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20/4 (仮称)グラッセ田園調布南　新築工事 フォーサイト ナカノフドー建設 ノアプランニング 東　京

20/4 春華堂神田ビル 春華堂 つぼい工業 静　岡

20/4 中村歯科医院 中村歯科医院 キミツ鐵構建設 千　葉

20/4 花小金井幼稚園増築工事 小金井学園 大春建設 東　京

20/4 (仮称)三養高円寺の郷　新築工事 三養福祉会 村本建設 ライフ建築設計事務所 東　京

20/4 あさひランレジデンス高崎新築工事 第一工業 群　馬

20/4 うさぎ薬局広野ＭＣビル新築工事 大同工業 ｍｅｍｏ建築設計事務所 静　岡

20/4 谷口様賃貸施設新築工事 大和ハウス工業 大和ハウス工業 埼　玉

20/4 湯本分署建設事業　 箱根町 勝俣工務店 桂設計 神奈川

20/4 (仮称)練馬区田柄２丁目計画新築工事 個人 大成ユーレック 広瀬建築設計事務所 東　京

20/4 大田原中学校校舎増改築事業普通教室棟 大田原市 那須・桜岡・大一ＪＶ フケタ設計 栃　木

20/4 八十二銀行松川支店新築工事 神稲建設 長　野

20/4 (仮称)墨田川造船㈱改築計画 墨田川造船 杉本興業 杉本興業 東　京

20/4 新宿7丁目作業所 和田組 東　京

20/4 メルセデス･ベンツ目黒ＣＣセンター新築工事 ヤナセ 日東工業 アーバンスクエア 東　京

20/4 東部病院増築工事 公）東部病院 ケーアイ工業 蒼設計 静　岡

20/4 (仮称)メインステージ門前仲町駅前新築工事 青山メインランド 住協建設 アトリエティープラス 東　京

20/4 全薬工業㈱南大沢新研究開発センター新築工事 全薬工業 大林組 日建設計 東　京

20/4 カールツァイス ＧＫＳ 東　京

20/4 中野区上鷺宮2丁目プロジェクト新築工事 大和ハウス工業 大和ハウス工業 東　京

20/4 上大崎１１３共同住宅新築工事 相互建設 サンスイ建設 東　京

20/4 有明北Ｂ－２・Ｃ街区 前田建設工業 東　京

20/4 立川市幸町ＧＨ計画新築工事 大和ハウス工業 大和ハウス工業 東　京

20/4 千葉マツダ習志野店 千葉マツダ 古谷建設 東　京

20/4 (仮称)武蔵野市境二丁目計画新築工事 日本土地建物他 若築建設 SHOW建築設計事務所 東　京

20/4 ＳＯＭＡ有機抹茶加工施設新築工事 木内建設・イハラ建成工業 ＷＥＳＴ　ＣＯＡＳＴ 静　岡

20/4 上三川体育センター 上三川町 室井総建 栃　木

20/4 京成成田東口駅前開発ＤＯビル計画 ダイユウホーム 平山建設 平山建設 千　葉

20/4 メインステージ両国1丁目 青山メインランド リンク・トラスト エルアース建築設計 東　京

20/4 ㈱デリカ第二工場 北野建設 長　野

20/4 (仮称)蓮沼商事様貸施設　新築工事 蓮沼商事 大和ハウス工業 大和ハウス工業 神奈川

20/4 (仮称)水道橋ホテル開発ＰＪ アトリウム 北野建設 入江三宅設計 東　京

20/4 赤城野荘移転新築工事 あそか会 塚本建設 群　馬

20/4 ファンドリーサービス 成常建設 栃　木

20/4 座間市ひばりが丘老人ホーム新築工事 大和美建 神奈川

20/4 アイデザイン・アイスタジオ新倉庫兼オフィス マゴメ工務店 マゴメ工務店 東　京

20/4 日野サービス興業㈱ビル新築工事 日野サービス興業 中村建設 ＴＭ建築デザイン研究所 東　京

20/4 港区白金台二丁目計画新築工事 東急建設 鉄建建設 東　京

20/4 千代田消防署大規模改修工事 静岡市消防局 平井工業 金丸建築設計事務所 静　岡

20/4 ㈱トリケミカル研究所ＡＮＮＥＸ棟新築工事 川上建設 山　梨

20/4 栗原整形外科医院新築工事 サンテール 大和ハウス工業 大和ハウス工業 埼　玉

20/4 おおたかの森貸店舗新築工事 二幸工務店 伍亜設計 千　葉

20/4 桜ふれあいの郷　建替整備その他工事 社）とちぎ健康福祉協会 小堀建設 本澤設計 栃　木

20/4 高円寺北4丁目プロジェクト 田中建設 ファウンテン 東　京

20/4 三鷹会有地賃貸用ビル新築工事 家の光協会 松井建設 ＪＡ設計 東　京

20/4 城北クリニック増築工事 新発田建設 新　潟

20/4 (仮称)アルテシモ新宿７丁目計画新築工事 グローバル･リンク・マネジメント 住協建設 畠山建築設計事務所 東　京

20/5 相武台１丁目計画 日本技研建設 神奈川

20/5 (仮称)目黒本町４丁目ＰＪⅡ共同住宅新築工事 メデューム イズアーク イズアーク 東　京
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20/5 (仮称)駒込ＰＪ新築工事 フィード 谷口実業 叶デザイン 東　京

20/5 原町田６丁目テナントビル計画 三ノ輪建設 季組一級建築士事務所 東　京

20/5 成田大栄小中校新築工事 成田市 フジタ・平山建設建設ＪＶ 昭和設計 千　葉

20/5 江戸川区中葛西3丁目計画新築工事 大和ハウス工業 大和ハウス工業 東　京

20/5 鴨川市浜荻計画 三井不動産レジデンシャル 三井住友建設 浅井謙建築研究所 千　葉

20/5 八王子市北野町計画新築工事 大和ハウス工業 大和ハウス工業 東　京

20/5 プレミアムキューブ世田谷新築工事 協栄組 ＳＰＡＣＥ-ＣＲＥＷ 東　京

20/5 東葛西Ｆ邸新築工事 小川建設 ＫＡＤＡ設計 東　京

20/5 新原兼産業㈱貸店舗ビル新築工事 大和ハウス工業 大和ハウス工業 神奈川

20/5 桐生高等学校増築工事 桐生建設 群　馬

20/5 ストレージプラス港南台新築工事 ストレージプラス 田中建設工業 カンダックス 神奈川

20/5 猿楽町プロジェクト 辰 アーキテクチャワーク 東　京

20/5 川口並木町三丁目計画新築工事 アーバンヤマイチ 埼　玉

20/5 グロリアケープタワーホテル新築工事 グロリアコーポレーション 常世田工業 日野建築設計事務所 千　葉

20/5 たんぽぽ保育園新園舎建設工事 社）静岡あらぐさ福祉会 木内建設 合同会社デザイン・アープ 静　岡

20/5 霊波之光静岡支部新築工事 宗）霊波之光 大藤建設 フォーサイト建設 静　岡

20/5 板橋一丁目マンション計画新築工事 丹勢建設 丹勢建設 丹勢建設 東　京

20/5 ＹＫＴ㈱新本社ビル新築工事 大和ハウス工業 大和ハウス工業 東　京

20/5 日本橋人形町３丁目計画 三井不動産レジデンシャル アーバンヤマイチ 現代建築研究所 東　京

20/5 (仮称)ルーブル上平間　新築工事 ＴＦＤコーポレーション 小川建設 エクセルワン 神奈川

20/5 教育芸術社様事務所ビル新築工事 大和ハウス工業 大和ハウス工業 東　京

20/5 ディーグランツ新潟駅前南 第一建設工業 第一建設工業 新　潟

20/5 プレシス八丁堀Ⅳ新築工事 一建設 三木組 西尾建築設計 東　京

20/5 高円寺南４丁目ＰＪ新築工事 赤宝商事 生和コーポレーション 生和コーポレーション 東　京

20/5 野方有料老人ホーム計画新築工事 三菱ＵＦＪ信託銀行 加賀田組・積水ハウス 積水ハウス 東　京

20/5 中央区湊1丁目計画新築工事 ティ・アイ・エス 大旺新洋 大旺新洋 東　京

20/5 洗足クオリティ 櫻内工務店 神奈川

20/5 西建設工業㈱事務所新築工事 西建設工業 西建設工業 西建設工業 神奈川

20/5 国分町ホテル計画 フジタ ラカンデザイン研究所 宮　城

20/5 あざみ野２丁目計画新築工事 東急不動産 大豊建設 東京設計コンサルタント 神奈川

20/5 (仮称)イルヴィアーレ広尾新築工事 ナミキ ナミキ都市設計研究所 東　京

20/5 さわやか信用金庫戸越銀座支店新築工事 さわやか信用金庫 東洋建設 東　京

20/5 グランドメゾン成城三丁目計画 積水ハウス 日本建設 建築一家 東　京

20/5 ドーミー坂戸２新築工事 大喜 埼　玉

20/6 (仮称)田無クリニック新築工事 不動開発 ヤマダ 東　京

20/6 五十嵐ビル改修工事 清水建設 東　京

20/6 横浜中華学院新築工事 学）横浜中華学院 清水建設 ナイトウ総合計画事務所 神奈川

20/6 新磐田学園管理棟新築工事 静岡県 林工組 竹下一級建築士事務所 静　岡

20/6 ＳＥＩＷＡ　ＥＡＳＴ　ＦＡＣＥ新築工事 正和商事 佐藤秀 東西建築サービス 東　京

20/6 ＥＤＩＴ弥生町2丁目共同住宅 丸二 石原設計 東　京

20/6 秋元古莉斬様店舗共同住宅 大東建設 大東建設 東　京

20/6 飯室機械本社建替工事 飯室機械 田中建設 田中建設 東　京

20/6 ノブレスヌーブ横浜山手Ⅱ 神奈川

20/6 生活支援事業所あさひ新築工事 田中工業 キャプティ 埼　玉

20/6 ＣＯＴＴＯＮ　ＣＡＮＤＹ　ＳＨＩＭＯＣＨＯ新築工事 明邦興産 島村工業 アクス 埼　玉

20/6 神大寺1丁目プロジェクト新築工事 大和ハウス工業 大和ハウス工業 神奈川

20/6 ㈲イデア事務所および工場新築工事 ㈲イデア プロスト ＡＣＡ設計 長　野

20/6 ＡＦＭ新スープ工場工事 大林組 味の素エンジニアリング 神奈川

20/6 (仮称)練馬貫井三丁目計画新築工事 国井建設 雅デザイン 東　京
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20/6 錦糸町・合資会社アヴニール･オオハシマンション新築工事 アヴニール･オオハシ 高松建設 高松建設 東　京

20/6 港南区大久保プロジェクト新築工事 大和ハウス工業 京葉テクニカ 京葉テクニカ 神奈川

20/6 (仮称)南麻布ＰＪ新築工事 ヒューリック 大成ユーレック 日建ハウジングシステム 東　京

20/6 プロム山鼻ビル東光ストア給湯器更新工事 ケミカル技研 キャリング 藤井建築設計デザイン 北海道

20/6 足利銀行今市支店 足利銀行 東武建設 大森一級建築士事務所 栃　木

20/6 新東部センタープロジェクト新築工事 辰 千　葉

20/6 三鷹市上連雀２丁目計画新築工事 三菱地所レジデンス 南海辰村建設 長谷川建築企画 東　京

20/6 鴨川私立国保病院建設事業 鴨川市 東急建設 ナスカ設計 千　葉

20/6 生活クラブ川口センター本部新築工事 生活クラブ生活協同組合 立建設 双立デザイン設計事務所 埼　玉

20/6 東京湾岸リハビリテーション病院 社団保健会 東光電気工事 千　葉

20/6 ㈱ランド・クリエイト様共同住宅新築工事 ランド・クリエイト 大東建託 大東建託 埼　玉

20/6 昭和信用金庫　恵比寿支店新築工事 昭和信用金庫 スターツＣＡＭ 都市建築工房 東　京

20/6 池上通信機㈱本社ビル 池上通信機 新三平建設 東　京

20/6 東日本橋三丁目ビル計画 三協製作所 田中建設 空間設計研究所 東　京

20/6 特別養護老人ホーム季美の森新築工事 清規会 鵜沢建設 千都建築設計事務所 千　葉

20/6 福島保育園新築工事 昭島市 新藤組 田建築設計事務所 東　京

20/6 練馬区立貫井第二保育園大規模改修工事 練馬区 吉原組 東　京

20/7 千葉東京歯科大学医療センター整備 東京歯科大学 清水建設 千　葉

20/7 日本エアーテック㈱本社ビル増築工事 日本エアーテック 伊藤組土建 東　京

20/7 (仮称)東京新潟県人会館新築工事 東京新潟県人会館 加賀田組 クレイズプラン東京 東　京

20/7 足利銀行太田支店 石橋建設工業 栃　木

20/7 (仮称）ピアース祐天寺新築工事 モリモト 風越建設 東　京

20/7 千葉市立生浜東小学校改修工事 千葉市 ストラクス 潮建築設計事務所 千　葉

20/7 (仮称)大島３丁目計画新築工事 カシワバラ･グランド トヨダ工業 建築設計アーキフォルム 東　京

20/7 有明北３－１街区　Ｃ街区劇場計画 住友不動産 竹中工務店 日建設計 東　京

20/7 ＥＤＩＴ日本橋４丁目共同住宅+店舗ＰＲＯＪＥＣＴ グランドデザイン 丸二 石原設計 東　京

20/7 熱海ふふＡＮＥＮＥＸ棟新築工事 橋本組 静　岡

20/7 鎌倉高喜屋小町店新築工事 斉藤建設 相田宗徳建築設計事務所 神奈川

20/7 立川駅南口プロジェクト新築工事 大和ハウス工業 大和ハウス工業 東　京

20/7 内宮・岡本邸新築工事 個人 京成建設 グルッポ設計工房 東　京

20/7 プレサンス江東区南砂２丁目計画 プレサンスコーポレーション 合田工務店 現代綜合設計 東　京

20/7 リゾン新社屋新築工事 リゾン 鹿島建設 埼　玉

20/7 栗原晃次様共同住宅新築工事 個人 大東建託 大東建託 埼　玉

20/7 スバル興産　大田Ｓビル新築工事 清水建設 Ｙｏｕ＆Ｙｏｕ建築設計 群　馬

20/7 群馬総合土地販売 竹中組 群　馬

20/7 古河テクノマテリアル第三ＮＴ工場新築工事 古河テクノマテリアル 五洋建設 日総建 神奈川

20/7 医心館経堂新築工事 医心会 アーバンヤマイチ 奥野設計 東　京

20/7 Ｋコンサルタント町田市広袴町プロジェクト Ｋコンサルタント 大和ハウス工業 大和ハウス工業 東　京

20/7 コーシャハイム松が谷及び店舗 創和工業 東　京

20/7 松寿園複合型福祉施設新築工事 田村工務店 茨　城

20/7 あゆみ保育園第二増築工事 社）恵泉会 小俣組 コア建築設計工房 神奈川

20/7 (仮称)北千住クリニック新築工事 やよい会 ヤマダ･明幸･内田工務店 ヤマダ一級建築士事務所 東　京

20/7 (仮称)瀬田二丁目計画新築工事 三菱地所レジデンス 東急建設 アール・アイ・エー 東　京

20/7 所沢ＳＣ改修工事 イチケン イチケン 埼　玉

20/7 上田日本無線㈱101号棟新築工事 上田日本無線 北野建設 長　野

20/7 小平花小金井南町三丁目計画 大和ハウス工業 大和ハウス工業 東　京

20/7 南成瀬1丁目計画新築工事 大和ハウス工業 大和ハウス工業 東　京

20/7 山久　鶴田店 山久 荒川建設 栃　木

20/7 Ｃ－Ｈｅａｄ　Ｏｆｆｉｃｅ　新築工事 松栄建設 エコンテ 千　葉
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20/7 日立自動車教習所跡地計画新築工事 不動開発 大和ハウス工業 東　京

20/7 特別養護老人ホームあいおんの里 福）陽康会 鈴木良工務店 ヤマト建築設計事務所 茨　城

20/7 (仮称)世田谷区梅丘１丁目計画新築工事 大和ハウス工業 伊佐建設 伊佐建設 東　京

20/7 武蔵新城プロジェクト スカイコート 竹徳 畠山建築設計事務所 神奈川

20/7 東京ディズニーシー大規模拡張プロジェクト９１２工区 オリエンタルランド 大成建設他ＪＶ 大成建設他ＪＶ 千　葉

20/7 都営住宅２８ＣＨ－１０６東 東京都 新日本建設 東京都東部住宅建設事務所 東　京

20/7 (仮称)南千住７丁目計画 フジ都市開発 木内建設 木内建設 東　京

20/7 かもめ保育園新築工事 白波会 木村建設工業 がもう設計事務所 千　葉

20/7 中野三丁目新築工事 ヒグチ設計 米持建設 ヒグチ設計 東　京

20/7 (仮称)渋谷区松濤１丁目２１計画新築工事 日本建設 東　京

20/7 東京工芸大学　中野８号館新築工事 東京工芸大学 清水建設 清水建設 東　京

20/7 海洋電子工業本社北館新築工事 海洋電子工業 大洋建設 大洋建設 神奈川

20/7 八王子支社　安全啓発室新築工事 中日本高速道路 近藤組 東　京

20/7 ㈱正三ビル新築工事 正三 似島工務店 オフィス･ケイ･エイアンドエイ 東　京

20/7 王子神谷プロジェクト 森田工業 東　京

20/7 神田ＳＹビル 安藤・ハザマ 藤田操設計事務所 埼　玉

20/7 東京日産自動車販売日野万願寺作業所 関東建創 コア・システムコンストラクション 東　京

20/7 ヴァローレ十条新築工事 新英興業 新英興業 ＪＰ設計 東　京

20/7 本厚木駅南口再開発事業 市街地再開発組合 フジタ・小島組 アール・アイ・エー 神奈川

20/7 デリックス神楽坂天神町新築工事 令和エンジニアリング 東　京

20/7 ホームステーションらいふ氷川台 らいふ 大和ハウス工業 大和ハウス工業 東　京

20/7 日高小学校校舎改築事業建設工事 りんかい日産建設 茨　城

20/7 (仮称)グランドメゾン代沢３丁目計画 積水ハウス 日本建設 宮川憲司建築事務所 東　京

20/7 江東区福住1-11マンション新築工事 カシワバラ・グラウンド カシワバラコーポレーション Ｋ＆Ｔ一級建築士事務所 東　京

20/7 ＬＥＧＡＬＡＮＤ四谷新築工事 リーガランド不動産 高砂建設 ＡＥ総合計画 東　京

20/7 緑町聖ヨハネケアービレッジ新築工事 大和ハウス工業 大和ハウス工業 東　京

20/8 川崎駅西口開発計画 東日本旅客鉄道 大成建設 ジェイアール東日本建築設計事務所 神奈川

20/8 ＡＧＣ㈱千葉工場　保安棟新築工事 ＡＧＣ 大成建設 渡邊健介建築設計事務所 千　葉

20/8 鎌倉女子大学岩瀬キャンパス中等部・高等部新築工事 学）鎌倉女子大学 清水建設 清水建設 神奈川

20/8 関東学院国際混住棟計画 空港施設 新日本建設 建築都市デザイン研究所 神奈川

20/8 ダイユウホーム本千葉計画 ダイユウホーム 小林建設 千　葉

20/8 東石美術館 東石美術館 東石建設 栃　木

20/8 モトーレントマツ足立 モトーレントマツ 東　京

20/8 鴻巣市立中学校給食センター新築工事 鴻巣市 和光建設 教育施設研究所 埼　玉

20/8 山梨大学（医療）中央診療棟改修工事 国立大学法人山梨大学 井口工業 教育施設研究所 山　梨

20/8 竜泉寺の湯流山店新築工事 オークランド観光開発 坪井工業 スペースプラン 千　葉

20/8 共同保育園こどもの家新築工事 新協建設工業 泉地域設計 千　葉

20/8 東海大学付属望星高等学校新築工事 学）東海大学 戸田建設 テック建築事務所 東　京

20/8 (仮称)亀戸９丁目計画新築工事 アーバンアセット研究所 松下産業 グローバン企画 東　京

20/8 (仮称)白金台２丁目計画　新築工事 東急建設 東急建設 東急建設 東　京

20/8 (仮称)台東区台東１丁目ホテル新築工事 東急リバブル 川翔プログレス キノアーキテクツ 東　京

20/8 相模大野5丁目プロジェクト新築工事 大和ハウス工業 大和ハウス工業 神奈川

20/8 天翔神田三崎町３丁目ビル新築工事 天翔ビルディング ナカムラ アーキドリーム森田建築設計事務所 東　京

20/8 仲町保育園新築工事 社）尚徳福祉会 梅林建設 山田綜合設計 東　京

20/8 (仮称)新宿区新宿１丁目計画 個人 真柄建設 真柄建設 東　京

20/8 アイディ高田馬場新築工事 大東建託 大東建託 東　京

20/8 川口信用金庫戸田支店　新築工事 埼玉県信用金庫 埼玉建興 埼玉建興 埼　玉

20/8 イワキメガネ町田店 イワキメガネ 米持建設 東　京

20/8 日信工業㈱本社ビル2・3号館 日信工業 高橋建設 神奈川
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20/8 (仮称)ＦＡＲＥ池袋ⅠⅡ新築工事 アスコット 横沢建設 菅匡史建築研究所 東　京

20/8 藤沢市湘南台4丁目計画 不二建設 神奈川

20/8 霞台厚生施設組合新広域ゴミ処理 霞台厚生施設 株木建設 茨　城

20/8 ＦＡＲＥ下北沢Ⅵ新築工事 ナミキ 東　京

20/8 上野Ｂ＆Ｖビル新築工事 Ｂ＆Ｖホールディングス 工新建設 工新建設 東　京

20/8 品川区東五反田５丁目計画新築工事 積水ハウス 若築建設 現代綜合設計 東　京

20/8 京浜急行バス㈱長瀬プロジェクト 京浜急行バス 京急建設 京急建設 神奈川

20/8 豊ヶ丘１丁目計画 東急不動産 京王建設 エーエーアンドサン 東　京

20/8 日吉箕輪町計画Ｂ工区新築工事 野村不動産 三井住友建設 三井住友建設 神奈川

20/8 (仮称)杉並区上井草プロジェクト 総合地所 新日本建設 松本建築設計事務所 東　京

20/8 静岡製機本社社屋新築工事 静岡製機 須山建設 静　岡

20/8 東日本技術研究所本社新築工事 要建設 日立ライフ 茨　城

20/8 パークスクエア三ツ沢公園住宅棟全棟再建築工事 住友不動産 熊谷組 熊谷組 神奈川

20/8 第一商事ビル新築工事 小林工業 埼　玉

20/8 (仮称)千代田区三番町計画 三井不動産レジデンシャル 東レ建設 東レ建設 東　京

20/8 川崎市高津区久本三丁目計画 ＪＸ不動産 真柄建設 真柄建設 神奈川

20/8 セコムＳＤセンター建替工事 セコム 鹿島建設 東　京

20/8 湘和会堂相模原新築工事 平安レイサービス 匠建設 露設計工房 神奈川

20/8 ＣＳ２６Ｂ増築工事 アドベンチャー 関東興機 楽設計 千　葉

20/8 西濃日本橋浜町２丁目計画 西濃運輸 松村組 東電設計 東　京

20/9 ＦＡＲＥ桜新町新築工事 アスコット 横沢建設 ゼロ・フラット 東　京

20/9 (仮称)下北沢上部開発Ｉブロック新築工事 小田急電鉄 東急建設 ジェネラルデザイン 東　京

20/9 日産自動車水戸千波店 茨城日産自動車 茨　城

20/9 ロジスクエア三芳Ⅱ新築工事 シーアールイー フジタ フジタ 埼　玉

20/9 大田区南馬込4丁目計画 内藤ハウス 内藤ハウス 東　京

20/9 サンクレイドル所沢市有楽町新築工事 アーネストワン 上滝 光和設計 埼　玉

20/9 パークシティＬａｌａ横浜建替工事 三井住友建設 松田平田設計 神奈川

20/9 (仮称)銀座二丁目計画　新築工事 森トラスト 安藤･間 隈研吾建築都市設計 東　京

20/9 成田駅前栗原ビル建替え計画 平山建設 平山建設 千　葉

20/9 ＬＩＢＥＲＴＥビル新築工事 共進 埼　玉

20/9 東武練馬プロジェクト新築工事 日鉄興和不動産 川村工営 自由建築設計事務所 東　京

20/9 太洋誘電ケミカルテクノロジー藤岡工場2号棟建設工事 太洋誘電ケミカルテクノロジー 清水建設 清水建設 群　馬

20/9 ぽけっとランド仙川保育園新築工事 ぽけっとランド 大和ハウス工業 大和ハウス工業 東　京

20/9 ＴＥＭＳ東京支店ビル改修工事 東日本電気エンジニアリング 東鉄工業 東　京

20/9 (仮称)大田区北千束２９２共同住宅 ワプル 東　京

20/9 外神田３丁目プロジェクト新築工事 Ａ．Ｐリアルティ 米持建設 ＡＤＥandＡssociates 東　京

20/9 相模原市中央区東淵野辺5丁目計画 大和ハウス工業 大和ハウス工業 神奈川

20/9 岩根保育園改築工事 東海建設 千　葉

20/9 加藤クリニック建替工事 佐藤秀 田辺計画工房 埼　玉

20/9 港区赤坂二丁目計画　新築工事 三井不動産レジデンシャル 東レ建設 東レ建設 東　京

20/9 ＪＰ日光ランドマーク新築工事 渡辺建設 栃　木

20/9 ＢＯＮＤ改修工事 アカンブリッシュ アカンブリッシュ 東　京

20/9 板橋区立紅梅小学校改修工事 板橋区 中尾･内田建設ＪＶ 久慈設計 東　京

20/9 市川市相之川４丁目保育園 大和ハウス工業 大和ハウス工業 千　葉

20/9 神奈川区松見Ｐプロジェクト新築工事 大和ハウス工業 大和ハウス工業 神奈川

20/9 (仮称)石神井公園駅計画新築工事 個人 菊池建設 菊池建設 東　京

20/9 新宿三丁目共同ビルリノベーション工事 ゲンバカンリシステムズ 東　京

20/9 赤城下町計画 ＰＲＯＳＰＥＣＴ コンマックス Ｊ．Ｉ．Ｐ 東　京

20/9 加藤様テナントビル新築工事 大和ハウス工業 大和ハウス工業 神奈川
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20/9 代々木４丁目プロジェクト新築工事 Ａ.Ｐリアリティー 米持建設 ＡＤＥandＡssociates 東　京

20/9 ダイキン工業㈱鹿島統合生産センター建設工事 ダイキン工業 大成建設 大成建設 茨　城

20/9 星野リゾート界ポロト新築工事 星野リゾート 前田建設工業 北海道

20/9 中野区南台５丁目共同住宅新築工事 大木建設 アトリエ･ファイブ 東　京

20/9 マルコ水産㈱本社工場新築工事 マルコ水産 五光建設 エーアンドエー総合設計 静　岡

20/9 構造計画研究所本所新館空調設備更新工事 構造計画研究所 清水建設 東　京

20/9 大田区萩中3丁目計画新築工事 岡信商事 大和ハウス工業 大和ハウス工業 東　京

20/9 船橋訪問クリニック新築工事 一葉エステート 大和ハウス工業 大和ハウス工業 千　葉

20/9 津田沼４丁目計画新築工事 長谷工不動産 新日本建設 千　葉

20/9 渡辺内科クリニック増築工事 建築サービス あすか設計 群　馬

20/9 本町２丁目ホテル新築工事 日本建設 宮　城

20/9 辰巳物流倉庫改修工事 安田倉庫 大成設備 東　京

20/9 株式会社島田商店本社 個人 ダブルボックス スターパイロッツ 東　京

20/9 フロール梶が谷Ａ棟新築工事 神奈川県住宅供給公社 大成ユーレック 大成ユーレック 神奈川

20/9 大田区東嶺町ＰＪ新築工事 大和ハウス工業 京葉テクニカ 京葉テクニカデザイン 東　京

20/9 新宿区新小川町１０５番新築工事 森田工業 東　京

20/9 高橋様邸 斎藤工業 埼　玉

20/9 横浜ＳＴビル改修工事 戸田ﾋﾞﾙパートナーズ 神奈川

20/9 大田区南蒲田１丁目 高松建設･生井工務店 東　京

20/9 ㈱スズキ自販千葉マリーナ山王新築工事 大和ハウス工業 大和ハウス工業 千　葉

20/9 三菱ふそうトラック・バス㈱南関東ふそう品川支店 三菱ふそうトラック・バス フジタ ＬＤＵ 東　京

20/9 藤沢翔陸高校改修3期工事 藤沢翔陸高校 日本建設 神奈川

20/9 トヨタカローラ山梨㈱甲斐支店 トヨタカローラ山梨 大和ハウス工業 大和ハウス工業 山　梨

20/9 19いずみ高校実験実習4号棟新築工事 埼玉県庁 小川工業 アルク設計事務所 埼　玉

20/9 さくらさくみらい東仲通り新築工事 興建社 エス・アンド・エスシステム 東　京

20/9 (仮称)杉並区高円寺南２丁目計画 三菱地所レジデンス ＴＳＵＣＨＩＹＡ 陣設計 東　京

20/9 岡田謙一様改修工事 岡田様 住友不動産㈱ 東　京

20/9 浦舟5丁目プロジェクト新築工事 ロイヤル・パートナーズ・ジャパン 秀建ビルド デザインファクトリー 神奈川

20/9 船橋市・本町4丁目（正栄ビル）新築工事 正栄 金太郎ホーム ティーエスケー 千　葉

20/9 アンスティチュ・フランセ東京　増改築工事 在日フランス大使館 北野建設 藤本壮介建築設計事務所 東　京

20/9 (仮称)本駒込１丁目計画新築工事 南国会 高橋組 ＮＡＩＣＡ一級建築士事務所 東　京

20/9 ガーラ元住吉Ⅲ新築工事 エフジェーネクスト フジタ シティライフ 神奈川

20/9 地蔵王廟併設礼拝所新築工事 紅梅組 ナイトウ総合計画 神奈川

20/9 美晴らしの里おおたかの森新築工事 正心会 湯浅建設 イデア建築設計事務所 千　葉

20/9 文京区本郷６丁目計画 大和ハウス工業 大和ハウス工業 東　京

20/9 ㈱コモディイイダ様板橋区高島平1丁目店舗 大和ハウス工業 大和ハウス工業 東　京

20/9 (仮称)大田区本羽田３丁目計画 大成ユーレック 大成ユーレック 東　京

20/10 浅見様貸施設新築工事 大和ハウス工業 大和ハウス工業 東　京

20/10 特養ひまわり苑・養護ことびき荘新築工事 福）向日葵福祉会 株木・小薬・柴ＪＶ 三橋設計 茨　城

20/10 関彰商事大館オフィス水まわり工事 関彰商事 三上建築設計 茨　城

20/10 旭ヶ丘特別浴室・静養室増築工事 原会 小林工業 群　馬

20/10 韮崎市神山町マンション計画 大成ユーレック 大成ユーレック 山　梨

20/10 河合塾　池袋校西校舎改修工事 河合塾 松井建設 松田平田設計 東　京

20/10 キュラーズ高輪台店新築工事 キュラーズ イチケン 翔設計 東　京

20/10 鎌倉市材木座５丁目ビル 明産 大林組 大林組 神奈川

20/10 群馬大学（桐生）8号館空調改修工事 国立大学法人群馬大学 ＳＨＯＤＡ 群　馬

20/10 国立印刷局赤羽宿舎整備事業 国立印刷局 大成ユーレック 大成ユーレック 東　京

20/10 タイヘイ㈱松戸冷凍・冷蔵倉庫新築工事 タイヘイ 大和ハウス工業 大和ハウス工業 千　葉

20/10 品川区東品川3丁目計画 大和ハウス工業 システムハウスＲ＆Ｃ システムハウスＲ＆Ｃ 東　京
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20/10 障害者施設珠美園新築工事 社）珠美園 初雁興業 丸岡設計 埼　玉

20/10 サンライズハウスビル新築工事 佐田建設 フケタ設計 茨　城

20/10 医療法人社団鎮誠会　令和リハビリテーション病院計画 医）鎮誠会 清水建設 ヒューマンケアデザイン 千　葉

20/10 生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープ横須賀センター 生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープ 飛島建設 大川設計 神奈川

20/10 南八王子病院移転新築工事 医療法人社団葵会 ホンマ 川口建築設計 東　京

20/10 白金６丁目計画新築工事 個人 平岩建設 積水ハウス 東　京

20/10 狛江東和泉１丁目マンション計画新築工事 小田急不動産 風越建設 風越建設 東　京

20/10 矢来町プロジェクト新築工事 栄伸建設 空間都市建築事務所 東　京

20/10 新井302　Ｂ棟共同住宅新築工事 メデューム イズアーク イズアーク 千　葉

20/10 弁釜函館工場増築工事 弁釜函館工場 石井組 北海道

20/10 東海企業鶴屋町ビル新築工事 東海企業 ＮＢ建設 ＮＢ建設 神奈川

20/10 久喜市立学校給食センター新築工事 久喜市役所 高橋組・黒須特定建設工事 大建設計 埼　玉

20/10 亀有３丁目計画新築工事 住協 住協建設 グローバル企画 東　京

20/10 フロール梶が谷Ａ棟新築工事 神奈川県住宅供給公社 大成ユーレック 大成ユーレック 神奈川

20/10 (仮称)中野区弥生町４丁目新築工事 アソシアード 大成ユーレック 大成ユーレック 東　京

20/10 金沢区瀬戸2街区計画 個人 大洋建設 大洋建設 神奈川

20/10 ＬＥＧＡＬＡＮＤ蔵前　新築工事 リーガル不動産 前田工務店 コホーネス 東　京

20/10 東海屋ビル 森田建設 加賀建築設計事務所 神奈川

20/10 ＧＡＴＣＨＡ　ＮＡＫＡＮＯ新築工事 スタジオボンド ユニオンテック ユニオンテック 東　京

20/10 河井邸新築工事 個人 埼玉建興 第一建築設計 埼　玉

20/10 東和１丁目･Ｓ－Ｈｏｕｓｅ新築工事 三浦工務店 SATOSHI HIRANOプランニングスタジオ 東　京

20/10 甲斐市玉川マンション計画 大成ユーレック 大成ユーレック 山　梨

20/10 特別養護老人ホームレユーナ増床工事 栃木アンカー工業 マルモ設計 栃　木

20/10 多摩区中野島6丁目計画新築工事 ＮＴＣ 平岩建設 積水ハウス 神奈川

20/10 ＮＤＫ新潟ビル新築工事 日本電設工業 第一建設工業 第一建設工業 新　潟

20/10 成増整形外科クリニック新築工事 藍和ハウジング 藍和ハウジング 東　京

20/10 目黒クリニックビルリファイニング工事 日本建設 東　京

20/10 (仮称)浅草橋２丁目プロジェクト新築工事 個人 日本建設 日本建設 東　京

20/10 (仮称)浅草３丁目計画 モリモト ノバック コモン･リンク 東　京

20/10 常用海上ビルディング 川崎建設 茨　城

20/10 板橋区泉町計画新築工事 大和ハウス工業 大和ハウス工業 東　京

20/10 ㈱大塚商工様事務所付共同住宅新築工事 大塚商工 大東建託 大東建託 東　京

20/10 長野駅前Ｄ－ＲＯＯＭ作業所 大和ハウス工業 大和ハウス工業 長　野

20/10 (仮称)ＣＬＫ蒲田計画 シティランド･クロサワ 松尾工務店 叶デザイン 東　京

20/10 おぎかわこども園新築工事 本間・水倉ＪＶ 新　潟

20/10 凸版印刷杉戸第一寮建替え計画 凸版印刷 大和ハウス工業 大和ハウス工業 埼　玉

20/10 中央区日本橋茅場町2丁目計画新築工事 大和ハウス工業 大和ハウス工業 東　京

20/10 越生自動車大学校創立60周年記念事業1期工事 学）越生自動車大学校 千広建設 北里建築研究所 埼　玉

20/10 ㈱山市新社屋新築工事 那須建設 山　形

20/10 (仮称)ＳＮＴ八丁堀ビル新築工事 新日本建物 薩摩建設 アトリエティープラス 東　京

20/10 ウィズブック保育園青木町新築工事 秀建ビルド ＶＩＤＡ　Corporation 神奈川

20/10 綿半ホームエイド万力店改修工事 綿半ホームズ 山　梨

20/10 (仮称)板橋区小豆沢１丁目計画新築工事 合田工務店 合田工務店 合田工務店 東　京

20/10 (仮称)江東区千田２２新築工事 個人 カシワバラ･コーポレーション サイトウ建築設計事務所 東　京

20/10 中村南２丁目計画 大豊不動産 コバ建設 大豊建設 東　京

20/10 新橋田村町地区市街地再開発事業 新橋田村町地区 清水建設 清水建設 東　京

20/10 市川ＨＥ拠点新築工事 北翔建設 千　葉

20/10 ヒロセの賃貸米山ビル新築工事 新　潟

20/10 グローバルキッズ森下５丁目園 アーキデザイン 石嶋設計室 東　京
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20/10 東京大学（本郷）工学部5号館 国立大学法人東京大学 イズミコンストラクション 山田守建築設計 東　京

20/10 ナラシノ動物愛護病院新築工事 ＮＤＡコーポレーション 全建 コモダアトリエ 千　葉

20/10 (仮称)新宿区東五軒町計画　新築工事 トーハン ピーエス三菱 デザインネットワーク 東　京

20/10 北区豊島７丁目賃貸住宅新築工事 Eight Cpapital Management6 エコシステムジャパン ＯｐｅｎＯ 東　京

20/10 中野区大和町１丁目新築計画 バンブーフィールド アーキッシュギャラリ－ ＫＯＡ設計 東　京

20/10 (仮称)アパートメントホテル上野入谷口新築工事 第一リアルター 大東建託 東　京

20/10 ㈱特電　静岡支店 特電 静岡日立 静　岡

20/10 板橋区東坂下1丁目計画 大和ハウス工業 システムハウスアールアンドシー システムハウスアールアンドシー 東　京

20/10 ＡＬＥＲＯ新中野　新築工事 ユニ･アジジャパン･キャピタル 徳倉建設 東　京

20/10 昌賢学園校舎増築工事 学）昌賢学園 亦野建築設計事務所 群　馬

20/10 柏市立中央体育館改修工事 柏市 古川建設 千　葉

20/10 (仮称）北区赤羽西１丁目計画新築工事 阪急阪神不動産 新日本建設 新日本建設 東　京

20/10 千代田区神田岩本町計画新築工事 サンフロンティア不動産 日本建設 日本建設 東　京

20/10 (仮称)赤坂ワラバレー計画新築工事 サンフロンティア不動産 日本建設 杉浦建築設計事務所 東　京

20/10 銀座東ビル計画 サクセス・プロ 佐藤秀 佐藤秀 東　京

20/10 慶応義塾大学高輪国際学生寮計画 慶応義塾大学 西松建設 西松建設 東　京

20/11 市川２丁目共同住宅新築工事 ＢＬＥＮＤＹ 千　葉

20/11 千葉市立千城台わかば小学校大規模改造工事 千葉市 山田工務所 千　葉

20/11 ルネサンスコート中目黒新築工事 新日本建物 紅梅組 アトリエティープラス 東　京

20/11 大塚４丁目計画 徳倉建設 東　京

20/11 (仮称)四谷大京町ＰＪ新築工事 ヒューリック 大成ユーレック 大成ユーレック 東　京

20/11 (仮称)グローバルキッズ志茂駅前園　新築工事 グローバルキッズ コスモスモア 東　京

20/11 (仮称）ルネサンスコート池袋新築工事 新日本建物 小原建設 叶設計 東　京

20/11 関節外科スポーツクリニック石巻新築工事 勝又金属工業 宮　城

20/11 スリーエス・ホールディングス㈱社屋新築工事 モアコンスオラクション 神奈川

20/11 アスクひがし金町保育園新築工事 京葉テクニカ 京葉テクニカ 東　京

20/11 (仮称)新宿区西新宿５丁目プロジェクト 伸和技研 内野建設 デザイン･ファクトリー 東　京

20/11 多摩区役所生田出張所 川崎市 ＮＢ建設 創信建築設計事務所 神奈川

20/11 大田区本羽田３丁目計画 アップサイクル 大成ユーレック 大成ユーレック 東　京

20/11 子どもの森南町田保育園新築工事 大和ハウス工業 大和ハウス工業 東　京

20/11 王子本町１丁目計画新築工事 日本ワークス 合田工務店 合田工務店 東　京

20/11 小石川３丁目プロジェクト新築工事 森田工業 森田工業 東　京

20/11 (仮称)文京区本郷４丁目計画新築工事 第一建設工業 阿曽設備設計 東　京

20/11 キッズスマイル江東塩浜新築工事 キッズスマイルプロジェクト 矢野建設 エーシーエ設計 東　京

20/11 大島5丁目保育園新築工事 馬島福祉会 積水工業 神田建築設計 神奈川

20/11 浦和ひなた保育園新築工事 社）ことの葉会 柏木建設 エルエーデザイン 埼　玉

20/11 (仮称)㈱辰巳菱機様防災マンション新築工事 アド･テック 大和ハウス工業 大和ハウス工業 東　京

20/11 (仮称)日本橋人形町一丁目計画 住友商事 合田工務店 秀コーポレーション 東　京

20/11 六番町第三青葉事務所新築工事 番長地所 山庄建設 中尾英己建築設計事務所 東　京

20/11 杉並区井草2丁目保育園新築工事 Ｉ－ＰＬＡＮ システムハウス I-ＰＬＡＮ 東　京

20/11 渡邉様-三島市③新築工事 大成ユーレック 大成ユーレック 静　岡

20/11 プライベートホール朝霞新築工事 東武セレモニー 伊田テクノス 冨谷進プラススタジオ 埼　玉

20/11 大山衹命神示教会　井土ヶ谷家族寮新築工事 小俣組 設計工房顕塾 神奈川

20/11 猪股様店舗併用マンション新築工事 個人 平成建設 平成建設 神奈川

20/11 ＳＨＯＥＩ造形・会議棟増築工事 三共建設 茨　城

20/11 (仮称)銀座８丁目開発計画 ヒューリック 竹中工務店 竹中工務店 東　京

20/11 新宿区歌舞伎町2丁目計画 大和ハウス工業 大和ハウス工業 東　京

20/11 メインステージ鶴見Ⅱ新築工事 青山メインランド 大旺新洋 アーキテスク 神奈川

20/11 横浜関内プロジェクト トーシンパートナーズ 藤木工務店 キーオペレーション 神奈川
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20/11 弥勒寺三丁目保育園計画 ピノ」ーコーポレーション 田中建設工業 セット設計 神奈川

20/11 ＫＭＺ・エストラルゴ駒沢Ⅱ新築工事 大原工務店 東　京

20/11 川崎市中原区宮内四丁目Ⅰ計画新築工事 個人 三菱地所ホーム 三菱地所ホーム 神奈川

20/11 八王子市長房地区まちづくりプロジェクト西敷地(Ａ棟) スーパーアルプス 熊谷組 三和設計他 東　京

20/11 (仮称)北谷公園整備運営事業 渋谷区 東急建設 東　京

20/11 アークシティ松戸新築工事 大雄 神奈川

20/11 川崎駅西口開発計画 東日本旅客鉄道 大成建設 ジェイアール東日本建築設計事務所 神奈川

20/11 東京都済生会中央病院附属乳児院新乳児院棟新築工事 坪井工業 鹿島建設 東　京

20/11 (仮称)エルファーロ氷川台新築工事 明豊エンタープライズ ＨＤＩ 東京建築 東　京

20/11 三保こども園新築工事 イハラ建成工業 静　岡

20/11 渋谷区恵比寿南プロジェクト新築工事 ＹＡＫパートナーズ 平成建設 平成建設 東　京

20/11 行徳第二保育園新築工事 社）千葉寺福祉会 山田工務所 意匠院 千　葉

20/11 鈴木外科病院１期棟改築工事 鈴木外科ン病院 竹並建設 埼　玉

20/11 和光市新倉三丁目計画 鈴与建設 埼　玉

20/11 筑西市立関城中学校プール整備工事 筑西市 田中工務店 茨　城

20/11 にじいろ保育園新築工事 大和ハウス工業 大和ハウス工業 東　京

20/11 所沢市小手指町1丁目計画 大成ユーレック 大成ユーレック 埼　玉

20/11 町田市立町田第一中学校 町田市 村本建設 綜企画設計 東　京

20/11 金沢区釜利谷東2丁目土地利用計画新築工事 大和ハウス工業 大和ハウス工業 神奈川

20/11 もんもん保育園移転改修工事 社）徳栄会 匠建設 神奈川

20/11 三越伊勢丹新宿椿ビル新築工事 三越伊勢丹 清水建設 清水建設 東　京

20/11 ＥＸＣ拝島駅前計画新築工事 新日本建設 新日本建設 新日本建設 東　京

20/11 (仮称)北区志茂５丁目計画　新築工事 日本ワークス 合田工務店 合田工務店 東　京

20/11 上滝こども園新築工事 冬木工業 群　馬

20/11 ガーラ東大島Ⅱ　新築工事 エフジェーネクスト イチケン 手島建築設計事務所 東　京

20/11 アネージュ石川ブレイプ 茨　城

20/11 公益財団法人横浜勤労社福祉協会介護棟新築工事 横浜勤労者福祉協会 ㈱浅沼組 日揮 神奈川

20/11 三鷹市立西部図書館改修工事 三鷹市 ホーコーシステム 土屋建築研究所 東　京

20/11 江東区亀戸6丁目計画 トーエネック 東　京

20/11 ㈱すまい大和市工場新築工事 すまい 高橋工務店 源太設計 神奈川

20/11 登戸田中ビル新築工事 工藤建設 神奈川

20/11 辻堂福祉施設新築工事 小雀建設 神奈川

20/11 城所様介護施設計画Ⅲ新築工事 大和ハウス工業 大和ハウス工業 神奈川

20/11 ＡＧＲＡＴＩＯ目黒本町新築工事 ワプル 東　京

20/11 豊島区千早４丁目計画新築工事 バリューアセットマネジメント ビラハウジング ブレイン･トラスト 東　京

20/12 台東区台東１丁目プロジェクト新築工事 シマダアセットパートナーズ 朝日建設 建築集団フリー 東　京

20/12 北区志茂２丁目計画新築工事 小川建設 小川建設 湯本建築事務所 東　京

20/12 ＢＥＳＴ新宿本店 松下設備 東　京

20/12 文京区関口１丁目計画新築工事 青柳豊商店 大成ユーレック 大成ユーレック 東　京

20/12 川崎駅前本町改修工事 東横イン工務店 神奈川

20/12 中野区弥生町2丁目計画 京王建設 京王建設 東　京

20/12 新たな森公園管理施設新築工事 埼玉県庁 守屋八潮建設 ＳｕＫＡ建築設計事務所 埼　玉

20/12 所沢緑町1丁目計画新築工事 千代本興業 井上設計 埼　玉

20/12 (仮称）台東区浅草５丁目新築工事 ライブス 太東建設 真設計事務所 東　京

20/12 川崎信用金庫百合丘支店新築工事 川崎信用金庫 大和リース 大和リース 神奈川

20/12 西神奈川１丁目計画新築工事 興和地所 ＮＩＰＰＯ ノアプランニング 神奈川

20/12 高倉障害者支援施設新築工事 住協建設 埼　玉

20/12 東海大学付属望星高等学校法人棟新築工事 学）東海大学　 戸田建設 テック建築事務所 東　京

20/12 バオバブ保育園改築工事 バオバブ保育の会 田中建設 東　京
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20/12 有料老人ホームのぞみ新築工事 自立者会 東洋建設 マックスフィールド 東　京

20/12 松戸市八ｹ崎消防署空調機改修工事 松戸市消防局 ダイエックステクノサービス 千　葉

20/12 南台6丁目計画 大成ユーレック 東　京

20/12 横浜市神奈川区子安通2丁目計画 大和ハウス工業 大和ハウス工業 神奈川

20/12 八千代台駅前マンション新築工事 埼和興産 埼和興産 千　葉

20/12 フォルクスワーゲン板橋新築工事 佐藤建設 佐藤建設 東　京

20/12 ロイネット北千住 大和ハウス工業 大和ハウス工業 東　京

20/12 江東区東陽3丁目計画 伊藤忠都市開発 川村工営 現代綜合設計 東　京

20/12 しらさき川越クリニック計画 古都建設 ＩＮＡ新建築研究所 埼　玉

20/12 アトズマンション新築工事 生和コーポレーション 生和コーポレーション 埼　玉

20/12 コジマ複合ビル新築工事 田中組 新　潟

20/12 後藤組新社屋 後藤組 東亜熱研工業 後藤組 山　形

20/12 アパートメント湯島計画 大東建託 東　京

20/12 資生堂新羽計画 スターツアメニティー スターツＣＡＭ ＵＡＯ 神奈川

20/12 五井有料老人ホームクリニック複合施設新築工事 新昭和 鉄建建設 国設計 千　葉

20/12 ３Ｄデジタル研究棟 飯島建設 長　野

20/12 大田区羽田４丁目ホテル新築工事 昭和住宅 和田組 和田組 東　京

20/12 城の見えるプロジェクト 瀬戸建設 岡部克哉建築設計事務所 神奈川

20/12 中野区弥生町ＰＪ 大和ハウス工業 伊田テクノス 新和設計 東　京

20/12 自治医科大学医学部付属病院棟増築工事 自治医科大学 佐田建設 フケタ設計 栃　木

20/12 朋栄コンサル株式会社様共同住宅新築工事 朋栄コンサル 大東建託 大東建託 東　京

20/12 君津坂田事務所新築工事 個人 新昭和 新昭和 千　葉

20/12 ユーカリ保育園新築工事 三光建設 東　京

20/12 ㈱コモディイイダ板橋徳丸７丁目店舗新築工事 コモディイイダ 大和ハウス工業 大和ハウス工業 東　京

20/12 南平台アジアマンション 日本設備工業 東　京

20/12 大田区大森北二丁目計画 マルエス 大成ユーレック 大成ユーレック 東　京

20/12 松森複合施設老人ホーム新築工事 大和ハウス工業 大和ハウス工業 宮　城

20/12 東洋産業長沼原町工事 古谷建設 千　葉

20/12 厚木市栄町1丁目新築工事 大和ハウス工業 大和ハウス工業 神奈川

20/12 峰尾様元橋本町プロジェクト 大和ハウス工業 大和ハウス工業 神奈川

20/12 桜台4-37-3計画新築工事 安田建築事務所 ティーエスイー 東　京

20/12 特別養護老人ホーム白塚新築工事 松栄建設 千　葉

20/12 武蔵野の郷新築工事 大和ハウス工業 大和ハウス工業 埼　玉

20/12 金町六丁目駅前地区再開発事業施設 金町六丁目駅前地区再開発組合 戸田建設 佐藤総合計画 東　京

20/12 浦和メイプル保育園新築工事 温調技研 埼　玉

20/12 川越初雁ゆめの園新築工事 ゆめの園 相澤工業 アライ設計 埼　玉

20/12 障害者支援施設・インマヌエル移転新築工事 社）婦人の園 谷沢建設 イチバンセン 静　岡

20/12 大原学園池袋校 大原学園 工新建設 東　京

20/12 (仮称）ＲＢＭ銀座ビル新築工事 レジデンス･ビルマネジメント 斎久工業 レジデンス･ビルマネジメント 東　京

20/12 ユニゾ小伝馬町ビル改修工事 ナカノフドー建設 東　京

20/12 東大和芋窪5丁目計画 大和ハウス工業 大和ハウス工業 東　京

20/12 ＫＢ浅草PJ改修工事 ＳＥＮＴＯＥＮ カタケン archichi　office 東　京

20/12 中野区弥生町1丁目計画 大和ハウス工業 大和ハウス工業 東　京

21/1 山崎製パン㈱伊勢崎工場新棟建設工事 清水建設 群　馬

21/1 新宿区市谷加賀町２丁目共同住宅新築工事 エヌ･ティ･ティ都市開発 鉄建建設 アーキフォルム 東　京

21/1 権太坂3丁目計画新築工事 いすゞエステート 清水建設 坂倉建築研究所 神奈川

21/1 東八代合同庁舎 八代市 ゼロ 望月建築設計 山　梨

21/1 (仮称)都立大プロジェクト　新築工事 ＨＤＩ ＨＤＩ ＨＤＩ 東　京

21/1 (仮称)コンシェリア池袋３丁目新築工事 クレアライフ 共立建設 瑠建築設計事務所 東　京
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21/1 (仮称)池尻大橋ＰＪ　新築工事 エフビーエス・ミヤマ 東　京

21/1 川崎市宮前区宮前平2丁目計画 ＮＩＰＰＯ 大成ユーレック 大成ユーレック 神奈川

21/1 海老名市中央1丁目プロジェクト新築工事 大和ハウス工業 大和ハウス工業 神奈川

21/1 筑波大学３Ｃ・Ｄ棟屋上防水改修工事 筑波大学 水戸屋建設 増山栄建築設計事務所 茨　城

21/1 東京都立光明学園特別支援学校(北棟) 東京都 馬淵建設･白井建設 松田平田設計 東　京

21/1 北区志茂５丁目計画新築工事 日本ワークス 合田工務店 合田工務店 東　京

21/1 鹿倉ビル新築工事 個人 三建プラン エム・シー・シー 埼　玉

21/1 東糀谷4丁目計画新築工事 アーバンセット 松下産業 グローバル企画 東　京

21/1 所沢東町地区再開発 佐藤工業 ＧＡ建築設計社 埼　玉

21/1 ＨＦ川口駅前レジデンス計画新築工事 平和不動産 新日本建設 新日本建設 埼　玉

21/1 医心館蘇我新築工事 アーバンヤマイチ 千　葉

21/1 えがお三橋保育園新築工事 ベースジャパン 吉田工務店 国信建築設計事務所 埼　玉

21/1 横浜市神奈川区新子安1丁目24番計画新築工事 三菱地所レジデンス 熊谷組 熊谷組 神奈川

21/1 (仮称)西蒲田６丁目　新築工事 ファーストハウジング トーヨー建設 トーヨー建設 東　京

21/1 特別養護老人ホームフェニックス杉並 社）暁会 松井建設 伊藤喜三郎建築研究所 東　京

21/1 ＬＥＧＡＬＡＮＤ幡ヶ谷新築工事 リーガル不動産 三和建設工業 ＡＥ総合計画 東　京

21/1 ダイダン㈱ＪＩＣＡ北海道改修工事 アラゼン 北海道

21/1 東神奈川1丁目計画 興和地所 ＮＩＰＰＯ ノアプランニング 神奈川

21/1 戸田市下前2丁目計画新築工事 サムティ 片山組 秀コーポレーション 埼　玉

21/1 西荻南２丁目新築工事 リプランニングジャパン リプランニングジャパン 東　京

21/1 瀬谷駅南口第１地区第一種市街地再開発事業 戸田建設 アール・アイ・エー 神奈川

21/1 崇福寺本堂新築工事 木内建設 エー・アンド・エー総合設計 静　岡

21/1 ルーブル川崎神明町新築工事 ＴＦＤコーポレーション 大旺新洋 ＴＡＰ 神奈川

21/1 ＳＹプロジェクト セイコーホールディングス 清水建設 清水建設 東　京

21/1 大泉障害者支援ホーム改築工事 東京援護協会 鴻池組 新環境設計 東　京

21/1 渋谷地下街改修計画Ⅱ期工事 東急建設 東　京

21/1 いであ㈱二子玉川ビル新築工事 大和ハウス工業 大和ハウス工業 東　京

21/1 細谷様ビル新築工事 大和ハウス工業 大和ハウス工業 千　葉

21/1 スズキ自販本社移転新築工事 スズキ自販関東 日本建設 日本建設 埼　玉

21/2 北砂１丁目計画 コスモスモア 東　京

21/2 福生市大字福生字武蔵野計画新築工事 　 大和ハウス工業 大和ハウス工業 東　京

21/2 ＮＫ計画 新日本建設 千　葉

21/2 町田市南大谷新築工事 大和ハウス工業 大和ハウス工業 東　京

21/2 吉祥寺東町マンション新築工事 ウッドフレンズ 岡建工事 坂野由典建築設計事務所 東　京

21/2 北区西ヶ原作業所 吉田工務店 東　京

21/2 鹿浜計画 エフピーエス 東　京

21/2 リアンレーヴ北浦和新築工事 スミダ工業 ヨコハマハウス 埼　玉

21/2 フィル･パーク大井町駅前プロジェクト フィル･カンパニー 青木工務店 a.s.t atelier 東　京

21/2 西区中央1丁目計画新築工事 馬淵建設 ビゾン建築設計事務所 神奈川

21/2 田無駅南口テナントビル新築工事 大和ハウス工業 大和ハウス工業 東　京

21/2 花見堂複合施設 世田谷区 中島建設 松田平田設計 東　京

21/2 新木場補修基地(首都高) 首都高速道路 新井組 東　京

21/2 遠藤武雄様共同住宅新築工事 個人 大東建託 神奈川

21/2 エステムプラザ立川　新築工事 東京日商エステム 合田工務店 合田工務店 東　京

21/2 ＶＰＯ虎ノ門一丁目計画新築工事 清水総合開発 日本建設 設計工房デザインシステム 東　京

21/2 丸沼芸術の森アトリエ・収蔵庫新築工事 丸沼芸術の森 中島建工 アトリエ･Ｙｏｕ 埼　玉

21/2 羽沢横浜国大駅前店 内藤ハウス 神奈川

21/2 つくばさくら保育園新築工事 成島建設 茨　城

21/2 葛西駅北口ホテル新築工事 大東建託 東　京
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21/2 ＫＢ西落合ＰＪ改修工事 カタケン 東　京

21/2 世田谷区玉堤1丁目マンション計画新築工事 相鉄不動産 新日本建設 エス・ティプランニング 東　京

21/2 エステムプラザ墨田八広　新築工事 東京日商エステム 南海辰村建設 ガイ･プランニング 東　京

21/2 中央区築地6丁目計画 旭化成不動産レジデンス 松井建設 永山建築設計事務所 東　京

21/2 東新小岩I・Ｐｒｏｊｅｃｔ 個人 ジェクト 平野智司計画工房 東　京

21/2 高橋シズ子様邸 個人 積和建設東東京 積水ハウス 東　京

21/2 ＬＥＧＡＬＡＮＤ早稲田鶴巻町 新築工事 リーガランド 梶山建設 ＡＥ設計 東　京

21/2 港北区篠原東２丁目新築工事 サムティ 大洋建設 嘉環境設計 神奈川

21/2 上尾コニュニティーセンター改修工事 上尾市 島村工業 楠山設計 埼　玉

21/2 ネクステージ千葉幕張店 ネクステージ 秀建 Ｉ・Ｐ・Ｕ建築計画 千　葉

21/2 守谷市テナントビル新築工事 中和建設 茨　城

21/2 東京消防庁北多摩西部消防署庁舎改修工事 東京消防庁 長井工務店 桂設計 東　京

21/2 ユウコウ青柳ビル マルコウ中村組 千　葉

21/2 東山町１３－１４計画 コンマックス Ｊ．Ｉ．Ｐ一級建築士事務所 東　京

21/2 津田沼４丁目共同住宅新築工事 長谷工不動産 新日本建設 新日本建設 千　葉

21/3 中村橋計画　新築工事 野村不動産 西武建設 IAO竹田設計 東　京

21/3 ユニカ調布ビル増築工事 ユニカ 光建工業 東　京

21/3 ＪＡＴＣＯ左冨士寮新築工事 大成ユーレック 大成ユーレック 静　岡

21/3 中部電力保安協会伊那営業所新築工事 中部電力保安協会 吉川建設 長　野

21/3 西日暮里保育園 松田工務店 東　京

21/3 神保町ビル 笹川建設興業 東　京

21/3 モリックスビル 不動開発 埼　玉

21/3 小田原市本町2丁目プロジェクト新築 大和ハウス工業 大和ハウス工業 神奈川

21/3 昭和設計㈱新社屋新築工事 昭和設計 ヨシコシ ヨシコシ 静　岡

21/3 西池袋３丁目ＰＪ新築工事 プロパスト 小川建設 光和設計 東　京

21/3 榛名酪連 鐵栄鋼商 群　馬

21/3 横網２丁目プロジェクト新築工事 日鉄興和不動産 ウラタ ガイ･プランニング 東　京

21/3 貝沢第二保育園新築工事 若竹会 信澤工業 群　馬

21/3 (仮称)アソシア東十条新築工事 アソシアコーポレーション 中野建設 ディクス 東　京

21/3 八王子中町計画新築工事 谷口実業 東　京

21/3 中央消防署建設(建築)工事 さいたま市 斎藤工業 ＳＵＫＡ建築設計 埼　玉

21/3 ヤオコーふじみ野大原店新築工事 ヤオコー 岩堀建設工業 エディック設計 埼　玉

21/3 大和ハウス工業㈱仙台支社増築工事 大和ハウス工業 大和ハウス工業 宮　城

21/3 南麻布２２２プロジェクト新築工事 秀光建設 北野建設 木下道郎ワークショップ 東　京

21/3 成城６丁目計画新築工事 積水ハウス 日本建設 広建設計 東　京

21/3 株式会社 暖心様邸　新築工事 暖心 パナソニックホームズ パナソニックホームズ 東　京

21/3 渋谷区東３丁目店舗ビル 明和住宅 和田組 和田組 東　京

21/3 区立上板橋第二中学校 板橋区 前田建設工業 石本建築事務所 東　京

21/3 未来の杜学園 阿部和工務店 宮　城

21/3 LeEco千葉駅前ビル新築計画 楽視グループ 清水建設 ヒューマンケアデザイン 千　葉

21/3 エルファーロ神楽坂新築工事 明豊エンタープライズ ＨＤＩ 東京建築 東　京

21/3 こども園　あおぞら北新園舎 池下工業 石井設計 群　馬

21/3 高円寺プロジェクト新築工事 相互住宅 南海辰村建設 南海辰村建設 東　京

21/3 北橘保育園改修工事 天照 群　馬

21/3 西方保育園増築工事 社）愛育会 望月工業 飯尾建築設計事務所 静　岡

21/3 白金オフィスビル計画新築工事 和田工務店 ８ｄ一級建築士事務所 東　京

21/3 墨田区亀沢4丁目計画 三井不動産レジデンシャル 東急建設 東急建設 東　京

21/3 ヤオコー東松山上唐子寮新築工事 ヤオコー 伊田テクノス 九段建築研究所 埼　玉

21/3 台東区蔵前4丁目計画 三井不動産レジデンシャル ＪＦＥシビル ＪＦＥシビル 東　京
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ハトコット納入実績表（2020年4月～2021年3月）

21/3 特別養護老人ホーム横濱かなざわ翔裕園 渡辺組 シグマ建築企画 神奈川

21/3 (仮称)松江６丁目有料老人ホーム 大島産業 カシワバラ･コーポレーション 松本建築設計事務所 東　京

21/3 (仮称)墨田区亀沢１丁目計画 阪急阪神不動産 内野建設 内野建設 東　京

21/3 静岡県立こころの医療センター 静岡県立病院機構 日管 静　岡

21/3 埼玉県済生会加須病院 埼玉県済生会栗橋病院 清水建設 内藤建築事務所 埼　玉

21/3 宮脇車両工業㈱増築工事 石間工務店 東　京

21/3 瀬谷駅交番新設工事 神奈川県警察 戸田建設 アール・アイ・エー 神奈川

21/3 パウダーテック㈱ＦＳ新工場 パウダーテック 京葉都市開発 千　葉

21/3 鈴木歯科新築工事 金子工務店 東　京

21/3 ㈱木下不動産様 共同住宅新築工事 木下不動産 大東建託 大東建託 東　京

21/3 三井リンクラボ柏の葉新築工事 三井不動産レジデンシャル 清水建設 清水建設 千　葉

21/3 メモワールホール二葉町法事棟計画 メモワール 渡辺組 渡辺組 神奈川

21/3 中野南台4丁目共同住宅新築工事 大木建設 東　京

21/3 (仮称)コンシェリア東麻布一丁目新築工事 クレアスライフ 中央建設工業 シンヤ設計 東　京


