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鉄骨用 耐火塗料 ナリファイア・システムＳ 施工実績

法３８条特認案件

建築物名         所在地 施　               工 　施工時期  

1 大森ベルポート    東京都品川区
清水･間･飛島･丸運･大成･五洋・佐川
JV 平成2年5月～3年3月

2 出雲ドーム       島根県出雲市 鹿島建設 平成3年9月～4年2月

3 ららぽーとスキードーム“ザウス”  千葉県船橋市 鹿島･NKK JV 平成4年7月～5年2月

4

関西国際空港   旅客ターミナルビル
北工区  大阪府泉佐野市

大林･清水･ﾌﾙｱｰ･戸田･奥村･  鴻池･
西松･間・佐藤･不動ＪＶ 平成4年10月～5年8月

5 信州博覧会 グローバルドーム  長野県松本市 鹿島･斎藤木材 JV 平成5年3月

6 歴史文化博物館   愛媛県東宇和郡 大林･五洋･村上･八幡浜JV 平成6年5月

7 ＪＴ本社ビル     東京都港区 大成･鹿島･戸田･JT不動産JV 平成6年8月～6年12月

8 太田区産業プラザ　  東京都大田区 大成･安藤･日栄･石田･河津･醍醐ＪＶ 平成7年3月～7年9月

9 東京国際フォーラム ・ホール棟  東京都千代田区
大成･戸田･清水･間･鉄建･日産･
三菱･大木･小田急･古久根 JV 平成7年3月～7年8月

10 ＴＧ港北ＮＴビル 神奈川県横浜市 熊谷組 平成8年1月

11 熊本県立天草工業高校 熊本県本渡市 吉永産業 平成9年1月～9年6月

12 国立東京第２病院 東京都目黒区 佐藤･竹中･日東JV 平成10年3月

13 金成町役場庁舎および生涯学習センター 宮城県金成町 錢高組 平成11年5月～11年8月



鉄骨用 耐火塗料 ナリファイア・システムＳ 施工実績

耐 火 鋼 （ＦＲ鋼 ) 

 　  建築物名         所在地 施　工 　施工時期  

1 明治神宮外苑テニスクラブ 室内コート  東京都新宿区 間組 平成４年９月～４年１２月

2 長谷川  ビル  東京都渋谷区 川田工業 平成４年１２月～５年７月

3 日本長期信用銀行本店ビル  東京都港区 竹中工務店 平成５年３月

4 竹中工務店　西宮松山家族寮  兵庫県 西宮市 竹中工務店 平成６年１月～６年２月

5 心斎橋東洋ビル  大阪市中央区 竹中工務店 平成６年９月～６年１２月

6 喜多町駐車場  愛知県 豊田市 豊田総建･藤本 JV 平成６年１２月～７年３月

7 刈谷市産業振興センター　展示場  愛知県刈谷市 竹中･ｱｲｼﾝ開発 JV 平成６年１２月～７年６月

8 新東京国際空港　第１旅客ターミナルビル改築  千葉県成田市 竹中工務店 平成７年６月

9 東京国際フォーラム ・ガラス棟  東京都千代田区
大林･鹿島･安藤･銭高･五洋･藤木・森
本･地崎･勝村 JV 平成７年９月

10 東京国際フォーラム  ・ホール棟  東京都千代田区
大成･戸田･清水･間･鉄建･日産･三菱･
大木･小田急･古久根 JV 平成７年１２月

11 桐生市市民文化会館 群馬県桐生市 熊谷組 平成８年９月～８年１１月

12 茨城県庁行政棟 茨城県水戸市 竹中・戸田・株木・岡部・武藤ＪＶ 平成９年１２月～１０年３月

13 パサージュガーデン澁谷〔北-1〕 東京都渋谷区 大林・新日鐵・不動・長谷工JV 平成１０年１月～１０年６月

14 富山県総合福祉会館 富山県富山市 佐藤・林・前田JV 平成１０年４月～１０年５月

15 高松中央高校 香川県高松市 竹中工務店 平成1１年２月～１１年４月

16 道玄坂一丁目開発 東京都渋谷区 東急・鹿島・大成・戸田・清水・京王JV 平成１１年４月～１１年８月

17 出雲市地域交流センター 島根県出雲市 鴻池・今岡・岩崎JV 平成１１年７月～１１年１０月

18 西消防署及び福島ｺﾐｭﾆﾃｨｰ・消防センター 広島県広島市 佐藤・上野谷・大起JV 平成１１年１０月～１２年３月

19 せんだいメディアテーク 宮城県仙台市 熊谷・竹中・安藤・橋本JV 平成１１年１１月～１２年７月

20 慶應義塾普通部新本館 神奈川県横浜市 安藤建設 平成１３年７月～１３年８月

21 青い森アリーナ：サブアリーナ・スポーツ科学センター 青森県青森市 清水・飛島・福萬・盛興業社JV 平成１４年６月～１４年１０月

22 青い森アリーナ：合宿所 青森県青森市 奥村・田中・黄金JV 平成１４年８月～１４年１０月

23 下館市中央地区再開発 千葉県野田市 竹中・小薬ＪＶ 平成１４年８月～１５年２月

24 ルネ青山ビル 東京都港区 熊谷組 平成１４年１０月～１５年３月
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建築物名         所在地 施　               工 　施工時期  

1 外ヶ岡交流拠点施設 静岡県下田市 東急・河津JV 2000年9月

2 南方コミュニティセンター 広島県本郷町 村田組 2000年12月

3 常陸太田市総合福祉会館 茨城県常陸太田市 鹿島・武藤JV 2000年12月

4 いずみ中央地域ケアセンター 神奈川県横浜市 中和田建設 2001年3月

5 桜山保育園 熊本県荒尾市 鴻池組 2001年3月

6 ＴＦＫ芝山工場 千葉県成田市 鹿島建設 2001年2月

7 泉の郷老人ホーム 神奈川県横浜市 中和田建設 2001年3月

8 国立成育医療センター 東京都世田谷区 大成・奥村・安藤JV 2001年3月

9 呉共済病院 広島県呉市 清水・大之木ＪＶ 2001年3月

10 グループホーム西春日 香川県高松市 合田工務店 2001年3月

11 青山ビル 東京都港区 長谷工コーポレーション 2001年3月

12 郡山養護学校 福島県郡山市 オオバ・陰山組ＪＶ 2001年3月

13 四国大学 徳島県徳島市 大林組 2001年3月

14 トレベルノ恵比寿 東京都渋谷区 佐藤秀 2001年3月

15 名鉄病院３号館建設工事 愛知県名古屋市 大成・矢作・名鉄住商ＪＶ 2001年3月

16 雄勝硯伝統産業会館 宮城県雄勝町 飛島建設 2001年4月

17 ヨックモック東京工場 東京都足立区 竹中工務店 2001年4月

18 スチューデントパティオ成城 東京都調布市 小田急建設 2001年5月

19 新川電機（株）中国支社 広島県広島市 前田建設・広島菱重 2001年5月

20 メナード青山リゾート温浴施設 三重県名賀郡 大成建設 2001年5月

21 大名デイサービスセンター 福岡県福岡市 松村組 2001年6月

22 横浜赤レンガ１号倉庫改修 神奈川県横浜市 竹中工務店・小松工務店 2001年7月

23 慶應義塾普通部新本館 神奈川県横浜市 安藤建設 2001年7月

24 セレモニーホール山形 山形県山形市 清水建設 2001年8月

25 東金市保健福祉ンター 千葉県東金市 鹿島建設 2001年8月

26 三菱ガス化学東京工場　情報機能材棟 東京都江戸川区 フジタ 2001年9月

27 延岡観光ホテル 宮崎県延岡市 鴻池組 2001年8月

28 港北ニュータウン９－３３街区 神奈川県横浜市 西松建設 2001年9月

29 平野区庁舎 大阪府大阪市 飛島・森 2001年9月

30 拓殖大学紅陵高等学校 千葉県木更津市 フジタ・大成 2001年9月

31 ライカ南青山 東京都港区 竹中工務店 2001年10月

32 タキイ種苗 京都府京都市 奥村組 2001年10月

33 萩園地区ケアセンター・老人憩の家 神奈川県茅ヶ崎市 加藤製作所 2001年10月

34 日本会館第２ビル新築工事 東京都渋谷区 大成建設 2001年10月

35 跡見学園女子大学　新学部棟 埼玉県新座市 鹿島建設 2001年11月

36 関西外国語大学 大阪府枚方市 鹿島建設・小松 2001年11月

37 特養老人ホーム高森荘 長野県 神稲建設 2001年12月

38 コミユニティコア早期整備施設 千葉県千葉市 新日本建設 2001年12月

39 洗足学園大学付属小学校 神奈川県川崎市 鹿島建設 2001年12月

40 立教大学第１食堂　耐震補強工事 東京都豊島区 清水建設 2001年12月

41 横浜赤レンガ２号倉庫改修 神奈川県横浜市 竹中工務店 2002年1月

42 新東京国際空港第２旅客ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ 出発ロビー増築 千葉県成田市 竹中・熊谷・松村 2002年1月

43 安藤七寶店(名古屋クロイゾンスクエア） 愛知県名古屋市 竹中工務店 2001年12月

44 港区立港南小学校 東京都港区 石松組 2002年2月

45 野田北部中学 千葉県野田市 丸要建設 2002年2月
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建築物名         所在地 施　               工 　施工時期  

46 日本原燃六ヶ所村再処理施設 制御建屋 見学者ホール青森県六ヶ所村 竹中・前田・飛島・西松 2002年2月

47 大田総合病院附属看護専門学校 福島県郡山市 間組 2002年2月

48 ペルソナージュ栗生保育園 宮城県仙台市 三井建設 2002年2月

49 富士スバル　ボルボ新築工事 群馬県前橋市 小野里工業 2002年2月

50 海老名駅前中央公園周辺地区開発工事(789．10街区）神奈川県海老名市 小田急建設 2002年3月

51 四街道保育所 千葉県四日街道市 古谷建設 2002年3月

52 星の子愛児園 神奈川県川崎市 熊谷組 2002年3月

53 ＮＴＴ新データーセンター（１期工事） 東京都江東区 清水建設 2002年3月

54 松下センター 東京都江東区 大成建設 2002年3月

55 プラザ・コム宝塚売布 兵庫県宝塚市 鹿島建設 2002年3月

56 龍ヶ崎市体育館及び屋内温水プール 茨城県龍ヶ崎市 日産建設 2002年3月

57 慶應義塾幼稚舎１２５年記念棟 東京都渋谷区 竹中工務店 2002年3月

58 クラレ野田 学生向けワンルームマンション 千葉県野田市 間組 2002年3月

59 上越（鴨島２）職員住宅新築工事 新潟県上越市 小林匠建設 2002年3月

60 稲城駅店舗工事 東京都稲城市 京王建設 2002年3月

61 聖セシリア女子短期大学改修 神奈川県大和市 清水建設 2002年3月

62 飯田橋プロジェクト 東京都新宿区 石井組 2002年3月

63 新横浜駅出入口上屋 神奈川県横浜市 森田建設 2002年3月

64 NTTDoCｏＭｏ川崎 神奈川県川崎市 大成建設 2002年4月

65 しもつけ荘 栃木県下都賀郡 鹿島建設 2002年4月

66 東海ビル 東京都田無市 斎藤工業 2002年4月

67 湯沢町立病院 新潟県湯沢町 福田組 2002年4月

68 ＮＴＴ新データーセンター（２期工事） 東京都江東区 清水建設 2002年4月

69 東北沢集合住宅 東京都渋谷区 佐藤秀 2002年4月

70 ユニマツト西麻布 東京都港区 間組 2002年4月

71 六本木１丁目西地区第１種市街地再開発（泉ガーデン） 東京都港区
清水＆鴻池　・浅沼・鹿島・竹中・住
友JV 2002年4月

72 ポーラ箱根美術館 神奈川県箱根町 竹中工務店 2002年4月

73 大本山建長寺（紫雲閣） 神奈川県鎌倉市 斉藤建設 2002年5月

74 万代島再開発事業民間施設 新潟県新潟市 鹿島建設 2002年5月

75 チネチッタ川崎（ラ・チッタデッラ） 神奈川県川崎市 大林組 2002年5月

76 広島修道大学図書館増築工事 広島県広島市 清水建設 2002年5月

77 遠鉄ホテルエンパイア レストラン・大浴場新築 静岡県浜松市 竹中工務店 2002年5月

78 前橋公共職業安定所 群馬県前橋市 佐田建設 2002年4月

79 ニューロレックスビル（ロレックス東陽町ビル） 東京都江東区 竹中工務店 2002年5月

80 新地町役場庁舎 福島県新地町 清水・庄司・東北ＪＶ 2002年7月

81 堀池・高橋邸 東京都渋谷区 阿波根組 2002年7月

82 大山ねずの命神示教会神総本部 和光会館 神奈川県横浜市 大林組 2002年7月

83 新東京国際空港第１旅客ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ 第３サテライト 千葉県成田市 第３サテライト建築共同企業体(戸田JV) 2002年9月

84 青葉台CUBE 神奈川県横浜市 東急建設 2002年7月

85 中ノ島中央公会堂（大阪市中央公会堂　保存・再生） 大阪府大阪市 清水・西松・大鉄ＪＶ 2002年7月

86 Pフォーシス庵新築工事 山梨県甲府市 積水ハウス株 2002年7月

87 日大理工学部駿河台校舎１号館 東京都千代田区 大成・清水ＪＶ 2002年8月

88 研究成果活用プラザ（宮城県） 宮城県仙台市 鹿島・間・橋本JV 2002年8月

89 川越市立美術館 埼玉県川越市 大林・岩堀・初雁ＪＶ 2002年8月

90 第２４号　大垣北高教室棟 岐阜県大垣市 土屋・太陽特定ＪＶ 2002年12月
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建築物名         所在地 施　               工 　施工時期  

91 カインズホーム新富谷店 宮城県富谷町 戸田建設 2002年9月

92 明治乳業小田原研究所３号棟 神奈川県小田原市 西武建設 2002年9月

93 イトーヨーカドー藤沢石川店 神奈川県藤沢市 錢高組 2002年9月

94 八王子市立八王子ﾆｭｰﾀｳﾝ南西地域新設小学校 東京都八王子市 横瀬・八洲・原田・吉田JV 2002年11月

95 CWC横浜データ交換センター 神奈川県横浜市 清水建設 2002年12月

96 桜美林大学ステーションキャンパス 神奈川県相模原市 戸田建設 2002年10月

97 アクサンスコモビル屋上改修工事 東京都渋谷区 シミズ・ビルライフケア 2002年10月

98 段塚クリニック 埼玉県入間市 清水建設 2002年11月

99 ライフステージ悠トピア 神奈川県秦野市 竹中工務店 2002年11月

100 学校給食溝沼共同調理場 埼玉県朝霞市 五十鈴建設 2002年11月

101 アズハイツ 東京都渋谷区 平成建設 2002年12月

102 東雲A街区住宅・施設建設工事（渡り廊下） 東京都江東区 三井・鴻池・大日本JV 2002年11月

103 東雲A街区住宅・施設建設工事（人工地盤） 東京都江東区 三井・鴻池・大日本JV 2002年11月

104 京橋・野本ハウス 東京都中央区 まつもとコーポレーション 2002年12月

105 明治乳業㈱　小田原工場 神奈川県小田原市 西武建設 2002年10月

106 東京理科大 薬学部 千葉県野田市 清水建設 2002年11月

107 八幡リゾート改修工事 岩手県盛岡市 菱和建設 2002年12月

108 花みずきの里 神奈川県横浜市 松尾工務店 2003年1月

109 溝の口アパート 神奈川県川崎市 栄港建設 2003年1月

110 京都子供カウンセリングセンター 京都府京都市 かなめ・津田ＪＶ 2003年1月

111 相馬高等学校校舎等改築 福島県相馬市 庄司・小野・石川ＪＶ 2003年2月

112 武田薬品工業㈱機能解析棟 茨城県つくば市 鹿島建設 2003年3月

113 西東京市田無庁舎　市民ロビー等整備工事 東京都西東京市 山崎組 2003年3月

114 リゾーム麻布十番 東京都港区 古久根建設 2003年3月

115 茨城職業能力開発促進センター 茨城県水海道市 鹿島建設 2003年3月

116 ＮＴＴドコモ墨田ビル 東京都墨田区 竹中工務店 2003年4月

117 二期リゾートホテル 栃木県那須郡 東武建設 2003年5月

118 NTTﾄﾞｺﾓ墨田ﾋﾞﾙ 低層棟工事 東京都墨田区 竹中工務店 2003年5月

119 エルフレア駒沢ビル 東京都世田谷区 清水建設 2003年5月

120 同志社京田辺情報メディア 京都府京田辺市 大林組・吉村JV 2003年5月

121 守谷ＳＣ改修工事 茨城県守谷市 鹿島建設 2003年5月

122 ｲﾝﾏﾇｴﾙｷﾘｽﾄ教会 東京都目黒区 清水建設 2003年5月

123 成城４丁目計画 東京都世田谷区 三井住友建設 2003年6月

124 秋田県立由利工業高等学校　改修工事 秋田県本荘市 戸田・村岡・長田ＪＶ 2003年6月

125 青山梅窓ビル（寺院棟） 東京都港区 鹿島建設 2003年6月

126 ローズマリーガーデン温室工事 千葉県安房郡 平砂浦ビーチホテル 2003年7月

127 清水建設技術研究所 新本館 東京都江東区 清水建設 2003年7月

128 松本市民会館改築主体工事 長野県松本市 竹中・戸田・松本土建ＪＶ 2003年9月

129 杉の子幼稚園増改築工事 埼玉県南埼玉郡 藤井鉄工建設 2003年9月

130 浜松町駅モノレール設備工事 東京都港区 鉄建建設 2003年9月

131 東京大学農学部人工気象室　 東京都文京区 清水建設ＪＶ 2003年9月

132 飯田電機工業イベント事業部棟 東京都江東区 日本国土開発 2003年9月

133 創価学会本部 東京都新宿区 ㈱大林組 2003年9月

134 加美町小野田文化施設 宮城県加美町 鹿島・小野田ＪＶ 2003年10月

135 代田の切り通し 東京都世田谷区 ㈲建装 2003年10月
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136 西千葉春日１丁目マンション 千葉県千葉市 東洋建設 2003年10月

137 健愛クリニック 東京都足立区 竹中工務店 2003年10月

138 千葉市営住宅星久喜町　第２団地建替工事 千葉県千葉市 新日本建設 2003年10月

139 加美町小野田文化施設 宮城県加美町 鹿島・小野田JV 2003年10月

140 足利税務署 群馬県足利市 ㈱板通 2003年10月

141 青少年文化創造ステーション 大阪府大阪市 日本国土開発・岸 2003年10月

142 目白　高田邸内装工事 東京都新宿区 ㈱タジマ建設 2003年11月

143 表参道アルモ 東京都渋谷区 明東建設 2003年11月

144 新東京国際空港第１ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ　第５ｻﾃﾗｲﾄ 千葉県成田市 第５サテライト建築ＪＶ（前田ＪＶ） 2003年11月

145 佐世保港近海航路旅客ﾀｰﾐﾅﾙ 長崎県佐世保市 金納建設㈱ 2003年11月

146 三室戸学園新築工事 埼玉県川越市 大成建設 2003年11月

147 ボッシュビル渋谷 屋上改修工事 東京都渋谷区 大林組 2003年12月

148 日本社会事業大学　介護実習棟 東京都清瀬市 岩本組 2003年12月

149 一橋大学大学院 総合教育研究棟 東京都国立市 飛島建設・ナカノ・長田組JV 2003年12月

150 ツインズコート弦巻 東京都世田谷区 竹中工務店 2004年1月

151 明星大学新体育館 東京都日野市 清水建設 2004年1月

152 オタワ愛徳修道女会本部修道院　 宮城県仙台市 銭高組 東北支店 2004年1月

153 光ヶ丘ｽﾍﾟﾙﾏﾝ病院増築改修工事 宮城県仙台市 銭高組 東北支店 2004年1月

154 大田区田園調布集合住宅　 東京都大田区 東急建設 2004年1月

155 沖縄工業工専基幹整備　(連絡橋） 沖縄県宜野座村 仲本工業 2004年1月

156 白河こどもの園 福島県白河市 鈴常工務店 2004年1月

157 浜松町駅モノレール連絡設備 フラット他２期工事　 東京都港区 鉄建建設㈱東京 2004年1月

158 におの浜スポーツセンター 滋賀県大津市 桑原組 2004年1月

159 秋田県北木材センター　集成材加工施設 秋田県大館市 秋田土建・花岡土建ＪＶ 2004年2月

160 西南学院法科大学院棟 福岡市早良区 竹中工務店 2004年2月

161 アーバンビュー岡本 東京都世田谷区 鹿島建設 2004年2月

162 こども相談センター 愛知県豊田市 太啓建設 2004年2月

163 汐留浜離宮サイドプロジェクト 東京都港区 竹中工務店 2004年3月

164 明治生命館 東京都千代田区 竹中工務店 2004年3月

165 常新流山運動公園Ｓｔ本屋他工事 千葉県流山市 鉄建・ピーエス三菱・森ＪＶ 2004年3月

166 三宿の家 東京都世田谷区 平成建設 2004年3月

167 阿部産婦人科 東京都東大和市 三浦組 2004年3月

168 松井邸プロジェクト 東京都荒川区 岩本組 2004年3月

169 西村邸 東京都品川区 岩本組 2004年3月

170 羽田空港A工区 東京都大田区 鹿島建設 2004年4月

171 虎ノ門琴平タワー 東京都港区 大成建設 2004年4月

172 羽田空港B工区コンコース 東京都大田区 大成・大林・ベクテル・東急・前田・日航 2004年4月

173 羽田空港B工区ライトコーン 東京都大田区 大成・大林・ベクテル・東急・前田・日航 2004年4月

174 羽田空港B工区サードスクリーン 東京都大田区 大成・大林・ベクテル・東急・前田・日航 2004年4月

175 呉市海洋博物館 広島県呉市 五洋・増岡・大の木ＪＶ 2004年4月

176 東北文化学園大学本部棟改築 宮城県仙台市 西松建設 2004年4月

177 静岡精華中・高校改築 静岡県静岡市 鹿島建設 2004年5月

178 松尾　I　T保健福祉センター 千葉県山武郡 古谷建設 2004年5月

179 山谷マンション 神奈川県横浜市 鉄建建設 2004年5月

180 本田技研工業HMオフィス 東京都三鷹市 竹中工務店 2004年5月
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181 伏見スーパードーム 京都府伏見市 金下建設 2004年5月

182 学習院女子大新教室棟 東京都新宿区 鹿島建設 2004年5月

183 早通南住宅２３号棟住戸改修 新潟県豊栄市 加賀田組 2004年6月

184 大阪中央卸売市場 大阪府大阪市 あおきあすなろ建設 2004年6月

185 Ｍメディカルプラザ 神奈川県川崎市 錢高組 2004年6月

186 グループホームかたらい 東京都世田谷区 岩本組 2004年6月

187 日本体育大学　健志台キャンパス　第２体育館 神奈川県横浜市 竹中工務店 2004年7月

188 早通り住宅２0号棟住戸改修 新潟県豊栄市 マルト渡辺工務店 2004年8月

189 大野田小学校　渡り廊下 東京都武蔵野市 鹿島・丸ニ渡辺JV 2004年8月

190 長崎県美術館 長崎県長崎市 大成・梅村・松島JV 2004年9月

191 江原センター 東京都練馬区 清水建設 2004年10月

192 オービック東京本社ビル 東京都中央区 錢高・大林ＪＶ 2004年12月

193 智頭町保健・医療・福祉総合センター「ほのぼの」 鳥取県智頭町 松村・こおげ・名大JV 2004年10月

194 育英工業高等専門学校 新校舎 東京都町田市 大成建設 2004年9月

195 奈良県立図書情報館 奈良県奈良市 奥村・浅沼・村本・淺川・中村 2004年9月

196 麹町３丁目計画 東京都千代田区 清水建設 2004年9月

197 刈谷市総合運動公園 多目的グラウンド増築 愛知県刈谷市 アイシン開発 2004年10月

198 元麻布プロジェクト 東京都港区 岩本組 2004年10月

199 汐留D街区低層階屋上 東京都港区 竹中工務店 2004年11月

200 相模原南部方面総合産業学校（相模台工業高校） 神奈川県相模原市 竹中・戸田・日広ＪＶ 2004年11月

201 菖蒲幼稚園増改築 埼玉県埼玉郡 松井建設 2004年11月

202 南地区保健福祉センター 神奈川県相模原市 谷津・櫻内・金子JV 2004年12月

203 六本木新倶楽部会館 東京都港区 竹中工務店 2004年12月

204 富士スピードウェイ　ピット棟 静岡県駿東郡 大成建設 2004年12月

205 津幡町生涯学習施設 石川県河北郡 鹿島建設北陸 2004年12月

206 河南町保健福祉センター 大阪府河南郡 飛島建設 2004年12月

207 三宿ハウス 東京都世田谷区 内野建設 2004年12月

208 富士スピードウェイ　渡り廊下 静岡県駿東郡 大成建設 2004年12月

209 立教大学１４号館 東京都豊島区 清水建設 2005年1月

210 武蔵野市立大野田小学校 校舎棟 東京都武蔵野市 鹿島・丸ニ渡辺JV 2005年1月

211 東神奈川横断歩道橋上屋 神奈川県横浜市 小俣組 2005年1月

212 気仙沼高校舎等増築 第２期工事 宮城県気仙沼市 クマケー建設 2005年1月

213 身体障害者療護施設 奈良県立菅原園 奈良県奈良市 山上組・大倭殖産・三和建設JV 2005年1月

214 NTT墨田ビル模様替え工事 東京都墨田区 竹中工務店 2005年1月

215 昭和記念公園 文化施設ゾーン センター施設 東京都立川市 竹中工務店 2005年1月

216 特別養護老人ホーム けやき荘 神奈川県横浜市 松尾工務店 2005年2月

217 ６３プロジェクト 東京都港区 共立工業 2005年2月

218 千野邸 東京都渋谷区 ｓｏｂｉ（創美） 2005年2月

219 町田市立小山が丘小学校 外構工事 東京都町田市 大成・曽根・石井ＪＶ 2005年2月

220 介護老人保健施設 コージーハウスはすぬま 東京都大田区 大成建設 2005年3月

221 長沼ビル 東京都中央区 岩本組 2005年3月

222 羽田空港国際線ビル コンコース増築 東京都大田区 2005年4月

223 にしじまクリニック 2005年4月

224 東京トヨタ渋谷店建替 東京都渋谷区 2005年5月

225 すみだ保健医療福祉ビル 東京都墨田区 2005年6月
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226 寒川ビル 神奈川県寒川町 2005年6月

227 クリスタルタワー銀座 東京都中央区 2005年6月

228 東京ＰＣＢ廃棄物処理 東京都 2005年6月

229 FLAT-ＳＩ 2005年7月

230 上中町福祉保健総合拠点施設・いきがい部門 2005年7月

231 ＴＸビル 東京都 清水建設 2005年8月

232 Ｄ-ＡＳＳＥＴ Ⅵ 渋谷１丁目ビル 東京都渋谷区 2005年8月

233 天心聖教聖堂建替 東京都文京区 竹中工務店 2005年9月

234 フレッグ中目黒 東京都目黒区 平成建設 2005年9月

235 浦和福音自由教会 埼玉県浦和市 2005年9月

236 神戸親和大学EV棟増築 兵庫県神戸市 明和工務店 2005年10月

237 大阪商業大学　新校舎 大阪府 2005年10月

238 京都市立衣笠小学校増築 京都府京都市 2005年10月

239 天王洲マンション 港南４丁目住宅団地 東京都 清水建設 2005年11月

240 戸塚駅改良工事 神奈川県横浜市 鉄建建設 2005年11月

241 大船駅改良工事 神奈川県鎌倉市 鉄建建設 2005年11月

242 大平4丁目錦糸町開発計画 東京都 2005年11月

243 国立科学博物館上野地区本館 東京都台東区 2005年11月

244 三加和町立三加和中学校 上野地区本館 熊本県玉名郡 三ツ矢建設 2005年11月

245 小川邸 2005年11月

246 兼平邸 栄港建設 2005年11月

247 イケア船橋店 千葉県船橋市 鹿島建設 2005年11月

248 成城幼稚園新園舎 東京都 清水建設 2005年12月

249 立川ケヤキモール 東京都立川市 錢高組 2005年12月

250 小岩ＳＣ営業所棟 東京都 鉄建建設 2006年1月

251 泉町1丁目南地区 第1種市街地再開発 2006年1月

252 浜松海の星高校 体育館改修 静岡県浜松市 2006年1月

253 大船駅改良工事　ＥVシャフト 神奈川県鎌倉市 鉄建・大成ＪＶ 2006年1月

254 山梨学院60周年記念館　「サザンタワー」 2006年1月

255 ＮＴＴデータ大手町ビル 東京都千代田区 2006年1月

256 旭電化工業㈱尾久ビル 東京都荒川区 清水建設 2006年2月

257 栄区笠間障害福祉施設 神奈川県横浜市 松尾工務店 2006年2月

258 立川ケヤキモール　ＥＶ設置工事 東京都立川市 錢高組 2006年2月

259 フルヤジュエリー本社　増改築 東京都 岩本組 2006年2月

260

サッポロビールさいたま工場跡地
Ｂ棟駐車場ＥＶシャフト 埼玉県 2006年2月

261 南青山6丁目プロジェクト 東京都港区 2006年2月

262 横浜赤レンガ２号倉庫改修 神奈川県横浜市 2006年3月

263 フレッグ東麻布 東京都港区 新井組 2006年3月

264 東京トヨタ西新井店 東京都 大成建設 2006年3月

265 県庁南Ｋビル 兵庫県神戸市 2006年3月

266 カリタス女子中学高等学校新校舎 神奈川県 戸田建設 2006年3月

267 ＦＬＡＴ-Ｆ 小暮工業 2006年3月

268 Ｋ・ａｐａｒｔｍｅｎｔｓ 近嵐工務店 2006年3月

269

三菱電機ビルテクノサービス
システムプラザＢ館増築 東京都 竹中工務店 2006年4月

270 アメックス大濠パークタワー 福岡県 竹中工務店 2006年4月
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271 瑞鳥ビル・アネックス 東京都千代田区 坂本壽男工務店
2006年4月

272 Ｎａｋａｎｏ　Ｐｒｏｊｅｃｔ 東京都中野区 岩本組
2006年4月

273 ミスターマックス藤沢ＳＣ 神奈川県藤沢市 竹中工務店
2006年4月

274 栄区笠間障害福祉施設 神奈川県横浜市 松尾工務店
2006年5月

275 ＳＦ芝浦４丁目ビル 東京都港区 大林組
2006年5月

276 日産プロジェクトⅡ期 神奈川県厚木市 大成建設
2006年5月

277 中防灰融合施設設備工事 東京都 錢高組
2006年6月

278 ヨコハマポートサイドA-３街区プロジェクト 神奈川県横浜市 竹中工務店
2006年6月

279 馬事公苑テラス 東京都世田谷区 大東建設
2006年5月

280 豊島区医師会新会館 東京都豊島区 大成建設
2006年6月

281 芝公園二丁目ビル 東京都港区
2006年6月

282 泉町一丁目南地区　第一種市街地開発
2006年6月

283 羽田空港 第二ターミナルビル増築 東京都大田区 大成建設
2006年7月

284 東京貨物ターミナル駅構内 複合施設Ｅ棟 東京都 清水建設
2006年7月

285 ハーパープレミアムⅡ 東京都 鹿島建設
2006年8月

286 新長田駅大橋5工区再開発ビル 兵庫県
2006年8月

287 西友うしく店 茨城県牛久市
2006年9月

288 エクサスペース 東京都 岩本組
2006年8月

289 北近江リゾート・エジプト館 滋賀県伊賀郡
2006年8月

290 タイムズステーション池袋 東京都豊島区 大林組
2006年9月

291 大阪市営菅原住宅　昇降機設置工事 大阪府大阪市
2006年9月

292 大阪市営緑住宅　昇降機設置工事 大阪府大阪市
2006年9月

293 大阪市営徳庵住宅　昇降機設置工事 大阪府大阪市
2006年9月

294 大阪市営大領北住宅　昇降機設置工事 大阪府大阪市
2006年9月

295 大阪市営大領東住宅　昇降機設置工事 大阪府大阪市
2006年9月

296 大阪市営長井西住宅　昇降機設置工事 大阪府大阪市
2006年9月

297 山中邸    システムシーツー
2006年9月

298 九十九碑文谷営業所 東京都
2006年9月

299 吉祥寺北町プロジェクト 東京都武蔵野市 友伸建設
2006年10月

300 ＥＤＰ八千代コールセンタービル
2006年10月

301 増渕達夫共同住宅 東京都
2006年10月

302 第４プリンスビル 2006年10月

303 若林邸
2006年10月

304 高松丸亀町商店街　Ａ街区再開発ビル 香川県高松市
2006年10月

305 東京ミッドタウンプロジェクト　Ａ棟 東京都港区
2006年11月

306 関東労災病院本館
2006年11月

307 トンボ鉛筆新本社　新研究所 東京都
2006年11月

308 大成建設技術センター　本館リニューアル 神奈川県横浜市
2006年11月

309 和歌山県庁　南館 和歌山県和歌山市
2006年11月

310 成増プライム(成増クレディセゾンビル) 東京都板橋区 清水建設
2006年12月

311 神奈川産業総合高校　体育館 神奈川県横浜市 2006年12月

312 川上邸
2006年12月

313 植田学園習志野調理師専門学校　講堂増築 千葉県習志野市
2006年12月

314 三田線芝公園ほか防災改良工事 東京都港区
2006年12月

315 慶商ビル 東京都 日本建設
2006年12月
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316 白金台の集合住宅 東京都港区 岩本組
2006年12月

317 カネボウ化粧品　小田原工場 神奈川県小田原市 田辺工業
2007年1月

318 名古屋学院大学 愛知県
2007年1月

319 法政大学　市ヶ谷複合施設 東京都 大成建設・福田組ＪＶ
2007年2月

320 有楽町駅前再開発事業 東京都 大成ＪＶ
2007年2月

321 明星大学　共同演習棟 東京都 大成建設
2007年2月

322 高松法務局 丸亀支局庁舎 香川県丸亀市
2007年2月

323 竹中工務店　五反田寮 東京都 竹中工務店
2007年2月

324 筑波大学附属久里浜養護学校改修 神奈川県横須賀市 柿沼建設
2007年2月

325 桜美林大学　基盤教育センター棟 神奈川県 スルガコーポレーション
2007年3月

326 専修大学　生田１０号館 神奈川県川崎市 鹿島・佐藤建設・小田急ＪＶ
2007年3月

327 富士スピードウェイ　Ｆ１対応施設 静岡県 大成建設
2007年3月

328 新千葉自治会館
2007年3月

329 福岡銀行
2007年3月

330 横浜鶴屋町ＲＯＮビル 神奈川県横浜市 竹中工務店
2007年3月

331 宇都宮馬場中央 栃木県宇都宮市
2007年3月

332 都営三田線芝公園駅ほか駅防災改良　Ａ５出口 東京都港区 北野建設 2007年3月

333 都営三田線芝公園駅ほか駅防災改良　Ａ２出口 東京都港区 北野建設 2007年3月

334 南青山６丁目鈴木邸 東京都港区 竹中工務店 2007年3月

335 恵比寿二丁目ビル 東京都渋谷区 北野建設 2007年4月

336 アスコット東上野ビル 東京都台東区 2007年4月

337 市立西脇病院（Ⅰ期） 2007年4月

338 西友ひばりヶ丘団地店 東京都西東京市 イチケン 2007年5月

339 都営三田線芝公園駅他１駅防災改良 東京都港区 2007年4月

340 名古屋拘置所新館 愛知県名古屋市 2007年5月

341 長崎大学（医・歯・病）病棟・診療棟 長崎県長崎市 2007年4月

342 京都市立西院幼稚園 京都府京都市 2007年5月

343 市立西脇病院（Ⅱ期） 2007年6月

344 高松中央高校 香川県高松市 2007年6月

345 日本大学富士宮 静岡県富士宮市 2007年6月

346 ライフアパレル本社増築計画 2007年7月

347 三共銀座プロジェクト 東京都中央区 清水建設 2007年10月

348 勝どき六丁目地区第一種市街地再開発 東京都中央区 前田建設工業 2007年8月

349 平成17年度大手町地区第1種市街地再開発事業 静岡県沼津市 竹中工務店 2007年8月

350 甲賀市あいこうか市民ホール 滋賀県甲賀市 2007年8月

351 芝浦工業大学柏中学高等学校改修 千葉県柏市 2007年8月

352 大宮サッカー場改築（建築） 埼玉県大宮市 戸田・株木ＪＶ 2007年10月

353 市町村職員中央研修所 新宿泊棟増築工事 千葉県千葉市 大林組 2007年9月

354 高知大南体育館 高知県 2007年9月

355 野村証券横浜支店 耐震補強工事 神奈川県横浜市 竹中工務店 2007年9月

356 愛媛新聞社新社屋 愛媛県松山市 2007年10月

357 富山労働総合庁舎 富山県 東洋建設 2007年10月

358 セレモニア本社ビル 神奈川県川崎市 大末建設 2007年10月

359 福岡大学 医学部病院 福岡県福岡市 2007年10月

360 大阪工業大学 大宮学舎10号館 大阪市旭区 2007年10月
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361 南麻布プロジェクト 東京都港区 平成建設 2007年11月

362 共同土木本社ビル 東京都 竹中工務店 2007年11月

363 日本ノボパン工業本社ビル 大阪府 2007年11月

364 ビビッドスクェアアトリウム他改修 2007年11月

365 渋谷３丁目計画 2007年12月

366 江戸川区松江地区区民施設 2007年12月

367 南毛利小学校昇降機設置工事 神奈川県厚木市 佐和工務店 2007年12月

368 上尾運動公園陸上競技場メインスタンド耐震補強及び改修埼玉県上尾市 島村工業 2007年12月

369 真田山の家 愛知県 ミナミ光工務店 2007年12月

370 アロー志紀増築工事 大阪府八尾市 金下建設 2007年12月

371 ＩＣタワー 福岡県福岡市 竹中工務店 2008年1月

372 聖マリアンナ医科大学 教育棟 2008年1月

373 東洋製罐グループ 綜合研究所新本館 神奈川県横浜市 竹中工務店 2008年1月

374 福井県こども家族館 福井県大飯郡 塩浜工業 2008年3月

375 大阪トヨタ布施店 大阪府東大阪市 真柄建設 2007年12月

376 平成17年度大手町地区第一種市街地再開発事業 静岡県沼津市 竹中工務店 2007年12月

377 那須塩原クリニック　健康増進センター 栃木県那須塩原市 三井住友建設 2007年12月

378 オーケー厚木店 神奈川県厚木市 イチケン 2008年1月

379 高島屋大阪店 新本館計画 TE-館 大阪府大阪市 錢高組 2008年1月

380 フィランソレイユ笹岡 福岡県福岡市 2008年1月

381 いなべ芝原モジュールマンション カトーレック 2008年1月

382 藤沢・藤ヶ岡計画 神奈川県藤沢市 2008年1月

383 雇用促進住宅　善部 2008年2月

384 センター南駅前ビル 横浜市都筑区 イチケン 2008年2月

385 LABI　I -１　ヤマダ千里中央 大阪府豊中市 2008年1月

386 千葉みなとプロジェクト 千葉県千葉市 2008年1月

387 桜美林大学 サイエンスビルディング 東京都町田市 スルガコーポレーション 2008年2月

388 長崎大学（医・歯・病）基幹整備 長崎県長崎市 大成・谷川JV 2008年2月

389 まんだらけ秋葉原ビル計画 東京都台東区 渡辺建設 2008年3月

390 若井産業 2008年2月

391 田名公民館大規模改修 柏陽建設 2008年3月

392 赤沢の里 Ⅱ期工事 2008年2月

393 創価高等学校　池田中央体育館 間組 2008年2月

394 七条計画 イチケン 2008年2月

395 Ｋ２計画 清水建設 2008年2月

396 THEパームス新小岩 東京都 2008年2月

397 ＯＤビル 神奈川県横浜市 長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 2008年3月

398 葛西駅地下自転車駐車場（西口） 東京都 2008年3月

399 愛媛大学（城北）総合 愛媛県松山市 奥村・池田・小黒JV 2008年3月

400 リンペイ　いわき店 2008年3月

401 特別養護老人ホーム　いづテラス 2008年3月

402 三共自動車 大阪 2008年3月

403 平河町計画 東京都千代田区 2008年4月

404 我孫子東 第6住宅4号館 昇降路増築 千葉県我孫子市 前田建設工業 2008年1月

405 下妻ショッピングセンター 茨城県下妻市

普通鋼-12



鉄骨用 耐火塗料 ナリファイア・システムＳ 施工実績

建築物名         所在地 施　               工 　施工時期  

406 ＴＫＲ改修 2008年4月

407 徳島日石ＳＳ 徳島県徳島市 2008年4月

408 摩耶平和新栄 2008年5月

409 Mプロジェクト 2008年5月

410 平成17年度浜松地方合同庁舎 静岡県浜松市 2008年5月

411 高円寺プロジェクト 東京都杉並区 昭立産業 2008年5月

412 グランドメゾン岡本 2008年5月

413 福井県こども家族館 塩浜工業 2008年5月

414 和歌山労働総合総合庁舎 和歌山県和歌山市 2008年6月

415 アステラス製薬 兵庫県尼崎市 2008年6月

416 京阪中之島新線3工区 大阪府大阪市 2008年6月

417 ㈱大西 北館増築 2008年6月

418 東部瓦斯 茨城支社事務所 茨城県 植木組 2008年6月

419 リバーストン 井口建設 2008年7月

420 かましん益子ショッピング タウン館 栃木県益子市 2008年7月

421 田端電気工事区新築 東京都北区 2008年7月

422 ほっともっと丸の内店 東京都千代田区 2008年7月

423 上野東地区中学校 東京都台東区 2008年7月

424 川崎戸手四丁目再開発事業 神奈川県川崎市 前田建設工業 2008年7月

425 日本体育大学 東京世田谷キャンパス再開発 東京都世田谷区 鹿島建設 2008年8月

426 東芝機械 沼津本社工場 第１テクニカルセンター 静岡県沼津市 戸田建設 2008年8月

427 伊勢崎東部ショッピングモール 群馬県伊勢崎市 鹿島建設 2008年9月

428 栗の実幼稚園増築 2008年8月

429 相模大野計画 神奈川県相模原市 2008年8月

430 神園ＰＬＡＣＥ 東京都渋谷区 平成建設 2008年9月

431 永井画廊改修 東京都中央区 関口建設 2008年8月

432 リーテック赤坂2丁目計画 東京都港区 福田組 2008年9月

433 墨田区総合体育館 東京都墨田区 鹿島建設 2008年10月

434 中央工学校 新１７号館 東京都北区 岩本組 2008年10月

435 出雲新庁舎 島根県出雲市 2008年12月

436 玉林寺門番所改築 東京都台東区 清水建設 2008年10月

437 カインズホーム横須賀久里浜 神奈川県横須賀市 イチケン 2008年10月

438 北青山一丁目ビル 東京都港区 村本建設 2008年11月

439 河本邸本郷 東京都文京区 アーム計画設計 2008年11月

440 いわき市文化交流施設整備事業 福島県いわき市 清水建設ＪＶ 2008年11月

441 富ヶ谷二丁目計画 東京都渋谷区 2008年12月

442 栗の実幼稚園増築Ⅱ期 栃木県小山市 2008年12月

443 Ｎ２プロジェクト 東京都練馬区 大勝建設 2008年12月

444 静岡空港 旅客ターミナルビル 静岡県牧之原市 2009年1月

445 増進会出版社三島駅北口ビル 静岡県三島市 竹中工務店 2009年1月

446 聖隷佐倉市民病院　第2期工事 千葉県佐倉市 2009年1月

447 ライオンズ南大沢駅前 東京都八王子市 2009年1月

448 まこと幼稚園 2009年2月

449 ハスハウス 東京都北区 岩本組 2009年2月

450 相模大野の家 神奈川県相模原市 柏陽建設 2009年3月
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451 リーテック平河町一丁目計画 東京都千代田区 松井建設 2009年3月

452 ベルギー大使館建替計画（民間棟） 東京都千代田区 竹中工務店 2009年3月

453 南大沢駅前ﾋﾞﾙ（第1期） 東京都八王子市 大林組 2009年3月

454 フィルパーク神宮前５丁目 東京都渋谷区 加藤建築事務所 2009年3月

455 第二市営住宅エレベーター設置 東京都福生市 村本建設 2009年4月

456 千葉市営住宅宮野木町第一団地第一期建替事業 千葉県千葉市 2009年5月

457 フィルパーク市谷田町 東京都千代田区 池田工務店 2009年6月

458 神奈川大学ひらつかキャンパス１１号棟 神奈川県平塚市 西松建設 2009年6月

459 鈴木邸 東京都杉並区 大勝建設 2009年6月

460 横浜ダイヤビルディング 神奈川県横浜市 竹中工務店 2009年6月

461 青森クロスタワー Ａ・ＢＡＹ 青森県青森市

竹中工務店
東北支社 2009年8月

462 茅ヶ崎看護福祉専門学校増築 神奈川県茅ヶ崎市 森本組 2009年8月

463 今出川共同住宅 京都府京都市 人見建設 2009年8月

464 日本大学商学部砧キャンパス 東京都世田谷区 大成建設 2009年9月

465 ベルギー大使館建替計画（大使館棟） 東京都千代田区 竹中工務店 2009年9月

466 八重洲ノリオビル 東京都中央区 小川建設 2009年9月

467 南大沢駅前ﾋﾞﾙ（第2期） 東京都八王子市 大林組 2009年9月

468 都留市消防庁舎 山梨県都留市 奥秋建設 2009年9月

469 桐ヶ丘中学校新築 東京都北区 東峰建設 2009年10月

470 緑が丘自治会館 東京都目黒区 光正工務店 2009年10月

471 新丸子小野邸 神奈川県川崎市 郡峰工業 2009年10月

472 尾形クリニック待合ホール増築計画 栃木県矢板市 竹中工務店 2009年10月

473 都立多摩養護学校 東京都多摩市 五洋建設 2009年11月

474 介護老人保健施設　希望の森 神奈川県横浜市 小俣組 2009年11月

475 湘南鎌倉病院 神奈川県鎌倉市 熊谷組 2009年11月

476 旧大和田小学校跡建築工事 東京都渋谷区 大成建設 2009年12月

477 ＮＴＴデータ　品川ビルＧＴＡ改造工事 東京都港区 中島建工 2009年12月

478 日本橋本石町ビル計画 東京都中央区 イチケン 2009年12月

479 ヤマトビル麹町 東京都千代田区 大林組 2010年1月

480 杉並区立高井戸小学校 東京都杉並区 2010年1月

481 今井南町・和田アパートメント 神奈川県川崎市 2010年1月

482 赤坂２-３丁目計画 東京都港区 鹿島建設 2010年9月

483 ヤマザキ学園校舎新築 東京都八王子市 清水建設 2010年2月

484 虎ノ門一丁目計画 東京都港区 大成建設 2010年3月

485 村山市総合文化複合施設 山形県村山市 高谷建設 2010年3月

486 神宮外苑研修棟 東京都港区 間組 2010年3月

487 国立病院機構千葉医療センター 千葉県千葉市 安藤建設 2010年2月

488 北新宿川畑邸 東京都新宿区 平成建設 2010年2月

489 元町複合ビル 神奈川県横浜市 平成建設 2010年2月

490 渋澤シティプレイス茅場町（Ａ棟）改修 東京都中央区 清水建設 2010年3月

491 心斎橋ＳＩビル 大阪府大阪市 大林組 2008年5月

492 総合北久里浜 神奈川県横須賀市 長谷工コ－ポレーション 2008年6月

493 リコーテクノロジーセンター新棟 神奈川県海老名市 鹿島建設 2008年6月

494 日本クレーン協会本部・教習センター 東京都江東区 竹中工務店 2008年7月

495 グランドメゾン伊勢山 神奈川県横浜市 竹中工務店 2008年7月
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496 東京国際空港（羽田）Ｐ４平面駐車場立体化工事 東京都大田区 大成建設 2008年7月

497 東京都市大学等々力中学・高等学校校舎 東京都世田谷区 東急建設 2008年8月

498 麻布台２丁目計画（住宅棟） 東京都港区 竹中工務店 2008年8月

499 清水第八中学校生徒昇降所改修 静岡県清水市 サンエー 2008年8月

500 東京国際空港（羽田）第二旅客ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ増築Ⅱ 東京都大田区 大成建設 2008年9月

501 梶ヶ谷プロジェクト 神奈川県川崎市 清水建設 2008年9月

502 ヤオコー八王子 東京都八王子市 2008年9月

503 第一生命新大井事業所 神奈川県足柄市 竹中工務店 2008年9月

504 オザワ・タカギビル 神奈川県藤沢市 門倉組 2008年9月

505

西丸子小学校
防災環境学習室屋根その他補修 神奈川県川崎市 栄和建設 2008年9月

506 メモリアルホール花壇美里ホール 埼玉県児玉郡 真下建設 2008年9月

507

西丸子小学校
防災環境学習室内装改修その他補修 神奈川県川崎市 安達工務店 2008年10月

508 マルエツ西大宮店 埼玉県さいたま市 不動開発㈱ 2008年9月

509 BIG-T 東京都港区 錢高組 2008年11月

510 創価高等学校　総合教育棟 東京都小平市 竹中工務店 2008年9月

511 中央学院高等学校　普通教室棟 千葉県我孫子市 清水建設 2010年10月

512 ダイハツ千葉　成田店 千葉県成田市 ナリコー 2010年10月

513 麻布台２丁目計画（ガードハウス） 東京都港区 竹中工務店 2010年11月

514 渋谷桜丘町計画 東京都渋谷区 西松建設 2010年12月

515 籠原ミニ駅ビル 東京都渋谷区 間組 2010年12月

516 福住一丁目田中邸 東京都江東区 平成建設 2010年12月

517 三菱総研DCS千葉情報センター 千葉県印西市 戸田建設 2011年1月

518 ノース厚木 神奈川県厚木市 清水建設 2011年1月

519 法政大学町田キャンパス１８号館食堂増築 東京都町田市 清水建設 2011年1月

520 芝公園プロジェクト 東京都港区 平成建設 2011年1月

521 東京工業大学附属図書館新営 東京都目黒区 錢高組 2011年2月

522 ケイラインロジスティックス本社ビル 東京都中央区 安藤建設 2011年2月

523 カワタケ仙川オークビル 東京都調布市 竹中工務店 2011年2月

524 キリンビール横浜工場　総合棟他 神奈川県横浜市 鹿島建設 2011年2月

525 かきの木保育園 東京都西東京市 2011年2月

526 辻堂神台２丁目E-４街区 神奈川県藤沢市 大豊建設 2011年2月

527 菅野邸 東京都大田区 北村住建 2011年2月

528 清泉幼稚園改築 埼玉県川口市 間組 2011年2月

529 森ノ宮医療大学看護学校棟増築 大阪市 安藤建設 2011年2月

530 広尾学園中学校・高等学校校舎 東京都港区 錢高組 2011年2月

531 豊田駅バリアフリー施設 東京都日野市 東鉄工業 2011年2月

532 足利赤十字病院施設整備 栃木県足利市 清水建設 2011年3月

533 小田急経堂駅周辺商業施設開発計画 東京都世田谷区 大林組 2011年3月

534 東洋製罐本社ビル 東京都品川区 竹中工務店 2011年3月

535 東京慈恵会医科大学附属青戸病院建替 東京都葛飾区 竹中工務店 2011年5月

536 鶴見ふれあいホスピタル 神奈川県横浜市 森本組 2011年3月

537 藤村学園１２号館 東京都国立市 間組 2011年3月

538 井田病院改築 神奈川県川崎市 竹中工務店 2011年3月

539 日大商学部砧キャンパス整備事業第Ⅱ期 東京都世田谷区 大成建設 2011年3月

540 東京都中央卸売市場大田市場北口立体荷捌場 東京都大田区 間組 2011年3月
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541 　Createresutrant　Groap本社ﾋﾞﾙ新築計画 東京都品川区   西松建設 2011年2月

542 ステンレス管機㈱東京支店 東京都墨田区 間組 2011年3月

543 ビバーチェ宮崎寮第２期 千葉県千葉市 大林組 2011年3月

544 内神田ビル 東京都千代田区 間組 2011年3月

545 横浜水道会館 横浜市保土ヶ谷区 藤建設工業 2011年4月

546 マツダアパートメント 東京都文京区 沖島工業 2011年4月

547 大田市場大田工農産冷蔵設備 東京都大田区 三共冷熱 2011年5月

548 足利赤十字病院施設整備事業 栃木県足利市 清水建設 2011年5月

549 日本橋第一三共ビル 東京都中央区 清水建設 2011年6月

550 本町アパートメント 東京都渋谷区 平成建設 2011年7月

551 河東小学校 兵庫県 神名工務店 2011年7月

552 猿楽町一丁目計画 東京都千代田区 鹿島建設 2011年8月

553 昭光福岡ビル 福岡県福岡市 竹中工務店 2011年8月

554 中央労働金庫桐生支店 兵庫県相生市 竹中組 2011年8月

555 下神明朱牟田邸 東京都品川区 小川建設 2011年8月

556 千葉大学アカデミックリンク新営その他 千葉県千葉市 安藤建設 2011年9月

557 静翁寺法堂・客殿 神奈川県川崎市 田中工芸 2011年9月

558 土橋邸 東京都新宿区 平成建設 2011年9月

559 横浜市立矢向小学校屋内運動場改修 横浜市鶴見区 2011年9月

560 南平台計画 東京都渋谷区 西松建設 2011年10月

561 大日精化工業(株)滋賀第一事業所 滋賀県 安藤建設 2011年11月

562 希望ヶ丘バリアフリー化改良工事 横浜市希望ヶ丘 西松建設 2011年11月

563 スズキ自販福岡 福岡県北九州 2011年10月

564 針ヶ谷ビル計画新築工事 埼玉県さいたま市 鹿島建設 2011年11月

565 亀田医療大学研究棟建築工事 千葉県鴨川市 大林組 2011年12月

566 三田ベルジュ新築工事 東京都港区 竹中工務店 2011年12月

567 社団法人東京玉葉会浅川園 東京都八王子市 2012年2月

568 千駄ヶ谷センター大規模改修工事 東京都渋谷区 大成建設 2012年1月

569 氷見市南部中学新築工事 富山県氷見市 戸田建設 2012年1月

570 ダイエー草加店新築工事 埼玉県草加市 2012年2月

571 東京芸術劇場（22）改修工事 東京都豊島区 2012年2月

572 　芦屋みどり建設工事
兵庫県

青木あすなろ建設 2012年2月

573 チャチャタウン改築工事 福岡県北九州市 2012年3月

574 鶴見駅ビル新築工事 横浜市鶴見区 大林組 2012年3月

575    マルハン千葉北店新築工事
千葉県

2012年3月

576   中央合同庁舎1号別館耐震補強
東京都千代田区

2012年3月

577   矢吹中学校改築（Ⅱ期工事）
福島県

2012年3月

578 　 新太田総合病院新築工事
群馬県太田市

清水建設 2012年3月

579 　竜泉の家新築工事 東京都台東区 日南鉄構㈱ 2012年5月

580 　ﾄﾖﾀ東京ｶﾛｰﾗ　墨田店新築工事 東京都墨田区 (有)アトムラ工業 2012年5月

581 　JR中野駅ビル新築工事 東京都中野区 竹中工務店 2012年6月

582 　慈愛会　徳之島病院新築工事 鹿児島県徳之島 西松建設 2012年8月

583 　西友府中新築工事 東京都府中市 ㈱間組 2012年9月

584 　大橋JTC屋上公園及び内側広場施設整備 東京都目黒区 青きあすなろ建設株 2012年8月

585 　中村邸新築工事 横浜市南区 ワールド産業(株) 2012年9月
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586 　伊丹塗料さいたま営業所新築工事 埼玉県 ワールド産業(株) 2012年9月

587 　玄海町エネルギーパーク整備事業 佐賀県 ㈱ハットリ工業 2012年10月

588 　麻布十番プロジェクト 東京都 ㈱岩本組 2012年11月

589 　エスパス日拓渋谷ビル新築工事 東京都 東急建設 2012年12月

590 　GLA近畿会館新築工事 大阪府吹田市 東邦レオ 2012年12月

591 　大阪市横堤中学校増築工事 大阪府大阪市 東邦レオ 2013年1月

592 　氷見市朝日ヶ丘小学校新築工事 富山県氷見市 戸田建設(株) 2013年1月

593 　青山大林ビル建替計画 東京都港区 大林組 2013年1月

594 　本町1丁目齋藤ビル新築工事 千葉県船橋市 村本建設(株) 2013年2月

595 　毎日放送本社新館建設工事 大阪府大阪市 大林組 2013年3月

596 　東京駅八重洲開発中央部他新築工事 東京都 鹿島建設 2013年3月

597 　新潟大学（五十嵐）中央図書館新築工事 新潟県 ㈱錢高組 2013年3月

598 　ヤマト厚木物流ターミナルプロジェクト 神奈川県愛甲郡 戸田建設(株) 2013年3月

599 　五荘・奈佐地域幼稚園整備建築工事 兵庫県 拡運建設(株) 2013年3月

600 有楽町ITOCIA塗膜補修工事 東京都千代田区 大成建設 2013年3月

601 　生化学工業/久里浜工場 神奈川県横須賀市 西松建設 2013年3月

602 　博慈会老人病院研究所附属病院別館新築工事 東京都足立区 (有)アトムラ工業 2013年5月

603 　九州労働金庫熊本駅前支店 和久田建設(株)

604 TMAアセットビル新築工事 東京都渋谷区 東急建設(株) 2013年3月

605 三國ｺｶ・ｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ久喜ｾﾝﾀｰ 埼玉県久喜市 大林組 2013年4月

606 ﾊﾟﾙｺ盛岡ｼｮｰﾙｰﾑ1・2棟新築工事 岩手県盛岡市 ㈱伊藤組 2013年5月

607 ﾔｵｺｰ東和田店新築工事 東京都東大和市 福田組 2013年5月

608 ｾﾙﾌ京都天神川ｴｺｽﾃｰｼｮﾝ新築孤児 京都府京都市 ㈱ゴトダ建工 2013年5月

609 三重県済生会明和病院新築工事 三重県 戸田建設(株) 2013年7月

610 ｾﾙﾌ芦原橋ｴｺｽﾃｰｼｮﾝ新築工事 大阪府大阪市 ㈱ゴトダ建工 2013年7月

611 大阪経済大学Ⅳ期新築工事 大阪府大阪市 ㈱竹延（大成建設） 2013年9月

612 板橋加賀1丁目計画 東京都板橋区 西松建設(株) 2013年7月

613 ﾔﾏﾄ羽田物流ﾀｰﾐﾅﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都羽田 鹿島建設(株) 2013年8月

614 国立奈良医療ｾﾝﾀｰ新築工事 奈良県奈良市 東邦レオ(株)（村本建設㈱） 2013年8月

615 古川東中学屋内運動場・ﾌﾟｰﾙ棟新築工事 宮城県古川市 ㈱荒谷土建 2013年8月

616 京橋Tﾋﾞﾙ新築工事 東京都中央区 鹿島建設(株) 2013年9月

617 武蔵小杉南口地区東街区第1種市街地再開発事業 神奈川県川崎市 ㈱東京耐火工事 2013年9月

618 森小路典礼会館新築工事 大阪府大阪市 ㈱宇佐美組 2013年9月

619 太洋化学工業(株)佐久工場建設工事 長野県佐久市 ㈱守谷商会 2013年9月

620 藤沢リサイクルセンター ㈱安藤・間 2013年10月

621 TK-32P耐震補強工事（日本ゼオン水島工場） 岡山県水島市 JFEメカニカル㈱ 2013年10月

622 東千葉ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ建設工事 千葉県東金市 大林組 2013年11月

623 ｷｬﾀﾋﾟﾗｰｼﾞｬﾊﾟﾝ社員ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ新築工事 神奈川県相模原市 松井建設(株) 2013年11月

624 武蔵小山ｱﾊﾟｰﾄ新築工事 東京都目黒区 小川建設(株) 2013年11月

625 東部ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ新築工事 静岡県沼津市 熊谷組 2013年12月

626 ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ改修工事 神奈川県藤沢市 佐藤興業(株)（竹中工務店） 2013年12月

627 ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ押上店新築工事 東京都目黒区 ㈱イチケン 2013年12月

628 ﾛｰﾚﾙｽｸｴｱ白庭台Ⅱ西集合住宅建設工事 奈良県生駒市 大日本土木(株) 2013年12月

629 虎ノ門高木ﾋﾞﾙ新築工事 東京都港区 大林組 2014年1月

630 舞鶴中ﾌﾞﾛｯｸ小中連携校新築工事 福岡県福岡市 前田建設(株) 2014年1月

普通鋼-17



鉄骨用 耐火塗料 ナリファイア・システムＳ 施工実績

建築物名         所在地 施　               工 　施工時期  

631 　東京電力東扇島発電所配管ﾗｯｸ 神奈川県川崎市 日進機工㈱ 2014年1月

632 　白靖会親水ｸﾘﾆｯｸ増築工事 千葉県鎌ケ谷市 村本建設(株) 2014年2月

633 　東京国際空港国際線増築GH工区 東京都大田区 ㈱SOBIG 2014年2月

634 環状二号線新橋虎ノ門地区第二市街地Ⅲ街区 東京都港区 大林組 2014年3月

635 上田市・文化交流施設建設主体工事 長野県上田市 鹿島建設 2014年7月

636 柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽｼﾃｨﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 千葉県柏市 ㈱錢高組 2014年5月

637 京都銀行桂川研修ｾﾝﾀｰ 京都府京都市 ㈱竹中工務店 2014年3月

638 千歳橋駐車場改築工事 神奈川県横浜市 ㈱小俣組 2014年3月

639 赤羽岩淵中学新築工事 東京都北区 岩本組 2014年3月

640 ﾔｵｺｰﾃﾞﾘｶ鮮魚ｾﾝﾀｰ新築工事 埼玉県東松山市 福田組 2014年3月

641 ﾛｰﾚﾙｽｸｴｱあやめ池Ⅲ集合住宅建設工事 奈良県奈良市 ㈱小俣組 2014年2月

642 蒔田大山教会安明殿新築工事 神奈川県横浜市 清水建設(株) 2014年8月

643 ｲｵﾝﾓｰﾙ京都桂川新築工事・立体駐車場 京都府京都市 ㈱竹中工務店 2014年7月

644 ｻｯﾎﾟﾛ恵比寿新築工事 東京都渋谷区 西松建設㈱ 2014年9月

645 栄真池袋東口ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都豊島区 ナカノフドー建設㈱ 2014年8月

646 市民ｷﾞｬﾗﾘｰ移転改修工事・搬入庇追加 横浜市西区 ㈱小俣組 2014年9月

647 二子新地駅高架下工事事務所 神奈川県川崎市 ㈱大林組 2014年9月

648 ﾎﾃﾙﾕﾆｿﾞ銀座新築工事 東京都中央区 ㈱大林組 2014年8月

649 藤沢TSITEﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 神奈川県藤沢市 ㈱安藤・間 2014年7月

650 川崎高校及び付属中学校等新築工事 神奈川県川崎市 鹿島・鉄建・谷津・北島JV 2014年7月

651 ｷｰｻｳｽ丸柱　耐火塗装補修工事 神奈川県横浜市 ㈱横浜都市みらい 2014年7月

652 花畑団地F街区商業施設 東京都足立区 ㈱イチケン 2014年9月

653 洛陽総合高等学校校舎建替工事 京都府京都市 大成建設㈱ 2014年10月

654 都立足立高校(24)改修及び改築工事 東京都足立区 松尾・塚本JV 2014年7月

655 トヨタカローラ横浜 神奈川県横浜市 松井建設株式会社 2014年10月

656 大学MMRC・食堂棟建設工事 東京都町田市 西松建設(株)関東 2014年12月

657 田町駅東口北地区公共公益施設新設　追加工事 東京都港区 鹿島建設㈱ 2014年11月

658 ヤマダコーポレーション本社新築工事 東京都大田区 松井建設株式会社 2015年1月

659 ｾﾝﾀｰ南駅連絡通路設置他工事 横浜市都筑区 ㈱大林組 2014年12月

660 西友ひばりヶ丘団地店補修工事 ㈱イチケン 2014年12月

661 　大学MMRC・食堂棟建設工事（追加） 東京都町田市 西松建設(株)関東 2015年1月

662 　日本大学習志野高等学校 千葉県習志野市 村本建設 2015年1月

663 　日本大学習志野高等学校専用陸橋新築工事 千葉県習志野市 村本建設（(有)アトムラ工業） 2015年1月

664 ｾﾝﾀｰ南・光ﾋﾞﾙ工事事務所 神奈川県横浜市 大林組 2015年2月

665 ｾﾝﾀｰ南駅連絡通路設置　追加工事 横浜市都筑区 ㈱大林組 2015年2月

666 山九平和島ロジスティクス 東京都大田区 鹿島建設 2015年2月

667 盛岡友愛病院増築工事 岩手県盛岡市 大成建設 2015年2月

668 宗教法人東長寺檀信徒会館新築工事 新宿区四谷 松井建設 2015年2月

669 阪和興業本社ビル新築工事１ 大阪市中央区 大林組 2015年3月

670 東急森ノ宮SC計画新築工事 大阪市中央区 ㈱竹中工務店 2015年3月

671 神宮球場耐震補強工事 東京都港区 ㈱安藤・間 2015年3月

672 神奈川工科大学（仮称）看護 神奈川県厚木市 鹿島建設 2015年3月

673 信州大学国際科学ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 長野県長野市 戸田建設（株） 2015年3月

674 宗教法人東長寺檀信徒会館新築追加工事 新宿区四谷 松井建設（株） 2015年3月

675 城南信用金庫鶴見支店新築工事 神奈川県横浜市 清水建設（（有）ｱﾁﾑﾗ工業） 2015年3月
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676 明石工場＃32建設工事 大日本土木（株） 2015年3月

677 東海太田川駅西地区第１種市街地 愛知県東海市 竹林塗装工業㈱(西松建設㈱) 2015年3月

678 JAあつぎ本所新築工事 神奈川県厚木市 ㈱安藤・間 2015年4月

679 学校法人向陵宇治幼稚園新築工事 京都府京都市 2015年4月

680 東急森ノ宮SC計画追加工事 大阪市森之宮 株式会社　竹中工務店 2015年5月

681 楽天地浅草新築工事 台東区浅草 ㈱東京耐火工事（竹中工務店） 2015年5月

682 JAあつぎ本所新築補修工事 神奈川県厚木市 ㈱安藤・間 2015年6月

683 学校法人宇治幼稚園ｷｽﾞ補修工事 東邦ﾚｵ(株) 2015年6月

684 AUDI練馬ｼｮｳｰﾙｰﾑ新築工事 ㈱イチケン 2015年6月

685 AUDI練馬ｼｮｳｰﾙｰﾑｷｽﾞ補修工事 ㈱イチケン 2015年6月

686 長谷川体育施設本社ﾋﾞﾙ建替工事 世田谷区太子堂 飛島建設(株) 2015年6月

687 阪和興業本社ビル新築工事２ 大阪市中央区 大林組 2015年8月

688 赤坂RIFAビル新築工事 小川建設(株) 2015年7月

689 赤坂RIFAビル新築工事追加工事 小川建設(株) 2015年7月

690 赤坂RIFAビル新築補修工事 小川建設(株) 2015年7月

691 　同志社大学京田辺ローム記念館耐火塗装工事 大林ファシリティーズ㈱ 2015年7月

692 　同志社大学京田辺ローム記念館耐火塗装工事 大林組 2015年8月

693 　ダイキン工業淀川TIC新築工事・追加工事 大阪府摂津市 ㈱竹中工務店 2015年8月

694 　赤坂RIFAビル新築補修工事 小川建設(株) 2015年8月

695 　第一生命新大井３階ﾀｲｶ歩数 2015年9月

696 　ｽﾘｰﾎﾞﾝﾄﾞ南大沢事業所新築 東京都多摩区 鹿島建設株式会社　横浜支店 2015年9月

697 　立命館大学図書館新築工事 京都府 ㈱竹中工務店 2015年11月

698 　神戸学院附属高等学校新校舎建設 東邦レオ株式会社 2015年11月

699 　都立江戸川地区特別支援学校増築工事 東京都江戸川区 ㈱松尾工務店 2015年11月

700 　横浜ヘリポート格納庫改築工事 横浜市金沢区 馬淵建設株式会社 2015年11月

701 リサイクルセンターあさお整備事業 神奈川県川崎市 株式会社安藤・間 2015年12月

702 仮称）本牧物流センター計画 神奈川県横浜市 株式会社安藤・間 2015年12月

703 豊中市立桜井谷東小学校校舎増築 大阪府豊中市 東邦レオ株式会社 2015年12月

704 中村邸新築工事 神奈川県横浜市 株式会社松尾工務店 2015年12月

705 帝京大学八王子キャンパス新校舎新築工事 東京都八王子市 株式会社大林組 2016年1月

706 平塚橋高齢者福祉及び区営住宅 東京都品川区 株式会社安藤・間 2016年1月

707 茅ヶ崎駅前分譲M計画建替え 神奈川県茅ケ崎市 株式会社安藤・間 2016年1月

708 スリーボンド南大沢事務所追加工事 神奈川県 鹿島建設株式会社　横浜支店 2016年1月

709 日大目黒（東が丘）学生寮（仮称）新築工事 東京都目黒区 松井建設株式会社 2016年1月

710 成増クレディセゾン補修２７その他雑工事 清水建設株式会社 2016年1月

711 リサイクルセンターあさお整備事業 株式会社安藤・間 2016年2月

712 豊中市立桜井谷東小学校校舎増築 東邦レオ株式会社 2016年2月

713 日大目黒（東が丘）補修工事 松井建設株式会社 2016年2月

714 神戸シマブンビル補修 株式会社フジデン 2016年2月

715 JTビル21年目点検 東京都港区 鹿島建物総合管理株式会社 2016年2月

716 すみだ北斎美術館新築工事 墨田区 株式会社大林組 2016年3月

717 京橋Tﾋﾞﾙ新築工事補修 東京都中央区 鹿島建設 2016年3月

718 大手前立体駐車場（仮称）その他工事 株式会社竹中工務店 2016年3月

719 大妻学院大妻女子大学千代田校舎 前田建設工業株式会社 2016年3月

720 西大宮病院新築工事 株式会社安藤・間 2016年3月
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721 平塚橋高齢者福祉及び区営補修工事 東京都品川区 株式会社安藤・間 2016年3月

722 京都産業大学2号館新築工事 東邦レオ株式会社 2016年3月

723 愛知総合工科高等学校新築工事 愛知県千種区 戸田建設株式会社 2016年3月

724 ツカダグローバル 株式会社イチケン 2016年3月

725 横浜中央卸売市場本場水産物部施設 神奈川県横浜市 株式会社渡辺組 2016年3月

726 aune港北耐火補修 2016年3月

727 都立江戸川地区特別支援学校追加工事 東京都江戸川区 松尾工務店 2016年3月

728 都立江東区地区第二養護学校（仮称）改築工事 東京都江東区 東邦レオ株式会社 2016年4月

729 ｲｵﾝﾀｳﾝﾕｰｶﾘが丘西街区新築工事 千葉県佐倉市 株式会社福田組 2016年4月

730 舞鶴中ﾌﾞﾛｯｸ小中連携校（仮称）新築工事 福岡県舞鶴市 前田建設工業株式会社 2016年5月

731 氷見市南部中学・朝日丘小学校補修工事 富山県氷見市 戸田建設株式会社 2016年5月

732 石巻市立病院新築工事 宮城県石巻市 株式会社竹中工務店 2016年6月

733 ㈱小山　大阪工場 大阪市 日ノ出塗装工業株式会社 2016年6月

734 （仮称）浅草駒形ﾎﾃﾙ新築工事 東京都台東区 小川建設株式会社 2016年6月

735 第一生命東戸塚 2016年8月

736 柏の葉T-SITEﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事 千葉県柏市 株式会社イチケン 2016年8月

737 常翔学園梅田ｷｬﾝﾊﾟｽ（仮称）新築工事 大阪府梅田氏 竹林塗装工業株式会社 2016年8月

738 児童自立支援拠点新築工事 神奈川県平塚市 株式会社和種辺組 2016年9月

739 東海太田川追加補修工事 竹林塗装工業株式会社 2016年10月

740 神宮宮前住宅新築工事 東京都渋谷区 北野建設株式会社 2016年10月

741 NFI新宿ﾋﾞﾙ新築工事 東京都新宿区 株式会社大林組 2016年11月

742 ㈱ﾀﾞｲｾﾙ（仮称）総研技術本社新築工事 兵庫県姫路市 株式会社大林組 2016年11月

743 ｸﾚﾃﾞｨﾃﾞｿﾞﾝﾕﾋﾞｷﾀｽﾋﾞﾙ改修工事 東京都中野区 清水建設株式会社 2016年11月

744 ﾆｯｹあすも市川新築工事 千葉県市川市 ｶﾈﾏﾙ工業株式会社 2016年11月

745 KICONA松戸新築工事 千葉県松戸市 村本建設株式会社 2016年11月

746 多摩高校新築工事 神奈川県川崎市 株式会社和種辺組 2016年11月

747 ﾊｰﾊﾞｰﾌﾟﾚﾐｱﾑⅡ改修工事 東京都品川区 鹿島建設株式会社 2016年12月

748 JTビル改修工事 東京都港区 大成建設株式会社 2016年12月

749 横浜新港倉庫㈱冷凍倉庫内改修工事 神奈川県横浜市 東海塗装株式会社 2016年12月

750 鳩山町地域包括ｾﾝﾀｰ整備工事宇 埼玉県 株式会社島村工業 2017年2月

751 日本橋税務署改修その他工事 東京都中央区 東急建設株式会社 2017年3月

752 川崎市医師会館新築工事 神奈川県川崎市 株式会社安藤・間 2017年3月

753 くるみ幼稚園増築工事 神奈川県横浜市 株式会社小俣組 2017年3月

754 八王子高尾ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ計画 東京都八王子市 株式会社福田組 2017年3月

755   市川新庁舎第２庁舎新築工事 千葉県市川市 東急建設株式会社 2017年3月

756 　20大洗研固体廃棄物減容処理建家新築工事 茨城県東茨城郡大洗町（株）安藤・間　首都圏建築第二 2017年6月

757   流山おおたかの森NSC新築工事 千葉県流山市 福田組（株）　東京本社 2017年6月

758   大江戸線勝どき駅改良工事 東京都江東区 大成建設　東京 2017年7月

759   海南市新庁舎整備工事　材料・施工管理費 和歌山県海南市 日之出塗装工業（株） 2017年7月

760 　六本木三丁目PJ新築工事 東京都港区 鉄建建設（株）東京 2017年8月

761   ひびき金港町保育園新築工事 神奈川県横浜市神奈川区（株）渡辺組 2017年9月

762  　あおい幼稚園新築工事 東京都足立区 （株）安藤・間　首都圏建築第二 2017年9月

763 　ｷｰｻｳｽ増床計画 神奈川県横浜市都筑区（株）イチケン 2017年10月

764   三和港北SC店新設工事 神奈川県横浜市都筑区（株）イチケン 2017年10月

765   吉川市新庁舎建設工事 埼玉県吉川市 北野建設（株） 2017年12月
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766 　虎ノ門ﾋﾙｽﾞ耐火塗装補修工事(商業棟） 東京都港区 大林組　東京本社 2017年12月

767 　品川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾊﾟｰｸ及び品川区立図書館 東京都品川区 （株）安藤・間　首都圏建築第二 2018年2月

768   信濃毎日新聞松本本社新築工事 長野県松本市 北野建設（株） 2018年3月

769 　公益法人複光会垂水病院改築工事 兵庫県神戸市西区 大林組　大阪本店 2018年3月

770 　三井不動産ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸﾊﾟｰｸ厚木Ⅱ新築 神奈川県厚木市 （株）銭高組 東京支店 2018年3月

771 　子安小学校移転新築工事（第2工区） 神奈川県横浜市神奈川区（株）渡辺組 2018年3月

772 　警視庁大橋庁舎外構新設工事 東京都世田谷区 （株）イズミ・コンストラクショ 2018年3月

773   子安小学校移転新築（第1工区） 神奈川県横浜市神奈川区（株）松尾工務店 2018年3月

774   馬込別館ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事 東京都大田区 （株）イチケン 2018年3月

775   東急ｽﾎﾟｰﾂｵｱｼｽ東習志野店新築工事 千葉県習志野市 （株）イチケン 2018年4月

776  　阪和いずみ野病院移転建替（ﾀｲｶﾘｯﾄ） 大阪府和泉市 竹林塗装工業（株） 2018年6月

777 　ｽｽﾞｷ浜松二輪工場新　ｴﾝｼﾞﾝ棟 静岡県浜松市 戸田建設（株）名古屋支店 2018年7月

778   総合療育ｾﾝﾀｰ改修工事 福岡県北九州市 大坪塗装工業（株） 2018年7月

779 　東京大学（本郷）山上会館改修工事 東京都文京区 （株）イズミ・コンストラクショ 2018年8月

780 　横浜税関本関外１件（17）建築改修その他 神奈川県横浜市神奈川区（株）渡辺組 2018年8月

781   総合療育ｾﾝﾀｰ改修追加工事1 福岡県北九州市 大坪塗装工業（株） 2018年8月

782 　多摩ﾃｸﾉﾛｼﾞｰﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ新築工事 東京都多摩市 （株）安藤・間　首都圏建築第二 2018年9月

783   ＷＨＷＳ計画本体工事 東京都福生市 福田組（株）　東京本社 2018年9月

784 　上海横浜友好園玉蘭庁及び湖心亭新築工事 神奈川県横浜市 （株）渡辺組 2018年9月

785 　 上野ホテル新築工事 東京都台東区 大洋建設（株） 2018年9月

786  　有明アリーナ屋根トラス耐火塗装工事 東京都江東区 竹中工務店　東京本店調達Ｇ 2018年11月

787 　臨海ﾊﾌﾞ拠点研究所（仮称）建設工事 東京都江東区 東洋建設（株） 2018年11月

788 　恵比寿長谷川ビル外部改修工事 東京都渋谷区 有）長谷川紘都市・建築研究室 2018年11月

789   ｸﾞｯﾄﾏﾝﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｸ3新築工事 千葉県印西市 （株）銭高組 東京支店 2018年11月

790   稲城小田良ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ計画新築 東京都稲城市 福田組（株）　東京本社 2018年12月

791   ＹＤＢ寮移転新築工事 神奈川県横須賀市 大洋建設（株） 2018年12月

792  松田建装大森分室新築工事 東京都大田区 有)松田建装 2018年12月

793 　渋谷駅地区街区東棟新築工事 東京都渋谷区 東急建設　東京事務Ｃ 2019年1月

794 　横浜市港北区新羽車両基地施設計画 神奈川県横浜市港北区（株）イチケン 2019年1月

795 　日本体育協会・日本ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ協会会館 東京都新宿区 大林組　東京本社 2019年3月

796   H27年度海の森水上競技場整備工事 東京都江東区 東洋建設（株） 2019年3月

797 　アパ国会議事堂前新築工事/㈱イチケン 東京都千代田区 （株）イチケン 2019年3月

798 　ﾋﾟｵﾆｳｫｰｸ東松山（ｽﾛｰﾌﾟ部）（駐車部） 埼玉県東松山市 木内建設（株） 2019年3月

799   山中病院新築工事 東京都杉並区 松井建設　東京 2019年3月

800   代沢プロジェクト新築工事 東京都世田谷区 （株）栄港建設 2019年3月

801 　横浜市営地下鉄新横浜駅改良工事 神奈川県横浜市 （株）渡辺組 2019年5月

802   港区六本木六丁目PJ 東京都港区 松井建設　東京 2019年6月

803 　昭和女子大学大西ｷｬﾝﾊﾟｽ整備工事 東京都世田谷区 東急建設　東京事務Ｃ 2019年7月

804   ｼﾞｮｲﾌﾙｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ土浦新築工事 茨城県土浦市 （株）イチケン 2019年7月

805 　箱根路開雲（30）改修工事 神奈川県足柄下郡 松井建設　東京 2019年7月

806 　横浜市営地下鉄阪東橋駅改良工事 神奈川県横浜市 （株）渡辺組 2019年8月

807 　神奈川大学国際学生寮新築工事 神奈川県横浜市 松井建設　東京 2019年8月

808   追浜公園総合練習場屋内練習場 神奈川県横須賀市 （株）渡辺組 2019年8月

809 　増設雑固体廃棄物償却炉建屋新築工事 福島県双葉郡 （株）安藤・間　首都圏建築第二 2019年8月

810 　多摩ﾃｸﾉﾛｼﾞｰﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ復旧工事 東京都多摩市 （株）安藤・間　首都圏建築第二 2019年8月
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811 　渋谷駅街区東棟新築工事 東京都渋谷区 東急建設　東京事務Ｃ 2019年8月

812 　ハートフル成田東新築工事 東京都杉並区 松井建設　東京 2019年8月

813 　三井不動産ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸﾊﾟｰｸ川口新築工事 埼玉県川口市 （株）銭高組 東京支店 2019年10月

814 　有明ｱﾘｰﾅｺｰﾅｰ鉄骨・ﾃﾞｯｷ 東京都江東区 竹中工務店　東京本店調達Ｇ 2019年11月

815 　目白学園新宿ｷｬﾝﾊﾟｽ新校舎新営工事 東京都目黒区 北野建設（株） 2019年11月

816 　神田錦町二丁目計画 東京都千代田区 大林組　東京本社 2020年1月

817   ﾌﾟﾚｻﾝｽ横浜桜木町ﾎﾃﾙ新築工事 神奈川県横浜市 （株）森本組 2020年1月

818 　三甲新橋ﾋﾞﾙ新築工事 東京都港区 西松建設（株）関東建築支社 2020年2月

819   東陽町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事 東京都江東区 福田組（株）　東京本社 2020年2月

820 　ﾌｼﾞﾏｯｸ南麻布計画 東京都港区 （株）安藤・間　首都圏建築第二 2020年3月

821   奈良県国際芸術村建設工事 奈良県天理市 大日本土木・森下組・八房建設　特定建設工事共同企業体）2020年3月

822 　みらかHDあきる野セントラルラボ 東京都あきる野市 大林組　東京本社 2020年3月

823 　新百合丘総合病院新棟建設 神奈川県川崎市麻生区（株）安藤・間　首都圏建築第二 2020年3月

824 　京都産業大１号館・研究棟　Ⅰ期工事 京都府京都市北区 （株）フジタ大阪 2020年3月

825 　ネッツトヨタ横浜事務所棟新築工事 神奈川県横浜市 （株）渡辺組 2020年3月

826 　平塚老人ホーム膜厚測定及び報告書作成 神奈川県平塚市 （株）牛川塗装工業 2020年3月

827 　楠原取水場耐火塗装補修工事 大阪府枚方市 （株）技研 2020年4月

828   ｲｵﾝﾀｳﾝふじみ野新築工事 埼玉県ふじみ野市 福田組（株）　東京本社 2020年5月

829 　水戸法務庁舎（18）建設その他工事 茨城県水戸市 青木あすなろ建設（株） 2020年5月

830 　桜木町駅前複合ビル開発計画 神奈川県横浜市 東急建設　東京事務Ｃ 2020年6月

831 　フォルテ秦野店新築工事 神奈川県秦野市 （株）イチケン 2020年6月

832 　池田山の森ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽｹﾙﾄﾝ工事 東京都品川区 山庄建設（株） 2020年7月

833 　道玄坂一丁目駅前再開発ﾃﾞｯｷ工事新築工事 東京都渋谷区 日本ファブテック(株) 2020年8月

834 　野村・美しが丘2丁目計画補修工事 横浜市青葉区 東急建設　東京事務Ｃ 2020年8月

835 　船橋市立塚田第二小学校(追加工事含む） 千葉県船橋市 東急建設　東京事務Ｃ 2020年9月

836 　ﾀﾞｲﾜﾛｲﾈｯﾄﾎﾃﾙ南池袋新築工事 東京都台東区 村本建設㈱ 2020年9月

837   八重洲2丁目ﾋﾞﾙ新築工事 東京都中央区 北野建設（株） 2020年9月

838   TOtoBMW東久留米本社建替計画 東京都東久留米市 （株）イチケン 2020年10月

839 　下北沢開発ﾌﾞﾛｯｸ新築工事 東京都世田谷区 東急建設　東京事務Ｃ 2020年10月

840 　西宮市第２庁舎（危機管理ｾﾝﾀｰ）整備事業 兵庫県西宮市 大林組　神戸支店 2020年11月

841 　横浜ｺﾞﾑ㈱平塚製造所　新技術棟塗膜補修 神奈川県平塚市 東邦レオ　管理本部 2020年11月

842 　茨城防災ｾﾝﾀｰ耐火塗装工事 茨木県取手市 藤井産業（株） 2020年12月
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