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日時 請負業者 工事名 施工内容

2019年9月 共立建設㈱ 九段データセンタB1階不フロア構築工事（建築） 開口閉塞、開口補強部の躯体工事

2019年9月 共立建設㈱ 大井（屋上）架台基礎改修工事 グラウト・鉄筋・型枠

2019年9月 共立建設㈱ 武蔵野研究開発センタ　J本館1・2展示ホール模様替工事 埋設物レーダー探査、アンカー引張試験、アンカー打設

2019年9月 共立建設㈱ 武蔵野研究開発センタ　本館2Fコンベンションホール二重床改修工事 アンカー打設、埋設物レーダー探査

2019年9月 共立建設㈱ 吉原水防対策工事 躯体工事他

2019年9月 共立建設㈱ 砧(1F-1・他事業者)空調工事 屋上設備基礎躯体工事一式

2019年10月 高橋工務店 自由ヶ丘(2F-2・PTS）空調工事 MACS空調基礎新設工事

2019年10月 東急建設㈱　九州支店 博多駅前二丁目複合ビル新築に伴う点字鋲　追加工事（屋外ターンテーブル）

2019年10月 東急建設㈱　九州支店 博多駅前二丁目複合ビル新築に伴う点字鋲　（追加）

2019年10月 ㈱第一ヒューテック ドコモ千葉水防改修工事 躯体工事一式

2019年10月 共立建設㈱ 高齢者ケアセンター跡地複合施設(仮称)建設建築工事 雨水貯留槽組立(材工)

2019年10月 共立建設㈱ 高齢者ケアセンター跡地複合施設(仮称)建設建築工事 オカベスタッド(材工

2019年10月 共立建設㈱ 高齢者ケアセンター跡地複合施設(仮称)建設建築工事 デッキインサート

2019年10月 共立建設㈱ 平戸別館水防対策工事 躯体工事（アンカー・鉄筋・グラウト）

2019年10月 共立建設㈱ 清瀬(3F-1他業者）空調工事 躯体工事

2019年10月 共立建設㈱ 葛西水再生センター発電機棟建設工事 サンタック可とうジョイント

2019年10月 共立建設㈱ 武蔵野研究開発センタ　1号館北面他外壁改修工事 仮設足場に伴う埋設物レーダー探査、アンカー引張試験他

2019年11月 共立建設㈱ 高齢者ケアセンター跡地複合施設(仮称)建設建築工事 ハイベース（材工）

2019年11月 ㈱ＬＩＸＩＬリニューアル H30高津団地1-4号棟他45棟鋼製 アンカー工事、引張試験

2019年12月 共立建設㈱ 葛西水再生センター発電機棟建設工事 サンタック可とうジョイント（材工）

2019年12月 共立建設㈱ 由木水防対策工事 設計変更部躯体工事一式

2019年12月 共立建設㈱ クレヴィスタ桜台Ⅱ新築工事 クラック補修（3Ｆ～ピット）

2019年12月 共立建設㈱ 吉川（ＥＮＧ）模様替工事 型枠．鉄筋．グラウト．アンカー．コア抜き
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2019年12月 共立建設㈱ 高齢者ケアセンター跡地複合施設（仮称）建設建築工事 解体用　ダイヤモンドコア

2019年12月 共立建設㈱ 【関西支店】【健全化建物】岩出別館外壁・屋上防水改修工事 基礎補強鋼材取付用基礎アンカー打込工事、煙突切断撤去工法工事

2019年12月 ㈱ＬＩＸＩＬリニューアル 大手町ビル大規模リノベーション工事 鉄筋探査、アンカー工事、引張試験

2019年12月 共立建設㈱ 神南分庁舎跡地総合施設（仮称）建築工事 オカベスタッド

2019年12月 共立建設㈱ 神南分庁舎跡地総合施設（仮称）建築工事 ベースパック（材工）

2019年12月 共立建設㈱ 入間工場拡張(新棟建設）工事　新棟新築・工事 ハイベースNEO（材工）

2019年12月 ㈱ＬＩＸＩＬリニューアル 平良合同(R1)建築その他改修工事 アンカー工事、引張試験

2020年1月 進藤建設㈱ NTT西新宿（屋上・docomo）鉄柱補強工事 型枠・グラウト工事

2020年1月 進藤建設㈱ 西新宿水防対策工事 躯体工事

2020年1月 共立建設㈱ 岡津水防対策工事 躯体工事費

2020年1月 共立建設㈱ 鶴見水防対策工事 アンカー鉄筋型枠グラウト一式

2020年1月 共立建設㈱ 東京第8ビル西棟増改築工事（Ⅱ期） あと施工アンカー、グラウト

2020年1月 共立建設㈱ 葛西水再生センター発電機棟建設工事 あと施工アンカー、グラウト工事（労務）

2020年2月 共立建設㈱ 武蔵府中(2F-1・他業者）空調工事 屋上基礎設置に伴う鉄筋型枠グラウト工事

2020年2月 共立建設㈱ 神南分庁舎跡地総合施設（仮称）建築工事 ベースマン他

2020年2月 共立建設㈱ 戸塚水防対策工事 躯体工事

2020年2月 ㈱ＬＩＸＩＬリニューアル R01左近山団地1-10号棟他18棟外壁 アンカー工事、引張試験

2020年2月 ㈱第一ヒューテック 福岡エリア2（事業者）空調設備工事2（福岡東ビル(整備)空調設備工事 屋上基礎　鉄筋・型枠・グラウト工事

2020年3月 共立建設㈱ 【先行工事】稲城長沼FMACS更改工事 屋上基礎躯体工事一式

2020年3月 共立建設㈱ 砧FMACS更改工事 設備屋上基礎躯体工事

2020年3月 共立建設㈱ 由木水防対策工事 マンホール改修工事一式

2020年3月 駿河建設㈱ 浦安行徳水防対策工事 マンホール改修

2020年3月 ㈱第一ヒューテック 亀有水防対策工事 躯体工事、マンホール
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2020年3月 共立建設㈱ 池袋水防対策工事 グラウト打設・コア抜き

2020年3月 共立建設㈱ 入間工場拡張(新棟建設）工事　新棟新築・工事監理 鉄骨工事（スタット）（材工）

2020年4月 高橋工務店 百合ヶ丘(B1F・電力室）模様替工事 壁開口補強

2020年4月 高橋工務店 菅(ENG)模様替工事 躯体工事

2020年4月 共立建設㈱ 江東水防対策工事 アンカー、鉄筋工事

2020年4月 共立建設㈱ 東京第8ビル西棟増改築工事（Ⅱ期） アンカー打設、アンカー引抜き試験他

2020年5月 東急建設㈱ 帝京八王子8.11号館改修他工事に伴う　アンカー打設他（１１号館） アンカー工事

2020年5月 共立建設㈱ クレヴィスタ中板橋Ⅱ新築工事 乾式目地工事

2020年5月 共立建設㈱ 東松山（１Ｆ－１・ＯＸＣ）外2ヶ所空調工事【東松山・建築】 型枠・鉄筋無収縮モルタル注入工事

2020年5月 共立建設㈱ 鶴見水防対策工事　請負契約変更合意書 アンカー鉄筋型枠グラウト一式

2020年5月 東急建設㈱　九州支店 精華場高等学校グラウンド整備に伴う杭工事 （杭頭補強筋）

2020年6月 共立建設㈱ 【健全化建物】岩出別館外壁・屋上防水改修工事 【健全化建物】岩出別館外壁・屋上防水改修工事に伴う　煙突切断工法工事

2020年6月 共立建設㈱ 三田水防対策工事 躯体工事他

2020年6月 共立建設㈱ 戸塚水防対策工事 躯体工事一式

2020年6月 共立建設㈱ 蒲生水防対策工事 総合工事費（アンカー・鉄筋・型枠・グラウト・コア抜き）

2020年6月 共立建設㈱ NTTDATA三鷹ビルWEST北棟4階マシン室(04B201）事務室化工事(建築) 開口補強工事

2020年6月 高橋工務店 荏原水防対策工事 躯体工事

2020年7月 共立建設㈱ NTTDATA三鷹ビルWEST北棟地下1階電力室壁開口工事 開口補強工事

2020年7月 日本メックス㈱ 本所水防対策工事 （金属工事　金属工事一式　鋳物金物費)

2020年7月 共立建設㈱ NTTDATA三鷹ビルWEST北棟4階マシン室(04A201・202）事務室化工事(建築) 開口補強工事

2020年7月 共立建設㈱ NTTDATA三鷹ビルWEST北棟地下1階電力室壁開口工事 開口補強工事

2020年7月 共立建設㈱ NTTDATA三鷹ビルWEST北棟4階マシン室(04A201・202）事務室化工事(建築) 開口補強工事

2020年7月 共立建設㈱ NTTDATA千葉ニュータウンビル事務室空冷化工事Ⅰ期(建築) 開口補強工事
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2020年8月 共立建設㈱ 神南分庁舎跡地総合施設（仮称）建設建築工事 グラウト注入工事

2020年8月 共立建設㈱ 越谷(水防暫定対策）通信建物工事 トレンチ閉塞(ケミカルアンカー、鉄筋型枠組立、グラウト注入）


