
駐輪ラック・屋根／駐車設備等　工事実績表（平成２１年度）　　　　　平成２２年４月１日現在

注　　文　　者 工　　　事　　　名　 所　在　地 竣工年月

1 三進金属工業(株) 国立芸術劇場駐輪場増設工事 東京都 平成２１年　４月

2 (株)間組 山安新工場上屋増設工事 東京都 平成２１年　４月

3 古久根建設(株) 向島５丁目共同住宅新築工事 東京都 平成２１年　４月

4 (株)レベル 北品川２丁目計画新築工事 東京都 平成２１年　５月

5 真柄建設(株) 墨田区江東橋５丁目計画新築工事 東京都 平成２１年　５月

6 中野建設(株) 幸福の科学仲池上新築工事 東京都 平成２１年　５月

7 松井建設(株) 船橋前原東５丁目フェンス追加設置工事 千葉県 平成２１年　５月

8 (株)後藤組 南千住ビルⅡ新築工事 東京都 平成２１年　５月

9 木原建設(株) 日神デュオステージ新御徒町新築工事 東京都 平成２１年　５月

10 古久根建設(株) 台東２丁目マンション新築工事 東京都 平成２１年　５月

11 斎藤工業(株) グランシェソワ武蔵浦和新築工事 埼玉県 平成２１年　５月

12 (株)守谷商会 棚橋病院立体駐車場設置工事 愛知県 平成２１年　６月

13 (株)片山組 グランボア田端新築工事 東京都 平成２１年　６月

14 (株)合田工務店 長崎１丁目プロジェクト新築工事 東京都 平成２１年　６月

15 (株)志多組 アークプラザ西日暮里新築工事 東京都 平成２１年　６月

16 木原建設(株) ラグジュアリーアパートメント上野新築工事 東京都 平成２１年　６月

17 (株)レベル 東久留米マンション新築工事 東京都 平成２１年　７月

18 (株)レベル 東尾久８丁目計画新築工事 東京都 平成２１年　７月

19 (株)レベル 池之端加茂ビル新築工事 東京都 平成２１年　７月

20 (株)レベル 帝京大学医学部板橋キャンパス駐輪場増設工事 東京都 平成２１年　７月

21 松井建設(株) 船橋海神町３丁目共同住宅新築工事 千葉県 平成２１年　７月

22 田中土建工業(株) ガーデンクレス弐番館新築工事 東京都 平成２１年　７月

23 清水建設(株) 大崎駅西口中地区再開発工事 東京都 平成２１年　７月

24 清水建設(株) 三田小山町東地区市街地再開発工事 東京都 平成２１年　７月

25 生和コーポレーション(株) 加藤(栄)マンション新築工事 神奈川県 平成２１年　７月

26 古久根建設(株) 中落合２丁目マンション新築工事 東京都 平成２１年　７月

27 アマノ(株) 武蔵小山駐輪場上屋設置工事 東京都 平成２１年　８月

28 松井建設(株) 雑司ヶ谷マンション新築工事 東京都 平成２１年　８月

29 松井建設(株) メインステージ蒲田Ⅴ新築工事 東京都 平成２１年　８月

30 松井建設(株) アスコットパーク下連雀Ⅰ新築工事 東京都 平成２１年　８月

31 松井建設(株) アスコットパーク下連雀Ⅱ新築工事 東京都 平成２１年　８月

32 柿木工業(株) 狭山市中央図書館上屋設置工事 埼玉県 平成２１年　８月

33 (株)ココスクエア調布 ココスクエア調布電磁ラック補修工事 東京都 平成２１年　８月

34 清水建設(株) 澁澤シティプレイス蛎殻町新築工事 東京都 平成２１年　８月

35 豊玉ハイライズ管理組合 豊玉ハイライズ駐輪場増築工事 東京都 平成２１年　８月

36 新三平建設(株) クオス日吉本町新築工事 神奈川県 平成２１年　８月

37 スターツＣＡＭ(株) 瑞江区画整理プロジェクト新築工事 神奈川県 平成２１年　９月

38 (株)レベル 谷在家安藤マンション新築工事 東京都 平成２１年　９月

39 松井建設(株) メインステージ大森北新築工事 東京都 平成２１年　９月

40 (株)大林組 練馬区立野町北敷地・南敷地計画新築工事 東京都 平成２１年　９月

41 (株)合田工務店 東十条1丁目マンション新築工事 東京都 平成２１年　９月

42 生和コーポレーション(株) 青木(一)マンション新築工事 神奈川県 平成２１年　９月

43 シーアイマンション管理組合 シーアイマンション日暮里駐輪場改修工事 東京都 平成２１年　９月

44 (株)西中工務店 輪島市役所ラック設置工事 石川県 平成２１年　９月

45 (株)フジタ 成城８丁目マンション新築工事 東京都 平成２１年１０月

46 (株)レベル 駒沢集合住宅新築工事 東京都 平成２１年１０月

47 一建設(株) アイディコート木更津駐輪場増設工事 千葉県 平成２１年１０月

48 協和工機(株) パークアクシス駒込新築工事 東京都 平成２１年１０月

49 松井建設(株) タジマヤ浅草店新築工事 東京都 平成２１年１０月

50 (株)大林組 赤坂さくら坂計画新築工事 東京都 平成２１年１０月

51 清水建設(株) 代官山パシフィックビル新築工事 東京都 平成２１年１０月

52 (株)ユニテック ライオンズマンション上福岡第３立体駐車装置入替工事 埼玉県 平成２１年１０月

53 グリーンコーポ川口幸町管理組合 グリーンコーポ川口幸町駐輪場改修工事 埼玉県 平成２１年１０月

54 飛島建設(株) 中央林間計画駐輪場補修工事 神奈川県 平成２１年１０月

55 山忠建設(株) 遠藤マンション新築工事 東京都 平成２１年１０月

56 (株)レベル 氷川台篠崎マンション新築工事 東京都 平成２１年１１月

57 松井建設(株) メインステージ王子Ⅱ新築工事 東京都 平成２１年１１月

58 スターツＣＡＭ(株) 東砂６丁目宮本様マンション新築工事 東京都 平成２１年１１月

59 (株)熊谷組 パークアクシス恵比寿新築工事 東京都 平成２１年１１月

60 アポロ(株) Ｓｐｅｒａｍｚａ（スペランザ）新築工事 東京都 平成２１年１１月

61 (株)緑峰 東上野３丁目計画駐輪場設置工事 東京都 平成２１年１１月
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62 (株)エム・アンド・エヌ サンシャインＮｏ．１５ビル新築工事 東京都 平成２１年１１月

63 生和コーポレーション(株) 鯨井(普)マンション新築工事 埼玉県 平成２１年１１月

64 山忠建設(株) 新井１丁目マンション新築工事 東京都 平成２１年１１月

65 前川鉄工(株) 戸塚駅西口再開発バイクラック設置工事 神奈川県 平成２１年１２月

66 スターツＣＡＭ(株) 東船橋４丁目プロジェクト新築工事 千葉県 平成２１年１２月

67 スターツＣＡＭ(株) 和田堀マンション新築工事 東京都 平成２１年１２月

68 (株)レベル 中野方南町マンション新築工事 東京都 平成２１年１２月

69 松井建設(株) 南荻窪１丁目計画新築工事 東京都 平成２１年１２月

70 新三平建設(株) サンクタス戸塚新築工事 神奈川県 平成２１年１２月

71 東レ建設(株) 中野白鷺２丁目マンション新築工事 東京都 平成２１年１２月

72 芝園開発(株) ＣＣＰ武蔵浦和西口暫定駐輪場個別ラックリニューアル 埼玉県 平成２２年　１月

73 スターツＣＡＭ(株) 坪井町岩佐様マンション新築工事 千葉県 平成２２年　１月

74 (株)レベル 牛込神楽坂プロジェクト新築工事 東京都 平成２２年　１月

75 松井建設(株) 田端新町２丁目ビル新築工事 東京都 平成２２年　１月

76 松井建設(株) 上馬４丁目ワンアップ新築工事 東京都 平成２２年　１月

77 (株)合田工務店 ルーブル三好新築工事 東京都 平成２２年　１月

78 生和コーポレーション(株) 小倉(克)マンション新築工事 埼玉県 平成２２年　１月

79 (有)神泉組 浅草橋３丁目計画新築工事 東京都 平成２２年　１月

80 (株)五光建設 グローベルマンション平井新築工事 東京都 平成２２年　１月

81 内野建設(株) 立川１丁目計画新築工事 東京都 平成２２年　１月

82 スターツＣＡＭ(株) 綱島プロジェクト新築工事 神奈川県 平成２２年　１月

83 スターツＣＡＭ(株) 東葛西８丁目須賀様マンション新築工事 東京都 平成２２年　２月

84 スターツＣＡＭ(株) 石神井台３丁目プロジェクト新築工事 東京都 平成２２年　２月

85 スターツＣＡＭ(株) 篠田様プロジェクト新築工事 東京都 平成２２年　２月

86 スターツＣＡＭ(株) 中葛西５丁目新築工事 東京都 平成２２年　２月

87 スターツＣＡＭ(株) 金子様マンション新築工事 千葉県 平成２２年　２月

88 スターツＣＡＭ(株) はやし様マンション新築工事 千葉県 平成２２年　２月

89 スターツＣＡＭ(株) 倉田様菊野台1丁目新築工事 東京都 平成２２年　２月

90 スターツＣＡＭ(株) 曽山様北馬込２丁目新築工事 東京都 平成２２年　２月

91 (株)レベル 保谷プロジェクト新築工事 東京都 平成２２年　２月

92 協和工機(株) ＴＭマンション新築工事 栃木県 平成２２年　２月

93 (株)合田工務店 ルーブル野方新築工事 東京都 平成２２年　２月

94 (株)合田工務店 南大井５丁目マンション新築工事 東京都 平成２２年　２月

95 (株)片山組 田無南町プロジェクト新築工事 東京都 平成２２年　２月

96 ファーストカルデア(株) 京成大久保マンション新築工事 千葉県 平成２２年　２月

97 生和コーポレーション(株) ㈱コハラマンション新築工事 埼玉県 平成２２年　２月

98 生和コーポレーション(株) 阿出川(富)マンションＡ棟新築工事 東京都 平成２２年　２月

99 木内建設(株) 谷津４丁目織戸ハイツ新築工事 千葉県 平成２２年　２月

100 埼玉建興(株) グローベルマンション志村城山公園新築工事 東京都 平成２２年　２月

101 (株)イチケン 豊島区南長崎１丁目プロジェクト新築工事 東京都 平成２２年　２月

102 斎藤工業(株) クリオ板橋本町計画新築工事 東京都 平成２２年　２月

103 アマノ(株) 都電早稲田駅駐輪場ラック設置工事 東京都 平成２２年　３月

104 スターツＣＡＭ(株) 増田様マンション新築工事 神奈川県 平成２２年　３月

105 スターツＣＡＭ(株) 中川様ビル新築工事 東京都 平成２２年　３月

106 スターツＣＡＭ(株) 井上様マンション新築工事 神奈川県 平成２２年　３月

107 スターツＣＡＭ(株) 船堀４丁目計画新築工事 東京都 平成２２年　３月

108 (株)レベル 参宮橋プロジェクト新築工事 東京都 平成２２年　３月

109 坂田建設(株) 第３芙蓉ハイツ新築工事 東京都 平成２２年　３月

110 (株)大林組 杉並区高井戸西２丁目計画新築工事 東京都 平成２２年　３月

111 沢建工業(株) 山田勉ビル新築工事 埼玉県 平成２２年　３月

112 (株)都実業 相模大野駅西口再開発工事 神奈川県 平成２２年　３月

113 清水建設(株) ユニカ新宿ビル新築工事 東京都 平成２２年　３月

114 昭和リース 狭山市駅西口第一駐車場ゲートシステム設置工事 埼玉県 平成２２年　３月

115 日本国土開発(株) ロジュマン駒込新築工事 東京都 平成２２年　３月

116 菊池建設(株) 新座市栗原４丁目マンション新築工事 埼玉県 平成２２年　３月

117 生和コーポレーション(株) 菅野(道)マンション新築工事 東京都 平成２２年　３月

118 古久根建設(株) 向島マンション新築工事 東京都 平成２２年　３月

119 (株)間組 安藤マンション新築工事 東京都 平成２２年　３月

120 共立･風越ＪＶ 蒲田４丁目計画新築工事 東京都 平成２２年　３月

121 真柄建設(株) ベルドゥムール北鴻巣新築工事 埼玉県 平成２２年　３月

122 (株)シミズ・ビルライフケア ヴィルヌーブ浦和常盤駐輪場改修工事 埼玉県 平成２２年　３月
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