
(株)イチハシ⾦属⼯芸 納品実績⼀覧表 2018
（⼀部抜粋）

2018年
⼯事名 設計 施⼯ 品名
東急ハーヴェストクラブ軽井沢＆VIALA
新築⼯事

株式会社 東急設計コンサルタ
ント

北野建設 株式会社
カーテンボックス,天井ボックス,間接
照明ボックス

クレストフォルム⽮向３ 第4⼯区(E棟)
新築⼯事

株式会社 ⽇建ハウジングシス
テム

五洋建設 株式会社
 東京建築⽀店

アルミ庇,エントランス庇,ラウンジ庇,
外部笠⽊・⾒切・天井・斜め天井・照
明ＢＯＸ等

バーク芝浦外装リニューアル⼯事 アルミパネル,丸柱パネル,壁パネル
(仮称)京橋⼀丁⽬東地区永坂産業
京橋ビル新築⼯事

株式会社 ⽇建設計
⼾⽥建設 株式会社
株式会社 雅

アルミパネル

(仮称）資⽣堂グローバルイノベーション
センター建設⼯事

⿅島建設 株式会社
 建築設計本部

⿅島建設 株式会社
 横浜⽀店

アルミパネル,壁パネル,天井パネル,制
気⼝ルーバーパネル,柱カバー等

(仮称)ダイワロイヤル有明南K区画計画 株式会社 梓設計 ⼤和ハウス⼯業 株式会社 壁パネル

(仮称)⻄武鉄道池袋ビル新築⼯事 株式会社 ⽇建設計
⼤林・⻄武建設⼯事
共同企業体

EVホール1（⾼層）化粧パネル

⼤⼿町⼆丁⽬地区再開発施設建築物
A棟⼯区建設等⼯事

株式会社 ⽇本設計 株式会社 ⽵中⼯務店
ペリカウンター,ロールスクリーン
BOX

東京楽天地錦⽷町ビル仲通路改修⼯事 株式会社 ⽵中⼯務店 株式会社 ⽵中⼯務店 柱・壁⾦属パネル
明治神宮外苑スケート場改修・新事務所棟
増築⼯事

屋上AL笠⽊,屋上⽬隠しパネ

（仮称)株式会社NIPPO新本社計画
株式会社 NIPPO
株式会社 ⽇本設計

NIPPO・⼤⽇本⼟⽊
建設共同企業体

壁パネル,下り壁パネル

武蔵⼩⼭パルム駅前地区 第⼀種市街地
再開発事業施設建築物新築⼯事

株式会社 ⽇本設計
⿅島建設 株式会社
東京建築⽀店

袖壁,幕板・⾒切

(仮称)半蔵⾨ＰＲＥＸ計画
株式会社 熊⾕組
 ⼀級建築⼠事務所

株式会社 熊⾕組 屋上フィンパネル,階段廻り 柱パネル

⾼崎⽂化芸術センター(仮称)建設⼯事 株式会社 佐藤総合計画
⽵中・東鉄・佐⽥共同企
業体

下り壁・ロールスクリーンボックス

流⼭おおたかの森駅⾼架下商業施設
建設⼯事

株式会社 交建設計 株式会社 フジタ スチールパネル,連絡通路幕板

(仮称)千葉⼤学病院浦安リハビリテーショ
ン教育センター 城東桐和会浦安病院新築
⼯事

株式会社 フジタ
 ⼀級建築⼠事務所

株式会社 フジタ 庇（アルミパネル,ＺＡＭ樋,曲げ物）

港南⼀丁⽬地区業務施設・住宅建設
その他⼯事

⼤成建設 株式会社
 ⼀級建築⼠事務所

⼤成建設 株式会社
 東京⽀店

膳板,ボックス,額縁,折上げ⾦物,天井パ
ネル

(仮称)⼋丁堀三丁⽬計画 株式会社 UG都市建築 ⼤成建設 株式会社 屋上笠⽊,屋上パーゴラ

(仮称)オンワード代官⼭プロジェクト
⼤成建設 株式会社
 ⼀級建築⼠事務所

⼤成建設 株式会社
 東京⽀店

バックパネル,膳板,段裏塞ぎパネル,天
井・壁パネル,アルミパネル

(仮称)⻁ノ⾨2-10計画

(仮称)⻁ノ⾨2-10計画設計共
同体（⼤成建設、⽇本設計、森村設
計、NTTファシリティーズ、⾕⼝建築
設計研究所、観光企画設計社）

⼤成建設 株式会社
客室カーテンボックス,スクリーン
ボックス,浴室額縁・膳板

⽥町ステーションタワーS24〜30階
⼊居⼯事

株式会社 ⽇建設計
三菱地所 株式会社

⼤成建設 株式会社
 東京⽀店

アルミパネル・照明BOX



⽇本トムソン本社建替計画
⼤成建設 株式会社
 ⼀級建築⼠事務所

⼤成建設 株式会社 ＢＯＸ・額縁

⼤井競⾺場イルミネーション LED受け⾦物,内⾺場 棚⽥

(仮称)飯⽥橋複合施設計画
<保育所棟><住宅棟>

株式会社 ⽵中⼯務店
 東京⼀級建築⼠事務所

株式会社 ⽵中⼯務店
 東京本店

庇・幕板パネル,幕板カットパネ
ル,SUS樋,アルミパネル,ＺＡＭ屋根,ア
ルミパネル

東京慈恵会医科⼤学附属病院 新⼤学2号館
(仮称)・新病院(仮称)整備⼯事

株式会社 ⽵中⼯務店
 東京⼀級建築⼠事務所

株式会社 ⽵中⼯務店
 東京⽀店

チャンバーＢＯＸ,軒天⾒切

(仮称)上六・トキビル新築⼯事 株式会社 蔵建築設計事務所
外壁ＡＬＰＯＬＩＣパネル,外壁アル
ミパネル,アルミ笠⽊

(仮称)丸の内3-2計画新築⼯事の内
東京商⼯会議所専有エリア内装⼯事

株式会社 三菱地所設計 ⼤成建設 株式会社
アルミ笠⽊,アルポリック天井,天井
カットパネル・BOX・間接照明

⽇本橋室町三丁⽬地区第⼀種市街地
再開発事業 A地区新築⼯事

⿅島建設 株式会社
⿅島・清⽔建設⼯事
共同企業体

ＢＯＸ

帝國製薬(仮称)⽇本橋本町⼆丁⽬ビル
新築⼯事

⿅島建設 株式会社
 ⼀級建築⼠事務所

⿅島建設 株式会社
 東京建築⽀店

天井・壁パネル,庇（ＡＬＰＯＬＩ
Ｃ・ＡＬカットパネル・ＡＬ曲げパネ
ル）,天井・壁パネル

(仮称)南町⽥プロジェクト商業施設計画
(中央敷地)

株式会社 東急設計コンサルタ
ント

東急建設 株式会社
屋上笠⽊,⼤屋根パネル,⾨型パネル,⾈
形パネル・ボーダー,幕板・柱・笠⽊
等

(仮称)上野池之端プロジェクト新築⼯事
三井住友建設 株式会社
 ⼀級建築⼠事務所

三井住友建設 株式会社
 東京建築⽀店

樋⽬隠しパネル,梁型パネル,天井パネ
ル,CW取合BOX,壁⾯アルミパネル

(仮称)東五反⽥⼆丁⽬ホテル計画
三井住友建設 株式会社
 ⼀級建築⼠事務所

三井住友建設 株式会社
ルーバーパネル,屋根・樋パネル,軒天
パネル

有料⽼⼈ホーム(仮称)⽻沢ナーシングホー
ム新築⼯事

株式会社 現建築設計室 株式会社 佐伯⼯務店
庇パネル,梁・柱パネル,⾞寄せ廻りパ
ネル

(仮称)麹町四丁⽬計画 株式会社 INA新建築研究所 清⽔建設 株式会社 隠し壁パネル

東町運動公園体育館建設⼯事 株式会社 ⼤建設計 清⽔・岡部・東洋JV アリーナ笠⽊
(仮称)東急コミュニティー技術研修セン
ター新築⼯事

清⽔建設⼀級建築⼠事務所 清⽔建設 株式会社 うろこ壁 屋根・軒天パネル・⾒切

渋⾕駅南街区プロジェクト新築⼯事
株式会社 東急設計コンサルタ
ント

渋⾕駅南街区プロジェク
ト新築⼯事共同企業体
(東急建設・⼤林組)

柱パネル

ＭＫ-T プロジェクト
前⽥建設⼯業 株式会社
 ⼀級建築設計事務所

前⽥建設⼯業 株式会社
 関東⽀店

袖壁ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ,斜め天井･間接照明,アル
ミカットパネル,ロールスクリーン
ボックス

(仮称)有明北3-1地区(3-1-A街区)計画 前⽥建設⼯業 株式会社 前⽥建設⼯業 株式会社
庇,上軒天パネル,軒先ﾙｰﾊﾞｰﾊﾟﾈﾙ,ﾊﾞｰﾊﾟ
ﾈﾙ

⻄品川⼀丁⽬地区第⼀種市街地再開発事業
(B街区-住宅⼯区)施設建築物新築⼯事及び
公共施設⼯事

株式会社 ⽇建設計
前⽥建設⼯業 株式会社 東
京建築⽀店

屋根パネル,梁内部パネル,天井パネル,
丸柱パネル,内部天井パネル

⻘⼭ビルＲＮ
前⽥建設⼯業 株式会社
 ⼀級建築設計事務所

前⽥建設⼯業 株式会社 ペリカウンター

新⼩岩駅南北⾃由通路整備
東⽇本旅客鉄道(株)
東京⼯事事務所

鉄建・⼾⽥・錢⾼建設
共同企業体

型パネル,STパネルSUS⼿摺,壁パネル

⻑野原町役場新庁舎・住⺠総合センター
新築⼯事

株式会社 佐藤総合計画
佐⽥・吉澤・東光特定建
設⼯事共同企業体

軒先パネル,⽔上パネル,⽔上パネル



資⽣堂那須⼯場新築⼯事
株式会社 ⼤林組
 ⼀級建築⼠事務所

株式会社 ⼤林組
 ⼀級建築⼠事務所

笠⽊

⼤同特殊鋼株式会社 渋川⼯場
 第2特溶⼯場建設⼯事

株式会社 ⽇建設計 株式会社 ⼤林組
アルミ笠⽊,建具⾒切・⽔切り,外壁⾒
切,ウェザーカバー

学校法⼈東京医科⼤学 新⼤学病院
新築⼯事等

株式会社 ⼤林組
 ⼀級建築⼠事務所

株式会社 ⼤林組
庇 曲げパネル･先端⾒切,スパンド裏パ
ネル


