
駐輪ラック・屋根/駐車設備等　工事実績表（平成２７年度）　平成２８年４月１日現在

注　　文　　者 工　　　事　　　名　 所　在　地 竣工年月

1 グラ ンシティ 千歳船橋管理組合 グラ ンシティ 千歳船橋駐輪機補修工事 東京都 平成２７年　４月

2 池田建設㈱ 蓮根3丁目マンショ ン新築工事 東京都 平成２７年　４月

3 村本建設㈱ 等々力8丁目計画新築工事 東京都 平成２７年　４月

4 スタ ーツCAM㈱ 六町3丁目免震計画新築工事 東京都 平成２７年　４月

5 生和コーポレーション㈱ アーバンビル様マンショ ン新築工事 東京都 平成２７年　４月

6 多田建設㈱ レ ーベンつく ばＡ 棟追加工事 茨城県 平成２７年　４月

7 内野建設㈱ 横川2丁目計画追加工事 東京都 平成２７年　４月

8 アマノ ㈱ よみう り 文化センタ ー千里中央ラ ッ ク 設置工事 大阪府 平成２７年　５月

9 アマノ ㈱ 東郷駅駐輪場整備工事 福岡県 平成２７年　５月

10 ㈱フ ジタ 津田沼整理区画29街区プロジェ ク ト 新築工事 千葉県 平成２７年　５月

11 ㈱タ ケヤマ商会 瀬谷駅駐輪場補修工事 神奈川県 平成２７年　５月

12 ㈱レ ベル ルネ三鷹上屋設置工事 東京都 平成２７年　５月

13 フ ァ ースト コ ーポレ ーショ ン㈱ 船橋前原計画新築工事 千葉県 平成２７年　５月

14 ラ イ ト 工業㈱ 港区赤坂4丁目計画新築工事 東京都 平成２７年　５月

15 ㈱安藤・ 間 新Ａ 棟及び附属棟新築工事（ ニレ コ 八王子） 駐輪場新築工事 東京都 平成２７年　５月

16 ㈱ナミ キ サンヴィ アーレ リ ベルタ 高島平・ 堀田新築工事 東京都 平成２７年　５月

17 ㈱ナミ キ ニュ ーサンヴィ アーレ スト リ ーム中野島・ 吉澤新築工事 神奈川県 平成２７年　５月

18 坂田建設㈱ 本所3丁目計画新築工事 東京都 平成２７年　５月

19 ブリ リ ア成増管理組合 ブリ リ ア成増駐輪機補修工事 東京都 平成２７年　５月

20 生和コーポレーション㈱ 集英社様マンショ ン新築工事 埼玉県 平成２７年　５月

21 グラ ンハイ ツ東新宿管理組合 グラ ンハイ ツ東新宿駐輪機補修工事 東京都 平成２７年　５月

22 ㈱アッ プルパーク 大宮駅某所自転車駐車場設置工事（ 日本生命ビル） 埼玉県 平成２７年　６月

23 ㈱フ ィ ン チ・ マネジメ ン ト サービ ス モダ・ ビエント 中板橋自転車駐車場修理工事 東京都 平成２７年　６月

24 ㈱安藤・ 間 新Ａ 棟及び附属棟新築工事（ ニレ コ 八王子） 渡廊下新築工事 東京都 平成２７年　６月

25 フ ァ ースト カ ルディ ア㈱ コ ンド 瀬田耐震改修工事 東京都 平成２７年　６月

26 生和コーポレーション㈱ 高木様マンショ ン新築工事 神奈川県 平成２７年　６月

27 フ ァ ースト コ ーポレ ーショ ン㈱ サンク レ イ ド ル相模大野新築工事 神奈川県 平成２７年　６月

28 日本建物サービス㈱ メ ゾンフ ェ リ ーチェ 駐輪場改修工事 東京都 平成２７年　６月

29 前田道路㈱ ルジェ ンテと き わ台新築工事 東京都 平成２７年　６月

30 清水建設㈱ 武蔵小山計画新築工事 東京都 平成２７年　６月

31 ㈱ユニテッ ク ス アスコ ッ ト パーク 日本橋久松町駐輪場補修工事 東京都 平成２７年　６月

32 ナカ ノ フ ド ー建設㈱ 浜見平団地（ 建替） 第2期第2住宅建替え工事 神奈川県 平成２７年　６月

33 ㈱志多組 ブリ リ ア西台新築工事 東京都 平成２７年　６月

34 飛島建設㈱ 登戸イ ト ウビル新築工事 神奈川県 平成２７年　６月

35 ㈱片山組 豊島区目白5丁目計画新築工事 東京都 平成２７年　６月

36 ㈱ナミ キ サンヴィ アーレ スト リ ーム田柄・ 上野Ｂ 棟新築工事 東京都 平成２７年　６月

37 斎藤工業㈱ 土呂プロジェ ク ト 新築工事 埼玉県 平成２７年　６月

38 生和コーポレーション㈱ ヤマサダ様マンショ ン新築工事 神奈川県 平成２７年　６月

39 生和コーポレーション㈱ 山喜工業様マンショ ン新築工事 東京都 平成２７年　６月

40 多田建設㈱ レ ーベンつく ば竹園Ｂ ・ Ｃ 棟新築工事 茨城県 平成２７年　６月

41 古久根建設㈱ 菊川マンショ ン新築工事 東京都 平成２７年　６月

42 ㈱安藤・ 間 Ｊ Ａ あつぎ本所新築工事 神奈川県 平成２７年　７月

43 生和コーポレーション㈱ ベンキョ ード ー様ビル新築工事 東京都 平成２７年　７月

44 ㈱熊谷組 Ｊ Ａ むさ し 小平支店新築工事 東京都 平成２７年　７月

45 生和コーポレーション㈱ 元村様マンショ ン新築工事 千葉県 平成２７年　７月

46 スタ ーツCAM㈱ 横島様立川2丁目計画新築工事 東京都 平成２７年　７月

47 ク レ アシティ 所沢管理組合 ク レ アシティ 所沢駐輪機補修工事 埼玉県 平成２７年　７月

48 西武建設㈱ 所沢市久米計画第一・ 第二ビル新築工事 埼玉県 平成２７年　８月

49 前田道路㈱ ルジェ ンテと き わ台駐輪場追加工事 東京都 平成２７年　８月

50 ㈱五光建設 オープンレ ジデンシア上大崎3丁目新築工事 東京都 平成２７年　８月

51 清水建設㈱ 東京国際フ ラ ンス学園改修工事 東京都 平成２７年　８月

52 フ ァ ースト コ ーポレ ーショ ン㈱ レ ーベン浦和美園Ⅱ新築工事 埼玉県 平成２７年　８月

53 ㈱ノ バッ ク 西東京市西原町1丁目計画新築工事 東京都 平成２７年　８月

54 生和コーポレーション㈱ 川治屋様マンショ ン新築工事 神奈川県 平成２７年　８月

55 ㈱合田工務店 稲荷町計画新築工事 東京都 平成２７年　８月

56 ㈱ナミ キ サンヴィ アーレ 赤塚2丁目・ 春日新築工事 東京都 平成２７年　８月

57 日本ハウズイ ング㈱ コ スモ与野中央公園改修工事 埼玉県 平成２７年　８月

58 生和コーポレーション㈱ 西新宿8丁目計画新築工事 東京都 平成２７年　８月

59 古久根建設㈱ オープンレ ジデンシア桜新町2丁目新築工事 東京都 平成２７年　８月

60 グラ ンハイ ツ代々木管理組合 グラ ンハイ ツ代々木駐輪機補修工事 東京都 平成２７年　８月
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61 多田建設㈱ レ ーベンつく ばＢ ・ Ｃ 棟追加工事 茨城県 平成２７年　８月

62 野里電気工業㈱ 西葛西駅北口駐輪場改修工事 東京都 平成２７年　９月

63 西武建設㈱ 都営神谷3丁目上屋設置工事 東京都 平成２７年　９月

64 ㈱ゴールド ク レ スト コ ミ ュ ニティ ク レ スト フ ォ ルム亀戸ブラ イ ト スク エアラ ッ ク 修理工事 東京都 平成２７年　９月

65 ㈱アッ プルパーク 調布パルコ 自転車駐車場設置工事 東京都 平成２７年　９月

66 ㈱大林組 桜上水プロジェ ク ト 新築工事 東京都 平成２７年　９月

67 松井建設㈱ 豊玉6丁目計画新築工事 東京都 平成２７年　９月

68 松井建設㈱ 高麗神社社殿改築工事 埼玉県 平成２７年　９月

69 西武建設㈱ 亀戸5丁目ラ ッ ク 移設工事 東京都 平成２７年　９月

70 生和コーポレーション㈱ 谷内様マンショ ン新築工事 東京都 平成２７年　９月

71 生和コーポレーション㈱ 文京・ 向ヶ 丘プロジェ ク ト 新築工事 東京都 平成２７年　９月

72 フ ァ ースト コ ーポレ ーショ ン㈱ オープンレ ジデンシア南青山3丁目新築工事 東京都 平成２７年　９月

73 新英興業㈱ ヴァ ローレ 両国Ⅱ新築工事 東京都 平成２７年　９月

74 ㈱片山組 オープンレ ジデンシア東神田1丁目新築工事 東京都 平成２７年　９月

75 ㈱ナミ キ サンヴィ アーレ リ ベルタ 新川・ 本間新築工事 東京都 平成２７年　９月

76 ㈱ナミ キ サンヴィ アーレ リ ベルタ 砧・ 石井新築工事 東京都 平成２７年　９月

77 スタ ーツCAM㈱ 富浜1丁目計画新築工事 千葉県 平成２７年　９月

78 生和コーポレーション㈱ 矢萩運輸様マンショ ン新築工事 東京都 平成２７年　９月

79 生和コーポレーション㈱ 神田・ 清水様マンショ ン新築工事 東京都 平成２７年　９月

80 スタ ーツCAM㈱ 大田区鵜の木2丁目計画新築工事 東京都 平成２７年　９月

81 マキテッ ク ㈱ イ ナバエク ステリ ア製ガススプリ ング部材販売 神奈川県 平成２７年　９月

82 日本建設㈱ リ ベラ ージュ 目黒洗足新築工事 東京都 平成２７年　９月

83 ㈱大勝 エルシード 日本橋蛎殻町新築工事 東京都 平成２７年　１０月

84 ムサシノ 工業㈱ 船橋ビレ ジ駐輪場改修工事 千葉県 平成２７年　１０月

85 グラ ンシティ ユーロパレス新川崎管理組合 グラ ン シティ ユーロ パレ ス新川崎管理組合駐輪場補修工事 神奈川県 平成２７年　１０月

86 三井不動産フ ァ シリ ティ ーズ㈱ 室町地区駐輪場駐輪機清掃キッ ト 販売 東京都 平成２７年　１０月

87 ㈱ナミ キ サンヴィ アーレ 下前・ 本間新築工事 埼玉県 平成２７年　１０月

88 シャ ト ー代官山管理組合 シャ ト ー代官山駐輪場改修工事 東京都 平成２７年　１０月

89 生和コーポレーション㈱ 桑原商店様マンショ ン新築工事 東京都 平成２７年　１０月

90 生和コーポレーション㈱ 川越・ 河合様マンショ ン新築工事 埼玉県 平成２７年　１０月

91 生和コーポレーション㈱ 井上様マンショ ン新築工事 埼玉県 平成２７年　１０月

92 生和コーポレーション㈱ 東様マンショ ン新築工事 東京都 平成２７年　１０月

93 スタ ーツCAM㈱ 江戸川区上一色2丁目計画新築工事 東京都 平成２７年　１０月

94 冨士機材( 株) レ ジデンス大友駐輪場改修工事 千葉県 平成２７年　１０月

95 パーク ハウス本八幡ソ ラ ティ オ管理組合 パーク ハウス本八幡ソ ラ ティ オ駐輪機補修工事 千葉県 平成２７年　１０月

96 ㈱伊藤設備 アイ ディ コ ート 千歳船橋駐輪機補修工事 東京都 平成２７年　１０月

97 西武建設㈱ 中央区日本橋浜町3丁目新築工事 東京都 平成２７年　１１月

98 ㈱フ ジタ 多摩落合1丁目新築工事 東京都 平成２７年　１１月

99 鹿島建設㈱ 大手町1-1計画Ａ 棟新築工事 東京都 平成２７年　１１月

100 ヤハギ工業㈱ 杏林大学井の頭キャ ンパス自転車駐車場設置工事 東京都 平成２７年　１１月

101 前田道路㈱ 北越エンジニアリ ング駐輪場増設工事 千葉県 平成２７年　１１月

102 ラ イ ト 工業㈱ 千束3丁目計画新築工事 東京都 平成２７年　１１月

103 フ ァ ースト コ ーポレ ーショ ン㈱ プレ シス永山新築工事 東京都 平成２７年　１１月

104 新英興業㈱ ヴァ ローレ 両国千歳新築工事 東京都 平成２７年　１１月

105 生和コーポレーション㈱ 近泉合成繊維様マンショ ン新築工事 東京都 平成２７年　１１月

106 ㈱ウラ タ 境南町計画新築工事 東京都 平成２７年　１１月

107 不二建設㈱ 墨田区業平計画新築工事 東京都 平成２７年　１１月

108 不二建設㈱ ブリ リ ア仙川Ⅱ新築工事 東京都 平成２７年　１１月

109 ㈱ニチプレ 関目1丁目マンショ ン新築工事 兵庫県 平成２７年　１１月

110 東亜建設工業㈱ パーク ハウス上野池之端新築工事 東京都 平成２７年　１１月

111 内野建設㈱ 下落合1丁目計画新築工事 東京都 平成２７年　１１月

112 生和コーポレーション㈱ 杉山様マンショ ン新築工事 東京都 平成２７年　１１月

113 生和コーポレーション㈱ リ ヴィ ンゴ様マンショ ン新築工事 東京都 平成２７年　１１月

114 大田区 日本工学院コ ンベアキーBOX交換工事 東京都 平成２７年　１２月

115 大和ラ イ フ ネク スト ㈱ アーク ス北浦和駐輪場補修工事 埼玉県 平成２７年　１２月

116 世田谷区 烏山中央駐輪場駐輪機整備工事 東京都 平成２７年　１２月

117 ラ イ ト 工業㈱ 三咲町計画新築工事 千葉県 平成２７年　１２月

118 ㈱吉原組 川越菅原町プロジェ ク ト 新築工事 埼玉県 平成２７年　１２月

119 松尾建設㈱ 恵比寿2丁目計画新築工事 東京都 平成２７年　１２月

120 ト ウショ ウレ ッ ク ス㈱ T-oneビル駐輪場改修工事 東京都 平成２７年　１２月

121 メ タ ル技研㈱ 大泉学園町マンショ ン新築工事 東京都 平成２７年　１２月
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122 フ ァ ースト カ ルディ ア㈱ 北品川1丁目計画新築工事 東京都 平成２７年　１２月

123 フ ァ ースト コ ーポレ ーショ ン㈱ サンク レ イ ド ル相武台新築工事 神奈川県 平成２７年　１２月

124 伊藤忠アーバンコ ミ ュ ニティ ㈱ イ ト ーピア浦安駐輪ラ ッ ク 交換工事 千葉県 平成２７年　１２月

125 生和コーポレーション㈱ 西久保様マンショ ン新築工事 東京都 平成２７年　１２月

126 スタ ーツCAM㈱ 亀戸2丁目吉住様マンショ ン新築工事 東京都 平成２７年　１２月

127 内野建設㈱ 西落合2丁目計画新築工事 東京都 平成２７年　１２月

128 ナカ ノ フ ド ー建設㈱ ウエリ スオリ ーブ津田沼新築工事 千葉県 平成２７年　１２月

129 ㈱アッ プルパーク ガーデン上板橋店　 自転車駐車場設置工事 東京都 平成２８年　１月

130 松井建設㈱ 上野3丁目計画新築工事 東京都 平成２８年　１月

131 ㈱長谷工コ ーポレ ーショ ン 所沢寿町計画新築工事 埼玉県 平成２８年　１月

132 ㈱ゴールド ク レ スト コ ミ ュ ニティ ク レ スト フ ォ ルム亀戸ブラ イ ト スク エアラ ッ ク 修理工事 東京都 平成２８年　１月

133 ㈱レ ベル 第二和光ビル駐輪機設置工事 東京都 平成２８年　１月

134 ㈱レ ベル 野方6丁目マンショ ン新築工事 東京都 平成２８年　１月

135 松井建設㈱ 日大目黒学生寮新築工事 東京都 平成２８年　１月

136 西新宿パーク サイ ド タ ワー管理組合 西新宿パーク サイ ド タ ワー改修工事 東京都 平成２８年　１月

137 ㈱フ ジタ 世田谷区南烏山5丁目駐輪場設置工事 東京都 平成２８年　１月

138 合人社エンジニアリ ング㈱ ク レ スト フ ォ ルム亀戸ビュ ータ ワーラ ッ ク 修理工事 東京都 平成２８年　１月

139 日本GE㈱ ピーコ ッ ク 武庫之荘自転車駐車場設置工事 兵庫県 平成２８年　１月

140 ㈱アッ プルパーク 浦和区高砂2丁目パーキング計画新築工事 埼玉県 平成２８年　１月

141 東低管理㈱ エムブラ ンド 成増ラ ッ ク 改修工事 東京都 平成２８年　１月

142 ㈱レ ベル 商船三井柴崎寮建替プロジェ ク ト 駐輪場設置工事 東京都 平成２８年　１月

143 ㈱アマノ 荻窪東亜会館自転車駐車場設置工事 東京都 平成２８年　１月

144 生和コーポレーション㈱ 石鍋様マンショ ンⅠ新築工事 東京都 平成２８年　１月

145 生和コーポレーション㈱ 石鍋様マンショ ンⅡ新築工事 東京都 平成２８年　１月

146 ㈱ウラ タ 南葛西6丁目マンショ ン新築工事 東京都 平成２８年　１月

147 清水建設㈱ 草加埼友会病院新築工事 埼玉県 平成２８年　１月

148 フ ァ ースト コ ーポレ ーショ ン㈱ プレ シス市川南新築工事 千葉県 平成２８年　１月

149 生和コーポレーション㈱ 大都魚類様マンショ ン新築工事 東京都 平成２８年　１月

150 フ ァ ースト コ ーポレ ーショ ン㈱ 新横浜2丁目計画新築工事 神奈川県 平成２８年　１月

151 ㈱東映建工 横浜藤棚計画新築工事 神奈川県 平成２８年　１月

152 ㈱ジー・ ク ラ フ ト ヴァ ローレ 中村橋新築工事 東京都 平成２８年　１月

153 フ ァ ースト コ ーポレ ーショ ン㈱ 船橋夏見1丁目共同住宅新築工事 千葉県 平成２８年　１月

154 清水建設㈱ 武蔵浦和駅第3街区再開発　 西棟駐輪場新築工事 埼玉県 平成２８年　１月

155 日本国土開発㈱ プレ ミ スト 日本橋浜町計画新築工事 東京都 平成２８年　１月

156 ㈱ナミ キ ニュ ーサン ヴィ アーレ スト リ ーム菅稲田堤・ 宇津木新築工事 神奈川県 平成２８年　１月

157 ㈱ナミ キ サンヴィ アーレ リ ベルタ 菅稲田堤・ 宇津木新築工事 神奈川県 平成２８年　１月

158 ㈱ナミ キ サンヴィ アーレ リ ベルタ 赤塚・ 稲垣新築工事 東京都 平成２８年　１月

159 東亜建設工業㈱ パーク ハウス上野池之端駐輪場追加工事 東京都 平成２８年　１月

160 スタ ーツCAM㈱ 吾妻1丁目計画新築工事 茨城県 平成２８年　１月

161 生和コーポレーション㈱ 相馬工業㈱様マンショ ン新築工事 東京都 平成２８年　１月

162 冨士機材㈱ 王子別館プロジェ ク ト 新築工事 東京都 平成２８年　１月

163 東低管理㈱ エムブラ ンド 新宿戸山公園ラ ッ ク 修理工事 東京都 平成２８年　２月

164 ㈱パワーズアンリ ミ テッ ド パーク サイ ド 業平ラ ッ ク 点検工事 東京都 平成２８年　２月

165 松井建設㈱ URコ ンフ ォ ール上倉田上段ラ ッ ク 改修工事 神奈川県 平成２８年　２月

166 ㈱大林組 グラ ン三番町駐輪場追加工事 東京都 平成２８年　２月

167 ㈱工成舎 手稲駅自転車駐車場改修工事 北海道 平成２８年　２月

168 グラ ンシティ 新小岩Ⅱ管理組合 グラ ンシティ 新小岩Ⅱラ ッ ク 修理工事 東京都 平成２８年　２月

169 光陽㈱ リ ーベスト 八千代緑が丘駐輪場改修工事 千葉県 平成２８年　２月

170 飛島建設㈱ 高輪1丁目保育園新築工事 東京都 平成２８年　２月

171 フ ァ ースト カ ルディ ア㈱ プロスタ イ ル長津田新築工事 神奈川県 平成２８年　２月

172 飛島建設㈱ 代々木4丁目新築工事 東京都 平成２８年　２月

173 ㈱安藤・ 間 パーク ナード 目黒新築工事 東京都 平成２８年　２月

174 フ ァ ースト コ ーポレ ーショ ン㈱ 豊島区高田3丁目計画新築工事 東京都 平成２８年　２月

175 共立建設㈱ 川崎大師共同住宅新築工事 神奈川県 平成２８年　２月

176 新英興業㈱ ヴァ ローレ 武蔵関Ⅱ新築工事 東京都 平成２８年　２月

177 ㈱吉原組 プレ シス赤羽新築工事 東京都 平成２８年　２月

178 新三平建設㈱ 市川市大和田有料老人ホーム新築工事 千葉県 平成２８年　２月

179 清水建設㈱ 武蔵浦和駅第3街区再開発　 東棟駐輪場新築工事 埼玉県 平成２８年　２月

180 清水建設㈱ 武蔵浦和駅第3街区再開発　 搬送コ ンベア新築工事 埼玉県 平成２８年　２月

181 鹿島建設㈱ 南麻布5丁目新築工事 東京都 平成２８年　２月

182 ㈱I HI ト レ ーディ ング オーレ 藤枝駐輪場改修工事 静岡県 平成２８年　２月
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183 内野建設㈱ 豊玉北2丁目新築工事 東京都 平成２８年　２月

184 多田建設㈱ 江東区立北砂小学校改修工事 東京都 平成２８年　２月

185 生和コーポレーション㈱ 相馬工業㈱様マンショ ン駐輪場追加工事 東京都 平成２８年　２月

186 生和コーポレーション㈱ 新見様マンショ ン新築工事 東京都 平成２８年　２月

187 斎藤工業㈱ 蕨中央3丁目計画新築工事 埼玉県 平成２８年　２月

188 三菱地所コ ミ ュ ニティ ㈱ パーク ハウス本八幡ソ ラ ティ オ駐輪機補修工事 千葉県 平成２８年　２月

189 ㈱ティ ー・ エス・ ケー パーク ハウス本八幡ソ ラ ティ オ駐輪機部材購入 千葉県 平成２８年　２月

190 アマノ ㈱ 都賀駅第7駐輪場ラ ッ ク 設置工事 千葉県 平成２８年　３月

191 野里電気工業㈱ エスパル仙台駐輪場新築工事 宮城県 平成２８年　３月

192 アマノ ㈱ 福井駅駅前駐輪場ラ ッ ク 設置工事 福井県 平成２８年　３月

193 ㈱レ ベル 東京関節病院駐輪機設置工事 東京都 平成２８年　３月

194 パーク コ ート 神宮前管理組合 パーク コ ート 神宮前スラ イ ド ラ ッ ク 修理工事 東京都 平成２８年　３月

195 ヴェ レ ーナ新小岩管理組合 ヴェ レ ーナ新小岩修理工事 東京都 平成２８年　３月

196 ㈱東急コ ミ ュ ニティ ブラ ンズ東雲ラ ッ ク 修理工事 東京都 平成２８年　３月

197 ㈱ブリ ヂスト ン ブリ ヂスト ン江戸川松島社宅補修工事 東京都 平成２８年　３月

198 三ツ和総合建設共同組合 北戸田駅北自転車駐車場新築工事 埼玉県 平成２８年　３月

199 ㈱レ ベル ザ・ スポーツコ ネク ショ ン建替工事 東京都 平成２８年　３月

200 ㈱レ ベル 府中市清水が丘1丁目集合住宅新築工事 東京都 平成２８年　３月

201 西武建設㈱ 紀尾井町南地区再開発駐輪場設置工事 東京都 平成２８年　３月

202 ㈱志多組 亀有4丁目計画新築工事 東京都 平成２８年　３月

203 三井不動産㈱ 室町東駐輪場サービスカ ード （ 第2期） 購入 東京都 平成２８年　３月

204 戸田建設㈱ 大手町1丁目第3地区市街地再開発新築工事 東京都 平成２８年　３月

205 清水建設㈱ 武蔵浦和駅第3街区再開発　 南棟駐輪場新築工事 埼玉県 平成２８年　３月

206 山岸建設㈱ 中野富士見町マンショ ン新築工事 東京都 平成２８年　３月

207 世田谷区 烏山中央駐輪場駐輪ラ ッ ク 移設作業委託 東京都 平成２８年　３月

208 アマノ ㈱ 京急蒲田駅高架下自転車駐車場新築工事 東京都 平成２８年　３月

209 生和コーポレーション㈱ 杉崎様マンショ ン新築工事 東京都 平成２８年　３月

210 スタ ーツCAM㈱ 篠崎4丁目マンショ ン新築工事 東京都 平成２８年　３月

211 スタ ーツCAM㈱ イ ンタ ーフ ェ イ ス東松戸1丁目計画新築工事 千葉県 平成２８年　３月
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