
施工実績
設備工事(保温板金工事)

全薬工業株式会社 ( 仮称 ) 南大沢新研究開発センター新築工事
富士吉田キャンパス新女子寮整備計画
明治戸田工場改修工事
武州製薬 ( 美里 ) 第 1製剤棟 加圧空調機更新工事
南小岩六丁目地区第一種市街地再開発事業
金町 6丁目駅前地区再開発
千葉銀行本部棟建替え計画
（仮称）ＮＲＴ１０新築工事
小石川共同印刷本社計画
ロッテ浦和 第７工場 3期 UTT 工事
OLC 第８テーマポート PJ ホテル
( 仮称 ) 京橋宝町ＰＲＥＸ新築工事
光が丘ＩＭＡリニューアル等工事
帝京大学先端総合研究機構新築工事
２０ＫＳＰ諸口工事
（仮称）コストコホールセール木更津倉庫店新築工事
（仮称）浜松町二丁目４地区Ａ街区Ａ３棟建設工事
OH-1 計画
文教大学東京あだちキャンパス
千葉銀行本部棟建替え計画
（仮称）三幸学園千葉校４号館新築工事
方南町駅空調設備改良工事
( 仮称 )S5 計画新築工事
昭和大学上條記念館新築工事
ロッテ浦和第 6工場
虎ノ門病院
官）赤坂御用地事務所
日本橋室町三丁目地区第一種市街地再開事業Ａ地区新築工事
( 仮称 ) 港区高輪 3丁目ホテル計画新築工事
お茶の水女子大学国際交流留学生プラザ新営工事
新宿NSビル改修工事



虎ノ門四丁目森トラストビル
竹芝ＪＲウォーターフロント開発計画
東京国際展示場（28）増築工事
東京医科大学
ロッテ浦和第 7工場
グランサウス
（仮称）守山乳業株式会社神奈川工場新築工事
（仮称）有明北３－１地区（Ｂ－２街区Ｃ街区駐車場棟）計画
泉中央病院改修工事
（仮称）竹芝地区開発計画（業務棟）新築工事
慈恵医大病院
（仮称）麹町五丁目計画新築工事
丸の内 1-3 計画
銀座 6丁目ホテル
羽田空港第２ビル応援
朝霞（28）庁舎新設機械工事（空調・衛生）
( 仮称 ) 銀座 7丁目計画新築工事（空調・衛生）
日本橋二丁目再開発 CD街区公共施設工事（空調）
( 仮称）虎ノ門 2-10（ホテルオークラ東京本館建替）計画（衛生）
住友不動産麻布十番ビル（空調・衛生）
ららぽーと横浜　IY 棟設備付帯工事（衛生）
( 仮称）芝公園 1丁目ビル計画
( 仮称）日立金属熊谷地区工場希土類工場棟新築（空調・衛生）
ロッテ浦和第 6工場空調改善工事（空調）
昭和大学江東豊洲病院廃熱利用熱交換器設備工事
A社様新宿ビル新築計画（空調・衛生）
方南町駅冷熱源設備新設その他工事（空調）
草加松原 2期 2BL（西街区）住宅建設工事
ロッテ第 6浦和工事新築事務所
神宮前 6丁目プロジェクト
公立福生病院改修工事
大泉学園駅北口地区再開発計画
佐川急便リアルティー柏MLT 新築工事
ヨシダ印刷東京本社新築工事
新宿中村屋新築工事



南青山 2丁目計画
コーシャハイム方南町新築工事
東新小岩特養ホーム新築工事
東京大学柏の葉キャパス新築工事
三河島再開発新築工事
港南 2丁目計画新築工事
読売新聞東京本社ビル新築工事（空調）
読売新聞東京本社ビル新築工事（衛生）
昭和大学新豊洲病院建築工事
国立障害者リハビリテーションセンター病院整備工事
鷹番ＰＪ新築工事
野村不動産日本橋室町 PMOプロジェクト
救世軍恵みの家新築工事
大東文化大学東松山キャンパス２期工事
エステー本社新築工事
京橋 SS ビル新築工事
舞浜 TOT 改修管工事
農林水産省筑波事務所本館工事
独立行政法人産業技術総合研究所工事
サミー川越工場新築工事
三井不動産芝三丁目計画新築工事
創価学会埼玉平和会館新築工事
JR 南新宿ビル新築工事
帝京大学八王子キャンパス第 1新棟工事
大島三丁目プロジェクト新築工事
大島プロジェクトソリューションセンター工事
大森池田記念会館新築工事
三井不動産大島三丁目計画新築工事
日本橋有楽土地ビル改修工事
三井不動産柏ホテル改修工事２
舞浜新ホテル客室改修工事２
QVCジャパン新社屋新設工事
日本HＰ新本社建設所
日本橋馬喰町有楽土地ビル工事
舞浜新ホテル客室改修工事１



三井不動産柏ホテル改修工事１
荏原製作所富津事業所建設工事
舞浜Mホテル改修工事
舞浜NYDR 改修工事
西新宿六丁目西第６地区再開発計画
千葉NTプロジェクト新築工事
芝学園講堂改修工事
室町東地区開発計画２街区
野村不動産八丁堀ⅡPMOプロジェクト
舞浜MO-4 店舗改修工事
舞浜 TR大規模改修工事
マナビス化粧品新築工事
舞浜Mホテル客室改修工事
舞浜新ホテル第 1工区建設追加工事
舞浜WR鉄道更新工事
ソゴー VIP ラウンジ撤去関連工事
荏原製作所富津事業所建設工事
舞浜旧 CN屋内階段拡幅工事
その他



東京国際展示場（28）増築工事
虎ノ門四丁目トラストビル
道玄坂一丁目再開発建
朝霞 (28) 庁舎新設新築工事
日本女子大学目白キャンパス将来構想 学生滞在スペース棟
道玄坂一丁目
CDⅡプロジェクト
（仮称）虎ノ門２－１０計画
ＪＶ官）防衛省朝霞庁舎
東京国際展示場（28）増築工事
本店 82 期
MM21-54 街区
TGMM2期工事
日野ファナック

施工実績
巻付け耐火被覆工事



施工実績
建築工事　（防音雑工事係員派遣含）

千葉駅東口地区第一種市街地再開発事業
NKホール解体Uセンター更新他工事
芙蓉会五井病院新病棟新築工事
長生合同資源HI プラント新築工事
幕張タワープロジェクト新築工事
新浦安エデンの園１階改修工事
QVCジャパン新社屋工事
舞浜パークHB大規模改修工事
京橋三丁目解体工事
舞浜 TR大規模改修工事
舞浜Mホテル客室リニューアル工事
東武鉄道梅田八丁目マンション建設所
舞波 CS大規模改修工事
舞浜 TR新規アトラクション工事
舞浜 SM大規模改修工事
新浦安野村不動産共同住宅建設所
幕張ベイタウンH2-2 街区新築工事
舞浜MS改修工事
成田空港第 1旅客ターミナルビル増改築工事
舞浜エネルギープラント棟改修工事
舞浜 PR大規模改修工事
舞浜 TS 改修工事
舞浜 AG大規模改修工事
舞浜 SM大規模改修工事
幕張ベイタウンH6街区新築工事
舞浜 AWFR 建設工事
舞浜ホテル新築工事
舞浜大規模改修幹線管路敷設工事
舞浜大規模改修幹線管路敷設工事
舞浜千鳥地区立体駐車場建設工事
東京女子医大付属八千代医療センター工事



その他

浦安市立第８中学校建築工事
ヒルトン東京ベイ改修工事
舞浜 BY新設工事
舞浜 PF ホテル建設工事
舞浜NR建設工事
ライオンズ東神奈川計画新設工事
浦安市立北部小学校改修工事
日蓮宗中山法華経寺加行所新築工事
住友不動産高輪一丁目マンション建設所
新松戸三丁目マンション新築工事
舞浜 ABホテル新設工事
舞浜 BB新設工事
舞浜新テーマパーク新築工事第三工区建設所



本部棟建替千葉銀行
東京国際展示場 (28) 増築空調設備工事
官 ) 成田空港ランプ管制塔
松戸北部市場開発準備
千葉銀行本部棟建替え計画
東京国際展示場（28）増築工事
武蔵野の森総合スポーツ施設サブアリーナ棟新築工事
NKホール解体Uセンター更新他工事
PTB5060 番台固定ゲート増築工事
ヤクルト中央研究所第２期工事研究管理棟新築工事
月島一丁目再開発計画建設所
プロロジスパーク習志野４プロジェクト
船橋総合病院新築工事
QVCジャパン新社屋建設工事
科学技術学園リニューアル工事
富士通エフサス浜松町ビル改修工事
千葉NTプロジェクト建設工事
複合施設ホリスティックかまた新築工事
天王洲開発プロジェクト建設所
舞浜新ホテル第 1工区建設工事
浦安市青少年宿泊型研修施設
舞浜地区鹿島建設各所工事事務所
舞浜大規模幹線管路敷設工事
舞浜千鳥地区立体駐車場建設工事
舞浜 BY建設工事
舞浜 RD建設工事
柏市キュアラビルビルメンテナンス
藤崎５丁目マンション計画建設工事
癌研究所有明病院建設所
新松戸３丁目マンション新築工事
舞浜 ABホテル新設工事 

施工実績
清掃工事



舞浜 BB新設工事
舞浜テーマパーク第三工区建設所



施工実績
通信工事

武蔵野ニッセイプラザ改修工事
オリエンタルランド関連工事事務所
舞浜パーク ST 工事事務所
舞浜新ホテル第 1工区工事事務所
舞浜Mホテル客室工事事務所
鹿島建設 TDS 工事事務所
オリエンタルランド大規模幹線管路事務所
舞浜パークバスターミナル工事事務所
舞浜パーク RD建設工事事務所
鹿島建設 TDR 工事事務所
ヤクルト中央研究所第２期工事研究管理棟新築工事
多摩地区事務所建設工事
三井造船昭島工事事務所



施工実績
資材調達

清水建設本社内木工製品（一部）
清水建設株主優待木工製品
長谷川総合法律事務所
東京木工場 2階会議室
明治学院大学 13 号館（2012 グッドデザイン賞受賞）



施工実績
映像制作・グラフィック

清水建設 新本社ビル建設プロジェクト建設記録DVD
清水建設 月島再開発プロジェクト建設記録DVD
清水建設 愛育レディスクリニック建設記録フォトブック
清水建設 NK ホール解体Uセンター更新他工事工事記録DVD
日比谷総合設備 安全作業啓蒙用DVD
清水建設 東京国際展示場南館建設記録DVD
建設現場職長会活動報告ビデオ（イベント用）
建設現場パンフレット（現場見学お役様用）
大泉学園北口地区再開発事業記念誌（冊子）
アトラスブランズタワー三河島建設記録DVD
長野県国際観光推進室インバウンド用DVD
千葉銀行建設記録DVD　( 現在制作中 )
その他



企業 VP制作 
CM制作
 動画制作・スライドショー
VR映像 3D制作 
工事現場・建築記録ムービー・イベントムービー制作 
セミナー撮影
WEB ムービー制作 
デジタルサイネージ制作
フォトブック・パンフレット
DVD 制作 DVD プレス・コピー 
レーベルデザイン・デザイン・製本
静止画撮影

撮影機材
SONY NXCAMカムコーダー（HXR-NX5R）
SONY XDCAM PXW-FS7（4K 対応 )
SONYα6000
ウェアラブルカメラ GoPro HERO5 Black
ハンドヘルド スタビライザー FEIYU TECH G5 DJI
ドローン Phantom 2

編集機材
Raytrek LC-E M4 + EDIUS Pro 9 （４K編集まで対応）

レンタル撮影スタジオ 
長野県上伊那郡箕輪町中箕輪 2047-1
0265－97－1009

撮影機材・編集設備レンタル・ドローン撮影承ります

問合せ先
eed@nissen-yk.com（担当者・勝野安英）090-8890-9158

制作内容・機材リスト



施工実績
売店運営

仮称）松戸北部市場開発プロジェクト
東京国際展示場（28）増築工事
朝霞 (28) 庁舎新設建築工事
豊洲新市場 6街区設備ＪＶ作業所
清水 JV 豊洲新市場建設所
プロロジスパーク習志野４プロジェクト
月島一丁目再開発計画建設所
麗沢大学学生寮作業所
清水建設新本社建設所
花田学園東京有明医療大学作業所
みずほ銀行千葉NTプロジェクト
清水建設千葉支店内販売機
荏原製作所千葉富津工場作業所
舞浜パーク内各所工事事務所
オラクル北青山プロジェクト建設所
三井不動産江東橋二丁目作業所
野村不動産新浦安共同住宅計画建設所
舞浜新ホテル第 1工区建築事務所
市川駅前再開発事業建設所
舞浜パーク TOT 建設事務所
癌研究所有明病院新築工事建設所
住友不動産高輪一丁目計画建設所
舞浜新テーマパーク第三工区建設所
舞浜新テーマパーク第二工区工事事務所
舞浜新テーマパーク第四工区作業所
舞浜新テーマパーク JV 事務所



施工実績
研修生受入事業

2014 年 HIDA ODA 交付金事業 ラオス国 1 名
2015 年本田財団 Y-E-S 奨励制度 ラオス国 1 名


