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虎ノ門･麻布台地区第一種市街地再開発新築工事（A街区）(施工中) 東京都港区 商業施設 461876.64㎡

（仮称）ビッグモーター上越店新築工事 新潟県上越市 店舗 1265.00㎡

北部配水場更新工事 埼玉県さいたま市 公共施設 880.00㎡

新東名高速道路伊勢原大山ICヤード造成工事 神奈川県伊勢原市 公共施設 807.00㎡

株式会社小野田商店店舗付共同住宅新築工事 埼玉県越谷市 店舗 2540.00㎡

（仮称）板橋区南町A耐震補強に伴う改修計画 東京都板橋区 ビル 578.00㎡

（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 4529.00㎡

トキワ印刷株式会社本社工場棟新築工事 福島県須賀川市 工場 7460.00㎡

（仮称）ドラッグコスモス倉賀野店新築工事 群馬県高崎市 店舗 1950.00㎡

（仮称）DPL流山2新築工事(施工中) 千葉県流山市 倉庫 140537.58㎡

（仮称）ニトリ石狩ＤＣ新築工事 北海道石狩市 倉庫 76754.72㎡

中野二丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事 東京都中野区 ビル 49799.23㎡

道路法面工事 茨城県土浦市 公共施設 700.00㎡

MFLP海老名Ⅰ新築工事 神奈川県海老名市 倉庫 121770.00㎡

（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 4529.00㎡

（仮称）アパホテル上野駅前PJ新築工事 東京都台東区 ホテル 5109.77㎡

（仮称）阿佐ヶ谷PJ 東京都杉並区 ビル 5236.80㎡

（仮称）レーベン鶴瀬Ⅱ新築工事（施工中） 埼玉県富士見市 マンション 4197.00㎡

ロイヤルプロ横浜港北インター 神奈川県横浜市 店舗 2982.00㎡

（仮称）墨田区両国PJ新築工事 東京都墨田区 ビル 997.24㎡

（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 21110.73㎡

（仮称）世田谷区船橋6丁目計画 東京都世田谷区 ビル 19974.53㎡

K様マンション新築工事 東京都八王子市 マンション 1497.40㎡

ウエルシア新潟弁天橋通店新築工事 新潟県新潟市 店舗 1131.16㎡

（仮称）ニトリ目黒店新築工事 東京都目黒区 店舗 14181.41㎡

イデシギョー倉庫新築 静岡県富士市 倉庫 11451.71㎡

中日総合サービス一宮ステーション改築工事 愛知県一宮市 事務所 2064.98㎡

（仮称）三幸学園横浜B&B専門学校新築工事 神奈川県横浜市 学校 1088.12㎡
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RDS平和島センター冷凍冷蔵設備工事に伴う付帯工事 東京都大田区 事務所 592.00㎡

学校法人東邦大学習志野キャンパス正門他整備工事 千葉県船橋市 学校 576.90㎡

（仮称）新宿区南元町計画新築工事 東京都新宿区 マンション 1416.00㎡

生活クラブ飯能デリバリーセンター再編成計画新棟建設工事 埼玉県飯能市 事務所 950.00㎡

新鎌ヶ谷三丁目介護施設新築工事 千葉県鎌ケ谷市 病院・高齢者施設 1885.25㎡

Dプロジェクト飯能新築工事 埼玉県飯能市 倉庫 1430.00㎡

三菱ケミカル横浜総合研究所再構築 神奈川県横浜市 事務所 36500.00㎡

文京区関口台小学校 東京都文京区 学校 592.00㎡

羽田プロジェクトA 東京都大田区 公共施設 875.10㎡

（仮称）ベルク相模原宮下本町店新築工事 神奈川県相模原市 店舗 527.00㎡

株式会社井上運送佐谷田倉庫新築工事 埼玉県熊谷市 事務所 4270.00㎡

学芸大学テラス新築工事 東京都世田谷区 学校 640.39㎡

（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 事務所 1139.09㎡

（仮称）若林3丁目計画新築工事 東京都世田谷区 ビル 1673.00㎡

株式会社加藤研磨製作所 第2工場新築工事 東京都大田区 工場 530.00㎡

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 11224.34㎡

所沢市立向陽中学校 埼玉県所沢市 学校 800.00㎡

（仮称）草加市瀬崎2丁目貸店舗新築工事 埼玉県草加市 店舗 1238.20㎡

刈沼高架橋（正式：一般国道408号PC橋上部工建設工事） 栃木県宇都宮市 公共施設 1000.00㎡

（仮称）浦安市港物流センター新築工事 千葉県浦安市 倉庫 34640.72㎡

GLP ALFALINK 相模原Ⅳ PJ 神奈川県相模原市 倉庫 106000.00㎡

関電工久慈営業所建替え計画 茨城県常陸大宮市 事務所 1160.00㎡

（仮称）ニトリさいたま中央店新築工事 埼玉県さいたま市 店舗 7510.22㎡

帝蚕倉庫株式会社横浜物流センター 増築計画 神奈川県横浜市 倉庫 11834.70㎡

武州運輸倉庫㈱危険物倉庫新築工事 埼玉県加須市 倉庫 1372.60㎡

（仮称）スズキ自販埼玉アリーナ春日部移転新築工事 埼玉県春日部市 事務所 1334.00㎡

新町新築工事 東京都世田谷区 マンション 1264.43㎡

（仮称）五條製紙株式会社物流センター新築工事 静岡県富士市 倉庫 8312.03㎡
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株式会社浜名 川藤倉庫工事 埼玉県吉川市 倉庫 1550.00㎡

ホロン本社工場新築工事 東京都立川市 工場 6014.10㎡

GLP北本プロジェクト 埼玉県北本市 倉庫 54478.05㎡

S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 ビル 1440.70㎡

北陸新幹線工事 福井県あわら市 公共施設 574.00㎡

八王子市⾧房地区まちづくりプロジェクト 東京都八王子市 商業施設 10324.60㎡

（仮称）株式会社ログ工場・事務所新築工事 福島県郡山市 事務所 3500.00㎡

（仮称）松戸六実貸施設新築工事 千葉県松戸市 ビル 2990.00㎡

（仮称）浦和美園物流センター開発計画 埼玉県さいたま市 工場 7813.64㎡

（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 12049.71㎡

フロアエージェント  八潮ガレージ 埼玉県八潮市 倉庫 960.00㎡

田無駅南口テナントビル新築工事 東京都西東京市 商業施設 1600.00㎡

株式会社東亜理科様松伏町新倉庫新築工事 埼玉県北葛飾郡 倉庫 800.00㎡

（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 事務所 2952.00㎡

（仮称）東日暮里計画新築工事 東京都荒川区 店舗 8736.59㎡

（仮称）厚木市物流倉庫計画新築工事 神奈川県厚木市 倉庫 5696.00㎡

大田区蒲田1丁目計画 東京都大田区 マンション 1766.18㎡

（仮称）関町東集合住宅新築工事 東京都練馬区 マンション 812.75㎡

（仮称）幼稚園こども園 白菊幼稚園新築工事 埼玉県さいたま市 学校 972.40㎡

フクレックス第2工場新築工事 埼玉県児玉郡 工場 24150.00㎡

穂高クリーンセンター（穂高新ごみ処理施設） ⾧野県安曇野市 公共施設 1000.00㎡

（仮称）光工業株式会社西尾工場 愛知県西尾市 工場 2670.00㎡

GLP八千代Ⅲプロジェクト 千葉県八千代市 倉庫 59590.00㎡

伊原運送倉庫新築工事 埼玉県三郷市 倉庫 1798.00㎡

LDS東京宗教施設アネックス棟新築工事 東京都港区 宗教施設 14237.00㎡

（仮称）クレイシア中目黒新築工事（目黒区上目黒2丁目計画） 東京都目黒区 マンション 1266.98㎡

豊洲六丁目4-3街区ホテル計画 東京都江東区 ホテル 630.00㎡

株式会社ヒダロジステックスス成田営業所新築工事 千葉県成田市 倉庫 1024.00㎡
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南八王子病院移転新築工事 東京都八王子市 病院・高齢者施設 7521.79㎡

オートバックス流山おおたかの森工事 千葉県流山市 店舗 1000.00㎡

四鹿地区外跨道橋上部工事 茨城県行方市 公共施設 786.20㎡

（仮称）高円寺南四丁目ＰＪ新築工事 東京都杉並区 店舗 1130.41㎡

杉並区方南一丁目計画 東京都杉並区 マンション 750.00㎡

（仮称）山下寝具16号倉庫新築工事 神奈川県伊勢原市 倉庫 1043.66㎡

（仮称）麹町5丁目計画新築工事 東京都千代田区 事務所 48000.00㎡

三郷浄水場受変電所・常用自家発電所及び排泥濃縮槽等築造工事 埼玉県三郷市 公共施設 19414.60㎡

T田様 美南5丁目PJ 埼玉県吉川市 戸建住宅 560.00㎡

（柏Ⅱ）総合研究棟（情報系）新営その他工事 千葉県柏市 学校 1005.00㎡

美鳩小学校校舎新築工事 東京都中野区 学校 588.00㎡

平成30年度辰巳排水機場（再整備）建築工事 東京都江東区 公共施設 2505.00㎡

（仮称）東大和奈良橋店新築工事 東京都東大和市 店舗 615.00㎡

所沢駅東口駅ビル計画 埼玉県所沢市 商業施設 1724.00㎡

森ビル愛宕山周辺地区（1地区） 東京都港区 マンション 42799.00㎡

大王ﾊﾟｯｹｰｼﾞ㈱茨城工場原紙倉庫建設工事 茨城県猿島郡 倉庫 2620.00㎡

練馬宿舎新設建築工事 東京都練馬区 ホテル 614.00㎡

（仮称）クレヴィスタ中板橋Ⅱ新築工事 東京都板橋区 マンション 2476.48㎡

（仮称）草加物流センター新築工事 埼玉県草加市 倉庫 14453.02㎡

（仮称）北区滝野川三丁目マンション計画新築工事 東京都北区 商業施設 1672.16㎡

東京国際エアカーゴターミナル 東京都大田区 公共施設 2240.00㎡

大森工業 千葉北工場 鉄構部 千葉県千葉市 工場 540.00㎡

株式会社スズケン加須支店新築工事 埼玉県加須市 事務所 1892.35㎡

高倉町倉庫新築工事 東京都八王子市 倉庫 1399.87㎡

（仮称）太田鉄工株式会社 工場新築工事 埼玉県日高市 工場 1530.00㎡

有明アリーナ新築工事 東京都江東区 公共施設 6790.00㎡

順天堂大学練馬病院４号館増築工事 東京都練馬区 病院・高齢者施設 29897.00㎡

（仮称）小久保鉄筋工業㈱第二期敷地拡張 埼玉県熊谷市 事務所 1614.03㎡
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常陸大宮市土間コンクリート工事 茨城県常陸大宮市 ビル 700.00㎡

プレール・ドゥーク森下Ⅲ新築工事作業所 東京都墨田区 マンション 1657.18㎡

セッツカートン㈱新東京第2工場 埼玉県八潮市 工場 1661.00㎡

パークシティLaLa横浜立替計画 神奈川県横浜市 商業施設 870.00㎡

ＮＴＴ-ＵＤ原宿駅前開発 東京都渋谷区 商業施設 8000.00㎡

（仮称）有限会社藤沢急送岡部榛沢倉庫新築工事 埼玉県深谷市 倉庫 2724.76㎡

日吉箕輪町計画新築工事 神奈川県横浜市 マンション 826.00㎡

堀切ポンプ所発電機棟建設その2工事 東京都葛飾区 公共施設 658.75㎡

⾧谷工 浦安市高洲1丁目計画 千葉県浦安市 マンション 580.00㎡

神田東松下町計画 東京都千代田区 ビル 584.31㎡

（仮称）聖ヨゼフ病院建替え増築工事 神奈川県横須賀市 病院・高齢者施設 617.00㎡

渋谷区本町1丁目計画新築工事 東京都渋谷区 ビル 760.55㎡

芝大門NOK本社計画作業所 東京都港区 事務所 643.00㎡

（仮称）新区民センター増築工事 東京都豊島区 公共施設 1135.00㎡

足立区入谷2丁目ビル新築工事 東京都足立区 ビル 668.00㎡

（仮称）北区志茂1丁目PROJECT 東京都北区 マンション 645.00㎡

（仮称）スズキ自販埼玉・スズキ自販関東浦和美園新築工事 埼玉県さいたま市 店舗 1327.87㎡

（仮称）磯子3丁目マンション新築工事 神奈川県横浜市 マンション 2823.87㎡

（仮称）川口飯塚一丁目3番地区計画 埼玉県川口市 マンション 5430.00㎡

宇田川町14・15地区第一種市街地再開発事業（渋谷パルコ解体・新築） 東京都渋谷区 商業施設 2417.70㎡

豊洲2丁目再開発作業所 東京都江東区 商業施設 9231.00㎡

（仮称）オープンレジデンシア板橋1丁目新築工事 東京都板橋区 マンション 2432.80㎡

松戸北部市場 開発計画プロジェクト 千葉県松戸市 商業施設 2070.00㎡

ホッカンホールディングス館林 群馬県館林市 事務所 650.00㎡

成城学園初等学校本校舎建替工事 東京都世田谷区 学校 4300.67㎡

八王子税務署 東京都八王子市 公共施設 600.00㎡

新田倉庫 東京都足立区 倉庫 660.00㎡

都営住宅28H-110東(北区桐ヶ丘二丁目GN05街区)工事B-1号棟 東京都北区 マンション 610.00㎡
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株式会社阿部倉庫新築工事 栃木県栃木市 倉庫 1150.00㎡

（仮称）阿佐ヶ谷北1丁目新築工事 東京都杉並区 マンション 1689.47㎡

ホテルルートイン柏新築工事 千葉県柏市 ホテル 5076.69㎡

プレミスト志村3丁目計画新築工事 東京都板橋区 マンション 605.00㎡

コベルコパワー真岡発電所2期見学者施設他 栃木県真岡市 事務所 665.00㎡

小田急柏木ビル立替計画 東京都新宿区 ビル 600.00㎡

（仮称）ルジュンテ根津新築工事 東京都文京区 マンション 2082.79㎡

（仮称）ロジクロス厚木Ⅱ開発計画 神奈川県厚木市 倉庫 800.00㎡

グランドメゾン曙橋新築工事 東京都新宿区 マンション 2699.98㎡

（仮称）クレヴィア初台新築工事 東京都渋谷区 マンション 1672.66㎡

寿町住宅（仮称）建替工事及び寿町福祉会館(整備建築）工事 神奈川県横浜市 病院・高齢者施設 590.00㎡

鴻巣倉庫工事 埼玉県鴻巣市 倉庫 2950.00㎡

みやぎ水再生センター作業所 東京都足立区 公共施設 1888.70㎡

プレシス八王子レグリオ新築工事 東京都八王子市 マンション 11169.61㎡

（仮称）T様 介護施設新築工事 埼玉県三郷市 病院・高齢者施設 2270.00㎡

（仮称）大田区矢口一丁目計画新築 東京都大田区 マンション 756.00㎡

外環大泉ランプ作業所 東京都練馬区 公共施設 720.00㎡

川崎幸区柳町計画新築工事 神奈川県川崎市 マンション 664.00㎡

（仮称）谷津店建替え新築工事 千葉県習志野市 店舗 570.00㎡

（仮称）メインステージ錦糸町Ⅸ新築工事（RC造・地下1階・地上12階） 東京都墨田区 マンション 2848.61㎡

吾嬬立花中学校校舎新築その他工事 東京都墨田区 学校 9480.78㎡

（仮称）オーベル住吉新築工事 東京都江東区 マンション 690.00㎡

ノムラエステートビル計画 東京都日野市 ビル 2840.97㎡

（仮称）互省ビル計画新築工事 神奈川県横浜市 ビル 971.60㎡

江南日野南3丁目 神奈川県横浜市 ビル 520.00㎡

Landport川口新築工事 埼玉県川口市 商業施設 20272.00㎡

中央工学校付属日本語学校新校舎建設工事 東京都北区 学校 1753.11㎡

六本木３丁目ホテル 東京都港区 ホテル 780.00㎡
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扇橋閘門管理棟耐震・耐水対策工事 東京都江東区 公共施設 1943.00㎡

（仮称）川口本町4丁目イコムビル新築工事 埼玉県川口市 飲食店 843.85㎡

（仮称）NIPPO 目黒本町マンション新築工事 東京都目黒区 マンション 2000.00㎡

ザ・パークハウス上尾 計画 新築工事 埼玉県上尾市 マンション 700.00㎡

椿本チェイン埼玉工場 埼玉県飯能市 工場 1504.00㎡

ケアホーム葛飾新築工事 東京都葛飾区 病院・高齢者施設 7217.90㎡

明治埼玉工場新製造棟建設 工場 920.00㎡

池田興業株式会社宇都宮第6倉庫新築工事 栃木県芳賀郡 倉庫 7763.40㎡

渋谷駅街区東棟新築工事 渋谷区渋谷 商業施設 181000.00㎡

柏木工機株式会社柏沼南計画新築工事 千葉県柏市 事務所 5306.00㎡

（仮称）伊予銀行むさしの寮建替工事 東京都小平市 寮 4838.00㎡

（仮称）中野四季の森公園自転車駐輪場整備工事 東京都中野区 駐車場 2000.00㎡

上並榎共同住宅 群馬県高崎市 マンション 1608.00㎡

渋谷区役所 住宅棟 東京都渋谷区 マンション 10908.00㎡

南町田ＰＪ商業施設新築工事ＪＶ 東京都町田市 商業施設 7110.00㎡

（仮称）アルファコート西川口15新築工事 埼玉県川口市 マンション 1700.00㎡

（仮称）マミーマート下戸田店新築工事 埼玉県戸田市 店舗 6611.54㎡

（仮称）小金井市緑町5丁目計画新築工事 東京都小金井市 マンション 1860.66㎡

（仮称）レーベン土呂1丁目新築工事 埼玉県さいたま市 マンション 660.00㎡

（仮称）松影町4丁目簡易宿泊所新築工事 神奈川県横浜市 ホテル 848.48㎡

（仮称）中目黒5丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 東京都目黒区 マンション 731.47㎡

S様共同住宅新築工事 東京都豊島区 マンション 836.50㎡

椚田ハウス 東京都八王子市 マンション 660.00㎡

習志野給水場 (仮称）第四給水場 千葉県習志野市 公共施設 2400.00㎡

ＪＯＣプロジェクト 千葉県白井市 ビル 2700.00㎡

さいたま市立中等教育学校（仮称）整備事業 埼玉県さいたま市 学校 2500.00㎡

（仮称）A様ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽ八潮新築工事 埼玉県八潮市 戸建住宅 2422.70㎡

（仮称）グランスイート麹町新築計画 東京都千代田区 マンション 2769.80㎡
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K様マンション新築工事 埼玉県新座市 マンション 960.00㎡

船橋前原西１丁目ビル 千葉県船橋市 ビル 1125.64㎡

（仮称）西川口1丁目マンション新築工事 埼玉県川口市 マンション 1554.61㎡

武蔵小金井駅南口第２地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事 東京都小金井市 商業施設 620.00㎡

（仮称）小山6丁目ＰＪ新築工事 東京都品川区 マンション 503.60㎡

（仮称）ファナック㈱日野単身寮計画既存建物解体工事 東京都日野市 マンション 3570.78㎡

協育歯車工業株式会社D棟工場新築工事（3F建て） 埼玉県春日部市 工場 2007.00㎡

（仮称）LEGALAND神楽坂新築工事 東京都新宿区 マンション 774.55㎡

S様共同住宅新築工事 埼玉県さいたま市 マンション 1150.00㎡

百人町ホテル新築工事 東京都新宿区 ホテル 787.28㎡

アクロスプラザ東久留米A・B棟新築工事 東京都東久留米市 マンション 4765.54㎡

ハローストレージ相模原 神奈川県相模原市 ビル 710.00㎡

（仮称）平塚シルバーセンター跡複合施設新築工事 東京都品川区 ビル 1202.00㎡

東麻布1丁目 東京都港区 ビル 690.00㎡

特別養護老人ホーム新築工事 東京都足立区 病院・高齢者施設 5662.58㎡

（仮称）ファースト都立大学駅前ビル新築工事 東京都目黒区 ビル 1011.00㎡

ルピアコート西大宮Ⅱ新築工事 埼玉県さいたま市 マンション 6179.54㎡

さいたま市立美園中学校新築工事 埼玉県さいたま市 学校 14320.52㎡

（仮称）ラ・ストーリア馬事公苑新築工事 東京都世田谷区 病院・高齢者施設 2833.72㎡

（仮称）世田谷等々力共同住宅計画新築工事 東京都世田谷区 マンション 2571.76㎡

練馬区羽沢3丁目計画 東京都練馬区 マンション 3671.08㎡

（仮称）第7明和ビル新築工事 東京都世田谷区 事務所 2686.13㎡

クレイシア両国 東京都墨田区 マンション 1458.59㎡

都立府中療育センター（28）改築工事 東京都府中市 公共施設 24963.26㎡

（仮称）新宿区四谷坂町計画新築工事 東京都新宿区 マンション 3577.44㎡

（仮称）鍛冶町ホテルプロジェクト 東京都千代田区 ホテル 2642.82㎡

（仮称）菊川3丁目プロジェクト新築工事 東京都墨田区 ビル 1190.78㎡

New Product Center at K1 Plant 新築工事 神奈川県川崎市 工場 11487.87㎡
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熊谷通運㈱鴻巣倉庫改修工事 埼玉県鴻巣市 倉庫 648.00㎡

乃木坂ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾄマンション立替事業に係る施工再建マンション新築工事 東京都港区 マンション 9785.92㎡

（仮称）エンドレス柳橋ビル新築工事 東京都台東区 店舗 4420.60㎡

プレシス大神宮下新築工事 千葉県船橋市 マンション 5053.80㎡

（仮称）茅ヶ崎中央プロジェクト新築工事 神奈川県横浜市 病院・高齢者施設 2794.89㎡

オープンレジデンシア新宿納戸町新築工事 東京都新宿区 マンション 2326.53㎡

クレイシア旗の台新築工事 東京都大田区 店舗 814.41㎡

（仮称）エルスタンザ西小山新築工事 東京都品川区 マンション 1091.30㎡

（仮称）京成門前仲町ビル新築工事 東京都江東区 ホテル 3939.88㎡

（仮称）蔵前Ⅱ計画建設工事 東京都台東区 マンション 2138.55㎡

幕張新都心若葉計画Ｂ-7街区作業所 千葉県千葉市 マンション 60154.79㎡

（仮称）クリオ横須賀中央新築工事 神奈川県横須賀市 マンション 5132.00㎡

トヨタＴ＆Ｓ建設 東京トヨペット深川 東京都江東区 店舗 2140.00㎡

関町南3丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都練馬区 ビル 618.91㎡

（仮称）南池袋2丁目プロジェクト新築工事 東京都豊島区 ビル 608.59㎡

株式会社ＮＩＰＰＯ新本社計画 東京都中央区 事務所 5500.00㎡

（仮称）レーベン北浦和新築工事 埼玉県さいたま市 マンション 9600.06㎡

浦安中学校大規模改修・増築棟建築工事 千葉県浦安市 学校 6024.22㎡

（仮称）T8プロジェクト[渋谷1丁目] 東京都渋谷区 店舗 2049.90㎡

（仮称）カネサエクスプレス様倉庫新築工事 群馬県伊勢崎市 店舗 2465.00㎡

（仮称）介護老人福祉施設ケアホーム板橋新築工事 東京都板橋区 病院・高齢者施設 11011.71㎡

（仮称）望星病院新築工事 埼玉県さいたま市 病院・高齢者施設 4187.04㎡

結城市吉沢運送 茨城県結城市 倉庫 850.00㎡

（仮称）多摩センターモノレール駅前プロジェクト工事 東京都多摩市 飲食店 5413.12㎡

ＳＹビル新築工事 東京都千代田区 ビル 1720.00㎡

市川市菅野計画新築工事 千葉県市川市 マンション 2757.35㎡

クリオ茅ヶ崎サザンマークス新築工事 神奈川県茅ヶ崎市 マンション 3458.72㎡

株式会社ミライト鹿浜寮新築工事 東京都足立区 マンション 2900.00㎡
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（仮称）西葛西駅前PJ 東京都江戸川区 スポーツ施設 3640.52㎡

田園調布学園 東京都世田谷区 学校 2146.69㎡

中野新井4丁目計画新築工事 東京都中野区 ビル 560.00㎡

渋谷区南平台町5計画新築工事 東京都渋谷区 マンション 14955.75㎡

（仮称）南元町計画新築工事 東京都新宿区 マンション 1000.00㎡

（仮称）港区西麻布2丁目4計画新築工事 東京都港区 マンション 2631.19㎡

帝京大学八王子スポーツ医科学センター新築計画 東京都八王子市 病院・高齢者施設 8952.80㎡

イニシア浦安北栄2丁目共同住宅 千葉県浦安市 マンション 4842.58㎡

三陽商会新アネックスビル新築工事 東京都新宿区 事務所 6598.06㎡

西東京市田無町4丁目計画新築工事 東京都西東京市 マンション 13571.66㎡

（仮称）亀沢2丁目マンション新築工事 東京都墨田区 マンション 1424.82㎡

（仮称）千代田区五番町計画新築工事 東京都千代田区 マンション 2999.98㎡

（仮称）松ヶ谷3丁目マンション新築工事 東京都台東区 マンション 2608.34㎡

（仮称）藤沢市湘南台2丁目新築工事 神奈川県藤沢市 ビル 2727.09㎡

築地本願寺 改修工事 東京都杉並区 宗教施設 1237.00㎡

（仮称）北関東スチールセンター 群馬県伊勢崎市 事務所 2808.00㎡

糸井ホールディングス㈱様有料老人ホーム新築工事 群馬県太田市 病院・高齢者施設 1112.00㎡

三浦市低温卸売場新築工事 神奈川県三浦市 店舗 3184.00㎡

グランイーグル大森西 東京都大田区 マンション 2000.00㎡

千葉県習志野打設工事 千葉県習志野市 ビル 1100.00㎡

（仮称）川口駅西口SPRビル新築工事 埼玉県川口市 ホテル 4096.80㎡

吉川市新庁舎建設工事(付属棟建設工事) 埼玉県吉川市 公共施設 9110.00㎡

ミオカステーロ入谷Ⅱ 東京都台東区 ホテル 3691.20㎡

大田市場(28)青果プロセスセンター整備工事 東京都大田区 商業施設 13410.74㎡

稲付中学校新築工事 東京都北区 学校 9141.20㎡

（仮称）雪が谷大塚計画 東京都大田区 マンション 1396.23㎡

江東区塩浜2丁目計画 東京都江東区 ビル 5721.56㎡

六町97街区計画新築工事 東京都足立区 店舗 1876.12㎡
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（仮称）キッズガーデン武蔵小金井新築工事 東京都小金井市 学校 540.65㎡

（仮称）大田区南六郷2丁目プロジェクト新築工事 東京都大田区 マンション 2662.24㎡

アルファコート川口4新築工事 埼玉県川口市 マンション 1765.65㎡

（仮称）三郷中央2丁目店舗付マンション計画 埼玉県三郷市 マンション 1097.00㎡

（仮称）大島5丁目計画新築工事 東京都江東区 マンション 1844.95㎡

ネグロス東雲電工新東京中央営業所 東京都江東区 事務所 600.00㎡

宮園保育園 東京都中野区 学校 514.00㎡

東京都障害者スポーツセンター 東京都北区 スポーツ施設 637.00㎡

南麻布4丁目計画新築工事 東京都港区 マンション 28570.44㎡

足立区鹿浜菜の花中学校新築工事 東京都足立区 学校 12510.49㎡

（仮称）セントラル自動車技研川島町BP＆新車センター新築工事 埼玉県比企郡 事務所 6862.00㎡

（仮称）ビバリーホームズ武蔵関Ⅳ新築工事 東京都練馬区 マンション 3706.09㎡

株式会社ニチレイフーズ船橋工場 各種工事 千葉県船橋市 工場 15687.50㎡

（仮称）東戸塚プロジェクト新築工事 神奈川県横浜市 マンション 9050.03㎡

（仮称）品川区東大井1丁目計画 東京都品川区 マンション 25686.36㎡

(仮称)UI春日部ロジステックセンター新築工事 埼玉県春日部市 倉庫 23037.26㎡

足立一ツ家都住 東京都足立区 ビル 650.00㎡

（仮称）特別養護老人ホーム新泉サナホーム新築工事 東京都杉並区 病院・高齢者施設 3317.07㎡

ファナック㈱筑波2区社員住宅建設 茨城県筑西市 マンション 900.00㎡

（仮称）戸越公園プロジェクト新築工事 東京都品川区 マンション 1776.28㎡

磯原作業所 茨城県北茨城市 事務所 600.00㎡

リアンレーヴ板橋蓮根 東京都板橋区 病院・高齢者施設 1829.20㎡

（仮称）宮沢模型越谷流通センター新築工事 埼玉県越谷市 倉庫 4420.00㎡

稲毛区山王町工事 千葉県千葉市 ビル 580.00㎡

世田谷区立山野小学校改築工事 東京都世田谷区 学校 9993.93㎡

稲毛区山王町工事 千葉県千葉市 ビル 520.00㎡

千葉日大中高新校舎建築工事 千葉県船橋市 学校 13136.00㎡

（仮称）ヴァローレ北千住V新築工事 東京都足立区 マンション 2184.47㎡
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（仮称）江戸川区中央1丁目計画 東京都江戸川区 ビル 509.37㎡

MFLPつくば新築工事 茨城県つくばみらい市 倉庫 63397.11㎡

（仮称）中央区日本橋浜町3丁目プロジェクト新築工事 東京都中央区 ビル 1691.44㎡

（仮称）安田倉庫鶴屋町2-13ＰＪ新築工事 神奈川県横浜市 倉庫 9994.00㎡

大森南４丁目施設計画 東京都大田区 病院・高齢者施設 3483.79㎡

七福の湯 稲毛店 新築工事 千葉県千葉市 商業施設 3080.92㎡

マルエツ習志野店新築工事 千葉県習志野市 店舗 2000.00㎡

高崎ＯＰＡ 群馬県高崎市 商業施設 41727.00㎡

（仮称）横浜市南区井土ヶ谷中町計画 新築工事 神奈川県横浜市 マンション 9035.00㎡

レジデンシャル池上新築工事 東京都大田区 マンション 2890.91㎡

（仮称）中央区晴海2丁目計画 東京都中央区 マンション 120790.75㎡

（仮称）ロアール下丸子新築工事 東京都大田区 マンション 1859.43㎡

戸田市南町計画新築工事 埼玉県戸田市 倉庫 1265.25㎡

（仮称）PMO御茶ノ水計画新築工事 東京都千代田区 事務所 2745.85㎡

ＧＥＭＳ新橋計画新築工事 東京都港区 飲食店 1572.91㎡

アパホテル＆リゾート西新宿五丁目駅タワー 東京都渋谷区 ホテル 12893.67㎡

（仮称）代々木三丁目計画 新築工事 東京都渋谷区 マンション 1202.07㎡

（仮称）西五反田6丁目計画 東京都品川区 ビル 745.99㎡

（仮称）本郷４丁目計画新築工事 東京都文京区 マンション 3085.83㎡

（仮称）メインステージ板橋宮本町新築工事 東京都板橋区 マンション 2517.33㎡

グランイーグル大森南 東京都大田区 マンション 2000.00㎡

イニシア池上4丁目共同住宅新築工事 東京都大田区 マンション 2990.39㎡

（仮称）蒲田ホテル計画新築工事 東京都大田区 ホテル 2998.92㎡

（仮称）武蔵新城マンション新築工事 神奈川県川崎市 マンション 3229.46㎡

横浜共立作業所 神奈川県横浜市 事務所 1305.00㎡

浜田山3丁目プロジェクト新築工事 東京都杉並区 ビル 914.72㎡

医療法人社団敬悠会副都心病院新築工事 東京都豊島区 病院・高齢者施設 743.00㎡

ジオ四谷荒木町新築工事 東京都新宿区 マンション 9998.53㎡
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アネージュ勝田石川町作業所 茨城県ひたちなか市 マンション 4370.84㎡

（仮称）ジェイ・エス・ティ浅草橋ビルプロジェクト 東京都台東区 ホテル 5155.07㎡

小平小川町１丁目ＰＪ 東京都小平市 店舗 2000.00㎡

Ｈ28上尾道路改良その２工事 埼玉県さいたま市 公共施設 20000.00㎡

都立江北高等学校（28）改築工事 東京都足立区 学校 14477.78㎡

高瀬物産本社ビル新築工事 東京都中央区 事務所 2719.81㎡

沼南（しょうなん）調整池作業所 千葉県柏市 公共施設 6800.00㎡

（仮称）川崎区小田一丁目計画新築工事 神奈川県川崎市 ビル 8774.01㎡

入江崎水処理C改築その3 神奈川県川崎市 公共施設 800.00㎡

（仮称）PMO八丁堀Ⅲ新築工事 東京都中央区 事務所 2134.50㎡

（仮称）目黒区東山1丁目21番計画新築工事 東京都目黒区 マンション 2913.23㎡

東京東信用金庫鎌田支店新築工事 東京都江戸川区 店舗 1830.00㎡

ヴェレーナシティ東京イーストガーデンズ 東京都江東区 マンション 10654.81㎡

亀戸駅東口自転車駐車場撤去及び建設工事 東京都江東区 駐車場 1070.00㎡

ホテル赤坂3丁目新築工事 東京都港区 ホテル 2000.00㎡

（仮称）ルネサンスコート東向島新築工事 東京都墨田区 マンション 1188.74㎡

弥生台駅前街区リノベーション計画 神奈川県横浜市 商業施設 4959.40㎡

（仮称）なでしこ小学校等複合施設 新築工事 東京都北区 学校 10096.00㎡

（仮称）綾瀬1丁目計画新築工事 東京都足立区 ビル 1190.94㎡

サンクレイドル立石新築工事 東京都葛飾区 マンション 3703.17㎡

（仮称）新宿区本塩町プロジェクト新築工事 東京都新宿区 ビル 3431.51㎡

ＪＦＥ物流株式会社浮島作業所 神奈川県川崎市 事務所 1016.00㎡

ＵＲ豊四季団地 千葉県柏市 マンション 2250.00㎡

（仮称）ヴァローレ住吉新築工事 東京都江東区 マンション 2164.75㎡

特老ホーム川越瑞穂の森新築工事 埼玉県川越市 病院・高齢者施設 2290.00㎡

アネージュおおみかグラスタ新築工事 茨城県日立市 マンション 5024.36㎡

（仮称）渋谷区大山町計画新築工事 東京都渋谷区 ビル 2467.58㎡

（仮称）氷川台3丁目物販店舗計画新築工事 東京都練馬区 店舗 4047.77㎡
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相鉄フレシサイン上野小路計画 東京都文京区 ホテル 2960.07㎡

（仮称）ライオンズ川越松江町新築工事 埼玉県川越市 マンション 6960.66㎡

横浜北幸ビル開発計画 横浜市西区 ビル 32425.36㎡

（仮称）千代田区一番町14計画 東京都千代田区 マンション 11644.40㎡

慶應信濃町新病院棟２期 東京都新宿区 病院・高齢者施設 3722.00㎡

港区芝1丁目計画 東京都港区 ビル 3222.00㎡

（仮称）上鷺宮1丁目計画新築工事 東京都中野区 マンション 5999.92㎡

（仮称）鳩ヶ谷本町プロジェクト新築工事 埼玉県川口市 マンション 11888.50㎡

品川PJ新築工事 東京都品川区 マンション 2791.00㎡

豊四季団地(建替)第3期第1住宅建設工事 千葉県柏市 マンション 12000.00㎡

（仮称）戸越銀座マンション計画新築工事 東京都品川区 マンション 4380.47㎡

（仮称）足立区さかい屋ビル新築工事 東京都足立区 ビル 5520.66㎡

東日本橋３丁目 東京都中央区 ビル 3555.28㎡

新川2丁目計画 東京都中央区 マンション 99985.00㎡

綱島東Ⅲ計画新築工事 横浜市港北区 マンション 8519.26㎡

川口元郷・日本金属鋳造工業株式会社マンション整備工事 埼玉県川口市 マンション 2332.42㎡

（仮称）株式会社岩田架設工業本社ビル新築工事 埼玉県川口市 事務所 784.00㎡

（仮称）大和ハウス戸田中町2丁目新築工事 埼玉県戸田市 マンション 4244.06㎡

EXC熊野前 東京都荒川区 マンション 2996.86㎡

佐久警察署新築工事 ⾧野県佐久市 公共施設 6622.53㎡

警視庁有家族者待機寮青戸住宅(27)改築工事 東京都葛飾区 マンション 4060.20㎡

ミオカステーロ入谷Ⅱ 東京都台東区 マンション 3405.95㎡

都営住宅26Ｈ125東工事 東京都葛飾区 マンション 2385.52㎡

調布市国領4丁目計画 東京都調布市 マンション 13046.94㎡

上千葉小学校体育館建築その他工事 東京都葛飾区 学校 2196.00㎡

ＪＶ大森海岸計画新築工事 東京都品川区 マンション 8749.29㎡

地所レジ新宿6丁目計画作業所 東京都新宿区 マンション 1020.00㎡

UR草加松原B2街区第4住宅建設工事 埼玉県草加市 マンション 17530.00㎡
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駒大記念棟 東京都世田谷区 学校 24186.40㎡

（仮称）ヴァローレ東雲Ⅱ新築工事 東京都江東区 マンション 2361.37㎡

東京消防庁鑓水2丁目(第三期) 東京都八王子市 公共施設 560.00㎡

亀戸マンション 東京都江東区 マンション 1128.00㎡

特別養護老人ホーム ハピネス昭和の森 東京都昭島市 病院・高齢者施設 7117.02㎡

都営住宅26H-116西(清瀬市野塩)工事A棟 東京都清瀬市 マンション 6624.31㎡

柏北部中央地区新設中学校建設工事(校舎棟)建築工事 千葉県柏市 学校 9199.53㎡

渋谷区幡ヶ谷3丁目計画新築工事 東京都渋谷区 マンション 5458.78㎡

プレミスト西船橋新築工事 千葉県船橋市 マンション 5537.68㎡

日立十王太陽光発電所 茨城県ひたちなか市 公共施設 816.00㎡

都営住宅中野白鷺1丁目 東京都中野区 マンション 3636.41㎡

南葛西グリーンホームズ新築工事 東京都江戸川区 マンション 6500.87㎡

クリオ横浜サザンマークス新築工事 神奈川県横浜市 マンション 3514.30㎡

ライオンズタワー府中 東京都府中市 マンション 24263.61㎡

株式会社ウェルシー様向け分析・研究施設新築工事 東京都東村山市 事務所 1563.00㎡

ライオンズガーデン河辺立駐工事 東京都青梅市 駐車場 759.00㎡

都営住宅26H-111東(板橋区富士見町第3）工事 東京都板橋区 マンション 550.00㎡

板橋区成増計画 東京都板橋区 マンション 8616.57㎡

（仮称）ＤＰＬ川口領家新築工事 埼玉県川口市 倉庫 71514.72㎡

（仮称）町田中町有料老人ホーム新築工事 東京都町田市 病院・高齢者施設 4051.31㎡

（仮称）グローベル国分寺プロジェクト 東京都国分寺 マンション 1841.59㎡

ドーム有明ＨＱ2期計画 東京都江東区 倉庫 39665.91㎡

（仮称）浦安マリナイースト 千葉県浦安市 ホテル 10446.95㎡

（仮称）東品川4丁目Ｃ街区新築工事 東京都品川区 マンション 74998.90㎡

菅野マンション新築工事 神奈川県川崎市 マンション 801.00㎡

（仮称）株式会社イチネンケミカルズ研究開発センター移転プロジェクト 神奈川県藤沢市 事務所 3150.00㎡

横浜ベイクォーター 神奈川県横浜市 商業施設 58639.00㎡

三郷市立幸房小学校増築工事 埼玉県三郷市 学校 2897.00㎡
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東名川崎商業施設新築工事 神奈川県川崎市 商業施設 9931.52㎡

（仮称）キーテック木更津倉庫増築工事 千葉県木更津市 倉庫 2964.55㎡

（仮称）東邦大学医療センター新大橋病院建設工事 東京都目黒区 病院・高齢者施設 30842.59㎡

防災食育センター整備工事 東京都福生市 工場 4835.42㎡

カネパッケージ新社屋project 埼玉県入間市 事務所 760.00㎡

（仮称）府中市立学校給食センター新築工事 東京都府中市 学校 14305.00㎡

西部バス駐車場新築工事 埼玉県さいたま市 駐車場 1770.00㎡

杉並区立天沼3丁目複合施設棟建設工事 東京都杉並区 事務所 7402.14㎡

武蔵小山ﾊﾟﾙﾑ駅前地区 第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事 東京都品川区 商業施設 75000.01㎡

センター南温泉 湯もみの里 横浜市都筑区 店舗 4918.11㎡

日野市豊田駅前計画（新） 東京都日野市 マンション 4107.35㎡

目黒区東山小学校校舎改築等工事（前期） 東京都目黒区 学校 12962.69㎡

（仮称）東府中計画新築工事 東京都府中市 マンション 8464.74㎡

富士重工㈱東京事務所 第17実験棟 新築工事 東京都三鷹市 事務所 3497.10㎡

千葉工業大学習志野校舎7号館 千葉県習志野市 学校 3170.00㎡

東村山富士見1丁目共同住宅 東京都東村山市 マンション 15652.35㎡

津田沼・ガレージマウスマンション新築工事 千葉県船橋市 マンション 1716.50㎡

ＪＡ東京みらい清瀬支店新築工事 東京都清瀬市 店舗 740.11㎡

学校法人横浜協立学園校舎等再整備計画（１期） 神奈川県横浜市 学校 7799.48㎡

ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ建設利便施設 神奈川県秦野市 公共施設 12500.00㎡

（仮称）町田ヒルズハウスプロジェクト 東京都町田市 病院・高齢者施設 4100.00㎡

由比ヶ浜こどもセンター 神奈川県鎌倉市 公共施設 2800.00㎡

メインステージ武蔵小杉新築工事 神奈川県川崎市 マンション 2754.47㎡

リビオ中野坂上パークフロント 東京都中野区 マンション 1785.76㎡

（仮称）深沢1丁目特別養護老人ホーム新築工事 東京都世田谷区 病院・高齢者施設 4628.50㎡

ガーデン松ケ谷マンション 東京都八王子市 マンション 22692.61㎡

（仮称）吉祥寺本町1丁目計画 東京都武蔵野市 店舗 6876.62㎡

ドン・キホーテ東名川崎店商業施設新設工事 神奈川県川崎市 店舗 10057.88㎡
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（仮称）文京区湯島３丁目計画新築工事 東京都文京区 商業施設 10824.97㎡

板橋1丁目計画 東京都板橋区 マンション 3995.73㎡

アルファコート三ノ輪５ 東京都荒川区 マンション 1000.00㎡

赤坂8丁目計画新築工事 東京都港区 マンション 2999.67㎡

コカコーライーストジャパン 桶川ｵﾌｨｽ 埼玉県桶川市 倉庫 1200.00㎡

東京消防庁本田消防署奥戸出張所庁舎（28）新築工事 東京都葛飾区 公共施設 3077.50㎡

ホクト株式会社新関東配送センター新築工事 埼玉県幸手市 倉庫 1738.00㎡

日本ケミカル浦安工場 千葉県浦安市 工場 620.00㎡

世田谷区砧１丁目共同住宅新築工事 東京都世田谷区 マンション 550.00㎡

（仮称）南部線稲城⾧沼駅高架下店舗工事 東京都稲城市 店舗 640.00㎡

東京都清瀬水再生センター 東京都清瀬市 公共施設 2000.00㎡

上目黒２丁目新築工事 東京都目黒区 ビル 545.00㎡

横田基地資材庫 東京都福生市 倉庫 1050.00㎡

（仮称）南部線稲城⾧沼駅高架下店舗工事 東京都稲城市 店舗 550.00㎡

（仮称）LAPiS弥生町新築工事 東京都中野区 マンション 1311.00㎡

ホクト株式会社新関東配送センター新築工事 埼玉県幸手市 倉庫 1893.00㎡

（仮称）プレシス中葛西5丁目新築工事 東京都江戸川区 ビル 1998.00㎡

新座市新庁舎建設工事 埼玉県新座市 公共施設 560.00㎡

越谷処理場 埼玉県越谷市 公共施設 710.00㎡

墨田都税事務所 東京都墨田区 事務所 3404.00㎡

Ｙ−PROJECＴ新築工事 東京都八王子市 ビル 990.00㎡

（仮称）中落合2丁目 東京都新宿区 ビル 520.00㎡

医療法人 やすらぎ会 いがらし内科外科ｸﾘﾆｯｸ新築工事 福島県郡山市 病院・高齢者施設 1245.00㎡

プレシャスタワー柏 千葉県柏市 マンション 1000.00㎡

練馬関町南四丁目共同住宅 東京都練馬区 マンション 1245.00㎡

都営住宅26Ｈ-114西 東京都調布市 マンション 870.00㎡

福井工業株式会社ハイフレックス倉庫新築工事 埼玉県さいたま市 倉庫 840.00㎡

浦和仲町計画新築工事 埼玉県さいたま市 ビル 690.00㎡
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現場名 住所 用途 延床・施工面積㎡

第三松江小学校改築工事 東京都江戸川区 学校 560.00㎡

西武立川マンション 東京都昭島市 マンション 3477.00㎡

城南島エコリレーションセンター 東京都大田区 公共施設 880.00㎡

（仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業建設工事 神奈川県川崎市 公共施設 1920.00㎡

（仮称）特養土支田さくらの杜新築工事 東京都練馬区 病院・高齢者施設 900.00㎡

大村紙業株式会社庄和流通センター移動倉庫Ｂ棟新築工事 埼玉県春日部市 倉庫 600.00㎡

アーバハイツ北綾瀬新築工事 東京都足立区 マンション 520.00㎡

前川小学校改築工事 埼玉県川口市 学校 800.00㎡

東武鉄道船橋北本町作業所 千葉県船橋市 公共施設 676.00㎡

関町南さ高住計画 東京都練馬区 ビル 1602.00㎡

ＴＧＣネクスト様共同住宅新築工事 神奈川県相模原市 マンション 1039.00㎡

中野区中野5丁目計画 東京都中野区 ビル 860.00㎡

公津の杜＝国際医療福祉大学医学部 千葉県成田市 学校 1705.00㎡

川口並木元町 雨水貯蓄槽 埼玉県川口市 公共施設 680.00㎡

（仮称）桜3丁目都市型軽費老人ホーム新築工事 東京都世田谷区 病院・高齢者施設 505.00㎡

熊の木ポンプ所他１か所耐震補強工事 東京都足立区 公共施設 1542.93㎡

（仮称）六本木4丁目計画新築工事 東京都港区 ビル 1173.80㎡
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相模原市中央区南橋本4丁目計画新築工事 神奈川県相模原市

さいたま市サーマルエネルギーセンター整備事業（DBO)建設工事 埼玉県さいたま市

八街市第2倉庫新築工事 千葉県八街市

株式会社ワールド通商 千葉県八街市

ガーラ三ツ沢上町 神奈川県横浜市

みどり寺山保育園 神奈川県横浜市

（仮称）すこやかな森保育園新築工事 東京都小平市

横浜市青葉区あざみ野2丁目計画新築工事 神奈川県横浜市

大森工業 野田 千葉県野田市

（仮称）六本木1丁目計画 東京都港区

プレミアムキューブ大井町 東京都品川区

さいしん鴻巣作業所 埼玉県鴻巣市

（仮称）渋谷区神宮前5丁目計画 東京都渋谷区

（仮称）ロイヤルプロ草加谷塚店新築工事 埼玉県草加市

K様マンション新築工事 埼玉県新座市

豊島7丁目共同住宅新築工事 東京都北区

株式会社 日興工機 新工場計画 神奈川県川崎

宮益坂ビルディング立替事業新築工事 東京都渋谷区

木場MCC-project新築工事 東京都江東区

トーメック本社テクノセンター工事1 茨城県猿島郡

虎ノ門2-10計画 東京都港区

東新小岩マンション 東京都葛飾区

株式会社小山本家酒造 埼玉県さいたま市

グランディオ雪谷大塚新築工事（RC造4F建） 東京都大田区

千葉商科大学付属高等学校新校舎整備工事 千葉県市川市

サンクレイドル八王子横山町新築工事 東京都八王子市

（仮称）横浜駅西口駅ビル計画作業所 神奈川県横浜市

神栖市工事 茨城県神栖市

用途

学校

マンション

商業施設

店舗

ビル

事務所

ホテル

マンション

事務所

マンション

ビル

店舗

マンション

マンション

工場

ビル

学校

マンション

事務所

マンション

マンション

店舗

ビル

工場

倉庫

ビル

ビル

学校
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㈱安藤ハザマ・京成JV船橋消防作業所 千葉県船橋市

大森工業野田工場 千葉県野田市

JR浦和駅西口作業所 埼玉県さいたま市

南青山4丁目プロジェクト 東京都港区

銀座阪急ビル新築工事 東京都中央区

ペンギンステイ南町田新築工事 東京都町田市

（仮称）南葛西１丁目グリーンホームズ新築工事 東京都江戸川区

Ｉ様共同住宅新築工事 埼玉県所沢市

神保町1丁目ＰＪ新築工事 東京都千代田区

門前仲町計画新築工事 東京都江東区

海老名市柏ヶ谷六丁目マンション計画新築工事 神奈川県海老名市

池袋変電所 東京都豊島区

東京消防庁武蔵野消防署吉祥寺出張所庁舎（28）新築工事 東京都武蔵野市

（仮称）クリオ東神奈川計画工事 神奈川県横浜市

都住相生町 東京都板橋区

世田谷信用金庫 東京都世田谷区

credoビル新築工事 埼玉県さいたま市

地下鉄外苑前駅作業所 東京都港区

エスケーホーム中野区上高田４丁目Ⅲ期Ａ棟Ｂ 東京都中野区

富ヶ谷1丁目プロジェクト 東京都渋谷区

（仮称）ホンダカーズ埼玉中レイクタウン南店 店舗棟新築工事 埼玉県越谷市

魚市場 茨城県東茨城郡

入江崎水処理Ｃ改築その2 神奈川県川崎市

ヤオコー藤沢 神奈川県藤沢市

（仮称）東品川4丁目プロジェクト 東京都品川区

（仮称）クレヴィスタ桜台Ⅱ新築工事 東京都練馬区

株式会社SUBARU（仮称）東京事業所新建屋新築工事 東京都三鷹市

（仮称）千駄ヶ谷マンション 東京都渋谷区

用途

事務所

マンション

店舗

商業施設

公共施設

店舗

マンション

マンション

ビル

店舗

マンション

公共施設

マンション

ビル

事務所

ビル

マンション

公共施設

公共施設

マンション

商業施設

ビル

ビル

ビル

マンション

マンション

公共施設

工場
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月島住宅 東京都中央区

川口末広１丁目計画新築工事 埼玉県川口市

国立音楽大学1号館耐震改築工事（7号館新築工事） 東京都立川市

（仮称）鈴木マンション新築工事 千葉県松戸市

希望ヶ丘小学校増築及び改修工事 東京都世田谷区

東京第８ビル西棟増改築工事 神奈川県川崎市

千葉市港工場工事 千葉県千葉市

千葉県稲毛区作業所 千葉県千葉市

明福寺整備計画 東京都江戸川区

（仮称）北里研究所白金キャンパス薬学部校舎・北里本館建替新築工事 東京都港区

（仮称）国分寺市東恋ヶ窪1丁目新築工事 東京都国分寺市

（仮称）東綾瀬2丁目マンション新築工事 東京都足立区

（仮称）メタルワン成田倉庫新築工事 千葉県成田市

クレヴィスタ本蓮沼新築工事 東京都板橋区

栗原四丁目保育園 東京都足立区

慶⾧鉄工株式会社千葉工場 千葉市花見川区

（仮称）京橋1丁目ビル計画新築工事 東京都中央区

都営住宅26M-106東 東京都足立区

新三郷浄水場 埼玉県三郷市

TＳUTAYAパーキングプラザＢ1Ｆ床工事 東京都武蔵野市

T様共同住宅新築工事 東京都足立区

（仮称）ロアール横濱南新築工事 神奈川県横浜市

渋谷区恵比寿3丁目3番3号既存建物解体工事 東京都渋谷区

（仮称）北千束1丁目マンション新築工事 東京都大田区

トヨタカローラ新埼玉株式会社浦和三室店新築工事 埼玉県緑区

（仮称）西麻布4丁目レジデンス計画新築工事 東京都港区

梶原キッチンプライス 東京都台東区

スシロー川越インター店新築工事 埼玉県川越市

ビル

マンション

店舗

マンション

店舗

飲食店

ビル

マンション

公共施設

駐車場

マンション

マンション

ビル

マンション

倉庫

マンション

学校

工場

学校

ビル

工場

工場

宗教施設

学校

戸建住宅

マンション

学校

マンション

用途
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S様ＭＳ新築工事 神奈川県茅ヶ崎市

タカラスタンダードショールーム新築工事 東京都足立区

NTT昭島屋上改修工事 東京都昭島市

流山おおたかの森・高栞マンション 新築工事 千葉県流山市

向久運輸㈱車庫棟増築工事作業所 埼玉県久喜市

（仮称）武蔵新城マンション新築工事 神奈川県川崎市

那須塩原市工事 栃木県那須塩原市

（仮称）木場5丁目計画 東京都江東区

水海道地区トラック事業協同組合倉庫新築工事 茨城県つくばみらい市

（仮称）新宿区西早稲田1丁目新築工事 東京都新宿区

鶴見製紙株式会社改修工事 埼玉県川口市

三鷹消防署 東京都三鷹市

都営住宅28Ｈ南花畑四丁目工事 東京都足立区

（仮称）三ノ輪集合住宅新築工事 東京都台東区

春江土間工事 東京都江戸川区

六町マンション計画新築計画 東京都足立区

（仮称）清瀬松山1丁目計画新築工事 東京都清瀬市

羽田旭町プロジェクト新築工事 東京都大田区

ケイズホールディングス倉庫工事 埼玉県草加市

DULTON 埼玉県さいたま市

南千束1丁目保育園新築工事 東京都大田区

中原小学校建替工事 東京都西東京市

九段北工事 東京都千代田区

（仮称）平心会グループホーム新築工事 東京都小平市

（仮称）東五反田五丁目計画建設工事 東京都品川区

目黒区下目黒2丁目ＰＪ 東京都目黒区

北千束二丁目集合住宅新築工事 東京都大田区

西浦下水処理場 千葉県船橋市

用途

マンション

ビル

マンション

公共施設

倉庫

ビル

学校

学校

マンション

病院・高齢者施設

マンション

マンション

ビル

マンション

ビル

倉庫

戸建住宅

マンション

倉庫

ビル

事務所

公共施設

マンション

ショールーム

事務所

マンション

駐車場

マンション
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株式会社カナモト相模原営業所建替え工事 神奈川県相模原市

緑4丁目マンション新築工事 東京都墨田区

南青山3丁目プロジェクト工事 東京都港区

西池袋4町目マンション新築工事 東京都豊島区

ワコースチール 千葉県成田市

川崎市幸区小向西町計画新築工事 神奈川県川崎市

虎ノ門4丁目Ｍ作業所葺手ハイツマンション 東京都港区

塩見鋼材㈱倉庫 埼玉県八潮市

松本医療センター ⾧野県松本市

（仮称）練馬日新ビル新築工事 東京都練馬区

大和興産新築工事 東京都江戸川区

立川サンシティ作業所 東京都立川市

K様他店舗付共同住宅 東京都板橋区

ルネサンスコート西川口 埼玉県川口市

日本圧着端子製造 横浜市港北区

三菱電機株式会社 相模原工場 神奈川県相模原市

東大和作業所 東京都東大和市

（仮称）矢口三丁目プロジェクト新築工事 東京都大田区

伊勢化学工業株式会社物流センター 千葉県⾧生郡

佐野市NSMコイルセンター土間カラークリート工事 栃木県佐野市

（仮称）apartment ＫＵＲＯ三軒茶屋新築工事 東京都世田谷区

竹下第4架道橋 栃木県宇都宮市

株式会社オシケン（小田工業） 茨城県筑西市

戸塚計画建設工事 神奈川県横浜市

ＯＺＩＯ亀戸 東京都江東区

千住金属工業株式会社草加事業所 埼玉県草加市

ランドポート八王子2 東京都八王子市

レンタルのニッケン工場 神奈川県相模原市

用途

ビル

店舗

マンション

公共施設

駐車場

マンション

マンション

事務所

工場

工場

工場

マンション

倉庫

事務所

病院・高齢者施設

マンション

工場

マンション

マンション

ビル

事務所

マンション

事務所

マンション

マンション

倉庫

事務所

マンション
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ジェコー株式会社南3号棟増築工事 埼玉県行田市

豊洲新市場（仮称）水産卸売場棟 東京都江東区

出光興産 千葉県市原市

谷中３丁目共同住宅新築工事 東京都足立区

アパホテル＆リゾート（両国タワー）新築工事 東京都墨田区

SAKURAレジデンス新築工事作業所 東京都江東区

（仮称）日本橋Ｍ集合住宅計画 東京都中央区

江東区亀戸2丁目計画新築工事 東京都江東区

（仮称）クレヴィスタ武蔵小杉新築工事 神奈川県川崎市

大宮・有限会社 ローソク屋 MS 新築工事 埼玉県さいたま市

日本大学理工学部船橋校舎ゴルフ練習場通路張り工事 千葉県船橋市

城南小学校 東京都品川区

リーガランド市谷薬王寺新築工事 東京都新宿区

塚田陶管㈱小高工場内工事 茨城県土浦市

都立光明学園（29）西棟新築工事 東京都世田谷区

代田３丁目マンション新築工事 東京都世田谷区

港区立元麻布保育園新築工事 東京都港区

中野区荒井5丁目ＰＲＪ 東京都中野区

真間川副道橋 上部工事 千葉県市川市

O様共同住宅新築工事 東京都北区

フジッコ東京FFセンター計画新築工事 東京都文京区

アーデル梅島新築工事 東京都足立区

中目黒1丁目ＰＪ 東京都目黒区

久米川クリニック新築工事 東京都東村山市

ナガイレジデンス 東京都港区

（仮称）入間薬局・保育所新築工事 埼玉県入間市

株式会社錦江新和5丁目倉庫改修工事 埼玉県三郷市

本田技研工業 埼玉県越谷市

用途

マンション

病院・高齢者施設

マンション

店舗

倉庫

工場

学校

マンション

公共施設

マンション

ビル

マンション

学校

学校

マンション

工場

学校

マンション

ホテル

マンション

マンション

マンション

マンション

店舗

事務所

商業施設

事務所

マンション
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現場名 住所

大和市工事 神奈川県大和市

奥沢まちつくりセンター新築工事 東京都世田谷区

（仮称）三芳資源化センター新築工事 埼玉県入間郡

台東区台東2丁目計画Ⅱ新築工事 東京都台東区

（仮称）田中電気㈱東川口事務所新築工事 埼玉県川口市

都営住宅28Ｈ-111西（村山） 東京都武蔵村山

石神井公園エリアＢ作業所 東京都練馬区

高圧ガス保安協会総合研究所改築工事 東京都町田市

（仮称）リーガランド蒲田新築工事 東京都大田区

日本橋大伝馬町工事 東京都中央区

有限会社里和 事務所棟新築工事（鶴見製紙の現場内） 埼玉県川口市

電巧社本社ビル新築工事 東京都港区

藤井共同住宅作業所 千葉県市原市

JFE千葉工場43番 千葉県千葉市

朝霞市内間木公民館 埼玉県朝霞市

（仮称）芝山ビル新築工事 東京都渋谷区

南品川5丁目計画新築工事 東京都品川区

中野区本町3丁目計画新築工事 東京都中野区

世田谷区本庁舎等整備工事 東京都世田谷区

S様アパート新築工事 埼玉県蓮田市

篠田重機駐車場 埼玉県吉川市

叙々苑 東京都新宿区

新宿サナギ 東京都新宿区

西小岩工事 東京都葛飾区

青梅市工事 東京都西多摩郡

藤枝建機工場土間 茨城県水戸市

日本橋浜町2丁目46番計画 東京都中央区

（仮称）鳥津山の茶室新築工事 東京都品川区

用途

戸建住宅

工場

ビル

店舗

公共施設

マンション

駐車場

店舗

店舗

店舗

マンション

工場

公共施設

ビル

マンション

マンション

公共施設

公共施設

マンション

ショールーム

ビル

事務所

マンション

公共施設

公共施設

マンション

事務所

マンション
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現場名 住所

（仮称）グランイーグル南六郷3丁目新築工事 東京都大田区

成興物産様駐車場工事 埼玉県八潮市

ハローストレージ練馬関町南プレミアム 東京都練馬区

巣鴨4丁目作業所 東京都豊島区

（仮称）覚東プロジェクト新築工事 東京都狛江市

（仮称）江東区東砂6丁目物流施設計画 東京都江東区

ココファン祖師谷大蔵計画 東京都世田谷区

（仮称）足立区西新井店舗計画 東京都足立区

ガラージュルミエル設備工場 東京都 国立市

品川店舗工事 東京都品川区

開江浄水場工事 茨城県水戸市

（仮称）新宿15ビル新築工事 東京都新宿区

ＳＢＳフレック㈱敷地内工事 茨城県阿見町

葛西 補修基地 建築工事 東京都江戸川区

西東京工事 東京都西東京市

（仮称）焼肉キング厨房工事 神奈川県金沢区

石原2丁目マンション新築工事 東京都墨田区

I様共同住宅新築工事 埼玉県所沢市

羽田ＴＨＣＨビルボイラー更新工事（ＳＲＣ造） 東京都大田区

（仮称）ＥＸＡＭ小石川新築工事 東京都文京区

A様邸工事 東京都武蔵野市

（仮称）沼袋マンション新築工事 東京都中野区

上大崎二丁目計画 東京都品川区

Y様自宅付共同住宅新築工事 東京都国分寺市

朝霞台PJ新築工事 埼玉県朝霞市

MIWA田端保育園 東京都北区

中央区日本橋小舟町計画新築工事 東京都中央区

T様共同住宅 東京都府中市

用途

ビル

マンション

戸建住宅

マンション

マンション

マンション

ビル

学校

戸建住宅

店舗

マンション

マンション

ビル

ビル

工場

店舗

公共施設

ビル

事務所

ビル

ビル

工場

ビル

倉庫

店舗

店舗

マンション

事務所
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現場名 住所

染井霊園 東京都豊島区

深川立川病院新築工事 東京都江東区

NFI新宿ビル 新築工事 東京都新宿区

キャンドゥ北綾瀬駅高架下店 東京都足立区

丸栄(有)工場新築工事 東京都足立区

光建工業 重機置場 東京都足立区

曉星学園工事 東京都千代田区

平成30年度辰巳排水機場（再整備）建築工事 東京都江東区

アパホテル大森駅前工事所 東京都大田区

江東区東砂作業所 東京都江東区

京成成田湯川駅作業所 千葉県成田市

株式会社角屋米殻B棟 神奈川県川崎市

（仮称）元麻布計画新築工事 東京都港区

神奈川県麻生区工事 神奈川県川崎市

相互建設西落合2丁目マンション新築工事 東京都新宿区

N様邸共同住宅 東京都新宿区

ワキタ横浜中央支店改修工事 神奈川県川崎市

エーゼット戸田倉庫新築工事 埼玉県戸田市

（仮称）竜泉3丁目計画新築工事 東京都台東区

新鎌ヶ谷西口駅前ビル 千葉県鎌ケ谷市

三井住友銀行新宿ビル解体工事 東京都新宿区

（仮称）東中野4丁目プロジェクト新築工事 東京都中野区

白金2丁目計画 東京都港区

（仮称）味とめビル新築工事 東京都世田谷区

（仮称）西東京中町6丁目計画新築工事 東京都西東京市

日の出保育園改築工事 東京都葛飾区

藤ビルメンテナンス川崎営業所増築工事 神奈川県川崎市

N様邸駐車場土間工事 神奈川県横浜市

用途

ビル

ビル

ビル

学校

事務所

駐車場

事務所

倉庫

ビル

ビル

ビル

ビル

公共施設

倉庫

ビル

ビル

マンション

マンション

工場

倉庫

学校

公共施設

ホテル

工場

宗教施設

病院・高齢者施設

ビル

店舗
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現場名 住所

葛飾青戸2丁目計画 東京都葛飾区

レストランさいとう 神奈川県横浜市

大森工業野田工場改修工事 千葉県野田市

港区高輪2丁目（イニシア高輪2丁目） 東京都港区

大和興産新築工事 東京都江戸川区

M様共同住宅 東京都杉並区

フィルパーク板橋仲宿新築工事 東京都板橋区

FMﾊﾟｰｸﾀﾜｰ新川崎店工事 神奈川県川崎市

S様アパートⅡ期 埼玉県さいたま市

（仮称）LIC SH 新築工事 東京都品川区

湘南台学生マンション 神奈川県藤沢市

王子富士ビル建替計画 東京都北区

K様共同住宅新築工事 埼玉県川越市

コーポラティブハウス成城学園前新築工事 東京都世田谷区

ガソリンスタンドコスモ新築工事 群馬県渋川市

東京女子医大足立新築工事 東京都足立区

（仮称）クランデュオ田園調布Ⅲ新築工事 東京都大田区

埼玉県吉川市高富 埼玉県吉川市

新綱島作業所（相鉄・東急直通線新綱島駅他工事 神奈川県横浜市

恵比寿プロジェクト 東京都渋谷区

千葉県市川市下貝塚 千葉県市川市

（仮称）江戸川区東小岩6丁目計画新築工事 東京都江戸川区

東越谷工場 埼玉県越谷市

吾嬬第二中学校校舎改築工事 東京都墨田区

（仮称）越谷市花田2丁目賃貸店舗新築工事 埼玉県越谷市

東麻布2丁目マンション 東京都港区

東⾧崎PRJ新築工事 東京都豊島区

土気の森工業団地13-2.3区画整備事業 千葉市緑区

用途

店舗

マンション

マンション

マンション

工場

ビル

戸建住宅

ビル

工場

学校

マンション

マンション

店舗

学校

マンション

戸建住宅

ビル

店舗

マンション

ビル

マンション

ビル

マンション

店舗

工場

マンション

事務所

戸建住宅
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現場名 住所

西平井浄水場内 千葉県流山市

クリオ麻生ガーデンコート 神奈川県川崎市

千代田区東神田2丁目計画 東京都千代田区

（仮称）清水康弘様共同住宅新築工事 大東建託㈱江東支店 東京都足立区

日野市旭が丘一丁目配水小管布設替及び撤去工事 東京都府中市

オオハシレジデンス 東京都渋谷区

T様共同住宅（本町） 東京都国分寺市

千葉一宮 水耕栽培ハウスの通路 千葉県⾧生郡

名取北釜橋 宮城県名取市

あけぼの水門 東京都江東区

（仮称）上中里GSCビル新築工事 東京都北区

K様邸新築工事 茨城県坂東市

大井競馬場内部の厨房 東京都品川区

上馬PJ新築工事 東京都世田谷区

大門商店 東京都足立区

根津鋼材㈱八潮配送センター 埼玉県八潮市

S様邸 埼玉県三郷市

厚木リコー 神奈川県厚木市

（仮称）宗教法人法真寺新館(客殿)新築工事 東京都文京区

三恵ビル新築工事 東京都世田谷区

大井線高架下 東京都品川区

深大寺浄水場整備工事 東京都調布市

（仮称）朝日技研工業株式会社様マンション新築工事 神奈川県横浜市

川崎市宮前新築工事 神奈川県川崎市

STRAMA南青山 改装工事 東京都港区

JANK浦和 埼玉県さいたま市

葛飾区柴又工事 東京都葛飾区

八潮社員寮 埼玉県八潮市

用途

戸建住宅

寮

公共施設

公共施設

マンション

マンション

ビル

店舗

店舗

倉庫

戸建住宅

工場

宗教施設

ビル

公共施設

公共施設

ビル

戸建住宅

店舗

ビル

マンション

マンション

病院・高齢者施設

マンション

マンション

店舗

公共施設

ビル
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現場名 住所

晴海グランドホテル 東京都中央区

首都高浮島料金所 首都高湾岸線

TOHOシネマ日比谷 東京都中央区

ＡＬＥＲＯ目白Ⅱ新築工事 東京都豊島区

（仮称）東五反田4丁目認知症高齢者グループホーム新築工事 東京都品川区

（仮称）市ヶ谷柳町ビル新築工事 東京都新宿区

（仮称）カンパヌール南Ⅰ･Ⅱ新築工事 埼玉県鳩ヶ谷市

（仮称）大内ビル新築工事 東京都府中市

（仮称）小金井市前原町3丁目計画新築工事 東京都小金井市

湯河原工事 神奈川県湯河原町

東久留米市野火止二丁目1番地先配水小菅設替工事 東京都東久留米市

港区高輪4丁目計画新築工事 東京都港区

O様邸新築工事 東京都豊島区

（仮称）関町東の集合住宅新築工事 東京都練馬区

3429相模原市大島8棟 神奈川県相模原市

レンゴー利根川事業所 茨城県坂東市

T様共同住宅新築工事 東京都台東区

ＪＲ板橋駅構内線路下補強工事 東京都板橋区

芦穂崎工業工場内工事 神奈川県相模原市

新宿区大久保作業所 東京都新宿区

玉村作業所 群馬県佐波郡

社会資本整備総合交付金（街路）工事 埼玉県川越市

（仮称）築地6丁目計画新築工事 東京都中央区

草加松原Ｂ２街区第二住宅建設工事 埼玉県草加市

杉並区西荻窪南2丁目 東京都杉並区

東京電力早川第三発電所 山梨県南巨摩郡

日本プレス工業 神奈川県茅ヶ崎市

東洋鋼業株式会社 千葉県浦安市

用途

マンション

マンション

ビル

公共施設

工場

事務所

マンション

公共施設

工場

事務所

倉庫

公共施設

ビル

ビル

戸建住宅

マンション

ビル

事務所

病院・高齢者施設

ビル

マンション

ビル

ビル

店舗

ホテル

公共施設

商業施設

マンション
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現場名 住所

（仮称）S様邸新築工事 東京都新宿区

厚木市工場工事 神奈川県厚木市

友の季 ひまわり幼稚園 新築工事 東京都荒川区

石原3丁目北計画新築工事 東京都墨田区

（仮称）江戸川区西一之江4丁目計画新築工事 東京都江戸川区

江東区・毛利2丁目計画新築工事 東京都江東区

P650 DPI  Fuji-Oyama  I 静岡県小山町

新國邸 埼玉県加須市

（仮称）小豆沢プロジェクト新築工事 東京都板橋区

㈱菅谷肥料店（倉庫）新築工事 茨城県古河市

カヌースラローム会場ろ過施設 東京都江戸川区

Y様住宅新築工事 千葉県市原市

K様ビル新築工事 千葉県柏市

ＪＦＥ条鋼株式会社鹿島製造所 茨城県来栖市

野田市泉工事 千葉県野田市

鎌ヶ谷北中沢工事 千葉県鎌ヶ谷市

館山市内真空刷毛引き工事 千葉県南房総市

八王子市下恩方町工事 東京都八王子市

レンゴー八潮新築工事 埼玉県八潮市

東中野区民活動センター 東京都中野区

泉の家新築工事 埼玉県三郷市

千代田区平河町1丁目計画 東京都千代田区

馬橋保育園 東京都杉並区

O様邸新築工事 東京都中野区

K様千駄ヶ谷5丁目計画 東京都渋谷区

⾧戸ビル新築工事 東京都荒川区

東京ディエスジャパン社屋の隣 新築工事 東京都台東区

古河市工事 茨城県古河市

用途

マンション

ビル

ビル

戸建住宅

事務所

公共施設

店舗

店舗

学校

戸建住宅

ビル

工場

戸建住宅

駐車場

店舗

店舗

ビル

戸建住宅

マンション

倉庫

スポーツ施設

戸建住宅

戸建住宅

工場

学校

ビル

ビル

マンション



■㈱フロアエージェント 土間工事実績表 面積500㎡未満 2022年8月更新

現場名 住所

（仮称）南大塚1丁目計画新築工事 東京都豊島区

みやぎ台4街区 S様邸新築工事 千葉県船橋市

ガレージ土間イナバボックス 埼玉県越谷市

墨田区本所 東京都墨田区

東町運動公園体育館建設工事 茨城県水戸市

（仮称）フェリーチェ大泉学園新築工事 東京都練馬区

取手市下高井道路舗装工事 茨城県取手市

福住門前仲町ＰＪ土間工事 東京都江東区

都立江北高校 東京都足立区

スターツT様邸 東京都調布市

潮来工機 茨城県潮来市

SHIMIZU RESIDENCE新築工事 東京都荒川区

小日向2丁目作業所 東京都文京区

（仮称）芝3丁目計画 新築工事 東京都港区

根津鋼材 八潮事業所改修工事 埼玉県八潮市

N様倉庫新築工事 埼玉県吉川市

「タカギセイコー本社・工場」工事 ⾧野県中野市

吉祥寺本町計画 東京都武蔵野市

（仮称）冬木マルコービル新築工事 東京都江東区

成増1丁目計画 東京都板橋区

目白4丁目 東京都豊島区

南麻布四丁目計画作業所 東京都港区

S.N  HACHIYAMACHO  PROJECT 東京都渋谷区

N様共同住宅新築工事 千葉県木更津市

早宮アパート工事 東京都練馬区

上落合3丁目計画新築工事 東京都新宿区

江東区深川第7中学校 東京都江東区

滝野川7丁目マンション 東京都北区

用途

学校

マンション

マンション

マンション

ビル

マンション

マンション

マンション

事務所

倉庫

事務所

ビル

ビル

ビル

学校

戸建住宅

倉庫

マンション

駐車場

ビル

倉庫

店舗

公共施設

店舗

公共施設

ビル

マンション

戸建住宅



■㈱フロアエージェント 土間工事実績表 面積500㎡未満 2022年8月更新

現場名 住所

⾧野ブランチ新築工事 ⾧野県茅野市

世田谷区太子堂工事 東京都世田谷区

さいたま市桜区五関1棟・2棟 埼玉県さいたま市

（仮称）ＥＸＣお花茶屋Ⅱ計画 東京都葛飾区

亀戸PJ新築工事 東京都江東区

松戸市小金原4丁目 千葉県松戸市

モレラ新築工事 東京都八王子市

N様邸新築工事 埼玉県富士見市

ココリア多摩センター立駐工事 東京都多摩市

千葉県八千代市工事 千葉県八千代市

厚木市愛甲現場 神奈川県厚木市

吉川市河野作業所 埼玉県吉川市

（仮称）神田小川町Tビル新築工事 東京都千代田区

M様邸 千葉県八街市

板橋1丁目MS新築工事 東京都板橋区

世田谷区奥沢店舗土間工事 東京都世田谷区

宮前平ＭＳ新築工事 神奈川県横浜市

町屋８丁目 東京都荒川区

（仮称）新大橋2丁目計画新築工事 東京都江東区

ユニプレス株式会社工機工場 神奈川県大和市

（仮称）ウェルケアテラス新座新築工事 埼玉県新座市

（仮称）墨田区向島2丁目計画新築工事 東京都墨田区

岩本町・株式会社國竹衣料部マンション 東京都千代田区

コスモテック 保谷２番館 東京都練馬区

町田市厨房土間 東京都町田市

（仮称）港区六本木2丁目計画建設工事 東京都港区

αコート日暮里４ 東京都荒川区

（仮称）荒川区東日暮里5-8-3計画新築工事 東京都荒川区

用途

マンション

事務所

店舗

ビル

マンション

ビル

ビル

マンション

ビル

工場

病院・高齢者施設

ビル

マンション

工場

ビル

戸建住宅

マンション

店舗

マンション

店舗

店舗

戸建住宅

駐車場

戸建住宅

店舗

戸建住宅

ビル

マンション



■㈱フロアエージェント 土間工事実績表 面積500㎡未満 2022年8月更新

現場名 住所

柏井保育園新築工事 千葉県市川市

西新井住宅土間工事 東京都足立区

千住宮元町工事現場 東京都足立区

エスケーホーム中野区上高田４丁目Ⅲ期Ａ棟Ｂ棟新築工事 東京都中野区

ココブレス高島平 外構工事 東京都板橋区

（仮称）豊島区北大塚１丁目計画新築工事 東京都豊島区

吉川邸新築工事 東京都足立区

K様邸新築工事 埼玉県行田市

中目黒高架下店舗工事 東京都目黒区

K様邸新築工事 埼玉県行田市

川崎市多摩新築工事 神奈川県横浜市

練馬区中村南3丁目新築工事 東京都練馬区

多摩動物公園アジアゾウ舎新築工事 東京都日野市

清明寮左官工事 東京都小平市

（仮称）殿町プロジェクトC工事 神奈川県川崎市

亀戸PJ 東京都江東区

東ハット株式会社共同住宅新築工事 東京都台東区

（仮称）東陽5丁目Ⅱ計画新築工事 東京都江東区

株式会社大三商行 千葉県東金市

Ｄ−ＢＲＯＳ(ディーブロス)店舗床モルタル仕上工事 東京都中央区

たてばやしクリーンセンター(仮称）建設工事 群馬県館林市

大橋2丁目 東京都目黒区

四谷学院自由が丘プロジェクト工事 東京都世田谷区

北区上十条土間工事 東京都北区

EXAM小石川新築工事 東京都文京区

大久保製壜所材木倉庫土間改良工事 東京都墨田区

牛越生理学研究所駐車場造成工事 千葉県佐倉市

上高田4棟計画 東京都中野区

用途

マンション

倉庫

駐車場

ビル

工場

店舗

公共施設

店舗

学校

店舗

公共施設

寮

ビル

店舗

マンション

ビル

戸建住宅

戸建住宅

店舗

戸建住宅

ビル

ビル

学校

戸建住宅

店舗

マンション

ビル

マンション



■㈱フロアエージェント 土間工事実績表 面積500㎡未満 2022年8月更新

現場名 住所

エクセル越谷グランドステージ個人宅補修工事 埼玉県越谷市

南麻布ＰＪ 東京都港区

瀬谷区橋戸住宅新築工事 神奈川県横浜市

川口・ナガセマンション 埼玉県川口市

genten銀座6丁目PJ 東京都中央区

美原幼稚園改修工事 埼玉県所沢市

（仮称）ニトリ真岡店新築工事 栃木県真岡市

キュラーズ尾山台店新築工事 東京都世田谷区

大宮区大門町1丁目作業所 埼玉県さいたま市

北沢産業ビル 東京都渋谷区

三井三池製作所神奈川事業所第２工場 神奈川県伊勢原市

宮前区有馬戸建住宅 駐車場 神奈川県川崎市

鶴見区鶴見中央土間工事 神奈川県横浜市

啓愛社工場土間工事 神奈川県横浜市

西蒲田店舗改修工事 東京都大田区

川崎市麻生区土間工事 神奈川県川崎市

コープ片倉店 神奈川県横浜市

S様邸 東京都葛飾区

板橋向原戸建住宅 外構工事 東京都板橋区

東京税関 晴海庁舎 東京都中央区

Y様邸新築工事 東京都大田区

中野区鷺宮土間工事 東京都中野区

S様邸 東京都新宿区

多摩六都科学館(外構工事)館庭西側バス停留所等整備工事 東京都西東京市

小平水防対策工事 東京都小平市

S様邸 東京都世田谷区

荏原6丁目PJ 東京都品川区

日本大学こども園作業所 東京都世田谷区

用途

ビル

学校

戸建住宅

店舗

戸建住宅

公共施設

公共施設

戸建住宅

店舗

ビル

店舗

戸建住宅

マンション

事務所

事務所

ビル

工場

戸建住宅

工場

工場

戸建住宅

マンション

ビル

学校

店舗

倉庫

マンション

ビル



■㈱フロアエージェント 土間工事実績表 面積500㎡未満 2022年8月更新

現場名 住所

協和冷熱工業鹿浜1丁目新築工事 東京都足立区

（仮称）株式会社発研セイコー新築計画 東京都足立区

アトミック産業株式会社草加工場新築工事 埼玉県草加市

保線機器 埼玉県八潮市

O様邸 神奈川県横浜市

京華学園創立125周年記念新校舎建築計画 東京都文京区

（仮称）戸塚汲沢計画新築工事 神奈川県横浜市

（仮称）立川市錦町2丁目計画新築工事 東京都立川市

三井不動産ロジスティクスパーク海老名Ⅰ新築工事 神奈川県海老名市

MINAMI AOYAMA PROJECT新築工事 東京都港区

グローバル工業株式会社草加事業所新築工事 埼玉県草加市

GLP八尾プロジェクト(施工中) 大阪府八尾市

（仮称）小石川5丁目PJ新築工事計画(施工中) 東京都文京区

（仮称）横浜市中区松影町3丁目計画新築工事 神奈川県横浜市

ブルエ立川 新築工事 東京都立川市

ベルフラワー取手個人宅 茨城県取手市

プレス工業藤沢工場 神奈川県藤沢市

モアステージ川越グランデュール個人宅 埼玉県川越市

グランイーグル西六郷新築工事 東京都大田区

鎌ヶ谷ビル新築工事 千葉県鎌ヶ谷市

多摩動物公園アジアゾウ舎新築工事 東京都日野市

三郷第二ジャンクション 埼玉県三郷市

緑園義務教育学校整備工事(第2工区建築工事) 神奈川県横浜市

大田区仲池上２丁目工事 東京都大田区

メゾンドパル 神奈川県横浜市

楓川久安橋公園内喫煙所工事 東京都中央区

昭和物流株式会社E棟床更新工事先行工事 神奈川県川崎市

南馬込2丁目計画 東京都大田区

用途

学校

ビル

店舗

公共施設

倉庫

マンション

工場

マンション

ビル

ビル

公共施設

公共施設

事務所

倉庫

マンション

ビル

ビル

戸建住宅

戸建住宅

学校

店舗

マンション

倉庫

ビル

事務所

事務所

工場

事務所



■㈱フロアエージェント 土間工事実績表 面積500㎡未満 2022年8月更新

現場名 住所

N様邸 千葉県香取市

TOKI-ON西麻布 左官工事 東京都港区

日本陸送寄居営業所 洗車場漏水復旧工事 埼玉県大里郡

中野トーハンマンション 東京都中野区

葛飾区部屋内工事 東京都葛飾区

花見川区工事 千葉県千葉市

目白台工事 東京都文京区

令和2年度公共下水道整備第15工区工事 神奈川県小田原市

下目黒三丁目計画新築工事 東京都目黒区

生田高校渡り廊下新築工事 神奈川県川崎市

せんげん台建築現場 埼玉県越谷市

（仮称）川口市朝日2丁目リハビリステーション新築工事 埼玉県川口市

串カツ田中 東京都府中市

（仮称）日本梱包運輸倉庫㈱寄居出張所二期工事 埼玉県大里郡

滝野川プロジェクト新築工事 東京都北区

小山造園 東京都大田区

レクセルヒルズ日野 東京都日野市

個人邸スロープ工事 東京都青梅市

レイクタウン小児科クリニック新築工事 埼玉県越谷市

T様邸 東京都中央区

リリーゼ目白近衛町新築工事 東京都新宿区

カインズ朝霞224区画華星厨房床工事 埼玉県朝霞市

藤森小児科新築工事 千葉市花見川区

守進建設社⾧自邸工事 東京都足立区

船橋市工事 千葉県船橋市

戸田市早瀬一丁目工事 埼玉県戸田市

個人宅工事 東京都足立区

渋谷区広尾5丁目計画 東京都渋谷区

用途

店舗

工場

戸建住宅

マンション

病院

戸建住宅

マンション

店舗

病院・高齢者施設

戸建住宅

飲食店

倉庫

ビル

事務所

マンション

戸建住宅

駐車場

公共施設

ビル

学校

戸建住宅

病院

戸建住宅

ビル

事務所

マンション

戸建住宅

戸建住宅
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現場名 住所

T様邸新築工事 神奈川県座間市

（仮称）真澄寺横浜別院新築工事 神奈川県横浜市

⾧谷工晴海5丁目西地区第一種市街地再開発 東京都中央区

A様邸 埼玉県児玉郡

吉田荘工事 神奈川県横浜市

船橋市田喜野井現場 千葉県船橋市

C様邸 埼玉県富士見市

新田倉庫 東京都足立区

損保ジャパン日本興亜新美術館計画 東京都新宿区

調布市飛田給2丁目駐車場 東京都調布市

鎌倉外構住宅 神奈川県鎌倉市

Bar Duke新築工事 東京都千代田区

S様邸 埼玉県さいたま市

賃貸施設新築工事 千葉県千葉市

習志野工事 千葉県習志野市

NTT習志野 千葉県習志野市

白幡水防対策工事 埼玉県さいたま市

都筑区工事 神奈川県横浜市

根津鋼材浦安事業所工事 千葉県浦安市

横浜公園料金所 神奈川県横浜市

栄区材工工事 神奈川県横浜市

H様邸工事 東京都大田区

新橋銀だこ 東京都港区

青葉区桜台工事 神奈川県横浜市

T様邸新築工事 千葉県船橋市

釜利谷工事 神奈川県横浜市

希望ヶ丘工事 神奈川県横浜市

稲毛東6丁目工事 千葉市稲毛区

用途

店舗

ビル

事務所

戸建住宅

飲食店

店舗

戸建住宅

店舗

戸建住宅

事務所

公共施設

事務所

工場

公共施設

店舗

駐車場

戸建住宅

店舗

戸建住宅

マンション

マンション

戸建住宅

マンション

戸建住宅

戸建住宅

倉庫

戸建住宅

宗教施設
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現場名 住所

H様住宅 千葉県市川市

入間外構工事 埼玉県入間市

O様邸工事 東京都練馬区

S様邸 神奈川県横浜市

日暮里保育園 東京都荒川区

N様共同住宅新築工事 東京都新宿区

上野池之端プロジェクト作業所 36階 東京都台東区

株式会社荏原製作所藤沢事業所精密コンポーネント実験棟新築工事 神奈川県藤沢市

近藤建設株式会社H様邸 埼玉県朝霞市

N様共同住宅新築工事 東京都新宿区

日高屋朝霞台南口店新装工事 埼玉県朝霞市

F様邸 埼玉県川越市

ライオンズ鶴瀬新築工事 埼玉県富士見市

渋谷神山町YKM 東京都渋谷区

K様邸 東京都板橋区

Ｈ様邸共同住宅新築工事 東京都品川区

電気通信大学西7号館改修工事 東京都調布市

東池袋工事 東京都豊島区

上野毛2丁目作業所 東京都世田谷区

戸建新築工事 横浜市中区

渋谷区上原PJ 東京都渋谷区

中落合工事 東京都新宿区

A様邸 東京都狛江市

N様邸 東京都新宿区

狭山市新狭山 埼玉県狭山市

K 様 賃貸住宅新築工事 群馬県前橋市

O様邸 埼玉県川口市

（仮称）T様邸 新築工事 東京都目黒区

用途

戸建住宅

戸建住宅

店舗

戸建住宅

戸建住宅

戸建住宅

学校

ビル

工場

戸建住宅

ビル

店舗

店舗

戸建住宅

マンション

ビル

戸建住宅

マンション

学校

マンション

ビル

事務所

戸建住宅

マンション

戸建住宅

工場

戸建住宅

戸建住宅
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現場名 住所

M様邸 東京都文京区

U様邸 東京都大田区

3529横浜市中尾3棟 神奈川県横浜市

柏たなか病院 千葉県柏市

中野本町工事 東京都中野区

巣鴨5丁目 東京都豊島区

晴海再開発5-5作業所 東京都中央区

葛飾区共同住宅 東京都葛飾区

わらべや日洋株式会社吉川工場2階庭園工事 埼玉県吉川市

憩の里老人ホーム 埼玉県越谷市

住友林業の新築戸建て現場 東京都板橋区

船橋市高根台現場 千葉県船橋市

三越伊勢丹フードサービス総和工場 茨城県古河市

マンション1階の焼肉屋さん 神奈川県川崎市

ハローストレイジ横浜睦実町 神奈川県横浜市

松伏町戸建新築工事 埼玉県北葛飾郡

K様邸 東京都大田区

ロイヤルシャトー宮前平 神奈川県川崎市

中野区工事 東京都中野区

K様共同住宅新築工事 千葉県市原市

I様邸 新築工事 東京都世田谷区

シャリエ横浜ベイグランデ 個人宅 神奈川県横浜市

川崎榎町Ⅲ 神奈川県川崎市

プラネ三軒茶屋 個人宅 東京都世田谷区

M様邸 千葉県柏市

桜台作業所 東京都練馬区

聖ローザ保育園作業所 東京都荒川区

高倉町珈琲大井町店新装工事 東京都品川区

用途

戸建住宅

工場

学校

店舗

ビル

マンション

戸建住宅

マンション

マンション

戸建住宅

工場

店舗

ビル

戸建住宅

戸建住宅

マンション

ビル

マンション

工場

病院・高齢者施設

戸建住宅

ビル

戸建住宅

戸建住宅

マンション

病院・高齢者施設

ビル

マンション



■㈱フロアエージェント 土間工事実績表 面積500㎡未満 2022年8月更新

現場名 住所

A様邸 東京都狛江市

船橋ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄAB棟新築工事 千葉県船橋市

えんどう動物病院の隣りの(仮称)タチバナマンション 横浜市港南区

久末事務所計画 神奈川県川崎市

南砂集会所 東京都江東区

クラウン紙工業株式会社 埼玉県草加市

H様邸 千葉県柏市

スギ薬局国立中店 東京都国立市

オガワクリーンシステム会社内 東京都立川市

サンマンションアトレ大宮日進個人宅改修工事 埼玉県さいたま市

M様邸 千葉県四街道市

株式会社牛越生理学研究所 事務所棟 千葉県佐倉市

八潮市緑町 埼玉県八潮市

M様邸 東京都豊島区

藤和仙川コープ個人宅 東京都調布

緑区打設工事 神奈川県横浜市

S様邸 東京都台東区

成田国際空港警察暑敷地内打設工事 千葉県成田市

O様邸 自己用倉庫新築工事 東京都狛江市

稲城市東⾧沼 東京都稲城市

T様邸新築工事 神奈川県相模原市

協和興業株式会社改修計画 埼玉県八潮市

ルビナ 東京都千代田区

スーパーバリュー南浦和店 店舗工事 埼玉県さいたま市

O様共同住宅新築工事 東京都墨田区

成田市戸建駐車場工事 千葉市成田市

F様賃貸併用住宅新築工事 神奈川県横浜市

国分寺駅北口東街区 東京都国分寺市

用途

戸建住宅

ビル

ビル

事務所

店舗

店舗

戸建住宅

戸建住宅

戸建住宅

店舗

戸建住宅

公共施設

戸建住宅

マンション

事務所

マンション

戸建住宅

事務所

店舗

戸建住宅

マンション

事務所

公共施設

事務所

戸建住宅

店舗

戸建住宅

ビル
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現場名 住所

廣瀬内科医院作業所 神奈川県横浜市

M様邸 神奈川県川崎市

ベルウッド原宿１Ｆ 渋谷区神宮前

横須賀戸建駐車場 神奈川県横須賀市

M様邸 東京都豊島区

丸源ラーメン東久留米店 東京都東久留米市

湘南パンケーキ厨房工事 千葉県習志野市

個別指導学院 フリーステップ平井教室 東京都江戸川区

ワインホール 東京都港区

A様邸 東京都狛江市

M様邸 東京都足立区

S様邸新築工事 千葉県白井市

インター精工株式会社工場内 埼玉県日高市

むろき歯科医院 神奈川県横浜市

東馬込プロジェクト 東京都大田区

千串屋 埼玉県所沢市

「かつや」新店舗新築工事 千葉県千葉市

（仮称）エア・ウオーター(株)宇都宮工場新築工事 栃木県宇都宮市

ポンプ室地下躯体築造工事 東京都調布市

赤羽打設工事 東京都北区

仲六郷工事 東京都大田区

S様邸工事 東京都板橋区

船橋市立船橋特別支援学校 高根台校舎 千葉県船橋市

赤羽工事 東京都北区

千葉市立稲毛高校 校門ｽﾛｰﾌﾟ工事 千葉県千葉市

日本橋浜町作業所 東京都中央区

神田錦町作業所 東京都千代田区

マミーマート中和倉店 改修工事 千葉県松戸市

用途

学校

戸建住宅

学校

ビル

事務所

店舗

飲食店

工場

工場

店舗

ビル

戸建住宅

戸建住宅

戸建住宅

工場

病院・高齢者施設

ビル

店舗

戸建住宅

店舗

店舗

学校

店舗

戸建住宅

病院・高齢者施設

戸建住宅

ビル

戸建住宅
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現場名 住所

T様邸 埼玉県八潮市

S様邸 埼玉県八潮市

A様邸 埼玉県さいたま市

春日部東高校 埼玉県春日部市

ヨドコウ川越配送センター 埼玉県川越市

株式会社東京洗染機械製作所 山梨工場 山梨県山梨市

泉区緑園作業所 神奈川県横浜市

株式会社スズキオートプラザ 千葉県八千代市

ポンプ室地下躯体築造工事 東京都調布市

M様邸 千葉県八街市

M様邸 埼玉県川口市

宮崎土建 戸建現場 東京都港区

スシロー(新築工事) 千葉県稲毛区

千葉駅 店舗(千葉ペリエ) 千葉県千葉市

北区王子工事 東京都北区

まい泉 東京都調布市

マーレフィルターシステムズ場内 栃木県真岡(ﾓｵｶ)市

個人邸工事 千葉県柏市

児玉化学工業 工場内 神奈川県小田原市

赤羽打設工事 東京都北区

TXアベニュー柏の葉改修工事 千葉県柏市

株式会社プラコー工場内 埼玉県さいたま市

A様邸 神奈川県藤沢市

北沢1丁目AP A号棟新築工事 東京都世田谷区

広尾プラザ（三合庵） 東京都渋谷区

ねぎし工事 東京都豊島区

千代田区二番町戸建て現場 東京都千代田区

鎌倉市材木座戸建駐車場工事 神奈川県鎌倉市

用途

ビル

店舗

戸建住宅

駐車場

工場

ビル

公共施設

工場

戸建住宅

ビル

店舗

商業施設

マンション

店舗

工場

戸建住宅

ビル

店舗

工場

戸建住宅

戸建住宅

戸建住宅

戸建住宅

戸建住宅

戸建住宅

学校

倉庫

工場



■㈱フロアエージェント 土間工事実績表 面積500㎡未満 2022年8月更新

現場名 住所

K様邸車庫工事 神奈川県横浜市

イッツ東京フォーサイトスクエア 個人宅 東京都新宿区

マーレフィルターシステムズ場内 栃木県真岡市

S様邸 千葉県市原市

新宿区河田町ＰＪ新築工事 東京都新宿区

日野自動車 東京都八王子市

戸建住宅 東京都足立区

F様邸新築工事 埼玉県所沢市

株式会社宮岡 東京営業所(兼自宅) 東京都文京区

御岳登山鉄道滝本駅取付管工事 東京都青梅市

株式会社アサヒＡ・Ｍ・Ｆ工事 神奈川県秦野市

からやま 神奈川県相模原市

南品川工事 東京都品川区

M様邸外構工事 東京都調布市

ペリエ千葉内ミスターミニット ペリエ千葉店 千葉県千葉市

中野区鷺宮工事 東京都中野区

豊洲運河の水門 東京都江東区

XX627 T様・N様邸新築工事 埼玉県川越市

板橋ファイト店舗改修工事 東京都板橋区

松戸市小根本藤和ｼﾃｨｺｰﾌﾟ松戸小根本個人宅 千葉県松戸市

さいたま新都心ビル テナント2Ｆ 埼玉県さいたま市

足立区梅田工場工事 東京都足立区

浅草 店舗床改修工事 東京都台東区

スターツ：アパート 埼玉県八潮市

神奈川区車庫工事 神奈川県横浜市

鳥貴族 府中けやき通り店 東京都府中市

M様邸 埼玉県川越市

O様邸 神奈川県川崎市

用途

事務所

戸建住宅

ビル

工場

店舗

マンション

駐車場

飲食店

店舗

ビル

公共施設

戸建住宅

店舗

戸建住宅

事務所

公共施設

事務所

店舗

ビル

戸建住宅

事務所

戸建住宅

ビル

工場

戸建住宅

戸建住宅

駐車場

戸建住宅
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現場名 住所

イトーピア浦和常盤個人宅補修工事 埼玉県さいたま市

（仮称）川崎の家新築工事 神奈川県川崎市

千葉白井工事 千葉県白井市

K様邸新築工事 東京都練馬区

吉川市工事 埼玉県吉川市

西濃運輸 前橋支店 群馬県飯土井町

珀狼工事 東京都港区

ベローチェ 東京都新宿区

飯田橋セントラルプラザ駐車場 東京都新宿区

Y様邸 埼玉県上尾市

K様邸新築工事 東京都練馬区

千葉県佐倉市戸建駐車場工事 千葉県佐倉市

サンマンション北本2号棟個人宅 埼玉県北本市

西浅草八幡神社 東京都台東区

厚木市荻野工事 神奈川県厚木市

K様邸 東京都渋谷区

S様邸 東京都足立区

用途

戸建住宅

戸建住宅

戸建住宅

マンション

宗教施設

戸建住宅

戸建住宅

店舗

事務所

店舗

店舗

駐車場

戸建住宅

戸建住宅

戸建住宅

店舗

戸建住宅


