


施工現場名 建設会社・その他 施工現場名 建設会社・その他

江東区北砂丸和ビル新築工事 大和ハウス工業㈱ 友和ビル防水修繕工事 小町建設㈱

ノジマ横須賀店舗工事 大和ハウス工業㈱ 海老名市立大谷南2-10-1防水改修工事 小町建設㈱

ＴＨＫ新潟㈱防水改修工事 大和ハウス工業㈱ 海老名市立今泉中学校防水改修工事 小町建設㈱

タカラスタンダード港北ショールーム新築工事 大和ハウス工業㈱ ハイム下鶴間屋上防水改修工事 小町建設㈱

ミヤケインダストリー工事 大和ハウス工業㈱ アークヒル湘南　バルコニー防水改修工事 小町建設㈱

協和コーポラス貸施設新築工事 大和ハウス工業㈱ シャトレー清水　防水改修工事 小町建設㈱

菱和興産貸ビル新築工事 大和ハウス工業㈱ 栗原中学校外壁防水改修工事 小町建設㈱

横浜銀行鹿嶋田支店新築工事 大和ハウス工業㈱ 海老名中央公園漏水補修工事 小町建設株

松戸駅前クリニック改修工事 大和ハウスリフォーム㈱ さがみ野グリーンライフ改修工事 小町建設㈱

板橋石川マンション改修工事 大和ハウスリフォーム㈱ 海老名防火水槽防水 小町建設㈱

ジェネシス・モール　防水改修工事 大和ハウスリフォーム㈱ 東建ニューハイツ防水改修工事 小町建設㈱

ヴァンベール鶴　屋上防水改修工事 大和ハウスリフォーム㈱ さがみ野ロペ防水補修工事 小町建設㈱

リビングタウン北上尾防水改修工事 大和ハウスリフォーム㈱ さがみ野駅ビル防水補修工事 小町建設㈱

大熊ビル防水改修工事 大和ハウスリフォーム㈱ さがみ野グリーンライフ2期改修 小町建設㈱

Ｉ・ヴィレッジ堀崎　防水改修工事 大和ハウスリフォーム㈱ クリオさがみ野壱番館改修工事 小町建設㈱

小島マンション防水改修工事 大和ハウスリフォーム㈱ トピー工業漏水補修工事 小町建設㈱

エコランド　屋根防水改修工事 大和ハウスリフォーム㈱ 小笠原ビル改修工事 小町建設㈱

メゾン・スヌーピー　防滑シート貼り替え 大和ハウスリフォーム㈱ グランモール横浜公園整備工事（防水） J･Vサカタのタネ田口

アネックス　防滑シート工事 大和ハウスリフォーム㈱ 成田空港連絡通路防水工事 三楽ルーフシステム㈱

高橋クリニック防水改修工事 大和ハウスリフォーム㈱ サミー川越工場屋根防水工事 三楽ルーフシステム㈱

西荻南4丁目児童福祉施設防水改修工事 ロンシール工業㈱ 日産横浜２地区耐久実験棟防水改修 正光建設㈱

花澤耳鼻科防水改修工事 ロンシール工業㈱ 横）2地区受電所防水改修工事 正光建設㈱

ＣＦハイツ屋根防水改修工事 ロンシール工業㈱ 横）4地区受電所屋上防水更新工事 正光建設㈱

シーエス薬品屋上防水改修工事 ロンシール工業㈱ 日産本牧工場守衛所屋根防水工事 正光建設㈱

カルソニック佐野ＴＣ２本館屋根改修 フジタ㈱ 日産３地区屋根改修工事 正光建設㈱

桜上水マンション防滑シート補修 ㈱合人社計画研究所 日産守衛所屋根防水工事 正光建設㈱

アベイル白浜廊下、外部階段改修工事 ㈱合人社計画研究所 取手市立吉田小学校改造工事 ㈱大翔工業

ダイアパレス京成小岩防水改修 ㈱合人社計画研究所 昭和島ロジテムセンター水耕室防水工事 日軽パネルシステム㈱

亀戸リリエンハイム防水改修工事 ㈱合人社計画研究所 谷中防災・コミュニティ施設改築 ＭＡＸ　KENZO㈱

エステプラザ市川北国分前臭気管交換工事 ㈱合人社計画研究所 多摩第二小学校校舎建て替え工事 ＭＡＸ　KENZO㈱

エステプラザ市川北国分駅前廊下外部階段改修工事 ㈱合人社計画研究所 パシフィコ横浜６Ｆ機械室内防水 ㈱松尾工務店

理化学研究所南棟防水改修工事 ㈱アルテック 明大生田キヤンパス３号館防水改修工事 三池建設工業㈱

洋光台ビューハイツ防水修繕工事 ㈱アルテック ダイキン工業㈱世田谷ＳＳ防水補修工事 ㈲三保谷建設

葉山一色小学校屋根補修工事 ㈱アルテック 松井外科病院防水補修工事 ㈲三保谷建設

町田マルイ改修工事 ㈱アルテック フォルクスワーゲン写真スタジオ工事 ㈲三保谷建設

（仮称）山手Ｒ邸新築工事 ㈱アルテック さかえ福祉活動ホーム改修工事 ㈲三保谷建設

程ヶ谷カントリー防水工事 ㈱アクシス 深谷小学校防水補修工事 ㈲三保谷建設

㈱ロッテ浦和工場鋼板デッキ下地屋根防水工事 ガイア㈱
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リステージ新杉田　防水改修工事 ㈱アルテック 程塚様プロジェクト新築 大和ハウス工業㈱

中外製薬御殿場　屋根改修工事 ㈱アルテック 河原様貸施設新築 大和ハウス工業㈱

クレストフォルム横浜サウスステージ改修工事 ㈱アルテック ㈱放電大和精密加工研究所新築 大和ハウス工業㈱

アマダ伊勢原防水改修工事 ㈱アルテック 宿河原２丁目計画 大和ハウス工業㈱

京町２丁目介護施設計画 大和ハウス工業㈱ 江戸川区北小岩PJ 大和ハウス工業㈱

花珠の家あさひ新築工事 大和ハウス工業㈱ 中山様貸施設新築工事 大和ハウス工業㈱

和み邸中山新築工事 大和ハウス工業㈱ 町田せりがやクリニック新築工事 大和ハウス工業㈱

栄区笠間プロジェクト 大和ハウス工業㈱ 生麦１丁目新築工事 大和ハウス工業㈱

中区元町新築工事 大和ハウス工業㈱ 東北大学ユニバーシティ・ハウス新築工事 大和ハウス工業㈱

鶴見区工業高校跡地計画 大和ハウス工業㈱ クラーチ・ファミリア東有馬新築工事 大和ハウス工業㈱

港北区下田町プロジェクト 大和ハウス工業㈱ プリミエール外部改修工事 大和ハウスリフォーム㈱

菊名７丁目新築 大和ハウス工業㈱ 松本邸外装リフレッシュ工事 大和ハウスリフォーム㈱

ステージ中川新築工事 大和ハウス工業㈱ コーポ田中改修工事 大和ハウスリフォーム㈱

陽光台５丁目新築工事 大和ハウス工業㈱ コーナス鎌田改修工事 大和ハウスリフォーム㈱

東戸塚品野町PJ 大和ハウス工業㈱ フォンティーヌ東大宮改修工事 大和ハウスリフォーム㈱

港北区大倉山３丁目新築 大和ハウス工業㈱ 第五やすらぎ園新築工事 MAX KENZO㈱

大谷様貸施設新築 大和ハウス工業㈱ JA東京みどり新築工事 MAX KENZO㈱

宮崎台医療モール新築 大和ハウス工業㈱ つくば理想科学新築工事 MAX KENZO㈱

臼井様貸施設新築工事 大和ハウス工業㈱ 渋谷区南街区プロジェクト MAX KENZO㈱

大船１丁目計画新築工事 大和ハウス工業㈱ モランボン本社ビル改修工事 MAX KENZO㈱

練馬区三原台Pj 大和ハウス工業㈱ 町屋光明寺新築工事 MAX KENZO㈱

川崎真心生楽館新築 大和ハウス工業㈱ 高座清掃工場新築工事 ㈱フジタ

SHV小田原新築 大和ハウス工業㈱ 富山市総曲輪３丁目再開発新築工事 ㈱フジタ

竹山３丁目複合施設計画 大和ハウス工業㈱ カルソニック佐野食堂棟屋根防水改修工事 ㈱フジタ

エムアセット新築工事 大和ハウス工業㈱ 常総物流センター新築工事 ㈱フジタ

磯子区岡村計画 大和ハウス工業㈱ ロイヤルシャトー船橋塚田防水工事 ㈱合人社計画研究所

尾幡様貸施設新築 大和ハウス工業㈱ ライオンズステーションプラザ西船橋改修工事 ㈱合人社計画研究所

横浜日野自動車横浜支店新築工事 大和ハウス工業㈱ ディアステージ西船橋改修工事 ㈱合人社計画研究所

天王町１丁目計画 大和ハウス工業㈱ 中新田住宅防水改修工事 小町建設㈱

峰岡町１丁目計画 大和ハウス工業㈱ コースター河本　屋根改修工事 小町建設㈱

港北区矢上プロジェクト 大和ハウス工業㈱ 海老名庁舎改修工事 小町建設㈱

青葉区市ヶ尾保育園新築 大和ハウス工業㈱ 日産専用船㈱改修工事 正光建設㈱

ノイズ研究所新築工事 大和ハウス工業㈱ 日産KD事務所改修工事 正光建設㈱

世田谷桜丘マンション新築工事 大和ハウス工業㈱ 成田空港中央ビル屋上防水改修工事 ㈱大翔工業

荏田北プロジェクト 大和ハウス工業㈱ ダイワロイネットホテル青森駅前新築工事 倉橋建設㈱

田代鉄工所本社建替え工事 大和ハウス工業㈱ 東北大学６号棟新築工事 中城建設㈱

港南台８丁目新築工事 大和ハウス工業㈱ パシフィコ横浜車路防水工事 ㈱松尾工務店

十年座間新築工事 大和ハウス工業㈱ 鎌倉遠藤邸改修工事 (有)三保谷建設
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中井デリバリーセンター改修工事 ㈱アルテック 昆野様邸防水工事 大和ハウスリフォーム㈱

ＣＶ台東浅草３丁目基礎防水工事 ㈱アルテック ｴｽﾌﾟﾚﾝﾄﾞﾋﾞｽﾀⅡ大規模改修工事 大和ハウス賃貸リフォーム(株)

ＣＶ千代田九段南基礎防水工事 ㈱アルテック 袖ヶ浦バイオマス建設工事 ㈱フジタ

CV上尾向山一丁目RKｱﾝﾃﾅ基礎防水 ㈱アルテック ｶﾙｿﾆｯｸ佐野ＣＫ3地区会議室屋上 ㈱フジタ

小池様貸施設新築 大和ハウス工業㈱ 日商岩井市川ﾏﾝｼｮﾝ屋上防水工事 ㈱合人社計画研究所

幸区矢上プロジェクト 大和ハウス工業㈱ ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｼﾃｨ南行徳屋上防水補修 ㈱合人社計画研究所

鴨井賃貸マンション新築 大和ハウス工業㈱ 筑波大付属駒場高校各所漏水補修 筑波大学企画推進課

北村様貸店舗新築 大和ハウス工業㈱ 筑波大学付属久里浜特別支援学校防水改修工事 筑波大学企画推進課

東寺尾１町目プロジェクト 大和ハウス工業㈱ 筑波大付属盲学校　体育館庇爆裂防水工事 筑波大学企画推進課

鶴見区駒岡プロジェクト 大和ハウス工業㈱ 筑波大付属桐が丘併設校廊下雨漏 筑波大学企画推進課

権太坂商業施設計画 大和ハウス工業㈱ 盲学校寄宿舎食堂屋上、校舎漏水 筑波大学企画推進課

佐江戸町ＰＪ 大和ハウス工業㈱ 筑波大学附属中学校外壁漏水補修 筑波大学企画推進課

駒岡５丁目保育所新築 大和ハウス工業㈱ 筑波大附属駒場高　ﾌﾟｰﾙｻｲド補修改修工事 筑波大学企画推進課

磯子区杉田３丁目新築 大和ハウス工業㈱ 筑波大大塚学校事務室,3FWC 防水 筑波大学企画推進課

城所様介護施設計画Ⅲ 大和ハウス工業㈱ シャトレー清水　臭突管工事 小町建設㈱

中区上野町新築工事 大和ハウス工業㈱ 荏原製作所改修工事 小町建設㈱

和田町プロジェクト 大和ハウス工業㈱ 日産専用船㈱　事務所補修工事 正光建設㈱

スルガ銀行横浜戸塚支店新築工事 大和ハウス工業㈱ 日産３地区集会場屋根補修工事 正光建設㈱

東寺尾６丁目介護ＰＪ 大和ハウス工業㈱ 浦和区常盤計画 ＭＡＸ　ＫＥＮＺＯ㈱

㈱ヤマサン新築工事 大和ハウス工業㈱ メゾン小山改修工事 ㈲三保谷建設

戸塚区平戸町計画新築工事 大和ハウス工業㈱ 斉藤ビル　防水工事 ㈲ベネックオオサワ

（仮称）茅ヶ崎小桜町計画 大和ハウス工業㈱ 湘南台駅前共同ビル2Ｆ屋上防水 湘南商業開発㈱

原田様平塚四之宮二丁目新築工事 大和ハウス工業㈱ 湘南台共同ビル 改修ドレン取付 湘南商業開発㈱

町田市相原町貸施設新築工事 大和ハウス工業㈱ 湘南台共同ヒ゛ル　漏水補修工事 湘南商業開発㈱

佐藤様　相武台Ａ棟新築工事 大和ハウス工業㈱ 藤沢コープビル　屋根改修工事 藤沢コープビル管理組合

相模原市緑区橋本３丁目新築 大和ハウス工業㈱ 藤沢コープビル２階漏水補修工事 藤沢コープビル管理組合

神奈川スバル相模原店新築工事 大和ハウス工業㈱ グリーンコーポ篠原第２Ｇ棟改修 グリーンコーポ篠原第２管理組合

ピュアコート壱番館屋上防水工事 大和ハウスリフォーム㈱ ホシバビル防水改修工事 ㈱ホシバ

ピュアコート弐番館屋上防水工事 大和ハウスリフォーム㈱ ﾌﾛｰﾚﾝｽ小金井　防水改修工事 ㈱インテリア・タニモト

ピュアコート参番館屋上防水工事 大和ハウスリフォーム㈱ 赤坂浅田屋バルコニー防水工事 浅田屋伊兵衛商店㈱

泉水様邸　バルコニー防水工事 大和ハウスリフォーム㈱ 大井様 ミュージックハウス防水工事 元請工事

ヴィラージュ南浦和屋上防水工事 大和ハウスリフォーム㈱ 菅野様邸　外部防水改修工事 元請工事

豊田マンション塗装工事 大和ハウスリフォーム㈱ 安福謙二様　安福ビル屋上補修工事 元請工事

ジェネス北浦和防水工事 大和ハウスリフォーム㈱ 南野泰子様邸　中庭防水工事 元請工事

ﾁｬﾘｰｽﾞﾏﾝｼｮﾝ　ﾊﾞﾙｺﾆｰ防水工事 大和ハウスリフォーム㈱ 汐入魚市　屋上防水改修工事 元請工事
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