
元請業者 一次会社 工事名 工事規模 工事場所 工事期間

三井住友建設株式会社 株式会社東輝建設 パークシティＬＡＬＡ横浜建て替え工事
新築工事

14階ＰＣ施工・足場
横浜市 H30.6月～R2.11月

株式会社　大勝 株式会社東輝建設 ヴェレーナグラン山手　新築工事
新築工事

8,000㎡
横浜市 H30.1月～R1.10月

株式会社　大勝 株式会社東輝建設 クリオ横須賀中央　新築工事
新築工事

4,500㎡
横浜市 H30.8月～R1.8月

株式会社　大勝 株式会社東輝建設 リストレジデンス鵜の木　新築工事
新築工事

5,000㎡
横浜市 H30.11月～R1.9月

株式会社　大勝 株式会社東輝建設 新子安・生麦　新築工事
新築工事

8,000㎡
横浜市 H30.12月～R2.1月

株式会社　大勝 株式会社東輝建設 クオス湘南台Ⅱ　新築工事
新築工事

2,500㎡
藤沢市 H30.2月～R2.3月

株式会社　フジタ 株式会社東輝建設 ガーラ上板橋　新築工事
新築工事

3,500㎡
板橋区 H31.3月～R2.5月

株式会社　フジタ 株式会社東輝建設 西部新宿ビル　新築工事
新築工事

1,600㎡
新宿区 H31.4月～R2.5月

株式会社　フジタ 株式会社東輝建設 JAたまご新宿　新築工事
新築工事

2,000㎡
新宿区 H31.4月～R1.11月

株式会社　フジタ 株式会社東輝建設 大塚・月島住宅　新築工事
新築工事

3,800㎡
中央区 H31.1月～R1.12月

株式会社　フジタ 株式会社東輝建設 築地4丁目計画　新築工事
新築工事

4,400㎡
中央区 H31.2月～R2.3月

京急建設　株式会社 株式会社東輝建設 茅場町大栄ビル　新築工事
新築工事

4,000㎡
中央区 H30.12月～R2.2月

京急建設　株式会社 株式会社東輝建設 川崎本町マンション　新築工事
新築工事

2,000㎡
川崎市 H30.12月～R2.3月

株式会社　小島組 株式会社東輝建設 ふれあい鎌倉ホスピタル　新築工事
新築工事

5,800㎡
鎌倉市 H30.11月～R2.1月

株式会社　小島組 株式会社東輝建設 北大和小学校　増築工事
新築工事

3,300㎡
大和市 H30.12月～R1.12月

矢作建設工業　株式会社 株式会社東輝建設 南阿佐ヶ谷　新築工事
新築工事

5,400㎡
杉並区 H30.3月～R2.3月

清水建設株式会社 関東建設興業株式会社 北海道新聞社
解体工事

3,000㎡
中央区 H30.２月～

株式会社重賢工業 株式会社東輝建設 ダイエー相模原
解体工事

5,000㎡
相模原市 H30.２月～

関東・東輝・樫本ＪＶ 関東・東輝・樫本ＪＶ 築地市場 ３・４・６工区
解体工事

30,000㎡
中央区 H29.7月～R2.4月

大成建設株式会社 関東建設興業株式会社 ＪＴ平塚工場解体工事
解体工事

24,000㎡
平塚市 H29.7月～H30.10月
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関東建設興業株式会社 株式会社東輝建設 八王子長房団地解体工事
解体工事

20,000㎡
八王子市 H30.7月～H31.3月

清水建設株式会社 河野解体工業 新宿スバルビル解体工事
解体工事

10,000㎡
新宿区 H29.7月～H31.12月

清水建設株式会社 河野解体工業 虎ノ門・麻布台地区再開発事業に係る既存建屋除去工事
解体工事

15,000㎡
港区 H30.7月～R2.4月

株式会社竹中工務店 株式会社アート建装 パシフィコ横浜大規模修繕工事
改修工事

15,000㎡
横浜市中区 H30.7月～R1.7月



元請業者 一次会社 工事名 工事規模 工事場所 工事期間

株式会社大勝 株式会社東輝建設 大田区南六郷２丁目プロジェクト新築工事
新築工事

2,200㎡
東京都 H28.11月～H30.2月

(株)ﾊﾟﾜｰｽﾞｱﾝﾘﾐｯﾃｯﾄﾞ 株式会社東輝建設 リリィパワーズレジデンス町田森野　新築工事
新築工事

4,000㎡
町田市 H28.6月～H29.7月

株式会社小島組 株式会社東輝建設 介護老人福祉施設ヴィラ大田新築工事
新築工事

3,000㎡
東京都 H29.2月～H30.1月

株式会社小島組 株式会社東輝建設 茅ヶ崎南湖老健施設ふれあいの百合新築工事
新築工事

3,200㎡
茅ヶ崎市 H29.3月～H29.12月

株式会社門倉組 株式会社東輝建設 クオス藤沢本町新築工事
新築工事

2,600㎡
藤沢市 H28.9月～H29.9月

株式会社門倉組 株式会社東輝建設 クオス金沢八景新築工事
新築工事

2,200㎡
横浜市 H28.11月～H29.12月

矢作建設工業株式会社 株式会社東輝建設 （株）プリントパック柏工場新築工事
新築工事

2,000㎡
千葉県 H29.3月～H29.9月

矢作建設工業株式会社 株式会社東輝建設 浅草橋Ⅱホテル計画　新築工事
新築工事

3,300㎡
東京都 H29.11月～H31.2月

矢作建設工業株式会社 株式会社東輝建設 (株)ニフコ相模原エンジニアリングセンター増築工事
新築工事

3,580㎡
相模原市 H29.11月～H31.2月

株式会社松村組 株式会社東輝建設 デュークガーデン鴨居４丁目新築工事
新築工事

9,000㎡
横浜市 H28.4月～H30.1月

清水建設株式会社 株式会社アート建装 伊勢丹29上作業所
改修工事

6,000㎡
新宿区 H29.4月～H30.3月

株式会社竹中工務店 株式会社アート建装 アイネス横浜
改修工事

12,000㎡
横浜市 H29.2月～H29.12月

ＩＨＩ 関東建設興業株式会社 YXプロジェクト431棟・432棟・443棟解体工事　(ＩＨＩ事業所)
解体工事

6,000㎡
横浜市 H29.3月～H29.7月

大成建設株式会社 関東建設興業株式会社 日本たばこ平塚工場解体工事
解体工事

23,000㎡
平塚市 H28.6月～H29.6月

清水建設株式会社 株式会社河野解体工業 桜田ビル・日本酒造ビル解体工事
解体工事

10,000㎡
港区 H29.4月～H30.3月

株式会社重賢工業 株式会社東輝建設 相鉄八王子別所ビル解体撤去工事
解体工事

4,489㎡
八王子市 H29.4月～H29.8月

株式会社フジタ 株式会社東輝建設 米軍横田基地
解体工事

6,000㎡

・福生市・立川市・昭島市

・武蔵村山市・羽村町・瑞穂町
Ｈ29.6月～H30.8月

株式会社フジタ 株式会社東輝建設 上智大国際学生寮新築工事
新築工事

4,260㎡
東京都 H29.10月～H31.1月

清水建設株式会社 株式会社本間工務店 強羅森トラスト解体作業所
解体工事

8,000㎡
足柄下郡 H29.2月～H29.9月

東急建設株式会社 株式会社アート建装 戸越銀座
解体工事

5,000㎡
品川区 H29.11月～H30.3月
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株式会社ヨコソー 株式会社東輝建設 ドメス新横浜
解体工事

6,000㎡
横浜市 H29.９月～H30.11月

三井住友建設株式会社 株式会社東輝建設 三機大和
解体工事

10,0000㎡
大和市 H29.9月～H30.2月

長谷工コーポレーション 関東建設興業株式会社 東砂
解体工事

8,000㎡
江東区 H29.2月～H30.4月

株式会社竹中工務店 株式会社東輝建設 国分寺駅前プロジェクト
３５階共同住宅

PC施工
国分寺市 H28.10月～H29.11月

石黒建設株式会社 株式会社東輝建設 蕨貫井ビル新築工事
新築工事

2,570㎡
埼玉県 H29.11月～H30.6月

株式会社大勝 株式会社大勝 クリオ鷺沼マスターテラス新築工事
新築工事

3,500㎡
川崎市 H29.11月～H30.11月

(株)ﾊﾟﾜｰｽﾞｱﾝﾘﾐｯﾃｯﾄﾞ (株)ﾊﾟﾜｰｽﾞｱﾝﾘﾐｯﾃｯﾄﾞ 茅ヶ崎中央ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
新築工事

3,250㎡
横浜市 H29.11月～H30.1月

株式会社小島組 株式会社東輝建設 メイサムフレール新築工事
新築工事

2,230㎡
厚木市 H29.12月～H30.11月

株式会社門倉組 株式会社東輝建設 ラポール藤沢計画新築工事
新築工事

3,180㎡
藤沢市 H29.10月～H31.2月



元請業者 一次会社 工事名 工事規模 工事場所 工事期間

京急建設株式会社 株式会社東輝建設 かながわ信用金庫横浜営業部新築工事
新築工事

3,300㎡
横浜市 H28.2月～H29.3月

矢作建設工業株式会社 株式会社東輝建設 PMO岩本町Ⅱ新築工事
新築工事

4,000㎡
東京都 H28.7月～H29.1月

株式会社大勝 株式会社東輝建設 横浜市戸塚区戸塚町計画新築工事
新築工事

7,800㎡
横浜市 H28.2月～H29.5月

株式会社大勝 株式会社東輝建設 クリオ横浜サザンマークス新築工事
新築工事

3,000㎡
横浜市 H28.5月～H29.9月

株式会社大勝 株式会社東輝建設 クリオ鷺沼新築工事
新築工事

5,600㎡
横浜市 H28.5月～H29.5月

株式会社大勝 株式会社東輝建設 クオス六浦新築工事
新築工事

8,300㎡
横浜市 H27.6月～H29.3月

谷津建設株式会社 株式会社東輝建設 都営住宅２６H-１１２西（八王子市長房南）
新築工事

4,000㎡
八王子市 H27.3月～H29.7月

株式会社小島組 株式会社東輝建設 県営阿久和団地公営住宅新築工事
新築工事

3,000㎡
横浜市 H28.6月～H29.9月

坪井工業株式会社 株式会社東輝建設 EAF建屋屋根更新工事
新築工事

5,500㎡
茨城県 H28.8月～H29.5月

株式会社竹中工務店 株式会社アート建装 横浜アリーナ大規模修繕工事　
吊足場

14,400㎡
横浜市 H28..1月～H28.7月

株式会社竹中工務店 株式会社アート建装 茅ヶ崎衛生研究所
改修工事

12,000㎡
茅ヶ崎市 H28..5月～H28.7月

株式会社竹中工務店 株式会社アート建装 渋谷三菱ビル北面・南面外壁改修工事
改修工事

15,563㎡
渋谷区 H28..7月～H28.9月

株式会社ヨコソー 株式会社東輝建設 ライオンズマンション相鉄いずみ野外壁その他大規模修繕工事
改修工事

14,023㎡
横浜市 H28..4月～H28.8月

株式会社ヨコソー 株式会社東輝建設 藤和シティコープ大森大規模修繕工事
改修工事

8,726㎡
大田区 H28..4月～H28.7月

大成建設株式会社 株式会社門倉建設工業 藤沢建築　藤沢建築小工事
解体工事

1,028㎡
藤沢市 H28..3月～H28.8月

大成建設株式会社 株式会社門倉建設工業 日本精工藤沢工場桐原棟増築工事
解体工事

8,268㎡
藤沢市 H28..3月～H28.8月

株式会社ＪＡＬﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ 株式会社重賢工業 羽田第二原動機建屋解体工事
解体工事

6,000㎡
大田区 H28..5月～H28.11月

株式会社重賢工業 株式会社東輝建設 （旧）日本ＮＣＲ社屋ビル　既存建屋解体工事
解体工事

3,366㎡
横浜市 H28.8月～H29.4月

清水建設株式会社 関東建設興業株式会社 ＴＶ東京アンテナ撤去工事
解体工事

612㎡
港区 H28.11月～H29.2月

佐田建設株式会社 関東建設興業株式会社 鶴見地区基盤整備工事作業所 （花月園競輪場解体工事）
解体工事

20,000㎡
横浜市 H28.3月～H29.4月
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飛雄建設株式会社 株式会社東輝建設 都営野毛アパート（1～5号棟）除却工事
解体工事

4,427㎡
世田谷区 H28.10月～H29.3月

清水建設株式会社 株式会社本間工務店 ㈱日立製作所通信ﾈｯﾄﾜｰｸ事業部　南工区施設解体工事
解体工事

7,129㎡
横浜市 H28.5月～H30.9月

清水建設株式会社 株式会社本間工務店 いすずライネックス
解体工事

503㎡
藤沢市 H28.11月～H28.11月

株式会社重野工業 株式会社東輝建設 中野島住宅解体第3期工事
解体工事

3,500㎡
川崎市 H28.7月～H28.10月

株式会社重野工業 株式会社東輝建設 港湾共同事務所A棟ほか海底撤去その他工事
解体工事

1,643㎡
川崎市 H28.10月～H29.2.月



元請業者 一次会社 工事名 工事規模 工事場所 工事期間

株式会社大勝 株式会社東輝建設 原町田4丁目計画における新築工事
新築工事

4,120㎡
町田市 H27.1月～H28.6月

株式会社大勝 株式会社東輝建設 都筑区茅ヶ崎中央２計画新築工事
新築工事

2,300㎡
横浜市 H27.１月～H28.10月

株式会社大勝 株式会社東輝建設 パレステージ片倉町新築工事
新築工事

3,000㎡
横浜市 H27.２月～H28.3月

株式会社大勝 株式会社東輝建設 クリオ横浜セントラルマークス新築工事
新築工事

4,160㎡
横浜市 H27.2月～H28.7月

スターツアメニティ(株) 株式会社東輝建設 ハイライズ吉野外装リフレッシュ工事
改修工事

2,753㎡
東京都 H27.1月～H27.4月

株式会社ヨコソー 株式会社東輝建設 横浜テラス大規模修繕工事
改修工事

8,086㎡
横浜市 H27.1月～H27.6月

大成建設株式会社 株式会社児島工務店 JR鎌倉社宅解体工事
解体工事

13,000㎡
鎌倉市 H27.2月～H28.1月

関東建設興業株式会社 株式会社東輝建設 国立陸上競技場解体工事
解体工事

12,000㎡
東京都 H27.2月～H27.6月

関東建設興業株式会社 株式会社東輝建設 日本赤十字ｾﾝﾀｰ解体工事
解体工事

9,200㎡
北足立郡 H27.5月～H27.7月

朝日コーポレーション 株式会社関東建設興業 NTT辻堂解体工事
解体工事

7,980㎡
藤沢市 H27.2月～H27.6月

京急建設株式会社 株式会社東輝建設 秋葉原第二大栄ビル新築工事
新築工事

2,430㎡
東京都 H27.3月～H29.3月

株式会社大勝 株式会社東輝建設 ユニバーサルハウスマリアの丘新築工事
新築工事

3,300㎡
横浜市 H27.3月～H29.2月

株式会社重賢工業 株式会社東輝建設 警視庁大森合同庁舎撤去工事
解体工事

8,800㎡
東京都 H27.3月～H27.6月

矢作建設工業株式会社 株式会社東輝建設 喜多見ハイツセスレット新築工事
新築工事

2,653㎡
狛江市 H27.7月～H29.1月
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元請業者 一次会社 工事名 工事規模 工事場所 工事期間

株式会社大勝 株式会社東輝建設 エルシードセンター北新築工事
新築工事

2,400㎡
横浜市 H26.1月～H26.12月

株式会社大勝 株式会社東輝建設 エルシード日本橋蠣殻町新築工事
新築工事

6,050㎡
東京都 H26.５月～H28.3月

株式会社大勝 株式会社東輝建設 ウィングコート横浜新築工事
新築工事

1,840㎡
横浜市 H26.7月～H27.6月

株式会社大勝 株式会社東輝建設 戸部小学校給食室増築その他工事
改修工事

4,500㎡
横浜市 H26.8月～H27.2月

株式会社ヨコソー 株式会社東輝建設 ライオンズマンション鎌倉常盤外壁その他大規模修繕工事
改修工事

6,828㎡
鎌倉市 H26.2月～H26.6月

株式会社ヨコソー 株式会社東輝建設 ライオンズステージ横浜グランガレリア外壁その他大規模改修工事
改修工事

7,768㎡
横浜市 H26.8月～H27.１月

株式会社ヨコソー 株式会社東輝建設 ライオンズマンション武蔵中原ガーデンスクエア外壁その他大規模修繕工事
改修工事

6,829㎡
川崎市 H26.8月～H27.2月

株式会社大林組 株式会社児島工務店 ミネベア大森工場解体工事
解体工事

5,160㎡
東京都 H26.3月～H26.6月

京急建設株式会社 株式会社東輝建設 仲木戸駅駅舎改修他工事建築工事
新築工事

1,500㎡
横浜市 H26.3月～H27.3月

京急建設株式会社 株式会社重賢工業 ソニー五反田ユースハウス既存建物解体工事
解体工事

2,450㎡
東京都 H26.4月～26.7月

株式会社戸田建設 株式会社重賢工業 糀谷駅前再開発工事
解体工事

13,500㎡
東京都 H26.4月～H26.9月

清水建設株式会社 株式会社本間工務店 対星館渓谷電車乗り場
解体工事

3,000㎡
足柄下郡 H26.4月～H27.6月

清水建設株式会社 株式会社本間工務店 日立工場本館解体工事
解体工事

5,575㎡
横浜市 H26.6月～H26.9月

株式会社重賢工業 株式会社重賢工業 中野TJビル解体工事
解体工事

3,015㎡
東京都 H26.6月～H26.9月

東急建設株式会社 株式会社東輝建設 相模病院リニアックサーバー棟新築工事
新築工事

7,230㎡
相模原市 H26.8月～H27.1月

株式会社児島工務店 株式会社東輝建設 藤沢市役所新庁舎建設に伴う既存校舎解体工事
解体工事

6,697㎡
藤沢市 H26年8月～H27.3月

スターツアメニティ(株) 株式会社東輝建設 プロシード中河原二番館外装リフレッシュ工事
改修工事

4,380㎡
府中市 H26.10月～H26.12月

株式会社横山工務店 (株)横山工務店 富士見中学校他１校格技室改修その他工事
改修工事

725㎡
川崎市 H26.11月～H28.３月

(株)ﾊﾟﾜｰｽﾞｱﾝﾘﾐﾃｯﾄﾞ 株式会社東輝建設 新横浜1丁目プロジェクト新築工事
新築工事

2,600㎡
横浜市 H26.12月～H28.3月

■平成26年主な工事実績/仮設事業部



元請業者 一次会社 工事名 工事規模 工事場所 工事期間

株式会社大勝 株式会社東輝建設 グローベル横浜平沼1丁目マンション新築工事
新築工事

1,619㎡
横浜市 H25.1月～H25.11月

株式会社大勝 株式会社東輝建設 アルコード横浜吉野町新築工事
新築工事

3,200㎡
横浜市 H25.２月～H25.11月

株式会社大勝 株式会社東輝建設 クオス鷺沼新築工事
新築工事

3,600㎡
川崎市 H25.1月～H25.12月

株式会社大勝 株式会社東輝建設 ㈱ルネッサンス大磯新築工事
新築工事

4,500㎡
神奈川県中郡 H25.9月～H26.8月

株式会社大勝 株式会社東輝建設 ソラーナセヤ新築工事 新築工事 横浜市 H25.11月～H26.7月

株式会社ヨコソー 株式会社東輝建設 ライオンズステージ関内メダリオン外壁その他大規模修繕工事
改修工事

6,106㎡
横浜市 H25.２月～H25.７月

株式会社ヨコソー 株式会社東輝建設 ライオンスステーションプラザ大和外壁その他大規模修繕工事
改修工事

4,590㎡
大和市 H25.5月～H25.９月

坪井工業株式会社 株式会社東輝建設 万騎が原駅飛散防止フィルム補修工事
既存フィルム剥離・飛散防止

フィルム貼付
横浜市 H25.3月～H25.3月

坪井工業株式会社 株式会社東輝建設 製鋼建屋レードル．CCヤード屋根・壁更新工事
改修工事

8,705㎡
神栖市 H25.6月～H25.10月

矢作建設工業株式会社 株式会社東輝建設 吉祥寺プロジェクト新築工事
新築工事

11,170㎡
三鷹市 H25.6月～H26.5月

清水建設株式会社 株式会社アート建装 新宿伊勢丹改修工事
改修工事

4,200㎡
東京都 H25.6月～H27.5月

(株)ﾊﾟﾜｰｽﾞｱﾝﾘﾐﾃｯﾄﾞ 株式会社東輝建設 原町田プロジェクト新築工事
新築工事

3,250㎡
町田市 H25.7月～H27.6月

(株)ﾊﾟﾜｰｽﾞｱﾝﾘﾐﾃｯﾄﾞ 株式会社東輝建設 宿町プロジェクト新築工事
新築工事

1,400㎡
横浜市 H25.9月～H26.4月

株式会社横山工務店 株式会社重野工業 上丸子小学校解体工事
解体工事

3,864㎡
川崎市 H25.7月～H27.11月

鹿島建設株式会社 株式会社児島工務店 東急ハンズ解体工事
解体工事

9,921㎡
横浜市 H25.8月～H26.2月

株式会社大林組 株式会社児島工務店 マルエツ解体工事
解体工事

6,438㎡
横浜市 H25.9月～H26.1月

京急建設株式会社 株式会社東輝建設 金沢文庫駅プラットホーム拡幅及び現業事務所改築工事
新築工事

5,700㎡
横浜市 H25.10月～H25.12月

株式会社重賢工業 株式会社東輝建設 澁谷児童福祉ｾﾝﾀｰ解体工事
解体工事

3,826㎡
東京都 H25.12月～H26.3月

■平成25年主な工事実績/仮設事業部


