
快適職場 認定作業所一覧
No. 会社名 作業所名 認定種別 認定番号 所在地住所

1 株式会社大林組 東京本店　晴海二丁目工事事務所 プラチナ 01P-020-01 東京都中央区晴海

2 株式会社大林組 東京本店　東京医科大学西新宿工事事務所 プラチナ 01P-020-02 東京都新宿区西新宿

3 株式会社大林組 東京本店　メトロ方南町駅工事事務所 快適 01K-020-01 東京都杉並区方南

4 株式会社大林組 東京本店　神田錦町二丁目工事事務所 プラチナ 01P-020-03 東京都千代田区神田小川町

5 株式会社大林組 大阪本店　新南海会館建設JV工事事務所 プラチナ 01P-020-04 大阪市中央区難波中

6 株式会社大林組 大阪本店　高麗橋２丁目工事事務所 プラチナ 01P-020-05 大阪市中央区今橋

7 株式会社大林組 神戸支店　神戸市桜の宮住宅JV工事事務所 プラチナ 01P-020-06 神戸市北区甲栄台

8 株式会社大林組 名古屋支店　JR東海浜松工事事務所 快適 01K-020-02 静岡県浜松市中区東伊場

9 株式会社大林組 名古屋支店　知多信用金庫工事事務所 プラチナ 01P-020-07 愛知県半田市雁宿町

10 株式会社大林組 札幌支店　NHK札幌JV工事事務所 プラチナ 01P-020-08 札幌市中央区北1条

11 株式会社大林組 札幌支店　京王札幌北口JV工事事務所 プラチナ 01P-020-09 札幌市北区北8条

12 株式会社大林組 札幌支店　恵庭焼却施設建築JV工事事務所 プラチナ 01P-020-10 恵庭市中島松

13 株式会社大林組 東北支店　新青森陸上競技場JV工事事務所 プラチナ 01P-020-11 青森県青森市宮田

14 株式会社大林組 九州支店　天神赤坂ＰＪ工事事務所 プラチナ 01P-020-12 福岡市中央区大名

15 株式会社大林組 九州支店　アシュラン南大利工事事務所 プラチナ 01P-020-13 大野城市南大利

16 株式会社大林組 九州支店　福岡市美術館ＲＮ工事事務所 快適 01K-020-03 福岡市中央区大濠公園

17 株式会社大林組 九州支店　近鉄博多ビルJV工事事務所 快適 01K-020-04 福岡市博多区博多駅東

18 株式会社大林組 九州支店　日銀福岡工事事務所 プラチナ 01P-020-14 福岡市中央区天神

19 株式会社大林組 九州支店　産業医科大学病院工事事務所 プラチナ 01P-020-15 北九州市八幡西区医生ヶ丘

20 株式会社大林組 九州支店　熊本城工事事務所 プラチナ 01P-020-16 熊本市中央区本丸地内

21 株式会社大林組 九州支店　鹿児島銀行新本店JV工事事務所 快適 01K-020-05 鹿児島市大黒町

22 株式会社大林組 四国支店　香川県庁耐震改修ＪＶ工事事務所 快適 01K-020-06 香川県高松市天神前

23 株式会社大林組 四国支店　クレメントイン高松工事事務所 プラチナ 01P-020-17 香川県高松市西の丸町

24 株式会社大林組 東京本店 神宮前二丁目工事事務所 プラチナ 01P-020-18 東京都渋谷区神宮前

25 株式会社大林組 外環北行シールドＪＶ工事事務所 プラチナ 01P-020-19 東京都世田谷区大蔵

26 株式会社大林組 外環中央北ランプＪＶ工事事務所 プラチナ 01P-020-20 東京都三鷹市北野

27 株式会社大林組 新東名高取山東ＪＶ工事事務所 プラチナ 01P-020-21 神奈川県伊勢原市子易字町屋裏

28 株式会社大林組 外環中央ＢランプＪＶ工事事務所／外環中央ＦランプＪＶ工事事務所 プラチナ 01P-020-22 東京都調布市緑ケ丘

29 株式会社大林組 南北線陸上トンネルＪＶ工事事務所 プラチナ 01P-020-23 東京都江東区有明       

30 株式会社大林組 上信越北野牧工事事務所     プラチナ 01P-020-24 長野県佐久市長土呂

31 株式会社大林組 八王子館シールドＪＶ工事事務所 プラチナ 01P-020-25 東京都八王子市館町

32 株式会社大林組 新名神四日市西ＪＶ工事事務所 プラチナ 01P-020-26 三重県四日市市水沢町

33 株式会社大林組 尾鷲トンネル北工事事務所 プラチナ 01P-020-27 三重県尾鷲市瀬木山町

34 株式会社大林組 古川ポンプ場ＪＶ工事事務所    プラチナ 01P-020-28 大阪府堺市堺区神南辺町

35 株式会社大林組 安威川ダムＪＶ工事事務所      プラチナ 01P-020-29 大阪府茨木市大字生保

36 株式会社大林組 広島高速５号線ＪＶ工事事務所 プラチナ 01P-020-30 広島県広島市東区二葉の里

37 オリエンタル白石株式会社 東九州道（志布志～大崎）菱田川橋上部工工事作業所 プラチナ 01P-026-01 鹿児島県志布志市有明町野井倉

38 オリエンタル白石株式会社 福岡３号遠賀高架橋オフランプ外上部工工事作業所 プラチナ 01P-026-02 福岡県遠賀郡遠賀町遠賀川

39 鹿島建設株式会社 新幹線昆布トンネルJV工事事務所 プラチナ 01P-029-01 北海道虻田郡ニセコ町字有島

40 鹿島建設株式会社 帯広第2地方合同庁舎建築工事事務所 プラチナ 01P-029-02 北海道帯広市西四条

41 鹿島建設株式会社 大狩部トンネルJV工事事務所 プラチナ 01P-029-03 北海道新冠郡新冠町大狩部

42 鹿島建設株式会社 北7条東2丁目計画新築工事　JV工事事務所 プラチナ 01P-029-04 北海道札幌市東区北6条

43 鹿島建設株式会社 女川町震災復興事業　おながわまちづくりJV工事事務所 プラチナ 01P-029-05 宮城県牡鹿郡女川町女川浜字新田

44 鹿島建設株式会社 宮古市中心市街地拠点施設建設ＪＶ工事事務所 プラチナ 01P-029-06 岩手県宮古市栄町

45 鹿島建設株式会社 白井地区道路工事事務所 プラチナ 01P-029-07 岩手県下閉伊郡普代村第19地割白井

46 鹿島建設株式会社 新区界トンネル工事事務所 プラチナ 01P-029-08 岩手県宮古市区界第2地割

47 鹿島建設株式会社 富岡町廃棄物処理業務事務所 プラチナ 01P-029-09 福島県双葉郡楢葉町大字井出苅集

48 鹿島建設株式会社 日本橋室町三丁目地区再開発Ａ地区新築ＪＶ工事事務所 プラチナ 01P-029-10 東京都中央区日本橋室町

49 鹿島建設株式会社 OH-1計画新築工事事務所 プラチナ 01P-029-11 東京都千代田区大手町

50 鹿島建設株式会社 順天堂大学キャンパス・ホスピタル再編事業新研究棟建設計画工事事務所 プラチナ 01P-029-12 東京都文京区本郷

51 鹿島建設株式会社 竹芝地区開発計画（業務棟）新築工事事務所 プラチナ 01P-029-13 東京都港区海岸

52 鹿島建設株式会社 東京大学（本郷）クリニカルリサーチセンター施設整備事業工事事務所 プラチナ 01P-029-14 東京都文京区本郷

53 鹿島建設株式会社 武蔵小山ﾊﾟﾙﾑ駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事事務所 プラチナ 01P-029-15 東京都品川区小山

54 鹿島建設株式会社 豊島プロジェクトＡ棟新築工事事務所 プラチナ 01P-029-16 東京都豊島区東池袋

55 鹿島建設株式会社 豊島プロジェクトB棟新築工事事務所 プラチナ 01P-029-17 東京都豊島区東池袋

56 鹿島建設株式会社 新東名仁杉高架橋工事事務所 プラチナ 01P-029-18 静岡県御殿場市仁杉字滝ノ尾

57 鹿島建設株式会社 青木浄水場更新工事事務所 プラチナ 01P-029-19 新潟県見附市青木町

58 鹿島建設株式会社 常磐工区JV工事事務所 プラチナ 01P-029-20 大阪府堺市北区常磐町

59 鹿島建設株式会社 オービック御堂筋工事事務所 プラチナ 01P-029-21 大阪府大阪市中央区淡路町

60 鹿島建設株式会社 福岡高地家簡裁庁舎新営建築工事事務所 プラチナ 01P-029-22 福岡県福岡市中央区六本松



No. 会社名 作業所名 認定種別 認定番号 所在地住所

61 鹿島建設株式会社 小平天神立坑工事事務所 快適 01K-029-01 東京都小平市花小金井

62 株式会社熊谷組 仙台医療センター　作業所 プラチナ 01P-036-01 宮城県仙台市宮城野区宮城野

63 株式会社熊谷組 湯ヶ島第三トンネル　作業所 快適 01K-036-01 静岡県伊豆市矢熊字紺屋ノ下

64 五洋建設株式会社 中島海岸災害復旧工事（その２）工事事務所 快適 01K-043-01 宮城県気仙沼市本吉町外尾

65 五洋建設株式会社 東京国際空港国際線地区アプローチ他築造等工事　作業所 プラチナ 01P-043-01 東京都大田区羽田空港

66 五洋建設株式会社 名古屋西JCT工事事務所 プラチナ 01P-043-02 愛知県あま市七宝町伊福十三

67 五洋建設株式会社 日方水門工事事務所 快適 01K-043-02 和歌山県海南市

68 五洋建設株式会社 新南陽工事事務所 快適 01K-043-03 山口県周南市臨海町地先

69 五洋建設株式会社 高速５号中山IC工事事務所 快適 01K-043-04 広島市東区中山南

70 五洋建設株式会社 徳島小松島港沖洲（外）地区防波堤築造等工事事務所 快適 01K-043-05 徳島県徳島市津田海岸町

71 五洋建設株式会社 日立造船・五洋建設　特定建設工事共同企業体　横須賀ごみ処理施設建築工事事務所 プラチナ 01P-043-03 横須賀市長坂

72 五洋建設株式会社 国立国会図書館関西館新館（仮称）建築工事　工事事務所 快適 01K-043-06 京都府相楽郡精華町精華台

73 五洋建設株式会社 日立造船・五洋建設　特定建設工事共同体　五洋・浅川清掃工場建築工事工事事務所 プラチナ 01P-043-04 東京都日野市石田

74 清水建設株式会社 船越（２８）庁舎新設建築その他工事作業所 プラチナ 01P-051-01 神奈川県横須賀市船越町

75 清水建設株式会社 (仮称)MM-21-54街区プロジェクト建設所 プラチナ 01P-051-02 横浜市西区みなとみらい

76 清水建設株式会社 （仮称）ＭＭ２１地区４７街区開発計画 快適 01K-051-01 横浜市西区みなとみらい

77 清水建設株式会社 三波工業北棟建替工事 プラチナ 01P-051-03 神奈川県横浜市金沢区福浦

78 清水建設株式会社 千歳自動車工業株式会社磯子工場新築計画 快適 01K-051-02 神奈川県横浜市磯子区磯子

79 清水建設株式会社 Itami　Advanced　Project　作業所 快適 01K-051-03 兵庫県尼崎市猪名寺

80 清水建設株式会社 六甲バター(株)神戸工場新築工事建設所 プラチナ 01P-051-04 兵庫県神戸市西区見津が丘

81 清水建設株式会社 陸前高田市震災復興事業作業所 快適 01K-051-04 岩手県陸前高田市竹駒町十日市場

82 清水建設株式会社 岩手医科大学総合移転整備計画　附属病院新築工事 快適 01K-051-05 岩手県紫波郡矢巾町大字藤沢

83 清水建設株式会社 （仮称）東北医科薬科大学新大学病院棟新築工事 快適 01K-051-06 宮城県仙台市宮城野区高砂

84 清水建設株式会社 相馬LNGタンク作業所 快適 01K-051-07 福島県相馬郡新地町駒ヶ嶺字今神

85 清水建設株式会社 江東南北線トンネル作業所 プラチナ 01P-051-05 東京都江東区青海

86 清水建設株式会社 東京国際空港際内トンネル他築造等工事作業所 プラチナ 01P-051-06 東京都大田区羽田空港

87 清水建設株式会社 新東名高速道路高松トンネル工事作業所 プラチナ 01P-051-07 神奈川県足柄上郡山北町岸

88 清水建設株式会社 新東名高速道路　川西工事作業所 プラチナ 01P-051-08 神奈川県足柄上郡山北町岸

89 清水建設株式会社 福岡都市計画都市高速鉄道事業５号西日本鉄道天神大牟田線新線工事２工区 快適 01K-051-08 福岡県大野城市曙町

90 清水建設株式会社 有明体操競技場新築工事 プラチナ 01P-051-09 東京都江東区有明

91 清水建設株式会社 虎ノ門トラストシティ　ワールドゲート新築工事 プラチナ 01P-051-10 東京都港区虎ノ門

92 清水建設株式会社 日本大学お茶の水総合開発(第2期)のうち理工学部駿河台校舎南棟　(仮称)新築工事(建築) プラチナ 01P-051-11 東京都千代田区神田駿河台

93 清水建設株式会社 (仮称)東京海上日動西落合研修所新築工事 プラチナ 01P-051-12 東京都新宿区西落合

94 清水建設株式会社 武蔵小金井駅南口第２地区第一種市街地再開発事業 快適 01K-051-09 東京都小金井市本町

95 清水建設株式会社 和泉市立病院新病院建設事業及び槇尾川公園整備事業 プラチナ 01P-051-13 大阪府和泉市和気町

96 大成建設株式会社 東京外かく環状道路　大泉南工事作業所 プラチナ 01P-061-01 東京都練馬区石神井町

97 大成建設株式会社 中央新幹線　南アルプストンネル（山梨工区）作業所 プラチナ 01P-061-02 山梨県南巨摩郡早川町新倉

98 大成建設株式会社 馬事公苑整備工事作業所 プラチナ 01P-061-03 東京都世田谷区弦巻

99 大成建設株式会社 西部処理場高段ポンプ棟作業所 プラチナ 01P-061-04 兵庫県神戸市長田区南駒栄町

100 大成建設株式会社 名古屋中央雨水幹線下水道築造工事（その２）作業所 プラチナ 01P-061-05 愛知県名古屋市西区花の木

101 大成建設株式会社 長崎高架長崎駅部南BL新設他工事作業所 快適 01K-061-01 長崎県長崎市尾上町

102 大成建設株式会社 福岡市地下鉄七隈線博多駅（仮称）工区建設工事作業所 プラチナ 01P-061-06 福岡市博多区博多駅前

103 大成建設株式会社 望月寒川シールド作業所 プラチナ 01P-061-07 北海道札幌市豊平区平岸

104 大成建設株式会社 国道106号磯鶏地区道路工事作業所 プラチナ 01P-061-08 岩手県宮古市藤原

105 大成建設株式会社 静間仁摩道路宅野トンネル工事作業所 プラチナ 01P-061-09 島根県大田市仁摩町馬路

106 大成建設株式会社 横浜環状南線桂台トンネル工事作業所 プラチナ 01P-061-10 神奈川県横浜市栄区上郷町

107 大成建設株式会社 西部バイパス幹線工事作業所 プラチナ 01P-061-11 香川県高松市瀬戸内町

108 大成建設株式会社 新潟環境エコパーク３期工事作業所 プラチナ 01P-061-12 新潟県三島郡出雲崎町大字稲川

109 大成建設株式会社 新国立競技場整備事業 プラチナ 01P-061-13 東京都新宿区霞ヶ丘町

110 大成建設株式会社 港南一丁目地区業務施設･住宅建設その他工事 快適 01K-061-02 東京都港区港南

111 大成建設株式会社 世田谷区梅ヶ丘拠点整備事業に係る開発工事及び仮称区複合棟新築工事 プラチナ 01P-061-14 東京都世田谷区松原

112 大成建設株式会社 西新宿６丁目計画(仮称) 快適 01K-061-03 東京都新宿区西新宿

113 大成建設株式会社 （仮称）豊洲二丁目駅前地区第一種市街地再開発事業２－１街区AC棟 プラチナ 01P-061-15 東京都江東区豊洲

114 大成建設株式会社 気象庁虎ノ門庁舎(仮称)･港区立教育センター新築工事 プラチナ 01P-061-16 東京都港区虎ノ門

115 大成建設株式会社 銀座六丁目ホテル計画 プラチナ 01P-061-17 東京都中央区銀座

116 大成建設株式会社 国際法務総合センターC工区営（建築）工事 プラチナ 01P-061-18 東京都昭島市中神町

117 大成建設株式会社 四谷駅前地区再開発建設工事 快適 01K-061-04 東京都新宿区四谷

118 大成建設株式会社 （仮称）西新宿六丁目第５ブロック計画 プラチナ 01P-061-19 東京都新宿区西新宿

119 大成建設株式会社 京都経済センター（仮称）整備事業工事 プラチナ 01P-061-20 京都府京都市下京区綾小路通鳥丸西入童侍者町

120 大成建設株式会社 堺市民芸術文化ホール建設工事 プラチナ 01P-061-21 大阪府堺市堺区翁橋町

121 大成建設株式会社 いなべ市新庁舎建設工事作業所 プラチナ 01P-061-22 三重県いなべ市北勢町阿下喜

122 大成建設株式会社 愛知県環境調査センター・愛知県衛生研究所整備等事業 プラチナ 01P-061-23 愛知県名古屋市北区辻町字流

123 大成建設株式会社 東部医療センター新病棟改築工事 快適 01K-061-05 愛知県名古屋市千種区若水



No. 会社名 作業所名 認定種別 認定番号 所在地住所

124 大成建設株式会社 浜松地区ＣＳセンター作業所 快適 01K-061-06 浜松市中区旭町

125 大成建設株式会社 リンナイ大口工場　厚生棟・プレス部品材料倉庫新築工事 快適 01K-061-07 愛知県丹羽郡大口町替地

126 大成建設株式会社 中央緑地新体育館建設工事作業所 快適 01K-061-08 三重県四日市市日永東

127 大成建設株式会社 熊本都市計画桜町地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事 快適 01K-061-09 熊本県熊本市中央区桜町

128 大成建設株式会社 松浦発電所第2号機増設工事建築作業所 快適 01K-061-10 長崎県松浦市志佐町白浜免字開発

129 大成建設株式会社 （仮称）仙台市青葉区PJ新築工事作業所 快適 01K-061-11 宮城県仙台市青葉区本町

130 大成建設株式会社 イオンモール名取増床棟新築工事作業所 快適 01K-061-12 宮城県名取市杜せきのした

131 大成建設株式会社 （仮称）気仙沼市魚市場ＣＤ棟・Ｅ棟建設工事作業所 プラチナ 01P-061-24 宮城県気仙沼市仲町

132 大成建設株式会社 いわき市立総合磐城共立病院　新病院建設事業作業所 快適 01K-061-13 福島県いわき市内郷御厩町久世原

133 大成建設株式会社 東京エレクトロン宮城株式会社新開発棟新築工事作業所 プラチナ 01P-061-25 宮城県黒川郡大和町

134 大成建設株式会社 第一三共ケミカルファーマ株式会社小名浜工場ADC原薬製造設備工事作業所 快適 01K-061-14 福島県いわき市泉町下川字大剣

135 大成建設株式会社 横浜ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝこどもﾐｭｰｼﾞｱﾑ＆ﾓｰﾙ移転ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ作業所 プラチナ 01P-061-26 横浜市西区みなとみらい

136 大成建設株式会社 (仮称)京急グループ本社新社屋建設工事 プラチナ 01P-061-27 神奈川県横浜市西区高島

137 大成建設株式会社 小杉町3丁目東地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事 快適 01K-061-15 神奈川県川崎市中原区小杉町

138 大成建設株式会社 横浜CSｾﾝﾀｰ作業所 プラチナ 01P-061-28 横浜市西区みなとみらい

139 大成建設株式会社 ＦＬＥ計画作業所 プラチナ 01P-061-29 千葉県浦安市舞浜

140 大成建設株式会社 習志野第一病院建替工事作業所 プラチナ 01P-061-30 千葉県習志野市津田沼

141 大成建設株式会社 プレナスフーズ関東総合工場新築工事 快適 01K-061-16 埼玉県北葛飾郡杉戸町深輪

142 大成建設株式会社 芳賀赤十字病院移転新築工事 プラチナ 01P-061-31 栃木県真岡市中郷萩田地区内

143 大成建設株式会社 大宮区役所新庁舎整備事業 プラチナ 01P-061-32 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町

144 大日本土木株式会社 　筑波測量　作業所 快適 01K-064-01 茨城県つくば市島内地区

145 株式会社竹中工務店 女川町庁舎等整備事業作業所 快適 01K-067-01 宮城県牡鹿郡女川町女川浜字女川

146 株式会社竹中工務店 山形大学重粒子線がん治療施設新営その他工事作業所 快適 01K-067-02 山形県山形市飯田西

147 株式会社竹中工務店 ユーメディア印刷工場新築工事作業所 快適 01K-067-03 仙台市若林区六丁の目西町

148 株式会社竹中工務店 慈恵医大西新橋キャンパス整備１期 プラチナ 01P-067-01 東京都港区西新橋

149 株式会社竹中工務店  日本電波塔展望台ＥＶ・外装更新工事作業所 快適 01K-067-04 東京都港区芝公園

150 株式会社竹中工務店  （仮称）白金二丁目計画　作業所 プラチナ 01P-067-02 東京都港区白金

151 株式会社竹中工務店  （仮称）愛宕山周辺地区（I地区）新築工事　作業所 プラチナ 01P-067-03 東京都港区愛宕

152 株式会社竹中工務店  小学館飯田橋複合施設 プラチナ 01P-067-04 東京都新宿区小川町

153 株式会社竹中工務店  港区役所庁舎大規模改修工事 快適 01K-067-05 東京都港区芝公園

154 株式会社竹中工務店  （仮称）六本木一丁目計画 快適 01K-067-06 東京都港区六本木

155 株式会社竹中工務店  愛知県大規模展示場建設工事作業所 プラチナ 01P-067-05 愛知県常滑市セントレア

156 株式会社竹中工務店 京都センチュリーホテル新館増築及び本館改修工事 快適 01K-067-07 京都市下京区東塩小路町

157 株式会社竹中工務店  （仮称）京都東山計画 快適 01K-067-08 京都府京都市東山区桝屋町

158 株式会社竹中工務店  日清食品株式会社新滋賀工場新築工事 快適 01K-067-09 滋賀県栗東市下鈎

159 株式会社竹中工務店 阪神阪急梅田一丁目一番地 快適 01K-067-10 大阪市北区梅田

160 株式会社竹中工務店  関電高浜発電所免震事務棟 快適 01K-067-11 福井県大飯郡高浜町田ノ浦

161 株式会社竹中工務店 国立循環器病研究センター移転建替整備事業作業所 プラチナ 01P-067-06 大阪府吹田市岸部新町

162 株式会社竹中工務店 （仮称）大阪市中央区北浜二丁目計画新築工事作業所 プラチナ 01P-067-07 大阪府大阪市中央区北浜

163 株式会社竹中工務店 読売テレビ新社屋建設計画 プラチナ 01P-067-08 大阪府大阪市中央区城見

164 株式会社竹中工務店 近鉄不動産福島７丁目マンション 快適 01K-067-12 大阪府大阪市福島区

165 株式会社竹中工務店 大阪市北区豊崎３丁目計画新築工事 快適 01K-067-13 大阪市北区豊崎

166 株式会社竹中工務店 （仮称）大淀南2丁目計画住宅棟新築工事 快適 01K-067-14 大阪市北区大淀南

167 株式会社竹中工務店 小野薬品工業株式会社山口工場建設工事 プラチナ 01P-067-09 山口県山口市佐山字村山

168 株式会社竹中工務店 （仮称）山口不動産大塚北口Ｃ地区計画作業所 プラチナ 01P-067-10 東京都豊島区北大塚

169 株式会社竹中土木 湯河原町真鶴町最終処分場再整備作業所 プラチナ 01P-068-01 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜

170 株式会社竹中土木 北陸新幹線、武生橋りょう他作業所 快適 01K-068-01 福井県越前市横市町

171 鉄建建設株式会社 岩切駅作業所 プラチナ 01P-073-01 宮城県仙台市宮城野区岩切字洞ノ口

172 鉄建建設株式会社 ＪＶ新潟駅建築作業所 快適 01K-073-01 新潟市中央区笹口

173 鉄建建設株式会社 渡島トンネル作業所 快適 01K-073-02 北海道北斗市本郷

174 鉄建建設株式会社 ＪＶ新潟駅作業所 プラチナ 01P-073-02 新潟県新潟市中央区笹口

175 鉄建建設株式会社 JV上平井作業所 プラチナ 01P-073-03 東京都葛飾区西新小岩

176 鉄建建設株式会社 ＪＶ横浜羽沢作業所 快適 01K-073-03 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町

177 鉄建建設株式会社 ＪＶ武生トンネル作業所 プラチナ 01P-073-04 福井県越前市向新保町

178 鉄建建設株式会社 ＪＶ栄田高架橋作業所 プラチナ 01P-073-05 長崎県諫早市栄田町

179 東急建設株式会社 南町田プロジェクト商業施設新築工事(中央敷地)JV プラチナ 01P-076-01 東京都町田市鶴間

180 戸田建設株式会社 関東地整中央ＪＣＴ函渠 快適 01K-080-01 東京都世田谷区北烏山

181 戸田建設株式会社 埼玉県中川処理場ケーソン 快適 01K-080-02 埼玉県三郷市番匠免

182 戸田建設株式会社 神戸市西部処理場築造 プラチナ 01P-080-01 神戸市長田区南駒栄

183 戸田建設株式会社 鉄運機構八雲立岩トンネル プラチナ 01P-080-02 北海道二海郡八雲町立岩

184 戸田建設株式会社 宮城県津谷川災害復旧 プラチナ 01P-080-03 宮城県気仙沼市本吉町泉

185 戸田建設株式会社 中国地整出雲神西トンネル プラチナ 01P-080-04 島根県出雲市西神西町

186 戸田建設株式会社 鉄運機構九幹西武雄トンネル プラチナ 01P-080-05 佐賀県武雄市東川登町大字永野大坪
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187 戸田建設株式会社 虎の門病院整備事業 快適 01K-080-03 東京都港区虎ノ門

188 戸田建設株式会社 コーシャハイム向原（第３期）建築及びその他工事 プラチナ 01P-080-06 東京都板橋区向原

189 戸田建設株式会社 (仮称)桜美林大学百人町キャンパス計画 プラチナ 01P-080-07 東京都新宿区百人町

190 戸田建設株式会社 （仮称）東京音楽大学新キャンパス計画 快適 01K-080-04 東京都目黒区上目黒

191 戸田建設株式会社 （仮称）ESR 市川ディストリビューションセンター新築工事 プラチナ 01P-080-08 千葉県市川市二俣

192 戸田建設株式会社 国際医療福祉大学成田病院新築工事 プラチナ 01P-080-09 千葉県成田市畑ヶ田地蔵前

193 戸田建設株式会社 東京LSセンター川崎拠点新棟建設計画 快適 01K-080-05 川崎市川崎区田辺新田

194 戸田建設株式会社 函館国際ホテル耐震補強・建替工事作業所 快適 01K-080-06 北海道函館市大手町

195 戸田建設株式会社 登米市立米谷病院建設工事 プラチナ 01P-080-10 宮城県登米市東和町米谷字元町地内

196 戸田建設株式会社 (株)出雲村田製作所G棟物流棟建設建築工事 プラチナ 01P-080-11 島根県出雲市斐川町神氷字宮崎

197 戸田建設株式会社 長崎県立・大村市立一体型図書館及び大村市歴史資料館(仮称)新築工事 プラチナ 01P-080-12 長崎県大村市東本町

198 飛島建設株式会社 梁川トンネル作業所 快適 01K-081-01 岩手県奥州市江刺区梁川二渡

199 飛島建設株式会社 小雀作業所 快適 01K-081-02 神奈川県横浜市戸塚区小雀町

200 飛島建設株式会社 野菊の里高度処理作業所 快適 01K-081-03 千葉県松戸市下矢切

201 飛島建設株式会社 高橋ポンプ場作業所 快適 01K-081-04 静岡県静岡市清水区 高橋

202 飛島建設株式会社 岩倉取水工作業所 プラチナ 01P-081-01 愛知県豊田市簗平町神田

203 西松建設株式会社 いわき工事事務所 プラチナ 01P-087-01 福島県いわき市小名浜字辰巳町

204 西松建設株式会社 仙台卸町出張所 快適 01K-087-01 仙台市宮城野区萩町

205 西松建設株式会社 大井南再開発工事事務所 プラチナ 01P-087-02 東京都品川区大井

206 西松建設株式会社 渋谷宇田川町工事事務所 プラチナ 01P-087-03 東京都渋谷区宇田川町

207 橋本店・長谷川建設共同企業体 東部復興道路　岡田新浜工区その5 作業所 快適 01K-093-01 仙台市宮城野区蒲生字鍋沼

208 橋本店・河北建設・長谷川建設共同企業体 諏訪町ポンプ場　作業所 プラチナ 01P-093-01 仙台市太白区諏訪町

209 橋本店・高工共同企業体 東部復興道路 藤塚工区その1　作業所 快適 01K-093-02 仙台市若林区井土字宅地

210 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）小田急相模原駅前西地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事 快適 01K-094-01 神奈川県座間市相模が丘

211 株式会社長谷工コーポレーション 都営住宅28CS-101東（港区北青山三丁目・港区施設）工事 プラチナ 01P-094-01 東京都港区北青山

212 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）江東新砂計画新築工事 快適 01K-094-02 東京都江東区新砂

213 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）港区海岸2丁目　新築工事 快適 01K-094-03 東京都港区海岸

214 株式会社長谷工コーポレーション 鴻巣駅東口駅通り地区第一種市街地再開発事業　新築工事 プラチナ 01P-094-02 埼玉県鴻巣市本町

215 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業第5-4街区新築工事 プラチナ 01P-094-03 東京都中央区晴海

216 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）天王洲計画(タワー棟)新築工事 プラチナ 01P-094-04 東京都　品川区東品川

217 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）品川区東大井１丁目計画　新築工事 プラチナ 01P-094-05 東京都品川区東大井

218 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）東品川4丁C街区　新築工事 プラチナ 01P-094-06 東京都品川区東品川

219 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）SGR八王子八日町　新築工事 快適 01K-094-04 東京都八王子市八日町

220 株式会社長谷工コーポレーション 名鉄不　メイツ大和深見台新築工事 快適 01K-094-05 神奈川県大和市深見台

221 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）住友不　横浜戸部計画　新築工事 快適 01K-094-06 神奈川県横浜市西区伊勢町

222 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）港北区　高田西計画　新築工事 快適 01K-094-07 神奈川県横浜市港北区高田西

223 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）等々力7丁目計画　新築工事 快適 01K-094-08 東京都世田谷区等々力

224 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）㈱ブリヂストン横浜社宅　新築工事 快適 01K-094-09 神奈川県横浜市戸塚区柏尾町

225 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）座間市相武台二丁目計画　新築工事 プラチナ 01P-094-07 神奈川県座間市相武台

226 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）川崎市鈴木町西計画　新築工事 プラチナ 01P-094-08 神奈川県川崎市川崎区大師駅前

227 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）緑区十日市場町20街区計画新築工事 快適 01K-094-10 神奈川県横浜市緑区十日市場町

228 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）中央林間計画　1工区　新築工事 プラチナ 01P-094-09 神奈川県大和市下鶴間

229 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）辻堂計画（A敷地）新築工事 プラチナ 01P-094-10 神奈川県藤沢市羽鳥

230 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）都筑区茅ヶ崎南2丁目計画　新築工事 快適 01K-094-11 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南

231 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）藤沢住宅建替事業　新築工事 プラチナ 01P-094-11 神奈川県藤沢市藤が岡

232 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）大和地所Ｒ　美浜区高洲　新築工事　作業所 プラチナ 01P-094-12 千葉県千葉市美浜区高洲

233 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）東レ他　我孫子台田　新築工事　作業所 快適 01K-094-12 千葉県我孫子市台田

234 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）近鉄不　品川区二葉1丁目　新築工事　作業所 快適 01K-094-13 東京都品川区二葉

235 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）三井不Ｒ柏の葉163　新築工事　作業所 快適 01K-094-14 千葉県柏市北部中央地区

236 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）荒川区西日暮里2丁目計画　新築工事　作業所 プラチナ 01P-094-13 東京都荒川区西日暮里

237 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）西葛西4丁目計画新築工事　作業所 快適 01K-094-15 東京都江戸川区西葛西

238 株式会社長谷工コーポレーション (仮称)江戸川区　東葛西　9丁目計画　新築工事　作業所 プラチナ 01P-094-14 東京都江戸川区東葛西

239 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）東武鉄道　葛飾区小菅新築工事 快適 01K-094-16 東京都葛飾区小菅

240 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）船橋市習志野台4丁目計画新築工事 快適 01K-094-17 千葉県船橋市習志野台

241 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）東武鉄道他　流山Ｃ１４１　新築工事　作業所 快適 01K-094-18 千葉県流山市十太夫

242 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）流山おおたかの森A７８街区共同住宅新築工事　作業所 快適 01K-094-19 千葉県流山市市野谷

243 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）習志野市大久保一丁目計画　新築工事　作業所 快適 01K-094-20 千葉県習志野市大久保

244 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）ひばりが丘Ｈ街区　新築工事　作業所 快適 01K-094-21 東京都西東京市ひばりが丘

245 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）フージャース　西大宮　新築工事　作業所 プラチナ 01P-094-15 埼玉県さいたま市北区大字清河寺

246 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）川口市東川口6丁目　新築工事　作業所 快適 01K-094-22 埼玉県川口市東川口

247 株式会社フジタ 大槌ＩＣ作業所 快適 01K-105-01 岩手県上閉伊郡大槌町大槌

248 株式会社フジタ 中尾トンネル作業所 プラチナ 01P-105-01 長崎県長崎市田中町

249 株式会社フジタ (仮称)仲よし幼稚園跡地活用計画新築工事作業所 プラチナ 01P-105-02 千葉県習志野市奏の杜
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250 フジタ・畔蒜工務店特定建設工事企業体 千葉がんセンター新棟作業所 プラチナ 01P-105-03 千葉県千葉市中央区仁戸名町

251 松井建設株式会社 (仮称）名戸ヶ谷病院移転新築工事作業所 プラチナ 01P-112-01 千葉県柏市中原

252 松井建設株式会社 尼崎城400年記念館新築工事作業所　　　 プラチナ 01P-112-02 兵庫県尼崎市北城内

253 松井建設株式会社 医療法人　青山会　西条中央病院建替工事作業所 プラチナ 01P-112-03 広島県　東広島市西条昭和町

254 松井建設株式会社 （仮称）昭和区緑町ＰＪ建設工事作業所 快適 01K-112-01 愛知県名古屋市昭和区緑町

255 三井住友建設株式会社 国道45号　夏井高架橋作業所 プラチナ 01P-121-01 岩手県久慈市夏井町鳥谷第7地割

256 三井住友建設株式会社 須賀川市市民交流センター建設工事　須賀川作業所 快適 01K-121-01 福島県須賀川市中町

257 三井住友建設株式会社 常盤橋Ｄ棟作業所 プラチナ 01P-121-02 東京都千代田区大手町

258 三井住友建設株式会社 銀座一丁目作業所 プラチナ 01P-121-03 東京都中央区銀座

259 三井住友建設株式会社 上野池之端プロジェクト新築工事 プラチナ 01P-121-04 東京都台東区池之端

260 三井住友建設株式会社 晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業５－６街区 プラチナ 01P-121-05 東京都中央区晴海

261 三井住友建設株式会社 平成２９・３０年度継続事業　さくらがわ地域医療センター新築工事 快適 01K-121-02 茨城県桜川市高森飯島

262 三井住友建設株式会社 海老名駅間マンション計画新築工事 快適 01K-121-03 神奈川県海老名市めぐみ野

263 株式会社森組 群馬用水緊急改築有馬ﾄﾝﾈﾙ併設水路工事作業所 プラチナ 01P-127-01 群馬県北群馬郡吉岡町大字上野田字木戸前


