
中央工学校１７号館他 北区

茂原カントリー倶楽部ゲストハウス新築工事 茂原市

西原保育園園舎建替工事（建築） 西東京

西浮間小学校新築工事 北区

志茂田小学校体育館外壁改修 その他工事 太田区

一宮町立東浪見小学校校舎及び体育館大規模改修工事 長生郡

本覺山妙壽寺第二倉庫裏増築工事 世田谷区

東京家政大学キャンパス 北区

大田市場（２０）南側屋根付積込場建設工事 太田区

鳩森八幡神社社務所新築工事 渋谷区

練馬区ふるさと文化館新築工事 練馬区

富士見こども施設整備計画 千代田区

柏葉中学校複合施設大規模改修工事 台東区

都下水 東部汚泥処理棟その１０ 江東区

千葉市幕張西マンション新築工事 千葉市

下保谷児童館・福祉会館建替工事（建築工事） 西東京

茂原市立荻原小学校普通教室改築工事（建築） 茂原市

植草学園大学付属高等学校記念館 屋根外壁改修工事 千葉市

練馬区立豊玉南小学校校舎等改築工事 練馬区

サンシャイン・白子新館新築工事 長生郡

風のガーデンひの新築工事 日野市

笹川小学校屋内運動場耐震補強工事 東庄町

千葉市立小中台中学校屋内運動場耐震補強工事 千葉市

えどがわ森の保育園新築工事 成田市

久住体育館屋根改修工事 成田市

都立橘高等学校（２２）格技棟その他改修工事 墨田区

宝光保育園改築工事 西多摩郡

新宿区立清風園屋根改修その他工事 新宿区

世田谷区立梅丘中学校外部改修工事（第二期） 世田谷区

光明第二保育園改築工事 小金井市

近代BLD・１１新築工事 豊島区

首都大学東京（日野キャンパス）大学会館防水等改修工事 日野市

工事経歴
平成21年（2009年）～

平成22年（2010年）

平成23年（2011年）

平成21年（2009年）



Homeおくさわ保育園新築工事 世田谷区

足立区谷中高齢者福祉施設新築工事 足立区

三鷹市立第五中学校体育館建替工事 三鷹市

はなぶさ幼稚園プール・遊戯室棟新築工事 稲城市

横田基地（２１）事務所新設等建設その他工事 福生市

平成２２年度竹芝客船ターミナル改修工事 港区

ぴっころ保育園新築工事 世田谷区

小羊保育園増築工事 松戸市

渡辺解体興業㈱市川工場改修工事 市川市

はなぶさ会島村記念病院新築工事 練馬区

都立三鷹中等教育学校（２２）改築及び改修工事 三鷹市

花小金井キリスト教会新築工事 小金井市

つくば市立春日小中学校新築工事 つくば市

第三市営住宅エレベーター設置１期工事 福生市

世田谷区立芦花小・中学校、八幡山保育園改築工事 世田谷区

府中市郷土の森複合施設新築工事 府中市

（仮称）末吉湯新築工事 戸田市

森の子保育園新築工事 立川市

都立大泉高等学校・付属中学校改築工事 練馬区

特別養護老人ホーム松寿園増・改築工事 松戸市

プラウド代沢４丁目新築工事 世田谷区

プリザーブ向山新築工事 練馬区

警察大学校等跡地地区中央部防災公園管理棟新築工事 中野区

足立車検場倉庫・傾斜角度測定上屋（１１）新営その他工事 足立区

N邸新築工事 目黒区

赤塚六丁目保育園改築工事 板橋区

下田第二保育園新築工事 川越市

豊島区都民ひろば朋有地防水・外壁改修・その他工事 豊島区

警視庁本所警察署押上駅前交番庁舎（２３）改築工事 墨田区

町屋ふれあい館建築工事 荒川区

安房地域医療センター新救急棟新築工事 館山市

文京区立こひなた保育園耐震補強等改修工事 文京区

新宿区落合第一特別出張所等区民施設屋根等改修工事 新宿区

参議院新議員会館整備事業 参議院新議員会館建設工事（Ⅱ期工事） 千代田区

至誠館ゆりがおか保育園新築工事 川崎市

首都大学東京（日野キャンパス）台風被害補修工事 日野市

（仮称）東六郷２丁目３－５計画新築工事 大田区

浅草文化観光センター改築工事 台東区

平成24年（2012年）



首都圏中央連絡自動車道 茂原北IC管理施設新築工事 茂原市

成田市立公津の杜中学校新築工事 成田市

小美玉市立小川北中学校改築工事 小美玉市

都立産業技術高専（荒川キャンパス）外壁改修その他工事 荒川区

吉川市立美南小学校新築工事 吉川市

東尾久浄化センター主ポンプ場建設その８工事 荒川区

板橋区立赤塚第二中学校改築工事 板橋区

成田市公津の杜複合施設建設工事 成田市

荒川区（仮称）石浜ふれあい館建築工事 荒川区

（仮称）中村彜アトリエ記念館整備工事 新宿区

大田市場（２４）第４荷訳捌場新築工事 大田区

東洋大学川越キャンパスバイオナノセンター新築工事 川越市

四街道市立大日小学校屋内運動場耐震補強工事 四街道市

中野区本一高齢者会館整備工事 中野区

東京都社会福祉保健医療センター（２４）外壁等改修工事 文京区

国立スポーツ化学センター施設整備工事 北区

千葉県栗山川統合機場上屋建築その他工事 横芝光町

成田市立浩養学童クラブ新設工事 成田市

立川市ファーマーズセンター直売店等整備工事 立川市

日本大学法学部６号館新築工事 千代田区

筑西市立下館北中学校校舎・屋内運動場改築工事 筑西市

学校法人東京聖栄大学７号館新築工事 葛飾区

北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事 北本市

町田市立山崎保育園新築工事 町田市

東京都都庭園美術館（２４）改築及び改修工事 港区

田町駅東口北地区公共公益施設新築工事 港区

都立板橋看護専門学校（２３）改築工事 板橋区

首都圏中央連絡自動車道 東・神崎IC管理施設新築工事 稲敷市

成田市立下総小学校及び児童ホーム新築工事 成田市

練馬区立谷原小学校改築工事 練馬区

常磐大学高等学校新館新築工事 水戸市

三芳幼保一体化施設建設工事 南房総市

勝浦市立勝浦中学校体育館改築工事 勝浦市

（仮称）安房医療福祉専門学校新築工事 館山市

千代田区立神田一橋中学校改修工事 千代田区

南房総市立富山小中学校校舎等建築工事 南房総市

日本ゼトック株式会社相模原事業所増築工事 相模原市

平成25年（2013年）



（仮称）長沼新社屋計画 渋谷区

都立足立高等学校（２４）改修及び改築工事 足立区

勝浦市（仮称）市民文化会館建設工事 勝浦市

船橋市若葉幼稚園新築工事 船橋市

(仮称）港区立西麻布いきいきプラザ等複合施設新築工事 港区

キャスコ花葉Clubハウス改修工事 成田市

（仮称）千葉トヨペット木更津店新築工事 木更津市

（仮称）八千代市立中央図書館・市民ギャラリー新築工事 八千代市

西富久地区第一種市街地再開発事業 新宿区

八千代市立新木戸小学校屋内運動場天井等改修工事 八千代市

文京区新教育センター（（仮称）青少年プラザ等併設）建設工事 文京区

我孫子市立根戸小学校屋内運動場耐震補強等大規模改造工事 我孫子市

南房総市立丸山体育館大規模改修工事 南房総市

南房総市千倉七浦体育館等災害復旧工事 南房総市

味の素㈱川崎事業所工場見学施設建設工事 川崎市

（仮称）北里研究所白金キャンパス・薬学部校舎・北里本館建替工事 港区

軽自動車検査協会足立支所新築工事 足立区

大網白里市立白里小学校屋内運動場改築工事 大網白里市

（仮称）齊藤湯新築工事 荒川区

中央区立十思スクエア地域密着型特別養護老人ホーム（仮称）等複合施設建設工事 中央区

日本年金機構本部増築工事 杉並区

社会福祉法人慶美会 特別養護老人ホームレガーレ市川増築工事 市川市

新日本製鉄君津研修センター研修棟新設工事 君津市

月島倉庫海老名倉庫建替工事 海老名市

市川市立中山小学校非構造部材耐震等改修工事 市川市

銚子市立椎柴小学校管理・普通教室棟ほか１校耐震補強改修工事 銚子市

（仮称）南房総市白浜コミュニティセンター建築工事 南房総市

光が丘パークヴィラ屋根改修工事 練馬区

都立多摩図書館（２６）改築工事 国分寺市

市川市北方小学校屋内運動場新築工事 市川市

南房総市冨浦体育館耐震化工事 南房総市

船橋市立船橋中学校給食棟増築工事 船橋市

日本電子照射サービス株式会社塔屋外壁改修工事 つくば市

（仮称）認定こども園OURS新築工事 鴨川市

豊島区立池袋本町地区校舎併設型小中連携校新築工事 豊島区

八千代市立睦中学校技術棟改築工事 八千代市

平成26年（2014年）

平成27年（2015年）



中央区立有馬幼稚園増築及び中央区立有馬小学校大規模改修工事（建築工事） 中央区

県単港湾海岸整備工事（草野水門操作室屋根改修工事） 千葉市

新ニーズセンター花の家建築工事 町田市

都立多摩図書館（２６）改築工事 国分寺市

（仮称）柏の葉T-SITEプロジェクト新築工事139街区 柏市

旧千川小学校体育館耐震補強及び改修工事 豊島区

（仮称）神田外語大学８号館建築計画 千葉市

（仮称）赤羽体育館新築工事 北区

新浦安駅前施設新築工事 浦安市

もみじ山文化センターホール天井耐震補強その他工事 中野区

白井聖仁会病院移転新築工事 白井市

（仮称）深廣寺庫裡新築工事 港区

都立南花畑学園特別支援学校（仮称）（２７）改築工事 足立区

日刀保新刀剣博物館 墨田区

埼玉石心会病院移転新築工事 狭山市

（仮称）三鷹第二センター新築工事 三鷹市

植草学園短期大学（G棟）体育館他改修工事 千葉市

（仮称）参宮橋ちとせ保育園新築工事 渋谷区

サンシティ立川昭和記念公園新築工事 立川市

明福寺書院・庫裡新築工事 江戸川区

北里研究所薬学部・本館 港区

（仮称）東京インドネシア共和国モスク新築工事 目黒区

世田谷区立下北沢小学校新築工事 世田谷区

（仮称）京葉銀行 印西支店建替工事 印西市

（仮称）埼玉石心会病院保育室新築工事 狭山市

京葉道路 鬼高PA休憩施設新築工事 市川市

市川簡裁庁舎増築等工事 市川市

柏北部中央地区新設中学校建設工事（体育館・武道場棟）建築工事 柏市

（仮称）全農家畜衛生研究所新クリニック棟新築工事 佐倉市

NTTコミュニケーションズグラウンド・クラブハウス新築工事 浦安市

（仮称）カトーレック市川塩浜新築工事 市川市

市川市第六中学校屋内運動場改修工事 市川市

（仮称）大田区羽田四丁目複合施設改築工事 大田区

学校法人君津学園 清和大学短期大学校舎新築工事 木更津市

石岡市新庁舎建設工事 石岡市

平成30年（2018年）

平成28年（2016年）

平成29年（2017年）



（仮称）江北一丁目障がい者通所施設新築工事 足立区

ナショナルトレーニングセンター拡充棟（仮称）新営その他工事 北区

首都高神奈川管理局新社屋 横浜市

都立府中療育センター 府中市

潮見ホテル計画 江東区

都立産業技術高等専門学校（荒川キャンパス）新航空実習館（仮称）新築工事（３０） 荒川区

（仮称）第２斎場新築建築工事 習志野市

（仮称）航空科学博物館附属棟新築工事 芝山町

AFRW１号建築工事 日野市

KDDI多摩研修センター 多摩市

世田谷区総合運動場陸上競技場等改築工事 世田谷区

高田小学校跡地公園施設新築工事 豊島区

平和の森公園新体育館整備事業 中野区

東関東自動車道 酒々井PAトイレ改修工事 酒々井町

佛所護念会教団 本部会館新築工事 港区

（仮称）国分寺駅北口地下自転車駐車場整備工事 国分寺市

葛飾区立本田中学校建築（増築及び改修）工事 葛飾区

上野動物園パンダのふるさとゾーン新築工事 その２ 台東区

児童相談所　建築工事 荒川区

都立千歳丘高等学校（２９）改築及び改修工事 世田谷区

清和小学校体育館外部・プールその他改修工事 豊島区

学校法人君津学園 清和大学短期大学部校舎新築工事 木更津市

首都大学東京（南大沢キャンパス）体育館屋根改修工事（R元） 八王子市

目白第二保育園内部・その他改修工事 豊島区

墨田区立吾嬬立花中学校校舎新築その他工事 墨田区

千葉県立京葉工業高等学校屋内運動場 屋根改修工事 千葉市

（仮称）新宿区若松町プロジェクト計画 新宿区

H30千葉ニュータウンアパンドーネ原１番街 １号棟他１棟外壁修繕その他工事 印西市

印西市立高花小学校屋内運動場改修工事 印西市

成田市立美郷台小学校給食共同調理場 増築工事 成田市

北原小学校体育館非構造部材耐震対策等 改修工事 中野区

30　世田谷市場中央棟屋根更新工事 世田谷区

港区立元麻布保育園新築工事 港区

株式会社マルゼン船橋支社新築工事 船橋市

流山市立八木南小学校屋内運動場 大規模改造工事 流山市

首都高神奈川管理局新社屋 横浜市

平成31年・令和元年（2019年）

令和2年（2020年）



美鳩小学校校舎新築工事 中野区

中原小学校建替工事（建築工事） 西東京市

南房総市富山ふれあいスポーツセンター大規模改修工事（建築工事） 南房総市

千葉県がんセンター新棟建設工事 千葉市

大田区立大森第７中学校校舎改築その他工事（Ⅰ期） 大田区

大正大学８号館建替計画 豊島区

日鉄物産関東CCシャーリング工場 屋根改修その他工事 浦安市

谷津小学校全面改築工事（建築工事） 習志野市

県単港湾整備（港建特別）建築工事 （出州２号上屋改修） 千葉市

旧すみだ中小企業センター大規模改修工事 墨田区

大栄地区小中一体型校舎新築工事(建築工事) 成田市

調布市立北ノ台小学校体育館改修工事 調布市

千城台旭小学校屋内運動場外内外部改修工事 千葉市

ハートホール幕張本郷新築工事 千葉市

日本板硝子　V3F下流倉庫屋根 カバー改修工事Ⅰ期 市原市

泉屋博古館分館増改築工事 港区

手賀の丘公園どんぐりの家屋根改修工事 柏市

町田市立町田第一中学校改築工事 町田市

令和元年度千葉刑務所道場新営等工事 千葉市

（仮称）柏市柏四丁目１０計画 柏市

（仮称）長生村交流センター建設工事 長生郡

成田市公設地方卸売市場新築工事（建築工事） 成田市

葛飾区立東金町小学校建築工事 葛飾区

日本医科大学武蔵小杉病院新築工事 川崎市

軽井沢長倉ホテルPJ 長野県

印西市ふれあい文化館大規模改修工事 印西市

板橋区立上板橋第二中学校統合改築工事 板橋区

日本大学文理学部新体育館新築工事 世田谷区

東神開発流山おおたかの森Ｂ４５街区 流山市

(仮称)南平体育館建築工事 日野市

上平井水門　耐震補強工事 葛飾区

千葉市立さつきが丘東小学校 屋内運動場内外部改修工事 千葉市

(有)藤井商店第三工場新築工事 大多喜町

清水公園アクアベンチャー新築工事 野田市

池上福祉園外壁改修その他工事 大田区

(医)沖縄徳洲会(仮称)館山病院移転新築計画 館山市

松戸市立寒風台小学校校舎外壁改修工事 松戸市

アサヒグループ食品(株)茨城工場増築工事 常陸大宮市
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