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№ 住　所 納　入　件　名

1 北海道札幌市 教育文化会館

2 北海道札幌市 劇団四季・北海道四季劇場新築工事

3 北海道旭川市 旭川赤十字病院新築工事

4 北海道釧路郡釧路町 ほくやく釧路支店新築工事

5 北海道根室市 根室花咲漁港工事

6 青森県下北郡東通村 東通原子力発電所

7 青森県弘前市 弘前航空電子（株）現場

8 秋田県北秋田市 北秋田市民病院（ＮＴＴドコモ工事）

9 岩手県宮古市 東北区水産研究所宮古庁舎研究管理棟

10 宮城県仙台市 いすず自動車本社新築工事

11 宮城県仙台市 トラスコ中山プラネツト東北現場

12 宮城県仙台市 宮城県立がんセンター

13 宮城県仙台市 交番等通信機器整備工事

14 宮城県仙台市 仙台市役所上杉分庁舎災害復旧

15 宮城県仙台市 仙台市立病院現場

16 宮城県仙台市 東北大学（青葉山３）総合研究棟

17 宮城県石巻市 石巻赤十字病院増築及び改修工事

18 宮城県黒川郡大衡村 ソーラーフロンティアＣＩＳ太陽電池第４工場建設工事

19 宮城県大崎市 一ノ蔵酒造太陽光発電設備現場

20 宮城県気仙沼市 気仙沼市南気仙沼幸町地区災害公営住宅

21 宮城県気仙沼市 気仙沼市立新病院建設工事

22 宮城県黒川郡大和町 （株）東洋環境開発リサイクルセンター新築現場

23 宮城県黒川郡大和町 レンゴー（株）新仙台工場現場

24 福島県いわき市 スパリゾートハワイアンズ

25 福島県双葉郡大熊町 福島第一原子力発電所暫定事務棟整備工事

26 福島県双葉郡大熊町 福島第一原子力発電所凍土方式遮水壁伴う凍結プラント他

27 福島県双葉郡広野町 広野町災害廃棄物等の減容化処理業務に関する施設建設工事

28 福島県双葉郡浪江町 浪江処分場

29 茨城県土浦市 フルヤ金属土浦工場溶解炉棟建設工事

30 茨城県東茨城郡茨城町 ＵＤトラックスジャパン

31 茨城県牛久市 （株）太田胃散場内新工場建設工事

32 茨城県牛久市 東洋大付属牛久中学校・高等学校校舎建設工事

33 茨城県かすみがうら市 千代田庁舎耐震補強工事現場

34 茨城県つくば市 独立行政法人産総研現場

35 茨城県北相馬郡利根町 常陽銀行利根支店新築工事

36 茨城県ひたちなか市 日立オートモティブシステムズ

37 茨城県稲敷郡美浦村 稲敷美浦村ＡＵ鉄塔局

38 茨城県龍ケ崎市 ミマスクリーンケアつくば工場

39 栃木県宇都宮市 中外製薬工業（株）

40 栃木県足利市 白鴎大学足利高等学校現場

41 栃木県下都賀郡壬生町 太陽光発電所新築現場

42 群馬県伊勢崎市 ポッカコーポレーション伊勢崎工場

43 埼玉県さいたま市 ロッテ浦和工場カカオ豆棟新築工事

44 埼玉県さいたま市 浦和競馬場１号スタンド改修工事

45 埼玉県さいたま市 埼玉県立小児医療センター新病院建設工事

46 埼玉県さいたま市 東大宮総合病院（仮称）新築移転計画

47 埼玉県岩槻市 ＤＨＣ岩槻工場増築工事

48 埼玉県川越市 川越西郵便局

49 埼玉県北本市 プロロジスパーク北本

50 埼玉県北本市 北里第一三共ワクチン

プラフレキ®タフスト（タフストＬ）納入実績表(抜粋)

1 / 6 ページ



№ 住　所 納　入　件　名

51 埼玉県鴻巣市 ホテルルートイン鴻巣

52 埼玉県草加市 草加松原Ａ・Ｂ街区計画現場

53 埼玉県所沢市 ＳＢＳロジコム所沢センター建設現場

54 埼玉県蓮田市 （仮称）蓮田市総合文化会館建設工事現場

55 埼玉県東松山市 日世（株）東松山工場

56 埼玉県ふじみ野市 講談社ふじみ野流通センター工事現場

57 埼玉県入間郡毛呂山町 埼玉医科大毛呂山

58 埼玉県八潮市 八潮物流センター新築工事

59 埼玉県蕨市 ＰＬＡＺＺＯ蕨駐車場新築工事

60 千葉県千葉市 京葉銀行千葉みなとビル新築工事現場

61 千葉県我孫子市 ＮＥＣファシリティーズ

62 千葉県印西市 東日本貯金事務計算センター

63 千葉県市川市 市川スポーツセンター

64 千葉県柏市 ＭＰロジスティクス柏倉庫東日本物流センター

65 千葉県柏市 慈恵医大柏病院防災センター

66 千葉県柏市 大日本印刷（株）（仮称）柏事務所新築工事

67 千葉県柏市 日立柏総合グランド

68 千葉県柏市 （仮称）柏沼南ＳＣ新築工事

69 千葉県柏市 千葉・柏たなか病院移転新築工事

70 千葉県柏市 東京慈恵会医科大学附属柏病院

71 千葉県柏市 日本体育大学柏高等学校再開発事業

72 千葉県銚子市 銚子洋上風況観測タワー

73 千葉県銚子市 ＪＡちばみどりグリーンホーム銚子

74 千葉県東金市 東千葉メデイカルセンター新築工事

75 千葉県富里市 成田富里徳洲会病院新築工事

76 千葉県習志野市 （仮称）プロロジスパーク習志野４プロジェクト

77 千葉県習志野市 日本大学生産工学部津田沼キャンパス

78 千葉県習志野市 （仮称）ブランズシティ津田沼奏の杜計画１２街区

79 千葉県船橋市 ららぽーとＴＯＫＹＯーＢＡＹ西館建替計画新築工事

80 千葉県茂原市 日立デイスプレイプロダクツ

81 千葉県八千代市 東葉高速鉄道現場

82 東京都千代田区 ＹＫＫ本社ビル新築工事現場

83 東京都千代田区 パレスホテル

84 東京都千代田区 角川グループ富士見新社屋計画

85 東京都千代田区 丸の内一丁目計画

86 東京都千代田区 砂防会館別館

87 東京都千代田区 淡路町二丁目西部地区第一種市街地開発

88 東京都千代田区 日比谷国際ビル改修工事

89 東京都千代田区 （仮称）紀尾井町計画オフィス・ホテル棟新築工事

90 東京都千代田区 (仮称)新鉄鋼ビル

91 東京都千代田区 大手町１ー１計画Ｂ棟新築工事

92 東京都千代田区 東京歯科大学水道橋校舎本館西棟建設事業

93 東京都足立区 足立区新田小中一貫校建設

94 東京都足立区 綾瀬循環器病院新築移転工事

95 東京都板橋区 帝京大学医学部附属病院新館新築工事

96 東京都板橋区 高島平中央総合病院新築工事現場

97 東京都板橋区 板橋区本庁舎南館改修その他電気設備工事

98 東京都江戸川区 江東区亀戸スポーツセンター

99 東京都江戸川区 西葛西井上眼科病院移転建替工事

100 東京都大田区 東京国際空港Ｐ４平面駐車場立体化工事

101 東京都大田区 羽田空港新国際線地区・旅客ターミナルビル新築工事

102 東京都大田区 東急病院新築工事

103 東京都大田区 平和島競艇場内モニタハイビジョン化工事
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104 東京都大田区 糀谷駅前第一種市街地再開発事業

105 東京都葛飾区 都営住宅高砂

106 東京都葛飾区 東京理科大学葛飾キャンパス

107 東京都北区 ＮＴＴ王子別館プロジェクト新築工事

108 東京都北区 中外製薬浮間工場第二製剤棟新築工事現場

109 東京都江東区 ＵＱＷｉＭＡＸ江東豊洲一丁目西

110 東京都江東区 豊洲新市場（仮称）青果棟ほか建設工事

111 東京都江東区 豊洲新市場（仮称）水産卸売場棟ほか建設工事

112 東京都江東区 豊洲新市場（仮称）水産仲卸売場棟ほか建設工事

113 東京都渋谷区 キリン原宿本店ビル

114 東京都渋谷区 青山学院大学棟新築工事現場

115 東京都渋谷区 日本赤十字社広尾地区再建整備事業

116 東京都渋谷区 京王重機ビル再開発事業

117 東京都新宿区 慶応病院改修工事

118 東京都新宿区 新宿駅新南口ビル

119 東京都品川区 品川警察署青物横丁（仮設）交番

120 東京都品川区 北品川５丁目再開発事業超高層住宅Ｄ棟新築工事

121 東京都品川区 目黒駅前地区第一種市街地再開発事業

122 東京都杉並区 阿佐ヶ谷住宅建替え事業

123 東京都杉並区 荻窪団地（先行区）建築その他工事

124 東京都杉並区 三菱東京ＵＦＪ銀行西荻窪駅前支店

125 東京都杉並区 東京女子大学震災用発電機工事

126 東京都墨田区 業平橋押上地区西街区

127 東京都墨田区 向島鐘淵統合新中学校新築工事

128 東京都世田谷区 世田谷区立北沢小学校改築電気設備工事

129 東京都世田谷区 二子玉川再開発２ーａ街区新築工事

130 東京都世田谷区 日本大学新学部校舎新築工事

131 東京都台東区 東京楽天地浅草再開発計画

132 東京都中央区 （仮称）晴海３丁目Ａ２Ａ３街区計画

133 東京都中央区 仮)室町東地区開発計画2ー2街区

134 東京都中央区 京橋２丁目西地区第１種再開発事業

135 東京都中央区 銀座２丁目計画新築工事

136 東京都中央区 新本社プロジェクト新築工事

137 東京都中央区 中央区立人形町保育園複合施設現場

138 東京都中央区 東京駅八重洲開発北ビル２期増築工事

139 東京都豊島区 南池袋二丁目Ａ地区第一種市街地再開発事業施設新築工事

140 東京都豊島区 南長崎中央公園運動施設工事

141 東京都中野区 明治大学中野キャンパス

142 東京都文京区 住宅金融支援機構本店ビル

143 東京都文京区 東京医科歯科大学立体駐車場新築工事

144 東京都文京区 日本医科大学付属病院新築工事

145 東京都港区 慶應大学三田キャンパス

146 東京都港区 新青山ビル営繕工事

147 東京都港区 新日石虎ノ門ビル改修工事

148 東京都港区 聖心女子学院

149 東京都港区 六本木３丁目地区第一種市街地

150 東京都清瀬市 大林組技術研究所

151 東京都国立市 ヤクルト本社中央研究所

152 東京都狛江市 狛江市庁舎耐震改修工事

153 東京都小平市 クレストフォルム国分寺Ｃ計画

154 東京都立川市 ららぽーと立川立飛計画

155 東京都立川市 国立音楽大学新校舎建設工事

156 東京都立川市 大原学園立川校現場
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157 東京都立川市 立川旧庁舎改修工事

158 東京都府中市 多摩広域基幹病院及び小児総合医療センター建設

159 東京都調布市 キューピー仙川工場跡地計画総合工事現場

160 東京都調布市 武蔵野の森総合スポーツ施設新築現場

161 東京都八王子市 八王子市新体育館新築工事現場

162 東京都八丈島 東京電力（株）八丈島内燃力発電所

163 東京都日野市 富士電機（株）東京工場

164 東京都府中市 東芝府中工場２３号館現場

165 東京都町田市 町田自然幼稚園増設工事

166 東京都武蔵野市 学校法人亜細亜学園現場

167 東京都武蔵野市 吉祥寺駅ビル建替計画

168 神奈川県横浜市 （仮称）日帰り温泉竜泉寺の湯横浜白根店

169 神奈川県横浜市 ＩＫＥＡ港北改修工事現場

170 神奈川県横浜市 ＭＭ２１ー２８街区　（仮称）ＴＯＣみなとみらい

171 神奈川県横浜市 横浜スタジアム改修工事

172 神奈川県横浜市 横浜西口地下街改修工事

173 神奈川県横浜市 横浜ランドマークタワー改修工事

174 神奈川県横浜市 横浜町田ＩＣロジスティクスセンター新築工事

175 神奈川県横浜市 横浜南共済病院現場

176 神奈川県横浜市 京急百貨店上大岡店

177 神奈川県横浜市 日清オイリオ磯子新物流センター新築現場

178 神奈川県横浜市 富士ゼロックス新Ｒ＆Ｄセンター新築工事

179 神奈川県横浜市 富士通エフ・アイ・ピー（株）横浜新棟建築工事

180 神奈川県川崎市 （仮称）全日空殿町計画管理棟新築工事

181 神奈川県川崎市 ＪＦＥ京浜製鉄所

182 神奈川県川崎市 エリーパワーリチウムイオン電池製造事業新築工事

183 神奈川県川崎市 かわさきファズＡ棟マルエツ南関東センター

184 神奈川県川崎市 ラゾーナ川崎東芝ビル現場

185 神奈川県川崎市 帝京大学医学部付属溝野口病院立替工事

186 神奈川県川崎市 味の素（株）（仮称）開発研究棟

187 神奈川県川崎市 よみうりランド新屋内遊戯施設現場

188 神奈川県綾瀬市 ＧＬＰ綾瀬プロジェクト新築に伴う電気設備

189 神奈川県綾瀬市 サントリービバレッジ

190 神奈川県厚木市 ソーラーフロンティア（株）次世代研究棟建設工事

191 神奈川県厚木市 信金中金厚木センター

192 神奈川県足柄上郡大井町 第一生命湘光園

193 神奈川県相模原市 アイダエンジニアリング（株）津久井新工場建設工事

194 神奈川県茅ケ崎市 ライオンズ茅ヶ崎新築工事

195 神奈川県秦野市 秦野赤十字病院

196 神奈川県平塚市 全農・営農技術センター

197 神奈川県平塚市 東海大学湘南キャンパス新築工事

198 神奈川県藤沢市 日本大学生物資源科学部記念棟工事

199 神奈川県藤沢市 ＨＧＳＴジャパン改修工事

200 神奈川県横須賀市 横須賀共済病院現場

201 神奈川県横須賀市 電力中央研究所横須賀地区作業所

202 新潟県柏崎市 （株）東芝　柏崎工場新築工事

203 富山県高岡市 中越パルプ工業（株）能町工場

204 石川県加賀市 加賀市医療センター

205 石川県羽咋郡志賀町 志賀原子力発電所緊急対策棟

206 石川県能美市 （株）ジャパンディスプレイ能美工場

207 福井県敦賀市 福井魚連本部水産加工施設新築工事

208 山梨県南アルプス市 富士電機（株）山梨製作所

209 山梨県北杜市 帝京第３高校新校舎・学生寮建替工事
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210 長野県安曇野市 キッセイ薬品工業（株）第二研究所

211 長野県中野市 新光電気工業（株）高岳工場

212 静岡県静岡市 テレビ静岡

213 静岡県静岡市 静岡赤十字病院

214 静岡県伊豆の国市 旭化成ファーマ大仁地区創薬棟建設現場

215 静岡県御殿場市 中外製薬（株）富士御殿場研究所

216 静岡県富士宮市 星陵高等学校

217 静岡県藤枝市 科研製薬工場

218 静岡県牧之原市 静岡空港

219 愛知県名古屋市 （仮称）ユニゾイン名古屋栄新築工事

220 愛知県名古屋市 大東海ビル

221 愛知県名古屋市 東レ名古屋事業所

222 愛知県春日井市 レンゴー新名古屋工場新築現場

223 愛知県蒲郡市 蒲郡市浄化センター

224 愛知県豊田市 足助病院

225 愛知県常滑市 コストコ中部空港倉庫店東側太陽光発電設備現場

226 愛知県豊橋市 東三河輸送センター

227 三重県津市 新三重県立博物館

228 三重県四日市市 （株）東芝四日市工場

229 滋賀県大津市 ＡＣＴ堅田現場

230 滋賀県甲賀市 ボヌールビル現場

231 京都府京都市 ホテルユニゾ京都四条烏丸新築工事現場

232 京都府京都市 京都産業大学（仮称）新２号館新築工事

233 京都府京都市 任天堂新社屋現場現場

234 京都府京都市 立命館大学新図書館建築作業所

235 大阪府大阪市 住友電気工業（株）大阪製作所

236 大阪府大阪市 大阪市立総合医療センター現場

237 大阪府大阪市 北ヤードＡブロック

238 大阪府堺市 シャープ堺プラント

239 大阪府堺市 大阪ベントナイト事業協同組合堺倉庫工事

240 大阪府堺市 大阪運輸倉庫（株）堺営業所増築工事現場

241 大阪府堺市 新日鉄住金（株）堺製鉄所

242 大阪府泉佐野市 関西国際空港改修工事

243 大阪府茨木市 ＮＤ３プロジェクト現場

244 大阪府茨木市 ニッセイ彩都センター現場

245 大阪府和泉市 母子医療センター工事現場

246 大阪府貝塚市 コーナン新貝塚流通センター

247 大阪府岸和田市 昭和精工（株）ちきり工場増築工事

248 大阪府狭山市 コニカミノルタ狭山改修工事

249 大阪府吹田市 （仮称）吹田市立スタジアム建設事業

250 大阪府吹田市 安田倉庫茨木営業所監視カメラ

251 大阪府吹田市 三洋精密工場（株）第四工場

252 大阪府摂津市 大阪府立都豊能・三島地区支援学校作業所

253 大阪府摂津市 南千里丘コミュニティプラザ複合施設Ｃ棟増築工事

254 大阪府豊中市 塩野義製薬研究所現場

255 大阪府寝屋川市 介護老人施設くすのき新築工事

256 大阪府阪南市 阪南市民病院現場

257 大阪府東大阪市 中央物産（株）関西支社大阪支店　物流センター

258 兵庫県神戸市 ＮＥＣ神戸システムセンター新築建設工事

259 兵庫県神戸市 ユミコアジャパン・ヒノデプロジェクト

260 兵庫県神戸市 阪神高速下谷上換気所

261 兵庫県神戸市 神戸学院耐震改修・その他施設整備工事

262 兵庫県神戸市 神戸低侵がん医療センター新築工事
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263 兵庫県芦屋市 シスメックス（株）ＧＣＣ（仮称）建設工事

264 兵庫県淡路市 聖隷淡路病院新築工事

265 兵庫県尼崎市 ダイソー（株）尼崎工場

266 兵庫県伊丹市 イオン伊丹西ＳＣ新築工事

267 兵庫県伊丹市 トヨタ自動車近畿サービス分室現場

268 兵庫県小野市 広沢浄水場フェンス更新工事

269 兵庫県加古川市 ニッケゴルフ倶楽部跡地土山メガソーラー作業所

270 兵庫県加古川市 東加古川病院作業所

271 兵庫県宝塚市 小浜浄水場

272 兵庫県西宮市 武庫川女子大学臨床心理センター

273 兵庫県三田市 関西学院神戸キャンパス

274 和歌山県伊都郡かつらぎ町 Ａコープかつらぎ工事

275 和歌山県新宮市 和歌山新宮太陽光工事現場

276 島根県鹿足郡吉賀町 吉賀町ケーブルテレビ施設整備工事現場

277 岡山県岡山市 岡山済生会総合病院新病院建築工事

278 岡山県総社市 総社プロジェクト作業所

279 広島県広島市 エディオンスタジアム広島Ｗｉｆｉ工事

280 広島県広島市 広島駅前Ｂブロック作業所

281 山口県熊毛郡田布施町 オリックス上野１丁目ビル

282 徳島県阿南市 阿南市新庁舎現場

283 愛媛県四国中央市 大王海運金子臨海倉庫新築工事

284 高知県高知市 安岡金属工業（株）現場

285 高知県高知市 四国管区警察局高知県７

286 福岡県福岡市 新青果市場新築工事自然換気窓工事

287 福岡県福岡市 浜の町病院新築電気設備工事現場

288 福岡県福岡市 福岡市第１給食センター建設工事現場

289 福岡県北九州市 （株）新日鐵住金化学戸畑製造所構内電計化学センター

290 福岡県北九州市 新日本製鐵（株）八幡製鐵所八幡構内

291 福岡県北九州市 東邦チタニウム若松工場建設現場

292 福岡県糟屋郡須恵町 戸田建設福岡工作所現場

293 長崎県諫早市 ＳＣＫ（株）長崎ＴＥＣ（ソニー長崎冷却塔更新工事）

294 熊本県熊本市 一般財団法人化学及血清療法研究所　配送センター現場

295 熊本県熊本市 ルネサンスセミコンダクタマニュファクタチュアリング川尻工場

296 熊本県阿蘇市 阿蘇中央病院新築工事

297 大分県玖珠郡九重町 九州電力　八丁原地熱発電所

298 宮崎県東諸県郡国富町 宮崎亀の甲太陽光発電システム構築工事

299 鹿児島県曽於市 （株）ニチレイロジスティックス九州

300 沖縄県国頭郡恩納村 沖縄科学技術大学院大学
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