
2017年 4月  
鐵鋼スラグ協会 

建築物における高炉セメントの使用状況 
（東京都建築物に係る環境配慮制度ＨＰ公表内容より） 

Ⅰ．東京都建築物環境計画書制度：http://www7.kankyo.metro.tokyo.jp/building/index.html 
１）制度概要 

2002 年 6 月開始。都条例により、都内で建設される延床面積 10,000m2を超える新築・増築建築物に関して、環境配慮の取組を示した

届出を計画時・完了時に提出することが義務づけられている。2010 年 10 月から、対象延床面積が 5,000m2超(任意提出は 2,000m2以上)
に改正された。 
２）環境計画書について 
新たに建てられた建築物が「エネルギー使用の合理化」「資源の適正利用」「自然環境の保全」に対して、どのくらい貢献しているのか総

合点で評価するシステムである。都は建築主から提出を受けた「環境計画書」をホームページで公開し、環境に配慮した建築物が市場で評

価されるしくみと、新たな環境技術の開発を促進していくことを目的としている。 
３）混合セメントの評価基準 
混合セメントを建築躯体の一部（基礎・杭を含む）に使用した場合、評価点として加算される方法が取られている。ここでいう混合セメ

ントとは高炉セメントおよびフライアッシュセメントのＢ種及びＣ種に相当するものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ⅱ．高炉セメント使用比率 
１）建築物の比率・・・・・３１％ 
  2002年以降、本制度の適用を受ける構造物は 2626件（東京都環境局 HP 2017.4当協会調べ 完成報告書提出済の件数）の内、高炉 
セメントの使用事例は、別紙により 806件。よって、高炉セメント使用比率は 31％（＝806／2626）と推定される。 
ほとんどが、汎用の高炉セメント B種であるが、高炉セメント A種が 1件、高炉セメント C種が 56件及び低炭素型コンクリートが 
3件 の使用が記録されている。 

 ２）高炉セメント使用の構造物（806件）における適用部位 
   高炉セメントは、杭(490件)、基礎(268件)、基礎(地中)梁(113件)、地下(基礎)躯体(69件)、スラブ(57件)、耐圧版(板/盤)(57件) 、地中

壁など壁類（24件）及びＣＦＴ鋼管充填コンクリート等で使用された。 
耐圧版や地下躯体に積極的に使用拡大する事により、高炉セメント使用が増加する余地は大きいと考えられる。 

http://www7.kankyo.metro.tokyo.jp/building/index.html
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建築物の概要
延べ面積 階数 構造

1
共立女子学園　神田一ツ橋キャン
パス　新２号館（仮称）

学校 千代田区 学校法人　共立女子学園 ㈱山下設計 鹿島建設㈱ 2016 13,903
9F
B1

RC･S 杭 高炉B種

2 （仮称）紀尾井町計画 賃貸住宅等 千代田区 ㈱西武プロパティーズ ㈱日建設計
鹿島･鉄建･熊谷建設共同
企業体

2017 226,194
33F
B5

SRC・RC・
S

杭 高炉B種

3 （仮称）一番町計画 事務所等 千代田区 宗教法人　真澄寺 大成建設㈱ 大成建設㈱ 2011 22,278
8F
B2

RC･S
土圧壁天端立上り地
下鉄連絡通路

高炉B種

4 参議院新議員会館 事務所等 千代田区 HOC議員会館PFI㈱
日本設計･NTTﾌｧｼﾘﾃｨｰ
ｽﾞ設計共同企業体 鹿島建設㈱ 2012 95,895

14F
B3

SRC・RC・
S

基礎躯体 高炉B種

5
（仮称）衆議院新議員会館　南棟・
北棟

事務所等 千代田区 ＨＯＲ会館ＰＦＩ㈱
三菱地所設計・久米設計設
計・工事監理共同企業体

建設共同企業体代表
 ㈱大林組

2012 202,945
14F
B3

SRC・RC・
S

杭等に利用 高炉B種

6 猿楽町SSビル 事務所等 千代田区 ㈱集英社 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 2012 12,716
9F
B1

RC･S 杭・基礎等で使用 高炉B種

7 東京倶楽部ビルディング 事務所 千代田区
(社)東京倶楽部，三井不
動産㈱

㈱日本設計 鹿島建設㈱ 2007 23,077
14F
B1

S・SRC 杭 高炉B種

8 霞が関東急ビル 事務所等 千代田区
(有)カスミガセキ・インベス
トメント

㈱日建設計 清水建設㈱ 2010 19,191
17F
B1

SRC・RC・
S

杭 高炉B種

9 フロントプレイス秋葉原 事務所等 千代田区
伊藤忠都市開発㈱、伊藤
忠商事㈱

大成建設㈱ 大成建設㈱ 2015 6,482
7F
B1

SRC・RC・
S

杭 高炉B種

10
グラントウキョウ　ノースタワー/グラ
ンルーフ

事務所等 千代田区 東日本旅客鉄道㈱
㈱日建設計　㈱ジェイ
アール東日本 鹿島建設㈱ 2013 208,043

43F
B4

SRC・RC・
S

地下躯体･杭･連続地
中壁(躯体一体化)

高炉B種

11 丸の内トラスﾄタワー本館 事務所 千代田区 森トラスト㈱ 戸田建設㈱ 戸田建設㈱ 2008 115,380
37F
B4

S・SRC 杭 高炉B種

12
千代田区立高齢者総合サポートセ
ンター・九段坂病院

病院等 千代田区
国家公務員共済組合連
合会　九段坂病院

㈱久米設計 戸田建設㈱ 2015 25,505
14F
B2

RC 基礎コンクリート 高炉B種

13 プラウド九段南 分譲住宅 千代田区 野村不動産㈱ 前田建設工業㈱ 前田建設工業㈱ 2013 9,687
15F
B1

RC･S 杭 高炉C種

14 （仮称）麹町二丁目ビル新築工事 事務所等 千代田区 ㈱大林組 ㈱大建設計 ㈱大林組 2012 24,272
14F
B2

SRC・RC・
S

杭工事 高炉B種

15 ヤマトビル新築工事 事務所等 千代田区 麹町建物（株） ㈱大林組 大林組・大末建設JV 2010 10,684
11F
B2

SRC・S 場所打ち杭 高炉B種

16 （仮称）麹町3-3ビル新築工事 事務所等 千代田区
メックビルディング特定目
的会社

㈱三菱地所設計 鹿島建設㈱ 2013 8,974
10F
B1

RC･S 杭 高炉B種

17 （仮称）豊島ビル新築工事 事務所 千代田区 豊島㈱ 清水建設㈱ 清水建設㈱ 2012 7,192
10F
B1

S 場所打コンクリート杭 高炉B種

18 三洋安田ビル 事務所等 千代田区
三洋貿易㈱、安田不動産
㈱

佐藤総合計画・山下設計
JV

大成建設㈱ 2008 10,950 9F S
現場造成杭、基礎、1
階床

高炉B種

19 TX秋葉原阪急ビル ホテル他 千代田区 阪急電鉄㈱ 大成建設㈱ 大成建設㈱ 2008 14,213
18F
B2

S 杭 高炉B種

20 三井住友海上　神田駿河台新館 事務所等 千代田区
三井住友海上火災保険
㈱

㈱日建設計 鹿島建設㈱ 2012 64,458
22F
B3

SRC・RC・
S

地下躯体等 高炉B種

21 御茶ノ水ソラシティ 事務所等 千代田区
駿河台開発特定目的会
社

大成建設㈱ 大成建設㈱ 2013 102,190
23F
B2

SRC・RC・
S

杭 高炉B種

22 御茶ノ水ファーストビル 病院,事務所 千代田区
医療法人財団小畑会,住
友不動産㈱

㈱日建設計 前田建設工業㈱ 2008 14,526
14F
B2

S・SRC 場所打コンクリート杭 高炉B種

23 加賀電子株式会社本社ビル 事務所等 千代田区 加賀電子㈱ ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 2013 9,101
12F
B1

S 埋戻し土 高炉B種

24 神保町寮 賃貸住宅 千代田区 ㈱三井住友銀行 ㈱日建設計 ㈱フジタ 2015 5,900
10F
B1

SRC・RC 杭 高炉B種

25 住友不動産神田ビル２号館 事務所等 千代田区
エスエフ神田須田町開発
特定目的会社

㈱日建設計 大木建設㈱ 2010 19,975
19F
B2

S 1F床以下躯体・杭 高炉B種

26 （仮称）神田須田町計画 事務所等 千代田区 清水建設㈱ 清水建設㈱ 清水建設㈱ 2013 6,235 9F S(CFT) 杭 高炉B種

施工者
完了届

年
高炉セメント
使用部位

備　　考
（高炉セメントの種類）

設計者No. 特定建築物名称 用途 所在地 建築主
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27
淡路町二丁目西部地区第一種市街
地再開発事業　北街区施設

事務所等 千代田区
淡路町二丁目西部地区
市街地再開発組合

㈱佐藤総合計画 大成建設㈱ 2013 128,436
41F
B3

SRC・RC・
S

杭 高炉B種

28 JEBL秋葉原スクエア 事務所 千代田区
㈱ジェイアール東日本ビ
ルディング

㈱日建設計 大成建設 2016 11,585
13F
B1

SRC・RC・
S

底盤のマットスラブ 高炉B種

29 大手町パークビルディング  事務所 千代田区 三菱地所㈱ ㈱三菱地所設計 ㈱竹中工務店 2017 151,708
29F
B5

SRC・S 杭 高炉C種

30 大手町タワー
事務所、ホテ

ル等
千代田区 みずほ信託銀行㈱ 大成建設㈱ 大成建設㈱ 2015 198,467

38F
B6

SRC・RC・
S

杭・連続地中壁 高炉B種

31 麹町三葉ビル 事務所等 千代田区 三葉興業㈱ ㈱日建設計 大成建設㈱ 2012 12,859
9F
B1

SRC・S 場所打コンクリート杭 高炉B種

32 住友不動産飯田橋駅前ビル 事務所他 千代田区
エスエフ飯田橋開発特定
目的会社

㈱日建設計 東亜建設工業㈱ 2008 16,012
13F
B1

S
ピット階床以下の躯体
および場所打ちコンク
リート杭

高炉B種

33
（仮称）富士見一丁目計画　オフィス
棟

事務所等 千代田区 住友不動産㈱ ㈱日建設計 ㈱長谷工コーポレーション 2011 18,205
14F
B1

SRC・RC・
S

ピット階床以下の躯体
および場所打ちコンク
リート杭

高炉B種

34 （仮称）富士見こども施設整備計画 学校等 千代田区 アンファン富士見㈱ ㈱日総建 共立・植木JV 2010 13,532 6F RC・S 杭・基礎梁 高炉B種

35 飯田橋グラン・ブルーム 事務所等 千代田区
飯田橋駅西口地区市街
地再開発組合

日建設計・前田建設工業
飯田橋駅西口地区市街
地再開発事業JV

前田建設工業㈱ 2014 124,003
30F
B2

SRC・RC・
S

杭 高炉B種

36
パークコート千代田富士見ザ タ
ワー

分譲住宅 千代田区
飯田橋駅西口地区市街
地再開発組合

日建設計・前田建設工業飯田
橋駅西口地区市街地再開発事
業施設建築物実施設計JV

前田建設工業㈱ 2014 68,524
40F
B2

RC・S 高炉C種

37
飯田橋プラーノ（富士見二丁目北部
地区第一種市街地再開発事業ビ
ル）

住宅他 千代田区
富士見二丁目北部地区
市街地再開発組合

㈱山下設計 大成建設㈱ 2009 73,993
38F
B2

RC・S 杭 高炉B種

38 X－PRESS有楽町
事務所、飲食

店
千代田区 ㈱サンケイビル ㈱三菱地所設計 戸田建設㈱ 2017 7,178

12F
B1

S 杭 高炉B種

39
霞が関三丁目南地区第一種市街地再
開発事業 施設建築物および特定施設
建築物（中央合同庁舎第７号館）

事務所等 千代田区 霞が関７号館PFI㈱
久米設計・大成建設・新
日鉄エンジニアリングJV

大成･新日鉄ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ･
日本電設･三菱ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ
JV

2008 253,493
38F
B3

S・RC
SRC

地下階の柱壁等に利
用した

高炉B種

40 秋葉原ダイビル 事務所 千代田区 ダイビル㈱ 鹿島建設㈱ 鹿島建設・大林組JV 2005 50,290
31F
B2

S・SRC
RC

駐車場への車路スロープ
押さえｺﾝｸﾘｰﾄに使用

高炉B種

41
（仮称）ＪＲ東日本東京駅日本橋口
ビル

ホテル他 千代田区 東日本旅客鉄道㈱ 東日本旅客鉄道㈱ ㈱大林組 2007 78,279
35F
B4

S 地下躯体 高炉B種

42 新丸の内ビルディング 事務所等 千代田区 三菱地所㈱ ㈱三菱地所設計 ㈱竹中工務店 2007 195,401
38F
B4

S・CFT
SRC

地下躯体、地上床スラ
ブ

高炉B種

43
九段第３合同庁舎・千代田区役所
本庁舎

事務所 千代田区 九段ＰＦＩサービス㈱
清水建設・佐藤総合計
画・鳳コンサルJV

清水建設㈱ 2007 59,861
23F
B3

SRC・RC
S・CFT

基礎、耐圧盤、
ＣＦＴ柱

高炉B種

44 パークマンション千鳥ケ淵 住宅 千代田区 三井不動産㈱ 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 2004 16,233
15F
B2

RC 床スラブ 高炉B種

45 北の丸スクエア 事務所 千代田区
ジャパンリアルエステイト
投資法人

㈱三菱地所設計 鹿島建設㈱ 2009 58,853
26F
B2

SRC・S
CFT

CFT、基礎マスコンク
リート、地下躯体

高炉B種

46 住友不動産九段ビル 事務所 千代田区
エスエフ九段開発特定目
的会社

㈱日建設計 三井住友建設㈱ 2006 17,789
15F
B1

S・RC
SRC

基礎 高炉B種

47 東急市ケ谷ビル 事務所 千代田区 清水建設㈱ ㈱三菱地所設計 清水建設㈱ 2004 14,597
11F
B1

S・SRC
杭、基礎、地中梁、マッ
トスラブ､CFＴ柱

高炉B種

48 ラ・メール三番町 事務所等 千代田区
東京海上日動火災保険
㈱

㈱三菱地所設計
(仮称）三番町東京海上日
動ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ新築工事JV

2009 34,186
15F
B1

SRC・S 杭 高炉B種

49 番町パークハウス 住宅 千代田区 三菱地所㈱ ㈱三菱地所設計 ㈱大林組 2007 22,236
17F
B2

RC 耐圧盤 高炉B種

2
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50 御茶ノ水NKビル 住宅他 千代田区 コクヨ㈱ 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 2006 15,675
17F
B2

S・RC
SRC

基礎および基礎梁 高炉B種

51 グランドガーラ神田 住宅 千代田区 ㈱エフ･ジェー･ネクスト (有)アトリエルナー 安藤建設㈱ 2007 11,082 杭 高炉B種

52 住友不動産神田ビル 事務所 千代田区
エスエフ神田開発特定目
的会社

㈱日建設計 大成建設㈱ 2006 29,031
20F
B2

S・RC
SRC

杭及び基礎 高炉B種

53 富士ソフト秋葉原ビル 事務所 千代田区 富士ソフト㈱ 大林組・久米設計JV ㈱大林組 2007 58,501
31F
B2

S・SRC 杭、耐圧版 高炉B種

54 オリックス秋葉原ビル 住宅他 千代田区
オリックス・リアルエステー
ト㈱

鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 2005 20,234
19F
B2

CFT・SRC マットスラブ 高炉B種

55 内幸町東急ビル 事務所 千代田区 (有) トラン ㈱三菱地所設計 清水建設㈱ 2006 14,376
13F
B1

SRC・S 杭・基礎躯体、CFＴ柱 高炉B種

56 飯野ビルディング 事務所等 千代田区 飯野海運㈱ ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 2014 103,827
27F
B5

SRC・RC・
S

TSP合成地下壁の山
留め部分

高炉B種

57 日比谷パークフロント
事務所、店
舗、駐車場

千代田区
グリーンアセットインベスト
メント特定目的会社

鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 2017 67,124
21F
B4

SRC・S マスコンクリート 高炉C種

58 法政大学市ヶ谷複合施設 学校等 千代田区 学校法人法政大学 ㈱山下設計
大成･福田工事共同企業
体

2007 21,848
8F
B2

S・SRC 地中梁･基礎 高炉B種

59 京橋OMビル 事務所等 中央区 森トラスト㈱
安井・清水設計監理共同
企業体

清水建設㈱ 2012 9,638
8F
B1

RC 杭 高炉B種

60 八重洲口大栄ビル 病院 中央区 大栄不動産㈱ ㈱大栄建築事務所 戸田建設㈱ 2012 10,754
12F
B2

SRC・S 地下躯体部分 高炉B種

61 柏原ビル
ホテル・飲食

店舗
中央区 柏原ビル㈱ 戸田建設㈱ 戸田建設㈱ 2017 8,963 15F S 基礎梁 高炉B種

62 京橋MIDビル
テナント事務

所、店舗
中央区 ＭＩＤ都市開発㈱ 大成建設㈱ 大成建設㈱ 2015 11,916

12F
B1

SRC・RC・
S

マットスラブ、基礎梁、
地中外壁

高炉B種

63 明治製菓京橋本社ビル 事務所 中央区 明治製菓㈱ ㈱日建設計
大成･鹿島・戸田建設共同
企業体

2004 25,475
12F
B3

S・SRC
B3階床スラブ下の躯
体

高炉B種

64 KPP八重洲ビル 事務所 中央区 国際紙パルプ商事㈱ ㈱三菱地所設計 戸田建設㈱ 2011 11,127
13F
B1

SRC・S 杭、基礎梁 高炉B種

65 東京スクエアガーデン 事務所等 中央区 京橋開発特定目的会社
清水・大成設計監理共同
企業体

清水・大成建設JV 2013 117,460
24F
B4

SRC・RC・
S

基礎・地下躯体
低発熱・収縮抑制型
高炉セメント

66 京橋トラストタワー
事務所,ﾎﾃﾙ,

飲食店
中央区 森トラスト㈱ 戸田建設㈱ 戸田建設㈱ 2014 52,471

21F
B3

S 杭 高炉B種

67 東熱ビル 事務所等 中央区 東洋熱工業㈱ 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 2013 5,864
14F
B2

SRC・RC・
S

既存地下躯体へ充填 高炉B種

68 京橋イーストビル 事務所等 中央区 日本土地建物㈱ 戸田建設㈱
戸田・日土地建設　建設
共同企業体

2013 15,238
11F
B1

S 耐圧版 高炉B種

69 日立物流ビル
テナントオフィ

ス
中央区 みずほ信託銀行㈱ 清水建設㈱ 清水建設㈱ 2017 11,724

10F
B1

S 杭 高炉B種

70 ヒューリック銀座数寄屋橋ビル
百貨店、
事務所

中央区 ヒューリック㈱ 久米・大成設計JV 大成・五洋建設JV 2011 11,570
11F
B4

SRC・RC・
S

マットスラブ 高炉B種

71 銀座三井ビルディング ホテル他 中央区 三井不動産㈱ ㈱松田平田設計 三井建設㈱ 2005 50,246
25F
B2

S・SRC 基礎梁､耐圧スラブ 高炉B種

72 （仮称）ホテルユニゾ銀座計画 ホテル 中央区 新日鉄興和不動産㈱ ㈱大建設計 ㈱大林組 2014 7,418
12F
B1

RC・S 躯体コンクリート全般 高炉B種

73 （仮称）G1プロジェクト 百貨店 中央区
室町建物㈱、三井不動産
㈱

大成建設㈱ 大成建設㈱ 2011 11,064
10F
B2

SRC・RC・
S

基礎、基礎梁、B2階床 高炉B種

74 （仮称）汐留浜離宮計画
事務所、
集会所

中央区
汐留浜離宮特定目的会
社

㈱日建設計 大成建設㈱ 2010 47,951
21F
B2

SRC・RC・
S

マスコンクリートとして地
下躯体すべてに利用

高炉B種

75 サンシティー銀座EAST 住宅他 中央区 ㈱石井鐵工所 ㈱日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 清水建設㈱ 2006 39,277
32F
B2

CＦＴ・S
RC

マットスラブ 高炉B種

3
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76 アパートメンツタワー勝どき 賃貸住宅 中央区
かちどきGROWTH TOWN
㈱

㈱梓設計 東急建設㈱ 2011 54,431
45F
B2

RC・S
場所打ちコンクリート
杭

高炉B種

77
勝どき駅前地区第一種市街地再開
発事業施設建築物（勝どきビュータ
ワー）

分譲賃貸
混在

中央区 （独）都市再生機構 ㈱大林組 ㈱大林組 2010 87,520
55F
B2

SRC・RC・
S

杭 高炉B種

78 (仮称)晴海Ｆ街区開発計画 事務所 中央区
㈲ケイダブリュー・プロパ
ティー・イレブン

清水建設㈱ 清水建設㈱ 2008 12,915
11F
B1

S 杭 高炉B種

79 ザ・晴海レジデンス 住宅 中央区
㈱コスモイニシア,㈱新日
鉄都市開発

㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2009 61,437
20F
B1

SRC 杭 高炉B種

80 晴海テラス 住宅 中央区
㈱コスモイニシア,㈱新日
鉄都市開発

㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2009 24,696
20F
B1

SRC 杭 高炉B種

81
DEUX TOURS CANAL＆SPA （ドゥ・
トゥール）

分譲住宅 中央区 住友不動産㈱ 三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ 2015 174,800
52F
B1

RC・S
場所打ちコンクリート
杭

高炉B種

82 晴海三丁目西地区（再）Ａ１街区 分譲賃貸混在 中央区 （独）都市再生機構 （独）都市再生機構 戸田・鴻池・大木ＪＶ 2009 74,274
49F
B1

RC 高炉B種

83
ザ・パークハウス　晴海タワーズ
ティアロレジデンス 

分譲住宅 中央区 三菱地所レジデンス㈱ ㈱三菱地所設計 鹿島建設㈱ 2016 98,687
49F
B2

RC・S 杭 高炉C種

84
ザ・パークハウス　晴海タワーズ　ク
ロノレジデンス

分譲住宅 中央区 三菱地所レジデンス㈱ ㈱三菱地所設計 鹿島建設㈱ 2014 97,831
49F
B2

RC 杭 高炉C種

85 晴海センタービル 事務所 中央区
晴海フロント特定目的会
社

㈱三菱地所設計 大成建設㈱ 2006 27,365 10F
場所打ちコンクリート､
基礎

高炉B種

86 ヒューマックス東銀座ビル ホテル 中央区 ㈱ヒューマックス ㈱日本設計 ㈱熊谷組 2012 6,243 14F S 杭 高炉B種

87 ライオンズタワー月島 住宅 中央区 ㈱大京 ㈱東畑建築事務所 前田建設工業㈱ 2005 39,575
32F
B2

RC・S 杭 高炉B種

88 ライオンズ東日本橋 分譲住宅 中央区 ㈱大京 安藤建設㈱ 安藤建設㈱ 2013 5,169 15F RC 杭 高炉C種

89 日本橋２丁目計画新築工事 事務所 中央区 ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ都市開発㈱
日総建・NTTファシリ
ティーズ建築設計JV

㈱錢高組 2016 14,674
10F
B1

SRC・S 杭基礎に使用 高炉B種

90 オンワードパークビルディング 事務所 中央区
㈱オンワードホールディン
グス

大成建設㈱ 大成建設㈱ 2014 18,605
17F
B2

SRC・RC・
S

杭、マットスラブ、基礎
梁

高炉B種

91 西鉄日本橋ビル 事務所 中央区 西日本鉄道株式会社 大成建設㈱ 大成建設 2013 6,818 8F RC・S マットスラブ 高炉B種

92
（仮称）ニッセイ同和損保　日本橋ビ
ル

事務所 中央区 ニッセイ同和損害保険㈱ ㈱日建設計 鹿島建設㈱ 2011 13,270
12F
B2

SRC・RC・
S

基礎スラブ 高炉B種

93 ブロードシティ東京 住宅 中央区 ㈱エルカクエイ ㈱1NA新建築研究所 村本建設㈱ 2005 13,301
17F
B1

SRC・RC 杭コンクリート 高炉B種

94 立花証券ビル 事務所 中央区 立花商事㈱ 清水建設㈱ 清水建設㈱ 2015 5,369
9F
B1

SRC・S 場所打杭 高炉B種

95
（仮称）日本橋本町三丁目共同ビル
本町通り建替計画

事務所 中央区
M＆K特定目的会社，㈱
恒心社

プランテック・清水建設設
計監理JV

清水建設㈱ 2011 13,478
15F
B2

SRC・RC・
S

杭 高炉B種

96 日本橋室町野村ビル
事務所、
集会所

中央区 野村不動産㈱ 野村不動産㈱ ㈱大林組・野村建設JV 2011 46,421
21F
B5

SRC・RC・
S

杭 高炉B種

97 リガーレ日本橋人形町 住宅 中央区
日本橋人形町一丁目地
区市街地再開発組合

㈱松田平田設計
鹿島・日東みらい・佐藤工
業JV

2008 35,799
39F
B2

RC 杭 高炉B種

98
ヒューリック本社ビル　（仮称）大伝
馬ビル建設計画

事務所等 中央区 ヒューリック㈱ ㈱日建設計 大成建設㈱ 2012 7,688
10F
B1

SRC・S
B1階床以下の躯体基
礎

高炉B種

99 フロントプレイス日本橋 事務所等 中央区
日本橋2丁目開発特定目
的会社

㈱三菱地所設計 清水建設㈱ 2014 11,838
10F
B1

SRC・S 杭 高炉B種

100
パシフィックレジデンス日本橋馬喰
町

住宅 中央区 丸紅㈱ 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 2007 11,374
17F
B3

RC 基礎（マットスラブ） 高炉B種

4
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101 トルナーレ日本橋浜町 住宅 中央区
日本橋浜町三丁目西部
地区市街地再開発組合

㈱佐藤総合計画 大成・五洋JV 2006 98,440 47F
S・RC

SRC・CFT
マットスラブ 高炉B種

102 日本橋アステラス三井ビルディング 事務所等 中央区 三井不動産㈱ ㈱山下設計 鹿島建設㈱ 2012 27,447
17F
B2

SRC・RC・
S

場所打ちコンクリート
杭

高炉B種

103 東テクグループ本社 事務所 中央区 東テク株式会社 大成建設㈱ 大成建設㈱ 2016 5,698
10F
B1

RC・S マットスラブ 高炉B種

104
リエトコ－ト アルクスタワー（仮称）
中央区湊三丁目計画

住宅 中央区 ㈱新日鉄都市開発 戸田建設㈱ 戸田建設㈱ 2007 29,702
27F
B1

RC 杭 高炉B種

105 マロニエゲート 飲食店 中央区 ㈱読売新聞東京本社 大成建設㈱ 大成建設㈱ 2007 19,250
12F
B4

S・SRC 基礎（耐圧版） 高炉B種

106 STRATA　GINZA ホテル 中央区 恵比寿ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾟﾚｲｽ㈱
大成建設一級建築士事
務所

大成建設㈱ 2006 11,410
13F
B1

RC 基礎 高炉B種

107 銀座三越新館共同ビル 百貨店 中央区 ㈱三越 鹿島建設㈱ 鹿島・大成建設JV 2011 81,592
13F
B6

SRC・
S(CFT)

基礎 高炉B種

108 交詢ビルディング 店舗他 中央区 （財）交詢社 清水建設㈱ 清水建設㈱ 2004 22,002
10F
B2

CFT・S
ＲＣ

杭、マットスラブ 高炉B種

109 クレストシテｨレジデンス 住宅 中央区 ㈱ゴールドクレスト ㈱南條設計室 五洋建設㈱ 2007 39,803
18F
B1

RC
場所打ちコンクリート
杭

高炉B種

110 パークアクシス日本橋ステージ 住宅 中央区 三井不動産㈱ 三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ 2004 13,400
14F
B1

RC 杭 高炉B種

111 キュードビル 事務所等 中央区 ㈱東京エネシス 清水建設㈱ 清水建設㈱ 2013 6,819
8F
B1

S 杭 高炉B種

112
パークホームズセントラルシティ中
央区湊

住宅 中央区 三井不動産㈱ ㈱住環建築計画 大豊建設㈱ 2005 11,073
12F
B1

RC 杭、地中梁 高炉B種

113 グランスイート虎ノ門 住宅 港区 丸紅㈱
㈱日建ハウジングシステ
ム

丸紅㈱ 2007 14,405
21F
B1

RC 杭 高炉B種

114 衆議院赤坂議員宿舎 住宅 港区 赤坂シグマタワー㈱
鹿島・日建設計衆議院赤
坂議員宿舎整備等事業
設計JV

鹿島建設㈱ 2006 63,669
28F
B2

RC 杭 高炉B種

115 日通商事本社ビル 事務所等 港区 日通商事㈱
鹿島建設㈱・日通不動産
㈱

鹿島・戸田建設共同企業
体

2012 14,950
15F
B1

SRC・S 杭 高炉B種

116
浜離宮インターシティ スカイハウス
浜離宮

賃貸住宅・
事務所

港区 興和不動産㈱ ㈱日本設計 清水建設㈱ 2011 34,580
25F
B2

SRC・S
現場造成コンクリート
杭

高炉B種

117 ＫＴビル 事務所 港区 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 2016 11,792
12F
B1

RC・S 杭 高炉B種

118
環状第二号線新橋･虎ノ門地区第
二種市街地再開発事業３街区

事務所・分譲住
宅・ホテル等

港区 森ビル㈱ ㈱日本設計 ㈱大林組 2014 244,360
52F
B5

SRC・RC・
S

杭 高炉B種

119 第３虎の門電気ビルディング 事務所等 港区 清水建設㈱ 清水建設㈱ 清水建設㈱ 2013 5,172
12F
B1

SRC・S 杭 高炉B種

120 虎ノ門ファーストガーデン 事務所等 港区 ヒューリック㈱ ㈱日建設計 大成建設㈱ 2010 10,155
12F
B2

RC・S 地下2階床以下の躯体 高炉B種

121 農林中央金庫品川研修センター 事務所等 港区 三井不動産㈱ ㈱山下設計 清水建設㈱ 2014 10,388 14F S
捨てコンクリート、場所
打ちコンクリート杭

高炉B種

122
芝浦水再生センター再構築に伴う
上部利用事業

事務所・飲食
店等

港区
東京都下水道局、エヌ・
ティ・ティ都市開発㈱

㈱NTTファシリティーズ 大成建設㈱ 2015 206,025
32F
B1

S 地下躯体、耐圧盤 高炉B種

123 港区立港南小学校　改築工事 学校等 港区 東京都港区 ㈱日本設計
日本国土・徳倉・三木建
設JV

2010 14,064 5F SRC
場所打ちコンクリート
杭

高炉B種

124 中日新聞社品川開発計画 事務所 港区 ㈱中日新聞社 ㈱日建設計 ㈱竹中工務店 2011 72,591
19F
B3

SRC・RC
S

CFT柱充填コンクリート 高炉B種

125
パークコート高輪ヒルトップレジデン
ス

住宅 港区
㈱新日本建物,三井不動
産ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ㈱,㈱明豊ｴﾝ
ﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ

東急建設㈱ 東急建設㈱ 2008 15,599
9F
B1

RC 杭 高炉B種
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126 東海大学高輪キャンパス整備計画 学校等 港区 学校法人　東海大学 大成建設㈱ 大成建設㈱ 2011 45,237
7F
B2

SRC・S 杭 高炉B種

127 国際医療福祉大学　三田病院 病院 港区
学校法人国際医療福祉
大学

㈱安井建築設計事務所 戸田建設㈱ 2012 36,707
11F
B2

RC 基礎耐圧盤 高炉B種

128
パークコート麻布十番ザ タワー、三
田ガーデン

分譲住宅 港区
三田小山町地区市街地
再開発組合

㈱アール・アイ・エー 大成建設㈱ 2011 65,422
36F
B1

SRC・RC
S

高炉B種

129
慶應義塾大学(三田)南校舎建て替
え工事

学校 港区 慶應義塾 ㈱日建設計 ㈱銭高組 2011 14,877
7F
B1

SRC・RC
S

杭・基礎梁 高炉B種

130 友愛会館 事務所等 港区 ㈱友愛会館 ㈱安井建築設計事務所 戸田建設㈱ 2012 10,002
16F
B2

SRC・S 杭 高炉B種

131 芝フロントビル 事務所・店舗 港区
メック都市開発1号特定目
的会社

㈱三菱地所設計 ㈱大林組 2014 8,711
9F
B1

SRC・S 杭 高炉B種

132 田町フロントビル 事務所 港区 芝四開発特定目的会社 ㈱三菱地所設計 ㈱フジタ 2014 5,748
9F
B1

S 杭 高炉B種

133 クラッシィハウス芝浦 分譲住宅 港区 住友商事㈱
㈱日建ハウジングシステ
ム

㈱安藤・間 2017 12,906
20F
B1

RC 杭 高炉B種

134 芝浦アイランド ブルームホームズ 住宅 港区 ㈲芝浦キャナル開発 ㈱日建設計 大和ハウス工業㈱ 2009 14,795 9F RC・S 1階床以下の躯体 高炉B種

135 みなとパーク芝浦
集会所、事務
所、駐車場

港区 港区長 NTTファシリティーズ
鹿島・きんでん・東熱・須
賀異業種建設JV

2015 50,685
8F
B1

SRC・RC
S

場所打ち鋼管コンク
リート杭

高炉B種

136
芝浦工業大学　芝浦キャンパス新
大学棟

大学 港区 学校法人芝浦工業大学 戸田建設㈱ 戸田建設㈱ 2009 12,637
8F
B1

SRC・RC
S

地下躯体 高炉B種

137 芝浦ルネサイトタワー 賃貸事務所 港区
㈱新日鉄都市開発,日本
土地建物㈱

戸田建設㈱ 戸田建設㈱ 2009 27,223
19F
B2

S・SRC
RC

地下躯体（基礎梁・耐
圧版）

高炉B種

138 警視庁有家族待機宿舎田町住宅 住宅 港区 東京都 警視庁総務部施設課 奥村・徳倉建設JV 2007 12,979
24F
B1

RC 杭体 高炉B種

139 芝浦アイランド　ブルームタワー 住宅 港区 ㈲芝浦キャナル開発 清水建設㈱ 清水建設㈱ 2008 97,041 48F RC 杭 高炉B種

140 東京ベイシティタワー 分譲住宅 港区 住友不動産㈱ 三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ 2014 15,793
30F
B1

RC 杭 高炉C種

141 住友不動産田町ファーストビル 事務所 港区 住友不動産㈱ ㈱日建設計 大成建設㈱ 2012 21,802
11F
B1

SRC・RC
S

場所打ちコンクリート
杭

高炉B種

142 オアーゼ芝浦MJビル 事務所 港区 ㈱丸仁ホールディングス 清水建設㈱ 清水建設㈱ 2015 13,060 7F S
場所打ちコンクリート
杭

高炉B種

143 オアーゼ芝浦レジデンス 賃貸住宅 港区 ㈱丸仁ホールディングス 清水建設㈱ 清水建設㈱ 2014 6,155 14F RC 杭基礎 高炉B種

144 (仮称)住友不動産三田ビル計画 事務所 港区
住友不動産㈱、住友不動
産ﾌｧｲﾅﾝｽ㈱

㈱日建設計 西松建設㈱ 2015 24,938 13F RC 杭 高炉B種

145 野村不動産芝大門ビル 事務所等 港区 野村不動産㈱ 野村不動産 戸田建設㈱ 2010 16,315
11F
B2

SRC・RC・
S

杭 高炉B種

146 日比谷ビルディング 
テナントオフィ

ス
港区 清和綜合建物㈱ ㈱山下設計 ㈱安藤・間 2016 9,459

10F
B1

SRC・RC・
S

場所打ちコンクリート
杭、捨てコンクリート

高炉B種

147 トラスコ フィオリートビル 事務所等 港区 トラスコ中山㈱ ㈱日建設計 大成建設㈱ 2014 5,819
12F
B1

SRC・RC・
S

杭 高炉B種

148
（仮称）住友不動産新橋六丁目ビル
計画新築工事

テナントオフィ
ス

港区 住友不動産㈱ 清水建設㈱ 清水建設㈱ 2016 8,398 10F SRC・S
場所打ちコンクリート
杭

高炉B種

149 日本酒造虎ノ門ビル
テナントオフィ

ス
港区 三井物産都市開発㈱ 大成建設㈱ 大成建設㈱ 2016 9,877 11F S 基礎、基礎梁 高炉B種

150 （仮称）西新橋一丁目計画 事務所等 港区 オリックス不動産㈱ ㈱入江三宅設計事務所 大成建設㈱ 2013 6,002
14F
B1

S 地下躯体 高炉B種

151 赤坂 ザ レジデンス 住宅 港区 ㈱東京放送 ㈱久米設計
TBS開発（住宅棟）建設工
事JV

2008 23,456
21F
B1

RC
現場造成コンクリート
杭

高炉B種
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152
東京ミッドタウン　ミッドタウンイース
ト（B棟）

住宅 港区 三井不動産㈱ ㈱日建設計 大成・竹中ＪＶ 2007 117,068
25F
B4

SRC・RC
S

杭及び基礎 高炉B種

153
東京ミッドタウン　ミッドタウンウエス
ト（E棟）

店舗,事務所 港区 三井不動産㈱ ㈱日建設計 大成・竹中ＪＶ 2007 56,324
13F
B3

SRC・RC
S

杭及び基礎 高炉B種

154 赤坂Bizタワー 店舗 港区 ㈱東京放送 ㈱久米設計
TBS開発（業務棟・文化施
設棟）建設工事JV

2008 186,866
39F
B3

R・SRC
RC

杭、マットスラブ 高炉B種

155
(仮称)赤坂二丁目計画（福吉町）新
築工事

賃貸住宅、事
務所

港区 森ビル㈱ 大成建設㈱ 大成建設㈱ 2011 24,823
22F
B1

SRC・S
場所打ちコンクリート
杭

高炉B種

156 台場ガーデンシティビル 事務所 港区 積水ハウス㈱ ㈱大林組 ㈱大林組 2007 18,683
12F
B1

SRC・S
基礎・耐圧版・地下1階
床

高炉B種

157 乃村工藝社本社ビル 事務所 港区 ㈱乃村工藝社 ㈱大林組 ㈱大林組 2007 15,781
13F
B2

SRC・S
基礎・耐圧版・地下1階
床

高炉B種

158 サントリー東京ビル 事務所 港区 サントリー㈱ ㈱安井建築設計事務所
サントリー東京新ビル新
築工事JV

2005 34,492
12F
B2

S・SRC マスコン（基礎梁）杭 高炉B種

159 コモディオ汐留 事務所 港区
エスペリオ汐留特定目的
会社

大成建設㈱ 大成建設㈱ 2006 29,685
9F
B1

RC・S 地下躯体部分 高炉B種

160 グラディート汐留 住宅 港区
エスペリオ汐留特定目的
会社

大成建設㈱ 大成建設㈱ 2006 11,290
12F
B1

RC 現場造成杭 高炉B種

161 南青山東急ビル 賃貸事務所 港区 ㈲レギーナ ㈱三菱地所設計 前田建設工業㈱ 2008 11,994
9F
B1

SRC・S 杭 高炉B種

162 ラティス青山スクエア
テナントオフィ

ス
港区 日本土地建物㈱ ㈱三菱地所設計 戸田建設㈱ 2017 11,405

9F
B1

SRC・RC
S

杭 高炉B種

163 青山OHMOTOビル
事務所、物販

店
港区 ㈱大本組 ㈱大本組 ㈱大本組 2016 6,617

10F
B1

S 杭 高炉B種

164 南青山テラス常盤松フォレスト 住宅 港区 三菱地所㈱ ㈱三菱地所設計 ㈱大林組 2006 31,210
12F
B2

SRC 杭 高炉B種

165 AOYAMA Ms TOWER 住宅他 港区 東京地下鉄㈱ ㈱日本設計 東急建設㈱ 2008 14,320
25F
B2

RC・S 耐圧盤からB1F床 高炉B種

166 シティハウス南麻布一丁目 分譲住宅 港区 住友不動産㈱ ㈱淺沼組 ㈱淺沼組 2015 2,746 13F RC 杭 高炉B種

167 駐日欧州連合代表部
賃貸住宅、事

務所
港区

ヨーロッパハウス合同会
社

大成建設㈱ 大成建設㈱ 2011 10,562
6F
B1

RC 高炉B種

168
広尾学園中学校・高等学校校舎新
築工事

学校等 港区 学校法人　順心広尾学園 ㈱大建設計 ㈱錢高組 2013 17,311
9F
B1

SRC・RC・
S

基礎および基礎梁 高炉B種

169
パークホームズ南麻布ザ レジデン
ス

分譲住宅 港区
三井不動産レジデンシャ
ル㈱

清水建設㈱ 清水建設㈱ 2015 29,376 14F RC
場所打ちコンクリート
杭

高炉C種

170 プレイス白金 住宅 港区 ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2005 18,607 20F SRC 杭・基礎 高炉B種

171 シティハイツ神明 住宅 港区 神明開発㈱ 清水建設㈱ 清水建設㈱ 2008 13,024
17F
B1

RC 杭 高炉B種

172 ホワイトタワー浜松町 住宅 港区 神明開発㈱ 清水建設㈱ 清水建設㈱ 2008 18,407
24F
B1

RC 杭 高炉B種

173 ワールド青山 事務所 港区 三菱UFJ信託銀行㈱ ㈱日建設計 鹿島建設㈱ 2008 15,328
15F
B1

SRC・RC
S

杭のコンクリート、地下
2階床以下の躯体

高炉B種

174
（仮称）六本木７丁目計画　新築工
事

ホテル、物販
店舗、飲食店
舗、防災倉
庫、駐車場

港区 合同会社ＫＲＦ２２ ㈱フジタ ㈱フジタ 2017 14,535
21F
B1

SRC・RC
S

杭 高炉B種

175 （仮称）青山大林ビル建替計画
事務所，百貨

店等
港区 大林不動産㈱ ㈱大林組 ㈱大林組 2013 13,931

9F
B1

SRC・S
合成デッキトップコンク
リート

ﾌﾗｲｱｯｼｭ，高炉ｽﾗｸﾞを結合
材に利用した低炭素型のｺﾝ
ｸﾘｰﾄ

176 アクシア麻布 住宅 港区
豊田通商㈱,アクシア麻布
特定目的会社

㈱UG都市建築 ㈱大林組 2005 17,443
25F
B3

RC 基礎底板（耐圧盤） 高炉B種

7
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177
グランスイート麻布台ヒルトップタ
ワー（仮称）港区麻布台3丁目計画

分譲住宅 港区 丸紅㈱ ㈱大林組 ㈱大林組 2014 19,107
28F
B1

RC 杭 高炉C種

178 アトラスタワー六本木 住宅 港区
六本木７丁目マンション建
替組合

三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ 2010 12,983
29F
B2

RC 杭 高炉B種

179
THE　ROPPONGI　TOKYO　（六本
木三丁目地区第一種市街地再開発
事業施設建築物）

分譲賃貸住
宅、駐車場

港区
六本木三丁目地区市街
地再開発組合

㈱日建設計 大成建設㈱ 2011 64,112
39F
B1

SRC・RC
S

場所打ちコンクリート
杭

高炉B種

180 警視庁三田警察署庁舎 事務所 港区 東京都 警視庁総務部施設課 鹿島・京急建設JV 2007 11,967
9F
B1

R 杭 高炉B種

181 スカイグランデ汐留 住宅 港区 大成建設㈱
㈱市浦ハウジング＆プラ
ンニング

大成建設㈱ 2007 11,692
22F
B2

RC 杭、基礎 高炉B種

182 （仮称）元赤坂Kプロジェクト
賃貸事務所・

住宅
港区 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 2012 53,777

30F
B3

RC・S 1F外部階段基壇部 高炉B種

183 パークコート虎ノ門 愛宕タワー 住宅 港区 丸紅㈱ 清水建設㈱ 清水建設㈱ 2008 27,130 30F RC 杭 高炉B種

184 虎ノ門タワーズ　レジデンス 住宅 港区
虎ノ門4丁目タワー特定目
的会社

鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 2006 38,800
41F
B2

RC 基礎 高炉B種

185 虎ノ門タワーズ　オフィス 事務所 港区 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 2006 59,705
23F
B3

R・SRC
RC

地下、基礎等のマスコ
ンクリート

高炉B種

186 ベイクレストタワー 住宅 港区 ㈱ゴールドクレスト 三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ 2006 58,369
40F
B2

RC 杭・基礎梁 高炉B種

187 パークタワー品川ベイワード 住宅 港区 三井不動産㈱ 三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ 2005 43,663
32F
B2

RC 杭 高炉B種

188
ワールドシティタワーズ　ブリーズタ
ワー

住宅 港区 住友不動産㈱ 清水建設㈱
清水・ピーエス三菱・西武
建設JV

2006 65,417
42F
B2

RC 杭、基礎の一部 高炉B種

189
ワールドシティタワーズ　キャピタル
タワー

住宅 港区 住友不動産㈱ 清水建設㈱
清水・ピーエス三菱・西武
建設JV

2006 84,053
43F
B2

RC 杭、基礎の一部 高炉B種

190
ワールドシティタワーズ アクアタ
ワー

住宅 港区 住友不動産㈱ 清水建設㈱
清水・ピーエス三菱･西武
建設JＶ

2005 141,802
40F
B２

RC・SRC 杭、基礎の一部 高炉B種

191 都営港南４丁目第３アパート4号棟 住宅 港区 東京都知事 ㈱大林組
大林・協和・三建   異業種
特定建設JＶ

2006 29,431 24F RC・SRC 杭 高炉B種

192 品川タワーフェイス 住宅 港区 藤和不動産㈱ ㈱アール・アイ・エー ㈱フジタ 2005 20,626
30F
B２

RC 耐圧盤、地中梁、 基礎 高炉B種

193 高輪　ザ　レジデンス 住宅 港区 ㈱長谷工コーポレーション
高輪1丁目開発計画設計
監理JＶ

大成建設㈱ 2005 79,865
47F
B1

RC・S 杭 高炉B種

194 サンウッド三田パークサイドタワー 住宅 港区 ㈱サンウッド 清水建設㈱ 清水建設㈱ 2007 10,004
25F
B1

RC・S 杭、基礎の一部 高炉B種

195 慶應義塾大学（三田）南館 学校 港区 学校法人慶応義塾 大成建設㈱ 大成建設㈱ 2005 18,174
13F
B3

RC 基礎、擁壁、 下部構造 高炉B種

196 三田　Avanti 事務所他 港区 第一生命保険相互会社 清水建設㈱ 清水建設㈱ 2005 16,615
８Ｆ
B1

S・SRC
CFT

基礎 高炉B種

197 COMFORIA三田伊皿子坂 住宅他 港区 ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ都市開発㈱ ㈱東急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ㈱銭高組 2007 10,726
11F
B2

RC 基礎部分 高炉B種

198 クレストプライムタワー芝 住宅 港区 ㈱ゴールドクレスト
松田平田設計・清水建設
設計JV

清水建設㈱ 2008 49,973
39F
B2

RC・R 地下躯体の一部 高炉B種

199 キャピタルマークタワー 住宅 港区 東急不動産㈱
㈱日建ハウジングシステ
ム

鹿島建設㈱ 2008 99,485
47F
B1

RC 杭 高炉B種

200 芝浦アイランド　グローヴタワー 住宅 港区
三井不動産レジデンシャ
ル㈱

鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 2006 98,830
49F
B1

RC・R 杭 高炉B種

201
芝浦アイランド　エアタワー（住宅
棟）・エアテラス（店舗棟）

住宅 港区
㈲芝浦アイランド・アパー
トメント

鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 2007 89,022
48F
B1

RC・SRC 杭 高炉B種
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202
パークタワー芝浦ベイワード アーバ
ンウイング

住宅 港区 三井不動産㈱ 清水建設㈱ 清水建設㈱ 2005 20,663
29F
B1

RC 杭、基礎の一部 高炉B種

203
パークタワー芝浦ベイワードオー
シャンウイング

住宅 港区 三井不動産㈱ 清水建設㈱ 清水建設㈱ 2005 20,679
29F
B1

RC 杭・基礎の一部 高炉B種

204 パシフィックタワー愛宕山 住宅 港区 総合地所㈱ 三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ 2007 13,491
31F
B1

RC 現場造成杭 高炉B種

205 アパートメンツ西麻布 住宅 港区 東京建物㈱ 安藤建設㈱ 安藤建設㈱ 2004 11,362
14F
B1

SRC
場所打ちコンクリート
杭

高炉B種

206 オリックス赤坂２丁目ビル 事務所 港区
オリックス・リアルエステー
ト㈱

鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 2004 14,751
10F
B2

CFT・SRC
RC

地下躯体、杭 高炉B種

207 The Towers DAIBA 住宅 港区
オリックス・リアルエステー
ト㈱

浅井謙建築研究所㈱ 三井住友建設㈱ 2006 76,086
33F
B1

RC・Ｓ 杭 高炉B種

208 南青山一丁目スクエア 住宅 港区 南青山アパートメント㈱
大成建設㈱，㈱UG都市
建築

大成建設㈱ 2007 71,980
46F
B2

RC 基礎 高炉B種

209 白金タワー 住宅 港区
白金1丁目東地区市街地
再開発組合

㈱梓設計
鹿島・長谷工・新日本製
鐵JV

2005 78,550
42F
B3

RC
基礎部（店舗棟部分は
除く）

高炉B種

210
白金一丁目東地区第一種市街地再
開発事業　業務棟

事務所 港区
白金一丁目東地区市街
地再開発組合

㈱梓設計
鹿島・長谷工・新日本製
鐵JV

2005 50,631
26F
B2

R・SRC 基礎、CFT 高炉B種

211 グランドヒルズ白金台 住宅 港区 住友不動産㈱ ㈱エンドウ・アソシエイツ 清水建設㈱ 2004 12,975
14F
B3

SRC・ＲC 耐圧盤、杭 高炉B種

212 文化放送メディアプラス 事務所 港区 文化放送㈱ 大成建設㈱ 大成建設㈱ 2006 13,636
13F
B2

CFT･SRC 杭、基礎、地下 高炉B種

213 ザ・グランスイート六本木 住宅 港区 丸紅㈱ 前田建設工業㈱ 前田建設工業㈱ 2005 11,141
14F
B2

SRC 杭 高炉B種

214 パシフィックタワー六本木 住宅 港区 セコムホームライフ㈱
都市コンサルタンツアイ･
ディー･シー㈱

鹿島建設㈱ 2006 10,008
27F
B3

RC・S 基礎梁～B1床スラブ 高炉B種

215 学校法人成城学校新校舎 学校 新宿区 学校法人成城学校 大成建設㈱ 大成建設㈱ 2015 14,231
5F
B1

RC・S 杭 高炉B種

216 新宿山吹アインスタワー 住宅 新宿区 藤和不動産㈱
㈱エフティー建築設計事
務所

㈱フジタ 2008 13,216
24F
B2

RC 杭 高炉B種

217 第２研究棟 事務所 新宿区 北関東防衛局 ㈱久米設計 ㈱熊谷組 2016 11,078
7F
B1

RC・S 捨てコンクリート 高炉B種

218
東京女子医科大学・早稲田大学連
携先端生命医科学研究教育施設

学校 新宿区
学校法人東京女子医科大
学、学校法人早稲田大学

㈱現代建築研究所 大成・間・五洋建設JV 2008 20,036
3F
B2

S
RC・SRC

地中梁 高炉B種

219 (仮称)新宿松竹会館 集会所 新宿区 松竹㈱ ㈱松田平田設計 大成建設㈱ 2008 14,959
12F
B2

SRC・RC 地下耐圧板 高炉B種

220
コンフォリア東新宿ステーションフロ
ント

賃貸住宅 新宿区 東急不動産㈱ ㈱IAO竹田設計 ㈱フジタ 2017 6,076
12B
B1

RC 杭 高炉B種

221 （仮称）新宿三丁目共同ビル 百貨店 新宿区 ㈱丸井
石本建築事務所・三菱地
所設計JV

戸田建設㈱ 2011 21,848
8F
B2

SRC・S 杭のコンクリート 高炉B種

222 新宿三丁目　イーストビル 店舗他 新宿区
新宿三丁目東地区市街
地再開発個人施行者

大成建設㈱ 大成建設㈱ 2007 26,361
14F
B3

RC 杭、基礎・基礎梁 高炉B種

223 モード学園　コクーンタワー 学校他 新宿区 学校法人モード学園 ㈱丹下都市建築設計 清水建設㈱ 2008 80,903
50F
B4

SRC・S アースドリル杭 高炉B種

224
東京医科大学西新宿キャンパス
新教育研究棟

学校等 新宿区 学校法人東京医科大学 ㈱日建設計 大成建設㈱ 2014 16,511 16F S
場所打ち鉄筋コンク
リート杭等

高炉B種

225 住友不動産　西新宿ビル 事務所、住宅 新宿区 住友不動産㈱ ㈱日建設計 大成建設㈱ 2010 39,143
33F
B2

S 1F以下の躯体・杭 高炉B種

226 プロスペクト・アクス・ザ・タワー新宿 住宅 新宿区 ㈱菱和ライフクリエイト 浅井謙建築研究所㈱ ㈱奥村組 2006 19,311
32F
B2

RC 高炉B種

227 早稲田大学 11号館 学校 新宿区 学校法人 早稲田大学 ㈱山下設計 戸田建設㈱ 2009 34,226
14F
B2

S・SRC 耐圧版・基礎梁 高炉B種
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228 慶應義塾大学信濃町地区３号館 学校 新宿区 慶応義塾 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 2012 21,354 6F RC・S
場所打ちコンクリート
杭

高炉B種

229 東京都立新宿高等学校 学校 新宿区 東京都知事
東京都財務局建築保全
部

大成・小田急・今西建設
JV

2005 16,956 7F RC 杭 高炉B種

230 創価学会　創価文化センター 集会所等 新宿区 創価学会 ㈱久米設計 三菱商事㈱ 2012 16,433
6F
B2

SRC・S マスコンクリート 高炉B種

231
東京都子ども家庭総合センター(仮
称)

事務所等 新宿区 東京都知事 ㈱豊建築事務所
奥村・南海辰村・近藤建
設JV

2012 14,497
7F
B1

SRC・S 場所打ち杭 高炉B種

232 新宿区立愛日小学校 学校 新宿区 新宿区長 共同設計㈱ 関東建設工業㈱ 2017 6,670
4F
B1

RC・S 場所打ち杭 高炉B種

233 ザ・センター東京 住宅 新宿区
野村不動産㈱･三井不動産ﾚ
ｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ㈱･三菱地所㈱

㈱大林組 ㈱大林組 2007 53,228
38F
B2

RC
場所打ちコンクリート
杭

高炉B種

234 市ヶ谷庁舎（庁舎C3） 自衛隊施設 新宿区 北関東防衛局 北関東防衛局
清水・東急・松村組建設
JV

2008 26,692
2F
B5

SRC・RC 基礎部分 高炉B種

235 シティータワー新宿新都心 住宅 新宿区 住友不動産㈱ 清水建設㈱ 清水建設㈱ 2005 28,727 37F RC・S 杭 高炉B種

236 ルネ神楽坂 住宅 新宿区 総合地所㈱ 東海興業㈱ 東海興業㈱ 2007 10,133
17F
B1

RC 杭 高炉B種

237
神楽坂トワイシアヒルサイドレジデ
ンス

住宅 新宿区 三菱地所㈱ ㈱大林組 ㈱大林組 2004 23,905
11F
B1

RC
コンクリート現場造成
杭

高炉B種

238
都営住宅16H-107東（百人町四丁
目第4）工事

住宅 新宿区 東京都知事
東京都東部住宅建設事
務所

馬淵･辻建設JV 2007 10,965
12F
B1

RC 杭 高炉B種

239 東洋大学白山キャンパス６号館 学校 文京区 学校法人東洋大学 ㈱日建設計 鹿島建設㈱ 2005 23,325
5F
B2

SRC・RC
S

地下1階床以下の躯体 高炉B種

240 文京学院大学　本郷キャンパスS館 学校 文京区 学校法人文京学園 清水建設㈱ 清水建設㈱ 2014 9,669
11F
B1

RC・SRC 場所打ち杭 高炉B種

241
日本医科大学　基礎医学大学院棟
(仮称)

大学 文京区 学校法人　日本医科大学
㈱伊藤喜三郎建築研究
所

大成建設㈱ 2007 14,520
4F
B2

RC 基礎躯体 高炉B種

242 ザ･ライオンズ上野の森 住宅 文京区 ㈱大京
㈱日建ハウジングシステ
ム

戸田建設㈱ 2008 18,547
19F
B1

RC・S 杭､基礎、耐圧スラブ 高炉B種

243
（仮称）中央教室棟･南教室建築工
事

学校 文京区 拓殖大学 ㈱梓設計 西松建設㈱ 2008 13,559
7F
B1

RC
場所打ちコンクリート
杭

高炉B種

244 アトラスタワー茗荷谷
分譲住宅、飲
食店、事務所

文京区
茗荷谷駅前地区市街地
再開発組合

㈱日本設計 鹿島建設㈱ 2011 35,306
25F
B2

RC・S 杭 高炉B種

245
跡見学園女子大学　文京キャンパ
ス2号館

大学 文京区 学校法人　跡見学園 ㈱日本設計 鹿島建設㈱ 2008 11,903
9F
B1

SRC 杭 高炉B種

246 オリックス上野1丁目ビル 
事務所、物販

店
文京区 オリックス㈱ ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 2016 14,397

10F
B1

SRC・S 杭 高炉B種

247 ＴＲＣ本社ビル 事務所等 文京区 ㈱図書館流通センター 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 2013 7,087
12F
B1

S 基礎部（地下1階以下） 高炉B種

248 (仮称）湯島ビル 通信機械室 文京区 ㈱ＮＴＴファシリティーズ ㈱ＮＴＴファシリティーズ ㈱大林組 2011 13,227 16F RC
一階より下部　（基礎、
基礎梁、杭）

高炉B種

249
東洋大学白山第2キャンパス　京北
中学校・高等学校建設計画（学校）

学校等 文京区 学校法人　東洋大学 ㈱日建設計 鹿島建設㈱ 2015 19,396
4F
B2

SRC・RC・
S

杭 高炉B種

250
東洋大学白山キャンパス創立125周
年記念研究棟（仮称）計画

学校等 文京区 学校法人　東洋大学 ㈱日建設計 鹿島建設㈱ 2012 19,201
9F
B1

RC
場所打ちコンクリート
杭

高炉B種

251 工学系総合研究棟 学校 文京区 東京大学 東京大学施設部
清水・戸田・鴻池ＪＶ   他3
社

2005 28,896
12F
B1

S・SRC 杭および基礎部躯体 高炉B種

252
東京大学医学部附属病院中央診療
棟Ⅱ期

病院 文京区 東京大学 東京大学施設部
大林･銭高･池田特定建設
JＶ

2006 36,194
9F
B3

S・SRC 耐圧版 高炉B種

253 東京大学理学系総合研究棟 学校 文京区 国立大学法人 東京大学 国立大学法人 東京大学
鴻池・松村・第一特定建
設JV

2005 15,873
11F
B2

S・SRC 基礎コンクリート 高炉B種
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254
(仮称)ドン・キホーテ後楽園ビル 新
築工事（ホテル）

ホテル・百貨
店

文京区
日本アセットマーケティン
グ㈱

(有)テクノフォルム 大成建設㈱ 2014 19,443
10F
B2

S・SRC 場所打造成杭 高炉B種

255 東京大学医学部教育研究棟 大学 文京区 国立大学法人東京大学 国立大学法人東京大学
大成・戸田・辻特定建設
JV

2006 18,548
14F
B2

SRC 杭・基礎 高炉B種

256 浅草タワー 分譲住宅 台東区
三菱地所レジデンス㈱、
三菱倉庫㈱

㈱フジタ一級建築士事務
所

㈱フジタ 2012 68,912
37F
B2

RC
場所打ちコンクリート
杭

高炉B種

257 メトロステージ上野 賃貸住宅 台東区 東京地下鉄㈱ ㈱慎設計事務所 戸田建設㈱ 2013 5,206
14F
B1

RC 杭 高炉C種

258 ライオンズタワー上野黒門町 住宅 台東区 ㈱大京 戸田建設㈱ 戸田建設㈱ 2006 10,710
20F
B1

RC 杭 高炉B種

259
台東区立台東病院・台東区立老人
保健施設千束

病院 台東区 台東区 ㈱日総建
ナカノフドー・三平・大雄・
三ツ目特定建設工事JV

2009 17,328
8F
B1

RC 杭の部分 高炉B種

260 ＴＩＸＴＯＷＥＲ　ＵＥＮＯ 分譲住宅 台東区
東京建物㈱、伊藤忠都市開
発㈱、東京開発K特定目的
会社

㈱フジタ一級建築士事務
所

㈱フジタ 2010 23,921
18F
B1

S 杭 高炉B種

261 上野イーストタワー テナントオフィス 台東区
ナエバ・プロパティ―ズ特定
目的会社、清水建設㈱

清水建設㈱ 清水建設㈱ 2016 41,607
25F
B1

S 杭 高炉B種

262
京成曳舟駅前東第二南地区第一種
市街地再開発事業施設建築物

分譲住宅、事
務所等

墨田区
京成曳舟駅前東第二南
地区市街地再開発組合

㈱佐藤総合計画 戸田・坂田建設JV 2013 15,080
22F
B

RC・S 杭 高炉B種

263 イーストコア曳舟 住宅 墨田区 (独)都市再生機構 (独)都市再生機構 ㈱奥村組 2010 87,516
41F
B1

RC 杭 高炉B種

264 プラウド錦糸公園 住宅 墨田区
野村不動産㈱、JFE都市
開発㈱、栄泉不動産㈱

㈱淺沼組 ㈱淺沼組 2005 15,364
14F
B1

RC 杭（現場造成杭） 高炉B種

265 シャリエ錦糸町ハウス 住宅 墨田区
東レ建設㈱、㈱室町クリエ
イト

㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2006 11,002
7F
B1

RC 杭 高炉B種

266 クレストフォルム亀戸ビューフォート 住宅 墨田区 ㈱ゴールドクレスト ㈱さとうベネック ㈱さとうベネック 2004 20,708
15F
B1

RC 杭・基礎 高炉B種

267 東京スカイツリータウン 百貨店等 墨田区 東武鉄道㈱ ㈱日建設計 ㈱大林組、大成建設㈱ 2012 228,356
31F
B3

SRC・RC・
S

場所打ちコンクリート
杭

高炉B種

268 （仮称）東武鉄道新本社ビル 事務所 墨田区 東武鉄道㈱ 佐藤総合計画㈱
東武谷内田建設・東武建
設・河本工業JV

2010 23,174
6F
B1

SRC・RC・
S

基礎、地中梁 高炉B種

269
京成曳舟駅前東第三地区第一種市
街地再開発事業施設建築物

分譲住宅 墨田区
京成曳舟駅前東第三地
区市街地再開発組合

㈱佐藤設計 戸田建設㈱ 2015 27,269
28F
B1

RC・S 杭 高炉C種

270 （仮称）新ロッテプラザ計画 ホテル等 墨田区 ㈱ロッテ 大成建設㈱ 大成建設㈱ 2010 14,491
19F
B2

SRC・S 基礎 高炉B種

271 リエトコート錦糸町 住宅 墨田区 ㈱中央コーポレーション ㈱トツカ・セッケイ ㈱長谷工コーポレーション 2009 12,958 15F RC
現場造成コンクリート
杭

高炉B種

272 パークタワー錦糸町 住宅 墨田区
三井不動産レジデンシャ
ル㈱

清水建設㈱ 清水建設㈱ 2009 25,119
28F
B1

RC・S 杭 高炉B種

273 （仮称）太平四丁目錦糸町開発計画 住宅他 墨田区 東京建物㈱ ㈱久米設計 大成建設㈱ 2006 264,770
45F
B2

S・SRC
RC・CFT

杭、基礎梁 高炉B種

274 ヤマタネビル新館 事務所等 江東区 ㈱ヤマタネ 清水建設㈱ 清水建設㈱ 2012 12,208 8F S 杭 高炉B種

275
福山通運（株）東京支店　ターミナル
棟

倉庫 江東区 福山通運㈱ ㈱梓設計 五洋建設㈱ 2017 100,109 7F SRC・S
杭、捨てコンクリート
等

高炉B種

276
（仮称）福山通運（株）東京支店　社
宅棟

賃貸住宅 江東区 福山通運㈱ ㈱梓設計 五洋建設㈱ 2015 14,545 10F RC 杭、捨てコンクリート 高炉B種

277 リゾセントラルコート東陽町 住宅 江東区 日本中央地所㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2005 11,406 15F RC 杭 高炉B種

278 シティハウス豊洲キャナルテラス 分譲住宅 江東区 住友不動産㈱ ㈱鴻池組 ㈱鴻池組 2012 11,267 15F RC 杭 高炉C種

11
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279 ソラネットシティ 住宅 江東区 有楽土地㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2005 45,919 17F SRC 杭 高炉B種

280 亀戸レジデンス 住宅 江東区
㈱大京、オリックス不動産
㈱

㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2008 82,494
17F
B1

SRC・RC・
S

高炉B種

281 枝川倉庫 倉庫 江東区 日本パーカライジング㈱ ㈱久米設計 坪井工業㈱ 2008 17,271 6F SRC・S 基礎コンクリート 高炉B種

282 株式会社アクティオ東京DLセンター 倉庫、事務所 江東区
㈱アクティオホールディン
グス

鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 2016 17,357 5F S 基礎、基礎梁 高炉B種

283
ニューライズシティー東京ベイハイ
ライズ

住宅 江東区 興和不動産㈱ （有〕湯本建築事務所 南海辰村建設㈱ 2006 38,407
20F
B1

SRC・RC
基礎梁等 （ﾏｽｺﾝｸﾘｰﾄ
部）

高炉B種

284 グランエスタ 住宅 江東区 東京建物㈱ 戸田建設㈱ 戸田建設㈱ 2006 68,040
20F
B1

RC 杭 高炉B種

285 東京国際郵便局 郵便局 江東区 日本郵政公社
日本郵政公社　施設計画
部

戸田・西松・五洋･ナカノフ
ドー・東亜建設工事JV

2005 31,933 4F S 基礎躯体部分 高炉B種

286 オーベル東陽町サウシア 住宅 江東区 有楽土地㈱ ㈱安宅設計 ㈱長谷工コーポレーション 2007 16,060 20F RC 現場造成杭 高炉B種

287
砂町水再生センター　第二汚泥処
理棟

下水処理場 江東区 東京都公営企業管理者 日本上下水道設計㈱ ㈱銭高組 2014 15,607
3F
B2

RC・SRC 地下部躯体 高炉B種

288
（仮称）株式会社 関電工　江東・銀
座統合事務所

工場等 江東区 東電不動産㈱ 日建設計㈱・関電工㈱ 清水建設㈱ 2011 12,320 6F SRC・S 1階床以下 高炉B種

289 クレッセント東京VIEW TOWER 住宅 江東区 ㈱モリモト 三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ 2005 16,541
24F
B2

RC 現場造成杭 高炉B種

290 新木場タワー 事務所 江東区 JKホールディングス㈱ ㈱梓設計 前田建設工業㈱ 2007 14,972 18F S・RC
マスコンクリート（基礎
部全体）、CFT充填コン
クリート、杭

高炉B種

291 大明新木場ビル 事務所 江東区 大明㈱ ㈱NTTファシリティーズ 西松建設㈱ 2009 11,912 8F S 杭、基礎梁、1F床 高炉A種

292 新木場物流センター建設工事 倉庫 江東区 ミツワ不動産㈱ 大成建設㈱ 大成建設㈱ 2010 15,243 5F RC・S 基礎 高炉B種

293
警視庁航空隊江東飛行センター改
築工事

事務所等 江東区 東京都知事 ㈱相和技術研究所
大成・丹勢建設共同企業
体

2013 6,065 4F RC・S
既存杭撤去埋戻し用
流動化処理材

高炉B種

294 新木場物流センター 倉庫、事務所 江東区
一般社団法人ＩＫインベス
トメント

新日鉄住金エンジニアリ
ング㈱

新日鉄住金エンジニアリ
ング㈱

2015 9,800 5F S 基礎、基礎梁 高炉B種

295 ホームセンターコーナン深川店 店舗 江東区 ダイヤモンドリース㈱ 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 2006 18,187 4F S 基礎 高炉B種

296
㈱上組 東京中央埠頭 東京多目的
物流ｾﾝﾀｰ及び東京ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ

倉庫 江東区 ㈱上組 五洋建設㈱ 五洋建設㈱ 2004 32,844
6F

PH1F
S・SRC
CFT

基礎、地中梁 高炉B種

297
都立産業技術研究センター(H19)新
築工事

研究所 江東区 東京都知事 ㈱日建設計 ㈱フジタ 2011 33,130 5F SRC・S 1FL以深のコンクリート 高炉B種

298 スーパーエコプラント ごみ処理場 江東区
東京臨海リサイクルパ
ワー㈱

清水建設㈱ 清水建設㈱ 2007 19,488
5F
B1

SRC・RC・
S

底盤、基礎梁、土に接
する1F床

高炉B種

299 海上保安庁海洋情報部庁舎（仮称） 事務所等 江東区
国土交通省関東地方整
備局長

㈱安井建築設計事務所 東亜建設工業㈱ 2011 19,895 10F S 1FL以下の躯体 高炉B種

300 プラウドタワー亀戸 住宅 江東区 野村不動産㈱ ㈱淺沼組 ㈱淺沼組 2009 12,000
20F
B1

RC 高炉B種

301 リエトコート大島 住宅 江東区 双日㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2007 13,421 15F RC 杭 高炉B種

302 パークアクシス辰巳ステージ 住宅 江東区 三井不動産㈱ 大成建設㈱ 大成建設㈱ 2008 22,928
13F
B1

RC・S 杭 高炉B種

303 三井倉庫　辰巳SSセンター 事務所 江東区 三井倉庫㈱ 大成建設㈱ 大成建設㈱ 2011 32,222 6F RC 杭 高炉B種

12
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304 辰巳第二倉庫計画 工場、事務所 江東区 月島倉庫㈱ ㈱安藤・間 ㈱安藤・間 2017 7,209 4F S 基礎及び基礎梁 高炉B種

305 クレヴィア辰巳　キャナルステージ 分譲住宅 江東区 伊藤忠都市開発㈱ ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱長谷工コーポレーション 2013 5,742 13F RC
場所打ち（現場造成）
杭

高炉C種

306 クレヴィア辰巳　ブライトステージ 分譲住宅 江東区 伊藤忠都市開発㈱ ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱長谷工コーポレーション 2013 4,250 13F RC
場所打ち（現場造成）
杭

高炉C種

307 日本赤十字社辰巳ビル 事務所 江東区 日本赤十字社 ㈱現代建築研究所 ㈱大林組 2006 17,873 6F RC
マスコンクリート （地下
躯体）

高炉B種

308 BEACON Tower Residence 住宅 江東区
有楽土地㈱、名鉄不動産
㈱、㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

大成建設㈱
㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ、大
成建設㈱

2009 53,210
41F
B1

RC･S
コンクリート現場造成
杭

高炉B種

309 KDX豊洲グランスクエア 事務所 江東区 清水建設㈱ 清水建設㈱ 清水建設㈱ 2011 63,661 10F S 杭の中詰コンクリート 高炉B種

310 東雲キャナルファーストタワー 住宅 江東区
丸紅㈱、興和不動産㈱、
㈱ｱｰﾊﾞﾝｺｰﾎﾟﾚｲｼｮﾝ

㈱大林組 ㈱大林組 2008 52,416
42F
B2

RC
コンクリート現場造成
杭

高炉B種

311 東雲合同庁舎 事務所等 江東区
東雲グリーンフロンティア
PFI㈱

代表取締役社長　山田
幸夫

鹿島建設㈱ 2013 20,920 13F S 基礎部 高炉B種

312 ブランズ東雲 分譲住宅 江東区 東急不動産㈱ ㈱IAO竹田設計 ㈱フジタ 2012 12,536 15F RC 高炉C種

313 東雲住宅 住宅 江東区 東雲ＮＥＸＴ㈱
清水建設･日建設計設計
JV

清水建設㈱ 2011 51,855 36F RC・S 杭 高炉B種

314 ザ 湾岸タワー レックスガーデン 分譲住宅 江東区 正友地所㈱ 前田建設工業㈱ 前田建設工業㈱ 2012 43,637
31F
B1

RC・S
場所打ちコンクリート
杭

高炉B種

315 レーベンハイム東陽町アクアリア 住宅 江東区 ㈱タカラレーベン ㈱宮田建築事務所 ㈱イチケン 2006 13,459 14F RC 杭 高炉B種

316 プラウド東陽町 分譲住宅 江東区 野村不動産㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2010 15,016 10F RC 杭、基礎梁 高炉B種

317 (仮称）南砂２丁目計画 分譲住宅 江東区 三菱商事㈱ 戸田建設㈱ 戸田建設㈱ 2011 17,587 25F RC
場所打ちコンクリート
杭

高炉B種

318 パークハウス清澄白河リバーサイド 住宅 江東区 三菱地所㈱ ㈱三菱地所設計 ㈱淺沼組 2005 41,033
20F
B1

RC 杭 高炉B種

319
イーストコモンズ清澄白河セントラ
ルタワー

住宅他 江東区
白河・三好地区市街地再
開発組合

㈱松田平田設計 戸田建設㈱ 2006 57,624
33F
B2

RC・S 杭 高炉B種

320
アーバンドックららぽーと豊洲アネッ
クス

店舗他 江東区 三井不動産㈱ 大成建設㈱ 大成建設㈱ 2006 24,721 5F S・SRC 基礎コンクリート 高炉B種

321 豊洲センタービルアネックス 事務所 江東区 石川島播磨重工業㈱
NTTファシリティーズ・日
本設計・RIA設計JV

鹿島建設㈱ 2006 105,448
33F
B3

S・SRC
RC

基礎（地下2階スラブ下
まで）

高炉B種

322 THE TOYOSU TOWER 住宅 江東区
三井不動産ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ㈱,野
村不動産㈱,三菱地所㈱,東
京建物㈱

清水建設㈱ 清水建設㈱ 2008 91,973
43F
B1

RC
場所打ちコンクリート
杭

高炉B種

323 東京フロントコート 住宅 江東区 東京建物㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2005 116,601 20F SRC・RC
現場造成杭・地下躯体
部分（ＧＬ下）

高炉B種

324 昭和大学江東豊洲病院 病院 江東区 学校法人昭和大学 ㈱佐藤総合計画 大成建設㈱ 2013 47,271
10F
B1

RC・S 杭、マットスラブ 高炉B種

325 昭和大学豊洲寮 賃貸住宅 江東区 学校法人昭和大学 戸田建設㈱ 戸田建設㈱ 2014 7,955 10F RC・S 場所打ち杭 高炉C種

326
豊洲駅前地区第一種市街地再開発
事業建築物

住宅 江東区
豊洲駅前地区市街地再
開発組合

㈱佐藤総合計画 清水･巴建設JV 2006 64,458
40F
B1

RC マットスラブ(基礎)、杭 高炉B種

327 TG豊洲ビル 事務所 江東区 東京ガス用地開発㈱ 豊洲DHC設計共同企業体 ㈱竹中工務店 2016 11,389
5F
B1

S・SRC
RC

杭 高炉B種

328 パークアクシス豊洲 住宅 江東区
三井不動産レジデンシャ
ル㈱

三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ 2008 38,261
20F
B1

RC 現場造成杭 高炉B種

13
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329 豊洲市場　青果棟 事務所 江東区 東京都知事 ㈱日建設計 鹿島建設㈱ 2017 93,769 3F
S・SRC

RC
青果棟以外の1階床スラ
ブより下部コンクリート 

高炉B種

330 豊洲市場　加工パッケージ棟 卸売市場 江東区 東京都知事 ㈱日建設計 清水建設㈱ 2017 21,709
5F
B1

SRC・S 未定 高炉B種

331 豊洲市場　管理施設棟 事務所 江東区 東京都知事 ㈱日建設計
関東・鍜治田・川土・国際
建設共同企業体

2017 23,743 6F SRC・RC
1階床スラブ以下のスラ
ブコンクリート

高炉B種

332 豊洲市場　水産卸売場棟 事務所 江東区 東京都知事 ㈱日建設計 大成建設㈱ 2017 124,673 5F
S・SRC

RC

水産卸売場棟以外の1階
床スラブより下部コンク
リート

高炉B種

333 ルミレイス豊洲 賃貸住宅 江東区 ㈱丸仁ホールディングス 清水建設㈱ 清水建設㈱ 2016 15,594 17F RC 杭基礎 高炉B種

334 SIA豊洲プライムスクエア
事務所、飲食

店
江東区

㈱ｼﾝﾌﾟﾚｸｽ・ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ・ｱ
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｽﾞ

清水建設㈱ 清水建設㈱ 2010 42,483 13F S
鋼管杭頭充填コンク
リート

高炉B種

335
（仮称）豊洲三丁目8-2街区Bブロッ
ク計画

住宅 江東区 双日㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2008 27,983 14F RC 杭，基礎 高炉B種

336 スターコート豊洲 住宅 江東区
名鉄不動産㈱,東武鉄道㈱,㈱ｱ
ｾﾞﾙ,ﾆﾁﾓ㈱,三交不動産㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2007 78,810 18F SRC 現場造成杭、基礎 高炉B種

337 アーバンドックららぽーと豊洲 店舗他 江東区 三井不動産㈱ 大成建設㈱ 大成建設㈱ 2006 140,316
5F
B1

S・RC
基礎コンクリート、地下
躯体

高炉B種

338 東京スイート・レジデンス 住宅 江東区

双日㈱,㈱中央ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ,東レ
建設㈱,ｾﾝﾄﾗﾙ総合開発㈱,三交
不動産㈱,明和地所㈱,㈱長谷
工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2008 62,173
15F
B1

RC 杭 高炉B種

339 深川ギャザリア　タワーN棟 事務所他 江東区 野村不動産㈱
ｴﾇ・ﾃｨ・ﾃｨ ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ・日
総建 設計JV

鹿島・鉄建・安藤建設JV 2007 43,081
22F
B2

S・SRC
基礎（地下2階スラブ下
まで）

高炉B種

340
（仮称）Dプロジェクト有明Ⅰ　新築
工事

事務所等 江東区
ﾃﾞｨｴｲﾁ･ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ･ﾜﾝ
特定目的会社

大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 2016 113,149 6F RC・S 杭 高炉B種

341
ブリリアマーレ有明タワー＆ガーデ
ン((仮称)有明一丁目計画)

住宅 江東区
東京建物㈱、㈱プロパス
ト、伊藤忠開発㈱

三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ 2008 125,537
33F
B1

RC・S 杭 高炉B種

342 プリリア有明シティタワー 住宅等 江東区 東京建物㈱、東武鉄道㈱ 三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ 2015 67,284
33F
B1

RC・S
場所打ちコンクリート
杭

高炉C種

343 武蔵野大学　有明キャンパス 学校等 江東区
学校法人武蔵野女子学
院

大成建設㈱ 大成建設㈱ 2012 26,158
13F
B1

RC 杭 高炉B種

344 澁澤シティプレイス永代 事務所 江東区 澁澤倉庫㈱ ㈱山下設計 清水建設㈱ 2004 31,404
14F
B1

S・SRC 基礎の一部 高炉B種

345 東京ソシオグランデ 住宅 江東区 東レ建設㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2004 27,580
19F
B1

SRC 杭 高炉B種

346 ナカノ商会若洲センター 工場 江東区
若洲プロパティ特定目的
会社

㈱大林組 ㈱大林組 2004 25,052 5F S 杭、基礎 高炉B種

347 メロディーハイム南砂町フェイシア 住宅 江東区 近藤産業㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2005 15,023 7F RC 杭 高炉B種

348 東京アインス リバーサイドタワー 住宅 江東区 藤和不動産㈱ 東急建設㈱ 東急建設㈱ 2004 22,656
24F
B2

RC 耐圧版、基礎、地中梁 高炉B種

349
新木場パーク・ロジスティックセン
ター

工場等 江東区 オリックス㈱ 三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ 2005 15,901 6F SRC・S
基礎、基礎梁、接地床
版

高炉B種

350 レーベンハイム森下レシェンテ 住宅 江東区 ㈱タカラレーベン ㈱ゼファー 鉄建建設㈱ 2004 10,782 12F RC 杭・基礎 高炉B種

351 中防灰溶融施設 工場 江東区
東京二十三区清掃一部
事務組合

㈱錢高組 三菱・錢高・池田建設JV 2006 41,588
6F
B1

S・SR
SRC

基礎 高炉B種

352 アパートメンツ東雲キャナルコート 住宅 江東区
(有)アール・エム・キャナ
ル

東急建設㈱ 東急建設㈱ 2005 40,989
14F
B1

RC・S
コンクリート現場造成
杭

高炉B種

353 東雲キャナルコートCODAN6街区 住宅 江東区 都市基盤整備公団 都市基盤整備公団
大林・フジタ・福田建設工
事JV

2005 37,274
14F
B1

RC 基礎、基礎梁 高炉B種
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354
アップルタワー<東京キャナルコート
>

住宅 江東区
赤坂見附エステート特定
目的会社

㈱大林組 アパ建設㈱ 2007 61,184
44F
B2

RC 杭 高炉B種

355 プライヴブルー東京 住宅 江東区 東急不動産㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2005 61,219
20F
B1

SRC 現場造成杭 高炉B種

356 ISTビル 事務所 江東区 アイ・エス・ティ開発(有) 清水建設㈱ 清水建設㈱ 2004 46,463 11F S・CFT 基礎・地中梁 高炉B種

357 アーバンドック　パークシティ豊洲 住宅 江東区
㈱IHI、三井不動産ﾚｼﾞﾃﾞﾝ
ｼｬﾙ㈱

三井住友建設㈱
(仮称)江東区豊洲二丁目
７街区計画建設JV

2008 191,067
52F・
32F
B1

RC
現場打ちコンクリート
杭

高炉B種

358 TOC有明 事務所他 江東区 ㈱テーオーシー ㈱日本設計 ㈱穴吹工務店 2006 111,594
21F
B1

S・SRC
RC

基礎杭・共同溝接続部コ
ンクリート・基礎梁

高炉B種

359
東京ベイコート倶楽部ホテル＆スパ
リゾート

ホテル 江東区 リゾートトラスト㈱ ㈱観光企画設計社 大成建設㈱ 2008 63,073
26F
B2

SRC 基礎 高炉B種

360 サンウッド品川天王洲タワー 住宅 品川区 ㈱サンウッド ㈱日本設計 ㈱大林組 2005 12,439
23F
B1

RC 基礎梁、耐圧版 高炉B種

361
グランシティユーロレジデンス品川
の杜

住宅 品川区 日本綜合地所㈱
日本綜合地所㈱･雨宮建
築研究所

㈱鴻池組 2004 14,344
10F
B1

RC
基礎、地下1階立ち上
がり部

高炉B種

362 三共㈱研究開発センター研究E棟 研究所 品川区 三共㈱ 清水建設㈱ 清水建設㈱ 2005 19,326
8F
B1

S・RC
杭、地下外壁・床・柱（免
震ピット階床を含む）

高炉B種

363 東京倉庫新２号倉庫 倉庫 品川区 東京倉庫㈱ 三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ 2005 12,062 6F RC・S 杭 高炉B種

364 パ－クホ－ムズ武蔵小山 住宅 品川区 三井不動産レジデンシャル㈱ 木村・笠井・奥村JV ㈱奥村組 2008 23,834
19F
B1

RC 現場造成杭 高炉B種

365 アイオス目黒駅前 住宅他 品川区 ㈱アクロス ㈱安宅設計 東急建設㈱ 2006 12,564
14F
B2

RC 基礎 高炉B種

366 DNP五反田ビル 事務所 品川区 大日本印刷㈱ ㈱日本設計 戸田建設㈱ 2006 47,343
25F
B2

SRC マットスラブ 高炉B種

367 品川区立小中一貫校伊藤学園 学校等 品川区 品川区長 ㈱大建設計 飛島･立･山田建設JV 2007 17,433
5F
B2

RC・S 基礎･基礎梁 高炉B種

368
アートヴィレッジ大崎セントラルタ
ワー

事務所 品川区
大崎駅東口第３地区市街
地再開発組合

㈱大林組 大崎東口JV 2007 82,451
22F
B1

S・SRC
杭・壁杭およびマット基
礎

高炉B種

369 ブリリアタワー大崎 住宅 品川区 東京建物㈱ ㈱大林組 ㈱大林組 2008 26,373
29F
B1

RC 杭 高炉B種

370 大崎フロントタワー 事務所 品川区
クロッシング特定目的会
社

㈱三菱地所設計 大成建設㈱ 2006 24,125 15Ｆ S・RC 基礎 高炉B種

371 アートヴィレッジ大崎ビュータワー 賃貸住宅 品川区
大崎駅東口第３地区市街
地再開発組合

㈱大林組 大崎東口JV 2007 32,956
28F
B2

RC 杭 高炉B種

372 パークハウス　オー・タワー 住宅 品川区 三菱地所㈱ ㈱三菱地所設計 東亜建設工業㈱ 2006 15,279
20F
B1

RC・S 杭 高炉B種

373 オーバルコート大崎マークイースト 事務所 品川区 東光電気㈱ 大成建設㈱ 大成建設㈱ 2004 20,609
14F
B1

CFT・S
RC

杭、基礎、地下 高炉B種

374 品川シーサイドレジデンス 住宅 品川区 有楽土地㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2007 46,553 20F SRC 杭 高炉B種

375 グレンパーク東品川 住宅 品川区 双日㈱ ㈱トツカ･セッケイ ㈱長谷工コーポレーション 2007 13,711 15Ｆ RC 杭 高炉B種

376 ハートンホテル東品川 ホテル 品川区 ㈱関西トラスト ㈱日本設計 大成建設㈱ 2006 14,517
19F
B1

RC 杭・基礎・基礎梁 高炉B種

377 Brilliaタワー品川シーサイド 住宅 品川区 東京建物㈱ ㈱日本設計
エス･バイ･エル・明成建設
㈱

2006 19,730
22F
B2

RC
基礎梁
マスコンクリート

高炉B種

378 パークスクエア南品川 住宅 品川区 住友不動産㈱ ㈱アド都市建築事務所 三井住友建設㈱ 2007 20,996
16F
B1

RC 杭 高炉B種

379 東神倉庫20号倉庫 工場等 品川区 東神倉庫㈱ ㈱鴻池組 ㈱鴻池組 2006 12,964 6F RC・S 基礎コンクリート 高炉B種
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380 oak meguro 事務所 品川区 ㈱大林組 ㈱大林組 ㈱大林組 2016 23,100
10F
B2

RC 杭、マットスラブ、擁壁
高炉B種，
低炭素型混合セメント

381
目黒ヒルトップウォーク(パークタワー目
黒(住宅部分))

住宅 品川区
室町殖産㈱,三井不動産ﾚｼﾞ
ﾃﾞﾝｼｬﾙ㈱,㈱室町ｸﾘｴｲﾄ

㈱松田平田設計 三井住友建設㈱ 2007 25,215
28F
B3

RC 杭コンクリート 高炉B種

382 リビオ目黒リバーサウス 分譲住宅 品川区 新日鉄興和不動産㈱ 松井建設㈱ 松井建設㈱ 2015 6,115 14F RC 杭コンクリート 高炉C種

383 ジェントリーハウス品川大井 住宅 品川区 東急不動産㈱ ㈱フジタ ㈱フジタ 2004 26,739
14F
B1

RC
地下1階スラブ下の躯
体部分

高炉B種

384 アールプラン大井町ミュゼ 住宅 品川区 ㈱モリモト ㈱スペーステック 東急建設㈱ 2006 15,050
12F
B1

RC 基礎 高炉B種

385 かんぺ土地Ｋ－７ビル ホテル 品川区 かんべ土地建物㈱
㈱東急設計コンサルタン
ト・㈱大林組東京本社

㈱大林組 2009 15,039
20Ｆ
Ｂ2

SRC・RC
S

高炉B種

386 (仮称）大崎駅西口Ｃ地区開発計画 事務所等 品川区 ソニー㈱ ㈱日建設計 鹿島建設㈱ 2011 12,041
25F
B2

SRC・RC
S

場所打ちコンクリート
杭

高炉B種

387 ダイワロイネットホテル東京大崎 ホテル 品川区 ㈱明電舎 ダイワハウス工業㈱ ダイワハウス工業㈱ 2007 10,755
15F
B1

RC・S
SRC

基礎 高炉B種

388 警視庁大崎警察署 事務所 品川区 東京都 警視庁総務部施設課 松尾・都市クリエイトJV 2009 10,068
9F
B2

RC･SRC
建物基礎（基礎、耐圧
版及び地中梁）

高炉B種

389
大崎駅西口中地区第一種市街地再
開発事業に係る施設建築物

分譲住宅等 品川区
大崎駅西口中地区市街
地再開発組合

㈱UG都市建築 清水・フジタJV 2009 129,092
39F
B2

SRC・RC
S

杭 高炉B種

390 ウエストレジデンス　大崎 住宅 品川区
㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ,三井物産
㈱,㈱新日鉄都市開発,総合地
所㈱,三井ﾎｰﾑｽﾞ㈱

㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2008 17,942
20F
B1

SRC 杭、基礎 高炉B種

391
荏原町駅前地区防災街区整備事業
防災施設建築物「ザ・パークハウス
品川荏原町」

分譲住宅 品川区
荏原町駅前地区防災街
区整備事業組合

㈱松田平田設計 大成建設㈱ 2016 5,454
18F
B1

RC・S
場所打ちコンクリート
杭

高炉B種

392
品川区立中高一貫校　日野学園・
総合体育館

学校 品川区 品川区長 ㈱類設計室 大成建設㈱ 2006 25,684
6F
B2

RC 基礎梁 高炉B種

393 クレストタワー品川シーサイド 住宅 品川区 ㈱ゴールドクレスト 五洋建設㈱ 五洋建設㈱ 2008 38,315
26F
B1

RC 基礎 高炉B種

394
ニューシティーアパートメンツ品川
イースト

住宅 品川区
品川シーサイド・アインス
特定目的会社

㈱類設計室 東急建設㈱ 2006 18,441
25F
B2

RC
杭、耐圧版、基礎  地
中梁

高炉B種

395 アリュールゼームス坂 分譲住宅 品川区 ＮＲＥＧ東芝不動産㈱ ㈱三菱地所設計 ㈱大林組 2009 23,705
12F
B2

RC 杭 高炉B種

396 エフ･プラザ東京Ｌ棟 工場等 品川区 日本貨物鉄道㈱ ㈱日建設計 三井住友建設㈱ 2007 61,709 5F SRC 基礎･基礎梁･1階床 高炉B種

397 グリーンプリズムタワー 住宅 品川区 三菱地所㈱ ㈱三菱地所設計 東急建設㈱ 2005 12,042
24F
B2

RC 杭 高炉B種

398 （仮称）御殿山プロジェクト 事務所等 品川区 積水ハウス㈱ 大成建設㈱ 大成建設㈱ 2011 63,979
9F
B1

SRC・RC
S

杭 高炉B種

399 （仮称）御殿山Cブロック 工場 品川区 積水ハウス㈱ 大成建設㈱ 大成建設㈱ 2011 20,000
6F
B2

SRC・S 杭 高炉B種

400 (仮称)北品川三丁目計画 住宅 品川区
特定目的会社北品川キャ
ピタル

㈱日建ハウジングシステ
ム

㈱前田建設工業 2009 26,236
36F
B1

RC・S
場所打ちコンクリート
杭

高炉B種

401 御殿山ハウス 住宅 品川区
東急不動産㈱･三菱商事
㈱

戸田建設㈱ 戸田建設㈱ 2006 19,004
6F
B2

RC 杭 高炉B種

402 品川区立小中一貫校　品川学園 学校 品川区 品川区長 ㈱佐藤総合計画
鴻池・冨士工・丸磯・圓山
建設JV

2011 18,145 4F
SRC・RC

S
基礎、地中梁、ドライエ
リア壁

高炉B種

403 （仮称）中央環状新宿線大橋換気所 工場等 目黒区 首都高速道路㈱ 首都高速道路㈱
鹿島・大成・東急ＳＪ114
（2）トンネル連結路基礎特
定建設工事JV

2013 14,460
7F
B2

SRC 基礎躯体 高炉B種
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404
公務員宿舎駒沢宿舎(仮称)整備事
業のうちＡ棟

住宅 目黒区 PFI　駒沢㈱ 大林・内藤設計JV ㈱大林組 2006 11,365 15F SRC 杭 高炉B種

405
公務員宿舎駒沢宿舎(仮称)整備事
業のうちＣ棟

住宅 目黒区 PFI　駒沢㈱ 大林・内藤設計JV ㈱大林組 2006 10,642 13F SRC 杭 高炉B種

406
公務員宿舎駒沢宿舎(仮称)整備事
業のうちB棟

住宅 目黒区 PFI　駒沢㈱ 大林・内藤設計JV ㈱大林組 2006 10,261 13F SRC 杭 高炉B種

407 アトリア目黒タワー 住宅 目黒区 ㈱ｼﾞｮｲﾝﾄ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱ｲｸｽ･ｱｰｸ都市設計 ㈱奥村組 2008 21,926
25F
B2

- 基礎･地中梁 高炉B種

408 （仮称）目黒雅叙園　新オフィス棟 事務所 目黒区 ㈱雅秀エンタープライズ ㈱日建設計 ㈱大林組 2011 23,899
16F
B1

SRC・RC
S

基礎、杭 高炉B種

409 シティハウス中目黒レジデンス  分譲住宅 目黒区 住友不動産㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2016 8,332
15F
B1

RC 杭 高炉B種

410 新目黒東急ビル 事務所等 目黒区 清水建設㈱ 清水建設㈱ 清水建設㈱ 2012 22,369
14F
B1

S 場所打杭 高炉B種

411 山九平和島ロジスティクスセンター 倉庫 大田区 山九㈱ 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 2015 47,682 ７F RC・S マットスラブ 高炉B種

412
ヤマト運輸株式会社　羽田クロノ
ゲート 新築工事

物流倉庫 大田区 ヤマト運輸㈱ 日建設計㈱ 鹿島建設㈱ 2013 196,511 9F
SRC・RC・

S
高炉B種

413 東京国際空港　CIQ棟 事務所 大田区 国土交通省
羽田空港国際線PTB設計共同
企業体代表会社、㈱梓設計 大成建設㈱ 2011 13,134 7F S 基礎、1階 高炉B種

414
（仮称）東京国際エアカーゴターミナ
ル新築工事 貨物上屋1

工場 大田区
東京国際エアカーゴターミ
ナル㈱

㈱久米設計 大成建設㈱ 2011 48,940 4F RC・S
上屋内荷捌き場の床
（マットスラブ）

高炉B種

415
（仮称）東京国際エアカーゴターミナ
ル新築工事 貨物上屋2

事務所 大田区
東京国際エアカーゴターミ
ナル㈱

㈱久米設計 大成建設㈱ 2011 25,943 2F RC・S
上屋内荷捌き場の床
（マットスラブ）

高炉B種

416
東京国際空港（羽田）第2旅客ターミ
ナルビル

店舗 大田区 日本空港ビルデング㈱ ㈱松田平田設計
清水･大林･東急･三井住
友建設JＶ

2013 23,328
4F
B2

SRC・S 基礎梁 高炉B種

417
東京国際空港（羽田）第2旅客ターミ
ナルビル増築Ⅱ

集会所等 大田区 日本空港ビルデング㈱ ㈱松田平田設計 大成建設㈱ 2011 49,381
6F
B2

SRC・S 高炉B種

418
東京国際空港（羽田）P4平面駐車
場立体化工事

駐車場 大田区 日本空港ビルデング㈱ 大成建設㈱ 大成建設㈱ 2011 45,663 6F SRC・S
基礎（マットスラブ、基
礎梁）

高炉B種

419
東京国際空港国際線地区旅客ター
ミナルビル及び空港利用者用駐車
場

集会場、事務
所、百貨店、飲

食店
大田区 東京国際空港タ－ミナル㈱

羽田空港国際線PTB設計共
同企業体代表会社、㈱梓設
計

鹿島・北野特定建設JV 2011 224,148 5F S 基礎、基礎梁 高炉B種

420
東京国際空港国際線旅客ターミナ
ルビル及び空港利用者用駐車場棟

集会場、事務
所、百貨店、飲
食店、駐車場、

ホテル

大田区 東京国際空港タ－ミナル㈱
梓・安井・PCPJ東京国際空
港国際線旅客ターミナル設
計監理共同企業体

2015 133,911 8F S 基礎 高炉B種

421
東京国際空港国際線地区貨物合同
庁舎

事務所 大田区 国土交通省 ㈱久米設計 大成建設㈱ 2011 12,100
3F
B1

S 基礎 高炉B種

422 スカイプラザ 住宅 大田区 羽田タートルサービス㈱ ㈱久米設計 西松・大旺建設JV 2008 15,910 14F SRC
現場造成コンクリート
杭

高炉B種

423
（仮称）キヤノン下丸子ホール棟（講
堂）新築工事

事務所 大田区 キヤノン㈱ 大林組㈱ 大林組㈱ 2008 10,306
4F
B1

S 杭､基礎梁 高炉B種

424 ブリリア下丸子 分譲住宅 大田区 東京建物㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2014 4,377 10F RC 杭 高炉C種

425 大田清掃工場建設工事 工場 大田区
東京二十三区清掃一部
事務組合

東急建設㈱ 東急建設㈱ 2014 33,414
7F
B1

SRC・RC・
S

杭、マスコン（ごみバン
カ底盤他）

高炉B種

426 ザ・山王タワー 分譲住宅 大田区
近鉄不動産・三菱地所レジ
デンス・ 長谷工コーポレー
ション

長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション 2014 16,193 22F RC 杭 高炉C種

427
（仮称）東京実業高等学校　体育
館・校舎新築工事

学校 大田区 学校法人上野塾 ㈱山下設計 戸田建設㈱ 2015 6,135 5F RC・S 捨てコンクリート 高炉B種
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428
学校法人片柳学園蒲田キャンパス
再整備計画

学校 大田区 学校法人片柳学園 ㈱久米設計 ㈱熊谷組 2011 57,581
20F
B1

SRC・S １階床以下の躯体 高炉B種

429
ステーションツインタワーズ糀谷　フ
ロント・イースト

分譲住宅 大田区
糀谷駅前地区市街地再
開発組合

㈱山下設計 戸田建設㈱ 2016 8,948
18F
B2

RC・S
場所打ちコンクリート
杭

高炉B種

430
ステーションツインタワーズ糀谷　フ
ロント・ウエスト

分譲住宅 大田区
糀谷駅前地区市街地再
開発組合

㈱山下設計 戸田建設㈱ 2016 34,142
20F
B1

RC・S
場所打ちコンクリート
杭

高炉B種

431 リージェントハウス大森西 住宅 大田区 総合地所㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2009 15,938
9F
B1

RC 杭 高炉B種

432 ウェリスシティ大森タワー 分譲住宅 大田区
エヌ・ティ・ティ都市開発
㈱、京浜急行電鉄㈱

㈱日総建 ㈱大林組 2008 18,178
25F
B1

RC 杭 高炉B種

433
（仮称）池上２丁目　新築工事　（ザ・
パークハウス　池上）

分譲住宅 大田区 三菱レジデンス㈱ ㈱ジー・ワイ設計 東洋建設㈱ 2012 14,080 14F RC
場所打鉄筋コンクリー
ト杭

高炉C種

434 大森赤十字病院 病院等 大田区 大森赤十字病院 ㈱横河建築設計事務所 戸田建設㈱ 2012 24,077
8F
B2

RC
場所打ちコンクリート
杭

高炉B種

435
ライオンズマンション馬込マークヒル
ズ

住宅 大田区 ㈱大京･双日㈱ ㈱エフエーアーキテクツ
安藤建設㈱ 東亜建設工
業㈱

2005 14,896
10F
B1

RC 杭 高炉B種

436
AMB大田ディストリビューションセン
ター

事務所 大田区 AMB東海特定目的会社 大成建設㈱ 大成建設㈱ 2006 97,163 ７Ｆ SRC・S 基礎梁 高炉B種

437 大田区総合体育館 集会所等 大田区 大田区長 ㈱石本建築事務所 フジタ 2012 13,983
2F
B2

SRC・RC・
S

マットスラブ・基礎梁 高炉B種

438 都立荏原看護専門学校 学校 大田区 東京都知事 ㈱梓設計
大日本・白井建設共同企
業体

2017 6,073 4F RC 捨てコンクリート 高炉B種

439 オーベルグランディオ荻中 住宅 大田区
荻中住宅マンション立替
組合

㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2006 48,801 18F SRC・RC 杭および基礎 高炉B種

440 京浜トラックターミナル1６号棟
ﾄﾗｯｸ

ﾀｰﾐﾅﾙ
大田区 日本自動車ﾀｰﾐﾅﾙ㈱ ㈱日本設計 フジタ・飛島特定建設JV 2008 37,650 6F SRC 基礎、基礎梁 高炉B種

441
東京団地倉庫㈱平和島第三期建替
工事

倉庫 大田区 東京団地倉庫㈱ ㈱三菱地所設計 清水建設㈱ 2006 23,456
6F
B1

SRC
マスコンクリート（基礎部
分に使用）、杭

高炉B種

442 ライオンズ多摩川レジデンス 分譲住宅 大田区
㈱大京、オリックス不動産
㈱

㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2012 6,734 10F RC 杭 高炉C種

443
東京国際空港 （ 羽田　）　第2旅客
ターミナルビル

空港ターミナ
ル施設

大田区 日本空港ビルデング㈱ ㈱松田平田設計 大成・竹中ＪＶ 2007 23,328
4F
B2

SRC 基礎及び基礎梁部分 高炉B種

444
(仮称)キﾔノン下丸子先端技術研究
棟新築工事

事務所 大田区 キヤノン㈱ ㈱大林組 ㈱大林組 2005 42,454
6F
B2

S・CFT
SRC

基礎梁、地下外壁（地
中連続壁）

高炉B種

445
(仮称)キヤノン下丸子新開発棟新
築工事

研究所 大田区 キヤノン㈱ ㈱大林組 ㈱大林組 2006 41,872
6F
B2

SRC・S
基礎梁、地下外壁（地
中連続壁）

高炉B種

446 グランイーグル蒲田ネオスト 住宅 大田区 ㈱グランイーグル ㈱協立建築設計 ㈱ピーエス三菱 2007 10,978 11F RC 高炉B種

447 グランイーグル蒲田ネオリア 住宅 大田区 ㈱グランイーグル ㈱協立建築設計 ㈱ピーエス三菱 2007 17,114 14F RC 杭 高炉B種

448 ProLogis Parc Tokyo 事務所 大田区
プロロジス大田特定目的
会社

㈱フジタ ㈱フジタ 2003 74,357 8F SRC 基礎 高炉B種

449 東京流通センター物流ビルＢ棟 
工場（倉庫）、
事務所、飲食

店
大田区 ㈱東京靴流通センター ㈱大林組 ㈱大林組 2017 171,299

6F
B2

SRC・S マットスラブ その他（クリーンクリート）

450 武蔵工業大学付属中学･高校 学校 世田谷区 学校法人五島育英会 ㈱東急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 清水建設㈱ 2006 16,818
4Ｆ
B1

RC・S 基礎躯体 高炉B種

451
ザ・スポーツコネクション建替計画
新築工事

スポーツ施設 世田谷区
㈱ザ・スポーツコネクショ
ン

東急建設㈱ 東急建設㈱ 2016 6,736
3F
B3

RC
基礎梁、基礎、躯体全
般

高炉B種

452
日本大学新学部新校舎（仮称）1号
館

学校 世田谷区 学校法人日本大学 ㈱山下設計 清水建設㈱ 2016 41,811
8F
B2

RC・SRC
S

捨てコンクリート 高炉B種

453 ガーデニエール砧 住宅 世田谷区 清水建設㈱ 清水建設㈱ 清水建設㈱ 2008 39,361
10F
B1

RC 杭 高炉B種
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454 ガーデニエール砧ウエスト 賃貸住宅 世田谷区 清水建設㈱ 清水建設㈱ 清水建設㈱ 2013 32,172
10F
B1

RC 杭 高炉C種

455
日本大学商学部砧キャンパス整備
事業に伴う校舎新築その他工事

学校 世田谷区 学校法人　日本大学 日本大学 大成・安藤・松井建設JV 2011 34,837
6F
B1

RC・S
基礎、地中梁、B1スラブ
梁、土に接する部位

高炉B種

456 日本大学商学部本館 学校 世田谷区 学校法人　日本大学 ㈱安井建築設計事務所 ㈱熊谷組 2014 10,105
6F
B1

RC 基礎、底版、地中梁 高炉B種

457
二子玉川東第二地区第一種市街地
再開発事業[II－a街区]

集会所、
百貨店等

世田谷区
二子玉川東第二地区市
街地再開発組合

日建設計・ｱｰﾙ･ｱｲ･ｴｰ・
東急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄJV

鹿島建設㈱ 2015 156,422
30F
B2

RC・SRC
S

基礎躯体 高炉B種

458 トワイシア用賀エアリーレジデンス 住宅 世田谷区
三菱地所㈱・野村不動産
㈱

鉄建建設㈱ 鉄建建設㈱ 2008 12,297
11F
B1

RC
場所打ちコンクリート
杭

高炉B種

459
トワイシア用賀パークフロントレジデ
ンス

住宅 世田谷区
三菱地所㈱・野村不動産
㈱

鉄建建設㈱ 鉄建建設㈱ 2008 10,153
4F
B1

RC
場所打ちコンクリート
杭

高炉B種

460
二子玉川ライズ・ショッピングセン
ター＆オフィス

百貨店、
事務所

世田谷区
二子玉川東地区市街地
再開発組合

㈱ｱｰﾙ･ｱｲ･ｴｰ、東急設計ｺﾝ
ｻﾙﾀﾝﾄ㈱、㈱日本設計JV

東急建設㈱ 2011 106,751
16F
B2

SRC・RC・
S

マットスラブ 高炉B種

461
桜木住宅３号館、４号館、５号館、６
号館、７号館、８号館

賃貸住宅 世田谷区 東京都知事 ㈱INA新建築研究所 ㈱フジタ 2014 22,725
5F
B1

RC 杭 高炉B種

462 東京農業大学（仮称）新講義棟 学校 世田谷区 東京農業大学 ㈱久米設計 戸田建設㈱ 2011 22,386
6F
B1

RC 杭 高炉B種

463 日本大学櫻丘高等学校新校舎 学校 世田谷区 学校法人　日本大学 日本大学 ㈱フジタ 2011 21,214 5F RC・S 耐圧版 高炉B種

464 桜上水ガーデンズD棟 分譲住宅 世田谷区
桜上水団地マンション建
替組合

㈱日建ハウジングシステ
ム

清水建設㈱ 2015 24,169
14F
B1

RC 杭 高炉C種

465 桜上水ガーデンズE棟 分譲住宅 世田谷区
桜上水団地マンション建
替組合

㈱日建ハウジングシステ
ム

清水建設㈱ 2015 12,478 14F RC 杭 高炉C種

466 桜上水ガーデンズF G棟 分譲住宅 世田谷区
桜上水団地マンション建
替組合

㈱日建ハウジングシステ
ム

清水建設㈱ 2015 19,963
14F
B1

RC 杭 高炉C種

467 桜上水ガーデンズH棟 分譲住宅 世田谷区
桜上水団地マンション建
替組合

㈱日建ハウジングシステ
ム

清水建設㈱ 2015 10,632
12F
B1

RC 杭 高炉C種

468 桜上水ガーデンズ I棟 分譲住宅 世田谷区
桜上水団地マンション建
替組合

㈱日建ハウジングシステ
ム

清水建設㈱ 2015 8,708
8F
B1

RC 杭 高炉C種

469 桜上水ガーデンズA棟 分譲住宅 世田谷区
桜上水団地マンション建
替組合

㈱日建ハウジングシステ
ム

清水建設㈱ 2015 6,919
8F
B1

RC 杭 高炉C種

470 桜上水ガーデンズB棟 分譲住宅 世田谷区
桜上水団地マンション建
替組合

㈱日建ハウジングシステ
ム

清水建設㈱ 2015 9,819 12F RC 杭 高炉C種

471 桜上水ガーデンズC棟 分譲住宅 世田谷区
桜上水団地マンション建
替組合

㈱日建ハウジングシステ
ム

清水建設㈱ 2015 5,863 6F RC 杭 高炉C種

472 世田谷合同庁舎  事務所 世田谷区
国土交通省関東地方整
備局長

㈱松田平田設計 ㈱淺沼組 2016 13,174
6F
B1

RC
1ＦＬより下部（立ち上
がり部含む）の躯体コ
ンクリート

高炉B種

473 東京都医学系総合研究所 研究所 世田谷区 東京都知事
㈱伊藤喜三郎建築研究
所

Ⅰ期：松尾工務店、Ⅱ期：
銭高組

2012 19,982 5F RC 杭　基礎 高炉B種

474 バーリントンハウス馬事公苑計画 老人ホーム 世田谷区 グッドウィル・グループ㈱ ㈱コムスン 東急建設㈱ 2006 17,577
７Ｆ
B1

RC 基礎 高炉B種

475
日本体育大学東京世田谷キャンパ
ス再開発　第２期・第３期・第４期工
事

学校 世田谷区 学校法人　日本体育大学 ㈱久米設計 鹿島建設㈱ 2012 35,374
6Ｆ
Ｂ2

SRC・RC・
S

地盤改良材として使用 高炉B種

476 カリーノ千歳台 店舗 世田谷区 (有)オストマックス ｹﾈﾃﾞｨｸｽ･ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ㈱ 三井住友建設㈱ 2007 18,278
4Ｆ
B2

RC 基礎 高炉B種

477
グランドヒルズ三軒茶屋ヒルトップ
ガーデン

住宅 世田谷区 住友不動産㈱ ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 2008 45,971
12F
B2

RC ラップルコンクリート 高炉B種

478 三宿池尻宿舎 賃貸住宅 世田谷区 北関東防衛局長 北関東防衛局 真柄建設㈱ 2011 13,603
9F
B1

RC
杭コンクリート・捨てコ
ンクリート

高炉B種
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479
世田谷区立健康増進・交流施設、池尻
地区会館、池尻児童館、池尻保育園

集会所 世田谷区 住友商事㈱ ㈱アール・アイ・エイ 東急建設㈱ 2013 4,777 4F RC 基礎 高炉B種

480 （仮称）池尻団地建替計画 分譲住宅 世田谷区
池尻団地マンション建替
組合

（株）ＮＥＸＴ　ＡＲＣＨＩＴＥＣ
Ｔ　＆　ＡＳＳＯＣＩＡＴＥＳ

大成建設㈱ 2014 20,309
11F
B1

SRC・RC・
S

杭 高炉C種

481 ブランズ・ジオ　等々力 分譲住宅 世田谷区
東急不動産㈱、阪急不動
産㈱

㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2011 11,520
10F
B1

RC 杭 高炉B種

482
ザ・レジデンス　千歳船橋　ｸﾞﾗﾝｴｱﾚ
ｼﾞﾃﾞﾝｽ

分譲住宅 世田谷区
大和ﾊｳｽ工業㈱、三井不動
産ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ㈱、長谷工ｺｰ
ﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱

㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2011 16,780
10F
B1

RC 杭 高炉B種

483
国士舘大学　世田谷キャンパス
梅ヶ丘校舎

学校 世田谷区 学校法人　国士舘 ㈱日本設計 ㈱大林組 2013 22,434
10F
B2

SRC 1F床以下の躯体 高炉B種

484 ガーデンヴィラ芦花公園 住宅 世田谷区 トータルハウジング㈱ ㈱テスタ・アソシエイツ 清水建設㈱ 2005 15,214
10F
B1

RC 杭 高炉B種

485
世田谷区立芦花小学校・芦花中学
校・八幡山保育園

学校 世田谷区 世田谷区　世田谷区長 ㈱ＮＴＴファシリティーズ 東光建設㈱ 2013 18,619 4F RC 基礎 高炉B種

486 プラウドタワー二子玉川 住宅 世田谷区 野村不動産㈱
㈱プランテック総合計画、
鹿島建設㈱

鹿島建設㈱ 2006 24,315
27F
B1

RC 基礎、地下躯体 高炉B種

487 コスモグランリュクス世田谷 住宅 世田谷区
（株）ﾘｸﾙｰﾄｺｽﾓｽ東京支
社

㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2005 23,383 10F RC 杭 高炉B種

488 深沢ハウス（S1敷地） 住宅 世田谷区 ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2004 16,666
14F
B1

RC・SRC 杭 高炉B種

489 深沢ハウス（S2敷地） 住宅 世田谷区 ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2004 24,422
14F
B1

RC・SRC 杭 高炉B種

490 深沢ハウス（N3敷地） 住宅 世田谷区 ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2004 51,448
19F
B1

RC・S 杭 高炉B種

491 駒澤大学深沢校舎 学校 世田谷区 学校法人 駒澤大学 ㈱久米設計 ㈱大林組 2006 11,357
6Ｆ
B1

RC・S
SRC

地下1階下の基礎躯体 高炉B種

492 シティハウス成城 住宅 世田谷区 住友不動産㈱ 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 2004 20,370
5F
B2

RC 基礎、躯体 高炉B種

493 東京テラス 住宅 世田谷区 積水ハウス㈱　他3社 ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2006 111,313 14F RC 杭 高炉B種

494 ヴィークステージ世田谷・千歳船橋 住宅 世田谷区 清水総合開発㈱ 清水建設㈱ 清水建設㈱ 2006 11,296
9Ｆ
B1

RC 杭・基礎 高炉B種

495
公務員宿舎三宿第二住宅(仮称)整
備事業

住宅 世田谷区 三宿NEXT㈱
日建設計・清水建設   設
計JV

清水建設㈱ 2006 22,600 11F RC 高炉B種

496 世田谷清掃工場 工場 世田谷区
東京二十三区清掃一部
事務組合

飛島建設㈱ 川重・飛島・地崎建設JV 2008 33,288
7F
B2

RC・SRC
S

地下部の躯体（杭・耐
圧盤）

高炉B種

497 自衛隊中央病院 病院 世田谷区 北関東防衛局
北防衛施設局調達部調
達計画課

大成・安藤・大日本土木
建設JV

2009 70,592
10F
B3

RC・S
マスコンクリート部分
（擁壁、基礎梁等）

高炉B種

498 フューズ・コート1７５ 住宅 世田谷区 東急不動産㈱ ㈱観光企画設計社 東急建設㈱ 2005 15,910
8F
B1

RC 杭 高炉B種

499 エルザ世田谷 住宅 世田谷区 ㈱大京
柴田・SKM・三井住友   設
計JV

三井住友建設㈱ 2006 36,646
29F
B1

RC 杭、土留め擁壁 高炉B種

500
ディスカウントセンター　オーケー用
賀店

店舗 世田谷区 オーケー㈱ 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 2005 14,447
5F
B2

S
地下、基礎等のマスコ
ンクリート部

高炉B種

501 恵比寿ファーストスクエア 事務所 渋谷区 サッポロ不動産開発㈱ ㈱日建設計 西松建設㈱ 2014 15,496
12F
B1

S・SRC 杭 高炉B種

502 恵比寿アイマークゲート 事務所 渋谷区
（合）ｱﾌﾟﾘｺｯﾄ･ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ、
(一社)ﾌｫﾚｽﾄ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

清水建設㈱ 清水建設㈱ 2009 16,830
12F
B2

SRC・RC
S

杭 高炉B種

503 渋谷区文化総合センター大和田 集会所 渋谷区 渋谷区長 ㈱NTTファシリティーズ 大成建設㈱ 2010 27,403
12F
B3

SRC・S マットスラブ 高炉B種
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504 PICASSO347 店舗他 渋谷区 (有)ビットファースト 大成建設㈱ 大成建設㈱ 2005 13,591
12F
B2

S・SRC 基礎､地下躯体 高炉B種

505 渋谷キャスト
事務所、賃貸

住宅
渋谷区 渋谷宮下町リアルティ㈱ ㈱日本設計 大成・東急建設JV 2017 34,981

16F
B2

SRC・RC
S

マットスラブ、地下外壁 高炉B種

506 青山学院高等部校舎建替工事 学校 渋谷区 学校法人青山学院 ㈱日建設計 戸田建設㈱ 2014 24,479
5F
B1

RC・S
現場造成コンクリート
杭、基礎、基礎梁

高炉B種

507 (仮称)青山学院大学A棟新築工事 学校 渋谷区 学校法人青山学院 ㈱日建設計 清水建設㈱ 2012 35,772
12F
B2

S（一部
SRC）

杭 高炉B種

508 日本コカ・コーラ株式会社新社屋  事務所 渋谷区 日本コカ・コーラ㈱ 大成建設㈱ 大成建設㈱ 2016 12,104
7F
B1

SRC・RC
S・CFT

基礎、基礎梁、耐圧盤 高炉B種

509
（仮称）千駄ヶ谷５－３３計画新築工
事

事務所 渋谷区
千駄ヶ谷五丁目特定目的
会社

㈱三菱地所設計 戸田建設㈱ 2015 5,919
8F
B1

S・SRC
基礎：場所打ちコンク
リート杭

高炉B種

510 JR九州ホテル　ブラッサム新宿 ホテル 渋谷区 九州旅客鉄道㈱ ㈱久米設計 東京建設㈱ 2014 9,571
16F
B1

S
場所打ちコンクリート
杭 

高炉B種

511 M･YAMANO TOWER 学校他 渋谷区 学校法人山野学苑 大成建設㈱ 大成建設㈱ 2007 33,860
27F
B3

RC・S マットスラブ 高炉B種

512
代々木ゼミナール本部校　代ゼミタ
ワー

学校 渋谷区 学校法人高宮学園 大成建設㈱ 大成建設㈱ 2008 27,212
26F
B3

RC・S 基礎､地下壁 高炉B種

513
(仮称）代々木神園町プロジェクト新
築工事

住宅 渋谷区
ジーピーティー特定目的
会社

㈱安井建築設計 鹿島建設㈱ 2008 18,083
4F
B3

RC 基礎 高炉B種

514
実践女子学園創立120周年記念整備事
業1期渋谷校地整備計画　大学・短期
大学校舎棟

学校 渋谷区 学校法人　実践女子学園 大成建設㈱ 大成建設㈱ 2014 26,000
17F
B1

RC・S
場所打ちコンクリート
杭

高炉B種

515
國學院大學　学術メディアセンター
新築工事

学校 渋谷区 学校法人　國學院大學 櫻井　潔 鹿島建設㈱ 2008 17,383
6F
B2

RC
現場打ちコンクリート
杭

高炉B種

516 若木タワー 学校 渋谷区 学校法人國學院大学 ㈱日建設計 鹿島建設㈱ 2006 18,203
18F
B1

S・SRC
場所打ちコンクリート
杭

高炉B種

517 住友不動産渋谷ファーストタワー
賃貸住宅、

事務所
渋谷区 住友不動産㈱ ㈱日建設計 ㈱大林組 2010 52,942

25F
B3

SRC・RC
S

基礎梁、耐圧版を含む
基礎躯体

高炉B種

518 東横線・副都心線　渋谷駅 地下駅 渋谷区 東京急行電鉄㈱ 東京急行電鉄㈱ 大成・東急建設JV 2014 15,426
1F
B5

RC
下床版（最下階の床ス
ラブ）

高炉B種

519 （仮称）南平台町計画 事務所等 渋谷区 住友不動産㈱ ㈱日建設計 西松建設㈱ 2012 59,417
21F
B3

SRC・RC
S

基礎・杭 高炉B種

520 住友不動産西新宿ビル6号館 事務所 渋谷区
エスエフ・キャピタル特定
目的会社

㈱日建設計 清水建設㈱ 2008 19,031
17F
B1

SRC・RC
S

地下躯体・杭 高炉B種

521 パークハビオ渋谷本町レジデンズ 住宅 渋谷区
合同会社　渋谷本町4丁
目開発

㈱三菱地所設計 2011 20,708
13F
B1

SRC・RC
S

杭 高炉B種

522 （仮称）ＪＲ南新宿ビル 事務所等 渋谷区 東日本旅客鉄道㈱
㈱ジェイアール東日本建
築設計事務所

清水建設㈱ 2012 58,024
18F
B4

S 基礎、地下躯体 高炉B種

523 代官山プラザ 住宅 渋谷区 毎日不動産㈱ 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 2007 11,169
16F
B2

SRC・S 杭、基礎躯体 高炉B種

524 カルピス新本社ビル新築工事 事務所 渋谷区 カルピス㈱ ㈱山下設計、鹿島建設㈱ 清水建設㈱ 2005 13,159
10F
B1

CFT・S
RC

杭、マットスラブ 高炉B種

525 日本赤十字看護大学 学校 渋谷区
学校法人　日本赤十字学
園

㈱久米設計 ㈱大林組 2007 19,821
6F
B1

RC・SRC
S

2期棟基礎部分 高炉B種

526 渋谷区　美竹の丘・しぶや
特別養護

老人ホーム
渋谷区 渋谷区 ㈱梓設計 鹿島・東急・ミトモ建設JV 2008 13,383

9F
B1

RC・SRC
擁壁、免震階マットス
ラブ

高炉B種

527 渋谷南東急ビル 事務所 渋谷区 （有）渋谷タワー ㈱三菱地所設計 清水建設㈱ 2005 19,895
14F
B1

RC・S
マスコンクリート  （基
礎部分に使用）

高炉B種

528 渋谷ファーストプレイス 事務所 渋谷区 第一生命保険相互会社 ㈱大林組 ㈱大林組 2005 16,743
14F
B1

S・SRC 現場打ち杭 高炉B種
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529 （仮称）丸紅西原2丁目新築工事 住宅 渋谷区 丸紅㈱ ㈱協立建築設計事務所 前田建設工業㈱ 2004 18,837
12F
B1

SRC
場所打ちコンクリート
杭

高炉B種

530 JR東京総合病院診療棟新築 病院 渋谷区 東日本旅客鉄道㈱
㈱JR東日本建築設計事
務所

鹿島・鉄建・大成建設JV 2006 19,419
9F
B2

RC
地下躯体（免震擁壁・
建物地下部分）、地中
梁・地下外壁・耐圧盤

高炉B種

531 ホテルサンルートプラザ新宿 ホテル 渋谷区 ㈱JＴBエステート ㈱松田平田設計 ㈱大林組 2007 21,248
14F
B1

RC・S 杭 高炉B種

532 NAKANO CENTRAL PARK SOUTH 事務所等 中野区
中野駅前開発特定目的
会社

鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 2012 151,524
22F
B1

SRC・RC
S

耐圧盤コンクリート 高炉B種

533 警視庁野方庁舎（仮称） 事務所 中野区 東京都知事 ㈱桂設計 清水建設㈱ 2015 8,995
9F
B1

SRC・S 現場造成杭 高炉B種

534 明治大学中野キャンパス 学校等 中野区 学校法人　明治大学 ㈱三菱地所設計 清水建設㈱ 2012 32,181
14F
B1

SRC・RC
S

杭 高炉B種

535 クラッシィタワー東中野 分譲住宅 中野区 住友商事㈱ 清水建設㈱ 清水建設㈱ 2015 31,699
27F
B1

RC・S 杭 高炉C種

536 ザ・パークハウス中野弥生町テラス
分譲/賃貸

住宅
中野区

（仮称）中野区弥生町５丁
目計画（三菱地所ﾚｼﾞﾃﾞﾝ
ｽ・日本郵便）JV

㈱三菱地所設計 大豊建設㈱ 2015 9,243
14F
B1

RC 杭 高炉B種

537 グランリビオマークヒル 住宅 中野区 ㈱新日本都市開発 ㈱久米設計 不動建設㈱ 2004 18,483
10F
B1

SRC・RC 現場造成杭 高炉B種

538 グランドメゾン杉並シーズン 住宅 杉並区 積水ハウス㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2007 17,045 12F RC・S 杭 高炉B種

539 グランドメゾン杉並シーズン 住宅 杉並区 積水ハウス㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2007 20,423 14F RC 杭 高炉B種

540 グランドメゾン杉並シーズン 住宅 杉並区 積水ハウス㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2007 31,848 14F RC 杭 高炉B種

541 ジオ杉並高井戸 分譲住宅 杉並区 阪急不動産㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2013 10,341 10F RC 場所打ち杭 高炉C種

542
ベジフル善福寺ショッピングセン
ター

店舗 杉並区 東京新宿青果㈱ ㈱間組 ㈱間組 2004 12,417
4F
B1

RC・S 基礎、基礎梁 高炉B種

543 プロムナード荻窪　2,3号棟 住宅 杉並区
独立行政法人都市再生
機構

独立行政法人都市再生
機構

清水・奈良・合田建設工
事JV

2006 17,663 14F RC
場所打ちコンクリート
杭

高炉B種

544 クリオタワー大塚台 住宅 豊島区 明和地所㈱ 三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ 2004 10,462
19F
B1

RC 現場造成杭 高炉B種

545 ヴァンガードタワー 住宅 豊島区
独立行政法人都市再生
機構

独立行政法人都市再生
機構

大成・安藤・松村建設JV 2007 45,341
38F
B3

RC 杭 高炉B種

546
東池袋四丁目地区第一種市街地再
開発事業計画施設建築物　住宅棟
（ﾗｲｽﾞｼﾃｨ池袋／ｴｱﾗｲｽﾞﾀﾜｰ）

住宅 豊島区
東池袋四丁目市街地再
開発組合

㈱日本設計 大成･フジタ建設JＶ 2007 61,228
42F
B2

RC・S
底板マットスラブ、RC
部分の柱梁

高炉B種

547
東池袋四丁目地区第一種市街地再
開発事業計画施設建築物　業務棟
（ﾗｲｽﾞｼﾃｨ池袋ｵﾌｨｽﾀﾜｰ）

事務所 豊島区
東池袋四丁目市街地再
開発組合

㈱日本設計 大成･フジタ建設JＶ 2007 34,775
15F
B2

RC・S マットスラブ 高炉B種

548
オリナスふくろうの社（南池袋三丁
目地区福祉基盤等整備事業）

住宅、病院 豊島区
（財）首都圏不燃建築  公
社

㈱アール・アイ・エー
鹿島建設㈱（鹿島　西武
小松原建設JV）

2005 20,291
22F
B1

RC 基礎、基礎梁、耐圧壁 高炉B種

549 シティタワー池袋ウエストゲート 分譲住宅 豊島区 住友不動産㈱ ㈱奥村組 ㈱奥村組 2010 14,724
34F
B1

RC・S 杭 高炉B種

550 目白プレイスタワー 住宅 豊島区 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 2007 18,462
21F
B1

RC・S 基礎 高炉B種

551 ドレシア上池袋　ドレシアタワー 賃貸住宅 豊島区 オリックス不動産㈱ ㈱安井建築設計事務所 佐藤工業㈱ 2011 29,951
21F
B1

RC・S 杭 高炉B種

552 TOKYOシティトリエ 住宅 豊島区 西松建設㈱ 西松建設㈱ 西松建設㈱ 2005 17,992
25F
B1

RC 杭 高炉B種
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553 Brillia 巣鴨 分譲住宅 豊島区 東京建物㈱ ㈱淺沼組 ㈱淺沼組 2010 10,373 14F SRC 杭（現場造成杭） 高炉B種

554 クレヴィア巣鴨 分譲住宅 豊島区 伊藤忠都市開発㈱ 三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ 2013 6,528
19F
B1

RC・S 杭 高炉C種

555 グローリオタワー巣鴨 住宅 豊島区 セコムホームライフ㈱ ㈱A・JRM設計 ㈱淺沼組 2006 17,873
29F
B2

RC 杭 高炉B種

556 プラウドシティ池袋本町 分譲住宅 豊島区 野村不動産㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2011 69,427
15F
B1

RC 場所打コンクリート杭 高炉B種

557 パークタワー池袋イーストプレイス 住宅 豊島区
三井不動産レジデンシャ
ル㈱

東急建設㈱ 東急建設㈱ 2008 17,410
31F
B1

RC 杭 高炉B種

558
（仮称）東池袋一丁目共同ビル建設
計画

事務所 豊島区
日本生命保険相互会社、
清水建設㈱

清水建設㈱ 清水建設㈱ 2011 21,912
21F
B1

S 杭 高炉B種

559 アウルタワー 分譲賃貸混在 豊島区
独立行政法人　都市再生
機構

大成建設㈱ 大成建設㈱ 2012 79,173
52F
B2

RC・S 杭 高炉B種

560 目白ガーデンヒルズ 住宅他 豊島区 住友不動産㈱ 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 2006 53,895
10F
B2

RC 基礎 高炉B種

561 学習院大学 南７号館 学校等 豊島区 学校法人学習院 ㈱日本設計 ㈱竹中工務店 2010 11,468
9F
B1

SRC・S 現場造成杭 高炉B種

562 大日本印刷神谷工場 工場等 北区 大日本印刷㈱ ㈱久米設計 清水建設㈱ 2006 34,713 3F PC・S 1階スラブ以下 高炉B種

563 ヌーヴェル赤羽台（第一期）1BL 住宅 北区
独立行政法人　都市再生
機構

独立行政法人　都市再生
機構

（1,2号棟)松村・伊藤・越野JV
(3,4,5号棟)五洋･川田･受注連
JV

2006 34,840 10F RC 高炉B種

564 東京メガシティ 住宅 北区 住友不動産㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2004 100,547 20F
SRC・RC

S
基礎杭 高炉B種

565
学校法人　東京成徳学園十条台
キャンパス再整備計画（学校）

学校 北区 学校法人 東京成徳学園 ㈱山下設計 清水建設㈱ 2014 5,107 4F RC・SRC
場所打コンクリート杭、
基礎、地中梁、捨コン
クリート

高炉B種

566
公務員宿舎清水町住宅（仮称）整備
事業Ａ棟

住宅 北区 PFＩ清水町㈱ 大林･梓設計共同企業体 ㈱大林組 2008 21,068 15F RC 杭 高炉B種

567
公務員宿舎清水町住宅（仮称）整備
事業B棟

住宅 北区 PFＩ清水町㈱ 大林･梓設計共同企業体 ㈱大林組 2008 13,426 11F RC 杭 高炉B種

568
ナショナルトレーニングセンター屋
内トレーニング施設

学校等 北区
文部科学省大臣官房文
教施設企画部

石本建築事務所・佐藤総
合計画設計JV

㈱大林組 2007 32,659
4F
B1

SRC・S 基礎､地中梁 高炉B種

569
ナショナルトレーニングセンター中
核拠点施設（宿泊施設）

ホテル 北区 文部科学省
石本建築事務所・佐藤総
合計画設計JV

安藤建設㈱ 2007 12,043
6F
B1

RC 高炉B種

570
東京工場情報製品棟ほか新築工事
（情報製品棟）（工場）

工場 北区
独立行政法人 国立印刷
局

㈱石本建築事務所 戸田建設㈱ 2016 27,173
6F
B2

SRC 杭 高炉B種

571
東京工場情報製品棟ほか新築工事
（新証券棟）

工場 北区
独立行政法人 国立印刷
局

㈱石本建築事務所 戸田建設㈱ 2016 8,561
4F
B1

SRC 杭 高炉B種

572 アルティス西ヶ原　Ｐａｒｋ　Ｈｉｌｌｓ 賃貸住宅 北区 伊藤忠都市開発㈱ 安藤建設㈱ 安藤建設㈱ 2009 29,067
14F
B2

RC・S アースドリル杭 高炉B種

573 北区立赤羽岩淵中学校（中学校） 学校 北区 東京都北区 ㈱日本設計 岩本・加藤建設JV 2014 10,310 5F SRC
校舎棟（教室ブロック、体育
館ブロック）の1階床以下
（基礎、基礎梁を含む）

高炉B種

574
ヌーヴェル赤羽台　10号棟（賃貸住
宅）

賃貸住宅 北区
独立行政法人 都市再生
機構

㈱大建設計 長谷工・株木建設JV 2015 6,362 8F RC 杭 高炉B種

575
ヌーヴェル赤羽台　8号棟（賃貸住
宅）

賃貸住宅 北区
独立行政法人 都市再生
機構

㈱大建設計 長谷工・株木建設JV 2015 13,098 10F RC 杭 高炉B種

576
ヌーヴェル赤羽台　9号棟（賃貸住
宅）

賃貸住宅 北区
独立行政法人 都市再生
機構

㈱大建設計 長谷工・株木建設JV 2015 7,203 10F RC 杭 高炉B種
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577
ヌーヴェル赤羽台　11号棟（賃貸住
宅）

賃貸住宅 北区
独立行政法人 都市再生
機構

㈱大建設計 長谷工・株木建設JV 2015 8,157
8F
B1

RC 杭 高炉B種

578
東京都立北地区総合学科高等学校
（仮称）

学校等 北区 東京都知事代理　副知事 ㈱教育施設研究所 三井住友建設㈱ 2014 16,222 4F RC 高炉B種

579 イーストハイム滝野川 住宅 北区 東日本旅客鉄道㈱
㈱ジェイアール東日本建
築設計事務所

ＪＲ東日本滝野川社宅新
築工事JV

2007 16,991 11F RC・SRC 基礎 高炉B種

580 女子聖学院中学校高等学校教室棟 学校 北区 学校法人　聖学院 ㈱松田平田設計 鹿島建設㈱ 2008 11,778
5F
B1

RC
地下躯体及び基礎躯
体

高炉B種

581 （仮称）田端ビル新築工事 工場等 北区
エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ㈱

㈱ＮＴＴファシリティーズ 鹿島建設㈱ 2012 21,296 6F S マットスラブ 高炉B種

582 ネクストサイト王子ビル 事務所 北区
㈱NTT東日本プロパ
ティーズ

㈱NTTファシリティーズ 共立建設㈱ 2016 9,757 8F S 杭 高炉B種

583 ヴェレーナ王子 分譲住宅 北区 日本綜合地所㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2012 39,303
20F
B1

SRC
場所打ち（現場造成）
杭

高炉B種

584 マークスタワー 住宅他 荒川区
町屋駅前南地区市街地
再開発組合

㈱山下設計 前田建設工業㈱ 2006 42,013
28F
B2

RC・S 基礎､地中梁 高炉B種

585
サンマークシティ日暮里ステーショ
ンプラザタワー

住宅 荒川区
ひぐらしの里北地区市街
地再開発組合

㈱日本設計 西松・三芳建設JV 2008 42,588
36F
B2

RC・S
場所打ちコンクリート
杭

高炉B種

586 旭電化工業株式会社尾久ビル 事務所 荒川区 旭電化工業㈱
㈱旭建築設計事務所、清
水建設㈱

清水建設㈱ 2006 13,264
15F
B1

S 杭、基礎、CFT 高炉B種

587 RIVER FACE 住宅 荒川区
東武鉄道㈱、㈱長谷工
コーポレーション

㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2009 33,568
20F
B1

SRC
鋼管巻き場所打ちコン
クリート杭

高炉B種

588 ダイナシティ東京リバーゲート 住宅 荒川区 ㈱ダイナシティ ㈱長谷工コーポレーション ㈱錢高組 2006 12,723
14F
B1

RC 杭 高炉B種

589 エコロジー南千住レジデンス 住宅 荒川区 双日㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2007 10,954 11F RC 杭 高炉B種

590 リバーハプコート南千住3･4･5号棟 住宅 荒川区 都市基盤整備公団 都市基盤整備公団 安藤建設㈱ 2005 20,193 10F RC 現場造成杭 高炉B種

591
東京フロンティアシティ　アーバン
フォート

住宅 荒川区
藤和不動産㈱,有楽土地㈱,
相鉄不動産㈱,日鉱不動産
㈱,ｾﾝﾄﾗﾙ総合開発㈱

㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2007 69,458
20F
B1

SRC 杭 高炉B種

592
東京フロンティアシティ　パーク＆
パークス

住宅 荒川区
藤和不動産㈱,有楽土地㈱,相
鉄不動産㈱,日鉱不動産㈱,ｾﾝﾄ
ﾗﾙ総合開発㈱

㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2008 64,273
20F
B1

SRC 杭 高炉B種

593 BELISTA 都立汐入公園 住宅 荒川区 藤和不動産㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2009 21,349 15F RC
現場造成コンクリート
杭

高炉B種

594 ミッドガーデンシティ　ザ・テラス 分譲住宅 荒川区 名鉄不動産㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2010 32,505 14F RC・S 杭 高炉B種

595
ミッドガーデンシティ　ザ・タワー＆
ヴィラ

分譲住宅 荒川区 名鉄不動産㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2011 18,977 20F
SRC・RC

S
杭 高炉B種

596 日暮里アインスタワー 住宅 荒川区
藤和不動産㈱、㈱エス・
ディー･マネジメント

㈱新都市開発機構 ㈱フジタ 2005 17,887
28F
B1

RC 現場造成杭 高炉B種

597 トキアス 住宅 荒川区
名鉄不動産㈱,ﾆﾁﾓ㈱,近
藤産業㈱,日鉱不動産㈱

㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2005 58,465 20F SRC 杭､基礎地中梁 高炉B種

598 ライオンズ板橋西台 ブライトハウス 住宅 板橋区 ㈱大京 ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2009 10,580 11F RC
現場造成コンクリート
杭

高炉B種

599 シティテラス板橋蓮根 分譲住宅 板橋区 住友不動産 ㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2012 33,741 11F RC 場所打ち杭 高炉C種

600 フェスタ板橋 集会所他 板橋区 福友産業㈱ ㈱ショウ・コンサルタント ㈱フジタ 2004 11,455 4F S 基礎、地中梁 高炉B種

601 セルリアンフォート　ブライトフォート 住宅 板橋区 名鉄不動産㈱,ニチモ㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2005 16,431 11F RC・S 高炉B種
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602 コスモ東京ガーデンパークス 住宅 板橋区 ㈱リクルートコスモス ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2006 39,414
15F
B1

RC 杭 高炉B種

603 グローリオ志村ハウス 住宅 板橋区 セコムホームライフ㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2005 13,423 14F RC 杭 高炉B種

604 プリズムヒル新築工事 住宅 板橋区 東武鉄道㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2005 10,862 9F SRC 杭 高炉B種

605 ブランシエラ板橋西台 分譲住宅 板橋区 ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2016 6,961 9F RC 杭 高炉B種

606 ライオンズ グラマシーハウス 住宅 板橋区 ㈱大京 ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2009 12,745 12F
RC
S

現場造成コンクリート
杭

高炉B種

607 三園浄水場高度浄水施設 浄水場 板橋区 東京都水道局 ㈱東京設計事務所 鹿島・銭高・フジタJV 2008 12,266
5F
B2

RC 地下部躯体 高炉B種

608 Brillia成増 シーズンテラス 住宅 板橋区 東京建物㈱ 浅井謙建築研究所㈱ 五洋建設㈱ 2008 25,663
10F
B2

RC 高炉B種

609 シティテラス成増 分譲住宅 板橋区 住友不動産㈱ ㈱陣設計 三井住友建設㈱ 2011 19,949
14F
B1

RC
基礎・基礎梁等の地中
で使用する部分

高炉B種

610 常盤台ガーデンソサエティ 住宅 板橋区 丸紅㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2009 45,372
18F
B1

SRC
RC・S

現場造成コンクリート
杭

高炉B種

611 （仮称）板橋区前野町２丁目ビル 店舗等 板橋区 三井不動産㈱ 三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ 2006 11,244 7F S 地中梁、耐圧盤 高炉B種

612 ルフォン板橋区役所前 分譲住宅 板橋区
㈱サンケイビル、大和小
田急建設㈱

三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ 2014 10,550 19F RC 杭 高炉C種

613 リビオタワー板橋 分譲住宅 板橋区
板橋三丁目地区防災街
区整備事業組合

㈱三菱地所設計 戸田建設㈱ 2010 15,450
23F
B1

RC・S 杭 高炉B種

614 板橋氷川町共同住宅 賃貸住宅 板橋区
エヌ・ティ・ティ・ビジネスア
ソシエ㈱

㈱ＮＴＴファシリティーズ 共立建設㈱ 2008 11,112
14F
B1

RC
杭、高層棟基礎・基礎
梁

高炉B種

615 テンガメイツ西台 住宅 板橋区 名鉄不動産㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2006 15,966 10F RC 杭 高炉B種

616
日本大学芸術学部江古田キャンパ
ス

学校 練馬区 学校法人　日本大学 日本大学 清水・飛島・松井ＪＶ 2011 49,315
7F
B1

RC・S・
SRC

地下1階以下の躯体及
び、地階のない建物の1
階以下の躯体

高炉B種

617 順天堂大学医学部附属練馬病院 病院 練馬区 学校法人順天堂 清水建設㈱ 清水・内野・河端建設 2005 30,621
8F
B2

RC・S 基礎 高炉B種

618 プラウドシティ大泉学園 住宅他 練馬区 野村不動産㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2005 41,728 13F RC・S 杭 高炉B種

619 オーベル練馬センティア 住宅 練馬区 有楽土地㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2004 13,381 7F RC 杭 高炉B種

620 都立練馬工業高等学校 学校等 練馬区 東京都知事 ㈱日本設計 ㈱淺沼組 2017 19,491 3F
SRC・RC・

S

外構･渡り廊下1･渡り廊
下2基礎及び根巻く柱脚
部

高炉B種

621
東京二十三区清掃一部事務組合
練馬清掃工場

清掃工場 練馬区
東京二十三区清掃一部
事務組合

東急建設㈱
JFEエンジ・東急建設　特
定建設工事JV

2015 26,721
6F
B4

SRC・RC・
S

杭等 高炉B種

622
大泉学園駅北口地区第一種市街地
再開発事業再開発ビル本体工事及
び公共施設工事

分譲/賃貸
住宅

練馬区
大泉学園駅北口地区市
街地再開発組合

㈱アール・アイ・エイ 清水・西武 建設JV 2015 37,736
27F
B2

RC・S 杭 高炉C種

623 アクアプレミアム 分譲住宅 足立区 名鉄不動産㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2012 19,115 15F RC 場所打杭 高炉B種

624
（仮称）ＪＶ足立小台B計画　新築工
事

分譲住宅 足立区 東レ建設㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2012 11,864 14F RC 杭 高炉C種

625
（仮称）ＪＶ足立小台Ａ計画　新築工
事

分譲住宅 足立区 東レ建設㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2012 9,431 14F RC 杭 高炉C種

626 アクアテラ　カームスクエア 住宅 足立区 藤和不動産㈱ ㈱類設計室 ㈱フジタ 2008 52,005
18F
B1

RC 杭 高炉B種
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627 ハートアイランド新田四番街 住宅 足立区 (独)都市再生機構 (株)坂倉建築研究所 ㈱鴻池組 2011 25,848 14F RC・S 杭 高炉B種

628
（仮称）西新井駅西口地区（A街区）
開発プロジェクト

百貨店等 足立区 昭栄㈱ ㈱山下設計 西松建設㈱ 2010 25,124
4F
B3

RC・S 基礎　地中梁 高炉B種

629 グレーシアスイート西新井 分譲住宅 足立区 相鉄不動産㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2013 12,555 10F RC 場所打杭 高炉C種

630
シティハウス千住大橋ステーション
コート

分譲住宅 足立区 住友不動産㈱ ㈱錢高組 ㈱錢高組 2014 8,750 15F RC 杭 高炉C種

631 リビオ北千住 分譲住宅 足立区 新日鉄興和不動産㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2014 15,872 11F RC 躯体 高炉C種

632 イニシア千住曙町 住宅 足立区 ㈱コスモスイニシア ㈱錢高組 ㈱錢高組 2009 66,671
24F
B1

SRC・RC
S

杭 高炉B種

633
ヴィークステージ北千住・ウエストレ
ジデンス

住宅 足立区 清水総合開発㈱ 清水建設㈱ 清水建設㈱ 2008 14,313 14F RC 杭 高炉B種

634 プラウドシティ梅島 住宅 足立区 野村不動産㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2005 35,666
15F
B1

SRC 杭 高炉B種

635
ハートアイランド新田三番街第一住
宅　21号棟

住宅 足立区
独立行政法人都市再生
機構

独立行政法人都市再生
機構

大成ユーレック・株木建設
JV

2007 11,083 14F RC
現場造成コンクリート
杭

高炉B種

636 レーベンスクエア  リハート 東京 住宅 足立区 ㈱タカラレーベン ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2007 28,318 15F RC 杭 高炉B種

637 ハートアイランド新田一番街2号棟 住宅 足立区 都市基盤整備公団 都市基盤整備公団 安藤建設㈱ 2004 12,238 14F RC 現場造成杭 高炉B種

638 ザ・ステージオ 住宅 足立区 野村不動産㈱ ㈱淺沼組 ㈱淺沼組 2007 62,411
20F
B1

RC・S
現場造成コンクリート
杭

高炉B種

639 ザ・レジデンス東京イースト 住宅 足立区
日商岩井不動産㈱,双日㈱,ﾊｳ
ｼﾞﾝｸﾞｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾅｲﾝ㈱,ﾆﾁﾓ㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2005 14,698 15F RC・SRC 杭 高炉B種

640
トーキョーガーデンスイート（二敷
地）

住宅 足立区 ナイス㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2011 10,654
15F
B1

RC
現場造成コンクリート
杭

高炉B種

641
トーキョーガーデンスイート（三敷
地）

住宅 足立区 ナイス㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2011 43,424
15F
B1

RC・S
現場造成コンクリート
杭

高炉B種

642 ザ・レジデンス東京イースト 住宅 葛飾区
日商岩井不動産㈱,双日㈱,ﾊｳ
ｼﾞﾝｸﾞｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾅｲﾝ㈱,ﾆﾁﾓ㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2005 20,005 15F RC・S 杭 高炉B種

643 ヴィナシス金町 住宅 葛飾区
金町六丁目地区市街地
再開発組合

㈱佐藤総合計画 大成・東海建設JV 2011 79,563
41F
B2

SRC・RC
S

地下外周部壁、マット
スラブ

高炉B種

644 小菅住宅　１号棟 賃貸住宅 葛飾区 ㈱HC綾瀬川住宅 ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2010 11,352 13F RC 杭 高炉B種

645 小菅住宅　２号棟 賃貸住宅 葛飾区 ㈱HC綾瀬川住宅 ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2010 18,709 14F RC 杭 高炉B種

646 小菅住宅　３号棟 賃貸住宅 葛飾区 ㈱HC綾瀬川住宅 ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2010 19,267 14F RC 杭 高炉B種

647 小菅住宅　４号棟 賃貸住宅 葛飾区 ㈱HC綾瀬川住宅 ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2010 16,143 14F RC 杭 高炉B種

648 東京都立水元小合学園 学校 葛飾区 東京都知事 ㈱梓設計 ㈱鴻池組 2016 25,066 4F
SRC・RC

S
基礎、基礎梁 高炉B種

649 プラウド新小岩 住宅 葛飾区 野村不動産㈱ ㈱淺沼組 ㈱淺沼組 2006 22,348
15F
B1

SRC・RC 杭 高炉B種

650
（仮称）東京慈恵会医科大学附属青
戸病院建替計画

病院等 葛飾区 学校法人　慈恵大学 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 2012 28,186 9F RC・S 地盤改良材 高炉B種

651 プラウドシティ金町アベニュー 分譲住宅 葛飾区 野村不動産㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2010 27,750 15F RC 場所打ち杭 高炉B種

652 デュオシティ イースト 住宅 葛飾区 ニチモ㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2005 33,744 15F RC 杭 高炉B種
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653 東京都立葛飾ろう学校 学校 葛飾区 東京都 東京都 前田・小松JV 2005 10,747 4F RC・S 杭 高炉B種

654 デュオシティ ウエスト 住宅 葛飾区 ニチモ㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2005 14,344 15F RC 杭 高炉B種

655 ミディオン 住宅 葛飾区 日商岩井不動産㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2005 29,093 15F RC 杭 高炉B種

656 ミディオン 住宅 葛飾区 日商岩井不動産㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2005 38,927 15F RC 杭 高炉B種

657 東京グランファースト 住宅 江戸川区 ㈱コスモスイニシア ㈱コスモスイニシア ㈱錢高組 2007 14,890
24F
B1

RC 杭 高炉B種

658
篠崎駅西口公益複合施設プロジェクト（21
番街区）篠崎ツインプレイス21番街区

住宅 江戸川区
篠崎駅西口公益複合施設㈱、
スターツデベロップメント㈱ ㈱石本建築事務所 大成・スターツCAM JV 2008 10,666

18F
B1

SRC 杭、基礎 高炉B種

659
篠崎駅西口公益複合施設プロジェクト（20
番街区）篠崎ツインプレイス20番街区

住宅 江戸川区
篠崎駅西口公益複合施
設㈱

㈱石本建築事務所 スターツCAM㈱ 2008 20,717
18F
B2

SRC 杭、基礎 高炉B種

660 江戸川区立松江小学校 学校等 江戸川区 江戸川区長 ㈱石本建築事務所 スターツCAM㈱ 2013 8,482 4F RC 基礎、基礎梁～1F床 高炉B種

661
パークタワー東京クラルテステー
ションフロント

住宅 江戸川区 三井不動産㈱ 三井住友建設㈱ ㈱長谷工コーポレーション 2005 13,264 20F RC 杭 高炉B種

662 ホームズ葛西店 駐車場 江戸川区 ㈱島忠
㈱関東建創・㈱石本建築
事務所

㈱関東建創 2004 80,892 5F S 基礎、地中梁 高炉B種

663 日本通運㈱平井支店新倉庫 倉庫 江戸川区 日本通運㈱ 日通不動産㈱ 清水建設㈱ 2005 17,139 5F SRC 基礎躯体部 高炉B種

664 （仮称）11号館　建設計画 医薬品研究所 江戸川区 第一三共㈱ 清水建設㈱ 清水建設㈱ 2012 11,724 7F RC・S
場所打ちコンクリート
杭

高炉B種

665 警視庁第二機動隊 事務所 江戸川区
国土交通省　関東地方整
備局

㈱松田平田設計 岩田地崎建設（株） 2014 12,572
6F
B1

RC
建物躯体の１FLより下部
（立ち上がり部分を含む）

高炉B種

666 東京インターマークス 住宅 江戸川区 ニチモ㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2005 19,156 19F SRC・RC 杭 高炉B種

667 Be FORT 住宅 江戸川区 ニチモ㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2006 11,470 13F RC 杭 高炉B種

668 グランドメゾン狛江 分譲住宅 狛江市 積水ハウス ㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2013 14,596 9F RC 場所打ち杭 高炉C種

669 グランドメゾン狛江 分譲住宅 狛江市 積水ハウス ㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2013 38,850 14F RC 場所打ち杭 高炉C種

670 バーリントンハウス吉祥寺 住宅 三鷹市 グッドウィル･グループ ㈱コムスン 大成建設㈱ 2007 30,284
8F
B1

RC 基礎梁､耐圧版 高炉B種

671 ベルデｨオ三鷹レジデンス 住宅 三鷹市 近鉄不動産㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2007 35,899
8F
B1

RC・S 杭 高炉B種

672
杏林大学井の頭キャンパス　保健
学部西棟

大学 三鷹市 学校法人　杏林学園 ㈱松田平田設計 ㈱竹中工務店 2016 9,043 5F RC・S 基礎、基礎梁、耐圧版 高炉B種

673
杏林大学井の頭キャンパス　保健
学部西棟

大学 三鷹市 学校法人　杏林学園 ㈱松田平田設計 ㈱竹中工務店 2016 9,101 5F RC・S 基礎、基礎梁、耐圧版 高炉B種

674
杏林大学井の頭キャンパス　保健
学部西棟

大学 三鷹市 学校法人　杏林学園 ㈱松田平田設計 ㈱竹中工務店 2016 5,804 5F RC・S 基礎、基礎梁、耐圧版 高炉B種

675
杏林大学井の頭キャンパス　保健
学部西棟

大学 三鷹市 学校法人　杏林学園 ㈱松田平田設計 ㈱竹中工務店 2016 5,806 5F RC・S 基礎、基礎梁、耐圧版 高炉B種

676
杏林大学井の頭キャンパス　保健
学部西棟

大学 三鷹市 学校法人　杏林学園 ㈱松田平田設計 ㈱竹中工務店 2016 7,282 5F RC・S 基礎、基礎梁、耐圧版 高炉B種

677
杏林大学井の頭キャンパス　保健
学部西棟

大学 三鷹市 学校法人　杏林学園 ㈱松田平田設計 ㈱竹中工務店 2016 7,718 5F RC・S 基礎、基礎梁、耐圧版 高炉B種

678 （仮称）１０１プロジェクト 工場等 三鷹市 新日鉄ソリューションズ㈱
新日鉄エンジニアリング
㈱

新日鉄エンジニアリング
㈱

2012 9,863 4F S 基礎 高炉B種
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679
牟礼団地分譲住宅建替建設その他
工事

分譲住宅 三鷹市
独立行政法人都市再生
機構

㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2014 14,284 8F RC 場所打ち杭 高炉C種

680
法政大学小金井再開発第２期工事
（後半）

学校等 小金井市 学校法人　法政大学 ㈱山下設計 前田建設工業㈱ 2012 14,057 4Ｆ ＲＣ 基礎及び地中梁 高炉B種

681
ﾊﾟｰｸﾎｰﾑｽﾞ武蔵小金井フォレスト
フィールド

住宅 小金井市 三井不動産㈱ 三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ 2006 11,439 11F RC
場所打ちコンクリート
杭

高炉B種

682
（仮称）西東京市向台町三丁目共同住宅計
画（ヴィーガーデン　ザ・レジデンス）

分譲住宅 西東京市 清水建設㈱ 清水建設㈱ 清水建設㈱ 2010 88,824 19Ｆ RC・S
場所打ちコンクリート
杭

高炉B種

683 パークウエスト東京 住宅他 西東京市 双日都市開発㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2006 70,240 15F
RC
S

杭・基礎 高炉B種

684 HIBARI TOWER 住宅 西東京市 西武不動産㈱ 浅井謙建築研究所㈱ ㈱鴻池組 2009 32,081
33F
B1

RC・S 杭、地下躯体 高炉B種

685
電気通信大学100周年キャンパス整
備・運営事業　（学生宿舎個室棟）

賃貸住宅 調布市 三菱倉庫㈱ 大成ユーレック㈱ 大成ユーレック㈱ 2017 5,499 5F RC 高炉B種

686
（仮称）ふじみ衛生組合新ごみ処理
施設

ごみ焼却場 調布市 ふじみ衛生組合管理者 ＪＦＥエンジニアリング㈱ ＪＦＥエンジニアリング㈱ 2012 11,909
5Ｆ
Ｂ1

S・SRC
RC

場所打ちコンクリート
杭

高炉B種

687 深大寺レジデンス 住宅 調布市 ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2008 61,459
14F
B1

RC 杭 高炉B種

688 パークハウス三鷹連雀通り 住宅 三鷹市
三菱地所㈱、近鉄不動産
㈱

東亜建設工業㈱ 東亜建設工業㈱ 2004 13,548 11Ｆ ＲＣ 杭 高炉B種

689 グランシーナ田無エアマークス 住宅 西東京市 JFE都市開発㈱ ㈱長谷工コーポレーション 五洋建設㈱ 2004 11,839 10F RC 杭 高炉B種

690 Brillia 調布国領 住宅 調布市 東京建物㈱ ㈱淺沼組 ㈱淺沼組 2004 32,520
14F
B1

RC・S 耐圧版、基礎 高炉B種

691 調布多摩川ガーデンフォート 住宅 調布市 ㈱リクルートコスモス ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2004 15,370
10F
B1

RC 杭、基礎 高炉B種

692 スィートハウス　ソフィア調布ケ丘 住宅 調布市 日商岩井不動産㈱ ㈱トツカ・セッケイ ㈱長谷工コーポレーション 2004 17,676 14F SRC 杭 高炉B種

693 情報図書館(成蹊大学) 学校 武蔵野市 学校法人 成蹊学園
㈱坂茂建築設計・㈱三菱
地所設計

清水建設㈱ 2006 11,956
5F
B2

S・SRC
RC・PC

杭 高炉B種

694 デライトシティ ブレスコート 住宅 武蔵野市 野村不動産㈱ 三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ 2004 23,095 14F RC 杭 高炉B種

695 デライトシティ アクアコート 住宅 武蔵野市 野村不動産㈱ 三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ 2004 10,093 12F RC 杭 高炉B種

696 デライトシティ サンライトコート 住宅 武蔵野市 野村不動産㈱ 三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ 2004 13,551 10F RC 杭 高炉B種

697 吉祥寺レジデンシア 住宅 武蔵野市 興和･名鉄･長谷工 ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2010 23,508
8F
B1

RC 場所打ち杭 高炉B種

698 成蹊大学新６号館新築工事 学校 武蔵野市 学校法人 成蹊学園 ㈱三菱地所設計 清水建設㈱ 2014 7,705
6F
B2

SRC・RC・
S

場所打ちコンクリート
杭

高炉B種

699 サンウッド吉祥寺フラッツ 分譲住宅 武蔵野市 ㈱サンウッド ㈱ルナ都市設計 安藤建設㈱ 2013 7,225
14F
B1

RC 水中コンクリート 高炉C種

700 （仮称）武蔵野市境一丁目計画 賃貸住宅 武蔵野市 ㈱KY 大成ユーレック㈱ 大成ユーレック㈱ 2017 5,658 14F RC 杭基礎 高炉B種

701 日本獣医生命科学大学E棟 学校 武蔵野市 学校法人日本医科大学 ㈱日建設計 北野建設㈱ 2015 16,793
7F
B1

RC 基礎スラブ 高炉B種

702 桜堤庭園テラス　（領域１） 分譲住宅 武蔵野市
大成有楽不動産㈱・平和
不動産㈱

㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2012 5,935 8F RC 杭 高炉C種

703 桜堤庭園テラス　（領域ＩＩＩ） 分譲住宅 武蔵野市
大成有楽不動産㈱・平和
不動産㈱

㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2012 5,756 8F RC 杭 高炉C種

704 桜堤庭園テラス　（領域ＩＶ） 分譲住宅 武蔵野市
大成有楽不動産㈱・平和
不動産㈱

㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2012 2,299 6F RC 杭 高炉C種
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705
武蔵野タワーズ　スカイクロスタ
ワー

分譲住宅 武蔵野市
野村･三菱地所･オリック
ス･NTT都市開発

三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ 2010 38,556
31F
B3

RC・S 杭 高炉B種

706
武蔵野タワーズ　スカイゲートタ
ワー

分譲住宅 武蔵野市
野村･三菱地所･オリック
ス･NTT都市開発

三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ 2010 39,247
28F
B3

RC・S 杭 高炉B種

707 ザ・パークハウス武蔵野中町 分譲住宅 武蔵野市 三菱地所レジデンス㈱ ㈱三菱地所設計 日本国土開発㈱ 2015 12,589
10F
B1

RC 杭 高炉B種

708 東京多摩青果㈱国立地方卸売市場 事務所他 国立市 東京多摩青果市場㈱ 清水建設㈱ 清水建設㈱ 2006 22,230 4F SRC・Ｓ 基礎 高炉B種

709 関東管区警察学校本館・教場棟 学校等 小平市
国土交通省関東地方整
備局

㈱松田平田設計 東急建設㈱ 2016 5,446 3F RC
1FLより下部、１階スラブ、
自転車置場基礎、玄関庇基
礎、東側渡り廊下基礎

高炉B種

710 グリーンコートレジデンス 住宅 小平市 伊藤忠都市開発㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2012 29,968 6F RC
場所打ち（現場造成）
杭

高炉B種

711 C1 賃貸住宅 小平市 ㈱ブリヂストン ㈱松田平田設計 ㈱銭高組 2015 5,403 7F RC 基礎梁、耐圧板、擁壁 高炉B種

712 グローバル・モノづくり研修センター 研修所 小平市 ㈱ブリジストン ㈱松田平田設計 戸田建設㈱ 2011 14,600 6F RC
基礎・基礎梁・耐圧ス
ラブ

高炉B種

713
(独)国立精神・神経医療研究セン
ター

病院 小平市
(独)国立精神・神経医療
研究センター

㈱佐藤総合計画 ㈱フジタ 2012 33,521
6F
B1

RC・S 基礎、地中梁 高炉B種

714 クラウンガーデン武蔵野 住宅 小平市 ㈱ゴールドクレスト
㈱日建ハウジングシステ
ム

安藤建設㈱ 2007 37,018 8F RC・S
基礎底以上１階SL以
下

高炉B種

715 公立昭和病院 病院 小平市 昭和病院組合 ㈱久米設計 戸田建設㈱ 2012 50,772
9F
B2

SRC・RC
マットスラブ、基礎底
盤、基礎梁

高炉B種

716 グランプラド国分寺 住宅 国分寺市 ㈱新日鐵都市開発 ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2004 37,400
14F
B1

SRC
RC

杭 高炉B種

717 武蔵野レジデンス弐番街 住宅 国分寺市 ㈱ゼファー ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2005 14,224 8F RC 杭 高炉B種

718 東京プライムウエスト 住宅 小平市 東京建物㈱ 戸田建設㈱ 戸田建設㈱ 2004 21,383
14F
B1

SRC・RC 基礎梁、杭 高炉B種

719
クレストフォルム武蔵野ガーデン
コート

住宅他 小平市 ㈱ゴールドクレスト
㈱日建ハウジングシステ
ム

安藤建設㈱ 2006 20,065 13F RC・S 場所打ち杭 高炉B種

720 ルネサステクノロジ武蔵事業所 事務所 小平市 住友信託銀行 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 2005 40,175 7F S
地下、基礎等のマスコ
ンクリート部

高炉B種

721 グレイディア 住宅他 昭島市 双日都市開発㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2005 46,242 15F RC・S 杭 高炉B種

722 タチエス昭島ビル新築工事 店舗 昭島市 ㈱タチエス ㈱日本商業企画研究所 ㈱淺沼組 2003 46,882
4F
B1

S 杭、捨てコン 高炉B種

723 東京西徳洲会病院 病院他 昭島市 医療法人徳洲会 ㈱新都計画 ㈱大林組 2006 38,379
9F
B1

S
RC

基礎部 高炉B種

724 モリタウン東館・駐車場棟 店舗他 昭島市 昭和飛行機工業㈱ ㈱フジタ ㈱フジタ 2004 59,208
4F
B1

RC・S 基礎 高炉B種

725 明星中学・高等学校校舎 学校 府中市 学校法人明星学苑 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 2004 17,132 6F RC・S
基礎、基礎梁、マットス
ラブ

高炉B種

726 ラヴィラ府中多摩川 住宅 府中市 総合地所㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2005 39,900
13F
B1

SRC 現場造成杭 高炉B種

727 東京競馬場　第３期スタンド 競馬場 府中市 日本中央競馬会 ㈱松田平田設計 2007 171,429
9F
B2

S
SRC

地下マットスラブ（支柱
保持兼用）

高炉B種

728 武蔵村山病院 病院 武蔵村山市 医療法人財団大和会 ㈱石本建築事務所 ㈱フジタ 2005 18,122
6F
B1

RC・S
地下躯体・基礎、基礎
梁､1階床

高炉B種

729 拓殖大学第一高等学校 学校 武蔵村山市 学校法人拓殖大学 ㈱日建設計 西松建設㈱ 2004 18,951 4F ＲＣ・SRC 1階床以下の構造躯体 高炉B種
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730 アレアレア２ 店舗他 立川市 ㈲立川みなみﾙﾈｯｻﾝｽ ㈱石本建築事務所 ㈱大林組 2005 15,853
6F
B1

S
SRC

基礎・地下躯体部分 高炉B種

731
(仮称)真澄寺別院真如苑総合道場
接心棟

集会所 立川市 宗教法人　真澄寺 ㈱一如社
大成・竹中・大林・  鹿島
共同企業体

2006 11,321
4F
B1

S・SRC
RC

基礎(地中梁・耐圧板)
及び地下1階躯体、１
階立上り部分

高炉B種

732 レガリア 住宅 立川市
㈱世界貿易センタービル
ディング他5社

㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2004 62,567 15F RC 杭 高炉B種

733
(仮称)多摩水道改革推進本部庁舎
新築工事

事務所 立川市 東京都水道局 ㈱佐藤総合計画 鹿島・前田・ロッテJV 2006 13,096
10F
B1

RC 耐圧板 高炉B種

734 サンクタス立川T1 住宅他 立川市
オリックス・リアルエステー
ト㈱

㈱入江三宅設計事務所 三井住友建設㈱ 2006 33,007
14F
B1

RC 杭 高炉B種

735 アウリオンシティ 住宅 東村山市 藤和不動産㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2004 32,434 14F SRC 杭・基礎 高炉B種

736 シャリエ久米川 アクアマークス 住宅 東村山市 東レ建設㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2006 12,499 10F RC 杭、基礎 高炉B種

737 東村山浄水場高度浄水施設 水道施設 東村山市 東京水道局長 日本上下水道設計（株） 鹿島・大成・西松建設JV 2011 17,780
4F
B2

RC
外部階段室，無筋コンク
リート，均しコンクリート 高炉B種

738 オーベルグランディオ東大和 住宅 東大和市
有楽土地㈱、㈱長谷工ｺｰ
ﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2010 17,102 8F RC 場所打杭 高炉B種

739 東京ユニオンガーデン 住宅他 東大和市 東レ建設㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2006 31,466 11F RC 杭 高炉B種

740 東京ユニオンガーデン 住宅他 東大和市 東レ建設㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2007 50,863 14F RC
現場打ちコンクリート
杭

高炉B種

741 ヴェラクシスガーデン府中 住宅 府中市 ㈱大京 ㈱安宅設計 日本国土開発㈱ 2005 20,641
11F
B1

RC 杭及び基礎 高炉B種

742 ルネ　ファンタグラーレ府中是政 住宅 府中市 総合地所㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2008 10,846
8F
B1

RC 基礎 高炉B種

743 警視庁第七機動隊
庁舎、賃貸住

宅
府中市

国土交通省関東地方整
備局

㈱石本建築事務所 五洋建設㈱ 2013 14,607 SRC・RC １Fより下に利用 高炉B種

744 （仮称）日鋼町電算センター 電算センター 府中市
府中アセット特定目的会
社

㈱久米設計 鹿島建設㈱ 2008 19,136
10F
B1

S 高炉B種

745
ルミエール府中（府中市民会館・中
央図書館複合施設）

図書館 府中市
ＰＦＩ府中市民会館・中央
図書館㈱

㈱佐藤総合計画 ㈱大林組 2011 14,190
5F
B1

SRC 地下躯体 高炉B種

746 ザ・ミレニアムフォート府中御殿坂 分譲住宅 府中市 セントラル総合開発㈱ ㈱宮田建築事務所 五洋建設㈱ 2013 22,100 14F RC 杭 高炉C種

747
わらべや日洋(株)新村山工場建設
事業

工場 武蔵村山市 わらべや日洋㈱ 清水建設㈱ 清水建設㈱ 2007 12,804 2F S 基礎 高炉B種

748
東京都立川合同庁舎  （ 合同庁舎
）

事務所等 立川市 東京都知事 ㈱佐藤総合計画
佐藤・技研建設共同企業
体

2016 11,540
4F
B1

SRC 地下１階床より下部 高炉B種

749 立川ステーションルネッサンス 店舗他 立川市 東日本旅客鉄道㈱ 東日本旅客鉄道㈱ 立川駅改良工事他JV 2008 17,176
13F
B1

S
SRC

地下躯体 高炉B種

750
立川駅北口西地区第一種市街地再
開発事業施設建築物

分譲住宅 立川市
立川駅北口西地区市街
地再開発組合

清水建設　松田平田設計
共同企業体

清水建設㈱ 2016 59,204
32F
B2

RC 杭 高炉C種

751 (仮称)ＮＩＳ立川駅前ビル 店舗 立川市 (有)ＮＩＳ立川駅前ビル ㈱清水組 ㈱清水組 2007 11,551
8F
Ｂ3

S・SRC
RC

基礎～Ｂ1Ｆ床立上が
り

高炉B種

752 立川ビル建替工事 事務所 立川市
東京ガス㈱、東京ガス都
市開発㈱

㈱佐藤総合計画 清水建設㈱ 2016 13,854 5F RC
事務所棟（マットスラ
ブ、土圧壁）

高炉B種

753 立川市庁舎 事務所 立川市 立川市長
野沢正光・山下設計設計
JV

戸田建設㈱ 2011 25,982
4F
B1

PC・S・ＲＣ 基礎 高炉B種

754 東京地家裁立川支部庁舎 裁判所庁舎 立川市
ネクストコートハウス立川
PFI㈱

㈱梓設計
新日鉄ｴﾝｼﾞ・ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ・関
電工・第一設備JV

2009 27,135
8F
B1

S 基礎、基礎梁 高炉B種
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755 立川地方合同庁舎（仮称） 事務所 立川市 こぶし立川ＰＦＩ㈱ ㈱ 梓設計
熊谷組・大和リース建設
JV

2013 24,044 7F S 捨てコンクリート 高炉B種

756 立川第二法務総合庁舎 庁舎 立川市
国土交通省関東地方整
備局

㈱日本設計 ㈱大林組 2009 17,156
10F
B1

SRC 1FLより下部の躯体 高炉B種

757 アルボの丘　2番街 住宅 稲城市
伊藤忠都市開発㈱、ｴﾇ･
ﾃｨ･ﾃｨ都市開発㈱

三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ 2006 23,158
10F
B1

RC 基礎、基礎梁 高炉B種

758 アルボの丘　3番街 住宅 稲城市
伊藤忠都市開発㈱、ｴﾇ･
ﾃｨ･ﾃｨ都市開発㈱

三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ 2006 14,426 12F RC 基礎、基礎梁 高炉B種

759
稲城市立南山小学校・稲城市南山
学童クラブ

学校 稲城市 稲木市長 ㈱池下設計 大成・大石建設JV 2015 7,469 3F RC 基礎部分 高炉B種

760 京王リトナード稲城 店舗他 稲城市 京王電鉄㈱ ㈱久米設計 京王建設㈱ 2006 12,822
5F
B1

S・RC 地下1階下の基礎躯体 高炉B種

761 ＮＤ２プロジェクト新築工事 データセンター 多摩市 ㈱野村総合研究所 清水建設㈱ 清水建設㈱ 2012 38,820
4F
B1

S・（CFT） 杭 高炉B種

762
多摩第4ネットワークセンター1期局
舎（仮称）

通信局舎 多摩市 ＫＤＤＩ㈱ ㈱日建設計 鹿島建設㈱ 2008 24,090 6F RC 杭周根固め液 高炉B種

763 デンカイノベーションセンター本館 事務所 町田市 電気化学工業㈱ 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 2014 6,140 3F RC 基礎 高炉B種

764 大学教育棟2014 学校 町田市 学校法人　玉川学園 ㈱久米設計 西松建設㈱ 2015 23,346
5F
B2

RC・S
場所打ちコンクリート
杭

高炉B種

765
ソルグランデ　メイツ多摩境　グリー
ンコート

住宅他 町田市 名鉄不動産㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2008 27,572
11F
B1

RC 杭，基礎 高炉B種

766
ソルグランデ　メイツ多摩境　オレン
ジコート

住宅他 町田市 名鉄不動産㈱
㈱Ｔ設計工房、㈱長谷工
コーポレーション

㈱長谷工コーポレーション 2008 15,554 10F RC・S 杭，基礎 高炉B種

767
ふれあい町田ホスピタル介護老人
保健施設　ふれあいの町田

病院他 町田市 医療法人社団　康心会
㈱伊藤喜三郎建築研究
所

戸田建設㈱ 2007 24,507
4F
B1

RC 基礎 高炉B種

768 ゲートヒルズ多摩境パークフロント 分譲住宅 町田市
名鉄不動産㈱、㈱長谷工
コーポレーション

㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2014 14,609 13F RC 杭 高炉C種

769 グランノエル南町田 住宅 町田市 ㈱ノエル ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2007 10,306 9F RC 杭 高炉B種

770 アルボの丘　4番街 住宅 稲城市
伊藤忠都市開発㈱、ｴﾇ･
ﾃｨ･ﾃｨ都市開発㈱

三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ 2006 29,570 14F RC 基礎、基礎梁 高炉B種

771 よみうりランド慶友病院 病院 稲城市 ㈱よみうりランド ㈱日建設計 大成建設㈱ 2005 14,995 6F SRC・S
場所打ちコンクリート
杭

高炉B種

772 オーベル多摩永山 住宅 多摩市 有楽土地㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2005 15,668 11F RC 杭、基礎 高炉B種

773 Brillia多摩センター 住宅 多摩市 東京建物㈱ ㈱淺沼組 ㈱淺沼組 2007 64,820
18F
B1

RC 杭 高炉B種

774 東寺方ショッピングセンター 店舗 多摩市 サミット㈱ ㈱エスデーシー設計 清水建設㈱ 2005 20,792
5F
B1

S 基礎 高炉B種

775 イトーピア多摩パルテノンヒルズ 住宅 多摩市 伊藤忠都市開発㈱ 三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ 2003 10,472 7F RC 杭 高炉B種

776 クリオ町田駅前 住宅 町田市 明和地所㈱ ㈱イクス・ア－ク都市設計 三井住友建設㈱ 2006 15,705 15F RC 杭 高炉B種

777 Dプロジェクト町田新築工事 倉庫 町田市 日立キャピタル㈱ 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 2006 52,803 5F RC・S 基礎 高炉B種

778 （仮称）オートウェーブ町田店 店舗 町田市 （有）ティーエス荻原 冨谷進 清水建設㈱ 2004 10,839
3F
B1

S 杭基礎、1階床 高炉B種

779 ユニヴェルシオール学園の丘 住宅 町田市 ナイス㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2006 59,096
10F
B1

RC 杭 高炉B種

780 ビバヒルズ 住宅 日野市 相鉄不動産㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2005 70,534 14Ｆ RC 杭 高炉B種
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781
カシオ計算機㈱八王子技術セン
ター

研究所 八王子市 カシオ計算機㈱ 清水建設㈱ 清水建設㈱ 2004 23,208 7F S 基礎躯体 高炉B種

782 トラスティア北野 住宅 八王子市 京王電鉄㈱ 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 2007 12,788 11F RC 杭 高炉B種

783 明星大学29号館（理工学部Ａ棟） 学校 八王子市 学校法人 明星学苑 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 2007 23,487 17F S 杭、基礎、基礎梁 高炉B種

784
明星大学共用演習棟・教育研究棟
新築工事

学校 八王子市 学校法人明星学苑 大成建設㈱ 大成建設㈱ 2007 62,435
19F
B2

SRC
RC・S

杭、B1床梁以下から基
礎

高炉C種

785 グランスイート南大沢 住宅 八王子市 丸紅㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2006 18,961 14F RC 杭 高炉B種

786 プレセダンヒルズ南大沢 住宅 八王子市 ナイス㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2004 25,457
14F
B1

RC・SRC 杭 高炉B種

787 リンクソシエ南大沢 住宅 八王子市
日商岩井㈱・日商岩井不
動産㈱

㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2004 24,440 14F SRC 杭・基礎 高炉B種

788 明星大学日野校（仮称）32号館 学校 八王子市 学校法人 明星学苑 ㈱安井建築設計事務所 戸田建設㈱ 2015 8,922 6F S 基礎、底盤、地中梁 高炉B種

789 明星大学日野校（仮称）33号館 学校 八王子市 学校法人明星学苑 ㈱安井建築設計事務所 戸田建設㈱ 2015 6,160 5F S 基礎、底盤、地中梁 高炉B種

790 イーストハイム豊田 住宅 日野市 東日本旅客鉄道㈱ ㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本 鉄建建設㈱ 2007 10,338 3F RC 基礎梁以下 高炉B種

791 アクロスモール八王子みなみ野 店舗他 八王子市 ダイヤモンドリース㈱ 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 2006 24,842
3F
B1

S 基礎 高炉B種

792
（仮称）八王子新総合現業事務所
（ 事務所 ）

事務所等 八王子市
東日本旅客鉄道㈱　八王
子支社

東日本旅客鉄道㈱　八王
子支社

東鉄工業㈱ 2016 11,087 8F S 基礎構造、擁壁 高炉B種

793
エスフォルタアリーナ八王子  （ 体
育館・観覧場 ）

集会場等,駐車
場

八王子市
八王子ゆめおりサポート
㈱

梓設計・大成建設　設計
共同企業体

大成建設・田中建設共同
企業体

2017 23,092
4F
B1

SRC・RC・
S

基礎・基礎梁 高炉B種

794
八王子駅南口地区第一種市街地再
開発事業施設建築物

集会場,駐車場,
百貨店,事務所

八王子市
八王子駅南口地区市街
地再開発組合

㈱大林組 ㈱大林組 2011 99,770
42F
B2

SRC・RC・
S

高炉B種

795 エクシオ八王子みなみ野レジデンス 住宅 八王子市
㈱プロバイスコーポレー
ション

㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2008 15,868
10F
B1

RC 杭 高炉B種

796
（仮称）Ｄプロジェクト北八王子　Ｂ
棟新築工事

倉庫 八王子市
八王子施設開発目的会
社

ダイワハウス工業㈱ ダイワハウス工業㈱ 2012 18,857 4F SRC・S 基礎・地中梁 高炉B種

797 （仮称）八王子石川町物流センター 工場 八王子市 合同会社アイシー ㈱フジタ ㈱フジタ 2008 42,132 5F RC・S
基礎、基礎梁、土間コ
ンクリート

高炉B種

798 アクシア八王子ピュアマークス 分譲住宅 八王子市 豊田通商㈱ ㈱青島設計 ㈱福田組 2011 38,798 SRC・RC 基礎部 高炉B種

799 明星大学新講義棟（仮称）新築工事 学校 八王子市 学校法人明星学苑 鹿島建設㈱ 大成建設㈱ 2005 12,368 5F SRC 杭、基礎、基礎梁 高炉B種

800 警視庁南大沢警察署庁舎 庁舎 八王子市 東京都 警視庁総務部施設課 ﾌｼﾞﾀ・せきどJV 2009 13,465
6F
B1

SRC 基礎 高炉B種

801 ミッドプレイス八王子 分譲住宅 八王子市
㈱長谷工コーポレーショ
ン、住友不動産㈱

㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2014 17,953 15F RC 高炉C種

802 エクシオ南大沢見附橋レジデンス 住宅 八王子市
㈱プロバイスコーポレー
ション

㈱長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション 2008 15,705
10F
B1

RC 杭 高炉B種

803 河辺タウンビル　Ａ 店舗他 青梅市
財団法人　東京都新都市
建設公社

㈱佐藤総合計画 ㈱フジタ 2007 32,708 8F S 基礎 高炉B種

804 公立阿伎留病院 病院 あきる野市 阿伎留病院組合 ㈱久米設計 清水・東急・清水組 2006 26,911
6F
B1

RC・S 基礎 高炉B種

805 CRE瑞穂物流センター(B棟） 倉庫 瑞穂町
㈱コマーシャル・アール
イー

㈱フジタ ㈱フジタ 2007 17,041 2F RC・S 基礎・基礎梁 高炉B種

806 CRE瑞穂物流センター(Ａ棟） 倉庫 瑞穂町
㈱コマーシャル・アール
イー

㈱フジタ ㈱フジタ 2007 14,662 2F RC・S 基礎・基礎梁 高炉B種
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		高炉セメント使用の建築物　（東京都環境局ホームページ　建築物環境計画書制度で公表された計画書の内、完了した建物について、鐵鋼スラグ協会で調査した）　　　　　　2016年4月調べ コウロ シヨウ ケンチクブツ トウキョウ ト カンキョウキョク ケンチクブツ カンキョウ ケイカクショ セイド コウヒョウ ケイカクショ ウチ カンリョウ タテモノ テッコウ キョウカイ チョウサ ネン ガツ シラ



		No.		特定建築物名称 トクテイ ケンチクブツ メイショウ		用途 ヨウト		所在地 ショザイチ		建築主 ケンチク シュ		設計者 セッケイ シャ		施工者 セコウシャ		完了届
年 カンリョウ トドケ ネン				建築物の概要				高炉セメント
使用部位 コウロ		備　　考
（高炉セメントの種類） ビ コウ コウロ シュルイ

																		延べ面積 ノ メンセキ		階数 カイスウ		構造 コウゾウ

		1		共立女子学園　神田一ツ橋キャンパス　新２号館（仮称）		学校 ガッコウ		千代田区 チヨダク		学校法人　共立女子学園		㈱山下設計		鹿島建設㈱		2016		13,903		9F
B1		RC･S		杭 クイ		高炉B種

		2		（仮称）紀尾井町計画		賃貸住宅等 チンタイ ジュウタク トウ		千代田区 チヨダク		㈱西武プロパティーズ		㈱日建設計 ニッケン セッケイ		鹿島･鉄建･熊谷建設共同企業体		2017		226,194		33F
B5		SRC・RC・
S		杭 クイ		高炉B種 コウロ シュ

		3		（仮称）一番町計画		事務所等 ジム ショ トウ		千代田区 チヨダク		宗教法人　真澄寺		大成建設㈱		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2011		22,278		8F
B2		RC･S		土圧壁天端立上り地下鉄連絡通路		高炉B種

		4		参議院新議員会館		事務所等 ジム ショ トウ		千代田区 チヨダク		HOC議員会館PFI㈱ 		日本設計･NTTﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ設計共同企業体 キョウドウ キギョウタイ		鹿島建設㈱		2012		95,895		14F
B3		SRC・RC・
S		基礎躯体		高炉B種

		5		（仮称）衆議院新議員会館　南棟・北棟 		事務所等 ジム ショ トウ		千代田区 チヨダク		ＨＯＲ会館ＰＦＩ㈱		三菱地所設計・久米設計設計・工事監理共同企業体 キョウドウ キギョウタイ		建設共同企業体代表
 ㈱大林組 キョウドウ キギョウタイ		2012		202,945		14F
B3		SRC・RC・
S		杭等に利用 リヨウ		高炉B種

		6		猿楽町SSビル サル ラク マチ		事務所等 ジム ショ トウ		千代田区 チヨダク		㈱集英社 シュウエイシャ		鹿島建設㈱		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		2012		12,716		9F
B1		RC･S		杭・基礎等で使用 クイ キソ ナド シヨウ		高炉B種

		7		東京倶楽部ビルディング トウキョウ クラブ		事務所 ジム ショ		千代田区 チヨダク		(社)東京倶楽部，三井不動産㈱ シャ トウキョウ クラブ ミツイ フドウサン		㈱日本設計 ニホン セッケイ		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		2007		23,077		14F
B1		S・SRC		杭 クイ		高炉B種

		8		霞が関東急ビル カスミ セキ トウキュウ		事務所等 ジム ショ トウ		千代田区 チヨダク		(有)カスミガセキ・インベストメント ユウ		㈱日建設計		清水建設㈱		2010		19,191		17F
B1		SRC・RC・
S		杭 クイ		高炉B種

		9		フロントプレイス秋葉原		事務所等 ジム ショ トウ		千代田区 チヨダク		伊藤忠都市開発㈱、伊藤忠商事㈱ イトウチュウ トシ カイハツ イトウチュウ ショウジ		大成建設㈱		大成建設㈱		2015		6,482		7F
B1		SRC・RC・
S		杭 クイ		高炉B種

		10		グラントウキョウ　ノースタワー/グランルーフ 		事務所等 ジム ショ トウ		千代田区 チヨダク		東日本旅客鉄道㈱		㈱日建設計　㈱ジェイアール東日本		鹿島建設㈱		2013		208,043		43F
B4		SRC・RC・
S		地下躯体･杭･連続地中壁(躯体一体化) 		高炉B種

		11		丸の内トラスﾄタワー本館		事務所 ジム ショ		千代田区 チヨダク		森トラスト㈱		戸田建設㈱		戸田建設㈱		2008		115,380		37F
B4		S・SRC		杭 クイ		高炉B種

		12		千代田区立高齢者総合サポートセンター・九段坂病院		病院等 ビョウイン ナド		千代田区 チヨダク		国家公務員共済組合連合会　九段坂病院		㈱久米設計 クメ セッケイ		戸田建設㈱		2015		25,505		14F
B2		RC		基礎コンクリート キソ		高炉B種

		13		プラウド九段南		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		千代田区 チヨダク		野村不動産㈱		前田建設工業㈱		前田建設工業㈱		2013		9,687		15F
B1		RC･S		杭 クイ		高炉C種

		14		（仮称）麹町二丁目ビル新築工事 		事務所等 ジム ショ トウ		千代田区 チヨダク		㈱大林組 オオバヤシ クミ		㈱大建設計 ダイケンセツ ケイ		㈱大林組 オオバヤシ クミ		2012		24,272		14F
B2		SRC・RC・
S		杭工事 クイ コウジ		高炉B種

		15		ヤマトビル新築工事 シンチク コウジ		事務所等 ジム ショ トウ		千代田区 チヨダク		麹町建物（株） コウジマチ タテモノ カブ		㈱大林組 オオバヤシグミ		大林組・大末建設JV オオバヤシグミ ダイスエ ケンセツ		2010		10,684		11F
B2		SRC・S		場所打ち杭 バショ ウ クイ		高炉B種

		16		（仮称）麹町3-3ビル新築工事 		事務所等 ジム ショ トウ		千代田区 チヨダク		メックビルディング特定目的会社		㈱三菱地所設計		鹿島建設㈱		2013		8,974		10F
B1		RC･S		杭 クイ		高炉B種

		17		（仮称）豊島ビル新築工事 		事務所 ジム ショ		千代田区 チヨダク		豊島㈱ トシマ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱		2012		7,192		10F
B1		S		場所打コンクリート杭 バショ ウ クイ		高炉B種

		18		三洋安田ビル サンヨウ ヤスダ		事務所等 ジム ショ トウ		千代田区 チヨダク		三洋貿易㈱、安田不動産㈱ サンヨウ ボウエキ ヤスダ フドウサン		佐藤総合計画・山下設計JV		大成建設㈱		2008		10,950		9F		S		現場造成杭、基礎、1階床		高炉B種

		19		TX秋葉原阪急ビル		ホテル他 ホカ		千代田区 チヨダク		阪急電鉄㈱		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2008		14,213		18F
B2		S		杭 クイ		高炉B種

		20		三井住友海上　神田駿河台新館		事務所等 ジムショトウ		千代田区 チヨダク		三井住友海上火災保険㈱		㈱日建設計		鹿島建設㈱		2012		64,458		22F
B3		SRC・RC・
S		地下躯体等		高炉B種

		21		御茶ノ水ソラシティ 		事務所等 ジム ショ トウ		千代田区 チヨダク		駿河台開発特定目的会社		大成建設㈱		大成建設㈱		2013		102,190		23F
B2		SRC・RC・
S		杭 クイ		高炉B種

		22		御茶ノ水ファーストビル		病院,事務所 ビョウイン ジム ショ		千代田区 チヨダク		医療法人財団小畑会,住友不動産㈱ スミトモ フドウサン		㈱日建設計		前田建設工業㈱		2008		14,526		14F
B2		S・SRC		場所打コンクリート杭 バショ ウ クイ		高炉B種

		23		加賀電子株式会社本社ビル 		事務所等 ジム ショ トウ		千代田区 チヨダク		加賀電子㈱		㈱竹中工務店 タケナカ コウムテン		㈱竹中工務店 タケナカ コウムテン		2013		9,101		12F
B1		S		埋戻し土		高炉B種

		24		神保町寮 ジン ホ マチ リョウ		賃貸住宅 チンタイ ジュウタク		千代田区 チヨダク		㈱三井住友銀行 ミツイ スミトモ ギンコウ		㈱日建設計 ニッケン セッケイ		㈱フジタ		2015		5,900		10F
B1		SRC・RC		杭 クイ		高炉B種

		25		住友不動産神田ビル２号館 カンダ ゴウカン		事務所等 ジム ショ トウ		千代田区 チヨダク		エスエフ神田須田町開発特定目的会社 カンダ スダ チョウ カイハツ トクテイ モクテキ カイシャ		㈱日建設計		大木建設㈱ オオキ ケンセツ		2010		19,975		19F
B2		S		1F床以下躯体・杭 ユカ イカ クタイ クイ		高炉B種

		26		（仮称）神田須田町計画 		事務所等 ジム ショ トウ		千代田区 チヨダク		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2013		6,235		9F		S(CFT)		杭 クイ		高炉B種

		27		淡路町二丁目西部地区第一種市街地再開発事業　北街区施設		事務所等 ジム ショ トウ		千代田区 チヨダク		淡路町二丁目西部地区市街地再開発組合		㈱佐藤総合計画		大成建設㈱		2013		128,436		41F
B3		SRC・RC・
S		杭 クイ		高炉B種

		28		JEBL秋葉原スクエア		事務所 ジム ショ		千代田区 チヨダク		㈱ジェイアール東日本ビルディング		㈱日建設計 ニッケン セッケイ		大成建設 タイセイ ケンセツ		2016		11,585		13F
B1		SRC・RC・
S		底盤のマットスラブ		高炉B種 コウロ シュ

		29		大手町パークビルディング 		事務所 ジム ショ		千代田区 チヨダク		三菱地所㈱ ミツビシ ジショ		㈱三菱地所設計 ミツビシ ジショ セッケイ		㈱竹中工務店		2017		151,708		29F
B5		SRC・S		杭 クイ		高炉C種 コウロ シュ

		30		大手町タワー オオテマチ		事務所、ホテル等 ジム ショ ナド		千代田区 チヨダク		みずほ信託銀行㈱ シンタク ギンコウ		大成建設㈱		大成建設㈱		2015		198,467		38F
B6		SRC・RC・
S		杭・連続地中壁 クイ レンゾク チチュウ カベ		高炉B種

		31		麹町三葉ビル 		事務所等 ジム ショ トウ		千代田区 チヨダク		三葉興業㈱		㈱日建設計		大成建設㈱		2012		12,859		9F
B1		SRC・S		場所打コンクリート杭 バショ ウ クイ		高炉B種

		32		住友不動産飯田橋駅前ビル		事務所他 ジム ショ ホカ		千代田区 チヨダク		エスエフ飯田橋開発特定目的会社		㈱日建設計		東亜建設工業㈱		2008		16,012		13F
B1		S		ピット階床以下の躯体および場所打ちコンクリート杭 		高炉B種

		33		（仮称）富士見一丁目計画　オフィス棟		事務所等 ジム ショ トウ		千代田区 チヨダク		住友不動産㈱		㈱日建設計		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2011		18,205		14F
B1		SRC・RC・
S		ピット階床以下の躯体および場所打ちコンクリート杭 		高炉B種

		34		（仮称）富士見こども施設整備計画 カショウ フジミ シセツ セイビ ケイカク		学校等 ガッコウ ナド		千代田区 チヨダク		アンファン富士見㈱ フジミ		㈱日総建 ニチ ソウ ケン		共立・植木JV キョウリツ ウエキ		2010		13,532		6F		RC・S		杭・基礎梁 クイ キソ ハリ		高炉B種

		35		飯田橋グラン・ブルーム イイダバシ		事務所等 ジム ショ トウ		千代田区 チヨダク		飯田橋駅西口地区市街地再開発組合		日建設計・前田建設工業飯田橋駅西口地区市街地再開発事業JV		前田建設工業㈱ マエダ ケンセツ コウギョウ		2014		124,003		30F
B2		SRC・RC・
S		杭 クイ		高炉B種

		36		パークコート千代田富士見ザ タワー 		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		千代田区 チヨダク		飯田橋駅西口地区市街地再開発組合		日建設計・前田建設工業飯田橋駅西口地区市街地再開発事業施設建築物実施設計JV		前田建設工業㈱ マエダ ケンセツ コウギョウ		2014		68,524		40F
B2		RC・S				高炉C種

		37		飯田橋プラーノ（富士見二丁目北部地区第一種市街地再開発事業ビル） イイダバシ フジミ ニチョウメ ホクブ チク ダイイチ シュ シガイチ サイカイハツ ジギョウ		住宅他 ジュウタク ホカ		千代田区 チヨダク		富士見二丁目北部地区市街地再開発組合		㈱山下設計 ヤマシタ セッケイ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2009		73,993		38F
B2		RC・S		杭 クイ		高炉B種

		38		X－PRESS有楽町		事務所、飲食店 ジム ショ インショク テン		千代田区 チヨダク		㈱サンケイビル		㈱三菱地所設計 ミツビシ ジショ セッケイ		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		2017		7,178		12F
B1		S		杭 クイ		高炉B種 コウロ シュ

		39		霞が関三丁目南地区第一種市街地再開発事業 施設建築物および特定施設建築物（中央合同庁舎第７号館）  カスミ セキ サンチョウメ ミナミ チク ダイイチ シュ シガイチ サイカイハツ ジギョウ シセツ ケンチク ブツ トクテイ シセツ ケンチク ブツ チュウオウ ゴウドウ チョウシャ ダイ ゴウカン		事務所等 ジム ショ トウ		千代田区 チヨダク		霞が関７号館PFI㈱ カスミ セキ ゴウカン		久米設計・大成建設・新日鉄エンジニアリングJV クメ セッケイ タイセイ ケンセツ シンニッテツ		大成･新日鉄ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ･日本電設･三菱ﾊﾟｰｷﾝｸﾞJV タイセイ シンニッテツ ニホン デンセツ ミツビシ		2008		253,493		38F
B3		S・RC
SRC		地下階の柱壁等に利用した チカ カイ ハシラ カベ ナド リヨウ		高炉B種

		40		秋葉原ダイビル アキハバラ		事務所 ジム ショ		千代田区 チヨダク		ダイビル㈱		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		鹿島建設・大林組JV カシマ ケンセツ オオバヤシ クミ		2005		50,290		31F
B2		S・SRC
RC		駐車場への車路スロープ押さえｺﾝｸﾘｰﾄに使用 チュウシャジョウ シャ ロ オ シヨウ		高炉B種

		41		（仮称）ＪＲ東日本東京駅日本橋口ビル カショウ		ホテル他 ホカ		千代田区 チヨダク		東日本旅客鉄道㈱		東日本旅客鉄道㈱		㈱大林組 オオバヤシグミ		2007		78,279		35F
B4		S		地下躯体 チカ ク タイ		高炉B種

		42		新丸の内ビルディング シン マル ウチ		事務所等 ジム ショ トウ		千代田区 チヨダク		三菱地所㈱		㈱三菱地所設計 ミツビシ ジショ セッケイ		㈱竹中工務店 タケナカ コウムテン		2007		195,401		38F
B4		S・CFT
SRC		地下躯体、地上床スラブ チカ クタイ チジョウ ユカ		高炉B種

		43		九段第３合同庁舎・千代田区役所本庁舎		事務所 ジム ショ		千代田区 チヨダク		九段ＰＦＩサービス㈱		清水建設・佐藤総合計画・鳳コンサルJV		清水建設㈱		2007		59,861		23F
B3		SRC・RC
S・CFT		基礎、耐圧盤、
ＣＦＴ柱		高炉B種

		44		パークマンション千鳥ケ淵 チドリ フチ		住宅 ジュウタク		千代田区 チヨダク		三井不動産㈱ ミツイ フドウサン		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		2004		16,233		15F
B2		RC		床スラブ ユカ		高炉B種

		45		北の丸スクエア		事務所 ジム ショ		千代田区 チヨダク		ジャパンリアルエステイト投資法人		㈱三菱地所設計		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		2009		58,853		26F
B2		SRC・S
CFT		CFT、基礎マスコンクリート、地下躯体		高炉B種

		46		住友不動産九段ビル スミトモ フドウサン クダン		事務所 ジム ショ		千代田区 チヨダク		エスエフ九段開発特定目的会社 クダン カイハツ トクテイ モクテキ カイシャ		㈱日建設計 ニッケン セッケイ		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		2006		17,789		15F
B1		S・RC
SRC		基礎 キソ		高炉B種

		47		東急市ケ谷ビル イチガヤ		事務所 ジム ショ		千代田区 チヨダク		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		㈱三菱地所設計 ミツビシ ジショ セッケイ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2004		14,597		11F
B1		S・SRC		杭、基礎、地中梁、マットスラブ､CFＴ柱 クイ キソ チチュウ ハリ ハシラ		高炉B種

		48		ラ・メール三番町 サンバンチョウ		事務所等 ジム ショ トウ		千代田区 チヨダク		東京海上日動火災保険㈱ トウキョウ カイジョウ ニチドウ カサイ ホケン		㈱三菱地所設計 ミツビシ ジショ セッケイ		(仮称）三番町東京海上日動ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ新築工事JV カショウ サンバンマチ トウキョウ カイジョウ ニチ ウゴ コウジ ＪＶ		2009		34,186		15F
B1		SRC・S		杭 クイ		高炉B種

		49		番町パークハウス		住宅 ジュウタク		千代田区 チヨダク		三菱地所㈱		㈱三菱地所設計		㈱大林組 オオバヤシグミ		2007		22,236		17F
B2		RC		耐圧盤		高炉B種

		50		御茶ノ水NKビル オチャ ミズ		住宅他 ジュウタク ホカ		千代田区 チヨダク		コクヨ㈱		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		2006		15,675		17F
B2		S・RC
SRC		基礎および基礎梁 キソ キソ ハリ		高炉B種

		51		グランドガーラ神田 カンダ		住宅 ジュウタク		千代田区 チヨダク		㈱エフ･ジェー･ネクスト		(有)アトリエルナー ユウ		安藤建設㈱ アンドウ ケンセツ		2007		11,082						杭 クイ		高炉B種

		52		住友不動産神田ビル スミトモ フドウサン カンダ		事務所 ジム ショ		千代田区 チヨダク		エスエフ神田開発特定目的会社 カンダ カイハツ トクテイ モクテキ カイシャ		㈱日建設計 ニッケン セッケイ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2006		29,031		20F
B2		S・RC
SRC		杭及び基礎 クイ オヨ キソ		高炉B種

		53		富士ソフト秋葉原ビル		事務所 ジム ショ		千代田区 チヨダク		富士ソフト㈱		大林組・久米設計JV		㈱大林組 オオバヤシグミ		2007		58,501		31F
B2		S・SRC		杭、耐圧版 クイ タイアツ バン		高炉B種

		54		オリックス秋葉原ビル アキハバラ		住宅他 ジュウタク ホカ		千代田区 チヨダク		オリックス・リアルエステート㈱		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		2005		20,234		19F
B2		CFT・SRC		マットスラブ		高炉B種

		55		内幸町東急ビル ウチサイワイチョウ トウキュウ		事務所 ジム ショ		千代田区 チヨダク		(有) トラン ユウ		㈱三菱地所設計 ミツビシ ジショ セッケイ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2006		14,376		13F
B1		SRC・S		杭・基礎躯体、CFＴ柱 クイ キソ ク タイ ハシラ		高炉B種

		56		飯野ビルディング イイノ		事務所等 ジム ショ トウ		千代田区 チヨダク		飯野海運㈱ イイノ カイウン		㈱竹中工務店 タケナカ コウムテン		㈱竹中工務店 タケナカ コウムテン		2014		103,827		27F
B5		SRC・RC・
S		TSP合成地下壁の山留め部分 		高炉B種

		57		日比谷パークフロント		事務所、店舗、駐車場		千代田区 チヨダク		グリーンアセットインベストメント特定目的会社		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		2017		67,124		21F
B4		SRC・S		マスコンクリート		高炉C種 コウロ シュ

		58		法政大学市ヶ谷複合施設 ホウセイ ダイガク イチガヤ フクゴウ シセツ		学校等 ガッコウ ナド		千代田区 チヨダク		学校法人法政大学 ガッコウ ホウジン ホウセイ ダイガク		㈱山下設計 ヤマシタ セッケイ		大成･福田工事共同企業体 タイセイ フクダ コウジ キョウドウ キギョウタイ		2007		21,848		8F
B2		S・SRC		地中梁･基礎 チチュウ ハリ キソ		高炉B種

		59		京橋OMビル 		事務所等 ジム ショ トウ		中央区 チュウオウク		森トラスト㈱		安井・清水設計監理共同企業体 		清水建設㈱		2012		9,638		8F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		60		八重洲口大栄ビル　 		病院 ビョウイン		中央区 チュウオウク		大栄不動産㈱ ダイエイ フドウサン		㈱大栄建築事務所 ダイエイ ケンチク ジム ショ		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		2012		10,754		12F
B2		SRC・S		地下躯体部分 チカ クタイ ブブン		高炉B種

		61		柏原ビル カシワバラ		ホテル・飲食店舗 インショク テンポ		中央区 チュウオウク		柏原ビル㈱ カシワバラ		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		2017		8,963		15F		S		基礎梁 キソ ハリ		高炉B種 コウロ シュ

		62		京橋MIDビル キョウバシ		テナント事務所、店舗 ジム ショ テンポ		中央区 チュウオウク		ＭＩＤ都市開発㈱		大成建設㈱		大成建設㈱		2015		11,916		12F
B1		SRC・RC・
S		マットスラブ、基礎梁、地中外壁		高炉B種

		63		明治製菓京橋本社ビル メイジ セイカ キョウバシ ホンシャ		事務所 ジム ショ		中央区 チュウオウク		明治製菓㈱ メイジ セイカ		㈱日建設計 ヒ ケンセツ ケイ		大成･鹿島・戸田建設共同企業体 タイセイ カジマ トダ ケンセツ キョウドウ キギョウ タイ		2004		25,475		12F
B3		S・SRC		B3階床スラブ下の躯体 カイ ユカ シタ ク タイ		高炉B種

		64		KPP八重洲ビル ヤエス		事務所 ジムショ		中央区 チュウオウク		国際紙パルプ商事㈱ コクサイ カミ ショウジ		㈱三菱地所設計 ミツビシ ジショ セッケイ		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		2011		11,127		13F
B1		SRC・S		杭、基礎梁 クイ キソ ハリ		高炉B種

		65		東京スクエアガーデン 		事務所等 ジム ショ トウ		中央区 チュウオウク		京橋開発特定目的会社		清水・大成設計監理共同企業体		清水・大成建設JV ケンセツ		2013		117,460		24F
B4		SRC・RC・
S		基礎・地下躯体		低発熱・収縮抑制型
高炉セメント

		66		京橋トラストタワー 		事務所,ﾎﾃﾙ,飲食店 ジム ショ インショク テン		中央区 チュウオウク		森トラスト㈱		戸田建設㈱		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		2014		52,471		21F
B3		S		杭 クイ		高炉B種

		67		東熱ビル 		事務所等 ジム ショ トウ		中央区 チュウオウク		東洋熱工業㈱		鹿島建設㈱		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		2013		5,864		14F
B2		SRC・RC・
S		既存地下躯体へ充填		高炉B種

		68		京橋イーストビル 		事務所等 ジム ショ トウ		中央区 チュウオウク		日本土地建物㈱		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		戸田・日土地建設　建設共同企業体		2013		15,238		11F
B1		S		耐圧版 		高炉B種

		69		日立物流ビル ヒタチ ブツリュウ		テナントオフィス		中央区 チュウオウク		みずほ信託銀行㈱ シンタク ギンコウ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2017		11,724		10F
B1		S		杭 クイ		高炉B種

		70		ヒューリック銀座数寄屋橋ビル		百貨店、
事務所 ヒャッカテン ジム ショ		中央区 チュウオウク		ヒューリック㈱		久米・大成設計JV		大成・五洋建設JV		2011		11,570		11F
B4		SRC・RC・
S		マットスラブ		高炉B種

		71		銀座三井ビルディング ギンザ ミツイ		ホテル他 ホカ		中央区 チュウオウク		三井不動産㈱ ミツイ フドウサン		㈱松田平田設計 マツダ ヒラタ セッケイ		三井建設㈱ ミツイ ケンセツ		2005		50,246		25F
B2		S・SRC		基礎梁､耐圧スラブ キソ ハリ タイアツ		高炉B種

		72		（仮称）ホテルユニゾ銀座計画		ホテル		中央区 チュウオウク		新日鉄興和不動産㈱		㈱大建設計 ダイケン セッケイ		㈱大林組 オオバヤシグミ		2014		7,418		12F
B1		RC・S		躯体コンクリート全般 クタイ ゼンパン		高炉B種

		73		（仮称）G1プロジェクト		百貨店 ヒャッカテン		中央区 チュウオウク		室町建物㈱、三井不動産㈱ ムロマチ タテモノ ミツイ フドウサン		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2011		11,064		10F
B2		SRC・RC・
S		基礎、基礎梁、B2階床		高炉B種

		74		（仮称）汐留浜離宮計画		事務所、
集会所 ジム ショ シュウカイ ショ		中央区 チュウオウク		汐留浜離宮特定目的会社 シオ ドメ ハマ リキュウ トクテイ モクテキ カイシャ		㈱日建設計 ニッケン セッケイ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2010		47,951		21F
B2		SRC・RC・
S		マスコンクリートとして地下躯体すべてに利用 チカ クタイ リヨウ		高炉B種

		75		サンシティー銀座EAST ギンザ		住宅他 ジュウタク ホカ		中央区 チュウオウク		㈱石井鐵工所 イシイ テッコウ ジョ		㈱日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ ニッケン		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2006		39,277		32F
B2		CＦＴ・S
RC		マットスラブ		高炉B種

		76		アパートメンツタワー勝どき カチ		賃貸住宅 チンタイ ジュウタク		中央区 チュウオウク		かちどきGROWTH TOWN㈱		㈱梓設計 アズサ セッケイ		東急建設㈱ トウキュウ ケンセツ		2011		54,431		45F
B2		RC・S		場所打ちコンクリート杭 クイ		高炉B種

		77		勝どき駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物（勝どきビュータワー） カチ エキマエ チク ダイ イッシュ シガイチ サイカイハツ ジギョウ シセツ ケンチク ブツ		分譲賃貸
混在 ブンジョウ チンタイ コンザイ		中央区 チュウオウク		（独）都市再生機構 ドク トシ サイセイ キコウ		㈱大林組		㈱大林組 オオバヤシ クミ		2010		87,520		55F
B2		SRC・RC・
S		杭 クイ		高炉B種

		78		(仮称)晴海Ｆ街区開発計画		事務所 ジム ショ		中央区 チュウオウク		㈲ケイダブリュー・プロパティー・イレブン		清水建設㈱		清水建設㈱		2008		12,915		11F
B1		S		杭 クイ		高炉B種

		79		ザ・晴海レジデンス		住宅 ジュウタク		中央区 チュウオウク		㈱コスモイニシア,㈱新日鉄都市開発 シンニッテツ トシ カイハツ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2009		61,437		20F
B1		SRC		杭 クイ		高炉B種

		80		晴海テラス		住宅 ジュウタク		中央区 チュウオウク		㈱コスモイニシア,㈱新日鉄都市開発 シンニッテツ トシ カイハツ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2009		24,696		20F
B1		SRC		杭 クイ		高炉B種

		81		DEUX TOURS CANAL＆SPA （ドゥ・トゥール）		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		中央区 チュウオウク		住友不動産㈱ スミトモ フドウサン		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		2015		174,800		52F
B1		RC・S		場所打ちコンクリート杭 クイ		高炉B種

		82		晴海三丁目西地区（再）Ａ１街区 ハルミ サンチョウメ ニシ チク サイ ガイ ク		分譲賃貸混在 ブンジョウ チンタイ コンザイ		中央区 チュウオウク		（独）都市再生機構 ドク トシ サイセイ キコウ		（独）都市再生機構 ドク トシ サイセイ キコウ		戸田・鴻池・大木ＪＶ		2009		74,274		49F
B1		RC				高炉B種

		83		ザ・パークハウス　晴海タワーズ　ティアロレジデンス 		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		中央区 チュウオウク		三菱地所レジデンス㈱ ミツビシ ジショ		㈱三菱地所設計 ミツビシ ジショ セッケイ		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		2016		98,687		49F
B2		RC・S		杭 クイ		高炉C種

		84		ザ・パークハウス　晴海タワーズ　クロノレジデンス 		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		中央区 チュウオウク		三菱地所レジデンス㈱		㈱三菱地所設計		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		2014		97,831		49F
B2		RC		杭 クイ		高炉C種

		85		晴海センタービル  ハルミ		事務所 ジム ショ		中央区 チュウオウク		晴海フロント特定目的会社 ハルミ トクテイ モクテキ カイシャ		㈱三菱地所設計 ミツビシ ジショ セッケイ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2006		27,365		10F　　				場所打ちコンクリート､基礎 バショ ウ キソ		高炉B種

		86		ヒューマックス東銀座ビル 		ホテル		中央区 チュウオウク		㈱ヒューマックス		㈱日本設計 ニホン セッケイ		㈱熊谷組 クマガイ クミ		2012		6,243		14F		S		杭 クイ		高炉B種

		87		ライオンズタワー月島 ツキシマ		住宅 ジュウタク		中央区 チュウオウク		㈱大京 ダイキョウ		㈱東畑建築事務所 トウハタ ケンチク ジム ショ		前田建設工業㈱ マエダ ケンセツ コウギョウ		2005		39,575		32F
B2		RC・S		杭 クイ		高炉B種

		88		ライオンズ東日本橋		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		中央区 チュウオウク		㈱大京		安藤建設㈱ アンドウ ケンセツ		安藤建設㈱		2013		5,169		15F		RC		杭 クイ		高炉C種

		89		日本橋２丁目計画新築工事		事務所 ジム ショ		中央区 チュウオウク		ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ都市開発㈱ トシ カイハツ		日総建・NTTファシリティーズ建築設計JV		㈱錢高組		2016		14,674		10F
B1		SRC・S		杭基礎に使用 クイ キソ シヨウ		高炉B種

		90		オンワードパークビルディング		事務所 ジム ショ		中央区 チュウオウク		㈱オンワードホールディングス		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2014		18,605		17F
B2		SRC・RC・
S		杭、マットスラブ、基礎梁 		高炉B種

		91		西鉄日本橋ビル ニシテツ ニホンバシ		事務所		中央区 チュウオウク		西日本鉄道株式会社 ニシ ニホン テツドウ カブシキガイシャ		大成建設㈱		大成建設 タイセイ ケンセツ		2013		6,818		8F		RC・S		マットスラブ		高炉B種

		92		（仮称）ニッセイ同和損保　日本橋ビル		事務所 ジムショ		中央区 チュウオウク		ニッセイ同和損害保険㈱		㈱日建設計 ニッケン セッケイ		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		2011		13,270		12F
B2		SRC・RC・
S		基礎スラブ キソ		高炉B種

		93		ブロードシティ東京 トウキョウ		住宅 ジュウタク		中央区 チュウオウク		㈱エルカクエイ		㈱1NA新建築研究所 シン ケンチク ケンキュウショ		村本建設㈱ ムラモト ケンセツ		2005		13,301		17F
B1		SRC・RC		杭コンクリート クイ		高炉B種

		94		立花証券ビル タチバナ ショウケン		事務所 ジムショ		中央区 チュウオウク		立花商事㈱ タチバナ ショウジ		清水建設㈱		清水建設㈱		2015		5,369		9F
B1		SRC・S		場所打杭 バショ ウ クイ		高炉B種

		95		（仮称）日本橋本町三丁目共同ビル本町通り建替計画 		事務所 ジムショ		中央区 チュウオウク		M＆K特定目的会社，㈱恒心社 コウシン シャ		プランテック・清水建設設計監理JV		清水建設㈱		2011		13,478		15F
B2		SRC・RC・
S		杭 クイ		高炉B種

		96		日本橋室町野村ビル 		事務所、
集会所 ジム ショ シュウカイ ショ		中央区 チュウオウク		野村不動産㈱		野村不動産㈱		㈱大林組・野村建設JV ノムラ ケンセツ		2011		46,421		21F
B5		SRC・RC・
S		杭 クイ		高炉B種

		97		リガーレ日本橋人形町		住宅 ジュウタク		中央区 チュウオウク		日本橋人形町一丁目地区市街地再開発組合		㈱松田平田設計		鹿島・日東みらい・佐藤工業JV		2008		35,799		39F
B2		RC		杭 クイ		高炉B種

		98		ヒューリック本社ビル　（仮称）大伝馬ビル建設計画 		事務所等 ジム ショ トウ		中央区 チュウオウク		ヒューリック㈱		㈱日建設計 ニッケン セッケイ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2012		7,688		10F
B1		SRC・S		B1階床以下の躯体基礎 		高炉B種

		99		フロントプレイス日本橋 ニホンバシ		事務所等 ジム ショ トウ		中央区 チュウオウク		日本橋2丁目開発特定目的会社		㈱三菱地所設計 ミツビシ ジショ セッケイ		清水建設㈱		2014		11,838		10F
B1		SRC・S		杭 クイ		高炉B種

		100		パシフィックレジデンス日本橋馬喰町 ニホン バシ ウマ ク チョウ		住宅 ジュウタク		中央区 チュウオウク		丸紅㈱ マルベニ		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		2007		11,374		17F
B3		RC		基礎（マットスラブ） キソ		高炉B種

		101		トルナーレ日本橋浜町		住宅 ジュウタク		中央区 チュウオウク		日本橋浜町三丁目西部地区市街地再開発組合		㈱佐藤総合計画		大成・五洋JV		2006		98,440		47F		S・RC
SRC・CFT		マットスラブ		高炉B種

		102		日本橋アステラス三井ビルディング 		事務所等 ジム ショ トウ		中央区 チュウオウク		三井不動産㈱		㈱山下設計		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		2012		27,447		17F
B2		SRC・RC・
S		場所打ちコンクリート杭 バショ ウ クイ		高炉B種

		103		東テクグループ本社 トウ ホンシャ		事務所 ジム ショ		中央区 チュウオウク		東テク株式会社 トウ カブシキガイシャ		大成建設㈱		大成建設㈱		2016		5,698		10F
B1		RC・S		マットスラブ		高炉B種 コウロ シュ

		104		リエトコ－ト アルクスタワー（仮称）中央区湊三丁目計画 カショウ チュウオウク ミナト サンチョウメ ケイカク		住宅 ジュウタク		中央区 チュウオウク		㈱新日鉄都市開発		戸田建設㈱		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		2007		29,702		27F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		105		マロニエゲート		飲食店 インショク テン		中央区 チュウオウ ク		㈱読売新聞東京本社 ヨミウリ シンブン トウキョウ ホンシャ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2007		19,250		12F
B4		S・SRC		基礎（耐圧版） キソ タイアツ バン		高炉B種

		106		STRATA　GINZA		ホテル		中央区 チュウオウク		恵比寿ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾟﾚｲｽ㈱ エビス		大成建設一級建築士事務所 タイセイ ケンセツ イッキュウ ケンチクシ ジム ショ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2006		11,410		13F
B1		RC		基礎 キソ		高炉B種

		107		銀座三越新館共同ビル ギンザ ミツコシ シン カン キョウドウ		百貨店 ヒャッカテン		中央区 チュウオウク		㈱三越 ミツコシ		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		鹿島・大成建設JV カジマ タイセイ ケンセツ		2011		81,592		13F
B6		SRC・S(CFT)		基礎 キソ		高炉B種

		108		交詢ビルディング コウ ジュン		店舗他 テンポ ホカ		中央区 チュウオウク		（財）交詢社 ザイ コウジュンシャ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2004		22,002		10F
B2		CFT・S
ＲＣ		杭、マットスラブ クイ		高炉B種

		109		クレストシテｨレジデンス		住宅 ジュウタク		中央区 チュウオウ ク		㈱ゴールドクレスト		㈱南條設計室 ナンジョウ セッケイ シツ		五洋建設㈱ ゴヨウ ケンセツ		2007		39,803		18F
B1		RC		場所打ちコンクリート杭 バショ ウ クイ		高炉B種

		110		パークアクシス日本橋ステージ ニホンバシ		住宅 ジュウタク		中央区 チュウオウク		三井不動産㈱ ミツイ フドウサン		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		2004		13,400		14F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		111		キュードビル 		事務所等 ジム ショ トウ		中央区 チュウオウク		㈱東京エネシス　		清水建設㈱		清水建設㈱		2013		6,819		8F
B1		S		杭 クイ		高炉B種

		112		パークホームズセントラルシティ中央区湊		住宅 ジュウタク		中央区 チュウオウク		三井不動産㈱		㈱住環建築計画		大豊建設㈱		2005		11,073		12F
B1		RC		杭、地中梁		高炉B種

		113		グランスイート虎ノ門 トラ モン		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		丸紅㈱ マルベニ		㈱日建ハウジングシステム ニッケン		丸紅㈱ マルベニ		2007		14,405		21F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		114		衆議院赤坂議員宿舎		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		赤坂シグマタワー㈱		鹿島・日建設計衆議院赤坂議員宿舎整備等事業設計JV カジマ ニッケン セッケイ		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		2006		63,669		28F
B2		RC		杭 クイ		高炉B種

		115		日通商事本社ビル 		事務所等 ジム ショ トウ		港区 ミナトク		日通商事㈱		鹿島建設㈱・日通不動産㈱ ニッツウ フドウサン		鹿島・戸田建設共同企業体		2012		14,950		15F
B1		SRC・S		杭 クイ		高炉B種

		116		浜離宮インターシティ スカイハウス浜離宮		賃貸住宅・
事務所 チンタイ ジュウタク ジム ショ		港区 ミナトク		興和不動産㈱ コウワ フドウサン		㈱日本設計 ニホン セッケイ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2011		34,580		25F
B2		SRC・S		現場造成コンクリート杭 ゲンバ ゾウセイ クイ		高炉B種

		117		環状第二号線新橋･虎ノ門地区第二種市街地再開発事業３街区 カンジョウ ダイ ニゴウ セン シンバシ トラ モン チク ダイニ シュ シガイ チ サイカイハツ ジギョウ マチ ク		事務所・分譲住宅・ホテル等 ジム ショ ブンジョウ ジュウタク ナド		港区 ミナトク		森ビル㈱ モリ		㈱日本設計 ニホン セッケイ		㈱大林組 オオバヤシグミ		2014		244,360		52F
B5		SRC・RC・
S		杭 クイ		高炉B種

		118		第３虎の門電気ビルディング 		事務所等 ジムショトウ		港区 ミナトク		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2013		5,172		12F
B1		SRC・S		杭 クイ		高炉B種

		119		虎ノ門ファーストガーデン 		事務所等 ジムショトウ		港区 ミナトク		ヒューリック㈱		㈱日建設計 ニッケン セッケイ		大成建設㈱		2010		10,155		12F
B2		RC・S		地下2階床以下の躯体		高炉B種

		120		農林中央金庫品川研修センター 		事務所等 ジムショトウ		港区 ミナトク		三井不動産㈱		㈱山下設計		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2014		10,388		14F		S		捨てコンクリート、場所打ちコンクリート杭  バショウ		高炉B種

		121		芝浦水再生センター再構築に伴う上部利用事業 シバウラ ミズ サイセイ サイコウチク トモナ ジョウブ リヨウ ジギョウ		事務所・飲食店等 ジム ショ インショク テン ナド		港区 ミナトク		東京都下水道局、エヌ・ティ・ティ都市開発㈱ トウキョウト ゲスイドウ キョク トシ カイハツ		㈱NTTファシリティーズ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2015		206,025		32F
B1		S		地下躯体、耐圧盤 タイアツ バン		高炉B種

		122		港区立港南小学校　改築工事 ミナトクリツ コウナン ショウガッコウ カイチク コウジ		学校等 ガッコウ トウ		港区 ミナトク		東京都港区 トウキョウト ミナト ク		㈱日本設計 ニホン セッケイ		日本国土・徳倉・三木建設JV ニホン コクド トク クラ ミキ ケンセツ		2010		14,064		5F		SRC		場所打ちコンクリート杭 バショ ウ クイ		高炉B種

		123		中日新聞社品川開発計画 		事務所 ジム ショ		港区 ミナトク		㈱中日新聞社 チュウニチ シンブン シャ		㈱日建設計 ニッケン セッケイ		㈱竹中工務店 タケナカ コウムテン		2011		72,591		19F
B3		SRC・RC
S		CFT柱充填コンクリート ハシラ ジュウテン		高炉B種

		124		パークコート高輪ヒルトップレジデンス		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		㈱新日本建物,三井不動産ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ㈱,㈱明豊ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ ミツイ フドウサン メイホウ		東急建設㈱ トウキュウ ケンセツ		東急建設㈱ トウキュウ ケンセツ		2008		15,599		9F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		125		東海大学高輪キャンパス整備計画 		学校等 ガッコウ トウ		港区 ミナトク		学校法人　東海大学		大成建設㈱		大成建設㈱		2011		45,237		7F
B2		SRC・S		杭 クイ		高炉B種

		126		国際医療福祉大学　三田病院 		病院 ビョウイン		港区 ミナトク		学校法人国際医療福祉大学		㈱安井建築設計事務所 ヤスイ ケンチク セッケイ ジム ショ		戸田建設㈱		2012		36,707		11F
B2		RC		基礎耐圧盤 キソ タイアツ バン		高炉B種

		127		パークコート麻布十番ザ タワー、三田ガーデン 		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		港区 ミナトク		三田小山町地区市街地再開発組合		㈱アール・アイ・エー		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2011		65,422		36F
B1		SRC・RC
S				高炉B種

		128		慶應義塾大学(三田)南校舎建て替え工事 		学校 ガッコウ		港区 ミナトク		慶應義塾 ケイオウ ギジュク		㈱日建設計 ニッケン セッケイ		㈱銭高組 ゼニ タカ グミ		2011		14,877		7F
B1		SRC・RC
S		杭・基礎梁		高炉B種

		129		友愛会館 		事務所等 ジム ショ トウ		港区 ミナトク		㈱友愛会館		㈱安井建築設計事務所		戸田建設㈱		2012		10,002		16F
B2		SRC・S		杭 クイ		高炉B種

		130		芝フロントビル シバ		事務所・店舗 ジム ショ テンポ		港区 ミナトク		メック都市開発1号特定目的会社 トシ カイハツ ゴウ トクテイ モクテキ ガイシャ		㈱三菱地所設計 ミツビシ ジショ セッケイ		㈱大林組 オオバヤシグミ		2014		8,711		9F
B1		SRC・S		杭 クイ		高炉B種

		131		田町フロントビル タマチ		事務所 ジム ショ		港区 ミナトク		芝四開発特定目的会社 シバ ヨン カイハツ トクテイ モクテキ ガイシャ		㈱三菱地所設計 ミツビシ ジショ セッケイ		㈱フジタ		2014		5,748		9F
B1		S		杭 クイ		高炉B種

		132		クラッシィハウス芝浦		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		港区 ミナトク		住友商事㈱ スミトモ ショウジ		㈱日建ハウジングシステム		㈱安藤・間 アンドウ ハザマ		2017		12,906		20F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		133		芝浦アイランド ブルームホームズ		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		㈲芝浦キャナル開発		㈱日建設計 ニッケン セッケイ		大和ハウス工業㈱ ダイワ コウギョウ		2009		14,795		9F		RC・S		1階床以下の躯体		高炉B種

		134		みなとパーク芝浦 シバウラ		集会所、事務所、駐車場 シュウカイショ ジム ショ チュウシャジョウ		港区 ミナトク		港区長 ミナトク チョウ		NTTファシリティーズ		鹿島・きんでん・東熱・須賀異業種建設JV カシマ トウネツ スガ イギョウシュ ケンセツ		2015		50,685		8F
B1		SRC・RC
S		場所打ち鋼管コンクリート杭 バショ ウ コウカン クイ		高炉B種

		135		芝浦工業大学　芝浦キャンパス新大学棟　		大学 ダイガク		港区 ミナトク		学校法人芝浦工業大学		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		2009		12,637		8F
B1		SRC・RC
S		地下躯体		高炉B種

		136		芝浦ルネサイトタワー		賃貸事務所 チンタイ ジム ショ		港区 ミナトク		㈱新日鉄都市開発,日本土地建物㈱ ニホン トチ タテモノ		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		2009		27,223		19F
B2		S・SRC
RC		地下躯体（基礎梁・耐圧版）		高炉B種

		137		警視庁有家族待機宿舎田町住宅		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		東京都		警視庁総務部施設課		奥村・徳倉建設JV ケンセツ		2007		12,979		24F
B1		RC		杭体 クイ タイ		高炉B種

		138		芝浦アイランド　ブルームタワー		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		㈲芝浦キャナル開発		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2008		97,041		48F		RC		杭 クイ		高炉B種

		139		東京ベイシティタワー トウキョウ		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		港区 ミナトク		住友不動産㈱ スミトモ フドウサン		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		2014		15,793		30F
B1		RC		杭 クイ		高炉C種

		140		住友不動産田町ファーストビル 		事務所 ジム ショ		港区 ミナトク		住友不動産㈱		㈱日建設計 ニッケン セッケイ		大成建設㈱		2012		21,802		11F
B1		SRC・RC
S		場所打ちコンクリート杭 バショ ウ クイ		高炉B種

		141		オアーゼ芝浦MJビル シバウラ		事務所 ジム ショ		港区 ミナトク		㈱丸仁ホールディングス マル ジン		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2015		13,060		7F		S		場所打ちコンクリート杭 バショ ウ クイ		高炉B種

		142		オアーゼ芝浦レジデンス シバウラ		賃貸住宅 チンタイジュウタク		港区 ミナトク		㈱丸仁ホールディングス マル ジン		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2014		6,155		14F		RC		杭基礎 クイ キソ		高炉B種

		143		(仮称)住友不動産三田ビル計画 カショウ スミトモ フドウサン サンダ ケイカク		事務所 ジム ショ		港区 ミナトク		住友不動産㈱、住友不動産ﾌｧｲﾅﾝｽ㈱ スミトモ フドウサン		㈱日建設計 ニッケン セッケイ		西松建設㈱ ニシマツ ケンセツ		2015		24,938		13F		RC		杭 クイ		高炉B種

		144		野村不動産芝大門ビル 		事務所等 ジム ショ トウ		港区 ミナトク		野村不動産㈱		野村不動産		戸田建設㈱		2010		16,315		11F　
B2		SRC・RC・
S		杭 クイ		高炉B種

		145		日比谷ビルディング 		テナントオフィス		港区 ミナトク		清和綜合建物㈱ セイワ ソウゴウ タテモノ		㈱山下設計		㈱安藤・間 アンドウ ハザマ		2016		9,459		10F
B1		SRC・RC・
S		場所打ちコンクリート杭、捨てコンクリート バショ ウ クイ ス		高炉B種

		146		トラスコ フィオリートビル 		事務所等 ジム ショ ナド		港区 ミナトク		トラスコ中山㈱ ナカヤマ		㈱日建設計 ニッケン セッケイ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2014		5,819		12F
B1		SRC・RC・
S		杭		高炉B種

		147		（仮称）住友不動産新橋六丁目ビル計画新築工事		テナントオフィス		港区 ミナトク		住友不動産㈱ スミトモ フドウサン		清水建設㈱		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2016		8,398		10F		SRC・S		場所打ちコンクリート杭 バショ ウ クイ		高炉B種 コウロ シュ

		148		日本酒造虎ノ門ビル		テナントオフィス		港区 ミナトク		三井物産都市開発㈱ ミツイ ブッサン トシ カイハツ		大成建設㈱		大成建設㈱		2016		9,877		11F		S		基礎、基礎梁 キソ キソ ハリ		高炉B種

		149		（仮称）西新橋一丁目計画 		事務所等 ジム ショ トウ		港区 ミナトク		オリックス不動産㈱ フドウサン		㈱入江三宅設計事務所		大成建設㈱		2013		6,002		14F
B1		S		地下躯体 		高炉B種

		150		赤坂 ザ レジデンス		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		㈱東京放送		㈱久米設計 クメ セッケイ		TBS開発（住宅棟）建設工事JV ケンセツ コウジ		2008		23,456		21F
B1		RC		現場造成コンクリート杭 ゲンバ ゾウセイ クイ		高炉B種

		151		東京ミッドタウン　ミッドタウンイースト（B棟）		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		三井不動産㈱ ミツイ フドウサン		㈱日建設計		大成・竹中ＪＶ		2007		117,068		25F
B4		SRC・RC
S		杭及び基礎 クイ オヨ キソ		高炉B種

		152		東京ミッドタウン　ミッドタウンウエスト（E棟）		店舗,事務所 テンポ ジム ショ		港区 ミナトク		三井不動産㈱ ミツイ フドウサン		㈱日建設計		大成・竹中ＪＶ		2007		56,324		13F
B3		SRC・RC
S		杭及び基礎 クイ オヨ キソ		高炉B種

		153		赤坂Bizタワー		店舗 テンポ		港区 ミナトク		㈱東京放送		㈱久米設計 クメ セッケイ		TBS開発（業務棟・文化施設棟）建設工事JV ケンセツ コウジ		2008		186,866		39F
B3		R・SRC
RC		杭、マットスラブ		高炉B種

		154		(仮称)赤坂二丁目計画（福吉町）新築工事 		賃貸住宅、事務所 チンタイ ジュウタク ジム ショ		港区 ミナトク		森ビル㈱ モリ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		大成建設㈱		2011		24,823		22F
B1		SRC・S		場所打ちコンクリート杭 バショウ クイ		高炉B種

		155		台場ガーデンシティビル		事務所 ジム ショ		港区 ミナトク		積水ハウス㈱		㈱大林組 オオバヤシグミ		㈱大林組 オオバヤシグミ		2007		18,683		12F
B1		SRC・S		基礎・耐圧版・地下1階床		高炉B種

		156		乃村工藝社本社ビル		事務所 ジム ショ		港区 ミナトク		㈱乃村工藝社		㈱大林組 オオバヤシグミ		㈱大林組 オオバヤシグミ		2007		15,781		13F
B2		SRC・S		基礎・耐圧版・地下1階床		高炉B種

		157		サントリー東京ビル トウキョウ		事務所 ジム ショ		港区 ミナトク		サントリー㈱		㈱安井建築設計事務所 ヤスイ ケンチク セッケイ ジム ショ		サントリー東京新ビル新築工事JV トウキョウ シン シンチク コウジ		2005		34,492		12F
B2		S・SRC		マスコン（基礎梁）杭 キソ ハリ クイ		高炉B種

		158		コモディオ汐留 シオ ト		事務所 ジム ショ		港区 ミナトク		エスペリオ汐留特定目的会社 シオ ト トクテイ モクテキ カイシャ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2006		29,685		9F
B1		RC・S		地下躯体部分 チカ クタイ ブブン		高炉B種

		159		グラディート汐留		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		エスペリオ汐留特定目的会社		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2006		11,290		12F
B1		RC		現場造成杭 ゲンバ ゾウセイ クイ		高炉B種

		160		南青山東急ビル		賃貸事務所 チンタイ ジム ショ		港区 ミナトク		㈲レギーナ		㈱三菱地所設計		前田建設工業㈱ マエダ ケンセツ コウギョウ		2008		11,994		9F
B1		SRC・S		杭 クイ		高炉B種

		161		ラティス青山スクエア		テナントオフィス		港区 ミナトク		日本土地建物㈱		㈱三菱地所設計 ミツビシ ジショ セッケイ		戸田建設㈱		2017		11,405		9F
B1		SRC・RC
S		杭 クイ		高炉B種 コウロ シュ

		162		青山OHMOTOビル		事務所、物販店 ジム ショ ブッパンテン		港区 ミナトク		㈱大本組 オオモト クミ		㈱大本組 オオモト クミ		㈱大本組 オオモト クミ		2016		6,617		10F
B1		S		杭 クイ		高炉B種 コウロ シュ

		163		南青山テラス常盤松フォレスト ミナミアオヤマ ジョウバン マツ		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		三菱地所㈱ ミツビシ ジショ		㈱三菱地所設計 ミツビシ ジショ セッケイ		㈱大林組 オオバヤシグミ		2006		31,210		12F
B2		SRC		杭 クイ		高炉B種

		164		AOYAMA Ms TOWER		住宅他 ジュウタク ホカ		港区 ミナトク		東京地下鉄㈱		㈱日本設計 ニホン セッケイ		東急建設㈱ トウキュウ ケンセツ		2008		14,320		25F
B2		RC・S		耐圧盤からB1F床		高炉B種

		165		シティハウス南麻布一丁目 ミナミアザブ イッチョウメ		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		港区 ミナトク		住友不動産㈱ スミトモ フドウサン		㈱淺沼組 アサヌマグミ		㈱淺沼組		2015		2,746		13F		RC		杭 クイ		高炉B種

		166		駐日欧州連合代表部 		賃貸住宅、事務所 チンタイ ジュウタク ジム ショ		港区 ミナトク		ヨーロッパハウス合同会社 ゴウドウ ガイシャ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2011		10,562		6F
B1		RC				高炉B種

		167		広尾学園中学校・高等学校校舎新築工事 		学校等 ガッコウ トウ		港区 ミナトク		学校法人　順心広尾学園		㈱大建設計		㈱錢高組		2013		17,311		9F
B1		SRC・RC・
S		基礎および基礎梁 		高炉B種

		168		パークホームズ南麻布ザ レジデンス ミナミアザブ		分譲住宅 ブンジョウジュウタク		港区 ミナトク		三井不動産レジデンシャル㈱		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2015		29,376		14F		RC		場所打ちコンクリート杭 バショウ クイ		高炉C種

		169		プレイス白金 シロガネ		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2005		18,607		20F		SRC		杭・基礎 クイ キソ		高炉B種

		170		シティハイツ神明		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		神明開発㈱		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2008		13,024		17F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		171		ホワイトタワー浜松町		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		神明開発㈱		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2008		18,407		24F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		172		ワールド青山		事務所 ジム ショ		港区 ミナトク		三菱UFJ信託銀行㈱		㈱日建設計 ニッケン セッケイ		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		2008		15,328		15F
B1		SRC・RC
S		杭のコンクリート、地下2階床以下の躯体 クイ チカ カイ ユカ イカ ク タイ		高炉B種

		173		（仮称）六本木７丁目計画　新築工事		ホテル、物販店舗、飲食店舗、防災倉庫、駐車場		港区 ミナトク		合同会社ＫＲＦ２２		㈱フジタ		㈱フジタ		2017		14,535		21F
B1		SRC・RC
S		杭 クイ		高炉B種

		174		（仮称）青山大林ビル建替計画 		事務所，百貨店等 ジム ショ ヒャッカテン ナド		港区 ミナトク		大林不動産㈱ オオバヤシ フドウサン		㈱大林組 オオバヤシ クミ		㈱大林組 オオバヤシグミ		2013		13,931		9F
B1		SRC・S		合成デッキトップコンクリート ゴウセイ		ﾌﾗｲｱｯｼｭ，高炉ｽﾗｸﾞを結合材に利用した低炭素型のｺﾝｸﾘｰﾄ コウロ ケツゴウ ザイ リヨウ テイタンソ カタ

		175		アクシア麻布 アザブ		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		豊田通商㈱,アクシア麻布特定目的会社 トヨダ ツウショウ		㈱UG都市建築 ト シ ケンチク		㈱大林組 オオバヤシグミ		2005		17,443		25F
B3		RC		基礎底板（耐圧盤） キソ ソコ イタ タイアツ バン		高炉B種

		176		グランスイート麻布台ヒルトップタワー（仮称）港区麻布台3丁目計画 		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		港区 ミナトク		丸紅㈱		㈱大林組 オオバヤシグミ		㈱大林組 オオバヤシグミ		2014		19,107		28F
B1		RC		杭 クイ		高炉C種

		177		アトラスタワー六本木 ロッポンギ		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		六本木７丁目マンション建替組合 ロッポンギ チョウメ タテカ クミアイ		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		2010		12,983		29F
B2		RC		杭 クイ		高炉B種

		178		THE　ROPPONGI　TOKYO　（六本木三丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物）		分譲賃貸住宅、駐車場 ブンジョウ チンタイ ジュウタク チュウシャジョウ		港区 ミナトク		六本木三丁目地区市街地再開発組合		㈱日建設計 ニッケン セッケイ		大成建設㈱		2011		64,112		39F
B1		SRC・RC
S		場所打ちコンクリート杭 バショウ クイ		高炉B種

		179		警視庁三田警察署庁舎		事務所 ジム ショ		港区 ミナトク		東京都		警視庁総務部施設課		鹿島・京急建設JV ケンセツ		2007		11,967		9F
B1		R		杭 クイ		高炉B種

		180		スカイグランデ汐留		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		大成建設㈱		㈱市浦ハウジング＆プランニング		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2007		11,692		22F
B2		RC		杭、基礎		高炉B種

		181		（仮称）元赤坂Kプロジェクト		賃貸事務所・住宅 チンタイ ジム ショ ジュウタク		港区 ミナトク		鹿島建設㈱		鹿島建設㈱		鹿島建設㈱		2012		53,777		30F
B3		RC・S		1F外部階段基壇部 		高炉B種

		182		パークコート虎ノ門 愛宕タワー		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		丸紅㈱		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2008		27,130		30F		RC		杭 クイ		高炉B種

		183		虎ノ門タワーズ　レジデンス		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		虎ノ門4丁目タワー特定目的会社		鹿島建設㈱		鹿島建設㈱		2006		38,800		41F
B2		RC		基礎 キソ		高炉B種

		184		虎ノ門タワーズ　オフィス		事務所 ジム ショ		港区 ミナトク		鹿島建設㈱		鹿島建設㈱		鹿島建設㈱		2006		59,705		23F
B3		R・SRC
RC		地下、基礎等のマスコンクリート ナド		高炉B種

		185		ベイクレストタワー		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		㈱ゴールドクレスト		三井住友建設㈱		三井住友建設㈱		2006		58,369		40F
B2		RC		杭・基礎梁		高炉B種

		186		パークタワー品川ベイワード シナガワ		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		三井不動産㈱ ミツイ フドウサン		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		2005		43,663		32F
B2		RC		杭 クイ		高炉B種

		187		ワールドシティタワーズ　ブリーズタワー 		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		住友不動産㈱		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水・ピーエス三菱・西武建設JV ケンセツ		2006		65,417		42F
B2		RC		杭、基礎の一部		高炉B種

		188		ワールドシティタワーズ　キャピタルタワー		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		住友不動産㈱		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水・ピーエス三菱・西武建設JV ケンセツ		2006		84,053		43F
B2		RC		杭、基礎の一部		高炉B種

		189		ワールドシティタワーズ アクアタワー		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		住友不動産㈱ スミトモ フドウサン		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水・ピーエス三菱･西武建設JＶ シミズ ミツビシ セイブ ケンセツ		2005		141,802		40F
B２		RC・SRC		杭、基礎の一部 クイ キソ イチブ		高炉B種

		190		都営港南４丁目第３アパート4号棟 トエイ コウナン チョウメ ダイ ゴウトウ		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		東京都知事 トウキョウト チジ		㈱大林組 オオバヤシグミ		大林・協和・三建   異業種特定建設JＶ オオバヤシ キョウワ サン ダテ イギョウシュ トクテイ ケンセツ		2006		29,431		24F		RC・SRC		杭 クイ		高炉B種

		191		品川タワーフェイス シナガワ		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		藤和不動産㈱ トウワ フドウサン		㈱アール・アイ・エー		㈱フジタ		2005		20,626		30F
B２		RC		耐圧盤、地中梁、 基礎 タ アツ バン チチュウ ハリ キソ		高炉B種

		192		高輪　ザ　レジデンス タカナワ		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		高輪1丁目開発計画設計監理JＶ タカナワ チョウメ カイハツ ケイカク セッケイ カンリ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2005		79,865		47F
B1		RC・S		杭 クイ		高炉B種

		193		サンウッド三田パークサイドタワー		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		㈱サンウッド		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2007		10,004		25F
B1		RC・S		杭、基礎の一部 クイ キソ イチブ		高炉B種

		194		慶應義塾大学（三田）南館 ケイオウ ギジュク ダイガク サンダ ミナミ カン		学校 ガッコウ		港区 ミナトク		学校法人慶応義塾 ガッコウ ホウジン ケイオウ ギジュク		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2005		18,174		13F
B3		RC		基礎、擁壁、 下部構造 キソ マモル カベ カブ コウゾウ		高炉B種

		195		三田　Avanti ミタ		事務所他 ジム ショ ホカ		港区 ミナトク		第一生命保険相互会社 ダイイチ セイメイ ホケン ソウゴ カイシャ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2005		16,615		８Ｆ
B1		S・SRC
CFT		基礎 キソ		高炉B種

		196		COMFORIA三田伊皿子坂 ミタ イ サラ コ サカ		住宅他 ジュウタク ホカ		港区 ミナトク		ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ都市開発㈱ トシ カイハツ		㈱東急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ トウキュウ セッケイ		㈱銭高組 ゼニ タカ クミ		2007		10,726		11F
B2		RC		基礎部分 キソ ブブン		高炉B種

		197		クレストプライムタワー芝		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		㈱ゴールドクレスト		松田平田設計・清水建設設計JV セッケイ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2008		49,973		39F
B2		RC・R		地下躯体の一部 チカ ク タイ イチブ		高炉B種

		198		キャピタルマークタワー		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		東急不動産㈱ トウキュウ フドウサン		㈱日建ハウジングシステム		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		2008		99,485		47F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		199		芝浦アイランド　グローヴタワー		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		三井不動産レジデンシャル㈱ ミツイ フドウサン		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		2006		98,830		49F
B1		RC・R		杭 クイ		高炉B種

		200		芝浦アイランド　エアタワー（住宅棟）・エアテラス（店舗棟） 		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		㈲芝浦アイランド・アパートメント		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		2007		89,022		48F
B1		RC・SRC		杭 クイ		高炉B種

		201		パークタワー芝浦ベイワード アーバンウイング 		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		三井不動産㈱		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2005		20,663		29F
B1		RC		杭、基礎の一部 		高炉B種

		202		パークタワー芝浦ベイワードオーシャンウイング シバウラ		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		三井不動産㈱ ミツイ フドウサン		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2005		20,679		29F
B1		RC		杭・基礎の一部 クイ キソ イチブ		高炉B種

		203		パシフィックタワー愛宕山 アタゴ ヤマ		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		総合地所㈱ ソウゴウ ジショ		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		2007		13,491		31F
B1		RC		現場造成杭 ゲンバ ゾウセイ クイ		高炉B種

		204		アパートメンツ西麻布 ニシ アザブ		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		東京建物㈱ トウキョウ タテモノ		安藤建設㈱ アンドウ ケンセツ		安藤建設㈱ アンドウ ケンセツ		2004		11,362		14F
B1		SRC		場所打ちコンクリート杭 バショウ クイ		高炉B種

		205		オリックス赤坂２丁目ビル アカサカ チョウメ		事務所 ジム ショ		港区 ミナトク		オリックス・リアルエステート㈱		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		2004		14,751		10F
B2		CFT・SRC
RC		地下躯体、杭 チカ クタイ クイ		高炉B種

		206		The Towers DAIBA		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		オリックス・リアルエステート㈱		浅井謙建築研究所㈱ アサイ ケン ケンチク ケンキュウショ		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		2006		76,086		33F
B1		RC・Ｓ		杭 クイ		高炉B種

		207		南青山一丁目スクエア		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		南青山アパートメント㈱		大成建設㈱，㈱UG都市建築 タイセイ ケンセツ トシ ケンチク		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2007		71,980		46F
B2		RC		基礎 キソ		高炉B種

		208		白金タワー シロガネ		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		白金1丁目東地区市街地再開発組合 シロガネ チョウメ ヒガシ チク シガイチ サイカイハツ クミアイ		㈱梓設計 アズサ セッケイ		鹿島・長谷工・新日本製鐵JV		2005		78,550		42F
B3		RC		基礎部（店舗棟部分は除く） キソ ブ テンポ トウ ブブン ノゾ		高炉B種

		209		白金一丁目東地区第一種市街地再開発事業　業務棟		事務所 ジム ショ		港区 ミナトク		白金一丁目東地区市街地再開発組合		㈱梓設計		鹿島・長谷工・新日本製鐵JV		2005		50,631		26F
B2		R・SRC		基礎、CFT		高炉B種

		210		グランドヒルズ白金台 シロガネダイ		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		住友不動産㈱ スミトモ フドウサン		㈱エンドウ・アソシエイツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2004		12,975		14F
B3		SRC・ＲC		耐圧盤、杭 タ アツ バン クイ		高炉B種

		211		文化放送メディアプラス		事務所 ジム ショ		港区 ミナトク		文化放送㈱ ブンカ ホウソウ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2006		13,636		13F
B2		CFT･SRC		杭、基礎、地下		高炉B種

		212		ザ・グランスイート六本木 ロッポンギ		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		丸紅㈱ マルベニ		前田建設工業㈱ マエダ ケンセツ コウギョウ		前田建設工業㈱ マエダ ケンセツ コウギョウ		2005		11,141		14F
B2		SRC		杭 クイ		高炉B種

		213		パシフィックタワー六本木 ロッポンギ		住宅 ジュウタク		港区 ミナトク		セコムホームライフ㈱		都市コンサルタンツアイ･ディー･シー㈱ ト シ		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		2006		10,008		27F
B3		RC・S		基礎梁～B1床スラブ キソ ハリ ユカ		高炉B種

		214		学校法人成城学校新校舎		学校 ガッコウ		新宿区 シンジュクク		学校法人成城学校		大成建設㈱		大成建設㈱		2015		14,231		5F
B1		RC・S		杭 クイ		高炉B種

		215		新宿山吹アインスタワー		住宅 ジュウタク		新宿区 シンジュク ク		藤和不動産㈱		㈱エフティー建築設計事務所		㈱フジタ		2008		13,216		24F
B2		RC		杭 クイ		高炉B種

		216		第２研究棟		事務所 ジム ショ		新宿区 シンジュクク		北関東防衛局 キタ カントウ ボウエイ キョク		㈱久米設計 クメ セッケイ		㈱熊谷組 クマガヤ グミ		2016		11,078		7F
B1		RC・S		捨てコンクリート ス		高炉B種 コウロ シュ

		217		東京女子医科大学・早稲田大学連携先端生命医科学研究教育施設		学校 ガッコウ		新宿区 シンジュク ク		学校法人東京女子医科大学、学校法人早稲田大学		㈱現代建築研究所		大成・間・五洋建設JV ケンセツ		2008		20,036		3F
B2		S
RC・SRC		地中梁		高炉B種

		218		(仮称)新宿松竹会館 		集会所 シュウカイ ジョ		新宿区 シンジュク ク		松竹㈱		㈱松田平田設計		大成建設㈱		2008		14,959		12F
B2		SRC・RC		地下耐圧板		高炉B種

		219		コンフォリア東新宿ステーションフロント		賃貸住宅 チンタイ ジュウタク		新宿区 シンジュクク		東急不動産㈱		㈱IAO竹田設計		㈱フジタ		2017		6,076		12B
B1		RC		杭 クイ		高炉B種 コウロ シュ

		220		（仮称）新宿三丁目共同ビル 		百貨店 ヒャッカテン		新宿区 シンジュクク		㈱丸井 マル イ		石本建築事務所・三菱地所設計JV ミツビシ ジショ セッケイ		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		2011		21,848		8F
B2		SRC・S		杭のコンクリート クイ		高炉B種

		221		新宿三丁目　イーストビル		店舗他 テンポ ホカ		新宿区 シンジュク ク		新宿三丁目東地区市街地再開発個人施行者		大成建設㈱		大成建設㈱		2007		26,361		14F
B3		RC		杭、基礎・基礎梁		高炉B種

		222		モード学園　コクーンタワー ガクエン		学校他 ガッコウ ホカ		新宿区 シンジュク ク		学校法人モード学園		㈱丹下都市建築設計		清水建設㈱		2008		80,903		50F
B4		SRC・S		アースドリル杭 クイ		高炉B種

		223		東京医科大学西新宿キャンパス　新教育研究棟		学校等 ガッコウ トウ		新宿区 シンジュクク		学校法人東京医科大学		㈱日建設計		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2014		16,511		16F		S		場所打ち鉄筋コンクリート杭等 		高炉B種

		224		住友不動産　西新宿ビル スミトモ フドウサン ニシ シンジュク		事務所、住宅 ジム ショ ジュウタク		新宿区 シンジュクク		住友不動産㈱ スミトモ フドウサン		㈱日建設計 ニッケン セッケイ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2010		39,143		33F
B2		S		1F以下の躯体・杭 イカ クタイ クイ		高炉B種

		225		プロスペクト・アクス・ザ・タワー新宿 シンジュク		住宅 ジュウタク		新宿区 シンジュクク		㈱菱和ライフクリエイト リョウワ		浅井謙建築研究所㈱ アサイ ケン ケンチク ケンキュウショ		㈱奥村組 オクムラグミ		2006		19,311		32F
B2		RC				高炉B種

		226		早稲田大学 11号館		学校 ガッコウ		新宿区 シンジュク ク		学校法人 早稲田大学		㈱山下設計		戸田建設㈱		2009		34,226		14F
B2		S・SRC		耐圧版・基礎梁		高炉B種

		227		慶應義塾大学信濃町地区３号館		学校 ガッコウ		新宿区 シンジュク ク		慶応義塾 ケイオウ ギジュク		㈱竹中工務店 タケナカ コウムテン		㈱竹中工務店 タケナカ コウムテン		2012		21,354		6F		RC・S		場所打ちコンクリート杭 バショ ウ クイ		高炉B種

		228		東京都立新宿高等学校 トウキョウ トリツ シンジュク コウトウ ガッコウ		学校 ガッコウ		新宿区 シンジュクク		東京都知事 トウキョウト チジ		東京都財務局建築保全部 トウキョウ ト ザイムキョク ケンチク ホゼン ブ		大成・小田急・今西建設JV タイセイ オダキュウ イマニシ ケンセツ		2005		16,956		7F　　　		RC		杭 クイ		高炉B種

		229		創価学会　創価文化センター 		集会所等 シュウカイ ジョ トウ		新宿区 シンジュクク		創価学会		㈱久米設計 クメ		三菱商事㈱		2012		16,433		6F
B2		SRC・S		マスコンクリート		高炉B種

		230		東京都子ども家庭総合センター(仮称) 		事務所等 ジム ショ トウ		新宿区 シンジュクク		東京都知事		㈱豊建築事務所		奥村・南海辰村・近藤建設JV		2012		14,497		7F
B1		SRC・S		場所打ち杭 バショ ウ クイ		高炉B種

		231		新宿区立愛日小学校		学校 ガッコウ		新宿区 シンジュクク		新宿区長 シンジュクク チョウ		共同設計㈱ キョウドウ セッケイ		関東建設工業㈱ カントウ ケンセツ コウギョウ		2017		6,670		4F
B1		RC・S		場所打ち杭 バショ ウ クイ		高炉B種

		232		ザ・センター東京 トウキョウ		住宅 ジュウタク		新宿区 シンジュク ク		野村不動産㈱･三井不動産ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ㈱･三菱地所㈱ ノムラ フドウサン ミツイ フドウ サン ミツビシ ジショ		㈱大林組 オオバヤシ クミ		㈱大林組 オオバヤシ クミ		2007		53,228		38F
B2		RC		場所打ちコンクリート杭 バショ ウ クイ		高炉B種

		233		市ヶ谷庁舎（庁舎C3）		自衛隊施設 ジエイタイ シセツ		新宿区 シンジュク ク		北関東防衛局		北関東防衛局		清水・東急・松村組建設JV ケンセツ		2008		26,692		2F
B5		SRC・RC		基礎部分 キソ ブブン		高炉B種

		234		シティータワー新宿新都心 シンジュク シントシン		住宅 ジュウタク		新宿区 シンジュクク		住友不動産㈱ スミトモ フドウサン		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2005		28,727		37F　　		RC・S		杭 クイ		高炉B種

		235		ルネ神楽坂 カグラザカ		住宅 ジュウタク		新宿区 シンジュク ク		総合地所㈱ ソウゴウ ジショ		東海興業㈱ トウカイ コウギョウ		東海興業㈱ トウカイ コウギョウ		2007		10,133		17F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		236		神楽坂トワイシアヒルサイドレジデンス カグラザカ		住宅 ジュウタク		新宿区 シンジュクク		三菱地所㈱ ミツビシ ジショ		㈱大林組 オオバヤシグミ		㈱大林組 オオバヤシグミ		2004		23,905		11F
B1		RC		コンクリート現場造成杭 ゲンバ ゾウセイ クイ		高炉B種

		237		都営住宅16H-107東（百人町四丁目第4）工事 トエイ ジュウタク ヒガシ コウジ		住宅 ジュウタク		新宿区 シンジュク ク		東京都知事 トウキョウ ト チジ		東京都東部住宅建設事務所 トウキョウ ト トウブ ジュウタク ケンセツ ジム ショ		馬淵･辻建設JV マブチ ツジ ケンセツ		2007		10,965		12F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		238		東洋大学白山キャンパス６号館 トウヨウ ダイガク ハクサン ゴウ カン		学校 ガッコウ		文京区 ブンキョウク		学校法人東洋大学 ガッコウ ホウジン トウヨウ ダイガク		㈱日建設計 ニッケン セッケイ		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		2005		23,325		5F
B2		SRC・RC
S		地下1階床以下の躯体 チカ カイ ユカ イカ ク タイ		高炉B種

		239		文京学院大学　本郷キャンパスS館 ブンキョウガクインダイガク ホンゴウ カン		学校 ガッコウ		文京区 ブンキョウク		学校法人文京学園 ガッコウ ホウジン ブンキョウ ガクエン		清水建設㈱		清水建設㈱		2014		9,669		11F
B1		RC・SRC		場所打ち杭 バショ ウ クイ		高炉B種

		240		日本医科大学　基礎医学大学院棟(仮称) カショウ		大学 ダイガク		文京区 ブンキョウク		学校法人　日本医科大学		㈱伊藤喜三郎建築研究所		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2007		14,520		4F
B2		RC		基礎躯体 キソ ク タイ		高炉B種

		241		ザ･ライオンズ上野の森 ウエノ モリ		住宅 ジュウタク		文京区 ブンキョウク		㈱大京 ダイキョウ		㈱日建ハウジングシステム ニッケン		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		2008		18,547		19F
B1		RC・S		杭､基礎、耐圧スラブ クイ キソ タイアツ		高炉B種

		242		（仮称）中央教室棟･南教室建築工事 カリ ショウ チュウオウ キョウシツ トウ ミナミ キョウシツ ケンチク コウジ		学校 ガッコウ		文京区 ブンキョウク		拓殖大学 タクショク ダイガク		㈱梓設計 アズサ セッケイ		西松建設㈱ ニシマツ ケンセツ		2008		13,559		7F
B1		RC		場所打ちコンクリート杭 バショ ウ クイ		高炉B種

		243		アトラスタワー茗荷谷		分譲住宅、飲食店、事務所 ブンジョウ ジュウタク インショク テン ジム ショ		文京区 ブンキョウク		茗荷谷駅前地区市街地再開発組合		㈱日本設計		鹿島建設㈱		2011		35,306		25F
B2		RC・S		杭 クイ		高炉B種

		244		跡見学園女子大学　文京キャンパス2号館		大学 ダイガク		文京区 ブンキョウク		学校法人　跡見学園		㈱日本設計		鹿島建設㈱		2008		11,903		9F
B1		SRC		杭 クイ		高炉B種

		245		オリックス上野1丁目ビル 		事務所、物販店		文京区 ブンキョウク		オリックス㈱		㈱竹中工務店 タケナカ コウムテン		㈱竹中工務店 タケナカ コウムテン		2016		14,397		10F
B1		SRC・S		杭 クイ		高炉B種 コウロ シュ

		246		ＴＲＣ本社ビル 		事務所等 ジム ショ トウ		文京区 ブンキョウク		㈱図書館流通センター　		鹿島建設㈱		鹿島建設㈱		2013		7,087		12F
B1		S		基礎部（地下1階以下） 		高炉B種

		247		(仮称）湯島ビル カショウ ユシマ		通信機械室 ツウシン キカイシツ		文京区 ブンキョウク		㈱ＮＴＴファシリティーズ　		㈱ＮＴＴファシリティーズ　		㈱大林組		2011		13,227		16F		RC		一階より下部　（基礎、基礎梁、杭）		高炉B種

		248		東洋大学白山第2キャンパス　京北中学校・高等学校建設計画（学校） ダイ ケイホク チュウガッコウ コウトウ ガッコウ ケンセツ ケイカク ガッコウ		学校等 ガッコウ トウ		文京区 ブンキョウク		学校法人　東洋大学		㈱日建設計 ニッケン セッケイ		鹿島建設㈱		2015		19,396		4F
B2		SRC・RC・
S		杭 クイ		高炉B種

		249		東洋大学白山キャンパス創立125周年記念研究棟（仮称）計画 		学校等 ガッコウ トウ		文京区 ブンキョウク		学校法人　東洋大学		㈱日建設計 ニッケン セッケイ		鹿島建設㈱		2012		19,201		9F
B1		RC		場所打ちコンクリート杭 バショ ウ クイ		高炉B種

		250		工学系総合研究棟 コウガク ケイ ソウゴウ ケンキュウ ムネ		学校 ガッコウ		文京区 ブンキョウク		東京大学 トウキョウ ダイガク		東京大学施設部 トウキョウ ダイガク シセツ ブ		清水・戸田・鴻池ＪＶ   他3社 シミズ トダ コウノイケ ホカ シャ		2005		28,896		12F
B1		S・SRC		杭および基礎部躯体 クイ キソ ブ ク タイ		高炉B種

		251		東京大学医学部附属病院中央診療棟Ⅱ期 トウキョウ ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン チュウオウ シンリョウ トウ キ		病院 ビョウイン		文京区 ブンキョウク		東京大学 トウキョウ ダイガク		東京大学施設部 トウキョウ ダイガク シセツ ブ		大林･銭高･池田特定建設JＶ オオバヤシ ゼニ タカ イケダ トクテイ ケンセツ		2006		36,194		9F
B3		S・SRC		耐圧版 タイアツ バン		高炉B種

		252		東京大学理学系総合研究棟 トウキョウ ダイガク リガク ケイ ソウゴウ ケンキュウ ムネ		学校 ガッコウ		文京区 ブンキョウク		国立大学法人 東京大学 コクリツ ダイガク ホウジン トウキョウ ダイガク		国立大学法人 東京大学 コクリツ ダイガク ホウジン トウキョウ ダイガク		鴻池・松村・第一特定建設JV コウノイケ マツムラ ダイイチ トクテイ ケンセツ		2005		15,873		11F
B2		S・SRC		基礎コンクリート キソ		高炉B種

		253		(仮称)ドン・キホーテ後楽園ビル 新築工事（ホテル） カショウ コウラクエン シンチク コウジ		ホテル・百貨店 ヒャッカテン		文京区 ブンキョウク		日本アセットマーケティング㈱ ニホン		(有)テクノフォルム ユウ		大成建設㈱		2014		19,443		10F
B2		S・SRC		場所打造成杭 バショ ウ ゾウセイ クイ		高炉B種

		254		東京大学医学部教育研究棟		大学 ダイガク		文京区 ブンキョウク		国立大学法人東京大学		国立大学法人東京大学		大成・戸田・辻特定建設JV トクテイ ケンセツ		2006		18,548		14F
B2		SRC		杭・基礎 クイ キソ		高炉B種

		255		浅草タワー アサクサ		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		台東区 タイトウク		三菱地所レジデンス㈱、三菱倉庫㈱ ミツビシ ソウコ		㈱フジタ一級建築士事務所		㈱フジタ		2012		68,912		37F
B2		RC		場所打ちコンクリート杭 バショ ウ クイ		高炉B種

		256		メトロステージ上野		賃貸住宅 チンタイ ジュウタク		台東区 タイトウク		東京地下鉄㈱		㈱慎設計事務所		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		2013		5,206		14F
B1		RC		杭 クイ		高炉C種

		257		ライオンズタワー上野黒門町 ウエノ クロモン マチ		住宅 ジュウタク		台東区 タイトウク		㈱大京 ダイキョウ		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		2006		10,710		20F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		258		台東区立台東病院・台東区立老人保健施設千束		病院 ビョウイン		台東区 タイトウク		台東区		㈱日総建		ナカノフドー・三平・大雄・三ツ目特定建設工事JV トクテイ ケンセツ コウジ		2009		17,328		8F
B1		RC		杭の部分 クイ ブブン		高炉B種

		259		ＴＩＸＴＯＷＥＲ　ＵＥＮＯ 		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		台東区 タイトウク		東京建物㈱、伊藤忠都市開発㈱、東京開発K特定目的会社 トウキョウ カイハツ トクテイ モクテキ カイシャ		㈱フジタ一級建築士事務所		㈱フジタ		2010		23,921		18F
B1		S		杭 クイ		高炉B種

		260		上野イーストタワー ウエノ		テナントオフィス		台東区 タイトウク		ナエバ・プロパティ―ズ特定目的会社、清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱		清水建設㈱		2016		41,607		25F
B1		S		杭 クイ		高炉B種

		261		京成曳舟駅前東第二南地区第一種市街地再開発事業施設建築物		分譲住宅、事務所等 ブンジョウ ジュウタク ジム ショ ナド		墨田区 スミダク		京成曳舟駅前東第二南地区市街地再開発組合		㈱佐藤総合計画		戸田・坂田建設JV		2013		15,080		22F
B		RC・S		杭 クイ		高炉B種

		262		イーストコア曳舟 		住宅 ジュウタク		墨田区 スミダク		(独)都市再生機構 ドク トシ サイセイ キコウ		(独)都市再生機構 ドク トシ サイセイ キコウ		㈱奥村組 オクムラグミ		2010		87,516		41F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		263		プラウド錦糸公園 キンシ コウエン		住宅 ジュウタク		墨田区 スミダク		野村不動産㈱、JFE都市開発㈱、栄泉不動産㈱ ノムラ フドウサン トシ カイハツ サカエ イズミ フドウサン		㈱淺沼組 アサヌマグミ		㈱淺沼組 アサヌマグミ		2005		15,364		14F
B1		RC		杭（現場造成杭） クイ		高炉B種

		264		シャリエ錦糸町ハウス キンシチョウ		住宅 ジュウタク		墨田区 スミダク		東レ建設㈱、㈱室町クリエイト トウ ケンセツ ムロマチ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2006		11,002		7F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		265		クレストフォルム亀戸ビューフォート カメ ト		住宅 ジュウタク		墨田区 スミダク		㈱ゴールドクレスト		㈱さとうベネック		㈱さとうベネック		2004		20,708		15F
B1		RC		杭・基礎 クイ キソ		高炉B種

		266		東京スカイツリータウン 		百貨店等 ヒャッカテン トウ		墨田区 スミダク		東武鉄道㈱		㈱日建設計 ニッケン セッケイ		㈱大林組、大成建設㈱ オオバヤシグミ タイセイ ケンセツ		2012		228,356		31F
B3		SRC・RC・
S		場所打ちコンクリート杭 バショ ウ クイ		高炉B種

		267		（仮称）東武鉄道新本社ビル カショウ トウブ テツドウ シン ホンシャ		事務所 ジム ショ		墨田区 スミダク		東武鉄道㈱ トウブ テツドウ		佐藤総合計画㈱ サトウ ソウゴウ ケイカク		東武谷内田建設・東武建設・河本工業JV		2010		23,174		6F
B1		SRC・RC・
S		基礎、地中梁 キソ チチュウ ハリ		高炉B種

		268		京成曳舟駅前東第三地区第一種市街地再開発事業施設建築物		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		墨田区 スミダク		京成曳舟駅前東第三地区市街地再開発組合		㈱佐藤設計 サトウ セッケイ		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		2015		27,269		28F
B1		RC・S		杭 クイ		高炉C種

		269		（仮称）新ロッテプラザ計画 カショウ シン ケイカク		ホテル等 トウ		墨田区 スミダク		㈱ロッテ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2010		14,491		19F
B2		SRC・S		基礎 キソ		高炉B種

		270		リエトコート錦糸町 キンシチョウ		住宅 ジュウタク		墨田区 スミダク		㈱中央コーポレーション		㈱トツカ・セッケイ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2009		12,958		15F		RC		現場造成コンクリート杭		高炉B種

		271		パークタワー錦糸町		住宅 ジュウタク		墨田区 スミダク		三井不動産レジデンシャル㈱		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2009		25,119		28F
B1		RC・S		杭 クイ		高炉B種

		272		（仮称）太平四丁目錦糸町開発計画 カショウ タイヘイ ヨン チョウメ キンシチョウ カイハツ ケイカク		住宅他 ジュウタク ホカ		墨田区 スミダク		東京建物㈱ トウキョウ タテモノ		㈱久米設計 クメ セッケイ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2006		264,770		45F
B2		S・SRC
RC・CFT		杭、基礎梁 クイ キソ ハリ		高炉B種

		273		ヤマタネビル新館 		事務所等 ジム ショ トウ		江東区 コウトウク		㈱ヤマタネ　		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2012		12,208		8F		S		杭 クイ		高炉B種

		274		福山通運（株）東京支店　ターミナル棟		倉庫 ソウコ		江東区 コウトウク		福山通運㈱ フクヤマ ツウウン		㈱梓設計 アズサ セッケイ		五洋建設㈱ ゴ ヨウ ケンセツ		2017		100,109		7F		SRC・S		杭、捨てコンクリート　等 クイ ス トウ		高炉B種 コウロ シュ

		275		（仮称）福山通運（株）東京支店　社宅棟		賃貸住宅 チンタイ ジュウタク		江東区 コウトウク		福山通運㈱ フクヤマ ツウウン		㈱梓設計 アズサ セッケイ		五洋建設㈱ ゴ ヨウ ケンセツ		2015		14,545		10F		RC		杭、捨てコンクリート クイ ス		高炉B種

		276		リゾセントラルコート東陽町		住宅 ジュウタク		江東区 コウトウク		日本中央地所㈱		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセコウ		2005		11,406		15F		RC		杭 クイ		高炉B種

		277		シティハウス豊洲キャナルテラス 		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		江東区 コウトウク		住友不動産㈱		㈱鴻池組		㈱鴻池組		2012		11,267		15F		RC		杭 クイ		高炉C種

		278		ソラネットシティ		住宅 ジュウタク		江東区 コウトウク		有楽土地㈱		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2005		45,919		17F		SRC		杭 クイ		高炉B種

		279		亀戸レジデンス カメイド		住宅 ジュウタク		江東区 コウトウク		㈱大京、オリックス不動産㈱		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2008		82,494		17F
B1		SRC・RC・
S				高炉B種

		280		枝川倉庫 		倉庫 ソウコ		江東区 コウトウク		日本パーカライジング㈱		㈱久米設計　		坪井工業㈱		2008		17,271		6F		SRC・S		基礎コンクリート 		高炉B種

		281		株式会社アクティオ東京DLセンター 		倉庫、事務所 ソウコ ジム ショ		江東区 コウトウク		㈱アクティオホールディングス		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		2016		17,357		5F		S		基礎、基礎梁 キソ キソ ハリ		高炉B種 コウロ シュ

		282		ニューライズシティー東京ベイハイライズ トウキョウ		住宅 ジュウタク		江東区 コウトウク		興和不動産㈱ コウワ フドウサン		（有〕湯本建築事務所 ユウ ユモト ケンチク ジム ショ		南海辰村建設㈱ ナンカイ タツムラ ケンセツ		2006		38,407		20F
B1		SRC・RC		基礎梁等 （ﾏｽｺﾝｸﾘｰﾄ部） キソ ハリ トウ ブ		高炉B種

		283		グランエスタ		住宅 ジュウタク		江東区 コウトウク		東京建物㈱		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		2006		68,040		20F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		284		東京国際郵便局		郵便局 ユウビンキョク		江東区 コウトウク		日本郵政公社		日本郵政公社　施設計画部		戸田・西松・五洋･ナカノフドー・東亜建設工事JV ケンセツ コウジ		2005		31,933		4F		S		基礎躯体部分 キソ ク タイ ブブン		高炉B種

		285		オーベル東陽町サウシア		住宅 ジュウタク		江東区 コウトウク		有楽土地㈱		㈱安宅設計		㈱長谷工コーポレーション ハセコウ		2007		16,060		20F		RC		現場造成杭		高炉B種

		286		砂町水再生センター　第二汚泥処理棟 		下水処理場 ゲスイ ショリジョウ		江東区 コウトウク		東京都公営企業管理者		日本上下水道設計㈱		㈱銭高組		2014		15,607		3F
B2		RC・SRC		地下部躯体 		高炉B種

		287		（仮称）株式会社 関電工　江東・銀座統合事務所 		工場等 コウジョウ トウ		江東区 コウトウク		東電不動産㈱ トウデン フドウサン		日建設計㈱・関電工㈱ ニッケン セッケイ カンデンコウ		清水建設㈱		2011		12,320		6F		SRC・S		1階床以下 		高炉B種

		288		クレッセント東京VIEW TOWER トウキョウ		住宅 ジュウタク		江東区 コウトウク		㈱モリモト		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		2005		16,541		24F
B2		RC		現場造成杭		高炉B種

		289		新木場タワー シンキバ		事務所 ジム ショ		江東区 コウトウク		JKホールディングス㈱		㈱梓設計		前田建設工業㈱		2007		14,972		18F		S・RC		マスコンクリート（基礎部全体）、CFT充填コンクリート、杭 キソ ブ ゼンタイ ジュウテン クイ		高炉B種

		290		大明新木場ビル ダイ メイ シン キバ		事務所 ジム ショ		江東区 コウトウク		大明㈱ ダイ メイ		㈱NTTファシリティーズ		西松建設㈱ ニシマツ ケンセツ		2009		11,912		8F		S		杭、基礎梁、1F床		高炉A種 コウロ シュ

		291		新木場物流センター建設工事 シン キバ ブツリュウ ケンセツ コウジ		倉庫 ソウコ		江東区 コウトウク		ミツワ不動産㈱ フドウサン		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2010		15,243		5F		RC・S		基礎 キソ		高炉B種

		292		警視庁航空隊江東飛行センター改築工事 		事務所等 ジム ショ トウ		江東区 コウトウク		東京都知事 トウキョウト チジ		㈱相和技術研究所		大成・丹勢建設共同企業体		2013		6,065		4F		RC・S		既存杭撤去埋戻し用流動化処理材 		高炉B種

		293		新木場物流センター		倉庫、事務所 ソウコ ジム ショ		江東区 コウトウク		一般社団法人ＩＫインベストメント		新日鉄住金エンジニアリング㈱		新日鉄住金エンジニアリング㈱		2015		9,800		5F		S		基礎、基礎梁 キソ キソ ハリ		高炉B種

		294		ホームセンターコーナン深川店		店舗 テンポ		江東区 コウトウク		ダイヤモンドリース㈱		大和ハウス工業㈱		大和ハウス工業㈱		2006		18,187		4F		S		基礎 キソ		高炉B種

		295		㈱上組 東京中央埠頭 東京多目的物流ｾﾝﾀｰ及び東京ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ		倉庫 ソウコ		江東区 コウトウク		㈱上組 カミグミ		五洋建設㈱ ゴヨウ ケンセツ		五洋建設㈱ ゴ ヨウ ケンセツ		2004		32,844		6F
PH1F		S・SRC
CFT		基礎、地中梁 キソ チチュウ ハリ		高炉B種

		296		都立産業技術研究センター(H19)新築工事 		研究所 ケンキュウショ		江東区 コウトウク		東京都知事　		㈱日建設計		㈱フジタ　		2011		33,130		5F		SRC・S		1FL以深のコンクリート 		高炉B種

		297		スーパーエコプラント		ごみ処理場 ショリジョウ		江東区 コウトウク		東京臨海リサイクルパワー㈱		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2007		19,488		5F
B1		SRC・RC・
S		底盤、基礎梁、土に接する1F床		高炉B種

		298		海上保安庁海洋情報部庁舎（仮称） 		事務所等 ジム ショ トウ		江東区 コウトウク		国土交通省関東地方整備局長　		㈱安井建築設計事務所 		東亜建設工業㈱ 		2011		19,895		10F		S		1FL以下の躯体 		高炉B種

		299		プラウドタワー亀戸 カメイド		住宅 ジュウタク		江東区 コウトウク		野村不動産㈱		㈱淺沼組		㈱淺沼組		2009		12,000		20F
B1		RC				高炉B種

		300		リエトコート大島		住宅 ジュウタク		江東区 コウトウク		双日㈱		㈱長谷工コーポレーション ハセコウ		㈱長谷工コーポレーション ハセコウ		2007		13,421		15F		RC		杭 クイ		高炉B種

		301		パークアクシス辰巳ステージ タツミ		住宅 ジュウタク		江東区 コウトウク		三井不動産㈱ ミツイ フドウサン		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2008		22,928		13F
B1		RC・S		杭 クイ		高炉B種

		302		三井倉庫　辰巳SSセンター		事務所 ジム ショ		江東区 コウトウク		三井倉庫㈱ ミツイ ソウコ		大成建設㈱		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2011		32,222		6F		RC		杭 クイ		高炉B種

		303		辰巳第二倉庫計画		工場、事務所 コウジョウ ジム ショ		江東区 コウトウク		月島倉庫㈱ ツキシマ ソウコ		㈱安藤・間 アンドウ ハザマ		㈱安藤・間 アンドウ ハザマ		2017		7,209		4F		S		基礎及び基礎梁 キソ オヨ キソ ハリ		高炉B種 コウロ シュ

		304		クレヴィア辰巳　キャナルステージ 		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		江東区 コウトウク		伊藤忠都市開発㈱		㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2013		5,742		13F		RC		場所打ち（現場造成）杭 バショ ウ ゲンバ ゾウセイ クイ		高炉C種

		305		クレヴィア辰巳　ブライトステージ 		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		江東区 コウトウク		伊藤忠都市開発㈱		㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2013		4,250		13F		RC		場所打ち（現場造成）杭 バショ ウ ゲンバ ゾウセイ クイ		高炉C種

		306		日本赤十字社辰巳ビル ニホン セキジュウジ シャ タツミ		事務所 ジム ショ		江東区 コウトウク		日本赤十字社 ニホン セキジュウジ シャ		㈱現代建築研究所 ゲンダイ ケンチク ケンキュウショ		㈱大林組 オオバヤシグミ		2006		17,873		6F　　		RC		マスコンクリート （地下躯体） チカ ク タイ		高炉B種

		307		BEACON Tower Residence		住宅 ジュウタク		江東区 コウトウク		有楽土地㈱、名鉄不動産㈱、㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ユウラク トチ メイテツ フドウサン ハセコウ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ、大成建設㈱ ハセ コウ タイセイ ケンセツ		2009		53,210		41F
B1		RC･S		コンクリート現場造成杭 ゲンバ ゾウセイ クイ		高炉B種

		308		KDX豊洲グランスクエア 		事務所 ジム ショ		江東区 コウトウク		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2011		63,661		10F		S		杭の中詰コンクリート クイ ナカ ヅメ		高炉B種

		309		東雲キャナルファーストタワー		住宅 ジュウタク		江東区 コウトウク		丸紅㈱、興和不動産㈱、㈱ｱｰﾊﾞﾝｺｰﾎﾟﾚｲｼｮﾝ コウワ フドウサン		㈱大林組 オオバヤシグミ		㈱大林組 オオバヤシ グミ		2008		52,416		42F
B2		RC		コンクリート現場造成杭		高炉B種

		310		東雲合同庁舎 		事務所等 ジム ショ トウ		江東区 コウトウク		東雲グリーンフロンティアPFI㈱		代表取締役社長　山田　幸夫		鹿島建設㈱		2013		20,920		13F		S		基礎部		高炉B種

		311		ブランズ東雲		分譲住宅 ブンジョウジュウタク		江東区 コウトウク		東急不動産㈱		㈱IAO竹田設計		㈱フジタ 		2012		12,536		15F		RC				高炉C種

		312		東雲住宅 シノノメ ジュウタク		住宅 ジュウタク		江東区 コウトウク		東雲ＮＥＸＴ㈱		清水建設･日建設計設計JV シミズ ケンセツ ニッケン セッケイ セッケイ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2011		51,855		36F		RC・S		杭 クイ		高炉B種

		313		ザ 湾岸タワー レックスガーデン 		分譲住宅 ブンジョウジュウタク		江東区 コウトウク		正友地所㈱		前田建設工業㈱		前田建設工業㈱		2012		43,637		31F
B1		RC・S		場所打ちコンクリート杭 バショ ウ クイ		高炉B種

		314		レーベンハイム東陽町アクアリア トウヨウ マチ		住宅 ジュウタク		江東区 コウトウク		㈱タカラレーベン		㈱宮田建築事務所 ミヤタ ケンチク ジム ショ		㈱イチケン		2006		13,459		14F　　		RC		杭 クイ		高炉B種

		315		プラウド東陽町 トウヨウチョウ		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		江東区 コウトウク		野村不動産㈱		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2010		15,016		10F		RC		杭、基礎梁 クイ キソ ハリ		高炉B種

		316		(仮称）南砂２丁目計画		分譲住宅 ブンジョウジュウタク		江東区 コウトウク		三菱商事㈱ ミツビシ ショウジ		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		2011		17,587		25F		RC		場所打ちコンクリート杭 バショ ウ クイ		高炉B種

		317		パークハウス清澄白河リバーサイド		住宅 ジュウタク		江東区 コウトウク		三菱地所㈱ ミツビシ ジショ		㈱三菱地所設計 ミツビシ ジショ セッケイ		㈱淺沼組 アサヌマ グ		2005		41,033		20F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		318		イーストコモンズ清澄白河セントラルタワー		住宅他 ジュウタク ホカ		江東区 コウトウク		白河・三好地区市街地再開発組合		㈱松田平田設計 マツダ ヒラタ セッケイ		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		2006		57,624		33F
B2		RC・S		杭 クイ		高炉B種

		319		アーバンドックららぽーと豊洲アネックス		店舗他 テンポ ホカ		江東区 コウトウク		三井不動産㈱		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2006		24,721		5F		S・SRC		基礎コンクリート キソ		高炉B種

		320		豊洲センタービルアネックス		事務所 ジム ショ		江東区 コウトウク		石川島播磨重工業㈱		NTTファシリティーズ・日本設計・RIA設計JV		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		2006		105,448		33F
B3		S・SRC
RC		基礎（地下2階スラブ下まで）		高炉B種

		321		THE TOYOSU TOWER		住宅 ジュウタク		江東区 コウトウク		三井不動産ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ㈱,野村不動産㈱,三菱地所㈱,東京建物㈱ ノムラ フドウサン ミツビシ ジショ トウキョウ タテモノ		清水建設㈱		清水建設㈱		2008		91,973		43F
B1		RC		場所打ちコンクリート杭 バショ ウ クイ		高炉B種

		322		東京フロントコート トウキョウ		住宅 ジュウタク		江東区 コウトウク		東京建物㈱ トウキョウ タテモノ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2005		116,601		20F　　		SRC・RC		現場造成杭・地下躯体部分（ＧＬ下） ゲンバ ゾウセイ クイ チカ クタイ ブブン シモ		高炉B種

		323		昭和大学江東豊洲病院		病院 ビョウイン		江東区 コウトウク		学校法人昭和大学		㈱佐藤総合計画		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2013		47,271		10F
B1		RC・S		杭、マットスラブ クイ		高炉B種

		324		昭和大学豊洲寮 		賃貸住宅 チンタイ ジュウタク		江東区 コウトウク		学校法人昭和大学		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		戸田建設㈱		2014		7,955		10F		RC・S		場所打ち杭 バショ ウ クイ		高炉C種

		325		豊洲駅前地区第一種市街地再開発事業建築物 		住宅 ジュウタク		江東区 コウトウク		豊洲駅前地区市街地再開発組合		㈱佐藤総合計画		清水･巴建設JV ケンセツ		2006		64,458		40F
B1		RC		マットスラブ(基礎)、杭 キソ		高炉B種

		326		TG豊洲ビル		事務所		江東区 コウトウク		東京ガス用地開発㈱ トウキョウ ヨウチ カイハツ		豊洲DHC設計共同企業体		㈱竹中工務店 タケナカ コウムテン		2016		11,389		5F
B1		S・SRC
RC		杭 クイ		高炉B種

		327		パークアクシス豊洲 トヨス		住宅 ジュウタク		江東区 コウトウク		三井不動産レジデンシャル㈱		三井住友建設㈱		三井住友建設㈱		2008		38,261		20F
B1		RC		現場造成杭 ゲンバ ゾウセイ クイ		高炉B種

		328		豊洲市場　青果棟		事務所 ジム ショ		江東区 コウトウク		東京都知事 トウキョウト チジ		㈱日建設計 ニッケン セッケイ		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		2017		93,769		3F		S・SRC
RC		青果棟以外の1階床スラブより下部コンクリート 		高炉B種 コウロ シュ

		329		豊洲市場　加工パッケージ棟		卸売市場 オロシウリ イチバ		江東区 コウトウク		東京都知事 トウキョウト チジ		㈱日建設計 ニッケン セッケイ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2017		21,709		5F
B1		SRC・S		未定 ミテイ		高炉B種 コウロ シュ

		330		豊洲市場　管理施設棟		事務所 ジム ショ		江東区 コウトウク		東京都知事 トウキョウト チジ		㈱日建設計 ニッケン セッケイ		関東・鍜治田・川土・国際建設共同企業体		2017		23,743		6F		SRC・RC		1階床スラブ以下のスラブコンクリート		高炉B種 コウロ シュ

		331		豊洲市場　水産卸売場棟		事務所 ジム ショ		江東区 コウトウク		東京都知事 トウキョウト チジ		㈱日建設計 ニッケン セッケイ		大成建設㈱		2017		124,673		5F		S・SRC
RC		水産卸売場棟以外の1階床スラブより下部コンクリート		高炉B種 コウロ シュ

		332		ルミレイス豊洲		賃貸住宅 チンタイジュウタク		江東区 コウトウク		㈱丸仁ホールディングス		清水建設㈱		清水建設㈱		2016		15,594		17F		RC		杭基礎 クイ キソ		高炉B種

		333		SIA豊洲プライムスクエア 		事務所、飲食店 ジム ショ インショク テン		江東区 コウトウク		㈱ｼﾝﾌﾟﾚｸｽ・ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｽﾞ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2010		42,483		13F		S		鋼管杭頭充填コンクリート		高炉B種

		334		（仮称）豊洲三丁目8-2街区Bブロック計画 カリ ショウ トヨス サンチョウメ ガイク ケイカク		住宅 ジュウタク		江東区 コウトウク		双日㈱ ソウ ヒ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2008		27,983		14F　　		RC		杭，基礎 クイ キソ		高炉B種

		335		スターコート豊洲		住宅 ジュウタク		江東区 コウトウク		名鉄不動産㈱,東武鉄道㈱,㈱ｱｾﾞﾙ,ﾆﾁﾓ㈱,三交不動産㈱ トウブ テツドウ サン マジ フドウサン		㈱長谷工コーポレーション ハセコウ		㈱長谷工コーポレーション ハセコウ		2007		78,810		18F		SRC		現場造成杭、基礎		高炉B種

		336		アーバンドックららぽーと豊洲		店舗他 テンポ ホカ		江東区 コウトウク		三井不動産㈱		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2006		140,316		5F
B1		S・RC		基礎コンクリート、地下躯体 キソ チカ ク タイ		高炉B種

		337		東京スイート・レジデンス トウキョウ		住宅 ジュウタク		江東区 コウトウク		双日㈱,㈱中央ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ,東レ建設㈱,ｾﾝﾄﾗﾙ総合開発㈱,三交不動産㈱,明和地所㈱,㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ソウ ジツ チュウオウ トウ ケンセツ ソウゴウ カイハツ サン コウ フドウサン メイワ チ ショ ハセコウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2008		62,173		15F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		338		深川ギャザリア　タワーN棟		事務所他 ジム ショ ホカ		江東区 コウトウク		野村不動産㈱		ｴﾇ・ﾃｨ・ﾃｨ ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ・日総建 設計JV セッケイ		鹿島・鉄建・安藤建設JV ケンセツ		2007		43,081		22F
B2		S・SRC		基礎（地下2階スラブ下まで）		高炉B種

		339		（仮称）Dプロジェクト有明Ⅰ　新築工事		事務所等 ジム ショナド		江東区 コウトウク		ﾃﾞｨｴｲﾁ･ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ･ﾜﾝ特定目的会社		大和ハウス工業㈱		大和ハウス工業㈱		2016		113,149		6F		RC・S		杭 クイ		高炉B種

		340		ブリリアマーレ有明タワー＆ガーデン((仮称)有明一丁目計画) アリアケ カショウ アリアケ イッチョウメ ケイカク		住宅 ジュウタク		江東区 コウトウク		東京建物㈱、㈱プロパスト、伊藤忠開発㈱ イトウチュウ カイハツ		三井住友建設㈱		三井住友建設㈱		2008		125,537		33F
B1		RC・S		杭 クイ		高炉B種

		341		プリリア有明シティタワー アリアケ		住宅等 ジュウタク ナド		江東区 コウトウク		東京建物㈱、東武鉄道㈱ トウキョウ タテモノ トウブ テツドウ		三井住友建設㈱		三井住友建設㈱		2015		67,284		33F
B1		RC・S		場所打ちコンクリート杭 バショ ウ クイ		高炉C種

		342		武蔵野大学　有明キャンパス 		学校等 ガッコウ トウ		江東区 コウトウク		学校法人武蔵野女子学院		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2012		26,158		13F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		343		澁澤シティプレイス永代 シブ サワ エイタイ		事務所 ジム ショ		江東区 コウトウク		澁澤倉庫㈱ シブサワ ソウコ		㈱山下設計 ヤマシタ セッケイ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2004		31,404		14F
B1		S・SRC		基礎の一部 キソ イチブ		高炉B種

		344		東京ソシオグランデ トウキョウ		住宅 ジュウタク		江東区 コウトウク		東レ建設㈱ トウ ケンセツカブ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2004		27,580		19F
B1		SRC		杭 クイ		高炉B種

		345		ナカノ商会若洲センター		工場 コウジョウ		江東区 コウトウク		若洲プロパティ特定目的会社		㈱大林組 オオバヤシグミ		㈱大林組 オオバヤシグミ		2004		25,052		5F		S		杭、基礎 クイ キソ		高炉B種

		346		メロディーハイム南砂町フェイシア ミナミ スナ マチ		住宅 ジュウタク		江東区 コウトウク		近藤産業㈱ コンドウ サンギョウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2005		15,023		7F　　		RC		杭 クイ		高炉B種

		347		東京アインス リバーサイドタワー		住宅 ジュウタク		江東区 コウトウク		藤和不動産㈱		東急建設㈱ トウキュウ ケンセツ		東急建設㈱ トウキュウ ケンセツ		2004		22,656		24F
B2		RC		耐圧版、基礎、地中梁		高炉B種

		348		新木場パーク・ロジスティックセンター 		工場等 コウジョウ トウ		江東区 コウトウク		オリックス㈱		三井住友建設㈱		三井住友建設㈱		2005		15,901		6F		SRC・S		基礎、基礎梁、接地床版		高炉B種

		349		レーベンハイム森下レシェンテ モリシタ		住宅 ジュウタク		江東区 コウトウク		㈱タカラレーベン		㈱ゼファー		鉄建建設㈱ テツ ダテ ケンセツカブ		2004		10,782		12F　　		RC		杭・基礎 クイ キソ		高炉B種

		350		中防灰溶融施設		工場 コウジョウ		江東区 コウトウク		東京二十三区清掃一部事務組合		㈱錢高組 ゼニタカ クミ		三菱・錢高・池田建設JV ケンセツ		2006		41,588		6F
B1		S・SR
SRC		基礎 キソ		高炉B種

		351		アパートメンツ東雲キャナルコート		住宅 ジュウタク		江東区 コウトウク		(有)アール・エム・キャナル ユウ		東急建設㈱ トウキュウ ケンセツ		東急建設㈱ トウキュウ ケンセツ		2005		40,989		14F
B1		RC・S		コンクリート現場造成杭 クイ		高炉B種

		352		東雲キャナルコートCODAN6街区		住宅 ジュウタク		江東区 コウトウク		都市基盤整備公団		都市基盤整備公団		大林・フジタ・福田建設工事JV ケンセツ コウジ		2005		37,274		14F
B1		RC		基礎、基礎梁 キソ キソ ハリ		高炉B種

		353		アップルタワー<東京キャナルコート>		住宅 ジュウタク		江東区 コウトウク		赤坂見附エステート特定目的会社		㈱大林組 オオバヤシグミ		アパ建設㈱		2007		61,184		44F
B2		RC		杭 クイ		高炉B種

		354		プライヴブルー東京 トウキョウ		住宅 ジュウタク		江東区 コウトウク		東急不動産㈱ トウキュウ フドウサン		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2005		61,219		20F
B1		SRC		現場造成杭 クイ		高炉B種

		355		ISTビル		事務所 ジム ショ		江東区 コウトウク		アイ・エス・ティ開発(有) カイハツ ユウ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2004		46,463		11F　　		S・CFT		基礎・地中梁 キソ チチュウ ハリ		高炉B種

		356		アーバンドック　パークシティ豊洲		住宅 ジュウタク		江東区 コウトウク		㈱IHI、三井不動産ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ㈱ ミツイ フドウサン		三井住友建設㈱		(仮称)江東区豊洲二丁目７街区計画建設JV カショウ ケンセツ		2008		191,067		52F・32F
B1		RC		現場打ちコンクリート杭 ゲンバ ウ クイ		高炉B種

		357		TOC有明		事務所他 ジム ショ ホカ		江東区 コウトウク		㈱テーオーシー		㈱日本設計 ニホン セッケイ		㈱穴吹工務店		2006		111,594		21F
B1		S・SRC
RC		基礎杭・共同溝接続部コンクリート・基礎梁		高炉B種

		358		東京ベイコート倶楽部ホテル＆スパリゾート		ホテル		江東区 コウトウク		リゾートトラスト㈱		㈱観光企画設計社		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2008		63,073		26F
B2		SRC		基礎 キソ		高炉B種

		359		サンウッド品川天王洲タワー シナガワ テン オウ ス		住宅 ジュウタク		品川区 シナガワク		㈱サンウッド		㈱日本設計 ニホン セッケイ		㈱大林組 オオバヤシグミ		2005		12,439		23F
B1		RC		基礎梁、耐圧版 キソ ハリ タ アツ ハン		高炉B種

		360		グランシティユーロレジデンス品川の杜 シナガワ モリ		住宅 ジュウタク		品川区 シナガワク		日本綜合地所㈱ ニホン ソウゴウ ジショ		日本綜合地所㈱･雨宮建築研究所 ニホン ソウゴウ ジショ アマミヤ ケンチク ケンキュウ ショ		㈱鴻池組 コウノイケ グ		2004		14,344		10F
B1		RC		基礎、地下1階立ち上がり部 キソ チカ カイ タ ア ブ		高炉B種

		361		三共㈱研究開発センター研究E棟 サンキョウ ケンキュウ カイハツ ケンキュウ トウ		研究所 ケンキュウショ		品川区 シナガワク		三共㈱ サンキョウ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2005		19,326		8F
B1		S・RC		杭、地下外壁・床・柱（免震ピット階床を含む） クイ チカ ソト カベ ユカ ハシラ メン シン カイ ユカ フク		高炉B種

		362		東京倉庫新２号倉庫 トウキョウ ソウコ シン ゴウ ソウコ		倉庫 ソウコ		品川区 シナガワク		東京倉庫㈱ トウキョウ ソウコ		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		2005		12,062		6F		RC・S		杭 クイ		高炉B種

		363		パ－クホ－ムズ武蔵小山		住宅 ジュウタク		品川区 シナガワク		三井不動産レジデンシャル㈱		木村・笠井・奥村JV		㈱奥村組 オクムラグミ		2008		23,834		19F
B1		RC		現場造成杭 ゲンバ ゾウセイ クイ		高炉B種

		364		アイオス目黒駅前 メグロ エキマエ		住宅他 ジュウタク ホカ		品川区 シナガワク		㈱アクロス		㈱安宅設計 アタカ セッケイ		東急建設㈱ トウキュウ ケンセツ		2006		12,564		14F
B2		RC		基礎 キソ		高炉B種

		365		DNP五反田ビル ゴタンダ		事務所 ジム ショ		品川区 シナガワク		大日本印刷㈱ ダイニッポン インサツ		㈱日本設計 ニホン セッケイ		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		2006		47,343		25F
B2		SRC		マットスラブ		高炉B種

		366		品川区立小中一貫校伊藤学園 シナガワ クリツ ショウチュウ イッカン コウ イトウ ガクエン		学校等 ガッコウ ナド		品川区 シナガワク		品川区長 シナガワク チョウ		㈱大建設計 ダイケンセツ ケイ		飛島･立･山田建設JV トビシマ リツ ヤマダ ケンセツ		2007		17,433		5F
B2		RC・S		基礎･基礎梁 キソ キソ ハリ		高炉B種

		367		アートヴィレッジ大崎セントラルタワー		事務所 ジム ショ		品川区 シナガワク		大崎駅東口第３地区市街地再開発組合		㈱大林組		大崎東口JV		2007		82,451		22F
B1		S・SRC		杭・壁杭およびマット基礎		高炉B種

		368		ブリリアタワー大崎 オオサキ		住宅 ジュウタク		品川区 シナガワク		東京建物㈱ トウキョウ タテモノ		㈱大林組 オオバヤシグミ		㈱大林組 オオバヤシグミ		2008		26,373		29F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		369		大崎フロントタワー オオサキ		事務所 ジム ショ		品川区 シナガワク		クロッシング特定目的会社 トクテイ モクテキ カイシャ		㈱三菱地所設計 ミツビシ ジショ セッケイ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2006		24,125		15Ｆ		S・RC		基礎 キソ		高炉B種

		370		アートヴィレッジ大崎ビュータワー		賃貸住宅 チンタイ ジュウタク		品川区 シナガワク		大崎駅東口第３地区市街地再開発組合		㈱大林組		大崎東口JV		2007		32,956		28F
B2		RC		杭 クイ		高炉B種

		371		パークハウス　オー・タワー		住宅 ジュウタク		品川区 シナガワク		三菱地所㈱ ミツビシ ジショ		㈱三菱地所設計 ミツビシ ジショ セッケイ		東亜建設工業㈱ トウア ケンセツ コウギョウ		2006		15,279		20F
B1		RC・S		杭 クイ		高炉B種

		372		オーバルコート大崎マークイースト オオサキ		事務所 ジム ショ		品川区 シナガワク		東光電気㈱ トウコウ デンキ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2004		20,609		14F
B1		CFT・S
RC		杭、基礎、地下 クイ キソ チカ		高炉B種

		373		品川シーサイドレジデンス シナガワ		住宅 ジュウタク		品川区 シナガワク		有楽土地㈱ ユウラク トチ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2007		46,553		20F		SRC		杭 クイ		高炉B種

		374		グレンパーク東品川 ヒガシ シナガワ		住宅 ジュウタク		品川区 シナガワク		双日㈱ ソウ ヒ		㈱トツカ･セッケイ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2007		13,711		15Ｆ		RC		杭 クイ		高炉B種

		375		ハートンホテル東品川 ヒガシシナガワ		ホテル		品川区 シナガワク		㈱関西トラスト カンサイ		㈱日本設計 ニホン セッケイ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2006		14,517		19F
B1		RC		杭・基礎・基礎梁		高炉B種

		376		Brilliaタワー品川シーサイド		住宅 ジュウタク		品川区 シナガワク		東京建物㈱ トウキョウ タテモノ		㈱日本設計 ニホン セッケイ		エス･バイ･エル・明成建設㈱		2006		19,730		22F
B2		RC		基礎梁
マスコンクリート		高炉B種

		377		パークスクエア南品川 ミナミ シナガワ		住宅 ジュウタク		品川区 シナガワク		住友不動産㈱ スミトモ フドウサン		㈱アド都市建築事務所 トシ ケンチク ジム ショ		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		2007		20,996		16F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		378		東神倉庫20号倉庫 ヒガシ カミ ソウコ ゴウ ソウコ		工場等 コウジョウ ナド		品川区 シナガワク		東神倉庫㈱ ヒガシ カミ ソウコ		㈱鴻池組 コウノイケ クミ		㈱鴻池組 コウノイケ クミ		2006		12,964		6F		RC・S		基礎コンクリート キソ		高炉B種

		379		oak meguro		事務所 ジム ショ		品川区 シナガワク		㈱大林組 オオバヤシ クミ		㈱大林組 オオバヤシ クミ		㈱大林組 オオバヤシ クミ		2016		23,100		10F
B2		RC		杭、マットスラブ、擁壁		高炉B種，
低炭素型混合セメント コウロ シュ テイタンソ ガタ コンゴウ

		380		目黒ヒルトップウォーク(パークタワー目黒(住宅部分)) メグロ メグロ ジュウタク ブブン		住宅 ジュウタク		品川区 シナガワク		室町殖産㈱,三井不動産ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ㈱,㈱室町ｸﾘｴｲﾄ ムロマチ ショクサン ミツイ フドウサン ムロマチ		㈱松田平田設計 マツダ ヒラタ セッケイ		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		2007		25,215		28F
B3		RC		杭コンクリート クイ		高炉B種

		381		リビオ目黒リバーサウス		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		品川区 シナガワク		新日鉄興和不動産㈱		松井建設㈱ マツイ ケンセツ		松井建設㈱ マツイ ケンセツ		2015		6,115		14F		RC		杭コンクリート クイ		高炉C種

		382		ジェントリーハウス品川大井 シナガワ ダイ イ		住宅 ジュウタク		品川区 シナガワク		東急不動産㈱ トウキュウ フドウサン		㈱フジタ		㈱フジタ		2004		26,739		14F
B1		RC		地下1階スラブ下の躯体部分 チカ カイ シタ ク タイ ブブン		高炉B種

		383		アールプラン大井町ミュゼ ダイ イ マチ		住宅 ジュウタク		品川区 シナガワク		㈱モリモト		㈱スペーステック		東急建設㈱ トウキュウ ケンセツ		2006		15,050		12F
B1		RC		基礎 キソ		高炉B種

		384		かんぺ土地Ｋ－７ビル トチ		ホテル		品川区 シナガワク		かんべ土地建物㈱		㈱東急設計コンサルタント・㈱大林組東京本社		㈱大林組 オオバヤシグミ		2009		15,039		20Ｆ
Ｂ2		SRC・RC
S				高炉B種

		385		(仮称）大崎駅西口Ｃ地区開発計画 		事務所等 ジム ショ トウ		品川区 シナガワク		ソニー㈱		㈱日建設計 ニッケン セッケイ		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		2011		12,041		25F
B2		SRC・RC
S		場所打ちコンクリート杭 バショ ウ クイ		高炉B種

		386		ダイワロイネットホテル東京大崎 トウキョウ オオサキ		ホテル		品川区 シナガワク		㈱明電舎 メイデンシャ		ダイワハウス工業㈱ コウギョウ		ダイワハウス工業㈱ コウギョウ		2007		10,755		15F
B1		RC・S
SRC		基礎 キソ		高炉B種

		387		警視庁大崎警察署		事務所 ジム ショ		品川区 シナガワク		東京都 トウキョウト		警視庁総務部施設課		松尾・都市クリエイトJV		2009		10,068		9F
B2　　		RC･SRC		建物基礎（基礎、耐圧版及び地中梁）		高炉B種

		388		大崎駅西口中地区第一種市街地再開発事業に係る施設建築物		分譲住宅等 ブンジョウ ジュウタク トウ		品川区 シナガワク		大崎駅西口中地区市街地再開発組合		㈱UG都市建築		清水・フジタJV シミズ		2009		129,092		39F
B2		SRC・RC
S		杭 クイ		高炉B種

		389		ウエストレジデンス　大崎		住宅 ジュウタク		品川区 シナガワク		㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ,三井物産㈱,㈱新日鉄都市開発,総合地所㈱,三井ﾎｰﾑｽﾞ㈱ ハセコウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセコウ		2008		17,942		20F
B1		SRC		杭、基礎 クイ キソ		高炉B種

		390		荏原町駅前地区防災街区整備事業　防災施設建築物「ザ・パークハウス品川荏原町」		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		品川区 シナガワク		荏原町駅前地区防災街区整備事業組合		㈱松田平田設計		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2016		5,454		18F
B1		RC・S		場所打ちコンクリート杭 		高炉B種

		391		品川区立中高一貫校　日野学園・
総合体育館 シナガワ クリツ チュウコウ イッカン コウ ヒノ ガクエン ソウゴウ タイイクカン		学校 ガッコウ		品川区 シナガワク		品川区長 シナガワ ク チョウ		㈱類設計室 ルイ セッケイ シツ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2006		25,684		6F
B2		RC		基礎梁 キソ ハリ		高炉B種

		392		クレストタワー品川シーサイド		住宅 ジュウタク		品川区 シナガワク		㈱ゴールドクレスト		五洋建設㈱ ゴヨウ ケンセツ		五洋建設㈱ ゴ ヨウ ケンセツ		2008		38,315		26F
B1		RC		基礎 キソ		高炉B種

		393		ニューシティーアパートメンツ品川イースト シナガワ		住宅 ジュウタク		品川区 シナガワク		品川シーサイド・アインス特定目的会社 シナガワ トクテイ モクテキ カイシャ		㈱類設計室 ルイ セッケイ シツ		東急建設㈱ トウキュウ ケンセツ		2006		18,441		25F
B2		RC		杭、耐圧版、基礎  地中梁 クイ タ アツ ハン キソ チチュウ ハリ		高炉B種

		394		アリュールゼームス坂 サカ		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		品川区 シナガワク		ＮＲＥＧ東芝不動産㈱		㈱三菱地所設計		㈱大林組		2009		23,705		12F
B2		RC		杭 クイ		高炉B種

		395		エフ･プラザ東京Ｌ棟 トウキョウ トウ		工場等 コウジョウ トウ		品川区 シナガワク		日本貨物鉄道㈱ ニホン カモツ テツドウ		㈱日建設計 ニッケン セッケイ		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		2007		61,709		5F		SRC		基礎･基礎梁･1階床 キソ キソ ハリ イッカイ ユカ		高炉B種

		396		グリーンプリズムタワー		住宅 ジュウタク		品川区 シナガワク		三菱地所㈱ ミツビシ ジショ		㈱三菱地所設計 ミツビシ ジショ セッケイ		東急建設㈱ トウキュウ ケンセツ		2005		12,042		24F
B2		RC		杭 クイ		高炉B種

		397		（仮称）御殿山プロジェクト 		事務所等 ジム ショ トウ		品川区 シナガワク		積水ハウス㈱ セキスイ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2011		63,979		9F
B1		SRC・RC
S		杭 クイ		高炉B種

		398		（仮称）御殿山Cブロック 		工場 コウジョウ		品川区 シナガワク		積水ハウス㈱ セキスイ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2011		20,000		6F
B2		SRC・S		杭 クイ		高炉B種

		399		(仮称)北品川三丁目計画		住宅 ジュウタク		品川区 シナガワク		特定目的会社北品川キャピタル		㈱日建ハウジングシステム ニッケン		㈱前田建設工業 マエダ ケンセツ コウギョウ		2009		26,236		36F
B1		RC・S		場所打ちコンクリート杭 バショ ウ クイ		高炉B種

		400		御殿山ハウス ゴテンヤマ		住宅 ジュウタク		品川区 シナガワク		東急不動産㈱･三菱商事㈱ トウキュウ フドウサン ミツビシ ショウジ		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		2006		19,004		6F
B2		RC		杭 クイ		高炉B種

		401		品川区立小中一貫校　品川学園 		学校 ガッコウ		品川区 シナガワク		品川区長 シナガワク チョウ		㈱佐藤総合計画		鴻池・冨士工・丸磯・圓山建設JV		2011		18,145		4F		SRC・RC
S		基礎、地中梁、ドライエリア壁 		高炉B種

		402		（仮称）中央環状新宿線大橋換気所 		工場等 コウジョウ トウ		目黒区 メグロク		首都高速道路㈱		首都高速道路㈱		鹿島・大成・東急ＳＪ114（2）トンネル連結路基礎特定建設工事JV		2013		14,460		7F
B2		SRC		基礎躯体		高炉B種

		403		公務員宿舎駒沢宿舎(仮称)整備事業のうちＡ棟 コウムイン シュクシャ コマザワ シュクシャ カショウ セイビ ジギョウ トウ		住宅 ジュウタク		目黒区 メグロク		PFI　駒沢㈱ コマザワ		大林・内藤設計JV オオバヤシ ナイトウ セッケイ		㈱大林組 オオバヤシグミ		2006		11,365		15F		SRC		杭 クイ		高炉B種

		404		公務員宿舎駒沢宿舎(仮称)整備事業のうちＣ棟 コウムイン シュクシャ コマザワ シュクシャ カショウ セイビ ジギョウ トウ		住宅 ジュウタク		目黒区 メグロク		PFI　駒沢㈱ コマザワ		大林・内藤設計JV オオバヤシ ナイトウ セッケイ		㈱大林組 オオバヤシグミ		2006		10,642		13F		SRC		杭 クイ		高炉B種

		405		公務員宿舎駒沢宿舎(仮称)整備事業のうちB棟 コウムイン シュクシャ コマザワ シュクシャ カショウ セイビ ジギョウ トウ		住宅 ジュウタク		目黒区 メグロク		PFI　駒沢㈱ コマザワ		大林・内藤設計JV オオバヤシ ナイトウ セッケイ		㈱大林組 オオバヤシグミ		2006		10,261		13F		SRC		杭 クイ		高炉B種

		406		アトリア目黒タワー 		住宅 ジュウタク		目黒区 メグロク		㈱ｼﾞｮｲﾝﾄ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ		㈱ｲｸｽ･ｱｰｸ都市設計 トシ セッケイ		㈱奥村組 オクムラ クミ		2008		21,926		25F
B2		-		基礎･地中梁 キソ チチュウ ハリ		高炉B種

		407		（仮称）目黒雅叙園　新オフィス棟 		事務所 ジム ショ		目黒区 メグロク		㈱雅秀エンタープライズ		㈱日建設計 ニッケン セッケイ		㈱大林組 オオバヤシグミ		2011		23,899		16F
B1		SRC・RC
S		基礎、杭 キソ クイ		高炉B種

		408		シティハウス中目黒レジデンス 		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		目黒区 メグロク		住友不動産㈱ スミトモ フドウサン		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2016		8,332		15F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		409		新目黒東急ビル 		事務所等 ジム ショ トウ		目黒区 メグロク		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2012		22,369		14F
B1		S		場所打杭 クイ		高炉B種

		410		山九平和島ロジスティクスセンター		倉庫 ソウコ		大田区 オオタク		山九㈱ サンキュウ		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		鹿島建設㈱		2015		47,682		７F		RC・S		マットスラブ		高炉B種

		411		ヤマト運輸株式会社　羽田クロノゲート 新築工事		物流倉庫 ブツリュウ ソウコ		大田区 オオタク		ヤマト運輸㈱ ウンユ		日建設計㈱ ニッケン セッケイ		鹿島建設㈱		2013		196,511		9F		SRC・RC・S				高炉B種

		412		東京国際空港　CIQ棟 		事務所 ジム ショ		大田区 オオタク		国土交通省 コクド コウツウショウ		羽田空港国際線PTB設計共同企業体代表会社、㈱梓設計		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2011		13,134		7F		S		基礎、1階 キソ カイ		高炉B種

		413		（仮称）東京国際エアカーゴターミナル新築工事 貨物上屋1 		工場 コウジョウ		大田区 オオタク		東京国際エアカーゴターミナル㈱		㈱久米設計 クメ セッケイ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2011		48,940		4F		RC・S		上屋内荷捌き場の床（マットスラブ）		高炉B種

		414		（仮称）東京国際エアカーゴターミナル新築工事 貨物上屋2 		事務所 ジム ショ		大田区 オオタク		東京国際エアカーゴターミナル㈱		㈱久米設計 クメ セッケイ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2011		25,943		2F		RC・S		上屋内荷捌き場の床（マットスラブ）		高炉B種

		415		東京国際空港（羽田）第2旅客ターミナルビル トウキョウ コクサイ クウコウ ハネダ ダイニ リョキャク		店舗 テンポ		大田区 オオタク		日本空港ビルデング㈱ ニホン クウコウ		㈱松田平田設計 マツダ ヒラタ セッケイ		清水･大林･東急･三井住友建設JＶ シミズ オオバヤシ トウキュウ ミツイ スミトモ ケンセツ		2013		23,328		4F
B2		SRC・S		基礎梁 キソ ハリ		高炉B種

		416		東京国際空港（羽田）第2旅客ターミナルビル増築Ⅱ		集会所等 シュウカイ ジョ トウ		大田区 オオタク		日本空港ビルデング㈱		㈱松田平田設計		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2011		49,381		6F
B2		SRC・S				高炉B種

		417		東京国際空港（羽田）P4平面駐車場立体化工事		駐車場 チュウシャジョウ		大田区 オオタク		日本空港ビルデング㈱		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2011		45,663		6F		SRC・S		基礎（マットスラブ、基礎梁）		高炉B種

		418		東京国際空港国際線地区旅客ターミナルビル及び空港利用者用駐車場 		集会場、事務所、百貨店、飲食店 シュウカイジョウ ジム ショ ヒャッカテン インショク テン		大田区 オオタク		東京国際空港タ－ミナル㈱		羽田空港国際線PTB設計共同企業体代表会社、㈱梓設計		鹿島・北野特定建設JV カシマ キタノ トクテイ ケンセツ		2011		224,148		5F		S		基礎、基礎梁 キソ キソ ハリ		高炉B種

		419		東京国際空港国際線旅客ターミナルビル及び空港利用者用駐車場棟		集会場、事務所、百貨店、飲食店、駐車場、ホテル シュウカイジョウ ジム ショ ヒャッカテン インショク テン チュウシャジョウ		大田区 オオタク		東京国際空港タ－ミナル㈱		梓・安井・PCPJ東京国際空港国際線旅客ターミナル設計監理共同企業体				2015		133,911		8F		S		基礎 キソ		高炉B種 コウロ シュ

		420		東京国際空港国際線地区貨物合同庁舎		事務所 ジム ショ		大田区 オオタク		国土交通省 コクド コウツウショウ		㈱久米設計 クメ セッケイ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2011		12,100		3F
B1		S		基礎 キソ		高炉B種

		421		スカイプラザ		住宅 ジュウタク		大田区 オオタク		羽田タートルサービス㈱ ハネダ		㈱久米設計 クメ セッケイ		西松・大旺建設JV ニシマツ ダイオウ ケンセツ		2008		15,910		14F		SRC		現場造成コンクリート杭 クイ		高炉B種

		422		（仮称）キヤノン下丸子ホール棟（講堂）新築工事 		事務所 ジム ショ		大田区 オオタク		キヤノン㈱		大林組㈱ オオバヤシ クミ		大林組㈱ オオバヤシ クミ		2008		10,306		4F
B1		S		杭､基礎梁 クイ キソ ハリ		高炉B種

		423		ブリリア下丸子 シモ マル コ		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		大田区 オオタク		東京建物㈱ トウキョウ タテモノ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2014		4,377		10F		RC		杭 クイ		高炉C種

		424		大田清掃工場建設工事		工場 コウジョウ		大田区 オオタク		東京二十三区清掃一部事務組合		東急建設㈱ トウキュウ ケンセツ		東急建設㈱ トウキュウ ケンセツ		2014		33,414		7F
B1		SRC・RC・
S		杭、マスコン（ごみバンカ底盤他）		高炉B種

		425		ザ・山王タワー 		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		大田区 オオタク		近鉄不動産・三菱地所レジデンス・ 長谷工コーポレーション 		長谷工コーポレーション　		長谷工コーポレーション　		2014		16,193		22F		RC		杭 クイ		高炉C種

		426		（仮称）東京実業高等学校　体育館・校舎新築工事		学校 ガッコウ		大田区 オオタク		学校法人上野塾		㈱山下設計		戸田建設㈱		2015		6,135		5F		RC・S		捨てコンクリート ス		高炉B種

		427		学校法人片柳学園蒲田キャンパス再整備計画		学校 ガッコウ		大田区 オオタク		学校法人片柳学園		㈱久米設計 クメ セッケイ		㈱熊谷組 クマガイグミ		2011		57,581		20F
B1		SRC・S		１階床以下の躯体		高炉B種

		428		ステーションツインタワーズ糀谷　フロント・イースト		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		大田区 オオタク		糀谷駅前地区市街地再開発組合		㈱山下設計		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		2016		8,948		18F
B2		RC・S		場所打ちコンクリート杭 クイ		高炉B種

		429		ステーションツインタワーズ糀谷　フロント・ウエスト		分譲住宅 ブンジョウジュウタク		大田区 オオタク		糀谷駅前地区市街地再開発組合		㈱山下設計		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		2016		34,142		20F
B1		RC・S		場所打ちコンクリート杭 クイ		高炉B種

		430		リージェントハウス大森西 オオモリ ニシ		住宅 ジュウタク		大田区 オオタク		総合地所㈱ ソウゴウ ジショ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセコウ		2009		15,938		9F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		431		ウェリスシティ大森タワー 		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		大田区 オオタク		エヌ・ティ・ティ都市開発㈱、京浜急行電鉄㈱ ケイヒン キュウコウ デンテツ		㈱日総建 ニチ ソウ ケン		㈱大林組		2008		18,178		25F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		432		（仮称）池上２丁目　新築工事　（ザ・パークハウス　池上） 		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		大田区 オオタク		三菱レジデンス㈱ ミツビシ		㈱ジー・ワイ設計 セッケイ		東洋建設㈱ トウヨウ ケンセツ		2012		14,080		14F		RC		場所打鉄筋コンクリート杭 バショ ダ テッキン クイ		高炉C種

		433		大森赤十字病院		病院等 ビョウイン トウ		大田区 オオタク		大森赤十字病院		㈱横河建築設計事務所		戸田建設㈱		2012		24,077		8F
B2		RC		場所打ちコンクリート杭 クイ		高炉B種

		434		ライオンズマンション馬込マークヒルズ マゴメ		住宅 ジュウタク		大田区 オオタク		㈱大京･双日㈱ ダイキョウ ソウ ヒ		㈱エフエーアーキテクツ		安藤建設㈱ 東亜建設工業㈱ アンドウ ケンセツ トウア ケンセツ コウギョウ		2005		14,896		10F
B1		RC    　　　 		杭 クイ		高炉B種

		435		AMB大田ディストリビューションセンター オオタ		事務所 ジム ショ		大田区 オオタク		AMB東海特定目的会社 トウカイ トクテイ モクテキ カイシャ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2006		97,163		７Ｆ		SRC・S		基礎梁 キソ ハリ		高炉B種

		436		大田区総合体育館 		集会所等 シュウカイ ジョ トウ		大田区 オオタク		大田区長		㈱石本建築事務所		フジタ		2012		13,983		2F
B2		SRC・RC・
S		マットスラブ・基礎梁 		高炉B種

		437		都立荏原看護専門学校		学校 ガッコウ		大田区 オオタク		東京都知事 トウキョウト チジ		㈱梓設計 アズサ セッケイ		大日本・白井建設共同企業体		2017		6,073		4F		RC		捨てコンクリート ス		高炉B種 コウロ シュ

		438		オーベルグランディオ荻中 オギ ナカ		住宅 ジュウタク		大田区 オオタク		荻中住宅マンション立替組合 オギ ナカ ジュウタク タテカエ クミアイ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2006		48,801		18F		SRC・RC		杭および基礎 クイ キソ		高炉B種

		439		京浜トラックターミナル1６号棟 ケイヒン ゴウトウ		ﾄﾗｯｸ
ﾀｰﾐﾅﾙ		大田区 オオタク		日本自動車ﾀｰﾐﾅﾙ㈱ ニホン ジドウシャ		㈱日本設計 ニホン セッケイ		フジタ・飛島特定建設JV トビシマ トクテイ ケンセツ		2008		37,650		6F		SRC		基礎、基礎梁 キソ キソ ハリ		高炉B種

		440		東京団地倉庫㈱平和島第三期建替工事 トウキョウ ダンチ ソウコ ヘイワジマ ダイ サンキ ダテ タイ コウジ		倉庫 ソウコ		大田区 オオタク		東京団地倉庫㈱ トウキョウ ダンチ ソウコ		㈱三菱地所設計 ミツビシ ジショ セッケイ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2006		23,456		6F
B1		SRC		マスコンクリート（基礎部分に使用）、杭 キソ ブブン シヨウ クイ		高炉B種

		441		ライオンズ多摩川レジデンス 		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		大田区 オオタク		㈱大京、オリックス不動産㈱ ダイキョウ フドウサン		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2012		6,734		10F		RC		杭 クイ		高炉C種

		442		東京国際空港 （ 羽田　）　第2旅客ターミナルビル 		空港ターミナル施設 クウコウ シセツ		大田区 オオタク		日本空港ビルデング㈱		㈱松田平田設計		大成・竹中ＪＶ		2007		23,328		4F
B2		SRC		基礎及び基礎梁部分 キソ オヨ キソ ハリ ブブン		高炉B種

		443		(仮称)キﾔノン下丸子先端技術研究棟新築工事 カショウ シモマルコ センタン ギジュツ ケンキュウ ムネ シンチク コウジ		事務所 ジム ショ		大田区 オオタク		キヤノン㈱		㈱大林組 オオバヤシグミ		㈱大林組 オオバヤシグミ		2005		42,454		6F
B2		S・CFT
SRC		基礎梁、地下外壁（地中連続壁） キソ ハリ チカ ガイヘキ チチュウ レンゾク ヘキ		高炉B種

		444		(仮称)キヤノン下丸子新開発棟新築工事 カショウ シモマルコ シン カイハツ トウ シンチク コウジ		研究所 ケンキュウショ		大田区 オオタク		キヤノン㈱		㈱大林組 オオバヤシグミ		㈱大林組 オオバヤシグミ		2006		41,872		6F
B2		SRC・S		基礎梁、地下外壁（地中連続壁） キソ ハリ チカ ガイヘキ チチュウ レンゾク ヘキ		高炉B種

		445		グランイーグル蒲田ネオスト		住宅 ジュウタク		大田区 オオタク		㈱グランイーグル		㈱協立建築設計 キョウリツ ケンチク セッケイ		㈱ピーエス三菱 ミツビシ		2007		10,978		11F		RC				高炉B種

		446		グランイーグル蒲田ネオリア カマタ		住宅 ジュウタク		大田区 オオタク		㈱グランイーグル		㈱協立建築設計 キョウリツ ケンチク セッケイ		㈱ピーエス三菱 ミツビシ		2007		17,114		14F		RC		杭 クイ		高炉B種

		447		ProLogis Parc Tokyo		事務所 ジム ショ		大田区 オオタク		プロロジス大田特定目的会社 オオタ トクテイ モクテキ カイシャ		㈱フジタ		㈱フジタ		2003		74,357		8F		SRC		基礎 キソ		高炉B種

		448		東京流通センター物流ビルＢ棟 		工場（倉庫）、事務所、飲食店		大田区 オオタク		㈱東京靴流通センター トウキョウ クツ リュウツウ		㈱大林組 オオバヤシグミ		㈱大林組 オオバヤシグミ		2017		171,299		6F
B2		SRC・S		マットスラブ		その他（クリーンクリート） タ

		449		武蔵工業大学付属中学･高校 ムサシ コウギョウ ダイガク フゾク チュウガク コウコウ		学校 ガッコウ		世田谷区 セタガヤク		学校法人五島育英会 ガッコウ ホウジン ゴシマ イクエイカイ		㈱東急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ トウキュウ セッケイ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2006		16,818		4Ｆ
B1		RC・S		基礎躯体		高炉B種

		450		ザ・スポーツコネクション建替計画　新築工事		スポーツ施設		世田谷区 セタガヤク		㈱ザ・スポーツコネクション		東急建設㈱ トウキュウ ケンセツ		東急建設㈱ トウキュウ ケンセツ		2016		6,736		3F
B3		RC		基礎梁、基礎、躯体全般		高炉B種 コウロ シュ

		451		日本大学新学部新校舎（仮称）1号館		学校 ガッコウ		世田谷区 セタガヤク		学校法人日本大学		㈱山下設計		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2016		41,811		8F
B2		RC・SRC
S		捨てコンクリート ス		高炉B種

		452		ガーデニエール砧		住宅 ジュウタク		世田谷区 セタガヤク		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2008		39,361		10F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		453		ガーデニエール砧ウエスト 		賃貸住宅 チンタイ ジュウタク		世田谷区 セタガヤク		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2013		32,172		10F
B1		RC		杭 クイ		高炉C種

		454		日本大学商学部砧キャンパス整備事業に伴う校舎新築その他工事		学校 ガッコウ		世田谷区 セタガヤク		学校法人　日本大学		日本大学 ニホン ダイガク		大成・安藤・松井建設JV		2011		34,837		6F
B1		RC・S		基礎、地中梁、B1スラブ梁、土に接する部位 		高炉B種

		455		日本大学商学部本館		学校 ガッコウ		世田谷区 セタガヤク		学校法人　日本大学		㈱安井建築設計事務所 ヤスイ ケンチク セッケイ ジム ショ		㈱熊谷組 クマガイ クミ		2014		10,105		6F
B1		RC		基礎、底版、地中梁		高炉B種

		456		二子玉川東第二地区第一種市街地再開発事業[II－a街区]		集会所、
百貨店等 シュウカイショ ヒャッカテン ナド		世田谷区 セタガヤク		二子玉川東第二地区市街地再開発組合		日建設計・ｱｰﾙ･ｱｲ･ｴｰ・東急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄJV		鹿島建設㈱		2015		156,422		30F
B2		RC・SRC
S		基礎躯体 キソ クタイ		高炉B種

		457		トワイシア用賀エアリーレジデンス ヨウガ		住宅 ジュウタク		世田谷区 セタガヤク		三菱地所㈱・野村不動産㈱ ミツビシ ジショ ノムラ フドウサン		鉄建建設㈱ テッケン ケンセツ		鉄建建設㈱ テッケン ケンセツ		2008		12,297		11F
B1		RC		場所打ちコンクリート杭 バショ ウ クイ		高炉B種

		458		トワイシア用賀パークフロントレジデンス ヨウガ		住宅 ジュウタク		世田谷区 セタガヤク		三菱地所㈱・野村不動産㈱ ミツビシ ジショ ノムラ フドウサン		鉄建建設㈱ テッケン ケンセツ		鉄建建設㈱ テッケン ケンセツ		2008		10,153		4F
B1		RC		場所打ちコンクリート杭 バショ ウ クイ		高炉B種

		459		二子玉川ライズ・ショッピングセンター＆オフィス 		百貨店、
事務所 ヒャッカテン ジム ショ		世田谷区 セタガヤク		二子玉川東地区市街地再開発組合		㈱ｱｰﾙ･ｱｲ･ｴｰ、東急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱、㈱日本設計JV		東急建設㈱ トウキュウ ケンセツ		2011		106,751		16F
B2		SRC・RC・
S		マットスラブ		高炉B種

		460		桜木住宅３号館、４号館、５号館、６号館、７号館、８号館		賃貸住宅 チンタイ ジュウタク		世田谷区 セタガヤク		東京都知事 トウキョウト チジ		㈱INA新建築研究所 シン ケンチク ケンキュウショ		㈱フジタ		2014		22,725		5F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		461		東京農業大学（仮称）新講義棟 		学校 ガッコウ		世田谷区 セタガヤク		東京農業大学 トウキョウ ノウギョウ ダイガク		㈱久米設計 クメ セッケイ		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		2011		22,386		6F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		462		日本大学櫻丘高等学校新校舎		学校 ガッコウ		世田谷区 セタガヤク		学校法人　日本大学		日本大学 ニホン ダイガク		㈱フジタ		2011		21,214		5F		RC・S		耐圧版 タイアツ バン		高炉B種

		463		桜上水ガーデンズD棟 サクラジョウスイ トウ		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		世田谷区 セタガヤク		桜上水団地マンション建替組合		㈱日建ハウジングシステム		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2015		24,169		14F
B1		RC		杭 クイ		高炉C種

		464		桜上水ガーデンズE棟 サクラジョウスイ トウ		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		世田谷区 セタガヤク		桜上水団地マンション建替組合		㈱日建ハウジングシステム		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2015		12,478		14F		RC		杭 クイ		高炉C種

		465		桜上水ガーデンズF G棟 サクラジョウスイ トウ		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		世田谷区 セタガヤク		桜上水団地マンション建替組合		㈱日建ハウジングシステム		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2015		19,963		14F
B1		RC		杭 クイ		高炉C種

		466		桜上水ガーデンズH棟 サクラジョウスイ トウ		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		世田谷区 セタガヤク		桜上水団地マンション建替組合		㈱日建ハウジングシステム		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2015		10,632		12F
B1		RC		杭 クイ		高炉C種

		467		桜上水ガーデンズ I棟 サクラジョウスイ トウ		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		世田谷区 セタガヤク		桜上水団地マンション建替組合		㈱日建ハウジングシステム		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2015		8,708		8F
B1		RC		杭 クイ		高炉C種

		468		桜上水ガーデンズA棟 サクラジョウスイ トウ		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		世田谷区 セタガヤク		桜上水団地マンション建替組合		㈱日建ハウジングシステム		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2015		6,919		8F
B1		RC		杭 クイ		高炉C種

		469		桜上水ガーデンズB棟 サクラジョウスイ トウ		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		世田谷区 セタガヤク		桜上水団地マンション建替組合		㈱日建ハウジングシステム		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2015		9,819		12F		RC		杭 クイ		高炉C種

		470		桜上水ガーデンズC棟 サクラジョウスイ トウ		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		世田谷区 セタガヤク		桜上水団地マンション建替組合		㈱日建ハウジングシステム		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2015		5,863		6F		RC		杭 クイ		高炉C種

		471		東京都医学系総合研究所 		研究所 ケンキュウショ		世田谷区 セタガヤク		東京都知事		㈱伊藤喜三郎建築研究所		Ⅰ期：松尾工務店、Ⅱ期：銭高組 		2012		19,982		5F		RC		杭　基礎 		高炉B種

		472		バーリントンハウス馬事公苑計画 バジ コウエン ケイカク		老人ホーム ロウジン		世田谷区 セタガヤク		グッドウィル・グループ㈱		㈱コムスン		東急建設㈱ トウキュウ ケンセツ		2006		17,577		７Ｆ
B1		RC		基礎 キソ		高炉B種

		473		日本体育大学東京世田谷キャンパス再開発　第２期・第３期・第４期工事 		学校 ガッコウ		世田谷区 セタガヤク		学校法人　日本体育大学		㈱久米設計		鹿島建設㈱		2012		35,374		6Ｆ
Ｂ2		SRC・RC・
S		地盤改良材として使用		高炉B種

		474		カリーノ千歳台 チトセダイ		店舗 テンポ		世田谷区 セタガヤク		(有)オストマックス ユウ		ｹﾈﾃﾞｨｸｽ･ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ㈱		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		2007		18,278		4Ｆ
B2		RC		基礎 キソ		高炉B種

		475		グランドヒルズ三軒茶屋ヒルトップガーデン		住宅 ジュウタク		世田谷区 セタガヤク		住友不動産㈱		㈱竹中工務店		㈱竹中工務店		2008		45,971		12F
B2		RC		ラップルコンクリート		高炉B種

		476		三宿池尻宿舎 		賃貸住宅 チンタイ ジュウタク		世田谷区 セタガヤク		北関東防衛局長		北関東防衛局		真柄建設㈱ マガラ ケンセツ		2011		13,603		9F
B1		RC		杭コンクリート・捨てコンクリート  クイ ス		高炉B種

		477		世田谷区立健康増進・交流施設、池尻地区会館、池尻児童館、池尻保育園		集会所 シュウカイ ショ		世田谷区 セタガヤク		住友商事㈱ スミトモ ショウジ		㈱アール・アイ・エイ		東急建設㈱ トウキュウ ケンセツ		2013		4,777		4F		RC		基礎 キソ		高炉B種

		478		（仮称）池尻団地建替計画		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		世田谷区 セタガヤク		池尻団地マンション建替組合		（株）ＮＥＸＴ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　＆　ＡＳＳＯＣＩＡＴＥＳ　		大成建設㈱		2014		20,309		11F
B1		SRC・RC・
S		杭 クイ		高炉C種

		479		ブランズ・ジオ　等々力		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		世田谷区 セタガヤク		東急不動産㈱、阪急不動産㈱ トウキュウ フドウサン ハンキュウ フドウサン		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2011		11,520		10F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		480		ザ・レジデンス　千歳船橋　ｸﾞﾗﾝｴｱﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 		分譲住宅 ブンジョウジュウタク		世田谷区 セタガヤク		大和ﾊｳｽ工業㈱、三井不動産ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ㈱、長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱		㈱長谷工コーポレーション		㈱長谷工コーポレーション		2011		16,780		10F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		481		国士舘大学　世田谷キャンパス　梅ヶ丘校舎		学校 ガッコウ		世田谷区 セタガヤク		学校法人　国士舘		㈱日本設計 ニホン セッケイ		㈱大林組 オオバヤシグミ		2013		22,434		10F
B2		SRC		1F床以下の躯体 ユカ イカ ク タイ		高炉B種

		482		ガーデンヴィラ芦花公園		住宅 ジュウタク		世田谷区 セタガヤク		トータルハウジング㈱		㈱テスタ・アソシエイツ		清水建設㈱		2005		15,214		10F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		483		世田谷区立芦花小学校・芦花中学校・八幡山保育園		学校 ガッコウ		世田谷区 セタガヤク		世田谷区　世田谷区長		㈱ＮＴＴファシリティーズ　		東光建設㈱		2013		18,619		4F		RC		基礎 		高炉B種

		484		プラウドタワー二子玉川		住宅 ジュウタク		世田谷区 セタガヤク		野村不動産㈱		㈱プランテック総合計画、鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		鹿島建設㈱		2006		24,315		27F
B1		RC		基礎、地下躯体		高炉B種

		485		コスモグランリュクス世田谷		住宅 ジュウタク		世田谷区 セタガヤク		（株）ﾘｸﾙｰﾄｺｽﾓｽ東京支社		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2005		23,383		10F		RC		杭 クイ		高炉B種

		486		深沢ハウス（S1敷地） フカザワ シキチ		住宅 ジュウタク		世田谷区 セタガヤク		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2004		16,666		14F
B1		RC・SRC		杭 クイ		高炉B種

		487		深沢ハウス（S2敷地） フカザワ シキチ		住宅 ジュウタク		世田谷区 セタガヤク		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2004		24,422		14F
B1		RC・SRC		杭 クイ		高炉B種

		488		深沢ハウス（N3敷地） フカザワ シキチ		住宅 ジュウタク		世田谷区 セタガヤク		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2004		51,448		19F
B1		RC・S		杭 クイ		高炉B種

		489		駒澤大学深沢校舎 コマザワ ダイガク フカサワ コウシャ		学校 ガッコウ		世田谷区 セタガヤク		学校法人 駒澤大学 ガッコウ ホウジン コマザワ ダイガク		㈱久米設計 クメ セッケイ		㈱大林組 オオバヤシ クミ		2006		11,357		6Ｆ
B1		RC・S
SRC		地下1階下の基礎躯体 チカ シタ キソ ク タイ		高炉B種

		490		シティハウス成城 セイジョウ		住宅 ジュウタク		世田谷区 セタガヤク		住友不動産㈱ スミトモ フドウサン		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		2004		20,370		5F
B2		RC		基礎、躯体 キソ クタイ		高炉B種

		491		東京テラス		住宅 ジュウタク		世田谷区 セタガヤク		積水ハウス㈱　他3社 セキスイ ホカ シャ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセコウ		2006		111,313		14F		RC		杭 クイ		高炉B種

		492		ヴィークステージ世田谷・千歳船橋 セタガヤ チトセ フナバシ		住宅 ジュウタク		世田谷区 セタガヤク		清水総合開発㈱ シミズ ソウゴウ カイハツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2006		11,296		9Ｆ
B1		RC		杭・基礎 クイ キソ		高炉B種

		493		公務員宿舎三宿第二住宅(仮称)整備事業 コウムイン シュクシャ サン ヤド ダイニ ジュウタク カショウ セイビ ジギョウ		住宅 ジュウタク		世田谷区 セタガヤク		三宿NEXT㈱ サン シュク		日建設計・清水建設   設計JV ヒ ケンセツ ケイ シミズ ケンセツ セッケイ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2006		22,600		11F		RC				高炉B種

		494		世田谷清掃工場		工場 コウジョウ		世田谷区 セタガヤク		東京二十三区清掃一部事務組合		飛島建設㈱		川重・飛島・地崎建設JV ケンセツ		2008		33,288		7F
B2		RC・SRC
S		地下部の躯体（杭・耐圧盤）		高炉B種

		495		自衛隊中央病院		病院 ビョウイン		世田谷区 セタガヤク		北関東防衛局		北防衛施設局調達部調達計画課		大成・安藤・大日本土木建設JV ケンセツ		2009		70,592		10F
B3		RC・S		マスコンクリート部分（擁壁、基礎梁等）		高炉B種

		496		フューズ・コート1７５		住宅 ジュウタク		世田谷区 セタガヤク		東急不動産㈱ トウキュウ フドウサン		㈱観光企画設計社 カンコウ キカク セッケイ シャ		東急建設㈱ トウキュウ ケンセツ		2005		15,910		8F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		497		エルザ世田谷 セタガヤ		住宅 ジュウタク		世田谷区 セタガヤク		㈱大京 ダイキョウ		柴田・SKM・三井住友   設計JV シバタ ミツイ スミトモ セッケイ		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		2006		36,646		29F
B1		RC		杭、土留め擁壁 クイ ドド マモル カベ		高炉B種

		498		ディスカウントセンター　オーケー用賀店		店舗 テンポ		世田谷区 セタガヤク		オーケー㈱		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		2005		14,447		5F
B2		S		地下、基礎等のマスコンクリート部 チカ キソ ヒトシ ブ		高炉B種

		499		恵比寿ファーストスクエア		事務所 ジム ショ		渋谷区 シブヤク		サッポロ不動産開発㈱		㈱日建設計		西松建設㈱		2014		15,496		12F
B1		S・SRC		杭 クイ		高炉B種

		500		恵比寿アイマークゲート　		事務所 ジム ショ		渋谷区 シブヤク		（合）ｱﾌﾟﾘｺｯﾄ･ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ、(一社)ﾌｫﾚｽﾄ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ イチ シャ		清水建設㈱		清水建設㈱		2009		16,830		12F
B2		SRC・RC
S		杭 クイ		高炉B種

		501		渋谷区文化総合センター大和田		集会所 シュウカイ ショ		渋谷区 シブヤク		渋谷区長 シブヤク チョウ		㈱NTTファシリティーズ　		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2010		27,403		12F
B3		SRC・S		マットスラブ		高炉B種

		502		PICASSO347		店舗他 テンポ ホカ		渋谷区 シブヤク		(有)ビットファースト ユウ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2005		13,591		12F
B2		S・SRC		基礎､地下躯体 キソ チカ ク タイ		高炉B種

		503		渋谷キャスト		事務所、賃貸住宅 ジム ショ チンタイ ジュウタク		渋谷区 シブヤク		渋谷宮下町リアルティ㈱		㈱日本設計 ニホン セッケイ		大成・東急建設JV		2017		34,981		16F
B2		SRC・RC
S		マットスラブ、地下外壁		高炉B種 コウロ シュ

		504		青山学院高等部校舎建替工事		学校 ガッコウ		渋谷区 シブヤク		学校法人青山学院 ガッコウ ホウジン アオヤマ ガクイン		㈱日建設計 ニッケン セッケイ		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		2014		24,479		5F
B1		RC・S		現場造成コンクリート杭、基礎、基礎梁		高炉B種

		505		(仮称)青山学院大学A棟新築工事 		学校 ガッコウ		渋谷区 シブヤク		学校法人青山学院 ガッコウ ホウジン アオヤマ ガクイン		㈱日建設計 ニッケン セッケイ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2012		35,772		12F
B2		S（一部SRC） イチブ		杭 クイ		高炉B種

		506		日本コカ・コーラ株式会社新社屋 		事務所 ジム ショ		渋谷区 シブヤク		日本コカ・コーラ㈱		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2016		12,104		7F
B1		SRC・RC
S・CFT		基礎、基礎梁、耐圧盤		高炉B種 コウロ シュ

		507		（仮称）千駄ヶ谷５－３３計画新築工事		事務所 ジム ショ		渋谷区 シブヤク		千駄ヶ谷五丁目特定目的会社		㈱三菱地所設計 ミツビシ ジショ セッケイ		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		2015		5,919		8F
B1		S・SRC		基礎：場所打ちコンクリート杭 クイ		高炉B種

		508		JR九州ホテル　ブラッサム新宿		ホテル		渋谷区 シブヤク		九州旅客鉄道㈱		㈱久米設計 クメ セッケイ		東京建設㈱ トウキョウ ケンセツ		2014		9,571		16F
B1		S		場所打ちコンクリート杭 		高炉B種

		509		M･YAMANO TOWER		学校他 ガッコウ ホカ		渋谷区 シブヤク		学校法人山野学苑 ガッコウ ホウジン ヤマノ ガク ソノ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2007		33,860		27F
B3		RC・S		マットスラブ		高炉B種

		510		代々木ゼミナール本部校　代ゼミタワー ヨヨギ ホンブ コウ ヨ		学校 ガッコウ		渋谷区 シブヤク		学校法人高宮学園 ガッコウ ホウジン タカミヤ ガクエン		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2008		27,212		26F
B3		RC・S		基礎､地下壁 キソ チカ カベ		高炉B種

		511		(仮称）代々木神園町プロジェクト新築工事		住宅 ジュウタク		渋谷区 シブヤク		ジーピーティー特定目的会社		㈱安井建築設計		鹿島建設㈱		2008		18,083		4F
B3		RC		基礎 キソ		高炉B種

		512		実践女子学園創立120周年記念整備事業1期渋谷校地整備計画　大学・短期大学校舎棟		学校 ガッコウ		渋谷区 シブヤク		学校法人　実践女子学園		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2014		26,000		17F
B1		RC・S		場所打ちコンクリート杭 クイ		高炉B種

		513		國學院大學　学術メディアセンター新築工事 シンチクコウジ		学校 ガッコウ		渋谷区 シブヤク		学校法人　國學院大學		櫻井　潔		鹿島建設㈱		2008		17,383		6F
B2		RC		現場打ちコンクリート杭 ゲンバ ウ クイ		高炉B種

		514		若木タワー		学校 ガッコウ		渋谷区 シブヤク		学校法人國學院大学		㈱日建設計		鹿島建設㈱		2006		18,203		18F
B1		S・SRC		場所打ちコンクリート杭 バショ ウ クイ		高炉B種

		515		住友不動産渋谷ファーストタワー 		賃貸住宅、
事務所 チンタイ ジュウタク ジム ショ		渋谷区 シブヤク		住友不動産㈱ スミトモ フドウサン		㈱日建設計 ニッケン セッケイ		㈱大林組		2010		52,942		25F
B3		SRC・RC
S		基礎梁、耐圧版を含む基礎躯体		高炉B種

		516		東横線・副都心線　渋谷駅 		地下駅 チカ エキ		渋谷区 シブヤク		東京急行電鉄㈱		東京急行電鉄㈱		大成・東急建設JV		2014		15,426		1F
B5		RC		下床版（最下階の床スラブ） 		高炉B種

		517		（仮称）南平台町計画 		事務所等 ジム ショ トウ		渋谷区 シブヤク		住友不動産㈱		㈱日建設計 ニッケン セッケイ		西松建設㈱ ニシマツ ケンセツ		2012		59,417		21F
B3		SRC・RC
S		基礎・杭 		高炉B種

		518		住友不動産西新宿ビル6号館		事務所 ジム ショ		渋谷区 シブヤク		エスエフ・キャピタル特定目的会社		㈱日建設計		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2008		19,031		17F
B1		SRC・RC
S		地下躯体・杭		高炉B種

		519		パークハビオ渋谷本町レジデンズ 		住宅 ジュウタク		渋谷区 シブヤク		合同会社　渋谷本町4丁目開発		㈱三菱地所設計 ミツビシ ジショ セッケイ				2011		20,708		13F
B1		SRC・RC
S		杭 クイ		高炉B種

		520		（仮称）ＪＲ南新宿ビル 		事務所等 ジム ショ トウ		渋谷区 シブヤク		東日本旅客鉄道㈱		㈱ジェイアール東日本建築設計事務所		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2012		58,024		18F
B4		S		基礎、地下躯体 		高炉B種

		521		代官山プラザ		住宅 ジュウタク		渋谷区 シブヤク		毎日不動産㈱		鹿島建設㈱		鹿島建設㈱		2007		11,169		16F
B2		SRC・S		杭、基礎躯体		高炉B種

		522		カルピス新本社ビル新築工事 シン ホンシャ シンチクコウジ		事務所 ジム ショ		渋谷区 シブヤク		カルピス㈱		㈱山下設計、鹿島建設㈱ ヤマシタ セッケイ カジマ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2005		13,159		10F
B1		CFT・S
RC		杭、マットスラブ クイ		高炉B種

		523		日本赤十字看護大学		学校 ガッコウ		渋谷区 シブヤク		学校法人　日本赤十字学園		㈱久米設計		㈱大林組 オオバヤシグミ		2007		19,821		6F
B1		RC・SRC
S		2期棟基礎部分		高炉B種

		524		渋谷区　美竹の丘・しぶや		特別養護
老人ホーム トクベツ ヨウゴ ロウジン		渋谷区 シブヤク		渋谷区		㈱梓設計		鹿島・東急・ミトモ建設JV ケンセツ		2008		13,383		9F
B1		RC・SRC		擁壁、免震階マットスラブ		高炉B種

		525		渋谷南東急ビル シブヤ ミナミ トウキュウ		事務所 ジム ショ		渋谷区 シブヤク		（有）渋谷タワー ユウ シブヤ		㈱三菱地所設計 ミツビシ ジショ セッケイ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2005		19,895		14F
B1		RC・S		マスコンクリート  （基礎部分に使用） キソ ブブン シヨウ		高炉B種

		526		渋谷ファーストプレイス シブヤ		事務所 ジム ショ		渋谷区 シブヤク		第一生命保険相互会社 ダイイチ セイメイ ホケン ソウゴ カイシャ		㈱大林組 オオバヤシグミ		㈱大林組 オオバヤシグミ		2005		16,743		14F
B1		S・SRC		現場打ち杭 クイ		高炉B種

		527		（仮称）丸紅西原2丁目新築工事		住宅 ジュウタク		渋谷区 シブヤク		丸紅㈱ マルベニ		㈱協立建築設計事務所 キョウリツ ケンチク セッケイ ジム ショ		前田建設工業㈱ マエダ ケンセツ コウギョウ		2004		18,837		12F
B1		SRC		場所打ちコンクリート杭 クイ		高炉B種

		528		JR東京総合病院診療棟新築 トウキョウ ソウゴウ ビョウイン シンリョウ ムネ シンチク		病院 ビョウイン		渋谷区 シブヤク		東日本旅客鉄道㈱ ヒガシ ニホン リョキャク テツドウ		㈱JR東日本建築設計事務所 ヒガシ ニホン ケンチク セッケイ ジム ショ		鹿島・鉄建・大成建設JV カジマ テツ ダテ タイセイ ケンセツ		2006		19,419		9F
B2		RC		地下躯体（免震擁壁・建物地下部分）、地中梁・地下外壁・耐圧盤 チカ クタイ メン ノブオ ヨウ カベ タテモノ チカ ブブン チチュウ ハリ チカ ソト カベ タイアツ バン		高炉B種

		529		ホテルサンルートプラザ新宿 シンジュク		ホテル		渋谷区 シブヤク		㈱JＴBエステート		㈱松田平田設計 マツダ ヒラタ セッケイ		㈱大林組 オオバヤシ クミ		2007		21,248		14F
B1		RC・S		杭 クイ		高炉B種

		530		NAKANO CENTRAL PARK SOUTH 		事務所等 ジム ショ トウ		中野区 ナカノク		中野駅前開発特定目的会社		鹿島建設㈱		鹿島建設㈱		2012		151,524		22F
B1		SRC・RC
S		耐圧盤コンクリート		高炉B種

		531		警視庁野方庁舎（仮称）		事務所 ジム ショ		中野区 ナカノク		東京都知事 トウキョウト チジ		㈱桂設計 カツラ セッケイ		清水建設㈱		2015		8,995		9F
B1		SRC・S		現場造成杭 クイ		高炉B種

		532		明治大学中野キャンパス 		学校等 ガッコウ トウ		中野区 ナカノク		学校法人　明治大学		㈱三菱地所設計		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2012		32,181		14F
B1		SRC・RC
S		杭 クイ		高炉B種

		533		クラッシィタワー東中野 ヒガシナカノ		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		中野区 ナカノク		住友商事㈱ スミトモ ショウジ		清水建設㈱		清水建設㈱		2015		31,699		27F
B1		RC・S		杭 クイ		高炉C種

		534		ザ・パークハウス中野弥生町テラス		分譲/賃貸
住宅 ブンジョウ チンタイ ジュウタク		中野区 ナカノク		（仮称）中野区弥生町５丁目計画（三菱地所ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ・日本郵便）JV		㈱三菱地所設計		大豊建設㈱		2015		9,243		14F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		535		グランリビオマークヒル		住宅 ジュウタク		中野区 ナカノク		㈱新日本都市開発 シン ニホン ト シ カイハツ		㈱久米設計 クメ セッケイ		不動建設㈱ フドウ ケンセツ		2004		18,483		10F
B1		SRC・RC		現場造成杭 クイ		高炉B種

		536		グランドメゾン杉並シーズン スギナミ		住宅 ジュウタク		杉並区 スギナミク		積水ハウス㈱ セキスイ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2007		17,045		12F　　　		RC・S		杭 クイ		高炉B種

		537		グランドメゾン杉並シーズン		住宅 ジュウタク		杉並区 スギナミク		積水ハウス㈱		㈱長谷工コーポレーション		㈱長谷工コーポレーション		2007		20,423		14F		RC		杭 クイ		高炉B種

		538		グランドメゾン杉並シーズン		住宅 ジュウタク		杉並区 スギナミク		積水ハウス㈱		㈱長谷工コーポレーション		㈱長谷工コーポレーション		2007		31,848		14F		RC		杭 クイ		高炉B種

		539		ジオ杉並高井戸 		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		杉並区 スギナミク		阪急不動産㈱		㈱長谷工コーポレーション		㈱長谷工コーポレーション		2013		10,341		10F		RC		場所打ち杭 クイ		高炉C種

		540		ベジフル善福寺ショッピングセンター ゼンプクジ		店舗 テンポ		杉並区 スギナミク		東京新宿青果㈱ トウキョウ シンジュク アオ ハタシ		㈱間組 ハザマグミ		㈱間組 ハザマグミ		2004		12,417		4F
B1		RC・S		基礎、基礎梁 キソ キソ ハリ		高炉B種

		541		プロムナード荻窪　2,3号棟		住宅 ジュウタク		杉並区 スギナミク		独立行政法人都市再生機構		独立行政法人都市再生機構		清水・奈良・合田建設工事JV ケンセツ コウジ		2006		17,663		14F		RC		場所打ちコンクリート杭 バショ ウ クイ		高炉B種

		542		クリオタワー大塚台 オオツカ ダイ		住宅 ジュウタク		豊島区 トシマク		明和地所㈱ メイワ ジショ		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		2004		10,462		19F
B1		RC		現場造成杭 クイ		高炉B種

		543		ヴァンガードタワー		住宅 ジュウタク		豊島区 トシマク		独立行政法人都市再生機構		独立行政法人都市再生機構		大成・安藤・松村建設JV ケンセツ		2007		45,341		38F
B3		RC		杭 クイ		高炉B種

		544		東池袋四丁目地区第一種市街地再開発事業計画施設建築物　住宅棟（ﾗｲｽﾞｼﾃｨ池袋／ｴｱﾗｲｽﾞﾀﾜｰ）		住宅 ジュウタク		豊島区 トシマク		東池袋四丁目市街地再開発組合 ヒガシ イケブクロ ４チョウメ シガイ チ サイカイハツ クミアイ		㈱日本設計 ニホン セッケイ		大成･フジタ建設JＶ タイセイ ケンセツ		2007		61,228		42F
B2		RC・S		底板マットスラブ、RC部分の柱梁 ソコ イタ ブブン ハシラ ハリ		高炉B種

		545		東池袋四丁目地区第一種市街地再開発事業計画施設建築物　業務棟（ﾗｲｽﾞｼﾃｨ池袋ｵﾌｨｽﾀﾜｰ）		事務所 ジム ショ		豊島区 トシマク		東池袋四丁目市街地再開発組合		㈱日本設計		大成･フジタ建設JＶ タイセイ ケンセツ		2007		34,775		15F
B2		RC・S		マットスラブ		高炉B種

		546		オリナスふくろうの社（南池袋三丁目地区福祉基盤等整備事業） ヤシロ		住宅、病院 ジュウタク ビョウイン		豊島区 トシマク		（財）首都圏不燃建築  公社 ザイ シュト ケン フネン ケンチク コウシャ		㈱アール・アイ・エー		鹿島建設㈱（鹿島　西武　小松原建設JV） カジマ ケンセツ		2005		20,291		22F
B1		RC		基礎、基礎梁、耐圧壁 キソ キソ ハリ タイアツ カベ		高炉B種

		547		シティタワー池袋ウエストゲート イケブクロ		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		豊島区 トシマク		住友不動産㈱		㈱奥村組 オクムラグミ		㈱奥村組 オクムラグミ		2010		14,724		34F
B1		RC・S		杭 クイ		高炉B種

		548		目白プレイスタワー		住宅 ジュウタク		豊島区 トシマク		鹿島建設㈱		鹿島建設㈱		鹿島建設㈱		2007		18,462		21F
B1		RC・S		基礎 キソ		高炉B種

		549		ドレシア上池袋　ドレシアタワー 		賃貸住宅 チンタイ ジュウタク		豊島区 トシマク		オリックス不動産㈱ フドウサン		㈱安井建築設計事務所 ヤスイ ケンチク セッケイ ジム ショ		佐藤工業㈱ サトウ コウギョウ		2011		29,951		21F
B1		RC・S		杭 クイ		高炉B種

		550		TOKYOシティトリエ		住宅 ジュウタク		豊島区 トシマク		西松建設㈱ ニシマツ ケンセツ		西松建設㈱ ニシマツ ケンセツ		西松建設㈱ ニシマツ ケンセツ		2005		17,992		25F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		551		Brillia 巣鴨 スガモ		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		豊島区 トシマク		東京建物㈱ トウキョウ タテモノ		㈱淺沼組		㈱淺沼組		2010		10,373		14F		SRC		杭（現場造成杭） クイ		高炉B種

		552		クレヴィア巣鴨		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		豊島区 トシマク		伊藤忠都市開発㈱		三井住友建設㈱		三井住友建設㈱		2013		6,528		19F
B1		RC・S		杭 クイ		高炉C種

		553		グローリオタワー巣鴨		住宅 ジュウタク		豊島区 トシマク		セコムホームライフ㈱		㈱A・JRM設計		㈱淺沼組		2006		17,873		29F
B2		RC		杭 クイ		高炉B種

		554		プラウドシティ池袋本町 		分譲住宅 ブンジョウジュウタク		豊島区 トシマク		野村不動産㈱ ノムラ フドウサン		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2011		69,427		15F
B1		RC		場所打コンクリート杭 クイ		高炉B種

		555		パークタワー池袋イーストプレイス		住宅 ジュウタク		豊島区 トシマク		三井不動産レジデンシャル㈱		東急建設㈱		東急建設㈱		2008		17,410		31F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		556		（仮称）東池袋一丁目共同ビル建設計画		事務所 ジム ショ		豊島区 トシマク		日本生命保険相互会社、清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2011		21,912		21F
B1		S		杭 クイ		高炉B種

		557		アウルタワー		分譲賃貸混在 ブンジョウ チンタイ コンザイ		豊島区 トシマク		独立行政法人　都市再生機構		大成建設㈱		大成建設㈱		2012		79,173		52F
B2		RC・S		杭 クイ		高炉B種

		558		目白ガーデンヒルズ メジロ		住宅他 ジュウタク ホカ		豊島区 トシマク		住友不動産㈱ スミトモ フドウサン		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		2006		53,895		10F
B2		RC		基礎 キソ		高炉B種

		559		学習院大学 南７号館 ガクシュウイン ダイガク ミナミ ゴウカン		学校等 ガッコウトウ		豊島区 トシマク		学校法人学習院 ガッコウ ホウジン ガクシュウイン		㈱日本設計 ニホン セッケイ		㈱竹中工務店 タケナカ コウムテン		2010		11,468		9F
B1		SRC・S		現場造成杭 ゲンバ ゾウセイ クイ		高炉B種

		560		大日本印刷神谷工場 ダイニッポン インサツ カミヤ コウジョウ		工場等 コウジョウ トウ		北区 キタク		大日本印刷㈱ ダイニッポン インサツ		㈱久米設計 クメ セッケイ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2006		34,713		3F　　　		PC・S		1階スラブ以下 イカ		高炉B種

		561		ヌーヴェル赤羽台（第一期）1BL		住宅 ジュウタク		北区 キタク		独立行政法人　都市再生機構		独立行政法人　都市再生機構		（1,2号棟)松村・伊藤・越野JV
(3,4,5号棟)五洋･川田･受注連JV ゴウ トウ マツムラ ゴウ トウ ゴヨウ カワダ ジュ チュウ レン		2006		34,840		10F		RC				高炉B種

		562		東京メガシティ トウキョウ		住宅 ジュウタク		北区 キタク		住友不動産㈱ スミトモ フドウサン		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2004		100,547		20F　　　		SRC・RC
S		基礎杭 キソ クイ		高炉B種

		563		学校法人　東京成徳学園十条台キャンパス再整備計画（学校） トウキョウ セイトク ガクエン ジュウジョウダイ サイセイビ ケイカク ガッコウ		学校 ガッコウ		北区 キタク		学校法人 東京成徳学園 ガッコウ ホウジン トウキョウ セイトク ガクエン		㈱山下設計		清水建設㈱ シミズケンセツ		2014		5,107		4F		RC・SRC		場所打コンクリート杭、基礎、地中梁、捨コンクリート バショ ダ クイ キソ チチュウ ハリ シャ		高炉B種

		564		公務員宿舎清水町住宅（仮称）整備事業Ａ棟 コウムイン シュクシャ シミズチョウ ジュウタク カショウ トウ		住宅 ジュウタク		北区 キタク		PFＩ清水町㈱ シミズチョウ		大林･梓設計共同企業体 オオバヤシ アズサ セッケイ キョウドウ キギョウタイ		㈱大林組 オオバヤシ クミ		2008		21,068		15F　　　		RC		杭 クイ		高炉B種

		565		公務員宿舎清水町住宅（仮称）整備事業B棟 コウムイン シュクシャ シミズチョウ ジュウタク カショウ トウ		住宅 ジュウタク		北区 キタク		PFＩ清水町㈱ シミズチョウ		大林･梓設計共同企業体 オオバヤシ アズサ セッケイ キョウドウ キギョウタイ		㈱大林組 オオバヤシ クミ		2008		13,426		11F　　　		RC		杭 クイ		高炉B種

		566		ナショナルトレーニングセンター屋内トレーニング施設 オクナイ シセツ		学校等 ガッコウ ナド		北区 キタク		文部科学省大臣官房文教施設企画部 モンブ カガク ショウ ダイジン カンボウ ブンキョウ シセツ キカク ブ		石本建築事務所・佐藤総合計画設計JV イシモト ケンチク ジム ショ サトウ ソウゴウ ケイカク セッケイ		㈱大林組 オオバヤシ クミ		2007		32,659		4F
B1		SRC・S		基礎､地中梁 キソ チチュウ ハリ		高炉B種

		567		ナショナルトレーニングセンター中核拠点施設（宿泊施設）		ホテル		北区 キタク		文部科学省		石本建築事務所・佐藤総合計画設計JV セッケイ		安藤建設㈱		2007		12,043		6F
B1		RC				高炉B種

		568		東京工場情報製品棟ほか新築工事（情報製品棟）（工場） トウキョウ コウジョウ ジョウホウ セイヒン トウ シンチク コウジ ジョウホウ セイヒン トウ コウジョウ		工場 コウジョウ		北区 キタク		独立行政法人 国立印刷局 ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ インサツキョク		㈱石本建築事務所 イシモト ケンチク ジム ショ		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		2016		27,173		6F
B2		SRC		杭 クイ		高炉B種

		569		東京工場情報製品棟ほか新築工事（新証券棟） トウキョウ コウジョウ ジョウホウ セイヒン トウ シンチク コウジ シン ショウケン トウ		工場 コウジョウ		北区 キタク		独立行政法人 国立印刷局 ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ インサツキョク		㈱石本建築事務所 イシモト ケンチク ジム ショ		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		2016		8,561		4F
B1		SRC		杭 クイ		高炉B種

		570		アルティス西ヶ原　Ｐａｒｋ　Ｈｉｌｌｓ		賃貸住宅 チンタイ ジュウタク		北区 キタク		伊藤忠都市開発㈱ イトウチュウ トシ カイハツ		安藤建設㈱ アンドウ ケンセツ		安藤建設㈱		2009		29,067		14F
B2		RC・S		アースドリル杭 クイ		高炉B種

		571		北区立赤羽岩淵中学校（中学校） キタクリツ アカバネ イワブチ チュウガッコウ チュウガッコウ		学校 ガッコウ		北区 キタク		東京都北区 トウキョウト キタク		㈱日本設計 ニホン セッケイ		岩本・加藤建設JV イワモト カトウ ケンセツ		2014		10,310		5F		SRC		校舎棟（教室ブロック、体育館ブロック）の1階床以下（基礎、基礎梁を含む）  コウシャ トウ キョウシツ タイイクカン カイ ドコ イカ キソ キソ ハリ フク		高炉B種

		572		ヌーヴェル赤羽台　10号棟（賃貸住宅） アカバネダイ ゴウ トウ チンタイ ジュウタク		賃貸住宅 チンタイ ジュウタク		北区 キタク		独立行政法人 都市再生機構 ドクリツギョウセイホウジン トシ サイセイ キコウ		㈱大建設計 ダイケン セッケイ		長谷工・株木建設JV ハセコウ カブ キ ケンセツ		2015		6,362		8F		RC		杭 クイ		高炉B種

		573		ヌーヴェル赤羽台　8号棟（賃貸住宅） アカバネダイ ゴウ トウ チンタイ ジュウタク		賃貸住宅 チンタイ ジュウタク		北区 キタク		独立行政法人 都市再生機構 ドクリツギョウセイホウジン トシ サイセイ キコウ		㈱大建設計 ダイケン セッケイ		長谷工・株木建設JV ハセコウ カブ キ ケンセツ		2015		13,098		10F		RC		杭 クイ		高炉B種

		574		ヌーヴェル赤羽台　9号棟（賃貸住宅） アカバネダイ ゴウ トウ チンタイ ジュウタク		賃貸住宅 チンタイ ジュウタク		北区 キタク		独立行政法人 都市再生機構 ドクリツギョウセイホウジン トシ サイセイ キコウ		㈱大建設計 ダイケン セッケイ		長谷工・株木建設JV ハセコウ カブ キ ケンセツ		2015		7,203		10F		RC		杭 クイ		高炉B種

		575		ヌーヴェル赤羽台　11号棟（賃貸住宅） アカバネダイ ゴウ トウ チンタイ ジュウタク		賃貸住宅 チンタイ ジュウタク		北区 キタク		独立行政法人 都市再生機構 ドクリツギョウセイホウジン トシ サイセイ キコウ		㈱大建設計 ダイケン セッケイ		長谷工・株木建設JV ハセコウ カブ キ ケンセツ		2015		8,157		8F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		576		東京都立北地区総合学科高等学校（仮称）		学校等 ガッコウトウ		北区 キタク		東京都知事代理　副知事		㈱教育施設研究所		三井住友建設㈱ 		2014		16,222		4F		RC				高炉B種

		577		イーストハイム滝野川		住宅 ジュウタク		北区 キタク		東日本旅客鉄道㈱		㈱ジェイアール東日本建築設計事務所		ＪＲ東日本滝野川社宅新築工事JV		2007		16,991		11F		RC・SRC		基礎 キソ		高炉B種

		578		女子聖学院中学校高等学校教室棟		学校 ガッコウ		北区 キタク		学校法人　聖学院		㈱松田平田設計		鹿島建設㈱		2008		11,778		5F
B1		RC		地下躯体及び基礎躯体 オヨ		高炉B種

		579		（仮称）田端ビル新築工事 		工場等 コウジョウ トウ		北区 キタク		エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱		㈱ＮＴＴファシリティーズ　		鹿島建設㈱		2012		21,296		6F		S		マットスラブ		高炉B種

		580		ネクストサイト王子ビル		事務所 ジム ショ		北区 キタ ク		㈱NTT東日本プロパティーズ		㈱NTTファシリティーズ		共立建設㈱		2016		9,757		8F		S		杭 クイ		高炉B種

		581		ヴェレーナ王子 		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		北区 キタク		日本綜合地所㈱ ニホン ソウゴウ ジショ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2012		39,303		20F
B1		SRC		場所打ち（現場造成）杭 クイ		高炉B種

		582		マークスタワー		住宅他 ジュウタク ホカ		荒川区 アラカワク		町屋駅前南地区市街地再開発組合 マチヤ エキマエ ミナミ チク シガイ チ サイカイハツ クミアイ		㈱山下設計 ヤマシタ セッケイ		前田建設工業㈱ マエダ ケンセツ コウギョウ		2006		42,013		28F
B2		RC・S		基礎､地中梁 キソ チチュウ ハリ		高炉B種

		583		サンマークシティ日暮里ステーションプラザタワー 		住宅 ジュウタク		荒川区 アラカワク		ひぐらしの里北地区市街地再開発組合		㈱日本設計 ニホン セッケイ		西松・三芳建設JV		2008		42,588		36F
B2		RC・S		場所打ちコンクリート杭 クイ		高炉B種

		584		旭電化工業株式会社尾久ビル		事務所 ジム ショ		荒川区 アラカワク		旭電化工業㈱		㈱旭建築設計事務所、清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2006		13,264		15F
B1		S		杭、基礎、CFT		高炉B種

		585		RIVER FACE		住宅 ジュウタク		荒川区 アラカワク		東武鉄道㈱、㈱長谷工コーポレーション ハセコウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2009		33,568		20F
B1		SRC		鋼管巻き場所打ちコンクリート杭 コウカン マ バショ ウ クイ		高炉B種

		586		ダイナシティ東京リバーゲート トウキョウ		住宅 ジュウタク		荒川区 アラカワク		㈱ダイナシティ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱錢高組 ゼニタカグミ		2006		12,723		14F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		587		エコロジー南千住レジデンス ミナミ センジュ		住宅 ジュウタク		荒川区 アラカワク		双日㈱ ソウ ジツ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2007		10,954		11F　　　		RC		杭 クイ		高炉B種

		588		リバーハプコート南千住3･4･5号棟 ミナミ センジュ ゴウトウ		住宅 ジュウタク		荒川区 アラカワク		都市基盤整備公団 ト シ キバン セイビ コウダン		都市基盤整備公団		安藤建設㈱ アンドウ ケンセツ		2005		20,193		10F　　　		RC		現場造成杭 クイ		高炉B種

		589		東京フロンティアシティ　アーバンフォート 		住宅 ジュウタク		荒川区 アラカワク		藤和不動産㈱,有楽土地㈱,相鉄不動産㈱,日鉱不動産㈱,ｾﾝﾄﾗﾙ総合開発㈱ トウワ フドウサン ユウラク トチ ソウ フドウサン ニッコウ フドウサン ソウゴウ カイハツ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2007		69,458		20F
B1		SRC		杭 クイ		高炉B種

		590		東京フロンティアシティ　パーク＆パークス		住宅 ジュウタク		荒川区 アラカワク		藤和不動産㈱,有楽土地㈱,相鉄不動産㈱,日鉱不動産㈱,ｾﾝﾄﾗﾙ総合開発㈱ トウワ フドウサン ユウラク トチ ソウ フドウサン ニッコウ フドウサン ソウゴウ カイハツ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2008		64,273		20F
B1		SRC		杭 クイ		高炉B種

		591		BELISTA 都立汐入公園		住宅 ジュウタク		荒川区 アラカワク		藤和不動産㈱		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2009		21,349		15F		RC		現場造成コンクリート杭 ゲンバ ゾウセイ クイ		高炉B種

		592		ミッドガーデンシティ　ザ・テラス		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		荒川区 アラカワク		名鉄不動産㈱ メイテツ フドウサン		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2010		32,505		14F		RC・S		杭 クイ		高炉B種

		593		ミッドガーデンシティ　ザ・タワー＆ヴィラ 		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		荒川区 アラカワク		名鉄不動産㈱ メイテツ フドウサン		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2011		18,977		20F		SRC・RC
S		杭 クイ		高炉B種

		594		日暮里アインスタワー ニッポリ		住宅 ジュウタク		荒川区 アラカワク		藤和不動産㈱、㈱エス・ディー･マネジメント トウワ フドウサン		㈱新都市開発機構 シン ト シ カイハツ キコウ		㈱フジタ		2005		17,887		28F
B1		RC		現場造成杭 クイ		高炉B種

		595		トキアス		住宅 ジュウタク		荒川区 アラカワク		名鉄不動産㈱,ﾆﾁﾓ㈱,近藤産業㈱,日鉱不動産㈱ コンドウ サンギョウ ニッコウ フドウサン		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2005		58,465		20F　　		SRC		杭､基礎地中梁 クイ キソ チチュウ ハリ		高炉B種

		596		ライオンズ板橋西台 ブライトハウス		住宅 ジュウタク		板橋区 イタバシク		㈱大京		㈱長谷工コーポレーション		㈱長谷工コーポレーション		2009		10,580		11F		RC		現場造成コンクリート杭 ゲンバ ゾウセイ クイ		高炉B種

		597		シティテラス板橋蓮根		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		板橋区 イタバシク		住友不動産 ㈱		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション		2012		33,741		11F		RC		場所打ち杭 クイ		高炉C種

		598		フェスタ板橋 イタバシ		集会所他 シュウカイ ショ ホカ		板橋区 イタバシク		福友産業㈱ フク トモ サンギョウ		㈱ショウ・コンサルタント		㈱フジタ		2004		11,455		4F　　　		S		基礎、地中梁 キソ チチュウ ハリ		高炉B種

		599		セルリアンフォート　ブライトフォート		住宅 ジュウタク		板橋区 イタバシク		名鉄不動産㈱,ニチモ㈱ メイテツ フドウサン		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション		2005		16,431		11F		RC・S				高炉B種

		600		コスモ東京ガーデンパークス トウキョウ		住宅 ジュウタク		板橋区 イタバシク		㈱リクルートコスモス		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2006		39,414		15F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		601		グローリオ志村ハウス シムラ		住宅 ジュウタク		板橋区 イタバシク		セコムホームライフ㈱		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2005		13,423		14F　　　		RC		杭 クイ		高炉B種

		602		プリズムヒル新築工事 シンチクコウジ		住宅 ジュウタク		板橋区 イタバシク		東武鉄道㈱ トウブ テツドウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2005		10,862		9F　　　		SRC		杭 クイ		高炉B種

		603		ブランシエラ板橋西台		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		板橋区 イタバシク		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2016		6,961		9F		RC		杭 クイ		高炉B種

		604		ライオンズ グラマシーハウス		住宅 ジュウタク		板橋区 イタバシク		㈱大京		㈱長谷工コーポレーション		㈱長谷工コーポレーション		2009		12,745		12F		RC
S		現場造成コンクリート杭 ゲンバ ゾウセイ クイ		高炉B種

		605		三園浄水場高度浄水施設		浄水場 ジョウスイジョウ		板橋区 イタバシク		東京都水道局		㈱東京設計事務所		鹿島・銭高・フジタJV		2008		12,266		5F
B2		RC		地下部躯体		高炉B種

		606		Brillia成増 シーズンテラス		住宅 ジュウタク		板橋区 イタバシク		東京建物㈱		浅井謙建築研究所㈱		五洋建設㈱		2008		25,663		10F
B2		RC				高炉B種

		607		シティテラス成増		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		板橋区 イタバシク		住友不動産㈱ スミトモ フドウサン		㈱陣設計 ジン セッケイ		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		2011		19,949		14F
B1		RC		基礎・基礎梁等の地中で使用する部分		高炉B種

		608		常盤台ガーデンソサエティ		住宅 ジュウタク		板橋区 イタバシク		丸紅㈱		㈱長谷工コーポレーション		㈱長谷工コーポレーション		2009		45,372		18F
B1		SRC
RC・S		現場造成コンクリート杭 ゲンバ ゾウセイ クイ		高炉B種

		609		（仮称）板橋区前野町２丁目ビル 		店舗等 テンポ トウ		板橋区 イタバシク		三井不動産㈱		三井住友建設㈱		三井住友建設㈱		2006		11,244		7F		S		地中梁、耐圧盤		高炉B種

		610		ルフォン板橋区役所前		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		板橋区 イタバシク		㈱サンケイビル、大和小田急建設㈱ ヤマト オダキュウ ケンセツ		三井住友建設㈱		三井住友建設㈱		2014		10,550		19F		RC		杭 クイ		高炉C種

		611		リビオタワー板橋 		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		板橋区 イタバシク		板橋三丁目地区防災街区整備事業組合		㈱三菱地所設計		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		2010		15,450		23F
B1		RC・S		杭 クイ		高炉B種

		612		板橋氷川町共同住宅		賃貸住宅 チンタイ ジュウタク		板橋区 イタバシク		エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ㈱		㈱ＮＴＴファシリティーズ		共立建設㈱		2008		11,112		14F
B1		RC		杭、高層棟基礎・基礎梁		高炉B種

		613		テンガメイツ西台 ニシダイ		住宅 ジュウタク		板橋区 イタバシク		名鉄不動産㈱ メイテツ フドウサン		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2006		15,966		10F　　　		RC		杭 クイ		高炉B種

		614		日本大学芸術学部江古田キャンパス 		学校 ガッコウ		練馬区 ネリマク		学校法人　日本大学 ガッコウ ホウジン ニホン ダイガク		日本大学 ニホン ダイガク		清水・飛島・松井ＪＶ		2011		49,315		7F
B1		RC・S・SRC		地下1階以下の躯体及び、地階のない建物の1階以下の躯体		高炉B種

		615		順天堂大学医学部附属練馬病院 ジュンテンドウ ダイガク イガク ブ フゾク ネリマ ビョウイン		病院 ビョウイン		練馬区 ネリマク		学校法人順天堂 ガッコウ ホウジン ジュンテンドウ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水・内野・河端建設 シミズ ウチ ノ カワバタ ケンセツ		2005		30,621		8F
B2		RC・S		基礎 キソ		高炉B種

		616		プラウドシティ大泉学園 オオイズミガクエン		住宅他 ジュウタク ホカ		練馬区 ネリマク		野村不動産㈱ ノムラ フドウサン		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2005		41,728		13F　　　		RC・S		杭 クイ		高炉B種

		617		オーベル練馬センティア ネリマ		住宅 ジュウタク		練馬区 ネリマク		有楽土地㈱ ユウラク トチ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2004		13,381		7F　　　		RC		杭 クイ		高炉B種

		618		都立練馬工業高等学校		学校等 ガッコウ ナド		練馬区 ネリマク		東京都知事 トウキョウトチジ		㈱日本設計 ニホン セッケイ		㈱淺沼組		2017		19,491		3F		SRC・RC・
S		外構･渡り廊下1･渡り廊下2基礎及び根巻く柱脚部 		高炉B種

		619		東京二十三区清掃一部事務組合　練馬清掃工場		清掃工場 セイソウ コウジョウ		練馬区 ネリマク		東京二十三区清掃一部事務組合		東急建設㈱ トウキュウ ケンセツ		JFEエンジ・東急建設　特定建設工事JV		2015		26,721		6F
B4		SRC・RC・
S		杭等 クイ ナド		高炉B種

		620		大泉学園駅北口地区第一種市街地再開発事業再開発ビル本体工事及び公共施設工事		分譲/賃貸
住宅 ブンジョウ チンタイ ジュウタク		練馬区 ネリマク		大泉学園駅北口地区市街地再開発組合		㈱アール・アイ・エイ		清水・西武 建設JV		2015		37,736		27F
B2		RC・S		杭 クイ		高炉C種

		621		アクアプレミアム 		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		足立区 アダチク		名鉄不動産㈱		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2012		19,115		15F		RC		場所打杭 クイ		高炉B種

		622		（仮称）ＪＶ足立小台B計画　新築工事		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		足立区 アダチク		東レ建設㈱ トウ ケンセツ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2012		11,864		14F		RC		杭 クイ		高炉C種

		623		（仮称）ＪＶ足立小台Ａ計画　新築工事		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		足立区 アダチク		東レ建設㈱ トウ ケンセツ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2012		9,431		14F		RC		杭 クイ		高炉C種

		624		アクアテラ　カームスクエア		住宅 ジュウタク		足立区 アダチク		藤和不動産㈱		㈱類設計室		㈱フジタ		2008		52,005		18F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		625		ハートアイランド新田四番街		住宅 ジュウタク		足立区 アダチク		(独)都市再生機構 ドク トシ サイセイ キコウ		(株)坂倉建築研究所		㈱鴻池組		2011		25,848		14F		RC・S		杭 クイ		高炉B種

		626		（仮称）西新井駅西口地区（A街区）開発プロジェクト 		百貨店等 ヒャッカテン トウ		足立区 アダチク		昭栄㈱		㈱山下設計 ヤマ シタ セッケイ		西松建設㈱		2010		25,124		4F
B3		RC・S		基礎　地中梁		高炉B種

		627		グレーシアスイート西新井 		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		足立区 アダチク		相鉄不動産㈱		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2013		12,555		10F		RC		場所打杭 クイ		高炉C種

		628		シティハウス千住大橋ステーションコート 		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		足立区 アダチク		住友不動産㈱		㈱錢高組		㈱錢高組		2014		8,750		15F		RC		杭 クイ		高炉C種

		629		リビオ北千住 		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		足立区 アダチク		新日鉄興和不動産㈱		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2014		15,872		11F		RC		躯体 クタイ		高炉C種

		630		イニシア千住曙町		住宅 ジュウタク		足立区 アダチク		㈱コスモスイニシア		㈱錢高組 ゼニタカ クミ		㈱錢高組 ゼニタカグミ		2009		66,671		24F
B1		SRC・RC
S		杭 クイ		高炉B種

		631		ヴィークステージ北千住・ウエストレジデンス		住宅 ジュウタク		足立区 アダチク		清水総合開発㈱		清水建設㈱		清水建設㈱		2008		14,313		14F		RC		杭 クイ		高炉B種

		632		プラウドシティ梅島		住宅 ジュウタク		足立区 アダチク		野村不動産㈱		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2005		35,666		15F
B1		SRC		杭 クイ		高炉B種

		633		ハートアイランド新田三番街第一住宅　21号棟 ダイイチ ジュウタク		住宅 ジュウタク		足立区 アダチク		独立行政法人都市再生機構		独立行政法人都市再生機構		大成ユーレック・株木建設JV ケンセツ		2007		11,083		14F		RC		現場造成コンクリート杭 ゲンバ ゾウセイ クイ		高炉B種

		634		レーベンスクエア  リハート 東京 トウキョウ		住宅 ジュウタク		足立区 アダチク		㈱タカラレーベン		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2007		28,318		15F　　　		RC		杭 クイ		高炉B種

		635		ハートアイランド新田一番街2号棟 シンデン イチバン マチ ニゴウトウ		住宅 ジュウタク		足立区 アダチク		都市基盤整備公団 ト シ キバン セイビ コウダン		都市基盤整備公団		安藤建設㈱ アンドウ ケンセツ		2004		12,238		14F　　		RC		現場造成杭 クイ		高炉B種

		636		ザ・ステージオ		住宅 ジュウタク		足立区 アダチク		野村不動産㈱		㈱淺沼組		㈱淺沼組		2007		62,411		20F
B1		RC・S		現場造成コンクリート杭 ゲンバ ゾウセイ クイ		高炉B種

		637		ザ・レジデンス東京イースト トウキョウ		住宅 ジュウタク		足立区 アダチク		日商岩井不動産㈱,双日㈱,ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾅｲﾝ㈱,ﾆﾁﾓ㈱ ヒ ショウ イワイ フドウサン ソウ ヒ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2005		14,698		15F　　　		RC・SRC		杭 クイ		高炉B種

		638		トーキョーガーデンスイート（二敷地）		住宅 ジュウタク		足立区 アダチク		ナイス㈱		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2011		10,654		15F
B1		RC		現場造成コンクリート杭 クイ		高炉B種

		639		トーキョーガーデンスイート（三敷地）		住宅 ジュウタク		足立区 アダチク		ナイス㈱		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2011		43,424		15F
B1		RC・S		現場造成コンクリート杭 クイ		高炉B種

		640		ザ・レジデンス東京イースト トウキョウ		住宅 ジュウタク		葛飾区 カツシカ ク		日商岩井不動産㈱,双日㈱,ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾅｲﾝ㈱,ﾆﾁﾓ㈱ ヒ ショウ イワイ フドウサン ソウ ヒ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2005		20,005		15F　　　		RC・S		杭 クイ		高炉B種

		641		ヴィナシス金町 		住宅 ジュウタク		葛飾区 カツシカク		金町六丁目地区市街地再開発組合		㈱佐藤総合計画		大成・東海建設JV		2011		79,563		41F
B2		SRC・RC
S		地下外周部壁、マットスラブ 		高炉B種

		642		小菅住宅　１号棟 コスゲ ジュウタク ゴウトウ		賃貸住宅 チンタイ ジュウタク		葛飾区 カツシカク		㈱HC綾瀬川住宅 アヤセ ガワ ジュウタク		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2010		11,352		13F		RC		杭 クイ		高炉B種

		643		小菅住宅　２号棟 コスゲ ジュウタク ゴウトウ		賃貸住宅 チンタイ ジュウタク		葛飾区 カツシカク		㈱HC綾瀬川住宅 アヤセ ガワ ジュウタク		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2010		18,709		14F		RC		杭 クイ		高炉B種

		644		小菅住宅　３号棟 コスゲジュウタク ゴウトウ		賃貸住宅 チンタイ ジュウタク		葛飾区 カツシカク		㈱HC綾瀬川住宅 アヤセ ガワ ジュウタク		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2010		19,267		14F		RC		杭 クイ		高炉B種

		645		小菅住宅　４号棟 コスゲジュウタク ゴウトウ		賃貸住宅 チンタイ ジュウタク		葛飾区 カツシカク		㈱HC綾瀬川住宅 アヤセ ガワ ジュウタク		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2010		16,143		14F		RC		杭 クイ		高炉B種

		646		東京都立水元小合学園		学校 ガッコウ		葛飾区 カツシカク		東京都知事 トウキョウト チジ		㈱梓設計 アズサ セッケイ		㈱鴻池組		2016		25,066		4F		SRC・RC
S		基礎、基礎梁 キソ キソ バリ		高炉B種

		647		プラウド新小岩		住宅 ジュウタク		葛飾区 カツシカク		野村不動産㈱		㈱淺沼組		㈱淺沼組		2006		22,348		15F
B1		SRC・RC		杭 クイ		高炉B種

		648		（仮称）東京慈恵会医科大学附属青戸病院建替計画 		病院等 ビョウイン トウ		葛飾区 カツシカク		学校法人　慈恵大学		㈱竹中工務店		㈱竹中工務店		2012		28,186		9F		RC・S		地盤改良材 		高炉B種

		649		プラウドシティ金町アベニュー 		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		葛飾区 カツシカク		野村不動産㈱		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2010		27,750		15F		RC		場所打ち杭 クイ		高炉B種

		650		デュオシティ イースト		住宅 ジュウタク		葛飾区 カツシカク		ニチモ㈱		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2005		33,744		15F		RC		杭 クイ		高炉B種

		651		東京都立葛飾ろう学校		学校 ガッコウ		葛飾区 カツシカク		東京都		東京都		前田・小松JV		2005		10,747		4F		RC・S		杭 クイ		高炉B種

		652		デュオシティ ウエスト		住宅 ジュウタク		葛飾区 カツシカク		ニチモ㈱		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2005		14,344		15F		RC		杭 クイ		高炉B種

		653		ミディオン		住宅 ジュウタク		葛飾区 カツシカク		日商岩井不動産㈱		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2005		29,093		15F		RC		杭 クイ		高炉B種

		654		ミディオン		住宅 ジュウタク		葛飾区 カツシカク		日商岩井不動産㈱		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2005		38,927		15F		RC		杭 クイ		高炉B種

		655		東京グランファースト		住宅 ジュウタク		江戸川区 エドガワク		㈱コスモスイニシア		㈱コスモスイニシア		㈱錢高組		2007		14,890		24F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		656		篠崎駅西口公益複合施設プロジェクト（21番街区）篠崎ツインプレイス21番街区		住宅 ジュウタク		江戸川区 エドガワク		篠崎駅西口公益複合施設㈱、スターツデベロップメント㈱		㈱石本建築事務所		大成・スターツCAM JV		2008		10,666		18F
B1		SRC		杭、基礎 クイ キソ		高炉B種

		657		篠崎駅西口公益複合施設プロジェクト（20番街区）篠崎ツインプレイス20番街区		住宅 ジュウタク		江戸川区 エドガワク		篠崎駅西口公益複合施設㈱		㈱石本建築事務所		スターツCAM㈱		2008		20,717		18F
B2		SRC		杭、基礎 クイ キソ		高炉B種

		658		江戸川区立松江小学校 		学校等 ガッコウ トウ		江戸川区 エドガワク		江戸川区長		㈱石本建築事務所		スターツCAM㈱		2013		8,482		4F		RC		基礎、基礎梁～1F床 		高炉B種

		659		パークタワー東京クラルテステーションフロント トウキョウ		住宅 ジュウタク		江戸川区 エドガワク		三井不動産㈱ ミツイ フドウサン		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2005		13,264		20F		RC		杭 クイ		高炉B種

		660		ホームズ葛西店 カサイ ミセ		駐車場 チュウシャ ジョウ		江戸川区 エドガワク		㈱島忠 シマチュウ		㈱関東建創・㈱石本建築事務所 カントウ ダテ キズ イシモト ケンチク ジム ショ		㈱関東建創 カントウ ダテ キズ		2004		80,892		5F　　		S		基礎、地中梁 キソ チチュウ ハリ		高炉B種

		661		日本通運㈱平井支店新倉庫 ニホン ツウウン ヒライ シテン シン ソウコ		倉庫 ソウコ		江戸川区 エドガワク		日本通運㈱ ニホン ツウウン		日通不動産㈱ ヒ ツウ フドウサン		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2005		17,139		5F　　　		SRC		基礎躯体部 キソ クタイ ブ		高炉B種

		662		（仮称）11号館　建設計画		医薬品研究所 イヤクヒン ケンキュウショ		江戸川区 エドガワク		第一三共㈱		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2012		11,724		7F		RC・S		場所打ちコンクリート杭 クイ		高炉B種

		663		警視庁第二機動隊		事務所 ジム ショ		江戸川区 エドガワク		国土交通省　関東地方整備局		㈱松田平田設計 マツダ ヒラタ セッケイ		岩田地崎建設（株）		2014		12,572		6F
B1		RC		建物躯体の１FLより下部（立ち上がり部分を含む）		高炉B種

		664		東京インターマークス トウキョウ		住宅 ジュウタク		江戸川区 エドガワク		ニチモ㈱		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2005		19,156		19F　　		SRC・RC		杭 クイ		高炉B種

		665		Be FORT		住宅 ジュウタク		江戸川区 エドガワク		ニチモ㈱		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2006		11,470		13F　　　		RC		杭 クイ		高炉B種

		666		グランドメゾン狛江		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		狛江市		積水ハウス ㈱		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2013		14,596		9F		RC		場所打ち杭 クイ		高炉C種

		667		グランドメゾン狛江 		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		狛江市		積水ハウス ㈱		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2013		38,850		14F		RC		場所打ち杭 クイ		高炉C種

		668		バーリントンハウス吉祥寺 キチジョウジ		住宅 ジュウタク		三鷹市 ミタカ シ		グッドウィル･グループ		㈱コムスン		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2007		30,284		8F
B1		RC		基礎梁､耐圧版 キソ ハリ タイアツ ハン		高炉B種

		669		ベルデｨオ三鷹レジデンス ミタカ		住宅 ジュウタク		三鷹市 ミタカシ		近鉄不動産㈱ キンテツ フドウサン		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2007		35,899		8F
B1		RC・S		杭 クイ		高炉B種

		670		杏林大学井の頭キャンパス　保健学部西棟		大学 ダイガク		三鷹市 ミタカ シ		学校法人　杏林学園		㈱松田平田設計		㈱竹中工務店 タケナカ コウムテン		2016		9,043		5F		RC・S		基礎、基礎梁、耐圧版		高炉B種

		671		杏林大学井の頭キャンパス　保健学部西棟		大学 ダイガク		三鷹市 ミタカ シ		学校法人　杏林学園		㈱松田平田設計		㈱竹中工務店 タケナカ コウムテン		2016		9,101		5F		RC・S		基礎、基礎梁、耐圧版		高炉B種

		672		杏林大学井の頭キャンパス　保健学部西棟		大学 ダイガク		三鷹市 ミタカ シ		学校法人　杏林学園		㈱松田平田設計		㈱竹中工務店 タケナカ コウムテン		2016		5,804		5F		RC・S		基礎、基礎梁、耐圧版		高炉B種

		673		杏林大学井の頭キャンパス　保健学部西棟		大学 ダイガク		三鷹市 ミタカ シ		学校法人　杏林学園		㈱松田平田設計		㈱竹中工務店 タケナカ コウムテン		2016		5,806		5F		RC・S		基礎、基礎梁、耐圧版		高炉B種

		674		杏林大学井の頭キャンパス　保健学部西棟		大学 ダイガク		三鷹市 ミタカ シ		学校法人　杏林学園		㈱松田平田設計		㈱竹中工務店 タケナカ コウムテン		2016		7,282		5F		RC・S		基礎、基礎梁、耐圧版		高炉B種

		675		杏林大学井の頭キャンパス　保健学部西棟		大学 ダイガク		三鷹市 ミタカ シ		学校法人　杏林学園		㈱松田平田設計		㈱竹中工務店 タケナカ コウムテン		2016		7,718		5F		RC・S		基礎、基礎梁、耐圧版		高炉B種

		676		（仮称）１０１プロジェクト 		工場等 コウジョウ トウ		三鷹市 ミタカ シ		新日鉄ソリューションズ㈱		新日鉄エンジニアリング㈱		新日鉄エンジニアリング㈱		2012		9,863		4F		S		基礎 		高炉B種

		677		牟礼団地分譲住宅建替建設その他工事		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		三鷹市 ミタカ シ		独立行政法人都市再生機構		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2014		14,284		8F		RC		場所打ち杭 クイ		高炉C種

		678		法政大学小金井再開発第２期工事（後半）		学校等 ガッコウ トウ		小金井市		学校法人　法政大学		㈱山下設計		前田建設工業㈱		2012		14,057		4Ｆ		ＲＣ		基礎及び地中梁 		高炉B種

		679		ﾊﾟｰｸﾎｰﾑｽﾞ武蔵小金井フォレストフィールド ムサシ コガネイ		住宅 ジュウタク		小金井市 コガネイ シ		三井不動産㈱ ミツイ フドウサン		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		2006		11,439		11F　　　		RC		場所打ちコンクリート杭 クイ		高炉B種

		680		（仮称）西東京市向台町三丁目共同住宅計画（ヴィーガーデン　ザ・レジデンス） 		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		西東京市		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2010		88,824		19Ｆ		RC・S		場所打ちコンクリート杭 クイ		高炉B種

		681		パークウエスト東京		住宅他 ジュウタク ホカ		西東京市 ニシトウキョウ シ		双日都市開発㈱		㈱長谷工コーポレーション		㈱長谷工コーポレーション		2006		70,240		15F		RC
S		杭・基礎		高炉B種

		682		HIBARI TOWER		住宅 ジュウタク		西東京市 ニシトウキョウ シ		西武不動産㈱		浅井謙建築研究所㈱		㈱鴻池組		2009		32,081		33F
B1		RC・S		杭、地下躯体		高炉B種

		683		電気通信大学100周年キャンパス整備・運営事業　（学生宿舎個室棟）		賃貸住宅 チンタイ ジュウタク		調布市 チョウフシ		三菱倉庫㈱ ミツビシ ソウコ		大成ユーレック㈱ タイセイ		大成ユーレック㈱ タイセイ		2017		5,499		5F		RC				高炉B種

		684		（仮称）ふじみ衛生組合新ごみ処理施設 		ごみ焼却場 ショウキャクジョウ		調布市 チョウフシ		ふじみ衛生組合管理者		ＪＦＥエンジニアリング㈱		ＪＦＥエンジニアリング㈱		2012		11,909		5Ｆ
Ｂ1		S・SRC
RC		場所打ちコンクリート杭 クイ		高炉B種

		685		深大寺レジデンス		住宅 ジュウタク		調布市 チョウフシ		㈱長谷工コーポレーション		㈱長谷工コーポレーション		㈱長谷工コーポレーション		2008		61,459		14F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		686		パークハウス三鷹連雀通り 		住宅 ジュウタク		三鷹市 ミタカ シ		三菱地所㈱、近鉄不動産㈱		東亜建設工業㈱		東亜建設工業㈱		2004		13,548		11Ｆ		ＲＣ		杭 クイ		高炉B種

		687		グランシーナ田無エアマークス タナシ		住宅 ジュウタク		西東京市 ニシ トウキョウ シ		JFE都市開発㈱ トシ カイハツ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		五洋建設㈱ ゴ ヨウ ケンセツ		2004		11,839		10F　　　		RC		杭 クイ		高炉B種

		688		Brillia 調布国領 チョウフ コクリョウ		住宅 ジュウタク		調布市 チョウフシ		東京建物㈱ トウキョウ タテモノ		㈱淺沼組 アサヌマグミ		㈱淺沼組 アサヌマグミ		2004		32,520		14F
B1		RC・S		耐圧版、基礎 タイアツ バン キソ		高炉B種

		689		調布多摩川ガーデンフォート チョウフ タマガワ		住宅 ジュウタク		調布市 チョウフシ		㈱リクルートコスモス		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2004		15,370		10F
B1		RC		杭、基礎 クイ キソ		高炉B種

		690		スィートハウス　ソフィア調布ケ丘 チョウフ オカ		住宅 ジュウタク		調布市 チョウフシ		日商岩井不動産㈱ ニッショウ イワイ フドウサン		㈱トツカ・セッケイ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2004		17,676		14F　　　		SRC		杭 クイ		高炉B種

		691		情報図書館(成蹊大学) ジョウホウ トショカン セイケイ ダイガク		学校 ガッコウ		武蔵野市 ムサシノシ		学校法人 成蹊学園 ガッコウ ホウジン セイケイ ガクエン		㈱坂茂建築設計・㈱三菱地所設計 サカ シゲル ケンチク セッケイ ミツビシ ジショ セッケイ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2006		11,956		5F
B2		S・SRC
RC・PC		杭 クイ		高炉B種

		692		デライトシティ ブレスコート		住宅 ジュウタク		武蔵野市 ムサシノシ		野村不動産㈱ ノムラ フドウサン		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		2004		23,095		14F　　　		RC		杭 クイ		高炉B種

		693		デライトシティ アクアコート		住宅 ジュウタク		武蔵野市 ムサシノシ		野村不動産㈱ ノムラ フドウサン		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		2004		10,093		12F　　　		RC		杭 クイ		高炉B種

		694		デライトシティ サンライトコート		住宅 ジュウタク		武蔵野市 ムサシノシ		野村不動産㈱ ノムラ フドウサン		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		2004		13,551		10F　　　		RC		杭 クイ		高炉B種

		695		吉祥寺レジデンシア キチジョウジ		住宅 ジュウタク		武蔵野市 ムサシノシ		興和･名鉄･長谷工 コウワ メイテツ ハセコウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2010		23,508		8F
B1		RC		場所打ち杭 バショ ウ クイ		高炉B種

		696		成蹊大学新６号館新築工事		学校 ガッコウ		武蔵野市 ムサシノシ		学校法人 成蹊学園 ガッコウ ホウジン セイケイ ガクエン		㈱三菱地所設計 ミツビシ ジショ セッケイ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2014		7,705		6F
B2		SRC・RC・
S		場所打ちコンクリート杭  バショ ウ クイ		高炉B種

		697		サンウッド吉祥寺フラッツ 		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		武蔵野市 ムサシノシ		㈱サンウッド		㈱ルナ都市設計		安藤建設㈱		2013		7,225		14F
B1		RC		水中コンクリート スイチュウ		高炉C種

		698		（仮称）武蔵野市境一丁目計画		賃貸住宅 チンタイ ジュウタク		武蔵野市 ムサシノシ		㈱KY		大成ユーレック㈱ タイセイ		大成ユーレック㈱ タイセイ		2017		5,658		14F		RC		杭基礎 クイ キソ		高炉B種

		699		日本獣医生命科学大学E棟		学校 ガッコウ		武蔵野市 ムサシノシ		学校法人日本医科大学		㈱日建設計 ニッケン セッケイ		北野建設㈱ キタノ ケンセツ		2015		16,793		7F
B1		RC		基礎スラブ キソ		高炉B種

		700		桜堤庭園テラス　（領域１） 		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		武蔵野市 ムサシノシ		大成有楽不動産㈱・平和不動産㈱		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2012		5,935		8F		RC		杭 クイ		高炉C種

		701		桜堤庭園テラス　（領域ＩＩＩ）		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		武蔵野市 ムサシノシ		大成有楽不動産㈱・平和不動産㈱		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2012		5,756		8F		RC		杭 クイ		高炉C種

		702		桜堤庭園テラス　（領域ＩＶ） 		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		武蔵野市 ムサシノシ		大成有楽不動産㈱・平和不動産㈱		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2012		2,299		6F		RC		杭 クイ		高炉C種

		703		武蔵野タワーズ　スカイクロスタワー ムサシノ		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		武蔵野市 ムサシノシ		野村･三菱地所･オリックス･NTT都市開発 ノムラ ミツビシ ジショ トシ カイハツ		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		2010		38,556		31F
B3		RC・S		杭 クイ		高炉B種

		704		武蔵野タワーズ　スカイゲートタワー ムサシノ		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		武蔵野市 ムサシノシ		野村･三菱地所･オリックス･NTT都市開発 ノムラ ミツビシ ジショ トシ カイハツ		三井住友建設㈱		三井住友建設㈱		2010		39,247		28F
B3		RC・S		杭 クイ		高炉B種

		705		ザ・パークハウス武蔵野中町		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		武蔵野市 ムサシノシ		三菱地所レジデンス㈱ ミツビシ ジショ		㈱三菱地所設計 ミツビシ ジショ セッケイ		日本国土開発㈱ ニホン コクド カイハツ		2015		12,589		10F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		706		東京多摩青果㈱国立地方卸売市場 トウキョウ タマ セイカ コクリツ チホウ オロシウ シジョウ		事務所他 ジム ショ ホカ		国立市 クニタチシ		東京多摩青果市場㈱ トウキョウ タマ セイカ イチバ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2006		22,230		4F　　　		SRC・Ｓ		基礎 キソ		高炉B種

		707		関東管区警察学校本館・教場棟		学校等 ガッコウナド		小平市 コダイラシ		国土交通省関東地方整備局		㈱松田平田設計 マツダ ヒラタ セッケイ		東急建設㈱ トウキュウ ケンセツ		2016		5,446		3F		RC		1FLより下部、１階スラブ、自転車置場基礎、玄関庇基礎、東側渡り廊下基礎		高炉B種

		708		グリーンコートレジデンス		住宅 ジュウタク		小平市 コダイラシ		伊藤忠都市開発㈱ イトウチュウ トシ カイハツ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2012		29,968		6F		RC		場所打ち（現場造成）杭 クイ		高炉B種

		709		C1		賃貸住宅 チンタイ ジュウタク		小平市 コダイラシ		㈱ブリヂストン　		㈱松田平田設計 マツダ ヒラタ セッケイ		㈱銭高組 ゼニ コウ クミ		2015		5,403		7F		RC		基礎梁、耐圧板、擁壁 		高炉B種

		710		グローバル・モノづくり研修センター 		研修所 ケンシュウ ジョ		小平市 コダイラシ		㈱ブリジストン		㈱松田平田設計 マツダ ヒラタ セッケイ		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		2011		14,600		6F		RC		基礎・基礎梁・耐圧スラブ 		高炉B種

		711		(独)国立精神・神経医療研究センター  ドク		病院 ビョウイン		小平市 コダイラシ		(独)国立精神・神経医療研究センター  ドク		㈱佐藤総合計画		㈱フジタ		2012		33,521		6F
B1		RC・S		基礎、地中梁 キソ チチュウ ハリ		高炉B種

		712		クラウンガーデン武蔵野 ムサシノ		住宅 ジュウタク		小平市 コダイラシ		㈱ゴールドクレスト		㈱日建ハウジングシステム ニッケン		安藤建設㈱ アンドウ ケンセツ		2007		37,018		8F　　　		RC・S		基礎底以上１階SL以下 キソ テイ イジョウ カイ イカ		高炉B種

		713		公立昭和病院 		病院 ビョウイン		小平市 コダイラシ		昭和病院組合 ショウワ ビョウイン クミアイ		㈱久米設計 クメ セッケイ		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		2012		50,772		9F
B2		SRC・RC		マットスラブ、基礎底盤、基礎梁 ハリ		高炉B種

		714		グランプラド国分寺		住宅 ジュウタク		国分寺市 コクブンジシ		㈱新日鐵都市開発		㈱長谷工コーポレーション		㈱長谷工コーポレーション		2004		37,400		14F
B1		SRC
RC		杭 クイ		高炉B種

		715		武蔵野レジデンス弐番街		住宅 ジュウタク		国分寺市 コクブンジシ		㈱ゼファー		㈱長谷工コーポレーション		㈱長谷工コーポレーション		2005		14,224		8F		RC		杭 クイ		高炉B種

		716		東京プライムウエスト トウキョウ		住宅 ジュウタク		小平市 コダイラシ		東京建物㈱ トウキョウ タテモノ		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		戸田建設㈱		2004		21,383		14F
B1		SRC・RC		基礎梁、杭 キソ ハリ クイ		高炉B種

		717		クレストフォルム武蔵野ガーデンコート ムサシノ		住宅他 ジュウタク ホカ		小平市 コダイラシ		㈱ゴールドクレスト		㈱日建ハウジングシステム ニッケン		安藤建設㈱ アンドウ ケンセツ		2006		20,065		13F　　　		RC・S		場所打ち杭 クイ		高炉B種

		718		ルネサステクノロジ武蔵事業所 ムサシ ジギョウショ		事務所 ジム ショ		小平市 コダイラシ		住友信託銀行 スミトモ シンタク ギンコウ		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		2005		40,175		7F　　　		S		地下、基礎等のマスコンクリート部 チカ キソ ヒトシ ブ		高炉B種

		719		グレイディア		住宅他 ジュウタク ホカ		昭島市 アキシマシ		双日都市開発㈱ ソウヒ トシ カイハツ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2005		46,242		15F　　　		RC・S		杭 クイ		高炉B種

		720		タチエス昭島ビル新築工事 アキシマ シンチク コウジ		店舗 テンポ		昭島市 アキシマシ		㈱タチエス		㈱日本商業企画研究所 ニホン ショウギョウ キカク ケンキュウショ		㈱淺沼組 アサヌマグミ		2003		46,882		4F
B1		S		杭、捨てコン クイ ス		高炉B種

		721		東京西徳洲会病院		病院他 ビョウイン ホカ		昭島市 アキシマシ		医療法人徳洲会		㈱新都計画		㈱大林組		2006		38,379		9F
B1		S
RC		基礎部		高炉B種

		722		モリタウン東館・駐車場棟 ヒガシ カン チュウシャジョウ トウ		店舗他 テンポ ホカ		昭島市 アキシマシ		昭和飛行機工業㈱ ショウワ ヒコウキ コウギョウ		㈱フジタ		㈱フジタ		2004		59,208		4F
B1		RC・S		基礎 キソ		高炉B種

		723		明星中学・高等学校校舎 メイセイ チュウガク コウトウ ガッコウ コウシャ		学校 ガッコウ		府中市 フチュウシ		学校法人明星学苑 ガッコウ ホウジン メイセイ ガク ソノ		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		2004		17,132		6F　　		RC・S		基礎、基礎梁、マットスラブ キソ キソ ハリ		高炉B種

		724		ラヴィラ府中多摩川 フチュウ タマガワ		住宅 ジュウタク		府中市 フチュウシ		総合地所㈱ ソウゴウ ジショ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2005		39,900		13F
B1		SRC		現場造成杭 クイ		高炉B種

		725		東京競馬場　第３期スタンド		競馬場 ケイバジョウ		府中市 フチュウシ		日本中央競馬会		㈱松田平田設計				2007		171,429		9F
B2		S
SRC		地下マットスラブ（支柱保持兼用）		高炉B種

		726		武蔵村山病院 ムサシ ムラヤマ ビョウイン		病院 ビョウイン		武蔵村山市 ムサシ ムラヤマ シ		医療法人財団大和会 イリョウ ホウジン ザイダン ダイワ カイ		㈱石本建築事務所 イシモト ケンチク ジム ショ		㈱フジタ		2005		18,122		6F
B1		RC・S		地下躯体・基礎、基礎梁､1階床 チカ クタイ キソ キソ ハリ イッカイ ユカ		高炉B種

		727		拓殖大学第一高等学校 タクショク ダイガク ダイイチ コウトウ ガッコウ		学校 ガッコウ		武蔵村山市 ムサシ ムラヤマ シ		学校法人拓殖大学 ガッコウ ホウジン タクショク ダイガク		㈱日建設計 ニッケン セッケイ		西松建設㈱ ニシマツ ケンセツ		2004		18,951		4F　　　		ＲＣ・SRC		1階床以下の構造躯体 カイ ユカ イカ コウゾウ クタイ		高炉B種

		728		アレアレア２		店舗他 テンポ ホカ		立川市 タチカワ シ		㈲立川みなみﾙﾈｯｻﾝｽ		㈱石本建築事務所		㈱大林組		2005		15,853		6F
B1		S
SRC		基礎・地下躯体部分		高炉B種

		729		(仮称)真澄寺別院真如苑総合道場接心棟 マスミ テラ ベツイン シン ニョ エン ソウゴウ ドウジョウ セツ ココロ トウ		集会所 シュウカイ ショ		立川市 タチカワシ		宗教法人　真澄寺 シュウキョウ ホウジン マスミ テラ		㈱一如社 イチ ニョ シャ		大成・竹中・大林・  鹿島共同企業体 タイセイ タケナカ オオバヤシ カジマ キョウドウ キギョウタイ		2006		11,321		4F
B1		S・SRC
RC		基礎(地中梁・耐圧板)及び地下1階躯体、１階立上り部分 キソ チチュウ ハリ タイアツ イタ オヨ チカ カイ クタイ カイ タチアガ ブブン		高炉B種

		730		レガリア		住宅 ジュウタク		立川市 タチカワシ		㈱世界貿易センタービルディング他5社 セカイ ボウエキ ホカ シャ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2004		62,567		15F　　　		RC		杭 クイ		高炉B種

		731		(仮称)多摩水道改革推進本部庁舎新築工事 カショウ シンチク コウジ		事務所 ジム ショ		立川市 タチカワ シ		東京都水道局		㈱佐藤総合計画		鹿島・前田・ロッテJV		2006		13,096		10F
B1		RC		耐圧板		高炉B種

		732		サンクタス立川T1 タチカワ		住宅他 ジュウタク ホカ		立川市 タチカワシ		オリックス・リアルエステート㈱		㈱入江三宅設計事務所 イ エ ミヤケ セッケイ ジム ショ		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		2006		33,007		14F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		733		アウリオンシティ		住宅 ジュウタク		東村山市 ヒガシ ムラヤマ シ		藤和不動産㈱ トウワ フドウサン		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2004		32,434		14F　　　		SRC		杭・基礎 クイ キソ		高炉B種

		734		シャリエ久米川 アクアマークス クメガワ		住宅 ジュウタク		東村山市 ヒガシ ムラヤマ シ		東レ建設㈱		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2006		12,499		10F　　　		RC		杭、基礎 クイ キソ		高炉B種

		735		東村山浄水場高度浄水施設 		水道施設 スイドウ シセツ		東村山市 ヒガシ ムラヤマ シ		東京水道局長 トウキョウ スイドウ キョクチョウ		日本上下水道設計（株）		鹿島・大成・西松建設JV		2011		17,780		4F
B2		RC		外部階段室，無筋コンクリート，均しコンクリート 		高炉B種

		736		オーベルグランディオ東大和 		住宅 ジュウタク		東大和市 ヒガシヤマトシ		有楽土地㈱、㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ユウラク トチ ハセコウ		㈱長谷工コーポレーション		㈱長谷工コーポレーション		2010		17,102		8F		RC		場所打杭 バショ ウ クイ		高炉B種

		737		東京ユニオンガーデン		住宅他 ジュウタク ホカ		東大和市 ヒガシヤマトシ		東レ建設㈱		㈱長谷工コーポレーション		㈱長谷工コーポレーション		2006		31,466		11F		RC		杭 クイ		高炉B種

		738		東京ユニオンガーデン		住宅他 ジュウタク ホカ		東大和市 ヒガシヤマトシ		東レ建設㈱		㈱長谷工コーポレーション		㈱長谷工コーポレーション		2007		50,863		14F		RC		現場打ちコンクリート杭 ゲンバ ウ クイ		高炉B種

		739		ヴェラクシスガーデン府中 フチュウ		住宅 ジュウタク		府中市 フチュウシ		㈱大京 ダイキョウ		㈱安宅設計 アタカ セッケイ		日本国土開発㈱ ニホン コクド カイハツ		2005		20,641		11F
B1		RC		杭及び基礎 クイ オヨ キソ		高炉B種

		740		ルネ　ファンタグラーレ府中是政		住宅 ジュウタク		府中市 フチュウシ		総合地所㈱		㈱長谷工コーポレーション		㈱長谷工コーポレーション		2008		10,846		8F
B1		RC		基礎 キソ		高炉B種

		741		警視庁第七機動隊		庁舎、賃貸住宅 チョウシャ チンタイ ジュウタク		府中市 フチュウシ		国土交通省関東地方整備局		㈱石本建築事務所 イシモト ケンチク ジム ショ		五洋建設㈱ ゴ ヨウ ケンセツ		2013		14,607				SRC・RC		１Fより下に利用 		高炉B種

		742		（仮称）日鋼町電算センター		電算センター デンサン		府中市 フチュウシ		府中アセット特定目的会社		㈱久米設計		鹿島建設㈱		2008		19,136		10F
B1		S				高炉B種

		743		ルミエール府中（府中市民会館・中央図書館複合施設） 		図書館 トショカン		府中市 フチュウシ		ＰＦＩ府中市民会館・中央図書館㈱		㈱佐藤総合計画		㈱大林組		2011		14,190		5F
B1		SRC		地下躯体 チカ クタイ		高炉B種

		744		ザ・ミレニアムフォート府中御殿坂		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		府中市 フチュウシ		セントラル総合開発㈱		㈱宮田建築事務所		五洋建設㈱ ゴ ヨウ ケンセツ		2013		22,100		14F		RC		杭 クイ		高炉C種

		745		わらべや日洋(株)新村山工場建設事業 ケンセツ ジギョウ		工場 コウジョウ		武蔵村山市 ムサシ ムラヤマ シ		わらべや日洋㈱		清水建設㈱		清水建設㈱		2007		12,804		2F		S		基礎 キソ		高炉B種

		746		東京都立川合同庁舎  （ 合同庁舎 ） 		事務所等 ジム ショナド		立川市 タチカワ シ		東京都知事 トウキョウト チジ		㈱佐藤総合計画		佐藤・技研建設共同企業体		2016		11,540		4F
B1		SRC		地下１階床より下部 		高炉B種

		747		立川ステーションルネッサンス		店舗他 テンポ ホカ		立川市 タチカワ シ		東日本旅客鉄道㈱		東日本旅客鉄道㈱		立川駅改良工事他JV		2008		17,176		13F
B1		S
SRC		地下躯体		高炉B種

		748		立川駅北口西地区第一種市街地再開発事業施設建築物		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		立川市 タチカワ シ		立川駅北口西地区市街地再開発組合		清水建設　松田平田設計　共同企業体		清水建設㈱		2016		59,204		32F
B2		RC		杭 クイ		高炉C種

		749		(仮称)ＮＩＳ立川駅前ビル カショウ タチカワ エキマエ		店舗 テンポ		立川市 タチカワシ		(有)ＮＩＳ立川駅前ビル ユウ タチカワ エキマエ		㈱清水組 シミズ クミ		㈱清水組		2007		11,551		8F
Ｂ3　　　		S・SRC
RC		基礎～Ｂ1Ｆ床立上がり キソ ユカ タ ア		高炉B種

		750		立川ビル建替工事 タチカワ タテカ コウジ		事務所 ジム ショ		立川市 タチカワシ		東京ガス㈱、東京ガス都市開発㈱ トウキョウ トウキョウ トシ カイハツ		㈱佐藤総合計画		清水建設㈱		2016		13,854		5F		RC		事務所棟（マットスラブ、土圧壁）		高炉B種

		751		立川市庁舎 タチカワシ チョウシャ		事務所 ジム ショ		立川市 タチカワシ		立川市長 タチカワシチョウ		野沢正光・山下設計設計JV		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		2011		25,982		4F
B1		PC・S・ＲＣ		基礎 キソ		高炉B種

		752		東京地家裁立川支部庁舎		裁判所庁舎 サイバンショ チョウシャ		立川市 タチカワ シ		ネクストコートハウス立川PFI㈱		㈱梓設計		新日鉄ｴﾝｼﾞ・ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ・関電工・第一設備JV		2009		27,135		8F
B1		S		基礎、基礎梁		高炉B種

		753		立川地方合同庁舎（仮称） 		事務所 ジム ショ		立川市 タチカワシ		こぶし立川ＰＦＩ㈱		㈱ 梓設計		熊谷組・大和リース建設JV		2013		24,044		7F		S		捨てコンクリート 		高炉B種

		754		立川第二法務総合庁舎		庁舎 チョウシャ		立川市 タチカワ シ		国土交通省関東地方整備局		㈱日本設計		㈱大林組		2009		17,156		10F
B1		SRC		1FLより下部の躯体		高炉B種

		755		アルボの丘　2番街 オカ バン マチ		住宅 ジュウタク		稲城市 イナギシ		伊藤忠都市開発㈱、ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ都市開発㈱ イトウチュウ ト シ カイハツ トシ カイハツ		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		2006		23,158		10F
B1		RC		基礎、基礎梁 キソ キソ ハリ		高炉B種

		756		アルボの丘　3番街 オカ バン マチ		住宅 ジュウタク		稲城市 イナギシ		伊藤忠都市開発㈱、ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ都市開発㈱ イトウチュウ ト シ カイハツ トシ カイハツ		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		2006		14,426		12F　　　		RC		基礎、基礎梁 キソ キソ ハリ		高炉B種

		757		稲城市立南山小学校・稲城市南山学童クラブ		学校 ガッコウ		稲城市 イナギシ		稲木市長 イナギシチョウ		㈱池下設計 イケシタ セッケイ		大成・大石建設JV タイセイ オオイシ ケンセツ		2015		7,469		3F		RC		基礎部分		高炉B種

		758		京王リトナード稲城 ケイオウ イナギ		店舗他 テンポ ホカ		稲城市 イナギシ		京王電鉄㈱ ケイオウ デンテツ		㈱久米設計 クメ セッケイ		京王建設㈱ ケイオウ ケンセツ		2006		12,822		5F
B1		S・RC		地下1階下の基礎躯体 チカ シタ キソ ク タイ		高炉B種

		759		ＮＤ２プロジェクト新築工事		データセンター		多摩市 タマシ		㈱野村総合研究所		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2012		38,820		4F
B1		S・（CFT）		杭 クイ		高炉B種

		760		多摩第4ネットワークセンター1期局舎（仮称） カショウ		通信局舎 ツウシンキョク シャ		多摩市 タマシ		ＫＤＤＩ㈱		㈱日建設計		鹿島建設㈱		2008		24,090		6F		RC		杭周根固め液 エキ		高炉B種

		761		デンカイノベーションセンター本館		事務所 ジム ショ		町田市 マチダ シ		電気化学工業㈱ デンキ カガク コウギョウ		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		2014		6,140		3F		RC		基礎 キソ		高炉B種

		762		大学教育棟2014 ダイガク キョウイク トウ		学校 ガッコウ		町田市 マチダ シ		学校法人　玉川学園 ガッコウ ホウジン タマガワガクエン		㈱久米設計 クメ セッケイ		西松建設㈱ ニシマツ ケンセツ		2015		23,346		5F
B2		RC・S		場所打ちコンクリート杭 バショ ウ クイ		高炉B種

		763		ソルグランデ　メイツ多摩境　グリーンコート		住宅他 ジュウタク ホカ		町田市 マチダ シ		名鉄不動産㈱		㈱長谷工コーポレーション		㈱長谷工コーポレーション		2008		27,572		11F
B1		RC		杭，基礎		高炉B種

		764		ソルグランデ　メイツ多摩境　オレンジコート		住宅他 ジュウタク ホカ		町田市 マチダ シ		名鉄不動産㈱		㈱Ｔ設計工房、㈱長谷工コーポレーション ハセコウ		㈱長谷工コーポレーション		2008		15,554		10F		RC・S		杭，基礎		高炉B種

		765		ふれあい町田ホスピタル介護老人保健施設　ふれあいの町田		病院他 ビョウイン ホカ		町田市 マチダ シ		医療法人社団　康心会		㈱伊藤喜三郎建築研究所		戸田建設㈱		2007		24,507		4F
B1		RC		基礎 キソ		高炉B種

		766		ゲートヒルズ多摩境パークフロント		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		町田市 マチダ シ		名鉄不動産㈱、㈱長谷工コーポレーション メイテツ フドウサン ハセコウ		㈱長谷工コーポレーション		㈱長谷工コーポレーション		2014		14,609		13F		RC		杭 クイ		高炉C種

		767		グランノエル南町田 ミナミ マチダ		住宅 ジュウタク		町田市 マチダ シ		㈱ノエル		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2007		10,306		9F　　　		RC		杭 クイ		高炉B種

		768		アルボの丘　4番街 オカ バン マチ		住宅 ジュウタク		稲城市 イナギシ		伊藤忠都市開発㈱、ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ都市開発㈱ イトウチュウ ト シ カイハツ トシ カイハツ		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		2006		29,570		14F　　　		RC		基礎、基礎梁 キソ キソ ハリ		高炉B種

		769		よみうりランド慶友病院 ケイ トモ ビョウイン		病院 ビョウイン		稲城市 イナギシ		㈱よみうりランド		㈱日建設計 ニッケン セッケイ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2005		14,995		6F　　　		SRC・S		場所打ちコンクリート杭 クイ		高炉B種

		770		オーベル多摩永山 タマ ナガヤマ		住宅 ジュウタク		多摩市 タマシ		有楽土地㈱ ユウラク トチ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2005		15,668		11F　　　		RC		杭、基礎 クイ キソ		高炉B種

		771		Brillia多摩センター		住宅 ジュウタク		多摩市 タマシ		東京建物㈱		㈱淺沼組		㈱淺沼組		2007		64,820		18F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		772		東寺方ショッピングセンター ヒガシ テラ ホウ		店舗 テンポ		多摩市 タマシ		サミット㈱		㈱エスデーシー設計 セッケイ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2005		20,792		5F
B1		S		基礎 キソ		高炉B種

		773		イトーピア多摩パルテノンヒルズ タマ		住宅 ジュウタク		多摩市 タマシ		伊藤忠都市開発㈱ イトウチュウ トシ カイハツ		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		三井住友建設㈱ ミツイ スミトモ ケンセツ		2003		10,472		7F　　　		RC		杭 クイ		高炉B種

		774		クリオ町田駅前 		住宅 ジュウタク		町田市 マチダシ		明和地所㈱		㈱イクス・ア－ク都市設計		三井住友建設㈱		2006		15,705		15F		RC		杭 クイ		高炉B種

		775		Dプロジェクト町田新築工事 マチダ シンチク コウジ		倉庫 ソウコ		町田市 マチダシ		日立キャピタル㈱ ヒタチ		大和ハウス工業㈱ ダイワ コウギョウ		大和ハウス工業㈱ ダイワ コウギョウ		2006		52,803		5F　　　		RC・S		基礎 キソ		高炉B種

		776		（仮称）オートウェーブ町田店 マチダ ミセ		店舗 テンポ		町田市 マチダシ		（有）ティーエス荻原 ユウ オギハラ		冨谷進 トミ タニ スス		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2004		10,839		3F
B1		S		杭基礎、1階床 クイ キソ カイ ユカ		高炉B種

		777		ユニヴェルシオール学園の丘		住宅 ジュウタク		町田市 マチダ シ		ナイス㈱		㈱長谷工コーポレーション		㈱長谷工コーポレーション		2006		59,096		10F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		778		ビバヒルズ		住宅 ジュウタク		日野市 ヒノシ		相鉄不動産㈱ ソウテツ フドウサン		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2005		70,534		14Ｆ
		RC		杭 クイ		高炉B種

		779		カシオ計算機㈱八王子技術センター ケイサンキ ハチオウジ ギジュツ		研究所 ケンキュウショ		八王子市 ハチオウジシ		カシオ計算機㈱ ケイサンキ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		清水建設㈱ シミズ ケンセツ		2004		23,208		7F　　　		S		基礎躯体 キソ クタイ		高炉B種

		780		トラスティア北野 キタノ		住宅 ジュウタク		八王子市 ハチオウジシ		京王電鉄㈱ ケイオウ デンテツ		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		2007		12,788		11F　　　		RC		杭 クイ		高炉B種

		781		明星大学29号館（理工学部Ａ棟） メイセイ ダイガク ゴウカン リコウ ガクブ トウ		学校 ガッコウ		八王子市 ハチオウジシ		学校法人 明星学苑 ガッコウ ホウジン ミョウジョウ ガク ソノ		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		2007		23,487		17F　　　		S		杭、基礎、基礎梁 クイ キソ キソ ハリ		高炉B種

		782		明星大学共用演習棟・教育研究棟新築工事 シンチク コウジ		学校 ガッコウ		八王子市 ハチオウジシ		学校法人明星学苑		大成建設㈱		大成建設㈱		2007		62,435		19F
B2		SRC
RC・S		杭、B1床梁以下から基礎		高炉C種

		783		グランスイート南大沢 ミナミ オオサワ		住宅 ジュウタク		八王子市 ハチオウジシ		丸紅㈱ マルベニ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2006		18,961		14F　　　		RC		杭 クイ		高炉B種

		784		プレセダンヒルズ南大沢 ミナミ オオサワ		住宅 ジュウタク		八王子市 ハチオウジシ		ナイス㈱		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2004		25,457		14F
B1		RC・SRC		杭 クイ		高炉B種

		785		リンクソシエ南大沢 ミナミ オオサワ		住宅 ジュウタク		八王子市 ハチオウジシ		日商岩井㈱・日商岩井不動産㈱ ニッショウ イワイ ニッショウ イワイ フドウ サン		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		㈱長谷工コーポレーション ハセ コウ		2004		24,440		14F　　　		SRC		杭・基礎 クイ キソ		高炉B種

		786		明星大学日野校（仮称）32号館 ミョウジョウ ダイガク ヒノ コウ カショウ ゴウカン		学校 ガッコウ		八王子市 ハチオウジシ		学校法人 明星学苑 ガッコウ ホウジン ミョウジョウ ガク ソノ		㈱安井建築設計事務所 ヤスイ ケンチク セッケイ ジム ショ		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		2015		8,922		6F　　　		S		基礎、底盤、地中梁 キソ ソコ バン チチュウ ハリ		高炉B種

		787		明星大学日野校（仮称）33号館 ミョウジョウ ダイガク ヒノ コウ カショウ ゴウカン		学校 ガッコウ		八王子市 ハチオウジシ		学校法人明星学苑		㈱安井建築設計事務所 ヤスイ ケンチク セッケイ ジム ショ		戸田建設㈱ トダ ケンセツ		2015		6,160		5F　　　		S		基礎、底盤、地中梁 キソ ソコ バン チチュウ ハリ		高炉B種

		788		イーストハイム豊田 トヨダ		住宅 ジュウタク		日野市 ヒノシ		東日本旅客鉄道㈱ ヒガシ ニホン リョキャク テツドウ		㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本 ヒガシ ニホン		鉄建建設㈱ テッケン ケンセツ		2007		10,338		3F　　　		RC		基礎梁以下 キソ ハリ イカ		高炉B種

		789		アクロスモール八王子みなみ野		店舗他 テンポ ホカ		八王子市 ハチオウジシ		ダイヤモンドリース㈱		大和ハウス工業㈱		大和ハウス工業㈱		2006		24,842		3F
B1		S		基礎 キソ		高炉B種

		790		（仮称）八王子新総合現業事務所  （ 事務所 ）		事務所等 ジム ショナド		八王子市 ハチオウジシ		東日本旅客鉄道㈱　八王子支社		東日本旅客鉄道㈱　八王子支社		東鉄工業㈱ トウテツ コウギョウ		2016		11,087		8F		S		基礎構造、擁壁		高炉B種

		791		エスフォルタアリーナ八王子  （ 体育館・観覧場 ）		集会場等,駐車場 シュウカイジョウ ナド チュウシャジョウ		八王子市 ハチオウジシ		八王子ゆめおりサポート㈱		梓設計・大成建設　設計共同企業体		大成建設・田中建設共同企業体		2017		23,092		4F
B1		SRC・RC・
S		基礎・基礎梁 		高炉B種

		792		八王子駅南口地区第一種市街地再開発事業施設建築物 		集会場,駐車場,百貨店,事務所 シュウカイジョウ チュウシャジョウ ヒャッカテン ジム ショ		八王子市 ハチオウジシ		八王子駅南口地区市街地再開発組合		㈱大林組 オオバヤシグミ		㈱大林組 オオバヤシグミ		2011		99,770		42F
B2		SRC・RC・
S				高炉B種

		793		エクシオ八王子みなみ野レジデンス		住宅 ジュウタク		八王子市 ハチオウジシ		㈱プロバイスコーポレーション		㈱長谷工コーポレーション		㈱長谷工コーポレーション		2008		15,868		10F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		794		（仮称）Ｄプロジェクト北八王子　Ｂ棟新築工事		倉庫 ソウコ		八王子市 ハチオウジシ		八王子施設開発目的会社 モクテキ カイシャ		ダイワハウス工業㈱ コウギョウ		ダイワハウス工業㈱ コウギョウ		2012		18,857		4F		SRC・S		基礎・地中梁		高炉B種

		795		（仮称）八王子石川町物流センター		工場 コウジョウ		八王子市 ハチオウジシ		合同会社アイシー		㈱フジタ		㈱フジタ		2008		42,132		5F		RC・S		基礎、基礎梁、土間コンクリート		高炉B種

		796		アクシア八王子ピュアマークス 		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		八王子市 ハチオウジシ		豊田通商㈱ トヨダ ツウショウ		㈱青島設計 アオシマ セッケイ		㈱福田組 フクダ ク		2011		38,798				SRC・RC		基礎部 キソ ブ		高炉B種

		797		明星大学新講義棟（仮称）新築工事 メイセイ ダイガク シン コウギ ムネ カショウ シンチク コウジ		学校 ガッコウ		八王子市 ハチオウジシ		学校法人明星学苑 ガッコウ ホウジン メイセイ ガク ソノ		鹿島建設㈱ カジマ ケンセツ		大成建設㈱ タイセイ ケンセツ		2005		12,368		5F　　　		SRC		杭、基礎、基礎梁 クイ キソ キソ ハリ		高炉B種

		798		警視庁南大沢警察署庁舎		庁舎 チョウシャ		八王子市 ハチオウジシ		東京都		警視庁総務部施設課		ﾌｼﾞﾀ・せきどJV		2009		13,465		6F
B1		SRC		基礎 キソ		高炉B種

		799		ミッドプレイス八王子 ハチオウジ		分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		八王子市 ハチオウジシ		㈱長谷工コーポレーション、住友不動産㈱ スミトモ フドウサン		㈱長谷工コーポレーション		㈱長谷工コーポレーション		2014		17,953		15F		RC				高炉C種

		800		エクシオ南大沢見附橋レジデンス		住宅 ジュウタク		八王子市 ハチオウジシ		㈱プロバイスコーポレーション		㈱長谷工コーポレーション		㈱長谷工コーポレーション		2008		15,705		10F
B1		RC		杭 クイ		高炉B種

		801		河辺タウンビル　Ａ		店舗他 テンポ ホカ		青梅市 オウメシ		財団法人　東京都新都市建設公社		㈱佐藤総合計画		㈱フジタ		2007		32,708		8F		S		基礎 キソ		高炉B種

		802		公立阿伎留病院 コウリツ ア サエ ドメ ビョウイン		病院 ビョウイン		あきる野市 ノ シ		阿伎留病院組合 ア サエ ドメ ビョウイン クミアイ		㈱久米設計 クメ セッケイ		清水・東急・清水組 シミズ トウキュウ シミズ クミ		2006		26,911		6F
B1		RC・S		基礎 キソ		高炉B種

		803		CRE瑞穂物流センター(B棟） ミズホ ブツリュウ トウ		倉庫 ソウコ		瑞穂町 ミズホチョウ		㈱コマーシャル・アールイー		㈱フジタ		㈱フジタ		2007		17,041		2F		RC・S		基礎・基礎梁		高炉B種

		804		CRE瑞穂物流センター(Ａ棟） ミズホ ブツリュウ トウ		倉庫 ソウコ		瑞穂町 ミズホ チョウ		㈱コマーシャル・アールイー		㈱フジタ		㈱フジタ		2007		14,662		2F　　　		RC・S		基礎・基礎梁		高炉B種
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