
平成20年以前で132件の施工実績があります。

施工年月 ｾﾞﾈｺﾝ 件名 施主 設計 施工場所 工法等

H21-07 大成建設 平河町二丁目 東京都 ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ、ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾄ

H21-09 平井工業 蒲原市民ｾﾝﾀｰ 静岡都市局 田中忠雄建築 静岡県 MAFF

H21-11 鹿島建設 新青森駅舎 JR東日本 鉄道運輸機構 青森県 MAFF

H21-11 前田建設工業 幕張 野村不動産 前田建設 東京都 ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H21-11 鹿島建設 学習院大学 東京都 MAFF

H21-12 熊谷組 赤城神社 赤城神社 三井不動産 東京都 ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ、ｼﾛﾃﾞｨﾝ

H22-01 鹿島建設 昭和音楽大学 東成学園 松田平田 東京都 MAFF

H22-02 松井建設 八日市場拘置所 法務省大臣官房 都市環境 千葉県 防振ｺﾞﾑ

H22-03 鹿島建設 横浜山下町 UR都市再生機構 香山・ｱﾌﾟﾙ総合 横浜市 MAFF

H22-04 大末建設 DC八雲 ﾓﾘﾓﾄ 大末建設一級 東京都 ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H22-05 竹中工務店 麻布台2丁目 東京ｱﾒﾘｶﾝｸﾗﾌﾞ 三菱地所 東京都 ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H22-06 響苑 ﾗｲﾌﾞﾊｳｽｵｰﾊﾟｽ ― ― 東京都 MAFF

H22-06 鉄建建設 千葉駅改良 JR東海 JRE 千葉県 MAFF

H22-11 ― 日立中央研究所 日立製作所 ― 埼玉県 防音工事

H22-12 鹿島建設 ｷﾘﾝﾋﾞｰﾙ跡地 ｷﾘﾝﾋﾞｰﾙ 三菱地所 神奈川県 MAFF、ｼﾛﾏｰ、ｼﾛﾃﾞｨﾝ

H23-02 鹿島建設 元赤坂ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 鹿島建設 鹿島建設一級 東京都 MAFF

H23-05 東急建設 さいたま市白幡Ⅰ・Ⅱ 埼玉県 ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H23-06 鹿島建設 元赤坂Kﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都 ｼﾛﾏｰ　ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H23-12 鹿島建設 北新宿ｼｬｯﾀｰ 東京都 ｼﾛﾏｰ　ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H24-03 大成建設 山中湖ｻﾛﾝ 山梨県 ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ、ｼﾛﾏｰﾌﾞﾛｯｸ

H24-06 環境技研 ﾐﾔｼﾞﾏ向ﾎﾞｰﾄﾞﾊﾝﾏｰの防振 ㈱ﾐﾔｼﾞﾏ 滋賀県 ｼﾛﾃﾞｨﾝ　ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H24-06 竹中工務店 東京理科大学ｷｬﾝﾊﾟｽ 竹中工務店 ― 東京都 防振ｺﾞﾑ

H24-07 鹿島建設 洗足学園 鹿島建設 鹿島建設 神奈川県 MAFF

H24-08 誠興社 ｾｶﾞ向ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰの防振 誠興社 ― 神奈川県 ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ、ｼﾛﾏｰﾌﾞﾛｯｸ

H25-03 青木あすなろ建設 代々木上原 青木あすなろ建設 ― 東京都 ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H25-05 鹿島建設 北陸新幹線　飯山駅　休養室他 鹿島建設 長野県 MAFF

H25-05 千代田建工 ｴﾙｼｰﾄﾞ一之江　屋上床防振 ― 鉄建建設 東京都 ｼﾛﾏｰﾌﾞﾛｯｸ

H25-06 熊谷組 成子天神　浮床 成子天神 熊谷組 東京都 GW、ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H25-10 戸田建設 京橋TT（厨房） 戸田建設 戸田建設 東京都 ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H25-11 鹿島建設 北陸新幹線　富山駅 鹿島建設 JR 富山県 MAFF

H25-11 錢高組 柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ148街区 三井不動産 錢高組 千葉県 ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H25-12 前田建設工業 ﾊﾟﾃｨｵｽ12番街　ﾙｰﾌﾊﾞﾙｺﾆｰ 野村不動産 前田建設工業 千葉県 ｼﾛﾏｰﾌﾞﾛｯｸ

H25-12 南海辰村建設 ﾃﾞｭｰｸｶﾞｰﾃﾞﾝ溝の口　浮床 日神不動産 南海辰村建設 神奈川県 ｼﾛﾏｰ

H26-01 前田建設工業 南麻布4丁目　ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ 丸紅 前田建設工業 東京都 ｼﾛﾃﾞｨﾝ　

H26-03 飛島建設 ﾊｲﾂ駒込　屋上庭園 東京建物 飛島建設 東京都 ｼﾛﾃﾞｨﾝ、ｼﾛﾏｰﾌﾞﾛｯｸ

H26-08 鹿島建設 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ｾﾈﾔﾝﾎﾃﾙ 鹿島建設 鹿島建設 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ｼﾞｬｶﾙﾀ MAFF

H26-12 鹿島建設 富士見新社屋 多目的ﾎｰﾙ 角川HD 鹿島建設 東京都 MAFF

H27-03 日立製作所 上井草給水所     大型ﾎﾟﾝﾌﾟの防振 東京都 日立製作所 東京都 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ（SLB)、ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

H27-04 鹿島建設 勝どき（32，33F等）　 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ室 三井不動産 鹿島建設 東京都中央区 MAFF

H27-05 大成建設 大成聖路加　　天井用防振材 聖路加病院 久米設計 東京都中央区 ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H27-07 日清食品 ｶｯﾌﾟ成形機 日清食品 戸田建設 静岡県 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ（SKTタイプ）

H27-08 鹿島建設 勝どき（C2街区）　　ﾄﾗﾝｽ 三菱地所 鹿島建設 東京都中央区 SVﾌﾞﾛｯｸ

H27-09 鹿島建設 仙台ﾊﾟﾙｺ　　ｼｱﾀｰ用防振材 西武百貨店 鹿島建設 宮城県仙台市 防振ｺﾞﾑ

H27-11 鹿島建設 JDI　　ぶどう棚防振 JDI 鹿島建設 石川県 ｼﾛﾃﾞｨﾝ　

H27-12 大成建設 JR　　ｶﾙﾊﾞｰﾄの防振 JR東海 大成建設 愛知県名古屋市 ｼﾛﾃﾞｨﾝ　

H27-12 久保工 ﾊﾟﾚｽﾃｭﾃﾞｨｵ御茶ノ水駿河台参番館 進興堂 久保工 東京都千代田区 ｼﾛﾏｰ

H27-12 大成建設 JR　　ｶﾙﾊﾞｰﾄの防振 JR東海 大成建設 愛知県名古屋市 発泡ｳﾚﾀﾝ（ｼﾛﾃﾞｨﾝ）

H28-01 コーナン建設
UR赤羽台 電気室･ﾎﾟﾝﾌﾟ室防

振
UR都市再生機構

UR都市再生機

構
東京都北区 SVﾌﾞﾛｯｸ

Ｈ28-07 藤田商事 津田沼24PJ ｴﾝﾄﾗﾝｽ･ﾎﾟﾝﾌﾟ室
習志野市JR「津田沼」駅南口土

地区画整理組合 フジタ 千葉県津田沼市 SVﾌﾞﾛｯｸ

H28-09 大末建設 ﾌﾟﾗｳﾄﾞ南浦和神明ｴﾝﾄﾗﾝｽ等 野村不動産 大末建設 埼玉県さいたま市 SVﾌﾞﾛｯｸ
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施工年月 ｾﾞﾈｺﾝ 件名 施主 設計 施工場所 工法等

H28-10 鹿島建設 大商大向体育館 大阪商業大学 鹿島建設 兵庫県宝塚市 MAFF

Ｈ28-10 大成建設 国際法務総合ｾﾝﾀｰ 法務省 東畑建築 東京都昭島･立川SVﾌﾞﾛｯｸ+ｻﾎﾟｰﾄｺﾞﾑ

Ｈ28-12 五洋建設 三田五丁目 釜場防振 三井不動産 ｱﾄﾘｴｼｰﾌﾟ 東京都港区 ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

Ｈ28-12 鹿島建設 GINZA SIX　能楽堂 J.フロントリテイリング 鹿島建設 東京都中央区 MAFF

Ｈ29-01 大成建設 箱根小涌園 ｴﾝﾄﾗﾝｽ防振工事 藤田観光 日本設計 神奈川県足利下郡SVﾌﾞﾛｯｸ

H29-01 大成建設 澁谷ｷｬｽﾄ　ﾌｨｯﾄﾈｽ 渋谷宮下町ﾘｱﾙﾃｨ 日本設計･大成 東京都渋谷区 SVﾌﾞﾛｯｸ

H29-01 安藤間 箱根はなおり 機械室防振工事 ｵﾘｯｸｽ 入江三宅 神奈川県足利下郡SVﾌﾞﾛｯｸ+ｻﾎﾟｰﾄｺﾞﾑ

H29-01 若築建設 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ目黒東山　機械室 積水ﾊｳｽ 現代綜合 東京都目黒区 SVﾌﾞﾛｯｸ+ｻﾎﾟｰﾄｺﾞﾑ

H29-04 鹿島建設 川崎市ｽﾎﾟｰﾂ・文化総合ｾﾝﾀｰ体育館、ﾎｰﾙ 川崎市 鹿島建設 神奈川県川崎市 MAFF

H29-04 鹿島建設 銀座朝日ﾋﾞﾙ － 三菱地所ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 東京都中央区 MAFF+PS+ｼﾛﾏｰ

H29-04 鹿島建設 芦屋ﾍﾞｲｺｰﾄ － 兵庫県芦屋市 MAFF

H29-04 鍜治田工務店 ｸﾚｳﾞｨｱ千鳥町 機械室浮床 伊藤忠都市開発 古沢幸雄 建築 東京都大田区 ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H29-05 大末建設 浦和常盤2-Ⅱ計画 ｴﾝﾄﾗﾝｽ等 野村不動産 IAO竹田設計 埼玉県さいたま市 ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H29-05 エムテック さいたま市子ども総合ｾﾝﾀｰ体育館 さいたま市 佐野建築 埼玉県さいたま市 SVﾌﾞﾛｯｸ

H29-08 椿本興業 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ　ﾛｰﾗｰﾐﾙ防振 吉野石膏 竹中工務店 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ｼﾞｬｶﾙﾀ ｼﾛﾏｰSR110

H29-08 ﾌﾟﾗﾝﾄｼｽﾃﾑ 沖ｴﾝｼﾞ　実験室 沖電気 ﾌﾟﾗﾝﾄｼｽﾃﾑ 埼玉県本庄市 MAFF

H29-10 大成建設 ﾊﾟｰｸｺｰﾄ赤坂檜町ｻﾞ ﾀﾜｰ　ｴﾝﾄﾗﾝｽ
赤坂九丁目北地区市街地

再開発組合
日建設計 東京都港区 ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H29-10 大成建設 ﾊﾟｰｸｺｰﾄ赤坂檜町ｻﾞ ﾀﾜｰ　ﾎﾜｲｴ
赤坂九丁目北地区市街地

再開発組合
日建設計 東京都港区 ﾐﾗﾌﾞﾛｯｸ

H29-10 大成建設
ﾊﾟｰｸｺｰﾄ赤坂檜町ｻﾞ ﾀﾜｰ　非常用発電装置用

浮床

赤坂九丁目北地区市街地

再開発組合
日建設計 東京都港区 MAFF工法

H29-10 大成建設
ﾊﾟｰｸｺｰﾄﾄ赤坂檜町ｻﾞ ﾀﾜｰ　電気室･機械室･ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ室

赤坂九丁目北地区市街地

再開発組合
日建設計 東京都港区 SVﾌﾞﾛｯｸ

H29-10 大成建設 ﾊﾟｰｸｺｰﾄ赤坂檜町ｻﾞ ﾀﾜｰ ﾌｨｯﾄﾈｽ
赤坂九丁目北地区市街地

再開発組合
日建設計 東京都港区 MAFF工法
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