
工　事　経　歴　書 NO.1

【年月日】 【ゼネコン名】 【所在地】 【工事名称】 【請負金額】
（千円）

　S 63.10 ㈱木下工務店 東京、中央区 日本橋増田ビル新築工事 10,200

　S 63.10 大成、ユタカ建設ＪＶ 東京、大田区 石川台ハイツ新築工事 4,600

　H　1.11 河野建設㈱ 東京、練馬区 練馬向原マンション新築工事 18,000

　H　2. 8 河野建設㈱ 東京、北区 清水ビル王子信金滝野川支店新築工事 35,000

　H  2.11 河野建設㈱ 東京、練馬区 プリミエ－ル江原町新築工事 18,000

　H  3. 1 河野建設㈱ 東京、新宿区 プリミエ－ル下落合新築工事 28,000

　H  4.11 河野建設㈱ 東京、新宿区 ＥＳＰアカデミ－学園６号館新築工事 7,000

　H  4.12 ㈱等憲 東京、板橋区 第三ユ－アイビル改修工事 12,000

　H  5. 7 ㈱浅香工業 [㈱フジタ] 東京、中野区 東亜学園改修工事 7,500

　H  5. 7 名城建設興業㈱ 東京、文京区 松尾美術印刷㈱本社ビル新築工事 10,300

　H  6. 2 河野建設㈱ 東京、練馬区 プリミエ－ル豊玉新築工事 19,000

　H  6. 4 ㈱浅香工業 [㈱フジタ] 東京、渋谷区 明治神宮外苑水泳場改修工事 11,000

　H  7. 2 ㈱浅香工業 [㈱フジタ] 東京、豊島区 椎名町フラット新築工事 4,200

　H  7. 7 セイワ建設㈱ [不動建設㈱] 千葉、三郷市 中川下水処理場汚泥機械棟新築工事 1,300



工　事　経　歴　書 NO.2

【年月日】 【ゼネコン名】 【所在地】 【工事名称】 【請負金額】
（千円）

　H  7.10 秀栄建設㈱ [大和建設㈱] 神奈川、川崎市 武蔵小杉マンション新築工事 6,000

　H  7.12 河野建設㈱ 東京、北区 東民施－A 25 号（藤田和子）建設工事 18,000

　H  8. 1 秀栄建設㈱ [大和建設㈱] 東京、練馬区 セレナハイム石神井公園新築工事 10,000

　H  8. 4 河野建設㈱ 埼玉、上福岡市 富家病院新築工事 22,000

　H  9. 1 河野建設㈱ 東京、新宿区 スカイコ－ト高田馬場新築工事 8,500

　H  9. 7 ㈱浅香工業 東京、中央区 警視庁中央署本町交番庁舎新築工事 1,500

　H  9.10 河野建設㈱ 東京、新宿区 日本フラワ－デザイン学院新築工事 6,300

　H  9.11 北原建設㈱ 東京、荒川区 日暮里浴場ビル新築工事 10,500

　H  9.11 ㈱浅香工業 [㈱フジタ] 東京、江東区 江東橋二丁目マンション新築工事 20,500

　H 10. 2 河野建設㈱ 東京、新宿区 スカイコ－ト北新宿新築工事 8,500

　H 10. 2 ㈱浅香工業 [㈱フジタ] 千葉、成田市 ＡＧＳ七栄独身寮改修工事 6,500

　H 11. 6 ㈱浅香工業 [清水建設㈱] 神奈川、横浜市 アクア金沢八景リニュ－アル工事 6,500

　H 11.10 北原建設㈱ 東京、大田区 幸の湯ビル新築工事 11,000

　H 12. 3 ㈱浅香工業 [㈱フジタ] 東京、渋谷区 地下鉄半蔵門線「表参道」駅耐震補強工事 2,500



工　事　経　歴　書 NO.3

【年月日】 【ゼネコン名】 【所在地】 【工事名称】 【請負金額】
（千円）

　H 12.11 河野建設㈱ 東京、文京区 スカイコ－ト本郷新築工事 6,500

　H 13. 1 北原建設㈱ 東京、台東区 旭湯ビル新築工事 11,000

　H 13. 9 河野建設㈱ 東京、品川区 シンシア大森新築工事 8,000

　H 14. 1 大和建設㈱ 東京、練馬区 パレグラッシュ氷川台新築工事 7,850

　H 14. 5 河野建設㈱ 東京、新宿区 スカイコ－ト新目白Ⅳ新築工事 7,400

　H 15. 2 河野建設㈱ 東京、豊島区 目白が丘教会教育館新築工事 5,300

　H 15. 8 増子建設㈱ 東京、新宿区 防衛庁市ヶ谷（14）環境整備工事 2,300

　H 15.10 河野建設㈱ 東京、港区 ユニ－ブル三田新築工事 6,100

　H 15.12 三平建設㈱ 埼玉、さいたま市 ダイアパレス与野Ⅱ新築工事 20,850

  H 16. 7 北原建設㈱ 東京、大田区 モンピュ－ス・デュ－新築工事 9,660

  H 16. 7 ㈱浅香工業 [大成建設㈱] 埼玉、さいたま市 浦和ＩＳ（あいおい損保）ビル改修工事 3,620

  H 16.12 河野建設㈱ 東京、豊島区 スカイコ－ト東池袋二丁目新築工事 9,450

  H 17. 3 河野建設㈱ 東京、新宿区 ガ－ラシティ下落合１丁目新築工事 12,600

  H 17. 9 河野建設㈱ 東京、台東区 ユニフォ－ト御徒町新築工事 12,585



工　事　経　歴　書 NO.4

【年月日】 【ゼネコン名】 【所在地】 【工事名称】 【請負金額】
(千円)

　H 18. 3 ㈱佐伯建設 東京、江東区 北砂４丁目ビル新築工事 4,410

　H 18. 9 河野建設㈱ 東京、荒川区 西日暮里６丁目マンション新築工事 10,500

　H 19. 4 ㈱佐伯建設 東京、板橋区 カテリ－ナ板橋本町Ⅱ新築工事 5,250

　H 19. 5 ㈱佐伯建設[大和ハウス工業㈱]東京、世田谷区 下高井戸プロジェクト 11,000

　H 19. 8 ㈱佐伯建設 東京、豊島区 ル－ブル南池袋新築工事 15,500

  H 19.10 ㈱佐伯建設 東京、江戸川区 江戸川平井ビル新築工事 7,720

  H 20. 3 ㈱佐伯建設 東京、江東区 曳舟ビルⅢ新築工事 6,560

  H 20. 3 ㈱佐伯建設 東京、杉並区 ル－ブル中野富士見町伍番館新築工事 10,240

  H 20. 6 ㈱佐伯建設 東京、杉並区 ル－ブル中野富士見町参番館新築工事 9,560

  H 20. 6 ㈱佐伯建設 東京、北区 ダイナシティ赤羽新築工事 14,070

  H 20.10 河野建設㈱ 神奈川、横浜市 前里町マンション新築工事 10,400

  H 21. 3 ㈱佐伯建設 東京、台東区 北上野計画新築工事 20,900

　H 21. 8 ㈱佐伯建設 神奈川、川崎市 馬絹共同住宅新築工事 19,950

　H 21. 9 ㈱浅香工業 [㈱フジタ] 神奈川、川崎市 専修大学生田４号館耐震補強工事 5,250



工　事　経　歴　書 NO.5

【年月日】 【ゼネコン名】 【所在地】 【工事名称】 【請負金額】
(千円)

　H 22. 5 ㈱浅香工業 [㈱フジタ] 千葉、松戸市 西友常盤平店外部床その他改修工事 16,650

　H 22.11 ㈱佐伯建設 東京、世田谷区 ル－ブル千歳船橋新築工事 14,385

　H 23. 1 ㈱佐伯建設 東京、中野区 ル－ブル中野新築工事 21,500

　H 23. 8 ㈱佐伯建設 東京、品川区 ル－ブル大井町参番館新築工事 15,015

　H 24. 2 ㈱片山組 東京、新宿 デユフレ落合新築工事 10,000

　H 24. 4 増子建設㈱ 東京、江東区 都営新宿線「東大島駅」手洗所Ｂ改修工事 4,200

　H 25. 3 ㈱小松原工務店 東京、江戸川区 西瑞江2丁目マンション新築工事 7,770

　H 25. 4 ㈱片山組 東京、豊島区 豊島区高田一丁目計画新築工事 9,900

　H 25. 5 ㈱浅香工業 東京、足立区 浅香邸新築工事 10,447

　H 26. 1 ㈱小原建設 東京、文京区 文京区千石４丁目Ｎ計画新築工事 4,935

　H 26. 3 ㈱田中建設 東京、日野市 豊田ＳＭビル新築工事 4,000

  H 26. 6 ㈱片山組 東京、千代田区 神田神保町１丁目マンション新築工事 17,500

　H 26. 8 ㈱小松原工務店 東京、豊島区 目白小学校改築工事 10,044

　H 26. 11 ㈱三幸工務店 東京、台東区 柳橋２丁目計画新築工事 18,480



工　事　経　歴　書 NO.6

【年月日】 【ゼネコン名】 【所在地】 【工事名称】 【請負金額】

　H 27. 7 ㈱三幸工務店 東京、中央区 中央区東日本橋3丁目計画新築工事 10,962

　H 27. 8 ㈱片山組 東京、千代田区 オ－プンレジデンシア東神田新築工事 9,567

　H 28. 4 ㈱三幸工務店 東京、台東区 ジェノヴィア両国Ⅱ新築工事 8,640

　H 28. 5 ㈱田中建設 東京、中野区 リリ－ゼ中野南台新築工事 6,350

　H 28. 10 ㈱小松原工務店 東京、立川市 けやき台さくら保育園新築工事 5,076

　H 29. 1 ㈱片山組 東京、港区 オ－プンレジデンシア西新橋新築工事 9,015

　H 29. 3 ㈱田中建設 東京、練馬区 練馬区東大泉2丁目計画新築工事 7,020

　H 29. 10 ㈱小松原工務店 埼玉、さいたま市 埼玉大学(大久保)工学部２号館改修工事 3,186

　H 30. 2 ㈱オオバ工務店 東京、大田区 ヴァロ－レ池上新築工事 7,317

　H 30. 4 ㈱片山組 東京、世田谷区 オ－プンレジデンシア北沢新築工事 10,465

　H 30. 8 ㈱小原建設 東京、大田区 洗足池マンション新築工事 12,204

　H 31. 1　 ㈱ナミキ 東京、板橋区 成増1丁目計画新築工事 6,426

　R 1.　5 朝日建設㈱ 東京、文京区 駒込2丁目計画新築工事 11,858

　R 1.　7 ㈱片山組 東京、港区 オ－プンレジデンシア赤坂4丁目新築工事 14,634



工　事　経　歴　書 NO.7

【年月日】 【ゼネコン名】 【所在地】 【工事名称】 【請負金額】

　R 1.　9 ㈱三幸工務店 東京、豊島区 南大塚2丁目計画新築工事 20,196

　R 2.　2 丸磯建設㈱ 神奈川、横浜市 ル－ブル横濱矢向新築工事 28,080

　R 2.　4　　 ㈱東京ド－ムファシリテイ 東京、文京区 文京総合体育館プ－ル改修工事 2,640

　R 2.　7 朝日建設㈱ 東京、北区 東十条1丁目プロジェクト新築工事 7,090

  R 3.　5 朝日建設㈱ 東京、豊島区 上池袋１丁目マンション新築工事 11,650

  R 3.　7 ㈱片山組 東京、北区 オ－プンレジデンシア東十条新築工事 7,266

  R 3.　12 朝日建設㈱ 東京、千代田区 内神田１丁目２丁目ビル新築工事 4,730

　R 4.　1 ㈱小松原工務店 東京、文京区 東京大学（本郷）臨床研究棟西改修工事 4,125


