
注文者 工事名 工事規模 工事場所 工事期間

株式会社 ユニヴァーサル 横浜市神奈川区鶴屋町3丁目解体工事 RC造　5階　1,846.71㎡ 横浜市 H31.1月～R1.5月

株式会社 田中建設 東日本橋3丁目PJに伴う解体工事 SRC造　7階　1,092㎡ 東京都 H31.1月～R31.5月

株式会社 コスモスイニシア (仮称)荒川区東日暮里4丁目既存建物解体工事 RC・S造　4階　553.12㎡ 東京都 H31.2月～H31.4月

フジ都市開発 株式会社 第2マツヤビル解体工事 S造　4階　189.1㎡ 東京都 H31.2月～H31.3月

伊藤忠都市開発 株式会社 (仮称)中野区南台3丁目計画解体工事
RC・S・木造　2～5階　計8棟

1,250.7㎡
東京都 H31.4月～R1.8月

株式会社 リビングライフ 多摩区独身解体工事
RC造　2～6階　計4棟

8,488㎡
川崎市 H31.4月～R1.8月

住友商事 株式会社 内神田1-2-2,14他解体工事
RC造　3～7階　計8棟

2,517.21㎡
東京都 H31.4月～R2.1月

株式会社 ムゲンエステート 江東橋2丁目ビル(田沼)解体工事 RC造　4階　241.1㎡ 東京都 H31.5月

野村不動産 株式会社 浦安市北栄1丁目計画に伴う既存建物解体工事
ＲＣ6Ｆ/ＰＨ2Ｆ

1Ｆ商業施設・2～6Ｆ集合住宅
千葉県 R1.6月～R1.11月

株式会社 サンケイビル 南大塚3丁目計画解体工事 RC造2棟、W造１棟 東京都 R1.6月～R1.12月

三菱地所ホーム 株式会社 品川区戸越三丁目・S計画新築工事に伴う解体工事 RC造　655.44㎡ 東京都 R1.6月～R1.10月

株式会社 武蔵野 エスペランサ武蔵野寮解体工事 RC造　4階　1,123.3㎡ 千葉県 R1.7月～R1.9月

■平成31年主な工事実績/解体事業部



注文者 工事名 工事規模 工事場所 工事期間

株式会社 浅沼建材興業 横浜エスオーシー株式会社 解体工事（①③④） S造プラント工場 5,200㎡ 横浜市 H29.3月～H30.3月

山一産協 株式会社 芦川ビル・ジェネシスビル解体工事 SRC造8F　752㎡ 東京都 H30.10月～H31.1月

矢作建設工業 株式会社 ソフトバンク府中DC新設に係る解体工事 改修　14,700㎡ 東京都 H30.10月～H31.3月

東京都 築地市場（28）水産物部仲卸売場棟解体工事 S・RC造　計6棟　26,000.64㎡ 東京都 H30.10月～H31.4月

株式会社 サンケイビル 赤塚2丁目計画解体工事 RC造　693.43㎡ 東京都 H30.11月～H31.2月

株式会社 リビングライフ カートン光学本社ビル解体工事 RC造　1,086.5㎡ 東京都 H30.11月～H31.2月

日本重建 株式会社 上北沢５丁目既存建物解体工事 RC5階　2,097㎡ 東京都 H30.11月～H31.5月

鹿島建設 株式会社 中外製薬浮間工場　バイオ原薬生産プラント建設工事 RC水槽　1,800㎡ 東京都 H30.11月～H30.12月

株式会社 ヨシユキサービス （仮称）千代田区三信ビル3F（旧石渡歯科）改修工事 S造　125.5㎡ 東京都 H30.11月～H30.12月

株式会社 サンケイビル 門前仲町Ⅱ賃貸レジデンス計画における既存建物解体工事 RC造　357.5㎡ 東京都 H30.12月～H31.2月

有限会社 ペレクリーニングサービス ペレビル解体工事 S造　168.12㎡ 東京都 H30.3月～H30.6月

三菱地所ホーム 株式会社 （仮称）オー・アール・ディ高田馬場ビル解体工事
ＲＣ＋Ｓ造1棟5Ｆ

ＲＣ造1棟2Ｆ　1,276.17㎡
東京都 H30.3月～H30.7月

山一産協 株式会社 八千代市八千代台東6丁目解体工事 木造　118.1㎡ 千葉県 H30.4月

株式会社 サンケイビル （仮称）糀谷計画解体工事 S造、W造　655.1㎡ 東京都 H30.4月～H.30.6月

山一産協 株式会社 千代田区九段南4-5-11既存建物解体工事 RC造　1,234.29㎡ 東京都 H30.4月～H30.6月

株式会社 アスコット ＦＡＲＥ笹塚Ⅱ既存建物解体工事 軽量S造　121.08㎡ 東京都 H30.5月

谷津建設 株式会社 株式会社山紀　行田倉庫計画 SRC造7Ｆ+S造1Ｆ　4,150㎡ 埼玉県 H30.5月～H30.9月

三井住友建設 株式会社 横浜海岸通り倉庫解体工事 RC造　3F 横浜市 H30.5月～H30.8月

株式会社 サンケイビル 浅草3丁目プロジェクト S造、W造 東京都 H30.6月～H30.8月

■平成30年主な工事実績/解体事業部



三菱地所ホーム 株式会社 松原２丁目解体工事 木造　253㎡ 東京都 H30.7月

JFEシビル 株式会社 ＧＬＰ浦安ⅡＢ棟建て替えに伴う解体工事 Ｓ造2階建て　10,825㎡ 千葉県 H30.7月～H30.12月

日本重建 株式会社 北上野2丁目計画解体工事 SRC造　2,146㎡ 東京都 H30.7月～H31.1月

個人オーナー 豊島区千川2-36-5既存建物解体工事 木造　162㎡ 東京都 H30.8月

鹿島建設 株式会社 渋谷石垣解体工事 RC石垣　432㎥ 東京都 H30.9月～H30.10月

山一産協 株式会社 神保町PJ解体工事 S造　131.28㎡ 東京都 H30.9月～H30.10月

財務局 平成30年度国有建物等解体撤去工事（目黒区本町一丁目） RC造3F　1,360㎡ 東京都 H30.9月～H30.11月

港区 旧防衛省高輪宿舎解体工事 RC造　1,023.7㎡ 東京都 H30年11月～H31.2月

山一産協 株式会社 旧澤地建材試験室・居宅解体工事 S造　167.4㎡ 東京都 H30年12月



注文者 工事名 工事規模 工事場所 工事期間

清水建設 株式会社 川崎徳山生コンクリート解体工事 S造 川崎市 H29.10月～H30.7月

関東建設興業 株式会社 神奈川県赤十字血液センター　横浜事業所解体工事 RC造3F　3,300㎡ 横浜市 H29.11月～H30.3月

三井不動産レジデンシャル 株式会社 旧有紀書房ビル解体工事 RC造5F+B1F　1,242㎡ 東京都 H29.11月～H30.3月

芝原建設 株式会社 品川区大井1-37-5既存建物解体工事 木造　91.8㎡ 東京都 H29.12月

株式会社 野口工務店 小松邸解体工事 W造　100㎡ 東京都 H29.12月

株式会社 浅沼建材興業 ティーエムスリーRC壁解体工事+立体駐車場解体工事 S造　400㎡ 神奈川県 H29.12月

株式会社 サンケイビル ドイト上野ビル解体工事 S造　232.92㎡ 東京都 H29.12月～H30.1月

谷津建設 株式会社 ミズキ旧社屋解体工事 S造2F　1,867.75㎡ 綾瀬市 H29.12月～H30.3月

荏原医師会 荏原医師別館解体工事 RC造+S造　1,228㎡ 東京都 H29.12月～H30.3月

三井住友建設 株式会社 STeP計画　大和事業所既存建屋解体工事　標準品工場解体工事 鉄骨造　3,699㎡ 大和市 H29.12月～H30.3月

株式会社 フジタ 築地四丁目解体工事 S造3F+5F　1,242㎡ 東京都 H29.12月～H30.7月

株式会社 小島組 （仮称）横浜トヨペット株式会社 金沢店改築工事 S造2階　1,559㎡ 横浜市 H29.1月～H29.3月

谷津建設 株式会社 桜美林大学弓道場新築工事 擁壁撤去 東京都 H29.2月

株式会社 長谷工コーポレーション 江東区東砂八丁目計画に伴う解体工事 SRC造+RC造4F　9,240㎡ 東京都 H29.2月～H29.7月

株式会社 小島組 世田谷区喜多見アパート解体工事 W造+S造2Ｆ 172㎡ 東京都 H29.3月～H29.4月

株式会社 IHI ＹＸプロジェクト　431.432.443棟　解体工事 S造2階　5,788㎡ 横浜市 H29.3月～H29.7月

世田谷区 世田谷区営豪徳寺アパート既存2号棟解体工事
RC造4F　敷地面積1,333㎡

建築面積393㎡　延べ床面積903㎡
東京都 H29.4月～H29.8月

谷津建設 株式会社 本町田西小学校解体工事
校舎RC造4F　64.99㎡

体育館RC造2F　1,433㎡
東京都 H29.6月～H30.3月

三井住友建設 株式会社 STeP計画　大和事業所既存建屋解体工事（標準品工事を除く）
鉄骨造　4棟

延べ床面積24,000㎡
大和市 H29.6月～H30.5月

■平成29年主な工事実績/解体事業部



みらい建設工業 株式会社 （仮称）世田谷区駒沢2丁目既存建物解体工事 RC造4F　1,850㎡ 東京都 H29.7月～H30.2月

株式会社 サンケイビル 「南大塚Ⅲ計画建設工事」既存建物解体工事 RC造4F　1,146㎡ 東京都 H29.8月～H30.1月

株式会社 毎日コムネット 有馬1丁目既存建物解体工事 S造　250.8㎡ 川崎市 H29.9月～H29.11月



注文者 工事名 工事規模 工事場所 工事期間

スターツCAM 株式会社 中区常盤町地下解体工事 SRC造B1F　750㎡ 横浜市 H28.11月～H28.12月

清水建設 株式会社 （仮称）朝日工業社　本社・本店ビル新築プロジェクト RC造　600㎡ 東京都 H28.11月～H28.12月

株式会社 コスモスイニシア 浦安市北栄2丁目解体工事 W造/RC造　1,263㎡ 千葉県 H28.11月～H29.1月

大田区 大田区仲六郷保育園及び大田区立仲六郷児童館取り壊し工事 RC造　1,395.2㎡ 東京都 H28.11月～H29.2月

伊佐ホームズ 株式会社 秋谷スミス邸　解体工事 RC造　206㎡ 神奈川県 H28.11月～H29.2月

株式会社 鴻池組 ロジクロス厚木開発計画　基礎解体工事 基礎解体工事　3,000㎡ 神奈川県 H28.1月～H29.2月

大成建設 株式会社 田園調布大学既存校舎解体工事 RC/3F　1,177㎡ 神奈川県 H28.3月～H28.4月

スターツCAM 株式会社 神田東松下町計画(KKビル）解体工事 RC造地上6F・地下1F　815.1㎡ 東京都 H28.3月～H28.8月

スターツCAM 株式会社 角屋米穀倉庫（X棟）解体工事 S造倉庫　592.39㎡ 神奈川県 H28.4月～H28.6月

世田谷区 世田谷区立多門小学校体育館解体工事 既存体育館の解体工　600㎡ 東京都 H28.4月～H28.6月

株式会社 鴻池組 （仮称）ＳＶＨ厚木南インター店新築工事 外構解体工事　8,400㎡ 神奈川県 H28.6月～H28.12月

株式会社 ブリヂズトン ブリジストン小平工場　精錬、物流、加硫、設備撤去 機械設備撤去　22,947㎡ 東京都 H28.6月～H29.3月

三菱地所ホーム 株式会社 中野区上高田・H計画解体工事 W造2F　384.34㎡ 東京都 H28.7月～H28.8月

株式会社 ユニホー オアフクラブ綱島既存建物解体工事 S造4Ｆ　3,653㎡ 横浜市 H28.8月～H28.12月

関東建設興業 株式会社 花月園競輪場 RC造　3,497㎡ 横浜市 H28.8月～H29.3月

■平成28年主な工事実績/解体事業部



注文者 工事名 工事規模 工事場所 工事期間

アザブプロパティ特定目的会社 マイコーナービル改修工事 改修工事 東京都 H27.10月

三菱地所ホーム 株式会社 世田谷区上野毛4丁目・O計画解体工事 RC造　2F　282.03㎡ 東京都 H27.10月～H27.12月

株式会社 鴻池組 ロジクロス厚木開発計画 SRC造　10,383.9㎡ 神奈川県 H27.10月～H27.12月

株式会社 ユニヴァーサル 横浜市神奈川区鶴屋町2丁目解体工事 SRC造　4,457㎡ 横浜市 H27.11月～H28.4月

谷津建設 株式会社 マーク電子アネックスⅡ新築計画に伴う解体工事 S造　2F　175.71㎡ 相模原市 H27.2月～H27.3月

関東建設興業 株式会社 NTT辻堂社宅解体工事 RC造4F　5棟　9,131.52㎡ 藤沢市 H27.2月～H27.6月

三菱地所ホーム 株式会社 渋谷区代々木3丁目/U解体工事
S造　　4F　155.65㎡

RC造　3F　184.31㎡
横浜市 H27.4月～H27.6月

株式会社 横浜銀行 横浜銀行鹿島田支店解体工事 SRC造　2F　680.20㎡ 川崎市 H27.4月～H27.8月

リスト株式会社 王子豊島1丁目M新築工事に伴う解体工事 RC造7F　1,010.00㎡ 東京都 H27.5月～H27.10月

東京葬祭 江戸川区西小岩三丁目解体工事
W造2F､S･RC造3F､SRC造8FPH2F

3,426.24㎡
東京都 H27.5月～H27.12月

株式会社 シンシアハウジング 六ッ川2丁目 改修工事 神奈川県 H27.6月

三菱地所ホーム株式会社 杉並区和田1丁目・N計画　解体工事
S造3F　187.20㎡　RC造4F　429.36㎡

W造2F　　53.54㎡
東京都 H27.6月～H27.8月

株式会社 長谷工コーポレーション 自警会目黒社宅解体工事 RC造4F　2,472.90㎡ 東京都 H27.6月～H27.8月

株式会社 武蔵野フーズ 新宿区大久保３丁目解体工事 RC造4Ｆ､2棟　3,194.2㎡ 東京都 H27.7月～H27.9月

大成建設 株式会社 栄光学園70周年事業校舎建築工事 RC造　2F　8,899.9㎡ 神奈川県 H27.8月～H27.11月

三井不動産 株式会社 新宿6丁目吉田ビル解体工事 SRC造　12F　1,741.7㎡ 東京都 H27.9月～H27.10月

■平成27年主な工事実績/解体事業部



注文者 工事名 工事規模 工事場所 工事期間

三菱地所ホーム 株式会社 港北区仲手原2丁目S邸解体工事 W造　平屋　75.92㎡ 横浜市 H26.10月～H27.1月

谷津建設 株式会社 中原区木月1丁目既存建物解体工事 W造　3F　70.35㎡ 川崎市 H26.11月

三菱地所ホーム 株式会社 杉並区阿佐ヶ谷北3丁目・T計画新築工事
RC造　2F　222.39㎡

W造　　2F　187.00㎡
東京都 H26.12月～H27.6月

門倉工業 株式会社 石井ビル解体工事 S造　4F　359.67㎡ 横浜市 H26.1月～H26.3月

鹿島建設 株式会社 (13号相直）渋谷～代官山地下化工事 橋脚撤去　2,580.2㎥ 東京都 H26.2月～H26.9月

門倉工業 株式会社 NTT磯子社宅解体工事 RC造　5F　7棟　9,126.96㎡ 横浜市 H26.3月

鹿島建設 株式会社 鹿島・東亜JV京王下北沢駅改良工事 擁壁撤去 東京都 H26.3月～H26.4月

三菱地所ホーム 株式会社 港区芝3丁目マンション計画に伴う解体工事 S造　4F　393.03㎡ 東京都 H26.4月～H26.7月

株式会社 浅沼建材興業 扶養セメント既存建物解体工事
W造　  2F　290.92㎡

RC造　1F　142.88㎡
横浜市 H26.4月～H27.2月

谷津建設 株式会社 東京芸術大学産学官連携棟新営その他工事 既存階段撤去 東京都 H26.5月～H26.6月

三菱地所ホーム 株式会社 新石川2丁目K計画解体工事
S造　2F　230.52㎡

W造　2F　 67.18㎡
横浜市 H26.5月～H26.6月

スターツCAM 株式会社 渋谷区3丁目湯沢木材店解体工事 RC造　5F　1,616.40㎡ 東京都 H26.5月～H26.9月

門倉工業 株式会社 昭和薬品化工改修工事 S造　2F　207.98㎡ 川崎市 H26.6月～H26.8月

有限会社 BONDS ホテル北ウィング解体工事 RC造　5F　1,616.40㎡ 船橋市 H26.6月～H26.９月

大成建設 株式会社 田園調布学園大学大学校舎建替ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ RC造　5F　3,111.30㎡ 川崎市 H26.8月～H26.11月

■平成26年主な工事実績/解体事業部



注文者 工事名 工事規模 工事場所 工事期間

大成建設 株式会社 大成技術センターC棟解体工事 外構その他撤去 横浜市 H25.10月

谷津建設 株式会社 横浜銀行元住吉支店解体工事 S造　2F　356.91㎡ 横浜市 H25.10月～H26.3月

谷津建設 株式会社 大江ビル解体工事 RC造　5F　560.61㎡ 東京都 H25.11月～H26.3月

スターツCAM 株式会社 関口園芸解体工事 S造2F　355.60㎡ 横浜市 H25.2月～H25.3月

大和ライフネクスト株式会社 和光純薬工業株式会社 成増社宅解体工事 改修工事　RC造　4F　1棟 埼玉県 H25.3月

川崎市 子母口保育園解体工事
RC造　2F　 524.50㎡

S造　平屋　130.00㎡
川崎市 H25.4月～H25.6月

有限会社 高正リフォーム 多摩カープラザ・橋本産業株式会社 多摩社宅解体工事
RC造　3F　 876.81㎡

S造　　2F　 617.87㎡
東京都 H25.4月～H25.6月

門倉工業 株式会社 大宮糧食解体工事 S造平屋　372.50㎡ 横浜市 H25.5月～H25.6月

大成建設 株式会社 大成技術センターZEB棟解体工事 外構その他撤去　535.21㎡ 横浜市 H25.5月～H25.9月

大成建設 株式会社 大成建設株式会社 技術センター拡充工事(2013年度） RC造平屋　外構撤去　 横浜市 H25.7月

東急建設 株式会社 梶ヶ谷駅前計画新築工事 地中障害撤去 横浜市 H25.8月

■平成25年主な工事実績/解体事業部


