
ア ク ト ル 使 用 工 事 実 績 一 覧 表 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/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
　　　３月 国会議事堂外壁美装工事 東京都千代田区 大成建設
Ｈ３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 ダイイチ

　　　３月 馬喰町駅ホーム清掃 東京都日本橋 東栄建設

　　　３月 有楽町内山下町高架橋側壁修工事 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 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
Ｈ４年４月 真澄寺関西別院建設所白華除去 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）
Ｈ５年３月 京都コンサートホール新築工事 京都府左京区西院 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 大林組宮前寮 東京都杉並区宮前 大林組
　　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
Ｈ６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 お茶の水女子大理学部新築工事 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 あさひ銀行 栃木県下都賀郡国分寺 鹿島建設
　　　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 東京都渋谷区恵比寿 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
Ｈ７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 佐世保市崎辺町無番地 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
　　１０月 ワコーレ朝霧シーサイトヒルズ新築 明石市東野町 清水建設
Ｈ８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
Ｈ９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
Ｈ10年９月 長野メインスタジアム建設 長野市川中島 前田・北野ＪＶ
Ｈ11年３月 金沢港港湾環境整備（緑地）工事 金沢市大野 扶桑工業
　　　３月 ホテルサンガーデン新築工事 千葉県船橋市 フジタ
　　　３月 藤和赤坂アパートメント新築工事 港区赤坂 鹿島建設
　　　５月 ＮＴＴ武蔵野新築工事 東京都武蔵野市 升川建設１
　　　５月 全共連厚木電算棟改修工事 神奈川県厚木市 竹中工務店
　　　５月 陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地 東京都市ヶ谷 大成建設ＪＶ
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　日　付 　　　　工　　　事　　　名 　　　　住　　　所 　　施工ゼネコン/他
Ｈ11年６月 みずき学園新築工事 東京都西多摩郡 住友建設
　　　７月 駒形高架橋 群馬県前橋市 前田製管
　　　８月 池戸橋上部工事 香川県木田郡 銭高組
　　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 八千代物流センター新築工事 千葉県八千代市 フジタ・京成建設
　　１１月 地下鉄12号線環状部森下駅建設工事 東京都江東区 鴻池・森下ＪＶ
　　１１月 第２東名道路・鴛鴨工事 愛知県豊田市鴛鴨 大林・岐建木村ＪＶ
Ｈ12年１月 神戸フェニックスス建設工事 神戸市灘区摩耶埠頭 若築・奥村ＪＶ
　　　２月 埼玉工業大学ﾊｲﾃｸﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ新築工事 埼玉県大里郡 鹿島建設
　　　２月 琴電長尾線高架工事 香川県高松市 村上組
　　　２月 島根大学大学会館新営工事 島根県松江市 松江土建
　　　４月 衆議院議長公邸増改築工事 千代田区永田町 大成建設
　　　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
　　　５月 喜久井町ｷｬﾝﾊﾟｽ新研究棟新築工事 新宿区喜久井町 清水建設
　　　６月 長崎県公園緑地協会プール清掃 長崎県 アポロビソー
　　　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 長崎高等技術専門校新築工事 長崎県 アポロビソー
　　　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 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
　　１０月 一般国道40号名寄市第5曙橋一連工事 北海道名寄市 ドーピー建設工業
　　１１月 大石ダム管理支所耐震改修工事 新潟県岩船郡 特殊技研興業
　　１１月 日本銀行戸田分館建設工事 埼玉県戸田市 竹中工務店
　　１１月 平成１２年度海族公園建設工事 石川県鹿島郡能登島 鹿島建設
　　１２月 通信総研研究本館建設工事 東京都小金井市 安藤建設
Ｈ13年２月 東急あかね台ｸﾞﾘｰﾝｼｽﾃﾑ整備工事 横浜市青葉区 群峰工業
　　　３月 谷田川水管橋工事 茨城県つくば市 清水建設
　　　５月 白井町保健福祉センター 千葉県白井市 大成建設
　　　５月 大谷学園秀英高校 横浜市泉区 鹿島建設
　　　６月 まこと幼稚園新築工事 横浜市瀬谷区 岩本組
　　　６月 阿蘇簡易保険保養センター改築工事 熊本県阿蘇郡 不動・五洋・東洋ＪＶ
　　　６月 かに道楽 千代田区外神田 鴻池組
　　　７月 両神温泉薬師の湯 秩父郡両神村 熊谷組
    １１月 駒場建築作業所 東京都目黒区 鉄建建設
    １１月 サーパス平和公園 宮崎市下北方町 穴吹工務店
　　１２月 日本大学経済学部７号館新築工事 東京都千代田区 フジタ
Ｈ14年１月 羽昨農用道橋 石川県羽昨市 鹿島・大成・熊谷JV
　　　２月 上川高架橋 東京都八王子 オリエンタル建設
　　　２月 武蔵村山温泉施設アイピー２１ 東京都武蔵村山 大豊建設
　　　３月 あざみ野ﾊﾟｰｸﾊｳｽ弐番館新築工事 横浜市青葉区 土屋組
　　　３月 ひばり寮護園新築工事 岩手県久慈市 大成建設
　　　３月 芝川第一高架 静岡県富士郡 ｵﾘｴﾝﾀﾙ・常磐興産JV
　　　５月 東京成徳大学深谷高等学校 埼玉県深谷市 北野建設
　　　５月 熊谷スポーツ文化公園工事 埼玉県熊谷市 錢高組
　　　６月 横浜櫻葉学園 横浜市中区 鹿島建設
　　　６月 上社南I.Cランプ橋 名古屋市名東区 東日本コンクリート
　　　６月 金谷西高架橋 静岡県榛原郡 ｵﾘｴﾝﾀﾙ・常磐興産JV
　　　６月 大桑高架橋 石川県金沢市 昭和コンクリート工業
　　　７月 浜名湖新橋 静岡県浜松市 清水・大林JV
　　　８月 第二名神高速道路岩室橋工事 滋賀県甲賀郡 住友建設
　　１０月 読売新聞東京北工場 東京都北区 清水建設
　　１０月 第二東名朝比奈 静岡県志多郡 皆栄建設
　　１１月 高齢者いきいき広場建設工事 埼玉県新座市 松坂屋建材
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　日　　付 　　　　　工　　　事　　　名 　　　住　　　所 　　施工ゼネコン/他
Ｈ14年11月 青山学院大学相模原ｷｬﾝﾊﾞｽB棟 神奈川県相模原市 戸田建設
Ｈ15年１月 廣池学園 千葉県柏市 住友林業
　　　２月 大田区工業高校 東京都大田区 飛島建設
　　　４月 中電浜岡原子力発電所タービン建屋 静岡県小笠郡 竹中工務店
　　　４月 東京水産大学 東京都港区 りんかい建設
　　　５月 石橋ビル 東京都目黒区 戸田建設
　　　６月 荒川横断道 東京都府中市 オリエンタル建設
　　　７月 加美町高齢者福祉センター 兵庫県加美町 佐藤道路
　　　７月 町営笠神第２住宅新築工事 奈良県宇陀郡 松塚・小松原JV
　　　８月 リベール布施新築工事 大阪府東大阪市 淺沼組
　　　９月 東京書籍戸田流通センター新築工事 埼玉県戸田市 安藤建設
    １０月 セレッソコート梅田北 大阪市北区 あすなろ建設
　　１０月 桐渕橋 群馬県富岡市 銭高・ｵﾘｴﾝﾀﾙ・岩井JV
　　１０月 新小岩駅前ビル 東京都葛飾区 淺沼組
　　１２月 東戸塚マンション計画新築工事 横浜市保土ヶ谷 東急建設
　　１２月 洞泉道橋 岩手県釜石市 鹿島建設
　　１２月 第二東名高速道路刈谷舗装工事 愛知県豊田市 フジタ道路・中部土木JV
Ｈ16年１月 赤坂１丁目マンション 東京都港区 竹中工務店
　　　１月 西武学園文理小学校新築工事 埼玉県狭山市 小川建設
      ２月 鑓水共同住宅新築工事 東京都八王子市 淺沼組
　　　４月 関東学院大学六浦楼 横浜市金沢区 西松建設
　　　５月 仙川１丁目MS 東京都調布市 鹿島建設
　　　５月 西の池橋 静岡県浜北市 富士ピーエス・川田JV
　　　５月 愛環第２屋戸 愛知県瀬戸市 オリエンタル建設
　　　５月 コスモひばりヶ丘 東京都西東京市 大豊建設
　　　６月 若草高架橋 山梨県南アルプス市 ｵﾘｴﾝﾀﾙ・日本綱弦JV
　　　６月 高和１丁目マンション 東京都港区 大成建設
　　　６月 栗山病院 富山県富山市 タカノ建設
　　　６月 長尾川橋 静岡県静岡市 阿部・白石JV
　　　７月 中部大学進入路新設工事 愛知県春日井市 清水建設
　　　８月 桜川老健施設新築工事 東京都墨田区 安藤建設
　　　８月 国分寺東恋ヶ窪計画新築工事 東京都国分寺 長谷工コーポレーション
　　１０月 落合川橋 愛知県蒲郡 ドーピー建設
    １０月 桐蔭学園法科大 横浜市青葉区 清水建設
　　１１月 かもい大橋 北海道歌志内市 鹿島・ドーピーJV
　　１１月 ハイネス新小岩親水公園 東京都江戸川区 淺沼組
　　１１月 末野大橋 埼玉県大里郡 オリエンタル建設
　　１２月 本田技研和光市独身寮 埼玉県和光市 錢高組
　　１２月 人間総合化学大学研究棟新築工事 埼玉県岩槻市 鹿島建設
　　１２月 鶴羽橋 山形県東田川郡 三井住友建設
Ｈ17年１月 生田ばらの庄老人ホーム 神奈川県川崎市 清水建設
　　　１月 サンアリーナ阪東橋 横浜市南区 新日本建設
　　　１月 川薬新築工事 神奈川県川崎市 戸田建設
　　　２月 天竜川橋西工事 静岡県浜北市 ｵﾘｴﾝﾀﾙ・東日本ｺﾝｸﾘｰﾄJV
　　　２月 江原高架橋 山梨県巨摩郡 ｵﾘｴﾝﾀﾙ・日本ﾋﾟｰｴｽJV
　　　２月 舞草橋 岩手県一関市 ドーピー建設工業
　　　２月 本郷１丁目Aマンション 東京都文京区 鴻池組
　　　２月 銚子連絡新道路新設工事 千葉県山武郡 川田建設
　　　３月 心臓血管研究所付属病院 東京都港区 竹中工務店
　　　３月 新明鏡橋 山形県西村山郡 ﾋﾟｰｴｽ三菱・渋谷JV
　　　３月 資生堂学園加賀 東京都板橋区 大林組
　　　３月 福崎町立図書館 兵庫県神崎郡 前川建設
　　　４月 新東松山橋 埼玉県東松山市 オリエンタル建設
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　日　　付 　　　　　工　　　事　　　名 　　　住　　　所 　　施工ゼネコン/他
Ｈ17年４月 下河東高架５号橋 山梨県巨摩郡 ﾋﾟｰｼｰ橋梁・銭高JV
　　　４月 大東文化大学整備計画建設工事 東京都板橋区 戸田建設
　　　６月 狩宿高架橋 静岡県引佐郡 富士ﾋﾟｰｴｽ・鉄建建設JV
　　　７月 半過橋上部工事 長野県上田市 ドーピー建設工業
　　　７月 香取最終処分場 千葉県佐原市 清水・石井JV
　　　７月 津島市民病院増築工事 愛知県津島市 鴻池組・ミタニJV
　　　８月 スポーツプレックス磯子改修工事 神奈川県横浜市 安藤建設
　　　８月 鐙川橋 宮城県亘理郡 新日鐵・ﾄﾞｰﾋﾟｰ建設JV
　　　８月 第二東名大野原高架 静岡県御殿場市 大林・ドーピー建設JV
　　１０月 神戸沖埋立処分場護岸災害復旧工事 神戸市東灘区 東洋・ﾃﾄﾗ・日本海工JV
　　１０月 東京女子医大病院 千葉県八千代市 清水建設
　　１１月 海星小学校 北海道根室市 吉谷・桑野JV
　　１１月 新東松山橋 埼玉県東松山市 鹿島建設
　　１２月 第二東名宍原高架橋 静岡市清水区 極東・機動JV
　　１２月 仙空第二関下BV他工事 宮城県名取市 ﾋﾟｰｴｽ三菱・東日本ｺﾝｸﾘｰﾄJV

　　１２月 スウィングベーカリー新築工事 千葉県印西市 ナガノフドー建設
Ｈ18年１月 大又橋 和歌山県印南町 極東工業
　　　１月 東中根高場線橋梁 茨城県ひたちなか市 オリエンタル・岡部JV
　　　１月 横浜レジデンス新築工事 神奈川県横浜市 安藤建設
　　　１月 吉原高架橋上部工事 茨城県稲敷郡 オリエンタル建設
　　　１月 プロロジスパーク舞州 大阪市此花区 清水建設
　　　１月 浄化センター３号焼却炉 奈良県大和郡山市 村本・新井・尾田JV
　　　２月 青山学院初等部校舎 東京都渋谷区 清水建設・竹中JV
　　　２月 国分株式流通ｾﾝﾀｰﾘﾆｭｰｱﾙ工事 千葉県船橋市 フジタ
　　　　　２月 龍谷大学深草キャンパス新築工事 京都市 竹中工務店
　　　　　２月 青山学院初等部校舎新築工事 東京都渋谷区 清水建設・竹中工務店
　　　　　３月 氷見第四トンネル 富山県氷見市 鉄建建設
　　　　　３月 目白ガーデンヒルズ新築工事 東京都豊島区 鹿島建設
　　　　　３月 堀留町計画マンション 東京都中央区 大成建設
　　　　　３月 ガスミュージアム 東京都小平市 ＩＮＡＸ
　　　　　３月 メイツ国立改修工事 東京都国分寺 長谷工
　　　　　３月 日置電気ソリューションファクトリー新棟 長野県上田市 清水・北野建設ＪＶ
　　　　　４月 代官山ビルサイドテラス 東京都渋谷区 竹中工務店
　　　　　５月 全国盲導犬総合育成訓練センター新築工事静岡県富士宮市 安藤建設
　　　　　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
　　　　　６月 第二東名伊佐府布２号高架橋 静岡市 ＰＳ三菱・銭高ＪＶ
　　　　　６月 あいおい損保茂原ビル 千葉県茂原市 大成建設
　　　　　７月 山切１号高架橋 静岡市 三井住友・日本鋼弦ＪＶ
　　　　　７月 国立高架橋 東京都国立市 三井住友建設
　　　　　８月 駒澤大学多摩川新体育館新築工事 東京都世田谷区 熊谷組
　　　　　９月 谷沢川第四砂防堰堤 群馬県草津市 佐田建設
　　　　　９月 二ツ石ダム 宮城県加美郡 佐藤工業・西松・三井住友ＪＶ

　　　　　９月 ＴＰＨ看護専門学校 東京都中野区 熊谷組
　　　　　９月 第二東名宍原高架橋 静岡市 極東工業・機動建設ＪＶ
　　　　１０月 第二東名中の合高架橋 静岡県藤枝市 大成・安部ＪＶ
　　　　１１月 折石大橋 北海道岩内郡 どーピー建設
　　　　１２月 医学書院新本社ビル 東京都文京区 大林組
　　　　１２月 日本薬科大学 埼玉県北安達郡 竹中工務店
Ｈ19年　２月 清風荘新築工事 大阪府豊中市 清水建設
　　　　　３月 成田市立美郷台小学校体育館新築工事 千葉県成田市 平山建設
　　　　　３月 横浜地方気象台増築棟建設 神奈川県横浜市 小田急・三木経常建設ＪＶ
　　　　　３月 鉄道博物館新築工事 さいたま市 鹿島・鉄建・飛島ＪＶ
　　　　　４月 佐原第二高架橋 神奈川県横須賀市 富士ＰＳ・中央ＰＳＪＶ

⑤



日　　付 　　　　　工　　　　事　　　　名 住　　　　　所 施工ゼネコン／他
Ｈ19年　５月 銚子大橋 千葉県銚子市 鹿島・若築・福田ＪＶ
　　　　　６月 大宮公園サッカー場 さいたま市　 戸田建設
　　　　　７月 芝浦アイランド 東京都港区 鹿島建設
　　　　１０月 夢洲トンネル 大阪市 清水建設
　　　　１１月 工学院大学八王子キャンパス 東京都八王子市 銭高組
Ｈ20年　４月 上り浜橋 鹿児島県出水郡 川田建設
　　　　　４月 大塚工機榛名第二工場 群馬県北群馬郡 前田建設
　　　　　４月 多良岳７号橋 佐賀県藤津郡 川田建設・黒木建設ＪＶ
　　　　　５月 厚木日産Ｍプロジェクト外構 神奈川県厚木市 清水建設
　　　　　５月 上伊佐布高架橋 静岡市 三井住友・鉄建ＪＶ


