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BCJ-CAS0083-BE 下妻市庁舎等整備工事 2022/2/28 下妻市長 茨城県下妻市 事務所 建築(新築）2016年版 実施設計段階 Ａ 2026/10/30

BCJ-CAS0082-BE 日本ガイシ　瑞穂新E1棟 2022/2/24 日本ガイシ株式会社 東京都千代田区 事務所 建築(新築）2016年版 竣工段階 Ｓ 2024/11/29

BCJ-CAS0079-BE メブクス豊洲 2021/8/25 清水建設株式会社 東京都江東区 事務所 建築(新築）2016年版 竣工段階 Ｓ 2024/8/30

BCJ-CAS0077-BE （申請者の希望により非公開） 2021/8/10 （申請者の希望により非公開） （申請者の希望により非公開） 工場 建築(新築）2016年版 実施設計段階
（非公

開）
2024/11/30

BCJ-CAS0078-BE 新電元工業　朝霞事業所プロジェクト 2021/8/16 新電元工業株式会社 埼玉県朝霞市 事務所 建築(新築）2016年版 竣工段階 Ｓ 2024/1/31

BCJ-CAS0076-BE ＫＡＷＡＳＡＫＩ　ＤＥＬＴＡ 2021/6/1 東日本旅客鉄道株式会社 神奈川県川崎市 事務所 建築(新築）2016年版 竣工段階 Ｓ 2024/4/14

BCJ-CAS0075-BE 東京虎ノ門グローバルスクエア 2021/5/24 虎ノ門駅前地区市街地再開発組合 東京都港区 事務所 建築(新築）2014年版 竣工段階 Ｓ 2023/6/29

BCJ-CAS0074-BE 理化学研究所本部棟 2022/5/7 国立研究開発法人理化学研究所 埼玉県和光市 事務所 建築(新築）2016年版 竣工段階 Ｓ 2024/3/30

BCJ-CAS0073-BE 清水建設株式会社北陸支店新築工事 2021/4/19 清水建設株式会社北陸支店 石川県金沢市 事務所 建築(新築）2016年版 竣工段階 Ｓ 2024/4/27

BCJ-CAS0071-BE プロロジスパーク千葉２ 2021/2/15 白馬特定目的会社 千葉県千葉市 工場、事務所 建築(新築）2016年版 竣工段階 Ａ 2023/11/29

BCJ-CAS0070-BE 株式会社村田製作所みなとみらいイノベーションセンター 2020/12/8 株式会社　村田製作所 神奈川県横浜市 事務所 建築(新築）2016年版 実施設計段階 Ｓ 2023/10/29

BCJ-CAS0069-BE （仮称）京都八幡物流センター新築工事 2020/9/25 京都八幡プロパティー特定目的会社 京都府八幡市 工場 建築(新築）2016年版 実施設計段階 Ａ 2023/9/29

BCJ-CAS0068-BE ダイダン株式会社　北海道支店　エネフィス北海道 2020/7/31 ダイダン株式会社 北海道札幌市 事務所 建築(新築）2016年版 実施設計段階 Ｓ 2024/5/30

BCJ-CAS0067-BE （申請者の希望により非公開） 2020/7/1 （申請者の希望により非公開） （申請者の希望により非公開） 学校 建築(新築）2016年版 実施設計段階
（非公

開）
2023/11/29

BCJ-CAS0065-BE 国立印刷局赤羽宿舎（仮称）整備事業 2020/2/7 大成ユーレック株式会社 東京都北区 集合住宅 建築(新築）2016年版 実施設計段階 Ａ 2024/10/14

BCJ-CAS0066-BE 三井不動産インダストリアルパーク羽田新築工事 2020/2/13 三井住友信託銀行株式会社 東京都大田区 工場 建築(新築）2016年版 竣工段階 Ａ 2022/6/17

BCJ-CAS0063-BE 高知市新庁舎 2019/12/26 高知市 高知県高知市 事務所 建築(新築）2016年版 竣工段階 Ｓ 2022/11/29

BCJ-CAS0043-BE 川崎駅西口開発計画 2018/5/16 東日本旅客鉄道株式会社 神奈川県川崎市 事務所 建築(新築）2016年版 実施設計段階 S 2025/7/30

BCJ-CAS0060-BE （申請者の希望により非公開） 2019/9/30 （申請者の希望により非公開） （申請者の希望により非公開） 集会所 短期使用2016年版 実施設計段階
（非公

開）
2024/11/29

BCJ-CAS0058-BE （申請者の希望により非公開） 2019/8/9 （申請者の希望により非公開） （申請者の希望により非公開） 集合住宅 建築(新築）2016年版 実施設計段階
（非公

開）
2024/7/15

BCJ-CAS0054-BE 吹田市立健都ライブラリー 2018/12/18 吹田市 大阪府吹田市 集会所 建築(新築）2016年版 実施設計段階 Ｓ 2023/7/30

BCJ-CAS0039-BE 滋賀県立近代美術館 2017/6/1 滋賀県 滋賀県大津市 集会所 建築(改修）2014年版 実施設計段階 (非公開） 2022/11/29

BCJ-CAS0064-BE ＢＩＺＣＯＲＥ築地 2020/1/6 日鉄興和不動産株式会社 東京都中央区 事務所 建築(新築）2016年版 竣工段階 Ａ 2022/7/30

BCJ-CAS0061-BE ロジポート川崎ベイ 2019/12/10 東扇島プロパティー特定目的会社 神奈川県川崎市 工場 建築(新築）2016年版 竣工段階 Ａ 2022/5/30
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BCJ-CAS0062-BE 日鉄日本橋ビル 2019/12/16 日鉄興和不動産株式会社 東京都中央区 事務所 建築(新築）2014年版 竣工段階 Ａ 2022/3/28

BCJ-CAS0059-BE ＢＩＺＣＯＲＥ 赤坂見附 2019/8/23 日鉄興和不動産株式会社 東京都港区 事務所 建築(新築）2016年版 竣工段階 Ａ 2022/3/28

BCJ-CAS0042-BE 近畿産業信用組合新本店 2018/4/27 近畿産業信用組合 大阪府大阪市 事務所 建築(新築）2014年版 実施設計段階 S 2022/1/30

BCJ-CAS0049-BE ICI ラボ エクスチェンジ棟 2018/9/12 前田建設工業株式会社 茨城県取手市 事務所 建築(新築）2016年版 実施設計段階 Ｓ 2021/9/11

BCJ-CAS0034-BE(re01) （申請者の希望により非公開） 2017/3/31 （申請者の希望により非公開） （申請者の希望により非公開） 事務所 建築(新築）2014年版 竣工段階 (非公開） 2019/8/30

BCJ-CAS0038-BE （申請者の希望により非公開） 2016/5/26 （申請者の希望により非公開） （申請者の希望により非公開） 工場 建築(新築）2014年版 実施設計段階 (非公開） 2019/4/29

BCJ-CAS0036-BE 株式会社トーモク神戸工場 2016/2/15 株式会社トーモク 兵庫県神戸市 工場 建築(新築）2014年版 竣工段階 A 2018/1/29

BCJ-CAS0035-BE 三井不動産ロジスティクスパーク柏 2015/12/15 三井不動産株式会社 千葉県柏市 工場 建築(新築）2014年版 実施設計段階 A 2018/11/29

BCJ-CAS0034-BE 三菱電機株式会社冷熱システム製作所技術棟建設工事 2015/12/24 三菱電機株式会社冷熱システム製作所 和歌山市 事務所 建築(新築）2014年版 実施設計段階 S 2019/8/30

BCJ-CAS0033-BE 三井不動産ロジスティクスパーク船橋西浦新築工事 2015/9/8 三井不動産株式会社 千葉県船橋市 工場 建築(新築）2014年版 竣工段階 A 2018/2/26

BCJ-

CAS0032-
三井不動産ロジスティクスパーク堺　新築工事 2015/5/8 堺築港八幡特定目的会社 大阪府堺市 工場 新築2010年版 竣工段階 S 2017/9/30

BCJ-

CAS0031-
八洲電機新本社ビル 2015/3/4 八洲電機株式会社 東京都港区 事務所 建築(新築）2014年版 実施設計段階 A 2019/9/14

BCJ-

CAS0028-
成蹊大学6号館 2015/4/2 学校法人　成蹊学園 東京都武蔵野市 学校 新築2010年版(簡易版) 竣工段階 A

竣工後

3年

BCJ-

CAS0026-
三井不動産ロジスティクスパーク久喜 2014/4/18 久喜特定目的会社 埼玉県久喜市 工場 新築2010年版 実施設計 A

竣工後

3年

BCJ-CAS0025-NC(b) イオンモール和歌山 2014/2/28 イオンモール株式会社 和歌山県和歌山市 物販店 新築2010年版 実施設計 A
竣工後

3年

BCJ-CAS0024-NCb(b) 岡谷市民病院 2013/11/1 岡谷市 長野県岡谷市 病院 新築2010年版(簡易版) 実施設計 (非公開）
竣工後

3年

BCJ-CAS0023-NCb(b) パレスホテル東京・パレスビル 2013/10/21 株式会社パレスホテル 東京都千代田区 事務所/ホテル 新築2010年版(簡易版) 実施設計 S
竣工後

3年

BCJ-CAS0022-NC(b) 延岡市新庁舎 2013/6/14 延岡市 宮崎県延岡市 事務所 新築2010年版 実施設計 A
竣工後

3年

BCJ-CAS0021-NC(b) 厚木物流センター 2013/2/28 厚木プロパティー特定目的会社 神奈川県厚木市 工場 新築2010年版 実施設計 A
竣工後

3年

BCJ-CAS0020-NC(b) （仮称）茅場町計画 2013/2/27 三菱地所株式会社 東京都中央区 事務所 新築2010年版 実施設計 S
竣工後

3年

BCJ-CAS0019-NC(c) ＪＰタワー 2013/1/31 日本郵便株式会社 東京都千代田区 事務所 新築2010年版 竣工 S
竣工後

3年

BCJ-CAS0018-NCb(b) 厚木市立病院 2012/3/23 厚木市 神奈川県厚木市 病院 新築2010年版(簡易版) 実施設計 A
竣工後

3年

BCJ-CAS0017-NC(b) 京葉ガス柏ビル 2012/2/1 京葉瓦斯株式会社 千葉県柏市 事務所 新築2010年版 実施設計 S
竣工後

3年

BCJ-CAS0016-NC(b) ロジポート北柏 2012/3/13 北柏プロパティー特定目的会社 千葉県柏市 工場 新築2010年版 実施設計 A
竣工後

3年
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BCJ-CAS0015-NC(b) Ambitious Hill 2011/11/1 三谷産業株式会社 石川県石川郡 事務所 新築2010年版 実施設計 S 2014/9/29

BCJ-CAS0014-NCb(b) （仮称）丸の内1-4計画 2011/10/18
三菱地所株式会社

住友信託銀行株式会社
東京都千代田区 事務所 新築2008年版(簡易版) 実施設計 S

竣工後

3年

BCJ-CAS0013-NC(b) ウィストロン株式会社本社ビル 2011/9/15 ウィストロン株式会社 千葉県習志野市 工場 新築2010年版 実施設計 A
竣工後

3年

BCJ-CAS0012-NC(b) 新宿駅南口地区基盤整備事業　新宿駅新南口開発ビル 2011/8/10 東日本旅客鉄道株式会社　東京支社 東京都渋谷区 事務所 新築2008年版 実施設計 S
竣工後

3年

BCJ-CAS0011-NC(b) PMO日本橋二丁目 2011/3/24 野村不動産株式会社法人カンパニー 東京都中央区 事務所 新築2010年版 実施設計 A
竣工後

3年

BCJ-CAS0010-NC(c) 中央労働金庫本店ビル 2010/10/29 中央労働金庫 東京都千代田区 事務所 新築2008年版 竣工段階 A 2012/2/27

BCJ-CAS0009-NC(b) PMO秋葉原Ⅱ 2010/7/16 野村不動産株式会社法人カンパニー 東京都千代田区 事務所 新築2008年版 実施設計 A
竣工後

3年

BCJ-CAS0008-NC(c) 日立神田ビル 2010/5/25 中央商事株式会社 東京都千代田区 事務所 新築2008年版 竣工段階 A 2013/3/24

BCJ-CAS0007-NC(b) PMO八丁堀Ⅱ 2010/3/26 野村不動産株式会社法人カンパニー 東京都中央区 事務所 新築2008年版 実施設計 A
竣工後

3年

BCJ-CAS0006-NCb(b) 川辺（栗東）県営住宅第３期建替工事 2010/2/18 滋賀県 （申請者の希望により非公開） 集合住宅 新築2008年版(簡易版) 実施設計 (非公開）
竣工後

3年

BCJ-CAS0005-NC(c) 赤坂タワーレジデンス 2010/2/5
①株式会社サンウッド

②東急不動産株式会社
東京都港区 集合住宅 新築2008年版 竣工段階 S 2011/7/24

BCJ-CAS0004-NC(b) 二子玉川ライズタワ-＆レジデンス 2009/12/15 二子玉川東地区市街地再開発組合 東京都世田谷区 集合住宅、工場 新築2006年版 実施設計 A
竣工後

3年

BCJ-CAS0003-NC(b) PMO秋葉原 2009/12/8 野村不動産株式会社法人カンパニー 東京都千代田区 事務所 新築2008年版 実施設計 A
竣工後

3年

BCJ-CAS0002-NC(c) THE TOKYO TOWERS 2009/9/11 勝六再開発株式会社 東京都中央区 集合住宅 新築2006年版 竣工段階 A 2011/1/30

BCJ-CAS0001-NC(c) 汐留ビルディング 2009/3/27 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都港区 事務所、飲食店 新築2006年版 竣工段階 A 2010/12/13
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