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2019年度
工 事 名
多摩動物園ライオンバス発着所工事
中根2丁目マンション新築工事
クムクム保育園金物工事
戸塚節子様共同住宅新築工事
西品川2丁目マンション新築工事
P'Sスクエア仙川（猿田彦珈琲）改修工事
内山邸新築工事
東日本橋3丁目ビル新築工事
さくらぎ保育園増築工事
コーポラス三鷹改修工事
江東区荒川・砂町庭球場改築工事
本橋正明様店舗付共同住宅新築工事
リリーゼ光が丘レジデンス新築工事
（仮）小川・加藤邸新築工事
乗泉寺新座別院新本堂建築工事
シルバービレッジ八王子西改修工事
（仮）京急バス（株）大森営業所建替工事
サンライズマンション所沢玄関ドア改修工事
市川3丁目集合住宅新築工事
上大崎1丁目マンション新築工事
南雲久義様自宅付共同住宅新築工事

福生市米空軍横田基地内鍵交換工事
玉川子羊幼稚園アルミサッシ改修工事
鵜飼・吉田邸新築工事
八王子水再生センター機械電気棟建設工事
（仮）上川原町3丁目計画新築工事
奈良機械製作所本館リニューアル工事
御殿山ガーデン改修工事
（財）住宅開発改良公社様共同住宅新築工事
（株）アザミノツー様共同住宅新築工事
武蔵村山市第3中学校校舎・屋内運動場窓枠改修工事
練馬マンション新築工事
小金井生活実習所改築工事

工 種
ステンレス手摺、エンジン、硝子、シャッター、面格子、アルミフェンス
アルミ、スチール建具、硝子
硝子、アルミ手摺、笠木、フェンス

施 工 者

眞生工業（株）
SRC建設（株）
中村建設（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、アルミ門扉
大東建託（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子
SRC建設（株）
ステンレス建具、エンジン、硝子
林建設（株）
アルミ、スチール建具、オペレーター
林建設（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、アルミ門扉
（株）田中建設
アルミ、スチール建具、硝子、イースターカーテン
（株）増田コーポレーション
アルミ、スチール建具、硝子
（株）DSDコンストラクション
アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子、オペレーター、アルミ門扉、トイレブース 大出産業（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、シャッター、アルミ門扉
大東建託（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、オペレーター、アルミ門扉
（株）田中建設
アルミ、スチール建具
（株）増田コーポレーション
住宅アルミ建具、硝子、フィルム、トイレブース
横沢建設（株）
アルミ、スチール建具、硝子、オペレーター
扶桑建設（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、オペレーター、トイレブース
京急建設（株）
スチール建具
管理組合
アルミ、スチール建具、硝子、オペレーター、アルミ手摺・笠木、アルミ門扉 大出産業（株）
アルミ、スチール建具、硝子
D2C（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子
大東建設（株）
鍵
（有）アイピーシー
アルミ建具、硝子
（株）三浦組
アルミ、住宅用アルミ、スチール建具、硝子、オペレーター
（株）山菱工務店
アルミ、スチール建具、硝子、アルミ笠木
扶桑建設（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、アルミ門扉
扶桑建設（株）
ステンレス建具、エンジン、硝子、シャッター、パーテーション
和田建設（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子
（株）DSDコンストラクション
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、シャッター
大東建託（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、アルミ門扉
大東建設（株）
アルミ建具、硝子、トップライト
立川ハウス工業（株）
アルミ、スチール建具、エンジン、アルミ門扉
（株）田中建設
アルミ、スチール、ステンレス建具、アルミカーテンウォール、エンジン、オペレーター、シャッター （株）興建社
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2019年度
工 事 名
府中市立東保育所増築及び改修工事
（仮）中島Nマンション新築工事
清水邸新築工事
藤沢市立辻堂保育園等再整備事業
日野本町江口様邸住宅サッシ工事
奈良機械製作所本館リニューアル工事Ⅱ
岩田重雄様共同住宅新築工事
ビューテックローリー（株）八王子営業所改修工事
道路工事事務所の賃貸借
（仮）小山中学校区子どもクラブ新築工事
調布市立第6中学校体育館内部改修工事
青梅市立新町小学校トイレ改修工事
調布学園・第二調布学園施設整備計画
東久留米市学園町MY邸新築工事
日商岩井府中マンションガラス押え改修工事
調布市飛田給1丁目プロジェクト改修工事
清水2丁目保育施設増築工事
豊島区の公園トイレ改修工事（6ヶ所）
（仮）小金井市中町4丁目ホステル新築工事
（仮）仲六郷4丁目高架下保育所計画
（仮）N-stage八王子大塚学生寮新築工事
（仮）清水2丁目保育施設設置改修建築
ルナマーレⅡ新築工事
都営住宅28H-112東（桐ヶ丘NO.4）新築工事
池谷信一様店舗付共同住宅新築工事
木場プロジェクト新築工事
練馬変電所機器更新に伴う建築工事
（仮）仙川ちとせ保育園本園新築工事
町田市鶴見クリーンセンター建設工事その24
サン町田旭体育館改修工事
(仮）Branche阿佐ヶ谷新築工事
東京都家畜保健施設衛生所移転改修及び増築工事
都営住宅28M-105西（立川市1番町）新築工事

工 種
アルミ、スチール建具、硝子、オペレーター

施 工 者

信和建設（株）
大春建設（株）
アルミ、住宅用アルミ建具、硝子
（株）清水工業
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、オペレーター、トップライト
横沢建設（株）
住宅用アルミ建具
西友建設（株）
アルミパネル
和田建設（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子
大東建託（株）
アルミ、スチール建具、エンジン、オペレーター
（株）田中建設
アルミ、スチール建具、硝子、オペレーター、シャッター、庇、トイレブース 立川ハウス工業（株）
アルミ、スチール建具、エンジン、硝子、オペレーター、庇
（株）若林工務店
アルミ建具、硝子、フィルム
相互建設（株）
スチール建具、トイレブース、パネル
佐久間建設（株）
アルミ、住宅用アルミ、スチール建具、硝子、フィルム、鉄骨階段.、バルコニー
砂川建設（株）
アルミ、住宅用アルミ、スチール建具、オペレーター、アルミ門扉、トップライト
昇和建設（株）
ガラスシール
管理組合
スチール、ステンレス建具、エンジン、オペレーター
扶桑建設（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子、笠木、庇、カーテンボックス
大出産業（株）
アルミ、スチール建具、硝子、トイレブース
松本建設（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、アルミ階段手摺、イースターカーテン 中村建設（株）
アルミ建具、硝子、フィルム、オペレーター
京急建設（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、アルミ門扉
扶桑建設（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子、フィルム、アルミ門扉
（株）矢島工務店
アルミ、スチール建具、エンジン、硝子、オペレーター、シャッター
東京リフレス（株）
アルミ、スチール建具、硝子
大谷建興（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、フィルム、アルミ門扉
大東建設（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子
SRC建設（株）
シャッター
西武建設（株）
アルミ、スチール建具、オペレーター、庇
永光建機（株）
トップライト
（株）石井工務店
エンジン、エンジン防護柵
（株）石井工務店
アルミ、スチール、ステンレス建具、シャッター、アルミ門扉
（株）三浦組
アルミ笠木、アルミルーバー、エクスパンション
豊友建設（株）
アルミ、スチール建具、硝子
眞生工業（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、シャッター、アルミ門扉
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2019年度
工 事 名
茅場町大栄ビル新築工事
（仮）川崎本町1丁目賃貸マンション建設工事
（仮）Branche東新宿新築工事
平和島劇場喫煙ブース設置工事
都営住宅28H-124東（平井3丁目）新築工事
都営住宅28H-110東（桐ヶ丘NO.5）新築工事
荒川総合スポーツセンター大規模改修工事
PICOナーサリ玉川上水公園新築工事
長房南保育園新築工事
北鎌倉保育園新築工事
橋本静子様共同住宅新築工事
金子正治様共同住宅新築工事
オフィス桜様共同住宅新築工事
大谷初枝様共同住宅新築工事
横山常雄様共同住宅新築工事
四番町プロジェクトSWC工事
EDO日本橋保育園新築工事
金目第２保育園新築工事
（仮）赤堤1丁目アパート新築工事
目黒区立砧野球場・サッカー場管理棟事務所改築工事
富士フィルムイメージングシステム調布長期修繕工事
（仮）初台尾桜木マンションリファイニング工事
（仮）渡辺マンションリファイニング工事
小金井鈴木様邸改修工事
立川市立第一中学校各所改修工事
（仮）グループホームしらゆり新築工事
東京消防庁多摩消防庁舎改築工事
高田馬場4丁目計画
（仮）下北沢地区上部利用計画
（仮）白鳥4丁目共同住宅新築工事
田無庁舎防火設備・執務室等改修工事
（仮）下保谷5丁目計画
（仮）Branche文京茗荷谷新築工事

工 種
硝子、アルミ手摺、笠木、フェンス

施 工 者

京急建設（株）
京急建設（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、シャッター、アルミ門扉
扶桑建設（株）
喫煙ブース、トイレブース、硝子パーテーション
京急建設（株）
アルミ、スチール建具
新日本工業（株）
アルミ、スチール建具、硝子
大谷建興（株）
アルミ建具、アルミカーテンウォール、エンジン、オペレーター、パネル
立花建設（株）
アルミ、住宅用アルミ、スチール建具、エンジン、硝子、オペレーター、トップライト
砂川建設（株）
アルミ、スチール建具、硝子、オペレーター、庇、笠木、アルミ門扉、スライディングウォール 砂川建設（株）
アルミ、住宅用アルミ、ステンレス建具、硝子
砂川建設（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子
大東建託（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子
大東建託（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子
大東建託（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子
大東建託（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、シャッター
大東建設（株）
スチールカーテンウォール、硝子
大東建設（株）
アルミ、スチール建具、エンジン、オペレーター、トップライト、アルミ門扉
（株）田中建設
アルミ、スチール建具、アルミカーテンウォール、オペレーター
（株）田中建設
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、庇、手摺、アルミ門扉
（有）克栄建設
アルミ、スチール建具、エンジン、硝子、庇、トイレブース
立川ハウス工業（株）
アルミ、スチール建具、硝子
林建設（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、庇、アルミ門扉
（株）和田組
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、アルミ門扉
（株）和田組
住宅用アルミ建具
（有）アイピーシー
住宅用アルミ、スチール建具、硝子、フィルム
中村建設（株）
アルミ、スチール建具、硝子
中村建設（株）
シャッター、オーバードア
大石建設（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、シャッター、笠木
相互建設（株）
アルミ、スチール建具、硝子
（株）山菱工務店
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、トップライト
大石建設（株）
アルミ、スチール建具、エンジン、オペレータ、トイレブース、パーテーション
大春建設（株）
アルミ、スチール建具、エンジン、硝子
モトハシホーム（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、シャッター、アルミ門扉
（株）三浦組
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、アルミ門扉、樹脂室内建具
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2019年度
工 事 名
（仮）Branche四谷新築工事
きよせ幼稚園改修工事
いなぎのぞみ保育園新築工事
IHI横浜工場精密機器倉庫シャッター改善工事
（仮）立川市柴崎町6丁目マンション新築工事

工 種
アルミ、スチール、ステンレス建具、アルミ門扉
アルミ建具、硝子
スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、オペレーター、シャッター、手摺・笠木、トップライト

シャッター
アルミ、スチール建具、エンジン、硝子、シャッター、手摺、アルミ門扉
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施 工 者
（株）三浦組
（株）山菱ハウス
相互建設（株）
（株）IHIビジネスサポート
中島建設（株）

2018年度
工 事 名
赤塚公園建物改築工事
萩の湯浴場部分改修工事
大森駅周辺高架下商業施設（A－7区画）建設工事
リリーゼ光が丘Ⅱ新築工事
クールブラン大井町Ⅰ・Ⅱ新築工事
（仮称）雑色駅高架下飲食店舗建設工事
ライフサイエンス治験薬製造施設建設工事
国分寺市立第十小学校校舎増築工事
中野区新井一丁目プロジェクト
（仮称）南青山プロジェクト新築工事
清水燃料（株）本社ビル改修工事
鬼高2丁目集合住宅新築工事
都営住宅26H-113（足立区西保木間）工事
正木浩美様共同住宅新築工事
（仮称）北区王子二丁目マンション
（仮称）立川立飛ドーム計画
（仮称）西久保１丁目計画
ブランシェ高円寺南₊新築工事
千代田区九段南２丁目計画新築工事
中野本町2丁目計画新築工事
（仮称）多摩興発（株）賃貸ビル新築工事
清水邸新築計画

ルナマーレ新築工事
上向台小学校体育館大規模改修工事
大日堂 總時寺斎条サッシ改修工事
小平市立第五小学校給食室改修工事
中町一丁目プロジェクト
墨田区文化２丁目計画新築工事
東京都多摩障害者スポーツセンター（29）改修工事
（仮称）関電工川崎寮新築工事
N-stage八王子万町新築工事
大多良住宅耐震改修その他工事
斉藤隆様共同住宅新築工事

工 種
アルミ、スチール建具、エンジン、カーテンボックス、トップライト
ステンレス建具、硝子、エンジン、アルミ門扉
アルミ、スチール建具、硝子、オペレーター、庇、アルミ幕板

施 工 者

戸倉工業（株）
（株）濱建設
京急建設（株）
アルミ、スチール建具、エンジン、アルミ門扉
（株）田中建設
アルミ、スチール建具、オペレーター、カーテンボックス、トップライト、笠木 （株）三浦組
アルミ建具、硝子、エンジン
京急建設（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子
（株）東映建工
アルミ建具、硝子
立川ハウス工業（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、アルミ門扉
（株）田中建設
アルミ、スチール建具、オペレーター
（株）和田組
佐久間建設（株）
アルミ建具、硝子
アルミ、スチール建具、硝子、シャッター、アルミ門扉、笠木、手すり
大出産業（株）
アルミ、スチール建具
新日本工業（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子、エンジン、シャッター、手すり
大東建託（株）
アルミ、スチール建具、硝子、エンジン、アルミ門扉、笠木
（株）和田組
アルミ建具、硝子、オペレーター、シャッター、庇
中村建設（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子
白木建設（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、シャッター、アルミ門扉
（株）三浦組
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、アルミ門扉
（株）谷口実業
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、スチール門扉
横沢建設（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、オペレーター、ブラインドボックス 扶桑建設（株）
アルミ建具
金澤建設（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子、エンジン、オペレーター
東京リフレス（株）
アルミ建具、パネル
三和建装（株）
アルミ建具、硝子
奥山建設（株）
アルミ、スチール建具、硝子
（株）清水建設工業
アルミ、スチール建具、アルミ門扉
（株）谷口実業
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、アルミ門扉
（株）谷口実業
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、オペレーター、トップライト、カーテンボックス 中村建設（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子、エンジン
眞生工業（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン
扶桑建設（株）
アルミ窓手すり
三和建装（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子
大東建託（株）
6

2018年度
工 事 名
岩田安雄様店舗付共同住宅新築工事
いろはな保育園 本八幡計画
6間篠様邸改修工事
東京都立東大和療育センター借上げ
小林自工様新築工事
四谷小学校窓ガラス飛散防止フィルム設置委託
町立瑞穂中学校他1校屋内運動場等改修工事
押立体育館体育室天井等改修工事
稲城市立稲城第三中学校校舎大規模改修工事
都営住宅27H-106東（北区桐ヶ丘）工事
レイジャルバルミュール新築工事
調布市クリーンセンター整備工事
株式会社やまと社宅新築工事
（仮称）調布市飛田給１丁目プロジェクト
調布市第三小学校地域学童クラブ新築工事
朝日町共同住宅新築工事
西武信用金庫村山支店新築工事
くじらハウス新築工事
本駒込5丁目共同住宅新築工事
西荻駅前日恵ビル新築工事
練馬区上石神井小学校トイレ改修工事
（仮称）吉崎メッキ化工所既存工場改修工事
（仮称）ネッツトヨタ武蔵村山店新築工事
（仮称）京急サービス（株）福浦研修複合施設新築工事
都営住宅28H-107西（村山）工事
久保田勇様共同住宅新築工事
村田博文様共同住宅新築工事
都営住宅28H-108西（村山）工事
清和小学校外壁・便所 その他改修工事
第9分団器具置き場新築工事
（仮称）雑色駅高架下第３店舗建設工事
府中市美術館エントランスロビー天井等改修工事
（仮称）府中市住吉町PJ新築工事

工 種

施 工 者

アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子、エンジン、シャッター、オペレーター 大東建託（株）

アルミ建具、硝子
アルミ、樹脂建具、硝子、アルミテラス、笠木

永光建機（株）
（株）清水建設工業
アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子、シャッター、トイレブース、オペレーター 立川ハウス工業（株）
アルミ、スチール建具、硝子、シャッター、オペレーター
東山工業（株）
硝子フィルム
（株）門馬工務店
アルミ建具
豊友建設（株）
アルミ、スチール建具、硝子
横沢建設（株）
アルミ建具、トップライト
大石建設（株）
アルミ、スチール建具、硝子
大谷建興（株）
アルミ、スチール建具、硝子、シャッター、オペレーター、トップライト
砂川建設（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具
林建設（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子、オペレーター、手すり、笠木
白木建設（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、オペレーター
扶桑建設（株）
アルミ建具、硝子、オペレーター
立川ハウス工業（株）
アルミ、スチール建具、硝子
SRC建設（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、カーテンウォール、オペレーター、カーテンボックス 扶桑建設（株）
アルミ、スチール建具、オペレーター
戸倉工業（株）
アルミ、スチール建具、硝子
（有）克栄建設
アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子、エンジン、シャッター、オペレーター 白木建設（株）
アルミ、スチール建具、トイレブース
（株）小池工務店
アルミ建具、硝子
扶桑建設（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、カーテンウォール、オペレーター 扶桑建設（株）
スチール、ステンレス建具、硝子、エンジン、パーテーション、トイレブース、庇、ブラインドボックス 京急建設（株）
アルミ、スチール建具、硝子
砂川建設（株）
アルミ、スチール建具、硝子
大東建託（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子、エンジン
大東建託（株）
アルミ、スチール建具
戸倉工業（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子、鏡
松本建設（株）
アルミ、スチール建具、硝子、トイレブース、オーバースライディングドア 大石建設（株）
アルミ、スチール建具、硝子、エンジン、オペレーター
京急建設（株）
スチール建具、天井パネル
（株）敏鉄工
アルミ、スチール建具、エンジン、オペレーター
扶桑建設（株）
7

2018年度
工 事 名
N-stage kumegawa 新築工事
至誠錦二丁目特養ホーム新築工事
（仮称）戦没者合同慰霊塔会館新築工事
都営住宅28H-113西（多摩市永山）工事
（仮称）ブランシュ幡ヶ谷新築工事
(仮称）大田区北千束２丁目計画新築工事
天神商事（株）保育園併用住宅新築工事
井口惣一様共同住宅新築工事
本橋八重子様店舗付共同住宅新築工事
目黒3丁目マンション新築工事
ふちしろコスモ保育園新築工事
秋山マンション耐震改修工事
（仮称）リーガランド都立大学新築工事
都立萩山実務学校（29）サービス棟その他改修工事
小平市立小平第五小学校増築工事
（仮称）天然温泉平和島2018年度リニューアル工事
（仮称）特別養護老人ホーム小平清風苑新築工事
多摩動物園ライオンバス発着所整備工事
練馬区立下石神井小学校校舎改築工事
工学院大学八王子キャンパス3号館バリアフリー化改修工事
印刷局東京工場本館１階製版室他改修工事
東京ゆりかご幼稚園小規模保育所新築工事
PICOナーサリ幼稚園新高円寺新築工事
立川市立第二中学校屋内運動場中規模改修工事
ローズウィング（合）様事務所付共同住宅新築工事
横川町有料老人ホーム用途変更及び増築工事計画
4特別養護老人ホーム南聖園新築工事
（仮称）根岸こどもクラブ新築工事
井口コミュニティーセンター本館外壁及び屋上防水改修工事
（仮称）ロワール早宮４丁目新築工事
加藤ビル新築工事
クムクム保育園新築工事
姿見の池緑地公衆トイレ・防災倉庫設置工事

工 種
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、アルミ門扉
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、オペレーター
アルミ、スチール建具、硝子、トイレブース、手すり、笠木
アルミ、スチール建具、硝子
アルミ、スチール、ステンレス建具、シャッター、アルミ門扉
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、アルミ門扉
アルミ、スチール建具、硝子、シャッター、オペレーター、アルミ門扉
アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子
アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子、シャッター、アルミ門扉
アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子
スチール建具
アルミ建具、硝子
アルミ、スチール建具、シャッター、手すり、ルーバー
スチール建具
アルミ笠木
アルミ建具、硝子、鏡
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、オペレーター、アルミ門扉
アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子、エンジン、シャッター、トイレブース
スチール建具、スチール門扉
アルミ、ステンレス建具、硝子、エンジン
アルミ、スチール建具、硝子
アルミ、スチール建具、硝子

施 工 者

扶桑建設（株）
日本建設（株）
（株）三和住建
中村建設（株）
（株）三浦組
（株）谷口実業
大出産業（株）
大東建設（株）
大東建託（株）
SRC建設（株）
（株）田中建設
（株）清水建設工業
（株）和田組
（株）石井工務店
（株）加藤工務店
（株）東映建工
扶桑建設（株）
眞生工業（株）
昇和建設（株）
砂川建設（株）
立花建設（株）
砂川建設（株）
アルミ、樹脂、スチール建具、硝子、エンジン、カーテンウォール、オペレーター 砂川建設（株）
スチール建具、鏡、トイレブース、笠木
砂川建設（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子、エンジン、オペレーター
大東建設（株）
アルミ、スチール建具、エンジン、オペレーター、トップライト
（株）田中建設
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、オペレーター、アルミ門扉 （株）田中建設
アルミ、樹脂建具、硝子、トイレブース、庇
立川ハウス工業（株）
スチール建具、アルミ防水ガラリ
（株）マルリョウ
アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子
（有）アイ・ピー・シー
アルミ、スチール建具、硝子、シャッター、庇、笠木、手すり
（株）目時工務店
アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子、エンジン、オペレーター、庇、門扉 中村建設（株）
アルミ、スチール建具、硝子、シャッター
白木建設（株）
8

2018年度
工 事 名
東池袋第二保育園大規模修繕工事
町田市立鶴川第一小学校体育館棟改築工事
とちのみ保育園新築工事
（仮称）坂浜たんぽぽの里施設整備計画
（仮称）ブランシュ笹塚Ⅱ新築工事
（仮称）ブランシュ新宿新築工事
（仮称）東尾久４丁目計画新築工事
（仮称）大泉学園プロジェクト新築工事
第二しんあい保育園新築工事
南蒲田１丁目計画新築工事

工 種
アルミ、スチール、ステンレス建具、オペレーター
アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子

施 工 者

（株）歌工務店
システム・ハウジング（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子、エンジン、オペレーター、アルミ門扉 相互建設（株）
アルミ、スチール建具、硝子、オペレーター
相互建設（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、シャッター、アルミ門扉
（株）三浦組
アルミ、スチール建具、パーテーション、スクリーン
（株）三浦組
アルミ、スチール建具、パーテーション、スクリーン
（株）三浦組
アルミ、スチール建具
横沢建設（株）
アルミ、スチール建具、硝子、エンジン、トイレブース、手すり
関建設工業（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子、庇、笠木
相互建設（株）
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2017年度
工 事 名
（仮称）初台プロジェクト新築工事
都営住宅26H-115西（調布緑ヶ丘2丁目）工事
粕谷ビル新築工事
小金井眼科本院改修工事
立川市錦町2丁目プロジェクト
N-ｓｔａｇｅ八王子新築工事
(2017年度～)
（合）岡本不動産様マンション新築工事
府中市立学校給食センター新築工事
光が丘公園テニスコート更衣棟改築工
東京消防庁第九消防方面本部消防救助所再築工事

工 種

施 工 者

アルミ、スチール建具、硝子、アルミ門扉
アルミ、スチール建具
住宅アルミ建具、硝子、ｼｬｯﾀｰ、室内建具

横沢建設（株
林建設（株）
平野建設（株）
関建設工業（株）
扶桑建設（株）
扶桑建設（株）
大東建設（株）
大東建託（株）
（株）田中建設
（株）古川工務店

スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、オペレーター、パーテーション

アルミ、スチール建具、シャッター
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、シャッター
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、アルミ門扉
スチール、建具、エンジン
アルミ、スチール建具、硝子
アルミ、スチール建具、硝子、シャッター、トイレブース、アルミ庇、
ミ笠木

アル

大出産業（株）

（有）シーエフ様共同住宅新築工事
府中東高等学校内窓取り付け工事
（株）ふじなわ２階事務所改修工事
社会福祉法人童愛会 江の島保育園新築工事
ブルエ立川新築工事
西東京市芝久保5丁目GH計画
都立多摩総合医療センター（28）職員住宅外壁改修工事
堀澤邸改修工事
西武信用金庫原宿支店
渡辺宏行様事務所付共同住宅新築工事

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、アルミ門扉
住宅アルミ建具、樹脂内窓
住宅アルミ建具、硝子、アルミ庇

大東建託（株）
立川ハウス工業（株）
白木建設（株）
住宅用ビル用アルミ、スチール建具、エンジン、硝子、オペレーター、トップライト 白木建設（株）
アルミ、スチール建具、硝子
砂川建設（株）
住宅アルミ建具、アルミ門扉
大谷建興（株）
硝子、アルミ笠木
豊友建設（株）
住宅アルミ建具、シャッター、デッキ
（株）清水建設工業
スチール建具、ブラインドボックス
扶桑建設（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、シャッター
大東建託（株）

（仮称）アメニティー富士見新築工事

住宅アルミ、スチール建具

中村建設（株）

グループホームたんぽぽの郷新築工事
登戸プロジェクト新築工事
リーガランド目黒本町新築工事
石井保育園増築工事
（仮称）DIG守衛所新築工事
奈良機械製作所倉庫改修工事
大森町駅付近高架下A-6区画計画
（仮称）フェリーチェ栄町新築工事
日野市おおくぼ保育園大規模改修工事
至誠第二保育園改築工事

アルミ、スチール建具、エンジン、硝子、シャッター、オペレーター
アルミ、スチール建具、硝子、アルミ門扉
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、オペレーター、アルミ門扉
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、アルミ門扉
アルミ、スチール建具、シャッター、トイレブース
アルミ、スチール建具、エンジン、硝子、オペレーター、アルミ庇
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、アルミ門扉
アルミ、スチール建具、硝子、トイレブース、パーテーション
住宅用アルミ、スチール建具、エンジン、シャッター、トップライト

相互建設（株）
（株）三浦組
（株）三浦組
横沢建設（株）
鳳建設（株）
鳳建設（株）
京急建設（株）
扶桑建設（株）
眞生工業（株）
砂川建設（株）

10

2017年度
工 事 名

工 種

施 工 者

滑川とよ様共同住宅新築工事
小糸正文様共同住宅新築工事
深山雅子様共同住宅新築工事
鈴木由男様共同住宅新築工事
東京大学（西東京）格納庫等新営工事
都営住宅26M-104西（練馬区旭ヶ丘）工事
（仮称）軽費老人ホーム国立あおやぎ苑新築工事
浅川毛木ビル改修工事
東大和市第五小学校j校舎外壁建具改修工事
Branche北沢新築工事
大正保育園改築工事
（仮称）幡ヶ谷プロジェクト新築工事
日野市立日野第七小学校トイレ改修工事
フィルパークひばりが丘プロジェクト新築工事
南鶴牧小学校改修工事
品川警察署青物横丁駅前交番改築工事
岩上節子様共同住宅新築工事
鍋岡政義様施主様宅付医療ビル新築工事
清和小学校給食室・便所その他改修工事
（仮称）七国山小学校開放機能向上施設新築工事
町田市立鶴川第一小学校給食棟改築他工事
TK神宮前新築工事
昭島市立瑞雲中学校大規模改造工事
IHI瑞穂工場M４セル吸気シャッター工事

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、シャッター、アルミ門扉
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、アルミ門扉
アルミ、スチール建具、シャッター
アルミ、スチール建具、硝子
アルミ、スチール建具、エンジン、硝子、オペレーター
アルミ、スチール建具、硝子
アルミ建具、硝子
アルミ、スチール建具、シャッタ-、アルミ門扉
アルミ建具、オペレーター、アルミ手摺、笠木、アルミ庇
アルミ、スチール建具、トップライト
ステンレス建具、鏡、トイレブース
アルミ建具、硝子
アルミ、スチール建具、、シャッター
アルミ、スチール建具、硝子
アルミ、スチール建具、硝子
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、シャッター、アルミ門扉
アルミ、スチール建具、硝子
アルミ、スチール建具、硝子、アルミ庇
アルミ建具
アルミ、スチール、ステンレス建具
アルミ、スチール建具、硝子
アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子、アルミルーバー

大東建設（株）
大東建設（株）
大東建託（株）
大東建託（株）
長田組土木（株）
（株）古川工務店
中村建設(株)
西友建設（株）
坂村建設（株）
（株）三浦組
佐久間建設（株）
横沢建設（株）
眞生工業（株）
三和建装（株）
（株）三浦組
京急建設（株）
大東建設（株）
大東建設（株）
松本建設（株）
（株）若林工務店
システム・ハウジング（株）
横沢建設（株）
（株）マルリョウ
（株）IHIビジネスサポート

（仮称）衣笠十字路案内所建替え工事

アルミ、スチール建具、エンジン、硝子、トイレブース、
スライディングウォール、カーテンボックス

鳳建設（株）

ZaＨｏｕｓｅ防音壁工事
長谷川太様共同住宅新築工事
給田３丁目住宅新築工事
武蔵関共同住宅新築工事
（仮称）深沢様店舗共同住宅新築工事
（仮称）Ｆuｊｉ赤とんぼ保育園新築工事

アルミ防音壁
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、アルミ門扉
アルミ、スチール建具、オペレーター
アルミ、スチール建具、硝子
アルミ建具
硝子、鏡

（有）村木塗装店
大東建設（株）
林建設（株）
（有）克栄建設
中島建設（株）
中村建設（株）
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2017年度
工 事 名

工 種

施 工 者

（仮称）富士見町１丁目神田ビル新築工事

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、アルミ手摺、
木、室内建具

温泉施設大規模改修工事
榎本邸新築工事
大隅邸新築工事
東京都土木技術支援人材育成センター建具改修工事
奈良機械製作所事務所改修工事
（仮称）天空橋プロジェクト新築工事
江東ビル新築工事
三鷹若葉幼稚園増築工事

オペレーター
アルミ建具、硝子
アルミ建具、硝子、スチール門扉
アルミ建具、硝子
スライディングウォール、パーテーション、硝子
アルミ、スチール建具、硝子、シャッター、アルミ門扉
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン
アルミ建具、硝子

（仮称）立川市曙町2丁目学生マンション新築工事

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、アルミ手摺、
木、室内建具

舟木邸新築工事
小平市立上宿小学童クラブ第二新築工事
秀和ハウス様共同住宅新築工事
大東京信用組合十条支店新築工事

アルミ、スチール建具、硝子
アルミ建具、硝子
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、アルミ門扉
スチール、ステンレス建具、エンジン

特別養護老人ホーム福寿園みなみ野 新築工事

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、アルミ手摺、
ルミ門扉

都営住宅27M-104西及び27H-117西 工事
三輪緑地管理棟改修工事
都営住宅27H-108西（村山A) 工事
町田社宅A棟外装他補修工事
（仮称）LIGALAND三田新築工事
ファイブスター東名横浜ショールーム増改築工事
御殿場グランピング計画
PICOナーサリ和田堀保育園新築工事
東京高地簡裁庁舎内部改修工事
H29葛西クリーンタウン清新プラザ1号棟他改修工事
川島トシ子様共同住宅新築工事
上原和久様共同住宅新築工事

アルミ、スチール建具
アルミ建具、エンジン、硝子、オペレーター
アルミ、スチール建具、硝子
アルミ手摺
アルミ、スチール建具、アルミ門扉
アルミ建具、オペレーター、イースターカーテン
アルミ建具、硝子
住宅用アルミ建具、エンジン、硝子、アルミ門扉
アルミ防水ガラリ
スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、オペレーター
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、アルミ門扉
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、シャッター

（株）長井工務店
（株）石井工務店
中村建設（株）
大石建設（株）
（株）三浦組
（株）中島建設
（株）東映建工
砂川建設（株）
立花建設（株）
三和建装（株）
大東建託（株）
大東建託（株）

エーピーシー様オフィスビル新築工事

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、シャッター、
アルミ門扉

大東建託（株）

宇佐美商店様店舗付共同住宅新築工事

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、オペレーター

大東建設（株）
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笠

中村建設（株）
豊友建設（株）
（株）増田コーポレーション
平野建設（株）
（有）プライムエステート
（株）和田建設
京急建設（株）
（株）田中建設
永光建機（株）

笠

中村建設（株）
住友不動産（株）
立川ハウス工業（株）
大東建託（株）
（株）田中建設
ア

（株）田中建設

2017年度
工 事 名

工 種

施 工 者

卜部友子様共同住宅新築工事
岩崎伊知郎様共同住宅新築工事
辻和子様共同住宅新築工事
前原5丁目ビル新築工事
立柴３保健所＋住宅新築工事
八王子鑓水診療所計画新築工事
コロニー中野新築工事
ガーラ調布新築工事
リリーゼ門前仲町新築工事
平成29年度区立西台保育園事務室移設工事
山本様邸新築工事
（仮称）駒井町みんなの家新築工事
（仮称）もみの木保育園希望ヶ丘新築工事
（仮称）ＹＳＣ福生市志茂ビル新築工事

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、オペレーター
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子
アルミ、スチール建具、オペレーター
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、シャッター
アルミ、スチール建具、アルミCW、エンジン、オペレーター、トップライト
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、シャッター、アルミ門扉
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、アルミ門扉
アルミ建具、硝子、鏡、アルミ門扉
住宅用アルミ建具、硝子
アルミ建具、硝子、アルミ門扉、フェンス
アルミ、スチール建具、硝子、鏡
アルミ、スチール建具、硝子、シャッター、アルミ手摺

大東建託（株）
大東建設（株）
大東建設（株）
林建設（株）
（株）ＹａｚａｗａＬｕｍｂｅｒ
（株）田中建設
林建設（株）
（株）田中建設
（株）田中建設
（株）古川工務店
（株）早野組
白木建設（株）
白木建設（株）
中村建設（株）

秋川消防署（29）増築工事（Ⅱ期）

アルミ、スチール建具、オペレーター、カーテンボックス、ステン手摺、
フェンス、トップライト

豊友建設（株）

矢野口駅前ビル新築工事
（仮称）Branche哲学堂新築工事
調布市立北ノ台小学校増築工事
よつぎ第二保育園増改築工事
（仮称）東向島6丁目計画新築工事
（仮称）梅田2丁目マンション新築工事
都営住宅27H-109西（村山B) 工事
都営住宅27H-106西（府中住吉町) 工事

アルミ、スチール建具、エンジン、硝子、シャッター、アルミ門扉
アルミ、スチール、ステンレス建具、シャッター
アルミ、スチール建具、硝子
アルミ、スチール、ステンレス建具、トップライト、樹脂内窓
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、アルミ門扉
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、、アルミ門扉
アルミ、スチール建具、硝子
アルミ、スチール建具、硝子

相互建設（株）
（株）三浦組
相互建設（株）
佐久間建設（株）
内野建設（株）
（株）谷口実業
（株）増田コーポレーション
（株）三浦組
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2016年度
工 事 名
南小岩６丁目マンション新築工事
（株）ニッパンエンジニアリング本社新築工事
江東区男女共同参画推進センター改修工事
東京リハビリ協会日の出事業所２号館建築工事
合同会社BOND様共同住宅新築工事
リリーゼ中野南台新築工事
(2017年度～)
江東区深川スポーツセンター改修工事
（株）免疫生物研究所前橋Kパイロットプラン建築工事
中尾様邸改修工事
飯田邸増築工事
（仮称）LIGALAND早稲田新築工事
東京ロジテック TL-３ 建替工事
二宮電線工業淵野辺工場第二増築工事
三ツ木グループ本社ビル新築工事
IHI瑞穂工場正門警備室改修工事
警視庁有家族待機寮砂川住宅３号館改修工
セブンイレブン京急ST雑色店新築工事
（仮称）大野台１丁目ビル大規模改修行為
鶴見研究施設改修工事
（仮称）東麻布２丁目計画新築工事
東京農林総合研究センター立川庁舎改修工事

工 種
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、シャッター
アルミ、スチール建具、硝子、オペレーター、アルミ手摺

（株）ジュントラスト
（株）YAZAWA LUMBER
アルミ、スチール、ステンレス建具、オペレーター、エンジン、ｼｬｯﾀｰ、トイレブース 新日本工業（株）
アルミ、スチール建具、エンジン、硝子
立川ハウス工業（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、アルミ門扉
大東建設（株）
（株）田中建設
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン
（有）克栄建設
アルミ建具、硝子、アルミ笠木
アルミ、スチール建具、オペレーター、トップライト
立花建設（株）
スチール、ステンレス建具、トイレブース、パーテーション
（株）清水建設工業
デッキ、カーポート
（有）成徳プランニング
アルミ建具、オペレーター、硝子、庇
（株）石井工務店
アルミ、スチール、ステンレス建具、シャッター
（株）三浦組
アルミ、スチール建具、オペレーター、硝子、シャッター
砂川建設（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、アルミカーテンウォール、エンジン、オ
（株）田中建設
ペレーター、庇
アルミ、スチール、ステンレス建具、アルミカーテンウォール、エンジン、オ
林建設（株）
ペレーター、アルミ門扉
アルミ、スチール建具、硝子
（株）IHIビジネスサポート
アルミ手摺
豊友建設（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、シャッター
京急建設（株）
（株）中島建設
アルミ、スチール建具、オペレーター
スチール建具、エンジン、硝子、アルミ庇
京急建設（株）
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、トイレブース
（株）田久保工務店
アルミ、アルミ木複合、ステンレス建具、エンジン、硝子、シャッター、防水ガラリ、
砂川建設（株）
トップライト、パーテーション

的場誠一様共同住宅新築工事
Drオフィス様共同住宅新築工事
特老 桧原苑新築工事
リリーゼ東小金井新築工事

アルミ、スチール、ステンレス建具、アルミカーテンウォール、エンジン、硝
子、笠木、パーテーション
アルミ、スチール建具、硝子、アルミ門扉
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、オペレーター、アルミ門扉
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、アルミ門扉

住吉小学校校舎内装大規模改造工事
聖書キリスト教会東京協会外壁改修工事
Ｂｒａｎｃｈｅ西新宿新築工事

アルミ、スチール建具、シャッター、トイレブース
アルミ建具、硝子
アルミ、スチール、ステンレス建具、シャッター

ステップ常盤台ビル新築工事

施 工 者
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住友不動産（株）
大東建託（株）
大東建託（株）
（株）田中建設
（株）田中建設
新日本工業（株）
林建設（株）
（株）三浦組

2016年度
工 事 名
梅屋敷駅構内店舗新築工事
村野彌太郎様共同住宅新築工事

工 種
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン
アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子

施 工 者
京急建設（株）
大東建託（株）

赤羽南１丁目共同住宅総合改修工事

アルミ、スチール建具、オペレーター、シャッター、カーテンボックス、スラ
イディングウォール
アルミ、スチール建具、硝子、トイレブース、アルミフェンス、アルミ庇

栗原一雄様共同住宅新築工事

アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子

大東建託（株）

（仮称）しらゆり福祉作業所新築工事
練馬区立学校教育支援センター大泉分室新築工事
天神一丁目計画新築工事
日野市民の森ふれあいホール改修工事

アルミ、スチール建具、硝子、アルミ手摺、笠木、アルミ庇
アルミ、スチール建具、エンジン
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、シャッター
ステンレス手摺、硝子

中村（株）
（株）小池工務店
（株）加藤工務店
眞生工業（株）

首都大学東京日野キャンパス改修工事

アルミ、スチール、ステンレス建具

中村建設（株）

（仮称）蒲田４丁目プロジェクト新築工事
小平市立学園東小学校プール更衣室増築工事
三鷹市立高山小学校時限付新校舎整備工事
（仮称）国立の家共同住宅新築工事
東京都障害者総合スポーツセンター仮設棟工事

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、シャッタ-、クロゼットドア
アルミ建具、硝子、アルミ門扉
アルミ建具、硝子
アルミ、スチール、ステンレス建具、シャッタ-、アルミ門扉
アルミ、スチール建具、エンジン、硝子、シャッタ-、パーテーション

京急建設（株）
立川ハウス工業（株）
立川ハウス工業（株）
（株）田中建設
立川ハウス工業（株）

（仮称）パイオニアキッズ第二仙川園新築工事

アルミ、スチール建具、オペレーター、シャッター、トップライト

永光建機（株）

EXAM吉祥寺新築工事
EXAM大森新築工事
稲城消防出張所新築工事
臨港バス横浜営業所新築工事
（仮称）東豊田複合施設建築工事
かながわ信用金庫横浜営業所新築工事
グランドイースト高松町新築工事
グランステート様共同住宅新築工事
（仮称）萩の湯新築工事
初台計画新築工事
（仮称）成田東４丁目保育園新築工事
稲城第二小学校校舎大規模改修工事
八王子明神町３丁目計画新築工事

アルミ、スチール、ステンレス建具、アルミ門扉
アルミ、スチール、ステンレス建具
シャッター、パーテーション、トイレブース
シャッター、スライディングウォール
アルミ、スチール建具、硝子、トイレブース、スライディングウォール
スチール、ステンレス建具、トイレブース
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、オペtレーター
アルミ、スチール建具、エンジン、硝子、シャッタ-、アルミ門扉
アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子、アルミルーバー
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、パーテーション
アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子、オペレーター
アルミ建具、硝子
アルミ、スチール、ステンレス建具
アルミ、スチール建具、エンジン、硝子、シャッター、オペレーター、ステン
レス手摺
アルミ建具、硝子
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（株）三浦組
（株）三浦組
大石建設（株）
京急建設（株）
眞生工業（株）
京急建設（株）
扶桑建設（株）
大東建託（株）
（株）濱建設
新日本工業（株）
（株）目時工務店
大石建設（株）
扶桑建設（株）

鶴風会小児科療育病院みどり愛育園改修工事

小滝橋自動車営業所杉並支所整備工事
根岸５丁目定期利用保育施設借上

中村建設（株）
三和建装（株）

京急建設（株）
大和リース（株）

2016年度
工 事 名
栄光多摩平の森保育園新築工事
砂原保育園建替工事
府中第七小学校ｻｯｼ、硝子飛散防止フィルム工事
多摩総合医療センター内装工事
一本松集会場建築工事
阿川アキ様共同住宅新築工事
若林様共同住宅新築工事
ワークライフ様共同住宅新築工事
東京大学（西東京）格納庫等新営工事
中町2丁目精華保育園新築工事
リリーゼ小金井梶野町５丁目計画新築工事
立川錦町３丁目計画新築工事
朝日航洋（株）空間情報事業本社新築工事
東京国税局練馬寮改修その他工事
東京医科大学八王子医療センター改修工事
調布市金子地域福祉センター改修工事
（仮称）LIGALAND市ヶ谷薬王寺新築工事
駒沢大学プロジェクト新築工事
中野ひまわり保育園新築工事
（仮称）LIGALAND本郷新築工事
東京海洋大学（越中島）百周年記念資料館他新築工事
ステータス立川新築工事
Ｈ26昭和四阿建築他工事
都営住宅25H-101東（北区桐ケ谷２丁目）工事
都営住宅24H-113東（江戸川区船堀１丁目）工事
（仮称）渡辺バンビ様共同住宅新築工事
モリヤ様テナントビル新築工事
高峰地所ビル新築工事
府中２丁目プロジェクト新築工事

工 種
アルミ、アルミ室内建具、エンジン、硝子、シャッター
アルミ、スチール建具、オペレーター、硝子、トップライト、トイレブース、ア
ルミ門扉
ガラスフィルム
スチール建具、硝子、パーテーション
アルミ建具、硝子
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子
アルミ、スチール建具、硝子
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、オペレータｰ、シャッ
ター、アルミ門扉
スチール建具、硝子、シャッター
アルミ、スチール、ステンレス建具、オペレーター、スライディングウォー
ル、トイレブース、アルミ門扉
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、アルミ門扉
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、アルミ門扉
アルミ建具、オペレーター、アルミ門扉
アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子
スチール建具、エンジン、硝子
スチール建具、シャッター、オペレーター
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、シャッター、アルミ門扉
アルミ、スチール建具、エンジン、トップライト、アルミ門扉
アルミ、スチール建具、エンジン、オペレーター、シャッター、アルミ門扉
アルミ、スチール建具

施 工 者
砂川建設（株）
砂川建設（株）
（有）石川建設
河村建設（株）
立川ハウス工業（株）
大東建設（株）
大東建託（株）
大東建設（株）
長田組土木（株）
（株）田中建設
（株）田中建設
（株）田中建設
西武建設（株）
立花建設（株）
西友建設（株）
相互建設（株）
（株）三浦組
横沢建設（株）
横沢建設（株）
（株）三浦組

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、トイレブース、間仕切り、ア
大出産業（株）
ルミ笠木、硝子
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン
アルミ、スチール建具、エンジン、トイレブース、オペレーター、硝子
アルミ、スチール建具
アルミ、スチール建具、アルミ門扉
アルミ、スチール、ステンレス建具、シャッター、アルミ門扉、硝子
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、オペレーター、硝子
アルミ、スチール建具、アルミカーテンウォール、エンジン、オペレーター、
アルミ門扉
アルミ、スチール、ステンレス、樹脂建具、エンジン
16

（株）長井工務店
砂川建設（株）
大谷建興（株）
（株）三浦組
大東建託（株）
大東建託（株）
（株）田中建設
（株）田中建設

2016年度
工 事 名
小平第一中学校他９校防災機能強化工事
鉄道総合研究所管理棟１Ｆ改修工事
社会福祉法人鶴風会東京小児療育病院改修工事
（仮称）住吉町１丁目ビル新築工事
（仮称）国立Ｍビル新築工事
立川基地跡地備蓄倉庫新築工事
新田保育園新築工事
メゾンＭＳ第一ビル新築工事
立川共同住宅＋店舗新築工事
（仮称）LIGALAND目黒新築工事
こどもの森幼稚園遊戯室棟新築工事

工 種
スチール建具、硝子
アルミ建具、エンジン、硝子
アルミ、スチール建具、オペレーター、カーテンボックス、庇、硝子
アルミ、スチール建具、アルミ手摺、庇、硝子
アルミ、スチール、樹脂建具、硝子
アルミ、スチール建具、シャッター、オペレーター、アルミ手摺
アルミ、スチール建具、トイレブース、スチール門扉、硝子
アルミ、スチール建具、エンジン、アルミ門扉、オペレーター
アルミ、スチール建具、シャッター、オペレーター、アルミ門扉
アルミ、スチール建具、エンジン、シャッター、アルミ門扉
アルミ、スチール建具、オペレーター、アルミ門扉

17

施 工 者
（株）清水建設工業
白木建設（株）
中村建設（株）
白木建設（株）
（株）中村
坂村建設（株）
横沢建設（株）
西友建設（株）
相互建設（株）
（株）三浦組
横沢建設（株）

