
地域 種別
昭和３２年 下関市 社寺型枠・木造工事

平成１年 立川市 一般型枠工事
平成２年 立川市 一般型枠工事

立川市 一般型枠工事
立川市 一般型枠工事
立川市 一般型枠工事
立川市 一般型枠工事

平成３年 立川市 一般型枠工事
青梅市 一般型枠工事

平成４年 あきる野市 木造住宅
あきる野市 木造住宅
国立市 RC躯体工事
立川市 一般型枠工事
国立市 一般型枠工事
立川市 一般型枠工事

平成５年 福生市 社寺木造工事
福生市 木造住宅
立川市 一般型枠工事
国分寺市 一般型枠工事

平成６年
平成7年 立川市 社寺型枠工事

立川市 一般型枠工事
立川市 一般型枠工事
立川市 一般型枠工事
東大和市 一般型枠工事
世田谷区 RC造一式工事
日の出町 木造住宅

平成８年 立川市 一般型枠工事
千葉市 S造一式工事
あきる野市 RC・S造一式工事

立川市 一般型枠工事
昭島市 一般型枠工事
福生市 一般型枠工事
相模原市 一般型枠工事
羽村市 一般型枠工事

平成9年 渋谷区 社寺型枠工事
日野市 社寺型枠工事
青梅市 社寺木造工事
立川市 一般型枠工事
立川市 一般型枠工事
立川市 一般型枠工事
奥多摩町 一般型枠工事
府中市 一般型枠工事
東村山市 一般型枠工事

中村建材店生コンプラント新築工事
警視庁立川家族寮新築工事
上野保育園新築工事

高橋ビル新築工事

工事経歴書

安養寺薬師堂新築工事
金剛寺山門新築工事

妙圓寺客殿新築工事

横田基地病院新築工事

立川市柏町都営住宅新築工事
富士見台マンション新築工事

国立アーバンビィラ２００新築工事

大山団地都営住宅新築工事
田中三省堂社屋新築工事
東大和都営住宅新築工事
平井ビル新築工事
鈴木邸新築工事

稲毛ビル新築工事

立川公園野球場ダッグアウト改修工事
東京雪印販売物流センター新築工事
立川市福祉会館改築工事
立川市歴史民俗資料館新築工事

国立都営住宅新築工事
増田ビル新築工事

永松邸新築工事
昭和記念公園休憩施設新築工事

緑が丘共同ビル新築工事

広瀬ビル新築工事
馬場マンション新築工事
消防団詰め所新築工事
府中市営住宅
東村山浄水場常用自家発電所新築工事

三多摩生コン共同組合会館新築工事

赤間神宮参集殿新築工事

正楽院本堂、客殿新築工事
西光寺客殿新築工事

崇教真光教立川道場新築工事

真澄寺復建

国分寺都営住宅新築工事

牛一町会山車築造工事

大洗セカンドハウス新築工事

御嶽郵便局舎新築工事
杉本邸
中村邸新築工事
奥隅邸新築工事

工事名称



平成10年 文京区 社寺型枠工事
板橋区 一般型枠工事
松戸市 木造住宅
羽村市 木造住宅
世田谷区 木造住宅
品川区 一般型枠工事
富士見市 一般型枠工事
立川市 一般型枠工事

平成11年 武蔵村山市 木造工事
足立区 社寺型枠工事
世田谷区 社寺型枠工事
多摩市 一般型枠工事
奥多摩町 奥多摩建設

平成12年 八王子市 社寺木造工事
八王子市 社寺木造工事
あきる野市 社寺木造工事
あきる野市 社寺木造工事
府中市 社寺型枠工事
新宿区 社寺木造工事
青梅市 社寺型枠工事
中野区 一般型枠工事
八王子市 社寺型枠工事
中野区 社寺型枠工事
武蔵村山市 木造工事
青梅市 一般型枠工事
日の出町 木造工事
福生市 木造工事
あきる野市 一般型枠工事

平成13年 八王子市 社寺木造工事
練馬区 社寺型枠工事
多摩市 社寺木造工事
中央区 社寺型枠、木造工事

渋谷区 一般型枠工事
大田区 一般型枠工事
武蔵村山市 土木型枠工事
練馬区 一般型枠工事
新宿区 一般型枠工事
豊島区 型枠工事・内装工事一式

平成14年 川崎市 社寺木造工事
八王子市 社寺木造工事
新宿区 内装工事
西東京市 社寺型枠、木造工事

あきる野市 社寺木造工事
青梅市 社寺型枠工事
中央区 社寺木造・型枠工事

荒川区 内装工事
町田市 内装工事
青梅市 一般型枠・内装工事

生田観音寺客殿新築工事
心源院庫裡新築工事

牛一会館　改修工事

観音寺客殿増築工事

永福寺境内整備工事
福泉寺本堂新築工事

パームス代々木上原Ⅲ新築工事
小泉邸新築

感通寺毘沙門堂新築工事

壽徳寺本堂改修、山門新築工事

心源院客殿新築工事、本堂改修工事　
観蔵院　宝物殿　庫裡新築工事

梨の木保育園園舎増改修工事

成願院付属中野たから幼稚園新築工事

西蔵院客殿、庫裡新築工事
真照寺鐘楼堂新築工事
稲足神社会館新築工事

関根神社新築工事
御霊神社新築工事

西光寺本堂新築工事

奥多摩　遊漁等施設整備工事

御嶽神社　鳥居　移築工事

新福寺客殿、庫裡改装工事

野山北・六道山公園里山作業施設新築工事

中野邸新築工事
木村邸新築工事
金子ビル新築工事
加久大山荘新築工事
錦町ビル新築工事

正行寺　庫裡新築工事

多摩動物園

真照寺塀整備工事

パークウェル四谷曙橋新築工事
パークウェル早稲田工事

広瀬邸新築工事

コニファーコート平和台新築工事

水天宮　昇降機棟新築工事

南常盤台邸新築工事
唐沢邸新築工事

山口貯水池堤体補強工事

勝國寺本堂新築工事

野山北・六道山公園里山住宅　第二期

常保寺住宅新築工事
水天宮　手水舎
道灌山保育園
町田セレモニーホール
梨の木保育園園舎増改修工事

JA五日市新築工事



平成14年 日の出町 一般型枠・内装工事

青梅市 一般型枠工事
渋谷区 一般型枠工事
渋谷区 一般型枠工事
越谷市 一般型枠工事
杉並区 木造工事
台東区 一般型枠工事
板橋区 一般型枠工事
板橋区 一般型枠工事
板橋区 一般型枠工事
墨田区 一般型枠工事
川崎市 一般型枠工事
港区 内装工事一式

平成15年 小金井市 社寺木造工事
足立区 社寺型枠、木造工事

新宿区 一般型枠工事
立川市 一般型枠工事
市川市 一般型枠工事
墨田区 一般型枠工事
昭島市 一般型枠工事
立川市 一般型枠・木工事

千代田区 内装工事一式
世田谷区 一般型枠工事
青梅市 一般型枠工事
世田谷区 一般型枠工事
世田谷区 一般型枠工事
大田区 木造住宅

平成16年 横浜市 一般型枠工事
国立市 社寺型枠工事
文京区 一般型枠工事
小平市 社寺木造工事
港区 社寺型枠工事
豊島区 社寺R.C一式工事

八王子市 社寺木造工事
あきる野市 社寺型枠、木造工事

小平市 社寺木造工事
豊島区 一般型枠工事
日の出町 型枠工事・内装工事一式

新宿区 一般型枠工事
江東区 一般型枠工事
文京区 内装木工事
横浜市 一般型枠工事
瑞穂町 一般型枠工事
所沢市 一般型枠工事

平成17年 松戸市 R.C.木造工事一式

港区 社寺木造工事
足立区 社寺型枠工事
新宿区 社寺型枠工事

ワイズユウラク武蔵小杉

木村神社　社殿新築工事

市川メトロプラザ5

天徳寺本堂新築工事

金蔵院客殿、庫裡新築工事

愛染院位牌堂新築工事

圓泉寺本堂新築工事

善仁寺門信徒会館新築工事
平安院本堂、客殿新築工事

ランドステージ錦糸町Ⅱ

滝之院位牌堂新築工事

高田馬場1丁目マンション
西立川口トイレ棟新築等工事

朝日町１丁目原茂ビル新築工事

岩渕邸新築工事

昭和記念公園トイレ棟新築工事
パークウェル西新橋新築工事
矢部邸新築工事
磯谷邸新築工事
ポイント奥隅Ⅱ新築工事
ポイント弦巻新築工事

コニファーコート志村弐番館
コニファーコート板橋　宮本町
吾妻橋1丁目マンション

コニファーコート志村壱番館

青山マンションリフォーム

本村神明社新築工事
栗原園流通センター新築工事
生活クラブ所沢センター新築工事

観音寺本堂改修工事
稲足神社社殿新築工事

サニーコート高田馬場

東池袋5丁目計画
日広薬品多摩工場倉庫棟新築工事

立川２丁目マンション新築工事
日大通信教育学部新築工事

栗ケ沢バプテスト教会新築工事
光林寺本堂改修工事
浄閑寺境内整備工事
幸國寺納骨堂新築工事

メインステージ初台

入谷1丁目共同住宅

越谷健美の湯
高円寺セレモニーホール

平安院本堂、客殿新築工事

日広薬品多摩工場新築工事
吉沢邸新築工事

砂土原マンション新築工事



平成17年 台東区 社寺型枠工事
文京区 一般型枠工事
町田市 特殊型枠工事
小金井市 一般型枠工事
江東区 木造工事
大田区 木造工事

平成18年 さいたま市 木造一式工事
八王子市 社寺工事一式
台東区 社寺型枠工事
港区 社寺型枠工事
渋谷区 社寺木造工事
中野区 S造社寺一式
練馬区 社寺改修工事一式

台東区 社寺型枠・木造工事

小平市 社寺木造工事
日の出町 社寺木造工事
港区南麻布 社寺木造工事

平成19年 台東区 社寺型枠工事
港区 社寺型枠工事
八王子市 社寺木造工事
小平市 社寺木造工事
台東区 社寺木造工事
国分寺市 社寺木造工事
狭山市 社寺型枠、木造工事

稲城市 社寺改修工事一式

北区 社寺型枠工事
福生市 社寺木造工事
練馬区 社寺木造工事
小平市 社寺木造工事一式

渋谷区 特殊型枠
杉並区 特殊型枠

平成20年 港区 社寺木造工事
港区 社寺木造工事
調布市 社寺木造工事
港区 社寺木造工事
厚木市 木造・型枠工事
小平市 社寺木造工事
稲城市 社寺改修工事一式

早稲田 社寺木造工事
横浜市 木造工事
市川市 木造一式工事
中野区 木造一式工事
日野市 木造一式工事

平成20年 葛飾区 社寺型枠工事
新宿区 社寺型枠工事
足立区 型枠工事
八王子市 RC造一式工事
桐生市 型枠工事

田中ビル新築工事
Kビル新築工事

エクセレント花小金井
田中邸新築工事

A邸新築工事

増上寺本堂改修工事
七沢小学校新築工事

大川邸新築工事
国重邸新築工事

感通寺本堂屋根改修工事
伊藤博文別邸復元工事

浄仙寺本堂客殿庫裡新築工事
大雄院多宝塔新築工事

穴八幡宮神酒所･公衆便所新築工事
西新井大師総持寺本堂耐震補強工事

光林寺庫裡改修工事

須賀神社参道整備工事
延命寺鐘楼堂新築工事

王子教会新築工事
志茂ニ囃子　山車　新造工事

慈眼寺客殿、庫裡新築工事
よみうりランド多宝塔部分改修工事

よみうりランド大蔵経堂展示改修工事

宿谷邸改修工事

延命寺境内内　神社新築工事

光林寺山門改修工事
大正寺山門移築工事

円光院本堂改修工事

御穂鹿島神社新築工事
妙圓寺毘沙門堂新築工事

観音寺本堂新築工事
曹源寺ｶﾛｰﾄ工事他

専念寺本堂新築工事
八幡神社社殿新築工事

春泉寺客殿、庫裡新築工事
延命寺本堂新築工事　

報恩寺庫裡・書院造営工事

教善院本堂新築工事
妙定院　境内　伽藍整備工事

桜木囃子　山車　新造工事
光林寺書院改修工事

寛永寺弁天堂改修工事
延命寺本堂新築工事

東福寺不動堂新築工事

遍照院築地塀築造工事

岩渕邸新築工事

根津神社神輿倉庫

葛西神社社務所新築工事



平成20年 相模原市 社寺木造工事
浦和市 社寺木造工事
足立区 社寺型枠工事
横浜市 改修工事

平成21年 北区 社寺木造工事
藤沢市 社寺改修工事一式

あきる野市 社寺R.C工事一式

足立区 社寺R.C木工事
港区 社寺木造工事
小平市 社寺木造工事
東大和市 社寺S造木造工事

府中市 木造工事
足立区 社寺型枠工事
台東区 社寺型枠工事
昭島市 RC造一式工事
新宿区 S造型枠工事
品川区 型枠工事
北区 耐震補強工事
新宿区 一般型枠工事
杉並区 一般型枠工事
多摩市 白石

平成22年 墨田区 R.C.木造工事
東村山市 社寺木造工事
町田市 社寺木造工事
府中市 社寺木造工事
府中市 社寺木造工事
府中市 社寺木造工事
小金井市 木造工事
小金井市 木造工事
杉並区 型枠･造作工事
福生市 S造建築工事一式

秩父市 木造工事
瑞穂町 型枠工事
中央区 一般型枠工事

平成23年 練馬区 社寺改修工事
練馬区 社寺木造工事一式

練馬区 社寺木造工事一式

八王子市 社寺木造工事
横浜市 社寺木造工事
府中市 社寺木造工事一式

府中市 社寺改修工事
八王子市 社寺木造工事
江東区 社寺R.C木工事
所沢市 社寺木造工事
目黒区 社寺型枠工事
所沢市 耐震補強工事
世田谷区 木造工事一式
江戸川区 型枠工事

AKAEDA Project新築工事

大善寺客殿新築工事
宮之咩神社新築工事(大国魂神社内)

圓龍寺本堂･庫裡新築工事
能ヶ谷神社新築工事
安養寺庫裡新築工事
大國魂神社随神門新築工事
大國魂神社斎館新築工事
江戸東京たてもの園万徳旅館復元工事
江戸東京たてもの園土井邸復元工事
光明院壇信徒会館新築工事
森田助産院新築工事
秩父病院新築工事
長岡コﾐｭﾆﾃｨーｾﾝﾀｰ新築工事
アスコットパーク東日本橋新築工事

本立寺本堂、客殿耐震補強工事
稲足神社韋駄天尊神殿新築工事
徳寿院本堂客殿新築工事
光林寺竹雨亭改修工事
西蔵院本堂客殿庫裏
蓮華寺納骨堂新築工事
林泉亭新築工事
西新井大師総持寺本堂増築工事
浅草神社社務所新築工事
観音寺永代供養塔新築工事
大龍寺客殿新築工事
専修寺保育園　築地塀他改修工事
佐野家住宅離れ等修理耐震補強
グリーンヒルズ河田
天沼3丁目プロジェクト

福厳寺本堂客殿新築工事

東覚寺仁王堂新築工事

報恩寺住宅新築工事
炎天寺本堂新築工事
嶋田邸改修工事

長福寺本堂改修工事

愛染院大師堂改修工事

大国魂神社水屋改修工事
法忍寺本堂･客殿･庫裡･納骨堂新築工事
蔡華院新築工事
天理教本理棟分教会新築工事
目黒不動尊永代供養塔新築工事
多聞院護摩堂耐震補強工事
代田八幡神社改修工事
大雲寺新築工事

愛染院田柄不動尊本堂客殿庫裡新築工事
愛染院倉庫増築工事
龍源寺客殿庫裡新築工事



平成23年 小平市 一般型枠工事
世田谷区 木造工事
台東区 一般型枠工事
立川市 内装工事
横浜市 社寺木造工事
さいたま市 型枠工事
杉並区 型枠工事
新宿区 一般型枠工事
大田区 一般型枠工事
杉並区 一般型枠工事
あきる野市 一般型枠工事

平成24年 小金井市 木造工事
台東区 木造工事
台東区 木造工事
世田谷区 木造工事一式
世田谷区 木造工事一式
飯能市 木造工事
新宿区 耐震補強工事
昭島市 耐震補強工事
青梅市 社寺改修工事
大田区 社寺改修工事
船橋市 社寺木造工事
世田谷区 木造工事
立川市 木造工事
府中市 木工事
港区 社寺型枠工事
町田市 社寺型枠工事
港区 一般型枠工事
台東区 社寺型枠工事
台東区 社寺型枠工事
あきる野市 社寺型枠工事
杉並区 一般型枠工事
日の出町 改修工事
立川市 木造工事
台東区 改修工事
武蔵村山市 一般型枠工事
千代田区 木造改修工事
世田谷区 木造工事

平成25年 国立市 社寺木造工事一式

青梅市 社寺改修工事
奥多摩町 社寺改修工事
中央区 社寺改修工事
府中市 社寺型枠工事
小金井市 社寺木造工事一式

府中市 社寺型枠工事
町田市 一般型枠工事
小金井市 社寺木造工事
あきる野市 耐震補強工事三島神社鳥居補強工事

善光寺耐震補強工事

西荻窪４丁目新築工事

湯島天神神輿蔵新築工事

坂本邸新築工事

志村家住宅緊急補修工事

江戸たてもの園　三島邸復元工事

飯能市新図書館建設

御影御社奉賛会参集所改修工事(一期工事)

成城3丁目志村家住宅新築工事

世田谷旧清水邸書院複元工事
真澄寺接心道場新築工事(真如苑)
大國魂神社宝物殿陳列ケース改修工事
道往寺プロジェクト

第4ｼｮﾍﾞﾙﾆｰ新築工事
福重会計事務所新築工事

自由学園

青蓮寺本堂改修工事

辯天堂　書院・耐震補強工事
旧岩崎邸耐震補強工事

武家屋敷門緊急工事

観音寺耐震改修及び増築工事　他
栗原家住宅耐震補強及び改修工事

薬王寺本堂新築工事

喜多見バオバブ保育園新築工事

立川地域防災ｾﾝﾀｰ(23)住宅棟改修工事

勝楽寺釈迦堂新築工事

威光院新築工事

(株)フィールド東京事務所改装工事
JAみどり村山支店新築
東京駅丸の内駅舎保存・復元工事

青柳稲荷神社新築工事

真明寺本堂新築工事

金蔵院薬師堂新築工事

三島神社鳥居新築工事

御影御社改修工事(二期工事)
普門寺改修工事
太田姫神社改修工事
泉龍寺本堂客殿新築工事

龍泉寺本堂客殿庫裏
勝楽寺釈迦堂新築工事

鈴木邸改修工事
松村邸増築工事

厳正寺改修工事

西早稲田学生マンション

西荻南共同住宅
JAあきがわ五日市支店

大森２丁目マンション新築工事



平成25年 あきる野市 木造工事一式
日の出町 木造工事
横浜市 木造工事一式
三鷹市 木造工事一式
杉並区 一般型枠工事
三鷹市 一般型枠工事
奥多摩町
東大和市
羽村市
奥多摩町 一般型枠工事

平成26年 鹿嶋市 社寺木工事
世田谷区 社寺木造工事一式

稲城市 社寺改修工事
横浜市 社寺木工事
調布市 木造注文住宅
鎌倉市 社寺改修工事
江戸川区 社寺型枠工事
港区 一般型枠工事
杉並区 社殿解体保存工事

杉並区 木造工事
鹿嶋市 雑木工事
国分寺市 社寺型枠工事
三鷹市 社寺型枠工事
横浜市 改修工事
横浜市 社寺型枠工事
文京区 一般型枠工事
港区、渋谷区 木造工事
小金井市 木造工事
町田市 型枠工事
新宿区 一般型枠工事

平成27年 千葉市 耐震改修工事
千代田区 耐震改修工事
町田市 社寺木工事
川崎市 社寺改修工事
横浜市 社寺型枠・木工事

文京区 一般型枠工事
千代田区 耐震改修工事
世田谷区 社寺改修工事
あきる野市 耐震改修工事
足立区 社寺木造工事一式

江戸川区 造作工事
品川区 耐震改修工事
墨田区 社寺型枠・木工事

所沢市 社寺木工事
練馬区 木工事
豊島区 社寺木工事
墨田区 社寺木工事
千葉市 改修工事

総持寺築地塀新築工事

心光院耐震補強工事

松聲閣耐震補強工事

桜上水八幡神社社殿修理工事

妙本寺霊宝殿耐震

鹿島神宮提灯台及び祈祷殿賽銭箱製作

真照寺薬師堂耐震補強工事

伏見櫓屋根等修繕工事(皇居)

大手門渡櫓改修工事(皇居)

成田山横浜別院新本堂･客殿新築工事

広徳院屋根改修工事

祥應寺本堂・客殿・山門新築工事
八幡大神社社務所
総持寺天蓋撤去工事

新江戸川公園松聲閣耐震

(仮称)立正佼成会南多摩教会計画
前田邸・タウンハウス新築工事

まるやま典雅きもの学院小金井本校新築工事

日の出住宅新築工事
港北幼稚園園舎増築工事
三鷹学園茶道教室新築工事
第２コントラーダ新築工事
Sビル新築

十念寺大師堂新築工事

ウィスタリアビル

JA西東京古里支店
JA村山

JA西東京古里支店
鹿島神宮祈祷殿、社務所新築工事
世田谷八幡宮社務所新築工事
よみうりランド極楽門復元工事
無量寺本堂増築工事
飛田給 箕輪邸 新築工事

旧大宮八幡宮社殿及び旧拝殿向拝部材解体保管工事

築地本願寺和田堀分院建物増築

生長の家 風のﾌｫｰﾘｰ

野島邸新築工事

西加平神社新築工事
十念寺大師堂25番札所
寶塔寺本堂改修・増築工事
正福寺新本堂客殿新築工事
海蔵寺本堂客殿新築工事
愛染院東屋新築工事
巣鴨本妙寺本堂改修
築地本願寺慈光院建物新築

大覚寺耐震改修工事

養運寺本堂･観音堂新築工事
長念寺本堂、旧庫裡改修他



平成27年 大田区 一般型枠工事
千葉市 社寺木工事
大田区 一般型枠工事
八王子市 造作工事
八王子市 木工事
八王子市 木工事
目黒区 耐震改修工事
渋谷区･多摩市 移築工事
杉並区 一般型枠工事
横浜市 RC社寺一式工事

平成28年 所沢市 社寺木工事
茨城県石岡市 社寺改修工事
あきる野市 社寺改修工事
箱根町 社寺木工事
あきる野市 社寺改修工事
新宿区 社寺木工事
葛飾区 建築工事一式
大田区 社寺型枠工事
千葉市 社寺改修工事
中央区 社寺型枠工事
千葉市 木工事
墨田区 一般型枠工事
渋谷区 社寺改修増築工事

大田区 一般型枠工事
横浜市港北区 木工事
大和市 建築工事一式
小平市 耐震改修工事
柏市 一般型枠工事
目黒区 一般型枠工事
福生市 一般木造住宅
目黒区 一般型枠工事

平成29年 山口県大島 社寺木工事
世田谷区 社寺木工事
千代田区 一般型枠工事
世田谷区 社寺改修工事
日の出町 保全工事
大田区 社寺建築工事一式

所沢市 社寺木工事
葛飾区 社寺建築工事一式

三鷹市 文化財保管工事
三鷹市 文化財復元工事
箱根町 社寺木工事
八王子市 社寺改修工事
大田区 社寺木工事
あきる野市 社寺改修工事
新宿区 一般型枠工事
松戸市 社寺型枠工事

宝泉寺納屋新築工事
海松山徳浄寺

鉄砲図稲荷神社

東光山自性院 藥王寺山門

神慈秀明会 千葉支部新築工事

国学院大学社殿移築工事
池戸邸耐震改修工事

古木邸母屋新築工事

プレシャスタワー柏新築工事
東五反田４丁目グループホーム新築工事
岩川邸新築工事
八雲住宅新築工事

靖国神社EV棟新築工事
浄徳寺境内整備工事

宝泉寺客殿庫裡新築及び本堂改修工事

廣徳院本堂客殿補修工事

西正寺山門新築工事

法恩寺本堂耐震補強工事

ホテルグランディオス新築工事

満願寺外構工事

武蔵野荘耐震改修工事

延重寺本堂新築工事

神慈秀明会　八王子教会
高尾山口駅　リニューアル工事

廣徳院本堂客殿補修工事

稲足神社外部改修工事
緑雲寺本堂･客殿･庫裡新築工事

光明寺薬師堂保全工事
善永寺建築事業Ⅱ期工事
東福寺山門新築工事

高尾山口温浴施設新築工事

プリンス幼稚園園舎新築工事

渋谷氷川神社職舎増築工事

總社宮　本殿修復工事 

荻窪U邸新築工事
鶴見大学3号館外構工事

稲足神社EV設置及び事務室他改修工事
箱根神社九頭龍神社拝殿新築工事

山王共同住宅

大沢二丁目古民家(仮称)解体保管工事
大沢二丁目古民家(仮称)整備工事
箱根神社社務所祈祷殿新築工事
極楽寺本堂、客殿屋根改修工事
蒲田八幡神社社殿改修工事
西多摩霊園本堂改修工事
最勝寺大師堂新築
王子神社社殿新築工事



平成29年 品川区 一般型枠工事
渋谷区 一般型枠工事
台東区 一般型枠工事
葛飾区 一般型枠工事
港区 一般型枠工事
町田市 木工事
横浜市 一般型枠工事
八王子市 一般型枠工事
中央区 一般型枠工事

平成３０年 目黒区 社寺型枠工事
墨田区 一般型枠工事
青梅市 木造一式工事
さいたま市 木造工事
大田区 社寺木工事
川崎市 木造工事
品川区 一般型枠工事
奥多摩町 土木型枠工事
奥多摩町 土木型枠工事
世田谷区 一般型枠工事
台東区 社寺型枠工事
目黒区 一般木・型枠工事しいの木保育園新築工事

蒲田神社社務所新築工事

法善寺耐震補強工事

浅草寺銭塚地蔵尊新築工事

明治神宮仮社殿築造工事

アルファー精巧工場新築工事
東洋水産改修工事
正覚寺鬼子母神改修工事

慶松幼稚園耐震改築工事
横浜商科大学3号館改築施設設備

長明寺山門新築工事

赤坂氷川神社改修工事

寶塔寺客殿庫裡増築

こども園宮前幼稚園新築工事
上大崎二丁目計画
大沢治山工事
白丸丸の内線道路新設工事
若林1丁目保育園新築工事

法恩寺本堂耐震補強工事
東光寺本堂等整備
多聞院本堂新築


