


令和 4年度 RADIX工事実績
工事名 元請け（契約先） 所在地 用  途

SOSILA柏新築工事 前田建設(株) 千葉県 共同住宅
(株)大創産業神奈川RDC新築工事 (株)奥村組 神奈川県 物流倉庫
お茶の水小学校・幼稚園改築工事 戸田建設(株) 東京都 公共工事
湯島2丁目(御茶ノ水計画)新築工事 前田建設工業(株) 東京都 共同住宅
渋谷区東アパートメント新築工事 大崎建設(株) 東京都 共同住宅
三井リンクラボ新木場2 (株)竹中工務店 東京都 ビル
NHK放送センター建替工事 (株)竹中工務店 東京都 ビル
Landport戸田新築工事 前田建設(株) 埼玉県 物流倉庫
八潮市新庁舎建設工事 清水建設(株) 埼玉県 公共工事
第三京浜道路京浜管理事務所改築工事 大日本土木(株) 神奈川県 ビル
三田3・4丁目地区第一種再開発事業 (株)長谷工コーポレーション 東京都 共同住宅
厚木市上依知物流プロジェクト 佐藤工業(株) 神奈川県 物流倉庫
コープデリ連合会新本部棟新築工事 サンエス建設(株) 埼玉県 物流倉庫
岡野一丁目計画 (株)ティーケーケー、日本建設 神奈川県 共同住宅
ｴﾑ･ｲｰ･ｴﾑ･ｼｰ(株)宇都宮工場4号棟建設工事 (株)安藤間 栃木県 工場
越谷市役所新庁舎建設工事 清水建設(株) 埼玉県 公共工事
キオクシア岩手(株)第1期建築工事 清水建設(株) 岩手県 工場
さいたま市サーマルエネルギーセンター整備事業 西松建設(株) 埼玉県 公共工事
芝浦再開発計画 鹿島建設㈱ 東京都 ビル
日本橋人形町2丁目計画 大豊建設(株) 東京都 共同住宅
南本宿PJ新築工事 大和ハウス工業(株) 神奈川県 老人ホーム
中央区晴海特別出張所等複合施設建設工事 松井建設(株) 東京都 公共工事
木更津クリニック併設高齢者向け住宅新築工事 戸田建設(株) 千葉県 病院
久喜開発PJ第1期工事全農物流倉庫建設工事 大崎建設(株) 埼玉県 物流倉庫
柏の葉6丁目2番キャンパス整備計画 三井住友建設(株) 千葉県 学校施設
大山町クロスポイント地区再開発新築工事 (株)長谷工コーポレーション 東京都 共同住宅
長町6丁目計画 東鉄工業(株) 宮城県 共同住宅
東京工業大学大岡山西5，6号棟新設その他工事 (株)フジタ 東京都 学校施設
桜蔭中学校高等学校東館建替計画 前田建設工業(株) 東京都 学校施設
仲六郷PJ (株)鴻池組 東京都 共同住宅
島忠横浜市鶴見店舗建替計画 五洋建設(株) 神奈川県 商業施設
広尾5丁目計画新築工事 木内建設(株) 東京都 共同住宅
野田市中根物流開発計画 前田建設工業(株) 千葉県 物流倉庫
大田区大森北1丁目計画 木内建設(株) 東京都 共同住宅
ポーラ化成工業(株)横浜事業所新棟新築工事 (株)竹中工務店 神奈川県 工場
とちぎ検診プラザ新築工事 松井建設(株) 栃木県 病院
世田谷区中町4丁目計画新築工事 大和ハウス工業(株) 東京都 共同住宅
秀和青山レジデンスマンション建替計画 (株)鴻池組 東京都 ビル
太平洋工業東大垣工場新プレス工場新築工事 (株)ダイフジ 岐阜県 工場



DHL Yachiyo Logistics Center　新築工事 佐藤工業(株) 千葉県 工場
渋谷区鉢山町計画新築工事 (株)鴻池組 東京都 共同住宅
入間(3)格納庫新設等建築その他工事 (株)鴻池組 埼玉県 公共工事
台東区駒形1丁目計画 大和ハウス工業(株) 東京都 共同住宅
愛知県新体育館整備・運営等事業 前田建設工業(株) 愛知県 公共工事
品川港南ビル 大和ハウス工業(株) 東京都 データセンター
DPL坂戸Ⅲ 向井建設(株) 埼玉県 物流倉庫
更生保護施設斉修会改築工事 (株)大城組 東京都 老人ホーム
杉並区上井草2丁目計画新築工事 大和ハウス工業(株) 東京都 共同住宅
世田谷区中町1丁目計画 (株)熊谷組 東京都 共同住宅
浜見平団地(建替)第3期後、第2住宅建設工事C棟 (株)鴻池組 神奈川県 共同住宅
秀和青山レジデンスマンション建替事業 (株)鴻池組 東京都 ビル
新開トランスポートシステムズ府中建替工事 (株)鴻池組 東京都 物流倉庫
フロール横浜井土ヶ谷新築工事 (株)長谷工コーポレーション 神奈川県 共同住宅
桜台団地D棟工区(D1～D4棟) 五洋建設(株) 神奈川県 共同住宅
GLPALFALINK流山４プロジェクト 戸田建設(株) 千葉県 物流倉庫
世田谷区奥沢７丁目計画 西松建設(株) 東京都 共同住宅
プロロジスパーク古河５プロジェクト 大崎建設(株) 茨城県 物流倉庫
十条駅西口地区第一種市街地再開発事業(商業棟) 前田建設工業(株) 東京都 商業施設
朝日生命国立社宅(北等)新築工事 (株)竹中工務店 東京都 共同住宅
GLP千葉北プロジェクト (株)奥村組 千葉県 物流倉庫



令和  3年度  RADIX工事実績
工  事  名 元請（契約先） 所在地 用  途

キオクシア(株)四日市工場570棟 鹿島建設(株) 三重県 工場
妙義神社境内整備 松井建設(株) 東京都 共同住宅
彩裕ﾌｰｽﾞ第2工場 清水建設(株) 埼玉県 工場
ESR東扇島DC 東急建設(株) 神奈川県 物流倉庫
津島警察署庁舎 大日本土木(株) 愛知県 警察署
蒲田消防署空港分署庁舎 京急建設 東京都 消防署
ｱﾊﾟﾎﾃﾙﾌﾟﾗｲﾄﾞ六本木駅東 (株)奥村組 東京都 ﾎﾃﾙ
ESR幸浦DC2　　杭工事 (株)塩浜工業 神奈川県 物流倉庫
元浅草3丁目 (株)竹中工務店 東京都 共同住宅
三橋病院建替え 大和ﾊｳｽ工業 千葉県 医療施設
南部地区職業教育拠点校 フジタ・八重樫・松浦組 宮城県 文教施設
日野病院建替え 松井建設(株) 神奈川県 医療施設
キオクシア(株)四日市工場478棟 鹿島建設(株) 三重県 工場
AWPE（株）福島製作所 前田建設工業（株） 福島県 工場
新開ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑ東京営業所 (株)鴻池組 東京都 工場倉庫
東急虎ノ門ビル 東急建設(株) 東京都 事務所ビル
八幡山ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 大和ﾊｳｽ工業(株) 東京都 老人ホーム
萩中賃貸住宅計画 大末建設(株) 東京都 共同住宅
杉並消防署高円寺出張所 斉藤工業(株) 東京都 消防署
DPL新横浜Ⅱ (株)錢高組 神奈川県 物流倉庫
GLP流山5.6 奥村組 千葉県 物流倉庫
三井不動産ロジスティックパーク海老名１ 日鉄エンジニアリング（株） 神奈川県 物流倉庫
横浜サフィロ建替え工事に伴う基礎準備工事 立建設（株）東京支店 神奈川県 共同住宅
錢高組　大塚寮　新築工事 向井建設（株） 東京都 その他
神楽坂袋町計画　新築工事 （株）鴻池組 東京都 共同住宅
LANDPORT多摩（B案） JFEシビル（株） 東京都 物流倉庫
野田尾崎物流施設計画新築工事 長谷工・青木あすなろ共同企業体 千葉県 物流倉庫
憲政記念館代替施設新築（20）建築その他工事 戸田建設（株） 東京都 公共事業
斉藤倉庫建替計画 五洋建設（株） 東京都 物流倉庫
イオンスタイル天王町新築工事計画 （株）大本組 神奈川県 商業施設
GLP　ALFALINK　流山5、6 （株）奥村組 千葉県 物流倉庫
社会福祉法人愛理会　グローバーこども園 栗本建設工業（株） 東京都 共同住宅
Dプロジェクト江東深川　新築工事 向井建設（株） 東京都 物流倉庫
（株）シーテック　大高ビル新築工事 （株）ダイフジ 愛知県 物流倉庫
西台駅前ビル新築工事 松井建設(株) 東京都 商業施設
あさかホスピタルB棟・本館改築工事 （株）フジタ 福島県 医療施設
富士物流筑波物流センター建設工事 東急建設(株) 茨城県 物流倉庫
三愛会総合病院移転新築計画 清水建設（株） 埼玉県 医療施設
江東区東砂６丁目物流施設 （株）淺沼組 東京都 物流倉庫
スリーオークス十日市場町マンション計画 大豊建設（株） 神奈川県 共同住宅
渋谷区恵比寿４丁目プロジェクト新築工事 前田建設工業（株） 神奈川県 その他
三田３・４丁目地区再開発施設新築工事 長谷工・大林建設共同企業体 東京都 共同住宅
明神町２丁目プロジェクト 大和ハウス工業（株） 東京都 共同住宅
川越市脇田本町計画 （株）フジタ 埼玉県 商業施設
（株）モリタ東京製作所第５工場新築工事 西松建設（株） 埼玉県 工場
代官山町プロジェクト新築工事 竹中工務店 東京都 共同住宅
GLPALFALINK流山5、6(乾式壁基礎型枠） (株)奥村組 千葉県 物流倉庫
柏IC物流倉庫計画新築工事 青木あすなろ建設（株） 千葉県 物流倉庫
板橋区大山東町３３番計画 木内建設（株） 東京都 共同住宅

高伸建設株式会社

久保汐莉那



JR前橋駅北口地区第１種市街地再開発事業 ファーストコーポレーション（株） 群馬県 商業施設
下総（2補）隊舎新設等建築その他工事 （株）鴻池組 千葉県 公共事業
池袋3丁目計画 前田建設工業（株） 東京都 商業施設
上野3丁目ビル　新築工事 (株)奥村組 東京都 商業施設
大田区中央8丁目介護施設計画 大和ハウス工業（株） 東京都 その他
新綱島駅前地区第一種市街地再開発事業 東急建設(株) 神奈川県 商業施設
板橋区向原1丁目計画既存PC杭撤去工事 大和ハウス工業（株） 東京都 その他
GLPALFALINK流山7 JFEシビル・堀・坪井JV 千葉県 物流倉庫
新可燃ごみ処理施設設備事業 フジタ・常総特定建設王子共同企業体 茨城県 公共事業
トーエル別館新築工事 松井建設(株) 神奈川県 その他
GLPALFALINK相模原SITE3 （株）竹中工務店 神奈川県 物流倉庫
千代田区麹町3丁目8計画新築工事 前田建設工業（株） 東京都 その他
DPL浦安IV新築工事 JFEシビル（株） 千葉県 物流倉庫
西五反田2丁目計画新築工事 (株)鴻池組 東京都 その他
足立区千住寿町共同住宅 大豊建設株式会社 東京都 その他
学校法人みくに学園認定こども園みくに学園新築工事 松井建設(株) 千葉県 公共事業
LANDPORT上尾Ⅱ新築工事 東急建設(株) 埼玉県 物流倉庫
鶴見研修センター新築工事 鹿島建設(株) 神奈川県 その他
京浜産業(株)プロジェクトK新築工事 日鉄エンジニアリング・日東工営共同企業体 神奈川県 その他
湘南平塚宝町プロジェクト新築工事 大和ハウス工業株式会社 神奈川県 その他
株式会社アイシーエス新社屋建築工事 鹿島建設(株) 岩手県 その他
東中野5丁目計画新築工事 前田建設工業（株） 東京都 その他
イーエヌ大塚製薬(株)第一製造棟ﾘﾆｭｰｱﾙ工事 鹿島建設(株) 岩手県 工場
綾瀬物流施設計画 (株)奥村組 神奈川県 物流倉庫
旭ヶ丘病院プロジェクト 松井建設(株) 埼玉県 公共事業
武蔵小山長谷川ビル新築工事 松井建設(株) 東京都 その他
日機装(株)新メディカル技術センター計画 前田建設工業（株） 東京都 工場
八王子市新館清掃施設設備及び運営事業建設工事 大豊建設株式会社 東京都 工場
叡明光行スタジオ新築工事 清水建設株式会社 埼玉県 その他
富山県防災・危機管理センター新築工事 前田建設工業（株） 富山県 その他
ベルーナ吉見ロジスティックスセンター増築工事 北野建設株式会社 埼玉県 物流倉庫
大宮桜木町1丁目計画 鹿島建設(株) 埼玉県 その他

高伸建設株式会社



令和  2年度  RADIX工事実績
工  事  名 元請（契約先） 所在地 用  途

港南台第二病院 (株)奥村組 神奈川県 病院施設
高津区坂戸一丁目介護施設坂戸屋 (株)奥村組 神奈川県 介護施設
新木場2丁目PJ 鹿島建設(株) 東京都 事務所ビル
特養老人ホーム　ﾌｪﾆｯｸｽ杉並 松井建設(株) 東京都 老人ホーム
岐阜県庁舎行政棟 前田建設工業(株) 岐阜県 公共施設
九段南１丁目PJ 鹿島建設(株) 東京都 複合施設
株式会社シグマ会津工場LC棟 鹿島建設(株) 福島県 工場
川澄化学工業(株)殿町研究開発拠点 (株)竹中工務店 神奈川県 研究施設
芝浦第二小学校 日本国土・徳倉・田中建設JV 東京都 文教施設
AGC旭硝子新研究棟 (株)フジタ 神奈川県 研究施設
ロジクロス春日部 JFEｼﾋﾞﾙ(株) 埼玉県 物流施設
蔵前4丁目計画 (株)淺沼組 東京都 事務所ビル
中外製薬(株)横浜研究拠点PJ 鹿島建設(株) 神奈川県 研究施設
海老名駅間B-2地区ｵﾌｨｽ棟 鹿島建設(株) 神奈川県 事務所ビル
ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝ小平新開発棟 (株)大林組 東京都 研究施設
南関東ふそう品川支店事務用品倉庫 (株)フジタ 東京都 倉庫
ESR幸浦DC　（杭円形型枠） (株)塩浜工業 神奈川県 物流施設
ｱﾊﾟﾎﾃﾙ西船橋 新日本建設(株) 千葉建設 宿泊施設
次世代放射施設　A工区 鹿島建設(株) 宮城県 研究施設
仙台冷蔵多賀城ｾﾝﾀｰ 五洋建設(株) 宮城県 物流施設
京都微生物研究所本部ラボ 鹿島建設(株) 京都府 研究施設
相模原市中央区宮下1丁目 (株)長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 神奈川県 ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ
新子安1丁目24番計画 (株)熊谷組 神奈川県 ﾏﾝｼｮﾝ
流山おおたかの森A3街区 (株)フジタ 千葉県 商業施設
大宮現業事務所7号ほか8棟 りんかい日産建設 埼玉県 事務所ビル
福島日野自動車(株)郡山支店 大和ﾊｳｽ工業(株) 福島県 店舗　工場
八楠八幡新バラ倉庫 東亜建設工業(株) 千葉県 倉庫
板橋区役所前計画 新日本建設(株) 東京都 ﾏﾝｼｮﾝ
高田馬場駅前ビル建替 鹿島建設(株) 東京都 事務所ビル
中央区立本の森ちゅうおう 松井建設(株) 東京都 図書館
千葉労災病院増築 松井建設(株) 千葉県 病院施設
八王子市新館清掃施設 神鋼・大豊JV 東京都 ｺﾞﾐ処理施設
三洋ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ 大和ﾊｳｽ工業(株) 埼玉県 研究施設
三宮新港町M 前田建設工業(株) 兵庫県 ﾏﾝｼｮﾝ
ｵｲﾚｽ工業藤沢事業所8号棟 (株)竹中工務店 神奈川県 工場
下野市南河内小中学校 清水・小林・前原JV 栃木県 文教施設
INPEX本社地区新寮 鹿島建設(株) 東京都 共同住宅
彦根市市民体育ｾﾝﾀｰ (株)鴻池組 滋賀県 文教施設
ﾌﾟﾚﾘｰ日本橋ビル 松井建設(株) 東京都 ﾏﾝｼｮﾝ
三菱ケミカル(株)新研究棟 竹中工務店 神奈川県 研究施設
(株)ｱｲｼｰｴｽ新社屋 鹿島建設(株) 岩手県 事務所ビル
神泉・永田ﾏﾝｼｮﾝ 高松建設(株) 東京都 ﾏﾝｼｮﾝ
箕面ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｾﾝﾀｰ 前田建設工業(株) 大阪府 物流倉庫
志村警察署庁舎 淺沼・川口・渡邊JV 東京都 警察署
特養老人ホームしらひげ 松井建設(株) 東京都 老人ホーム
城北池田記念講堂 長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 東京都 宗教施設
株式会社ﾊｲｹﾑ東京研究所 松井建設(株) 千葉県 研究施設
株式会社二葉南港冷凍物流ｾﾝﾀｰ (株)大林組 大阪府 物流施設
AFM川崎工場　天調・酵素工場 戸田建設(株) 神奈川県 工場
浅田飴村山工場 (株)鴻池組 東京都 工場
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ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽﾊﾟｰｸ草加ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 清水建設(株) 埼玉県 物流倉庫
川口栄3丁目銀座地区再開発 前田建設工業(株) 埼玉県 複合施設
千葉中央駅四番街改修 戸田・京成建設JV 千葉県 複合施設
武蔵大学11号館増築工事 清水建設(株) 東京 文教施設
株式会社シーテック　大高ビル 鹿島建設(株) 愛知県 事務所ビル
日本下水道事業団研修ｾﾝﾀｰ 佐藤工業・スミダJV 埼玉県 研修所
日本橋3丁目共同ビル (株)フジタ 東京 事務所ビル
日本橋本町4丁目計画 (株)錢高組 東京 事務所ビル
PALTAC　栃木物流うｾﾝﾀｰ 大和ﾊｳｽ 栃木県 物流倉庫
富山県防災・危機管理ｾﾝﾀｰ 前田建設工業(株) 富山県 事務所ビル
弘前大学（医療）病棟新営　その他 鹿島建設(株) 青森県 病院施設
鶴岡第2地方合同庁舎 (株)フジタ 山形県 公共施設
横野平分工場防音壁基礎 信越ｱｽﾃｯｸ 群馬県 土木構造物
カメイ(株)宮城支店 鹿島建設(株) 宮城県 工場複合施設
GLP流山Ⅷ　内部設備基礎 (株)奥村組 千葉県 物流施設
野田中里物流施設 東亜建設工業(株) 千葉県 物流施設
特養老人ﾎｰﾑあそか園 松井建設(株) 東京 老人ホーム
児童向け複合施設 竹中工務店 東京 公共施設
東京ﾚｰﾙｹﾞｰﾄEAST (株)フジタ 東京 物流施設
港区六本木5丁目計画 三井住友建設(株) 東京 ﾏﾝｼｮﾝ
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松戸北部市場再開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 清水建設（株） 千葉県 倉庫

清湘会東砂ｸﾘﾆｯｸ 松井建設（株） 東京都 医療施設

戸田中央総合病院 清水建設（株） 埼玉県 医療施設

ｱﾊﾟﾎﾃﾙ千葉駅前 新日本建設（株） 千葉県 宿泊施設

日本ゼトック相模原事業所３号館増築 （株）竹中工務店 神奈川県 工場

浦安市東野地区複合福祉施設 松井建設（株） 千葉県 福祉施設

（株）加藤製作所東大井計画 西松建設（株） 東京都 工場

ｺｰﾌﾟﾃﾞﾘ東糀谷ｾﾝﾀｰ ｻﾝｴｽ建設（株） 東京都 倉庫

大正大学8号館建替 （株）大林組 東京都 文教複合施設

三芳物流ｾﾝﾀｰ 前田建設工業（株） 埼玉県 物流倉庫

ABC商会本社建替 戸田建設（株） 東京都 事務所ビル

ブリリア有明Ⅳ 三井住友建設（株） 東京都 ﾏﾝｼｮﾝ

都立南花 学園 フジタ・日本・共立・岡JV 東京都 文教複合施設

（柏Ⅱ）総合研究棟（情報系） （株）鴻池組 千葉県 文教施設（大学）

DPL流山Ⅰ-A 高松・青木あすなろJV 千葉県 物流倉庫

ConsilienceHall2020 西松建設（株） 東京都 文教移設

七日町第5ブロック南地区再開発 りんかい日産・千歳JV 山形県 複合施設

町田市熱回収施設 西松建設（株） 東京都 ごみ処理施設

（株）シグマ会津工場E棟 鹿島建設（株） 福島県 工場

日本政策投資銀行　青葉台寮 清水建設（株） 東京都 集合住宅

羽田空港跡地第1ｿﾞｰﾝBｴﾘｱ 鹿島建設（株） 東京都 複合施設

中野区弥生町2丁目計画 村中建設（株） 東京都 ﾏﾝｼｮﾝ

久喜物流施設計画 （株）鴻池組 埼玉県 物流倉庫

鶴ヶ島物流施設 青木あすなろ建設（株） 埼玉県 物流倉庫

相模原橋本台倉庫計画 JFEｼﾋﾞﾙ（株） 神奈川県 物流倉庫

倫理研究所紀尾井町第2ﾋﾞﾙ 前田建設工業（株） 東京都 事務所ビル

中野区本町3丁目計画 松井建設（株） 東京都 ﾏﾝｼｮﾝ

猿楽町Ⅱ計画 三井住友建設（株） 東京都 ﾏﾝｼｮﾝ

東洋大学赤羽台ｷｬﾝﾊﾟｽ新校舎 戸田建設（株） 東京都 文教施設（大学）

狛江市子育て・教育支援複合施設 大日本土木（株） 東京都 文教複合施設

ららぽーとTOKYO－BAYP1立体駐車場 三井住友建設（株） 千葉県 商業施設立駐

越谷市役所新庁舎 清水建設（株） 埼玉県 支庁・支所

盛岡ｾｲｺｰ工業（株） 鹿島建設（株） 岩手県 工場

第一三共ﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ平塚工場　試験棟 清水建設（株） 神奈川県 工場

関東化学伊勢原　新棟 （株）竹中工務店 神奈川県 工場

DPL横浜幸浦 大和ハウス工業（株） 神奈川県 物流倉庫

横浜中華学院 清水建設(株) 神奈川県 文教施設（中学、高校）

日医大武蔵小杉病院 (株)フジタ 神奈川県 病院施設

DPL流山Ⅱ 西松建設(株) 千葉県 物流倉庫

入間病院 (株)鴻池組 埼玉県 病院施設

港区南麻布1丁目賃貸マンション 木内建設(株) 東京都 ﾏﾝｼｮﾝ

令和  元年度  RADIX工事実績

工  事  名 元請（契約先） 所在地 用  途
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令和  元年度  RADIX工事実績

工  事  名 元請（契約先） 所在地 用  途

東京ET (株)藤井事業所 清水建設(株) 山梨県 工場

DCM山梨中央物流ｻｴﾝﾀｰ 五洋建設(株) 山梨県 物流倉庫

E R戸田ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ (株)塩浜工業 埼玉県 物流倉庫

横浜市新庁舎　（外構） 竹中・西松JV 神奈川県 公共施設

マルハニチロ物流名古屋ｾﾝﾀｰ JFEｼﾋﾞﾙ（株） 愛知県 物流倉庫

東京ET (株)藤井事業所 清水建設(株) 山梨県 工場

横浜ﾍﾞｲｻｲﾄﾞﾏﾘｰﾅ立体駐車場2 東亜建設工業(株) 神奈川県 立駐

京三製作所(株)本社工場Ⅳ期 東急建設(株) 神奈川県 工場

順天堂大学ｷｬﾝﾊﾟｽ・ﾎｽﾋﾟﾀﾙ再編事業 鹿島建設(株) 東京都 病院施設

又穂団地（UR)　 棟 (株)鴻池組 愛知県 ﾏﾝｼｮﾝ

千葉県柏市柏4丁目計画 三井住友建設(株) 千葉県 ﾏﾝｼｮﾝ

岐阜市新庁舎　立体駐車場 大日本・松永・玉田JV 岐阜県 立駐

蓮田物流倉庫 大和ハウス工業（株） 埼玉県 物流倉庫

旭市新庁舎 奥村組・阿部　JV 千葉県 公共施設

品川区南大井4丁目計画 松井建設(株) 東京都 ﾏﾝｼｮﾝ

豊洲6丁目4-3街区ﾎﾃﾙ計画 清水建設(株) 東京都 宿泊施設

港区こども家庭総合支援ｾﾝﾀｰ 松井建設(株) 東京都 文教施設

吉祥寺本町2丁目計画 前田建設工業(株) 東京都 共同住宅

成田大栄小中学校 フジタ・平山JV 千葉県 文教施設（小中）

ｻﾝﾗｲｽﾞ小山工場 佐藤工業(株) 栃木県 工場

DPL江東深川 (株)安藤・間 東京都 物流倉庫

GLP八千代Ⅲ 日鉄ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ・佐藤工業JV 千葉県 物流倉庫

日立物流東日本第二ﾒﾃﾞｨｶﾙ物流ｾﾝﾀｰ 大和ハウス工業（株） 埼玉県 物流倉庫

港区新橋6丁目計画 （株）竹中工務店 東京都 共同住宅

湯島3丁目計画 (株)鴻池組 東京都 共同住宅

ｻﾝﾄﾘｰプロダクツM-5水工場 (株)竹中工務店 長野県 工場

ｻﾝﾄﾘｰ知多蒸留所G5-PJ (株)鴻池組 愛知県 工場

不二製作所南工場棟 栗本建設工業(株) 東京都 工場

南小岩6丁目第一種市街地再開発事業 清水建設(株) 東京都 ﾏﾝｼｮﾝ

デ二カ(株)栄町第2ｾﾝﾀｰ 大和ハウス工業（株） 千葉県 冷凍倉庫

目黒区青葉台2丁目計画 大豊建設(株) 東京都 ﾏﾝｼｮﾝ

中外製薬(株)横浜研究拠点PJ 鹿島建設(株) 神奈川県 研究施設

相模原ｶｰﾃﾞｨｰﾗｰ・ﾘﾌﾄ基礎 大和ﾊｳｽ工業(株) 神奈川県 整備工場

岐阜県庁舎行政棟 前田建設工業(株) 岐阜県 支庁・支所

ﾛｼﾞｸﾛｽ蓮田 JFEｼﾋﾞﾙ(株) 埼玉県 物流倉庫

株式会社ｲｼﾀﾞ東京支社 前田建設工業(株) 東京都 事務所ビル

(株)本田技研研究所OMC 清水建設(株) 栃木県 工場

柏の葉141ｵﾌｨｽ計画 (株)鴻池組 千葉県 事務所ビル

GLP流山Ⅷ (株)奥村組 千葉県 物流倉庫
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栄町（変）本館改築 ㈱フジタ 福島県 事務所ビル

都立千歳丘高等学校 ㈱ｲｽﾞﾐ・ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ 東京都 文教施設

ﾅﾁｭﾗﾙｺｽﾒ八潮工場 松井建設㈱ 埼玉県 工場

浜見平団地建替第3期第1住宅 ㈱鴻池組 神奈川県 共同住宅

第2斎場 松井建設㈱ 千葉県 火葬場

芝大門2丁目計画 五洋建設㈱ 東京 事務所ビル

5計画 鹿島建設㈱ 東京 事務所ビル

厚木の里A-1ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 大和ﾊｳｽ工業㈱ 神奈川県 工場

横浜市民病院再整備診療棟 戸田・松尾・馬淵建設JV 神奈川県 病院施設

東京農大世田谷ｷｬﾝﾊﾟｽ新研究棟 ㈱大林組 東京都 文教施設

川崎東田町計画 ㈱鴻池組 神奈川県 宿泊施設

松伏ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｾﾝﾀｰ 新日鉄住金ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 埼玉県 物流倉庫

羽田旭町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 新日鉄住金ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 東京都 物流倉庫

文星閣昭和島計画 清水建設㈱ 東京都 工場

三恵技研工業㈱本社工場2号棟 ㈱鴻池組 東京都 工場

ＯＭ柏ﾋﾞﾙ 清水建設㈱ 千葉県 事務所ビル

西濃運輸成田支店 戸田建設㈱ 千葉県 物流倉庫

新港南ﾋﾞﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 前田建設工業㈱ 東京都 事務所ビル

神奈川大学新国際学生寮 松井建設㈱ 神奈川県 寄宿舎

神宮外苑ﾎﾃﾙ 清水建設㈱ 東京都 宿泊施設

芳水小学校第1期校舎改築 鴻池組・大明・加地JV 東京都 文教施設

恵比寿西2丁目計画 ㈱淺沼組 東京都 共同住宅

新座志木中央総合病院増床 清水建設㈱ 埼玉県 病院施設

日本梱包運輸倉庫㈱小川寮 松井建設㈱ 埼玉県 寄宿舎

晴海五丁目西地区再開発 三井住友健s津㈱ 東京 ﾏﾝｼｮﾝ。店舗

TREAM　Hall2019 西松建設㈱ 東京都 文教施設

新江戸遊ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 松井建設㈱ 東京都 公衆浴場

澁谷本町3丁目 ㈱鴻池組 東京都 事務所ビル

無菌製剤棟　ｽﾀﾝｼｮﾝ盛替計画 清水建設㈱ 神奈川県 研究施設

JWﾏﾘｵｯﾄﾎﾃﾙ奈良計画 大成建設㈱ 奈良県 宿泊施設

特定廃棄物セメント固形化処理業務 鴻池組・前田・西部・株木JV 福島県 処理施設

新木場３丁目計画 新日鉄住金ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 東京都 物流倉庫

ﾆｯｾｲﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｾﾝﾀｰ横浜町田 竹中・ﾌｼﾞﾀJV 神奈川県 物流倉庫

WING新棟 鹿島建設㈱ 東京都 事務所ビル

新宿百人町2丁目計画 新日本建設㈱ 東京都 ﾏﾝｼｮﾝ。店舗

恵比寿南3丁目計画 ㈱鴻池組 東京都 ﾏﾝｼｮﾝ

横浜駅西口開発ビル ㈱竹中工務店 神奈川県 事務所ビル

東京国際空港第2ゾーン計画 西松建設㈱ 東京 ﾏﾝｼｮﾝ。店舗

北青山三丁目地区まちづくりPJ 鹿島建設㈱ 東京 ﾏﾝｼｮﾝ。店舗

荻窪計画 松井建設㈱ 東京 ﾏﾝｼｮﾝ

佛所護念会教団本部会館 前田建設工業㈱ 東京 宗教施設

平成  30年度  RADIX工事実績

工  事  名 元請（契約先） 所在地 用  途
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工  事  名 元請（契約先） 所在地 用  途

TDL新立体駐車場 ㈱竹中工務店 東京 立体駐車場

武蔵新城北口Ⅱ 日本国土開発㈱ 神奈川県 ﾏﾝｼｮﾝ

豊島区北大塚1丁目計画 ㈱鴻池組 東京 ﾏﾝｼｮﾝ

鶴川女子短期大学校舎 清水建設㈱ 東京 文教施設

AGC旭硝子京浜工場新研究棟 ㈱フジタ 神奈川県 研究施設

千駄ヶ谷五丁目再開発 ㈱大林組 東京都 再開発ビル

三菱電機㈱鎌倉製作所新棟 竹中・西武・菱栄JV 神奈川県 研究施設

新可燃ゴミ処理施設 五洋建設㈱ 東京都 ゴミ処理施設

KDDI㈱多摩ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ ㈱大林組 東京都 事務所ビル

市川塩浜物流ｾﾝﾀｰ 新日鉄住金・佐藤工業JV 千葉県 物流倉庫

横浜市市庁舎　移転 竹中・西松JV 神奈川県 事務所ビル

練馬区春日町6丁目 ㈱加賀田組 東京 ﾏﾝｼｮﾝ

晴海5-7街区選手村計画 三井住友建設㈱ 東京 複合施設

和光市駅南口駅ビル 清水建設㈱ 埼玉県 駅ビル

有明自動車営業所整備 ㈱淺沼組　 東京都 事務所ビル

神奈川県立ﾀｲｲｸｾﾝﾀｰ 清水・門倉・小俣JV 神奈川県 体育施設

千住1丁目再開発　201809 ㈱フジタ 東京都 ﾏﾝｼｮﾝ

福島工業㈱竹2ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ㈱大林組 大阪府 工場

ｷｭｰﾋﾟｰ伊丹工場新ﾀﾏｺﾞ棟 清水建設㈱ 兵庫県 工場

Dﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ江東辰巳 大和ﾊｳｽ工業㈱ 東京都 物流倉庫

小田原駅東口再開発ビル 五洋建設（株） 神奈川県 複合施設

文京区春日2丁目計画 村中建設（株） 東京都 ﾏﾝｼｮﾝ

東京ﾋﾞｯｸｻｲﾄ青海展示ﾎｰﾙ 大和ﾊｳｽ工業㈱ 東京都 展示ﾎｰﾙ

光が丘清掃工場建替え ﾀｸﾏ・鴻池組JV 東京都 ゴミ処理施設

パルシステム熊谷ｾﾝﾀｰ 日本国土開発㈱ 埼玉県 物流倉庫

E R野田ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰｼｮﾝ 塩浜工業㈱ 千葉県 物流倉庫

日亜化学工業横浜技術ｾﾝﾀｰ2号館 ㈱竹中工務店 神奈川県 工場

瑞穂町新庁舎 大日本土木㈱ 東京都 役場建物

トラスコ中山㈱ﾌﾟﾗﾈｯﾄ東北 鹿島建設㈱ 宮城県 物流倉庫

淑徳大学東京ｷｬﾝﾊﾟｽ4、5号館 松井建設㈱ 東京都 文教施設

神谷町計画 西松建設㈱ 東京都 事務所ビル

川西市消防本部及び川西市南消防署 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 兵庫県 消防署施設

入間川病院増築 清水建設㈱ 埼玉県 病院施設

K K（29）改築 ㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ・ﾐﾔﾏ 東京都 警察署

目黒清掃工場建替 JFEｴﾝｼﾞ・清水建設JV 東京都 ゴミ処理施設

ﾌｧﾅｯｸ新ｻｰﾎﾞﾓｰﾀｰ部品加工工場 東急建設㈱ 山梨県 工場

京橋税務署・中央都税事務所 西松建設㈱ 東京都 事務所ビル

中央区立阪本小学校・阪本こども園 松井建設㈱ 東京都 文教施設

豊田地域医療ｾﾝﾀｰ ㈱鴻池組 愛知県 病院施設

目黒区立中央体育館大規模改修 松井建設（株） 東京都 体育施設

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭ-ｼｮﾝｽﾞ㈱藤井事業所 清水建設㈱ 山梨県 工場

高伸建設株式会社
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千葉物流ｾﾝﾀｰE棟 戸田建設㈱ 千葉県 物流倉庫

GLP八千代Ⅱプロジェクト ㈱奥村組 千葉県 物流倉庫

川島物流ｾﾝﾀｰ JFEｼﾋﾞﾙ㈱ 埼玉県 物流倉庫

都立府中東高等学校 松井建設㈱ 東京都 文教施設

TGMM芝浦ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄB棟 清水建設㈱ 東京都 事務所ビル

創価学会（新）山梨文化会館 清水建設㈱ 山梨県 宗教施設

日本酢ﾋﾞ・ﾎﾟﾊﾞｰﾙ㈱本社工場管理棟 東洋建設㈱ 大阪府 事務所ビル

松山赤十字新病院2期 大成・白石・大和JV 愛媛県 病院施設

ｻﾝﾄﾘｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ㈱榛名工場 鹿島建設㈱ 群馬県 工場

松原市新図書館　 （株）鴻池組 大阪府 文教施設

ｴﾙﾌﾟﾚｲｽ南砂町 戸田建設（株） 東京都 ﾏﾝｼｮﾝ

池上線池上駅改良工事及び駅ビル 東急建設㈱ 東京 駅ﾋﾞﾙ

LOGIFRONT越谷Ⅱ （株）鴻池組 埼玉県 物流倉庫

新阪神DDC 東洋建設（株） 兵庫県 物流倉庫

後地小学校校舎改築 日本国土開発（株） 東京都 文教施設

千葉日野自動車木更津支店 （株）浅沼組 千葉県 事務所ビル・店舗

幡ヶ谷3丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 大和ﾊｳｽ工業㈱ 東京都 ﾏﾝｼｮﾝ

あざみ野2丁目計画 大豊建設（株） 　神奈川県 ﾏﾝｼｮﾝ

横浜ﾍﾞｲｻｲﾄﾞﾏﾘｰﾅ立体駐車場 東亜建設工業（株） 　神奈川県 立体駐車場

河合塾　池袋校 松井建設（株） 東京都 文教施設

高伸建設株式会社



特養老人ﾎｰﾑ　船橋希望丘ﾎｰﾑ 松井建設株式会社 東京都 特養老人施設

新中核病院 前田建設工業株式会社 茨城県 病院施設

桜井市立学校給食ｾﾝﾀｰ 浅沼組・中和ｺﾝ・中尾組JV 奈良県 給食ｾﾝﾀｰ

鎌倉市大船5丁目ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏｽﾄ計画 積水ﾊｳｽ株式会社 神奈川県 ﾏﾝｼｮﾝ

東神田二丁目共同住宅 株式会社安藤・間 東京都 ﾏﾝｼｮﾝ

㈱ﾄｰﾖｰﾀｲﾔｼﾞｬﾊﾟﾝ 大和ﾊｳｽ工業株式会社 神奈川県 店舗

九段北4丁目計画 前田建設工業株式会社 東京都 事務所ビル

練馬区立野町計画 新日本建設株式会社 東京都 ﾏﾝｼｮﾝ

株式会社ﾗﾝﾃｯｸ大阪支店 東洋建設株式会社 大阪府 物流倉庫

GLP枚方Ⅲﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 株式会社奥村組 大阪府 物流倉庫

クリオ綱島 株式会社加賀田組 神奈川県 ﾏﾝｼｮﾝ

阪和いずみ病院 西松・浅沼JV 大阪府 病院施設

世田谷区松原6丁目計画 東京都 ﾏﾝｼｮﾝ

さいたま市南区沼影計画 アイサワ工業株式会社 埼玉県 ﾏﾝｼｮﾝ

東京大学目白台国際宿舎 株式会社鴻池組 東京都 学校宿舎

八王子計画 三井住友建設株式会社 東京都 ﾏﾝｼｮﾝ

戸塚区上倉田町計画 株式会社熊谷組 神奈川県 ﾏﾝｼｮﾝ

横浜栄共済病院病棟 松井建設株式会社 神奈川県 病院施設

京浜ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙDynaBASE 株式会社フジタ 東京都 物流倉庫

相模原市中央区計画 株式会社奥村組 神奈川県 物流倉庫

東京成徳大学十条台ｷｬﾝﾊﾟｽ6号館 清水建設株式会社 東京都 学校施設

仙台ｵｰﾌﾟﾝ病院救急ｾﾝﾀｰ 鹿島建設株式会社 宮城県 病院施設

晴海五丁目西地区市街地再開発 前田建設工業株式会社 東京都 共同住宅

順天堂大学ｷｬﾝﾊﾟｽ・ﾎｽﾋﾟﾀﾙ再編事業 鹿島建設株式会社 東京都 病院施設

大田区羽田5丁目賃貸ﾏﾝｼｮﾝ計画 京急建設株式会社 東京都 共同住宅

慈眼寺法要所 松井建設株式会社 東京都 寺社

大井一丁目南第1地区再開発事業 西松建設株式会社 東京都 複合施設

GLP五霞ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ JFEｼﾋﾞﾙ株式会社 茨城県 物流倉庫

三郷浄水場受変電所内施設 株式会社奥村組 埼玉県 浄水場施設

ﾛｼﾞクロス習志野開発計画 株式会社鴻池組 千葉県 物流倉庫

MK-Tﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 前田建設工業株式会社 茨木県 研究施設

Dﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ有明Ⅱ 大和ﾊｳｽ工業株式会社 東京都 物流倉庫

日本通運㈱仙台支店卸町物流ｾﾝﾀｰ 鹿島建設株式会社 宮城県 駐車場

とどろき一倫荘 新日本建設株式会社 千葉県 老人ﾎｰﾑ

中央区築地三丁目計画 不二建設株式会社 東京都 ﾏﾝｼｮﾝ

江戸川区船堀2丁目計画 木内建設株式会社 東京都 ﾏﾝｼｮﾝ

相馬市立中村第二中学校校舎 小野建設株式会社 福島県 文教施設

石岡市新庁舎 株式会社フジタ 茨城県 事務所ビル

創価学会足立文化会館 大成・京成建設共同企業体 東京都 宗教施設

岡田港船客待合所及び津波避難施設 五洋建設株式会社 東京都

ﾀﾞｲｷﾝ工業㈱堺製作所臨海1号工場 鹿島建設株式会社 大阪府 工場施設

平成  29年度  RADIX工事実績

工  事  名 元請（契約先） 所在地 用  途
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さくらがわ地域医療ｾﾝﾀｰ 三井住友建設JV 茨城県 病院施設

区立小豆沢体育館ﾌﾟｰﾙ棟 株式会社鴻池組 東京都 体育施設

世田谷区二子玉川二丁目計画 大豊建設株式会社 東京都 ﾏﾝｼｮﾝ

特養老人ﾎｰﾑ杉並宮前園 松井建設株式会社 東京都 老人ﾎｰﾑ

松伏ｽﾏｰﾄﾘｻｲｸﾙｼｽﾃﾑｽﾞ 松井建設株式会社 埼玉県 工場施設

小岩駅前2共同住宅 ライト工業株式会社 東京都 ﾏﾝｼｮﾝ

江東区東陽7丁目6-9計画 木内建設株式会社 東京都 ﾏﾝｼｮﾝ

日本橋富沢町Ⅱ 木内建設株式会社 東京都 ﾏﾝｼｮﾝ

船橋市南部清掃工場 佐藤工業株式会社 千葉県 ゴミ処理施設

國學院大学渋谷ｷｬﾝﾊﾟｽ再開発事業 松井建設株式会社 東京都 文教施設（大学）

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ内久宝寺町2丁目ﾀﾜｰ 株式会社鴻池組 大阪府 ﾏﾝｼｮﾝ

武蔵小金井駅南口第2地区再開発 清水建設株式会社 東京 複合施設

港区六本木5町目計画 株式会社浅沼組 東京 ﾏﾝｼｮﾝ

会津ICTｵﾌｨｽ環境整備事業ｵﾌｨｽ棟 戸田建設株式会社JV 福島県 事務所ビル

有明ｱﾘｰﾅ（27） 株式会社竹中工務店 東京都 体育施設

晴海五丁目西地区市街地再開発 三井住友建設株式会社 東京都 ﾏﾝｼｮﾝ

EXC稲毛海岸駅前計画 新日本建設株式会社 千葉県 ﾏﾝｼｮﾝ

ESR市川ﾃﾞｽﾄﾘﾋﾞｭｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 戸田建設株式会社 千葉県 物流倉庫

向島中学校区小中一貫教育施設 東急・吉村JV 京都府 文教施設

名古屋市北名古屋工場 大林組・徳倉建設JV 愛知県 ゴミ処理施設

港区赤坂6丁目計画 不二建設株式会社 東京都 ﾏﾝｼｮﾝ

青山学院中等部校舎建替Ⅱ期 鹿島建設株式会社 東京都 文教施設

日通㈱仙台支社卸町物流ｾﾝﾀｰ増築 鹿島建設株式会社 宮城県 物流倉庫

大森西商業施設 木内建設株式会社 東京都 商業施設

GLP流山Ⅲﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ JFEｼﾋﾞﾙ株式会社 千葉県 物流倉庫

国際医療福祉大学　成田病院 戸田建設株式会社 千葉県 病院施設

千代田区一番町20計画 三井住友建設株式会社 東京都 ﾏﾝｼｮﾝ

ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 株式会社フジタ 東京都 文教ｽﾎﾟｰﾂ施設

としまみつばち保育園 松井建設株式会社 東京都 文教施設

AOKI本社増築計画 清水建設株式会社 神奈川県

福島赤十字病院施設駐車場棟 鹿島建設株式会社 福島県 病院施設

吉川ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 松井建設株式会社 埼玉県 工場施設

楢葉ﾎﾃﾙ 株式会社積築建設 福島県 ﾎﾃﾙ

都立南花畑学園特別支援学校 ﾌｼﾞﾀ・日本・共立・岡JV 東京都 文教施設

真澄寺横浜別院 清水建設株式会社 神奈川県 宗教施設

会津ICTｵﾌｨｽ環境整備事業交流棟 戸田建設株式会社 福島県 事務所

有明北3-1地区（3-1-B-2街区） 前田建設工業株式会社 東京都 ﾏﾝｼｮﾝ

名取駅前地区再開発（駐車場棟） 鹿島建設株式会社 宮城県 立体駐車場

国立音楽大学7号館 清水建設株式会社 東京都 文教施設

松伏物流ｾﾝﾀｰ 大和ﾊｳｽ工業株式会社 埼玉県 物流倉庫

国際基督教大学内　雑施設 清水建設株式会社 東京都 文教施設

高伸建設株式会社



平成  29年度  RADIX工事実績

工  事  名 元請（契約先） 所在地 用  途

大田区立志茂田小学校、中学校 松井建設株式会社 東京都 文教施設

ｱﾊﾟﾎﾃﾙ&ﾘｿﾞｰﾄ御堂筋本町ﾀﾜｰ 株式会社熊谷組 大阪府 ﾎﾃﾙ

名取駅前地区再開発事業（駐車場） 鹿島建設株式会社 宮城県 立体駐車場

川西倉庫㈱大黒営業所増築 株式会社鴻池組 神奈川県 倉庫

外神田1丁目計画 前田建設工業株式会社 東京都 事務所ビル

名戸ヶ谷病院 松井建設株式会社 千葉県 病院施設

横須賀ごみ処理施設 五洋建設株式会社 神奈川県 ゴミ処理施設

春日部市下柳 前田建設工業株式会社 埼玉県 物流倉庫

高松赤十字病院新東館 株式会社大林組 香川県 病院施設

ホウスイ川島物流ｾﾝﾀｰ JFEｼﾋﾞﾙ株式会社 埼玉県 物流倉庫

ﾏﾃﾘｱﾙｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ拠点棟 清水建設株式会社 茨城県 研究施設

高伸建設株式会社



関西ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ 株式会社大林組 大阪府 事務所ビル

ﾛﾜｰﾙ上大岡 日本国土開発株式会社 神奈川県 ﾏﾝｼｮﾝ

新群馬郵便処理施設 松井建設株式会社 群馬県 郵便施設

東京消防庁町田消防署庁舎 株式会社加賀田組 東京都 消防署施設

ﾌﾟﾗｻﾞｰﾋﾞﾙ 栗本建設工業株式会社 埼玉県 事務所ビル

ﾚｯﾄﾞｳｯﾄﾞ成田ﾃﾞｽﾄﾘﾋﾞｭｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 株式会社塩浜工業 千葉県 物流倉庫

大宮桜木町1丁目 木内建設株式会社 埼玉県 ﾏﾝｼｮﾝ

羽衣町2丁目計画 村中建設株式会社 神奈川県 ﾏﾝｼｮﾝ

松山赤十字病院 大成建設株式会社 愛媛県 病院施設

福山通運㈱東京支店ﾀｰﾐﾅﾙ棟整備工場 五洋建設株式会社 東京都 工場施設

東映ｱﾆﾒｰｼｮﾝ大泉ｽﾀｼﾞｵ 清水建設株式会社 東京都 ｽﾀｼﾞｵ施設

ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞﾘｰﾑ本社・研究所 株式会社竹中工務店 神奈川県 事務所、研究施設

ﾚｯﾄﾞｳｯﾄﾞ加須ﾃﾞｽﾄﾘﾋﾞｭｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 株式会社鴻池組 埼玉県 物流倉庫

獨協医科大越谷病院新棟 清水建設株式会社 埼玉県 病院施設

練馬区関町南3丁目 三井住友建設株式会社 東京都 ﾏﾝｼｮﾝ

都立南花畑学園特別支援学校 株式会社フジタ 東京都 学校施設

株式会社ｹｲﾊﾟｯｸC棟 前田建設工業株式会社 茨城県 工場施設

堺西物流センター 株式会社大林組 大阪府 物流倉庫

府中ｾﾝﾄﾗﾙﾊｲﾂﾏﾝｼｮﾝ建替え 株式会社鴻池組 東京都 ﾏﾝｼｮﾝ

ﾛｼﾞクロス厚木 株式会社鴻池組 神奈川県 物流倉庫

赤穂市民病院 株式会社熊谷組 兵庫県 病院施設

三菱電機㈱名古屋第二FA開発ｾﾝﾀｰ 鹿島建設株式会社 愛知県 工場施設

大原綜合病院駐車場 鹿島建設株式会社 福島県 立体駐車場

大阪ｼﾞｬｯｷ天理工場 株式会社奥村組 奈良県 工場施設

柏の葉154街区計画 株式会社鴻池組 千葉県 ﾏﾝｼｮﾝ

港区南麻布1丁目計画 戸田建設株式会社 東京都 ﾏﾝｼｮﾝ

気仙沼市魚市場CD棟・E棟 大成建設㈱ 宮城県 市場施設

SVH厚木南ｲﾝﾀｰ店 株式会社鴻池組 神奈川県 商業施設

広栄化学工業千葉ﾌﾟﾗﾝﾄ総合事務所 戸田建設株式会社 千葉県 事務所施設

Dﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ流山C棟 青木あすなろ建設㈱ 千葉県 物流倉庫

杉並清掃工場建替 日立造船・奥村組JV 東京都 清掃工場施設

草加松原B2街区第2住宅（C,D,E棟） 株式会社鴻池組 埼玉県 ﾏﾝｼｮﾝ

山口大学（医病）診療棟・病棟 清水建設株式会社 山口県 病院施設

草加松原B2街区第2住宅（B棟） 株木建設株式会社 埼玉県 ﾏﾝｼｮﾝ

新座志木中央病院 清水建設株式会社 埼玉県 病院施設

神奈川赤十字血液ｾﾝﾀｰ 新日本建設株式会社 神奈川県 特殊施設

多可町新庁舎 西松建設株式会社 兵庫県 役場施設

真岡発電プロジェクトタービン建屋 清水建設株式会社 栃木県 発電施設

草加松原B2街区第4住宅（gl棟） 株式会社長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 埼玉県 ﾏﾝｼｮﾝ

江東区木場5丁目計画 大和ﾊｳｽ工業株式会社 東京都 ﾏﾝｼｮﾝ

西宮北口B街区計画 株式会社奥村組 兵庫県 駅ビル

平成  28年度  RADIX工事実績
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平成  28年度  RADIX工事実績

工  事  名 元請（契約先） 所在地 用  途

国際基督教大学新々2寮　外構工事 清水建設株式会社 東京都 学校施設

千葉工大新習志野校舎7号館 三井住友建設株式会社 千葉県 学校施設

三井倉庫南本牧倉庫 戸田建設株式会社 神奈川県 物流倉庫

東戸塚ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 株式会社ﾊﾟﾜｰｽﾞｱﾝﾘﾐﾃｯﾄﾞ 神奈川県 ﾏﾝｼｮﾝ

岩崎電気ﾃｸﾉｾﾝﾀｰ 株式会社安藤・間 埼玉県 工場研究施設

足柄上合同庁舎本館 戸田建設株式会社 神奈川県 公共施設

アマダ伊勢原事業所 株式会社竹中工務店 神奈川県 工場施設

上大岡駐車場 雄建工業株式会社 神奈川県 立体駐車場

ｻﾆｰﾗｲﾌ板橋 大和ﾊｳｽ工業株式会社 東京都 老人福祉施設

墨田1丁目A共同住宅 ライト工業株式会社 東京都 ﾏﾝｼｮﾝ

三鷹第二ｾﾝﾀｰ 株式会社フジタ 東京都

GLP流山Ⅱ　　杭型枠+梁 株式会社奥村組 千葉県 物流倉庫

和光254-4計画 大和ﾊｳｽ工業株式会社 埼玉県

S-GATE秋葉原 五洋建設株式会社 東京都 事務所ビル

ｱﾋﾟﾀ横浜綱島 木内建設株式会社 神奈川県 商業施設

ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽﾊﾟｰｸ市川3 西松建設株式会社 千葉県 物流倉庫

寺方小・南小統合校 株式会社浅沼組 大阪府 学校施設

ﾌﾟﾛrｼﾞｽﾊﾟｰｸ東松山ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 清水建設株式会社 埼玉県 物流倉庫

安田倉庫鶴屋町2-13計画 松井建設株式会社 神奈川県 宿泊施設

日本橋室町三丁目地区再開発 鹿島・清水JV 東京都 事務所ビル

澁谷宇田川町計画 西松建設株式会社 東京都 事務所ビル

ﾀﾞｲﾜﾛｲﾔﾙ有明南K区計画 大和ﾊｳｽ工業株式会社 東京都 ﾎﾃﾙ

印西ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｾﾝﾀｰ 新日鉄住金ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 千葉県 物流倉庫

SGﾘｱﾙﾃｨｰ和光 大和ﾊｳｽ工業株式会社 埼玉県 物流倉庫

自治医科大学付属病院新館南棟 株式会社熊谷組 栃木県 病院施設

大日精化工業㈱東京製造事業所 株式会社安藤・間 東京 工場施設

MK-Tﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 前田建設工業株式会社 茨城県 研究施設

日産自動車販売㈱白金店 栗本建設工業株式会社 東京都 店舗

多摩ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ 株式会社長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 東京都 研究施設

名取駅前地区再開発 鹿島建設株式会社 宮城県 複合施設

住友化学㈱健康・農業関連事業研究所 清水建設株式会社 兵庫県 研究施設

東京学園調布計画 松井建設株式会社 東京都 学校施設

気仙沼市魚市場E棟 大成建設株式会社 宮城県 市場施設

聖心女子大学学生寮 清水建設株式会社 東京都 学校施設

高伸建設株式会社



ｲﾑｽ富士見総合病院 清水建設株式会社 埼玉県 病院施設

JAみなみ多摩支店 松井建設株式会社 東京都 金融機関

国際法務総合ｾﾝﾀｰ 松井建設株式会社 東京都 行政機関

川越下老袋物流施設 塩浜工業株式会社 埼玉県 物流倉庫

千葉工大新習志野校舎食堂棟 三井住友建設株式会社 千葉県 学校施設

総合川崎臨港病院南棟 株式会社竹中工務店 神奈川県 病院施設

堀越高等学校耐震改築 五洋建設株式会社 東京都 学校施設

第3ゴトウﾋﾞﾙ 前田建設工業株式会社 東京都 事務所ビル

横浜栄共済病院　B棟 松井建設株式会社 神奈川県 病院施設

ﾛｰﾚﾙﾀﾜｰ南森町ﾙ・ｻﾝｸ 株式会社鴻池組 大阪府 マンション

特養老人ﾎｰﾑ　いなげ一倫荘 新日本建設株式会社 千葉県 福祉施設

GLP狭山日高Ⅱ 佐藤工業株式会社 埼玉県 物流倉庫

岡谷塩浜整備ｾﾝﾀｰ 新日鉄住金エンジニアリング株式会社 東京都 工場

土浦市営斎場 株式会社安藤・間 茨城県 公共施設

石川町役場新庁舎 東急建設株式会社 福島県 公共施設

化学物質評価研究機構東京事業所 前田建設工業株式会社 埼玉県 研究施設

京三製作所　Ⅲ期 東急建設株式会社 神奈川県 工場

福島県医療機器開発・安全評価ｾﾝﾀｰ 株式会社安藤・間 福島県 研究施設

ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ横浜 鹿島建設株式会社 神奈川県 商業施設

松栄地区水産基地整備工事 塩浜工業株式会社 福井県 工場

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ　D3ライン工場 鹿島建設株式会社 石川県 工場

関東労災病院職員宿舎新A棟 松井建設株式会社 神奈川県 宿舎

ﾌﾞﾗﾝｽﾞｼﾃｨ久が原 大豊建設株式会社 東京都 マンション

深川検査区検査庫 五洋建設株式会社 東京都 工場

ﾃﾞｭｵｾｰﾇ柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ 株式会社長谷工コーポレーション 千葉県 マンション

ライフ阿波座駅前店 前田建設工業株式会社 大阪府 商業施設

白井聖仁会病院 株式会社フジタ 千葉県 病院施設

相馬市庁舎 戸田建設株式会社 福島県 公共施設

明神ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 前田建設工業株式会社 東京都 マンション

四ツ木斎場 株式会社熊谷組 東京都 公共施設

ﾌﾞﾗﾝｽﾞ市ヶ谷北町 株式会社フジタ 東京都 マンション

杉並清掃工場 日立造船、奥村組JV 東京都 ごみ処理施設

多賀城駅北地区再開発事業 五洋、齋藤JV 宮城県 商業施設

新YAC川崎 JFEｼﾋﾞﾙ株式会社 神奈川県 物流倉庫

国立音楽大学4号 清水建設株式会社 東京都 学校施設

芦屋浜ﾍﾞｲｺｰﾄ倶楽部 鹿島建設株式会社 兵庫県 宿泊施設

テレビ静岡本社ビル 鹿島建設株式会社 静岡県 事務所ビル

青山学院中等部校舎 鹿島建設株式会社 東京都 学校施設

越谷ﾚｲｸﾀｳﾝ6丁目 株式会社NIPPO 埼玉県 マンション

新RI研究施設 株式会社竹中工務店 神奈川県 研究施設

ニフコYRP防爆実験棟 株式会社竹中工務店 神奈川県 研究施設
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大原綜合病院移転 鹿島建設株式会社 福島県 病院施設

港区営住宅ｼﾃｨﾊｲﾂ六本木 日本国土開発株式会社 東京都 マンション

甲賀市新庁舎 東急建設株式会社 滋賀県 公共施設

越谷ﾚｲｸﾀｳﾝ6丁目計画 株式会社NIPPO 埼玉県 マンション

THE　CONOE（三田綱町） 新日本建設株式会社 東京都 マンション

門真市体育館 株式会社熊谷組 大阪府 公共施設

ナイス小田原弓ノ町立体駐車場 五洋建設株式会社 宮城県 マンション

渋谷区初台2丁目計画 株式会社安藤・間 東京都 マンション

西日暮里ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 前田建設工業株式会社 東京都 マンション

綱島TDC計画 株式会社大林組 神奈川県 事務所ビル

品川区上大崎2計画 木内建設株式会社 東京都 マンション

中野区中野5丁目計画 西松建設株式会社 東京都 マンション

千代田区6番町計画 三井住友建設株式会社 東京都 マンション

高千穂大学杉並校　新校舎計画 前田建設工業株式会社 東京都 学校施設

国際基督教大学新々2寮 清水建設株式会社 東京都 学校施設

南青山4丁目計画 株式会社奥村組 東京都 マンション

新浦安駅前施設 株式会社フジタ 千葉県 複合施設

特別養護老人さくら荘 株式会社鴻池組 東京都 福祉施設

南青山7丁目 鹿島建設株式会社 東京都 マンション

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ㈱相模原第2工場 五洋建設株式会社 神奈川県 工場

関東学院大学金沢八景ｷｬﾝﾊﾟｽ3号館 前田建設工業株式会社 神奈川県 学校施設

武蔵白石物流 株式会社鴻池組 神奈川県 物流施設

国立音楽大学4号館 清水建設株式会社 東京都 学校施設

学習院女子中高総合体育館 松井建設株式会社 東京都 学校施設

Dﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ阿見霞ヶ浦 西松建設株式会社 茨城県 物流施設

研究開発棟 株式会社安藤・間 神奈川県 研究施設

京王ﾌﾟﾚｯｿｲﾝ浜松町 前田建設工業株式会社 東京都 宿泊施設

ｺｰﾌﾟﾈｯﾄ新野田流通ｾﾝﾀｰ 日本国土開発・ｻﾝｴｽ建設JV 千葉県 物流施設

高伸建設株式会社



東葛病院 前田建設工業株式会社　関東支店 千葉県 病院施設

立川駅北口西地区再開発 清水建設株式会社　西東京営業所 東京都 駅前再開発

ユニー大口ビル 木内建設株式会社 神奈川県 商業施設

日鉄住金物流君津㈱畑沢寮 新日鉄住金エンジニアリング株式会社 千葉県 社員寮

東京ガス㈱扇島工場 清水建設株式会社　横浜支店 神奈川県 工場

亀戸等価交換プロジェクト 大和ハウス工業株式会社 東京都 マンション

西仙台蓄電池システム工事 株式会社安藤・間 宮城県 変電所

福山通運　社宅棟 五洋建設株式会社 東京都 社員寮

中野区弥生町5丁目計画 大豊建設株式会社 東京都 マンション

八潮中央総合病院 清水建設株式会社　関東支店 埼玉県 病院施設

千葉工大　茜浜多目的屋内練習場 三井住友建設株式会社　東関東支店 千葉県 学校施設

高千穂大学　杉並校新校舎 前田建設工業株式会社 東京都 学校施設

御徒町フェニックスビル 松井建設株式会社 東京都 商業施設

日吉駅相鉄東急直通接続工事 東急建設株式会社 神奈川県 商業施設

THE　CONOE代官山 日本国土開発株式会社 東京都 マンション

グランダ千年 スターツCAM株式会社 神奈川県 マンション

埼友草加病院 大崎建設株式会社 埼玉県 病院施設

全研本社㈱西新宿一丁目計画 鹿島建設株式会社 埼玉県 ビル

富士通ｴﾌ・ｱｲ・ﾋﾟｰ横浜ﾋﾞﾙ 鹿島建設株式会社 神奈川県 事務所ビル

武蔵野の森総合ｽﾎﾟｰﾂ施設 鹿島建設株式会社 東京都 ｽﾎﾟｰﾂ施設

ﾁｭﾁｭｱﾝﾅｸﾞﾙｰﾌﾟ本社ビル 株式会社鴻池組 大阪府 事務所ビル

ＣＦ稲城 清水建設株式会社 東京都 商業施設

滋賀県危機管理ｾﾝﾀｰ 株式会社奥村組 滋賀県 研究施設

大谷様共同住宅 大和ハウス工業株式会社 埼玉県 共同住宅

浜見平団地第2期 株式会社鴻池組 神奈川県 共同住宅

キャノン川崎事業所高層棟建設計画 株式会社大林組 神奈川県 工場

特別養護老人ホーム鶴寿園 戸田建設株式会社 千葉県 福祉施設

ナイス小田原弓ノ町 五洋建設株式会社 宮城県 マンション

桐朋学園男子部門建替 鹿島建設株式会社 東京都 学校施設

特養老人ホーム　あおいの里 株式会社鴻池組 千葉県 福祉施設

福山通運㈱東京支店　ターミナル棟 五洋建設株式会社 東京都 物流施設

京浜トラックターミナル 株式会社　フジタ 東京都 物流施設

森山リハビリテーション病院 大成建設株式会社 東京都 病院施設

古河電気工業㈱日光事業所 清水建設株式会社 栃木県 工場

杉並区高円寺北2丁目計画 前田建設工業株式会社 東京都 マンション

創価学会（新）東北文化会館 鹿島建設株式会社 宮城県 宗教施設

東北大学 西松建設株式会社 宮城県 学校施設

京成押上駅前ビル 大成建設株式会社 東京都 商業施設

九州通信ネットﾜｰｸ新統括局 株式会社錢高組 福岡県 研究施設

ﾔﾏｻﾞｷﾊﾟﾝ中央研究所兼研修ｾﾝﾀｰ 三井住友建設株式会社 千葉県 研究施設

草加松原団地 三井住友建設株式会社 埼玉県 共同住宅
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千住河原計画 スターツCAM株式会社 東京都 マンション

TMG宗岡中央病院 清水建設株式会社 埼玉県 病院施設

大和駅再開発事業 清水建設株式会社 神奈川県 商業施設

金沢八景駅前計画 株式会社鴻池組 神奈川県 マンション

大妻多摩中学・高等学校図書館棟 清水建設株式会社 東京都 学校施設

宇都宮（25）航空機整備場新設 株式会社鴻池組 栃木県 整備施設

ららぽーと立川立飛計画 清水建設株式会社 東京都 商業施設

明治学院大学　横浜校5号館 大成建設株式会社 神奈川県 学校施設

江戸川区本一色１丁目 アイサワ工業株式会社 東京都 マンション

LIXIL石下工場 清水建設株式会社 茨城県 工場

福島モックアップ 株式会社安藤・間 福島県 試験施設

Dﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ市川 大和ハウス工業株式会社 千葉県 物流倉庫

GLP八千代ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 株式会社奥村組 千葉県 物流倉庫

Dﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ館林 大和ハウス工業株式会社 群馬県 物流倉庫

武蔵野ｶﾑｽ神戸工場 東洋建設株式会社 兵庫県 工場

天王洲計画 株式会社長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 東京都 マンション

都立東部地区学園特別支援学校 鴻池組JV 東京都 学校施設

埼玉栄中学・高校 松井建設株式会社 埼玉県 学校施設

都筑区あゆみが丘計画 三井住友建設株式会社 神奈川県 マンション

多賀城市鶴ケ谷地区災害公営住宅 株式会社鴻池組 宮城県 災害復興住宅

国立印刷局岡山工場仕上棟 株式会社奥村組 岡山県 特殊施設

中央区豊海小学校及び幼稚園 松井建設株式会社 東京都 学校施設

仙台パルコ新館 鹿島建設株式会社 宮城県 商業施設

稲敷市新庁舎 五洋建設株式会社 茨城県 役所施設

竜泉寺の湯八王子店 塩浜工業株式会社 東京都 公衆浴場

平野3丁目マンション 前田建設工業株式会社 東京都 マンション

東邦大学新棟 松井建設株式会社 千葉県 学校施設

Dﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ習志野 大和ハウス工業株式会社 千葉県 物流倉庫

東大阪都市清掃施設ごみ処理施設 JFEエンジニアリング株式会社 大阪府 特殊施設

西新宿5丁目開発 株式会社　フジタ 東京都 マンション

東神奈川ｽｹｰﾄﾘﾝｸ 三井住友建設JV 神奈川県 ｽﾎﾟｰﾂ施設

野田物流ｾﾝﾀｰ 新日鉄住金エンジニアリング株式会社 千葉県 物流倉庫

ｵﾑﾆﾖｼﾀﾞ㈱本社 五洋建設株式会社 大阪府 事務所ビル

寺家町周辺地区防災街区整備 西松建設株式会社 兵庫県 特殊施設

アイサワﾋﾞﾙ計画 アイサワ工業株式会社 東京都 事務所ビル

日本大学　目黒学生寮 松井建設株式会社 東京都 学生寮

順天堂大学ｷｬﾝﾊﾟｽ・ﾎｽﾋﾟﾀﾙ再編事業 清水建設株式会社 東京都 学校施設

世田谷区岡本2丁目 ライト工業株式会社 東京都 マンション

高伸建設株式会社



秋葉原ラジオ会館 戸田建設株式会社　東京支店 東京都 ビル

凸版印刷㈱　新群馬工場 安藤建設株式会社 群馬県 工場

㈱東芝　電力システム社 鹿島建設株式会社　横浜支店 神奈川県 工場

所沢市東町計画 木内建設株式会社　東京支店 埼玉県 マンション

宮崎大島ビル 松井建設株式会社　東京支店 東京都 ビル

コニカミノルタ八王子SKT 株式会社竹中工務店　東京本店 東京都 工場

日本橋馬喰町2丁目計画 木内建設株式会社　東京支店 東京都 マンション

小川独身寮 清水建設株式会社　関東支店 埼玉県 寮

東伊興プロジェクト 株式会社パワーズプロジェクトマネージメント 東京都 マンション

渋谷区渋谷3丁目プロジェクト 松井建設株式会社　東京支店 東京都 マンション

市川塩浜物流センター計画 株式会社ピーエス三菱 千葉県 倉庫

江東区木場2丁目計画 株式会社NIPPO　関東建築支店 東京都 マンション

REX大宮ビル 栗本建設工業株式会社　東京支店 埼玉県 ビル

ロイヤルホームセンター千葉みなと店 大和ハウス工業株式会社　東京支社 千葉県 商業施設

江東区南砂2丁目計画 前田建設工業株式会社　東京建築支店 東京都 マンション

新橋4丁目計画 株式会社安藤・間 東京都 マンション

川崎競輪場西側施設・選手管理棟 鹿島建設株式会社　横浜支店 神奈川県 公共施設

愛育病院 鹿島建設株式会社　東京支店 東京都 病院施設

川崎中央倉庫 鹿島建設株式会社　横浜支店 神奈川県 倉庫

㈱ベルーナ　埼玉新総合流通センター 北野建設株式会社　東京本社 埼玉県 倉庫

Dプロジェクト城南島 大和ハウス工業株式会社　東京支社 東京都 倉庫

船橋市船橋小学校・船橋放課後ルーム 松井・小田原JV 千葉県 学校施設

江戸川区松江5丁目市川マンション アイサワ工業株式会社 東京都 マンション

大田区山王1丁目計画 新日本建設株式会社 東京都 マンション

土橋2丁目マンション計画 新日本建設株式会社 神奈川県 マンション

タカヤマエコジョイン北関東リニューアル工事 西松建設株式会社　東京支店 埼玉県 工場

東京大学（駒場）総合研究棟新営工事 松井建設株式会社　東京支店 東京都 学校施設

昭和薬品加工㈱　厚木プラント 大成建設株式会社　横浜支店 神奈川県 工場

ステラケミファ㈱北九州工場 新日鉄住金エンジニアリング株式会社 福岡県 工場

社会福祉法人ドン・ボスコ幼稚園 栗本建設工業株式会社　東京支店 東京都 幼稚園

さいたま市新クリーンセンター 鹿島建設株式会社　関東支店 埼玉県 焼却工場他施設

都立小岩高等学校 りんかい日産建設株式会社　東京建築支店 東京都 学校施設

八潮ロジスティクスパークセンター 株式会社錢高組 埼玉県 倉庫

電力中央研究所 鹿島建設株式会社　横浜支店 神奈川県 研究施設

アルファグランデ南行徳（本体） 日本国土開発株式会社　東京本店 千葉県 マンション

警視庁　野方庁舎 清水・小川建築共同企業体 東京都 警察施設

南小岩計画 前田建設工業株式会社　東京建築支店 東京都 マンション

新子安1丁目18番計画 株式会社熊谷組　東京支店 神奈川県 マンション

港区赤坂2丁目計画 前田建設工業株式会社　東京建築支店 東京都 マンション

中央区晴海2丁目マンション計画 鹿島建設株式会社　東京建築支店 東京都 マンション

浴風会病院改築・介護老人保健施設 大成建設株式会社　東京支店 東京都 病院施設
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東海太田川駅西地区第一種市街地再開発 西松建設株式会社　中部支店 愛知県 駅周辺施設

（医）芙蓉会　五井病院増築 清水建設株式会社　千葉支店 千葉県 病院施設

吉川中央総合病院増築工事 清水建設株式会社　関東支店 埼玉県 病院施設

アルファグランデ南行徳 日本国土開発株式会社　東京本店 千葉県 マンション

シャトー三田マンション建替事業 清水建設株式会社　東京支店 東京都 マンション

ノジマ横須賀複合店舗 大和ハウス工業株式会社　建築事業部 神奈川県 複合施設

東京消防庁　八王子消防署 株式会社松尾工務店 東京都 消防署

宇都宮病院　病棟等建替整備工事 清水建設株式会社　関東支店 栃木県 病院施設

凸版印刷㈱　新群馬工場 株式会社安藤・間　首都圏建築第一支店 群馬県 工場

井上病院 清水建設株式会社　関東支店 群馬県 病院施設

港区赤坂3丁目計画 前田建設工業株式会社　東京建築支店 東京都 マンション

イケア仙台プロジェクト 鹿島建設株式会社　東北支店 宮城県 商業施設

（学）湘南ふれあい学園　湘南医科大学 松井建設株式会社　東京支店 神奈川県 学校施設

イムス行徳総合病院 大成建設株式会社　千葉支店 千葉県 病院施設

日本橋堀留町2丁目マンション 松井建設株式会社　東京支店 東京都 マンション

福島データセンター 株式会社安藤・間　東北支店 福島県 データセンター

中央区勝どき3丁目計画 新日本建設株式会社 東京都 マンション

さいたま市新クリーンセンター 鹿島建設株式会社　関東支店 埼玉県 清掃工場

白金高輪計画 株式会社鴻池組　東京支店 東京都 マンション

良品計画鳩山物流センター 鹿島建設株式会社　関東支店 埼玉県 倉庫

イーグル工業㈱　埼玉事業場 株式会社鴻池組　東京本店 埼玉県 工場

幸区役所庁舎　改築工事 東急建設JV 神奈川県 庁舎

大洗原科研 株式会社安藤・間　首都圏建築第二支店 茨城県 処理施設

瀬田5丁目計画 前田建設工業株式会社　東京建築支店 東京都 マンション

湘南国際村シニアライフセンター 株式会社安藤・間　東京支店 神奈川県 介護施設

ル・ソラリオン綾瀬 株式会社熊谷組　首都圏支店 東京都 マンション

駿台予備校　大宮校 清水建設株式会社　関東支店 埼玉県 学校施設

品川区勝島1丁目計画 大豊建設株式会社　東京支店 東京都 マンション

横浜大通公園プロジェクト 新日本建設株式会社 神奈川県 マンション

日産自動車㈱横浜工場 鹿島建設株式会社　横浜支店 神奈川県 工場

長宮特定業務物流センター 株式会社鴻池組　東京本店 埼玉県 倉庫

亀戸等価交換プロジェクト 大和ハウス工業株式会社 東京都 マンション

二松學舍大学　九段新校舎 鹿島建設株式会社　東京建築支店 東京都 学校施設

東京トヨペット㈱多摩ニュータウン店 清水建設株式会社　東京支店 東京都 店舗

Dプロジェクト板橋新河岸 大和ハウス工業株式会社　東京支社 東京都 マンション

獨協医科大付属看護専門学校　三郷校 清水建設株式会社　関東支店 埼玉県 学校施設

道灌山学園本部　校舎建替え工事 株式会社安藤・間　東京支店 東京都 学校施設

杉並区大宮2丁目計画 前田建設工業株式会社　東京建築支店 東京都 マンション

アンリツ本社 株式会社竹中工務店　横浜支店 神奈川県 工場施設

長野市第一庁舎及び長野市民会館 前田建設工業株式会社　関東支店 長野県 公共施設

森山リハビリテーション病院 大成建設株式会社　東京支店 東京都 病院施設

高伸建設株式会社



用  途

平成 25年度  RADIX工事実績

工  事  名 元請（契約先） 所在地

草加松原団地2期第2BL 株式会社鴻池組　東京本店 埼玉県 団地マンション

桜上水団地　建替計画 株式会社大林組　東京支店 東京都 団地マンション

MM21　45街区 株式会社竹中工務店　横浜支店 神奈川県 マンション

文京区教育センター 戸田建設株式会社　東京支店 東京都 公共施設

流山新市街地地区小中学校併設校 株式会社大林組 千葉県 学校施設

KBC隣地開発計画 前田建設工業株式会社　関西支店 兵庫県 工場

円満寺書院庫裡増築工事 松井建設株式会社　東京支店 神奈川県 寺院

日本ユニット㈱ 鹿島建設株式会社　横浜支店 神奈川県 工場

東芝府中　37A・B号館 株式会社大林組　東京本店 東京都 工場

ニコン相模原製作所 株式会社竹中工務店　横浜支店 神奈川県 工場

小野測器　宇都宮センター 鹿島建設株式会社　関東支店 栃木県 研究施設

清水建設㈱技術研究所 清水建設株式会社　東京支店 東京都 研究施設

㈱太田胃散　茨城工場 大崎建設株式会社　東京支店 茨城県 工場

㈱ホギ・メディカル　筑波キット工場 株式会社大林組　東京支店 茨城県 工場

葛飾区水元体育館 株式会社鴻池組　東京支店 東京都 公共施設

横浜緑区物流センター計画 大成建設株式会社　横浜支店 神奈川県 倉庫

高伸建設株式会社




