
工事経歴 （ 建築工事一式 ）

施主 受注形態 工事件名 工事場所 着手 完成

 ㈱リーガル不動産  元請  （仮称）LAGALAND駒沢ＰＪ新築工事 東京都 R02.01 R02.10

 民間  元請  Ｍ邸クリニック改修工事 東京都 R01.11 R02.02

 ㈱アスコット  元請  （仮称）ＦＡＲＥ 新宿Ⅲ 新築工事 東京都 R01.11 R02.09

 ㈱リーガル不動産  元請  （仮称）目黒区中目黒一丁目ＰＪ 新築工事 東京都 R01.10 R02.07

 東神不動産㈲  元請  （仮称）ＴＯＪＩＮ駒込1丁目ビル新築工事 東京都 H31.03 R02.03

 民間  下請（１次）  吉祥寺 大谷石塀解体撤去処分及びアルミ目隠フェンス改築工事 東京都 H31.03 R01.05

 民間  元請  Ｆ邸新築工事 東京都 H31.01 R01.09

 民間  下請（１次）  （仮称）日野市栄町クリニックビル新築工事 東京都 H30.12 R01.07

 学校法人 髙澤学園  元請  すいどーばた美術学院新2号館新築工事 東京都 H30.11 R01.11

 民間  元請  （仮称）品川区大井１丁目マンション新築工事 東京都 H30.09 R01.09

 民間  下請（１次）  ナイスアーバン京島 立駐改修工事 東京都 H30.08 H30.10

 ㈱リーガル不動産  元請  （仮称）ＬＥＧＡＬＡＮＤ神楽坂北 新築工事 東京都 H30.07 H31.04

 ㈱リーガル不動産  元請  （仮称）リーガランド笹塚 新築工事 東京都 H30.04 H31.04

 学校法人 髙澤学園  元請  すいどーばた美術学院新3号館新築工事 東京都 H30.02 H30.07

 民間  下請（１次）  世田谷区代沢４丁目共同住宅新築工事 東京都 H29.10 H30.05

 民間  元請  （仮称）品川区二葉1丁目マンション新築工事 東京都 H29.08 H30.05

 ㈱リーガル不動産  元請  （仮称）LEGALAND三軒茶屋ＰＪ新築工事 東京都 H29.08 H30.04

 民間  元請  （仮称）宇田ＡＰ新築工事 東京都 H29.05 H30.08

 ㈱リーガル不動産  元請  （仮称）LEGALAND大岡山Annex新築工事 東京都 H29.02 H29.10

 ㈱リーガル不動産  元請  （仮称）リーガランド目白新築工事 東京都 H28.11 H29.09

 民間  元請  Ｋ邸新築工事 東京都 H28.11 H29.03

 ㈱リーガル不動産  元請  （仮称）リーガランド荻窪新築工事 東京都 H28.10 H29.07

 東みずほ台マンション管理組合  元請  東みずほ台マンション外装 大規模改修工事 埼玉県 H28.09 H28.10

 民間  元請  Ｉ・Ｋ邸改装工事 東京都 H28.08 H28.09
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 民間  元請  錦糸町グリーンハイツ改修工事 東京都 H28.07 H28.08

 民間  元請  Ｋ邸改修工事 東京都 H28.07 H28.08

 ㈱リーガル不動産  元請  （仮称）LEGALAND千石 Ａ棟、Ｂ棟 新築工事 東京都 H28.03 H29.01

 ㈱三和海産  元請  ㈱三和海産 増築改修工事 東京都 H28.01 H28.03

 ㈱大越  元請  大越ビル新築工事 東京都 H27.10 H28.04

 民間  下請（１次）  新橋３丁目ビル 東京都 H27.08 H28.03

 自社施工  元請  （仮称）西早稲田ビル新築工事 東京都 H27.05 H28.03

 民間  元請  新黒岩ビル新築工事 東京都 H27.04 H28.05

 ㈱リーガル不動産  元請  （仮称）レガリス新橋　新築工事 東京都 H27.03 H27.09

 民間  元請  Ｍ邸改修工事 東京都 H27.02 H27.04

 東都水産㈱  元請  東水フーズ株式会社改修工事 千葉県 H27.02 H27.03

 ㈱リーガル不動産  元請  （仮称）レガリス新橋 既存地下建物解体撤去工事 東京都 H26.11 H26.12

 江東区  元請  江東区南砂児童館改修工事 東京都 H26.08 H27.02

 民間  下請（１次）  （仮称）南砂エントランス改修工事 東京都 H26.07 H26.09

 童友会ふくし保育園  元請  社会福祉法人童友会ふくし保育園　バルコニーウッドデッキ工事その他２件の工事 東京都 H26.05 H26.06

 民間  下請（１次）  (仮称）松蔭神社駅前レジデンス新築工事 東京都 H25.12 H26.07

 西脇歯科医院  元請  西脇歯科医院空調機改修工事 東京都 H25.10 H25.11

 民間  元請  Ｕ邸改装工事 東京都 H25.10 H25.12

 民間  元請  真玄堂ビル新築工事 東京都 H25.09 H26.07

 照護山 應慶寺  元請  應慶寺　庫裏新築工事 東京都 H25.09 H26.05

 照護山 應慶寺  元請  應慶寺　納骨堂新築工事 東京都 H25.06 H25.12

 アイランドキャピタル  元請  （仮称）新宿区住吉町計画新築工事 東京都 H25.05 H27.02

 東都水産㈱  元請  東水ﾌｰｽﾞ株式会社　事務所棟増改築工事 千葉県 H25.04 H25.07

 個人  下請（１次）  （仮称）長谷ﾏﾝｼｮﾝ新築計画 東京都 H25.03 H25.10
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 江東区  元請  江東区東陽保育園改修工事 東京都 H24.08 H25.04

 民間  下請（１次）  ＢＭＷ谷原ＭＩＮＩショールーム新築工事 東京都 H24.08 H24.12

 ㈱新井親士商店  元請  株式会社　新井親士商店ビル新築工事 東京都 H24.04 H24.09

 東京都住宅供給公社  下請（１次）  都営東陽三丁目ｱﾊﾟｰﾄ（1号棟）耐震改修工事 東京都 H24.03 H25.03

 医療サービス研究所  元請  レモン薬局六町店改修工事 東京都 H24.01 H24.05

 個人  下請（１次）  華ビル新築工事 東京都 H23.12 H24.06

 東京都  元請  平成23年度シンボルプロムナード公園トイレ建築工事 東京都 H23.09 H24.01

 ㈱ライコムコーポレーション  元請  デイサービスたけのこ改修工事 東京都 H23.08 H24.07

 ㈱ヤシマ  元請  本社工場防水工事他 千葉県 H23.08 H24.07

 江東区他  元請  深川第二中学校補修工事他 東京都 H23.08 H24.07

 アトリエアプト  元請  （仮称）品川区東品川三丁目マンション計画新築工事 東京都 H23.08 H23.12

 江東区  元請  江東区立八名川小学校便所その他改修工事 東京都 H23.06 H23.11

 個人  元請  富美栄ビル西側外壁改修工事（その1） 東京都 H23.05 H23.08

 ㈱ライコムコーポレーション  元請  （仮称）デイサービスたけのこ新築工事 東京都 H23.05 H23.06

 ㈱リンクス・ビルド  元請  （仮称）船橋本町5丁目マンション新築工事 千葉県 H23.04 H24.03

 個人  元請  （仮称）Ⅿ邸新築工事 千葉県 H23.03 H23.06

 個人  下請（１次）  （仮称）大井1丁目住宅新築工事 東京都 H22.12 H23.05

 江東区  元請  江東区毛利学童クラブ耐震補強その他改修工事（大規模改修） 東京都 H22.09 H23.03

 ㈱ライコムコーポレーション  元請  （仮称）ライコム.コーポレーション改修工事（大規模改修） 東京都 H22.06 H22.08

 個人  元請  S邸外構工事 東京都 H22.05 H22.07

 個人  下請（１次）  （仮称）大井1丁目Ｐroject新築工事 東京都 H22.02 H22.11

 個人  下請（１次）  （仮称）Uvixビル新築工事 東京都 H21.07 H21.12

 個人  下請（１次）  （仮称）Ｓ・Ｋ邸新築工事 東京都 H21.05 H22.03

 江東区  元請  江東区立深川第二中学校耐震補強その他工事（大規模改修） 東京都 H21.05 H21.12

3／8



工事経歴 （ 建築工事一式 ）

施主 受注形態 工事件名 工事場所 着手 完成

 個人  元請  （仮称）宝改修工事 千葉県 H21.04 H21.05

 千代田鋼鉄工業㈱  元請  管理棟新築工事 東京都 H20.11 H21.03

 個人  元請  （仮称）川崎南町マンション新築工事 神奈川県 H20.10 H21.09

  湘南長沢グリーンハイツ管理事務所  下請（１次）  （仮称）湘南長沢グリーンハイツ駐車場改修工事 神奈川県 H20.10 H20.12

 千代田鋼材㈱  下請（１次）  千代田鋼材株式会社浦安第二倉庫新築追加工事 千葉県 H20.09 H21.02

 ㈱エスグラントコーポレーション  元請  （仮称）深川一丁目マンション新築工事 東京都 H20.07 H21.07

 太成倉庫㈱  下請（１次）  （仮称）太成倉庫外構改修工事 東京都 H20.04 H20.06

 神奈川県  下請（１次）  中原警察署新築工事に伴う外構工事 神奈川県 H20.03 H20.06

 自社  元請  前田工務店本社ビル改修工事（大規模改修） 東京都 H19.12 H20.04

 ㈱グラテック  下請（１次）  羽田三丁目マンション新築計画工事 東京都 H19.11 H20.08

 ㈱明豊コーポレーション  下請（１次）  （仮称）下新城一丁目マンション新築工事 神奈川県 H19.06 H20.05

 ㈲バンビーナ  元請  赤澤ビル改修工事（大規模改修） 千葉県 H19.05 H19.07

 個人  元請  （仮称）上高田計画新築工事 東京都 H19.02 H19.10

 ㈱ブロードブレンズ  下請（１次）  （仮称）板橋三丁目マンション新築工事 東京都 H18.11 H19.10

 ㈱牧野硝子製造所  元請  牧野硝子工場解体工事（建）駐車場改修工事 東京都 H18.09 H18.10

 千代田鋼鉄工業㈱  元請  千代田鋼鉄工業㈱綾瀬事務所新築工事 東京都 H18.08 H19.01

 江東区  元請  江東区立枝川小学校屋内運動場増築その他工事（大規模改修） 東京都 H18.07 H19.02

 新里開発㈱  下請（１次）  （仮称）新里開発㈱ビル新築工事 東京都 H18.05 H18.12

 野村不動産アーバンネット㈱  下請（１次）  （仮称）川崎中幸町四丁目マンション新築工事 神奈川県 H18.01 H19.02

 野村不動産㈱  下請（１次）  （仮称）目黒本町計画新築工事 東京都 H17.12 H18.09

 菊姫（合）  下請（１次）  （仮称）茶寮　菊姫新築工事 東京都 H17.09 H18.03

 個人  下請（１次）  Ｍ邸新築工事 東京都 H17.07 H17.12

 菊姫（合）  下請（１次）  菊姫東京支店新築工事 東京都 H17.04 H17.10

 ㈱医療サービス研究所  元請  （仮称）ＡＢＣ薬局国府台店改修工事（大規模改修） 千葉県 H17.02 H17.03
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 社会福祉法人　童友会  元請  社会福祉法人童友会ふくし保育園増改築工事 東京都 H16.10 H17.08

 個人  元請  （仮称）Ｔビル新築工事 東京都 H16.08 H17.04

 個人  元請  （仮称）Ｋビル新築工事 千葉県 H16.02 H17.02

 ㈱加藤美峰園本舗  元請  （仮称）加藤美峰園本舗新築工事 東京都 H16.02 H16.10

 個人  元請  （仮称）Ｉ ビル新築工事 東京都 H15.11 H16.04

 個人  元請  （仮称）Ｙビル新築工事 東京都 H15.10 H16.03

 個人  元請  （仮称）Ｅマンション新築工事 東京都 H15.08 H16.01

 個人  元請  （仮称）Uビル新築工事 千葉県 H14.06 H15.04

 江東区  元請  江東区東砂福祉会館改修工事（大規模改修） 東京都 H14.02 H15.07

 個人  元請  Ｍビル新築工事 東京都 H14.02 H14.06

 民間  下請（１次）  パルティーレ東京ベイウェディングビレッジスクウェア躯体工事 東京都 H14.01 H14.03

 ㈱アクティオ  元請  アクティオ葛西寮新築工事 東京都 H13.07 H14.04

 住友不動産㈱  下請（１次）  猿江一丁目計画工事（建） 東京都 H13.05 H13.08

 昭和自動車工業㈱  元請  （仮称）ホンダプリモ昭和工場新築工事 東京都 H13.02 H13.07

 個人  元請  （仮称）Ｏ邸新築工事 東京都 H12.12 H13.05

 個人  下請（１次）  （仮称）Ｇ邸新築工事（建） 東京都 H12.11 H13.07

 帝都高速度交通営団  下請（１次）  地下鉄7号線白金台駅新設建築工事（建） 東京都 H11.08 H12.06

 日本鋼管㈱  下請（１次）  大井ガバナステーション改造工事（建） 東京都 H11.03 H12.07

 ㈱レモンアライトレーディング  元請  Ａビル新築工事 東京都 H10.11 H11.03

 犬塚建設工業㈱  元請  犬塚建設工業㈱ビル新築工事 越谷市 H09.09 H10.02

 田崎真珠㈱  元請  田崎真珠㈱銀座ビル改築工事 東京都 H09.06 H09.08

 日体荏原高等学校  下請（１次）  日体荏原高等学校大規模改修工事（建） 東京都 H09.06 H09.08

 ㈲伊藤舗装  元請  ㈲伊藤舗装社員寮新築工事 横浜市 H09.04 H09.11

 個人  下請（１次）  ファインクレスト鷺沼新築工事（建） 川崎市 H09.03 H10.01
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 ㈱牧野硝子製造所  元請  ㈱牧野硝子製造所駐車場新築工事 東京都 H08.12 H09.03

 個人  元請  Ｏ邸新築工事 東京都 H08.04 H08.09

 ㈱アクティオ  元請  アクティオエンジニア事業部事務所増築工事 東京都 H08.02 H08.04

 ㈱熊谷組  元請  行徳宿舎新築工事 千葉県 H08.02 H08.03

 ㈱赤澤商事  元請  赤澤ビル新築工事 流山市 H07.12 H08.04

 関豆腐店  下請（１次）  （仮称）関豆腐店新築工事（建） 東京都 H07.07 H07.11

 ㈱ガイアートクマガイ  元請  平塚アスコンプラント新築工事 平塚市 H07.06 H07.11

 ㈱アクティオ  元請  ㈱アクティオ野田工場改修工事 野田市 H06.12 H07.01

 ㈱牧野硝子製造所  元請  牧野硝子工場解体工事 東京都 H06.12 H06.12

 ㈱増田自動車工業所  下請（１次）  ㈱増田自動車工業所新築工事（建） 東京都 H06.10 H07.04

 長野県  下請（１次）  長野五輪スピードスケート会場（建） 長野県 H06.08 H06.10

 東京都  下請（１次）  西葛西駐車場新設工事（建） 東京都 H06.04 H06.10

 ㈱レンタルシステム埼玉  元請  ㈱レンタルシステム埼玉営業所改修工事 川口市 H06.02 H06.04

 ㈱レンタルシステム横浜  元請  ㈱レンタルシステム川崎営業所新築工事 川崎市 H05.11 H06.02

 建設省  下請（１次）  樋野口排水機場及び樋菅改築工事 松戸市 H05.05 H06.03

 民間  下請（１次）  特別養護老人ホーム若竹宛新築工事（建） 横浜市 H04.07 H04.12

 ㈱アクティオ  元請  ㈱アクティオ新木場倉庫新築工事 東京都 H04.02 H04.07

 新電気㈱  元請  新電気㈱東京支店事務所新築工事 東京都 H03.02 H03.07

 個人  元請  Ｗパーキング新築工事 浦安市 H03.02 H03.04

 民間  下請（１次）  葉山センチュリーマンション山留工事（建） 三浦市 H03.01 H03.04

 東京都  下請（１次）  都立単位制高等学校（仮称）新築工事（建） 東京都 H02.12 H03.03

 新電気㈱  元請  新電気㈱調布営業所改修工事 調布市 H02.10 H03.04

 新電気㈱  元請  新電気㈱宮前寮擁壁工事及び新築工事 川崎市 H02.09 H04.07

 ㈱立石建設  元請  せいしょう立石ハイツ新築工事 東京都 H01.08 H01.11
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 共立メンテナンス㈱  元請  ドミトリー溝の口新築工事 川崎市 H01.06 H01.12

 関東コンクリート㈱  元請  関東コンクリート㈱防音壁築造工事他 東京都 H01.05 H01.07

 関東コンクリート㈱  下請（１次）  関東コンクリート㈱骨材貯蔵設備改修建築工事（建） 埼玉県 S63.10 H01.04

 新電気㈱  元請  新電気㈱葛西工場及び羽田営業所改修工事 東京都 S58.11 S59.06

 北区役所  下請（１次）  北区役所文化センター・ホクトピア建築工事 東京都 S58.03 S60.04

 千代田製鉄工業㈱  下請（１次）  千代田製鉄工業㈱市川工場新築工事 市川市 S52.02 S52.07

 郵政省  下請（１次）  練馬郵便局増築工事 東京都 S45.11 S46.09

 五味タイヤ  下請（１次）  第二五味ビル新築工事 東京都 S45.10 S46.03

 住友銀行  下請（１次）  住友銀行松戸家族寮新築工事 千葉県 S45.01 S45.10

 日本電信電話公社  下請（１次）  神田電話局増築工事 東京都 S42.08 S43.06
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