
PFシステム施工実績　（2006年～2020年）
NO 物件名 年度

1 成城学園江駅前ﾋﾞﾙ新築工事 平成18
2 明治学院大学戸塚ｷｬﾝﾊﾟｽ新築工事 平成18
3 六本木4丁目計画新築工事 平成20
4 理科学研究所屋上緑化工事 平成20
5 モード学園コクーンタワー新築工事 平成20
6 本社ショールームPFシステム 平成20
7 フェリス女学院屋上PFシステムやり替え工事 平成20
8 日本赤十字社広尾地区等再建整備計画分譲マンション新築工事２期 平成20
9 日本赤十字社広尾地区等再建整備計画分譲マンション新築工事 平成20

10 東京入国管理局横浜支局新営工事 平成20
11 逗子小坪レジデンス・モデルルーム工事 平成20
12 新町３丁目計画新築工事 平成20
13 渋谷松涛マンション新築工事 平成20
14 渋谷神山長町マンション新築工事 平成20
15 斉藤邸新築工事 平成20
16 国土館RN工事 平成20
17 江東病院増改築工事 平成20
18 川崎BOプロジェクト新築工事 平成20
19 粕壁３丁目A街区第一種市街地再開発事業既存建築物除去工事 平成20
20 大船渡市民文化会館新築工事 平成20
21 大手町1丁目第一種市街地再開発事業（C工区）建設工事 平成20
22 上原プロジェクト新築工事 平成20
23 いわき・永福学園PF補修工事 平成20
24 伊東邸新築工事 平成20
25 NTT岩根外壁改修工事 平成20
26 NTT安行屋上改修工事 平成20
27 瀬田の家 平成21
28 川越市新清掃センター啓発施設新築工事 平成21
29 柏市総合保健医療福祉施設建築工事 平成21
30 JFEｹﾐｶﾙ研究所新築工事 平成21
31 赤坂さくら坂 平成21
32 NAGASHIMAHOUSE 平成21
33 生活クラブ共同組合東京本店新築工事 平成21
34 湘南東部第二病院新築工事 平成21
35 目黒柿の木坂A、B棟新築工事 平成21
36 コーア商事㈱日吉本社社屋新築工事 平成21
37 東武鉄道新本社ビル建設工事 平成21
38 若林ビル新築工事 平成21
39 六本木7丁目ビル新築工事 平成21
40 立教大学池袋キャンパス4号館-8号館広場整備工事 平成21
41 明治学院大学横浜校舎C～D館周辺整備工事 平成21
42 明治学院 平成21
43 南馬込コーポライブハウス新築工事 平成21
44 三田一丁目計画モデルルーム 平成21



45 深澤プロジェクト新築工事 平成21
46 膝折市民センター等建設工事 平成21
47 八王子駅南口地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事 平成21
48 日本赤十字社広尾地区再建整備計画分譲マンション新築工事 平成21
49 中電不動産大山マンション新築工事 平成21
50 東京女子医科大学第一病棟 平成21
51 中央区立浜町集会施設建設工事 平成21
52 秩父市立高篠小学校改築工事 平成21
53 鈴木邸新築工事 平成21
54 逗子小坪レジデンス新築工事 平成21
55 渋谷区桜丘町新築工事 平成21
56 最高裁中野宿舎新築工事 平成21
57 工学院八王子スチューデントPF補修工事 平成21
58 高円寺の家 平成21
59 熊切ビル 平成21
60 久保田クリニック新築工事 平成21
61 北沢PROJECT新築工事 平成21
62 青梅市新庁舎建設建築工事 平成21
63 浮床補修工事 平成21
64 アルジェリア大使公邸新築工事 平成21
65 TMマンション新築工事 平成21
66 大楠邸新築工事 平成21
67 国際流通ｻｰﾋﾞｽ川崎 平成21
68 北沢2丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事 平成21
69 永田町2丁目ﾋﾞﾙ新築工事 平成21
70 下北沢 平成21
71 大学試験センター屋上補修工事 平成22
72 若葉共同住宅新築工事 平成22
73 レッツ北町賃貸ビル新築工事 平成22
74 立業社グループ社屋新築工事 平成22
75 湯島２丁目新築工事 平成22
76 祐天寺レジデンス新築工事 平成22
77 明治学院大学横浜校舎C～D館周辺整備工事 平成22
78 向坂逸郎記念国際交流館建設工事 平成22
79 茗荷谷駅前第一種市街地再開発 平成22
80 港区立港南小学校グランド整備幼稚園改築工事 平成22
81 三田一丁目計画 平成22
82 保谷駅南口地区第一種市街地再開発事業施設建築物 平成22
83 ベストブライダル大宮 平成22
84 フレニティ―ハウス新築工事 平成22
85 フレアマンションオオツカ改修工事 平成22
86 富士吉田市民文化エリア整備事業 平成22
87 広丘計画YH邸新築 平成22
88 東久留米新川一丁目計画 平成22
89 浜離宮インターシティ新築工事 平成22
90 成田山東京別院深川不動堂開創310年記念事業 平成22
91 中村一丁目共同住宅 平成22



92 獨協大学新教室棟建設工事 平成22
93 筑波大学1F・G棟改修工事 平成22
94 武田薬品藤沢研究所 平成22
95 大門中央通り地区市街地再開発ビル新築工事 平成22
96 代官山513号田中様邸 平成22
97 センチュリー文化財団新ミュージアム新築工事 平成22
98 成城学園補修工事 平成22
99 サンスリー軽井沢山荘PF補修工事 平成22

100 さいたま新都心ﾃﾞｯｷ改修工事 平成22
101 御殿山プロジェクト新築工事 平成22
102 港南つくしんぼ保育園増築工事 平成22
103 上馬1丁目P野村邸新築工事 平成22
104 小川様邸新築工事 平成22
105 アンビシャス越谷第二新築工事 平成22
106 T-RESIDENIC新築工事 平成22
107 TOTO㈱松戸ショールーム 平成22
108 PN文教大学 平成22
109 09新教育センター専門研修棟他改修・耐震補強工事 平成22
110 09新教育センター行動増築工事 平成22
111 丸の内1-4計画 平成23
112 ㈱日本医療事務センター台東ビル新築工事 平成23
113 横山町計画新築工事 平成23
114 祐天寺レジデンス新築工事 平成23
115 明治大学生田作業所 平成23
116 明治学院大学横浜校舎デッキ補修工事 平成23
117 明治学院大学横浜校舎デッキ補修工事 平成23
118 丸の内１-４計画 平成23
119 丸の内１－４計画 平成23
120 本田技研震災復旧工事 平成23
121 広尾ガーデンフォレスト３期販売センター新築工事 平成23
122 膝折市民センター補修工事 平成23
123 東日本大震災によるストーンパネル補修工事 平成23
124 特別養護老人ホームローマン上田 平成23
125 高橋様邸 平成23
126 代沢コート新築工事 平成23
127 神明町山田ビル新築工事 平成23
128 新宿6丁目N街区計画新築工事 平成23
129 下馬Ｋ邸新築工事 平成23
130 芝浦４丁目計画新築工事 平成23
131 志木小学校ウッドデッキ補修工事 平成23
132 公立丹南病院新築工事 平成23
133 欅平駅屋上展望台改良工事 平成23
134 慶応大学日吉キャンパス 平成23
135 霞ヶ関ビル関連工事 平成23
136 鹿島技術飛田給Ａ地区研究本館新築工事 平成23
137 柿の木坂Ｐ 平成23
138 海岸通団地（建替）新築工事 平成23



139 エクシブ軽井沢サンクチュアヴィラアネック新築工事 平成23
140 秋谷Gプロジェクト 平成23
141 相澤様貸施設新築工事 平成23
142 ＮＨＫ新甲府放送会館新築工事 平成23
143 ＪＡ横浜都築中川支所新築工事 平成23
144 ＣＥＣ宮崎台屋上防水改修工事 平成23
145 (仮称)明治安田生命新東陽町ビル新築工事 平成23
146 （仮称）豊島区南大塚2丁目プロジェクト新築工事 平成23
147 （仮称)代沢2丁目計画新築工事 平成23
148 (仮称）代官山プロジェクト新築工事 平成23
149 （仮称）住友商事神田錦町一丁目ビル新築工事 平成23
150 (仮称）上原二丁目計画 平成23
151 和田邸新築工事 平成24
152 日本獣医生命科学大学B棟増築工事 平成24
153 南麻布5丁目共同住宅計画 平成24
154 特別養護老人ホーム　小滝ホーム新築工事 平成24
155 東京理科大学葛飾キャンパス計画A・C棟新築工事 平成24
156 中野坂上駅ビル新築工事 平成24
157 大東文化大学東松山キャンパス整備事業第２期工事 平成24
158 西千葉･植草マンション新築工事 平成24
159 新宿南口歩道部改修工事 平成24
160 新宿南口店舗６デッキ補修工事 平成24
161 淑徳幼稚園新築・改築工事 平成24
162 港区赤坂六丁目計画新築工事(モデルルーム） 平成24
163 広尾ガーデンフォレスト新築工事　Ⅲ期 平成24
164 恵比寿本社ビル 平成24
165 恵比寿　石塚様邸改修工事 平成24
166 宮入邸屋上改修工事 平成24
167 海老名市（仮称）市民活動交流施設建設工事 平成24
168 羽田ターミナルサービス屋上補修工事 平成24
169 茨城県民生活協同組合本部事務所建設事業 平成24
170 横浜市港南区大久保3丁目計画 平成24
171 祐天寺レジデンス新築工事 平成24
172 ヤマタネビル新築計画 平成24
173 ミッドタウン　ボタニカ補修工事 平成24
174 丸の内１－４計画 平成24
175 プレミスト赤坂檜町公園新築工事 平成24
176 羽根木ＩＧＨメンテナンス工事 平成24
177 日本大学保健体育審議会ヨット部学生寮新築工事 平成24
178 統幕市ヶ谷（21）仲之町宿舎新設建設工事 平成24
179 高坂カントリークラブ 平成24
180 セルアージュ浜松町マンション新築工事 平成24
181 さいたま新都心Fデッキ改修工事 平成24
182 熱海シーサイドスパ＆リゾートRN工事 平成24
183 (仮称）新宿区左門町プロジェクト 平成24
184 (仮称）神戸医院新築工事 平成24
185 (仮称）「西大井の家」三木集合住宅新築工事 平成24



186 （仮称）万世橋ビル新築工事 平成24
187 （仮称）代官山プロジェクト 平成24
188 都立小岩高等学校23改及び改築工事 平成24
189 元石川大場地区ﾏﾝｼｮﾝ計画 平成24
190 保水ﾊﾟﾈﾙ再設置 平成25
191 福島裁判所 平成25
192 富山地方合同(１３)建具回収その他工事 平成25
193 柏の葉キャンパスシティプロジェクト１４８駅前街区新築工事 平成25
194 日本橋二丁目地区B街区市街地再開発事業　高島屋日本橋店本館再整備 平成25
195 読売新聞東京本社建築工事 平成25
196 東京農業大学(仮称）新図書館棟建設工事 平成25
197 東京工芸大学中野キャンパス整備計画 平成25
198 田島養護学校小中学部増設その他工事 平成25
199 地域活動センター小坪大谷戸会館新築工事 平成25
200 淡路町二丁目再開発 平成25
201 谷津船橋IC管理施設新築工事 平成25
202 大門小学校昇降機室増築・耐震補強その他工事 平成25
203 代田５丁目計画 平成25
204 代官山（蔦谷書店）S区画2年次点検 平成25
205 正栄食品工業株式会社本社新築工事 平成25
206 杉並さゆり保育園改築工事 平成25
207 新宿区御苑計画 平成25
208 桜区上大久保計画新築工事 平成25
209 江戸川区第二葛西小学校改築工事 平成25
210 広尾ガーデンフォレストH棟１３０２号室 平成25
211 工学院大学　PFﾊﾟﾈﾙ復旧工事 平成25
212 光華寮改築工事 平成25
213 銀座アパホテル新築工事 平成25
214 桐朋学園大学調布キャンパス１号館新築工事 平成25
215 丸の内１－４パネル取り外し復旧工事 平成25
216 荻窪タウンセブン屋上活性化プロジェクト 平成25
217 横浜市総合医療センター屋上庭園改修その他工事 平成25
218 わたりだ動物病院新築工事 平成25
219 住友不動産　三鷹住宅展示場 平成25
220 城東の家　新築工事 平成25
221 ザ　Ｒレジデンス 平成25
222 グラントウキョウ関連工事 平成25
223 アリア恵比寿改修工事 平成25
224 アライパーツ新社屋新築工事 平成25
225 (仮称）千駄ヶ谷３丁目プロジェクト 平成25
226 (仮称)坂田ビル新築工事 平成25
227 (仮称）港区西麻布４丁目計画新築工事 平成25
228 （仮称）加須市新消防署庁舎建設工事 平成25
229 浴風会病院改築・介護老人保健施設新築工事 平成26
230 明治生田　２年点検 平成26
231 平塚市庁舎・平塚税務署新築工事（庁舎棟・建築） 平成26
232 日本調理機新本社建替計画 平成26



233 南青山モデルルーム 平成26
234 田村市役所本庁舎建設建築主体工事 平成26
235 田村駒東京本社改修工事 平成26
236 浅草三丁目計画 平成26
237 成城学園駅コルティーＰＦストーンパネル補修工事 平成26
238 松原幼稚園増築工事 平成26
239 小島義一邸新築工事 平成26
240 三田二丁目計画モデルルーム 平成26
241 笹塚第一ビル屋上喫煙スペース計画 平成26
242 御宿東鳳改修工事 平成26
243 経団連会館２２階外壁ガラス交換工事 平成26
244 横浜市港南区港南一丁目計画新築工事 平成26
245 ヨシダ印刷東京本社新社屋新築工事 平成26
246 ヤクルト本社中央研究所Ａ工区 平成26
247 フロントプレイス御成門新築工事 平成26
248 ヒルトップビル新築工事 平成26
249 ダイキン蓼科保養所増築工事 平成26
250 スバル西館建替工事・モックアップ工事 平成26
251 北沢１丁目計画新築工事 平成26
252 神田錦町三丁目共同建替え計画 平成26
253 熱海シーサイドスパ＆リゾートRN工事 平成26
254 あけぼの通商新社屋新築工事 平成26
255 MTC計画 平成26
256 ＫＯＧＡＮＥＨＡＲＡｐｊ 平成26
257 ２１住区小学校等建築及び校庭整備工事 平成26
258 (仮称）箱根保養所新築工事 平成26
259 （仮称）港区赤坂六丁目計画新築工事 平成26
260 (仮称）アサヒクリーン新築工事 平成26
261 福岡女子大学施設整備第２期講義棟新築工事 平成27
262 東京楽天地浅草再開発計画 平成27
263 成田ＰＴＢ固定ゲート増築＃６０ 平成27
264 成田ＰＴＢ固定ゲート増築＃５０ 平成27
265 世田谷区立太子堂小学校改築工事 平成27
266 瑞雲山妙法寺客殿及び庫裏増築工事 平成27
267 森田・寺嶋邸新築工事 平成27
268 新宿区左門町　シンテンビル建替計画 平成27
269 新宿基盤整備上部躯体工事他 平成27
270 上尾市浅間台４丁目　介護複合施設計画新築工事 平成27
271 昭和こども園新築工事 平成27
272 芝浦一丁目計画 平成27
273 実践女子学園創立120周年記念整備事業計画新第３館新築工事 平成27
274 山梨大学病院(医病）病棟新営その他工事 平成27
275 三田二丁目計画 平成27
276 虎ノ門開発計画新築工事 平成27
277 海老名駅西口土地区画整理工事 平成27
278 横浜市立大学　学生交流センター新築工事 平成27
279 弘前愛成会病院 平成27



280 獨協医科大壬生教職員宿舎新築工事 平成27
281 東京ガス豊洲地域冷暖房等施設建屋 平成27
282 成城コルティ４F喫煙所増築工事 平成27
283 災害公営住宅（大船渡市みどり地区）新築２工区建築工事 平成27
284 カーサ・エルミタッジオ浮床改修工事 平成27
285 石井工業㈱本社新築工事 平成27
286 池田邸新築工事 平成27
287 ＹＫＫビル新築工事 平成27
288 ＳＩＢビル新築工事 平成27
289 Max&Co.表参道新築工事 平成27
290 ＬＡ・ＲＥＳ西麻布屋上庭園改修工事 平成27
291 （仮称）西本館建替工事 平成27
292 (仮称）宇田川町１０番ビル工事 平成27
293 （仮称）ＭＭ２１新港地区開発事業新築工事 平成27
294 (仮称）南麻布2丁目計画新築工事 平成27
295 (仮称）乃木坂プロジェクト 平成27
296 石巻市立病院建設工事 平成28
297 新宿基盤整備十部躯体工事他追加工事（夜間作業） 平成28
298 渋谷宮下町計画 平成28
299 港区南青山5丁目計画新築工事 平成28
300 加藤邸新築工事 平成28
301 明治大学生田作業所 平成28
302 武蔵野音楽大学江古田新キャンパスプロジェクト 平成28
303 富士教育訓練センター 平成28
304 葉山S邸新築工事 平成28
305 八王子キャンパス新２号館建設工事 平成28
306 日本橋浜町３丁目計画新築工事 平成28
307 高島屋新宿店２階デッキ貼替工事 平成28
308 ソサナビル新築工事 平成28
309 世田谷区千歳台計画新築工事 平成28
310 小学館ビル新築工事 平成28
311 ジャクリーヌ・ブーヴィエ保養所新築工事 平成28
312 国分寺南町一丁目計画新築工事 平成28
313 関東労災病院新築工事 平成28
314 アトラス上大岡ヒルズ 平成28
315 ＴＡＫプロパティ白金Ｃ計画 平成28
316 AOB小淵沢ホール新築工事 平成28
317 ２０１６年度（仮称）１３号館７階特別食堂他改修工事 平成28
318 （仮称）千代田区一番町１４計画モデルルーム工事 平成28
319 （仮称）西本館建替工事屋上追加工事 平成28
320 立教大学池袋 平成29
321 平塚市庁舎（庁舎棟 平成29
322 平塚市庁舎（駐車場 平成29
323 府中市医師会館 平成29
324 板橋区熊野町 平成29
325 箱根・芦ノ湖計画 平成29
326 日本青年館 平成29



327 日本海事検定協会 平成29
328 日吉合同庁舎 平成29
329 中野区中央５丁目 平成29
330 大手町二丁目 平成29
331 世田谷下北沢小学校 平成29
332 秦野市斎場増築工事 平成29
333 神田小川町三丁目 平成29
334 松戸IC～市川南IC 平成29
335 麹町ＰＲＥＸ計画 平成29
336 高島屋３期工事 平成29
337 高島屋2期 平成29
338 港区南青山２丁目計画 平成29
339 港区芝浦小学校 平成29
340 慶応義塾(日吉) 平成29
341 吉川市新庁舎 平成29
342 舘岩少年の家 平成29
343 外環京葉JCT～高谷 平成29
344 南会津町新庁舎 平成29
345 前島邸新築工事 平成29
346 原邸改修工事 平成29
347 ダイワパレス鶯谷第3期 平成29
348 下永谷Ｍ邸新築工事 平成29
349 近藤邸新築工事 平成29
350 ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｸ2 平成29
351 神田駅前プロジェクト 平成29
352 加藤邸新築追加工事 平成29
353 アトラスヒルズ上大岡 平成29
354 アスコーナー屋上設備 平成29
355 TGMM芝浦 平成29
356 SMC軽井沢保養所 平成29
357 NIPPO 平成30
358 福島市新斎場整備事業建築本体工事 平成30
359 福栄会第三期 平成30
360 美しが丘2丁目計画 平成30
361 八ッ場ダム管理棟 平成30
362 南青山陳様邸新築工事 平成30
363 東京ウエルズ沼津テクニカルセンター移転新築工事 平成30
364 千代田区一番町14計画 平成30
365 青葉台プロジェクト新築工事 平成30
366 世田谷区立特別養護老人ホーム芦花ホーム改修工事 平成30
367 元代々木計画ﾓﾃﾞﾙﾙｰﾑ 平成30
368 南青山4丁目 平成30
369 練馬西口CROSS新築工事 平成30
370 練馬区豊玉第二中学校 平成30
371 西五反田2丁目計画 平成30
372 東京工芸大中野キャンパス整備計画 平成30
373 千駄ヶ谷5丁目計画接続ブリッジ工事 平成30



374 麹町PREX 平成30
375 グッドマンビジネスパーク3 平成30
376 オンワード代官山プロジェクト 平成30
377 G3プロジェクト新築工事 平成30
378 武蔵小金井駅南口第２地区第一種市街地再開発事業 令和1
379 日吉台小学校第二方面校新築工事 令和1
380 竹芝ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄ開発建設所 令和1
381 渋谷区役所建替PJ住宅棟新築工事 令和1
382 渋谷区南平台5計画新築工事 令和1
383 渋谷区元代々木町17計画新築工事 令和1
384 渋谷3-26計画新築工事 令和1
385 秋谷ケィ・ガレージ保養所新築工事 令和1
386 今井整形外科医院温泉水活用工事 令和1
387 高砂熱学工業つくば研究所 令和1
388 群馬県コンベンション施設会議・展示施設建築工事 令和1
389 金沢八景駅前ビル新築工事 令和1
390 宇田川町14.15番地区第一種市街地再開発事業 令和1
391 ライオンズみずほ台 令和1
392 三甲新橋ビル新築工事 令和1
393 細川邸外装大規模修繕工事 令和1
394 半蔵門PREX工事 令和1
395 道玄坂1丁目 令和1
396 高輪Ⅲプロジェクト 令和1
397 損保ジャパン日本興亜新美術館計画 令和1
398 菅邸葉山新築工事 令和1
399 葛飾区立小松中 令和1
400 霞ヶ関関連工事 令和1
401 アネシア西尾久プロジェクト新築工事 令和1
402 H30東綾瀬住棟改修その他工事 令和1
403 （仮称）上原２丁目計画 増築・改修工事 令和1
404 (仮称)北青山２丁目計画 令和2
405 武蔵野音楽大学　サンクンガーデン改良工事 令和2
406 世田谷区千歳台計画新築工事 3年定期点検 令和2
407 神宮前５丁目PJ新築工事 令和2
408 代々木上原コーポラティブハウス新築工事 令和2
409 ミッシェルブラス軽井沢 令和2
410 日暮里地域活性化施設新築工事 令和2
411 ディスコ茅野工場 令和2
412 笹川邸新築工事 令和2
413 グッドマンビジネスパーク4 令和2
414 柏の葉141 令和2
415 (仮称)丸の内１-３計画 令和2
416 神宮前５丁目PJ新築工事 令和2
417 (仮称)柏の葉141オフィス計画 令和2
418 世田谷区千歳台計画新築工事 3年定期点検 令和2
419 武蔵野音楽大学　サンクンガーデン改良工事 令和2
420 グッドマンビジネスパーク4 令和2



421 ディスコ茅野工場 令和2
422 日暮里地域活性化施設新築工事 令和2
423 代々木上原コーポラティブハウス新築工事 令和2
424 竹橋ヒルズ共用部RN工事 令和2
425 トラスコ中山軽井沢新築工事 令和2
426 東五反田二丁目計画 令和2
427 猿楽町Ⅱ計画新築工事（B敷地） 令和2
428 ル・カルフール8Fリノベーション工事 令和2
429 目黒K邸 令和2
430 練馬区立豊玉第二中学校デッキ補修工事 令和2
431 おおたかの森A-3街区 令和2
432 恵比寿南一丁目プロジェクト新築工事 令和2
433 T＆TⅢビル新築工事 令和2
434 千葉公園ドーム整備事業 令和2
435 開成学園高校建替え計画 令和2

PFシステム施工実績　（2005年/H17以前）
NO 物件名

1 東京芸術大学（足立区リエゾンセンター）
2 (仮称)仙台市荒井市営住宅・集会所改築A棟建築工事
3 (仮称)仙台市荒井市営住宅・集会所改築B棟建築工事
4 (仮称)社会福祉法人　共愛会あしび寮３号棟新築工事
5 (仮称)浅岡マンション新築工事
6 (仮称)常新守谷駅建築工事
7 日大理工学部駿河台校舎６号館(図書館)中庭改修その他工事
8 北部拠点宮原地区歩行者通路設置工事（その３)
9 (仮称)ファミール人形町新築工事

10 (仮称)慶友整形外科病院(三期)増築工事
11 (仮称)世田谷赤堤３丁目プロジェクト新築工事
12 (仮称)昭島市立武蔵野地区学習等共用施設新築工事
13 (仮称)日本フラメンコ協会新築工事
14 (仮称)諏訪町住宅建替計画新築工事
15 (仮称)レクサス高崎新築工事
16 (仮称)レクサス千葉中央新築工事
17 (仮称)伊藤邸新築工事
18 (仮称)逗子マリーナプールサイドバンケット新築工事
19 (仮称)幕張ベイタウン　ファーストウィング新築工事
20 (仮称)戸塚駅前地区西口仮設店舗新築工事
21 (仮称)サンアイ二番町計画新築工事
22 (仮称)荒川８丁目福祉施設新築工事
23 (仮称)海老名駅前地区F街区計画工事
24 九段北プロジェクト新築工事
25 (仮称)杉並公会堂立替工事
26 (仮称)済生会福島総合病院新築工事
27 千葉市立打瀬第三小学校(仮称)新築工事



28 霞目(16)食厨新設等建築その他工事
29 (仮称)西東京体育館新築工事
30 (仮称)レクサス市川店新築工事
31 (仮称)佐藤邸新築工事
32 (仮称)ソニー厚木テクノロジーセンター建設工事
33 (仮称)上郷地区センター新築工事
34 (仮称)松田庁舎建設工事
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