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S様邸新築工事 RC造   2F/B1    118㎡ 三鷹市 昭和４８年１２月

Kビル新築工事 RC造   5F    158㎡ 武蔵野市 昭和４９年　５月

Sビル新築工事 RC造   3F    125㎡ 調布市 昭和５１年１２月

O様邸新築工事 RC造   2F    120㎡ 杉並区 昭和５２年１２月

三鷹Rマンション新築工事 RC造   7F    890㎡ 三鷹市 昭和５３年１１月

コーポT新築工事 RC造   5F/B1    645㎡ 三鷹市 昭和５４年　３月

Sビル新築工事 RC造   5F    465㎡ 三鷹市 昭和５４年　８月

ファインキャッスル井の頭新築工事 RC造   5F  1,190㎡ 三鷹市 昭和５４年　８月

H寺客殿・庫裏新築工事 RC造   2F    655㎡ 三鷹市 昭和５４年　９月

S武蔵野新築工事 RC造   5F  1,192㎡ 三鷹市 昭和５５年１０月

三鷹サンライズマンション新築工事 SRC造  8F  1,750㎡ 三鷹市 昭和５５年１１月

クレールM新築工事 SRC造  8F  1,350㎡ 三鷹市 昭和５６年　６月

二子パレス新築工事 RC造   3F    495㎡ 川崎市 昭和５６年　８月

エクセラン三鷹新築工事 RC造   6F    635㎡ 三鷹市 昭和５６年１０月

レジデンスS新築工事 RC造   3F    386㎡ 三鷹市 昭和５６年１１月

ルグランI新築工事 RC造   6F/B1    480㎡ 三鷹市 昭和５７年　７月

武蔵野ビル新築工事 SRC造  7F/B1    934㎡ 三鷹市 昭和５７年１２月

Tビル新築工事 RC造   3F    264㎡ 三鷹市 昭和５７年１２月

Sビル新築工事 RC造   3F/B1    150㎡ 三鷹市 昭和５８年　１月

サンビル新築工事 RC造   3F    362㎡ 三鷹市 昭和５８年　６月

F様邸増改築工事 RC造   2F    319㎡ 三鷹市 昭和５８年　９月

ステータス三鷹新築工事 RC造   5F  1,613㎡ 三鷹市 昭和５８年　９月

S様邸新築工事 RC造   2F    341㎡ 三鷹市 昭和５８年１０月

S.S共同ビル新築工事 SRC造  5F    487㎡ 三鷹市 昭和５８年１０月

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 ・ 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造工事
工事名称 工事概要 建設場所 完成年月日

P.1



鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 ・ 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造工事
工事名称 工事概要 建設場所 完成年月日

W様邸新築工事 RC造   2F    156㎡ 三鷹市 昭和５９年　１月

Nマンション新築工事 RC造   3F    337㎡ 三鷹市 昭和５９年　３月

Mハイツ新築工事 RC造   4F    839㎡ 三鷹市 昭和５９年　７月

Mビル新築工事 RC造   5F    318㎡ 三鷹市 昭和５９年１０月

Yビル新築工事 RC造   3F    232㎡ 三鷹市 昭和５９年１０月

Sビル新築工事 RC造   5F/B1    445㎡ 三鷹市 昭和５９年１１月

サンコーポT新築工事 RC造   3F    594㎡ 三鷹市 昭和６０年　３月

東海ハイツ改修工事 改修   RC造   2F    462㎡ 三鷹市 昭和６０年　４月

コスモ大沢ハイツ新築工事(JV) RC造   5F  1,958㎡ 三鷹市 昭和６０年　６月

O様共同ビル新築工事 SRC造  9F  1,623㎡ 三鷹市 昭和６０年　６月

パークサイドハイツ RC造   3F  1,080㎡ 三鷹市 昭和６０年　７月

T様邸新築工事 RC造   2F    200㎡ 小平市 昭和６０年１１月

三鷹駅前共同ビル新築工事 RC造   5F  1,017㎡ 三鷹市 昭和６０年１１月

銀座堂ビル新築工事 RC造   4F    178㎡ 三鷹市 昭和６１年　２月

Sコーポ新築工事 RC造   3F    587㎡ 三鷹市 昭和６１年　３月

Tサンハイツ三号棟新築工事 RC造   3F    861㎡ 武蔵野市 昭和６１年　４月

コスモ武蔵小金井新築工事 RC造   5F  1,584㎡ 小金井市 昭和６１年　４月

Wビル新築工事 RC造   5F    655㎡ 三鷹市 昭和６１年１１月

Iシティーマンション新築工事 RC造   4F    563㎡ 武蔵野市 昭和６２年　３月

Iビル新築工事 RC造   5F    429㎡ 三鷹市 昭和６２年　４月

Y様邸新築工事 RC造   2F    106㎡ 杉並区 昭和６２年　８月

アーバンホームズ石神井新築工事 RC造   3F  1,547㎡ 練馬区 昭和６２年　８月

シャローム三鷹新築工事 SRC造  9F  1,669㎡ 三鷹市 昭和６２年１０月

Iマンション新築工事 RC造   4F  1,233㎡ 三鷹市 昭和６２年１０月
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ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ三鷹第８新築工事 RC造   3F  1,138㎡ 三鷹市 昭和６２年１１月

Mビル新築工事 RC造   4F    839㎡ 三鷹市 昭和６３年　２月

ホルスシャトウ新築工事 RC造   3F    378㎡ 多摩市 昭和６３年　３月

マンションA新築工事 RC造   3F    456㎡ 三鷹市 昭和６３年　４月

リュミエール新築工事 RC造   3F    877㎡ 三鷹市 昭和６３年　４月

グランドハイツ武蔵野新築工事 RC造   5F  1,333㎡ 三鷹市 昭和６３年　６月

ヴィステリアハイム新築工事 SRC造  8F    655㎡ 三鷹市 昭和６３年　６月

Tビル新築工事 RC造   3F    495㎡ 三鷹市 昭和６３年　６月

Hビル新築工事 RC造   5F  1,152㎡ 三鷹市 昭和６３年１２月

K-1マンション新築工事 RC造   4F    389㎡ 三鷹市 平成 元年　１月

エトワール武蔵野新築工事 RC造   4F    692㎡ 武蔵野市 平成 元年　３月

Tビル新築工事 RC造   6F/B2    503㎡ 三鷹市 平成 元年　３月

Fビル新築工事 RC造   6F    325㎡ 三鷹市 平成 元年　３月

Hマンション新築工事 RC造   3F    744㎡ 三鷹市 平成 元年　３月

S造園本社ビル新築工事 RC造   4F  1,284㎡ 三鷹市 平成 元年　３月

Kマンション新築工事 RC造   6F    852㎡ 三鷹市 平成 元年　９月

S様邸新築工事 RC造   2F    180㎡ 三鷹市 平成 元年１０月

クロスコートI新築工事 RC造   3F    448㎡ 三鷹市 平成　２年　３月

Oマンション新築工事 RC造   3F    956㎡ 三鷹市 平成　２年　３月

Fビル新築工事 RC造   6F/B1  1,060㎡ 武蔵野市 平成　２年　３月

第二コーポF新築工事 RC造   4F    760㎡ 三鷹市 平成　２年　３月

H寺 客殿 庫裏増築工事 RC造   2F/B1    790㎡ 三鷹市 平成　２年　８月

F様邸新築工事 RC造   4F  1,192㎡ 杉並区 平成　２年　９月

ﾗｲｵﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ三鷹駅前新築工事 SRC造  10F/B1  2,740㎡ 三鷹市 平成　２年１１月
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ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･ｵﾝﾌﾞﾗ-ｼﾞｭ新築工事 RC造   4F  1,192㎡ 八王子市 平成　３年　１月

アミニティⅡ新築工事 RC造   4F  1,198㎡ 三鷹市 平成　３年　２月

大創建設㈱本社ビル新築工事 RC造   5F/B2  2,930㎡ 三鷹市 平成　３年　５月

ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞﾊｲﾂⅡ(上連雀Kﾏﾝｼｮﾝ)新築工事 RC造   3F    373㎡ 三鷹市 平成　３年　８月

ベルビ・アドニス(宮坂三丁目ﾏﾝｼｮﾝ)新築工事 RC造   3F/B1  1,046㎡ 世田谷区 平成　３年　８月

K様邸車庫新築工事 RC造   1F 三鷹市 平成　４年　９月

ピア大沢(大沢三丁目ビル)新築工事 RC造   4F  1,144㎡ 三鷹市 平成　５年　１月

ステータス武蔵野(境Ｍビル)新築工事 SRC造  7F  1,869㎡ 武蔵野市 平成　５年　２月

伸光ビル新築工事 RC造   5F/B1    505㎡ 中野区 平成　５年　３月

コモ・ド・ヴィータ新築工事 RC造   5F/B1  1,308㎡ 三鷹市 平成　５年　９月

ﾏﾝｼｮﾝ美千和新築工事 RC造   3F/B1  1,031㎡ 三鷹市 平成　６年　２月

(仮称)大田中央八丁目ビル新築工事 RC造   4F    332㎡ 大田区 平成　６年　３月

(仮称)豪徳寺一丁目ビル新築工事 RC造   4F    310㎡ 世田谷区 平成　６年　９月

U様邸改修工事 改修 三鷹市 平成　６年１２月

エヴァグリーン新築工事 RC造   5F    663㎡ 三鷹市 平成　７年　２月

ﾄﾞﾐｰﾙ・ﾎﾞﾅｰﾙ新築工事 RC造   3F    875㎡ 三鷹市 平成　７年　６月

(仮称)Tビル新築工事 RC造   4F    744㎡ 武蔵野市 平成　８年　９月

三鷹市医師会館外部補修工事 補修 三鷹市 平成　８年１２月

上五会館改修工事 改修 三鷹市 平成　９年　２月

I様邸新築工事 RC造   3F/B1    156㎡ 小金井市 平成　９年　８月

ＩＣＵ職員室改修工事 改修 三鷹市 平成　９年　８月

Mビル外壁改修工事 改修 三鷹市 平成　９年　９月

横河電気西久保寮改修工事 ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ改修 武蔵野市 平成　９年１１月

(仮称)Uビル新築工事 RC造   3F/B1    391㎡ 三鷹市 平成　９年１１月
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国民金融公庫三鷹支店改修工事 改修 三鷹市 平成１０年　２月

JAみたか(三鷹農協)西野支店改修工事 改修 三鷹市 平成１０年　２月

椎の実子供の家改修工事 改修 三鷹市 平成１０年　３月

ヴェルドミール白糸台新築工事 RC造   4F    707㎡ 府中市 平成１０年　３月

(仮称)Oマンション新築工事 RC造  10F  1,826㎡ 三鷹市 平成１０年　３月

都営住宅緑町探査工事 地中埋設物探査 武蔵野市 平成１０年　８月

三鷹市医師会館便所改修工事 改修 三鷹市 平成１０年　９月

三鷹市医師会館出窓改修工事 改修 三鷹市 平成１０年　９月

Yビル便所改修工事 改修 武蔵野市 平成１０年１１月

A様邸改修工事 RC造   1F/B1    112㎡ 世田谷区 平成１１年　２月

アートハウス大沢新築工事 RC造   4F/B2    943㎡ 三鷹市 平成１１年　３月

ＳＴＡＴＩＯＮ 1010新築工事 RC造   7F  1,366㎡ 三鷹市 平成１１年　５月

A様邸新築工事 RC造   1F/B1    103㎡ 世田谷区 平成１１年　６月

パークヒルズ新築工事 RC造   4F    369㎡ 三鷹市 平成１２年　１月

ｳﾞｪﾙﾄﾞﾐｰﾙ(上連雀9丁目尾林ﾏﾝｼｮﾝ)新築工事 RC造   4F    589㎡ 三鷹市 平成１２年　２月

東京競馬場国際きゅう舎増築工事 RC造   2F    861㎡ 府中市 平成１２年　９月

リメール三鷹新築工事 RC造   8F/B1  1,718㎡ 三鷹市 平成１２年　９月

東海ハイツ改修工事 改修 三鷹市 平成１３年　３月

三鷹サンライズマンション改修工事 改修 三鷹市 平成１３年１０月

O様邸新築工事 RC造   3F    157㎡ 板橋区 平成１３年１２月

千歳台マンション改修工事 改修 世田谷区 平成１４年　２月

Tマンション屋上改修防水工事 改修 三鷹市 平成１４年　２月

(仮称)Hビル新築工事 RC造   4F/B1    295㎡ 調布市 平成１４年　３月

アミニティⅡ屋上改修工事 改修 三鷹市 平成１４年　３月
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(仮称)第２登豊パレス新築工事 RC造   3F    288㎡ 武蔵野市 平成１４年　５月

真宗会館Ａ棟空調改修工事 改修 練馬区 平成１４年　５月

Iシティマンション店舗改修工事 改修 武蔵野市 平成１４年　５月

Mビル改装工事 改修 三鷹市 平成１４年　６月

Mビル外装他工事 改修 三鷹市 平成１４年　６月

Nクリニック新築工事 型枠・鉄筋工事 国立市 平成１４年　８月

マンションA外部改修工事 改修   RC造   3F 三鷹市 平成１４年　８月

Nビル新築工事 RC造   4F    378㎡ 事務所･住宅 調布市 平成１４年１０月

第三中央ビル1階～3階復旧工事 内外装改修   RC造   3F 武蔵野市 平成１４年１１月

Mビル１階店舗解体工事 解体   RC造   5F 三鷹市 平成１４年１１月

アドレス新築工事 RC造   3F    327㎡ 共同住宅14戸 調布市 平成１５年　２月

(仮称)サウスコート新築工事 RC造   6F    471㎡ 共同住宅14戸・事務所 世田谷区 平成１５年　３月

アミニティⅢ改修工事 改修   RC造   5F 三鷹市 平成１５年　３月

(仮称)武蔵屋豆腐店新築工事 RC造   5F    708㎡ 住宅･共同住宅･店舗 三鷹市 平成１５年　４月

八幡神社神輿庫新築工事 RC造･屋根木造    16㎡ 三鷹市 平成１５年　９月

Sビル解体工事 解体   RC造 3F･木造 2F 世田谷区 平成１５年１１月

オーキッドTビル外壁改修工事 改修   RC造   7F 三鷹市 平成１５年１２月

ルグランI外壁改修工事 改修   RC造   6F 三鷹市 平成１５年１２月

三鷹ｻﾝﾗｲｽﾞﾏﾝｼｮﾝ1階店舗改修工事 改修   RC造   7F 三鷹市 平成１５年１２月

サンコーポT外壁改修工事 改修   RC造   3F 三鷹市 平成１６年　２月

椎の実子供の家遊戯棟改修工事 改修・床暖房   RC造   2F 三鷹市 平成１６年　３月

(仮称)ヴァンヴェール経堂新築工事 RC造   4F    432㎡ 共同住宅12戸 世田谷区 平成１６年　４月

サウスコート1階床増設工事 増設   RC造   6F 世田谷区 平成１６年　５月

(仮称)SマンションA・B棟新築工事
RC造  A棟 5F 577㎡ B棟 4F 220㎡ 共同住
宅 世田谷区 平成１６年　６月
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アツデン１号館貨物入口設置工事他２件 改築   RC造   6F 三鷹市 平成１６年　６月

K様邸新築工事 RD造   4F    206㎡ 共同住宅･住宅 豊島区 平成１６年　６月

日本キリスト教会柏木教会外壁他改修工事 改修   RC造   2F 新宿区 平成１６年　６月

東本願寺A棟B棟修繕工事 改修   RC造   2F 練馬区 平成１６年　６月

松本産業㈱ビル改修工事 改修   RC造   4F 武蔵野市 平成１６年　８月

椎の実子供の家耐震改修･営繕工事 耐震改修･営繕 三鷹市 平成１６年　８月

(仮称)本郷六丁目マンション新築工事 RC造   4F/B1    766㎡ 共同住宅 文京区 平成１６年　９月

Yビル内装･照明改修工事 改修 三鷹市 平成１６年　９月

Yビル外装改修他工事 改修 武蔵野市 平成１６年　９月

エス･アイビル改修工事 改修 世田谷区 平成１６年１０月

(仮称)丸山１丁目マンション新築工事 RC造   8F  1,465㎡　21戸 中野区 平成１６年１１月

ライオンズプラザ三鷹駅前大規模修繕工事 修繕 三鷹市 平成１６年１１月

パークヒルズ改修工事 改修 世田谷区 平成１６年１２月

ステイタス三鷹外壁改修工事 改修 三鷹市 平成１６年１２月

グロリオスプラザ調布2年アフター工事 改修 調布市 平成１７年　１月

グランドハイツ武蔵野改修工事 改修 三鷹市 平成１７年　３月

Mビル自動火災報知設備設置工事 設置 三鷹市 平成１７年　４月

新井薬師ロイヤルコーポ外壁改修工事 改修   RC造   6F 中野区 平成１７年　６月

第三中央ビル3階改築工事 改築 武蔵野市 平成１７年　６月

椎の実子供の家２００５営繕工事 営繕 三鷹市 平成１７年　８月

S様邸リフォーム工事 改修 三鷹市 平成１7年　９月

O様邸新築工事 RC造   3F    136㎡ 杉並区 平成１７年１１月

三鷹市医師会館1階改修工事 改修 三鷹市 平成１７年１１月

Mビル外壁･防水改修工事 改修 三鷹市 平成１７年１１月
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クレールM外壁部分補修工事 補修 三鷹市 平成１７年１１月

第三中央ビル修繕工事 修繕 武蔵野市 平成１７年１１月

Mビル1F店舗改修工事 改修 三鷹市 平成１７年１１月

第二中央改修工事 改修 武蔵野市 平成１７年１１月

三鷹リバティ外壁改修工事 改修 三鷹市 平成１７年１２月

W整形外科クリニック外壁改修他工事 改修 武蔵野市 平成１８年　１月

シャンボール北新宿改修工事 改修 新宿区 平成１８年　３月

ダンデライオン外壁及び防水修繕工事 修繕 三鷹市 平成１８年　４月

(仮称)下連雀Ｎマンション新築工事 WRC造 4F    445㎡ 三鷹市 平成１８年　５月

コムドエリーB１,１,２階改修工事 改修 三鷹市 平成１８年　７月

理工図書ビル改修工事 改修 千代田区 平成１８年　７月

パークヒルズ(芦花公園)外壁漏水補修工事 補修 世田谷区 平成１８年　７月

吉祥寺南口ビル７２号室改装工事 改装 武蔵野市 平成１８年　８月

(仮称)Gアニメ教室･寮新築工事 RC造   3F/B1  1,194㎡ 事務所･共同住宅 練馬区 平成１８年１０月

さがみやビル外装修繕工事 修繕 三鷹市 平成１８年１１月

Kビル4階改修工事 改修 武蔵野市 平成１８年１１月

サンローゼ三鷹外部改修工事 改修 三鷹市 平成１８年１２月

三鷹市医師会館トイレ改修工事 改修 三鷹市 平成１８年１２月

M/T様共同住宅改修工事 改修 中野区 平成１９年　３月

M様邸新築工事 RC造   3F    192㎡ 共同住宅 三鷹市 平成１９年　３月

サウスコート2階改修工事 改修 世田谷区 平成１９年　４月

Hビル改修工事 改修 調布市 平成１９年　４月

三鷹アミニティⅠ,Ⅱ,Ⅲ修繕工事 修繕 三鷹市 平成１９年　５月

ホルス・シャトー屋上防水改修工事 屋上改修 多摩市 平成１９年　５月
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パルホームズ仙川屋上改修工事 屋上改修 調布市 平成１９年　６月

中銀マンション205号室修繕工事 修繕 三鷹市 平成１９年　９月

Kマンション屋上･他防水改修工事 改修 三鷹市 平成１９年１０月

K様邸新築工事 WRC造 2F/B1    310㎡ 共同住宅 三鷹市 平成１９年１２月

三鷹市医師会館改修工事 改修 三鷹市 平成１９年１２月

エトワール武蔵大規模修繕工事 修繕 武蔵野市 平成２０年　１月

マルイコーポ303号室改修工事 改修 練馬区 平成２０年　２月

ネオコーポ313号室火災後改修工事 改修 杉並区 平成２０年　２月

吉祥寺ビル改修工事 改修 三鷹市 平成２０年　４月

Kマンション外壁塗装工事 改修 府中市 平成２０年　５月

K様邸新築工事 WRC造 3F    254㎡ 住宅 三鷹市 平成２０年　６月

永谷ビル601号室改修工事 改修 杉並区 平成２０年　６月

Wベマンション外部修繕工事 修繕 三鷹市 平成２０年　７月

ファインキャッスル井の頭屋上他防水工事 修繕 三鷹市 平成２０年　７月

真宗会館B棟ｸﾛｽ貼替他1期改修工事 改修 練馬区 平成２０年　７月

三鷹市医師会館外壁等改修工事 改修 三鷹市 平成２０年　８月

ルグランIビル2階修繕工事 修繕 三鷹市 平成２０年　９月

ＢodyＲeset店舗改修工事 改修 三鷹市 平成２０年　９月

ステイタス三鷹防水修繕工事 修繕 三鷹市 平成２０年１０月

(仮)K建設本社ビル新築工事 ＳRC造  9F    895㎡ 三鷹市 平成２０年１０月

タウンコート石神井102号室改修工事 改修 練馬区 平成２０年１１月

(仮称)下連雀3丁目Kマンション WRC造 2F    304㎡   共同住宅 三鷹市 平成２０年１２月

(仮称)Nビルディング新築工事 RC造   5F    261㎡   店舗・共同住宅 世田谷区 平成２１年　３月

H寺斎場外部改装工事 改装 三鷹市 平成２１年　２月
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第２中央ビル2階原状復旧工事 改修 武蔵野市 平成２１年　２月

T様邸改修工事 改修 武蔵野市 平成２１年　３月

ファインキャッスル井の頭一部外壁改修工事 改修 三鷹市 平成２１年　４月

大沢グリーンハイツ増圧給水改修工事 改修 武蔵野市 平成２１年　５月

サンローゼ武蔵野外壁改修工事 改修 武蔵野市 平成２１年　６月

ラバーノこぐれ外壁改修工事 改修 練馬区 平成２１年　８月

ボーアタルデこぐれ外壁・室内改修工事 改修 練馬区 平成２１年　８月

真宗会館Ａ棟内部改修工事 改修 練馬区 平成２１年　８月

G倉庫その他工事 改修 練馬区 平成２１年１１月

Kマンション外部大規模改修工事 改修 三鷹市 平成２１年１１月

ダンデライオン203室改修工事 改修 三鷹市 平成２１年１１月

シャンティ武蔵野解体工事 解体 三鷹市 平成２１年１２月

ラバーノこぐれ内部修繕工事 修繕 練馬区 平成２１年１２月

Mビル外部修繕工事 修繕 三鷹市 平成２２年　４月
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