
         エ フ ロ カ ッ ト 使 用 工 事 実 績 一 覧 表 エフロ①

    　　（主施工工事のみ抜粋明記・住宅メーカー、小口建材店及びセメント二次製品工場納入は割愛）

 日   付          工  　　  事   　　 名 　　　住　　　所 施工ゼネコン名/他

H元年　３月 東京都議会議事堂建設工事JV 東京都新宿区西新宿 熊谷道路・アズミック

　 ２年　３月 埼玉伝統工芸館新築工事 埼玉県比企郡小川町 淺沼組

　　　　　３月 花の万博政府苑庭園周辺基礎部排水 大阪市鶴見区鶴見緑地 中外炉工業

　　　　　５月 信楽神苑神慈秀明会内外部躯体工事 滋賀県甲賀郡信楽町 西松建設

　３年　 ２月 南部汚泥処理プラント 東京都大田区城南島 中外炉工業

　　　　　３月 JR新橋有楽町高架橋側壁補修工事 千代田区有楽町 JR東日本新橋保線区

　　　　　３月 保土ヶ谷駅橋上本屋補修 横浜市保土谷 ダイイチ

　　　　　３月 有楽町内山下町高架橋側壁修繕工事 千代田区内幸町 東日本旅客鉄道

　　　　　４月 立川市駅前通り噴水工事 東京都立川市 淺沼組

　　　　　４月 荒川右岸終末処理場 和光市新倉 中外炉工業

　　　　　５月 ハウステンボス建設工事 佐世保市指方町 清水建設

　４年　 ４月 真澄寺関西別院建設工事 大阪府高槻市 清水建設

　　　　　４月 和歌山リゾート博覧会建設JV 和歌山市 若築建設

　　　　　５月 都庁議会棟B1倉庫２ 新宿区西新宿 （日建管財）

　５年　 ３月 京都コンサートホール新築工事 京都市左京区西院 清水建設

　　　　　９月 当知清水ビル新築工事 名古屋市港区当知 清水建設

　　　　１０月 ふれあいセンター新築工事 千葉県印旛郡栄町安食 フジタ

　　　　１２月 有明南地区モデルビル新築工事JV 東京都江東区有明 竹中工務店

　６年　 １月 港北ニュータウン 横浜市港北区 多田建設

　　　　　１月 大綱体育館新築工事 千葉県山武郡大綱 青木建設

　　　　　１月 お茶の水女子理学部新築工事 東京都文京区大塚 鴻池組

　　　　　２月 和光ショッピングプラザ新築工事 埼玉県和光市大字 清水建設

　　　　　２月 NHK広島新築工事JV 広島市中区大手町 大林組

　　　　　２月 早稲田会館新築工事JV 新宿区戸塚町 鹿島建設

　　　　　２月 多摩ニュータウン都営住宅２０ 東京都八王子市上由木 松尾建設JV

　　　　　２月 大田原文化会館 栃木県大田原市木町 西村建設

　　　　　２月 阪神住建伝法新築工事 大阪市此花区伝法 大林組

　　　　　３月 芳樹女学院新築工事 東京都杉並区和田 大木建設

　　　　　３月 大島支庁庁舎改築工事 東京都大島町元町字 五洋建設

　　　　　３月 ホテルターミナル新館新築工事 新潟市笹口 鹿島建設

　　　　　３月 恵比寿ガーデンプレイスB工区 東京都渋谷区恵美須 鹿島JV

　　　　　４月 沼南体育館新築工事 千葉県東葛飾郡沼南町 フジタ

　　　　　５月 姫井東ビル新築工事 東京都渋谷区東 間組

　　　　　８月 日本住宅情報交流センター新築工事 横浜市港区中川 東急建設

　７年　 ４月 軽井沢森泉ゴルフクラブハウス新築 長野県北佐久郡御代田 清水建設

　　　　　４月 海上自衛隊佐世保５，崎辺倉庫建設 佐世保市崎辺無番地 鉄建建設

　　　　　７月 大森東１丁目団地住宅建築工事 東京都大田区大森東 長谷コーポレーション

　８年　 ８月 港南３丁目住宅建設工事JV 東京都港区 竹中工務店

　９年　 ３月 アミテイエ新大阪新築工事 大阪市淀川区 清水建設

　　　　　５月 みとゴルフ倶楽部ハウス 愛知県宝飯郡御津町 清水建設

　　　　　６月 西早稲田キャンパスA棟 新宿区西早稲田 戸田・間・銭高JV

　　　　　７月 東京駅新幹線ホーム新築工事 東京都千代田区 鹿島建設・大林組

　　　　１１月 松本清張記念館新築工事 北九州市小倉北区 松尾建設

１０年 １０月 長野メインスタジアム建設 長野市川中島 前田・北野JV

１１年　 １月 樫村・十王ﾏﾝｼｮﾝ第２期新築工事 茨城県多賀郡十王町友部大成プレハブ

　　　　　２月 八重樫重機社屋新築工事 茨城県日立市桜川 間組



エフロ➁

　日　　付 　　　　　工　　　事　　　名 　　　住　　　所 　施工ゼネコン/他

１１年 　２月 IHI田無歩道橋工事 東京都田無市向台町 武蔵

　　　　　２月 桐蔭横浜大学先端医療工学センター 横浜市青葉区 清水建設

　　　　　７月 浦和センチュリーシティ 埼玉県浦和市 清水建設

　　　　　７月 岸和田再開発事業商業施設西館新築 大阪府岸和田市 大林・東洋JV

　　　　　８月 萩市民病院改修工事 山口県萩市 マルエ商工

　　　　　８月 駿河台大学新築工事 埼玉県飯能市 清水建設

　　　　　９月 アライリゾートホテル棟新築工事 新潟県新井市 竹中工務店

　　　　　９月 ディズニーディバーセート 千葉県浦安市 清水建設

　　　　１０月 セルテシテイオ亀有新築工事 東京都葛飾区 長谷工コーポ

　　　　１１月 埼玉工業大学岡部校舎新築工事 埼玉県大里郡 鹿島建設

　　　　１１月 南長野運動公園内整備建設工事 長野市篠ノ井東福寺 前田建設

　　　　１１月 くりはま花ノ国園路花壇整備工事 神奈川県横須賀市 東洋ロザイ

　　　　１１月 地下鉄12号線環状部森下駅建築工事 東京都江東区 鴻池・森本建設JV

　　　　１２月 豊浦保健福祉センター新築工事 北海道虻田郡 松村組

　　　　１２月 ルネ御幣島新築工事 大阪市西淀川区 長谷工コーポ

　　　　１２月 NEC玉川工場建築工事 神奈川県川崎市中原区 大林組

　　　　１２月 TDSジャニー建設工事 千葉県浦安市 清水建設

　　　　１２月 パークシティ市川新築工事 千葉県市川市 三井建設

　　　　１２月 粕川村特別養護老人ホーム新築工事 群馬県勢多郡粕川村 鴻池組

１２年　 １月 馬頭町美術館新築工事 栃木県那須郡馬頭町 大林組

　　　　　１月 みなとみらい21地区警察活動ｾﾝﾀｰ 横浜市南区みなとみらい スカラ

　　　　　２月 片倉地域ケアプラザ新築工事 横浜市神奈川区 見上工業

　　　　　２月 埼玉工業大学ﾊｲﾃｸﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ新築 埼玉県大里郡 鹿島建設

　　　　　２月 天山の湯建設工事 福島県双葉郡川内村 田中建設

　　　　　２月 信愛の園・信愛ﾃﾞｱｹｱｾﾝﾀｰ増改築 東京都清瀬市 鴻池組

　　　　　２月 衆議院議長公邸増改築工事 千代田区永田町 大成建設

　　　　　２月 山梨学院大学新築工事 山梨県甲府市 大成建設

　　　　　３月 松戸本町マンション新築工事 千葉県松戸市 松井建設

　　　　　３月 軽井沢発知ゴルフ場ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ新築工事 長野県北佐久郡軽井沢 三井建設

　　　　　４月 式場病院新築工事 千葉県市川市 戸田建設

　　　　　４月 戸田処理場建設工事 埼玉県戸田市 奥村・日特・島田JV

　　　　　５月 丸広百貨店東飯能店新築工事 埼玉県飯能市 鹿島建設

　　　　　６月 自由学園明日館別棟新築工事 豊島区西池袋 大成建設

　　　　　６月 ホテルINN・AT・ARAI新築工事 新潟県新井市 竹中工務店

　　　　　６月 同志社大学北小松校舎新築工事 滋賀県滋賀郡滋賀町 大林・戸田JV

　　　　　７月 春日部市総合体育館新築工事 埼玉県春日部市 間組

　　　　　７月 総合交流ターミナル施設建設工事 宮崎県西諸県郡 淵上組

　　　　　８月 中国横断自動車道擂鉢山ﾄﾝﾈﾙ工事 岡山県真庭郡 鴻池・大日本・新井JV

　　　　　８月 県民文化ホール新築工事 長崎県佐世保市 清水建設JV

　　　　　８月 昭和記念公園ﾘｻｲﾀﾙｾﾝﾀｰ工事 東京都立川市 中村建設

　　　　　９月 スーパー銭湯長野の湯新築工事 長野市大豆島 北野建設

　　　　　９月 晴海１丁目地区再開発工事 中央区晴海 大林組JV

　　　　　９月 新井R開発新潟新井中庭施設工事 新潟県新井市 竹中工務店

　　　　　９月 茨田大宮川北マンション新築工事 大阪市鶴見区 生和建設

　　　　１０月 東京宝塚劇場再開発計画 千代田区有楽町 竹中工務店

　　　　１２月 メイツ豊洲新築工事 江東区豊洲 長谷工コーポ

１３年　 １月 荻窪５丁目コーポラティブ新築工事 杉並区荻窪 興建社

エフロ➂



　日　　付 　　　　工　　　事　　　名 　　　住　　　所 　施工ゼネコン/他

１３年 　１月 ルネ船橋山手新築工事 千葉県船橋市 長谷工コーポ

　　　　　１月 柳川総合福祉センター新築工事 福岡県柳川市 三井建設JV

　　　　　１月 メイツ豊洲新築工事 江東区豊洲 長谷工コーポ

　　　　　１月 郡山駅南口公園整備工事 栃木県郡山市 鈴宏・安藤JV

　　　　　１月 三和ビル新築工事 練馬区東大泉 鴻池組

　　　　　１月 国立看護大学校新築工事 東京都清瀬市 松村組

　　　　　２月 多摩御陵香淳皇后陵営建工事 東京都八王子市長房町 大林組

　　　　　３月 帝塚山大学７号館新築工事 奈良市帝塚山 大林組・住金興産JV

　　　　　３月 城西国際大学６期工事C棟 千葉県東金市 清水建設

　　　　　３月 山口きらら博 山口県阿知須町 伸和土木

　　　　　３月 マリンパーク建設工事 石川県鹿島郡能登町 鹿島建設

　　　　　４月 ジエイパーク荒川新築工事 東京都荒川区 長谷工コーポ

　　　　　５月 大谷学園秀英高校建設工事 横浜市泉区 鹿島建設

　　　　　５月 関税中央分析所研究棟建設工事 千葉県柏市 不動建設

　　　　　６月 白井町保険福祉センター新築工事 千葉県印旛郡白井町 大成建設

　　　　　６月 阿蘇簡易保険用語センター改修工事 熊本県阿蘇郡 不動・五洋・東洋JV

　　　　　８月 ハーテイ浦和新築工事 さいたま市 中村タイル

　　　　１０月 国立国会図書館関西館新築工事 京都府相楽郡精華町 竹中・住友・五洋JV

　　　　１１月 済生会中津病院作業所 大阪市北区 竹中工務店

１４年　 １月 海老名駅前中央公園周辺地区開発工事 神奈川県海老名市 鴻池・小田急JV

　　　　　１月 篠部マンション新築工事 神戸市東灘区 コーナン建設

          ４月 青松寺伽藍再建工事 東京都港区 竹中工務店

　　　　１０月 日本航空学園建設工事 石川県輪島市 前田建設

　　　　１１月 橿原ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ温泉大浴場新設工事 奈良県橿原市 鴻池組

　　　　１１月 ドラゴン中台２番館 東京都板橋区 飛島建設

　　　　１１月 辻調理リニューアル工事 大阪市阿倍野区 奥村組

１５年　 １月 やわらぎスポーツセンター 愛知県西広瀬 清水建設

　　　　　２月 堺化学工業中央研究所棟増設工事 大阪府堺市 戸田建設

　　　　　２月 横浜市立港湾病院再整備工事 横浜市中区 清水建設JV

　　　　　４月 南田町A街区 横浜市瀬谷区 三井住友JV

　　　　　６月 海洋総合文化ｿﾞｰﾝ体験学習施設等特定事業神奈川県藤沢市 旭硝子ビルウォール

　　　　　７月 弦巻１丁目マンション新築工事 東京都世田谷区 東急建設

　　　　　８月 東急ハーヴェスト箱根甲子園新築工事 神奈川県足柄下郡 大林組

　　　　　８月 エアレジデンス新浦安 千葉県浦安市 間組

　　　　　９月 白馬マンション新築工事 長野県北安曇郡 北野建設

　　　　１１月 日本大学１４号館新築工事 千葉県船橋市 大成建設

　　　　１２月 上宝老人保健施設 岐阜県吉城郡 前田建設

　　　　１２月 神田多町マンション 東京都千代田区 西武建設

　　　　１２月 中央区第二中学校跡地計画 東京都中央区 戸田建設

１６年　 １月 中葛西マンションコンフォート大泉 東京都江戸川区 戸田建設

　　　　　１月 南条小学校改築工事 福井県南条郡 五洋建設

　　　　　２月 コスモ二子新地第二ゲート外溝 神奈川県川崎市 竹中工務店

　　　　　２月 15-大民施A-1号大正区三軒家東 大阪市大正区 コーナン建設

　　　　　３月 ぐんま昆虫の森昆虫観察館 群馬県勢多郡 竹中工務店

　　　　　３月 ｴｸｼｳﾞ軽井沢ｻﾝｸﾁｭｱﾘｳﾞｨﾗ新築工事 長野県北佐久郡 大成建設(木原JV)

　　　　　５月 西吉野村村立統合小学校新築 奈良県吉野郡 奥村組

　　　　　６月 栄光教会 神戸市中央区 竹中工務店

エフロ➃



　日　　付 　　　　工　　　事　　　名 　　　　住　　　所 　施工/ゼネコン/他

１６年 　７月 第二吉本ビルディング新築工事 大阪市北区 竹中工務店

　　　　　７月 浜松町１丁目プロジェクト 東京都港区 東急建設

　　　　　７月 須賀学園教育会館新築工事 栃木県宇都宮市 東洋建設

　　　　　７月 ジェイパーク三鷹上連雀 東京都三鷹市 西武建設

　　　　　８月 虹の湯二色の浜店新築工事 大阪府貝塚市 安藤建設

　　　　　８月 さいたま大原６丁目共同住宅新築工事 さいたま市大宮区 川口土木建築工業

　　　　　８月 東京競馬場スタンド改修工事 東京都府中市 関ヶ原石材

　　　　　８月 柏台スーパー銭湯 神奈川県海老名市 相鉄建設

　　　　　９月 ホテルフォレスターチャペル増設工事 愛知県豊田市 清水建設

　　　　　９月 村田製作所 京都府長岡京市 戸田・三井・住友・前田

　　　　１０月 コスモ雲雀花屋敷 兵庫県川西市 淺沼組

　　　　１１月 H・M・C施設建設工事 兵庫県加東区 大成建設

　　　　１１月 Dグラフォート代官町新築工事 名古屋市東区 淺沼組

　　　　１１月 鞍が池SA建築工事 愛知県豊田市 清水建設

　　　　１２月 成田山新勝寺聖天堂 千葉県成田市 大林組

　　　　１２月 生駒駅北口再開発２期 奈良県生駒市 淺沼組

　　　　１２月 赤坂１丁目計画 東京都港区 鹿島道路

　　　　１２月 星野温泉ホテル建替工事 長野県北佐久郡 大林組

１７年　 １月 浜名湖ガーデンパーク(花博） 静岡県浜名湖 佐藤道路

　　　　　１月 狭山ゴルフクラブハウス立替工事 東京都八間市 大成建設

　　　　　１月 千葉科学大学新築工事 千葉県銚子市 福田組

　　　　　２月 ﾊﾟｰｸﾊｳｽ４番町改修工事 東京都千代田区 淺沼組

　　　　　２月 モデュロール中野新橋 東京都中野区 三浦組

　　　　　２月 青根地区交流施設 神奈川県津久井郡 奈良建設

　　　　　２月 都市公園整備工事 岡山市いずみ町 蜂谷工業

　　　　　２月 羽沢の家特別養護老人ホーム 横浜市神奈川区 馬淵建設

　　　　　３月 ゼオス泉佐野新築工事 大阪府泉佐野 コーナン建設

　　　　　３月 山梨学院ゲストパーク工事 山梨県甲府市 清水建設

　　　　　４月 宝塚ﾌｧﾐﾘｰﾗﾝﾄﾞ跡地開発施設 兵庫県宝塚市 コーナン建設

　　　　　４月 聖ﾊﾟｳﾛ女子修道会改修工事 東京都港区 戸田建設

　　　　　４月 豊橋スポーツ公園 愛知県豊橋市 前田建設

　　　　　５月 歴史文化博物館 長崎市立山 竹中・新和・古賀JV

　　　　　５月 ﾌｧｯｼｮﾝｾﾝﾀｰしまむら上峰店 佐賀県三饗基郡 九州建設

　　　　　６月 ｴﾊﾞﾒｰﾙ化粧品埼玉工場新築工事 埼玉県春日部市 竹中工務店

　　　　　７月 白金１丁目再開発 東京都港区 鹿島建設

　　　　　７月 楽天風呂祥福の湯増改築工事 大阪府堺市 関ヶ原石材

　　　　　７月 羽村市生涯学習施設 東京都羽村市 島田組

　　　　　８月 茨木東中条マンション 大阪府茨木市 淺沼組・大鉄工業JV

　　　　　８月 摂南大学寝屋川学舎10号館新築工事 大阪府寝屋川市 淺沼組

　　　　　９月 十日市浄水場 大阪府茨木市 淺沼組

　　　　　９月 宮沢遊水池整備工事 神奈川県横浜市 石田建設

　　　　　９月 相模大野駅前ﾏﾝｼｮﾝ計画新築工事 神奈川県相模原市 淺沼組

　　　　　９月 カテリーナ大井町新築工事 東京都品川区 淺沼組

　　　　　９月 羽生湯ったり苑 埼玉県羽生市 北野建設

　　　　１０月 湯楽の里栃木店 栃木県栃木市 渡辺建設

　　　　１１月 緑が丘団地B地区 大阪府池田市 ハンシン・狭間JV

　　　　１１月 アレンダール清船新築工事 名古屋市中川区 淺沼組

エフロ➄

　日　　付 　　　　工　　　事　　　名 　　　住　　　所 　施工ゼネコン/他



１７年 １１月 牧野原モア温泉 千葉県印西市 フジタ

　　　　１１月 けいはんなﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞﾋﾟﾉｽ 京都府相良郡 コーナン建設

　　　　１１月 エプソンイノベーションセンター工事 長野県塩尻市 清水建設

　　　　１１月 川口１丁目２番地地区共同ビル 埼玉県川口市 大林組

　　　　１２月 C'sMANGANJI新築工事 東京都日野市 清水組

　　　　１２月 渡辺病院検診センター 愛知県知多郡 淺沼組

　　　　１２月 プラウドシティ東海間 神奈川県相模原市 前田建設

　　　　１２月 インクス茅野工事 長野県茅野市 前田建設

　　　　１２月 朝霞第１中学校新築工事 埼玉県朝霞市 清水建設

１８年　  1月 東京港湾事務所 東京都江東区 淺沼組

　　　　　１月 あしなが心聖レインボー 東京都日野市 清水建設

　　　　　１月 関西創価学園 大阪府交野市 竹中道路

　　　　　１月 アルファグランデ成田 千葉県成田市 淺沼組

　　　　　２月 猫実５丁目ツインビル 千葉県浦安市 村本建設

　　　　　２月 MM横浜駅東側工事 神奈川県横浜市 大林・東急JV

　　　　　２月 富士フイルムCL研究棟新築工事 神奈川県足柄上郡 鹿島建設

　　　　　２月 豊田駅西ペデストリアンデッキ 愛知県豊田市 大啓建設

　 　　３月 西新井Ｇ街区計画 東京都西新井 浅沼組
　　 　３月 ＭＭ横浜駅改修工事 神奈川県横浜市 大林・京急ＪＶ

　　　　　３月 平塚袖ヶ浜マンション新築工事 神奈川県平塚市 淺沼組
　　　　　４月 多摩センタープロジェクト新築工事 東京都多摩市 淺沼組
　　　　　５月 ＴＡビル新築工事 東京都江東区 鹿島建設
　　　　　５月 上野国立科学博物館 東京都台東区 大林組・ナカノフドーＪＶ
　　　　　５月 東京女子医大病院八千代入院棟新築工事千葉県八千代市 清水建設
　　　　　５月 銀座イースト新築工事 東京都中央区 清水建設
　　　　　６月 広町賃貸住宅建設工事 東京都杉並区 浅沼・朝日・浅海ＪＶ
　　　　　６月 喜連西老人ホーム 大阪市 コーナン建設
　　　　　６月 東京競馬場スタンド改修工事 東京都府中市 竹中・フジタ・飛島ＪＶ
　　　　　６月 葛西・保戸田マンション新築工事 東京都江戸川区 高松建設
　　　　　７月 ウインズラジャー舞浜レジャーセンター 千葉県浦安市 鴻池組
　　　　　７月 四条畷学園短期大学新築工事 大阪府大東市 大林組
　　　　　７月 八幡スポーツ施設新築工事 京都府八幡市 コーナン建設
　　　　　７月 ファッションセンターしまむら加治木新築工事鹿児島県姶良郡 九州建設
　　　　　９月 大淵マンション新築工事 東京都板橋区 生和建設
　　　　　９月 おふろの王様新築工事 東京都小平市 淺沼組
　　　　　９月 文京千石マンション新築工事 東京都文京区 淺沼組
　　　　１０月 アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張新築工事千葉市 熊谷組
　　　　１０月 ファッションセンターしまむら大在店新築工事大分市 九州建設
　　　　１０月 正倉院 新築工事 奈良市 淺沼組
　　　　１０月　　　　　ハイアットリージェンシー箱根新築工事 神奈川県足柄下郡 大成建設
　　　　１１月 流経スポーツ健康センター新築工事 茨城県竜ヶ崎市 清水建設
　　　　１１月 衆議院赤坂議員宿舎新築工事 東京都港区 鹿島建設
　　　　１２月 福島区役所新築工事 大阪市 淺沼組
　　　　１２月 舞浜ホテル新築工事 千葉県浦安市 鹿島建設
　　　　１２月 早稲田大学大隈講堂改修工事 東京都新宿区 戸田建設
　　　　１２月 ライネスハイムひばりが丘新築工事 神奈川県座間市 長谷工Ｃｏ
　　　　１２月 菅原学園新築工事 宮城県仙台市 大林組
　　　  １２月 ナンバパークス 大阪市 大林組
１９年　 １月 屋久島　まんてん新築工事 鹿児島県熊毛郡 藤誠建設
　　　　　１月 ＰＩＡＳＣＯＤＥ等々力新築工事 東京都世田谷区 淺沼組

エフロ⑥

日　　付 工　　　　事　　　　名 住　　　　所 施工ゼネコン／他
１９年　 １月 フジビューホテル 神奈川県横浜市 大成建設



　　　　　１月 箱根強羅リゾートヴィラ新築工事 神奈川県足柄下郡 淺沼組
　　　　　１月 （旧全日空）伊豆保養所新築工事 静岡県伊豆市 大成建設
　　　　　２月 十里木長岳温泉施設新築工事 東京都あきる野市 東亜・宮本ＪＶ
　　　　　２月 獨協大学新築工事 埼玉県草加市 清水建設
　　　　　３月 埼玉スポーツセンター 埼玉県所沢市 大林組
　　　　　３月 カッパ王国新築工事 福島県伊達市 五光建設
　　　　　３月 中丸子ツインタワー新築工事 神奈川県川崎市 鹿島建設
　　　　　５月 京都傘鉾町ホテル新築工事 京都市 淺沼組
　　　　　６月 川崎公共職安建築工事 神奈川県川崎市 淺沼組
　　　　　６月 軽井沢サンクタスヴィレッジ新築工事 長野県北佐久郡 前田・守谷ＪＶ
　　　　　６月 グランソレイユ西橋本新築工事 神奈川県相模原市 淺沼組
　　　　　６月 小牧温泉瑞鳳浴殿新築工事 青森県三沢市 清水建設
　　　　　７月 千葉バーデイークラブ新築工事 千葉県八街市 清水建設
　　　　　７月 ロフティ立山公園新築工事 長崎市 鴻池組
　　　　　８月 インド大使公邸改修工事 東京都新宿区 清水建設
　　　　　８月 天然温泉宮前平店 神奈川県川崎市 大成建設
　　　　　９月 金刀比羅宮新築工事 香川県伸多度郡 清水建設
　　　　１０月 キャノン下丸子新築工事 東京都大田区 大林組
　　　　１０月 南都銀行木津支店新築工事 京都府木津川市 淺沼組
　　　　１１月 東京税理士会館新築工事 東京都渋谷区 戸田建設
　　　　１１月 熱川駅改修工事 静岡県賀茂郡 東急建設
　　　　１２月 清澄白河ビル新築工事 東京都江東区 淺沼組
　　　　１２月 道頓堀川水辺整備工事 大阪市 前田・大末ＪＶ
　　　　１２月 東京ディズニーランド劇場棟新築工事 千葉県浦安市 竹中工務店
２０年 　３月 横浜ＳＴビル外構改修工事 神奈川県横浜市 清水建設・戸田建設
　　　　　３月 淑徳小学校新築工事 東京都板橋区 大成建設
　　　　　３月 旭川赤十字病院増築工事 北海道旭川市 清水・浅沼ＪＶ


