
工事履歴
株式会社バルケン東京の製品が使われ施工に関わった現場のリストです。

関東方面　実績
【東京本社】

平成２４年　（２０１２ 年）

平成２９年　（２０１７ 年） 平成２３年　（２０１１ 年）

平成２８年　（２０１６ 年） 平成２２年　（２０１０ 年）

平成２７年　（２０１５ 年） 平成２１年　（２００９ 年）

平成２６年　（２０１４ 年） 平成２０年　（２００８ 年）

平成２５年　（２０１３ 年） 平成1９年　（２００７ 年）

関西方面　実績
【関西支店】

　民間現場実績

平成２３年　（２０１１ 年）

平成２２年　（２０１０ 年）

平成２１年　（２００９ 年）

平成２９年　（２０１７ 年） 平成２０年　（２００８ 年）

平成２８年　（２０１６ 年） 平成1９年　（２００７ 年）

平成２７年　（２０１５ 年） 平成1８年　（２００６ 年）

平成２６年　（２０１４ 年） 平成1７年　（２００５ 年）

平成２５年　（２０１３ 年） 平成1６年　（２００４ 年）

平成２４年　（２０１２ 年） 平成1５年　（２００３ 年）

　官庁物件現場実績

平成２３年　（２０１１ 年）

平成２２年　（２０１０ 年）

①　大阪市営住宅

②　その他 市営住宅 (大阪府内、兵庫県内、その他)

③　大阪府営住宅

④　兵庫県営、京都県営、奈良県営

⑤　独立行政法人　都市再生機構

⑥　財団法人　雇用振興協会

⑦　大蔵省近畿財務局管財部宿舎課

⑧　改修工事 

⑨　その他の官庁物件

URL：http://www.varuken-tokyo.co.jp
E-mail :   info@varuken-tokyo.co.jp

本　　　　社 〒136-0071
東京都江東区亀戸6丁目55-19　ﾙﾐｴｰﾙﾋﾞﾙ3階
TEL(03)5836-6565　　　　　FAX(03)5836-6566

関西支店 〒591-8032
大阪府堺市北区百舌鳥梅町3丁23-1
TEL(072)240-3062　　　　　FAX(072)240-3063

工場所在地 上海西亀金属型材加工有限公司
〒201801　中国上海市嘉定区馬陸鎮嘉新公路1311号
TEL 021-59158400　　　　　FAX 021-59158378
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【　平成１９年度　（２００７年）　】

地　名 現    場    名 ゼ  ネ  コ  ン

千葉県流山市 （仮称）おおたかの森計画　新築工事 新日本建設株式会社

千葉県柏市  豊四季台団地(建替）第1期先行区第2住宅建設工事 株式会社鴻池組　東京本店

東京都江東区 東雲キャナルコートＨ街区　新築工事 株式会社大林組

東京都三鷹市  （仮称）東京弘済園ケアハウス及び保育園新築工事 大成建設株式会社

東京都渋谷区 神山町計画　新築工事 株式会社大林組

東京都新宿区 （仮称）新宿区山吹町マンション　新築工事 株式会社フジタ　東京支店

東京都世田谷区 芦花公園駅南口地区（再）V-2街区建設工事 株式会社フジタ　東京支店

東京都大田区  都営住宅18H-902経（南六郷一丁目第2アパート）工事 株式会社小河原建設

東京都中央区  中央区子ども家庭支援センター（仮称）等複合施設建設工事 三井住友・坪井・相谷建設共同企業体

名古屋市  鳴海駅前第2種市街地再開発事業Ｄ街区施設建築物建築工事 鴻池・西松・矢作特別共同企業体

名古屋市瑞穂区 （仮称）藤和瑞穂公園南ホームズ新築工事 株式会社フジタ　名古屋支店

【　平成２０年度　（２００８年）　】

地　名 現    場    名 ゼ  ネ  コ  ン

神奈川県大和市 米軍厚木基地ゴルフクラブハウス建設工事 株式会社大林組 横浜支店

横浜市金沢区 シティ能見台つどいの街十番館 株式会社熊谷組

横浜市戸塚区 （仮称）東戸塚西口駅前タワー新築工事 株式会社熊谷組

横浜市都筑区 （仮称）川和町共同住宅建設工事 株式会社フジタ  東京支店

横浜市金沢区 シティ能見台つどいの街九番館計画 株式会社熊谷組

横浜市都筑区 グランクレールセンター南新築工事 株式会社大林組

川崎市幸区 クレッセント川崎タワー新築工事 三井住友建設株式会社　横浜支店

川崎市中原区 （仮称）中丸子C-1-1街区共同住宅建設事業
株式会社大林組・住友不動産武蔵小杉工事事務
所

千葉市稲毛区 グランスイート稲毛海岸新築工事 株式会社大本組

東京都三鷹市  （仮称）東京弘済園ケアハウス及び保育園新築工事 大成建設株式会社

東京都世田ケ谷区 世田谷区深沢2丁目計画（野沢３丁目計画） 三井住友建設株式会社 東京建築支店

東京都中央区 THEパームス日本橋横山町 株式会社大林組

東京都墨田区 曳舟駅前地区（再）I街区N棟 株式会社鴻池組

【　平成２１年度　（２００９年）　】

地　名 現    場    名 ゼ  ネ  コ  ン

川崎市麻生区 （仮称）百合丘三丁目計画 三井住友建設株式会社　横浜支店

川崎市川崎区  新興プランテック株式会社（仮称）川崎浜町独身寮新築工事 株式会社フジタ　横浜支店

東京都足立区 警視庁西新井警察署庁舎（H18）改築工事 大成・ロッテ・大和小田急　JV

東京都八王子市 （仮称）多摩NT八王子市別所計画 新築工事（B棟・C棟・外構） 三井住友建設株式会社 東京建築支店

東京都新宿区 世界救世教いづのめ教団外溝工事 大成建設株式会社

埼玉県所沢市 小手指D/E計画新築工事 三井住友建設株式会社　東京建築支店

東京都新宿区 （仮称）新宿区市ヶ谷薬王寺Ⅱ計画新築工事 三井住友建設株式会社　東京建築支店

東京都中央区 勝どき駅前（再）特定業務代行建設工事 株式会社大林組

東京都足立区 ハートアイランド新田F街区住宅建築その他工事 株式会社鴻池組

東京本社 ： 現場実績

株式会社バルケン東京　工事履歴



【　平成２２年度　（２０１０年）　】

地　名 現    場    名 ゼ  ネ  コ  ン

神奈川県横浜市戸塚区 （仮称）東戸塚西口駅前タワー工事 株式会社熊谷組

東京都世田ケ谷区 芦花公園駅南口地区（再）Ⅴ－２街区建設工事 株式会社鴻池組

神奈川県横浜市中区海岸通団地（立替）建築その他工事 株式会社錢高組

東京都中央区 新川二丁目地区第一種市街地再開発事業 株式会社大林組    

千葉市中央区 JFEスチール　千葉独身寮

神奈川県横浜市 （仮称）クリオ中川計画新築工事 三井住友建設株式会社　横浜支店

【　平成２３年度　（２０１１年）　】

地　名 現    場    名 ゼ  ネ  コ  ン

神奈川県海老名市 日神パレステージ海老名 東亜建設工業株式会社

神奈川県横浜市緑区長津田北口駅前再開発 鹿島建設株式会社　横浜支店

神奈川県海老名市 ケアネット海老名地区第3特養新築工事 横浜ビル建材株式会社

神奈川県横浜市麻生区 総生会ロイヤルホーム新築工事 横浜ビル建材株式会社

神奈川県横浜市金沢区 （仮称）金沢八景計画 三井住友建設株式会社　横浜支店

神奈川県川崎市幸区 グランドマスト新丸子計画 ナショナル金属株式会社

静岡県賀茂郡 下田メデイカルセンター新築工事 戸田建設株式会社

神奈川県横浜市緑区 （仮称）クリオ鴨居新築工事 三井住友建設株式会社　横浜支店

東京都北区 （仮称）赤羽南1丁目計画新築工事 三井住友建設株式会社　東京建築支店

【　平成２４年度　（２０１２年）　】

地　名 現    場    名 ゼ  ネ  コ  ン

神奈川県横浜市 （仮称）日吉本町計画新築工事 三井住友建設株式会社　横浜支店

千葉県流山市 （仮称）流山市西初石6丁目A1街区4計画新築工事 三井住友建設株式会社　関東支店

神奈川県横浜市 （仮称）横浜片倉町計画新築工事 三井住友建設株式会社　横浜支店

神奈川県相模原市 小田急相模原駅前再開発 鹿島建設株式会社

東京都多摩市 （仮称）諏訪2丁目住宅マンション建替事業 三井住友建設株式会社　東京建築支店

東京都江東区 警視庁航空隊江東飛行センター 大成建設株式会社

【　平成２５年度　（２０１３年）　】

地　名 現    場    名 ゼ  ネ  コ  ン

東京都新宿区 （仮称）新宿区東五軒町1計画新築工事 三井住友建設株式会社　東京建築支店

東京都日野市 （仮称）多摩平の森N街区プロジェクト計画新築工事 三井住友建設株式会社　東京建築支店

神奈川県川崎市 （仮称）ブランズ溝の口計画新築工事 三井住友建設株式会社　横浜支店

【　平成２６年度　（２０１４年）　】

地　名 現    場    名 ゼ  ネ  コ  ン

東京都新宿区 （仮称）大久保三丁目西地区開発計画 株式会社大林組  

東京都品川区 （仮称）目黒不動前プロジェクト 三井住友建設株式会社　東京建築支店

神奈川県横浜市磯子区 （仮称）新杉田駅前計画新築工事 三井住友建設株式会社　横浜支店

東京本社 ： 現場実績

株式会社バルケン東京　工事履歴



【　平成２７年度　（２０１５年）　】

地　名 現    場    名 ゼ  ネ  コ  ン

神奈川県川崎市幸区 鹿島田駅西部地区第一種市街地再開発事業 清水建設建設株式会社　横浜支店

神奈川県川崎市幸区 川崎市幸区下平間計画　新築工事 三井住友建設株式会社　横浜支店

東京都板橋区 （仮称）加賀一丁目計画新築工事 三井住友建設株式会社　東京建築支店

東京都北区 ヌーヴェル赤羽台第5住宅建築その他工事 株式会社長谷工コーポレーション

東京都江東区 （仮称）丸仁豊洲5丁目プロジェクト 清水建設建設株式会社　東京支店

東京都練馬区 （仮称）練馬区中村北計画 三井住友建設株式会社　東京建築支店

東京都世田谷区 （仮称）リーフィアレジデンス世田谷区桜丘新築工事 三井住友建設株式会社　東京建築支店

東京都北区 （仮称）駒込プロジェクト 株式会社　間　首都圏建築支店

神奈川県川崎市 （仮称）プラウド宮崎台Ⅱ計画B 三井住友建設株式会社　横浜支店

【　平成２８年度　（２０１６年）　】

地　名 現    場    名 ゼ  ネ  コ  ン

神奈川県川崎市 県住供戸手団地立替 株式会社長谷工コーポレーション

東京都渋谷区 （仮称）渋谷区恵比寿南11113プロジェクト 株式会社アーキッシュギャラリー

神奈川県川崎市 （仮称）プラウド宮崎台Ⅱ計画A 三井住友建設株式会社　横浜支店

東京都新宿区 （仮称）大久保三丁目西地区開発第二期商業施設　 株式会社大林組  

【　平成２9年度　（２０１7年）　】

地　名 現    場    名 ゼ  ネ  コ  ン

東京都大田区 東京流通センター物流ビルB棟建替計画 株式会社大林組

東京都杉並区 （仮称）方南町計画 三井住友建設株式会社　東京建築支店

東京都練馬区 練馬区関町南3丁目計画 三井住友建設株式会社　東京建築支店

東京本社 ： 現場実績

株式会社バルケン東京　工事履歴


