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竣工年 物件名・建物名 所在地 用途 規模 構造 備考

2019 横浜市立N小学校改修工事 横浜市内 小学校 ー ― 横浜市建築局
実施設計のみ監理なし

高畑保育園 大田区 保育所
996㎡

地上3階建 鉄骨造

2018 横浜市高齢者施設等調査委託 横浜市内 複合施設 ー ― 横浜市健康福祉局

Y物産湘南クッキングセンター 海老名市 給食工場
850㎡

地上2階建 鉄骨造

希望ヶ丘学園幼保連携認定こども園 横浜市 こども園 1,150㎡
地上２階

鉄骨造
+RC造

栄区　Ｈ邸 横浜市 住宅 200㎡
地上２階 木造

2017 戸塚チューリップ保育園 横浜市 保育所 100㎡
― ＲＣ造 用途変更

すずらん二俣川保育園 横浜市 保育所 100㎡
― 鉄骨造 用途変更

瀬谷障がい者就労支援Ｂ事業所 横浜市 障がい者就
労支援施設

100㎡
― RC造 設計技術協力

2016 相沢２丁目放課後デイ　「ぷちぷち」 横浜市 放課後デイ 150㎡
地上１階 木造

咲くや愛誠 横浜市 介護保険
小規模多機能

300㎡
地上１階 木造

善行駅前あにまる認可保育園 藤沢市 保育所 300㎡
― RC造 用途変更

Ohana認可保育園 大和市 保育所 350㎡
― 鉄骨造 用途変更

2015 東野１丁目知的障がい者
グループホーム 横浜市 障がい者

グループホーム
330㎡

地上２階 木造

二俣川駅前ローズ保育所 横浜市 保育所 100㎡
― 鉄骨造 用途変更

2014 岡崎知的障がい者グループホーム 平塚市 障がい者
グループホーム

300㎡
地上２階 木造

森が丘幼稚園 西棟新築工事 横浜市 幼稚園 700㎡
地上２階 木造

座間南栗原サービス付高齢者向け
住宅新築工事 座間市 有料老人

ホーム
1,000㎡
地上３階 ＲＣ造

大和山王幼稚園認定こども園
移行事業改修工事 大和市 こども園 1,700㎡

地上３階 ＲＣ造 改修

2013 大和保育所認可取得改修工事 大和市 保育所 800㎡
地上２階 木造

宮前デイサービス「さくら」 川崎市 介護保険
通所

100㎡
― 鉄骨造 用途変更

三菱電機システムサービス
北日本支社　新築工事 仙台市 事務所

工場
2,500㎡
地上２階 鉄骨造 設計技術協力

実績表



デイセンター「陽と花」本郷 横浜市 介護保険
通所

150㎡
― 鉄骨造 用途変更

2012 上菅田街路イメージデザイン 横浜市 ― ― ―

日吉薬局改修工事 横浜市 店舗 200㎡
― 木造 用途変更

進行性疾患個人住宅改修工事 船橋市 住宅 200㎡
地上２階 木造 改修

年 物件名 所在地 用途 規模 構造 備考

2011 戸塚区汲沢個人住宅
車椅子使用　外構改修工事 横浜市 住宅 ― ―

きの子保育園 新築工事 大和市 保育所 800㎡
地上２階 木造

ひばり保育園　耐震診断 川崎市 保育所 600㎡
地上２階 RC造

すぎのもり幼稚園　現況調査 横浜市 幼稚園 ― RC造+
鉄骨造

精神障がい者地域活動支援センター
「アニミ」改修工事 横浜市 障がい者地域活

動支援センター
150㎡

― 鉄骨造 改修

障がい者グループホーム
「たんぽぽ」新築工事 横浜市 障がい者

グループホーム
300㎡

地上２階 木造

デイセンター「陽と花」 横浜市 介護保険
通所

100㎡
地上２階 木造

2010 反町 賃貸住宅　新築工事 横浜市 共同住宅 200㎡
地上２階 木造

山下公園 スタイリオ　タワーマンション
テナント工事 横浜市 店舗 1,000㎡

― SRC造 用途変更

2009 戸塚区　ファミリー歯科医院 横浜市 医院 100㎡
― RC造 改修

大船 共同住宅大規模改修工事 鎌倉市 共同住宅 1,000㎡
地上５階 RC造 改修

港北区 自然素材の家 横浜市 住宅 80㎡
地上２階 木造

2008 市が尾幼稚園　耐震改修工事 横浜市 幼稚園 300㎡
地上１階 RC造 改修

柿の実幼稚園木造棟 耐震改修設計 川崎市 幼稚園 300㎡
地上１階 木造

鎌倉大町 スワニー 新築工事 鎌倉市 店舗 1,000㎡
地上３階 ＲＣ造

戸塚区「エストコート」新築工事 横浜市 共同住宅 680㎡
地上３階 ＲＣ造

2007 歯科技工所 新築工事 厚木市 歯科技工所 200㎡
地上２階 鉄骨造

泉区「サンブリエ」新築工事 横浜市 共同住宅 700㎡
地上５階 ＲＣ造

2006 本郷台 個人住宅第二期改修工事 横浜市 住宅 ―
地上２階 木造 改修



緑園都市 個人住宅新築工事 横浜市 住宅 250㎡
地上２階 木造

2005 東芝テック 群馬支店新築工事 高崎市 事務所 700㎡
地上２階 鉄骨造

二子玉川「コルベイジュ」新築工事 世田谷区 共同住宅 300㎡
地上３階 ＲＣ造

東白楽「プラサーダ」新築工事 横浜市 共同住宅 500㎡
地上３階 RC造

年 物件名 所在地 用途 規模 構造 備考

2005 山下町 介護付き有料老人ホーム 横浜市 有料老人
ホーム

2,000㎡
地上７階 SRC造

2004 立川市 住宅改修バリアフリー工事 立川市 住宅 180㎡
地上２階 木造

TMCセンター「高齢者・障がい者の家」 多摩市 店舗
住宅

350㎡
― 鉄骨造

国分寺 Ｍ邸 二世帯住宅 国分寺市 住宅 160㎡
地上２階 鉄骨造
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