
駐輪ラック・屋根／駐車設備等　工事実績表（平成２３年度）　　　　　平成２４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） 西元町計画新築工事 東京都 平成２３年　４月

2 松井建設（株） 国分寺南町３丁目保育所計画新築工事 東京都 平成２３年　４月

3 生和コーポレーション(株) 小島様マンション新築工事 東京都 平成２３年　４月

4 (株)間組 花園５丁目計画新築工事 千葉県 平成２３年　４月

5 ファーストカルデア(株) ウェリス習志野大久保駐輪場補修工事 千葉県 平成２３年　４月

6 （株）日鉄コミュニティ リビオ東京駐輪ラック補修工事 東京都 平成２３年　４月

7 （株）イチケン 東武ストア豊玉店新築Ｃ工事 東京都 平成２３年　４月

8 （株）熊谷組 八丁堀２丁目プロジェクト新築工事 東京都 平成２３年　４月

9 （株）ナミキ 寿通信㈱様機械式駐車場交換工事 東京都 平成２３年　４月

10 東急建設（株） 二子玉川東地区再開発店舗下駐輪場新築工事 東京都 平成２３年　５月

11 （株）東京建物アメニティサポート ブリリアシティひばりヶ丘自転車駐車場上屋修理工事 東京都 平成２３年　５月

12 （有）山田硝子 清瀬市立清瀬第三小学校駐輪場補修工事 東京都 平成２３年　５月

13 個人 フォルテューヌ三鷹駐輪場改修工事 東京都 平成２３年　５月

14 （株）マキテック ビバリーホーム三鷹新築工事 東京都 平成２３年　５月

15 生和コーポレーション(株) 川口本町プロジェクト新築工事 埼玉県 平成２３年　５月

16 新三平建設（株） 下板橋ダイアモンドマンション新築工事 東京都 平成２３年　５月

17 （株）ワイエフ・コーポレージ 清水様戸倉１丁目計画新築工事 東京都 平成２３年　５月

18 （株）カシワバラ・コーポレーション ソフィア吉川ガーデニアン自転車駐車場改修工事 埼玉県 平成２３年　６月

19 成田警察署 成田警察署自転車駐車場設置工事 千葉県 平成２３年　６月

20 管理組合 高島平ハイツ改修工事 東京都 平成２３年　６月

21 川田工業（株） プレミスト三鷹井口新築工事 東京都 平成２３年　６月

22 埼玉建興（株） 荻窪２丁目計画新築工事 東京都 平成２３年　６月

23 扶桑建設（株） 北品川計画新築工事 東京都 平成２３年　６月

24 生和コーポレーション(株) 川口鉄道鋳物マンション新築工事 埼玉県 平成２３年　６月

25 生和コーポレーション（株） 大沢様マンション新築工事 東京都 平成２３年　６月

26 日本国土開発（株） 田端・西村ビル新築工事 東京都 平成２３年　６月

27 （株）ナミキ ＳＶＳ高円寺北・大河原新築工事 東京都 平成２３年　６月

28 （株）イチケン ドイト恋ヶ窪店改修工事 東京都 平成２３年　６月

29 （株）片山組 ファインスクエア国分寺東元町新築工事 東京都 平成２３年　６月

30 （株）片山組 ファインスクエア国分寺本多新築工事 東京都 平成２３年　６月

31 （株）レベル 志村３丁目マンション新築工事 東京都 平成２３年　７月

32 松井建設（株） アスコットパーク日本橋小伝馬町自転車駐車場新築工事 東京都 平成２３年　７月

33 （株）穴吹コミュニティ サーパスつつじヶ丘自転車駐車場改修工事 東京都 平成２３年　７月

34 清水建設(株) 品川総合庁舎耐震改修工事 東京都 平成２３年　７月

35 生和コーポレーション（株） 宿岩様マンション新築工事 東京都 平成２３年　７月

36 清水建設(株) いすゞ自動車藤沢工場敷地周辺部整備工事 神奈川県 平成２３年　７月

37 古久根建設(株) 台東２丁目マンション 東京都 平成２３年　７月

38 新英興業（株） 王子マンションプロジェクト新築工事 東京都 平成２３年　７月

39 ファーストカルデア(株) ハウスセゾン板橋マンション新築工事 東京都 平成２３年　７月

40 生和コーポレーション（株） ＴＷＩＮ様マンション新築工事 埼玉県 平成２３年　７月

41 （株）五光建設 グランツ昭島駅前新築工事 東京都 平成２３年　７月

42 管理組合 赤坂いずみマンション駐輪場改修工事 東京都 平成２３年　７月

43 小柳建設（株） クリオ千歳船橋新築工事 東京都 平成２３年　７月

44 埼玉建興（株） グローベルマンション新座駅前壱番館新築工事 埼玉県 平成２３年　８月

45 ライト工業（株） 関町北２丁目計画新築工事 東京都 平成２３年　８月

46 （株）吉原組 グローベルマンション南長崎新築工事 東京都 平成２３年　８月

47 古久根建設(株) 業平４丁目マンション新築工事 東京都 平成２３年　８月

48 ライト工業（株） コンシェリア芝２丁目新築工事 東京都 平成２３年　８月

49 （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（２期） 千葉県 平成２３年　８月

50 ライト工業（株） 武蔵中原計画新築工事 神奈川県 平成２３年　８月

51 （株）五光建設 グランツ立川錦町新築工事 東京都 平成２３年　８月

52 スターツＣＡＭ（株） 溝口４丁目鈴木様プロジェクト新築工事 神奈川県 平成２３年　８月

53 （株）熊谷組 東品川３丁目計画新築工事 東京都 平成２３年　８月

54 大和小田急建設（株） ワイズ西船橋新築工事 千葉県 平成２３年　８月

55 （株）ナミキ ＳＶＳ登戸・松戸Ⅱ新築工事 神奈川県 平成２３年　８月

56 スターツＣＡＭ（株） 岩楯様マンション新築工事 東京都 平成２３年　８月

57 スターツＣＡＭ（株） 第６ＪＭビルレディースコート南越谷新築工事 埼玉県 平成２３年　８月

58 （株）イチケン ＰＩＡＳ白金台新築工事 東京都 平成２３年　８月

59 大和小田急建設（株） ガーラ野毛新築工事 神奈川県 平成２３年　８月

60 スターツＣＡＭ（株） 小林様片町１丁目計画Ⅰ新築工事 東京都 平成２３年　８月
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61 ブリジストンプラントエンジニアリング（株） ブリジストン江戸川松島住宅自転車駐車場改修追加工事 東京都 平成２３年　９月

62 （株）レベル クレッセント綱島Ⅲ新築工事 神奈川県 平成２３年　９月

63 （株）レベル 柳橋１丁目新築工事 東京都 平成２３年　９月

64 松井建設（株） 美鈴印刷工本社ビル 東京都 平成２３年　９月

65 西武造園（株） 磯子杉田台ほか１団地土木修繕自転車駐車場改修工事 神奈川県 平成２３年　９月

66 （株）イチケン レーベンハイム千住寿町 東京都 平成２３年　９月

67 （株）レベル 赤堤１丁目新築工事 埼玉県 平成２３年　９月

68 松井建設（株） 中葛西コミュニティハウス新築工事 東京都 平成２３年　９月

69 西武建設(株) 新座市東北２丁目計画新築工事 埼玉県 平成２３年　９月

70 中野建設（株） 南小岩８丁目マンション新築工事 東京都 平成２３年　９月

71 東邸管理（株） エムブランド亀有 東京都 平成２３年　９月

72 三菱知所コミュニティ（株） ロワプレイス島津山新築工事 東京都 平成２３年　９月

73 西武建設(株) 中村北２丁目計画 東京都 平成２３年　９月

74 管理組合 レヴィールガーデン平井駐輪ラック補修工事 東京都 平成２３年　９月

75 大日本土木（株） 横浜本牧計画新築工事 神奈川県 平成２３年　９月

76 ファーストカルデア(株) クオス八王子みなみ野新築工事 東京都 平成２３年　９月

77 生和コーポレーション（株） 秋元様マンション新築工事 埼玉県 平成２３年　９月

78 ファーストカルデア(株) クオス戸部本町新築工事 神奈川県 平成２３年　９月

79 スターツＣＡＭ（株） 東葛西４丁目須賀様マンション新築工事 東京都 平成２３年　９月

80 （株）志多組 べルージュ西東京新町新築工事 東京都 平成２３年　９月

81 スターツＣＡＭ（株） 結城屋様ビルプロジェクト新築工事 東京都 平成２３年　９月

82 スターツＣＡＭ（株） 北小岩石井様マンション新築工事 東京都 平成２３年　９月

83 内野建設（株） 新宿５丁目計画新築工事 東京都 平成２３年　９月

84 スターツＣＡＭ（株） 藤原様上石神井１丁目計画新築工事 東京都 平成２３年　９月

85 スターツＣＡＭ（株） 上原様高松１丁目計画新築工事 東京都 平成２３年　９月

86 ホームライフ管理（株） エステスクエア武蔵藤沢Ⅱ新築工事 神奈川県 平成２３年１０月

87 松井建設（株） 北習志野共同住宅新築工事 千葉県 平成２３年１０月

88 （株）大林組 新川２丁目第一種市街地再開発自転車駐車場設置工事 東京都 平成２３年１０月

89 埼玉建興（株） ベルドゥムール本厚木新築工事 神奈川県 平成２３年１０月

90 ライト工業（株） コンシェリア豊洲新築工事 東京都 平成２３年１０月

91 埼玉建興（株） サンクレイドル西日暮里新築工事 東京都 平成２３年１０月

92 生和コーポレーション（株） 羽鳥様マンション新築工事 埼玉県 平成２３年１０月

93 (株)間組 スーパー生鮮館ＴＡＩＧＡ芹ヶ谷店新築工事 神奈川県 平成２３年１０月

94 スターツＣＡＭ（株） 東陽１丁目マンション新築工事 東京都 平成２３年１０月

95 （株）片山組 赤羽３丁目マンション新築工事 東京都 平成２３年１０月

96 （株）合田工務店 マストライフ北鎌倉新築工事 神奈川県 平成２３年１０月

97 個人 サイクルパーク新河岸追加工事 埼玉県 平成２３年１０月

98 （株）イチケン 品川区大井三丁目計画新築工事 東京都 平成２３年１０月

99 スターツＣＡＭ（株） アリアソワン・プレミアム日吉新築工事 神奈川県 平成２３年１０月

100 管理組合 パレドール蒲田追加工事 東京都 平成２３年１１月

101 管理組合 パークアリーナ藤沢新築工事 神奈川県 平成２３年１１月

102 東邸管理（株） メモアール柿の木坂新築工事 東京都 平成２３年１１月

103 生和コーポレーション（株） 山本様マンション新築工事 埼玉県 平成２３年１１月

104 （株）五光建設 グランツ拝島駐輪場改修工事 東京都 平成２３年１１月

105 管理組合 ベルドゥムール北鴻巣駐輪場補修工事 埼玉県 平成２３年１１月

106 古久根建設(株) ダイアパレス宮前平新築工事 神奈川県 平成２３年１１月

107 （株）三崎組 玉川台２丁目共同住宅新築工事 東京都 平成２３年１１月

108 内野建設（株） 浅草橋３丁目計画新築工事 東京都 平成２３年１１月

109 斎藤工業（株） レジデンシャルステート川越新築工事 埼玉県 平成２３年１１月

110 （株）竹中工務店 東洋製缶末広ビル新築工事 東京都 平成２３年１１月

111 （株）片山組 杉並区西荻北２丁目計画 東京都 平成２３年１１月

112 スターツＣＡＭ（株） 佐藤様石原３丁目計画新築工事 東京都 平成２３年１１月

113 斎藤工業（株） シティインデックス緑３丁目新築工事 東京都 平成２３年１１月

114 （株）熊谷組 中央区日本橋浜町２丁目２０計画 東京都 平成２３年１１月

115 （株）大林組 志村ハウス第２寮新築工事 東京都 平成２３年１２月

116 （株）ニチプレ 横浜市中区海岸通り団地新築工事 神奈川県 平成２３年１２月

117 松井建設（株） 両国１丁目新築工事 東京都 平成２３年１２月

118 （株）福山 国分寺プロジェクト新築工事 東京都 平成２３年１２月

119 松井建設（株） メインステージ西新宿新築工事 東京都 平成２３年１２月

120 （株）守谷商会 菊川保育園園舎建替工事 東京都 平成２３年１２月
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121 埼玉建興（株） グローベルマンション三ノ輪竜泉新築工事 東京都 平成２３年１２月

122 （株）加賀田組 赤羽１丁目Ｋビル新築工事 東京都 平成２３年１２月

123 （株）田中建設 鷺宮４丁目プロジェクト新築工事 東京都 平成２３年１２月

124 生和コーポレーション（株） 青木石油商事㈱様マンション新築工事 東京都 平成２３年１２月

125 （株）三崎組 千束２丁目プロジェクト新築工事 東京都 平成２３年１２月

126 （株）片山組 セイガステージ新小平新築工事 東京都 平成２３年１２月

127 管理組合 ＦｅｅｌＵ旗の台駐輪場改修工事 東京都 平成２３年１２月

128 管理組合 ジェイパーク浜田山駐輪場改修工事 東京都 平成２３年１２月

129 大和小田急建設（株） 開成庭園の杜パレットガーデン四番館新築工事 神奈川県 平成２３年１２月

130 アマノ（株） 京急蒲田駅西口自転車駐車場新築工事 東京都 平成２４年　１月

131 （株）カシワバラ・コーポレーション ダイアパレス朝霞台Ⅲ新築工事 埼玉県 平成２４年　１月

132 西武建設(株) 光が丘Ⅱ計画新築工事 東京都 平成２４年　１月

133 （株）大林組 志村賃貸マンション新築工事 東京都 平成２４年　１月

134 （株）大林組 パレスホテル建替新築工事 東京都 平成２４年　１月

135 （株）松井鋼材 大島プロジェクト新築工事 東京都 平成２４年　１月

136 （株）ニチプレ クリオ武蔵新城Ⅱ新築工事 神奈川県 平成２４年　１月

137 （株）ニチプレ 新中野マンション新築工事 東京都 平成２４年　１月

138 （株）ニチプレ 下目黒マンション新築工事 東京都 平成２４年　１月

139 （株）レベル 日本橋堀留町２丁目自転車駐車場新築工事 東京都 平成２４年　１月

140 （株）フジタ 東雲１丁目計画新築工事 東京都 平成２４年　１月

141 松井建設（株） 月島ルカ保育園新築工事 東京都 平成２４年　１月

142 生和コーポレーション（株） 吉本キャビネット様マンション新築工事 埼玉県 平成２４年　１月

143 ライト工業（株） 両国２丁目マンション新築工事 東京都 平成２４年　１月

144 共立建設（株） 三宿２丁目マンション新築工事 東京都 平成２４年　１月

145 埼玉建興（株） グローベルマンション新座駅前弐番館新築工事 埼玉県 平成２４年　１月

146 (株)間組 小林マンション新築工事 東京都 平成２４年　１月

147 生和コーポレーション（株） 北新宿マンション新築工事 東京都 平成２４年　１月

148 （株）守谷商会 登戸第１ビル新築工事 神奈川県 平成２４年　１月

149 （株）ナミキ ＳＶＳ本天沼・渡部新築工事 東京都 平成２４年　１月

150 個人 スカイパレス中村橋Ⅱ補修工事 東京都 平成２４年　１月

151 管理組合 シーズガーデン鎌倉補修工事 神奈川県 平成２４年　１月

152 スターツＣＡＭ（株） 田中様中丸町計画新築工事 東京都 平成２４年　１月

153 タツミ建設（株） 国分寺本町Ｋマンション新築工事 東京都 平成２４年　１月

154 みすゞ建設（株） 国分寺本多１丁目ビル新築工事 東京都 平成２４年　１月

155 ライト工業（株） 両国２丁目マンション追加工事 東京都 平成２４年　２月

156 五十鈴建設（株） 埼玉県警察東越谷寮新築工事 埼玉県 平成２４年　２月

157 生和コーポレーション（株） 栗林様マンション新築工事 埼玉県 平成２４年　２月

158 古久根建設(株) 川崎区日進町３番計画新築工事 神奈川県 平成２４年　２月

159 ライト工業（株） 蒲田２丁目プロジェクト新築工事 東京都 平成２４年　２月

160 （株）幸栄工業 三洋化成工業㈱川崎寮新築工事 神奈川県 平成２４年　２月

161 菊地建設（株） 福寿荘新築工事 東京都 平成２４年　２月

162 （株）吉原組 グローベル鷺ノ宮プロジェクト新築工事 東京都 平成２４年　２月

163 新日本建設（株） ＭＩＤ日本橋富沢町８計画新築工事 東京都 平成２４年　２月

164 スターツＣＡＭ（株） 大山西町プロジェクト新築工事 東京都 平成２４年　２月

165 内野建設（株） 鵜の木３丁目計画新築工事 東京都 平成２４年　２月

166 （株）ナミキ ＮＳＶＳ栗谷・岸新築工事 神奈川県 平成２４年　２月

167 （株）森本組 大宮リノベーションプロジェクト新築工事 埼玉県 平成２４年　２月

168 スターツＣＡＭ（株） 船堀田中様マンション新築工事 東京都 平成２４年　２月

169 スターツＣＡＭ（株） エルセリートビル新築工事 埼玉県 平成２４年　２月

170 （株）片山組 セイガステージ氷川台新築工事 東京都 平成２４年　２月

171 （株）熊谷組 代沢２丁目計画新築工事 東京都 平成２４年　２月

172 大成建設（株） 相模大野駅西側地区再開発新築工事 神奈川県 平成２４年　３月

173 真柄建設（株） パインズマンション新松戸新築工事 千葉県 平成２４年　３月

174 新日本建設（株） インプレスト赤坂新築工事 東京都 平成２４年　３月

175 鹿島建設（株） 豊島区高田２丁目計画新築工事 東京都 平成２４年　３月

176 清水建設(株) 調布ヶ丘３丁目計画新築工事 東京都 平成２４年　３月

177 生和コーポレーション（株） ㈱エスケー様マンション新築工事 埼玉県 平成２４年　３月

178 生和コーポレーション（株） ㈱三恭マンション新築工事 東京都 平成２４年　３月

179 生和コーポレーション（株） 千羽鶴Ⅱマンション新築工事 神奈川県 平成２４年　３月

180 サンサイクルシステム（株） 小峰様駐輪場新築工事 埼玉県 平成２４年　３月
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181 生和コーポレーション（株） 松澤様マンション新築工事 埼玉県 平成２４年　３月

182 生和コーポレーション（株） 重田様マンション新築工事 神奈川県 平成２４年　３月

183 生和コーポレーション（株） 石田様マンション新築工事 埼玉県 平成２４年　３月

184 生和コーポレーション（株） 清水様マンション新築工事 東京都 平成２４年　３月

185 生和コーポレーション（株） 渡辺様マンション新築工事 東京都 平成２４年　３月

186 伊藤忠アーバンコミュニティ（株） イトーピア浦安駐輪場改修工事 千葉県 平成２４年　３月

187 （株）ナミキ ＳＶＳ新宿・狩野新築工事 東京都 平成２４年　３月

188 多田建設（株） シーズガーデン新横浜新築工事 神奈川県 平成２４年　３月

189 （株）片山組 東葛西６丁目計画新築工事 東京都 平成２４年　３月

190 （株）志多組 湘南台２丁目マンションＡ・Ｂ棟 神奈川県 平成２４年　３月

191 スターツＣＡＭ（株） 大塚様マンション新築工事 千葉県 平成２４年　３月

192 スターツＣＡＭ（株） 瀧島様本町４丁目計画新築工事 東京都 平成２４年　３月

193 スターツＣＡＭ（株） 京葉銀行北小金井支店新築工事 千葉県 平成２４年　３月

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238
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