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ワールド工業株式会社

　ハットボックス納入実績　(2022/5現在）

　　納入物件数：831物件

　　納入台数　：2,520台

NO 物件名 納入先 納入台数 建物用途 建設会社

1 一関室根小学校校舎・屋内運動場等建設(建築)工事 岩手県一関市 15 文教施設 三ツ矢建設工業

2 富谷福祉会 宮城県黒川郡富谷町 28 医療・介護 積水ハウス

3 株式会社ゆのあ 宮城県仙台市 6 医療・介護 積水ハウス

4 株式会社三浦コーポレーション 宮城県仙台市 5 ー 積水ハウス

5 有限会社オザワ 宮城県仙台市 14 ー 積水ハウス

6 牛タン利久 宮城県仙台市 1 店舗 ワンダーウォール

7 (仮称)仙台中央三丁目ホテル新築工事 宮城県仙台市 1 宿泊施設・ホテル 大和ハウス

8 社会医療法人康陽会介護棟新築工事 宮城県仙台市 15 医療・介護 安藤ハザマ

9 株式会社永沼 宮城県仙台市 1 商業・テナントビル 積水ハウス

10 (仮称)八乙女中央建築計画 宮城県仙台市 2 医療・介護 大和ハウス

11 東北工業大学八木山キャンパス 宮城県仙台市 15 文教施設 清水建設

12 (仮称)仙台市名坂複合介護施設新築工事 宮城県仙台市 3 医療・介護 大和ハウス

13 (仮称)あいらの杜福島笹谷新築工事 福島県福島市 14 商業・テナントビル 大和ハウス

14 (仮称)さわやか俱楽部福島黒岩新築工事 福島県福島市 4 商業・テナントビル 大和ハウス

15 社会福祉法人ぽっぽ会特別養護老人ホームあお鳩の杜福島北矢野目新築工事 福島県福島市 12 医療・介護 大和ハウス

16 認定こども園まゆみ 福島県郡山市 2 保育園・幼稚園 ー

17 仙建工業株式会社福島支店新築工事 福島県郡山市 1 オフィス・工場 仙建工業

18 ふたば医療センター附属病院新築工事 福島県双葉郡富岡町 108 医療・介護 積水ハウス

19 富岡ホテル新築工事（富岡都市計画事業） 福島県双葉郡富岡町 2 宿泊施設・ホテル 積水ハウス

20 (仮称)西馬越事務所ビル新築工事 新潟県新潟市 1 店舗・診療所・事務所 大和ハウス

21 (仮称)つくば市二宮事務所新築工事 茨城県つくば市 1 オフィス・工場 クレハ錦建設

22 医療法人社団藤記会 茨城県つくば市 1 医療・介護 積水ハウス

23 (仮称)みらい平研修宿泊施設建設工事 茨城県つくばみらい市 4 宿泊施設・ホテル 戸田建設

24 株式会社エヌエスサービス 茨城県神栖市 3 医療・介護 積水ハウス

25 鹿島ホテル計画新築工事 茨城県神栖市 1 宿泊施設・ホテル 大和ハウス

26 フロイデ総合住宅サポートセンター新築工事 茨城県水戸市 7 医療・介護 大和ハウス

27 医療法人幕内会 茨城県石岡市 2 医療・介護 積水ハウス

28 デンサン社屋新築工事 茨城県土浦市 1 ー 三協建設

29 積水ハウス株式会社関東工場事務所 茨城県古河市 5 オフィス・工場 積水ハウス

30 芳香会病院青嵐荘療育園 茨城県古河市 8 医療・介護 坪井工業

31 株式会社明治守谷工場 茨城県守谷市 6 オフィス・工場 大本組

32 NTB栃木宇都宮 栃木県宇都宮市 12 宿泊施設・ホテル 積水ハウス

33 日環ホールディングス株式会社 栃木県宇都宮市 2 ー 積水ハウス

34 宇都宮西口駅前ホテル新築工事 栃木県宇都宮市 5 宿泊施設・ホテル 大和ハウス

35 株式会社スモールワールド 栃木県足利市 5 医療・介護 積水ハウス

36 NTB栃木日光 栃木県日光市 18 宿泊施設・ホテル 積水ハウス

37 NTB栃木もてぎ 栃木県芳賀郡茂木町 9 宿泊施設・ホテル 積水ハウス

38 株式会社アセット・ホールディングス 群馬県安中市 20 宿泊施設・ホテル 積水ハウス

39 シーエスラボ新工場建築工事 群馬県館林市 12 オフィス・工場 飛島建設

40 田町貸店舗計画新築工事 群馬県高崎市 2 商業・テナントビル 大和ハウス

41 株式会社ラジネス 群馬県前橋市 5 商業・テナントビル 積水ハウス

42 しののめ信用金庫前橋営業部新社屋 群馬県前橋市 7 オフィス・工場 小林工業

43 スバル正門ビル 群馬県太田市 3 商業・テナントビル フジタ

44 新井商運 群馬県太田市 1 商業・テナントビル 関東建設工業

45 医療法人恒和会関口病院 群馬県渋川市 2 医療・介護 大和ハウス

46 川俣駅周辺整備事業 群馬県邑楽郡 12 医療・介護 河本工業

47 長野南福祉会介護施設新築工事 長野県長野市 5 医療・介護 大和ハウス

48 長野理容美容専門学校 長野県長野市 2 文教施設 北野建設

49 金子様貸施設新築工事 埼玉県さいたま市 3 保育園・幼稚園 大和ハウス

50 浦和区本太3丁目介護施設新築工事 埼玉県さいたま市 5 医療・介護 大和ハウス

51 岩槻駅前複合施設新築工事 埼玉県さいたま市 46 商業・テナントビル 飛島建設

52 HCD大宮プロジェクト 埼玉県さいたま市 1 集合住宅 埼玉建興

53 (仮称)大宮駅西口計画 埼玉県さいたま市 2 商業・テナントビル 佐伯工務店

54 渋谷様賃貸ビル新築工事 埼玉県さいたま市 1 商業・テナントビル 大和ハウス

55 (仮称)岩槻南病院改築工事 埼玉県さいたま市 4 医療・介護 松永建設

56 東鉄工業株式会社埼玉支店大宮出張所新築工事 埼玉県さいたま市 1 オフィス・工場 東鉄工業

57 浦和バプテスト保育園 埼玉県さいたま市 2 保育園・幼稚園 八生建設

58 さわやかしらおか館新築工事 埼玉県白岡市 9 医療・介護 大和ハウス

59 リアンレーヴ戸田公園新築工事 埼玉県戸田市 10 医療・介護 大和ハウス

60 医療法人浜崎医院 埼玉県春日部市 57 医療・介護 積水ハウス

61 山崎建設東京支店新築工事 埼玉県春日部市 7 商業・テナントビル 大成ロテック

62 医療法人光和会荻野医院 埼玉県所沢市 20 医療・介護 積水ハウス

63 東狭山ヶ丘介護施設新築工事 埼玉県所沢市 6 医療・介護 大和ハウス

64 巴ビル新築工事 埼玉県所沢市 4 商業・テナントビル 大和ハウス
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65 所沢リハビリテーション病院増床工事 埼玉県所沢市 2 医療・介護 大日本土木

66 上尾市小泉5丁目介護施設新築工事（ミモザ上尾） 埼玉県上尾市 7 医療・介護 大和ハウス

67 ココファン川越中台元町 埼玉県川越市 6 医療・介護 大和ハウス

68 TKM株式会社 埼玉県川越市 7 商業・テナントビル 積水ハウス

69 株式会社SAISHO 埼玉県川越市 3 医療・介護 積水ハウス

70 サトウ株式会社（サニーライフ草加） 埼玉県草加市 4 医療・介護 積水ハウス

71 さわやか草加館新築工事 埼玉県草加市 10 医療・介護 大和ハウス

72 医療法人はんだ整形外科 埼玉県鶴ヶ島市 1 医療・介護 積水ハウス

73 医療法人社団博翔会桃泉園北本病院移転工事 埼玉県北本市 4 医療・介護 大和ハウス

74 蕨市中央一丁目計画 新築工事 埼玉県蕨市 13 商業・テナントビル 大和ハウス

75 (仮称)わらび花の郷新築工事 埼玉県蕨市 11 医療・介護 大和ハウス

76 埼玉トヨタ自動車株式会社熊谷南店新築工事 埼玉県鴻巣市 9 商業・テナントビル 大和ハウス

77 社会福祉法人共愛会障害者支援施設「ときわ寮」新築工事 埼玉県羽生市 2 医療・介護 河本工業

78 (仮称)ロータス西千葉新築工事 千葉県千葉市 1 集合住宅 大和ハウス

79 小泉様ビル市川市南八幡3丁目計画新築工事 千葉県市川市 3 商業・テナントビル 京成建設

80 株式会社淀川製鋼所柏井社宅A棟 千葉県市川市 2 集合住宅 積水ハウス

81 かけまま保育園 千葉県市川市 2 保育園・幼稚園 木村建設工業

82 (仮称)市川相之川三丁目新築工事 千葉県市川市 17 集合住宅 徳倉建設

83 東京歯科大学市川病院歯科診療棟 千葉県市川市 8 医療・介護 東急建設

84 社会医療法人青葉学園　 千葉県習志野市 4 医療・介護 積水ハウス

85 千葉seaside動物病院新築工事 千葉県習志野市 5 商業・テナントビル 鵜沢建設

86 医療法人愛の家 千葉県船橋市 4 医療・介護 積水ハウス

87 医療法人社団澄乃会 千葉県八千代市 7 医療・介護 積水ハウス

88 アポジオ株式会社 千葉県木更津市 1 医療・介護 積水ハウス

89 臼倉地所株式会社 千葉県流山市 11 集合住宅 積水ハウス

90 タカラレーベン野田 千葉県野田市 2 集合住宅 東亜建設工業

91 鎌ヶ谷バースクリニック 千葉県鎌ケ谷市 2 医療・介護 ナリコー

92 門前宿和空 千葉県成田市 5 宿泊施設・ホテル 池田工建

93 (仮称)柏の葉テナントビルプロジェクト 千葉県柏市 2 商業・テナントビル 大和ハウス

94 (仮称)イオンタウン旭新築工事 千葉県旭市 14 商業・テナントビル 大和ハウス

95 ライフ川崎溝口店 神奈川県川崎市 1 商業・テナントビル 石黒建設

96 中幸町3丁目PJ 神奈川県川崎市 1 商業・テナントビル ハヤカワ

97 相模原協同病院 神奈川県相模原市 1 医療・介護 安藤ハザマ

98 相模原病院増築工事 神奈川県相模原市 1 医療・介護 安藤ハザマ

99 和栄工業新築工事 神奈川県相模原市 1 オフィス・工場 小島組

100 医療法人救友会 神奈川県伊勢原市 3 医療・介護 積水ハウス

101 二和印刷伊勢原工場新築工事 神奈川県伊勢原市 1 オフィス・工場 石黒建設

102 株式会社エクセレントケアシステム 神奈川県横浜市 7 医療・介護 積水ハウス

103 株式会社桜 神奈川県横浜市 22 ー 積水ハウス

104 横浜市中区山下町計画新築工事 神奈川県横浜市 2 宿泊施設・ホテル 大和美建

105 河原様貸施設Ⅱ新築工事 神奈川県横浜市 3 医療・介護 大和ハウス

106 戸塚区品濃町PJ新築工事 神奈川県横浜市 3 医療・介護 大和ハウス

107 港北区岸根町計画新築工事 神奈川県横浜市 5 医療・介護 大和ハウス

108 山田様貸施設新築工事 神奈川県横浜市 6 医療・介護 大和ハウス

109 青葉区荏田北PJ新築工事 神奈川県横浜市 4 ー 大和ハウス

110 鶴見区東寺尾5丁目PJ新築工事 神奈川県横浜市 4 店舗 大和ハウス

111 横浜市神奈川区神奈川本町計画新築工事（ヴェレーナブリエ東神奈川） 神奈川県横浜市 1 集合住宅 日成工事

112 野毛キアラガーデン新築工事 神奈川県横浜市 2 店舗・事務所 工藤建設

113 株式会社オフィス・モチヅキ 神奈川県横浜市 3 オフィス・工場 積水ハウス

114 (仮)東希望が丘計画新築工事 神奈川県横浜市 2 商業・テナントビル 丸山工務所

115 (仮称)生麦3丁目計画新築工事 神奈川県横浜市 1 集合住宅 大和ハウス

116 三菱電機ライフサービス株式会社湘南支社 神奈川県鎌倉市 6 医療・介護 積水ハウス

117 荻野様介護施設計画新築工事 神奈川県川崎市 1 医療・介護 大和ハウス

118 中山様貸施設新築工事 神奈川県川崎市 2 医療・介護 大和ハウス

119 登戸37街区PJ 神奈川県川崎市 1 集合住宅 丸山工務店

120 川崎市宮前区土橋2丁目 神奈川県川崎市 4 ー 松尾工務店

121 株式会社ホームエイド 神奈川県藤沢市 2 集合住宅 積水ハウス

122 亀井様貸施設新築工事 神奈川県藤沢市 1 ー 大和ハウス

123 (仮称)特別養護老人ホーム輝煌の郷新築工事 神奈川県平塚市 1 医療・介護 冨士工

124 株式会社ブイ･テクノロジー横須賀計画新築工事 神奈川県横須賀市 1 オフィス・工場 大和ハウス

125 つくばね石油株式会社 東京都荒川区 1 店舗 積水ハウス

126 (仮称)荒川区東尾久8丁目計画新築工事 東京都荒川区 1 集合住宅 新日本建設

127 (仮称)荒川区南千住有料老人ホーム新築工事 東京都荒川区 4 医療・介護 アーバンヤマイチ

128 東金町1丁目計画新築工事 東京都葛飾区 2 保育園・幼稚園 大和ハウス

129 東新小岩6丁目保育施設新築工事 東京都葛飾区 2 保育園・幼稚園 大和ハウス

130 ヴァローレ新小岩 東京都葛飾区 1 集合住宅 新英興業

131 KN渋谷3 東京都足立区 1 ー トラステック建装

132 (仮称)医療法人社団福寿会 福寿会病院新築工事 東京都足立区 2 医療・介護 奥村組

133 (仮称)東和3丁目店舗新築工事 東京都足立区 3 店舗 イチケン

134 橋本金属株式会社 東京都江戸川区 10 商業・テナントビル 積水ハウス

135 江戸川区篠崎町5丁目PJ新築工事 東京都江戸川区 1 ー 大和ハウス

136 有限会社コーワカーズ新社屋新築工事 東京都江戸川区 1 オフィス・工場 スイコウ

137 ゆずりは保育園 東京都江戸川区 2 保育園・幼稚園 大誠組

138 江東区大島8丁目計画新築工事 東京都江東区 1 医療・介護 大和ハウス

139 江東区三好2丁目計画 東京都江東区 1 ー 神田エンジニアリング

140 (仮称)江東区扇橋3丁目計画新築工事 東京都江東区 2 保育園・幼稚園 大和ハウス

141 (仮称)江東区木場1丁目計画新築工事 東京都江東区 3 保育園・幼稚園 大和ハウス

142 江東区立数矢小学校校舎増築その他改修工事 東京都江東区 2 文教施設 入沢工務店



143 (仮称)墨田区菊川2丁目計画新築工事 東京都墨田区 2 商業・テナントビル 石黒建設

144 クローバーこども園 東京都墨田区 3 保育園・幼稚園 栗本建設工業

145 (仮称)クオリスキッズ菊川保育園新築工事 東京都墨田区 2 保育園・幼稚園 システムハウス

146 本所プロジェクト 東京都墨田区 4 集合住宅 ビラハウジング

147 グランドマスト浜田山 東京都杉並区 2 医療・介護 積水ハウス

148 杉並区和田1丁目PJ新築工事 東京都杉並区 4 集合住宅 マゴメ工務店

149 杉並区上井草3丁目計画 東京都杉並区 2 医療・介護 五十嵐建設

150 キッズスマイル堀ノ内新築工事 東京都杉並区 2 保育園・幼稚園 群峰アクシア

151 高円寺北PJ 東京都杉並区 1 店舗 栄伸建設

152 ちゃいれっく和泉保育園新築工事 東京都杉並区 2 保育園・幼稚園 システムハウス

153 グランドマスト世田谷八幡山 東京都世田谷区 2 医療・介護 積水ハウス

154 世田谷八幡山三丁目計画新築工事 東京都世田谷区 3 医療・介護 大和ハウス

155 世田谷区松原現場 東京都世田谷区 2 ー アフェクションウオーク

156 目黒線奥沢駅ビル店舗新設工事 東京都世田谷区 3 商業・テナントビル 東急建設

157 岡庭電気商会外神田4丁目計画新築工事 東京都千代田区 3 オフィス・工場 大和ハウス

158 上野駅改修工事 東京都台東区 1 公共事業 鉄建建設

159 (仮称)谷中プロジェクト新築工事 東京都台東区 2 商業・テナントビル 大和ハウス

160 (仮称)上野北プロジェクト新築工事 東京都台東区 1 集合住宅 ライト工業

161 みらいく田園調布本町園 東京都大田区 2 保育園・幼稚園 積水ハウス

162 株式会社スーパーキタムラ 東京都大田区 2 店舗 積水ハウス

163 日本土地建物株式会社 東京都大田区 17 ー 積水ハウス

164 (仮)池上プロジェクト新築工事 東京都大田区 3 集合住宅 八木工務店

165 大田区蒲田本町計画新築工事 東京都大田区 3 保育園・幼稚園 大和ハウス

166 大田区西六郷3丁目計画新築工事 東京都大田区 2 保育園・幼稚園 大和ハウス

167 中馬込3丁目保育施設新築工事 東京都大田区 2 保育園・幼稚園 大和ハウス

168 株式会社キッズコーポレーション 東京都大田区 4 保育園・幼稚園 積水ハウス

169 モニカ矢口園新築工事 東京都大田区 1 医療・介護 チョウエイハンズ

170 新蒲田現場 東京都大田区 1 ー 幸建設

171 日本郵便株式会社邸 東京都品川区 2 ー 積水ハウス

172 小山一丁目共同住宅新築工事 東京都品川区 3 集合住宅 ユービーエム

173 品川区西五反田5丁目現場 東京都品川区 2 集合住宅 ユービーエム

174 株式会社阿波銀行 東京都文京区 5 店舗 積水ハウス

175 (仮称)文京区本郷2丁目保育園計画 東京都文京区 2 保育園・幼稚園 システムハウス

176 文京区本駒込プロジェクト新築工事 東京都文京区 3 集合住宅 アフェクションウオーク

177 (仮称)本郷2丁目計画新築工事 東京都文京区 2 集合住宅 川村工営

178 東京大学工学部(Ⅱ期)改修工事 東京都文京区 23 文教施設 冨士工

179 北区王子5丁目計画新築工事 東京都北区 3 保育園・幼稚園 大和ハウス

180 (仮称)EXC十条計画新築工事 東京都北区 1 集合住宅 新日本建設

181 新興商事株式会社様共同住宅新築工事 東京都北区 3 集合住宅 大東建託

182 自由が丘2丁目プロジェクト新築工事 東京都目黒区 2 店舗 大和ハウス

183 目黒区中町一丁目保育施設新築工事 東京都目黒区 1 保育園・幼稚園 大和ハウス

184 目黒区鷹番小学校前計画新築工事 東京都目黒区 2 保育園・幼稚園 大和ランテック

185 (仮称)緑ヶ丘2丁目藤屋ビル新築工事 東京都目黒区 13 商業・テナントビル 轟組

186 代々木上原2丁目計画 東京都渋谷区 1 保育園・幼稚園 神田エンジニアリング

187 (仮称)足立邸共同住宅新築工事 東京都渋谷区 1 集合住宅 鈴縫工業

188 渋谷区鶯谷町マンション新築工事 東京都渋谷区 2 集合住宅 大槻工務店

189 秀和代々木駅前大規模改修工事 東京都渋谷区 1 公共事業 弘栄設備工業

190 (仮称)EPSHD新社屋計画 東京都新宿区 9 商業・テナントビル 熊谷組

191 YS第一ビル屋上改修工事 東京都新宿区 1 商業・テナントビル 寺山土建

192 (仮称)中央区佃1丁目計画新築工事 東京都中央区 2 商業・テナントビル 大和ランテック

193 (仮)ほっぺるランド清澄通勝どき新築工事 東京都中央区 3 保育園・幼稚園 大和ハウス

194 (仮称)中央区月島3丁目計画新築工事 東京都中央区 1 保育園・幼稚園 大和美建

195 (仮称)中央区勝どき4丁目プロジェクト 東京都中央区 3 保育園・幼稚園 大和ハウス

196 練馬区石神井8丁目計画新築工事 東京都練馬区 2 保育園・幼稚園 神田エンジニアリング

197 練馬区石神井警察署前計画新築工事 東京都練馬区 2 保育園・幼稚園 神田エンジニアリング

198 練馬区大泉現場 東京都練馬区 3 ー アフェクションウオーク

199 旭町2丁目計画 東京都練馬区 1 ー 内藤ハウス

200 (仮称)ローベル大泉学園新築工事 東京都練馬区 1 医療・介護 五十嵐組

201 (仮称)豊玉北3丁目計画新築工事 東京都練馬区 3 保育園・幼稚園 大和ハウス

202 (仮称)上石神井PJ新築工事 東京都練馬区 1 集合住宅 新英興業

203 さくらさくみらい小竹向原新築工事 東京都板橋区 2 保育園・幼稚園 内藤ハウス

204 JIC株式会社新工場新築工事 東京都板橋区 12 オフィス・工場 丹勢建設

205 南大塚一丁目計画 東京都豊島区 1 集合住宅 新英興業

206 (仮称)豊島区東池袋5丁目計画新築工事 東京都豊島区 3 集合住宅 ユービーエム

207 巣鴨四丁目計画 東京都豊島区 1 集合住宅 山川建設

208 南麻布2丁目PJ(鈴木様)新築工事 東京都港区 1 商業・テナントビル 北信土建

209 (仮称)ヴァローレ中野本町新築工事 東京都中野区 1 集合住宅 新英興業

210 中野区白鷺2丁目計画新築工事 東京都中野区 4 医療・介護 谷津建設

211 アスク府中片町保育施設新築工事 東京都府中市 2 保育園・幼稚園 大和ハウス

212 (仮称)府中町2丁目介護施設新築工事 東京都府中市 3 医療・介護 大和ハウス

213 町田せりがやクリニック高齢者施設増築工事 東京都町田市 4 医療・介護 大和ハウス

214 株式会社ブランシュネイジュプリュス吉祥寺 東京都武蔵野市 1 集合住宅 積水ハウス

215 アスク保谷保育園新築工事 東京都西東京市 2 保育園・幼稚園 大和ハウス

216 八王子給食センター 東京都八王子市 2 公共事業 黒須建設

217 高尾山口駅前リノベーション計画 東京都八王子市 2 宿泊施設(改修工事) 京王建設

218 多摩市立複合文化施設等大規模改修工事（パルテノン多摩） 東京都多摩市 1 公共事業 鹿島･朝倉･中村建設共同企業体

219 くらしの友調布総合 東京都調布市 1 医療・介護 池田建設

220 (仮)国領町4丁目テナントビル新築計画 東京都調布市 2 商業・テナントビル 林建設



221 (仮称)若葉町一丁目マンション新築工事 東京都調布市 1 集合住宅 林建設

222 (仮称)小平花小金井南町2丁目計画新築工事 東京都小平市 1 保育園・幼稚園 大和ハウス

223 第三登戸ビル新築工事 東京都狛江市 1 店舗 春日建設

224 (仮称)パサージュ隣地グループホーム新築工事 東京都稲城市 8 医療・介護 戸田ビルパートナーズ

225 くれたけインプレミアム静岡アネックス 静岡県静岡市 5 商業・テナントビル 大和ハウス

226 るり幼稚園幼児棟新築工事 静岡県静岡市 2 保育園・幼稚園 市川土木

227 資生堂掛川事務所棟増築工事 静岡県掛川市 8 オフィス・工場 フジタ

228 株式会社旭化成PI第5次増強工事 静岡県富士市 2 オフィス・工場 フジタ

229 富士宮透析クリニック 静岡県富士市 2 医療・介護 平井工業

230 磐田市文化会館建設工事 静岡県磐田市 1 公共事業 大成･ｱｷﾔﾏ特定建設工事共同企業体

231 高山駅東口駅前ホテル計画新築工事 岐阜県高山市 6 宿泊施設・ホテル 大和ハウス

232 (仮称)金沢市袋町土地利用計画新築工事 石川県金沢市 8 宿泊施設・ホテル 大和ハウス

233 グランドマスト名北 愛知県名古屋市 1 医療・介護 積水ハウス

234 栄1丁目ビル新築工事 愛知県名古屋市 1 商業・テナントビル タイヨー

235 アマヤ名古屋南営業所新築工事 愛知県名古屋市 1 オフィス・工場 大和ハウス

236 グリーンリッチホテル名古屋新築工事 愛知県名古屋市 4 宿泊施設・ホテル 大和ハウス

237 くれたけイン名駅南新築工事 愛知県名古屋市 4 宿泊施設・ホテル 大和ハウス

238 ダイワロイネットホテル名古屋太閤通口新築工事 愛知県名古屋市 3 宿泊施設・ホテル 大和ハウス

239 トヨタカローラ愛豊株式会社城北店新築工事 愛知県名古屋市 1 店舗 大和ハウス

240 株式会社中日製作所貸施設新築工事 愛知県名古屋市 2 医療・介護 大和ハウス

241 中村区椿町テナントビル複合新築工事 愛知県名古屋市 1 商業・テナントビル 大和ハウス

242 名駅2丁目アイムビル新築工事 愛知県名古屋市 2 商業・テナントビル 大和ハウス

243 牛島TAIBuild　新築工事 愛知県名古屋市 2 商業・テナントビル 大和ハウス

244 名古屋市則武NKビル新築工事 愛知県名古屋市 2 商業・テナントビル 大和ハウス

245 名古屋名駅南ホテル建築工事 愛知県名古屋市 4 宿泊施設・ホテル 大和ハウス

246 杉江幸治様貸施設 愛知県名古屋市 3 ー 大和ハウス

247 名古屋市中区丸の内1丁目プロジェクト 愛知県名古屋市 4 商業・テナントビル 大和ハウス

248 名古屋市栄一丁目ビル建設工事 愛知県名古屋市 6 商業・テナントビル 大和ハウス

249 高木整形新築工事 愛知県名古屋市 2 医療・介護 徳倉建設

250 (仮称)ベルデ桜山新築工事 愛知県名古屋市 14 医療・介護 大和ハウス

251 (仮称)ココファン名古屋竹越新築工事 愛知県名古屋市 3 医療・介護 大和ハウス

252 東亜電気工業㈱名古屋支店改築工事 愛知県名古屋市 2 オフィス・工場 鴻池組

253 ㈱岡本建設　三枝邸 愛知県名古屋市 2 ー 岡本建設

254 (仮称)新栄二丁目ビル新築工事 愛知県名古屋市 1 商業・テナントビル 岡本建設

255 デージーネット改修工事 愛知県小牧市 1 ー 永賢組

256 名古屋造形大学 愛知県愛西市 28 文教施設 大林組

257 イズモ葬祭安城池浦新築工事 愛知県岡崎市 1 店舗 小原建設

258 (仮称)ネッツトヨタ愛知株式会社東海リロケ計画 愛知県東海市 1 店舗 大和ハウス

259 (仮称)DPL名港弥富Ⅱ新築工事 愛知県弥富市 1 物流倉庫 フジタ

260 (仮称)株式会社コムテック二期工場新築工事 愛知県愛知郡東郷町 1 オフィス・工場 大和ハウス

261 伊勢ひかり病院移転計画新築工事 三重県伊勢市 22 医療・介護 大和ハウス

262 MULプロパティ株式会社貸事務所新築工事 三重県四日市市 5 オフィス・工場 大和ハウス

263 エイベックス株式会社桑名先進工場新築工事 三重県桑名市 6 オフィス・工場 大和ハウス

264 京都大学 京都府京都市 5 文教施設 積水ハウス

265 梅小路西仲町PJ新築工事 京都府京都市 5 ー 大和ハウス

266 エンゼルプラザ太秦 京都府宇治市 2 ー 夢咲工務店

267 株式会社協和産業本社ビル新築工事 大阪府大阪市 1 商業・テナントビル 村本建設

268 IMAX浪速区恵比須西現場 大阪府大阪市 1 商業・テナントビル ー

269 城北公園共栄ビル新築工事 大阪府大阪市 2 商業・テナントビル 大和ハウス

270 心斎橋筋1丁目PJ新築工事 大阪府大阪市 1 商業・テナントビル 大和ハウス

271 大和ライフネクスト新築工事 大阪府大阪市 1 ー 大和ハウス

272 住吉区遠里小野1丁目介護付有料老人ホーム新築工事 大阪府大阪市 2 医療・介護 大和ハウス

273 大阪シティ信用金庫平野支店新築工事 大阪府大阪市 2 商業・テナントビル 大和ハウス

274 万歳町PJ住居棟新築工事 大阪府大阪市 1 集合住宅 大和ハウス

275 河内花園駅前店舗ビル新築工事 大阪府東大阪市 3 商業・テナントビル セキスイハイム

276 グランドブレインビル新築工事 大阪府高石市 2 商業・テナントビル セキスイハイム

277 心斎橋2丁目テナントビル新築工事 大阪府豊中市 3 商業・テナントビル 大和ハウス

278 大阪市北区万歳町PJ物販店舗棟新築工事 大阪府豊中市 2 商業・テナントビル 大和ハウス

279 江戸堀分譲ビル 大阪府豊中市 2 商業・テナントビル タツト・プラン

280 京町堀ビル 大阪府豊中市 2 商業・テナントビル タツト・プラン

281 セルビスグループ冷凍食品工場建設工事 大阪府岸和田市 21 オフィス・工場 大鉄工業

282 いこらモール泉佐野店 大阪府泉佐野市 4 商業・テナントビル 岩出建設

283 (仮称)島本町PJ新築工事 大阪府三島郡島本町 16 ー 大和ハウス

284 寿福の里橿原 奈良県橿原市 2 医療・介護 大和ハウス

285 平成記念病院 奈良県橿原市 1 医療・介護 森下組

286 晴香堂株式会社新築工事 奈良県磯城郡三宅町 5 オフィス・工場 森下組

287 株式会社松島会計事務所 奈良県奈良市 1 オフィス・工場 積水ハウス

288 大和西大寺駅前第一ビル新築工事 奈良県奈良市 6 商業・テナントビル 大和ハウス

289 渕上様商業ビル新築工事 兵庫県伊丹市 2 商業・テナントビル 大和ハウス

290 株式会社山もと 岡山県岡山市 1 ー 積水ハウス

291 中谷興運株式会社 岡山県岡山市 4 ー 積水ハウス

292 広島市食品工場改修工事 広島県広島市 2 オフィス・工場 正田建設

293 ホテル1-2-3福山新築工事 広島県福山市 1 宿泊施設・ホテル 大和ハウス

294 日東製網株式会社福山事業所(仮称) 広島県福山市 9 オフィス・工場 前田建設

295 JA尾道重井支所 広島県尾道市 1 店舗 加納屋建設

296 (仮称)桃山ビル新築工事 広島県安芸郡府中町 4 医療・介護 大和ハウス



297 鳥取大学(医病)基幹･環境整備(受変電設備更新)工事 鳥取県倉吉市 5 医療・介護 金田工務店

298 愛大附属 愛媛県松山市 2 文教施設 一宮工務店･二神組･松前土建 3社JV

299 ケアセンター宇和島 愛媛県宇和島市 3 医療・介護 積水ハウス

300 社会医療法人川島会 徳島県板野郡藍住町 1 医療・介護 積水ハウス

301 株式会社ケーブルネットおえ 徳島県吉野川市 2 店舗 積水ハウス

302 有限会社山萬呉服店 山口県山口市 3 オフィス・工場 積水ハウス

303 宇部フロンティア大学短期大学部校舎移設工事 山口県宇部市 2 文教施設 嶋田工業

304 国営海の中道海浜公園改修工事 福岡県福岡市 1 公共事業 シミズビルライフケア

305 安藤内科クリニック 西日本 2 医療・介護 積水ハウス

306 医療法人芦田メディカル 西日本 5 医療・介護 積水ハウス

307 株式会社中京メディカル 西日本 4 オフィス・工場 積水ハウス

308 株式会社名古屋銀行 西日本 3 店舗 積水ハウス

309 社会福祉法人任天会 西日本 4 保育園・幼稚園 積水ハウス


