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■実績一覧表　【設計・監理】
現在

件名 建物用途 構造 規模 場所 時期

　【共同住宅】

宇都宮コートハウスⅡ設計監理 共同住宅 Ｓ造 地上2F 269 ㎡ 栃木県 1998.02

ＮＡＳＩＣ飛鳥山公園設計監理 共同住宅 RC造 地上9F 805 ㎡ 東京都 1999.12

ゼルコバ下井草設計監理 共同住宅 Ｓ造 地上3F 244 ㎡ 東京都 1999.11

本郷学生マンション設計業務 共同住宅 SRC造 地上7F 2,444 ㎡ 東京都 1999.11

ソレイユ本厚木設計監理
共同住宅

店舗
RC造 地上5F 1,980 ㎡ 神奈川県 1999.11

浜松広沢内藤マンション設計監理 共同住宅 RC造 地上4F 352 ㎡ 静岡県 1999.02

北浦和駅前マンション基本設計業務
共同住宅
（分譲）

SRC造 地上14F 13,560 ㎡ 埼玉県 1999.03

ラフォーレ横濱設計業務 共同住宅 RC造 地上3F 386 ㎡ 神奈川県 2000.10

人形町ビル設計監理
クリニック
共同住宅

ＲＣ造 地上5F 618 ㎡ 神奈川県 2001.11

港区三田マンション設計監理 共同住宅 SRC造
地下1F
地上9F

1,195 ㎡ 東京都 2001.03

サンディック五反田設計監理 共同住宅 RC造 地上８F 581 ㎡ 東京都 2001.11

台東区竜泉マンション設計監理 共同住宅 SRC造 地上10F 1,120 ㎡ 東京都 2002.03

江東区永代マンション設計監理 共同住宅 RC造 地上13F 6,860 ㎡ 東京都 2005.03

台東区東上野マンション設計監理
共同住宅

店舗
RC造 地上12F 2,384 ㎡ 東京都 200６.03

渋谷区参宮橋マンション設計監理 共同住宅 RC造 地上８F 6,047 ㎡ 東京都 2007.09

杉並区西荻窪マンション設計監理 共同住宅 RC造
地下１F
地上３F

1,157 ㎡ 東京都 2007.09

練馬区富士見台マンション設計監理
共同住宅
施主邸

RC造 地上６F 670 ㎡ 東京都 2007.0３

墨田区深川マンション設計監理
共同住宅
施主邸

RC造 地上８F 1,300 ㎡ 東京都 2008.06

北戸田マンション設計監理
共同住宅

店舗
RC造 地上６F 2,085 ㎡ 埼玉 2008.0３

墨田区立川マンションＥ・Ｗ棟設計監理 共同住宅 RC造 地上７F 1,433 ㎡ 東京都 2009.03

西谷マンションＥＶ増築設計監理 共同住宅 RC造 地上6F 2,820 ㎡ 神奈川県 2009.04

大森Nビル設計監理
共同住宅

店舗
RC造 地上4F 450 ㎡ 東京都 2010.07

練馬区北町６丁目計画 共同住宅 RC造 地上3F 680 ㎡ 東京都 2011.03

UR都市整備機構（洋光台北・西菅田）
団地内エレベーター増築設計監理

共同住宅 S造 地上5F 26 基 神奈川県 2011.03

都営柴又一丁目第2アパート他2団地
エレベーター増築基本設計

共同住宅 S造 地上5F 3 棟 東京都 2011.03

コンシェリア芝公園Ⅱ設計監理
共同住宅
（分譲）

SRC造 地上15F 1,703 ㎡ 東京都 2012.06

コンシェリア小石川設計監理
共同住宅
（分譲）

SRC造 地上14F 1,195 ㎡ 東京都 2012.10

コンシェリア四谷設計監理 共同住宅 SRC造 地上15F 1,338 ㎡ 東京都 2013.11

コンシェリア西新橋設計監理 共同住宅 RC造 地上15F 2,223 ㎡ 東京都 2014.09

東京理科大学葛飾国際学生寮 共同住宅 RC造 地上5F 2,770 ㎡ 東京都 2013.05

コンシェリア芝1丁目設計監理 共同住宅 SRC造 地上15F 2,230 ㎡ 東京都 2015.08
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＜新築・増築＞

面積・戸数
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コンシェリア東池袋設計監理 共同住宅 RC造 地上15F 1,899 ㎡ 東京都 2015.08

PREMIUMCUBE飯田橋設計監理 共同住宅 RC造 地上4F 1,509 ㎡ 東京都 2015.04

コンシェリア西品川設計監理 共同住宅 RC造 地上5F 1,707 ㎡ 東京都 2015.10

PREMIUMCUBE下北沢設計監理 共同住宅 RC造 地上4F 788 ㎡ 東京都 2018.03

PREMIUMCUBE駒込設計監理 共同住宅 RC造
地下2F

地上11F
1,158 ㎡ 東京都

2019.12
（竣工予定）

コンシェリア新橋5丁目Ⅱ設計監理 共同住宅 RC造
地下１F
地上15F

3,801 ㎡ 東京都
2019.03

（竣工予定）

コンシェリア門前仲町設計監理 共同住宅 RC造 地上15F 3,667 ㎡ 東京都
2019.05

（竣工予定）

コンシェリア文京関口設計監理 共同住宅 RC造 地上9F 1,802 ㎡ 東京都 2018.08

　【タウンハウス】

自由が丘タウンハウス設計監理 タウンハウス RC造
地下1F
地上2F

703 ㎡ 東京都 2001.01

等々力タウンハウス設計監理 タウンハウス RC造
地下1F
地上2F

648 ㎡ 東京都 2002.01

自由が丘タウンハウス設計監理 タウンハウス RC造
地下1F
地上2F

774 ㎡ 東京都 2002.05

千石タウンハウス設計監理 タウンハウス RC造 地上3F 896 ㎡ 東京都 2002.06

松庵タウンハウス設計監理 タウンハウス RC造
地下1F
地上2F

857 ㎡ 東京都 2002.12

田園調布タウンハウス設計監理 タウンハウス RC造
地下2F
地上2F

1,113 ㎡ 東京都 2003.08

南荻窪タウンハウス設計監理 タウンハウス RC造
地下1F
地上2F

690 ㎡ 東京都 2003.12

　【事務所・店舗・ホテル】

ラフ＆ロード川崎店設計監理 店舗 S造 地上4F 1,000 ㎡ 神奈川県 1997.06

ラフ＆ロード横浜店設計監理監理 店舗 S造 地上4F 1,075 ㎡ 神奈川県 1997.09

塚本ビル設計監理 店舗兼住宅 RC造 地上5F 370 ㎡ 神奈川県

オートバックス座間店設計監理 店舗 Ｓ造 地上1F 1,375 ㎡ 神奈川県 1998.03

イルムの丘ブライダルチャーチ及び
　　　バンケットホール設計監理

店舗・教会 RC造･木造 地上2F他 1,064 ㎡ 北海道 1998.06

（　英設計事務所　Jhon S.Bonnington Partnership　との共同設計　）

オートバックス辻堂店設計監理 店舗 Ｓ造 地上２F 1,452 ㎡ 神奈川県 1998.12

Ｌ社本社ビル設計監理
事務所

クリニック
SRC造 地上11F 1,787 ㎡ 東京都 2001.06

Ｓ社日本橋ビル設計監理 事務所 ＳRC造 地上14F 1,160 ㎡ 東京都 2004.03

Ｋ社本社ビル設計監理
事務所
住居

RC造 地上９F 922 ㎡ 東京都 200７.0１

芝3丁目ビル設計監理 事務所 RC造 地上９F 2,372 ㎡ 東京都 200７.10

M商事本社ビル設計業務 事務所 RC造 地上２F 420 ㎡ 千葉県 200７.11

B７３ビル設計監理 店舗 RC造
地下1F
地上3F

770 ㎡ 東京都 2010.02

昭和P
デイリーケアセイジョー　掛川下俣店

店舗 S造 地上１F 静岡県
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会津喜多方蔵米商店改修計画 店舗 S造 地上２F 170 ㎡ 福島県 2010.04

ハンバーグ店　下北沢店 店舗 S造 地上1F 65 ㎡ 東京都 2010.05

六本木ビルELV増設工事 店舗・事務所 RC造 地上６階 1,759 ㎡ 東京都 2011.07

板橋Sプラザ SRC造 14,964 ㎡ 東京都 2011.12

浦安入船店舗 店舗・事務所 S造 地上1階 380 ㎡ 東京都 2014.03

ZAIMOKUtheTERRACE設計監理 テナントビル RC＋S造
地下1F地上

3F
1,369 ㎡ 神奈川県 2016.05

富士産業(株)草加営業所 店舗・住宅 木造 地上２F 188 ㎡ 埼玉県 2016.11

富士産業(株)白井営業所 事務所 S造 地上1F 200 ㎡ 東京都 2017.07

小笠原母島ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ 事務所・作業場等 S造 地上1F 278 ㎡ 東京都 2017.05

STUDIOINN西新宿 ホテル・住宅 RC造
地下1F地上

3F
350 ㎡ 東京都 2018.12

バルビゾン105ビル テナントビル RC造
地下1F地上

8F
593 ㎡ 東京都

2019.12
（竣工予定）

バルビゾン88ビル テナントビル RC造 地上9F 550 ㎡ 東京都
2019.12

（竣工予定）

千葉中央ホテル計画 ホテル S造 地上10F 1,600 ㎡ 千葉県
2019.12

（竣工予定）

　【戸建住宅】

Hビル設計監理 店舗兼住宅 S造 地上4F 275 ㎡ 東京都 1996.01

S邸設計監理 戸建住宅 S造 地上2F 128 ㎡ 神奈川県 1997.02

O邸設計監理 戸建住宅 RC造 地上2F 250 ㎡ 神奈川県 1997.12

Y邸設備設計 戸建住宅 木造 地上3F 145 ㎡ 東京都 1998.12

日光T邸設計監理 戸建住宅 木造 地上2F 110 ㎡ 栃木県 1999.03

S邸設計監理 戸建住宅 木造 地上2F 163 ㎡ 埼玉県 2000.09

A邸設計監理 戸建住宅 木造 地上2F 297 ㎡ 栃木県 2001.03

墨田の家設計監理 戸建住宅 Ｓ造 地上4F 160 ㎡ 東京都 2001.08

H邸設計監理 戸建住宅 RC＋木造
地下1F
地上2F

165 ㎡ 東京都 2001.09

T邸設計監理 戸建住宅 木造 地上2F 170 ㎡ 栃木県 2002.05

Ｔ邸設計監理 戸建住宅 木造 地上3F 139 ㎡ 東京都 2013.12

　【福祉施設・工場倉庫・公官庁・その他】

ファミリー福祉ホーム新築計画 福祉施設 RC造
地上6F
他1棟

7,395 ㎡ 千葉県 1994～96

日光松原町公民館設計監理 集会場 Ｓ造 地上１F 165 ㎡ 栃木県 1999.10

浦安水産倉庫設計監理 倉庫 Ｓ造 地上2F 236 ㎡ 千葉県 2003.09

湘南台内科クリニック内装設計監理 医療施設 150 ㎡ 神奈川県 2003.09

アリア松原設計監理 老人ホーム RC造 地上3F 5,300 ㎡ 東京都 2005.10

Ｋ社流通倉庫・東京営業所設計監理 倉庫･事務所 Ｓ造 地上4F 790 ㎡ 東京都 2006.01



■実績一覧表　【設計・監理】
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飛鳥山自治会館設計監理 自治会館 S造 地上3F 140 ㎡ 東京都 2007.04

練馬区大泉子ども家庭
　支援センター設計業務

児童福祉施設 RC造 地上2F 700 ㎡ 東京都 2008.11

鎌倉市内派出所設計監理 派出所 S造 地上2F 80 ㎡ 神奈川県 2008.03

市川塩浜マンション集会所設計監理 集会場 RC造 地上１F 490 ㎡ 千葉県 2010.03

Ｎ社綾瀬ＬＰＧ充填工場・同事務所等
増築設計・開発許可申請他業務

工場・事務所 S造 地上1F 400 ㎡ 神奈川県 2009.10

BML西落合増築設計監理 事務所 RC造 地上2F 1,360 ㎡ 東京都 2009.08

八千代公園　基本計画・設備設計調査 公園 千葉県 2012.03

全国建築研修センター増築設計監理
学校

研修センター
S造 地上4F 4,654 ㎡ 東京都 2012.03

河口湖IC緑化資材倉庫
構造安全性検証業務

倉庫 S造 地上１F 山梨県 2012.07

日本橋浜町ビルレンタル収納用途変更業務 倉庫･共同住宅 SRC造 地上10F 2,944 ㎡ 東京都 2014.04

ケアタウン郡山中央
特定介護付有料老人ホーム

福祉施設 S造 地上４F 3,200 ㎡ 福島県 2014.10

D工業(株)プラント建設工事　設計業務 工場 S造 地上２F 2,700 ㎡ 千葉県 2016.12

興亜産業浦安倉庫新築設計監理 倉庫 S造 地上２F 862 ㎡ 千葉県 2016.01

四谷安田ビルレンタル収納用途変更業務 倉庫･事務所 SRC造 地上8F 7,543 ㎡ 東京都 2016.07

T,Nカントリークラブ,
Sゴルフクラブ増築工事　設計業務

ゴルフクラブ
5,700
8,000
9,300

㎡ 千葉県 2016.11

西麻布ﾏﾝｼｮﾝﾚﾝﾀﾙ収納用途変更業務 倉庫・共同住宅 RC造
地下1F
地上4F

1,565 ㎡ 東京都 2017.01

T市AS合材工場　設計業務 工場 S造 地上１F 2,100 ㎡ 茨城県 2017.08

F市AS合材工場　設計業務 工場 S造 地上２F 3,800 ㎡ 千葉県 2017.12

S市AS合材工場　設計業務 工場 S造 地上１F 2,130 ㎡ 群馬県 2018.08

＜構造・設備＞

和田フラット構造・設備設計 共同住宅 RC造
地上2F
地下1F

369 ㎡ 東京都 1998.09

銀座ビル構造設計監理 事務所ビル Ｓ造
地下1F
地上9F

1,133 ㎡ 東京都 2003.10

セントラルウェルネスクラブ大宮
構造設計監理

スポーツ施設 Ｓ造 地上3F 6,007 ㎡ 埼玉県 2003.08

ルネス中林
マンション構造設計監理

共同住宅 W・RC造 地上4F 東京都 2007.0６

叶多邸構造設計監理 住宅
２FS造

１FW・RC造
地上2F 東京都 2008.04

滝川市キャンプ場事務所構造設計監理 事務所 W造 地上１F 北海道 2008.04

N福祉会館構造設計監理 集会施設 神奈川県 2008.03

大崎マンション構造設計監理 共同住宅 東京都 2008.03

学校給食センター構造設計監理 工場・作業所 岡山県 2008.05

消防署H出張所構造設計監理 公官庁 千葉県 2008.04

Mセレモニーホール幕張本郷
構造設計監理

集会施設 千葉県 2008.08

都営狛江AP階段室型ＥＶ設置工事 学校 Ｓ造 地上5F
49.92㎡×
3基×3棟

㎡ 岡山県 2010.04

宏和工業栗橋工場基礎設計 工場 Ｓ造 平屋 1,800 ㎡ 埼玉県 2010.04
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沖縄恩納村産業廃棄物処理施設構造設計 廃棄物処分場 S造 地上1F 900 ㎡ 沖縄 2010.02

倉敷K高校管理棟耐震補強設計 学校 ＲＣ造 地上4F 2,562 ㎡ 岡山県 2010.04

沖縄前堂アパートメント構造設計 共同住宅 ＳＲＣ造 地上8F 2,800 ㎡ 沖縄 2011.06

都営清新町二丁目アパート耐震補強設計 共同住宅 SRC造 地上12階建 13,000 ㎡ 東京都 2013.11

スパガーデン湯ーとぴあ
スキーセンタープラザ保全計画他

スパ施設 RC＋S造
地上2F
地下1F

13,992 ㎡ 青森県 1996.03

南津軽錦水保全計画他 ホテル RC造
地上5F
地下1F

7,517 ㎡ 青森県 1996.03

伊藤邸浴室他改修設計監理 戸建住宅 木造 地上2F 120 ㎡ 埼玉県 1996.12

ハイツ誉改修設計監理 集合住宅 Ｓ造 地上2F 6 戸 東京都 1997.10

板倉会館別館改修設計監理 ホテル 木造 地上2F 260 ㎡ 北海道 1997.12

勝山邸増築工事設計業務 戸建住宅 木造 地上2F 94 ㎡ 東京都 1997.12

千葉Sホテル改修設計業務 ホテル SRC造 地上8F 3,661 ㎡ 千葉県 1998.10

軽井沢Sホテル改修設計監理 ホテル ALC造 地上4F 198 ㎡ 長野県 1998.11

M邸増築工事設計監理 戸建住宅 木造 地上2F 260 ㎡ 東京都 1999.03

井荻学生マンション改修設計監理 共同住宅 RC造 地上4F 678 ㎡ 東京都 1999.03

ホテルG設計監理 ホテル SRC造 地上14F 24,449 ㎡ 沖縄県 1999.12

星野邸増築設計監理 戸建住宅 木造 地上2F ㎡ 千葉県 2003.01

N大学歯学部改修設計監理（3工区） 医療施設 RC造
地上6F
地下3F

800 ㎡ 東京都 2003.03

B５５ビル改修設計監理 店舗 RC造 地上７F 1,600 ㎡ 東京都 200７.0４

那須リゾートホテルメンバーズサロン
増改築設計監理

ホテル SRC造 地上14F ㎡ 栃木県 2008.07

清川製菓工場改修設計監理 工場 Ｓ造 地上２F 2,000 ㎡ 神奈川県 2008.07

那須リゾートホテルカンファレンスルーム他
改修設計およびインテリア設計監理

ホテル SRC造 地上14F ㎡ 栃木県 2008.07

南津軽Kホテル空調熱源設備改修工事 ホテル RC造 地上5F ㎡ 青森県 2008.07

三田ステーションビルA改修設計 共同住宅 ＳＲＣ造 地上１２F 3,000 ㎡ 東京都 2010.02

春日部駅東口Aハイツ改修工事 店舗 ＲＣ造 570 ㎡ 埼玉県 2010.03

ウエマツ画材店改装工事 物品販売店舗 RC造
地上４F
搭屋１F

267 ㎡ 東京都 2011.06

Tビル 事務所 SRC造 地上8F 4,595 ㎡ 東京都 2011.03

巣鴨会館　改修設計監理 事務所・店舗 RC+S造
地下１F
地上8F

3,420 ㎡ 東京都 2014.04

インテック　改修設計業務
共同住宅・事務

所
木造 地上３F 150 ㎡ 千葉県 2014.05

Barbizon104ビル改修設計監理 事務所・店舗 SRC造
地下１F
地上10F

3,500 ㎡ 東京都 2015.02

ドーミー船堀大規模改修設計監理 寄宿舎 SRC造 地上1１F 2,200 ㎡ 東京都 2015.0６

ダイアパレス浅草言問橋大規模改修設計監理 共同住宅 SRC造 地上12F 1,252 ㎡ 東京都 2016.08

＜改修設計＞



■実績一覧表　【設計・監理】
現在

件名 建物用途 構造 規模 場所 時期

2018年11月

面積・戸数

M日光霧降監理業務 ﾎﾃﾙ・ｽﾊﾟ施設 RC＋S造
地上6F

地下1F他
30,479 ㎡ 栃木県 1997.01

 （　米設計事務所　Robert Venturi. Scott Broun and associates,inc.他とのＪＶ　）

ユニクロ内装計画 店舗 1,000 ㎡ 東京都

G門前仲町マンション監理業務 事務所 SRC造 地上13F 1,860 ㎡ 東京都 1996.06

ホテルJ青森監理業務 ホテル SRC造
地上9F
地下1F

6,600 ㎡ 青森県 1996.07

ホテルJ青森ＦＦＥ監理業務 ホテル Ｓ造
地上9F
地下1F

6,600 ㎡ 青森県 1996.7

矢吹倉庫防災設備他改修監理業務 工場 S造 地上1F 8,000 ㎡ 福島県 1997.05

某庁舎電波シールド工事管理業務 庁舎 SRC+S造 地上19F 112,000 ㎡ 東京都 1998.05

八丁堀マンション新築工事監理業務 共同住宅 SRC造 地上10F 2,254 ㎡ 東京都 1998.12

軽井沢ＳホテルＦＦＥ監理業務
ＦＦＥ他監理業

務
長野県 1999.03

赤坂６丁目マンション監理業務 共同住宅 RC造 地上9F 1,450 ㎡ 東京都 1999.03

金町マンション監理業務 共同住宅 RC造 地上14F 4,684 ㎡ 東京都 2005.05

H社技術研究所監理業務 研究施設 ㎡ 栃木県 2006.03

M社所有事務所ビル専有部改装
共用部設備改修工事

住宅・事務所 RC造 地上７F 589 ㎡ 東京都 2009.08

M社技術部門技術支援業務 継続中

某施設内電波シールド工事
技術支援業務

継続中

都営萩中一丁目アパート
ＥＶ設置工事監理業務

共同住宅 S造 地上5F ㎡ 東京都 2011.03

Ｊ病院外来改修　監理業務 病院 SRC造
地上8F
地下1F

28,500 ㎡ 栃木県 2016.08

リハビリケア葛飾　監理業務 老健施設 RC造 地上4F 5,621 ㎡ 東京都 2013.03

リハビリケア船橋　監理業務 老健施設 RC造 地上4F 6,314 ㎡ 千葉県 2015.07

＜監理＞



■実績一覧表　【耐震診断・補強設計・監理】
現在

物件名 建物用途 構造 規模 場所 実施時期

U病院耐震診断 病院 RC造
地下1

地上5階
2,236 ㎡ 東京都 2011

K化学産業耐震調査 事務所ビル S造 地上９階 962.6 ㎡ 東京都 2011

横浜S町分譲共同ビル
耐震診断及び補強設計

事務所・共同住宅 ＲＣ造 34 戸 神奈川県 2011

南青山マンション　耐震診断 テナントビル ＲＣ造 地上３階 499.9 ㎡ 東京都 2011

横浜D世界　耐震検討、補強設計
店舗・事務所

共同住宅
S造 地上8階 2,842.8 ㎡ 神奈川県 2011

K大学25号館耐震診断 大学 S造 地上３階 1,000 ㎡ 神奈川県 2011

J町会館　耐震診断業務 事務所ビル SRC造 地上５階建 811 ㎡ 東京都 2011

南青山Ｔビル
耐震診断、耐震補強設計、監理

事務所ビル SRC造
地上8階建
地下３階

4,595 ㎡ 東京都 2011

Ｙビル（文京区）　耐震診断業務 事務所ビル RC造 地上３階 507 ㎡ 東京都 2011

Ｉビル（文京区）　耐震診断業務 事務所ビル S造 地上６階建 999 ㎡ 東京都 2011

第１Ｔビル（文京区）　耐震診断業務 事務所ビル RC造 地上６階建 924 ㎡ 東京都 2012

第２Ｔビル（文京区）　耐震診断業務 事務所ビル SRC造 地上６階建 1,200 ㎡ 東京都 2012

第３Ｔビル（文京区）　耐震診断業務 事務所ビル SRC造 地上６階建 637 ㎡ 東京都 2012

Ｍビル（文京区）　耐震診断業務 事務所ビル RC造 地上６階建 376 ㎡ 東京都 2012

ＭＩビル（港区）　耐震診断業務 事務所ビル RC造 地上６階建 1,163 ㎡ 東京都 2012

EMビル（千代田区）耐震評価業務　 事務所ビル SRC造 地上8階建 1,006 ㎡ 東京都 2012

Ｋビル（新宿区）耐震診断業務 事務所ビル SRC造 地上１０階建 3,273 ㎡ 東京都 2012

Ｙビル（東久留米市）　耐震診断業務 共同住宅・店舗 RC造 地上５階建 747 ㎡ 東京都 2012

ＫＭビル（港区）耐震診断業務
共同住宅・事務所

店舗
SRC造 地上１０階建 2,824 ㎡ 東京都 2012

ＩＵマンション（板橋区）耐震診断業務 分譲マンション SRC造 地上１０階建 1,969 ㎡ 東京都 2012

ＳＳマンション（板橋区）耐震診断業務 分譲マンション SRC造 地上１４階建 10,850 ㎡ 東京都 2012

Ｇビル（港区）耐震診断業務 事務所ビル SRC造 地上９階建 1,320 ㎡ 東京都 2012

TSビル（文京区）　耐震診断業務 事務所ビル SRC造 地上9階建 1,765 ㎡ 東京都 2013

F社東金町営業所　耐震診断業務 事務所ビル RC＋S造 地上4階建 980 ㎡ 東京都 2013

B48ビル　耐震診断業務 店舗 RC+S造 地上5F 540 ㎡ 東京都 2013

都営清新町二丁目アパート耐震補強設計 共同住宅 SRC造 地上12階建 13,000 ㎡ 東京都 2013

S会館（豊島区）　耐震診断業務 店舗・事務所ビル RC+S造
地下1階

地上8階建
3,420 ㎡ 東京都 2013

面積
戸数

2018年11月



■実績一覧表　【CM、PM、FM等】
現在

件名 内容 建物用途 規模 場所 時期

＜分譲マンション・アパート>

Wフラット新築工事 CM業務 共同住宅
地上2F
地下1F

369 ㎡ 東京都 1999.03

SⅡマンション新築工事 CM業務 共同住宅 地上4F 1108 ㎡ 神奈川県 2000.03

T学園集合住宅 CM業務 共同住宅 地上4F 351 ㎡ 東京都 2001.01

Rマンション新築工事 CM業務 共同住宅 地上12F 1947 ㎡ 東京都 2001.01

Ｋ社祐天寺賃貸マンション新築工事 コスト削減コンサルティング 共同住宅 地上3Ｆ 東京都 2007.11

Ｓ社所有賃貸マンションリニューアル工事 CM業務 共同住宅 地上4F 15 戸 東京都 2009.08

Ｋ社白金台賃貸マンションリニューアル工事 CM業務 共同住宅
地下1Ｆ
地上4Ｆ

東京都 2009.10

SITプロジェクト
複数建物群の資産管理・同後術
支援コンサル

共同住宅 70 戸 東京都 2010.04

乃木坂マンション
耐震補強・建替コンサルティン
グ業務

共同住宅 東京都 2010.09

HT塩浜第一住宅震災復旧コンサル 震災復旧コンサルティング業務 共同住宅 599戸 55,056 ㎡ 千葉県 2011.12

HT塩浜第一住宅恒久使用調査 恒久使用調査業務 共同住宅 599戸 55,056 ㎡ 千葉県 2011.08

＜オフィスビル>

芝ビル ＰＭ業務委託 事務所
地上7F
地下1F

東京都 1996.2

ライフサイエンスビル CM業務 事務所 地上11F 1787 ㎡ 東京都 2000.4

Tビル
Tビルにおける不具合改善コンサ
ルティング

事務所 東京都 2008.8

モモコーポレーションビル
ＦＭ・ＬＣＭコンサルタント業
務

事務所 東京都 2009

建物資産コンサルティング
（FM)

建物設備管理業務

Ｓ社所有事務所ビルリニューアル工事 CM業務 事務所 地上4F 神奈川県 2010

Ｔ社所有事務所ビルリニューアル工事 CM業務 事務所 地上4F 東京都 2010

T飯田橋ビル管理会社リプレイス 管理会社選定コンサルティング 事務所ビル 地上４階 561 ㎡ 東京都 2011.5

市ヶ谷Gラザ修繕工事 修繕コンサルティング業務
共同住宅、
店舗、事務

所

地上4階
地下3階

1263 東京都 2011.1

都内某施設 施設管理検討業務 事務所ビル 東京都 2012

＜ホテル>

立川ホテル ホテル運営コンサルティング ホテル 東京都 2007.9

那須リゾートホテル 修繕計画・事業コンサルタント ホテル 栃木県 2009.6

大鰐町ホテル
設備診断および省エネコンサル
タント

ホテル 栃木県 2009.7

2009

2018年11月

Sビル
地上10F
地下2F

東京都

面積・戸数

事務所



■実績一覧表　【CM、PM、FM等】
現在

件名 内容 建物用途 規模 場所 時期

2018年11月

面積・戸数

＜その他>

Ｓ社産業廃棄物リサイクル工場新築工事 事業に伴う総合監理（PM) 川崎市 2003.4

若林プロジェクト
有効事業に伴う総合監理（PM）
業務

東京都 2006.4

高齢者福祉情報ネット
高齢者対応施設紹介を中心とした
WEBサイト構築・整備

東京都 2007.3

某自動車メーカー研究施設群 増改築・改修等に伴うCM業務 栃木県 2007.9

某電気量販店原状復帰工事・看板解体工事
コストコンサルティング業務
（査定、積算）

東京都 2009.4

某電気量販店厚木店原状復帰工事
コストコンサルティング業務
（査定、積算）

神奈川県 2009.5

グループリビング葉山
事業企画・建築コンサルティン
グ（PM）

神奈川県 2009.7

五反田住宅改修プロジェクト 改修コンサル 東京都 2010.2

某公共会議施設
公共施設売却等の調査に関する
専門的知見からの業務支援

東京都 2017年7月版

C社T第3工場　工場改修工事
改修に関する計画、設計・監理
業務

工場 地上1階 1100 ㎡ 神奈川県 2010.11

21六本木ビルELV増設工事
ELV増設に関するコンサル・設
計

店舗・事務
所

地上６階 1759 ㎡ 東京都 2011.7

株式会社ロッテ浦和工場
寮・研修センター改修工事

改修工事に関する設計図書作成業務
（工事業者選定応募要項作成含む）

寮・
研修セン

ター

４F/搭屋
１F

C棟
1156.903 ㎡ 埼玉県 2011.4

JTプロジェクト コーディネーター業務 - - - ㎡ 2011

東北地方太平洋沖地震による構造被災調査業
務（その２）

安達太良SA(上り線）、那須高
原SA（上下線）被災調査の協力

サービスエ
リア

１Ｆ,３棟 ㎡ 福島県 2011.3

ウエマツ画材店改装工事
設計・協議資料収集
改装工事計画・設計・監理
関係省庁協議・折衝

物品販売店
舗

４F/搭屋
１F

267 ㎡ 東京都 2011.6

金融支援機構本店ビル 被災度調査

震災アスベスト対策事業 震災アスベスト対策事業 2011.8

特別養護老人ホーム清雅園外付けEV検討基本
設計業務

Ｉ社埼玉工場　耐震補強工事
耐震性検討及び補強設計・監理
業務

工場 地上1階 埼玉県 2011

C社第2工場　工場改修工事
改修に関する計画、設計・監理
業務

工場 地上1階 1380 ㎡ 神奈川県 2012.6

（仮称）高田馬場プロジェクト コストコンサルティング 東京都 2011

本田技術研究所栃木
震災復興に伴う改修工事監修・
CM業務

研究所 S4F他 約80棟 栃木県 2012



■実績一覧表　【マンション修繕コンサルティング業務】
現在

件名 内容 建物用途 構造 規模 場所 時期

さいたま県浦和マンション 既存診断および長期修繕計画作成業務 共同住宅
RC造 地上3F

地下1F
14 戸 埼玉県 2001.07

世田谷区岡本マンション
管理組合に対するコンサルティング業
務

共同住宅
RC造

地上5F 8,650 ㎡ 東京都 2001.07

横浜市磯子区マンション
管理組合に対するコンサルティング業
務

共同住宅
RC造

地上5F 31 戸 神奈川県 2004.11

C仙台坂マンション
管理組合に対するコンサルティング業
務

共同住宅
RC造

地上7階 57 戸 東京都
1995.03～
2005.01

U参宮橋マンション
管理組合に対するコンサルティング業
務

共同住宅
RC造 地上3階

地下1階
30 戸 東京都

1996.02～
2005.01

錦糸町マンション
管理組合に対するコンサルティング業
務

共同住宅
RC造

地上7階 31 戸 東京都
1998.10～
2010.05

R目黒平町
管理組合に対するコンサルティング業
務

共同住宅
RC造 地上6階

地下1階
12 戸 東京都

2003.01～
2009.01

R上星川
管理組合に対するコンサルティング業
務

共同住宅
RC造

19層 258 戸 神奈川県
1999.02～
2007.01

佐倉市マンション 大規模修繕工事コンサルティング業務 共同住宅 SRC造 地上11F 189 戸 千葉県 2005.01

野毛マンション 大規模修繕工事コンサルティング業務 共同住宅 RC造 地上3F 5 戸 東京都 2004.10

乃木坂マンション
耐震診断・補強計画および
建替に関するコンサルティング業務

共同住宅 RC造
地上8F
地下0F

52 戸 東京都 2006.02

川崎マンション 既存診断および長期修繕計画作成業務 共同住宅 RC造
地上12F
地下1F

48 戸 神奈川県 2006.07

武蔵浦和マンション
コンサルティング業務
建物劣化調査・改修計画

共同住宅 RC造 地上６F 50 戸 埼玉県 2007.6

都立大学マンション 大規模修繕工事コンサルティング業務 共同住宅 RC造 地上11F 34 戸 東京都 2008.12

市川市マンション 排水管修繕コンサルティング業務 共同住宅 RC造
地上11F他

27棟
599 戸 千葉県 2008.03

さいたま市東浦和マンション 大規模修繕工事コンサルティング業務 共同住宅 RC造 地上8Ｆ 31 戸 埼玉県 2009.12

B菊名マンション
コンサルティング業務
地盤沈下に伴う安全性チェック

共同住宅 RC造 地上4Ｆ 109 戸 神奈川県 2008.03

市川市マンション
コンサルティング業務
自主点検マニュアル作成業務

共同住宅 RC造
地上11F他

27棟
599 戸 千葉県 2007.10

市川市マンション
コンサルティング業務
管理会社リプレース業務

共同住宅 RC造
地上11F他

27棟
599 戸 千葉県

2008.02～
2008.05

市川市マンション
コンサルティング業務
管理方策検討業務

共同住宅 RC造
地上11F他

27棟
599 戸 千葉県

2008.02～
2009.05

市川市マンション
コンサルティング業務
アスベスト適正処理コンサル業務

共同住宅 RC造
地上11F他

27棟
599 戸 千葉県

2008.02～
2008.05

市川市マンション
コンサルティング業務
管理規約改正業務

共同住宅 RC造
地上11F他

27棟
599 戸 千葉県

2008.02～
2008.12

市川市マンション
コンサルティング業務
図面整理業務

共同住宅 RC造
地上11F他

27棟
599 戸 千葉県

2008.02～
2008.05

市川市マンション
コンサルティング業務
既存診断および長期修繕計画作成業務

共同住宅 RC造
地上11F他

27棟
599 戸 千葉県

2008.02～
2008.12

川口市Gマンション
コンサルティング業務
現状分析・理事会補助業務

共同住宅 RC造
地上9F
地下1F

110 戸 埼玉県 2008.09

川口市Gマンション
コンサルティング業務
資産価値向上提案業務

共同住宅 RC造
地上9F
地下1F

110 戸 埼玉県 2008.09

面積
戸数

＜大規模修繕工事設計監理、コンサルティング業務>

2018年11月



■実績一覧表　【マンション修繕コンサルティング業務】
現在

件名 内容 建物用途 構造 規模 場所 時期
面積
戸数

2018年11月

池袋マンション
コンサルティング業務
現状分析・理事会補助業務

共同住宅 RC造
地上9F
地下1F

59 戸 東京都
2008.0９～

2010

柿の木坂マンション
大規模修繕工事に伴うコンサルタント
業務（調査、改修設計）

共同住宅 RC造 地上４F 15 戸 東京都 2009.12

麻布十番マンション 年間コンサルタント業務 共同住宅 SRC造 地上１１F 50 戸 東京都 2008.03

梶ヶ谷マンジョン
外付けエレベーター設置可能性と遵法
性

共同住宅 RC造
地上7F
地下１F

40 戸 神奈川県 2009.12

目白台マンション
大規模修繕工事に伴うコンサルタント
業務

共同住宅 RC造
地上９F
地下1F

21 戸 東京都 2010.12

竹ノ塚マンション
大規模修繕工事に伴うコンサルタント
業務

共同住宅 RC造
地上８F
地下1F

64 戸 東京都 2010.12

港区三田複合ビル
大規模修繕工事に伴うコンサルタント
業務

店舗・事務所
共同住宅

SRC造
地上12F
地下2F

20 戸 東京都 2010.11

N御茶ノ水マンション 見積査定及び工事監理 共同住宅 SRC造
地上７F
地下０F

14 戸 東京都 2010.09

山吹町マンション 地中障害撤去工事費用査定業務 共同住宅 東京都 2010.06

新宿余丁町マンション
大規模修繕工事に伴う、設計業務、施
工会社選定業務、工事監理業務

共同住宅 RC造
地上８F
地下1F

25 戸 東京都
2010.９～
2012.2

霞町マンション 大規模修繕工事に伴う、工事監理業務
共同住宅

店舗
SRC造

地上10F
地下2F

104 戸 東京都
2010.6～
2011.11

宇都宮宿郷マンション 安全性の評価（耐震診断） 共同住宅 RC造 14F 栃木県

W東松山マンション
長期修繕計画作成業務　コンサルタン
ト業務

共同住宅 RC造 5F 63 戸 埼玉県 2011.05

横浜分譲共同ビル 耐震診断及び補強設計
店舗・事務

所、共同住宅
RC造 ６F 34 戸 神奈川県 2011.08

ふなばしマンション
長期修繕計画作成業務　コンサルタン
ト業務

共同住宅 ＳRC造 地上10F 118 戸 千葉県 2011.06

小豆沢マンション 東日本大震災の影響と安全性検証 共同住宅 ＳRC造
地上1１F
地下１F

87 戸 東京都 2011.08

Kビル 大規模修繕工事コンサル 共同住宅 RC造 地上5F 2061 ㎡ 東京都 2012.06

G代々木公園 大規模修繕コンサル 共同住宅 SRC造 地上10F 2,328 ㎡ 東京都 2017年7月版

SＦ荻窪 大規模修繕、漏水アフターコンサル 共同住宅 ＲＣ造
地上2F
地下1F

60 戸 東京都 2013.03



■実績一覧表　【エンジニアリングレポート】
現在

件名 建物用途 構造 規模 場所 時期

Ｆ社多摩川住宅 社員寮 RC造 地上3F 1,134 ㎡ 川崎市 2004.02

Ｆ社新城社宅（23棟58戸） 住宅・長屋 W造 23棟58戸 4,615 ㎡ 川崎市 2004.02

厚木事務所ビル＋タワーパーキング 事務所 SRC造
地上16F
地下1F

11,821 ㎡ 厚木市 2004.09

某スーパーマーケット鶴ヶ峰店 店舗・共同住宅 RC造 地上6F 13,023 ㎡ 横浜市 2004.12

ＶＩＰ覚王山 共同住宅 SRC造
地上10F
地下1F

5,766 ㎡ 名古屋市 2005.1

都内・横浜他賃貸マンション（９棟） 共同住宅 RC造 地上6F他 3,267 ㎡ 東京都 2005.1

某生保所有ビルおよび社宅（全国９棟） 事務所 RC造 地上10F他 23,100 ㎡ 全国 2005.2

福岡Ｓ専門学校 専門学校 RC造
地上8F
地下1F

5,554 ㎡ 福岡県 2005.3

Ｐ社神宮前ビル
ジム・店舗

事務所
RC造

地上5F
地下4F

5,983 ㎡ 渋谷区 2005.3

高槻ショッピングセンター 店舗・駐車場 S造 地上3F 32,723 ㎡ 大阪府 2005.3

厚木ビジネスタワーおよび駐車場 事務所 SRC造
地上16F
地下1F

11,821 ㎡ 厚木市 2005.4

某ファミリーレストラン（１０棟） 店舗 Ｓ造・W造 平屋建て 1,192 ㎡ 北海道他 2005.8

新宿場外馬券場（２棟） 事務所 SRC造
地上9F
地下1F

5,596 ㎡ 新宿区 2005.8

大阪Ｓ社大規模物流センター 物流センター S造 地上７F 44,455 ㎡ 大阪府 2005.９

名古屋パチンコ店（3店舗） 遊技場他 S造 地上５F他 12200 ㎡ 愛知県 2005.11

長崎県時津町スーパーマーケットビル 店舗 Ｓ造・ＲＣ造 地上２Ｆ 6,098 ㎡ 長崎県 2006.2

柏大規模ショッピングセンター 店舗 S造 地上６Ｆ 96,299 ㎡ 千葉県 2006.2

西大島マンション 共同住宅 RC造 地上８F 2,580 ㎡ 東京都 2006.2

Ｌ社保有建物（６棟） 共同住宅 RC造 地上6F他 9,800 ㎡ 東京都 2006.3

熊本本荘・新町マンション 共同住宅 RC造 地上１０F 6,251 ㎡ 熊本県 2006.3

甲府ショッピングセンター
　＋ホームセンター（２棟）

店舗 S造・ＲＣ造 地上３F他 17,490 ㎡ 山梨県 2006.5

札幌南三条アミューズメントビル 店舗
ｺﾝｸﾘｰﾄ充填

鋼管造
地上７F
地下1F

21,738 ㎡ 北海道 2006.5

長崎県時津町家電販売店 店舗 Ｓ造・ＲＣ造 地上２Ｆ 6,098 ㎡ 長崎県 2006.7

金沢大規模ショッピングセンター
（計１０棟）

店舗 Ｓ造 平屋・２F 35,600 ㎡ 石川県 2006.7

大阪市四ツ橋事務所ビル 事務所・店舗 ＲＣ造 地上８F 1,963 ㎡ 大阪府 2006.8

熊本県内大規模ショッピングセンター
（計３７棟）

店舗 Ｓ造 平屋・２F 93,000 ㎡ 熊本県 2006.11

福岡市内マンション（２棟） 共同住宅 RC造 地上４F 1,460 ㎡ 福岡県 2006.12

熊本市内スーパーマーケット 店舗 Ｓ造 平屋 3,324 ㎡ 熊本県 2006.12

名古屋　今池・平安マンション（２棟） 共同住宅 RC造 平屋 5,671 ㎡ 名古屋市 2006.12

函館市内ビジネスホテル ホテル RC造 地上11F 5,728 ㎡ 函館市 2007.1

札幌市中島マンション 共同住宅 RC造
地上14F
地下1F

7,938 ㎡ 札幌市 2007.1

名古屋　金山マンション 共同住宅 RC造
地上14F
地下1F

9,777 ㎡ 名古屋市 2007.3

名古屋　大須ビル・錦町ビル（2棟） 店舗 RC造 地上５F 2,235 ㎡ 名古屋市 2007.3

Ｌ社保有（自由が丘Ｋビル、上野Ｋビル） 店舗・住宅 S造 地上８F 1,248 ㎡ 東京都 2007.3

札幌マンション５物件 共同住宅 RC造 地上12F 11,680 ㎡ 北海道 2007.3

2018年11月

　【エンジニアリングレポート】

面積・戸数



件名 建物用途 構造 規模 場所 時期面積・戸数

熊本マンション2物件 共同住宅 RC造 地上８F 10,457 ㎡ 熊本県 2007.3

札幌マンション６棟 共同住宅 RC造 地上１３F 4,100 ㎡ 北海道 2007.6

沖縄県ショッピングセンター２棟 店舗 S造 1,100 ㎡ 沖縄県 2007.7

大阪府ショッピングセンター 店舗 S造 450 ㎡ 大阪府 2007.7

目黒区マンション 共同住宅 RC造
地下1Ｆ
地上3F

573 ㎡ 東京都 2007.8

熊本上通並木坂MS 住宅 RC造 地上10F 熊本県 2007.4

名古屋　今池・筒井・栄MS 住宅 RC造 地上12F 名古屋市 2007.4

横浜市内スーパーマーケット 店舗 RC造 地上3F 横浜市 2007.4

柏大規模ショッピングセンター 店舗 Ｓ造 地上6F 柏市 2007.6

熊本宇土ショッピングセンター 店舗 RC造 平屋 熊本県 2007.6

町田事務所ビル 事務所・店舗 RC造
地上4F
地下１F

東京都 2007.9

熊本九品寺ビル 事務所 SRC造 地上9F 熊本県 2007.11

能登ゴルフ場・クラブハウス
ゴルフ場

クラブハウス他
RC造＋S造 地上2F他 石川県 2007.12

金沢SCホームセンター棟 店舗 S造 平屋 石川県 2007.12

麻布十番ビル 共同住宅・店舗 RC造 地上7F 東京都 2007.12

都内・名古屋・大阪・福岡1８棟 共同住宅17棟 RC造 地上12F他 全国 2007.12

大分ホテル／チャペル ホテル Ｓ造 地上9F 大分県 2007.11

大宮事務所ビル 事務所 Ｓ造 地上6F 埼玉県 2008.2

宮崎・大分ホテル ホテル Ｓ造 地上9F 全国 2008.2

都内共同住宅４棟 共同住宅 Ｓ造 地上9F 東京都 2008.2

仙台市内結婚式場他10棟
結婚式場

ボーリング場他
ＲＣ造 地上9F 宮城県 2008.3

大阪市内ホテル ホテル Ｓ造 地上12F 大阪市 2008.8

名古屋パチンコ店（2店舗） 遊技場他 S造 地上５F他 12200 ㎡ 愛知県 2009.5

某スーパーマーケット鶴ヶ峰店 店舗・共同住宅 RC造 地上6F 13,023 ㎡ 横浜市 2009.9

大宮事務所ビルＥＲ 事務所ビル Ｓ造 地上7F 埼玉県 2010.5

熊本九品寺ビル 事務所 SRC造 地上9F 熊本県 2011.1

某社所有ゴルフ場9サイトER
ゴルフ場

クラブハウス他
RC造 地上3F他 全国 2012.9

宮古島某ホテルER ホテル RC造 地上7F他 沖縄県 2013.9

築地、三崎町某ビル 事務所・店舗 RC造 地上4F他 東京都 2013.10



件名 建物用途 構造 規模 業務内容 所在 時期

高田馬場Ｏビル
遊技場
住宅

S造 地上4F

増築時に検査済証が未取得であった建物の用途変
更を目的とした、関係行政庁協議、法適合性評価
および遵法性回復に伴う各種コンサルティング業
務

新宿区 2008.03

取手市Ｉ邸 住宅 W造 地上3F
検査済証が未取得であった住宅の一部増築を目的
とした、関係行政庁協議、法適合性評価および遵
法性回復に伴う各種コンサルティング業務

取手市 2008.12

習志野市Ｙビル
遊技場
事務所

S造 地上3F
検査済証が未取得であった建物の増築を目的とし
た、関係行政庁協議、法適合性評価および遵法性
回復に伴う各種コンサルティング業務

千葉県 2009.01

台東区Ｌビル 物販店 RC造 地上9F
不適合に連結して使用中の複数建物から、一部建
物を切り離し、法的に適合な建物として売却を行
うための各種コンサルティング業務

台東区 2008.02

渋谷区複合ビル
店舗

事務所
Ｓ造 地上15F

竣工時事務所として検査済証を取得したビルを、
一部フィットネススタジオとして利用していたビ
ルの適合化に関する諸官庁折衝業務

東京都 2009.04

某国大使館 大使館 RC造 地上2F
増改築申請に伴う遵法性調査および構造安全性の
検討

東京都 2009.08

Ｔ社化学工場 工場 Ｓ造 地上3F
耐震改修または建替えの判断に伴う、遵法性・構
造安全性の検討

神奈川
県

2009.10

豊島区専門学校 専門学校 RC造 地上4F
耐震改修または建替えの判断に伴う、遵法性・構
造安全性の検討

東京都 2009.10

千葉県内ゴルフ場 クラブハウス Ｓ造 平屋
不動産取引により顕在化した建物健全化費用算出
に伴う、遵法性・構造安全性の評価および是正方
策の検討

千葉県 2009.11

六本木Hビル テナントビル RC造
地上8F
地下1F

法適合化が難しいことを理由に退去したテナント
から訴えられた建物所有者の依頼による、被告側
の建築技術的・法的アドバイザリー業務

東京都 2013

日本橋浜町Yビル
事務所・
共同住宅

SRC
造

地下1階
地上10階

事務所２フロアーをレンタル収納スペース（非倉庫業）
へ用途変更業務。
遵法性・構造安全性の評価および是正方策の検討。

東京都 2014.04

川崎市Rマンション
事務所・
共同住宅

RC造
地上6F
地下1F

１階事務所を福祉施設へ用途変更業務。
遵法性、消防特例の評価および是正方策の検討。

神奈川
県

2014.04

浅草橋1丁目ホテル ホテル
SRC
造

地上14階 買主(ER)指摘の遵法性の確認。 東京都 2014.12

Ｔ製菓(株) 事務所 Ｓ造 地上2F
法適合性評価および遵法性回復に伴う各種コンサ
ルティング業務

東京都 2018.11

S社保有倉庫 倉庫・事務所
法適合性評価および遵法性回復に伴う各種コンサ
ルティング業務

関東圏 継続中

＜遵法性の回復等に伴う各種コンサルティング>

■実績一覧表　【法適合性評価・遵法性回復】　　　　　　　　　　2018年11月 現在



■実績一覧表　【劣化診断・構造評価】
現在

件名 建物用途 構造 規模 場所

サウンタウン立花長期修繕計画 複合集合住宅 RC造 6棟 200 戸 東京都

インペリアル池田山建物診断 集合住宅 RC造
地上3F
地下1F

2,977 ㎡ 東京都 1995.06

THEBARREL池袋長期修繕計画 店舗 805 ㎡ 東京都 1998.12

インペリアル池田山屋上診断 集合住宅 RC造
地上3F
地下1F

2,977 ㎡ 東京都 2001.06

ローヤル宮前平　劣化診断 共同住宅 ＲＣ造 神奈川県 2007.12

駒込Ｙビル　建物調査
（劣化・アスベスト・概要）

事務所 Ｓ造 豊島区 2008.05

大谷田温泉劣化診断
　および不具合原因調査

温浴施設 Ｓ造 葛飾区 2008.05

名古屋雑居ビル　遵法性調査
住居
店舗

ＲＣ造 名古屋市 2008.05

Ａ邸　漏水他不具合原因調査 住宅 Ｗ２ 大田区 2008.06

Ｈ邸　漏水他不具合原因調査 住宅 Ｗ２ 世田谷区 2008.07

神保町Ｐビル劣化診断、構造荷重検討
遊技場
店舗

RC造 地上6Ｆ 東京都 2009.04

新砂テナントビル床荷重検討業務
事務所
倉庫

RC造 地上5Ｆ 東京都 2009.05

都内学生マンション年次点検（75棟） 共同住宅 東京都 2010

安達太良、那須高原サービスエリア
東日本大震災被災度調査

サービスエリア RC造
地上1F

3棟
福島県
栃木県

2011.03

東松島町工場
東日本大震災被災度調査

工場 S造 平屋 2,100 ㎡ 宮城県 2011.03

東日本大震災の影響と安全性検証 共同住宅 東京都 2011

K台ハウス　漏水他不具合原因調査 事務所 S造 地上３F 487 ㎡ 神奈川県 2011.2

宮城県某施設　構造調査業務 研修施設
S造・RC

造
地上2F

5棟
1995.4 ㎡ 宮城県 2011.5

新宿Gビル　構造強度検討 事務所 SRC造 地上10F 7,354 東京都 2012.1

某消防署21か所　被害調査委託 消防署 RC造 東京都 2012.3

目黒区K公園　長寿命化検討調査 公園施設 東京都 2012.3

I工業東京本社ビル　建物状況調査業務 事務所ビル SRC造 地上８F 4,622 ㎡ 東京都 2012.3

R.E共同住宅　構造安全性検証業務 共同住宅 RC造
地上3F
地下1F

899 ㎡ 東京都 2012.5

【劣化診断・構造評価】

時期

2018年11月

面積・戸数



2018年11月版

〒101-0032 

東京都千代田区岩本町3-8-15千代田NSOビル10F

株式会社リバックス建築環境計画
TEL．03(3864)6611 FAX．03(3864)6612
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