
物件名称 納入場所 事業主 注文主 完成年⽉ タイプ

ヴィークコート三軒茶屋 東京都世田谷区 清水総合開発㈱ 大末建設㈱ 2015年1⽉ 二多段式
ザ・パークハウス浦和別所 埼玉県さいたま市南区 三菱地所レジデンス㈱ ㈱淺沼組 2015年1⽉ 二多段式
NREG赤坂ビル 東京都港区 NREG東芝不動産㈱ 東急建設㈱ 2015年2⽉ 二多段式
リストレジデンス桜新町 東京都世田谷区 リスト㈱ 奈良建設㈱ 2015年2⽉ 二多段式
ザ・パークハウス大井町レジデンス 東京都品川区 三菱地所レジデンス㈱ ㈱淺沼組 2015年2⽉ 二多段式
レーベン柏Crystal I'll 千葉県柏市 ㈱タカラレーベン 大末建設㈱ 2015年3⽉ 二多段式
ザ・パークハウス新子安テラス 神奈川県横浜市神奈川区 三菱地所レジデンス㈱ ㈱熊谷組 2015年3⽉ 二多段式
ブランズ横濱⾺⾞道レジデンシャル 神奈川県横浜市中区 東急不動産㈱ ㈱フジタ 2015年3⽉ エレベータ式
リビオ新宿ザ・レジデンス 東京都新宿区 新⽇鉄興和不動産㈱ ㈱淺沼組 2015年4⽉ 二多段式
綾瀬循環器病院新築移転⼯事 東京都⾜⽴区 医療法⼈社団栄悠会 ⿅島建設㈱ 2015年6⽉ 地下式
ザ・タワー横須賀中央 神奈川県横須賀市 京浜急⾏電鉄㈱ ㈱淺沼組 2015年8⽉ エレベータ式
ネクサスシーズン⼾塚 神奈川県横浜市⼾塚区 東京建物㈱ 大末建設㈱ 2015年9⽉ 二多段式
ブランズ平岸駅前 北海道札幌市豊平区 東急不動産㈱ ㈱淺沼組 2015年9⽉ 二多段式
カワサキ・ミッドマークタワー 神奈川県川崎市川崎区 ㈱モリモト 東亜建設⼯業㈱ 2015年9⽉ エレベータ式
ホテルＪ２ タワーパーキング入替⼯事 神奈川県横浜市港北区 ㈱栄光エステート 東亜事業㈱ 2015年10⽉ タワーパーキング
ザ・パークハウス四谷若葉レジデンス 東京都新宿区 三菱地所レジデンス㈱ 名⼯建設㈱ 2015年11⽉ 地下式
ザ・パークハウス 多摩センター 東京都多摩市 三菱地所レジデンス㈱ ㈱フジタ 2015年12⽉ 二多段式
センチュリー宇都宮　弐番館 栃木県宇都宮市 ㈱飯田産業 ㈱ナカノフドー建設 2016年1⽉ 二多段式
モードヴィスタ常盤平　保全⼯事 千葉県松⼾市 清水総合開発㈱ 清水総合開発㈱ 2016年2⽉ 二多段式
リストレジデンス茅ヶ崎 神奈川県茅ケ崎市 リスト㈱ 奈良建設㈱ 2016年2⽉ 二多段式
ブランズ市川レフィール 千葉県市川市 東急不動産㈱ ㈱鍛冶田⼯務店 2016年3⽉ 二多段式
グランドメゾン桜新町レジデンス 東京都世田谷区 積水ハウス㈱ ㈱淺沼組 2016年3⽉ 二多段式
ジオ御苑内藤町 東京都新宿区 阪急不動産㈱ ㈱淺沼組 2016年4⽉ 二多段式
ウエリス津田沼 千葉県船橋市 NTT都市開発㈱ ㈱ナカノフドー建設 2016年8⽉ 二多段式
JRイン札幌南口 北海道札幌市 NREG東芝不動産㈱ ㈱熊谷組 2016年8⽉ エレベータ式
ベルザ仙台ビル　機械式駐⾞設備入替⼯事 宮城県仙台市 ㈱ベル・アンド・ウイング ㈱ベル・アンド・ウイング 2016年10⽉ 地下式
NREG秋葉原ビル　カーリフト更新⼯事 東京都千代田区 NREG東芝不動産㈱ NREG東芝不動産㈱ 2016年11⽉ ⾃動⾞⽤エレベータ
ザ・レジデンス津田沼奏の杜 千葉県習志野市 三菱地所レジデンス㈱ ㈱フジタ 2016年12⽉ 二多段式
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⽇本大学経済学部新校舎新築⼯事 東京都千代田区 学校法⼈⽇本大学 ㈱フジタ 2017年1⽉ エレベータ式
プレミスト九段 東京都千代田区 大和ハウス⼯業㈱ ⻘木あすなろ建設㈱ 2017年2⽉ 地下式
横浜東芝ビル駐⾞装置保全⼯事 神奈川県横浜市中区 NREG東芝不動産㈱ NREG東芝不動産㈱ 2017年2⽉ 地下式
ザ・パークハウス浦和タワー 埼玉県さいたま市 三菱地所レジデンス㈱ ㈱フジタ 2017年5⽉ エレベータ式
ドーミーイン甲府丸の内 ⼭梨県甲府市 ㈱共⽴メンテナンス ㈱フジタ 2017年6⽉ エレベータ式
グランドメゾン⽬⿊東⼭パークフロント 東京都⽬⿊区 積水ハウス㈱ 若築建設㈱ 2017年6⽉ 地下式
ザ・パークハウス⼭吹神楽坂 東京都新宿区 三菱地所レジデンス㈱ ㈱熊谷組 2017年12⽉ 二多段式
ジオ四谷荒木町 東京都新宿区 阪急不動産㈱ ㈱淺沼組 2018年3⽉ エレベータ式
電響社関東新社屋 東京都千代田区 ㈱電響社 ㈱安藤・間 2018年4⽉ 地下式
ディアナガーデン⻄⿇布 東京都港区 ㈱モリモト ㈱イチケン 2018年5⽉ 地下式
ザ・パークハウス⼾塚フロント 神奈川県横浜市⼾塚区 三菱地所レジデンス㈱、大洋建設㈱ ㈱フジタ 2018年7⽉ エレベータ式
ＮＯＨＧＡホテル上野 東京都台東区 野村不動産㈱ 清水建設㈱ 2018年9⽉ 二多段式
㈱ナカノフドー建設新社屋　ＮＦ⻘葉 宮城県仙台市 ㈱ナカノフドー建設 ㈱ナカノフドー建設 2018年10⽉ 二多段式
ブリリア向ヶ丘遊園 神奈川県川崎市 東京建物㈱ 大末建設㈱ 2018年12⽉ 二多段式
ザ・パークハウス仙台錦町 宮城県仙台市 三菱地所レジデンス㈱ 松井建設㈱ 2018年12⽉ 二多段式
ブランズ 六本木飯倉⽚町 東京都港区 東急不動産㈱ ㈱淺沼組 2019年1⽉ 地下式
ザ・パークハウス津田沼前原ガーデン 千葉県船橋市 三菱地所レジデンス㈱ 不二建設㈱ 2019年2⽉ 二多段式
プレミスト東林間　さくら通り 神奈川県相模原市 大和ハウス⼯業㈱・京急不動産㈱ 大末建設㈱ 2019年3⽉ 二多段式
ダイワロイネット新橋 東京都港区 ㈱光和ビルディング ㈱安藤・間 2019年3⽉ 地下式
グランフォセット福島新町 福島県福島市 ㈱東北パートナーズリアルエステート ⾦田建設㈱ 2019年8⽉ 二多段式
ザ･パークワンズ⽬⿊不動前 神奈川県横浜市 三菱地所レジデンス㈱ 大豊建設㈱ 2019年8⽉ 二多段式
ザ・パークハウス仙台通町 宮城県仙台市 三菱地所レジデンス㈱ ㈱フジタ 2019年9⽉ 二多段式
ジェイグランディア⽇吉 神奈川県横浜市 JR⻄⽇本プロパティーズ 風越建設㈱ 2019年9⽉ 二多段式
グランドメゾン⽬⿊Ⅱ 東京都⽬⿊区 積水ハウス㈱ 若築建設㈱ 2019年10⽉ 地下式
グランドメゾン勾当台通レジデンス 宮城県仙台市 積水ハウス㈱ ㈱熊谷組 2019年10⽉ 二多段式
パークナード代官⼭ 東京都渋谷区 パナソニック ホームズ㈱ ㈱淺沼組 2019年10⽉ 地下式
アルソスフォート調布 東京都調布市 林建設㈱ ㈱川村⼯営 2019年11⽉ 二多段式
レジデンシャル福島平和通り 福島県福島市 ㈱ワールドアイシティ 河⻄建設㈱ 2019年11⽉ 二多段式
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Brillia桜新町 東京都世田谷区 東京建物㈱ 大末建設㈱ 2020年1⽉ 二多段式
アネシア⽣田⽉⾒台 神奈川県川崎市 トヨタホーム㈱ 不二建設㈱ 2020年1⽉ 二多段式
クレアホームズ荒井駅前 宮城県仙台市 セントラル総合開発 ㈱フジタ 2020年2⽉ 二多段式
プレサンスホテル横浜桜木町 神奈川県横浜市 ㈱プレサンスコーポレーション ㈱森本組 2020年3⽉ エレベータ式
横浜市文化体育館サブアリーナ 神奈川県横浜市 (株)YOKOHAMA文体 ㈱フジタ 2020年5⽉ 二多段式
メゾンドール早稲田建替 東京都新宿区 三菱地所レジデンス㈱ 不二建設㈱ 2020年6⽉ 二多段式
クレヴィアタワー大井町 東京都品川区 伊藤忠都市開発・三菱地所レジデンス 東急建設㈱ 2020年6⽉ エレベータ式
サンクレイドル原木中⼭ 千葉県市川市 ㈱アーネスト・ワン ㈱小川建設 2020年7⽉ 二多段式
プリンススマートイン熱海 静岡県熱海市 ⻄武グループ ⻄武建設㈱ 2020年7⽉ 二多段式
ビスポークホテル札幌 北海道札幌市 京阪電鉄不動産㈱ ㈱淺沼組 2020年7⽉ エレベータ式
ボルボ・カー鎌倉 神奈川県鎌倉市 東邦オート㈱ 東邦オート㈱ 2020年9⽉ 二多段式
レジデンシャル泉中央 宮城県仙台市 ㈱ワールドアイシティ ⽇本国土開発㈱ 2020年10⽉ 二多段式
グランドロアール仙台⻄公園 宮城県仙台市 ㈱東北真和エンタープライズ ㈱植木組 2021年1⽉ 二多段式
ブランズシティ調布 東京都調布市 東急不動産、NTT都市開発、近鉄不動産 不二建設㈱ 2021年2⽉ 二多段式
センチュリーハイツ⻲有入替⼯事 東京都⾜⽴区 センチュリーハイツ⻲有管理組合 岡本晃一建設㈱ 2021年3⽉ 二多段式
プレミスト郡⼭栄町 福島県郡⼭市 大和ハウス⼯業㈱ ㈱福田組 2021年3⽉ 二多段式
プレミストあすとテラス 宮城県仙台市 大和ハウス⼯業㈱ 大末建設㈱ 2021年3⽉ 二多段式
プラウドタワー⾦町 東京都葛飾区 野村不動産㈱ ⼾田建設㈱ 2021年7⽉ エレベータ式
クレアホームズ北⽬町 宮城県仙台市 セントラル総合開発㈱ ㈱フジタ 2021年8⽉ 二多段式
 ザ・パークハウス 御苑内藤町 東京都新宿区 三菱地所レジデンス㈱ 東亜建設⼯業㈱ 2021年9⽉ 地下式
ブリリア上野ガーデン 東京都台東区 東京建物㈱・中央⽇本土地建物㈱ 三井住友建設㈱ 2021年9⽉ 二多段式
近藤建設㈱本社改修 富⼭県富⼭市 近藤建設㈱ 近藤建設㈱ 2021年10⽉ 二多段式
相鉄フレッサイン大門駅前 東京都港区 ㈱相鉄ホテルマネジメント ㈱フジタ 2021年11⽉ 地下式
レーベン万世町 福島県福島市 ㈱タカラレーベン東北 ㈱後藤組 2021年12⽉ 二多段式
レーベン福島THE MID TOWER 福島県福島市 ㈱タカラレーベン東北 ㈱加賀田組 2022年2⽉ エレベータ式
ザ・レーベン上杉三丁⽬ 宮城県仙台市 ㈱タカラレーベン東北 松井建設㈱ 2022年3⽉ 二多段式
　*主な⼯事を掲載しています 2022年4⽉作成

　（敬称略）
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