
業務実績

年　度 物　　件　　名　　称 所　在　地 規模 備　　　　　　考

平成26年

ファミリーハウス 東京都大田区  12戸

有限会社　河久 東京都大田区 4棟

調布多摩川サニーコート 東京都調布市  52戸 見直しコンサルティング

既存建物積算業務  22棟 

平成25年

サンライズ西馬込  東京都大田区   32戸

Verde Colle 東京都大田区  16戸

ファミリーハウス 東京都大田区   12戸

C．目黒 東京都目黒区 82戸 給水設備改修工事 

 ワザック浦和常盤 埼玉県さいたま市  27戸 新築 

調布多摩川サニーコート  東京都調布市 52戸 見直しコンサルティング 

既存建物積算業務  7棟

既存建物図面CAD化 4棟  

平成24年

サンハイツ西村  東京都調布市 10戸

サンライズ西馬込  東京都大田区  32戸 給排水管含む 

ファミリーハウス  東京都大田区  12戸

W流山おおたかの森  千葉県流山市  27戸 新築 

長期修繕計画策定  

その他 

大規模修繕工事　　　設計監理　　　　診断を含む   

建物調査診断

長期修繕計画策定 

大規模修繕工事　　　設計監理　　　　診断を含む      

建物管理コンサルティング

長期修繕計画策定 

その他 

大規模修繕工事　　　設計監理　　　　診断を含む     

設備改修工事　　　設計監理 



年　度 物　　件　　名　　称 所　在　地 規模 備　　　　　　考

平成23年

アドヴァンス本牧 神奈川県横浜市 19戸

塚越サニーコート 埼玉県蕨市 31戸

調布多摩川サニーコート 東京都調布市 52戸

LＭ野毛山公園 神奈川県横浜市 37戸 店舗含む 

月島SC  東京都中央区  19戸

ワザック函館五稜郭 北海道函館市 351戸 新築　タワー3棟

塚越サニーコート 埼玉県蕨市  31戸

調布多摩川サニーコート  東京都調布市  52戸

アドヴァンス本牧  神奈川県横浜市  19戸 

平成22年

グランディオーズ山手 神奈川県横浜市 4戸

塚越サニーコート 埼玉県蕨市 31戸

LＭ野毛山公園 神奈川県横浜市 37戸 店舗含む

アドヴァンス本牧 神奈川県横浜市 19戸

調布多摩川サニーコート 東京都調布市 52戸 店舗3

SC大森 東京都大田区 29戸 タイル剥落補修

アドヴァンス本牧 神奈川県横浜市 19戸 直結増圧及び防錆

月島サニーコート 東京都中央区 19戸

グランディオーズ山手 神奈川県横浜市 4戸 給排水管調査

アドヴァンス本牧 神奈川県横浜市 19戸 給排水管調査

ウイングシティ多摩川 神奈川県川崎市 14戸 ワンルームタイプ

ﾍﾞｲﾋﾙｽﾞセンター北駅前 神奈川県横浜市 34戸 店舗2

グランディオーズ山手  神奈川県横浜市  4戸

長期修繕計画策定

組合運営コンサルティング

長期修繕計画策定

組合運営ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ  

大規模修繕工事　　　設計監理　　　　診断を含む

設備改修工事　　　設計監理

建物調査診断

設備調査診断

大規模修繕工事　　　設計監理　　　　診断を含む



年　度 物　　件　　名　　称 所　在　地 規模 備　　　　　　考

平成21年

プランヴェール吉野町 神奈川県横浜市 61戸 店舗1　　

日暮里サニーコート 東京都荒川区 32戸 店舗2

海老名かしわ台パークハイツ 神奈川県海老名市 104戸

ファーイーストコンドミニアム大森東京都大田区 40戸 複合型

グランディオーズ山手 神奈川県横浜市 4戸

橋本ホームズ 神奈川県相模原市 27戸

岡村公園弐番館 神奈川県横浜市 19戸

霧が丘壱番館 神奈川県横浜市 36戸

グランシーナ城北公園 東京都板橋区 133戸 2年アフター確認検査

塚越サニーコート 埼玉県蕨市 31戸

蕨第５ＳＣ 埼玉県蕨市 32戸 店舗1

海老名かしわ台パークハイツ 神奈川県海老名市 104戸 給排水設備診断

ガーデンテラス本牧元町 神奈川県横浜市 5戸 給排水管調査

第2たまプラーザヒルズ 神奈川県川崎市 18戸 給排水管調査

アドヴァンス鴨居 神奈川県横浜市 19戸

ベイヒルズ鶴見豊岡 神奈川県横浜市 58戸 店舗2

プランヴェール吉野町 神奈川県横浜市 61戸 店舗1

日暮里サニーコート 東京都荒川区 32戸 店舗2

ADV鶴見アネックス 神奈川県横浜市 33戸 見直し

エミグラント東寺尾 神奈川県横浜市 17戸

平成20年

プランヴェール吉野町 神奈川県横浜市 61戸 店舗１

アドヴァンス鶴見旭台 神奈川県横浜市 15戸 外構計画含む

海老名かしわ台パークハイツ 神奈川県海老名市 104戸

日暮里サニーコート 東京都荒川区 32戸 店舗２

クレストフォルム鷺沼南 神奈川県川崎市 35戸

グランシーナ城北公園 東京都板橋区 133戸 竣工2年目検査

サニーヒルズ熱海 静岡県熱海市 29戸 リゾートタイプ

L横濱小机 神奈川県横浜市 43戸

アドヴァンス鶴見旭台 神奈川県横浜市 15戸

横浜エースマンション 神奈川県横浜市 57戸 ワンルーム

ベイヒルズ鶴見豊岡 神奈川県横浜市 60戸

大規模修繕工事　　　設計監理　　　　診断を含む

建物調査診断

長期修繕計画策定

大規模修繕工事　　　設計監理　　　　診断を含む

建物調査診断

設備調査診断

長期修繕計画策定



年　度 物　　件　　名　　称 所　在　地 規模 備　　　　　　考

平成19年

淵野辺Ⅴ 神奈川県相模原市 31戸 防犯・バリアフリー対策共

菊名Ⅲ 神奈川県横浜市 11戸

さがみ野Ⅵ 神奈川県座間市 20戸

二俣川Ⅰ 神奈川県横浜市 27戸

藤沢本町Ⅰ 神奈川県藤沢市 67戸 ワンルーム

海老名Ⅰ 神奈川県海老名市 19戸

柏台Ⅴ 神奈川県座間市 44戸

淵野辺Ⅰ 神奈川県相模原市 59戸

大森Ⅰ 東京都大田区 37戸

L横濱東寺尾 神奈川県横浜市 36戸

A川崎駅前 神奈川県川崎市 27戸

L阪東橋公園 神奈川県横浜市 50戸

A獅子ヶ谷 神奈川県横浜市 33戸

県職員宿舎厚木旭公舎 神奈川県厚木市 23戸

県職員宿舎二俣川寮 神奈川県横浜市 92戸 ワンルーム

県職員宿舎伊勢町公舎 神奈川県横浜市 106戸 7-10号棟

県職員宿舎富岡 神奈川県横浜市 125戸 5・6号棟

東寺尾Ｈ85 神奈川県横浜市 150戸

グランディオーズ山手 神奈川県横浜市 4戸 テラスハウスタイプ

ガーデンテラス本牧元町 神奈川県横浜市 5戸

ＡＤ本牧 神奈川県横浜市 18戸

東寺尾Ｈ90 神奈川県横浜市 11戸

平成18年

南万騎がⅠ 神奈川県横浜市 33戸

磯子丸山Ⅰ 神奈川県横浜市 36戸

石川台Ⅰ 東京都大田区 41戸 ワンルーム

CC茅ヶ崎 神奈川県茅ヶ崎市 45戸

プチシャンプル磯子 神奈川県横浜市 23戸

鶴ヶ峰コープ 神奈川県横浜市 49戸

リーベスト本牧 神奈川県横浜市 53戸

L鶴見ｼﾃｨﾌﾛﾝﾄ 神奈川県横浜市 29戸

AD鶴見ｻｳｽｱｳﾞｪﾆｭｰ 神奈川県横浜市 40戸

LM川崎四谷 神奈川県川崎市 65戸 ワンルーム

エクセレンスガーデン山 神奈川県横浜市 13戸

エクセル上溝 神奈川県相模原市 33戸

菊名ヒルズ92 神奈川県横浜市 23戸

リーベスト本牧 神奈川県横浜市 53戸

TD栗平R-SIDE 神奈川県川崎市 35戸

東戸塚グランパルク 神奈川県横浜市 174戸

建物調査診断

長期修繕計画策定

年間コンサルティング

大規模修繕工事　　　設計監理　　　　診断を含む

長期修繕計画策定

大規模修繕工事　　　設計監理　　　　診断を含む



年　度 物　　件　　名　　称 所　在　地 規模 備　　　　　　考

平成17年

鵠沼海岸H 神奈川県藤沢市 52戸

FC大和深見台 神奈川県大和市 46戸

R東京 東京都江東区 484戸

LH武蔵野 東京都三鷹市 100戸

G南林間 神奈川県座間市 29戸

AD鶴見ｶﾞｰﾃﾞﾝﾀｳﾝ 神奈川県横浜市 36戸

AD鶴見ｱﾈｯｸｽ 神奈川県横浜市 33戸

G南林間 神奈川県座間市 29戸

長期修繕計画策定

大規模修繕工事　　　設計監理　　　　診断を含む

鉄部塗装工事　工事監理

建物調査診断


