
納 入 実 績 表

2023 年 4 月迄



納入期間

都道府県 市町村 新築 改修 開始

1 新潟県新発田市地域整備庁舎 新潟県 新発田市 ○ 新発田市 新菖工業㈱ 21/05

2 クリエイトエス・ディー 神奈川県 横浜市 ○ ㈱クリエイトＳＤホールディングス フクシマガリレイ㈱ 21/06

3 グリーンパッケージ 大阪府 大阪市 ○ ㈱グリーンパッケージ ㈱瑞穂 21/06

4 ㈱明治　軽井沢工場 長野県 軽井沢張 ○ ㈱明治 ㈱コスモ熱学 21/06

5 資さんうどん本社 福岡県 福岡市 ○ ㈱資さん ギャロップ㈱ 21/06

6 富士電機松本工場 長野県 松本市 ○ 富士電機㈱ 高砂熱学工業㈱ 21/06

7 日立建機ロジテック土浦物流Ｃ 茨城県 土浦市 ○ 日立建機ロジテック㈱ ダイダン㈱ 21/06

8 桜花学園 愛知県 瀬戸市 ○ 桜花学園 ㈱北野設備 21/07

9 新宿駅西口開発 東京都 新宿区 ○ 東日本旅客鉄道 三機工業㈱ 21/07

10 富商ビル 神奈川県 川崎市 ○ ㈱富商 平良空調設備 21/07

11 サンノーバ 群馬県 高崎市 ○ サンノーバ㈱ 東洋熱工業㈱ 21/07

12 沢の鶴ビル 兵庫県 伊丹市 ○ 沢の鶴㈱ アサヒ機設㈱ 21/07

13 プライムタワー 大阪府 大阪市 ○ 三井信託銀行㈱ 増田電機空調㈱ 21/07

14 赤坂BLITZ 東京都 港区 ○ ㈱TBSテレビ ㈱大林組 高砂熱学工業㈱ 21/07

15 帝塚山学院 兵庫県 宝塚市 ○ 学校法人帝塚山学院 津波設備㈱ 21/07

16 ㈱藤屋栃木工場 栃木県 栃木市 ○ ㈱藤屋 不二熱学工業㈱ 21/07

17 地方銀行会館 東京都 中央区 ○ 一般社団法人全国地方銀行協会 三建設備工業㈱ 21/07

18 世田谷区千歳台小学校･区立玉堤小学校 東京都 世田谷区 ○ 世田谷区 ㈱フラノ電設 21/07

19 国士舘大学空調更新 東京都 世田谷区 ○ 学校法人国士舘 ㈱MAHC 21/07

20 都立科学高校 東京都 江東区 ○ 東京都 日本ファシリオ㈱ 21/07

21 NEC府中 東京都 府中市 ○ 日本電気㈱ 三機工業㈱ 21/07

22 京都産業大学 京都府 京都市 ○ 学校法人京都産業大学 ㈱大真 21/07

23 シャープ八尾事業所 大阪府 八尾市 ○ シャープ㈱ 清水建設㈱ 新菱冷熱工業㈱ 21/07

24 関西学院大学 兵庫県 西宮市 ○ 学校法人関西学院 三機工業㈱ 21/07

25 セフコフーズ 茨城県 牛久市 ○ セフコフーズ㈱ ㈲パステルピット 21/07

26 Otemachi One関連工事 東京都 中央区 ○ 三井物産/三井不動産 鹿島建設㈱ 三機工業㈱ 21/07

27 かながわサイエンスパーク 神奈川県 川崎市 ○ ㈱KSP 東洋熱工業㈱ 21/07

28 日本工業大学駒場中学･高等学校 東京都 目黒区 ○ 学校法人日本工業大学 大成温調㈱ 21/07

29 大阪府立西寝屋川高校 大阪府 寝屋川市 ○ 大阪府 セイコーエアシステム㈱ 21/07

30 池尻小学校特別教室 兵庫県 伊丹市 ○ 伊丹市 新日本空調㈱ 21/07

31 小糸製作所静岡工場 静岡県 静岡市 ○ ㈱小糸製作所 ㈲望月空調設備 21/07

32 大阪府立高校 大阪府 大阪市 ○ 大阪府 Keep Trying 21/07

33 冨士病院 静岡県 御殿場市 ○ 公益社団法人有隣厚生会 ㈱ヤマト 21/07

34 ㈱マルタイ佐賀新工場 佐賀県 唐津市 ○ ㈱マルタイ ㈱松本電機 21/07

35 ＫＤＤＩ大阪 大阪府 大阪市 ○ ＫＤＤＩ㈱ 高砂熱学工業㈱ 21/07

36 大学病院 神奈川県 厚木市 ○ ㈲石井空調 21/07

37 住友不動産 西新宿３号館ビル 東京都 新宿区 ○ 住友不動産㈱ ㈱三晃空調 21/07

38 日比谷フォートタワー 東京都 港区 ○ 新橋田村地区市街地再開発組合 三機工業㈱ 21/07

39 エクイニクスＴＹ１１ 東京都 江東区 ○ エクイニクス 高砂熱学工業㈱ 21/07

40 電力中央研究所 千葉県 四街道市 ○ 一般財団法人電力中央研究所 ㈲石橋空調 21/07

41 東京電機大学鳩山キャンパス 埼玉県 比企郡 ○ 学校法人東京電機大学 東洋熱工業㈱ 21/07

42 双葉学園 神奈川県 横浜市 ○ 学校法人横浜雙葉学園 清水建設㈱ ㈱三晃空調 21/07

43 大泉工場川口ＤＣ 埼玉県 川口市 ○ ㈱大泉工場 清水建設㈱ エスディ･メンテナンス 21/07

44 昭和学院小学校増築 千葉県 市川市 ○ 学校法人昭和学院 大成建設㈱ 高砂熱学工業㈱ 21/07

45 三協本社 栃木県 宇都宮市 ○ ㈱三協 ㈱日電 21/07

46 創価学園高校 東京都 小平市 ○ 学校法人創価学園 高砂熱学工業㈱ 21/07

47 高知県立小津高校 高知県 高知市 ○ 高知県 ㈲川島住設 21/07

48 名古屋商科大学校舎 愛知県 日進市 ○ 学校法人栗本学園 高砂熱学工業㈱ 21/07

49 ツインビル 埼玉県 朝霞市 ○ 大栄不動産㈱ ㈱エスクラス空調 21/07

50 ラーレンティア 大阪府 八尾市 ○ 小林電気商会 21/07

建築 設備№ 物件名
所在地 建築形態

施主

1 (敬称略)



納入期間

都道府県 市町村 新築 改修 開始
建築 設備№ 物件名

所在地 建築形態
施主

51 ＭＦＬＰ堺 大阪府 堺市 ○ 三井不動産㈱ ㈱日翔 21/07

52 日土地ビル 愛知県 名古屋市 ○ 日本土地建物㈱ ㈱朝日工業社 21/07

53 松原ショッピングセンター 大阪府 松原市 ○ ㈱セブン＆アイ・クリエイトリンク 三建設備工業㈱ 21/07

54 りそな銀行 目黒ビル 東京都 目黒区 ○ ㈱りそな銀行 三機工業㈱ 21/08

55 名古屋商科大学国際高等学校 愛知県 名古屋市 ○ 学校法人栗本学園 ㈱竹中工務店 高砂熱学工業㈱ 21/08

56 ＮＴＢ北海道恵庭 北海道 恵庭市 ○ ㈱ニュートレーディングブリッジ ㈱クリマテック 21/08

57 大阪府立茨木西高校 大阪府 茨木市 ○ 大阪府 セイコーエアシステム㈱ 21/08

58 大阪府立豊島高等学校 大阪府 豊中市 ○ 大阪府 ダイダン㈱ 21/08

59 大阪府立三島高校 大阪府 高槻市 ○ 大阪府 セイコーエアシステム㈱ 21/08

60 甲南学園 甲南高等学校･中学校 兵庫県 神戸市 ○ 学校法人甲南学園 アダチ空調設備 21/08

61 ウインズ立川Ｂ館 東京都 立川市 ○ ＪＲＡ日本中央競馬会 三谷産業㈱ 21/08

62 聖学院大学４号館 埼玉県 上尾市 ○ 学校法人聖学院 ㈱コンフォルト 21/08

63 日産自動車㈱横浜工場 神奈川県 横浜市 ○ 日産自動車㈱ 日宝工業㈱ 21/08

64 シーイーシーさがみ野 神奈川県 座間市 ○ さがみ野システムラボラトリ ㈱ケイプラン 21/08

65 住友不動産 泉ガーデンタワー 東京都 港区 ○ 住友不動産㈱ ㈱三晃空調 21/08

66 流通科学大学 兵庫県 神戸市 ○ 学校法人中内学園 ㈱サテライト 21/08

67 同志社大学寒梅館 京都府 京都市 ○ 学校法人同志社 ダイキンエアテクノ㈱ 21/08

68 立命館大学諒友館 京都府 京都市 ○ 学校法人立命館 ㈱三晃空調 21/08

69 近鉄百貨店 大阪府 大阪市 ○ ㈱近鉄百貨店 ㈱エアテクノス 21/08

70 第一三共 神奈川県 平塚市 ○ 第一三共㈱ ㈱山本電工 21/08

71 大山祇命神示教会望会館 神奈川県 横浜市 ○ 宗教法人大山ねずの命神示教会 ㈱エバジツ 池田煖房工業㈱ 21/08

72 資生堂札幌ビル 北海道 札幌市 ○ 資生堂販売㈱ 北栄冷機工業㈱ 21/08

73 東調布第三小学校 東京都 大田区 ○ 大田区 ㈱エクセルコーポレーション 21/08

74 盛岡東京海上日動ビル 岩手県 盛岡市 ○ 東京海上日動火災保険㈱ 鹿島建設㈱ 高砂熱学工業㈱ 21/08

75 こどまり小中学校 青森県 北津軽郡 ○ 中泊町 ㈱安藤･間 大成温調㈱ 21/08

76 芝３丁目計画 東京都 港区 ○ 東京都都市整備局 日本空調㈱ 21/08

77 サンライズタワー 東京都 江東区 ○ 城東製鋼㈱ ㈱クリーニングパパ 21/08

78 ＫＫ原発 ６/７号機取水電源室 新潟県 柏崎市 ○ ㈱拓越 21/08

79 シオノギ 兵庫県 尼崎市 ○ 塩野義製薬㈱ ㈱エアーテクシア 21/08

80 岡山東京海上日動ビル 岡山県 岡山市 ○ 東京海上日動火災保険㈱ ㈱大林組 高砂熱学工業㈱ 21/08

81 武蔵野 千葉工場 千葉県 八千代市 ○ ㈱武蔵野 ㈱エムエステック 21/08

82 長崎税関本関庁舎 長崎県 長崎市 ○ 財務省 ㈱フジエアテック 21/08

83 馬込斎場 千葉県 船橋市 ○ 四市複合事務組合 ㈱朝日工業社 21/08

84 ヤマトホームコンビニエンス 神奈川県 川崎市 ○ ヤマトホームコンビニエンス㈱ ㈱ＮＩＣ 21/08

85 友和市民センター 広島県 廿日市市 ○ 廿日市市 旭調温工業㈱ 21/08

86 つくば新イノベーションセンター 茨城県 つくば市 ○ 高砂熱学工業㈱ 高砂熱学工業㈱ 21/08

87 ＮＥＣ第二ビル別館 東京都 港区 ○ 日本電気㈱ 三機工業㈱ 21/08

88 関西学院高等学校 兵庫県 西宮市 ○ 学校法人関西学院 ㈱ワイズ 21/08

89 京都文教大学 京都府 宇治市 ○ 学校法人京都文教大学 ㈱共信冷熱 21/08

90 法政大学 東京都 千代田区 ○ 学校法人法政大学 ダイダン㈱ 21/08

91 河合塾千駄ヶ谷オフィス 東京都 渋谷区 ○ 学校法人河合塾 大成温調㈱ 21/08

92 京都大学 京都府 京都市 ○ 国立大学法人京都大学 新日本空調㈱ 21/08

93 須坂市図書館 長野県 須坂市 ○ 須坂市 ㈱マツハシ冷熱 21/08

94 サミット世田谷船橋店 東京都 世田谷区 ○ サミット㈱ ㈱ヤマト 21/08

95 ヒューリック銀座８丁目計画 東京都 中央区 ○ ㈱朝日工業社 21/08

96 そごう横浜店 神奈川県 横浜市 ○ 横浜新都市センター㈱ 新菱冷熱工業㈱ 21/08

97 国冠ビル 東京都 中央区 ○ ㈱ＲＥＣ 21/08

98 ＡＧＣ旭硝子京浜工場新研究棟 神奈川県 横浜市 ○ ＡＧＣ㈱京浜工場 ダイダン㈱ 21/08

99 ヤンマー東京ビル 東京都 中央区 ○ ヤンマー㈱ ㈱朝日工業社 21/08

100 住友不動産 上野ビル２号館 東京都 台東区 ○ 住友不動産㈱ ㈱三晃空調 21/08
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納入期間

都道府県 市町村 新築 改修 開始
建築 設備№ 物件名

所在地 建築形態
施主

101 湘南工科大学 神奈川県 藤沢市 ○ 学校法人湘南工科大学 ㈱菊池空調 21/08

102 城南信用金庫元住吉支店 神奈川県 川崎市 ○ 城南信用金庫 日本設備工業㈱ 21/08

103 早稲田大学９９号館 東京都 新宿区 ○ 学校法人早稲田大学 ダイダン㈱ 21/08

104 新橋Ｍ-ＳＱＵＡＲＥ 東京都 港区 ○ 三井不動産㈱ 新日空サービス㈱ 21/08

105 青山学院大学 東京都 渋谷区 ○ 学校法人青山学院 ㈱太平エンジニアリング 21/08

106 ジーテクト埼玉工場 埼玉県 深谷市 ○ ㈱ジーテクト 日本設備工業㈱ 21/08

107 オーケー川崎小倉店 神奈川県 川崎市 ○ オーケー㈱ 次世代開発㈱ 21/08

108 品川シーズンテラス 東京都 港区 ○ NTT都市開発JV ダイダン㈱ 21/08

109 白百合女子大学 東京都 調布市 ○ 学校法人白百合学園 高砂熱学工業㈱ 21/08

110 都立田柄高等学校 東京都 練馬区 ○ 東京都 ㈱太平エンジニアリング 21/08

111 京急ストア追浜店 神奈川県 横須賀市 ○ ㈱京急ストア ㈱研空社 21/08

112 神奈川大学図書館棟 神奈川県 横浜市 ○ 学校法人神奈川大学 ダイダン㈱ 21/08

113 日産自動車横浜工場内２地区 神奈川県 横浜市 ○ 湘南造機㈱ 日宝工業㈱ 21/08

114 大手町センタービル 東京都 千代田区 ○ ＡＢＯＶＥ㈱ 21/08

115 東部汚泥処理プラント 東京都 江東区 ○ 東京都下水道局 日比谷総合設備㈱ 21/08

116 杏林大学八王子キャンパス 東京都 八王子市 ○ 学校法人杏林学園 三機工業㈱ 21/08

117 平塚文化芸術ホール・見附台公園 神奈川県 平塚市 ○ 平塚市 三建設備工業㈱ 21/08

118 図書印刷㈱沼津工場 静岡県 沼津市 ○ 図書印刷㈱ 新菱冷熱工業㈱ 21/08

119 都立稔ヶ丘高校 東京都 中野区 ○ 東京都 ㈱太平エンジニアリング 21/08

120 青山ライズスクエアビル 東京都 港区 ○ ダイダン㈱ 21/08

121 北辰ビル 東京都 港区 ○ ＡＢＯＶＥ㈱ 21/08

122 赤羽中央総合病院 東京都 北区 ○ 医療法人社団博栄会 三建設備工業㈱ 21/08

123 早稲田実業学校 東京都 国分寺市 ○ 学校法人早稲田大学 新菱冷熱工業㈱ 21/08

124 ＡｍａｚｏｎＨＮＤ２１ 東京都 目黒区 ○ 日比谷総合設備㈱ 21/08

125 横須賀共済病院 神奈川県 横須賀市 ○ 国家公務員共済組合連合会 ダイダン㈱ 21/08

126 立教大学新座キャンパス５号館 埼玉県 新座市 ○ 学校法人立教学院 三機工業㈱ 21/08

127 玉川学園 東京都 町田市 ○ 学校法人玉川学園 ダイダン㈱ 21/08

128 市ヶ谷庁舎 東京都 新宿区 ○ 防衛省 大成設備㈱ 21/08

129 江戸川女子新教室棟 東京都 江戸川区 ○ 学校法人江戸川学園 鹿島建設㈱ ㈱三晃空調 21/08

130 ＮＲＴ10新築 千葉県 印西市 ○ DigitalRealty･三菱商事 ダイダン㈱ 21/09

131 立命館慶祥中学校・高等学校 北海道 江別市 ○ 学校法人立命館 日本設備工業㈱ 21/09

132 北海道科学大学高校 北海道 札幌市 ○ 学校法人北海道科学大学 高砂熱学工業㈱ 21/09

133 ソフトバンク北池袋センター 東京都 豊島区 ○ ソフトバンク㈱ 富士文化電機㈱ 21/09

134 住友不動産 飯田橋ファーストビル 東京都 文京区 ○ 住友不動産㈱ 日比谷総合設備㈱ 21/09

135 旭川フコク生命ビル 北海道 旭川市 ○ フコク生命保険相互会社 高砂熱学工業㈱ 21/09

136 ｎｅｔＸＤＣ千葉第３センター 千葉県 印西市 ○ ＳＣＳＫ㈱ ㈱錢高組 ダイダン㈱ 21/09

137 阪急三番街 大阪府 大阪市 ○ エアソリティー㈱ 21/09

138 印刷会社 青森県 弘前市 ○ 輝 電設 21/09

139 武蔵野フーズ 京都工場 京都府 八幡市 ○ ㈱武蔵野 ㈱池田空調設備 21/09

140 奈良先端科学技術大学院大学 奈良県 生駒市 ○ 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 アマナエレン㈱ 新日本美風㈱ 21/09

141 特別養護老人ホームにいがた新生園 新潟県 新潟市 ○ 社会福祉法人仁成福祉協会 菱機工業㈱ 21/09

142 ＤＬＨ名古屋新幹線口 愛知県 名古屋市 ○ ダイワロイヤル㈱ 大和ハウス工業㈱ ㈱九電工 21/09

143 KDDI小山 栃木県 小山市 ○ KDDI㈱ 高砂熱学工業㈱ 21/09

144 天理よろづ相談所病院 奈良県 天理市 ○ 公益財団法人天理よろづ相談所病院 ダイダン㈱ 21/09

145 アミコ・阿波銀行鴨島センター 徳島県 吉野川市 ○ ㈱阿波銀行 岡村工業㈱ 21/09

146 難波室町ビル 大阪府 大阪市 ○ 新日本空調㈱ 21/09

147 札幌医科大学 北海道 札幌市 ○ 北海道公立大学法人札幌医科大学 ㈱ホクシンエンジニア 21/09

148 北海道地区ＦＭワークプレイス変革 北海道 札幌市 ○ ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 ㈱朝日工業社 21/09

149 渋谷新時代 東京都 渋谷区 ○ ㈱ＩＳＬＥ 21/09

150 沼津某病院 静岡県 沼津市 ○ ㈲ヤマトシステムエアーサービス 21/09

3 (敬称略)
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151 新小岩クリニック船堀 東京都 江戸川区 ○ 新小岩クリニック船堀 ㈱三晃空調 21/09

152 Ｆタウンビル 宮城県 仙台市 ○ 佐藤空調計装㈱ 21/09

153 六本木泉ガーデンタワー 東京都 港区 ○ 住友不動産㈱･森ビル㈱ リモーバル工業㈲ 21/09

154 ロイヤルホームセンタービックス押熊店 奈良県 奈良市 ○ ロイヤルホームセンター㈱ 藤本産業㈱ 21/09

155 住友倉庫南港中 大阪府 大阪市 ○ ㈱住友倉庫 山光テクノ 21/09

156 (仮称)ＢＮＩ移転計画 東京都 豊島区 ○ BNIジャパン 東洋熱工業㈱ 21/09

157 イオンモール京都五条 京都府 京都市 ○ イオンモール㈱ ㈱ユニタス ㈱タカネツ 21/09

158 住友生命札幌ビル 北海道 札幌市 ○ 住友生命保険相互会社 ㈱竹中工務店 高砂熱学工業㈱ 21/09

159 ㈱タカトリ 奈良県 橿原市 ○ ㈱タカトリ 大城設備 21/09

160 堺北診療所 大阪府 堺市 ○ 大阪みなみ医療福祉生活協同組合 ㈱クレイン 21/09

161 特許庁総合庁舎 東京都 千代田区 ○ 特許庁 ダイダン/新日本空調/三晃空調JV 21/09

162 ＪＦＥスチール東日本製鉄所 千葉県 千葉市 ○ ＪＦＥスチール㈱ 千葉電気工事㈱ 21/09

163 京セラ 東京都 品川区 ○ 京セラ㈱ ㈱テクノ菱和 21/09

164 郡山市総合地方卸売市場管理関連棟 福島県 郡山市 ○ 郡山市 ㈲武蔵プラント 21/09

165 神港ビルヂング 兵庫県 神戸市 ○ 東京海上日動火災保険㈱ ㈱辻中 21/09

166 チェリー保育園 宮城県 仙台市 ○ 社会福祉法人北杜福祉会 ㈲鰐設備 21/09

167 ＮＴＴ仁保ビル 広島県 広島市 ○ 日本電信電話㈱ ナカムラ設備㈱ 21/09

168 四国医療専門学校 香川県 綾歌郡 ○ 学校法人大麻学園 ㈲カイメンテナンス 21/09

169 心斎橋東急ビル 大阪府 大阪市 ○ ㈱山口空調設備 21/09

170 慈恵医大柏病院 千葉県 柏市 ○ 学校法人慈恵大学 東洋熱工業㈱ 21/09

171 高知高須病院 高知県 高知市 ○ 医療法人尚賢会 ㈱ヨシカワ設備 21/09

172 フジミインコーポレーテッド 愛知県 清須市 ○ ㈱フジミインコーポレーテッド マルカ空調㈱ 21/09

173 ヤマタネ深川１号館 東京都 江東区 ○ ㈱ヤマタネ 東洋熱工業㈱ 21/09

174 池田泉州銀行泉州営業部本館 大阪府 岸和田市 ○ ㈱池田泉州銀行 ㈱大林組 ㈱ナナマルグループ 21/09

175 青森中央郵便局 青森県 青森市 ○ 日本郵便㈱ ㈱小枝設備工業 21/09

176 ミキハウス三重物流センター 三重県 伊賀市 ○ ㈱ミキハウス ㈱竹中工務店 ダイダン㈱ 21/09

177 JR登戸駅 神奈川県 川崎市 ○ 東日本旅客鉄道㈱ アルコ 21/09

178 七十七銀行西多賀支店移転 宮城県 仙台市 ○ ㈱七十七銀行 ㈱安藤･間 新菱冷熱工業㈱ 21/09

179 ｏｌｉｂａｈａｉｒ 神奈川県 藤沢市 ○ ｏｌｉｂａｈａｉｒ ㈲井上空調設備 21/09

180 神戸御幸ビル 兵庫県 神戸市 ○ ㈱竹中工務店 須賀工業㈱ 21/09

181 特別養護老人ホーム 紅林荘 長野県 諏訪郡 ○ 社会福祉法人ジェイエー長野会 浦安工業㈱ 21/09

182 セツニセコ 北海道 虻田郡 ○ SCグローバルデベロップメンツ 岩田地崎建設㈱ 東洋熱工業㈱ 21/09

183 ＮＳＫ高崎工場 群馬県 高崎市 ○ ＮＳＫ㈱ 三朋企業㈱ 21/09

184 ＮＢＦ豊洲キャナルフロント 東京都 江東区 ○ 三井不動産㈱ ダイダン㈱ 21/09

185 サミット大田中央店 東京都 大田区 ○ サミット㈱ ㈱ヤマト 21/09

186 恵比寿ビジネスタワー 東京都 渋谷区 ○ 東急不動産㈱ 新日本空調㈱ 21/09

187 市光工業厚木製造所 神奈川県 厚木市 ○ 市光工業㈱ ㈱ユアテック 21/09

188 秋葉原ＵＤＸ 東京都 千代田区 ○ 高砂熱学工業㈱ 21/09

189 春日後楽園駅前再開発ＳＢ棟 東京都 文京区 ○ 春日･後楽園駅前地区市街地再開発組合 日本ファシリオ㈱ 21/09

190 青学会館 東京都 渋谷区 ○ 学校法人青山学院 新菱冷熱工業㈱ 21/09

191 池袋パークビル 東京都 豊島区 ○ ㈱太平ビルケア 21/09

192 築地ＫＹビル 東京都 中央区 ○ 大成温調㈱ 21/09

193 参天製薬 滋賀県 犬上郡 ○ 参天製薬㈱ ㈱大林組 ダイダン㈱ 21/09

194 太陽生命広島松川町ビル 広島県 松川町 ○ 太陽生命保険㈱ ㈱大林組 ㈱大気社 21/10

195 白金一丁目計画 東京都 港区 ○ 櫻井工業㈱ 21/10

196 姫路城防災センター空調 兵庫県 姫路市 ○ 姫路市 ニシムラ空調設備 21/10

197 レニアス 広島県 三原市 ○ ㈱レニアス アリタ設備 21/10

198 富士通ソリューションスクエア 東京都 新宿区 ○ 富士通㈱ 三建設備工業㈱ 21/10

199 東京女子医科大学 女性生涯教育支援センター 東京都 新宿区 ○ 学校法人東京女子医科大学 東洋熱工業㈱ 21/10

200 千葉県いすみ市岬公民館 千葉県 いすみ市 ○ いすみ市 芝工業㈱ 21/10
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201 浦安第一生命ビル(舞浜Ｕ棟) 千葉県 浦安市 ○ 第一生命保険㈱ 清水建設㈱ 高砂熱学工業㈱ 21/10

202 つかぐち病院 京都府 八幡市 ○ シミックソリューションズ㈱ ㈱朝日工業社 21/10

203 東京日本橋タワーテナント 東京都 中央区 ○ 住友不動産JV ㈱大林組 日比谷総合設備㈱ 21/10

204 大阪証券取引所ビル 大阪府 中央区 ○ ㈲森設備工事 21/10

205 法政大学西館･研究センター 東京都 小金井市 ○ 学校法人法政大学 高砂熱学工業㈱ 21/10

206 創価学会 小金井文化会館 東京都 小金井市 ○ 宗教法人創価学会 三機工業㈱ 21/10

207 ニッセイ高岡ビル 富山県 高岡市 ○ 日本生命保険相互会社 添田空調 21/10

208 カインズ旭飯岡店 千葉県 旭市 ○ ㈱カインズ ㈱Ｓｕｅｍａｒｕ 21/10

209 逗子駅外冷暖房装置 神奈川県 逗子市 ○ 東日本旅客鉄道 JR東日本メカトロニクス㈱ 21/10

210 菅様邸 大阪府 枚方市 ○ ㈱ＩＷ 21/10

211 アオイ電子 香川県 高松市 ○ アオイ電子㈱ ダイダン㈱ 21/10

212 ＪＡＸＡ相模原キャンパス研究･管理棟 神奈川県 相模原市 ○ 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 第一工業㈱ 21/10

213 東京ダイヤビル 東京都 中央区 ○ ㈱竹中工務店 高砂熱学工業㈱ 21/10

214 関西学院大学 兵庫県 西宮市 ○ 学校法人関西学院 永松設備 21/10

215 森本倉庫三宮国際ビル 兵庫県 神戸市 ○ 森本倉庫株式会社 ㈱竹中工務店 ㈱大気社 21/10

216 スパランド裸･楽･良Ⅲ期 鹿児島県 鹿児島市 ○ 鹿児島市 南菱冷熱工業㈱ 21/10

217 ㈱三井ハイテック 福岡県 北九州市 ○ ㈱三井ハイテック パナソニック環境エンジニアリング㈱ 21/10

218 信州大学工学部 長野県 松本市 ○ 国立大学法人信州大学 新菱冷熱工業㈱ 21/10

219 豐田外山工場 愛知県 豐田市 ○ トヨタ自動車 服部エンジニアリング㈱ 21/10

220 玉野競輪場再編整備計画スタンド棟 岡山県 玉野市 ○ 玉野市 ㈱きんでん 21/10

221 大阪府立大学 大阪府 堺市 ○ 公立大学法人大阪 ㈱谷垣工業 21/10

222 セントラル丸亀ビル 香川県 丸亀市 ○ ㈱竹中工務店 新菱冷熱工業㈱ 21/10

223 損保保険ジャパン大宮支店 奈良県 奈良市 ○ 損保ホールディングス㈱ 高砂熱学工業㈱ 21/10

224 ＮＴＴ品川ＴＷＩＮＳ 東京都 港区 ○ 日本電信電話㈱ 日比谷総合設備㈱ 21/10

225 ㈱関電工 神奈川支店 神奈川県 横浜市 ○ ㈱関電工 日本設備工業㈱ 21/10

226 三井倉庫㈱大黒事務所Ｂ号倉庫 神奈川県 横浜市 ○ 三井倉庫㈱ 東洋熱工業㈱ 21/10

227 古河電工㈱千葉事業所 千葉県 市原市 ○ 古河電気工業㈱ 富士古河Ｅ&Ｃ 21/10

228 新甲南病院 兵庫県 神戸市 ○ 一般財団法人 甲南会 ㈱竹中工務店 三建設備工業㈱ 21/10

229 千葉市立青葉病院 千葉県 千葉市 ○ 千葉市 東洋熱工業㈱ 21/10

230 久留米ビジネスプラザ 福岡県 久留米市 ○ アズビル㈱ 21/10

231 ＪＣＲファーマ㈱バイオリサーチセンターⅡ期 兵庫県 神戸市 ○ ＪＣＲファーマ㈱ ㈱精研 21/10

232 あいおいニッセイ本社ビル 東京都 渋谷区 ○ あいおいニッセイ同和損保保険㈱ 大成設備㈱ 21/10

233 創価学会 上野平和堂 東京都 台東区 ○ 宗教法人創価学会 三機工業㈱ 21/10

234 (仮称)ＲＢＭ神田ビル 東京都 千代田区 ○ レジデンス･ビルディングマネジメント㈱ ㈱安藤･間 ㈱アルファー企画 21/10

235 東京大学工学部２号館 東京都 文京区 ○ 国立大学法人東京大学 ㈱研空社 21/10

236 豊洲フォレシア 東京都 江東区 ○ 三菱地所㈱ 東洋熱工業㈱ 21/10

237 井門王子ビル 東京都 北区 ○ ㈱ローヤルエンジニアリング 21/10

238 国土交通省 東京都 千代田区 ○ 国土交通省 サン冷機工業㈱ 21/10

239 東京藝術大学美術館 東京都 台東区 ○ 国立大学法人東京藝術大学 ㈱アサノ 21/10

240 狭山市立武道館 埼玉県 狭山市 ○ 狭山市 ソーセツエンジニアリング㈱ 21/10

241 武蔵野 新群馬工場 群馬県 高崎市 ○ ㈱武蔵野 新菱冷熱工業㈱ 21/10

242 住友不動産 秋葉原ファーストビル 東京都 千代田区 ○ 住友不動産㈱ ㈱ＫＥＮＳＥＩ 21/10

243 特別養護老人ホーム山吹の里 東京都 豊島区 ○ 社会福祉法人フロンティア 日本設備工業㈱ 21/10

244 銀座御幸ビル 東京都 中央区 ○ 東洋熱工業㈱ 21/10

245 東京愛育苑ケアレジデンス 東京都 葛飾区 ○ 社会福祉法人東京愛育苑 ㈱研空社 21/10

246 日本ゼオン開発センター 神奈川県 川崎市 ○ 日本ゼオン㈱ 新菱冷熱工業㈱ 21/10

247 東京ワールドゲート 東京都 港区 ○ 森トラスト㈱ ㈱研空社 21/10

248 住友不動産 九段ビル 東京都 千代田区 ○ 住友不動産㈱ ＡＢＯＶＥ㈱ 21/10

249 法政大学小金井キャンパス 東京都 小金井市 ○ 学校法人法政大学 高砂熱学工業㈱ 21/10

250 鉄道博物館 埼玉県 さいたま市 ○ 公益財団法人東日本鉄道文化財団 ㈱菊池空調 21/10
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251 ＪＡセレサ川崎宮崎支店 神奈川県 川崎市 ○ 農業協同組合 ㈱キャプティ 21/10

252 みずほ銀行 浅草支店 東京都 台東区 ○ ㈱みずほ銀行 武蔵野工業㈱ 21/10

253 (仮称)ＮＲＴ１０ 千葉県 印西市 ○ ＭＣＤＲ㈱ ダイダン㈱ 21/10

254 旬彩デリ 東京都 昭島市 ○ ㈱旬彩デリ ㈱大林組 三建設備工業㈱ 21/10

255 第一三共品川研究開発センター 東京都 品川区 ○ 第一三共㈱ 新菱テクニカルサービス㈱ 21/10

256 三鷹産業プラザ 東京都 三鷹市 ○ ㈱まちづくり三鷹 ㈱研空社 21/10

257 明治安田損害保険ビル 東京都 千代田区 ○ 明治安田損害保険㈱ 新菱冷熱工業㈱ 21/10

258 千代田区三番町計画 東京都 千代田区 ○ 三井不動産レジデンシャル㈱ 東レ建設㈱ ㈱関電工 21/10

259 国立西洋美術館企画展示館 東京都 台東区 ○ 独立行政法人国立美術館 ダイダン㈱ 21/10

260 東京ミッドタウン イースト棟 東京都 港区 ○ 三井不動産㈱ 高砂熱学工業㈱ 21/10

261 浜松町スクエア 東京都 港区 ○ 東急不動産㈱ ㈱研空社 21/10

262 東京都市大学Ａ棟 東京都 世田谷区 ○ 学校法人五島育英会 高砂熱学工業㈱ 21/10

263 西松建設㈱愛川技術研究所 神奈川県 愛甲郡 ○ 西松建設㈱ ダイダン㈱ 21/10

264 テクノサポートカマタセンタービル 東京都 大田区 ○ 大成設備㈱ 21/10

265 アマゾン西大井 東京都 品川区 ○ アマゾンジャパン合同会社 富士古河Ｅ&Ｃ 21/10

266 芝浦スクエアビル 東京都 港区 ○ ㈱大気社 21/10

267 順天堂大学キャンパスＣ棟 東京都 文京区 ○ 学校法人順天堂 新菱冷熱工業㈱ 21/10

268 警視庁第９機動隊-Ｒ 東京都 江東区 ○ 警視庁 ㈱三晃空調 21/10

269 津田沼中央総合病院 千葉県 習志野市 ○ 医療法人社団友愛会 ㈱アルティ 21/10

270 千葉銀行 千葉県 千葉市 ○ ㈱千葉銀行 クウショーエンタープライズ㈱ 21/11

271 能登川アイセンター 滋賀県 近江市 ○ 医療法人社団昴会 須賀工業㈱ 21/11

272 東電北与野 埼玉県 さいたま市 ○ 東京電力ホールディングス㈱ 芝工業㈱ 21/11

273 仙台第一生命タワービルディング 宮城県 仙台市 ○ 第一生命保険㈱ ㈱遊佐工業 21/11

274 明治十勝工場 北海道 帯広市 ○ ㈱明治 高砂熱学工業㈱ 21/11

275 明石西郵便局 兵庫県 明石市 ○ 日本郵便㈱ ＤＡＣ 21/11

276 塩野義製薬医薬研究センター 大阪府 豊中市 ○ 塩野義製薬㈱ 高砂熱学工業㈱ 21/11

277 金沢大学 石川県 金沢市 ○ 国立大学法人金沢大学 ホクレイ 21/11

278 プラリバ西新フードウェイ西新店 福岡県 福岡市 ○ 東京建物㈱ ㈱九電工 21/11

279 東京歯科大学 東京都 千代田区 ○ 学校法人東京歯科大学 東洋熱工業㈱ 21/11

280 獨協医科大学埼玉医療センターⅦ期 埼玉県 越谷市 ○ 学校法人獨協学園 ダイダン㈱ 21/11

281 宜野湾プリンスホテル 沖縄県 宜野湾市 ○ パナソニックホームズ㈱ 清水/松村JV ㈱花城空調設備 21/11

282 みずほ銀行 高松支店 香川県 高松市 ○ ㈱みずほ銀行 清水建設㈱ 後藤設備工業㈱ 21/11

283 三菱電機鎌倉製作所 神奈川県 鎌倉市 ○ 三菱電機㈱ 三菱電機ビルテクノサービス㈱ 21/11

284 育英短期大学 群馬県 高崎市 ○ 学校法人群馬育英学園 田島空調設備 21/11

285 マルイト難波ビル 大阪府 大阪市 ○ マルイト㈱ かんき㈱ 21/11

286 医学研究所 北野病院本館 大阪府 大阪市 ○ 公益財団法人田附興風会 大成建設㈱ 新菱冷熱工業㈱ 21/11

287 青森庁舎 青森県 青森市 ○ 青森市 青熱工業㈱ 21/11

288 特別養護老人ホーム戸室和楽ホーム 石川県 金沢市 ○ 社会福祉法人眉丈会 三谷産業㈱ 21/11

289 東京国際空港ＡＳＤＥ機器室 東京都 大田区 ○ 国土交通省 高砂熱学工業㈱ 21/11

290 カインズ彦根店 滋賀県 彦根市 ○ ㈱カインズ 菱機工業㈱ 21/11

291 フジフーズ茨城 茨城県 八千代市 ○ フジフーズ㈱ ㈱ダイキンアプライドシステムズ 21/11

292 シャルム大宮 埼玉県 さいたま市 ○ カンパネ㈱ 21/11

293 住友電気工業㈱大阪製作所 大阪府 大阪市 ○ 住友電気工業㈱ 住友電設㈱ 21/11

294 兵庫県医師会館 兵庫県 神戸市 ○ ㈳兵庫県医師会 ㈱カタヤマ空調設備 21/11

295 東京海上日動火災保険㈱いわき支社 福島県 いわき市 ○ 東京海上日動火災保険㈱ 共和工業㈱ 21/11

296 ＪＡ新潟電算センター 新潟県 新潟市 ○ ㈱新潟県農協電算センター ダイダン㈱ 21/11

297 山梨大学(医病)中央診療棟 山梨県 中央市 ○ 国立大学法人山梨大学 新菱冷熱工業㈱ 21/11

298 三宮プラザＥＡＳＴ 兵庫県 神戸市 ○ ㈱アヅミエンジニア 21/11

299 ＪＥＩ両国ビル 東京都 墨田区 ○ 新日本空調㈱ 21/11

300 アパホテル八千代緑が丘駅前 千葉県 八千代市 ○ アパグループ ㈱太平エンジニアリング 21/11
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納入期間

都道府県 市町村 新築 改修 開始
建築 設備№ 物件名

所在地 建築形態
施主

301 ＩＫＥＡ港北 神奈川県 横浜市 ○ イケア・ジャパン㈱ 三建設備工業㈱ 21/11

302 エクイニクス印西　テナントⅡ期 千葉県 印西市 ○ エクイニクス 新菱冷熱工業㈱ 21/11

303 コクヨ品川 東京都 港区 ○ コクヨ㈱ Ｎｅｘｔ Ａｉｒ㈱ 21/11

304 テクノポートカマタ 東京都 大田区 ○ ヒューリック㈱ 大成設備㈱ 21/11

305 トーヨーケム川越 埼玉県 川越市 ○ トーヨーケム㈱ 新日本空調㈱ 21/11

306 メトロポリタンプラザビル 東京都 豊島区 ○ 高砂熱学工業㈱ 21/11

307 ラ・クール自由が丘 東京都 目黒区 ○ 東京大気社サービス㈱ 21/11

308 ＳＵＢＡＲＵ東京事業所 東京都 三鷹市 ○ ㈱SUBARU 三機工業㈱ 21/11

309 ニコン横須賀製作所 神奈川県 横須賀市 ○ ㈱ニコン 大坪電機㈱ 21/11

310 綾瀬郵便局 神奈川県 綾瀬市 ○ 日本郵便㈱ ダイダン㈱ 21/11

311 品川区立御殿山小学校屋内運動場 東京都 品川区 ○ 品川区 新菱テクニカルサービス㈱ 21/11

312 市原ゴルフクラブ 千葉県 市原市 ○ サンヨーリゾート サン冷機工業㈱ 21/11

313 信州大学(松本)医学部付属病院 長野県 松本市 ○ 国立大学法人信州大学 新菱冷熱工業㈱ 21/11

314 創価学会 谷野友好会館 東京都 八王子市 ○ 宗教法人創価学会 ㈱研空社 21/11

315 大崎ブライトコア 東京都 品川区 ○ 三井不動産㈱ 東洋熱工業㈱ 21/11

316 第一倉庫冷蔵岩槻長宮第二物流 埼玉県 さいたま市 ○ 第一倉庫冷蔵㈱ 大成設備㈱ 21/11

317 都立中央図書館 東京都 港区 ○ 東京都 三建設備工業㈱ 21/11

318 同愛記念病院 東京都 墨田区 ○ 社会福祉法人同愛記念病院財団 新菱冷熱工業㈱ 21/11

319 東京さくら病院 東京都 江戸川区 ○ 医療法人社団城東桐和会 ㈱朝日工業社 21/11

320 東京大学柏Ⅱキャンパス産学官民連携棟 千葉県 柏市 ○ 国立大学法人東京大学 新菱テクニカルサービス㈱ 21/11

321 東武ストア小豆沢店 東京都 板橋区 ○ ㈱東武ストア 新日空サービス㈱ 21/11

322 東峯婦人クリニック 東京都 江東区 ○ 医療法人社団東寿会 ＡＢＯＶＥ㈱ 21/11

323 日本生命新宿西口ビル 東京都 新宿区 ○ 日本生命保険相互会社 新菱冷熱工業㈱ 21/11

324 日本精工藤沢工場 神奈川県 藤沢市 ○ 日本精工㈱ 大成設備㈱ 21/11

325 目黒雅叙園アルコタワー 東京都 目黒区 ○ ㈱目黒雅叙園 高砂熱学工業㈱ 21/11

326 野村不動産銀座･新橋演舞場ビル 東京都 中央区 ○ 野村不動産㈱ 新日本空調㈱ 21/11

327 (仮称)丸石製薬新倉庫棟 大阪府 大阪市 ○ 丸石製薬㈱ 五洋建設㈱ 新日本空調㈱ 21/11

328 三菱ＵＦＪ銀行 八尾支店 大阪府 八尾市 ○ ㈱三菱ＵＦＪ銀行 高砂熱学工業㈱ 21/12

329 恒生病院 兵庫県 神戸市 ○ 医療法人社団六心会 ㈱中野設備 21/12

330 萩市至誠館第３学生寮Ⅱ期 山口県 萩市 ○ 学校法人萩至誠館 清水建設㈱ ㈱中電工 21/12

331 井上軸受工業 大阪府 富田林市 ○ 井上軸受工業㈱ 高砂熱学工業㈱ 21/12

332 阿波銀住友生命ビル 徳島県 徳島市 ○ ㈱阿波銀行 ㈱大気社 21/12

333 金木観光物産館 青森県 五所川原市 ○ 五所川原市 ㈲棟方工業 21/12

334 千日町1･4番街区第1種市街地再開発 鹿児島県 鹿児島市 ○ 千日町1･4番街区市街地再開発組合 大和ハウス工業㈱ ㈱九電工 21/12

335 壬生町おもちゃ博物館Ⅱ期 栃木県 下都賀郡 ○ 壬生町 小林設備㈲ 21/12

336 国技館ビル 東京都 墨田区 ○ 新菱冷熱工業㈱ 21/12

337 ユニバース小中野店 青森県 八戸市 ○ ㈱ユニバース 三建設備工業㈱ 21/12

338 鳥取県警察本部 鳥取県 鳥取市 ○ 鳥取県 大和設備㈱ 21/12

339 わらべや日洋北陸工場 石川県 白山市 ○ わらべや日洋ホールディングス㈱ 三谷産業㈱ 21/12

340 創価学会 妙音センター 東京都 新宿区 ○ 宗教法人創価学会 大成建設㈱ 新菱冷熱工業㈱ 21/12

341 ニッセイ新大阪ビル 大阪府 大阪市 ○ 高砂熱学工業㈱ 21/12

342 全星薬品工業㈱岸和田工場 大阪府 岸和田市 ○ 全星薬品工業㈱ ㈱ＤＨＡ 21/12

343 富国生命山形支社 山形県 山形市 ○ 富国生命保険相互会社 三菱電機ビルテクノサービス㈱ 21/12

344 競走馬理化学研究所 栃木県 宇都宮市 ○ 公益財団法人競走馬理化学研究所 サン冷機工業㈱ 21/12

345 岩瀬郵便局 茨城県 桜川市 ○ 日本郵政㈱ ㈱県南アロー住設 21/12

346 芝浦工業大学豊洲キャンパス 東京都 江東区 ○ 学校法人芝浦工業大学 日本設備工業㈱ 21/12

347 ユニバーサル製缶 結城工場 茨城県 結城市 ○ ユニバーサル製缶㈱ ㈱Ｍａｔｓｕｄａ 21/12

348 ㈱富士通ゼネラル 神奈川県 川崎市 ○ ㈱富士通ゼネラル ㈱研空社 21/12

349 ＡｉｒＢｉｃＣａｍｅｒａアクアシティ 東京都 港区 ○ ㈱ビックカメラ ㈱太平ビルケア 21/12

350 ケーテー製作所 東京都 墨田区 ○ ㈱ケーテー製作所 ㈱ＫＥＮＳＥＩ 21/12

7 (敬称略)
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351 参議院清水谷議員宿舎 東京都 千代田区 ○ 日管㈱ 21/12

352 東品川グラスキューブ 東京都 品川区 ○ 日本設備工業㈱ 21/12

353 ＮＴＴＤｏＣｏＭｏ川崎ビル 神奈川県 川崎市 ○ 東日本電信電話㈱ 新菱冷熱工業㈱ 21/12

354 東京慈恵会医科大学付属柏病院 千葉県 柏市 ○ 学校法人慈恵大学 東洋熱工業㈱ 21/12

355 日産追浜工場 神奈川県 横須賀市 ○ 日産自動車㈱ 次世代開発㈱ 21/12

356 日油㈱川崎事業所第２総合棟 神奈川県 川崎市 ○ 日油㈱ ダイダン㈱ 21/12

357 相互館１１０タワー 東京都 中央区 ○ 第一生命保険㈱ ㈱研空社 21/12

358 慶應義塾大学芝共立キャンパス 東京都 港区 ○ 慶應義塾 ＡＢＯＶＥ㈱ 21/12

359 地方銀行会館 東京都 千代田区 ○ 一般社団法人全国地方銀行協会 三建サービス工事㈱ 21/12

360 東京都立西高等学校 東京都 杉並区 ○ 東京都 富士熱学工業㈱ 21/12

361 三井のリハウス経堂店 東京都 世田谷区 ○ 三井不動産リアルティ㈱ 積水工業㈱ 21/12

362 創価学会 雪谷文化会館 東京都 大田区 ○ 宗教法人創価学会 クリーン工業㈱ 21/12

363 ＮＴＴ江戸川別館 東京都 江戸川区 ○ 東日本電信電話㈱ ㈱カナタ 21/12

364 多摩東京海上日動ビル 東京都 多摩市 ○ 東京海上日動システムズ㈱ ダイダン㈱ 21/12

365 ＮＨＫホール 東京都 渋谷区 ○ 一般財団法人ＮＨＫサービスセンター 高砂熱学工業㈱ 21/12

366 清和本社ビル 東京都 港区 ○ 清和綜合建物㈱ 武蔵野工業㈱ 21/12

367 鹿教湯三才山リハビリセンター 長野県 上田市 ○ 長野県厚生農業協同組合連合会 三建設備工業㈱ 21/12

368 新宿パークタワービル 東京都 新宿区 ○ 東京ガス都市開発 新菱冷熱工業㈱ 21/12

369 三菱ＵＦＪ信託銀行 新青山ビル 東京都 港区 ○ 三菱ＵＦＪトラストビジネス㈱ ㈱Ｍ－Ｋエンジニア 21/12

370 新木場フィッシャークリニカル 東京都 江東区 ○ フィッシャークリニカルサービシズジャパン㈱ 三谷産業㈱ 21/12

371 スポーツクラブＮＡＳ新鎌ヶ谷 千葉県 鎌ヶ谷市 ○ スポーツクラブＮＡＳ㈱ ダイダン㈱ 21/12

372 富士病院 東京都 北区 ○ 医療法人財団富士病院 ㈱ヤマト 21/12

373 ファナック忍野工場 山梨県 忍野村 ○ ファナック㈱ ㈱日立プラントサービス 21/12

374 ＮＴＴ藤沢ビル 神奈川県 藤沢市 ○ 東日本電信電話㈱ 日比谷総合設備㈱ 21/12

375 横浜ビジネスパーク 神奈川県 横浜市 ○ 野村不動産㈱ 新日本空調㈱ 21/12

376 大日本印刷鶴瀬工場Ｋ棟 埼玉県 入間郡 ○ 大日本印刷㈱ 新菱冷熱工業㈱ 21/12

377 三菱ＵＦＪ銀行 津田沼東支店 千葉県 習志野市 ○ 三菱ＵＦＪトラストビジネス㈱ 高砂熱学工業㈱ 21/12

378 サプリメントジャパン 東京都 西多摩郡 ○ ㈱サプリメントジャパン ＴＭＥＳ㈱ 21/12

379 福山通運東京支店 東京都 江東区 ○ 福山通運㈱ ダイダン㈱ 21/12

380 港区高輪地区総合支所 東京都 港区 ○ 港区 ㈱朝日工業社 21/12

381 凸版印刷 相模原工場 神奈川県 相模原市 ○ 凸版印刷㈱ 大成温調㈱ 21/12

382 中外製薬 浮間工場 東京都 北区 ○ 中外製薬工業㈱ 富士古河Ｅ&Ｃ㈱ 21/12

383 千葉第３ビル 千葉県 印西市 ○ ＳＣＳＫ㈱ ㈱錢高組 ダイダン㈱ 21/12

384 Ｄｏスポーツ ららぽーと豊洲 東京都 江東区 ○ ㈱日新ウエルネス ㈱テクノ菱和 21/12

385 ㈱エコプラ 大阪府 堺市 ○ ㈱エコプラ 小砂冷熱電機 21/12

386 丸井今井札幌本店一条館 北海道 札幌市 ○ ㈱札幌丸井三越 ㈱朝日工業社 22/01

387 ウィンベル 長野県 駒ヶ根市 ○ ㈱ウィンベル ㈲原冷熱工業 22/01

388 ＮＴＴ松原寮 青森県 青森市 ○ 東日本電信電話㈱ ㈱大樹設備工業 22/01

389 大阪府立高校空調改修 大阪府 大阪市 ○ 大阪府 ㈱きんでん 22/01

390 中部国際陽子線センター 岐阜県 美濃加茂市 ○ 社会医療法人厚生会 ㈱安藤･間 ㈱朝日工業社 22/01

391 富来活性化センター 石川県 羽咋郡 ○ 志賀町 ㈱橋爪電気設備工業 22/01

392 プロロジスパーク茨木 大阪府 茨木市 ○ プロロジス 清水建設㈱ 大阪熱学工業㈱ 22/01

393 渋谷駅 東急･メトロ線乗務員詰所 東京都 渋谷区 ○ 高砂熱学工業㈱ 22/01

394 関西大学 大阪府 吹田市 ○ 学校法人関西大学 ㈱大阪城口研究所 22/01

395 天満屋 広島県 広島市 ○ 天満屋 ダイダン㈱ 22/01

396 日立チャネルソリューションズ 愛知県 尾張旭市 ○ 日立チャネルソリューションズ㈱ 日立グローバルライフソリューションズ㈱ 22/01

397 株式会社北陽 北海道 札幌市 ○ ㈱北陽 三建設備工業㈱ 22/01

398 日立パワーソリューションズ 神奈川県 川崎市 ○ りんかい日産建設㈱ ㈱日立プラントサービス 22/01

399 三井化学 茂原工場 千葉県 茂原市 ○ 三井化学㈱ ㈱エアーワークス 22/01

400 東京ダイヤビル２号館・５号館 東京都 中央区 ○ 三菱倉庫㈱ ㈱竹中工務店 高砂熱学工業㈱ 22/01
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納入期間

都道府県 市町村 新築 改修 開始
建築 設備№ 物件名

所在地 建築形態
施主

401 イオン常滑 愛知県 常滑市 ○ イオンモール㈱ きんでん 22/01

402 共生ﾋﾞﾙ (商工中金東京支店) 東京都 港区 ○ ㈱商工組合中央金庫 東洋熱工業㈱ 22/01

403 中山競馬場 千葉県 船橋市 ○ 日本中央競馬会 ㈱五葉エンジニアリング 22/01

404 NTTドコモ山形ビル 山形県 山形市 ○ 日比谷総合設備㈱ 22/01

405 ツカザキ記念病院 兵庫県 姫路市 ○ 社会医療法人三栄会 須賀工業㈱ 22/01

406 ところざわサクラタウン 埼玉県 所沢市 ○ KADOKAWA/角川文化振興財団 高砂熱学工業㈱ 22/01

407 (仮称)北品川５丁目計画 東京都 品川区 ○ 住友不動産㈱ 清水建設㈱ 三谷産業㈱ 22/01

408 ローソン八幡東田店 福岡県 北九州市 ○ ㈱ローソン ㈱エスディ・メンテナンス 22/01

409 浜岡原子力発電所 静岡県 御前崎市 ○ 中部電力 新日本空調㈱ 22/01

410 ミレニアム三井ガーデンホテル 東京都 中央区 ○ ㈱三井不動産ホテルマネジメント ㈱研空社 22/01

411 天王洲セントラルタワー 東京都 品川区 ○ 高砂熱学工業㈱ 22/01

412 陸前前ノ原駅 宮城県 仙台市 ○ 東日本旅客鉄道 空調技工㈱ 22/01

413 テルモ山口 山口県 山口市 ○ テルモ山口㈱ 新菱冷熱工業㈱ 22/01

414 滝乃川学園 東京都 国立市 ○ 社会福祉法人滝乃川学園 中央電気㈱ 22/01

415 竜泉寺の湯流山店 千葉県 流山市 ○ オークランド観光開発㈱ 坪井工業㈱ 大成設備㈱ 22/01

416 放送大学 千葉県 千葉市 ○ 放送大学学園 サン冷機工業㈱ 22/01

417 中央合同庁舎第６号館 東京都 千代田区 ○ 法務省/国土交通省 ㈱朝日工業社 22/01

418 表参道バンブー 東京都 渋谷区 ○ インターナショナル青和㈱ ㈱ウォーターパワー 22/01

419 日本生命藤沢駅前ビル 神奈川県 藤沢市 ○ 日本生命保険相互会社 東洋熱工業㈱ 22/01

420 ＹＳＤ東陽町 東京都 江東区 ○ ヤマトシステム開発㈱ ㈱ＴＡＫイーヴァック 22/01

421 京急ストアスパーク浦郷店 神奈川県 横須賀市 ○ ㈱京急ストア ㈱研空社 22/01

422 高齢者福祉施設 ジロール麹町 東京都 千代田区 ○ きのこグループ ヒバリテック 22/01

423 安田倉庫守屋町 神奈川県 横浜市 ○ 安田倉庫㈱ 大成設備㈱ 22/01

424 TGMM芝浦PJ 東京都 港区 ○ 東京ガス/三井不動産/三菱地所 三建設備工業㈱ 22/01

425 慶應義塾大学病院２号館 東京都 新宿区 ○ 慶應義塾 新菱冷熱工業㈱ 22/01

426 住友不動産 御茶ノ水ビルアネックス 東京都 千代田区 ○ 住友不動産㈱ 三谷産業㈱ 22/01

427 岩井機械工業㈱ 東京都 大田区 ○ 岩井機械工業㈱ ㈱関電工 22/01

428 横浜みなと第一生命ビル 神奈川県 横浜市 ○ 新日本空調㈱ 22/01

429 横河電機本社１号館 東京都 武蔵野市 ○ 横河電機㈱ 高砂熱学工業㈱ 22/01

430 大田都税事務所仮庁舎 東京都 大田区 ○ 東京都主税局 大成設備㈱ 22/01

431 東京大学医科学研究所３号館 東京都 港区 ○ 国立大学法人東京大学 ㈱朝日工業社 22/01

432 ヌーヴェル赤羽台 東京都 北区 ○ 独立行政法人都市再生機構 第一工業㈱ 22/01

433 登記情報センター船橋 千葉県 船橋市 ○ 法務省 富士古河Ｅ&Ｃ㈱ 22/01

434 第一三共㈱葛西研究開発センター 東京都 江戸川区 ○ 第一三共㈱ 高砂熱学工業㈱ 22/01

435 明治イノベーションセンター 東京都 八王子市 ○ ㈱明治 ㈱九電工 22/01

436 東京藝術大学取手キャンパス 茨城県 取手市 ○ 国立大学法人東京藝術大学 日本ファシリオ㈱ 22/01

437 沖電気㈱本庄工場 Ｈ１棟 埼玉県 本庄市 ○ 沖電気㈱ 大成建設㈱ ㈱大気社 22/01

438 神戸朝日ビル 兵庫県 神戸市 ○ 朝日ビルディング ㈱竹中工務店 ダイキンエアテクノ㈱ 22/02

439 ＫＤＤＩ多摩センター 東京都 多摩市 ○ ＫＤＤＩ㈱ 新菱冷熱工業㈱ 22/02

440 三越デパート 千葉県 佐倉市 ○ ㈱三越伊勢丹 三機工業㈱ 22/02

441 西谷中継所 神奈川県 横浜市 ○ 東日本電信電話㈱ ㈱日設 22/02

442 佐久フィットネスクラブ 長野県 佐久市 ○ ㈲三星 22/02

443 丸井パークタワー 北海道 札幌市 ○ 三建設備工業㈱ 22/02

444 (仮称)小樽芸術村西洋館 北海道 小樽市 ○ ニトリホールディングス 大成設備㈱ 22/02

445 (仮称)道玄坂一丁目計画 東京都 渋谷区 ○ 東急不動産㈱ 前田建設工業㈱ 三谷産業㈱ 22/02

446 吉野家阿波座店 大阪府 大阪市 ○ ㈱吉野家ホールディングス 永和空調㈱ 22/02

447 第二証券会館 東京都 中央区 ○ ㈱東京証券会館 戸田建設㈱ 高砂熱学工業㈱ 22/02

448 秦野郵便局 神奈川県 秦野市 ○ 日本郵便㈱ ㈲シンセイ工業 22/02

449 北信総合病院 長野県 中野市 ○ 長野県厚生農業協同組合連合会 岡谷酸素㈱ 22/02

450 東急病院 東京都 大田区 ○ 東急㈱ 高砂熱学工業㈱ 22/02
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451 東急ストアフレル・ウィズ自由ヶ丘店 東京都 目黒区 ○ ㈱東急ストア 高砂熱学工業㈱ 22/02

452 明治安田生命横浜西口ビル 神奈川県 横浜市 ○ 明治安田生命保険相互会社 ㈱大林組 東洋熱工業㈱ 22/02

453 ニッセイ三ノ宮ビル 兵庫県 神戸市 ○ 日本生命保険相互会社 三機工業㈱ 22/02

454 薬院ミライザカ 福岡県 福岡市 ○ 向設備 22/02

455 トヨタ自動車北海道 北海道 札幌市 ○ トヨタ自動車㈱ 高砂熱学工業㈱ 22/02

456 ＤＰＬ四街道 千葉県 四街道市 ○ 大和ハウス工業㈱ 川崎設備工業㈱ 22/02

457 ＮＴＴ荻窪 東京都 新宿区 ○ 東日本電信電話㈱ ㈱日設 22/02

458 ｍｓｂＴａｍａｃｈｉ 東京都 港区 ○ 東京ガス不動産/三井不動産/三菱地所 ダイダン㈱ 22/02

459 オーバルコート大崎 東京都 品川区 ○ 三機工業㈱ 22/02

460 サミット横浜岡野店 神奈川県 横浜市 ○ サミット㈱ ㈱ヤマト 22/02

461 ブルドックソース館林工場 群馬県 館林市 ○ ブルドックソース㈱ ㈱テクノ菱和 22/02

462 ユアースポーツ南流山 千葉県 流山市 ○ ㈱南海公産 ㈱アペックエンジニアリング 22/02

463 東京デーリー 東京都 江東区 ○ ㈱東京デーリー ㈱朝日工業社 22/02

464 海老名総合病院増築 神奈川県 海老名市 ○ 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 三建設備工業㈱ 22/02

465 蒲田昭和ビル 東京都 大田区 ○ 日本設備工業㈱ 22/02

466 順天堂大学医学部附属浦安病院 千葉県 浦安市 ○ 学校法人順天堂 三建設備工業㈱ 22/02

467 上尾中央病院 埼玉県 上尾市 ○ 医療法人社団愛友会 新菱冷熱工業㈱ 22/02

468 水産資源研究所 神奈川県 横浜市 ○ 国立研究開発法人水産研究･教育機構 ダイダン㈱ 22/02

469 第２安田ビル 神奈川県 横浜市 ○ 大成設備㈱ 22/02

470 池袋ダイヤビル 東京都 豊島区 ○ 日本設備工業㈱ 22/02

471 独立行政法人国民生活センター相模原 神奈川県 相模原市 ○ 独立行政法人国民生活センター 三建設備工業㈱ 22/02

472 富士レビオ相模原ラボ 神奈川県 相模原市 ○ 富士レビオ㈱ ダイダン㈱ 22/02

473 片柳学園蒲田キャンパス 東京都 大田区 ○ 学校法人片柳学園 高砂熱学工業㈱ 22/02

474 イオンモール鶴見緑地５期 大阪府 大阪市 ○ イオンモール㈱ 清水建設㈱ 新日本空調㈱ 22/03

475 住友生命久留米ビルⅡ期 福岡県 久留米市 ○ 日本設備工業㈱ 22/03

476 宮城県運転免許センター 宮城県 仙台市 ○ 宮城県警察本部 エス・ジー 22/03

477 室蘭公設卸売市場 北海道 室蘭市 ○ 室蘭市 大成建設㈱ 東洋熱工業㈱ 22/03

478 東光鉄工㈱改修 秋田県 大館市 ○ 東光鉄工㈱ ㈱衛暖工業 22/03

479 狭山郵便局 埼玉県 狭山市 ○ 日本郵政㈱ パナソニック関東設備㈱ 22/03

480 エクス・アン・アルル 大阪府 大阪市 ○ エクス･アン･アルル ㈲ニシキエンジニアリング 22/03

481 香林坊 大和 石川県 金沢市 ○ ㈱大和 ㈲クボタ 22/03

482 東邦大学医療センター大森病院 東京都 大田区 ○ 学校法人東邦大学 ㈱西原衛生工業所 22/03

483 那須中央病院 栃木県 大田原市 ○ 医療法人社団亮仁会 清水建設㈱ 第一設備工業㈱ 22/03

484 ドン・キホーテ福岡天神本店 福岡県 福岡市 ○ ㈱ドン・キホーテ ㈱ＨＹ設備 22/03

485 はびきの医療センター 大阪府 羽曳野市 ○ 地方独立行政法人大阪府立病院機構 ㈱竹中工務店 ㈱テクノ菱和 22/03

486 ＰＭＯ日本橋茅場町 東京都 中央区 ○ 野村不動産㈱ 三建設備工業㈱ 22/03

487 アルティ機材センター 千葉県 松戸市 ○ ㈱アルティ 日本ファシリオ㈱ 22/03

488 ＮＴＴ東金 千葉県 東金市 ○ 東日本電信電話㈱ ㈱カナタ 22/03

489 ＰＭＯ日本橋大伝馬町 東京都 中央区 ○ 野村不動産㈱ 三建設備工業㈱ 22/03

490 ＴＤＫテクニカルＷ１棟 千葉県 市川市 ○ ＴＤＫ㈱ 新菱冷熱工業㈱ 22/03

491 けんぽプラザ 東京都 渋谷区 ○ 全国設計事務所健康保険組合 ㈱朝日工業社 22/03

492 アット東京 東京都 江東区 ○ ㈱アット東京 新菱冷熱工業㈱ 22/03

493 (仮称)ＰＲＩＭＥ ＮＥＸＵＳ大森海岸 東京都 大田区 ○ 京急不動産㈱ 真柄建設㈱ 東海管工㈱ 22/03

494 ヤマト運輸杉並和泉センター 東京都 杉並区 ○ ヤマト運輸㈱ 東洋熱工業㈱ 22/03

495 ルミネ立川 東京都 立川市 ○ ㈱ルミネ 大成温調㈱ 22/03

496 京急ストア船越 神奈川県 横須賀市 ○ ㈱京急ストア 横浜エアメーカー 22/03

497 京橋プラザ区民館 東京都 中央区 ○ 中央区 日本設備工業㈱ 22/03

498 京三製作所本社工場事務所 神奈川県 横浜市 ○ ㈱京三製作所 新菱冷熱工業㈱ 22/03

499 慶應義塾志木高等学校 埼玉県 志木市 ○ 慶應義塾 大成温調㈱ 22/03

500 国立国際医療研究センター 東京都 新宿区 ○ 国立研究開発法人国立国際医療研究センター 高砂熱学工業㈱ 22/03
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501 住友不動産 芝公園タワー 東京都 港区 ○ 住友不動産㈱ 三谷産業㈱ 22/03

502 成蹊大学 東京都 武蔵野市 ○ 学校法人成蹊大学 高砂熱学工業㈱ 22/03

503 聖マリアンナ医科大学 難病治療研究センター 神奈川県 川崎市 ○ 学校法人聖マリアンナ医科大学 ダイダン㈱ 22/03

504 西谷浄水場 神奈川県 横浜市 ○ 横浜市 ㈱日設 22/03

505 西武百貨店池袋本店 東京都 豊島区 ○ ㈱西武百貨店 第一工業㈱ 22/03

506 アークヒルズ千石山森タワー 東京都 港区 ○ 森ビル㈱ 三建設備工業㈱ 22/03

507 登戸郵便局 神奈川県 川崎市 ○ 日本郵政㈱ 日比谷総合設備㈱ 22/03

508 東京ダイヤビル３号館 東京都 中央区 ○ 三菱倉庫㈱ 高砂熱学工業㈱ 22/03

509 東芝 府中事業所 東京都 府中市 ○ ㈱東芝 大成設備㈱ 22/03

510 特別養護老人ホーム かりん 神奈川県 藤沢市 ○ 社会福祉法人永寿会 ㈱タカタ設備 22/03

511 日土地内幸町ビル 東京都 千代田区 ○ 中央日本土地建物グループ㈱ ㈱朝日工業社 22/03

512 日本クッカリー船橋工場 千葉県 船橋市 ○ 日本クッカリー㈱ ダイダン㈱ 22/03

513 品川区総合区民会館 東京都 品川区 ○ 品川区 大成温調㈱ 22/03

514 福生市立福生第三中学校 東京都 福生市 ○ 福生市 ㈱開成 22/03

515 平和島物流センター 東京都 大田区 ○ ㈱アサカ施設 22/03

516 北の丸スクエア 東京都 千代田区 ○ 三菱地所/東急不動産/ドイツ銀行 ㈱田中協業 22/03

517 圓山商事麻布十番２丁目計画 東京都 港区 ○ 圓山商事㈱ 大成建設㈱ ㈱ローヤルエンジニアリング 22/03

518 明治学院高等学校 東京都 港区 ○ 学校法人明治学院 ㈱須藤工業 22/03

519 ＳＵＭＣＯ久原工場 佐賀県 伊万里市 ○ ㈱ＳＵＭＣＯ 高砂熱学工業㈱ 22/04

520 西鉄ストア篠栗物流センター 福岡県 糟屋郡 ○ ㈱西鉄ストア ㈱安藤･間 ㈱九電工 22/04

521 ＳＵＭＣＯ伊万里ソーラー工場 佐賀県 伊万里市 ○ ㈱ＳＵＭＣＯ 清水建設㈱ 高砂熱学工業㈱ 22/04

522 立川郵便局 東京都 立川市 ○ 日本郵政㈱ ㈱ヤマト 22/04

523 本郷通老人ホーム 北海道 札幌市 ○ 社会福祉法人ろく舎 (合)ＡＹＭＨ 22/04

524 ㈱ニッセン 京都府 京都市 ○ ㈱ニッセン 京滋日冷サービス㈱ 22/04

525 三和建設工業㈱事務所 北海道 上磯郡 ○ 三和建設工業㈱ 三和建設工業㈱ 22/04

526 ゆうちょ銀行福岡貯金事務センター 福岡県 福岡市 ○ ㈱ゆうちょ銀行 第一工業㈱ 22/04

527 日本生命弘前ビル 青森県 弘前市 ○ 日本生命保険相互会社 ㈱ユアテック 22/04

528 特別養護老人ホームゆうイングさわらび 島根県 太田市 ○ 社会福祉法人放泉会 山陽空調工業㈱ 22/04

529 石原ケミカル 兵庫県 神戸市 ○ 石原ケミカル㈱ 三機工業㈱ 22/04

530 倶知安厚生病院 北海道 虻田郡 ○ ＪＡ北海道厚生連 三建設備工業㈱ 22/04

531 枚岡郵便局 大阪府 東大阪市 ○ 日本郵政㈱ 日本メックス㈱ 22/04

532 山代木津郵便局 京都府 木津川市 ○ 日本郵政㈱ 大澤設備 22/04

533 広島市立広島市民病院 広島県 広島市 ○ 地方独立行政法人広島市立病院機構 ㈱ちゅうせき 22/04

534 ＨＯＴＥＬ ＯＭＹ 埼玉県 さいたま市 ○ ＨＯＴＥＬ ＯＭＹ 大成温調㈱ 22/04

535 ＢＩＺＣＯＲＥ渋谷 東京都 渋谷区 ○ 日鉄興和不動産㈱ ㈱関電工 22/04

536 キヤノン下丸子 東京都 大田区 ○ キヤノン㈱ 高砂熱学工業㈱ 22/04

537 バンダイロジパル船橋営業所 千葉県 船橋市 ○ ㈱バンダイロジパル ㈱タカタ設備 22/04

538 ライズアリーナ池袋 東京都 豊島区 ○ 大成有楽不動産㈱ ㈱朝日工業社 22/04

539 ブイ･テクノロジー横須賀計画 神奈川県 横須賀市 ○ ㈱ブイ･テクノロジー 大和ハウス工業㈱ ㈱テクノ菱和 22/04

540 光が丘ＩＭＡ 東京都 練馬区 ○ ㈱新都市ライフホールディングス ㈱朝日工業社 22/04

541 国立がん研修センター新総合棟 東京都 中央区 ○ 国立研究開発法人国立がん研究センター ㈱田中協業 22/04

542 東都三軒茶屋リハビリテーション病院 東京都 世田谷区 ○ 医療法人社団弘生会 ㈱テクノ菱和 22/04

543 芝公園ファーストビル 東京都 港区 ○ 住友不動産㈱ 三谷産業㈱ 22/04

544 新国際ビル 東京都 千代田区 ○ 三菱地所㈱ 新菱冷熱工業㈱ 22/04

545 ＮＢＦ渋谷ガーデンフロント 東京都 渋谷区 ○ 三井不動産㈱ ダイダン㈱ 22/04

546 住友不動産 半蔵門駅前ビル 東京都 千代田区 ○ 住友不動産㈱ 三谷産業㈱ 22/04

547 小金井郵便局 東京都 小金井市 ○ 日本郵政㈱ ㈱タカタ設備 22/04

548 新大手町ビル 東京都 千代田区 ○ 三菱地所㈱ 新菱冷熱工業㈱ 22/04

549 逗子清寿苑 神奈川県 逗子市 ○ 社会福祉法人百鷗 ㈱エアーファクトリー 22/04

550 赤坂ノアビル 東京都 港区 ○ ㈲新成空調 22/04
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551 船橋競馬場 千葉県 船橋市 ○ ＪＲＡ 大成設備㈱ 22/04

552 新東京ビル 東京都 千代田区 ○ 三菱地所㈱ 新菱冷熱工業㈱ 22/04

553 町田マルイ 東京都 町田市 ○ ㈱丸井 ダイダン㈱ 22/04

554 調布郵便局 東京都 調布市 ○ 日本郵政㈱ 日比谷総合設備㈱ 22/04

555 田端ＡＳＵＫＡタワー 東京都 北区 ○ 三機工業㈱ 22/04

556 長青山 梅窓院 東京都 港区 ○ 長青山宝樹寺 三建設備工業㈱ 22/04

557 大日本印刷 岡山工場 岡山県 岡山市 ○ 大日本印刷㈱ ㈱大気社 22/05

558 ＮＴＴ東日本 仙台青葉通りビル 宮城県 仙台市 ○ 東日本電信電話㈱ 日本メックス㈱ 22/05

559 福岡日赤前郵便局 福岡県 福岡市 ○ 日本郵政㈱ 三菱電機ビルテクノサービス㈱ 22/05

560 ＴＴＳ東北事業所４号棟 岩手県 奥州市 ○ 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ㈱ 大成建設㈱ 東洋熱工業㈱ 22/05

561 三条信用金庫燕三条支店 新潟県 燕市 ○ 三条信用金庫 三条文化建設㈱ 22/05

562 米子郵便局 鳥取県 米子市 ○ 日本郵政㈱ ㈱朝日工業社 22/05

563 ラ･ラ･グランデビル 兵庫県 川西市 ○ 第一設備工業㈱ 22/05

564 北海道文化放送Ⅱ期 北海道 札幌市 ○ 北海道文化放送㈱ 三建設備工業㈱ 22/05

565 イートアンドフーズ関東第３工場 群馬県 邑楽郡 ○ ㈱イートアンドフーズ 大和ハウス工業㈱ 鈴木産業㈱ 22/05

566 滋賀銀行 水口支店 滋賀県 甲賀市 ○ ㈱滋賀銀行 ㈱ＴＳエンジニアリング 22/05

567 小樽協会病院 北海道 小樽市 ○ 社会福祉法人北海道社会事業協会 日本設備工業㈱ 22/05

568 大通藤井ビル 北海道 札幌市 ○ ㈱藤井ビル ＭＩＤ ＥＡＲＴＨＳ 22/05

569 ドン･キホーテ町田駅前店 東京都 町田市 ○ ㈱ドン･キホーテ 空研工業㈱ 22/05

570 東京女子学園 東京都 港区 ○ 学校法人東京女子学園 ㈱熊谷組 新菱冷熱工業㈱ 22/05

571 ＮＥＣ玉川９号館サーバールーム 神奈川県 川崎市 ○ 日本電気㈱ 高砂熱学工業㈱ 22/05

572 みずほ信託銀行自由が丘支店 東京都 目黒区 ○ みずほ信託銀行㈱ 武蔵野工業㈱ 22/05

573 ソフトバンク新砂センター 東京都 江東区 ○ ソフトバンクテレコム㈱ 東京大気社サービス㈱ 22/05

574 印西テクノロジービル 千葉県 印西市 ○ ㈲フレンドエアコン 22/05

575 横河電機診療センター 東京都 武蔵野市 ○ 横河電機㈱ 高砂熱学工業㈱ 22/05

576 澁澤倉庫新永代ビル 東京都 江東区 ○ 澁澤倉庫㈱ ㈱大気社 22/05

577 淑徳巣鴨中学高等学校 東京都 豊島区 ○ 学校法人大乗淑徳学園 三建設備工業㈱ 22/05

578 新宿ビルディング現状回復 東京都 新宿区 ○ ㈱日立プラントサービス 22/05

579 豊島区立池袋第一小学校 東京都 豊島区 ○ 豊島区 ㈱テクノ菱和 22/05

580 中央大学後楽園キャンパス 東京都 文京区 ○ 学校法人中央大学 ㈱ＲＥＣ 22/05

581 藤澤ビル 東京都 杉並区 ○ 東洋熱工業㈱ 22/05

582 富士（２補）病院 神奈川県 横浜市 ○ 防衛省南関東防衛局 ㈱ヤマト 22/05

583 保険会社ビル更新 沖縄県 うるま市 ○ ㈲ダイゼン空調設備 22/05

584 横浜赤レンガ倉庫 神奈川県 横浜市 ○ ㈱横浜赤レンガ 高砂熱学工業㈱ 22/06

585 デリカフーズ長崎 長崎県 諫早市 ○ デリカフーズ長崎㈱ 中設エンジ㈱ 22/06

586 九州テクノメタル 福岡県 京都郡 ○ ㈱九州テクノメタル ㈱ＳＨＩＭＯ.ＴＥＣ 22/06

587 東京都東村山福祉園 東京都 東村山市 ○ 東京都社会福祉事業団 安藤･ハザマ/大勝 東洋熱工業㈱ 22/06

588 ペンキ会社 大阪府 寝屋川市 ○ ㈱ＫＯＨＡＴＡ 22/06

589 宮城県立光明支援学校 宮城県 仙台市 ○ 宮城県 ㈱キープラン 22/06

590 住友不動産 青山ビル西館リニューアル 東京都 港区 ○ 住友不動産㈱ 東洋熱工業㈱ 22/06

591 東亜石油㈱ 神奈川県 川崎市 ○ 東亜石油㈱ 三協冷熱㈱ 22/06

592 新木場センタービル 東京都 江東区 ○ ㈱ダイシン冷熱 22/06

593 第一三共品川380号館 東京都 品川区 ○ 第一三共㈱ ㈱ダイシン冷熱 22/06

594 みつばち学童クラブ 神奈川県 横浜市 ○ ㈲川路電機商会 22/06

595 朝日インテック研究棟 愛知県 名古屋市 ○ 朝日インテック㈱ ㈲愛菱空設 22/06

596 女川原子力発電所構内 宮城県 牡鹿郡 ○ 東北電力㈱ 新日本空調㈱ 22/06

597 ㈱キメラ 北海道 室蘭市 ○ ㈱キメラ ㈱アイエックス 22/06

598 歌舞伎座タワー 東京都 中央区 ○ 松竹/歌舞伎座 清水建設㈱ 高砂熱学工業㈱ 22/06

599 日本大学医学部附属板橋病院 東京都 板橋区 ○ 学校法人日本大学 ㈱アイソテック 22/06

600 キューピー神戸工場 兵庫県 神戸市 ○ キューピー㈱ 日立グローバルライフソリューションズ㈱ 22/06
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601 ＮＴＴデータ三鷹ビル 東京都 三鷹市 ○ ㈱エヌ･ティ･ティ･データ 日比谷総合設備㈱ 22/06

602 コンカード横浜 神奈川県 横浜市 ○ ジョーンズラングラサール㈱ 新菱冷熱工業㈱ 22/06

603 日産横浜第２地区工場 神奈川県 横浜市 ○ 日産自動車㈱ ㈱創和エアテクノ 22/06

604 桶川郵便局模様替え 埼玉県 桶川市 ○ 日本郵政㈱ 日比谷総合設備㈱ 22/06

605 住友不動産 九段ビル 東京都 千代田区 ○ 住友不動産㈱ ＡＢＯＶＥ㈱ 22/06

606 ソフトバンク丸山 千葉県 南房総市 ○ ソフトバンク㈱ ㈲いず電機設備 22/06

607 豊洲Ｄタワー 東京都 江東区 ○ 大和ハウス工業㈱ ㈱アサノ 22/06

608 ビックカメラ千葉店 千葉県 千葉市 ○ ㈱ビックカメラ ㈱太平ビルケア 22/06

609 恵比寿ＭＦビル 東京都 渋谷区 ○ 日本設備工業㈱ 22/06

610 京急ストア鶴見西店 神奈川県 横浜市 ○ ㈱京急ストア ㈱研空社 22/06

611 赤坂センタービル 東京都 港区 ○ ㈱研空社 22/06

612 中央区日本橋横山町計画 東京都 中央区 ○ 三井不動産レジデンシャル㈱ 東急建設㈱ トキワ設備工業㈱ 22/06

613 トヨタモビリティ東京町田中町店 東京都 町田市 ○ トヨタモビリティ東京㈱ ㈱キャプティ 22/06

614 アクアシティお台場 東京都 港区 ○ 三菱地所プロパティマネジメント㈱ ㈱扶桑冷熱工業 22/06

615 虎ノ門･麻布台地区Ｃ街区 東京都 港区 ○ 虎ノ門･麻布台地区市街地再開発組合 ㈱大林組 三建設備工業㈱ 22/06

616 二番町センタービル 東京都 千代田区 ○ 三建設備工業㈱ 22/06

617 明治学院中学校・東村山高等学校 東京都 東村山市 ○ 学校法人明治学院 新菱冷熱工業㈱ 22/06

618 日本食品分析センター 東京都 渋谷区 ○ 一般財団法人日本食品分析センター 新菱冷熱工業㈱ 22/06

619 東京電力パワーグリッド㈱葛飾事務所 東京都 葛飾区 ○ 東京電力パワーグリッド㈱ ㈱関電工 22/06

620 大井町駅周辺広町地区開発 東京都 品川区 ○ 東日本旅客鉄道㈱ ㈱中電工 22/06

621 ＪＰタワーＲＮ工事 東京都 千代田区 ○ 日本郵便/東日本旅客鉄道/三菱地所 ダイダン㈱ 22/06

622 積水ソフランウイズ厚木工場 神奈川県 厚木市 ○ 積水ソフランウイズ㈱ ダイダンサービス関東㈱ 22/06

623 大成建設横浜支店ＺＥＢ 神奈川県 川崎市 ○ 大成建設㈱ 大成建設㈱ 大成設備㈱ 22/06

624 千葉西総合病院 千葉県 松戸市 ○ 医療法人徳洲会 大成温調㈱ 22/06

625 竹の塚脳神経リハビリテーション病院 東京都 足立区 ○ 医療法人社団苑田会 大成温調㈱ 22/06

626 中島ビル 東京都 千代田区 ○ 大成温調㈱ 22/06

627 森永製菓鶴見工場 神奈川県 横浜市 ○ 森永製菓㈱ 大成温調㈱ 22/06

628 城南信金 軽井沢かぶと山荘 長野県 北佐久郡 ○ 城南信用金庫 ㈲空調工業 22/06

629 筑後自動車運転免許試験場 福岡県 筑後市 ○ 福岡県警察 ㈲城崎設備工業 22/06

630 函館北郵便局 北海道 函館市 ○ 日本郵便㈱ 三建設備工業㈱ 22/07

631 国際基督教大学 東京都 三鷹市 ○ 学校法人国際基督教大学 東洋熱工業㈱ 22/07

632 大阪府立平野高等学校 大阪府 大阪市 ○ 大阪府 新和テック㈱ 22/07

633 キヤノン化成 茨城県 つくば市 ○ キヤノン化成㈱ 三機工業㈱ 22/07

634 ブリヂストン 静岡県 磐田市 ○ ㈱ブリヂストン 東海サーモエンジニアリング㈱ 22/07

635 青梅慶友病院 東京都 青梅市 ○ 医療法人社団慶成会 北野建設㈱ 高砂熱学工業㈱ 22/07

636 東京しごとセンター 東京都 千代田区 ○ 公益財団法人東京しごと財団 高砂熱学工業㈱ 22/07

637 第一生命保険 水戸支社 茨城県 水戸市 ○ 第一生命保険㈱ ㈱エイジレスサービス 22/07

638 ドコモショップ柏崎店 新潟県 柏崎市 ○ ㈱ＮＴＴドコモ 仙頭設備 22/07

639 東洋ビジュアルソリューションズ守山製造所 滋賀県 守山市 ○ 東洋ビジュアルソリューションズ㈱ 高砂熱学工業㈱ 22/07

640 横須賀線武蔵小杉駅 神奈川県 川崎市 ○ 東日本旅客鉄道㈱ 高砂熱学工業㈱ 22/07

641 長野日大体育館 長野県 長野市 ○ 学校法人長野日本大学学園 松澤工業㈱ 22/07

642 大阪府立旭高等学校 大阪府 大阪市 ○ 大阪府 三機工業㈱ 22/07

643 北の丸スクエアⅡ期 東京都 千代田区 ○ 三菱地所/東急不動産/ドイツ銀行 新菱冷熱工業㈱ 22/07

644 Ｌａｎｄｐｏｒｔ上尾Ⅱ 埼玉県 上尾市 ○ 野村不動産㈱ ㈱横山空調設備工業 22/07

645 ＮＥＣ玉川ＳＣ 神奈川県 川崎市 ○ 日本電気㈱ 三機工業㈱ 22/07

646 アルプス物流横浜営業所３号棟 神奈川県 横浜市 ○ ㈱アルプス物流 ㈱テクノ菱和 22/07

647 メディ･コープ８ホテル 東京都 武蔵野市 ○ 新菱テクニカルサービス㈱ 22/07

648 ロジフロント狭山新築 埼玉県 狭山市 ○ 日鉄興和不動産㈱ 高砂熱学工業㈱ 22/07

649 安田倉庫柏 千葉県 柏市 ○ 安田倉庫㈱ 大成設備㈱ 22/07

650 法務省浦安総合センター 千葉県 浦安市 ○ 法務省 ㈱三喜 22/07
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651 虎ノ門･麻布台Ａ街区 東京都 港区 ○ 虎ノ門･麻布台地区市街地再開発組合 清水建設㈱ 高砂熱学工業㈱ 22/07

652 三菱東京ＵＦＪ銀行 蒲田支店 東京都 大田区 ○ ㈱三菱ＵＦＪ銀行 不二熱学工業㈱ 22/07

653 住友不動産 西新宿ビル４号館 東京都 新宿区 ○ 住友不動産㈱ 三谷産業㈱ 22/07

654 信越ポリマー西工場増築 新潟県 糸川市 ○ 信越ポリマー㈱ 高砂熱学工業㈱ 22/07

655 多摩信用金庫旧本店出張所 東京都 立川市 ○ 多摩信用金庫 日本設備工業㈱ 22/07

656 大樹生命文京小日向ビル 東京都 文京区 ○ 大樹生命保険㈱ 新日本空調㈱ 22/07

657 電波学園 東京都 豊島区 ○ 学校法人電波学園 三機工業㈱ 22/07

658 東京都立葛飾ろう学校 東京都 葛飾区 ○ 東京都教育委員会 ㈱横山空調設備工業 22/07

659 日経東京製作センターオフィス 東京都 江東区 ○ ㈱日経東京製作センター 新菱冷熱工業㈱ 22/07

660 日本工業大学駒場中学･高等学校Ⅱ期 東京都 目黒区 ○ 学校法人日本工業大学 ㈲フレンドエアコン 22/07

661 八千代松陰高校 千葉県 八千代市 ○ 学校法人八千代松陰学園 ㈱ホンダ 22/07

662 パナソニック高槻テクノセンターⅡ期 大阪府 高槻市 ○ パナソニックライティングデバイス㈱ ダイダン㈱ 22/08

663 晴海フロント 東京都 中央区 ○ 東洋熱工業㈱ 22/08

664 浜松ホトニクス 静岡県 浜松市 ○ 浜松ホトニクス㈱ 新菱冷熱工業㈱ 22/08

665 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 京都府 京都市 ○ ㈱ＳＣＲＥＥＮホールディングス 高砂熱学工業㈱ 22/08

666 Ｅ製菓 千葉県 東金市 ○ ＮＫ㈱ 不二熱学工業㈱ 22/08

667 個人宅空調 北海道 札幌市 ○ 新空調エンジニアリング㈱ 22/08

668 東京女子大学 東京都 杉並区 ○ 学校法人東京女子大学 高砂熱学工業㈱ 22/08

669 マブチモーター技術研究所 千葉県 印西市 ○ マブチモーター㈱ 東洋熱工業㈱ 22/08

670 北海道ＩＴセンター札幌校 北海道 札幌市 ○ ㈱創電テクニカ 22/08

671 順天堂大学さくらキャンパス 千葉県 印西市 ○ 学校法人順天堂 三建設備工業㈱ 22/08

672 パークマンション千鳥ヶ淵 東京都 千代田区 ○ 三井不動産㈱ ㈱東洋 22/08

673 裏千家東京道場 東京都 新宿区 ○ 裏千家 新菱冷熱工業㈱ 22/08

674 神奈川大学２０号館 神奈川県 横浜市 ○ 学校法人神奈川大学 三機工業㈱ 22/08

675 学習院大学 南５号館 東京都 豊島区 ○ 学校法人学習院 高砂熱学工業㈱ 22/08

676 日本体育大学荏原高校 東京都 大田区 ○ 学校法人日本体育大学 ㈱大地 22/08

677 有隣病院 東京都 世田谷区 ○ 社会福祉法人東京有隣会 ㈱ローヤルエンジニアリング 22/08

678 東京競馬場 東京都 府中市 ○ ＪＲＡ日本中央競馬会 三建設備工業㈱ 22/08

679 千葉科学大学危機管理学部 千葉県 銚子市 ○ 学校法人加計学園 ダイダン㈱ 22/08

680 菅野病院 埼玉県 坂戸市 ○ 医療法人社団敬悠会 ㈲システム空調 22/08

681 文化学園大学 東京都 渋谷区 ○ 学校法人文化学園 ＡＢＯＶＥ㈱ 22/08

682 攻玉社中学校・高等学校 東京都 品川区 ○ 学校法人攻玉社学園 ㈲ケーテック 22/08

683 東宝ツインタワ―建替え 東京都 千代田区 ○ 東宝㈱ ㈱竹中工務店 高砂熱学工業㈱ 22/08

684 中央区立久松小学校 東京都 中央区 ○ 中央区 三建サービス工事㈱ 22/08

685 暁星学園１２５周年記念事業計画 東京都 千代田区 ○ 学校法人暁星学園 新菱冷熱工業㈱ 22/08

686 住友重機械工業 東京都 品川区 ○ 住友重機械工業㈱ 三谷産業㈱ 22/08

687 成蹊大学７号館 東京都 武蔵野市 ○ 学校法人成蹊大学 三建設備工業㈱ 22/08

688 東大和病院 東京都 東大和市 ○ 社会医療法人財団大和会 東洋熱工業㈱ 22/08

689 上野駅運輸区 東京都 台東区 ○ 東日本旅客鉄道㈱ 三機工業㈱ 22/08

690 旭化成富士支社 静岡県 富士市 ○ 旭化成㈱ ㈱日立プラントサービス 22/08

691 小網町安田ビル 東京都 中央区 ○ 第一設備工業㈱ 22/08

692 有明アリーナ 東京都 江東区 ○ 東京都 高砂熱学工業㈱ 22/08

693 野村不動産武蔵小杉ビル 神奈川県 川崎市 ○ 野村不動産㈱ 新日空サービス㈱ 22/08

694 明治大学附属中野八王子中学高等学校 東京都 八王子市 ○ 学校法人中野学園 三建設備工業㈱ 22/08

695 玉川学園８号館解体 東京都 町田市 ○ 学校法人玉川学園 ダイダン㈱ 22/08

696 玉川学園東山校舎 東京都 町田市 ○ 学校法人玉川学園 ダイダン㈱ 22/08

697 日本政策金融公庫本店 東京都 千代田区 ○ ㈱日本政策金融公庫 三機工業㈱ 22/08

698 昭和薬科大学講義棟 東京都 町田市 ○ 学校法人昭和薬科大学 大成設備㈱ 22/08

699 ニコン新商材用スタジオ 東京都 品川区 ○ ㈱ニコン 新菱冷熱工業㈱ 22/08

700 淑徳小学校 東京都 板橋区 ○ 学校法人大乗淑徳学園 大成温調㈱ 22/08
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701 城西大学坂戸キャンパス２３号館 埼玉県 坂戸市 ○ 学校法人城西大学 高砂熱学工業㈱ 22/08

702 三菱ガス化学 東京都 葛飾区 ○ 三菱ガス化学㈱ ㈱テクノ菱和 22/08

703 六本木ヒルズゲートタワー 東京都 港区 ○ 森ビル㈱ 三機工業㈱ 22/08

704 東京テレコムセンター 東京都 江東区 ○ ㈱東京テレポートセンター ㈱大気社 22/08

705 さいたまクリーンセンター 埼玉県 さいたま市 ○ さいたま市 ㈲トスマック 22/09

706 上尾市市民体育館 埼玉県 上尾市 ○ 上尾市 ㈲共栄エンジニアリング 22/09

707 Ｄａｉｗａ渋谷スクエア 東京都 渋谷区 ○ エアーテクノス㈱ 22/09

708 オリンパス石川 東京都 八王子市 ○ オリンパス㈱ 東京大気社サービス㈱ 22/09

709 酪農学園大学清温寮 北海道 江別市 ○ 学校法人酪農学園 ㈱朝日工業社 22/09

710 同愛記念病院Ⅱ期 東京都 墨田区 ○ 社会福祉法人同愛記念病院 大成建設㈱ 新菱冷熱工業㈱ 22/09

711 徳島大学(南常三島)共通講義棟Ⅱ期 徳島県 徳島市 ○ 国立大学法人徳島大学 ㈱アクセル徳島 22/09

712 ＮＡＳ ＡＮＮＥＸさくらゲート原状回復 東京都 多摩市 ○ スポーツクラブNAS㈱ トーテック㈱ ㈱ケイズエアシステム 22/09

713 オムロン㈱京阪奈イノベーションセンター 京都府 木津川市 ○ オムロン㈱ 鹿島建設㈱ 高砂熱学工業㈱ 22/09

714 リベナス今池 愛知県 名古屋市 ○ 東邦ガス㈱ ジャパンクリエート工業㈱ 22/09

715 かりん 神奈川県 川崎市 ○ 一般社団法人メディホープかながわ ダイダン㈱ 22/09

716 石橋病院 北海道 小樽市 ○ 医療法人北仁会 北海道三建サービス工事㈱ 22/09

717 聖蹟桜ヶ丘さくらゲート 東京都 多摩市 ○ 東京建物㈱ 高砂熱学工業㈱ 22/09

718 我孫子地区電力中央研究所 千葉県 我孫子市 ○ 一般財団法人電力中央研究所 ㈱安藤･ハザマ 東洋熱工業㈱ 22/09

719 茅場町タワー 東京都 中央区 ○ レジデンス･ビルディングマネジメント ㈱アルファー企画 22/09

720 大同生命宇都宮 栃木県 宇都宮市 ○ 大同生命保険㈱ ㈲東亜冷熱 22/09

721 ロジスティックパーク野田 千葉県 野田市 ○ 日本エアーコンジショナース㈱ 22/09

722 東急ストア糀谷店 東京都 大田区 ○ ㈱東急ストア ㈱研空社 22/09

723 こくほ２１ 東京都 新宿区 ○ ＡＢＯＶＥ㈱ 22/09

724 多摩市立中央図書館 東京都 多摩市 ○ 多摩市 八重洲工業㈱ 22/09

725 赤坂インターシティ 東京都 港区 ○ 新菱冷熱工業㈱ 22/09

726 日本プレスセンタービル 東京都 千代田区 ○ ㈱日本プレスセンター 関東冷熱工業㈱ 22/09

727 独立行政法人理化学研究所 フロンディア中央研究棟 埼玉県 和光市 ○ 独立行政法人理化学研究所 ㈱田中協業 22/09

728 学習院大学 西２号館 東京都 豊島区 ○ 学校法人学習院 高砂熱学工業㈱ 22/09

729 東京都立大 日野キャンパス ６号館 東京都 日野市 ○ 公立大学法人首都大学東京 三建設備工業㈱ 22/09

730 ＮＴＴ三鷹ＥＡＳＴ2期 東京都 三鷹市 ○ ㈱ＮＴＴデータ 新菱冷熱工業㈱ 22/09

731 横浜馬車道ビル 神奈川県 横浜市 ○ 鹿島プロパティマネジメント㈱ ㈲栄都工業 22/09

732 成城石井 相模大野ステーションスクエア店 神奈川県 相模原市 ○ ㈱成城石井 フクシマガリレイ㈱ 22/09

733 創価学会 創価世界女性会館 東京都 新宿区 ○ 宗教法人創価学会 高砂熱学工業㈱ 22/09

734 村田製作所 東京都 渋谷区 ○ ㈱村田製作所 高砂熱学工業㈱ 22/09

735 住友生命東京本社移転 東京都 中央区 ○ 住友生命保険相互会社 新日本空調㈱ 22/09

736 警視庁本部庁舎 東京都 千代田区 ○ 警視庁 三機工業㈱ 22/09

737 横浜駅きた西口鶴屋地区再開発 神奈川県 横浜市 ○ 横浜駅きた西口鶴屋地区再開発組合 ㈱大林組 ㈱九電工 22/09

738 吉田製薬狭山工場 埼玉県 狭山市 ○ 吉田製薬株式会社 ㈱テクノ菱和 22/09

739 中野二丁目地区市街地再開発 東京都 中野区 ○ 中野二丁目地区市街地再開発組合 西松建設㈱ ㈱三晃空調 22/09

740 高田製薬北埼玉工場 ２号棟 埼玉県 加須市 ○ 高田製薬㈱ ㈱大気社 22/09

741 丸紅多摩センター 東京都 八王子市 ○ 東京大気社サービス㈱ 22/09

742 神埼警察署空調改修 佐賀県 神埼市 ○ 佐賀県警察 ＫＩＴＡ空調 22/10

743 東御市民病院 長野県 東御市 ○ 東御市 ㈱竹花組 信州電機㈱ 22/10

744 佐賀市上下水道局庁舎 佐賀県 佐賀市 ○ 佐賀市上下水道局 ㈱有明電設 22/10

745 ゆめが丘保険施設 神奈川県 横浜市 ○ 医療法人徳洲会 東京冷機工業㈱ 22/10

746 介護医療院 白龍湖 広島県 三原市 ○ 社会医療法人里仁会 ㈲大林冷機 22/10

747 ハローワーク福山 広島県 福山市 ○ 広島労働局 新日本空調㈱ 22/10

748 富士製薬工業㈱ 富山工場 富山県 富山市 ○ 富士製薬工業㈱ ㈱竹中工務店 ㈱朝日工業社 22/10

749 川崎ダイヤビル 神奈川県 川崎市 ○ 第一工業㈱ 22/10

750 虎ノ門ＮＮビル 東京都 港区 ○ 高砂熱学工業㈱ 22/10
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751 愛知県国保会館 愛知県 名古屋市 ○ ニューファシリティー 22/10

752 日本生命天王寺ビル 大阪府 大阪市 ○ 日本生命保険相互会社 日電技術サービス㈱ 22/10

753 九勧博多駅前三丁目計画 福岡県 福岡市 ○ 九州勧業㈱ 鹿島建設㈱ 東洋熱工業㈱ 22/10

754 新町グレースビル 大阪府 大阪市 ○ ㈱真空調 22/10

755 ＧＣ品川 東京都 品川区 ○ 鹿島建設㈱ 東洋熱工業㈱ 22/10

756 明治安田生命和歌山ビル 和歌山県 和歌山市 ○ 明治安田生命保険相互会社 バンドー設備工業㈱ 22/10

757 東京電力パワーグリッド㈱新豊洲変電所 東京都 江東区 ○ 東京電力パワーグリッド㈱ 向島空調工業㈱ 22/10

758 京都高島屋 京都府 京都市 ○ ㈱高島屋 新菱冷熱工業㈱ 22/10

759 香取台小学校 茨城県 つくば市 ○ つくば市 関彰エンジニアリング㈱ 22/10

760 町田駅ビル 東京都 町田市 ○ ㈱サンポウ 22/10

761 ２２精神医療センター 埼玉県 北足立郡 ○ 地方独立行政法人埼玉県立病院機構 ソーセツエンジニアリング㈱ 22/10

762 ＮＤＫロータスビル 東京都 台東区 ○ 日本設備工業㈱ 22/10

763 明治学院大学 白金キャンパス 東京都 港区 ○ 学校法人明治学院 Next Air株式会社 22/10

764 池袋ショッピングパーク 東京都 豊島区 ○ ㈱池袋ショッピングパーク ㈲ケーテック 22/10

765 三井倉庫㈱厚木事業所 神奈川県 厚木市 ○ 三井倉庫㈱ ㈲フレンドエアコン 22/10

766 ファナック日野支社 東京都 日野市 ○ ファナック㈱ ㈱田中協業 22/10

767 東京都済生会中央病院 東京都 港区 ○ 社会福祉法人恩賜財団済生会 三建設備工業㈱ 22/10

768 虎ノ門ヒルズ森タワー 東京都 港区 ○ 森ビル㈱ 新菱冷熱工業㈱ 22/10

769 宇都宮駅東口地区整備事業 栃木県 宇都宮市 ○ うつのみやシンフォニー 新菱冷熱工業㈱ 22/10

770 東松山市総合福祉エリア 埼玉県 東松山市 ○ 東松山市社会福祉協議会 ㈱ヤマト 22/10

771 イオンスタイル天王町 神奈川県 横浜市 ○ イオン㈱ ㈱きんでん 22/10

772 千葉市中央２丁目計画 千葉県 千葉市 ○ 長谷工/新日本JV ㈱クリマテック 22/10

773 新宿三井ビルディング 東京都 新宿区 ○ 三井不動産㈱ 新日本空調㈱ 22/10

774 プロジェクトクロステック 東京都 港区 ○ ミネベアミツミ㈱ 新日本空調㈱ 22/10

775 プロロジスパーク習志野５ 千葉県 習志野市 ○ プロロジス ㈱朝日工業社 22/10

776 アマゾン国立府中 東京都 府中市 ○ アマゾンジャパン(合) 大成温調㈱ 22/10

777 富士通㈱小山工場 栃木県 小山市 ○ 富士通㈱ ㈱テクノ菱和 22/10

778 ＫＷＥ第４原木ターミナル 千葉県 市川市 ○ ㈱近鉄エクスプレス 日本ファシリオ㈱ 22/10

779 姉崎病院 姉ヶ崎ケアセンター 千葉県 市川市 ○ 医療法人社団健老会 大坪電気㈱ 22/10

780 河頭浄水場 鹿児島県 鹿児島市 ○ 鹿児島市 クロス冷熱工業㈱ 22/11

781 旭化成ファーマ 愛知県 名古屋市 ○ 旭化成ファーマ㈱ ㈱大西熱学 22/11

782 四条烏丸ＦＴスクエア 京都府 京都市 ○ ㈱竹中工務店 日本設備工業㈱ 22/11

783 バロー羽島インター店 岐阜県 羽島市 ○ ㈱バロー ㈱システムワーク 22/11

784 Western Digital 神奈川県 藤沢市 ○ ウエスタンデジタルテクノロジーズ(合) 高砂熱学工業㈱ 22/11

785 あいおいニッセイ同和損保御堂筋ビル 大阪府 大阪市 ○ あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 東洋熱工業㈱ 22/11

786 橿原警察署 奈良県 橿原市 ○ 奈良県警察 ㈱博電工業 22/11

787 第一三共ケミカルファーマ小名浜倉庫 福島県 いわき市 ○ 第一三共ケミカルファーマ㈱ 大成建設㈱ ㈱精研 22/11

788 横浜信用金庫本店 神奈川県 横浜市 ○ 横浜信用金庫 東洋熱工業㈱ 22/11

789 アーバン札幌 北海道 札幌市 ○ 新日本空調㈱ 22/11

790 ㈱デンソー九州 東広島工場 広島県 東広島市 ○ ㈱デンソー九州 清水建設㈱ ㈱エムテクノ 22/11

791 北海道さっぽろ｢食と観光｣情報館 北海道 札幌市 ○ 高砂熱学工業㈱ 22/11

792 御殿場プレミアム･アウトレット 静岡県 御殿場市 ○ 三菱地所・サイモン 大成建設㈱ 高砂熱学工業㈱ 22/11

793 興和川崎西口ビル 神奈川県 川崎市 ○ 日鉄興和不動産㈱ セコムエンジニアリング㈱ 22/11

794 青葉病院改修計画 東京都 世田谷区 ○ 医療法人財団青葉会 ㈱エキスパート 22/11

795 ＥＮＥＯＳ㈱横浜製造所クリーンルーム棟 神奈川県 横浜市 ○ ENEOSＮ㈱ ㈱創和エアテクノ 22/11

796 三菱ＵＦＪ銀行 世田谷支店 東京都 世田谷区 ○ ㈱三菱ＵＦＪ銀行 新菱冷熱工業㈱ 22/11

797 ヤスダファインテ 千葉県 鴨川市 ○ ヤスダファインテ㈱ ㈱ローヤルエンジニアリング 22/11

798 川越警察署 埼玉県 川越市 ○ 埼玉県警察 ソーセツエンジニアリング㈱ 22/11

799 井門川崎ビル 神奈川県 川崎市 ○ 日本設備工業㈱ 22/11

800 恵泉女学園 東京都 世田谷区 ○ 学校法人恵泉女学園 東洋熱工業㈱ 22/11
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801 玉川高島屋Ｓ・Ｃ 東京都 世田谷区 ○ ㈱高島屋 新菱冷熱工業㈱ 22/11

802 マルイファミリー志木 埼玉県 志木市 ○ ㈱丸井グループ アネス㈱ 22/11

803 住友不動産 青山ビル東館 東京都 港区 ○ 住友不動産㈱ ダイキンエアテクノ㈱ 22/11

804 明治学院大学 記念館 東京都 港区 ○ 学校法人明治学院 新菱冷熱工業㈱ 22/11

805 グラスキューブ品川 東京都 品川区 ○ ㈱コンフォルト 22/11

806 新横浜スケートセンター 神奈川県 横浜市 ○ ㈱コーセー ㈱研空社 22/11

807 横浜新技術創造館 神奈川県 横浜市 ○ 公益法人横浜企業経営支援財団 ㈱ビオン工業 22/11

808 国際連合大学本部施設 東京都 渋谷区 ○ 文部省 温調技研㈱ 22/11

809 京西テクノス南館 東京都 多摩市 ○ 京西テクノス㈱ 新菱冷熱工業㈱ 22/11

810 下落合地域交流館 東京都 新宿区 ○ 新宿区 一成㈱ 22/11

811 みずほ銀行 尾久支店 東京都 北区 ○ ㈱みずほ銀行 武蔵野工業㈱ 22/11

812 新日本検定ビル 神奈川県 横浜市 ○ 一般財団法人新日本検定協会 三建設備工業㈱ 22/11

813 ポーラ化成工業㈱本社･横浜研究所 神奈川県 横浜市 ○ ポーラ化成工業㈱ 新菱/城口JV 22/11

814 東京大学工学部２号館 東京都 文京区 ○ 国立大学法人東京大学 温調技研㈱ 22/11

815 成蹊大学 東京都 武蔵野市 ○ 学校法人成蹊学園 新菱冷熱工業㈱ 22/11

816 ルミエール府中 東京都 府中市 ○ 府中市 オーク設備工業㈱ 22/11

817 ＣＴＣファシリティーズ横浜テクノビル 神奈川県 横浜市 ○ ＣＴＣファシリティーズ㈱ ㈱日立プラントサービス 22/11

818 池袋パルコ 東京都 豊島区 ○ ㈱パルコ 高砂熱学工業㈱ 22/11

819 ヤンマー東京ビル 東京都 中央区 ○ セイレイ興産㈱ ダイダン㈱ 22/11

820 ＥＸ六本木ビル 東京都 港区 ○ ダイダン㈱ 22/11

821 渋谷郵便局 東京都 渋谷区 ○ 日本郵便㈱ 大成設備㈱ 22/11

822 中央土地日本橋三丁目計画 東京都 中央区 ○ 中央土地㈱ 清水建設㈱ ㈱朝日工業社 22/11

823 銀座５丁目プロジェクト 東京都 中央区 ○ 銀座歌舞伎特定目的会社 東急建設㈱ ㈱九電工 22/11

824 川口きゅうぽらリハビリテーション病院 埼玉県 川口市 ○ 医療法人久幸会 エルゴテック㈱ 22/11

825 三菱倉庫㈱ 新座配送センター 埼玉県 新座市 ○ 三菱倉庫㈱ ㈱テクノ菱和 22/11

826 獨協草加セミナーハウス 埼玉県 草加市 ○ 学校法人獨協学園 清水建設㈱ ㈱三晃空調 22/11

827 ＤＡＩＳＯ船橋店 千葉県 船橋市 ○ ㈱大創産業 菱和設備㈱ 22/11

828 ＳＣＲＥＥＮ ＳＰＥ クォーツ 福島県 郡山市 ○ ㈱ＳＣＲＥＥＮ ㈱竹中工務店 高砂熱学工業㈱ 22/11

829 ソニー厚木ＣＰ棟 神奈川県 厚木市 ○ ソニー㈱ 東洋熱工業㈱ 22/12

830 ミマキ電子部品 長野県 東御市 ○ ミマキ電子部品㈱ ㈱三成建設 22/12

831 こばとリバティー保育園 茨城県 水戸市 ○ 社会福祉法人こばと福祉会 ㈲ユウキ電設 22/12

832 シオネス 神奈川県 厚木市 ○ ㈱シオネス ダイキンエアテクノ㈱ 22/12

833 東京ドーム 東京都 文京区 ○ ㈱東京ドーム 高砂熱学工業㈱ 22/12

834 ＮＴＴ川越新宿電話交換所 埼玉県 川越市 ○ 日本電信電話㈱ 富樫工業㈱ 22/12

835 新横浜プリンスホテル 神奈川県 横浜市 ○ ㈱西武･プリンスホテルズワールドワイド ㈱研空社 22/12

836 マルエツ白鍬店 埼玉県 さいたま市 ○ ㈱マルエツ ㈲ケーテック 22/12

837 京急磯子丸山店 神奈川県 横浜市 ○ ㈱京急ストア ㈱研空社 22/12

838 武蔵浦和駅前計画 埼玉県 さいたま市 ○ 野村不動産㈱ 冨士熱学工業㈱ 22/12

839 リコー大森事業所 東京都 大田区 ○ ㈱リコー ㈱カタナ 22/12

840 北原宿ビル 東京都 渋谷区 ○ 武蔵野工業㈱ 22/12

841 鎌倉市立第二中学校 神奈川県 鎌倉市 ○ 鎌倉市 ㈱研空社 22/12

842 ＵＦＪ銀行横浜駅前支店 神奈川県 横浜市 ○ ㈱三菱ＵＦＪ銀行 新菱冷熱工業㈱ 22/12

843 羽田第１ターミナル 東京都 大田区 ○ 国土交通省 高砂熱学工業㈱ 22/12

844 ヒューリック浅草橋 東京都 台東区 ○ ヒューリック㈱ 帝国工業㈱ 22/12

845 グラッセリア青山 東京都 港区 ○ 東急不動産㈱ 三谷産業㈱ 22/12

846 神谷町トラストタワー 東京都 港区 ○ 森トラスト㈱ 高砂熱学工業㈱ 22/12

847 日本通運江古田流通センター 東京都 練馬区 ○ 日本通運㈱ 新菱冷熱工業㈱ 22/12

848 三菱ＵＦＪ銀行 京橋支店 東京都 中央区 ○ ㈱三菱ＵＦＪ銀行 ダイダン㈱ 22/12

849 関東学院大学 ＦＳ２１ 神奈川県 横浜市 ○ 学校法人関東学院 清水建設㈱ ㈱朝日工業社 22/12

850 法務省 登記情報センター船橋 千葉県 船橋市 ○ 法務省 冨士古河Ｅ&Ｃ㈱ 22/12
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851 クロスゲート新砂 東京都 江東区 ○ ソフトバンク㈱ 東京大気社サービス㈱ 22/12

852 第一工業㈱名古屋支店 愛知県 名古屋市 ○ 第一工業㈱ 第一工業㈱ 22/12

853 印西市小林倉庫 千葉県 印西市 ○ ㈲島田商会 23/01

854 黒座暁楼 東京都 港区 ○ 黒座暁楼 ダイキンエアテクノ㈱ 23/01

855 磐田市香りの博物館 静岡県 磐田市 ○ 磐田市 日管㈱ 23/01

856 大塚リッジモンドホテル 徳島県 鳴門市 ○ 大塚リッジ㈱ 高砂熱学工業㈱ 23/01

857 ＣＩＡＬ鶴見 神奈川県 横浜市 ○ ㈱横浜ステーションビル 東洋熱工業㈱ 23/01

858 oak港南品川 東京都 港区 〇 大林新星和不動産㈱ ㈱大林組 ㈱エキスパート 23/01

859 カインズ深谷川本店 埼玉県 深谷市 〇 ㈱カインズ サン冷機工業㈱ 23/01

860 アストロスケール錦糸町 東京都 墨田区 〇 ㈱アストロスケール 高砂熱学工業㈱ 23/01

861 神奈川農協情報センター 神奈川県 伊勢原市 〇 ㈱神奈川農協情報センター 新菱冷熱工業㈱ 23/01

862 アトレ目黒 東京都 品川区 〇 ㈱アトレ 八洲EIテクノロジー㈱ 23/01

863 流山おおたかの森ＳＣアゼリアテラス 千葉県 流山市 〇 東神開発㈱ ㈱エアラック 23/01

864 明治大学アカデミーコモン 東京都 千代田区 〇 学校法人明治大学 ㈱コンフォルト 23/01

865 晴海トリトンスクエア 東京都 中央区 〇 晴海一丁目市街地再開発組合 ㈱研空社 23/01

866 (仮称)常盤橋再開発A棟 東京都 中央区 〇 三菱地所㈱ 戸田建設㈱ 新菱冷熱工業㈱ 23/01

867 東京大学附属病院 東京都 文京区 〇 国立大学法人東京大学 高砂熱学工業㈱ 23/01

868 太平洋セメント中央研究所 千葉県 佐倉市 〇 太平洋セメント㈱ ㈱ファイブコアジャパン 23/01

869 東京都立富山高等学校 東京都 新宿区 〇 東京都 ㈱竹村コーポレーション 23/01

870 大島総合庁舎 東京都 江東区 〇 東京都交通局 高砂熱学工業㈱ 23/01

871 みずほ銀行 調布仙川支店 東京都 調布市 〇 ㈱みずほ銀行 武蔵野工業㈱ 23/01

872 世田谷区立深沢中学校 東京都 世田谷区 〇 世田谷区 ㈱研空社 23/01

873 (仮称)横浜市西区南幸二丁目計画 神奈川県 横浜市 〇 積水ハウス㈱ 飛島建設㈱ オーエス環境㈱ 23/01

874 東京ドームシティ黄色いビル 東京都 文京区 〇 ㈱東京ドーム 新菱冷熱工業㈱ 23/01

875 日本体育大学世田谷キャンパス 東京都 世田谷区 〇 学校法人日本体育大学 ㈱大地 23/01

876 代々木ゼミナール造形学校 東京都 渋谷区 〇 学校法人高宮学園 ㈱創研 23/01

877 丸の内二丁目ビル 東京都 千代田区 〇 三菱地所㈱ 新菱冷熱工業㈱ 23/01

878 東宝スタジオ 東京都 世田谷区 〇 東宝㈱ 帝国工業㈱ 23/01

879 池袋サンシャインシティ 東京都 豊島区 〇 ㈱サンシャインシティ 新菱テクニカルサービス㈱ 23/01

880 住友不動産 上野ビル８号館 東京都 台東区 〇 住友不動産㈱ 三谷産業㈱ 23/01

881 パナソニック佐江戸南地区 神奈川県 横浜市 〇 パナソニックアドバンストテクノロジ―㈱ 高砂熱学工業㈱ 23/01

882 蔵前計画 物流施設棟 東京都 台東区 〇 日本郵政不動産㈱ 東洋熱工業㈱ 23/01

883 青梅市立総合病院 東京都 青梅市 〇 青梅市 新菱冷熱工業㈱ 23/01

884 サミットストア府中西原店 東京都 府中市 〇 サミット㈱ ㈱ヤマト 23/01

885 港区青山運動場 東京都 港区 〇 港区 日比谷総合設備㈱ 23/01

886 代々木ＵＩビル 東京都 渋谷区 〇 ㈱創研 23/01

887 ㈱ＬＳＩメディエンス志村事業所 東京都 千代田区 〇 ㈱ＬＳＩメディエンス 須賀工業㈱ 23/01

888 資生堂銀座ビル 東京都 中央区 〇 資生堂シティ 新菱冷熱工業㈱ 23/01

889 大崎ツインビル東館 東京都 品川区 〇 住友不動産㈱ 三谷産業㈱ 23/01

890 創価大学 東京都 八王子市 〇 学校法人創価大学 高砂熱学工業㈱ 23/01

891 東海大学医学部付属八王子病院 東京都 八王子市 〇 学校法人東海大学 新日本空調㈱ 23/01

892 松坂屋上野店 東京都 台東区 〇 ㈱大丸松坂屋百貨店 ダイダン㈱ 23/01

893 東京ドームラクーア 東京都 文京区 〇 ㈱東京ドーム 三機工業㈱ 23/01

894 ＯＮＥ表参道 東京都 港区 〇 ㈱朝日工業社 23/01

895 岩波書店 東京都 中央区 〇 ㈱岩波書店 大成温調㈱ 23/01

896 理化学研究所 兵庫県 神戸市 〇 国立研究開発法人理化学研究所 兵庫冷熱工業㈱ 23/01

897 ＮＴＴ西日本 修善寺ビル 静岡県 伊豆市 〇 日本電信電話㈱ ㈱静岡日立 23/02

898 警視庁第二機動隊 東京都 江戸川区 〇 警視庁 ㈱名工建設 ㈱水工房 23/02

899 近畿大学奈良病院 奈良県 生駒市 〇 学校法人近畿大学 日本管財㈱ 23/02

900 田園調布線駒沢大学駅 東京都 世田谷区 〇 東急電鉄㈱ 東急建設㈱ 高砂熱学工業㈱ 23/02
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901 雪印メグミルク福岡工場 福岡県 福岡市 〇 雪印メグミルク㈱ タカラ冷機㈲ 23/02

902 中部ホームサービス㈱ 愛知県 豊橋市 〇 中部ホームサービス㈱ ニュー磐田サービス 23/02

903 ナディアパーク 愛知県 名古屋市 〇 再開発JV ジャパンクリエート工業㈱ 23/02

904 ローム浜松 静岡県 浜松市 〇 ローム浜松㈱ ㈱シンリツ 23/02

905 トヨタ自動車北海道 北海道 苫小牧市 〇 トヨタ自動車北海道㈱ 高砂熱学工業㈱ 23/02

906 大本山成田山新勝寺 図書館棟 千葉県 成田市 〇 真言宗智山派 ㈱ビジョンクエスト 23/02

907 保健科学研究所 神奈川県 横浜市 〇 ㈱保険科学研究所 三機工業㈱ 23/02

908 三田ＮＮビル 東京都 港区 〇 東洋熱工業㈱ 23/02

909 ウエストプラザ 長野県 長野市 〇 ㈱ウエストプラザ長野 城北設備工業㈱ 23/02

910 真澄寺 別院真如苑 山梨県 南都留郡 〇 清水建設㈱ 新菱冷熱工業㈱ 23/02

911 大日本印刷 蕨電算室 埼玉県 蕨市 〇 大日本印刷㈱ ダイキンエアテクノ㈱ 23/02

912 ボンベルタ成田店アネックス館 千葉県 成田市 ○ 日本設備工業㈱ 23/01

913 明治安田生命三鷹ビル 東京都 三鷹市 ○ 明治安田生命保険相互会社 ㈱ローヤルエンジニアリング 23/02

914 ヨドバシカメラ本社 東京都 新宿区 ○ ㈱ヨドバシカメラ 高砂熱学工業㈱ 23/02

915 青学別館 東京都 渋谷区 ○ 学校法人青山学院 ㈱太平エンジニアリング 23/02

916 サクラリア (巣鴨１丁目オフィス計画) 東京都 豊島区 ○ ㈱太平ﾋﾞﾙケア 23/02

917 リコー海老名事業所 神奈川県 海老名市 ○ リコージャパン㈱ 日本設備工業㈱ 23/02

918 武蔵野 群馬工場 群馬県 高崎市 ○ ㈱武蔵野 新菱冷熱工業㈱ 23/02

919 オリエンタルウェーブビル 東京都 新宿区 ○ ダイダン㈱ 23/02

920 柏高島屋ステーションモール 千葉県 柏市 ○ ㈱高島屋 東洋熱工業㈱ 23/02

921 三越伊勢丹所沢センター 埼玉県 所沢市 ○ ㈱三越伊勢丹 ㈱テクノ菱和 23/02

922 ＴＦＴビル 東京都 江東区 ○ ㈱東京ビッグサイト ㈱當木工事 23/02

923 ロピア トナリエクレオ店 茨城県 つくば市 ○ ㈱ロピア ㈱サンライズネットワーク 23/02

924 ショッピングタウンあいたい 神奈川県 横浜市 ○ ＵＲ都市機構/横浜都市みらい ㈱研空社 23/02

925 みずほ銀行 高井戸特別出張所 東京都 杉並区 ○ ㈱みずほ銀行 武蔵野工業㈱ 23/02

926 渋谷クロスタワー 東京都 渋谷区 ○ 高砂熱学工業㈱ 23/02

927 東京医科大学 八王子医療センター 東京都 八王子市 ○ 学校法人東京医科大学 三建エンジニアリングサービス㈱ 23/02

928 共立女子大学 八王子キャンパス 東京都 八王子市 ○ 学校法人共立女子学園 三建設備工業㈱ 23/02

929 代々木ゼミナール本部校 東京都 渋谷区 ○ 学校法人高宮学園 ㈱創研 23/02

930 ジーシー歯科製造棟 神奈川県 川崎市 ○ ㈱ジーシー ㈱テクノ菱和 23/02

931 真如苑 横浜精舎 神奈川県 横浜市 ○ 燈檠山真澄寺 新菱冷熱工業㈱ 23/02

932 八王子市小児･障害メディカルセンター 東京都 八王子市 ○ 八王子市 三谷産業㈱ 23/02

933 津田塾大学 旧書庫 東京都 小平市 ○ 学校法人津田塾大学 ㈱関電工 23/02

934 上智大学 四谷キャンパス 東京都 千代田区 ○ 学校法人上智学院 ㈱ローヤルエンジニアリング 23/02

935 サントリープロダクツＭ５水工場 長野県 大町市 ○ サントリープロダクツ㈱ 新菱冷熱工業㈱ 23/02

936 信越化学工業㈱ 松井田電材研 群馬県 安中市 ○ 信越化学工業㈱ 高砂熱学工業㈱ 23/02

937 創価大学 本部棟 東京都 八王子市 ○ 学校法人創価大学 ㈱研空社 23/02

938 国士舘大学 町田キャンパス 東京都 町田市 ○ 学校法人国士舘 ダイダン㈱ 23/02

939 済生会川口総合病院 埼玉県 川口市 ○ 社会福祉法人恩賜財団 三機工業㈱ 23/02

940 蔵前計画 オフィス棟 東京都 台東区 ○ 日本郵政不動産㈱ 大成建設㈱ 大成設備㈱ 23/02

941 新宿駅西口再開発計画 準備工事 東京都 新宿区 ○ 小田急電鉄/東京地下鉄 ㈱朝日工業社 23/02

942 湘南モールフィル 神奈川県 藤沢市 ○ 九興総合設備㈱ 23/02

943 羽田イノベーションシティ 東京都 大田区 ○ 羽田みらい開発㈱ 鹿島建設/大和ハウス工業 新菱冷熱工業㈱ 23/02

944 ジ アウトレット湘南平塚 神奈川県 平塚市 ○ イオン㈱ エルゴテック㈱ 23/02

945 横河電機本社 東京都 武蔵野市 ○ 横河電機㈱ 高砂熱学工業㈱ 23/02

946 港区立台場区民センター 東京都 港区 ○ 港区 ㈱テクノ菱和 23/02

947 長島梱包 長野県 松本市 ○ 長島梱包㈱ 永田テクノ(合) 23/02

948 静岡リハビリテーション病院 静岡県 静岡市 ○ 医療法人社団清明会 菱和設備㈱ 23/02

949 豊田自動織機 愛知県 刈谷市 ○ ㈱豊田自動織機 ㈱朝日工業社 23/03

950 かわさきファズ 神奈川県 川崎市 ○ かわさきファズ㈱ 富士工業㈱ 23/03
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951 宇都宮市小中学校 栃木県 宇都宮市 ○ 宇都宮市 岩原産業㈱ 23/03

952 ㈱明治 長野チーズ工場 長野県 佐久市 ○ ㈱明治 ㈱コスモ熱学 23/03

953 サトウ食品㈱ 新潟県 新潟市 ○ サトウ食品㈱ 鹿島建設㈱ ㈱新潟施設 23/03

954 第一滝本館 北海道 登別市 ○ ㈱第一滝本館 三建設備工業㈱ 23/03

955 オークビル 京都府 京都市 ○ ㈱日立プラントサービス 23/03

956 NCA乗員訓練センター 千葉県 山武郡 ○ 日本貨物航空㈱ 高砂熱学工業㈱ 23/03

957 グラクソ･スミスクライン 栃木県 日光市 ○ グラクソ･スミスクライン㈱ 日本設備工業㈱ 23/03

958 奏の杜クリニック 千葉県 習志野市 ○ 医療法人社団保険会 清水建設㈱ 日本設備工業㈱ 23/03

959 ㈱アクアプラットフォーム 東京都 大田区 ○ ㈱アクアプラットフォーム ㈱前川製作所 23/03

960 (仮称)京都四条新町ビル 京都府 京都市 ○ ㈱安藤・間 不二熱学工業㈱ 23/03

961 歌舞伎座タワーⅡ期 東京都 中央区 ○ 松竹/歌舞伎座 清水建設㈱ 高砂熱学工業㈱ 23/03

962 浜岡原子力発電所Ⅱ期 静岡県 御前崎市 ○ 中部電力 新日本空調㈱ 23/03

963 ＪＡいしかり とれのさと 北海道 石狩市 ○ 石狩市農業協同組合 クリヤデンキ 23/03

964 東京女子医科大学 巴研究教育棟 東京都 新宿区 ○ 学校法人東京女子医科大学 ㈱安藤･間 東洋熱工業㈱ 23/03

965 長生堂製薬 川内工場 徳島県 徳島市 ○ 長生堂製薬㈱ 三機工業㈱ 23/03

966 浜松医療センター 静岡県 浜松市 ○ 浜松市 ㈱エヌティアドバンス 23/03

967 ＪＡ静岡県信連事務センター 静岡県 静岡市 ○ 静岡県信用農業協同組合連合会 菱和設備㈱ 23/03

968 特別養護老人ホーム さくら館 千葉県 船橋市 ○ 社会福祉法人苗場福祉会 ㈱エアーファクトリー 23/03

969 イオンモール羽生 埼玉県 羽生市 ○ イオン㈱ ㈱新栄設備工業 23/03

970 政策研究大学院大学 東京都 港区 ○ 国立大学法人政策研究大学院大学 東京冷機工業㈱ 23/03

971 京王プラザホテル 東京都 新宿区 ○ ㈱京王プラザホテル 高砂熱学工業㈱ 23/03

972 愛育クリニック 東京都 港区 ○ 社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 ㈱當木工事 23/03

973 森ケ崎水再生センター 東京都 大田区 ○ 東京都下水道局 ㈱彩光建設 アネス㈱ 23/03

974 ヤマタネ大井 東京都 品川区 ○ ㈱ヤマタネロジスティックス ㈱コンフォルト 23/03

975 錦糸町テルミナ 東京都 墨田区 ○ ㈱錦糸町ステーションビル ㈱研空社 23/03

976 川崎市新本庁舎復元棟 神奈川県 川崎市 ○ 川崎市 大成建設㈱ 明和工業㈱ 23/03

977 慶應義塾大学 三田キャンパス 東京都 港区 ○ 慶應義塾 ㈲田村工業所 23/03

978 日大工学院６号館 東京都 大田区 ○ 学校法人片柳学園 ㈱扶桑冷熱工業 23/03

979 みずほ銀行 多摩支店 東京都 多摩市 ○ ㈱みずほ銀行 武蔵野工業㈱ 23/03

980 東京ミッドタウンＰＪ 東京都 港区 ○ 三建エンジニアリングサービス㈱ 23/03

981 ㈱虎屋 東京工場 東京都 港区 ○ ㈱虎屋 東洋熱工業㈱ 23/03

982 サミットストア江戸川区役所前 東京都 江戸川区 ○ サミット㈱ ㈱ヤマト 23/03

983 小田急新宿駅 東京都 新宿区 ○ 小田急電鉄㈱ 高砂熱学工業㈱ 23/03

984 早稲田大学 西早稲田キャンパス 東京都 新宿区 ○ 学校法人早稲田大学 ㈱関電工 23/03

985 ＭＵＦＧパーク ライブラリ棟 東京都 武蔵野市 ○ ㈱虎屋三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 高砂熱学工業㈱ 23/03

986 サミットストア瑞江店 東京都 江戸川区 ○ サミット㈱ ㈱ヤマト 23/03

987 日本大学薬学部更新 千葉県 船橋市 ○ 学校法人日本大学 ダイダン㈱ 23/03

988 専門学校日本ホテルスクール 東京都 中野区 ○ 学校法人日本ホテル学院 日本ファシリオ㈱ 23/03

989 霞が関ビル 東京都 千代田区 ○ 三井不動産㈱ 新日本空調㈱ 23/03

990 国立音楽大学附属中学･高等学校 東京都 国立市 ○ 学校法人国立音楽大学 三機工業㈱ 23/03

991 ＮＲＥＧ芝公園ビル 東京都 港区 ○ 新日空サービス㈱ 23/03

992 交詢ビル 東京都 中央区 ○ 三井不動産㈱ 三機工業㈱ 23/03

993 洗足学園音楽大学 神奈川県 川崎市 ○ 学校法人洗足学園 ㈱朝日工業社 23/03

994 三井リンクラボ新木場 東京都 江東区 ○ 三井不動産㈱ ㈱テクノ菱和 23/03

995 Ｘフロンティア 東京都 江東区 ○ ＳＣホールディングズ㈱ 大成温調㈱ 23/03

996 渋谷道玄坂二丁目開発計画 東京都 渋谷区 ○ ㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングズ ㈱熊谷組 ㈱九電工 23/03

997 アルフレッサつくば物流センター 茨城県 つくば市 ○ アルフレッサ㈱ ㈱テクノ菱和 23/03

998 宮本病院建設 茨城県 稲敷市 ○ 医療法人盡誠会 ㈱朝日工業社 23/03

999 (仮称)東京三田再開発プロジェクト 東京都 港区 ○ 三田三･四丁目地区市街地再開発組合 ㈱大林組 ㈱大気社 23/03

1000 ＫＷＥ成田ターミナル 千葉県 山武郡 ○ ㈱近鉄エクスプレス 日本ファシリオ㈱ 23/03
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1001 多摩美大上野毛キャンパス 東京都 世田谷区 ○ 学校法人多摩美術短期大学 ㈱テクノ菱和 23/03

1002 ＷＩＳＥ-５１２ 東京都 港区 ○ 経塚工業㈱ 23/03

1003 北酒販 社屋 北海道 札幌市 ○ 北海道酒類販売㈱ 高砂熱学工業㈱ 23/04

1004 明治安田生命横浜西口ビル 神奈川県 横浜市 ○ 明治安田生命保険相互会社 ㈱大林組 東洋熱工業㈱ 23/04

1005 スルガ銀行 静岡県 沼津市 ○ スルガ銀行㈱ 菱和設備㈱ 23/04

1006 みずほ銀行 九条支店 大阪府 大阪市 ○ ㈱みずほ銀行 ㈱竹中工務店 高砂熱学工業㈱ 23/04

1007 仁淀川町国民健康保険仁淀川診療所 高知県 吾川郡 ○ 仁淀川町 野中電気 23/04

1008 三菱ＵＦＪ銀行 四日市支店 三重県 四日市市 ○ ㈱三菱ＵＦＪ銀行 ㈱太平エンジニアリング 23/04

1009 啓明学院高校 兵庫県 神戸市 ○ 学校法人啓明学院 ㈱竹中工務店 三神工業㈱ 23/04

1010 王子製紙 東京都 中央区 ○ 王子製紙㈱ カスタムエアコン㈱ 23/04

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020
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