
駐輪ラック・屋根／駐車設備等　工事実績表（平成２２年度）　　　　　平成２３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) 天理教麹町大教会教職舎棟フェンス外構工事 東京都 平成２２年　４月

2 松井建設(株) 松原１丁目新築工事 東京都 平成２２年　４月

3 スターツＣＡＭ(株) 八潮大野様マンション新築工事 埼玉県 平成２２年　４月

4 (株)大林組 三菱ＵＦＪ銀行荻窪支店新築工事 東京都 平成２２年　４月

5 (株)志多組 パテラ仏子新築工事 埼玉県 平成２２年　４月

6 生和コーポレーション(株) (株)コハラマンション駐輪場上屋改修工事 埼玉県 平成２２年　４月

7 (株)雅 八王子ＳＩＡビル駐輪場設置工事 東京都 平成２２年　４月

8 松井建設(株) 八日市場拘置支所新築工事 東京都 平成２２年　５月

9 松井建設(株) 天理教麹町大教会教職舎棟門扉設置工事 東京都 平成２２年　５月

10 松井建設(株) 木場６丁目駐輪場改修工事 東京都 平成２２年　５月

11 (株)グリーンマイン出島 成増駅南口第４・５自転車駐車場改修工事 東京都 平成２２年　５月

12 (株)福山 ブリリアタワー所沢ロジュマンＡＬＣ工事 埼玉県 平成２２年　５月

13 管理組合 グランシティユーロパレス新川崎駐輪場改修工事 神奈川県 平成２２年　５月

14 管理組合 アルス玉川台エレグラント駐輪場改修工事 東京都 平成２２年　５月

15 飛島建設(株) 滝野川１丁目プロジェクト新築工事 東京都 平成２２年　５月

16 鹿島建設(株) 赤坂８丁目計画新築工事 東京都 平成２２年　５月

17 (株)間組 上野毛計画新築工事 東京都 平成２２年　６月

18 管理組合 グランシティユーロパレス船橋駐輪場補修工事 千葉県 平成２２年　６月

19 志多組(株) ベルジュール上石神井新築工事 東京都 平成２２年　６月

20 管理組合 レヴィールガーデン平井駐輪場補修工事 東京都 平成２２年　６月

21 飛島建設(株) ディアレンス南雪谷新築工事 東京都 平成２２年　６月

22 (株)ピーテック クリオ梅島ラック補修工事 東京都 平成２２年　６月

23 管理組合 コルサムＳＩ与野ラック移設工事 埼玉県 平成２２年　６月

24 スターツＣＡＭ(株) 大塚様マンション新築工事 東京都 平成２２年　６月

25 生和コーポレーション(株) 土屋(大)様マンション新築工事 埼玉県 平成２２年　７月

26 埼玉建興(株) グローベルマンション北戸田第２新築工事 埼玉県 平成２２年　７月

27 (株)豊和リフォーム Ｄ’レスティア幕張本郷駐輪場補修工事 千葉県 平成２２年　７月

28 (株)エフ・ビー・エム 東商センター改修工事 東京都 平成２２年　７月

29 スターツＣＡＭ(株) 塩脇様マンション新築工事 東京都 平成２２年　７月

30 (株)ライフポート西洋 シーズガーデン多摩永山補修工事 東京都 平成２２年　７月

31 協和工機(株) カバヤ食品(株)様東京支店駐輪場設置工事 東京都 平成２２年　８月

32 西武造園(株) ブリリアひばりヶ丘２丁目プロジェクト新築工事 東京都 平成２２年　８月

33 (株)大星 パレドール蒲田駐輪場改修工事 東京都 平成２２年　８月

34 管理組合 グランステージデュアルイルベント駐輪場改修工事 東京都 平成２２年　８月

35 (株)レベル ガーラ新横浜新築工事 神奈川県 平成２２年　８月

36 (株)レベル 上星川パークホームズ新築工事 神奈川県 平成２２年　８月

37 管理組合 ルイシャトレ川口駐輪場補修工事 埼玉県 平成２２年　８月

38 (株)小俣組 グランアセット武蔵小金井駐輪場改修工事 東京都 平成２２年　８月

39 スターツＣＡＭ(株) (株)ＩＮＡＸ様墨田区プロジェクト新築工事 東京都 平成２２年　８月

40 スターツＣＡＭ(株) 中野様マンション＜免振＞新築工事 千葉県 平成２２年　８月

41 ホームライフ管理(株) ドリームタワーキュアレジデンス駐輪場改修工事 埼玉県 平成２２年　９月

42 (株)レベル 茂野様マンション駐輪場設置工事 東京都 平成２２年　９月

43 生和コーポレーション(株) (株)隈川企画様マンション新築工事 埼玉県 平成２２年　９月

44 古久根建設(株) 南区新川町２丁目マンション新築工事 神奈川県 平成２２年　９月

45 管理組合 ゼファー目白ビアージュ駐輪場補修工事 東京都 平成２２年　９月

46 古久根建設(株) 日本橋浜町２丁目マンション新築工事 東京都 平成２２年　９月

47 (株)エス・アイ・エム 中野駅北口仮設駐輪場整備工事 東京都 平成２２年　９月

48 ライト工業(株) レグザ天王台新築工事 千葉県 平成２２年　９月

49 生和コーポレーション(株) 鈴木様マンション新築工事 埼玉県 平成２２年　９月

50 管理組合 ザ・リバープレイス駐輪場増設工事 東京都 平成２２年　９月

51 スターツＣＡＭ(株) 三郷中央駅前ビル新築工事 埼玉県 平成２２年　９月

52 スターツＣＡＭ(株) 南流山渡邊様店舗ビル新築工事 千葉県 平成２２年　９月

53 管理組合 小手指ハイツＲ棟駐輪場改修工事 埼玉県 平成２２年　９月

54 古久根建設(株) 亀戸１丁目マンション新築工事 東京都 平成２２年１０月

55 古久根建設(株) 新大橋１丁目マンション新築工事 東京都 平成２２年１０月

56 (株)丸山製作所 プラウド新浦安ラック増設工事 千葉県 平成２２年１０月

57 ファーストカルデア(株) アイディーコート多摩永山新築工事 東京都 平成２２年１０月

58 生和コーポレーション(株) 芝崎(株)様マンション新築工事 埼玉県 平成２２年１０月

59 西武建設(株) 中村南３丁目１８番計画駐輪場設置工事 東京都 平成２２年１１月

60 西武建設(株) 大島７丁目マンション駐輪場設置工事 東京都 平成２２年１１月
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61 (株)レベル 三鷹プロジェクト駐輪場設置工事 東京都 平成２２年１１月

62 (株)レベル 中野２丁目計画駐輪場設置工事 東京都 平成２２年１１月

63 管理組合 はなみずき街駐輪場改修工事 東京都 平成２２年１１月

64 清水建設(株) 霞が関三丁目計画新築工事 東京都 平成２２年１１月

65 生和コーポレーション(株) 有賀様マンション新築工事 埼玉県 平成２２年１１月

66 管理組合 クレッセント新丸子Ⅴ駐輪場補修工事 神奈川県 平成２２年１１月

67 ファーストカルデア(株) サンクレイドル東武練馬新築工事 東京都 平成２２年１１月

68 (株)日鉄コミュニティ リビオ東京駐輪場補修工事 東京都 平成２２年１１月

69 新三平建設(株) 妙典南口計画新築工事 千葉県 平成２２年１１月

70 (株)片山組 日本橋浜町３丁目マンション新築工事 東京都 平成２２年１１月

71 (株)三慶商事 パークスクエア旗の台新築工事 東京都 平成２２年１１月

72 サンサイクルシステム(株) マッスルシアター渋谷照明工事 東京都 平成２２年１２月

73 (株)ニチプレ 東雲住宅駐輪場設置工事 東京都 平成２２年１２月

74 (株)レベル パームス中葛西駐輪場設置工事 東京都 平成２２年１２月

75 松井建設(株) 江東区清澄１丁目ＰＪ亀本ハウス駐輪場設置工事 東京都 平成２２年１２月

76 (株)大星 グランイーグル多摩川緑地駐輪場設置工事 東京都 平成２２年１２月

77 (株)エス・アイ・エム 方南ビレッジ建替工事 東京都 平成２２年１２月

78 (株)エス・アイ・エム 三軒茶屋作業所新築工事 東京都 平成２２年１２月

79 飛島建設(株) サンウッド松濤新築工事 東京都 平成２２年１２月

80 生和コーポレーション(株) 四谷・村田様マンション新築工事 埼玉県 平成２３年　１月

81 生和コーポレーション(株) 熊木様マンション新築工事 埼玉県 平成２３年　１月

82 生和コーポレーション(株) 林様マンション新築工事 東京都 平成２３年　１月

83 徳倉建設(株) ワイズ新検見川新築工事 千葉県 平成２３年　１月

84 池田建設(株) 木場５丁目マンション新築工事 東京都 平成２３年　１月

85 (株)サムズ 浅草アサヒマンション駐輪場改修工事 東京都 平成２３年　１月

86 (株)タムラ総合 警視庁赤坂警察署庁舎（２０）改築工事 東京都 平成２３年　１月

87 スターツＣＡＭ(株) 江口様マンション６新築工事 千葉県 平成２３年　１月

88 スターツＣＡＭ(株) 鹿島様白糸台２丁目計画新築工事 東京都 平成２３年　１月

89 スターツＣＡＭ(株) 並木様亀戸６丁目プロジェクト新築工事 東京都 平成２３年　１月

90 オービック・インターナショナル(株) 大森駅前アパートメンツ建替計画新築工事 東京都 平成２３年　１月

91 個人 サイクルパーク新河岸課金式駐輪場新築工事 埼玉県 平成２３年　１月

92 スターツＣＡＭ(株) 行川様蒲田５丁目計画新築工事 東京都 平成２３年　１月

93 スターツＣＡＭ(株) 善福寺プロジェクト新築工事 東京都 平成２３年　１月

94 管理組合 クレアシティフランクォーレ補修工事 東京都 平成２３年　１月

95 大和小田急建設(株) 宇都宮駅西口再開発新築工事 栃木県 平成２３年　１月

96 内野建設(株) 中村北２丁目マンション新築工事 東京都 平成２３年　１月

97 (株)レベル 川崎市日進町駐輪場設置工事 神奈川県 平成２３年　２月

98 (株)レベル 神宮前ＰＪ駐輪場設置工事 東京都 平成２３年　２月

99 松井建設(株) 月島聖公会礼拝堂フェンス設置工事 東京都 平成２３年　２月

100 飛島建設(株) シェプレイス田園調布南新築工事 東京都 平成２３年　２月

101 清水建設(株) 浜離宮インターシティ新築工事 東京都 平成２３年　２月

102 生和コーポレーション(株) 林様マンション駐輪場追加工事 東京都 平成２３年　２月

103 飛島建設(株) 第１林ビル新築工事 東京都 平成２３年　２月

104 東レ建設(株) ローレルコート落合新築工事 東京都 平成２３年　２月

105 池田建設(株) 墨田区曳舟計画新築工事 東京都 平成２３年　２月

106 生和コーポレーション(株) 吉田鋳物(株)様マンション新築工事 埼玉県 平成２３年　２月

107 管理組合 ララヒルズ駐輪ラック交換工事 神奈川県 平成２３年　２月

108 (株)東映建工 ル・リオン富士見台新築工事 東京都 平成２３年　２月

109 ファーストカルデア(株) 東浦賀２丁目計画新築工事 神奈川県 平成２３年　２月

110 (株)吉原組 グローベルマンション蔵前新築工事 東京都 平成２３年　２月

111 生和コーポレーション(株) 大久原様マンション新築工事 東京都 平成２３年　２月

112 生和コーポレーション(株) 大森様マンション新築工事 神奈川県 平成２３年　２月

113 生和コーポレーション(株) 子安・林様マンション新築工事 神奈川県 平成２３年　２月

114 (株)片山組 セイガステージ飛田給新築工事 東京都 平成２３年　２月

115 土志田建設(株) Ｈ２２港北サントゥール中川土木修繕その他工事 神奈川県 平成２３年　２月

116 スターツＣＡＭ(株) 富浜３丁目池田様マンション新築工事 千葉県 平成２３年　２月

117 (株)レベル レジデンス大山駐輪場設置工事 東京都 平成２３年　３月

118 (株)レベル ハイツ竹早駐輪場設置工事 東京都 平成２３年　３月

119 松井建設(株) 石川マンション駐輪場設置工事 東京都 平成２３年　３月

120 松井建設(株) Ｈ２２公田町団地土木修繕その他工事 神奈川県 平成２３年　３月
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121 西武造園(株) アエル東大和共同住宅駐輪場設置工事 東京都 平成２３年　３月

122 (株)工成舎 札幌駅北口ラック入替工事 北海道 平成２３年　３月

123 西武建設(株) 新座棟北２丁目ブロック工事 埼玉県 平成２３年　３月

124 生和コーポレーション(株) Ｍ＆Ｔ様マンション新築工事 神奈川県 平成２３年　３月

125 菊池建設(株) 清瀬市立清瀬第三小学校校舎改築工事(建築) 東京都 平成２３年　３月

126 管理組合 祖師谷大蔵センチュリーマンション駐輪場改修工事 東京都 平成２３年　３月

127 (株)田中建設 西久保３丁目計画新築工事 東京都 平成２３年　３月

128 (株)大勝 グローベルマンション横浜平沼橋新築工事 神奈川県 平成２３年　３月

129 新日本建設(株) 東松戸５０街区マンション新築工事 千葉県 平成２３年　３月

130 飛島建設(株) セジョリ御茶ノ水Ⅱ新築工事 東京都 平成２３年　３月

131 生和コーポレーション(株) 小糸様マンション新築工事 神奈川県 平成２３年　３月

132 生和コーポレーション(株) 市川・森様マンション新築工事 千葉県 平成２３年　３月

133 生和コーポレーション(株) 金子様マンション新築工事 千葉県 平成２３年　３月

134 生和コーポレーション(株) 酒井様マンションⅡ新築工事 埼玉県 平成２３年　３月

135 生和コーポレーション(株) エスケー商事様マンション新築工事 埼玉県 平成２３年　３月

136 生和コーポレーション(株) 興松様マンション新築工事 千葉県 平成２３年　３月

137 生和コーポレーション(株) 石井様マンションⅢ新築工事 埼玉県 平成２３年　３月

138 生和コーポレーション(株) 小池様マンション新築工事 神奈川県 平成２３年　３月

139 生和コーポレーション(株) 荒井様マンション新築工事 埼玉県 平成２３年　３月

140 生和コーポレーション(株) 梅原様マンション新築工事 埼玉県 平成２３年　３月

141 (株)間組 早稲田大学西門駐輪場新設工事 東京都 平成２３年　３月

142 古久根建設(株) ヴェルステージ落合新築工事 東京都 平成２３年　３月

143 スターツＣＡＭ(株) 小澤様本宿町２丁目プロジェクト新築工事 東京都 平成２３年　３月

144 斎藤工業(株) プレール・ドゥーク渋谷幡ヶ谷新築工事 東京都 平成２３年　３月

145 スターツＣＡＭ(株) 鈴木様弦巻４丁目プロジェクト新築工事 東京都 平成２３年　３月

146 スターツＣＡＭ(株) 南行徳２丁目田中様マンション新築工事 千葉県 平成２３年　３月

147 スターツＣＡＭ(株) アルベロ鎌倉新築工事 神奈川県 平成２３年　３月

148 (株)片山組 旗の台６丁目マンション新築工事 東京都 平成２３年　３月

149 スターツＣＡＭ(株) 湊新田田中様マンション新築工事 千葉県 平成２３年　３月

150 スターツＣＡＭ(株) 村田様大島５丁目プロジェクト新築工事 東京都 平成２３年　３月
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