
有限会社市川窓業 工事実績 

アデニウム小村井新築工事 

見明川小学校大規模改修工事 

パークハウス津田沼 

エクセレントシティー市川新築工事 

葛飾区新小岩１丁目計画 

三田小山町東地区市街地再開発計画 

日産自動車株式会社本社屋建設計画 

新日鐡株式会社君津製鉄所君津独身寮 

杉崎第２ビル新築工事 

ＴＡ神保町新築工事 

中学校駅前９７街区マンション 

川口青木マンション 

狭山リサイクルセンター 

本八幡Ｂ地区プロジェクト 

船橋湊町計画 

市川駅南口Ａ街区 

モード学園 

豊洲プロジェクト 

グランシティユーカリが丘新築工事 

特別養護老人ホーム新築工事 

市川市二俣新町プロジェクト 

新八千代病院 

千駄ヶ谷計画 

稲毛台住宅新築工事 

グランシティー原木中山 

グランシティー本八幡 

モアグランデ下総中山 

プロパスト馬喰町 

錦糸町マークビル 

横浜国立大学 

行徳ニューハイツ 

千葉パークサイド 

東京駅八重洲口 

市川学園記念ホール 

勝どき６丁目再開発Ｐ 

ウィントンベリー四谷 

セクセレント北綾瀬 

クレストフォルム芝タワー 

グランドホライゾン・トーキョーベイ 

東品川計画 

ワンダーベイシティＳＡＺＡＮ 

山田記念病院 

レジデンシャルマン月島 

JR 東海ビル（品川） 

Ｄグラフォート芦花公園 

雇用促進棚田山宿舎 

雇用促進船木宿舎 

グローリオ白金高輪 

大森北黒沼マンション 

サンランド船橋 

汐留 H 街区 

第１２中央ビル 

コンフィール西大島 

こうぜん保育園 

南小岩ハイデンス 

山王グランドビル 

飯岡町立下永井団地 

マックスバリュ習志野 

シャルム第二朝霞 

メゾンエーグレット 

江古田パークハウス 

江古田パークハウス再取付 

宇部三菱セメント 

今川記念館 

若月ビル新築工事 

CS 自由が丘ハウス 

雇用促進松本宿舎 

三宿マンション 

加瀬クリニック 

和光白子１丁目住宅 

市谷甲良町マンション 

クレッセント赤坂３丁目 

ニッテン商事、日本甜茶 

猫実２丁目マンション 

目黒２丁目マンション 

新宿７丁目マンション 

中州３丁目マンション 

津田沼渡辺ビル 

江戸川第二終末処理場 

二番町プロジェクト 

ファミール西原 

びゅうパルク柏 



福生加美平住宅 

タウンハウス瀬谷 

さつき住宅 

金町小学校 

ガーラ五反田２番館 

エティア目黒 

大塚章共同 

ライオンズＭ月島 

千葉大付属美容院 

阿佐ヶ谷南マンション 

利根コカコーラ 

エコロシティ大久保 

船橋本町マンション 

エスプリパーツ荒川営業所 

J パーク西船橋 

鎌ヶ谷グリーンハイツ 

しいの木養護学校 

上目黒１丁目マンション 

インナーコート烏山 

東京ミッドタウン 

湊３丁目計画 

デュアルスイート葛西 

デュアルスイート西葛西 

リーコンフィート清澄 

千駄ヶ谷プロジェクト 

志村３丁目３クール 

山王弐丁目プロジェクト 

クレストフォルム勝どき 

小金原コーポラス 

エンゼルハイム千住 

目黒本町２丁目マンション 

臨海新都心台場 H 街区 

舞浜レジャーセンター 

倉島ー妙典駅前計画 

三田第２コーポラス 

祐天寺コーポラス 

東雪谷コーポラス 

シティータワー高輪白金 

月島３丁目マンション 

クレストフォルム浦安 V 

津田沼マンション 

パークシティ新浦安 

津田沼渡辺ビル 

西船橋山野町計画 

品川駅 B－４ 

幕張新都心 SH－１ 

恒陽戸塚マンション 

国府津マンション 

レーベンハイム武蔵浦和 

花子金井スカイハイツ 

乃木坂マンション 

松戸愛光園 

坂巻マンション 

信用金庫玉川寮 

北赤羽駅前マンション 

幕張新都心 D 棟 

ララポートアクタス棟 

大井中山マンション 

秋津第３団地 

藤崎マンション 

潮来第一中学校 

皆川マンション 

サンハイム徳丸 

根津マンション 

パシフィツクパレス下北沢 

ララポートリニューアル 

つくば吾妻１丁目 

サニーコート本八幡 

デュオスカーラ市ヶ谷 

宇多川マンション 

ラヴィドール元住吉 

オーツカ千葉工場 

淨智学園 

サニーコート新小岩 

岡地証券茅場町 

サンメゾン幕張 

近鉄エクスプレス 

森田国松マンション 

産業技術研究所 

和風会メディケア 

船橋駅南口 

イタリア文化会館 

エンゼルハイム平塚 

リセ・フランコジャポネ 



築地３丁目マンション 

日本印刷会館 

市川市立真間小学校 

レクセルマンション北小金井 

木村病院デイケア 

サンクレイドル佐倉 

ガーラ五反田１番館 

葛飾ビューハイツ 

コープ野村 立石 

月島機械市川工場 

下総中山マンション 

ミヤタエンタープライズ成城 

旗の台コーポラス 

コープ野村 梅島 

ダイナシティ若松河田 

若葉グリーンプラザ参番館 

コーポ野村戸塚 

藤和板橋番場橋 

東京歯科大学市川宿舎 

大森プロジェクト 

ファミール文京駒込 

ルミエラガーデン千葉ＮＴ 

永信立花ハイツ 

三橋病院 

市川妙典中学校 

稲毛サンハイツ 

サミーユ朝日ヶ丘 

千葉港マンション 

ライオンズ入間 

ファミール銀座 

レクセル M 高根台 

プラウドジェム経堂 

太子堂共同住宅 

コルテセレーナ成城 

東雲プロジェクト新築工事 

西鉄イン新宿 

深川第８中学校 

新宿６丁目マンション 

岡田マンション 

法研本社ビル 

西小岩４丁目マンション 

三田５丁目マンション 

キャッスル北柏 

流山小学校 

ローレルスクエア千葉中央 

高洲マンション 

相武台住宅 

イタリア大使館 

市川救病診療所 

ディアナコート高輪 

ドウーブルビル 

東京新オークション会場 

コナ町田マンション 

松原３丁目マンション 

上智大学 

クオリア銀座 

秋元マンション 

歯研会学園 

ヴィリウス代沢 

南元町複合施設 

東京大学駒場 

第一旅客ターミナル 

幕張ＳＨ－３計画 

味の素グループ 

秋葉原３－２ 

川口本町マンション 

第一屋製パン金町工場 

東京理科大学薬学部 

LM 原木中山 

幕張新都心 H 棟 

品川 V タワー 

永田町２丁目 

西鎌倉コーポ 

第４岩淵小学校 

ライオンズマンション三郷 

MID イオン津田沼 

サンウッド市川真間 

プチモンド四谷 

東京大学改修工事 

モテルメッツ目白 

新松戸マンション 

シャルム常盤平 

了徳治大学 

三笠第１．２マンション 



江東ポンプ場 １期 

江東ポンプ場 ２期 

海神南小学校 

ロストリヴァーデルタ 

グランドガーラ三田 

北習志野藤井ハイツ 

市川児童相談所 

マリーナイースト２１ 

浦安市第１０保育園 

トーア滝野川 

東京日産荒川 

池田ビル 

内海正治邸 

市川菅野マンション 

東雲キャナルコート 

SEIJYO2－HOUSE 

ユーカリヶ丘の家 

新浦安シンボリロード 

慶応義塾大学三田 

船橋駅北口 

ＬＴ上野 

世田谷千歳台マンション 

エティア目黒 B 

桜新町計画 

千駄ヶ谷計画 

新砂３丁目マンション 

パークハウス代々木 

神宮前３丁目 

ガーラ岩本町 

ディアナガーデン広尾 

九段北プロジェクト 

江東区大島マンション 

下石神井マンション 

ネバーランド新小岩 

文京区窪町小学校 

常陽学園八丁堀 

元住吉アートハウス 

TO－HOUS 

日暮里コミュニティ 

 


