
Construction historyConstruction historyConstruction history



株式会社高野

工事部　工事履歴

1 page



施工現場名 建設会社・その他 施工現場名 建設会社・その他

タワーレジデンス四谷新築工事 竹中工務店 ｱｰｸ放送ｾﾝﾀｰ改修工事 竹中工務店

住友不動産田町駅前ビル新築 竹中工務店 ｻﾊﾞｽｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ和光新築工事 竹中工務店

ロイヤルシャトー幕張本郷新築 竹中工務店 東洋町計画 竹中工務店

東洋製罐久喜工場新築 竹中工務店 カインズホーム青梅インター店 竹中工務店

ホテル三ヶ月新築工事 竹中工務店 本田技研工業㈱ＨＭｵﾌｨｽ新築 竹中工務店

田辺製薬戸田事業所再構築 竹中工務店 大森平和の里 竹中工務店

森ビル元麻布１丁目計画 竹中工務店 マリアクリニック改修工事 竹中工務店

大東建託品川本社ビル新築 竹中工務店 碑文谷4丁目計画 竹中工務店

手賀沼病院新築工事 竹中工務店 服部栄養専門学校別館新築 竹中工務店

富士見丘学園２期工事 竹中工務店 ユナイテッドシネマ豊島園 竹中工務店

汐留B街区AM棟新築工事 竹中工務店 NTTドコモ墨田ﾋﾞﾙ新築 竹中工務店

ロイヤルヴィーゼ浦和高砂新築 竹中工務店 麹町ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞﾙ新築 竹中工務店

東京外国語大学AA研究棟新築 大成建設 白鴎大足利高校新築 竹中工務店

ウインズ汐留新築工事 大成建設 南青山2丁目計画 竹中工務店

品川プリンス新築工事 大成建設 明治安田生命ﾋﾞﾙ街区再開発 竹中工務店

丸ノ内ビルジング新築工事 大林組 鹿島田駅東部地区第1種市街地 大成建設

二番町プロジェクト新築工事 大成建設

東京衛生病院清水町新築工事 清水建設

施工現場名 建設会社・その他

六本木テレビ朝日新築工事 竹中工務店

住友不動産新宿中央公園ビル 竹中工務店 施工現場名 建設会社・その他

埼玉医科大改修工事 竹中工務店 蒲田3丁目共同住宅ﾋﾞﾙ計画新築工事 竹中工務店

埼玉医科大看護職員寮新築 竹中工務店 上大崎2丁目計画新築工事 竹中工務店

KDDIランドワーク中村橋新築 竹中工務店 ディアナガーデン代官山新築工事 竹中工務店

武田産業日本橋共同ビル 竹中工務店 新木場センタービル新築工事 竹中工務店

荒畑一橋学園ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ新築 竹中工務店 王子不動産稲荷町計画新築工事 竹中工務店

同愛病院新築工事 竹中工務店 BML綜合研究所5期増築工事 竹中工務店

汐留B街区AM棟新築工事 竹中工務店 野村不動産祖師谷3丁目住宅新築工事 竹中工務店

東京ドームシティ遊園地再開発 竹中工務店 JR貨物ラクシア品川港南住宅新築工事 竹中工務店

東京競馬場スタンド 竹中工務店 三井倉庫多摩境倉庫新築工事 竹中工務店

東大総合研究棟新築工事 大成建設 東京倶楽部新築工事 竹中工務店

赤坂1丁目マンション新築工事 竹中工務店

東京三菱銀行本館改修工事 竹中工務店

目白学園10号館新築工事 大成建設

くらしの友桜新町綜合斎場新築工事 大成建設

多摩NTベルコリーヌ南大沢新築工事 大成建設

日土地渋谷ビル改修工事 清水建設

２００４．１０～２００５．９（平成１７年度）　

共同企業体
（竹中工務店）

株式会社高野　工事部　工事履歴　2001年（平成13）10月～2005年（平成17）9月

２００１．１０～２００２．９（平成１４年度） ２００３．１０～２００４．９（平成１６年度）

２００２．１０～２００３．９（平成１５年度）

東京青果秋葉原ビル新築工事
共同企業体
（竹中工務店）

理化学研究所RIﾋﾞｰﾑ実験棟新築工事

那須大学宇都宮ｼﾃｨｷｬﾝﾊﾟｽ新築工事
共同企業体
（竹中工務店）
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施工現場名 建設会社・その他 施工現場名 建設会社・その他

東京ミッドタウンA棟地下事務所新築工事 竹中工務店 東京ミッドタウンＡ棟新築工事 竹中工務店

埼玉医科大学日高キャンパス新築工事 竹中工務店 東京ミッドタウンＣ棟新築工事 竹中工務店

三菱東京UFJ銀行本館改修工事 竹中工務店 東京スイミングセンター改修工事 竹中工務店

国立劇場改修工事 竹中工務店 大新東ビル新築工事 竹中工務店

海城学園校舎新築工事 竹中工務店 練馬綜合病院新築工事 竹中工務店

毛呂病院特養老人ホーム新築工事 竹中工務店 港南3丁目タワー計画新築工事 竹中工務店

駒込４丁目マンション新築工事 竹中工務店 モリモトディアナコート上原新築工事 竹中工務店

麻布第一マンションズ新築工事 竹中工務店 新丸ノ内ビル新築工事 竹中工務店

恵比寿４丁目マンション新築工事 竹中工務店 クレストフォルム新子安新築工事 竹中工務店

ダイヤパレス成城新築工事 竹中工務店 用賀1丁目計画新築工事 竹中工務店

日土地芝浦コンバージョンビル新築工事 竹中工務店 埼玉医大日高ｷｬﾝﾊﾟｽ国際医療新築工事 竹中工務店

銀行協会ビル改修工事 大成建設 相賀3番町住宅新築工事 竹中工務店

三菱東京UFJ銀行松戸西口支店改修工事 大成建設 ソニーＮＳビル改修工事 竹中工務店

よしの病院増築工事 大成建設 ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ本館鶴の間改修工事 大成建設

三菱電機ビル改修工事 大林組 山野学園新築工事 大成建設

パレスティディオ六本木新築工事 清水建設 ゲートシティー大崎改修工事 大成建設

みずほ銀行蒲田支店改修工事 稲葉建設 丸ノ内駐車場改修工事 大成建設

竹中技術研究所改修工事 ｱｻﾋﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ 東京駅日本橋口ビル新築工事 大林組

ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ東京ﾍﾞｲ２階宴会場改修工事 住信リース 第一製薬㈱東京研究所1号館他改修工事 清水建設

ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ東京ﾍﾞｲ6～7階改修工事 第一リース リコー銀座第２ビル改修工事 間組

日亜化学横浜技術研究所新築工事 新居伝 ホテルオークラ東京ベイ8～9階改修工事 住信リース

三菱東京ＵＦＪ銀行日本橋支店改修工事 東興建設

共同企業体
（竹中工務店）

共同企業体
（竹中工務店）

２００５．１０～２００６．９（平成１8年度）

共同企業体
（竹中工務店）

東京ミッドタウンＤ棟新築工事

共同企業体
（竹中工務店）

株式会社高野　工事部　工事履歴　2005年（平成17）10月～2007年（平成19）9月

２００６．１０～２００７．９（平成１９年度）

飯野・日土地共同ビル新築工事

創価学会狭山文化会館新築工事

三菱商事丸ノ内新オフィスビル新築工事

3 page



施工現場名 建設会社・その他 施工現場名 建設会社・その他

横浜天理ビル改修工事 竹中工務店 新宿マインズタワー改修工事 大成建設

三和ランド通店新築工事 竹中工務店 中目黒ＧＴタワー改修工事 大成建設

芝公園ビル新築工事 竹中工務店 ゲートシティ大崎改修工事 大成建設

芝公園一丁目ビ新築工事 竹中工務店 ミューザ川崎改修工事 大成建設

大成高等学校講堂・体育館新築３期工事 竹中工務店 ロイドビル改修工事 大成建設

椿山荘改修工事 竹中工務店 国学院高等学校改修工事 大成建設

東日印刷新築工事 竹中工務店 新東京ビル改修工事 大成建設

三菱東京ＵＦＪ銀行大久保支店改修工事 竹中工務店 東京銀行協会ビル改修工事 大成建設

川越池袋病院増築工事 竹中工務店 第一製薬㈱本社ビル改修工事 清水建設

ＴＨビル新築工事 竹中工務店 笠原ビルディング新築工事 清水建設

共同土木本社ビル新築工事 竹中工務店 三菱ＵＦＪ信託銀行日本橋支店改修工事 清水建設

自治労第二会館改修工事 竹中工務店 新国際ビル改修工事 清水建設

永田町二丁目計画新築工事 竹中工務店 新日石ビル改修工事 清水建設

アパートメンツ三軒茶屋新築工事 竹中工務店 三菱ＵＦＪ信託銀行新青山ビル改修工事 シミズ・ビルライフケア

トレッサ横浜南館新築工事 竹中工務店 ホテルオークラ東京本館改修工事 ホテルオークラ

渋谷教育学園浦安幼稚園新築工事 竹中工務店 ホテルオークラ東京別館改修工事 ホテルオークラ

東京ドームＭＥＥＴＳＰＯＲＴ新築工事 竹中工務店 ホテルオークラ東京ベイ客室改修工事 ＨＯＳＳ

白百合幼稚園新築工事 竹中工務店 ホテルオークラ東京ベイロイヤルスイート改修工事 ＨＯＳＳ

東京理科大野田４，６号館耐震工事 竹中工務店 オークラフロンティア海老名改修工事 ＨＯＳＳ

京橋信金中金ビル改修工事 竹中工務店 青山ビル改修工事 間組

港南４丁目新築工事 竹中工務店 ホンダ青山ビル改修工事 間組

三菱地所蛎殻町マンション新築工事 竹中工務店 横浜ジョイナス耐震補強工事 大林組

トレッサ横浜北館新築工事 竹中工務店 国際ビル改修工事 大林組

パレスサイドビル改修工事 竹中工務店 テレビ朝日本社改修工事 テレビ朝日

済生会向島病院新築工事 竹中工務店 東京ミッドタウン改修工事 シタデルインベストメント

足利銀行本店改修工事 竹中工務店

日本橋高島屋改修工事 竹中工務店

霊友会釈迦殿改修工事 竹中工務店

新生銀行本店改修工事 竹中工務店

積水神山町マンション新築工事 竹中工務店

有楽町マリオン改修工事 竹中工務店

東京オペラシティー改修工事 竹中工務店

アーク放送センター改修工事 竹中工務店

横河電機本社西ビル新築工事 竹中工務店

埼玉医大改修工事 竹中工務店

三井不動産武蔵小杉駅前住宅新築工事 竹中工務店

三井不動産武蔵新築工事（市民利用施設） 竹中工務店

三菱商事品川改修工事 竹中工務店

住友不動産三軒茶屋マンションＡ棟新築工事 竹中工務店

青山タワープレイス改修工事 竹中工務店

川越康正会病院新築工事 竹中工務店

仲町台マンション新築工事 竹中工務店

文京学院大学ふじみ野キャンパス校舎増築工事 竹中工務店

２００７．１０～２００８．９（平成20年度）

株式会社高野　工事部　工事履歴　2007年（平成19）10月～2008年（平成20）9月
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施工現場名 建設会社・その他 施工現場名 建設会社・その他

和敬塾新築工事 竹中工務店 ゲートシティ大崎改修工事 大成建設

理化学研究所改修工事 竹中工務店 ドコモ川崎改修工事 大成建設

明治座内装工事 竹中工務店 ミューザ川崎改修工事 大成建設

明治安田生命五反田改修工事 竹中工務店 ランドマークタワー改修工事 大成建設

文京学院大学ふじみ野改修工事 竹中工務店 ルネサンス横浜改修工事 大成建設

文英堂新築工事 竹中工務店 丸の内郵船ビル改修工事 大成建設

日比谷シャンテ改修工事 竹中工務店 御成門郵船ビル原状回復工事 大成建設

東洋製罐久喜工場改修工事 竹中工務店 メヂカルフレンドビル改修工事 清水建設

東宝ツインタワービル改修工事 竹中工務店 新国際ビル改修工事 清水建設

東神田堀商ビル改修工事 竹中工務店 新大手町ビル改修工事 清水建設

東京宝塚ビル現状復旧工事 竹中工務店 ホンダ青山ビル改修工事 間組

東京天理教館改修工事 竹中工務店 リコー銀座第二ビル改修工事 間組

公益社用賀会館改修工事 間組

山王グランドビル改修工事 間組

東京海上ビル改修工事 竹中工務店 御所修繕工事 大林組

東京ミッドタウン改修工事 竹中工務店

東京ドームジオポリス改修工事 竹中工務店

東京タワー内装工事 竹中工務店 神田橋パークビル改修工事 大林組

東京オペラシティ改修工事 竹中工務店 東京倶楽部改修工事 東京倶楽部

電波ビル改修工事 竹中工務店

朝日新聞東京本社ビル改修工事 竹中工務店

第一生命五反田ビル改修工事 竹中工務店 民音総務本部管理部雑工事 民主音楽協会

相模原新南清掃工場 竹中工務店 テレビ朝日本社ビル改修工事 テレビ朝日

六本木７丁目ＣＯＩビル改修工事 テレビ朝日

創価学会第９別館改修工事 竹中工務店

立川三菱ビル改修工事 ナカノフドー建設

新丸の内ビル改修工事 竹中工務店

上野松坂屋駐車場新築工事 竹中工務店 各種営繕工事 三菱東京ＵＦＪ銀行

住友電工砥上新寮新築工事 竹中工務店 丸ノ内仲通り改修工事 松下産業

芝浦スクエアビル改修工事 竹中工務店 丸ノ内二丁目ビル改修工事 松下産業

汐留シティセンター改修工事 竹中工務店 丸ビル改修工事 松下産業

自転車健保組合会館改修工事 竹中工務店 国際ビル改修工事 藤倉工務店

三菱養和会戸田艇庫改修工事 竹中工務店 三田国際ビル改修工事 藤倉工務店

三菱電機ビルテクノサービス 竹中工務店 山王グランドビル改修工事 藤倉工務店

三菱商事品川改修工事 竹中工務店 岸本ビル内装改修工事 岸本エステート

三鷹下連雀建築計画 竹中工務店 三菱一号館ブラインド工事 三菱地所

丸ノ内パークビル 竹中工務店 聖蹟桜ヶ丘学生会館床工事 北園女子学生会館

我孫子ゴルフクラブ改修工事 竹中工務店

横浜天理ビル改修工事 竹中工務店

ベルギー大使館新築工事 竹中工務店

株式会社高野　工事部　工事履歴　2008年（平成20）10月～2009年（平成21）9月

東京創価学会小学校プール
体育館新築工事

竹中工務店

日本遺族会
九段会館

九段会館本館補修工事

三菱ＵＦＪ信託銀行
吉祥寺支改修工事

大林組

早稲田大学
所沢キャンパス新築工事

竹中工務店

石福金属興業草加工場
１期新築工事

竹中工務店

三菱東京ＵＦＪ銀行
所沢支店改修工事

ナカノフドー建設

三菱東京ＵＦＪ銀行
日本橋支店改修工事

稲葉建設

宇都宮共和大学
教育厚生棟新築工事

竹中工務店
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施工現場名 建設会社・その他 施工現場名 建設会社・その他

Ｇ－７ビル 竹中工務店 東京海上ビル改修工事 竹中工務店

ＩＢＭ箱崎改修工事 竹中工務店 東京宝塚ビル改修工事 竹中工務店

ＪＲ東日本ビルテック改修工事 竹中工務店 東京理科大野田改修工事 竹中工務店

アクアシティーお台場改修工事 竹中工務店 東宝スタジオ改修工事 竹中工務店

アルプス電気本社ビル新築工事 竹中工務店 二番町センタービル改修工事 竹中工務店

キッコーマン野田改修工事 竹中工務店 日銀戸田分館改修工事 竹中工務店

キューブ川崎改修工事 竹中工務店 日土地御徒町ビル改修工事 竹中工務店

さいたま合同庁舎新築工事 竹中工務店 日比谷シャンテ改修工事 竹中工務店

ソニー御殿山改修工事 竹中工務店 日比谷東宝改修工事 竹中工務店

ニュー新橋ビル改修工事 竹中工務店 八重洲ＦＦビル改修工事 竹中工務店

日比谷中日ビル改修工事 竹中工務店 品川ＧＣＴ改修工事 竹中工務店

みずほ銀行各所改修工事 竹中工務店 浜離宮ビル改修工事 竹中工務店

ランドビジネス横浜新築工事 竹中工務店 武田薬品工業新築工事 竹中工務店

横浜ダイヤビル新築工事 竹中工務店 文京学院大学改修工事 竹中工務店

寛仁親王邸改修工事 竹中工務店 明治安田生命改修工事 竹中工務店

岸本ビル改修工事 竹中工務店 明治生命館改修工事 竹中工務店

宮殿改修工事 竹中工務店 目黒星美学園改修工事 竹中工務店

宮内庁分室改修工事 竹中工務店

恵泉女学園改修工事 竹中工務店

高島屋改修工事 竹中工務店 理化学研究所改修工事 竹中工務店

埼玉医大医療センター改修工事 竹中工務店 ＭＭ２１ＣＳセンター改修工事 大成建設

三井商事神田ビル改修工事 竹中工務店 あんしん２４岩井ビル改修工事 大成建設

三井生命大手町ビル改修工事 竹中工務店 オーバルコート改修工事 大成建設

三井倉庫箱崎改修工事 竹中工務店 キングホームス改修工事 大成建設

三田ベルジュ新築工事 竹中工務店 ゲートシティー大崎改修工事 大成建設

三菱ビル改修工事 竹中工務店 ドコモ川崎改修工事 大成建設

三菱商事改修工事 竹中工務店 ミューザ川崎改修工事 大成建設

三菱商事セミナーハウス研修所改修工事 竹中工務店 荻窪ルミネ改修工事 大成建設

三菱東京ＵＦＪ銀行各支店改修工事 竹中工務店 丸の内駐車場改修工事 大成建設

芝浦スクエアビル改修工事 竹中工務店 三田国際ビル改修工事 大成建設

小田急新宿改修工事 竹中工務店 三田小山マンション新築工事 大成建設

新国立劇場改修工事 竹中工務店 渋谷美竹ビル改修工事 大成建設

新宿三丁目東宝ビル新築工事 竹中工務店 新宿ＮＳビル改修工事 大成建設

新東京療院改修工事 竹中工務店 新宿マインズタワー改修工事 大成建設

清泉女子大学改修工事 竹中工務店 新東京ビル改修工事 大成建設

製粉会館改修工事 竹中工務店 新日鐵ビル改修工事 大成建設

西武百貨店改修工事 竹中工務店 新有楽町ビル改修工事 大成建設

青山タワープレイス改修工事 竹中工務店 大手町ビル改修工事 大成建設

石福金属興業草加工場新築工事 竹中工務店 大手町野村ビル改修工事 大成建設

全国地方銀行協会改修工事 竹中工務店 第二有楽ビル改修工事 大成建設

早稲田大学所沢新築工事 竹中工務店 中目黒ＧＴタワー改修工事 大成建設

相模原新南清掃工場新築工事 竹中工務店 東京銀行協会ビル改修工事 大成建設

第一生命五反田ビル改修工事 竹中工務店 藤澤ビル改修工事 大成建設

池袋１２番街区ビル新築工事 竹中工務店 日比谷国際ビル改修工事 大成建設

朝日新聞改修工事 竹中工務店 菱和ビル改修工事 大成建設

東京オペラシティ改修工事 竹中工務店 丸ﾋﾞﾙ改修工事 大林組

東京サンケイビル改修工事 竹中工務店 新国際ビル改修工事 清水建設

東京タワー改修工事 竹中工務店 新青山ビル改修工事 間組

東京ドーム改修工事 竹中工務店 三菱東京UFJ銀行各所改修工事 三菱東京UFJ銀行

東京ミッドタウン改修工事 竹中工務店

株式会社高野　工事部　工事履歴　2009年（平成21）10月～2010年（平成22）9月

雄東京慈恵会医科大学
付属青戸病院新築工事

竹中工務店

6 page



施工現場名 建設会社・その他 施工現場名 建設会社・その他

浜離宮ビル改修工事 竹中工務店 三菱ＵＦＪ信託銀行改修工事 清水建設

ＪＲＡＷＩＮＳ後楽園改修工事 竹中工務店 新国際ビル改修工事 清水建設

ウインズ後楽園改修工事 竹中工務店 新大手町ビル改修工事 清水建設

さいたま合同庁舎改修工事 竹中工務店 赤坂ＤＳビル改修工事 清水建設

サミット世田谷成城１丁目新築工事 竹中工務店 第一三共葛西研究所改修工事 清水建設

ベンツショールーム新築工事新築工事 竹中工務店 雙葉学園改修工事 清水建設

三菱東京UFJ銀行各所改修工事 竹中工務店 ＭＭ２１ＣＳセンター改修工事 大成建設

宮殿改修工事 竹中工務店 ゲートシティー大崎改修工事 大成建設

高円宮邸改修工事 竹中工務店 東京銀行協会ビル改修工事 大成建設

滋賀銀行改修工事 竹中工務店 東京交通会館ビル改修工事 大成建設

渋谷シネマタワー改修工事 竹中工務店 日比谷国際ビル改修工事 大成建設

新丸の内ビル改修工事 竹中工務店 味の素スタジアム第１種陸上競技場改修工事 大成建設

新国立劇場中劇場改修工事 竹中工務店 民音文化センター改修工事 大成建設

新東京サンケイビル改修工事 竹中工務店 明治安田生命ビル改修工事 大成建設

新飯野ビル計画新築工事 竹中工務店 ホンダ青山ビル改修工事 間組

森下町明治座稽古場新築工事 竹中工務店 山王グランドビル改修工事 間組

早稲田大学ＧＣＳ研究開発センター新築工事 竹中工務店 新青山ビル改修工事 間組

足利銀行本店改修工事 竹中工務店 青山ビル改修工事 間組

椿山荘改修工事 竹中工務店 第一法規出版本社ビル改修工事 間組

東京オペラシティ改修工事 竹中工務店 大通庭園改修工事 宮内庁

東京タワー改修工事 竹中工務店 庁舎講堂改修工事 宮内庁

東京ミッドタウン改修工事 竹中工務店 二期庁舎改修工事 宮内庁

東京海上日動ビル新館改修工事 竹中工務店 用度課改修工事 宮内庁

東京慈恵医大青戸病院新築工事 竹中工務店 葉山御用邸改修工事 宮内庁

東京天理教館改修工事 竹中工務店 テレビ朝日本社ビル テレビ朝日

東宝調布計画新築工事 竹中工務店 六本木ＥＸビル６、７階原状復旧工事 テレビ朝日

東宝日比谷改修工事 竹中工務店 六本木ＥＸビル震災対応補修工事 テレビ朝日ベスト

東洋製罐本社ビル新築工事 竹中工務店 宮内庁賢所参集所改修工事 ナカノフドー建設

日本空港ビルディング改修工事 竹中工務店 賢所参集所改修工事 ナカノフドー建設

八木通商本社ビル改修工事 竹中工務店 千歳三菱ビル各所修繕工事 ナカノフドー建設

浜離宮ビル改修工事 竹中工務店 三田国際ビル各所改修工事 三菱地所

武田薬品工業新研究所改修工事 竹中工務店 新青山ビル改修工事 三菱地所

明治安田生命新東陽町ビル新築工事 竹中工務店 青山ビル各所改修工事 三菱地所

明治座森下改修工事 竹中工務店 三菱東京ＵＦＪ銀行各所改修工事 三菱東京ＵＦＪ銀行

野田市役所改修工事 竹中工務店 郡山応急仮設住宅工事 若松建設

理科大１号館改修工事 竹中工務店 三鷹三菱ビル改修工事 千歳興産

東武ホテルレバント東京 ＧＬ 四谷三菱ビル改修工事 千歳興産

関東病院室内改修工事 大林組 川崎ダイヤビル改修工事 千歳興産

丸ノ内仲通り改修工事 大林組 仲町小学校跡施設整備改修工事 戸田建設

丸ビル改修工事 大林組 東京天理ビル改修工事 東京天理教館

宮殿表御座所床修繕 大林組 国際ビル改修工事 藤倉工務店

宮内庁分室 大林組 三田国際ビル改修工事 藤倉工務店

御所修繕 大林組 山王グランドビル改修工事 藤倉工務店

国際ビル改修工事 大林組 新国際ビル改修工事 藤倉工務店

三菱ＵＦＪ信託銀行改修工事 大林組 ホテルメッツ鶴見横浜改修工事 日本ホテル

乃木神社東日本大震災復旧工事 大林組 高本新宿センタービル改修工事 富士エンジニアリング

郵船ビル改修工事 大林組 北園女子学生会館改修工事 北園女子学生会館

明治薬科大学改修工事 明治薬科大学

フォーシーズンホテル丸ノ内 フォーシーズンホテル

株式会社高野　工事部　工事履歴　2010年（平成22）10月～2011年（平成23）9月
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施工現場名 建設会社・その他 施工現場名 建設会社・その他

ＣＴＣ横浜情報開発センター 竹中工務店 東武ホテル成田エアーポート改修工事 ＧＬ

ＪＲＡウインズ横浜改修 竹中工務店 丸ノ内仲通りビル改修工事 大林組

ＰＣＰ丸の内ビル 竹中工務店 丸ビル改修工事 大林組

キッコーマン久喜工場新築 竹中工務店 宮殿改修工事 大林組

さいたま合同庁舎床補修 竹中工務店 御所修繕改修工事 大林組

サミット世田谷成城１丁目計画 竹中工務店 三菱樹脂ビル改修工事 大林組

ニフコ新技術センター新築工事 竹中工務店 三菱東京UFJ銀行各所改修工事 大林組

パーク２４目黒武道館 竹中工務店 神田橋パークビル改修工事 大林組

パレスサイドビル 竹中工務店 乃木神社東日本大震災復旧工事 大林組

フォスター電機 竹中工務店 豊川稲荷稲荷会館改修 大林組

三菱東京UFJ銀行各所 竹中工務店 豊島岡 大林組

横浜ベイクオーター 竹中工務店 名産関連ビル改修工事 大林組

横浜天理ビル 竹中工務店 郵船ビル改修工事 大林組

嘉エンゼル福祉会町屋特養施設新築工事 竹中工務店 御所書庫増築工事 大林組

花園饅頭新築工事 竹中工務店 帝京平成大学中野新築工事 大林組

海城学園 竹中工務店 オリンパステルモ環境改善 清水建設

高円宮邸改修工事 竹中工務店 新国際ビル改修工事 清水建設

国立音大付属中学高校 竹中工務店 新大手町ビル各所改修工事 清水建設

三笠宮寛仁邸 竹中工務店 赤坂アネックスビル 清水建設

市立付属病院市立総合センター補修工事 竹中工務店 第一三共葛西研究所 清水建設

写研本社ビル倉庫棟新築工事 竹中工務店 雙葉学園 清水建設

住生茅場町ビル改修工事 竹中工務店 ゲートシティー大崎レイアウト変更工事 大成建設

小田急新宿改修工事 竹中工務店 茨城県民生協本部建設工事 大成建設

上野駅第一生命ビル 竹中工務店 国立競技場施設整備工事 大成建設

新飯野ビル計画 竹中工務店 国立成育医療研究センター震災復旧工事 大成建設

水海道ゴルフクラブ改修 竹中工務店 東京銀行協会ビル原状回復工事 大成建設

千代田会館 竹中工務店 日新火災本社ビル震災補修工事 大成建設

全国地方銀行協会ビル 竹中工務店 ＮＴＴデータ築地ビル改修 間組

大和證券国立 竹中工務店 ホンダ青山ビル改修 間組

東京オペラシティ改修工事 竹中工務店 山王グランドビル改修工事 間組

東京サンケイビル 竹中工務店 新青山ビル西館２階クロス工事他 間組

東京スイミングセンター 竹中工務店 青山ビル６階給湯室長尺シート補修他 間組

東京ドーム改修工事 竹中工務店 第一法規出版本社ビル改修工事 間組

東京慈恵医大青戸病院新築 竹中工務店 立川曙町ビル改修工事 間組

東京天理教館 竹中工務店 テレビ朝日本社ビル改修工事 テレビ朝日

東京理科大野田校舎改修 竹中工務店 アーク放送センター改修工事 テレビ朝日ベスト

東中野駅ビル 竹中工務店 コロンブスビル原状回復工事 テレビ朝日ベスト

東洋製罐本社ビル新築 竹中工務店 テレビ朝日強羅クラブ改修工事 テレビ朝日ベスト

弐番町センタービル改修工事 竹中工務店 三菱東京UFJ銀行各所改修工事 ナカノフドー建設

日銀鳥井坂分館 竹中工務店 千歳三菱ビル各所修繕工事 ナカノフドー建設

日銀南分館 竹中工務店 岸本ビル共用廊下改修工事 岸本エステート

日本興亜損保改修工事 竹中工務店 庁舎賜物伝達室カーペット他 宮内庁

日本空港ビルディングチケットロビー改修工事 竹中工務店 特別養護老人ホーム高ヶ坂ひかり苑新築工事 建装社

八千代市市民会館大規模改修 竹中工務店 山野美容専門学校内装工事 山野美容専門学校

明治安田生命改修工事 竹中工務店 東京天理ビル 東京天理教館

明治座リフレッシュコーナー内装工事 竹中工務店 三田国際ビル改修工事 藤倉工務店

虎ノ門二丁目タワー改修 ワンズベスト 山王グランドビル改修工事 藤倉工務店

雙葉学園小学校改修工事 シミズビルライフケア 富士ビル改修工事 藤倉工務店

Ｄｒストレッチ相模大野店改修工事 ハンデックス

リーボック改修工事 ハンデックス

株式会社高野　工事部　工事履歴　2011年（平成23）10月～2012年（平成24）9月
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施工現場名 建設会社・その他 施工現場名 建設会社・その他

武蔵小杉駅南口地区東街区再開発新築工事竹中工務店 明星大学１５号館改修 竹中工務店

渋谷教育学園幕張中高図書館棟新築工事 竹中工務店 南町田病院 竹中工務店

西麻布土地利用計画新築工事 竹中工務店 ＫＳホーム吉祥寺商業ビル 竹中工務店

東京慈恵医大青戸病院新築 竹中工務店 上野駅前第一生命ビル 竹中工務店

東京理科大野田光触媒研究棟 竹中工務店 立正佼成会病院新築 竹中工務店

石福金属草加工場３期新築 竹中工務店 （仮称）大田区山王三丁目計画 竹中工務店

ＪＲＡウインズ横浜改修 竹中工務店 プラウド鎌倉岩瀬新築工事 竹中工務店

フォスター電機 竹中工務店 北里大学病院新病院新築工事 竹中工務店

中野３丁目マンション 竹中工務店 北里大学病院１・２号館改修 竹中工務店

大塚３丁目計画 竹中工務店 青木藤崎１丁目計画 竹中工務店

中野中央計画 竹中工務店 コニカミノルタ八王子ＳＫＴ 竹中工務店

栃木日東工器第７工場 竹中工務店 東京理科大野田校舎１０号館改修 竹中工務店

耐震復旧ＭＫホール 竹中工務店 東京理科大野田生命医科学研究棟 竹中工務店

ＮＴＴ新青葉通ビル新築工事 竹中工務店 日清食品ＨＤ八王子研究所 竹中工務店

日本食研千葉新粉体工場 竹中工務店 荏原製作所藤沢事業所本館新築 竹中工務店

和光司法研修所 竹中工務店 堀商ビル 竹中工務店

プラウド南麻布 竹中工務店 東京オペラシティ改修工事 竹中工務店

東京理科大学葛飾キャンパス 竹中工務店 松涛美術館総合改修工事 竹中工務店

砂町友愛園 竹中工務店 武蔵小杉駅南口地区再開発新築 竹中工務店

銀座松坂屋別館 竹中工務店 レニア会新築工事 竹中工務店

芝公園ホテル 竹中工務店 明治薬科大サテライトキャンパス 竹中工務店

平成立石病院 竹中工務店 日本ライフライン小山工場 竹中工務店

（仮称）馬事公苑計画 竹中工務店 東京ドーム青ビル 竹中工務店

中野本町２丁目新築工事 竹中工務店 プラウド南麻布 竹中工務店

資生堂本社ビル 竹中工務店 新宿東宝ビル新築工事 竹中工務店

ニフコ新技術センター新築工事 竹中工務店 西麻布土地利用計画新築工事 竹中工務店

北里大学病院新病院新築工事 竹中工務店 東京サンケイビル 竹中工務店

野田鎌田学園杉並高等専修学校新築計画 竹中工務店 東京海上日動ビル改修工事 竹中工務店

嘉エンゼル福祉会町屋特養施設新築工事 竹中工務店 青山ビル改修 安藤・間

帝京平成大学中野新築工事 大林組 ホンダ青山ビル改修 安藤・間

丸の内仲通りビル改修工事 大林組 新青山ビル改修 安藤・間

国際ビル改修工事 大林組 山王グランドビル改修工事 安藤・間

赤坂ＤⅡビル 清水建設 神田橋パークビル内装改修工事 大林組

第一三共葛西研究所５号館他改修 清水建設 丸ビル改修工事 大林組

川崎定徳ビル 清水建設 日本ビル改修工事 藤倉工務店

雙葉学園 清水建設 国際ビル改修工事 藤倉工務店

藤澤ビル改修 大成建設 第一三共葛西研究所改修 清水建設

新宿マインズタワー改修 大成建設 豊洲Ｂ３街区３－２街区 清水建設

新有楽町ビル改修工事 大成建設 晴海パークビル改修工事 清水建設

新東京ビル改修工事 大成建設 藤澤ビル改修 大成建設

三田国際ビル改修工事 大成建設 三田国際ビル改修工事 大成建設

大手町ビル改修工事 大成建設 大手町ビル改修工事 大成建設

ホンダ青山ビル改修 間組 新宿マインズタワー改修 大成建設

青山ビル改修 間組 ＪＡ埼玉ひびきの本店建設工事 大成建設

赤坂ビル改修 間組 豊玉サンライトマンション 大成建設

テレビ朝日本社ビル改修工事 テレビ朝日 練馬サンライトマンション 大成建設

赤羽リハビリテーション病院新築 ナカノフドー建設 昭和大学新豊洲病院新築工事 大成建設

都立第三商業高校 ナカノフドー建設 欲風会病院改築・介護老人保健 大成建設

日本ビル改修工事 藤倉工務店 テレビ朝日本社ビル改修工事 テレビ朝日ベスト

新青山ビル改修工事 藤倉工務店 ものずくりナノ医療イノベーションセンター ナカノフドー建設

２０１３．１０～２０１４．９（平成26年度）

株式会社高野　工事部　工事履歴　2012年（平成24）10月～2014年（平成26）9月

２０１２．１０～２０１３．９（平成25年度）
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施工現場名 建設会社・その他 施工現場名 建設会社・その他

ルピナス国立 竹中工務店 セイコーエプソン本館 竹中工務店

花と森の東京病院 竹中工務店 明治薬科大学 竹中工務店

慈恵医大狛江第三病院 竹中工務店 大日本印刷左内町ビル 竹中工務店

慈恵医大青戸病院増築工事 竹中工務店 東京マツダ亀戸ＢＭＷショールーム 竹中工務店

フェリス女学院新築工事 竹中工務店 慈恵医大青戸病院改修工事 竹中工務店

北里大学病院１・２号館改修 竹中工務店 造幣局東京支局さいたま新都心 竹中工務店

東京理科大学野田校舎改修工事 竹中工務店 オーディオテクニカ 竹中工務店

ＭＭ２１地区４５街区開発計画 竹中工務店 川崎臨港病院新築工事 竹中工務店

日世東松山新工場 竹中工務店 オリックス上野ビル 竹中工務店

ニコン相模原製作所 竹中工務店 東京理科大野田校舎３号館改修 竹中工務店

早稲田大学ＳＬＳＩ研究開発センター 竹中工務店 凸版印刷川口工場 竹中工務店

メトロ文化財団本館新築工事 竹中工務店 横浜アリーナ大規模改修 竹中工務店

東京サンケイビル 竹中工務店 新日鐵住金代々木倶楽部 竹中工務店

丸ノ内パークビル改修工事 竹中工務店 丸ノ内パークビル改修工事 竹中工務店

三菱ビル改修工事 竹中工務店 東京オペラシティ改修工事 竹中工務店

（仮称）千鳥ケ淵プロジェクト 竹中工務店 東京倶楽部改修工事 竹中工務店

元麻布三丁目ＰＪ新築工事 竹中工務店 杏林大学井の頭キャンパス 竹中工務店

ＪＲＡウインズ横浜新築 竹中工務店 栄研化学野木 竹中工務店

ロッテ浦和工場新築 竹中工務店 カワタケビル 竹中工務店

三井不小杉陣屋町レジデンス 竹中工務店 柏駅東口Ｄ街区再開発新築工事 竹中工務店

武蔵小杉ＳＣ新築工事 竹中工務店 後楽園ホールビル 竹中工務店

洗足学園音楽大学教室棟新築 竹中工務店 上大崎マンション 竹中工務店

栄研化学野木再構築 竹中工務店 ペングローブ７丁目計画新築 竹中工務店

柏駅東口Ｄ街区再開発新築工事 竹中工務店 フィデリティ投信改修工事 竹中工務店

東京ドーム改修工事 竹中工務店 新青山ビル改修 安藤・間

プラウド白金台 竹中工務店 第一法規出版本社ビル改修 安藤・間

新宿東宝ビル新築工事 竹中工務店 山王グランドビル改修工事 安藤・間

東京海上日動ビルリニューアル 竹中工務店 神田橋パークビル改修 大林組

新青山ビル改修 安藤・間 三菱ＵＦＪ信託各所改修 大林組

神田橋パークビル改修 大林組 丸ビル改修工事 大林組

三菱ＵＦＪ信託銀行改修 大林組 郵船ビル改修工事 大林組

東京ビル改修工事 藤倉工務店 第一三共葛西研究所中央棟他 清水建設

新青山ビル改修工事 藤倉工務店 三菱ＵＦＪ信託銀行五反田支店 清水建設

豊洲Ｂ３街区３－２街区 清水建設 雙葉学園 清水建設

新日石ビル改修工事 清水建設 大手町フィナンシャルシティー 清水建設

新大手町ビル改修工事 清水建設 多摩第４ネットワークＣ第３ビル 大成建設

神田外語学院耐震他改修工事 大成建設 あいおい新宿ビル 大成建設

りそな銀行豪徳寺支店新築工事 大成建設 藤澤ビル改修 大成建設

藤澤ビル改修工事 大成建設 世田谷郵便局 大成建設

新宿マインズタワー改修 大成建設 ゲートシティ大崎改修 大成建設

有楽町ビル改修工事 大成建設 新有楽町ビル改修工事 大成建設

新東京ビル各所改修工事 大成建設 日比谷国際ビル改修工事 大成建設

日比谷国際ビル改修工事 大成建設 三田国際ビル改修工事 大成建設

三田国際ビル改修工事 大成建設 大手町ビル改修工事 大成建設

大手町ビル改修工事 大成建設 国際ビル改修工事 藤倉工務店

創価学園栄光寮新築工事 大成建設 東京国際大学第一キャンパス 富士エンジニアリング

テレビ朝日本社ビル改修工事 テレビ朝日ベスト 六本木三丁目再開発住宅棟 Ｊ．Ｖ．大成建設㈱

仮称）有料老人ホーム里安邸新築 ナカノフドー建設 テレビ朝日本社ビル改修工事 テレビ朝日ベスト

丸の内二丁目ビル改修工事 松下産業 国際ビル改修工事 松下産業

イオンレイクタウン改修工事 松下産業 豊洲フォレシアビル改修工事 松下産業

２０１４．１０～２０１５．９（平成27年度） ２０１５．１０～２０１６．９（平成28年度）

株式会社高野　工事部　工事履歴　2014年（平成26）10月～2016年（平成28）9月
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施工現場名 建設会社・その他 施工現場名 建設会社・その他

武蔵小杉２丁目計画 竹中工務店 武蔵小杉２丁目計画 竹中工務店

東京オペラシティ改修工事 竹中工務店 東京オペラシティ改修工事 竹中工務店

コンソレイユホテル芝改修 竹中工務店 三田ベルジュ改修 竹中工務店

港区役所庁舎大規模改修 竹中工務店 東京タワー改修 竹中工務店

大手町1-1　B棟 竹中工務店 日本海事検定協会ビル 竹中工務店

慈恵医大西新橋キャンパス 竹中工務店 大手町パークビルテナント入居工事 竹中工務店

G-7ビル改修 竹中工務店 G-7ビル改修 竹中工務店

東京サンケイビル改修 竹中工務店 東京理科大学野田校舎６号館改修 竹中工務店

熱海MOA美術館 竹中工務店 慈恵医大病院改修 竹中工務店

栄研化学野木 竹中工務店 新東京武田ビル 竹中工務店

国際法務総合センター 竹中工務店 東京マツダビル 竹中工務店

セイコーエプソン本館改修 竹中工務店 東京サンケイビル改修 竹中工務店

商工中金上野ビル改修 竹中工務店 山口不動産大塚北口マンション 竹中工務店

平成立石病院改修 竹中工務店 双日高輪４丁目計画 竹中工務店

凸版印刷川口工場 竹中工務店 松坂屋上野店 竹中工務店

石福金属独身寮 竹中工務店 中央大学多摩キャンパス 竹中工務店

品川GCT改修 竹中工務店 商工中金第一生命上野ビル改修 竹中工務店

日本ライフライン小山改修 竹中工務店 横浜プラザビル改修 竹中工務店

新丸ビル改修 竹中工務店 慶應大学病院 竹中工務店

川崎研究開発センター 竹中工務店 国分寺駅前マンション 竹中工務店

ペプチドリーム 竹中工務店 洗足学園ダンス棟 竹中工務店

新宿ハイアットホテル改修 竹中工務店 三菱ビル改修 竹中工務店

パレスサイドビル１階コンコース改修 竹中工務店 丸の内パークビル改修 竹中工務店

東京タワー改修 竹中工務店 東京海上ビル改修 竹中工務店

白金２丁目計画 竹中工務店 新丸ビル改修 竹中工務店

新青山ビル改修 安藤・間 芝公園フロントタワー 竹中工務店

山王グランドビル改修工事 安藤・間 新青山ビル改修 安藤・間

丸ビル改修工事 大林組 山王グランドビル改修工事 安藤・間

三菱ＵＦＪ信託各所改修 大林組 リコー仲町台事業所 安藤・間

第一三共葛西研究所改修 清水建設 丸ビル改修工事 大林組

三菱ＵＦＪ信託銀行上野支店 清水建設 三菱ＵＦＪ信託各所改修 大林組

新大手町ビル改修 清水建設 三菱ＵＦＪ信託銀行港南ビル 清水建設

ゲートシティ大崎改修 大成建設 新大手町ビル改修 清水建設

新有楽町ビル改修工事 大成建設 南麻布四丁目計画 大成建設

日比谷国際ビル改修工事 大成建設 新有楽町ビル改修工事 大成建設

三田国際ビル改修工事 大成建設 日比谷国際ビル改修工事 大成建設

大手町ビル改修工事 大成建設 三田国際ビル改修工事 大成建設

新東京ビル改修工事 大成建設 大手町ビル改修工事 大成建設

藤澤ビル改修 大成建設 新東京ビル改修工事 大成建設

国際ビル改修工事 藤倉工務店 マインズタワー改修 大成建設

新国際ビル改修工事 藤倉工務店 都立江北高等学校改築 ナカノフドー建設

新青山ビル改修 藤倉工務店 新国際ビル改修工事 藤倉工務店

テレビ朝日本社ビル改修工事 テレビ朝日ベスト 新青山ビル改修 藤倉工務店

国際ビル改修工事 松下産業 テレビ朝日本社ビル改修工事 テレビ朝日ベスト

丸ビル改修工事 松下産業 国際ビル改修工事 松下産業

丸の内仲通りビル改修 松下産業 丸ビル改修工事 松下産業

丸の内二丁目ビル改修 松下産業 丸の内二丁目ビル改修 松下産業

御幸ビル改修 稲葉建設 東武ホテルレバント東京 GL

明徳事務所 サンエイ スーパーホテル立川 きんでん

東武ホテルレバント東京客室 GL スーパーホテル新横浜 きんでん

株式会社高野　工事部　工事履歴　2016年（平成28）10月～2018年（平成30）9月

２０１６．１０～２０１７．９（平成29年度） ２０１７．１０～２０１８．９（平成30年度）
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施工現場名 建設会社・その他

日本橋高島屋 竹中工務店

高井戸テニスクラブ 竹中工務店

東京サンケイビル改修 竹中工務店

コニカミノルタプラネタリウム 竹中工務店

東京ドーム改修 竹中工務店

白金２丁目計画 竹中工務店

モリタウン本館 竹中工務店

THI計画 竹中工務店

JIRO元麻布 竹中工務店

芝公園フロントタワー 竹中工務店

東京マツダ調布計画 竹中工務店

凸版印刷深谷工場 竹中工務店

港区役所大規模改修 竹中工務店

東京オペラシティ改修 竹中工務店

高崎文化芸術センター 竹中工務店

三菱ビル改修 竹中工務店

丸の内パークビル改修 竹中工務店

東京海上ビル改修 竹中工務店

新丸ビル改修 竹中工務店

ヒロセ電機菊名事業所 竹中工務店

慈恵医大病院 竹中工務店

埼北物流センター 竹中工務店

東京理科大野田校舎 竹中工務店

大手町パークビル改修 竹中工務店

柏高島屋ステーションモール 竹中工務店

品川CT改修 竹中工務店

東京タワー改修 竹中工務店

山王グランドビル改修工事 安藤・間

新青山ビル改修 安藤・間

丸ビル改修工事 大林組

三菱ＵＦＪ信託各所改修 大林組

三菱ＵＦＪ信託銀行西大井 清水建設

新大手町ビル改修 清水建設

第一三共葛西研究所 清水建設

新有楽町ビル改修工事 大成建設

日比谷国際ビル改修工事 大成建設

三田国際ビル改修工事 大成建設

大手町ビル改修工事 大成建設

新東京ビル改修工事 大成建設

マインズタワー改修 大成建設

テレビ朝日本社ビル改修工事 テレビ朝日ベスト

新国際ビル改修 藤倉工務店

新青山ビル改修 藤倉工務店

豊洲フォレシアビル改修 松下産業

国際ビル改修工事 松下産業

丸ビル改修工事 松下産業

丸の内二丁目ビル改修 松下産業

ウインズ銀座 きんでん

昭和大学病院旗の台 きんでん

JR研修センター きんでん
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施工現場名 建設会社・その他 施工現場名 建設会社・その他

江東区北砂丸和ビル新築工事 大和ハウス工業㈱ 友和ビル防水修繕工事 小町建設㈱

ノジマ横須賀店舗工事 大和ハウス工業㈱ 海老名市立大谷南2-10-1防水改修工事 小町建設㈱

ＴＨＫ新潟㈱防水改修工事 大和ハウス工業㈱ 海老名市立今泉中学校防水改修工事 小町建設㈱

タカラスタンダード港北ショールーム新築工事 大和ハウス工業㈱ ハイム下鶴間屋上防水改修工事 小町建設㈱

ミヤケインダストリー工事 大和ハウス工業㈱ アークヒル湘南　バルコニー防水改修工事 小町建設㈱

協和コーポラス貸施設新築工事 大和ハウス工業㈱ シャトレー清水　防水改修工事 小町建設㈱

菱和興産貸ビル新築工事 大和ハウス工業㈱ 栗原中学校外壁防水改修工事 小町建設㈱

横浜銀行鹿嶋田支店新築工事 大和ハウス工業㈱ 海老名中央公園漏水補修工事 小町建設株

松戸駅前クリニック改修工事 大和ハウスリフォーム㈱ さがみ野グリーンライフ改修工事 小町建設㈱

板橋石川マンション改修工事 大和ハウスリフォーム㈱ 海老名防火水槽防水 小町建設㈱

ジェネシス・モール　防水改修工事 大和ハウスリフォーム㈱ 東建ニューハイツ防水改修工事 小町建設㈱

ヴァンベール鶴　屋上防水改修工事 大和ハウスリフォーム㈱ さがみ野ロペ防水補修工事 小町建設㈱

リビングタウン北上尾防水改修工事 大和ハウスリフォーム㈱ さがみ野駅ビル防水補修工事 小町建設㈱

大熊ビル防水改修工事 大和ハウスリフォーム㈱ さがみ野グリーンライフ2期改修 小町建設㈱

Ｉ・ヴィレッジ堀崎　防水改修工事 大和ハウスリフォーム㈱ クリオさがみ野壱番館改修工事 小町建設㈱

小島マンション防水改修工事 大和ハウスリフォーム㈱ トピー工業漏水補修工事 小町建設㈱

エコランド　屋根防水改修工事 大和ハウスリフォーム㈱ 小笠原ビル改修工事 小町建設㈱

メゾン・スヌーピー　防滑シート貼り替え 大和ハウスリフォーム㈱ グランモール横浜公園整備工事（防水） J･Vサカタのタネ田口

アネックス　防滑シート工事 大和ハウスリフォーム㈱ 成田空港連絡通路防水工事 三楽ルーフシステム㈱

高橋クリニック防水改修工事 大和ハウスリフォーム㈱ サミー川越工場屋根防水工事 三楽ルーフシステム㈱

西荻南4丁目児童福祉施設防水改修工事 ロンシール工業㈱ 日産横浜２地区耐久実験棟防水改修 正光建設㈱

花澤耳鼻科防水改修工事 ロンシール工業㈱ 横）2地区受電所防水改修工事 正光建設㈱

ＣＦハイツ屋根防水改修工事 ロンシール工業㈱ 横）4地区受電所屋上防水更新工事 正光建設㈱

シーエス薬品屋上防水改修工事 ロンシール工業㈱ 日産本牧工場守衛所屋根防水工事 正光建設㈱

カルソニック佐野ＴＣ２本館屋根改修 フジタ㈱ 日産３地区屋根改修工事 正光建設㈱

桜上水マンション防滑シート補修 ㈱合人社計画研究所 日産守衛所屋根防水工事 正光建設㈱

アベイル白浜廊下、外部階段改修工事 ㈱合人社計画研究所 取手市立吉田小学校改造工事 ㈱大翔工業

ダイアパレス京成小岩防水改修 ㈱合人社計画研究所 昭和島ロジテムセンター水耕室防水工事 日軽パネルシステム㈱

亀戸リリエンハイム防水改修工事 ㈱合人社計画研究所 谷中防災・コミュニティ施設改築 ＭＡＸ　KENZO㈱

エステプラザ市川北国分前臭気管交換工事 ㈱合人社計画研究所 多摩第二小学校校舎建て替え工事 ＭＡＸ　KENZO㈱

エステプラザ市川北国分駅前廊下外部階段改修工事 ㈱合人社計画研究所 パシフィコ横浜６Ｆ機械室内防水 ㈱松尾工務店

理化学研究所南棟防水改修工事 ㈱アルテック 明大生田キヤンパス３号館防水改修工事 三池建設工業㈱

洋光台ビューハイツ防水修繕工事 ㈱アルテック ダイキン工業㈱世田谷ＳＳ防水補修工事 ㈲三保谷建設

葉山一色小学校屋根補修工事 ㈱アルテック 松井外科病院防水補修工事 ㈲三保谷建設

町田マルイ改修工事 ㈱アルテック フォルクスワーゲン写真スタジオ工事 ㈲三保谷建設

（仮称）山手Ｒ邸新築工事 ㈱アルテック さかえ福祉活動ホーム改修工事 ㈲三保谷建設

程ヶ谷カントリー防水工事 ㈱アクシス 深谷小学校防水補修工事 ㈲三保谷建設

㈱ロッテ浦和工場鋼板デッキ下地屋根防水工事 ガイア㈱

株式会社高野　防水リニューアル部　工事履歴　2013年（平成25年）10月～2016年（平成28年）9月
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施工現場名 建設会社・その他 施工現場名 建設会社・その他

リステージ新杉田　防水改修工事 ㈱アルテック 程塚様プロジェクト新築 大和ハウス工業㈱

中外製薬御殿場　屋根改修工事 ㈱アルテック 河原様貸施設新築 大和ハウス工業㈱

クレストフォルム横浜サウスステージ改修工事 ㈱アルテック ㈱放電大和精密加工研究所新築 大和ハウス工業㈱

アマダ伊勢原防水改修工事 ㈱アルテック 宿河原２丁目計画 大和ハウス工業㈱

京町２丁目介護施設計画 大和ハウス工業㈱ 江戸川区北小岩PJ 大和ハウス工業㈱

花珠の家あさひ新築工事 大和ハウス工業㈱ 中山様貸施設新築工事 大和ハウス工業㈱

和み邸中山新築工事 大和ハウス工業㈱ 町田せりがやクリニック新築工事 大和ハウス工業㈱

栄区笠間プロジェクト 大和ハウス工業㈱ 生麦１丁目新築工事 大和ハウス工業㈱

中区元町新築工事 大和ハウス工業㈱ 東北大学ユニバーシティ・ハウス新築工事 大和ハウス工業㈱

鶴見区工業高校跡地計画 大和ハウス工業㈱ クラーチ・ファミリア東有馬新築工事 大和ハウス工業㈱

港北区下田町プロジェクト 大和ハウス工業㈱ プリミエール外部改修工事 大和ハウスリフォーム㈱

菊名７丁目新築 大和ハウス工業㈱ 松本邸外装リフレッシュ工事 大和ハウスリフォーム㈱

ステージ中川新築工事 大和ハウス工業㈱ コーポ田中改修工事 大和ハウスリフォーム㈱

陽光台５丁目新築工事 大和ハウス工業㈱ コーナス鎌田改修工事 大和ハウスリフォーム㈱

東戸塚品野町PJ 大和ハウス工業㈱ フォンティーヌ東大宮改修工事 大和ハウスリフォーム㈱

港北区大倉山３丁目新築 大和ハウス工業㈱ 第五やすらぎ園新築工事 MAX KENZO㈱

大谷様貸施設新築 大和ハウス工業㈱ JA東京みどり新築工事 MAX KENZO㈱

宮崎台医療モール新築 大和ハウス工業㈱ つくば理想科学新築工事 MAX KENZO㈱

臼井様貸施設新築工事 大和ハウス工業㈱ 渋谷区南街区プロジェクト MAX KENZO㈱

大船１丁目計画新築工事 大和ハウス工業㈱ モランボン本社ビル改修工事 MAX KENZO㈱

練馬区三原台Pj 大和ハウス工業㈱ 町屋光明寺新築工事 MAX KENZO㈱

川崎真心生楽館新築 大和ハウス工業㈱ 高座清掃工場新築工事 ㈱フジタ

SHV小田原新築 大和ハウス工業㈱ 富山市総曲輪３丁目再開発新築工事 ㈱フジタ

竹山３丁目複合施設計画 大和ハウス工業㈱ カルソニック佐野食堂棟屋根防水改修工事 ㈱フジタ

エムアセット新築工事 大和ハウス工業㈱ 常総物流センター新築工事 ㈱フジタ

磯子区岡村計画 大和ハウス工業㈱ ロイヤルシャトー船橋塚田防水工事 ㈱合人社計画研究所

尾幡様貸施設新築 大和ハウス工業㈱ ライオンズステーションプラザ西船橋改修工事 ㈱合人社計画研究所

横浜日野自動車横浜支店新築工事 大和ハウス工業㈱ ディアステージ西船橋改修工事 ㈱合人社計画研究所

天王町１丁目計画 大和ハウス工業㈱ 中新田住宅防水改修工事 小町建設㈱

峰岡町１丁目計画 大和ハウス工業㈱ コースター河本　屋根改修工事 小町建設㈱

港北区矢上プロジェクト 大和ハウス工業㈱ 海老名庁舎改修工事 小町建設㈱

青葉区市ヶ尾保育園新築 大和ハウス工業㈱ 日産専用船㈱改修工事 正光建設㈱

ノイズ研究所新築工事 大和ハウス工業㈱ 日産KD事務所改修工事 正光建設㈱

世田谷桜丘マンション新築工事 大和ハウス工業㈱ 成田空港中央ビル屋上防水改修工事 ㈱大翔工業

荏田北プロジェクト 大和ハウス工業㈱ ダイワロイネットホテル青森駅前新築工事 倉橋建設㈱

田代鉄工所本社建替え工事 大和ハウス工業㈱ 東北大学６号棟新築工事 中城建設㈱

港南台８丁目新築工事 大和ハウス工業㈱ パシフィコ横浜車路防水工事 ㈱松尾工務店

十年座間新築工事 大和ハウス工業㈱ 鎌倉遠藤邸改修工事 (有)三保谷建設
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