
最近の主な検査工事経歴
鉄骨超音波検査部門
〔２０１２年〕 〔２０１３年〕

月度 発 注 会 社 工 事 名 称 月度 発 注 会 社 工 事 名 称

中野建設㈱ (仮称)日本橋・花一新築工事 大末建設㈱ (仮称)アパホテル新富町駅前新築工事

１ 松井・田辺建設JV 東京消防庁金町消防署庁舎(22)新築工事 １ 京王建設㈱ 多摩動物公園駅改良工事

月 ㈱ユーワ建装 (仮称)第二美浜ビル新築工事 月 河本工業㈱ 運河駅橋上化工事の内建築関係そのⅢ工事

度 ㈱熊谷組 (仮称)日本電産コパル新本社・技術開発センター新築工事 度 青木あすなろ建設㈱ 光洋機械工業耐震補強工事

㈱熊谷組 サミー川越流通センター新築計画 熊谷・中村建設JV 東京都議会議事堂(23)改修工事

２ ㈱イチケン (仮称)足柄大井松田複合商業施設計画 ２ 清水建設㈱ 高幡不動業務区・施設管理所新設工事

月 古久根建設㈱ 東京消防庁神田消防署三崎町出張所(仮称)庁舎(22)新築工事 月 鶴ヶ谷建設㈱ 東京都計量検定所港南タクシーメーター検査場(仮称)(24)新築工事

度 川崎技研・株木建設JV (仮称)成田市・富里市新清掃工場建設工事 度 大和ハウス工業㈱ (仮称)ナガセ12号棟新築工事

㈱フジタ (仮称)JMC東六郷ビル新築工事 ㈱イチケン アパホテル銀座京橋新築工事

３ 松井建設㈱ 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス改修工事 ３ ㈱熊谷組 (仮称)レッドウッド市川原木物流倉庫新築工事

月 ㈱イチケン (仮称)横浜市南区井土ヶ谷商業店舗新築工事 月 ㈱ナカノフドー建設 ニッポー株式会社関東工場倉庫棟2階増床工事

度 ㈱ナカノフドー建設 (仮称)宇都宮リハビリテーション病院改修工事 度 ㈱フジタ 多摩川上流水再生センター水処理施設その19工事

㈱イチケン (仮称)ダイシン百貨店新築工事(Ⅱ期工事) ㈱冨士工 日本学生支援機構市谷事務所本館耐震改修工事

４ 京王建設㈱ 昭和信用金庫烏山支店新築工事 ４ ㈱イチケン (仮称)綾瀬市深谷中複合商業施設計画新築工事

月 ㈱フジタ (仮称)日本コムシス㈱山梨南アルプス新事務所新築工事 月 バイオ燃料㈱ 東部汚泥処理プラント 汚泥炭化設備その2工事(架構継手)

度 大和小田急建設㈱ アウトドアスポーツ施設(和泉多摩川)新設工事 度 ㈱イチケン (仮称)ダイエー座間相武台店新築工事

㈱熊谷組 日本フイルコン池尻ビル新築工事 三井住友建設㈱ ボッシュ株式会社東松山工場409工場耐震補強工事

５ 松井建設㈱ (仮称)宮田町計画新築工事 ５ 松栄建設㈱ (仮称)社会福祉法人長生共楽園サテライト型特別養護老人ホーム新築工事

月 大神田建設㈱ 道路トンネル付属施設工事に伴う道路工事 月 北野建設㈱ (仮称)新宿歌舞伎町二丁目ホテル計画新築工事

度 林建設㈱ 平成23年度調布飛行場ターミナル新築工事 度 松井建設㈱ 両国幼稚園幼稚園新築工事

㈱イチケン (仮称)中葛西3丁目計画 佐田・中尾建設ＪＶ 都立保谷高等学校(24)改修工事

６ 扶桑建設㈱ (仮称)青葉台マンション新築工事 ６ 大和小田急・東急建設ＪＶ 神奈川中央交通峡の原操車所建替工事-1

月 株木建設㈱ 日本大学生産工学部津田沼校舎新学科棟(仮称)新築工事 月 ㈱日立コーポレーション 都営浮間一丁目第2アパート(8,9,11号棟)ほか1団地

度 ㈱熊谷組 (仮称)日本電産コパル新本社・技術開発センター新築工事 度 ㈱錢高組 地下鉄田原町ビル(仮称)新築建築工事

㈱熊谷組 協立電業株式会社本社ビル新築工事 ㈱辰 (仮称)東京外語専門学校新校舎新築工事

７ 福田リニューアル㈱ さがみリハビリテーション病院本館耐震改修工事 ７ スターツCAM㈱ (仮称)りそな銀行江戸川南支店新築プロジェクト本店舗

月 村本建設㈱ (仮称)三宝院新築工事 月 徳倉・梅垣建設ＪＶ 港区立芝公園保育園等改築工事

度 ㈱イチケン (仮称)碑文谷プロジェクト新築工事 度 扶桑建設㈱ 昭洋工業株式会社本社工場新築工事

㈱熊谷組 駒澤大学大学会館耐震改修工事 村本建設㈱ 介護老人福祉施設ヴィラ足立新築工事

８ ㈱イチケン (仮称)プロト本郷第三ビル新築工事 ８ 松村組㈱ (仮称)世田谷区用賀4丁目計画新築工事

月 ㈱松村組 (仮称)東十条新規店新築工事 月 大和リース㈱ (仮称)静岡南町パーキング新築工事

度 立花・古川建設JV 東京消防庁光が丘消防署北町出張所庁舎(23)新築工事 度 ㈱ニート 医療法人社団博翔会五香病院増築工事

株木建設㈱ (仮称)ホームセンターコーナン江戸川区中央店新築工事 ㈱イチケン (仮称)カインズモール千葉ニュータウン新築工事

９ ㈱熊谷組 (仮称)ディア銀座ビル新築工事 ９ 林建設㈱ (仮称)三ツ木深大寺元町有料老人ホーム新築工事

月 ㈱佐藤秀 ル ポン デスポワールⅡ新築工事 月 ㈱フジタ 駒澤大学本部棟耐震改修等工事

度 ㈱ナカノフドー建設 (仮称)日本橋馬喰町二丁目計画 度 トヨタT＆S建設㈱ (仮称)東京トヨタ自動車㈱八王子店新築工事

矢作建設工業㈱ (仮称)辰巳一丁目プロジェクト新築工事 細田建設㈱ 新電元メカトロニクス飯能工場新築工事

１０ ㈱イチケン マルハン千葉みなと店増築工事 １０ ㈱イチケン (仮称)アパホテル新宿御苑前駅前新築工事

月 ㈱フジタ 山梨大学(武田1)総合研究棟(生命環境学部1号館等)改修その他工事 月 北野建設㈱ 学校法人渡辺学園 東京家政大学狭山校舎セミナーハウス新築工事

度 ㈱蔵王建設 (仮称)若松河田医療施設計画 度 大日本土木㈱ 座間(H24)整備場(0008)新設建築工事

大和ハウス工業㈱ (仮称)秋山精鋼㈱石岡工場工場棟増築工事 ㈱イチケン (仮称)ケーズデンキ木更津金田店新築工事

１１ ㈱イチケン (仮称)オーケー大和上和田店新築工事 １１ 広島建設㈱ 千葉県立沼南高等学校屋内体育館大規模改造建築工事

月 京王建設㈱ (仮称)コトブキビル新築工事 月 ㈱熊谷組 国立国際医療研究センター新棟整備第2期その他工事

度 ㈱後藤組 (仮称)日本橋弁松プロジェクト 度 大和ハウス工業㈱ (仮称)つくば工場試験研修棟新築工事

㈱トヨダ工業 (仮称)御茶ノ水駅前ビルプロジェクト新築工事 ㈱福田組 (仮称)アライパーツ新社屋新築工事

１２ 株木建設㈱ 島忠ホームズ町田三輪店新築工事 １２ 大和リース㈱ 千葉流山サービス付き高齢者向け住宅計画

月 松井建設㈱ つくば国際大学診療放射線学科棟新築工事 月 ㈱藤木工務店 (仮称)ライフ東五反田店新築工事

度 ㈱昌平工務店 (仮称)埼玉ベルエポック製菓専門学校第2校舎新築工事 度 トヨタT＆S建設㈱ (仮称)古河境町寮新築工事
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最近の主な検査工事経歴
鉄骨超音波検査部門
〔２０１４年〕 〔２０１５年〕

月度 発 注 会 社 工 事 名 称 月度 発 注 会 社 工 事 名 称

アイサワ・谷沢建設JV 都立板橋看護専門学校(23)改築工事 日本国土開発㈱ THE CONOE＜代官山＞新築工事

１ フジタ・梅林建設JV 区立神田一橋中学校改修工事 １ ㈱イチケン アパホテル浅草橋北新築工事

月 ㈱イチケン (仮称)アパホテル東日本橋駅前新築工事 月 ㈱淺沼組 神田須田町一丁目計画

度 大和ハウス工業㈱ (仮称)多摩興発株式会社様貸施設新築工事 度 京王建設㈱ 三鷹台駅リニューアル工事

スターツCAM㈱ (仮称)久菱不動産様秋葉原計画新築工事 ㈱熊谷組 (仮称)ヒューマックス成田ビル新築工事

２ ㈱熊谷組 大飯発電所第3,4号機海水ポンプ室竜巻飛来物対策 ２ ㈱ナカノフドー建設 日清食品ホールディングス株式会社 究理棟新築工事

月 大和リース㈱ 学校法人聖書学園千葉英和高等学校グル－プワ－ク実習棟増築工事 月 清水建設㈱ 亀有信用金庫本部本店新築工事

度 松井建設㈱ 鹿島神宮境内整備第一期祈祷殿・社務所新築工事 度 ㈱熊谷組 (仮称)S･Tecフーズつくばファクトリー2期計画

㈱イチケン 極楽湯横浜鶴見店新築工事 大和ハウス工業㈱ (仮称)日清ヨーク株式会社関東工場新築工事(第1期工事)

３ ㈱相村工務店 COCOせせらぎ新築工事 ３ ㈱藤木工務店 (仮称)エステー埼玉工場新築工事

月 樋田建設工業㈱ 都営足立平野一丁目アパート(1号棟)耐震改修工事 月 大和ハウス工業㈱ (仮称)江東区牡丹2丁目計画

度 ㈱熊谷組 高浜3,4号機海水ポンプ室竜巻飛来物対策設備設置工事 度 ㈱熊谷組 (仮称)ピアゴイセザキ店建替え工事

関東・塚本建設JV 都立城東職業能力開発センター足立校(24)Ⅱ期改築工事 ㈱イチケン (仮称)スポーツクラブ＆スパ ルネサンス稲毛新築工事

４ ㈱ナカノフドー建設 (仮称)ものづくりナノ医療イノベーションセンター整備事業 ４ ㈱熊谷組 ハートコート横浜新築工事

月 ㈱ナカノフドー建設 調布駅北第1自転車駐車場建設工事 月 大成ユーレック㈱ (仮称)乃木坂プロジェクト

度 ㈱イズミ・コンストラクション 千葉大学(西千葉)図書館新営その他工事(Ⅱ期) 度 ㈱フジタ 玉川高島屋S.Cマロニエコート増築計画

㈱熊谷組 (仮称)平和島物流センタ新築工事 ㈱熊谷組 ヨネックス(株)東京工場新第3工場建設工事

５ ㈱イチケン (仮称)戸田市新曽商業施設計画新築工事 ５ 林建設㈱ 東京競馬場乗馬センター整備工事

月 北野建設㈱ 多摩大学25周年記念事業工事 月 ㈱熊谷組 (仮称)埼玉医科大学総合医療センター第2研究棟新築工事

度 吉原・チョウトク建設JV (仮称)練馬区立大泉学園駅北第四自転車駐車場新築工事 度 松井建設㈱ JA東京みなみ多摩支店新築工事

加地建設㈱ (仮称)東中延1丁目プロジェクト新築工事 ㈱ナカノフドー建設 (仮称)歌舞伎町一丁目ビル新築工事

６ 福田リニューアル㈱ (仮称)銀座2丁目計画新築工事 ６ ㈱イチケン (仮称)西友朝霞根岸店新築工事

月 ㈱興建社 介護老人保健施設(仮称)氷川台2丁目新築工事 月 ㈱関東建築施工 県央方面特別支援学校新築工事(建築－第3工区)

度 ㈱フジタ 株式会社バンディック事務所棟・倉庫棟増築工事 度 村本建設㈱ (仮称)バングラデシュ大使館新築工事

古久根建設㈱ (仮称)千代田区神田小川町1丁目計画新築工事 南海辰村建設㈱ (仮称)平成扇病院新築工事

７ ㈱福田組 (仮称)志木ショッピングセンター新築工事(B棟) ７ ㈱熊谷組 日本大学法学部5号館新築工事

月 ㈱三浦工務店 (仮称)東金町一丁目保育園新築工事 月 共立建設㈱ 京浜島地区共同溝補強その4工事

度 ㈱フジタ 新宿東宝ビルTOHOシネマズ新築工事 度 ケーアンドイー㈱ 中央医療技術専門学校4号館新築工事

㈱イチケン (仮称)緑区中山複合商業施設計画新築工事 共立建設㈱ (仮称)王子別館プロジェクト新築工事

８ ㈱フジタ (仮称)トナミ首都圏物流海老名計画 ８ ㈱イチケン (仮称)ユアースポーツ蕨店新築工事

月 ㈱熊谷組 ゼブラ(株)野木工場包装工場増改築工事 月 ピーエス三菱㈱ (仮称)国際医療福祉大学成田看護学部･成田保健医療学部新築工事

度 ㈱大林組 (仮称)小田急海老名駅東口開発施設新築工事 度 河本工業㈱ 東武伊勢崎線川俣駅の橋上化および自由通路の整備に伴う実施設計に関する業務

㈱東横イン電建 (仮称)秋川駅前ビル新築工事 ㈱藤木工務店 (仮称)サン・アロー一番町ビル新築工事

９ 北野建設㈱ エスパス日拓新小岩ビル新築工事 ９ ㈱熊谷組 京急EXイン泉岳寺駅前(仮称)新築工事

月 大和リース㈱ 武蔵野市立桜野小学校校舎増築工事 月 矢作建設工業㈱ (仮称)浜松町計画

度 大和ハウス工業㈱ (仮称)小金井梶野町5丁目計画新築工事 度 松井建設㈱ 日本大学目黒(東が丘)学生寮(仮称)新築工事

㈱熊谷組 (仮称)コピオ川尻店新築工事 松井建設㈱ 横浜栄共済病院病棟等新築その他工事

１０ 第一建設工業㈱ 武蔵小金井駅高架下SC(駅部東側)新築工事 １０ ㈱フジタ 八王子キャンパス新4号館建設工事

月 京王建設㈱ (仮称)多摩メディカルビルディング新築工事 月 清水建設㈱ 流通経済大学新松戸キャンパス2号館新築工事

度 初雁･三光･横田特定建設JV 川越市役所本庁舎耐震改修工事 度 ㈱熊谷組 (仮称)東銀座京急ビル新築工事

村本建設㈱ 日本大学習志野高等学校専用陸橋新築及び体育館兼講堂改修工事 ㈱イチケン (仮称)ツカダ・グローバル温浴施設大宮店新築工事

１１ 大明･辻村建設JV 御殿山小学校改築工事 １１ 北野建設㈱ DAI3銀座本社ビル新築工事

月 ㈱イチケン (仮称)ケーズデンキ越谷弥十郎店新築工事 月 大和ハウス工業㈱ (仮称)学校法人古藤学園CAD製図専門学校5号館新築工事

度 北野建設㈱ 東京脊椎・関節病院新築工事 度 河端建設㈱ (仮称)北青山2丁目ビル新築工事

ミヤマ建設･スリーエムJV 藤沢生きがい福祉センター新築工事(建築) 塚本・テッケン建設JV 東京消防庁深川消防署枝川出張所庁舎(26)新築工事

１２ ㈱熊谷組 土浦市新庁舎整備工事 １２ ㈱イチケン (仮称)アパホテル＜巣鴨駅前＞新築工事

月 スターツCAM㈱ (仮称)株式会社セノン研修センター新築工事 月 大日本・田中・黒須建設JV 警視庁八王子警察署庁舎(26)改築工事

度 第一建設工業㈱ 旧JR常盤社宅4号棟リノベーション工事 度 立川ハウス工業㈱ 校舎借り上げ(有明小学校)

※ＪＶ＝共同企業体

他　６１件 他　６６件

他　７２件 他　５３件

他　６９件 他　６９件

他　５９件 他　６２件

他　６６件 他　４６件

他　６１件 他　７３件

他　９３件 他　８３件

他　８１件 他　８８件

他　６０件 他　７６件

他　６９件 他　７９件

他　６１件 他　６８件

他　８３件 他　９８件



最近の主な検査工事経歴
鉄骨超音波検査部門
〔２０１6年〕

月度 発 注 会 社 設計/監理 工 事 名 称

㈱松村組 ㈱日本メディカルケアシステム 医療法人社団成守会はせがわ病院新築工事

１ 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱東京本店 (仮称)ロイヤルホームセンター南千住新築工事

月 村本建設㈱ ㈱池下設計 東大和市役所本庁舎及び現業棟耐震補強等工事

度 ㈱淺沼組 ㈱松田平田設計 世田谷地方合同庁舎(仮称)(13)建築その他工事

㈱イズミ・コンストラクション ㈲大雅建築コンサルタント (H27)でいき住宅耐震改修その他工事(1‐22地区)(1‐23地区)(1‐24地区)

２ 南海辰村建設㈱ ㈱新都市建築設計事務所 緑成会整育園移転・新築工事

月 ㈱東横イン電建 ㈱東横インアーキテクト 東横INN成田空港新館新築工事

度 林建設㈱ ㈱杉原設計事務所 都立武蔵台学園(27)増築工事

㈱熊谷組 ㈱熊谷組 一級建築士事務所 (仮称)APITA金沢文庫建替計画

３ ㈱高橋工務店 森田建築設計室 (仮称)デイリーホテル小江戸川越店新築工事

月 ㈱イチケン ㈱イチケン東京支店 一級建築士事務所 (仮称)BMWグループ・モビリティー・センター新築工事

度 ㈱イチケン ㈱ダイス設計 (仮称)ドン・キホーテ日立店新築工事

㈱イチケン ㈱イチケン東京支店 一級建築士事務所 (仮称)アパホテル＆リゾート＜東京ベイ幕張＞イーストウイング新築工事

４ 林建設㈱ 林建設㈱ 一級建築士事務所 株式会社東芝府中事業所 41D号館建設工事

月 ㈱熊谷組 ㈱伊藤喜三郎建築研究所 (仮称)大泉学園複合施設

度 松井建設㈱ ㈱佐藤総合計画 永井豊彦 関東労災病院職員宿舎新A棟整備工事

㈱サンタキザワ 田島建築設計事務所 黒姫プロジェクト

５ ショーボンド建設㈱ ㈱織本構造設計 土浦製造第一部第一工場制振補強工事

月 日本国土開発㈱ ㈱サンライフエンジニアリング/日本国土開発㈱ (仮称)toban仙台北部ロジスティックスセンター増築計画

度 ㈱イチケン ㈱ジー・ワイ設計 (仮称)日本橋茅場町PJ新築工事

㈱フジタ 三峯産業㈱ 一級建築士事務所/バース建築設計㈱ (仮称)大宮区浅間町一丁目計画

６ ㈱イチケン ㈱日本設計/㈱クライン・ダイサム (仮称)柏の葉T-SITEプロジェクト新築工事 139街区

月 ㈱トーヨー建設 ㈱横河建築設計事務所 JA東京スマイル奥戸支店新築工事

度 ㈱鴻池組 ㈱泉創建エンジニアリング/㈱綜企画設計 市ヶ谷(27)保管庫新築工事

京王建設㈱ 京王建設㈱ (仮称)京王プレッソイン東京八重洲計画新築工事

７ ㈱佐藤秀 都市企画㈱アトリエHOMMA (仮称)ラ トゥール ド シンデレラ青山新築工事

月 北野建設㈱ ㈱楠山設計/日本大学本部管財部営繕課 日本大学保健体育審議会稲城学生寮(仮称)新築工事

度 ㈱イチケン ㈱日企設計 (仮称)アパホテル＜飯田橋駅前＞新築工事

㈱ナカノフドー建設 (株)ナカノフドー建設 (仮称)株式会社なとり埼玉新工場建設工事

８ ㈱イチケン ㈱鹿島コーポレーション建築設計事務所 浮間舟渡商業施設計画

月 ㈱藤木工務店 ㈱シーラカンスアンドアソシエイツ 救世軍新渋谷ビル新築工事計画

度 新日本建設㈱ ㈱日企設計 (仮称)アパホテル新富町駅北新築工事

五洋建設・大島組建設JV 山下設計・復建エンジニヤリングJV/山下設計・車田建築設計事務所JV 岩国飛行場(H27)愛宕山(運動施設地区)野球場新設建築その他工事

９ 斎藤・和光特定JV ㈱山下設計/さいたま市建設局建築部営繕課庁舎等施設係 さいたま市立高等看護学院建設(建築)工事

月 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 一級建築士事務所/㈱JA設計 (仮称)JA全農大和ミートフーズ大和ミートデリカ工場・西部物流センター新築工事

度 大成建設㈱ 大成建設㈱ 一級建築士事務所 (仮称)シェラトン・グランデ・トーキョーベイANNEX棟新築工事

㈱植木組 ㈱ハズ建築研究所 (仮称)ヤオコー藤沢片瀬店新築工事

１０ ㈱淺沼組 ㈱YOU＆YOU建築設計 富士重工業株式会社東京事業所 第17実験棟新築工事

月 ㈱フジタ ㈱スピリッツ・オフィス一級建築士事務所 (仮称)東京駅ホテル計画新築工事

度 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 一級建築士事務所 (仮称)相鉄フレッサイン銀座3丁目新築工事

新日本建設㈱ ㈱現代建築研究所 (仮称)新宿百人町計画工事

１１ ㈱熊谷組 ㈱伊藤喜三郎建築研究所 総合東京病院新築工事(Ⅱ期)

月 ㈱佐藤秀 ㈲伊藤平左エ門建築事務所 靖國神社 教職舎新築工事

度 ㈱イチケン ㈱T&N北海道設計事務所 (仮称)ニトリ大船店新築工事

北野建設㈱ ㈱相和技術研究所 海光電業本社ビル新築工事

１２ 南海辰村建設㈱ ㈱新都市建築設計事務所 (仮称)平成横浜健診センター増築工事

月 田中・相武建設JV ㈱翔設計 東京消防庁第九消防方面本部消防救助機動部隊庁舎(27)新築工事(第二期)

度 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 一級建築士事務所 (仮称)吉祥寺本町1丁目11番計画

※ＪＶ＝共同企業体

他　６７件

他　６２件

他　７０件

他　７１件

他　６１件

他　６７件

他　１１１件

他　１０２件

他　８３件

他　８４件

他　７０件

他　９６件



最近の主な検査工事経歴
鉄骨超音波検査部門
〔２０１７年〕

月度 発 注 会 社 設計/監理 工 事 名 称

りんかい日産建設㈱ りんかい日産建設㈱ (仮称)虎の門ホテル新築工事

１ JFEコンフォーム㈱ JFEコンフォーム㈱ (仮称)永光電機㈱青梅工場新築工事

月 田中・林・内山・敏建設JV パシフィックコンサルタンツ㈱ 府中市立学校給食センター新築工事

度 ㈱フジタ ㈱フジタ 東日本支社 一級建築士事務所 (仮称)甲府丸の内計画

新日本建設㈱ ㈱アルファワークス (仮称)銀座7丁目プロジェクト新築工事

２ 北野建設㈱ ㈱プランテック総合計画事務所 星薬科大学8号館建設計画

月 ㈱熊谷組 平建築設計事務所㈲ (仮称)江東リハビリテーション病院新築工事

度 ㈱イチケン ㈱イチケン東京支店 一級建築士事務所 (仮称)多摩平の森A街区健康増進複合施設建築計画

㈱イチケン ㈱IAO竹田設計 (仮称)アパホテル＜浅草田原町駅前＞新築工事

３ ㈱藤木工務店 ㈱シー・デザイン (仮称)歌舞伎町3号館新築工事

月 ㈱淺沼組 日揮㈱ JSR・慶應義塾大学医学化学イノベーションセンター建設工事

度 坪井工業㈱ ㈱現代建築研究所 (仮称)神田TKビル計画

京成建設㈱ ㈱四季建築設計事務所 (仮称)アパホテル＜浅草雷門＞新築工事

４ 北野建設㈱ ㈲武蔵野設計工房/黒嶋アーキテクツ (仮称)IMC日比谷ビル新築工事

月 ㈱奥村組 中電技術コンサルタント㈱/㈱長野総合建築事務所 岩国飛行場(H27)愛宕山(運動施設地区)陸上競技場新設建築その他工事

度 ㈱イチケン ㈱日企設計 (仮称)アパホテル＜飯田橋駅目白通＞新築工事

㈱熊谷組 ㈱エーエーアンドサン 一級建築士事務所 (仮称)新宿五丁目南僑日本店舗ビル新築工事

５ ㈱東京組 河原泰建築研究所 新都心ウエディング計画

月 ㈱イチケン ㈲アトリエ獏 一級建築士事務所 キーサウス増床計画

度 新日本建設㈱ ㈱ガイ・プランニング (仮称)西葛西Ⅱホテル計画新築工事

株木建設㈱ 株木建設㈱ 一級建築士事務所/㈱LC総合サービス,㈱集研設計,㈱セン建築設計事務所 JS技術訓練センター(仮称)建設工事

６ ㈱イチケン ㈱ガイ・プランニング (仮称)新富町ホテル計画新築工事

月 北野建設㈱ ㈱佐藤総合計画 (仮称)学校法人小松原学園浦和麗明高等学校4号館建設工事

度 矢作建設工業㈱ ㈱ビルディング・コンサルタントワイズ (仮称)株式会社プリントパック柏工場新築工事

清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 (仮称)芝5丁目プロジェクト新築工事

７ 矢作建設工業㈱ 矢作建設工業㈱ 一級建築士事務所 (仮称)銀座7丁目計画

月 西武・前田建設JV ㈱東急設計コンサルタント 所沢駅東口駅ビル計画

度 ㈱トヨダ工業 ㈱NC設計 特別養護老人ホーム春江町さくらの杜新築工事

大木建設㈱ ㈱タクトプラン建築事務所 東京 一級建築士事務所 (仮称)日本橋箱崎町プロジェクト新築工事

８ 村本建設㈱ ㈱マックス (仮称)介護老人福祉施設ヴィラ船橋新築工事

月 石黒建設㈱ ㈱大建設計 (仮称)広岡二丁目計画

度 ㈱熊谷組 現代建築研究所 (仮称)大和徳洲会病院新築工事

㈱塩浜工業 ㈲宮坂建築設計事務所 (仮称)白山プロジェクト建設工事

９ 村中建設㈱ 村中建設 一級建築士事務所 (仮称)オーケー橋場店新築工事

月 工新建設㈱ ㈱レーモンド設計事務所 (仮称)呉竹学園四谷2丁目計画新築工事

度 木内建設㈱ 木内建設㈱ 一級建築士事務所 (仮称)門前仲町計画新築工事

㈱DAISHU スリーフォールド㈱ (仮称)東麻布296ビル新築計画

10 ㈱松下産業 ㈱グローバン企画一級建築士事務所 (仮称)吾妻橋2丁目計画新築工事

月 ㈱ナカノフドー建設 千代田テクノエース㈱ FC-1プロジェクトFC触媒開発センター新棟建設工事

度 ㈱熊谷組 中日設計㈱ (仮称)サカエ理研工業株式会社伊勢崎工場新築工事

㈱ウラタ ㈱ガイ・プランニング 浅草2丁目ホテル計画

11 新日本建設㈱ 新日本建設㈱ 一級建築士事務所 (仮称)アパホテル＜新富町駅東＞新築工事

月 松井建設㈱ 松井建設㈱東京支店一級建築士事務所 英ビル新築工事

度 ㈱金子工務店 ㈱ECS 平野マンション新築工事

㈱熊谷組 ㈱プランニングファクトリィー蔵 (仮称)鶴見店舗新築工事

12 ㈱イチケン ㈱悠設計 (仮称)ロイヤルホームセンター足立新築工事

月 ㈱徳川組 ㈱日総建 邑楽町中央公民館建設工事(建築工事)

度 ㈱金太郎ホーム ㈱金太郎ホーム 台東区・東浅草2丁目ヒルズマンション219新築工事

※ＪＶ＝共同企業体

他　100件

他　86件

他　９１件

他　８１件

他　111件

他　８１件

他　６５件

他　７５件

他　９５件

他　９１件

他　８１件

他　６５件



最近の主な検査工事経歴
鉄骨超音波検査部門
〔２０１８年〕

月度 発 注 会 社 設計/監理 工 事 名 称

㈱熊谷組 ㈱大建設計 (仮称)ホテルユニゾ横浜駅西口新築工事

１ 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱埼玉支社流通一級建築士事務所 株式会社ハローコーポレーション本社新築工事

月 技建工業㈱ ㈱中島建築事務所 (仮称)ネッツトヨタ白山インター新築工事

度 清水建設㈱ 清水建設㈱ 花王川崎工場　KSⅢ設備増設工事

㈱イチケン ㈱岸設計 (仮称)東急スポーツオアシス東習志野新築工事

２ ㈱フジタ ㈱IAO竹田設計東京第一事務所 (仮称)豊洲ホテルPJ新築工事

月 ㈱淺沼組 ㈱YOU&YOU建築設計 株式会社SUBARU東京事務所食堂棟新築工事

度 ㈱興建 ㈱フケタ設計 (仮称)中山金属化工㈱増築工事

㈱東横イン電建 ㈱東横インアーキテクト (仮称)南多摩駅前ビル新築工事

３ ㈱イチケン ㈱日企設計 (仮称)アパホテル＜浅草駅前＞新築工事

月 立川ハウス工業㈱ ㈱山田守建築事務所 東京都立東大和療育センター仮設棟の借上げ

度 石栄建物㈱ ㈱石原企画一級建築士事務所 (仮称)寿四丁目計画新築工事

㈱フジタ ㈱フクダ･アンド･パートナーズ (仮称)アイ ミッションズ パーク 柏新築工事

４ パナソニック環境エンジニアリング㈱ ㈱蔵建築設計事務所 住友重機工業株式会社殿　第4塗装工場新築工事

月 ㈱田中建設 ㈱ユニヴァンス (仮称)日新ワールドデリカテッセン新店舗計画

度 松井建設㈱ 一級建築士事務所ADE (仮称)千代田区二番町保育園計画

㈱熊谷組 ㈱熊谷組 (仮称)レッドウッド久喜ディストリビューションセンター新築工事

５ 松井建設㈱ ㈱久米設計 (仮称)松伏SRS新築工事

月 ㈱フジタ ㈱安宅設計 (仮称)新酪農会館新築工事

度 ㈱イチケン ㈱入江三宅設計事務所 (仮称)シエルブルー新橋新築工事

㈱イチケン ㈱シーク設計 (仮称)戸塚区戸塚町複合商業施設計画

６ 関東建設工業㈱ ㈱内藤建築事務所 独立行政法人国立病院機構村山医療センター病棟新築整備工事(建築)

月 松井建設㈱ 松井建設㈱/日本大学本部管財部営繕課 日本大学芸術学部江古田キャンパス整備事業(第2期)に伴う校舎新築工事

度 大末建設㈱ ㈱IAO竹田設計 (仮称)西葛西ⅢホテルPJ新築工事

共立建設㈱ ㈱アーキファイブ (仮称)原町田6丁目商業ビル建替え計画

７ 共立建設㈱ ㈱IAO竹田設計 (仮称)中央区京橋2丁目ホテル新築工事

月 ㈱冨士工 ㈱YAFUSO総合設計 (仮称)足立慶友病院新築工事

度 ㈱植木組 ㈱久慈設計 (仮称)ホテルルートイン古河駅前増築工事

新日本建設㈱ ㈱K.設計 特別養護老人ホームレスペート千住新築工事

８ ㈱イチケン ㈱DO設計 (仮称)東久留米スパリゾート新築工事

月 ㈱大本組 ㈱大本組 (仮称)銀座七丁目計画

度 大日本土木㈱ ㈱ネクスコ東日本エンジニアリング 関東支店岩槻社屋新築工事

京成建設㈱ ㈱日企設計 (仮称)アパホテル＜上野　稲荷町＞新築工事

９ 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱東日本中高層技術センター一級建築士事務所 (仮称)おゆみ野楽隠居倶楽部2号館新築工事

月 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組一級建築士事務所 (仮称)半蔵門PREX North新築工事

度 関東建設工業㈱ エディック設計一級建築士事務所 (仮称)ヤオコー西大宮店新築工事

大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱東日本中高層技術センター一級建築士事務所 (仮称)神宮前6プロジェクト新築工事

１０ ㈱イチケン ㈱伊藤建築設計事務所 カインズガーデンモール幕張店新築工事

月 ㈱淺沼組 ㈱IHIプラントエンジニアリング/三菱ケミカルエンジニアリング㈱ 合成第5棟新設工事(OD-02PJ)

度 ㈱フジタ ㈱安宅設計 (仮称)八重洲一丁目計画新築工事

大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱埼玉支社流通一級建築士事務所 (仮称)蕨市中央一丁目施設新築工事

１１ ㈱イチケン ㈱ビック・ライズ (仮称)横浜市港北区新羽車両基地施設計画

月 林建設㈱ ㈱カトウ建築事務所 東京消防庁調布消防署庁舎(29)改築工事

度 平岩建設㈱ ㈱YAFUSO総合設計 (仮称)入間ハート病院Ⅲ期増築工事

㈱イチケン ㈱イチケン東京支店一級建築士事務所 (仮称)上大岡SC計画

１２ 東武谷内田・岡本建設JV ㈱昭和設計 墨田区総合運動場新築工事

月 ㈱相村工務店 デルフィー設計 (仮称)豊岡町プロジェクト新築工事

度 森屋建設㈱ ㈱三和設計 多摩文化保育園本園舎新築工事

※ＪＶ＝共同企業体

他　76件

他　62件

他　87件

他　74件

他　67件

他　78件

他　65件

他　72件

他　87件

他　63件

他　92件

他　86件



最近の主な検査工事経歴
鉄骨超音波検査部門
〔２０１９年〕

月度 発 注 会 社 設計/監理 工 事 名 称

京成建設㈱ ㈱四季建築設計事務所 (仮称)アパホテル綾瀬駅前新築工事

１ ㈱熊谷組 ㈱熊谷組一級建築士事務所 (仮称)新橋6丁目ホテル新築工事

月 ㈱守谷商会 ㈲遊空間設計室一級建築士事務所 グランフーズ本社ビル新築工事

度 ㈱イチケン ㈱類設計室 (仮称)ジョイフルアスレティッククラブ土浦新築工事

㈱イチケン ㈱カシマコーポレーション建築設計事務所 (仮称)草加谷塚上町計画

２ ㈱林工組 ㈱アーキプラン一級建築士事務所 株式会社ソミック石川様下野部工場新築工事

月 髙松建設㈱ ㈱髙松建設一級建築士事務所 御徒町・日本電計株式会社新本社ビル新築工事

度 石川建設㈱ ㈱アトリエティープラス (仮称)千代田区岩本町2丁目計画

清水建設㈱ ㈱シード ダイトウボウスクエア「サントムーン柿田川」第4期開発計画新棟新築工事

３ ㈱熊谷組 ㈱熊谷組一級建築士事務所 (仮称)学校法人埼玉医科大学教育実習棟新築工事

月 ㈱鍜治田工務店 ㈱東洋設計事務所 (仮称)銀座四丁目計画新築工事

度 林建設㈱ ㈱梶建築設計事務所 (仮称)調布メモリードホール別館新築工事

㈱森本組 現代建築研究所 (仮称)プレサンスホテル横浜桜木町新築工事

４ 松井建設㈱ 松井建設㈱東京支店一級建築士事務所 (仮称)FUNDES銀座8丁目計画

月 ㈱イチケン ㈱イチケン東京支店一級建築士事務所 (仮称)上野第２別館新築工事

度 新日本建設㈱ ㈱櫻井康裕建築都市設計事務所 (仮称)東京･鶯谷プロジェクト新築工事

白石建設㈱ ㈱スピーク (仮称)柏ビル新築工事

５ ㈱イチケン ㈱日企設計 (仮称)アパホテル〈山手大塚駅タワー〉新築工事

月 石黒建設㈱ 三井ホーム㈱コンサルティング事業部 (仮称)銀座8丁目計画新築工事

度 宮田土建工業㈱ ㈱矢野建築設計事務所 柏陽高校芸術棟改修及び耐震補強工事

松井建設㈱ ㈱楠山設計 日本大学保健体育審議会スポーツ日大稲城アスレティックヴィレッジⅢ(仮称)新築工事

６ ㈱ナカノフドー建設 千代田化工建設㈱、千代田テクノエース㈱  Ｆ－５棟建設工事

月 松井・青木建設JV ㈱桂設計 目黒区立中央体育館大規模改修工事

度 イズミ・沖央建設JV ㈱安井建築設計事務所 都立千歳丘高等学校(29)改築及び改修工事

 髙松建設㈱  髙松建設㈱一級建築士事務所 池袋・株式会社泰成ビル新築工事

７ 松井建設㈱ ㈱川村構造設計室／㈱一級建築士事務所ジオプラス (仮称)あいの杜小平新築工事

月 村本建設㈱ 村本建設㈱東京一級建築士事務所 (仮称)千代田区神田美倉町4計画新築工事

度 清水建設㈱ 清水建設㈱一級建築士事務所 (仮称)六本木三丁目ホテル計画

清水建設㈱ 石本・清水設計共同企業体 ＢＯＡＴＲＡＣＥ六本木(仮称)新築工事

８ ㈱熊谷組 ㈱熊谷組一級建築士事務所 (仮称)スズキ自販東京 スズキアリーナ練馬建替工事

月 北野建設㈱ 北野建設㈱一級建築士事務所 (仮称)芝浦三丁目計画

度 西松建設㈱ ㈱プランテック総合計画事務所 (仮称)三甲新橋ビル新築工事

㈱熊谷組 ㈱新居千秋都市建築設計 (仮称)アパホテル＆リゾ－ト＜両国駅タワ－＞新築工事

９ 大東建託㈱ ㈱エムエーシー建築事務所 (仮称)八丁堀ホテル新築工事

月 西松建設㈱ 西松建設㈱関東建築支社一級建築士事務所 (仮称)株式会社加藤製作所東大井計画新築工事

度 ㈱イチケン ㈱スピリッツ・オフィス (仮称)浅草言問通りホテル計画新築工事

前田建設工業㈱ 浅井謙建築研究所㈱ (仮称)三芳物流センター新築工事

１０ 清水建設㈱ 清水建設㈱一級建築士事務所 東京工芸大学6号館（本部棟）新築工事

月 ㈱塩浜工業 ㈱塩浜工業一級建築士事務所 イオンタウン稲城長沼新築工事

度 共立・山生建設JV ㈱楠山設計 平成30年度区立板橋第十小学校改築工事

清水･馬淵･大洋JV 清水建設㈱一級建築士事務所 横浜スタジアム増築･改修工事

１１ ㈱熊谷組 ㈱山下設計 地方独立行政法人くまもと県北病院機構新病院整備事業

月 ㈱大城組 ㈱秀研設計 (仮称)エルシード浅草花川戸新築工事

度 三和建装㈱ ㈱窓建コンサルタント H30みさと団地10-18号棟他3棟耐震改修その他工事

㈱淺沼組 ㈲福光設計・㈱淺沼組名古屋支店建築事務所 (仮称)シモハナ物流㈱岩槻センター新築工事

１２ 松井建設㈱ ㈱エーエーアンドサン一級建築士事務所 ホテルかずさや新築工事

月 ㈱イチケン 浅井謙建築研究所㈱ (仮称)赤坂3丁目ホテル新築工事

度 サンユー・三ツ木・三美建設JV 隈研吾建築都市設計事務所 (仮称)大田区田園調布せせらぎ公園文化施設新築工事

※ＪＶ＝共同企業体

他　100件

他　88件

他　86件

他　93件

他　85件

他　70件

他　90件

他　76件

他　86件

他　71件

他　99件

他　88件



最近の主な検査工事経歴
鉄骨超音波検査部門
〔２０２０年〕

月度 発 注 会 社 設計/監理 工 事 名 称

㈱熊谷組 ㈱熊谷組一級建築士事務所・浅井謙建築研究所㈱ SOSiLA海老名新築工事

１ ㈱ナカノフドー建設 キリンエンジニアリング㈱ 粒状大豆たん白新工場建設工事

月 信和建設㈱ ㈱三菱地所設計 (仮称)南青山5丁目計画

度 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱東日本中高層技術センター (仮称)D･M･K㈱クリニックモール新築工事

㈱松村組 ㈱IAO竹田設計 (仮称)立川グランドホテル増築工事

２ ㈱ピーエス三菱 ㈱あい設計 (仮称)橋場2丁目施設計画

月 福田リニューアル㈱ ㈱松寿設計コンサルティング一級建築士事務所 (仮称)CLK東池袋1丁目ホテル計画新築工事

度 ㈱イチケン ㈱イチケン (仮称)オーケー羽鳥店新築工事

南海辰村建設㈱ ㈱エムエーシー建築士事務所 (仮称)浅草橋Ⅲホテル計画新築工事

３ TECRA㈱ M design+architect一級建築士事務所 (仮称)＆AND HOSTEL MINOWA STATION

月 ㈱岩本組 キャップデザインスタジオ一級建築士事務所 HOTEL KOH Asakusa新築工事

度 村本建設㈱ 首都高速道路㈱ (修)管理用建物改築工事30-1-2

新日本建設㈱ ㈱四季建築設計事務所 (仮称)アパホテル〈東日本橋西〉新築工事

４ 熊谷･常総･藤和･雲井･ユタカ特定建設工事JV ㈱エイト日本技術開発東京支社 水戸市一般廃棄物第三最終処分場埋立施設建設工事

月 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱東京建築一級建築士事務所 みらかHDあきる野プロジェクト新築工事

度 松井建設㈱ 松井建設㈱東京支店一級建築士事務所 (仮称)下北沢地区Bブロック新築工事

京成建設㈱ ㈱四季建築設計事務所 (仮称)アパホテル〈秋葉原駅北〉新築工事

５ 山和建設㈱ ㈱浦野設計東京本社 東北自動車道国見SAトイレ改築工事

月 栗本建設工業㈱ 栗本建設工業㈱一級建築士事務所 不二製作所南工場棟増築工事

度 ㈱三ノ輪建設 ㈱季組一級建築士事務所 (仮称)原町田6丁目テナントビル計画

矢作建設工業㈱ ㈱中央建築設計コンサルタンツ (仮称)草加特定流通業務施設計画

６ ㈱イチケン ㈱SDC設計 (仮称)五反野店建替計画

月 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組一級建築士事務所 (仮称)東五反田二丁目計画

度 ㈱加賀田組 ㈱クレイズプラン (仮称)東京新潟県人会館新築工事

㈱フジタ ㈱フジタ一級建築士事務所 プロロジスパーク千葉2プロジェクト

７ ㈱イチケン ㈱イチケン東京支店一級建築士事務所 (仮称)グッドマンビジネスパーク新築工事

月 共立･守谷建設JV ㈱相知技術研究所 高齢者ケアセンター跡地複合施設(仮称)建設建築工事

度 ㈱藤木工務店 ㈱空間構想一級建築士事務所 (仮)内神田三丁目プロジェクト

村中建設㈱ 村中建設㈱東京支店一級建築士事務所 (仮称)浅草雷門二丁目ホテル計画

8 北野建設㈱ (同)アーキテクトシップ一級建築士事務所 (仮称)八重洲2丁目ビル新築工事

月 新日本建設㈱ ㈱安井建築設計事務所 三井住友銀行草加支店新築工事

度 ㈱熊谷組 ㈱伊藤喜三郎建築研究所 湘南鎌倉総合病院外傷･救急救命ｾﾝﾀｰ先端医療ｾﾝﾀｰ増築工事

㈱イチケン ㈱伊藤建築設計事務所 (仮称)東日暮里計画新築工事

9 広島･古川特定建設工事JV ㈲ナスカ一級建築士事務所 道の駅しょうなん再整備工事(建築工事)

月 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組一級建築士事務所,㈱TRA･K (仮称)夢の絆川崎プロジェクト

度 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱埼玉東支社建築一級建築士事務所 (仮称)三共リース株式会社草加新築工事

東亜建設工業㈱ 東亜建設工業㈱一級建築士事務所 (仮称)KIC春日部ディストリビューションセンター建設工事

10 村本建設㈱ パシフィックコンサルタンツ㈱ 新学校給食桜堤調理場(仮称)新築工事

月 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱九州設計部監理一級建築士事務所 日本通運株式会社富山医薬品センター新築工事

度 ㈱日新工営 ㈱日新工営 株式会社横浜リテラ新棟第二工場新築工事

㈱熊谷組 ㈱熊谷組一級建築士事務所 (仮称)ESR川崎夜光ディストリビューションセンター新築工事

11 ㈱イチケン ㈱IAO竹田設計 (仮称)アパホテル上野駅前プロジェクト新築工事

月 坪井工業㈱ ㈱I.M.A.都市建築研究所 (仮称)GBビル計画

度 ㈱ナノック 高砂熱学工業㈱ ソニー長崎TEC増築棟建設工事（1期工事）

清水建設㈱ 清水建設㈱一級建築士事務所 (仮)SYプロジェクト

12 坂田・東武谷内田建設JV ㈱久米設計 旧すみだ中小企業センター大規模改修工事

月 東・進興建設JV ㈱東京ランドスケープ研究所 荒川遊園(仮称)キャンディハウス外5棟建築及び改修工事

度 ㈱大林組 ㈱大林組／国立大学法人筑波大学 筑波大学附属病院けやきアネックス棟(仮称)新営その他工事

※ＪＶ＝共同企業体

他　60件

他　82件

他　82件

他　77件

他　44件

他　68件

他　76件

他　60件

他　71件

他　66件

他　65件

他　77件



最近の主な検査工事経歴
鉄骨超音波検査部門
〔２０２１年〕

月度 発 注 会 社 設計/監理 工 事 名 称

㈱熊谷組 大和ハウス工業㈱東京建築一級建築士事務所 (仮称)Dプロジェクト平塚A新築工事

１ コーナン建設㈱ ㈱シスケア一級建築士事務所 (仮称)オスタラ横浜関内長者町ビル新築工事

月 清水建設㈱ ㈱内藤建築事務所 埼玉県済生会加須病院建設工事

度 京成建設㈱ ㈱クレイズプラン/京成建設㈱ (仮称)アパホテル〈浅草雷門南〉新築工事

㈱熊谷組 ㈱熊谷組一級建築士事務所 (仮称)レンゴー淀川工場跡地開発計画新築工事

２ 大末建設㈱ 大末建設㈱一級建築士事務所 (仮称)VPO東日本橋3丁目計画新築工事

月 ㈱ナカノフドー建設 ㈱Ar.Partners建築設計 (仮称)六本木7丁目プロジェクト新築工事

度 松井建設㈱ ㈱フケタ設計 ㈱ハイケム東京研究所新築工事

広島・古川特定建設工事JV ㈲ナスカ一級建築士事務所 道の駅しょうなん再整備工事

３ ㈱フジタ ㈱フジタ一級建築士事務所 (仮称)ヤマト運輸枝川物流ターミナル新築工事

月 京王建設㈱ 京王建設㈱ 麻布十番オフィスビル計画新築工事

度 村本建設㈱ ㈱入江三宅設計事務所 日本大学理工学部船橋校舎6号館・図書館耐震補強工事

㈱イズミ･コンストラクション ㈱山田守建築事務所 外務本省新別館(19)建築その他工事

４ 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱中高層設計一級建築士事務所 (仮称)昭島ケアパークそよ風

月 古溝建設㈱ ㈲サダリ構造設計室 (仮称)新プリンスビル新築工事

度 大末テクノサービス㈱ ㈱中央建築設計コンサルタンツ プライベートボックス中央区湊トランクルーム新築工事

㈱熊谷組 ㈱熊谷組一級建築士事務所 人形町PREX新築工事

５ ㈱フジタ ㈱フジタ一級建築士事務所 (仮称)相鉄フレッサイン浜松町大門Ⅱ新築工事

月 サンユー建設㈱ ㈱Ar.Partners建築設計 (仮称)渋谷区千駄ヶ谷3丁目計画

度 高中建設㈱ ㈱平安設計 東京都石神井学園(2)第2サービス棟改築工事

ユニオン建設㈱ 東日本旅客鉄道㈱大宮一級建築士事務所･㈱JR東日本建築設計 大宮駅構内現業事務所7号ほか8棟新築その他工事

６ 清水建設㈱ 清水建設㈱一級建築士事務所 (仮称)共同印刷小石川本社計画

月 北野建設㈱ ㈱アル･パートナーズ建築設計 (仮称)一之江8丁目駅前計画

度 アイサワ工業㈱ ㈱日建ハウジングシステム (仮称)サンクス東中野マンション建替事業新築工事

㈱フジタ ㈱フジタ一級建築士事務所 千葉八千代物流施設

７ ㈱C･Kカンパニー ㈲MuFF一級建築士事務所 (仮称)台東区入谷1丁目-S新築工事

月 徳栄建設㈱ ㈱河野設計福岡 (仮称)東習志野テナントビル新築工事

度 トーヨーカネツビルテック㈱ 神田建築設計㈱ (仮称)深川2丁目福祉施設計画

清水･京成JV 清水建設㈱一級建築士事務所 (仮称)三井リンクラボ柏の葉A棟新築工事

８ 清水建設㈱ ㈱日本設計 (仮称)順天堂大学浦安日の出キャンパス新築工事

月 東亜建設工業㈱ 東亜建設工業㈱一級建築士事務所 野田市中里物流計画新築工事

度 ㈱ナカノフドー建設 UDS㈱ (仮称)渋谷TOC第二ビルPJ

イチケン･徳倉･田中建設JV ㈱アール･アイ･エー東京本社 芝五丁目複合施設新築工事

９ ㈱熊谷組 ㈱熊谷組一級建築士事務所 (仮称)EPSホールディングス新社屋新築工事

月 中央建設㈱ ㈱オクデザイン (仮称)中央区日本橋茅場町1丁目計画新築工事

度 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱中高層一級建築士事務所 (仮称)八幡山プロジェクト新築工事

松井建設㈱ ㈱隈研吾建築都市設計事務所 (仮称)ハートフル若林新築工事

１０ ㈱イチケン 王子不動産㈱一級建築士事務所 (仮称)神田錦町ビル新築工事

月 北野建設㈱ ARCHITECTSHIP+partners (仮称)小宮山印刷ふじみ野工場新築工事計画

度 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組一級建築士事務所 (仮称)佐川急便横浜緑営業所新築工事

清水建設㈱ 清水建設㈱一級建築士事務所 勝どき東地区第一種市街地再開発事業施設建築物A2地区新築工事

１１ ㈱イチケン ㈱イチケン東京支店一級建築士事務所 (仮称)ニトリ目黒店新築工事

月 京王建設㈱ 京王建設㈱一級建築士事務所 (仮称)下北沢高架下開発ABDE街区新築工事

度 ㈱大本組 ㈱大本組東京本社一級建築士事務所 (仮称)ホテルモンテエルマーナ東京日本橋新築工事

㈱ナカノフドー建設 平建築設計事務所㈲ 仮称 新宇都宮リハビリテーション病院新築工事

１２ ㈱フジタ ㈱安宅設計 (仮称)港区芝大門二丁目計画新築工事

月 大和リース㈱ 大和リース㈱東京本店一級建築士事務所 都立中野工業高等学校仮設校舎等の借入れ

度 ㈱イチケン ㈱イチケン東京支店一級建築士事務所 (仮称)世田谷区船橋6丁目新築工事

※ＪＶ＝共同企業体

他　54件

他　75件

他　75件

他　61件

他　83件

他　79件

他　54件

他　59件

他　82件

他　71件

他　66件

他　70件



最近の主な検査工事経歴
鉄骨超音波検査部門
〔２０２２年〕

月度 発 注 会 社 設計/監理 工 事 名 称

清水建設㈱ 清水建設㈱一級建築士事務所 (仮称)日生不動産新潟駅前ビル

１ 生和コーポレーション㈱ 相坂研介設計アトリエ 新宮地アネックスビル建設工事

月 ㈱イズミ･コンストラクション ㈱環境デザイン研究所 矢川複合公共施設新築工事(建築工事)

度 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱埼玉西支社建築一級建築士事務所 (仮称)サニーライフ鶴ヶ島駅前新築工事

東亜建設工業㈱ 東亜建設工業㈱一級建築士事務所 (仮称)CPD名古屋みなと物流センター新築工事

２ ㈱熊谷組 久米設計,熊谷組,建築設備設計研究所 設計共同企業体監理者 (仮称)東京女子学園中学校･高等学校建替え計画

月 ㈱ナカノフドー建設 ㈱長谷建築設計事務所 (仮称)山和渋谷ビル計画新築工事

度 村本建設㈱ 岡部憲明アーキテクチャーネットワーク (仮称)西東京市富士町6丁目PJ新築工事

㈱フジタ ㈱フジタ一級建築士事務所 (仮称)T-LOGI習志野Ⅱ計画

３ サンユー建設㈱ ㈱SALHAUS一級建築士事務所 (仮称)恵比寿西1丁目計画

月 株木･アクア特定建設工事JV ㈱石本建築事務所 池袋第一小学校改築工事

度 中央建設㈱ ㈱日企設計 (仮称)アパホテル〈浅草新御徒町駅〉新築工事

鹿島建設㈱ ㈱日本設計,㈱日建設計シビル 中外ライフサイエンスパーク横浜建設工事

４ 清水建設㈱ 清水建設㈱一級建築士事務所 海老名地区再整備事業（海老名総合病院増築工事）

月 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組一級建築士事務所 (仮称)DPL平塚新築工事

度 イチケン・オータニ建設JV ㈱イチケン東京支店一級建築士事務所 横浜市旧南区総合庁舎跡地開発

新日本･日幸建設JV ㈱INA新建築研究所 (仮称)千葉公園体育館整備工事

５ 坪井工業㈱ 山路哲生建築設計事務所 (仮称)銀座高木ビル新築･建替計画

月 五洋･山口･トリヤマ建設JV ㈱INA新建築研究所 文京区立柳町小学校･柳町こどもの森等改築その他工事

度 熊谷･田﨑特定建設工事JV 横山･相澤特定業務JV 3-4国債(仮称)香取台地区小学校外建設工事

㈱加賀田組 ㈱加賀田組東京支店一級建築士事務所 (仮称)錦二丁目ビル計画

６ 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱東京流通監理一級建築士事務所 (仮称)江戸川区北葛西4丁目計画新築工事

月 岩田地崎建設㈱ 岩田地崎建設㈱東京支店一級建築士事務所 (仮称)西新橋二丁目計画

度 ㈱久保工 ㈱IAO竹田設計 (仮称)文京区本郷四丁目オフィス計画

㈱熊谷組 ㈱東急設計コンサルタント (仮称)渋谷区道玄坂二丁目開発計画新築工事

７ サンユー建設㈱ ㈱梓設計 NX羽田ビル新築工事

月 ㈱大日建設 アトリエn.o.一級建築士事務所 (仮称)笹塚事務所ビルプロジェクト

度 ㈱クリーンアップ・インターナショナル 公共設計一級建築士事務所 (仮)SUMクリニックビルPROJECT

清水建設㈱ 清水建設㈱名古屋支店一級建築士事務所 (仮称)名古屋岩塚物流センター新築工事

８ 平岩建設㈱ SCプランニング㈱・㈱ユニバァサル設計 (仮称)歌舞伎町二丁目計画

月 フリージアハウス㈱ アルファデザイン㈱/フリージアハウス㈱ (仮称)蔵前4丁目計画新築工事

度 ジェクト㈱ ジェクト㈱一級建築士事務所 (仮称)塩浜4丁目RF新築工事

㈱フジタ ㈱久米設計 (仮称)勝島グランフロントプロジェクト

９ 新日本建設㈱ 新日本建設㈱一級建築士事務所 (仮称)西池袋1丁目ビル計画新築工事

月 光建工業㈱ 光建工業㈱ 郡山学院高等専修学校新築工事

度 ㈱イチケン ㈱イチケン東京支店一級建築士事務所 (仮称)立川市上砂町5丁目PJ新築工事

※ＪＶ＝共同企業体

他　75件

他　79件

他　62件

他　74件

他　84件

他　71件

他　71件

他　54件

他　62件



最近の主な検査工事経歴

〔２０１２年〕 〔２０１４年〕

月 度 発 注 会 社 工 事 名 称 月 度 発 注 会 社 工 事 名 称

１月度 ミヤマ建設㈱ 横須賀(22)整備場等新設建築工事 １月度 オリエンタル白石・片柳建設JV 環状第2号線隅田川橋りょう(仮称)下部工事その3(22五-環2)

２月度 ㈱興建 自治医科大学先端医療技術開発センター増築工事 青木あすなろ建設㈱ 西荻コーポ耐震改修工事

大和リース㈱ (仮称)遠藤様貸店舗新築工事 ２月度 ㈱イズミ・コンストラクション 千葉大学(西千葉)附属図書館新営その他工事(Ⅱ期)

㈱フジタ (仮称)日本コムシス株式会社山梨南アルプス新事務所新築工事 フジタ・梅林建設JV 区立神田一橋中学校改修工事

㈱松村組 (仮称)オープンレジデンス目白四丁目新築工事 大明・辻村建設JV 御殿山小学校改築工事

松井建設㈱ (仮称)宮田町計画新築工事 松井建設㈱ 東京大学(駒場Ⅰ)総合研究棟新営工事

㈱内藤ハウス つきみ野すこやか保育園増築･改修工事 松井建設㈱ 中央区立明正小学校等複合施設改築工事

６月度 松井建設㈱ (仮称)荻窪5丁目計画新築工事 大秀建設㈱ ㈱紀州工業本社ビル事務所棟新築工事

７月度 ㈱イチケン (仮称)SD・G5パワーモールおおた店新築工事 古久根建設㈱ (仮称)オープンレジデンシア八雲新築工事

株木・メイユウビルド建設JV 都営住宅22CH-115東(足立区竹の塚六丁目・足立区施設)工事 カツデンアーキテック㈱ T＆T企画様邸

村本建設㈱ (仮称)港区白金３丁目計画新築工事 ㈱小松原工務店 目白小学校改築工事

９月度 渡秀工業㈱ 富士吉田市立吉田小学校屋内運動場改築(建築主体)工事 ㈱熊谷組 東京ガス㈱吉川VS新設工事向 建築・外構工事

㈱三木組 (仮称)プレシス町田新築工事 第一建設工業㈱ 武蔵小金井駅高架下SC(駅部東側)新築工事

大和リース㈱ (仮称)りんかんモールⅡ期計画 江州建設㈱ グリーンヒルズ東久留米公益施設棟建設その他工事

松井建設㈱ 飯能市新図書館建設工事(建築工事) ㈱清水工業 平成25年度田無西原住宅(C1、C3、C5、F1～F4号棟)耐震改修工事

渡邊建設㈱ (仮称)中野坂上100集合住宅新築工事 トヨタ・イチグミJV 江戸川区立第二葛西小学校外構工事

松井建設㈱ つくば国際大学診療放射線学科棟新築工事 松井建設㈱ 築地本願寺和田堀分院建物増築及び改修工事

岡建・上條建設JV 向島・鐘淵統合新中学校新築工事 山陽建設工業㈱ (仮称)公益社日吉会館新築計画

㈱フジタ 山梨大学(武田１)総合研究棟(生命環境学部1号館等)改修その他工事 京王建設㈱ 多摩信用金庫府中支店建て替え

三浦･田中･白谷建設JV 足立区立足立小学校新築工事

〔２０１３年〕 生和コーポレーション㈱ (仮称)東様マンション新築工事

月 度 発 注 会 社 工 事 名 称 10月度 ㈱イズミ・コンストラクション (H25)北新宿住宅ほか1住宅耐震改修その他工事

㈱小倉工務店 (仮称)立川市ファーマーズセンター直売所等整備工事 ㈱新井組 (仮称)西新井病院新築工事

コーナン建設㈱ 農筑事本館他(12)建築改修その他 日本建設㈱ ブリヂストンサイクル東日本販売(株)本社建設工事

2月度 ㈱長井工務店 平成23年度木曽住宅(1、4～6、13、ロ-7、ロ-8号棟)耐震改修工事 立川ハウス工業㈱ 校舎借上げ(第一亀戸小学校)

林建設㈱ ライオンズ武蔵境マスターゲート新築工事 ㈱熊谷組 (仮称)ピアゴイセザキ店建替え工事

松井建設㈱ (仮称)特別養護老人ホーム 第二清明園新築工事

大成ユーレック㈱ (仮称)代々木西原PJ新築工事 〔２０１５年〕

㈱熊谷組 (仮称)レッドウッド市川原木物流倉庫新築工事 月 度 発 注 会 社 工 事 名 称

4月度 ㈱くりぃく 平成23年度町田木曽住宅(ホ-4、ホ-8、ホ-9、ホ-15、ホ-20号棟)耐震改修工事 ㈱フジタ 特別養護老人ホーム青梅園移転改築工事

㈱イチケン (仮称)ダイエー座間相武台店新築工事 京王建設㈱ (仮称)高尾山口温浴施設新築工事

㈱熊谷組 株式会社マキタ江戸川営業所建替工事 ㈱大斗 平成25年度森野住宅(1～5号棟)耐震改修工事

6月度 株木建設㈱ 高根台団地(建替)第2期後工区建設工事 田中土建工業㈱ 竹内ビル耐震補強工事

㈱トヨダ工業 江戸川区第二葛西小学校改築工事 ㈱イチケン (仮称)アパホテル＜上野駅前＞計画

㈱岩本組 (仮称)桜レジデンス新築工事 京王建設㈱ 京王レストハウス跡地駐車場整備工事

㈱日立コーポレーション 都営浮間一丁目第2アパート 河端建設㈱ (仮称)西麻布3丁目上野ビル新築工事

東山工業㈱ 平成24年度熊川住宅(5、6、8、10、12～15号棟)耐震改修工事 川崎重工業㈱ 鹿沼市環境クリーンセンター基幹的設備改良工事

㈱フジタ 駒澤大学本部棟耐震改修等工事 りんかい日産建設㈱ 志村ポンプ所発電機棟建設その1工事

㈱イチケン (仮称)水戸市河和田クリニック新築工事 ポラスグランテック㈱ (仮称)㈲三和製作所平方工場増築工事

10月度 東海興業㈱ (仮称)中野区弥生町計画新築工事 村本建設㈱ (仮称)バングラデシュ大使館新築工事

村本・白石建設ＪＶ 三鷹市三小学童保育所建設工事 共立建設㈱ (仮称)王子別館プロジェクト新築工事

㈱栄港建設 (仮称)HIROTA Residence新築工事 森成建設㈱ 平成26年度小金井本町住宅(8-1～8-4号棟)耐震改修工事

似鳥・小倉・渡建 建設ＪＶ 足立区立加平小学校新築工事 多田建設㈱ 特別養護老人ホーム生寿園新築工事

松井建設㈱ 公立長生病院新A棟(救急棟及び管理棟)増築建築工事 松井建設㈱ 日本大学目黒(東が丘)学生寮(仮称)新築工事

12月度 松井･大洋建設JV (仮称)コーシャハイム千歳烏山サービス付き高齢者向け住宅等建築及びその他工事 渡辺建設㈱ 立川(26)試験室改修建築工事

※ＪＶ＝共同企業体 松井建設㈱ 横浜栄共済病院病棟等新築その他工事

㈲プライド 渋谷区東3丁目諸橋ビル新築工事

㈱目時工務店 豊四季台団地(建替)第Ⅱ-B期戸割店舗棟建設その他工事

㈱小野組 お茶の水女子大学Students Commons新営その他工事

コーナン建設㈱ (仮称)西嶺町計画

日本建設㈱ (仮称)神田ハイム

松井建設㈱ ハピネスホーム・ひなぎくの丘新築工事

菊池建設㈱ グリーンパークハイライズ耐震補強工事

京王建設㈱ (仮称)練馬区土支田2丁目20計画

立川ハウス工業㈱ 校舎借り上げ(有明小学校)

大日本土木㈱ (仮称)所沢中央病院新棟新築工事
㈱イズミ・コンストラクション 職業リハビリテーションセンター(15)建築改修その他工事

協永・米持・武蔵野建設JV 南部すこやか福祉センター等新築工事
松井・坪井・クリスタルジャパン建設JV 中央区立豊海小学校及び中央区立豊海幼稚園改築工事(建築工事)

大日本・田中・黒須建設JV 警視庁八王子警察署庁舎(26)改築工事

㈱藤木工務店 DESIGN WORKS BUILDING新築工事

ショーボンド建設㈱ 都営東砂二丁目アパート(22号棟)耐震改修、外壁改修及び建物補修工事

㈱熊谷組 成城学園創立100.周年記念教育環境整備事業中高一貫校一貫校舎新築工事

㈱淺沼組 世田谷地方合同庁舎(仮称)(13)建築その他工事

㈱進興工業社 (仮称)荒川区リサイクルセンター建築工事

７月度

9月度

11月度

鉄筋継手部超音波検査部門

10月度

11月度

２月度

３月度

４月度

３月度

５月度

12月度

６月度

７月度

８月度

9月度

３月度

４月度

５月度

６月度

７月度

4月度

８月度

１０月度

１１月度

８月度

１２月度

9月度

11月度

12月度

3月度

5月度

1月度



最近の主な検査工事経歴

〔２０１６年〕

月 度 発 注 会 社 設計/監理 工 事 名 称

コーナン建設㈱ ㈱遠藤剛生建築設計事務所/㈱集研設計 ヌーヴェル赤羽台(建替)第6住宅建設その他工事

㈱辰 一級建築士事務所 ㈲アーキタイプ (仮称)Harajuku Expending Landscape新築工事

㈱イチケン ㈱イチケン東京支店 一級建築士事務所 (仮称)BMWグループ・モビリティー・センター新築工事

㈱熊谷組 ㈱熊谷組 一級建築士事務所 (仮称)APITA金沢文庫建替計画

㈱イズミ・コンストラクション 東京都住宅営繕部 住宅営繕課 都営耐震係 都営大島八丁目第2アパート(1,3,5,8号棟)耐震改修工事

㈱熊谷組 東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱ 一級建築士事務所 古河－真岡幹線ST工事(柿木BS改造)

松井建設㈱ ㈱佐藤総合計画 永井豊彦 関東労災病院職員宿舎新A棟整備工事

塚本・テッケン建設JV ㈱山下テクノス 東京消防庁深川消防署枝川出張所庁舎(26)新築工事

淺沼・田辺建設JV ㈱桂設計 警視庁大橋庁舎(26)新築工事

㈱イズミ・コンストラクション 東京都住宅供給公社 都営東砂一丁目アパート耐震改修工事

㈱イズミ・コンストラクション 東京都住宅供給公社 都営東砂八丁目第2アパート(2～9号棟)耐震改修工事

ショーボンド建設㈱ 東京都住宅供給公社 平成26年度森野住宅(6-11号棟)耐震改修、外壁塗装、屋上防水及びその他工事

㈱市川工務店 ㈲アブデザイン アクアテック社屋増築工事

大成建設㈱ 1級建築士事務所 望月敬生建築設計室 龍渓山源昌寺書院・庫裡建立工事

㈱ジェイアール西日本ビルト ㈱ジェイアール西日本ビルト 髙田製本紙工所工場新築工事

三軌建設㈱ 東京消防庁 総務部施設課/㈱田辺設計 東京消防庁千代田指定待機宿舎(27)新築工事

コーナン建設㈱ ㈱ADブレイン一級建築士事務所 (仮称)グランフォレスト常盤台計画

京王建設㈱ ㈱久米設計 (仮称)聖蹟桜ヶ丘高齢者向け住宅・サービス複合施設新築工事

㈱イズミ・コンストラクション 北関東防衛局 用賀(26補)庁舎耐震改修建築工事

田中土建工業㈱ ㈱T.D.S コーヅ天神ハイツ耐震補強工事

㈱イチケン ㈱フリークス 一級建築士事務所 (仮称)ブランズ文京本駒込六丁目計画新築工事

大谷・東建設JV 東京都都市整備局 東部住宅建設事務所 建設課 都営住宅26H-124東（板橋区成増五丁目第2）

北野建設㈱ ㈱高村デザイン事務所 (仮称)ビバリーホームズ東尾久新築工事

松原建設㈱ 松原建設㈱ 大平洋ランダム株式会社岩瀬工場更衣室･浴室棟新築工事

京王建設㈱ ㈱三輪設計 (仮称)中野区新井1丁目計画

㈲プライド ㈱鈴木理巳建築計画所 (仮称)Nビル

大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱富山支店 一級建築士事務所 ヤヨイ化学工業株式会社自動車ラック倉庫新築工事

㈱ジェイアール西日本ビルト ジェイアール西日本コンサルタンツ㈱ /あいの風とやま鉄道㈱ 東富山施設管理室新築他工事

大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱東京流通 一級建築士事務所 (仮称)矢来町保育所新築工事

松原建設㈱ ㈱三四五建築研究所 アサヒセキュリティ車両バース棟新築工事

㈱清水工業 東京都住宅供給公社 平成27年度小金井本町住宅(6-1～6-6、8-5号棟)耐震改修工事

ナカノフドー・イチグミ・山内建設JV ㈱類設計室 江戸川区立第三松江小学校改築工事

村本建設㈱ 村本建設㈱東京 一級建築士事務所 (仮称)長者丸計画新築工事

北野建設㈱ ㈱大塚聡アトリエ 一級建築士事務所 (仮称)浅草2丁目プロジェクト新築工事

㈱田中建設 ㈱交建設計 (仮称)キッド・ステイ玉川田園調布保育園新築工事

松井建設㈱ パルシップ㈱ 一級建築士事務所 (仮称)ビレッタ朝日建替え計画

㈱山武コーポレーション ㈱豊建築事務所 東京消防庁奥多摩消防署庁舎(27)新築工事

小柳建設㈱ 日本下水道事業団東日本設計センター 町田市成瀬クリーンセンター建設工事その31・その32

㈱エム・テック ㈱anela企画 黒目川黒目橋調節池換気棟建築工事(その3)

フジタ・福田建設JV 東京都水道局 建設部 施設設計課/㈱東京設計事務所 境浄水場内配管布設替及び制御盤室等更新工事

北野建設㈱ ㈱相和技術研究所 (仮称)海光電業本社ビル新築工事

大和リース㈱ 大和リース㈱横浜支店 一級建築士事務所 茅ヶ崎市立鶴嶺小学校仮設校舎(教室棟)賃貸借

山田建設㈱ 大誠都市開発㈱ (仮称)西大井4丁目計画新築工事

大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱富山支店 一級建築士事務所 ウエルシア高岡姫野店新築工事

㈱江田組 ㈱豊建築事務所 東京消防庁城東消防署砂町出張所庁舎(27)新築工事

田中建設㈱ ㈱マルタ設計 東京消防庁調布消防署国領出張所庁舎(27)新築工事

㈱ジェイアール西日本ビルト ㈱ジェイアール西日本ビルト 富山総合事務所増築他工事

三軌建設㈱ ㈱東京設計事務所 葛西水再生センター特高受変電棟建設工事

㈱イチケン ㈱伊藤建築設計事務所 (仮称)クロスガーデン調布新築工事

㈱山口建興 ㈱時設計 (仮称)ゆりのこ保育園新築工事

村本建設㈱ 首都高速道路㈱ (修)補修基地建築工事27-1-1

㈱今西組 ケアスタディ㈱ (仮称)練馬の丘キングス・ガーデン新築工事

村本建設㈱ ㈱IAO竹田設計 東京事務所 (仮称)千代田区三番町マンション計画新築工事

舘野・清田特定建設工事JV AIS総合設計㈱ (仮称)いりふね・そのべ統合保育園園舎新築建築工事

〔２０１７年〕

月 度 発 注 会 社 設計/監理 工 事 名 称

大翔建設㈱ ㈱綜企画設計 東京消防庁本田消防署奥戸出張所庁舎(28)新築工事

田中・相武建設JV ㈱翔設計 東京消防庁第九消防方面本部消防救助機動隊庁舎(27)新築工事(第二期)

河本工業㈱ ㈱福島建築設計事務所/群馬県教育委員会 事務局 県立学校施設係 県立館林特別支援学校管理特別教室棟新築工事

清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 (仮称)富ヶ谷一丁目プロジェクト新築工事

※ＪＶ＝共同企業体

8月度

2月度

9月度

10月度

11月度

1月度

12月度

3月度

鉄筋継手部超音波検査部門

1月度

4月度

5月度

6月度

7月度



最近の主な検査工事経歴

〔２０１７年〕

月 度 発 注 会 社 設計/監理 工 事 名 称

㈱イチケン ㈱IAO竹田設計 (仮称)アパホテル＜浅草田原町駅前＞新築工事

㈱早野組 村重保則現代建築設計事務所㈱ 東京消防庁武蔵野消防署吉祥寺出張所庁舎(28)新築工事

㈱小川建設 ㈱現代綜合設計 (仮称)文京区湯島2丁目計画新築工事

北野建設㈱ ㈲エスティエイアール (仮称)毘沙門堂稲毛霊廟新築工事

㈱日新工営 ㈱安井建築設計事務所 サントリープロダクツ㈱多摩川工場事務厚生棟等増改築工事

工藤建設㈱ ㈱T・D・S/工藤建設㈱ 一級建築士事務所 サンハイツ永福町耐震補強工事

㈱イチケン ㈲アトリエ獏 一級建築士事務所 キーサウス増床計画

㈱イチケン ㈱リング・アーキテクツ (仮称)スーパースポーツゼビオ調布店新築工事

大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱富山支店 一級建築士事務所 豊田小学校跡地開発事業豊田公民館新築工事

立花・増島・春日建設JV ㈱大建設計/練馬区 施設整備課 練馬区立石神井東中学校屋内運動場およびプール改築等工事

日本国土開発㈱ ㈱協立建築設計事務所 (仮称)目黒区碑文谷3丁目計画新築工事

村中建設㈱ 村中建設 一級建築士事務所 (仮称)オーケー橋場店新築工事

㈱田中建設 北関東防衛局 調達部 立川(27)局舎新設建築工事

松井建設㈱ ㈱三菱地所設計 築地本願寺境内整備並びに建物除去・新築・改修及び合葬墓設置工事

ボンドエンジニアリング㈱ 東京都住宅供給公社 都営本羽田二丁目第3アパート(2,3号棟)耐震改修工事

㈱ナカノフドー建設 千代田テクノエース㈱ FC-1プロジェクトFC触媒開発センター新棟建設工事

工藤建設㈱ ㈱T・D・S 大島3丁目団地1号棟・2号棟耐震補強工事

飛島建設㈱ ㈱日本設計 (仮称)駒場学園新体育館建替計画

㈱市川工務店 ㈲井之丸建築事務所 平成29年中野公民館新築工事

東光・立石・中秀建設JV ㈱教育施設研究所 飯田順一 世田谷区立山野小学校改築工事

青木あすなろ建設㈱ ㈱綜企画設計/防衛省 北関東防衛局 市ヶ谷(27)庁舎新設建築工事

㈱塩浜工業 ㈱レーモンド設計事務所 (仮称)KRC瀬谷駅北口SC新築工事

㈱イチケン 東日本中高層技術センター一級建築士事務所 (仮称)ロイジェント東神田新築工事

大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱富山支店 一級建築士事務所 (仮称)VolvoCar富山店新築工事

㈱ナカノフドー建設 ㈱丸川建築設計事務所 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター リハビリ棟整備工事

村中建設㈱ 村中建設一級建築士事務所 (仮称)オーケー梅屋敷店新築工事

㈱河津建設 ㈱綜企画設計 東京消防庁大森消防署山谷出張所庁舎（28）新築工事　

ナカノフドー・久保工建設JV ㈱久米設計 区立九段小学校・幼稚園改築工事（東棟）

大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱富山支店 一級建築士事務所 株式会社ダスキン高岡射水支店新築工事

塚本・テッケン建設JV 東京都東部住宅建設事務所/東京都住宅供給公社 都営住宅27H-118東(江東区豊洲四丁目) A-2棟工事

コーナン建設㈱ ㈱遠藤剛生建築設計事務所/㈱中野文一設計事務所 ヌーヴェル赤羽台（建替）第7住宅建築その他工事

工新建設㈱ ㈱石本建築事務所 三千和商工本社ビル新築工事

12月度 コーナン建設㈱ ㈱NAICA一級建築士事務所 （仮称）仲六郷計画 新築工事

〔２０１８年〕

月 度 発 注 会 社 設計/監理 工 事 名 称

1月度 ㈱イチケン ㈱ダイス設計 (仮称)赤坂4丁目店舗新築工事

北野・小川・シマ建設JV ㈱松田平田設計 都立王子地区特別支援学校(仮称)(28)増築及び改修工事

㈱イズミ・コンストラクション 中央復建コンサルタンツ㈱・㈱オリエンタルコンサルタンツ H29渋谷駅東口地下歩道建築工事

ケーアンドイー㈱ 京成不動産㈱ 曳舟高架下賃貸施設（(仮称)墨田区子ども未来館）新築工事

㈱奥村組 ㈱三菱地所設計 JA東京むさし小金井支店建設計画

3月度 ㈱小松原工務店 ㈱黒川記章建築都市建設事務所 東京工業高専コラボレーション・コモンズ(仮称)新営その他工事

白石建設㈱ (株)NTTファシリティーズ 株式会社ミライト鹿浜寮新築工事

青木あすなろ建設･みらい建設工業特定建設工業JV みらい建設工業㈱一級建築士事務所/青木あすなろ建設㈱一級建築士事務所 文京区本郷6丁目10番計画

黒須建設㈱ 八王子市 暁橋補強工事

㈱淺沼組 ㈱IHIプラントエンジニアリング/三菱ケミカルエンジニアリング㈱ 合成第5棟新設工事（0D-02PJ）

㈱カタケン ㈱ZAI (仮称)高遠第2ビル新築工事

大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱富山支店 一級建築士事務所 岡崎様貸事務所新築工事

㈱イチケン ㈱イチケン東京支店 一級建築士事務所 (仮称)西浅草三丁目ホテル計画新築工事

㈱イチケン ㈱環境計画研究所 茨城セキスイハイムグループ本社新築工事

大木建設㈱ ㈱コスモスイニシア 一級建築士事務所 (仮称)表参道ビル新築工事

大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱富山支店 一級建築士事務所 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社富山道路事務所新築工事

大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱東京流通一級建築士事務所 (仮称)港区三田5丁目サイト計画

清水・馬淵・大洋JV 清水建設㈱一級建築士事務所 横浜スタジアム増築・改修工事

関東建設工業㈱ ㈱桂設計 警視庁単身者待機寮昭島警察署昭島寮(29)改築工事

㈱イチケン ㈱日企設計 (仮称)アパホテル〈山手大塚駅タワー〉新築工事

※ＪＶ＝共同企業体

6月度

鉄筋継手部超音波検査部門

2月度

7月度

8月度

3月度

2月度

4月度

6月度

5月度

9月度

10月度

11月度

4月度

5月度



最近の主な検査工事経歴

〔２０１８年〕

月 度 発 注 会 社 設計/監理 工 事 名 称

清水建設㈱ 清水建設㈱一級建築士事務所 中央工学校王子キャンパス整備計画

㈱田中建設 ㈱土屋建築研究所 新扶桑会館整備工事

黒須建設㈱ 東京消防庁総務部施設課/㈱トクオ 東京消防庁八王子消防署富士森出張所(仮称)庁舎(29)改築工事

㈱シイナ 東京都住宅供給公社 都営仲六郷一丁目アパート（1号棟）耐震改修工事

白谷建設㈱ 東京都東部住宅建設事務所 都営住宅28H-120東（足立区南花畑四丁目）工事

青木あすなろ建設・ビルシステム特定建設工事JV ㈱KDライフデザイン研究所/㈱堀内秀人建築設計事務所 (仮称)新宿曙橋YSビル新築工事

㈱イチケン ㈱エノア総合計画事務所 MB横須賀新築工事

㈱小野組 ㈱久米設計 東京大学(白山)理学系研究科附属小石川植物園温室新営その他工事

㈱山口建興 ㈱雄建築事務所 小平市立花小金井小学校増築工事

㈱イチケン ㈱OAC設計 (仮称)練馬区豊玉北5丁目計画新築工事

林・西野建設JV ㈱大誠建築設計事務所 調布市立神代中学校校舎増築工事

京王建設㈱ ㈱Ar.Partners建築設計 (仮称)練馬区土支田1丁目計画

村本建設㈱ 村本建設㈱ 東京一級建築士事務所 (仮称)新川2丁目計画新築工事

大原鉄工所・山口建興・ダイエープロビス建設JV ダイエープロビス㈱/都市開発部施設設備課・八千代エンジニアリング㈱ 小平市リサイクルセンター設計・建設工事

大和ハウス工業㈱ ㈱チャイルド社一級建築士事務所 (仮称)中野中央部認定こども園新築工事

松尾・山武建設JV 東京都財務局建築保全部施設整備第二課 都立神代高等学校(29)校舎棟改築工事

林建設㈱ ㈱共同建築設計事務所 (仮称)創造農園第2期棟新築工事

株木・武家田建設JV 東京都東部住宅建設事務所 都営住宅28H-104東（江東区南砂三丁目）工事【B棟】

㈱イチケン ㈱イチケン東京支店一級建築士事務所 (仮称)上大岡SC計画

㈱アーク･プランニング 東京都第二建設事務所 谷沢川分水路工事に伴う準備工事その2

イズミ・沖央建設JV ㈱安井建築設計事務所 都立千歳丘高等学校（29）改築及び改修工事

古久根建設㈱ ㈱長谷建築設計事務所 (仮称)オープンレジデンシア上原3丁目新築工事

㈱熊谷組 ㈱新居千秋都市建築設計 (仮称)アパホテル＆リゾート〈両国駅タワー〉新築工事

清本建設㈱ 東京都住宅供給公社 小金井貫井住宅集会所建築及びその他工事

鹿島クボタ渡辺増渕建設JV 鹿島クボタ渡辺増渕建設JV/㈱エイト日本技術開発 宇都宮市新最終処分場(仮称)第2エコパーク建設工事

㈱竹中工務店 東京国際空港第2ターミナル北側国内線施設工事監理JV 東京国際空港第2ターミナル北側国内線施設建設工事

北野建設㈱ ㈱高村デザイン事務所 (仮称)新宿センターコート新築工事

松井建設㈱ 松井建設㈱東京支店一級建築士事務所 (仮称)FUNDES銀座8丁目計画

㈱河津建設 小川リエ建築設計事務所 (仮称)中目黒コーポラディブハウス新築工事

村本建設㈱ 村本建設㈱ 東京一級建築士事務所 (仮称)中央区月島2丁目計画

コーナン建設㈱ 大和ハウス工業㈱東京流通一級建築士事務所 (仮称)文京区小日向1丁目計画

〔２０１９年〕

月 度 発 注 会 社 設計/監理 工 事 名 称

㈱イチケン ㈱昭和設計 (仮称)横浜南部市場にぎわい創出事業

日立造船・五洋建設特定建設工事JV 五洋建設㈱/㈱エイト日本技術開発 新可燃ごみ処理施設建設工事

村本建設㈱ ㈱佐藤清建築設計事務所 (仮称)文京区大塚二丁目計画

㈱冨士工 ㈱シーク設計 (仮称)本一色店舗計画新築工事

成瀬産業㈱ ㈱日比野設計 (仮称)花水台保育園新築工事

林建設㈱ ㈱梶建築設計事務所　前橋建築事務所 (仮称)調布メモリードホール別館新築工事

㈱ナカノフドー建設 ㈱中原建築設計事務所 (仮称)オープンレジデンシア千駄木2丁目新築工事

㈱ノバック ㈱現代綜合設計 (仮称)ライオンズ岩本町新築工事

㈱ナカノフドー建設 千代田テクノエース㈱ F-5棟建設工事

吉原・練馬建設JV ㈱三愛設計 (仮称)練馬区氷川台駅第九自転車駐車場新築工事

第一・植木特定JV ㈱ウィッシュワーク設計事務所 (仮称)湯島三丁目新築工事

北和建設㈱ ㈱フリークス一級建築士事務所 (仮称)北区東十条二丁目計画

サンユー建設㈱ アーネストアーキテクツ㈱ (仮称)MCプロジェクト新築工事

松井建設㈱ ㈱楠山設計 日本大学保健体育審議会スポーツ日大稲城アスレティックヴィレッジⅢ(仮称)新築工事

大日本土木㈱ ㈱槇総合計画事務所/東京都財務局建築保全部 東京体育館(30)改修工事その2 A-01外部エレベーター新設

松井建設㈱ ㈱ アプルデザインワークショップ (仮称)ハートフル成田東新築工事

河端建設㈱ ㈱叶設計 (仮称)ルネサンスコート恵比寿新築工事

コーナン建設㈱ ㈱日東設計事務所/(独)都市再生機構 弥生町三丁目地区住宅建設工事

北野建設㈱ 北野建設㈱一級建築士事務所 (仮称)芝浦三丁目計画

㈱イチケン ㈱奥津孝一設計センター (仮称)いなげや小金井東町店新築工事

冬木工業㈱ ㈱石井設計 有賀園ゴルフ杉並店新築工事

㈱シミズ・ビルライフケア 国土交通省関東地方整備局東京空港整備事務所 東京国際空港際内トンネル他築造等工事

松井建設㈱ 松井建設㈱東京支店一級建築士事務所 (仮称)名戸ヶ谷病院移転新築工事

㈱小金井設計 ㈱小金井設計 (仮称)世田谷代沢共同用住宅新築工事

※ＪＶ＝共同企業体

9月度

11月度

3月度

2月度

4月度

12月度

1月度

鉄筋継手部超音波検査部門

8月度

7月度

10月度



最近の主な検査工事経歴

〔２０１９年〕

月 度 発 注 会 社 設計/監理 工 事 名 称

丸運建設㈱ ㈱アート総合企画1級建築士事務所 (仮称)杉並区梅里1丁目計画新築工事

村本建設㈱ 村本建設㈱ 東京一級建築士事務所 (仮称)千代田区神田美倉町4計画新築工事

立石・太平建設JV ㈱相和技術研究所 世田谷区立総合運動場陸上競技場棟改築工事

松井・青木建設JV ㈱桂設計 目黒区立中央体育館大規模改修工事

林建設㈱ ㈱カトウ建築事務所 東京消防庁調布消防署庁舎（29）改築工事

6月度 ㈱栄港建設 KEN一級建築士事務所 T.N.Ahouse新築工事

㈱小野組 ㈱長友 お茶の水女子大学付属高等学校校舎改修工事

同郷建設㈱ ㈱浦野設計 横浜環状北西線北西青葉インターチェンジ他IC管理施設新築他工事

河端建設㈱ ㈱TEAM IWAKIRI JA A＊G六本木新築工事

㈱熊谷組 ㈱熊谷組一級建築士事務所 進正ビル新築工事

神興建設㈱ ㈱ユニバァサル設計/世田谷区施設営繕担当部施設営繕第二課 世田谷区立希望丘小学校耐震改修他工事

大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱一級建築士事務所 (仮称)日本橋本町4丁目プロジェクト新築工事

㈱ビラハウジング おもてなしJAPAN㈱一級建築士事務所 新橋５丁目プロジェクト新築工事

㈱熊谷組 ㈱松田平田設計 スーパーハイビジョン公開施設(仮称)建設工事

成瀬産業㈱ ケイズ アーキテクツ1級建築士事務所 (仮称)辻堂げんきっず保育所計画

大和ハウス工業㈱ NEXCO中日本㈱ 東名高速道路横浜管内休憩施設他改修工事

㈱河津建設 ㈲ 伊藤朱子アトリエ一級建築士事務所 (仮称)烏野様邸新築工事

㈱森本組 ㈱森本組一級建築士事務所 (仮称)中野区本町五丁目計画新築工事

大洋建設㈱ ㈱ユープランニングアソシエイツ 新浜川橋北公衆便所改築工事

京王建設㈱ ㈱オムニ設計一級建築士事務所 第126東京ビル新築工事

東光・神興・大洋建設JV ㈱佐藤総合計画 世田谷区玉川総合支所庁舎・区民会館改築工事

コーナン建設㈱ ㈱石嶋設計室 (仮称)グローバルキッズ ムサコ保育園

菊池建設㈱ ㈱叶設計 (仮称)ミュージション朝霞本町

㈱イチケン ㈱日本設計 (仮称)グッドマンビジネスパークアメニティ新築工事

㈱岩本組 ㈱ゼロワンオフィス一級建築士事務所 自由が丘J1 Nkz Project

松井建設㈱ ㈱JA設計 JA東京みらい東久留米支店新築工事

松井建設㈱ ㈱佐藤総合計画 淑徳大学東京キャンパス4･5号館増築工事

大谷・多摩住宅・星野特定建設工事JV ㈱大誠建築設計事務所 中原小学校建替工事（建築工事）

㈱ピーファイブ 置塩敦夫建築設計事務所 (仮称)銀座7丁目プロジェクト新築工事

㈱淺沼組 (有)福光設計･㈱淺沼組名古屋支店建築事務所 (仮称)シモハナ物流㈱岩槻センター新築工事

㈱加藤工務店 ㈱加藤工務店 (仮称)小平市鈴木町一丁目計画新築工事

北野建設㈱ ㈱入江三宅設計事務所 (仮称)水道橋ホテル開発PJ

広島建設㈱ ㈱ジビキデザイン一級建築士事務所 (仮称)豊洲ぐるり公園パークレストラン新築工事

林建設㈱ ㈱共同建築設計事務所一級建築士事務所 (仮称)山田病院移転新築工事

青木あすなろ建設㈱ 青木あすなろ建設㈱一級建築士事務所 (仮称)八王子分譲マンション計画

村本建設㈱ 村本建設㈱東京一級建築士事務所 (仮称)世田谷区成城二丁目計画

生和コーポレーション㈱ 生和コーポレーション㈱一級建築士事務所 (仮称)小柳様M新築工事

㈱岩本組 ㈱ゼロワンオフィス一級建築士事務所 J3 Ymd プロジェクト

大石建設㈱ ㈱田中建築事務所 東京消防庁多摩消防署庁舎(30)改築工事

〔２０２０年〕

月 度 発 注 会 社 設計/監理 工 事 名 称

1月度 同郷建設㈱ ㈱浦野設計/中日本高速道路㈱ 横浜環状北西線 北西青葉ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ他1 IC管理施設新築他工事

2月度 ㈱河津建設 (同)EA partners (仮称)目黒区コーポラティブハウス新築工事

名工建設㈱ ㈱スペーステック一級建築士事務所 (仮称)文京区白山一丁目計画新築工事

協永･稲葉･武蔵野建設JV AIS総合設計㈱ 美鳩小学校校舎新築工事

奥村組 土木興行㈱ ㈱石本建築事務所 国士舘楓の杜キャンパスグラウンド整備工事

サンユー建設㈱ TATO DESIGN㈱ 第20スカイビルアネックス新築工事

大河原建設㈱ フロムアーキテクツ一級建築士事務所 TODOROKI　PROJECT

栗本建設工業㈱ ㈱綜企画設計 東京消防庁大森消防署馬込出張所庁舎(仮称)(30)改築工事

松井建設㈱ ㈱JA設計 三鷹会有地賃貸用ビル新築工事

共立･守谷建設JV ㈱相和技術研究所 高齢者ケアセンター跡地複合施設(仮称)建設建築工事

松井建設㈱ ㈱松田平田設計 (仮称)清湘会東砂クリニック新築工事

大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱北九州支社一級建築士事務所 日本通運㈱富山医薬品センター新築工事

※ＪＶ＝共同企業体

5月度

鉄筋継手部超音波検査部門

4月度

3月度

7月度

8月度

9月度

10月度

12月度

5月度

11月度



最近の主な検査工事経歴

〔２０２０年〕

月 度 発 注 会 社 設計/監理 工 事 名 称

株木建設㈱ UR都市機構東日本賃貸住宅本部 (仮称)造幣局地区防災公園管理棟等整備工事

奥多摩建設工業㈱ テス･エンジニアリング㈱一級建築士事務所 瑞穂町地域スマートエネルギー事業向けコージェネレーション設置工事

東急・スイコウ建設JV ㈱教育施設研究所 江戸川区立瑞江第三中学校改築工事

北野建設㈱ 板倉建築研究所東京事務所 (仮称)元麻布TM邸新築工事

髙松建設㈱ ㈱園部建築事務所 第128東京ビル新築工事

北野建設㈱ ㈱日建設計 二番町高齢者施設新築工事(仮称 二番町特別養護老人ホーム)

協永･米持･進藤建設JV ㈱山下設計 中野第一小学校校舎新築その他工事

松井建設㈱ ㈱D-labo-EDGE一級建築士事務所 (仮称)日本橋箱崎町計画

㈱イチケン ㈱日企設計 (仮称)アパホテル〈上野駅前〉計画

河端建設㈱ ㈱都市環境設計事務所 (仮称)ルネサンスコート駒込新築工事

舘野建設㈱ 一級建築士　渡辺猛/栃木市都市整備部建築課 (仮称)栃木市文学館建築(市指定文化財「旧栃木町役場庁舎」改修)工事

コーナン建設㈱ ㈱日東設計事務所/㈲窓建築事務所 東池袋五丁目地区住宅建設工事

㈱イチケン ㈱伊藤建築設計事務所 (仮称)東日暮里計画新築工事

㈱創信建設 ㈱創信建設一級建築士事務所 板橋区大山東計画共同住宅新築工事

桂建設㈱ ㈱藤田建築設計事務所 (仮称)新宿三丁目第一シグマビル新築工事

多田建設㈱ ㈱日本エーコン一級建築士事務所 (仮称)IGHD2号館新築工事

協永･稲葉･武蔵野建設JV AIS総合設計㈱ 美鳩小学校校舎新築工事

松井建設㈱ ㈱安井建築設計事務所 (仮称)河合塾自由が丘校新築工事

第一･植木特定JV ㈱創建社 (仮称)西荻南三丁目計画新築工事

昇和建設㈱ ㈱東京設計事務所 清瀬水再生センター汚泥処理設備再構築に伴う建設工事

大末建設㈱ 大末建設㈱一級建築士事務所 (仮称)VPO東日本橋3丁目計画新築工事

コーナン建設㈱ ㈱シスケア一級建築士事務所 (仮称)オスタラ横浜関内長者町ビル新築工事

北野・中原建設JV ㈱ニッテイ建築設計一級建築士事務所 中央区立桜川敬老館等複合施設改築工事(建築工事)

㈱イズミ・コンストラクション 東京都公立大学法人総務部施設課 都立産業技術高等専門学校(荒川キャンパス)内装,建具改修工事(R2)

名工建設㈱ ジェイアール東海コンサルタンツ㈱ 天王洲アイル全日警休養室新築その他工事

㈱興建社 ㈱興建社一級建築士事務所 (仮称)神宮前222PJ新築工事

12月度 眞生工業㈱ ㈱綜企画設計/日野市総務部建築営繕課 (仮称)石田地区公共施設建築工事

〔２０２１年〕

月 度 発 注 会 社 設計/監理 工 事 名 称

㈱クボタ建設 ㈱大建設計 ㈱クボタ筑波工場動力室BCP対策及び増築工事

村本建設㈱ 村本建設㈱東京一級建築士事務所 (仮称)杉並区高円寺南2丁目Ⅱ計画新築工事

㈱イチケン ㈱日本エーコン一級建築士事務所 (仮称)世田谷区奥沢7丁目プロジェクト新築工事

北野建設㈱ ㈱藤本壮介建築設計事務所 アンスティチュ・フランセ東京増改修建築・改修工事

中川企画建設㈱ ㈱シーク設計 (仮称)横浜市鶴見区矢向一丁目計画

内野建設㈱ 内野建設㈱ (仮称)平和台4丁目学生寮PJ新築工事

松井･坪井･ｸﾘｽﾀﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ建設JV ㈱類設計室 中央区本の森ちゅうおう(仮称)建設工事(建築工事)

北野建設㈱ 木下道郎ワークショップ (仮称)南麻布222プロジェクト新築工事

三軌建設㈱ 東京都住宅供給公社 都営住宅31H-110西(多摩市愛宕四丁目)工事その2

江州･国際･興信建設JV ㈱相知技術研究所 (仮称)杉並区立阿佐谷地域区民センター等複合施設建設建築工事

㈱ホープ 東京都下水道局 小菅水再生センター雨水ポンプ室設備再構築に伴う建設その2工事

醍醐・河津建設工事JV ㈱桂設計 大田区立大森第四小学校校舎ほか1施設改築その他工事（Ⅱ期）

昇和・山一・鈴木建設JV ㈱佐藤総合計画 練馬区立下石神井小学校校舎等改築工事

多田建設㈱ ㈱創建築設計事務所 (仮称)世田谷区松原2丁目計画新築工事

吉原・森成建設JV ㈱山下テクノス 練馬区資源循環センター増築工事

村本建設㈱ 村本建設㈱東京一級建築士事務所 (仮称)横浜市西区戸部本町計画

北野建設㈱ ㈱INA新建築研究所 (仮称)神宮前4丁目計画改修工事

松井建設㈱ ㈱学研教育みらい一級建築士事務所 しのはら幼稚園新築工事

京王建設㈱ 京王建設㈱一級建築士事務所 (仮称)渋谷区代々木2丁目38計画

清水建設㈱ 清水建設㈱一級建築士事務所 (仮称)共同印刷小石川本社計画

イオンディライトコネクト㈱ ㈱ディーエス設計 ベルク東越谷店二期増築工事

舘野建設㈱ ㈱安藤設計 栃木トヨタ自動車株式会社栃木店改築工事

多田建設㈱ ㈱陣設計 (仮称)ときわ台プロジェクト新築工事

㈱イチケン ㈱イチケン一級建築士事務所 (仮称)ニトリ目黒店新築工事

松井建設㈱ 松井建設㈱東京支店一級建築士事務所 妙義神社境内整備計画Ⅱ期工事(共同住宅)

松井建設㈱ 大旗連合建築設計㈱ (仮称)ファーマシィ砧ビル新築工事

㈱河津建設 一級建築士事務所奥野公章建築設計室 (仮称)コートテラス都立大学新築工事

※ＪＶ＝共同企業体

鉄筋継手部超音波検査部門

6月度
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3月度
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5月度
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2月度



最近の主な検査工事経歴

〔２０２１年〕

月 度 発 注 会 社 設計/監理 工 事 名 称

㈱加藤工務店 NA建築デザイン一級建築士事務所 (仮称)総合ケアセンター小平鈴木新築工事

栗本建設工業㈱ 栗本建設工業㈱東京支店一級建築士事務所 川越幼稚園建替工事

小熊建設㈱ ㈱相和技術研究所 世田谷区立代田小学校校舎棟改修工事(R3耐震)

㈱NB建設 ㈲グン企画設計一級建築士事務所 芦花公園ハイツ耐震改修工事

大城建設㈱ ㈱アイ・エス・エス 都営南大塚二丁目アパート(1号棟)耐震改修工事

村本建設㈱ 村本建設㈱東京一級建築士事務所 (仮称)千代田区麹町3丁目6計画

㈱イチケン ㈱IAO竹田設計 (仮称)アパホテル〈上野駅南〉新築工事

㈱フジタ ㈱三菱地所設計 (仮称)銀座6丁目計画

大本・山内建設JV ㈱INA新建築研究所 江戸川区立小岩小学校改築工事

北和建設㈱ ㈱フリークス一級建築士事務所 (仮称)溝の口計画新築工事

武家田･竹内･前田建設JV ㈱あい設計 足立区立江北小学校新築工事

大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱北陸・信越建築一級建築士事務所 株式会社タイヨーパッケージ富山工場　工場・倉庫新築工事

立花建設㈱ 東京都東部住宅建設事務所建設課 都営住宅2H-107東（北区浮間三丁目）工事

㈱コバ建設 東京都東部住宅建設事務所建設課 都営住宅30H-101東及び30M-103東(北区田端新町一丁目)工事

㈱イズミ・コンストラクション ㈱環境デザイン研究所 矢川複合公共施設新築工事(建築工事)

㈱シイナ 一級建築士事務所力安拓建築アトリエ (仮称)あい保育園上荻新築工事

清本建設㈱ ㈱コンパクツ一級建築士事務所 (仮称)吉祥寺本町HOUSE新築工事

㈱ADX ㈱ADX一級建築士事務所 (仮称)兜町85プロジェクト

東芝プラントシステム㈱ 東芝プラントシステム㈱ 株式会社ニッキ本社・厚木工場建設工事

関建設工業㈱ ㈱エスイイシイ し尿投入施設設置等工事

㈱合田工務店 ㈱合田工務店 (仮称)大田区雪谷大塚町計画新築工事

京急建設㈱ アサノ大成基礎エンジニアリング一級建築士事務所 東京消防庁蒲田消防署空港分署庁舎(2)改築工事

関東･塚本･テッケン建設JV ㈱あい設計 江東区立第二大島中学校改築工事

㈱森本組 ㈱ジャイロアーキテクツ一級建築士事務所 台東区台東4丁目計画新築工事

渡辺建設㈱ ㈱庄司圭介アトリエ一級建築士事務所 (仮称)港区高輪4丁目オフィス計画

㈱フジタ ㈱久米設計 (仮称)勝島グランフロントプロジェクト

工新建設㈱ ㈱IAO竹田設計 (仮称)品川区西五反田二丁目計画新築工事

㈱東邦建材 東京都住宅供給公社 都営笹塚二丁目アパート外壁改修､屋上防水及び鉄部塗装､耐震改修及びその他工事

㈱中越興業 ㈱福子工務店 (仮称)原町田2丁目PJ新築工事

〔２０２２年〕

月 度 発 注 会 社 設計/監理 工 事 名 称

多田建設㈱ ㈱アート総合企画一級建築士事務所 ウィザーズレジデンス土気あすみが丘新築工事

松井建設㈱ 松井建設㈱東京支店一級建築士事務所 (仮称)中町4丁目学生寮計画新築工事

村本建設㈱ 村本建設㈱東京一級建築士事務所 (仮称)小石川四丁目計画新築工事

サンユー建設㈱ ㈱梓設計 NX羽田ビル新築工事

木内建設㈱ 木内建設㈱一級建築士東京事務所 (仮称)千代田平河町1丁目PJ新築工事

㈱ナカノフドー建設 ㈱フォルム建築計画研究所 (仮称)上目黒3丁目計画新築工事

北野建設㈱ 北野建設㈱一級建築士事務所 (仮称)渋谷Rビル計画

山生建設㈱ 東京都住宅供給公社/㈱シィー･ディ･シィー 都営東金町二丁目第3アパート(1,2,4号棟)ほか1団地昇降機設置工事(建築)

新英興業㈱ ㈱司建築設計事務所 (仮称)ヴァローレ八丁畷新築工事

株木建設㈱ ㈱ツズキオフィス一級建築士事務所 (仮称)目黒区目黒2丁目計画

㈱岩本組 IKAWAYA Architects 成城Y邸新築工事

大木建設㈱ ㈱シティライフ一級建築士事務所 (仮称)内神田2丁目計画新築工事

㈱今西組 東京消防庁総務部施設課 東京消防庁三鷹消防署牟礼出張所庁舎(2)改築工事その2

㈱守谷商会 ㈱アート設計工房 (仮称)文京区小石川3丁目計画

工新建設㈱ ㈱牛込昇建築設計事務所+㈱ケイ建築設計事務所 (仮称)KK中落合1丁目計画

多田建設㈱ ㈱光和設計一級建築士事務所 (仮称)サンクレイドル浅草Ⅱ新築工事

㈱イチケン 東西建築サービス㈱ (仮称)南町田グランベリーパークビル新築工事

多田建設㈱ ㈲古沢建築工房 (仮称)谷在家一丁目計画

北野建設㈱ the range design㈱一級建築士事務所 (仮称)渋谷区大山町共同住宅計画

村本建設㈱ ㈱長谷川建築企画 北区赤羽西1丁目計画新築工事

日本総合住生活㈱ ㈱堀江建築工学研究所/(独)都市再生機構東日本賃貸住宅本部 R03草加旭町市街地住宅総合改修調査工事

第一建設工業㈱ ㈱日本エーコン一級建築士事務所 (仮称)墨田区本所3丁目計画新築工事

村本建設㈱ 村本建設㈱東京一級建築士事務所 (仮称)東京都渋谷区初台一丁目計画新築工事

髙松建設㈱ 髙松建設㈱一級建築士事務所 ベテリナリアンズシナジー株式会社動物病院増築工事

河本工業㈱ ㈱オー･エヌ･オー大野設計 DIC㈱鹿島工場バイオマスボイラー更新建設工事

黒須建設㈱ ㈱ニッテイ建築設計一級建築士事務所 下川口郵便局新築工事

㈱美そら ㈱アルティ･デザイン (仮称)立川市羽衣町2丁目計画

中央建設㈱ ㈱キー･オペレーション一級建築士事務所 東池袋1丁目プロジェクト

※ＪＶ＝共同企業体
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鉄筋継手部超音波検査部門

8月度



〔２０２２年〕

月 度 発 注 会 社 設計/監理 工 事 名 称

大石建設㈱ 東京都財務局建築保全部施設整備第二課 都立府中東高等学校(3)武道場改築工事

㈱長井工務店 ㈱山下テクノス 新共同調理場整備に伴う立川市立立川第二中学校改修工事(建築)

生和コーポレーション㈱ 生和コーポレーション㈱一級建築士事務所 (仮称)荒川区･南千住五丁目プロジェクト新築工事

中央建設㈱ 坂倉建築研究所東京事業所 (仮称)吉祥寺本町二丁目ビル新築工事

松井建設㈱ 松井建設㈱東京支店一級建築士事務所 社会福祉法人同愛会吉祥寺北町グループホーム新築工事

㈱タチケンホールディングス 東京都オリンピック･パラリンピック準備局 大会施設部整備第一課 カヌー･スラロームセンター(3)倉庫･多目的室新築工事

舘野建設㈱ 栃木市教育委員会事務局 学校施設課 東陽中学校武道場新築工事

㈱イチケン ㈱イチケン東京支店一級建築士事務所 (仮称)自由が丘二丁目計画新築工事

第一建設工業㈱ ㈱陣設計 (仮称)新御徒町計画新築工事

村本建設㈱ 村本建設㈱東京一級建築士事務所 (仮称)東京都渋谷区初台一丁目計画新築工事

㈱合田工務店 ㈱日本エーコン一級建築士事務所 (仮称)プレサンス横浜市南区高根町四丁目計画新築工事

鈴縫工業㈱ ㈱佐竹建築事務所 ヴィレッタ大森新築工事

工藤建設㈱ ㈱ビームス･デザイン･コンサルタント (仮称)巣鴨三丁目計画

林建設㈱ 一級建築士事務所スタジオ･チュウ (学校法人)第一学園染地幼稚園新築工事

㈱イチケン ㈱上野山都市設計 (仮称)スパ&スポーツユアー船堀新築工事

大和リース㈱ 大和リース㈱東京本店一級建築士事務所 都立青鳥特別支援学校仮設校舎等建設工事

※ＪＶ＝共同企業体

7月度

8月度

9月度


