
駐輪ラック・屋根／駐車設備等　工事実績表（平成１８～２０年度抜粋）　　　　　平成２１年４月１日現在

注　　文　　者 工　　　事　　　名　 所　在　地 竣工年月

1 松井建設(株) サニーコート多摩センター壱番館新築工事 東京都 平成１８年　４月

2 (株)ナミキ サンハウス富士見台・京橋商事新築工事 東京都 平成１８年　４月

3 (株)片山組 西早稲田１丁目マンション新築工事 東京都 平成１８年　４月

4 (株)佐藤秀 アルシオン生田新築工事 神奈川県 平成１８年　４月

5 (株)間組 赤羽ハウス新築工事 東京都 平成１８年　４月

6 松井建設(株) サニーコート多摩センター弐番館新築工事 東京都 平成１８年　５月

7 (株)大林組 エスパス新宿新築工事 東京都 平成１８年　５月

8 (株)アポロ 日本橋蛎殻町１丁目新築工事 東京都 平成１８年　５月

9 (株)間組 パークホームズ市川１丁目新築工事 千葉県 平成１８年　５月

10 日新工業(株) エクシーナ四谷新築工事 東京都 平成１８年　５月

11 (株)ナミキ サンヴィアーレ千住・平尾新築工事 東京都 平成１８年　５月

12 東鉄工業(株) シーズガーデン高崎問屋町新築工事 群馬県 平成１８年　５月

13 (株)レベル アールブラン高円寺新築工事 東京都 平成１８年　６月

14 松井建設(株) メインステージ白金高輪Ⅱ新築工事 東京都 平成１８年　６月

15 西武建設(株) 松戸新田マンション新築工事 千葉県 平成１８年　６月

16 高島平ハイツ管理組合 高島平ハイツ駐輪場改修工事 東京都 平成１８年　６月

17 (株)小川建設 グローリオ花小金井新築工事 東京都 平成１８年　６月

18 (株)合田工務店 東駒形３丁目マンション新築工事 東京都 平成１８年　６月

19 (株)エム・アンド・エヌ サンライズ松本Ｎｏ．１１新築工事 東京都 平成１８年　６月

20 (株)エスアイテック 芝浦工業大学豊洲キャンパス（第１期）新築工事 東京都 平成１８年　６月

21 (株)ナミキ サンヴィアーレ桜台・佐藤新築工事 東京都 平成１８年　６月

22 飛島建設(株) ソワレ寿マンション新築工事 東京都 平成１８年　６月

23 松井建設(株) 白山５丁目新築工事 東京都 平成１８年　７月

24 (株)アポロ 西新宿マンション新築工事 東京都 平成１８年　７月

25 (株)レベル 立川柴崎マンション新築工事 東京都 平成１８年　７月

26 (株)守谷商会 クレアメゾン入間新築工事 埼玉県 平成１８年　７月

27 清水建設(株) アスコットパーク日本橋久松町新築工事 東京都 平成１８年　７月

28 (株)エスアイテック 芝浦工業大学豊洲キャンパス（第２期）新築工事 東京都 平成１８年　７月

29 (株)ナミキ サンヴィアーレ高島平・遠藤新築工事 東京都 平成１８年　７月

30 (株)合田工務店 ロアール北新宿新築工事 東京都 平成１８年　７月

31 埼玉建興(株) サニーコート北浦和第２新築工事 埼玉県 平成１８年　７月

32 三平建設(株) カサド成城Ⅱ新築工事 東京都 平成１８年　７月

33 千代田アクタス(株) 東向島５丁目ビル新築工事 東京都 平成１８年　７月

34 藤田商事(株) 飯能生活クラブ新築工事 埼玉県 平成１８年　８月

35 (株)大原工務店 青島マンション新築工事 神奈川県 平成１８年　８月

36 野州工業(株) ヤマトレジデンス新築工事 神奈川県 平成１８年　８月

37 (株)守谷商会 アイディーコート五井新築工事 千葉県 平成１８年　８月

38 (株)合田工務店 プラチナコート錦糸町新築工事 東京都 平成１８年　８月

39 (株)ナミキ サンヴィアーレ鹿浜・巻田新築工事 東京都 平成１８年　８月

40 (株)ナミキ サンヴィアーレ調布・川島新築工事 東京都 平成１８年　８月

41 安藤建設(株) グランハイツ東新宿新築工事 東京都 平成１８年　８月

42 ファーストカルデア(株) グランシティ新川崎新築工事 神奈川県 平成１８年　８月

43 (株)アポロ ウィルローズ赤羽新築工事 東京都 平成１８年　９月

44 山王総合(株) 東海大学病院内駐輪場新築工事 神奈川県 平成１８年　９月

45 松井建設(株) 新宿中町プロジェクト新築工事 東京都 平成１８年　９月

46 松井建設(株) 業平５丁目マンション新築工事 埼玉県 平成１８年　９月

47 西武建設(株) ファインスクエア相模原新築工事 神奈川県 平成１８年　９月

48 東京サッシ販売(株) ツインシティ東砂新築工事 東京都 平成１８年　９月

49 (株)守谷商会 日本橋兜町３番館プロジェクト新築工事 東京都 平成１８年　９月

50 川田工業(株) Ｄ’クラディア上荻新築工事 東京都 平成１８年　９月

51 (株)合田工務店 東駒形マンション新築工事 東京都 平成１８年　９月

52 清水建設(株) 文京区本郷２丁目計画新築工事 東京都 平成１８年　９月

53 日本国土開発(株) Ｄ’グランセ妙蓮寺新築工事 神奈川県 平成１８年　９月

54 (株)ナミキ サンヴィアーレ赤塚・加藤新築工事 東京都 平成１８年　９月

55 三平建設(株) アンビシャスアベニュー上福岡新築工事 埼玉県 平成１８年　９月

56 飛島建設(株) アーバンビュー洗足新築工事 東京都 平成１８年　９月

57 (株)イチケン ランドール浅草新築工事 東京都 平成１８年１０月

58 西武建設(株) 中落合プロジェクト新築工事 東京都 平成１８年１０月

59 東京サッシ販売(株) ドミール蒲田新築工事 東京都 平成１８年１０月

60 藤田商事(株) 白金１丁目新築工事 東京都 平成１８年１０月
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61 スターツＣＡＭ(株) 福栄３丁目渡邊マンション新築工事 千葉県 平成１８年１０月

62 さくら建設(株) 四葉１丁目新築工事 東京都 平成１８年１０月

63 清水建設(株) リビオ本郷新築工事 東京都 平成１８年１０月

64 清水建設(株) 医療法人清輝会国府津病院新築工事 神奈川県 平成１８年１０月

65 (株)トコスチ ローレルコート所沢元町新築工事 埼玉県 平成１８年１０月

66 (株)ナミキ ルフィネス練馬早宮ザ・レジデンス新築工事 東京都 平成１８年１０月

67 千代田アクタス(株) 南千住２丁目ビル新築工事 東京都 平成１８年１０月

68 藤田商事(株) クレストフォルム亀戸新築工事 東京都 平成１８年１１月

69 田中土建工業(株) ライオンズガーデン府中紅葉丘新築工事 東京都 平成１８年１１月

70 西武造園(株) ウィズ戸田公園新築工事 埼玉県 平成１８年１１月

71 協和工機(株) ガーデンホーム蓮沼新築工事 東京都 平成１８年１１月

72 戸田建設(株) 西新宿６丁目西第７地区市街地再開発新築工事 東京都 平成１８年１１月

73 (株)守谷商会 クイーンズレゾン小川新築工事 東京都 平成１８年１１月

74 (株)エム・アンド・エヌ サンライズ松本Ｎｏ．７新築工事 東京都 平成１８年１１月

75 (株)間組 サニーコート城北公園新築工事 東京都 平成１８年１１月

76 戸田建設(株) 武蔵野赤十字病院救命救急センター新築工事 東京都 平成１８年１１月

77 (株)松村組 アイディーコートつくば新築工事 茨城県 平成１８年１１月

78 大成建設(株) 東京ミッドタウンプロジェクト(Ｅ・Ｆ棟）新築工事 東京都 平成１８年１１月

79 (株)ナミキ サンヴィアーレ石神井台・本橋新築工事 東京都 平成１８年１１月

80 埼玉建興(株) 東川口４丁目鯨井ビル新築工事 埼玉県 平成１８年１１月

81 三平建設(株) 谷原１丁目マンション新築工事 東京都 平成１８年１１月

82 (株)合田工務店 明石町計画新築工事 東京都 平成１８年１２月

83 (株)ナカノフドー建設 アイディーコート土浦レイクサイド新築工事 茨城県 平成１８年１２月

84 (株)間組 若松プロジェクト新築工事 東京都 平成１８年１２月

85 三平建設(株) アーバンキャッスルひばりが丘新築工事 埼玉県 平成１８年１２月

86 古久根建設(株) サーパス熊谷駅前弐番館新築工事 埼玉県 平成１８年１２月

87 飛島建設(株) プラウド国分寺新築工事 東京都 平成１８年１２月

88 三平建設(株) アトランティス津田沼Ⅱ新築工事 千葉県 平成１８年１２月

89 (株)竹中工務店 グランタワー目黒新築工事 東京都 平成１９年　１月

90 (株)アポロ ジョイシティ東京女子医大前新築工事 東京都 平成１９年　１月

91 (株)フジタ 藤和練馬豊玉北新築工事 東京都 平成１９年　１月

92 西武建設(株) ガーデンホーム相模大野新築工事 神奈川県 平成１９年　１月

93 松井建設(株) アデニウム千葉みなと新築工事 千葉県 平成１９年　１月

94 西武建設(株) 狭山ヶ丘１丁目計画新築工事 埼玉県 平成１９年　１月

95 スターツＣＡＭ(株) 中村様マンションⅢ新築工事 千葉県 平成１９年　１月

96 協和工機(株) クリオ川口幸町新築工事 埼玉県 平成１９年　１月

97 (株)大林組 獨協大学壬生看護学校新築工事 栃木県 平成１９年　１月

98 (株)守谷商会 アイディーコート千歳船橋３番館新築工事 東京都 平成１９年　１月

99 (株)間組 中央不動産大久保ビル新築工事 東京都 平成１９年　１月

100 清水建設(株) 九段第３合同庁舎・千代田区役所本庁舎整備工事 東京都 平成１９年　１月

101 (株)ナミキ サンヴィアーレ蕨　小嶌・鹿野新築工事 埼玉県 平成１９年　１月

102 日新工業(株) 西大井マンション新築工事 東京都 平成１９年　１月

103 日本ハウズイング(株) カテリーナ門前仲町新築工事 東京都 平成１９年　１月

104 古久根建設(株) サーパス高崎栄町新築工事 群馬県 平成１９年　１月

105 ファーストカルデア(株) サンクレイドル千城台新築工事 千葉県 平成１９年　１月

106 飛島建設(株) メインステージ茗荷谷新築工事 東京都 平成１９年　１月

107 共立建設(株) コートモデリア人形町新築工事 東京都 平成１９年　１月

108 古久根建設(株) 蔵前プロジェクト新築工事 東京都 平成１９年　１月

109 斎藤工業(株) 戸田南町マンション新築工事 埼玉県 平成１９年　１月

110 飛島建設(株) ロータリーパレスひたち野うしく新築工事 茨城県 平成１９年　１月

111 スターツＣＡＭ(株) 江戸川区本庁舎南棟駐輪場新築工事 東京都 平成１９年　２月

112 松井建設(株) 北砂３丁目新築工事 東京都 平成１９年　２月

113 坂田建設(株) グローブ船橋新築工事 千葉県 平成１９年　２月

114 松井建設(株) エクセレント野田愛宕新築工事 千葉県 平成１９年　２月

115 西武建設(株) ロータリーパレス取手新築工事 茨城県 平成１９年　２月

116 アイサワ工業(株) 柿の木坂２丁目新築工事 東京都 平成１９年　２月

117 西武造園(株) 沼袋１丁目新築工事 東京都 平成１９年　２月

118 清水建設(株) 新宿７丁目ビル新築工事 東京都 平成１９年　２月

119 日本ハウズイング(株) カテリーナ小豆沢新築工事 東京都 平成１９年　２月

120 (株)合田工務店 新川１丁目ビル新築工事 東京都 平成１９年　２月
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121 大成建設(株) 南青山１丁目団地建替プロジェクトＮ棟新築工事 東京都 平成１９年　２月

122 (株)間組 川崎汽船㈱町田研修所新築工事 東京都 平成１９年　２月

123 (株)ナミキ サンヴィアーレ升形・香山新築工事 神奈川県 平成１９年　２月

124 戸田建設(株) 新日鉄湊３丁目計画新築工事 東京都 平成１９年　２月

125 戸田建設(株) パームス世田谷桜１丁目新築工事 東京都 平成１９年　２月

126 清水建設(株) 特別養護老人ホーム　所沢かがやきの里新築工事 埼玉県 平成１９年　２月

127 日本国土開発(株) 鶴見中央４丁目マンション新築工事 神奈川県 平成１９年　２月

128 東鉄工業(株) シーズガーデン矢野口新築工事 東京都 平成１９年　２月

129 弘栄建設工業(有) 東矢口プロジェクト新築工事 東京都 平成１９年　２月

130 古久根建設(株) 生麦・内外輸送マンション新築工事 神奈川県 平成１９年　２月

131 飛島建設(株) 高円寺マンション新築工事 東京都 平成１９年　２月

132 埼玉建興(株) 東川口４丁目鯨井マンション新築工事 埼玉県 平成１９年　２月

133 飛島建設(株) 中央林間計画新築工事 神奈川県 平成１９年　２月

134 三平建設(株) フェローネ南橋本新築工事 神奈川県 平成１９年　２月

135 南海辰村建設(株) 吉祥寺本町３丁目賃貸住宅新築工事 東京都 平成１９年　２月

136 三平建設(株) グーディッシュ西川口新築工事 埼玉県 平成１９年　２月

137 古久根建設(株) 国分寺本町４丁目計画新築工事 東京都 平成１９年　２月

138 三平建設(株) 町田市原町田２丁目計画新築工事 東京都 平成１９年　２月

139 (株)イチケン アデニウム川口元郷新築工事 埼玉県 平成１９年　３月

140 さくら建設(株) グランボア加賀新築工事 東京都 平成１９年　３月

141 山王総合(株) 東海大学医学部第４駐輪場新築工事 神奈川県 平成１９年　３月

142 西武造園(株) 中野１丁目新築工事 東京都 平成１９年　３月

143 (株)フジタ 三菱若松町新築工事 東京都 平成１９年　３月

144 松井建設(株) 富士見台集合住宅新築工事 東京都 平成１９年　３月

145 松井建設(株) リフレックスⅡ新築工事 東京都 平成１９年　３月

146 松井建設(株) マーベラス府中２丁目新築工事 東京都 平成１９年　３月

147 (株)フジタ 一橋学院新校舎駐輪場新築工事 東京都 平成１９年　３月

148 (株)フジタ 三菱本郷マンション新築工事 東京都 平成１９年　３月

149 松井建設(株) 北区田端２丁目新築工事 東京都 平成１９年　３月

150 西武建設(株) レーベンリゾリア軽井沢新築工事 長野県 平成１９年　３月

151 大成建設(株) 東池袋３丁目住宅その他建設工事 東京都 平成１９年　３月

152 (株)守谷商会 サンクタス蘇我シーズンエアシティ新築工事 千葉県 平成１９年　３月

153 多田建設(株) シーズガーデン甲府宝新築工事 山梨県 平成１９年　３月

154 戸田建設(株) 富士電球上落合集合住宅新築工事 東京都 平成１９年　３月

155 (株)早野組 朝日町ビル新築工事 東京都 平成１９年　３月

156 (株)白石 カテリーナ荻窪Ⅶ新築工事 東京都 平成１９年　３月

157 (株)小川建設 カテリーナ錦糸町Ⅱ新築工事 東京都 平成１９年　３月

158 (株)片山組 レガリアシティ亀戸新築工事 東京都 平成１９年　３月

159 (株)合田工務店 塩浜２丁目マンション新築工事 東京都 平成１９年　３月

160 (株)ナミキ サンヴィアーレ西亀有・石橋新築工事 東京都 平成１９年　３月

161 (株)守谷商会 クレアメゾン飯能新築工事 埼玉県 平成１９年　３月

162 飛島建設(株) 南砂２丁目計画新築工事 東京都 平成１９年　３月

163 三平建設(株) 大田区羽田４丁目計画新築工事 東京都 平成１９年　３月

164 生和コーポレーション(株) 酒井マンション新築工事 東京都 平成１９年　３月

165 飛島建設(株) 北新宿Ｋビル集合住宅新築工事 東京都 平成１９年　３月

166 清水建設(株) 東京工業大学緑ヶ丘３号館駐輪場改修工事 東京都 平成１９年　４月

167 (株)ナミキ サンヴィアーレ向原・三原加藤新築工事 東京都 平成１９年　４月

168 (株)Ｈｕｍａｎ２１ 曳舟ビルⅠ新築工事 東京都 平成１９年　４月

169 (株)千代田アクタス 曳舟ビルⅡ新築工事 東京都 平成１９年　４月

170 三平建設(株) ＮＫ－３　ＯｎｅＲ新築工事 東京都 平成１９年　４月

171 古久根建設(株) Ｓアミュー狛江新築工事 東京都 平成１９年　４月

172 九鉄工業(株) アイディスクエア立川新築工事 東京都 平成１９年　５月

173 (株)ナミキ サンヴィアーレ土支田・中井川新築工事 東京都 平成１９年　５月

174 (株)ナミキ サンヴィアーレ清水ヶ丘・吉野新築工事 東京都 平成１９年　５月

175 東鉄工業(株) リリーベル東戸塚サーモス新築工事 神奈川県 平成１９年　５月

176 (株)合田工務店 墨田区太平１丁目計画新築工事 東京都 平成１９年　５月

177 (株)守谷商会 千代ヶ丘４丁目共同住宅新築工事 神奈川県 平成１９年　５月

178 ファーストカルデア(株) グランシティ船橋北本町新築工事 千葉県 平成１９年　５月

179 飛島建設(株) Ｄ’クラディア川口戸塚Ⅱ新築工事 埼玉県 平成１９年　５月

180 協和工機(株) グランイーグル大森新築工事 東京都 平成１９年　６月
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181 西武建設(株) アパートメント三田新築工事 東京都 平成１９年　６月

182 さくら建設(株) 西所沢１丁目マンション新築工事 埼玉県 平成１９年　６月

183 (株)大林組 千間台４丁目自転車駐輪場設置工事 埼玉県 平成１９年　６月

184 松井建設(株) 毛利マンション新築工事 東京都 平成１９年　６月

185 柏原塗研工業(株) フラッツ北千住新築工事 東京都 平成１９年　６月

186 松井建設(株) メインステージ多摩川Ⅱ新築工事 東京都 平成１９年　６月

187 (株)間組 コスモ久地マンション新築工事 神奈川県 平成１９年　６月

188 (株)福田組 池袋デュープレックスタワー新築工事 東京都 平成１９年　６月

189 (株)守谷商会 アイディスクエア吉祥寺新築工事 東京都 平成１９年　６月

190 清水建設(株) クラリオン本社事務所兼技術センター新築工事 埼玉県 平成１９年　６月

191 清水建設(株) ポレスターセントラルシティ土浦新築工事 茨城県 平成１９年　６月

192 (株)合田工務店 田尻３丁目マンション新築工事 千葉県 平成１９年　６月

193 東洋建設(株) 藤和荏原中延駅前計画新築工事 東京都 平成１９年　６月

194 南海辰村建設(株) セントラルステージ相模大野新築工事 神奈川県 平成１９年　６月

195 ヴェルレージュ小日向管理組合 ヴェルレージュ小日向駐輪場改修工事 東京都 平成１９年　６月

196 三平建設(株) 上石神井１丁目プロジェクト新築工事 東京都 平成１９年　６月

197 (株)森本組 西五反田１丁目プロジェクト新築工事 東京都 平成１９年　６月

198 三平建設(株) パンテオン北浦和新築工事 埼玉県 平成１９年　６月

199 ファーストカルデア(株) グーディッシュ新八柱新築工事 千葉県 平成１９年　６月

200 東神開発(株) 玉川高島屋駐輪場設置工事 東京都 平成１９年　７月

201 (株)フジタ パークハウス笹塚アーバンス新築工事 東京都 平成１９年　７月

202 (株)ＮＩＰＰＯコーポレーション 松原６丁目マンション新築工事 東京都 平成１９年　７月

203 (株)間組 コスモ上永谷３マンション新築工事 神奈川県 平成１９年　７月

204 (株)守谷商会 レアシス厚木栄町新築工事 神奈川県 平成１９年　７月

205 九鉄工業(株) クイーンズレゾン町田新築工事 東京都 平成１９年　７月

206 (株)片山組 レガリア学芸大学アパートメント新築工事 東京都 平成１９年　７月

207 南海辰村建設(株) ラ・コスタ日吉新築工事 神奈川県 平成１９年　７月

208 (株)守谷商会 クイーンズレゾン五井新築工事 千葉県 平成１９年　８月

209 (株)ナミキ フレア中目黒・小山新築工事 東京都 平成１９年　８月

210 (株)ナミキ サンヴィアーレ下落合・辻村新築工事 東京都 平成１９年　８月

211 (株)ナミキ サンヴィアーレ川越・久津間新築工事 埼玉県 平成１９年　８月

212 清水建設(株) 千歳船橋３丁目マンション新築工事 東京都 平成１９年　８月

213 (株)小川建設 ＬＡ東中野Ⅱ新築工事 東京都 平成１９年　８月

214 (株)合田工務店 方南１丁目計画新築工事 東京都 平成１９年　８月

215 三平建設(株) ダイアパレス国分寺鷹の台新築工事 東京都 平成１９年　８月

216 (有)助川アルミ工業 水戸新原１丁目新築工事 茨城県 平成１９年　８月

217 ファーストカルデア(株) サンクレイドル蘇我弐番館新築工事 千葉県 平成１９年　８月

218 (有)白林工業 百合ヶ丘マンション新築工事 神奈川県 平成１９年　８月

219 斎藤工業(株) 日神パレスステージ大宮浅間町新築工事 埼玉県 平成１９年　８月

220 古久根建設(株) ジョイシティ東武練馬新築工事 東京都 平成１９年　８月

221 河端建設(株) 安部マンション新築工事 東京都 平成１９年　９月

222 松井建設(株) 新宿２丁目計画新築工事 東京都 平成１９年　９月

223 西武建設(株) 旧古川庭園駅前プロジェクト新築工事 東京都 平成１９年　９月

224 川城建設(株) 市川市新井２丁目新築工事 千葉県 平成１９年　９月

225 (株)レベル 西ヶ原計画新築工事 東京都 平成１９年　９月

226 坂田建設(株) 大野マンション弐番館新築工事 千葉県 平成１９年　９月

227 松井建設(株) サニーコート府中新築工事 東京都 平成１９年　９月

228 (株)大林組 ＮＣＣ原宿自転車駐輪場設置工事 東京都 平成１９年　９月

229 (株)守谷商会 クイーンズレゾン高崎新築工事 群馬県 平成１９年　９月

230 (株)ナミキ サンヴィアーレ菅北浦・田代新築工事 神奈川県 平成１９年　９月

231 (株)守谷商会 高円寺北２丁目プロジェクト新築工事 東京都 平成１９年　９月

232 清水建設(株) 調布駅南口第１地区市街地再開発事業新設工事 東京都 平成１９年　９月

233 (株)片山組 レガリア西早稲田３丁目新築工事 東京都 平成１９年　９月

234 前田道路(株) 梅野様マンション新築工事 千葉県 平成１９年　９月

235 (株)森本組 グランシティ豊田新築工事 東京都 平成１９年　９月

236 古久根建設(株) サーパス南橋本新築工事 神奈川県 平成１９年　９月

237 (株)志多組 上石神井２丁目計画新築工事 東京都 平成１９年　９月

238 古久根建設(株) サーパス清水駅前新築工事 静岡県 平成１９年　９月

239 (株)大林組 大崎１丁目プロジェクト新築工事 東京都 平成１９年１０月

240 協和工機(株) グリーンミユキ足利新築工事 群馬県 平成１９年１０月
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241 協和工機(株) クリオ赤羽新築工事 東京都 平成１９年１０月

242 スターツＣＡＭ(株) 東方興業八潮ビル新築工事 埼玉県 平成１９年１０月

243 さくら建設(株) ＡＫＩＨＡＢＡＲＡ　ＣＬＵＢ　ＳＵＩＴＥ新築工事 東京都 平成１９年１０月

244 協和工機(株) グリーンミユキ小山新築工事 栃木県 平成１９年１０月

245 (株)レベル 駒場プロジェクト新築工事 東京都 平成１９年１０月

246 (株)加賀田組 エコヴィレッジ坂戸新築工事 埼玉県 平成１９年１０月

247 (株)片山組 足立区鹿浜４丁目マンション新築工事 東京都 平成１９年１０月

248 (株)ナミキ サンガーデン石神井台・関口新築工事 東京都 平成１９年１０月

249 川田工業(株) 白鳥４丁目共同住宅新築工事 東京都 平成１９年１０月

250 三平建設(株) ＡＧＩＯ鶴ヶ峰新築工事 神奈川県 平成１９年１０月

251 (株)Ｈｕｍａｎ２１ 吾妻橋１丁目ビル新築工事 東京都 平成１９年１０月

252 (株)大林組 仙台中央１丁目第二地区第一種市街地再開発自転車駐輪場設置工事 宮城県 平成１９年１１月

253 坂田建設(株) グランピエールＫ７新築工事 千葉県 平成１９年１１月

254 西武建設(株) 中板橋駅前共同ビル新築工事 東京都 平成１９年１１月

255 松井建設(株) 府中住吉町１丁目新築工事 東京都 平成１９年１１月

256 前田道路(株) 牡丹３丁目第Ⅲ期計画新築工事 東京都 平成１９年１１月

257 清水建設(株) Ｄ’クラディア春日部新築工事 埼玉県 平成１９年１１月

258 古久根建設(株) サーパス小山八幡町新築工事 栃木県 平成１９年１１月

259 生和コーポレーション(株) 野渡（稔）マンション新築工事 神奈川県 平成１９年１１月

260 飛島建設(株) Ｄ’グランセ東大泉新築工事 東京都 平成１９年１１月

261 西武建設(株) アクエスふじみ野新築工事 埼玉県 平成１９年１２月

262 西武建設(株) イクシア小岩親水公園新築工事 東京都 平成１９年１２月

263 (株)竹中工務店 永田町２丁目計画新築工事 東京都 平成１９年１２月

264 真柄建設(株) 潮見２丁目プロジェクト新築工事 東京都 平成１９年１２月

265 協和工機(株) エムブランド成増新築工事 東京都 平成１９年１２月

266 西武建設(株) イクシア新小岩新築工事 東京都 平成１９年１２月

267 松井建設(株) 上池上・馬込西賃貸住宅新築工事 東京都 平成１９年１２月

268 (株)レベル 港南上永谷新築工事 神奈川県 平成１９年１２月

269 (株)片山組 菊鹿野方ビル新築工事 東京都 平成１９年１２月

270 (株)守谷商会 クイーンズレゾン狭山新築工事 埼玉県 平成１９年１２月

271 (株)片山組 レガリア神宮前新築工事 東京都 平成１９年１２月

272 (有)彩央ビルテック 麻布台１丁目賃貸マンション新築工事 東京都 平成１９年１２月

273 (株)合田工務店 ダイアパレス船橋夏見新築工事 千葉県 平成１９年１２月

274 (株)小川建設 板橋区清水町マンション新築工事 東京都 平成１９年１２月

275 (株)ナミキ サンガーデン大山・大矢新築工事 東京都 平成１９年１２月

276 (株)ナミキ サンガーデン羽田・吉澤新築工事 東京都 平成１９年１２月

277 清水建設(株) 吉祥寺プロジェクト新築工事 東京都 平成１９年１２月

278 (株)守谷商会 クイーンズレゾン関内新築工事 神奈川県 平成１９年１２月

279 三平建設(株) グランシティ石神井公園Ⅱ新築工事 東京都 平成１９年１２月

280 ファーストカルデア(株) サンクレイドル横須賀・池上新築工事 神奈川県 平成１９年１２月

281 西武造園(株) 辰巳２丁目新築工事 東京都 平成２０年  １月

282 スターツＣＡＭ(株) 中野様マンション新築工事 埼玉県 平成２０年  １月

283 協和工機(株) エムブランド亀有新築工事 東京都 平成２０年  １月

284 (株)大林組 公務員宿舎清水町住宅新築工事 東京都 平成２０年  １月

285 西武建設(株) アパートメント白金新築工事 東京都 平成２０年  １月

286 松井建設(株) アパ本千葉マンション新築工事 千葉県 平成２０年  １月

287 (株)大林組 ＴＨＥパームス日本橋横山町新築工事 東京都 平成２０年  １月

288 西武建設(株) エムブランド戸山新宿公園新築工事 東京都 平成２０年  １月

289 松井建設(株) 馬込西新築工事 東京都 平成２０年  １月

290 フォーラスタワー所沢管理組合 フォーラスタワー所沢駐輪場改修工事 埼玉県 平成２０年  １月

291 (株)片山組 上原の集合住宅新築工事 東京都 平成２０年  １月

292 清水建設(株) 田町プロジェクト新築工事 東京都 平成２０年  １月

293 (株)守谷商会 アイディーコート所沢新築工事 埼玉県 平成２０年  １月

294 九鉄工業(株) クレアメゾン元加治新築工事 埼玉県 平成２０年  １月

295 (株)ナミキ サンヴィアーレ成増・小日向新築工事 東京都 平成２０年  １月

296 (株)トコスチ 所沢市立下山口駅周辺駐輪場新設工事 埼玉県 平成２０年  １月

297 (株)片山組 ホームズ市谷田町新築工事 東京都 平成２０年  １月

298 (株)合田工務店 千駄木３丁目道灌山計画新築工事 東京都 平成２０年  １月

299 (株)小川建設 グランシャトレ三軒茶屋新築工事 東京都 平成２０年  １月

300 三平建設(株) ダイアパレス豊四季駅前新築工事 千葉県 平成２０年  １月
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301 ファーストカルデア(株) グランシティ西東京Ⅱ新築工事 東京都 平成２０年  １月

302 東レ建設(株) 玉川台１丁目マンション新築工事 東京都 平成２０年  １月

303 三平建設(株) 赤羽東マンション新築工事 東京都 平成２０年  １月

304 古久根建設(株) サーパス大岡日吉町新築工事 静岡県 平成２０年  １月

305 スターツＣＡＭ(株) 津田沼小川様マンション新築工事 千葉県 平成２０年  ２月

306 (株)熊谷組 西蒲田６丁目ＴＫＫ新築工事 東京都 平成２０年  ２月

307 (株)工成舎 札幌駅北口駐輪場ラック入替工事 北海道 平成２０年  ２月

308 坂田建設(株) 松戸紙敷マンション新築工事 千葉県 平成２０年  ２月

309 松井建設(株) 木場６丁目マンション新築工事 東京都 平成２０年  ２月

310 西武建設(株) 玉川上水プロジェクト新築工事 東京都 平成２０年  ２月

311 柏原塗研工業(株) モアステージ竹ノ塚新築工事 東京都 平成２０年  ２月

312 (株)守谷商会 アイディーコート千歳船橋四番館新築工事 東京都 平成２０年  ２月

313 (株)守谷商会 アイディーコート青井新築工事 東京都 平成２０年  ２月

314 (株)片山組 巣鴨４丁目共同住宅新築工事 東京都 平成２０年  ２月

315 日新工業(株) 千鳥町テラスハウス新築工事 東京都 平成２０年  ２月

316 清水建設(株) シュロスさいたま新都心新築工事 埼玉県 平成２０年  ２月

317 日本国土開発(株) 加賀原１丁目マンション新築工事 神奈川県 平成２０年  ２月

318 (株)ナミキ サンヴィアーレ朝日町・川島新築工事 東京都 平成２０年  ２月

319 ユアサ商事(株) サニーコート与野本町新築工事 埼玉県 平成２０年  ２月

320 古久根建設(株) 千葉中央プロジェクト新築工事 千葉県 平成２０年  ２月

321 飛島建設(株) 代々木４丁目計画新築工事 東京都 平成２０年  ２月

322 ファーストカルデア(株) ダイアパレス成田新築工事 千葉県 平成２０年  ２月

323 生和コーポレーション(株) 大竹マンション（康）新築工事 神奈川県 平成２０年  ２月

324 三平建設(株) 小林宗龍マンション新築工事 東京都 平成２０年  ２月

325 古久根建設(株) 百人町２丁目ビル新築工事 東京都 平成２０年  ２月

326 埼玉建興(株) ライフピア北戸田新築工事 埼玉県 平成２０年  ２月

327 (株)千代田アクタス 江東区平野３丁目ビル新築工事 東京都 平成２０年  ２月

328 飛島建設(株) ゼファー北鴻巣Ａ街区新築工事 埼玉県 平成２０年  ２月

329 スターツＣＡＭ(株) 島田様マンション新築工事 東京都 平成２０年  ３月

330 スターツＣＡＭ(株) 伊藤様マンション新築工事 千葉県 平成２０年  ３月

331 五洋建設(株) 東浦和マンション新築工事 埼玉県 平成２０年  ３月

332 (株)熊谷組 亀戸１丁目計画新築工事 東京都 平成２０年  ３月

333 坂田建設(株) パークサイド業平新築工事 東京都 平成２０年  ３月

334 松井建設(株) 入船３丁目プロジェクト新築工事 東京都 平成２０年  ３月

335 西武建設(株) はなみずき通り北７番館駐輪場改修工事 東京都 平成２０年  ３月

336 柏原塗研工業(株) ダイアパレス本庄新築工事 埼玉県 平成２０年  ３月

337 (株)大林組 新横浜ＳＴビル駐輪場新設工事 神奈川県 平成２０年  ３月

338 清水建設(株) プラウド新浦安新築工事 千葉県 平成２０年  ３月

339 九鉄工業(株) クレアメゾン狭山ヶ丘新築工事 埼玉県 平成２０年  ３月

340 みらい建設工業(株) 八丁堀４丁目計画新築工事 東京都 平成２０年  ３月

341 (株)守谷商会 クイーンズレゾン八幡宿新築工事 千葉県 平成２０年  ３月

342 (株)ナミキ サンヴィアーレ平塚・海老沢新築工事 神奈川県 平成２０年  ３月

343 (株)技建 リノア八千代台新築工事 千葉県 平成２０年  ３月

344 (株)守谷商会 ベルビー益子２新築工事 東京都 平成２０年  ３月

345 清水建設(株) 新三郷西口交通広場シェルター設置工事 埼玉県 平成２０年  ３月

346 (株)合田工務店 菊川プロジェクト新築工事 東京都 平成２０年  ３月

347 (株)片山組 ホームズ南烏山新築工事 東京都 平成２０年  ３月

348 木内建設(株) 小倉町・花島ハイツ新築工事 千葉県 平成２０年  ３月

349 (株)Ｈｕｍａｎ２１ 三筋１丁目ビル新築工事 東京都 平成２０年  ３月

350 木内建設(株) 志木市本町６丁目計画新築工事 埼玉県 平成２０年  ３月

351 飛島建設(株) 草加市氷川町プロジェクト新築工事 埼玉県 平成２０年  ３月

352 スターツＣＡＭ(株) 小峯様マンション新築工事 東京都 平成２０年　４月

353 五洋建設(株) 成増１丁目新築工事 東京都 平成２０年　４月

354 みらい建設工業(株) 銀座２丁目Ⅱ計画新築工事 東京都 平成２０年　４月

355 (株)ナミキ サンヴィアーレ江東・高木新築工事 東京都 平成２０年　４月

356 松井建設(株) 東神田集合住宅新築工事 東京都 平成２０年　４月

357 (株)合田工務店 ロータリーパレス代々木初台新築工事 東京都 平成２０年　４月

358 (株)Ｈｕｍａｎ２１ 亀戸２丁目ビル新築工事 東京都 平成２０年　４月

359 (株)千代田アクタス 川崎小川町ビル新築工事 神奈川県 平成２０年　５月

360 (株)Ｈｕｍａｎ２１ 横網２丁目ビル新築工事 東京都 平成２０年　４月
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361 共立建設(株) 滝野川６丁目マンション新築工事 東京都 平成２０年　４月

362 (株)南部 ホームズ久が原新築工事 東京都 平成２０年　４月

363 三平建設(株) 旭区柏町プロジェクト新築工事 神奈川県 平成２０年　４月

364 (株)Ｈｕｍａｎ２１ 芝大門２丁目ビル新築工事 東京都 平成２０年　４月

365 松井建設(株) 墨田区東向島５丁目新築工事 東京都 平成２０年　５月

366 (株)ナミキ サンヴィアーレリベルタ梅島・日比谷新築工事 東京都 平成２０年　５月

367 新日本建設(株) シェルゼ高井戸新築工事 東京都 平成２０年　５月

368 (株)合田工務店 上馬３丁目マンション新築工事 東京都 平成２０年　５月

369 (株)片山組 ホームズ松原４丁目新築工事 東京都 平成２０年　５月

370 三平建設(株) アーデル錦糸町Ⅱ新築工事 東京都 平成２０年　５月

371 中野建設(株) ル・リオン小山台新築工事 東京都 平成２０年　５月

372 (株)アスピア シーズガーデン長野城山公園新築工事 長野県 平成２０年　５月

373 飛島建設(株) パルミナード武蔵中原Ⅳ新築工事 神奈川県 平成２０年　５月

374 古久根建設(株) 東中野５丁目計画新築工事 東京都 平成２０年　５月

375 (株)大林組 仙台市中央区一丁目第二地区第一種市街地再開発事業新築工事 宮城県 平成２０年　６月

376 日本ハウズイング(株) カテリーナ北新宿新築工事 東京都 平成２０年　６月

377 (株)合田工務店 サンテミリオン板橋大山金井町新築工事 東京都 平成２０年　６月

378 東レ建設(株) 用賀２丁目マンション新築工事 東京都 平成２０年　６月

379 飛島建設(株) 小金井４丁目マンション新築工事 東京都 平成２０年　６月

380 協和工機(株) ランプラス横浜関内新築工事 神奈川県 平成２０年　７月

381 松井建設(株) アツキビル新築工事 東京都 平成２０年　７月

382 多田建設(株) エクアス東船橋新築工事 千葉県 平成２０年　７月

383 (株)間組 千石２丁目プロジェクト新築工事 東京都 平成２０年　７月

384 (株)川城建設 宮崎邸３階建住宅新築工事 神奈川県 平成２０年　７月

385 (株)千代田アクタス 弘明寺ビル新築工事 神奈川県 平成２０年　７月

386 ファーストカルデア(株) グランシティ西東京Ⅲ新築工事 東京都 平成２０年　７月

387 (株)大林組 イオン越谷Ａ街区新築工事 埼玉県 平成２０年　８月

388 坂田建設(株) スパシェ江東橋新築工事 東京都 平成２０年　８月

389 (株)大林組 新横浜ＳＴビル新築工事 神奈川県 平成２０年　８月

390 松井建設(株) ジョイシティ錦糸町２新築工事 東京都 平成２０年　８月

391 (株)片山組 レガリア荻窪レジデンス新築工事 東京都 平成２０年　８月

392 木内建設(株) 東久留米・高橋マンション新築工事 東京都 平成２０年　８月

393 スターツＣＡＭ(株) 笠井様マンション新築工事 東京都 平成２０年　９月

394 松井建設(株) さがみ野さくら団地新築工事 神奈川県 平成２０年　９月

395 (株)守谷商会 リナージュ平塚夕陽丘新築工事 神奈川県 平成２０年　９月

396 (株)片山組 ホームズ大岡山１丁目新築工事 東京都 平成２０年　９月

397 (株)守谷商会 リナージュ町田森野新築工事 東京都 平成２０年　９月

398 飛島建設(株) サジェスト水戸新築工事 茨城県 平成２０年　９月

399 多田建設(株) アルコード北小金新築工事 千葉県 平成２０年　９月

400 協和工機(株) 日神デュオステージ曳舟新築工事 東京都 平成２０年１０月

401 松井建設(株) ジョイシティ錦糸町北斎通新築工事 東京都 平成２０年１０月

402 平岩建設(株) 中村南３丁目計画新築工事 東京都 平成２０年１０月

403 (株)守谷商会 都立永福学園養護学校新築工事 東京都 平成２０年１０月

404 清水建設(株) ポレスター鹿島町参番館新築工事 茨城県 平成２０年１０月

405 清水建設(株) 新三郷駅前立体横断施設設置工事 埼玉県 平成２０年１０月

406 九鉄工業(株) クイーンズレゾン沼津新築工事 静岡県 平成２０年１０月

407 飛島建設(株) レリア蕨新築工事 埼玉県 平成２０年１０月

408 斎藤工業(株) ブリリアンコート武蔵野緑町新築工事 東京都 平成２０年１０月

409 スターツＣＡＭ(株) 奥沢テラスⅡ新築工事 東京都 平成２０年１１月

410 中野建設(株) ドムール春日部新築工事 埼玉県 平成２０年１１月

411 清水建設(株) ポレスター鹿島町弐番館新築工事 茨城県 平成２０年１１月

412 南海辰村建設(株) 大田区東馬込１丁目計画新築工事 東京都 平成２０年１１月

413 木原建設(株) 東小岩マンション新築工事 東京都 平成２０年１１月

414 アポロ(株) 荏原４丁目新築工事 東京都 平成２０年１２月

415 (株)竹中工務店 原宿の杜守神宮前一丁目計画住宅棟新築工事 東京都 平成２０年１２月

416 (株)大林組 大橋地区再開発自転車駐車場設置工事 東京都 平成２０年１２月

417 サンホーム(株) 成増駅北口第２駐輪場新築工事 東京都 平成２０年１２月

418 杉本建設(株) 浮島マンション新築工事 東京都 平成２０年１２月

419 協和工機(株) 新御徒町計画新築工事 東京都 平成２０年１２月

420 (株)加賀田組 志木マンション計画新築工事 埼玉県 平成２０年１２月
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421 (有)彩央ビルテック パーラーＳＰＡＲＫ駐輪場・バイク置場増設工事 神奈川県 平成２０年１２月

422 (株)合田工務店 西荻窪５丁目マンション新築工事 東京都 平成２０年１２月

423 (株)間組 リビオ日本橋人形町マンション新築工事 東京都 平成２０年１２月

424 川田工業(株) ユニロイヤル水天宮前新築工事 東京都 平成２０年１２月

425 ファーストカルデア(株) ヴェレーナ新小岩新築工事 東京都 平成２０年１２月

426 古久根建設(株) スカール千葉みなと新築工事 千葉県 平成２０年１２月

427 さくら建設(株) プレステージ押上新築工事 東京都 平成２１年　１月

428 (株)川城建設 猫実共同住宅新築工事 千葉県 平成２１年　１月

429 スターツＣＡＭ(株) 本八幡ＴＳヒルズ新築工事 千葉県 平成２１年　１月

430 三機工業(株) 岩見沢駅有明連絡歩道機械設備工事 北海道 平成２１年　１月

431 西武建設(株) アデニウム相模原新築工事 神奈川県 平成２１年　１月

432 松井建設(株) アクシア白山新築工事 東京都 平成２１年　１月

433 (株)竹中工務店 原宿の杜守神宮前一丁目計画警察棟新築工事 東京都 平成２１年　１月

434 西武建設(株) 練馬区中村南１丁目新築工事 東京都 平成２１年　１月

435 (株)間組 フォルム市谷富久町新築工事 東京都 平成２１年　１月

436 清水建設(株) フォルム内藤町新築工事 東京都 平成２１年　１月

437 (株)ナミキ サンガーデン関町南・井口新築工事 東京都 平成２１年　１月

438 戸田建設(株) 武蔵小金井南口第１地区再開発１－Ⅱ街区新築工事 東京都 平成２１年　１月

439 (株)片山組 アーバンキャッスル江戸川駅前新築工事 東京都 平成２１年　１月

440 東レ建設(株) 千歳船橋マンション新築工事 東京都 平成２１年　１月

441 スターツＣＡＭ(株) 恩田義一様マンション新築工事 千葉県 平成２１年　２月

442 スターツＣＡＭ(株) 恩田寿幸様マンション新築工事 千葉県 平成２１年　２月

443 スターツＣＡＭ(株) 江口様マンション新築工事 千葉県 平成２１年　２月

444 協和工機(株) 武蔵小山マンション新築工事 東京都 平成２１年　２月

445 西武建設(株) ブリリアひばりが丘新築工事 東京都 平成２１年　２月

446 (株)ナミキ サンヴィアーレ弘道・昼間新築工事 東京都 平成２１年　２月

447 (株)メタルワン鉄鋼製品販売 酒折駅南口駅前広場整備工事 山梨県 平成２１年　２月

448 (株)片山組 ホームズ緑ヶ丘２丁目新築工事 東京都 平成２１年　２月

449 日本ハウズイング(株) カテリーナ天王洲新築工事 東京都 平成２１年　２月

450 ファーストカルデア(株) アデニウム横浜都筑ふれあいの丘新築工事 神奈川県 平成２１年　２月

451 ファーストカルデア(株) カルデアガーデン多摩永山Ⅰ新築工事 東京都 平成２１年　２月

452 生和コーポレーション(株) 酒井(武)様マンション新築工事 埼玉県 平成２１年　２月

453 (株)合田工務店 上板橋２丁目プロジェクト新築工事 東京都 平成２１年　２月

454 生和コーポレーション(株) 川崎(淑)様マンション新築工事 埼玉県 平成２１年　２月

455 (株)志多組 レーベンハイム川口１丁目新築工事 埼玉県 平成２１年　２月

456 生和コーポレーション(株) 所沢・斎藤(昌)様マンション新築工事 埼玉県 平成２１年　２月

457 共立建設(株) 滝野川マンション新築工事 東京都 平成２１年　２月

458 (株)松村組 藤和千住仲町計画新築工事 東京都 平成２１年　２月

459 木内建設(株) 第２石橋マンション新築工事 千葉県 平成２１年　２月

460 斎藤工業(株) 東大宮５丁目プロジェクト新築工事 埼玉県 平成２１年　２月

461 (株)松尾工務店 久米川駅北口地下自転車駐輪場設置工事 東京都 平成２１年　３月

462 西武建設(株) 東村山駅西口地下再開発自転車駐輪場設置工事 東京都 平成２１年　３月

463 松井建設(株) 船橋市前原５丁目新築工事 千葉県 平成２１年　３月

464 (株)松尾工務店 トーダン本社ビル自転車駐輪場設置工事 東京都 平成２１年　３月

465 (株)竹中工務店 丸の内パークビルディング新築工事 東京都 平成２１年　３月

466 (株)川城建設 浦安当代島新築工事 千葉県 平成２１年　３月

467 スターツＣＡＭ(株) 松丸様マンション新築工事 千葉県 平成２１年　３月

468 スターツＣＡＭ(株) 金子様マンション新築工事 千葉県 平成２１年　３月

469 スターツＣＡＭ(株) 石井様マンション新築工事 千葉県 平成２１年　３月

470 (株)守谷商会 八王子千人町計画新築工事 東京都 平成２１年　３月

471 柿木工業(株) 狭山市中央図書館駐輪場新設工事 埼玉県 平成２１年　３月

472 (株)エス・アイ・エム 警視庁多摩西警察署庁舎新築工事 東京都 平成２１年　３月

473 (株)守谷商会 アイディーコート保土ヶ谷新築工事 神奈川県 平成２１年　３月

474 (株)合田工務店 神楽坂マンション新築工事 東京都 平成２１年　３月

475 ファーストカルデア(株) サンクレイドル河辺新築工事 東京都 平成２１年　３月

476 飛島建設(株) 草加駅前プロジェクト新築工事 埼玉県 平成２１年　３月

477 古久根建設(株) 東池袋ＮＳＹマンション新築工事 東京都 平成２１年　３月

478 大菊建設(株) ルピナス・ケアセンター新築工事 埼玉県 平成２１年　３月

479 生和コーポレーション(株) 横浜テープ工業(株)新社屋新築工事 東京都 平成２１年　３月

480 白石建設(株) 東中野レジデンス新築工事 東京都 平成２１年　３月
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