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日時 請負業者 工事名 施工内容

2017年9月 共立建設㈱ フェスタ麻布 床開口閉塞工事

2017年9月 共立建設㈱ 幡ヶ谷二丁目複合施設（仮称）建設建築工事及び防災公園整備工事 金属拡張型アンカー工事

2017年9月 共立建設㈱ 川越（ＥＮＧ）模様替工事 躯体工事

2017年9月 共立建設㈱ 逆井（ＥＮＧ）模様替工事 床開口取設工事

2017年9月 共立建設㈱ 桶川（ＥＮＧ）模様替工事 床開口閉塞工事

2017年9月 共立建設㈱ 八王子（ＥＮＧ）模様替工事 躯体工事

2017年9月 共立建設㈱ 明神（ＥＮＧ）模様替工事 躯体工事

2017年9月 大成建設㈱ 五反田第1ビルエンジン増設工事（建築） ダイヤモンドコア工事

2017年9月 大成建設㈱ 品川シーズンテラス2501、2506～2510テナント工事 金属拡張型アンカー工事

2017年9月 大成建設㈱ 品川シーズンテラス1801～1810テナント工事 あと施工アンカー他工事

2017年9月 進藤建設㈱ 志村外壁改修その他工事 外樋化改修工事

2017年9月 常盤興業㈱ SMBC日興証券千葉支店 既存基礎増設工事

2017年9月 ㈱駿河建設 鬼高（1F他事業者）外6ヶ所空調工事（鬼高） 無収縮モルタル注入工事

2017年9月 ㈱谷工務店 鴨川（ENG）模様替工事 壁開口補強・壁閉塞・あと施工アンカー工事

2017年9月 関口工業㈱ 西練馬（B1F）模様替工事 壁開口補強・壁開口閉塞工事

2017年9月 江州建設㈱ 高円寺（ENG）模様替工事 躯体工事

2017年9月 ㈱LIXILリニューアル 中部大学9号館外壁改修工事 あと施工アンカー

2017年9月 ㈱LIXILリニューアル 渋谷三菱ビルパネル交換工事 あと施工アンカー

2017年9月 ㈱第一ヒューテック 大崎新館（ENG）模様替工事 あと施工アンカー・無収縮モルタル注入工事

2017年10月 共立建設㈱ （仮称）大田区南雪谷1丁目計画新築工事 あと施工アンカー工事・ジャンカ補修工事

2017年10月 共立建設㈱ 幡ヶ谷二丁目複合施設（仮称）建設建築工事及び防災公園整備工事 躯体補修工事

2017年10月 共立建設㈱ 秋葉原UDX三菱UFJニコス㈱リニューアル工事 金属拡張型アンカー他工事

2017年10月 共立建設㈱ アイネットパラボラアンテナ設備付帯新設工事 基礎新設工事

工事実績表



　№　2

日時 請負業者 工事名 施工内容

工事実績表

2017年10月 共立建設㈱ 横須賀南屋上防水改修工事 パラペット改修工事

2017年10月 共立建設㈱ NTT中央研修センタ宿泊棟改修工事 躯体工事

2017年10月 共立建設㈱ 多摩屋上防水・外壁改修工事 屋上設備基礎・水防提新設工事

2017年10月 大成建設㈱ 五反田第1ビルエンジン増設工事（建築） 外構躯体工事

2017年10月 大成建設㈱ はとバス港南ビル新築工事 配管ピット蓋取付工事

2017年10月 ㈱谷工務店 鴨川（ENG）模様替工事 外構あと施工アンカー工事

2017年10月 戸田建設㈱ 丸の内北口ビル あと施工アンカー工事

2017年10月 ㈱LIXILリニューアル 帯山ビル外壁改修その他工事 あと施工アンカー工事

2017年10月 ㈱第一ヒューテック 大崎給排水設備改修その他工事 躯体工事

2017年10月 ㈱第一ヒューテック 大崎本館（ENG）模様替工事 躯体工事

2017年11月 共立建設㈱ （仮称）コンシュリア学芸大学新築工事 止水補修工事

2017年11月 共立建設㈱ 横須賀南屋上防水改修工事 基礎新設工事

2017年11月 共立建設㈱ 武蔵野研究開発センタ1号館事務室入口扉改修工事 埋設物探査

2017年11月 共立建設㈱ 横須賀南屋上防水改修工事 基礎新設工事

2017年11月 進藤建設㈱ 中野（ENG）模様替工事 躯体工事

2017年11月 ㈱高橋工務店 NTT白金（3F他・doocomo）空調工事 ＭＡＣＳ室外機基礎工事

2017年11月 タカダ建築設計（有） ドコモ品川(B2F）燃料タンク新設工事(建築） B2F防油堤新設工事

2017年12月 共立建設㈱ 幡ヶ谷二丁目複合施設（仮称）建設建築工事及び防災公園整備工事 基礎新設工事

2017年12月 共立建設㈱ （仮称）大田区南雪谷1丁目計画新築工事 無収縮モルタル注入工事

2017年12月 共立建設㈱ （仮称）クレヴィスタ西六郷新築工事 ダイヤモンドコア工事

2017年12月 共立建設㈱ 秋葉原UDX三菱UFJニコス㈱リニューアル工事 開口閉塞工事

2017年12月 共立建設㈱ 秋葉原UDX18階北エリア他入居工事 金属拡張型アンカー工事

2017年12月 共立建設㈱ NTTDATA三鷹ビル南棟屋外階段設置工事（2階～4階） 壁開口補強工事
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2017年12月 ㈱谷工務店 富津（ENG）模様替工事 あと施工アンカー工事

2017年12月 常盤興業㈱ ドコモ長沼無線中継所屋上防水・外壁改修工事 床開口補強・パラペット切欠き改修工事

2017年12月 常盤興業㈱ ドコモ米本無線中継所屋上防水・外壁改修工事 パラペット切欠き改修工事

2017年12月 ㈱駿河建設 NTT船橋本町（3F・docomo）空調工事 無収縮モルタル注入工事

2017年12月 北沢建設㈱ 保土ヶ谷外2ヶ所（BDE）空調工事【港洋】 無収縮モルタル注入工事

2017年12月 ㈱LIXILリニューアル 秀和椎名町レジデンス追加増減工事 ダイヤモンドコア工事

2018年1月 共立建設㈱ （仮称）クレヴィスタ西六郷新築工事 躯体補修工事

2018年1月 共立建設㈱ 幡ヶ谷二丁目複合施設（仮称）建設建築工事及び防災公園整備工事 外構工事

2018年1月 共立建設㈱ 武蔵野研究開発センタ1号館東西避難階段防火シャッター改修工事 埋設物探査

2018年1月 大成建設㈱ 五反田第1ビル9階東DC構築工事（建築） 躯体・アンカー工事

2018年1月 北沢建設㈱ 港洋屋上防水・外壁改修工事 無収縮モルタル注入工事

2018年1月 戸田建設㈱ 大手町フィナンシャルシティサウスタワー作業所 あと施工アンカー工事・ダイヤモンドコア工事

2018年1月 ㈱谷工務店 ドコモ苗代無線中継所（ENG）模様替工事 あと施工アンカー工事

2018年1月 ㈱ちの工務店 東山梨（ENG）模様替工事 床・壁開口補強工事

2018年1月 ㈱ちの工務店 新竜王屋上防水・外壁改修工事 あと施工アンカー・無収縮モルタル注入工事

2018年2月 共立建設㈱ 秋葉原UDX14階8階原状回復工事 開口閉塞工事

2018年2月 共立建設㈱ 武蔵野研究開発センタ本館B1F第1展示用トラス支持脚アンカー固定工事 あと施工アンカー工事・埋設物探査

2018年2月 共立建設㈱ ドコモ岩槻無線中継所（ENG）模様替工事 壁開口補強・トレンチ工事

2018年2月 共立建設㈱ 立川曙（ENG）模様替工事 躯体工事

2018年2月 横山建設㈱ 蒲田（4F-1・他事業者）空調工事 MACS室外機基礎新設工事

2018年2月 ㈱高橋工務店 白金（B1F他）模様替工事 床開口補強・床開口閉塞・外構工事

2018年2月 ㈱高橋工務店 自由ヶ丘（3F-1・他事業者）空調工事 MACS室外機基礎新設工事

2018年2月 ㈱高橋工務店 代々木（ENG）模様替工事 ダイヤモンドコア工事
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2018年2月 愛甲建設㈱ 厚木研究開発センタ 床開口補強工事

2018年2月 ㈱谷工務店 ドコモ苗代無線中継所（ENG）模様替工事 壁開口補強工事

2018年2月 ㈱LIXILリニューアル 第二小泉ビル改修工事 あと施工アンカー工事

2018年2月 ㈱ちの工務店 ドコモ富沢無線中継所（ENG）模様替工事 アンカー・壁開口補強工事

2018年2月 ㈱ちの工務店 ドコ勝沼無線中継所（ENG）模様替工事 アンカー・開口補強工事

2018年2月 ㈱ちの工務店 ドコモ平岡無線中継所（ENG）模様替工事 アンカー・壁開口補強工事

2018年3月 共立建設㈱ （仮称）大田区南雪谷1丁目計画新築工事 開口閉塞工事・無収縮モルタル注入工事

2018年3月 共立建設㈱ 東久留米（2F-1・他事業者）空調工事 ＭＡＣＳ室外機基礎新設工事

2018年3月 共立建設㈱ 昭島（2F-1・他事業者）空調工事 ＭＡＣＳ室外機基礎新設工事

2018年3月 共立建設㈱ 船橋本町屋上防水・外壁改修その他工事 ＲＣ増設壁・外樋化・屋上基礎工事

2018年3月 共立建設㈱ 三田ドライエリヤ転落防止対策工事 あと施工アンカー工事・無収縮モルタル注入工事

2018年3月 共立建設㈱ NTTDATA三鷹ビル南棟屋外階段設置工事（2階～4階） あと施工アンカー工事・無収縮モルタル注入工事

2018年3月 大成建設㈱ 品川TWINSアネックスビル空調更改工事 鉄骨階段基礎工事

2018年3月 大成建設㈱ （仮称）新宿柴田ビル改修工事の内耐震補強工事 ダイヤモンドコア他工事

2018年3月 戸田建設㈱ 大手町グランキューブ作業所 あと施工アンカー工事

2018年3月 ㈱FNワークス 吉原（3F-1・他事業者）空調工事 無収縮モルタル注入工事

2018年3月 ㈱FNワークス 向島（3F-1・他事業者）空調工事 無収縮モルタル注入工事

2018年3月 ㈱ちの工務店 東山梨（ENG）模様替工事 耐震トレンチ工事

2018年3月 戸田建設㈱ 東京都健康プラザ ダイヤモンドコア他工事・簡易レーダー探査

2018年3月 ㈱竹中工務店 江東区立（仮称）第二有明小・中学校新築工事 あと施工アンカー・ダイヤモンドコア工事

2018年4月 共立建設㈱ （仮称）原町田6丁目商業ビル建替え計画新築工事 無収縮モルタル注入工事

2018年4月 共立建設㈱ 武蔵野研究開発センタ8号館5階及び9号館2階・4階間仕切り設置他改修工事 埋設物探査

2018年4月 共立建設㈱ 明神（1F・事務室）模様替工事 開口閉塞工事
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2018年4月 常盤興業㈱ ヤマカ建材稲毛工場　排水処理設置基礎新設工事 鉄筋工事

2018年4月 愛甲建設㈱ 厚木研究開発センタ 壁開口閉塞工事

2018年4月 ㈱吉田工業 ㈱ショウレイ複合倉庫5F作業所 梁補強工事

2018年4月 北沢建設㈱ 相模原(2F-1・事業者）空調工事 無収縮モルタル注入工事

2018年4月 ㈱高橋工務店 代々木（ENG）模様替工事 床・壁開口補強工事

2018年4月 ㈱ちの工務店 青沼（ENG）模様替工事 壁開口補強・壁閉塞工事

2018年5月 東急建設㈱ 帝京大学八王子キャンパス既存棟（10号館、15号館）改修工事 ダイヤモンドコア他工事

2018年5月 岩本組 茂庭ハウス（仮称）新築工事 あと施工アンカー工事

2018年5月 共立建設㈱ （仮称）原町田6丁目商業ビル建替え計画新築工事 あと施工アンカー他工事

2018年5月 共立建設㈱ 明神外壁改修その他工事 外樋化改修工事

2018年5月 共立建設㈱ 片倉煙突撤去工事 ダイヤモンドコア工事

2018年5月 共立建設㈱ 多摩乞田外1ヵ所煙突撤去工事 煙突切断撤去・ダイヤモンドコア工事

2018年5月 共立建設㈱ 秋葉原UDX8階HI区画増床工事 金属拡張型アンカー工事

2018年5月 共立建設㈱ 秋葉原UDX保育園新設工事 金属拡張型アンカー工事

2018年6月 大成建設㈱ （仮称）新宿柴田ビル改修工事の内耐震補強工事 ダイヤモンドコア他工事

2018年6月 ㈱駿河建設 上山（1F電力室）消火設備新設工事 壁開口補強工事

2018年6月 ㈱駿河建設 二和（1F電力室）消火設備新設工事 壁開口補強工事

2018年6月 北沢建設㈱ 厚木新棟（4F）MACS空調機増設工事 無収縮モルタル注入工事

2018年6月 北沢建設㈱ 藤沢（A棟2F・事務室）空調改修工事 無収縮モルタル注入工事

2018年6月 共立建設㈱ 立川曙（ENG）模様替工事 梁欠損部補修工事

2018年6月 共立建設㈱ NTT中央研修センタ3号館空調更改工事 あと施工アンカー工事

2018年6月 共立建設㈱ ドコモ楊枝方衛生基地局（ENG）模様替工事 壁開口補強工事

2018年6月 共立建設㈱ 船橋本町（1F電力室）消火設備新設工事 壁開口補強工事
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2018年7月 戸田建設㈱ 大手町フィナンシャルグランキューブ ダイヤモンドコア他工事

2018年7月 常盤興業㈱ ヤマカ建材工業㈱稲毛工場排水処理装置基礎新設工事 鉄筋工事

2018年7月 ㈱LIXILリニューアル 松坂屋上野本店外装改修工事 あと施工アンカー工事

2018年7月 大成建設㈱ （仮称）新宿柴田ビル改修工事の内耐震補強工事 あと施工アンカー他工事

2018年7月 北沢建設㈱ 桜ヶ丘屋上防水改修工事 金属拡張型アンカー工事

2018年7月 ㈱LIXILリニューアル 蔵前室外機用置場構築工事 金属拡張型アンカー工事

2018年7月 共立建設㈱ NTTDATA葛西テクノビル外構埋設配管設置工事（建築） 壁開口補強工事

2018年7月 共立建設㈱ 川越（ＥＮＧ）模様替工事 躯体工事

2018年7月 共立建設㈱ 練馬豊玉ビル建物改修工事 室外機基礎新設工事

2018年8月 共立建設㈱ NTTコム南房総LS新築工事 無収縮モルタル注入工事

2018年8月 ㈱高橋工務店 目黒区立下目黒小学校東系統トイレ環境改善工事 和便器撤去あと閉塞他工事

2018年8月 進藤建設㈱ 向台小学校再編に伴う施設整備工事（第二期） あと施工アンカー工事

2018年8月 北沢建設㈱ 岡田屋上防水改修工事 金属拡張型アンカー他工事

2018年8月 ㈱ちの工務店 ドコモ柳沢無線中継所（ENG）模様替工事 壁開口補強工事

2018年8月 大成建設㈱ 品川TWINSデータ棟水冷MACS補給水72ｈ化工事 床開口補強・壁閉塞工事

2018年8月 共立建設㈱ ドコモ大塚無線中継所（ENG）模様替工事 躯体工事


