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1 生和コ ーポレ ーショ ン㈱ 関口様マンション 埼玉県 平成２４年　４月

2 清水建設㈱ 帝京大学板橋キャンパス仮設駐輪場バリカ工事 東京都 平成２４年　４月

3 生和コ ーポレ ーショ ン㈱ 江川様マンション 東京都 平成２４年　４月

4 ㈱松村組 中目黒ビル増築工事 東京都 平成２４年　４月

5 ヤシマ工業㈱ ラ イ オンズ中野桃園駐輪場屋根改修工事 東京都 平成２４年　４月

6 生和コ ーポレ ーショ ン㈱ 白井様マンショ ン 東京都 平成２４年　４月

7 飛島建設㈱ エルシード 新小岩 東京都 平成２４年　４月

8 清水建設㈱ 東麻布１ 丁目計画 東京都 平成２４年　４月

9 生和コ ーポレ ーショ ン㈱ 谷口様マンショ ン 東京都 平成２４年　４月

10 スタ ーツＣ Ａ Ｍ㈱ 岩楯様一之江７ 丁目マンショ ン 東京都 平成２４年　４月

11 東海興業㈱ ベルドゥムール浦和常磐 埼玉県 平成２４年　４月

12 斎藤工業㈱ 千川遊技場改築 東京都 平成２４年　４月

13 ㈱鴻池組 狭山市駅第２自転車駐車場設置工事(ラック) 埼玉県 平成２４年　５月

14 松井建設㈱ 両国亀沢マンション 東京都 平成２４年　５月

15 西武建設㈱ 駒澤大学前自転車駐輪場設置工事 東京都 平成２４年　５月

16 ㈱緑峰 高輪マンショ ン自転車駐輪場設置工事 東京都 平成２４年　５月

17 松井建設㈱ ＭＫ マンショ ン自転車駐輪場設置工事 東京都 平成２４年　５月

18 松井建設㈱ 岩本町１ 丁目 東京都 平成２４年　５月

19 清水建設㈱ 帝京大学板橋キャ ンパスピジョ ン跡地駐輪場バリ カ 工事 東京都 平成２４年　５月

20 日本国土開発㈱ 練馬プロジェ ク ト 東京都 平成２４年　５月

21 飛島建設㈱ 東六郷２ 丁目計画 東京都 平成２４年　５月

22 清水建設㈱ 牡丹２ 丁目計画 東京都 平成２４年　５月

23 大日本土木㈱ アデニウム日本橋馬喰町 東京都 平成２４年　５月

24 生和コ ーポレ ーショ ン㈱ 関根様マンショ ン 東京都 平成２４年　５月

25 斎藤工業㈱ ル・ リ オン初台 東京都 平成２４年　５月

26 ㈱ナミ キ サンヴィ アーレ スト リ ーム田柄・ 上野 東京都 平成２４年　５月

27 松井建設㈱ 大森西２ 丁目マンショ ン 東京都 平成２４年　６月

28 東急建設㈱ 東雪谷４ 丁目計画 東京都 平成２４年　６月

29 ㈱吉原組 ルネサンス二子玉川 東京都 平成２４年　６月

30 フ ァ ースト コ ーポレ ーショ ン㈱ プレ シス千歳船橋 東京都 平成２４年　６月

31 飛島建設㈱ パルミ ナード 上用賀 東京都 平成２４年　６月

32 飛島建設㈱ 南砂町６ 丁目計画 東京都 平成２４年　６月

33 ㈱熊谷組 亀沢４ 丁目計画 東京都 平成２４年　６月

34 ㈱ナミ キ サンヴィ アーレ フ レ ア東山町・ 新井 東京都 平成２４年　６月

35 ㈱ナミ キ サンヴィ アーレ スト リ ーム北柏・ 鈴木 千葉県 平成２４年　６月

36 スタ ーツＣ Ａ Ｍ㈱ 板谷様マンショ ン 東京都 平成２４年　６月

37 ㈱片山組 寿町２ 丁目マンショ ン 東京都 平成２４年　６月

38 ㈱片山組 根岸２ 丁目計画 東京都 平成２４年　６月

39 ブリ ジスト ン プラ ン ト エン ジニアリ ン グ㈱ ブリ ヂスト ン江戸川松島補修 東京都 平成２４年　７月

40 西武建設㈱ ブリ リ ア東大前 東京都 平成２４年　７月

41 ㈱丸山製作所 プラ ウド 新浦安駐輪場災害復旧工事 千葉県 平成２４年　７月

42 前田道路㈱ 清新プラ ザ駐輪場災害復旧工事 東京都 平成２４年　７月

43 ラ イ ト 工業㈱ 千鳥２ 丁目プロジェ ク ト 東京都 平成２４年　７月

44 フ ァ ースト カ ルデア㈱ エムブラ ンド 青砥 東京都 平成２４年　７月

45 生和コ ーポレ ーショ ン㈱ パールパレ ス 東京都 平成２４年　７月

46 ㈱ナミ キ サンヴィ アーレ リ ベルタ 八王子・ 西村 東京都 平成２４年　７月

47 ㈱イ チケン 日本フ ィ ルコ ン池尻ビル 東京都 平成２４年　７月

48 ㈱片山組 赤羽岩淵町マンショ ン 東京都 平成２４年　７月

49 ㈱片山組 北新宿１ 丁目マンショ ン 東京都 平成２４年　７月

50 スタ ーツＣ Ａ Ｍ㈱ 日本抵抗器販売様南大井３ 丁目計画 東京都 平成２４年　７月

51 スタ ーツＣ Ａ Ｍ㈱ 鈴木様船堀３ 丁目マンショ ン 東京都 平成２４年　７月

52 石井産業㈱ 本庄早稲田駅自転車駐輪場設置工事 埼玉県 平成２４年　８月

53 松井建設㈱ 両国１ 丁目マンショ ンⅡ 東京都 平成２４年　８月

54 ㈱大林組 総合食品工場首都圏事務所自転車駐輪場設置工事 東京都 平成２４年　８月

55 ㈱レ ベル 緑３ 丁目計画自転車駐輪場設置工事 東京都 平成２４年　８月

56 埼玉建興㈱ グローベル戸田プロジェ ク ト 埼玉県 平成２４年　８月

57 埼玉建興㈱ レ ーベンハイ ム柏たなか 千葉県 平成２４年　８月

58 多田建設㈱ グローベル横浜中央 神奈川県 平成２４年　８月

59 生和コ ーポレ ーショ ン㈱ 三上様マンショ ン 神奈川県 平成２４年　８月

60 大芝産業㈱ 東金町駐輪場 東京都 平成２４年　８月
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61 埼玉建興㈱ レ ーベンハイ ム坂戸日の出町 埼玉県 平成２４年　８月

62 清水建設㈱ 大手町１ 丁目第２ 地区第１ 種市街地再開発事業Ａ 棟 東京都 平成２４年　８月

63 ㈱片山組 向島３ 丁目マンショ ン 東京都 平成２４年　８月

64 北野建設㈱ 大田区山王２ 丁目計画 東京都 平成２４年　８月

65 ㈱イ チケン Ｐ Ｉ Ａ Ｓ 桜新町 東京都 平成２４年　８月

66 ㈱ナミ キ サンヴィ アーレ スト リ ーム管稲田堤・ 樋山 神奈川県 平成２４年　８月

67 松井建設㈱ 北習志野共同住宅Ⅱ期( 薬園台プロジェ ク ト ) 千葉県 平成２４年　９月

68 住友不動産建物サービス㈱ つつじ ヶ 丘ガーデンハウス 東京都 平成２４年　９月

69 松井建設㈱ 荻窪５ 丁目 東京都 平成２４年　９月

70 ㈱五光建設 グラ ンツ青梅野上 東京都 平成２４年　９月

71 飛島建設㈱ ブリ リ ア大山幸町 東京都 平成２４年　９月

72 大洋建設㈱ 第７ カ イ ビル 神奈川県 平成２４年　９月

73 ㈱イ チケン 碑文谷プロジェ ク ト 東京都 平成２４年　９月

74 フ ァ ースト コ ーポレ ーショ ン㈱ サンク レ イ ド ル本牧 神奈川県 平成２４年　９月

75 伊藤忠アーバンコ ミ ュ ニティ ㈱ イ ト ーピア浦安駐輪場改修工事Ⅱ期 千葉県 平成２４年　９月

76 ㈱エム・ アンド ・ エヌ サンシャ イ ン松本Ｎ ｏ ． １ ７ 東京都 平成２４年　９月

77 共立建設㈱ 高田馬場４ 丁目マンショ ン 東京都 平成２４年　９月

78 ラ イ ト 工業㈱ 大森北２ 丁目プロジェ ク ト 東京都 平成２４年　９月

79 みすゞ 建設㈱ 野沢ハイ ツⅡ 東京都 平成２４年　９月

80 内野建設㈱ 早宮２ 丁目マンショ ン 東京都 平成２４年　９月

81 ㈱ナミ キ サンヴィ アーレ リ ベルタ 東嶺町・ 渡部新築工事 東京都 平成２４年　９月

82 ㈱合田工務店 世田谷区上野毛１ 丁目計画 東京都 平成２４年　９月

83 スタ ーツＣ Ａ Ｍ㈱ 中山様センタ ー北ビル 神奈川県 平成２４年　９月

84 スタ ーツＣ Ａ Ｍ㈱ 宝田様田柄１ 丁目計画 東京都 平成２４年　９月

85 ㈱大林組 帝京大学中野キャ ンパス自転車駐輪場設置工事 東京都 平成２４年　１０月

86 ㈱レ ベル ミ オカ ステーロ錦糸町 東京都 平成２４年　１０月

87 西武建設㈱ 栄区笠間３ 丁目 神奈川県 平成２４年　１０月

88 西武建設㈱ レ ーベンハイ ム平和台自転車駐輪場設置工事 東京都 平成２４年　１０月

89 ㈱大林組 北区赤羽南１ 丁目計画 東京都 平成２４年　１０月

90 佐藤興業㈱ 小竹向原駅自転車駐車場 東京都 平成２４年　１０月

91 ㈱合田工務店 プレ ミ アムキュ ーブ三宿 東京都 平成２４年　１０月

92 南海辰村建設㈱ ヴェ レ ーナ千葉Ｔ Ｎ 中央 千葉県 平成２４年　１０月

93 埼玉建興㈱ グローベル上野入谷 東京都 平成２４年　１０月

94 共立建設㈱ 東中野２ 丁目計画 東京都 平成２４年　１０月

95 生和コ ーポレ ーショ ン㈱ 十條綱機様マンショ ン 東京都 平成２４年　１０月

96 ラ イ ト 工業㈱ 東日本橋２ 丁目マンショ ン 東京都 平成２４年　１０月

97 ラ イ ト 工業㈱ 東駒形１ 丁目マンショ ン 東京都 平成２４年　１０月

98 ㈱五光建設 グラ ンツ立川錦町Ⅱ 東京都 平成２４年　１０月

99 ㈱合田工務店 墨田区向島３ 丁目マンショ ン 東京都 平成２４年　１０月

100 スタ ーツＣ Ａ Ｍ㈱ 三英様ビル新築工事 千葉県 平成２４年　１０月

101 ㈱ナミ キ ニュ ーサンビアーレ スト リ ーム栗谷・ 竹邑Ⅱ新築工事 神奈川県 平成２４年　１０月

102 ㈱ナミ キ サンヴィ アーレ リ ベルタ 菅・ 川崎新築工事 神奈川県 平成２４年　１０月

103 スタ ーツＣ Ａ Ｍ㈱ 北栄マンショ ン新築工事 千葉県 平成２４年　１０月

104 清水建設㈱ 港区芝３ 丁目計画 東京都 平成２４年  １１月

105 ㈱志多組 ベルジュ ール武蔵野Ⅱ新築工事 東京都 平成２４年  １１月

106 フ ァ ースト コ ーポレ ーショ ン㈱ プレ シス小手指新築工事 埼玉県 平成２４年  １１月

107 川田工業㈱ 川口本町３ 丁目マンショ ン 埼玉県 平成２４年  １１月

108 ㈱吉原組 グローベル四ッ 谷プロジェ ク ト 東京都 平成２４年  １１月

109 生和コ ーポレ ーショ ン㈱ 日輝様マンショ ン 神奈川県 平成２４年  １１月

110 ㈱ナミ キ サンヴィ アーレ リ ベルタ 新宿・ 狩野５ 新築工事 東京都 平成２４年  １１月

111 鹿島建設㈱ 東池袋1丁目計画自転車駐輪場設置工事 東京都 平成２４年  １２月

112 ㈱熊谷組 台東区元浅草4丁目自転車駐輪場工事 東京都 平成２４年  １２月

113 鹿島建設㈱ 立正大学付属立正中学校・ 高等学校自転車駐輪場設置工事 東京都 平成２４年  １２月

114 西武建設㈱ 下落合北口マンショ ン計画自転車駐輪場設置工事 東京都 平成２４年  １２月

115 ㈱レ ベル 警視庁野方警察署庁舎自転車駐輪場設置工事 東京都 平成２４年  １２月

116 多田建設㈱ ク レ アメ ゾン稲城新築工事 東京都 平成２４年  １２月

117 飛島建設㈱ パティ ーナ王子新築工事 東京都 平成２４年  １２月

118 古久根建設㈱ 経堂１ 丁目計画 東京都 平成２４年  １２月

119 スタ ーツＣ Ａ Ｍ㈱ 梅田様志村１ 丁目計画 東京都 平成２４年  １２月

120 ㈱ナミ キ サンヴィ アーレ スト リ ーム南中丸・ 池田新築工事 埼玉県 平成２４年  １２月
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121 スタ ーツＣ Ａ Ｍ㈱ 亀戸マンショ ン建築計画新築工事 東京都 平成２４年  １２月

122 ㈱合田工務店 品川大井計画新築工事 東京都 平成２４年  １２月

123 ㈱合田工務店 大田区大森本町２ 丁目計画 東京都 平成２４年  １２月

124 スタ ーツＣ Ａ Ｍ㈱ り そな銀行江戸川南支店新築プロジェ ク ト 東京都 平成２４年  １２月

125 ㈱片山組 ブリ ヤン西日暮里新築工事 東京都 平成２４年  １２月

126 カ ネケン京葉コ ミ ュ ニティ ㈱ 船橋駅高架下自転車等駐車場整備工事 千葉県 平成２５年  １月

127 松井建設㈱ サンラ イ ズ武蔵野自転車駐車場設置工事 東京都 平成２５年  １月

128 松井建設㈱ アンビエンテ羽田自転車駐車場設置工事 東京都 平成２５年  １月

129 斎藤工業㈱ ラ ンド シティ 川越新築工事 埼玉県 平成２５年  １月

130 ㈱森組 ラ ンド みずほ台新築工事 埼玉県 平成２５年  １月

131 ㈱生良建設 共立エステート 本社ビル 埼玉県 平成２５年  １月

132 ㈱吉原組 ラ ンド シティ 本川越新築工事 埼玉県 平成２５年  １月

133 生和コ ーポレ ーショ ン㈱ ユニティ 様マンショ ン新築工事 東京都 平成２５年  １月

134 ㈱イ チケン ザ・ サンメ ゾン柿の木坂新築工事 東京都 平成２５年  １月

135 ㈱ナミ キ ニュ ーサンビアーレ スト リ ーム梅島・ 鈴木新築工事 東京都 平成２５年  １月

136 ㈱片山組 江東区富岡１ 丁目計画新築工事 東京都 平成２５年  １月

137 スタ ーツＣ Ａ Ｍ㈱ 村田様免震マンショ ン新築工事 東京都 平成２５年  １月

138 ㈱レ ベル 白金台５ 丁目マンショ ン自転車駐輪場設置工事 東京都 平成２５年  ２月

139 松井建設㈱ 東向島４ 丁目マンショ ン自転車駐輪場設置工事 東京都 平成２５年  ２月

140 松井建設㈱ 巣鴨・ 冠城園ビル自転車駐輪場設置工事 東京都 平成２５年  ２月

141 ㈱大林組 さ いたま市南区南浦和３ 丁目計画自転車駐輪場設置工事 埼玉県 平成２５年  ２月

142 飛島建設㈱ ブリ リ ア大山駅前 東京都 平成２５年  ２月

143 生和コ ーポレ ーショ ン㈱ 斎藤家具本店マンショ ン 埼玉県 平成２５年  ２月

144 生和コ ーポレ ーショ ン㈱ 久保様マンショ ン 東京都 平成２５年  ２月

145 ㈱間組 小金井本町５ 丁目計画 東京都 平成２５年  ２月

146 ㈱守谷商会 鹿野ビル新築工事 東京都 平成２５年  ２月

147 清水建設㈱ 桐明学園大学調布キャ ンパス２ 号館新築工事 東京都 平成２５年  ２月

148 ㈱大勝 グローベル横浜平沼プロジェ ク ト 神奈川県 平成２５年  ２月

149 ラ イ ト 工業㈱ 仲六郷１ 丁目マンショ ン新築工事 東京都 平成２５年  ２月

150 斎藤工業㈱ 中野弥生町２ 丁目計画 東京都 平成２５年  ２月

151 飛島建設㈱ パテラ 東船橋新築工事 千葉県 平成２５年  ２月

152 ㈱片山組 中野中央２ １ ５ 新築工事 東京都 平成２５年  ２月

153 ㈱ナミ キ サンヴィ アーレ リ ベルタ 西河原・ 萩原新築工事 東京都 平成２５年  ２月

154 スタ ーツＣ Ａ Ｍ㈱ 渡辺様マンショ ン新築工事 東京都 平成２５年  ２月

155 ㈱ナミ キ サンヴィ アーレ リ ベルタ 土支田・ 中井川Ａ 棟・ Ｂ 棟 東京都 平成２５年  ２月

156 坂田建設㈱ メ イ ンステージ西荻窪駅前Ⅱ 東京都 平成２５年  ２月

157 スタ ーツＣ Ａ Ｍ㈱ 松澤様三田４ 丁目計画 神奈川県 平成２５年  ２月

158 スタ ーツＣ Ａ Ｍ㈱ 賃貸Ｃ 吉田勇様住宅建設工事 東京都 平成２５年  ２月

159 スタ ーツＣ Ａ Ｍ㈱ 東蒲田１ 丁目免震マンショ ン計画 東京都 平成２５年  ２月

160 スタ ーツＣ Ａ Ｍ㈱ 赤塚様免震マンショ ン新築工事 東京都 平成２５年  ２月

161 ㈱合田工務店 ルーブル赤羽 東京都 平成２５年  ２月

162 スタ ーツＣ Ａ Ｍ㈱ アルフ ァ グラ ンデ一之江６ 番街 東京都 平成２５年  ２月

163 スタ ーツＣ Ａ Ｍ㈱ 初山様ビル新築工事 埼玉県 平成２５年  ２月

164 スタ ーツＣ Ａ Ｍ㈱ 高橋様東馬込１ 丁目計画 東京都 平成２５年  ２月

165 ㈱レ ベル 玉川３ 丁目プロジェ ク ト 自転車駐輪場設置工事 東京都 平成２５年  ３月

166 ㈱フ ジタ 津田沼区画整理２ ８ 街区プロジェ ク ト フ ォ ルテ秦の杜 千葉県 平成２５年  ３月

214 鹿島建設㈱ 木場６ 丁目マンショ ン自転車駐輪場設置工事 東京都 平成２５年  ３月

215 鹿島建設㈱ フ ジク ラ 木場独身寮自転車駐輪場設置工事 東京都 平成２５年  ３月

216 西武建設㈱ 品川プリ ンス・ レ ジデンス自転車駐輪場設置工事 東京都 平成２５年  ３月

217 西武建設㈱ 西武バス滝山営業所自転車駐輪場設置工事 東京都 平成２５年  ３月

218 ㈱大林組 東綾瀬２ 丁目計画自転車駐輪場設置工事 東京都 平成２５年  ３月

219 ㈱レ ベル 戸塚マンショ ン自転車駐輪場設置工事 東京都 平成２５年  ３月

220 戸田建設㈱ 武蔵浦和駅第１ 街区第１ 種市街地再開発事業 埼玉県 平成２５年  ３月

221 飛島建設㈱ Ｉ Ｈ Ｉ １ ０ ｍ３ 屋外ポンド 設置工事 神奈川県 平成２５年  ３月

222 生和コ ーポレ ーショ ン㈱ 小泉様マンショ ン 神奈川県 平成２５年  ３月

223 生和コ ーポレ ーショ ン㈱ 北浦和・ 山田様マンショ ン 埼玉県 平成２５年  ３月

224 生和コ ーポレ ーショ ン㈱ 岡信商事㈱様マンショ ン 東京都 平成２５年  ３月

225 生和コ ーポレ ーショ ン㈱ 東川口マンショ ン 埼玉県 平成２５年  ３月

226 日新工業㈱ 南桜井駅北口自転車駐車場 埼玉県 平成２５年  ３月

227 スタ ーツＣ Ａ Ｍ㈱ 亀戸６ 丁目マンショ ン 東京都 平成２５年  ３月
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