
2016 TAKENAKA　主要工事

q北海道庁本庁舎耐震改修（北海道竹和会）
㈱藤井工務店　㈱鳥山土建　㈱國上工務店　朝日機材㈱　㈲山下組　ヒロセ㈱　
丸敏菊地工業㈱　㈱タケイチ工業　日本防水総業㈱　㈱コーサイ　㈱トビ
キン　ナカ工業㈱　日新産業㈱　AGC硝子建材㈱　佐藤興業㈱　㈱クワザ
ワ工業　㈱ユーキ　岡本産業㈱　コクヨ北海道販売㈱　東和産業㈱　㈱サン
キット・エーイー　北信産業㈱　今井金商㈱　㈱きんでん　高砂熱学工業㈱

w石巻市立病院（東北竹和会）
㈱平川工務店　㈱藤井工務店　㈱佐々木組　遠藤興業㈱　㈱髙山鉄筋工業所　
東北岡谷鋼機㈱　東洋テクノ㈱　㈱ムラヤマ　㈱板垣鉄工所　朝日機材㈱　
㈱横森製作所　東建エンジニアリング㈱　㈲イワマ　日新建工㈱　守屋木
材㈱　三晃金属工業㈱　㈲髙橋資材　幸工業　三和シヤッター工業㈱　三協
立山㈱　ナブコシステム㈱　石井硝子㈱　佐藤興業㈱　㈱丸西　東亜道路工
業㈱　古積造園土木㈱　㈱レンタルのニッケン　㈱きんでん　㈱朝日工業社　
㈱晃和工業

e福島県本庁舎耐震改修（建築）（東北竹和会）
㈱佐々木組　㈱ムラヤマ　朝日機材㈱　㈲小林組　東亜道路工業㈱　㈲イ
ワマ　日新建工㈱　㈱丸本工業所　守屋木材㈱　東建エンジニアリング㈱
㈲髙橋資材　和田装備㈱　三晃金属工業㈱　佐藤製線販売㈱　三和シヤッ
ター工業㈱　三協立山㈱　ナブコシステム㈱　石井硝子㈱　東北硝子建材㈱
佐藤興業㈱　㈱丸西　㈱川上商店　東亜道路工業㈱

r積水ハウス上大崎マンション（東京竹和会）
小林建設㈱　青木土木㈱　㈲西善鉄筋　㈱横森製作所　朝日機材㈱　神田斫
工業㈱　五和通商㈱　㈱村井業務店　ケーオーディー㈱　井上瀝青工業㈱　
マルニシテグラ㈱　三誓金属㈱　㈱峰村金属工事　栗原工業㈱　三協立山㈱
三和シヤッター工業㈱　㈱LIXIL　三和タジマ㈱　新和硝子㈱　㈱東京三木
塗装店　㈱助友　㈱高野　サンエム工業㈱　三恵㈱　タカラスタンダード㈱
明治リビング㈱　㈱ウェイズ　㈱備広　ティーシートレーディング㈱　六興
電気㈱　㈱城口研究所

q北海道庁本庁舎耐震改修　　北海道札幌市
設計・㈱ドーコン　当社：本井和彦　　施工・三浦裕悦　鹿野　譲
構造階数　RC･SRC／B2,F12,P3　延床面積　57,563m2

e福島県本庁舎耐震改修（建築）　　福島県福島市
設計・㈱山下設計　　施工・黒川兼正
構造階数　B1,F5　延床面積　22,065m2

w石巻市立病院　　宮城県石巻市
設計・㈱久米設計　　施工・岡澤良三郎
構造階数　S／F7　延床面積　23,921m2

r積水ハウス上大崎マンション　　東京都品川区
設計・当社：井上博明　　施工・徳永　巧
構造階数　RC･S／F23,P1　延床面積　9,129m2



u柏駅東口D街区第一地区第一種市街地再開発事業
（東京竹和会）

協和建設㈱　双日与志本林業㈱　㈱藤井工務店　㈱秀中土木　目黒建設㈱
㈱トーハンスチール　㈱ニッセイ建設　五和通商㈱　㈱高山基礎工業　㈱角藤
㈱アイ・メックス　エスケー化研㈱　㈱横森製作所　㈱ヤマックス　前田製
管㈱　神田斫工業㈱　ジェコス㈱　日圧㈱　東亜道路工業㈱　朝日機材㈱
㈱村井業務店　東建エンジニアリング㈱　ケーオーディー㈱　㈱ケルビン
㈱マサル　奥山化工業㈱　マルニシテグラ㈱　栗原工業㈱　三誓金属㈱　三協
立山㈱　綿半ソリューションズ㈱　㈱LIXIL　文化シヤッター㈱　㈱LIXIL
鈴木シャッター　三和タジマ㈱　㈱山田商店　佐藤興業㈱　㈱スリーティート
明治リビング㈱　三恵㈱　㈱助友　ニチアス㈱　㈱高野　岩谷テクノ㈱　三洋
工業㈱　㈱ファーストビルト　ナブコシステム㈱　タカラスタンダード㈱
太平洋セメント販売㈱　浅海電気㈱　斎久工業㈱

tトライセブン	ロッポンギ（東京竹和会）
小林建設㈱　青木土木㈱　関都建設㈱　㈱藤鋼業　大野機械土木㈱　㈱高山
基礎工業　川田工業㈱　㈱アイ・メックス　㈱横森製作所　川岸工業㈱　藤
木鉄工㈱　神田斫工業㈱　丸藤シートパイル㈱　日圧㈱　㈱丸産技研　㈱ア
ルシェ　㈱村井業務店　㈲上田技官　東建エンジニアリング㈱　㈱ケルビン
㈱マサル　井上瀝青工業㈱　山栄興業㈱　㈱TAKAO　マルニシテグラ㈱
三誓金属㈱　㈱吉橋興業　三晃金属工業㈱　三和シヤッター工業㈱　三和タ
ジマ㈱　㈱LIXIL　ナブコシステム㈱　文化シヤッター㈱　新和硝子㈱　㈱山
田商店　㈱中村塗装店　エスケー化研㈱　新星塗装㈱　㈱オクジュー　㈱明和
㈱高野　㈱瀧田　オーエム機器㈱　㈱ファーストビルト　東亜道路工業㈱
TOTOエンジニアリング㈱　日本ビソー㈱　朝日機材㈱　五和通商㈱　㈱き
んでん　斎久工業㈱　新菱冷熱工業㈱

y造幣局さいたま支局（東京竹和会）
協和建設㈱　青木土木㈱　㈱藤鋼業　㈱角藤　㈱加藤組鉄工所　㈱横森製作所　
高野工業㈱　日圧㈱　千代田重機工事㈱　東明興業㈱　朝日機材㈱　西澤工
業㈱　㈱エービーシー商会　㈱浪花組　井上瀝青工業㈱　㈱ケルビン　ハシ
モ㈱　サンクリエイテム工業㈱　栗原工業㈱　㈱ヒロタ　三協立山㈱　㈱山
田商店　佐藤興業㈱　㈱助友　日本建工㈱　㈱オクジュー　㈱高野　大岳産
業㈱　㈱ウミイチ　㈱ビスムカンパニー　タカラスタンダード㈱　スミセ建
材㈱　㈱ヤマックス　㈱きんでん　不二熱学工業㈱　新菱冷熱工業㈱

tトライセブン	ロッポンギ　　東京都港区
設計・当社：梅原　豊　　施工・西村和也　北村寿一
構造階数　SRC･S･CFT／B2,F14,P2　延床面積　31,416m2

y造幣局さいたま支局　　埼玉県さいたま市
設計・当社：大日方淳夫　　施工・加藤拓郎
構造階数　SRC･RC･S／F7　延床面積　19,379m2

u柏駅東口Ｄ街区第一地区第一種市街地再開発事業　　千葉県柏市
設計・当社：池田　達　　施工・辻石慎治
構造階数　RC･S／B1,F27,P1　延床面積　44,086m2



!0立川綜合病院長岡本院移転（東京竹和会）
青木土木㈱　㈱丸産技研　㈱矢嶋　エスケー化研㈱　川岸工業㈱　高橋カー
テンウォール工業㈱　前田製管㈱　東京重機㈱　千代田重機工事㈱　㈱ア
イ・メックス　朝日機材㈱　㈱いりやまと　㈱角藤　井上瀝青工業㈱　三和
シヤッター工業㈱　三協立山㈱　田中サッシュ工業㈱　㈱山田商店　㈱アル
シェ　佐藤興業㈱　三洋工業㈱　㈱助友　㈱瀧田　日本建工㈱　三谷商事㈱
㈱関電工　菱機工業㈱　東洋熱工業㈱

!1東京楽天地浅草再開発計画（東京竹和会）
㈱荻野工務店　向井建設㈱　青木土木㈱　㈱トーハンスチール　㈱藤鋼業　
㈱丸産技研　㈱矢嶋　㈱磯工事　丸藤シートパイル㈱　福山建設工業㈱　東亜
道路工業㈱　㈲上田技官　㈱村井業務店　東建エンジニアリング㈱　井上瀝
青工業㈱　㈱ケルビン　㈱上條石材工業　ハシモ㈱　㈱メタルプランニング　
三誓金属㈱　㈱LIXIL　三和シヤッター工業㈱　文化シヤッター㈱　
㈱LIXIL鈴木シャッター　田中サッシュ工業㈱　ナブコシステム㈱　新和硝
子㈱　㈱東京三木塗装店　㈱瀧田　㈱オクジュー　ニチアス㈱　ニシド工業㈱　
TOTOエンジニアリング㈱　㈱備広　芦沢商事㈱　朝日機材㈱　㈱関電工　
㈱きんでん　高砂熱学工業㈱

iJRAウインズ横浜A館改築（東京竹和会）
運栄建設㈱　㈱黒崎工務店　大浦工測㈱　目黒建設㈱　共英産業㈱　㈱高山
基礎工業　㈱矢嶋　エスケー化研㈱　㈱横森製作所　㈱髙岡工務店　㈱ナベ
カヰ　神田斫工業㈱　ジェコス㈱　五和通商㈱　㈱アイ・メックス　日圧㈱
㈱越智運送店・潮井利興業㈱　㈱タケエイ　太平建設㈱　㈱丸産技研　三ツ
澤建装㈱　㈱由貴工業　井上瀝青工業㈱　㈱アルシェ　㈱ケルビン　㈱アル
テック　㈱安藤大理石　マルニシテグラ㈱　栗原工業㈱　㈱ヒロタ　㈱峰村
金属工事　㈱LIXIL　三和シヤッター工業㈱　文化シヤッター㈱　㈱LIXIL
鈴木シャッター　田中サッシュ工業㈱　㈱山田商店　㈱アルシェ　佐藤興業㈱
三恵㈱　サンエム工業㈱　㈱助友　㈱和中　㈱高野　㈱ファーストビルト
三晃金属工業㈱　㈱ウェイズ　ティーシートレーディング㈱　朝日機材㈱
㈱きんでん　三建設備工業㈱

o中郷会新柏クリニック（東京竹和会）
田原鉄筋工業㈱　㈱角藤　㈱エスケー　エスケー化研㈱　高野工業㈱　ヒロ
セ㈱　日圧㈱　千代田重機工業㈱　㈱コンヤス　㈱アルテック　奥山化工業㈱　
ハシモ㈱　三協立山㈱　文化シヤッター㈱　㈱東京三木塗装店　鉱工産業㈱
太平洋セメント販売㈱　朝日機材㈱　協和電機工業㈱　ジー・オー・ピー㈱
㈱きんでん　斎久工業㈱

iJRAウインズ横浜A館改築　　神奈川県横浜市
設計・㈱東畑建築事務所　当社：美島康人　　施工・石原次男
構造階数　SRC･S･CFT／B2,F8,P1　延床面積　18,344m2

o中郷会新柏クリニック　　千葉県柏市
設計・当社：菅原　努　　施工・川邉辰彦
構造階数　RC･S･W／F3,P1　延床面積　3,131m2

!1東京楽天地浅草再開発計画　　東京都台東区
設計・当社：美島康人　　施工・黒﨑信之
構造階数　SRC･RC･S／B2,F13,P1　延床面積　23,382m2

!0立川綜合病院長岡本院移転　　新潟県長岡市
設計・竹中・長建・ワシヅ設計JV　当社：菅原　努　　施工・堀内雄三
構造階数　RC･S／F6,P1　延床面積　37,796m2



!3水天宮御造替（東京竹和会）
㈱佐野工務所　㈱藤井工務店　関都建設㈱　青木土木㈱　㈱藤鋼業　大野機
械土木㈱　五和通商㈱　㈱角藤　東洋テクノ㈱　ジェコス㈱　日圧㈱　東亜
道路工業㈱　㈱アイ・メックス　美奈川建設㈱　日本ビソー㈱　東建エンジ
ニアリング㈱　井上瀝青工業㈱　㈱ケルビン　関ヶ原石材㈱　チヨダ㈱　㈱メ
タルプランニング　栗原工業㈱　三誓金属㈱　文化シヤッター㈱　東洋シ
ヤッター㈱　ナブコシステム㈱　三和タジマ㈱　㈱山田商店　佐藤興業㈱
大岳産業㈱　サンエム工業㈱　㈱瀧田　㈱オクジュー　㈱小野工業所　タカ
ラスタンダード㈱　朝日機材㈱　浅海電気㈱　三建設備工業㈱

!4新宿野村ビル長周期地震動対策（東京竹和会）
㈱田村　ジェコス㈱　㈱泉土木　朝日機材㈱　㈱村井業務店　井上瀝青工業㈱　
三誓金属㈱　㈱横森製作所　三和シヤッター工業㈱　㈱高野　㈱助友　㈱和
久産業　㈱丸髙工業　ティーシートレーディング㈱　ダイダン㈱　須賀工業㈱　
新日本空調㈱

!2杏林大学井の頭キャンパス（東京竹和会）
小林建設㈱　福山建設工業㈱　関都建設㈱　㈲西善鉄筋　矢島鉄筋工業㈱　
㈱ニッセイ建設　㈱丸産技研　㈱角藤　㈱加藤組鉄工所　㈱横森製作所　ニチ
アス㈱　高橋カーテンウォール工業㈱　前田製管㈱　神田斫工業㈱　丸藤
シートパイル㈱　日圧㈱　東和ランドテック㈱　東京重機㈱　千代田重機工
業㈱　東明興業㈱　㈱アイ・メックス　朝日機材㈱　ジェコス㈱　㈲上田技
官　㈱コンヤス　ケーオーディー㈱　井上瀝青工業㈱　㈱ケルビン　山栄興
業㈱　㈱上條石材工業　矢橋大理石㈱　狩野タイル工業㈱　㈱日本陶業　㈱吉
橋興業　㈱メタルプランニング　㈱峰村金属工事　三誓金属㈱　㈱LIXIL
文化シヤッター㈱　田中サッシ工業㈱　三協立山㈱　不二サッシ㈱　ナブコ
システム㈱　新和硝子㈱　㈱大谷硝子店　㈱山田商店　㈱アルシェ　新星塗
装㈱　佐藤興業㈱　㈱スリーティー　㈱ビスムカンパニー　大岳産業㈱　サハ
ラインテリア㈱　㈱助友　㈱和久産業　㈱和中　㈱高野　ヒロセ㈱　㈱J．
フロント建装　安藤物産㈱　五和通商㈱　三機工業㈱

!4新宿野村ビル長周期地震動対策　　東京都新宿区
設計・当社：和田安史　　施工・菅原文明
構造階数　SRC･S／B5,F53

!2杏林大学井の頭キャンパス　　東京都三鷹市
設計・㈱松田平田設計　　施工・大内　裕
構造階数　SRC･RC･S／F5,P1　延床面積　45,855m2

!3水天宮御造替　　東京都中央区
設計・当社：井上博明　　施工・中江　滋
構造階数　RC／B1,F6,P1　延床面積　5,637m2



!7高宮学園代々木ゼミナール名古屋（名古屋竹和会）
㈱カネショウ工務店　㈱アイラックニシカワ　㈱双葉鉄筋　SKK㈱　㈱ミック　
㈱縣鉄工所　㈱横森製作所　朝日機材㈱　センクシア㈱　㈱ダイワ　㈱豊建　
㈱オサダ　ヒロセ㈱　まさき電設㈱　中部仮設㈱　㈱藤金工務店　名建商行㈱　
関ヶ原石材㈱　㈱末永製作所　㈱ヤマイチフローリング　綿半ソリューショ
ンズ㈱　㈱エム・ダブル・ラボ　浜崎工業㈱　蟹江工業㈱　三和シヤッター
工業㈱　YKK AP㈱　河村硝子㈱　㈱サンユー工業　佐藤興業㈱　㈱多摩
建工　名宝工業㈱　㈱和中　日東物産㈱　協和建材㈱　丸高㈱　川北電気工
業㈱　三建設備工業㈱

!5西武鉄道	池袋駅リニューアル（東京竹和会）
㈱秀中土木　青木土木㈱　㈱越智運送店　㈱泉土木　大浦工測㈱　日本ビ
ソー㈱　㈱村井業務店　㈱ケルビン　井上瀝青工業㈱　山栄興業㈱　㈱上條
石材工業　関ヶ原石材㈱　マルニシテグラ㈱　菊川工業㈱　三和シヤッター
工業㈱　三和タジマ㈱　㈱LIXIL鈴木シャッター　㈱山田商店　新和硝子㈱
㈱東京三木塗装店　㈱スリーティー　㈱和中　㈱高野　美奈川建設㈱
ティーシートレーディング㈱　朝日機材㈱　㈱アクティオ　協和電機工業㈱
㈱レンタルのニッケン　㈱関電工　新日本空調㈱　第一工業㈱

!6横浜アリーナ大規模改修（東京竹和会）
大浦工測㈱　目黒建設㈱　㈱柏建設　朝日機材㈱　井上瀝青工業㈱　㈱ケル
ビン　㈱マサル　㈱安藤大理石　マルニシテグラ㈱　東洋シヤッター㈱　田中
サッシュ工業㈱　㈱山田商店　㈱東京三木塗装店　佐藤興業㈱　㈱高野
㈱備広　㈱丸髙工業　ティーシートレーディング㈱　㈱関電工　東光電気工
事㈱　三建設備工業㈱　高砂熱学工業㈱

!7高宮学園代々木ゼミナール名古屋　　愛知県名古屋市
設計・当社：大嶽清和　　施工・三輪高之
構造階数　S･SRC／F23,P2
延床面積　13,220m2

!5西武鉄道	池袋駅リニューアル　　東京都豊島区
設計・西武鉄道・竹中設計JV　当社：高木利彰、橘　保宏　　施工・佐久間弘充
構造階数　SRC･その他／西武池袋本店B3,F12,P3、西武池袋駅B1,F2　延床面積　195,123m2

!6横浜アリーナ大規模改修　　神奈川県横浜市
設計・当社：伊谷　峰　　施工・松尾弘継
構造階数　SRC／F5,P1　延床面積　45,800m2



!8GLA中京会館（名古屋竹和会）
㈱加納工務店　㈱アイラックニシカワ　SKK㈱　外山鋼業㈱　センクシア㈱　
㈱富士昭サンマテック　㈱ダイワ　㈱豊建　ヒロセ㈱　まさき電設㈱　中部
仮設㈱　㈱ミック　㈱横井業務店　中央建材工業㈱　フジ大理石㈱　㈱ヤマ
イチフローリング　㈱末永製作所　㈱J.フロント建装　綿半ソリューション
ズ㈱　㈱エム・ダブル・ラボ　㈱アライ　浜崎工業㈱　みのや金属工業㈱
YKK AP㈱　文化シヤッター㈱　河村硝子㈱　竹甚板硝子㈱　㈱サンユー
工業　㈱清水塗工店　名宝工業㈱　㈱和中　㈱多摩建工　協和建材㈱　三和
シヤッター工業㈱　丸高㈱　㈱きんでん　東洋熱工業㈱　東芝エレベータ㈱

!9三交不動産名駅南4丁目ショールーム（名古屋竹和会）
㈱カネショウ工務店　㈱松川興業所　中部工業㈱　SKK㈱　センクシア㈱　
㈱豊建　㈱山田工務店　ヒロセ㈱　中部仮設㈱　朝日機材㈱　㈱ミック　㈱藤
金工務店　中央建材工業㈱　協和建材㈱　㈱末永製作所　㈱ヤマイチフロー
リング　綿半ソリューションズ㈱　㈱エム・ダブル・ラボ　㈱アライ　浜崎
工業㈱　㈱LIXIL　三和シヤッター工業㈱　津田硝子㈱　㈱サンユー工業
佐藤興業㈱　名宝工業㈱　㈱和中　㈱多摩建工　㈱アイラックニシカワ
丸高㈱　㈱トーエネック　閑林工業㈱　三建設備工業㈱

@0済衆館病院西館増築（名古屋竹和会）
海津建設㈱　㈱伊藤組　中部工業㈱　橋本建設㈱　SKK㈱　丸高㈱　朝日
機材㈱　㈱ダイワ　㈱豊建　ヒロセ㈱　まさき電設㈱　㈱ミック　㈱横井業
務店　中央建材工業㈱　関ヶ原石材㈱　協和建材㈱　㈱ヤマイチフローリング　
綿半ソリューションズ㈱　㈱エム・ダブル・ラボ　みのや金属工業㈱　浜崎
工業㈱　YKK AP㈱　三協立山㈱　文化シヤッター㈱　河村硝子㈱　㈱サ
ンユー工業　㈱清水塗工店　名宝工業㈱　㈱和中　㈱多摩建工　三和シヤッ
ター工業㈱　㈱トーエネック　三建設備工業㈱　㈱日立ビルシステム

@1ハピリン（名古屋竹和会）
㈱ナナキ　㈲美山組　㈱カネショウ工務店　㈱キリハラ　㈱久保工務店　㈱杉
本工業所　中部仮設㈱　新成建設工業㈱　㈱コデラ　大丸機工㈱　橋本建設㈱　
㈱豊建　㈱縣鉄工所　本田鉄工㈱　㈱横森製作所　㈱富士昭サンマテック　
㈱ダイワ　ヒロセ㈱　辻商事㈱　パイネック㈱　北国リース㈱　ヒロセ㈱　
若松商事㈱　㈱イスルギ　北川瀝青工業㈱　堀越コーキング㈱　中橋タイル㈱　
㈱キベ　㈱末永製作所　㈱ヤマイチフローリング　タカハタ工業㈱　綿半ソ
リューションズ㈱　山崎金属㈱　㈱エム・ダブル・ラボ　浜崎工業㈱　日海
不二サッシ㈱　三協立山㈱　YKK AP㈱　文化シヤッター㈱　竹甚板硝子㈱
㈱アーク　㈱サンユー工業　㈱野村塗装店　センクシア㈱　㈱タッセイ　第一
交易㈱　㈱多摩建工　協和建材㈱　㈱きんでん　三建設備工業㈱　㈱日立ビ
ルシステム

!9三交不動産名駅南4丁目ショールーム　　愛知県名古屋市
設計・当社：安藤義孝　　施工・市川敦史
構造階数　S／F4　延床面積　6,561m2

@1ハピリン　　福井県福井市
設計・㈱アール・アイ・エー　当社：大嶽清和　　施工・野岸　但
構造階数　S･RC／B2,F21,P2　延床面積　35,122m2

@0済衆館病院西館増築　　愛知県北名古屋市
設計・当社：市川健二　　施工・成瀬龍治
構造階数　RC･S／F5　延床面積　7,798m2

!8GLA中京会館　　愛知県名古屋市
設計・岸　和郎＋K.ASSOCIATES/Architects　当社：小杉嘉文
施工・徳野　亨
構造階数　SRC･S／B1,F7,P1　延床面積　6,413m2

撮影：小川重雄



@4小野薬品水無瀬新研究棟増（大阪竹和会）
㈱ハシモトアキ　㈱中鉃　壺山建設㈱　近畿基礎工事㈱　ジェコス㈱　丸五
基礎工業㈱　㈱エステック　㈱ダイワ　㈱平岡組　咸宜建設㈱　㈱金子鉄工　
新東圧接㈱　奥村組土木興業㈱　㈱西口商店　㈱フロッツワークス　朝日機
材㈱　㈱ダイワ　ISエンジニアリング㈱　㈱きたむら　三星産業㈱　丸星工
業㈱　矢橋大理石㈱　朝日木材工業㈱　オーテック㈱　㈱トロイム　ダイケ
ンエンジニアリング㈱　エムティ・メタリックス㈱　YKK AP㈱　東洋シ
ヤッター㈱　三和シヤッター工業㈱　三協立山㈱　石村硝子㈱　㈱野村塗装
店　㈱三木塗装店　㈱オクジュー　㈱杉原商店　徳永産業㈱　山光装飾㈱
㈱テイシンホールディングス　㈱日本電装　新品川商事㈱　㈱きんでん　㈱朝
日工業社　ダイダン㈱　三機工業㈱　三菱電機㈱

@5日本臓器製薬株式会社小野緑園工場新動力棟（大阪竹和会）
㈱乾建設　㈱松尾工務店　近畿基礎工事㈱　ISエンジニアリング㈱　㈱エス
テック　㈱本岡建設工業　ジェコス㈱　㈱山口電機　木下工業㈱　㈱塚本造
園工務所　関西環境建設㈱　桑路建塗㈱　㈱まつよし　フタバ興業㈱　㈱ミ
ズノワークス　㈱きたむら　日本プロジェクト㈱　㈱兵庫機工　伊藤硝子産
業㈱　㈱ウェイズ　ダイケンエンジニアリング㈱　㈱神戸インテリアセン
ター　㈱第一工芸　㈱きんでん　須賀工業㈱　㈱大氣社　㈱日立ビルシステム

@2中日新聞浜松東海新工場（名古屋竹和会）
㈱加納工務店　㈱栄久建設　㈱柳沢建設　山本鉄筋コンクリート工事㈱　
丸高㈱　㈱松尾鉄工所　センクシア㈱　㈱富士昭サンマテック　㈱ダイワ　
㈱豊建　日管㈱　㈱丸久組　朝日機材㈱　大富運輸㈱　中道工業㈱　㈱横井
業務店　㈱西尾産業　㈱静岡コーキング工業　協和建材㈱　㈱Ｊ.フロント
建装　㈱ヤマイチフローリング　㈱久忠　㈱エム・ダブル・ラボ　キンヤ金
物㈱　小池商事㈱　三和シヤッター工業㈱　三協立山㈱　羽田屋硝子㈱　飯島
物産㈱　㈱稲葉商店　三谷商事㈱　ヒロセ㈱　㈱トーエネック　㈱前島電気
工業社　須賀工業㈱　新菱冷熱工業㈱　東芝エレベータ㈱

@3TB－SQUARE（大阪竹和会）
㈱深阪工務店　㈱村尾工務店　㈱中鉃　壺山建設㈱　ジェコス㈱　㈱エス
テック　ISエンジニアリング㈱　朝日機材㈱　㈱ダイワ　咸宜建設㈱　㈱大
堀　清興電気㈱　三陽電機商事㈱　新東圧接㈱　㈱田中造園　泉商会興業㈱
猪原運送㈱　㈱西口商店　南晃工業㈱　新和化工㈱　吉田建設工業㈱　三星
産業㈱　青木タイル㈱　㈱金子鉄工　㈱きたむら　㈱トロイム　㈱LIXIL
文化シヤッター㈱　三和タジマ㈱　㈱石渡康三郎塗装店　㈱フロッツワークス
㈱和中　ダイケンエンジニアリング㈱　㈱オクジュー　徳永産業㈱　朝陽電
気㈱　東洋熱工業㈱

@2中日新聞浜松東海新工場　　静岡県浜松市
設計・当社：水谷考治　　施工・谷口　進
構造階数　S／F3　延床面積　8,048m2 @4小野薬品水無瀬新研究棟増　　大阪府三島郡

設計・㈱安井建築設計事務所　　施工・中尾和昭、大槻由君
構造階数　RC･S･プレストレスト／F6,P1　延床面積　15,256m2

@5日本臓器製薬株式会社小野緑園工場新動力棟　　兵庫県小野市
設計・当社：倉田悦男　　施工・中原卓郎
構造階数　RC･S／B1,F2　延床面積　1,359m2

@3TB－SQUARE　　大阪府大阪市
設計・当社：小幡剛也　　施工・島田　康
構造階数　S／F6,P1　延床面積　4,590m2



@8阪急不動産鶴野町関大梅田キャンパス（大阪竹和会）
宇光建設㈱　㈱朝日建設　㈱関西スチールフォーム　壺山建設㈱　ヒロセ㈱　
ISエンジニアリング㈱　㈱エステック　朝日機材㈱　㈱山本工業所　清興電
気㈱　新東圧接㈱　泉商会興業㈱　㈱亀井組　日本化成工業㈱　丸星工業㈱　
三星産業㈱　関ヶ原石材㈱　ヤノシゲ㈱　オーテック㈱　㈱きたむら　㈱三興　
三和シヤッター工業㈱　三協立山㈱　㈱山田商店　㈱フロッツワークス　
㈱ハーテック　ダイケンエンジニアリング㈱　朝日商事㈱　山光装飾㈱　㈱オ
クジュー　㈱和中　日本サイン㈱　美素工業㈱　㈱きんでん　㈱大阪城口研
究所　㈱三晃空調　フジテック㈱

@9日亜化学工業TN10棟（大阪竹和会）
㈱美馬工務店　㈱張山組　佐々木開発工業㈱　㈲正木組　㈲中富工業　ISエ
ンジニアリング㈱　西部鉄工㈱　三陽電機商事㈱　朝日機材㈱　泉商会興業㈱　
㈱城北重機建設　桑路建塗㈱　㈲小緑組　阪神建工㈱　青木タイル㈱　㈱き
たむら　㈱日鋼サッシュ製作所　三和シヤッター工業㈱　㈱樫野　㈱菅原塗装　
大協建工㈱　菱光建材㈱　三和電業㈱　ダイダン㈱　三菱電機㈱

@6日水物流大阪舞洲物流センター（大阪竹和会）
㈱仁和工務店　㈱ハシモトアキ　㈱関西スチールフォーム　近畿基礎工事㈱　
朝日機材㈱　三同建設㈱　三陽電機商事㈱　新東圧接㈱　奥村組土木興業㈱　
泉商会興業㈱　南晃工業㈱　㈱フロッツワークス　丸星工業㈱　㈱政岡工業　
三星産業㈱　青木タイル㈱　オーテック㈱　㈱金子鉄工　日本プロジェクト㈱　
㈱三興　㈱淀川製鋼所　三協立山㈱　文化シヤッター㈱　㈱山田商店　
㈱ハーテック　朝日商事㈱　ダイケンエンジニアリング㈱　山光装飾㈱　日本
サイン㈱　美素工業㈱　㈱大和商会　ダイダン㈱

@7阪急不動産南堀江住宅建替（大阪竹和会）
㈱仁和工務店　㈱朝日建設　㈱中鉃　壺山建設㈱　丸五基礎工業㈱　㈱エス
テック　咸宜建設㈱　㈱大堀　三陽電機商事㈱　三貴建設工業㈱　阪神園芸
㈱　近畿基礎工事㈱　泉商会興業㈱　高橋商運㈱　ヒロセ㈱　朝日機材㈱
㈱亀井組　太陽サーブ㈱　ISエンジニアリング㈱　㈱関城化学工業所　日本
化成工業㈱　フタバ興業㈱　三星産業㈱　㈱ミズノワークス　㈱ウッドワー
クス　㈱寛和金属　三和シヤッター工業㈱　三協立山㈱　㈱山田商店　㈱石
渡康三郎塗装店　トップライズ㈱　徳永産業㈱　㈱クリハラント　日比谷総
合設備㈱

@7阪急不動産南堀江住宅建替　　大阪府大阪市
設計・当社：合田　靖　　施工・海邊　輝
構造階数　RC／F35,P2　延床面積　24,855m2

@9日亜化学工業TN10棟　　徳島県阿南市
設計・当社：檜山知則　　施工・今井　敬
構造階数　S／F4,P1　延床面積　15,907m2

@6日水物流大阪舞洲物流センター　　大阪府大阪市
設計・共同：ニッスイ・エンジニアリング㈱　　施工・美濃武志
構造階数　RC･S／F6,P1　延床面積　19,096m2

@8阪急不動産鶴野町関大梅田キャンパス　　大阪府大阪市
設計・当社：富永隆弘　　施工・川嶋宏和
構造階数　S･CFT／F8,P1　延床面積　5,178m2



#0ニトリモール枚方（大阪竹和会）
㈱深阪工務店　㈱ハシモトアキ　㈱張山組　㈱関西スチールフォーム　㈱中鉃　
壺山建設㈱　近畿基礎工事㈱　㈱エステック　㈱山本工業所　清興電気㈱　
新東圧接㈱　奥村組土木興業㈱　南晃工業㈱　㈱亀井組　太陽サーブ㈱　麻生
商事㈱　ISエンジニアリング㈱　㈱大協建材　吉田建設工業㈱　三星産業㈱　
㈱金子鉄工　エムティ・メタリックス㈱　㈱トロイム　㈱淀川製鋼所　㈱醍
醐工業　㈱LIXIL　東洋シヤッター㈱　㈱五十嵐塗装店　㈱野村塗装店　㈱ハー
テック　㈱オクジュー　朝日商事㈱　トップライズ㈱　ダイケンエンジニア
リング㈱　山英建設㈱　㈱日本電装　㈱きんでん　日比谷総合設備㈱　フジ
テック㈱

#1公立豊岡病院朝来医療センター（大阪竹和会）
㈱フジタ　㈱天神組　㈱松尾工務店　朝日機材㈱　㈱山口電機　新東圧接㈱　
㈱ミック　桑路建塗㈱　㈱まつよし　フタバ興業㈱　㈱ウェイズ　㈱大東
マーブル　㈱ミズノワークス　㈱きたむら　日本プロジェクト㈱　㈱兵庫機工　
㈱第一工芸　YKK AP㈱　伊藤硝子産業㈱　ダイケンエンジニアリング㈱　
㈱神戸インテリアセンター　徳永産業㈱　㈱和中　住友電設㈱　三神工業㈱　
フジテック㈱

#2ダイキン工業テクノロジー・イノベーションセンター
（大阪竹和会）

㈱石田工務店　㈱乾建設　㈱ハシモトアキ　㈱関西スチールフォーム　壺山
建設㈱　ISエンジニアリング㈱　㈱緒方鉄工所　㈱三栄建設　朝日機材㈱　
竹島鉃工建設㈱　麻生商事㈱　㈱ヤマシタ　三同建設㈱　㈱大堀　ジェコス㈱　
清興電気㈱　新東圧接㈱　東亜圧接㈱　泉商会興業㈱　㈱ミック　猪原運送㈱　
㈱ダイカン　㈱西口商店　近畿基礎工事㈱　㈱亀井組　南晃工業㈱　吉田建
設工業㈱　㈱大協建材　三星産業㈱　矢橋大理石㈱　青木タイル㈱　オー
テック㈱　㈱ウッドワークス　㈱きたむら　㈱金子鉄工　㈱三興　㈱トロイム　
トップライズ㈱　三和シヤッター工業㈱　三協立山㈱　YKK AP㈱
㈱LIXIL鈴木シャッター　東洋シヤッター㈱　㈱フロッツワークス　㈱三木
塗装店　㈱ハーテック　ダイケンエンジニアリング㈱　朝日商事㈱　㈱和中
奥村組土木興業㈱　㈱日本電装　美素工業㈱　㈱樫野　㈱きんでん　日比谷
総合設備㈱　三機工業㈱　高砂熱学工業㈱　フジテック㈱

#0ニトリモール枚方　　大阪府枚方市
設計・当社：木戸貴博　　施工・穐山和生、藤田邦裕
構造階数　S／F3,P1　延床面積　73,529m2

#1公立豊岡病院朝来医療センター　　兵庫県朝来市
設計・当社：石河幸伸　㈱内藤建築事務所　　施工・井上雅史
構造階数　RC／F4　延床面積　13,833m2

#2ダイキン工業テクノロジー・イノベーションセンター　　大阪府摂津市
設計・㈱日建設計・NTTファシリティーズ 設計JV　　施工・浦川俊幸
構造階数　SRC･S･CFT／B1,F6,P2　延床面積　48,444m2



#5KITTE博多（九州竹和会）
㈱寺田建設　中村工業㈱　㈱くちき　㈱小原鉄筋工業　丸五基礎工業㈱　㈱横
森製作所　㈱武末鉄工所　㈱共栄工業　三建設備工業㈱　栄進工業㈱　㈱公神　
㈲福本組　ISエンジニアリング㈱　昭和日本化成㈱　津上産業㈱　中村石材
工業㈱　フクモ施工㈱　㈱大匠建設　㈱志熊商店　熊本ナブコ㈱　YKK AP㈱　
㈱LIXIL　文化シヤッター㈱　三和シヤッター工業㈱　オリエント産業㈱　
㈱LIXIL鈴木シャッター　㈱森硝子店　㈱ハーテック　サンキ装工㈱　㈱オ
クジュー　アオケン㈱　朝日機材㈱　ダイケンエンジニアリング㈱　㈱三國
商会　㈱J.フロント建装　㈱備広　㈱九電工　沖ウィンテック㈱　高砂熱学
工業㈱

#6西鉄福岡IFT分譲事業（九州竹和会）
森田建設㈱　中村工業㈱　福岡鉄筋工業㈱　㈱小原鉄筋工業　三谷セキサン㈱　
丸五基礎工業㈱　朝日機材㈱　㈱横森製作所　㈱共栄工業　㈱公神　ISエン
ジニアリング㈱　昭和日本化成㈱　中村石材工業㈱　㈱大匠建設　㈱志熊商店　
三協立山㈱　YKK AP㈱　㈱LIXIL鈴木シャッター　オリエント産業㈱　㈱森
硝子店　㈱ハーテック　サンキ装工㈱　アオケン㈱　㈱ヤマックス　㈱備広　
㈱小笠原　㈱九電工　住友電設㈱　㈱佐電工

#3キユーピー神戸工場（大阪竹和会）
㈱乾建設　㈱天神組　㈱松尾工務店　関西環境建設㈱　ISエンジニアリング
㈱　㈱緒方鉄工所　㈱本岡建設工業　西部鉄工㈱　朝日機材㈱　ジェコス㈱　
㈱山口電機　木下工業㈱　泉商会興業㈱　関西左官工事㈱　㈱政岡工業　三星
産業㈱　㈱大東マーブル　㈱ミズノワークス　エムティ・メタリックス㈱　
㈱金子鉄工　㈱きたむら　神鋼ノース㈱　㈱トロイム　㈱淀川製鋼所　㈱兵
庫機工　三和シヤッター工業㈱　YKK AP㈱　伊藤硝子産業㈱　㈱山田
商店　㈱ハーテック　㈱オクジュー　㈱神戸インテリアセンター　トップラ
イズ㈱　ダイケンエンジニアリング㈱　㈱和中　㈱備広　河合産業㈱
㈱トーエネック　㈱テクノ菱和　三建設備工業㈱　㈱日立ビルシステム

#4エネコム広島ビル（広島竹和会）
㈱川頭工務店　㈱クリケン　㈱谷組　㈱坂本工業　㈱エステック　㈱横森製
作所　㈱石﨑本店　㈱ヤマックス　サンヨー圧接㈱　㈱左官工業藤原組　アオ
ケン㈱　関ヶ原石材㈱　㈱平田タイル　広進建材㈱　日新建材㈱　㈱きた
むら　アサヒ創建㈱　三晃金属工業㈱　三和シヤッター工業㈱　YKK AP㈱
㈱八紘　㈱竹僊堂　㈱ティ・シー・シー　㈱オクタニ　小島建興㈱　㈱アマノ
朝日機材㈱　㈱中電工　新菱冷熱工業㈱

#3キユーピー神戸工場　　兵庫県神戸市
設計・当社：堀江　渉　　施工・金辻篤彦
構造階数　SRC･RC･S／F8,P1　延床面積　32,621m2

#5KITTE博多　　福岡県福岡市
設計・日本郵政㈱一級建築士事務所　　施工・立花真二
構造階数　RC･S･SRC･CFT／B4,F12　延床面積　64,368m2

#6西鉄福岡IFT分譲事業　　福岡県福岡市
設計・当社：平田文広　　施工・石橋秋男
構造階数　RC／F45　延床面積　37,067m2

#4エネコム広島ビル　　広島県広島市
設計・当社：岩見　厚　　施工・森川　誠
構造階数　S･SRC／F10,P1　
延床面積　13,040m2



$0村田製作所無錫工場E2棟　　中華人民共和国
設計・中国竹中　　施工・中国竹中
構造階数　RC／B1,F4,P2　延床面積　48,680m2

$3イオンビッグ	イポーSC　　マレーシア
設計・マレーシア竹中　　施工・マレーシア竹中
構造階数　RC／F3,P1　延床面積　90,780m2

#8ホンダ広州新研究センター　　中華人民共和国
設計・中国竹中　　施工・中国竹中
構造階数　RC／F5　延床面積　47,794m2

#9三菱電機エレベーターインド新工場　　インド共和国
設計・インド竹中　　施工・インド竹中
構造階数　RC･S／F3,P1　延床面積　25,207m2

$2大和化成	タイ第２工場　　タイ王国
基本デザイン・監修：㈱エムアーキ　　実施設計・施工：タイ竹中
構造階数　RC･S／F2　延床面積　46,678m2

#7三菱自動車インドネシア新工場　　インドネシア共和国
設計・インドネシア竹中　　施工・インドネシア竹中
構造階数　RC･S･SRC／F4　延床面積　177,981m2

$1MUBEA	ポーランド新工場　　ポーランド共和国
設計・ヨーロッパ竹中　　施工・ヨーロッパ竹中
構造階数　RC／F2　延床面積　22,403m2


