
施工実績表　2005年（平成17年）～2011年（平成23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

2005 岩泉町農畜産物処理加工施設 岩手県 横屋建設㈱ 地下 公共建築

2005 公営住宅船戸団地２号棟 福島県 ノア・アーキテクツ 日化エンジニアリング㈱ 屋根 公共建築

2005 中落合４３１３ 東京都 ㈱研建築設計事務所 ㈱佐藤秀 屋根 一般

2005 ＫＨＳビル 東京都 勝村建設㈱ 勝村建設㈱ 屋根 一般

2005 出雲ビル（出雲市駅前） 島根県 ㈱東横イン開発 ㈱熊谷組 屋根 一般

2005 ティップネス港木場 愛知県 ㈱構想建築設計研究所 大和ハウス工業㈱ プール 一般

2005 ティップネス浜松葵東店 静岡県 ㈱構想建築設計研究所 大和ハウス工業㈱ プール 一般

2005 熊本プラザビル（熊本新市街） 熊本県 ㈱東横イン開発 ㈱竹中工務店 屋根 一般

2005 神楽坂３丁目ビル 東京都 ㈱連合設計社市谷建築事務所 ㈱佐藤秀 屋根 一般

2005 上目黒Ａ・Ｂ棟 東京都 ㈱大明建設 ㈱大明建設 地下 一般

2005 広尾ハウス 東京都 竹山実建築綜合研究所 ㈱ケイ・ワイ建設 地下屋根 一般

2005 アンディ・アップルビー（キャメロットヒルズアネックス） 埼玉県 三井住友建設㈱ 地下 一般

2005 山田邸 東京都 白川直行アトリエ 和田英一建築㈱ 地下屋根 住宅

2005 小林邸 東京都 ㈱破風 菊池建設㈱ 地下 住宅

2005 北沢４丁目住宅 東京都 レイドプランニング一級建築士事務所 ㈱木村工務店・八王子市 地下 住宅

2005 フィッツロイビル 東京都 佐々木正明建築都市研究所 ㈱アサヒ 地下 一般

2005 リーテム東京工場 東京都 Ｏ．Ｆ．Ｄ．Ａ．アソシエイツ坂牛卓 金箱構造設計事務所 清水建設㈱ 屋根 一般

2005 旭市公衆トイレ 千葉県 千葉県旭市役所 藤英建設㈱ 屋根 公共建築

2005 市原邸 東京都 杉下均建築工房 ㈱河合建築 地下 住宅

2005 披露山の家 神奈川県 ㈲イオンアークテクツ設計事務所 岡建工事㈱ 地下屋根 住宅

2005 パールハイツ社宅 東京都 ㈱アーネスト空間工房 岡宜建設㈱ 地下 一般

2005 家室邸 東京都 ロイド計画 大洋建設工業㈲ 地下 住宅

2005 星野邸 埼玉県 武商事㈱ 武商事㈱ 地下 住宅

2005 青木ビル（ニード久が原） 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2005 中嶋邸 東京都 Ｐｅｇ．Ｄ．オフィス中村進 小澤工務店 地下 住宅

2005 西麻布ＣＯハウス 東京都 ㈱本間總合建築 ㈱間組 地下 一般

2005 岡村邸 東京都 ㈱小菅栄建築設計室 ㈱建匠 地下 住宅

2005 豊田邸 東京都 豊田土建㈱一級建築士事務所 ㈱幹建設 地下 住宅

2005 第８みずほ館 埼玉県 ㈱みずほ一級建築士事務所 内野建設㈱ 地下屋根 一般

2005 伊藤・瀬下邸 東京都 ㈱高政工務店 地下 住宅

2005 新井 Ｋ邸 東京都 ㈱アーキショップ 草間構造設計室 ㈱ｓｏｂｉ 屋根 住宅

2005 西川邸（ＮＳレジデンス） 愛知県 ㈲建築設計室アーキスタジオ 中谷建設㈱ 屋根 住宅

2005 進修館改修工事（宮代町役場） 埼玉県 茂木建築設計工房 中村建設㈱・埼玉県 屋根 公共建築

2005 元麻布プロジェクト 東京都 ㈲バケラッタ ㈱佐藤秀 地下 住宅

2005 飯塚邸 千葉県 ㈲山極設計工房 ㈲ナクトホーム 地下 住宅

2005 太田邸 東京都 アトリエ天工人 ㈱ジェーエスディー ㈱ピーシーエー　ホームビルダー㈱ 地下 住宅

2005 田園調布Ⅱ 東京都 ㈱スタジオキューブ 武商事㈱ 地下 住宅

2005 児玉邸 東京都 林建築デザイン設計 ㈲ジェイ・ケイ・ワークス 地下 住宅

2005 赤保谷邸 東京都 ＴＡＰ／田村カツミ・ヒロミ建築事務所 ㈱長野工務店 地下 住宅

2005 石川町５丁目 神奈川県 ㈱エクセレントＡＤ ㈱冨士工 屋根 住宅

2005 ファーブル資料館 東京都 ＣＲＣ（Ｃｉｅｌ　Ｒｏｕｇｅ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ） 戸田建設㈱ 地下 公共建築

2005 金沢駅前越田ビル（金沢駅東口） 石川県 ㈱東横イン開発 前田建設工業㈱ 屋根 一般

2005 金子病院通所施設 東京都 大石建設工業㈱ 大石建設工業㈱ 地下 一般

2005 鈴木邸 神奈川県 成幸建設㈱ 成幸建設㈱ 地下 住宅

2005 佐和邸 東京都 長浜信幸建築設計事務所 豊永建設㈱ 地下 住宅

2005 西馬込２丁目計画（チェスターハウス西馬込） 東京都 ㈱四季建築設計事務所 前田建設工業㈱　フジミビルサービス㈱ 地下 一般

2005 ドメイン２１ビル（苫小牧駅前） 北海道 ㈱東横イン開発 ㈱エスデー建設 屋根 一般

2005 松下さんの家 和歌山県 中村伸吾建築設計室 ㈱山幸 屋根 住宅

2005 コスパ金剛 大阪府 ㈱構想建築設計研究所 コーナン建設㈱ プール 一般

2005 Ｃ 邸 東京都 隈研吾建築都市設計事務所 三宏建設㈱ 地下 住宅

2005 大塚邸 東京都 ㈱信設計 中央建設㈱ 屋根 住宅

2005 日本基督教団原宿教会新会堂 東京都 ＣＲＣ ㈱ナカノフドー建設 屋根 一般

2005 ヴェルデ藤ヶ丘改修工事 神奈川県 田中土建工業㈱ 田中ビルサービス㈱ 屋根 一般

2005 神谷邸 東京都 ㈲大久保亭 地下 住宅

2005 千葉畜産工業㈱船橋工場 千葉県 日産建設㈱ りんかい日産建設㈱ 一般

2005 立元邸 東京都 創作工房閾 丸産住宅㈱　ヨシケン 地下 住宅

2005 ＥＮＨ 東京都 ＮＣｏＡ ㈱栄港建設 地下 住宅

2005 植松邸 静岡県 前田紀貞アトリエ 大同工業㈱ 地下 住宅

2005 小池邸 東京都 アルクデザイン増田政一事務所 ㈱幹建設 地下 住宅

2005 森田邸 埼玉県 サカエホーム㈱ サカエホーム㈱ 地下 住宅

2005 桜ん坊サロンアネックス 静岡県 時遊空間小川設計室 大和建設㈱・伊東市 一般

2005 宇田川邸 東京都 包（パオ）建築設計工房 ㈲仲野工務店 地下 住宅

2005 武藤邸 東京都 ㈲蘭建築工房 ㈲町澤　㈲蘭建築工房 地下 住宅

2005 永福の家 東京都 Ｏ．Ｆ．Ｄ．Ａ．アソシエイツ（木島千嘉建築設計事務所） 佐藤淳構造設計事務所 ㈱河津建設 地下 住宅

2005 谷口邸 東京都 森吉直剛アトリエ 岡建工事㈱ 地下 住宅

2005 氷川台４丁目共同住宅 東京都 武商事㈱ 武商事㈱ 地下 一般

2005 成城Ｎ邸 東京都 晟智建設㈱ 晟智建設㈱ 屋根 住宅

2005 安田邸 山梨県 ㈱プランツアソシエイツ ㈱ティ・アンド・エイアソシエイツ ㈲湖南堂工務店 地下 住宅

2005 岡崎邸 東京都 ㈲阿部仁史アトリエ ㈲日野建設 地下 住宅

2005 笹原邸 神奈川県 ㈲アトリエアルク ㈱キクシマ 地下 住宅

2005 林邸 東京都 ㈲檪（くぬぎ）設計室 匠允建総㈱ 地下 住宅

2005 インドールビル 東京都 長谷部建設㈱ 長谷部建設㈱ 地下 一般

2005 川端邸 神奈川県 高松建設㈱ 高松建設㈱ 地下 住宅



2005 さわらび保育室 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 屋根 一般

2005 小暮邸赤堤の家 東京都 小暮渉建築研究室 ㈱馬場工務店 地下 住宅

2005 諸星ビル 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㈱ 屋根 一般

2005 東横イン上田ビル（上田駅前） 長野県 ㈱東横イン開発 ㈱東横建設 屋根 一般

2005 大原町の家（梅澤邸） 東京都 平尾寛設計事務所 ㈱市川建設 地下 住宅

2005 山賀邸 東京都 インフレイトデザインスタジオ 武商事㈱ 地下 住宅

2005 勝山・吉井ビル 東京都 ㈱香川建築設計事務所 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2005 佐々木邸 神奈川県 ㈲ＡＭＯ設計事務所 ㈱葛工務店 地下屋根 住宅

2005 久が原３丁目共同住宅 東京都 ㈱コマーシャル・アールイー ㈱白石 地下屋根 一般

2005 コスパ鶴見 大阪府 ㈱構想建築設計研究所 ㈱竹中工務店 プール 一般

2005 武蔵中原駅前ビル（武蔵中原駅前） 神奈川県 ㈱東横イン開発 ジェクト㈱ 屋根 一般

2005 田村山荘 長野県 岡村泰之建築設計事務所 木村建設㈱ 屋根 一般

2005 西楽堂第２ビル 東京都 ㈲荻津郁夫建築設計事務所 西松建設㈱ 地下屋根 一般

2005 １／４３の家（中村邸） 東京都 ㈱アーキワークス 平成建設㈱・練馬区 地下屋根 住宅

2005 手塚邸 東京都 ㈱エル・シー・エー・リコンストラクション（ＳＩリンク） ㈱田久保工務店 地下 住宅

2005 元住吉アートハウス（元住吉アートフラッツ） 神奈川県 ㈱ＰＡＯ設計 ㈱佐藤秀 地下 一般

2005 クラムエステート真鶴研修所 神奈川県 ツトム建築設計 ㈱蒲谷工務店 地下 一般

2005 東雪谷２丁目住宅Ａ、Ｂ棟 東京都 レイドプランニング一級建築士事務所 ㈱泊ビルド 地下 一般

2005 平田邸 東京都 ラック建築デザイン ㈱名古屋工務店 地下 住宅

2005 赤阪邸 東京都 河辺哲雄設計室 ㈱高梨建築事務所 地下 住宅

2005 茅野市交流イベント施設 長野県 ㈲ナスカ・茅野市設計事務所協会ＪＶ 木村建設㈱ 屋根 公共建築

2005 中野３丁目マンション（ヤサビアン） 東京都 ㈱ナカノフドー建設 ㈱ナカノフドー建設 屋根 一般

2005 相場邸 東京都 空創計画ＴＴアトリエ ㈱ｓｏｂｉ 地下 住宅

2005 勝田邸 静岡県 ㈲安藤泰建築設計事務所（アーキテクトスタジオＡＮＤＯ） ㈱杉山工務店・伊東市 屋根 住宅

2005 中本ビル（ラ・ヴィーニュつるまき） 東京都 田中ビルサービス㈱ 田中ビルサービス㈱ 屋根 一般

2005 国民宿舎土佐増築第１期 高知県 ㈱轟組・高知市 ㈱轟組・高知市 公共建築

2005 川岸・小町谷邸 東京都 横溝建築デザイン研究所 ㈱渡辺富工務店 地下 住宅

2005 日野邸 神奈川県 池和田建築設計室 ㈱北澤建設 地下 住宅

2005 藤沢北口ビル（湘南鎌倉藤沢駅北口） 神奈川県 ㈱東横イン開発 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2005 一ノ関駅前竹本ビル（一ノ関駅前） 岩手県 ㈱東横イン開発 ㈱平野組 屋根 一般

2005 尾崎邸 東京都 高松建設㈱ 高松建設㈱ 地下 住宅

2005 岡田邸 東京都 ㈲バケラッタ ㈱林田建設 地下 住宅

2005 志賀ビル 東京都 田中ビルサービス㈱ 田中ビルサービス㈱ 屋根 一般

2005 大隈邸 東京都 アトリエ天工人 佐藤淳構造設計事務所 ホームビルダー㈱ 地下 住宅

2005 山田邸 東京都 半田雅俊設計事務所 飯塚建築㈱ 地下 住宅

2005 南烏山ＰＣビル（ミルフィーユ・１） 東京都 ㈱秋田設計 内野建設㈱ 屋根 一般

2005 代沢３丁目計画 東京都 アルファーホーム㈱ アルファーホーム㈱ 地下 一般

2005 高橋邸 東京都 ㈱アル．パートナーズ建築設計 ㈱白石 地下屋根 住宅

2005 渡辺邸 東京都 大野幸空間研究所 ㈱前川建設 地下 住宅

2005 さいとうかん邸 東京都 ㈲バケラッタ ㈱平林工務店　吉富興産 地下 住宅

2005 熊井邸 東京都 ㈲茂呂建築設計事務所 ㈱東京組 地下 住宅

2005 横山邸 東京都 林建設㈱一級建築士事務所 ㈱サン工務店 地下 住宅

2005 甲府ダイタビル（甲府駅前） 山梨県 ㈱東横イン開発 清水建設㈱ 屋根 一般

2005 宇田川邸 東京都 ㈱レガテック・アソシェイツ ㈱片山組 地下屋根 住宅

2005 小田喜邸 東京都 ㈱アーキ・ブレインズ建築設計事務所 ㈱フジケン・川崎市 地下 住宅

2005 澤井邸 東京都 ㈲尾関建築設計事務所 ㈱大勝建設 屋根 住宅

2005 谷口・宮佐邸 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

2005 志村邸 東京都 ㈱レガテック・アソシェイツ ㈱片山組 地下 住宅

2005 ＹＫＳ計画 神奈川県 後藤正史アトリエ 日本国土開発㈱ 地下 一般

2005 東雪谷１丁目住宅 東京都 ㈱アーキ・テクニカアソシエイツ 塩田建設㈱ 地下 住宅

2005 東横イン徳山駅前ビル（徳山駅新幹線口） 山口県 ㈱東横イン開発 ㈱竹中工務店 屋根 一般

2005 フクズミレジデンス 東京都 ㈱アーネスト空間工房 風越建設㈱ 地下 住宅

2005 南青山２丁目計画 東京都 積水ハウス㈱ 株木建設㈱ 地下 一般

2005 阿部邸 東京都 建築設計ＵＺ（ウズ）氏原求建築設計工房 渡邊技建㈱ 地下 住宅

2005 久保田邸 東京都 ㈲バケラッタ ㈱ｓｏｂｉ 地下 住宅

2005 碑文谷６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

2005 辰巳岩永邸 東京都 パオプロデュース㈱ ㈱コバ建設 地下 住宅

2005 緑が丘コートハウス 東京都 ㈱藤吉秀樹建築計画事務所 長谷部建設㈱ 地下 住宅

2005 旗の台の家 東京都 ㈲アーキウィル石崎建築設計 和田英一建築㈱ 地下屋根 住宅

2005 第１０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

2005 医療法人三紫会小田病院 建替工事 千葉県 日本国土開発㈱ 日本国土開発㈱ 屋根 一般

2005 宮坂の家（坂本・村上邸） 東京都 ㈱親松工務店 ㈱親松工務店 地下 住宅

2005 国本邸 神奈川県 須藤設計事務所 ㈱中川工務店 屋根 住宅

2005 新御徒町ユニオンビル 東京都 ㈱朝倉建築設計事務所 丸彦渡辺建設㈱ 地下 一般

2005 桜井邸（松庵プロジェクト） 東京都 神代建築設計事務所　㈱ロジカデザイン ㈲二幸建設 地下 住宅

2005 田中邸 東京都 渡邊技建㈱設計部 渡邊技建㈱　伊藤基礎㈱ 地下 住宅

2005 楢島邸 東京都 ㈱ラム・ネット ㈱野崎工務店 地下 住宅

2005 Kハウス池田山 東京都 隈研吾建築都市設計事務所 三宏建設㈱ 地下 一般

2005 江原邸 東京都 エルディーケー㈲ 井口建設㈱・渋谷区 地下 住宅

2005 阪神尼崎Ｋビル（阪神尼崎駅前） 兵庫県 ㈱東横イン開発 ㈱柄谷工務店 屋根 一般

2005 グルービー恵比寿 東京都 アルファーホーム㈱ アルファーホーム㈱ 地下 一般

2005 西船橋マンション 千葉県 酒井設計事務所 多田建設㈱東関東支店 地下 一般

2005 パルプラザビル（徳島駅眉山口） 徳島県 ㈱東横イン開発 戸田建設㈱ 屋根 一般

2005 前橋駅前天原社ビル（前橋駅前） 群馬県 ㈱東横イン開発 清水建設㈱ 屋根 一般

2005 さいたま新都心ビル（さいたま新都心） 埼玉県 ㈱東横イン開発 ㈱東横建設 屋根 一般

2005 草加駅前天田ビル（草加駅西口） 埼玉県 ㈱東横イン開発 西武建設㈱ 屋根 一般



2005 薮木邸 東京都 ㈲三村建築環境設計事務所 ㈱東京組 屋根 住宅

2005 自由が丘プロジェクト（パサバビル） 東京都 ㈲バケラッタ ㈱東京組 地下 一般

2005 ＫＢＪ－Ｃ棟（リブロフロール） 東京都 ㈲エム・ピー・ディ ㈱岩本組 地下屋根 一般

2005 内邸 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 住宅

2005 駒沢パークサイドテラス北棟 東京都 ㈱セリエ計画研究所 ㈱辰 地下 一般

2005 自由が丘プロジェクト 東京都 ㈱スタジオアルテック 中野建設㈱ 屋根 一般

2005 巣鴨一丁目マンション 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2005 戸塚町ビル 神奈川県 ㈱アル．パートナーズ建築設計 ㈱ナカノフドー建設 地下 一般

2005 氏橋邸 神奈川県 ㈱エールハウジング ㈱奈須建設 地下屋根 住宅

2005 深川ビルディング（門前仲町永代橋） 東京都 ㈱東横イン開発 大和ハウス工業㈱ 屋根 一般

2005 廣川邸 東京都 廣川昭二＋タニグチアトリエ谷口麻里子 ㈲ペック 地下 住宅

2005 康和ビル 埼玉県 内野建設㈱ 内野建設㈱ 屋根 一般

2005 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

2005 永原邸 東京都 ㈱アドファイ山本建築事務所 中央建設㈱ 地下 住宅

2005 平沼邸 神奈川県 ㈲エス・エム・エイ ㈱関工務店 地下屋根 住宅

2005 新墓園（横浜市営メモリアルグリーン） 神奈川県 ㈱松本陽一設計事務所 ㈱栗原工務店・横浜市 地下 公共建築

2005 荻窪コートハウス 東京都 ㈱タオアーキテクツ 中野建設㈱ 地下屋根 一般

2005 神戸三ノ宮アサヒビル（神戸三ノ宮Ⅱ） 兵庫県 ㈱東横イン開発 栗本建設工業㈱神戸支店 屋根 一般

2005 ひまわり新千鳥 東京都 エコ・システム㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2005 池田邸 東京都 創作工房閾　 ㈱上 地下 住宅

2005 市川邸 東京都 ㈱小河原建設 ㈱小河原建設 地下 住宅

2005 下高井戸４丁目マンション（ステージファースト上北沢） 東京都 ㈲津田設計事務所 ㈱松下産業 屋根 一般

2005 金成ビル 東京都 （吉野設計）荏原建築総合事務所 ㈲金成興業 地下 一般

2005 阿部ビル 東京都 ㈱ＫＡＩＴ建築設計工房 ヰゲタハイム㈱ 地下 一般

2005 高橋邸 東京都 小林設計 ㈱昭和未来 屋根 住宅

2005 片寄邸 東京都 ＷＯＯセッケー若松美津子 ㈱花実建設 地下 住宅

2005 フレッグ東麻布 東京都 ㈱ハル建築研究所 鈴木孝紀建築設計事務所 ㈱新井組 地下 一般

2005 大和石崎ビル 神奈川県 ㈱中島建設 ㈱中島建設 屋根 一般

2005 タイガービル 東京都 田中ビルサービス㈱ 田中ビルサービス㈱ 屋根 一般

2005 上村邸 東京都 長谷部建設㈱ 長谷部建設㈱ 地下 住宅

2005 奥沢５丁目計画（グランピア自由が丘） 東京都 東急ホーム㈱ ㈱小川建設 地下 一般

2005 宇奈根学生寮（駒沢大学体育会サッカー部四誓寮） 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2005 鈴木山荘 長野県 ㈲ＡＭＯ設計事務所 ㈱竹花組 地下 一般

2005 松村医院㈱ 東京都 山本浩三都市建築研究所 三元建設㈱ 地下 一般

2005 高田馬場４丁目ビル 東京都 ㈱朝倉崇夫都市建築設計事務所 ㈱間組 地下 一般

2005 石井邸 東京都 ㈱アーキショップ 高橋建設㈱ 地下 住宅

2005 コーポ＋Ｍ３ 神奈川県 ㈱ナインマンス ㈱キクシマ 地下 一般

2005 駒場の家 東京都 アーキテクツオフィスピーツー 宗建築㈱ 地下屋根 住宅

2005 第２２グリーンビル（熊本城通町筋） 熊本県 ㈱東横イン開発 前田建設工業㈱ 屋根 一般

2005 長崎ハウス 東京都 大森伸一設計 ㈱辰 屋根 一般

2005 大森東２丁目マンション 東京都 ㈱畠山建築設計事務所 ㈱第一ヒューテック 屋根 一般

2005 自由が丘アパートメント 茨城県 ㈱スペースマシーン 安藤建設㈱ 地下屋根 一般

2005 二葉４丁目会館 東京都 佐野一級建築士事務所 ㈱三京建設 地下 一般

2005 川崎市溝の口３丁目プロジェクト 神奈川県 ㈱パワーズプロジェクトマネージメント ㈱パワーズプロジェクトマネージメント 地下屋根 一般

2005 徳江邸 東京都 ㈱伊坂デザイン工房 ㈱田中工務店・和光市 地下屋根 住宅

2005 尾崎邸 山形県 ＮＰＡ一級建築士事務所 山形建設㈱ 住宅

2005 栗原邸 東京都 アーキテクトカフェ・田井幹夫建築設計事務所 ㈱前川建設 地下 住宅

2005 加藤木プロジェクト 東京都 ㈱ドゥ・アーキテクツ ㈱ビラハウジング 屋根 一般

2005 宇佐見邸 東京都 ＤＡＴＡＲ（ダタール） ㈲オーテック 地下屋根 住宅

2005 代沢３丁目計画 東京都 ㈱大杉喜彦建築綜合研究所 ㈱佐藤秀 地下 一般

2005 八木邸 愛知県 ａａｔ＋ヨコミゾマコト建築設計事務所 ㈱志水建築 地下 住宅

2005 コ・ス・パ西神中央 兵庫県 ㈱構想建築設計研究所 コーナン建設㈱ プール 一般

2005 中町プロジェクト 東京都 ㈱エスジーマックス 本州建設㈱　㈱三東工業社 地下 住宅

2005 千住河原町プロジェクト（サンクレール） 東京都 ㈱ドゥ・アーキテクツ 工新建設㈱ 屋根 一般

2005 代田の家 東京都 ㈲ブライシュティフト ㈱司建築計画 地下 一般

2005 スタジオカーサ（葛西邸） 東京都 大林組　葛西 ㈱クマイ商店 屋根 住宅

2005 ヒルトップテラス 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2005 中込邸 埼玉県 ㈱高砂建設 ㈱高砂建設 地下 住宅

2005 古川邸 東京都 ㈱日本総合計画研究所 ㈱コラム 地下 住宅

2005 第９みずほ館 埼玉県 ㈱みずほ一級建築士事務所 ㈱市川建設 屋根 一般

2005 横山邸 神奈川県 ㈱アンビエックス ㈱磯崎工務店 地下 住宅

2005 小林邸 東京都 ㈲ＡＭＯ設計事務所 ㈱葛工務店 屋根 住宅

2005 グランシャトレ蘇我 千葉県 ㈲じあむ設計 ㈱小川建設 地下 一般

2005 山田邸(下目黒の家） 東京都 ㈱若松均建築設計事務所 和田英一建築㈱ 地下屋根 住宅

2005 フレッグ恵比寿２丁目 東京都 ㈱ハル建築研究所 鈴木孝紀建築設計事務所 ㈱第一ヒューテック 地下 一般

2005 森邸 東京都 ㈱ＰＡＯ設計 ㈱八木工務店 地下屋根 住宅

2005 宮崎中央通ビル（宮崎中央通） 宮崎県 ㈱東横イン開発 戸田建設㈱ 屋根 一般

2005 大和駅前古谷田ビル（大和駅前） 神奈川県 ㈱東横イン開発 ㈱東横建設 屋根 一般

2005 葉山介護老人施設 神奈川県 ㈱ケイ・アーキテクツ 東亜建設工業㈱ 地下 一般

2005 中野邸＋店舗 栃木県 ㈲羽鳥芳之建築設計事務所 藤建設工業㈱ 屋根 一般

2005 本田測量ビル 東京都 ガレージ・スタデオ建築・地域計画研究所 田中土建工業㈱ 地下屋根 一般

2005 幸田邸 東京都 長田直之／ＩＣＵ ㈲大門　㈱辰 屋根 住宅

2005 ７１田中ビル 神奈川県 田中土建工業㈱ 田中ビルサービス㈱ 屋根 一般

2005 山村邸 東京都 ㈲ジェネラルデザイン ㈱佐藤秀 地下 住宅

2005 砧８丁目マンション 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2005 東横イン中部国際空港ビル（中部国際空港本館） 愛知県 ㈱東横イン開発 大成建設㈱ 屋根 一般



2005 桜台のアパートメント 東京都 ㈱プライム建築都市研究所 ㈱大勝建設 屋根 一般

2005 馬事公苑テラス 東京都 ㈱スタジオアルテック 大東建設㈱ 地下 一般

2005 大野マンション 東京都 ㈱井口浩フィフス・ワールド・アーキテクツ 菊池建設㈱ 屋根 一般

2005 ヤクワレジデンス 神奈川県 ㈱アーネスト空間工房 坪井工業㈱ 地下 住宅

2005 碑文谷５丁目計画 東京都 ㈱ＩＴＯ設計 東聖建設㈱ 屋根 一般

2005 白山の家(石崎邸） 東京都 フィッシュアンドアーキテクツ ㈲吉田工務店 地下 住宅

2005 あざみ野の家（小山田邸） 神奈川県 ㈲ブライシュティフト ㈱渡辺富工務店 地下 住宅

2005 王禅寺プロジェクト５棟 神奈川県 伊佐ホームズ㈱ ㈱興和ハウジング 地下 一般

2005 ニコルＢＭＷ有馬ショールーム青葉宮前支店 神奈川県 ㈲桂田設計 ㈱三恵建設 屋根 一般

2005 鈴木邸 東京都 ㈱都市・建築計画研究所 ㈲日野建設 地下 住宅

2005 川田邸 東京都 想設計工房 ㈱山崎工務店・さいたま市 屋根 住宅

2005 Yハウス 神奈川県 ㈱アーバー建築事務所 ㈱ヤマザキ建築工業 地下屋根 住宅

2005 練馬集合住宅プロジェクト 東京都 ㈱若松均建築設計事務所 多田脩二構造設計事務所 ㈱辰 屋根 一般

2005 柏プロジェクト（グランドルチェ５） 千葉県 ㈱アルメディア ㈱冨士工 屋根 一般

2005 坂本邸 神奈川県 ㈲計画デザイン工房ナガセ アメニティライフ㈱　㈲究建築工房 屋根 住宅

2005 藤本邸 東京都 ㈲一級建築士事務所ＣＬＩＰ（クリップ） ㈱吉楽工務店 地下 住宅

2005 下馬２丁目プロジェクト 東京都 大森伸一設計 ㈱辰 地下屋根 一般

2005 オーパスⅢ 新潟県 ㈱植木組 ㈱植木組 屋根 一般

2005 本田邸 東京都 柴田建築アトリエ ㈱加殿木工 地下 住宅

2005 塩原温泉公園 栃木県 万・君島・扇屋・ＪＶ／富士見工業㈱ 屋根 公共建築

2005 井元邸 大阪府 ㈱大嶋明建築設計事務所 ㈱ヤシマ 地下 住宅

2005 三河安城安城織物ビル（三河安城駅新幹線口南） 愛知県 ㈱東横イン開発 まるひ建設㈱ 屋根 一般

2005 林ビル（リベールハヤシ） 東京都 ㈱佐川旭建築研究所 ㈱ｓｏｂｉ 地下 一般

2005 山口邸 東京都 ㈲古沢建築設計事務所 ＫＣＭ（コイケ・コンストラクション・マネージメント） 地下 住宅

2005 小林邸 神奈川県 ㈲鈴木アトリエ ㈲吉田工務店 地下 住宅

2005 根岸邸 埼玉県 アトリエ・モノグラフ 日清建設㈱（ニッシン）　㈱松村工務店 地下 住宅

2005 ヌヴェール市川２nd（アカデミア市川） 千葉県 ㈲ポイント東京計画研究所 ㈱大城組 屋根 一般

2005 大原台マンション（Ｗｉｌｌ駒沢公園） 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2005 川口マンション 千葉県 ㈲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

2005 ロイヤルシーズン成城 東京都 ㈱ディーシービー ㈱末長組 地下 一般

2005 代田５丁目計画（Ｂ＆Ａ　ＲＥＳＩＤＥＮＣＥ） 東京都 セキスイハイム東京㈱ ㈱コバ建設 地下 一般

2005 多摩川住宅 東京都 ㈱ユニ設計開発 ㈲野沢工務店 地下 住宅

2005 伊藤邸 埼玉県 ㈱高砂建設 ㈱高砂建設 地下 住宅

2005 西天満東横イン（大阪梅田東） 大阪府 ㈱東横イン開発 ㈱奥村組 屋根 一般

2005 小森・吉田邸 神奈川県 レスコハウス㈱ レスコハウス㈱　㈱浅和建設 地下 住宅

2005 下北沢プレイス 東京都 森吉直剛アトリエ 沖島工業㈱ 地下 一般

2005 ＮＳ集合住宅（カーサブリリアンテ） 東京都 ㈱共同制作 ㈱小原建設 地下屋根 一般

2005 アイダビル 東京都 アイ・プランニング ㈱アイダヤ 屋根 一般

2005 覚源院庫裡 東京都 陽和建設㈱ 陽和建設㈱　クラフトシンエー㈲ 屋根 住宅

2005 千駄ヶ谷４丁目ビル（幻冬舎新館） 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 地下屋根 一般

2005 高津邸 東京都 ㈲ｏｆｆｉｃｅマージ（オフィスマージ） ㈱フジケン・川崎市 地下 住宅

2005 茶屋之町マンション（イーズキューブ） 兵庫県 スターツ㈱ ㈱Ｔ＆Ｔエンジニアリング スターツCAM㈱ 屋根 一般

2005 前橋の家 群馬県 ㈱プライム建築都市研究所 ㈱津久井工務店 屋根 住宅

2005 黒沼邸 神奈川県 伊佐ホームズ㈱ ㈲黒沼土木 地下 住宅

2005 合原邸 神奈川県 舟橋設計事務所 ㈱ブレイン建築事務所 屋根 住宅

2005 北沢４丁目マンション 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2005 出村邸 東京都 武商事㈱ 武商事㈱ 地下 住宅

2005 大阪平野町ビル（淀屋橋駅南） 大阪府 ㈱東横イン開発 清水建設㈱ 屋根 一般

2005 高松兵庫町湊海運ビル（高松兵庫町） 香川県 ㈱東横イン開発 ㈱東横建設 屋根 一般

2005 赤坂の家（井川邸） 東京都 アトリエエスタス建築設計事務所 ㈱ｓｏｂｉ 屋根 住宅

2005 フレッグ南麻布セコンド 東京都 ㈱ハル建築研究所 鈴木孝紀建築設計事務所 住協建設㈱ 地下 一般

2005 丸山邸 千葉県 ＴＡＬＯ一級建築士事務所 モノリス秀建㈱ 屋根 住宅

2005 介護老人保健施設玉川すばる 東京都 ㈱神林建築事務所 田中土建工業㈱ 屋根 公共建築

2005 シーヴェス邸 東京都 ㈲千葉学建築計画事務所 ㈱鈴圭工務店 地下 住宅

2005 松雲閣付帯催事場（密蔵院） 埼玉県 茶室設計工房辻本 大蔵創建㈲ 地下屋根 一般

2006 会津天宝醸造 福島県 会津土建㈱ 地下 一般

2006 滝根簡易水道浄水場沈殿池拡張整備 福島県 富士工業㈱ 地下 公共建築

2006 土屋マンション 東京都 ㈱マイホーム ㈱マイホーム 地下 一般

2006 松濤住宅 東京都 アムス・インターナショナル㈱ 勝村建設㈱　三田ハウジング 地下 住宅

2006 東横イン高崎駅前（高崎駅西口１・２） 群馬県 ㈱東横イン開発 前田建設工業㈱ 屋根 一般

2006 ニコルＢＭＷ本社第２工場 神奈川県 ㈱ビームスタジオ ㈱三恵建設 屋根 一般

2006 千駄ヶ谷プロジェクト 東京都 高市都市・建築・デザイン一級建築士事務所 ㈱ｓｏｂｉ 地下 住宅

2006 草葉邸 東京都 ㈱コバ建設 地下 住宅

2006 宮田邸 東京都 ㈱ＪＷＡ建築・都市設計 ㈲トモエ工務　アートウェッブハウス㈱ 地下 住宅

2006 氷川台３丁目計画 東京都 櫻井建築設計事務所 内野建設㈱ 屋根 一般

2006 小島邸 東京都 想設計工房 ㈱渡辺富工務店 屋根 住宅

2006 富士測範㈱増改築 東京都 ㈱西野建築研究所 東急建設㈱ 屋根 一般

2006 代沢２丁目計画 東京都 竹山実建築綜合研究所 ㈱小川建設 地下 住宅

2006 雨宮邸 東京都 河内建築設計事務所 ㈱今井建設 地下 住宅

2006 進修館変電室上部改修（宮代町役場） 埼玉県 茂木建築設計工房 中村建設㈱・埼玉県 屋根 公共建築

2006 つくば春日一丁目マンション（クオラフィラーレつくば学園都市） 茨城県 ㈱朝倉建築設計事務所 多田建設㈱ 屋根 一般

2006 葉山グリーンヒル 神奈川県 ㈱ケイ・アーキテクツ 東亜建設工業㈱ 地下屋根 一般

2006 紀水苑東久留米 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建・若林建設共同企業体 屋根 一般

2006 Ｋクリニック 神奈川県 ㈲アーキステーション ㈱奥村組 地下屋根 一般

2006 釜田邸 東京都 アトリエ天工人　我伊野構造設計室 ホームビルダー㈱ 地下 住宅

2006 酒井邸 東京都 伊佐ホームズ㈱ 松木建設㈱ 地下 住宅



2006 小池精米店 東京都 上松研究室（東海大学） ㈱辰 地下屋根 一般

2006 宇田川ビル（ＰＯＩＮＴ・Ｕ－３） 東京都 ＤＳＤ建築設計事務所 清水建設工業㈱ 屋根 一般

2006 中村・川上邸 東京都 スタジオＫＯＺ ㈲関工務店・葛飾区　㈲安建（躯体工事） 地下 住宅

2006 谷アパートメント 東京都 ㈱アルヒ・テクネ 南建設㈱ 地下 一般

2006 新倉邸 東京都 ㈲正屋デザインシステマ ㈱ｓｏｂｉ 屋根 住宅

2006 コシカワハウス 東京都 山嵜雅雄建築研究室 中野建設㈱ 地下 一般

2006 小木曽邸 岐阜県 ㈱象設計集団 ㈱ナカムラ技建 屋根 住宅

2006 いわき諸橋ビル（いわき駅前） 福島県 ㈱東横イン開発 ㈱東横イン電建 屋根 一般

2006 古川邸 東京都 ＫＭ一級建築士設計事務所 円建設㈱ 地下 住宅

2006 尾花邸 東京都 ㈱マイホーム ㈱マイホーム 地下 住宅

2006 落合邸 埼玉県 ＵＡ㈲ 細田建設㈱ 屋根 住宅

2006 東武スポーツせんげん台 埼玉県 ㈱構想建築設計研究所 ㈱新井組 プール 一般

2006 Ｏ邸 神奈川県 ㈲田井勝馬建築設計工房 ㈱佐藤秀 地下 住宅

2006 スタジオＭ 東京都 ㈱設計組織アモルフ ㈱ｓｏｂｉ 地下 住宅

2006 沼津川村ビル（富士山沼津駅北口１） 静岡県 ㈱東横イン開発 ㈱東横イン電建 屋根 一般

2006 佐藤邸 神奈川県 ㈲千葉学建築計画事務所 ㈱キクシマ 地下 住宅

2006 豊玉北５Ｋビル（プリマヴェーラ） 東京都 ㈱ＫＡＩＴ建築設計工房 ヰゲタハイム㈱ 地下 一般

2006 津田マンション改修 東京都 ㈱マット設計 屋根 一般

2006 三宿の家（内田邸） 東京都 ㈲ブライシュティフト ㈱渡辺富工務店 屋根 住宅

2006 神宮前５３９ビル 東京都 石川設計工房 サンユー建設㈱ 地下 一般

2006 田園調布１丁目計画 東京都 ㈱辰 屋根 住宅

2006 平石邸 東京都 スタジオＣＹ ㈱関口工務店 地下 住宅

2006 二ノ宮邸 埼玉県 ㈱ｙｕｉ建築工房 ㈱津久井工務店 地下屋根 住宅

2006 宍道邸 東京都 アトリエフルカワ一級建築士事務所 ㈱河合建築 地下 住宅

2006 中馬込Ｄ・Ｆ棟 東京都 ＫＳ企画建築設計 ㈱小川工務店・稲城市 地下 一般

2006 湘南台街づくりの拠点 神奈川県 ㈱アークピア 田中土建工業㈱ 地下 一般

2006 アルペンフィットネスクラブ 山梨県 ㈱構想建築設計研究所 ㈱早野組 プール 一般

2006 津久井邸 東京都 エルディーケー㈲ ㈱商建シーケーホーム東京本部 地下 住宅

2006 古川邸 埼玉県 ㈱Ａｄｄ都市建築事務所 ㈱前田技建 地下 住宅

2006 前川ビル 東京都 武田建築設計事務所 中央建設㈱ 屋根 一般

2006 みんなの家渡邉邸 東京都 ㈱ハレデザイン ㈱佐藤秀 地下屋根 住宅

2006 上荻４丁目計画 東京都 ㈱アトリエファイブ ㈱森本組 地下 一般

2006 阿久澤邸 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 住宅

2006 サンルミエール２（アダージオ） 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2006 ハラモ中神アパートメント 東京都 ㈱スキーマ建築計画 扶桑建設㈱・昭島市 屋根 一般

2006 玉川１丁目計画 東京都 ㈱西尾建築設計 ㈱末長組 屋根 一般

2006 尾張一宮大鹿ビル（名古屋尾張一宮駅前） 愛知県 ㈱東横イン開発 ㈱間組 屋根 一般

2006 後藤邸 東京都 ㈱設計集団東京設計室 ㈱大場工務店 地下 住宅

2006 丹羽ビル 東京都 ㈱太平建設 ㈱太平建設 屋根 一般

2006 武蔵小山プロジェクト（ヒルズムサコビル） 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2006 サクラ共同住宅 東京都 更田邦彦建築研究所 和田英一建築㈱ 一般

2006 グリーンコート中野 東京都 吉沢設計室 内野建設㈱ 屋根 一般

2006 南青山３丁目（アール南青山） 東京都 平田晃久建築設計事務所 東急建設㈱ 地下屋根 一般

2006 東小岩長屋住宅 東京都 ㈱田中俊行建築空間設計事務所 ㈲勝又建設 屋根 一般

2006 アマックス野沢 東京都 アルファーホーム㈱ アルファーホーム㈱ 地下 一般

2006 アラオハウス 東京都 細谷功＋スタジオ４設計 渡邊建設㈱ 屋根 一般

2006 川崎砂子Ⅱ（川崎駅前砂子） 神奈川県 ㈱東横イン開発 ㈱東横イン電建 屋根 一般

2006 西崎邸 東京都 ㈲小泉アトリエ 井端建築㈱ 屋根 住宅

2006 コスパ塚本店 大阪府 ㈱構想建築設計研究所 大和ハウス工業㈱ プール 一般

2006 佐久平駅前神津ビル（佐久平駅浅間口） 長野県 ㈱東横イン開発 ㈱ヤマウラ 屋根 一般

2006 沼倉邸 東京都 アトリエ２２１㈱山田紘子建築設計事務所 ㈱岩本組 地下屋根 住宅

2006 南青山計画 東京都 ㈱ウィークエンドホームズ社 ㈱山武コーポレーション　㈱淺沼組 屋根 一般

2006 ぺんしるビル 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 地下屋根 一般

2006 ひぐらしの里日暮里駅前駐輪場 東京都 サンコーコンサルタント㈱：㈱日本設計 西松建設㈱・工藤・ＪＶ 地下 公共建築

2006 島袋邸 東京都 ㈲明建築設計 森成建設㈱ 地下 住宅

2006 コートデコ上馬 東京都 ㈲アトリエテン ㈱ジェーエスディー 沖島工業㈱ 地下 一般

2006 上目黒５丁目（ノア上目黒） 東京都 ㈱ドゥ・アーキテクツ ㈱ビラハウジング 地下屋根 一般

2006 キムハウス 栃木県 竹ノ内一雄設計事務所 安藤建設㈱ 屋根 一般

2006 岡田邸 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 住宅

2006 大分駅前ビル（大分駅前） 大分県 ㈱東横イン開発 ㈱淺沼組 屋根 一般

2006 下目黒１丁目ビル（ＮＯＩＲ　ＲＯＣＨＥ） 東京都 田中ビルサービス㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2006 垣添邸 東京都 ニッスイ・エンジニアリング㈱ 沖島工業㈱ 地下 住宅

2006 谷口邸 東京都 アトリエ天工人 レン構造設計事務所 二宮建設㈱ 地下 住宅

2006 成城Ｍ邸 東京都 ㈲田井勝馬建築設計工房 ㈱佐藤秀 地下 住宅

2006 小林邸 東京都 伊藤朱子アトリエ一級建築士事務所 ㈱河津建設　阿部建築事務所㈱ 地下 住宅

2006 ステップ町田 東京都 ワークスアソシエイツ 佳呈建設㈱ 屋根 一般

2006 辰野谷町ビル（大阪谷四交差点） 大阪府 ㈱東横イン開発 ㈱淺沼組 屋根 一般

2006 ＥＳＰエンタテイメント２号館 大阪府 ナカノ建築設計事務所 ㈱柄谷工務店 地下屋根 一般

2006 石川邸 東京都 ㈱スタジオデコ ㈱馬場工務店戸田営業所 地下 住宅

2006 酒井邸 東京都 ㈱デネフェス計画研究所 ＴＴＣ建設㈱ 地下屋根 住宅

2006 プレミエゲストハウス 神奈川県 ㈱榎本弘之建築研究所 大同工業㈱ 地下屋根 一般

2006 浅間町レジデンス 神奈川県 ㈱杉浦英一建築設計事務所 ㈱水澤工務店 地下 一般

2006 堀建設本社ビル 千葉県 設計工房 ㈱堀建設　福田建設㈱ 屋根 一般

2006 イソエハウス 東京都 細谷功＋スタジオ４設計 渡邊建設㈱ 地下屋根 一般

2006 ＴＮＫビル 東京都 ㈱日本エーコン 住友不動産シスコン㈱　ヰゲタハイム㈱　池田工建㈱ 地下 一般

2006 ＪＭ２２７プロジェクト 東京都 ㈲インテンショナリーズ 白石建設㈱ 屋根 一般



2006 千葉みなと駅前フォレストⅢビル（千葉みなと駅前） 千葉県 ㈱東横イン開発 池田工建㈱　㈱山田工務所ＪＶ 屋根 一般

2006 高円寺ビル（アイカ高円寺ビル） 東京都 ㈲アトリエアルク ㈱三浦工務店 地下屋根 一般

2006 鴨川館トロン棟 千葉県 ㈱石井建築事務所 池田工建㈱　㈱ケイテイエス プール 一般

2006 砂坂邸 東京都 ㈱榎本弘之建築研究所 ㈱アイエスエー企画建設 屋根 住宅

2006 石井邸 東京都 石井圭アトリエ ㈱スリーエフ 地下屋根 住宅

2006 水川邸 東京都 ＥＤＨ遠藤設計室 ㈱ＴＨ－１ 地下 一般

2006 嵐田邸 東京都 ㈱アルヒ・テクネ 南建設㈱ 地下 住宅

2006 仲瀬邸 東京都 設計工房山崎勝 ㈲匠恵塾 地下 住宅

2006 丸嶋ビル 東京都 内野建設㈱ 内野建設㈱ 地下屋根 一般

2006 大森パークアメニティ 東京都 井口直巳建築設計事務所 南建設㈱ 地下 一般

2006 東横イン大井町駅前ビル（品川大井町） 東京都 ㈱日創アーキテクト 前田建設工業㈱ 屋根 一般

2006 梅が丘の家（森山邸） 東京都 フィッシュアンドアーキテクツ　わいわい建築工舎 ㈲吉田工務店 地下 住宅

2006 澤田邸 東京都 建築設計室ＳＩＴＥＰＬＡＮ ㈱スリーエフ 地下 住宅

2006 藤野邸 東京都 長田直之／ＩＣＵ　ＴＡＰＳ ㈱辰 地下屋根 住宅

2006 山崎邸 東京都 ファロ・デザイン㈲吉住正文 井戸鉄建㈱ 地下 住宅

2006 別所・新家邸 東京都 八島建築設計事務所 薩摩建設㈱ 地下 住宅

2006 篠原邸 東京都 レイドプランニング一級建築士事務所 ㈲蒼技建工業 地下 住宅

2006 山崎邸 東京都 ㈱遠山工務店 地下 住宅

2006 松居・大久保邸 東京都 アトリエ２２１㈱山田紘子建築設計事務所 小川建設㈱・目黒区 地下 住宅

2006 岡山駅西口ＯＫＭビル（岡山駅西口右） 岡山県 ㈱東横イン開発 栗本建設工業㈱神戸支店 屋根 一般

2006 代々木５丁目Ｆ邸（ＦＡＪＡ） 東京都 藤井章設計事務所 三井住友建設㈱ 屋根 一般

2006 浅井邸 神奈川県 ㈱エバーグリーンホーム ㈱エバーグリーンホーム 地下 住宅

2006 神楽坂南町アパートメント 東京都 竹山実建築綜合研究所 ㈱塩浜工業 地下屋根 一般

2006 ボンボニュール中野 東京都 ㈱堀建装 佳呈建設㈱ 地下屋根 一般

2006 Ｏハウス 東京都 クラインダイサムアーキテクツ ㈱コラム 地下 住宅

2006 豊玉北５丁目計画（エバーグリーンネリマ） 東京都 セキスイハイム東京㈱特建事業部 ㈱コバ建設　セキスイハイム 地下 一般

2006 大和田邸 東京都 ㈱太平建設 ㈱太平建設 地下 住宅

2006 ワールドプリンター宅地造成 神奈川県 ツトム建築設計 内藤建設㈱ 地下屋根 一般

2006 沼津駅前小林ビル（富士山沼津駅北口２） 静岡県 ㈱東横イン開発 馬淵建設㈱ 屋根 一般

2006 ミュージアムコートワイズ 神奈川県 ㈱ナインマンス 田中土建工業㈱藤沢支店 地下 一般

2006 石原邸 東京都 レスコハウス㈱ レスコハウス㈱　㈲松苗建設工業 地下 住宅

2006 ＯＫプロジェクト 大阪府 ㈱アーネスト空間工房 ㈱柄谷工務店 地下 一般

2006 千川住宅Ｃ棟 東京都 ㈲バケラッタ 渡邊建設㈱ 屋根 一般

2006 代沢集合住宅 東京都 ㈲千葉学建築計画事務所 工新建設㈱ 地下 一般

2006 福井駅前久我ビル（東横イン福井駅前） 福井県 ㈱東横イン開発：㈱日創アーキテクト 前田建設工業㈱ 屋根 一般

2006 中村邸 東京都 ㈲丸晴工務店一級建築士事務所 ㈲丸晴工務店 地下 住宅

2006 第一商会ビル（東横イン弘前駅前） 青森県 ㈱日創アーキテクト 吉田・北斗ＪＶ 屋根 一般

2006 山崎邸 東京都 ㈱ケプラー都市建築設計 ㈱保坂工務店 地下 住宅

2006 ＵＣＫビル 東京都 成川建築研究所 ㈱岩本組 地下 一般

2006 青葉台ビルディング 東京都 ㈲荻津郁夫建築設計事務所 千代田リフォーム㈱　戸田建設㈱ 地下屋根 一般

2006 東中野プロジェクト（ｃａｓａｄｅｌａＬｕｚカサデラ） 東京都 浅井浩之建築設計事務所 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2006 旭東建材幟町ビル（広島駅南口右） 広島県 ㈱日創アーキテクト ㈱熊谷組 屋根 一般

2006 岸本邸 東京都 ＴＡＳ企画 ㈲小山建設工業　ＴＡＳ企画 地下 住宅

2006 古川駅前北日本海事ビル（古川駅新幹線口） 宮城県 ㈱東横イン開発 ㈱平野組 屋根 一般

2006 上野毛プロジェクト 東京都 ㈱ゼロワンオフィス 東聖建設㈱ 地下屋根 一般

2006 戸張邸 東京都 仲摩邦彦建築設計事務所 井戸鉄建㈱ 屋根 住宅

2006 小倉駅前ビル（小倉駅南口） 福岡県 ㈱東横イン開発 ㈱淺沼組 屋根 一般

2006 四谷３丁目ビル 東京都 デク建築設計企画㈱ ㈱カワハラ技研 地下 一般

2006 宮代町立笠原小学校 埼玉県 茂木建築設計工房 金子建設㈱ 公共建築

2006 山神邸 東京都 立石貴久建築設計事務所 ㈱片岡組 地下 住宅

2006 新名邸 東京都 ㈲小林真人建築アトリエ ㈱アイエスエー企画建設 地下 住宅

2006 古川邸 神奈川県 ＪＰホーム㈱ ＪＰホーム㈱ 地下 住宅

2006 松井邸 東京都 ㈲角倉剛建築設計事務所 ㈱内田産業 地下 住宅

2006 瀧島邸 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

2006 天理教本房西布教所 奈良県 マルスプランニング塚原設計事務所 ㈱辻岡工務店 屋根 一般

2006 荏原甘利マンション 東京都 ㈱ユニホー東京支店 ㈱辰 屋根 一般

2006 高橋物産ビル 埼玉県 ㈲大塚建築設計事務所 内野建設㈱ 屋根 一般

2006 ハートゲン邸 東京都 ㈲エルデザイン建築設計事務所（エル・デザイン） 小川建設㈱・目黒区 地下 住宅

2006 尾崎共同住宅（アンシャンテ関町） 東京都 ㈱太平建設 ㈱太平建設 屋根 一般

2006 小川直也邸 東京都 ㈱エバーグリーンホーム ㈱エバーグリーンホーム 地下 住宅

2006 逗子Ｏ邸 神奈川県 ㈲田井勝馬建築設計工房 ㈱ティ・アンド・エイアソシエイツ ㈱佐藤秀 屋根 住宅

2006 グリーンアパート（ＳＡＳＡＺＵＫＡ－ＳＵＲ－ＭＥＲ） 東京都 プロ・ジェクト、長谷山純 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2006 スケガワレジデンス 東京都 ㈲アティモント・デザイン研究所 ㈱フォルマ 屋根 一般

2006 恵比寿２丁目店舗／ＳＨＭ 東京都 積水ハウス㈱ 株木建設㈱ 地下 一般

2006 羽根木インターナショナルガーデンハウスＢ棟 東京都 ㈱Ｇ建築研究所木村設計室・㈱Ｋ計画事務所 金箱構造設計事務所 ㈱佐藤秀 屋根 一般

2006 大伝馬町大三ビル（東京日本橋） 東京都 ㈱日創アーキテクト 前田建設工業㈱ 屋根 一般

2006 オーティ・エスビル（阪急十三駅西口） 大阪府 ㈱東横イン開発 高松建設㈱ 屋根 一般

2006 立石・深沢邸 東京都 ピーターハンアソシエイツ 薩摩建設㈱ 地下 住宅

2006 本多・馬込邸 東京都 駒田建築設計事務所 ㈲山辺構造設計事務所 ㈱ｓｏｂｉ 地下 住宅

2006 青山伊東ビル 東京都 ㈱アースアート ㈱三京建設 地下 一般

2006 玉川田園調布Ｃ棟オプション 東京都 ㈱辰 地下 一般

2006 森本邸 東京都 ㈱マイホーム ㈱マイホーム 地下 住宅

2006 松本邸 東京都 アトリエガク山本学 ㈱ＴＨ－１ 地下 住宅

2006 山手の家 神奈川県 八木建築研究所 ㈱キクシマ 屋根 住宅

2006 土田邸 東京都 ㈱守屋工務店 ㈱守屋工務店 地下 住宅

2006 佐藤邸 東京都 ㈱神子島建築設計事務所 ㈱番匠工務店 地下 住宅



2006 成城１丁目の家 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 住宅

2006 日神パレステージ鴻巣中央 埼玉県 ㈱安田望建築設計事務所 多田建設㈱ 屋根 一般

2006 大森島田ビル 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

2006 上平間フラット（悠フラット） 神奈川県 ㈱共同制作 藤光建設㈱ 屋根 一般

2006 清水草薙ハイツ（アメニティホームズ） 静岡県 井口直巳建築設計事務所 ㈱ＴＯＫＡＩ 地下 一般

2006 山口邸 東京都 新見建築設計室 高正建設㈱ 地下 住宅

2006 寺内邸 東京都 ㈱三恵建設 ㈱三恵建設 屋根 住宅

2006 横山聡・結花邸 東京都 ㈱テラジマアーキテクツ寺島茂建築設計事務所 ㈱テラジマアーキテクツ 地下 住宅

2006 和田邸 東京都 深井設計工房一級建築士事務所 ㈱中塚工務店 地下 住宅

2006 久保台計画（バースシティ溝の口ピュアレ） 神奈川県 ㈱ディーシービー ㈱末長組 屋根 一般

2006 ＰＳビル 東京都 アトリエエスタス建築設計事務所 ㈱辰 屋根 一般

2006 ㈱東基新千葉工場 千葉県 中央建設㈱ 中央建設㈱ 地下 一般

2006 新八代駅前ビル（新八代駅前） 熊本県 ㈱日創アーキテクト 前田建設工業㈱ 屋根 一般

2006 西鉄久留米駅前ビル（西鉄久留米駅東口） 福岡県 ㈱日創アーキテクト ㈱熊谷組 屋根 一般

2006 ＩＫハウス 東京都 ㈲ＡＭＯ設計事務所 ㈱葛工務店 屋根 住宅

2006 アリカビル 東京都 ㈲桜井設計事務所 中央建設㈱ 屋根 一般

2006 グリーンハイツ 埼玉県 たなかまさみ設計室 ㈱三木組 屋根 一般

2006 畑尾邸 東京都 ㈱山中デザイン研究所 ㈱辰 地下 住宅

2006 国本邸№２ 神奈川県 須藤設計事務所 ㈱中川工務店 屋根 住宅

2006 大城邸 東京都 ㈲西森事務所 堀内建築構造設計事務所 白石建設㈱ 地下 住宅

2006 武蔵野の家 東京都 ㈱香川精二建築設計事務所 ガイア㈱ 屋根 住宅

2006 乾邸 長野県 パワーユニットスタジオ入江経一 笹沢建設㈱ 地下 住宅

2006 ルナロッサ渋谷 東京都 ハルアーキテクツ 村中建設㈱ 地下 一般

2006 国領神田プロジェクト 東京都 アトリエ２２１㈱山田紘子建築設計事務所 ㈱関口工務店 地下 一般

2006 新百合ヶ丘共同住宅 神奈川県 ㈲真野晃建築・環境設計 ㈱佐藤秀 地下 一般

2006 日本橋泰道ビル（日本橋浜町明治座前） 東京都 ㈱日創アーキテクト ㈱東横イン電建 屋根 一般

2006 坂西ビル 埼玉県 ガレージ・スタデオ建築・地域計画研究所 平岩建設㈱ 屋根 一般

2006 西港南台自治会館 神奈川県 ㈲白木建築設計事務所 ㈱辻本工務店 屋根 一般

2006 小林邸 東京都 ㈱パワーステーション ㈱佐藤秀 屋根 住宅

2006 ファーストレジデンス 東京都 ㈱コムズ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2006 中村邸 神奈川県 レスコハウス㈱ 住宅

2006 中目黒の住宅（ＥＬＧ中目黒住宅） 東京都 ㈲荻津郁夫建築設計事務所 ㈱竹中工務店 地下 住宅

2006 町田邸 東京都 奥村和幸建築設計室 ㈱梅村工務店 屋根 住宅

2006 西新橋２丁目計画 東京都 ㈱倉田裕之／建築・計画事務所 ㈱ジェーエスディー ㈱田中工務店・和光市 地下 一般

2006 石田邸 東京都 松井建築研究所 ㈱田久保工務店 地下屋根 住宅

2006 たまプラーザビル（新石川２丁目ビル） 神奈川県 ツトム建築設計事務所 ㈱蒲谷工務店 地下 一般

2006 千歳台２丁目マンション（ＳＡＮ・ＦＲＥＤ） 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2006 宮城邸 東京都 ㈲バケラッタ ㈱林田建設 地下 住宅

2006 新子安駅前ビル（横浜新子安駅前） 神奈川県 ㈱東横イン開発 ㈱東横イン電建 屋根 一般

2006 習志野市海浜霊園合葬式墓地 千葉県 下村純建築設計事務所 田久保建設㈱ 地下屋根 公共建築

2006 山崎邸 東京都 田中ビルサービス㈱ 田中ビルサービス㈱ 屋根 住宅

2006 青森駅前丹弥ビル（東横イン青森駅正面口） 青森県 ㈱東横イン開発 北斗建設㈱ 屋根 一般

2006 重光邸 東京都 ㈱研建築設計事務所 河野建設㈱ 地下屋根 住宅

2006 １２プロジェクト 東京都 ニューゲストハウス 我伊野構造設計室 ㈱辰 地下屋根 住宅

2006 東広島西条駅前木阪ビル（東広島西条駅前） 広島県 ㈱日創アーキテクト ㈱熊谷組 屋根 一般

2006 ヴィントシュロス 東京都 ㈲キョートミ建築設計 日本建設㈱・文京区 屋根 一般

2006 加藤邸 東京都 武商事㈱ 武商事㈱ 地下 住宅

2006 若葉町２丁目タウンハウス（コルティ仙川） 東京都 ＪＡ全農とうきょう 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2006 上原邸 埼玉県 ㈱高砂建設 ㈱高砂建設 地下 住宅

2006 稲熊邸 千葉県 前田紀貞アトリエ ㈱尾嶋建設 地下 住宅

2006 岡崎邸 東京都 ㈱ワープコーポレーション ㈱プロネット 地下 住宅

2006 相田ビル 東京都 アリナリ・アトリエ ㈱アイダヤ 地下屋根 一般

2006 二子玉川の長屋 東京都 ㈲長村英紀建築計画室 ㈱東京組 地下 一般

2006 須藤邸 埼玉県 蔦屋建設㈱ 蔦屋建設㈱ 屋根 住宅

2006 高橋邸 東京都 河合俊和建築設計事務所 池田建設㈱・港区 屋根 住宅

2006 加藤邸 東京都 レスコハウス㈱ レスコハウス㈱ 地下 住宅

2006 山本邸 神奈川県 レスコハウス㈱ レスコハウス㈱ 地下 住宅

2006 緑園５丁目マンション 神奈川県 ㈲エクセルワン 風越建設㈱ 地下 一般

2006 冨岡邸 東京都 ㈲サイト（空間工房１０１） ㈱辰 地下屋根 住宅

2006 峯岸邸 神奈川県 八島建築設計事務所 ㈲マナ・アソシエイツ　加治産業㈱ 地下 住宅

2006 渋谷メゾン 東京都 ㈲正屋デザインシステマ ㈱ｓｏｂｉ 屋根 一般

2006 ダイアパレス常盤平Ⅳ 千葉県 三平建設㈱ 三平建設㈱ 屋根 一般

2006 ＫＤ社屋（ＣＤ社屋） 長野県 ㈱三樹設計 庄栄建設㈱ 屋根 一般

2006 ウォールガーデンハウス 東京都 ㈱藤吉秀樹建築計画事務所 長谷部建設㈱ 地下屋根 住宅

2006 シティハイツ成増 東京都 ㈲ケン設計事務所 内野建設㈱ 屋根 一般

2006 本田邸 東京都 設計工房 ㈱匠恵塾 地下 住宅

2006 佛常邸 千葉県 東葛企画設計事務所 ㈲正司建設 地下 住宅

2006 成城学園６丁目ビル 東京都 ㈱朝倉崇夫都市建築設計事務所 ㈱間組 屋根 一般

2006 Ｃ＆Ｃビル 東京都 ㈱双葉設計 ㈱増岡組 地下 一般

2006 高橋邸 東京都 ㈲昴（バウ）工房 ㈲コハラ建設工業 地下 住宅

2006 信太ビル改修 埼玉県 ㈱大槻工務店・川口市 屋根 一般

2006 エミネンス瀬田（角井ビル） 東京都 楠設計 角井様 一般

2006 ＯＣＨＳＮＥＲレジデンス（オクスネール邸） 東京都 ジョージダシックアーキテクツ ㈱上島工務店 地下 住宅

2006 横井邸 神奈川県 ㈲渡辺設計 芹沢建設㈱ 地下 住宅

2006 七島邸 神奈川県 スタジオＰＡＯ（ＳＴＵＤＩＯ　ＰＡＯ＆ＰＡＲＴＮＥＲＳ） ㈱コラム建設 地下 住宅

2006 フラックス下北沢 東京都 ㈲ポイント東京計画研究所 ㈱大塚工務店 屋根 一般



2006 高島平Ｓハウス 東京都 建築設計ロートスブック　長坂設計工舎 清水建設工業㈱ 地下 一般

2006 泉区緑園４丁目計画 神奈川県 相鉄建設㈱ 相鉄建設㈱ 屋根 一般

2006 フィットネスクラブココカラ本厚木 神奈川県 ㈱構想建築設計研究所 清水建設㈱ プール 一般

2006 柚原邸 東京都 ＭｏＭｏ．㈱（モモ） ㈱尾嶋建設 地下 住宅

2006 ナカノレジデンス 東京都 ㈱アーネスト空間工房 杉本興業㈱ 地下 住宅

2006 御宿稲荷神社 東京都 だいやす建設㈱ だいやす建設㈱ 地下 一般

2006 東横イン米子ビル（米子駅前） 鳥取県 ㈱日創アーキテクト ㈱東横イン電建 屋根 一般

2006 中原区苅宿計画 神奈川県 ㈱フォルマ ㈱フォルマ 地下 一般

2006 白金台コートハウス 東京都 ㈲バケラッタ ㈱岩本組 地下 一般

2006 相模原駅前北辰企業ビル（東横イン相模原駅前） 神奈川県 ㈱日創アーキテクト 前田建設工業㈱ 屋根 一般

2006 第１２みずほ館 埼玉県 ㈱みずほ一級建築士事務所 内野建設㈱ 地下屋根 一般

2006 相生駅前なかやビル（相生駅新幹線口） 兵庫県 ㈱日創アーキテクト ㈱ソネック 屋根 一般

2006 ヒューグルエレクトロニクス飯田橋新館 東京都 ㈱堀内秀人建築設計事務所 東洋建設㈱　㈱岡本工務店 地下 一般

2006 郡邸 神奈川県 ＢＥ　ＳＴＯＮＥ／光岡徳泰建築研究所 奈良建設㈱ 地下 住宅

2006 安西邸 東京都 ㈱中山克己建築設計事務所 井口建設㈱・渋谷区 地下 住宅

2006 西葛西７丁目マンション 東京都 田中ビルサービス㈱ 田中ビルサービス㈱ 屋根 一般

2006 山田邸 神奈川県 レスコハウス㈱ レスコハウス㈱ 地下 住宅

2006 代田１丁目計画 東京都 ㈲昴（バウ）工房 鈴木綜合建設㈱　穂孝建設㈱ 地下屋根 一般

2006 大橋邸 東京都 レスコハウス㈱ ㈲海老原総業 地下 住宅

2006 フラッツマイルストーン 東京都 晟智建設㈱ 晟智建設㈱ 屋根 一般

2006 中里の住宅 東京都 ㈲荻津郁夫建築設計事務所 ㈱ｓｏｂｉ 地下屋根 住宅

2006 浦和区東岸町マンション 埼玉県 ㈱朝倉建築設計事務所 新日本建設㈱ 地下 一般

2007 県営住宅高坂団地 福島県 ㈱巴建築事務所 ㈱加地和組 屋根 公共建築

2007 フレッグ麻布十番Ｐｒｉｍｏ 東京都 ㈱ＭＩＣＨＩＲＯ建築設計 ㈱合田工務店 地下 一般

2007 高橋邸 埼玉県 サカエホーム㈱有川孝一級建築士事務所 ケイズ・アイ・カンパニー 地下 住宅

2007 フレッグ目黒三田 東京都 ㈲ＮＡＰ建築設計事務所 ㈱オーク構造設計 西松建設㈱ 屋根 一般

2007 貞源寺客殿庫裡 東京都 エムズ・アーキテクツ 薩摩建設㈱ 地下 住宅

2007 鈴木邸 東京都 ㈲クルツ二級建築士事務所 ブラウンコーポレーション 地下 住宅

2007 神田神保町１丁目ビル 東京都 中央建設㈱ 中央建設㈱ 屋根 一般

2007 寛永寺供養墓 東京都 勝村建設㈱ 勝村建設㈱ 地下 一般

2007 ボーデンハイマー邸 東京都 ㈲バケラッタ ㈱横浜組 地下 住宅

2007 溝の口Ａ計画（バースシティ溝の口エアリー） 神奈川県 ㈱ディーシービー ㈱末長組 地下屋根 一般

2007 博多駅前ビル（博多口駅前２） 福岡県 ㈱日創アーキテクト ㈱淺沼組 屋根 一般

2007 鈴木盈邸 神奈川県 ㈱三越環境デザイン 中央建設㈱ 地下 住宅

2007 竹内邸 東京都 ＡＰＳ設計室 小川建設㈱・目黒区 地下 住宅

2007 宮崎邸 東京都 設計工房 ㈲匠恵塾 地下 住宅

2007 ポールセン・モルテン邸 東京都 ㈲バケラッタ ㈱横浜組 地下 住宅

2007 ＹＳ邸 東京都 ㈱佐藤康則設計事務所 ㈱古田島工務店 屋根 住宅

2007 小林邸改修 東京都 ㈱大脇建築設計事務所 沖島工業㈱ 屋根 住宅

2007 鵠沼橘 神奈川県 ㈱エバーグリーンホーム ㈱エバーグリーンホーム 地下 住宅

2007 国分・犬塚邸 神奈川県 レスコハウス㈱ レスコハウス㈱ 地下 住宅

2007 出雲邸 東京都 藤井章設計事務所 ㈲黒潮建設 地下 住宅

2007 アルカサバハウス 東京都 エムズ・アーキテクツ コーナン建設㈱ 地下屋根 一般

2007 成城の家（重松邸） 東京都 ㈲ブライシュティフト 須賀設計事務所 ㈱渡辺富工務店 地下 住宅

2007 ジェーイーシーゲストハウス 千葉県 池田建設㈱ 三宏建設㈱　池田建設㈱・港区 地下 住宅

2007 野火止の家・１１棟 埼玉県 ㈱みずほ一級建築士事務所 ㈱市川建設 地下 住宅

2007 小林邸 東京都 ㈱杉浦英一建築設計事務所 ㈱岩本組 地下屋根 住宅

2007 佐藤邸 東京都 ㈲郡山建築設計事務所 ㈱三京建設 屋根 住宅

2007 浦和前地の家 埼玉県 ㈱志賀建築研究所 ㈲佐藤工務店 地下屋根 住宅

2007 浅見邸 東京都 熊倉洋介建築設計事務所 金箱構造設計事務所 アートウェッブハウス㈱ 屋根 住宅

2007 荻窪の家 東京都 ㈱プラネットワークス　アドレスホーム一級建築士事務所 沖島工業㈱ 地下 住宅

2007 石川邸 東京都 ㈲正屋デザインシステマ ㈱尾嶋建設 屋根 住宅

2007 橋本・富永邸 東京都 ㈲斎藤幸男建築設計事務所 成和建設㈱ 屋根 住宅

2007 松岡邸 東京都 ㈱マイホーム ㈱マイホーム 地下 住宅

2007 熱海駅前鈴木ビル（東横イン熱海駅前） 静岡県 ㈱東横イン開発 ㈱東横イン電建 屋根 一般

2007 東横イン熊本駅前（熊本駅前） 熊本県 ㈱日創アーキテクト 前田建設工業㈱ 屋根 一般

2007 香椎工業㈱別館 東京都 ㈱永峰綜合計画事務所 山忠建設㈱ 地下 一般

2007 長田邸 東京都 ㈱高砂建設 ㈱高砂建設 地下 住宅

2007 高田１丁目共同住宅（カレッジスクエア早稲田Ⅱ） 東京都 ㈱アイ・アンド・アイ建築研究所 渡邊建設㈱ 屋根 一般

2007 富士試験機製作所 東京都 ㈲高尾浩宣建築事務所 ㈲塚原建設工業 屋根 一般

2007 羽根木インターナショナルＡ・Ｃ棟 東京都 ㈱Ｋ計画事務所 金箱構造設計事務所 ㈱佐藤秀 屋根 一般

2007 鶴市邸 東京都 ｒｙｏ　ｍａｋｉｎｏ ㈱ケイ・ワイ建設 地下 住宅

2007 鵜之沢邸 神奈川県 スタジオ・ドライブ 湘南住建　㈲工藤工務店 地下 住宅

2007 神南プロジェクト 東京都 ㈲バケラッタ ㈱ＴＨ－１ 地下 一般

2007 井上商事ハイツ改修 東京都 ㈱羽奈建築事務所 ㈱羽奈建築事務所 屋根 一般

2007 森邸 東京都 ㈱菅家靖夫建築設計事務所 ㈱丸山商事 地下屋根 住宅

2007 榊原邸改修工事 東京都 ㈲高尾浩宣建築事務所 ㈲塚原建設工業 屋根 住宅

2007 伊達邸 東京都 ㈲正屋デザインシステマ ㈱尾嶋建設 屋根 住宅

2007 畠中邸 東京都 ㈱アートステーション ㈱沼澤工務店 地下 住宅

2007 因速寺本堂会館庫裏再建工事 東京都 ㈱集工舎建築都市デザイン研究所（近角真一） 松井建設㈱ 地下 住宅

2007 池上１丁目プロジェクト（エルフラット池上） 東京都 設計工房 ㈱工房匠・遠藤建設 地下 一般

2007 ＩＳＣハウス 東京都 ㈲島田建設 ㈲島田建設 地下 一般

2007 神保町原ビル 東京都 ㈱北山建築設計事務所 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2007 旭・板屋Ｂ地区再開発ビル（浜松駅北口） 静岡県 ㈱東横イン開発 ㈱東横イン電建 屋根 一般

2007 岡山駅前ビル（岡山駅西口広場） 岡山県 ㈱東横イン開発 栗本建設工業㈱ 屋根 一般

2007 ウエスト新宿ビル（満来ビル） 東京都 ㈲アルテ建築計画 ㈱琢建築構造設計 小田急建設㈱ 地下 一般



2007 新井１丁目マンション 東京都 ㈲ビーアイエス（Ｂ．Ｉ．Ｓ．）デザイン研究所 田中土建工業㈱ 地下屋根 一般

2007 石村ハイツ 東京都 ㈱アトリエ・ＫＯＤＡＭＡ建築設計事務所 白石建設㈱ 屋根 一般

2007 ＧＦ計画（ＳＮＴビル） 東京都 ㈱環建築設計事務所 西松建設㈱ 屋根 一般

2007 山田邸 神奈川県 八島建築設計事務所 ㈱栄港建設 地下屋根 住宅

2007 日本橋横田ビル（日本橋三越前Ａ４） 東京都 ㈱東横イン開発：㈱日創アーキテクト ㈱東横イン電建 屋根 一般

2007 アマックス上北沢 東京都 アルファーホーム㈱ アルファーホーム㈱ 地下 一般

2007 渡辺ビル 東京都 ㈱飯田善彦建築工房 金箱構造設計事務所 ㈱佐藤秀 屋根 一般

2007 （シセイ＆スポーツクラブ）ビッグ・エス清水 静岡県 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ プール 一般

2007 藤が丘マンション 神奈川県 ㈱西尾建築設計 ㈱末長組 地下 一般

2007 小玉邸 神奈川県 匠允建総㈱ 匠允建総㈱ 地下 住宅

2007 寒川邸 東京都 アトリエ天工人 ㈲すわ製作所 二宮建設㈱ 地下 住宅

2007 高橋マンション（エフティ本郷） 東京都 ㈱スペック 河野建設㈱ 地下 一般

2007 鳥よし赤坂店 東京都 ㈱ミクプランニング ㈱ナカモト 地下 一般

2007 中本邸 東京都 鍵山建築設計 ㈲いしい建商　㈱ハタノ工務店 地下 住宅

2007 成城２丁目の家 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 住宅

2007 吉岡邸 東京都 クラフト・シンエー㈲ クラフト・シンエー㈲ 地下 住宅

2007 等々力７丁目大平共同住宅 東京都 ㈱吉富興産一級建築士事務所 ㈱ケイクリエイト 地下屋根 一般

2007 松村邸 東京都 ㈲正司建設 ㈲正司建設 地下 住宅

2007 鈴木邸 東京都 ＥＤＨ遠藤設計室 山庄建設㈱ 地下 住宅

2007 メイプル五本木 東京都 マルスプランニング大澤設計事務所 ㈱岩本組 地下 一般

2007 ３＋１／ＡＳＡ 静岡県 ㈲安藤泰建築設計事務所（アーキテクトスタジオＡＮＤＯ） ㈲久澄建設 屋根 一般

2007 プラチナコート祐天寺 東京都 ㈲アバント一級建築士事務所 菊池建設㈱ 地下屋根 一般

2007 落合第３ビル（エスペラント落合） 東京都 田中土建工業㈱ 田中・若林ＪＶ 屋根 一般

2007 ウチダレジデンス 千葉県 ㈱アーネスト空間工房 東都建設㈱ 屋根 住宅

2007 ラ・カーサ上馬 東京都 ㈲小田達也建築設計事務所 ㈱東京組 屋根 一般

2007 池袋北口ビル（池袋北口Ⅱ） 東京都 ㈱日創アーキテクト 前田建設工業㈱ 屋根 一般

2007 舟渡１丁目（山本）マンション 東京都 ㈱東建設計 内野建設㈱ 屋根 一般

2007 東日本橋Ｓビル 東京都 ㈱レガテック・アソシェイツ 九鉄工業㈱ 地下 一般

2007 アマックス江古田 東京都 アルファーホーム㈱ アルファーホーム㈱ 地下 一般

2007 富ヶ谷アパート計画 東京都 ㈱アーキテクトファイブ ㈱梅沢建築構造研究所 ㈲共立工務店 地下 一般

2007 知的障害者入所更正施設希望 神奈川県 ㈱奥野設計 六国建設㈱ 屋根 一般

2007 翁モナコビル 神奈川県 ダン・デザインシステム㈱ 日本国土開発㈱ 屋根 一般

2007 メゾンＭコート 東京都 エル・ケー・デザインオフィス ㈱田久保工務店 屋根 一般

2007 東広島駅前ビル（東広島駅前） 広島県 ㈱日創アーキテクト 大成建設㈱ 屋根 一般

2007 ＪＡ東京中央砧支店 東京都 ㈱ベルプランニング 東光建設㈱ 地下 一般

2007 中川邸 東京都 ㈱東聖ハウスシステム ㈱東聖ハウスシステム 地下 住宅

2007 広中ビル 東京都 ㈲ＡＭＯ設計事務所 サンユー建設㈱ 地下屋根 一般

2007 ふたみ青果㈱物流センター 北海道 ㈲フロム・イン 西松建設㈱ 地下 一般

2007 赤川邸 東京都 ㈱楠設計 伊藤基礎㈱ 地下 住宅

2007 太田紙興８号ビル 東京都 片岡直樹一級建築士事務所 ㈱三浦工務店 地下 一般

2007 深沢Ⅲ 東京都 アトリエ秀 ㈱正建アーキスタ 地下 一般

2007 東日暮里６丁目計画 東京都 ㈲矢崎設計 ㈱坂入建設 地下 一般

2007 神山直樹邸 東京都 ㈱テラジマアーキテクツ寺島茂建築設計事務所 ㈱エヌ・シー・エヌ ㈱テラジマアーキテクツ 地下 住宅

2007 葉山の家 神奈川県 須藤一栄・三鴨泉建築研究所 島建設㈱ 地下 住宅

2007 神楽坂３丁目ビル 東京都 山下建築設計事務所 春日建設㈱ 地下 一般

2007 新富杉浦マンション 東京都 田中ビルサービル㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2007 インド大使公邸改修工事 東京都 ㈱プランツアソシエイツ 清水建設㈱ 地下 公共建築

2007 恵比寿南１丁目計画 東京都 セキスイハイム東京㈱ 堀松建設工業㈱ 地下 一般

2007 続邸 東京都 ㈱吉楽工務店 ㈱吉楽工務店 地下 住宅

2007 南烏山プロジェクトＡ 東京都 田中ビルサービス㈱ 田中ビルサービス㈱ 屋根 一般

2007 木村邸 東京都 ㈲バケラッタ ㈱アイガー産業 地下 住宅

2007 大谷邸 東京都 空間スタジオ 宗建築㈱ 屋根 住宅

2007 坂井祐男邸 埼玉県 ㈱高砂建設 ㈱高砂建設 地下 住宅

2007 ベアーハウス 神奈川県 成川建築研究所 ㈱福井工務店 一般

2007 仲島医院ビル 東京都 ㈱象設計 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2007 神宮前計画 東京都 設計工房 長田組土木㈱ 地下屋根 一般

2007 澤田ビル 埼玉県 ガレージ・スタデオ建築・地域計画研究所 吉沢建設㈱ 屋根 一般

2007 千葉邸 神奈川県 ㈲尾関建築設計事務所 ㈱下田土建 屋根 住宅

2007 大橋歯科医院 東京都 舟橋設計事務所 ㈱東工務店 屋根 一般

2007 飯田邸 東京都 ㈱ＰＡＯ設計 桃山建設㈱ 屋根 住宅

2007 聖徳商事・東横システム電建共同ビル 東京都 ㈱東横インアーキテクト ㈱東横イン電建 屋根 一般

2007 旭川駅前井内ビル（旭川駅前宮下通） 北海道 ㈱日創アーキテクト ㈱エスデー建設 屋根 一般

2007 井出邸 東京都 ㈱ＰＡＯ設計 ㈱ｓｏｂｉ 地下屋根 住宅

2007 （黒崎内燃機工業）松涛プロジェクト 東京都 ㈱藤吉秀樹建築計画事務所 ㈱スタジオ創 ㈱アサヒ 地下 一般

2007 土浦駅前坂本ビル（土浦駅東口） 茨城県 ㈱日創アーキテクト ㈱東横イン電建 屋根 一般

2007 百合ヶ丘マンション 神奈川県 ＥＤＨ遠藤設計室 三元建設㈱ 地下 一般

2007 祐天寺計画 東京都 ㈱ディーシービー ㈱末長組 地下 一般

2007 猪狩邸 東京都 ㈲辰野武山建築設計事務所 千原建設㈱ 地下 住宅

2007 真田邸 千葉県 ㈱青山工務店 ㈱青山工務店 地下 住宅

2007 篠原邸 東京都 ㈲ＡＭＯ設計事務所 馬淵建設㈱ 地下屋根 住宅

2007 笹下ハウス 神奈川県 ㈲アトリエアルク ㈱ジャパンプランニング　ベストトータル 地下 住宅

2007 稲野辺邸 神奈川県 ㈱造形集団一級建築士事務所 ㈱幹建設 地下 住宅

2007 石川商店ビル 東京都 サンユー建設㈱ サンユー建設㈱ 屋根 一般

2007 海保・石坂邸 東京都 ㈱マイホーム ㈱マイホーム 地下 住宅

2007 池田希邸 東京都 ㈱渡辺武信設計室 住吉建設㈱ 地下 住宅

2007 桝田邸 東京都 アトリエフルカワ一級建築士事務所 ㈱河合建築 地下 住宅



2007 岸田邸 神奈川県 ㈲岸田貴仁建築設計事務所 ㈲金井工務店 地下 住宅

2007 八木・森田邸 東京都 ㈱若松均建築設計事務所 多田脩二構造設計事務所 井端建築㈱ 地下 住宅

2007 池内裕視邸 東京都 ㈱アーキフィールド 三元建設㈱　㈱テスク 地下屋根 住宅

2007 石川町の家 東京都 ㈱佐藤康則設計事務所 太平建設㈱ 屋根 住宅

2007 前田邸（南町の家） 東京都 ㈲Ｐ・Ｄ・Ｓ・アーキテクツ ㈱まつもとコーポレーション 地下 住宅

2007 ルーブル西馬込参番館 東京都 ㈱旦設計計画 長田組土木㈱ 地下 一般

2007 村松邸 東京都 ㈱倉田裕之／建築・計画事務所 ㈱田中工務店・和光市 地下 住宅

2007 ココカラ港南台 神奈川県 ㈱構想建築設計研究所 ㈱ナカノフドー建設 プール 一般

2007 ダイナシティ八雲 東京都 ㈱エヌアンドティアーキテクツ（Ｎ＋Ｔ） 西松建設㈱ 地下 一般

2007 田園調布雙葉学園小学校外部便所 東京都 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店　㈱稲葉工務店 屋根 一般

2007 立川市高松町マンション（エクセリア立川） 東京都 ㈱レガテック・アソシェイツ ㈱片山組 屋根 一般

2007 東武スポーツプレオン船橋 千葉県 ㈱構想建築設計研究所 東武谷内田建設㈱ プール 一般

2007 アクアコート第２ 東京都 袴田喜夫建築設計室 白石建設㈱ 一般

2007 Ｓ＆Ｕビル 東京都 田中ビルサービス㈱ 一般

2007 斉藤邸 神奈川県 八木敦司建築設計事務所 渡邊技建㈱　伊藤基礎㈱ 地下 住宅

2007 グランシャトレ初台 東京都 ㈲じあむ設計 徳倉建設㈱ 地下 一般

2007 目黒本町Ｂハウス 東京都 ㈱キーホーム ㈱エイプ ㈱まる建 地下 住宅

2007 初台１丁目プロジェクト 東京都 ㈱本多図夢建築デザイン事務所 ㈱河津建設 地下 一般

2007 フォルソム邸 東京都 ㈲ＡＭＯ設計事務所 ㈱葛工務店 地下屋根 住宅

2007 佐々木邸 東京都 エルディーケー㈲ ㈱丸富工務店 地下 住宅

2007 バティ＆太田邸 東京都 ㈱ジェイ石田アソシエイツ ㈱マスノ 地下 住宅

2007 保科邸 東京都 エンゼルハウス一級建築士事務所 大作建設㈱ 地下 住宅

2007 松本邸（山手の住宅） 神奈川県 ㈲荻津郁夫建築設計事務所 ㈱キクシマ 地下 住宅

2007 川崎区小川町マンション（エクセリア川崎アウラ弐番館） 神奈川県 ㈱レガテック・アソシェイツ ㈱第一ヒューテック 屋根 一般

2007 金子邸 埼玉県 ㈱土岐新建築総合計画事務所 白石建設㈱ 屋根 住宅

2007 イハラマンション 東京都 セキスイハイム ㈱コバ建設 一般

2007 上原の集合住宅 東京都 ㈱シーラカンスアンドアソシエイツ（宇野亨・鈴木崇真） ㈱片山組 地下屋根 一般

2007 竹川邸 東京都 増田兼泰建築設計室 ㈲トータルハウジング久野 地下 住宅

2007 松川邸 神奈川県 Ａ．Ｐ．Ｅ一級建築士事務所 ㈱堀井工務店 地下 住宅

2007 羽鳥邸 東京都 ㈲バケラッタ サンユー建設㈱ 地下 住宅

2007 グランダ甲子園 兵庫県 ㈱柄谷工務店 一般

2007 田無の家（小野邸） 東京都 フィッシュアンドアーキテクツ ㈱吉田工務店 地下 住宅

2007 内藤邸 東京都 鍵山建築設計 三昭建設㈱ 地下 住宅

2007 千葉邸 神奈川県 ㈱東京組 住宅

2007 アンターク本舗習志野工場 千葉県 中央建設㈱ 中央建設㈱ 地下 一般

2007 大井フラット 東京都 池和田建築設計室 ㈱吉田工務店 地下 一般

2007 栖倭館 神奈川県 加藤晴司建築設計事務所 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2007 白金マンション（オーパスⅢ） 東京都 ㈱破風 菊池建設㈱ 地下屋根 一般

2007 Ｙハウス山際邸 東京都 添田建築アトリエ ㈲青 地下 住宅

2007 日本橋浜町又一ビル（東京駅新大橋前） 東京都 ㈱東横イン開発 ㈱東横イン電建 屋根 一般

2007 三鷹の住宅（江口邸） 東京都 ㈱若松均建築設計事務所 ㈲深澤工務店 地下 住宅

2007 フォルファドールⅡ（南品川フラッツ） 東京都 ㈱ＰＡＯ設計 ㈱菊池組 屋根 一般

2007 足利ハーベストプレイス 栃木県 ＮＴＴファシリティーズ（河村大介） 五洋建設㈱ 一般

2007 秋葉緑ヶ丘ビル 千葉県 Ｏ．Ｆ．Ｄ．Ａ．アソシエイツ（㈲伊藤博之建築設計事務所） ㈱山田工務所　㈱湯川工務所 屋根 一般

2007 産育会医院 千葉県 石井圭アトリエ ㈱川村工営 屋根 一般

2007 岡本邸 東京都 ＤＥＮ住宅研究所 北信土建㈱ 地下 住宅

2007 蒲田プロジェクト 東京都 ハルアーキテクツ ㈱小川建設 地下 一般

2007 外苑の家 東京都 ㈲Ｐ・Ｄ・Ｓ・アーキテクツ ブラウンコーポレーション（㈱ドライブディれクション） 住宅

2007 鵜の木１丁目共同住宅 東京都 谷口良太建築設計 ㈱河津建設 地下 一般

2007 三田村邸 東京都 ㈱マイホーム ㈱マイホーム 地下 住宅

2007 溝の口Ｂ計画（ロイヤルシーズン溝の口） 神奈川県 ㈱ディーシービー ㈱末長組 屋根 一般

2007 上野毛住宅 東京都 ㈲バケラッタ ㈱林田建設 地下 住宅

2007 城邸 東京都 ㈲バケラッタ ㈱林田建設 地下 住宅

2007 用賀２丁目マンション（ＧＣ用賀） 東京都 ゴルチル㈱ オリエンタル白石㈱ 地下 一般

2007 田園調布ホール＆リビング 東京都 ㈱プランテックスタイル ㈱佐藤秀 屋根 一般

2007 翁モナコビルⅡ 神奈川県 ダン・デザインシステム㈱ 日本国土開発㈱ 屋根 一般

2007 キクチレジデンス 東京都 ㈱アーネスト空間工房 アーネストホーム㈱ 地下 住宅

2007 フレッグ道玄坂セコンド 東京都 竹山実建築綜合研究所 住協建設㈱ 地下 一般

2007 五本木１３１１計画 東京都 大森伸一設計 ㈱辰 屋根 一般

2007 立野町の家（中島邸） 東京都 フィッシュアンドアーキテクツ ㈱吉田工務店 地下 住宅

2007 二葉アパートメント 東京都 竹山実建築綜合研究所　アトリエヒューテック ㈱松下産業 屋根 一般

2007 斉藤祐一郎邸 東京都 ㈲ａｔｅｌｉｅｒＡ５建築設計事務所 ㈲オーノＪＡＰＡＮ ㈱マイホーム 地下 住宅

2007 幸福の科学東京北支部精舎 東京都 ミサワホーム東京 佳呈建設㈱ 屋根 一般

2007 村田第２ビル 埼玉県 ㈱建築設計工房 ㈱大槻工務店・川口市 屋根 一般

2007 ペアシティ大岡山 東京都 ㈱アトリエモルフ建築事務所 ㈱新井組・ＮＩＳ建設共同企業体 地下 一般

2007 ＡＰＪ社屋 東京都 ㈱神子島建築設計事務所 河野建設㈱ 屋根 一般

2007 目黒区青葉台プロジェクト 東京都 ㈲バケラッタ ㈱岩本組 地下 住宅

2007 高橋ビル 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2007 早稲田鶴巻町マンション（カーサけやき並木） 東京都 ㈱共同制作 ㈱小原建設・新宿区 地下 一般

2007 本駒込ＴＯＡビル 東京都 ㈱ナカノフドー建設 ㈱ナカノフドー建設 屋根 一般

2007 豊田ビル耐震補強改修増築 東京都 ㈱吉富興産一級建築士事務所 前田建設工業㈱ 屋根 一般

2007 伊藤邸 東京都 ㈱パワーズプロジェクトマネージメント ㈱蒼鳳 地下 住宅

2007 東日暮里マンション計画 東京都 ㈱中野建築事務所 内野建設㈱ 一般

2007 新宿舟町９丁目計画 東京都 ㈱野生司環境設計 ㈱ジェーエスディー ㈱岩本組 地下屋根 一般

2007 練馬北町ビル 東京都 ㈲ケン設計事務所 内野建設㈱ 屋根 一般

2007 黒ばら本舗本社アネックス 東京都 深川良治建築計画研究室 ㈲シーアールエス構造設計研究所 白石建設㈱ 屋根 一般



2007 平澤邸（ソルテ） 東京都 Ａ．Ｌ．Ｘ．（アーキテクトレーベル・ザイン） 久米弘記建築構造研究所 ㈱フジケン・埼玉県 地下屋根 一般

2007 中村邸 神奈川県 レスコハウス㈱ 住宅

2007 南千束プロジェクト（丹羽邸） 東京都 ㈱本多図夢建築デザイン事務所 ㈱河津建設 地下 住宅

2007 横山邸 埼玉県 川木建設㈱ 川木建設㈱ 地下 住宅

2007 戸塚ハウス改修工事（伊達坂アパートメンツ） 東京都 ㈲ＡＭＯ設計事務所 アーバンハンズ 屋根 一般

2007 Sコート 埼玉県 オノデラヨシヒロ建築設計室 ㈱イズミホーム建設 屋根 一般

2007 島津山プロジェクト 東京都 横堀建築設計事務所 空創計画 ㈱ｓｏｂｉ 地下 住宅

2007 新宿２丁目大和会館計画 東京都 積水ハウス㈱ 池田建設㈱・港区　積水ハウス㈱ 地下 一般

2007 日本橋人形町３丁目ビル（グランデ人形町） 東京都 ㈱アーバンコンサルタンツ ㈱アーバンコミュニティ 地下 一般

2007 新北九州空港ビルＡ棟（北九州空港） 福岡県 ㈱日創アーキテクト ㈱熊谷組 屋根 一般

2007 下目黒５プロジェクト 東京都 ㈱和田工務店 ㈱和田工務店 地下 一般

2007 桐生駅南口駅前山策ビル（桐生駅南口） 群馬県 ㈱東横インアーキテクト 佐田建設㈱ 屋根 一般

2007 ロイヤルシーズン瀬田 東京都 ㈱ディーシービー ㈱末長組 地下屋根 一般

2007 比留間整骨院兼住宅 東京都 ㈱宮崎一級建築士事務所 ㈱山武コーポレーション 屋根 一般

2007 高林邸 東京都 設計工房 ㈱匠恵塾 地下 住宅

2007 ＡＯＢ／青葉の家 神奈川県 ㈱プライム建築都市研究所 大同工業㈱ 地下 住宅

2007 北沢１丁目プロジェクト 東京都 近代建築研究所 ㈱宍戸工務店 地下 一般

2007 Ｔｍｈ（三田２丁目邸） 東京都 ＮＣｏＡ 江中建設㈱ 屋根 住宅

2007 盛岡駅前三浦ビル（盛岡駅南口開運橋） 岩手県 ㈱日創アーキテクト ㈱高光建設 屋根 一般

2007 南町田マンション（ＡＬＩＶＥ） 東京都 ㈱児玉建築設計事務所 朝日建設㈱ 屋根 一般

2007 ランドマーク西五反田改修工事（伊藤ビルパートⅢ） 東京都 ㈱ランドビジネス 松井建設㈱ 屋根 一般

2007 ウッドハウス 東京都 ㈱マット設計 斎藤工業㈱・浦和区 屋根 一般

2007 ＣＰちばＲビル計画 千葉県 ㈱スタジオギア ㈱竹中工務店 屋根 一般

2007 福島駅東口Ⅱビル（福島駅東口２） 福島県 ㈱東横イン開発 ㈱東横イン電建 屋根 一般

2007 福島県立医科大救命救急センター 福島県 ㈱教育施設研究所 菅野建設㈱ 地下 公共建築

2007 公営住宅船戸団地４号棟 福島県 ㈲ノア・アーキテクツ ㈱三崎組 屋根 公共建築

2007 会津若松駅前丸五ビル（会津若松駅前） 福島県 ㈱日創アーキテクト 大成建設㈱ 屋根 一般

2008 タウンハウス下北沢 東京都 ㈱早川邦彦建築研究室 岩井建設㈱ 地下 一般

2008 Ａ＆Ｍハウス 東京都 岩成弘充建築研究所 ㈱佐藤秀 屋根 一般

2008 青葉台プロジェクト 東京都 戸田建設㈱ 戸田リフォーム㈱　戸田建設㈱ 地下屋根 一般

2008 内海神宮前プロジェクト 東京都 ㈱アーキノーバ建築研究所 白石建設㈱ 地下屋根 一般

2008 安藤邸 東京都 ㈱ワープコーポレーション ㈱ワープコーポレーション 地下 住宅

2008 渋谷区東２丁目プロジェクト 東京都 Ｋａデザイン ㈱アレンジタウン 地下 一般

2008 鶴見トーヨコビル（横浜鶴見駅東口） 神奈川県 ㈱東横インアーキテクト ㈱東横イン電建 屋根 一般

2008 杉谷邸 東京都 ㈲都留理子建築設計スタジオ 多田脩二構造設計事務所 ㈱スリーエフ 地下 住宅

2008 小島・久内邸 東京都 ㈱テラジマアーキテクツ寺島茂建築設計事務所 ㈱エヌ・シー・エヌ ㈱テラジマアーキテクツ 地下 住宅

2008 山田レジデンス 東京都 ㈱アーネスト空間工房 ㈱コバ建設 地下 住宅

2008 高津区二子２丁目 神奈川県 ㈱香川精二建築設計事務所 ガイア㈱ 地下 一般

2008 カトリック調布教会 東京都 ㈱村上晶子アトリエ ㈱藤木工務店 屋根 一般

2008 Ｋハウス 東京都 小宮デザイン ㈱オカダコーポレーション 地下屋根 住宅

2008 遠藤邸 神奈川県 ㈱ベル建築研究所 ㈱末長組 地下 住宅

2008 茅ヶ崎大安興業ビル（湘南茅ヶ崎駅北口） 神奈川県 ㈱東横インアーキテクト ㈱東横イン電建 屋根 一般

2008 小山東口駅前田中ビル（小山駅東口１） 栃木県 ㈱日創アーキテクト ㈱東横イン電建 屋根 一般

2008 網走駅前東横インビル（オホーツク網走駅前） 北海道 ㈱日創アーキテクト ㈱エスデー建設 屋根 一般

2008 那覇新都心樹良ビル（那覇おもろまち駅前） 沖縄県 ㈱日創アーキテクト 清水建設㈱ 屋根 一般

2008 キャトル柿の木坂プロジェクト 東京都 ㈲アトリエ・イマム　吉良森子設計 平岡建築構造研究所 ㈱大明建設 地下 一般

2008 コスパ赤塚 東京都 ㈱都市環境設計 岩田地崎建設㈱ プール 一般

2008 新潟上大川前通ビル（新潟古町） 新潟県 ㈱日創アーキテクト 清水建設㈱ 屋根 一般

2008 筑波大学付属駒場中・高等学校ロッカールーム 東京都 関根建築設計事務所 ㈱ユニホー辰カンパニー 屋根 公共建築

2008 奈良新大宮駅前ビル（奈良新大宮駅前） 奈良県 ㈱日創アーキテクト ㈱森組 屋根 一般

2008 浦部邸配管廻り止水工事 東京都 八木幸二研究室 浦部哲郎 住宅

2008 ＹＭＢＫ 東京都 ㈱ユミラ建築設計室 春山建設㈱　創信工業㈱ 地下 一般

2008 あいかわ公園工芸工房村 神奈川県 ㈱アルメディア ㈱トレカーサ工事 屋根 公共建築

2008 戸田陽子邸 神奈川県 誠和技建工業㈱ 誠和技建工業㈱ 地下 住宅

2008 南黒沢邸 東京都 エルディーケー㈲ ㈱丸富工務店 地下 住宅

2008 北岡邸 東京都 みかんぐみ ロウファットストラクチュア 井端建築㈱ 地下 住宅

2008 鶴市邸 東京都 ｒｙｏ　ｍａｋｉｎｏ ㈱ユニホー辰カンパニー 地下 住宅

2008 樋口ハウス 埼玉県 細谷功＋スタジオ４設計 ㈱内田産業 屋根 一般

2008 丸岡邸 東京都 ㈱マイホーム ㈱マイホーム 地下 住宅

2008 斎藤邸 東京都 ㈱プライム一級建築士事務所 春日建設㈱ 地下 住宅

2008 島津山計画 東京都 ㈱久間建築設計事務所 ㈱佐藤秀 地下 一般

2008 ファインビレッジ桜台 東京都 ロッポンギアーキテクト一級建築士事務所 ㈱クローバーホーム 地下 一般

2008 浦和一国 埼玉県 岩瀬アトリエ建築設計事務所㈲ ㈱田中工務店・浦和区 屋根 一般

2008 藤枝駅前青島ビル（藤枝駅北口） 静岡県 ㈱日創アーキテクト ㈱東横イン電建 屋根 一般

2008 佐世保駅前ビル（佐世保駅前） 長崎県 ㈱日創アーキテクト ㈱淺沼組 屋根 一般

2008 新宿区横寺町浅野ビル（ソーレ神楽坂） 東京都 ㈱トーヨー建設 ㈱トーヨー建設 地下 一般

2008 守谷駅前片山ビル（つくばエクスプレス守屋駅前） 茨城県 ㈱東横インアーキテクト ㈱染谷工務店 屋根 一般

2008 緒方篤邸 兵庫県 ㈱柄谷工務店デンマークハウス 住宅

2008 黒木邸 東京都 ㈲明建築設計 ㈱北野組東京支店 地下 住宅

2008 下馬の家（北澤邸） 東京都 八島建築設計事務所 薩摩建設㈱ 屋根 住宅

2008 山本邸改修工事 神奈川県 ㈱松本陽一設計事務所 山本正寿 屋根 住宅

2008 馬場邸改修工事 東京都 ㈲サイト（空間工房１０１） ㈱守屋工務店 屋根 住宅

2008 中津駅前ビル（大分中津駅前） 大分県 ㈱日創アーキテクト ㈱熊谷組 屋根 一般

2008 戸田公園大熊ビル（埼玉戸田公園駅西口） 埼玉県 ㈱日創アーキテクト ㈱高橋組（高橋宮前ＪＶ） 屋根 一般

2008 東武宇都宮西口駅前ビル（東武宇都宮駅西口） 栃木県 ㈱東横インアーキテクト エステート住宅産業㈱ 屋根 一般

2008 徳島駅前ビル（徳島駅前） 徳島県 ㈱日創アーキテクト ㈱東横イン電建 屋根 一般



2008 栗原ビル 東京都 ㈲ａｔｅｌｉｅｒＡ５建築設計事務所 間藤構造設計事務所 ㈱マイホーム 地下 一般

2008 はだの万葉の湯 神奈川県 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 屋根 一般

2008 三島３世帯住宅 東京都 ㈱永峰綜合計画事務所 斎藤工業㈱・浦和区 地下屋根 住宅

2008 ロイ電器ビル 東京都 ㈱太平建設 ㈱太平建設 屋根 一般

2008 リュウカ邸 東京都 ㈱アーネスト空間工房 ㈱片山組 地下 住宅

2008 横井邸 東京都 岩佐設計工房 ㈱匠恵塾 地下 住宅

2008 鈴木邸 東京都 ㈱ＰＡＯ設計 ㈱菊池組 屋根 住宅

2008 東大井２丁目集合住宅 東京都 ㈲エー・バイ・エーデザイン ㈱後藤組　トモ企画 屋根 一般

2008 杉浦ビル 東京都 ㈱マイホーム ㈱マイホーム 地下 一般

2008 祐天寺の住宅 東京都 斉藤力アトリエ／モンタナ興業 我伊野構造設計室 ㈱ユニホー辰カンパニー 地下 住宅

2008 岡部邸 東京都 ㈲匠デザイン工房 協和建設㈱ 地下 住宅

2008 Ｍビル 東京都 ミヤマデザイン ㈱似鳥工務店 地下 一般

2008 曽根邸 神奈川県 前田紀貞アトリエ ㈱青木工務店・大和市 地下 住宅

2008 杉山レジデンス 東京都 ㈱アーネスト空間工房 アーネストホーム㈱ 地下 住宅

2008 坂六ビル改修 東京都 ㈲神園建設 屋根 一般

2008 豊橋駅前永井ビル（豊橋駅東口） 愛知県 ㈱日創アーキテクト ㈱東横イン電建 屋根 一般

2008 播州赤穂駅前ビル（播州赤穂駅前） 兵庫県 ㈱日創アーキテクト 清水建設㈱ 屋根 一般

2008 永福町プロジェクト（サニー永福） 東京都 井口建設㈱ 井口建設㈱・渋谷区 屋根 一般

2008 北上駅東口ＰＰＪビル（北上駅東口） 岩手県 ㈱日創アーキテクト ㈱平野組 屋根 一般

2008 清水邸 東京都 設計集団ウーシーゾウ ㈱林総合建設 地下 住宅

2008 下北沢ヘリックス（代田ハウス） 東京都 ㈲アーキテクチャーワークショップ 新日本建設㈱ 地下 一般

2008 野口哲也邸 東京都 ㈱マイホーム ㈱マイホーム 地下 住宅

2008 和田興産福原町ビル（神戸湊川公園） 兵庫県 ㈱日創アーキテクト 東横システム電建・東横イン電建共同企業体 屋根 一般

2008 ヴィラＣ 千葉県 ㈲ＮＡＰ建築設計事務所　昭和女子大学森部康司 ㈱屋代工務店 屋根 住宅

2008 遠藤邸 東京都 松寿設計コンサルティング 河野建設㈱ 地下 住宅

2008 ＦＰＪビル 東京都 モノリス秀建㈱ モノリス秀建㈱ 地下 一般

2008 駒沢公園のテラスハウス 東京都 ㈲千葉学建築計画事務所 渡邊建設㈱ 地下 一般

2008 相馬別邸 長野県 アトリエガク山本学 笹沢建設㈱ 地下 住宅

2008 安藤邸 神奈川県 八島建築設計事務所 ㈱葉山工務店 屋根 住宅

2008 大森邸 東京都 ㈱中野工務店 ㈱中野工務店・目黒区 地下 住宅

2008 西荻の家（磯部邸） 東京都 ㈱アーキショップ ㈱関口工務店 屋根 住宅

2008 九段下Ｍビル 東京都 ㈲中尾英己建築設計事務所 中央建設㈱ 屋根 一般

2008 インターパークスタジアムスポーツ施設 栃木県 中村土建㈱ 中村土建㈱ プール 一般

2008 Ｋ邸 東京都 ㈱アトリエ・キュウ ㈱内田工務店 屋根 住宅

2008 坂野邸 神奈川県 前田紀貞アトリエ ㈱笠原工務店 地下 住宅

2008 廣木邸 東京都 ㈱カガヤ設計 ㈱浩建 地下 住宅

2008 深津・渡部邸 東京都 八島建築設計事務所 薩摩建設㈱ 地下 住宅

2008 武田邸 東京都 設計工房 ㈱匠恵塾 地下 住宅

2008 ＷＲ南葉山３ 神奈川県 ㈱ナカエ・アーキテクツ 加治産業㈱ 地下 住宅

2008 東が丘２棟口（Ａ・Ｂ） 東京都 東新住建㈱ 渡辺企画 地下 住宅

2008 荻野マンション（ドミールリビオン） 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 一般

2008 檜山邸 東京都 ㈱テラジマアーキテクツ寺島茂建築設計事務所 ㈱テラジマアーキテクツ 地下 住宅

2008 養心房 東京都 ㈱アーネスト空間工房 アーネストホーム㈱ 地下 住宅

2008 エスプリ・ザニモー 東京都 大嶋アトリエ 構造設計舎 ㈱宮嶋工務店 地下 住宅

2008 中原の家（名取邸） 神奈川県 ㈱関口建築設計事務所 アイサワ工業㈱ 屋根 住宅

2008 南幸２丁目ビル 神奈川県 ㈱加賀建築設計 ㈱ジェーエスディー ㈱田中工務店・和光市 地下 一般

2008 麻布十番３－３ビル 東京都 ㈱小林真人建築アトリエ ストラクチャード・エンヴァイロンメント ㈱増岡組 地下 一般

2008 南青山１計画 東京都 ㈱ＫＡＩＴ建築設計工房 ヰゲタハイム㈱ 地下 一般

2008 西浦邸 埼玉県 ㈲エドワード一級建築士事務所 日本国土開発㈱ 屋根 住宅

2008 逸見・脇田邸 東京都 ㈱マイホーム ㈱マイホーム 地下 住宅

2008 大阪野田西村ビル（大阪ＪＲ野田駅前） 大阪府 ㈱日創アーキテクト ㈱柄谷工務店 屋根 一般

2008 宝町１５１ビル（富山駅前宝町） 富山県 ㈱東横インアーキテクト 佐藤工業㈱北陸支店 屋根 一般

2008 Ｎ２プロジェクト 東京都 ㈱若松均建築設計事務所 金箱構造設計事務所 ㈱大勝建設 地下 一般

2008 冨塚・小林邸 東京都 ㈱青山工務店　㈱ユニ設計 ㈱青山工務店 地下 住宅

2008 北沢の家（松本邸） 東京都 フィッシュアンドアーキテクツ ㈱吉田工務店 地下 住宅

2008 南青山３８５計画 東京都 ㈲永山祐子建築設計 ㈱ユニホー辰カンパニー 屋根 一般

2008 須永邸 埼玉県 デザインＡ 小川工業㈱ 地下 住宅

2008 代田の家（尾田邸） 東京都 フィッシュアンドアーキテクツ 横山建設㈱ 地下 住宅

2008 筒井邸 神奈川県 ㈲サイト ㈱鈴木工務店 地下 住宅

2008 ㈱東京研文社埼玉工場 埼玉県 ㈱宮崎一級建築士事務所 ㈲鈴木構造設計 竹並建設㈱ 地下 一般

2008 豊玉北５－２４ビル 東京都 内野建設㈱設計部 内野建設㈱ 屋根 一般

2008 寺田邸 東京都 ㈱タジェール（中村雅子） 山田構造設計事務所 白石建設㈱ 地下 住宅

2008 鹿児島中央駅前ビル（鹿児島中央駅東口） 鹿児島県 ㈱日創アーキテクト ㈱熊谷組 屋根 一般

2008 佐久間邸 東京都 Ｄ．Ｏ．Ｇ（デザインオフィスゲン） ㈱池一ホーム 地下 住宅

2008 代沢Ｃ号棟 東京都 ㈱エイプ ㈱加藤構造設計事務所 ㈱匠恵塾 地下 一般

2008 宝仙学園短期大学１・２号館建替 東京都 ㈱森京介建築事務所 ㈱ナカノフドー建設 地下 一般

2008 宝仙学園中学校高等学校３号校舎建替 東京都 ㈱森京介建築事務所 ㈱ナカノフドー建設 地下 一般

2008 ユニテ読売ランドテラス 神奈川県 ㈱末長組 一般

2008 マッケンジー邸 神奈川県 ㈲アトリエアルク クラフト・シンエー㈲ 地下 住宅

2008 南馬込５丁目計画（円乗院） 東京都 遠山信夫アトリエ ㈱岩佐工商 地下 一般

2008 フォーラムエンジニアリング南青山計画 東京都 ㈱谷口建築設計研究所 ㈱竹中工務店 地下 一般

2008 小茂根１丁目マンション（スカイコート板橋参番館） 東京都 松寿設計コンサルティング 内野建設㈱ 屋根 一般

2008 石神井３丁目計画（ヒルズ石神井公園ステーション） 東京都 ㈱アル．パートナーズ建築設計 内野建設㈱ 屋根 一般

2008 相生ビル計画 神奈川県 ㈱アドバタイジング創研 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2008 アウディジャパン南東京 東京都 ㈱魁建築設計事務所 ㈱アキテム 一般

2008 田園調布プロジェクト 東京都 ㈱山嵜雅雄建築研究室 ㈱佐藤秀 地下屋根 住宅



2008 月坂保育園改築 静岡県 大宇根建築設計事務所 ㈱塚本工務店 一般

2008 阿佐谷南クリハシビル 東京都 ㈱ＥＳＰＡＤ環境建築研究所 ㈲シーアールエス構造設計研究所（ＣＲＳ） 扶桑建設㈱・豊島区 地下屋根 一般

2008 鹿野邸 東京都 アトリエ２２１㈱山田紘子建築設計事務所 ㈱内田工務店 屋根 住宅

2008 酒井邸 東京都 永田・織本建築設計事務所 ㈱オカダコーポレーション 地下屋根 住宅

2008 高倉邸 東京都 設計工房 ㈲西富建設　㈱さくらホーム 地下 住宅

2008 赤川邸 東京都 ㈱池一ホーム ㈱望月工務店 地下 住宅

2008 鈴木邦彦邸 東京都 ㈱マイホーム ㈱マイホーム 地下 住宅

2008 岡本邸 神奈川県 ㈱榎本弘之建築研究所 宗建築㈱ 地下 住宅

2008 外苑北ＳＲＣビル 東京都 ㈲スペースデザインスタジオ 河野建設㈱ 地下 一般

2008 用賀４丁目プロジェクト（斎藤政彦ビル） 東京都 ハルアーキテクツ ㈱東京組 地下屋根 一般

2008 藤井邸 神奈川県 ㈱マイホーム ㈱マイホーム 地下 住宅

2008 敦賀駅前引場ビル（敦賀駅前） 福井県 ㈱東横インアーキテクト 石黒建設㈱ 屋根 一般

2008 小笠原邸 東京都 ㈱小笠原正豊建築設計事務所 ㈱岩本組 地下屋根 住宅

2008 新宿区本塩町プロジェクト 東京都 ㈱レガテック・アソシェイツ 九鉄工業㈱ 地下 一般

2008 平塚駅北口昭栄ビル（湘南平塚駅北口１） 神奈川県 ㈱日創アーキテクト 松井建設㈱ 屋根 一般

2008 山口邸 東京都 マチダアーキテクツオフィス ㈱アイエスエー企画建設 地下 住宅

2008 中野３丁目プロジェクト 東京都 ㈱アーキ・プライム ㈱パワーズプロジェクトマネージメント 屋根 一般

2008 田村邸 東京都 ワイケー建築設計デザイン ㈱エヌ・シーエヌ 地下 住宅

2008 石山駐車場止水 千葉県 田中土建工業㈱ 一般

2008 服部邸 東京都 ㈱アーネスト空間工房 アーネストホーム㈱ 地下 住宅

2008 小山寝装㈱つくば下妻工場 茨城県 中央建設㈱ 中央建設㈱ 地下 一般

2008 ローヤルフラワースクール南馬込ビル 東京都 ㈱ＰＡＯ設計 ㈱八木工務店 地下屋根 一般

2008 プロトプラス増築工事 東京都 納谷建築設計事務所 かい構造設計 ㈱河津建設 屋根 一般

2008 羽衣ビル 東京都 大塚一級建築士事務所 ㈱ナカノフドー建設 地下 一般

2008 吉田マンション・黄楊の木コート改修工事 東京都 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2008 嵐邸 東京都 ㈱マイホーム ㈱マイホーム 地下 住宅

2008 大塚邸 東京都 ㈱ＪＩＮ建築都市計画研究所 ㈱中野工務店・目黒区 地下 住宅

2008 青木芳久邸 神奈川県 レスコハウス㈱ レスコハウス㈱ 地下 住宅

2008 高野邸 東京都 メジロスタジオ ㈱スリーエフ 地下 住宅

2008 神山町ビル 東京都 ㈱セレステアソシエイツ ㈱ユニホー辰カンパニー 屋根 住宅

2008 北原邸 東京都 ㈲バケラッタ ㈱葛工務店 地下屋根 住宅

2008 石川邸 東京都 スペースファブリック 三芳建設㈱ 地下 住宅

2008 木村邸 神奈川県 ㈲アトリエアルク クラフト・シンエー㈲ 地下 住宅

2008 森本邸 東京都 ㈱アーネスト空間工房 アーネストホーム㈱ 地下 住宅

2008 テアーガルテン（富士見台大野マンション） 東京都 田中土建工業㈱ 一般

2008 鈴木邸 東京都 ㈱ナカヤマアーキテクツ ㈱渡辺富工務店 地下 住宅

2008 藤本邸 東京都 ㈱ナカヤマアーキテクツ ㈱渡辺富工務店 地下 住宅

2008 勝原徳道邸 東京都 ㈱マイホーム ㈱マイホーム 地下 住宅

2008 代々木上原の住宅Ⅱ 東京都 ㈲アトリエキャンプ 米持建設㈱ 地下屋根 住宅

2008 新東海化工㈱焼津工場 静岡県 大和ハウス工業㈱静岡支店一級建築士事務所 大和ハウス工業㈱ 一般

2008 吉田邸 東京都 ㈱難波和彦＋界工作舎 小川建設㈱・目黒区 地下 住宅

2008 内山邸 東京都 ㈱トーワ綜合システム ㈱シェルター建築設計事務所 小川建設㈱・目黒区 地下 住宅

2008 大久保ビル 東京都 内野建設㈱設計部 内野建設㈱ 屋根 一般

2008 那須の家 栃木県 ㈲川久保智康建築設計事務所 久米弘記建築構造研究所 ㈱ＤＩ・ＳＡＮＷＡコーポレーション 屋根 住宅

2008 東桜２丁目ビル（名古屋新栄町） 愛知県 ㈱日創アーキテクト ㈱奥村組 屋根 一般

2008 ライトウィル神山町 東京都 ㈲バケラッタ ㈱岩本組 地下 一般

2008 小丸邸 神奈川県 ㈲上原建築設計事務所 ㈱保コーポレーション 地下 住宅

2008 森田ビル 東京都 ㈱マイホーム ㈱マイホーム 地下 一般

2008 ＹＺキューブ 東京都 ㈱吉富興産一級建築士事務所 渡邊建設㈱ 地下屋根 一般

2008 三村マンション（エムズ高円寺） 東京都 マルスプランニング大澤設計事務所 丸善建設工業㈱ 屋根 一般

2008 白金台菅原ビル 東京都 ㈱ゆう設計アトリエ 内野建設㈱ 屋根 一般

2008 池袋交通㈱役員社宅（金邸） 東京都 ㈱アルゴ　伊藤忠グループシーアイウッド㈱一級建築士事務所 ㈱高政工務店 地下 住宅

2008 大渡邸 東京都 平尾寛設計事務所 ㈱佐藤秀 地下 住宅

2008 自由が丘ビル 東京都 ㈲田井勝馬建築設計工房 ㈱ユニホー辰カンパニー 地下 一般

2008 ふじみ野スポーツクラブ(東武スポーツクラブプレオンふじみ野） 埼玉県 ㈱構想建築設計研究所 東武谷内田建設㈱ プール 一般

2008 大木邸 東京都 ㈱スリーエフ ㈱スリーエフ 地下 住宅

2008 尾山台共同住宅 東京都 シンクウカン一級建築士事務所 レスク㈱ 屋根 一般

2008 長谷川邸 東京都 ㈱マイホーム ㈱マイホーム 地下 住宅

2008 松本邸 東京都 ㈱マイホーム ㈱マイホーム 地下 住宅

2008 オートバックス東戸塚店 神奈川県 東西建築サービス㈱ 大洋建設㈱・横浜市 屋根 一般

2008 大塚の家 東京都 ＭＯＲＯ設計事務所 ㈱佐藤秀 地下 住宅

2008 日本橋馬喰町ビル（神田秋葉原） 東京都 ㈱ケイパートナーズアーキテクツ ㈱ナカノフドー建設 屋根 一般

2008 ナイト邸 東京都 ㈱ＪＷＡ建築・都市設計 ㈱佐藤秀 地下 住宅

2008 タマオキレジデンス 東京都 ㈱アーネスト空間工房 アーネストホーム㈱ 地下屋根 住宅

2008 降畑邸 埼玉県 ㈱みずほ一級建築士事務所 ㈱みずほ 屋根 住宅

2008 村山邸 東京都 ㈱テラジマアーキテクツ寺島茂建築設計事務所 ㈱エヌ・シー・エヌ ㈱テラジマアーキテクツ 地下 住宅

2008 佐藤邸 東京都 大橋渉建築設計事務所 宗建築㈱ 地下 住宅

2008 仙台飼料㈱工場新設 宮城県 ㈱錢高組東北支店 地下 一般

2008 滝根簡易水道浄水場ろ過池 福島県 富士工業㈱ 地下 公共建築

2008 二本松市市民交流拠点施設 福島県 ㈱青島裕之建築設計室 菅野・野地ＪＶ 屋根 公共建築

2009 府中市寿町１丁目ビル 東京都 内藤建設㈱設計部 内藤建設㈱ 地下屋根 一般

2009 栄町内田ビル 埼玉県 ㈱環境設計 ㈱大槻工務店・川口市 屋根 一般

2009 親和電機㈱豊田営業所 愛知県 小林幸三郎建築設計事務所 ㈱ナカシロ 屋根 一般

2009 フジワラハウス 東京都 細谷功＋スタジオ４設計 渡邊建設㈱ 屋根 住宅

2009 岐阜羽島駅前ビル（岐阜羽島駅新幹線南口） 岐阜県 ㈱東横インアーキテクト ㈱東横イン電建 屋根 一般

2009 ＡＣＲビル 東京都 ㈱双葉設計 ㈱増岡組 地下 一般



2009 小山５丁目マンション 東京都 ㈲アーキテクト・インナーデザイン ㈱東京組 地下 一般

2009 たまプラーザ駅周辺開発計画Ａ街区（Ⅲ期） 神奈川県 ㈱東急設計コンサルタント 東急建設㈱横浜支店 屋根 一般

2009 アップビルド神宮前 東京都 ㈱キクシマ一級建築士事務所 ㈱ホープス東京支店 地下 一般

2009 洗足池クリニック（洗足池病院№２） 東京都 ㈱アートステーション 小川建設㈱・大田区 屋根 一般

2009 ㈱キング社宅 東京都 ㈱アーネスト空間工房 アーネストホーム㈱ 地下 住宅

2009 荻窪の家計画 東京都 ㈱香川精二建築設計事務所 ガイア㈱ 屋根 住宅

2009 小山７丁目住宅 東京都 ㈱佐藤秀一級建築士事務所 ㈱佐藤秀 地下屋根 住宅

2009 位高邸 東京都 ㈲八尾廣建築計画事務所 ㈱関口工務店 地下 住宅

2009 浅草甲州屋ビル 東京都 ㈲Ｕ．Ｒ．Ａ ㈱河津建設 地下屋根 一般

2009 湘南鎌倉総合病院 神奈川県 ㈱新都計画 ㈱熊谷組 屋根 一般

2009 ウォールハウス 静岡県 ㈱芦沢啓治建築設計事務所 大同工業㈱ 屋根 住宅

2009 舘野邸 埼玉県 ＲＥＰ研究所 ㈱小川建設 地下 住宅

2009 トーホービル向原（トーホーハウス小竹向原） 東京都 コア設計（㈱菊地設計） 薩摩建設㈱ 地下 一般

2009 南青山Ｙ邸２ 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

2009 桜上水３丁目Ａ・Ｂ棟（イル　シエロ、ラ　フォレスタ） 東京都 加藤晴司建築設計事務所 田中土建工業㈱ 地下屋根 一般

2009 ラミアール玉川防水工事（山本貴司マンション） 東京都 田中ビルサービス㈱ 一般

2009 新鎌ヶ谷駅前ビル（千葉新鎌ヶ谷駅前） 千葉県 ㈱東横インアーキテクト ㈱笹原工務店 屋根 一般

2009 佐藤邸 東京都 ㈱関繁明建築設計事務所 山太商事㈱ 地下 住宅

2009 天理教本芝房分教会増築 埼玉県 マルスプランニング塚原設計事務所 平岩建設㈱ 屋根 一般

2009 ＭＺ（ＭＦＣ社宅） 大阪府 長田直之／ＩＣＵ ㈱シーズ・カーサ 地下 住宅

2009 早稲田大学大久保キャンパスカフェ 東京都 ナスカ（古谷誠章）＋久米設計共同企業体 大成建設㈱ 屋根 一般

2009 小野路霊園管理事務所 東京都 ㈲スタジオトポス　田中絵里建築設計事務所 増田建築構造事務所 ㈱小倉工務店 地下屋根 一般

2009 メゾン三池 東京都 伊藤功建築設計事務所 ㈱東聖ハウスシステム 地下 一般

2009 上原邸 東京都 ㈱本多図夢建築デザイン事務所 東光建設㈱ 地下 住宅

2009 東大泉の家（高橋邸） 東京都 ㈱アービア設計事務所 ㈱小野組 地下 住宅

2009 佐々木邸 東京都 森下建築設計室 田中ビルサービス㈱ 地下屋根 住宅

2009 長野駅前坂口ビル（長野駅善光寺口） 長野県 ㈱東横インアーキテクト ㈱東横イン電建 屋根 一般

2009 日比谷頴川ビルエイセン 東京都 ㈱デザインステージ ㈱本間組 屋根 一般

2009 長谷川邸 東京都 ㈲ラスティック建築研究所 ㈱伊庭工務店 地下 住宅

2009 ガーランド東雪谷改修工事 東京都 田中ビルサービス㈱ 屋根 一般

2009 木戸脇邸 東京都 ＫＳ企画建築設計 ㈱荒木工務店・調布市 地下 住宅

2009 八千代市営墓地合葬式墓地棟 千葉県 ㈱東京ランドスケープ研究所　㈱ＩＦＡ計画 ㈱曽根構造設計事務所 周郷建設㈱ 地下 公共建築

2009 松本邸 東京都 建築計画網大系舎 ㈱建匠 地下 住宅

2009 大津マルヤマビル（京都琵琶湖大津） 滋賀県 ㈱東横インアーキテクト ㈱東横イン電建 屋根 一般

2009 尾崎邸 東京都 ㈱山崎ブラザーズ建設事務所 ㈱山崎ブラザーズ建設事務所 屋根 住宅

2009 高山邸 東京都 ＭＤＳ一級建築士事務所 ㈱ＭＩＤ研究所 渡邊技建㈱ 地下 住宅

2009 淵野辺駅前ビル（横浜線淵野辺駅南口） 神奈川県 ㈱東横インアーキテクト ㈱東横イン電建 屋根 一般

2009 石井邸 東京都 小澤春美建築設計事務所 ㈱三恵建設 屋根 住宅

2009 たまプラーザ駅周辺開発計画Ａ街区（Ⅲ期）№２ 神奈川県 ㈱東急設計コンサルタント 東急建設㈱横浜支店 屋根 一般

2009 南馬込５丁目計画（円乗院）№２ 東京都 遠山信夫アトリエ ㈱岩佐工商 地下 一般

2009 太子堂の家（大場邸） 東京都 フィッシュアンドアーキテクツ ㈱吉田工務店 地下 住宅

2009 太田駅前Ｄスタイルビル（群馬太田駅南口） 群馬県 ㈱東横インアーキテクト 石川建設㈱ 屋根 一般

2009 和久井邸 東京都 ㈲辰野武山建築設計事務所 ㈲太陽ＹＮ２１ 地下 住宅

2009 多摩ビル東京平和教会 東京都 ㈱アルファモデュール 根本工務店 地下屋根 一般

2009 三島駅前室伏ビル（富士山三島駅） 静岡県 ㈱日創アーキテクト ㈱東横イン電建 屋根 一般

2009 小山５丁目マンション 東京都 ㈲アーキテクト・インナーデザイン ㈱東京組 屋根 一般

2009 駒場集合住宅 東京都 ㈲伊藤博之建築設計事務所（Ｏ．Ｆ．Ｄ．Ａ．アソシエイツ） ㈱池田建築設計事務所 ㈱佐藤秀 地下屋根 一般

2009 蓮井邸 東京都 ㈱本多図夢建築デザイン事務所 ㈱河津建設 地下 住宅

2009 圓福寺永代供養墓 東京都 ㈱渡辺富工務店 地下 一般

2009 森邸（小路の家） 東京都 深澤設計 リズムデザイン ㈱河合建築 地下 住宅

2009 ＢＷハウス 東京都 アーネストアーキテクツ㈱ アーネストホーム㈱ 地下屋根 住宅

2009 ＭＯハウス 東京都 ㈱ゼロワンオフィス 小川建設㈱・目黒区 屋根 住宅

2009 平塚駅前梅屋ビル（湘南平塚駅北口２） 神奈川県 ㈱東横インアーキテクト ㈱東横イン電建 屋根 一般

2009 薬王寺井上ビル改修工事 東京都 田中土建工業㈱ 井上様 屋根 一般

2009 鹿児島駅中央駅西口ビル（鹿児島中央駅西口） 鹿児島県 ㈱日創アーキテクト 多田建設㈱九州支店 屋根 一般

2009 緑が丘自治会館 東京都 谷山建築設計室 ㈲オーノＪＡＰＡＮ ㈱光正工務店 地下 一般

2009 フローリット梅島改修工事 東京都 田中ビルサービス㈱ 屋根 一般

2009 西片の集合住宅（ＥＡＳＴ　ＨＩＬＬＳ） 東京都 建築舎四季㈱ 小西泰孝建築構造設計 ㈱ユニホー辰カンパニー 屋根 一般

2009 特別養護老人ホームみたか紫水園 東京都 ㈱佐藤康則設計事務所 ㈱三浦組 地下屋根 公共建築

2009 ブルーム南青山 東京都 ㈱アドバタイジング創研 中野建設㈱ 地下 一般

2009 井上邸 東京都 八島建築設計事務所 薩摩建設㈱ 地下 住宅

2009 本牧共同住宅 神奈川県 ㈲中谷俊治スチューディオ ㈱石井工務店 地下 一般

2009 本郷２丁目住宅 東京都 アトリエア・ポイントデザイン ㈱山崎工務店・さいたま市 地下 住宅

2009 南烏山プロジェクトＳ 東京都 田中ビルサービス㈱ 田中ビルサービス㈱ 屋根 一般

2009 神楽坂Ｋビル 東京都 ㈱プランツアソシエイツ ㈱佐藤秀 屋根 一般

2009 守屋マンション 東京都 ㈱レガテック・アソシェイツ ㈱くるま 屋根 一般

2009 建林松鶴堂戸田工場第２事務所ビル 埼玉県 アラキ＋ササキアーキテクツ（Ａ＋Ｓａ）　大津彰義建築設計事務所 ㈲蕨工務店 地下 一般

2009 西麻布ハウス 東京都 ㈱小川晋一都市建築設計事務所 ㈱岩本組 地下 住宅

2009 仲台寺庫裡 東京都 ㈱佐藤秀 屋根 住宅

2009 平沼邸 神奈川県 ㈲ホームスィートホームメイド ㈲平沼組 地下 住宅

2009 久保ビル 東京都 ㈲ウッズライフカンパニー 西村建設㈱ 地下 一般

2009 井崎邸 東京都 竹山実建築綜合研究所 西村建設㈱ 地下屋根 住宅

2009 和泉３丁目プロジェクト 東京都 宮内武志・建築設計事務所 小原建設㈱ 地下 一般

2009 久保井邸 東京都 ㈱本多図夢建築デザイン事務所 ㈱河津建設 地下 住宅

2009 狭山ヶ丘高等学校（Ｈ２０）藤沢校舎 埼玉県 ㈱北田設計事務所 戸田建設㈱関東支店 地下 一般

2009 町田駅前岡ビル（町田駅小田急線東口） 東京都 ㈱東横インアーキテクト 谷津建設㈱ 屋根 一般



2009 石垣港ターミナル前マーマポケットビルＭＭＰ（石垣島） 沖縄県 ㈱日創アーキテクト ㈱大米建設 屋根 一般

2009 神宮前ミミビル 東京都 石川設計工房 ㈱ユニホー辰カンパニー 地下 一般

2009 村上邸 東京都 フラットハウス 長橋工務店 地下 住宅

2009 四谷の家 東京都 アーネストアーキテクツ㈱ アーネストホーム㈱ 地下 住宅

2009 ブリーズ目黒 東京都 岩成弘充建築研究所 ㈲オオルリ建設 地下 住宅

2009 小豆畑邸 東京都 ｎＳｔｕｄｉｏ植木健一 ＹＳＥ 創信工業㈱ 地下 住宅

2009 丸山邸 東京都 岩間航設計事務所　庄野健太郎建築設計事務所 小笠原工務店㈱ 地下屋根 住宅

2009 吉田邸 石川県 長田直之／ＩＣＵ ＴＡＰＳ ㈱長坂組 住宅

2009 横須賀魚市場梱包センター 神奈川県 ㈱大林組横浜支店一級建築士事務所 ㈱大林組 屋根 一般

2009 長瀬邸 静岡県 松井建築研究所 大同工業㈱ 地下 住宅

2009 太子堂プロジェクト 東京都 ㈱ワクト ㈱ワクト 地下屋根 一般

2009 中村マンション 東京都 田中ビルサービス㈱ 田中ビルサービス㈱ 屋根 一般

2009 サンエス日本橋小伝馬町ビル 東京都 日本国土開発㈱ 日本国土開発㈱ 屋根 一般

2009 二見邸 東京都 ㈱ア・シード建築設計 田中土建工業㈱ 屋根 住宅

2009 木村邸 東京都 エルディーケー㈲ ㈱葉山工務店 地下 住宅

2009 井口マンション 東京都 ㈱設計集団ＰＬＵＳ ㈱東京組 地下屋根 一般

2009 松ヶ丘熊澤マンション 東京都 ㈱杉浦建築設計事務所 ㈱似鳥工務店 地下 一般

2009 昭和学院新キャンパス計画 千葉県 ㈱日建設計 大成建設㈱千葉支店 屋根 一般

2009 潮田幼稚園 神奈川県 ㈱松本陽一設計事務所 ㈱鴻池組 屋根 一般

2009 下北沢ビル（サニーしもきたⅡ） 東京都 ㈱五味建築設計事務所 ㈱さぎ沼建設 地下屋根 一般

2009 Ｎ邸（中嶋邸） 神奈川県 七里設計 ㈲構造企画研究所 田中土建工業㈱ 屋根 住宅

2009 石原邸 東京都 ㈱東京組 住宅

2009 林邸 東京都 杉本興業㈱ 杉本興業㈱ 地下 住宅

2009 南品川４丁目（Ｂ）計画（ルミエール南品川Ｂ） 東京都 川辺直哉建築設計事務所 吉田一成構造設計室 ㈱三浦工務店 地下 一般

2009 中澤邸 東京都 アトリエＴ＋Ｋ 江中建設㈱ 屋根 住宅

2009 道玄坂２丁目ビル 東京都 ｈｏｕ建築設計事務所 ㈱増田建築構造事務所 伊藤建設㈱ 地下 一般

2009 荒木邸 東京都 レスコハウス㈱ レスコハウス㈱ 地下 住宅

2009 恵比寿２丁目マンション 東京都 アルファーホーム㈱　積水ハウス㈱東京特建事業部 ㈲アルファ・ホーム 地下 一般

2009 関谷邸 東京都 ㈱建築設計事務所フリーダム ㈱キミ建設 地下 住宅

2009 ファースト・アロー本社 東京都 ㈱宮崎一級建築士事務所 竹並建設㈱ 地下 一般

2009 田町日工ビル 東京都 ㈱榎本弘之建築研究所 ㈱熊谷組 屋根 一般

2009 河村邸 東京都 ㈱ジー・キューブ設計事務所 横田建設マネジメント㈱ 地下 住宅

2009 赤羽西３丁目プロジェクト 東京都 平田晃久建築設計事務所 萬田隆構造設計事務所 ㈱三浦工務店 地下屋根 一般

2009 冨士見マンション 東京都 アトリエ塊 内野建設㈱ 屋根 一般

2009 鈴木様青葉台ビル（あすウェル青葉台） 神奈川県 大和ハウス工業㈱横浜支店 村本建設㈱　大和ハウス工業㈱ プール 一般

2009 ロージー邸 東京都 ㈱アールテクニック一級建築士事務所 ㈱東京組 屋根 住宅

2009 祐天寺プロジェクト 東京都 石井井上建築事務所 ㈱一吉建設 屋根 一般

2009 杉井邸 東京都 レスコハウス㈱ レスコハウス㈱ 地下 住宅

2009 クニオカハウス 東京都 細谷功＋スタジオ４設計 渡邊建設㈱ 屋根 一般

2009 大井町プロジェクト 東京都 ㈱ネオタイド建築計画 ㈱興建社 地下屋根 一般

2009 ロッポンギ∑Ｘ（六本木シグマエックス） 東京都 ㈲正屋デザインシステマ ㈱ウラタ 屋根 一般

2009 谷尻邸 東京都 スターパイロッツ ㈱スリーエフ 地下 住宅

2009 川崎市西部地域療育センター 神奈川県 ㈱松本陽一設計事務所 ㈱大藤建設 屋根 一般

2009 小倉駅北口Ｋビル（小倉駅新幹線口） 福岡県 ㈱日創アーキテクト 田代建設㈱ 屋根 一般

2009 ＫＢＳビル改修工事 東京都 ㈱小原建設・新宿区 屋根 一般

2009 増井邸 奈良県 ㈱スタジオキューブ ㈱ナカノフドー建設 屋根 住宅

2009 松庵３丁目ビル 東京都 ㈲四宮建築設計 内野建設㈱ 地下 一般

2009 台東４丁目ビル（シモジンビル） 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

2009 パレスＳＥＮ南千束 東京都 ㈱河津建設 ㈲レン構造設計事務所 ㈱河津建設 地下 一般

2009 佐野邸 神奈川県 ㈱アトリエ秀 高橋建設㈱ 地下 住宅

2009 阮秀山邸 東京都 空間舎 ナカコーポレーション㈱　瀬戸見建設㈱ 地下 住宅

2009 鈴木邸 埼玉県 ㈱エスパシオ ㈱エスパシオ 地下 住宅

2009 立川１丁目計画（トーシンレジデンス森下） 東京都 松寿設計コンサルティング 内野建設㈱ 屋根 一般

2009 スミス邸 東京都 ㈱ＷＡＭ設計 陽和建設㈱ 地下 住宅

2009 栄和共同住宅Ａ・Ｂ棟 東京都 ㈱アーキメディア 中村建築事務所 ㈱佐藤秀 地下 一般

2009 笹塚 東京都 ㈲沼宮内建設 ㈲沼宮内建設 地下 住宅

2009 涌井邸 東京都 ㈱守屋工務店 ㈱守屋工務店 地下 住宅

2009 林邸 東京都 ㈱神子島建築設計事務所 ㈱市川工務店 地下 住宅

2009 苑風会歯科診療所寄宿舎 東京都 ㈱北山建築設計事務所 ㈱大城組 屋根 一般

2009 矢野邸 東京都 ㈱アルゴ ㈱関口ホームテック 地下 住宅

2009 矢野邸 東京都 ファンタスティックデザイン 渡邊技建㈱ 地下 住宅

2009 薬円台のバレエスタジオ 千葉県 ㈱空間研究所 堀江建設工業㈱ 屋根 一般

2009 熊谷邸 東京都 ㈲ジェネラルデザイン ㈱ユニホー辰カンパニー 地下屋根 住宅

2009 タウンハウス荻窪 東京都 ㈱早川邦彦建築研究室 ㈱ユニホー辰カンパニー 地下 一般

2009 神楽坂２号館 東京都 ｃｏｏｃａｎ　ｓｔｕｄ．小谷野一級建築士事務所 ㈱佐藤秀 屋根 一般

2009 天理教麹町大教会教職舎棟 東京都 マルスプランニング塚原設計事務所 松井建設㈱ 屋根 一般

2009 掛川駅前ヨシコンビル（掛川駅新幹線南口） 静岡県 ㈱東横インアーキテクト ㈱東横イン電建 屋根 一般

2009 用賀ＳＦＧ（欅アパートメント） 東京都 ㈱吉富興産一級建築士事務所 構造設計工房デルタ 渡邊建設㈱ 地下屋根 一般

2009 福生駅前ビル（福生駅前東口） 東京都 ㈱日創アーキテクト ㈱ナカノフドー建設 屋根 一般

2009 渋谷邸 東京都 ナカノ建築設計事務所 ㈲今野設計室 工新建設㈱ 屋根 住宅

2009 小林邸 東京都 六器建築設計事務所　㈱設計工房飛翔 横沢建設㈱ 地下屋根 住宅

2009 トレステージ中野 東京都 内野建設㈱設計部 内野建設㈱ 屋根 一般

2009 大蔵邸 東京都 ㈱アーキショップ ㈱関口工務店 地下 住宅

2009 道の駅よしおか温泉 群馬県 ㈱プランツアソシエイツ ㈱津久井工務店・飯塚建設ＪＶ 屋根 公共建築

2009 丸山球場改築建築工事 愛媛県 ㈱東京ランドスケープ研究所　㈱ＩＦＡ計画 ㈱山下工務店 屋根 公共建築

2009 第２メゾン芹田改修工事 東京都 田中ビルサービス㈱ 屋根 一般



2009 中山邸 東京都 ㈱石原山口計画研究所 安藤建設㈱ 地下 住宅

2009 クラウド 東京都 ㈱アドバタイジング創研 日高建設㈱ 地下屋根 住宅

2009 武田邸 東京都 上田邦宏建築事務所 中田工業㈱ 地下 住宅

2009 錦糸町北口３丁目ビル 東京都 ㈱建築計画研究所都市梱包工房 ㈱ナカノフドー建設 地下 一般

2009 みずほ館１７ 埼玉県 ㈱みずほ一級建築士事務所 増木工業㈱ 地下屋根 一般

2009 峰岸邸 東京都 アトリエＯＤＫ ㈱河津建設 地下 住宅

2009 ヴァンタジオ 東京都 増田兼泰建築設計室 ㈱東京組 地下 一般

2009 磯崎邸 東京都 ㈱マイホーム ㈱マイホーム 地下 住宅

2009 エイ・スクエア改修工事 東京都 谷津建設㈱ 屋根 一般

2009 Ｋ２ 東京都 ジブログデザイン㈱ ジブログデザイン㈱ 地下 住宅

2009 露崎邸 神奈川県 ジーエーファクトリー㈱ＧＡ ㈱浅和建設 地下 住宅

2009 日吉本町１丁目ビル 神奈川県 中央建設㈱ 中央建設㈱ 屋根 一般

2009 小川マンション（アルメリア） 東京都 ㈱太平建設 ㈱太平建設 屋根 一般

2009 南神田ビル（ＭＫビル） 東京都 スペースコンセプト ㈱岩本組 地下 一般

2009 ＡＫ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

2009 北沢１丁目計画 東京都 ㈱五味建築設計事務所 ㈱さぎ沼建設 地下屋根 一般

2009 野方６丁目計画（ウィンクルム野方） 東京都 ㈱環境建築設計 空間構造計画室 白石建設㈱ 地下屋根 一般

2009 遠藤・小山邸 東京都 松寿設計コンサルティング だいやす建設㈱ 屋根 住宅

2009 佐藤邸 東京都 川嶋玄建築事務所 ㈲黒潮建設 地下 住宅

2009 ＪＲ足利駅前ビル（栃木足利駅北口） 栃木県 ㈱東横インアーキテクト 空間構造計画室 ㈱東横イン電建 屋根 一般

2009 ザハウスオンムーンリットヒル（市川邸） 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㈱ 地下屋根 住宅

2009 立教学院新座キャンパス新体育館 埼玉県 郡リース㈱東京事業所一級建築士事務所　㈱ライジング一級建築士事務所 郡リース㈱ 地下 一般

2009 本駒込ＴＯＡビル補修 東京都 ㈲本郷シーリング 一般

2009 フレッグ東麻布改修 東京都 ㈱エレマックス 屋根 一般

2009 ㈱ダイチ店舗加工場 宮城県 ㈲フロム・イン 野口建設㈱ 一般

2009 皆川邸 宮城県 ㈱渡辺武信設計室 ㈱阿部和工務店 地下 住宅

2009 十勝グレーンセンター㈱第一期サイロ建設工事 北海道 ㈱錢高組 一般

2009 田村市立緑小学校 福島県 清水公夫研究所 ㈱鈴船建設 公共建築

2009 野地眼科改修工事 福島県 ㈲フジカズ建設 屋根 一般

2009 ＪＡ仙台大豆乾燥調製集出荷貯蔵施設 宮城県 全農宮城一級建築士事務所 ㈱ナカノフドー建設東北支社 地下 一般

2010 加藤邸駐車場 宮城県 ㈲フロムイン ㈱藤田興業 屋根 一般

2010 神宮前６丁目計画プロジェクト（表参道プロジェクト） 東京都 ㈲ケイファイルズ 大塚建築構造設計室 ㈱増岡組 地下 一般

2010 馬車道ＲＡビル 神奈川県 大塚一級建築士設計事務所 ㈱ナカノフドー建設 地下 一般

2010 聖光三ツ藤保育園 東京都 ㈱アマテラス都市建築設計 横沢建設㈱ 屋根 一般

2010 田原町駅前ビル（上野田原町駅） 東京都 ㈱東横インアーキテクト ㈱アルテック ㈱東横イン電建 屋根 一般

2010 Ｓ邸（下馬の家） 東京都 ㈱ＡＰＳ設計室 横田建設マネジメント㈱ 地下 住宅

2010 ミナミナガサキの住宅 東京都 小田和弘建築設計事務所 コンフォート㈱ 地下 住宅

2010 佐々木・小池邸 神奈川県 鍵山建築設計 三伸建設㈱ 地下 住宅

2010 川田邸 東京都 ㈱テラジマアーキテクツ寺島茂建築設計事務所 ㈱テラジマアーキテクツ 地下 住宅

2010 高見澤邸 東京都 ㈲上原英克建築設計事務所 叶構造設計 ㈱大槻ホーム 地下 住宅

2010 上原邸 東京都 ㈲バケラッタ ㈱林田建設 屋根 住宅

2010 柏の葉キャンパス１４７街区 千葉県 ㈱鴻池組　アモルフ　三井不動産 ㈱ＴＩＳ＆ＰＡＲＴＮＥＲＳ ㈱鴻池組 地下屋根 一般

2010 谷中霊園立体埋蔵施設整備工事 東京都 ㈱市来崎建築事務所 ㈱宗川工務店　㈱石井工務店 地下 公共建築

2010 佐藤行延邸 東京都 ㈱古平真建築研究所 ㈱岩本組 地下 住宅

2010 ロワール浅草馬道通り 東京都 ㈱秀研設計 馬淵建設㈱ 屋根 一般

2010 ワイズⅡ 東京都 ㈲アルテ建築計画 ㈱琢建築構造設計 大豊建設㈱ 地下 一般

2010 東京土建杉並支部会館 東京都 ㈲村口設計 ㈱増田建築構造事務所 内野建設㈱ 地下屋根 一般

2010 和歌山駅前東ビル（和歌山駅東口） 和歌山県 ㈱東横インアーキテクト ㈱土屋組関西支店 屋根 一般

2010 横内邸 東京都 ㈲タフ建築設計事務所 ネオアートフラスコ　羽生鉄筋㈱ 屋根 住宅

2010 日光市立藤原中学校校舎改築 栃木県 ㈱フケタ設計 東武建設㈱斉藤ＪＶ 屋根 公共建築

2010 ＳＴプロジェクト 東京都 アーネストアーキテクツ㈱ アーネストホーム㈱ 地下 住宅

2010 高崎メディカルクリニック 群馬県 石井圭アトリエ 躍升建設㈱ 屋根 一般

2010 ＴＸ研究学園駅前Ｄ３ビル（つくばエクスプレス研究学園駅北口） 茨城県 ㈱東横インアーキテクト クレハ錦建設㈱ 屋根 一般

2010 岡山駅前福武ビル（岡山駅東口） 岡山県 ㈱日創アーキテクト アイサワ工業㈱ 屋根 一般

2010 市谷安藤邸 東京都 ㈱アル．パートナーズ建築設計 金箱構造設計事務所 住協建設㈱ 地下屋根 住宅

2010 内田マンション 東京都 ㈲矢崎設計 ㈱小川建設・新宿区 地下 一般

2010 橋本駅北口原ビル（橋本駅北口） 神奈川県 ㈱東横インアーキテクト 谷津建設㈱ 屋根 一般

2010 神楽坂テラス 東京都 ＤＥＮ建築設計事務所 春日建設㈱ 地下 一般

2010 水崎邸 東京都 ㈱難波和彦＋界工作舎 小川建設㈱・目黒区 地下 住宅

2010 鹿島邸 東京都 アトリエムサシ ㈲深澤工務店 地下 住宅

2010 広島駅前ビル（広島駅前大橋南） 広島県 エーペックスコンサルタント 広島菱重興産㈱ 屋根 一般

2010 ふぢハイツ改修工事 東京都 ㈱羽奈建築事務所 屋根 一般

2010 ジェイパーク青葉台アパートメント改修工事 東京都 ジェイパーク青葉台アパートメント管理組合 屋根 一般

2010 グリーンハウス 東京都 石川設計工房 ㈱ユニホー辰カンパニー 地下 一般

2010 大岡山デッキ 東京都 池和田建築設計室 ㈱吉田工務店 地下 一般

2010 佐野邸 東京都 ㈲バケラッタ ㈱葛工務店 地下 住宅

2010 西村邸 大阪府 日本プランニング一級建築士事務所 ㈱淺川組 屋根 住宅

2010 八潮駅前立花ＡＤＭビル（つくばエクスプレス八潮駅北口） 埼玉県 ㈱東横インアーキテクト ㈱東横イン電建 屋根 一般

2010 片岡邸 東京都 エルディーケー㈲ ㈱ウエハラ 地下 住宅

2010 麻布十番ＯＴＭビルディング 東京都 ㈲アーキテクチャーワークショップ北山恒 金箱構造設計事務所 ㈱ユニホー辰カンパニー 地下 一般

2010 丹羽邸 東京都 宮原建築設計室 ㈱関口工務店 地下屋根 住宅

2010 足立十全病院計画 東京都 松本光生建築設計事務所 杉本興業㈱ 地下 一般

2010 朝霞商事神谷共同住宅 東京都 松畑建築事務所 山忠建設㈱ 地下 一般

2010 永福２丁目計画ＨＨＨ 東京都 シーラカンスＫ＆Ｈ㈱堀場弘 ㈱オーク構造設計 ㈱藪崎工務店 地下 一般

2010 今井邸 東京都 三芳建設㈱一級建築士事務所 三芳建設㈱ 地下 住宅

2010 清水一成邸 東京都 ㈱マイホーム ㈱マイホーム 地下 住宅



2010 松永邸 東京都 平尾寛設計事務所 小島工務店 地下 住宅

2010 アルカサーノ改修工事 東京都 田中ビルサービス㈱ 屋根 一般

2010 大野邸 愛知県 ㈲ＡＭＯ設計事務所 小原建設㈱名古屋支店 地下屋根 住宅

2010 東向島６丁目マンション（スカイコート墨田向島ＥＡＳＴ） 東京都 井上康仁建築設計事務所 池田建設㈱ 地下 一般

2010 池上３丁目マンション（スカイコート池上壱番館） 東京都 井上康仁建築設計事務所 池田建設㈱ 地下 一般

2010 松野邸 東京都 フラットハウス 長橋工務店 地下 住宅

2010 落合邸 東京都 ㈱テラジマアーキテクツ寺島茂建築設計事務所 ㈱エヌ・シー・エヌ ㈱テラジマアーキテクツ 地下 住宅

2010 西蒲田Ｋ邸 東京都 ㈱設計工房飛翔 横沢建設㈱ 屋根 住宅

2010 狛江市元和泉１丁目計画（フォンターナ狛江） 東京都 ㈱アル．パートナーズ建築設計 松井建設㈱ 屋根 一般

2010 南町共同住宅 東京都 アトリエヒューテック ㈱松下産業 地下屋根 一般

2010 岡山邸 東京都 井口直巳建築設計事務所 エムステージ 地下 住宅

2010 ヤマダレジデンス 東京都 アーネストアーキテクツ㈱ アーネストホーム㈱ 地下 一般

2010 成田邸 東京都 ＦＯＢホームズ（エフオービーアソシエイション） ㈱まつもとコーポレーション 地下 住宅

2010 下作延５３７計画 神奈川県 ㈱ディーシービー ㈱末長組 屋根 一般

2010 神楽坂３丁目ビル 東京都 山下建築設計事務所 春日建設㈱ 地下 一般

2010 千葉駅東口芝田ビル（千葉駅東口） 千葉県 ㈱東横インアーキテクト ㈱大城組 屋根 一般

2010 平田邸 東京都 ㈱カワベハウジング ㈱東京組　岡野建設 地下 住宅

2010 山中邸 東京都 ㈲辰野武山建築設計事務所 ㈲太陽ＹＮ２１ 地下 住宅

2010 坂井邸 東京都 ㈱五味建築設計事務所 ㈱さぎ沼建設　井口建設㈱ 地下屋根 住宅

2010 スロマンレジデンス 東京都 アーネストアーキテクツ㈱ アーネストホーム㈱ 地下 住宅

2010 鶴橋オリエンタルビル（大阪鶴橋駅前） 大阪府 ㈱日創アーキテクト ㈱淺沼組 屋根 一般

2010 京都五条大宮ビル（京都五条大宮） 京都府 ㈱日創アーキテクト ㈱淺沼組 屋根 一般

2010 上田邸 熊本県 アトリエウエダ 松本建設㈱ 屋根 住宅

2010 アオキレジデンス 東京都 アーネストアーキテクツ㈱ 杉本興業㈱ 地下 一般

2010 三上邸 神奈川県 アーキノーバ建築研究所 ㈲山辺構造設計事務所 大同工業㈱湘南支店 地下屋根 住宅

2010 安久邸 東京都 アトリエガク山本学 ㈱ＴＨ－１ 地下 住宅

2010 廣瀬邸 東京都 東京セキスイハイム㈱本社 ㈱鳶小池工業 地下 住宅

2010 小林邸 東京都 オカニワデザイン ㈲山辺構造設計事務所 岡庭建設㈱ 地下 住宅

2010 エックスログスクエア棟 東京都 ナカコーポレーション㈱　瀬戸見建設㈱ 地下 住宅

2010 タウンハウス永山補修工事 東京都 一般

2010 山下邸 東京都 ㈲ますいいリビングカンパニー ㈲ますいいリビングカンパニー 屋根 住宅

2010 福石邸 東京都 ㈲サイト ㈱渡辺富工務店 地下 住宅

2010 奥山邸 東京都 長田直之／ＩＣＵ　ＴＡＰＳ 平成建設㈱ 屋根 住宅

2010 西新宿５丁目マンション（アネックス西新宿） 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㈱ 地下 一般

2010 竹原邸 東京都 苑設計計画 北沢建設㈱ 地下 住宅

2010 いとう眼科 茨城県 ㈱ＧＥＮ設計 昭和建設㈱ 屋根 一般

2010 松阪駅前中川ビル（伊勢松阪駅前） 三重県 ㈱東横インアーキテクト ㈱奥村組 屋根 一般

2010 白山３丁目マンション 東京都 ㈲津田設計事務所 内野建設㈱ 屋根 一般

2010 潮田幼稚園Ⅱ期 神奈川県 ㈱松本陽一設計事務所 ㈱鴻池組 屋根 一般

2010 複合福祉施設縁（ゆかり） 埼玉県 ㈲ウエルデザイン 鈴木克臣構造設計事務所 ㈱斉藤組 屋根 一般

2010 中村邸 東京都 ㈱北園空間設計 岡建工事㈱ 地下 住宅

2010 伊藤邸 新潟県 ㈱松岡建築設計事務所 秀和建設㈱ 地下 住宅

2010 マルクス森邸 東京都 ㈱坂茂建築設計 星野建築構造設計事務所 平成建設㈱ 地下屋根 住宅

2010 赤浦邸 東京都 ㈱黒川紀章建築都市設計事務所 ㈱岩本組 屋根 住宅

2010 橋本邸 東京都 ㈱リオタデザイン ㈱ホープス 屋根 住宅

2010 ゴンゾーパークハウス（メゾンブランジュ） 東京都 ㈱吉富興産一級建築士事務所 渡邊建設㈱ 地下屋根 一般

2010 高輪台住宅（岩田邸） 東京都 阿部建築研究室 ㈱マイスタジオ ㈱渡辺富工務店 地下 住宅

2010 吉田邸 東京都 ㈱アセットフォー ㈱アセットフォー 地下 住宅

2010 秋谷Ｔ邸（高田一毅邸） 神奈川県 水口建築デザイン室 日本住建㈱　㈱平野工務店 地下屋根 住宅

2010 吉田邸 東京都 ㈱フェイズ計画研究所 ㈱佐藤淳構造設計事務所 渡邊技建㈱ 地下 住宅

2010 ＡＮ邸 静岡県 ㈱野中建築計画 ㈱石井工務店 地下屋根 住宅

2010 松山邸 東京都 ㈱匠恵塾 ㈱ミュー設計室 ㈱匠恵塾 地下 住宅

2010 桶川工業ビル 東京都 ㈱石原山口計画研究所 今井産業㈱東京支店 地下 一般

2010 世田谷区千歳台３丁目世田谷園舎 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2010 龍井邸書庫 神奈川県 ㈱アル．パートナーズ建築設計 亀井工業㈱ 地下 住宅

2010 村上さんち 東京都 ㈱アーツ＆クラフツ建築研究所 クレモナ建築構造研究所 高橋建設㈱ 地下 住宅

2010 新石川３丁目プロジェクト 神奈川県 工藤建設㈱ 工藤建設㈱ 屋根 住宅

2010 千間台西ビル 埼玉県 ㈲デ・アルテ　アルテ建築設計事務所 田中ビルサービス㈱ 地下 一般

2010 エヌイーケムキャット㈱つくば事業所事務厚生棟 茨城県 ㈱サム建築研究所 ㈱川村工営 屋根 一般

2010 第参三陽館 埼玉県 ㈱みずほ一級建築士事務所　岡部設計 千代本興業㈱ 地下屋根 一般

2010 日本橋富沢町ビル（日本橋税務署前） 東京都 ㈱日創アーキテクト ㈱ナカノフドー建設 屋根 一般

2010 久下邸 埼玉県 宮崎一級建築士事務所 竹並建設㈱ 屋根 住宅

2010 永田邸改修工事 東京都 ㈱創進 屋根 住宅

2010 碑文谷プロジェクト 東京都 ㈱若松均建築設計事務所 金箱構造設計事務所 白石建設㈱　ミサワホーム東京 地下屋根 一般

2010 ＫＨハウジング 東京都 設計組織ＡＤＨ ㈱構造計画プラス・ワン 白石建設㈱ 地下 一般

2010 金原邸 東京都 木下・萩生田建築設計事務所 ㈱富山工務店 屋根 住宅

2010 松田邸 東京都 ナフ・アーキテクト＆デザイン㈲ 沖島工業㈱ 屋根 住宅

2010 吉田邸 東京都 プロスタイルデザイン㈱ ㈱辰建匠 地下 住宅

2010 中目黒の住宅 東京都 ㈲バケラッタ ㈱岩本組 地下 住宅

2010 渡辺邸 東京都 ㈱杉浦英一建築設計事務所 ㈱ジェーエスディー ㈱関口工務店 地下屋根 住宅

2010 中野坂上小宮山プロジェクト 東京都 アトリエ２２１㈱山田紘子建築設計事務所 ㈱小川建設・新宿区 屋根 一般

2010 代々木上原アパートメント 東京都 竹山実建築綜合研究所 ㈲山辺構造設計事務所 新発田建設㈱北関東支店 地下屋根 一般

2010 渡辺邸 東京都 ㈲ますいいリビングカンパニー ㈲ますいいリビングカンパニー 地下 住宅

2010 成城Ｈ邸（原田邸） 東京都 ㈱井上尚夫総合計画事務所 テクトニックコンサルタンツ ㈱佐藤秀 地下 住宅

2010 実践学園中学・高等学校自由学習館 東京都 ナスカ ㈱オーク構造設計 大成建設㈱東京支店 地下 一般

2010 ハラレジデンス 東京都 アーネストアーキテクツ㈱ アーネストホーム㈱ 地下 住宅



2010 東邦亜鉛㈱安中製錬所電解棟 群馬県 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 屋根 一般

2010 恵比寿３丁目プロジェクト 東京都 ㈱杉浦英一建築設計事務所 ㈱ジェーエスディー ㈱岩本組 地下 一般

2010 都筑が丘第２自治会館 神奈川県 栗原正明建築設計室 桐野建築構造設計 ㈱横溝工務店 地下 一般

2010 三田４丁目コートハウス（本間邸） 東京都 ㈲矢崎設計 ㈱ユニホー辰カンパニー 地下 一般

2010 下馬プロジェクト 東京都 レイドプランニング一級建築士事務所 ㈱エヌ・シー・エヌ ㈱オープンハウスディベロップメント　㈱芝建設 地下 住宅

2010 鵠沼桜が丘の家（案志邸） 神奈川県 ㈲ブライシュティフト ㈱渡辺富工務店 地下 住宅

2010 池田尚大邸 東京都 ㈱テラジマアーキテクツ寺島茂建築設計事務所 ㈱エヌ・シー・エヌ ㈱テラジマアーキテクツ 地下 住宅

2010 吉仲邸 東京都 ㈲辰野武山建築設計事務所　有限事業責任組合テイクス ㈲太陽ＹＮ２１ 地下 住宅

2010 野本ビル 東京都 ＤＥＮ建築設計事務所 ㈲野崎設計 春日建設㈱ 地下 一般

2010 岩田邸 東京都 森吉直剛アトリエ ㈱青 地下 住宅

2010 有村邸（東玉川プロジェクト）ＨＴＧ 東京都 新関スタジオ 長谷川大輔構造計画 ㈱青 屋根 住宅

2010 コバヤシレジデンス 東京都 アーネストアーキテクツ㈱ アーネストホーム㈱ 地下 一般

2010 ラ・セーヌあざみ野南Ｂ棟 神奈川県 ㈱原設計一級建築士事務所 ㈱東京組 地下 住宅

2010 光明院檀信徒会館 東京都 ㈲太陽寺設計工房 白石建設㈱ 地下屋根 一般

2010 峰山霊園合葬式墓所 神奈川県 下村純建築設計事務所　相模原市役所 ㈱タジリ住建 地下屋根 公共建築

2010 小林邸 東京都 ㈲アルキノーバ ㈱日本クラフトラボ ㈱辰建匠 屋根 住宅

2010 用賀４丁目プロジェクト 東京都 ㈱若松均建築設計事務所 金箱構造設計事務所 白石建設㈱ 屋根 一般

2010 バースシティ大田中央計画（バースシティ太田中央） 東京都 ㈱ディーシービー ㈱末長組 屋根 一般

2010 松岡・松が谷ビル 東京都 名倉建築設計事務所 松井建設㈱ 屋根 一般

2010 ＫＳレジデンス 東京都 アーネストアーキテクツ㈱ アーネストホーム㈱ 地下 住宅

2010 目黒１丁目マンション 東京都 ㈲アルファ・ホーム ㈲アルファ・ホーム 地下 一般

2010 アラキフォーリングウォーターＨ邸 千葉県 ㈱西野建築研究所 ㈱石間工務店 地下屋根 住宅

2010 浅川邸 神奈川県 富永哲史建築設計室 ㈱池一ホーム 地下 住宅

2010 中村邸 東京都 設計工房 ㈱Ｋ・コンストラクション 地下 住宅

2010 和光設備新事務所 東京都 ㈲ＩＥ設計工房 ㈱中野工務店 地下 一般

2010 恵比寿２丁目寄宿舎 東京都 木下・萩生田建築設計事務所 五洋建設㈱ 地下 一般

2010 岸ビル（サンウェル） 神奈川県 田中ビルサービス㈱ 田中ビルサービス㈱ 屋根 一般

2010 代々木上原マンション（コリーナ代々木上原） 東京都 ㈱中野建築事務所 内野建設㈱ 屋根 一般

2010 高木邸 東京都 日比生建築計画研究所 クレモナ建築構造研究所 ㈱マヤ建設 地下 住宅

2010 新大阪東口ビル（新大阪駅東口） 大阪府 ㈱日創アーキテクト 西田工業㈱大阪支店 屋根 一般

2010 石井商事㈱八潮工場増築 埼玉県 睦建設㈱一級建築士事務所 冬木工業㈱ 地下 一般

2010 宮崎邸 東京都 ㈱テラジマアーキテクツ寺島茂建築設計事務所 ㈱エヌ・シー・エヌ ㈱テラジマアーキテクツ 地下 住宅

2010 河野邸 東京都 一級建築士事務所プレイス ㈱東京組 地下 住宅

2010 矢野邸 東京都 ㈱杉浦英一建築設計事務所 ㈱渡辺富工務店 屋根 住宅

2010 水川邸 東京都 ＭＤＳ一級建築士事務所 ㈲仲野工務店 地下 住宅

2010 恵比寿Ｙ邸 東京都 田井勝馬建築設計工房 ＴＴＣ建設㈱ 地下 住宅

2010 Ｋハウス 東京都 成川建築研究所 小原建設㈱ 地下屋根 一般

2010 田無富士見幼稚園 東京都 内野建設㈱設計部 内野建設㈱ 地下屋根 一般

2010 佐々木邸 東京都 ㈲明建築設計 ㈱石野建設 地下 住宅

2010 函館低温物流センター内畜産ＰＣ改修工事 北海道 ㈲フロム・イン ㈱菱山山崎組 一般

2010 木村屋ビル 東京都 ㈱アル．パートナーズ建築設計 金箱構造設計事務所 北野建設㈱ 地下屋根 一般

2010 早渕戸建分譲プロジェクト（Ｅ１～Ｅ６）６棟 神奈川県 工藤建設㈱ 工藤建設㈱ 屋根 住宅

2010 プロス神宮前ビルディング 東京都 進藤建築設計事務所 ㈱池田工務店 屋根 一般

2010 代田４丁目プロジェクト 東京都 大森設計　ユニホー辰カンパニー ㈱ユニホー辰カンパニー 屋根 住宅

2010 林邸 神奈川県 リンク建築設計工房 ㈱栄港建設 地下 住宅

2010 久坂邸 東京都 佐々木正明建築都市研究所 ランドアート㈲ 小川建設㈱・目黒区 地下 住宅

2010 安田邸 東京都 都留理子建築設計スタジオ 日祥工業㈱ 屋根 住宅

2010 簔口マンション改修工事 東京都 春山建設㈱ 屋根 一般

2010 実務教育ビル 東京都 ㈲アルキノーバ 薩摩建設㈱ 屋根 一般

2010 奥沢３丁目マンション計画（レジデンシャルステート奥沢） 東京都 ㈱ＩＡＯ竹田設計 内野建設㈱ 屋根 一般

2010 白戸邸 東京都 西武建工㈱ 西武建工㈱ 地下 住宅

2010 井上邸 神奈川県 オルタスクエア㈱ ㈱吉田工務店 地下 住宅

2010 西ヶ原の家 東京都 ㈱若松均建築設計事務所 ㈱スリーエフ 地下 住宅

2010 子安通３丁目（開洋館） 神奈川県 加藤晴司建築設計事務所 ㈱松尾工務店 屋根 一般

2010 大渡邸 神奈川県 集設計 匠建設㈱ 地下 住宅

2010 三浦工務店亀有寮 東京都 ㈱マルタ設計 ㈱三浦工務店 地下 一般

2010 鈴木邸 東京都 ㈱鈴木工務店 ㈱鈴木工務店 地下屋根 住宅

2010 平野邸 東京都 平野崇建築設計事務所 ニエダ＋ヒサエダアーキテクツ ㈱吉田工務店 地下 住宅

2010 並木邸 東京都 板元英雄建築設計事務所 万葉建設㈱ 地下 住宅

2010 南青山３丁目プロジェクト 東京都 ㈱佐々木設計事務所 ㈱辰 屋根 一般

2010 牛込警察署河田町交番庁舎（２２）改築工事 東京都 ㈱建築設計社 大祥工業㈱ 地下 公共建築

2010 ルシエール川口（川口並木マンション） 埼玉県 ㈱建築設計工房 ㈱大槻工務店・川口市 屋根 一般

2010 黒沢邸 東京都 ㈱ＤＭＣインターナショナル ㈲千倉建設 地下 住宅

2010 大塚邸 神奈川県 たなかまさみ設計室 ㈲大塚建築工房 地下 住宅

2010 植田邸 東京都 滝沢設計 大作建設㈱ 地下 住宅

2010 山口邸 東京都 ㈱建築設計事務所フリーダム ㈲下山工務店 地下 住宅

2010 辰沼の家（内藤邸） 東京都 オカヒラ建築設計ジムショ岡平 ㈱坂上工務店 地下 住宅

2010 キッズタウン東十条 東京都 田口知子建築設計事務所 第一建設工業㈱ 屋根 一般

2010 椎名内浜トイレ設置 千葉県 旭市都市整備課建築班（千葉県旭市役所　林） 宮前建設㈱千葉支店 屋根 公共建築

2010 斧邸 東京都 ㈲アルコーブＵ ㈱ホームプランニング 地下 住宅

2010 岩本邸（西五反田の家） 東京都 ㈱岩本弘光建築研究所 ㈱馬場工務店 屋根 住宅

2010 桐生東部教会墓堂 群馬県 ＡＣＴ建築デザイン事務所 ㈱藤生建設 地下 一般

2010 遠藤邸（ＥＭ－１プロジェクト） 東京都 アトリエ・ｋｏｕ一級建築士事務所 アビリタハウス㈱ 地下 住宅

2010 フジイハウス 東京都 坂巻設計 藤井建築構造設計事務所 第一建設工業㈱東京支店 屋根 一般

2010 浅田邸 東京都 猪股建築設計事務所 ㈱関口工務店 地下 住宅

2010 内山邸 東京都 大野幸空間研究所 ㈲正木構造研究所 三元建設㈱ 屋根 住宅



2010 新光電子㈱本社事務棟 神奈川県 ㈱設計集団東京設計室 田中土建工業㈱藤沢支店 地下 一般

2010 田中邸 東京都 ㈱吉富興産一級建築士事務所 渡邊建設㈱ 屋根 住宅

2010 馬場邸 東京都 成川建築研究所 永田構造設計事務所 ㈱滝新 屋根 住宅

2010 新町プロジェクト 東京都 ㈲バケラッタ ㈱岩本組 地下 住宅

2010 恵比寿２丁目プロジェクト（グラントレゾール広尾） 東京都 ＫＡデザイン 多田建設㈱ 地下 一般

2010 神宮前６丁目計画 東京都 ㈱團紀彦建築設計事務所 ㈱辰 屋根 一般

2010 グロブナーハウス八王子Ⅱ改修工事 東京都 国際ランド＆ディベロップメント㈱ 屋根 一般

2010 ヴァッサー東久留米改修工事 東京都 田中ビルサービス㈱ 屋根 一般

2010 小町協同ビル 神奈川県 山陽ホームズ㈱ 新都市建設㈱ 地下 一般

2010 大阪伊丹空港ビル（大阪伊丹空港） 大阪府 ㈱日創アーキテクト ㈱淺沼組大阪支店 屋根 一般

2010 麻布十番Ｋビル計画 東京都 ㈱ｈｏｕ建築設計事務所 ㈱増田建築構造事務所 ㈱辰 地下屋根 一般

2010 荏原５丁目ビル 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱さいたま支店 屋根 一般

2010 渋谷１丁目ビル 東京都 ㈱朝倉崇夫都市建築設計事務所 京王建設㈱ 地下 一般

2010 丸山邸 神奈川県 ㈲丸晴工務店一級建築士事務所 ㈲丸晴工務店 地下 住宅

2010 大洗の住宅 茨城県 ㈲バケラッタ ㈱関根工務店 屋根 住宅

2010 双葉園社宅 神奈川県 梅沢典雄設計事務所 増田建築構造事務所 ㈲フジトミクルー 地下 住宅

2010 フォグリネンワーク 東京都 ㈱山崎工務店・さいたま市 地下 一般

2010 泰平寺境内整備工事 静岡県 ㈲安藤泰建築設計事務所（アーキテクトスタジオＡＮＤＯ） 河津建設㈱ 屋根 一般

2010 渡辺邸 愛知県 渡辺設計室 渡辺設計室 地下 住宅

2010 祐天寺１丁目プロジェクト 東京都 ㈱イショウ建築設計事務所ｉｓｓｈｏ ㈱青木工務店 地下屋根 住宅

2010 前橋工科大学新実験棟 群馬県 ㈱石井設計 小野里工業㈱ 屋根 一般

2010 上目黒Ｈ邸プロジェクト 東京都 アトリエ２２１㈱山田紘子建築設計事務所 サンユー建設㈱ 屋根 住宅

2010 清音閣２ 東京都 舟橋設計事務所 ㈱ブレイン建築事務所 屋根 一般

2010 我孫子計画（中野邸） 千葉県 フセアトリエ 小西泰孝建築構造設計 ㈱宍戸工務店 屋根 住宅

2010 油壺プロジェクト 神奈川県 ㈲千葉学建築計画事務所 金箱構造設計事務所 平成建設㈱ 地下 住宅

2010 世田谷代田コーポラティブハウス 東京都 ㈱エステック計画研究所 ㈱ムーサ研究所 ㈱河津建設 地下 一般

2010 荒木複合施設プロジェクト 東京都 ㈱レガテック・アソシェイツ ㈱片山組 地下屋根 一般

2010 クロス駒込４丁目 東京都 ㈱タオアーキテクツ 内野建設㈱ 屋根 一般

2010 早渕戸建分譲プロジェクトＤ工区 神奈川県 工藤建設㈱ 工藤建設㈱ 屋根 住宅

2010 西原の長屋 東京都 ㈲川久保智康建築設計事務所 久米弘記建築構造研究所 岡建工事㈱ 地下屋根 一般

2010 飯田産業戸塚営業所 神奈川県 ㈱ナカノフドー建設 ㈱ナカノフドー建設 地下屋根 一般

2010 生活協同組合コープあきた県南支部 秋田県 ㈲フロム・イン ㈱半田工務店 一般

2011 西区浅間台 神奈川県 櫂設計企画工房㈱ 櫂設計企画工房㈱　㈱福島建設 屋根 住宅

2011 須田邸 東京都 奥村和幸建築設計室 渡邊建設㈱ 地下 住宅

2011 垰邸 東京都 パルティータ建築工房 ㈱渡辺富工務店 地下 住宅

2011 メゾンキャンドル 神奈川県 ㈱Ｋ２ＹＴ（小池・山本）　昭和女子大学・森部康司研究室 ㈱キクシマ 屋根 一般

2011 パル浦安 千葉県 ㈱構想建築設計事務所 ㈱大本組 プール 一般

2011 藤咲邸 群馬県 ㈱ｙｕｉ建築工房 小林工業㈱ 屋根 住宅

2011 赤羽カトウビル 東京都 ㈱羽奈建築事務所 ㈱守谷商会東京支店 屋根 一般

2011 コムラサキレジデンス 東京都 アーネストアーキテクツ㈱ アーネストホーム㈱ 地下 住宅

2011 水星社タウンハウスＳ 東京都 ㈱朝倉建築設計事務所 ㈱クロスファクトリー 佐藤工業㈱ 屋根 一般

2011 柳生邸 東京都 ㈱エスキューブ　だいやす建設㈱ だいやす建設㈱ 地下 住宅

2011 池の上寄宿舎 東京都 ムラタ設計室 ㈱さぎ沼建設 地下 一般

2011 代々木タウンハウス計画 東京都 アトリエヒューテック ㈱ＭＩＤ研究所 ㈱松下産業 地下屋根 一般

2011 富ヶ谷モンドハウス 東京都 ㈱グラム ㈱辰 屋根 住宅

2011 草間邸 東京都 渡辺康建築研究室 本間建設㈱ 地下 住宅

2011 神宮前４丁目計画 東京都 ㈲アーキトレイン 稲見構造設計 徳倉建設㈱ 地下屋根 一般

2011 新高根の家 千葉県 ㈲翔建築設計（渡邊ゆかり） 白井興業㈱ 屋根 住宅

2011 杉山製作所 東京都 かなや設計 ㈱梅沢建築構造研究所 ㈱小川建設 屋根 一般

2011 早川邸（港北の家） 神奈川県 ㈱ＹＡＦＵＳＯ総合設計（屋冨祖） ㈱入部建設 地下 住宅

2011 浜松町１丁目ビル 東京都 スペースファクトリー設計室 佐伯設計一級建築士事務所 ㈱トーショウ建巧 地下 一般

2011 東谷邸 神奈川県 エアサイクルハウジング㈱ エアサイクルハウジング㈱ 地下 住宅

2011 そうけんしゃの家（中里邸） 東京都 ㈱創建舎 ㈱創建舎 地下 住宅

2011 早渕戸建分譲プロジェクト（Ｄ３，Ｄ４，Ｄ５） 神奈川県 工藤建設㈱ 工藤建設㈱ 屋根 住宅

2011 大勝軒ビル 東京都 小口亮建築計画事務所 ㈲シーアールエス構造設計研究所 岡庭建設㈱ 屋根 一般

2011 清水邸改修工事 東京都 ㈲ジェネラルデザイン 清水様 屋根 住宅

2011 東陽大場ビル 東京都 武田建築設計事務所 中央建設㈱ 地下屋根 一般

2011 Ｋハウス（慶新会セミナーハウス） 東京都 ㈱鈴木孝紀建築設計事務所　㈱ハル建築研究所 ㈱近嵐工務店 屋根 住宅

2011 佐々木邸 東京都 ㈲アーバンアート ㈱アークスコーポレーション 地下 住宅

2011 ツルマキビル改修工事 東京都 ㈱小原建設 屋根 一般

2011 川崎駅前計画 神奈川県 ダンデザインシステム㈱ ㈱ミュー設計室 日本国土開発㈱ 屋根 一般

2011 秋谷の家 神奈川県 ㈲アーキタイプ ㈱佐藤秀 屋根 住宅

2011 祐天寺の家 東京都 筒井康二建築研究所 坪井宏嗣構造設計事務所 ㈲むつみ建設 地下 住宅

2011 青山ＴＫＯビル 東京都 ㈲ストゥディオ・バッフィ ㈲山辺構造設計事務所 三井住友建設㈱ 地下 一般

2011 和泉２丁目計画Ａ棟 東京都 ㈲矢崎設計 ㈱ムーサ研究所 白石建設㈱ 地下 一般

2011 ガーデンパレス玉川改修工事 東京都 田中ビルサービス㈱ 屋根 一般

2011 タカラトレーディング役員社宅 東京都 ㈱デミウルゴス ＫＫＳ㈱構造空間設計室＋㈱五常 白石建設㈱ 地下屋根 住宅

2011 早渕戸建分譲プロジェクト（Ｄ６，７，８，９，１０） 神奈川県 工藤建設㈱ 工藤建設㈱ 屋根 住宅

2011 杉村プロジェクト（杉村市松様自宅付集合住宅） 東京都 ㈱小林真人建築アトリエ 小西泰孝建築構造設計 大東建設㈱ 地下 一般

2011 井村邸（カーサシエロワイマール） 神奈川県 菅原浩太建築設計事務所 ㈲江尻建築構造設計事務所 ㈲ワイズホーム　㈱安藤建設 地下屋根 住宅

2011 村部邸 東京都 高橋堅建築設計事務所 ㈱長谷川大輔構造計画 ㈱アーキッシュギャラリー 地下屋根 住宅

2011 ロイヤルシーズン宮前計画（ロイヤルシーズン宮前平） 神奈川県 ㈱ディーシービー ㈱末長組 地下屋根 一般

2011 江東区東砂７丁目計画（ル・リオン南砂町） 東京都 ㈱ＧＭ設計　㈱日本建設工学研究所 内野建設㈱ 屋根 一般

2011 佐々木邸 東京都 ㈱アトリエキュウ 筬島建築構造設計事務所 ㈱本間組 屋根 住宅

2011 大谷邸 東京都 ㈱古平真建築研究所 ㈱椎名工務店 地下 住宅

2011 橋本邸 神奈川県 横浜デザインフォーラム ㈱キクシマ 屋根 住宅



2011 松ヶ丘２丁目マンション 東京都 ㈱畠山建築設計事務所 内野建設㈱ 屋根 一般

2011 鈴木ハウス 東京都 ㈲ＡＭＯ設計事務所 ㈱葛工務店 地下屋根 住宅

2011 菱田邸 東京都 マツザワ設計 ㈱内田産業 地下 住宅

2011 荻原邸 東京都 ダイアミ建設㈱ ダイアミ建設㈱ 地下 住宅

2011 北沢２丁目マンション 東京都 ㈱ユミラ建築設計室 ナガイオーシャンサプライズ ㈱河津建設 屋根 一般

2011 木村邸 東京都 グレイン　四季工房 ㈱Ｋ・コンストラクション 地下 住宅

2011 大庭邸 東京都 ㈱建築設計事務所フリーダム 柏倉建設㈱ 地下 住宅

2011 奥沢プロジェクト 東京都 アーネストアーキテクツ㈱ アーネストホーム㈱ 地下 住宅

2011 加藤邸 東京都 加藤克彦建築設計事務所 ㈱中田捷夫研究室 ㈱ＴＨ－１ 地下 住宅

2011 吉原邸 東京都 倉本剛建築設計事務所　㈲オウヴィ ㈱東京組 地下 住宅

2011 北條邸 東京都 ㈱カワベハウジング ㈱カワベハウジング 地下 住宅

2011 ロイヤルシーズン梶が谷 神奈川県 ㈱ディーシービー ㈱末長組 屋根 一般

2011 鎌倉山阿部邸 神奈川県 ＤＭＣインターナショナル サダリ構造設計室 ㈱池田工務店 地下 住宅

2011 菅野邸 東京都 ㈲アーキスタジオ川口 ㈱関口工務店 地下 住宅

2011 南馬込５丁目 東京都 遠山信夫アトリエ ㈱岩佐工商 地下 一般

2011 ㈱栃木屋北関東営業所 栃木県 東西建築サービス㈱ 五洋建設㈱東京建築支店 地下屋根 一般

2011 宮下邸 東京都 ㈱藤井設計事務所 宮下構造設計 ㈱アール・ドゥ 地下 住宅

2011 弘明寺内山共同住宅（ザアイボリーコート） 神奈川県 ㈱太設計 馬淵建設㈱ 屋根 一般

2011 Ｓハウスプロジェクト 東京都 クウ 清水建設工業㈱ 屋根 一般

2011 松永邸 東京都 ㈱ビー・エル・ホームビルド ㈱ビー・エル・ホーム 地下 住宅

2011 内藤邸 東京都 ㈱井上尚夫総合計画事務所 テクトニックコンサルタンツ ㈱岩本組 屋根 住宅

2011 新宿区原町３丁目ＰＪ（フェニックス新宿夏目坂） 東京都 ㈲環設計室（トーシンパートナーズ） ㈱第一ヒューテック 地下 一般

2011 小平邸 東京都 アトリエ天工人 ㈱内田産業 地下 住宅

2011 こまば住宅緑庵 東京都 ケイズアーキテクツ ㈱ＳＤ設計 田中ビルサービス㈱ 地下 住宅

2011 松本邸 東京都 ㈲オンデザインパートナーズ ㈱青 地下屋根 住宅

2011 Ｋビル 東京都 尾関建築設計事務所 ㈱佐藤秀 地下屋根 一般

2011 新井２丁目計画 東京都 田中土建工業㈱ 田中ビルサービス㈱ 屋根 一般

2011 野呂邸 神奈川県 ㈲バケラッタ ㈱岩本組 地下 住宅

2011 上石神井１丁目ＰＪ（フェニックス上石神井） 東京都 ㈱ユキ建築コンサルタント（トーシンパートナーズ） 大旺新洋㈱（旧：大旺建設） 屋根 一般

2011 成城２丁目の家２ 東京都 田中土建工業㈱ ㈱ウエルストン設計 田中土建工業㈱ 屋根 住宅

2011 幡ヶ谷の家 東京都 ㈲アルフィ建築デザイン ㈲リブテック 地下 住宅

2011 西日暮里のアパート 東京都 荻津郁夫建築設計事務所 ㈱ジャスト ㈱関口工務店 屋根 一般

2011 川崎駅前計画Ⅱ 神奈川県 ダンデザインシステム㈱ 日本国土開発㈱ 屋根 一般

2011 瀬木邸 東京都 一級建築士事務所フラットハウス 間藤構造設計事務所 ㈱青 地下 住宅

2011 ハウスＮプロジェクト 東京都 中山勝貴（丹下都市建築設計） 平野建設㈱ 地下 住宅

2011 柳川邸 東京都 ㈲バケラッタ ㈱岩本組 地下 住宅

2011 吉田邸 神奈川県 足立建築研究所 ㈱平塚工業 地下 住宅

2011 中村邸 神奈川県 アカツキ建築設計事務所 穂孝建設㈱　田代建設㈱ 地下 住宅

2011 松浦邸 東京都 想設計工房 ㈱渡辺富工務店 屋根 住宅

2011 Ｉ邸 東京都 日吉坂事務所 金箱構造設計事務所 ㈱青 地下 住宅

2011 毛鎗邸 東京都 ㈱マイホーム ㈱マイホーム 地下 住宅

2011 密蔵院収蔵庫 埼玉県 茶室設計工房辻本 大蔵創建㈲ 屋根 一般

2011 杉原邸 新潟県 ㈱飯田善彦建築工房 ㈱構造計画プラス・ワン 岡田土建工業㈱ 屋根 住宅

2011 高田馬場の家 東京都 ㈱フロリアンブッシュ建築設計事務所 ㈱オーク構造設計 ㈱藪崎工務店 屋根 住宅

2011 徳尾邸 東京都 ㈲バケラッタ ㈱アイガー産業 地下 住宅

2011 豊島区南大塚２丁目プロジェクト（トレフォルム） 東京都 千葉学建築計画事務所　西沢立衛建築設計事務所　小川晋一都市建築設計事務所 金箱構造設計事務所 安藤建設㈱ 地下 一般

2011 浅草橋駅前ビル（アキバ浅草橋駅東口） 東京都 ㈱日創アーキテクト ㈱ナカノフドー建設 屋根 一般

2011 雷門ビル 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

2011 三才山病院避難用通路橋 長野県 北野建設㈱ 北野建設㈱ 屋根 一般

2011 鳩の森愛の詩瀬谷保育園 神奈川県 ラ・ムー㈱ 相鉄建設㈱ 地下屋根 一般

2011 ル・リオン三軒茶屋Ⅲ 東京都 ㈱日本建築環境 大豊建設㈱ 屋根 一般

2011 三富ハウス 東京都 ㈱石原山口計画研究所 ㈲小野構造設計事務所 ㈱滝新 地下 住宅

2011 カトーレジデンス 東京都 アーネストアーキテクツ㈱ アーネストホーム㈱ 地下 住宅

2011 中野邸 東京都 アトリエガク山本学 ㈱ＴＨ－１ 地下 住宅

2011 西麻布プロジェクト 東京都 ㈲バケラッタ 渡邊建設㈱ 地下 一般

2011 中馬込２丁目計画（グランヒルズ馬込） 東京都 田中ビルサービス㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2011 ＩＤＥＩプランシェール油壺Ⅰ３号棟 神奈川県 ㈱ＤＭＣインターナショナル ㈱ＤＭＣインターナショナル 地下屋根 住宅

2011 小茂根ＰＪ 東京都 ㈲村口設計 ㈱富山工務店 屋根 一般

2011 阿部医院 神奈川県 ㈱岡田哲史建築設計事務所 ㈲ビー・ファーム 大同工業㈱湘南本店 地下 一般

2011 南青山７丁目プロジェクト 東京都 ㈱ＩＫＤＳ 尾崎設計室 内野建設㈱ 地下 一般

2011 ニコルＢＭＷ青葉宮前支店補修工事 神奈川県 ㈱三恵建設 一般

2011 ニコルＢＭＷ本社第２工場クラック補修 神奈川県 ㈱三恵建設 一般

2011 トツカレジデンス 東京都 アーネストアーキテクツ㈱ アーネストホーム㈱ 地下 住宅

2011 ＴＨハウス 東京都 ㈱トゥエイアーキテクト２Ａ ㈱大明建設 地下 住宅

2011 峰岸邸 東京都 ㈲辰野武山建築設計事務所 木質構造デザイン工房 ㈲太陽ＹＮ２１ 地下 住宅

2011 ㈱サアホールディングス 東京都 バークレーの風 井口インターナショナル㈱ ㈱大明建設　㈱フェイス 地下屋根 一般

2011 水野記念病院事務棟 東京都 ㈱奥野設計 ㈱シミズビルライフケア 屋根 一般

2011 吉野邸 東京都 ㈲バケラッタ 日祥工業㈱ 地下屋根 住宅

2011 田代邸 東京都 ムラタ設計室 ㈲藤建ホーム 地下 住宅

2011 宮坂邸 埼玉県 ㈱三澤屋建設 ㈱三澤屋建設 地下 住宅

2011 白金３丁目ビル（クレオ白金） 東京都 ㈲パワーハウス ㈱関口工務店 地下 一般

2011 フルカワレジデンス 東京都 アーネストアーキテクツ㈱ アーネストホーム㈱ 地下 住宅

2011 内田邸 埼玉県 ㈱ＴＩＫ建築研究所 小沢工業㈱ 屋根 住宅

2011 森下邸 東京都 ㈱マイホーム ㈱マイホーム 地下 住宅

2011 中根邸 東京都 プロスタイルデザイン㈱ 高橋建設㈱ 地下 住宅

2011 トタニレジデンス 神奈川県 アーネストアーキテクツ㈱ 田中土建工業㈱藤沢支店 地下 一般



2011 桜上水１丁目ビル 東京都 ㈲デ・アルテ　アルテ建築設計事務所 田中土建工業㈱ 地下屋根 一般

2011 平野邸 東京都 田中洋一建築設計事務所 小川建設㈱・目黒区 地下 住宅

2011 佐藤邸 東京都 ハイランドデザイン ＡＳＡアソシエイツ ㈱辰 屋根 住宅

2011 須藤邸車庫 神奈川県 ㈱クリエイト設計 ㈲林構造設計事務所 坂本建設㈱ 屋根 住宅

2011 Ａ邸 東京都 設計事務所アーキプレイス ㈱関口工務店 屋根 住宅

2011 入間町の家Ⅱ（横田邸） 東京都 フィッシュアンドアーキテクツ ㈱水雅 地下 住宅

2011 エリアーナ西新宿 東京都 ㈱スタジオコーボＣＯＶＯ ㈱片山組 地下屋根 一般

2011 吉佐美の家（アルバニーティス邸） 静岡県 ㈱フロリアンブッシュ建築設計事務所 オーヴアラップ＆パートナーズジャパン 大同工業㈱ 屋根 住宅

2011 南長崎計画 東京都 ＹＵＵＡ建築設計事務所ユウア 坪井宏嗣構造設計事務所 ㈱栄建 地下 住宅

2011 出村邸 東京都 塩崎設計 多田脩二構造設計事務所 ㈲深澤工務店 地下 住宅

2011 植田邸 静岡県 ㈱岡田哲史建築設計事務所 大同工業㈱ 屋根 住宅

2011 天王洲アイル共栄商事ビル（品川駅港南口天王洲） 東京都 ㈱東横インアーキテクト ㈱フジタ 屋根 一般

2011 田島邸 神奈川県 ㈱エバーグリーンホーム ㈱エバーグリーンホーム 地下 住宅

2011 塚田邸 東京都 ㈱彦根建築設計事務所 渡邊技建㈱ 地下 住宅

2011 尾山台の家（阪上邸） 東京都 ㈲ブライシュティフト ㈱渡辺富工務店 地下 住宅

2011 寺田邸 東京都 成沢建築研究室 伊藤工務店 地下 住宅

2011 天本邸 東京都 ㈱ＭＤＳ一級建築士事務所 渡邊技建㈱ 地下 住宅

2011 谷中霊園立体埋蔵施設整備工事 東京都 東京都東部公園緑地事務所　市来崎建築事務所 ㈱吉弘建設 地下 公共建築

2011 清水邸 東京都 ㈱アーキショップ ㈱ミュー設計室 ㈱関口工務店 地下 住宅

2011 酒井邸 東京都 こぢこぢ一級建築士事務所 ㈱工房 屋根 住宅

2011 グランダ二子玉川 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2011 ＡＫビル 東京都 ㈱巧建築企画 ㈱宇田川建築設計事務所 ㈱ナカノフドー建設 屋根 一般

2011 九法邸 東京都 フラットハウス ㈱中田捷夫研究室 長橋工務店 地下 住宅

2011 児玉邸 東京都 東武建築事務所 ㈱辰 地下 住宅

2011 駒場１丁目スタジオ 東京都 ｇｉｌ建築研究所 ㈱東京組 地下 一般

2011 桜丘５丁目計画 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2011 深沢Ｔ邸 東京都 八木敦司建築設計事務所（スタジオクハラヤギ） ＭＩＤ研究所 ㈲安田建築事務所 地下屋根 住宅

2011 原邸 東京都 ㈱テラジマアーキテクツ寺島茂建築設計事務所 ㈱テラジマアーキテクツ 地下 住宅

2011 立川駅前鈴木ビル（立川駅北口） 東京都 ㈱日創アーキテクト ㈱長井工務店 屋根 一般

2011 アオキリネンサービス日高工場増築工事 埼玉県 ㈱神田中央ハウジング 岩堀建設工業㈱ 地下 一般

2011 浅草威光院 東京都 ㈱設計組織アモルフ ㈱ＴＩＳ＆ＰＡＲＴＮＥＲＳ 松井建設㈱ 地下 一般

2011 上池台タウンハウス 東京都 滝澤俊之建築設計事務所 ㈱河津建設 地下 一般

2011 西永福の家（陸田邸） 東京都 フィッシュアンドアーキテクツ ㈱水雅 地下 住宅

2011 奥野邸 東京都 ㈲鈴木アトリエ ㈱吉田工務店 地下 住宅

2011 済生院双樹寺改修工事 東京都 中央建設㈱ 屋根 一般

2011 北沢４２０ 東京都 レイドプランニング一級建築士事務所 ㈱リュウホームズ 地下 住宅

2011 吉川最終処分場 埼玉県 東埼玉資源環境組合 ㈱鈴木組 地下 公共建築

2011 グランリーオ玉川改修工事 東京都 田中ビルサービス㈱ 屋根 一般

2011 ユアコート新所沢エルグリーン大規模修繕工事 埼玉県 ㈱ティエスケー 一般

2011 ゼファ神宮前４丁目プロジェクト 東京都 ㈲ジェネラルデザイン ㈱辰 屋根 一般

2011 ココカラ辻堂 神奈川県 ㈱構想建築設計事務所 ㈱ナカノフドー建設 プール 一般

2011 金沢・川原邸 東京都 ㈱アルゴ ㈱関口ホームテック 地下 住宅

2011 杜の町オーベル相模原改修工事 神奈川県 ㈱中原工業 屋根 一般

2011 ＩＤＥＩプランシェール油壺Ⅰ９号棟 神奈川県 ㈱ＤＭＣインターナショナル ㈱ＤＭＣインターナショナル 地下 住宅

2011 宇野澤邸 東京都 ＥＤＨ遠藤設計室 ㈲江尻建築構造設計事務所 日南鉄構㈱ 地下 住宅

2011 ヒガレジデンス 東京都 アーネストアーキテクツ㈱ アーネストホーム㈱ 地下 住宅

2011 須田邸 埼玉県 ㈱アルファモデュール ㈱三尾工務店 屋根 住宅

2011 山下邸 東京都 ㈲Ｐ・Ｄ・Ｓ・アーキテクツ ㈱轟組 地下 住宅

2011 ルーベルイヌヤマ邸 東京都 ㈱みかんぐみ（池田直哉） 金箱構造設計事務所 ㈱辰 地下屋根 住宅

2011 末長向台計画 神奈川県 ㈱ディーシービー ㈱末長組 屋根 一般

2011 ウチボリレジデンス 神奈川県 アーネストアーキテクツ㈱ アーネストホーム㈱ 地下 住宅

2011 若松特別地域気象観測所施設 福島県 ㈱山口設計 武田土建工業㈱ 屋根 公共建築

2011 ㈱西木食品工場 宮城県 ㈲フロム・イン ㈱佐藤建設 地下 一般


