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鹿島建設 志木ニュータウン３期 埼玉  鹿島建設 明治学院大学戸塚校舎 神奈川 
鹿島建設 東陽町団地 東京  東急建設 58－神民８号大久保ﾏﾝｼｮﾝ 〃 
鹿島建設 大正製薬 埼玉  東急建設 59－神民１号金子ビル 〃 
浅沼組 自警会東長崎 東京  冨士工 公団光が丘 東京 
小川組 川崎市営住宅 神奈川  松村組 公団木場３丁目 〃 
日産建設 公団八潮団地 東京  西松建設 神民７号金子ビル 神奈川 
鹿島建設 志木ニュータウン 埼玉  鹿島建設 ヤナセ自動車 〃 
藤木工務店 公団八潮団地 東京  大成建設 公団川崎駅前 〃 
三平興業 公団ＧＨ赤坂 〃  佐藤工業 公団光が丘 〃 
東急建設 ドエルつきみ野 神奈川  鹿島建設 京急メガロン三浦海岸 〃 
赤尾建設 港北ニュータウン 〃  山岸建設 箕輪住宅 〃 
鹿島建設 公団光が丘 東京  鹿島建設 ヤナセ自動車２期 〃 
不二建設 エステート市川大川住宅 千葉  工藤建設 神民－４１号 〃 
佐藤工業 公団葛西沖団地 東京  東急建設 神民 18 号工藤マンション 〃 
鹿島建設 済生会横浜市南部病院 神奈川  和光建設 60 東民 32 号 日比良 東京 
浅川組 上水 木町住宅 東京  東急建設 柿の木台 杉浦独身寮 神奈川 
村松工務店 川崎市営上平間住宅 神奈川  松村組 公団加賀１丁目住宅 東京 
小川組 川崎市営上平間住宅 〃  工藤建設 神民１１号 神奈川 
井上工業 寺島ビル 東京  伸銅 徳丸が丘ＰＴ 東京 
藤木工務店 多摩ニュータウン 〃  東急建設 厚木東部再開発 神奈川 
原田建設 多摩ニュータウン 〃  山岸建設 智広寺作業所 〃 
鹿島建設 横浜銀行鶴川西社宅 〃  東急建設 神民 16 号芹田マンション 〃 
冨士工 公団葛西沖団地 〃  佐藤工業 公団加賀１丁目住宅 東京 
鹿島建設 公団光が丘 〃  藤栄建設 入谷作業所 〃 
松井建設 千民施－２号 千葉  鹿島建設 京急久里浜ビル 神奈川 
佐藤工業 八潮団地 東京  山根工務店 メゾン大平 東京 
吉田工務店 シャルム志木 埼玉  東急建設 千草台 吉浜マンション 神奈川 
三平建設 多摩ニュータウン 東京  東急建設 ６１－神民Ａ２３号 〃 
豊国建設 多摩ニュータウン 〃  東急建設 ６１－神民Ａ２６号 〃 
藤木工務店 西砂川団地 〃  佐藤工業 メイツ中目黒 東京 
前田建設工業 公団光が丘 〃  東急建設 神民３号蕪木ビル 神奈川 
前田建設工業 東陽丁目マンション 〃  鹿島建設 サンシャイン高石 〃 
日産建設 公団光が丘 〃  伸銅 伸銅ビル 東京 
鹿島建設 明治学院大学自然科学棟 神奈川  馬淵建設 関東財務局室の木住宅 神奈川 
熊谷組 サンマンション茅ケ崎 〃  東急建設 神民３号 〃 
山澄建設 小倉南耐火Ｂ住宅 〃  東急建設 高梨マンション 千葉 
東急建設 たまプラーザ整形外科 〃  儘田組 神民１号 東京 
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東急建設 吉田稲次郎マンション 神奈川  福田組 多摩 NT12N 東京 
東亜建設工業 保土ヶ谷西久保町団地 〃  福田組 アーバン東大宮 埼玉 
佐藤工業 住都公団辻堂 〃  熊谷組 日航浦安 千葉 
西松建設 ６１神民布施Ａ－３４号 〃  工藤建設 横浜市営三保住宅 神奈川 
浅利建設 法泉町住宅 〃  東急建設 菱電相模原住宅 〃 
東急建設 ＧＨ日野マンション 〃  長谷工 港北ニュータウン 18－4 〃 
東急建設 神民３３号工藤ビル 〃  長谷工 宇津木台 16－8 東京 
東急建設 神民 15 号鴨志田ﾏﾝｼｮﾝ 〃  佐藤工業 相模大野団地 神奈川 
東急建設 神民 32 号鷺沼持田清司ﾏﾝｼｮﾝ 〃  福田組 関東財務局雪ヶ谷 東京 
東急建設 多摩ＮＴ15－2 第１住宅 東京  冨士工 相模大野団地－8 神奈川 
東急建設 みたけ台石井ビル 神奈川  冨士工 茅ケ崎香川団地 〃 
東急建設 ノバティービル青葉台 〃  熊谷組 多摩ニュータウン第 4社宅 東京 
花咲産業 野庭団地 〃  東急建設 唐木田駅東住宅 〃 
馬淵建設 神民１０号 〃  相鉄建設 いずみ中央ビル 神奈川 
東急建設 柿の木台 村田ビル 〃  冨士工 都住東陽 7 丁目 東京 
冨士工 都住臨海町５丁目 東京  東急建設 新山下ベイシティ 神奈川 
東急建設 多摩ＮＴ15－2Ｂ2 第一 〃  冨士工 西寺尾団地 〃 
東急建設 技研環境試験室 神奈川  東急建設 多摩ニュータウン21-B-第3 東京 
森組 亀戸･大島･小松川再開発 東京  冨士工 コーシャハイム日野 神奈川 
鹿島建設 ６２神民４号 神奈川  熊谷組 東京薬科大学 東京 
鹿島建設 森の里第３期分譲住宅 〃  工藤建設 大和市営やよい住宅 神奈川 
森組 公団杉田町住宅 〃  工藤建設 第 2 えびすビル 〃 
東急建設 多摩 NT15－58BL 第４ 東京  冨士工 相模大野 田地第 1 住宅 〃 
富士工 多摩 NT15－2BL－３ 〃  東急建設 5－神民－6 号小泉ﾏﾝｼｮﾝ 〃 
鹿島建設 港北 NT－13BL－４ 神奈川  東急建設 弥生町 5 丁目住宅 東京 
工藤建設 横浜市営瀬谷第２住宅 〃  熊谷組 千石ハイツ 〃 
冨士工 ﾕｰｼｬﾊｲﾑ東村山栄町住宅 東京  冨士工 多摩 NT21－HBL 第 4 〃 
福田組 武蔵小杉御殿町住宅 神奈川  工藤建設 横浜市営十日市場住宅 神奈川 
福田組 関東財務局木月住宅 〃  東急建設 5－神民－22 号共同ビル 〃 
富士工 多摩 NT1－13BL－６ 東京  大末岩倉 JV 多摩 NT2 住区第 8 住宅 東京 
鹿島建設 全国信用金庫連合会森の里寮 神奈川  東急建設 百合ヶ丘団地７,8 号棟 神奈川 
東急建設 新本牧８２－B２ 〃  大崎建設 多摩NT13－9BL第２住宅 東京 
工藤建設 横浜市営今宿住宅 〃  東急建設 百合ヶ丘団地第１JS ﾃﾅﾝﾄ 神奈川 
相鉄建設 県営片倉団地 〃  東急建設 ７－神民－５号村井ﾏﾝｼｮﾝ 〃 
福田組 公団善行団地 〃  工藤建設 鳥ヶ崎宿舎 神奈川 
東急建設 港北ＮＴ18－２ 〃  東急建設 多摩 NT13－20 東京 
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工藤建設 ニューライフガーデン江田 神奈川  東急建設 谷戸団地第１住宅 東京 
長谷部商店 鑓水２丁目都民住宅 東京  工藤建設 横浜市営十日市場住宅 神奈川 
冨士工 港北 NT2－6－C 住宅 神奈川  工藤建設 横浜市営十日市場住宅 8期 〃 
工藤建設 横浜市営北八朔住宅第１期 〃  三井建設 東雲 A 地区住宅 東京 
福田組 池尻住宅（RC-ｄ） 東京  工藤建設 横浜市営三ツ境住宅 神奈川 
東急建設 県営瀬谷団地 神奈川     
 


