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経    歴    書
（１９９４年～２０２０年の主たる工事）

株式会社  富士グリーンテック



＊公園

石巻南浜津波復興記念公園 東北国営公園事務所 宮城県 押原の杜自然公園 昭和町 山梨県

南清里フラワーパーク 北杜市 山梨県

大森城山公園整備 東亜道路工業㈱ 福島県 割羽沢川緑地 山梨県 山梨県

上市之瀬農村公園 山梨県 山梨県

国営海浜公園 国土交通省 茨城県 金川公園 山梨県 山梨県

櫛形パークアベニュー 上町本通り商盛会 山梨県

ＣＨＡ児童公園 都市基盤整備公団 千葉県 後沢地区園路広場 山梨県 山梨県

千原台地区児童公園 都市基盤整備公団 千葉県 甲西ふれあい公園 南アルプス市 山梨県

印西総合公園 都市基盤整備公団 千葉県 水車の里公園 山梨県 山梨県

八千代地区ＣＴ２工区公園 大成建設㈱ 千葉県 甲府市ごみ処理施設公園 甲府市 山梨県

浦安東地区総合公園 都市再生機構 千葉県 笹子川土木施設 山梨県 山梨県

君津中央公園 平野園 千葉県 自然健康村 北杜市 山梨県

若草町総合福祉公園 南アルプス市 山梨県

アーバンみらい東大宮第１公園 都市基盤整備公団 埼玉県 秋山川すももの郷公園 ㈱塩澤建設 山梨県

八幡町地区緑地 国土交通省 埼玉県 住吉区画整理４号公園 甲府市 山梨県

久喜ＰＴ大浦地区緑地 都市基盤整備公団 埼玉県 小笠原仲町公園 南アルプス市 山梨県

昭和町西条第一地区公園 昭和町土地区画整理組合 山梨県

国営昭和記念公園ハーブ園 国土交通省 東京都 上柚木水辺公園 山梨市 山梨県

国営昭和記念公園雲の海 国土交通省 東京都 神明川緑地 山梨県 山梨県

館町住宅団地公園 大日本土木㈱ 東京都 須玉町ふるさと公園 北杜市 山梨県

新広尾公園 東京都 東京都 水防公園 身延町 山梨県

南多摩地区１０号橋南広場 都市基盤整備公団 東京都 赤坂台総合公園 甲斐市 山梨県

南多摩地区２－１街区公園 都市基盤整備公団 東京都 双葉ニュータウン多目的広場 山梨県造園建設業協会 山梨県

南多摩地区稲城第四公園 東京都 大武川地区塩沢川公園 山梨県 山梨県

白金公園 港区 東京都 滝沢川緑地 山梨県 山梨県

大塚五丁目児童遊園 北野建設㈱ 東京都 中央遊園地 市川三郷町 山梨県

葛西臨海公園 東亜道路工業㈱ 東京都 津金ハーブ園 北杜市 山梨県

国営東京臨海広域防災公園 国営昭和記念公園 東京都 笛吹川フルーツ公園 山梨県 山梨県

舎人公園施設改修 富士・アスカ建設JV 東京都 柿平街区公園 南アルプス市 山梨県

野津田公園西駐車場拡幅 ㈱イワヲ建設 東京都 忍野村さかな公園 忍野村 山梨県

新宿６丁目公園 東亜道路工業㈱ 東京都 白州･尾白の森名水公園 北杜市 山梨県

都立公園施設改修(東白髭公園） 東京都 東京都 八田児童公園 南アルプス市 山梨県

南長崎中央公園整備 都市再生機構 東京都 八田地区農村公園 山梨県 山梨県

鈴木保育園跡地公園整備 ㈱山口建興 東京都 富士見ふれあいの森 市川三郷町 山梨県

水元中央公園屋外運動施設 山渓・東洋JV 東京都 富士見公園 市川大門町 山梨県

井の頭恩賜公園西園整備 東京都西部公園緑地事務所 東京都 富士川クラフトパーク 山梨県 山梨県

昭和公園ゴムチップ舗装工 ㈱昭島道路 東京都 舞鶴公園 山梨県 山梨県

野津田公園ばら園広場造成 ㈱イワヲ建設 東京都 双葉ニュータウン公園 山梨県住宅供給公社 山梨県

町田スポーツ公園整備 ㈱イワヲ建設 東京都 櫛形総合公園 南アルプス市 山梨県

堀之内南公園 甲府市 山梨県

ビーコンヒル能見台公園 都市基盤整備公団 神奈川県 明野村リフレッシュ広場 北杜市 山梨県

港北第一地区緑道 都市基盤整備公団 神奈川県 明野地区フラワーガーデン 山梨県造園建設業協会 山梨県

港北第二地区公園 都市基盤整備公団 神奈川県 明野地区フラワーセンター 山梨県 山梨県

川崎富士見１丁目団地 都市再生機構 神奈川県 野鳥の森公園 富士河口湖町 山梨県

和田自然公園 北杜市 山梨県

〆木ふれあい公園 南アルプス市 山梨県 本町ふれあい公園 韮崎市 山梨県

アルカディア南部公園 南部町 山梨県 玉幡地区拠点公園 甲斐市 山梨県

ふるさと文化公園 富士川町 山梨県 小瀬スポーツ公園 山梨県 山梨県

ほたる見橋公園 丸和名取建設㈱ 山梨県 押原公園整備 昭和町 山梨県



街の駅やまなし多目的広場 山梨市 山梨県 甘樫丘地区展望台周辺 近畿地方整備局 奈良県

御勅使南公園遊具リニューアル 中北建設事務所 山梨県

櫛形総合公園植栽工事 南アルプス市 山梨県 西宮浜総合公園 西宮町 兵庫県

御勅使南公園ラクビー場改修 山梨県 山梨県 浜甲子園公園第Ⅱ期緑道 都市再生機構 兵庫県

志麻の里防災公園蒔き芝 松島建設㈱ 山梨県 浜甲子園公園第Ⅲ期緑道 都市再生機構 兵庫県

西下条公園整備 甲府市 山梨県

舞鶴城公園石積 新政興業㈱ 山梨県 東広島運動公園野球場周辺園地 都市再生機構 広島県

小瀬スポーツ公園ナセリ増設 山梨県体育協会 山梨県

小瀬スポーツ公園防災公園整備 大新工業㈱ 山梨県 まんのう公園中央広場 国土交通省 香川県

富士北麓公園整備 富士急建設㈱ 山梨県

十郎川河川公園整備 山梨学院大学 山梨県 香椎住宅地公園施設 ㈱竹中土木 福岡県

常永５号公園造園 昭和町常永土地区画整理組合 山梨県

すももの里公園施設長寿命化 ㈲保坂建設工業 山梨県 大津山公園 大閣水庭園 南関町 熊本県

曽根丘陵公園防災公園整備 ㈱森山組 山梨県

清里の森公園内樹林地等整備 中北林務環境事務所 山梨県

御勅使南公園中央広場改修 ㈱中村建設 山梨県

しだれ桜の里づくり植栽整備 身延町 山梨県

坪川公園遊具改修休憩施設等 ㈲保坂建設工業 山梨県

しだれ桜の里低木植栽 ㈱川口建設 山梨県 佳松園 花巻温泉㈱ 岩手県

釜無川スポーツ公園 中北建設事務所 山梨県

御勅使南公園公園施設改修 小林建設㈱ 山梨県 箱根富士屋ホテル 富士屋ホテル㈱ 神奈川県

赤坂台総合公園園路改修 ㈱中村建設 山梨県 一翠亭 ㈱竹中工務店 神奈川県

しだれ桜の里景観等整備 身延町 山梨県

御勅使南公園施設改修 小林建設㈱ 山梨県 フルーツパーク富士屋ホテル 山梨フルーツリゾート㈱ 山梨県

曽根丘陵公園休憩施設改修 中北建設事務所 山梨県 ホテル春日居 大成建設㈱ 山梨県

音楽の森 りんかい日産建設㈱ 山梨県

ふれ愛の森公園 北野建設㈱ 長野県 甲府富士屋ホテル 東急建設㈱ 山梨県

岡谷湖畔公園 山口工業㈱ 長野県 ホテルやまなみ 山梨県市町村職員共済組合 山梨県

小布施総合公園 北野建設㈱ 長野県

南長野運動公園 都市基盤整備公団 長野県 松電ホテル ㈱竹中工務店 長野県

大町･松川地区サテライトハウス 国営アルプスあずみの公園事務所 長野県 安曇村村営ホテル ㈱竹中工務店 長野県

大町･松川地区渓流樹林整備工事 国営アルプスあずみの公園事務所 長野県 月星山荘 ㈱竹中工務店 長野県

半田運動公園ちびっこ広場 都市基盤整備公団 愛知県 大仙家 ㈱パルコ 静岡県

犬山市羽黒中央公園園地整備 都市再生機構 愛知県

中村公園整備 大島造園土木㈱ 愛知県

任坊山公園整備 ㈱七番組 愛知県

中央児童公園再整備その４ 大島造園土木㈱ 愛知県

西の原公園築造工事その２ 大島造園土木㈱ 愛知県

西河原公園施設整備 都市再生機構 大阪府

深北波緑地Ｃ地区波の広場 大阪府 大阪府

安満遺跡公園施設整備その2 都市再生機構 大阪府

安満遺跡公園施設整備その3 都市再生機構 大阪府

安満遺跡公園施設整備その4 都市再生機構 大阪府

安満遺跡公園施設整備その5 都市再生機構 大阪府

宇治市植物公園花木園 都市基盤整備公団 京都府

＊庭園



＊教育･研究･健康

色麻小中学校校庭芝生化 色麻町 宮城県 武蔵村山東高等学校校庭 東京都 東京都

区立山王小学校校庭 大田区 東京都

国立公文書館分館植栽 国土交通省 茨城県 区立常盤小学校校庭 中央区 東京都

区立第一中学校校庭 文京区 東京都

会計検査院研修所植栽 国土交通省 群馬県 区立本村小学校グラウンド 港区 東京都

町田市立三輪小学校校庭整備 ㈱イワヲ建設 東京都

丸山中学校校庭整備 東亜道路工業㈱ 千葉県 都立国立高等学校校庭改修 長谷川体育施設㈱ 東京都

都立向丘高等学校校庭改修 東京都教育庁 東京都

東京理科大学久喜キャンパス植栽 ㈱竹中工務店 埼玉県 小平市立小学校校庭 ㈱山口建興 東京都

田無工業高等学校グラウンド 東京都 東京都

警視庁警察学校植栽 国土交通省 東京都 千早小学校校庭改修 東亜道路工業㈱ 東京都

都立大学新キャンパス植栽 東京都 東京都 早稲田実業学校王貞治グラウンド改修 東京都

都立大崎高校屋上植栽 カジマ･リノベイト㈱ 東京都 町田市立小山田中校庭整備 岳大土木㈱ 東京都

東京成徳大高校女子部植栽 北野建設㈱ 東京都 私学事業団軟式野球場人工芝張替 東亜道路工業㈱ 東京都

東京農大新校舎棟外構 西松建設㈱ 東京都 町田市立小平第三小外構整備 東亜道路工業㈱ 東京都

立花中学校校庭改修 墨田区 東京都 都立中央ろう学校（３０）環境整備 東京都教育庁 東京都

上野中学校校庭再舗装 台東区 東京都 都立芝商業・防球網校庭改修 東京都教育庁 東京都

石浜小学校運動場整備 台東区 東京都 ブリティッシュスクール東京川崎グラウンド 阪神園芸㈱ 東京都

豊島区立目白小学校校庭補修 豊島区 東京都 泰明小学校校庭舗装改修 中央区 東京都

東京医科大キャンパス整備 (学)東京医科大学 東京都 八王子特別支援学校植栽工 東亜道路工業㈱ 東京都

町田市立小山中央小校庭整地 町田市 東京都 民間社会福祉施設外構整備 東亜道路工業㈱ 東京都

国立科学博物館自然教育園 国立科学博物館 東京都

都立砂川高校校庭改修 東京都 東京都 外務省研修所植栽 国土交通省 神奈川県

中央区立佃島小学校改修 ㈱イズミ・コンストラクション 東京都 汐田総合病院植栽 大成建設㈱ 神奈川県

町田市立南大谷小学校校庭芝生 ㈱児玉土建 東京都 逗子小学校運動場整備 城北興業㈱ 神奈川県

町田市立藤の台小学校校庭芝生 ㈱イワヲ建設 東京都 テル箱根クラブ植栽 ㈱大林組 神奈川県

町田市立南第四小学校庭芝生 ㈱イワヲ建設 東京都 堀井学園法面修景 北野建設㈱ 神奈川県

町田市立大戸小学校芝生 大成ロテック㈱ 東京都 横浜国大常盤台INレジデンス 東亜道路工業㈱ 神奈川県

都立永山高校コート改修 大成産業㈱ 東京都 上智大学グラウンド改修 東亜道路工業㈱ 神奈川県

都立葛西南高校コート改修 東亜道路工業㈱ 東京都

駒形中第一校庭再舗装 東亜道路工業㈱ 東京都 オオムラサキの里生態園整備 北杜市 山梨県

都立大泉高校グラウンド整備 東京都 東京都 キトーテクノセンター植栽 ㈱キトー 山梨県

忍岡小学校校庭補修 東亜道路工業㈱ 東京都 サンテクノカレッジ植栽 清水建設㈱ 山梨県

港区立白金小学校すべり台設置 東亜道路工業㈱ 東京都 りほく病院外構 ㈱フジタ 山梨県

御成門小学校防球ネット設置 東亜道路工業㈱ 東京都 山梨医科大学環境整備 (大)山梨大学 山梨県

東京経済大学伐採 東亜道路工業㈱ 東京都 学院大学キャンパスセンター造園 (学)山梨学院 山梨県

鶴間小学校校庭芝生整備 ㈱イワヲ建設 東京都 山梨学院大学屋内プール整備 (学)山梨学院 山梨県

創価大学グラウンド改修 新津建設㈱ 東京都 山梨学院大学庭園 (学)山梨学院 山梨県

青山小学校グラウンド整備 港区役所 東京都 森林総合研究所植栽 山梨県 山梨県

入新井第一小学校整備 大田区 東京都 忍野中学校中庭池 ㈱竹中土木 山梨県

東京経済大学伐採抜根 東亜道路工業㈱ 東京都 北杜高校建設植栽 山梨県 山梨県

成瀬台中学校庭芝生整備 ㈲フジスポーツ 東京都 竜王北中学校植栽 甲斐市 山梨県

小平西高環境整備 ㈱山口建興 東京都 清珠荘外構植栽 清珠荘 山梨県

日本女子大中高グラウンド改修 日産緑化㈱ 東京都 特別養護老人ホームコスモ ㈱フジタ 山梨県

早稲田実業グラウンド整備 阪神園芸㈱ 東京都 八田村デイサービス福祉館 南アルプス市 山梨県

東京造形大学グラウンド改修 (学)桑沢学園 東京都 ヘルスピア白根造園 南アルプス市 山梨県

町田市金井中学校芝生整備 ㈱児玉土建 東京都 昭和町立押原小学校植栽 東急建設㈱ 山梨県

私立小山田中学校芝生整備 岳大土木㈱ 東京都 山梨学院大附属小学校環境整備 (学)山梨学院 山梨県

西落合小防球ネット改修 ㈱要介工業 東京都 若草南小学校内公園整備 南アルプス市 山梨県



川田「未来の森」運動公園植栽 (学)山梨学院 山梨県 構内歩道整備 (学)山梨学院 山梨県

スポーツセンタープラザ (学)山梨学院 山梨県 芦川小学校植栽 ㈱芦沢組土木 山梨県

あけぼの医療福祉センター植栽 山梨県 山梨県 日本航空学園植栽 ㈱早野組 山梨県

山梨学院大学正門前石張 清水建設㈱ 山梨県 芦川小学校擁壁他改修 ㈱芦沢組土木 山梨県

山梨県立中央病院駐車場整備 大成建設㈱ 山梨県 宮前保育園園庭建設 ㈱早野組 山梨県

山梨学院舞鶴寮外構植栽 (学)山梨学院 山梨県 山梨学院大学国際学生寮 ㈱フジタ 山梨県

山梨学院学生会館周り整備 (学)山梨学院 山梨県 市川三郷町保育所外構
興龍社・ゼロ市川三郷町
保育所企業体 山梨県

甲斐市立竜王西小学校整備 甲斐市 山梨県 山梨学院大学　甲斐の古道 (学)山梨学院 山梨県

若草南小学校グラウンド 早川工業㈱ 山梨県 山梨大学　徽典館記碑修復 (大)山梨大学 山梨県

千塚小学校グラウンド整備 甲府市 山梨県 市川南幼稚園園庭改修 (学)市川南幼稚園 山梨県

笛南中学校グラウンド整備 長田建設㈱ 山梨県 中道北小学校外構（Ｂ工区） 甲府市 山梨県

北新小学校グラウンド改修 丸光建設㈱ 山梨県 玉諸小学校グラウンド（Ⅰ期） 坂本土建㈱ 山梨県

甘利小学校グラウンド改修 ㈱島村組 山梨県 玉諸小学校グラウンド（Ⅱ期） 坂本土建㈱ 山梨県

吉田高校グラウンド整備 山梨県立吉田高校 山梨県

巨摩高校グラウンド整備 山梨県立巨摩高校 山梨県 市立大宮町保育園植栽 三島市 静岡県

大塚小学校グラウンド整備 ㈱水上建設 山梨県 聖隷沼津病院植栽 ㈱竹中工務店 静岡県

朝日小学校校庭改修 新政興業㈱ 山梨県

伊勢小学校グラウンド改修 甲府市 山梨県 上郷中学校営繕 豊田市 愛知県

池田小学校他グラウンド整備 甲府市 山梨県 小牧工業自動車コース 名盛建設㈱ 愛知県

大里小学校他グラウンド整備 堀田組 山梨県

千塚小学校他グラウンド整備 大真建設㈱ 山梨県 玉城わかば学園防球ネット 三重県 三重県

善誘館小学校グラウンド整備 長田建設㈱ 山梨県 菰野高等学校防球ネット 三重県 三重県

南中学校グラウンド復旧 坂本土建㈱ 山梨県 志摩高等学校防球ネット 三重県 三重県

相川小学校グラウンド復旧 長田建設㈱ 山梨県

玉諸小学校グラウンド復旧 中央道路㈱ 山梨県 大成中学校グラウンド 尼崎市 兵庫県

石田小学校校庭整備 坂本土建㈱ 山梨県

山城小学校グラウンド整備 坂本土建㈱ 山梨県 高木小学校運動場改良 福岡市 福岡県

南西中学校校庭整備 齋藤建設㈱ 山梨県 玄洋小学校運動場改良 福岡市 福岡県

新紺屋小学校校庭整備 甲府市 山梨県 赤坂小学校幼稚園跡地整備 福岡市 福岡県

明野小学校グラウンド ㈱生山土木 山梨県 千早小学校運動場 福岡市 福岡県

わかば支援学校改築グラウンド 地建工業㈱ 山梨県 姪浜中学校運動場 福岡県

須玉小学校グラウンド改修 ㈱上村建設 山梨県 八田小学校運動場 福岡市 福岡県

南中学校校庭整備 齋藤建設㈱ 山梨県 玄洋小学校運動場改良 福岡市 福岡県

中道南小校庭整備 坂本土建㈱ 山梨県 大名小学校グラウンド改修 福岡市 福岡県

都留興譲館高校グラウンド 山英建設㈱ 山梨県 生の松原特別支援学校グラウンド 福岡市 福岡県

武川小学校校庭改修 金山土建㈱ 山梨県

城南中学校校庭(Ⅰ期) 小沢建設㈱ 山梨県 立命館アジア太平洋大学造成 ㈱ニチボー 大分県

城南中学校校庭(Ⅱ期) 地建工業㈱ 山梨県

新田小学校校庭整備 坂本土建㈱ 山梨県

市川高校防球ネット設置 山梨県 山梨県

癒しの小径整備 山梨県 山梨県

シンボルツリー欅周り整備 (学)山梨学院 山梨県

法科大学院下庭園改修 (学)山梨学院 山梨県

山梨学院ルネサンス館 (学)山梨学院 山梨県

山梨学院附属小学校外溝植栽 (学)山梨学院 山梨県

山梨大学研究棟改修 ㈱フジタ 山梨県

AOB女神の森伐採 三矢工業㈱ 山梨県

相生地域広場整備 藤島建設㈱ 山梨県

山梨学院スポーツ科学部棟 (学)山梨学院 山梨県



＊文化・芸術 ＊スポーツ

茨城県庁舎外構 大日本土木㈱ 茨城県 函館競輪走路再シーリング 日本道路㈱ 北海道

函館競輪走路表面処理 日本道路㈱ 北海道

草加文化会館施設整備 斎藤工業㈱ 埼玉県 竹葉公園テニスコート改修 東亜道路工業㈱ 北海道

甘草屋敷公園 甲州市 山梨県 青森競輪場走路改修 東亜道路工業㈱ 青森県

しきしまカルチャーパーク造園 甲斐市 山梨県 青森競輪場改修 ㈱梅津組 青森県

恵林寺境内整備 恵林寺 山梨県

県立総合武道館植栽 山梨県 山梨県 七北田公園テニスコート改修 仙台市 宮城県

県立美術館樹木移植 山梨県 山梨県 東北大学ハンドボールコート改修 (大)東北大学 宮城県

県立国際交流センター植栽 山梨県 山梨県 東北大学テニスコート改修 (大)東北大学 宮城県

アイメッセ山梨植栽 山梨県 山梨県 泉総合運動場サッカー場天然芝張替 後藤工業㈱ 宮城県

上澤寺オハツキイチョウ保存整備 身延町 山梨県 東北大学電気系テニス改修 (大)東北大学 宮城県

身延総合文化会館植栽 身延町 山梨県

双葉町ふれあい文化館植栽 甲斐市 山梨県 平競輪場保護シーリング 東亜道路工業㈱ 福島県

総合交流ターミナル植栽 南アルプス市 山梨県 いわき平競輪場走路補修 東亜道路工業㈱ 福島県

県立博物館植栽 山梨県 山梨県 湯川村村営テニスコート改修 ㈱篠竹工務店 福島県

史跡谷戸城跡保存整備 道村建設㈱ 山梨県 滝根運動場テニスコート改修 富岡工業㈱ 福島県

史跡新府城跡保存整備 ㈱小沢工業所 山梨県 いわき平競輪保護シーリング 日本道路㈱ 福島県

根津記念館多目的広場 山梨市 山梨県

史跡武田氏館跡整備 甲府市 山梨県 八郷中学校テニスコート改修 東亜道路工業㈱ 茨城県

甲府市新庁舎外構 長田組土木㈱ 山梨県

県庁構内二工区外構植栽 山梨県 山梨県 総合スポーツゾーン改修その2 野澤・山本JV 栃木県

県庁構内二工区外構整備 長田組土木㈱ 山梨県 総合スポーツゾーン改修その1 大幹・松本JV 栃木県

史跡舞鶴城公園石積み復元補修 ㈱拓甲建設 山梨県 宇都宮競輪場走路整備 日本道路㈱ 栃木県

史跡舞鶴城公園石積み復元補修 新政興業㈱ 山梨県

前橋競輪場走路舗装改修 日本道路㈱ 群馬県

サンリツ服部美術館植栽 ㈱竹中工務店 長野県 グリーンドーム前橋走路改修 日本道路㈱ 群馬県

下諏訪町博物館･記念館植栽 清水建設㈱ 長野県

松戸競輪場走路シーリング 日本道路㈱ 千葉県

生活文化情報センター整備 ㈱大林組 大阪府 明徳学園ハンドボール･テニスコート 樋口スポーツ工業㈱ 千葉県

美浜テニスシーリング グリーン・エンター・プライズ 千葉県

姉崎運動広場テニスコート補修 東亜道路工業㈱ 千葉県

松戸競輪場走路シーリング 東亜道路工業㈱ 千葉県

国営武蔵丘陵心理井公園プール 都市基盤整備公団 埼玉県

上谷総合運動公園野球場 都市基盤整備公団 埼玉県

大宮双輪場走路改修 東亜道路工業㈱ 埼玉県

岡部町中央公園テニスコート改修 東亜道路工業㈱ 埼玉県

西武園競輪場走路補修 東亜道路工業㈱ 埼玉県

秋ケ瀬公園テニスコート 東亜道路工業㈱ 埼玉県

大宮運動場14区画テニスコート補修 東亜道路工業㈱ 埼玉県

大宮12区テニスコート改修 東亜道路工業㈱ 埼玉県

西武園競輪場 東亜道路工業㈱ 埼玉県

越谷テニスコート新設 東亜道路工業㈱ 埼玉県

飯能・日高分譲地内テニスコート改修 東亜道路工業㈱ 埼玉県

ふじみ野市武蔵野テニスコート改修工事 ㈲横山水道工業所 埼玉県

善福寺川緑地テニスコート 東京都公園協会 東京都

有明テニスの森公園クレイコート 東京港埠頭公社 東京都



城東高等学校テニスコート 東京都 東京都 福井競輪場バンク補修 東亜道路工業㈱ 福井県

外務省職員子弟育英寮テニスコート 外務省 東京都 福井競輪場バンク修繕 東亜道路工業㈱ 福井県

東大和南公園テニスコート 東京都西部公園緑地事務所 東京都

多摩川緑地広場運動公園施設 大田区 東京都 櫛形総合公園陸上競技場 南アルプス市 山梨県

港北第二地区２－Ｂ運動広場 都市基盤整備公団 東京都 若草町スポーツ施設 南アルプス市 山梨県

青山運動場整備 人工芝張替 東亜道路工業㈱ 東京都 小瀬スポーツ公園陸上競技場 山梨県 山梨県

成増北第一公園ローラースケート場 東亜道路工業㈱ 東京都 小瀬スポーツ公園野球場内野改修 美津濃㈱ 山梨県

立川競輪場走路路面塗布 東亜道路工業㈱ 東京都 長坂中学校テニスコートクレイ舗装 北杜市 山梨県

京王閣競輪走路シーリング 東亜道路工業㈱ 東京都 押原公園造成･スポーツ広場整備 昭和町 山梨県

小金井公園テニスコート改修 東京都財務局 東京都 小瀬スポーツ公園陸上競技場 山梨県 山梨県

猿江恩賜公園テニスコート改修 東京都東部公園緑地事務所 東京都 志麻の里防災公園テニスコート新設 新光土木・高山建設 山梨県

目白学園テニス改修 和宏体育施設 東京都 櫛形野球場改修 国際建設・フカサワJV 山梨県

東京乗馬倶楽部柵改修 東京乗馬倶楽部 東京都 韮崎市勤労青年センターグラウンド 富士島建設㈱ 山梨県

汐入公園テニスコート改修 東京都東部公園事務所 東京都 若草グラウンド防球ネット改修 中沢建設㈱ 山梨県

港南中学校テニスコートシーリング 港区役所 東京都 小瀬陸上競技場改修 山梨県 山梨県

京王閣競輪走路補修 東亜道路工業㈱ 東京都 櫛形陸上競技場改修 ㈱輪田道路・シンワJV 山梨県

小山田緑地運動施設改修 東京都東部公園事務所 東京都 甲西市民グラウンド防球ネット設置 ㈱トーア工業 山梨県

光が丘公園テニスコート改修 東京都 東京都 高校総体グラウンド整備 甲府市 山梨県

立川競輪場走路改修 東亜道路工業㈱ 東京都 山梨学院城東テニス場改修 (学)山梨学院 山梨県

都立文京高校テニスコート改修 アスカ施設㈱ 東京都 小瀬スポーツ公園陸上競技場改修 中北建設事務所 山梨県

府中の森公園テニスコート改修 東京都西部公園緑地事務所 東京都 本栖湖スポーツセンターグラウンド整備 長谷川体育施設㈱ 山梨県

東金町運動場多目的広場人工芝生化 山溪・相川建設共同企業体 東京都 ジュネスサッカー場芝張り 富士見高原リゾート㈱ 山梨県

東金町運動場テニスコート人工芝張替 ㈱山渓緑地 東京都 興譲館グラウンド・テニスコート ㈱丸大産業 山梨県

小野路球場グラウンド復旧 町田市 東京都 緑が丘競技場改修 甲府市 山梨県

緑ヶ丘グラウンド整備 ㈱東京綜合造園 東京都 小瀬スポーツ公園陸上競技場改修 ㈱早野組 山梨県

浮間公園運動施設改修その３ 東京都建設局東部公園緑地事務所 東京都 富士川町民交流広場整備(人工芝) 山梨ガーデン㈱ 山梨県

松ノ木運動場クレー人工芝生化 大成産業㈱ 東京都 小瀬スポーツ公園野球場内野整備 中北建設事務所 山梨県

町田市立陸上競技場観客席増設 ㈱イワヲ建設 東京都 櫛形総合公園陸上競技場芝生改修 南アルプス市 山梨県

室内プール改修 ㈱イワヲ建設 東京都 櫛形総合公園陸上競技場改修 南アルプス市 山梨県

第2保育園･藤井公民館 齋藤建設㈱ 山梨県

八景インドアテニス改修 ㈲エス・ピー・ジー 神奈川県 小瀬スポーツ公園水泳場 中北建設事務所 山梨県

川崎競輪走路補修 東亜道路工業㈱ 神奈川県 境川自転車競技場保護シーリング (公財)山梨県スポーツ協会 山梨県

日本女子大中高全天候テニスコート 東海建設㈱ 神奈川県 小瀬球技場改修 齋藤建設㈱ 山梨県

川崎競輪場バンクレベル調整シーリング 東亜道路工業㈱ 神奈川県

小田原競輪場再シーリング 東亜道路工業㈱ 神奈川県 焼津グランドホテルテニスコート改修 東亜道路工業㈱ 静岡県

川崎競輪年間維持管理 東亜道路工業㈱ 神奈川県 報徳会館テニスコート改修 東亜道路工業㈱ 静岡県

菅高校テニス整備 東亜道路工業㈱ 神奈川県

百合丘高校テニスコート復旧 ㈱要介工業 神奈川県 スノーハープ芝生管理 白馬村 長野県

相原高校テニスコート改修 東亜道路工業㈱ 神奈川県 飯田運動公園５０ｍプール 都市基盤整備公団 長野県

小田原競輪場保護シーリング 日本道路㈱ 神奈川県 穂高町西部スポーツゾーン運動場 北野建設㈱ 長野県

都立大横浜キャンパステニス改修 東亜道路工業㈱ 神奈川県 木島平ジャンプ台人工芝 北野建設㈱ 長野県

日本女子大附属中学テニスコート改修 日産緑化㈱ 神奈川県 オリンピッククロスカントリー 北野建設㈱ 長野県

オリンピックバイアスロン会場 北野建設㈱ 長野県

ヨネックステニスコート改修 東亜道路工業㈱ 新潟県 軽井沢プリンスホテルテニスコート 東亜道路工業㈱ 長野県

日本歯科大学テニスコート改修 東亜道路工業㈱ 新潟県

高尾小学校運動場 扶桑町 愛知県

富山競輪場走路ウォークトップ 日本道路㈱ 富山県 名古屋大学野球場防球ネット 名古屋大学 愛知県

富山競輪場競争路補修 日本道路㈱ 富山県 乙川河川敷庭球場 岡崎市 愛知県

名東インドアスクール ㈱佐々テニス企画 愛知県



＊スポーツ

豊田市テニスコート改修 豊田市 愛知県 小郡市テニスコート改修 小郡市 福岡県

五ケ丘公園テニスコート修繕 豊田市 愛知県 九州国際テニス改修 東亜道路工業㈱ 福岡県

上月隈中央公園テニスコート整備 福岡市 福岡県

ワークセンター松阪テニスコート改修 松阪市 三重県 東部工場建替ソフトボール場 福岡市 福岡県

公認ホッケー場整備 マルト建設㈱ 三重県

楠テニスコート人工芝 四日市市 三重県 佐世保競輪場走路改修 日本道路㈱ 長崎県

布引運動公園陸上競技場整備 都市再生機構西日本 滋賀県 熊本競輪場走路塗布工事 東亜道路工業㈱ 熊本県

曽根緑地テニス改修 大津市 滋賀県

別府競輪走路塗替工事 日本道路㈱ 大分県

真田山公園野球場 大阪市 大阪府

府立堺東高等学校体育館 大阪府 大阪府 襄陽自転車競技場シーリング 日本道路㈱ 大韓民国

南天満公園庭球場 大阪市 大阪府 釜山競技場シーリング 日本道路㈱ 大韓民国

山田スポーツグラウンド庭球場改修 吹田市 大阪府 仁川競技場走路シーリング 日本道路㈱ 大韓民国

枚方市陸上競技場第２種公認一部改修 枚方市 大阪府

南正雀スポーツグラウンド庭球場改修 吹田市 大阪府 その他の実績は体育施設施工経歴書をご参照ください。

岸和田競輪走路シーリング 東亜道路工業㈱ 大阪府

金岡公園陸上競技場 堺市 大阪府

住吉公園テニスコート改修 大阪府 大阪府

岸和田競輪場走路改修 東亜道路工業㈱ 大阪府

岸和田競輪走路シーリング 東亜道路工業㈱ 大阪府 オーベル牧の原 飛島道路㈱ 千葉県

泉佐野南部公園グラウンド整備 ㈱頼白組 大阪府 浦安マリーナイースト21夢海の街 都市基盤整備公団 千葉県

こども未来館園庭及地域グラウンド整備 ㈱堂領工建社 大阪府 湖北台団地 都市基盤整備公団 千葉県

東大阪花園ラグビー場 TOA(大阪) 大阪府 FUTTUBristol HILL住宅地植栽 ㈱クリエイティブ阪急 千葉県

ACORN山村住宅開発 ㈱ACORN 千葉県

勤労者青年センターテニスコート改修 奈良市 奈良県

コスモ和光市中央 安藤舗道㈱ 埼玉県

和歌山競輪場バンク補修 東亜道路工業㈱ 和歌山県 レクセルマンション新越谷 安藤舗道㈱ 埼玉県

和歌山競輪場シーリング 日本道路㈱ 和歌山県 川越三光町団地 都市基盤整備公団 埼玉県

北与野駅前団地 都市基盤整備公団 埼玉県

厚生年金スポーツセンターテニスコート 西宮市 兵庫県 東朝霞団地 都市基盤整備公団 埼玉県

西宮浜総合公園多目的グラウンド 西宮市 兵庫県 県住入間霞川団地第３工区 ㈱ユーディケー 埼玉県

寺ケ池公園テニスコート改修 河内長野市 兵庫県 県住入間霞川団地第１工区 ㈱島村工業 埼玉県

入間(30)東町地区張芝 長谷川体育施設㈱ 埼玉県

みよし運動公園陸上競技場グラウンド 都市基盤整備公団 広島県

パークハウス芝白金台 前田建設工業㈱ 東京都

田寺テニスコート人工芝 姫路市 山口県 パークハウス代々木公園 清水建設㈱ 東京都

防府競輪場走路補修 東亜道路工業㈱ 山口県 金井七面社東宅地 大成ロテック㈱ 東京都

吾妻橋一丁目団地 都市基盤整備公団 東京都

防府競輪場競争路保護 東亜道路工業㈱ 徳島県 三菱地所世田谷社宅 ㈱間組 東京都

小松島競輪場補修 日本道路㈱ 徳島県 多摩NT17-CBL 都市基盤整備公団 東京都

トミンハイム南大井五丁目 ㈱豊国 東京都

小松島競輪場走路シーリング 東亜道路工業㈱ 福岡県

こうべ市民テニスコート張替 こうべ市市民福祉振興協会 福岡県 ガーデンズ網島 ㈱大林組 神奈川県

東平尾公園体育施設管理 福岡市森と緑のまちづくり協会 福岡県 ガーデンハイツ鎌倉高校前 安藤建設㈱ 神奈川県

千鳥ヶ池公園テニスコート整備 古賀市 福岡県 鎌倉山団地 都市基盤整備公団 神奈川県

桧原運動公園テニスコート整備 福岡市 福岡県 三菱商事小杉住宅 三菱商事㈱ 神奈川県

舞鶴公園体育施設管理 福岡市 福岡県 新百合ヶ丘パークハウス３番街 ハザマ興業㈱ 神奈川県

東平尾公園テニス競技場改修 福岡市 福岡県 藤沢ふじの台住宅 三菱地所㈱ 神奈川県

＊住宅･団地



藤沢渡内パークハウス 安藤建設㈱ 神奈川県 圏央道　相模湖IC造園 NEXCO中日本 神奈川県

川崎富士見１丁目団地 都市再生機構 神奈川県

北陸自動車道庄川法面植栽 日本道路公団 富山県

パストラルびゅう桂台 清水建設㈱及びＪＲ東日本 山梨県

ロイヤルタウン和戸 大和ハウス工業㈱ 山梨県 韮崎豊富敷島線植栽 山梨県 山梨県

公社双葉鳥ヶ池ＮＴ社宅 ㈱ダイワハウス 山梨県 古府中環状浅原橋線道路植栽 山梨県 山梨県

双葉鳥ヶ池ＮＴ分譲社宅 ㈱ダイワハウジング 山梨県 甲府玉穂中道線道路植栽 山梨県 山梨県

双葉鳥ヶ池ニュータウン 山梨県造園建設業協会 山梨県 甲府櫛形線造園 山梨県 山梨県

東大月ニュータウン 清水建設㈱ 山梨県 新田松留線道路整備 山梨県 山梨県

県営玉川団地 山梨県住宅供給公社 山梨県 西島バイパス植栽 国土交通省 山梨県

第３期区画１号線植栽 山梨県総合森林研究所 山梨県

中央道談合坂ＳＡ(上り)造園 日本道路公団 山梨県

中央道談合坂ＳＡ(下り)造園 日本道路公団 山梨県

中央道双葉ＳＡ改良 大成ロテック㈱ 山梨県

東北中央道山形地区造園 日本道路公団 山形県 第５工区道路植栽 山梨県総合森林研究所 山梨県

和田山もみじ街道造成 甲府和田山委員会 山梨県

東北横断道磐梯熱海ＩＣ造園 日本道路公団 福島県 道の駅南きよさと園内整備 北杜市 山梨県

中央道甲府管内路肩補修 身延工業㈱ 山梨県

北関東自動車道岩瀬地区造園 NEXCO東日本 茨城県 山梨リニア実験線植栽 清水建設㈱ 山梨県
首都圏中央連絡自動車道
つくばIC～つくばJCT間造園 NEXCO東日本 茨城県 落合中央線改良 塩沢建設㈱ 山梨県

南アルプス線除雪 中北建設事務所 山梨県

北関東自動車道都賀ＩＣ造園 NEXCO東日本 栃木県

北関東自動車道足利地区造園 NEXCO東日本 栃木県 上信越道坂城ＰＡ造園 日本道路公団 長野県

中央道駒ケ岳ＳＡ(下り)造園 日本道路公団 長野県

東関東道姉ヶ崎～袖ヶ浦植栽 日本道路公団 千葉県

北条遮音壁 国土交通省 千葉県 西天城高原線県単道路改築 静岡県 静岡県

成田空港誘導路法面種子吹付 清水建設㈱ 千葉県 谷田幸原線国１北側インター整備 三島市 静岡県

県単交通安全対策 ㈱一福土木 千葉県 東名高速菊川～三ヶ日中分植栽 日本道路公団 静岡県

県単舗装道路修繕 ㈱南武建設 千葉県 東名高速沼津～清水中分植栽 日本道路公団 静岡県

東名高速清水～菊川中分植栽 日本道路公団 静岡県

東北自動車道浦和ＴＢ造園 日本道路公団 埼玉県 東名高速袋井法面植栽 日本道路公団 静岡県

東北自動車道久喜のり面植栽 日本道路公団 埼玉県 東名高速道路磐田ＩＣ造園 日本道路公団 静岡県

圏央道坂戸ＩＣ造園 日本グリーンリサイクル㈱ 埼玉県 三島裾野線交通安全施設維持 静岡県 静岡県

橋りょう修繕(八木郷橋側道橋) ㈱西山建設 埼玉県 第二東名浜松地区造園 NEXCO中日本 静岡県

Ｃ県単舗装道路修繕(門前外) ㈱南武建設 埼玉県

東名高速道路豊川のり面植栽 日本道路公団 愛知県

元麻布三丁目計画道路植栽 清水建設㈱ 東京都 東海環状自動車道瀬戸東ＰＡ造園 日本道路公団 愛知県

植樹帯整備 東京都 東京都 東海環状自動車道鞍ヶ池ＳＡ造園 日本グリーンリサイクル㈱ 愛知県

道路緑化維持 港区 東京都 新東名高速道路額堂山造園 NEXCO中日本 愛知県

芝浦植込地整備 港区 東京都 道路改良工事高浜拡幅４号工 関興業㈱ 愛知県

圏央道上川地区造園 ㈱植藤造園 東京都 自転車歩行車道設置 山一建設㈱ 愛知県

台東区日本堤道路舗装 東亜道路工業㈱ 東京都 舗装道修繕(半２０１９－１) ㈱加藤建設 愛知県

中川遊歩道整備その３ 東亜道路工業㈱ 東京都 常滑２期地区その５ ㈱岡戸組 愛知県

大手町歩行者専用道路修景 都市再生機構 東京都 交差点改良 ㈱宮崎建設 愛知県

一般県道白沢八幡視距改良 ㈱オームラ組 愛知県

小田原厚木道路平塚ＰＡ造園 日本道路公団 神奈川県 舗装道修繕(半２０２０－１) ㈱加藤建設 愛知県

東名高速道ハイウェイパーク厚木 日本道路公団 神奈川県 Ｒ２１Ｈ２舗装復旧 山一建設㈱ 愛知県

東名高速道大井松田～御殿場植栽 日本道路公団 神奈川県 衣浦港改修工事(道路改良) ㈱七番組 愛知県

圏央道西久保JCT～寒川IC間造園 NEXCO中日本 神奈川県 令和２年舗装道修繕 関興業㈱ 愛知県

＊交通



＊交通

津島七宝名名古屋線街路 山一建設㈱ 愛知県 ＢＴ３２２工区（２－１）植栽 首都高速道路公団 東京都

ＢＴ３３１工区（１－５）植栽 首都高速道路公団 東京都

伊勢自動車道勢和多気～伊勢植栽 日本道路公団 三重県 ＮＳＫ多摩センタービル植栽 大成建設㈱ 東京都

東田原工区舗装 ㈱アサヒ 三重県 グリーンパーク赤坂造園 大成建設㈱ 東京都

つつじが丘北南線舗装補修 名張市役所 三重県 市ヶ谷地区（１１）環境整備 防衛施設庁 東京都

新名神高速道路四日市北 昭和土木㈱ 三重県 多摩サンリオコミュニケーションワールド 大成建設㈱ 東京都

大屋戸短野線舗装補修 名張市役所 三重県 大和証券多摩研修センター植栽 鹿島建設㈱ 東京都

県営集道１号舗装 ㈱橋本道路 三重県 朝日生命多摩本社ビル植栽 ㈱竹中工務店 東京都

ＪＲ朝日駅前ポケットパーク ㈱中村興業 三重県 東京都港区清掃工場植栽 ㈱竹中工務店 東京都

町道3-113号線1路線 ㈱中村興業 三重県 日本経済新聞社緑山ハイツ植栽 ㈱竹中工務店 東京都

豊玉北６丁目再開発住宅植栽 大興物産㈱ 東京都

横田小山東町線舗装修繕 ㈱山陰土建 京都府 堀向土地芝張 ㈱竹中土木 東京都

梅美台幹線舗装修繕 ヨシカワ建設 京都府 筑西市道の駅建設 東亜道路工業㈱ 東京都

石橋阪大前駅周辺景観 ㈱中岡組 大阪府 ニチメンたまプラーザハイツ植栽 安藤建設㈱ 神奈川県

アサヒビール神奈川工場植栽 伊藤忠林業㈱ 神奈川県

神戸空港道路改修 港建設㈱ 兵庫県 アサヒビール南足柄工場公園 住友建設㈱ 神奈川県

みなとみらい２１中央２４街区植栽 ＭＭ２１地所工区ＪＶ 神奈川県

山陽自動車道三原ＩＣ造園 日本道路公団 広島県 高圧ガス工業新神奈川工場造園 清水建設㈱ 神奈川県

相模大野パークハイツ植栽 大成建設㈱ 神奈川県

香椎街路樹植栽 ㈱竹中道路 福岡県 池子米軍西地区緑化土木 防衛施設庁 神奈川県

大井町山田地区メガソーラー造成 東亜道路工業㈱ 神奈川県

ジャスコ小千谷ショッピングセンター植栽 北野建設㈱ 新潟県

糸魚川ショッピングセンター植栽 北野建設㈱ 新潟県

郡山駅前カラー舗装 ㈱シンワ 福島県

アピオ喜びの島植栽 清水建設㈱ 山梨県

アサヒビール茨城工場造園 アサヒビール㈱ 茨城県 アルソア央粧本社ビル外構 ㈱竹中土木 山梨県

南口駐車場整備 国土交通省 茨城県 イツモア一宮店造園 ㈱いちやまマート 山梨県

システムウェアーパーク外構 水野道路㈱ 山梨県

那須ジャスコ植栽 北野建設㈱ 栃木県 ダイヤモンドリゾート八ヶ岳造園 鹿島建設㈱ 山梨県

トヨタ山梨県住宅工場緑化 トヨタ自動車㈱ 山梨県

サンデンフォレスト工場内植栽 鹿島建設㈱ 群馬県 パイロット小淵沢保養所外構植栽 大成建設㈱ 山梨県

ファナックロボット工場植栽 ファナック㈱ 山梨県

ちばリサーチパーク宅地開発造成 大成建設㈱ 千葉県 プラズマシステム山梨工場外構 東邦興産㈱ 山梨県

ちばリサーチパークＢ－５区造園 大成建設㈱ 千葉県 一般廃棄物処理施設植栽 大月都留広域事務組合 山梨県

ワールドビジネスガーデン 鹿島建設㈱ 千葉県 竜王外地区火葬場植栽 竜王･敷島･双葉事務組合 山梨県

成田メモリアルパーク ㈱熊谷組 千葉県 コニカ玉穂工場緑化 清水建設㈱ 山梨県

千葉ＮＴアバンドーネ原５番街 都市基盤整備公団 千葉県 マルアイ工場緑化 ㈱マルアイ 山梨県

千葉北部地区ビジネスモール 都市基盤整備公団 千葉県 甲州葡萄酒本舗レストラン植栽 ㈱早野組 山梨県

八街ショッピングセンター 北野建設㈱ 千葉県 甲府市食品団地植栽 甲府市食品団地協同組合 山梨県

富士通幕張システムラボラトリー 富士通㈱ 千葉県 山日印刷センター植栽 ㈱山梨日日新聞社 山梨県

幕張ベイタウンパティオス７番街 都市基盤整備公団 千葉県 山梨ニューマテリアル新工場植栽 清水建設㈱ 山梨県

おゆみ野中央病院補修29 清水建設㈱ 千葉県 山梨ビジネスパーク植栽 山梨県土地開発公社 山梨県

育樹祭式典会場飾花 山梨育樹祭実行委員会 山梨県

伊刈地区植栽 国土交通省 埼玉県 松下電器産業緑化 松下ビジネスサービス㈱ 山梨県

上野原工業団地造成 ㈱熊谷組 山梨県

港区赤坂支所複合施設植栽 東京都 浄化センター修景 身延町 山梨県

東映シネプレックス造園 北野建設㈱ 東京都 須玉町農村交流ターミナル植栽 北杜市 山梨県

＊産業



＊レジャー・レクリエーション

清里国際興業研修所造園 国際興業㈱ 山梨県 後楽園レクレーションワールド ㈱オーク建設 千葉県

帯金･塩之沢地区浄化センター修景 身延町 山梨県

天野線材工業牧丘工場植栽 鹿島道路㈱ 山梨県 東京サマーランドゴルフ練習場 東亜道路工業㈱ 東京都

八田村総合交流ターミナル緑化 南アルプス市 山梨県 東京サマーランド植栽 東亜道路工業㈱ 東京都

八田村地域資源総合管理施設外構 南アルプス市 山梨県 東京乗馬倶楽部柵改修 （公財）東京乗馬倶楽部 東京都

米倉山ニュータウン緑化 山梨県土地開発公社 山梨県

秋山村温泉施設植栽 上野原市 山梨県 新井スキー場開発 北野建設㈱ 新潟県

増穂町温泉健康増進施設外構 富士川町 山梨県 妙高スキージャンプ台植栽 鹿島建設㈱ 新潟県
パナソニックファクトリーソリュー
ションズ植栽改修

パナソニックファクトリーソ
リューションズ㈱ 山梨県

アルソア記念館外構植栽 ㈱新津組 山梨県 明野地区フラワーガーデン 山梨県造園建設業協同組合 山梨県

ファナック重機移植 芙蓉建設㈱ 山梨県 新宿区立区民健康村施設 長田組土木㈱ 山梨県

パイロット小淵沢山荘改修 大成建設㈱ 山梨県 美し森スキー場自然散策路 ㈱キッツメドウス 山梨県

ジットセレモニー本社周り植栽 ㈱ジット 山梨県 芙蓉商事小淵沢パターコース ㈱竹中道路 山梨県

櫻林医院駐車場整備 ㈱早野組 山梨県 泉郷大地の園造成 ㈱早野組 山梨県
マンズワイン勝沼ワイナリー
ランドスケープ ㈱早野組 山梨県 エクシブ山中湖造園植栽 住友林業緑化㈱ 山梨県

櫛形山トレッキングコース新設 ㈱川崎建設 山梨県

ＧＡＣ穂高工場植栽 吉川建設㈱ 長野県 エクシブ山中湖植栽 リゾートトラスト㈱ 山梨県

セイコーエプソン新工場植栽 ㈱竹中土木 長野県 星のや富士整備 清水建設㈱ 山梨県

ダイキンオードシェル蓼科外構 ㈱竹中工務店 長野県 清光園露天風呂整備 大成建設㈱ 山梨県

ピラタス横岳ロープウェイ建物新築 前田建設工業㈱ 長野県 八ヶ岳ロイヤルホテル露天風呂整備 秋田造園㈱ 山梨県

松本空港緑地造園 環境事業団 長野県 星のや富士ダッチオーブンディナー会場拡張 星野リゾート・リート投資法人 山梨県

神の倉工業団地造成 山崎建設㈱ 長野県 ＷＡＹＳスパ＆ホテル都留露天風呂外構植栽 ㈱早野組 山梨県

麻績浄化センター植栽 鹿島道路㈱ 長野県

有楽荘前庭舗装等 ㈱竹中工務店 長野県 箱根西坂森づくりウォーク 三島市外５ヶ市町箱根山組合 静岡県

八ヶ岳中央高原別荘地植栽 三井建設㈱ 長野県 グランドエクシブ浜名湖緑化植栽 大成建設㈱ 静岡県

狩野川東部流域下水道整備 静岡県 静岡県 フェニックスシーガイア外構植栽 日産建設㈱ 宮崎県

清水湊日の出新２号上屋外構 鈴与建設㈱ 静岡県

東レ㈱新研修所植栽 三島興産㈱ 静岡県

日清プラザ駐車場植栽 日清プラザ㈱ 静岡県

浜名湖ガーデンパーク出展庭園 静岡県 静岡県

足立ライト工業所屋上庭園 佐藤工業㈱ 愛知県

愛知海運㈱１７号ヤード改修 ㈱七番組 愛知県

中京競馬場下見場裏擁壁改修 東亜道路工業㈱ 愛知県

千代田工業㈱豊明第3工場 TOA(中京) 愛知県

愛知海運㈱三河カンパニー10号ヤード ㈱七番組 愛知県

大津パルコ植栽 大成建設㈱ 滋賀県

大研医器本社研究棟植栽 清水建設㈱ 大阪府

橿原市八木駅南市有地活用事業 三和建設㈱ 奈良県

神戸ファッションプラザ植栽 大成建設㈱ 兵庫県

西宮北区市街地再開発 住金物産㈱ 兵庫県



＊ゴルフ場

ル・ペタウゴルフ場改修 ㈱アスク 北海道 市原ゴルフクラブ改造 住友建設㈱ 千葉県

新茂原ゴルフ場植栽 伊藤忠林業㈱ 千葉県

十和田ゴルフ場造成 ㈱熊谷組 青森県 大網ゴールドバレー造成 ㈱ミルックス 千葉県

長南カントリークラブ造成 鹿島建設㈱ 千葉県

ウェストビレッジ倶楽部造成 日本国土開発㈱ 福島県 富士カントリー大多喜城倶楽部 鹿島建設㈱ 千葉県

木更津ゴルフクラブバンカー改修 木更津ゴルフクラブ 千葉県

西山荘カントリー造成 南海辰村建設㈱ 茨城県 千葉バーディークラブ造成 清水建設㈱ 千葉県

大晃石岡カントリークラブ造成 鹿島建設㈱ 茨城県 千葉バーディークラブ改造 ㈱ユニマットリバティ 千葉県

水海道ゴルフクラブカート庫新設 ㈱竹中土木 茨城県 FUTTSU BRISTOL HILL造成 ㈱稲治造園工務所 千葉県

ザ・ロイヤルオーシャンGC改修 阪神園芸㈱ 茨城県 東千葉カントリーリニューアル ㈱オーク建設 千葉県

水海道ＧＣティ改造 ㈱竹中土木 茨城県 東千葉カントリーバンカー砂洗浄 ㈱東千葉カントリークラブ 千葉県

太平洋クラブ美野里コース道路アンダーパス グリーンシステム㈱ 茨城県 東千葉カントリーグリーン他改修 ㈱東千葉カントリークラブ 千葉県

富津ブリストンヒル野芝張 ㈱リゾートビラ富津 千葉県

大久保開発ゴルフ場造成 清水建設㈱ 栃木県 富津ブリストンヒル林帯整備 ㈱リゾートビラ富津 千葉県

ＫＤＤ開発神鳥谷ＣＣ造成 鹿島建設㈱ 栃木県

ＰＧＣ造形 渡辺建設㈱ 栃木県 エーデルワイスゴルフクラブ造成 トーア工業㈱ 埼玉県

トムソンナショナルカントリー倶楽部 ㈱熊谷組 栃木県 高麗川カントリークラブ改造 鹿島建設㈱ 埼玉県

ニューセントラルカントリークラブ 鹿島建設㈱ 栃木県 森林公園ゴルフクラブ造成 鹿島建設㈱ 埼玉県

ピートダイＣＣコース造形 日本国土開発㈱ 栃木県 飯能ゴルフクラブ改造 大成建設㈱ 埼玉県

真名子カントリー改造 鹿島建設㈱ 栃木県 武蔵台カントリークラブ造成 大成建設㈱ 埼玉県

大垣ゴルフ倶楽部ハウス植栽 シーアイ緑化土木㈱ 栃木県 高坂カントリークラブ改造 鹿島建設㈱ 埼玉県

栃木アサヒカントリー倶楽部造成 ㈱熊谷組 栃木県

那須グリーンコース倶楽部改修 栃木県 小金井カントリー倶楽部改修 ㈱竹中土木 東京都

那須レイクヒルズゴルフリゾート造形 鹿島建設㈱ 栃木県 昭和の森ゴルフコース改造 ㈱竹中土木 東京都

日光ＩＣカントリークラブ造成 大成建設㈱ 栃木県 昭和の森ゴルフコースリニューアル ㈱竹中土木 東京都

21センチュリー造形芝張 大成建設㈱ 群馬県 本厚木カンツリークラブ改造 厚木開発㈱ 神奈川県

プレスカントリークラブ造成 塚本建設㈱ 群馬県 秦野ＣＣ排水菅改修 ㈱アテック 神奈川県

レイクウッドＧＣ富岡コース造成 清水建設㈱ 群馬県

吉井カントリークラブ造形芝張 西武造園㈱ 群馬県 ＴＡＫＥ１カントリークラブ造園 ㈱テイクワン 山梨県

浅間スポーツアリーナゴルフ場造成 鹿島建設㈱ 群馬県 サンパークアケノコース造成 湘南観光開発㈱ 山梨県

中山城カントリークラブ造成 鹿島建設㈱ 群馬県 ブリティッシュガーデン造成 ミサワホーム㈱ 山梨県

東軽井沢ゴルフクラブ造形芝張 鹿島建設㈱ 群馬県 メイプルポイントＧＣ造成 大成建設㈱ 山梨県

富岡レイクウッドＧＣ造成 清水建設㈱ 群馬県 レイク相模ＣＣ張芝 大成建設㈱ 山梨県

甲斐芙蓉ＣＣ造成 大木建設㈱ 山梨県

松尾ゴルフ倶楽部芝張 ㈱ミルックス 千葉県 春日居ＣＣコース造成 日本国土開発㈱ 山梨県

ゴールドバレーＣＣ造成 清水建設㈱ 千葉県 勝沼ゴルフコース造成 国際工業㈱ 山梨県

インターナショナルイン松尾張芝 古谷建設興業㈱ 千葉県 小淵沢カントリークラブ造成 ㈱竹中土木 山梨県

オークビレッジゴルフクラブ植栽 日興商事㈱ 千葉県 身延ゴルフ倶楽部造形芝張 大成建設㈱ 山梨県

カメリアヒルズ造成 清水建設㈱ 千葉県 大月カントリークラブ造成 ㈱大月カントリークラブ 山梨県

グリーンヴィスタコース改造 ㈱西和工務店 千葉県 都ゴルフ倶楽部コース造成 日本環境保全㈱ 山梨県

グレートアイランド倶楽部ナーセリー 白井建設㈱ 千葉県 白鳥山ＣＣ建設 村本建設㈱ 山梨県

ゴールドバレーＣＣ造成 清水建設㈱ 千葉県 富士中央ＣＣ植栽 ㈱協信機工㈱ 山梨県

ジャパンＰＧＡゴルフクラブ造成 ㈱竹中土木 千葉県 敷島カントリーグリーン改造 富士観光開発㈱ 山梨県

ラ･コンテスブリューゴルフクラブ 大成建設㈱ 千葉県 北の杜カントリー改修 鹿島建設㈱ 山梨県

リゾートビラ富津開発造成 大都工業㈱ 千葉県 都ゴルフクラブ設備改造 鹿島建設㈱ 山梨県

笠森カントリークラブ芝張 住友建設㈱ 千葉県 グランフィールズＣＣ改修 ㈱WING 山梨県

高滝リンクスクラブ芝張 住建道路㈱ 千葉県 大月ＣＣティー改修 ㈱大月カントリークラブ 山梨県

山武カントリー倶楽部造成 鹿島建設㈱ 千葉県 小淵沢ＣＣ道路植栽スタンド造園 ㈱竹中土木 山梨県



＊ショートコース・練習場

中低木伐採　 北の杜カントリー 山梨県 泉カントリー練習グリーン改修 清水建設㈱ 千葉県

北の杜カントリークラブカート道改修 ㈱早野組 山梨県

富士見高原ゴルフ場芝災害復旧 富士見町 山梨県 境川カントリークラブ練習場造成 ㈱境川 山梨県

若草ショートコース造成 富士観造園㈱ 山梨県

更科ＣＣ芝張 前田造園土木㈱ 長野県 竜王ゴルフ練習グリーン 竜王ゴルフ練習場 山梨県

信濃ゴルフ倶楽部造形芝張 ㈱本久 長野県 大月カントリークラブ練習場改修 ㈱大月カントリークラブ 山梨県

諏訪レイクヒルＣＣ増設 白井建設㈱ 長野県 北の杜カントリー練習場芝張 ㈱アティ 山梨県

長野京急ＣＣ造形芝張 京急緑地開発㈱ 長野県

コース間伐採6Hバンカー改造 富士見高原リゾート 長野県 野沢ショートゴルフコース造成 北野建設㈱ 長野県

富士見高原ゴルフコース間伐 富士見保険管理 長野県

グリーンヒル瑞浪ＧＣ造形芝張 大末建設㈱ 岐阜県

グランディ浜名湖ＧＣコース植栽 リゾートトラスト㈱ 静岡県

グランフィールズカントリークラブ建設 伊藤忠商事㈱ 静岡県

三木の里カントリークラブ植栽 大成建設㈱ 静岡県

富士カントリークラブバンカー改修 ㈱富士カントリー倶楽部 静岡県

三河ＣＣゴルフコース造成 佐藤工業㈱ 愛知県

ベアズパウジャパンＣＣ植栽 伊藤忠林業㈱ 滋賀県

丹波高原ゴルフ場植栽 ㈱フジタ 京都府

Ｊ＆Ｐゴルフクラブコースリニューアル 清水建設㈱ 奈良県

マリブ神戸ＧＣ造成 鹿島建設㈱ 兵庫県

六甲国際ゴルフ倶楽部コース改修 タイセイ 兵庫県

ロータリーゴルフ倶楽部造成 グリーンシステム㈱ 兵庫県

奥津リフレッシュ･ビレッジゴルフ 住友建設㈱ 岡山県

花水木ゴルフ倶楽部造成 住友建設㈱ 岡山県



＊環境保全・特殊緑化 ＊土木・造成

裏磐梯高原ホテル植栽 東亜道路工業㈱ 福島県 ACORN山村住宅開発舗装・排水 ㈱ACORN 千葉県

土太郎地区造成 アイテックソーラーエナジー㈱ 千葉県

キャノン電子赤城事業所植栽 鹿島道路㈱ 群馬県

市役所駐車場遮熱性舗装 熊谷市 埼玉県

小倉台小学校ビオトープ ㈱竹中工務店 千葉県 交通安全対策(七栄工区) ㈱一福土木 埼玉県

秋津外植栽 国土交通省 千葉県

習志野緑地造園 環境事業団 千葉県 けやき野Ⅲ土地造成 ㈱熊谷組 東京都

柿沼南中央造成 清水建設㈱ 千葉県 多麿防災土木 新和重機㈱ 東京都

万行寺墓地拡張 北野建設㈱ 東京都

東品川四丁目地区屋上緑化 都市基盤整備公団 東京都 東京成徳学園擁壁改修 北野建設㈱ 東京都

渋谷地区清掃工場屋上緑化 東京都 東京都 南大沢住宅造成 ㈱早野組 東京都

汐留舗道植栽 東京都 東京都 シンボルプロムナード公園暑さ対策 東京都東京港管理事務所 東京都

品川清掃工場植栽 東京二十三区清掃一部事務組合 東京都

朝日中学校校庭芝生化 港区 東京都 座間米軍横内線路切替 日本コムシス㈱ 神奈川県

高松中学校校庭芝生化 港区 東京都 子母口宅地造成 大成ロテック㈱ 神奈川県

野川宅地造成 大成ロテック㈱ 神奈川県

みなとみらい２１街路植栽 東亜道路工業㈱ 神奈川県

横浜国際センター屋上植栽 大興物産㈱ 神奈川県 ウインズ石和駐車場整備 ＪＲＡ東京競馬場 山梨県

耐震性貯水槽新設 市川三郷町 山梨県

県立中央病院建設屋上植栽 山梨県 山梨県 入増川河川 ㈱深沢建設 山梨県

市立甲府病院新病院屋上植栽 ㈱フジタ 山梨県 韮崎櫛形豊富線橋梁下部躯体 ㈱深沢建設 山梨県

甲府中央郵便局屋上植栽 大成建設㈱ 山梨県 農道木曽線改良 山梨市 山梨県

真篠防災 昭和建設㈱ 山梨県 敷島１４号道路後沢水路護岸 宏和建設㈱ 山梨県

みずがきの森園路 山梨県 米倉山ニュータウン造成 清水建設㈱ 山梨県

エクシブ山中湖ヴィラ植栽 清水建設㈱ 山梨県 北伊那ヶ湖水路設置 山梨県 山梨県

奈良田の里法面景観 早川町 山梨県 牧丘ゴルフ場防災 牧丘興産㈱ 山梨県

秋山工区ほ場整備 ㈱塩澤建設 山梨県 利根川砂防 ㈱加藤建設 山梨県

山梨市民会館植栽 ㈱早野組 山梨県 柿平土地区画整理 櫛形町区画整理組合 山梨県

西之宮のサイカチの木移植 早川町 山梨県 坪川高水敷地整備 野呂瀬建設 山梨県

芦安簡易水道施設ポンプ場造成 ㈱若尾建設 山梨県

アクトシティ屋上植栽 鹿島建設㈱ 静岡県 押原公園受水槽 昭和町 山梨県

香貫山保全林整備 静岡県 静岡県 附属中高駐輪場造成 (学)山梨学院 山梨県

県庁構内石垣解体 山梨県 山梨県

武庫川環境整備造園 都市再生機構 兵庫県 桐の木沢砂防 ㈲保坂建設工業 山梨県

湯沢工区ほ場整備 塩沢建設㈱ 山梨県

沿岸地域植林計画 セネガル共和国 セネガル 落合湯沢水路 ㈲保坂建設工業 山梨県

中国･大連伊頓山庄緑化 Undan Holdings 中国 赤野田川改修 北野建設㈱ 長野県

総合治水対策特定河川 勝建設㈱ 愛知県

両郷服岡工区用水路その１ 山田建設㈱ 愛知県

新田蔵持線配水管更新 ㈱西山建設 三重県



＊維持管理

みなと図書館樹木剪定消毒 東京都立みなと図書館 東京都 上澤寺お葉付イチョウ枯枝剪定 上澤寺 山梨県

街路樹管理委託（樹勢回復） 港区 東京都 イチョウ損傷箇所の治療 全労災山梨県支部 山梨県

麻布図書館樹木剪定消毒 港区 東京都 甲府市立山城小学校庭砂散布 ㈱テクノ 山梨県

さくら樹勢回復委託 港区 東京都 甲府城南病院樹木管理 名工建設㈱ 山梨県

赤坂地区総合支所植栽管理 港区 東京都 峡西病院客土搬入 ㈱早野組 山梨県

さくら樹勢回復 港区 東京都 損保ジャパン研修センター緑地管理 SOMPOビルマネジメント㈱ 山梨県

旧庁舎街路樹診断 立川市 東京都

東京医科大学樹木管理 (学)東京医科大学 東京都 東地区街路樹管理 三島市 静岡県

東京理科大学構内樹木管理 (学)東京理科大学 東京都 谷田幸原線花街道樹木管理 三島市 静岡県

東京造形大学管理 (学)桑沢学園 東京都 箱根松並木薬剤注入業務 三島市 静岡県

八重洲富士屋ホテル庭園管理 八重洲富士屋ホテル 東京都 沢地富士見線街路樹処理 三島市 静岡県

街路樹診断その２ 東京都第六建設事務所 東京都 沼津市営野球場芝地管理 三島市 静岡県

区民健康村造園緑地管理 ㈱フジプラス 東京都 伊豆畑地温泉大仙家緑地管理 ホテルマネジメントインターナショナル 静岡県

国道緑地管理その１工事 甲府河川国道事務所 山梨県

甲府・峡南国道緑地管理 甲府河川国道事務所 山梨県

県庁構内植栽管理業務 山梨県 山梨県

県立考古博物館管理 山梨県立考古博物館 山梨県

国道411号他道路植栽管理 中北建設事務所 山梨県

甲府韮崎線道路植栽管理 中北建設事務所 山梨県 御勅使南公園 山梨県

樹木伐採剪定 山梨県立園芸高校 山梨県 山梨県立飯田野球場 山梨県

小瀬スポーツ公園植栽管理 (公財)山梨県スポーツ協会 山梨県 山梨県曽根丘陵公園 山梨県

小瀬スポーツ公園スポーツ施設管理 (公財)山梨県スポーツ協会 山梨県 いちのみや桃の里ふれあい文化館 山梨県

衛生公害研究所高木剪定 山梨県衛生公害研究所 山梨県

荒川緑地除草清掃業務 甲府市 山梨県 小野路公園以下３箇所 東京都

竜王西小学校芝生管理 甲斐市 山梨県

竜王南小学校芝生管理 甲斐市 山梨県

双葉東小学校芝生管理 甲斐市 山梨県

韮崎中央公園芝生管理 韮崎市 山梨県

谷戸城跡松くい虫防除樹幹注入 北杜市 山梨県

常永ゆめ広場(ビオトープ)植栽管理 昭和町 山梨県

しだれ桜の里植栽管理業務 身延町 山梨県

櫛形総合公園芝生広場管理 (公財)南アルプス市スポーツ協会 山梨県

櫛形総合公園陸上競技場管理 (公財)南アルプス市スポーツ協会 山梨県

櫛形総合公園野球場管理 (公財)南アルプス市スポーツ協会 山梨県

山梨学院大学構内管理 (学)山梨学院 山梨県

川田未来の森運動公園管理 (学)山梨学院 山梨県

歯科衛生専門学校シラカバ伐採 山梨県歯科衛生専門学校 山梨県

東海大甲府芝管理 東海大甲府高校 山梨県

白根高校中庭樹木剪定 白根高校教育振興会 山梨県

学院附属中学栄光の扉台座 ナスエンジニアリング㈱ 山梨県

パナソニック緑地帯維持管理 パナソニックファクトリーソリューションズ 山梨県

パイロット小淵沢山荘管理 ㈱パイロットコーポ 山梨県

富士ビューホテル管理 富士屋ホテル 山梨県

サクラ治療・対策 富士屋ホテル 山梨県

甲府富士屋ホテル庭園管理 Kyoya-Japan 山梨県

区民健康村造園緑地管理 ㈱フジプラス 山梨県

損保ジャパン研修センタ－樹木管理 損保ジャパン 山梨県

YSKe-com緑地年間管理 ㈱YSK e-com 山梨県

＊指定管理者


