
FUKOノンジョイントシステム　主要実績表[2004-2021.3]

【FUKO-2】

施工年度 工事名称 施主 設計 元請業者

首都高要町作業所 首都高速道路公団 日本技術開発㈱ ㈱フジタ 750 m

（仮称）UDXビル新築工事 UDX特定目的会社 NTT都市開発㈱他 鹿島建設㈱ 500 m

広島市民病院増改築整備新棟建設その他工事 広島市 広島市病院事業局 清水建設JV 250 m

天王洲開発プロジェクト 住友不動産㈱ 清水建設㈱ 清水建設JV 625 m

（仮称）TXビル新築工事 特定目的会社TX ㈱日建設計 清水建設JV 500 m

東京理科大学新5号館建設工事 東京理科大学 東京理科大学建築設計連合体 大成建設JV 750 m

（仮称）名古屋東ビル新築工事 NTT都市開発㈱、大成建設㈱ NTT都市開発㈱、大成建設㈱ 大成建設JV 500 m

（仮称）高輪1丁目計画 ㈱長谷工コーポレーション他 ㈱三菱地所設計 大成建設㈱ 125 m

（仮称）クレストフォルム港南三丁目計画 ㈱ゴールドクレスト 三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ 250 m

白河・三好地区市街地再開発A街区 再開発組合 ㈱松田平田設計 戸田建設㈱ 250 m

東池袋四丁目地区市街地再開発 再開発組合 ㈱日本設計 大成建設JV 375 m

（仮称）TTS表参道プロジェクト TTS表参道特定目的会社 清水建設㈱ 清水建設㈱ 375 m

ル・サンク秋田駅前西新地区工事 ㈱NIPPOコーポレーション ㈱創建設計 清水建設㈱ 125 m

群馬大学中央診療棟新営工事 国立大学法人群馬大学 国立大学法人群馬大学施設部 清水建設JV 125 m

（仮称）三菱商事新丸の内オフィス新築工事 三菱商事㈱ ㈱三菱地所設計 竹中工務店JV 375 m

牛島地区市街地再開発 再開発組合 ㈱日建設計 大成建設㈱ 375 m

東池袋三丁目住宅その他建設工事 都市再生機構 都市再生機構 大成建設JV 125 m

（仮称）飯野・日土地共同ビル新築工事
飯野海運㈱
、日本土地建物㈱ ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 375 m

港区西新橋三丁目計画新築工事 総合地所㈱ 三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ 125 m

（仮称）横浜ポートサイドA-3街区プロジェクト商業棟建設工事 三菱倉庫㈱
㈱三菱地所設計
、㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 625 m

レクサス市川新築工事 千葉トヨタ自動車㈱ 清水建設㈱ 清水建設㈱ 125 m

施工数量

2005年

2004年
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SJ46工区（2-2）換気所（その2）工事 首都高速道路㈱ ― 東急建設㈱ＪＶ 125 m

（仮称）読売銀座2丁目ビル新築工事 ㈱読売新聞 大成建設㈱ 大成建設㈱ 500 m

市川駅南口地区市街地再開発A街区 三井不動産㈱ ㈱日建設計 清水建設㈱ＪＶ 500 m

高島町二丁目地区市街地再開発 再開発組合 ㈱アール・アイ・エー 清水建設㈱ＪＶ 125 m

サミットストア新滝野川店新築工事 日本たばこ産業㈱ 三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ 250 m

有楽町駅前第一地区市街地再開発 再開発組合 ㈱三菱地所設計 戸田建設㈱ＪＶ 1,000 m

三越本店本館地下街バリアフリー化計画 ㈱三越 清水建設㈱ 清水建設㈱ 125 m

（仮称）Gプロジェクト
富士写真ﾌｨﾙﾑ㈱
､三井不動産㈱ 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 125 m

中央線東中野駅付近桜川橋改築首都高交差部建設工事 東日本旅客鉄道㈱ ― 鉄建建設㈱ＪＶ 250 m

（仮称）丸の内1-1計画増築工事 森トラスト㈱ ㈱安井建築設計事務所他 戸田建設㈱ 500 m

篠崎駅西口公益複合施設プロジェクト スターツデベロップメント㈱ ㈱石本建築事務所 大成建設㈱ 500 m

神宮前計画 (有)原宿タウン 松田平田設計JV 大成建設㈱ 125 m

慶應義塾大学日吉ｷｬﾝﾊﾟｽ複合施設(仮称)新築工事 学校法人 慶應義塾大学
㈱環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究所､
㈱三菱地所設計 東急建設㈱ 750 m

クレッセント川崎タワー ㈱モリモト 三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ 575 m

（仮称）北青山テナントビル新築工事 ㈱ダイショウ ㈱日本設計 鹿島建設㈱ 375 m

(仮称）日産自動車㈱本社屋新築計画 日産自動車㈱ ㈱竹中工務店 清水建設㈱ 750 m

武蔵小杉駅南口地区西街区再開発 再開発組合 ㈱日本設計 西松建設㈱ＪＶ 250 m

(仮称)丸の内1-1計画増築工事 森トラスト㈱
㈱安井建築
　　　　　設計事務所他 戸田建設㈱ 125 m

武蔵野市中町1丁目計画
野村不動産㈱､三菱地所㈱
､NTT都市開発㈱ ㈱三菱地所設計 三井住友建設㈱ 625 m

青葉台3丁目計画
住友不動産㈱､ｴｽｴﾌ目黒開
発特定目的会社 ㈱日建設計 清水建設㈱ 125 m

若草町地区市街地再開発事業　ホテル・ビジネス棟
広島若草都市開発
　　　　　　　　　　　　合同会社 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店ＪＶ 250 m

施工数量

2008年

2007年

2006年
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札幌ビジネスセンタービル新築工事 ㈱北洋銀行､交洋不動産㈱
日建設計・北海道日建設計
・ドーコンＪＶ ㈱大林組ＪＶ 250 m

豊洲3-1街区ビル計画 ㈱ＩＨＩ､豊洲3の1特定目的会社 ㈱三菱地所設計 鹿島建設㈱ 875 m

永田町2丁目計画 東京急行電鉄㈱
㈱東急設計コンサルタント
､㈱観光企画設計社 清水建設㈱ 1,000 m

江東区白河四丁目プロジェクト
三菱地所㈱､NTT都市開発㈱
､JFE都市開発㈱ 三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ 250 m

首都高速中央環状新宿線･大橋ジャンクション建設 首都高速道路㈱ ― 鹿島建設㈱ＪＶ 625 m

室町東地区開発工事2-2街区 三井不動産㈱ ㈱日本設計、清水建設㈱ 清水建設㈱ＪＶ 250 m

ユニカ新宿ビル建設工事 ユニカ㈱ ㈱松田平田設計ＪＶ 清水建設㈱ 125 m

武蔵野線吉川新駅設置工事
鉄道建設・
運輸施設整備支援機構

鉄道建設・
運輸施設整備支援機構 ㈱鴻池組 125 m

みなとみらい２１中央地区４２街区新築工事 
ＭＭ４２開発特定目的会社
（丸紅、三菱商事出資） ㈱東畑建築事務所 鹿島建設㈱ 500 m

三越銀座店新館共同ビル新築工事 ㈱三越 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱JV 625 m

小田急下北沢作業所 小田急電鉄㈱ ― 大成建設㈱JV 125 m

（仮称）有明南プロジェクト 有明南A特定目的会社 ㈱日建設計、戸田建設㈱ 戸田建設㈱ 125 m

(仮称)丸の内1-4計画
三菱地所㈱､住友信託銀行㈱
　　　　　　､㈱三菱東京UFJ銀行 ㈱三菱地所設計 清水建設㈱ 875 m

渋谷新文化街区プロジェクト
渋谷新文化街区ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
推進協議会

㈱日建設計
･㈱東急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄJV 東急建設㈱JV 750 m

虎ノ門･六本木地区市街地再開発 再開発組合 森ビル㈱ ㈱大林組 500 m

南武線稲城長沼駅4工区高架橋新設他工事 東日本旅客鉄道㈱ ― 東急建設㈱JV 125 m

東京駅丸の内駅舎保存・復原工事 東日本旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道㈱
･東京駅丸の内駅舎保存･復原設計JV 鹿島建設㈱JV 875 m

清水建設㈱新本社プロジェクト新築工事 清水建設㈱ 清水建設㈱ 清水建設㈱ 250 m

（仮称）三井住友海上神田駿河台三丁目計画 三井住友海上火災保険㈱ ㈱日建設計 鹿島建設㈱ 250 m

大手町一丁目第2地区市街地再開発　Ｂ棟 三菱地所㈱ ㈱日建設計・㈱三菱地所設計 戸田建設㈱ 625 m

2011年 大手通中央東地区市街地再開発 再開発組合 ㈱タカハ都市科学研究所 大成建設㈱JV 125 m

2009年

2010年

施工数量
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（仮称）丸の内二丁目計画新築工事 郵便局㈱ ㈱三菱地所設計 大成建設㈱ 625 m

武蔵小杉駅南口西地区市街地再開発 再開発組合 ㈱日本設計 西松建設JV 375 m

（仮称）ＫＳ計画新築工事
㈱歌舞伎座
,KSｷｬﾋﾟﾀﾙ特定目的会社

㈱三菱地所設計
･隈研吾建築都市設計事務所 清水建設㈱ 1,125 m

長津田駅北口市街地再開発 横浜市住宅供給公社 ㈱梓設計・鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱JV 125 m

大手町1-6計画(東京プライムステージ)
㈲東京ﾌﾟﾗｲﾑｽﾃｰｼﾞ
､東京建物㈱､大成建設㈱ 大成建設㈱ 大成建設㈱ 375 m

大手町一丁目第2地区市街地再開発　Ａ棟
NTT都市開発㈱､三菱地所㈱
､東京建物㈱､㈱サンケイビル

㈱日建設計､㈱NTTﾌｧｼﾘﾃｨｰｽ
ﾞ､㈱三菱地所設計 清水建設㈱ 375 m

（仮称）京橋3-1プロジェクト 京橋開発特定目的会社他
㈱日建設計･㈱日本設計JV
・清水･大成JV 清水建設㈱JV 125 m

戸塚駅西口第一地区市街地再開発 三菱UFJリース㈱他
㈱東畑建築事務所
･鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 250 m

（仮称）室町東地区開発計画 三井不動産㈱他 ㈱日本設計 清水建設㈱ 1,125 m

順天堂大学キャンパス･ホスピタル再編事業(仮称)B棟建設工事 学校法人 順天堂 清水建設㈱ 清水建設㈱ 125 m

(仮称)読売新聞東京本社ビル ㈱読売新聞 ㈱日建設計　 清水建設㈱ 125 m

環状2号線新橋･虎ノ門地区市街地再開発　Ⅲ街区 東京都、森ビル㈱ ㈱日本設計 ㈱大林組 125 m

（仮称）札幌三井ＪＰビルディング 三井不動産㈱、郵便局㈱ ㈱日本設計、鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 125 m

三井住友銀行本店東館計画 ㈱三井住友銀行 ㈱日建設計 鹿島建設㈱ＪＶ 1,000 m

（仮称）シンクロン本社ビル増築工事 ㈱シンクロン ㈱三菱地所設計 鹿島建設㈱ 125 m

（仮称）銀座５丁目プロジェクト 東急不動産㈱ ㈱日建設計 清水建設㈱ 1,000 m

大泉学園駅北口市街地再開発 再開発組合 ㈱アール･アイ･エー 清水建設㈱ 375 m

名駅一丁目計画（仮称）新築工事 日本郵便㈱、名工建設㈱ ㈱日本設計 ㈱竹中工務店 1,000 m

大日本印刷市谷工場整備計画建設工事（A工区） 大日本印刷㈱ ㈱久米設計 清水建設㈱ 375 m

名駅三丁目27番地区開発計画のうち建築工事
(大名古屋ﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ) 三菱地所㈱ ㈱三菱地所設計 清水建設㈱ 2,000 m

京橋二丁目西地区再開発 再開発組合 ㈱日建設計 清水建設㈱ 250 m

施工数量

2011年

2014年

2013年

2012年
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東京大学(本郷)クリニカルリサーチセンターA棟施設整備事業
国立大学法人東京大学
、クリニカルリサーチセンターＰＦＩ㈱

㈱佐藤総合計画、鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 125 m

（仮称）大久保三丁目西地区開発計画A-1棟他関連工事 住友不動産㈱ ㈱日建設計 ㈱大林組 375 m

（仮称）大手町1-1計画新築工事　Ａ棟
三菱地所㈱
、JXホールディングス㈱ ㈱三菱地所設計 鹿島建設㈱ＪＶ 1,000 m

名古屋駅新ビル（仮称）他計画
東海旅客鉄道㈱
、ジェイアールセントラルビル

名古屋駅新ビル（仮称）
実施設計JV 大成建設㈱ＪＶ 2,875 m

（仮称）新鉄鋼ビル ㈱鉄鋼ビルディング ㈱三菱地所設計 大成建設㈱ＪＶ 375 m

仙台高地簡裁庁舎耐震改修工事 最高裁判所事務総局 ㈱山下設計 大成建設㈱ 500 m

（仮称）新・第二豊田ビル新築工事 東和不動産㈱ ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 375 m

日本大学新学部校舎新築工事 学校法人　日本大学 ㈱山下設計 清水建設㈱ 250 m

大手町一丁目第３地区市街地再開発 三菱地所㈱
㈱三菱地所設計
、㈱NTTファシリティーズ 戸田建設㈱ 375 m

（仮称）大久保三丁目西地区開発計画A-1棟他関連工事 住友不動産㈱ ㈱日建設計 ㈱大林組 125 m

赤坂一丁目地区市街地再開発 再開発組合 ㈱日本設計 ㈱大林組 1,875 m

首都高馬場ランプ作業所 首都高速道路㈱ ― 清水建設㈱ 500 m

大倉本館建替計画 中央建物株式会社 大成建設㈱ 大成建設㈱ 250 m

銀座六丁目10地区第一種市街地再開発事業
銀座六丁目１０地区市街地
再開発組合

銀座六丁目地区市街地
再開発計画設計共同体 鹿島建設㈱ 1,625 m

(仮称)港区六本木四丁目計画
三菱不動産
ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ株式会社 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 125 m

大手町二丁目地区再開発Ｂ棟工区 都市再生機構 ㈱大林組 ㈱大林組 250 m

北陸新幹線手取川橋りょう他 ― ― 清水建設㈱ 125 m

東京メトロ東西線南砂町駅改良工事 東京地下鉄(株) ― 大成・竹中土木ＪＶ 500 m

日本橋室町三丁目地区第一種市街地再開発
日本橋室町三丁目地区
市街地再開発組合 ㈱日本設計 鹿島建設㈱ 500 m

木更津金田西作業所 ― ― 前田・アイサワＪＶ 375 m

(仮称)日本橋二丁目地区第一種市街地再開発事業（Ｃ・Ｄ街区）
日本橋二丁目地区
市街地再開発組合

日本設計・プランテック設計
共同企業体 鹿島建設㈱ 1,125 m

施工数量

2014年

2015年

2016年
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2016年 (仮称)日本橋本町二丁目特定街区開発計画南街区新築工事 三井不動産㈱ ㈱日本設計 清水建設㈱ 250 m

（仮称）丸の内３－２計画新築工事
三菱地所㈱・東京商工会議所
・㈱東京會館 ㈱三菱地所設計 大成建設㈱ 1625 m

東鉄・鴻池赤塚西線こ道橋新設工事 東日本旅客鉄道株式会社 
ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本
ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ株式会社 東鉄・鴻巣ＪＶ 125 m

（仮称）上野池之端プロジェクト新築工事 東京建物株式会社 三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ 200 m

(仮称）麹町五丁目計画 住友不動産 日建設計 西松建設 125 m

さいたま新都心ビル 東日本旅客鉄道 清水建設㈱ 大和ハウス工業 125 m

(仮称）OH－１計画 三井物産・三井不動産
日建設計・鹿島建設
設計共同企業体 鹿島建設㈱ 875 m

（仮称）横浜駅西口開発ビル新築工事 東日本旅客鉄道株式会社 東日本旅客鉄道株式会社 竹中工務店㈱ 1125 m

(仮称）虎ノ門四丁目プロジェクト 森トラスト株式会社 清水建設㈱ 清水建設㈱ 375 m

新国立競技場整備事業Ⅱ期工事
独立行政法人
日本スポーツ振興センター

大成建設・梓設計・隈研吾建築
都市設計事務所共同企業体 大成建設ＪＶ 125 m

大成建設㈱技術センター ― ― 大成建設㈱ 125 m

道玄坂1丁目駅前地区第一種市街地再開発事業
道玄坂一丁目駅前地区
第一種市街地再開発組合 清水建設㈱ 清水建設㈱ 500 m

調布共同溝 国土交通省 ― 安藤ﾊｻﾞﾏ・若築JV 500 m

(仮称）TGMM芝浦プロジェクト 東京ガス㈱ (株)日建設計 清水建設㈱ 375 m

(仮称）竹芝ウォーターフロント開発計画 東日本旅客鉄道
ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本
建築設計事務所 清水建設㈱ 750 m

山下町免震ゴム交換工事分 ― ― 鹿島建設㈱ 125 m

早稲田大学新記念会堂（仮称）新築工事 学校法人早稲田大学
山下設計・清水建設
設計共同企業体 清水建設㈱ 125 m

広島平和記念資料館本館耐震改修工事 広島市 ― ㈱大林組 125 m

春日後楽園駅前地区第一種市街地再開発計画
春日後楽園駅前地区
市街地再開発組合 ㈱日本設計 清水建設㈱ 250 m

大手町二丁目常盤橋地区
第一種市街地再開発事業新築工事A・Ｃ棟 三菱地所㈱ ㈱三菱地所設計 戸田建設(株) 875 m

警視庁下谷警察署庁舎(28)改築工事 東京都 ㈱安井建築設計事務所
清水・村本・池田建設
共同企業体 125 m

2019年

2018年

2017年

施工数量
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【FUKO-2】

施工年度 工事名称 施主 設計 元請業者

虎ノ門4丁目森トラストビル 森トラスト(株)
㈱安井建築設計事務所、清
水建設・建築設備設計研究 清水建設(株) 125 m

新橋田村町地区第一種市街地再開発事業
新橋田村町地区
市街地再開発組合 清水建設・日建設計ＪＶ 清水建設(株) 500 m

虎ノ門麻布台地区市街地再開発事業Ａ－１街区
虎ノ門・麻布台地区
市街地再開発組合 森ビル㈱ 清水建設(株) 750 m

大宮駅東口大門町二丁目中地区市街地再開発
大宮駅東口大門町2丁目中
地区市街地再開発組合 (株)山下設計 鹿島建設(株) 250 m

虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業
虎ノ門一・二丁目地区
市街地再開発組合 森ビル㈱ 鹿島建設(株) 250 m

2021年 虎ノ門麻布台地区市街地再開発事業Ｂ－１街区
虎ノ門・麻布台地区
市街地再開発組合 森ビル㈱ 三井住友建設㈱ 375 m

2020年

2019年

施工数量
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