
商品名 発注者 施工年月

ﾂﾙﾊﾟﾜｰ 《国土交通省》
ﾊﾟﾈﾙ 東北地方整備局 摺上川ダム工事事務所 摺上川ダム（福島県） 02/08～03/08

関東地方整備局 国営昭和記念公園事務所 カルバート橋脚、花みどり文化センター（東京都） 98/03、12/03

関東地方整備局 東京第一営繕事務所 新宿御苑大温室 12/09

関東地方整備局 東京国道事務所 二子玉川垂直壁面緑化実験（東京都） 03/07

関東地方整備局 東京国道事務所 大和町環境整備工事（東京都） 05/03

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 国道52号線（山梨県） 02/07

中部地方整備局 木曽川上流河川事務所 美濃加茂特殊堤防（岐阜県） 00/05

中部地方整備局 浜松河川国道事務所 三遠南信自動車道　引佐地区（静岡県） 12/02

中部地方整備局 木曽川下流河川事務所 国営木曽三川公園（愛知県） 08/02

近畿地方整備局 国営明石海峡公園事務所 国営明石海峡公園淡路地区28号線横断橋（兵庫県） 09/03

《役所》
八戸市役所 青森県八戸市 八戸市立八戸小学校 06/03

岩手県花巻地方振興局 岩手県花巻市 県道東宮野目二枚橋線葛地区 05/02

仙台市役所 宮城県仙台市青葉区 仙台本庁植栽工事 00/03

仙台市役所 宮城県仙台市青葉区 北四番丁大衡線（荒巻本沢工区） 07/03

財務省 宮城県仙台市青葉区 公務員宿舎亀岡住宅整備事業 08/01

仙台市役所 宮城県仙台市青葉区 あけぼの町公園 10/03

仙台市役所 宮城県仙台市青葉区 北六番丁市営住宅 13/04

仙台市役所 宮城県仙台市宮城野区 新田東総合運動場　元気フィールド仙台 06/09～07/03

仙台市役所 宮城県仙台市太白区 元寺小路郡山線壁面緑化植栽 02/03～03/11

宮城県仙台土木事務所 宮城県名取市 県道仙台館腰線植松道路植栽 03/02

日本下水道事業団 宮城県名取市 名取市下増田雨水ポンプ場 07/03

茨城県那珂久慈流域
下水道事務所

茨城県東茨城郡城里町 那珂西立杭構内 02/02

宇都宮市役所 栃木県宇都宮市 松田新田浄水場 08/01～08/03

足利市役所 栃木県足利市 月谷スポーツ広場 05/02

足利市役所 栃木県足利市 足利赤十字病院 11/02

栃木県真岡土木事務所 栃木県真岡市 国道294号道路環境整備工事 05/02

大田原市役所 栃木県大田原市 大田原市仮設庁舎建築工事 12/04

埼玉県 埼玉県さいたま市中央区 埼玉県立小児医療センター 16/05

川越市役所 埼玉県川越市 川越市立川越小学校モデル事業 05/10～05/12

川越市役所 埼玉県川越市 クラッセ川越屋上緑化 06/12

川越市役所 埼玉県川越市 川越市立仙波町保育園 08/02

埼玉県秩父土木事務所 埼玉県秩父市 国道140号　雁坂ﾄﾝﾈﾙ 01/04

戸田市役所 埼玉県戸田市 戸田市みどりの外環道事業 16/07～17/09

朝霞市役所 埼玉県朝霞市 朝霞市立朝霞第八小学校 08/07

朝霞市役所 埼玉県朝霞市 朝霞市立朝霞第五小学校 09/09、11/09

志木市役所 埼玉県志木市 いろは親水公園駐車場遮蔽緑化 99/06

財団法人 自転車整備ｾﾝﾀｰ 埼玉県久喜市 東鷲宮駅西口自転車駐車場 13/08

千葉市役所 千葉県千葉市稲毛区 千葉市立轟町中学校改築 04/12～05/03

市川市役所 千葉県市川市 緊急船着場周辺整備工事 04/03

市川市役所 千葉県市川市 妙典公園 10/03

鎌ケ谷市役所 千葉県鎌ケ谷市 くぬぎ山消防署 15/07

浦安市役所 千葉県浦安市 浦安市斎場 05/02～05/03

東京都 東京都千代田区 環境局庁舎・千代田区清掃事務所 06/02～06/03

千代田区役所 東京都千代田区 日本橋川　護岸緑化工事 10/03

東京都江東治水事務所 東京都千代田区 神田川（聖橋下流）左岸防潮堤建設工事 13/09

東京都下水道局 東京都中央区 桜橋第二ポンプ所 05/11
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中央区役所 東京都中央区 中央区立月島第一小学校 10/02

中央区役所 東京都中央区 銀座ブロッサム（中央会館）　 10/03

中央区役所 東京都中央区 月島区民センター 10/09～10/10

中央区役所 東京都中央区 中央区立日本橋小学校 11/01

中央区役所 東京都中央区
中央区久松町区民館･日本橋
休日応急診療複合所施設

11/02

中央区役所 東京都中央区 中央区立有馬小学校 12/01

中央区役所 東京都中央区 中央区立総合スポーツセンター 12/01、16/06

中央区役所 東京都中央区 中央区佃児童館・シニアセンター 12/02

中央区役所 東京都中央区 中央区保健所等複合施設 12/02

中央区役所 東京都中央区 中央区立晴海児童館等複合施設 12/12

東京都建設局
第一建設事務所

東京都中央区 亀島川緑化整備工事 11/03～16/02

国税庁 東京国税局 東京都中央区 東京国税局 15/02

東京都財務局 東京都中央区 隅田川両国橋上下流右岸防潮堤 17/02

文部科学省 東京都港区 国立新美術館 05/09～05/12

港区役所 東京都港区 港南緑水公園 11/11

警視庁 東京都港区 警視庁火災事件研究センター 12/07

新宿区役所 東京都新宿区 新宿区落合第二特別出張所等区民施設 07/01

新宿区役所 東京都新宿区 新宿区四谷小学校並びに幼稚園及び保育園一元化施設 07/02

新宿区役所 東京都新宿区 JR四ツ谷駅のり面植栽工事 09/03

新宿区役所 東京都新宿区 新宿区立新宿リサイクル活動センター 13/09

台東区役所 東京都台東区 隅田公園トイレ 14/02

東京都建設局
第一建設事務所

東京都台東区 隅田川河川維持工事 14/12

台東区役所 東京都台東区 台東区立蔵前小学校 18/11～19/02

墨田区役所 東京都墨田区 墨田区立両国中学校 07/12

江東区役所 東京都江東区 富岡出張所・富岡区民館 07/10～16/08

東京都 東京都江東区 ガス有効利用施設発電機棟 09/02

江東区役所 東京都江東区 江東区南砂出張所 10/08～15/07

江東区役所 東京都江東区 森下四丁目児童遊園 12/02

江東区役所 東京都江東区 竪川河川敷公園 12/10～13/01

江東区役所 東京都江東区 江東区立大島中学校 13/09

江東区役所 東京都江東区 平久川水辺の散歩道 13/11

品川区役所 東京都品川区 品川総合福祉センター 98/03

品川区役所 東京都品川区 東品川海上公園 06/11～07/03

品川区役所 東京都品川区 平塚橋ゆうゆうプラザ 16/04

目黒区役所 東京都目黒区 三田防災街づくり会館 03/06

東京都 東京都目黒区
東京都立桜修館中等教育学校
（都立大学附属高等学校）

06/02～06/03

東京都環境局 東京都大田区 旧蒲田消防署第2別館敷地跡駐車場 08/03

大田区役所 東京都大田区 大田区立大森第一小学校 08/03、11/11

東京都下水道局 東京都大田区 森ヶ崎水再生センター 09/02

大田区役所 東京都大田区 大田区立道塚小学校 10/02

大田区役所 東京都大田区 大田区萩中集会所 11/11

東京二十三区清掃一部事務組合 東京都大田区 大田清掃工場 13/06～14/03

世田谷区役所 東京都世田谷区 北沢土木公園管理事務所改修 05/01

世田谷区役所 東京都世田谷区 世田谷公園塵芥集積所　他 08/08、10/03

　 渋谷区役所 東京都渋谷区 渋谷区立神宮前小学校 06/03

(財)東京都
スポーツ文化事業団

東京都渋谷区 東京体育館 09/02

杉並区役所 東京都杉並区 高円寺中学校体育館 04/01

杉並区役所 東京都杉並区
杉並区立高井戸小学校校舎改築及び
高井戸北自転車駐車場建築工事

07/11

東京都水道局 東京都杉並区 和泉庁舎屋上緑化工事 04/02

杉並区役所 東京都杉並区 ゆうゆう今川館壁面緑化改良計画 11/04
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東京都交通局 東京都豊島区 巣鴨自動車営業所 12/03～12/11

東京都教育庁 東京都北区 都立王子特別支援学校 09/04

東京都下水道局 東京都北区 浮間水再生センター 11/12

東京都江東治水事務所 東京都北区 隅田川（小台橋上流）右岸修景工事 12/02

東京都江東治水事務所 東京都荒川区 隅田川（尾竹橋上流）右岸修景工事 10/12～11/01

東京都江東治水事務所 東京都荒川区 隅田川(西尾久3丁目地区)被覆修景工事 14/03

東京都下水道局 東京都荒川区 三河島水再生センター 00/11～13/04

東京都 東京都荒川区 瑞光橋公園 06/02～06/03

東京都建設局・国土交通省・
首都高速道路

東京都板橋区
国道17号大和町交差点
大気浄化システム外構

01/04

東京都下水道局 東京都板橋区 浮間水再生センター板橋坂下ポンプ室 09/02、09/11

東京都下水道局 東京都板橋区 新河岸水再生センター本館屋上緑化 13/02

東京都建設局
第四建設事務所

東京都板橋区 環状８号線　街路築造工事に伴う歩道整備工事 09/02～15/03

板橋区役所 東京都板橋区 板橋区立小豆沢体育館プール棟 18/11

練馬区役所 東京都練馬区 風の丘公園 05/12～06/01

練馬区役所 東京都練馬区 練馬文化センター 06/02

練馬区役所 東京都練馬区 花とみどりの相談所 07/03

練馬区役所 東京都練馬区 練馬区立田柄小学校学童クラブ室 11/11

練馬区役所 東京都練馬区 練馬区役所屋上 13/11

練馬区役所 東京都練馬区 大泉学園駅北第4自転車駐車場 14/08

東京二十三区清掃一部事務組合 東京都練馬区 練馬清掃工場 14/08～15/04

足立区役所 東京都足立区 宮城ゆうゆう公園 02/03、03/04

東京都 東京都足立区 都立淵江高等学校改修工事 09/11

東京都江東治水事務所 東京都足立区 隅田川（常磐線下流）左岸修景工事 10/02

足立区役所 東京都足立区 綾瀬川護岸壁面緑化工事 11/09、13/02

東京都江東治水事務所 東京都足立区 隅田川(尾竹橋下流)左岸修景工事 13/03

東京都江東治水事務所 東京都足立区  隅田川(尾竹橋下流)左岸防潮堤耐震補強工事 17/07

葛飾区役所 東京都葛飾区 葛飾区保健所 11/03

東京都江東治水事務所 東京都葛飾区 綾瀬川（小菅一丁目地区）修景工事 11/04

東京都江東治水事務所 東京都葛飾区 中川護岸整備工事 15/02～19/02

武蔵野市役所 東京都武蔵野市 武蔵野市営北町第1住宅 08/01

東京都建設局 東京都府中市 府中所沢線 06/03

昭島市役所 東京都昭島市 昭島市環境コミュニティセンター整備事業 10/12

東京都財務局 東京都日野市 東京消防庁日野消防署庁舎 13/07

日野市役所 東京都日野市 平山季重ふれあい館 14/11

東京都財務局 東京都調布市 武蔵野の森総合スポーツ施設 16/11

調布市役所 東京都調布市 調布市クリーンセンター 18/09

東京都財務局 東京都町田市 都立町田高等学校 07/12

東京都建設局
北多摩北部建設事務所

東京都国立市 主要地方道（第20号）府中相模原線 06/04

福生市役所 東京都福生市 福生市庁舎 07/03

狛江市役所 東京都狛江市 岩戸地域センター 15/02

東京都水道局 東京都多摩市 多摩ニュータウン水道事務所 05/03

東京都建設局 東京都西多摩郡瑞穂町 残堀川整備工事 08/02

神津島村役場 東京都神津島村 道路擁壁緑化 03/04～09/01

横浜市役所 神奈川県横浜市中区 関内ホール 15/01

川崎市役所 神奈川県川崎市川崎区 川崎生活環境事業所 05/03

川崎市役所 神奈川県川崎市川崎区 川崎市庁舎壁面緑化 07/08

川崎市役所 神奈川県川崎市川崎区 川崎市立川崎高等学校 14/05

川崎市役所 神奈川県川崎市多摩区 多摩区内主要地方道 横浜生田道路 16/10

川崎市役所 神奈川県川崎市麻生区 川崎市立麻生小学校 06/12

川崎市役所 神奈川県川崎市麻生区 王禅寺処理センターリサイクルパークあさお 12/01～16/06

川崎市役所 神奈川県川崎市麻生区 麻生区内都市計画道路世田谷町田線 14/09

相模原市役所 神奈川県相模原市緑区 城山まちづくりセンター 17/03
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相模原市役所 神奈川県相模原市中央区 環境情報センター 06/01

相模原市役所 神奈川県相模原市中央区 第1別館壁面緑化設置工事 07/11

相模原市役所 神奈川県相模原市中央区 淵野辺公園野球場壁面緑化 16/02

相模原市役所 神奈川県相模原市中央区 相模原市立横山公民館 19/03

相模原市役所 神奈川県相模原市南区 川のトイレ整備事業 07/03

相模原市役所 神奈川県相模原市南区 南合同庁舎壁面緑化設置工事 08/12

相模原市役所 神奈川県相模原市南区 東林まちづくりセンター 18/03

神奈川県藤沢土木事務所 神奈川県鎌倉市 柏尾川護岸 05/06、07/02

藤沢市役所 神奈川県藤沢市 高倉遠藤線植樹帯改修工事 08/03、09/03

藤沢市役所 神奈川県藤沢市 市道89号植樹帯改良工事 09/03

秦野市役所 神奈川県秦野市 秦野自転車駐車場 19/02

厚木市役所 神奈川県厚木市 厚木環状2号線 07/02

大和市役所 神奈川県大和市 大下さくら橋橋脚のり面修景緑化 07/01

大和市役所 神奈川県大和市 市営鶴間台住宅 07/03

高座清掃施設組合 神奈川県海老名市 高座清掃工場 18/09

大磯町役場 神奈川県中郡大磯町 東小磯2号線災害復旧工事 05/03

神奈川県厚木土木事務所 神奈川県愛甲郡愛川町 県立あいかわ公園 06/03

新潟県魚沼地域振興局 新潟県魚沼市 広神ダム本体建設工事 09/07

福井県敦賀土木事務所 福井県三方上中郡若狭町 急傾斜対策工事 11/05～11/06

山梨県 山梨県甲府市 愛宕山こどもの国 03/02

山梨県中北林務環境事務所 山梨県甲府市 中北保健福祉事務所 08/02

長野広域連合 長野県長野市 ながの環境エネルギーセンター 18/06

公益財団法人芸術文化振興会 長野県駒ヶ根市 駒ヶ根高原美術館 13/09

大垣市役所 岐阜県大垣市 大垣市立中川小学校 07/01

大垣市役所 岐阜県大垣市 緑園水源地 14/02

各務原市役所 岐阜県各務原市 うぬま東子ども館 05/01

各務原市役所 岐阜県各務原市 各務原市西消防署 06/03

各務原市役所 岐阜県各務原市 市営斎場　瞑想の森 06/05

各務原市役所 岐阜県各務原市 あさひ児童館改修 06/06

各務原市役所 岐阜県各務原市 各務原大橋 12/06～13/02

岐阜県 岐阜県可児市 岐阜県立国際園芸アカデミー 09/10

郡上市役所 岐阜県郡上市 ポンプ小屋 05/10

岐阜県養老公園事務所 岐阜県養老郡養老町 養老公園 03/01

浜松市役所 静岡県浜松市中区 新川モール 05/03、06/03

熱海市役所 静岡県熱海市 さくらの名所散策路 06/02、07/01

(独)環境再生保全機構 静岡県富士市 富士西公園 06/09

静岡県袋井土木事務所 静岡県袋井市 サイクリングロード駐車場 99/07

中遠広域事務組合 静岡県周智郡森町 中遠広域一般廃棄物最終処分場 06/11

名古屋市役所 愛知県名古屋市千種区 千種文化小劇場（ちくさ座) 02/03～02/07

名古屋市役所 愛知県名古屋市千種区 星ヶ丘コミュニティセンター 04/04

名古屋高速道路公社 愛知県名古屋市千種区 緑橋換気所 08/02、09/01

国立大学法人　名古屋大学 愛知県名古屋市千種区 給水施設遮蔽緑化 08/03

名古屋市役所 愛知県名古屋市千種区 東山動植物園 07/03、12/02

法務省 愛知県名古屋市東区 名古屋拘置所 07/10～08/03

名古屋市役所 愛知県名古屋市東区 東保健所 09/04

名古屋市役所 愛知県名古屋市北区 北環境事業所 03/10～03/11

名古屋市役所 愛知県名古屋市北区 北区楠支所 12/08

名古屋市役所 愛知県名古屋市中村区 中村土木事務所 07/03

愛知県 愛知県名古屋市中区 愛知県体育館 06/11

名古屋市昭和土木事務所 愛知県名古屋市昭和区 昭和土木事務所駐車場 08/02

名古屋市役所 愛知県名古屋市昭和区 鶴舞公園前駐輪場 10/10

名古屋市上下水道局 愛知県名古屋市瑞穂区 牛巻ポンプ所沈砂池上屋棟築造工事 09/11

名古屋市役所 愛知県名古屋市熱田区 中央卸売市場冷蔵倉庫棟周辺 99/10
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名古屋市上下水道局 愛知県名古屋市熱田区 白鳥橋ポンプ所 10/02

名古屋市役所 愛知県名古屋市港区 旧南陽工場跡地整備工事 07/03

名古屋市役所 愛知県名古屋市緑区 鳴海清掃工場 09/03

名古屋市役所 愛知県名古屋市名東区 名東区役所 05/03

天白区役所 愛知県名古屋市天白区 天白区役所 08/06、10/12

豊橋市役所 愛知県豊橋市 豊橋市前芝校区市民館 13/12

豊橋市役所 愛知県豊橋市 豊橋市野依校区市民館 13/12

豊橋市役所 愛知県豊橋市 豊橋市南栄住宅 14/10

豊橋市役所 愛知県豊橋市 豊橋市民病院放射線治療施設 16/06

刈谷知立環境組合 愛知県刈谷市 刈谷知立環境組合クリーンセンター 08/11

刈谷市役所 愛知県刈谷市 刈谷市立双葉小学校北校舎 10/01

愛知県道路公社 愛知県豊田市 猿投グリーンロード　猿投IC付近 03/09

豊田市役所 愛知県豊田市 豊田渡刈クリーンセンター 06/10

豊田市役所 愛知県豊田市 豊田市立藤岡南中学校 10/06～10/07

豊田市役所 愛知県豊田市 豊田市役所東庁舎 13/01

小牧市役所 愛知県小牧市 小牧市民会館 09/05

東海市役所 愛知県東海市 太田川駅東公共駐車場 11/02

日進市役所 愛知県日進市 上納池スポーツ公園体育館 05/09

田原市役所 愛知県田原市 田原市立赤羽根中学校 07/04

旧．長久手町役場 愛知県長久手市 ながくてエコハウス 07/03

長久手市役所 愛知県長久手市 香流川壁面緑化 19/02

甲賀市役所 滋賀県甲賀市 甲賀市新庁舎 17/02

京都市役所 京都府京都市上京区 上京区総合庁舎 14/11

京都市役所 京都府京都市伏見区 南部クリーンセンター 18/09

堺市役所 大阪府堺市北区 三国ヶ丘駅前庁舎 17/07

茨木市役所 大阪府茨木市 生涯学習センター 04/05

北河内4市ﾘｻｲｸﾙ施設組合 大阪府寝屋川市 北河内4市リサイクルプラザ（かざぐるま） 07/12

箕面市役所 大阪府箕面市 箕面駅前第1駐車場 16/03

東大阪市役所 大阪府東大阪市 東石切公園 04/03

八尾市役所 大阪府八尾市 八尾市立病院 15/05

姫路市役所 兵庫県姫路市 モノレール橋脚緑化 05/05

丹波市役所 兵庫県丹波市 丹波市クリーンセンター 14/12

南あわじ市役所 兵庫県南あわじ市 賀集浄化センター 04/05

播磨町役場 兵庫県加古郡播磨町 野添であい公園 04/01

和歌山県東牟婁振興局 和歌山県新宮市 国道168号小規模道路改良合併工事 10/11

和歌山県西牟婁振興局 和歌山県西牟婁郡白浜町 白浜駅湯崎線街路整備工事 09/04、10/05

鳥取県東部総合事務所 鳥取県鳥取市 鳥取県立鳥取西高等学校 14/12

松江市役所 島根県松江市 末次公園 04/02

島根県土地開発公社 島根県松江市 ソフトビジネスパーク島根法面対策工事 14/03

安来市役所 島根県安来市 安来市立社日小学校 05/05

雲南市土地開発公社 島根県雲南市 三刀屋町畑田地区造成工事 07/05

岡山市役所 岡山県岡山市 岡山市東山斎場 16/02

府中市役所 広島県府中市 保健福祉総合センター 03/11

三好市役所 徳島県三好市 かずら橋イベント広場 08/02、10/02

高知県 高知県高知市 牧野植物園展示温室 10/02

北九州市役所 福岡県北九州市八幡東区 戸畑大谷線(尾倉ランプ)壁面緑化 10/11

国立大学法人　熊本大学 熊本県熊本市中央区 熊本大学医学部附属病院 06/03～06/06

鹿児島市役所 鹿児島県鹿児島市 鹿児島市役所別館 08/09

鹿児島市役所 鹿児島県鹿児島市 谷山支所 11/11

鹿児島市役所 鹿児島県鹿児島市 鹿児島市立病院 14/09～15/01

千葉地域支社 千葉県柏市 リフレッシュプラザ柏 06/02

東京都心支社 東京都世田谷区 アクティ芦花公園 05/11

《都市再生機構》
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東京都心支社 東京都葛飾区 金町第一団地（建替）8号棟造園他工事 09/03

西日本支社 大阪府吹田市 千里古江台集合住宅新築工事 04/01

西日本支社 大阪府吹田市 阪急千里山駅前自転車駐車場 13/04

九州支社 福岡県福岡市南区 アーベインルネス若久 14/02

《民間・その他》
マンション 北海道札幌市中央区 ブランズ円山南 11/02

商業施設 北海道札幌市中央区 札幌エスタ屋上そらのガーデン 11/06

個人邸 北海道札幌市北区 Ｈ邸 09/08

個人邸 北海道札幌市東区 Ｋ邸 14/05

マンション 北海道札幌市豊平区 ブランズ豊平公園駅前 11/04

商業施設 岩手県盛岡市 イオン盛岡南ショッピングセンター 06/08

複合施設 宮城県仙台市青葉区 電力ビル屋上壁面緑化工事 03/10、17/03

商業施設 宮城県仙台市青葉区 青山ビル 08/03

商業施設 宮城県仙台市青葉区 ホンダカーズ宮城中央 台原店 08/09

オフィスビル 宮城県仙台市青葉区 東京建物仙台ビル　 09/10

マンション 宮城県仙台市青葉区 ザ･ライオンズ定禅寺タワー 11/11

オフィスビル 宮城県仙台市青葉区 エスティービー上杉東ビル 12/04

マンション 宮城県仙台市青葉区 パークホームズ仙台定禅寺通 14/01

マンション 宮城県仙台市青葉区 ザ・青葉通レジデンス 15/01

マンション 宮城県仙台市青葉区 梅田町復興公営住宅 15/01

マンション 宮城県仙台市青葉区 ライオンズ上杉レジデンス 15/07

商業施設 宮城県仙台市青葉区 ダンロップスポーツクラブ仙台 15/08

商業施設 宮城県仙台市青葉区 エスパル仙台東館 16/03

商業施設 宮城県仙台市青葉区 七十七銀行大学病院前支店 18/03

商業施設 宮城県仙台市青葉区 ヨークベニマル仙台中山店 19/01

商業施設 宮城県仙台市宮城野区 セントジェームズクラブ迎賓館仙台 10/03

商業施設 宮城県仙台市宮城野区 宮城トヨタ自動車㈱本社・受水槽 13/08

宿泊施設 宮城県仙台市太白区 秋保リゾートホテルクレセント 03/07

商業施設 宮城県仙台市太白区 みやぎ生協八木山店 12/05

商業施設 宮城県仙台市太白区 ホンダカーズ宮城中央 あすと長町店 12/08

社会福祉施設 宮城県仙台市泉区 特養老人ホーム百合ヶ丘苑 03/10

商業施設 宮城県仙台市泉区 マックスバリュ仙台八乙女店 06/03

オフィスビル 宮城県仙台市泉区 みやぎ生協本部
12/04～12/06、

13/01

商業施設 宮城県石巻市 みやぎ生協渡波店 12/12

商業施設 宮城県気仙沼市 宮城トヨタ気仙沼店 13/11

商業施設 宮城県大崎市 みやぎ生協古川南店 12/08

医療施設 山形県山形市 山形さくら町病院 08/09

商業施設 山形県山形市 シベール西店 08/11

商業施設 山形県山形市 セブン-イレブン山形錦町店 09/11

社会福祉施設 山形県山形市 特別養護老人ホーム　みはらしの丘 12/01

医療施設 山形県山形市 リハビリ施設 14/05

医療施設 山形県上山市 青山医院改修工事 09/11

個人邸 福島県郡山市 モデルハウス東北近代住宅 05/12

民間施設 茨城県古河市 関東住まいの夢工場 07/05

民間施設 群馬県高崎市 高崎テクニカルトレーニングセンター 12/03

教育施設 群馬県桐生市 桐生第一高校　校舎外構 99/03

商業施設 埼玉県さいたま市見沼区 西友東大宮店 18/08

オフィスビル 埼玉県さいたま市桜区 ＪＳ日本総合住生活 11/12～12/02

工場 埼玉県さいたま市南区 (株)ロッテ 浦和工場 19/01

民間施設 埼玉県さいたま市岩槻区 小林運送㈱岩槻流通センター 03/02～03/03

民間施設 埼玉県行田市 小泉運輸　倉庫 08/07

個人邸 埼玉県東松山市 M邸新築工事 08/08
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民間施設 埼玉県和光市
本田技術研究所
新基礎研究棟･本館屋上、22号館壁面緑化

03/07～08/03

オフィスビル 埼玉県新座市 ホンダアクセス本社ビル 09/03、09/08

商業施設 埼玉県三郷市 ららぽーと新三郷 09/08

民間施設 埼玉県吉川市 新和環境㈱吉川リサイクルセンター 07/10

工場 埼玉県吉川市 ㈱オオマツ興業 16/04

民間施設 埼玉県白岡市 日産化学㈱生物科学研究所 18/11

医療施設 埼玉県入間郡三芳町 イムス三芳総合病院 12/11

個人邸 埼玉県 H邸 13/04

宿泊施設 千葉県千葉市中央区 オークラ千葉ホテル 12/05

商業施設 千葉県船橋市 マルエツ東中山店 05/05

工場 千葉県船橋市 NIPPO船橋出張所 17/05

マンション 千葉県松戸市 ノルディック北松戸 14/05

土地区画整理組合 千葉県佐倉市 佐倉市井野東土地区画整理事業 06/02、06/06

マンション 千葉県習志野市 ザ・パークハウス 津田沼奏の杜 12/11

マンション 千葉県柏市 The Kashiwa Tower（ザ柏タワー） 10/01

民間施設 千葉県柏市 ネッツトヨタ東都㈱柏BPテクノセンター 15/06

医療施設 千葉県八千代市 東京女子医科大学附属八千代医療センター 06/08

宿泊施設 千葉県浦安市 イビススタイルズ東京ベイ 18/02

マンション 千葉県印西市 ブライドビューテラス千葉ニュータウン中央 12/02

民間施設 千葉県山武市 東照山武白幡太陽電池発電所 14/06

オフィス・商業施設 東京都千代田区 有楽町イトシア 07/10

オフィスビル 東京都千代田区 郵船ビル 08/02

オフィス・商業施設 東京都千代田区 霞が関ビル 09/02

オフィス・商業施設 東京都千代田区 平河町森タワー 09/11

オフィスビル 東京都千代田区 大手町フィナンシャルシティ 12/05

オフィスビル 東京都千代田区 KADOKAWA富士見ビル 14/12

マンション 東京都千代田区 シティインデックス岩本町Ⅱ 15/08

オフィスビル 東京都千代田区 KKDビル 15/06

大使館 東京都千代田区 ルクセンブルク大使館 15/11

商業施設 東京都中央区 デビアス銀座ビルディング 07/08

マンション 東京都中央区 新川Ｓタワー 11/10

商業施設 東京都中央区 銀座伊東屋　K.ITOYA 12/08

マンション 東京都中央区 ライオンズ東日本橋 13/01

宿泊施設 東京都中央区 ミレニアム三井ガーデンホテル東京 14/08

商業施設 東京都中央区 ダイハツ東京販売Dモール月島店 16/02～16/03

商業施設 東京都中央区 美容室　BUMP 16/08

オフィスビル 東京都中央区 オリックス新京橋ビル 17/03

マンション 東京都港区 エグゼクティブタワー麻布台 00/04～00/10

マンション 東京都港区 アークタワーズイースト 01/07

オフィスビル 東京都港区 虎ノ門トーセイビル 06/05

オフィスビル 東京都港区 日本綜合地所高輪本社ビル 06/10、08/04

宿泊施設 東京都港区 スマイルホテル浜松町 07/03

宿泊施設 東京都港区 ホテルサンルート新橋 08/02

オフィス・商業施設 東京都港区 汐留ビルディング 07/10

大使館 東京都港区 在日フランス大使館建替事業 09/12

オフィスビル 東京都港区 東急虎ノ門ビル 10/02

マンション 東京都港区 芝サーラ＆パリオ 10/02

マンション・集合住宅 東京都港区 モメント汐留 11/01

オフィスビル 東京都港区 キヤノンビジネスサポート 港南ビル 11/05

教育施設 東京都港区 東洋英和女学院 12/08、13/02

オフィスビル 東京都港区 芝フロントビル 14/05

オフィスビル 東京都港区 西新橋スクエア 16/05

マンション 東京都新宿区 市谷砂土原町パークハウス 06/04
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マンション 東京都新宿区 ディージェイ落合駅前 09/01

マンション 東京都新宿区 ステージファースト東新宿 09/11

複合施設 東京都新宿区 新宿フロントタワー 10/12

商業施設 東京都新宿区 ウインズ新宿 14/03

商業施設 東京都新宿区 つぶつぶカフェ 14/08

マンション 東京都新宿区 ヒューリックレジデンス新宿戸山 15/05

商業施設 東京都新宿区 新宿Flags 17/06

医療施設 東京都新宿区 慶應義塾大学病院 18/01

マンション 東京都文京区 平井ビル 16/02～16/03

オフィスビル 東京都台東区 上野トーセイビル 07/03

マンション 東京都台東区 グローベル ザ・スイート上野 10/02

マンション 東京都台東区 浅草タワー 12/01

交通施設 東京都台東区 東京メトロ銀座線稲荷町駅 17/02

オフィスビル 東京都墨田区  田中商店ビル 14/01

マンション 東京都墨田区 ソルフィエスタ亀戸ルシーア 18/05

民間施設 東京都江東区 ㈱ダイトーコーポレーション有明物流センター 02/02

宿泊施設 東京都江東区 ホテルサンルート有明 08/09

マンション 東京都江東区 プロスペクト森下 06/01、18/03

オフィスビル 東京都江東区 USCビル 06/11

民間施設 東京都江東区 ドーミー木場（社員寮） 09/09

民間施設 東京都江東区 テラハウス木場（社宅） 09/11

マンション 東京都江東区 ザ湾岸タワーレックスガーデン 12/07

民間施設 東京都江東区 ㈱光和 辰巳新社屋 15/07

民間施設 東京都江東区 ㈱ユーワ 新木場エコロジーセンター 15/10

物流倉庫 東京都江東区 Dプロジェクト有明新築工事 15/11～16/03

マンション 東京都江東区 プラウドタワー清澄白河 16/07

オフィスビル 東京都江東区 深川ギャザリア 18/03、18/09

マンション 東京都江東区 ルフォン東陽町パークフロント 18/12

商業施設 東京都品川区 コスモ石油中延サービスステーション 07/03

宿泊施設 東京都品川区 ダイワロイネットホテル東京大崎 07/05

商業施設 東京都品川区 東京急行電鉄西小山駅ビル 08/03

マンション 東京都品川区 ガーデンシティ品川御殿山 10/05～11/01

民間施設 東京都品川区 JR東日本資源循環センター 10/07

マンション 東京都品川区 アールブラン大井町 11/10

共同住宅 東京都品川区 プライムメゾン品川 14/02

公益財団施設 東京都品川区 微生物化学研究所 15/03

民間施設 東京都目黒区 東京急行電鉄学芸大学駅 12/03

商業施設 東京都目黒区 都立大学駅高架下トリツナード 15/08

社会福祉施設 東京都大田区 ㈱学研ココファン南千束 06/05

マンション 東京都大田区 セレニティ久が原 08/04

個人邸 東京都大田区 H邸、O邸 10/03

マンション 東京都大田区 グランイーグルリバーサイド大森 12/02

マンション 東京都大田区 ジュネス秀栄 14/12

物流施設 東京都大田区 京浜トラックターミナルA棟 18/06

商業施設 東京都世田谷区 ネッツトヨタ東京若林店 98/08

個人邸 東京都世田谷区 K邸外構 00/11

社会福祉施設 東京都世田谷区 日本体育会幼稚園 04/02

社会福祉施設 東京都世田谷区 フェリオ成城 06/01

鉄道 東京都世田谷区 東京急行電鉄田園調布吸音壁面緑化工事 07/05

鉄道 東京都世田谷区 東京急行電鉄田園都市線用賀駅～二子玉川駅 07/10

マンション 東京都世田谷区 パークハウス フォレストリエ 07/11、09/04

マンション 東京都世田谷区 シエル千歳烏山　外構 08/04

マンション 東京都世田谷区 ディアクオーレ成城 08/12
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教育施設 東京都世田谷区 東京農業大学11号館 11/05

商業施設 東京都世田谷区 サミットストア成城店 11/10

マンション 東京都世田谷区 ベリスタ千歳船橋 14/10

交通施設 東京都世田谷区 東急バス瀬田営業所 15/06

社会福祉施設 東京都世田谷区 昭和女子大学附属昭和こども園 15/09

社会福祉施設 東京都世田谷区 グリーンホーム東玉川保育園 17/12

オフィス･商業施設 東京都渋谷区 エクサスペース 06/10～15/05

マンション 東京都渋谷区 ルーブル渋谷初台 06/12

オフィス･商業施設 東京都渋谷区 パークウェースクエア'1 07/01

マンション 東京都渋谷区 スクエア渋谷 07/07

商業施設 東京都渋谷区 表参道TERRACE 08/02

教育施設 東京都渋谷区 國學院大學渋谷キャンパス
08/04、09/06、

19/02

オフィスビル 東京都渋谷区 サイバーエージェントビル 09/08

商業施設 東京都渋谷区 YMスクウェア原宿 09/08

マンション 東京都渋谷区 パークリュクス恵比寿 11/10

マンション 東京都渋谷区 ブランズ渋谷神山町 12/04～12/06

マンション 東京都渋谷区 ベルテ代々木 12/06

オフィスビル 東京都渋谷区 松田渋谷ビルディング 13/05

マンション 東京都渋谷区 ズーム新宿南ファースト 14/11

商業施設 東京都渋谷区 はらじゅくアッシュ 14/11

商業施設 東京都渋谷区 竹下通りスクエア 14/12

マンション 東京都渋谷区 代々木の杜パークマンション 15/03

マンション 東京都渋谷区 ライジングサン恵比寿二丁目ブランズ 15/03

オフィスビル 東京都渋谷区 清水ビル 15/06

オフィスビル 東京都渋谷区 日本コカコーラ新社屋 16/04

マンション 東京都渋谷区 ベルデ表参道 16/06

商業施設 東京都渋谷区 ラ・ポルト青山 17/06

医療施設 東京都中野区 東京警察病院 07/11

マンション 東京都中野区 プログレス中野新橋 13/04

マンション 東京都杉並区 クリオ阿佐ヶ谷マンション 03/02

鉄道 東京都杉並区 京王井の頭線　明大前駅～西永福駅
04/06、05/06、

06/07

教育施設 東京都杉並区 専修大学付属高校 04/09

医療施設 東京都杉並区 河北総合病院 04/11～05/11

マンション 東京都杉並区 Bell-Bee荻窪 09/06

宿泊施設 東京都豊島区 ホテルメッツ目白（歩道部豊島区に移管） 03/09

マンション 東京都豊島区 グランドコンシェルジュ上池袋 13/06

マンション 東京都豊島区 (仮称)豊島区高田二丁目計画 18/10

商業施設 東京都北区 サミットストア滝野川紅葉橋店 06/09

マンション 東京都北区 プラウド王子本町ディアージュ 14/05

マンション 東京都板橋区 BELISTA常盤台 09/06

社会福祉施設 東京都板橋区 風の子保育園 08/01

マンション 東京都板橋区 プラウドシティ加賀学園通り 16/03

工場 東京都板橋区 オリエンタル酵母工業㈱　東京工場 17/08

マンション 東京都練馬区 パークハウス 石神井公園 10/12

商業施設 東京都練馬区 オザキフラワーパーク 18/02

交通施設 東京都足立区
新交通日暮里・舎人線
舎人車両基地整備事業

06/03～08/02

商業施設 東京都足立区 ピーアーク ピーくんガーデン 14/05

マンション 東京都足立区 AZEST 北千住 18/01

商業施設 東京都葛飾区 ダイハツ東京販売㈱ U-CAR新小岩 11/04

社会福祉施設 東京都葛飾区 金町りりおっこ保育園 18/10

商業施設 東京都江戸川区 島忠ホームズ平井店 09/04

商業施設 東京都江戸川区 東京トヨタ㈱江戸川店 07/07
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民間施設 東京都江戸川区 江戸川区篠崎壁面緑化 11/02

社会福祉施設 東京都八王子市 打越保育園 02/07

商業施設 東京都八王子市 オーケーストア北八王子店 15/03

商業施設 東京都立川市 ヤオコー西武立川駅前店 13/04

民間施設 東京都立川市 立川緑町第２駐車場 15/08

教育施設 東京都武蔵野市 成蹊大学情報図書館 06/04

複合商業施設 東京都武蔵野市
武蔵野グリーンパークビル
（サミットストア武蔵野緑町店）

09/01

教育施設 東京都三鷹市 法政大学中学高等学校 07/08

マンション・社会福祉施設 東京都三鷹市 びゅうリエット三鷹 18/02

オフィスビル 東京都府中市 北府中ビル 08/05

オフィスビル 東京都府中市 千代田電子機器㈱ 13/09、18/01

商業施設 東京都昭島市 島忠ホームズ昭島店 13/04

民間施設 東京都調布市 角川大映撮影所 11/07

教育施設 東京都調布市 アメリカンスクール・イン・ジャパン 11/11

商業施設 東京都小金井市 武蔵小金井駅　ｎｏｎｏｗａ武蔵小金井 15/01～15/11

商業施設 東京都国分寺市 サンドラッグ国分寺西町店 15/03

宗教施設 東京都狛江市 泉龍寺外構 99/03

民間施設 東京都清瀬市 大林組技術研究所 10/05、11/04

商業施設 東京都多摩市 東京トヨタ自動車㈱多摩永山店 06/03

社会福祉施設 東京都多摩市 おだ認定こども園 10/02

商業施設 東京都西東京市 ホンダカーズ東京中央 東伏見店 03/05

民間施設 神奈川県横浜市鶴見区 キリンビール㈱エントランスプラザ 16/08

商業施設 神奈川県横浜市神奈川区 Fuji菅田店 14/02

マンション 神奈川県横浜市神奈川区 ブローテ横浜高島台 13/12

オフィス・商業施設 神奈川県横浜市西区 みなとみらいグランドセントラルタワー 11/01

商業施設 神奈川県横浜市西区 横浜ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝこどもミュージアム＆モール 19/03

商業施設 神奈川県横浜市中区 イトーヨーカドー本牧店 08/10

社会福祉施設 神奈川県横浜市南区 横浜れんげ幼稚園 11/08

民間施設 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 JR社宅管理棟 11/12

工場 神奈川県横浜市磯子区 旭紙業㈱横浜工場 19/02

社会福祉施設 神奈川県横浜市金沢区 京急キッズランド金沢文庫保育園 09/06

マンション 神奈川県横浜市港北区 ライオンズガーデン妙蓮寺 05/01～05/02

複合商業施設 神奈川県横浜市港北区 トレッサ横浜 08/02

商業施設 神奈川県横浜市港北区 島忠ホームズ港北高田店 14/10

マンション 神奈川県横浜市戸塚区 エルヴェルデ東戸塚 03/02

マンション 神奈川県横浜市戸塚区 クイーンズパレス東戸塚弐番館 05/01～05/02

マンション 神奈川県横浜市戸塚区 ザ・パークハウス 戸塚レジデンス 14/02

教育施設 神奈川県横浜市戸塚区 横浜薬科大学 15/06

マンション 神奈川県横浜市港南区 ライオンズ上大岡エアーズヒル 13/07

民間施設 神奈川県横浜市瀬谷区 ㈱メディセオメディカル横浜物流センター 08/06

社会福祉施設 神奈川県横浜市栄区 特養老人ホーム　クロスハート上郷 09/01

マンション 神奈川県横浜市泉区 グレーシアパーク山手台 01/05

商業施設 神奈川県横浜市青葉区 ユニディあざみ野ガーデンズ 13/10

商業施設 神奈川県横浜市青葉区 ライフ青葉しらとり台店 17/10

マンション 神奈川県横浜市都筑区 グリーンヒルズ 01/06

民間施設 神奈川県横浜市都筑区 岡本物流㈱岡本物流センター 07/04

民間施設 神奈川県横浜市都筑区 シュマルツ株式会社 17/07

工場 神奈川県川崎市川崎区 ㈱YAKIN川崎工場万年塀 07/03～08/06

民間施設 神奈川県川崎市川崎区 川崎バイオマス発電所 10/09

医療施設 神奈川県川崎市幸区 川崎幸病院 12/01

マンション 神奈川県川崎市幸区 川崎多摩川ファインフィールズ 17/09

マンション 神奈川県川崎市中原区 パークスクエア武蔵小杉 05/02

商業施設 神奈川県川崎市中原区 横浜トヨペット 中原店 09/02
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マンション 神奈川県川崎市中原区 ロイヤルパークス武蔵小杉 09/09

マンション 神奈川県川崎市中原区 ラ・メゾン等々力 10/10

鉄道 神奈川県川崎市中原区 東京急行電鉄元住吉車庫遮音壁緑化 10/05

マンション 神奈川県川崎市高津区 ヴィークコート梶ヶ谷 05/02

教育施設 神奈川県川崎市高津区 洗足学園音楽大学 13/09

マンション 神奈川県川崎市宮前区 ウェリス宮前平 12/12

マンション 神奈川県川崎市宮前区 ザ・パークハウス宮崎台ガーデン 14/05

社会福祉施設 神奈川県相模原市緑区 特養老人ホーム　さがみ湖桂寿苑 04/12

集合住宅 神奈川県相模原市緑区 ミルトス向原 12/03

開発事業 神奈川県相模原市南区 道正山公園（相模原市に移管） 09/02

工場 神奈川県横須賀市 日産自動車追浜工場 05/11～07/06

マンション 神奈川県横須賀市 ザ・パークハウス追浜 機械式駐車場 12/07～14/09

商業施設 神奈川県平塚市 横浜トヨペット 四之宮銀河大橋店 08/07

商業施設 神奈川県厚木市 横浜トヨペット 厚木平成橋店 11/02

商業施設 神奈川県厚木市 スーパービバホーム厚木南インター店 17/01

商業施設 神奈川県足柄上郡大井町 カインズホーム大井松田店 12/02

工場 神奈川県足柄上郡山北町 三菱ガス化学㈱　山北工場 16/04

文化施設 神奈川県足柄下郡箱根町 箱根ラリック美術館 04/12

民間施設 神奈川県足柄下郡湯河原町 宗教法人　文化施設 16/08

民間施設 新潟県糸魚川市 東北電力㈱大所川第三（発）廃止に伴う緑化工事 06/09

工場 新潟県北蒲原郡聖籠町 日本海エル・エヌ・ジー㈱本社・工場外構 08/08

オフィスビル 山梨県甲府市 ハートフルスタッフ本社・甲府店 08/01

教育施設 山梨県甲府市 山梨学院大学国際リベラルアーツ学部棟 15/02

民間施設 山梨県南アルプス市 トヨタホーム山梨工場ふれあいの館 07/03

商業施設 山梨県笛吹市 初鹿野商店 05/06

社会福祉施設 長野県長野市 長野中央介護センターつるが 11/11

オフィスビル 長野県松本市 信濃毎日新聞社 松本本社 18/04

複合商業施設 岐阜県岐阜市 柳津カラフルタウン 00/09

民間施設 岐阜県多治見市 トヨタ自動車㈱多治見サービスセンター 15/11

工場 岐阜県各務原市 岐阜車体工業㈱ 09/08～16/03

商業施設 岐阜県各務原市 ホームセンターバロー各務原中央店 12/03

宿泊施設 岐阜県下呂市 ブリーズベイホテル＆リゾート下呂 13/07

民間施設 静岡県富士市 興亜工業㈱凝集沈澱槽外壁緑化 07/10

医療施設 静岡県焼津市 甲賀病院E・F棟他増築工事 12/01

宗教施設 愛知県名古屋市千種区 純福音名古屋教会建物壁面 00/10

マンション 愛知県名古屋市千種区 グランドメゾン星が丘山手 07/07

マンション 愛知県名古屋市千種区 グランドメゾン自由が丘 10/12

民間施設 愛知県名古屋市千種区 大林組千種寮（社員寮） 11/02

マンション 愛知県名古屋市千種区 グランドメゾン桐林町 11/11

マンション 愛知県名古屋市千種区 パークナード覚王山 14/01

マンション 愛知県名古屋市東区 (仮称)大幸4丁目新築工事 16/12

マンション 愛知県名古屋市南区 アリーナシティ新瑞橋 09/12

社会福祉施設 愛知県名古屋市南区 デイサービスセンター大生・大生幼児園 15/03

マンション 愛知県名古屋市南区 プラウド桜台 17/01

商業施設 愛知県名古屋市北区 クロスタウン 08/02

商業施設 愛知県名古屋市西区 ヨシヅヤ名西店 13/08

工場 愛知県名古屋市中村区 三菱重工業㈱岩塚工場万年塀緑化 07/11、08/03

民間施設 愛知県名古屋市中村区 デコラテックジャパン株式会社　名古屋支店 17/06

マンション 愛知県名古屋市中村区 プレサンス井深町 18/11

商業施設 愛知県名古屋市中区 岡崎信用金庫上前津支店 10/10

マンション 愛知県名古屋市中区 ユニロイヤル松原 11/10

オフィスビル 愛知県名古屋市中区 滝一（株） 15/08

マンション 愛知県名古屋市中区 プレサンスロジェ上前津駅前 15/09

11
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オフィスビル 愛知県名古屋市中区 大島造園土木㈱本社ビル 19/03

マンション 愛知県名古屋市昭和区 グランドメゾン川名 14/02

個人邸 愛知県名古屋市昭和区 Ｔ邸 15/02

マンション 愛知県名古屋市昭和区 サンメゾン昭和川名山エルド 16/07

教育施設 愛知県名古屋市瑞穂区 名古屋経済大学高蔵高等学校 06/04

マンション 愛知県名古屋市瑞穂区 ライオンズ桜山 09/08

マンション 愛知県名古屋市瑞穂区 アネシア八事緑ヶ丘 15/09

オフィスビル 愛知県名古屋市熱田区 兼房㈱中部支社 08/10

オフィスビル 愛知県名古屋市熱田区 ㈱不二木材工業 08/04

オフィスビル 愛知県名古屋市熱田区 東邦ガス本社構内東別館北面緑地改修工事 10/04

オフィスビル 愛知県名古屋市中川区 ㈱ニッセツ 08/08

オフィスビル 愛知県名古屋市港区 名古屋菱重興産㈱本社ビル 09/03、10/11

民間施設 愛知県名古屋市守山区 守山配送センター 10/10

商業施設 愛知県名古屋市守山区 玉越本店 11/09

商業施設 愛知県名古屋市緑区 コープ大高インター店 07/10

商業施設 愛知県名古屋市緑区 東海マツダ販売 徳重店 08/12

社会福祉施設 愛知県名古屋市緑区 認定丘の上こども園 11/02

マンション 愛知県名古屋市名東区 ディアクオーレ高間町 13/01

マンション 愛知県名古屋市名東区 アトラスタワー本郷駅前 13/08

商業施設 愛知県名古屋市天白区 十六銀行天白支店 17/02

工場 愛知県豊橋市 三光精密工業㈱ 13/07

商業施設 愛知県岡崎市 豊川信用金庫岡崎支店 16/11

商業施設 愛知県岡崎市 (仮称)シビックコア地区交流拠点整備事業 17/06

商業施設 愛知県一宮市 トヨタカローラ名古屋一宮牛野店 15/11

民間施設 愛知県半田市 豊田ケミカルエンジニアリング㈱研究棟壁面緑化 03/05

商業施設 愛知県春日井市 PHANATIK（パナテック） 13/10

物流施設 愛知県春日井市 春日井ロジスティクスセンター 16/11

商業施設 愛知県豊川市 豊川信用金庫　諏訪支店 18/06

民間施設 愛知県津島市 大林道路津島営業所 15/10

工場 愛知県刈谷市 トヨタ車体㈱富士松工場外周擁壁緑化
04/02～04/11、

11/03～14/01

工場 愛知県豊田市 トヨタ自動車㈱工場外周壁面 01/05

工場 愛知県豊田市 トヨタ自動車㈱本社工場
04/05、07/03、

13/01、15/05

工場 愛知県豊田市 トヨタ自動車㈱技術本館 04/05～05/01

工場 愛知県豊田市 トヨタ自動車㈱堤工場
04/09、08/12、
15/05～18/04

工場 愛知県豊田市 トヨタ自動車㈱広瀬工場 06/11

工場 愛知県豊田市 トヨタ自動車㈱上郷工場物流センター 09/02

工場 愛知県豊田市 トヨタ自動車㈱高岡工場 14/06

工場 愛知県豊田市 新明工業㈱工場壁面緑化 08/01

マンション 愛知県豊田市 サンシティ豊田十塚 10/05

オフィスビル 愛知県豊田市 アイシン高丘㈱ 13/03

商業施設 愛知県豊田市 ゴールド玉越浄水店 13/02

工場 愛知県豊田市 ＴＢ物流サービス㈱物流センター 12/12～13/02

駐車場 愛知県豊田市 若宮駐車場 17/02

民間施設 愛知県豊田市 トヨタ記念病院託児所 18/02

工場 愛知県豊田市 トヨタ紡織㈱猿投工場 18/04

マンション 愛知県安城市 相生マンション 11/08

マンション 愛知県安城市 グランドメゾン安城 16/11

マンション 愛知県西尾市 ゼルクタワー西尾 09/01

個人邸 愛知県蒲郡市 屋上緑化工事 02/07

民間施設 愛知県犬山市 名古屋鉄道小洞口団地 04/02～04/03

工場 愛知県小牧市 DIC㈱小牧工場 08/02

工場 愛知県小牧市 放電精密加工研究所小牧事業所 15/06
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民間施設 愛知県稲沢市 ソニーイーエムシーエス㈱稲沢テック 07/06

商業施設 愛知県稲沢市 リーフウォーク稲沢 09/03

民間施設 愛知県東海市 ㈱上組　富木島社宅 10/07

商業施設 愛知県東海市 名古屋トヨペット太田川店 12/01

工場 愛知県大府市 ㈱豊田自動織機製作所長草工場
06/03、07/01、

10/09

民間施設 愛知県清須市 ㈱宮崎 清須リサイクルセンター 11/03

民間施設 愛知県清須市 三菱重工枇杷島社宅 17/01

工場 愛知県みよし市 トヨタ自動車㈱明知工場緑化工事
03/01～03/06、

14/01、16/01

(財)2005年
日本国際博覧会協会

愛知県長久手市 愛・地球博(愛知万博) 04/09

民間施設 愛知県長久手市 コープあいち 名東センター 11/06

医療施設 愛知県長久手市 愛知医科大学病院 13/07

商業施設 愛知県長久手市 イオンモール長久手 16/02～16/09

商業施設 愛知県海部郡蟹江町 ヨシヅヤ蟹江店 13/02

民間施設 三重県松阪市 松阪ケーブルテレビ 12/11

商業施設 三重県名張市 ネッツトヨタ三重 名張店 13/05

工場 三重県いなべ市 (株)デンソー 大安製作所 13/04

民間施設 滋賀県大津市 東レ建設㈱京滋支店 10/09

開発事業 滋賀県草津市 東山道記念公園　（草津市に移管） 07/06

マンション 滋賀県栗東市 ジェイグラン・エル栗東 18/10

工場 滋賀県野洲市 オムロン㈱野州工場 09/05

工場 滋賀県湖南市 サンユ技工第一工場 18/08

個人邸 京都府京都市北区 Y邸 07/06

商業施設 京都府京都市北区 デイリーカナートイズミヤ千本北大路店 15/02

商業施設 京都府京都市上京区 セブンイレブン京都出世稲荷店 09/11

物流施設 京都府京都市伏見区 京阪淀ロジスティックヤード 15/12

マンション 大阪府大阪市西区 セレニテ本町グランデ 15/02

商業施設 大阪府大阪市阿倍野区 あべのキューズタウン 10/12、11/12

商業施設 大阪府大阪市住吉区 ライフあびこ店 11/11

民間施設 大阪府大阪市住之江区 田渕倉庫㈱第三倉庫 08/06

オフィスビル 大阪府大阪市鶴見区 津田物産㈱本社ビル 15/03

オフィスビル 大阪府大阪市北区 ニチレイ天満橋ビル 12/03

複合施設 大阪府大阪市中央区 船場ミッドキューブ 10/06

商業施設 大阪府大阪市中央区 ロイヤルホームセンター森ノ宮店 12/08

オフィスビル 大阪府堺市堺区 大阪ガス㈱南部事業本部ビル 03/08

工場 大阪府堺市堺区 ㈱クボタ堺工場 16/12

工場 大阪府堺市西区 横河ブリッジ　大阪工場 18/11

マンション 大阪府吹田市 吹田市豊津町プロジェクト　アヤコート 13/03

マンション 大阪府吹田市 アリビオ江坂垂水町 14/02

民間施設 大阪府吹田市 日本パーカライジング株式会社 17/06

マンション 大阪府吹田市 グランカサーレ北千里 17/09

商業施設 大阪府大東市 KIKONA野崎店 13/04

社会福祉施設 大阪府門真市 特養老人ホーム 四宮三養苑 12/02

オフィスビル 大阪府門真市 杉山金属工業㈱ 13/03

商業施設 大阪府交野市 パチンコ1･2･3交野店 10/05

商業施設 兵庫県神戸市灘区 神戸マツダ灘店 14/07

マンション 兵庫県神戸市垂水区 ブランズ名谷 08/03

マンション 兵庫県神戸市中央区 セルヴァ灘 05/12

複合商業施設 兵庫県神戸市中央区 神戸モザイク 10/04

マンション 兵庫県神戸市中央区 クレヴィアタワー神戸ハーバーランド 15/01

商業施設 兵庫県姫路市 朝日スポーツクラブ 06/05

マンション 兵庫県尼崎市 セルヴァ塚口マンション 04/03

工場 兵庫県尼崎市 菱彩テクニカ株式会社 17/09
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商業施設 兵庫県明石市 明石駅前南地区 16/07

商業施設 兵庫県西宮市 阪急西宮ガーデンズ ゲート館 18/07

工場 兵庫県高砂市 三菱重工業㈱高砂製作所 09/04

商業施設 奈良県生駒市 イオン奈良登美ヶ丘ショッピングセンター 06/07

社会福祉施設 和歌山県和歌山市 Ｃasa東高松 15/11

民間施設 和歌山県日高郡日高川町 関西電力㈱高津尾水力発電所 99/10

日本生活協同組合連合会 広島県尾道市 尾道冷凍流通センター 12/01

医療施設 広島県東広島市 ののやま矯正歯科医院 06/11

マンション 香川県高松市 外構壁面緑化 05/02

商業施設 香川県高松市 TSUTAYA西宝店 13/07

医療施設 愛媛県松山市 丸尾歯科医院 06/07

民間施設 愛媛県松山市 ベネフィット・ワン　松山オペレーションセンター 15/09

工場 福岡県朝倉市 キリンビール福岡工場 18/06

オフィスビル 長崎県長崎市 AIG生命保険コールセンタービル 05/11

社会福祉施設 長崎県大村市 特別養護老人ホーム FLORA 17/01

オフィスビル 大分県大分市 大分放送新社屋 07/08

複合施設 宮崎県宮崎市 宮崎空港ビル屋上緑化工事 10/02

医療施設 鹿児島県鹿児島市 厚地脳神経外科病院 11/11

《東日本高速道路（NEXCO東日本）》　
東北支社 東北自動車道 須賀川IC～大和IC 98/02～02/03

東北支社 日本海東北自動車道 河辺JCT 01/06

東北支社 常磐自動車道 常磐富岡IC、鳥の海PA 03/05、14/10

東北支社 山形自動車道
笹谷IC～山形北IC、
湯殿山IC～酒田みなとIC

00/07～02/10

東北支社 三陸自動車道 多賀城IC　電気室 15/11

東北支社 磐越自動車道 磐梯熱海IC～猪苗代磐梯高原IC 98/11

東北支社 仙台北部道路 利府JCT～富谷IC電気室 02/04、13/09

東北支社 宮城県仙台市若林区 仙台東管理事務所 16/03

関東支社 東北自動車道 川口JCT～羽生IC 97/11～02/09

関東支社 東関東自動車道 千葉北IC、成田IC 00/03、02/02

関東支社 館山自動車道 蘇我IC～市原IC、富津中央IC～富津竹岡IC 99/09、05/03

関東支社 常磐自動車道 柏IC～谷和原IC 01/10、12/06

関東支社 北関東自動車道
伊勢崎IC～足利IC、出流原PA、
真岡IC～桜川筑西IC

08/02、08/10、
10/11

関東支社 関越自動車道 藤岡PA、三芳PA（商業施設、サブトイレ）
00/02、

09/05～09/11

関東支社 京葉道路 鬼高PA～千葉東JCT、蘇我IC、幕張PA 98/01～08/04

関東支社 第三京浜道路 狩場IC 00/02

関東支社 横浜横須賀道路 佐原IC～浦賀IC、横須賀PAトイレ 08/11、10/03

新潟支社 北陸自動車道 朝日IC～名立谷浜IC 99/03～00/08

《中日本高速道路（NEXCO中日本）》　
東京支社 東名高速道路 東京IC～三ヶ日IC 98/01～11/05

東京支社 首都圏中央連絡自動車道 厚木PA、八王子JCT、あきる野IC
04/12、

11/01～14/11

東京支社 小田原厚木道路 小田原PA 04/03

東京支社 新東名高速道路 御殿場JCT～三ヶ日JCT 01/01～12/03

東京支社 中部横断自動車道 白根IC～双葉JCT 02/02

八王子支社 中央自動車道
国立府中IC、八王子JCT、
上野原IC～初狩PA

00/11～07/05

名古屋支社 東名高速道路 豊田IC～春日井IC 98/03～01/02

名古屋支社 名古屋第二環状自動車道 上社JCT～名古屋南JCT 10/07～10/12

名古屋支社 東海北陸自動車道 一宮JCT、川島PA、高鷲IC～飛騨清見IC 98/11～99/11

名古屋支社 伊勢湾岸自動車道 03/04

名古屋支社 東名高速道路 守山PA 18/02
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商品名 発注者 施工年月施工場所および工事名

《西日本高速道路（NEXCO西日本）》　
関西支社 名神高速道路 大山崎JCT 01/03～03/04

関西支社 舞鶴若狭自動車道 大飯高浜IC～小浜西IC 00/12

関西支社 京滋バイパス 石山ＩC、久御山IC他 03/02～03/10

関西支社 第二京阪道路 枚方東IC～八幡東IC 08/04

関西支社 京奈和自動車道 山田川IC 00/04

中国支社 中国自動車道 作東ＩＣ 05/01

四国支社 徳島自動車道 99/01

四国支社 高知自動車道 伊野IC～土佐IC 01/06～02/06

九州支社 東九州自動車道
清武JCT～西宮崎IC、加治木IC、
小倉東IC～小倉南IC

00/02～04/12

九州支社 長崎バイパス 長崎多良見IC付近 99/03～00/03

《首都高速道路》　

東京建設局 中央環状新宿線 西新宿JCT
07/12、

09/11～10/02

西東京管理局 都心環状線 銀座～汐留 10/09～11/06

ﾂﾙﾊﾟﾜｰ 《国土交通省》

ﾈｯﾄ 中部地方整備局 木曽川下流河川事務所 国営木曽三川公園(愛知県) 08/02

《役所》
戸田市役所 埼玉県戸田市 戸田市みどりの外環道事業 16/09

中央区役所 東京都中央区 日本橋川護岸緑化 08/09

東京都下水道局 東京都江東区 砂町水再生センター 11/01

大阪府北部水道事業所 大阪府茨木市 北部第二(佐保)ポンプ場法面緑化工事 11/03

《民間・その他》
工場 東京都羽村市 トヨタ紡織㈱東京工場 10/03

鉄道 神奈川県横浜市港北区 東急東横線元住吉駅～日吉駅 08/06

マンション 神奈川県横浜市都筑区 ヴェレーナ港北ニュータウン 08/08

個人邸 京都府京都市伏見区 斜面防災工事 11/08

《中日本高速道路（NEXCO中日本）》　
八王子支社 中央自動車道 八王子JCT 04/12～07/05

ﾂﾙﾊﾟﾜｰ 《役所》

ﾌｪﾝｽ 台東区役所 東京都台東区 台東区立蔵前小学校 18/11

福岡県県土整備局 福岡都市高速大宰府線 大野城橋脚 14/01

《民間》
マンション 宮城県仙台市青葉区 ライオンズ上杉レジデンス 15/07

商業施設 宮城県仙台市若林区 Dr.Drive セルフ 仙台卸町東店 12/10

医療施設 宮城県仙台市太白区 エビス動物病院 13/11

医療施設 福島県いわき市 遠藤クリニック 15/12

マンション 茨城県水戸市 レーベン水戸 THE PREMIERE 18/01

マンション 千葉県千葉市中央区 プレミスト本千葉ステーションフロント 18/03

マンション 東京都台東区 ザ・パークハウス浅草橋タワーレジデンス 13/12

マンション 東京都渋谷区 サンメゾン広尾 13/02

マンション 東京都渋谷区 パークコート広尾ヒルトップ 15/09

民間施設 東京都杉並区 協和産業㈱新社屋 17/08

商業施設 東京都日野市 日野市多摩平H街区新築工事 12/02

民間施設 愛知県岡崎市 岡崎センター新築工事 13/02

工場 愛知県安城市 ㈱デンソー高棚製作所 14/12

マンション 大阪府東住吉区 東住吉区中野4丁目計画 19/01

商業施設 大阪府牧方市 京阪くずは駅ビル 12/09
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商品名 発注者 施工年月施工場所および工事名

医療施設 兵庫県伊丹市 医療法人晴風園　阪神ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 18/01

マンション 広島県広島市中区 広島ガーデンシティ白島城北 15/02

《中日本高速道路（NEXCO中日本）》　
名古屋支社 新東名高速道路 岡崎SA 15/12

名古屋支社 東名阪自動車道 御在所SA 16/05

ﾍﾃﾞﾗ登ﾊﾝ 《国土交通省》

ﾄﾚﾘｽ 関東地方整備局 常総国道事務所 牛久土浦バイパス（茨城県） 03/03

北陸地方整備局 高岡国道維持出張所 国道160号（富山県) 04/03

近畿地方整備局 福井国道維持出張所 国道8号線中央分離帯 02/11

《役所》
市川市役所 千葉県市川市 緊急船着場周辺整備工事 04/03

新宿区役所 東京都新宿区 落合第一特別出張所 08/03

山梨県緑化センター 山梨県甲斐市 見本園 02/02

小牧市役所 愛知県小牧市 小牧市民会館 09/04

千葉地域支社 千葉県船橋市 前原団地 01/02

西日本支社 大阪府吹田市 千里古江台集合住宅新築工事 04/01

《民間》
マンション 東京都港区 元麻布フラット 04/11

オフィスビル 東京都江東区 東陽町ビル 08/10

集合住宅 東京都世田谷区 南烏山一丁目集合住宅新築工事 09/05

個人邸 東京都杉並区 外構 05/06

マンション 東京都八王子市 フェアシス八王子新町 14/08

教育施設 富山県滑川市 富山医療福祉専門学校校舎改築 05/12

商業施設 石川県羽咋市 宮本仏壇店本店 00/09

工場 静岡県裾野市 トヨタ自動車㈱東富士研究所テストコース 03/09、04/03

工場 愛知県名古屋市緑区 中央発條㈱ 98/12

《東日本高速道路（NEXCO東日本）》　

関東支社 東関東自動車道 千葉北IC～富里IC
99/03～00/02、

11/03～12/01
17/12

関東支社 常磐自動車道 友部JCT～水戸IC 00/10

関東支社 北関東自動車道
伊勢崎IC～岩舟JCT、栃木都賀JCT～桜川筑西IC、
笠間西IC～水戸南IC

00/02～01/09、
07/09～08/12、

10/03、10/12

関東支社 関越自動車道 練馬IC～所沢IC 00/07～00/08

関東支社 東水戸道路 水戸大洗IC～水戸南IC 96/11～99/06

関東支社 千葉東金道路 東金IC～松尾横芝IC 98/03

《中日本高速道路（NEXCO中日本）》　
東京支社 東名高速道路 東京IC～三ヶ日IC 97/10～07/10

八王子支社 中央自動車道 稲城IC～八王子IC 00/11～02/11

《西日本高速道路（NEXCO西日本）》　
関西支社 阪和自動車道 紀ノ川SA 00/06

中国支社 岡山自動車道 塔坂トンネル 01/09～01/10

四国支社 今治小松道 東予丹原IC～今治東IC 01/03～01/06

九州支社 東九州自動車道 大分米良IC～大分宮河内IC 99/10～00/02

《本州四国連絡高速道路》　

本州四国連絡高速道路 神戸淡路鳴門自動車道 淡路SA～鳴戸IC
97/11、12/05

13/05～14/03

《都市再生機構》
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商品名 発注者 施工年月施工場所および工事名

ｳｫｰﾙ 《東日本高速道路（NEXCO東日本）》　

ﾄﾚﾘｽ 東北支社 東北自動車道 国見IC～白石IC 97/08

関東支社 常磐自動車道 柏IC 97/04

《中日本高速道路（NEXCO中日本）》　
東京支社 東名高速道路 日本坂PA 99/03

名古屋支社 東名高速道路 豊川IC～一宮IC 98/11～99/07

名古屋支社 名神高速道路 一宮IC～米原JCT 97/02～98/02

名古屋支社 中央自動車道 小牧JCT～瑞浪IC 00/06～00/08

名古屋支社 東海北陸自動車道 関IC～美濃IC 97/02～99/04

《西日本高速道路（NEXCO西日本）》　
関西支社 阪和自動車道 和歌山IC～海南東IC 98/03

四国支社 高松東道路 さぬき三木IC～津田東IC 98/01

九州支社 九州自動車道 北九州管内 02/02

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 《東日本高速道路（NEXCO東日本）》　

修景用 東北支社 仙台北部道路 利府しらかし台IC～利府JCT 02/04

緑化ﾊﾟﾈﾙ 関東支社 北関東自動車道
栃木都賀JCT～宇都宮上三川IC、
友部IC～水戸南IC

00/02～00/11

関東支社 千葉東金道路 東金IC～松尾横芝IC 98/03

《中日本高速道路（NEXCO中日本）》　
八王子支社 中央自動車道 上野原IC～大月IC 00/06～01/07

《西日本高速道路（NEXCO西日本）》　
四国支社 徳島自動車道 上坂SA 98/07

《首都高速道路》
東京建設局 中央環状新宿線 富ヶ谷～西池袋　換気所（山手通り） 08/08～14/03
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