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上多田川小学校  校舎等 富士互助センター  吾峰殿
道路公団  淡路サービスエリア 奈半利愛光園
北広島交流センター 西大寺中野郵便局
藤和伏見マンション  第二ＳＴＥＣビル
秩父みどりヶ丘工業団地地区センター 寿光園（福岡）
納米里公会堂 ファミリーまるひら日高店
ＦＧＨ相模原 広島特定郵便局
北海道立高等盲学校 オートバックス 内 ＳＡ千葉沼南
佐志郵便局庁舎  府中老人保健施設「ウィング」
新得町町民温水プール 港品川ジャスコショッピングセンター
ヨドバシカメラ京急川崎店 成田東小学校
冨谷町立成田東小学校校舎 八丈島保健福祉ｾﾝﾀｰ
衛生環境センター 兵庫県広畑病院
長生郡市広域市町村圏組合管理棟 慈恵会病院
佐賀空港ターミナル ＴＳＵＴＡＹＡ 町田店
ジュピター富里店 三島市役所
津久見市市民文化会館 清仁保育園乳児舎
安曇総合病院 北海道深川温水プール
天理教  第１５３母堂 山梨県都留福祉センター
川越市 霞ケ浦南病院 宇久町滞在施設
本吉町立小泉中学校校舎 茅ヶ崎リハビリテーション病院
入間リサイクルプラザ  草加文化会館
ヤナギュウ ショッピングセンター 谷戸学童クラブ
中国  大連マイカルビル 大正大学新図書館
駒西病院 消防署南原出張所庁舎
京都清水ビル 赤ちゃん本舗 海老名店
方城町役場庁舎 特別養護老人ホーム 若木ライフ
小城町図書館 群馬会館ホール等
東葛クリニック 関学スポーツセンター
セントパレス 都立府中病院新外来棟
舞坂町庁舎 海老名体育館
北山田地区センター 名古屋女子大学本館
栗原交流プラザ 板橋区  東光ビル
川越高等学校図書館棟 柏 望陽荘
ネオハイツ今宿 鳥取裁判所
船橋市立芝山中学校給食施設 オートバック 久喜店
熊本郵便貯金会館 津奈木町美術館
福江市総合福祉センター 村内ファニチャーアクセス相模原店
湘南曽寿会豊田敬愛ホーム 板橋区  前野病院
札幌市厚別区役所改修工事 新行橋病院
ヴィラスウィートあびこ アサヒビール
岐阜県 水野内科 ベスト電器  博多南店
エクセル  イン 名古屋 中南信用金庫  中原支店
飯田市立高松病院 吉島郵便局
船橋市  南部福祉センター カトリック実籾教会
唐人郵便局 群馬県総合スポーツ施設総合武道館
東海銀行 竹の塚支店 福岡  マリノアシティー
マハヤナ学園（淑徳短大） 文教大学  湘南校舎
くらし館 宗像店（スーパー） 相模原病院
群馬県行政庁舎 上越市民プラザ
くらし館 南福岡店（スーパー） 芝浦工業大学
厳原宮谷郵便局 小田原城温泉
峯郵便局 関西新空港
老人保険施設 みなと 伊那勤労者福祉センター
新吉田老人保健施設 今宿体育館
六踏園  皐月 西宮北東再開発
美川ボランティアセンター 慈誠会 成増病院
獨協大学３５周年記念会館 長岡市役所
奈良パワーセンター 札幌市 ＪＲタワー
昭島駅前ビル 神奈川県 ドラゴン中台
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パラッシオ湯島 伊奈クリニック

富山市内 みどり苑 ポリネシアンスィードスパ
実践女子学園生涯学習センター 山野学苑 山野日本語学校･山野医療専門学校
豊田スタジアム 三沢福祉センター
三本木葬祭場 マリンシティー石垣島
成瀬工務店自治会館 大島港ターミナル
読売神戸ビル ダイソー高来店
ＴＳＵＴＡＹＡ川崎店 フジクラ深川 フィットネス棟
大久保病院 グループホーム春日部 花積
サンフィールド志木 船橋南口第一地再開発
東彼杵総合会館 和風会メディアケア新砂
坪井川資料館 愛知用水総合管理所付属棟新築工事
シダックス 宮崎店 本吉町介護予防ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ体験館新築工事
リブエル北広島 長命ヶ丘つくし保育園
大久保スターダスト 伊達地方消防組合 中央消防署北分署庁舎
広島県 住吉屋 本通店 とりせん籠原店
ライオンズマンション府中大須 馬場公会堂 新築工事
サンシティ多賀城 武里第二小学校 新築工事
茨城県 小山病院 佐々町立中央保育所
社会福祉法人 楓会 援護寮支援ｾﾝﾀｰ  すこやか子どもランド
中央丸の内 河津町役場新庁舎
大正大学研究棟 原町郵便局
聖心保育園 川西イトマンスイミングスクール
ＪＡ 能美支所 ハイドリッヒ神父記念館
老健施設 西浦賀 都市型複合デイサービスセンター
上村オートキャンプ場 カプリチョーザ
府中西和会鳫仙寮 元気会 横浜病院
飯能原立場福祉センター とりせん岩井店
都立大跡地施設 榊原記念病院
星城大学3号館 聖徳栄養短期大学
郷土食伝承館 青池学園
熊谷市民体育館 奥尻空港ターミナルビル
宇都宮市東コミュニティーセンター 釧路協立病院
四街道保育所 三島市総合観光案内所
ロンメル仙台 (仮称)介護老人保健施設オアシス
西合志福祉センター シダックス佐世保
滋賀銀行 水口支店 ＪＡ　碧南
秦野スーパー銭湯 さわやか海響館
上河内交流拠点施設 船橋フェイスビル施設
尾瀬写真美術館 金沢小動物管理センター
北海道 あすなろ歯科 上板橋福祉複合施設
鳩ヶ谷 須田医院 とりせん　平和町店
石川県庁舎 行政棟 東京大学医学学科研究所
ＹＲＰ宿泊施設 大宮鐘塚再開発
南高江郵便局 北海道中頓別庁舎
西中介護老人保健施設 福生第一中学校
ウイング小田原 華北警察署
石川県庁舎 議会棟･警察棟 どんぐり保育園新築工事
武蔵美術館 国立帯広医療施設
折尾郵便局 東浪身コミュニティ
大泉生協病院 染谷地区集会所
トイザらス 三田店 長崎県庁舎本館５Ｆ
神奈川県 長久保クリニック 溝沼保育園
秋田県庁 開放型執務室 大谷地たかだ保育園
ふれあい公民館 総和町総合福祉センター
常陸太田市役所 加賀市役所
西新井セレモニーセンター 長津田駅構内店舗
新宮税務署 鳥取県立中央図書館
にしはら幼稚園　特別養護老人ホーム 北陸先端事務局庁舎
コンサートホール成増 (仮称)新杵ビル新築工事
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三橋町図書館整備工事 グランエターナ仙台1番町

スーパー銭湯　茅ヶ崎店 ワタベウエディング那覇店
ホテル茅ヶ崎 東京大学
新杉田再開発 ホームメイトタワー名古屋
北本市立南小学校 ビジネスホテル東京上野
信濃川浄水場 茅ヶ崎第一会館増築工事
越谷市庁舎 ノーブルシティ千秋公園
ラウンドワン町田 池田薬品　岩渕店
鳥取市役所駅南庁舎 ダイナシティ平和台
ラウンドワン高槻 グランアルト加賀
ラウンドワン川崎 愛寿会クリニック
千代田つきみ野ホール新築工事 花井園芸クリスタルフラワー
国保関ヶ原病院 白川村文化交流施設
ルートイン網走 アルプス山岳館
介護老人施設ちくりんの里新築工事 人吉高校五木分校
千寿桜堤中学校 ロイヤルクラシック伊賀
特別養護老人ホーム三重の里 丸の内病院
大阪市茨木簡裁庁舎内部改修工事 佐世保ニューテクノパーク
エクシゴ那須白河 ゴールドエイジ仙台栗生
宝持会池田病院西館新築工事 ダイナム金町南口新築工事
仙台市立七北田小学校校舎増築工事 新小文字病院
倉屋温泉施設 長崎リハビリテーション病院新築工事
長崎県　大島町保健センター 帝京平成大学
特別養護老人ホーム篤実 岡崎中学校
養護老人ホーム宮城緑風園新築工事 共立女子学園
越路町総合福祉センター等増築工事 オートバンク青森
敦賀病院 鈴木泌尿器科医院
鳥取市役所駅南庁舎２期工事 焼津市勤労会館
杏林大学 大阪正心館
ふれあいグループホーム 杏林大学病院
特別老人ﾎｰﾑまろにえ 上野学園キャンパス
至誠保育園改修工事 ハーモニータウン医療モール

特老くすの木新築工事 住友不動産ｼｽｺﾝ　三田モデルルーム
フィットハウス八王子店新築工事 ファミリーマート各店(関西)
刈屋中学校再利用計画 和光新事業創出型事業施設
皆瀬統合小学校建築工事 (仮称)早坂成蹊外科クリニック
わかたけこどもの国新築工事 豊中真正会病院
釜石中学校 袋井市役所・総合センター
大船渡裁判所 高宮駅名店街
甲府駅前共立診療所 大田区雪谷特別出張所
グランアルト加賀 加賀市役所
横浜銀行耐震補強工事 福井河川国道事務所庁舎
鳥羽庁舎 南部運動公園阿南桑野
レオパレス２１　あずみ苑 赤坂５丁目ＴＢＳ
特別養護老人ホームはるかぜ 塩見・萩空港
介護老人保健施設ハイムメーア ＱＩＺ　溝口商業ビルリファイン
西平井自治会館 休暇村南伊豆本館
なめがた地域綜合病院救急救命ｾﾝﾀｰ 鷹巣技術専門学校
明野再開発 ローソン柏原
能代市浅内小学校校舎 ラウンドワン足利店
天満公民館 特別養護老人ホーム　さがみの苑
新生病院増築工事 村上市岩船漁港協力直売所建設工事
プレイランドハッピー厚別店 守谷市民交流プラザ
昭和大学藤ヶ丘病院 特別養護老人ホーム万葉植野の里新築工事
アクロス新鎌ヶ谷 みんなの家北本中丸
イオン盛岡南 北部地域特別支援学校（仮）普通教室棟
ラウンドワン秋田店 １０北部地域特別支援学校体育館
プリンセスガーデン横浜 東洋大学　教室棟
(仮称)星陵台複合商業施設内　和食さと ＪＡあづみ南穂高デイサービスセンター
有料老人ホームひまわり新千鳥 大津３丁目公民館
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ＶＩＰ長岡ブライダルセンター のずの里もばら新築工事
杉並福祉事務所高井戸事務所移転 千葉県　旭中央小学校
東北銀行山目支店 中京銀行　阿下喜支店
千葉県　新山口医院 横浜ナザレ保育園
ココス新羽駅前 アトリエヨシノ相模湖プロジェクト
多摩産業支援拠点 大杉病院
ノジマＮＥＷ小平店 長岡大手通中央東再開発
所沢シティホール 杏林大学病院
黒羽統合中学校校舎屋内運動場 鳥取市役所
岐阜高校南校舎改修工事 高齢者いきいきコロニー
平成２０年度弥生学校給食センター 江津しょうぶ苑
長野赤十字病院南新棟増築工事 長野県岡谷市　テーピ興産老人ホーム新築工事
北陸先端大学マテリアルサイエンス研究所 埼玉県　しろがね幼稚園移転新築工事
栃木銀行 快活クラブ高崎店
箕面相模病院 北本東中学校
(仮称)埼玉県北川辺町寄宿舎新築工事 中央労働金庫桐生支店
レオパレス２１　佐野市堀米町寄宿舎 スーパーホテル大阪天然温泉
遊学館高校 アトレ亀戸
(仮称)根津美術館カフェ新築工事 豊中南典礼会館
ファミリーマート道玄坂店 横浜市　丸山台スポーツ施設
セレモニーホール昭島新築工事 川越市児童センターこどもの城
(仮称)レスヴィラ中村橋有料老人ホーム 石神井消防署石神井公園出張所
明治薬科大学 東松島給食センター
京葉銀行　新鎌ヶ谷支店 緑花会美ヶ丘敬楽荘せせらぎの家
静岡競輪場 流山市東武地域図書館
東日本銀行　矢口支店 新潟県　長岡シティホール
岩室観光複合施設 岩切あおぞら保育園
神奈川県　高座渋谷温浴施設店舗 八幡平中学校
相模原合同庁舎　 快活ＣＬＵＢ羽村店
相模原緑区役所 ダイエー津久井店
東京都府中　西府いこいプラザ新築工事 出雲医療看護専門学校
宇佐崎公民館 りそな銀行　新都心支店
慈誠会　上板橋病院 会瀬小学校

新島港緑地施設 浦和別所小学校

秋田空港国内線旅客ターミナル 榛名福祉会館

麻見江ホスピタル新館棟他増築工事 ＪＡ兵庫六甲武庫支店新築工事

新篠津中学校新築工事 室蘭西中学校
都城メディカルセンター ドトールコーヒー吉祥寺店

しいのき迎賓館（石川県旧県庁本館南改修工事) 天王崎観光交流センター

大芦幼稚園 九州労金金庫直方支店

北小田原病院増築工事 千壽介護老人保健

安藤百福記念センター 南町田老健
東部統合中学校 相模原知的障害者入所施設

関電姫路営業所 ＪＡハートフル韮山

ドトールコーヒーショップ　銀座三丁目昭和通店 トーハン五軒町

(仮称)読売深部東京本社仮移転先入居工事 タイヨー上荒田

津久井幼稚園南園舎増築工事 中央・長岡地区学習施設
帝京平成大学池袋キャンパス ダムズ柏崎

秋田県　湯沢統合高校体育館棟 練馬区石神井台特別養護老人ホーム

鳥取地方裁判所 大和すぎのこ保育園

秋田大学図書館 鶴見中央保育園

軽費老人ホーム　あすなろ 柏光陽病院
八戸市中心市街地域観光交流施設 緑区役所内　橋本旅券窓口

東京消防庁金町消防庁舎 フォルクスワーゲン上尾

桐朋学園２号館 九州労金加治木店

いわき信用組合本町前店 品川ジョイサウンド

プレシオーソ中里 平成２４年度大雪山国立公園糠平博物展示施設
腎内科クリニック世田谷 万葉の里

びあこ学院附属こども園アップル イトーヨーカ堂仙台泉店
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ＪＡ南六郷２丁目賃貸施設 小平一橋学園雲母保育園

山王台アネックス 明神幼稚園

北本市立栄小学校大規模改修工事 天童子育て施設

北本新庁舎 調布駅北第１A地区第一種再開発
GU中小田井店 北本市庁舎

米沢信用金庫山形支店 グリーンキッズ湘南ライフタウン

武蔵小杉駅前東街区再開発

豊北総合支所建築主体工事

アスク保育園
幸手東武団地自治会館新築工事

こども医療センター

能代松陽高校

取手法務局

ドラゴンヒルズ板橋中台弐番館
大間原発研修・広報センター

流山市新市街地地区区画整理事業おおかたの森A1街区ビル

石越中学校

秩父市立尾田蒔小学校

はじめの一歩保育園
東日暮里保育園

ＴＳＵＴＡＹＡ新明

恵比寿地区認定こども園

浦安第９中学校

ドンキホーテ今池店
十六銀行岡崎支店

阪急オアシス中筋店

筑西市立協和総合庁舎

かご屋成増店新装工事

第二やまびこ工房
厚木愛甲老人福祉施設

ドンキホーテ鹿児島

高島平８丁目モデルルーム

クリーンセンター(宮崎県)

(仮称)さいたま市見沼区総合福祉施設
栃木県　恵那市役所新築工事

厚木愛甲老人福祉施設

ロイジェント人形町

北海道　高砂保育園

練馬区立学校教育支援センター
社会福祉法人　敬愛会　特別養護老人ホームみやびの郷

メディカルセンターフェニックス館

ホンダカーズ山梨甲府店

熊本市　城南総合スポーツセンター

北海道　広域紋別病院
ドン・キホーテ都城店

宇都宮クリニック

越谷レイクタウン

秋田大学

南鳥山５丁目モデルルーム
厚岸活性化施設

癒しのデイサービス川口八幡木改修工事

ひたちなか海浜公園

交流拠点施設キリコ会館

ういず武蔵小金井保育園
音羽の森保育園

ハピネス岐南グループホーム

美山こども園


