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施工 品名

鹿島建設 株式会社
吹き抜け床見切り・エントランス
外壁パネル・外部階段    上裏パネル塞ぎパネル・
丸柱    等

清水建設 株式会社
車寄せ庇・幕板パネル
塞ぎパネル・軒天スパンドレル

大成建設 株式会社
笠木パネル・笠木ジョイント・壁パネル
天井パネル・CWパネル・軒天パネル柱型パネ
ル・柱、梁型パネル    等

株式会社 竹中工務店
配線カバーパネル・外装幕板
エスカレーターパネル    等

大成建設
東京支店

株式会社
外部柱型スチールパネル・天井パネル
塞ぎ・3連パネル・光膜天井廻り金物幕板パネ
ル・壁下端見切縁    等

エントランス受付カウンター・塞ぎパネル
エントランスホールベンチ・壁パネル エントラ
ンスホール天井パネル・庇    等

鹿島建設 株式会社
膳板及びブラインドBOX・額縁BOX
カーテンBOX・ロールスクリーンBOX四方枠
等

株式会社 大林組
ガラススクリーン手摺・ガラス枠
外部天井アルミパネル・タラップ天井・壁アルミ
格子ルーバー    等

鹿島建設
東京支店

株式会社 庇・パネルカバー

大成建設 株式会社
庇アルミパネル・スパンドレル・笠木
外壁ルーバー・バルコニーパネル
エレベーターホールアルミパネル    等

株式会社 竹中工務店
壁アルミパネル・天井スパンドレル
アルミ笠木・ガラス受枠・幕板
庇・間接照明BOX・サッシ額縁    等

柱デザインパネル・配線ボックス・幕板
スチール壁パネル・スチール三方開口枠トイレ正
面壁・梁カバー・笠木    等

水切り・小庇・化粧Ｌ型パネル
上部塞ぎパネル    等

三菱東京UFJ銀行船橋支店 建設工事 株式会社 大林組 水切・塞ぎパネル

株式会社
東京本店

大林組
アルミ水切・アルミフィン・点検口パネル
アルミ笠木・アルミ庇・天井パネル壁アルミパネ
ル・雪止め金物    等

モックアップ腰パネル・膳板パネル
ブラインドBOX・笠木下アルミパネル
バルコニーアルミ水切り

庇

軒天パネル・天井パネル
カウンターアルポリックパネル    等
ステンレス階段手摺
屋内階段入口パネル    等
キャノピー幕板・庇幕板
庇・天井アルミカットパネル
軒天アルミカットパネル    等

神奈川大学横浜キャンパス
（仮称）新3号館新築工事（建築工事）

とだ優和の杜新築工事

楠本ビル新築工事

東京国際空港国際線旅客ターミナルビル等
増築工事

東京国際空港国際線旅客ターミナルビル等増築工事

静岡呉服町第1地区第1種市街地
再開発事業に伴う施設建造物新築工事

鹿島・木内特定建設工事共同企業
体

JA神奈川県厚生連
伊勢原協同病院移転新築工事

環状二号線新橋・虎ノ門地区Ⅲ街区新築工事

ネッツトヨタ千葉（株）市川インター店
新築工事

トラスコ中山東京本社ビル新築工事

日本ライフライン小山ファクトリー新築工事

北陸新幹線    金沢駅新築
清水・大鉄・表
特定建設工事企業体

（仮称）西新橋一丁目計画
鹿島建設    株式会社
東京建築支店

（仮称）千代田区三番町計画新築工事

名駅三丁目27番地区開発計画のうち
建築工事

清水建設    株式会社

勝浦しおさい荘建替工事 鹿島建設    株式会社
東京理科大学野田校舎生命医科学研究所
動物飼育施設増築工事

株式会社    竹中工務店

横須賀市救急医療センター・
横須賀市医師会館新築工事

鹿島建設    株式会社

（仮称）シェルブルー栄四丁目新築工事
大成建設    株式会社
名古屋支店

高崎共同計算センター新社屋    建設工事 清水建設    株式会社

（仮称）池尻団地建替計画新築工事 大成建設    株式会社

(株)イチハシ金属工芸    納品実績一覧表    2014年
工事名



2

エントランス壁面スパンドレル

壁パネル・天井アルミパネル・ルーバー
点検口パネル・カーテンボックス
ステンレス見切り・照明ボックス    等

ブラインドＢＯＸ・カーテンＢＯＸ・額縁
屋上笠木・塞ぎパネル・アルミ見切り丸柱パネ
ル・玄関庇    屋根パネル    等

幕板    SUSパネル・軒天アルミパネル
ホールパネル    等
ＢＯＸ額縁・膳板・ブラインドボックス
手摺・照明ＢＯＸ・柱カバー屋上アルミ笠木・幕
板    等
アルミ笠木・水切    等
天井アルミパネル・照明ＢＯＸ
自動ドア塞ぎパネル・外部階段パネル
連結送水管廻りパネル・エントランス庇屋上目隠
し竪見切・屋上笠木    等

スチールパネル・スチール庇
外壁パネル・開口カバープレート背面パネル    等
内部サッシ額縁
笠木・幕板・壁パネル
ＳＵＳ手摺    等

建具塞ぎパネル・曲げパネル

柱カバー・庇・天井アルミスパンドレル
庇・壁パネル・水切り
パンチングパネル    等
外構手摺
PC操作BOX
庇パネル・自動ドア塞ぎパネル

パンチングパネル・間仕切り    等

天井パネル・丸柱

キャノピー    等

サーバー室防水パン

エレベーターホール庇及びパネル

チャンバーBOXダクト接続枠

アルミ水切・塞ぎパネル
渡り廊下アルミパネル    等
外壁アルミパネル・ＳＵＳパネル
下端見切り・アルミ水切り・天井パネル庇パネ
ル・駐車場廻りパネル    等

外壁パネル・屋上笠木パネル
柱型・梁型パネル・手摺・アルミ曲物軒天アルミ
パネル・SUS樋    等

屋上サッシ上部アルミパネル
天井アルミパネル
横ルーバー受    ボーダーパネル
庇・軒天パネル・光庭アルミパネル梁カバーパネ
ル・額縁    等

株式会社日立ビルシステム
亀有研修棟新築工事

大成建設    株式会社

（仮称）大手町1-6計画のうち敷地内本体工事 大成建設    株式会社

佐藤製薬    東京第2流通センター    新築工事 鹿島建設    株式会社

鈴茂器工株式会社    東京工場
物流センター新築工事

清水建設    株式会社

（仮称）桐朋学園男子部門建替計画 鹿島建設    株式会社東京建築支店

（仮称）南青山二丁目計画 大成建設    株式会社
千葉大学（亥鼻）講堂改修その他工事 株式会社    竹中工務店

（仮称）グレープストーン銀座本店ビル新築工事 株式会社    竹中工務店

桜木町駅高架下駅ビル
（仮称）新築その他本屋改良工事

鹿島建設    株式会社

（仮称）東京日野自動車株式会社
狭山支店新築工事

清水建設    株式会社

浪速高等学校・中学校新校舎建設工事 株式会社    大林組

北柏リハビリ総合病院増床に伴う
エレベーター設置工事

株式会社    竹中工務店

日本医科大学付属病院新築工事 大成建設    株式会社

（仮称）西宮市神祇官町集合住宅新築工事 株式会社    竹中工務店

JTビル外構整備工事 大成建設    株式会社
古宮プラント計画 株式会社    竹中工務店
グレープストーン桶川工場 株式会社    竹中工務店

（仮称）千住大橋ポンテグランデTOKYO
A街区    商業施設

大成建設    株式会社

吉祥寺駅ビル建替工事
大成・京王建設工事
共同企業体

（仮称）千葉徳洲会病院新築工事 株式会社    大林組

（仮称）正栄食品工業本社新築工事 鹿島建設    株式会社
東京支店

長津田駅北歩行者専用通路    Aデッキ工事 鹿島建設    株式会社

（仮称）三井住友銀行本店東館計画 鹿島・三井住友・
熊谷・鴻池建設共同企業体

凸版印刷改修工事 株式会社    鹿島建設

カワチ薬品本部    増築工事 清水建設    株式会社

（仮称）新エビススバルビル新築工事 大成建設    株式会社

（仮称）八王子市新体育館等整備・運営事業
大成建設・田中建設
共同企業体

オンワードホールディングス本社ビル新築工事 大成建設    株式会社
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階段パネル・天井パネル
St間接照明パネル・壁パネル
緑化ポット    ダミーカバーパネル    等

ステンドグラス枠・間接照明ＢＯＸ
エスカレーターパネル    等
外装金物・屋上アルミ水切
梁隠しアルミパネル・屋上笠木パネルバルコニー
アルミ笠木柱止水見切    等

軒天パネル・梁カバー・庇パネル
車エントランス天井パネル塞ぎパネル    等

四方枠

渡り廊下ＥＸＰ・Ｊカバー

外壁アルミカットパネル・アルミガラリ

エントランス庇

アルミ見切・アルミ笠木
内部スチールパネル
天井パネル・アルミ庇    等

アスロックソーラーウオール外枠
アスロック下端見切・壁パネル設備機器置き場
ルーバー    等

丸柱パネル・壁パネル
丸柱上部照明パネル
幕板パネル・三方枠    等

幕板パネル

幕板・軒天・SUS樋    等

アルミ外壁パネル・コーナーパネル
下端見切・幕板パネル
一方枠・三方枠
キャノピー幕板パネル軒天幕板パネル
ロールスクリーンＢＯＸ・チャンバーBOX
アルミパネル・額縁・アルミスパンドレル
柱パネル・ブラインドＢＯＸ    等

スチール額縁・ブラインドボックス
天井パネル・曲げ物・塞ぎパネル  間柱ALカ
バー・外部軒天パネル    等

壁・天井パネル・丸柱・Ｌアングル
ボーダーパネル・設備スリットパネル看板廻り化
粧パネル・手摺    等
照明ＢＯＸ
エントランス軒天アルミパネル
壁パネル・SUSパネル
吊庇アルミ幕板
額縁・ブラインドボックスモニターボックス    等

設備電気開口パネル

柱パネル・天井アルミスパンドレル
アルミ幕板・下端見切・水切り    等
ブラインドボックス・額縁・膳板
ハト小屋アルミパネル・見切金物

技術センター施設拡充計画のうち 2013年度工事
（ＺＥＢ実証棟）

大成建設株式会社横浜支店

立正佼成会付属佼成病院新築工事
株式会社    竹中工務店
東京本店

（仮称）芝浦水再生センター再構築に伴う上部利用事
業

大成建設    株式会社

（仮称）銀座一丁目A街区    新築工事 鹿島建設    株式会社東京建築支店

興和株式会社浜松工場    軟膏液剤工場
新築工事

清水建設    株式会社

東京大学（本郷）クリニカルリサーチセンター
施設整備事業Ａ棟Ⅰ期工事

鹿島建設    株式会社東京建築支店

（仮称）キューピー仙川工場跡地
計画総合工事

大成建設    株式会社

太平洋セメント株式会社
東雲地区生コンプラント建設工事

大林組・鴻池組共同企業体

平塚市庁舎・平塚税務署新築工事
竹中・成瀬特定建設工事共同企業
体

（仮称）八十二銀行    新岡谷支店新築工事 清水建設    株式会社

東急田園都市線・東京地下鉄半蔵門線渋谷駅改修工事 清水・東急建設共同企業体

株式会社    吉田鉄工所    朝倉工業団地
移転工事

清水建設    株式会社

田町駅東口北地区公共公益施設新築工事
鹿島・きんでん・東熱・須賀
異業種建設共同企業体

（仮称）協友会眼科    新築工事 清水建設    株式会社

北茨城市総合病院新築工事 清水建設    株式会社

（仮称）株式会社    シンクロン本社ビル増築工事 鹿島建設    株式会社

株式会社ミツトヨ川崎構内再開発計画新社屋新築工事 鹿島建設    株式会社

東西線大手町駅広間ほか改良    建築工事 大成建設    株式会社

群馬県ＪＡビル大ホール天井改修工事 株式会社    竹中工務店

アイオス銀座8丁目    新築工事 大成建設    株式会社

（仮称）千葉トヨタ自動車株式会社新港店新築工事 鹿島建設    株式会社

ネッツトヨタ千葉    株式会社
船橋市場通店    新築工事

鹿島建設    株式会社
東京支店

新稲沢市民病院    新築工事 大成建設    株式会社

科研製薬    株式会社    東京支店
ビル新築工事

鹿島建設    株式会社
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下端水切・コーナーR見切
外壁見切・鉢巻パネル・下端見切
外壁開口塞ぎパネル・天端パネル    等

庇先端パネル
梁型パネル
照明ＢＯＸ・下端見切
連絡通路    丸柱アルミパネル    等

ダクトカバー・アルミ庇

ハト小屋開口パネル
外装アルミルーバー
天井パネル・下がり壁パネル
SUSフード・三方枠・床見切り
玄関庇・笠木・幕板・面台    等

避圧口パネル

軒天パネル及び小庇
誘導灯パネル・水切り    等
手摺・アルミスパンドレル
アルミパネル    等
防風スクリーン・手摺・アルミパネル
天井スパンドレル
SUSガラス笠木・軒天梁型パネル    等

ブラインドＢＯＸ及び膳板
縦額縁・裏板 スクリーンBOX
パラペット笠木・膳板・額縁
ブラインドBOX・SUS水切・間仕切り庇アルミ
パネル・軒天アルミパネル    等

外壁アルミスパンドレル・鼻先金物
アルミ曲物・外壁コーナーアルミ水切・照明
BOX    等
軒天アルミ見切
アルミカバープレート
アルミパネル

配線カバー

アルミ庇
アルミ笠木・外壁パネル・BOX・膳板
隙間塞ぎ板・上部パネル・縦額縁ハト小屋パネ
ル・庇パネル    等

下り壁パネル
モニター架台
額縁・RF EXP金物    等
天井R見切・券売機前パネル
手摺笠木
水切り・アルミ幕板    等
外壁コーナーパネル、アルミ水切
屋上見切り・エントランス照明BOX
玄関廻りパネル・風除室廻りパネル    等

幕板・エントランス庇
丸柱巾木    等

壁パネル・天井パネル

渡り廊下アルミ水切り

株式会社    ロッテ浦和工場第6工場    新築工事 株式会社    竹中工務店

（仮称）株式会社    バイタル本社ビル
新築工事

株式会社    大林組
横浜支店

館林施設厚生病院施設耐震化
整備工事

清水・河本特定建設工事
共同企業体

関東学院大学（仮称）金沢八景キャンパス
建築・環境棟新築工事

株式会社    竹中工務店

（仮称）本庄福島病院建替え工事 鹿島建設    株式会社
一向寺客殿・庫裡新築工事 清水建設    株式会社

森田フードシステム株式会社員弁工場    工場棟    新築
工事

大成建設    株式会社

（仮称）印西テクノロジービル2
新築工事

株式会社    大林組
東京本店

大山    命神示教会神総本部真実の光
会館安明殿    新築工事

清水建設    株式会社

学校法人成城学校    新校舎建設工事 大成建設    株式会社

ウインズ名古屋    改築工事 株式会社    竹中工務店

矢崎部品株式会社ものづくりセンター
新厚生棟新築工事/現厚生センター改修工事

鹿島建設    株式会社

（仮称）東光電気工事本社建替計画 鹿島建設・大林組共同企業体

東海中学校建設工事（建築工事）および付帯工事 清水建設    株式会社

明治大学付属中野中学・高等学校建替計画 鹿島建設    株式会社

相澤病院 清水建設    株式会社

（仮称）農林中央金庫前橋支店特装工事
（Ⅰ期工事）

株式会社    竹中工務店

みずほ銀行江古田支店建替工事 大成建設    株式会社

（仮称）八分目プロジェクト新築工事 鹿島建設    株式会社

ウインズ横浜Ａ館改築工事
竹中・東畑
共同企業体

フェリス女学院    中高体育館    新築工事 株式会社    竹中工務店
仙台市高速鉄道東西線（仮称）動物公園駅
建築工事

大林組・阿部和工務店
共同企業体

（仮称）銀座五丁目計画    新築工事 清水建設    株式会社

駿台予備校大宮校新本館新築計画 清水建設    株式会社

社会福祉法人聖ヨハネ会
富士聖ヨハネ学園    改築工事

清水建設    株式会社

（仮称）新飯野ビル新築工事
Ⅱ期工事

株式会社    竹中工務店
東京本店

川村記念美術館改修工事 株式会社    竹中工務店
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一方枠・三方枠
講堂    天井パネル
外壁スチールパネル・外部庇
外周見切・水切り・アルミパネル    等
屋上アルミ笠木
壁パネル
ECP天端曲げ物    等
庇幕板
エントランス庇幕板
SUS庇パネル
化粧アルミ曲物
庇パネル

アルミパネル

冠パネル・柱パネル・水切・庇パネル
外装アルミパネル・笠木・塞ぎパネル設備バルコ
ニー幕板パネル    等

天井EXPJ
エントランス幕板・天井パネル
エントランス軒天パネル・アングル
タラップ・目隠しパネル・上部幕板軒先アルミパ
ネル・ルーバーBOX 等
ZAM鋼板パネル・アルミパネル
ヘリポートパネル・チャンバーBOX
キャノピー幕板・スパンドレル
ガラス手摺・笠木
アルミ扉
下端見切・ブラインドBOX
壁パネル・間接照明BOX
アルミ幕板軒天井
庇パネル
アルミ笠木・幕板パネル
コーナーパネル
サブエントランス廻りパネル    等

玄関廻りスチールパネル（丸柱）
曲げパネル・笠木・小口フタ

軒天水切り・イソバンド水切り 下端水切り・壁
パネル・笠木・庇

ATM壁パネル

壁パネル・下端水切    等

水切・軒天パネル・スパンドレル

ブラインドＢＯＸ

アルミ笠木・アルミ塞ぎパネル    等
外壁ボーダー・アルミ見切
サッシ枠
額縁・ＢＯＸ    等
樋カバーパネル・メンテナンスパイプ
梁カバーパネル・柱パネル・アルミ笠木等

煙突貫通部塞ぎパネル

外部アルミパネル
渡り廊下パネル

獨協医科大学付属看護専門学校
三郷校建設計画

清水建設    株式会社

富士電機機器制御株式会社    吹上事業所
（仮称）開発棟新築工事

清水建設    株式会社

瀬戸市庁舎増改築（建築）工事
清水・沢田特定建設工事共同企業
体

株式会社グルメデリカ    群馬工場    新築工事 清水建設    株式会社
日本フェンオール株式会社 清水建設    株式会社
（仮称）静岡銀行橋本ビル    新築工事 大成建設    株式会社

株式会社太田胃酸    新工場建設計画 清水建設    株式会社

（仮称）GFE計画（ワンルーム）新築工事
鹿島建設    株式会社
横浜支店

北品川五丁目第1地区
第一種市街地再開発事業
高層業務棟（Ｃ1棟）施設建築物新築工事

大成建設    株式会社

アステラス製薬（株）高萩事業場新厚生棟
新築工事

清水建設    株式会社

（仮称）江戸川女子中学・高等学校新講堂・体育館建
築工事

鹿島建設    株式会社

名駅1丁目計画（仮称）新築工事 株式会社    竹中工務店
藤田保健衛生大学病院新棟建設工事 株式会社    大林組
井上病院    新築工事 清水建設    株式会社

（仮称）千鳥ヶ淵プロジェクト新築工事
株式会社    竹中工務店
東京本店

構造材料総合研究棟等建設工事 清水建設    株式会社

株式会社    日立ハイテクノロジーズ
（仮称）新ラボ新築工事

株式会社    大林組
東京本店

（仮称）日本橋1丁目プロジェクト新築工事 大成建設    株式会社

トヨタ部品長野共販    松本物流センター 清水建設    株式会社

三菱電機株式会社    鎌倉製作所16B工場新築工事
竹中・戸田・菱栄テクニカ建設
共同企業体

みずほ銀行    リノベーション工事
大成建設    株式会社
東京支店

大東文化大学    東松山キャンパス整備事業
第3期工事

大成建設    株式会社

福島競馬場パトロールタワー改築その他工事 大成建設    株式会社

EIビル模様替工事
株式会社    竹中工務店
東京本店

日本大学豊山高等学校・中学校キャンパス 鹿島建設    株式会社
聖隷浜松病院第4期増築工事 株式会社    竹中工務店

相模女子大学新棟新築工事 大成建設    株式会社

（仮称）新鉃鋼ビル    建替計画 大成・増岡組 建設共同企業体

キューピータマゴ株式会社    東京工場
新築工事

清水建設    株式会社

（仮称）山王病院増築工事
株式会社    大林組
東京本店
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アルミ笠木
屋根パネル・下り壁アルミパネル
アルミ軒天パネル・塞ぎパネル
アルポリックパネル・遮光パネル    等

額縁・外壁三方枠・笠木
袖壁パネル
三方枠・BOX・額縁・天井パネル
トップライト下パネル
垂れ壁下端見切・天端見切

スリットチャンバー・外壁見切
バルコニーパネル・通りパネル庇・見切・壁パネ
ル    等

マンホールタラップ

アルミ庇・水切り
アルミ笠木
屋外階段    外壁化粧ルーバー

屋根及び天井パネル    等

ブラインドボックス・膳板・額縁 等
アルミ化粧ボーダー
アルミ見切フタ
エレベーター昇降口縦枠
アルミ庇・コーナー金物・点検口
ダクトカバー・樋・アルミ庇
管理室郵便ポスト・外壁パネル
庇ルーバーパネル・梁カバー・ＢＯＸ アルミ笠
木・アルミ庇・複合パネル    等

笠木及びアルミパネル
手挟み防護柵
SUS三方枠
破風パネル・庇屋根
門型パネル
バーベンチ
見切りパネル
吊りサインボード照明ボックス
St    R間接照明
柱型パネル・スパンドレル
外壁パネル
連絡橋通路アルミパネル
天井パネル・ブレスカバー    等
外壁石上水切り
庇石上水切り
復旧パネル

キャノピー幕板

ダクトパネル

（仮称）板橋区小豆沢    1丁目計画    西敷地 株式会社    大林組

南池袋二丁目A地区第1種市街地再開発事業施設建築物
新築工事

大成建設    株式会社

利根中央病院移転新築建築工事 清水建設    株式会社

25J-PARC    総合研究基盤施設新築工事 清水建設    株式会社

アステラスファーマテック株式会社 5号棟建設工事 鹿島建設    株式会社

（仮称）京王重機ビル再開発事業 鹿島・京王建設
共同企業体

北里大学病院    新病院新築工事 株式会社    竹中工務店

（仮称）芝公園一丁目計画新築工事 鹿島建設    株式会社

（仮称）小田原文化財団江之浦コンプレックス
新築工事

鹿島建設    株式会社

（仮称）MM21地区    45街区開発計画 株式会社    竹中工務店

（仮称）港区白金6丁目計画 大成建設    株式会社

（仮称）表参道計画    建築工事 鹿島建設    株式会社

新・京橋ＭＩＤビル計画に係る新築工事
大成建設    株式会社
東京支店

（仮称）三鷹市下連雀三丁目計画 株式会社    竹中工務店

株式会社パイオラックス    メディカル    デバイス
戸塚新工場建設工事

鹿島建設    株式会社横浜支店

イオンモール甲府昭和SC新築工事 清水建設    株式会社
社会福祉法人    美咲会    高齢者住宅支援施設
新築工事

清水建設    株式会社

（仮称）山梨学院大学国際リベラルアーツ
学部棟    建設計画

清水建設    株式会社

JAあおば東大泉支店新店舗新築工事
（内装工事）

清水・西武建設
共同企業体

一番町共同ビル計画（仮称）新築工事
清水・石黒・近藤・前田
共同企業体

センター南駅連絡橋通路設置その他工事 株式会社    大林組    東京本店

調布駅北第1A地区    第一種市街地
再開発事業建設工事

大成建設    株式会社

大泉学園駅北口地区第一種市街地再開発
事業に伴う施設建築物新築工事

清水・西武建設共同企業体

立川ビル建替工事 清水建設    株式会社

千代田工業株式会社    新工場建設工事 清水建設    株式会社


