
施工実績表　2000年（平成12年）～ 2004年（平成16年）

年度 工事現場名 所在地 設計事務所 構造設計 施工業者 施工箇所 分類

2000 青木ビル 宮城県 片桐工務店 屋根 一般

2000 ＪＡいわき市高品質堆肥製造施設 福島県 福島県経済連建築設計 ㈱山崎工業 一般

2000 旧徳宮城県歯科医師会館 宮城県 杜都設計 大成建設㈱ 一般

2000 白河高校プール更衣室 福島県 渡辺建築設計事務所 福島県南土建工業㈱ 屋根 公共建築

2000 いわき市立内町小学校プール 福島県 ㈱松永工務店 プール 公共建築

2000 高々久配水池 福島県 日本水道㈱ 公共建築

2000 並木トーヨー 福島県 陰山建設㈱ 一般

2000 名取市立那智が丘小学校 宮城県 楠山設計 奥田建設㈱ 屋根 公共建築

2000 チコウビル（屋上） 宮城県 田村設計室 ㈱片桐工務店 屋根 一般

2000 チコウビル（地下） 宮城県 田村設計室 ㈱片桐工務店 地下 一般

2000 蟹田町カントリーエレベーター 青森県 クボタ ㈱ナカノコーポレーション 地下 一般

2000 サンエクステリア店舗 福島県 ㈱白鳳社 一般

2000 県営住宅（Ｅ棟建築）工事 福島県 福島建築設計協同組合 西部建設㈱ 屋根 公共建築

2000 湊公民館 福島県 会津若松市建設部建築課 鈴木綜合建設㈱ 地下 公共建築

2000 福島空港公園整備（トイレ建築）工事 福島県 水谷工業㈱ 地下屋根 公共建築

2000 佐々木邸 岩手県 前田紀貞アトリエ サダリ構造設計室 大成建設㈱　㈱高光建設 地下屋根 住宅

2000 県営住宅建設（建築）工事小野団地 福島県 福島県建設技術センター 小野建設㈱ 屋根 公共建築

2000 梁川高校屋外トイレ 福島県 イズミ設計事務所 ㈱太田工務店 屋根 公共建築

2000 二本松工業高校屋外便所 福島県 内田建築設計事務所 国分工業㈱ 屋根 公共建築

2000 本宮小学校屋内体育館 福島県 白沢建設㈱ 公共建築

2000 ＪＡいわき市南部水稲育苗施設 福島県 福島県経済連建築設計 常磐開発㈱ 地下 一般

2000 小野高校農場トイレ 福島県 古川弘建築設計室 ㈱秋田組 屋根 公共建築

2000 新地高校屋外便所 福島県 イガラシ建築設計室 平澤建設工業㈱ 屋根 公共建築

2000 八巻整形外科医院 福島県 アルキテクタス ㈱錢高組 屋根 一般

2000 正雲寺 福島県 ㈱一矢建設 屋根 一般

2000 新鶴村学校給食センター（プロパン庫棟）　 福島県 和泉設計 石万建設工業㈱ 屋根 一般

2000 磐城農業高校屋外便所 福島県 嵐設計事務所 錦興業㈱ 屋根 公共建築

2000 新地小学校屋内運動場 福島県 山口建築設計事務所 庄司建設工業㈱ 地下屋根 公共建築

2000 郡山市立日和田小学校プール 福島県 郡山市役所建設部建築課 ㈱鴫原建設工業所 屋根 公共建築

2000 鍛冶町・早田ＡＮＮＥＸ計画 東京都 ㈱渡辺富工務店 ㈱渡辺富工務店 地下屋根 一般

2000 小杉邸 東京都 ワークヴィジョンズアーキテクツオフィス ㈱ＳＩＧＬＯ建築構造事務所 ㈱小川建設 屋根 住宅

2000 伊藤邸 東京都 蝦名建築設計事務所 ㈱ミドリ住建 地下 住宅

2000 ＴＭプロジェクト 東京都 細谷功＋スタジオ４設計 ㈱新倉技建 一般

2000 内海港海岸環境整備（南知多町） 愛知県 ㈱青島設計 合資会社石黒組 屋根 公共建築

2000 深井邸 東京都 ㈱ホームセラ ㈱ホームセラ　㈱前田工業 地下 住宅

2000 九品仏（亀田・井上邸） 東京都 ㈱前田工業　㈱東勝建設 地下 住宅

2000 ドエル吉田 神奈川県 歩研究所 坂本建設㈱・横浜市 地下 一般

2000 小寺邸 東京都 画工房（カク） 岡田建設㈱ 地下 住宅

2000 野生鳥獣救護支援センター 東京都 ㈱東京ランドスケープ　ゆう建築設計　環境省 ㈱カトービルドシステム 地下屋根 公共建築

2000 東邸（東英弥邸） 東京都 ㈱北川原温建築都市研究所（ＩＬＣＤ） ㈱池田建築設計事務所 ㈱藤木工務店 地下屋根 住宅

2000 荒井ハウス 神奈川県 ㈱Ｒ＆Ｋパートナーズ ㈱大作工務店 地下 一般

2000 相澤邸 東京都 ㈱構造計画プラス・ワン ㈱小倉工務店 地下 住宅

2000 飯尾邸 東京都 中央建設㈱ 地下 住宅

2000 真岸邸 東京都 和田設計アトリエ ㈱青木工務店 地下 住宅

2000 稲田邸 長野県 ㈱マックス 地下 住宅

2000 原邸 東京都 デザインスタジオレオナルド 藤栄建設㈱ 屋根 住宅

2000 野津田町の家 東京都 ㈲池田住宅建設 ㈲安木建設　㈲池田住宅建設 地下 住宅

2000 ダイアパレス東所沢Ｖ 埼玉県 ㈱青木建設　川口土木建築工業㈱ 地下 一般

2000 神宮前小川ビル 東京都 ㈱アル．パートナーズ建築設計 北野建設㈱　幸成ハウジング 地下屋根 一般

2000 長井邸 東京都 Ｎ設計室　藤井章設計事務所 ㈱コラム 地下 住宅

2000 矢嶋邸 東京都 ㈲バケラッタ 創美建設㈱ 地下屋根 住宅

2000 豊田マンション（ゆたか五番館） 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2000 柏駅東口ダブルデッキ昇降路 千葉県 千代田コンサルタント セイワ建設㈱ 地下 公共建築

2000 臼井邸 栃木県 ㈲ＡＭＯ設計事務所 小野里工業㈱ 屋根 住宅

2000 メゾンタカノハⅦ 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2000 ビトロアレー補修 長野県 ㈱守谷商会 一般

2000 川口ビル 静岡県 ㈱稲葉長司設計事務所 望月建設㈱・富士市 屋根 一般

2000 伊藤邸 東京都 ㈱双立デザイン設計事務所 ㈱片山組 地下 住宅

2000 三橋邸 東京都 ㈱中村住建 地下 住宅

2000 丹場邸 東京都 ㈱Ｅ．Ｐ．Ａ環境変換装置建築研究所 ㈱岩本組 地下屋根 住宅

2000 梅田邸 埼玉県 マルスプランニング大澤設計事務所 ㈱植草工務店 屋根 住宅

2000 島田邸 東京都 半田雅俊設計事務所 立石建設㈱ 地下 住宅

2000 住田ハウス 東京都 ㈱ナビプランニング ㈱岩本組 地下 一般

2000 上山田町城腰防火水槽（平成１１年度防災まちづくり事業城越防火貯水槽工事） 長野県 山崎建設㈱ 地下 公共建築

2000 松濤の家 東京都 タイドアーキテクツワークショップ石川彰久　アーキタイプ 明東建設㈱ 地下 住宅

2000 川谷マンション（リヴェール・バレ） 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2000 林邸 神奈川県 矢板久明建築設計 構造設計社 ㈱大内建築プロデュース研究所 地下 住宅

2000 松原邸 東京都 ㈱Ｅ．Ｐ．Ａ環境変換装置建築研究所 ㈱辰 地下 住宅

2000 伊原印刷社屋 長野県 ㈱三樹設計 高木建設㈱・長野県 地下 一般

2000 ＪＡ共済研修センター 長野県 長野経済連一級建築士事務所　北野建設一級建築士事務所 北野建設㈱ 屋根 一般

2000 島津山コートハウス 東京都 伊佐ホームズ㈱ ㈱深栄建設 地下 一般

2000 二宮邸 神奈川県 ㈱堀内秀人建築設計事務所 ㈱善建社 地下屋根 住宅

2000 田中邸 東京都 ㈱難波和彦＋界工作舎 平成建設㈱・練馬区 地下 住宅



2000 田中正治Ⅱマンション（パッサージ富士見） 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2000 金原邸 東京都 ＭＩＡ総合計画設計事務所 池田建設工業㈱ 地下 住宅

2000 ＴＮ邸 東京都 設計組織ＡＤＨ ㈱梅沢建築構造研究所 ㈱まつもとコーポレーション 地下屋根 住宅

2000 荒川区立諏訪台中学校 東京都 ㈱大建設計 勝村建設㈱ 屋根 公共建築

2000 久岡邸 東京都 伊佐ホームズ㈱ 相沢建設㈱ 屋根 住宅

2000 加藤邸 東京都 空間工房スペースファクトリー ㈱井上建築構造設計室 白石建設㈱ 地下 住宅

2000 萩の里特別養護老人ホーム（第２工区） 愛知県 ㈱青島設計 一孝建設㈱・山中・ＪＶ 屋根 公共建築

2000 東海林邸 東京都 ㈱自由工房 ㈱まつもとコーポレーション 地下 住宅

2000 ＩＳ本社ビル 東京都 ㈲Ｓ・Ｍ・Ａ ㈱コラム 地下 一般

2000 和泉１丁目フォレスタビル 東京都 ㈲ポイント東京計画研究所 ㈱大塚工務店 地下屋根 一般

2000 磯子火力発電所煙突 神奈川県 開発設計コンサルタント 株木建設㈱ 屋根 公共建築

2000 荒川信用金庫大門支店 東京都 名倉建築設計事務所 勝村建設㈱ 屋根 一般

2000 金野ビル 東京都 アイ・エープランニングシステム 井口建設㈱・渋谷区 地下 一般

2000 白山５丁目マンション 東京都 ㈱松田平田設計 日産建設㈱ 地下 一般

2000 古川ハウス 東京都 細谷功＋スタジオ４設計 ㈱梅沢建築構造研究所 渡邊建設㈱ 屋根 住宅

2000 千代ヶ丘の家（久保邸） 神奈川県 ㈲ブライシュティフト ㈱滝新 地下 住宅

2000 小野邸 東京都 スタジオ８０ ㈱大栄工務店 地下 住宅

2000 深沢邸 東京都 ㈱小河原建設 ㈱小河原建設 地下 住宅

2000 さくら東十条ビル 東京都 ㈲エヌイーエイ設計事務所 ホクトプランニング㈱　谷沢建設 地下 一般

2000 弦田別邸 長野県 林・山田・中原設計同人 第一建設㈱・長野県 地下 一般

2000 薙野邸 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 住宅

2000 平社邸 東京都 舟橋設計事務所 ㈱建匠 地下 住宅

2000 中村一男邸 千葉県 レスコハウス㈱ レスコハウス㈱　中村建設㈱ 地下 住宅

2000 広尾３丁目マンション（ウヴラージュ広尾） 東京都 ㈱アーバンコンサルタンツ ㈱片山組 地下屋根 一般

2000 小野邸 東京都 神代建築設計事務所　㈱ロジカデザイン ㈱建匠 地下屋根 住宅

2000 武藤邸 東京都 井上宏子建築設計事務所 ㈲早坂工務店 地下 住宅

2000 王子の森集合住宅（清音閣） 東京都 舟橋設計事務所 鼎建築事務所 内野建設㈱ 屋根 一般

2000 清水邸 東京都 環総合計画 ㈱岩本組 地下 住宅

2000 渡部康男邸 東京都 ㈱ホームセラ ㈱ホームセラ 地下 住宅

2000 井澤ビル 東京都 ㈱ＰＡＯ設計 創美建設㈱ 屋根 一般

2000 ペアシティ表参道 東京都 ㈱アトリエモルフ建築事務所 アイサワ工業㈱ 地下 一般

2000 長野邸 東京都 ㈱高政工務店 地下 住宅

2000 池上邸 東京都 東京ミサワホーム 佳呈建設㈱ 地下 住宅

2000 鶴見・仁神邸 東京都 田中土建工業㈱ 本宮建設 地下 住宅

2000 小川邸 東京都 荏原建築総合事務所 ㈲松崎工務店 地下 住宅

2000 木村・河野邸 東京都 ㈱木村誠之助総合計画事務所 ㈱建匠 地下 住宅

2000 一条邸 東京都 井上宏子建築設計事務所 ㈱オオスミ工建 地下 住宅

2000 平賀邸 東京都 富士ハウス ㈱前田工業　ホームセラ 地下 住宅

2000 滝本ビルⅡ 神奈川県 スタジオＰＡＯ ㈱大林組 屋根 一般

2000 佐藤マンション（ＢＵＲＧ３１０） 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2000 丸山邸 東京都 ㈱ハウスイメージ一級建築士事務所 中央建設㈱ 地下 住宅

2000 高崎の家 群馬県 ㈲Ｐ・Ｄ・Ｓ・アーキテクツ アキモト建設㈱ 地下 一般

2000 池田邸 東京都 ㈱象設計集団 ㈱三京建設 地下屋根 住宅

2000 ビラナカムラ 東京都 ＳＥＯ建築事務所 ㈱田中建設 屋根 一般

2000 森野邸 長野県 ソイック設計 スーパーウッドホーム㈱ 地下 住宅

2000 村上ビル 東京都 ㈱ＰＡＯ設計 松井建設㈱ 地下屋根 一般

2000 六本木３丁目マンション 東京都 ㈱エヌアンドティアーキテクツ（Ｎ＋Ｔ） 新日本建設㈱ 地下屋根 一般

2000 荒川邸 神奈川県 ㈱アルメディア 薩摩建設㈱ 地下 住宅

2000 ポールＧ・ギルフォイル邸 東京都 伊佐ホームズ㈱ ㈱深栄建設　伊佐ホームズ㈱ 地下 住宅

2000 槙田邸 東京都 伊佐ホームズ㈱　スタジオ・グルコ２級建築士事務所 ㈱深栄建設　伊佐ホームズ㈱ 地下 住宅

2000 大角邸 東京都 伊佐ホームズ㈱ ㈱深栄建設　伊佐ホームズ㈱ 地下 住宅

2000 アパホテル西麻布 東京都 松井建設㈱ 屋根 一般

2000 島田邸 神奈川県 ㈱設計組織アモルフ ㈱岩本組 地下 住宅

2000 碑文谷２丁目住宅（碑文谷仁張・松本邸） 東京都 ㈱コウシンホーム ㈱小池工務店 地下 住宅

2000 佐野会計事務所併用住宅 埼玉県 ㈱高砂建設 ㈱高砂建設 地下 一般

2000 下井草２丁目住宅 東京都 ㈱太平建設 ㈱太平建設 地下 一般

2000 平山邸 神奈川県 アーキテクトアソシエイツヨコハマ ㈲スターツ　㈲三峰 地下 住宅

2000 矢田ビル 東京都 林賢次郎建築設計事務所 西武建設 屋根 一般

2000 折井邸 東京都 関アトリエ一級建築士事務所 小原建設㈱ 地下屋根 住宅

2000 高橋ビル 東京都 ㈱アーキショップ ㈱藤木工務店 地下 一般

2000 岡野邸 東京都 弾設計㈱ ㈱掛水工務店 住宅

2000 伊藤邸 東京都 ㈱アサブキアンドアーキテクツ ㈱オーク建設 地下 住宅

2000 矢沢マンション（プファイル高井戸） 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2000 兼松・日産農林新木場センター 東京都 日産建設㈱ 日産建設㈱ 地下 一般

2000 土屋邸 東京都 ㈲ＡＭＯ設計事務所 北沢建設㈱ 地下 住宅

2000 伊豆高原ダイナム保護･研究所 静岡県 米倉満建築計画設計事務所 戸田建設㈱ 地下屋根 一般

2000 ＳＡＷＡ神宮前 東京都 南雲設計 明東建設㈱ 地下 一般

2000 第２平林ビル（グランベルク東峰） 東京都 ㈱空間設計社 田中土建工業㈱ 地下屋根 一般

2000 仏子寺プロジェクト 埼玉県 ㈱武蔵野園（レーベンズ・アーキテクト） ㈱武蔵野園 地下屋根 一般

2000 吉祥寺御殿山マンション（ビューキャノン） 東京都 ㈱エヌアンドティアーキテクツ（Ｎ＋Ｔ） 新日本建設㈱ 地下 一般

2000 木村邸 東京都 伊佐ホームズ㈱ ㈱宮嶋工務店 地下 住宅

2000 清瀬市松山現場 東京都 ㈲梅津建設 地下 一般

2000 坂口邸 東京都 ㈱地域環境設計 ㈱後藤組　黒金建設 地下 住宅

2000 大貫邸 東京都 ㈲郡山建築設計事務所 ㈱三京建設 地下 住宅

2000 南品川村上ビル（フォルファドール） 東京都 ㈱ＰＡＯ設計 生研建設㈱ 地下 一般

2000 谷川邸 神奈川県 アトリエ姫 ㈱戸井田工務店 地下 住宅



2000 高儀邸 東京都 ㈱守屋工務店 ㈱深栄建設　㈱守屋工務店 地下 住宅

2000 滝沢邸 東京都 手嶋保建築事務所 円建設㈱ 地下 住宅

2000 Ｍ２六本木（ＭＲＳ） 東京都 ㈱大杉喜彦建築綜合研究所 ㈱大和工務店 地下屋根 一般

2000 菊地邸 東京都 ミサワホーム 佳呈建設㈱ 地下 住宅

2000 トレベルノ恵比寿ビル 東京都 吉田研介建築設計室 ㈱佐藤秀 地下 一般

2000 莅戸邸 東京都 ㈱リュウ設計 岡田建設㈱ 地下 住宅

2000 足立清掃工場プラント更新工事 東京都 ㈱松村組 荏原・松村・南海辰村ＪＶ 地下 公共建築

2000 山田邸 東京都 ＡＰＳ設計室 ㈱大槻工務店・世田谷区 地下屋根 住宅

2000 臼井・天野邸 東京都 ㈱榎本弘之建築研究所 ㈱今井建設 地下屋根 住宅

2000 ユニマート幸町 千葉県 坂川建築設計事務所 三井建設㈱ 屋根 一般

2000 桂邸 東京都 ㈲丸晴工務店 地下 住宅

2000 山本三男邸 東京都 ㈱名古屋工務店 ㈱名古屋工務店 地下 住宅

2000 岩崎邸 東京都 ㈲ジェネラルデザイン ㈱小川建設 地下 住宅

2000 高橋邸 東京都 マルミ建築設計事務所 ㈱石塚組 地下 住宅

2000 横田ビル 東京都 ㈱太平建設 ㈱太平建設 屋根 一般

2000 沢田邸 神奈川県 ㈱小原建設 ㈱小原建設 地下 住宅

2000 ＭＡＫＩＨＯＵＳＥ（マキハウス） 埼玉県 細谷功＋スタジオ４設計 ㈱岩本組 屋根 一般

2000 渋谷Ｅビルディング 東京都 ㈱双立デザイン設計事務所 新協建設工業㈱ 屋根 一般

2000 石井医院＋山口邸 千葉県 ㈱マット設計 ㈱小川建設 屋根 住宅

2000 ホテルホウルス志賀高原 長野県 ㈱寺澤雄治アート設計工房 中野土建㈱ 地下 一般

2000 フィットネスクラブリーヴひばりが丘 東京都 ㈱構想建築設計研究所 安藤建設㈱ 屋根 一般

2000 久世邸 東京都 北信土建㈱ 北信土建㈱ 地下 住宅

2000 今村邸 東京都 ㈱宮嶋工務店 地下 住宅

2000 Ｉ邸 東京都 小田急建設㈱　小池工業 地下 住宅

2000 ルート２２９ 東京都 ㈱三恵建設 ㈱三恵建設 地下屋根 住宅

2000 宇田邸 東京都 櫂建築設計事務所 共立工業㈱　朋英建設㈱ 地下 住宅

2000 矢島邸 東京都 ナショナル住宅産業㈱ ㈱前田工業　㈱ホームセラ 地下 住宅

2000 小野邸 東京都 ㈱平井設計工房 ㈱渡辺富工務店 地下 住宅

2000 柏邸 東京都 ㈱スタジオキューブ 創美建設㈱ 地下 住宅

2000 特別養護老人ホームウエル江戸川 東京都 福祉開発研究所 太平工業㈱ 地下屋根 公共建築

2000 深井邸 東京都 ㈱ラム・ネット ㈱大世工業 地下 住宅

2000 高輪マンション 東京都 アトリエ２２１㈱山田紘子建築設計事務所 ㈱スリーエフ　㈱今岡工業 地下屋根 一般

2000 伸栄ビル 東京都 ㈱三恵建設 ㈱三恵建設 屋根 一般

2000 藤田邸 東京都 ミサワホーム 佳呈建設㈱ 地下 住宅

2000 第３中山マンション（ソルヴェール千葉） 東京都 田中ビルサービス㈱ 田中ビルサービス㈱ 屋根 一般

2000 木村邸 東京都 ㈱アーキテクトファイブ ㈲共立工務店 地下 住宅

2000 長野邸 東京都 ㈱大槻工務店・世田谷区 地下 住宅

2000 神宮前３丁目住宅 東京都 アトランティス ㈱親松工務店 屋根 一般

2000 原義久邸 東京都 レスコハウス㈱ ㈱創隆 地下 住宅

2000 坂田・城邸 東京都 ＧＩＡ設計 ㈱ＳＩＧＬＯ建築構造事務所 ㈱小川建設 地下屋根 住宅

2000 高輪共同住宅 東京都 平尾寛設計事務所 ㈱岩本組 屋根 一般

2000 本間ビル 東京都 ㈱大塚聡アトリエ ㈱岩本組 地下 一般

2000 渡邊マンション（ミレイユ駒場） 東京都 角設計事務所 中央建設㈱ 地下屋根 一般

2000 千ヶ崎邸 東京都 住友不動産ホーム 白石建設㈱・三鷹市 地下 住宅

2000 修行邸 東京都 伊佐ホームズ㈱ ㈱宮嶋工務店 地下 住宅

2000 古賀邸 千葉県 ＩＳＳ建築計画事務所 ㈱スリーエフ 地下 住宅

2000 瀬田５丁目の家 東京都 ㈱Ｅ．Ｐ．Ａ環境変換装置建築研究所 ㈱辰 地下 住宅

2000 白金台プロジェクトＡ、Ｂ（中村・伊藤邸） 東京都 ㈲アトリエアルク ㈱深栄建設 地下 住宅

2000 川嶋邸 東京都 井内建築設計 ㈱スチールハウス技術研究所 地下 住宅

2000 江東メモリアル 東京都 ㈱プランツアソシエイツ ㈱ティ・アンド・エイアソシエイツ 清水建設㈱ 地下屋根 一般

2000 津和野町総合交流ターミナル・温浴施設 島根県 ㈱Ｇ建築研究所木村設計室 ㈱鴻池組・大畑ＪＶ 屋根 公共建築

2000 鈴木一邸 東京都 陽和建設一級建築士事務所 ㈱深栄建設 地下 住宅

2000 飯野邸 東京都 ㈱自由工房 同郷建設㈱ 屋根 住宅

2000 堀内邸 東京都 エド建築事務所 国見工務店 地下 住宅

2000 青木邸 東京都 富岡彰環境建築設計事務所 ㈱花実建設 地下 住宅

2000 犀川観光㈱戸倉住宅 長野県 北野建設㈱ 北野建設㈱ 住宅

2000 本間邸 神奈川県 玉井カズマサ設計 ㈱大明建設 地下 住宅

2000 久が原マンション（コロラードマルワ） 東京都 計画設計事務所 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2000 角井邸 埼玉県 ㈱太平建設 ㈱太平建設 地下 住宅

2000 Ｊ４ビル 東京都 ㈲大野建築設計プランニング サンユー建設㈱ 屋根 一般

2000 日野の家（佐藤邸） 東京都 ㈲ブライシュティフト ㈱滝新 地下 住宅

2000 川島邸 東京都 ＳＫＭアーキテクツ＆プランナー 明東建設㈱ 地下 住宅

2000 太田邸 東京都 ＥＤＨ遠藤設計室 豊音響技研㈱ 地下 住宅

2000 黒田邸 東京都 アトリエＢＯＸ ㈲黒田工務店 地下 住宅

2000 金戸邸 東京都 ㈲アンドワーク／アンドデザイン ㈱林田建設 地下 住宅

2000 武田ビル 東京都 武商事㈱　藤来建築設計 武商事㈱ 地下屋根 一般

2000 セザール横浜関内 神奈川県 ㈱協和設計 エーアンドユー建築設計事務所 ㈱白石 地下 一般

2000 ＭＢハウス 神奈川県 ㈱アーキフォーム ミトモ建設㈱ 屋根 住宅

2000 ロジテムオートサービス㈱船橋整備工場 千葉県 勝村建設㈱ 勝村建設㈱ 屋根 一般

2000 ベイクルーズ南青山ビル 東京都 ＡＰＳ設計室 明東建設㈱ 地下 一般

2000 河野邸 東京都 ㈱佐藤康則設計事務所 ㈲町澤　㈲依田工務店 地下 住宅

2000 山内邸 東京都 ㈱プランツアソシエイツ ㈱ティ・アンド・エイアソシエイツ 創美建設㈱ 地下屋根 住宅

2000 荏原の家 東京都 吉田建築工房 ㈱コラム 地下 一般

2000 フォレストコート木場 東京都 武田建築設計事務所 中央建設㈱ 屋根 一般

2000 関口ビル 東京都 空間計画工房 田中ビルサービス㈱ 地下 一般

2000 フラミンゴＡ．Ｂ（本宮邸） 東京都 前田紀貞アトリエ サダリ構造設計室 ㈱岩本組 屋根 一般



2000 東基㈱日高工場 埼玉県 中央建設㈱ 中央建設㈱ 地下 一般

2000 川畑邸 東京都 ㈱造建築設計事務所 ㈲建正 地下 住宅

2000 愛甲邸 東京都 ㈱三京建設 ㈱三京建設 地下 住宅

2000 原田邸 東京都 ㈱スチールハウス技術研究所 地下 住宅

2000 天理教本阪分教会 大阪府 マルスプランニング塚原設計事務所 ㈱竹中工務店 屋根 一般

2000 藤沢団地（建替）第４住宅 神奈川県 住宅基盤整備公団 ㈱ナカノコーポレーション 屋根 公共建築

2000 Ｉビル（ログハウス） 東京都 沖島工業㈱ 沖島工業㈱ 一般

2000 アクアビル 東京都 大旺建設㈱ 大旺建設㈱ 屋根 一般

2000 久田原邸 東京都 ガレージ・スタデオ建築・地域計画研究所 小田急建設㈱ 地下 住宅

2000 服部邸 東京都 Ｎ設計室 ㈲小野構造設計事務所 ㈱コラム 地下 住宅

2000 ㈲船山運送店車庫 東京都 ㈱山本工務店 永田事務所 ㈱山本工務店 屋根 一般

2000 上大岡 神奈川県 ㈱大塚聡アトリエ ㈱岩本組 地下 住宅

2000 鶴本邸 埼玉県 サカエホーム㈱ ㈱望月工務店 地下 住宅

2000 石坂マンション（Ｉフラット） 東京都 ㈱小菅栄建築設計室 ㈱さとうベネック 屋根 一般

2000 滝澤邸 東京都 ＡＰＳ設計室 邑建設㈱ 地下 住宅

2000 鈴木邸 東京都 ㈱難波和彦＋界工作舎 ㈲米倉工務店 地下 住宅

2000 三番町ビル 東京都 西松建設㈱ 住協建設㈱・西松建設㈱ 地下屋根 一般

2000 扇光ハウス 東京都 設計組織ＡＤＨ ㈱梅沢建築構造研究所 ㈱岩本組 地下 一般

2000 亀有保育園 東京都 ㈲大野建築設計プランニング 日新建設㈱・中央区 地下屋根 一般

2000 野村邸 東京都 ㈱水澤工務店 ㈱水澤工務店 屋根 住宅

2000 林邸 東京都 スタジオＵ ㈱渡辺富工務店 地下 住宅

2000 ネットマンション 東京都 勝村建設㈱ 勝村建設㈱ 屋根 一般

2000 高篠邸 千葉県 大日本土木㈱ ㈱土屋組 地下 住宅

2000 みすずコーポレーション油揚新工場 長野県 飯島建設㈱ 地下 一般

2000 川口邸 東京都 ㈲設計集団ウーシーゾー ㈱ケイ・ワイ建設 地下屋根 住宅

2000 田中邸 東京都 ㈱アルメディア 三元建設㈱ 地下屋根 住宅

2000 シルバーピアいずみ 東京都 ㈱ソシオテック企画設計 船津建設㈱ 屋根 公共建築

2000 北馬込住宅 東京都 ㈲加賀谷工務店 ㈲加賀谷工務店 地下 住宅

2000 ＦＩＮ神南ビルⅡ（ディキシーズ神南） 東京都 ㈱カワハラ技研 ㈱カワハラ技研 地下 一般

2000 箱根山荘 神奈川県 ㈱旺建設計 ㈱田中組 屋根 住宅

2000 中根１丁目集合住宅（ヌーベルテラス都立大学） 東京都 ㈱アル．パートナーズ建築設計 ㈱古田島工務店 屋根 一般

2000 身代わり不動別格本山大明王院熱海伊豆山別院信徒会館 静岡県 ㈱稲葉長司設計事務所 大館建設㈱ 地下屋根 一般

2000 佐藤マンション（ファミール烏山） 東京都 ㈲都市建築工房 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2000 中山邸 東京都 伊佐ホームズ㈱ ㈲西建 地下 住宅

2000 源空寺 東京都 中央建設㈱ 地下 一般

2000 川口邸 埼玉県 ㈱高砂建設 ㈱高砂建設 地下 住宅

2000 菊地邸 埼玉県 平尾寛設計事務所 古市建設㈱ 地下 住宅

2000 沼田邸 東京都 ㈱増沢建築設計事務所 井端建築㈱ 地下 住宅

2000 代田３丁目の家 東京都 ㈱Ｅ．Ｐ．Ａ環境変換装置建築研究所 ㈱辰 地下 住宅

2000 オーベル横浜南パークビュー 神奈川県 ㈱設計工房デザインシステム 東急建設㈱ 屋根 一般

2000 石川町マリンゴ（ＭＡＲＥＮＧＯ） 神奈川県 ㈲アトリエアルク アサヒアーベイン建設㈱　㈱藤木工務店 地下屋根 一般

2000 コルディアーレ青山 東京都 ＡＰＳ設計室 栗本建設工業㈱ 地下 一般

2000 伊藤マンション 東京都 アトリエ２２１㈱山田紘子建築設計事務所 ㈱小川建設 屋根 一般

2000 クリスタルタワー 東京都 砧建築綜合研究所 中央建設㈱ 一般

2000 入谷マンション（生駒ビル） 東京都 アトリエ２２１㈱山田紘子建築設計事務所 ㈱スリーエフ　㈱今岡工業 屋根 一般

2000 長浜邸 東京都 長浜信幸建築設計事務所 ㈲共立工務店 地下 住宅

2000 足羽邸 東京都 ㈲アルケド・アティス 新協建設工業㈱ 地下 住宅

2000 長谷川邸 東京都 ㈲ＡＭＯ設計事務所 ㈱佐藤秀 地下 住宅

2000 渡辺邸 神奈川県 田坂建築設計 ㈱塚原興産 地下 住宅

2000 新光電子本社研究所 神奈川県 ㈱設計集団東京設計室 田中土建工業㈱ 地下 一般

2000 古川邸 東京都 ㈲村口設計 ㈱恒建 地下 住宅

2000 山田邸 東京都 想設計工房 ㈱渡辺富工務店 屋根 住宅

2000 石原皮膚科医院 長野県 ㈱三樹設計 北野建設㈱ 屋根 一般

2000 門脇邸 東京都 ㈱マット設計 羽生建設㈱　小川建設 屋根 住宅

2000 守屋邸 神奈川県 ㈱浅見組 地下 住宅

2000 中野丸山の家 東京都 ㈱司建築計画 ㈱大作工務店 地下 住宅

2000 サンメゾン武蔵野緑町ガーデンハウス 東京都 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 屋根 一般

2000 Ｕハウス 東京都 スクエア 創美建設㈱ 地下 住宅

2000 軽井沢中学校校舎改築 神奈川県 ㈱金子設計　横浜市建築局 和同建設㈱ 屋根 公共建築

2000 尾山台コートハウス 東京都 ㈱ネオタイド建築計画　㈲アーキテクチャーワークショップ ㈱松下産業 地下 住宅

2000 茂木邸 神奈川県 ㈲エス・エム・エイ ㈱コラム 屋根 住宅

2000 川崎邸 神奈川県 タカノ一級建築士事務所 ㈲丸晴工務店 屋根 住宅

2000 白川邸 東京都 アトリエ２２１㈱山田紘子建築設計事務所 ㈱小川建設 地下屋根 住宅

2000 中川邸 神奈川県 ㈱アルメディア 薩摩建設㈱ 地下 住宅

2000 ユーロコート宮の坂 東京都 アクシコ 栗本建設工業㈱　㈱南雲工務店　 地下 一般

2000 華山邸 東京都 関工務店 ㈱前田工業 地下 住宅

2000 ティージュ本社ビル 東京都 ㈲キョートミ建築設計 ㈱丸山商事 屋根 一般

2000 大谷邸 埼玉県 サカエホーム㈱ ㈱望月工務店 地下 住宅

2000 亀有デュープレックスホームⅢ 東京都 ㈱トルテック都市建築設計事務所 ㈱三浦工務店 屋根 一般

2000 センラルコート菊名 神奈川県 ㈱環境建築設計 松井建設㈱ 地下 一般

2001 湯八木沢ポンプ場 福島県 福島県建設技術センター 大石建設工業㈱ 屋根 公共建築

2001 郡山高校校舎改築 福島県 村越建設㈱ 地下 公共建築

2001 佐々木常男邸 福島県 大槻設計事務所 坂田工業㈱ 住宅

2001 日ピス福島製造所 福島県 梶原建築設計事務所　クボタ ㈱ナカノコーポレーション 地下 一般

2001 岩木町カントリーエレベーター 青森県 全農あおもりＪＡ ㈱ナカノコーポレーション 地下 一般

2001 水沢公民館 岩手県 ㈱菊地啓吾設計計画 高惣建設㈱ 屋根 公共建築



2001 由良・佐藤邸 山形県 ㈱アルメディア 佐藤建設㈱ 屋根 住宅

2001 サンチェ・イゲタ 福島県 ㈱ナカノコーポレーション 地下 一般

2001 栄町プラザ 福島県 共同設計 ㈱一矢建設 屋根 一般

2001 県営住宅建設（０６棟建築）工事 福島県 福島県建築設計協同組合 ㈱成田木材建設 屋根 公共建築

2001 河原町ビル 宮城県 ㈱サンホーム 一般

2001 県営住宅建設（建築）工事小野団地２号棟 福島県 相双建設事務所 小野建設㈱ 屋根 公共建築

2001 上杉の家（星邸） 宮城県 ㈱国分工務店 屋根 住宅

2001 熱塩加納村除雪車庫 福島県 山口建築設計事務所 ㈱唐橋工業所 地下 一般

2001 福島空港公園整備（トイレ建築）工事 福島県 共立建築設計事務所 ㈱城野組 屋根 公共建築

2001 新地小学校プール 福島県 山口建築設計事務所 関場・新和建設工事・ＪＶ 屋根 公共建築

2001 安部マンション 福島県 ㈱ハウジング住友 ㈱ハウジング住友 屋根 一般

2001 みはる壱番館 福島県 結建築研究室 ㈱大林組　東北支店 一般

2001 相馬港上屋建設工事 福島県 福島県建設技術センター 庄司建設工業㈱ 屋根 一般

2001 冑中簡易水道基幹改良工事 福島県 福島県建設技術センター 大石建設工業㈱ 屋根 公共建築

2001 Ｒ１名掛丁１号館 宮城県 ㈱片桐工務店 地下 一般

2001 大山町住宅（坂田邸） 東京都 ㈱レガテック・アソシェイツ 世紀東急工業㈱　東急建設 地下 住宅

2001 麻布十番ハウス 東京都 ㈱小池秀夫建築都市研究所 ㈱ムーサ研究所 創美建築㈱ 屋根 一般

2001 橋正ビル 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2001 リーベスト大磯 神奈川県 ㈱西尾建築設計・㈱ディーシービー・㈱末永組 瀬戸建設㈱　㈱大林組 地下 一般

2001 川上邸 神奈川県 レスコハウス㈱ ガーデンサービス㈱ 地下 住宅

2001 城ヶ崎邸 静岡県 小倉建築設計事務所 大同工業㈱ 住宅

2001 古川邸 東京都 スピカ建築工房 本宮建設 地下 住宅

2001 仲町９番地マンション（フルールヤマタ） 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 地下屋根 一般

2001 常陸太田焼却場（ごみ処理施設等（焼却施設・リサイクルプラザ）） 茨城県 タクマ・大城・武藤ＪＶ 日本国土開発㈱ 屋根 公共建築

2001 ユニアスコスモマンション 東京都 沖島工業㈱ 地下 一般

2001 平林邸 神奈川県 ＡＰＳ設計室 邑建設㈱ 地下屋根 住宅

2001 井ノ口邸 東京都 設計工房辿 ㈱建匠 地下 住宅

2001 飯島マンション 東京都 植松設計室 ㈱岩本組 屋根 一般

2001 フィットネスクラブリーヴ相模大野 神奈川県 ㈱構想建築設計研究所 大成建設㈱ 屋根 一般

2001 エクト工業ビル 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2001 第２橋本長平マンション（ヒルズ玉川） 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2001 ヤマシロヤビル 東京都 ㈱旺建設計 鹿島建設㈱ 屋根 一般

2001 大谷邸 東京都 ㈱マヌ都市建築研究所 ㈱久保工 地下屋根 住宅

2001 キリスト教礼拝堂、研究所ＪＧＷ 東京都 アトリエキューブ　㈱アービア設計事務所 山岸建設㈱ 地下 一般

2001 伊藤邸 東京都 みかんぐみ 東京鉄筋コンクリート㈱ 屋根 住宅

2001 駒村邸 東京都 レスコハウス㈱ ㈱創隆　レスコハウス㈱ 地下 住宅

2001 シカマハウス 東京都 細谷功＋スタジオ４設計 渡邊建設㈱ 屋根 住宅

2001 伊東医院 東京都 伊東工房 ㈱岩本組 地下 一般

2001 ペアシティー大山町イースト・ウエスト 東京都 ㈱アトリエモルフ建築事務所 ㈱熊谷組 地下 一般

2001 上山田町防火水槽 長野県 ㈲安西組 地下 公共建築

2001 桜上水の家 東京都 近藤工務店 大新興業㈱ 地下 住宅

2001 寺岡邸 東京都 ㈱フレイム ㈱深栄建設　陽和建設 地下 住宅

2001 Ｊ６ビル 東京都 ㈲大野建築設計プランニング 生研建設㈱ 地下 一般

2001 山口邸（墨田の家） 東京都 安藤美樹建築事務所 ㈱藤木工務店　石橋建設工業㈱ 屋根 住宅

2001 浜田山の家（佐藤邸） 東京都 ㈲田代計画設計工房 ㈱原田工務店　日本住建 地下 住宅

2001 諏訪邸 東京都 ㈲ＡＭＯ設計事務所 岡田建設㈱ 地下屋根 住宅

2001 藤木ビル 東京都 松永建築設計事務所 ㈱コバ建設 地下 一般

2001 船橋法典の家 千葉県 ㈲アーキステーション 長谷川構造設計室 ㈱奥村組 地下屋根 住宅

2001 ワイズコート 千葉県 ㈲アーキステーション ㈱奥村組 屋根 一般

2001 副田邸 東京都 ㈱手塚建築研究所 ㈱まつもとコーポレーション 地下 住宅

2001 桜井マンション（チリエージオ） 東京都 ㈱久間建築設計事務所 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2001 河村邸 東京都 レーベンズ・アーキテクト ㈱総合計画 地下 住宅

2001 鈴木邸 東京都 想設計工房 ㈱渡辺富工務店 屋根 住宅

2001 古川邸 東京都 ㈱ＰＡＯ設計 ㈱林工務店 地下 住宅

2001 ライジングプロダクション１１－東民－１３６ 東京都 諏訪設計 ㈱興建社 地下 一般

2001 村井邸 埼玉県 サカエホーム㈱ ㈱望月工務店 地下 住宅

2001 西川邸 東京都 Ｎ設計室 ㈱コラム 地下 住宅

2001 豊田邸 東京都 パナホーム東京 ㈲マルト工業 地下 住宅

2001 水野邸 東京都 葛西潔建築設計事務所 ㈲創工房 地下 住宅

2001 寿司定邸 東京都 匠建築設計室 ㈱前田工業 地下 住宅

2001 ミディアス渋谷ウエスト 東京都 永野宏建築事務所 五洋建設㈱ 地下 一般

2001 ハウスたから 東京都 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2001 宮坂の家 東京都 高橋和郎建築開発研究所 ㈱青木工務店 地下 一般

2001 佐藤邸 東京都 ㈲アトリエアルク ㈱深栄建設 屋根 住宅

2001 吉岡邸（勝田の住宅） 茨城県 前田吉徳アトリエ 大創建設㈱・ひたちなか市 屋根 住宅

2001 リフュージュ 東京都 ㈱アトリエアーキタンク 三井建設㈱ 屋根 一般

2001 白草庵 東京都 松崎設計 生研建設㈱　飯島建設 地下 一般

2001 八木岡邸 東京都 ＡＰＳ設計室 君塚建設㈱ 地下屋根 住宅

2001 小林ビル 東京都 白江建築研究所 山忠建設㈱ 屋根 一般

2001 手塚邸 東京都 ㈱井上尚夫総合計画事務所 ㈲二村建築事務所 屋根 住宅

2001 足立清掃工場№２ 東京都 ㈱松村組 松村組・南海辰村建設ＪＶ 地下 公共建築

2001 正木邸 神奈川県 ㈱真澄建築設計社 ㈱戸井田工務店 地下 住宅

2001 千駄ヶ谷岡崎ビル（ＨＩＬＬ　ＴＯＰ　ＳＱＵＡＲＥ） 東京都 ㈱アンクル 世紀東急工業㈱ 地下屋根 一般

2001 社会福祉法人愛の泉啓光学園改築工事 東京都 ＡＴＡ建築研究所 大成建設㈱ 地下 一般

2001 贄田ビル 東京都 八木アーキテクツ 吉川建設㈱ 地下 住宅

2001 昭和自動車㈱本社ビル 東京都 中央建設㈱ 中央建設㈱ 地下 一般



2001 小林ビル（富士町３丁目計画） 東京都 勝村建設㈱ 勝村建設㈱ 屋根 一般

2001 高輪３丁目計画（ベナード高輪） 東京都 ㈱野中建築計画 三平建設㈱ 地下 一般

2001 金原・清水共同住宅 東京都 新建築事務所 ㈱小川建設 地下 一般

2001 塚谷ビル 東京都 奥野建築設計事務所 勝村建設㈱ 屋根 一般

2001 藤井邸 東京都 ㈲猪野建築設計 沖島工業㈱ 屋根 住宅

2001 有野邸 東京都 ㈱難波和彦＋界工作舎 ㈱佐々木睦朗構造計画研究所 ㈱大明建設 地下 住宅

2001 日神パレステージ北綾瀬第２ 東京都 ㈱Ｇ＆Ｋ綜合設計 勝村建設㈱ 屋根 一般

2001 大丸邸 東京都 ㈱大作 ㈱大作 地下 住宅

2001 小林邸 東京都 ㈱宮嶋工務店 地下 住宅

2001 塚谷邸 神奈川県 ㈱青山工務店 地下 住宅

2001 東京門仲ビル 東京都 ㈲Ａ・Ｐ・Ｏ 小俣建設工業㈱ 地下 一般

2001 ウエタケハウス 東京都 山嵜雅雄建築研究室 立石建設㈱ 屋根 住宅

2001 神宮マンション 東京都 ㈱小河原建設 ㈱小河原建設 地下 一般

2001 日神パレステージ浅草橋 東京都 ㈱稲毛豊建築設計事務所 勝村建設㈱ 屋根 一般

2001 坂上邸 神奈川県 木村建築研究室 ㈱光正工務店 地下 住宅

2001 谷口邸 東京都 エン工房 ㈱西川誠建設 地下 住宅

2001 富岡ビル 東京都 田中土建工業㈱ 地下屋根 一般

2001 田村邸 埼玉県 サカエホーム㈱ ㈱望月工務店 地下 住宅

2001 土谷邸 東京都 土屋紀設計事務所 円建設㈱ 地下 住宅

2001 メゾン・ド・ロン西麻布 東京都 ㈱朝倉建築設計事務所 ㈱大明建設 地下 一般

2001 外苑の家 東京都 ㈲Ｐ・Ｄ・Ｓ・アーキテクツ ㈱新倉技建 地下 一般

2001 露崎ビル 埼玉県 Ｍ＆Ｓ建築設計室 川木建設㈱ 地下 一般

2001 アサダハウス 東京都 細谷功＋スタジオ４設計 渡邊建設㈱ 屋根 住宅

2001 額賀邸 東京都 ㈱Ｒ＆Ｋパートナーズ ㈱大作 屋根 住宅

2001 猪鼻邸 東京都 住まい塾東京本部 ㈱山上 地下 住宅

2001 桜井邸 東京都 ㈱久間建築設計事務所 田中土建工業㈱ 地下屋根 住宅

2001 栗原ビル 東京都 ㈱イスコ建築事務所 ㈱ナカノコーポレーション 屋根 一般

2001 ムーメ・フォート 東京都 甚五郎設計企画 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2001 渡辺邸 神奈川県 ㈲猪野建築設計 ㈱和田工務店 屋根 住宅

2001 青葉邸 東京都 スタジオ８０ ㈱大栄工務店 地下 住宅

2001 青木町公園プール 埼玉県 レーモンド設計事務所 勝村・埼玉建興・川口土建・特定建設工事ＪＶ 地下屋根 公共建築

2001 芝公園二丁目共同ビル（住友芝公園タワー、ラ・トゥール芝公園Ⅱ） 東京都 ㈱大林組 ㈱大林組 屋根 一般

2001 国立花園 東京都 ㈱アゼル ㈱アゼル 地下屋根 一般

2001 県営住宅町横尾団地Ｃ号棟 長野県 ㈱アーキプラン 新成建設㈱ 屋根 公共建築

2001 ジョイント青山ビル 東京都 ㈱大杉喜彦建築綜合研究所 ㈱まつもとコーポレーション 屋根 一般

2001 山田邸 東京都 舟橋設計事務所 ㈱大卯工務店 地下 住宅

2001 今田邸 東京都 増田建築構造事務所 ㈲大原工務店 地下 住宅

2001 稲葉邸 神奈川県 ㈲藍建築設計事務所 ㈱山崎工務店・横浜市 地下 住宅

2001 日本橋大伝馬町マンション 東京都 石橋建設工業㈱ 石橋建設工業㈱ 地下 一般

2001 篠原邸 東京都 ㈱遠山工務店 地下 住宅

2001 ＯＫ邸 東京都 設計組織ＡＤＨ ㈱梅沢建築構造研究所 ㈱まつもとコーポレーション 地下屋根 住宅

2001 中井邸 東京都 村田靖夫建築研究室 岡田建設㈱ 地下 住宅

2001 奥沢アパートメント（オクサワシュルメール） 東京都 プロ・ジェクト、長谷山純 小田急建設㈱ 屋根 一般

2001 嶋田邸 埼玉県 ㈱プランツアソシエイツ ㈱創美 屋根 住宅

2001 児島邸 神奈川県 ㈲入部建設 地下 住宅

2001 二宮邸 神奈川県 ㈲ステューディオ２アーキテクツ ㈱佐々木睦朗構造計画研究所 ㈱リディア 地下屋根 住宅

2001 Ｋ＆ＭハイツⅢ 東京都 矢島建設㈱ 地下 一般

2001 勅使河原邸 東京都 小川建設工房 ㈱渡辺富工務店 地下 住宅

2001 メゾン・ド・新宿 東京都 永野宏建築事務所 ㈱さとうベネック 地下屋根 一般

2001 成瀬ファミリーフラッツ 東京都 ㈲エス・エム・エイ ㈱コラム 地下 一般

2001 くらら鎌田（くらら二子玉川） 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 地下屋根 一般

2001 芹田邸 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 地下 住宅

2001 長後諏訪間新聞店 神奈川県 日比野設計 田中土建工業㈱ 地下 一般

2001 小林邸 東京都 ＡＰＳ設計室 ㈱大槻工務店・世田谷区 地下 住宅

2001 川上邸 東京都 パナホーム ㈱前田工業 地下 住宅

2001 厚木給食センター 神奈川県 ㈲荻津郁夫建築設計事務所 西松建設㈱ 地下屋根 一般

2001 三上邸 東京都 マツモト＆アソシエイ 創美建設㈱ 地下 住宅

2001 中川邸 東京都 ㈲小林真人建築アトリエ 河野建設㈱ 地下 住宅

2001 遠藤邸 東京都 ㈲ＡＭＯ設計事務所 ㈱葛工務店 屋根 住宅

2001 豊田邸 東京都 板垣建築設計事務所 ㈱板垣工務店 地下 住宅

2001 エクセレント本町 東京都 亀本征也建築設計事務所 中央建設㈱ 地下 一般

2001 田中邸 東京都 ㈱杉浦英一建築設計事務所 松井建設㈱ 地下 住宅

2001 下落合建売住宅 東京都 南部設計開発 ㈲梅津建設 地下 住宅

2001 共楽砧ビル（砧ＯＫマンション） 東京都 ㈱アーキフォーム ミトモ建設㈱ 屋根 一般

2001 駒沢住宅 東京都 伊佐ホームズ㈱ ㈱深栄建設 地下 住宅

2001 引田邸 東京都 乗富久哉建築設計事務所 門脇建設㈱ 地下 住宅

2001 高橋･鎌野邸 東京都 パナホーム ㈱前田工業 地下 住宅

2001 板橋の家（中島邸） 東京都 建築設計室ＳＩＴＥＰＬＡＮ 山洋木材㈱ 地下 住宅

2001 棚橋邸 東京都 ㈲ＡＭＯ設計事務所 岡田建設㈱ 地下 住宅

2001 内藤和夫邸 東京都 レスコハウス㈱ ㈱創隆 地下 住宅

2001 吉祥寺テラス（コルティーレ） 東京都 アトリエ２２１㈱山田紘子建築設計事務所 ㈱小川建設 屋根 一般

2001 シロー 東京都 ㈱アーネスト空間工房 岡宜建設㈱ 地下 住宅

2001 園部邸 東京都 弾設計㈱ ㈱森本組 屋根 住宅

2001 大塚敏明邸 東京都 パナホーム ㈱前田工業 地下 住宅

2001 古川山荘 長野県 ㈲ＡＭＯ設計事務所 ㈱古山建設 屋根 一般

2001 ＫＤＫビル 東京都 ㈱有村建築設計事務所 ㈱合田工務店 地下 一般



2001 アビタシオンＴ 東京都 ㈲辰野武山建築設計事務所 ㈱池田建築設計事務所 ㈱馬場工務店 地下 一般

2001 南青山フラックス、スタジオフラット（南青山１丁目アネックス） 東京都 ㈲ミリグラムスタジオ 新日本建設㈱ 地下屋根 一般

2001 ＮＫ岩淵 東京都 勝村建設㈱ 勝村建設㈱ 屋根 一般

2001 副島邸 東京都 レーベンズ・アーキテクト ㈱武蔵野園（レーベンズ・アーキテクト） 地下 住宅

2001 Ｍ・田中邸 東京都 無設計工房 ㈱ソーヨコ 地下 住宅

2001 神南１丁目ビル 東京都 ＳＨＩＰＳ 三井建設㈱ 地下 一般

2001 大塚邸 東京都 東京ミサワホーム 佳呈建設㈱ 地下 住宅

2001 小泉邸 東京都 北信土建㈱ 北信土建㈱ 地下 住宅

2001 植田邸 東京都 橋本建築スタジオ ㈱大槻工務店・世田谷区 地下 住宅

2001 本橋マンション（シャルマン・ヴェール） 東京都 ㈱太平建設 ㈱太平建設 屋根 一般

2001 小柳邸 奈良県 ㈱西野建築研究所 ㈱山中工務店 地下 住宅

2001 伊藤邸 東京都 ㈲スタジオバッフィ ㈱リデア 地下 住宅

2001 コシ産婦人科医院 神奈川県 菱沼建築設計室 生研建設㈱ 地下 一般

2001 奥村邸 神奈川県 関尾＆鈴木アーキテクツ ㈱吉田工務店 地下屋根 住宅

2001 角井ビル 東京都 設計工房 ㈲秀和 地下 住宅

2001 鈴木邸 東京都 パナホーム東京 ㈱前田工業 地下 住宅

2001 横手山頂ヒュッテ 長野県 ㈱三樹設計 ㈱守谷商会 地下 一般

2001 村田グレースビル 埼玉県 ㈱建築設計工房 ㈱大槻工務店・川口市 屋根 一般

2001 千鶴幼稚園 東京都 ㈱アルメディア 三井建設㈱ 屋根 一般

2001 汐ノ宮の住宅 大阪府 ㈱大脇建築設計事務所 光洋建設㈱ 屋根 一般

2001 ハイパレス船橋（ハイパレス千歳船橋） 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2001 藤山恒産 東京都 岳一級建築士事務所 井口建設㈱・渋谷区 地下 一般

2001 倉持ビル 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 地下屋根 一般

2001 菊地邸 東京都 アトリエ・サラ 東武谷内田建設㈱　㈲僑和 屋根 住宅

2001 関口邸 東京都 青山雅宣 ㈱今岡工業 屋根 住宅

2001 北村邸 東京都 和田設計アトリエ ㈱アタラシ 地下 住宅

2001 弦巻２丁目マンション 東京都 ㈱ピーエス　三菱建設㈱ＪＶ 地下 一般

2001 レクセルマンション竹ノ塚第３ 東京都 建築総合計画研究所 勝村建設㈱ 屋根 一般

2001 田鎖邸 神奈川県 レスコハウス㈱ レスコハウス㈱ 地下 住宅

2001 矢島邸（Ｓ．Ｋハイツ） 東京都 ㈲都市建築工房 田中土建工業㈱ 地下屋根 一般

2001 南邸 東京都 竹内晶洋設計事務所 長谷部建設㈱ 屋根 住宅

2001 鈴木邸 東京都 オザワ設計事務所 ㈲渡辺賢工務店 地下 住宅

2001 児玉ビル 東京都 ミサワホーム多摩中央 環境建設㈱　㈱リードテック 屋根 一般

2001 カテリーナ勝鬨 東京都 ㈱イクス・アーク都市設計　三平建設㈱ 三平建設㈱ 地下 一般

2001 麻生区上麻生造成工事 神奈川県 ㈲櫂設計室 匠允建総㈱ 地下 一般

2001 学校法人岩崎学園西口３号館 神奈川県 ＳＥＯ建築事務所 清水建設㈱ 屋根 一般

2001 ＹＳＤビル 東京都 田中土建工業㈱ 地下 一般

2001 西新宿タウンハウス 東京都 大成ユーレック㈱ 大成ユーレック㈱　大成建設 屋根 一般

2001 要町２丁目共同住宅 東京都 ㈲飯吉建築設計事務所 坪井工業㈱ 地下 一般

2001 宮崎邸 東京都 ㈱北川原温建築都市研究所（ＩＬＣＤ） ㈱池田建築設計事務所 明東建設㈱ 地下 住宅

2001 御園住宅Ａ 神奈川県 ㈱ホワイトハウス・相模原市 ㈱ホワイトハウス・相模原市 地下 住宅

2001 Ｊ２－１９ビル 東京都 ㈲大野建築設計プランニング サンユー建設㈱ 地下 一般

2001 橋詰邸 東京都 伊佐ホームズ㈱ 相沢建設㈱ 地下 住宅

2001 六本木Ｆ・Ｆビル 東京都 ㈱フォーユープランニングコンサルタント 薩摩建設㈱ 地下 一般

2001 城北埼玉学園近藤記念ホール 埼玉県 ㈱榎本弘之建築研究所 ケーアンドイー㈱ 屋根 一般

2001 長沼邸 東京都 ㈱武蔵野園 住宅

2001 ナカイハウス 東京都 細谷功＋スタジオ４設計 渡邊建設㈱ 地下屋根 住宅

2001 下馬マンション（テラス下馬ストラータ） 東京都 ㈲アーキテクチャーワークショップ 株木建設㈱ 地下 一般

2001 マミ･プラザ 東京都 アニノム建築設計 ㈱岩本組 屋根 一般

2001 高円寺アパートメント 東京都 スタジオナスカ古谷誠章 田中構造研究所 小原建設㈱ 屋根 一般

2001 バーバー深澤 静岡県 ㈲安藤泰建築設計事務所（アーキテクトスタジオＡＮＤＯ） ㈱土屋建設・下田市 屋根 一般

2001 森邸 東京都 武商事㈱ 武商事㈱ 地下 住宅

2001 大栄ビル 東京都 勝村建設㈱ 勝村建設㈱ 屋根 一般

2001 コンフォート那覇 沖縄県 ㈲アクト建築計画室 ㈱東江建設 一般

2001 セーナ大森山王 東京都 ㈱ナーク ㈱ナカノコーポレーション 地下屋根 一般

2001 田中邸 埼玉県 大木建設㈱ 住宅

2001 こすげレディスクリニック 群馬県 ㈱ｙｕｉ建築工房 広木・萬屋興業㈱ＪＶ 屋根 一般

2001 星野邸 東京都 ミサワホーム 佳呈建設㈱ 地下 住宅

2001 西澤邸 東京都 ㈲ジェネラルデザイン ㈱ＳＩＧＬＯ建築構造事務所 ㈱小川建設 地下 住宅

2001 山本邸 東京都 日商建設㈱ ㈱伊藤工務店　日商建設㈱ 地下 住宅

2001 金井邸 東京都 ㈱建匠 地下 住宅

2001 長谷川邸 神奈川県 ㈲創人工芸舎 ㈲創人工芸舎 地下 住宅

2001 南合邸 東京都 ㈱アミックス ㈱アミックス 地下 住宅

2001 新横浜マルゼンビル（新横浜駅前本館） 神奈川県 ㈱ティーエービー総合計画  東横イン 大成建設㈱ 屋根 一般

2001 百人町（借受）住宅 東京都 小林建築・構造設計室 日東大都工業㈱ 屋根 公共建築

2001 武部邸 東京都 ㈱アートステーション 日新建設㈱・中野区 屋根 住宅

2001 南大井集合住宅 東京都 六建築設計 ㈱佐藤秀 屋根 一般

2001 恵比寿ビル 東京都 ㈱スタジオキューブ ㈱ナカノコーポレーション 地下 一般

2001 吉岡邸（Ｍ邸） 埼玉県 ㈱高砂建設 地下 住宅

2001 石井ビル 東京都 ㈲都市建築工房 ㈱田谷野工務店 屋根 一般

2001 成城の家（三輪邸） 東京都 高田英夫建築設計 沖島工業㈱ 屋根 住宅

2001 須賀医院 埼玉県 平尾寛設計事務所 晃栄建設㈱　㈱森本組 地下 一般

2001 石原邸 東京都 多摩ミサワホーム ㈱前田工業 地下 住宅

2001 清原邸 東京都 ㈲アルコーブＵ 前田建設㈱・小平市　㈲定友建設 地下 住宅

2001 西山邸 東京都 ㈱中森紫光建築工房 ㈱伊東兄弟建設 屋根 住宅

2001 ＭＢ足立（ハートランド明生苑） 東京都 ㈱旺建設計 大木建設㈱ 屋根 一般



2001 小川邸 東京都 想設計工房 ㈱東聖ハウスシステム 屋根 住宅

2001 植田邸 東京都 須藤建設㈱一級建築士事務所 ㈱石塚組 屋根 住宅

2001 グランシャトレ碑文谷 東京都 ㈲じあむ設計 ㈱片山組 地下 一般

2001 武田邸 神奈川県 原雅俊＋ＧＡ総合建築研究所 池田建設工業㈱ 地下 住宅

2001 鈴木ビル 埼玉県 貝塚建築事務所 ㈱大槻工務店・川口市 屋根 一般

2001 成増２丁目田中マンション 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2001 広尾のコンクリート 東京都 ＤＦＩ設計早稲田大学建築学科入江研究室 沖島工業㈱ 屋根 住宅

2001 小野邸 東京都 ㈱パナホーム東京 ㈱前田工業 地下 住宅

2001 千葉畜産工業㈱船橋工場 千葉県 日産建設㈱ 日産建設㈱ 地下 一般

2001 松木和善邸 長野県 長野建設㈱リフォーム部 松木和善　長野建設㈱ 住宅

2001 上山田町防火水槽（平成１３年防災まちづくり事業力石防火貯水槽建設工事） 長野県 ㈱寺澤雄治アート設計工房 ㈲中村住設工業 地下 公共建築

2001 酒井邸 東京都 井上宏子建築設計事務所 ㈱オオスミ工建 地下 住宅

2001 葉山プロジェクト・アルス葉山（シーサイドコート葉山） 神奈川県 ㈱アルメディア 大豊建設㈱ 屋根 一般

2001 コープ谷中坂町 東京都 ヨコヤマアソシエイツ ㈱小松原工務店 屋根 一般

2001 鈴木邸 東京都 ㈲クラフト 中河原建設工業 地下 住宅

2001 横浜さちが丘プロジェクトＤ棟（ニッセーさちが丘） 神奈川県 勝村建設㈱ 屋根 一般

2001 佐伯邸 神奈川県 石崎寛建築環境文化研究所 ㈱コラム 地下 住宅

2001 成城２丁目ビル 東京都 田中ビルサービス㈱ 田中ビルサービス㈱ 屋根 一般

2001 第２橋本コウマンション（プリマヴェーラ） 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2001 尾崎勇マンション 東京都 ㈱太平建設 ㈱太平建設 屋根 一般

2001 押井邸 埼玉県 関アトリエ ㈱望月工務店 地下 住宅

2001 小林邸 東京都 ㈱鍵山工務店 地下 住宅

2001 大網配水場５号配水池築造工事 千葉県 山武水道企業団　㈱環境システムコンサルタント 鈴木土建㈱ 地下 公共建築

2001 世田谷アウディ 東京都 安藤忠雄設計 清水建設㈱ 屋根 一般

2001 ＳＪＢ 東京都 日新建設㈱・中野区 地下 一般

2001 シェル（１２－東民施Ａ－２１号島田英子） 東京都 ㈱アルシュデザインアソシエイツ 田中土建工業㈱ 地下 一般

2001 くらら粕谷（くらら芦花公園） 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2001 給田田中マンション（エステージ世田谷仙川） 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 地下屋根 一般

2001 西山邸（ＮＩＳＨＩＹＡＭＡ　ＲＥＳＩＤＥＮＣＥ） 東京都 アーネストホーム㈱ ㈱小川建設 地下屋根 住宅

2001 野田邸 東京都 ㈲玄綜合設計 ㈱藤木工務店 地下 住宅

2001 吉田邸 東京都 ㈱中野工務店・目黒区 地下 住宅

2001 ワングラムテナントビル 東京都 ブリックス ㈱明東建設 地下屋根 一般

2001 神宮前グリーンズウェル改修工事 東京都 白川直行アトリエ ㈱辰 屋根 住宅

2001 ダイアパレス戸塚（ダイアパレスワンダースケープ） 神奈川県 千都建築設計事務所 三平建設㈱ 屋根 一般

2001 ㈱ニューヘヤー化粧料本舗関宿工場 千葉県 生研建設㈱ 地下 一般

2001 カルミネ 東京都 マカンボ建築設計事務所 ㈱コラム 地下 一般

2001 オーパス新潟Ⅱ 新潟県 ㈱植木組 屋根 一般

2001 梨の木小学校 愛知県 ㈱日建設計 住友・矢作・鈴木ＪＶ プール 公共建築

2001 加賀フラッツ 東京都 ㈱ケイズ空間計画 田中ビルサービス㈱ 屋根 一般

2001 中山邸 東京都 丸茂建築設計事務所 ㈱渡辺富工務店 地下屋根 住宅

2001 堂坂邸 埼玉県 アトリエＯＨ ㈱松村工務店 地下 住宅

2001 東川口ガーデンプラザ６番館 埼玉県 ㈱Ｇ建築研究所小池一臣 斎藤工業㈱・浦和区 地下屋根 一般

2001 米子の家 鳥取県 ㈱Ｅ．Ｐ．Ａ環境変換装置建築研究所 大成建設㈱ 屋根 住宅

2001 堀池・高橋邸 東京都 ＥＤＨ遠藤設計室 ㈱阿波根組 地下 一般

2001 日本ペンクラブ本部 東京都 ㈱北川原温建築都市研究所（ＩＬＣＤ） ㈱梅沢建築構造研究所 北野建設㈱ 屋根 一般

2001 塩田邸 東京都 ㈱中野工務店・目黒区 地下 住宅

2001 ガルボシティー青葉台Ａ～Ｅ（青葉台住宅） 神奈川県 ㈱ホワイトハウス・相模原市 ㈱ホワイトハウス・相模原市 地下屋根 住宅

2001 若杉邸 東京都 ㈲ＡＭＯ設計事務所 ㈱葛工務店 屋根 住宅

2001 Ｙスクエア 東京都 スタジオゼロ ㈱井上建築構造設計室 ㈲ロイス 地下屋根 一般

2001 長谷川邸 東京都 団設計同人 清水建設㈱ 地下屋根 住宅

2001 なつめ皮膚科 千葉県 ㈱シーラカンスアンドアソシエイツ（Ｃ＋Ａ小嶋一浩） 中田捷夫研究室 フドウ建研㈱ 屋根 一般

2001 オギノハウス 東京都 細谷功＋スタジオ４設計 ㈱梅沢建築構造研究所 渡邊建設㈱ 屋根 一般

2001 新橋５丁目新築工事（ＩＭＣビル新橋） 東京都 武蔵野設計工房 ㈱ナカノコーポレーション 地下 一般

2001 フラットＴ２ 東京都 ㈱地域環境総合計画研究所（ＲＥＰ研究所）宮崎均 ㈱岩本組 屋根 一般

2001 介護老人保健施設フィオーレ久里浜 神奈川県 ㈱あくと総合計画 ㈱メドックス設計 ㈱ナカノコーポレーション 屋根 公共建築

2001 塚本邸 東京都 ㈱和田設計アトリエ ヘイワジオテック㈱　カスタムホームズ 地下 住宅

2001 青山邸 神奈川県 ㈱水澤工務店 屋根 住宅

2001 鈴木邸 埼玉県 サカエホーム㈱ ㈱望月工務店 地下 住宅

2001 杉並区宮前５丁目住宅 東京都 東京フレーミング㈱ 東京フレーミング㈱ 地下 住宅

2001 日神パレステージ蕨 埼玉県 ㈱稲毛豊建築設計事務所 多田建設㈱ 屋根 一般

2001 中村邸 東京都 前田紀貞アトリエ ㈲宮武工務店 地下 住宅

2001 飯田・鴨居マンション 神奈川県 大成ユーレック㈱ 大成ユーレック㈱ 屋根 一般

2001 日神三ノ輪マンション 東京都 ㈱ダイシンホーム 勝村建設㈱ 屋根 一般

2001 粕谷ビル 東京都 ㈱ケイ・ワイ建設 ㈱ケイ・ワイ建設 地下 一般

2001 豊昭学園 東京都 ㈱北川原温建築都市研究所（ＩＬＣＤ） 松尾建設㈱・杉並区 地下 一般

2001 コムネットせせらぎ 東京都 ㈱アル．パートナーズ建築設計 ㈱ナカノコーポレーション 屋根 一般

2001 今関邸改修工事 千葉県 バウ建設㈱ 屋根 住宅

2002 白沢村水道事業低々区配水池 福島県 共立コンサル 石橋建設工業㈱ 屋根 公共建築

2002 ケアハウスアポロン 宮城県 ㈱錢高組 屋根 公共建築

2002 統合二級河川事業工事 福島県 福島県建設技術センター 庄司建設工業㈱ 屋根 一般

2002 福島電機 福島県 玉川エンジニアリング㈱ 一般

2002 ＪＡ十和田市赤沼ＣＥ 青森県 クボタ ㈱ナカノコーポレーション 地下 一般

2002 ＪＡいしのまき桃生ＣＥ 宮城県 クボタ ㈱ナカノコーポレーション 地下 一般

2002 プロジェクトN 宮城県 大林組 ㈱大林組　東北支店 地下 一般

2002 相馬高校 福島県 白井設計 庄司建設工業㈱ 公共建築

2002 キャッスルミツル 宮城県 リオ建築事務所 ㈱片桐工務店 屋根 一般



2002 懐石　こと 福島県 櫓下設計　　 ㈱白鳳社 屋根 一般

2002 青森本町ＶＩＬＬＡ 青森県 鈴木一博建築研究所 ㈱ナカノコーポレーション 屋根 一般

2002 小金井小学校プール 福島県 近藤建築設計事務所 西部建設㈱ 屋根 公共建築

2002 グランドール八幡 宮城県 照井設計 ㈱片桐工務店 屋根 一般

2002 市営住宅黒木田住宅C棟 福島県 福島県建設技術センター 草野建設㈱ 屋根 公共建築

2002 舘岩村医療包括施設 福島県 ㈱アルク・アソシエイツ計画研究所 西部建設㈱ 屋根 公共建築

2002 六本木７丁目ビル 東京都 ㈱河津建設 地下 一般

2002 高橋邸 東京都 サカエホーム㈱ ㈱望月工務店 地下 住宅

2002 カナメビル 東京都 ㈱共同制作 ㈱小原建設 屋根 一般

2002 デュオ・スカーラ御徒町 東京都 ㈱稲毛豊建築設計事務所 勝村建設㈱ 屋根 一般

2002 沢井ビル 東京都 古林建築設計室 ㈱ケイ・ワイ建設 地下 一般

2002 小見山邸 東京都 ＤＳＤ建築設計事務所 成和建設㈱ 屋根 住宅

2002 高木邸 東京都 Ｎ設計室 ㈱幹建設 地下 住宅

2002 鳳友産業社宅 神奈川県 アークビジョン ㈱大知建設 地下 一般

2002 コスパ五位堂 奈良県 ㈱構想建築設計研究所 大成建設㈱ プール 一般

2002 三原邸 東京都 中央建設㈱ 中央建設㈱ 地下 住宅

2002 向原マンション（フルールメゾン） 東京都 勝村建設㈱ 勝村建設㈱ 屋根 一般

2002 プラント多古生コンクリート工場 千葉県 ㈱安藤産業 一般

2002 小沢邸 東京都 ㈲尾関建築設計事務所 円建設㈱ 屋根 住宅

2002 三鷹市保健センター介護予防拠点施設整備工事 東京都 ＤＳＤ建築設計事務所 大竹工務店 屋根 公共建築

2002 井の頭の家 東京都 ＤＯＮ工房一級建築士事務所 ㈱秀コーポレーション 地下 住宅

2002 安田邸 東京都 ㈱恩田組 地下 住宅

2002 林邸 東京都 包（パオ）建築設計工房 ㈱岩本組 地下 住宅

2002 長尾邸（シェスタ中目黒） 東京都 山本興業 ブラウンコーポレーション 地下 住宅

2002 上池袋３丁目マンション 東京都 アイ・プランニング ㈱渡辺富工務店 屋根 一般

2002 二葉の家（北條邸） 東京都 ㈲ブライシュティフト ㈱滝新 地下 住宅

2002 井手口邸 東京都 神代建築設計事務所　㈱ロジカデザイン ㈱建匠 地下屋根 住宅

2002 津村邸 東京都 ㈱アークス建築研究所 ㈱辰 地下屋根 住宅

2002 北川邸 神奈川県 北川裕記建築設計 ㈱親松工務店 地下 住宅

2002 吉田廣次ビル（ルミナスはなみずき） 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2002 山崎邸 東京都 ㈲アトリエアルク ㈱深栄建設 屋根 住宅

2002 戒行寺倉庫 東京都 今井直建築設計事務所 ㈱アイエスエー企画建設 地下 一般

2002 聖徳商事新横浜ビル（新横浜駅前新館） 神奈川県 ㈱設計工房飛翔 ㈱竹中工務店 屋根 一般

2002 上高井戸１丁目ビル 東京都 アイ・エープランニングシステム 井口建設㈱・渋谷区 地下 一般

2002 井内邸 神奈川県 レスコハウス㈱ ㈲キムラ 地下 住宅

2002 赤羽西マンション（稲村第一マンション） 東京都 想設計工房 東聖建設㈱ 屋根 一般

2002 林邸 神奈川県 岡部克哉建築設計事務所 成幸建設㈱ 地下 住宅

2002 武井・大倉ビル 東京都 ㈱椎名設計 渡邊建設㈱ 地下 一般

2002 リフュージュ・オギノ 東京都 ㈱井口浩フィフス・ワールド・アーキテクツ ㈱ケイ・ワイ建設 地下 一般

2002 池上コーポラティブハウス 東京都 都市デザインシステム 白石建設㈱ 地下 一般

2002 セボン北府中（セボンフォレステリア府中） 東京都 ㈱建築制作工房 ㈱小原建設 屋根 一般

2002 岡本邸 東京都 石原・山口計画研究所 ㈱滝新 地下 住宅

2002 松岡邸 東京都 ㈱核建築設計事務所 平成建設㈱・練馬区 地下 住宅

2002 北品川３丁目計画 東京都 三井建設㈱ 三井建設㈱ 地下屋根 一般

2002 ウスイハウス 東京都 山嵜雅雄建築研究室 ㈱栄勝建設 地下屋根 住宅

2002 アミューズ池袋ビル 東京都 ㈱ナカノコーポレーション ㈱ナカノコーポレーション 地下屋根 一般

2002 杉田サイクルタワー 東京都 田中土建工業㈱ 一般

2002 佐藤邸 神奈川県 レスコハウス㈱ 中野建設㈱ 地下 住宅

2002 鈴泰ビル 東京都 内野建設㈱ 内野建設㈱ 屋根 一般

2002 天理教本薊分教会付属建物 東京都 マルスプランニング塚原設計事務所 大石建設工業㈱ 地下屋根 一般

2002 海野歯科医院 埼玉県 ㈱アルメディア 薩摩建設㈱ 屋根 一般

2002 橋本邸 東京都 寺崎務建築研究室 日新建設㈱・中野区 地下 住宅

2002 高橋邸 神奈川県 ＳＵＧＡ設計室 ㈲桑田工業 地下 住宅

2002 中山邸（笹塚ハウス） 東京都 フィッシュアンドアーキテクツ ㈲町澤 地下 住宅

2002 テアーガルテン増改築 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2002 ＮＫ岩渕（北区小山ビル） 東京都 勝村建設㈱ 勝村建設㈱越野建設ＪＶ 屋根 一般

2002 東中野Ｔ邸 東京都 ㈱アーキショップ ㈱リデア 屋根 住宅

2002 星沢邸 東京都 ＥＤＨ遠藤設計室 ㈱リデア 地下 住宅

2002 藤木邸 埼玉県 ㈱高砂建設 地下 住宅

2002 いなのやビル（ＹＳ西川口ビル） 埼玉県 ㈱貝塚建築事務所 ㈱大槻工務店・川口市 屋根 一般

2002 向丘マンション（クレスト本郷） 東京都 ㈲津田設計事務所 内野建設㈱ 屋根 一般

2002 藤塚邸 東京都 ｆｏｒｍ１／０ ㈱創美 地下 住宅

2002 南麻布３丁目住宅 東京都 水代建築事務所 中村建設㈱・船橋市 地下 一般

2002 フラックス（和泉１丁目テラスハウス） 東京都 ㈲ポイント東京計画研究所 ㈱佐藤秀 屋根 一般

2002 佐藤・中村邸 東京都 ㈱マヌ都市建築研究所 ㈱大槻工務店・世田谷区 地下 住宅

2002 南麻布プロジェクト 東京都 ㈱プランテック総合計画事務所 北野建設㈱ 地下 一般

2002 草野邸 埼玉県 スタジオ・ゼロ ㈱装立 地下 住宅

2002 室谷邸 神奈川県 伊佐ホームズ㈱ ㈱宮嶋工務店 地下 住宅

2002 吉田邸 東京都 桑原聡建築研究所 ㈱ナカノコーポレーション 屋根 住宅

2002 西麻布デュープレックスリズⅠ・Ⅱ 東京都 ㈱トルテック都市建築設計事務所 大木建設㈱ 地下 一般

2002 奥沢１丁目住宅（奥沢造成工事） 東京都 アクシス一級建築士 武商事㈱ 地下 一般

2002 矢後邸 東京都 前田紀貞アトリエ ㈱岩本組 地下 住宅

2002 濱本邸 東京都 ㈱創建築アトリエ今井均 ㈱辰 地下屋根 住宅

2002 越谷中央研修所 埼玉県 ㈱マナベ建築設計事務所 高元建設㈱ 地下 一般

2002 名張ビル 東京都 ㈱下村建築事務所 松井建設㈱ 地下屋根 一般

2002 アズ・ハイツ（ＡＺ　ＨＥＩＴＳ） 東京都 山嵜雅雄建築研究室 平成建設㈱・練馬区 地下屋根 一般



2002 寺崎邸 東京都 陽和建設㈱ ㈱深栄建設　陽和建設㈱ 地下 住宅

2002 児玉邸 神奈川県 ㈱小林住宅工業 ㈱小林住宅工業 地下 住宅

2002 伊勢谷邸 東京都 ㈱Ｒ＆Ｋパートナーズ ㈱大作 地下 住宅

2002 弓邸 東京都 サカエホーム㈱ ㈱望月工務店 地下 住宅

2002 木村邸 東京都 舟橋設計事務所 ㈱モジュール技建 地下 住宅

2002 南邸 東京都 ㈱建匠 地下 住宅

2002 鈴木邸（ＵＳ邸） 埼玉県 ＲＥＰ研究所 ㈱岩本組 屋根 住宅

2002 八雲１丁目ビル 東京都 ㈲エルクラフト一級建築士事務所 内野建設㈱ 地下屋根 一般

2002 道の駅栗源（総合交流拠点施設） 千葉県 ㈱團紀彦建築設計事務所 石井工業㈱ 屋根 公共建築

2002 古里邸 東京都 ㈲アトリエビーンズ ㈱杉山組 地下 住宅

2002 水沢市堀ノ内公園体育館 岩手県 ㈱菊地啓吾設計計画 高惣建設㈱ 屋根 公共建築

2002 天山早雲改修工事 神奈川県 海老沢宏環境工房 ㈱淺沼組 一般

2002 濱田邸 東京都 ㈲スタジオバッフィ ㈱まつもとコーポレーション　三井建設㈱ 地下 住宅

2002 フラックス２０６ 東京都 ㈲ポイント東京計画研究所 ㈱佐藤秀 地下屋根 一般

2002 土志田邸 神奈川県 ㈱ユミラ建築設計室 ㈱中川工務店 屋根 住宅

2002 大友邸 東京都 ㈱難波和彦＋界工作舎 ㈱創美 地下 住宅

2002 片根邸 東京都 アトリエ天工人 池田昌弘建築研究所 ㈱栄港建設 地下 住宅

2002 神戸邸（ビラ・クー） 静岡県 ㈲安藤泰建築設計事務所（アーキテクトスタジオＡＮＤＯ） ㈱伊豆急ハウジング 屋根 住宅

2002 伊藤邸 愛知県 齋藤裕建築研究所 渡部建設㈱ 地下屋根 住宅

2002 東邸 東京都 ㈱プライム一級建築士事務所 ㈱リデア 地下 住宅

2002 杉山・小川邸 東京都 横河設計工房 斉藤建設工業㈱　勝村建設㈱ 地下 住宅

2002 丹波重機事務所 神奈川県 北川設計㈲ 海建 地下 一般

2002 平野邸 東京都 ｆｏｒｍ１／０ ㈱創美 地下屋根 住宅

2002 酒井邸 東京都 山崎産業㈱ 地下 住宅

2002 山田邸 東京都 ㈲ミリグラムスタジオ ㈱幹建設 地下 住宅

2002 西沢邸 東京都 アトリエ・テクト ㈱栄港建設 地下 住宅

2002 恩多町の家 東京都 ㈲ブライシュティフト ㈱滝新 地下 住宅

2002 カテリーナ西五反田Ⅱ 東京都 ㈲スペースデザインスタジオ 石橋建設工業㈱ 地下 一般

2002 佐藤邸 東京都 長浜信幸建築設計事務所 田中土建工業㈱ 地下 住宅

2002 桑折邸 埼玉県 松井建築研究所 ㈱ハウスアクティブ 地下屋根 住宅

2002 田中邸 東京都 ㈲岡田哲史建築都市計画研究所 ㈱岩本組 地下 住宅

2002 平沢邸 東京都 ㈲雄建築工房 ㈲町沢　㈲御苑工務店 地下 住宅

2002 楠家ビル 東京都 中央建設㈱ 中央建設㈱ 屋根 一般

2002 共栄学園高層棟 東京都 勝村建設㈱ 勝村建設㈱ 屋根 一般

2002 藤井邸 東京都 ㈱鈴木理巳建築計画所 ㈱荒木工務店・調布市　九徳興業㈲ 地下 住宅

2002 桜木・斉藤邸 神奈川県 レスコハウス㈱ 中野建設㈱ 地下 住宅

2002 フェイル目黒 東京都 ＫＳ企画建築設計 ㈱市川建設 地下 一般

2002 中筋邸 東京都 ㈱関繁明建築設計事務所 ㈱創建 地下屋根 住宅

2002 北新宿３丁目 東京都 ㈱南部設計開発 ㈱南部設計開発 地下 一般

2002 西貝自動車㈱鷺宮ビル 東京都 古田建築事務所 内野建設㈱ 屋根 一般

2002 平田邸 東京都 村田靖夫建築研究室 ㈱梅沢建築構造研究所 ㈱岩本組 地下 住宅

2002 広瀬邸 東京都 Ｕ設計室 ㈱滝新 地下 住宅

2002 Tフラット 東京都 ㈱幹建設 地下 一般

2002 いよやビル 東京都 ㈱ＰＡＯ設計 ㈱興建 地下 一般

2002 中軽井沢別荘（前田邸） 長野県 ㈱オーエム研究所 ㈱黒澤建設 地下 住宅

2002 安井邸 埼玉県 ㈲都市建築工房 田中建設㈱ 地下 住宅

2002 松本邸 神奈川県 アーキテクツオフィスピーツー ㈱親松工務店 地下 住宅

2002 南麻布の家 東京都 ㈱Ｅ．Ｐ．Ａ環境変換装置建築研究所 ㈱辰 屋根 住宅

2002 高橋邸 東京都 ㈱榎本弘之建築研究所 ㈱アイエスエー企画建設 地下 住宅

2002 高麗邸 東京都 ミサワホーム ㈱海老沢工務店　ミサワホーム㈱ 地下 住宅

2002 南川邸 神奈川県 ㈲創人工芸舎 ㈲創人工芸舎 地下 住宅

2002 碑文谷フィットネスクラブ 東京都 ㈱構想建築設計研究所 東急建設㈱ プール 一般

2002 横山邸 東京都 小山工務店 ㈱河合建築 地下 住宅

2002 玉川３丁目飲食ビル 東京都 アーバニティー環境㈱ ユタカ建設工 地下 一般

2002 野島マンション１３-神民施Ａ-１０号 神奈川県 Ｉ・Ｂ・Ａ建築企画設計㈱ 東亜建設工業㈱ 屋根 一般

2002 谷邸 東京都 堀部安嗣建築設計事務所 ㈱深栄建設 地下 住宅

2002 結城市市民情報センター 茨城県 ㈱三上建築事務所　結城市 鹿島建設㈱ 地下 公共建築

2002 駒沢大澤プロジェクト 東京都 アトリエ２２１㈱山田紘子建築設計事務所 ㈱間組 地下屋根 一般

2002 神宮前３丁目住宅（目黒邸） 東京都 ㈱ＩＴＯ設計 東聖建設㈱ 屋根 一般

2002 小池・小林邸 東京都 ㈲沼宮内建設 地下 住宅

2002 黒住邸 東京都 ガレージ・スタデオ建築・地域計画研究所 ㈱岩本組 地下屋根 住宅

2002 井原邸 東京都 ＮＣｏＡ ㈱細田工務店 地下 住宅

2002 恵比寿コートハウス 東京都 ㈱ディディティ一級建築士 佳呈建設㈱ 地下 一般

2002 ミクニ化学産業㈱板橋工場 東京都 三井建設㈱　日東工営㈱ 地下 一般

2002 サウスヒルオオツカ 東京都 ㈲キョートミ建築設計 長浜建設㈱ 屋根 一般

2002 フラックス代沢 東京都 ㈲ポイント東京計画研究所 田中土建工業㈱　セキスイハイム 地下屋根 一般

2002 日陸市原倉庫 千葉県 日陸建設工業㈱ 日陸建設工業㈱ 地下 一般

2002 上鷺宮保育園（とちのき保育園） 東京都 アトリエ２２１㈱山田紘子建築設計事務所 ㈱本橋組 地下屋根 一般

2002 山本邸 神奈川県 ㈱飯田善彦建築工房 空間工学研究所　現ＫＡＰ 岡建工事㈱ 屋根 住宅

2002 熊野前医院ビル 東京都 ㈲翔建築設計事務所 群峰工業㈱ 屋根 一般

2002 抜弁天北ビルＡ棟Ｂ棟 東京都 ㈲佐倉建築事務所 ホリウチ建物㈱ 地下屋根 一般

2002 ダイアパレス川口新井宿 埼玉県 ㈱杉山一級建築士事務所 三平建設㈱ 屋根 一般

2002 川村邸 東京都 伊佐ホームズ㈱ ㈱宮嶋工務店 地下 住宅

2002 栄峰ビル受水槽室補修 東京都 ㈱林工務店 地下 一般

2002 町田マンション 東京都 ㈱佐藤康則設計事務所 ㈱古田島工務店 地下 一般

2002 モリタハウス 埼玉県 細谷功＋スタジオ４設計 ㈱三澤屋建設 屋根 一般



2002 尾崎・木戸共同ビル 東京都 ㈱建築設計エスカルゴ 内野建設㈱ 地下 一般

2002 梅田邸 神奈川県 ㈱エクサス ㈱建匠 屋根 住宅

2002 久が原６丁目B号棟（内田邸） 東京都 成上建設㈱ ㈱アートプラン 地下 住宅

2002 佐藤邸 東京都 ㈱大脇建築設計事務所 ㈱矢島工務店 屋根 住宅

2002 山本ビル 神奈川県 純建築設計 田中土建工業㈱ 地下 一般

2002 セアラ逗子 神奈川県 ㈱田村設計事務所 ㈱ナカノコーポレーション 屋根 一般

2002 千鶴ビル改修工事 埼玉県 ㈱大槻工務店・川口市 屋根 一般

2002 めぐみ助産院 埼玉県 新見建築設計室 リキホームサービス 地下 住宅

2002 板倉邸 東京都 ㈲雄建築工房 ㈲雄建築工房 地下 住宅

2002 淡路歯科医院 東京都 郡峰工業㈱ 群峰工業㈱ 屋根 一般

2002 佐々木邸 東京都 ㈱開建築設計 ㈱建匠 地下 住宅

2002 千鳥町マンション 東京都 田中ビルサービス㈱ 田中ビルサービス㈱ 屋根 一般

2002 アライマンション 東京都 武田建築設計事務所 松井建設㈱ 地下屋根 一般

2002 篠崎マンション 東京都 ㈲都市建築工房 東光建設㈱ 地下屋根 一般

2002 寺尾みどり幼稚園３０周年記念館 神奈川県 香山壽夫建築研究所 ㈱小川組 屋根 一般

2002 豊昭学園新４号館 東京都 ㈱北川原温建築都市研究所（ＩＬＣＤ） ㈱池田建築設計事務所 北野建設㈱ 屋根 一般

2002 足立清掃工場改修第２期 東京都 ㈱松村組 ㈱松村組・南海辰村建設ＪＶ 地下 公共建築

2002 谷崎邸 東京都 大蔵設計 明東建設㈱ 地下 住宅

2002 赤羽西ＡＢＣ棟 東京都 ㈱南部設計開発 ㈱南部設計開発 地下 一般

2002 仙川ホーム 東京都 ㈱玉匠 ㈱玉匠 地下 一般

2002 国分寺ＫＩビル 東京都 多田建築計画 ㈱辰 屋根 一般

2002 加島邸 神奈川県 棟尾建築設計工房 ㈱キクシマ 屋根 住宅

2002 大鳥発電所 福島県 電源開発㈱　開発コンサルタント 前田・清水・鴻池ＪＶ 屋根 公共建築

2002 田島邸 東京都 ㈱ドゥ・アーキテクツ 中央建設㈱ 屋根 住宅

2002 西井邸 東京都 エスアンドシー ㈱アイエスエー企画建設 地下 住宅

2002 福岡機場 千葉県 鈴木土建㈱ 一般

2002 掛井五郎邸 東京都 インターコア ㈱創美 地下 住宅

2002 南青山６丁目ビル 東京都 中央建設㈱ 地下 一般

2002 サッシュ神宮前３丁目（３５サマーズ増築） 東京都 Ｍａ設計事務所（エムエー） ㈲杉浦土木工業所 屋根 一般

2002 松田ビル 東京都 ㈱藤井設計事務所 明東建設㈱ 地下 一般

2002 石塚ウィークエンドハウス 静岡県 ㈲安藤泰建築設計事務所（アーキテクトスタジオＡＮＤＯ） 長田建設工業㈱ 屋根 一般

2002 下馬スパイラル 東京都 ㈲アーキテクチャーワークショップ ㈱構造計画プラス・ワン 新日本建設㈱ 地下 一般

2002 深沢ハウス（深沢レジデンス） 東京都 上野・藤井建築研究所 ㈱大明建設 地下 一般

2002 倉田ビル 東京都 内野建設㈱ 内野建設㈱ 屋根 一般

2002 大木邸 神奈川県 コブコード ㈱戸井田工務店 地下 住宅

2002 藤沢団地第６住宅Ｄ－１ 神奈川県 都市基盤整備公団　九段建築研究所 ㈱森組　小田急建設 屋根 公共建築

2002 三鷹の家（中山邸） 東京都 ㈱プライム建築都市研究所　㈲辰野武山建築設計事務所 ㈱リデア 地下屋根 住宅

2002 北千束プロジェクトＢ棟 東京都 ＦＡＣＴ建築研究所 ㈱アートプラン 地下 一般

2002 青木邸 神奈川県 田中土建工業㈱ ㈱青木造園土木 地下 住宅

2002 石田邸 東京都 ㈱コラム 屋根 住宅

2002 レジデンス美立橋 神奈川県 馬淵建設㈱ 馬淵建設㈱ 屋根 一般

2002 地主邸 東京都 ㈲佐倉建築事務所 ㈱矢島工務店 屋根 住宅

2002 吉岡マンション 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2002 大川邸 東京都 ㈱難波和彦＋界工作舎 ㈱山崎工務店・さいたま市 地下 住宅

2002 宇野邸 東京都 アトリエキャンプデザイン事務所 稲葉建設㈱ 地下屋根 住宅

2002 後藤邸 東京都 トラック設計 江中建設㈱ 屋根 住宅

2002 高島邸 東京都 １ＳＴＦＯＲＭ ㈱菅建設 地下 住宅

2002 五月女邸 東京都 和綜合設計室 ㈱藪崎工務店 地下 住宅

2002 帯広駅前いせきビル（とかち帯広駅前） 北海道 ㈱東横イン開発 ㈱エスデー建設 屋根 一般

2002 大鷲邸 東京都 アトリエ２２１㈱山田紘子建築設計事務所 ㈱青木工務店 屋根 住宅

2002 ジェクサー大宮 埼玉県 ㈱構想建築設計研究所 鉄建建設㈱ 地下 一般

2002 門山医院 神奈川県 アペックス設計・黒田洋 ㈱田中組 屋根 一般

2002 田所邸 東京都 林賢次郎建築設計事務所 白石建設㈱ 地下屋根 住宅

2002 宝泉寺 神奈川県 ㈱辰 地下 一般

2002 伴邸 東京都 ㈱シーラカンスアンドアソシエイツ ㈱辰 地下 住宅

2002 荒井邸 東京都 ㈲バケラッタ 渡邊建設㈱ 地下 住宅

2002 土谷邸 東京都 フナミズデザインスタジオ 江中建設㈱ 地下 住宅

2002 歌代邸（鷺宮の家Ⅴ） 東京都 ㈱鈴木理巳建築計画所 池英技建工業㈱ 地下屋根 住宅

2002 河野マンション（コスモート国立） 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2002 西崎邸 東京都 神代建築設計事務所　㈱ロジカデザイン 南建設㈱ 地下屋根 住宅

2002 サンクタス青葉台デュアルスイート 神奈川県 ㈱アーキフォルム 住友建設㈱ 地下 一般

2002 上落合共同住宅（シンシア新宿落合） 東京都 ＭＵＲＯＮＯＩ室野井敏夫 勝村建設㈱ 屋根 一般

2002 古瀬邸 神奈川県 ㈲小林真人建築アトリエ ㈱花実建設 地下 住宅

2002 神楽坂の家 東京都 ㈲ブライシュティフト ㈱渡辺富工務店 地下 一般

2002 緑町３丁目 東京都 ＫＨ設計 ㈲山長土建 地下 一般

2002 菊田マンション（コムネットミマス８） 千葉県 ㈱アル．パートナーズ建築設計 ㈱ピーエス三菱 屋根 一般

2002 旗の台６丁目マンション（Ｌｅ・Ｃｉｅｌ旗の台） 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2002 市原邸 東京都 ㈱三越ハウジング 中央建設㈱ 屋根 住宅

2002 松田邸 東京都 ㈲ジェネラルデザイン 長谷部建設㈱ 地下 住宅

2002 森田邸及び共同住宅 神奈川県 ㈱ユミラ建築設計室 ㈱中川工務店 屋根 一般

2002 富田ビル 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 地下屋根 一般

2002 仁風（ジンプー） 東京都 ライフネットプランニング ㈱辰 地下 住宅

2002 フラット－Ｈ１ 埼玉県 ＲＥＰ研究所 ㈱岩本組 屋根 一般

2002 井澤邸 東京都 プラッツデザイン 渡邊技建㈱ 地下 住宅

2002 青木邸 東京都 ＡＰＳ設計室 ㈱八木工務店 地下屋根 住宅

2002 タクリート六本木（ＴＲ六本木Ⅰ・Ⅱ） 東京都 ㈱自由工房 五洋建設㈱ 地下 一般



2002 本村ビル 東京都 ㈱プラネットワークス ㈱青木工務店 地下 一般

2002 若本邸 東京都 ㈱伊東豊雄建築設計事務所 ㈱オーク構造設計 東京鉄筋コンクリート㈱ 地下 住宅

2002 林田邸 東京都 Ｓ．Ｏ．Ｙ．建築環境研究所（ソイラボ） 相沢建設㈱ 屋根 住宅

2002 宮川邸 東京都 福田デザイン ㈲日野建設 地下 住宅

2002 舘岩村医療包括施設 福島県 ㈱アルク・アソシエイツ計画研究所 西部・舘岩・ＪＶ 屋根 公共建築

2002 鈴木ビル（ベルジュ早稲田） 東京都 田中土建工業㈱ 田中ビルサービス㈱ 屋根 一般

2002 ＨＲＩビジョンハウス 東京都 一色設計 桝形建設㈱ 地下 一般

2002 菅沼邸 東京都 ㈲雄建築工房 ㈲雄建築工房 屋根 住宅

2002 山下邸 東京都 ㈱カワハラ技研 ㈱カワハラ技研 地下 住宅

2002 千葉邸アトリエ 東京都 成川建築研究所 岡田建設㈱ 地下 住宅

2002 高木マンション（アジュール大森） 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2002 ワイズガーデン 千葉県 ㈲アーキステーション 石橋建設工業㈱ 屋根 一般

2002 保坂邸 神奈川県 アメニティライフ㈱ アメニティライフ㈱ 屋根 住宅

2002 大竹ビル 東京都 山田安司建築工房 井口建設㈱・渋谷区 屋根 一般

2002 ハイブリッヂⅡ（アルトプエンテ） 東京都 ㈱ゼロワンオフィス 東聖建設㈱ 屋根 一般

2002 等々力の家 東京都 ＤＯＮ工房 ㈱秀コーポレーション 地下 住宅

2002 渡辺邸 東京都 ㈱長浜信幸建築設計事務所 江中建設㈱ 地下 住宅

2003 公営住宅船戸団地１号棟 福島県 ノア・アーキテクツ ㈱三崎組 屋根 公共建築

2003 水沢市立姉体小学校 岩手県 久慈・千田修共同 高惣建設㈱ 屋根 公共建築

2003 相馬女子高等学校 福島県 ㈲阿部直人建築研究所 関場建設㈱ 地下 公共建築

2003 仙台市立岩切小学校 宮城県 楠山設計 佐々良建設㈱ 屋根 公共建築

2003 県中保健福祉事務所 福島県 共立建築設計事務所 ㈱白鳳社 地下屋根 公共建築

2003 水沢市立姉体小学校屋内運動場 岩手県 久慈・千田修共同 丸谷工務店㈱ 屋根 公共建築

2003 小沢野営場 福島県 山口建築設計事務所 入谷建設工業㈱ 地下屋根 公共建築

2003 エフエム福島社屋 福島県 アトリエカ ㈱白鳳社 屋根 一般

2003 警察航空隊ヘリポート 福島県 サンコー建築設計事務所 ㈱大木工務店 地下 公共建築

2003 玉川村公営住宅 福島県 福島県建設技術センター 水谷工業㈱ 屋根 公共建築

2003 小野邸 福島県 青柳工業 青柳工業㈱ 屋根 住宅

2003 那須高雄おおるり山荘 栃木県 万建設 ㈱万建設興業 屋根 一般

2003 郡山市立湖南小学校 福島県 ＶＡＨ設計 八光建設㈱ 屋根 公共建築

2003 県営住宅建設（建築）工事小野団地３号棟 福島県 鈴木設計　鈴木昌夫 小野建設㈱ 屋根 公共建築

2003 地場邸 東京都 前田紀貞アトリエ ㈱佐藤工務店 屋根 住宅

2003 田中邸 東京都 創作工房閾 河野建設㈱ 地下 住宅

2003 代田集合住宅 東京都 ㈲千葉学建築計画事務所 ㈱辰 地下 一般

2003 塔の山町会会館 東京都 ㈱副島建築設計事務所 稲葉建設㈱ 地下 一般

2003 中野Ｙマンション（ドリームパレス） 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2003 高須邸 東京都 スタジオＡアーキテクト ㈱創美 地下屋根 住宅

2003 石井マンション 埼玉県 ㈱みずほ一級建築士事務所 ㈱大槻工務店・川口市 屋根 一般

2003 菅邸 東京都 ㈱レガテック・アソシェイツ ㈱片山組 屋根 住宅

2003 斉藤ビル 東京都 アイ・プランニング 株木建設㈱ 屋根 一般

2003 はしもとビル 東京都 ㈱アル．パートナーズ建築設計 ㈱三浦工務店 屋根 一般

2003 桜新町共同住宅 東京都 平尾寛設計事務所 ㈱小野田工務店 屋根 一般

2003 コスモヘルスビル 東京都 前田紀貞アトリエ サダリ構造設計室 ㈱岩本組 地下屋根 一般

2003 吉田邸 東京都 ㈲ＡＭＯ設計事務所 ㈱葛工務店 屋根 住宅

2003 須賀邸 東京都 スガデザイン一級建築士 ㈲深澤工務店 地下 住宅

2003 タダレジデンス 東京都 ㈱アーネスト空間工房 村本建設㈱ 地下 住宅

2003 第２ヤサカビル 東京都 ㈱青木工務店 地下 一般

2003 三山邸 東京都 伊佐ホームズ㈱ ㈱深栄建設 地下 住宅

2003 永江邸 東京都 アトリエ・ワン　東京工業大学塚本研究室 ㈱オーク構造設計 ㈱オーエヌ建設　東京鉄筋コンクリート 地下 住宅

2003 安信邸 東京都 ㈲アルコーブＵ 相沢建設㈱ 地下 住宅

2003 村上邸 東京都 ＡＰＳ設計室 ㈱菊池組 地下 住宅

2003 富士見寮改築 東京都 森京介建築事務所 勝村建設㈱ 地下 一般

2003 上馬プロジェクト１－４号棟 東京都 横村隆子ＹＨＴ環境設計 ㈲桑田工業 地下 一般

2003 Ｋハウス 東京都 ㈱設計工房飛翔 ダイアミ建設㈱ 屋根 住宅

2003 小町マンション 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2003 南阿佐ヶ谷の家（上田邸） 東京都 ㈱プライム建築都市研究所 池田昌弘建築研究所 ㈱リデア 地下 住宅

2003 元浅草３丁目ホテル 東京都 ㈱朝倉建築設計事務所 多田建設㈱ 屋根 一般

2003 等々力２丁目ビル 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 地下屋根 一般

2003 南千住せせらぎ（区画街路３号線東側緑道整備） 東京都 荒川区役所 ㈱佐々木工務店・荒川区 地下 公共建築

2003 大谷町の家（中井邸） 三重県 ＧＡ設計 谷村建設㈱ 住宅

2003 Ｅハウス 東京都 けせらんぱさらん ㈲白田組　㈱川畑工務店 屋根 住宅

2003 中山プロジエクト（鐵の家ギャラリー） 千葉県 ＥＤＨ遠藤設計室 ㈱葛工務店 地下 一般

2003 エステルハージ高円寺 東京都 夫賢寿設計事務所 丸善建設工業㈱ 地下屋根 一般

2003 富永邸 神奈川県 アメニティライフ㈱ アメニティライフ㈱ 屋根 住宅

2003 セキレジデンス 東京都 ㈱アーネスト空間工房 共立建設㈱ 地下 住宅

2003 Ｔ邸（高木邸） 東京都 ＲＥＰ研究所 ㈱岩本組 地下屋根 住宅

2003 春田邸 東京都 設計連合創作社太田建築設計室 小川建設興業㈱ 地下 住宅

2003 窪田理容美容専門学校Ⅱ期 東京都 ㈲デ・アルテ　アルテ建築設計事務所 田中ビルサービス㈱ 屋根 一般

2003 パトリア小石川ビル（後楽園文京区役所前） 東京都 ㈱東横イン開発 ㈱設計工房飛翔 ㈱大林組 屋根 一般

2003 フレッグ駒場東大前 東京都 ㈱イクス・アーク都市設計 住協建設㈱ 地下 一般

2003 山形ビル 埼玉県 成川建築研究所 ㈱後藤組 一般

2003 城田マンション 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2003 駒場長田プロジェクト（ｒｉｏｎｅ） 東京都 アトリエ２２１㈱山田紘子建築設計事務所 ㈱小川建設 地下屋根 一般

2003 弁天町の家 東京都 ㈱宗田工務店 ㈱宗田工務店 屋根 一般

2003 市原邸 東京都 ㈲福井英晴建築設計事務所 小俣建設工業㈱ 屋根 住宅

2003 寺久保町計画６・７・８号棟 神奈川県 ㈲櫂設計室 匠允建総㈱ 地下屋根 一般



2003 青葉台の住宅 東京都 ㈲バケラッタ ㈱創美 地下 一般

2003 阪上邸 東京都 ㈱アーネスト空間工房 ㈱小川建設 地下 住宅

2003 林邸 東京都 群設計事務所 ㈱丸二渡辺建設 地下 住宅

2003 松浦邸 東京都 ㈲小林真人建築アトリエ 河野建設㈱ 地下 住宅

2003 五十嵐邸 東京都 ㈱共同制作 ㈱小原建設 屋根 住宅

2003 五十嵐邸 東京都 村田靖夫建築研究室 岡田建設㈱ 地下 住宅

2003 広瀬川ハウス（阿部邸） 宮城県 ㈲ＡＭＯ設計事務所 ㈱間組 屋根 住宅

2003 桜ヶ丘の家 東京都 ㈲ブライシュティフト ㈱クリエイトＡ 地下 住宅

2003 中山邸 東京都 ㈱ナビプランニング ㈱オーエヌ建設　中山工務店 地下 住宅

2003 田中邸 神奈川県 マルスプランニング大澤設計事務所 ㈱長谷川泉工務店 地下 住宅

2003 汐由温泉研修センター 大阪府 ㈱大脇建築設計事務所 ㈱ＫＹＫエンジニアリング 屋根 一般

2003 味の浜藤㈱倉庫＆駐車場 東京都 坪井工業㈱ 坪井工業㈱ 屋根 一般

2003 ＶＭＲ 東京都 ＮＣｏＡ 大同工業㈱ 地下屋根 住宅

2003 安西さんの家 東京都 アンドウアトリエ ㈱創美 地下 住宅

2003 東十条２丁目マンション（マンシオンフルーテンス） 東京都 勝村建設㈱ 勝村建設㈱ 屋根 一般

2003 地場誠邸 東京都 ㈲岡田哲史建築都市計画研究所 ㈲深澤工務店 地下 住宅

2003 ＪＴＲ 東京都 ＮＣｏＡ 大同工業㈱ 地下屋根 住宅

2003 天野ビル（ラフィーネ） 東京都 ㈱佐野賢司建築設計事務 三森設計事務所 ㈱ナカノコーポレーション 屋根 一般

2003 糟谷邸 東京都 ｆｏｒｍ１／０ 沖島工業㈱ 地下 住宅

2003 ベルザ神宮前２ 東京都 ㈱井上尚夫総合計画事務所 東亜建設工業㈱ 屋根 一般

2003 竹内レジデンス 千葉県 ㈱アーネスト空間工房 ㈱山川建設・文京区 地下 一般

2003 富岡西３棟計画 神奈川県 ㈲櫂設計室 匠允建総㈱ 地下 住宅

2003 西荻南ビル 東京都 ㈱アルセッド建築研究所 バウ建設㈱ 屋根 一般

2003 Ｙビル（安岡邸） 東京都 Ｍａ設計事務所（エムエー） ㈱マックスプラン 地下 住宅

2003 田口邸 東京都 創作工房閾 丸産住宅㈱ 地下 住宅

2003 特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑 千葉県 アキュート設計㈱ 大木建設㈱ 地下 公共建築

2003 アップル東戸塚 神奈川県 ㈱構想建築設計研究所 大成建設㈱ プール 一般

2003 大貫邸 東京都 ㈱エーエムエス ㈱岩本組 地下屋根 住宅

2003 伊東ハウス 神奈川県 ＨＩＲＡＫＩ．アーキテクツ ㈱大槻工務店・世田谷区 地下 住宅

2003 武田邸 東京都 サカエホーム㈱ ㈱望月工務店 地下 住宅

2003 佐倉邸 東京都 舟橋設計事務所 ㈱ブレイン建築事務所 屋根 住宅

2003 江戸川台住宅 千葉県 アークスコーポレーション 三宏建設㈱ 地下 住宅

2003 宮門邸 東京都 ㈲雄建築工房 ㈲雄建築工房 屋根 住宅

2003 東浦和ガーデンプラザ壱番館 埼玉県 ㈱Ｇ建築研究所木村設計室 三井住友建設㈱ 屋根 一般

2003 柏ケ谷の家 神奈川県 ㈲ブライシュティフト ㈱原田工務店　日本住建 地下 住宅

2003 川本邸 東京都 ㈲クラフトハウス・アベ工務店 ㈱深栄建設 地下 住宅

2003 ハタイクリニック 東京都 ㈱ナイスパートナーズ 山中工務店 地下 一般

2003 佐藤邸 東京都 光余建設㈱ 光余建設㈱ 地下 住宅

2003 古田邸 埼玉県 ㈱高砂建設 ㈱高砂建設 地下 住宅

2003 酒井邸 千葉県 ㈱桜田工務店 屋根 住宅

2003 吉田邸 東京都 ＡＰＳ設計室 小川建設㈱・目黒区 地下 住宅

2003 幕張Ｍ３－１（パティオス１４番街） 千葉県 ㈱マヌ都市建築研究所　㈱アルセッド建築研究所　㈱アーキドラマ　千葉県住宅供給公社 中尾建築構造設計 佐藤・村本・鎌形ＪＶ 地下屋根 公共建築

2003 神泉大橋マンション 東京都 田中ビルサービス㈱ 田中ビルサービス㈱ 屋根 一般

2003 伊藤ビル 東京都 スリーライン建築設計事務所 ㈲橘コーポレーション 地下 一般

2003 玉川土屋ビル（カーサアレグレ） 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2003 楠見邸 東京都 アトリエ・ワン ㈱河合建築 地下 住宅

2003 インターコンチネント社屋（ベルトリコ） 東京都 ㈱大杉喜彦建築綜合研究所 ㈱インターコンチネント 住宅

2003 ジョニー・Ｋ・ダドラニ邸 東京都 ㈱エス・アイ・リンク　現㈱エル・シー・エー・リコンストラクション ㈲白石工務店 地下 住宅

2003 鈴木邸 東京都 トラック 中央建設㈱ 地下 住宅

2003 ゴトーハウス 東京都 細谷功＋スタジオ４設計 ㈱前田技建 屋根 住宅

2003 八木邸 神奈川県 東工大八木幸二研究室 ㈱辰 地下 住宅

2003 メゾンカルム三宿 東京都 ㈱野中建築計画 安藤建設㈱ 地下 一般

2003 南幸２丁目ビル 神奈川県 ㈱加賀建築設計 六国建設㈱ 地下 一般

2003 デンハウス 東京都 ロッサ建築設計事務所 ㈱サンスイテック住宅 地下屋根 住宅

2003 長岡スタジオ 東京都 ㈱鈴木理巳建築計画所 池英技建工業㈱ 地下 住宅

2003 野口邸 東京都 大和屋㈱住宅部 内野建設㈱ 地下 住宅

2003 松井邸プロジェクト 東京都 ㈱岩本組 ㈱岩本組 地下 住宅

2003 カトリック藤ヶ丘教会納骨堂 静岡県 ㈱児玉建築設計事務所 箱根建設㈱ 屋根 一般

2003 東川口ガーデンプラザ五番館 埼玉県 ㈱Ｇ建築研究所小池一臣 三井住友建設㈱ 地下屋根 一般

2003 箱根の家 神奈川県 建匠 ㈱水澤工務店 住宅

2003 関口の家 東京都 Ｏ．Ｆ．Ｄ．Ａ．アソシエイツ（坂牛卓） ダイヤリックス㈱ 屋根 一般

2003 米徳邸 神奈川県 成川建築研究所 ㈱後藤組 屋根 住宅

2003 共栄学園低層棟 東京都 勝村建設㈱ 勝村建設㈱ 屋根 一般

2003 小平Ｔ邸（高橋邸） 東京都 ワイズアトリエ ㈱リデア 地下 住宅

2003 遠藤邸地下車庫 神奈川県 ㈲櫂設計室 匠允建総㈱ 地下 住宅

2003 藤沢孝人邸 東京都 ㈲アトリエ阿呍 ㈱佐藤秀 屋根 住宅

2003 多井中邸 東京都 ミサワホーム 佳呈建設㈱ 地下 住宅

2003 １４－東民－１７号 東京都 都市基盤整備公団 小林建築・構造設計室 坪井工業㈱ 地下 公共建築

2003 高岡邸 東京都 坪井工業㈱ 地下 住宅

2003 熊澤邸 静岡県 ㈲安藤泰建築設計事務所（アーキテクトスタジオＡＮＤＯ） 長田建設工業㈱ 屋根 住宅

2003 坂田邸（交野市星田の家） 大阪府 ㈱大脇建築設計事務所 光洋建設㈱ 屋根 住宅

2003 ＣＨＥＬ２８８（シェル） 東京都 ㈱坂倉アトリエ ㈱竹中工務店 屋根 一般

2003 山田邸（リリックス） 東京都 ㈱奈良建設　砧建築綜合研究所 奈良建設㈱ 地下 一般

2003 甲斐邸 東京都 道瀬徹雄建築事務所 赤堀建設工業構造設計 ㈱佐々木工務店・墨田区　赤堀建設工業㈲ 地下 住宅

2003 廣瀬邸（大倉山の家） 神奈川県 ㈱松田平田設計（内野充康） ㈱辰 地下屋根 住宅

2003 サンブリッジ 神奈川県 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般



2003 市川邸 東京都 ㈱Ｇ建築研究所小池一臣 和田英一建築㈱ 地下屋根 住宅

2003 いまいずみえん 東京都 井上康仁建築設計事務所　㈲総合建築設計センター　㈱寺嶋建築設計事務所 東亜建設工業㈱ 地下 一般

2003 グランダ久我山（アリア久我山） 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2003 河合邸 東京都 荏原建築総合事務所 ㈱木原組 地下 住宅

2003 グランシャトレ目白台 東京都 ㈲じあむ設計 風越建設㈱ 地下 一般

2003 スバルレジデンス平和台 東京都 荒井良之建築設計事務所 内野建設㈱ 地下屋根 一般

2003 杉野邸 東京都 ㈱榎本弘之建築研究所 ㈱アイエスエー企画建設 地下屋根 住宅

2003 鈴木一昭邸 神奈川県 レスコハウス㈱ ㈲祐企画 地下 住宅

2003 林邸 東京都 ㈱太平建設 ㈱太平建設 地下 住宅

2003 河合邸 神奈川県 学建築研究所 ㈱渡辺富工務店 地下 住宅

2003 桜新町Ⅳ 東京都 ㈱スタジオキューブ 武商事㈱ 地下 住宅

2003 戒行寺檀信徒会館 東京都 今井直建築設計事務所 ㈱アイエスエー企画建設 地下 一般

2003 笹生邸 神奈川県 アメニティライフ㈱ アメニティライフ㈱ 屋根 住宅

2003 プラムコート 東京都 西沢大良建築設計事務所 ㈱山崎工務店・さいたま市 地下 一般

2003 グラーサ西麻布三丁目 東京都 ㈱スーパービジョン 日本国土開発㈱ 屋根 一般

2003 若宮町ビル 東京都 山下建築設計事務所 春日建設㈱ 地下 一般

2003 第３みずほ館 埼玉県 ㈱みずほ一級建築士事務所 内野建設㈱ 地下 一般

2003 丹羽マンション 東京都 ㈱デルフィ建築設計 ㈱林田建設 地下 一般

2003 田柄５－７－６ 東京都 ナミキ一級建築士 光ホーム㈱ 地下 住宅

2003 Ｎステージ 東京都 ㈱中村住建 ㈱中村住建 地下 一般

2003 小林邸 神奈川県 ㈱結設計 岸土建　日本住研 地下 住宅

2003 中島邸 東京都 ＷＥＬＬ建築設計室 ㈱親松工務店 地下 住宅

2003 吉祥寺本町の家 東京都 ㈱鈴木理巳建築計画所 ㈱リデア 屋根 住宅

2003 地球のたまご㈱ＯＭソーラー協会社屋 静岡県 ㈱オーエム研究所　アトリエ樫 くらしの工房 須山建設㈱ 地下屋根 一般

2003 タラタン北岡邸 東京都 伊佐ホームズ㈱ ㈱深栄建設 地下 住宅

2003 長谷院 東京都 ㈱プランツアソシエイツ 清水建設㈱ 地下 一般

2003 桜上水ブルーグラスヒル改修工事 東京都 品川直行設計アトリエ ㈱松屋 屋根 一般

2003 代官山プロジェクト 東京都 ハルアーキテクツ クレモナ建築構造研究室 ㈱カワハラ技研 地下 一般

2003 田中邸 東京都 ㈱安山宣之建築設計事務所 ホームビルダー㈲ 地下 住宅

2003 稲味邸 東京都 ㈲ＡＭＯ設計事務所 ㈱葛工務店 地下屋根 住宅

2003 ソネット方南 東京都 ㈱西野建築研究所 ㈱市川建設 地下 住宅

2003 北川邸 東京都 東日本ハウス㈱ ㈱栄和ビルド 地下 住宅

2003 虎谷邸 東京都 ㈱三恵建設 ㈱三恵建設 屋根 住宅

2003 荏原１丁目マンション 東京都 奈良建設㈱ 屋根 一般

2003 サンライフ吉田町ビル 神奈川県 六国建設㈱ 地下 一般

2003 荻窪ハウス 東京都 岩成弘充建築研究所 ㈱創美 屋根 住宅

2003 二宮邸別荘 山梨県 ㈱堀内秀人建築設計事務所 北伸建設㈱ 地下 住宅

2003 松永プロジェクト 東京都 アトリエ２２１㈱山田紘子建築設計事務所 白石建設㈱ 地下 一般

2003 成瀬台教会 東京都 ＡＣＴ建築デザイン事務所 ㈱小川建設 地下 一般

2003 アスコットハウス深沢 東京都 ㈲ラスティック建築研究所 ㈱東京組 地下 一般

2003 宮下邸 東京都 ㈱伊坂デザイン工房 ㈱石野建設 地下 住宅

2003 大谷邸 茨城県 スタジオ建築計画 ㈱ＴＩＳ＆ＰＡＲＴＮＥＲＳ 松浦建設㈱ 屋根 住宅

2003 元赤坂事務所兼用住宅 東京都 ㈱東横イン開発 ㈱設計工房飛翔 ㈱アタラシ 地下屋根 一般

2003 上林邸 東京都 ㈲四宮建築設計 内野建設㈱ 地下屋根 住宅

2003 東京組本社ビル 東京都 ㈲バケラッタ ㈱東京組 地下屋根 一般

2003 東京研文社関口工場 東京都 松井建築設計事務所 石黒建設㈱大和ハウス工業㈱ 地下屋根 一般

2003 田中邸 東京都 河村工房 藤栄建設㈱ 地下 住宅

2003 Ｅ＆Ａ邸 神奈川県 ㈲櫂設計室 匠允建総㈱ 地下 住宅

2003 エビスビルデング（富田邸） 東京都 ㈲アティモント・デザイン研究所 ㈱フォルマ 地下 一般

2003 藤田邸 東京都 ㈲設計集団ウーシーゾー 杉本興業㈱ 地下 住宅

2003 滝沢邸 東京都 ㈲アイエフ計画 明東建設㈱ 地下屋根 住宅

2003 中目黒プロジェクト 東京都 ㈱インターデザインアソシエイツ ㈱青木工務店 地下 一般

2003 唐沢邸 東京都 ㈱大脇建築設計事務所 ㈱矢島工務店 地下 住宅

2003 小野寺邸 東京都 ㈱エス・アイ・リンク　現エル・シー・エー・リコンストラクション） ㈱古田島工務店 地下 住宅

2003 アオキタワー 東京都 ㈱ナカノコーポレーション 地下 一般

2003 釧路昭栄ビル（釧路十字街） 北海道 ㈱東横イン開発 松井建設㈱ 屋根 一般

2003 渡部邸 東京都 川島鈴鹿建築計画 ㈱リデア 地下 住宅

2003 ベース経堂２３２ 東京都 ㈱ディ・プラス・エフ ㈲秀和 地下 一般

2003 江澤邸 東京都 アクト建築研究所 ㈱三浦工務店 屋根 住宅

2003 寺島邸 東京都 ㈲小林真人建築アトリエ ㈱花実建設 地下 住宅

2003 目黒３丁目マンション 東京都 ㈱有村建築設計事務所 ㈱大知建設 地下 一般

2003 氷川台ビル（ヴィンテージ氷川台） 東京都 ㈱アル．パートナーズ建築設計 ㈱佐藤秀 屋根 一般

2003 橋本昌恵マンション（シャルマン玉川） 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2003 広島昭栄ビル（広島平和大通） 広島県 ㈱東横イン開発 松井建設㈱ 屋根 一般

2003 石川邸 東京都 ㈲中谷俊治ステューディオ ㈱幹建設 地下 住宅

2003 西井邸 東京都 ㈲ますいいリビングカンパニー ㈱坂上工務店 地下 住宅

2003 日神パレステージ王子神谷第２ 東京都 ㈱稲毛豊建築設計事務所 多田建設㈱ 屋根 一般

2003 神林邸 東京都 集建築設計事務所 若木建設㈱ 地下 住宅

2003 篠原ビル 東京都 ㈱プライム一級建築士事務所 ㈱岩本組 地下 一般

2003 酒井邸 神奈川県 五代儀 ㈲祐企画 地下 住宅

2003 青山邸 東京都 ㈲バケラッタ ㈱東京組 地下 住宅

2003 奥沢の家 東京都 Ｏ．Ｆ．Ｄ．Ａ．アソシエイツ（坂牛卓・木島千嘉） 佐藤淳構造設計事務所 ㈱河津建設 地下 住宅

2003 ＮＢレジデンス 東京都 ㈱アーネスト空間工房 日栄商工㈱ アーネストホーム㈱ 地下 一般

2003 岩田邸 東京都 アゴストデザイン 稲葉建設㈱ 地下 住宅

2003 木村邸 千葉県 前田紀貞アトリエ ㈲信建設 住宅

2003 徳島銀行事務集中センター 徳島県 ㈱アトリエアーキタンク ㈱吉岡組 屋根 一般



2003 神宮前プロジェクト 東京都 ＡＮＮＥＸ環境計画㈱ ㈱イチケン 地下 一般

2003 フラットＫ１ 埼玉県 ＲＥＰ研究所 ㈱岩本組 屋根 一般

2003 都立大の家 東京都 ㈱Ｅ．Ｐ．Ａ環境変換装置建築研究所 ㈱辰 地下屋根 住宅

2003 堀切八丁目マンション（フローレンス綾瀬） 東京都 ㈱アル．パートナーズ建築設計 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2003 藤沢団地第７住宅Ｃ－１号棟 神奈川県 ㈲サイト・アーキテクツ・都市基盤整備公団 矢作建設工業㈱ 屋根 公共建築

2003 兼松日産農林㈱新木場センター 東京都 ㈱ヤスジマ ㈱野口工事 地下 一般

2003 夏木邸 神奈川県 レスコハウス㈱ レスコハウス㈱ 住宅

2003 菊水日本酒文化研究所 新潟県 落合設計アソシエイツ㈱ ㈱織本匠構造設計研究所 ㈱神田工務所 屋根 一般

2003 北見駅前島田ビル（北見駅前） 北海道 ㈱東横イン開発 岡村建設㈱ 屋根 一般

2003 木下邸 東京都 ㈱アルセッド建築研究所 ㈱渡辺富工務店 地下 住宅

2003 深沢ハウス 東京都 ㈲桜井設計事務所 中央建設㈱ 地下 一般

2003 目黒本町二丁目共同住宅（ロータス碑文谷） 東京都 ㈱有村建築設計事務所 ㈱コバ建設 地下 一般

2003 花見川の家 千葉県 ㈱プライム建築都市研究所 東武建設㈱ 屋根 住宅

2003 サンクタス菊名 神奈川県 ㈱アーキフォルム ㈱松尾工務店 地下 一般

2003 レモン薬局富士支店 静岡県 ㈱ハル建築研究所　鈴木孝紀建築設計事務所 ㈱石井組 屋根 一般

2003 ダイアパレス蕨 埼玉県 橋本建築設計事務所 三平建設㈱ 地下 一般

2003 阿部ビル（水戸駅南口） 茨城県 ㈱東横イン開発 前田建設工業㈱ 屋根 一般

2003 長戸邸 東京都 ㈱山本建設 地下 住宅

2003 河野邸 東京都 鎌倉建築設計事務所 ㈱山本建設 地下 住宅

2003 本間邸 東京都 ㈱中島建設 ㈱辰 地下屋根 住宅

2003 手嶋邸 東京都 ㈲大浦比呂志創作デザイン研究所 ㈱大明建設 地下 住宅

2003 山岡邸 東京都 創作工房・И（イー） 円建設㈱ 地下 住宅

2003 吉田邸 神奈川県 小林設計 ㈱ヨネマル　㈱寺井工務店 地下 住宅

2003 カサブランカ田園調布 東京都 山部和夫アトリエ 松尾建設㈱・杉並区 地下屋根 一般

2003 アリア等々力 東京都 ㈱環建築設計事務所 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2003 関谷邸 埼玉県 サカエホーム㈱ サカエホーム㈱ 地下 住宅

2003 フォレストビル 神奈川県 風越建設㈱中谷 風越建設㈱ 地下 一般

2003 根岸邸 東京都 荏原建築総合事務所 ㈲松崎工務店 地下 住宅

2003 創建ビルド代々木Ａ棟 東京都 タカハシアーキテクチャー ㈱東京組 地下 一般

2003 鈴木邸 東京都 ㈲バケラッタ 菊池建設㈱ 屋根 住宅

2003 大久保邸 東京都 奥村和幸建築設計室 ㈱ケイ・ワイ建設 地下 住宅

2003 井内マンション 東京都 ㈲デ・アルテ　アルテ建築設計事務所 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2003 島津邸 東京都 ㈱嶋田宮城設計室 相沢建設㈱ 地下 住宅

2003 北見ビル 東京都 松本光生建築設計事務所 小俣建設工業㈱　㈱阿部工務店 地下 一般

2003 テラスボックス 東京都 住環境設計 河野建設㈱ 地下 一般

2003 西川製薬新座工場 埼玉県 ㈱宮坂設計 勝村建設㈱ 屋根 一般

2003 グレック尾山台 東京都 ティピーエス一級建築士 ㈱河津建設 地下 一般

2003 成城５丁目の家 東京都 ㈱設計組織アモルフ ㈱創美 地下 一般

2003 佐藤邸 東京都 細谷功＋スタジオ４設計 ㈱河鰭工務店 屋根 住宅

2003 アトリウム横浜弁天通 神奈川県 ㈱田村設計事務所 ㈱麦島建設　㈱ユニホー 屋根 一般

2004 本宮警察署霊安室 福島県 明石設計事務所 光建設㈱ 屋根 公共建築

2004 保原警察署霊安室 福島県 明石設計事務所 ㈱太田工務店 屋根 公共建築

2004 山形駅前漆山ビル（山形駅西口） 山形県 平吹設計事務所 ㈱市村工務店 屋根 一般

2004 県営住宅建設（２１号棟建築）工事 福島県 巴建築設計事務所 ㈱加地和組 屋根 公共建築

2004 東横イン仙台中央（仙台中央１丁目１番） 宮城県 ㈱東横イン開発 ㈱東横建設 屋根 一般

2004 柳津観光施設 福島県 小貫建築設計事務所 大石建設工業㈱ 屋根 公共建築

2004 花巻カントリーエレベーター 岩手県 クボタ ㈱ナカノフドー建設 地下 一般

2004 栗生庄子ビル 宮城県 クボタ ㈱ナカノフドー建設 屋根 一般

2004 山王ロイヤルフラワースクールハウス 東京都 ㈱ＰＡＯ設計 ㈱興建 地下 一般

2004 宮地邸 東京都 レスコハウス㈱ ㈲祐企画 地下 住宅

2004 西原計画 東京都 ㈱アトリエモルフ建築事務所 安藤建設㈱ 地下 一般

2004 谷口邸 東京都 ㈲ミリグラムスタジオ ㈱太田工務店 地下 住宅

2004 森田邸 東京都 ＫＩ建築工房 ㈱辰 地下 住宅

2004 江藤邸 東京都 オイコス㈱ 日本建設㈱・千代田区 地下 住宅

2004 西原アパートメント 東京都 ㈱ユミラ建築設計室 春山建設㈱ 屋根 一般

2004 祐天寺ハウス 東京都 しき建築設計 ㈱建匠 地下 住宅

2004 西山クリニック 神奈川県 アペックス設計・黒田洋 ㈲横山建設 屋根 一般

2004 フレッグ麻布十番 東京都 ㈱イクス・アーク都市設計 住協建設㈱ 地下 一般

2004 大野文次郎ビル 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2004 青葉台の住宅 東京都 ㈲荻津郁夫建築設計事務所 ㈱Ｋ３建築研究所 矢作建設工業㈱ 地下屋根 住宅

2004 英瑞中野マンション 東京都 ㈱佐藤尚巳建築研究所 ㈱辰 屋根 一般

2004 サンドリーム（渡辺邸） 東京都 アートプランニング㈱ ㈱東聖ハウスシステム 地下 住宅

2004 関野町プロジェクト（ヴァンヴェール小金井公園） 東京都 ㈱近代建築研究所 ㈱パワーズホーム 地下 一般

2004 樋口邸 東京都 舟橋設計事務所 ㈱ブレイン建築事務所 地下 住宅

2004 大濱邸 東京都 ㈲グループ・アプローチ建築設計事務所 ㈱オダ建設 地下 住宅

2004 西新橋ＫＳビル 東京都 ㈱アイテック計画 飛島建設㈱ 地下 一般

2004 川村邸 東京都 ㈱アーキテクトファイブ ㈲共立工務店 地下 住宅

2004 佐藤邸 東京都 ㈲ジェネラルデザイン ㈱佐藤秀 地下 住宅

2004 大森邸 東京都 佐々木正明建築都市研究所 創和建設㈱ 地下 住宅

2004 財津邸 東京都 ヤマサキアトリエ 井戸鉄建㈱ 地下 住宅

2004 森田ビル 千葉県 勝村建設㈱ 三宏建設㈱　勝村建設㈱ 屋根 一般

2004 水野邸 東京都 平尾寛設計事務所 ㈱市川建設 地下 住宅

2004 和光市駅前本橋ビル（和光市駅前） 埼玉県 藤居・東横イン開発設計共同企業体 前田建設工業㈱ 屋根 一般

2004 ハウスＨＹ 長野県 守谷建工㈱ 屋根 一般

2004 ㈱東基日高工場 埼玉県 中央建設㈱ 中央建設㈱ 地下 一般

2004 聖徳大学生涯学習社会貢献センター 千葉県 ㈱石本建築事務所 ㈱ナカノフドー建設 屋根 一般



2004 江越邸 東京都 ＡＰＳ設計室 小川建設㈱・目黒区 地下 住宅

2004 折口邸 長野県 海老沢宏環境工房 北野建設㈱ 地下屋根 住宅

2004 菊間邸 神奈川県 ㈱設計組織アモルフ ㈱岩本組 地下 住宅

2004 スドーハウス 千葉県 細谷功＋スタジオ４設計 ㈱岩本組 屋根 住宅

2004 清水邸 埼玉県 ㈲仲野建設興業 地下 住宅

2004 吉田邸 東京都 レスコハウス㈱ ㈲祐企画 地下 住宅

2004 ローゼンハイツ西麻布 東京都 鼎工房 田中土建工業㈱ 地下屋根 一般

2004 篠原邸 神奈川県 高松建設㈱　ＪＰホーム事業部 高松建設㈱ 地下 住宅

2004 宮田邸 東京都 ＷＯＯセッケー若松美津子 ㈱花実建設 地下 住宅

2004 北綾瀬短期入所生活介護（ハートランド北綾瀬） 東京都 ㈱旺建設計 ㈱三浦工務店 屋根 一般

2004 元浅草１丁目マンション 東京都 ㈲アトリエアルク ㈱三浦工務店 屋根 一般

2004 千曲市桑原本郷浄水場 長野県 ㈱昭和設計事務所 千曲市役所　更埴建設㈱ 地下 公共建築

2004 藤田邸 東京都 ㈱アーキタンク総合計画事務所 ㈱渡辺富工務店 地下 住宅

2004 荒木邸 東京都 ガレージ・スタデオ建築・地域計画研究所 ㈱間組 屋根 住宅

2004 美馬邸 東京都 赤沼修設計事務所 ㈱東京組 地下 住宅

2004 新川屋田島邸 東京都 石川設計工房 明東建設㈱ 地下 一般

2004 松濤プロジェクト 東京都 積水ハウス㈱ ㈱辰 地下 一般

2004 富士見ヶ丘配水場配水地漏水修理 千葉県 山武郡市広域水道企業団 山武郡市広域水道企業団 公共建築

2004 グランコート大宮宮原 埼玉県 オークラハウジング㈱ ㈱佐伯工務店 一般

2004 山口邸 東京都 ㈱Ｋ＋Ｓアーキテクツ ㈱青木工務店 地下 住宅

2004 村上邸 東京都 松本直子建築設計事務所 伊藤基礎㈱ 地下 住宅

2004 篠原邸 東京都 ３ＰｄＡ ㈲創朋建設 地下 住宅

2004 熊野ビル 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2004 松原邸 東京都 ㈱ケイパートナーズアーキテクツ 豊和エンジニアリング㈱　坪井工業㈱ 地下 住宅

2004 イトーハウス 東京都 ＬＥＭＭＩＮＧＨＯＵＳＥレミングハウス ㈱クリエイトＡ 地下 住宅

2004 ＴＭＰ用賀中町 東京都 武商事㈱ 武商事㈱ 地下 住宅

2004 横井邸 東京都 ㈲山崎・榎本建築研究室 ㈱幹建設 地下 住宅

2004 ベルモールフィットネスクラブ 栃木県 ㈱構想建築設計研究所 ㈱大本組 プール 一般

2004 遠藤邸 東京都 竹山実建築綜合研究所 西村建設㈱ 地下 住宅

2004 クオリス目黒 東京都 ＫＳ企画建築設計 ㈱市川建設 地下 一般

2004 冨田邸 東京都 ㈱ユミラ建築設計室 羽生建設㈱ 屋根 住宅

2004 生実歯科 千葉県 タカラスペースデザイン㈱ ㈱山田工務所 屋根 一般

2004 草加有料老人ホーム明生苑 埼玉県 松本光生建築設計事務所 ㈱フジタ 屋根 一般

2004 田中邸 東京都 ㈲あき設計 田中ビルサービス㈱ 屋根 住宅

2004 グランシャトレ坂戸Ⅴ 埼玉県 ㈲じあむ設計 ㈱小川建設 地下 一般

2004 山王の家 東京都 ㈱プライム建築都市研究所 円建設㈱ 地下 住宅

2004 高山邸 東京都 ㈱辰 ㈱辰 地下屋根 住宅

2004 中根Ｓ邸 東京都 ㈱三京建設 ㈱三京建設 地下屋根 住宅

2004 松江市保健医療福祉ゾーン施設（松江市立病院） 島根県 ㈱石本建築事務所 大林組・鴻池組・カナツ技建工業・まるなか建設・幸陽建設・林谷工業ＪＶ 屋根 公共建築

2004 五百住プロジェクト（いおずみ） 東京都 アトリエ２２１㈱山田紘子建築設計事務所 白石建設㈱ 地下屋根 一般

2004 小島邸 栃木県 ㈱イーハウス・アーキ・コラボレーション 半貫建設㈲ 屋根 住宅

2004 築地７丁目計画 東京都 ㈱安宅設計 多田建設㈱ 地下 一般

2004 白川第５ビル（名古屋駅桜通口新館） 愛知県 ㈱東横イン開発 ㈱鴻池組 屋根 一般

2004 姫野邸 静岡県 圓建築設計事務所 大河原建設㈱ 地下 住宅

2004 田窪邸 東京都 ㈱三越ハウジング ㈱イシマ 屋根 住宅

2004 芝２丁目マンション 東京都 ㈱ダイワ建物 勝村建設㈱ 屋根 一般

2004 武田邸 埼玉県 ガレージ・スタデオ建築・地域計画研究所 はざま建設㈱ 地下屋根 住宅

2004 第３杜の園（特別養護老人ホームさくら野杜） 東京都 ㈱ドラムエンジニアリング・井上康仁建築設計事務所 東亜建設工業㈱ 地下 公共建築

2004 アライ歯科医院 東京都 アイ・プランニング ㈱渡辺富工務店 屋根 一般

2004 横溝邸 東京都 ㈲キョートミ建築設計 長浜建設㈱ 屋根 住宅

2004 福田邸 東京都 ㈱大倉企画設計 河野建設㈱ 地下 住宅

2004 松田邸 東京都 サカエホーム㈱ サカエホーム㈱ 地下 住宅

2004 大森本町１丁目マンション 東京都 ㈱ダイワ建物 大旺建設㈱ 屋根 一般

2004 丹羽マンション 神奈川県 之設計室 日本国土開発㈱ 屋根 一般

2004 飯森邸 東京都 藤波建築設計事務所 ㈱大明建設 地下 住宅

2004 目黒原町林ビル 東京都 ㈱朝倉建築設計事務所 ㈱クボタ建設 地下 一般

2004 住吉邸 東京都 カスヤアーキテクツオフィス 小西泰孝建築構造設計 小川建設㈱・目黒区 地下 住宅

2004 田村邸 東京都 ㈱中西功設計事務所 ホリウチ建物㈱ 地下 住宅

2004 ニード野毛 東京都 ㈱エス・アイ・リンク　現㈱エル・シー・エー・リコンストラクション） ㈱アゴス 地下 住宅

2004 梅ヶ丘ハウス 東京都 ㈱タオアーキテクツ ㈱ケイ・ワイ建設 地下屋根 一般

2004 フラットＳＫ 東京都 ＲＥＰ研究所 ㈱コミヤマ工業 屋根 一般

2004 高木邸 東京都 ㈱アルセッド建築研究所 ㈱岩本組 地下屋根 住宅

2004 本町ハウス 東京都 ㈱カワハラ技研 ㈱カワハラ技研 地下 住宅

2004 Ｌ・Ａ 東京都 前田紀貞アトリエ ㈱岩本組 地下 一般

2004 Ｎ邸 東京都 ㈱佐藤尚巳建築研究所 白石建設㈱ 地下 住宅

2004 門倉ビル 神奈川県 ㈱アサドコーポレーション ㈱上滝 屋根 一般

2004 伊藤邸 埼玉県 秋光建築事務所 ㈱マヤ建設 屋根 住宅

2004 ＩＭ邸（元谷邸） 東京都 ㈲玄綜合設計 井上工業㈱ 地下 住宅

2004 ケアハウス天地の園（幸房の家） 東京都 ㈱象設計集団 佐久間建設㈱ 屋根 公共建築

2004 清瀬市松山１丁目プロジェクト 東京都 ㈱パワーズプロジェクトネージメント　アイアンドアイ建築研究所 ㈱パワーズプロジェクトマネージメント 地下屋根 一般

2004 前田ビル 東京都 山部和夫アトリエ ㈱坂井組建設 屋根 一般

2004 竹居邸 岡山県 舟建築設計㈲高知事務所 ㈱あらい建設 屋根 住宅

2004 ㈱新潟興産増築工事 新潟県 番匠建築設計工房 渡辺建設㈱・新潟市 地下 一般

2004 長後庵ビル（宮下ビル） 神奈川県 ㈱吉本建築設計事務所 田中土建工業㈱ 地下屋根 一般

2004 小島邸 東京都 ㈱マデラ二級建築士事務所 ㈱マデラ 地下 住宅

2004 北青山プロジェクト 東京都 ㈱團紀彦建築設計事務所 ㈱池田建築設計事務所 西松建設㈱ 屋根 一般



2004 中村邸 東京都 ㈲バケラッタ ㈱東京組 地下 住宅

2004 古賀邸 東京都 ㈱青木工務店 地下 住宅

2004 石井邸 東京都 ㈲ＡＭＯ設計事務所 ㈱葛工務店 地下屋根 住宅

2004 飯島邸 神奈川県 ㈱ケヤキ建築設計事務所 井端建築㈱ 地下 住宅

2004 馬渕邸 千葉県 ㈱久間建築設計事務所 太陽ハウス㈱ 地下屋根 住宅

2004 有松駅前第１種市街地再開発Ｂ棟施設 愛知県 ㈱日建設計　名古屋市 錢高組・矢作・日東・ＪＶ 屋根 公共建築

2004 日生研㈱動物実験鶏豚舎 東京都 ㈱宮崎一級建築士事務所 中島建設㈱ 屋根 一般

2004 新山口駅前つちやビル（新山口駅新幹線口） 山口県 ㈱東横イン開発 戸田建設㈱ 屋根 一般

2004 吉祥寺シアター 東京都 ㈱佐藤尚巳建築研究所 白石建設㈱・三鷹市 屋根 公共建築

2004 ソレイユ自由ヶ丘Ⅲ 東京都 ㈱カワハラ技研 ㈱カワハラ技研 地下 一般

2004 Ｓビル 東京都 ㈱イデア設計 明東建設㈱ 地下 一般

2004 駒沢公園の集合住宅（ＵＮＩＴＥ） 東京都 ㈲千葉学建築計画事務所 古久根建設㈱ 地下 一般

2004 三宿ハウス 東京都 ㈲アーキテクチャーワークショップ 内野建設㈱ 地下 一般

2004 ツインズコート 千葉県 ㈲アーキステーション 新建設㈱ 地下屋根 一般

2004 有泉邸 東京都 レスコハウス㈱ ㈲海老原総業 地下 住宅

2004 本橋マンションⅡ 東京都 ㈱太平建設 ㈱太平建設 屋根 一般

2004 篠田邸 東京都 ㈱エヌ建築デザイン ㈱荒木工務店・調布市 地下 住宅

2004 今村邸 東京都 高橋建築設計事務所 ㈱東京組 地下 住宅

2004 足立邸 神奈川県 大成建設（空間王） 大洋エクステリア㈱ 地下 住宅

2004 山田邸 神奈川県 ㈱スペーステック 三平建設㈱ 地下 住宅

2004 横山浩介邸 神奈川県 横山浩介建築設計事務所 新和建設㈱ 地下 住宅

2004 時山邸 神奈川県 Ａ．Ｌ．Ｘ．（アーキテクトレーベル・ザイン） 横溝工務店 屋根 住宅

2004 カテリーナ南麻布Ⅱ（ガラシティ南麻布） 東京都 ㈱サン・プランニングシステム 石橋建設工業㈱ 地下 一般

2004 渡辺邸 東京都 ㈱三恵建設 ㈱三恵建設 屋根 住宅

2004 斉藤一夫邸 埼玉県 サカエホーム㈱ サカエホーム㈱ 地下 住宅

2004 マツザキ新宿店 埼玉県 ㈱杉浦英一建築設計事務所 川木建設㈱ 一般

2004 和敬塾新西寮 東京都 袴田喜夫建築設計室 戸田建設㈱ 地下 一般

2004 桑原邸 東京都 ㈱東京組 ㈱東京組 地下 住宅

2004 アイ・ウィルハウス 東京都 ㈲ＡＭＯ設計事務所 ㈱岩本組 地下屋根 住宅

2004 小川邸 東京都 ㈱ハル建築研究所 鈴木孝紀建築設計事務所 ㈱辰 地下屋根 住宅

2004 安藤・オベイディ邸 東京都 ㈲アトリエ塊 渡邊建設㈱ 地下屋根 住宅

2004 千野邸 東京都 ＥＤＨ遠藤設計室 ㈱創美 地下 住宅

2004 田中邸 東京都 袴田喜夫建築設計室 ㈱馬場工務店 地下屋根 住宅

2004 関口邸 東京都 ㈲昴（バウ）工房 バウ建設㈱ 地下屋根 住宅

2004 紀川ビル 東京都 ㈱アーバンコンサルタンツ 工新建設㈱ 地下 一般

2004 グンゼ永田町ビル（溜池山王駅官邸南） 東京都 ㈱東横イン開発 前田建設工業㈱ 屋根 一般

2004 小峯邸 埼玉県 サカエホーム㈱ サカエホーム㈱ 地下 住宅

2004 コートデコ尾山台 東京都 ㈲田井勝馬建築設計工房 横浜構造設計 ㈱小川建設 地下屋根 一般

2004 戸嶋邸 千葉県 ㈲田口篤建築事務所 アートウェッブハウス㈱ 地下 住宅

2004 千葉邸 東京都 ㈲芦原太郎建築事務所 ㈱構造計画プラス・ワン ㈱辰 地下 住宅

2004 自由が丘プロジェクト 東京都 ｆｏｒｍ１／０ ㈱青木工務店 地下 住宅

2004 橋本邸 東京都 ㈱ア・シード建築設計 ホームビルダー㈱ 地下 住宅

2004 梅原邸 東京都 ㈱モードイシイ建築設計事務所 長谷部建設㈱ 地下 住宅

2004 古田邸 東京都 村田靖夫建築研究室 ㈱コラム 地下 住宅

2004 セイジョウ２ 東京都 山嵜雅雄建築研究室 星野建築構造設計事務所 ㈱佐藤秀 地下屋根 一般

2004 アイビーホーム 東京都 成川建築研究所 ㈱丸富工務店 地下 一般

2004 本間邸 東京都 伊佐ホームズ㈱ 相沢建設㈱ 地下屋根 住宅

2004 柿の木坂１丁目住宅ＡＢ棟 東京都 レイドプランニング一級建築士事務所 ㈱創建ビルド（泊ビルド）　 地下 住宅

2004 Ｓハウス（下瀬邸） 東京都 ㈱ソシオテック企画設計 三幸建設㈱ 地下 住宅

2004 アリア上井草 東京都 ㈱環建築設計事務所 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2004 清流寺分院（K邸） 東京都 ㈱プランツアソシエイツ ㈱ｓｏｂｉ 地下 住宅

2004 川井邸 神奈川県 舟橋設計事務所 ㈱エバーグリーンホーム 屋根 住宅

2004 森山ビル（モンターニュ目黒ビル） 東京都 ㈱アトリエＫＯＤＡＭＡ建築設計事務所 白石建設㈱ 地下 一般

2004 青木邸 東京都 八木敦司建築設計事務所 渡邊技建㈱ 地下 住宅

2004 南波邸 東京都 アルフィ建築デザイン森岡茂夫 渡邊建設㈱ 地下屋根 住宅

2004 イーステムテクノロジー社宅 東京都 伊佐ホームズ㈱ ㈱僑和　小俣建設工業㈱ 地下 住宅

2004 黄邸（黄家寿舞） 東京都 ㈱梵設計作務室 佳呈建設㈱ 地下屋根 住宅

2004 フィーゴ社員保養施設 神奈川県 ㈱プライム建築都市研究所 ㈱熊谷組 屋根 住宅

2004 中原邸 東京都 ㈱小川広次建築設計事務所 ㈱構造計画プラス・ワン ホームビルダー㈱ 屋根 住宅

2004 鈴木マンション 東京都 奈良建設㈱ 奈良建設㈱ 地下屋根 一般

2004 市原・上田邸 千葉県 佐々木正明建築都市研究所 春日建設㈱ 地下 住宅

2004 平田邸 東京都 ㈲サイト（空間工房１０１） 三栄建商㈱ 地下屋根 住宅

2004 桐野邸 東京都 インタースペース ㈱建匠 地下 住宅

2004 北越谷東口ビル（東武スポーツクラブプレオン北越谷） 埼玉県 ㈱構想建築設計研究所　㈱中山建築デザイン研究所 東武谷内田建設㈱　㈲僑和 プール 一般

2004 高柳ビル 愛知県 ㈱エーエムエス（ＡＭＳ） ＯＲＳ事務所 ㈱加納工務店 屋根 一般

2004 ＫＴビル 神奈川県 Ｂ・ＢＯＲＮ㈲ 南雲建設㈱ 屋根 一般

2004 東２丁目中村邸 東京都 スリーアローズプロジェクト ㈲秀和 地下 住宅

2004 鷹番３丁目賃貸マンション（パークハビオ学芸大学） 東京都 ㈲バケラッタ　三菱地所 松井建設㈱ 地下 一般

2004 丸利根アペックス本社ビル 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2004 江原邸 東京都 クルマ設計事務所 佳呈建設㈱ 地下 住宅

2004 上原の家 東京都 Ｏ．Ｆ．Ｄ．Ａ．アソシエイツ（坂牛卓） ㈱河津建設 地下屋根 住宅

2004 辻村邸 東京都 みかんぐみ 日祥工業㈱ 地下 住宅

2004 松江駅前稲田ビル（松江駅前） 島根県 ㈱東横イン開発 戸田建設㈱ 屋根 一般

2004 仙石原養老山荘 神奈川県 大嶋アトリエ ㈲内藤工務店 地下 住宅

2004 千駄木の家 東京都 ㈱コラム ㈱コラム 地下 住宅

2004 広尾３丁目計画（ドリームハウスマリソル） 東京都 弾設計㈱ ㈱興建 地下屋根 一般



2004 不二越機械工業第６工場増設 長野県 飯島建設㈱ 飯島建設㈱ 地下 一般

2004 ＡＫハウス 大阪府 舟橋設計事務所 ㈱増岡組 屋根 一般

2004 神明マンション 埼玉県 勝村建設㈱ 勝村建設㈱ 屋根 一般

2004 ヤマイクリニック　 栃木県 ㈱ｄａｎｗｏｒｋｓ 柴田工業㈱　ダンワークス 一般

2004 等々力の住宅 東京都 ㈲千葉学建築計画事務所 高嶺建設㈱ 地下 住宅

2004 加藤・山口邸（ジューシーハウス） 東京都 アトリエ・ワン 金箱構造設計事務所 ㈱花実建設 地下 住宅

2004 志楽の湯 神奈川県 降幡建築設計事務所 ㈱大知建設 地下 一般

2004 柳沢ビル 東京都 中央建設㈱ 一般

2004 谷口アパートメント 東京都 アトリエキャンプデザイン事務所 稲葉建設㈱ 地下屋根 一般

2004 大野マンション（フラットエムズ） 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2004 Ｋ邸（加藤邸）（ＧＭプロジェクト） 東京都 一級建築士事務所Ｊ＆Ｔ（石川淳） ㈱ｓｏｂｉ 地下 住宅

2004 下石神井５丁目共同住宅 東京都 ㈱太平建設 ㈱太平建設 屋根 一般

2004 大石邸 東京都 ㈲ジェイ・ケイ・ワークス ㈲ジェイ・ケイ・ワークス 地下 住宅

2004 日野浦邸 東京都 ㈱建築空間研究所 ㈱小川建設 地下 住宅

2004 川崎邸 東京都 ㈱ティ・デザイン・エス 岡建工事㈱ 地下 住宅

2004 緑ヶ丘マンション 東京都 ㈱井口浩フィフス・ワールド・アーキテクツ ㈱岩本組 地下 一般

2004 林邸 東京都 ㈲ジェネラルデザイン ㈱ＳＩＧＬＯ建築構造事務所 ㈱辰 地下 住宅

2004 新井共同住宅（グランシャリオ仙川） 東京都 ㈱象設計：ＪＡ全農とうきょう 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2004 西荻北うみがめ荘 東京都 ㈲サイト（空間工房１０１） ㈱東工務店 地下屋根 一般

2004 弥生町マンション 東京都 ㈱アルシュデザインアソシエイツ（野中真司） 石黒建設㈱ 地下 一般

2004 佐藤邸 埼玉県 ㈱太田照己／都市・建築デザインファーム ㈱岩本組 屋根 住宅

2004 山本邸 神奈川県 レスコハウス㈱ レスコハウス㈱ 地下 住宅

2004 百草園ＤＥ棟 東京都 ㈲けやき設計 ホリウチ建物㈱ 地下 一般

2004 松嶋邸 神奈川県 天工舎 大同工業㈱ 地下屋根 住宅

2004 伊坪邸 東京都 ㈲アルコーブＵ 円建設㈱ 地下 住宅

2004 大塚駅前ホテル 東京都 ㈱平井設計工房 栗本建設工業㈱ 地下 一般

2004 第７ＦＭＧビル 東京都 ㈱アーネスト空間工房 坪井工業㈱ 地下 一般

2004 御林ビル（エクレール深大寺） 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2004 代沢５丁目集合住宅 東京都 ㈱アル．パートナーズ建築設計 北野建設㈱ 屋根 一般

2004 フレッグ代官山 東京都 ㈲エー・エー・イー 西松建設㈱ 地下屋根 一般

2004 佐藤邸 東京都 想設計工房 ㈱渡辺富工務店 屋根 住宅

2004 七瀬邸 東京都 ㈲飯吉建築設計事務所 小林建築・構造設計室 坪井工業㈱ 地下 住宅

2004 新主寝坂トンネル電気室棟 山形県 国土交通省 沼田建設㈱ 屋根 公共建築

2004 多摩センター総合指令所 東京都 京王建設㈱ 京王建設㈱ 屋根 一般

2004 森渕邸 東京都 ㈲荒木毅建築事務所 ㈱長野工務店 地下 住宅

2004 八木ビル 静岡県 福山建築事務所 金箱構造設計事務所 ㈱牧田工務店 屋根 一般

2004 弥生町ビル（ソレイユ中板橋） 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2004 中村邸 東京都 高橋堅建築設計事務所 ㈱小川建設 地下屋根 住宅

2004 ＭＹハウス 東京都 ㈱藤吉秀樹建築計画事務所 長谷部建設㈱ 地下 住宅

2004 駒込の家圓勝寺 東京都 ㈱杉山建築 ㈱佐久間工務店　㈱杉山建築 地下 住宅

2004 アクアコート第２ 東京都 袴田喜夫建築設計室 白石建設㈱ 屋根 一般

2004 荻田邸 東京都 ㈲エスティエイアール（ＳＴＡＲ）佐竹永太郎 ㈲佐藤工務店 地下屋根 住宅

2004 小原邸 神奈川県 ㈲アトリエアルク クラフトシンエー㈲ 地下 住宅

2004 小野邸 東京都 ㈲サイト（空間工房１０１） 円建設㈱ 地下 住宅

2004 フラックス代々木公園 東京都 ㈲ポイント東京計画研究所 田中土建工業㈱ 地下屋根 一般

2004 名田邸 東京都 ㈱難波和彦＋界工作舎 ㈱佐々木睦朗構造計画研究所 ㈱ｓｏｂｉ 地下 住宅

2004 下北沢メゾネット 東京都 ㈱ＩＫＤＳ池田靖史 ㈱ケイ・ワイ建設 地下 一般

2004 多摩市貝取プロジェクト（パワーズプラネット） 東京都 ㈱パワーズプロジェクトマネージメント ㈱丸高　㈱パワーズプロジェクトネージメント 地下 一般

2004 田代邸 神奈川県 インタースペース 東光建設㈱ 地下 住宅

2004 砂岡邸 神奈川県 砂岡誠 住宅

2004 フラットＴY 千葉県 ＲＥＰ研究所 ㈱小川建設 屋根 一般

2004 エーデルフラウⅡ（シェーネシュロス） 東京都 ㈲キョートミ建築設計 日本建設㈱・文京区 屋根 一般

2004 熱海田原本町マンション（レアージュ熱海） 静岡県 ㈱アトリエシープ設計事務所 坪井・西武ＪV 地下屋根 一般

2004 石川ビル改修工事 埼玉県 朝日総業㈱　川口土建㈱ 屋根 一般

2004 石井ビル 神奈川県 ㈱アル．パートナーズ建築設計 北信土建㈱ 屋根 一般

2004 第５みずほ館 埼玉県 ㈱みずほ一級建築士事務所 内野建設㈱ 屋根 一般

2004 船山邸 東京都 ㈱デネフェス計画研究所 ㈱リデア 地下 住宅

2004 東玉川マンション 東京都 ㈱エトバスノイエス 村中建設㈱ 地下 一般

2004 江口邸 東京都 ㈱守屋工務店 ㈱守屋工務店 地下 住宅

2004 茂木邸 埼玉県 川野建築設計事務所 ㈱高砂建設 地下 住宅

2004 森田邸 東京都 ㈱古田島工務店 ㈱古田島工務店 地下 住宅

2004 成田西一丁目住宅（青野邸） 東京都 ㈱酒井工務店 ㈱酒井工務店 地下 住宅

2004 アズール駒沢オリンピック公園Ⅵ 東京都 ㈱スタジオキューブ 武商事㈱ 地下 一般

2004 ペットクリニックアニホス 東京都 風景舎・淵辺懿一級建築士事務所 内野建設㈱ 屋根 一般

2004 小日向１丁目プロジェクト（ブリリア小日向一丁目） 東京都 東鉄工業㈱ 東鉄工業㈱ 地下 一般

2004 エイアンドエイト川越工場 埼玉県 中央建設㈱ 中央建設㈱ 地下 一般

2004 楽音舎 東京都 ㈱ソナ 稲葉建設㈱ 地下 一般

2004 大林邸 東京都 ㈱ビーエックス一級建築士事務所 ㈱増工務店 地下 住宅

2004 佐藤邸 千葉県 マチダアーキテクツオフィス ㈱尾嶋建設 屋根 住宅

2004 新山下二丁目保育所 神奈川県 ㈱松本陽一設計事務所 ㈱白井組 屋根 一般

2004 ベルトリコ改修工事（インターコンチネントビル） 東京都 ㈱インターコンチネント 屋根 一般

2004 鈴木邸 東京都 ㈱ＰＡＯ設計 桃山建設㈱ 住宅

2004 大崎４丁目Ａ号棟 東京都 ㈱宇田川建築設計事務所 ㈲野沢工務店 地下 一般

2004 ＳＹ邸 東京都 正本設計工房 ㈱ウィークエンド・エンジニアリング 武商事㈱ 地下 住宅

2004 松下邸 東京都 ㈱アルヒ・テクネ ㈲町澤　㈱依田工務店 地下 住宅

2004 村田・武井邸 東京都 ㈲ブライシュティフト ㈱渡辺富工務店 地下 住宅



2004 ＴＳ集合住宅 東京都 設計組織ＡＤＨ ㈱オーク構造設計 ㈱辰 地下屋根 一般

2004 清水邸 神奈川県 オリベハウス工業㈱ 地下 住宅

2004 小牧の集合住宅 愛知県 ㈱シーラカンスアンドアソシエイツ（Ｃ＋Ａ）宇野亨 中野建築構造設計 青協建設㈱ 屋根 一般

2004 南青山６丁目Ｙ邸 東京都 ㈱坂倉建築研究所東京事務所 渡辺建設㈱・杉並区 屋根 住宅

2004 広島ＧＨＫビル（広島駅新幹線口） 広島県 ㈱東横イン開発 ㈱熊谷組 屋根 一般

2004 小清水ハウス 東京都 ㈲大沢工務店 屋根 一般

2004 久保田ヴィレッジ 東京都 ㈱井上尚夫総合計画事務所 ㈱田口工務店 屋根 一般

2004 根本・園部邸 東京都 ㈱榎本弘之建築研究所 ㈱アイエスエー企画建設 地下 住宅

2004 福田・内山邸 東京都 ㈱研建築設計事務所 ㈱佐藤秀 屋根 住宅

2004 アリア上用賀（アリア馬事公苑） 東京都 ㈱岡田新一設計事務所 ㈱松村組 屋根 一般

2004 千曲市桑原本郷浄水場 長野県 ㈱昭和設計事務所 笠原建設㈱　長坂建設㈱ 公共建築

2004 佐藤邸 神奈川県 ｆｏｒｍ１／０ ㈱青木工務店 地下 住宅

2004 飯島邸 東京都 ㈱サンスイテック住宅 住宅

2004 祖師谷３丁目ビル（サン・ルミエール） 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2004 ＳＢビル 東京都 ㈱双葉設計 伊藤建設㈱ 地下 一般

2004 にしじまクリニック 埼玉県 ㈱團紀彦建築設計事務所 西松建設㈱ 屋根 一般

2004 牡丹集合住宅 東京都 ㈲ｔｅａｍ２ＤＫ一条栄一 ㈲大賀建築構造設計事務所 大木建設㈱ 地下 一般

2004 斉藤邸 神奈川県 ㈲小林真人建築アトリエ ㈱花実建設 地下 住宅

2004 加藤邸 東京都 空間工房スペースファクトリー ㈱井上建築構造設計室 ㈱ｓｏｂｉ 地下 住宅

2004 橋詰邸 東京都 Ｒ．Ｏ．Ｉ ㈱阿波根組 地下 住宅

2004 萩原マンション改修工事（デュオプラザ３３） 埼玉県 ㈱セイリョウ一級建築士事務所 ㈱大槻工務店・川口市 屋根 一般

2004 大橋２丁目マンション 東京都 ㈱畠山建築設計事務所 住協建設㈱ 地下 一般

2004 小野寺邸 東京都 ㈲沼宮内建設 ㈲沼宮内建設 地下 住宅

2004 冨田邸 東京都 ㈱ユミラ建築設計室 ㈱中川工務店 地下 住宅

2004 三宿２丁目住宅　（Ａ・Ｂ・Ｃ棟） 東京都 櫂建築事務所 ㈱泊ビルド　㈱山本建設 地下 一般

2004 上野毛の家 東京都 ㈱青木工務店 ㈱青木工務店 地下 住宅

2004 煉瓦の家柏Ⅱ 千葉県 アパマンショップホームプランナー ㈱ビーバーホーム 地下 一般

2004 川崎砂子ビル（川崎駅前市役所通り） 神奈川県 ㈱東横イン開発 前田建設工業㈱ 屋根 一般

2004 西片の家 東京都 ㈱Ｖ建築設計室 田中土建工業㈱ 地下 住宅

2004 湯舟マンション 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2004 小林邸 東京都 別生建築設計事務所 ㈲ホームクリエ 地下 住宅

2004 小原邸 東京都 桑原聡建築研究所 ㈱辰 屋根 住宅

2004 関口マンション 東京都 松寿設計コンサルティング 河野建設㈱ 地下 一般

2004 志賀コーポ 東京都 ㈲企画設計工房 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2004 小川邸 神奈川県 武井建築工房㈲　㈱エバーグリーンホーム ㈱エバーグリーンホーム 地下 住宅




