
駐輪ラック・屋根/駐車設備等　工事実績表（平成２５年度）　　平成２６年４月１月現在

注　　文　　者 工　　　事　　　名　 所　在　地 竣工年月

1 大日本土木㈱ アデニウム日本橋馬喰町駐輪場補修工事 東京都 平成２５年　４月

2 ラ イ ト 工業㈱ コ ン シェ リ ア門前仲町Ⅱ新築工事 東京都 平成２５年　４月

3 ㈱片山組 ブリ シア練馬新築工事 東京都 平成２５年　４月

4 ㈱フ ジタ 津田沼区画整理５ ５ 街区Ｐ Ｊ 自転車駐輪場設置工事 千葉県 平成２５年　５月

5 坂田建設㈱ パーク サイ ド 業平ラ ッ ク 交換工事 東京都 平成２５年　５月

6 ㈱レ ベル パーク ハウス柿の木坂自転車駐輪場設置工事 東京都 平成２５年　５月

7 川田工業㈱ 川口青木マン ショ ン新築工事 埼玉県 平成２５年　５月

8 ㈱安藤・ 間 中区山下町８ ８ 計画新築工事 神奈川県 平成２５年　５月

9 生和コ ーポレ ーショ ン㈱ ヂヤン テイ グループ様マン ショ ン新築工事 東京都 平成２５年　５月

10 スタ ーツＣ Ａ Ｍ㈱ 村上様下目黒３ 丁目計画新築工事 東京都 平成２５年　５月

11 スタ ーツ Ｃ Ａ Ｍ㈱ 東馬込１ 丁目マン ショ ン上屋追加工事 東京都 平成２５年　５月

12 南海辰村建設㈱ レ リ ア目白新築工事 東京都 平成２５年　６月

13 ㈱力金物店 グローベルガーデン豊田ディ ーセント スク エア駐輪場補修工事 東京都 平成２５年　６月

14 飛島建設㈱ ジェ ノ ヴィ ア南麻布新築工事 東京都 平成２５年　６月

15 ㈱ナミ キ サン ヴィ アーレ ノ ーブル東立石･濱野Ⅱ新築工事 東京都 平成２５年　６月

16 スタ ーツＣ Ａ Ｍ㈱ 新井２ 丁目鈴木様免震マン ショ ン新築工事 東京都 平成２５年　６月

17 スタ ーツＣ Ａ Ｍ㈱ アルフ ァ グラ ン デ西葛西新築工事 東京都 平成２５年　６月

18 ㈱片山組 王子３ 丁目マン ショ ン新築工事 東京都 平成２５年　６月

19 生和コ ーポレ ーショ ン㈱ ロ バスト コ ート 駐輪場改修工事 東京都 平成２５年　７月

20 清水建設㈱ レ ク サス南青山新築工事 東京都 平成２５年　７月

21 清水建設㈱ 神田須田町計画新築工事 東京都 平成２５年　７月

22 清水建設㈱ 東京鋼鐵工業ド ラ ゴン ビ ル新築工事 東京都 平成２５年　７月

23 古久根建設㈱ ロ イ ジェ ン ト 下目黒新築工事 東京都 平成２５年　７月

24 ㈱シミ ズロ ーディ ッ ク 東綾瀬公園自転車駐車場整備工事 東京都 平成２５年　８月

25 ㈱レ ベル 緑２ 丁目計画新築工事 東京都 平成２５年　８月

26 ㈱レ ベル 柿の木坂１ 丁目計画新築工事 東京都 平成２５年　８月

27 松井建設㈱ 松が谷３ 丁目マン ショ ン新築工事 東京都 平成２５年　８月

28 西武建設㈱ 港区六本木計画新築工事 東京都 平成２５年　８月

29 共立建設㈱ 木場３ 丁目計画新築工事 東京都 平成２５年　８月

30 フ ァ ースト カ ルデア㈱ 川口元郷計画新築工事 埼玉県 平成２５年　８月

31 フ ァ ースト コ ーポレ ーショ ン㈱ プレ シス大宮ク レ ール新築工事 埼玉県 平成２５年　８月

32 スタ ーツＣ Ａ Ｍ㈱ 小林様亀沢１ 丁目計画新築工事 東京都 平成２５年　８月

33 ㈱ナミ キ サン ヴィ アーレ リ ベルタ 飛田給･野口新築工事 神奈川県 平成２５年　８月

34 ㈱ナミ キ サン ヴィ アーレ リ ベルタ 新宿･狩野6新築工事 東京都 平成２５年　８月

35 ㈱片山組 墨田区緑３ 丁目マン ショ ン新築工事 東京都 平成２５年　８月

36 スタ ーツＣ Ａ Ｍ㈱ 齋藤様マン ショ ン新築工事 千葉県 平成２５年　８月

37 ㈱キタ デン 札幌駅北口自転車駐車場２ 段式ラ ッ ク 入替工事 北海道 平成２５年　９月

38 松井建設㈱ 江東区東陽７ 丁目プロ ジェ ク ト 新築工事 東京都 平成２５年　９月

39 ㈱熊谷組 北区浮間舟渡４ 丁目計画新築工事 東京都 平成２５年　９月

40 ㈱熊谷組 成子天神社再整備プロ ジェ ク ト 東京都 平成２５年　９月

41 西武建設㈱ 都築区中川１ 丁目新築工事 神奈川県 平成２５年　９月

42 帝京大学 帝京大学八王子キャ ン パス自転車駐車場設置工事 東京都 平成２５年　９月

43 ㈱レ ベル 祐天寺マン ショ ン自転車駐輪場設置工事 東京都 平成２５年　９月

44 松井建設㈱ むさ し の保育園ラ ッ ク 移設工事 東京都 平成２５年　９月

45 生和コ ーポレ ーショ ン㈱ 鯨井様マン ショ ンⅡ新築工事 埼玉県 平成２５年　９月

46 生和コ ーポレ ーショ ン㈱ 町田様マン ショ ン新築工事 東京都 平成２５年　９月

47 フ ァ ースト コ ーポレ ーショ ン㈱ オープン レ ジデン ス上野毛新築工事 東京都 平成２５年　９月

48 古久根建設㈱ パレ スステージ町屋新築工事 東京都 平成２５年　９月

49 積和建設埼玉㈱ シャ ーメ ゾン東狭山ヶ 丘新築工事 埼玉県 平成２５年　９月

50 日本国土開発㈱ 磯子新杉田計画新築工事 神奈川県 平成２５年　９月

51 ラ イ ト 工業㈱ コ ン シェ リ ア神楽坂新築工事 東京都 平成２５年　９月

52 共立建設㈱ アデニウム木場公園新築工事 東京都 平成２５年　９月

53 フ ァ ースト カ ルデア㈱ 南馬込５ 丁目計画新築工事 東京都 平成２５年　９月

54 スタ ーツＣ Ａ Ｍ㈱ オウジュ 一里塚駐輪ラ ッ ク 設置工事 東京都 平成２５年　９月

55 ㈱片山組 仲六郷３ 丁目マン ショ ン新築工事 東京都 平成２５年　９月

56 スタ ーツＣ Ａ Ｍ㈱ ニュ ー千葉様ビ ル新築工事 千葉県 平成２５年　９月

57 ㈱森本組 新宿区立新宿リ サイ ク ルセン タ ー新築工事 東京都 平成２５年　９月

58 スタ ーツＣ Ａ Ｍ㈱ 齋藤様マン ショ ン駐輪ラ ッ ク 追加工事 東京都 平成２５年　９月

59 ㈱ナミ キ ニュ ーサン ヴィ アーレ スト リ ーム菅稲田堤･上原新築工事 神奈川県 平成２５年　９月

60 松井建設㈱ 赤坂氷川町計画自転車駐車場設置工事 東京都 平成２５年　１０月

61 松井建設㈱ 新城・ 矢島マン ショ ン自転車駐車場設置工事 神奈川県 平成２５年　１０月

62 石橋建設工業㈱ 田端２ 丁目マン ショ ン自転車駐車場設置工事 東京都 平成２５年　１０月

63 ㈱レ ベル フ ラ ワーホームズ四谷自転車駐車場設置工事 東京都 平成２５年　１０月

64 共立建設㈱ ルーブル東蒲田２ 丁目新築工事 東京都 平成２５年　１０月
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65 生和コ ーポレ ーショ ン㈱ 大室様マン ショ ン新築工事 埼玉県 平成２５年　１０月

66 生和コ ーポレ ーショ ン㈱ 関田様マン ショ ン新築工事 東京都 平成２５年　１０月

67 清水建設㈱ 晴海月島機械新社屋新築工事 東京都 平成２５年　１０月

68 古久根建設㈱ 宮本町マン ショ ン新築工事 東京都 平成２５年　１０月

69 古久根建設㈱ 虎ノ 門３ 丁目計画新築工事 東京都 平成２５年　１０月

70 古久根建設㈱ 蔵前４ 丁目マン ショ ン新築工事 東京都 平成２５年　１０月

71 多田建設㈱ レ ーベン ハイ ム八潮伊勢野新築工事 埼玉県 平成２５年　１０月

72 ㈱ヤマシタ パテラ 新所沢新築工事 埼玉県 平成２５年　１０月

73 清水建設㈱ 帝京大学板橋キャ ン パス第三期工事 東京都 平成２５年　１０月

74 ㈱ヨ コ ソ ー ヴィ ア・ シテラ 新宿駐輪場改修工事 東京都 平成２５年　１０月

75 スタ ーツＣ Ａ Ｍ㈱ り そな銀行江戸川南支店新築工事 東京都 平成２５年　１０月

76 三永商事㈱ 東洋製罐本社ビ ル駐輪ラ ッ ク 補修工事 東京都 平成２５年　１０月

77 ㈱片山組 扇橋1丁目マン ショ ン新築工事 東京都 平成２５年　１０月

78 スタ ーツＣ Ａ Ｍ㈱ 小林様亀沢1丁目計画Ⅱ期工事 東京都 平成２５年　１０月

79 ㈱合田工務店 新宿区矢来町プロ ジェ ク ト 新築工事 東京都 平成２５年　１０月

80 ㈱ナミ キ サン ヴィ アーレ リ ベルタ 大山西町･青山新築工事 東京都 平成２５年　１０月

81 都商事㈱ 高島平駅東口・ 西口自転車駐車場整備工事 東京都 平成２５年　１１月

82 ㈱ユニテッ ク ス ウィ ルロ ーズ赤羽ラ ッ ク 交換工事 東京都 平成２５年　１１月

83 ㈱レ ベル 駒場１ 丁目Ｐ Ｊ 自転車駐車場設置工事 東京都 平成２５年　１１月

84 ㈱熊谷組 台東区柳橋２ 丁目計画新築工事 東京都 平成２５年　１１月

85 松井建設㈱ あざみ野・ 野本マン ショ ン自転車駐車場設置工事 神奈川県 平成２５年　１１月

86 松井建設㈱ 板橋区小豆３ 丁目Ｐ Ｊ 自転車駐車場設置工事 東京都 平成２５年　１１月

87 松井建設㈱ 大田区久が原田村邸自転車駐車場設置工事 東京都 平成２５年　１１月

88 西武建設㈱ 井荻駅北口保育所自転車駐輪場設置工事 東京都 平成２５年　１１月

89 西武建設㈱ 北区赤羽２ 丁目自転車駐輪場設置工事 東京都 平成２５年　１１月

90 松井建設㈱ 赤坂氷川町計画自転車駐車場設置工事 東京都 平成２５年　１１月

91 日本道路㈱ プラ ウド 新浦安駐輪場１ 工区樋補修工事 千葉県 平成２５年　１１月

92 生和コ ーポレ ーショ ン㈱ 金城様マン ショ ン新築工事 東京都 平成２５年　１１月

93 真柄建設㈱ ウィ ザースレ ジデン ス千葉中央新築工事 千葉県 平成２５年　１１月

94 ラ イ ト 工業㈱ 上戸田２ 丁目マン ショ ン新築工事 埼玉県 平成２５年　１１月

95 清水建設㈱ 中原区新丸子町計画新築工事 神奈川県 平成２５年　１１月

96 斎藤工業㈱ 北浦和１ 丁目関口ビ ル新築工事 埼玉県 平成２５年　１１月

97 ㈱安藤・ 間 藤沢市リ サイ ク ルセン タ ー新築工事 埼玉県 平成２５年　１１月

98 ㈱塩浜工業 ダイ エー浦安駅前店新築工事 千葉県 平成２５年　１１月

99 ㈱片山組 東上野６ 丁目マン ショ ン新築工事 東京都 平成２５年　１１月

100 多田建設㈱ サン ク レ イ ド ル清瀬新築工事 東京都 平成２５年　１１月

101 ㈱カ シワバラ コ ーポレ ーショ ン 藤和ハイ タ ウン上野屋根修理工事 東京都 平成２５年　１２月

102 ㈱レ ベル 白金１ 丁目計画自転車駐車場設置工事 東京都 平成２５年　１２月

103 生和コ ーポレ ーショ ン㈱ 萩原様マン ショ ン新築工事 埼玉県 平成２５年　１２月

104 清水建設㈱ ブロ ーテ横浜高島台新築工事 神奈川県 平成２５年　１２月

105 生和コ ーポレ ーショ ン㈱ セード ル横浜プルミ エ様マン ショ ン新築工事 神奈川県 平成２５年　１２月

106 飛島建設㈱ パテラ 京王堀之内新築工事 東京都 平成２５年　１２月

107 清水建設㈱ ホーマッ ト コ モド ア建替計画 東京都 平成２５年　１２月

108 フ ァ ースト コ ーポレ ーショ ン㈱ プレ シス本厚木新築工事 神奈川県 平成２５年　１２月

109 ㈱ナミ キ Ｃ アミ ーユ東伏見新築工事 東京都 平成２５年　１２月

110 ㈱ナミ キ サン ヴィ アーレ リ ベルタ 西東京市･岩崎新築工事 東京都 平成２５年　１２月

111 ㈱淺沼組 四谷保健福祉・ 清掃セン タ ー新築工事 東京都 平成２５年　１２月

112 松井建設㈱ 蕨市塚越１ 丁目自転車駐車場設置工事 埼玉県 平成２６年　１月

113 ㈱大林組 武蔵野市御殿山２ 丁目自転車駐車場設置工事 東京都 平成２６年　１月

114 ㈱レ ベル 元横山町２ 丁目自転車駐車場設置工事 東京都 平成２６年　１月

115 清水建設㈱ 狸穴町東急マン ショ ン新築工事 東京都 平成２６年　１月

116 清水建設㈱ 世田谷区船橋３ 丁目( 南・ 北敷地) 新築工事 東京都 平成２６年　１月

117 ㈱ナカ ノ フ ド ー建設 リ スト 大久保新築工事 東京都 平成２６年　１月

118 ㈱志多組 ベルジュ ール日野新築工事 東京都 平成２６年　１月

119 清水建設㈱ 新宿プロ ジェ ク ト 新築工事 東京都 平成２６年　１月

120 ㈱吉原組 篠崎共同住宅新築工事 東京都 平成２６年　１月

121 ㈱松村組 プレ シス汐留新築工事 東京都 平成２６年　１月

122 北野建設㈱ 港区麻布狸穴町計画新築工事 東京都 平成２６年　１月

123 住協建設㈱ ジェ イ パレ ス西蒲田新築工事 東京都 平成２６年　１月

124 村本建設㈱ 港区東麻布１ 丁目計画新築工事 東京都 平成２６年　１月

125 ㈱ナミ キ Ｃ アミ ーユ練馬･土支田新築工事 東京都 平成２６年　１月

126 ㈱ナミ キ グラ ン ディ ーノ 新築工事 神奈川県 平成２６年　１月

127 ㈱片山組 冨岡２ 丁目マン ショ ン新築工事 東京都 平成２６年　１月

128 スタ ーツＣ Ａ Ｍ㈱ 船堀６ 丁目プロ ジェ ク ト 新築工事 東京都 平成２６年　１月

129 スタ ーツ Ｃ Ａ Ｍ㈱ アルフ ァ グラ ン デ新浦安新築工事 千葉県 平成２６年　１月

130 スタ ーツ Ｃ Ａ Ｍ㈱ 中葛西６ 丁目佐久間様マン ショ ン新築工事 東京都 平成２６年　１月
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131 内野建設㈱ 芝浦１ 丁目計画新築工事 東京都 平成２６年　１月

132 ㈱パワーズアン リ ミ テッ ド パーク サイ ド 業平ラ ッ ク 入替工事 東京都 平成２６年　２月

133 西武建設㈱ ブリ リ ア王子神谷自転車駐輪場設置工事 東京都 平成２６年　２月

134 西武建設㈱ 江東区亀戸５ 丁目自転車駐輪場設置工事 東京都 平成２６年　２月

135 大日本土木㈱ 武蔵小杉計画新築工事 神奈川県 平成２６年　２月

136 清水建設㈱ 渋谷区渋谷１ 丁目計画新築工事 東京都 平成２６年　２月

137 生和コ ーポレ ーショ ン㈱ 矢島様マン ショ ン新築工事 埼玉県 平成２６年　２月

138 生和コ ーポレ ーショ ン㈱ 石井様マン ショ ン新築工事 東京都 平成２６年　２月

139 生和コ ーポレ ーショ ン㈱ 石井様Ⅱマン ショ ン新築工事 東京都 平成２６年　２月

140 大洋建設㈱ 目黒区目黒本町５ 丁目共同住宅新築工事 東京都 平成２６年　２月

141 ㈱安藤・ 間 毛利１ 丁目新築工事 東京都 平成２６年　２月

142 佐田建設㈱ 碑文谷マン ショ ン新築工事 東京都 平成２６年　２月

143 生和コ ーポレ ーショ ン㈱ 笠井製作所様マン ショ ン新築工事 埼玉県 平成２６年　２月

144 日本国土開発㈱ リ ッ チラ イ フ 清澄白河新築工事 東京都 平成２６年　２月

145 ラ イ ト 工業㈱ 南久が原２ 丁目計画新築工事 東京都 平成２６年　２月

146 フ ァ ースト コ ーポレ ーショ ン㈱ プレ シス八王子新築工事 東京都 平成２６年　２月

147 フ ァ ースト コ ーポレ ーショ ン㈱ プレ シス大宮Ⅱ新築工事 埼玉県 平成２６年　２月

148 ㈱関組 プレ シス東日暮里Ⅱ新築工事 東京都 平成２６年　２月

149 村本建設㈱ 吉祥寺北町一丁目計画新築工事 東京都 平成２６年　２月

150 スタ ーツＣ Ａ Ｍ㈱ 中葛西３ 丁目マン ショ ン新築工事 東京都 平成２６年　２月

151 ㈱ナミ キ Ｃ アミ ーユひばり ヶ 丘北新築工事 東京都 平成２６年　２月

152 ㈱ナミ キ ニュ ーサン ヴィ アーレ スト リ ーム菅野戸呂･宮崎新築工事 神奈川県 平成２６年　２月

153 スタ ーツＣ Ａ Ｍ㈱ 本澤様宇喜田町マン ショ ン新築工事 東京都 平成２６年　２月

154 スタ ーツＣ Ａ Ｍ㈱ 八潮南部中央４ 街区萩野様マン ショ ン新築工事 埼玉県 平成２６年　２月

155 ㈱熊谷組 日本橋兜町計画新築工事 東京都 平成２６年　２月

156 生和コ ーポレ ーショ ン㈱ 荒川鈴木様マン ショ ン新築工事 東京都 平成２６年　２月

157 スタ ーツＣ Ａ Ｍ㈱ 小泉様綱島東計画新築工事 神奈川県 平成２６年　２月
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