
国内施工例

施工年度 物件名 設計 施工

２０００年以前 大生相互銀行 ㈱日本設計 鹿島建設㈱

前橋市市民文化会館 ㈱石本建築事務所 鹿島建設㈱

トステム本社ビル 三菱地所㈱ 鹿島建設㈱

愛媛県県民文化会館 丹下健三・都市・建築設計研究所 鹿島建設㈱

箱根成川美術館 杉山隆設計事務所 ㈱竹中工務店

パレロワイヤル松濤 ㈱長谷工コ－ポレ－ション設計部 ㈱長谷工コ－ポレ－ション

東京ガス新宿地冷センタ－ビル 丹下健三・都市・建築設計研究所 鹿島建設㈱

東京歯科大学水道橋ビル 鹿島建設㈱建築設計本部 鹿島建設㈱

墨田区庁舎 ㈱久米設計 鹿島建設㈱

東京都第二本庁舎 丹下健三・都市・建築設計研究所 鹿島建設ＪＶ

京橋石井ビル 松本建築事務所 ㈱佐藤秀

カナダ大使館 イントラデザイン 清水建設㈱

国際連合大学本部施設 丹下健三・都市・建築設計研究所 鹿島建設ＪＶ

天王洲アイル ㈱ア－ル・アイ・エイ（Ｒ．Ｉ．Ａ） 鹿島建設ＪＶ

東京イ－スト２１ 鹿島建設㈱　設計　エンジニアリング総事業部本部 鹿島建設㈱

大宮東町ビル ㈱フジタ　建築設計部 ㈱フジタ

明電舎総合研究所 NTT一級建築士事務所 鹿島建設ＪＶ

ニコライ堂改修 財）文化財建造物保存技術協会 鹿島建設㈱

八千代いこいの家 ㈱ケイ・アイ・コンサルタンツ ㈱奥村組

東京ガス新宿超高層ビル（ＳＰＴ） 丹下健三・都市・建築設計研究所 鹿島建設ＪＶ

パ－クハイアット モフォ－ド＆カンパニ－Ｃo．Ｌtd 鹿島建設ＪＶ

恵比寿ガ－デンプレイス ㈱久米設計 鹿島建設ＪＶ

日光東照宮 丹下健三・都市・建築設計研究所 清水建設ＪＶ

特別養護老人ﾎ-ﾑ　アップリケア 丹下健三・都市・建築設計研究所 鴻池組ＪＶ

ＦＣＧフジテレビ台場 丹下健三・都市・建築設計研究所 鹿島建設㈱

山口県立萩美術館浦上記念館 丹下健三・都市・建築設計研究所 佐藤工業ＪＶ

三菱石油本社ビル 三菱地所㈱ 鹿島建設ＪＶ

ＪＲ東日本 ㈱日建設計 鹿島建設ＪＶ

赤坂プリンスホテル宴会棟 丹下健三・都市・建築設計研究所 鹿島建設㈱

オルガノ㈱新総合本社ビル ㈱日本設計 鹿島建設ＪＶ

八重洲三井ビル 鹿島建設㈱　設計　エンジニアリング総事業部本部 鹿島建設㈱

ホテル三日月 ㈱横川建築設計事務所 西武建設㈱

科研製薬本社ビル ㈱久米設計 鹿島建設ＪＶ

ゲ－トシティ大崎イ－ストタワ－ ㈱日建設計 鹿島建設ＪＶ

日本書道教育学会 ㈱梓設計 ㈱日東建設

東静岡駅 ㈱交建設計 名工建設ＪＶ

日本アムェイ本社社屋 ㈱日本設計 鹿島建設ＪＶ

香川県庁舎第１期 丹下健三・都市・建築設計研究所 西松建設ＪＶ

さいたま広域合同　Ｉ　工区建築工事 ㈱日建設計 鹿島建設ＪＶ

代官山第一種再開発 ㈱日本設計、㈱ＮＴＴファシリティ－ズ 鹿島建設㈱

東京後楽園ド－ムホテル 丹下健三・都市・建築設計研究所 清水建設ＪＶ

ビ－エム長野本社ビル 清水建設㈱ 清水建設ＪＶ
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２００１年 中央三井信託銀行 ㈱竹中工務店 鹿島建設㈱

ＮＴＴ　ＤoＣoＭo代々木ビル ㈱ＮＴＴファシリティ－ズ 鹿島建設ＪＶ

ＮＴＴ　ＤoＣoＭo埼玉ビル ㈱ＮＴＴファシリティ－ズ 鹿島建設㈱

新潟県総合スタジアム ㈱日建設計 鹿島建設ＪＶ

国際交流大学村 ㈱石本建築事務所 鹿島建設ＪＶ

広島原爆記念館 丹下健三・都市・建築設計研究所 清水建設㈱

２００２年 国際興業三田ビル ㈱川鉄シビル 川鉄シビル・五洋建設ＪＶ

豊洲マンション 東洋建設㈱ 東洋建設㈱

慶応日吉大学新研究棟 清水建設㈱ 清水建設㈱

フジクラ深川開発計画オフィス棟 ㈱日総建、㈱ＮＴＴファシリティ－ズ 鹿島建設ＪＶ

ＮＴＴ　ＤoＣoＭo品川ビル ㈱ＮＴＴファシリティ－ズ 鹿島建設ＪＶ

ＮＴＴ　ＤoＣoＭo名古屋ビル ㈱ＮＴＴファシリティ－ズ 鹿島建設ＪＶ

ＮＴＴ　ＤoＣoＭo静岡ビル ㈱ＮＴＴファシリティ－ズ 鹿島建設ＪＶ

吉祥寺駅工事 京王建設㈱ 京王建設㈱

君津中央病院 丹下健三・都市・建築設計研究所 清水建設ＪＶ

ミツミ電機 安藤建設㈱ 安藤建設㈱

福井県立図書館 ㈱槇総合計画事務所 前田建設ＪＶ

三沢公園マンション ㈱熊谷組 ㈱熊谷組

グリーンコア広尾 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱

２００３年 共同通信本社ビル 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱

ＮＴＴ　ＤoＣoＭo東北ビル ㈱ＮＴＴファシリティ－ズ 鹿島建設㈱

明治大学 ㈱久米設計 鹿島建設㈱

汐留Ｃ街区 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱

川崎駅西口再開発 ㈱松田・平田設計 清水建設㈱

丸の内１－１計画 森トラスト㈱　㈱安井建築設計事務所 鹿島建設㈱

ヴィラ松濤 大成建設㈱ 大成建設㈱

臨海広域斎場 ㈱梓設計 北進土建㈱

六本木ヒルズ　森タワ－ 森ビル㈱、㈱入江三宅設計、ＫＰＦ、ＧＰＣ 大林組　鹿島建設ＪＶ

２００４年 東品川再開発 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱

御茶ノ水共同ビル ㈱丹下都市建築設計 鹿島建設㈱

イタリア大使館 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱

ア－バンネット五橋 ＮＴＴ都市開発㈱ 鹿島建設㈱

高輪住友不動産マンション ㈱安井建築設計事務所 清水建設㈱

成増住友不動産マンション 清水建設㈱ 清水建設㈱

ア－バンネット名古屋 ＮＴＴ都市開発㈱ 大成建設㈱

武蔵野大学 ㈱日建設計 大成建設㈱

ア－バン道玄坂ビル ㈱カノウ都市研究所 東急建設㈱

江東豊洲Ｂ ㈱ＫＩＤアソシェイツ ㈱長谷工コ－ポレ－ション

恵愛病院 ㈱ＳＤ建築 松尾建設㈱

東京タイムズタワー 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱
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２００５年 白金１丁目再開発 ㈱梓設計 鹿島建設㈱

ＵＤＸビル ＮＴＴ都市開発㈱、㈱ＮＴＴファシリティ－ズ、㈱日総建、鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱

東京プリンスホテル ㈱丹下都市建築設計　鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱

薬研坂再開発 ㈱日本設計 鹿島建設㈱

イタリア文化会館 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱

国立新美術館新営工事 黒川紀章　㈱日本設計共同体 鹿島建設㈱

高崎ベイシアセンタ－ ㈱日本設計 清水建設㈱

三越本店 清水建設㈱ 清水建設㈱

ＮＴＴ　ＤoＣoＭo西都ビル ㈱ＮＴＴファシリティ－ズ 清水建設㈱

前橋ベイシアビジネスセンタ－ ㈱日建設計 清水建設㈱

サンシティ－パ－ク横浜 ＨＢＡ　浅井謙建築研究所㈱ 大成建設㈱

飯田産業本社ビル ㈱新建築設計事務所 ㈱熊谷組

軽井沢クリ－クＧ ㈱山本良介アトリエ ㈱錢高組

ＲＯＹＡＬ大垣店 トキ空間設計㈱ ㈱興建

２００６年 虎ノ門タワ－ズ・レジデンス 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱

目白ガーデンヒルズ ㈱日建設計　鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱

天王洲プロジェクト 清水建設㈱ 清水建設㈱

ゾニ－シティ－ ㈱プランテック総合計画事務所 清水建設㈱

ベストブライダル表参道 エドワ－ド建築設計事務所 ㈱熊谷組

パ－クハイアット京都 ㈱ス－パ－ポテト 大成建設㈱

ＭＧＭ刈田 トキ空間設計㈱ ㈱興建

２００７年 ＪＲ浜松駅 ㈱ジェイア－ル東日本建築設計事務所 名工建設㈱

防衛省　市ヶ谷庁舎 清水建設㈱ 清水建設㈱

シンクパークタワー（大崎西口） ㈱日建設計 鹿島建設㈱

グラン東京ﾉｰｽ・ｻｳｽﾀﾜｰ（東京駅） ㈱日建設計、JRED 鹿島建設ＪＶ

２００８年 ディズニ－ランドホテル ウォルトディズニ－イマジナリング 鹿島建設ＪＶ

マスタ－ビュ－レジデンス 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱

AOビル（北青山３丁目テナントビル） ㈱日本設計 鹿島建設㈱

加賀レジデンス（加賀２丁目M） 鹿島建設㈱建築設計本部 鹿島建設㈱

大宮ファーストプレイスタワー　（大宮桜木町マンション） 鹿島建設㈱建築設計本部 鹿島建設㈱

ホテルサンル－ト新橋 鹿島建設㈱建築設計本部 鹿島建設㈱

東京倶楽部 ㈱日本設計 鹿島建設㈱

ウエストレジデンス大崎 ㈱長谷工コーポレ－ション ㈱長谷工コーポレ－ション

吉祥寺レジデンシア ㈱長谷工コーポレ－ション ㈱長谷工コーポレ－ション

神宮前６２８ビル ㈱井上建築設計事務所 サンユ－建設㈱

本郷パークハウス ㈱錢高組 ㈱錢高組

ファ－ストシ－ンＥ＆Ｗ 岩田地崎建設㈱ 岩田地崎建設㈱

ＳＩＡ日本橋 清水建設㈱ 清水建設㈱

富山ハンティング ㈱妹尾正治建築事務所 伊藤忠サ－ビス㈱

ガ－ラシティ－亀戸 ㈱ガイ．プランニング ウラタ㈱
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２００９年 Ｃapa　Ｃity ㈱NTTファシリティーズ 鹿島建設㈱

アパホテル京成成田 鹿島建設㈱建築設計本部 鹿島建設㈱

豊洲３－１街区 ㈱三菱地所設計 鹿島建設ＪＶ

グランドメゾン白金台 積水ﾊｳｽ㈱、㈱日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 鹿島建設㈱

パークシティ浜田山 ペリクラークペリアーキテクツジャパン㈱ 鹿島建設㈱

南青山２丁目 鹿島建設㈱建築設計本部 鹿島建設㈱

シティータワー麻布十番（三田小山）  ㈱INA新建築研究所、㈱日建設計 清水建設㈱

有明花田学園 清水建設㈱ 清水建設㈱

大崎センタービル（大崎１丁目） 清水建設㈱ 清水建設㈱

東京女子医大 ㈱日建設計 清水建設㈱

日清紡アネックス ㈱伊藤建築設計事務所 清水建設㈱

覚王山ル・アンジェ教会 ㈱青島設計 大成建設㈱

ウェリスパ－ク茶屋ヶ坂 ㈱NTTファシリティーズ 矢作建設工業㈱

ＪＲ浜松駅改修 ㈱ジェイア－ル東日本建築設計事務所 名工建設㈱

南青山５丁目計画 ㈱松田平田設計 サンユ－建設㈱

イニシア桜橋 ㈱巽秀喜建築設計事務所 古久根建設㈱

ブリリア西千葉 飛島建設㈱ 飛島建設㈱

クオス駒沢大学 ㈱スタイレックス 日本国土開発㈱

ＱＴＥＣ田町ビル ㈱ファインコラボレ－ト研究所 安藤建設㈱

スカイコ－ト新宿落合壱番館 ㈱アトリエモルフ建築事務所 岩田地崎建設㈱

ラアトレ西新宿 ㈱三互 ㈱ノバック

ＰＬＵＳ（熱海） ㈱マウントフジア－キテクツスタジオ一級建築士事務所 大同工業㈱

２０１０年 羽田空港国際線旅客ターミナル ㈱梓設計、ペリクラ－クペリア－キテクツ、㈱安井建築設計事務所 鹿島建設ＪＶ

三井住友銀行本店ビル ㈱日建設計 鹿島建設ＪＶ

宮忠六本木７丁目 鹿島建設㈱建築設計本部 鹿島建設㈱

西新宿６丁目 ㈱日本設計 鹿島建設㈱

高井戸計画 三井デザインテック㈱ 鹿島建設㈱

工業教育会館 ㈱日建設計 鹿島建設㈱

ジ－シ－ビル本郷 ㈱谷口建築設計研究所、鹿島建設㈱建築設計本部 鹿島建設㈱

深川ギャザリア ㈱日総建、㈱ＮＴＴファシリティ－ズ 鹿島建設ＪＶ

目白１丁目マンション ㈱日建設計 鹿島建設㈱

吉祥寺マンション ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

ネクスサイト深川ビル ㈱NTTファシリティーズ 清水建設㈱

ブリリア砧公園 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組

４℃銀座ブライダル店 ㈲ビークスプランナ－ズ ㈱白水社

法恩寺 梅林建設㈱ 梅林建設㈱

ガ－ラステ－ジ門前仲町 ㈱坂詰圀雄建築設計事務所 ㈱ウラタ

小野邸 林国美アトリエア－ル ㈱ＡＺ－ＳＺＫＩ

品川インタ－シティ－ ㈱大林組 桂城建設㈱

本浄寺　伽藍新築 空建築設計ワ－ク ㈱佐藤秀

ウィ－ン青山 ㈱セイビ ㈱間組
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２０１１年 大崎西口ソニ－ ㈱日建設計 鹿島建設㈱

講談社 鹿島建設㈱建築設計本部 鹿島建設㈱

北新宿再開発 ㈱三菱地所設計 鹿島建設㈱

サト－新本社ビル ㈱イリア 鹿島建設㈱

松原共同住宅 ㈱ＮＴＴファシリティ－ズ 清水建設㈱

第一三共日本橋ビル 清水建設㈱ 清水建設㈱

那覇ゴルフ倶楽部 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組

ラフォンテ代官山 ㈱イリア ㈱イリア

豊洲アニヴェルセルヴィラ ㈱熊谷組 ㈱熊谷組

内藤ビル ㈱SHIN設計 大和建設工業㈱

パテラ西船橋 ㈱ガイ．プランニング ㈱ウラタ

成田山新勝寺薬師堂保存修理 文化財建造物保存技術協会、㈱佐藤秀一級建築士事務所 ㈱佐藤秀

セジョリ御茶ノ水 飛島建設㈱ 飛島建設㈱

小杉ビル ㈱石本建築事務所 清水建設㈱

赤坂警察署 ㈱松田平田設計 ㈱錢高組

麻布台パ－クハウス 林国美アトリエア－ル 岡宜建設㈱

東京工業大学 ㈱佐藤総合企画 ㈱錢高組

２０１２年 東京駅丸の内駅舎保存復原 ㈱ジェイア－ル東日本建築設計事務所 鹿島建設ＪＶ

トルコ大使館 ㈱久米設計 鹿島建設㈱

桜プレイス 鹿島建設㈱建築設計本部 鹿島建設㈱

Ｋプロジェクト 鹿島建設㈱建築設計本部 鹿島建設㈱

日本橋本町２丁目 ㈱山下設計 鹿島建設㈱

ダイバ－シティ－東京オフィスタワ－ 鹿島建設建築設計本部 鹿島建設㈱

出口町計画 ㈱NTTファシリティーズ 矢作建設工業㈱

ルフォン不動前 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組

ライオンズ台東入谷レフィール ㈱ＩＡＯ竹田設計 ㈱ノバック

ロワ－ル西荻窪 ㈱秀研設計 日本国土開発㈱

東雲マンション ㈱ナサ一級建築士事務所 岩田地崎建設㈱

厚木プロジェクト ㈱サミ－デザイン ㈱サミ－デザイン

中村北ＰＪ 佐藤工業㈱ 佐藤工業㈱

神田橋安田ビル 鉄建建設㈱ 鉄建建設㈱

ウェリス桜山 ㈱日建ハウジング 清水建設㈱

２０１３年 ウェリス代官山 ＮＴＴ都市開発㈱ 鹿島建設㈱

東京理科大 ㈱日建設計 鹿島建設㈱

グランフロント大阪（梅田北ヤ－ド） ㈱NTTファシリティーズ、㈱日建設計 ㈱竹中工務店

特別養護老人ホーム清風園 ㈱ＳＩＮ設計 大和建設工業㈱

六本木森ビル ㈱森ビル、㈱入江三宅設計事務所、㈱タウンスケープ研究所 清水建設㈱

歌舞伎座 ㈱隈研吾建築都市設計事務所、㈱三菱地所設計 清水建設㈱

新宿伊勢丹改修 ㈱丹下都市建築設計 清水建設㈱

内閣府 ㈱日建設計、清水建設㈱ 清水建設㈱

神田外学院　耐震　補修 安藤建設㈱一級建築士事務所 安藤建設㈱

ブリリア大山 飛島建設㈱ 飛島建設㈱

東京大学（中野）教育学部整備 ㈱東畑建築事務所 ㈱中秀工業

ブリリア浅草橋 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組

箱根個人邸 佐藤設計 梅林建設㈱

プラダ心斎橋 ＳＴＡＤＩＯ　ＢＡＣＩＯＣＣＨＩ　srl ㈱美留土

ウェリス星ヶ丘 ㈱NTTファシリティーズ ㈱錢高組

パワ－モ－ル前橋 飛島建設㈱ 飛島建設㈱

CI都市開発江東区辰巳1丁目 ㈱長谷工コ－ポレ－ション ㈱長谷工コ－ポレ－ション



国内施工例

施工年度 物件名 設計 施工

２０１４年 大島一丁目ﾏﾝｼｮﾝ 前田建設工業㈱ 前田建設工業㈱

ガーラ川崎 ㈱朝倉崇夫都市建築設計事務所 大和小田急建設㈱

ガーラ川崎尻手 ㈱ガイ・プランニング 南海辰村建設㈱

パレステージ溝の口 荒川建設工業㈱ 南海辰村建設㈱

吉川美南　藤木ﾏﾝｼｮﾝ 高松建設㈱ 高松建設㈱

はいからさん通り弐番館 松永設計 鈴与建設㈱

飯田橋駅西口再開発業務商業棟 ㈱日建設計　 前田建設工業㈱、鹿島建設㈱ＪＶ

平河町共同住宅 浅井謙建築研究所㈱ 鹿島建設㈱

五番町マンション 鹿島建設㈱建築設計本部 鹿島建設㈱

小杉町三丁目再開発 アイアールエー 清水建設㈱

東中野4丁目住商マンション 清水建設㈱ 清水建設㈱

ロワール清澄白河 ㈱秀研設計 日本国土開発㈱

ロワール千歳烏山 ㈱秀研設計 日本国土開発㈱

プレ－ル－ドラック木場 オリエント設計㈱ 岩田地崎建設㈱

西池袋プロジェクト ㈱ＩＮＡ新建築 大木建設㈱

ブランズ麻布狸穴町 清水建設㈱、アーキサイトメビウス㈱ 清水建設㈱

麻布ヒルズ ㈱黒川紀章建築都市設計事務所 ㈱佐藤秀

ｍｉｕｍｉｕ千葉そうごう ＳＴＡＤＩＯ　ＢＡＣＩＯＣＣＨＩ　srl ㈱美留土

２０１５年 KDX浜松町プレイス 鹿島建設(株)建築設計本部 鹿島建設（株）

大手町タワー・JXビル （株）三菱地所設計 鹿島建設（株）

三井住友銀行本店東館 （株）日建設計 鹿島建設（株）

Ｍ＆Ａキャピタルパ－ト－ナ－ズ 鹿島建設（株）

神田錦町３丁目 （株）日建設計 鹿島建設、清水建設JV

新宿伊勢丹改修（2期） （株）丹下都市設計 清水建設（株）

BB名古屋 戸田建設㈱一級建築士事務所 戸田建設㈱名古屋支店

東五反田４丁目計画 （株）熊谷組 （株）熊谷組

プラダ札幌 STADIO　BACIOOCHI　sri （株）美留土

プレミスト日本橋浜町 日本国土開発(株)

２０１６年 武蔵野の森　総合スポ－ツ施設 鹿島建設(株)

豊洲市場5街区 （株）日建設計 鹿島建設(株)

豊洲市場6街区 （株）日建設計 清水建設(株)

マークライト虎ノ門 ㈱久米設計 清水建設(株)

藤沢いすゞプラザ ㈱坂倉建築研究所 清水建設(株)

フォレセーヌ赤坂檜坂 （株）日建ハウジング 前田建設工業（株）

プレミスト日本橋浜町 ㈱花岡都市建築設計 日本国土開発(株)

グランパレス東京八重洲アベニュー 高松建設㈱ 高松建設㈱

ルフォン流山おおたかの森 （株）長谷工コーポレーション （株）長谷工コーポレーション

柏の葉キャンパス （株）熊谷組 （株）熊谷組

クレヴィア文京区小石川 ㈱レーモンド設計事務所 佐藤工業㈱

プラダ名古屋高島屋 STADIO　BACIOOCHI　sri （株）美留土

プラダ成田空港T-2 STADIO　BACIOOCHI　sri （株）乃村工藝社



国内施工例

施工年度 物件名 設計 施工

２０１７年 GINZA 6 谷口建築設計研究所、鹿島建設JV 鹿島建設(株)

銀座朝日ビル 鹿島建設(株)建築設計本部 鹿島建設(株)

南青山７丁目計画 ㈱三菱地所設計 鹿島建設(株)

東京銀座朝日ビルディング 鹿島建設、ストリックランドJV 鹿島建設(株)

銀座ヨシノヤ本店 (株)坂詰圀雄建築設計事務所 鹿島建設(株)

ミネベア天王洲ゲストハウス 鹿島建設(株)建築設計本部 大興物産㈱

ディアナコート文京本郷台 （株）IAO竹田設計　アーキサイトメビウス（株） ㈱フジタ

電波学園 清水建設㈱ 清水建設(株)

ブレンシェラ東京三ノ輪 （株）長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション

東京駅丸の内広場整備 鹿島建設㈱ 鹿島建設(株)

２０１８年 日比谷ミッドタウン 鹿島建設、ﾎﾌﾟｷﾝｽｱｰｷﾃｸﾂ・日建設計JV 鹿島建設(株)

日本橋高島屋三井ビルディング (株)日本設計、(株)ﾌｨｰﾙﾄﾞﾌｫｰﾃﾞｻﾞｲﾝｵﾌｨｽ 鹿島建設(株)

帝国製薬日本橋本町二丁目ビル 鹿島建設(株)建築設計本部 鹿島建設(株)

新宿パ－クタワ－外構改修 鹿島建設(株)建築設計本部 鹿島建設(株)

東京堂千代田ビル　改修 (株)日建設計 鹿島建設(株)

メイツ浮間舟渡 （株）長谷工コーポレーション ㈱長谷工コーポレーション

アルプス電気研修所 サンユー建設株式会社一級建築士事務所 サンユー建設(株)

ル－ブル板橋泉町  株式会社SD建築企画研究所 京王建設(株)

ライオンズ川越プレミアフォ－ト 日企設計 (株)ノバック

おおたかの森ホテル スターツCAM（株） ㈱熊谷組

パークシティ柏の葉 （株）熊谷組 ㈱熊谷組

プラダ日本橋三越 STADIO　BACIOOCHI　sri （株）美留土

２０１９年 柏の葉総合技術研修センター 鹿島建設(株)建築設計本部 鹿島建設（株）

東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰｼｰ　ソアリン 鹿島建設（株）

源吉兆庵新本店 青島設計、鹿島建設JV 鹿島建設（株）

ホテルオークラ 大成建設、谷口建築設計研究所他、JV 大成建設（株）

電波学園（2期工事） 清水建設(株) 清水建設（株）

スガツネ工業新社屋 清水建設(株) 清水建設（株）

メイクスデザイン糀谷 （株）コルピソス 京王建設(株)

プラダ軽井沢アウトレット STADIO　BACIOOCHI　sri （株）美留土

ガ－ラ練馬南 （株）アバント ㈱フジタ

プレミスト赤坂翠嶺 （株）陳設計 日本国土開発(株)

２０２０年 日本橋地下歩道施設 鹿島建設(株)建築設計本部 鹿島建設（株）

東京ポートシティ竹芝 久米設計、鹿島建設(株)JV 鹿島建設（株）

ルフォン市川一丁目 高松建設（株） 高松建設（株）

２０２1年 浜松町二丁目4地区A-3棟 鹿島建設(株)建築設計本部 鹿島建設（株）

トーハン本社ビル 鹿島建設(株)建築設計本部 鹿島建設（株）



国内施工例

施工年度 物件名 設計 施工

海外施工例 物件名 設計 施工

台湾アディダスビル（台湾） 沈祖海建築師事務所 基泰菅造有限公司

サウジアラビア国王宮殿（サウジアラビア） 丹下健三・都市・建築設計研究所 鹿島建設㈱

リビアサテライトステ－ション（リビア） 戸田建設㈱

台湾西華大飯店（台湾） イントラデザイン、㈱観光企画設計社 鹿島建設㈱

台湾震旦インテリジェントビル（台湾） 日本国土開発設計部 日本国土開発㈱

フォ－ラムビル（シンガポ－ル） ㈱竹中工務店


