事 東京都大田区

東村山市内某精肉店 東京都東村山市

横浜市内某事務所改修工事 神奈川県横浜市

霞ヶ関南病院表層改修工事 埼玉県川越市

文京区内店舗改修工事 東京都文京区

八潮市内某工場改修工事 埼玉県八潮市

ACTTAS-T改修工事 東京都目黒区

江東区平久小学校塗床工事 東京都江東区

港区浜松町厨房床改修工事 東京都港区

ヒロトストアー渡里店 茨城県水戸市

荒川区内某ビル 東京都荒川区

渋谷区内某マンション 東京都渋谷区

三栄精工株式会社 岐阜県美濃加茂市

高増屋補修工事 東京都新宿区

高崎市イオンモール内店舗改修工事 群馬県高崎市

カリン水戸 茨城県水戸市

相田化学工業株式会社 東京都府中市

クレッセント千歳船橋補修工事 東京都世田谷区

ソフィア小岩 東京都江戸川区

品川区内某店舗 東京都品川区

ＢＬＰ大島床改修工事 東京都江東区

E邸戸建て ⾧野県中野市

F邸戸建て 東京都町田市

A邸某マンション 埼玉県さいたま市

I邸某マンション 東京都板橋区
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N邸某マンション 千葉県香取市

朝霞市内某駐車場 埼玉県朝霞市

渋谷区内某店舗 東京都渋谷区

ブリシア西日暮里新築工事 東京都荒川区

南砂町グリーンハイツ2号棟 東京都江東区

越谷市内某飲食店 埼玉県越谷市

江戸川区内某マンション 東京都江戸川区

相模原市緑区古清水３期（建売）新築工事 神奈川県相模原市

株式会社ミラノ商会 東京都町田市

東大和市某美容室 東京都東大和市

某輸入車販売店 東京都足立区

某邸戸建て 東京都板橋区

箱根某マンション 神奈川県足柄下郡

有限会社里和新築工事 埼玉県川口市

台東区内某マンション 台東区東浅草

目黒区立東山小学校修繕工事 東京都目黒区

狛江市内某店舗 東京都狛江市

I邸戸建て 東京都小金井市

西新宿某店舗 東京都新宿区

磯原作業所 茨城県北茨城市

関電工久慈営業所建替え計画 茨城県常陸大宮市

株式会社ノジマ 埼玉県朝霞市
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