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2019年
⼯事名 設計 施⼯ 品名

(仮称)MM21地区47街区開発計画 株式会社 三菱地所設計
清⽔建設 株式会社
 横浜⽀店

BOX・膳板・縦枠

(仮称)MM21-54街区プロジェクト 清⽔建設 株式会社 清⽔建設 株式会社
ペデストリアンデッキ軒天・外壁・笠
⽊,天井パネル

専修⼤学靖国通り神⽥新校舎(仮称)
建築⼯事

株式会社 ⽇建設計 ⿅島建設 株式会社
外部天井パネル,内部天井パネル,バルコ
ニー壁・笠⽊,外壁3tパネル 等

(仮称)晴海五丁⽬⻄地区
 第⼀種市街地再開発事業

株式会社 ⽇建ハウジングシステム
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
バルコニーパネル 軒天カットパネル,
天井カットパネル(電解・焼付),天井パ
ネル

⻁ノ⾨トラストシティ ワールドゲート
新築⼯事

清⽔建設 株式会社
 ⼀級建築⼠事務所

清⽔建設 株式会社 ⼤庇(笠⽊・幕板・軒天)

四⾕駅前地区(再)建設⼯事
⼤成建設 株式会社
 ⼀級建築⼠事務所

⼤成建設 株式会社 ブラインドボックス,下り壁

みなとみらい21中央地区20街区ホテル
施設新築⼯事

株式会社 観光企画設計者
⿅島建設 株式会社
 横浜⽀店

⼤庇,庇

新宿住友ビル ⼤規模改修⼯事 株式会社 ⽇建設計 ⼤成建設 株式会社 庇パネル,⼤屋根サッシ上部笠⽊

住友不動産 ⻄新宿六丁⽬計画新築⼯事 株式会社 ⽇建設計 ⼤成建設 株式会社
⼤庇 笠⽊･樋･軒天･設備スリット,ロ
ビー天井間接照明⾒切,エントランスピ
ロティ天井

(仮称)アパホテル＆リゾート
 <横浜ベイタワー>新築⼯事

株式会社 久⽶設計
株式会社 新居千秋都市建築設計

株式会社 ⼤林組
下り壁･軒天カットパネル,⾵除室･ロ
ビー壁 パンチングパネル,⾞寄せ天井
曲げパネル･カットパネル･間接照明

東京国際空港第2ターミナル国際線施設建
設⼯事

梓・安井・PCPJ・東京国際空港第
2ターミナル国際線施設建設⼯事
設計監理共同企業体

⼤成建設 株式会社 B･BOX,膳板,額縁,B棟幕板パネル

(仮称)⽵芝地区開発計画(業務棟)
新築⼯事

⿅島・久⽶設計⼯事監理業務共同
企業体

⿅島建設 株式会社
 東京建築⽀店

スカイロビー天井パネル,上部庇(軒天
ALPOLIC)

(仮称)東池袋四丁⽬計画 株式会社 ⽇建設計 ⼤成建設 株式会社
軒天パネル,外部⾓柱パネル,エントラン
ス 天井パネル・AL丸柱,RFLアルミ笠⽊

(仮称)Dタワー豊洲新築⼯事 伊藤喜三郎建築研究所
株式会社 熊⾕組
 ⾸都圏⽀店

ECP取合いパネル,⾵除室天井パネル 等

三⽥線及び新宿線神保町駅改良
建築⼯事

東京都交通局建設⼯務部
 建築課

イズミ・伊藤・友菱
 建設共同企業体

丸柱・⾓柱

(仮称)渋⾕区役所建替プロジェクト
               (住宅棟)

株式会社 ⽇本設計
株式会社 東急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
        設計共同企業体

東急建設 株式会社
幕板パネル,軒天パネル,屋根パネル,
コーナー柱

(仮称)千駄ヶ⾕五丁⽬再開発計画 株式会社 三菱地所設計 株式会社 ⼤林組 柱パネル,外壁パネル・梁カバー 等

住友不動産 (仮称)芝⼤⾨⼆丁⽬計画 株式会社 ⽇建設計
五洋建設株式会社
 東京建築⽀店

エントランス外部(天井・壁パネル・照
明BOX）,屋上笠⽊,三⾓コーナーパネル
等

武蔵⼩⾦井駅南⼝第2地区第⼀種市街地再
開発事業

株式会社 佐藤総合計画 清⽔建設 株式会社 屋上庇パネル



2 

⼯事名 設計 施⼯ 品名

(仮称)王⼦富⼠ビル建替計画 株式会社 松⽥平⽥設計 株式会社 ⽵中⼯務店
バルコニー⼿摺パネル,幕板パネル,ピロ
ティー壁パネル,屋外階段腰壁パネル

(仮称)宗教真光 ⾼⼭多⽬的施設建設⼯事
(多⽬的施設・エネルギーセンター・新待
機所建設⼯事)

株式会社 ⼤林組 名古屋⽀店
 ⼀級建築⼠事務所

株式会社 ⼤林組 照明BOX,天井⾒切り

⽇本橋浜町ホテル計画新築⼯事 株式会社 ⽇建設計 不⼆建設 株式会社
内部パネル,⽌⽔パネル,外部パネル,建
具

道⽞坂⼀丁⽬駅前地区第⼀種市街地
再開発事業

清⽔建設 株式会社 清⽔建設 株式会社 柱,壁パネル,軒天パネル

東京⼥⼦医科⼤学 河⽥町キャンパス
(仮称)新校舎棟1 新築⼯事

株式会社 梓設計 株式会社 ⼤林組 アルミ笠⽊

(仮称)横浜市中区北仲5丁⽬計画
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,ALPOLICパネル

(仮称)OH-1計画新築⼯事
⽇建設計・⿅島建設
 設計共同企業体

⿅島建設 株式会社
 東京建築⽀店

アルミ笠⽊,梁カバーパネル

(株)ツールプラネット社屋新築⼯事 三和⽊⼀級建築設計事務所 総合建築 株式会社 三和⽊ 外壁パネル

(仮称)半蔵⾨PREX計画(South)
株式会社 熊⾕組
 ⼀級建築⼠事務所

株式会社 熊⾕組
 ⾸都圏⽀店

屋上フィンパネル

⽔⼾市新清掃⼯場建設⼯事
⽇⽴造船・極東・五洋・昭和
特定建設⼯事共同企業体

アルミ笠⽊,ALPOLICパネル

横須賀市ゴミ処理施設建設⼯事
五洋建設 株式会社 本社
 ⼀級建築⼠事務所

⽇⽴造船・五洋建設
特定建設⼯事共同企業体

⽞関棟庇（幕板・天井・屋根・笠⽊・
樋）,不燃施設 エアカーテンカバーパ
ネル 等

東京慈恵会医科⼤学付属病院 新外来棟
(仮称)新築⼯事・中央棟改修⼯事

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
 東京本店

ピロティ壁パネル・天井パネル

(仮称)三甲新橋ビル新築⼯事
株式会社 プランテック総合計画事
務所

⻄松建設 株式会社
 関東建築⽀社

ブラインドBOX･額縁

ＮＧＫセラミックデバイス富⼠吉⽥⼯場
第1棟新築⼯事及び第2棟改修⼯事

株式会社 ⼤林組
 ⼀級建築⼠事務所

株式会社 ⼤林組 笠⽊,庇,天井柱カバー

BOATRACE六本⽊(仮称)新築⼯事 ⽯本・清⽔設計共同企業体 清⽔建設 株式会社 ホール棟（内部・外部パネル）

聖⼼⼥⼦⼤学南⾨アクセス改善⼯事
株式会社 ⽵中⼯務店
 ⼀級建築⼠事務所

株式会社 ⽵中⼯務店 渡り廊下アルミパネル,EVアルミパネル

(仮称)川崎ゼロゲート新築⼯事
株式会社 ⼤林組
 ⼀級建築⼠事務所

株式会社 ⼤林組
屋上アルミ笠⽊,ゲートパネル(アルミ曲
げパネル)

君津製鐵所⼤和⽥社宅新築⼯事(その6)
⽇鉄住⾦テックスエンジ
          株式会社

⽇鉄住⾦テックスエンジ
          株式会社

エントランス 天井パネル・⼱⽊・軒天

IHI鶴ヶ島⼯場新拠点建設⼯事
⿅島建設 株式会社
 建築設計本部

⿅島建設 株式会社 幕板,エントランス庇パネル

(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
連絡通路⼿摺笠⽊,コンシェルジュ廻り
庇,アプローチ天井パネル,⾞路上部庇パ
ネル

神⽥練塀町地区市街地再開発事業施設
建築物新築⼯事

株式会社 ⽇建設計 前⽥建設⼯業 株式会社 室外機置場 梁型パネル,

(仮称)⽴⾶みどり地区プロジェクトA-2地
区 新築⼯事関連⼯事 (仮称)たましん駐⾞
場変更⼯事

株式会社 ⼤林組
 ⼀級建築⼠事務所

株式会社 ⼤林組
 ⽴⾶A2地区⼯事事務所

天井(アルポリック・アルミ製品・照明
ボックス）,屋上広場鉢巻パネル

(仮称)ＴＮＫイノベーションセンター
新築⼯事

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
 東関東⽀店

エントランス 曲げパネル・塞ぎパネ
ル・樋
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⼯事名 設計 施⼯ 品名

(仮称)⼤⼿町1-4-2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
 東京⽀店

階設備バルコニー 塞ぎパネル・⽔切
り,壁照明BOX,パラペット笠⽊

半蔵⾨線永⽥町駅他1駅駅事務室改良
その他建築

東京地下鉄 株式会社
 建築事務所

東亜建設⼯業 株式会社 壁パネル,下り壁

(仮称)NTT武蔵野研究開発センタ
新棟増築⼯事

株式会社 NTTファシリティーズ 株式会社 フジタ ハト⼩屋パネル

京成上野駅改良⼯事に伴う建築⼯事 京成電鉄 株式会社 ⼤林・京成 建設共同企業体 柱型アルミパネル,軒天アルミパネル 他

MFLP⽻⽥
新⽇鉄住⾦エンジニアリング  株
式会社 ⼀級建築⼠事務所

新⽇鉄住⾦ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
          株式会社

エントランス廻り庇・外壁・軒天

(仮称)TRI-AD⽇本橋M3オフィス ⿅島建設 株式会社 ⿅島建設 株式会社 天井アルポリック

(仮称)芝浦グループ銀座ビル新築⼯事
⿅島建設 株式会社
 建築設計本部

⿅島建設 株式会社
 東京建築⽀店

間接照明ボックス,天井パネル(カットパ
ネル・曲げパネル)


