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所在地
都道府県 新規 改修

1 凸版印刷 埼玉県 ○ 凸版印刷 ㈱ヤマト 00/12

2 いすゞ自動車研究所改修工事 神奈川県 ○ いすゞ自動車 三ッ星環境㈱ 01/01

3 浦安小学校改修工事 千葉県 ○ 浦安市 日栄空調㈱ 01/01

4 江東区東砂福祉会館改修工事 東京都 ○ 東京都江東区 アルプス工機㈱ 01/01

5 ﾐｽｽﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 長野県 ○ ﾐｽｽﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱管興社 01/01

6 三ッ城小学校ﾌﾟｰﾙ廻り 広島県 ○ ㈱西条設備 01/01

7 弘徳学園(福祉施設) 岡山県 ○ 社会福祉法人 弘徳学園 五洋工業㈱ 01/01

8 葛巻町江刈簡易水道押田内ﾎﾟﾝﾌﾟ室 岩手県 ○ 葛巻水道事業所 ㈱富士電業社 馬淵川設備㈱ 01/02

9 国立代々木競技場 改修工事 東京都 ○ 東京工設㈱ 01/02

10 土居邸 (戸建住宅） 三重県 ○ 冨士屋商会 01/02

11 第２明宝ﾋﾞﾙ 改修工事 東京都 ○ 中央管機工業㈱ 01/02

12 多摩美術大学山中湖ｾﾐﾅｰﾊｳｽ 山梨県 ○ 多摩美術大学 ㈱テクノ菱和 01/02

13 ﾊﾟｰｸﾊｲﾂ大森 改修工事 東京都 ○ ナイス㈱ 環境エンジニアリング㈱ 01/02

14 ﾒｲﾝ六甲ﾃﾅﾝﾄﾋﾞﾙ改修工事 兵庫県 ○ 共同設備 01/02

15 ﾊﾟﾗｽﾄ馬事公苑 改修工事 東京都 ○ クリーン工業㈱ 01/02

16 岡山ｽﾃｰｼｮﾝﾎﾃﾙ 岡山県 ○ 五洋工業㈱ 01/03

17 尾山病院 増改築工事 新潟県 ○ 日新工業 01/03

18 岸槌病院 広島県 ○ 正田建設 真鍋設備工業㈱ 01/03

19 清水邸 (戸建住宅） 富山県 ○ 折田電機商会 01/03

20 ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 ﾚｽﾄﾊｳｽ改修工事 北海道 ○ 斎久工業㈱ 01/03

21 ﾀｶｷﾍﾞｰｶﾘｰ　ﾑﾈﾂﾅ改修工事 広島県 ○ ミツケ商会 01/03

22 立山ｱﾙﾐ工業㈱福岡工場改修工事 富山県 ○ 立山ｱﾙﾐ工業㈱ 丸三工業㈱ 01/03

23 東邦病院ｹｱｰｾﾝﾀｰ 厨房室改修 千葉県 ○ 東邦病院 花屋 01/03

24 ﾘｾﾌﾗﾝｺ ｼﾞｬﾎﾟﾈ 東京都 ○ ㈲三協設備 01/03

25 一関ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ 岩手県 ○ 清水管工業㈱ 01/03

26 帝京大臨床ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ 帝京大学 大成温調㈱ 01/03

27 MT健康ﾗﾝﾄﾞ 東京都 ○ マスダ自動車学校 ㈱フジタ ㈱城口研究所 01/03

28 土谷病院 広島県 ○ 土谷病院 鴻池組 横山工業所 01/03

29 常陸那珂火力発電所　事務本館 茨城県 ○ 東京電力 ㈱朝日工業社 01/03

30 ﾄﾖﾀ東富士C－11研究棟 静岡県 ○ トヨタ自動車㈱ 三機工業㈱ 01/03

31 瑞浪市学校給食ｾﾝﾀｰ 愛知県 ○ 瑞浪市 新興建設 三井･高田ＪＶ 01/03

32 大沢温泉：山水閣 岩手県 ○ 丸片機水工業㈱ 01/04

33 凸版印刷 千葉県 ○ 凸版印刷 日本汽設㈱ 01/04

34 武蔵野市民ﾌﾟｰﾙ 改修工事 東京都 ○ 武蔵野市 ㈲小川設備工業所 01/04

35 銀座昭和通りﾋﾞﾙ 東京都 ○ 三晶設備㈱ 01/04

36 東北電力本館 改修工事 宮城県 ○ 東北電力 新日本空調㈱ 01/04

37 立正佼成会沖縄道場 沖縄県 ○ 立正佼成会 梅林建設㈱ 01/04

38 藤和ﾊｲﾀｳﾝ大倉山 神奈川県 ○ 藤和不動産㈱ 東急建設 渡邊工業㈱ 01/04

39 戸塚区名瀬町共同住宅 神奈川県 ○ 日商岩井㈱ 竹村総合設備㈱ 01/04

40 柏学園（社会福祉法人） 広島県 ○ 社会福祉法人柏学園 飛島建設 斎久工業㈱ 01/04

41 座間相武台ﾏﾝｼｮﾝ 神奈川県 ○ 菱和設備㈱ 01/04

42 大船中央病院ｱﾈｯｸｽﾋﾞﾙ 神奈川県 ○ 医療法人財団　互恵会 ㈲岸本設備 01/05

43 酒井歯科医院／給湯改修工事 北海道 ○ 酒井歯科医院 森設備工業㈱ 01/05

44 栄屋乳業熱水供給装置 愛知県 ○ 栄屋乳業㈱ 喜栄工業㈱ 01/05

45 榊原病院 岡山県 ○ ㈱中電工 01/05

46 士幌町町営温水ﾌﾟｰﾙ 北海道 ○ 士幌町 森設備工業㈱ 王勝設備 01/05

47 市立祖東中学校ﾌﾟｰﾙ温水化 愛知県 ○ 瀬戸市教育委員会 竹本工業㈱ 01/05

48 市立光陵中学校ﾌﾟｰﾙ温水化 愛知県 ○ 瀬戸市教育委員会 竹本工業㈱ 01/05

49 市立幡山西小学校ﾌﾟｰﾙ温水化 愛知県 ○ 瀬戸市教育委員会 瀬戸ガス㈱ 01/05

50 市立八幡小学校ﾌﾟｰﾙ温水化 愛知県 ○ 瀬戸市教育委員会 瀬戸ガス㈱ 01/05

着工
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51 関東病院 寮改修工事 東京都 ○ 関東病院 ㈱田治 01/05

52 寝屋川ｻﾅﾄﾘｳﾑ 大阪府 ○ 田丸産業㈱ 01/05

53 ﾐﾊﾗ眼科 広島県 ○ ミハラ眼科 大和建設 ライフコバヤシ 01/05

54 ﾔﾏﾊ豊岡工場増改築工事 静岡県 ○ ヤマハ ㈱テクノ菱和 01/05

55 愛心ﾒﾓﾘｱﾙ病院増改築工事 北海道 ○ 医療法人社団愛心館 大木建設 ㈱工成舎 01/05

56 相模原市営上九沢住宅 1期工事 神奈川県 ○ 相模原市 ㈱今井水道・三親工業㈱ 01/05

57 ｱｳﾃﾞｨｰ山口店 山口県 ○ ㈱竹中工務店 ㈱中電工 01/06

58 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ青年会館 山口県 ○ ㈱山本工業 01/06

59 上玉屋旅館 岡山県 ○ ㈱中電工 01/06

60 新三井製糖㈱ 東部工場 東京都 ○ 新三井製糖㈱ 新三井製糖営繕部 01/06

61 田辺製薬㈱戸田事業所 埼玉県 ○ 田辺製薬㈱ ㈱竹中工務店 三建設備工業㈱ 01/06

62 帝京大学病院 2号館 神奈川県 ○ 帝京大学 ㈱ヤマト 01/06

63 東京逓信病院改修工事 東京都 ○ 日本郵政㈱ ナカ工業㈱ 01/06

64 富浜ﾏﾝｼｮﾝ 千葉県 ○ 大成ﾕｰﾚｯｸ㈱ 第一セントラル設備㈱ 01/06

65 如水会館 東京都 ○ 尾方工業㈱ 01/06

66 広尾2丁目住宅 東京都 ○ ㈱アペックス 01/06

67 六本木六丁目D街区 東京都 ○ 森ビル㈱ 三機工業㈱ 01/06

68 ｳﾞｨﾗ東邦 改修工事 東京都 ○ さかえ設備㈱ 01/06

69 日本大学八幡山体育館 東京都 ○ 日本大学 ﾊｻﾞﾏ・浅沼組 芝工業㈱・㈱駒井設備 01/06

70 ｾﾙｼｵｽｸｴｱ日進新築工事 愛知県 ○ トヨタ自動車㈱ ㈱大林組 ㈱朝日工業社 01/06

71 滋賀医科大学 滋賀県 ○ 山本管工㈱ 01/07

72 日本銀行 秋田支社改修工事 秋田県 ○ 日本銀行　 ㈱西原工業 01/07

73 広島そごう別館ﾏﾘｴｰﾙ改修工事 広島県 ○ 大成設備㈱ 01/07

74 ﾎﾃﾙ 三河屋 東京都 ○ ㈲金子工務店 西浦設備 01/07

75 ﾎﾃﾙ精養軒 改修工事 神奈川県 ○ ㈱ホテル精養軒 ㈱エー･エム･シー 01/07

76 松下電器産業 PDPﾄﾞﾗｲﾙｰﾑ 大阪府 ○ 松下電器産業㈱ 松下環境空調エンジニアリング㈱ 01/07

77 学習院女子大学 東京都 ○ 学校法人　学習院 管機工業㈱ 01/07

78 瀬川ﾋﾞﾙ 改修工事 東京都 ○ ㈱創進設備 01/07

79 泊村立泊小学校増改築工事(機械設備） 北海道 ○ 泊村役場 ㈱栄設備 01/07

80 南平台ｼﾞｮｲﾊｳｽ 東京都 ○ ㈱中央建築設備 01/07

81 船の科学館 改修工事 東京都 ○ 日本海事科学振興財団 ㈱共同設備 01/07

82 ﾏﾘﾝ ﾃﾞﾘｶ 北海道 ○ ㈱広瀬設備 01/07

83 山本海苔店 大森ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ ㈱豊田設備 01/07

84 ﾙｲｼｬﾄﾚ東習志野 千葉県 ○ 東洋設備㈱ 01/07

85 野母崎町立病院 長崎県 ○ 長崎県野母崎 五洋・上滝 東芝空調㈱ 01/07

86 ｻﾝﾋﾟｱ敦賀 福井県 ○ ㈱テクノ菱和 01/07

87 凸版印刷 相模原工場 神奈川県 ○ 凸版印刷 大成温調㈱ 中南設備 01/07

88 ﾌﾟﾗｲﾑⅡ 埼玉県 ○ 石田建材工業㈱ 01/07

89 横浜市民病院 神奈川県 ○ 小林設備工業㈱ 01/07

90 東京大学 生産技術研究所 改修工事 東京都 ○ 東京大学 田口工業㈱ 01/07

91 赤羽鈴木ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱豊田設備 01/07

92 池袋第一ｲﾝﾎﾃﾙ 東京都 ○ 大成温調㈱ 01/07

93 ｺｰﾆﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱大須賀工場 静岡県 ○ コーニングジャパン㈱ ㈱朝日工業社 01/07

94 ｴｸﾚｰﾙ岩槻団地 埼玉県 ○ COCOプラント㈱ 01/08

95 二ﾂ井めぐみ園 新築工事 秋田県 ○ 社会福祉法人二ﾂ井めぐみ会 ㈲成金金物店 01/08

96 ﾆﾉﾐﾔ物産 事務所兼倉庫 大分県 ○ 佐藤設備 01/08

97 日本閣観光㈱東中野店 東京都 ○ 日本閣観光㈱ COCOプラント㈱ 01/08

98 ﾒﾆｺﾝﾃｸﾉｽﾃｰｼｮﾝ 岐阜県 ○ メニコン 清水建設㈱ ㈱大気社 01/08

99 丸紅代々木ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ プレハブシステム㈱ 01/08

100 老人ﾎｰﾑかなえ 山口県 ○ 清水建設㈱ 三建設備工業㈱ 01/08
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101 ｼｰｱｲﾏﾝｼｮﾝ東戸塚 神奈川県 ○ 戸田建設㈱ 共栄冷機工業㈱ 01/08

102 介護老人ﾎｰﾑﾅｰｼﾝｸﾞｹｱ寺田 岐阜県 ○ 川崎設備工業㈱ 01/08

103 JV南船橋計画 千葉県 ○ 日商岩井不動産㈱ ㈱長谷工コーポレーション 東洋設備㈱ 01/08

104 平和台第2ﾌｧﾐﾘｰﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ さかえ設備㈱ 01/08

105 原子力研究所 京都府 ○ ㈱醍醐設備 01/09

106 京町屋事務所ﾋﾞﾙ 京都府 ○ ダイダン㈱ 01/09

107 日本ﾋﾟｭｱｳｫｰﾀｰ 大阪府 ○ 小阪設備工業㈱ 01/09

108 古川ﾋﾞﾙ 京都府 ○ ㈱醍醐設備 01/09

109 山吉ﾋﾞﾙ 長崎県 ○ 山崎廣吉 ㈱五島設備工業 01/09

110 ｸﾛｽﾌｫｰﾄ玉川上水 東京都 ○ 鋼管設備㈱ 01/09

111 県南中核病院新築工事 宮城県 ○ １市２町村保険医療組合 フジタ･橋本･八橋樫JV 朝日工業･富士･大一･高美JV 01/09

112 国立医薬品食品研究所 東京都 ○ 田口工業㈱ 01/09

113 久留米工業高等専門学校 福岡県 ○ 文部科学省 井樋建設 九州日立冷熱㈱ 01/09

114 ｻﾝﾋﾙｽﾞ西寺尾 神奈川県 ○ ㈱きんでん 01/09

115 砂町4丁目計画 東京都 ○ ㈱レスパス 01/09

116 ﾏﾝｼｮﾝ多摩川 神奈川県 ○ 環境エンジニアリング㈱ 01/09

117 ﾐｻﾄﾋﾟｱ･小倉病院 長野県 ○ 医療法人城西医療財団 清水建設㈱ ㈱大和ホーム 01/09

118 頚南病院 新潟県 ○ 新菱冷熱工業㈱ 01/09

119 三愛記念蘇我病院　 千葉県 ○ 共栄冷機工業㈱ 01/09

120 成田市福祉ｾﾝﾀｰ 千葉県 ○ 三建設備工業㈱ 01/09

121 福井心臓血圧ｾﾝﾀｰ 福井県 ○ 医療法人福井心臓血圧センター 村中建設㈱ ㈱北陸アロー機器 01/09

122 六本木六丁目B街区(事務所棟A) 東京都 ○ 再開発組合 ㈱大林組 ㈱三晃空調 01/09

123 六本木六丁目B街区(ﾎﾃﾙ棟) 東京都 ○ 再開発組合 大成建設㈱ 三建設備工業㈱ 01/09

124 上田邸 (戸建住宅) 東京都 ○ 司設備 01/10

125 木城崎邸 (戸建住宅) 鳥取県 ○ 第一設備工業㈱ 01/10

126 中島邸 (戸建住宅) 京都府 ○ 広田工業所 01/10

127 栽培漁業ｾﾝﾀｰ 屋島事業所 香川県 ○ 徳寿工業㈱ 01/10

128 商工中金 山形支店改修工事 山形県 ○ 商工中金山形支店 ㈱テクノ黒澤 01/10

129 天王寺ｽﾃｰｼｮﾝ 大阪府 ○ 三機工業㈱ 01/10

130 富田医院 改修工事 岩手県 ○ 富田病院 ㈱セントラル設備機器 01/10

131 松谷化学 兵庫県 ○ 森田設備 01/10

132 ﾏﾝｼｮﾝ藤井 長崎県 ○ ㈱五島設備工業 01/10

133 ﾘﾗｲﾑﾎﾃﾙ 福井県 ○ ㈱華いしかわ 共栄建築設計事務所 中田設備 01/10

134 清納団地改修工事 福岡県 ○ 北九州市住宅供給公社 ㈱若松水道工業所・㈱玄洋 01/10

135 岩倉病院新築 神奈川県 ○ 北神工業 01/10

136 斎藤医院 (給湯改修工事) 島根県 ○ 斎藤医院 ナカシマ水道 01/10

137 静内共済組合職員住宅 北海道 ○ 地方職員共済組合北海道支部 日高設備 01/10

138 島前地区職員宿舎給水管修繕工事 島根県 ○ ㈲坂設備 01/10

139 専名寺 空調 機械設備改修工事 北海道 ○ 専名寺 山吹商工㈱ 01/10

140 ﾎﾃﾙ日航ｱﾝﾇﾌﾟﾘﾝ 社員寮 北海道 ○ 日航ホテル 北海道開発設備電業㈱ 01/10

141 水島協同病院 岡山県 ○ 大同設備工業 01/10

142 武蔵野銀行 事務ｾﾝﾀｰ 埼玉県 ○ トキワ設備工業㈱ 01/10

143 大山町岩井ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 東京都 ○ ㈲ケーワイケー 01/10

144 五反田ｻﾝﾊｲﾂ 東京都 ○ 横河東亜工業㈱ 01/10

145 特別養護老人ﾎｰﾑ 扇寿苑 増設工事 秋田県 ○ 社会福祉法人比内ふくし会 平和建設㈱ ㈱ユアテック大館(営) 01/10

146 ﾌｼﾞｶﾗｰｻｰﾋﾞｽ東京事業所 東京都 ○ ㈱ﾌｼﾞｶﾗｰｻｰﾋﾞｽ東京事務所 ㈱東京サーマル 01/10

147 北海道警察職員住宅岩内地区新築工事 北海道 ○ 北海道警察本部　総務施設本部 マルコ－住設 01/10

148 留寿都村公営住宅 新築工事 北海道 ○ 留寿都村 栄設備 01/10

149 仙台市立病院 宮城県 ○ 仙台市 斎久工業㈱ 01/10

150 (仮称)ﾎﾃﾙﾄﾞｰﾐｰｲﾝ札幌 北海道 ○ 三井建設㈱ 斎久工業㈱ 01/10
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151 東北厚生年金病院大規模改修工事 宮城県 ○ 宮城県社会保険事務局 大成建設㈱ 大気社･三建設備工業・齊久工業JV 01/10

152 (仮称)元住吉木月ﾏﾝｼｮﾝ 神奈川県 ○ ㈱新日鐵都市開発 大成温調㈱ 01/10

153 青山病院 東京都 ○ 旭シンクロテック㈱ 01/10

154 行徳ﾆｭｰﾊｲﾂ給水管改修 千葉県 ○ 三機工業㈱ 01/10

155 京都紫野特別養護老人ﾎｰﾑ 京都府 ○ 社会福祉法人京都福祉サービス協会 横田建設㈱・㈱津田工務店 ㈱きんでん　 01/10

156 佐賀市畜産ｾﾝﾀｰ 佐賀県 ○ 佐賀市 ㈱九電工 01/10

157 地球環境戦略施設(IGES) 神奈川県 ○ ㈶地球環境戦略研究機関 大成温調㈱ 01/10

158 都立梅丘病院 東京都 ○ 東京都 日管工業㈱ 01/10

159 中標津町立総合福祉ｾﾝﾀｰ 北海道 ○ 中標津町 広樹建設㈱ 岡村工業㈱･豊明工業㈱･㈱三和設備工業JV 01/10

160 西麻布TSC役員社宅 東京都 〇 ㈱九電工 01/10

161 日清製粉㈱ 千葉工場 千葉県 ○ 日清製粉㈱ ㈱テクノ菱和 01/10

162 ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ検見川 千葉県 ○ ハマーンエンジニアリング㈱ 01/10

163 久光製薬㈱製剤ﾌﾟﾗﾝﾄ第2期棟 新築工事 佐賀県 ○ 久光製薬㈱ 千代田テクノエース㈱ ㈱九電工 01/10

164 ﾏﾘｱの御心子女会会館新築工事 東京都 ○ ｶﾄﾘｯｸ修道会　ﾏﾘｱの御心会 ㈱大林組 ㈲翔亜 01/10

165 緑協和病院 神奈川県 ○ 緑協和病院 ㈱テクノ菱和 01/10

166 ｻﾝﾏﾙｸｶﾌｪ 兵庫県 ○ 小島管工 01/11

167 瑞穂ｻﾝﾎｰﾑ 島根県 ○ 永光エンジニアリング㈱ 01/11

168 ｽﾎﾟｰﾂ倶楽部 ﾋﾞｰﾌﾘｨｰ 山形県 ○ ｽﾎﾟｰﾂ倶楽部　ビーフリィー ㈱テクノ黒澤 01/11

169 聖母女学院短期大学 京都府 ○ ㈱三晃空調・京都住設㈱ 01/11

170 特別養護老人ﾎｰﾑ 長生園 山形県 ○ ㈱テクノ黒澤 01/11

171 永山健康ﾗﾝﾄﾞ 東京都 ○ 永山健康ﾗﾝﾄﾞ ゼンリツ 01/11

172 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 北谷店 沖縄県 ○ 日本マクドナルド㈱ ㈲三崎工業 01/11

173 ﾔﾝﾏｰ本社ﾋﾞﾙ 大阪府 ○ 三機工業㈱ 01/11

174 NTT厚木研究開発ｾﾝﾀｰ 神奈川県 ○ NTT ㈱フヨー工業 01/11

175 坂出第一高校 香川県 ○ ㈱四電工 01/11

176 ｾﾉﾝ王子寮 改修 東京都 ○ ㈱セノン ㈱アペックス 01/11

177 ﾆｾｺｱﾙﾍﾟﾝﾎﾃﾙ 北海道 ○ ニセコアルペンホテル 倶知安機工㈱ 01/11

178 原宿ﾍﾟｱｼﾃｨｰ 東京都 ○ 大協工業㈱ 01/11

179 有楽町ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 改修 東京都 ○ ㈱西原衛生工業所 01/11

180 大樹町立 学校給食ｾﾝﾀｰ新築工事 北海道 ○ 大樹町 大樹､菊地建設ＪＶ 奥原商会･北海道アレファJV 01/11

181 福岡ｸﾞﾘｰﾝﾎﾃﾙ 福岡県 ○ 福岡グリーンホテル 第一設備工業㈱ 01/11

182 港区芝公園給水場改修工事 東京都 ○ 岩田設備工業㈱ 01/11

183 宮崎医科大学 宮崎県 ○ 東洋熱工業㈱ 01/11

184 国立診療所西札幌病院付属看護学校第一期工事 北海道 ○ 厚生労働省北海道厚生局 浅沼組、伊藤組土建 池田煖房工業㈱ 01/11

185 産総研低温ﾊﾞｲｵ棟機械設備(衛生)工事A棟 北海道 ○ 独立行政法人産業総合経済研究所 鴻池･岩田･田中建設JV 五建工業㈱ 01/11

186 二十四軒3条6丁目職員宿舎機械設備改修工事 北海道 ○ 北海道開発局札幌開発建設部 ㈱工成舎 01/11

187 ﾛｲﾔﾙｳﾞｨｰｾﾞ北2条ﾏﾝｼｮﾝ 北海道 ○ 大和ハウス工業 池田煖房工業㈱ 01/11

188 JAなごや本店 愛知県 ○ 名古屋農業協同組合 高砂熱学工業㈱ 01/11

189 ﾃﾞﾝｿｰ社員ｸﾗﾌﾞ 愛知県 ○ ㈱デンソー ㈱竹中工務店 三機工業㈱ 01/11

190 いいちこ工場 大分県 ○ ㈱九電工 01/11

191 大泉学園ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 東京都 ○ ㈱サンプラント 01/11

192 神奈川県中央卸売食肉市場増築 神奈川県 ○ 横浜市経済局 川本工業㈱ 01/11

193 上三川日産自動車社宅 栃木県 ○ 日産自動車㈱ ㈱東新電機 01/11

194 喜多見ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞﾋﾞﾙ 東京都 ○ 温調プランミング㈱ 01/11

195 江東区立女性ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ 東京都江東区 アルプス工機㈱ 01/11

196 城西病院 東京都 ○ ㈶衛生文化協会 ㈲初設工事 01/11

197 新豊食品㈱ 千葉工場 千葉県 ○ 新豊食品㈱ ㈱太平エンジニアリング 01/11

198 千葉刑務所収容棟新営工事 千葉県 ○ 法務省 旭シンクロテック㈱ 01/11

199 同仁医薬 福島工場 福島県 ○ 同仁医薬 佐藤工業㈱ ダイダン㈱ 01/11

200 ﾊﾟｰｸﾊｳｽﾌﾟﾚｼｱ 千葉県 ○ 大成設備㈱ 01/11

4 ページ

(敬称略)



所在地
都道府県 新規 改修

着工
年月No 物件名

建築形態
施主 建設 設備

201 老人保健施設あおやぎ苑 東京都 ○ 医療法人社団　国立あおやぎ会 ㈱創進設備 01/11

202 福川ｺﾐﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 山口県 ○ ㈱フジタ 福本工業㈱ 01/12

203 ﾎﾃﾙ ｴﾝｾﾞﾙ 沖縄県 ○ ㈱エンゼル商事 ㈲三崎工業 01/12

204 県立こども病院家族宿泊施設 長野県 ○ 長野県 向井建築 日特工業㈱ 01/12

205 大竹ﾒｰﾌﾟﾙﾋﾙ病院 山口県 ○ 鹿島建設㈱ ㈱桐田商会 01/12

206 雇用促進住宅 入方宿舎 岐阜県 ○ 大東㈱ 01/12

207 稚内社会保険事務こまどりC公務員宿舎新築工事 北海道 ○ 北海道社会保険事務局 坂本建設㈱ ㈱恵菱設備 01/12

208 京都東京海上ﾋﾞﾙﾎﾞｲﾗｰ室改修工事 京都府 ○ ㈱竹中工務店京都支店 斎久工業㈱ 01/12

209 幕別町立 札内東ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 北海道 ○ 幕別町 ネクサス 01/12

210 身体障害者療護施設金沢ふくます苑 石川県 ○ 大成建設・兼六 村松物産㈱ 01/12

211 鶴岡市立荘内病院移転新築(衛生設備)工事 山形県 ○ 鶴岡市 大成建設㈱ 大成温調･青山工管共同企業体 01/12

212 MB足立老人ﾎｰﾑ 東京都 ○ ㈱ヤマト 01/12

213 浅草橋保育園 東京都 ○ 浅草工業㈱ 01/12

214 ｱﾙﾍﾟﾙｺ御茶ノ水 東京都 ○ ㈱太平エンジニアリング 01/12

215 ｷｬﾉﾝ武蔵新田寮 東京都 ○ キャノン㈱ 大成温調㈱ 01/12

216 国立横須賀病院外来診療棟 神奈川県 ○ 大成温調㈱ 01/12

217 世田谷区民会館耐震補強機械工事 東京都 ○ 世田谷区 田口工業㈱ 01/12

218 高田福祉施設移転改築増築工事 三重県 ○ 高田福祉事業協会 鴻池組･平田工業 藤原工業㈱ 01/12

219 調和小学校 東京都 ○ 鹿島建設㈱ 大成温調㈱ 01/12

220 東北大学医学部付属病院改修工事 宮城県 ○ 東北大学医学部 東北アサヒ冷熱工事㈱ 01/12

221 富山大学総合研究棟 富山県 ○ 文部科学省(富山大学) 大成･前田JV 菱機工業㈱ 01/12

222 東成瀬村防災情報ｾﾝﾀｰ 秋田県 ○ 新菱冷熱工業㈱ 01/12

223 ﾗｲｵﾝｽﾞｽﾃｰｼﾞ西国分寺 東京都 ○ 大成温調㈱ 01/12

224 ㈱ﾜｺｰ技研 本社工場 神奈川県 ○ ㈱ワコー技研 ㈱ヤマト 01/12

225 北六甲ｺﾞﾙﾌ倶楽部ﾊｳｽ西館改修工事 兵庫県 ○ ㈱笠谷工務店 東洋設備産業㈱ 02/01

226 治朗丸中学校ﾄｲﾚ改修工事 愛知県 ○ 稲沢市都市開発部 ㈲オザワ水道工事 02/01

227 大阪狭山処理場砂ろ過施設建築機械設備工事 大阪府 ○ 大阪府南部流域下水道事業所 タナカ理研㈱ 02/01

228 尾倉団地改修工事 福岡県 ○ 北九州市住宅供給公社 ㈲山内設備 02/01

229 帯広畜産大学 原虫病研究ｾﾝﾀｰ 北海道 ○ 文部科学省 ㈱朝日工業社 02/01

230 ｹｱﾊｳｽ庄の原苑 大分県 ○ 冨士輝工業 02/01

231 長谷川邸 (戸建住宅) 岐阜県 ○ ㈲可児設備 02/01

232 福島空港公園 公衆ﾄｲﾚ新築増築工事 福島県 ○ 福島県 鉄建設備工業㈱ 02/01

233 竜清団地 福岡県 ○ 北九州市住宅供給社 若松水道工業所 02/01

234 長崎厚生年金会館改修工事 長崎県 ○ 厚生年金事業振興団 日比谷総合設備㈱ 星野管工設備 02/01

235 彰療会大正病院増築工事 大阪府 ○ 彰療会　大正病院 鹿島建設㈱ 三機工業㈱ 02/01

236 ｱﾃﾞﾆｳﾑ山王 東京都 ○ ㈱ジョイントコーポレーション ㈱九電工 02/01

237 内田ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ 内野建設㈱ 岡田設備工業㈱ 02/01

238 ｳﾒｹﾝ富山工場 富山県 ○ ㈱ウメケン タカノ建設㈱ 太閤産業㈱ 02/01

239 上三川町立学校給食ｾﾝﾀｰ 栃木県 ○ 上三川町 ㈱フジタ 共栄冷機工業㈱ 02/01

240 国東町独身寮 大分県 ○ 大分県住宅供給公社 後藤商会 02/01

241 国土交通省八橋RC宿舎 秋田県 ○ 国土交通省 中日建設㈱ ㈱中田建築設備 02/01

242 ｺｽﾓｽ道玄坂 東京都 ○ 川浪 清志 ㈱丸二渡辺建設 ㈲仙南工業 02/01

243 雇用促進住宅 笠松宿舎 岐阜県 ○ ㈱新興設備 02/01

244 雇用促進住宅 高富宿舎 岐阜県 ○ 岐阜管工事㈱ 02/01

245 雇用促進住宅 穂積宿舎 岐阜県 ○ 河合管工㈱ 02/01

246 瀬戸病院 山口県 ○ 豊進建設㈱ 02/01

247 全国酪農連合組合(北福岡工場)ﾎﾞｲﾗｰ室ﾄﾞﾚﾝ改修工事 岩手県 ○ 全国酪農連合組合（北福岡工場） ㈲佐藤設備 02/01

248 高木団地 佐賀県 ○ 佐賀市 古賀設備 02/01

249 田端横山ﾋﾞﾙ 東京都 ○ (財)首都圏不燃建築公社 田中土建工業㈱ 第五冷暖房㈱ 02/01

250 養老町給食ｾﾝﾀｰ 岐阜県 ○ ㈲大橋設備 02/01
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251 ﾛｲﾔﾙｼｬﾄｰ大森 東京都 ○ ㈱清水工業所 02/01

252 小倉市民病院手術室改修工事 福岡県 ○ 小倉病院 福屋建設　 東洋設備工業㈱ 02/02

253 仙台市立病院 各階ｵｿﾞﾝ脱臭設備改修工事 宮城県 ○ 仙台市 新菱冷熱工業㈱ 02/02

254 ﾃﾞﾝｿｰ社員ｸﾗﾌﾞ 愛知県 ○ ㈱デンソー ㈱竹中工務店 高砂熱学工業㈱ 02/02

255 ﾋﾞｯｸﾞﾊﾟｰﾗｰ常陽 改修 茨城県 ○ ㈲隆雲 02/02

256 ｱｲﾀﾞｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ本社ﾋﾞﾙ 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 02/02

257 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ甲子園若草町 兵庫県 ○ ㈱大京 ㈱大京･㈱鴻池組 ㈱ヤナセ設備工業 02/02

258 ふれあい交流館 愛知県 ○ 一宮町 ㈱河合建設工業 大冷工業㈱ 02/02

259 JIRO元麻布 東京都 ○ ㈱豊田設備 02/02

260 赤穂中央病院 兵庫県 ○ 赤穂中央病院 ㈱竹中工務店 ㈱明和工務店 02/02

261 今町小学校 給食調理場 改修 新潟県 ○ ㈱清水配管 02/02

262 浦澤邸 東京都 ○ ㈱エー･エム･シー 02/02

263 大原1丁目共同住宅 東京都 ○ 太陽機設㈱ 02/02

264 上落合ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ ㈱ヤナセ設備工業 02/02

265 ｸﾞﾗﾝﾋﾙｽﾞ東陽町 東京都 ○ オーエス環境㈱ 02/02

266 ｸﾞﾛｰﾘｵ西新井 東京都 ○ セコムホームライフ㈱ 拓進設備工業㈱ 02/02

267 健康づくり情報交流ｾﾝﾀｰ 高知県 ○ ㈱竹中工務店 高砂熱学工業㈱ 02/02

268 ｽｶｲﾗｰｸ北九州工場 福岡県 ○ スカイラーク ㈱九電工 02/02

269 玉川病院別館 東京都 ○ 財団法人 日産厚生会 日和総合設備㈱ 02/02

270 東京大学医学部付属病院 東京都 ○ 東京大学 ㈱創進設備 02/02

271 日生八王子ONﾋﾞﾙ 東京都 ○ 横山設備工業㈱ 02/02

272 東川口駅前ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 埼玉県 ○ ㈱ヤマト 02/02

273 船橋中央病院周産期施設 改修 千葉県 ○ 竹村総合設備㈱ 02/02

274 ﾍﾞﾙｳﾞｭｰ新百合ヶ丘Ⅱ 神奈川県 ○ ㈱下田商会 02/02

275 北陸病院棟及び診療棟新設 石川県 ○ 浅沼･南海辰村建設㈱JV ダイダン㈱･三谷産業㈱JV 02/02

276 北海道あけぼの食品㈱ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ飲料工場増築工事 北海道 ○ 北海道あけぼの食品㈱ 三菱建設㈱ ㈱朝日工業社 02/02

277 八尾邸 新築 東京都 ○ 鹿島道路㈱ 田中設備工務店 02/02

278 ﾗｲｵﾝｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ仲池上 東京都 ○ ㈱大京 川本工業㈱ 02/02

279 ﾚｸｾﾙ蒲生3丁目ﾏﾝｼｮﾝ 埼玉県 ○ 川本工業㈱ 02/02

280 ﾛｰﾔﾙｼｬﾄｳ三鷹 東京都 ○ ㈱下田商会 02/02

281 佐藤護人邸 岩手県 ○ 佐藤護人 ㈲信幸冷熱サービス 02/03

282 ﾁｻﾝﾎﾃﾙ広島 改修 広島県 ○ ㈱サンテック 02/03

283 蒲野邸改修工事 岩手県 ○ 蒲野建設㈱ 蒲野建設㈱ 蒲野建設㈱ 02/03

284 ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ福岡工場 福岡県 ○ アサヒビール㈱ 福伸工業 02/03

285 岩井市立学校給食ｾﾝﾀｰ 茨城県 ○ 岩井市 川崎設備工業㈱ 02/03

286 大館法務省宿舎新営(機材設備)工事 秋田県 ○ 法務省 テクス秋田 02/03

287 学校法人金沢医科大学病院新棟建設工事 石川県 ○ 清水建設㈱ 菱機･柿本･大氣社･日栄JV 02/03

288 北九州市原団地改修工事 福岡県 ○ 北九州市住宅供給公社 後藤設備・北栄設備・新栄設備 02/03

289 北九州市門司団地改修工事 福岡県 ○ 北九州市住宅供給公社 後藤設備・北栄設備・新栄設備 02/03

290 竹千代温泉賀勝苑 愛知県 ○ 日本設備㈱ 02/03

291 津市社会保険ｾﾝﾀｰ 三重県 ○ 第一工業㈱ 02/03

292 特別養護老人ﾎｰﾑ こすも 愛知県 ○ 三建設備工業㈱ 02/03

293 ﾗｲｵﾝｽﾞﾀﾜｰ仙台広瀬橋 宮城県 ○ ㈱大京 大成建設㈱ 大成設備･西原衛生 02/03

294 和合ｺﾞﾙﾌ場 愛知県 ○ 東邦工業 02/03

295 相武国道工事事務所 新築工事 東京都 ○ 国土交通省 白石建設㈱ 中央設備エンジニアリング㈱ 02/03

296 佐渡医院増築改修工事 岩手県 ○ 佐渡医院 田村水道 02/04

297 大和製罐㈱芦屋荘新築工事 兵庫県 ○ 大和製罐㈱ 不動建設・藤木工務店 新日本空調㈱ 02/04

298 広島造幣局診療所新築工事 広島県 ○ ㈱中電工 02/04

299 函館職業能力開発促進ｾﾝﾀｰ 北海道 〇 職業能力開発ｾﾝﾀｰ 函館職業能力開発促進センター 02/04

300 井上豊ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 内野建設㈱ 岡田設備工業㈱ 02/04
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301 ｵﾘｼﾞﾝ東秀㈱上野原工場 山梨県 ○ オリジン東秀㈱ ㈱三冷社 02/04

302 上石神井幼稚園 東京都 ○ 学校法人櫻井学園 ㈱高栄物産 02/04

303 救世軍ﾌﾞｰｽ記念病院二期工事 東京都 ○ 宗教法人　救世軍 清水建設㈱ ㈱テクノ菱和 02/04

304 熊本大学 総合研究棟 熊本県 ○ 文部科学省（熊本大学） 川崎設備工業㈱ 02/04

305 小手指ﾊｲﾂ改修 埼玉県 ○ 日本軽金属 02/04

306 ｻﾝﾄﾘｰ武蔵野ﾋﾞｰﾙ工場 東京都 ○ サントリー ㈱東京サーマル 02/04

307 ｻﾝﾏﾝｼｮﾝ 大阪府 ○ ㈱松本組 ㈱松本組 02/04

308 市立うわまち病院 神奈川県 ○ 大成温調㈱ 02/04

309 新宿山吹高校 東京都 ○ 日本冷熱㈱ 02/04

310 鈴泰ﾋﾞﾙ 東京都 ○ さかえ設備工業㈱ 02/04

311 第二ｸﾞﾚｲｽﾌﾙ春日井 (特老) 愛知県 ○ 三建設備工業㈱ 02/04

312 竹ノ塚ﾊｲﾂ 改修 東京都 ○ 壮和テクノ㈱ 02/04

313 つくし保育園 山梨県 ○ 菱和設備㈱ 02/04

314 東高代々木上原ﾍﾟｱｼﾃｨｰ 東京都 ○ 大協工業㈱ 02/04

315 東洋水産㈱相模工場 神奈川県 ○ 東洋水産㈱ 東洋熱工業㈱ 02/04

316 浜北体育館 静岡県 ○ 静岡県 つぼい工業 02/04

317 阪神百貨店 空調改修 大阪府 ○ ㈱阪神百貨店 ㈱三晃空調 02/04

318 高谷ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 北海道 ○ ㈱宮川建設 フジ暖房㈱札幌(営） 02/04

319 山崎製ﾊﾟﾝ 京都工場 京都府 ○ 協和冷熱工業㈱ 02/04

320 六本木六丁目劇場棟 東京都 ○ 再開発組合 ㈱フジタ ㈱三晃空調 02/04

321 渡邊邸 (戸建住宅) 山口県 ○ 三陽設備工業㈱ 02/04

322 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ第5睦荘新築工事 北海道 ○ グループホーム 国策建設㈱ ㈱にれ商店 02/05

323 田岡･北島病院 徳島県 ○ 田岡・北島病院 ㈱竹中工務店 ダイダン㈱ 02/05

324 加茂市民福祉交流ｾﾝﾀｰ 新潟県 ○ 加茂市 小柳建設㈱JV 中越大栄設備㈱ 02/05

325 新発田公営住宅 新築 新潟県 ○ 新潟県 ㈱加賀田組 関川水道工事㈱ 02/05

326 渋谷清掃工場還元施設 東京都 ○ ジーケー工業㈱ 02/05

327 新東京病院 千葉県 ○ 医療法人社団 三記東鳳 光進㈱ 02/05

328 聖蹟桜ヶ丘ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ 渡邊工業㈱ 02/05

329 第三中藤ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ 岡田設備工業㈱ 02/05

330 東北電力山形支店 改修 山形県 ○ 東北電力㈱ テクス山形 02/05

331 ﾆｯｸﾊｲﾑ大井町 東京都 ○ 製鐵運輸㈱ 02/05

332 南麻布ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都 ○ ㈱朝日工業社 02/05

333 南砂6丁目計画西街区 東京都 ○ 富士熱学工業㈱ 02/05

334 入江ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 北海道 ○ ㈱宮川建設 フジ暖房㈱札幌(営） 02/05

335 宮崎県立高等専門学校一期工事 宮崎県 ○ 宮崎県 ㈲西都水道 02/05

336 ﾗｲｵﾝｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ豊田 東京都 ○ ㈱大京 ㈱浅井設備 02/05

337 ﾗｲｵﾝｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ府中是政 東京都 ○ ㈱大京 ㈱喬生 02/05

338 ﾗｲｵﾝｽﾞｽﾃｰｼﾞ西立川 東京都 ○ ㈱大京 ㈱浅井設備 02/05

339 ﾗｲｵﾝｽﾞﾋﾙｽﾞ新八柱壱番館新築 千葉県 ○ ㈱大京 東洋・大末建設 三建設備･幸和設備 02/05

340 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ箱崎町 東京都 ○ ㈱大京 ㈲櫻澤工業 02/05

341 福島西部病院 福島県 ○ 福島西部病院 北日本設備 02/06

342 特別養護老人ﾎｰﾑ 幸栄の里 北海道 ○ ｼﾞｬﾊﾟﾝｹｱｰ 大木建設 ㈱工成舎 02/06

343 平岸ｾﾝﾁｭﾘｰﾊｲﾑ改修工事 北海道 ○ 吉村設備工業㈱ 02/06

344 (仮称)八王子NT新設小学校 東京都 ○ 大成温調㈱ 02/06

345 NTT福島支店改修工事 福島県 ○ NTT福島支店 日本メックス㈱ 02/06

346 秋田地方法務局本荘庁別合築宿舎新栄機械設備工事 秋田県 ○ 秋田地方法務局 ㈱三共施設 02/06

347 味の素ﾌｧﾙﾏ㈱福島工場エﾚﾝﾀｰﾙ類製剤棟新設工事 福島県 ○ 味の素ﾌｧﾙﾏ㈱ ㈱竹中工務店 ㈱大氣社･㈱興盛工業所JV 02/06

348 新井松下 新潟県 ○ 松下電子㈱ 鹿島建設㈱ 高砂熱学工業㈱ 02/06

349 川嶋産婦人科新築工事 北海道 ○ 川嶋産婦人科 ㈲川村暖房 02/06

350 喜美川ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ 改修工事 岡山県 ○ 五洋工業㈱ 02/06
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351 ｸﾗﾃﾞｨｱ平和 福岡県 ○ 古屋工業所 02/06

352 堺市水道局庁舎新築工事 大阪府 ○ 堺市 熊谷・日本国土・狭間建設 ㈱朝日工業社 02/06

353 ｿﾌｨﾔ西綾瀬ｺﾝｻｲﾊｳｽ 東京都 ○ 似島建設 拓進設備工業㈱ 02/06

354 第八松戸ﾏﾝｼｮﾝ 千葉県 ○ ㈱総和プラント 02/06

355 中伊豆新庁舎 静岡県 ○ 静岡県 トーカイ 02/06

356 人吉市ｺﾞﾐ処理場 熊本県 ○ 人吉市 北村設備 02/06

357 ﾋﾙｽﾞあざみ野 神奈川県 ○ ケーアンドイー㈱ 02/06

358 法務省新津法務局 新潟県 ○ 新潟地方法務局 小柳･永井JV ㈱新潟日立 02/06

359 岩泉ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 北海道 ○ ㈱宮川建設 フジ暖房㈱ 02/06

360 宮崎県立高等専門学校二期工事 宮崎県 ○ 宮崎県 高岡設備㈱･琴弾 02/06

361 宮崎善仁会病院 宮崎県 ○ 善仁会 ㈱竹中工務店 巴設備工業㈱ 02/06

362 ﾒﾛﾃﾞｨｰﾊｲﾑ一橋学園 東京都 ○ 近藤産業㈱ ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 日和総合設備㈱ 02/06

363 ﾘﾋﾞｵｼﾃｨｰ･ｳｨﾝｸﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 神奈川県 ○ ㈱新日鐵都市開発 戸田建設㈱ 菱和設備㈱ 02/06

364 D'ｸﾞﾗﾝｾ美しが丘 神奈川県 ○ 大和ハウス工業㈱ ㈱下田商会 02/07

365 青山堂ﾋﾞﾙ 改修 東京都 ○ 神戸工業㈱ 02/07

366 秋田刑務所収容棟等新営(機械設備)工事 秋田県 ○ 法務省 大成建設㈱ 新日本空調㈱･大民施設工業㈱JV 02/07

367 大宮共立病院 増築･改修工事 埼玉県 ○ 医療法人 新生会 大成温調㈱ 02/07

368 ｷｭｰﾋﾟｰ㈱中河原工場 改修 東京都 ○ キューピー㈱ ㈲村山衛生設備 02/07

369 三条東病院増築 新潟県 ○ 農協連合会 大成建設㈱ 菱機工業㈱ 02/07

370 清水ﾋﾞﾙ 改修 東京都 ○ ㈱創進設備 02/07

371 新浦安高洲ﾏﾝｼｮﾝ 千葉県 ○ フジタ･三井建設JV 大成温調㈱ 02/07

372 滝川ﾊｯﾋﾟｰﾏﾝｼｮﾝ新築工事 北海道 ○ 田中管工㈱ 02/07

373 玉造厚生年金病院改修工事 島根県 ○ 厚生労働省 ㈱鴻池組 ㈱三晃空調 02/07

374 千代田ﾋﾞﾙ改修 広島県 ○ 千代田ビル 新菱冷熱工業㈱ 02/07

375 寺田病院増改築工事 東京都 ○ 白石建設㈱ 菱栄設備工業㈱ 02/07

376 中野共立病院改修 東京都 ○ ㈱テクノ菱和 02/07

377 日本赤十字 北見病院改修工事 北海道 ○ 日本赤十字北見病院 ㈱朝日工業社･北辰工業 02/07

378 ぬ利彦ﾋﾞﾙ 改修 東京都 ○ ㈱ぬ利彦 日和総合設備㈱ 02/07

379 ﾊﾟｰｸﾅｵ ﾘﾆｭｰｱﾙ工事 東京都 ○ さかえ設備㈱ 02/07

380 東小岩5丁目ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 第七工業㈱ 02/07

381 ﾌﾛｰﾗ石神井公園 東京都 ○ 東京都練馬区 日和総合設備㈱ 02/07

382 ﾎﾃﾙｻﾝﾙｰﾄ赤坂 東京都 ○ 鳳商事 清水建設㈱ 九興総合設備㈱ 02/07

383 ﾎﾃﾙﾙﾅﾊﾟｰｸ 埼玉県 ○ ㈱ルナパーク ㈲幸和設備 02/07

384 大石ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 北海道 ○ ㈱宮川建設 フジ暖房㈱ 02/07

385 松岡ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 北海道 ○ ㈱宮川建設 フジ暖房㈱ 02/07

386 ﾗｲｵﾝｽﾞｳﾞｨﾗｯｼﾞｵ玉川学園 東京都 ○ オーエス環境㈱ 02/07

387 宇部興産㈱堺工場内給水管改修 大阪府 ○ 宇部興産㈱ 藤木組 清越設備 02/08

388 ｲﾃﾞｼﾀｸﾘﾆｯｸ 広島県 ○ 井出下 加藤設備 02/08

389 ｻﾀｹﾒﾓﾘｱﾙﾎｰﾙ 広島県 ○ 広島大学 新菱冷熱工業㈱ 02/08

390 ﾀｶﾉﾌｰｽﾞ中国 岡山工場 岡山県 ○ タカノフーズ 鈴木良工務店 三機工業㈱ 02/08

391 魚菜ﾋﾞﾙ改修 東京都 ○ ㈲アクアエンジ 02/08

392 ｵﾗﾝﾀﾞ大使館 改修 東京都 ○ ㈱創進設備 02/08

393 加西市民病院 兵庫県 ○ 加西市 ㈱大林組 ㈱大気社 02/08

394 共立ﾋﾞﾙ 改修 東京都 ○ 保全設備㈱ 02/08

395 神戸大学 放送大学兵庫学習ｾﾝﾀｰ 兵庫県 ○ 文部科学省 ㈱大林組 不二熱学工業㈱ 02/08

396 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ･ｻｳｽ東京ｱﾈｯｸｽ 東京都 ○ ㈱スィンク 日本設備工業㈱ 02/08

397 ﾌｫﾚｽﾄﾚｲｸひばりが丘 東京都 ○ ㈱大京 大成温調㈱ 02/08

398 藤ヶ丘ﾏﾝｼｮﾝ 神奈川県 ○ 野村不動産㈱･㈱大京 ㈱大林組 共栄冷機工業㈱ 02/08

399 富士ﾀﾞｲｽ㈱ 改修 東京都 ○ 富士ダイス㈱ ㈱伸栄工事 02/08

400 ﾘﾗｯｸｽｻｳﾅ茅場町 東京都 ○ 横河東亜工業㈱ 02/08
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401 賀茂公社浴室改修工事2号館 広島県 ○ アワタ工業㈱ 02/09

402 県立須坂病院西棟改修工事 長野県 ○ 長野県 ㈱大林組 東洋配管㈱ 02/09

403 一吉証券 庭瀬寮 給湯改修 岡山県 ○ 岡水工業㈱ 02/09

404 宇生ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾊｳｽ 岡山県 ○ ㈱岡建設 栄琳設備 02/09

405 尾倉団地改修2期工事 福岡県 ○ 北九州市住宅供給公社 若松水道工業所・後藤設備・不動商会 02/09

406 小田急建設㈱本社ﾋﾞﾙ改修 東京都 ○ 小田急建設㈱ 大成温調㈱ 02/09

407 京都市交通局梅津整備場 京都府 ○ 京都市交通局 ㈱クノリテクニカ 02/09

408 松涛中学校 改修 東京都 ○ 渋谷区 ジーケー工業㈱ 02/09

409 南鳥島気象観測所 東京都 ○ ㈱クリマテック 02/09

410 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ武蔵新城中央公園 神奈川県 ○ ㈱大京 八伸興業㈱ 02/09

411 ﾚﾝｺﾞｰ㈱利根川紙器工場 茨城県 ○ レンゴー㈱ 川崎設備工業㈱ 02/09

412 ㈱泉精器製作所工場改修 長野県 ○ ㈱泉精器 ㈱管興社 02/09

413 相模原市営上九沢住宅 2期工事 神奈川県 ○ 相模原市 ㈱協立設備 02/09

414 作並温泉 ﾎﾃﾙ一の坊改修工事 宮城県 ○ ﾎﾃﾙ一の坊 ㈲米山設備工業 02/10

415 東広島浄化ｾﾝﾀｰ 広島県 ○ アワタ工業㈱ 02/10

416 出雲複合ﾋﾞﾙ 島根県 ○ 一畑電鉄 新菱冷熱工業㈱ 02/10

417 宇部警察署東岐波交番 山口県 ○ 山口県警 川村工務店･エコー設備管工 02/10

418 南十四条職員宿舎改修工事 北海道 ○ 札幌市　開発建設部 新弘設備工業 02/10

419 小野薬品工業㈱新社屋建設工事 大阪府 ○ 小野薬品工業㈱ ㈱大林組･㈱竹中工務店 三機工業㈱ 02/10

420 市ヶ谷砂土原ﾏﾝｼｮﾝ 新築 東京都 ○ 野村不動産㈱ ﾌｼﾞﾀ一級建築士事務所 ㈱オオバコーポレーション 02/10

421 ｴｯｶﾎﾃﾙ改修工事 沖縄県 ○ エッカホテル エッカホテル営繕課 02/10

422 川口ﾊｳｽ 改修 埼玉県 ○ ㈱カンダン 02/10

423 県立井上団地 福岡県 ○ 福岡県 ㈱九電工 02/10

424 国立岡崎共同研究機構Ｅ地区研究支援共通棟Ⅰ 愛知県 ○ 文部科学省 清水建設㈱ 不二熱学工業㈱ 02/10

425 国立岡崎共同研究機構Ｅ地区研究支援共通棟Ⅱ 愛知県 ○ 文部科学省 奥村組 カケン 02/10

426 ﾃﾞｲｰｸﾞﾗﾌｫｰﾄ横浜 神奈川県 ○ 大和ハウス工業㈱ 斎久工業㈱ 02/10

427 東海狛江ﾏﾝｼｮﾝ 改修 東京都 ○ ㈱総和プラント 02/10

428 永坂ﾋﾞﾙ 改修 東京都 ○ 経塚工業㈱ 02/10

429 西巣鴨ｺｰﾌﾟ野村大塚 東京都 ○ 三機工業㈱ 02/10

430 ﾊﾏ遊園 山口県 ○ 下関市 和田電機 02/10

431 東葛西2丁目環七ﾋﾞﾙ 新築 東京都 ○ 太陽機設㈱ 02/10

432 藤沢片瀬ﾏﾝｼｮﾝ 神奈川県 ○ 八伸興業㈱ 02/10

433 三鷹地区第一処理場 改修 東京都 ○ ㈱駒井設備 02/10

434 老人ﾎｰﾑよしみ園 山口県 ○ 清水建設㈱ 新菱冷熱工業㈱ 02/10

435 渡邊孝ﾏﾝｼｮﾝ 神奈川県 ○ (財)住宅開発改良公社 内野建設㈱ 積水工業㈱ 02/10

436 ㈱巴商会 松戸第二工場 千葉県 ○ ㈱巴商会 鈴与建設㈱ ㈱トーエネック 02/10

437 稲荷山健康ﾗﾝﾄﾞ 岡山県 ○ ㈱下電テクノサービス 02/11

438 大阪府立病院 MRM改修工事 大阪府 ○ ヤマデン設備工業 02/11

439 大阪少年鑑別所庁舎新営 大阪府 ○ 法務省 大日本･森 不二熱学工業㈱ 02/11

440 岬町給食ｾﾝﾀｰ 大阪府 ○ 岬町 多奈川産業㈱ 宮川工業㈱ 02/11

441 BML環七ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱ビーエムエル ㈱豊田設備 02/11

442 D'ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｱたまﾌﾟﾗｰｻﾞ 神奈川県 ○ 大和ハウス工業㈱ 小松建設工業㈱ ㈱下田商会 02/11

443 ｳｲｰﾝﾍﾞﾙﾌﾟﾗｻﾞ赤坂 東京都 ○ ㈱山口工業 02/11

444 ｸﾞﾛｰﾘｵ南阿佐ヶ谷 東京都 ○ セコムホームライフ㈱ ㈱熊谷組 親和工業㈱ 02/11

445 県民の森宿舎 広島県 ○ 東条町 日進設備工業 02/11

446 甲子園大学新栄養学部実験棟 兵庫県 ○ 甲子園大学 ㈱竹中工務店 ㈱朝日工業社 02/11

447 厚生荘病院改修 東京都 ○ 保全設備㈱ 02/11

448 国立病院東京災害医療ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ 厚生労働省 佐原設備工業 02/11

449 ｻﾞ･ﾖｺﾊﾏﾀﾜｰｽﾞ (ﾖｺﾊﾏﾎﾟｰﾄｻｲﾄﾞF-1街区) 神奈川県 ○ 三菱地所㈱,㈱新日鉄都市開発 鹿島,前田JV 川本工業㈱ 02/11

450 寿里苑あおば介護老人健康施設 大阪府 ○ 鹿島建設㈱ ㈱南丸八建設 02/11
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451 田主丸老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 福岡県 ○ ㈱九電工 クリハラ管工事 02/11

452 千葉刑務所保護室棟 千葉県 ○ 法務省 東洋熱工業㈱ 02/11

453 中部電力浜岡事業所 静岡県 ○ 中部電力 ㈱トーエネック 02/11

454 綱島ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄS棟 神奈川県 ○ ㈱アペックス 02/11

455 弦巻2丁目ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ 横山設備工業㈱ 02/11

456 戸越5丁目ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 長谷工業所 02/11

457 ﾆｯｾｲ新溝の口ﾋﾞﾙ 改修 神奈川県 ○ 横山設備工業㈱ 02/11

458 野田市新設小学校 千葉県 ○ 千葉県野田市 ㈱環境装備エヌエスオイー 02/11

459 ﾊｰﾎﾞﾎｰﾑ南山口 (病院) 山口県 ○ 三建設備工業㈱ 02/11

460 ﾊﾞﾗｰﾄﾞﾊｲﾑ新宿 東京都 ○ 竹村総合設備㈱ 02/11

461 東北厚生年金病院新棟工事 宮城県 ○ 宮城県社会保険事務局 大成建設㈱ 大気社･三建設備工業・齊久工業JV 02/11

462 富士見町教会 東京都 ○ エキスパート 02/11

463 ﾌﾟﾘﾒｰﾗ平塚 神奈川県 ○ 三機工業㈱ 02/11

464 松戸研究分析棟 千葉県 ○ ㈲エスケイ商事 02/11

465 明治大学八幡山ｸﾞﾗﾝﾄﾞ第2合宿 東京都 ○ 明治大学 大成温調㈱ 02/11

466 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ護国寺第2 東京都 ○ ㈱大京 ㈱総和プラント 02/11

467 ｵﾌｨｽ616新築工事 広島県 ○ ㈱中電工 02/12

468 士別市中心市街地交流施設機械設備工事 北海道 ○ 士別市 フジヤ・ユニオンJV 02/12

469 中部国際空港電源局舎 愛知県 ○ 国土交通局大坂航空局 東洋建設 不二熱学工業㈱ 02/12

470 愛知県社会保険診療報酬支払基金事務所改修 愛知県 ○ 愛知県 新菱冷熱工業㈱ 02/12

471 石山愛子ﾏﾝｼｮﾝ新築 東京都 ○ 内野建設 初見建設 02/12

472 稲城第五小学校 東京都 ○ 克明工業㈱ 02/12

473 音音恵比寿ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾟﾚｲｽ店 東京都 ○ 日本設備工業㈱ 02/12

474 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ三宿 東京都 ○ ㈱ヒューザ 木村建設㈱ 積水工業㈱ 02/12

475 ｼｬｰﾌﾟ亀山工場新築 三重県 ○ シャープ 清水建設㈱ 新菱冷熱工業㈱ 02/12

476 ﾃﾞｨｻｰﾋﾞ ﾌﾟﾗﾀﾝ 北海道 ○ 旭川市 旭川建築設備 02/12

477 東京都食肉市場 改修工事 東京都 ○ 東京都 都築アメニティー㈱ 02/12

478 ﾄﾞﾑｽ高輪 東京都 ○ 櫻井工業㈱ 02/12

479 日越地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 新潟県 ○ 新潟県長岡市 大石･中越JV 三協設備工業㈱ 02/12

480 日商岩井大阪本社ﾋﾞﾙ空調改修工事 大阪府 ○ 日商岩井 三機工業㈱ 02/12

481 日本生命 千住ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 横山設備工業㈱ 02/12

482 ﾊﾟｾｵ三光坂　 東京都 ○ クリーン工業 02/12

483 春香園老人ﾎｰﾑ増築工事 広島県 ○ 新菱冷熱工業㈱ 02/12

484 目黒区新庁舎 改修工事 東京都 ○ 武蔵野工業㈱ 02/12

485 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ鴻池新田 大阪府 ○ ㈱大京 ㈱竹中工務店 ㈱大阪城口研究所 02/12

486 小樽ｾﾝﾄﾗﾙｸﾘﾆｯｸ新築工事 北海道 ○ 小樽セントラルクリニック 藤井設備 03/01

487 錦町町営野間団地改修工事 熊本県 ○ 熊本県球磨郡錦町 ㈲丸尾産業 ㈲大和冷機 03/01

488 安田生命 茨木寮改修工事 大阪府 ○ 鹿島建設㈱ オーディーエ㈱ 03/01

489 宮崎県立総合農業試験場応用生物研究棟 宮崎県 ○ 宮崎県 ㈱明光社 ㈱明光社 03/01

490 宮崎県立総合農業試験場環境保全研究棟 宮崎県 ○ 宮崎県 宏和工業㈱ 宏和工業㈱ 03/01

491 宮崎県立総合農業試験場低温研究棟 宮崎県 ○ 宮崎県 ㈱金剛 ㈱金剛 03/01

492 ｱﾗｲﾌﾞ浜田山 東京都 ○ ㈱セントラルメディカルサービス 大成温調㈱ 03/01

493 馬寄団地改修工事 福岡県 ○ 北九州市住宅供給公社 後藤設備工業㈱・㈲神栄管工 03/01

494 志村3丁目ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ 日和総合設備㈱ 03/01

495 十郎原団地改修工事 長崎県 ○ 佐世保市 ㈲野田設備･百武設備工業㈱ 03/01

496 総合宴会場 ｸﾞﾗﾝﾊﾟﾙﾃｨｰ 福島県 ○ ㈱鴻池組 大成温調㈱ 03/01

497 三郷市立新和小学校 埼玉県 ○ 埼玉県三郷市 東栄設備工業㈱ 03/01

498 ﾗｲｵﾝｽﾞｼﾃｨ本所吾妻橋 東京都 ○ ㈱大京 太陽機設㈱ 03/01

499 京都ﾎﾃﾙ平安の森 給湯改修工事 京都府 ○ ㈱北村設備 03/01

500 西部生きがいｾﾝﾀｰ 栃木県 ○ 栃木市 栃木冷暖工業㈱ 03/01
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501 (農)大町農産豚舎 長野県 ○ (農)大町農産 (農)大町農産 03/02

502 久米島町立大岳小学校ﾌﾟｰﾙ 沖縄県 ○ 久米島町 ㈲宇江城組 ㈲環境水処理センター 03/02

503 盛岡市立 杜陵小学校ﾌﾟｰﾙ増築工事 岩手県 ○ 盛岡市 ㈱小林水道土木工業所 03/02

504 大館市立城西小学校新築改築工事 秋田県 ○ 大館市 大館桂･羽後･桂･佐藤工業JV 大館桂工業㈱ 03/02

505 T･K南青山ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 誠和技研㈱ 03/02

506 川崎重工 新大島寮 東京都 ○ 川崎重工業㈱ 川崎設備工業㈱ 03/02

507 ｸﾞﾛｰﾘｵ伝通院 東京都 ○ セコムホームライフ㈱ ㈱豊田設備 03/02

508 新宿御苑管理施設 改修工事 東京都 ○ ㈱創進設備 03/02

509 中央大学 多摩ｷｬﾝﾊﾟｽ 東京都 ○ 藤栄工業㈱ 03/02

510 日生市川寮 千葉県 ○ 横山設備工業㈱ 03/02

511 日本道路公団石山管理棟給湯工事 滋賀県 ○ 日本道路公団 ㈱採光 03/02

512 松江地方合同庁舎 島根県 ○ 国土交通省 竹中工務店･松江土建 新日本空調㈱ 03/02

513 宮崎県営北団地給水施設改修管工事 宮崎県 ○ 宮崎県 江坂設備工業㈱ 03/02

514 六･六ﾃﾅﾝﾄ棟 東京都 ○ ㈱昭和技研 03/02

515 岡山大学女子寮給湯改修工事 岡山県 ○ 三栄工業㈱ 03/02

516 青山善光寺改築 東京都 ○ 清水建設㈱ 三機工業㈱ 03/02

517 片山団地改修工事 福岡県 ○ 北九州市住宅供給公社 後藤設備㈱・北栄設備㈱・内山組・高橋工務店 03/03

518 高木丘ｸﾘﾆｯｸ 岩手県 ○ 佐藤　寧 ㈱伊藤組 三和設備工業㈱ 03/03

519 小樽ﾍﾞﾙｺ会館建設工事 北海道 ○ ㈱ベルコ 松村組 ㈱朝日工業社 03/03

520 TNS下丸子ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ 日宝工業㈱ 03/03

521 昭島病院老朽建替工事 東京都 ○ ㈱環境装備エヌエスイー 03/03

522 金沢西病院増設工事 石川県 ○ 清水建設㈱ アムズ･木戸設備工業 03/03

523 小松駅周辺文化施設 石川県 ○ 鈴木管工業 03/03

524 榊原記念病院 移転新築工事 東京都 ○ 川崎設備工業㈱ 03/03

525 貞静学園保育専門学校 東京都 ○ 学校法人貞静学園 ㈱ローヤルエンジニアリング 03/03

526 田島町総合文化保健複合施設 福島県 ○ 田島町 藤田建設工業 新日本空調㈱ 03/03

527 筑波大学附属盲学校 改修工事 東京都 ○ 内設備㈲ 03/03

528 東京競馬場調整ﾙｰﾑ 改築工事 東京都 ○ 共栄冷機工業㈱ 03/03

529 西千葉春日一丁目ﾏﾝｼｮﾝ 千葉県 ○ 東洋建設㈱ 櫻井工業㈱ 03/03

530 光新星新橋ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱光新星 ㈱九電工 03/03

531 吉田病院 南棟新築工事 奈良県 ○ 株木建設㈱ ㈱朝日工業社 03/03

532 ﾚｸｾﾙﾏﾝｼｮﾝ日進第3 埼玉県 ○ 扶桑レクセル㈱ 川本工業㈱ 03/03

533 銀座九兵衛 東京都 ○ ㈲奈良機設 03/03

534 岡山大学医学部西病棟給湯改修工事 岡山県 ○ 三栄工業㈱ 03/03

535 沖縄県工業高等専門学校屋内運動場 沖縄県 ○ 文部科学省 ㈱東恩納組 ㈱永山組 03/04

536 群馬大学総合研究棟改修工事 群馬県 ○ 文部科学省 ㈱ヤマト 03/04

537 麻布台ﾕﾆﾊｳｽ 東京都 ○ 建装工業㈱ 03/04

538 大妻多摩中学校 増築工事 東京都 ○ 大妻女子大学 ㈲三協設備 03/04

539 清洲町総合福祉ｾﾝﾀｰ 愛知県 ○ 清洲町 西松・大末JV ㈲ホームテクノマルキ 03/04

540 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京 東京都 ○ ㈱スィンク 日本設備工業㈱ 03/04

541 駒込学園校舎新築 東京都 ○ 駒込学園 清水建設㈱ 三機工業㈱ 03/04

542 第一勧銀 稲垣ﾋﾞﾙ 改修 東京都 ○ 芝工業㈱ 03/04

543 流山市ごみ焼却施設 千葉県 ○ 大成温調㈱ 03/04

544 南北線総合事務所 東京都 ○ 三谷産業㈱ 03/04

545 ﾌﾞﾗﾝｺｽﾀ白浜 千葉県 ○ 京浜管鉄工業㈱ 03/04

546 南浜中央病院新築移転工事 宮城県 ○ 松壽会南浜中央病院 ㈱銭高組 三建設備工業㈱ 03/04

547 ﾗｲｵﾝｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ鳴海新築工事 愛知県 ○ ㈱大京 西松建設㈱ ㈱スミ設備 03/04

548 ﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙ ﾗﾌｵｰﾑ蔵王大浴場ｽﾊﾟ新設工事 宮城県 ○ 森観光ﾄﾗｽﾄ㈱ 大成建設㈱ 斎久工業所 03/04

549 海洋深層水風呂 みうら湯 神奈川県 ○ 京浜急行電鉄㈱ 大成設備㈱ 03/04

550 瑞寿苑 栃木県 ○ (福）東晴会 荒牧空調工業㈱ 03/05
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551 四谷保健ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ ㈱セイチプラント 03/05

552 ﾘﾘｰﾍﾞﾙ高円寺ｽｸｴｱ 東京都 ○ 康和地所㈱ 協和建設工業㈱ 03/05

553 静仁会 静内病院増築工事 北海道 ○ 医療法人　静仁会 大成建設㈱ ㈱大気社 03/05

554 ㈱ｱｼﾞﾃｯｸ本社･工場新築移転工事 岩手県 ○ ㈱ｱｼﾞﾃｯｸ 東急建設･鉄建建設・千代田工業 ㈱昭和管工 03/05

555 中部ｺﾞﾐ処理場 沖縄県 ○ 中部北環境施設組合 川崎技研 ㈱九電工 03/05

556 医療基盤基礎技術研究所 大阪府 ○ 国土交通省 浅沼･大日本･前田 ㈱三晃空調 03/05

557 北砂3丁目ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ 旭シンクロテック㈱ 03/05

558 国立精神･神経ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ 厚生労働省 大成温調㈱ 03/05

559 国立療養所多磨全生園 東京都 ○ 厚生労働省 ダイダン㈱ 03/05

560 ｻﾝｼﾃｨｰ町田参番館 東京都 ○ ㈱テクノ菱和 03/05

561 志木ﾆｭｰﾀｳﾝ改修 埼玉県 ○ 三機工業㈱ 03/05

562 地域振興ｾﾝﾀｰ 石川県 ○ 大成建設･南建設 三谷産業 03/05

563 月島1丁目 I-Mark Tower 東京都 ○ ニューシチィーコーポレーション ㈱大林組 旭シンクロテック㈱ 03/05

564 西新宿4丁目ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ ㈱城口研究所 03/05

565 ﾆｯｾｲｱﾛﾏｽｸｴｱ 東京都 ○ 大成温調㈱ 03/05

566 新田町ﾋﾞﾙ 東京都 ○ エイトテック㈱ 03/05

567 馬入多目的ｱﾘｰﾅ 神奈川県 ○ 平塚市 菱和設備㈱ 03/05

568 東十条ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ ﾄｰﾀﾙﾊｳｼﾞﾝｸﾞ㈱ 大成温調㈱ 03/05

569 藤が丘ﾏﾝｼｮﾝ 神奈川県 ○ ㈲アクアエンジ 03/05

570 ﾕｱｺｰﾄ川越 埼玉県 ○ 西武不動産販売㈱ 光進㈱ 03/05

571 用賀1丁目ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ 佐伯設備㈱ 03/05

572 ﾄﾞｴﾙｱｲﾑﾏﾝｼｮﾝ 北海道 ○ じょうてつ観光 サンプラント 03/06

573 近畿自動車道(紀勢線)御坊南ｲﾝﾀｰ管理施設 和歌山県 ○ 日本道路公団 ㈱池永 03/06

574 苫小牧市弥生町公住2-19-5改築工事 北海道 ○ 苫小牧市 成友設備 03/06

575 愛育病院 東京都 ○ ㈱栄進産業 03/06

576 岩美町保険･医療･福祉総合ｾﾝﾀｰ 鳥取県 ○ 岩美町 浅沼･株木･岩美 東洋熱工業㈱ 03/06

577 大阪国立病院改修工事 大阪府 ○ 高砂熱学工業㈱ 03/06

578 ｸﾞﾗﾝﾘﾋﾞｵ新中野 東京都 ○ ㈱新日鉄都市開発 ㈱公和設備 03/06

579 済生会川口総合病院 埼玉県 ○ ㈱サン設備 03/06

580 白金3丁目ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ ㈱樋口設備 03/06

581 東神田金畑ﾋﾞﾙ 東京都 ○ さかえ設備㈱ 03/06

582 日の出が丘病院 東京都 ○ ㈱テクノ菱和 03/06

583 ﾎｰﾕｰ東京支店 東京都 ○ ホーユー㈱ ㈱テクノ菱和 03/06

584 三菱証券㈱ 浦安寮 千葉県 ○ 三菱証券㈱ ㈱ヤマト 03/06

585 ｴｽﾋﾞｰ食品(株)東松山工場改修工事 埼玉県 ○ エスビー食品㈱ ㈱ヤマト 03/07

586 JAﾏｲﾝｽﾞ神代支店 改修工事 東京都 ○ ㈲アスカ設備工業 03/07

587 油面小学校 東京都 ○ 東和工業㈱ 03/07

588 綾瀬厚生病院B棟増改築工事 神奈川県 ○ ㈲京和設備 03/07

589 介護老人保健施設 『大和の里』 神奈川県 ○ ㈱下田商会 03/07

590 京都第二赤十字病院 京都府 ○ 清水・浅沼JV ㈱三晃空調･三和管工JV 03/07

591 狭山市立西中学校 改修工事 埼玉県 ○ 創和エンジニアリング㈱ 03/07

592 滋賀里ｼﾙﾊﾞｰﾏﾝｼｮﾝ 滋賀県 ○ 不動建設 川崎設備工業㈱ 03/07

593 鈴茂器工㈱本社ﾋﾞﾙ 建替工事 東京都 ○ 鈴茂器工㈱ ㈱テコム 03/07

594 仙台放送新社屋建設工事 宮城県 ○ 仙台放送 清水建設㈱ 高砂熱学工業㈱ 03/07

595 大東文化大学 板橋ｷｬﾝﾊﾟｽ整備 東京都 ○ 大東文化大学 新菱冷熱工業㈱ 03/07

596 立川富士見町住宅 改修工事 東京都 ○ ㈱公和設備 03/07

597 地方職員共済職員住宅新築工事:浦河地区 北海道 ○ 地方職員共済組合北海道支部 長嶺設備工業 03/07

598 日本科学未来館 東京都 ○ 保全設備㈱ 03/07

599 ﾌｧﾐｰﾙ築地 東京都 ○ 丸紅㈱ オーエス環境㈱ 03/07

600 みずほ銀行 南浦和支店 埼玉県 ○ 横山設備工業㈱ 03/07
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601 由良町あかつき園改築第1期工事 和歌山県 ○ 由良町 ㈱大林組 ㈱池永 03/07

602 ﾖｰｸﾏｰﾄ新取手店 茨城県 ○ ㈱太平エンジニアリング 03/07

603 横浜労災病院 改修工事 神奈川県 ○ ㈱竹内設備 03/07

604 岡山甲羅本店新築工事 岡山県 ○ 斎久工業㈱ 03/08

605 (仮称)若潮公園体験学習施設建築工事 千葉県 ○ ㈱サンテック 03/08

606 青山学院大学3号館 改修工事 東京都 ○ 青山学院大学 ㈱太平エンジニアリング 03/08

607 朝日信用金庫 中央支店 東京都 ○ 東京ダイヤエアコン㈱ 03/08

608 朝日信用金庫 根津支店 東京都 ○ ㈱ヤマト 03/08

609 区部ﾕｰｽﾌﾟﾗｻﾞ 改修工事 東京都 ○ ㈱三晃空調 03/08

610 篠崎2丁目ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ 太陽機設㈱ 03/08

611 新宿野崎ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈲松信工業 03/08

612 第32興和ﾋﾞﾙ 改修工事 東京都 ○ ㈲菅原空調工業 03/08

613 つくば総合研究所 茨城県 ○ 三建設備工業㈱ 03/08

614 天王町ｽｶｲﾊｲﾂ 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 03/08

615 浜田山3丁目ﾏﾝｼｮﾝ 新築工事 東京都 ○ 岡田設備工業㈱ 03/08

616 福島ﾏﾝｼｮﾝ 北海道 ○ 朝日設備 03/08

617 北海道立浦河高等学校全面改修工事 北海道 ○ 北海道 長嶺設備工業 03/08

618 本蓮沼ﾋﾞｭｰﾊｲﾂ 東京都 ○ 川本工業㈱ 03/08

619 南品川4丁目小林ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ ダイヤ設備工業㈱ 03/08

620 ﾒｿﾞﾝｳﾞｪｰﾙ柏木 東京都 ○ 王子不動産㈱ ㈱竹中工務店 ㈱豊田設備 03/08

621 藤沢薬品研修ｾﾝﾀｰ新築工事 大阪府 ○ 藤沢薬品工業 ㈱朝日工業社 03/09

622 南港ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝ改修工事 大阪府 ○ 斎久工業㈱ 03/09

623 石井病院増築工事 北海道 ○ 医療法人社団清和会 岩田建設 ㈱道南 03/09

624 一星芝ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 東京都 ○ オーエス環境㈱ 03/09

625 ｳﾞｪﾗ赤坂 改修工事 東京都 ○ 泰平工業㈱ 03/09

626 大阪少年鑑別所第二期工事 大阪府 ○ 法務省 大日本･森 不二熱学工業㈱ 03/09

627 さいたま市桜木町4丁目共同住宅 埼玉県 ○ ㈱サンテック 03/09

628 大和小学校 岡山県 ○ 栄和設備 03/09

629 調布染地ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱関配 03/09

630 浪速税務署 機械設備工事 大阪府 ○ 国土交通省 株木・栗本 ㈱清水工業所 03/09

631 ﾊﾟｰｸﾏﾝｼｮﾝ千鳥ヶ淵 東京都 ○ 三井不動産㈱ 竹村総合設備㈱ 03/09

632 ｿﾆｰ長崎 長崎県 ○ 新菱冷熱工業㈱ 03/09

633 JV大船ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 神奈川県 ○ 伊藤忠都市開発 トーヨコエンジニアリング㈱ 03/10

634 T＆K TOKAさいたま 埼玉県 ○ T＆K TOKA ㈲川平設備 03/10

635 久慈市立市民体育館新築工事 岩手県 ○ 久慈市 鹿島・宮城JV 細谷地･双葉設備サービス 03/10

636 ｸﾞﾗﾝﾘﾋﾞｵ新中野 東京都 ○ ㈱新日鉄都市開発 オーク設備工業㈱ 03/10

637 国立大竹病院 広島県 ○ 中国･四国厚生局 鴻池組・浅沼組JV 三晃\･大方･千代田JV 03/10

638 小谷ﾋﾞﾙ 改修工事 東京都 ○ 神戸工業㈱ 03/10

639 ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ本店 東京都 ○ 大成温調㈱ 03/10

640 狛江ﾘﾘｴﾝﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ ㈱総和プラント 03/10

641 佐久間ﾏﾝｼｮﾝⅡ 東京都 ○ ㈱野上設備 03/10

642 札幌ｴｸｾﾙﾎﾃﾙ東急 北海道 ○ 札幌ｴｸｾﾙﾎﾃﾙ東急 ㈱朝日工業社 03/10

643 新 草加市立病院 埼玉県 ○ ㈲板東設備工業 03/10

644 特別養護老人ﾎｰﾑ かりん 神奈川県 ○ 大成温調㈱ 03/10

645 中葛西6丁目ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ 横山設備工業㈱ 03/10

646 西池袋ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都 ○ 温調プランミング㈱ 03/10

647 西葛西5丁目山口ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 太陽機設㈱ 03/10

648 比和町学校給食ｾﾝﾀｰ 広島県 ○ ㈱中電工 03/10

649 港区立芝保育園 東京都 ○ 水野設備㈱ 03/10

650 武蔵野中央病院 東京都 ○ ㈱テクノ菱和 03/10
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651 横浜国立大学ｲﾝｷｭｰｼｮﾝ新築 神奈川県 ○ ㈱藤巻工務店 03/10

652 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ早稲田 東京都 ○ 保全設備㈱ 03/10

653 真澄寺信越別院新築工事 長野県 ○ 真如苑 西松建設･守谷商会 高砂熱学工業㈱ 03/10

654 国立中央静香の家改修工事 静岡県 ○ 文部科学省 ㈱渡辺工事店 03/11

655 大阪大学情報系総合研究棟新営工事 大阪府 ○ 文部科学省 浅沼･榎並JV ㈱大阪城口研究所 03/11

656 朝霞浄水所 埼玉県 ○ ㈲エスケイ商事 03/11

657 岩楯ﾋﾞﾙ 改修工事 東京都 ○ ㈱清水工業所 03/11

658 岡山市当新田環境ｾﾝﾀｰ新築工事 岡山県 ○ ㈱大林組 斎久工業㈱ 03/11

659 鬼子母神診療所 移転新築工事 東京都 ○ 大成温調㈱ 03/11

660 金城町立共同調理場 島根県 ○ 金城町 本川建設㈱ シンセイ技研㈱ 03/11

661 九州大学理系図書館 福岡県 ○ 高砂熱学工業㈱ 03/11

662 京都大学桂総合研究棟Ⅳ工事 京都府 ○ 文部科学省 鹿島･西松･大旺 ㈱三晃空調 03/11

663 ｸﾞﾚｰｼｱﾋﾙｽﾞ横濱桜ヶ丘 神奈川県 ○ 相模鉄道㈱ 六興設備㈱ 03/11

664 ｸﾞﾛｰﾘｵ吉祥寺本町 東京都 ○ セコムホームライフ㈱ 丸紅設備㈱ 03/11

665 幸福の科学中国正心館新築工事 岡山県 ○ 清水建設㈱ 新菱冷熱工業㈱ 03/11

666 社会福祉法人方光会 萩の江学園新築工事 岩手県 ○ 社会福祉法人　方光会 千代田工業 昭和管工 03/11

667 杉並ｹｱﾊｳｽ 東京都 ○ オーエス環境㈱ 03/11

668 世田谷区若林一丁目計画 東京都 ○ 世田谷区 ㈱喬生 03/11

669 筑波大学産学ﾘｴｿﾞﾝ共同研究ｾﾝﾀｰ 茨城県 ○ 筑波大学 浦安工業 03/11

670 ﾄﾞﾐｰﾙ本蓮沼 東京都 ○ オーエス環境㈱ 03/11

671 新座ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ 改修工事 埼玉県 ○ ㈱ニチガ 03/11

672 練馬区立第七福祉園等複合施設 東京都 ○ 練馬区 にがた工機㈱ 03/11

673 東府中病院新築工事 東京都 ○ 医療法人社団 清新会 竹村総合設備㈱ 03/11

674 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄｽｽｷﾉﾋﾞﾙ改修工事 北海道 ○ すすきのﾋﾞﾙ 桜井工業㈱ 03/11

675 山崎ﾊｲﾂ新築工事 神奈川県 ○ 東亜建設 共栄産業㈱ 03/11

676 山本整形外科病院 広島県 ○ ㈱熊谷組 高砂熱学工業㈱ 03/11

677 横浜ﾚｲﾃﾞｨｱﾝﾄ 神奈川県 ○ オーエス環境㈱ 03/11

678 大野村調理場新築機械設備工事 岩手県 ○ 大野村 ㈱小山組 ㈱カネヨシ水道工業所 03/12

679 津田ｱｲﾘｽ老人保険ｾﾝﾀｰ改修工事 大阪府 ○ ビルト住設 03/12

680 旭川荘新築工事 岡山県 ○ 荒木組 斎久工業㈱ 03/12

681 朝日新聞社京都工場 京都府 ○ ㈱朝日新聞社 三井住友建設㈱ ㈱西原衛生工業所 03/12

682 健老園 岡山県 ○ ㈱中電工 03/12

683 白滝園増改築工事 広島県 ○ 三建設備工業㈱ 03/12

684 上原ﾊｳｽ 東京都 ○ 郵船不動産㈱ 大協工業㈱ 03/12

685 江別ﾍﾞﾙｺ会館新築工事 北海道 ○ ﾍﾞﾙｺ ㈱朝日工業社 03/12

686 佼成病院扶友ｾﾝﾀｰ改修工事 東京都 ○ 裕大設備㈱ 03/12

687 胡録台ﾛｲﾔﾙｺｰﾎﾟ 改修工事 千葉県 ○ ㈲大勝テック 03/12

688 秀和北青山第2ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 改修工事 東京都 ○ 泰平工業㈱ 03/12

689 新小岩1丁目ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ 旭シンクロテック㈱ 03/12

690 第一生命 鷺山寮 改修工事 神奈川県 ○ ㈲京和設備 03/12

691 特老 新横浜ほほえみ苑 神奈川県 ○ 社会福祉法人ﾜｹﾞﾝ福祉会 ㈲三協設備 03/12

692 苫小牧市明徳公営住宅新築工事8-2号 北海道 ○ 苫小牧市都市建設部 盛興･住拓･創建・北澤JV 進興･フジダン･新玉JV 03/12

693 苫小牧市明徳公営住宅新築工事8-4号 北海道 ○ 苫小牧市都市建設部 松浦･菅野･丸寿高橋・門JV 福森･興和･大谷JV 03/12

694 西新宿4丁目計画 東京都 ○ 櫻井工業㈱ 03/12

695 日本橋ｸﾞﾗﾅﾀﾞ 東京都 ○ ㈱昭和技研 03/12

696 白竜湖ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ浴室改修工事 広島県 ○ ㈱毎日設備 03/12

697 ﾌﾞｰﾗﾝｼﾞｭﾘｰ ﾒｿﾞﾝｶｲｻﾞｰ 東京都 ○ ㈱昭和技研 03/12

698 ﾎﾃﾙｱﾐｽﾀ大井 改修工事 東京都 ○ 大成温調㈱ 03/12

699 ｱﾐﾉｱｯﾌﾟ研究所改修工事 北海道 ○ アミノアップ化学 ㈱竹中工務店 ㈱朝日工業社 04/01

700 国民年金保養ｾﾝﾀｰのと改修工事 石川県 ○ 表組 三谷産業㈱ 04/01
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701 菜ﾃﾞﾘｶ関西工場新築工事 兵庫県 ○ 大成建設㈱ 高砂熱学工業㈱ 04/01

702 ﾎﾃﾙ広島ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ改修工事 広島県 ○ 高砂熱学工業㈱ 04/01

703 ﾎｼｴﾇ製薬五条工場第一期改修工事 奈良県 ○ 鍛冶田工務店 三宝電機㈱ 04/01

704 NECｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ玉川 新築工事 神奈川県 ○ ㈲京和設備 04/01

705 赤羽北ﾏﾝｼｮﾝ計画 東京都 ○ 大成温調㈱ 04/01

706 汐見丘ﾏﾝｼｮﾝ 千葉県 ○ 川本工業㈱ 04/01

707 天満屋改修工事 広島県 ○ 三機工業㈱ 04/01

708 東京自治会館 東京都 ○ 大成温調㈱ 04/01

709 特別養護老人ﾎｰﾑ 白金の森 東京都 ○ 東京都港区 ㈱太平エンジニアリング 04/01

710 西葛西ﾊｲﾂ 給水ｼｽﾃﾑ工事 東京都 ○ 関工第一企業㈱ 04/01

711 日本基督教団信濃町協会 東京都 ○ 三谷産業㈱ 04/01

712 乃木坂ﾘﾘｴﾝﾊｲﾑ 東京都 ○ ㈱総和プラント 04/01

713 八十岡ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ スターツ㈱ ㈱清水工業所 04/01

714 彦田ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ ㈱野上設備 04/01

715 南千住地区ｾﾝﾀｰ工区Ｗ3街区 東京都 ○ 三建設備工業㈱ 04/01

716 四谷ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都 ○ ㈱九電工 04/01

717 ﾗｲｵﾝｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ西府町 東京都 ○ ㈱大京 ㈱喬生 04/01

718 両国ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都 ○ スターツ㈱ ㈱清水工業所 04/01

719 ㈱新藤両国 本社ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱テクノ菱和 04/01

720 ㈱東陽ﾃｸﾆｶ 日本橋別館新築工事 東京都 ○ ㈱テクノ菱和 04/01

721 国立病院東京医療ｾﾝﾀｰ情報管理棟 東京都 ○ 佐藤工業 ダイダン㈱ 04/01

722 江刺市生涯学習ｾﾝﾀｰ建設工事 岩手県 ○ 江刺市 鹿島・共栄建設JV ㈱高松水道工業 04/02

723 野村證券 和歌山支店 和歌山県 ○ 野村證券 新日本空調㈱ 04/02

724 大阪大学学術研究実験棟創造工学ｾﾝﾀｰ新営 大阪府 ○ 文部科学省 岸組 高砂熱学工業㈱ 04/02

725 特別養護老人ﾎｰﾑ第二洛風苑新築工事 宮城県 ○ 社会福祉法人　庄慶会 熊谷組･熱海工務店JV 三益工業㈱ 04/02

726 青山病院15手術室改修工事 東京都 ○ 三友技研㈱ 04/02

727 上野原町庁舎 多目的ﾎｰﾙ 山梨県 ○ ㈱テクノ菱和 04/02

728 江戸川台年金ﾎｰﾑ 千葉県 ○ ジブラルタ生命保険㈱ ㈱岡本空調設備 04/02

729 ｵｰｸ柏ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 千葉県 ○ ㈱公和設備 04/02

730 ｸﾚｰﾙ桜新町 改修工事 東京都 ○ 壮和テクノ㈱ 04/02

731 鳥取県東京事務所職員住宅 東京都 ○ 鳥取県 壮和テクノ㈱ 04/02

732 ﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ新橋店 東京都 ○ ㈱ドン・キホーテ 新設工業㈱ 04/02

733 ﾅｶﾉ商会 若洲ｾﾝﾀｰ 新築工事 東京都 ○ ㈱共同設備 04/02

734 日東電工㈱尾道事業所第4工場新築工事 広島県 ○ 清水建設㈱ 高砂熱学工業㈱ 04/02

735 野方警察署 空調設備改修工事 東京都 ○ 警視庁 ㈲エスケイ商事 04/02

736 福島刑務所庁舎･処遇管理棟等新営機械設備工事 福島県 ○ 法務省大臣官房施設課 鹿島･五洋･りんかい・日産JV 大氣･一工･文化特定建設工事JV 04/02

737 ﾎﾃﾙ蔵前 東京都 ○ ㈱正栄設備 04/02

738 横浜ｽﾀｼﾞｱﾑ 改修工事 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 04/02

739 (仮称)杉並区桃井3丁目計画 東京都 ○ 三井不動産㈱ 鹿島建設㈱ 斎久工業㈱ 04/03

740 青山学院初等部校舎 新築工事 東京都 ○ 青山学院 斎久工業㈱ 04/03

741 ｱﾙﾃｨｱ北葛西 新築工事 東京都 ○ スターツ㈱ ㈱野上設備 04/03

742 医療法人東海高齢者複合施設 愛知県 ○ 大和ハウス㈱ ダイダン㈱ 04/03

743 ｵｰﾍﾞﾙ多摩永山 東京都 ○ 六興設備㈱ 04/03

744 大森ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都 ○ 住友商事 ㈱大林組 ㈱公和設備 04/03

745 ｺｽﾓｽ苑 埼玉県 ○ 大成温調㈱ 04/03

746 山王ｱｰﾊﾞﾝﾗｲﾌ改修工事 東京都 ○ ㈲泉総合設備 04/03

747 ｼﾞｬﾙﾀﾞﾝ目黒 東京都 ○ ㈱総和プラント 04/03

748 新ｼｬﾙﾑ浜松町 東京都 ○ ㈱ローヤルエンジニアリング 04/03

749 ちば県保険予防財団 新築工事 千葉県 ○ 岬建設㈱ 04/03

750 東海大学医学部附属病院 神奈川県 ○ 東海大学 三機工業㈱ 04/03
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751 本田技研工業㈱ 和光新ﾋﾞﾙ 埼玉県 ○ 本田技研工業㈱ ㈱テクノ菱和 04/03

752 靖国九段南ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 清進電設㈱ 04/03

753 川﨑区大島4丁計画 神奈川県 ○ 長谷川コーポレーション 山本設備機工 04/03

754 八鹿町立八鹿病院 兵庫県 ○ 八鹿町 竹中・鴻池ＪＶ 新日本空調㈱ 04/03

755 日本赤十字社 血漿分画ｾﾝﾀｰ改修工事 北海道 ○ 日本赤十字社 須賀工業㈱ 04/04

756 介護老人保健施設 悠悠新築工事 福島県 ○ 財団法人・温和会 西部建設 高砂熱学工業㈱ 04/04

757 石部特別養護老人ﾎｰﾑ 滋賀県 ○ 西武建設㈱ ア･ア･ンコーポレーション㈱ 04/04

758 ｱﾃﾞﾗﾝｽ本社ﾋﾞﾙ改修工事 東京都 ○ ㈱テクノ菱和 04/04

759 市川急病診療所･西消防署出張所 千葉県 ○ アサヒ設備㈱ 04/04

760 北綾瀬短期入所生活介護 新築工事 東京都 ○ ㈱テクノ菱和 04/04

761 ｻﾞ･ﾊｳｽ南麻布 東京都 ○ ㈱城口研究所 04/04

762 ｼｬｰﾌﾟ三重(多気)工場 三重県 ○ シャープ 清水建設㈱ ㈱テクノ菱和 04/04

763 政策研究大学院大学施設 新築工事 東京都 ○ 政策研究大学院大学 ㈱大林組 高砂熱学工業㈱ 04/04

764 西友 国領店 新築工事 東京都 ○ 大成温調㈱ 04/04

765 特別養護老人ﾎｰﾑﾕﾆｯﾄｹｱ小野 兵庫県 ○ 社会福祉法人日の出福祉会 ㈱神崎組 ㈱朝日工業社 04/04

766 長岡中央病院 新築工事 (衛生) 新潟県 ○ JA新潟　厚生連 大成建設㈱ ダイダン㈱･三建JV 04/04

767 長岡中央病院 新築工事 (空調) 新潟県 ○ JA新潟　厚生連 大成建設㈱ 新菱冷熱工業㈱ 04/04

768 西野ﾏﾝｼｮﾝ 新築工事 東京都 ○ スターツ㈱ ㈲飯島設備工業 04/04

769 ふくおか会館 改修工事 東京都 ○ 大橋エアシステム㈱ 04/04

770 富士見市市民福祉活動ｾﾝﾀｰ 埼玉県 ○ ㈱テクノ菱和 04/04

771 二十四軒ﾊｲﾂ 改修工事 北海道 ○ 桜井工業㈱ 04/05

772 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ旭ヶ岡改修工事 北海道 ○ 大京管理㈱北海道支店 荏原テクノサーブ㈱ 04/05

773 介護老人保健施設ﾘﾊﾋﾞﾘ南東北川俣新築工事 福島県 ○ 財団法人･脳神経疾患研究所 安藤建設 高砂熱学工業㈱ 04/05

774 特別養護老人ﾎｰﾑ 南東北ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ館新築工事 福島県 ○ 財団法人･脳神経疾患研究所 安藤建設 高砂熱学工業㈱ 04/05

775 柴眼科新築工事 大阪府 ○ 戸田建設 若林設備工業 04/05

776 天城高原ﾘｿﾞｰﾄｳﾞｨﾗD棟 静岡県 ○ ㈱総和プラント 04/05

777 和泉学園寮舎･教室B棟新営工事 大阪府 ○ 法務省 南海辰村建設･今西組 大成温調㈱ 04/05

778 小田急ｺｱﾛｰﾄﾞ青葉台 新築工事 神奈川県 ○ 小田急不動産㈱ 高清水工業㈱ 04/05

779 京都大学(北部)総合研究棟(農･生命)新営 京都府 ○ 文部科学省 鴻池組・東洋建設 ㈱テクノ菱和 04/05

780 栗田工業ﾋﾞﾙ 改修工事 東京都 ○ 栗田工業㈱ ㈲エスケイ商事 04/05

781 新横浜さわやか苑 新築工事 神奈川県 ○ 恵生会 上白根病院 ㈱柳川工業 04/05

782 ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝ府中 新築工事 東京都 ○ 研精会、幸会 ㈱環境装備エヌエスイー 04/05

783 東京歯科大学市川総合病院新棟新築工事 千葉県 ○ 東京歯科大 鹿島建設㈱ 芝工業㈱ 04/05

784 富岡産婦人科 新築工事 千葉県 ○ 東京ダイヤエアコン㈱ 04/05

785 日本ﾒﾃﾞｨﾌｨｼﾞｯｸｽ小田原ﾗﾎﾞ 神奈川 ○ 日本メディフィジックス 鹿島建設㈱ ㈱大気社 04/05

786 初富保健病院 千葉県 ○ 医療法人社団 一心会 竹村総合設備㈱ 04/05

787 東五反田ﾋﾞﾙ(ﾗ･ｳﾞｪｰﾇ） 東京都 ○ 丸紅設備㈱ 04/05

788 船橋医療ｾﾝﾀｰ 改修工事 千葉県 ○ 古橋設備工業㈱ 04/05

789 ㈱ｺｰｾｰ 製品研究所 新築工事 東京都 ○ ㈱コーセー ㈱山口工業 04/05

790 信楽園病院 新潟県 ○ 信楽園病院 鹿島建設㈱ ダイダン㈱･高砂熱学工業㈱･㈱新潟日立 04/05

791 ｱｸｱﾘｰﾅ南葛西 東京都 ○ 三平建設 三愛プラント㈱ 04/06

792 国立科学博物館4号館 改修工事 東京都 ○ 第一工業㈱ 04/06

793 佐久総合病院小海分院建設工事 長野県 ○ JA長野厚生連 清水建設㈱ 第一設備工業㈱ 04/06

794 札幌拘置所改修工事 北海道 ○ 札幌拘置所 高砂熱学工業㈱ 04/06

795 島根県芸術文化ｾﾝﾀｰ 島根県 ○ 島根県 大成･大畑・日興 新日本空調㈱ 04/06

796 社会福祉法人神戸老人ﾎｰﾑ友愛苑 兵庫県 ○ 新井組 ㈱三晃空調 04/06

797 新橋6丁目計画 東京都 ○ ㈱東尚産業 04/06

798 西友 川口本町店 新築工事 埼玉県 ○ ㈱西友 大成温調㈱ 04/06

799 特別養護老人ﾎｰﾑ池田暁明館新築 大阪府 ○ 錢高組 高砂熱学工業㈱ 04/06

800 春雪さぶーる㈱早来工場 生ﾊﾑ棟新築工事 北海道 ○ 春雪さぶーる㈱ 東海興業 ㈱大気社 04/06
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801 福島刑務支所庁舎･処遇管理棟等新営機械設備工事 福島県 ○ 法務省大臣官房施設課 前田・日本国土・佐藤工業JＶ 東熱･日設特定建設工事JV 04/06

802 松原3丁目ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ ㈱鶴川設備工業 04/06

803 みずほ銀行 中目黒事務ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ 立昌設備㈱ 04/06

804 ﾗｲｵﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ西台駅前 東京都 ○ ㈱大京 ㈱ニチガ 04/06

805 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ中浦和駅前 埼玉県 ○ ㈱大京 ㈱チンゼイ 04/06

806 和光総合福祉会館 埼玉県 ○ ㈱久保設備 04/06

807 東本願寺改修工事 京都府 ○ ㈱大林組 須賀工業㈱ 04/07

808 飯野歯科 東京都 ○ 栄設備工業㈱ 04/07

809 川崎南税務署 神奈川県 ○ 東京国税局 克明工業㈱ 04/07

810 国立病院大阪医療ｾﾝﾀｰ改修工事 大阪府 ○ ㈱竹中工務店 三建設備工業㈱ 04/07

811 小諸厚生総合病院老人保健施設こまくさ移転新築工事 長野県 ○ JA長野厚生連 ㈱守谷商会 第一設備工業㈱ 04/07

812 衆議院第二別館改修 東京都 ○ 国土交通省 ㈱クボタ建設 丸紅設備㈱ 04/07

813 首都圏ｺｰﾌﾟ杉戸ｾﾝﾀｰ 新築工事 埼玉県 ○ ㈱スガマ設備 04/07

814 城西大学東京教育施設紀尾井町作業所 東京都 ○ ㈱大林組 高砂熱学工業 04/07

815 聖徳大学改修 千葉県 ○ 聖徳大学 三建設備工業㈱ 04/07

816 ｽﾀｰﾂ新浦安ﾎﾃﾙ 千葉県 ○ スターツ㈱ ㈱大気社 04/07

817 住友化学参宮橋寮改修工事 東京都 ○ 住友化学 ㈱三晃空調 04/07

818 室蘭市立学校給食ｾﾝﾀｰ改修工事 北海道 ○ 室蘭市 和歌山設備 04/07

819 柳町仲通りﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都 ○ 太陽機設㈱ 04/07

820 ﾖｼﾀﾞ印刷 塩見工場 東京都 ○ ヨシダ印刷㈱ ㈱テクノ菱和 04/07

821 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ横濱元町 神奈川県 ○ ㈱大京 飯野設備 04/07

822 ﾘﾋﾞｵあざみ野ﾌﾞﾗｲﾃｨｱ 神奈川県 ○ ㈱新日鉄都市開発 ㈱下田商会 04/07

823 ㈱大氣社 与野寮 埼玉県 ○ 立昌設備㈱ 04/07

824 諏訪中央病院外来研修棟建設工事 長野県 ○ 諏訪中央病院 田村建設㈱ 竹村総合設備㈱ 04/07

825 宮崎県廃棄物処理ｾﾝﾀｰﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ 宮崎県 ○ 大橋エアシステム㈱ 04/07

826 JOP出雲 島根県 ○ ㈱奥村組 新菱冷熱工業㈱ 04/08

827 MODULOR東小金井 東京都 ○ ホクシン工業㈱ 04/08

828 市谷中央第一宿舎 改修工事 東京都 ○ さかえ設備㈱ 04/08

829 小野学園北校舎 他新築工事 東京都 ○ 学校法人 小野学園 ㈱テクノ菱和 04/08

830 ｶｻﾄﾞﾀｸ 東京都 ○ ㈲創栄興業 04/08

831 小豆沢病院 東京都 ○ ㈱テクノ菱和 04/08

832 札幌北道税務事務所改修工事 北海道 ○ 北海道 北建設備㈱ 04/08

833 世田谷区立守山小学校 大規模改修工事 東京都 ○ 田口工業㈱ 04/08

834 千葉国際動物専門学校 千葉県 ○ 学校法人シモゾノ学園 太陽機設㈱ 04/08

835 戸田美女木ﾎﾃﾙ 埼玉県 ○ 川本工業㈱ 04/08

836 中野区立新井小学校 改修工事 東京都 ○ さかえ設備㈱ 04/08

837 中野区立北中野中学校 改修工事 東京都 ○ さかえ設備㈱ 04/08

838 ﾊｰﾄﾎｰﾑ新山口 山口県 ○ 島田工業 三建設備工業㈱ 04/08

839 ﾎｼｴﾇ製薬五条工場第二期改修工事 奈良県 ○ 鍛冶田工務店 三宝電機㈱ 04/08

840 北海道厚真町営公営住宅新築工事 北海道 ○ 厚真町 安田設備 04/08

841 三鷹第一小学校 ﾘﾆｭｰｱﾙ 東京都 ○ ㈱テクノ菱和 04/08

842 ﾗｲｵﾝｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ上福岡 埼玉県 ○ ㈱大京 経塚工業㈱ 04/08

843 ﾗｲｵﾝｽﾞﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ南荻窪 東京都 ○ ㈱大京 ㈱喬生 04/08

844 ﾛｲﾔﾙﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ 東京都 ○ ㈱城口研究所 04/08

845 福島県立黎明高等学校大規模改修工事 福島県 ○ 福島県 光建工業㈱ ㈱内藤工業所 04/09

846 蒲田3丁目共同住宅ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 日本鋪道㈱ ㈱竹中工務店 ㈱きんでん 04/09

847 諏訪山の家新築工事 東京都 ○ 水沢工務店 岡田工業㈱ 04/09

848 第3杜の園 新築工事 東京都 ○ ダイダン㈱ 04/09

849 東急ｽﾃｲ東銀座 東京都 ○ 東急建設 オーエス環境㈱ 04/09

850 日生病院改修工事 大阪府 ○ 三機工業㈱ 04/09
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851 蓬莱工場新築工事 大阪府 ○ 空研 04/09

852 老人ﾎｰﾑｻﾝｼﾃｨｰ宝塚 兵庫県 ○ ㈱大林組 東洋熱工業㈱ 04/09

853 半田ｸﾘﾆｯｸ新築 愛知県 ○ 山旺建設 アダチ設備 04/09

854 (仮称)山田温浴施設建設 石川県 ○ 清水建設㈱ アムズ㈱ 04/09

855 北摂三田福祉の里 兵庫県 ○ 枚方療育園 鴻池組 不二熱学工業㈱ 04/10

856 沢井製薬㈱三田工場新築工事 兵庫県 ○ 沢井製薬 明治エンジニアリング ㈱テクノ菱和 04/10

857 TOTO朽網工場 福岡県 ○ 三機工業㈱ 04/10

858 青山ｻﾝｸﾚｽﾄﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱レックサービス 04/10

859 麻布十番2丁目計画 東京都 ○ 三井不動産㈱ ㈱豊田設備 04/10

860 池袋本町4丁目ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱九電工 04/10

861 大田ﾏﾝｼｮﾝ 新築工事 東京都 ○ ㈱京葉設備 04/10

862 ｸﾞﾘｰﾝﾘｨﾊﾞｰﾌｨﾈｽ札幌駅西新築工事 北海道 ○ グリーンリィバーフィネス 伊藤組 池田煖房工業㈱ 04/10

863 ｸﾞﾘｰﾝﾘｨﾊﾞｰﾌｨﾈｽ桑園北6条新築工事 北海道 ○ グリーンリィバーフィネス 伊藤組 池田煖房工業㈱ 04/10

864 ｸﾞﾛｰﾘｵ南行徳 千葉県 ○ ｾｺﾑﾎｰﾑﾗｲﾌ㈱ ㈱イチケン 太陽機設㈱ 04/10

865 橘学生寮 東京都 ○ 大成温調㈱ 04/10

866 多摩市鶴ヶ峰公園工事 東京都 ○ 芳野工業㈱ 04/10

867 筑波大学実験ｾﾝﾀｰ改修工事 長野県 ○ 筑波大学 水工技研 04/10

868 日本電機工業会館 東京都 ○ オーエス環境㈱ 04/10

869 北海道ｺｶｺｰﾗ札幌本社工場改修工事 北海道 ○ 北海道ｺｶｺｰﾗｳｴｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 戸田建設㈱ 東洋熱工業㈱ 04/10

870 鵡川町立宿泊施設改修工事 北海道 ○ 鵡川町 長嶺設備工業 04/10

871 ﾗｲｵﾝｽﾞｽﾃｰｼﾞ墨田 東京都 ○ ㈱大京 明和工業㈱ 04/10

872 ﾗｲｵﾝｽﾞ浜田山ｾﾝﾄﾏｰｸｽ 東京都 ○ ㈱大京 ㈱小泉住産 04/10

873 ﾗｲｵﾝｽﾞﾋﾙｽﾞ中十条 東京都 ○ ㈱大京 長谷工業所 04/10

874 ﾜｳﾃﾞｨｰ渋谷 東京都 ○ ㈱ﾜｰｸｱｳﾄﾜｰﾙﾄﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 丸紅設備㈱ 04/10

875 大平園米子児童福祉病院 鳥取県 ○ ㈱熊谷組 高砂熱学工業㈱ 04/11

876 徳島刑務所収容棟等新営工事 徳島県 ○ 法務省 大成建設㈱ ㈱テクノ菱和 04/11

877 第二出雲市民病院増改築工事 島根県 ○ 出雲市 戸田建設㈱ ㈱大気社 04/11

878 (仮称)府中住吉計画 東京都 ○ 山本設備機工㈱ 04/11

879 KIYOTA HOUSE 東京都 ○ 東和工業㈱ 04/11

880 MODULOR大岡山 東京都 ○ ホクシン工業㈱ 04/11

881 SMD町田ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 渡邊工業㈱ 04/11

882 相之川2丁目ﾏﾝｼｮﾝ 千葉県 ○ 太陽機設㈱ 04/11

883 上野東宝建替計画 東京都 ○ 高砂熱学工業㈱ 04/11

884 ｵﾘｿﾞﾝﾏｰﾚ有明 東京都 ○ ㈲三協設備 04/11

885 介護老人保健施設かなやま 愛知県 ○ ㈱竹中工務店 三建設備工業㈱ 04/11

886 共立女子学園１・４号館 改修工事 東京都 ○ 共立女子学園 三建設備工業㈱ 04/11

887 倉吉ｼﾙﾊﾞｰｾﾝﾀｰ 鳥取県 ○ ベクト総業 04/11

888 ｸﾞﾗﾝｼﾃｨﾕﾛﾊﾟｰｸｽ新小岩 東京都 ○ 六興設備㈱ 04/11

889 ｸﾞﾘｰﾝﾘｨﾊﾞｰﾌｨﾈｽ植物園前新築工事 北海道 ○ グリーンリィバーフィネス 伊藤組 池田煖房工業㈱ 04/11

890 国立相模原病院 改修工事 神奈川県 ○ ㈱藤巻工務店 04/11

891 渋谷ｸﾛｽﾀﾜｰ 東京都 ○ 高砂熱学工業㈱ 04/11

892 特別養護老人ﾎｰﾑｻﾙﾋﾞｱ荘増築工事 兵庫県 ○ 美樹工業 兵庫空調サービス 04/11

893 ﾅｲｽｱｰﾊﾞﾝ茅ヶ崎中央 神奈川県 ○ ﾅｲｽｺﾐｭﾆﾃｨ㈱ ㈲鈴木設備工業 04/11

894 姫路聖ﾏﾘｱ病院熱源改修工事 兵庫県 ○ ㈱大林組 ダイダン㈱ 04/11

895 ﾎﾃﾙｱﾐｰD館 改装工事 東京都 ○ ホクシン工業㈱ 04/11

896 ﾎﾃﾙﾄﾗｽﾃｨ大阪 (仮称) 大阪府 ○ 鹿島建設㈱ 三機工業㈱ 04/11

897 ﾗｲｵﾝｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾗｽ鎌倉山崎 神奈川県 ○ ㈱大京 オーエス環境㈱ 04/11

898 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ浦安ｼﾃｨ 千葉県 ○ ㈱大京 三光エンジニアリング㈱ 04/11

899 介護老人保健施設 永寿苑 東京都 ○ ㈱内村設備 04/11

900 大阪大学石橋学生交流棟新営工事 大阪府 ○ 文部科学省 ㈱大林組 ㈱三晃空調 04/11
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901 特別養護老人ﾎｰﾑ淳風おおさか 大阪府 ○ 宗教法人清風寺 新日本製鐵㈱ 高砂熱学工業㈱ 04/12

902 KY溜池ﾋﾞﾙ 改修工事 東京都 ○ ㈲アクアエンジ 04/12

903 NEC第2別館 改修工事 東京都 ○ ㈲アクアエンジ 04/12

904 大久保ﾋﾞﾙ 東京都 ○ さかえ設備㈱ 04/12

905 ｸﾞﾗﾝｼﾃｨｰ大森西 東京都 ○ 六興設備㈱ 04/12

906 高円寺千歳ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱城口研究所 04/12

907 小栗原小学校 千葉県 ○ ㈱テクノケアー 04/12

908 佐久間ﾋﾞﾙ 新築工事 東京都 ○ 浅井工業㈱ 04/12

909 札幌市道営住宅新築衛生設備工事/光星第4団地C-2 北海道 ○ 北海道建設部住宅課 道アサヒ･西川配管経常建設JV 04/12

910 ｻﾝｼﾙﾊﾞｰ市川 千葉県 ○ 日和総合設備㈱ 04/12

911 ｻﾝﾄﾘｰ㈱高砂工場第二期増築工事 兵庫県 ○ サントリー ㈱大林組 三機工業㈱ 04/12

912 品川区立荏原第五中学校 東京都 ○ 東京都品川区 太洋テクニカ㈱ 04/12

913 新小岩2丁目計画 東京都 ○ ㈱公和設備 04/12

914 新砂3丁目ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ ㈱協和エクシオ 04/12

915 新砂ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都 ○ 丸紅設備㈱ 04/12

916 仙台市立健康増進ｾﾝﾀｰ改修工事 宮城県 ○ 仙台市 城口研究所 04/12

917 武里南小学校 屋内運動場ﾌﾟｰﾙ 埼玉県 ○ ㈲創栄興業 04/12

918 道徳会館東京新佛堂 改修工事 東京都 ○ 道徳会館 オーエス環境㈱ 04/12

919 苫小牧工業高専専攻科棟新営工事 北海道 ○ 苫小牧工業高専 菱中建設 福森工務店 04/12

920 箱根ﾗﾘｯｸ美術館 新築工事 神奈川県 ○ 簱保全㈱ ㈱テクノ菱和 04/12

921 広尾ｶﾞｰﾃﾞﾝﾋﾙｽﾞ 改修工事 東京都 ○ 横河東亜工業㈱ 04/12

922 丸増井荻ﾏﾝｼｮﾝ 改修工事 東京都 ○ 日本ハウズィング㈱ 04/12

923 室戸青年自然の家 高知県 ○ シンゲン 04/12

924 神宮前4丁目地区第一種市街地再開発事業 東京都 ○ 森ビル㈱ 大林組 三建設備工業㈱ 04/12

925 浪速複合施設新築工事 大阪府 ○ 大阪市ゆとりとみどり振興局 大林･三井住友･南海辰村 日立プラント建設㈱ 05/01

926 介護老人保健施設ちあき 愛知県 ○ 須賀工業㈱ 05/01

927 資生堂掛川工場付属技術棟 静岡県 ○ 資生堂 ㈱城口研究所 05/01

928 豊田市給食ｾﾝﾀｰ 愛知県 ○ 東洋工業 05/01

929 東村山市浄水場 東京都 ○ 島津システム 05/01

930 広島ｴﾙﾋﾟｰﾀﾞﾒﾓﾘⅡ期工事 広島県 ○ ㈱大林組 ㈱三晃空調 05/01

931 福光園ｹｱﾊｳｽ老楽園･福光園第2ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 岩手県 ○ 平野組 清水管工業 05/01

932 京王北野ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ新築工事 東京都 ○ ㈱斎藤設備工業 05/01

933 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ浦安ｼﾃｨ 千葉県 ○ ㈱大京 三光エンジニアリング㈱ 05/01

934 東葛西Mﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱京葉設備 05/01

935 国沢ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 東京都 ○ アスカ建設㈱ ㈲飯島設備工業 05/01

936 紅梅組ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 神奈川県 ○ 三沢電機㈱ 05/01

937 ｼﾃｨﾊｳｽ下落合 改修工事 東京都 ○ ㈲アクアエンジ 05/01

938 わらべや日洋㈱ 東京都 ○ 和光技研工業㈱ 05/01

939 国立東京工業高等専門学校 東京都 ○ ㈱新和 05/01

940 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ府中武蔵台B計画 東京都 ○ ㈱喬生 05/01

941 富士見ﾍﾙｽﾌﾟﾗｻﾞ改修工事 東京都 ○ 三友技研㈱ 05/01

942 芝工業㈱本社ﾋﾞﾙ改修工事 千葉県 ○ 菅家設備㈲ 05/01

943 日本ﾋﾞｸﾀｰ 入江新技術ﾋﾞﾙ 神奈川県 ○ 誠和技研㈱ 05/01

944 日比谷東宝ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱晃和設備 05/01

945 ﾌｧﾐｰﾙ人形町 東京都 ○ オーエス環境㈱ 05/01

946 東新小岩1丁目A計画 東京都 ○ 六興設備㈱ 05/01

947 櫻川介護老人保健施設 東京都 ○ 医療法人社団　龍岡会 ダイダン㈱ 05/01

948 本郷第二保育園 東京都 ○ ㈱ヤマト 05/01

949 あやめ台幼稚園 千葉県 ○ ㈱ヤマト 05/01

950 越谷広域斎場整備等事業建設工事 埼玉県 ○ ㈱三晃空調 05/01
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951 ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ川口独身寮 埼玉県 ○ ㈱テクノ菱和 05/01

952 生態防御機構解析実験棟機械設備 茨城県 ○ 独立行政法人　農業生物資源研究所 川本工業㈱ 05/01

953 警視庁本部庁舎D･E低層階改修 東京都 ○ 警視庁 須賀工業㈱ 05/01

954 ㈱ﾄﾖﾀﾕｰｾﾞｯｸTAA横浜 神奈川県 ○ ㈱トヨタユーゼック ㈲翔亜 05/01

955 ｴｸｼﾌﾞ京都 京都府 ○ リゾートトラスト㈱ ㈱大林組 ㈱第一工業 05/02

956 木曽石川ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱西川工業所 05/02

957 港南3丁目計画 東京都 ○ ㈱九電工 05/02

958 東京地下鉄㈱深川体育館 東京都 ○ 東京地下鉄㈱ 豊和工業㈱ 05/02

959 ﾄﾖﾀ車体いなべ工場 三重県 ○ ﾄﾖﾀ車体 清水建設㈱ ㈱朝日工業社 05/02

960 鳥居薬品ﾋﾞﾙ (ﾒｶﾞﾛｽ本八幡) 千葉県 ○ 鳥居薬品 三建設備工業㈱ 05/02

961 南勢病院新築工事 三重県 ○ ㈱大林組 ㈱朝日工業社 05/02

962 函館職安04改修(機械)工事 北海道 ○ 函館職業訓練学校 大明工業㈱ 05/02

963 ﾒｶﾞﾛｽ草加 埼玉県 ○ 三建設備工業㈱ 05/02

964 第2榎本ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 東京都 ○ 栄幸建設工業㈱ 05/02

965 大東文化大学東松山校舎 埼玉県 ○ 大東文化大学 ㈱内村設備 05/02

966 瀬谷中央保育園新築工事 神奈川県 ○ 社会福祉法人 横浜育愛会 飯野設備配管 05/02

967 ｽﾀｰﾂ望月ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 東京都 ○ スターツ㈱ 小谷田工業㈱ 05/02

968 ﾍﾞﾙｽﾃｰｼﾞ本所吾妻橋 新築工事 東京都 ○ ホクシン工業㈱ 05/02

969 ｱﾗｲﾌﾞ目白 新築工事 東京都 ○ ㈱セントラルメディカルサービス 三友技研㈱ 05/02

970 深川総合運動場 東京都 ○ 豊和工業㈱ 05/02

971 ﾌｧﾐｰﾙ銀座8丁目新築工事 東京都 ○ オーエス環境㈱ 05/02

972 京王ﾌﾟﾚｯｿｲﾝ茅場町 東京都 ○ 大成温調㈱ 05/02

973 ｲｵﾝ八千代ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 千葉県 ○ イオン㈱ ㈱テクノ菱和 05/02

974 慈雲堂内科病院改築工事 東京都 ○ ㈱テクノ菱和 05/02

975 川村病院新築工事 三重県 ○ 医療法人社団主体会 鹿島建設㈱ 川崎設備工業㈱ 05/03

976 東北大学金属研究1号館冷却水配管改修工事 宮城県 ○ 東北大学 日管工業 05/03

977 北海道開発局研修ｾﾝﾀｰ改修工事 北海道 ○ 北海道開発局 昭和プラント 05/03

978 国保木古内町特養老人保健施設新築工事 北海道 ○ 国保木古内町病院 清水建設 ダイダン･大明工業JV 05/03

979 ｼﾃｨｰﾀﾜｰ白金高輪 東京都 ○ 小谷田工業㈱ 05/03

980 ﾚｸｾﾙﾏﾝｼｮﾝ北野第2 東京都 ○ 勝村建設 小谷田工業㈱ 05/03

981 都築ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 神奈川県 ○ 横浜市教育委員会事務局 ヨコレイ･太建工業 05/03

982 芝浦ｱｲﾗﾝﾄﾞA2街区 東京都 ○ 三井不動産㈱ 鹿島建設㈱ 斎久工業･東洋熱工業 05/03

983 介護老人保健施設葵の園･川崎 神奈川県 ○ 第一工業㈱ 05/03

984 ﾒｿﾞﾝ世田谷改修 東京都 ○ 関東工業 05/03

985 日本ｸｯｶﾘｰ八千代工場 千葉県 ○ ダイダン㈱ 05/03

986 江迎町福祉施設 長崎県 ○ 新菱冷熱工業㈱ 05/03

987 埼玉大学工学部･実験棟改修工事 埼玉県 ○ 埼玉大学 ㈲創栄興業 05/03

988 相互二番町ﾋﾞﾙ改修工事 東京都 ○ ㈲石崎設備 05/03

989 ときわ会館改修工事 埼玉県 ○ ㈱トーヨー工業 05/03

990 石井ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 太陽機設㈱ 05/03

991 めじろ台ﾊｲﾑ改修工事 東京都 ○ ㈲泉総合設備 05/03

992 東建座間ﾊｲﾂ 東京都 ○ 日新設備㈱ 05/03

993 川崎協同病院改修工事 神奈川県 ○ 渡邊工業㈱ 05/03

994 東西線高田馬場駅改修工事 東京都 ○ 大橋エアシステム㈱ 05/03

995 ﾘﾘｰﾍﾞﾙ瑞江 東京都 ○ 康和地所㈱ 佐伯設備㈱ 05/03

996 茅ヶ崎中央病院改修工事 神奈川県 ○ 芝工業㈱ 05/03

997 ﾜｳﾃﾞｨｰ八王子改修工事 東京都 ○ 丸紅設備㈱ 05/03

998 神奈川学園創立90周年記念建物 神奈川県 ○ 第一設備工業㈱ 05/03

999 お花茶屋ﾛｲﾔﾙｹｱｾﾝﾀｰ 東京都 ○ ダイダン㈱ 05/03

1000 辻調理 国立校 東京都 ○ 三建設備工業㈱ 05/03
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1001 大里町健康ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 埼玉県 ○ ㈱テクノ菱和 05/03

1002 豊島区立明豊中学校新築工事 東京都 ○ ㈱テクノ菱和 05/03

1003 藤和千住5丁目計画新築工事 東京都 ○ 川本工業㈱ 05/03

1004 奈良地家簡裁庁舎新営工事 奈良県 ○ 最高裁判所 奥村・浅沼JV ㈱朝日工業社 05/04

1005 阪南医療生活共同組合医療複合施設 大阪府 ○ 錢高組 柳澤設備 05/04

1006 ㈱大丸･研修ｾﾝﾀｰ新築工事 大阪府 ○ ㈱大丸 ㈱竹中工務店 三機工業㈱ 05/04

1007 姫路聖ﾏﾘｱ病院Cana館新設工事 兵庫県 ○ ㈱大林組 ダイダン㈱ 05/04

1008 大阪水上隣保館児童棟整備事業 大阪府 ○ 清水建設㈱ 須賀工業㈱ 05/04

1009 大阪府市町村職員共済会館 大阪府 ○ ㈱大林組 ㈱三晃空調 05/04

1010 特別養護老人ﾎｰﾑひまわり新築工事 大阪府 ○ 清水建設㈱ 丸紅設備㈱ 05/04

1011 住友電工 栃木工場 栃木県 ○ 住友電工 鎌田エンジニアリング 05/04

1012 茂原神経科病院中央棟新築工事 千葉県 ○ ㈱竹中工務店 ㈱テクノ菱和 05/04

1013 近畿地方整備局富田林法務総合庁舎 大阪府 ○ 近畿整備局 志眞建築 足立工業 05/04

1014 ﾈｵﾏｲﾑ新井薬師新築工事 東京都 ○ ムサシ産業機械㈱ 05/04

1015 西国立ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 東京都 ○ 日和総合設備㈱ 05/04

1016 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ駒沢 東京都 ○ ㈱総和プラント 05/04

1017 向島一丁目ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ダイヤ設備工業㈱ 05/04

1018 ﾚｸｻｽ千葉幕張店新築工事 千葉県 ○ 鹿島建設㈱ 第一管工事㈱ 05/04

1019 ﾗﾙｺﾞ芦花公園 東京都 ○ ㈱クリマテック 05/04

1020 ｻﾝｼｬｲﾝﾎｰﾑ増築工事 東京都 ○ ㈱環境装備エヌエスイー 05/04

1021 東京大学教養学部改修工事 東京都 ○ 田口工業㈱ 05/04

1022 国立ｲﾝﾀｰﾎﾃﾙ 東京都 ○ 菱熱工業㈱ 05/04

1023 銀座ｲｰｽﾄ 東京都 ○ ㈱長谷工ライブネット ㈱晃和設備 05/04

1024 ｸﾚｽﾄﾌｫﾙﾑ浦安Ⅴ 千葉県 ○ ㈱関配 05/04

1025 東京国際郵便局作業所 東京都 ○ 富士電機総設㈱ 05/04

1026 越中島ST本社ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 大成温調㈱ 05/04

1027 川原鳥獣貿易㈱三田ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱九電工 05/04

1028 代沢ﾊｳｽ 東京都 ○ 川本工業㈱ 05/04

1029 藤和ﾗｲﾌﾞﾀｳﾝ二俣川 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 05/04

1030 (仮称)渋谷区南平台町計画 東京都 ○ 東洋熱工業㈱ 05/04

1031 豊田南給食ｾﾝﾀｰ 愛知県 ○ 豊田市教育委員会 ﾄﾖﾀT&S建設 東洋工業 05/04

1032 新潟県立新発田病院等移転新築(衛生設備)工事 新潟県 ○ 新潟県病院局 大林組･ﾛｯﾃ･新発田建設JV ダイダン･ナカムラ･新潟企業JV 05/05

1033 新潟県立新発田病院等移転新築(空調設備)工事 新潟県 ○ 新潟県病院局 大林組･ﾛｯﾃ･新発田建設JV 新菱冷熱･菱機･新菖･新潟日立JV 05/05

1034 琴似産科婦人科ｸﾘﾆｯｸ改修工事 北海道 ○ 東洋熱工業㈱ 05/05

1035 札幌市第2斎場整備新築工事 北海道 ○ 札幌市PFI斎場運営㈱ 東亜建設工業･岩田建設JV 三建設備工業㈱ 05/05

1036 盛岡大学 図書館新築工事 岩手県 ○ 盛岡大学 双葉設備アンドサービス 05/05

1037 平塚ﾆｭｰﾗｲﾌ管理室 神奈川県 ○ 日本ハウズィング㈱ 05/05

1038 MODULOR青葉台 神奈川県 ○ ホクシン工業㈱ 05/05

1039 MODULOR小金山本町3 東京都 ○ ホクシン工業㈱ 05/05

1040 MODULOR赤坂 東京都 ○ ホクシン工業㈱ 05/05

1041 東京工科専門学校世田谷校 東京都 ○ 大成温調㈱ 05/05

1042 ﾄﾞｰﾐｰｲﾝ八丁堀新川新築工事 東京都 ○ 不二熱学工業㈱ 05/05

1043 (仮称)湯島三丁目計画新築工事 東京都 ○ 斎久工業㈱ 05/05

1044 ﾄﾞﾑｽ小石川ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ ㈱テクノ菱和 05/05

1045 日本閣『新』ｳｴﾃﾞｨﾝｸﾞ作業所 東京都 ○ 三機工業㈱ 05/05

1046 ｴﾌﾟｿﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ新築工事 長野県 ○ エプソン 清水建設㈱ 高砂熱学工業･三建設備工業JV 05/06

1047 月形刑務所収容棟等新営(機械設備)工事 北海道 ○ 法務省大臣官房施設課 新菱冷熱工業㈱･大成設備㈱JV 05/06

1048 社会福祉法人みゆき 石川県 ○ 稲垣産業 05/06

1049 ｶﾘﾀｽ女子中学高等学校新築工事 神奈川県 ○ 戸田建設㈱ 東洋熱工業㈱ 05/06

1050 総合地球環境学研究所施設工事 京都府 ○ 西松建設 影近設備工業㈱ 05/06
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1051 大阪法務局北出張所工事(衛生工事) 大阪府 ○ 熊谷組 柳生設備 05/06

1052 大阪法務局北出張所工事(空調工事) 大阪府 ○ 熊谷組 三機工業㈱ 05/06

1053 D'ｸﾞﾗﾝｾ桜木町新築工事 神奈川県 ○ ㈲萩原設備 05/06

1054 東葛西7丁目ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ 太陽機設㈱ 05/06

1055 亀戸4丁目ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ 浅井工業㈱ 05/06

1056 月島機械㈱市川工場 千葉県 ○ 協栄工業㈱ 05/06

1057 ｶｰｻ中目黒改修工事 東京都 ○ ㈲アクアエンジ 05/06

1058 相互住宅麻布第一ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ 富士熱学工業㈱ 05/06

1059 日商岩井亀戸ﾏﾝｼｮﾝ改修工事 東京都 ○ 京浜管鉄工業㈱ 05/06

1060 ｸﾞﾛｰﾘｵ戸越銀座 東京都 ○ セコムホームライフ㈱ ケーアンドイー㈱ 05/06

1061 ﾗｲｵﾝｽﾞｳﾞｨｱﾚ北小金 千葉県 ○ ケーアンドイー㈱ 05/06

1062 西蒲田6丁目ﾋﾟｰﾉﾛｯｻ第5 東京都 ○ ㈱新星工業 05/06

1063 東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞ改修工事 千葉県 ○ ㈲エスケイ商事 05/06

1064 ｺﾑｽﾝﾎｰﾑ用賀の杜 東京都 ○ ㈱晃和設備 05/06

1065 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ元住吉 神奈川県 ○ 丸紅設備㈱ 05/06

1066 ｸﾞﾗﾝﾀﾞ狛江新築工事 東京都 ○ 三建設備工業㈱ 05/06

1067 日本興亜損保池袋ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 三建設備工業㈱ 05/06

1068 ｻﾝｼｬｲﾝ60ﾘﾆｭｰｱﾙ 東京都 ○ 高砂熱学工業㈱ 05/06

1069 有料老人ﾎｰﾑｳｨｽﾃﾆｱ新築 愛知県 ○ ㈲パートナーズ 名工建設 ㈱朝日工業社 05/06

1070 澁谷工業㈱RPｼｽﾃﾑ森本第2工場建設工事 石川県 ○ 菱機工業㈱ 05/07

1071 特別養護老人ﾎｰﾑｱﾝﾘ新築工事 大阪府 ○ ㈱大林組 ㈱テクノ菱和 05/07

1072 向井邸新築工事 兵庫県 ○ 浜崎 05/07

1073 京都ﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ7号館(ﾏﾙﾎ製薬会社研究所) 京都府 ○ ㈱大林組 三機工業㈱ 05/07

1074 山本病院新築工事 大阪府 ○ 清水建設㈱ 三機工業㈱ 05/07

1075 森永乳業㈱神戸工場 兵庫県 ○ 森永乳業㈱ 大成建設㈱ ㈱朝日工業社 05/07

1076 Dﾚｽﾃｨｱ武蔵浦和新築工事 埼玉県 ○ 大和ハウス工業㈱ ㈲萩原設備 05/07

1077 武南病院 改修工事 埼玉県 ○ ㈲創栄興業 05/07

1078 春日部坂本ﾏﾝｼｮﾝ 埼玉県 ○ ㈲創栄興業 05/07

1079 花見川ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 改修工事 千葉県 ○ ㈱太平エンジニアリング 05/07

1080 星美学園 改修工事 東京都 ○ ㈱上杉設備 05/07

1081 ﾀﾞｲﾔﾊﾟﾚｽ白山第二 改修工事 東京都 ○ トーヨコエンジニアリング㈱ 05/07

1082 ﾗｲｵﾝｽﾞ横浜弥生台ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 神奈川県 ○ ㈱大京 ㈱下田商会 05/07

1083 ｸｵｽたまﾌﾟﾗｰｻﾞ北 新築工事 神奈川県 ○ ホクシン工業㈱ 05/07

1084 稲城台病院新病棟新築工事 東京都 ○ ㈱環境装備エヌエスイー 05/07

1085 大崎地区小中一貫校総合体育館 東京都 ○ ㈱環境装備エヌエスイー 05/07

1086 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学病院 神奈川県 ○ ㈱セイガ 05/07

1087 ｸﾞﾗﾝｼﾃｨ鶴見岸谷3丁目計画 神奈川県 ○ 日本綜合地所㈱ 六興設備㈱ 05/07

1088 小田急武蔵境ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 大成温調㈱ 05/07

1089 行徳中央病院 千葉県 ○ 大成温調㈱ 05/07

1090 (仮称)渡田新町 新築工事 神奈川県 ○ 大成温調㈱ 05/07

1091 日本医科大学附属多摩永山病院 東京都 ○ 斎久工業㈱ 05/07

1092 平塚市東部学校給食共同調理場 神奈川県 ○ ㈱テクノ菱和 05/07

1093 ｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ麻布ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 東洋熱工業㈱ 05/07

1094 特養ふぃらーじゅ 石川県 ○ 三谷産業㈱ 05/08

1095 北海道立苫小牧東高校改修工事 北海道 ○ 北海道 福森工務店 05/08

1096 北海道立厚真高校改修工事 北海道 ○ 北海道 興和 05/08

1097 日本たばこ産業㈱関西工場改修工事 京都府 ○ ㈱大気社 05/08

1098 上馬ﾊｲﾎｰﾑ 改修工事 東京都 ○ 東方工業㈱ 05/08

1099 青戸中学校改修工事 東京都 ○ 葛飾区 ㈲創栄興業 05/08

1100 東葛西Mﾋﾞﾙ 東京都 ○ 太陽機設㈱ 05/08
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1101 四街道市立西中学校 改修工事 千葉県 ○ ㈱三光総業 05/08

1102 ﾘﾘｰﾍﾞﾙ津田沼ｻｰﾓｽ 新築工事 千葉県 ○ 康和地所㈱ ㈱さとうベネック 東住設工業㈱ 05/08

1103 ﾊﾟｰｸﾊｲﾂ松原 改修工事 東京都 ○ ㈱エー･エム･シー 05/08

1104 都立立川ろう学校 新築工事 東京都 ○ 東京都 ㈱喬生 05/08

1105 関口一丁目共同ﾋﾞﾙ 新築工事 東京都 ○ さかえ設備㈱ 05/08

1106 中野区役所 改修工事 東京都 ○ 中野区 さかえ設備㈱ 05/08

1107 介護老人保健施設 神奈川苑 神奈川県 ○ 新菱冷熱工業㈱ 05/08

1108 葛飾清掃工場ﾌﾟﾗﾝﾄ更新工事 東京都 ○ 新菱冷熱工業㈱ 05/08

1109 三美印刷㈱町屋工場 増改築工事 東京都 ○ 三美印刷㈱ 新菱冷熱工業㈱ 05/08

1110 ｽｽﾞｴｱﾝﾄﾞｽｽﾞｴﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱九電工 05/08

1111 東京健生病院 東京都 ○ ㈱テクノ菱和 05/08

1112 ﾀﾞｲﾅｼﾃｨ桜新町 東京都 ○ 西松建設㈱ ㈱城口研究所 05/08

1113 京都市北部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 京都府 ○ 京都市環境局 鹿島・熊谷・吉村・岡野 池本･橋本JV 05/09

1114 出雲徳洲会病院 島根県 ○ 松尾建設 ㈱大気社 05/09

1115 清澄白河ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都 ○ 三菱地所㈱ ㈱淺沼組 日和総合設備㈱ 05/09

1116 中山ﾛｲﾔﾙﾏﾝｼｮﾝ 千葉県 ○ ㈱総和プラント 05/09

1117 南田中2丁目ﾋﾞﾙ 新築工事 東京都 ○ ㈱三和設備 05/09

1118 並木2丁目第6住宅 改修工事 神奈川県 ○ ㈱神奈川保険事業社 05/09

1119 ﾌﾟﾚﾐｱ扇 新築工事 東京都 ○ ㈱公和設備 05/09

1120 芝浦ｱｲﾗﾝﾄﾞ南地区(ｹｰﾌﾟﾀﾜｰ) 東京都 ○ 三井不動産㈱ 鹿島建設㈱ 富士熱学工業㈱ 05/09

1121 中野保険所 改修工事 東京都 ○ 中野区 さかえ設備㈱ 05/09

1122 ﾎﾃﾙﾀｲｾｲ 改修工事 鹿児島県 ○ 菱熱工業㈱ 05/09

1123 国立病院 東京医療ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ ダイダン㈱ 05/09

1124 ﾌﾞﾗｳﾝﾊｲﾑ 改修工事 東京都 ○ 川本工業㈱ 05/09

1125 ｸﾞﾛｰﾘｵﾀﾜｰ巣鴨 新築工事 東京都 ○ セコムホームライフ㈱ ㈱淺沼組 池田煖房工業㈱ 05/09

1126 ﾗｲｵﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ西台駅前 東京都 ○ ㈱大京 ㈱ライクス 05/09

1127 比嘉酒造(まさひろ) 沖縄県 ○ ㈱永山組 05/10

1128 信州ｼｷｼﾏ北棟新築工事 長野県 ○ 信州シキシマ 錢高組 ㈱大気社 05/10

1129 東京高等学校3号棟 東京都 ○ 大田区 第一工業㈱ 05/10

1130 順天堂大学2号館 東京都 ○ 順天堂大学 三建設備工業㈱ 05/10

1131 岡田ﾋﾞﾙpartⅡ 東京都 ○ 太陽機設㈱ 05/10

1132 京都逓信病院改修工事 京都府 ○ 五建工業㈱ 05/10

1133 ﾒﾛﾃﾞｨﾊｲﾑ川口元郷No1 埼玉県 ○ 栄設備工業㈱ 05/10

1134 新生銀行表参道ﾋﾙｽﾞ出張所 東京都 ○ ㈲パイテック 05/10

1135 南篠崎吉田ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 太陽機設㈱ 05/10

1136 稲毛ﾋﾞﾙ新築工事 千葉県 ○ 前田設備工業㈱ 05/10

1137 西葛西7丁目荒井ﾋﾞﾙ新築工事 東京都 ○ ㈱京葉設備 05/10

1138 ｸﾞﾚｲｽ西麻布 東京都 ○ カンパネ㈱ 05/10

1139 ｸﾞﾛｰﾘｵ成増赤塚 新築工事 東京都 ○ セコムホームライフ㈱ 東鉄工業㈱ 日新設備㈱ 05/10

1140 南青山ﾊﾟｰｸﾊｲﾂ 改修工事 東京都 ○ 大橋エアシステム㈱ 05/10

1141 豊玉中1丁目ﾋﾞﾙ 新築工事 東京都 ○ さかえ設備㈱ 05/10

1142 ｼｬﾘｴ久米川 東京都 ○ 東レ建設㈱ ㈱長谷工コーポレーション 山本設備機工㈱ 05/10

1143 千駄木2丁目6計画 新築工事 東京都 ○ オーエス環境㈱ 05/10

1144 老人ﾎｰﾑ緑水苑与野 埼玉県 ○ ㈱朝日工業社 05/10

1145 ﾗｲｵﾝｽﾞ鎌倉佐助 神奈川県 ○ ㈱大京 丸紅設備㈱ 05/10

1146 ﾘﾘｰﾍﾞﾙ田町ｻｰﾓｽ 新築工事 東京都 ○ 旭シンクロテック㈱ 05/10

1147 ｱﾗｲﾌﾞ下馬 新築工事 東京都 ○ エルゴテック㈱ 05/10

1148 富士化成工業㈱所沢工場 埼玉県 ○ ㈱テクノ菱和 05/10

1149 ふよう病院 東京都 ○ 三建設備工業㈱ 05/10

1150 尾道市民病院増築工事 広島県 ○ 戸田建設㈱ 三機工業㈱ 05/10
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1151 普連土学園記念館 東京都 ○ 普連土学園 日比谷総合設備㈱ 05/10

1152 M'sｼﾃｨｰ三郷 愛知県 ○ 名鉄不動産 長谷工コーポレーション ㈱北島工業 05/10

1153 佐藤病院多機能･ふれんど老人複合施設新築工事 北海道 ○ 佐藤病院 ㈱新興工業 05/11

1154 ﾊｰﾄｹｱ西宮心臓血管病ｾﾝﾀｰ 兵庫県 ○ 清水建設㈱ 丸紅設備㈱ 05/11

1155 京都拘置所職員宿舎新営工事 京都府 ○ 法務省 五洋建設 五建工業㈱ 05/11

1156 徳島駅前名店街ﾋﾞﾙ(ﾎﾃﾙｻﾝﾙｰﾄ徳島) 徳島県 ○ 戸田建設㈱ ダイダン㈱ 05/11

1157 仁心会病院 山口県 ○ 富士管工㈱ 05/11

1158 三菱銀行高田馬場支店 改修工事 東京都 ○ ㈱アサカ施設 05/11

1159 立川ﾋﾞﾙ 給水管改修工事 東京都 ○ 新井設備㈱ 05/11

1160 白金台TFﾋﾞﾙ 新築工事 東京都 ○ ㈱當木工事 05/11

1161 たまﾌﾟﾗｰｻﾞ倶楽部 新築工事 神奈川県 ○ 飯野設備配管 05/11

1162 更別食品㈱新工場増設PJ 北海道 ○ 和光技研工業㈱ 05/11

1163 米沢病院 改修工事 東京都 ○ さかえ設備㈱ 05/11

1164 東京外国語大学国際交流会館二期 東京都 ○ 菱熱工業㈱ 05/11

1165 ﾚｰﾍﾞﾝﾊｲﾑ東陽町 東京都 ○ ㈱タカラレーベン ㈱城口研究所 05/11

1166 ｳｴｽﾃｨﾝﾎﾃﾙ東京 東京都 ○ 須賀工業㈱ 05/11

1167 東京ﾄﾖﾀ西新井店 東京都 ○ 高砂熱学工業㈱ 05/11

1168 小樽北勉会 特別養護老人ﾎｰﾑ朝里温泉新築工事 北海道 ○ 小樽北勉会 ㈱朝日工業社 05/12

1169 有料老人ﾎｰﾑ 光ﾊｲﾂ･ｳﾞｪﾗｽ真駒内新築工事 北海道 ○ 光ﾊｲﾂ･ｳﾞｪﾗｽ 鴻池組 三機工業㈱ 05/12

1170 越谷ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ 改修工事 埼玉県 ○ 井上工業 05/12

1171 理研ﾋﾞﾀﾐﾝ草加工場 改修工事 埼玉県 ○ 理研ビタミン㈱ ㈲萩原設備 05/12

1172 ｸﾞﾗﾝﾌｫｰﾄ青淵閣 新築工事 東京都 ○ ㈱大京 前田建設工業㈱ ㈱東尚産業 05/12

1173 与野西中学校 埼玉県 ○ ㈲幸和設備 05/12

1174 葛西駅前ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑｽﾞⅢ 東京都 ○ 日本ハウズイング㈱ ㈱トヨダ工業 浅井工業㈱ 05/12

1175 江東区立八名川小学校 改修工事 東京都 ○ 大成設備工事㈱ 05/12

1176 ﾅｲｽｱｰﾊﾞﾝ鶴ヶ峰 新築工事 神奈川県 ○ ナイス㈱ 興信工業㈱ 05/12

1177 ﾗ･ｳﾞｧﾝｽ鎌倉長谷 新築工事 神奈川県 ○ 三菱電機ﾗｲﾌｻｰﾋﾞｽ㈱ ㈱ピーエス三菱 飯野設備配管 05/12

1178 都営新宿線浜町駅 改修工事 東京都 ○ 大橋エアシステム㈱ 05/12

1179 ｸﾘｵ八王子 新築工事 東京都 ○ 明和地所㈱ ㈱喬生 05/12

1180 ﾕﾆｶ有料老人ﾎｰﾑ成城学園 東京都 ○ 三友技研㈱ 05/12

1181 三菱東京UFJ銀行 日野市役所店 東京都 ○ 横山設備工業㈱ 05/12

1182 ﾕﾘﾊﾟﾚｽ南荻窪 東京都 ○ 東海設備㈱ 05/12

1183 ﾙｲｼｬﾄﾚ草加松原壱番館 埼玉県 ○ ニチモ㈱ ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 六興設備㈱ 05/12

1184 HC西葛西 新築工事 東京都 ○ 大成温調㈱ 05/12

1185 ﾊﾋﾟﾈｽ足立 新築工事 東京都 ○ 第一工業㈱ 05/12

1186 水戸駅南口ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 茨城県 ○ ㈱九電工 05/12

1187 ﾓﾄﾔ東京本社新社屋 改修工事 東京都 ○ ㈱モトヤ ダイダン㈱ 05/12

1188 ﾊｰﾄﾗﾝﾄﾞ北綾瀬 改修工事 東京都 ○ ㈱テクノ菱和 05/12

1189 日本橋小学校 東京都 ○ 中央区 東洋熱工業㈱ 05/12

1190 鹿島KIﾋﾞﾙ 東京都 ○ 東洋熱工業㈱ 05/12

1191 古河千代田ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱誠和実業 05/12

1192 ららぽーと船橋･ﾎﾃﾙｻﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ改修工事 千葉県 ○ 協和建設工業㈱ 06/01

1193 子ども療育ｾﾝﾀｰ等新築給排水設備工事 栃木県 ○ 宇都宮市 増渕組 シンエイ企業･三興設備ＪＶ 06/01

1194 ｹｱﾊｳｽ きたひろしま新築工事 北海道 ○ 社団法人　慈光薗 東建工業 恒完工業 06/01

1195 JV高津久地 神奈川県 ○ 大成温調㈱ 06/01

1196 曙光園ｽﾓﾝの会 東京都 ○ 大成温調㈱ 06/01

1197 味の素㈱食品研究開発新棟建設工事 神奈川県 ○ 味の素㈱ 大成建設 高砂熱学工業㈱ 06/01

1198 ｲｵﾝ浦和美園 埼玉県 ○ 菱機工業㈱ 06/01

1199 榎本ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ ムサシ産業機械 06/01

1200 鴨居病院新築工事 神奈川県 ○ 清水建設 日宝工業 06/01
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1201 久喜すずのき病院 埼玉県 ○ ㈲幸和設備 06/01

1202 慶應大学下田地区 神奈川県 ○ 第一工業 06/01

1203 国民生活金融公庫文蔵ﾊｲﾑ 埼玉県 ○ 横山設備工業㈱ 06/01

1204 埼玉医科大学第3病棟 埼玉県 ○ 埼玉県 川本工業㈱ 06/01

1205 埼玉県立精神医療ｾﾝﾀｰ 埼玉県 ○ ㈱スガマ設備 06/01

1206 芝浦ｱｲﾗﾝﾄﾞA1街区 東京都 ○ 三井不動産㈱ 鹿島建設㈱ ㈱クリマテック 06/01

1207 新ｶﾞｽの科学館 東京都 ○ 新菱冷熱工業㈱ 06/01

1208 千川1丁目ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ 宇田川水道工業㈱ 06/01

1209 第一生命鷺山寮 神奈川県 ○ サンエイプラント 06/01

1210 丹澤ﾋﾞﾙ 千葉県 ○ 太陽機設㈱ 06/01

1211 ﾃｨｯﾌﾟﾈｽ国分寺 東京都 ○ ㈱夢真総合設備 06/01

1212 東京讃岐会館 東京都 ○ 新日本空調㈱ 06/01

1213 東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞ浦安 千葉県 ○ 辰巳設備工業 06/01

1214 豊玉北5丁目ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ ㈱上杉設備 06/01

1215 日産厚生会玉川病院 東京都 ○ 日和総合設備 06/01

1216 北海道警察 琴似署改修工事 北海道 ○ 北海道警察 東和設備工業 06/01

1217 南船橋ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 千葉県 ○ ㈱太平エンジニアリング 06/01

1218 ﾔｵｺｰﾌﾚｽﾎﾟ若葉台店 東京都 ○ セコム東北エンタープライズ㈱ 06/01

1219 六ヶ所村 長芋焼酎製造工場整備事業 青森県 ○ 六ヶ所村 ㈱大脇エンジニアリング･㈱テクノ菱和 06/01

1220 藤沢ｺｱﾃｨ高槻ﾊｲﾀｳﾝ改修工事 大阪府 ○ 大設工業㈱ 06/02

1221 JV東大和 東京都 ○ 協和建設工業㈱ 06/02

1222 上原中学校 東京都 ○ ㈱公和設備 06/02

1223 浦安日帰り温泉 千葉県 ○ ㈱ヤマト 06/02

1224 ぐろーり板橋仲宿 東京都 ○ ㈱桶口設備 06/02

1225 警視庁北沢警察署庁舎 東京都 ○ ㈱アサカ施設 06/02

1226 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ大宮 埼玉県 ○ 日本設備工業㈱ 06/02

1227 小金井市上水公園管理棟立替工事 東京都 ○ 東京ダイヤエアコン㈱ 06/02

1228 ｻﾆｰｺｰﾄ西新宿 東京都 ○ 大橋エアシステム㈱ 06/02

1229 狭山ﾃｸﾉﾔｰﾄﾞ 埼玉県 ○ ㈲創栄興業 06/02

1230 沢井製薬㈱本社･研究所ﾋﾞﾙ新築工事 大阪府 ○ 沢井製薬㈱ ㈱竹中工務店 ㈱テクノ菱和 06/02

1231 渋谷駅前会館(飯島ﾋﾞﾙ) 東京都 ○ 東京ダイヤエアコン㈱ 06/02

1232 地下鉄道玄坂ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱アサカ施設 06/02

1233 千葉そごうｿｼｴ 千葉県 ○ そごう㈱ イングエスト㈱ 06/02

1234 西荻窪東京ｶﾞｽﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈲幸和設備 06/02

1235 日本医科大学付属第二病院 神奈川県 ○ ㈲三協設備 06/02

1236 富士電機ﾘﾃｲﾙｼｽﾃﾑｽﾞ 埼玉県 ○ 富士電機総設㈱ 06/02

1237 古河千代田ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱誠和実業 06/02

1238 向島1丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都 ○ 太陽機設㈱ 06/02

1239 用賀共同住宅 東京都 ○ ㈱日設 06/02

1240 ﾗｲﾌ平和台店 東京都 ○ 大橋エアシステム㈱ 06/02

1241 ﾘﾋﾞｵ本郷 東京都 ○ 経塚工業㈱ 06/02

1242 ㈱創 東京都 ○ 丸山設備㈱ 06/02

1243 さんよう水野病院 広島県 ○ 西松建設㈱ 斎久工業㈱ 06/02

1244 B東池袋4再開発住宅棟 東京都 ○ UR都市機構 大成建設㈱ 櫻井工業㈱ 06/03

1245 TG台東ﾋﾞﾙ給排水管他改修工事 東京都 ○ ㈲幸和設備 06/03

1246 朝日新聞社本館改修工事 東京都 ○ ㈱エキスパート 06/03

1247 あざみ野土地利用施設 神奈川県 ○ ㈲アクアエンジ 06/03

1248 ｱﾙﾃｨｱ関口 東京都 ○ 宇田川水道工業㈱ 06/03

1249 池田理化つくばﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ 茨城県 ○ 櫻井工業㈱ 06/03

1250 美しが丘ﾄﾞｴﾘﾝﾀﾞ改修工事 神奈川県 ○ ㈲泉総合設備 06/03
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1251 大川端ｾﾝﾁｭﾘｰﾀﾜｰ 東京都 ○ ㈱太平エンジニアリング 06/03

1252 経堂ｾﾝﾄﾗﾙﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ アローズ設備㈱ 06/03

1253 国立科学博物館本館他改修 東京都 ○ 独立行政法人　国立科学博物館 ㈱チンゼイ 06/03

1254 白鳥ｽｶｲﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ ㈱フジミ 06/03

1255 代官山ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞｳﾞｨﾚｯｼﾞ 東京都 ○ ㈱レスパス 06/03

1256 ﾂﾙﾔ小諸東店改修工事 長野県 ○ ツルヤ 大和ハウス工業 浅間設備 06/03

1257 東京入国管理局 東京都 ○ ㈱サン設備 06/03

1258 東洋建設柏寮 千葉県 ○ ㈱東尚産業 06/03

1259 豊田工機ﾄﾙｾﾝ新築工事 埼玉県 ○ ㈱内田設備 06/03

1260 日本生命･聖蹟桜ヶ丘ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 横山設備工業㈱ 06/03

1261 ﾆｭｰﾗｲﾌ日本橋 東京都 ○ カンパネ㈱ 06/03

1262 ﾎﾃﾙ一宮ｼｰｻｲﾄﾞｵｰﾂｶ 千葉県 ○ ㈱太平エンジニアリング 06/03

1263 港南ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ改修工事 神奈川県 ○ 矢崎設備工業㈱ 06/03

1264 武蔵野大学8号館 東京都 ○ ㈲幸和設備 06/03

1265 目黒本町2丁目ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ 丸山設備㈱ 06/03

1266 ㈱京樽船橋工場 千葉県 ○ ㈱誠和実業 06/03

1267 JV八潮 東京都 ○ 山本設備機工㈱ 06/03

1268 港区海岸3丁目ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ ㈱キャプティ 06/03

1269 西新宿6丁目第7地区 東京都 ○ オーエス環境㈱ 06/03

1270 ﾌｫﾚｾｰﾇ麻布永坂 東京都 ○ ㈱九電工 06/03

1271 ﾎｰﾏｯﾄｱﾝﾊﾞｻﾀﾞｰ 東京都 ○ エルゴテック㈱ 06/03

1272 東海財務局改修 愛知県 ○ 東海財務局 日管㈱ 06/03

1273 浅香山病院改修工事 大阪府 ○ 西川設備工業㈱ 06/04

1274 CSﾀﾜｰ 東京都 ○ ㈱アサカ施設 06/04

1275 ｱｾﾞﾙ春日部1丁目 埼玉県 ○ 山本設備機工㈱ 06/04

1276 一之江高齢者介護施設 東京都 ○ ムサシ産業機械㈱ 06/04

1277 大宮ｽｶｲﾊｲﾂ 埼玉県 ○ 山本設備機工㈱ 06/04

1278 ｵﾝﾃｯｸｽ新本社ﾋﾞﾙ 大阪府 ○ 戸田建設㈱ 大成温調㈱ 06/04

1279 清水建設研究所耐火実験棟 東京都 ○ 清水建設 ㈲篠田設備工業所 06/04

1280 商船三井ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 鹿島建設㈱ 東京総合設備㈱ 06/04

1281 深大寺ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 東京都 ○ さかえ設備㈱ 06/04

1282 精神･神経ｾﾝﾀｰ看護師宿舎棟 東京都 ○ 大成温調㈱ 06/04

1283 新潟市民病院移転新築衛生設備工事 新潟県 ○ 新潟市 戸田建設㈱ 大氣社･川崎･新潟企業･日鉄JV 06/04

1284 日土地川崎ﾋﾞﾙ 神奈川県 ○ 誠和技研㈱ 06/04

1285 南千住8丁目8街区 東京都 ○ 長谷川コーポレーション 東洋設備㈱ 06/04

1286 明徳公営団地A工区新築工事 北海道 ○ 苫小牧市　都市建設部 青地建設工業 パナテック･新正･大谷JV 06/04

1287 明徳公営団地B工区新築工事 北海道 ○ 苫小牧市　都市建設部 松村建設 興和･日栄JV 06/04

1288 やまき苑(老人ﾎｰﾑ) 大阪府 ○ ㈱大林組 ㈱精研 06/04

1289 有料老人ﾎｰﾑ海の丘新築工事 北海道 ○ 大木建設 ㈱新興工業 06/04

1290 龍王堂ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱沖野 06/04

1291 六本木ﾃﾞｭｰﾌﾟﾚｯｸｽ 東京都 ○ 足立工業 06/04

1292 網走刑務所収容棟等新営第2期建築工事 北海道 ○ 法務省大臣官房施設課 ﾊｻﾞﾏ・地崎工業JV 大成設備㈱ 06/04

1293 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ清瀬 東京都 ○ ㈱大京 ㈱総和プラント 06/04

1294 星ヶ丘厚生年金病院改修工事 大阪府 ○ 若林設備工業㈱ 06/05

1295 今福第二ｺｰﾎﾟ改修工事 大阪府 ○ 中井エンジニアリング㈱ 06/05

1296 JV東大和 東京都 ○ 長谷川コーポレーション ㈱公和設備 06/05

1297 大木ﾋﾞﾙ新築 東京都 ○ さかえ設備㈱ 06/05

1298 大原医療秘書福祉専門学校 神奈川県 ○ 関工第一企業㈱ 06/05

1299 川崎区中瀬共同住宅 神奈川県 ○ ㈲白鳥工業所 06/05

1300 公益社用賀会館 東京都 ○ 富士電機総設㈱ 06/05
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1301 後楽1丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都 ○ 鹿島建設㈱ 斎久工業㈱ 06/05

1302 杉田製線 東京都 ○ 関東冷機㈱ 06/05

1303 ｾﾌﾞﾝｽﾀｰﾏﾝｼｮﾝ中落合 東京都 ○ カンパネ㈱ 06/05

1304 そごう千葉店 千葉県 ○ ㈱西原衛生工業所 06/05

1305 長沢浄水場本館耐震補強工事 神奈川県 ○ 大橋エアシステム㈱ 06/05

1306 船堀ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑｽﾞ 東京都 ○ 浅井工業㈱ 06/05

1307 南葛西ﾛｰﾔﾙﾊﾟﾚｽ 東京都 ○ ㈱トライテック 06/05

1308 南砂1丁目ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ ダイヤ設備工業㈱ 06/05

1309 明星大学日野 東京都 ○ 大成温調㈱ 06/05

1310 老人ﾎｰﾑ牛久元気館 茨城県 ○ 暁飯島工業 関東エルエンジニアリング 06/05

1311 ｳｲｽﾞｸﾞﾗﾝ泉ヶ丘 大阪府 ○ ㈱奥村組 ㈱三晃空調 06/05

1312 ﾄﾖﾀﾒﾄﾛｼﾞｯｸ本社工場 神奈川県 ○ ﾄﾖﾀﾒﾄﾛｼﾞｯｸ㈱ オーエス環境㈱ 06/05

1313 赤坂ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ 東京都 ○ 東洋熱工業㈱ 06/05

1314 東宝ｽﾀｼﾞｵｷｬｽﾄﾙｰﾑ棟 東京都 ○ 東宝 高砂熱学工業㈱ 06/05

1315 大雄会病院新築 愛知県 ○ 医療法人大雄会 大木組・間組JV 朝工･ダイダン･きんでんJV 06/05

1316 岡崎市東庁舎 愛知県 ○ 岡崎市 鴻池・小原・ｻﾝﾓｸJV ㈱テクノ菱和 06/05

1317 竹の野改修工事 島根県 ○ 吾郷設備 06/06

1318 阿南警察署庁舎新営工事 徳島県 ○ 柳生企工 06/06

1319 ｴｽﾎﾟｯﾄ大渕工場増設工事 静岡県 ○ 五洋建設 須賀工業㈱ 06/06

1320 加古川刑務所第二庁舎A工区 兵庫県 ○ 大林組・りんかい・日産建設・三星物流 川崎設備工業㈱･竹村総合設備㈱ 06/06

1321 加古川刑務所第二庁舎B工区 兵庫県 ○ 飛島建設・大日本土木・新井組 川崎設備工業㈱･竹村総合設備㈱ 06/06

1322 田園ﾊｲﾂ改修工事 神奈川県 ○ 東洋ビルサービス 06/06

1323 函館大沼ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ ｺﾃｰｼﾞ熱源単独化工事 北海道 ○ 函館大沼ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 高砂熱学工業㈱ 06/06

1324 法総研大阪研究所大阪支所研修寮 大阪府 ○ 国土交通省 日新工営・成公建設 ㈱スミテック 06/06

1325 我孫子聖仁会病院移転新築 千葉県 ○ 聖仁会 ㈱アサカ施設 06/06

1326 柏診療所新築 千葉県 ○ ㈲萩原設備 06/06

1327 亀有病院 東京都 ○ 大栄設備工業㈱ 06/06

1328 ｻﾐｯﾄｽﾄｱｰ新滝野川 東京都 ○ 日和総合設備㈱ 06/06

1329 ｴｽｺ川越惣菜工場 埼玉県 ○ ㈲川平設備 06/06

1330 赤坂ﾌﾟﾗｻﾞ 東京都 ○ 昭和空調㈱ 06/06

1331 和光園 埼玉県 ○ 保全設備㈱ 06/06

1332 北部方面第二地域療育ｾﾝﾀｰ 神奈川県 ○ 山本電気水道㈱ 06/06

1333 特別養護老人ﾎｰﾑひまわりの郷 神奈川県 ○ ｱｲｻﾜ工業 ㈱三晃空調 06/06

1334 国立病院機構南横浜病院改修 神奈川県 ○ ㈲アクアエンジ 06/06

1335 笹本ﾋﾞﾙ 神奈川県 ○ ㈲新井設備事務所 06/06

1336 浦和美園計画 埼玉県 ○ 三愛プラント工業㈱ 06/06

1337 関口和男ﾋﾞﾙ 東京都 ○ さかえ設備㈱ 06/06

1338 勝どき6丁目計画 東京都 ○ ㈱三晃空調 06/06

1339 ﾀﾜｰ･ｵﾌﾞ･ﾃﾗｰ 千葉県 ○ ㈱西原衛生工業所 06/06

1340 ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ 東京都 ○ ㈱サンプラント 06/06

1341 高円寺ﾆｭｰﾅｼｮﾅﾙｺｰﾄ 東京都 ○ 三建設備工業㈱ 06/06

1342 高輪ﾌﾟﾘﾝｽさくらﾀﾜｰ 東京都 ○ 三建設備工業㈱ 06/06

1343 松屋銀座 東京都 ○ 大成設備㈱ 06/06

1344 丸の内住友信託銀行 東京都 ○ ㈱内村設備 06/06

1345 MODULOR白金Ⅱ 東京都 ○ ホクシン工業㈱ 06/06

1346 老人ﾎｰﾑたんぽぽ菱野の里 愛知県 ○ 中村工業 カネコ工業 06/07

1347 燕市第3特別養護老人ﾎｰﾑ新築工事 新潟県 ○ 燕市 福田･春木･丸山ＪＶ サンライフ･繁原･捧特定JV 06/07

1348 ｻﾆｰﾊｳｽ南行徳 千葉県 ○ 東方工業㈱ 06/07

1349 雷門牛島ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 太陽機設㈱ 06/07

1350 ﾒｿﾞﾝﾄﾞｰﾙ表参道 東京都 ○ ㈲創栄興業 06/07
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1351 上目黒北沢ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ ダイヤ設備工業㈱ 06/07

1352 天王町ｽｶｲﾊｲﾂ幼稚園 東京都 ○ 川本工業㈱ 06/07

1353 山手ｾﾝﾁｭﾘｰﾏﾝｼｮﾝ 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 06/07

1354 日比谷ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ 東京都 ○ 三機工業㈱ 06/07

1355 文教大学宇治ｷｬﾝﾊﾟｽ増築 京都府 ○ ㈱竹中工務店 影近設備工業㈱ 06/07

1356 当代島1丁目 千葉県 ○ 太陽機設㈱ 06/07

1357 第二延山小学校 東京都 ○ 品川区 ㈱太洋テクニカ 06/07

1358 三田綱町ﾊﾟｰｸﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ 山設エンジニアリング 06/07

1359 国立精神･神経ｾﾝﾀｰ武蔵病院 東京都 ○ 大成温調㈱ 06/07

1360 ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ本館改修 東京都 ○ 城口研究所 06/07

1361 ｴｺｰﾙ辻東京 東京都 ○ エコール辻 三建設備工業㈱ 06/07

1362 筑波大学中央機械室 東京都 ○ 筑波大学 ㈱ビルドシステム 06/07

1363 戸畑C街区高齢者福祉施設新築 福岡県 ○ 村田水道工業㈱ 06/07

1364 ららぽーと横浜 神奈川県 ○ 日比谷総合設備㈱ 06/08

1365 ﾌｪﾃﾞｯｸｽEX 東京都 ○ ｼﾐｽﾞﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ 東京ダイヤエアコン㈱ 06/08

1366 和泉市立病院 大阪府 ○ 西武建設 ㈱三晃空調 06/08

1367 ﾏﾝﾀﾞﾑ本社ﾋﾞﾙ 大阪府 ○ ダイダン㈱ 06/08

1368 松下電器 京都工場 京都府 ○ 小島工業㈱ 06/08

1369 ﾍﾞｽﾄﾗｲﾌ東村山ｶﾞｰﾃﾞﾝ 東京都 ○ ㈱アサカ施設 06/08

1370 日本大学歯学部 東京都 ○ 日本大学 ㈱テコム 06/08

1371 ﾌﾟﾗｳﾄﾞ調布柴崎 東京都 ○ 野村不動産㈱ 櫻井工業㈱ 06/08

1372 並木2丁目第6住宅改修二期 神奈川県 ○ ㈱神奈川保健事業社 06/08

1373 代々木ﾆｭｰｽﾃｰﾄﾒﾅｰ 東京都 ○ 福本設備工業㈱ 06/08

1374 ﾌﾞﾗﾝﾁ野方 東京都 ○ ホクシン工業㈱ 06/08

1375 JV三鷹下連雀 東京都 ○ 山本設備機工㈱ 06/08

1376 大井3丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都 ○ ㈱新星工業 06/08

1377 みずほ銀行高円寺支店 東京都 ○ 大成温調㈱ 06/08

1378 池袋三越別館改修 東京都 ○ 横河東亜工業㈱ 06/08

1379 太陽の郷診療所ﾘﾊﾋﾞﾘ施設 神奈川県 ○ 新菱冷熱工業㈱ 06/08

1380 成城学園前駅ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 大成温調㈱ 06/08

1381 新浦安38街区 老人ﾎｰﾑ 千葉県 ○ エルゴテック㈱ 06/08

1382 明治神宮外苑ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞﾊｳｽ 東京都 ○ ㈱テクノ菱和 06/08

1383 明治記念館改修 東京都 ○ ㈱テクノ菱和 06/08

1384 新宿区立落合第四小学校 東京都 ○ ㈱九電工 06/08

1385 ﾛｰﾑ浜松工場増築工事 静岡県 ○ ﾛｰﾑ浜松㈱ 鹿島建設㈱ 新菱冷熱工業㈱ 06/09

1386 武蔵野美術大学2号館 東京都 ○ 武蔵野美術大学 新菱冷熱工業㈱ 06/09

1387 東陽6丁目共同住宅 東京都 ○ 協和エクシオ 06/09

1388 竹ノ塚総合支援ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ 大成温調㈱ 06/09

1389 和泉学園実科教室棟新営工事 大阪府 ○ 法務省大臣官房施設課 南海辰村建設･今西組 大成温調㈱ 06/09

1390 鳥取県厚生病院 鳥取県 ○ 鳥取県 大成・井木組・高野組 大和設備㈱･石田工業㈱ 06/09

1391 回生病院 香川県 ○ 大樹会 ㈱竹中工務店 ダイダン㈱ 06/09

1392 特別養護老人ﾎｰﾑゆうらぎ北淡荘 兵庫県 ○ 社会福祉法人千鳥会 大林・太田・常盤 ㈱三晃空調 06/09

1393 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ靭公園第二改修工事 大阪府 ○ 大設工業㈱ 06/09

1394 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ門前仲町 東京都 ○ ㈱大京 ㈱総和プラント 06/09

1395 ｼﾞｪﾝﾄﾙｴｱ神宮前 東京都 ○ 鹿島建設㈱ ㈱クリマテック 06/09

1396 ｾﾝﾁｭﾘｰみらい平 茨城県 ○ 櫻井工業㈱ 06/09

1397 柳原中央ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ 櫻井工業㈱ 06/09

1398 青木町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 神奈川県 ○ ㈲中川設備工業 06/09

1399 赤坂8丁目ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ ㈲翔亜 06/09

1400 JV鶴見平安計画 神奈川県 ○ 六興設備㈱ 06/09
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1401 ﾋﾟｱｰｽﾞ代々木 東京都 ○ ㈱喬生 06/09

1402 朝霞ﾃﾞｲﾘｰﾎﾃﾙ 埼玉県 ○ 温調技研㈱ 06/09

1403 日本生命浦和ﾋﾞﾙ 埼玉県 ○ 日本生命 ㈱日設 06/09

1404 特別養護老人ﾎｰﾑ桜楓苑 埼玉県 ○ ㈱朝日工業社 06/09

1405 ﾃﾙﾓﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗﾈｯｸｽ 神奈川県 ○ 第一設備工業㈱ 06/09

1406 ﾀﾞｲﾔﾊｲﾂｻｳｽ大森 東京都 ○ カンパネ㈱ 06/09

1407 三菱ガス化学RR中間実験棟 東京都 ○ 三菱ガス化学 ㈱テクノ菱和 06/09

1408 化研病院新棟増築 千葉県 ○ 化研病院 間組 大成温調㈱ 06/10

1409 ﾘﾋﾞｵ三軒茶屋 東京都 ○ 相模設備工業 06/10

1410 ZESTY幡ヶ谷 東京都 ○ 三沢電機㈱ 06/10

1411 田無駅前計画 東京都 ○ ㈲水輪舎 06/10

1412 R.INN福知山 京都府 ○ ㈲福知山温泉ホテルロイヤルヒル福知山 金下建設㈱ 創和エンジニアリング㈱ 06/10

1413 特別養護老人ﾎｰﾑｳﾞｨﾗ稲荷山 京都府 ○ 社会福祉法人青谷福祉会 清水建設・岡野組 三機工業㈱ 06/10

1414 兵庫医療大学 兵庫県 ○ 鹿島建設㈱ ㈱朝日工業社 06/10

1415 高松刑務所収容棟等新営工事 香川県 ○ 法務省大臣官房施設課 戸田建設㈱ 大一設備 06/10

1416 関西大学射撃場建設 大阪府 ○ 関西大学 ㈱竹中工務店 大阪城口研究所 06/10

1417 国立松江工業高等専門学校校舎4号館等改修工事 島根県 ○ まるなか建設 ㈱三晃空調 06/10

1418 関東第3配送ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ 光進㈱ 06/10

1419 ﾏｰｼﾞｭ高幡不動 東京都 ○ ㈲創栄興業 06/10

1420 愛国学園体育館改築 千葉県 ○ 学校法人　愛国学園 井上工業㈱ 06/10

1421 東葛西5丁目ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 太陽機設㈱ 06/10

1422 本郷四丁目17ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ 太陽機設㈱ 06/10

1423 業平ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ ㈱総和プラント 06/10

1424 社会福祉法人さわやか苑 神奈川県 ○ 社会福祉法人　清光会 ㈱シーライフ 06/10

1425 荏原ﾕｰｼﾞﾗｲﾄ中央研究所 神奈川県 ○ ㈱ビオン工業 06/10

1426 MODULOR茗荷谷 東京都 ○ ホクシン工業㈱ 06/10

1427 丸嶋ﾋﾞﾙ 東京都 ○ さかえ設備㈱ 06/10

1428 大井地区小中一貫校 東京都 ○ 品川区 三友技研㈱ 06/10

1429 ﾛｲﾔﾙﾊﾟｰｸ豊洲 東京都 ○ 大成温調㈱ 06/10

1430 東光寺 東京都 ○ ㈱朝日工業社 06/10

1431 新宿区役所第一分庁舎冷暖房 東京都 ○ 池田煖房工業㈱ 06/10

1432 西葛西6丁目ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ 宇田川水道工業㈱ 06/10

1433 松屋ﾌｰｽﾞ新本社ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 松屋 日比谷総合設備㈱ 06/10

1434 TPH看護専門学校 東京都 ○ 大成温調㈱ 06/10

1435 東京臨海病院 東京都 ○ ダイダン㈱ 06/10

1436 亀有地区情報ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ ㈱日立プラントテクノロジー 06/10

1437 梶ヶ谷ﾊﾟｰｸﾊｲﾂ 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 06/10

1438 越谷ｼﾃｨﾊｳｽ 埼玉県 ○ カンパネ㈱ 06/10

1439 南海学園改修工事 高知県 ○ ㈱四電工 06/10

1440 神田須田町1丁目計画 東京都 ○ ㈱城口研究所 06/10

1441 港区立飯倉保育園 東京都 ○ 川本工業㈱ 06/11

1442 ㈱ﾗｼﾞｵ福島 ﾏｽﾀｰ室増築工事 福島県 ○ ㈱ﾗｼﾞｵ福島 ㈱ﾊｻﾞﾏ 文化設備工業㈱ 06/11

1443 ﾚｰﾍﾞﾝﾊｲﾑ新座野火 埼玉県 ○ ㈱ﾀｶﾗﾚｰﾍﾞﾝ ㈱ローヤルエンジニアリング 06/11

1444 JR東日本滝野川 東京都 ○ JR東日本 ㈱ローヤルエンジニアリング 06/11

1445 並木2丁目第12住宅改修 神奈川県 ○ ㈱神奈川保険事業社 06/11

1446 ｳﾞｪﾙﾄﾞﾐｰﾙ多摩桜ヶ丘 東京都 ○ ㈱総和プラント 06/11

1447 横浜市立大学医学部附属病院 神奈川県 ○ 日本設備工業㈱ 06/11

1448 ｶﾘﾀｽ女子中学高等学校増築 神奈川県 ○ 戸田建設㈱ 東洋熱工業㈱ 06/11

1449 みずほ銀行南浦和支店 埼玉県 ○ みずほ銀行 横山設備工業㈱ 06/11

1450 五反田大塚ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 横山設備工業㈱ 06/11
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1451 お茶の水女子大学総合研究棟 東京都 ○ 竹村総合設備㈱ 06/11

1452 浅沼ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ相模原工場 神奈川県 ○ オーエス環境㈱ 06/11

1453 SPA青山 東京都 ○ ㈱九電工 06/11

1454 木村病院 東京都 ○ 木村病院 三建設備工業㈱ 06/11

1455 介護付養護老人ﾎｰﾑ和新築 大阪府 ○ 麦谷建設 ㈱松栄管工 06/11

1456 ﾄﾞｰﾐｰｲﾝ梅田東新築工事 大阪府 ○ 積水ハウス 住友電設 06/11

1457 成増1丁目BLD 東京都 ○ ㈱ローヤルエンジニアリング 06/11

1458 ﾋﾞｱﾒｿﾞﾝﾛｼﾞｪｰﾙ 千葉県 ○ ㈲泉総合設備 06/11

1459 ｸﾞﾛｰﾘｵ九段南 東京都 ○ 環境装備㈱横浜設備センター 06/11

1460 青葉区松風台集合住宅 神奈川県 ○ インスライト㈱ 06/11

1461 北部防災公園 東京都 ○ さかえ設備㈱ 06/11

1462 ﾛｲﾔﾙﾊﾟｰｸｽﾀﾜｰみなとみらい 神奈川県 ○ 大成建設㈱ 大成設備㈱ 06/11

1463 ﾌﾅｲ電機 東京都 ○ 船井電機㈱ ㈱九電工 06/11

1464 JFEｽﾃｨｰﾙ知多地区新寮建築 愛知県 ○ JFEｽﾃｨｰﾙ 前田建設 ㈱カケン 06/11

1465 神鋼電機志摩寮新築 三重県 ○ 神鋼電機㈱ 清水建設㈱ 宮柴水工 06/11

1466 ｳｴｽﾃｨﾝ都ﾎﾃﾙ京都 京都府 ○ ㈱夢真総合設備 06/12

1467 ﾆｲﾀｶ本社新築 大阪府 ○ ㈱松陽工務店 ㈱新陽設備商会 06/12

1468 今里食品改修工事 兵庫県 ○ 三機工業㈱ 06/12

1469 D'ｸﾗｳﾃﾞｨｱ光が丘 東京都 ○ 大和ハウス 太陽機設㈱ 06/12

1470 北品川ﾎｰﾑｽﾞ 東京都 ○ ㈱総和プラント 06/12

1471 東大泉7丁目計画 東京都 ○ ㈱上杉設備 06/12

1472 特別養護老人ﾎｰﾑ 北砂ﾎｰﾑ 東京都 ○ 櫻井工業㈱ 06/12

1473 ｱﾙﾌｧｴｲﾄ青山 東京都 ○ 泰平工業㈱ 06/12

1474 寿楽園川崎宮前区計画 神奈川県 ○ ㈱九電工 06/12

1475 MODULOR池袋西 東京都 ○ ホクシン工業㈱ 06/12

1476 ｱﾃﾞﾆｳﾑ新宿原町 東京都 ○ オーエス環境㈱ 06/12

1477 北山伏特別養護老人ﾎｰﾑ 東京都 ○ ㈱九電工 06/12

1478 萬珍楼 明記ﾋﾞﾙ 神奈川県 ○ 第一設備工業㈱ 06/12

1479 松戸拘置所職員宿舎 千葉県 ○ 旭シンクロテック㈱ 06/12

1480 ﾀﾞｲｱﾊﾟﾚｽ津田沼 千葉県 ○ ㈲創栄興業 07/01

1481 港南6丁目計画 神奈川県 ○ ㈲鈴木設備工業 07/01

1482 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ綱島 神奈川県 ○ ㈲アクアエンジ 07/01

1483 新高輪ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 東京都 ○ ㈱西原衛生工業所 07/01

1484 ﾊｲﾔｰﾀｸｼｰ本社ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ハイヤータクシー 大成温調㈱ 07/01

1485 大井小中一貫校 東京都 ○ 品川区 大成温調㈱ 07/01

1486 ﾎﾞﾝｾｼﾞｭｰﾙ保谷 東京都 ○ 大成温調㈱ 07/01

1487 ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝﾌﾟﾗｻﾞ 東京都 ○ 須賀工業㈱ 07/01

1488 ﾌﾟﾗｳﾄﾞ横浜竹之丸 神奈川県 ○ 神中工業㈱ 07/01

1489 幸福の科学東京正心館別館 東京都 ○ 幸福の科学 関東冷機㈱ 07/01

1490 赤坂5丁目TBS新築 東京都 ○ TBS ㈱三晃空調 07/01

1491 大分療育ｾﾝﾀｰ新築 大分県 ○ 別府発達医療ｾﾝﾀｰ 梅林建設 協栄工業㈱ 07/02

1492 登別温泉･第一滝本本館社員寮改修工事 北海道 ○ 第一滝本本館 磯松建設㈱ 07/02

1493 国立療養所 栗生楽泉園 群馬県 ○ 厚生労働省 第七工業㈱ 07/02

1494 東京衛生病院 東京都 ○ 東京衛生病院 清水建設㈱ 新菱冷熱工業㈱ 07/02

1495 宮酪乳業㈱ 新製造棟増築工事 宮城県 ○ 宮酪乳業㈱　 ㈱朝日工業社 07/02

1496 南六郷ﾊﾟｰｸﾊｳｽ 東京都 ○ 三菱地所㈱ ㈲創栄興業 07/02

1497 益田ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ 太陽機設㈱ 07/02

1498 ｸﾞﾛｰﾘｵ根岸 神奈川県 ○ ㈲サイタ工業 07/02

1499 ｳﾞｪﾙﾄﾐｰﾙ柳橋 神奈川県 ○ ㈱大神設備工業 07/02

1500 ｼﾙﾊﾞｰﾋﾞﾚｯｼﾞ日野 東京都 ○ 小谷田工業㈱ 07/02
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1501 西武百貨店渋谷店 東京都 ○ 西武百貨店 新日本空調㈱ 07/02

1502 宮園ｷｬﾋﾟﾀﾙﾏﾝｼｮﾝ 千葉県 ○ 川本工業㈱ 07/02

1503 早稲田大学西早稲田C/S 東京都 ○ 早稲田大学 三建設備工業㈱ 07/02

1504 ﾄｰｶﾛ㈱明石工場G棟新築工事 兵庫県 ○ 前田建設工業・明石土建JV 高砂熱学工業㈱ 07/02

1505 京都栄養医療専門学校改修工事 京都府 ○ 影近設備工業㈱ 07/02

1506 三井住友海上火災千里ﾋﾞﾙ研修ｾﾝﾀｰ改修工事 大阪府 ○ 鹿島建設㈱ 三機工業㈱ 07/02

1507 名戸ヶ谷病院 千葉県 ○ 医療法人蛍水会 日和総合設備㈱ 07/02

1508 新宿ﾊﾟｰｸﾀﾜｰ 東京都 ○ 新日本空調㈱ 07/02

1509 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲｱｯﾄ東京 東京都 ○ 森ビル 三建設備工業㈱ 07/02

1510 守口市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 大阪府 ○ 大成建設㈱ 日比谷総合設備㈱ 07/02

1511 ﾏﾙﾎ彦根工場4棟建設工事 滋賀県 ○ マルホ㈱ 鹿島建設㈱ 三機工業㈱ 07/03

1512 葛西住宅 東京都 ○ ㈱総和プラント 07/03

1513 ｽﾎﾟｰﾂｵｱｼｽ港北 神奈川県 ○ オーエス環境㈱ 07/03

1514 市川駅南口再開発 千葉県 ○ 大成建設･奥村組 日比谷総合設備㈱ 07/03

1515 ﾃｨｯﾌﾟﾈｽ国分寺二期 東京都 ○ ㈱夢真総合設備 07/03

1516 東急ｽﾃｲ水道橋 東京都 ○ 東急ｽﾃｲｻｰﾋﾞｽ 東急建設 ㈱三晃空調 07/03

1517 佐久老人介護施設ｼﾙﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ根岸 長野県 ○ 川本工業㈱ 07/03

1518 ﾏﾂﾀﾞ本社1号館空調改修工事 広島県 ○ 三機工業㈱ 07/03

1519 ﾏﾂﾀﾞ本社品証本館改修工事 広島県 ○ ㈱大方工業所 07/03

1520 音羽病院改修工事 京都府 ○ ㈱大林組 ㈱かんでんエンジニアリング 07/03

1521 ﾊｰﾌ･ｾﾝﾁｭﾘｰ･ﾓｱ伊丹新築工事 兵庫県 ○ ㈱奥村組 斎久工業㈱ 07/04

1522 東大阪消防局中消防署庁舎新営工事 大阪府 ○ 前田建設工業㈱ ㈱三晃空調 07/04

1523 高知東宝ﾋﾞﾙ建替ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ建設 高知県 ○ ㈱竹中工務店 高砂熱学工業㈱ 07/04

1524 明治製菓㈱大阪工場4号館増築工事 大阪府 ○ ㈱竹中工務店 ㈱日立プラントテクノロジー 07/04

1525 内田ﾎﾃﾙ新築 鹿児島県 ○ 相洸水道 07/04

1526 北新横浜米山有料老人ﾎｰﾑ 神奈川県 ○ 浦安工業㈱ 07/04

1527 お茶の水ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱ダイハツ ㈲アクアエンジ 07/04

1528 保健ｾﾝﾀｰ整備工事 神奈川県 ○ ㈱下田商会 07/04

1529 ﾀﾞｲﾜﾛｲﾈｯﾄﾎﾃﾙ大崎 東京都 ○ 明電舎 大和ハウス工業 ㈱九電工 07/04

1530 東武横浜第3ﾋﾞﾙ 神奈川県 ○ 東洋熱工業㈱ 07/04

1531 みなとみらい21-41街区 神奈川県 ○ 三井住友建設 櫻井工業㈱ 07/04

1532 老人保健施設くろかわ 神奈川県 ○ ダイダン㈱ 07/04

1533 みずほ銀行志村支店 東京都 ○ ㈱みずほ銀行 武蔵野工業㈱ 07/04

1534 荻窪ｽﾃｰｼｮﾝｻｲﾄﾞ 東京都 ○ セイユウ不動産 ㈱九電工 07/04

1535 ﾊｲﾂ富士見台 東京都 ○ 川本工業㈱ 07/04

1536 ｸﾞｰﾃﾞｨｯｼｭ村上 千葉県 ○ ㈱グーディッシュ ㈱さとうベネック 川本工業㈱ 07/04

1537 医療法人社団玄洋会 道央佐藤病院増築工事 北海道 ○ 道央佐藤病院 大木・菱中特定ＪＶ ㈱新興工業 07/04

1538 恒生病院新築工事 兵庫県 ○ ㈱大林組 斎久工業㈱ 07/05

1539 藤和明石公園ﾊｲﾀｳﾝ改修工事 兵庫県 ○ 長田松田工業所 07/05

1540 吹田市立療育ｾﾝﾀｰ新築工事 大阪府 ○ 鳳工業㈱ 07/05

1541 広島別院新築工事 広島県 ○ ㈱大林組 ダイダン㈱ 07/05

1542 徳島市民病院新築工事 徳島県 ○ 鹿島建設㈱ ㈱三晃空調 07/05

1543 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ北堀江改修工事 大阪府 ○ 斎久工業㈱ 07/05

1544 千葉市立千葉高等学校 千葉県 ○ 千葉市 日和総合設備㈱ 07/05

1545 特老多摩済生園増園 東京都 ○ 社会福祉法人多摩済生医療団 新田工業㈱ 07/05

1546 参議院新議員会館仮庁舎 東京都 ○ HOR会館PFI㈱ 整備事業建設JV ㈱クリマテック 07/05

1547 郵船ﾋﾞﾙﾘﾆｭｰｱﾙ 東京都 ○ 日本郵船㈱ ㈲三協設備 07/05

1548 ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ狭山 埼玉県 ○ 京浜管鉄工業㈱ 07/05

1549 目黒駅前ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ 東京都 ○ 日本ファシリオ㈱ 07/05

1550 目黒星美学園 東京都 ○ 学校法人目黒星美学園 ㈱九電工 07/05
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1551 藤和ｼﾃｨｺｰﾌﾟ宮崎台 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 07/05

1552 新宿ｺﾔﾏﾋﾞﾙ 東京都 ○ 三建設備工業㈱ 07/05

1553 JA相模原 神奈川県 ○ 相模原市農業協同組合 東洋熱工業㈱ 07/05

1554 ﾊﾟｰｸﾀﾜｰ横浜ﾎﾟｰﾄｻｲﾄﾞ 神奈川県 ○ 三井不動産 大成建設㈱ 京急電機㈱ 07/05

1555 ﾌﾟﾗｳﾄﾞ新浦安 千葉県 ○ 野村不動産㈱ 清水建設㈱ 斎久工業㈱ 07/06

1556 田北病院Ⅱ期工事 奈良県 ○ 新井組 島設備工業㈱ 07/06

1557 御影ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 兵庫県 ○ 清水建設㈱ ㈱中電工 07/06

1558 京都四条ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂ改修工事 京都府 ○ 日本水理㈱ 07/06

1559 川崎学園東浜幼稚園 神奈川県 ○ 学校法人川崎学園 太陽機設㈱ 07/06

1560 ｸﾞﾛｰﾘｵ志木Ⅱ柏町 埼玉県 ○ セコムホームライフ㈱ 前田建設㈱ 大宮管工㈱ 07/06

1561 行徳駅前2丁目ﾏﾝｼｮﾝ 千葉県 ○ 前田設備工業㈱ 07/06

1562 ﾗｲｵﾝｽﾞ板橋氷川町 東京都 ○ ㈱大京 南海辰村建設㈱ ユアサヒラノ㈱ 07/06

1563 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸﾎﾃﾙ 神奈川県 ○ ㈱横浜ﾍﾞｲﾎﾃﾙ東急 ㈲京和設備 07/06

1564 府中市立府中第三中学校 東京都 ○ 府中市 ㈱喬生 07/06

1565 三軒茶屋計画 東京都 ○ 住友不動産㈱ ㈱竹中工務店 富士熱学工業㈱ 07/06

1566 ﾋﾙﾃﾞﾓｱ岡本 東京都 ○ 東京海上日動サミュエル(株) ㈱テクノ菱和 07/06

1567 磯子ｾﾝﾁｭﾘｰﾏﾝｼｮﾝ 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 07/06

1568 野庭団地第15住宅 神奈川県 ○ 横浜市 川本工業㈱ 07/06

1569 ﾜｰﾙﾄﾞ北青山ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ワールド 鹿島建設㈱ 高砂熱学工業㈱ 07/06

1570 大阪入国管理局新築工事 大阪府 ○ ㈱朝日工業社 07/06

1571 ﾎﾃﾙｻﾝｸﾚｲﾝ 京都府 ○ 新菱冷熱工業㈱ 07/06

1572 山口商会YK-5ﾋﾞﾙ 埼玉県 ○ 山口商会 ㈱ホクト工業 07/06

1573 亀戸2丁目計画 東京都 ○ ㈱キャプティ 07/06

1574 知多老人ﾎｰﾑ 愛知県 ○ 中村工業 ｶﾈｺ工業㈱･松山設備 07/07

1575 ﾋﾟｱｽ銀座 東京都 ○ 鹿島建設㈱ 日比谷総合設備㈱ 07/07

1576 丸井今井本店 大通り館地下食品ﾌﾛｱｰ改修工事 北海道 ○ 丸井今井本店 ㈱朝日工業社 07/07

1577 大宮工業高等学校改修 埼玉県 ○ 埼玉県 ㈲板東設備工業 07/07

1578 豊洲1丁目計画B棟 東京都 ○ 三井不動産㈱ 三井住友建設㈱ 富士熱学工業㈱ 07/07

1579 ｹｱｺｰﾄ武蔵野 東京都 ○ (社福)翠生会 日比谷総合設備㈱ 07/07

1580 霧が丘ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝ 神奈川県 ○ ＵＲ都市機構 川本工業㈱ 07/07

1581 若木小学校大規模改修 東京都 ○ さかえ設備㈱ 07/07

1582 大田区立雪谷特別出張所 東京都 ○ 大田区 ㈲三協設備 07/07

1583 伊藤病院 東京都 ○ 東洋熱工業㈱ 07/07

1584 東北福祉大学せんだんﾎｽﾋﾟﾀﾙ新築工事 宮城県 ○ 栴檀学園 西松建設 高砂熱学工業㈱ 07/08

1585 石長松菊園改修工事 京都府 ○ 笹原設備 07/08

1586 ｱｸﾄﾋﾞﾚｯｼﾞおの多目的ﾎｰﾙ新築工事 山口県 ○ 宇部市 宇部工業 エイシン工業 07/08

1587 尾道刑務支所新営工事 広島県 ○ ㈱塩田 07/08

1588 木曽病院増築工事 広島県 ○ ㈱塩田 07/08

1589 藍野有料老人ﾎｰﾑ新築工事 大阪府 ○ 原信 清水建設㈱ 西川設備工業㈱ 07/08

1590 徳島地方法務阿南支局新営工事 徳島県 ○ 四国地方整備局営繕部 平山建設㈱ 港産業㈱ 07/08

1591 ㈱千鳥給湯改修工事 広島県 ○ 日本冷熱工業㈱ 07/08

1592 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ東京 東京都 ○ ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ ナカ工業㈱ 07/08

1593 江東区立東大島図書館 東京都 ○ 東洋機動㈱ 07/08

1594 用賀小学校 東京都 ○ 世田谷区 竹村総合設備㈱ 07/08

1595 武蔵小杉駅前再開発 神奈川県 ○ ㈱朝日工業社 07/08

1596 桜堤F街区 東京都 ○ 三井不動産㈱ 東急建設 川本工業㈱ 07/08

1597 岩井邸 (ｷﾑﾁ工房) 鹿児島県 ○ ㈱丸善工務店 07/09

1598 東宝会館建替 熊本県 ○ ㈱竹中工務店 高砂熱学工業㈱ 07/09

1599 法務省浦安総合ｾﾝﾀｰ改修工事 千葉県 ○ 伸栄工業㈱ 07/09

1600 ﾄﾖﾀ自動車花本ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実験棟 愛知県 ○ ﾄﾖﾀ自動車㈱ 清水建設㈱ 高砂熱学工業㈱ 07/09

32 ページ

(敬称略)



所在地
都道府県 新規 改修

着工
年月No 物件名

建築形態
施主 建設 設備

1601 ﾄﾖﾀ自動車花本ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事務棟 愛知県 ○ ﾄﾖﾀ自動車㈱ 清水建設㈱ 新日本空調㈱ 07/09

1602 ﾎﾃﾙｻｰﾌﾞ神戸ｱｽﾀ新築工事 兵庫県 ○ 大成建設㈱ 日比谷総合設備㈱ 07/09

1603 福山ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事 広島県 ○ 五洋建設㈱ 三建設備工業㈱ 07/09

1604 ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰﾄ長岡京新築工事 京都府 ○ 江東区 不二建設㈱ 若林設備工業㈱ 07/09

1605 島津製作所三条工場W1号館新築工事 京都府 ○ 戸田建設㈱ ㈱テクノ菱和 07/09

1606 ひばりヶ丘駅南口 東京都 ○ 富士熱学工業㈱ 07/09

1607 新富町｢松し満｣ 東京都 ○ 竹村総合設備㈱ 07/09

1608 電気ﾋﾞﾙ北館新築 福岡県 ○ ㈱九電工 07/09

1609 亀沢1丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都 ○ ㈱太陽機設 07/09

1610 村山ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱上杉設備 07/09

1611 湊新田2丁目計画 千葉県 ○ 前田設備工業㈱ 07/09

1612 葛西橋東斉藤錦栄ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ 宇田川設備工業㈱ 07/09

1613 東雲Ｉ街区ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都 ○ 大成建設㈱ 櫻井工業㈱ 07/09

1614 ｼﾞｮｲｼﾃｨ馬込 東京都 ○ ㈱関工ファシリティーズ 07/09

1615 大森山王ｾﾝﾁｭﾘｰﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ ㈲エスケイ商事 07/09

1616 北海道大学 文学部研究棟改修工事 北海道 ○ 北海道大学 伊藤組 協和建設工業㈱ 07/10

1617 ﾍﾞﾙｺｼﾃｨｰやわらぎ建設工事 北海道 ○ ㈱ベルコ ㈱村松組　札幌支店 三建設備工業㈱ 07/10

1618 豊寿苑 大分県 ○ KOUEI工業･山村設備工業 07/10

1619 中部電力浜岡原子力発電所 静岡県 ○ 中部電力 トーエネック 07/10

1620 平成18年度月形刑務所収容棟A等神営工事 北海道 ○ 法務省大臣官房施設課 大成建設㈱ 新菱冷熱工業㈱･大成設備㈱JV 07/10

1621 原ｽﾊﾟｼﾞｵ弥生町 東京都 ○ 大成建設㈱ ㈱ローヤルエンジニアリング 07/10

1622 津田沼小川様ﾏﾝｼｮﾝ 千葉県 ○ 前田設備工業㈱ 07/10

1623 ｽﾀｰﾂ西池袋4丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都 ○ スターツ ㈱野上設備 07/10

1624 武蔵野美術大学2号館 東京都 ○ 武蔵野美術大学 新菱冷熱工業㈱ 07/10

1625 鷺沼車庫 神奈川県 ○ 豊和工業㈱ 07/10

1626 野村府中本町新築 東京都 ○ 野村不動産㈱ 大成温調㈱ 07/10

1627 東京ﾍﾞｲｺｰﾄ倶楽部 東京都 ○ 大成建設㈱ 日本ファシリオ㈱ 07/10

1628 ﾊﾟｰｸｱｸｼｽ辰巳2丁目 東京都 ○ 三井不動産㈱ 大成建設㈱ 櫻井工業㈱ 07/10

1629 日本化薬 東京都 ○ 日本化薬 高砂熱学工業㈱ 07/10

1630 ｾﾞﾌｧｰ南船橋Ⅱ期 千葉県 ○ ㈱ゼファー ㈱太平エンジニアリング 07/10

1631 ﾔｵｺｰ浦和上木崎店 埼玉県 ○ ㈱ヤオコー セコム東北エンタープライズ㈱ 07/10

1632 ｼｬﾉｱｰﾙ研修施設 千葉県 ○ ㈱シャノアール 大和設備工業㈱ 07/10

1633 東瑞江1丁目ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ 浅井工業㈱ 07/10

1634 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ･ｻｳｽ東京ｱﾈｯｸｽ 東京都 ○ 日本設備工業㈱ 07/10

1635 亀戸7丁目ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱アイテック 07/10

1636 特別養護老人ﾎｰﾑみんなと暮らす町 神奈川県 ○ 社会福祉法人 照陽会 ㈱清田工業 07/10

1637 YBM池上ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 東京都 ○ ㈱ ヤナセバイエルンモータース 井上設備工業㈱ 07/10

1638 新宿区立牛込仲之小学校 東京都 ○ 新宿区 ㈱セイガ 07/10

1639 KDDI新宿ﾋﾞﾙ 東京都 ○ KDDI ㈱西原衛生工業所 07/10

1640 新川崎駅前南(C街区)開発 神奈川県 ○ 大成温調㈱ 07/10

1641 明治製菓関東工場 埼玉県 ○ 明治製菓 ㈱ヤマト 07/10

1642 向島5丁目ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱太陽機設 07/11

1643 相模原ｽｶｲﾊｲﾂ 神奈川県 ○ ㈱三晃空調 07/11

1644 三共銀座ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都 ○ 高砂熱学工業㈱ 07/11

1645 ｴﾌﾟｿﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 長野県 ○ セイコーエプソン㈱ 高砂熱学工業㈱ 07/11

1646 ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ整備工事 埼玉県 ○ 川口市 高砂熱学工業㈱ 07/11

1647 有楽町ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ熱源改修 東京都 ○ 高砂熱学工業㈱ 07/11

1648 日本郵船ﾋﾞﾙ 神奈川県 ○ 高砂熱学工業㈱ 07/11

1649 ﾃﾞｻﾞｲﾅｰｽﾞｲﾝﾏｰｸｽ神田 東京都 ○ マークス㈱ 太陽機設㈱ 07/11

1650 埼玉県警察学校生徒寮 埼玉県 ○ 国土交通省 ㈲幸和設備 07/11
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1651 ﾔｵｺｰ取手戸頭店 茨城県 ○ ㈱ヤオコー セコム東北エンタープライズ㈱ 07/11

1652 法務省浦安総合ｾﾝﾀｰみづき荘 千葉県 ○ 法務省 伸栄工業㈱ 07/11

1653 福栄3丁目渡辺ﾏﾝｼｮﾝⅡ 千葉県 ○ 前田設備工業㈱ 07/11

1654 横浜市立大学医学部附属病院 神奈川県 ○ 横浜市 日本設備工業㈱ 07/11

1655 亀戸S&Sﾋﾞﾙ 東京都 ○ 宇田川水道工業㈱ 07/11

1656 YTMﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ ㈱アイテック 07/11

1657 みずほ銀行浜田山 東京都 ○ みずほ銀行 横山設備工業㈱ 07/11

1658 用賀小学校 東京都 ○ 竹村総合設備㈱ 07/11

1659 JV読売ﾗﾝﾄﾞ計画 東京都 ○ 有楽土地･藤和不動産 ㈱竹中工務店 ㈱キャプティ 07/11

1660 新宿ﾊﾟｰｸﾀﾜｰ地冷ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ 旭シンクロテック㈱ 07/11

1661 高輪4丁目計画 東京都 ○ 鴻池組 新菱冷熱工業㈱ 07/11

1662 中央合同庁舎5号館 東京都 ○ ㈱西原衛生工業所 07/11

1663 武蔵小杉駅前再開発 神奈川県 ○ ㈱朝日工業社 07/11

1664 浦安東野計画 千葉県 ○ 大成温調㈱ 07/11

1665 ｴｸｼｵ八王子みなみ野ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 東京都 ○ 長谷工コーポレーション 川本工業㈱ 07/11

1666 TDK秋田 秋田県 ○ TDK 川本工業㈱ 07/11

1667 北品川3丁目ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ オーエス環境㈱ 07/11

1668 自治医大付属大宮医療ｾﾝﾀｰ 埼玉県 ○ エルゴテック㈱ 07/11

1669 三井記念病院再整備計画 東京都 ○ 社会福祉法人三井記念病院 三機工業㈱ 07/11

1670 新みそのﾎｰﾑ 東京都 ○ 翠生会 日比谷総合設備㈱ 07/12

1671 なみおとﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ改修工事 山口県 ○ 日本ファシリオ㈱ 07/12

1672 小郡警察署庁舎新営工事 山口県 ○ 山口市 国田工業㈱ 07/12

1673 ㈱前川製作所 東京都 ○ ㈱前川製作所 高砂熱学工業㈱ 07/12

1674 地下鉄13号線渋谷駅 東京都 ○ 高砂熱学工業㈱ 07/12

1675 羽田第2ﾀｰﾐﾅﾙ 東京都 ○ 高砂熱学工業㈱ 07/12

1676 ｼﾙﾊﾞｰｹｱ敬愛 埼玉県 ○ 医療法人敬愛会 サンリツ工業 07/12

1677 ｱｻｶﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 埼玉県 ○ 長谷工コーポレーション 日和総合設備㈱ 07/12

1678 霞ヶ浦市地域福祉ｾﾝﾀｰ 茨城県 ○ 国土交通省 ㈲アクアテクノ 07/12

1679 全日空訓練ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ 新菱冷熱工業㈱ 07/12

1680 調布市深大寺計画 東京都 ○ 三井不動産ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ 大成温調㈱ 07/12

1681 ﾃｨｯﾌﾟﾈｽ練馬 東京都 ○ ㈱ティップネス 日本ファシリオ㈱ 07/12

1682 (仮称)ｾﾝﾀｰ南駅前ﾋﾞﾙ 神奈川県 ○ ㈱ジョイントコーポレーション ㈱三晃空調 07/12

1683 日大会館 東京都 ○ 日本大学 斎久工業㈱ 07/12

1684 ｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ麻布ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 東洋熱工業㈱ 07/12

1685 二階堂高校体育館改修 東京都 ○ ㈱テクノ菱和 07/12

1686 大手町第一次再開発A工区 東京都 ○ ㈱日本経済新聞社 清水建設㈱ 須賀工業㈱ 08/01

1687 ﾎﾃﾙｼﾙｸﾄｩﾘｰ名古屋 愛知県 ○ 大場建設㈱ ㈲タツミ工業 08/01

1688 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ立花改修工事 兵庫県 ○ 大設工業㈱ 08/01

1689 邂逅の里老人ﾎｰﾑ新築工事 滋賀県 ○ 辻寅建設㈱ 川瀬産商㈱ 08/01

1690 岸和田市民病院改修工事 大阪府 ○ 岸和田市 ㈱きんでん 08/01

1691 北海道大学工学部研究棟(P･Q･R棟)改修機械設備 北海道 ○ 北海道大学 五建工業㈱ 08/01

1692 ﾒｲﾂ川口末広 埼玉県 ○ 名鉄不動産 長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈲三鈴工業 08/01

1693 東京電力 川口変電所 埼玉県 ○ 東京電力 ㈲篠田設備工業所 08/01

1694 電力中央研究所 東京都 ○ 財団法人電力中央研究所 ㈱アペック 08/01

1695 ㈱山田精機 東京都 ○ ㈱山田精機 ㈱三冷社 08/01

1696 新倉小学校 埼玉県 ○ ㈲川平設備 08/01

1697 ﾗｲｵﾝｽﾞﾋﾞｱｰﾚ浜田山 東京都 ○ ㈱大京 ㈱総和プラント 08/01

1698 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞﾙ 神奈川県 ○ ㈱総和プラント 08/01

1699 三井本館(二号館) 東京都 ○ 防長設備機工㈱ 08/01

1700 ｻﾝﾄﾘｰﾋﾞｰﾙ工場第2厚生棟 東京都 ○ サントリー㈱ ㈱精研 08/01
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1701 亀戸9丁目計画 東京都 ○ ㈱大京 長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 協和建設工業㈱ 08/01

1702 川崎信用金庫 神奈川県 ○ 須賀工業㈱ 08/01

1703 ﾅｲｽｱｰﾊﾞﾝ磯子2丁目 神奈川県 ○ ナイス㈱ ㈲鈴木設備工業 08/01

1704 ｼﾃｨ能見台つどいの街 十番館 神奈川県 ○ 京浜急行電鉄㈱ 京急電機㈱ 08/01

1705 ﾃﾞｭﾎﾟﾝ㈱KSPﾗﾎﾞ室 神奈川県 ○ デュポン㈱ ㈱テクノ菱和 08/01

1706 板橋区大和町ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ ㈱小泉住産 08/01

1707 世田谷総合支所(世田谷区役所第三庁舎) 東京都 ○ 世田谷区 ㈲三協設備 08/01

1708 千歳烏山Sﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ 横山設備工業㈱ 08/01

1709 鷺宮地域ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ 中野区 さかえ設備㈱ 08/01

1710 駒込ｸﾞﾛｰﾘｱ初穂 東京都 ○ ㈱リーブス 08/01

1711 ﾊﾟﾙ駒込ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ ㈱リーブス 08/01

1712 鹿島研究所 第5研究棟 茨城県 ○ ㈱三菱化学安全科学研究所 新菱冷熱工業㈱ 08/01

1713 ｼｪﾗﾄﾝ都ﾎﾃﾙ東京 東京都 ○ 日本ファシリオ㈱ 08/01

1714 伊勢丹本店 東京都 ○ ㈱伊勢丹 斎久工業㈱ 08/01

1715 品川ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙｲｰｽﾄﾀﾜｰ 東京都 ○ 三建設備工業㈱ 08/01

1716 長門ｸﾘﾆｯｸ 東京都 ○ 医療法人社団長門ｸﾘﾆｯｸ ㈱テクノ菱和 08/01

1717 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ研修ｾﾝﾀｰ 長野県 ○ 東京エレクトロン 清水建設㈱ 高砂熱学工業㈱ 08/02

1718 札幌刑務所収容棟等新営第4期建設工事 北海道 ○ 札幌刑務所 大成建設JV 三建設備工業･協和建設JV 08/02

1719 さいたま市民医療ｾﾝﾀｰ 埼玉県 ○ さいたま市 淺沼組 ㈱朝日工業社 08/02

1720 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾃﾚｺﾑ東京ｲｰｽﾄ 東京都 ○ 高砂熱学工業㈱ 08/02

1721 JSR㈱筑波研究所 茨城県 ○ JSR㈱ 高砂熱学工業㈱ 08/02

1722 ﾌﾟﾗｳﾄﾞ千歳船橋 東京都 ○ 野村不動産㈱ ㈱竹村総合設備 08/02

1723 ﾌｧﾐｰﾙ三軒茶屋 東京都 ○ ㈱創栄 08/02

1724 向島商業高校 東京都 ○ 東京都 浦安工業㈱ 08/02

1725 ｸﾞﾛｰﾘｵ明大前 東京都 ○ ｾｺﾑﾎｰﾑﾗｲﾌ㈱ ㈱バンタム 08/02

1726 六義園第6ｺｰﾎﾟ 東京都 ○ ㈲三協設備 08/02

1727 (仮称)南船橋共同住宅 千葉県 ○ 六興設備㈱ 08/02

1728 萩中共同住宅 東京都 ○ 千代田工建㈱ 08/02

1729 目黒区立目黒中央中学校 東京都 ○ 目黒区 武蔵野工業㈱ 08/02

1730 狛江市民ﾌﾟｰﾙ 東京都 ○ 狛江市 竹村総合設備㈱ 08/02

1731 永信立花ﾊｲﾂ 東京都 ○ ㈱トライテック 08/02

1732 日神ﾊﾟﾚｽﾃｰｼﾞ籠原 埼玉県 ○ 日神不動産㈱ 丸栄工業㈱ 08/02

1733 三田国際ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 新菱冷熱工業㈱ 08/02

1734 ｳｪｽﾃｨﾝﾎﾃﾙ東京 東京都 ○ ㈱西原衛生工業所 08/02

1735 黒羽刑務所 栃木県 ○ 法務省 日本ファシリオ㈱ 08/02

1736 東武ｽﾎﾟｰﾂ川越 埼玉県 ○ ㈱東武スポーツ 日本ファシリオ㈱ 08/02

1737 獨協医科大学 越谷病院 埼玉県 ○ 学校法人　獨協学園　獨協医科大学越谷病院 ㈱ヤマト 08/02

1738 中央区役所改修 東京都 ○ 中央区 三建設備工業㈱ 08/02

1739 富士通蒲田改修 東京都 ○ 富士通㈱ 三建設備工業㈱ 08/02

1740 筑波大学中央機械室 茨城県 ○ 筑波大学 ㈱ビルドシステム 08/02

1741 結核予防会館 東京都 ○ （財）結核予防会 ㈱サンセツ 08/02

1742 第二有隣ﾎｰﾑ 東京都 ○ 社会福祉法人東京有隣会 ダイキンエアテクノ東京㈱ 08/02

1743 鴨居YBS計画 神奈川県 ○ 横浜貿易倉庫 安藤建設㈱ 日本ファシリオ㈱ 08/02

1744 都立家政大学寮改修 東京都 ○ 第一工業㈱ 08/03

1745 常陽銀行つくば 茨城県 ○ 常陽銀行 鹿島･清水･戸田 日立プラント･暁飯島･飯村空調工事JV 08/03

1746 大阪刑務所保護室改修工事 大阪府 ○ バンドー設備工業㈱ 08/03

1747 あずみ苑八潮 埼玉県 ○ ㈲萩原設備 08/03

1748 東武池袋百貨店 東京都 ○ ㈱アペック 08/03

1749 上杉医院 東京都 ○ ㈱瑳が美 08/03

1750 産経新聞所沢工場 埼玉県 ○ ㈱三栄設備工業 08/03
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1751 (仮称)南麻布1丁目 東京都 ○ 太陽機設㈱ 08/03

1752 ｼﾞｮｲｼﾃｨ日暮里 東京都 ○ 太陽機設㈱ 08/03

1753 政策研究大学院大学 東京都 ○ ㈱リード設備 08/03

1754 (仮称)桜木町2丁目Ⅰ 神奈川県 ○ ㈱アルマ 08/03

1755 ﾚｶﾞﾘｱ代田 東京都 ○ 岡田設備工業㈱ 08/03

1756 ﾔｵｺｰ四街道 千葉県 ○ ㈱ヤオコー セコム東北エンタープライズ㈱ 08/03

1757 富士石油㈱青葉台寮 東京都 ○ 富士石油㈱ ㈲ステアリスト 08/03

1758 ｸﾞﾗﾝﾒｰﾙ池袋 東京都 ○ ㈱フジミ 08/03

1759 神田和泉町亜細亜ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ダイキンエアテクノ東京㈱ 08/03

1760 千登世橋教育文化ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ ㈱ニッテク 08/03

1761 会田記念ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 茨城県 ○ 医療法人道守会 暁飯島工業㈱ 08/03

1762 本郷特別支援学校 神奈川県 ○ 横浜市 三沢電機㈱ 08/03

1763 世田谷区立玉川台区民ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ ㈲浜友工設 08/03

1764 横浜ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｸ 神奈川県 ○ 長谷川設備工業㈱ 08/03

1765 ﾅｲｽｼﾃｨｱﾘｰﾅ横浜弘明寺 神奈川県 ○ ナイス㈱ 岩田地崎建設㈱ ㈱昭和工業 08/03

1766 東京ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 東京都 ○ ㈱ユタカ産業アメニティーサービス 08/03

1767 東横ｲﾝ川崎駅前本町 神奈川県 ○ ㈱東横イン電建 08/03

1768 東京ﾒﾄﾛ半蔵門線三越前駅 東京都 ○ 豊和工業㈱ 08/03

1769 東京ﾒﾄﾛ西船橋駅 千葉県 ○ 豊和工業㈱ 08/03

1770 東電技術開発ｾﾝﾀｰ 神奈川県 ○ ㈱トライテック 08/03

1771 西原職員ｱﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄ 東京都 ○ インド大使館 ㈱九電工 08/03

1772 東京家政大学 新1号館工事 東京都 ○ 第一工業㈱ 08/03

1773 ﾀｲｺｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ本社 東京都 ○ ㈱テクノ菱和 08/03

1774 ﾌﾟﾚｽﾄ小名浜新築工事 福島県 ○ 大和ハウス工業 大和ハウス工業 久田設備工業 08/04

1775 函館市立 日吉3丁目団地7号棟改修工事 北海道 ○ 函館市 森川組・ダイイチ澤田建設JV 兼立設備工業･水沼設備工業JV 08/04

1776 仙台市立宮城野中学増築 宮城県 ○ 大一施設工業㈱ 08/04

1777 鶴瀬病院新築 埼玉県 ○ 医療法人財団理明会 清水建設㈱ 第一設備工業㈱ 08/04

1778 早稲田大学西早稲田C棟空調 東京都 ○ 早稲田大学 高砂熱学･ダイダン 08/04

1779 法政大学小金井ｷｬﾝﾊﾟｽ 東京都 ○ 法政大学 東洋熱工業 08/04

1780 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾓｰﾙ清和台新築工事 兵庫県 ○ ヤシロ建設㈱ 中央設備エンジニアリング㈱ 08/04

1781 日吉保育園新築工事 兵庫県 ○ 林建設 中西水道㈱ 08/04

1782 森下仁丹㈱大阪ﾃｸﾉｾﾝﾀｰ新築工事 大阪府 ○ 大成建設㈱ 若林設備工業㈱ 08/04

1783 県立尼崎病院8階内視鏡室改修工事 兵庫県 ○ ㈱田中水道工業所 08/04

1784 済生会吹田病院改修工事 大阪府 ○ ㈱大林組 ㈱テクノ菱和 08/04

1785 生涯学習交流ｾﾝﾀｰ 千葉県 ○ 鉄建建設 協同建設㈱ 08/04

1786 立正佼成会附属 佼成病院 東京都 ○ ㈱ユーダイ 08/04

1787 ﾍﾞﾙｺﾓﾝｽﾞ梅の花 東京都 ○ 日本設備工業㈱ 08/04

1788 ｻｸﾗ精機本社ﾋﾞﾙ 東京都 ○ サクラファインテックジャパン 矢野新空調㈱ 08/04

1789 新富2丁目ﾎﾃﾙ 東京都 ○ ㈱フジミ 08/04

1790 牛久保東計画 神奈川県 ○ ㈱昭和工業 08/04

1791 MODULOR武蔵小山 東京都 ○ ホクシン工業㈱ 08/04

1792 ｸﾞﾛｰﾘｵ春日 東京都 ○ ㈱環境装備エヌエスイー 08/04

1793 柏厚生総合病院 千葉県 ○ 柏厚生総合病院 誠和技研㈱ 08/04

1794 横河電機 新南ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 横河電機㈱ 横河東亜工業㈱ 08/04

1795 大和生命日比谷ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱西原衛生工業所 08/04

1796 ｸﾞｯﾄﾀｲﾑﾘﾋﾞﾝｸﾞ新浦安 千葉県 ○ オリックス・リビング㈱ エルゴテック㈱ 08/04

1797 ｳﾞｨｰﾅｽﾌｫｰﾄ 東京都 ○ 三建設備工業㈱ 08/04

1798 鴻巣ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 埼玉県 ○ 鴻巣カントリークラブ ㈱テクノ菱和 08/04

1799 立川法務総合庁舎 東京都 ○ 法務省 川本工業㈱ 08/04

1800 ﾘｽﾃﾙ猪苗代 福島県 ○ ホテルリステル猪苗代 川本工業㈱ 08/04
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1801 駒込1丁目共同住宅 東京都 ○ 東急建設㈱ 川本工業㈱ 08/04

1802 (仮称)中葛西5丁目計画 東京都 ○ 旭化成ホームズ 川本工業㈱ 08/04

1803 三菱化学BCL 東京都 ○ ㈱三菱化学ビーシーエル 須賀工業㈱ 08/04

1804 松戸和名ヶ谷計画 千葉県 ○ 山本設備機工㈱ 08/04

1805 徳島大学西病棟 徳島県 ○ 高砂熱学工業㈱ 08/04

1806 松下ｴｺｼｽﾃﾑｽﾞ 愛知県 ○ 松下エコシステムズ 大成設備㈱ 08/04

1807 宮城野中学校新築 宮城県 ○ 大一施設工業 08/04

1808 南六郷ﾋﾞｭｰﾊｲﾂ 東京都 ○ 斎久工業㈱ 08/05

1809 本庄上里給食ｾﾝﾀｰ 埼玉県 ○ 戸田建設㈱ 大成温調㈱ 08/05

1810 稲毛海岸1丁目計画 千葉県 ○ 東住設工業㈱ 08/05

1811 ちぇるる野毛 神奈川県 ○ 日本設備工業㈱ 08/05

1812 伯和ﾎﾃﾙ改修工事 広島県 ○ 柴崎工業 08/05

1813 服部病院増築工事 兵庫県 ○ 大昭建設 久野水道㈱ 08/05

1814 都志見病院介護浴室改修工事 山口県 ○ 豊田鋼機㈱ 08/05

1815 ほくとｸﾘﾆｯｸ新築工事 大阪府 ○ ㈱江坂設備工業 08/05

1816 城島保険福祉ｾﾝﾀｰ 福岡県 ○ 栗木・三ツ矢・メンテック ㈱三晃空調 08/05

1817 ｼﾝｸﾛﾝ本社ﾋﾞﾙ 神奈川県 ○ 戸田建設㈱ 高砂熱学工業㈱ 08/05

1818 月島4丁目計画 東京都 ○ 住友不動産 ㈱東尚産業 08/05

1819 ｲｹｱ新三郷店 埼玉県 ○ IKEA ㈱スガマ設備 08/05

1820 朝日生命鶴川ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 東京都 ○ 朝日生命 横山設備工業㈱ 08/05

1821 (仮称)ﾅｲｽｱｰﾊﾞﾝ万福寺 神奈川県 ○ ナイス㈱ 芝工業㈱ 08/05

1822 新宿区立四谷第六小学校 東京都 ○ 新宿区 ㈲大健工業 08/05

1823 佳葉ﾌﾗｯﾄ 東京都 ○ ㈱リーブス 08/05

1824 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ茅場町 東京都 ○ ㈱大京 京浜管鉄工業㈱ 08/05

1825 東邦大学医学部 東京都 ○ 東邦大学 三建サービス工事㈱ 08/05

1826 東急ﾄﾞｴﾙﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ目白 東京都 ○ 三建サービス工事㈱ 08/05

1827 ｱﾙﾌﾟｽ電気㈱本社ﾋﾞﾙ 東京都 ○ アルプス電気 ㈱テクノ菱和 08/05

1828 ｵﾘﾝﾊﾟｽ光学石川寮 東京都 ○ ㈱テクノ菱和 08/05

1829 ｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ麻布ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 東洋熱工業㈱ 08/05

1830 船橋市山手2丁目計画 千葉県 ○ 日和総合設備㈱ 08/05

1831 東京大学医学部 東京都 ○ 須賀工業㈱ 08/05

1832 (仮称)練馬･中村北計画 東京都 ○ 野村不動産㈱ 大成温調㈱ 08/05

1833 勤労者憩いの家河内長野荘 大阪府 ○ 不動設備 08/06

1834 横浜ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｸ 神奈川県 ○ ㈱テクノ菱和 08/06

1835 ｼｬｰﾌﾟ堺OSSﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ液晶工場新築工事 大阪府 ○ 清水建設㈱ 西川設備工業㈱ 08/06

1836 ﾎﾃﾙｱﾙﾌｧｰﾜﾝ鳥取 鳥取県 ○ ㈱中電工 08/06

1837 石山記念病院 埼玉県 ○ ㈱関電工 08/06

1838 第28宮庭ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ ㈱アペックス 08/06

1839 若葉駅前共同住宅 埼玉県 ○ 大宮管工㈱ 08/06

1840 東京大学医学部付属病院 東京都 ○ 東洋機動㈱ 08/06

1841 MODULOR鷺ノ宮 東京都 ○ ホクシン工業㈱ 08/06

1842 MODULOR桜新町 東京都 ○ ホクシン工業㈱ 08/06

1843 東京農業大学新学生会館 東京都 ○ 東京農業大学 三建設備工業㈱ 08/06

1844 渋谷区神山町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都 ○ 戸田建設㈱ 日本ファシリオ㈱ 08/06

1845 大阪府立大学獣医系学舎 大阪府 ○ きんでん 08/06

1846 みくに病院新築 埼玉県 ○ 医療法人春明会 ㈱アペック 08/06

1847 亀戸9丁目計画 東京都 ○ オリックス不動産 長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱クリマテック 08/06

1848 深川車両基地車体工場 東京都 ○ 豊和工業㈱ 08/06

1849 ﾔﾏﾄ運輸葉山研修ｾﾝﾀｰ 神奈川県 ○ トキワ設備工業㈱ 08/06

1850 JV朝霞栄町計画 埼玉県 ○ 日和総合設備㈱ 08/06
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1851 あかしあﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 東京都 ○ 大成温調㈱ 08/06

1852 多摩小児総合医療ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ 多摩ＰＦＩ 清水建設㈱ 須賀工業㈱ 08/07

1853 多摩広域基幹病院 東京都 ○ 多摩ＰＦＩ 清水建設㈱ 斎久工業㈱ 08/07

1854 松阪警察署 三重県 ○ 岐建･中村･土屋JV 川崎設備工業㈱ 08/07

1855 旭化成ｹﾐｶﾙｽﾞ第5工場 滋賀県 ○ 鹿島建設㈱ 高砂熱学工業㈱ 08/07

1856 大名古屋ﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ 愛知県 ○ 斎久工業 08/07

1857 ﾔｵｺｰ岩槻西町店 埼玉県 ○ ヤオコー セコム東北エンタープライズ㈱ 08/07

1858 新座第六中学校大規模改修 埼玉県 ○ 光進㈱ 08/07

1859 ﾎｰﾏｯﾄﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 東京都 ○ エルゴテック㈱ 08/07

1860 区立赤塚第一中学校 東京都 ○ 板橋区 栄幸建設工業㈱ 08/07

1861 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ代沢 東京都 ○ 積水ハウス㈱ ㈱熊谷組 太陽機設㈱ 08/07

1862 東京ｶﾞｽ西荻ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 東京ガス ㈲小松工業 08/07

1863 ｵﾊﾟｽﾛｲﾔﾙ四谷 東京都 ○ ㈱サン設備 08/07

1864 東京ｸﾞﾘｰﾝﾎﾃﾙ水道橋 東京都 ○ 東京グリーンホテル 大成建設㈱ 須賀工業㈱ 08/07

1865 順天堂大学浦安病院 千葉県 ○ 順天堂大学 ㈱エキスパート 08/07

1866 ｳﾞｫｱｰﾙ鶴見寺谷 神奈川県 ○ ニチモ㈱ 白石建設㈱ ホクシン工業㈱ 08/07

1867 若松河田加藤ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ さかえ設備㈱ 08/07

1868 ﾅｲｽｱｰﾊﾞﾝ万福寺 神奈川県 ○ ナイス 芝工業㈱ 08/07

1869 ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ改修 東京都 ○ アサヒビール 誠和技研㈱ 08/07

1870 日東工器㈱新本社 東京都 ○ 日東工器 新菱冷熱工業㈱ 08/07

1871 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ等々力 東京都 ○ 大京 新菱冷熱工業㈱ 08/07

1872 ANAｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ東京 東京都 ○ ANA ㈱西原衛生工業所 08/07

1873 新宿区立障害者福祉ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ 新宿区 ㈱中電工 08/07

1874 ﾃﾞﾝﾏｰｸ大使館大使公邸 東京都 ○ ㈱テクノ菱和 08/07

1875 三菱UFJ信託銀行港南ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱九電工 08/07

1876 特別養護老人ﾎｰﾑやすらぎの里大泉 東京都 ○ ㈱九電工 08/07

1877 新木場ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ 東京都 ○ 高砂熱学工業㈱ 08/07

1878 石長松菊園二期改修工事 京都府 ○ 笹原設備 08/08

1879 すすきの第二団地第三住宅 神奈川県 ○ ㈱創栄 08/08

1880 加良部中央第二住宅 千葉県 ○ TOHO㈱ 08/08

1881 青山ｽﾊﾟｲﾗﾙﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱アルファー企画 08/08

1882 池袋ｻﾝｼﾃｨﾎﾃﾙ 東京都 ○ ㈱コスモエンジニアリング 08/08

1883 ｽﾀｰﾂ白金ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都 ○ スターツ ㈱野上設備 08/08

1884 国際親善総合病院 神奈川県 ○ 社会福祉法人 親善福祉協会 長谷川設備工業㈱ 08/08

1885 目黒区立中目黒小学校 東京都 ○ 目黒区 穴沢汽缶工業㈱ 08/08

1886 日大会館 東京都 ○ 斎久工業㈱ 08/08

1887 平和島4丁目 東京都 ○ トーセイ ㈱大林組 ㈱三晃空調 08/08

1888 ﾎﾃﾙ聚楽 東京都 ○ ホテルジュラク 日本ファシリオ㈱ 08/08

1889 平安祭典佐伯会館 広島県 ○ ㈱朝日工業社 08/08

1890 ﾆｺﾝ水戸製作所 茨城県 ○ ニコン 戸田建設㈱ ㈱テクノ菱和 08/09

1891 参天製薬奈良開発研究ｾﾝﾀｰ三期工事 奈良県 ○ 鹿島建設㈱ 福田技研 08/09

1892 ｽｰﾊﾟｰﾎﾃﾙCity大阪天然温泉増築工事 大阪府 ○ 真柄建設㈱ 田丸産業㈱ 08/09

1893 ﾎﾃﾙ京阪京都補修工事 京都府 ○ ㈱朝日工業社 08/09

1894 豊洲3丁目8-4街区 東京都 ○ ㈱竹中工務店 櫻井工業㈱ 08/09

1895 宇部市立西岐波共同調理場 山口県 ○ 宇部市 中国産建 08/09

1896 関西大学第二学舎二号館 大阪府 ○ ㈱竹中工務店 城口研究所 08/09

1897 守山自衛隊駐屯地 愛知県 ○ 岐建 精研 08/09

1898 仙台市荒町小学校 宮城県 ○ 仙台市 ㈱北栄工業所 08/09

1899 宮原1丁目共同住宅 栃木県 ○ 大宮管工㈱ 08/09

1900 SMARK伊勢崎ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 群馬県 ○ 東京建物 ㈱嵯が美 08/09
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1901 赤羽西4丁目ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ 太陽機設㈱ 08/09

1902 ｳｪﾙﾌｪｱｸﾞﾘｰﾝ行徳 千葉県 ○ ㈱総和プラント 08/09

1903 化学物質評価研究機構別棟 東京都 ○ ㈶化学物質評価研究機構 ㈱スガマ設備 08/09

1904 芝浦ｼｬﾘﾝｸﾞ 東京都 ○ ㈲アクアテクノ 08/09

1905 勝どき2丁目計画 東京都 ○ ㈱野上設備 08/09

1906 奥沢ﾃﾗｽ 東京都 ○ ㈲鞠子設備工業 08/09

1907 第五大島小学校 東京都 ○ 江東区 清和産業㈱ 08/09

1908 第一大島小学校 東京都 ○ 江東区 清和産業㈱ 08/09

1909 第四大島小学校 東京都 ○ 江東区 清和産業㈱ 08/09

1910 ﾗｲｵﾝｽﾞ青葉さつきが丘 神奈川県 ○ ㈱大京 多田建設㈱ 双葉工業㈱ 08/09

1911 三田網町ﾊﾟｰｸﾏﾝｼｮﾝ西棟 東京都 ○ 杉山管工設備㈱ 08/09

1912 中里1丁目計画 神奈川県 ○ 東急不動産 石橋組 鷹羽工業㈱ 08/09

1913 星和大森ﾊｲﾂ 東京都 ○ 泰平工業㈱ 08/09

1914 ｸﾚｽﾄﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ東中野 東京都 ○ ㈱ゴールドクレスト 安藤建設㈱ さかえ設備㈱ 08/09

1915 北新宿第二児童館 東京都 ○ 新宿区 ㈲三協設備 08/09

1916 板橋区成増3丁目計画 東京都 ○ 三井不動産レジデンシャル㈱ ㈱熊谷組 いずみテクノス㈱ 08/09

1917 小中一貫校八潮学園 東京都 ○ 品川区 東海管工㈱ 08/09

1918 みずほ銀行八王子支店 東京都 ○ みずほ銀行 三建設備工業㈱ 08/09

1919 東京農業大学新学生会館 東京都 ○ 学校法人 東京農業大学 三建設備工業㈱ 08/09

1920 ｴｽﾋﾞｰ食品新社屋 東京都 ○ エスビー食品 ㈱テクノ菱和 08/09

1921 高松1丁目計画 東京都 ○ 住友不動産 ㈱奥村組 池田煖房工業㈱ 08/09

1922 室蘭工業大学総合研究棟(第2期)改修工事 北海道 ○ 室蘭工業大学 戸田建設㈱ 池田煖房工業 08/10

1923 北海道大学理学部3号館新築工事 北海道 ○ 北海道大学 東建工業 東洋熱工業 08/10

1924 ｱｽﾃﾗｽ製薬既存棟改修工事 茨城県 ○ アステラス製薬 ㈱テクノ菱和 08/10

1925 生駒中学校本館中館 奈良県 ○ 生駒市 大日本土木 日本ファシリオ㈱ 08/10

1926 西船橋ｾﾝﾄﾗﾙﾏﾝｼｮﾝ 千葉県 ○ 安藤建設㈱ ㈱創栄 08/10

1927 八戸ノ里学生ﾏﾝｼｮﾝ 大阪府 ○ 福田組 峰設備研究所 08/10

1928 氷川台ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ 三井住友建設 日本設備工業㈱ 08/10

1929 THEﾊﾟｰﾑｽ潮見1丁目 東京都 ○ 古久根建設 加藤設備工業 08/10

1930 仙台市泉図書館及び子育てふれあいﾌﾟﾗｻﾞ 宮城県 ○ 仙台市 ㈱北栄工業所 08/10

1931 本田技研工業㈱さくら工場 栃木県 ○ 本田技研工業㈱ 清水建設㈱ 高砂熱学工業㈱ 08/10

1932 ﾊｰﾄﾗﾝﾄﾞﾃﾞｲｹｱｰｾﾝﾀｰ新築工事 大阪府 ○ ㈱阪口設備工業 08/10

1933 ｻﾞ･大宮ﾀﾜｰｽﾞ 埼玉県 ○ 大和ハウス工業 前田建設工業㈱ 新田工業㈱ 08/10

1934 ﾙｰﾌﾞﾙ錦糸町 東京都 ○ 太陽機設㈱ 08/10

1935 北栄1丁目ﾏﾝｼｮﾝ 千葉県 ○ 太陽機設㈱ 08/10

1936 特別養護老人ﾎｰﾑ志木の郷 埼玉県 ○ ㈱ソーセツ 08/10

1937 日鉄日本橋ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 櫻井工業㈱ 08/10

1938 第一亀戸小学校 東京都 ○ 江東区 清和産業㈱ 08/10

1939 第三大島小学校 東京都 ○ 江東区 清和産業㈱ 08/10

1940 市立横山中学校 東京都 ○ 八王子市 木村設備㈱ 08/10

1941 東京ｶﾞｽ千葉ﾋﾞﾙ 千葉県 ○ 東京ガス ㈱キャプティ 08/10

1942 ｾｶﾞｻﾐｰHD八王子野球場 東京都 ○ セガサミーＨＤ ㈱西原衛生工業所 08/10

1943 北小田原病院 神奈川県 ○ 医療法人社団 明芳会 エルゴテック㈱ 08/10

1944 奥島病院 東京都 ○ 医療法人社団 喜平会 ㈱テクノ菱和 08/10

1945 晴海5丁目計画 東京都 ○ ｺｽﾓｲﾆｼｱ･新日鉄都市開発 長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 大成温調㈱ 08/10

1946 北大工学部設計製図棟 北海道 ○ 北海道大学 伊藤組 五建工業㈱ 08/10

1947 ﾗｲﾌﾆｸｽ高井戸 東京都 ○ ライフニクス ㈲三協設備 08/10

1948 北千住公園ﾊﾟｰｸﾎｰﾑ 東京都 ○ ㈱リーブス 08/10

1949 千住製薬㈱唐津工場 佐賀県 ○ 松尾工場㈱ 08/10

1950 敷島ﾊﾟﾝ Pasco埼玉工場 埼玉県 ○ 敷島パン ㈱錢高組 中央設備エンジニアリング㈱ 08/11
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1951 ﾕﾆ･ﾌｰﾄﾞ松崎工場 千葉県 ○ ユニ・フード ㈲萩原設備 08/11

1952 ﾊｲﾏｰﾄ幸 千葉県 ○ イズミ㈱ 08/11

1953 船橋市本町7丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 千葉県 ○ 前田設備工業㈱ 08/11

1954 水神小学校 東京都 ○ 江東区 清和産業㈱ 08/11

1955 青葉台2丁目ﾏﾝｼｮﾝ 神奈川県 ○ 三井不動産 山本電気水道㈱ 08/11

1956 いなげや府中浅間町ﾋﾞﾙ 東京都 ○ いなげや 杉山管工設備㈱ 08/11

1957 ﾌﾟﾗｳﾄﾞ武蔵小杉 神奈川県 ○ 野村不動産㈱ 長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈲白鳥工業所 08/11

1958 世田谷御幸ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 横山設備工業㈱ 08/11

1959 江東区青少年ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ 江東区 ㈱都市空調 08/11

1960 ｻﾝｼｬｲﾝﾜｰﾙﾄﾞｲﾝﾎﾟｰﾄ 東京都 ○ ㈱西原衛生工業所 08/11

1961 ﾓﾘﾊﾅｴﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱西原衛生工業所 08/11

1962 東京医科大学八王子医療ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ 東京医科大学 三建設備工業㈱ 08/11

1963 奥島病院増改修 東京都 ○ 奥島病院 ㈱テクノ菱和 08/11

1964 三鷹ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾄ 東京都 ○ 川本工業㈱ 08/11

1965 赤坂新別館ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 東洋熱工業㈱ 08/11

1966 江東区立第三砂町小学校 東京都 ○ 江東区 ㈱ライクス 08/11

1967 会津中央病院 福島県 ○ 財団法人 温知会 大成建設㈱ きんでん･西原衛生JV 08/11

1968 ﾊﾟｽｺ埼玉 埼玉県 ○ ㈱パスコ 錢高組 中央設備エンジニアリング 08/11

1969 ﾌﾞｯｸﾛｰﾝ本社ﾋﾞﾙ 兵庫県 ○ ブックローン㈱ 戸田建設㈱ 兵庫設備サービス 08/12

1970 ﾒｲﾂ川口末広 埼玉県 ○ ㈲三鈴工業 08/12

1971 ｱﾙｿｽｺｰﾄ府中四谷 東京都 ○ イチコー工業㈱ 08/12

1972 港区立台場ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾌﾟﾗｻﾞ 東京都 ○ 港区 ㈱アサカ施設 08/12

1973 ｾﾝﾄﾗﾙﾌｨｯﾄﾈｽ二俣川 神奈川県 ○ ㈱アペック 08/12

1974 昭島計画 東京都 ○ 住友不動産㈱ 前田建設工業㈱ ㈲本吉設備 08/12

1975 ｳｨﾝｻﾞｰﾊｲﾑ西川口 埼玉県 ○ ココプラント㈱ 08/12

1976 08南部知的障害養護学校 埼玉県 ○ ㈱内村設備 08/12

1977 南烏山ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ 日本プラミング㈱ 08/12

1978 鴨川ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ 千葉県 ○ ㈱タイコー 08/12

1979 皆川ﾏﾝｼｮﾝ 栃木県 ○ 高塚設備工業㈱ 08/12

1980 東京医科歯科大医科新棟 東京都 ○ 東京医科歯科大 東洋機動㈱ 08/12

1981 ﾗｲｵﾝｽﾞ青葉さつきが丘 神奈川県 ○ ㈱大京 多田建設㈱ 双葉工業㈱ 08/12

1982 日立大森第二別館ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 清進電設㈱ 08/12

1983 ﾚｽﾄﾅｯｸ修道院 東京都 ○ ヤコー設備㈱ 08/12

1984 ﾊﾟｰｸｱｸｼｽ豊洲 東京都 ○ 富士熱学工業㈱ 08/12

1985 府中市浅間町計画 東京都 ○ 六興電気㈱ 08/12

1986 聖ﾖｾﾞﾌ保育園 東京都 ○ 東和工業㈱ 08/12

1987 船堀6丁目 東京都 ○ ㈱新星工業 08/12

1988 ﾄｰｼﾝｺｰﾎﾟ椎名町 東京都 ○ ㈱トライテック 08/12

1989 広尾ｶﾞｰﾃﾞﾝﾋﾙｽﾞ 東京都 ○ 横河東亜工業㈱ 08/12

1990 川崎河原町分譲共同ﾋﾞﾙ 神奈川県 ○ ㈱西原衛生工業所 08/12

1991 新日石ﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ 東京都 ○ ㈱西原衛生工業所 08/12

1992 船橋市湊町計画 千葉県 ○ 日和総合設備㈱ 08/12

1993 DNP創発の杜箱根新本館 神奈川県 ○ 第一設備工業㈱ 08/12

1994 東京逓信病院 東京都 ○ 第一工業㈱ 08/12

1995 筑波大中央機械室 茨城県 ○ 近鉄ビルサービス㈱ 08/12

1996 東京ﾌｧﾐﾘｰﾎﾃﾙ 東京都 ○ 日開設備工業㈱ 09/01

1997 浅草橋1丁目計画 東京都 ○ 太陽機設㈱ 09/01

1998 用賀1丁目計画 東京都 ○ 日本プラミング㈱ 09/01

1999 妙典5丁目Y計画 千葉県 ○ スターツCAM㈱ 前田設備工業㈱ 09/01

2000 ﾜｳﾃﾞｨｰ戸塚 神奈川県 ○ ワウディー ㈱テコム 09/01
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2001 ｱﾚｯｸｽ坂戸 埼玉県 ○ アレックス ㈱テコム 09/01

2002 長崎1丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都 ○ ㈱野上設備 09/01

2003 中央区勝どき2丁目計画 東京都 ○ ㈱野上設備 09/01

2004 富士見2丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都 ○ 三井住友不動産 大成建設㈱ 櫻井工業㈱ 09/01

2005 みずほ銀行平塚支店 神奈川県 ○ ㈲京和設備 09/01

2006 平塚富士見ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 神奈川県 ○ 須賀工業㈱ 09/01

2007 中川駅舎上部複合施設整備 神奈川県 ○ 飯野設備配管 09/01

2008 菱進ｲｰｽﾄﾐﾗｰﾋﾞﾙ増築 東京都 ○ ジャパンリアルエステイト ㈲白鳥工業所 09/01

2009 野村不動産武蔵小杉 神奈川県 ○ 野村不動産㈱ 長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈲白鳥工業所 09/01

2010 日立大森ﾋﾞﾙ第二別館 東京都 ○ 清進電設㈱ 09/01

2011 三田網町ﾊﾟｰｸﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ 三井不動産 杉山管工設備㈱ 09/01

2012 JV秦野計画 神奈川県 ○ 秦野市 ㈱第三設備 09/01

2013 荏原ﾕｰｼﾞﾗｲﾄ 東京都 ○ 荏原ユージライト ㈱ビオン工業 09/01

2014 ﾗｲｵﾝｽﾞ武蔵境 東京都 ○ ㈱大京 小谷田工業㈱ 09/01

2015 東中野ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 東京都 ○ さかえ設備㈱ 09/01

2016 東京ﾒﾄﾛ日比谷線人形町駅 東京都 ○ 豊和工業㈱ 09/01

2017 大京高島平9丁目 東京都 ○ ㈱大京 ㈱キャプティ 09/01

2018 武蔵小金井南口再開発 東京都 ○ 都市再生機構 オーエス環境㈱ 09/01

2019 ｽﾃｰｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ立会川 東京都 ○ ㈱トライテック 09/01

2020 銀座寿司幸 東京都 ○ ㈱西原衛生工業所 09/01

2021 東京ﾌﾟﾘﾝｽﾊﾟｰｸﾀﾜｰ 東京都 ○ ㈱西原衛生工業所 09/01

2022 いすゞ自動車藤沢工場 神奈川県 ○ いすゞ自動車 ㈱関電工 09/01

2023 ﾖｺﾊﾏﾎﾟｰﾄｻｲﾄﾞC3街区 神奈川県 ○ 池田暖房工業㈱ 09/01

2024 ㈱山安新工場 神奈川県 ○ ㈱山安 日本ファシリオ㈱ 09/01

2025 長野赤十字病院 長野県 ○ 日本赤十字 川本工業㈱ 09/01

2026 二子玉川東地区Ⅲ区再開発 東京都 ○ 再開発組合 大成建設㈱ 櫻井工業･三谷産業･大橋エアシステムJV 09/01

2027 晴海3丁目C街区 東京都 ○ 太平エンジニアリング㈱ 09/01

2028 東札幌病院 北海道 ○ 東札幌病院 戸田建設㈱ 東洋熱工業㈱ 09/02

2029 寺内製作所 京都府 ○ 大本組 影近設備工業㈱ 09/02

2030 志津川自然の家 岩手県 ○ 登米市管工事組合 09/02

2031 久慈市立給食ｾﾝﾀｰ 岩手県 ○ 久慈市 小山組 カネヨシ水道 09/02

2032 実践倫理宏正会北阿佐ヶ谷寮 東京都 ○ 実践倫理宏正会 ㈱大気社 09/02

2033 ﾃｨｯﾌﾟﾈｽﾊﾏﾎﾞｳﾙ 神奈川県 ○ ㈱アペックエンジニアリング 09/02

2034 東田端児童室 東京都 ○ 北区 ㈱武井工務所 09/02

2035 浮間さくら荘 東京都 ○ 北区 創和エンジニアリング㈱ 09/02

2036 白根台ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾌﾟ 神奈川県 ○ ㈱総和プラント 09/02

2037 ｽﾀｰﾂ新川ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都 ○ スターツ ㈱野上設備 09/02

2038 千代田放送会館 東京都 ○ 新設工業㈱ 09/02

2039 洪泳会新病院移転 東京都 ○ 洪泳会 オオミエンジニアリング㈱ 09/02

2040 ﾊｲﾏｰﾄ早稲田 東京都 ○ ㈱シーライフ 09/02

2041 虎屋東京工場 東京都 ○ 虎屋 清進電設㈱ 09/02

2042 戸塚共立ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 神奈川県 ○ 医療法人 柏堤会 長谷川設備工業㈱ 09/02

2043 ﾙ･ﾘｵﾝ目黒 東京都 ○ ㈱早野組 ホクシン工業㈱ 09/02

2044 新宿NTﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈲三協設備 09/02

2045 東京医療ｾﾝﾀｰ改修 東京都 ○ ㈲三協設備 09/02

2046 高崎駅ﾋﾞﾙ改修 群馬県 ○ ㈱西原衛生工業所 09/02

2047 ｻﾝﾊｲﾂ石神井公園 東京都 ○ 川本工業㈱ 09/02

2048 下永谷ﾊｲﾂ 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 09/02

2049 HOYA八王子工場 東京都 ○ HOYA 三機工業㈱ 09/02

2050 ﾃｨｯﾌﾟﾈｽ武蔵藤沢 埼玉県 ○ ㈱ティップネス 日本ファシリオ㈱ 09/02

41 ページ

(敬称略)



所在地
都道府県 新規 改修

着工
年月No 物件名

建築形態
施主 建設 設備

2051 北鎌倉有料老人ﾎｰﾑ 神奈川県 ○ 不二熱学工業㈱ 09/02

2052 ｵﾘｯｸｽ上野7丁目計画 東京都 ○ ｵﾘｯｸｽﾘｱｽｴｽﾃｰﾄ ケイヨー水工㈱ 09/02

2053 ﾎﾃﾙﾐﾝﾄ 埼玉県 ○ ケイヨー水工㈱ 09/02

2054 神奈川共済会館 神奈川県 ○ エルゴテック㈱ 09/03

2055 東池袋4丁目Ⅱ期 東京都 ○ 大成建設㈱ 櫻井工業㈱ 09/03

2056 八王子駅南口再開発 東京都 ○ ㈱大林組 足立工業㈱ 09/03

2057 ｴﾘｰﾄｲﾝ湯島 東京都 ○ 菱熱工業 09/03

2058 新宿3丁目東宝ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 東宝 高砂熱学工業㈱ 09/03

2059 老人ﾎｰﾑBLISSぶらくり 和歌山県 ○ 清水建設㈱ 小向商会 09/03

2060 ﾎﾃﾙﾒｯﾂ駒込 東京都 ○ ホテルメッツ 戸田建設㈱ 関電工 09/03

2061 九大工学部改修工事 福岡県 ○ 九州大学 ウエキコーポレーション 09/03

2062 磯子中央病院 神奈川県 ○ 徳倉建設㈱ ㈱テクノ菱和 09/03

2063 特別養護老人ﾎｰﾑ 亀島の郷 東京都 ○ 医療法人社団湖聖会 サンリツ工業 09/03

2064 今戸1丁目ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 太陽機設㈱ 09/03

2065 文教大学学園旗の台校舎体育館 東京都 ○ 文教大学学園 ㈱精研 09/03

2066 君津製鉄所独身寮 千葉県 ○ 新日鐵 ㈲ステアリスト 09/03

2067 新浦安虎ノ門ｸﾘﾆｯｸ 千葉県 ○ （医）新虎の門会 ㈱エキスパート 09/03

2068 ｱｰｸﾋﾙｽﾞ熱供給ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ ㈱言長 09/03

2069 ﾌﾟﾗｳﾄﾞｼﾃｨ金町ｶﾞｰﾃﾞﾝ 東京都 ○ 野村不動産㈱ 東海興業㈱ ㈱クリマテック 09/03

2070 目黒都立大共同住宅 東京都 ○ 都立大学 明和設備㈱ 09/03

2071 ｻﾝﾗｲﾌ春日居 山梨県 ○ ㈱アサカ施設 09/03

2072 伊藤ﾊﾑ㈱足立営業所 東京都 ○ 伊藤ハム㈱ ㈱サンセツ 09/03

2073 ｴｽﾄﾋﾞｴﾝﾄ大宮 埼玉県 ○ エムズイースト ホクシン工業㈱ 09/03

2074 第二光陽苑 東京都 ○ 社会福祉法人 泉陽会 ㈱ビルドシステム 09/03

2075 目黒本町保育園 東京都 ○ 目黒区 星野工事㈱ 09/03

2076 共栄火災長崎寮 東京都 ○ 共栄火災 ㈱リーブス 09/03

2077 環境局中防合同庁舎 東京都 ○ 環境局 ㈱リーブス 09/03

2078 ﾀｲｾｲﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ ㈱リーブス 09/03

2079 乃木坂ﾊｳｽ改修 東京都 ○ ㈱リーブス 09/03

2080 ﾏﾚｰｼｱ大使館 東京都 ○ 京浜管鉄工業㈱ 09/03

2081 外務省飯倉公館 東京都 ○ 外務省 日本装芸㈱ 09/03

2082 玉川病院ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 東京都 ○ 財団法人 日産厚生会 オーエス環境㈱ 09/03

2083 ｻﾝｼｬｲﾝｼﾃｨ 東京都 ○ ㈱西原衛生工業所 09/03

2084 西武新宿駅ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱西原衛生工業所 09/03

2085 慶應義塾大学三田 東京都 ○ 慶應義塾大学 ㈱城口研究所 09/03

2086 昭和女子大学 東京都 ○ 学校法人昭和女子大学 第一工業㈱ 09/03

2087 新宿三井ﾋﾞﾙ2号館 東京都 ○ 三機工業㈱ 09/03

2088 ｷﾝｸﾞﾎｰﾑｽﾞ代官山 東京都 ○ 大成設備㈱ 09/03

2089 新川崎駅前北地区再開発 神奈川県 ○ 再開発組合 長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 大成温調㈱ 09/03

2090 ｸﾞﾗﾝﾀﾞ八雲 東京都 ○ ベネッセスタイルケア ケイヨー水工㈱ 09/03

2091 福岡大学薬学部棟新築 福岡県 ○ ㈱竹中工務店 ㈱西原衛生工業所 09/03

2092 ｱﾃﾞﾆｳﾑ熱海ｼｰｻｲﾄﾞﾀﾜｰ 静岡県 ○ 五洋建設㈱ 大成設備㈱ 09/04

2093 鹿児島ｻﾝﾎﾃﾙ 鹿児島県 ○ テクノ冷熱㈱ 09/04

2094 進和食品㈱ 静岡県 ○ 進和食品㈱ ㈱誠和実業 09/04

2095 藤和取手駅前計画 茨城県 ○ 藤和不動産 鴻池組 ㈱サン設備 09/04

2096 墨田区江東橋5丁目計画 東京都 ○ 野村不動産㈱ 東洋機動㈱ 09/04

2097 茅ヶ崎東海岸南二丁目計画 神奈川県 ○ 東急建設㈱ 環境装備㈱横浜設備センター 09/04

2098 江戸川競艇場整備棟浴室改修 東京都 ○ 東洋ユニオン㈱ 09/04

2099 大和市深見西3計画 神奈川県 ○ 六興電気㈱ 09/04

2100 東村山駅西口再開発 東京都 ○ 東村山市 誠和技研㈱ 09/04
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2101 東京ﾒﾄﾛ千代田線代々木公園駅 東京都 ○ 豊和工業㈱ 09/04

2102 世田谷野沢ﾊｲﾃﾞﾝｽ 東京都 ○ ㈱トライテック 09/04

2103 白百合女子大学学事ｾﾝﾀｰ増築 東京都 ○ 白百合女子大学 トキワ設備工業㈱ 09/04

2104 ﾌｫｰｼｰｽﾞﾝｽﾞﾎﾃﾙ 東京都 ○ ダイダン㈱ 09/04

2105 真如苑真澄寺 応現院 東京都 ○ 真如苑真澄寺 高砂熱学工業㈱ 09/04

2106 湘南鎌倉病院新築 神奈川県 ○ 愛心会 熊谷組 大成温調㈱ 09/04

2107 平河町2丁目再開発 東京都 ○ 森ﾋﾞﾙ 大成建設㈱ ㈱西原衛生工業所 09/04

2108 ゆかいふれあいｾﾝﾀｰ 茨城県 ○ 笠間･水戸環境組合 明生産業㈱ 暁飯島工業㈱ 09/05

2109 Sia神奈川 神奈川県 ○ ㈱朝日工業社 09/05

2110 都立淵江高校 東京都 ○ 東京都 日和総合設備㈱ 09/05

2111 聖教新聞本社ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 聖教新聞 斎久工業㈱ 09/06

2112 駒沢女子大学新棟増築 東京都 ○ 駒沢女子大学 高砂熱学工業㈱ 09/06

2113 筑波大学新棟増築 茨城県 ○ 東海テック 09/06

2114 与野上峰団地改修 埼玉県 ○ 大協和工業㈱ 09/06

2115 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾙｽﾞ港南台 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 09/06

2116 すすきの第二団地 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 09/06

2117 町田市立小山中央小学校新築 東京都 ○ シー･エイチ･シー･システム㈱ 09/07

2118 東急ﾄﾞｴﾙ江田 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 09/07

2119 筑波大学芸術棟 茨城県 ○ 浦安工業㈱ 09/07

2120 東砂6丁目ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ アペック 09/07

2121 北砂1丁目ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ アペック 09/07

2122 北葛西ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ アペック 09/07

2123 ﾀｸｼﾃｨﾊｲﾂ 東京都 ○ イズミ㈱ 09/07

2124 浅草橋1丁目計画 新築工事　　 東京都 ○ 太陽機設㈱ 09/07

2125 千駄ヶ谷ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都 ○ 泉幸工業㈱ 09/07

2126 ｽﾀｰﾂ北砂1丁目ﾏﾝｼｮﾝ　 東京都 ○ 宇田川水道工業㈱ 09/07

2127 豊洲3丁目8-4街区　　　　　 東京都 ○ 櫻井工業㈱ 09/07

2128 青葉台二丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 神奈川県 ○ 山本電機水道㈱ 09/07

2129 船橋市湊町二丁目計画　 千葉県 ○ 大橋エアシステム㈱ 09/07

2130 ｽｰﾊﾟｰﾎﾃﾙ千葉駅前店改修 千葉県 ○ 三建サービス工事㈱ 09/07

2131 ﾎﾞｯｼｭ横浜事務所増築工事 神奈川県 ○ ㈱テクノ菱和 09/07

2132 新宿三丁目東宝ﾋﾞﾙ新築工事 東京都 ○ 高砂熱学工業㈱ 09/07

2133 国際自動車西品川ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ ㈱大林組 オーク設備工業㈱ 09/07

2134 国際自動車東雲ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ ㈱大林組 ㈱三晃空調 09/07

2135 道玄坂ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都 ○ 大成温調㈱ 09/07

2136 関西医科大学香里病院新築工事 大阪府 ○ 学校法人関西医科大学 ㈱竹中工務店 ダイダン㈱ 09/07

2137 淡路市地域交流ｾﾝﾀｰ新築工事 兵庫県 ○ ㈱森長組・生穂JV ㈱きんでん 09/08

2138 京都南西病院改修工事 京都府 ○ ㈱竹中工務店 影近設備工業㈱ 09/08

2139 徳島大学動物実験施設等改修工事 徳島県 ○ 新菱･川崎JV 09/08

2140 東船橋ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 千葉県 ○ 高塚設備工業㈱ 09/08

2141 室蘭工業大学総合研究棟(Ⅲ期)改修機械設備工事 北海道 ○ 室蘭工業大学 池田暖房工業㈱ 09/08

2142 森山ｹｱｾﾝﾀｰ 東京都 ○ 三洋電機ファシリティー 09/08

2143 戸越5丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 東京都 ○ 東海管工 09/09

2144 さしま健康交流ｾﾝﾀｰ 茨城県 ○ ㈱藤田工業 09/09

2145 ﾌﾘｼﾞﾎﾟｰﾄ熊本工場 熊本県 ○ 森永エンジニアリング 09/10

2146 UN大森ﾋﾞﾙ 東京都 ○ NTT都市開発ビルサービス ㈱日設 09/10

2147 椿峰ﾆｭｰﾀｳﾝ改修 埼玉県 ○ ㈱ＴＯＨＯ 09/10

2148 勝どき1丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都 ○ 櫻井工業㈱ 09/10

2149 横須賀共済病院 神奈川県 ○ ダイダン㈱ 09/10

2150 ﾗｲﾌｺｱ東林間改修 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 09/10
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2151 大田病院 東京都 ○ 城南福祉医療協会 日揮㈱ 不二熱学工業㈱ 09/10

2152 白幡台住宅改修 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 09/10

2153 ｽﾀｰﾂ石神井 東京都 ○ スターツ ㈱野上設備 09/10

2154 ﾍﾞﾙｼｬﾄｳ津田沼 千葉県 ○ イズミ㈱ 09/10

2155 京都産業大学理工系学部総合生命科学部新築工事 京都府 ○ 学校法人京都産業大学 ㈱鴻池組 新菱冷熱工業㈱ 09/10

2156 和歌山県立医科大学附属紀北分院 和歌山県 ○ 和歌山県 日本国土開発・三友工業ＪＶ ダイダン㈱･㈱小向商会 09/10

2157 すすきの団地第一期改修工事 神奈川県 ○ ㈱キャプティ 09/10

2158 新板橋ﾋﾞｭｰﾊｲﾂ 東京都 ○ ㈱タイコー 09/11

2159 ｹｱﾊｳｽ而今の里新築工事 北海道 ○ 坂本建設㈱ ダイダン㈱ 09/11

2160 大岡山ｼﾆｱ住宅 東京都 ○ 東京急行電鉄㈱ 東急建設㈱ 日比谷総合設備㈱ 09/11

2161 烏山南住宅改修 東京都 ○ 田中工業㈱ 09/11

2162 葛西住宅改修工事 東京都 ○ ㈱総和プラント 09/11

2163 ﾓﾅｰｸﾏﾝｼｮﾝ鶴見 神奈川県 ○ ㈱総和プラント 09/11

2164 石神井介護保健施設 東京都 ○ ㈱大柳空調設備 09/11

2165 ｽﾀｰﾂ石神井台3丁目 東京都 ○ ㈱野上設備 09/11

2166 筑波大学改修 茨城県 ○ 浦安工業㈱ 09/11

2167 石岡市立石岡東小学校 茨城県 ○ 暁飯島工業㈱ 09/11

2168 ﾌﾟﾗｳﾄﾞ金町計画 東京都 ○ 野村不動産㈱ ㈱クリマテック 09/11

2169 上福岡計画新築工事　 埼玉県 ○ ㈱クリマテック 09/11

2170 王子ﾊﾟﾚｽ青山改修工事 東京都 ○ ㈱ＴＡＫイーヴァック 09/11

2171 江東区深川江戸資料館 東京都 ○ 櫻井工業㈱ 09/11

2172 川崎桜本計画新築工事 神奈川県 ○ ㈱翔亜 09/11

2173 玉川4丁目ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ ㈱鶴川設備工業 09/11

2174 学校法人明泉学園鶴川高等学校 東京都 ○ 開成住設㈱ 09/11

2175 多摩養護学校改築工事 東京都 ○ 不二熱学工業㈱ 09/11

2176 ﾃﾞｨｱｼﾃｨ赤坂 東京都 ○ ㈱トライテック 09/11

2177 日産自動車本社ﾋﾞﾙ新館改修工事 神奈川県 ○ ㈱西原衛生工業所 09/11

2178 創価学会 第二女性会館 東京都 ○ 斎久工業㈱ 09/11

2179 ｻﾞ･ｻﾝｼｬｲﾝ成城新築工事 東京都 ○ エルゴテック㈱ 09/11

2180 ｱﾃﾞﾗﾝｽ北千住改修工事 東京都 ○ ㈱テクノ菱和 09/11

2181 国立病院機構 新研修ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ 川本工業㈱ 09/11

2182 ｼｵﾉｷﾞ渋谷ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱三晃空調 09/11

2183 平和島ｴｸｼｵ 厨房改修工事 東京都 ○ ㈱三晃空調 09/11

2184 印旛晴山苑増築工事 千葉県 ○ 川本工業㈱ 09/11

2185 ﾄﾞﾙﾐ鶴間改修工事 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 09/11

2186 京葉銀行 幸町事務ｾﾝﾀｰ 千葉県 ○ 日和総合設備㈱ 09/11

2187 新宿三井ﾋﾞﾙ2号館 B2F 東京都 ○ 三機工業㈱ 09/11

2188 新川崎駅前北(B街区)二期 神奈川県 ○ 大成温調㈱ 09/11

2189 勝田胃腸内科外科医院改修工事 和歌山県 ○ ㈱シンコウ設備 09/11

2190 ｸﾞﾘｰﾝｱﾝﾄﾞﾘﾊﾞｰﾎｰﾑ新築工事 岡山県 ○ ㈱中本屋工務店 ㈱中電工 09/12

2191 高知大学物部職員宿舎会館新営工事 高知県 ○ 四国パイプ工業㈱ 09/12

2192 練馬区田柄特別養護老人ﾎｰﾑ 東京都 ○ 丸ノ内工業㈱ 09/12

2193 羽沢二丁目計画 新築工事 東京都 ○ 太陽機設㈱ 09/12

2194 杏林大学付属病院 東京都 ○ ㈱コトブキ設備　 09/12

2195 国立成育医療ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ ㈱三立 09/12

2196 墨田区緑3丁目認可保育所 東京都 ○ 近代住機㈱ 09/12

2197 中葛西5丁目ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ 前田設備工業㈱ 09/12

2198 東京電力㈱熊谷独身寮 埼玉県 ○ ㈱清田工業 09/12

2199 立川市庁舎新築工事 東京都 ○ ㈱公和設備 09/12

2200 築地本願寺改修 東京都 ○ 大橋エアシステム㈱ 09/12
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2201 東工大松風台留学生会館 神奈川県 ○ 田口工業㈱ 09/12

2202 首都大学南大沢 東京都 ○ 誠和技研㈱ 09/12

2203 武蔵小金井南口再開発 東京都 ○ オーエス環境㈱ 09/12

2204 上野学園音楽ﾎｰﾙ棟新築工事 東京都 ○ ㈱三晃空調 09/12

2205 ﾒﾙﾊﾟﾙｸ東京 東京都 ○ 川本工業㈱ 09/12

2206 多摩稲城ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ 川本工業㈱ 09/12

2207 東京逓信病院 東京都 ○ 第一工業㈱ 09/12

2208 ﾛｰﾑつくば増築工事 茨城県 ○ ローム 新菱冷熱工業㈱ 10/01

2209 特別養護老人ﾎｰﾑ高美園給湯改修工事 広島県 ○ ㈱和田組 ㈱中電工 10/01

2210 月島ﾘﾊﾞｰﾊｳｽ改修 東京都 ○ ㈱創栄 10/01

2211 いづみﾊｲﾂ船橋 千葉県 ○ ㈱総和プラント 10/01

2212 ﾄﾞｰﾐｰｲﾝ蘇我給湯改修工事 千葉県 ○ 岩谷産業㈱ 10/01

2213 ｸﾞﾚｲｽ保土ヶ谷改修工事 神奈川県 ○ ㈱アドバンス 10/01

2214 ﾗﾎﾟｰﾙｺﾐｭﾆﾃｨ愛光 千葉県 ○ 櫻井工業㈱ 10/01

2215 綾瀬小学校校舎新築防音工事 東京都 ○ 環境装備㈱ 10/01

2216 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑわかたけ小机 神奈川県 ○ 南設備工業㈱ 10/01

2217 荻窪警察署 東京都 ○ ㈲サイタ工業 10/01

2218 筑波大学附属駒場中･高等学校 茨城県 ○ ㈱ビルドシステム 10/01

2219 獨協医大2階ｵﾍﾟ室改修工事 栃木県 ○ ㈱ヤマト 10/01

2220 三菱ｶﾞｽ化学TTP 東京都 ○ ㈱テクノ菱和 10/01

2221 東京足立病院 東京都 ○ ㈱九電工 10/01

2222 大森赤十字病院 東京都 ○ ㈱朝日工業社 10/01

2223 ｼﾙﾊﾞｰｼﾃｨｰ駒込 東京都 ○ 大成温調㈱ 10/01

2224 前川製作所 茨城県 ○ 住化農業資材㈱ 10/02

2225 茗荷谷駅前再開発 東京都 ○ 鹿島建設㈱ 富士熱学工業㈱ 10/02

2226 京都刑務所保護室棟等新営工事 京都府 ○ ㈱藤井組 影近設備工業㈱ 10/02

2227 大阪刑務所居室棟模様替え工事 大阪府 ○ ㈱志摩設備工業所 10/02

2228 ﾏﾂﾀﾞ東本館改修工事 広島県 ○ 三機工業㈱ 10/02

2229 横須賀市逸見浄水場 神奈川県 ○ 三菱電機ビルテクノサービス㈱ 10/02

2230 ﾔｵｺｰ青梅新築 東京都 ○ セコム東北エンタープライズ㈱ 10/02

2231 ﾒｿﾞﾝﾄﾞｰﾙ高輪 東京都 ○ ㈱創栄 10/02

2232 ㈱川島屋 千葉県 ○ ㈱誠和実業 10/02

2233 西蒲田6丁目渡辺ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ 太陽機設㈱ 10/02

2234 ｲｵﾝ銚子SC新築C工事 千葉県 ○ サン冷機工業㈱ 10/02

2235 ｻﾝｼﾃｨｰ柏改修工事 千葉県 ○ ㈱エキスパート 10/02

2236 板橋駅前計画新築工事 東京都 ○ ㈱ケービーテクノ 10/02

2237 ｻﾝﾏﾝｼｮﾝ鷺沼改修工事 神奈川県 ○ ㈱アドバンス 10/02

2238 わらべや日洋 横浜工場 神奈川県 ○ ㈱柳川工業 10/02

2239 川崎ｱｾﾞﾘｱ 神奈川県 ○ 川本サービス㈱ 10/02

2240 浦和東仲町計画 埼玉県 ○ 竹村総合設備㈱ 10/02

2241 ﾊｰﾍﾞｽﾄ武蔵村山工場新築 東京都 ○ ㈱テクノ菱和 10/02

2242 三菱UFJ駒沢寮 東京都 ○ 大成温調㈱ 10/02

2243 ｼﾝﾒｲ朝霞第2ﾏﾝｼｮﾝ 埼玉県 ○ リフェイスコーポレーション㈱ 10/02

2244 ﾄｯﾊﾟﾝ･ﾎｰﾑｽﾞ滝山工場 東京都 ○ 安藤建設㈱ 新菱冷熱工業㈱ 10/03

2245 赤坂警察署 東京都 ○ 錢高組 川本工業㈱ 10/03

2246 赤坂ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｳｽ 東京都 ○ 赤坂グランドハウス ㈲軍工務店 ㈲菊地総合設備 10/03

2247 関西大学堺ｷｬﾝﾊﾟｽ改修工事 大阪府 ○ ㈱竹中公務店 ㈱大阪城口研究所 10/03

2248 順天堂大学本郷ｷｬﾝﾊﾟｽ 東京都 ○ ㈱三栄 10/03

2249 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ東京 東京都 ○ ナカ工業㈱ 10/03

2250 ｸﾞﾗﾝﾊﾟﾃｨｵｽ幕張 千葉県 ○ サン冷機㈱ 10/03
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2251 高瀬物産㈱千葉支店新築 千葉県 ○ ㈲ステアリスト 10/03

2252 東大付属病院 東京都 ○ 保全設備㈱ 10/03

2253 ｷｭｰﾋﾟｰﾀﾏｺﾞ成田工場 千葉県 ○ ㈱ラプツ 10/03

2254 東京芸術大学音楽学部4号館 東京都 ○ ㈱ビルドシステム 10/03

2255 天現寺伽藍新築工事 東京都 ○ 竹村総合設備㈱ 10/03

2256 富国生命本社ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 東伸工業㈱ 10/03

2257 東京ガス荏原ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱キャプティ 10/03

2258 玉川高島屋改修工事 東京都 ○ 西原工事㈱ 10/03

2259 恒陽千石ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ ㈱トライテック 10/03

2260 東京ｵﾍﾟﾗｼﾃｨ 東京都 ○ 三建設備工業㈱ 10/03

2261 ﾃﾞｨｱｼﾃｨ赤坂東館 東京都 ○ ㈱テクノ菱和 10/03

2262 慶應(日吉)図書館棟改修 神奈川県 ○ ㈱城口研究所 10/03

2263 三菱東京UFJ銀行巣鴨支店 東京都 ○ ㈱レックコンストラクション 10/03

2264 吉祥寺ﾋﾞｭｰﾊｲﾂ 東京都 ○ ㈱総和プラント 10/03

2265 菱進銀座ｲｰｽﾄﾐﾗｰﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱細田管工 10/03

2266 双葉電子工業長生工場 千葉県 ○ ㈲藤光設備 10/03

2267 浅草橋京急ﾋﾞﾙ新築工事 東京都 ○ 清和産業㈱ 10/03

2268 多摩区長沢Sﾋﾞﾙ新築工事 神奈川県 ○ ㈱アクアテック 10/03

2269 国際親善総合病院 神奈川県 ○ ㈲京和設備 10/03

2270 荏原ﾕｰｼﾞﾗｲﾄ 東京都 ○ ㈱ビオン工業 10/03

2271 横須賀市池田町計画 神奈川県 ○ 六興電気㈱ 10/03

2272 流山おおたかの森D86街区 千葉県 ○ ジャパンエンジニアリング㈱ 10/03

2273 介護老人福祉施設ｳﾞｨﾗ南本宿 神奈川県 ○ 竹村総合設備㈱ 10/03

2274 東京ﾒﾄﾛ千代田線西日暮里駅 東京都 ○ 豊和工業㈱ 10/03

2275 東京ﾒﾄﾛ東西線東陽町駅 東京都 ○ 豊和工業㈱ 10/03

2276 ｴﾑｴｰ深沢 東京都 ○ ㈱環境装備エヌエスイー 10/03

2277 武蔵小山駅前 東京都 ○ 横河東亜工業㈱ 10/03

2278 富士多摩ﾋﾞﾙ増床工事 東京都 ○ ㈱西原衛生工業所 10/03

2279 UN大手町 東京都 ○ ダイダン㈱ 10/03

2280 ﾃｨｯﾌﾟﾈｽ国分寺 東京都 ○ 日本ファシリオ㈱ 10/03

2281 ﾒｿﾞﾝ代官山 東京都 ○ リフェイスコーポレーション㈱ 10/03

2282 東加古川ﾊｲﾀｳﾝ改修工事 兵庫県 ○ 斎久工業㈱ 10/04

2283 ﾀﾞｲﾔﾊｲﾂ西早稲田 東京都 ○ ㈱西田工業 10/04

2284 荒川警察署改修工事 東京都 ○ ㈱エキスパート 10/04

2285 ｽﾀｰﾂ中野坂上 東京都 ○ ㈱野上設備 10/04

2286 和光園ｹｱｾﾝﾀｰ 東京都 ○ ㈱藤盛興業所 10/04

2287 銀座6丁目ﾋﾞﾙ新築工事 東京都 ○ ㈱伸栄工事 10/04

2288 都立産業技術ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ 東京都 ㈱フジタ ㈱日立プラントテクノロジー 10/05

2289 北野ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 大阪府 ○ 清水建設㈱ 高砂熱学工業㈱ 10/05

2290 国立大牟田病院 福岡県 ○ ㈱中電工 10/05

2291 わらべや日洋 相模原工場 神奈川県 ○ ㈱柳川工業 10/05

2292 逗子ﾏﾘｰﾅ改修工事 神奈川県 ○ 大橋エアシステム㈱ 10/05

2293 経済産業省総合庁舎改修工事 東京都 ○ 東伸工業㈱ 10/05

2294 日本橋三越 東京都 ○ 横河東亜工業㈱ 10/05

2295 小豆沢病院改修工事 東京都 ○ ㈱テクノ菱和 10/05

2296 慈雲堂内科病院 東京都 ○ ㈱テクノ菱和 10/05

2297 ﾅｲｽ新羽町計画新築工事 東京都 ○ 六興電気㈱ 10/05

2298 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑゆりの木苑 千葉県 ○ ㈲ステアリスト 10/05

2299 三菱重工(株)横浜製作所 神奈川県 ○ 都市総合エンジニアリング㈱ 10/05

2300 大宮大門ﾋﾞﾙ新築工事 埼玉県 ○ 光進㈱ 10/05
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2301 ﾔｵｺｰ草加店 埼玉県 ○ セコム東北エンタープライズ㈱ 10/05

2302 渋谷鶯谷計画 東京都 ○ ㈱藤田工業 10/05

2303 蒲田5丁目計画新築工事 東京都 ○ ㈲中川設備工業 10/05

2304 仲手原1丁目計画 神奈川県 ○ ㈱第三設備 10/05

2305 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ寺田 東京都 ○ ＵＲ都市機構 日本設備工業㈱ 10/06

2306 東京海上日動能力開発ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ 清水建設㈱ 高砂熱学工業㈱ 10/06

2307 和歌山生協病院 和歌山県 ○ 清水建設㈱ 東洋熱工業㈱ 10/06

2308 ｳﾞｨﾗ町田 東京都 ○ 三生設備㈱ 10/06

2309 湯島二丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都 ○ ㈲三協設備 10/06

2310 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ綾瀬 東京都 ○ ㈱フジミ 10/06

2311 ﾏﾘﾓ川崎遠藤町新築 神奈川県 ○ 山本設備機工㈱ 10/06

2312 ひばりが丘2丁目計画 東京都 ○ 経塚工業㈱ 10/06

2313 相模原南病院外部給湯管改修工事 神奈川県 ○ ㈱ダイダン 10/06

2314 銀座MTRﾋﾞﾙ新館改修工事 東京都 ○ 大成設備㈱ 10/06

2315 ﾄｵｶﾂﾌｰｽﾞ横浜鶴見工場新築 神奈川県 ○ ㈱テクノ菱和 10/06

2316 ｱﾃﾞﾗﾝｽ本社ﾋﾞﾙ改修工事 東京都 ○ ㈱テクノ菱和 10/06

2317 ｱｽﾞﾊｲﾑ南浦和 埼玉県 ○ 大成温調㈱ 10/06

2318 三井2号館低層階空調改修工事 東京都 ○ 新日本空調㈱ 10/07

2319 富家千葉病院 改修 千葉県 ○ ㈱アペックエンジニアリング 10/07

2320 銀座6丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都 ○ 保全設備㈱ 10/07

2321 板橋駅前計画 東京都 ○ ㈱太平エンジニアリング 10/07

2322 ｷｯﾁﾝﾗﾝﾄﾞ湘南 神奈川県 ○ 都市総合エンジニアリング㈱ 10/07

2323 石岡東小学校 茨城県 ○ 暁飯島工業㈱ 10/07

2324 特別養護老人ﾎｰﾑ氷取沢 神奈川県 ○ 山本電気水道㈱ 10/07

2325 藤和ｼﾃｨｰｺｰﾌﾟ宮前平 神奈川県 ○ ㈱ラプツ 10/07

2326 横浜市立大学付属病院 神奈川県 ○ 万里設備㈱ 10/07

2327 中川中央ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事 神奈川県 ○ 横浜エンジニアリング㈱ 10/07

2328 東京ﾒﾄﾛ日比谷線小伝馬町改修 東京都 ○ 豊和工業㈱ 10/07

2329 南雪谷2丁目計画　 東京都 ○ ㈱石倉組 10/07

2330 宮前平ﾛｲﾔﾙﾊﾟﾚｽ 神奈川県 ○ リフェイスコーポレーション㈱ 10/07

2331 浦和東仲町計画 新築工事 埼玉県 ○ 竹村総合設備㈱ 10/07

2332 慈恵医大第三病院改修工事 東京都 ○ 大成設備㈱ 10/07

2333 ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ別館改修工事 東京都 ○ ㈱西原衛生工業所　 10/07

2334 東京都医学系研究所Ⅱ期工事 東京都 ○ 川本工業㈱ 10/07

2335 明大駿河台C地区整備計画 東京都 ○ 川本工業㈱ 10/07

2336 青山ｾﾌﾞﾝﾊｲﾂ給水設備改修 東京都 ○ 川本工業㈱ 10/07

2337 伊藤病院改修工事 東京都 ○ 東洋熱工業㈱ 10/07

2338 たのしい家木川東新築工事 大阪府 ○ 豊和開発㈱ 島設備工業㈱ 10/08

2339 川口さくら病院 埼玉県 ○ ㈱アルマ　 10/08

2340 ﾔｵｺｰ佐倉染井野店新築工事 千葉県 ○ セコム東北エンタープライズ㈱ 10/08

2341 武蔵大学2号館改修 東京都 ○ ㈱野上設備 10/08

2342 白糸台2丁目計画 東京都 ○ 横浜エンジニアリング㈱ 10/08

2343 八王子法政大学 東京都 ○ ㈱創進設備 10/08

2344 帝京科学大学千住ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 東京都 ○ ㈱ヤマト 10/08

2345 横浜労災病院 改修工事 神奈川県 ○ ダイダン㈱ 10/08

2346 三菱UFJ浦安寮 千葉県 ○ 大成温調㈱ 10/08

2347 理研ﾋﾞﾀﾐﾝ(株)千葉工場 千葉県 ○ 日和総合設備㈱ 10/08

2348 ﾄｵｶﾂﾌｰｽﾞ山北工場 神奈川県 ○ ㈱テクノ菱和 10/08

2349 東京証券取引所 東京都 ○ 須賀工業㈱ 10/08

2350 高島平ﾌﾟｰﾙ大規模改修工事 東京都 ○ 富士熱学工業 10/09
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2351 ﾏﾂﾀﾞ小磯寮改修工事 広島県 ○ ㈱大方工業所 10/09

2352 大多喜病院 千葉県 ○ ㈲ステアリスト 10/09

2353 沼影1丁目共同住宅 埼玉県 ○ 大宮管工㈱ 10/09

2354 玉川駒澤大学弓道棟 東京都 ○ 大橋エアシステム 10/09

2355 横須賀共済病院改修 神奈川県 ○ ダイダン㈱ 10/09

2356 三菱UFJ信託銀行港南ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱九電工 10/09

2357 四谷保育園 東京都 ○ 池田煖房工業㈱ 10/09

2358 霧が丘ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝ 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 10/09

2359 ﾆｭｰｳｪﾙﾊｲﾂ第2三軒茶屋 東京都 ○ 川本工業㈱ 10/09

2360 杉田大谷団地 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 10/09

2361 練馬区立田柄第三小学校 東京都 ○ 日和総合設備㈱ 10/09

2362 坂ノ市市民ｾﾝﾀｰ 大分県 ○ 但馬設備工業 10/10

2363 白龍保育園新築工事 兵庫県 ○ 上林建設㈱ イイダセツビ㈱ 10/10

2364 第一病院増改築工事 愛媛県 ○ 大成建設㈱ 高砂熱学工業㈱ 10/10

2365 興和築地ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈲増田工業所 10/10

2366 千田6共同住宅新築工事 東京都 ○ 太陽機設㈱ 10/10

2367 大和証券 多摩研修ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ 誠和技研㈱ 10/10

2368 笹塚2丁目ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ 大成温調㈱ 10/10

2369 大田病院建替二期 東京都 ○ 不二熱学工業㈱ 10/10

2370 ｾﾌﾞﾝｽﾀｰﾏﾝｼｮﾝ五反田 東京都 ○ 池田煖房工業㈱ 10/10

2371 ｴｸｾﾚﾝｽ横浜 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 10/10

2372 都立大ｵｰｸﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ アローズ設備㈱ 10/10

2373 ﾎﾃﾙﾏﾘｵﾝⅡ 埼玉県 ○ ケイヨー水工㈱ 10/10

2374 ｶｰｻ花咲新築工事 大阪府 ○ 清水建設㈱ 第一設備工業㈱ 10/11

2375 同志社香里中･高校創立60周年記念第1期工事 大阪府 ○ 戸田建設㈱ 若林設備工業㈱ 10/11

2376 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ㈱技術総務ｾﾝﾀｰ旧東館更新工事 大阪府 ○ ㈱八神 10/12

2377 ﾎﾝﾀﾞﾃｸﾆｶﾙｶﾚｯｼﾞ4号館建設 大阪府 ○ ㈱浅沼組 ダイダン㈱ 10/12

2378 BLISSぶらくり改修工事 和歌山県 ○ 清水建設㈱ ㈱小向商会 10/12

2379 安芸高田市給食ｾﾝﾀｰ新築工事 広島県 ○ ㈱中電工 10/12

2380 ｱｽﾃﾗｽ製薬新5号館新築 茨城県 ○ 鹿島建設㈱ 高砂熱学工業㈱ 10/12

2381 帝京大学板橋ｷｬﾝﾊﾟｽ新築現場 東京都 ○ 須賀･ヤマトJV 10/12

2382 ｸﾞﾚｲｽﾛﾜ武庫之荘新築工事 兵庫県 ○ 中村工業㈱ 11/01

2383 八尾市立山本小学校校舎新築工事 大阪府 ○ ㈱本間組 中央設備エンジニアリング㈱ 11/01

2384 ﾏｲﾎｰﾑ晴海 東京都 ○ サンセツ 11/01

2385 富士通中原体育館改修工事 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 11/01

2386 越谷ﾌｧﾐﾘｰﾀｳﾝ更新工事 埼玉県 ○ 川本工業㈱ 11/01

2387 天王町ｽｶｲﾊｲﾂ改修工事 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 11/01

2388 大和中央林間計画新築工事 神奈川県 ○ 東洋熱工業㈱ 11/01

2389 相鉄ﾌﾚｯｻｲﾝ芝大門 東京都 ○ 六興電気㈱ 11/01

2390 筑波大学平砂学生宿舎6号棟 茨城県 ○ 協栄工業㈱･六興電気㈱ 11/01

2391 千葉廣済堂ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 千葉県 ○ ㈱三栄 11/01

2392 西新小岩4丁目集合住宅 東京都 ○ 前田設備工業㈱ 11/01

2393 相互印刷紙器(株)東金工場 千葉県 ○ ㈱精研 11/01

2394 平塚市黒部丘計画 神奈川県 ○ ジャパン･エンヂニアリング㈱ 11/01

2395 ｳﾞｧﾛｰﾚ上池台新築工事 東京都 ○ 太陽機設㈱ 11/01

2396 金沢文庫ﾊﾟｰｸﾊｲﾂ改修 神奈川県 ○ ㈱アクトエンジニアリング 11/01

2397 昭和大学病院 入院棟改修工事 東京都 ○ ㈱翔亜 11/01

2398 横浜国立大学電子情報工学棟 神奈川県 ○ ㈱進和 11/01

2399 みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行･杉並寮 東京都 ○ 横山設備工業㈱ 11/01

2400 小金井病院 旧館改修工事 東京都 ○ 金子設備工業 11/01
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2401 ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽ高井戸店新築工事 東京都 ○ 伸幸工業㈱ 11/01

2402 東京大学駒場ｷｬﾝﾊﾟｽ 東京都 ○ 高砂熱学工業㈱ 11/01

2403 ﾌﾟﾗｳﾄﾞ名東Ⅲ 愛知県 ○ 野村不動産㈱ 安田㈱ 11/02

2404 札幌丸井今井大通り館給水管更新工事 北海道 ○ ㈱三冷社 11/02

2405 有馬ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ中の坊瑞苑 兵庫県 ○ ㈲有馬設備 11/02

2406 老人ﾎｰﾑ百楽荘機械室改修工事 広島県 ○ ㈱中岡総合電設 11/02

2407 鷺宮6丁目計画新築工事 東京都 ○ 新日本建設 川本工業㈱ 11/02

2408 下永谷ﾌﾗﾜｰﾏﾝｼｮﾝ新築 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 11/02

2409 ﾎﾞﾝｾｼﾞｭｰﾙ野田新築工事 千葉県 ○ ㈲ステアリスト 11/02

2410 ｱﾙﾌｧｸﾞﾗﾝﾃﾞ葛西5番街 東京都 ○ ㈱エキスパート 11/02

2411 東京電力㈱希望ヶ丘独身寮　 神奈川県 ○ ㈱清田工業 11/02

2412 ｸﾞﾚｰｽ高輪 東京都 ○ ㈱総和プラント 11/02

2413 社会福祉法人愛隣会調理部 東京都 ○ ナカ工業 11/02

2414 首都高速 清新町入口 東京都 ○ 矢野新空調㈱ 11/02

2415 西片2丁目保育園 東京都 ○ 太陽機設㈱ 11/02

2416 筑波大学平砂学生宿舎 茨城県 ○ 協栄工業㈱ 11/02

2417 横浜市大医学部空調設備改修工事 神奈川県 ○ 山本電気水道㈱ 11/02

2418 緑が丘2丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都 ○ ㈱昌工 11/02

2419 片平地内特別養護老人ﾎｰﾑ新築 神奈川県 ○ 大同産業㈱ 11/02

2420 梅丘1丁目計画新築工事 東京都 ○ ㈱スターツ 横浜エンジニアリング㈱ 11/02

2421 東京ｶﾞｽ大森ｸﾞﾗﾝﾄﾞ合宿所 東京都 ○ ㈱キャプティ 11/02

2422 川越ｽﾄｰｸﾏﾝｼｮﾝ 埼玉県 ○ ㈱奥山設備 11/02

2423 葵の園 向島 東京都 ○ ㈱関電工 11/02

2424 虎ノ門六本木地区再開発計画 東京都 ○ 大成建設㈱ 三建設備工業㈱ 11/02

2425 中央合同庁舎6号館A棟空調設備 東京都 ○ 新菱冷熱工業㈱ 11/02

2426 ｴｽｴｽﾃﾞﾘｶﾎﾟﾝﾌﾟ設置工事 千葉県 ○ 日本ファシリオ㈱ 11/02

2427 ｱｺﾙﾃﾞ代々木上原 東京都 ○ 大成温調㈱ 11/02

2428 経済産業省総合庁舎改修 東京都 ○ 須賀工業㈱ 11/02

2429 東洋建設第一津田沼寮 千葉県 ○ ケイヨー水工㈱ 11/02

2430 嵐山ﾎﾃﾙ新築工事 京都府 ○ 戸田建設㈱ 三菱電機ビルテクノサービス㈱ 11/03

2431 ﾋﾞﾗﾃﾞｽﾄ今津改修工事 滋賀県 ○ ㈱京栄 11/03

2432 やわらぎの里清和台第Ⅱ特別養護老人ﾎｰﾑ 兵庫県 ○ ㈱鍛冶田工務店 スミセツエンジニアリング㈱ 11/03

2433 神戸市外国語大学給水改修工事 兵庫県 ○ ㈱本庄商会 11/03

2434 東京北社会保険病院 東京都 ○ ケイヨー水工㈱ 11/03

2435 第三北品川病院 東京都 ○ ㈱野上設備 11/03

2436 堀切中央病院 東京都 ○ ㈱トライテック 11/03

2437 ﾀﾆﾀ改修工事 東京都 ○ 東京ダイヤエアコン㈱ 11/03

2438 特別養護老人ﾎｰﾑ東が丘 東京都 ○ 穴沢汽缶工業㈱ 11/03

2439 ｺﾝﾌｫｰﾙ松原団地第7住宅 埼玉県 ○ 竹村総合設備 11/03

2440 ｲｹｱ新三郷店 埼玉県 ○ IKEA ㈱ヤマト 11/03

2441 玉川病院本館3階西棟改修工事 東京都 ○ 東洋熱工業㈱ 11/03

2442 横浜こども専門学校 神奈川県 ○ 関東冷機㈱ 11/03

2443 京王ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ本館改修工事 東京都 ○ ㈱西原衛生工業所 11/03

2444 ﾋﾙﾄﾝ東京ﾍﾞｲﾎﾃﾙ 千葉県 ○ 須賀工業㈱ 11/03

2445 日産教育ｾﾝﾀｰ第3実習棟 神奈川県 ○ 大成温調㈱ 11/03

2446 緑風苑 和歌山県 ○ 不二熱学工業㈱ 11/04

2447 ﾌﾟﾗｳﾄﾞ共和東新町新築工事 愛知県 ○ 矢作建設工業㈱ 安田㈱ 11/04

2448 六本木1丁目南地区再開発 東京都 ○ ㈱藤田工業 11/04

2449 南雪谷二丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都 ○ 六興電気㈱ 11/04

2450 常陸那珂事務本館空調修理工事 茨城県 ○ ㈱清田工業 11/04
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2451 CONOE赤坂丹後町 東京都 ○ 明和設備㈱ 11/04

2452 杉並区荻窪4丁目計画 東京都 ○ 菱栄設備工業㈱ 11/04

2453 ﾗｲｵﾝｽﾞ北赤羽新築工事 東京都 ○ ㈱下田商会 11/04

2454 昭和町ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ 東京都 ○ アローズ設備㈱ 11/04

2455 新座市東北2丁目計画 埼玉県 ○ ㈱レックコンストラクション 11/04

2456 台東区立台東病院 東京都 ○ ㈱ヤマト 11/04

2457 日本銀行横浜支店 神奈川県 ○ ダイダン㈱ 11/04

2458 藤和ﾗｲﾌﾞﾀｳﾝ鎌倉七里ヶ浜 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 11/04

2459 金沢文庫ﾊﾟｰｸﾌｫﾚｽﾄ 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 11/04

2460 住友商事八重洲ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 東洋熱工業㈱ 11/04

2461 中銀ﾗｲﾌｹｱ梅園台16号 静岡県 ○ ㈱平和エアテック 11/05

2462 ｼｬｰﾌﾟ亀山第一工場改修 三重県 ○ 新菱冷熱工業㈱ 11/05

2463 夙川U邸新築工事 兵庫県 ○ 鹿島建設㈱ ㈱明和工務店 11/05

2464 ｼﾃｨﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ田辺 和歌山県 ○ ㈲総合設備トライ 11/05

2465 ﾏﾂﾀﾞ東地区組立B棟 広島県 ○ 新日本空調㈱ 11/05

2466 特老美郷改修 東京都 ○ 松井建設㈱ 日本ファシリオ㈱ 11/05

2467 特別養護老人ﾎｰﾑ ちとせ 千葉県 ○ ㈱アペックエンジニアリング 11/05

2468 国立療養所多摩全生園 東京都 ○ ㈱アサカ施設 11/05

2469 ﾔｵｺｰ船橋三山店新築工事 千葉県 ○ セコム東北エンタープライズ㈱ 11/05

2470 潮見2丁目PJ新築工事 東京都 ○ 太陽機設㈱ 11/05

2471 目黒区目黒本町6丁目ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ ㈲サイタ工業 11/05

2472 ｻﾞ･ﾗｲｵﾝｽﾞ横濱山下町 神奈川県 ○ 櫻井工業㈱ 11/05

2473 中野新井2丁目新築工事 東京都 ○ 経塚工業㈱ 11/05

2474 ｺﾛﾜｲﾄﾞMD神奈川工場 東京都 ○ ㈱関電工 11/05

2475 市川総合病院改修工事 千葉県 ○ ㈱サンテック 11/05

2476 指扇病院 埼玉県 ○ ㈱テクノ菱和 11/05

2477 牧病院立替え増築工事 北海道 ○ ㈱朝日工業社 11/06

2478 関西電力㈱姫路第二発電所設備更新工事 兵庫県 ○ 清水・大本・神埼ＪＶ ㈱きんでん 11/06

2479 くみのき苑ゆらら新築工事 大阪府 ○ ㈱鴻池組 鳳工業㈱ 11/06

2480 東京ﾐｯﾄﾞﾍﾞｲ勝どき 東京都 ○ 長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 大成温調㈱ 11/06

2481 ｻﾝｼﾃｨｰ高槻第二期工事 大阪府 ○ ㈱大林組 斎久工業㈱ 11/07

2482 上大岡ｾﾝﾄﾗﾙﾊｲﾂ 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 11/07

2483 特老ｼﾝﾌｫﾆｱ 東京都 ○ 日本ファシリオ㈱ 11/07

2484 大田区本羽田計画 東京都 ○ 長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱キャプティ 11/07

2485 志村第二中学校改修 東京都 ○ さかえ設備㈱ 11/07

2486 AP八潮新築工事 埼玉県 ○ 阿波工業㈱ 11/07

2487 北小岩ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 東京都 ○ 前田設備工業㈱ 11/07

2488 豊島区高松2丁目新築工事 東京都 ○ ㈱東尚産業 11/07

2489 宮久保幼稚園増新築工事 千葉県 ○ イチコー工業㈱ 11/07

2490 総合福祉施設 しゃんぐりら 神奈川県 ○ 山本電気水道㈱ 11/07

2491 秀和目黒駅前ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ改修工事 東京都 ○ 東洋ビルサービス㈱ 11/07

2492 東西線南行徳駅 千葉県 ○ 豊和工業㈱ 11/07

2493 練馬区富士見台3丁目計画 東京都 ○ ㈱中央建築設備 11/07

2494 ｵｰﾍﾞﾙ赤羽北新築工事 東京都 ○ ㈱協和日成 11/07

2495 自由学園女子部食堂耐震補強工事 東京都 ○ 東京ダイヤエアコン㈱ 11/07

2496 中央大学後楽園ｷｬﾝﾊﾟｽ 東京都 ○ ㈱クリマテック 11/07

2497 稲毛海岸5丁目計画 千葉県 ○ ㈱クリマテック 11/07

2498 大宮武蔵野高校 特別教室棟 埼玉県 ○ ㈱荒井興業 11/07

2499 日陸 横浜物流ｾﾝﾀｰ 神奈川県 ○ ㈱テクノ菱和 11/07

2500 ｱﾐﾃｨ鶴間改修 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 11/07
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2501 月島ﾎｰﾑｽﾞ改修 東京都 ○ 野村リビングサポート㈱ 積水アクアシステム㈱ 11/08

2502 東京歯科大学改修 東京都 ○ ㈱西原衛生工業所 11/08

2503 東洋ｸﾛｽ㈱樽井事業所増設 大阪府 ○ 東洋クロス㈱ 東洋紡ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ダイダン㈱ 11/08

2504 ﾌﾟﾗｳﾄﾞ夙川松下町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 兵庫県 ○ 野村不動産 大鉄工業㈱ 鳳工業㈱ 11/08

2505 ﾃｨｯﾌﾟﾈｽ大泉学園 東京都 ○ 日本ファシリオ㈱ 11/08

2506 日本獣医生命科学大学 東京都 ○ ㈱ＴＡＫイーヴァック 11/08

2507 ﾀｼﾞﾏﾔ臨海町 東京都 ○ ㈱精研 11/08

2508 毛利一丁目ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ 太陽機設㈱ 11/08

2509 ｾｿｰﾙ川崎京町ﾊｲﾗｲｽﾞ 神奈川県 ○ ㈱シーライフ 11/08

2510 ﾆｭｰﾊｳｽ西葛西改修工事 東京都 ○ ㈱トライテック　 11/08

2511 第2万寿園工事増築改修 東京都 ○ ㈱Ｃ.Ｔ.Ｓエンヂニアリング 11/08

2512 首都大学東京荒川ｷｬﾝﾊﾟｽ 東京都 ○ 金澤工業㈱ 11/08

2513 越谷駅東口第一種市街地再開発 埼玉県 ○ 大成温調㈱ 11/08

2514 救心製薬㈱山梨工場新築計画工事 山梨県 ○ 高砂熱学工業㈱ 11/08

2515 宮前平ｽｶｲﾋﾙ改修工事 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 11/08

2516 ｼﾞｰｼｰ板橋 東京都 ○ 東洋熱工業㈱ 11/08

2517 和歌山少年鑑別所 和歌山県 ○ 第一電機設備工業㈱ 11/09

2518 大阪ひがし幼稚園新築工事 大阪府 ○ 学校法人大阪東学園 ㈱錢高組 九櫻設備工業㈱ 11/09

2519 神港園ｼﾙﾋﾞｱｼｮｰﾄｽﾃｨ増築工事 兵庫県 ○ 清水建設㈱ 東洋熱工業㈱ 11/09

2520 渋谷区本町区営住宅新築 東京都 ○ 渋谷区 大和管機工業㈱ 11/09

2521 秀和ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ改修 東京都 ○ ㈱シミズビルライフケア ㈱サンセツ 11/09

2522 ｳｨｰﾝﾍﾞﾙｿﾛ西川口改修 埼玉県 ○ ㈱タイコー 11/09

2523 ﾊｲﾗｰｸ田無改修 東京都 ○ ㈱エサキエンタープライズ 11/09

2524 代官山ｼﾃｨﾊｳｽ 東京都 ○ ㈱ケイアド　 11/09

2525 埼玉医科大学総合医療ｾﾝﾀｰ 埼玉県 ○ ㈱アステック 11/09

2526 浅草ﾎﾃﾙ 新築工事 東京都 ○ 太陽機設㈱ 11/09

2527 法典公民館改修 千葉県 ○ 明正工業㈱ 11/09

2528 池田山の家 新築工事 東京都 ○ 南設備工業㈱ 11/09

2529 日吉ﾊﾟｰﾙﾊｲﾂ改修 神奈川県 ○ ㈱ラプツ 11/09

2530 成城ｺﾝﾄﾞ 東京都 ○ アローズ設備㈱ 11/09

2531 日本橋三井ﾀﾜｰ改修 東京都 ○ 防長設備機工㈱ 11/09

2532 創価国際友好会館 東京都 ○ 斎久工業㈱ 11/09

2533 名戸ヶ谷病院別館新築工事 千葉県 ○ 関東冷機㈱ 11/09

2534 ｼﾞｭﾝﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ千里丘新築工事 大阪府 ○ ㈱浅沼組 東栄工業㈱ 11/10

2535 大今里老人ｹｱﾎｰﾑ改修工事 大阪府 ○ ㈱シミズ・ビルケアライフ ㈱タカラ商会 11/10

2536 阿倍野ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事 大阪府 ○ ㈱伸和工業 11/10

2537 介護老人保健施設あじさいｶﾞｰﾃﾞﾝ伏見増築･改修工事 京都府 ○ 清水建設㈱ 東洋熱工業㈱ 11/10

2538 柏友会ﾒﾃﾞｨｹｱｾﾝﾀｰ生活支援施設新築工事 大阪府 ○ 安藤建設㈱ 武蔵野工業㈱ 11/10

2539 吉野ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ工場 福岡県 ○ 田中兄弟商会 11/10

2540 かつらぎ町立打田中学校校舎改築工事 和歌山県 ○ ㈱小向商会 11/10

2541 介護老人施設ぬくもり田原本新築工事 奈良県 ○ 村本建設㈱ 大阪エアコン㈱ 11/11

2542 ｼｮｰﾄｽﾃｲ弥生･ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ弥生新築工事 大阪府 ○ 豊和開発㈱ 島設備工業㈱ 11/11

2543 洛和会音羽病院本館改修工事 京都府 ○ ㈱竹中工務店 ㈱かんでんエンジニアリング 11/11

2544 明石仁十病院ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ増築工事 兵庫県 ○ ㈱藤木工務店 武蔵野工業㈱ 11/11

2545 大成苑 福岡県 ○ 日本ファシリオ㈱ 11/11

2546 介護老人施設千里 東京都 ○ ㈱ケービーテクノ 11/11

2547 ｻﾞ･ｽﾃｲﾂ所沢ｱﾙｶﾃﾞｨｱﾝ 埼玉県 ○ ㈱創栄 11/12

2548 橋立小中学校改築 石川県 ○ 富士工業㈱ 11/12

2549 茨木療護園新築工事 大阪府 ○ 大木建設㈱ 不二熱学工業㈱ 11/12

2550 ｽｰﾊﾟｰｼﾙﾊﾞｰﾎｰﾑ泉佐野新築工事 大阪府 ○ 安藤建設㈱ 大阪エアコン㈱ 11/12
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2551 ｲｽﾞﾐﾔ北区樋ノ口町店新築工事 大阪府 ○ 大和ハウス工業㈱ ㈱きんでん 11/12

2552 岡崎自然科学研究機構 愛知県 ○ 東洋熱工業㈱ 11/12

2553 QVCｼﾞｬﾊﾟﾝ幕張本社ﾋﾞﾙ新築工事 千葉県 ○ 清水建設㈱ 新日本空調㈱ 12/01

2554 障害者支援施設青谷学園改築工事 京都府 ○ ㈱竹中工務店 三建設備工業㈱ 12/01

2555 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院新築工事 大阪府 ○ 高松建設㈱ 前田商会 12/01

2556 SK八潮ﾋﾞﾙ 埼玉県 ○ 高塚設備工業㈱ 12/01

2557 西船みどり保育園 千葉県 ○ ㈲大島設備 12/01

2558 大田原赤十字病院 新築工事 栃木県 ○ 明正工業㈱ 12/01

2559 箕輪町3丁目計画 神奈川県 ○ 南設備工業㈱ 12/01

2560 等々力3丁目 東京都 ○ ㈲鈴木設備工業 12/01

2561 麻布霞町ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ 横浜エンジニアリング㈱ 12/01

2562 東洋総業 世田谷営業所 東京都 ○ 東洋総業㈱ 12/01

2563 藤和宮崎台ｺｰﾌﾟ改修工事 神奈川県 ○ ㈱ラプツ 12/01

2564 ﾄﾞﾐｰﾙ烏山 東京都 ○ ㈱ラプツ 12/01

2565 目黒区南1丁目計画 東京都 ○ ㈱ラプツ 12/01

2566 平林ﾊｲﾂ 東京都 ○ ㈱エー･エム･シー 12/01

2567 東京ﾒﾄﾛ 豊洲駅 東京都 ○ 菱熱工業㈱ 12/01

2568 東西線南行徳駅 千葉県 ○ 豊和工業㈱ 12/01

2569 TG新江東ﾋﾞﾙ新築工事 東京都 ○ ㈱中央建築設備 12/01

2570 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ高輪 東京都 ○ ㈱キャプティ 12/01

2571 聖路加国際病院 東京都 ○ 西原工事㈱ 12/01

2572 ｶﾝﾄﾞｰ埼玉営業所内西浦和ﾋﾞﾙ 埼玉県 ○ ㈱ビルドシステム 12/01

2573 医科歯科大学M&Dﾀﾜｰ19階 東京都 ○ ㈱ビルドシステム 12/01

2574 埼玉成恵会病院改修 埼玉県 ○ ㈱ビルドシステム 12/01

2575 高島平9丁目新築工事 東京都 ○ 武蔵野工業㈱ 12/01

2576 東京都議会議事堂1階間仕切工事 東京都 ○ 積水工業㈱ 12/01

2577 志村第二中学校校舎 改修 東京都 ○ さかえ設備㈱ 12/01

2578 東京逓信病院 東京都 ○ 経塚工業㈱ 12/01

2579 鉢山町計画 東京都 ○ 第一工業㈱ 12/01

2580 目黒区下目黒二丁目計画 東京都 ○ 櫻井工業㈱ 12/01

2581 代沢4丁目計画新築工事 東京都 ○ 櫻井工業㈱ 12/01

2582 美竹ﾋﾞﾙﾏﾝｼｮﾝ新築工事 東京都 ○ 櫻井工業㈱ 12/01

2583 首都大荒川ｷｬﾝﾊﾟｽ校舎棟 東京都 ○ 櫻井工業㈱ 12/01

2584 平塚1丁目計画 東京都 ○ 金澤工業㈱ 12/01

2585 ｵｰﾍﾞﾙ北赤羽計画新築工事 東京都 ○ ㈱クリマテック 12/01

2586 台東区本庁舎改修 東京都 ○ ㈱ヤマト 12/01

2587 京橋Tﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱ヤマト 12/01

2588 椿山荘改修工事 東京都 ○ ダイダン㈱ 12/01

2589 日本銀行横浜支店衛生設備改修 神奈川県 ○ ダイダン㈱ 12/01

2590 三菱東京UFJ銀行上石神井支店 東京都 ○ ㈱レックコンストラクション 12/01

2591 丸の内ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 東京都 ○ 三建サービス工事㈱ 12/01

2592 荏原7丁目区営住宅耐震改修 東京都 ○ 新菱冷熱工業㈱ 12/01

2593 名戸ケ谷病院2011本院改修 千葉県 ○ 関東冷機㈱ 12/01

2594 ﾃｨｯﾌﾟﾈｽ国領店 東京都 ○ ㈱城口研究所 12/01

2595 特別養護老人Hｼﾝﾌｫﾆｱ 東京都 ○ 日本ファシリオ㈱ 12/01

2596 東京ｲｰｽﾄ21 東京都 ○ 新日空サービス㈱ 12/01

2597 東京歯科大学本館改修 千葉県 ○ ㈱西原衛生工業所 12/01

2598 全日空㈱機体ﾒﾝﾃﾅﾝｽｾﾝﾀ 東京都 ○ ㈱西原衛生工業所 12/01

2599 ｱｽﾃｨﾙ新橋ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱朝日工業社 12/01

2600 高輪静岡銀行寮 東京都 ○ ㈱九電工 12/01
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2601 日本科学未来館 東京都 ○ ㈱九電工フレンドリー 12/01

2602 ﾎﾃﾙﾒｯﾂツ渋谷 東京都 ○ 須賀工業㈱ 12/01

2603 湘南鎌倉病院作業所 神奈川県 ○ 須賀工業㈱ 12/01

2604 多摩青葉病院 東京都 ○ 大成温調㈱ 12/01

2605 小田急ﾊﾞｽ武蔵境ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 大成温調㈱ 12/01

2606 狭山市駅西口第一種市街再開発 埼玉県 ○ 大成温調㈱ 12/01

2607 越谷再開発 埼玉県 ○ 大成温調㈱ 12/01

2608 大妻久我山寮計画 東京都 ○ 川本工業㈱ 12/01

2609 山下公園ﾊｲﾂ 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 12/01

2610 ｼﾞｮｲﾃﾙ目黒 東京都 ○ 川本工業㈱ 12/01

2611 ﾊﾟﾛｽ大倉山直結増圧給水工事 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 12/01

2612 国立東4丁目計画新築工事 東京都 ○ 川本工業㈱ 12/01

2613 ﾔﾏｲﾁ騎西城南産業団地倉庫 埼玉県 ○ 川本工業㈱ 12/01

2614 ｾﾌﾞﾝ倶楽部蛎殻町新築 東京都 ○ ㈱テクノ菱和 12/01

2615 松丸ｸﾞﾙｰﾌﾟ本社ﾋﾞﾙ 千葉県 ○ クリエイト㈱ 12/01

2616 ﾌﾟﾗｳﾄﾞ植田新築工事 愛知県 ○ 三井住友建設 安田㈱ 12/02

2617 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾎﾃﾙ明石改修工事 兵庫県 ○ 三機工業㈱ 12/02

2618 聖ﾏﾘｱ病院ｴﾏｵ館改修工事 兵庫県 ○ ダイダン㈱ 12/02

2619 乙訓消防組合長岡京署新築工事 京都府 ○ 清水建設㈱安井杢JV 影近設備工業㈱ 12/02

2620 楊貴館ﾎﾃﾙ増改築工事 山口県 ○ ㈱安成工務店 ㈲古田設備工業 12/02

2621 ｼｬﾄｰ赤坂台 東京都 ○ ㈱タイコー 12/02

2622 ﾎﾃﾙｱﾊﾞﾝﾃ改修工事 東京都 ○ ケイヨー水工㈱ 12/02

2623 練馬中村南二丁目計画 東京都 ○ 六興電気㈱ 12/02

2624 川崎区出来野計画新築 神奈川県 ○ 六興電気㈱ 12/02

2625 BROS本八幡改修工事 千葉県 ○ 京葉設備建設㈱ 12/02

2626 ﾗｲﾌ府中中河原店 東京都 ○ ㈱アペックエンジニアリング 12/02

2627 警視庁清和住宅 東京都 ○ ヒラタ工業㈱ 12/02

2628 綾瀬運輸区新築工事 東京都 ○ 三喜工業㈱ 12/02

2629 ﾊﾟﾛｽ本駒込 東京都 ○ ㈱総和プラント 12/02

2630 第2ﾒｿﾞﾝ清瀬 東京都 ○ ㈱総和プラント 12/02

2631 金町ｽｶｲﾊｲﾂ 東京都 ○ ㈱東京トルネード 12/02

2632 入船西ｴｽﾃｰﾄ住宅給水ﾎﾟﾝﾌﾟ 千葉県 ○ ジャパン･エンヂニアリング㈱ 12/02

2633 鶴見区市場下町計画新築工事 神奈川県 ○ ジャパン･エンヂニアリング㈱ 12/02

2634 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ東京 東京都 ○ ナカ工業㈱ 12/02

2635 ﾔｵｺｰ稲毛海岸店新築工事 千葉県 ○ セコム東北エンタープライズ㈱ 12/02

2636 天沼ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ 東京都 ○ 三光エンジニアリング㈱ 12/02

2637 大崎ﾆｭｰｼﾃｨｰ1号館 東京都 ○ 三光エンジニアリング㈱ 12/02

2638 両国㈱ﾌｼﾞｳﾗﾏﾝｼｮﾝ新築 東京都 ○ 太陽機設㈱ 12/02

2639 NTT東綾瀬改修工事 東京都 ○ 浦安工業㈱ 12/02

2640 すみれ保育園 神奈川県 ○ 川村工業㈱ 12/02

2641 1号棟筑波大学春日宿舎 茨城県 ○ 暁飯島工業㈱ 12/02

2642 追越22号棟筑波大学 茨城県 ○ 暁飯島工業㈱ 12/02

2643 生田8丁目計画 神奈川県 ○ ㈲中川設備工業 12/02

2644 羽田空港第一旅客ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱桜巳 12/02

2645 ﾅｲｽｱｰﾊﾞﾝ西鶴間4丁目 神奈川県 ○ ㈱下田商会 12/02

2646 日本抵抗器南大井3丁目 東京都 ○ 横浜エンジニアリング㈱ 12/02

2647 EFGビル便所改修工事 東京都 ○ ㈱進和 12/02

2648 中銀衣笠ﾏﾝｼｮﾝ改修工事 神奈川県 ○ 東洋ユニオン㈱ 12/02

2649 藤和宮崎台ｺｰﾌﾟ改修工事 神奈川県 ○ ㈱ラプツ 12/02

2650 ﾆｭｰｳｴﾙｺｰﾄ宮前平 神奈川県 ○ ㈱ラプツ 12/02
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2651 目黒区南1丁目計画 東京都 ○ ㈱アクアテック 12/02

2652 瀧島ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ ㈱アクアテック 12/02

2653 日本生命川崎ﾋﾞﾙ 神奈川県 ○ ㈲京和設備 12/02

2654 ｺｸﾖ小岩寮 東京都 ○ ㈱キャプティ 12/02

2655 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊｲﾑ祐天寺 東京都 ○ ㈱中央建築設備 12/02

2656 ﾌﾟﾚﾐｽﾄ稲毛海岸 千葉県 ○ ㈱キャプティ 12/02

2657 阿佐ヶ谷東保育所 東京都 ○ 西武設備㈱ 12/02

2658 町田市庁舎新築工事 東京都 ○ 福本設備工業㈱ 12/02

2659 武蔵岡中学校 東京都 ○ ㈱鶴川設備工業 12/02

2660 都立北地区総合学科高校 東京都 ○ 富士熱学工業㈱ 12/02

2661 味の素西工場31号室 神奈川県 ○ ㈱協和日成 12/02

2662 ﾗｲｵﾝ㈱平井事業所 東京都 ○ ㈱協和日成 12/02

2663 戸山保育園改修工事 東京都 ○ 日本プラミング㈱ 12/02

2664 第2光の原保育園新築工事 東京都 ○ 東京ダイヤエアコン㈱ 12/02

2665 筑波大学中央機械室 茨城県 ○ ㈱ビルドシステム 12/02

2666 みずほ銀行渋谷事務ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ 武蔵野工業㈱ 12/02

2667 板橋区立志村第一中学校 東京都 ○ さかえ設備㈱ 12/02

2668 高島平9丁目新築工事 東京都 ○ 積水工業㈱ 12/02

2669 狛江第二中学校屋内運動場 東京都 ○ 竹村総合設備㈱ 12/02

2670 K2桜丘ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱リーブス 12/02

2671 広尾ﾎｰﾑｽﾞ 東京都 ○ 櫻井工業㈱ 12/02

2672 池上2丁目新築工事 東京都 ○ 櫻井工業㈱ 12/02

2673 東池袋4丁目第2地区再開発 東京都 ○ 櫻井工業㈱ 12/02

2674 帝京大八王子C女子柔道部寮 東京都 ○ ㈱ヤマト 12/02

2675 津田塾大学新寮新築工事 東京都 ○ ㈱関電工 12/02

2676 東京朝鮮中高級学校体育館耐震 東京都 ○ 三建設備工業㈱ 12/02

2677 鬼怒川温泉金谷ﾎﾃﾙ改修 栃木県 ○ 日本ファシリオ㈱ 12/02

2678 東雲ｷｬﾅﾙｺｰﾄ地区 東京都 ○ 三谷産業㈱ 12/02

2679 帝京大学八王子ｷｬﾝﾊﾟｽ 東京都 ○ 大成温調㈱ 12/02

2680 ｾﾝﾄﾗﾙﾌｨｯﾄﾈｽ三郷 埼玉県 ○ 大成温調㈱ 12/02

2681 竹ノ塚あかしあの杜 東京都 ○ 大成温調㈱ 12/02

2682 介護保健施設みさきの郷現場 千葉県 ○ 大成温調㈱ 12/02

2683 京町3丁目共同住宅B棟 神奈川県 ○ 大成温調㈱ 12/02

2684 幸福の科学横浜正心館新築工事 神奈川県 ○ ㈱三晃空調 12/02

2685 ﾌﾟﾚﾐｽﾄ神楽坂新築工事 東京都 ○ 池田煖房工業㈱ 12/02

2686 芦花公園ｽｶｲﾊｲﾂ改修工事 東京都 ○ 川本工業㈱ 12/02

2687 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ本社CPU改修工事 大阪府 ○ ㈱八神 12/03

2688 ｼｪﾗﾄﾝ都ﾎﾃﾙ大阪 大阪府 ○ 日本ファシリオ㈱ 12/03

2689 特別老人ﾎｰﾑ阿武隈ｼﾞｭﾛﾝﾄﾋﾟｱ 宮城県 ○ ㈱エコー設備工業 12/03

2690 富士市民中央病院改修 静岡県 ○ ㈱遠藤管工設備 12/04

2691 ﾛｰﾚﾙｺｰﾄ八事石坂新築工事 愛知県 ○ ㈱増岡水道設備 12/04

2692 特別養護老人ﾎｰﾑひがしばた 愛知県 ○ 辻村工業㈱ 12/05

2693 ﾆｾｺﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ四季ｺﾝﾄﾞﾐﾆｱﾑ新築工事 北海道 ○ 池田煖房工業㈱ 12/05

2694 男山病院新1号館建替工事 京都府 ○ 美杉会 鹿島建設㈱ ㈱クリマテック 12/05

2695 立命館大学BKC国際教育寮新築工事 滋賀県 ○ 前田建設工業㈱ 櫻井工業㈱ 12/05

2696 ﾏﾂﾀﾞ社員寮 広島県 ○ ㈱大方工業所 12/05

2697 巣鴨ｻﾝﾌﾗﾜｰ 東京都 ○ ㈲菊地総合設備 12/05

2698 ﾍﾞﾙﾊﾟｰｼﾞｭ西宮北口改修工事 兵庫県 ○ ㈱かんでんジョイライフ 鹿島建設㈱ 三機工業㈱ 12/06

2699 北越紀州製紙関東工場 千葉県 ○ 京葉設備建設㈱ 12/06

2700 ﾌﾟﾚﾐｽﾄ庄内通 愛知県 ○ 増岡水道設備 12/07
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2701 大阪府立豊能･三島地域支援学校増築工事 大阪府 ○ 大阪府住宅まちづくり部 ㈱掛谷工務店 ㈱三晃空調 12/07

2702 老人保健施設ﾏﾘｱﾝﾇ新築工事 京都府 ○ 社会福祉法人健祥会 鹿島建設㈱ ㈱きんでん 12/07

2703 四条大宮ｾﾚﾏ新築工事 京都府 ○ ㈱セレマ コーナン建設㈱ 日本ファシリオ㈱ 12/07

2704 ｵﾀﾌｸｿｰｽ東京支店研修CT 東京都 ○ ㈲ステアリスト 12/07

2705 六本木一丁目南地区 新築工事 東京都 ○ 三井不動産レジデンシャル 清水建設㈱ 池田煖房工業㈱ 12/07

2706 ｹｱﾊｳｽ高根 山梨県 ○ 社会福祉法人博友会 臼幸産業 大成温調㈱ 12/07

2707 総合食品工場昭島工事 東京都 ○ キューピー 三建設備工業㈱ 12/07

2708 環状2号線ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都 ○ 森ビル ㈱大林組 三建設備工業㈱ 12/07

2709 船橋市立医療ｾﾝﾀｰ 千葉県 ○ ㈱日立プラントテクノロジー 12/07

2710 Brillia月島1丁目PJ 東京都 ○ 東京建物㈱  五洋建設㈱ 櫻井工業㈱ 12/07

2711 ﾖｰｸﾏｰﾄ平塚南原 神奈川県 ○ ㈱ヨークマート ㈱ナカノフドー建設 セコム東北エンタープライズ㈱ 12/07

2712 淀川ｷﾘｽﾄ教病院改修工事 大阪府 ○ 東和管工㈱ 12/08

2713 北海道ｶﾞｽ㈱大谷地新社屋新築工事 北海道 ○ 北海道ガス㈱ 鹿島・岩田地崎・伊藤・宮坂 新菱冷熱工業㈱ 12/08

2714 東陽ANﾋﾞﾙ改修工事 東京都 ○ 東洋熱工業㈱ 12/08

2715 朝日ﾏﾝｼｮﾝ五反田新築工事 東京都 ○ 朝日コーポレーション 佐藤工業㈱ 日管工業㈱ 12/08

2716 綱島上町計画新築工事 神奈川県 ○ 六興電気㈱ 12/08

2717 船橋北町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 千葉県 ○ 野村不動産 戸田建設㈱ ㈱太平エンジニアリング 12/08

2718 ｴｼﾞｿﾝﾋﾞﾙ改修工事 福島県 ○ ㈱石田工業所 12/09

2719 藤和ｼﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ三郷 埼玉県 ○ 日本設備工業㈱ 12/09

2720 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ下丸子 東京都 ○ 日本設備工業㈱ 12/09

2721 千代田区五番町計画 東京都 ○ 三生設備㈱ 12/09

2722 百人町2丁目計画 東京都 ○ クレアホームズ 新日本建設㈱ 太陽機設㈱ 12/09

2723 川崎市上麻生5丁目 神奈川県 ○ 野村不動産 木内建設 第一設備工業㈱ 12/09

2724 (仮称)子供歌舞伎曳山会館新築工事 石川県 ○ ㈱美福工業 12/10

2725 堺めぐみ保育園新築工事 大阪府 ○ 創建 ㈲ウツボ設研工業 12/10

2726 京都南西病院改修工事 京都府 ○ ㈱竹中工務店 影近設備工業㈱ 12/10

2727 高齢者複合施設栄公泉佐野新築工事 大阪府 ○ 社会福祉法人栄公会 東急建設㈱ ㈱きんでん 12/10

2728 特別養護老人ﾎｰﾑぬくもり香芝新築工事 奈良県 ○ 社会福祉法人誠敬会 村本建設㈱ 大阪エアコン㈱ 12/11

2729 ﾍﾞﾙﾊﾟｰｸｼﾃｨG棟改修工事 大阪府 ○ 建装工業㈱ ㈱本庄商会 12/11

2730 北区同心1丁目計画 大阪府 ○ 野村不動産㈱ 野村建設工業㈱ 鳳工業㈱ 12/11

2731 特老ｶﾀｸﾘの花 東京都 ○ 幸和設備㈱ 12/11

2732 東京医科歯科大学改修工事 東京都 ○ 日本ファシリオ㈱ 12/11

2733 岡崎自然科学研究機構Ⅱ期 愛知県 ○ 東洋熱工業㈱ 12/12

2734 第二協立病院病棟増築工事 兵庫県 ○ 医療法人　協和会 ㈱間組 ㈱三晃空調 12/12

2735 市立長浜病院療養病棟等改修工事 滋賀県 ○ ㈱竹中工務店 三機工業㈱ 12/12

2736 特別養護老人ﾎｰﾑ寿楽荘 大阪府 ○ 村本建設㈱ 大阪エアコン㈱ 12/12

2737 ﾌﾚｯｼｭﾊﾞｻﾞｰﾙ八鹿店 兵庫県 ○ 福井建設㈱ 但馬近畿工業㈱ 12/12

2738 千歳3丁目ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ ㈱ウラタ ㈱ウラタ 太陽機設㈱ 12/12

2739 特別養護老人ﾎｰﾑ ﾌﾛｰｽ細田新築工事 東京都 ○ ㈱アペックエンジニアリング 12/12

2740 北村医院新築工事 神奈川県 ○ ㈱藤巻工務店 12/12

2741 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ保土ヶ谷南 神奈川県 ○ 東洋ビルサービス㈱ 12/12

2742 有馬小学校大規模改修工事現場 東京都 ○ 三建設備工業㈱ 12/12

2743 ﾏﾂﾀﾞ技術棟本館改修工事 広島県 ○ 三機工業㈱ 12/12

2744 守礼ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 沖縄県 ○ 南日本空調設備 12/12

2745 あいち産業科学技術総合ｾﾝﾀｰ(知の拠点) 愛知県 ○ ㈱三重空調 13/01

2746 文京区本郷6丁目計画新築工事 東京都 ○ 安藤建設㈱ 櫻井工業㈱ 13/01

2747 ﾜｺｰﾚ狛江ｶﾞｰﾃﾞﾝ 東京都 ○ 大和ライフネクスト 13/01

2748 東京都食肉卸売市場 東京都 ○ サン冷機工業㈱ 13/01

2749 代々木至誠こども園新築工事 東京都 ○ ケイヨー水工㈱ 13/01

2750 ぐみさわ東ﾊｲﾂ住宅 神奈川県 ○ 建装工業㈱ 13/01
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2751 千代田区神田和泉町計画新築工事 東京都 ○ 総合地所㈱ ㈱長谷工コーポレーション ㈱クリマテック 13/01

2752 ﾛｲﾔﾙﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ改修工事 東京都 ○ 斎久工業㈱ 13/01

2753 全日空訓練ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ 新菱冷熱工業㈱ 13/01

2754 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ桜丘 東京都 ○ 川本工業㈱ 13/01

2755 特別養護老人ﾎｰﾑ悠久のすみか 埼玉県 ○ 高元建設㈱ ㈱太平エンジニアリング 13/02

2756 志摩市給食ｾﾝﾀｰ 三重県 ○ 山下組・作田建設JV ㈲宮柴水工 13/03

2757 ﾛｲﾔﾙﾋﾙｽﾞ上大岡 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 13/03

2758 ｳｨﾝｽﾞ落合 東京都 ○ ㈱ジャパンリフォーム 13/03

2759 ﾏｰﾄﾙｺｰﾄ川口 埼玉県 ○ ㈱創栄 13/03

2760 技開本部独身寮 千葉県 ○ 太平工業㈱ ㈲ステアリスト 13/03

2761 ﾄｯﾊﾟﾝﾌｫｰﾑｽﾞ㈱滝山工場 東京都 ○ ﾄｯﾊﾟﾝﾌｫｰﾑｽﾞ㈱ 安藤建設㈱ 新菱冷熱工業㈱ 13/04

2762 21･25森ﾋﾞﾙ建替計画新築工事 東京都 ○ 森ビル 清水建設㈱ 高砂熱学工業㈱ 13/04

2763 登米市民病院 宮城県 ○ ㈱興盛工業所 13/04

2764 るうてるﾎｰﾑ新築工事 大阪府 ○ ㈱フジタ ㈱朝日工業社 13/04

2765 鳥羽ｺﾞﾐ処理施設 三重県 ○ 川崎設備工業㈱ 13/05

2766 南海ﾗｲﾌﾘﾚｰｼｮﾝあびこ道 大阪府 ○ 南海電気鉄道㈱ 南海辰村建設㈱ 大阪エアコン㈱ 13/05

2767 総合ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ叶味家 新潟県 ○ 総合フードサービス叶味家 菱機工業㈱ ㈱千代田設備 13/05

2768 京都九条烏丸ﾎﾃﾙ新築工事 京都府 ○ ㈲エム・ジークリエイト エルディ㈱ ㈱小田エンジニア 13/05

2769 ﾔﾝﾏｰﾏﾘｰﾅﾎﾃﾙ新築工事 滋賀県 ○ 戸田建設㈱ 三建設備工業㈱ 13/05

2770 京都駅前ﾎﾃﾙ新築工事 京都府 ○ 北和建設㈱ 大伸工業㈱ 13/05

2771 ㈶日本繊維製品品質技術ｾﾝﾀｰ西部事業所本館 大阪府 ○ ㈱大野 ㈱フタバエンジニアリング 13/05

2772 港町ﾃﾞｲｹｱｻｰﾋﾞｽ 広島県 ○ ㈲小坂設備 13/06

2773 ｱｰﾙｲｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ上本町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 大阪府 ○ コーナン建設㈱ ㈱エネックス 13/06

2774 社会福祉法人永寿福祉会平野西1丁目ﾋﾞﾙ工事 大阪府 ○ 真柄建設㈱ ㈱阪和設備工業 13/06

2775 大阪市立大学理系学舎整備事業本体工事 大阪府 ○ 戸田建設㈱ 新菱冷熱工業㈱ 13/06

2776 ㈱ﾗｲﾌ有料老人ﾎｰﾑ新築工事 大阪府 ○ 信和建設㈱ 伸和工業㈱ 13/06

2777 ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ吾妻橋ﾋﾞﾙB1F 東京都 ○ 三機工業㈱ 13/06

2778 ｸﾞﾘｺ昭島 工事現場 東京都 ○ 三建設備工業㈱ 13/06

2779 ﾊﾟｰｸﾎｰﾑｽﾞ川崎大師計画 神奈川県 ○ 櫻井工業㈱ 13/06

2780 荻窪病院増改築工事 東京都 ○ ㈱関電工 13/06

2781 江戸川橋関口一丁目福祉施設 東京都 ○ ㈱九電工フレンドリー 13/06

2782 特老古川親水苑 東京都 ○ 大成温調㈱ 13/06

2783 全日通 霞ヶ関ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱朝日工業社 13/06

2784 中外製薬鎌倉 神奈川県 ○ 新菱冷熱工業㈱ 13/06

2785 東京共済病院 東京都 ○ 第一工業㈱ 13/06

2786 東京消防庁本部庁舎 東京都 ○ ㈱城口研究所 13/06

2787 東大病院改修工事 東京都 ○ 第一工業㈱ 13/06

2788 藤和ｼﾃｨｰﾎｰﾑｽﾞ武蔵小杉Ⅱ 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 13/06

2789 内神田渋谷ﾋﾞﾙ新築工事 東京都 ○ ㈱関電工 13/06

2790 板橋1丁目計画新築 東京都 ○ オーエス環境㈱ 13/06

2791 本郷一丁目建替計画新築工事 東京都 ○ ㈱九電工フレンドリー 13/06

2792 幕張ﾍﾞｲﾀｳﾝ 千葉県 ○ ㈱九電工フレンドリー 13/06

2793 立正佼成会横浜教会普門館 神奈川県 ○ ㈱三晃空調 13/06

2794 ㈱明治関西栄養食工場新築工事 大阪府 ○ ㈱明治 ㈱奥村組 高砂熱学工業㈱ 13/07

2795 武蔵村山市立第五中学校改修工事 東京都 ○ しまぬき設備㈱･清水菅工㈱ 13/07

2796 広島警察学校 広島県 ○ ㈱大方工業所 13/07

2797 益田ｸｯｷﾝｸﾞﾌｰｽﾞ 島根県 ○ ㈱吉村設備 13/07

2798 長岡市立豊田小学校改修工事 新潟県 ○ 長岡市 ㈱佐々木商会 13/07

2799 学校法人中村学園新築工事 千葉県 ○ 清水建設㈱ 第一工業㈱ 13/07

2800 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸつくば 茨城県 〇 高砂熱学工業㈱ 13/08
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2801 東京ｶﾞｽ 四ツ谷ｸﾗﾌﾞ 東京都 〇 高砂熱学工業㈱ 13/08

2802 藤和ｼﾃｨｺｰﾌﾟ菊名 神奈川県 〇 川本工業㈱ 13/08

2803 北柏ﾘﾊﾋﾞﾘ総合病院 千葉県 〇 ㈱朝日工業社 13/08

2804 ﾄﾞﾑｽ元麻布 東京都 〇 ㈱レックコンストラクション 13/08

2805 有明北2-2-A街区新築工事 東京都 〇 東京建物・住友不動産 三井住友建設㈱ 櫻井工業㈱ 13/08

2806 立山航空基地隊管理隊 給湯管更新工事 千葉県 〇 三建サービス工事㈱ 13/08

2807 赤坂ｺｰﾎﾟ 東京都 〇 ㈱ラプツ 13/08

2808 新関東病院新築工事 神奈川県 〇 ㈱藤巻工務店 13/08

2809 ﾗ･ﾅｼｶさくら新築工事 千葉県 〇 ㈱ステアリスト 13/08

2810 三次市立布野小学校給水管改修工事 広島県 ○ ㈲ウエムラ設備 13/08

2811 横須賀共済病院改修工事 神奈川県 ○ ダイダン㈱ 13/08

2812 ﾎﾃﾙ椿山荘東京改修工事 東京都 ○ ダイダン㈱ 13/08

2813 横浜新緑病院増改修工事 神奈川県 ○ ダイダン㈱ 13/08

2814 浪越学園改修工事 東京都 ○ ㈱三晃空調 13/08

2815 東急百貨店本店 東京都 ○ ㈱西原衛生工業所 13/08

2816 茗渓学園中高等学校改修工事 茨城県 ○ 暁飯島工業㈱ 13/08

2817 東京ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾙ改修工事 東京都 ○ 斎久工業㈱ 13/08

2818 中央区立有馬小学校 東京都 ○ 三建設備工業㈱ 13/08

2819 表参道ﾋﾙｽﾞ 東京都 ○ 三建設備工業㈱ 13/08

2820 京三製作所本社改修工事 神奈川県 ○ 新菱冷熱工業㈱ 13/08

2821 法政大学中学高等学校 東京都 ○ 新菱冷熱工業㈱ 13/08

2822 大手町ﾌｧｰｽﾄｽｸｴｱ 東京都 ○ 須賀工業㈱ 13/08

2823 大阪医療ｾﾝﾀｰ臨床研究ｾﾝﾀｰ新築工事 大阪府 ○ 国立病院機構 ㈱イチケン 三建設備工業㈱ 13/09

2824 三井住友海上火災本館駿河台ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 三機工業㈱ 13/09

2825 ｲｵﾝﾀｳﾝ稲毛長沼新築工事 千葉県 ○ ㈱福田組 ㈱ユアテック 13/09

2826 三鷹市立北野小学校給水管改修 東京都 ○ 加藤電気工業㈱ 13/09

2827 東京女子大学改修工事 東京都 ○ ㈱アクトエンジニアリング 13/09

2828 目黒区立第三中学校機械設備工事 東京都 ○ 目黒区 加藤電気工業㈱ 13/09

2829 さいたま市立河合小学校改修工事 埼玉県 ○ さいたま市 幸和設備㈲ 13/09

2830 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ新百合ヶ丘改修工事 神奈川県 ○ 大京 大阪ガスリノテック 13/09

2831 入間ﾊｲﾂ 埼玉県 ○ ㈱創栄 13/09

2832 神奈川県立がんｾﾝﾀｰ重粒子線治療施設 神奈川県 ○ 神奈川県 鹿島建設㈱ ㈱朝日工業社 13/09

2833 緑ヶ丘ふじ保育園 大阪府 ○ 松井建設㈱ ㈱道下工業所 13/10

2834 日本大学新病院 東京都 ○ ㈱朝日工業社 13/10

2835 ｺｰﾌﾟ野村戸塚下倉田 神奈川県 ○ ㈲神栄管工 川本工業㈱ 13/10

2836 いきいきﾊｳｽ増築工事 大阪府 ○ ㈱三木組 田丸産業㈱ 13/10

2837 花見川ｻﾝﾊｲﾂ改修 千葉県 ○ ㈱ジャパンリフォーム 13/10

2838 ㈱三社電機製作所滋賀工場第Ⅲ期増築工事 滋賀県 ○ ㈱三社電機製作所 ㈱竹中工務店 東洋熱工業㈱ 13/11

2839 虎ノ門高木ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱大林組 ㈱朝日工業社 13/11

2840 神奈川県立精神医療ｾﾝﾀｰ 神奈川県 〇 神奈川県 フジタ・馬淵・筒見JV エルゴテック㈱ 13/11

2841 びらとり温泉改築工事 北海道 ○ びらとり温泉 岩倉建設・五十嵐工業JV 進興工業㈱ 13/11

2842 北海道大学総合研究棟(薬学部)新営機械設備工事 北海道 ○ 国立大学北海道大学 新菱冷熱工業㈱ 13/11

2843 北海道大学総合研究棟(保健科学E棟)新営機械設備工事 北海道 ○ 国立大学北海道大学 戸田建設㈱ 五建工業 13/11

2844 日光東照宮 新宝物館新築工事 栃木県 ○ 清水建設㈱鹿島建設㈱東武建設㈱ 第一設備工業㈱ 13/11

2845 双岡病院改修工事 京都府 ○ 医療法人新生十全会 影近設備工業㈱ 13/11

2846 阿波老人ﾎｰﾑ仙寿園 徳島県 ○ 大林組・坂本工務店 三晃産業㈱ 13/11

2847 神慈秀明会信楽 滋賀県 ○ 新日本空調㈱ 13/11

2848 浦安第9中学校 千葉県 〇 浦安市 光設備 13/11

2849 旭神経内科ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 千葉県 〇 戸田建設㈱ ㈱太平エンジニアリング 13/11

2850 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ東京ﾍﾞｲ幕張 千葉県 〇 アパホテル㈱ 東急建設㈱ ㈱朝日工業社 13/11
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2851 京都教育大学付属特別支援学校中等部棟改修 京都府 ○ ㈱日建 ㈱池本工業所 13/12

2852 かんぽの宿平群改修工事 奈良県 ○ ㈱竹村コーポレーション 13/12

2853 まちかどﾎｰﾑすずらん改修工事 大阪府 ○ ㈱榎並工務店 ㈱希隆設備 13/12

2854 谷町5丁目老人施設改修工事 大阪府 ○ 戸田建設㈱ 櫻井工業㈱ 13/12

2855 ﾗﾌｫｰﾚ強羅改修工事 神奈川県 〇 ㈱テクノ菱和 13/12

2856 中央環状品川線 中目黒換気所 東京都 〇 ㈱日立プラントサービス 13/12

2857 開明中学･高校改築工事 大阪府 ○ ㈱大林組 不二熱学工業㈱ 13/12

2858 関沢みずほ苑新築工事 埼玉県 ○ 社会福祉法人 美咲会 近藤建設㈱ 第一設備工業㈱ 14/01

2859 ﾎﾃﾙｻﾝﾗｲﾄ新宿 東京都 〇 斎久工業㈱ 14/01

2860 MURAYAMA体育館 東京都 〇 ダイダン㈱ 14/01

2861 舞鶴共済病院改修工事 京都府 〇 戸田建設㈱ 新日本空調㈱ 14/01

2862 ﾏﾂﾀﾞ技術本棟改修工事 広島県 ○ ㈱大方工業所 14/01

2863 君津共同火力新独身寮建設工事 千葉県 〇 ㈲ステアリスト 14/01

2864 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ平河町 東京都 〇 アパホテル㈱ 松尾建設㈱ 太陽機設㈱ 14/01

2865 ㈱ﾃｲﾝ 新棟工場 神奈川県 〇 ㈱テイン ㈱誠和実業 14/01

2866 上鶴間本町二丁目計画新築 東京都 〇 野村不動産㈱ ㈱長谷工コーポレーション 六興電気㈱ 14/01

2867 江東区大島4丁目計画 東京都 〇 三井不動産㈱ 佐藤工業㈱ 大成温調㈱ 14/01

2868 ﾃｨｯﾌﾟﾈｽ東武練馬 東京都 〇 日本ファシリオ㈱ 14/01

2869 浜田山3丁目計画 東京都 〇 野村不動産㈱ 東急建設㈱ ㈱鶴川設備工業 14/01

2870 南鴨川ｼｰﾊｲﾂ 千葉県 ○ ㈱SSL神奈川社 14/01

2871 特別養護老人ﾎｰﾑ なりひらﾎｰﾑ 東京都 ○ 浦安工業㈱ 14/01

2872 聖路加国際病院工事 東京都 ○ ㈱エスタナイン 14/01

2873 白州ﾍﾙｽ飲料㈱白州工場 山梨県 ○ 誠和技研㈱ 14/01

2874 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ歌舞伎町 東京都 ○ 朝日エンジニアリング㈱ 14/01

2875 がん研有明病院ｱｸｱｺｰﾄ研修 東京都 ○ 第一設備工業㈱ 14/01

2876 ﾌﾚｯｼｭﾊﾞｻﾞｰﾙ長岡京店新築工事 京都府 ○ 大和ハウス工業 14/02

2877 損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ本社ﾋﾞﾙ改修工事 東京都 ○ 大成建設㈱ 大成設備㈱ 14/02

2878 瀬波病院給湯配管改修工事 新潟県 ○ ㈱瀬波空調 14/02

2879 国立成育医療研究ｾﾝﾀｰ病院 東京都 ○ ㈱朝日工業社 14/02

2880 ﾋﾟｱｯﾂｧｺｰﾄ橿原神宮前 奈良県 ○ ㈱タカラ商会 14/02

2881 竹原簡易裁判所 広島県 ○ ㈱中電工 14/02

2882 ﾋﾟｱｯﾂｧｺｰﾄ八木 奈良県 ○ ㈱タカラ商会 14/02

2883 愛風病院改修工事 大阪府 ○ 川崎設備工業㈱ 14/02

2884 大阪大学改修工事 大阪府 ○ ㈱誠設備 14/02

2885 北海道大学総合研究棟保健科学系AD棟改修工事 北海道 ○ 国立大学北海道大学 戸田建設㈱ 五建工業㈱ 14/02

2886 北海道大学総合研究棟保健科学系BC棟改修工事 北海道 ○ 国立大学北海道大学 戸田建設㈱ 五建工業㈱ 14/02

2887 富里市学校給食ｾﾝﾀｰ 千葉県 ○ 富里市 新日本建設㈱ エスエスイー㈱ 14/02

2888 琴平花壇 香川県 ○ ホテルニューアワジ ㈱ホテルニューアワジ 14/02

2889 寿敬会大日山荘ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽ新築工事 和歌山県 ○ 宮本工業㈱ ㈱長谷川冷機 14/02

2890 介護老人保健施設ﾛｲﾔﾙﾌｪﾆｯｸｽ増築工事 奈良県 ○ ㈱浅沼組 不二熱学工業㈱ 14/03

2891 子安台第二ﾋﾞﾙ 神奈川県 ○ ㈱康栄社 14/03

2892 高齢者ｾﾝﾀｰどんぐり山 東京都 ○ 加藤電気工事㈱ 14/03

2893 子安台共同住宅 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 14/03

2894 ｺｰﾌﾟ野村相模大野台 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 14/03

2895 恒陽第二藤沢ﾏﾝｼｮﾝ 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 14/03

2896 上智大学市谷ｷｬﾝﾊﾟｽ 東京都 ○ 東光電気工事㈱ 14/03

2897 本郷中央病院改修工事 広島県 ○ ㈱中電工 14/03

2898 行徳総合病院 東京都 ○ 行徳総合病院 大成建設㈱ ㈱朝日工業社 14/04

2899 函館五稜郭病院新中西棟建設及び院内改修工事 北海道 ○ 大成設備㈱ 14/04

2900 住宅金融支援機構本社ﾋﾞﾙ設備更新工事 東京都 ○ 住宅金融支援機構 新菱冷熱工業㈱ 14/04
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2901 特別養護老人ﾎｰﾑﾊｰﾄﾗﾝﾄﾞ五條新築工事 奈良県 ○ 西松建設㈱ ダイクウ㈱ 14/04

2902 東松山ﾎｰﾑ改築 埼玉県 ○ ㈱朝日工業社 14/05

2903 戸田市こどもの国再整備工事 埼玉県 ○ 斎久工業㈱ 14/05

2904 ｸﾗｰﾁ･ﾌｧﾐﾘｱ佐倉 千葉県 〇 ㈲ステアリスト 14/05

2905 ｺﾝｼｪﾘｱ月島 東京都 〇 ㈱クレアスライフ 住協建設㈱ 太陽機設㈱ 14/05

2906 東糀谷3丁目共同住宅新築工事 東京都 〇 空港施設㈱ JFEシビル㈱ 太陽機設㈱ 14/05

2907 よしや舟渡生鮮ｾﾝﾀｰ 東京都 〇 日本リニューアル㈱ 14/05

2908 川越ｺｰﾌﾟMS 埼玉県 〇 ㈱協和日成 14/05

2909 ｶﾝﾄﾞｰ埼玉営業所 埼玉県 〇 櫻井工業㈱ 14/05

2910 銀座東武ﾎﾃﾙ 東京都 〇 ㈱ヤマト 14/05

2911 日本橋ｻﾝﾗｲｽﾞﾋﾞﾙ 東京都 〇 ㈱レックコンストラクション 14/05

2912 斎久工業㈱東京支社建替 東京都 〇 斎久工業㈱ 戸田建設㈱ 斎久工業㈱ 14/05

2913 ﾊｲﾂ日野 神奈川県 〇 川本工業㈱ 14/05

2914 (仮称)福知山ｻﾝﾎﾃﾙ新館 増築工事 京都府 〇 ㈱小田･エンジニア 14/05

2915 東九条ﾉｳｽｻｳｽ計画 京都府 〇 ㈱エルディ ㈱小田･エンジニア 14/05

2916 寺内製作所機械移設工事 徳島県 ○ 第一設備㈱ 14/06

2917 復興公営住宅 福島県 ○ 福島県 東邦工業㈱ 14/06

2918 山王病院増築工事 東京都 ○ ㈱大林組 三建設備工業㈱ 14/06

2919 みらさか学園 広島県 ○ ㈱中電工 14/06

2920 ﾏﾂﾀﾞ技術本館ﾌｧﾝｺｲﾙ改修工事 広島県 ○ 三機工業㈱ 14/06

2921 A&aﾋﾞﾙ新築 大阪府 ○ ダイシン機工㈱ 14/06

2922 わかばの里老人ﾎｰﾑ新築 和歌山県 ○ 三輪設備工業 14/06

2923 国見館 鶴橋新築工事 大阪府 ○ ㈱前田商会 14/06

2924 ｸﾗｰﾁ･ﾌｧﾐﾘｱ千葉東寺山 千葉県 〇 ㈲ステアリスト 14/06

2925 ｳｴﾙﾋﾟｱ市川改修工事 千葉県 〇 ㈲藤盛興業所 14/06

2926 京樽船橋工場 千葉県 ○ ㈱誠和実業 14/06

2927 つくばみらい平Ⅱ･Ⅲ新築工事 茨城県 〇 ジャパン･エンヂニアリング㈱ 14/06

2928 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ東京 東京都 〇 ナカ工業㈱ 14/06

2929 ﾘｽﾄﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ芝浦 新築工事 東京都 〇 横浜エンジニアリング㈱ 14/06

2930 幸町2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築 埼玉県 〇 ㈲中川設備工業 14/06

2931 ｾ･ﾊﾟﾙﾚ中央林間 神奈川県 〇 ㈱ラプツ 14/06

2932 川口郵便局改修工事 埼玉県 〇 ㈱設備企画 14/06

2933 東久留米卸売市場店舗新築工事 東京都 〇 ＰＡクリエイト㈱ 14/06

2934 志村3丁目ﾌﾗﾜｰﾎｰﾑ2期 東京都 〇 ㈱クリマテック 14/06

2935 ｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ大手町ﾋﾞﾙ 東京都 〇 ダイダン㈱ 14/06

2936 東名厚木病院 神奈川県 〇 新日空サービス㈱ 14/06

2937 国際ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ有楽町事務所 東京都 〇 斎久工業㈱ 14/06

2938 軽子坂MNﾋﾞﾙ 東京都 〇 三建設備工業㈱ 14/06

2939 大森本町ﾊｲﾂ 東京都 ○ 川本工業㈱ 14/06

2940 ｻﾝｼﾃｨｰ銀座 東京都 ○ 東光電気工事㈱ 14/06

2941 原信篠ノ井東店 長野県 ○ 原信 守屋商会 14/07

2942 USS岡山会場 岡山県 ○ ㈱中電工 14/07

2943 国府台病院外来管理治療棟 千葉県 〇 国立国際医療研究センター ㈱ナカノフドー建設 三建設備工業㈱ 14/07

2944 ㈱若菜北関東工場 埼玉県 〇 ㈱若菜 幸和設備㈱ 14/07

2945 巣鴨1丁目戸部商事ﾋﾞﾙ 東京都 〇 ㈱野上設備 14/07

2946 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ目白台 東京都 〇 朝日エンジニアリング㈱ 14/07

2947 下小田中2丁目計画新築工事 神奈川県 〇 スターツCAM㈱ 横浜エンジニアリング㈱ 14/07

2948 赤坂ﾊﾟｰｸﾊｳｽ改修工事 東京都 〇 ㈱コウセイ 14/07

2949 特別養護老人ﾎｰﾑ池上 東京都 〇 菱熱工業㈱ 14/07

2950 溝の口1丁目計画 神奈川県 〇 野村不動産㈱ ㈱鶴川設備工業 14/07
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2951 ｱﾙﾍﾞﾙｺﾞ乃木坂 東京都 〇 穴沢汽缶工業㈱ 14/07

2952 日本ﾒｸﾄﾛﾝ奥原工場 茨城県 〇 日本メクトロン㈱ ㈱朝日工業社 14/07

2953 白梅学園 耐震改築工事 東京都 〇 大成温調㈱ 14/07

2954 板橋ﾊｲﾀｳﾝ共用部給水設備 東京都 〇 ㈲プラス技研工業 14/07

2955 ｸﾞﾗﾝﾌｫｾｯﾄ郡山新築工事 福島県 ○ ㈱内藤工業所 14/08

2956 豊洲二丁目駅前地区再開発ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ 東京都 ○ 江東区 鴻池組 ㈱朝日工業社 14/08

2957 同志社大学京田辺ｷｬﾝﾊﾟｽ改修工事 京都府 ○ 新日本空調㈱ 14/08

2958 井原機械工業組合給食ｾﾝﾀｰ改修工事 岡山県 ○ 佐藤設備㈱ 14/08

2959 姫路ｷｬｯｽﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨﾘｵﾎﾃﾙ 兵庫県 〇 大成温調㈱ 14/08

2960 ﾊﾟｼﾌｨｺ横浜 神奈川県 〇 戸田建設㈱ エルゴテック㈱ 14/08

2961 ﾚｽﾄｳﾞｨﾗ堀の内 東京都 〇 菱熱サービス㈱ 14/08

2962 ﾃｨｯﾌﾟﾈｽ平塚 神奈川県 〇 スミセツエンジニアリング㈱ 14/08

2963 ｱｽﾃﾗｽ製薬 茨城県 〇 ㈱テクノ菱和 14/08

2964 ｷｬｯｽﾙﾏﾝｼｮﾝ上福岡 埼玉県 ○ ㈱タイコー 14/08

2965 ｶﾞｰﾗ本郷3丁目計画 東京都 ○ ㈱エフ・ジェー・ネクスト 太陽機設㈱ 14/08

2966 東日暮里ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都 ○ ㈱野上設備 14/08

2967 練馬共同住宅 東京都 ○ ㈱野上設備 14/08

2968 保土ヶ谷区桜ケ丘2丁目 神奈川県 ○ 三菱地所レジデンス㈱、三井不動産レジデンシャル㈱ ジャパン･エンヂニアリング㈱ 14/08

2969 吉川美南15街区計画 埼玉県 ○ 大和ハウス工業㈱・住友不動産㈱ ジャパン･エンヂニアリング㈱ 14/08

2970 ｻﾆｰﾗｲﾌ越谷北 埼玉県 ○ ㈱協和設備 14/08

2971 武蔵浦和駅第3街区第一種市街地 埼玉県 ○ 新日鉄興和不動産㈱ 第一設備工業㈱ 14/08

2972 横浜医療ｾﾝﾀｰ救急外来棟改修 神奈川県 ○ ダイダン㈱ 14/08

2973 山王ﾊﾟｰｸﾀﾜｰ 東京都 ○ 斎久工業㈱ 14/08

2974 在日本ﾄﾞｲﾂ大使館公邸改修工事 東京都 ○ 新菱冷熱工業㈱ 14/08

2975 ㈱浜田屋萩園工場 神奈川県 ○ 日本ファシリオ㈱ 14/08

2976 ﾃｨｯﾌﾟﾈｽ下井草 東京都 ○ 日本ファシリオ㈱ 14/08

2977 ｲﾑｽ行徳総合病院 千葉県 ○ 医療法人財団明理会 ㈱朝日工業社 14/08

2978 東京女子医大病院 東京都 ○ 東洋熱工業㈱ 14/08

2979 魚沼市新病院 新潟県 ○ ㈱朝日工業社 14/09

2980 都立広尾病院改修 東京都 ○ 新菱冷熱工業㈱ 14/09

2981 浦安市立美浜南小学校改修工事 千葉県 ○ ㈱三喜 14/09

2982 富岡小学校 千葉県 ○ ㈱三喜 14/09

2983 東陽ｻﾆｰﾊｲﾂ 東京都 ○ ㈱総和プラント 14/09

2984 金町中学校 改修工事 東京都 ○ ㈱ユーワテック 14/09

2985 青山学院短大南校舎改修工事 東京都 ○ ㈱太平エンジニアリング 14/09

2986 ﾗｲｵﾝｽﾞ王子(ｱｿｼｱ王子) 東京都 ○ アソシアコーポレーション イチコー工業㈱ 14/09

2987 高津区二子3計画新築工事 神奈川県 ○ 野村不動産㈱ 六興電気㈱ 14/09

2988 南大塚ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾙｽﾞ改修工事 東京都 ○ ㈱コウセイ 14/09

2989 聖ﾃﾚｼﾞｱ病院 神奈川県 ○ ㈱ワールドエンジニアリング 14/09

2990 ｵｰﾌﾟﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱ西麻布 東京都 ○ ㈱オープンハウス・ディベロップメント ㈱下田商会 14/09

2991 ｶｰｻ横河 東京都 ○ ㈱ラプツ 14/09

2992 朝日南麻布ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ ㈱ラプツ 14/09

2993 ﾃﾏﾘ保育園 東京都 ○ ㈱エー･エム･シー 14/09

2994 三鷹市立羽沢小学校給水管改修 東京都 ○ 加藤電気工事㈱ 14/09

2995 新渡戸文化学園6号館改修工事 東京都 ○ 加藤電気工事㈱ 14/09

2996 ｻﾆｰﾊｲﾂみもみ台 千葉県 ○ 京浜管鉄工業㈱ 14/09

2997 東京都健康ﾌﾟﾗｻﾞ(大久保病院) 東京都 ○ 誠和技研㈱ 14/09

2998 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ大山 東京都 ○ ㈱ジャパンリフォーム 14/09

2999 東京武田ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱レックコンストラクション 14/09

3000 三菱東京UFJ銀行 横須賀支店 神奈川県 ○ ㈱レックコンストラクション 14/09
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3001 第一勧銀稲垣ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 新日空サービス㈱ 14/09

3002 國學院大学久我山中学高校改修 東京都 ○ ㈱テクノ菱和 14/09

3003 介護老人福祉施設新吉田増築工事 神奈川県 ○ ㈱テクノ菱和 14/09

3004 日本ﾌｰﾄﾞ船橋工場 千葉県 ○ ㈱朝日工業社 14/09

3005 ｱﾛｰｴｰｽｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 栃木県 ○ 大成温調㈱ 14/09

3006 厚木ｾﾝﾄﾗﾙﾊｲﾂ 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 14/09

3007 和歌山寿恵会ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ高齢者病院改修 和歌山県 ○ 長谷川冷機㈱ 14/09

3008 なだい複合型ｻｰﾋﾞｽﾊｳｽ増築工事 和歌山県 ○ 長谷川冷機㈱ 14/09

3009 ｺﾑｼｮいばらき老人ﾎｰﾑ新増築 大阪府 ○ 相互設備㈱ 14/09

3010 若江新町ｹｱｾﾝﾀｰ新築工事 大阪府 ○ キダ設備㈱ 14/09

3011 和歌山県日本化学工業改修工事 和歌山県 ○ バンドー設備㈱ 14/09

3012 京都産業大学新2号館建設 京都府 ○ 新菱冷熱工業㈱ 14/09

3013 ｶﾞｰﾃﾞﾝｵﾘｴﾝﾀﾙ大阪改修工事 大阪府 ○ ㈱本庄商会 14/09

3014 丸の内拘置所建替工事 和歌山県 ○ 不二熱学サービス㈱ 14/09

3015 大阪医療ｾﾝﾀｰ建替え工事 大阪府 ○ 柳生設備㈱ 14/09

3016 白金高輪計画 東京都 ○ 富士熱学工業㈱ 14/09

3017 JR女川駅 町営温泉「ゆぽっぽ」建設工事 宮城県 ○ 女川町 戸田建設㈱ 新菱冷熱工業㈱ 14/10

3018 大船三機 神奈川県 ○ ㈱下田商会 14/10

3019 荻窪ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ 東京都 ○ ㈱ラプツ 14/10

3020 警視庁野方警察署改修 東京都 ○ 日化設備工業㈱ 14/10

3021 東堀切住宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ工事 東京都 ○ ㈱キャプティ 14/10

3022 有料老人ﾎｰﾑ白寿園荻窪PJ 東京都 ○ ㈱カルチスタイル ㈱環境装備エヌエスイー 14/10

3023 ｵｰﾍﾞﾙ戸越公園計画新築工事 東京都 ○ 大成有楽不動産㈱ ㈱三田設備 14/10

3024 航空自衛隊入間基地食厨房改修 埼玉県 ○ 防衛省北関東防衛局 星野工事㈱ 14/10

3025 中央環状品川線中目黒換気所 東京都 ○ ㈱日立プラントサービス 14/10

3026 明治安田生命砂町独身寮 東京都 ○ 斎久工業㈱ 14/10

3027 武蔵小杉SC 神奈川県 ○ ㈱イトーヨーカ堂 新菱冷熱工業㈱ 14/10

3028 ｻﾝｼﾃｨ町田改修 東京都 ○ 大成温調㈱ 14/10

3029 鶴見中央C敷地D棟 神奈川県 ○ ㈱長谷工コーポレーション 大成温調㈱ 14/10

3030 湘南鎌倉総合病院 神奈川県 ○ 大成温調㈱ 14/10

3031 ｿﾌﾄﾀｳﾝ三ッ沢 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 14/10

3032 千里の風 改修工事 千葉県 ○ 小金設備工業㈱ 14/10

3033 千代田区九段北1丁目計画 東京都 ○ スターツデベロップメント㈱ 高塚設備工業㈱ 14/10

3034 船橋市立飯山満南小学校 千葉県 ○ ㈲東保設備 14/10

3035 ｺﾝｼｪﾘｱ笹塚 東京都 ○ ㈱クレアスライフ 太陽機設㈱ 14/10

3036 浦安市猫実5丁目計画 千葉県 ○ ㈱コスモスイニシア 太陽機設㈱ 14/10

3037 神谷町ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ新築工事 東京都 ○ レジデンス・ビルディングマネジメント㈱ 太陽機設㈱ 14/10

3038 勝どき4丁目計画 東京都 ○ 相鉄不動産㈱ 三協工業㈱ 14/10

3039 青山学院大学6号館改修工事 東京都 ○ ㈱太平エンジニアリング 14/10

3040 理研ﾋﾞﾀﾐﾝ 東京工場 東京都 ○ ㈱誠和実業 14/10

3041 ﾌｰｼﾞｬｰｽみらい平2新築工事 茨城県 ○ ㈱フージャースコーポレーション 六興電気㈱ 14/10

3042 八雲ﾊｲﾑﾋﾙｽﾞ改修工事 東京都 ○ 横浜エンジニアリング㈱ 14/10

3043 ｺﾝﾌｫｰﾄ長津田給湯設備改修 神奈川県 ○ ㈲新浜管工業 14/10

3044 国際親善総合病院 神奈川県 ○ 須賀工業㈱ 14/10

3045 志村大宮病院 茨城県 ○ ㈱大成設備工業 14/11

3046 ﾎﾃﾙｻｳﾝﾄﾞ 東京都 ○ ケイヨー水工㈱ 14/11

3047 新栄保育園 東京都 ○ ケイヨー水工㈱ 14/11

3048 湯島3丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 東京都 ○ ㈱野上設備 14/11

3049 板橋区東山町計画 東京都 ○ ㈱野上設備 14/11

3050 ｽﾏｲﾙﾎﾃﾙ日本橋三越前 東京都 ○ ㈱リード 14/11
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3051 平和台4丁目PJ 東京都 ○ ㈱新日鉄都市開発 パナソニックＥＳファシリティＥＧ㈱ 14/11

3052 ｾｻﾞｰﾙ第2三ノ輪 東京都 ○ 東洋住宅サービス㈱ 14/11

3053 大森庁舎大規模改修機械設備工事 東京都 ○ 日化設備工業㈱ 14/11

3054 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ横浜港南新築工事 神奈川県 ○ トヨタカローラ横浜 ㈱日建 14/11

3055 東品川文化ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ 東海管工㈱ 14/11

3056 川崎市幸区柳町計画 神奈川県 ○ ㈱マリモ ㈱新和 14/11

3057 本村小学校ﾌﾟｰﾙ空調等改修工事 東京都 ○ 富士熱学工業㈱ 14/11

3058 目黒区清掃事務所 東京都 ○ 穴沢汽缶工業㈱ 14/11

3059 南烏山6丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都 ○ 東和工業㈱ 14/11

3060 国士舘高等学校東校舎耐震補強 東京都 ○ ダイダン㈱ 14/11

3061 新宿ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 東京都 ○ 大成設備㈱ 14/11

3062 ﾄﾞﾑｽ常盤松 東京都 ○ 三建サービス工事㈱ 14/11

3063 後楽鹿島ﾋﾞﾙ空調設備更新工事 東京都 ○ 東洋熱工業㈱ 14/11

3064 南品川4丁目計画 東京都 ○ 大成温調㈱ 14/11

3065 茅ヶ崎浜見平計画A棟 神奈川県 ○ 大成温調㈱ 14/11

3066 弘明寺ﾊﾟｰｸﾊｲﾂ 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 14/11

3067 ﾊﾟﾚ平塚 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 14/11

3068 新宿ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ改修工事 東京都 ○ ㈱新生設備 14/11

3069 晴海3丁目西計画 東京都 ○ 前田建設工業㈱ ㈱竹村コーポレーション リコー設備 14/11

3070 北新宿計画 東京都 ○ 荻原住宅設備機器㈱ 14/12

3071 浦安市北栄3丁目共同住宅 千葉県 ○ ㈱コスモスイニシア 太陽機設㈱ 14/12

3072 小石川5丁目生活介護施設 東京都 ○ 医療法人社団珠泉会 太陽機設㈱ 14/12

3073 南篠崎計画新築工事 東京都 ○ ㈱野上設備 14/12

3074 淀橋荘 東京都 ○ 浦安工業㈱ 14/12

3075 浅草橋ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ 東京都 ○ 三生設備㈱ 14/12

3076 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾟﾚｲｽﾄｲﾚ改修工事 東京都 ○ 苓州設備工業㈱ 14/12

3077 旧左近山第一小学校増築工事 神奈川県 ○ 横浜市 ㈱モリヤ総合設備 14/12

3078 大倉山ﾊﾟｰｸﾊｲﾂ 神奈川県 ○ ㈱ラプツ 14/12

3079 城南島ｴｺﾌﾟﾗﾝﾄ改修工事 東京都 ○ 文化興業㈱ 14/12

3080 品川ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ 富士熱学工業㈱ 14/12

3081 鳥居坂計画 東京都 ○ 森ビル㈱ 富士熱学工業㈱ 14/12

3082 ﾋﾞｯｸﾞﾊﾞﾝ戸塚ﾎｰﾑｽﾞ 神奈川県 ○ ㈱トーシンテックス 14/12

3083 日本電子増築3号館1階改修工事 東京都 ○ ㈱創進設備 14/12

3084 京王ﾌﾟﾚｯｿｲﾝ赤坂 東京都 ○ 京王電鉄㈱ 積水工業㈱ 14/12

3085 ｱｰｸ森ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 三機工業㈱ 14/12

3086 根岸病院改修工事 東京都 ○ 三建設備工業㈱ 14/12

3087 HLC東京本社新築工事 東京都 ○ 関東冷機㈱ 14/12

3088 お茶の水ﾎﾃﾙｼﾞｭﾗｸ 東京都 ○ 日本ファシリオ㈱ 14/12

3089 日扇会第一病院 東京都 ○ 大成温調㈱ 14/12

3090 中銀保土ヶ谷ﾏﾝｼｵﾝ 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 14/12

3091 両国ﾘﾊﾞｰﾎﾃﾙ 東京都 ○ ヒルタ 14/12

3092 幸福の科学改修工事 大阪府 ○ 清水建設㈱ 東洋熱工業㈱ 14/12

3093 辻調理専門学校 大阪府 ○ クウケン㈱ 14/12

3094 ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ新築 兵庫県 ○ ㈱大林組 鳳工業㈱ 14/12

3095 IMI未来ビル空調･換気設備改修工事 千葉県 ○ 戸田建設㈱ 第一工業㈱ 15/01

3096 ﾒﾘｰﾁｮｺﾚｰﾄｶﾑﾊﾟﾆｰ新工場新築工事 千葉県 ○ 清水建設㈱ ㈱朝日工業社 15/01

3097 ﾔﾏｷめんつゆ工場第二期工事 群馬県 ○ 河本土木 ㈱朝日工業社 15/01

3098 南池袋一丁目計画 東京都 ○ 住友不動産㈱ 櫻井工業㈱ 15/01

3099 ｼﾃｨﾊｲﾂ目白 東京都 ○ 住友不動産㈱ 足立工業㈱ 15/01

3100 ひたち医療ｾﾝﾀｰ新病院 茨城県 ○ ㈱関電工 15/01
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3101 東葛西8丁目計画 東京都 ○ ウイング興産㈱ 前田設備工業㈱ 15/01

3102 桐光学園ﾕｰﾃｨﾘﾃｨﾙｰﾑ 神奈川県 ○ 新菱冷熱工業㈱ 15/01

3103 根岸森林公園共同住宅新築工事 神奈川県 ○ 双日新都市開発㈱、三菱地所レジデンス㈱ 鷹羽工業㈱ 15/01

3104 三菱東京UFJ銀行 多摩BC 東京都 ○ 斎久工業㈱ 15/01

3105 船橋市宮本9丁目計画Ⅰ工区 千葉県 ○ 京成電鉄㈱ ㈱ライクス 15/01

3106 藤和ｼﾃｨｰｺｰﾌﾟ町田 東京都 ○ ㈱ラプツ 15/01

3107 練馬区東大泉5丁目計画 東京都 ○ 清水総合開発㈱ 六興電気㈱ 15/01

3108 NREG中延ﾋﾞﾙ 東京都 ○ NREG東芝不動産㈱ ㈱太平エンジニアリング 15/01

3109 同志社女子大学新新心館新築工事 京都府 ○ 若林設備工業㈱ 15/01

3110 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ金剛改修 大阪府 ○ ㈱タイヨウ工業 15/01

3111 ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ新築 兵庫県 ○ ㈱大林組 鳳工業㈱ 15/01

3112 紀の海清掃工場 和歌山県 ○ ㈱協和エクシオ ダイダン㈱･赤路電気水道･長谷川冷機㈱ 15/01

3113 UX御池ﾋﾞﾙ改修工事 京都府 ○ エムアイエンジニアリング㈱ 15/01

3114 ﾊﾟｳｾﾞ森ノ宮改修工事 大阪府 ○ ㈱乾設備 15/01

3115 ENﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 大阪府 ○ 第一設備工業㈱ 15/01

3116 同志社女子中学校･高等学校 京都府 ○ ㈱平田設備 15/01

3117 都島介護施設新築工事 大阪府 ○ 森永組 ㈲亨和設備工業 15/02

3118 堀越ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 山口県 ○ ㈱中電工 15/02

3119 柳橋2丁目ﾋﾞﾙ新築工事 東京都 ○ ケイヨー水工㈱ 15/02

3120 川口市青木4丁目計画新築工事 埼玉県 ○ ジャパン･エンヂニアリング㈱ 15/02

3121 小田急百貨店新宿 東京都 ○ ㈱アサノ 15/02

3122 産業技術研究ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ ㈱サンセツ 15/02

3123 戸田市上戸田福祉ｾﾝﾀｰ再整備 埼玉県 ○ 東洋機動㈱ 15/02

3124 文京区立さしがや保育園改修 東京都 ○ 環境装備㈱横浜設備センター 15/02

3125 白糸台計画新築工事 東京都 ○ ㈲小浜設備 15/02

3126 ﾃﾗｵｶ神奈川営業所新築工事 神奈川県 ○ ㈱テラオカ ㈲佐藤工業 15/02

3127 三宅坂ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱竹村コーポレーション 15/02

3128 ｻﾞ･ｽﾎﾟｰﾂｺﾈｸｼｮﾝ事務所 東京都 ○ 三建設備工業㈱ 15/02

3129 ﾔﾏｷ㈱群馬事業所 群馬県 ○ ㈱朝日工業社 15/02

3130 ｼｬｰﾌﾟ堺工場増築工事 大阪府 ○ 清水建設㈱ 新菱冷熱工業㈱ 15/02

3131 堀越ｾﾝﾀｰ新築 山口県 ○ ㈱中電工 15/02

3132 公風会老人ﾎｰﾑ 和歌山県 ○ 長谷川冷機㈱ 15/02

3133 新古賀病院 福岡県 ○ 社会医療法人 天神会 清水建設㈱ 空研工業㈱ 15/03

3134 ﾋﾟｴﾅ･ｶｰｻ新築工事 東京都 ○ 高塚設備工業㈱ 15/03

3135 西平井保育園 東京都 ○ ㈱東尚産業 15/03

3136 関東中央病院 東京都 ○ ㈱アサカ施設 15/03

3137 すみだ健康ﾊｳｽ改修工事 東京都 ○ 三協エンジニアリング㈱ 15/03

3138 ﾎﾃﾙｼｬﾙﾑⅡ 改修工事 東京都 ○ イズミ㈱ 15/03

3139 川崎区追分町計画新築工事 神奈川県 ○ ㈲中川設備工業 15/03

3140 ﾎﾃﾙｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ府中 東京都 ○ ㈱エー･エム･シー 15/03

3141 ﾐﾏｽｸﾘｰﾝｹｱ工事 東京都 ○ 東海管工㈱ 15/03

3142 帝京科学大学千住 1号館改修 東京都 ○ ㈱ヤマト 15/03

3143 東京大学総合研究棟(薬学系) 東京都 ○ 斎久工業㈱ 15/03

3144 虎ノ門ﾋﾙｽﾞ 東京都 ○ 三建設備工業㈱ 15/03

3145 平和島物流ｾﾝﾀｰ新築工事 東京都 ○ NTTロジスコ 不二熱学工業㈱ 15/03

3146 ﾏｻﾞｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ ｱﾈｯｸｽ 千葉県 ○ 大成温調㈱ 15/03

3147 大師河原計画 A棟 神奈川県 ○ ㈱長谷工コーポレーション 大成温調㈱ 15/03

3148 鹿島KIﾋﾞﾙ改修工事 東京都 ○ ㈱コンフォルト 15/03

3149 藤和ｼﾃｨｺｰﾌﾟ湘南平塚 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 15/03

3150 長浜ｾﾌｨﾛﾝﾄ病院 滋賀県 ○ ダイダン㈱ 15/03
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3151 MEIJI京都東山ﾋﾞﾙ 京都府 ○ 大成建設㈱ 影近設備工業㈱ 15/03

3152 西和医療ｾﾝﾀｰ本館 改修工事 奈良県 ○ ㈱菊井組 ㈱菊井組 15/03

3153 ｵｰﾊﾞﾙ新宿ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 横山設備工業㈱ 15/04

3154 総合東京病院改築工事 東京都 ○ 医療法人財団健貢会 ㈱ヤマト 15/04

3155 東興ﾎﾃﾙ改修工事 東京都 ○ 日本ファシリオ㈱ 15/04

3156 綾瀬循環器病院新築工事 東京都 ○ 医療法人社団 栄悠会 ㈱朝日工業社 15/04

3157 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ六本木駅前新築工事 東京都 ○ アパホーム㈱ 太陽機設㈱ 15/04

3158 本郷2丁目計画 東京都 ○ 太陽機設㈱ 15/04

3159 後楽鹿島ﾋﾞﾙ空調設備更新工事 東京都 ○ 東洋熱工業㈱ 15/04

3160 ﾚｰﾍﾞﾝつくば研究学園Ⅱ 茨城県 ○ タカラレーベン ㈱ライクス 15/04

3161 特別養護老人ﾎｰﾑ羽田改修工事 東京都 ○ 菱熱サービス㈱ 15/04

3162 すみだ健康ﾊｳｽ改修工事 東京都 ○ 三協エンジニアリング㈱ 15/04

3163 ﾀﾞｲｱﾊﾟﾚｽ鷺宮改修 東京都 ○ ㈱社総和プラント 15/04

3164 品川ｲﾝﾀｰｼﾃｨ 東京都 ○ セコムエンジニアリング㈱ 15/04

3165 大井町MCﾋﾞﾙ計画新築 東京都 ○ ㈱新星工業 15/04

3166 黒内小学校 茨城県 ○ ㈱舘野設備工業 15/04

3167 渋谷東3丁目計画 東京都 ○ 野村不動産㈱ ㈱富創管工 15/04

3168 ﾏﾂﾀﾞ技術本館ﾌｧﾝｺｲﾙ2期改修工事 広島県 ○ 三機工業㈱ 15/04

3169 ﾏﾝｼｮﾝ新大阪第五改修工事 大阪府 ○ 神戸洗管工業㈱ 15/04

3170 花本新電波棟増築工事 愛知県 ○ トヨタ自動車㈱ 清水建設㈱ 新日本空調㈱ 15/05

3171 ｱｽﾃﾗｽ製薬筑波新GLP棟 茨城県 ○ アステラス製薬㈱ 鹿島建設㈱ 高砂熱学工業㈱ 15/05

3172 東心斎橋ﾏﾝｼｮﾝ 大阪府 ○ ㈱クリマテック 15/05

3173 大浜作業所 大阪府 ○ ㈱阪口設備工業 15/05

3174 新潟大学歯学系E棟改修工事 新潟県 ○ 新潟大学 関川水道 15/05

3175 船橋翔裕園新築工事 千葉県 ○ 社会福祉法人長寿の里 ㈲ステアリスト 15/05

3176 東海大学医学部付属東京病院 東京都 ○ 三協エンジニアリング㈱ 15/05

3177 文京区本郷2丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都 ○ 横浜エンジニアリング㈱ 15/05

3178 日本合成ｱﾙｺｰﾙ川崎工場 神奈川県 ○ ㈱ビオン工業 15/05

3179 神奈川大学改修 神奈川県 ○ ㈲京和設備 15/05

3180 青海流通ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ 豊和工業㈱ 15/05

3181 富士陰ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱朝日工業社 15/05

3182 ﾊﾟｰｸﾊｲﾂ横浜 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 15/05

3183 ふくおかｱｲﾗﾝﾄﾞｼﾃｨ楽の湯 福岡県 ○ 松尾工業㈱ 15/05

3184 ｸﾆﾀﾁｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ新築工事 東京都 ○ ㈱菱熱 15/06

3185 なめがたﾌｧｰﾏｳﾞｨﾚｯｼﾞ 茨城県 ◯ 白ハト食品工業㈱ ㈱テクノ菱和 15/06

3186 近江八幡警察署庁舎新築等工事 滋賀県 ○ ㈱乾設備工業 15/06

3187 ｶｺﾞﾒ㈱茨城工場FICﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 茨城県 ◯ ㈱テクノ菱和 15/06

3188 二子玉川ﾗｲｽﾞ ﾀﾜｰ&ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ ﾀﾜｰｲｰｽﾄ 東京都 ◯ 櫻井工業㈱ 15/06

3189 ﾄﾞﾑｽﾞ南青山 東京都 ◯ 上野管工㈱ 15/06

3190 渋谷3丁目計画 東京都 ○ 積水ハウス㈱ ㈱野上設備 15/06

3191 藤和西谷ｺｰﾌﾟ 神奈川県 ◯ ㈱ラプツ 15/06

3192 板橋区蓮根2丁目計画 東京都 ○ 野村不動産㈱ ㈱クリマテック 15/06

3193 豊洲新市場管理施設棟 東京都 ○ 中央卸売市場 ㈱ライクス 15/06

3194 鷹揚郷弘前病院休旧館他機械設備改修工事 青森県 ○ ㈱奥村組 第一工業㈱ 15/07

3195 青葉園南駐車場休憩所 埼玉県 ○ ㈱九電工 15/07

3196 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ戸塚ﾋﾙｽﾞ 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 15/07

3197 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ上野 東京都 ○ 太陽機設㈱ 15/07

3198 ﾋｭｰﾏｯｸｽﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ新宿 東京都 ○ ㈱朝日工業社 15/07

3199 ﾎﾃﾙﾆｭｰｹｺﾞﾝ 東京都 ○ ケイヨー水工㈱ 15/07

3200 幸楽苑小田原工場 神奈川県 ○ サン冷機工業㈱ 15/07
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3201 出版健保会館健康管理ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ 斎久工業㈱ 15/07

3202 青森県会館 東京都 ○ 三谷産業㈱ 15/07

3203 赤坂DSﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱中央建築設備 15/07

3204 大和市下鶴間2丁目計画 神奈川県 ○ 野村不動産㈱ ㈱新和 15/07

3205 朝日生命藤沢ﾋﾞﾙ空調機更新 神奈川県 ○ 富士古河Ｅ&Ｃ㈱ 15/07

3206 藤和鎌倉台ｺｰﾌﾟ 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 15/07

3207 日本大学理工学部船橋校舎 千葉県 ○ 菅家設備㈲ 15/07

3208 ｸﾞﾗﾝﾌｫｾｯﾄ平中央公園Ⅱ新築工事 福島県 ○ ㈱東北パートナーズ 金田建設(株) ㈱内藤工業所 15/07

3209 京都市立新工業学校新築 京都府 ○ 影近設備工業㈱ 15/07

3210 京都ｸﾞﾚｲｽﾘｰ京都寺町新築工事 京都府 ○ 影近設備工業㈱ 15/07

3211 辻調理師専門学校新築 大阪府 ○ 辻調理 ㈱空研 15/08

3212 ﾌﾟﾗｲﾑｲﾝ城陽 京都府 ○ 若林設備工業㈱ 15/08

3213 太平洋ｸﾗﾌﾞ成田ｺｰｽ 千葉県 ○ ㈱ネツケン 15/08

3214 復興公営住宅 福島県 ○ ㈱内藤工業所 15/08

3215 江東橋Ⅳﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ ㈱シノケンハーモニー 太陽機設㈱ 15/08

3216 福生第二学園 東京都 ○ ㈱ケイアド 15/08

3217 ｽﾙｶﾞﾋﾞﾙ 東京都 ○ 苓州設備工業㈱ 15/08

3218 出光石炭環境研究所 千葉県 ○ ㈱トライテック 15/08

3219 調布市総合体育館空調設備改修 東京都 ○ 日本装芸㈱ 15/08

3220 大正製薬㈱大宮工場 埼玉県 ○ 東洋熱工業㈱ 15/08

3221 ｽﾀｰﾊｲﾂ洗足池給水S改修 東京都 ○ 川本工業㈱ 15/08

3222 江戸川区上一色2丁目計画A棟 東京都 ○ スターツ信託㈱ 前田設備工業㈱ 15/08

3223 東武ｻﾃﾗｲﾄﾏﾝｼｮﾝ松の木 埼玉県 ○ イズミ㈱ 15/08

3224 文京区民ｾﾝﾀｰ改修工事 東京都 ○ ㈱太平エンジニアリング 15/08

3225 東京大学工学部4号館 東京都 ○ 東洋機動㈱ 15/08

3226 ｺｸﾖ芝山工場 ｴｱｰ配管 千葉県 ○ 山田工業㈱ 15/08

3227 栄区笠間貸施設増築工事 神奈川県 ○ ㈱下田商会 15/08

3228 藤和八丁堀ｺｰﾌﾟ 東京都 ○ ㈱ラプツ 15/08

3229 尻手ﾋﾞﾙ 神奈川県 ○ ㈱ラプツ 15/08

3230 京成ｻﾝｺｰﾎﾟ八千代 OP工事 千葉県 ○ 建装工業㈱ 15/08

3231 中野区南台寮 東京都 ○ 積水工業㈱ 15/08

3232 ｼｰﾊﾞﾝｽN館 東京都 ○ ㈱日設 15/08

3233 TMG宗岡中央総合病院 埼玉県 ○ 第一設備工業㈱ 15/08

3234 新大崎勘業ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 須賀工業㈱ 15/08

3235 中野KSﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱ヤマト 15/08

3236 千駄木ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱レックコンストラクション 15/08

3237 新お茶の水ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 東京都 ○ 新日本空調㈱ 15/08

3238 東京大学 RI総合ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ 斎久工業㈱ 15/08

3239 関宿ﾅｰｼﾝｸﾞﾋﾞﾚｯｼﾞ 千葉県 ○ ㈱きんでん 15/08

3240 東京西徳州会病院 改修工事 東京都 ○ 大成温調㈱ 15/08

3241 横浜南共済病院 新病棟新築工事 神奈川県 ○ 横浜南共済病院 ㈱三晃空調 15/08

3242 近甚ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈲丸勝設備工業 15/08

3243 ﾋﾟｭｱﾘﾃｨまきび 岡山県 ○ ㈱安藤・間 ㈱大設工業 15/09

3244 旭日産業㈱あさひ寮 東京都 ○ イズミ㈱ 15/09

3245 ｸﾞﾘｰﾝｺｱ渋谷 東京都 ○ ㈱三栄 15/09

3246 小室小学校 千葉県 ○ ㈲東保設備 15/09

3247 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ京成上野駅前 東京都 ○ アパ㈱ 太陽機設㈱ 15/09

3248 ｵｰﾍﾞﾙ横浜白幡新築 神奈川県 ○ ジャパン･エンヂニアリング㈱ 15/09

3249 藤ｺｰﾎﾟ 東京都 ○ 光進㈱ 15/09

3250 砧南小学校給食室他改修工事 東京都 ○ エヌ･アイ･エヌ設備㈲ 15/09

65 ページ

(敬称略)



所在地
都道府県 新規 改修

着工
年月No 物件名

建築形態
施主 建設 設備

3251 青井5丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 東京都 ○ 日神住宅サポート㈱ 大進設備㈱ 15/09

3252 日神ﾊﾟﾚｽﾃｰｼﾞ衣笠改修工事 神奈川県 ○ 三沢電機㈱ 15/09

3253 烏山総合支所･保育園改修工事 東京都 ○ 大橋エアシステム㈱ 15/09

3254 陽輪台田園調布 東京都 ○ ㈱トーシンテックス 15/09

3255 1209丸紅高田馬場(ｸﾞﾗﾝｽｲｰﾄ高田馬場諏訪の杜) 東京都 ○ 丸紅㈱ 山本設備機工㈱ 15/09

3256 上野下ｱﾊﾟｰﾄMS新築(ｻﾞ･ﾊﾟｰｸﾊｳｽ上野) 東京都 ○ 三菱地所レジデンス㈱ 大成設備㈱ 15/09

3257 慶応大学三田改修工事 東京都 ○ 三建設備工業㈱ 15/09

3258 苑風会病院新築工事 東京都 ○ 医療法人社団苑風会 三建設備工業㈱ 15/09

3259 銀座貿易ﾋﾞﾙ給水ｼｽﾃﾑ工事 東京都 ○ 三建設備工業㈱ 15/09

3260 特養老人ﾎｰﾑかまくら愛の郷 神奈川県 ○ 社会福祉法人湘南愛心会 三建設備工業㈱ 15/09

3261 東京製菓学校 東京都 ○ 大成温調㈱ 15/09

3262 近江八幡新一般廃棄物処理施設新築 滋賀県 ○ ㈱乾設備工業 15/09

3263 ﾌﾗｯﾂ景丘 東京都 ○ ㈲豊栄工業 15/09

3264 協和ｷﾘﾝ発酵高崎工場改修工事 群馬県 ○ サン冷機工業㈱ 15/10

3265 上尾郵便局模様替工事 埼玉県 ○ 日本装芸㈱ 15/10

3266 北区赤羽岩淵計画 東京都 ○ ㈱グローブマネージメント 菱栄設備工業㈱ 15/10

3267 柏高柳駅前商業施設計画新築工事 千葉県 ○ オリックス㈱ セコムエンジニアリング㈱ 15/10

3268 秋葉原練塀町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築 東京都 ○ ㈱ヴィラージュドクロシェ 横浜エンジニアリング㈱ 15/10

3269 梅田中学校給食室全面改修工事 東京都 ○ 日化設備工業㈱ 15/10

3270 天然温泉みうら湯弘明寺店 神奈川県 ○ ㈱アルクシード 15/10

3271 ｻﾝｼﾝ本社ﾋﾞﾙ計画 東京都 ○ ㈱サンシン 大和管機工業㈱ 15/10

3272 桶川ﾏｲﾝ 埼玉県 ○ ハネダ防設㈱ 15/10

3273 仙石山森ﾀﾜｰ 東京都 ○ 三建設備工業㈱ 15/10

3274 ﾃｨｯﾌﾟﾈｽ川崎 神奈川県 ○ 日本ファシリオ㈱ 15/10

3275 朋優学院高校 東京都 ○ ㈱朝日工業社 15/10

3276 ﾁｭﾘｽ平塚 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 15/10

3277 多摩肛門科 東京都 ○ ㈱シンケイ 15/10

3278 ｼｬｰﾌﾟ亀山第一工場 三重県 ○ 新菱冷熱工業㈱ 15/10

3279 ｱﾙﾌｧｸﾞﾗﾝﾃﾞ篠崎弐番街 東京都 ○ 前田設備工業㈱ 15/11

3280 ｸﾚｳｨｱ浜町公園 東京都 ○ 太陽機設㈱ 15/11

3281 ﾊﾟﾙﾐｰﾄ習志野 千葉県 ○ 暁飯島工業㈱ 15/11

3282 TBK高松ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 斎久工業㈱ 15/11

3283 ﾗﾐｱｰﾙ藤沢ﾓｱｸﾚｽﾄ 神奈川県 ○ ㈱太平エンジニアリング 15/11

3284 ｸﾞﾘｰﾝｷｬﾋﾟﾀﾙ浅草改修 東京都 ○ ㈲雅工業 15/11

3285 太子堂2丁目計画新築 東京都 ○ ㈲中川設備工業 15/11

3286 藤和白山ｺｰﾌﾟ 東京都 ○ ㈱ラプツ 15/11

3287 調布総合福祉ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ ㈱設備企画 15/11

3288 池袋ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞｼﾃｨ 東京都 ○ 第一設備工業㈱ 15/11

3289 塩崎保育園 東京都 ○ ㈱ライクス 15/11

3290 浦安市千鳥学校給食ｾﾝﾀｰ改修 千葉県 ○ 三建設備工業㈱ 15/11

3291 太陽HD嵐山事業所改修工事 埼玉県 ○ ㈱朝日工業社 15/11

3292 川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ増築 神奈川県 ○ ㈱川崎フロンターレ 大成温調㈱ 15/11

3293 ﾗﾌｫｰﾚ倶楽部伊東温泉湯の庭 静岡県 ○ ㈱竹村コーポレーション 15/11

3294 大阪市立 千島体育館 大阪府 ○ ㈱一二三工業所 15/11

3295 加須ﾌﾟﾛｾｽｾﾝﾀｰ 埼玉県 ○ ㈱朝日工業社 15/11

3296 ｳﾞｪﾚｰﾅ木場公園 東京都 ○ 大和地所レジデンス ㈱スワダ管工 15/12

3297 ｸﾚｳｨｱ浜町公園PJ 東京都 ○ 伊藤忠都市開発 太陽機設㈱ 15/12

3298 はせがわ病院 東京都 ○ 浦安工業㈱ 15/12

3299 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ東雲 茨城県 ○ 三栄工業㈱ 15/12

3300 川口市飯塚三丁目計画新築工事 埼玉県 ○ ジャパン･エンヂニアリング㈱ 15/12
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3301 東陽町ｺｰﾎﾟﾗｽ改修工事 東京都 ○ ㈱リード 15/12

3302 内間木公民館改修工事 埼玉県 ○ 光進㈱ 15/12

3303 世田谷区田園調布2丁目計画 東京都 ○ 横浜エンジニアリング㈱ 15/12

3304 ﾎﾃﾙﾒｯﾂ溝ノ口 神奈川県 ○ ㈱キャプティ 15/12

3305 赤坂檜坂計画新築工事 東京都 ○ 森トラスト㈱ 富士熱学工業㈱ 15/12

3306 ｳｪﾘｽｵﾘｰﾌﾞ津田沼 千葉県 ○ NTT都市開発 ㈱日設 15/12

3307 自治医科大病院 栃木県 ○ エルゴテック㈱ 15/12

3308 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ巣鴨 東京都 ○ アパホテル ㈱朝日工業社 15/12

3309 湘南鎌倉ﾊﾞｰｽｸﾘﾆｯｸ新築 神奈川県 ○ 大成温調㈱ 15/12

3310 ﾒｿﾞﾝ戸塚 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 15/12

3311 ｸﾎﾞﾀ阪神事務所 兵庫県 ○ ㈱ライフテック 15/12

3312 向日市立第五向陽小学校 京都府 ○ ㈲山本商会 16/01

3313 ｸﾚｽﾄﾌｫﾙﾑ柏 千葉県 ○ ㈱ゴールドクレスト ㈱クリマテック 16/01

3314 ﾚｰﾍﾞﾝ守谷松並新築工事 茨城県 ○ ㈱タカラレーベン ㈱長谷工コーポレーション 六興電機㈱ 16/01

3315 山門ﾋﾞﾙ改修 東京都 ○ ㈱新星工業 16/01

3316 大手町第三地区ｻﾌﾞﾌﾟﾗﾝﾄ 東京都 ○ 高砂熱学工業㈱ 16/01

3317 慶應義塾大学病院 東京都 ○ 三機工業㈱ 16/01

3318 新青山ﾋﾞﾙ改修工事(東館) 東京都 ○ 斎久工業㈱ 16/01

3319 東京歯科大学水道橋校舎西棟増築 東京都 ○ 東洋熱工業㈱ 16/01

3320 千葉NT 千葉県 ○ ㈱朝日工業社 16/01

3321 原子力科学研究部門 関西光科学研究所 京都府 ○ ㈲白川背坪 16/02

3322 安芸高田市立吉田小学校改修 広島県 ○ 安芸高田市 ㈲矢賀谷ハウジング 16/02

3323 田園調布ｻﾆｰﾊｲﾂ 東京都 ○ イズミ㈱ 16/02

3324 青山OHMOTOﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱ユウテック 16/02

3325 日本年金機構本部空調更新工事 東京都 ○ ㈱イシイ設備工業 16/02

3326 ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ㈱佐倉工場 千葉県 ○ ㈱サンプラント 16/02

3327 ｴｸﾚｰﾙ北千住改修工事 東京都 ○ ㈱コウセイ 16/02

3328 東京成徳大学高校 東京都 ○ 協立機電工業㈱ 16/02

3329 ｸﾎﾞﾀ堺製造所 大阪府 ○ ㈱クボタ 新菱冷熱工業㈱ 16/03

3330 農業研究開発ｾﾝﾀｰ(奈良県農業大学校) 奈良県 ○ ㈱博電工業 16/03

3331 ﾎﾃﾙﾆｭｰ幸林改修工事 北海道 ○ オホーツク水道工事㈱ 16/03

3332 吹田徳洲会病院改修工事 大阪府 ○ ㈱関西水彩本舗 16/03

3333 LM松戸二十世紀が丘 千葉県 ○ 大京 ㈱総和プラント 16/03

3334 鷺沼東ﾛｲﾔﾙﾏﾝｼｮﾝ 神奈川県 ○ イズミ㈱ 16/03

3335 城南信用金庫 宮前平支店 神奈川県 ○ ㈱三栄 16/03

3336 いきいきﾀｳﾝ野田 千葉県 ○ ㈱田中設備工業 16/03

3337 三交ｲﾝ桑名駅前ﾎﾃﾙ 三重県 ○ 日本リニューアル㈱ 16/03

3338 ﾔｵｺｰ川口朝日店 埼玉県 ○ ヤオコー セコムエンジニアリング㈱ 16/03

3339 東京電力㈱荻窪支社 東京都 ○ ㈱清田工業 16/03

3340 農林水産省公務員宿舎(深川寮) 東京都 ○ 横河東亜工業㈱ 16/03

3341 忍岡中学校大規模空調改修工事 東京都 ○ ㈱當木工事 16/03

3342 未来倶楽部大泉学園改修工事 東京都 ○ 関東工業㈱ 16/03

3343 代々木山手ﾊﾟｰｸﾊｳｽ 東京都 ○ ㈱ラプツ 16/03

3344 世田谷区立玉川中学校温水ﾌﾟｰﾙ 東京都 ○ ㈱キャプティ 16/03

3345 八重洲三井ﾋﾞﾙB1F給排水工事 東京都 ○ 新日本空調㈱ 16/03

3346 国立西洋美術館 東京都 ○ シナネンファシリティーズ㈱ 16/03

3347 新宿野村ﾋﾞﾙB3F 東京都 ○ 須賀工業㈱ 16/03

3348 三菱東京UFJ銀行鎌倉支店 神奈川県 ○ ㈱クリマテック 16/03

3349 大田市場 新荷捌施設建設工事 東京都 ○ ㈱ヤマト 16/03

3350 高輪東武ﾎﾃﾙ 東京都 ○ ㈱ヤマト 16/03
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3351 済生会神奈川県病院 神奈川県 ○ ダイダン㈱ 16/03

3352 帝国ﾎﾃﾙﾀﾜｰ客室改修 東京都 ○ 三機工業㈱ 16/03

3353 東医大八王子医療ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ ㈲白石事務所 16/03

3354 MI新宿ﾋﾞﾙ本館 東京都 ○ 新菱冷熱工業㈱ 16/03

3355 おおきに旅館東心斎橋 大阪府 ○ 尾﨑住設 16/04

3356 ららぽーと柏の葉 千葉県 ○ ㈱エキスパート 16/04

3357 東京高地簡裁庁舎機械設備 東京都 ○ 浦安工業㈱ 16/04

3358 越谷ﾐｰﾄｾﾝﾀｰ 埼玉県 ○ ㈱アクサス 16/04

3359 つくば竹園三丁目共同住宅工事 茨城県 ○ 六興電機㈱ 16/04

3360 武蔵野学院 埼玉県 ○ ㈱リード 16/04

3361 ｸﾗｲﾁ伊勢崎工場 群馬県 ○ ㈱誠和実業 16/04

3362 桜台ﾊｲﾑ 東京都 ○ 日本設備工業㈱ 16/04

3363 ｿﾙｼﾞｪｶﾞｰﾃﾞﾝ改修工事 神奈川県 ○ ㈱ラプツ 16/04

3364 協和武蔵野学生会館 東京都 ○ ㈱エー･エム･シー 16/04

3365 中野総合病院改修工事 東京都 ○ ㈱中電工 16/04

3366 関東ﾏﾂﾀﾞ高田馬場 東京都 ○ ㈱中電工 16/04

3367 ｼﾞｭﾝｹﾝ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ㈱ 東京都 ○ 富士古河Ｅ&Ｃ㈱ 16/04

3368 西の京病院改修工事 京都府 ○ 清和工業 16/04

3369 京都大学吉田南人間開発研究棟改修工事 京都府 ○ リットー㈱ 16/04

3370 三ノ輪ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 東京都 ○ 日神不動産㈱ ㈱スワダ管工 16/05

3371 総武病院 千葉県 ○ ㈲東保設備 16/05

3372 ｸﾚｳﾞｨｱ浜町公園PJ 東京都 ○ 太陽機設㈱ 16/05

3373 ｱﾊﾟﾎﾃﾙTKP日暮里 東京都 ○ アパホテル 太陽機設㈱ 16/05

3374 ｻﾝｾﾙﾓ玉泉院太田会館 東京都 ○ 明和設備㈱ 16/05

3375 日本食品分析ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ ㈱ヒビヤト 16/05

3376 JFE池上総合詰所 東京都 ○ ㈱浜 16/05

3377 藤和ｼﾃｨｺｰﾌﾟ日吉3 神奈川県 ○ ㈱ラプツ 16/05

3378 ｵｰﾍﾞﾙ柏豊四季台Ⅱ 千葉県 ○ 山本設備機工㈱ 16/05

3379 三会堂ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 東洋熱工業㈱ 16/05

3380 ﾌｧｰｽﾄﾌｰｽﾞ戸田ｷｯﾁﾝ 埼玉県 ○ 日本ファシリオ㈱ 16/05

3381 埼玉会館 改修工事 埼玉県 ○ ㈱朝日工業社 16/05

3382 住友検見川ﾊｳｽ 千葉県 ○ 川本工業㈱ 16/05

3383 藤和登戸ｺｰﾌﾟ 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 16/05

3384 ｼﾃｨ能見台ふれあいの街　 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 16/05

3385 六本木ﾕﾆﾊｳｽ給湯設備改修工事 東京都 ○ 建装工業㈱ 16/05

3386 天王寺郵便局 大阪府 ○ 高砂熱学工業㈱ 16/05

3387 ㈱ｱｰｽﾃｸﾆｶ八千代工場 千葉県 ○ 川崎設備工業㈱ 16/06

3388 ｳﾞｧﾝｳﾞｪｰﾙ新宿 東京都 ○ ㈱ＴＯＨＯ 16/06

3389 ﾙﾈｻﾝｽ田端 東京都 ○ 太陽機設㈱ 16/06

3390 吉川美南13街区 埼玉県 ○ 住友不動産㈱ ㈱クリマテック 16/06

3391 ｻﾞ･ﾋﾞｰ赤坂 東京都 ○ ㈱ケイアド 16/06

3392 台東区松が谷3丁目計画 東京都 ○ 菱栄設備工業㈱ 16/06

3393 小田原市東町複合店舗計画 神奈川県 ○ 横浜エンジニアリング㈱ 16/06

3394 ﾎﾃﾙﾆｭｰﾖｰｸ 東京都 ○ 菱熱工業㈱ 16/06

3395 日比谷DNﾀﾜｰ21 東京都 ○ 東洋熱工業㈱ 16/06

3396 ｸﾞﾚｰｽｹｱ市川 千葉県 ○ 須賀工業㈱ 16/06

3397 東葛辻仲病院 改修工事 千葉県 ○ ㈱レックコンストラクション 16/06

3398 勝永ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 斎久工業㈱ 16/06

3399 清湘会記念病院 東京都 ○ 三建サービス工事㈱ 16/06

3400 竜泉寺の湯 埼玉草加店 埼玉県 ○ ㈲朋工業 16/06
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3401 医療法人手稲渓仁会病院既存棟改修工事 北海道 ○ 三建設備工業㈱ 16/06

3402 京都何有荘Fﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄプロジェクト 京都府 ○ 高砂熱学工業㈱ 16/06

3403 渋谷区本町ｻｰﾋﾞｽ付高齢者住宅 東京都 ○ NTT都市開発㈱ アイサワ工業㈱ 16/07

3404 順天堂大学さくらｷｬﾝﾊﾟｽ 千葉県 ○ 川崎設備工業㈱ 16/07

3405 ｴｽﾃﾑﾌﾟﾗｻﾞ門前仲町 東京都 ○ 東京日商エステム 太陽機設㈱ 16/07

3406 けやきひろば改修工事 埼玉県 ○ ㈲幸和設備 16/07

3407 太子堂3丁目計画新築 東京都 ○ ㈲中川設備工業 16/07

3408 宍戸第二ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ ㈱ラプツ 16/07

3409 東池袋ｺｰﾌﾟ 東京都 ○ ㈱ラプツ 16/07

3410 交通遺児育英会 東京都 ○ 誠和技研㈱ 16/07

3411 目黒雅叙園ｱﾙｺﾀﾜｰ改修工事 東京都 ○ ㈱ヤマト 16/07

3412 NHK放送ｾﾝﾀｰ 北広場 東京都 ○ 高砂熱学工業㈱ 16/07

3413 指宿浄化ｾﾝﾀｰ 鹿児島県 ○ ㈲サンセツ工業 16/07

3414 FBC大阪工場 大阪府 ○ 朋和技研工業㈱ 16/07

3415 ﾙｸﾞﾗﾝｿｼｴ洛西高島屋 京都府 ○ 不二技研工業㈱ 16/07

3416 ﾎﾃﾙﾆｭｰ幸林改修工事Ⅱ期 北海道 ○ オホーツク水道工事㈱ 16/08

3417 関東ｾﾝﾄﾗﾙｷｯﾁﾝ新築工事 神奈川県 ○ 東洋建設 ㈱朝日工業社 16/08

3418 船橋市市場4丁目有料老人ﾎｰﾑ 千葉県 ○ 前田設備工業㈱ 16/08

3419 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ飯田橋新築工事 東京都 ○ アパグループ 太陽機設㈱ 16/08

3420 筑波大学ｽﾎﾟｰﾂﾘｴｿﾞﾝ棟 茨城県 ○ 筑波大学 暁飯島工業㈱ 16/08

3421 ﾗｲﾌﾞﾀｳﾝ調布 東京都 ○ ㈱ラプツ 16/08

3422 藤和相武台ｺｰﾌﾟ 神奈川県 ○ ㈱ラプツ 16/08

3423 鶴見ﾋﾞｭｰﾊｲﾂ 神奈川県 ○ アローズ設備㈱ 16/08

3424 国領工場 東京都 ○ 富宇加工業㈱ 16/08

3425 第一勧業信用組合四谷本店 東京都 ○ 横山設備工業㈱ 16/08

3426 朝霞台中央総合病院 埼玉県 ○ 第一設備工業㈱ 16/08

3427 専修大学伊勢原ｾﾐﾅｰﾊｳｽ 神奈川県 ○ 新菱冷熱工業㈱ 16/08

3428 八王子高尾計画新築工事 東京都 ○ 大和ハウス工業 大成温調㈱ 16/08

3429 田中長奈良漬店新築工事 京都府 ○ 鹿間設備㈱ 16/09

3430 葉山町一色有料老人ﾎｰﾑ新築 神奈川県 ○ バリューアップ・キャピタル㈱ ケイヨー水工㈱ 16/09

3431 早稲田鶴巻町計画新築工事 東京都 ○ ㈱野上設備 16/09

3432 瀬谷ふたつ橋病院 神奈川県 ○ ㈱ケイアド 16/09

3433 ﾏｲｽｸｰﾙ八潮給水管受水槽 東京都 ○ 横河東亜工業㈱ 16/09

3434 笑吉庵新築工事 神奈川県 ○ ㈱アクアテック 16/09

3435 NTT多摩ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 誠和技研㈱ 16/09

3436 三田平和ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 第一工業㈱ 16/09

3437 扇大橋計画新築工事 東京都 ○ ㈱サンケイビル ㈱ライクス 16/09

3438 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ改修工事 東京都 ○ 高砂熱学工業㈱ 16/09

3439 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ歌舞伎町Ⅱ 新築工事 東京都 ○ アパホテル 太陽機設㈱ 16/10

3440 代々木ﾍﾟｱｼﾃｨｰ 東京都 ○ ㈲雅工業 16/10

3441 R&Bﾎﾃﾙ 上野広小路 東京都 ○ ㈱リード 16/10

3442 日商岩井市川ﾏﾝｼｮﾝ 千葉県 ○ ㈱マルコー 16/10

3443 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾗｽ世田谷玉堤 東京都 ○ シマダリビングパートナーズ㈱ ㈱ジェス 16/10

3444 藤和ｼﾃｨｺｰﾌﾟ西蒲田Ⅱ 東京都 ○ ㈱ラプツ 16/10

3445 川越ｻﾝﾊｲﾂ改修工事 埼玉県 ○ ㈱協和日成 16/10

3446 自治医科大病院外来ﾘﾆｭｰｱﾙ 栃木県 ○ エルゴテック㈱ 16/10

3447 ㈱かね貞関東工場 千葉県 ○ 日本ファシリオ㈱ 16/10

3448 野庭団地第18住宅 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 16/10

3449 函館空港国際旅客ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ増改修 北海道 ○ 高砂熱学工業㈱ 16/10

3450 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｵ月島新築工事 東京都 ○ ケイヨー水工㈱ 16/11
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3451 藤城ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ケイヨー水工㈱ 16/11

3452 飯沼本家 瓶詰めﾗｲﾝ配管工事 千葉県 ○ ＳＯＵ設備㈱ 16/11

3453 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ高井戸 東京都 ○ 大京 ㈱エキスパート 16/11

3454 ㈱ﾊﾟﾙ･ﾐｰﾄ習志野事業所 千葉県 ○ 暁飯島工業㈱ 16/11

3455 目黒恵風寮 東京都 ○ ㈱アペックエンジニアリング 16/11

3456 八王子市八日町計画A棟 東京都 ○ ㈱長谷工コーポレーション 六興電機㈱ 16/11

3457 つくば吾妻2計画新築 茨城県 ○ ㈱長谷工コーポレーション 六興電機㈱ 16/11

3458 JFE水江別館 神奈川県 ○ ㈱浜 16/11

3459 ｳｴﾘｽｵﾘｰﾌﾞ鵠沼松が岡 神奈川県 ○ ㈱下田商会 16/11

3460 TG川崎ﾋﾞﾙ給排水衛生設備 神奈川県 ○ ㈱キャプティ 16/11

3461 熊谷印刷 東京都 ○ ㈱新星工業 16/11

3462 西武拝島ﾊｲﾂ 東京都 ○ 京浜管鉄工業㈱ 16/11

3463 ﾌﾞﾘﾘｱｸﾞﾗﾝﾃﾞみなとみらい 神奈川県 ○ ㈱東装スペース 16/11

3464 ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ東京ﾍﾞｲ 千葉県 ○ ㈱西原衛生工業所 16/11

3465 筑波大学計算科学研究ｾﾝﾀｰ 茨城県 ○ ㈱テクノ菱和 16/11

3466 新宿区立角筈特別出張所 東京都 ○ 東京ダイヤエアコン㈱ 16/11

3467 市ﾄﾞﾘｰﾑﾊｲﾂ団地 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 16/11

3468 聖跡桜ヶ丘高齢者施設 東京都 ○ 東光電気工事㈱ 16/11

3469 港区海岸3丁目計画新築 東京都 ○ 六興電気㈱ 16/12

3470 ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ二子玉川 東京都 ○ 川本工業㈱ 16/12

3471 ｽﾌｨｱﾀﾜｰ天王洲 東京都 ○ 長谷川設備工業㈱ 16/12

3472 ﾙﾈ追浜 神奈川県 ○ 有賀工業㈱ 16/12

3473 上永谷ﾊﾟｰｸﾊｲﾂ 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 16/12

3474 東芝ｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱CP棟 東京都 ○ 大成設備㈱ 16/12

3475 日本中央競馬会東京競馬場 東京都 ○ 新菱テクニカルサービス㈱ 16/12

3476 箱根高原ﾎﾃﾙ 神奈川県 ○ 日本ファシリオ㈱ 16/12

3477 葉山町一色有料老人ﾎｰﾑ新築 神奈川県 ○ ケイヨー水工㈱ 16/12

3478 新奈良病院(奈良県総合医療ｾﾝﾀｰ)新築工事 奈良県 ○ 川崎設備工業㈱ 16/12

3479 石屋製菓北広島工場新築工事 北海道 ○ 日本ドライケミカル㈱ 16/12

3480 天満2丁目ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 大阪府 ○ 大阪エアコン㈱ 16/12

3481 ｲﾆｼｱ東葛西6丁目 東京都 ○ 日本リニューアル㈱ 17/01

3482 ANAC成田工場 千葉県 ○ ㈱朝日工業社 17/01

3483 NBF新浦安ﾀﾜｰ 千葉県 ○ 三機工業㈱ 17/01

3484 ｸﾘｵ西国分寺新築工事 東京都 ○ ㈱佐藤渡辺 17/01

3485 さいたま新都心計画 埼玉県 ○ ㈱ライクス 17/01

3486 ｿﾞﾈﾝﾊｲﾑ金町 東京都 ○ 日本リニューアル㈱ 17/01

3487 ﾎﾃﾙｻﾝﾙｰﾄ浅草 東京都 ○ 経塚工業㈱ 17/01

3488 横浜市港南区総合庁舎 神奈川県 ○ 大成温調㈱ 17/01

3489 新宿百人町計画新築工事 東京都 ○ ㈱ライクス 17/01

3490 日本色材工業研究所3号館事務所 東京都 ○ ㈱テクノ菱和 17/01

3491 長野保育園 新築工事 石川県 ○ サンコーエンジニアリング㈱ 17/01

3492 日本食品分析ｾﾝﾀｰ 大阪府 ○ 清水建設㈱ エアテック㈱ 17/01

3493 能代厚生医療ｾﾝﾀｰ 秋田県 ○ 高砂熱学工業㈱ 17/01

3494 ｾﾞﾝｼｮｰ南関東工場 神奈川県 ○ ㈱朝日工業社 17/02

3495 ﾌｧﾅｯｸ㈱壬生工場 栃木県 ○ 日本ファシリオ㈱ 17/02

3496 ﾛｲﾔﾙｼｬﾄｰ入船公園 神奈川県 ○ ㈲丸勝設備工業 17/02

3497 一之江駅改修工事 東京都 ○ サン冷機工業㈱ 17/02

3498 銀座7丁目ﾎﾃﾙ新築工事 東京都 ○ ㈱ライクス 17/02

3499 江東区新砂運動場 東京都 ○ ㈱サカモトアクエア 17/02

3500 三井住友海上駿河台本館 東京都 ○ 三機工業㈱ 17/02
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3501 泉ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 千葉県 ○ 大和管機工業㈱ 17/02

3502 竹の塚ﾊｲﾂ改修工事 東京都 ○ ㈱創栄 17/02

3503 竹橋安田ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱朝日工業社 17/02

3504 藤和笹本ﾎｰﾑｽﾞ 東京都 ○ ㈱極水 17/02

3505 藤和芝ｺｰﾌﾟ改修 東京都 ○ ㈲雅工業 17/02

3506 藤和南麻布ｺｰﾌﾟ 東京都 ○ ㈱ラプツ 17/02

3507 南大塚1丁目計画新築工事 東京都 ○ ㈱野上設備 17/02

3508 八丁堀ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ改修工事 東京都 ○ ㈱アペックエンジニアリング 17/02

3509 大鳥居ﾎﾃﾙ新築工事 東京都 ○ 共栄産業㈱ 17/03

3510 ｽｸｴｱ南越谷改修工事 埼玉県 ○ ㈱レックコンストラクション 17/03

3511 ﾃｨｯﾌﾟﾈｽ宮崎台 神奈川県 ○ 日本ファシリオ㈱ 17/03

3512 ﾃｨｯﾌﾟﾈｽ田無 東京都 ○ 日本ファシリオ㈱ 17/03

3513 ﾌﾟﾚﾐｰﾙ高田馬場 東京都 ○ 大成設備㈱ 17/03

3514 横浜市医師会聖灯看護専門学校整備工事 神奈川県 ○ エルゴテック㈱ 17/03

3515 荻窪病院冷却塔更新工事 東京都 ○ ダイダン㈱ 17/03

3516 海上保安庁海洋情報部庁舎改修 東京都 ○ ㈱設備企画 17/03

3517 ㈱ﾑﾗｶﾐ千葉工場棟D建設工事 千葉県 ○ ㈱テクノ菱和 17/03

3518 三田綱町ﾊﾟｰｸﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ 経塚工業㈱ 17/03

3519 小淵沢駅舎 山梨県 ○ 三喜工業㈱ 17/03

3520 森町ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 川本工業㈱ 17/03

3521 逗子ﾍﾙｽｹｱﾏﾝｼｮﾝ 神奈川県 ○ ㈱コウセイ 17/03

3522 有馬小学校改修工事 東京都 ○ 三建設備工業㈱ 17/03

3523 気仙沼合同庁舎 宮城県 ○ ㈱興盛工業所 17/03

3524 ㈱明治 八王子新研究所 東京都 ○ ㈱明治 ㈱九電工 17/04

3525 船橋市立法田中学校 千葉県 ○ ㈲東保設備　 17/04

3526 八重洲ｸﾘﾆｯｸ 東京都 ○ 上野管工㈱ 17/04

3527 板橋富士ﾋﾞﾙ建替計画 東京都 ○ 大成温調㈱ 17/04

3528 豊洲ONﾋﾞﾙ 東京都 ○ 三機工業㈱ 17/04

3529 ﾗﾌｫｰﾚ修善寺 静岡県 ○ ㈱日立プラントサービス 17/04

3530 K-1e実証棟新築･筑波技研 茨城県 ○ 筑波技術研究所 暁飯島工業㈱ 17/05

3531 はなまるうどん宇都宮 栃木県 ○ ㈱ラテラル 17/05

3532 ﾌﾟﾗｲﾑ新杉田(富岡東) 神奈川県 ○ オーエス環境㈱ 17/05

3533 京王多摩川ｺｰﾎﾟﾗｽ 東京都 ○ ㈱コウセイ 17/05

3534 長原ﾊﾟｰｸﾊｳｽ改修 東京都 ○ イズミ㈱ 17/05

3535 東工大緑が岡学生寮(大岡山) 東京都 ○ 積水工業㈱ 17/05

3536 堀ノ内病院 埼玉県 ○ ㈱きんでん 17/05

3537 ﾎﾃﾙHSE大阪 大阪府 ○ 田中設備工業 17/05

3538 浅草橋4丁目ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱サカエテック 17/06

3539 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ飯田橋目白通り 東京都 ○ 太陽機設㈱ 17/06

3540 いすゞ病院 東京都 ○ 日本設備工業㈱ 17/06

3541 ｴｸｾﾚﾝｽ天王町 神奈川県 ○ ㈱ラプツ 17/06

3542 ｻﾝｾｰﾙ市川新築工事 千葉県 ○ ㈱フクテックス 17/06

3543 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ東武練馬店 東京都 ○ ㈱丸一設備 17/06

3544 ﾏﾛｳﾄﾞｲﾝ熊谷 埼玉県 ○ 第一工業㈱ 17/06

3545 みずほ銀行四谷支店 東京都 ○ ㈱竹村コーポレーション 17/06

3546 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ三ツ沢公園 神奈川県 ○ ㈱ラプツ 17/06

3547 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ神奈川新町 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 17/06

3548 ﾙﾐﾈ浦賀 神奈川県 ○ 丸ノ内工業㈱ 17/06

3549 大宮警察署等統合庁舎空調工事 埼玉県 ○ 県南･サイエイＪＶ 17/06

3550 町屋光明寺新御堂新築工事 東京都 ○ 近代住機㈱ 17/06
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3551 東京都立水元小合学園 東京都 ○ 東京ダイヤエアコン㈱ 17/06

3552 富士総合食品㈱富里工場 東京都 ○ 日本ファシリオ㈱ 17/06

3553 大和徳州会病院新築工事 神奈川県 ○ 大和徳州会病院 大成温調㈱ 17/07

3554 ﾆｯｾｲ船橋ﾋﾞﾙ 千葉県 ○ 日本ファシリオ㈱ 17/07

3555 ﾏﾉﾜｰﾙ古河修繕工事 東京都 ○ 中央ビルテクノ㈱ 17/07

3556 ﾙｲｼｬﾄﾚひばりヶ丘 東京都 ○ ㈱石原設備工業 17/07

3557 猿田彦珈琲 東京都 ○ ㈱翔亜 17/07

3558 横川ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ新築 東京都 ○ ケイヨー水工㈱ 17/07

3559 江古田三丁目計画C街区 東京都 ○ UR都市機構 大成温調㈱ 17/07

3560 警視庁術科ｾﾝﾀｰ空調改修工事 東京都 ○ 大沼工業㈱ 17/07

3561 ｾﾝﾁｭﾘｵﾝﾎﾃﾙ&ｽﾊﾟ上野駅前 東京都 ○ 日本設備工業㈱ 17/07

3562 新宿ﾌﾗﾜｰﾊｲﾎｰﾑ 東京都 ○ ㈱ＴＯＨＯ 17/07

3563 電波ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱エアラック 17/07

3564 東白鬚第一ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ ㈱ＭＫシステム 17/07

3565 同志社大学至心館FCU更新工事 京都府 ○ 新日本空調㈱ 17/07

3566 Tsunashima SST 国際学生寮 神奈川県 ○ 慶應義塾大学 有賀工業㈱ 17/08

3567 ｱﾒﾘｶ大使館公邸 東京都 ○ 三機テクノサポート㈱ 17/08

3568 ｺｺｶﾗ本厚木 神奈川県 ○ 日本ファシリオ㈱ 17/08

3569 ｻﾞ･ﾌﾟﾘﾝｽﾊﾟｰｸﾀﾜｰ東京 東京都 ○ ㈱ユタカ産業アメニティーサービス 17/08

3570 ﾏﾂﾀﾞR&Aｾﾝﾀｰ横浜 神奈川県 ○ ㈲京和設備 17/08

3571 ㈱JCU総合研究所 神奈川県 ○ ㈱ビオン工業 17/08

3572 観音崎京急ﾎﾃﾙSPASSO 神奈川県 ○ ㈱アルクシード 17/08

3573 軽費老人ﾎｰﾑ睦荘 神奈川県 ○ ㈱ビオン工業 17/08

3574 NTT東日本関東病院放射線棟 東京都 ○ ダイダン㈱ 17/09

3575 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊｲﾂあざみ野 神奈川県 ○ ㈱ラプツ 17/09

3576 つくばみらい給食ｾﾝﾀｰ 茨城県 ○ 暁飯島工業㈱ 17/09

3577 ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽﾊﾟｰｸ市川第3PJ 千葉県 ○ プロロジス 川崎設備工業㈱ 17/09

3578 ﾎﾃﾙﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ 神奈川県 ○ 国伸冷熱工業㈱ 17/09

3579 ﾗｲｵﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ湘南茅ヶ崎 神奈川県 ○ ㈱ラプツ 17/09

3580 ﾙﾈｻﾝｽｺｰﾄ東向島新築工事 東京都 ○ ㈱新日本建物 大進設備㈱ 17/09

3581 戸塚警察署分庁舎 神奈川県 ○ 東京ダイヤエアコン㈱ 17/09

3582 神奈川消防署 神奈川県 ○ テクノス設備工業㈱ 17/09

3583 千葉銀行流山おおたかの森支店 千葉県 ○ 大成設備㈱ 17/09

3584 専修大学伊勢原体育寮 神奈川県 ○ 新日本サービス㈱ 17/09

3585 東ﾚ千葉工場 東雲寮 千葉県 ○ ㈲大島設備 17/09

3586 東武百貨店池袋店ﾌﾟﾗｻﾞ館 東京都 ○ ㈱西原衛生工業所 17/09

3587 理化学研究所横浜事業所 神奈川県 ○ ダイキンエアテクノ㈱ 17/09

3588 あいとぴあｾﾝﾀｰ西河原公民館 東京都 ○ 大成温調㈱ 17/10

3589 ｴﾙｻﾞ湘南松風 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 17/10

3590 ﾊﾟﾚﾛﾜｲﾔﾙ松濤102号室 東京都 ○ 青葉工業㈱ 17/10

3591 熊谷朝日第三ﾊｲﾂ改修工事 埼玉県 ○ ㈱大勝テック 17/10

3592 船橋市立医療ｾﾝﾀｰA館 千葉県 ○ ㈱サンレー 17/10

3593 電源開発㈱磯子寮 神奈川県 ○ ビオン･万里建設JV 17/10

3594 板橋郵便局 東京都 ○ 東京ダイヤエアコン㈱ 17/10

3595 冨士見台中学校 東京都 ○ ツヅキインフォテクノ東日本㈱ 17/10

3596 八乙女すぎのこ保育園 宮城県 ○ ㈱興盛工業所 17/11

3597 ﾄﾚﾌﾙﾊｲﾑ 東京都 ○ ㈲丸勝設備工業 17/11

3598 ふれあいの百合 神奈川県 ○ オリエンタル設備工業㈱ 17/11

3599 ﾏﾐｰﾏｰﾄ新築工事 東京都 ○ ㈱マミーマート アクアサポート 17/11

3600 三郷ｱｰﾊﾞﾝﾊｲﾂ改修工事 埼玉県 ○ ㈱創栄 17/11
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3601 東部ﾖｺﾊﾏﾋﾞﾙ屋外給排水工事 神奈川県 ○ ㈱アクトエンジニアリング 17/11

3602 麻生区役所ESCO事業 神奈川県 ○ エルゴテック㈱ 17/11

3603 矢口区民ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ 日産温調㈱ 17/11

3604 理研ﾋﾞﾀﾐﾝ東京工場 東京都 ○ ㈱誠和実業 17/11

3605 ﾌﾚｰﾙ大塚新築工事 東京都 ○ 前田設備工業㈱ 17/12

3606 NRE大増 東京都 ○ ㈱リード 17/12

3607 ｿｰﾄｰﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱ＲＥＣ 17/12

3608 西品川保育園 東京都 ○ 明和工業㈱ 17/12

3609 特別養護老人ﾎｰﾑ いなぎ苑 東京都 ○ 日本ファシリオ㈱ 17/12

3610 ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ東京ﾍﾞｲ 千葉県 ○ 新日本空調㈱ 18/01

3611 市川妙典雲母保育園 千葉県 ○ 雲母保育園 川崎設備工業 18/01

3612 TOHOｼﾈﾏｽﾞ六本木 東京都 ○ ㈱三晃空調 18/01

3613 ｻﾆｰﾊｲﾂ西日暮里 東京都 ○ ㈱竹村コーポレーション 18/01

3614 ﾎﾃﾙ東光1階厨房系統盛替工事 茨城県 ○ 川村工業㈱ 18/01

3615 狛江電力中央研究所 東京都 ○ ㈱鋼管設備工業 18/01

3616 埼玉ｽﾀｼﾞｱﾑ2002改修工事 埼玉県 ○ ㈱サイエイヤマト 18/01

3617 桜木町ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｾﾝﾀｰ 神奈川県 ○ ㈱アクトエンジニアリング 18/01

3618 第一ﾎﾃﾙ東京 東京都 ○ 三機工業㈱ 18/01

3619 ｻﾆｰｳﾞｨﾗ地域密着型老人福祉施設 大阪府 ○ 田丸産業㈱ 18/02

3620 ﾙﾈ八王子ﾄﾚｰｼｱ 東京都 ○ 総合地所 長谷工コーポレーション 六興電気㈱ 18/02

3621 夏見一丁目介護施設新築工事 千葉県 ○ 大和ハウス工業㈱ 川崎設備工業 18/02

3622 ﾋｭｰﾘｯｸ銀座ｳｫｰﾙﾋﾞﾙ 東京都 ○ ヒューリック ㈱竹村コーポレーション 18/02

3623 ｲｵﾝﾓｰﾙ浦和美園 埼玉県 ○ イオン イオンディライト㈱ 18/02

3624 ｵｰｹｰ田園調布 東京都 ○ ㈱ヤマト 18/02

3625 ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 神奈川県 ○ 高砂熱学工業㈱ 18/02

3626 ﾗｲﾌ前野町店 東京都 ○ ㈱アペックエンジニアリング 18/02

3627 横浜刑務所 神奈川県 ○ ㈱アマノ技研 18/02

3628 介護老人保健施設ふるさと 神奈川県 ○ ダイダン㈱ 18/02

3629 国立がん研究ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ 大成設備㈱ 18/02

3630 静ﾋﾙｽﾞｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 茨城県 ○ 三建設備工業㈱ 18/02

3631 東洋大学川越ｷｬﾝﾊﾟｽ 埼玉県 ○ 大成温調㈱ 18/02

3632 富士通ｿﾘｭｰｼｮﾝｽｸｴｱ 東京都 ○ 三建設備工業㈱ 18/02

3633 博多ｸﾞﾘｰﾝﾎﾃﾙ1号館改修 福岡県 ○ 第一設備工業㈱ 18/03

3634 やわらぎ 高知県 ○ ㈱結城設備サービス 18/03

3635 JXTGｴﾈﾙｷﾞｰ川崎工場 東京都 ○ ダイダン㈱ 18/03

3636 東京国際展示場 東京都 ○ エルゴテック㈱ 18/03

3637 ｻｸﾗﾋﾞｱ成城 東京都 ○ 須賀工業㈱ 18/03

3638 ﾀﾞｲﾜﾛｲﾈｯﾄﾎﾃﾙ千葉中央 千葉県 ○ ㈱九電工 18/03

3639 ﾌｧﾅｯｸ筑波第一ﾛﾎﾞｯﾄ工場 茨城県 ○ 清水建設㈱ ㈱日立プラントサービス 18/03

3640 ﾘｸｼﾙ大島 東京都 ○ 三機工業㈱ 18/03

3641 横浜ﾎﾃﾙｷｬﾒﾛｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 神奈川県 ○ ㈱西原衛生工業所 18/03

3642 茅ヶ崎市民文化会館 神奈川県 ○ 大成温調㈱ 18/03

3643 最高裁庁舎 東京都 ○ ダイダン㈱ 18/03

3644 順天堂大学10号館 東京都 ○ 清水建設㈱ ㈱三晃空調 18/03

3645 中央工学校王子ｷｬﾝﾊﾟｽ 東京都 ○ 九興総合設備㈱ 18/03

3646 中村屋新工場 埼玉県 ○ ㈱朝日工業社 18/03

3647 日経本社ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 新菱冷熱工業㈱ 18/03

3648 日比谷国際ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 新菱冷熱工業㈱ 18/03

3649 日本大学八幡山学生寮 東京都 ○ 芝工業㈱ 18/03

3650 ｻﾝﾌﾗｯﾄ歌島ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ 大阪府 ○ ㈱タカモト設備 18/04
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3651 ﾌﾙﾚｿﾞﾝ南麻布 東京都 ○ 三機工業㈱ 18/04

3652 北区赤羽1丁目ﾎﾃﾙ計画 東京都 ○ 明和工業㈱ 18/04

3653 浜町ｾﾝﾀｰ明治座ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 須賀工業㈱ 18/04

3654 武蔵野市開発公社ｺﾋﾟｽ吉祥寺 東京都 ○ 斎久工業㈱ 18/04

3655 ﾄｰﾎｰﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ 千葉県 ○ 笠川工業㈱ 18/05

3656 ｳﾞｧﾛｰﾚ練馬桜台 東京都 ○ 太陽機設㈱ 18/05

3657 桜堤庭園 東京都 ○ 川本工業㈱ 18/05

3658 新宿三井ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱城口研究所 18/05

3659 成田東武ﾎﾃﾙ 千葉県 ○ ㈱ヤマト 18/05

3660 ｾﾝﾀｰﾎﾃﾙ東京 東京都 ○ ㈱竹村コーポレーション 18/06

3661 ﾃｨｯﾌﾟﾈｽ鴨居 神奈川県 ○ 日本ファシリオ㈱ 18/06

3662 新有楽町ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 斎久工業㈱ 18/06

3663 代々木ﾛｲﾔﾙﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ 川本工業㈱ 18/06

3664 みずほCB恵比寿研修会館 東京都 ○ 須賀工業㈱ 18/07

3665 ｱｼｽﾃｯﾄﾞﾘﾋﾞﾝｸﾞ若葉 千葉県 ○ 大和ハウス工業㈱ 川崎設備工業㈱ 18/07

3666 ｾﾝﾄﾗﾙﾌｨｯﾄﾈｽ溝ノ口 神奈川県 ○ 大成温調㈱ 18/07

3667 国立病院機構埼玉病院 埼玉県 ○ 日比谷総合設備㈱ 18/07

3668 渋谷ﾏｰｸｼﾃｨEAST 東京都 ○ 須賀工業㈱ 18/07

3669 新宿ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ 東京都 ○ ㈱ＲＥＣ 18/07

3670 ｳﾞｪﾙｼﾞｭ栃木工場 栃木県 ○ ㈱ヴェルジュ ㈱新栄設備工業 18/08

3671 こども医療ｾﾝﾀｰ周産期棟 神奈川県 ○ ㈱西原衛生工業所 18/08

3672 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ日本橋馬喰横山 東京都 ○ ダイダン㈱ 18/08

3673 ｷｬｯｽﾙ元麻布 東京都 ○ 大成温調㈱ 18/08

3674 狛江市立狛江第一小学校 東京都 ○ 大成温調㈱ 18/08

3675 大森ﾍﾞﾙﾎﾟｰﾄ 東京都 ○ 清水建設㈱ ㈱朝日工業社 18/08

3676 東海大学湘南校舎 神奈川県 ○ ㈱西原衛生工業所 18/08

3677 JRA美浦ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 茨城県 ○ 川村工業㈱ 18/09

3678 三協足立工場 東京都 ○ 三機工業㈱ 18/09

3679 久我山病院 東京都 ○ 三機工業㈱ 18/09

3680 初台ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 東京都 ○ ㈱関電工 18/09

3681 横浜鶴見ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院新築 神奈川県 ○ 医療法人社団　協友会 ㈱増岡組　東京支店 エルゴテック㈱ 18/10

3682 ｶｰｻﾞﾋﾞｱﾝｶ 東京都 〇 ㈲東雄建設 18/10

3683 目黒TKﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱サカエテック 18/10

3684 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ新宿歌舞伎町中央 東京都 ○ 太陽機設㈱ 18/10

3685 赤坂伊藤ﾋﾞﾙ 東京都 ○ 大進設備㈱ 18/10

3686 丸亀製麺大泉 東京都 ○ ㈱ラテラル 18/10

3687 築地1丁目ﾎﾃﾙ 東京都 ○ 東日本都市開発㈱ ㈱ライクス 18/10

3688 特別養護老人ﾎｰﾑ･ｱﾄﾘｴ村 東京都 ○ サン冷機工業㈱ 18/10

3689 ﾄｰﾃｯｸ㈱本社ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱佐藤渡辺 18/10

3690 三筋1丁目ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ ㈱住協 太陽機設㈱ 18/10

3691 多摩稲城ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ 川本工業㈱ 18/10

3692 東京証券取引所 東京都 ○ 須賀工業㈱ 18/10

3693 東京逓信病院 東京都 ○ 第一工業㈱ 18/10

3694 ｹｱﾀｳﾝ成増 東京都 ○ 新菱冷熱工業㈱ 18/10

3695 公立学校共済組合女子学生会館 東京都 ○ 関東工業㈱ 18/10

3696 取手ﾀﾞｲｶﾝﾌﾟﾗｻﾞ1号館 茨城県 ○ 日本リニューアル㈱ 18/10

3697 関東ｾﾝﾄﾗﾙｷｯﾁﾝ 神奈川県 ○ ㈱朝日工業社 18/10

3698 横須賀地区本館･厚生棟 神奈川県 ○ ㈱カンプレ 18/10

3699 東医大八王子医療ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ ㈲白石事務所 18/10

3700 青葉区総合庁舎 神奈川県 ○ ㈲アクアエンジ 18/10
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3701 保土ヶ谷区桜ヶ丘団地 神奈川県 ○ ㈱アクアテック 18/10

3702 ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ幕張 千葉県 ○ 三建サービス工事㈱ 18/10

3703 ﾆｯﾃﾝ三田ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱ラプツ 18/10

3704 森永乳業㈱東京工場 東京都 ○ ㈱朝日工業社 18/10

3705 浅草花川戸ﾎﾃﾙ 東京都 ○ 東日本都市開発㈱ ケイヨー水工㈱ 18/10

3706 ﾒｲﾂ大和 神奈川県 ○ 名鉄不動産 六興電気㈱ 18/10

3707 ﾚｰﾍﾞﾝ守谷松並Ⅲ 茨城県 ○ ㈱タカラレーベン 三協工業㈱ 18/10

3708 日大稲城ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽｾﾝﾀｰ 東京都 ○ 学校法人日本大学 協立機電工業㈱ 18/10

3709 新宿ﾊﾟｰｸﾀﾜｰ 東京都 ○ ㈱ヒビヤト 18/10

3710 新宿ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 東京都 ○ 大成設備㈱ 18/10

3711 ｾｺﾑ稲城寮 東京都 ○ ㈱ケイ･ワイ 18/10

3712 東京医科歯科大学医科B棟 東京都 ○ 東洋機動㈱ 18/10

3713 中野警察署 東京都 ○ 一設･新設備建設JV 18/10

3714 Sopura大森 東京都 ○ 三菱商事都市開発㈱ ㈲河村設備 18/10

3715 高木病院 東京都 ○ 東テク㈱ 18/10

3716 帝京大学病院 東京都 ○ ㈱ヤマト 18/10

3717 ﾒｲﾂ戸田公園 埼玉県 ○ 日本リニューアル㈱ 18/11

3718 横浜栄共済病院 神奈川県 ○ ダイダン㈱ 18/11

3719 九段ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 東京都 ○ 三機工業㈱ 18/11

3720 杉並南郵便局 東京都 ○ 日比谷総合設備㈱ 18/11

3721 三番町ﾊﾟｰｸﾗｲﾌ 東京都 ○ ㈱ラプツ 18/11

3722 首都高兜町駐車場 東京都 ○ 誠和技研㈱ 18/11

3723 新宿曙橋YSﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱ヤマト 18/11

3724 佃島小学校 東京都 ○ 富士古河Ｅ&Ｃ㈱ 18/11

3725 東京女子大学 東京都 ○ ㈱アクトエンジニアリング 18/11

3726 藤和藤沢緑ヶ丘ｺｰﾌﾟ 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 18/11

3727 日本体育協会新会館 東京都 ○ 公益財団法人日本スポーツ協会 ㈱九電工 18/11

3728 敷島ﾊﾟﾝ東京多摩工場 東京都 ○ ㈱ミカセ 18/11

3729 片瀬江ノ島駅 神奈川県 ○ ㈱サンポウ 18/11

3730 墨田清掃工場 東京都 ○ 三協エンジニアリング㈱ 18/11

3731 京都四条大宮ﾎﾃﾙ 京都府 〇 晴和工業㈱ 18/12

3732 ﾎﾃﾙﾊｰﾊﾞｰ 大阪府 〇 ㈲大橋設備 18/12

3733 ｴﾙﾐこうのす 埼玉県 ○ ㈱関東エルエンジニアリング 18/12

3734 ｸﾎﾞﾀ下総学寮 千葉県 ○ ㈱西原衛生工業所 18/12

3735 ｻﾝﾀﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝﾋﾙｽﾞ 東京都 ○ ㈱喬生 18/12

3736 ｽｰﾊﾟｰﾊﾞﾘｭｰ南越谷 埼玉県 ○ ㈱コスモエンジニアリング 18/12

3737 ｾｺﾑ稲城寮 東京都 ○ ㈱アクトエンジニアリング 18/12

3738 ﾌﾟﾚｼｽ八王子八日町 東京都 ○ 一建設㈱ 18/12

3739 ﾗﾌﾚさいたま 埼玉県 ○ ダイダン㈱ 18/12

3740 茅場町ﾀﾜｰ 東京都 ○ ㈱アルファー企画 18/12

3741 京葉車輌ｾﾝﾀｰ 千葉県 ○ ㈱館野設備工業 18/12

3742 国技館 東京都 ○ 新菱冷熱工業㈱ 18/12

3743 中央合同庁舎3号館 東京都 ○ ㈱ヤマト 18/12

3744 東急ﾃｸﾉｼｽﾃﾑ中原工場 神奈川県 ○ ㈱中央建築設備 18/12

3745 二俣川ﾀﾞｲｶﾝﾌﾟﾗｻﾞ3号館 神奈川県 ○ 日本リニューアル㈱ 18/12

3746 飯田橋ﾊｲﾀｳﾝ 東京都 ○ 斎久工業㈱ 18/12

3747 富士見台病院 神奈川県 ○ 第一工業㈱ 18/12

3748 豊洲新市場水産卸売場 東京都 ○ 斎久工業㈱ 18/12

3749 ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ東京ﾍﾞｲ改修Ⅱ期 千葉県 〇 新日本空調㈱ 19/01

3750 ｶﾞｰﾗ･ﾌﾟﾚｼｬｽ木場 東京都 ○ ㈱エフ・ジェー・ネクスト 大志設備工業㈱ 19/01
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3751 ｴｸｾﾙｺｰﾄ東浦和2番館 埼玉県 ○ 日本リニューアル㈱ 19/01

3752 ﾏｻﾞｱｽ日野 東京都 ○ ㈱テクノ菱和 19/01

3753 駿台予備校柏校 千葉県 ○ 学校法人駿河台学園 川崎設備工業㈱ 19/01

3754 第45興和ﾋﾞﾙ 東京都 ○ セコムエンジニアリング㈱ 19/01

3755 成城大学学生寮ｱﾐｽﾀ南鳥山 東京都 ○ 成城大学 ㈱鶴川設備工業 19/01

3756 白鳥弐番館ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ 東京都 ○ ㈱ラプツ 19/01

3757 橋本市民病院 和歌山県 〇 森井設備 19/02

3758 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰｱﾘｵ西新井 東京都 ○ ㈲原島管工 19/02

3759 ﾎﾟﾎﾟﾗ埼玉ｽﾃﾗﾀｳﾝ 埼玉県 ○ 明和設備㈱ 19/02

3760 笹塚NAﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱リード 19/02

3761 山崎製ﾊﾟﾝ杉並工場 東京都 ○ 中島工業㈱ 19/02

3762 上永谷京急ﾋﾞﾙ 神奈川県 ○ 京急電機㈱ 19/02

3763 赤坂御用地収蔵庫 東京都 ○ 宮内庁 日比谷総合設備㈱ 19/02

3764 東急ｽﾃｲ五反田 東京都 ○ 光進㈱ 19/02

3765 東京都健康ﾌﾟﾗｻﾞﾊｲｼﾞｱ 東京都 ○ 川崎設備工業㈱ 19/02

3766 ｸﾛﾎﾞ堺製造所 大阪府 〇 ㈱岡本工業 19/03

3767 阪急電車駅改修工事 大阪府 〇 才尊設備工業㈱ 19/03

3768 出光美術館 東京都 ○ 八千代設備工業㈱ 19/03

3769 都立王子地区特別支援学校 東京都 ○ ㈱クリマテック 19/03

3770 日本大学第3高等学校 東京都 ○ ㈱浜 19/03

3771 牧田総合病院 東京都 ○ 富士古河E&C㈱ 19/03

3772 さちが丘ﾀﾞｲｶﾝﾌﾟﾗｻﾞｽﾎﾟｰﾂ 神奈川県 ○ 日本リニューアル㈱ 19/04

3773 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ鴨志西住宅 神奈川県 ○ 日本リニューアル㈱ 19/04

3774 大田区立平和島ﾕｰｽｾﾝﾀｰ 東京都 ○ 日産温調㈱ 19/04

3775 藤和ﾗｲﾌﾞﾀｳﾝ大船 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 19/04

3776 紫ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞあやめｺｰｽ 千葉県 ○ 大成温調㈱ 19/05

3777 川崎ﾓｱｰｽﾞ 神奈川県 ○ 国伸冷熱工業㈱ 19/05

3778 東京医科歯科大学7号館 東京都 ○ ㈱ビルドシステム 19/05

3779 藤和調布柴崎ｺｰﾌﾟ 東京都 ○ アローズ設備㈱ 19/05

3780 特許庁総合庁舎 東京都 ○ ダイダン㈱ 19/05

3781 日本医科大学 東京都 ○ ㈱竹村コーポレーション 19/05

3782 日本医科大学付属病院 東京都 ○ ダイダン㈱ 19/05

3783 府中安立園 東京都 ○ ㈱エー･エム･シー 19/05

3784 洋光台ｼｮｯﾌﾟ27 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 19/05

3785 ﾌｼﾞﾋﾞｭｰﾊｲﾂ鳥山 神奈川県 ○ ㈱高栄設備工業 19/06

3786 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ天王町 神奈川県 ○ ㈱トーシンテックス 19/06

3787 城山ﾄﾗｽﾄﾀﾜｰ 東京都 ○ ㈱ＲＥＣ 19/06

3788 川崎ﾌｧｽﾞ物流ｾﾝﾀｰ 神奈川県 ○ 横山設備工業㈱ 19/06

3789 中野坂上ｻﾝﾌﾞﾗｲﾄﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱西原衛生工業所 19/06

3790 ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ市原更級 千葉県 ○ 川崎設備工業㈱ 19/07

3791 ｼｬﾄﾚ代々木 東京都 ○ ㈱むつみ設備工業 19/07

3792 ﾐｭｾﾞ白金長者丸 東京都 ○ 日本設備工業㈱ 19/07

3793 警視庁池袋警察署 東京都 ○ ㈱水工房 19/07

3794 衆議院本館 東京都 ○ 第一工業㈱ 19/07

3795 住友生命五反田ﾋﾞﾙ 東京都 ○ ㈱九電工 19/07

3796 湘南ｾｼﾘｱ 神奈川県 ○ ㈱アマノ技研 19/07

3797 帝国ﾎﾃﾙ 東京都 ○ 三機工業㈱ 19/07

3798 東京天然温泉古代の湯 東京都 ○ ㈱城口研究所 19/07

3799 藤和ｼﾃｨｺｰﾌﾟ高座渋谷 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 19/07

3800 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ熊谷 埼玉県 ○ ㈲斎木設備工業 19/08
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3801 ﾎﾃﾙﾒﾀﾙｳｪｰﾌﾞ 東京都 ○ 菱熱工業㈱ 19/08

3802 ﾎﾟﾎﾟﾗ南船橋 千葉県 ○ 明和設備㈱ 19/08

3803 ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ｼﾈﾏ新松戸新築 千葉県 ○ 住商アーバン開発株式会社 ㈱アルファー企画 19/08

3804 港区立港南中学校 東京都 ○ ㈱日設 19/08

3805 湘南鎌倉先端医療ｾﾝﾀｰ 神奈川県 ○ 大成温調㈱ 19/08

3806 大樹生命柏事務ｾﾝﾀｰ 千葉県 ○ 三機工業㈱ 19/08

3807 天王洲ｽﾌｨｱﾀﾜｰ 東京都 ○ ㈲京和設備 19/08

3808 ﾊﾟﾃｨｵ白金 東京都 ○ 三機テクノサポート㈱ 19/09

3809 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ三社 東京都 ○ 県西冷熱工業㈱ 19/09

3810 港区立高輪台小学校 東京都 ○ 富士設備工業㈱ 19/09

3811 東品川文化･ｼﾙﾊﾞｰｾﾝﾀｰ 東京都 ○ 大成温調㈱ 19/09

3812 富士見町団地 東京都 ○ ㈱ラプツ 19/09

3813 木村胃腸科病院 広島県 ○ 井戸設備工業㈱ 19/09

3814 富国生命相互保険会社 大橋営業所 福岡県 ○ 第一設備工業㈱ 19/09

3815 京浜ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ 東京都 ○ 大成温調㈱ 19/10

3816 港北郵便局 神奈川県 ○ ㈱アクトエンジニアリング 19/10

3817 山内病院 神奈川県 ○ 日本ファリシオ㈱ 19/10

3818 川崎ﾛｲﾔﾙﾏﾝｼｮﾝ 神奈川県 ○ テクノス設備工業㈱ 19/10

3819 弁護士会館 東京都 ○ 新菱冷熱工業㈱ 19/10

3820 やすらぎﾐﾗｰｼﾞｭ 東京都 ○ 東テク㈱ 19/11

3821 ｱﾊﾟﾎﾃﾙTKP上野広小路 東京都 ○ ㈱ティーケーピー・アパホテル㈱ 太陽機設㈱ 19/11

3822 ﾊｰﾄﾌﾙｶﾞｰﾃﾞﾝ川和 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 19/11

3823 砧ｽﾀｼﾞｵ 東京都 ○ ㈱西原衛生工業所 19/11

3824 みずほ銀行渋谷事務ｾﾝﾀｰ 東京都 ○ 武蔵野工業㈱ 19/11

3825 前田病院 東京都 ○ 水研工業㈱ 19/11

3826 日本煙草中央研究所 神奈川県 ○ 三機工業㈱ 19/11

3827 日本歯科大学本館 東京都 ○ ㈱西原衛生工業所 19/11

3828 建築会館 東京都 ○ 新菱冷熱工業㈱ 19/12

3829 新宿ｺｽﾞﾐｯｸｾﾝﾀｰ 東京都 ○ ㈱アイレックス 19/12

3830 世田谷記念病院 東京都 ○ ㈱アペックエンジニアリング 19/12

3831 千葉内陸ﾊﾞｽ千代田営業所 千葉県 ○ ㈲大島設備 19/12

3832 大森ﾌﾟﾛｽﾄｼﾃｨﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 東京都 ○ オーク設備工業㈱ 19/12

3833 入間第一ﾎﾃﾙ 埼玉県 ○ ㈱ケーアイ 19/12

3834 ｻﾝｼｬｲﾝﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ改修 東京都 〇 第一設備工業㈱ 20/01

3835 ﾆｭｳﾏﾝ横浜 神奈川県 〇 ㈱ルミネ 日本ファシリオ㈱ 20/01

3836 ﾊﾟﾚﾛﾜｲﾔﾙ松濤 東京都 〇 青葉工業㈱ 20/01

3837 ﾙﾈｻﾝｽ天王町 神奈川県 〇 ㈱ビオン工業 20/01

3838 月島ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ 東京都 〇 ㈱宮川設備 20/01

3839 千葉市立譽田東小学校 千葉県 〇 ㈲ステアリスト 20/01

3840 長太郎ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 千葉県 〇 ㈱竹村コーポレーション 20/01

3841 ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ大江工場 山形県 ○ カンノ工業㈱ 20/02

3842 ﾔｵｺｰｽﾏｰｸ伊勢崎 群馬県 ○ ヤオコー セコムエンジニアリング㈱ 20/02

3843 熊の前賢ｸﾘﾆｯｸ温水器工事 東京都 ○ 東京ガスリビングエンジニアリング㈱ 20/02

3844 神奈川県立保健福祉大学 神奈川県 ○ 神奈川県 ㈱宮川設備 20/02

3845 葉山うみのﾎﾃﾙ 神奈川県 ○ ㈱アルバ 20/02

3846 鬼怒川ﾎﾃﾙ三日月 栃木県 ○ ホテル三日月 東武建設㈱ 日神工業㈱ 20/03

3847 (仮称)新宿区弁天町計画 東京都 ○ ㈱野上設備 20/03

3848 (仮称)大田区矢口3丁目計画 東京都 ○ ㈱クリマテック 20/03

3849 ｱﾊﾟﾎﾃﾙTKP上野広小路 東京都 ○ 太陽機設㈱ 20/03

3850 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ品川戸越駅前 東京都 ○ 太陽機設㈱ 20/03
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3851 ｻﾎﾟｰﾄﾊｳｽｺｺﾛﾈ 東京都 ○ ケイヨー水工㈱ 20/03

3852 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ一之江新築工事 東京都 ○ 太陽機設㈱ 20/03

3853 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ横浜市庁舎店 神奈川県 ○ 積水工業㈱ 20/03

3854 ﾗｲﾌ武蔵小山店 東京都 ○ 太洋テクニカ㈱ 20/03

3855 加藤製作所東大井計画 東京都 ○ 菱栄設備工業㈱ 20/03

3856 京急蒲田駅前ﾎﾃﾙ新築工事 東京都 ○ ㈱アクアテック 20/03

3857 市川藤ﾏﾝｼｮﾝ№5 千葉県 ○ 川本工業㈱ 20/03

3858 秋葉原ﾎﾃﾙ 東京都 ○ オーエス環境㈱ 20/03

3859 新宿中央公園 東京都 ○ 明和設備㈱ 20/03

3860 千代田区飯田橋四丁目計画 東京都 ○ ㈱ライクス 20/03

3861 川崎宮本町ﾎﾃﾙ 神奈川県 ○ ㈱アクアテック 20/03

3862 前田病院改修工事 東京都 ○ 水研工業㈱ 20/03

3863 早稲田鶴巻町計画新築工事 東京都 ○ ㈱野上設備 20/03

3864 東京国際空港第2ｿﾞｰﾝ計画羽田 東京都 ○ ㈱朝日工業社 20/03

3865 東品川文化･ｼﾙﾊﾞｰｾﾝﾀｰ二期 東京都 ○ 大成温調㈱ 20/03

3866 飯田橋ﾎﾃﾙ 東京都 ○ ㈱ライクス 20/03

3867 ﾃｨｯﾌﾟﾈｽ蒲田 東京都 ○ 日本ファシリオ㈱ 20/04

3868 ﾎﾃﾙUS(ﾕｰｽﾞ)改修工事 東京都 ○ ケイヨー水工㈱ 20/04

3869 子安台ｽｶｲﾏﾝｼｮﾝ 神奈川県 ○ 川本工業㈱ 20/04

3870 城東ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ 東京都 ○ 大成温調㈱ 20/04

3871 順天堂大学浦安病院 千葉県 ○ 三建設備工業㈱ 20/04

3872 東京医科歯科大学改修 東京都 ○ 東洋機動㈱ 20/04

3873 日本橋本町4丁目ﾎﾃﾙ新築工事 東京都 ○ オーエス環境㈱ 20/04

3874 (仮称)大田区矢口3丁目計画 東京都 〇 ㈱クリマテック 20/05

3875 CVSﾍﾞｲﾎﾃﾙ増築工事 千葉県 〇 大志設備工業㈱ 20/05

3876 ﾋｭｰﾘｯｸ渋谷ﾋﾞﾙ 東京都 〇 大成設備㈱ 20/05

3877 下井草ﾏｲｺｰﾎﾟ 東京都 〇 ㈱トーシンテックス 20/05

3878 橋場2丁目計画 東京都 〇 ㈱日建 20/05

3879 台東区浅草橋MS新築工事PJ 東京都 〇 ㈱ブルーライン 20/05

3880 第一ﾎﾃﾙ東京 東京都 〇 三機工業㈱ 20/05

3881 調布病院 東京都 〇 日本エンジニアリング㈱ 20/05

3882 板橋加賀町計画新築工事 東京都 〇 ㈱ライクス 20/05

3883 両国ﾎﾃﾙ新築工事 東京都 〇 ㈱サンレー 20/05

3884 虎ノ門六本木事務所 東京都 ○ 三建設備工業㈱ 20/06

3885 ｴｰｻﾞｲ筑波研究所 茨城県 ○ ㈱テクノ菱和 20/06

3886 ﾔﾏﾄ運輸一之江支店新築工事 東京都 ○ ケイヨー水工㈱ 20/06

3887 ﾌﾗｯﾂ大橋 東京都 ○ ㈱協和日成 20/06

3888 光が丘IMAﾘﾆｭｰｱﾙ工事 東京都 ○ ㈱朝日工業社 20/06

3889 成田空港臨空開発第一ﾋﾞﾙ 千葉県 ○ ㈱竹村コーポレーション 20/06

3890 千葉病院増築計画 千葉県 ○ 京葉工管㈱ 20/06

3891 日産横浜工場3工区 神奈川県 ○ ㈱ＴＡＳＵＫＵＰＬＡＮＮＩＮＧ 20/06

3892 八潮高等学校改修工事 東京都 ○ ㈱太平エンジニアリング 20/06

3893 SVAXTTﾋﾞﾙ 東京都 ○ 三建設備工業㈱ 20/07

3894 ｱｽﾞﾊｲﾑ東寺尾 神奈川県 ○ 東和工業㈱ 20/07

3895 ﾌﾛｰﾗﾙ東葛西 東京都 ○ ㈱アルティ 20/07

3896 ｳﾞｪﾙｴｰﾙ南流山改修 千葉県 ○ イズミ㈱ 20/07

3897 浦安市立見明川中学校 千葉県 ○ ㈱三喜 20/07

3898 砧ｽﾀｼﾞｵ 東京都 〇 ㈱西原衛生工業所 20/07

3899 弁護士会館改修工事 東京都 〇 新菱冷熱工業㈱ 20/07

3900 下川西ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 新潟県 〇 ㈱桑原工務店 20/07
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所在地
都道府県 新規 改修

着工
年月No 物件名

建築形態
施主 建設 設備

3901 平病院設備 岡山県 〇 清水設備機器㈱ 20/07

3902 横浜ﾘﾃﾗ 神奈川県 〇 太洋テクニカ㈱ 20/08

3903 田園調布本町ﾏﾝｼｮﾝ 東京都 〇 太陽機設㈱ 20/08

3904 櫻井邸 (江東区亀戸1丁目計画) 東京都 〇 高塚設備工業㈱ 20/08

3905 三田福祉の郷 神戸市 〇 不二熱学工業㈱ 20/08

3906 浅草6丁目 東京都 〇 東武工業㈱ 20/09

3907 東大病院外来棟 東京都 〇 東洋機動㈱ 20/09

3908 内幸町ﾀﾞｲﾋﾞﾙ 東京都 〇 須賀工業㈱ 20/09

3909 千代田区飯田橋四丁目計画 東京都 〇 ㈱ライクス 20/10

3910 藤和ｼﾃｨｺｰﾌﾟ所沢 埼玉県 〇 ㈱創栄 20/10

3911 霊友会麻布台 東京都 〇 新菱冷熱工業㈱ 20/10

3912 横浜駅東口地下街ﾎﾟﾙﾀ事務所 神奈川県 〇 新菱冷熱工業㈱ 20/10

3913 稲城市庁舎空調設備等改修 東京都 〇 ㈱渡辺工業所 20/10

3914 さがみ野中央病院 神奈川県 〇 オリエンタル設備工業㈱ 20/11

3915 ﾎﾃﾙﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ 神奈川県 〇 国伸冷熱工業㈱ 20/11

3916 蚕糸の森ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築 東京都 〇 ケイヨー水工㈱ 20/11

3917 渋谷区道玄坂2丁目計画 東京都 〇 大志設備工業㈱ 20/11

3918 六本木ﾉｰｽﾀﾜｰ 東京都 〇 三建設備工業㈱ 20/11

3919

3920

3921

3922

3923

3924

3925

3926

3927

3928

3929

3930

3931

3932

3933

3934

3935

3936

3937

3938

3939

3940

3941

3942

3943

3944

3945

3946

3947

3948

3949

3950
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