
平成25年 工事件名 発注者及び元請
1月 笹子ﾄﾝﾈﾙ天井板撤去工事上り線 ㈱大林組
2月 築地水産第二別館一部解体工事 大成建設㈱
2月 武蔵浦和駅第3街区第一種市街地再開発事業に伴う地中障害撤去工事 関東建設興業㈱
2月 石興ﾋﾞﾙ解体工事 関東建設興業㈱
2月 ㈱三菱食品横須賀ﾌﾙﾗｲﾝ物流ｾﾝﾀｰ 関東建設興業㈱
2月 入江崎水再生ｾﾝﾀｰ管理棟土木工事 大成建設㈱
3月 Value5厚木店解体撤去工事 ㈱NIPPO
3月 初山SS解体工事 天沼建設工業㈱
3月 Dｒ.Drive246ありま店改修工事 天沼建設工業㈱
3月 （仮称）港南2丁目橋詰広場撤去工事 清水建設㈱
4月 大手町読売新聞本社・建（単一工区） 清水建設㈱
5月 赤坂KTﾋﾞﾙ解体工事 東急建設㈱
5月 中央線外利用高架橋その他耐震補強工事2012 ユニオン建設㈱
5月 芝浦水再生ｾﾝﾀｰ雨水貯留池建設その3工事蓄熱槽解体工事 大成建設㈱
6月 （仮称）川崎市麻生区上麻生5丁目計画新築工事 ㈱ピーエス三菱
6月 (仮称）練馬区栄町店舗計画新築工事に伴う解体工事2期 ㈱ピーエス三菱
6月 中央道恵那山トンネル天井板撤去工事 ㈱大林組
6月 銀座千年茶館新築工事に伴う解体工事 清水建設㈱
7月 日本化薬㈱東2.北3工場解体工事 ㈱大林組
7月 藤沢駅南口ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 大成建設㈱
7月 砧倉庫解体工事 清水ﾗｲﾌｹｱ
8月 資生堂RC新横浜改修工事に伴う撤去工事 天沼建設工業㈱
8月 中野邸解体工事 関東建設興業㈱
9月 蒲田駅ﾃﾅﾝﾄ内廃棄ﾀﾞｸﾄ（CB造）撤去工事 ユニオン建設㈱
9月 新丸子ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ㈱ピーエス三菱
9月 笹下15荘・笹下寮解体工事 ㈱IHIﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ
10月 芝浦水再生ｾﾝﾀｰ雨水貯留池建設　杭頭処理工事 大成建設㈱
10月 信金中金市ヶ谷別館解体工事 戸田建設㈱
10月 銀座5丁目計画新築工事 清水建設㈱
11月 道路有効活用推進工事095（越谷歩道橋） 山﨑建設㈱
11月 日野市旭丘3丁目計画に伴う解体工事 関東建設興業㈱
11月 KDDI横浜ﾋﾞﾙ解体工事 ㈱三木組
12月 (仮称）淵野辺倉庫解体工事 関東建設興業㈱
12月 （仮称）日ノ出町保育園新築工事 ㈱ピーエス三菱
12月 我孫子駅出張所新築工事に伴う解体工事 ユニオン建設㈱
12月 鶴田駅本屋新築その1（支障物撤去その他）工事 ユニオン建設㈱
12月 とだ自動車学校内河川ﾎﾞｯｸｽ改修工事 ㈱NIPPO

平成25年実績



平成26年 工事件名 発注者及び元請
1月 第二中原荘解体工事 関東建設興業㈱
1月 都営辰巳１丁目ｱﾊﾟｰﾄ（2～4号棟）除去工事 関東建設興業㈱
1月 （仮称）武蔵境1丁目計画 ㈱ピーエス三菱
1月 東京電力神奈川支店本部電気設備他改修工事 ㈱関電工
2月 川崎競馬場改修第二期工事（その1） ㈱関電工
2月 関東ﾘｮｰｼｮｸ前橋DC屋根庇撤去・新設工事 関東建設興業㈱
2月 三菱電線熊谷製作所雪害復旧工事 ㈱ﾋﾟｰｴｽ三菱・三菱ﾏﾃﾘｱﾙﾃ
2月 ｻｲﾘｮｳﾃﾞﾘｶ工場現状復旧工事 関東建設興業㈱
3月 鈴木組蕨社員寮解体工事 鈴木組
3月 巣鴨駅内ﾌｪﾝｽ新設のその他工事 ユニオン建設㈱
3月 UACJ9棟屋根復旧工事 大成建設㈱
3月 太子食品㈱日光工場水処理接触曝気槽撤去工事 カンノ工業㈱
4月 順天堂大学ｷｬﾝﾊﾟｽ・ﾎｽﾋﾟﾀﾙ再事業B棟2期解体工事 清水建設㈱
4月 銀座5丁目計画ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ解体工事 清水建設㈱
5月 （仮称）慈恵旧青戸看護専門学校解体工事 戸田建設㈱
6月 （仮称）日東商事株式会社 ㈱ピーエス三菱
6月 荏原6丁目計画駐車場舗装その他撤去工事 ㈱ピーエス三菱
6月 浦和MCﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ 関東建設興業㈱
6月 台東区元浅草（近藤商店）解体工事 ｴｺｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
6月 横浜銀行事務ｾﾝﾀｰ電源設備ｲﾝﾌﾗ整備工事 ㈱関電工
7月 （仮称）互興本社ﾋﾞﾙ新築工事 清水建設㈱
7月 柏出張所解体工事 ユニオン建設㈱
8月 資生堂ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ新横浜改修工事 ㈱関電工
8月 日本ﾗﾝｺ㈱宇都宮工場土壌汚染改良工事 ㈱ピーエス三菱
9月 東京都墨田都税事務所（26）解体工事 関東建設興業㈱
9月 鶴見・国道間第２高架橋（L1）耐震補強その他工事 ユニオン建設㈱
10月 前沢化成既存庇撤去 大成建設㈱
10月 JR川崎発電所4号設備撤去工事 日本電設工業㈱
11月 (仮称）東日本建設業保証㈱新本社ﾋﾞﾙ新築工事に伴う解体工事 清水建設㈱
11月 新橋6丁目計画新築工事 清水建設㈱
12月 有明埠頭10号地土間基礎解体 松尾工務店

平成26年実績



平成27年 工事件名 発注者及び元請
1月 総A除)街路整備工事(吉川橋旧橋撤去工1工区) 中野組
2月 国立霞ヶ丘陸上競技場等とりこわし工事（南工区） 関東建設興業㈱
3月 富士通㈱川崎工場新棟建設工事の内建築工事 清水建設㈱
4月 さいたま新都心ｺｸｰﾝ3改修工事（広告塔撤去工事） 大成建設㈱
4月 新木駅橋上駅舎新設他工事 ユニオン建設㈱
5月 ﾊﾟｻﾆｱ解体工事 ㈱ピーエス三菱
5月 ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽﾊﾟｰｸ東京新木場2階ＣＤ倉庫区画壁撤去工事 ㈱ビケンテクノ
5月 関電工藤沢仮設事務所改修復旧工事 ㈱関電工
5月 東京鋪装工業㈱埼玉合材工場建替え ㈱ピーエス三菱
6月 RD神田ﾋﾞﾙ改修工事 ㈱ピーエス三菱
6月 （仮称）TGMM芝浦PJB棟Ⅰ期（先行部）新築工事 清水建設㈱
6月 東日本建設保証㈱新本社ﾋﾞﾙ建設工事 清水建設㈱
7月 西谷ﾄﾝﾈﾙ解体工事 大成建設㈱
8月 （仮称）あけぼの病院既存建物解体工事 関東建設興業㈱
8月 二俣川駅南口第一種市街地再開発事業に係る 大成建設㈱
9月 藤沢市民病院再整備事業工事　（第1期工事） 大成建設㈱
9月 泰明ﾋﾞﾙ別館・蔦ﾋﾞﾙ解体工事 JV日本ﾄﾘｰﾄ・永井産業
9月 日本たばこ産業㈱友部工場Ｃ２工場（ＡＣＥＴ含浸棟） ｼﾞｪｲﾃｨｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱
10月 虎ノ門ﾄﾗｽﾄｼﾃｨﾜｰﾙﾄﾞｹﾞｰﾄ計画敷地内解体工事 清水建設㈱
10月 ﾀﾞｲﾄｰ大黒物流ｾﾝﾀｰ衝突防止柱型撤去工事 ㈱ピーエス三菱
11月 中央線外利用高架橋その他耐震補強工事その１ ユニオン建設㈱
12月 三菱電機㈱船橋所有地81号棟一部解体・外壁新設他工事 ㈱ピーエス三菱
12月 第一貨物松戸物流ｾﾝﾀｰ渡り廊下等解体工事 ㈱ピーエス三菱

平成27年実績



平成28年 工事件名 発注者及び元請
1月 （仮称)ｲｽﾄｰﾘｱⅡ新築工事に伴う解体工事 ㈱ピーエス三菱
1月 東福生駅本屋ほか1箇所取壊し工事 ユニオン建設㈱
1月 街路整備工事(吉川橋旧橋撤去工3工区) 中野組
1月 目黒区東山小学校校舎改築等工事（前期） 松尾工務店
1月 三菱電機ｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ㈱車両空調ｼｽﾃﾑﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ生産ﾗｲﾝ土間改修工事 ㈱ピーエス三菱
2月 （仮称）品川区東品川4丁目計画に伴う解体工事 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟｰﾚｰｼｮﾝ
3月 岩井機械工業本社新社屋建設計画（1期） 清水建設㈱
3月 飯能市名栗川亭既存建物他解体工事 自　社
3月 （仮称）石神井町5丁目計画に伴う既存外構撤去工事 ㈱ピーエス三菱
3月 本庁庁舎電気設備改修工事に係る電気設備工事 天沼建設工業㈱
3月 ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝ化成品本庄工場外壁他補修工事 関東建設興業㈱
3月 虎ノ門4丁目B地区側擁壁解体工事 清水建設㈱
4月 （仮称）渋谷区大山町計画に伴う解体工事 ㈱ピーエス三菱
4月 安全衛生教育ｾﾝﾀｰ氷川道場新築工事に伴う解体工事 ㈱ピーエス三菱
4月 下水道千駄ヶ谷幹線敷設工事、明治公園橋等とりこわし工事に伴う解体 大成建設㈱
6月 練馬区春日町瀧脇邸解体工事 自　社
7月 赤坂AIUﾋﾞﾙ・ﾈｸｽﾄﾜﾝﾋﾞﾙ地上部解体工事 関東建設興業㈱
8月 砂防会館本館建替工事に伴う解体工事 清水建設㈱
8月 合資会社秋本運送店　倉庫解体工事 ㈱ピーエス三菱
8月 日本通運㈱隅田川支店平井事業所5号棟外壁ほか改修工事 大成塗装
9月 （仮称）世田谷区八幡山3丁目計画に伴う解体工事 ㈱ピーエス三菱
10月 （仮称）麹町4丁目計画 清水建設㈱
10月 浦和ﾚｯｽﾞ大原ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ増築工事 ㈱ピーエス三菱
10月 果樹茶業研究部門研究棟耐震工事 ㈱ピーエス三菱
11月 相生ビル2階内装解体工事 ㈱ピーエス三菱
12月 練馬区氷川台3丁目建替計画 自　社

平成28年実績



平成29年 工事件名 発注者及び元請
1月 JT平塚工場解体工事（含浸棟解体） 大成建設㈱
1月 代々木及び新宿東口仮ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ撤去工事 ㈱大林組
1月 松韻寮（2）C棟・社員ｸﾗﾌﾞ解体工事 ㈱ピーエス三菱
1月 虎ノ門4丁目ビル(土木） 清水建設㈱
2月 朝霞本田技研研究所S造庇解体 大成建設㈱
2月 （仮称）麹町4丁目計画 清水建設㈱
3月 (仮称）TGMM芝浦PJB棟Ⅱ期新築工事 清水建設㈱
3月 岩井機械工業本社新社屋建設計画（2期） 清水建設㈱
4月 新橋田村町地区市街地再開発事業解体工事 清水建設㈱
4月 車両空調ｼｽﾃﾑｾﾝﾀｰ一部土間打ち替え工事 ㈱ピーエス三菱
5月 横須賀火力発電所除却工事 ㈱安藤・ﾊｻﾞﾏJV
5月 松韻寮A･B棟･管理棟･ﾌﾟｰﾙ他解体工事 ㈱ピーエス三菱
5月 JT平塚工場解体工事（C1試験工場） 大成建設㈱
6月 (仮称)銀座6丁目計画新築・解体工事 東急建設㈱
6月 都立府中療育センター(28)改築工事 戸田建設㈱
7月 （仮称）グローリオレジデンス湘南平塚新築工事に伴う解体工事 ㈱ピーエス三菱
7月 ㈱帆風　間仕切壁一部解体工事 ㈱ピーエス三菱
7月 SHISEIDO THE GINZA改修工事 東急建設㈱
9月 新区民センター増築工事 松尾工務店
9月 （仮称）東神田２丁目共同住宅（解体工事） ㈱ピーエス三菱
9月 （仮称）境南町2丁目学生寮計画 ㈱ピーエス三菱
10月 サンワ川崎工場解体 ㈱ピーエス三菱
10月 藤沢市民病院再整備事業工事　（Ⅱ期工事） 大成建設㈱
11月 新日東ビル解体工事 ㈱ピーエス三菱
11月 浦和ﾚｯｽﾞ仲町ｵﾌｨｽ現状復旧工事 ㈱ピーエス三菱
12月 ＥＤＭテクノセンター増築工事 ㈱ピーエス三菱

平成29年実績


