
施工実績表　2012年（平成24年）～2021年（令和3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

2012 行田市総合野球場バックネット裏改修 埼玉県 ㈱ソウケン設計 範建築設計事務所 小川工業㈱ 屋根 公共建築

2012 ㈱武蔵野銀行事務センター増築工事 埼玉県 東西建築サービス㈱ 大成・ユーディーケー・和光ＪＶ 屋根 一般

2012 本町１丁目ビル（ショーウン初台） 東京都 ㈱ナカノフドー建設 ㈱ナカノフドー建設 屋根 一般

2012 スタンダール 埼玉県 細谷功＋スタジオ４設計 ㈱梅沢建築構造研究所 ㈱内田産業 地下屋根 住宅

2012 円山町１２－６計画 東京都 ㈲バウ工房 ㈱小宮工業 地下屋根 一般

2012 木原邸（綾瀬Ｋハウス） 神奈川県 アノットデザイン ㈱親松工務店 地下 住宅

2012 エムズレジデンス（池尻３－１１計画） 東京都 ㈲バウ工房 ㈱エナデザインコンサルタント 鈴木綜合建設㈱ 屋根 一般

2012 東池袋２丁目計画（メゾン・ド・ボア） 東京都 田中ビルサービス㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2012 上池台４１７（ＡＢＣＤ区画） 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

2012 ホボレジデンス 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

2012 西片２丁目プロジェクト（可染館） 東京都 ㈱ドゥ・アーキテクツ スパンストラクチュラルデザイン 中央建設㈱ 屋根 一般

2012 多聞院分院 東京都 ㈲都市建築工房 松井建設㈱ 屋根 一般

2012 麻布十番プロジェクト 東京都 鈴木エドワード建築設計事務所㈱ ㈱岩本組 地下 一般

2012 大岡山フラワーショップ 東京都 ㈱吉富興産 ㈱吉富興産 屋根 一般

2012 中村邸 東京都 松本剛建築研究室　㈱岡村建設一級建築士事務所 日本住研㈱ 地下 住宅

2012 名戸ヶ谷あびこ病院 千葉県 松井建設㈱ 松井建設㈱ 地下 一般

2012 かすたねっと桜台 東京都 保科章建築設計室 ＫＡＰ ㈱トーヨー建設 屋根 一般

2012 須藤邸 東京都 ㈱関繁明建築設計事務所 ㈲二階堂興業 地下 住宅

2012 眞弓邸（オーノスタジオＭ） 千葉県 廣部剛司建築研究室 ㈲エスフォルム ㈱航洋建設 地下 住宅

2012 鈴木ビル 東京都 根岸達己建築室 ㈱丸二 地下 一般

2012 小西克哉邸 東京都 ケンケン㈲ ㈱河津建設 地下 住宅

2012 富島運輸㈱第２グリーンセンター 神奈川県 ㈱松本陽一設計事務所 ㈲後藤構造設計事務所 ㈱竹中工務店横浜支店 屋根 一般

2012 安田邸 東京都 シンクウカン一級建築士事務所 ㈱東京組 地下 住宅

2012 田谷邸 埼玉県 寺山建築工房 ㈲テクトニックコンサルタンツ ㈱佐藤秀 地下 住宅

2012 鎌倉山阿部邸ガレージ棟 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 地下屋根 住宅

2012 今井邸 東京都 ㈲バケラッタ ㈱辰 地下 住宅

2012 タウンハウス野方 東京都 ㈱ＹＵＵＡ建築設計事務所 坪井宏嗣構造設計事務所 渡邊建設㈱ 地下屋根 一般

2012 クレールメイツ湘南Ⅱ 神奈川県 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 地下 一般

2012 渋谷美竹公園前ビル 東京都 櫂建築設計事務所 東急建設㈱ 地下 一般

2012 森田野上邸 東京都 ㈱プライム一級建築士事務所 春日建設㈱ 地下 住宅

2012 東川口ガーデンプラザ７番館（東川口ガーデンヒルズ七番館） 埼玉県 ㈱フードデザイン事務所　Ｇ建築研究所 ㈱須和田建築設計事務所 ㈱ナカノフドー建設 地下屋根 一般

2012 カルムフォーレ改修工事 東京都 ㈲企画設計工房 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2012 大杉邸 東京都 ㈱都市建築設計工房ヴィヴァン ㈱渡辺富工務店 屋根 住宅

2012 ＴＳビル 東京都 ㈲都市建築工房 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2012 アイリータウン都筑 神奈川県 ㈱後藤横浜事務所 馬淵建設㈱ 地下屋根 一般

2012 二子玉川コーポラティブハウス（上野毛の杜） 東京都 竹山実建築綜合研究所 尾崎設計室 ㈱佐藤秀 地下屋根 一般

2012 元代々木住宅計画 東京都 公建築設計室 晟智建設㈱ 地下 一般

2012 尾崎邸 東京都 設計事務所アーキプレイス ㈱ニート 地下 住宅

2012 西原の家（柳谷邸） 東京都 ㈱藤吉秀樹建築計画事務所 ㈱スタジオ創 北野建設㈱ 地下屋根 住宅

2012 亀戸５丁目ＰＪ（ａｒｔｅｓｓｉｍｏ　ｄｉｏ） 東京都 デザインファクトリー ㈱ビームスデザインコンサルタント 内野建設㈱ 屋根 一般

2012 田代邸 東京都 ㈱横山浩介建築設計事務所 ㈱丸山工務店 地下 住宅

2012 神楽坂近藤ビル改修工事 東京都 ㈱渡辺富工務店 屋根 一般

2012 川合邸倉庫 静岡県 ㈱平成総研 岡本構造研究室・ＳＡＭ ㈱平成建設・沼津市 屋根 住宅

2012 ロイヤルシーズン溝の口（ロイヤルシーズン溝の口ＣＡＳＡ） 神奈川県 ㈱ディーシービー ㈱末長組 地下屋根 一般

2012 逗子海岸通りＡ・Ｂ棟 神奈川県 工藤建設㈱ 工藤建設㈱ 屋根 一般

2012 スズキレジデンス 愛知県 アーネストアーキテクツ㈱ ㈱加納工務店 地下 住宅

2012 尾身邸改修工事 東京都 ㈱辰 屋根 住宅

2012 喜代田邸 東京都 ㈱テラジマアーキテクツ寺島茂建築設計事務所 ㈱エヌ・シー・エヌ ㈱テラジマアーキテクツ 地下 住宅

2012 神宮前４－３ビル 東京都 石川設計工房 サンユー建設㈱ 地下屋根 一般

2012 上石神井１丁目マンション（コフレ上石神井） 東京都 ㈱太平建設 ㈱太平建設 屋根 一般

2012 長谷寺供養塔 東京都 石橋建設工業㈱ 地下 一般

2012 原邸 東京都 ㈲冨永謙建築設計事務所 ㈱アルス ㈱東京組　㈲シイヤ工業 地下 住宅

2012 芝畑ビル（フェリス白金） 東京都 ㈱環境建築設計 ㈱後藤組 地下 一般

2012 鹿野ビル 東京都 ㈱羽奈建築事務所 叶構造設計 ㈱守谷商会 地下屋根 一般

2012 藤江邸 東京都 ㈱タカキホーム 小笠原工務店㈱ 地下 住宅

2012 妙高院書院庫裡 神奈川県 ㈱多摩設計 ㈱シェルター建築設計事務所 ㈱菊池組 地下 住宅

2012 東松山の家（鋤柄邸） 埼玉県 無有建築工房 下山建築設計室 ㈱時田工務店 屋根 住宅

2012 増田ビル 東京都 ㈱ティーシーエイ 構造設計工房デルタ 太陽建設㈱ 地下 一般

2012 深山邸 東京都 ㈲鈴木アトリエ ㈱吉田工務店 地下 住宅

2012 用賀３丁目住宅 東京都 ㈲ボックスクリエイト ㈱ハウジング・エス 地下 住宅

2012 中丸邸 神奈川県 ㈱仲亀清進建築事務所 多田脩二構造設計事務所 ㈱まつもとコーポレーション 屋根 住宅

2012 新桜台吉田マンション（ロジュマン新桜台） 東京都 ㈲村口設計 ㈱中村弥工務店 屋根 一般

2012 フェイス宇田川町ビル 東京都 ㈲佐野アーキスタジオ 小俣建設工業㈱ 地下 一般

2012 横浜未来看護専門学校 神奈川県 高野千藤建築設計事務所 大成建設㈱横浜支店 地下 一般

2012 成城ＣＲⅡビル 東京都 大成ユーレック㈱ 大成ユーレック㈱ 地下 一般

2012 四季の森伯芳園 神奈川県 ㈱朝倉建築設計事務所 工藤建設㈱ 屋根 一般

2012 阿知波邸 神奈川県 トルク一級建築士事務所 ㈱木村工業 地下 住宅

2012 雷電ビル 東京都 ㈱スーパービジョン 日本建設㈱・文京区 地下 一般

2012 梅本邸 東京都 わたなべアトリエ 元気建設㈱ 屋根 住宅

2012 ㈲戸田・堀之内計画 東京都 ㈱増崎建築研究所 ㈱増崎建築研究所 地下 一般

2012 遠藤邸 東京都 ㈱スタジオ宙 平野建設㈱ 地下 住宅

2012 さいたま市立上里小学校給食室 埼玉県 エポネット㈱ 不動開発㈱ 地下 公共建築

2012 エルセレーノ南麻布 東京都 バウ設計㈱ 豊田構造設計 ㈱ナカノフドー建設 地下 一般



2012 松濤プロジェクト（ＡＢＣ棟） 東京都 ㈱若松均建築設計事務所 東京組 ㈱東京組 地下 一般

2012 中山邸 神奈川県 東工大塩崎設計 長谷川大輔構造計画 ㈱木村工業 地下 住宅

2012 水井邸 東京都 ニコ設計室 新建築工房㈲ 地下 住宅

2012 Ｙ４５４（市川邸） 長野県 ＤＮＡ（ダブルネガティブアーキテクチャー） ロウファットストラクチュア ㈱新津組 屋根 住宅

2012 高橋敏昭邸 東京都 田中ビルサービス㈱ 田中ビルサービス㈱ 屋根 住宅

2012 池尻大橋Ａ棟 東京都 ㈱カワベハウジング　長谷川総合企画㈱ ㈱カワベハウジング 地下 住宅

2012 Ｎプロジェクト 東京都 ㈲後藤設計室アーキシップ帆 ダイアミ建設㈱ 地下屋根 一般

2012 駒沢公園テラス 東京都 千葉学建築計画事務所 ㈱辰 地下 一般

2012 山田煙草店 東京都 ㈲伊藤寛アトリエ 日祥工業㈱ 屋根 一般

2012 池田邸 東京都 ㈱新居千秋都市建築設計 オーヴアラップ＆パートナーズジャパン ㈱三浦工務店 地下 住宅

2012 浅草マンション（アーベイン浅草） 東京都 ㈱佐藤康則設計事務所 菊池建設㈱ 屋根 一般

2012 黒田邸 東京都 遊民建築研究所 正木構造研究所 ㈱葛工務店 屋根 住宅

2012 赤塚ＩＳハウス 神奈川県 ㈲ＡＭＯ設計事務所 ㈱梅沢建築構造研究所 サンユー建設㈱ 屋根 住宅

2012 ハタレジデンス 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

2012 玉川３丁目プロジェクトＫ 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2012 成塚マンション（ソライア石神井） 東京都 ㈱ＹＤＳ建築研究所 内野建設㈱ 屋根 一般

2012 ＴＫプロジェクト 東京都 隗計画工房 ㈱岩本組 地下屋根 住宅

2012 金丸邸 東京都 イマジョウデザイン ㈱東京組 地下 住宅

2012 川上朋彦邸 東京都 ㈱ギルドデザイン ㈲木村良三工務店 地下 住宅

2012 山下ビル 東京都 ㈱エルディーケーホーム ㈱エルディーケーホーム 地下 一般

2012 上池台４丁目ＡＢ号棟 東京都 ㈱アルスホーム マルイ木材㈱　㈲足立土木 地下 住宅

2012 ＭＱ能見台店 神奈川県 誠和技建工業㈱　㈱アクティハウス 誠和技建工業㈱ 地下 一般

2012 東雪谷Ｍ邸 東京都 カスヤアーキテクツオフィス 小川建設㈱・目黒区 地下 住宅

2012 西区浅間台１１－１２分譲計画 神奈川県 櫂設計企画工房㈱ 櫂設計企画工房㈱ 地下屋根 一般

2012 バースシティ下作延（バースヒル溝の口Ⅰ・Ⅱ） 神奈川県 ㈱西尾建築設計 ㈱星設計 ㈱末長組 屋根 一般

2012 本駒込プロジェクト 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

2012 細川邸 東京都 ㈱コヤマアトリエ ㈱エヌ・エフ・シー ㈱ワンズライフホーム 地下 住宅

2012 伊藤邸 東京都 ㈱ユニバーサルホーム ㈱ユニバーサルホーム 地下 住宅

2012 神宮前３丁目長屋 東京都 ㈱エヌエーエフアーキテクツ ゼニスアンドカンパニーリミテッド㈱ ㈱合田工務店 地下屋根 一般

2012 野毛の家 東京都 八木建築研究所 ㈱増田建築構造事務所 ㈱司建築計画 地下 住宅

2012 竹添・長崎邸 東京都 エアスケープ建築設計事務所 ㈱辰 地下屋根 住宅

2012 山元・吉田邸 神奈川県 ＦＰアンド建築アトリエ ㈲ヤナギ建築設計 瀬戸建設㈱ 地下 住宅

2012 菅原邸 東京都 ㈲エルデザイン建築設計事務所 小川建設㈱・目黒区 地下 住宅

2012 ライト邸 東京都 ㈱あさひホーム ㈱あさひホーム 地下 住宅

2012 アレック本社ビル 神奈川県 大内環境デザイン研究室 露木建設㈱ 地下 一般

2012 練馬二葉保育園 東京都 ㈱スタジオ建築計画 ㈱三浦工務店 地下 一般

2012 弥生町４丁目マンション 東京都 ㈱エム・エスデザイン（斎藤源 ㈱クロスファクトリー 菊池建設㈱ 屋根 一般

2012 フレッシュ神宮前 東京都 ㈲エスティエイアール（ＳＴＡＲ）佐竹永太郎 ㈲シイヤ工業 地下 一般

2012 ユーレジデンス 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

2012 西興石油㈱共同住宅 埼玉県 ㈱ソウケン設計 ㈲ちさき建築構造設計 ㈱大槻工務店・川口市 屋根 一般

2012 千早町Ｋ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

2012 友山ビル改修工事 東京都 田中ビルサービス㈱ 屋根 一般

2012 ツキムラ 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 地下 住宅

2012 湯本邸 神奈川県 山下設計 間島構造設計 ㈱サンエムアース　㈱東都技研 屋根 住宅

2012 小泉邸 東京都 納谷建築設計事務所 ㈱河津建設 地下 住宅

2012 金井邸 神奈川県 レスコハウス㈱ レスコハウス㈱西関東事業部 地下 住宅

2012 富永邸 東京都 ㈱サクラ工研 ㈱エヌ・シー・エヌ ㈱サクラ工研　㈲五十嵐建設 地下 住宅

2012 大城邸車庫 茨城県 ㈱小菅栄建築設計室 ㈲構造デザイン 成島建設㈱ 地下 住宅

2012 市谷八幡町計画 東京都 田中ビルサービス㈱ 田中ビルサービス㈱ 屋根 一般

2012 高橋邸 東京都 ㈱伊庭工務店 ㈱伊庭工務店 地下 住宅

2012 サクラハウス富ヶ谷Ｂ 東京都 ㈱アーキテクトファイブ ㈱共立工務店 地下 一般

2012 南常盤台１丁目マンション（アーベイン常盤台） 東京都 ㈲エムエスデザイン（若松真二） ㈱クロスファクトリー 菊池建設㈱ 屋根 一般

2012 Ｙビル 神奈川県 ヤマトヒロミ設計室 かしの木建設㈱ 屋根 一般

2012 高橋邸 群馬県 ㈱ｙｕｉ建築工房 田中建設㈱ 地下 住宅

2012 三浦邸(吉祥寺南の家） 東京都 フィッシュアンドアーキテクツ ㈱水雅 地下 住宅

2012 くみ動物病院 埼玉県 進藤建築設計事務所 ㈱ｄｏｓ一級建築士事務所 ㈱池田工務店 屋根 一般

2012 谷中霊園立体埋蔵施設 東京都 東京都東部公園緑地事務所　市来崎建築事務所 ㈱須賀建設 地下 公共建築

2012 冨田邸 東京都 高田事務所 小西泰孝建築構造設計 北村住建㈲ 地下 住宅

2012 浅野邸 東京都 ㈱東京組 ㈱東京組 地下 住宅

2012 目白ハウスプロジェクト 東京都 ㈲エヌオーエー ㈱宮田構造設計事務所 青木建設㈱ 地下 住宅

2012 田村邸 神奈川県 ㈱マウントフジアーキテクツスタジオ ＲＧＢストラクチュア ㈱岩本組 地下屋根 住宅

2012 住友生命大船ビル昇降機新設 神奈川県 ㈱日建設計 ㈱竹中工務店　㈱丸高工業 地下 一般

2012 新井邸 東京都 ㈱ＭＤＳ一級建築士事務所 大賀建築構造設計事務所 渡邊技建㈱ 地下 住宅

2012 朝倉邸 東京都 ㈱丸山建築設計事務所 本不二建設㈱ 地下 住宅

2012 吉祥寺南町３丁目計画 東京都 ㈱アル．パートナーズ建築設計 ㈲ビー・ファーム ㈱トヨダ工業 屋根 一般

2012 九段下プロジェクト（ズーム九段下） 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

2012 田邊邸・田邊マンション（ニワイエ） 東京都 ㈱ア・シード建築設計 サダリ構造設計室 ㈱佐藤秀 屋根 住宅

2012 コピエ五反田改修工事 東京都 西村建設㈱ 屋根 一般

2012 七福会社宅（自由が丘Ｍ邸） 東京都 ㈱竹中組一級建築士事務所 白石建設㈱ 地下 住宅

2012 中村北１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

2012 岸町の家（山田邸） 埼玉県 ㈱ＤＲＭ 斎藤工業㈱・浦和区 地下 住宅

2012 高砂２丁目石川ビル 東京都 ㈱トーヨー建設 ㈱トーヨー建設 地下 一般

2012 佐藤・山下邸 東京都 マナ建築設計室㈲ ㈱栄伸建設 屋根 住宅

2012 大成ホール新百合ヶ丘 神奈川県 ㈱アーキテクト・サムシンク 構設一級建築士事務所 小俣建設工業㈱ 地下屋根 一般

2012 バースシティ梶ヶ谷Ⅱ（バースシティ梶が谷ＥＡＳＴ） 神奈川県 ㈱ディーシービー ㈱末長組 地下屋根 一般

2012 オープンレジデンス中野２丁目 東京都 ㈱長谷建築設計事務所 ㈱三浦組 地下 一般



2012 ヤマモトレジデンス 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

2012 上野邸 東京都 ㈱あいかわさとう建築設計事務所 ㈱坂上工務店 地下 住宅

2012 ガジュマルハウス 東京都 ㈱吉富興産 ㈲構造設計工房デルタ ㈱林田建設 屋根 一般

2012 岩坂邸 東京都 和一級建築設計事務所 田中土建工業㈱ 地下 住宅

2012 コープあきた新由利支部 秋田県 ㈲フロム・イン ㈱林工務店 一般

2012 ㈱センスイフーズ岩沼工場 宮城県 ㈲フロム・イン 現代建設㈱ 一般

2013 ハウビル 東京都 ㈱ＨＯＵ一級建築士事務所 ㈱山田憲明構造設計事務所 ㈱辰 地下屋根 一般

2013 日本福音ルーテル大森教会附属幼稚園増改築 東京都 ㈱守谷商会東京支店 地下 一般

2013 赤塚マンション 東京都 ㈱佐藤康則設計事務所 菊池建設㈱ 屋根 一般

2013 レスポワールブラン 兵庫県 ㈲永山祐子建築設計 今津建設㈱ 屋根 住宅

2013 エヌズゲストハウス佐島 神奈川県 ㈱キクシマ一級建築士事務所 ㈱キクシマ 地下屋根 住宅

2013 朝霞プロジェクト（㈱スクールベン本社ビル） 埼玉県 ㈱本多図夢建築デザイン事務所 ㈱ティーケー設計 東光建設㈱ 地下 一般

2013 宍戸ビル東館 埼玉県 寺山建築工房 ㈲テクトニックコンサルタンツ 石橋建設工業㈱ 屋根 一般

2013 ヤングパワーズ館 東京都 ＭＯＲＯ設計事務所 構造設計若宮篤志 ㈱マイホーム 地下 一般

2013 オオキハウス 東京都 細谷功＋スタジオ４設計 ㈱梅沢建築構造研究所 ㈱建匠 地下屋根 住宅

2013 市川ＴＱ邸 千葉県 ㈱工房一級建築士事務所 ㈱工房 地下 住宅

2013 三和企商飯能工場 埼玉県 ㈱神田中央ハウジング 岩堀建設工業㈱ 地下 一般

2013 諸橋邸 東京都 ㈱建築設計事務所フリーダム 構造設計稲垣良二 ㈱明豊プロパティーズ 地下 住宅

2013 田畑邸 神奈川県 Ｋ－ガーデンアソシエイツ小田川建築設計事務所 松木建設㈱ 地下 住宅

2013 飯田橋プロジェクト（フェニックス飯田橋） 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

2013 目黒区駒場１丁目計画 東京都 大塚一級建築士事務所 ㈱スルガコーポレーション（新成建設） 地下 一般

2013 岡田邸 東京都 ㈱野生司環境設計 ㈱ジェーエスディー ㈱佐藤秀 屋根 住宅

2013 等々力プロジェクト 東京都 ㈲バケラッタ ㈱葛工務店 地下 住宅

2013 戸越の家（山本・小林邸） 東京都 フィッシュアンドアーキテクツ 萬田隆構造設計事務所 ㈱水雅 地下 住宅

2013 高野邸 東京都 ㈲フィールドネットワークデザインコーポレイト 我伊野構造設計室 ㈱辰 地下屋根 住宅

2013 バースシティ梶ヶ谷Ⅰ（バースシティ梶が谷ＷＥＳＴ） 神奈川県 ㈱ディーシービー ㈱末長組 地下屋根 一般

2013 吉岡邸 東京都 庄野健太郎建築設計事務所 ㈱東京組内田和昭 ㈱東京組 地下 住宅

2013 松濤の住宅 東京都 ㈲バケラッタ 構造設計松井晃一 ㈱葛工務店 地下 住宅

2013 谷邸 東京都 有限責任事業組合テイクス ㈲ちさき建築構造設計 ㈲太陽ＹＮ２１ 地下 住宅

2013 百人町１丁目計画（ＮＳロイヤル大久保） 東京都 田中土建工業㈱ 田中ビルサービス㈱ 屋根 一般

2013 南大井２丁目プロジェクト（スカイコート品川パークサイド） 東京都 ㈱デザインファクトリー 内野建設㈱ 屋根 一般

2013 高円寺南マンション 東京都 破風㈲メディアゼロ 佐伯設計一級建築士事務所 菊池建設㈱ 地下 一般

2013 ＹＳ邸 東京都 ㈲ＡＭＯ設計事務所 ㈱梅沢建築構造研究所 サンユー建設㈱ 屋根 住宅

2013 杉浦邸 東京都 ㈲エスティエイアール（ＳＴＡＲ）佐竹永太郎 ㈲シイヤ工業 地下 住宅

2013 森田さんの家 東京都 ㈲大滝建築事務所 ㈲大滝建築事務所 地下 住宅

2013 渡部邸 東京都 渡邊技建㈱ 渡邊技建㈱ 地下 住宅

2013 神楽坂プロジェクト 東京都 ㈱藤吉秀樹建築計画事務所 ㈱スタジオ創 田中土建工業㈱ 地下屋根 一般

2013 Ｔ邸（豊久邸） 東京都 ㈱タオアーキテクツ ㈱ジェーエスディー 岡建工事㈱ 地下屋根 住宅

2013 国立いちょう通り子供クリニック 東京都 建築デザイン建匠 構造設計秋山秀之 ㈱吉楽工務店 地下 一般

2013 武藤邸 東京都 ㈱マイホーム ㈱マイホーム 地下 住宅

2013 矢崎邸 東京都 ㈱鵜飼哲矢事務所刈谷事務所 ㈲江尻建築構造設計事務所 ㈱関口工務店 屋根 住宅

2013 エイチズゲストハウス佐島 神奈川県 ㈱キクシマ一級建築士事務所 ㈱キクシマ 屋根 住宅

2013 上垣内邸 東京都 ㈱アルゴ ㈱関口工務店 地下 住宅

2013 豊島区北大塚３丁目マンション（ＡＲＴＥＳＳＩＭＯ　ＦＲＡＮ） 東京都 ㈱畠山建築設計事務所 エナデザインコンサルタント 住協建設㈱ 地下屋根 一般

2013 ザ　アール　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

2013 白楽の家 神奈川県 ケイズアーキテクツ 新都市建設㈱ 地下 住宅

2013 高円寺南プロジェクト 東京都 ㈱増岡組 ㈱増岡組 地下 一般

2013 ナガイレーベン㈱新社屋ビル 東京都 ㈱堀内秀人建築設計事務所 東急建設㈱ 地下 一般

2013 田島邸 東京都 ㈲ジェネラルデザイン 我伊野構造設計室 ㈱辰 屋根 住宅

2013 クラソ早稲田 東京都 ㈱東京組 ㈱東京組 地下 一般

2013 千駄ヶ谷３丁目プロジェクト 東京都 ㈱鈴木孝紀建築設計事務所 金箱構造設計事務所 ㈱辰 地下 一般

2013 桜台１丁目ビルプロジェクト 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 一般

2013 中野坂上１００集合住宅 東京都 ㈱吉富興産 ㈱シーデザイン 渡邊建設㈱ 屋根 一般

2013 Ｇハウス 東京都 ケイズアーキテクツ ㈱福島建設 地下 住宅

2013 湯河原中央グループホーム 神奈川県 ㈱アールティーウィザード ㈱蒲谷工務店 地下 公共建築

2013 ＦＧ計画（神宮前３丁目） 東京都 ㈱アーキテクトン 内藤建設㈱ 地下 住宅

2013 武蔵小杉Ｈ邸 神奈川県 エイエヌディアソシエイツ 佐藤淳構造設計事務所 薩摩建設㈱ 屋根 住宅

2013 神宮前プロジェクト 東京都 ㈲バケラッタ ㈱青木工務店 地下 一般

2013 田端２丁目計画 東京都 ㈱古平真建築研究所 ㈱マヤ建設 地下 一般

2013 出口邸 神奈川県 ㈱オークランドホーム ㈱オークランドホーム 地下 住宅

2013 ロイヤルシーズン梶が谷Ⅱ 神奈川県 ㈱ディーシービー ㈱末長組 地下屋根 一般

2013 中屋邸 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 住宅

2013 安藤邸プロジェクト 東京都 アーキノーバ建築研究所 遠山建築構造研究所 大同工業㈱湘南本店 地下 住宅

2013 鈴木邸（小田原Ｓハウス） 神奈川県 アノットデザイン ㈱山川工務店 屋根 住宅

2013 土方ビル 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2013 大阪豊崎ビル 大阪府 ㈱日創アーキテクト ㈱柄谷工務店 屋根 一般

2013 戸張邸 東京都 ㈱西尾建築設計 ㈱星設計 ㈱末長組 屋根 住宅

2013 中島邸 東京都 設計事務所アーキプレイス ㈱エヌ・シー・エヌ 小川建設㈱・目黒区 地下 住宅

2013 宝袋寺外構工事（トイレ） 神奈川県 ㈱ＰＡＯ設計 ㈱エフエムシー 一般

2013 タカハシレジデンス 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

2013 オサダレジデンス 東京都 アーネストアーキテクツ㈱ アーネストホーム㈱ 地下 住宅

2013 大島７丁目計画 東京都 ㈲矢崎設計 内野建設㈱ 地下 一般

2013 ノダレジデンス 愛知県 アーネストアーキテクツ㈱ ㈱杉本組 地下 住宅

2013 酒井邸 東京都 ㈲スタジオトポス ㈱ロウファットストラクチュア 露木建設㈱ 地下屋根 住宅

2013 細谷邸 栃木県 ㈲羽鳥芳之建築設計事務所 ㈲スタディ建築事務所 ㈱関口建設 屋根 住宅

2013 等々力コンプレックス（カシャノイエ） 東京都 ㈱吉富興産 渡邊建設㈱ 屋根 一般



2013 関井ビル（ヒンメルブラウ） 東京都 ㈱アルメディア 鉄建建設㈱ 地下屋根 一般

2013 多摩市馬引沢Ａ区画（レミュー永山） 神奈川県 ㈱デザインウェーブ ㈱デザインウェーブ 地下 一般

2013 佐藤英明邸 東京都 ㈱マイホーム ㈱マイホーム 地下 住宅

2013 宮谷邸 東京都 ㈲村口設計 ㈲保坂建築設計事務所 ㈱富山工務店 地下屋根 住宅

2013 ライレジデンス 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

2013 高円寺南プロジェクト（ＫＮＪ） 東京都 ＩＣＵ ㈱辰 屋根 一般

2013 とんかつ麻釉伊勢原店 神奈川県 ㈱アトリエユニゾン ㈱渡辺工務店 地下 一般

2013 武蔵小山アパート 東京都 ㈱仲建築設計スタジオ 小川建設㈱・目黒区 地下 一般

2013 山本邸 東京都 ㈲パワーハウス かね長桜建設㈱ 地下 住宅

2013 東新小岩住宅（ウエスト東新小岩Ｂ棟） 東京都 亀田建築設計 入澤建設㈱ 地下 住宅

2013 荒茶工場 神奈川県 ㈱ＬＡＮ 大野建設㈱ 地下屋根 一般

2013 北田邸 東京都 ㈲バケラッタ ㈱アイガー産業 地下 住宅

2013 大山町の住宅 東京都 ㈱芦沢啓治建築設計事務所 エーエスアソシエイツ ㈱まつもとコーポレーション 地下 住宅

2013 特別養護老人ホームしょうじゅの里美浜 千葉県 ㈱エーディプラネックス ティーツーデザイン 馬淵建設㈱ 屋根 公共建築

2013 末吉町ビル 神奈川県 ㈲デ・アルテ　アルテ建築設計事務所 ㈲小堀構造研究所 田中ビルサービス㈱ 地下 一般

2013 水戸市立大場小学校増築 茨城県 ㈱コアー建築事務所 株木・菅原・北島特定工事共同企業体 地下 公共建築

2013 岩永邸プロジェクト 東京都 アトリエ２２１㈱山田紘子建築設計事務所 ㈱オーアールエス事務所 サンユー建設㈱ 屋根 住宅

2013 市川巌邸 東京都 ㈱神子島建築設計事務所 ㈱市川工務店 地下 住宅

2013 スウィール砧公園改修工事 東京都 田中土建工業㈱ 田中ビルサービス㈱ 屋根 一般

2013 駒沢Ｎ邸 東京都 ㈱エルアンドシーデザイン 平野建設㈱ 地下 住宅

2013 神宮前の住宅 東京都 ㈲バケラッタ 日祥工業㈱ 地下 住宅

2013 宗像邸 東京都 ㈱彦根建築設計事務所 ㈱エヌ・シー・エヌ 渡邊技建㈱ 地下 住宅

2013 室谷邸 神奈川県 荻津郁夫建築設計事務所 泰進建設㈱ 屋根 住宅

2013 横浜研修センター 神奈川県 荻津郁夫建築設計事務所 ㈱ジャスト ㈱キクシマ 地下 一般

2013 川島食品本社ビル 東京都 ㈱創元設計 前田建設工業㈱ 屋根 一般

2013 パティーナ新大塚 東京都 ㈱畠山建築設計事務所 ㈱エナ・デザインコンサルタント 住協建設㈱ 地下 一般

2013 土橋１丁目賃貸マンション 神奈川県 ㈱ディーシービー ㈱ジェーエスディー ㈱末長組 屋根 一般

2013 古城邸 東京都 シンクウカン一級建築士事務所 ㈱東京組 地下 住宅

2013 飯島邸 東京都 友企画設計 三栄建商㈱ 地下 住宅

2013 山手町１８４番地計画（三村佐一邸） 神奈川県 水口建築デザイン室 ㈱キクシマ 地下屋根 住宅

2013 オウビル止水 東京都 ㈲オウビル 一般

2013 ラミア高輪マンション 東京都 高松建設㈱ 高松建設㈱ 地下 一般

2013 宮田・力石邸 埼玉県 飯尾建築設計 ㈱みずほ 地下 住宅

2013 岩男邸 福岡県 みんなの建築社（岩男光司） 拓進建設㈱ 住宅

2013 逗子特別養護老人ホーム杜の家 神奈川県 ㈱アイ・アンド・アイ建築研究所　㈱サムデザイン 馬淵建設㈱ 屋根 公共建築

2013 エムズ高円寺Ⅱ 東京都 マルスプランニング大澤設計事務所 ㈱コバ建設 屋根 一般

2013 森川ビル 東京都 ㈱アティモントデザイン研究所 ㈱三京建設 屋根 一般

2013 Ｓ邸（みんなの家） 東京都 ㈱安山宣之建築設計事務所 間藤構造設計事務所 ㈱田口工務店 屋根 住宅

2013 みどり化学㈱みどりが丘工場Ｍ４工場棟 埼玉県 ㈱渡辺建築事務所 ㈱高橋組 屋根 一般

2013 田端２丁目共同住宅 東京都 ㈱デザインエヌ 石橋建設工業㈱ 屋根 一般

2013 渡邉邸 神奈川県 黒田建築設計舎 石井建設工業㈱ 屋根 住宅

2013 浜三ビル 東京都 ㈱河津建設　㈲イカダデザインアトリエ ㈱ムーサ研究所 ㈱河津建設 屋根 一般

2013 藤沢アパート 神奈川県 櫂設計企画工房㈱ ㈱福島建設 地下 一般

2013 ノボリノイエ 茨城県 ㈱ルドグラム 舘野建設㈱ 地下屋根 住宅

2013 Ｄ２プロジェクト 東京都 ㈱アル．パートナーズ建築設計 金箱構造設計事務所 醍醐建設㈱ 屋根 住宅

2013 堀越邸 東京都 谷山建築設計室 ㈲キューブワン・ハウジング 地下 住宅

2013 赤坂邸 東京都 赤坂惟史（赤坂宮内建築設計事務所 ㈱佐々木睦朗構造計画研究所 ㈱青 地下 住宅

2013 岸町１丁目計画 埼玉県 ㈱フィールドデザインアーキテクツ 日本建設㈱・千代田区 屋根 一般

2013 吉祥寺南町２丁目ビル 東京都 ㈱ソシオテック企画設計 京王建設㈱ 地下 一般

2013 沼袋１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

2013 三ツ木邸 東京都 ㈲都市建築工房 田中土建工業㈱ 地下 住宅

2013 東長崎ＣＦＸ 東京都 Ａ．Ｌ．Ｘ．（アーキテクトレーベル・ザイン） 渡邊建設㈱ 地下 一般

2013 西橋邸 東京都 ㈲ＡＳＴ建築計画研究所 ㈱辰 地下 住宅

2013 ラ・フォンターナ（清水俊昭邸） 東京都 ㈱ユニバーサルホーム さくら構造㈱ ㈱ユニバーサルホーム板橋店 地下 一般

2013 新富士ビル 東京都 ㈱ＨＯＵ一級建築士事務所 ㈱増田建築構造事務所 ㈱辰 地下屋根 一般

2013 松永アネックス 東京都 関根建築設計事務所 ㈱大場工務店 屋根 一般

2013 しょうじゅの里美浜福祉センター 千葉県 ㈱エーディプラネックス ティーツーデザイン 馬淵建設㈱ 屋根 一般

2013 スズキレジデンス 東京都 アーネストアーキテクツ㈱ ㈱岩本組 地下屋根 住宅

2013 ぶぎんリースビル 埼玉県 東西建築サービス㈱ 川村建設㈱ 地下屋根 一般

2013 中村邸 東京都 タスエス 美樹建設㈱ 地下 住宅

2013 石川邸 静岡県 ㈱アルゴ 小野建設㈱ 地下 住宅

2013 坂上邸 東京都 ＲＣ建築デザイン㈱ ㈱スター工房 地下 住宅

2013 梶田マンション 東京都 高松建設㈱設計本部 高松建設㈱ 地下 一般

2013 茂木邸 東京都 ピーターハンアソシエイツ ロウファットストラクチュア 三元建設㈱ 地下 住宅

2013 田代本通ビル（ＴＡＳＨＩＲＯ７１） 愛知県 ㈱高柳英明建築研究所 ㈱加納工務店 屋根 一般

2013 新プロケアプロジェクト 埼玉県 ㈱ドゥ・アーキテクツ ㈱中島建業 屋根 一般

2013 大塚邸 東京都 中央建設㈱設計部 中央建設㈱ 屋根 住宅

2013 五十嵐邸 東京都 ㈱マイホーム ㈱マイホーム 地下 住宅

2013 スズキレジデンス 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

2013 北部第二給水維持課増築改修 神奈川県 横浜市水道局　栗原正明建築設計室 小雀建設㈱ 屋根 公共建築

2013 くらら鎌田（くらら二子玉川）改修工事 東京都 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2013 宝袋寺武蔵遼遠（合葬墓） 神奈川県 ㈱ＰＡＯ設計 ㈱茨民 地下 一般

2013 大山Ｋ邸 東京都 田井勝馬建築設計工房 野村一級建築士事務所 白石建設㈱ 地下 住宅

2013 カズ表参道 東京都 アル．パートナーズ建築設計 松井建設㈱ 地下 一般

2013 サンユニテⅡ（サクラハウス） 東京都 ㈱吉富興産 構造設計工房デルタ 渡邊建設㈱ 屋根 一般

2013 フクムラレジデンス 東京都 アーネストアーキテクツ㈱ ㈱岩本組 地下 住宅



2013 西落合４２１計画 東京都 ㈲グループアプローチ建築設計事務所 ㈲隗設計 ㈱協栄組 地下 住宅

2013 ハウジーライフ老人ホーム（イリーゼ川口宮町） 埼玉県 ㈱ソウケン設計 ㈱大槻工務店・川口市 屋根 一般

2013 小出邸 大阪府 ㈲サイト まこと建設㈱ 屋根 住宅

2013 並木マンション（バルビエントⅡ号館） 埼玉県 ㈱建築設計工房 ㈲隗設計 ㈱大槻工務店・川口市 屋根 一般

2013 代々木２丁目マンション（ガリシア代々木） 東京都 ㈲イーグランド ㈱守谷商会東京支店 地下 一般

2013 白金４丁目藤田マンション 東京都 関口建築計画 間藤構造設計事務所 ㈱青 地下 一般

2013 すみれチャイルド園舎 栃木県 ㈲アトリエ慶野正司 正木構造研究所 ㈱板橋組 屋根 一般

2013 小暮共同住宅（プレスケイ） 東京都 ㈱エム・エスデザイン（斎藤源） ㈱橘建築設計事務所 ㈱目時工務店　㈱家と車の工房 屋根 一般

2013 恵比寿南２丁目計画 東京都 ヤザコデザイン ㈱青木工務店 屋根 一般

2013 朝日町の家 東京都 村上建設㈱ ㈱カトービルドシステム 地下 住宅

2013 スロットキング日野 東京都 ㈱アンダンテ一級建築士事務所（サンキョー） 斎藤工業㈱・浦和区 屋根 一般

2013 内藤町プロジェクト 東京都 ㈲バケラッタ 笹沢建設㈱　小倉建設㈱ 地下 住宅

2013 西荻窪の家（笹川邸） 東京都 アルファアーキテクツ 永田構造設計事務所 かね長桜建設㈱ 地下 住宅

2013 野口邸 東京都 ㈲伊礼智設計室 ㈱内田工務店 地下 住宅

2013 石住邸 東京都 ㈱山本浩三建築設計事務所 ㈱ビー・エル・ホーム 地下 住宅

2013 余丁町計画（江藤ビル） 東京都 イン・ハウス建築計画 田中土建工業㈱ 地下 一般

2013 災害公営住宅関船団地 福島県 福島県建築設計協同組合いわき支部　㈱松崎設計 常磐開発㈱ 屋根 公共建築

2013 桃浦カキ加工場 宮城県 ㈲フロム・イン ㈱シマ 一般

2014 川田邸 栃木県 羽鳥芳之建築設計事務所 藤建設工業㈱ 屋根 住宅

2014 大河内邸 東京都 ㈱ＩＴＯ設計アイティーオー 東聖建設㈱ 屋根 住宅

2014 千歳橋駐車場改修工事 神奈川県 ㈱松本陽一設計事務所 ㈲後藤構造設計事務所 ㈱小俣組（横浜市） 屋根 一般

2014 Ｉ邸（石坂邸） 東京都 ㈱プランツアソシエイツ ㈱青木工務店 地下屋根 住宅

2014 北上野２丁目計画 東京都 田中土建工業㈱ ㈱あい設計 田中ビルサービス㈱ 屋根 一般

2014 西川口駅前ビル 埼玉県 ㈱東横インアーキテクト ㈱大城組 屋根 一般

2014 レーベン熱海渚町計画（レーベン熱海ザマスター） 静岡県 ㈱プロスパーデザイン りんかい日産建設㈱ 屋根 一般

2014 梅ヶ丘プロジェクト 東京都 ㈲バケラッタ ㈱栄港建設 地下屋根 住宅

2014 松濤モネビル改修工事 東京都 前田建設工業㈱ 屋根 一般

2014 旗の台の住宅（藤川邸） 東京都 ㈱アトリエハレトケ ㈱ティ・アンド・エイアソシエイツ ㈱青 地下 住宅

2014 岸田邸 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

2014 千歳台３丁目計画 東京都 ㈱多田建築研究所 ㈱合田工務店 地下 一般

2014 亀十第二工房 東京都 ㈱アークライン 新三平建設㈱ 地下 一般

2014 代々木４丁目計画 東京都 ベーシックハウス ㈱幸建 屋根 一般

2014 江向邸 東京都 エアラボ ㈲慧構造設計 井端建設㈱ 地下 住宅

2014 田園調布Ｋ邸（菊地邸） 東京都 ㈱三京建設 ㈱三京建設 地下 住宅

2014 ジョイプラザセントラルⅢ 神奈川県 ㈱原昌吾企画設計 ㈱スルガコーポレーション（新成建設） 地下屋根 一般

2014 用賀４丁目プロジェクト 東京都 ハルアーキテクツ ストラクチャード・エンヴァイロンメント ㈱東京組 地下屋根 一般

2014 大島邸 千葉県 ㈱ＭＤＳ一級建築士事務所 大賀建築構造設計事務所 ㈱青木工務店千葉支店 地下屋根 住宅

2014 森岡邸（倉庫） 静岡県 ㈱平成総研 ㈱平成建設・沼津市 屋根 一般

2014 品川区旗の台駅前ビル 東京都 ㈱日創アーキテクト ㈱東横イン電建 屋根 一般

2014 オークデンハイツ 神奈川県 ㈱添田建築アトリエ 野村一級建築士事務所 ㈱佐藤秀 地下 一般

2014 花小金井医院 東京都 石井圭アトリエ ㈱スリーエフ 屋根 一般

2014 関東精工Ａ．Ｂ．Ｃ棟建替え工事 静岡県 無双建設㈱ 無双建設㈱ 屋根 一般

2014 ロイヤルシーズンたまプラーザ計画（ロイヤルシーズンたまプラーザ） 神奈川県 ㈱ディーシービー ㈱ジェーエスディー ㈱末長組 屋根 一般

2014 浦安市運動公園陸上競技場 千葉県 浦安市　ＩＦＡ計画　東京ランドスケープ ㈱ウラタ 屋根 公共建築

2014 デューク花水木改修工事 埼玉県 ㈱大槻工務店・川口市 屋根 一般

2014 本厚木駅前ビル 神奈川県 ㈱東横インアーキテクト ㈱エス・ティプランニング ㈱東横イン電建 屋根 一般

2014 池田邸 東京都 杉本興業㈱ ㈲桑子建築設計事務所 杉本興業㈱ 地下 住宅

2014 菅原邸別荘計画 静岡県 ㈲辰野武山建築設計事務所 ㈲ちさき建築構造設計 ㈲太陽ＹＮ２１ 地下 住宅

2014 大和斎場改修工事 神奈川県 大和市役所管財課 ㈲ウエムラ塗装店 屋根 公共建築

2014 白金３丁目入澤邸 東京都 ㈱デザインショップアーキテクツ ㈱横田建築研究所 白石建設㈱ 地下屋根 一般

2014 賀来邸 東京都 山崎壮一建築設計事務所 間藤構造設計事務所 ㈱渡辺富工務店 屋根 一般

2014 スポーツ施設本社ビル改修工事 東京都 五十鈴建設㈱ 屋根 一般

2014 大岡山ハウス 東京都 シゲルヒラキアーキテクト平木繁 吉田一成構造設計室 伊藤基礎㈱ 地下 住宅

2014 むさし歯科医院 東京都 郡山建築設計事務所 ㈱三京建設 屋根 一般

2014 川口４丁目ＰＪ 埼玉県 ㈱ソウケン設計 ㈱中島建業 屋根 一般

2014 千駄ヶ谷３丁目マンション（アーバネックス原宿） 東京都 ㈱畠山建築設計事務所 古久根建設㈱ 地下 一般

2014 木場レジデンス（木場レジデンス壱番館） 東京都 レジデンスビルマネジメント㈱一級建築士事務所 南海辰村建設㈱ 地下 一般

2014 代々木上原の家（Ａ棟・Ｂ棟） 東京都 ㈲オパス・ワン一級建築士事務所 ㈱石井工務店 地下 住宅

2014 池田邸 東京都 充総合計画一級建築士事務所 ニエダ＋ヒサエダアーキテクツ ㈱岩本組 屋根 住宅

2014 梅本邸 宮城県 ㈲Ｋａデザイン 共栄ハウジング㈱ 地下 住宅

2014 下作延２丁目計画 神奈川県 ㈱西尾建築設計 サン構造デザイン一級建築士事務所 ㈱末長組 屋根 一般

2014 北沢１丁目マンション 東京都 ㈱ユミラ建築設計室 ㈱藪崎工務店 屋根 一般

2014 柴田邸 東京都 ㈲エルデザイン建築設計事務所 小川建設㈱・目黒区 地下 住宅

2014 池田邸 神奈川県 ㈱建築設計事務所フリーダム 柏倉建設㈱ 地下 住宅

2014 御代田邸 東京都 ㈱テラジマアーキテクツ ㈱エヌ・シー・エヌ ㈱テラジマアーキテクツ 地下 住宅

2014 ミサワハウス 山形県 細谷功＋スタジオ４設計 いからし建築構造研究所（五十嵐有紀） 山形建設㈱ 屋根 住宅

2014 神宮前ビル（ＪＧＦＢ） 東京都 嶋田宮城設計室 生和アメニティ㈱ 地下 一般

2014 グリーンズウェル改修工事 東京都 ㈱辰 屋根 一般

2014 大阪天王寺ビル 大阪府 ㈱日創アーキテクト ㈱ナカノフドー建設大阪支社 屋根 一般

2014 代々木１丁目タウンハウス 東京都 アイウエオスタジオ㈱ 新三平建設㈱ 地下 一般

2014 中島邸 東京都 ㈱東京組 ㈱東京組 地下 住宅

2014 雪谷大塚の集合住宅 東京都 田口知子建築設計事務所 新発田建設㈱北関東支店 屋根 一般

2014 伊藤邸 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 住宅

2014 法性寺供養塔 東京都 ㈱時間工房 ㈲木村良三工務店 屋根 一般

2014 東京アライドコーヒーローターズ横浜工場 神奈川県 ㈱ＷＡＴアソシエイツ 大五建設㈱ 地下 一般

2014 五十嵐邸 東京都 ㈱高砂建設 ㈱エヌ・シー・エヌ ㈱高砂建設 地下 住宅



2014 深田邸 東京都 ㈱ＰＡＯ設計 造研設計 拓栄建設㈱ 地下屋根 住宅

2014 エムレジデンス 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

2014 ゆずり葉歯科医院 東京都 ㈱鵜飼哲矢事務所 ㈱関口工務店 屋根 一般

2014 富士見２丁目計画（松浦邸） 東京都 ジェネラルデザイン ㈱辰 屋根 住宅

2014 楢崎邸 東京都 ＨＡＮ環境建築設計事務所 リフォームラボ㈱ 地下 住宅

2014 稗田邸 東京都 ㈲角倉剛建築設計事務所 山田構造設計事務所 平野建設㈱ 地下 住宅

2014 池袋プロジェクトＨ（加山ビル） 東京都 ㈱企画社 松井建設㈱ 屋根 一般

2014 栗山邸 東京都 谷山建築設計室 野村一級建築士事務所構造研究室 ㈱光正工務店 地下屋根 住宅

2014 真木・伊東邸 東京都 ㈲アルテ建築計画 ㈱渡辺富工務店 屋根 一般

2014 錦糸１丁目ビル 東京都 ㈱鈴木理巳建築計画所 中里建設㈱ 屋根 一般

2014 成城Ｉ邸（岩佐太一郎） 東京都 湯澤薫建築設計事務所 平木建築構造研究所 ㈱長建社建築事務所 屋根 住宅

2014 錦糸町商業ビル 東京都 新興商事㈱一級建築士事務所 鉄建建設㈱ 屋根 一般

2014 洗足テラス 東京都 ㈱早川邦彦建築研究所 岩井建設㈱ 地下 一般

2014 山口邸 千葉県 鹿内健建築事務所　現Ｓデザインファーム 小川共立建設㈱ 屋根 一般

2014 ウェルネスカーサ時のかけはし 宮城県 ㈱エー・ゼットキューブ 酒井建築工学研究室 ㈱ナカノフドー建設東北支店 地下屋根 一般

2014 フナキハウス 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

2014 南八街病院外来棟 千葉県 石井圭アトリエ 大昌建設㈱ 屋根 一般

2014 国分寺Ｋ１ビル改修工事 東京都 ㈱辰 屋根 一般

2014 後藤邸 東京都 横山彰人建築設計事務所 ㈱建匠 地下 住宅

2014 近鉄奈良駅前ビル 奈良県 ㈱エスディ設計室 中川企画建設㈱ 屋根 一般

2014 野口邸 東京都 ㈱彦根建築設計事務所 渡邊技建㈱ 地下 住宅

2014 小島邸 東京都 ㈱インターセクト ㈱ベルクハウス 屋根 一般

2014 タキグチハウス 東京都 ㈲ノアノア空間工房 宗建築㈱ 地下 住宅

2014 久本１丁目Ⅱ計画（バースヒル溝の口ティアラ） 神奈川県 ㈱ディーシービー ㈱ジェーエスディー ㈱末長組 地下屋根 一般

2014 集い家 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

2014 上野邸 東京都 村田淳建築研究所 ㈱幹建設 地下 住宅

2014 辰の谷３６７計画（バースヒル溝の口ブレッサ） 神奈川県 ㈱ディーシービー ㈱ジェーエスディー ㈱末長組 地下屋根 一般

2014 米原駅前ビル 滋賀県 ㈱日創アーキテクト ㈱東横イン電建 屋根 一般

2014 池袋３丁目共同住宅（ラフィスタ池袋） 東京都 ㈲アトリエ貘 内野建設㈱ 屋根 一般

2014 川口邸 神奈川県 松鹿設計製作所 露木建設㈱ 地下 住宅

2014 六本木４丁目 東京都 ㈱フロリアンブッシュ建築設計事務所 エーエスアソシエイツ ㈱辰 地下屋根 一般

2014 サンフォーレスト改修工事 東京都 田中ビルサービス㈱ 屋根 一般

2014 季の坂の家（衞藤邸） 大分県 ㈱秋吉正雄建築設計事務所 小西泰孝建築構造設計 ㈱リビングデザイン 地下 住宅

2014 作田邸 東京都 ㈲Ｊ．Ｍ．Ｍ．建築計画事務所 ㈱構造計画プラス・ワン ㈱東京組 地下 住宅

2014 大橋邸（木挽町むさしや） 東京都 ＷＯＯセッケー若松美津子 ㈲田中工務店 地下 一般

2014 ＹハウスⅡ 東京都 ㈱インテルメディアデザインスタジオ ㈱梅沢建築構造研究所 ㈱辰 屋根 住宅

2014 清煇ビル 神奈川県 田中土建工業㈱藤沢支店 ㈱構造ライブ 田中土建工業㈱藤沢支店 屋根 一般

2014 吉祥寺本町４丁目マンション 東京都 ㈱ＹＤＳ建築研究所 内野建設㈱ 屋根 一般

2014 つだ動物病院 神奈川県 ㈱田口工務店平塚支店 地下 一般

2014 柳澤邸 東京都 ㈱柳沢商事一級建築士事務所 ㈱柳澤商事 地下 住宅

2014 生活クラブ赤堤改修工事 東京都 古久根建設㈱ 屋根 一般

2014 日本図書教材協会ビル 東京都 マナ建築設計室㈲ ㈱興建社 地下屋根 一般

2014 大成祭典東京葬祭センター 東京都 ㈱アーキテクト・サムシンク 構設一級建築士事務所 小俣建設工業㈱ 地下 一般

2014 豊島屋小町２丁目計画 神奈川県 馬淵建設㈱ 馬淵建設㈱ 屋根 一般

2014 マツモトレジデンス 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

2014 輔仁社宅 徳島県 ㈱野々瀬建築都市設計事務所 ㈲新井建設 屋根 住宅

2014 ル・リオン池袋本町（クレヴィスタ池袋本町） 東京都 ㈱日本建築環境 大和小田急建設㈱ 屋根 一般

2014 ドミール池上 東京都 ㈱ＰＡＯ設計 サンユー建設㈱ 地下屋根 一般

2014 小舘邸 東京都 ㈱難波和彦＋界工作舎 ㈱大明建設 地下 一般

2014 西船６丁目山田邸 千葉県 木村建設工業㈱ ㈱押見工務店　㈱小田原工務店 地下 住宅

2014 田口邸 東京都 ㈱加藤工務店一級建築士事務所　東昭エンジニアリング㈱ ㈱加藤工務店 地下 住宅

2014 新光電気工業㈱新井工場 新潟県 北野建設一級建築士事務所 北野建設㈱ 地下 一般

2014 柏駅前広末ビル 千葉県 ㈱東横インアーキテクト ㈱東横イン電建 屋根 一般

2014 秋川駅前ビル 東京都 ㈱東横インアーキテクト ㈱東横イン電建 屋根 一般

2014 金宮邸 神奈川県 ㈱アース建築設計工房 ウエルストン設計 ㈱サクラ工研 地下 住宅

2014 ａｄｎ（井口邸） 東京都 井口直巳建築設計事務所 ㈱ＫＡＰ エムステージ 地下 住宅

2014 永島邸（柿の木坂の住宅） 東京都 ㈲バケラッタ 日南鉄構㈱ 地下 住宅

2014 大阪通天閣前ビル 大阪府 ㈱日創アーキテクト ㈱エス・ティプランニング ㈱東横イン電建 屋根 一般

2014 佐々木邸 東京都 藤澤建築設計事務所 ㈲エイ建築コンサルタント ㈱二階堂興業 地下 住宅

2014 ヴァンエーステル邸 東京都 岸総合計画研究所 ㈱花実建設 地下 住宅

2014 月光ビル 東京都 高松建設㈱ 高松建設㈱ 地下 一般

2014 ヴァンドルプ邸 東京都 設計事務所アーキプレイス ジェイホームズ㈱ 地下 住宅

2014 ポート中板橋 東京都 ㈱渡辺建築設計事務所 ㈱内田工務店 屋根 一般

2014 北新宿計画（ロイヤルシーズン新宿柏木） 東京都 ㈱ディーシービー ㈱ジェーエスディー ㈱末長組 屋根 一般

2014 西尾邸 東京都 岡部設計 高正建設㈱ 地下 住宅

2014 中山邸 東京都 篠田元気建築設計事務所 ㈱ＮＫＳ ㈱東京組 地下 住宅

2014 プラスポイント改修工事 東京都 ㈱環境向学 屋根 一般

2014 早川ビル止水工事 東京都 センバ仙波吉弘 一般

2014 イオン旭川駅前 北海道 西松建設㈱ 一般

2014 チリエージオ改修工事 東京都 田中ビルサービス㈱ 屋根 一般

2014 ｍｍＮ（永田邸） 愛知県 道家洋建築設計事務所 藤尾建築構造設計事務所 ㈱加納工務店 地下 住宅

2014 片瀬海岸１丁目ビル 神奈川県 ㈲デ・アルテ　アルテ建築設計事務所　 田中土建工業㈱藤沢支店 地下 一般

2014 目崎邸 東京都 ㈱エヌ・シー・エヌ ㈱高砂建設 地下 住宅

2014 松本総経ビル 長野県 ㈱榎本弘之建築研究所 ㈱梅沢建築構造研究所 北野建設㈱松本支店 屋根 一般

2014 西光寺庫裡 東京都 三芳建設㈱一級建築士事務所 三芳建設㈱ 地下屋根 住宅

2014 溝の口駅前南口ビル計画（バースシティ溝の口グレス） 神奈川県 ㈱ディーシービー ㈱ジェーエスディー ㈱末長組 屋根 一般



2014 平邸 東京都 平真知子一級建築士事務所 ㈲エスエス 地下 住宅

2014 神埼邸 千葉県 レベルアーキテクツ ㈱建築商売 地下 住宅

2014 亀屋万年堂本社屋建替え 東京都 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 屋根 一般

2014 代々木上原プロジェクト 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

2014 練馬産業会館建替え工事 東京都 ㈲横山設計事務所 内野建設㈱ 地下 一般

2014 日本大学第二学園 東京都 ㈱久米設計 鉄建建設㈱ 地下 一般

2014 富士学院 東京都 ㈱藪崎工務店一級建築士事務所 ㈱藪崎工務店 地下 一般

2014 久が原マンション 東京都 ㈱遠藤克彦建築研究所 ㈱辰 屋根 一般

2014 千石石義電機ビル 東京都 高松建設㈱ 高松建設㈱ 地下 一般

2014 ＮＭビル 東京都 ㈱ＰＡＯ設計 大成ユーレック㈱横浜支店 屋根 一般

2014 日光ゲストハウス 栃木県 ㈱日建設計 東武建設㈱ 屋根 住宅

2014 宇都邸 東京都 レベルアーキテクツ 馬場貴志構造設計事務所 ㈱辰 地下屋根 住宅

2014 本間邸 東京都 ㈱テラジマアーキテクツ ㈱エヌ・シー・エヌ ㈱テラジマアーキテクツ 地下 住宅

2014 小日向の住宅 東京都 パワーハウス ㈱関口工務店 地下 住宅

2014 斎藤邸 神奈川県 ㈱オークランドホーム一級建築士事務所 ㈱オークランドホーム 地下 住宅

2014 南烏山３丁目計画 東京都 ㈱ディーシービー ㈱ジェーエスディー ㈱末長組 屋根 一般

2014 石川邸 東京都 タスエス 美樹建設㈱ 地下 住宅

2014 浅草橋スパイラルハウス 東京都 ㈱吉富興産一級建築士事務所 米持建設㈱ 屋根 一般

2014 吉岡邸 東京都 建築計画網・大系舎 ㈱ニート 地下 住宅

2014 たまむら道の駅トイレ棟 群馬県 ㈱ｙｕｉ建築工房　 田中建設㈱ 屋根 公共建築

2014 上池台４１７住宅Ａ・Ｂ区画 東京都 ㈱リュウホームズ さくら構造㈱ ㈲ＴＲＨ　㈱リュウホームズ 地下 住宅

2014 木戸口邸 東京都 クラフトスピリッツ（アーネストグループ） アーネストホーム㈱ 屋根 住宅

2014 南高久田ポンプ場 福島県 ㈱武田コンサルタント　鏡石町役場 笠原工業㈱ 屋根 公共建築

2015 渡辺邸 神奈川県 ㈲ジェネラルデザイン 我伊野構造設計室 大同工業㈱ 屋根 住宅

2015 光保育園 埼玉県 ㈱時設計 ㈱ジェーエスディー ㈱高橋組 屋根 一般

2015 松戸納骨堂（松戸市高塚新田墓地増設計画） 千葉県 ㈱スペース・コア一級建築士事務所 國榮建設工業㈱ 地下 一般

2015 ＡＨＳマンション 東京都 ㈱エムズアーキテクツ ㈱佐藤秀 屋根 一般

2015 南麻布３丁目計画 東京都 ㈱佐藤尚巳建築研究所 金箱構造設計事務所 和田建築㈱ 屋根 住宅

2015 船橋市西図書館建替え工事 千葉県 ㈱千都建築設計事務所 ㈱クロスファクトリー 鉄建・木村特定建設工事企業体 地下 公共建築

2015 赤坂３丁目プロジェクト 東京都 ㈲エムエスデザイン（若松真二） ㈲Ｙ．ＯＦユニバーサル構造 菊池建設㈱ 屋根 一般

2015 新ＹＳビル 東京都 ラウンドデザイン ＣＲＳ構造設計事務所 ㈱佐藤秀 屋根 一般

2015 タナカレジデンス 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

2015 端野邸 東京都 ㈱ホープス　遠藤建築設計事務所 ㈱ホープス 屋根 住宅

2015 二子５丁目プロジェクト 神奈川県 ㈱ＪＷＡ建築・都市設計 ㈱合田工務店 屋根 一般

2015 井上・須田邸 千葉県 アレグレ一級建築士事務所 ㈱アレグレホーム 地下 住宅

2015 ミレイユ駒場（駒場渡辺マンション） 東京都 ㈱神田中央ハウジング 一般

2015 Ａハウス漏水補修 東京都 ㈲バウ工房 一般

2015 大塚邸Ⅱ 埼玉県 ㈲鈴木謙介建築設計事務所 ㈱航洋建設 地下 住宅

2015 鈴木邸改修工事 神奈川県 ㈱東急ホームズ 屋根 住宅

2015 常川邸 千葉県 アイ・プランニング ㈱モアプラス 地下 住宅

2015 光石邸 群馬県 ㈲羽鳥芳之建築設計事務所 ㈲スタディ建築事務所 ㈱関口建設 屋根 住宅

2015 三宅ビル 神奈川県 ㈲アーキクルー東京一級建築士事務所 田中土建工業㈱藤沢支店 屋根 一般

2015 グループホームそれいゆ壱号館 東京都 設計組織スーパーノーヴァ 小暮工業㈱ 屋根 一般

2015 大阪日本橋４丁目ビル 大阪府 ㈱日創アーキテクト ㈱柄谷工務店 屋根 一般

2015 鈴木邸 神奈川県 中尾建築工房建築研究室 ㈲中尾建築工房 地下 住宅

2015 北青山３丁目プロジェクト 東京都 ㈱辰一級建築士事務所 ㈱辰 屋根 一般

2015 刈谷ハイウェイオアシス公園側トイレ 愛知県 ㈱鵜飼哲矢事務所 白半建設㈱ 屋根 一般

2015 和田興産神戸相生町ビル 兵庫県 ㈱東横インアーキテクト ㈱東横イン電建 屋根 一般

2015 深沢２丁目プロジェクト 東京都 ㈱若松均建築設計事務所 ㈲深澤工務店 地下屋根 一般

2015 東中野Ｙ邸 東京都 ㈱アルメディア ㈱広神工務店 地下 住宅

2015 水上邸 東京都 ㈱インターセクト ㈱ベルクハウス 屋根 一般

2015 美しが丘２丁目ハウス 神奈川県 ㈱アーキシン ㈱大明建設 地下 住宅

2015 茂田邸＋デイサービス 茨城県 ㈲羽鳥芳之建築設計事務所 ㈱池田工務店 屋根 一般

2015 伊藤邸 東京都 ㈱カガヤ設計 ㈲加賀谷工務店 地下 住宅

2015 武田邸 東京都 奥村和幸建築設計室 渡邊建設㈱ 地下屋根 住宅

2015 イメージニクス㈱２号館 東京都 村口設計 ㈲保坂建築設計事務所 西村建設㈱ 屋根 一般

2015 アヤナデイジー社宅 宮城県 アーネストアーキテクツ㈱ ㈱ＫＳＤ一級建築士事務所 ㈱八重樫工務店 地下 住宅

2015 船戸団地７号棟 福島県 ㈲ノア・アーキテクツ ㈱三崎組 屋根 公共建築

2015 トスラブ館山洲宮 千葉県 ㈱日建設計 大成建設㈱千葉支店 屋根 一般

2015 久本３丁目計画（バースシティ溝の口シエル） 神奈川県 ㈱ディーシービー ㈱ジェーエスディー ㈱末長組 屋根 一般

2015 大宮プロジェクト 埼玉県 ㈲バケラッタ Ｋゼロワンワークショップ ㈱青木工務店 地下 一般

2015 小原建設㈱東京支店 東京都 小原一級建築士事務所　㈲奥井設計一級建築士事務所 小原建設㈱ 地下 一般

2015 川瀬邸 東京都 ㈱横山浩介建築設計事務所 正木構造研究所 ㈲神埼 地下 住宅

2015 高峰邸 東京都 ㈱東京組上原和建築研究所 ㈱東京組 地下 住宅

2015 林邸 東京都 ㈱ザデザインラボ ㈱辰 屋根 住宅

2015 佐々木邸 東京都 ピコグラム建築設計事務所 ㈱辰 地下 住宅

2015 苑風会病院 東京都 ㈱山田綜合設計 ㈱ナカノフドー建設 屋根 一般

2015 富士河口湖野営場建替え（星野リゾート） 山梨県 オンサイト計画設計事務所 ＫＡＰ 清水建設㈱関東支店 屋根 一般

2015 所沢聖地霊園管理棟 埼玉県 ㈱日建設計 西武建設㈱ 屋根 一般

2015 小田川邸 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 白石建設㈱ 地下屋根 住宅

2015 上原の家 東京都 ｔｗｉｇｄｅｓｉｇｎ一級建築士事務所 我伊野構造設計室 ㈱辰 地下屋根 住宅

2015 大峯邸 神奈川県 オノ・デザイン建築設計事務所 ㈱栄港建設 屋根 住宅

2015 尾山台の家 東京都 ㈲アーキタイプ ㈱佐藤秀 屋根 住宅

2015 パレステージ梅島 東京都 ㈱谷口建築企画 ㈱ＳＥ建築研究所 多田建設㈱ 屋根 一般

2015 高木邸 東京都 ㈱横山浩介建築設計事務所 瀬戸建設㈱ 屋根 住宅

2015 亀甲邸 長野県 ㈱北沢建築 地下 住宅



2015 オープンレジデンシア中目黒 東京都 ㈱空間システム研究所 新発田建設㈱北関東支店 地下 一般

2015 藤井邸 新潟県 篠崎弘之建築設計事務所 寺戸巽海構造計画工房 ㈱栗山工務店 屋根 住宅

2015 タカヤマレジデンス 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

2015 グランレーヴ渋谷 東京都 田中土建工業㈱一級建築士事務所 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2015 山本邸 東京都 ㈲バケラッタ ㈱葛工務店 地下 住宅

2015 森田邸改修工事 東京都 ㈱鵜沢工務店 屋根 住宅

2015 ㈱東京研文社本社ビル止水工事 東京都 ㈱東京研文社 一般

2015 松島邸 東京都 乾久美子建築設計事務所 鈴木芳典構造事務所 ㈲工藤工務店 屋根 住宅

2015 拝島駅前保育園 東京都 ㈱奥野設計 鈴木克臣構造設計事務所 扶桑建設㈱ 地下 一般

2015 アーバンビルド桜ヶ丘３丁目 埼玉県 イアンズ建築デザイン事務所 ㈲シーエムアイ 地下 住宅

2015 中野邸 東京都 シンクウカン一級建築士事務所 ㈱東京組一級建築士事務所 ㈱東京組 地下 住宅

2015 小茂根Ｍハウス 東京都 ヤマカワデザイン（㈱山川設計） ㈱建匠 地下 住宅

2015 北大塚二丁目ビル 東京都 マルスプランニング大澤 菊池建設㈱ 地下 一般

2015 日立メディコ柏事業場 千葉県 ㈱ニート 地下 一般

2015 岩端邸 東京都 安藤忠雄建築研究所 金箱構造設計事務所 まこと建設㈱ 地下 住宅

2015 中村南の家 東京都 桐山和広建築設計事務所 ㈱エフビーエス 屋根 住宅

2015 医療法人史正会社宅 神奈川県 ㈲後藤正史アトリエ ㈱ヨシナガ工業 地下 住宅

2015 吉祥寺南町ビル 東京都 マナ建築設計室㈲ ㈱ていていえす 白石建設㈱・三鷹市 地下屋根 一般

2015 不破邸 東京都 不破博志一級建築士事務所 ㈲レイアーツ 地下 住宅

2015 橋本慎邸 神奈川県 本間設計事務所 ㈱エヌ・エフ・シー ㈲千倉建設 地下 住宅

2015 大学共同利用機関法人　情報・システム研究機構ゲストハウス増築 東京都 ㈱日本設計 ㈱アイガー産業 屋根 一般

2015 岩成台の家 愛知県 ㈲堀内建築研究所 川辺建設㈱ 屋根 住宅

2015 上用賀コートハウス 東京都 ＩＣＵ 中畠敦広構造設計一級建築士事務所 まこと建設㈱ 地下屋根 一般

2015 田邊ビルＰＪ 東京都 ㈱若松均建築設計事務所 ロウファットストラクチュア ㈱東京組 屋根 一般

2015 関口邸 埼玉県 ㈱ア・シード建築設計 クレモナ建築構造研究所 ㈱山崎工務店 屋根 一般

2015 Ｆ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

2015 行田市向町有料老人ホーム（介護付き有料老人Ｊホームイリーゼ行田） 埼玉県 藤間建築工房 ㈲ちさき建築構造設計 ㈱大槻工務店・川口市 屋根 一般

2015 渋谷２丁目Ｌ＆Ｓビル 東京都 ＩＣＨＩ建築設計一級建築士事務所 さくら構造㈱ ㈱中央構造 屋根 一般

2015 河原邸 東京都 千葉学建築計画事務所 金箱構造設計事務所 ㈲深澤工務店 地下 住宅

2015 霜山邸 東京都 妹尾正治建築設計事務所 ㈱ムーサ研究所 京王建設㈱ 地下 住宅

2015 遠山マンション改修工事 埼玉県 ㈱大和東京支店 屋根 一般

2015 フレッドペリー旗艦店 東京都 ㈲ジェネラルデザイン 我伊野構造設計室 ㈱辰 地下屋根 一般

2015 大橋邸 埼玉県 エフアール建築設計事務所　 ㈱埼玉県住宅相談センター　㈲シイヤ工業 屋根 住宅

2015 田中邸 東京都 創作工房閾 ㈱和田工務店 地下屋根 住宅

2015 西片ヒルサイドテラス 東京都 ビルディングランドスケープ 岩井建設㈱ 地下 一般

2015 代沢５丁目建物 東京都 ユミラ建築設計室 ㈱藪崎工務店 屋根 一般

2015 Ｇ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 一般

2015 柳邸 東京都 Ｕ４アーキテクツ ＲＧＢストラクチュア ㈱ライブラリーハウス 地下 住宅

2015 南青山ビル 東京都 ㈲阿部浩建築事務所（現㈱ＦＯＮＴ まこと建設㈱ 地下屋根 一般

2015 山口邸 東京都 オーガスタ ㈱池田工務店 地下 住宅

2015 西五反田ＹＮビル 東京都 ㈱神田中央ハウジング 一般

2015 目白プロジェクト 東京都 片岡直樹設備設計 ㈱中村弥工務店 地下屋根 住宅

2015 納塚邸 東京都 サンゴデザイン ㈱イケダ工務店 地下 住宅

2015 緑園都市中村邸 神奈川県 ㈱後藤横浜事務所 仲田一級構造設計事務所 田中土建工業㈱藤沢支店 地下屋根 住宅

2015 尾山台第１２Ｃ棟 東京都 ㈱カワベハウジング ㈱カワベハウジング 地下 住宅

2015 ＴＣＫＷ－ＢＡＳＥプロジェクト 東京都 ㈱柳沢商事一級建築士事務所 ㈱柳澤商事 屋根 住宅

2015 真如苑木更津霊園納骨施設増築工事 千葉県 ㈱一如社 ㈱安藤間千葉営業所 地下 一般

2015 八王子駅前山川ビル 東京都 ㈱東横インアーキテクト ㈱東横イン電建 屋根 一般

2015 ＯＳビル 東京都 ㈲永山祐子建築設計 小西泰孝建築構造設計 日南鉄構㈱ 地下 一般

2015 ＪＲ福山駅前ビル 広島県 ㈱東横インアーキテクト ㈱東横イン電建 屋根 一般

2015 上田邸（関町北２丁目計画） 東京都 エイアンドティ建築研究所 ㈱山本工務店 屋根 一般

2015 麹町ビル計画 東京都 鈴縫工業㈱ 鈴縫工業㈱ 地下 一般

2015 ㈱東基板倉工場 群馬県 岩堀建設工業㈱ 岩堀建設工業㈱ 地下 一般

2015 湘南台ツユキビル 神奈川県 田中土建工業㈱藤沢支店 田中土建工業㈱藤沢支店 屋根 一般

2015 キツネ代官山 東京都 ニューエスト 平野建設㈱ 地下 一般

2015 俣野邸 東京都 みかんぐみ 木下洋介構造設計室 ㈱キクシマ 地下 住宅

2015 ＫＴ赤坂プロジェクト 東京都 アーネストアーキテクツ㈱ 米持建設㈱ 地下 一般

2015 陣内邸 東京都 蘆田暢人建築設計事務所 村田龍馬設計所 ㈱栄港建設 屋根 住宅

2015 ＧＡハウス 東京都 ㈲アトリエＳＮＳ ㈱辰 地下 住宅

2015 南青山ビル 東京都 ㈱ゼロワンオフィス ㈱ジェーエスディー 東聖建設㈱ 屋根 一般

2015 ＤＳ港南区上永谷２丁目Ｃ棟 神奈川県 ㈱神奈川住空間二級建築士事務所 ㈱松野建築 地下 住宅

2015 渋谷１丁目ビル 東京都 ㈱北澤建築設計事務所 ㈱佐藤秀 地下 一般

2015 エスポワール青葉台改修工事 神奈川県 ㈱中川工務店 屋根 一般

2015 梶ヶ谷３丁目Ⅱ計画（バースシティ梶ヶ谷姿見台） 神奈川県 ㈱ディーシービー ㈱ジェーエスディー ㈱末長組 地下屋根 一般

2015 恵比寿南の家 東京都 ㈱工房こぢこぢ 平木建築構造研究所 ㈱工房 地下屋根 一般

2015 柏瀬邸 東京都 ㈱陣設計 ㈱東都設計 三芳建設㈱ 地下 住宅

2015 恵比寿ビル 東京都 ㈱シグアーキデザイン　 ㈱岩本組 地下 一般

2015 高橋邸改修工事 東京都 中央サービス一級建築士事務所 屋根 住宅

2015 原宿エクスパンディングランドスケープ 東京都 ㈲アーキタイプ 我伊野構造設計室 ㈱辰 地下屋根 一般

2015 カジオギャラリー 東京都 ㈱ユニテ ㈱山崎工務店 地下 一般

2015 戸越６丁目計画 東京都 ㈱佐々木設計事務所 ㈱マゴメ工務店 屋根 一般

2015 池上６丁目計画（バースシティ池上） 東京都 ㈱ディーシービー ㈱ジェーエスディー ㈱末長組 地下屋根 一般

2015 ＧＧＣビル 北海道 ㈱ナカノフドー建設東北支社 ㈱クライメックス ㈱ナカノフドー建設北海道支店 屋根 一般

2015 佐野邸（東中野集合住宅） 東京都 有限責任事業組合テイクス ㈲島田建設 地下 一般

2015 代沢の家（木場邸） 東京都 ㈲アトリエハル ㈱内田産業 地下 住宅

2015 上之原邸 東京都 ㈲ステューディオ２アーキテクツ 久米弘記建築構造研究所 ㈱上之原工務店 地下 住宅



2015 三田２丁目マンション（ＧＥＮＯＶＩＡ麻布十番ｇｒｅｅｎ　ｖｅｉｌ） 東京都 ㈱畠山建築設計事務所 ㈱松下産業 地下 一般

2015 クサマレジデンス 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

2015 君塚邸止水工事 東京都 ㈱ニート 一般

2015 中込製作所屋外工作物工事 神奈川県 羅建築設計㈱ 都市住研㈱ 地下 一般

2015 西口５番街ビル 神奈川県 櫂設計企画工房㈱ ㈱松井建設 地下 一般

2015 サンユニテⅡ 東京都 ㈱吉富興産一級建築士事務所 ㈱デザインセンター ㈱吉富興産 屋根 一般

2015 ＣＳプロジェクト 千葉県 ㈱矢板建築設計研究所 ㈱構造計画プラス・ワン ㈱ナカノフドー建設 屋根 一般

2015 蕨市錦町有料老人ホーム 埼玉県 ㈱ソウケン設計 ㈱大槻工務店・川口市 屋根 一般

2015 赤堤の住宅 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 ㈱栄伸建設 地下 住宅

2015 内邸改修工事 東京都 田中ビルサービス㈱ 屋根 住宅

2015 加藤邸 東京都 ㈱高井義和建築設計事務所 ㈱ムーサ研究所 ㈱宝建設 地下 住宅

2015 大塚邸 東京都 ㈱キョートミ建築設計 タケダホーム㈲ 地下 住宅

2015 ザイモクザテラス 神奈川県 ㈱リバックス建築環境計画　 ㈱キクシマ 地下屋根 一般

2015 平塚市錦町計画 神奈川県 ㈱希望社 ㈱コラム建設 地下 一般

2015 小田部邸 東京都 ㈱彦根建築設計事務所 ㈱エヌディーエヌ 渡邊技建㈱ 地下 住宅

2015 間瀬邸止水工事 東京都 ㈱サクラ工研 一般

2015 オークックハウス 東京都 ㈱ラウムアソエイエイツ　 江中建設㈱ 地下 住宅

2015 吉川邸 東京都 ㈱彦根建築設計事務所 渡邊技建㈱ 地下 住宅

2015 道下邸 東京都 フラットハウス 長橋工務店 地下 住宅

2015 杉本邸 東京都 藤岡郁建築設計事務所 ㈱フォーザグッド 屋根 住宅

2015 久保台ⅡＢ計画（バースヒル溝の口リベルテＢ） 神奈川県 ㈱ディーシービー ㈱ジェーエスディー ㈱末長組 地下屋根 一般

2015 ロコビル 東京都 ㈱ハウスカ ㈱辰 屋根 一般

2015 多聞院山門 東京都 太陽寺設計工房 東協建築㈱ 地下屋根 一般

2016 駿河台大学野球場整備工事 埼玉県 長谷川体育施設㈱ 西川建設 屋根 一般

2016 二子玉川えのきハウス 東京都 ㈱吉富興産 ㈱港北建設 屋根 一般

2016 高梨邸 東京都 ㈱テラジマアーキテクツ ㈱エヌ・シー・エヌ ㈱テラジマアーキテクツ 地下 住宅

2016 末吉町１丁目ビル（エシュレⅡ横浜） 神奈川県 ㈲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

2016 阿佐谷北１丁目プロジェクト 東京都 石川設計工房 ㈱須和田建築設計事務所 ㈱三浦組 地下屋根 一般

2016 小菅邸 神奈川県 黒田建築設計舎 石井建設工業㈱ 屋根 住宅

2016 ピヴェット飛松邸 東京都 高塚章夫建築設計事務所 ㈱青 屋根 住宅

2016 東雪谷１丁目プロジェクト 東京都 ㈱インフレイトデザイン リビオ㈱ ㈱東京組 地下 住宅

2016 東横イン成田空港新館 千葉県 ㈱東横インアーキテクト ㈱東横イン電建 屋根 一般

2016 浦安市運動公園野球場 千葉県 ㈱東京ランドスケープ　浦安市 ㈱トヨダ工業 屋根 公共建築

2016 代々木集合住宅 東京都 石川素樹建築設計事務所 ㈱渡辺富工務店 屋根 一般

2016 小網代の家建替え計画 神奈川県 ㈱エーエムエスＡＭＳ ㈱佐々木睦朗構造計画研究所 大同工業㈱湘南本店 地下屋根 住宅

2016 榎丸邸 東京都 ㈱イデア建築研究所 和設計 宗建築㈱ 地下 一般

2016 イケガミレジデンス 東京都 アーネストアーキテクツ㈱ 江中建設㈱ 地下 住宅

2016 石井邸 東京都 ㈱榎本弘之建築研究所 ㈱梅沢建築構造研究所 薩摩建設㈱ 地下屋根 住宅

2016 太田駅北口駅前文化交流施設 群馬県 ㈱平田晃久建築設計事務所 オーヴアラップ＆パートナーズジャパン 石川建設㈱ 屋根 公共建築

2016 犬飼邸 東京都 ㈱アルゴ フジケン設計事務所 ㈱高政工務店 地下 住宅

2016 西池袋１丁目計画 東京都 ㈱アル．パートナーズ建築設計 金箱構造設計事務所 渡邊建設㈱ 地下 一般

2016 久保台ⅡＡ計画（バースヒル溝の口リベルテＡ） 神奈川県 ㈱ディーシービー ㈱ジェーエスディー ㈱末長組 地下屋根 一般

2016 イノマタレジデンス 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

2016 ハセガワレジデンス 愛知県 アーネストアーキテクツ㈱ ㈱加納工務店 地下 住宅

2016 社会福祉法人大平台会第二都学園老朽改築工事 群馬県 石井圭アトリエ 木村佳央建築構造設計室 信澤工業㈱ 屋根 一般

2016 星のや軽井沢森のスケートリンク改修（星野リゾート） 長野県 オンサイト計画設計事務所 鹿島道路㈱関東支店 一般

2016 東久留米駅前西川ビル 東京都 ㈱東横インアーキテクト ㈱東横イン電建 屋根 一般

2016 半田バイオマス発電所 愛知県 住友重機械工業㈱ 大豊建設㈱名古屋支店 屋根 一般

2016 花井邸 東京都 ㈱ハウゼ ㈱ハウゼ 地下 一般

2016 唐鎌邸 東京都 藤岡郁建築設計事務所 ㈱フォーザグッド 屋根 住宅

2016 天野邸 神奈川県 グルッペ・ケン 北野建設㈱ プール 住宅

2016 辻堂南口計画 神奈川県 田中土建工業㈱藤沢支店一級建築士事務所 田中土建工業㈱藤沢支店 屋根 一般

2016 庭野小林邸（南麻布プロジェクト） 東京都 鈴木理巳建築計画所 構造体ビルド㈱ 大成建設㈱庭野様 屋根 住宅

2016 八雲社宅 東京都 中野博之建築設計室 ㈱佐藤秀 地下 住宅

2016 高室月浦邸 東京都 ㈱スタジオＣＹ ㈱高政工務店 地下 住宅

2016 谷中坂町ハウス外部改修 東京都 だいやす建設㈱ 屋根 一般

2016 ニシレジデンス 東京都 アーネストアーキテクツ㈱ アーネストホーム㈱ 地下 住宅

2016 モンパルナスプロジェクト 東京都 岡由雨子建築デザイン 高砂構造設計事務所 ㈱松下産業 屋根 一般

2016 六本木４丁目Ｌ＆Ｓビル 東京都 ＩＣＨＩ建築設計一級建築士事務所 さくら構造㈱ 平和建設㈱横浜営業所 地下屋根 一般

2016 レイケイハウス 東京都 ㈱吉富興産 渡邊建設㈱ 屋根 一般

2016 シエルブルー恵比寿南２ 東京都 ㈱オープンヴィジョン ハーモニウス一級建築士事務所 日本建設㈱・文京区 地下 一般

2016 天翔新橋赤レンガ通りビル 東京都 森田建築設計事務所 ㈱ナカムラ 地下 一般

2016 樋口邸 東京都 豊田空間デザイン室 ㈱工房 地下 住宅

2016 神宮前１－６ビル 東京都 石川設計工房 ㈱須和田建築設計事務所 サンユー建設㈱ 屋根 一般

2016 ＣＦＣ越谷レイクタウン店 埼玉県 大和ハウス工業㈱埼玉東支社建築一級建築士事務所 大和ハウス工業㈱埼玉東支社 プール 一般

2016 大島邸 東京都 ㈱協林ドウデザイン一級建築士事務所 ウイ・ドウ２級建築士事務所　 ㈱桜井ハウジング 地下 住宅

2016 特別養護老人ホーム笹の風 神奈川県 健康設計　㈲角倉剛建築設計事務所 山田構造設計事務所 馬淵建設㈱ 屋根 一般

2016 エクサム高田馬場 東京都 ユニバーサルトラスト㈱ まこと建設㈱ 地下 一般

2016 恵比寿清流寺庫裡 東京都 エイエヌディアソシエイツ 佐藤淳構造設計事務所 ㈱辰 屋根 住宅

2016 松本邸 東京都 ㈲ジェネラルデザイン ㈱辰 地下屋根 住宅

2016 清水邸 東京都 ㈱渡辺建築設計事務所 ㈱内田工務店 地下 住宅

2016 岩槻駅前山十第一ビル（東横イン岩槻駅前） 埼玉県 ㈱東横インアーキテクト ㈱東横イン電建 屋根 一般

2016 東横イン新高岡駅前 富山県 ㈱東横インアーキテクト ㈱東横イン電建 屋根 一般

2016 六本木プロジェクト（別所邸） 東京都 ㈱若松均建築設計事務所 ㈱東京組 地下屋根 住宅

2016 松原３丁目プロジェクト（Ｌａ　Ｐｅｒｌａ　Ｍｅｉｄａｉｍａｅ） 東京都 石川設計工房 ㈱須和田建築設計事務所 米持建設㈱ 屋根 一般

2016 上総湊住宅 千葉県 ㈱後藤横浜事務所 仲田一級構造設計事務所 田中土建工業㈱藤沢支店 屋根 住宅



2016 大参邸 東京都 ㈲エスティエイアール（ＳＴＡＲ）佐竹永太郎 ㈱桜井ハウジング 地下 住宅

2016 山形邸 東京都 横堀建築設計事務所 ㈱石井工務店 地下 住宅

2016 世田谷区岡本３丁目計画 東京都 ㈱ベルプランニング 東光建設㈱ 屋根 住宅

2016 神田駅前中村ビル（東横イン鎌倉橋） 東京都 ㈱東横インアーキテクト ㈱横田建築研究所 ㈱東横イン電建 屋根 一般

2016 佐島Ｇプロジェクト 神奈川県 ㈲Ｋ設計　 ㈱キクシマ 地下屋根 住宅

2016 押見邸 東京都 ㈱小菅栄建築設計室 ㈱渡辺富工務店 屋根 一般

2016 バビロンプロジェクト 東京都 江口智行建築設計事務所 ㈱工房 屋根 住宅

2016 石井邸 東京都 ㈱平田晃久建築設計事務所 ㈱オーク構造設計 ㈲大原工務所 屋根 一般

2016 佐藤陽一邸 東京都 アキュート設計㈱ 扶桑建設㈱ 屋根 一般

2016 かどやビル 東京都 小森建築設計室 ㈱栄港建設 屋根 一般

2016 東横イン大阪船場 大阪府 ㈱東横インアーキテクト ㈱横田建築研究所 ㈱東横イン電建 屋根 一般

2016 日暮里川むら 東京都 今嶋建設㈱ 地下 一般

2016 新山口駅北口駅前広場 山口県 ㈱プランツアソシエイツ　山口市 山口建設㈱ 屋根 公共建築

2016 東横イン近鉄四日市駅前 三重県 ㈱東横インアーキテクト ㈱横田建築研究所 ㈱東横イン電建 屋根 一般

2016 加藤邸 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

2016 東川口ガーデンプラザ十番館 埼玉県 ㈲菱川建築設計事務所 須和田建築設計事務所 高松建設㈱ 地下屋根 一般

2016 中野３丁目ハウスプロジェクト 東京都 東協建築㈱ 地下 一般

2016 関東低温物流㈱倉庫増築 千葉県 ㈱ナリコー ㈱ウエルストン設計 ㈱ナリコー 地下 一般

2016 駒沢大学四誓寮補改修工事 東京都 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2016 中島邸 東京都 ＷＥＬＬ建築設計室 ㈱親松工務店 地下 住宅

2016 上荻ガレージハウス 東京都 ㈲アーキステーション ㈱アーク東海 地下 住宅

2016 高野邸 東京都 ㈲アルテ建築計画 ㈱琢建築構造設計 ㈱渡辺富工務店 地下 住宅

2016 井本邸 東京都 ㈱直井建築設計事務所 新建築工房㈲ 地下屋根 住宅

2016 梅田邸 東京都 設計事務所アーキプレイス ㈱エヌディーエヌ ㈱内田産業 地下 一般

2016 スカイガーデンプロジェクト 東京都 ㈱ジェーエスディー ㈱ジェーエスディー ㈱末長組 屋根 一般

2016 ツル１１ 埼玉県 ㈱工房一級建築士事務所 ㈱工房 地下 住宅

2016 グランメール上石神井（尾崎マンション）改修工事 東京都 ㈱太平建設 屋根 一般

2016 クオードビル（ベルザ神宮前）大規模修繕工事 東京都 東亜建設工業㈱東日本建築支店 一般

2016 紅葉荘 東京都 ㈲アルキノーバ 薩摩建設㈱ 屋根 一般

2016 碑文谷４丁目ビル 東京都 ㈱渡辺仁設計事務所 ㈱梅沢建築構造研究所 田辺建設㈱ 地下屋根 一般

2016 ムラノセイコー新事務所棟 神奈川県 新成建設㈱一級建築士事務所 新成建設㈱（スルガコーポレーション） 屋根 一般

2016 練馬集合住宅改修工事 東京都 ㈱辰 屋根 一般

2016 アークハウスⅦ(アークテラス東新宿） 東京都 ㈲コンパクツ ㈲慧構造設計 田中土建工業㈱ 地下屋根 一般

2016 山田邸 東京都 ㈲鈴木謙介建築設計事務所 ㈱航洋建設 地下 住宅

2016 西麻布プロジェクト 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

2016 神作邸 東京都 横堀建築設計事務所 ㈱ブレン設計事務所 ㈱辰 地下 住宅

2016 素箱吉祥寺 東京都 ㈲エルデザイン建築設計事務所 ㈱ニート 地下 一般

2016 神宮前杉山ビル 東京都 ㈱アンクル サンユー建設㈱ 地下 一般

2016 尾洲病院 愛知県 大和ハウス工業㈱名古屋支社一級建築士事務所 大和ハウス工業㈱名古屋支社 プール 一般

2016 エクサム小石川 東京都 ユニバーサルトラスト㈱ ㈱構造フォルム まこと建設㈱ 地下 一般

2016 杜のまちや 東京都 アトリエ・ワン 金箱構造設計事務所 ㈱内田工務店 地下 一般

2016 野沢４丁目ビル 東京都 ㈱ＤＯＭＥ建築設計事務所 春日建設㈱ 屋根 一般

2016 対馬厳原ビル 長崎県 ㈱東横インアーキテクト ㈱東横イン電建 屋根 一般

2016 富ヶ谷プロジェクト 東京都 ㈲バケラッタ Ｋゼロワンワークショップ ㈱アイガー産業 地下 住宅

2016 ジャストイン名古屋 愛知県 ㈱日創アーキテクト 日本国土開発㈱ 屋根 一般

2016 東五反田計画（バースシティ東五反田） 東京都 ㈱ディーシービー ㈱末長組 地下屋根 一般

2016 西荻ソーホー 東京都 日吉坂事務所 ㈱青 屋根 一般

2016 旧上野オークラビル 東京都 ㈲スペースデザインスタジオ 北野建設㈱ 地下 一般

2016 相鉄南万騎が原駅前リノベーション計画高齢者住宅 神奈川県 積水ハウス㈱ 村本建設㈱ 屋根 一般

2016 春日部共栄高校第一体育館 埼玉県 東武建築企画㈱ エーピーエヌ設計㈱ ㈱エムテック 屋根 一般

2016 砧４丁目プロジェクト（エンシェール砧） 東京都 ㈱空間研究所 オーノＪＡＰＡＮ 新発田建設㈱北関東支店 屋根 一般

2016 宝袋寺書庫及び庭塔 神奈川県 ㈱ＰＡＯ設計 ㈱茨民 地下屋根 一般

2016 ㈱北日本ウエスタン商事社屋（ＫＮＷビル） 宮城県 ㈲フロム・イン ㈱ピーエス三菱東北支店 屋根 一般

2016 千葉邸 東京都 ㈱パワーステーション 岡建工事㈱ 屋根 住宅

2016 根本邸 東京都 ㈱彦根建築設計事務所 ㈱エヌディーエヌ 渡邊技建㈱ 地下 住宅

2016 東横イン八重洲駅前 東京都 ㈱東横インアーキテクト ㈱東横イン電建 屋根 一般

2016 川田邸 東京都 田口知子建築設計事務所 本間建設㈱ 地下 住宅

2016 河島邸 東京都 ㈲永山祐子建築設計 日南鉄構㈱ 屋根 住宅

2016 神田ビル補修 東京都 神田担 一般

2016 うえの犬猫病院 千葉県 マチダアーキテクツオフィス 多田脩二構造設計事務所 新発田建設㈱ 屋根 一般

2016 南青山の家（白銀邸） 東京都 ㈱藤吉秀樹建築計画事務所 ㈱スタジオ創 北野建設㈱ 地下屋根 住宅

2016 野原邸 東京都 ㈱ＪＷＡ建築・都市設計 ㈲西薗博美構造設計事務所 太陽建設㈱ 屋根 住宅

2016 護国寺プロジェクト 東京都 ㈱佐々木設計事務所 ㈱マゴメ工務店 屋根 一般

2016 渡邉邸 東京都 ㈱彦根建築設計事務所 渡邊技建㈱ 地下 住宅

2016 赤坂８丁目計画 東京都 ㈱ディーシービー ㈱ジェーエスディー ㈱末長組 地下屋根 一般

2016 野上邸 東京都 結城光正一級建築士事務所 ㈲トータルハウジング久野 地下 住宅

2016 市谷砂土原町プロジェクト 東京都 ㈲バケラッタ ㈱葛工務店 地下 住宅

2016 東横イン伊勢崎駅前（伊勢崎駅前アクスビル） 群馬県 ㈱東横インアーキテクト ㈱ゼン建築構造事務所 ㈱東横イン電建 屋根 一般

2016 太陽の丘保育園 宮城県 藤森雅彦建築設計事務所 ㈱深松組 屋根 一般

2016 自由が丘プロジェクト 東京都 グラフマン ㈱デザインセンター ㈱プランドール 地下屋根 一般

2016 善元邸 東京都 ㈲アイム設計 甲田建設㈱ 地下 住宅

2016 末次邸２ 東京都 柴田進建築設計事務所 ㈱関口工務店 地下 住宅

2016 清澄ソーホー 東京都 ㈱鵜飼哲矢事務所 横沢建設㈱ 屋根 一般

2016 川畑邸 東京都 スタジオＭＫ ㈱菱匠 地下 住宅

2016 社会福祉法人顕真会秋葉保育園 神奈川県 ㈱松本陽一設計事務所 ㈲後藤構造設計事務所 北沢建設㈱ 屋根 一般

2016 大野邸 東京都 リナデザイン ㈱匠工房 地下 住宅



2016 龍泉の湯 千葉県 ㈱田中建築設計事務所 ひらい建設㈱　㈱ナリコー 一般

2016 増永邸 東京都 ㈱東京組 スタジオＡ＆Ｕ ㈱東京組 地下 住宅

2016 東陽３丁目プロジェクト（風光舎） 東京都 ㈱スープ 坪井宏嗣構造設計事務所 ㈱青木工務店 屋根 一般

2016 橋本邸（アールビーズゲストハウス） 静岡県 ㈱小川晋一都市建築設計事務所 大同工業㈱ 地下 住宅

2016 カーサアレグレ改修工事 東京都 田中ビルサービス㈱ 屋根 一般

2016 ハイパレス千歳船橋改修工事 東京都 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2016 上野邸改修工事 東京都 ㈱ツカモト 屋根 住宅

2016 Ｎビル（永島ビル） 東京都 ㈱鈴木理巳建築計画所 ㈱建築構造研究所 ㈲プライド 屋根 一般

2016 東横イン新居浜駅前 愛媛県 ㈱東横インアーキテクト ㈱エス・ティプランニング ㈱東横イン電建 屋根 一般

2016 川崎の住宅（小野崎邸） 神奈川県 荻津郁夫建築設計事務所 森田建設㈱ 地下屋根 一般

2017 来間島リゾートプロジェクト 沖縄県 ㈱高松伸建築設計事務所 ㈱ＫＲＯＮＯＳ（クロノス） プール 一般

2017 日本郵便輸送㈱新綾瀬営業所 神奈川県 ㈱ニッテイ建築設計 ㈱ナカノフドー建設 地下 一般

2017 ウスイレジデンス 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

2017 共立製薬先端技術開発センター守衛所 茨城県 ㈱アセット・ファシリティーズ ㈱リヴァストーン　㈱アセット・ファシリティーズ 屋根 一般

2017 ベルクビルⅡ 東京都 松井大輔建築設計事務所 ㈱ベルクハウス 地下屋根 一般

2017 港区南青山７丁目プロジェクト 東京都 ＩＲＡ国際ローヤル建築設計 田中哲也建築構造計画 ㈱岩本組 地下屋根 一般

2017 ＯＫＮ勝邸 東京都 ＩＲＡ国際ローヤル建築設計 ホームビルダー㈱ 地下 住宅

2017 西麻布４丁目プロジェクト 東京都 ㈱田口工務店 ㈱田口工務店 地下 一般

2017 西村邸 東京都 設計事務所アーキプレイス ㈱内田産業 地下 住宅

2017 プファイル高井戸改修工事 東京都 田中ビルサービス㈱ 屋根 一般

2017 久留和ビーチハウス 神奈川県 ㈲Ｋ設計 ㈱クロノス（ＫＲＯＮＯＳ） 地下屋根 住宅

2017 ペパーミントグローブ 東京都 ㈱モリモトアトリエ ㈱ティ・アンド・エイアソシエイツ ㈱岩本組 地下 住宅

2017 成城の家 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

2017 菅野邸 東京都 ㈱若松均建築設計事務所 ㈱東京組 地下 住宅

2017 ＭＭ邸 栃木県 石川建設㈱一級建築士事務所 石川建設㈱ 地下 住宅

2017 東横イン津駅前ビル 三重県 ㈱東横インアーキテクト ㈱横田建築研究所 ㈱東横イン電建 屋根 一般

2017 東横ビル 東京都 ㈱Ｎ＆Ｃ一級建築士事務所 坂田建設　㈱ラックランド 地下 一般

2017 長島邸 東京都 ㈱若松均建築設計事務所 ㈱ロウファットストラクチュア ㈲深澤工務店 地下 住宅

2017 麻布十番１丁目商業ビル 東京都 ユニバーサルトラスト㈱ まこと建設㈱ 地下 一般

2017 広尾５丁目ビル（フィオーレヒロオ） 東京都 ㈲アーロン　川崎健次郎建築設計事務所 ㈱星設計 春日建設㈱ 屋根 一般

2017 中目黒プロジェクト（呉村邸） 東京都 ㈲バケラッタ ㈱葛建設 地下 住宅

2017 浜野邸 神奈川県 渡辺貞明建築設計事務所 ㈱オーワークス 地下 住宅

2017 平林邸 東京都 平林繁環境建築研究所 ㈱青 屋根 一般

2017 西麻布２丁目（三ヶ尻邸） 東京都 ラスティック建築研究所 ㈱セレクトハウス 地下屋根 住宅

2017 津田邸 東京都 ㈱アキュラホーム ㈱アキュラホーム 屋根 住宅

2017 白金台３丁目計画（ロイヤルシーズン白金台） 東京都 ㈱西尾建築設計 ㈱ジェーエスディー ㈱末長組 地下屋根 一般

2017 シャルマンヴェール改修工事 東京都 ㈱太平建設 屋根 一般

2017 フォーラムエイト高輪社員寮 東京都 高橋建設㈱ 高橋建設㈱ 地下 一般

2017 学校法人豊昭学園１号館東京交通短期大学校舎 東京都 ㈱北川原温建築都市研究所 ㈱テクトニカ（鈴木芳典） 北野建設㈱ 地下 一般

2017 ヴェルティエール 東京都 エーディーディーオー ㈱フォーザグッド 屋根 一般

2017 六本木３丁目計画（パドマ六本木） 東京都 田中土建工業㈱さいたま支店 田中土建工業㈱ 地下 一般

2017 神宮前５丁目プロジェクト 東京都 木下道郎ワークショップ ㈱辰 屋根 一般

2017 甲府市総合案内所 山梨県 ㈱ＵＧ都市建築 藤島建設㈱ 屋根 公共建築

2017 東向島５丁目マンション（マキシヴシーン墨田） 東京都 ㈱畠山建築設計事務所 ㈱合田工務店 屋根 一般

2017 十条Ｔ邸 東京都 ㈱田井勝馬建築設計工房 ㈱野村基建築構造設計 ㈱スリーエフ 屋根 住宅

2017 川上邸賃貸併用住宅 千葉県 ㈱ＡＰＯＬＬＯ一級建築士事務所 ㈱野村基建築構造設計 ㈱プランドール 地下屋根 一般

2017 東横イン成田３号館 千葉県 ㈱東横インアーキテクト ㈱東横イン電建 屋根 一般

2017 東京工業大学緑が丘学生寮 東京都 ㈱アール・アイ・エーＲＩＡ　国立大学法人東京工業大学施設運営部 ㈱小松原工務店 屋根 公共建築

2017 東糀谷３丁目ビル 東京都 ㈲デ・アルテアルテ建築設計事務所 ㈲小堀構造研究所 田中土建工業㈱ 地下 一般

2017 ステップたまプラーザ 神奈川県 ㈱アル．パートナーズ建築設計 サンユー建設㈱ 地下 一般

2017 ＡＨＭハウス 東京都 ㈱ソーラーデザイン研究所 ニエダアトリエ ㈱オガワテック 地下 住宅

2017 児玉経堂病院Ⅰ期（Ａ棟） 東京都 ㈱ＨＯＵ一級建築士事務所 ㈱辰 地下屋根 一般

2017 奥沢プロジェクト 東京都 ㈲コンパクツ 田中土建工業㈱ 地下 一般

2017 ㈱一城不動長野営業所 長野県 ㈱三樹設計 長電建設㈱ 地下 一般

2017 児童養護施設子どもの園 神奈川県 ㈱金子設計 ㈱小俣組 屋根 一般

2017 川口邸 東京都 ㈱テラジマアーキテクツ ㈱エヌ・シー・エヌ ㈱テラジマアーキテクツ 地下 住宅

2017 東横イン新富士駅前 静岡県 ㈱東横インアーキテクト ㈱名構設計 ㈱東横イン電建 屋根 一般

2017 五村別院教如上人御廟所 滋賀県 匠建築設計工房 大栄テクノ㈱ 一般

2017 品川区東五反田３丁目分譲住宅 東京都 ㈱中野建築事務所 ㈱二階堂興業 地下 住宅

2017 古川雅康邸 東京都 ㈱イーワークス ㈲埼玉小島建設 地下 住宅

2017 白樺荘 神奈川県 ㈲プラン 構造デザインＫ＆Ｓ 友渡建設㈱ 屋根 一般

2017 東横インホスピタルイン獨協医科大学 栃木県 ㈱日創アーキテクト ㈱エス・ティプランニング ㈱東横イン電建 屋根 一般

2017 天翔代々木１丁目ビル 東京都 森田建築設計事務所 ㈲小堀構造研究所 ㈱ナカムラ 地下 一般

2017 東横イン名駅南ビル 愛知県 ㈱東横インアーキテクト ㈱名構設計 ㈱東横イン電建 屋根 一般

2017 東品川石澤ビル 東京都 ㈱巧建築企画一級建築士事務所 ㈱田口工務店 地下 一般

2017 東横イン彦根駅東口北川ビル 滋賀県 ㈱東横インアーキテクト ㈱名構設計 ㈱東横イン電建 屋根 一般

2017 桜上水 東京都 大久保建築設計事務所 ㈱柳屋コーポレーション 地下 住宅

2017 増山邸 東京都 ジーファクトリー建築設計事務所 ㈱堀井工務店 地下 住宅

2017 ナガイレジデンス 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

2017 たから陵苑 東京都 ㈱礎一級建築士事務所 ㈱光建築設計事務所 ㈱石井工務店 地下 一般

2017 小野寺邸 東京都 タスエス ㈱安藤耕作構造計画事務所 ㈱ベルクハウス 屋根 一般

2017 帆足歯科医院 福岡県 ㈱スペース・マシーン ㈲江尻建築構造設計事務所 ㈱松尾組 屋根 一般

2017 学芸大Ｍビル 東京都 ㈱ＨＯＵ一級建築士事務所 ㈱オーワークス 屋根 一般

2017 東横イン中部国際空港第２ビル 愛知県 ㈱東横インアーキテクト ㈱東横イン電建 屋根 一般

2017 高峰邸 東京都 源池設計室 江中建設㈱ 地下 住宅

2017 元麻布３丁目計画 東京都 サンユー建設㈱一級建築士事務所 サンユー建設㈱ 地下 一般



2017 齋藤邸 東京都 ㈲高尾浩宣建築事務所 ㈱斉新 地下屋根 住宅

2017 東急リバブル㈱初台現場 東京都 サンヨーホームズ㈱ ㈱デザインセンター ㈱プランドール　サンヨーホームズ㈱ 地下屋根 一般

2017 ＫＭＧビル２号館 神奈川県 ディーエムクリエイト 工藤建設㈱ 地下 一般

2017 横山邸 東京都 ㈱フレイム 本岡構造設計 ㈱高政工務店 地下屋根 住宅

2017 エクサム代田橋 東京都 ユニバーサルトラスト㈱ まこと建設㈱ 地下 一般

2017 白金第４僧房 東京都 ㈱矢板建築設計研究所 越田構造設計 渡邊建設㈱ 地下屋根 一般

2017 曙橋プロジェクト 東京都 桑原聡建築研究所 ㈱ナカノフドー建設 地下屋根 一般

2017 青葉台計画 神奈川県 ㈱ディーシービー ㈱ジェーエスディー ㈱末長組 屋根 一般

2017 フジックス海老名工場 神奈川県 田中土建工業㈱藤沢支店 構造ライブ 田中土建工業㈱ 地下 一般

2017 菅佐原邸 東京都 ㈱日本ビルディング経営企画 ㈱フォーザグッド 屋根 一般

2017 イルシエロ改修工事 東京都 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2017 リーガランド三田 東京都 ㈱アーキフォルム ㈱三浦組 地下 一般

2017 松田邸 東京都 高田事務所 北村住建㈱ 地下 住宅

2017 杉山邸 東京都 ㈱彦根建築設計事務所 ㈱エヌ・シー・エヌ 渡邊技建㈱ 地下 住宅

2017 ＭＩＢ 東京都 ㈱ラウンドテーブル 白石建設㈱ 屋根 一般

2017 世田谷区若林３丁目計画 東京都 ㈱トダセイサクショ ㈱ミュー設計室 ㈱二階堂興業 地下 一般

2017 東横イン東三国駅前ビル 大阪府 ㈱東横インアーキテクト ㈲山崎建築設計事務所 ㈱東横イン電建 屋根 一般

2017 野地眼科屋上改修工事 福島県 ㈲フジカズ建設 屋根 一般

2017 綱島邸 東京都 進藤建築設計事務所 ㈱佐藤薫工務店 地下 住宅

2017 清里中村邸 山梨県 ㈱スープ エーエスアソシエイツ ㈱山口工務店 地下 住宅

2017 劇団東俳ビル 東京都 アル．パートナーズ建築設計 松井建設㈱ 地下屋根 一般

2017 特別養護老人ホームしょうじゅの里鶴見小野 神奈川県 ㈱アップルズ総合計画 ㈱翔栄建築設計事務所 馬淵建設㈱ 屋根 一般

2017 川和保育園 神奈川県 ㈱サムデザイン ハシゴタカ建築設計事務所 ㈱キクシマ 屋根 一般

2017 関口邸 神奈川県 悠悠ホーム一級建築士事務所 悠悠ホーム㈱ 地下 住宅

2017 鵠沼海岸Ｙ邸 神奈川県 建築設計事務所可児公一植美雪 大同工業㈱ 屋根 住宅

2017 中町２丁目計画（第五市川興産ビル） 東京都 田中土建工業㈱ ㈱ヨシオカ設計 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2017 大塚邸 東京都 笠掛伸建築設計事務所 ㈱坂上工務店 地下 住宅

2017 尾山台プロジェクト 東京都 ㈱コヤマアトリエ ㈱辰 地下屋根 一般

2017 仙石邸 東京都 ㈱高政工務店 地下 住宅

2017 東横イン富山桜町 富山県 ㈱東横インアーキテクト ㈱アールアイエー ㈱東横イン電建 屋根 一般

2017 東横イン名古屋豊田駅前ビル 愛知県 ㈱東横インアーキテクト ㈱ゼン建築構造事務所 ㈱東横イン電建 屋根 一般

2017 堀口邸 東京都 スピカ建築工房 みすゞ建設㈱ 地下 住宅

2017 川村邸 東京都 ㈱アールテクニック一級建築士事務所 和田建築㈱ 地下屋根 住宅

2017 旗の台５丁目共同住宅 東京都 ㈱建築設計アーキフォルム ㈱伊佐建設 地下 一般

2017 福生杉ノ子保育園 東京都 袴田喜夫建築設計室 ㈱カトービルドシステム 地下 一般

2017 新光電気工業㈱新井工場ＣＩ棟渡り廊下 新潟県 北野建設一級建築士事務所 北野建設㈱ 屋根 一般

2017 西麻布３丁目プロジェクト 東京都 ㈲バケラッタ Ｋゼロワンワークショップ ㈱葛工務店 地下 住宅

2017 神原邸 東京都 ㈱伊庭工務店 ㈱伊庭工務店 地下 住宅

2017 武士邸 東京都 アルコアーキテクツ ㈱青 地下 住宅

2017 加藤邸 東京都 フリーダムアーキテクツデザイン㈱ オウヴィ一級建築士事務所 本間建設㈱ 地下 住宅

2017 石野ビル（ｃｅｎｔ　ｙｏｙｏｇｉ） 東京都 アーキトレイン ㈱関口工務店 屋根 一般

2017 新富１丁目ビル 東京都 ㈲インフィールド 春日建設㈱ 屋根 一般

2017 齋藤邸 東京都 ㈱若松均建築設計事務所 ㈱ロウファットストラクチュア ㈱スリーエフ 地下 住宅

2017 東京芸術大学ウエノグローバルレジデンス 東京都 飯田善彦建築工房 松井建設㈱ 屋根 公共建築

2017 オオハシレジデンス 東京都 アーネストアーキテクツ㈱ アーネストホーム㈱ 地下 住宅

2017 智願寺建替え工事 東京都 ㈱ユミラ建築設計室 ナガイオーシャンサプライズ ㈱藪崎工務店 屋根 一般

2017 尾山台３丁目保育施設 東京都 石川恭温アトリエ ㈱辰 屋根 一般

2017 東尾久４丁目計画 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2017 エビデンワ 東京都 ㈱アルテック ㈱横溝工務店 地下 一般

2017 アドニス北沢改修工事 東京都 田中ビルサービス㈱ 屋根 一般

2017 スマイズ富岡プロジェクト 神奈川県 ㈲アトリエアルク ペトラ建築設計 ㈱セレクトハウス 地下屋根 住宅

2017 ルーム 東京都 ＵＦＯ建築設計工房 今井建築構造設計事務所 サンユー建設㈱ 地下屋根 一般

2017 小さき群の里事業所 岩手県 ㈱アトリエトド ㈱高光建設 地下 一般

2017 歌舞伎町商店街振興組合ビル 東京都 田中土建工業㈱ 田中ビルサービス㈱ 屋根 一般

2017 来間島リゾートプロジェクト共用プール 沖縄県 ㈱高松伸建築設計事務所 ㈱ＫＲＯＮＯＳ（クロノス） プール 一般

2017 東横イン王子駅前斎藤ビル 東京都 ㈱東横インアーキテクト ㈱横田建築研究所 ㈱東横イン電建 屋根 一般

2017 東横イン河口湖ビル 山梨県 ㈱東横インアーキテクト ㈱横田建築研究所 芙蓉建設㈱フジコンストラクト共同企業体 屋根 一般

2017 山崎邸 東京都 ㈱直井建築設計事務所 ㈱内田産業 地下 住宅

2017 本所４丁目マンション 東京都 ㈱アバント一級建築士事務所 ㈱ライズ建築構造計画 内野建設㈱ 屋根 一般

2017 東横イン新宿御苑前永島ビル 東京都 ㈱東横インアーキテクト ㈱横田建築研究所 ㈱東横イン電建 屋根 一般

2017 リーガランド高田馬場 東京都 ㈱ＡＥ総合計画 米持建設㈱ 地下 一般

2017 銀座線田原町駅改良 東京都 ㈱久米設計 大日本土木㈱ 地下屋根 一般

2017 津村邸改修工事 東京都 ㈱辰 屋根 住宅

2017 東横イン松戸駅前和興ビル 千葉県 ㈱東横インアーキテクト ㈱横田建築研究所 ㈱東横イン電建 屋根 一般

2017 ＹＳアーキテクトプロジェクト（柳沢邸） 東京都 ㈱柳沢商事一級建築士事務所 ㈱柳澤商事 屋根 住宅

2017 西荻窪商業施設 東京都 ㈱ティケイスクエア一級建築士事務所 我伊野構造設計室 ㈱辰 屋根 一般

2017 坐漁荘ヴィラＧ棟 静岡県 ㈱ＪＰＭ ㈱石井工務店 地下屋根 一般

2017 市川・金田邸 東京都 ㈱吉楽工務店 ㈱吉楽工務店 地下屋根 一般

2017 代沢プロジェクト 東京都 マウントフジアーキテクツスタジオ ㈱構造計画プラス・ワン ㈱辰 地下屋根 住宅

2017 恵比寿Ｅハイブプロジェクト 東京都 ㈱トライポッドスタジオ ㈱ストラクチャード・エンヴァイロンメント 新建築工房㈲ 地下 住宅

2017 桜丘町ビル 東京都 ㈱石川素樹建築設計事務所 ㈱辰 屋根 一般

2017 北村邸 東京都 ㈲ＡＭＯ設計 ㈱葛工務店 地下屋根 住宅

2017 戸越一丁目計画 東京都 馬淵建設一級建築士事務所 馬淵建設㈱ 地下 一般

2017 東急リバブル㈱上目黒二丁目現場 東京都 サンヨーホームズ㈱ ㈱デザインセンター ㈱プランドール　サンヨーホームズ㈱ 地下屋根 一般

2017 東かすみ台町内会館 埼玉県 ㈱伊藤允光建築設計 ペトラ建築設計 五十鈴建設㈱ 地下 一般

2017 西麻布ＣＯハウスＢ１止水工事 東京都 ㈱本間總合建築 ㈱秀栄興産 一般



2017 東中延一丁目計画 東京都 ㈱マゴメ工務店　竹内建築設計事務所 ㈱マゴメ工務店 屋根 一般

2017 野毛プロジェクト（ロイヤルシーズン二子玉川） 東京都 ㈱ゼロワンオフィス ㈱ジェーエスディー ㈱末長組 屋根 一般

2017 新中野新築計画（リエステ新中野） 東京都 ㈱松下産業一級建築士事務所 ㈱松下産業 屋根 一般

2018 岡本邸 東京都 ジェイアール東日本建築設計事務所 ㈱辰 地下 住宅

2018 佐島Ｇプロジェクト 神奈川県 ㈲Ｋ設計 ㈱キクシマ 屋根 住宅

2018 東横イン南草津駒井ビル（ルミナス） 滋賀県 ㈱日創アーキテクト ㈱エス・ティプランニング ㈱東横イン電建 屋根 一般

2018 中島医院 東京都 篠崎弘之建築設計事務所 ㈱関東創建 屋根 一般

2018 文京区白山２丁目計画 東京都 ㈱ジー・ワイ設計 米持建設㈱ 地下 一般

2018 代々木上原一丁目プロジェクト（ＯＰＲＣＴ） 東京都 ㈱エムエスフォーディー 名和研二Ｍ㈱ ㈱佐藤秀 地下屋根 一般

2018 神楽坂テナントビル 東京都 ㈱小林仁建築設計室 佑和コーポレーション㈱ 地下屋根 一般

2018 石永ビル 神奈川県 想設計工房 ㈱佐藤秀 屋根 一般

2018 大京町プロジェクト 東京都 ㈲バケラッタ ㈱前川建設 地下屋根 住宅

2018 上島邸 兵庫県 ㈱エーエムエスＡＭＳ ㈱佐々木睦朗構造計画研究所 ㈱笠谷工務店 地下屋根 住宅

2018 岡部邸プロジェクト 東京都 ㈱サオビ ㈲蔵工房設計事務所 ㈲榛澤建設 地下 住宅

2018 東急リバブル㈱奥沢一丁目現場 東京都 サンヨーホームズ㈱ ㈱デザインセンター ㈱プランドール　サンヨーホームズ㈱ 屋根 一般

2018 ツクバデイサービス計画 東京都 健康設計　㈲角倉剛建築設計事務所 山田構造設計事務所 吉田建設㈱ 屋根 一般

2018 関口邸 東京都 ㈱テラジマアーキテクツ ㈱エヌ・シー・エヌ ㈱テラジマアーキテクツ 地下 住宅

2018 中島邸 東京都 ㈱テラジマアーキテクツ ㈱エヌ・シー・エヌ ㈱テラジマアーキテクツ 地下 住宅

2018 東横イン浦和美園宇田川ビル 埼玉県 ㈱東横インアーキテクト ㈱エス・ティプランニング ㈱東横イン電建 屋根 一般

2018 ガーデンフラッツ 兵庫県 建築半島塚口洋之設計事務所 クサカ建設㈱ 屋根 一般

2018 東横イン小田原駅前Ｄビル 神奈川県 ㈱東横インアーキテクト ㈲山崎建築設計事務所 ㈱東横イン電建 屋根 一般

2018 やわらぎホール京王多摩川 東京都 集設計 拓構造設計 ㈱イチケン 地下 一般

2018 鎌倉Ｋ邸 神奈川県 城戸崎建築研究室 ㈱梅沢建築構造研究所 ㈱キクシマ 地下 住宅

2018 京浜メディカルビル 神奈川県 ㈱メディカル建築設計事務所 ㈲スパン設計 ㈱ナカノフドー建設 屋根 一般

2018 ＳＩ新宿下落合２丁目（井戸邸） 東京都 岡部設計 三和建設㈱ 地下屋根 一般

2018 高井戸西プロジェクト 東京都 ㈱東急ホームズ ㈱多田工務店 地下 一般

2018 白金新精舎 東京都 ㈱矢板建築設計研究所 ㈱構造計画プラス・ワン 渡邊建設㈱ 屋根 一般

2018 大泉邸 東京都 ㈱東建設計 久輝建築工房 平野建設㈱ 地下 住宅

2018 原町田２丁目共同住宅 東京都 ㈱石井設計 ㈱ウエハラコーポレーション 屋根 一般

2018 東横イン南多摩駅前ビル 東京都 ㈱東横インアーキテクト ㈱横田建築研究所 ㈱東横イン電建 屋根 一般

2018 エクサム用賀 東京都 ユニバーサルトラスト㈱ まこと建設㈱ 地下 一般

2018 茅ヶ崎市浜竹３丁目計画 神奈川県 ㈱アル．パートナーズ建築設計 ㈱オーク構造設計 サンユー建設㈱ 屋根 住宅

2018 東横イン三河安城安城織物Ⅱ号館ビル 愛知県 ㈱東横インアーキテクト ㈲山崎建築設計事務所 ㈱東横イン電建 屋根 一般

2018 目白台の家 東京都 斎藤文子建築設計事務所 ㈱渡辺富工務店 地下 住宅

2018 西久保１丁目計画 東京都 ㈱アトリエキャンプ ㈲Ｈ＆Ａ構造研究所 白木建設㈱ 屋根 一般

2018 柴田邸 東京都 ㈱後藤横浜事務所 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2018 東横イン川口駅西口ＳＰＲビル 埼玉県 ㈱東横インアーキテクト ㈱横田建築研究所 中央建設㈱ 屋根 一般

2018 縄田邸 東京都 ㈱ハウゼ ㈱ハウゼ 地下 住宅

2018 東横イン静岡駅前泉町ビル 静岡県 ㈱東横インアーキテクト ㈱ゼン建築構造事務所 ㈱東横イン電建 屋根 一般

2018 竹内邸 東京都 シンクウカン一級建築士事務所 遠藤建築設計事務所 ㈱東京組セリオ 地下 住宅

2018 目黒区八雲３丁目プロジェクト（グランレ・ジェイド自由が丘） 東京都 ㈱ブレイン・トラスト ㈲ＴＮ設計 ㈱松下産業 屋根 一般

2018 コム０２ 東京都 ㈱工房 セキグチ構造設計スタジオ ㈱工房 地下 一般

2018 北参道計画 東京都 ㈱アゼチアソシエイツ ㈱佐藤秀 屋根 一般

2018 荒崎住宅 神奈川県 ㈱田中俊行建築空間設計事務所　 鈴なり建設㈱ 屋根 住宅

2018 代田プロジェクト 東京都 ㈱佐々木設計事務所 ㈱エヌアイ建設 屋根 一般

2018 小田弘・美和邸 東京都 ㈱テラジマアーキテクツ ㈱エヌ・シー・エヌ ㈱テラジマアーキテクツ 地下 住宅

2018 サシダレジデンス 東京都 クラフトスピリッツ（アーネスト ㈲修建築設計 アーネストホーム㈱ 地下 住宅

2018 東麻布二丁目ホテル 東京都 エイアンドティ建築研究所 高山構造設計室 ㈱翔洋 屋根 一般

2018 グエルサカエ北参道 東京都 ８ｄ一級建築士事務所 ㈱コバ建設 地下 一般

2018 児玉経堂病院Ⅱ期 東京都 ㈱ＨＯＵ一級建築士事務所 ㈱辰 地下屋根 一般

2018 成増プロジェクト 東京都 ㈱エム・エスデザイン ㈲エス・エーマネージメント 地下 一般

2018 黄檗宗祥應寺地蔵堂納骨堂 東京都 縁建築事務所 杉浦一級建築士事務所 ㈱佐藤秀 地下 一般

2018 市谷仲之町プロジェクト 東京都 ㈲コンパクツ ㈲慧構造設計 ㈱フォーザグッド 地下 一般

2018 リバービレッジ杉並 東京都 ㈲角倉剛建築設計事務所　健康設計 ㈱構造計画プラス・ワン ㈱長井工務店 屋根 一般

2018 久地４丁目計画 神奈川県 ㈱西尾建築設計 ㈱ジェーエスディー ㈱末長組 屋根 一般

2018 ホテル白井屋改修工事計画 群馬県 ㈱藤本壮介建築設計事務所 ㈱石井設計 冬木工業㈱ 屋根 一般

2018 ＣＦＣ名取仙台南店 宮城県 尾高建築設計室　大和リース㈱ 日本建設㈱仙台支店 プール 一般

2018 三崎プロジェクト 神奈川県 ㈱マウントフジアーキテクツスタジオ ㈱佐藤淳構造設計事務所 ㈱佐藤秀 屋根 住宅

2018 東急リバブル㈱太子堂２丁目現場 東京都 サンヨーホームズ㈱ ㈱プランドール 地下 一般

2018 玉川２丁目マンション 東京都 関口建築計画 間藤構造設計事務所 ㈱青 屋根 一般

2018 古瀬工務店止水処理 東京都 ㈲古瀬工務店 一般

2018 成城プロジェクト 東京都 アーネストアーキテクツ㈱ ㈱佐藤秀 地下 住宅

2018 飯塚邸 東京都 ㈱オンデザインパートナーズ 小西泰孝建築構造設計 ㈱木村工業 屋根 住宅

2018 東急リバブル㈱南品川６丁目現場 東京都 サンヨーホームズ㈱ ㈱プランドール 屋根 一般

2018 東横イン大阪日本橋一丁目ビル（シェモアヒロセニホンバシ） 大阪府 ㈱東横インアーキテクト ㈲山崎建築設計事務所 ㈱東横イン電建 屋根 一般

2018 柳小路南角Ⅱ期 東京都 三井嶺建築設計事務所 ㈱阪田涼太郎構造設計事務所 ㈱渡辺富工務店 屋根 一般

2018 至誠錦二丁目特別養護老人ホーム 東京都 クンプロダクト　㈱エスティアールデザイン 日本建設㈱・文京区 地下 一般

2018 東横イン原木インター横ビル 千葉県 ㈱日創アーキテクト ㈱エス・ティプランニング ㈱東横イン電建 屋根 一般

2018 ロイヤルシーズン西麻布 東京都 ㈱時設計 ㈱ジェーエスディー ㈱末長組 地下屋根 一般

2018 東横イン赤羽駅前田口ビル 東京都 ㈱東横インアーキテクト サンベース㈱ ㈱東横イン電建 屋根 一般

2018 中目黒テラスハウス 東京都 ㈲ジェネラルデザイン 筬島建築構造設計事務所 ㈱辰 地下屋根 一般

2018 東山 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 ㈱青 地下 住宅

2018 東急リバブル㈱成田東５丁目現場 東京都 サンヨーホームズ㈱ ㈱デザインセンター ㈱プランドール 地下 一般

2018 不二ビルディング新橋 東京都 ㈱増岡組 ㈱エナデザインコンサルタント ㈱増岡組 地下 一般

2018 三軒茶屋共同住宅 東京都 イッカ建築設計事務所 構造設計工房デルタ 渡邊建設㈱ 地下屋根 一般

2018 吉田邸 東京都 アトリエ橙 渡邊技建㈱ 地下 住宅



2018 前川邸 東京都 積水ハウス㈱ 積水ハウス㈱ 地下 一般

2018 佃アイハウス 東京都 ㈱山川設計 久輝建築工房 ㈱建匠 地下 一般

2018 中葛西８丁目の家 東京都 舟橋設計事務所 正木構造研究所 ㈱岩本組 屋根 住宅

2018 第二紫水園移転改築工事 東京都 ㈱佐藤康則建築設計事務所 ㈲レン構造設計事務所 米持建設㈱ 屋根 一般

2018 大田区西蒲田６丁目プロジェクト 東京都 ㈱東急ホームズ ＴＳ構造設計 ㈱多田工務店 地下 一般

2018 風間敏弘邸 沖縄県 藤間建築工房 ㈱オープンハウス 屋根 一般

2018 デュオプラザ３３改修工事 埼玉県 ㈱大槻工務店・川口市 屋根 一般

2018 フルールヤマタ改修工事 東京都 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2018 ラ・フォンテーヌ改修工事 東京都 ㈱太平建設 屋根 一般

2018 柳澤ビル改修工事 東京都 岡建工事㈱ 屋根 一般

2018 大鳥居ビル 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 一般

2018 代々木５丁目プロジェクト 東京都 ㈱サードパーティ ＹＡＴ構造設計事務所 ㈱田口工務店 地下 一般

2018 森邸 東京都 松井大輔建築設計事務所 ㈱ベルクハウス 屋根 住宅

2018 ひばりが丘１丁目マンション 東京都 ㈲エムエスデザイン ㈱岳設計工房 菊池建設㈱ 屋根 一般

2018 大名テナントビル 福岡県 ケースリアル㈱ オーノＪＡＰＡＮ 九州建設㈱ 屋根 一般

2018 ジェイセンスプロジェクト（スターラブ） 東京都 岡部設計 鈴木設計 群峰アクシア㈱ 地下 一般

2018 金沢景敏邸 東京都 フリーダムアーキテクツデザイン㈱ アーキ＆テクノロジーズ㈱ 地下 住宅

2018 北沢２丁目テナントビル 東京都 アデザイン㈲ ㈱東京組 屋根 一般

2018 清水駅前ヨシコンビル 静岡県 ㈱東横インアーキテクト ㈱ムーサ研究所 ㈱東横イン電建 屋根 一般

2018 大島なかよし保育園 東京都 ㈱オフィスイーエー ㈱三浦組 地下 一般

2018 リーガランド目白駅前 東京都 ㈱ＡＥ総合計画 米持建設㈱ 地下 一般

2018 永代プロジェクト 東京都 篠崎弘之建築設計事務所 ＹＡＴ構造設計事務所 永田建設㈱ 屋根 一般

2018 海老名駅前重田ビル 神奈川県 ㈱東横インアーキテクト ㈱ストラクチャーデザインオフィス 中央建設㈱ 屋根 一般

2018 釜土邸 東京都 ㈱ハウゼ ㈱ハウゼ 地下 住宅

2018 新宿御苑前簡易宿所 東京都 姫松親一郎建築設計事務所 ㈲大原工務所 地下 一般

2018 エクサム方南町 東京都 ユニバーサルトラスト㈱ ㈱構造フォルム まこと建設㈱ 地下 一般

2018 まるつか動物病院 神奈川県 ㈱エリム設計 ㈱高砂建設 地下 住宅

2018 長岡邸 東京都 ㈱ウェルダン ㈱ウェルダン 地下 住宅

2018 東横イン大阪桜ノ宮駅前ビル 大阪府 ㈱日創アーキテクト ㈱エス・ティプランニング ㈱東横イン電建 屋根 一般

2018 大田区北千束２丁目Ｃ区画 東京都 ㈱イクエイ ㈱ＫＪグローバル ㈱飯沢工業 地下 住宅

2018 七條邸 神奈川県 ㈲長浜信幸建築設計事務所 ㈱堀井工務店 地下 住宅

2018 第１０みずほ館改修工事 埼玉県 大和工芸㈱ 屋根 一般

2018 Ｋ邸 東京都 エアスケープ建築設計事務所 ㈱ベルクハウス 屋根 住宅

2018 関・長岡邸 埼玉県 居アーキテクツ ㈱内田産業 地下 住宅

2018 代官山７丁目プロジェクト 東京都 ネームレスアーキテクツ ㈲島田建設 地下 一般

2018 府中市宮西町プロジェクト 東京都 ㈱インターセクト ㈱ベルクハウス 屋根 一般

2018 Ｉ邸 東京都 森吉直剛アトリエ ＥＱＳＤ 新都市建設㈱ 地下 住宅

2018 三田の集合住宅 東京都 ㈱ｉｈｒｍｋ エーエスアソシエイツ ㈱辰 地下 一般

2018 Ｍ邸 東京都 ㈲ジェネラルデザイン ㈱辰 地下屋根 住宅

2018 白井邸 神奈川県 櫂設計企画工房 高工建設㈱ 地下 住宅

2018 代田５－１３フラット 東京都 石川設計工房 ㈱二階堂興業　㈱海老沢工務店 地下屋根 一般

2018 神楽坂プロジェクト 東京都 ヤスアーキテクトスタジオ ㈲ＮＣＵ一級建築士事務所 コンフォート㈱ 地下 一般

2018 東横イン十三駅前ビル 大阪府 ㈱エスディ設計室 中央建設㈱ 屋根 一般

2018 浜崎邸 東京都 ㈱青木淳建築計画事務所 ㈲オーノＪＡＰＡＮ ㈱青 地下屋根 住宅

2018 セタハウス 東京都 ㈲ＥＰＡ環境変換装置建築研究所 中央建設㈱ 地下 住宅

2018 和田Ｂハウス 東京都 ㈱山川設計 ㈱建匠 地下 住宅

2018 浅草孔雀堂 東京都 ㈱原広司アトリエファイ建築研究所 樅建築事務所 和田建築㈱ 屋根 一般

2018 東横イン熊谷駅前ビル 埼玉県 ㈱東横インアーキテクト ㈲ストラクチャーデザインオフィス 中央建設㈱ 屋根 一般

2018 代沢２丁目建物 東京都 ㈱ユミラ建築設計室 ＭＳ建築構造研究所 ㈱藪崎工務店 屋根 一般

2018 秋谷の住宅 神奈川県 ジェネラルデザイン 我伊野構造設計室 ㈱辰 屋根 住宅

2018 ジャストインプレミアム豊橋駅前 愛知県 ㈱田中綜合設計 ㈱河辺建築事務所 松井建設㈱ 屋根 一般

2018 西新小岩住宅 東京都 武田建築設計事務所 仲田一級構造設計事務所 ㈱渡辺富工務店 屋根 一般

2018 幻冬舎新館改修工事 東京都 田中ビルサービス㈱ 屋根 一般

2018 成城３丁目計画 東京都 ㈱西尾建築設計 ㈱ジェーエスディー ㈱末長組 屋根 一般

2018 清水邸止水工事 東京都 ㈱辰 一般

2018 春日メディカルクリニック 東京都 ㈱松下産業一級建築士事務所 ㈱松下産業 屋根 一般

2018 平川町計画 神奈川県 ㈲アルキノーバ ㈱荒野工務店 屋根 一般

2018 ＣＦＣ蘇我店 千葉県 ㈱アトリエＭＳＴ ㈱ティーアンドビィー設計事務所 鵜沢建設㈱ プール 一般

2018 河野邸 東京都 河野設計 新協建設工業㈱ 地下 住宅

2018 ＳＮ鉢山町プロジェクト 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

2018 三輪邸 東京都 フリーダムアーキテクツデザイン㈱ 本間建設㈱ 屋根 住宅

2018 ユアコート新所沢エルグリーン改修工事 埼玉県 三興管理㈱ 屋根 一般

2018 エリアＭ 東京都 ㈱ＨＯＵ一級建築士事務所 ㈱オーワークス 屋根 一般

2018 青葉台ハウス 東京都 ㈱スクエアエイチアーキテクツ ㈱辰 地下 住宅

2018 南大塚３丁目計画 東京都 米持建設㈱ 米持建設㈱ 地下 一般

2018 渋谷区上原１丁目計画 東京都 ㈱ＡＥ総合計画 ㈱佐藤秀 地下 一般

2018 東京第８ビル西棟 神奈川県 ㈱ＮＴＴファシリティーズ オーヴアラップ＆パートナーズジャパン ㈱安藤・間 屋根 一般

2018 井の頭の家 東京都 佐河雄介建築事務所 金箱構造設計事務所 ㈱木村工業 地下 住宅

2018 代官山ベース 東京都 杉山デザイン室 ㈱ＴＩＳ＆ＰＡＲＴＮＥＲＳ カナヒデコーポレーション㈱ 地下屋根 一般

2018 八束邸 東京都 ＫＭＫａ一級建築士事務所 ㈱くらし工房大和 地下 住宅

2018 代々木八幡宮総町睦神輿庫 東京都 ㈱中山克己建築設計事務所 井口建設㈱ 地下 一般

2018 ファーレ中野Ⅷ 東京都 ㈱菅原賢二設計スタジオ ㈱構造計画プラス・ワン ㈱三恵建設 地下 一般

2018 杉並区立成田西こども園 東京都 ㈱ベル建築研究所 渡辺建設㈱ 地下 公共建築

2019 ㈱スズキ自販近畿スズキアリーナ東住吉建替え工事 大阪府 アーツ都市建築設計 ㈱堀口建築設計 アイサワ工業㈱ 屋根 一般

2019 東上野ビル 東京都 ㈲高尾浩宣建築事務所 ㈱優希 地下 一般

2019 ニコルス邸 東京都 エルデザイン建築設計事務所 中村哲建築設計事務所 ㈱素箱 地下 住宅



2019 ファーレ三軒茶屋Ⅰ・Ⅱ 東京都 ㈱川辺直哉建築設計事務所 新都市建設㈱ 地下 一般

2019 ファーレ中野Ⅵ 東京都 ㈱菅原賢二設計スタジオ ㈱構造計画プラス・ワン ㈱三恵建設 地下 一般

2019 ファーレ中野Ⅶ 東京都 ㈱菅原賢二設計スタジオ ㈱構造計画プラス・ワン ㈱三恵建設 地下 一般

2019 瀬田Ｓ邸 東京都 ㈱スタジオ宙 ㈲Ｈ＆Ａ構造研究所 ㈱中村弥工務店 地下 住宅

2019 高橋邸 東京都 ㈱テラジマアーキテクツ ㈱エヌ・シー・エヌ ㈱テラジマアーキテクツ 地下 住宅

2019 品川駅構内保守基地車庫 東京都 ㈱ジェイアール東日本建築設計事務所 鉄建建設㈱ 屋根 一般

2019 石心会研修棟 神奈川県 ㈱アイビージャパンアーキテクトオフィス ㈱あい設計 ㈱増岡組 屋根 一般

2019 メグロハウスプロジェクト 東京都 イケモト設計室 羽田野構造設計室 ㈱スリーエフ 屋根 住宅

2019 ミヤケレジデンス 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

2019 逗子市新宿５丁目Ｙ邸逗子の家 神奈川県 赤坂宮内建築設計事務所 平岩構造計画 ㈱キクシマ 地下 住宅

2019 新光電気工業㈱高丘工場Ｊ棟実装 長野県 北野建設㈱ 北野建設㈱ 地下 一般

2019 東横イン三宮神戸市役所前ビル 兵庫県 ㈱東横インアーキテクト ㈱横田建築研究所 ㈱東横イン電建 屋根 一般

2019 東横イン対馬比田勝ビル 長崎県 ㈱東横インアーキテクト ㈱エス・ティプランニング ㈱東横イン電建 屋根 一般

2019 東横イン知立駅前ビル 愛知県 ㈱日創アーキテクト ㈱エス・ティプランニング 中央建設㈱ 屋根 一般

2019 高橋邸 愛知県 ㈲バケラッタ ㈱岡本建設 地下 住宅

2019 元麻布３丁目プロジェクト 東京都 ㈲バケラッタ Ｋゼロワンワークショップ ㈱佐藤秀 地下 住宅

2019 渋谷区広尾プロジェクト 東京都 ㈲バケラッタ ㈱水澤工務店 地下屋根 住宅

2019 オオツカ邸 千葉県 積水ハウス㈱ 剣建築設計事務所 三元建設㈱ 地下 一般

2019 普門寺預骨施設 東京都 ㈲ラブアーキテクチャー ㈱要建装 地下 一般

2019 善光寺アパート建替え計画 東京都 ㈱佐藤尚巳建築研究所 ストラクチャード・エンヴァイロンメント ㈱辰 地下屋根 一般

2019 川上邸 東京都 ノンキ建築設計事務所 三原悠子構造設計事務所 ㈱航洋建設 地下 住宅

2019 ＭＣプロジェクト 東京都 アーネストアーキテクツ㈱ サンユー建設㈱ 地下 一般

2019 東急リバブル㈱小日向現場 東京都 サンヨーホームズ㈱ ㈱デザインセンター ㈱プランドール 地下 一般

2019 エクサム中目黒Ⅱ 東京都 ユニバーサルトラスト㈱ まこと建設㈱ 地下 一般

2019 始関邸 東京都 ㈲ヒロ空間企画 ㈱上長根建設 地下 住宅

2019 長谷川町子記念館 東京都 伊佐ホームズ㈱ 白石建設㈱ 地下 一般

2019 熱海Ｋ金若邸２期工事 静岡県 Ｓ．Ｏ．Ｙ．建築環境研究所（ソイラボ） 大同工業㈱ 地下屋根 住宅

2019 前橋武田邸 群馬県 ㈱岡部克哉建築設計事務所 平木建築構造研究所 小林工業㈱ 屋根 住宅

2019 東横イン三郷中央駅前ビル 埼玉県 ㈱東横インアーキテクト ㈱横田建築研究所 ㈱東横イン電建 屋根 一般

2019 祐天寺住宅 東京都 ㈱文化財保存計画協会 三原悠子構造設計事務所 日南鉄構㈱ 地下 住宅

2019 東横イン日本通運松本駅前ビル 長野県 ㈱東横インアーキテクト ㈱横田建築研究所 窪田建設㈱ 屋根 一般

2019 東横イングランツ岩国駅ビル 山口県 ㈱日創アーキテクト ㈱エス・ティプランニング ㈱東横イン電建 屋根 一般

2019 東横イン袖ケ浦駅前ビル 千葉県 ㈱東横インアーキテクト ㈱エス・ティプランニング 中央建設㈱ 屋根 一般

2019 東横イン丸八布田駅前ビル 東京都 ㈱東横インアーキテクト ㈲山崎建築設計事務所 ㈱東横イン電建 屋根 一般

2019 新日本エスライト工業㈱本社ビル 東京都 ㈱企画設計事務所オルト Ｍ１構造設計 坪井工業㈱ 屋根 一般

2019 ＣＦＣ東松山高坂店 埼玉県 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ プール 一般

2019 東横イン大阪天六駅前ビル 大阪府 ㈱東横インアーキテクト ㈱ストラクチャーデザインオフィス ㈱東横イン電建 屋根 一般

2019 明治大学柔道部合宿所改修工事 東京都 ㈱櫻井 屋根 一般

2019 コシダカレジデンス 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

2019 関町東の集合住宅 東京都 野沢正光建築工房 櫂建築事務所 ㈱ヨシケン　㈱佐藤秀 屋根 一般

2019 二子玉川プロジェクト 東京都 ㈱直井建築設計事務所 井上建築設計室 ㈱合田工務店 地下 一般

2019 駒場の家（長橋邸）改修工事 東京都 宗建築㈱ 屋根 住宅

2019 双葉町アパートメント 東京都 トゥループロパティマネジメント ロウファットストラクチュア ㈱林田建設 地下 一般

2019 藤平邸 神奈川県 根岸達己建築室　 北信土建㈱ 地下屋根 住宅

2019 金田邸 愛知県 ㈲バケラッタ ㈱相宮工務店 地下 住宅

2019 稲田邸 和歌山県 高城浩之建築研究所 ㈲ナカツ 屋根 住宅

2019 江の島ホテル 神奈川県 ㈲アヴァインターナショナル ㈱イケ建築事務所 ㈱ナカノフドー建設 地下 一般

2019 目白学園新宿キャンパス新校舎棟 東京都 ㈱相和技術研究所 北野建設㈱ 地下 一般

2019 神楽坂２丁目計画 東京都 マルスプランニング大塚設計事務所 ㈱メタストラクチュア ㈱内藤建設 地下屋根 一般

2019 大崎山本邸 東京都 マチダアーキテクツオフィス ㈱栄港建設 地下 住宅

2019 アークハウス東新宿 東京都 ㈱日本ビルディング経営企画 ㈱フォーザグッド 地下屋根 住宅

2019 細川邸 神奈川県 ㈱横山浩介建築設計事務所 ㈱ベルホープ 地下 住宅

2019 福山の家 広島県 ㈱藤吉秀樹建築計画事務所 ㈱スタジオ創 ㈱藤木工務店 屋根 住宅

2019 佐々木邸 東京都 ㈲杉田徹雄建築設計室 ㈱エヌ・エフ・シー ㈲伊東建築 地下 住宅

2019 東急リバブル㈱高円寺南二丁目現場 東京都 サンヨーホームズ ㈱デザインセンター ㈱プランドール 地下 一般

2019 うおしん新倉邸改修工事 神奈川県 ㈱エスワイシー 屋根 一般

2019 高橋邸 東京都 ㈲ラスティック建築研究所 ㈱ベルクハウス 地下屋根 住宅

2019 鉢山町の家 東京都 ㈱藤吉秀樹建築計画事務所 ㈱スタジオ創 ㈱岩本組 地下屋根 住宅

2019 宇津木邸 東京都 宮川建設㈱ レイドプランニング 宮川建設㈱ 地下 住宅

2019 浅野邸 東京都 小堀哲夫建築設計事務所 ㈱青 地下 住宅

2019 アヴァンセ神楽坂 東京都 フィッシュアンドアーキテクツ ㈱水雅 地下 一般

2019 海老子川邸 東京都 ㈱石井設計 ㈱中央構造 ㈱中央構造 地下 住宅

2019 アレーロ東新宿 東京都 ㈱アノ ㈱三浦組 地下 一般

2019 オー邸 東京都 小長谷亘建築設計事務所 ㈱北芝建設 屋根 住宅

2019 ガーデン動物病院 東京都 マチダアーキテクツオフィス ㈱栄港建設 地下 一般

2019 東横イン大森北一丁目下川ビル 東京都 ㈱東横インアーキテクト ㈲山崎建築設計事務所 中央建設㈱ 屋根 一般

2019 ジャストインプレミアム松阪駅前 三重県 ㈱田中綜合設計 日本国土開発㈱ 屋根 一般

2019 ザ　キタ 東京都 ㈱隈研吾建築都市設計事務所 ㈱松下産業 地下 一般

2019 悠フラット№２ 神奈川県 ㈱共同制作 ティーツーデザイン ㈱ハヤカワ 屋根 一般

2019 秋谷ケイガレージ保養所 神奈川県 小川晋一都市建築設計事務所 ㈱キクシマ 地下屋根 住宅

2019 エルレーブ早稲田外部修繕工事（勝山吉井ビル） 東京都 田中ビルサービス㈱ 一般

2019 楠の木コート・黄楊の木コート改修工事 東京都 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2019 アラオハウス改修工事 東京都 渡邊建設㈱ 屋根 一般

2019 中野邸 茨城県 ㈱直井建築設計事務所 ㈱柴材木店 屋根 住宅

2019 児童養護施設子どもの園３ 神奈川県 ㈱小俣組 屋根 一般

2019 一条邸 東京都 宗建築㈱ 地下屋根 住宅



2019 引田邸クラック止水工事 東京都 引田 一般

2019 山手町松崎邸 神奈川県 ㈱東京建築 佐藤工業㈱ 地下 住宅

2019 豊島区千早４丁目石川邸 東京都 アステックス建築設計 田島建設㈱ 屋根 住宅

2019 関町北計画田中邸 東京都 オカニワデザイン 岡庭建設㈱ 地下 住宅

2019 東横イン八代不動産静岡駅前ビル 静岡県 ㈱東横インアーキテクト ㈲山崎建築設計事務所 窪田建設㈱ 屋根 一般

2019 板橋区成増３丁目計画 東京都 サンヨーホームズ㈱ デザインセンター ㈱プランドール　サンヨーホームズ㈱ 地下 一般

2019 白山の家 東京都 アノマドサブ㈱ ㈱相川スリーエフ 地下 住宅

2019 伊勢町アパートメント 神奈川県 宇津木設計 田中哲也建築構造計画 ㈱昭和未来 地下 一般

2019 赤堤１丁目アパートメント 東京都 ㈱アトリエ・キュウ ㈲克栄建設 地下屋根 一般

2019 大田区中央４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 一般

2019 セタガヤテラス 東京都 ㈱若松均建築設計事務所 ㈱ＴＨ－１ 地下 一般

2019 芹澤邸 東京都 長野智雄設計工房 ㈱ＭＡＹ設計事務所 ㈱守屋工務店　㈱須藤工務店 屋根 一般

2019 市谷加賀町レジデンス 東京都 ㈲中尾英己建築設計事務所 羽田野構造設計室 白石建設㈱ 地下 一般

2019 氷川神社前公衆便所建替え工事 東京都 港区赤坂地区総合支所まちづくり課 扶桑建設㈱ 地下 公共建築

2019 原邸 東京都 齋藤誠建築設計事務所 美樹建設㈱ 地下 住宅

2019 ルオーレ南大塚 東京都 ㈱アトリエＳＫＡＲアーキテクツ　㈱アルテック 米持建設㈱ 地下 一般

2019 葉山一色の家 神奈川県 大塚聡アトリエ ㈱多田脩二構造設計事務所 日本建設㈱・千代田区 地下屋根 住宅

2019 姫路駅前松本ビル 兵庫県 ㈱東横インアーキテクト ㈱横田建築研究所 ㈱東横イン電建 屋根 一般

2019 中目黒２丁目プロジェクト 東京都 三菱地所設計 高松建設㈱ 地下 一般

2019 鵜ノ木集合住宅 東京都 伊藤潤一建築都市設計事務所 ㈱多田脩二構造設計事務所 ㈱辰 屋根 一般

2019 スキダマリンクホールディングス 東京都 ㈲ジェネラルデザイン ㈱グラム 地下屋根 住宅

2019 門真市駅前ホテル 大阪府 ㈱日創アーキテクト ㈱エス・ティプランニング ㈱東横イン電建 屋根 一般

2019 フジマック南麻布計画 東京都 ㈱プランテック総合計画事務所 ㈱構造フォルム ㈱安藤・間 地下 一般

2019 新青森駅前ビル 青森県 ㈱東横インアーキテクト ㈲ストラクチャーデザインオフィス ㈱東横イン電建 屋根 一般

2019 上越妙高駅西口ビル 新潟県 ㈱東横インアーキテクト ㈱エス・ティプランニング 窪田建設㈱ 屋根 一般

2019 ラーフプロジェクト 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

2019 大田区北千束２丁目Ｄ区画 東京都 ㈱イクエイ ㈱アルス一級建築士事務所 ㈱東京ビルド 地下 住宅

2019 江幡邸 東京都 ㈱直井建築設計事務所 野村基建築構造設計 ㈱内田産業 地下 住宅

2019 アンドウレジデンス 東京都 アーネストアーキテクツ㈱ サンユー建設㈱ 屋根 住宅

2019 岡部邸 静岡県 島村建築研究所 ㈱飯島建築事務所 五光建設㈱ 地下屋根 住宅

2019 中野区中野５丁目計画 東京都 ㈱日本ハーテクト設計 高橋建築事務所 ㈱田口工務店 地下 一般

2019 佐島近藤邸 神奈川県 スタディーズ ㈱エイケー 屋根 住宅

2019 代々木プロジェクト２ 東京都 ㈱高池葉子建築設計事務所 加和太建設㈱ 屋根 一般

2019 坂本邸 東京都 アトリエハコ ㈱相川スリーエフ 地下 住宅

2019 佐川邸 東京都 小宮山昭＋矢崎設計 田中土建工業㈱ 地下 住宅

2019 千駄ヶ谷３丁目 東京都 ㈱藪崎工務店 ㈱藪崎工務店 屋根 一般

2019 千駄ヶ谷ハウスＫⅠ・Ⅱ 東京都 ㈱山川設計 ㈱建匠 地下 一般

2019 カラキレジデンス 東京都 クラフトスピリッツ㈱ アーネストホーム㈱ 地下 住宅

2019 赤羽西プロジェクト 東京都 タウン設計 ダイテック㈱ 地下 一般

2019 南平台ヒルトップハウス 東京都 ㈱アルパートナーズ建築設計 渡邊建設㈱ 地下 一般

2019 リーガランド中根 東京都 バース建築設計㈱ ㈲千代田・構研設計 米持建設㈱ 地下 一般

2019 早稲田ペット納骨堂計画 東京都 つなぐデザインマネジメント ㈱ＭＡＹ設計事務所 杉本建設㈱ 屋根 一般

2019 宇都宮駅前Ⅱビル 栃木県 ㈱日創アーキテクト ㈱東横イン電建 屋根 一般

2019 グランデュオ神山町 東京都 ㈱ＡＥ総合計画 ㈱フェイスネットワーク 地下 一般

2019 増田邸 埼玉県 尾関建築設計事務所 ㈱ＭＡＹ設計事務所 石橋建設工業㈱ 地下 住宅

2019 アッシュホールディングス社宅羽根田邸 東京都 ㈲中尾英己建築設計事務所 ㈱青 地下 住宅

2019 京三ビル 東京都 ㈲かなや設計 ㈱嶋工務店 屋根 一般

2019 奈良王寺駅南口ビル東横イン 奈良県 ㈱日創アーキテクト ㈱エス・ティプランニング ㈱東横イン建設 屋根 一般

2019 特別養護老人ホームわかたけ南 神奈川県 ㈱松本陽一設計事務所 馬淵建設㈱ 屋根 一般

2019 ＴＳ邸 東京都 ㈱篠崎弘之建築設計事務所 永田建設㈱ 地下 住宅

2019 自由が丘Ｊ１ＮＫＺプロジェクト 東京都 ㈱ゼロワンオフィス ㈱ジェーエスディー ㈱岩本組 屋根 住宅

2019 野沢２丁目計画 東京都 アトリエヒューテック ㈲山辺構造設計事務所 池田建設㈱ 地下 一般

2019 東急リバブル㈱雑司ヶ谷二丁目現場 東京都 サンヨーホームズ㈱ ㈱プランドール 屋根 一般

2019 玄海新宿本店増築棟 東京都 田中土建工業㈱ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2019 浩栄興業本社ビル 神奈川県 マルスプランニング ㈱星設計 ㈱菊池組 屋根 一般

2019 いこいの郷花梨南大谷 東京都 ㈱イコー建築計画事務所 ㈱三恵建設 地下 一般

2019 浜田駅前ビル 島根県 ㈱東横インアーキテクト ㈲山崎建築設計事務所 ㈱東横イン電建 屋根 一般

2019 新函館北斗駅前ビル 北海道 ㈱東横インアーキテクト ㈱東横イン電建 屋根 一般

2019 志木駅前坂間ビル 埼玉県 ㈱日創アーキテクト ㈱エス・ティプランニング ㈱東横イン電建 屋根 一般

2019 八巻邸 東京都 ㈲ステューディオ２アーキテクツ 久米弘記建築構造研究所 ㈱横溝工務店 地下 住宅

2019 ＭＭＫＭ佐々田邸 東京都 ㈱インターセクト ㈱ベルクハウス 地下 住宅

2019 シェア天神町 東京都 ㈱空間研究所　Ａスタジオ オーノＪＡＰＡＮ 坪井工業㈱ 屋根 一般

2019 木ノ下マンション 宮城県 ㈲フロム・イン ㈱阿部和工務店 屋根 一般

2019 桜ヶ丘プロジェクト 東京都 ㈲バケラッタ Ｋゼロワンワークショップ ㈱前川建設 地下 住宅

2019 吉祥寺本町４丁目計画 東京都 ㈱太平建設 ㈱太平建設 屋根 一般

2019 東急リバブル㈱大森西３丁目 東京都 サンヨーホームズ㈱ ㈱デザインセンター ㈱プランドール 地下 一般

2019 ウエーラーエステート目黒１５４ 東京都 アルボス 大塚建築構造設計室 白石建設㈱ 地下屋根 一般

2019 原宿エクスパンディングランドスケープⅡ 東京都 ㈲アーキタイプ 我伊野構造設計室 和田建築㈱ 屋根 一般

2019 丸山邸改修工事 東京都 ㈱渡辺富工務店 屋根 住宅

2019 ハラダレジデンス 東京都 アーネストアーキテクツ㈱ ㈱佐藤秀 地下 住宅

2019 広島駅前光町ビル 広島県 ㈱日創アーキテクト ㈱東横イン電建 屋根 一般

2019 弥生２丁目マンション 東京都 ㈱リバックス建築環境計画 ㈱エナデザインコンサルタント ㈱辰 地下 一般

2019 五十嵐邸 神奈川県 ㈱ウィステリア ㈱イートラスト 地下 住宅

2019 アークレジデンス市谷仲之町 東京都 ㈱日本ビルディング経営企画 ㈱未来図建設 地下 一般

2019 楠瀬邸 神奈川県 ㈱ハウゼ ㈱ハウゼ 地下 住宅

2019 東中野１丁目計画 東京都 ㈱佐藤尚巳建築研究所 ストラクチャード・エンヴァイロンメント ㈱小原建設 屋根 一般



2019 雪ノ下教会墓地改修 神奈川県 ㈱保坂猛建築都市設計事務所 名和研二Ｍ㈱ ㈱多並商会 屋根 一般

2019 Ｊ３ＹＭＤプロジェクト 東京都 ㈱ゼロワンオフィス ㈱ジェーエスディー ㈱岩本組 屋根 一般

2019 ユーハウス 東京都 ＡＳＡデザイン 馬場貴志構造設計事務所 ㈱大槻ホーム 地下 住宅

2019 マツオカレジデンス 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

2020 成田空港印旛日本医大駅前ビル 千葉県 ㈱日創アーキテクト ㈱エス・ティプランニング ㈱東横イン電建 屋根 一般

2020 上原ハウス 東京都 日吉坂事務所 サンユー建設㈱ 地下屋根 一般

2020 神宮前５丁目プロジェクト 東京都 まこと建設㈱一級建築士事務所 まこと建設㈱ 地下 一般

2020 神田岩本町ビル 東京都 ㈱ジェーエスディー ㈱ジェーエスディー ㈱末長組 屋根 一般

2020 増田屋ビルディングホテル 東京都 ㈱東横インアーキテクト ㈲山崎建築設計事務所 ㈱東横イン電建 屋根 一般

2020 東村山市栄町２丁目計画（グラード久米川） 東京都 ㈱小野田建築設計事務所 ｓｈｅｅｐ構造工学研究所 ㈱荒野工務店 屋根 一般

2020 エクサム三軒茶屋Ⅱ 東京都 ユニバーサルトラスト㈱ まこと建設㈱ 地下 一般

2020 ホテルミッドイン蔵前 東京都 ㈱スタイレックス 鉄建建設㈱ 屋根 一般

2020 エヌエフシー東横イン 愛知県 ㈱日創アーキテクト ㈱エス・ティプランニング ㈱東横イン電建 屋根 一般

2020 芦屋プロジェクト 兵庫県 ㈲バケラッタ Ｋゼロワンワークショップ ㈱笠谷工務店 地下 住宅

2020 行徳野鳥観察舎 千葉県 ㈱千葉土屋建築研究所　市川市街づくり部設計監理課 上條建設㈱ 地下 公共建築

2020 軽井沢プロジェクト 長野県 ㈱田井勝馬建築設計工房 ㈱新津組 地下 住宅

2020 シャトレセリシエ改修工事 東京都 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2020 菊谷邸 静岡県 ＫＥＮ一級建築士事務所 大同工業㈱ 屋根 住宅

2020 八千代中央プロジェクト 千葉県 エトラ㈱ ㈱デザインセンター ㈱プランドール 地下屋根 一般

2020 勝田台北計画 千葉県 エトラ㈱ ㈱デザインセンター ㈱プランドール 地下屋根 一般

2020 サムティ名駅ビル 愛知県 ㈱東洋設計事務所 ㈱ティーエムエッチ 日本国土開発㈱ 屋根 一般

2020 ナミキレジデンス 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

2020 ワイエイチプロジェクト 東京都 ㈲バケラッタ ㈱青木工務店 地下屋根 住宅

2020 ＢＷＢＢＱＨ 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

2020 西麻布エルプロジェクト 東京都 ㈲バケラッタ ㈱葛工務店 地下 住宅

2020 ＳＮＧ渡辺邸 東京都 ＩＲＡ国際ローヤル建築設計 田中哲也建築構造計画 ㈱イケダ工務店 地下屋根 住宅

2020 愛住町プロジェクト 東京都 ㈱サードパーティ― ㈱ディアナイズム 地下 一般

2020 上落合２丁目計画 東京都 内野建設㈱ 内野建設㈱ 屋根 一般

2020 さいたま市大宮区ホテル 埼玉県 ㈱日本ハーテクト設計 ㈱高橋建築事務所 ㈱大槻工務店・川口市 屋根 一般

2020 成増３丁目プロジェクト 東京都 ㈱アトリエ・アプト ㈱福子工務店 地下 一般

2020 鈴木邸 東京都 ㈱矢板建築設計研究所 ㈱構造計画プラス・ワン ㈱渡辺富工務店 屋根 住宅

2020 新谷地中調整池流量計棟 福島県 ㈱武田コンサルタント　西郷村 戸島建設㈱ 公共建築

2020 千葉幕張ビル 千葉県 ㈱日創アーキテクト ㈱エス・ティプランニング ㈱東横イン電建 屋根 一般

2020 ソウ三軒茶屋Ⅱ 東京都 ユニバーサルトラスト㈱ 長畑秀男建築構造事務所 まこと建設㈱ 地下 一般

2020 井形・黒田邸 東京都 ㈱ティーシーエイ ㈲中河原建設 地下 住宅

2020 東横イン大月駅前ビル 山梨県 ㈱日創アーキテクト ㈱エス・ティプランニング ㈱東横イン電建 屋根 一般

2020 大磯港賑わい交流施設 神奈川県 小笠原設計横浜事務所　プランツアソシエイツ　香取建築デザイン事務所 ＫＡＰ 匠建設㈱ 屋根 公共建築

2020 梶原邸 東京都 山縣洋建築設計事務所 坂根構造デザイン ㈱アイガー産業 地下 住宅

2020 池田山の森プロジェクト 東京都 ㈲駒田建築設計事務所 山庄建設㈱ 屋根 一般

2020 ＴＳＳハウス 神奈川県 ㈱ユミラ建築設計室 ＭＳ建築構造研究所 小町建設㈱ 屋根 一般

2020 ルミナードセンター北 神奈川県 田中土建工業㈱藤沢支店 ㈱構造ライブ 田中土建工業㈱ 屋根 一般

2020 エスプロジェクト 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

2020 西原プロジェクト 東京都 細谷功＋スタジオ４設計 ㈱梅沢建築構造研究所 ㈱原瀬建設工業 地下 一般

2020 齋藤邸アネックス 東京都 蘆田暢人建築設計事務所 村田龍馬設計所 ㈱栄港建設 地下 住宅

2020 白金台Ｋ邸 東京都 イカワヤアーキテクツ ㈱辰 地下 住宅

2020 北青山３丁目 東京都 ㈱アール・アイ・エー 加和太建設㈱ 地下 一般

2020 第５次拡張事業鏡石浄水場建設工事 福島県 鏡石町 滝谷建設工業㈱　水道機工㈱ 地下 公共建築

2020 等々力プロジェクト 東京都 ㈱佐々木設計事務所 斎藤工業㈱ 屋根 一般

2020 杉浦邸 東京都 ㈲すわ製作所 名和研二一級建築士 ㈲坂本建築 地下 住宅

2020 リーガランド上馬 東京都 ㈱安井雅裕建築研究所 トクテック建築設計事務所 渡邊建設㈱ 地下 一般

2020 秋谷ケイガレージ改修 神奈川県 小川晋一都市建築設計事務所 ㈱キクシマ 住宅

2020 鈴木邸 東京都 ㈱伊庭工務店 ＭＩＤアルファ空間プロダクション　伊庭工務店 地下 住宅

2020 昭和信用金庫えびす支店 東京都 ㈲都市建築工房 スターツＣＡＭ㈱ 屋根 一般

2020 エムオープロジェクト 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

2020 大鳥ダム予備電源室 福島県 ㈱開発設計コンサルタント 五十嵐組㈱　㈱ＪＰハイテック 屋根 一般

2020 ＮＳ品川区西五反田４丁目 東京都 三和建設㈱一級建築士事務所 三和建設㈱ 地下 一般

2020 西麻布プロジェクト 東京都 ㈲バケラッタ ㈱青木工務店 地下 住宅

2020 青梅学園建替工事 東京都 健康設計　石黒竜一アトリエ ㈱構造計画プラス・ワン 佐久間建設㈱ 屋根 一般

2020 湘南台４丁目計画 神奈川県 田中土建工業㈱藤沢支店 田中土建工業㈱藤沢支店 屋根 住宅

2020 富ヶ谷１丁目ビル 東京都 ㈱千葉設計 ㈱ビームスデザインコンサルタント ㈱サン建設 地下 一般

2020 大崎台賃貸用クリニックビル 千葉県 ㈲アルボス 大塚建築構造設計室 平山建設㈱ 地下 一般

2020 蚕糸の森 東京都 ㈱ＹＤＳ建築研究所 ＹＡＴ構造設計事務所 白石建設㈱ 地下 一般

2020 エクト工業ビル改修工事 東京都 湊和㈱ 屋根 一般

2020 Ｇ３５号館 東京都 ソセイエ工房 ㈱小河原建設 地下屋根 一般

2020 コガレジデンス 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

2020 逗子テラス 神奈川県 ㈱大川設計 ㈱造研設計 馬淵建設㈱ 屋根 一般

2020 フラットフォレスト改修工事 東京都 ㈱光トラスト 屋根 一般

2020 エアーズ 東京都 ㈱マジックファクトリー ㈲アーキプロ ㈱中島建設 屋根 一般

2020 マグマセンターハウス 東京都 Ｓ．Ｏ．Ｙ．建築環境研究所 ㈱エヌ・シー・エヌ ㈲マドカ工務所 地下 一般

2020 松涛１丁目２１計画 東京都 日本土地建物 日本建設㈱・文京区 屋根 一般

2020 南青山３丁目プロジェクト 東京都 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 地下 一般

2020 高田西３－１計画 神奈川県 ㈱アパリエ建築　バウ工房 ㈱久輝建築工房 辻建設㈱ 屋根 住宅

2020 青葉台２丁目プロジェクト 東京都 ㈲バケラッタ ㈱葛工務店 地下 住宅

2020 上原２丁目プロジェクト 東京都 ㈱ＡＵＡＵ建築研究所 藤尾建築構造設計事務所 ㈱辰 地下 住宅

2020 田園調布ＮＪ邸 東京都 田井勝馬建築設計工房 ＹＡＴ構造設計事務所 白石建設㈱ 地下 住宅

2020 生麦１丁目計画 神奈川県 ㈲アルキノーバ ㈱加藤構造設計事務所 ㈱荒野工務店 地下屋根 一般



2020 流山おおたかの森駅前信正ビル 千葉県 ㈱東横インアーキテクト ㈱横田建築研究所 ㈱東横イン電建 屋根 一般

2020 燕三条駅前ビル東横イン 新潟県 ㈱東横インアーキテクト ㈱エス・ティプランニング 窪田建設㈱ 屋根 一般

2020 エクサム三軒茶屋 東京都 ユニバーサルトラスト㈱広島支社　 まこと建設㈱ 地下 一般

2020 峰山霊園合葬式墓所 神奈川県 ㈱タック都市開発研究所　相模原市 久野建設㈱ 地下 公共建築

2020 荏田北３丁目計画 神奈川県 田中土建工業㈱一級建築士事務所 田中ビルサービス㈱ 屋根 一般

2020 本所邸 愛知県 ディーファクト建築設計事務所 ㈲大東建設坂元 地下 住宅

2020 川口市西青木共同住宅 埼玉県 ㈱ソウケン設計 ㈱大槻工務店・川口市 屋根 一般

2020 東武練馬Ⅱマンション 東京都 ㈱伊佐建設一級建築士事務所 ㈱関口工務店　㈱伊佐建設 屋根 一般

2020 藤原邸 東京都 ㈱伊庭工務店 ㈱伊庭工務店 屋根 住宅

2020 西区東ヶ丘プロジェクト 神奈川県 ㈱アトリエ・アプト ㈱ワイ・ジャスト　㈱優彩 屋根 一般

2020 西川邸 東京都 日比生寛史建築設計研究所 小西泰孝建築構造設計 ㈱木村工業 地下 住宅

2020 ＳＫハイツ改修工事 東京都 田中ビルサービス㈱ 屋根 住宅

2020 新谷地中調整池建設工事管理棟 福島県 ㈱武田コンサルタント　西郷村 戸島建設㈱ 屋根 公共建築

2020 中野坂上の家 東京都 ㈱七月工房 新生建設㈱ 屋根 一般

2020 玉川田園調布２丁目計画信田邸 東京都 ＩＡＯ竹田設計 三信住建㈱ 地下 住宅

2020 エスアイ江東区亀戸３丁目 東京都 三和建設㈱一級建築士事務所 三和建設㈱ 地下屋根 一般

2020 代沢５丁目建物 東京都 ㈱ユミラ建築設計室 ＭＳ建築構造研究所 ㈱藪崎工務店 屋根 一般

2020 大黒ヂーゼル本社ビル計画 東京都 マルスプランニング塚原 ㈱メタストラクチュア ㈱合田工務店 屋根 一般

2020 大宮駅東口ビル 埼玉県 ㈱日創アーキテクト ㈱エス・ティプランニング ㈱東横イン電建 屋根 一般

2020 アイディ武蔵小山 東京都 アイディ㈱一級建築士事務所 ㈱未来図建設 地下 一般

2020 岡村邸 東京都 ニューエスト ㈱栄伸建設 地下 住宅

2020 北沢４丁目計画 東京都 ㈱東京組 ㈱東京組セリオ　㈱日建興業 地下 住宅

2020 中村邸 東京都 ㈲ジェネラルデザイン 我伊野構造設計室 ㈱佐藤秀 地下屋根 住宅

2020 ベッポーコーポレーション 東京都 パナソニックホームズ㈱アーティムプロジェクト ㈱メイホウオンスタジオアソシエイツ構造設計事務所 ㈱栄港建設 地下 一般

2020 認定こども園淡路幼稚園 大阪府 ㈱深江康之建築設計事務所 ㈱藤木工務店大阪支店 屋根 一般

2020 目黒区中根プロジェクト 東京都 ㈲バケラッタ ㈱水澤工務店 地下 住宅

2020 碑文谷６０１住宅 東京都 小宮山設計企画室 ㈱ＴＲＨ 地下 住宅

2020 滝野川清水邸 東京都 イン・ハウス計画 山崎工務店 地下 住宅

2020 上野毛プロジェクト 東京都 ㈱春原建築設計事務所 白石建設㈱ 地下屋根 住宅

2020 取手駅前長塚ビル 茨城県 ㈱東横インアーキテクト ㈱横田建築研究所 ㈱東横イン電建 屋根 一般

2020 山田岡モニタリングポスト新局舎 福島県 ㈲菊地設計 田中建設㈱ 屋根 公共建築

2020 神山町併用住宅 東京都 ㈲後藤正史アトリエ 西薗博美構造設計事務所 ㈱辰 屋根 一般

2020 鳥居工業本社ビル計画 東京都 ㈱日創設計 小町建設㈱ 屋根 一般

2021 アスティーレ用賀 東京都 ㈱菅原賢二設計スタジオ ㈱小島大輔構造設計事務所 ㈱末長組 地下屋根 一般

2021 学校法人神根学園きぞろ幼稚園第二南園舎 埼玉県 ㈱新中央設計東京 ㈱高砂建設 屋根 一般

2021 立花真鍋医院 千葉県 アルボス 大塚建築構造設計室 旭建設㈱ 屋根 一般

2021 柏駅前増谷恒産ビル 千葉県 ㈱東横インアーキテクト ㈱横田建築研究所 ㈱東横イン電建 屋根 一般

2021 小木曽邸 東京都 高田事務所 ＴＳ構造設計 ㈱リクレホーム 地下 住宅

2021 阿佐谷南プロジェクト 東京都 タカギプランニングオフィス ＴＳ構造設計 白石建設㈱ 地下 一般

2021 さわやか信用金庫東渋谷ビル 東京都 ㈱双葉設計 田中土建工業㈱ 地下 一般

2021 笹本邸 東京都 八田政佳建築設計事務所 ㈱フォーアイズ ㈱内田工務店 屋根 住宅

2021 リーガランド幡ヶ谷 東京都 ㈱ＡＥ総合設計 三和建設工業㈱ 地下 一般

2021 広島球場前ビル 広島県 ㈱日創アーキテクト ㈱エス・ティプランニング ㈱東横イン建設 屋根 一般

2021 リーガランド恵比寿アネックス 東京都 ㈱ＡＥ総合設計 ＹＡＴ構造設計事務所 米持建設㈱ 地下 一般

2021 西濃運輸㈱入間支店改修工事 埼玉県 ㈱シミズビルライフケア 屋根 一般

2021 池尻１－１１計画 東京都 ㈱アパリエ建築 Ｍ１構造設計 ㈱小原建設 地下 一般

2021 川中邸 東京都 ㈱テラジマアーキテクツ ㈱エヌ・シー・エヌ ㈱テラジマアーキテクツ 地下 住宅

2021 新光電気工業㈱新井工場Ｈ棟地下ポンプ室 新潟県 北野建設㈱ 北野建設㈱ 地下 一般

2021 若木２丁目ジェン邸 東京都 ㈱清水工務店 屋根 住宅

2021 ナカムラレジデンス 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

2021 井の頭３丁目プロジェクト 東京都 ㈲コンパクツ 慧構造設計 ㈱未来図建設 地下 一般

2021 香丸邸 東京都 テイクス ㈲太陽ＹＮ２１ 地下 住宅

2021 ３Ｓプロジェクト 東京都 河口佳介＋Ｋ２デザイン ㈱フラッグス 地下 住宅

2021 苑田邸 東京都 スピアナート㈲ 梅沢建築構造研究所 ㈱辰 地下屋根 住宅

2021 アレーロ白金 東京都 ㈱アノ ㈱三浦組 地下 一般

2021 登戸駅前ビル 神奈川県 エトラ㈱ ㈱岳設計工房 ㈱プランドール 地下 一般

2021 等々力ガレージハウス改修 東京都 ㈱リアルグラッド 屋根 一般

2021 丸亀駅前ＫＨビル 香川県 ㈱東横インアーキテクト ㈲山崎建築設計事務所 ㈱東横イン建設 屋根 一般

2021 ファーレ北沢 東京都 ㈱ＡＥ総合計画 ㈱末長組 地下屋根 一般

2021 リーガランドビズ原宿 東京都 ㈱ＡＥ総合計画 米持建設㈱ 地下 一般

2021 上石神井１丁目計画 東京都 ㈱大沼建築研究所 ㈱メイビ工業 屋根 一般

2021 昭島駅前多摩興発ビル 東京都 ㈱日創アーキテクト ㈱エス・ティプランニング ㈱アールシークリエイト　㈱東横イン建設 屋根 一般

2021 白金台５丁目計画 東京都 加藤隆久都市建築事務所 ㈱岩本組 地下 一般

2021 島津勝彦邸 東京都 ㈱栁澤商事一級建築士事務所 ㈲江尻建築構造設計事務所 ㈱柳澤商事 地下屋根 住宅

2021 板橋区成増１３２プロジェクト 東京都 桑原聡建築研究所 ㈱日向興発 屋根 一般

2021 ティーハウス（鵜飼邸） 東京都 アーネストアーキテクツ㈱ アーネストホーム㈱ 屋根 住宅

2021 大貫邸改修工事 東京都 ㈱岩本組 屋根 住宅

2021 ヴィントシュロス改修工事 東京都 ㈲扇屋 屋根 一般

2021 熱海ファニーハウス 静岡県 榎本弘之建築研究室 梅沢建築構造研究所 大同工業㈱ 屋根 住宅

2021 岡村邸 東京都 八建築設計室 ㈱渡辺富工務店 地下 住宅

2021 浅野邸 東京都 蘆田暢人建築設計事務所 ㈱栄港建設 地下 住宅

2021 ＴＫプロジェクト 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

2021 成増アクア 東京都 ㈱ディグデザイン 羽田野構造設計室 ㈱オオバ工務店 地下 一般

2021 小島邸 東京都 駒井貞治の事務所 ㈱水雅 地下 住宅

2021 川越菅原町共同住宅 埼玉県 黒﨑一級建築士事務所 ディープストラクチャー ㈲白石土建 屋根 一般

2021 猿楽町ハウジング 東京都 薩摩建設㈱ 屋根 一般



2021 ツナミボックス 神奈川県 小宮功建築設計事務所 ＣＲＳ構造設計研究所 馬淵建設㈱ 地下 一般

2021 鈴木邸 東京都 横山浩介建築設計事務所 ㈱葛工務店 屋根 住宅

2021 アスティーレ原宿 東京都 ㈱ＡＥ総合計画 ㈱ブレン設計事務所 ㈱ピーエス三菱 地下 一般

2021 ＴＳスクエア神楽坂 東京都 建築設計アーキフォルム 三和建設㈱ 地下 一般

2021 二子玉川リバーサイドテラス 東京都 高尾浩宣建築事務所　 相互建設㈱ 屋根 一般

2021 ロイヤル東尾久改修 東京都 ㈲平井 一般

2021 目黒区緑が丘２丁目計画 東京都 ツナガルデザイン　 明成建設工業㈱ 地下 一般

2021 サーフサイドクラブ佐島 神奈川県 ティーライフ環境ラボ エーエフアソシエイツ ㈱キクシマ 屋根 住宅

2021 中川邸 愛知県 木戸建築設計 ㈲大東建設坂元 地下 住宅

2021 九品仏の小屋 東京都 ワンオーワンデザイン 金箱構造設計事務所 ㈱相川スリーエフ 地下 住宅

2021 丸山邸 静岡県 エトルデザイン 第一建設㈱ 屋根 住宅

2021 まごころタウン新百合ヶ丘（特別養護） 神奈川県 池田建築設計事務所　 馬淵ハヤカワＪＶ 屋根 一般

2021 みどり化学㈱藤岡工場 群馬県 塚本建設㈱ 屋根 一般

2021 沢登油壺別邸 神奈川県 ㈱堀内秀人建築設計事務所 ㈱田中構造建築事務所 ㈱セフティビルド 地下屋根 住宅

2021 トーラスハウス 千葉県 花岡徳秋建築設計事務所 ㈱沢工務店 地下 住宅

2021 南青山４丁目プロジェクト 東京都 ㈲バケラッタ ㈱水澤工務店 地下 一般

2021 アークハウス市ヶ谷払方町 東京都 日本ビルディング経営企画 フォーザグッド 地下 一般

2021 游庵別館 東京都 ㈱松下産業 一般

2021 東京土建杉並支部会館改修工事 東京都 ㈱エッジプラン 屋根 一般

2021 上村・土田邸 東京都 宮川建設㈱ レイドプランニング ㈱オーワークス　宮川建設㈱ 地下 住宅

2021 細澤邸 神奈川県 細澤設計 ㈲千倉建設 地下 住宅

2021 片山邸 神奈川県 ㈱水雅 ヨシオカマサト設計室 ㈱水雅 地下 住宅

2021 富津の家 千葉県 風越建設㈱ 風越建設㈱ 屋根 住宅

2021 日本堤グループホーム 東京都 フューチャークリエイション 筬島建築構造設計事務所 ㈱ベルクハウス 屋根 一般

2021 綱島小保エンジニアリング事務所 神奈川県 ㈱オキムス 小町建設㈱ 屋根 一般

2021 武宮邸 東京都 Ｊ．Ｍ．Ｍ．建築計画事務所 ㈱東京組 地下 住宅

2021 センター南駅前東横インホテル 神奈川県 ㈱東横インアーキテクト ㈲山崎建築設計事務所 石橋建設工業㈱ 屋根 一般

2021 シマクリエイティブハウス本社ビル 東京都 安藤忠雄建築研究所 まこと建設㈱ 地下 一般

2021 川島邸 愛知県 榊原建設㈱ 屋根 住宅

2021 廣松生田邸 東京都 ㈱望月工務店 ㈱望月工務店 地下 住宅

2021 谷村邸 東京都 サジアーキテクツ 二宮建設㈱ 地下 住宅

2021 ブルーム代沢改修工事 東京都 ㈱中原工業　北野建設㈱ 屋根 一般


