
契約日 事業主 受注先 計画名称 所在地 業務内容 規模等

2013.10 丸美産業㈱ 丸美産業㈱ プラセシオン加納天神 岐阜市加納天神町 近隣渉外 共同住宅・13階・85戸

三井不動産㈱ 三井不動産㈱ (仮称)中区橘賃貸計画 名古屋市中区橘 近隣渉外 共同住宅・15階・81戸

.11 三井不動産㈱ 三井不動産㈱
(仮称)名駅南
      賃貸マンション計画

名古屋市中村区名駅南 近隣渉外 共同住宅・12階・100戸

2014.3 三井不動産レジデンシャル㈱ 三井不動産レジデンシャル㈱ (仮称)天白区八幡山計画 名古屋市天白区八幡山 近隣渉外 共同住宅・15階・72戸

.5 三井不動産レジデンシャル㈱ 三井不動産レジデンシャル㈱ (仮称)中区上前津二丁目計画 名古屋市中区上前津 近隣渉外 共同住宅・19階・123戸

.8 パナホーム㈱ パナホーム㈱ (仮称)パークナード名駅南 名古屋市中村区名駅南 近隣渉外 共同住宅・12階・44戸

2015.1 パナホーム㈱ パナホーム㈱ (仮称)ﾌﾟﾚﾐｱﾑｷｬｯｽﾙ藤が丘邸 名古屋市名東区豊が丘 近隣渉外 寮・4階

.3 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ (仮称)西区幅下計画 名古屋市西区幅下 近隣渉外 共同住宅・18階・66戸

清水総合開発㈱ 清水総合開発㈱ ヴィークコート東山 名古屋市千種区新池町 近隣渉外 共同住宅・7階・78戸

.7 三井不動産レジデンシャル㈱ 三井不動産レジデンシャル㈱ (仮称)東区白壁四丁目計画 名古屋市東区白壁 近隣渉外 共同住宅・15階・42戸

.8
三交不動産(株)
エヌ・ティ・ティ都市開発(株)

㈱長谷工コーポレーション
(仮称)春日井市小野町計画
              　Ⅰ期Ⅱ期

春日井市小野町 近隣渉外 共同住宅・15階・159戸

.9 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱
(仮称)岐阜市加納栄町通
          プロジェクト

岐阜市加納栄町通 近隣渉外 共同住宅・15階・72戸

.12 三交不動産㈱ 三交不動産㈱
(仮称)名古屋市緑区
      黒沢台四丁目計画

名古屋市緑区黒沢台 近隣渉外 共同住宅・15階・44戸

2016.2 清水総合開発㈱ ㈱長谷工コーポレーション
(仮称)名東区平和が丘
             4丁目計画

名古屋市名東区平和が丘 近隣渉外 共同住宅・7階・82戸

.4 三菱地所㈱ 三菱地所㈱
ロジクロス名古屋笠寺
              開発計画

名古屋市南区東又兵ヱ町 近隣渉外 物流施設・4階

.10 三井不動産レジデンシャル㈱ ㈱長谷工コーポレーション (仮称)千種区春岡通計画 名古屋市千種区春岡通 近隣渉外補助 共同住宅・10階・52戸

.12 ㈱大京 ㈱長谷工コーポレーション
(仮称)ライオンズ瓢箪山
　　　　　　　　駅前計画

名古屋市守山区西島町 近隣渉外補助 共同住宅・13階・175戸

2017.4 三井不動産レジデンシャル㈱ 三井不動産レジデンシャル㈱ (仮称)西区花の木三丁目計画 名古屋市西区花の木 近隣渉外 共同住宅・15階・56戸

.5 名鉄不動産㈱ ㈱長谷工コーポレーション (仮称)熱田区三本松町Ⅰ計画 名古屋市熱田区三本松町 近隣渉外補助 共同住宅・10階・172戸

.6 ㈱エイディーノウビ ㈱長谷工コーポレーション (仮称)蒲郡市八百富町計画 蒲郡市八百富町 近隣渉外補助 共同住宅・7階・55戸

.7 三交不動産㈱ 三交不動産㈱
(仮称)名古屋市熱田区
　　　新尾頭一丁目計画

名古屋市熱田区新尾頭 近隣渉外 共同住宅・14階・26戸

2018.1 ㈱タカラレーベン ㈱長谷工コーポレーション (仮称)中村区松重町計画 名古屋市中村区松重町 近隣渉外補助 共同住宅・14階・165戸

.6 名鉄不動産㈱

長谷工不動産ホールディングス㈱ ㈱長谷工コーポレーション (仮称)安城住吉町計画 安城市住吉町 近隣渉外補助 共同住宅・15階・163戸

.8
錦二丁目7番地区市街地再開発組合

（野村不動産㈱ほか）
㈱長谷工コーポレーション

(仮称)錦二丁目7番地区
　　　第一種市街地再開発事業 名古屋市中区錦 近隣渉外補助 共同住宅一部店舗・30階・358戸

.9 三交不動産㈱ ㈱長谷工コーポレーション
(仮称)尾張旭市旭前町
　　　　　　三丁目計画

尾張旭市旭前町 近隣渉外補助 共同住宅・8階・102戸

.10 三交不動産㈱ 三交不動産㈱
(仮称)千種区法王町二丁目
　　　　　　　　　　計画

名古屋市千種区法王町 近隣渉外 共同住宅・地上3階地下1階・11戸

.12 トヨタホーム㈱ ㈱長谷工コーポレーション (仮称)ＪＲ東浦駅前計画 愛知県知多郡東浦町 近隣渉外補助 共同住宅・地上14階・136戸

㈱大京 ㈱長谷工コーポレーション (仮称)中川区西日置1丁目計画 名古屋市中川区西日置 近隣渉外補助 共同住宅・地上15階・89戸

㈱長谷工コーポレーション
(仮称)名駅南二丁目計画
　　　　　　　　新築工事

名古屋市中村区名駅南 近隣渉外補助 共同住宅・地上42階地下1階・441戸

2019.4 ㈱長谷工コーポレーション (仮称)緑区森の里1工区計画 名古屋市緑区森の里 近隣渉外補助 共同住宅・地上10階・192戸

名鉄不動産㈱
JR西日本ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ㈱

㈱長谷工コーポレーション (仮称)緑区鳴子北計画 名古屋市緑区鳴子町 近隣渉外補助 共同住宅・地上7階地下1階・333戸

.9 ㈱長谷工コーポレーション
(仮称)名古屋市名東区
　　　本郷2丁目建替えPJ

名古屋市名東区本郷 近隣渉外補助 共同住宅一部店舗・地上15階・94戸

2020.7 ㈱長谷工コーポレーション (仮称)志賀本通駅前計画 名古屋市北区猿投町 近隣渉外補助 共同住宅・地上10階・351戸

総合地所㈱ ㈱長谷工コーポレーション (仮称)中村区中島町二丁目計画 名古屋市中村区中島町 近隣渉外補助 共同住宅・地上15階・196戸

2020.9 日本GLP㈱ ㈱奥村組 GLP名古屋守山 名古屋市守山区中志段味下定納 近隣条例説明業務 物流施設・４階

2020.12 日本GLP㈱ 日本GLP㈱ GLP名古屋守山 名古屋市守山区中志段味下定納 近隣渉外 物流施設・４階

野村不動産㈱ ㈱長谷工コーポレーション （仮称）大府計画 愛知県大府市中央町 近隣渉外補助 共同住宅・地上15階・114戸

2021.1
大和ハウス工業㈱
総合地所㈱

㈱長谷工コーポレーション サンプラザシーズンズ敷地解体工事 名古屋市名東区藤里町 近隣渉外補助 計画未定

総合地所㈱、名鉄不動産㈱
京阪電鉄不動産㈱
大和ハウス工業㈱
三交不動産㈱、住友商事㈱

名鉄不動産㈱
近鉄不動産㈱
大和ハウス工業㈱
第一交通産業㈱

関電不動産㈱
野村不動産㈱
㈱長谷工不動産

総合地所㈱、大和ハウス工業
㈱
トヨタホーム㈱
阪急阪神不動産㈱

名古屋営業所 業務経歴 c o r p o r a t e  e x p e r I e n c e (2021年1月現在)


