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現場名 台数 設計事務所(代表) デベロッパー 
発注者(代表) 発注元会社(代表) 納入年月

JR川崎タワー  KAWASAKI DELTA 200 JR東日本建築設計 東日本旅客鉄道 ー 2021~
T&TⅢビル 6 久米設計 川瀬不動産 安藤・間 2021~
日本通運 新本社ビル 20 鹿島建設 日本通運 鹿島建設 2021~
博多深見パークビルディング 16 三菱地所設計 三菱地所・深見興産 大林組 2021~
常盤橋タワー 10 三菱地所設計 三菱地所 戸田建設 2021~
敦賀市庁舎・敦賀美方消防組合庁舎 12 佐藤総合計画・橘システム設計 敦賀市 清水建設 2021~

世界貿易センタービルディング 南館 38
日建設計・鹿島建設 
トーニチコンサルタント 

ジェイアール東日本設計建築設計

世界貿易センタービルディング・鹿島建設 
東京モノレール・東日本旅客鉄道 鹿島建設 2021~

大林組 技術研究所 4 大林組 大林組 大林組 2021~
品川グランドセントラルタワー 14 三菱地所設計 三菱商事 竹中工務店・乃村工藝社 2020~

広島トランヴェールビルディング 4 日建設計
広島電鉄・広電不動産・三井不動産 

中央三井信託銀行・CMTBファシリティーズ 
もみじ銀行

清水建設 2020~

京都JAビル 11 内藤建築事務所 京都JA会館 大林組 2020~
NHK広島ビル 2 山下設計 日本放送教会・第一生命・三菱地所 大林組 2020~
新正和ビル 14 竹中工務店 正和地所 竹中工務店 2020~
末日聖徒イエス・キリスト教会 日本東京神殿 8 竹中工務店 末日聖徒イエス・キリスト教会 竹中工務店 2020~
名駅ダイヤメイテツビル 28 鹿島建設 三菱倉庫・名古屋鉄道 鹿島建設 2020~
広島パークビル 4 三菱地所設計 三菱地所 大林組 2020~
田町ステーションタワー N棟 16 日建設計・三菱地所設計 東京ガス・三井不動産・三菱地所 清水建設 2020~

文京ガーデンゲートタワー 30 日本設計 春日・後楽園駅前地区 
市街地再開発組合 大成建設 2020~

コモレ四谷タワー 24 日本設計・三菱地所設計 三菱地所 
第５メック都市開発特定目的会社 大成建設 2020~

みずほ丸の内タワー・銀行会館 17 三菱地所設計・日本設計・久米設計 みずほFG・全国銀行協会 
三菱地所

大林組・大成建設 
清水建設JV 2020~

JR横浜タワー 22 JR東日本設計 東日本旅客鉄道 竹中工務店 2019~
東京ポートシティ竹芝 51 鹿島建設・久米設計 アルベログランデ 鹿島建設 2019~
豊洲ベイサイドクロスタワーA棟 27 大成建設 IHI・三井不動産 大成建設 2019~
Otemachi One タワー・三井物産ビル 38 日建設計・鹿島建設 三井不動産・三井物産 鹿島建設 2020~
大同生命札幌ビル 14 日建設計・北海道日建設計 大同生命保険 大林組 2019~
新広島ビルディング 18 三菱地所設計 三菱地所 フジタ 2019~
丸の内永楽ビルディング 8 三菱地所設計 三菱地所 清水建設 2019~

オークラプレステージタワー 45
大成建設・日本設計・森村設計 
NTTファシリティーズ 

谷口建築設計研究所・観光企画設計社
ホテルオークラ 大成建設 2019~

日本橋室町三井タワー 24 日本設計 三井不動産 鹿島建設 2019~
熊本空港国内線別棟 30 ー ー 大成建設 2019~
渋谷ソラスタ 14 清水建設・東急設計コンサルタント 東急不動産 清水建設・東急Re:デザイン 2019~

渋谷ストリーム 102 東急設計コンサルタント・CAt 
大林組 東急 他 東急建設・大林組JV 2019~

渋谷スクランブルスクエア 52 日建設計・東急設計コンサルタント 
JR東日本建築設計・メトロ開発

東急・東日本旅客鉄道 
東京地下鉄 東急建設・大成建設JV 2019~

なんばスカイオ 18 大林組 南海電気鉄道 大林組・竹中工務店 
南海辰村建設JV 2019~

新大手町ビルヂング 6 三菱地所設計 三菱地所 清水建設 2018~
鉄鋼ビルディング 8 三菱地所設計 鉄鋼ビルディング 大成建設・増岡組 2019~
有明セントラルタワー 6 日建設計・戸田建設 有明南A特定目的会社 戸田建設 2018~
丸の内パークビルディング 12 三菱地所設計 三菱地所 竹中工務店 2018~
横浜ブルーアベニュー 7 東畑建築事務所 キャピタランド 長谷工コーポレーション 2018~
大手町プレイス 12 日本設計・大林組 NTT都市開発・都市再生機構 大林組・竹中工務店 2018~

丸の内二重橋ビルディング 11 三菱地所設計・日建設計 三菱地所・東京商工会議所 
東京會舘 大成建設 2018~

ダイヤゲート池袋 41 日建設計 西武プロパティーズ 大林組・西武建設JV 2018~
日鉄日本橋ビル 13 日本設計 日鉄興和不動産 戸田建設 2018~
目黒セントラルスクエア 12 日本設計・大成建設・竹中工務店 目黒駅前地区市街地再開発組合 　大成建設・竹中工務店 2018~
田町ステーションタワー S棟 24 三菱地所設計・日建設計 三井不動産・三菱地所 大成建設 2018~
中央合同庁舎7号館 14 久米設計・大成建設・日本製鐵 ー 大成建設 2017~
伊丹空港(大阪国際空港) 32 ー ー ー 2017~
オーシャンゲートみなとみらい 10 清水建設 東急不動産 清水建設 2017~
東京ガーデンテラス紀尾井町 14 日建設計 西武プロパティーズ 鹿島建設 2017~
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GINZA SIX 4 鹿島建設・谷口建築設計研究所 銀座六丁目10地区 
市街地再開発組合 鹿島建設 2017~

大成建設 横浜支店 2 大成建設 大成建設 大成建設 2017~

神宮前タワービルディング 4 松田平田設計 
光井純＆アソシエーツ建築設計事務所 原宿タウン特定目的会社 大成建設 2017~

大手町パークビルディング 10 三菱地所設計 三菱地所 竹中工務店 2017~
京橋イーストビル 12 戸田建設 日本土地建物 戸田建設 2017~
東京ミッドタウン日比谷 23 鹿島建設 三井不動産 鹿島建設 2017~

日比谷パークフロント 22 鹿島建設 ケネディクス・東急不動産・ 
日本政策投資銀行 鹿島建設 2017~

丸の内北口ビル 25 三菱地所設計 三菱地所 戸田建設 2017~
東京国税局 B2階~10階 24 佐藤総合計画・清水建設 東京国税局 清水建設 2017~
恵比寿ガーデンプレイス 24 山下設計 サッポロ不動産開発 鹿島建設 2017~
日立物流ビル 6 清水建設 みずほ信託銀行 清水建設 2017~
上野フロンティアタワー 22 三菱地所設計 大丸松坂屋百貨店 竹中工務店 2017~
福岡空港 36 梓設計 ー 清水建設 2016~
大阪アメニティーパークタワー 12 三菱地所設計 三菱地所・三菱マテリアル 大林組・竹中工務店・清水建設 2016~

JPタワー 20 三菱地所設計 日本郵船・東日本旅客鉄道 
三菱地所 大成建設 2016~

二子玉川ライズ：楽天クリムゾンハウス 2 日建設計・アール・アイ・エー 
東急設計コンサルタント 東急電鉄・東急不動産 鹿島建設 2016~

京橋エドグラン 80 日建設計 日本土地建物 清水建設 2016~
大手町グランキューブ 30 三菱地所設計 三菱地所 戸田建設 2016~
NS虎ノ門ビル 20 大成建設 三井物産都市開発 大成建設 2016~
YKK本社ビル 4 日建設計 YKK 鹿島・戸田・大和ハウスHV 2015~

ソニー・ミュージック・エンターテイメント 六番町ビル 40 大成建設 ソニー・ミュージック・ 
エンターテインメント

ソニー・ミュージック・ 
エンターテインメント 2015~
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総販売数 3,000台を突破 

上記以外にも多数実績ございますが、割愛させていただきます。
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