
岩手県（１地域）
北海道（8地域）

●札幌市都心 (1971.10)

●札幌市厚別 (1971.12)

●札幌市真駒内 (1971.12)

●苫小牧市日新団地 (1972.1)

●苫小牧中心街南 (1974.12)

●札幌駅北口再開発 (1989.4)

●札幌市光星 (1975.2)

長崎県（1地域）

●佐世保ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ (1992.4) 東京都（68地域）

●新宿新都心 (1971.4)

●丸の内二丁目 (1973.12)

●大手町 (1976.4)

●東池袋 (1978.4)

●青山 (1978.11)

●内幸町 (1980.2)

●赤坂 (1980.10)

●多摩ｾﾝﾀｰ (1982.4)

●品川八潮団地 (1983.4)

●東銀座 (1982.4)

●光が丘団地 (1983.4)

●西新宿六丁目 (1984.9)

●芝浦 (1984.2)

●丸の内一丁目 (1984.11)

●霞ヶ関三丁目 (1987.3)

●芝浦4丁目 (1987.6)

●銀座5・6丁目 (1987.8)

●日比谷 (1987.10)

●新川(1988.4)

●神田駿河台 (1988.4)

●八重洲・日本橋 (1989.2)

●西新宿一丁目 (1989.7)

●箱崎 (1989.4)

●紀尾井町 (1989.12)

●有楽町 (1990.11)
●北青山二丁目 (1991.4)

●天王洲 (1991.7)

●赤坂・六本木ｱｰｸﾋﾙｽﾞ (1986.4)

●竹芝 (1991.10)

●虎ノ門四丁目城山 (1991.12〔当社2009.8～〕）

●銀座四丁目 (1991.12)

●府中日鋼町 (1992.4)
●明石町 (1992.4)

●八王子南大沢 (1992.6〔当社2006.3～〕)

●新宿歌舞伎町 (1993.5)

●赤坂五丁目 (1994.5)

●用賀四丁目 (1993.10)

●後楽一丁目 (1994.7)

●立川曙町 (1994.10)

●恵比寿 (1994.9)

●虎ノ門二丁目 (1995.4)

●新宿南口西 (1995.10)

●東京国際ﾌｫｰﾗﾑ (1996.7)

●新宿南口東 (1996.10)

●広尾一丁目 (1997.2)

●錦糸町駅北口 (1997.6)

●本駒込2丁目 (1998.3)

●蒲田五丁目東 (1998.11)

●大崎1丁目(1999.1)

●品川東口南 (1998.11)

●永田町二丁目 (2000.2)

●晴海ｱｲﾗﾝﾄﾞ (2001.4)

●渋谷道玄坂 (2000.4)

●東品川四丁目 (2002.10)

●汐留北 (2002.11)

●初台淀橋 (1995.7)

●東京臨海副都心 (1995.10)

●品川駅東口(2003.4)

●六本木ﾋﾙｽﾞ (2003.5〔当社2009.10～〕)

埼玉県（１地域）

●さいたま新都心西 (2000.4)

神奈川県（7地域）

●みなとみらい２１中央 (1989.4)

●かながわｻｲｴﾝｽﾊﾟｰｸ (1989.8)

●横浜ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｸ (1990.1)

●港北ﾆｭｰﾀｳﾝ･ｾﾝﾀｰ (1995.4)

●厚木ﾃﾚｺﾑﾀｳﾝ (1995.7)

●横浜駅西口 (1998.8)

愛知県（10地域）

●名古屋栄三丁目 (1990.10)
●名駅南 (1998.12)

●JR東海名古屋駅周辺 (1999.12)

●中部国際空港島（2004.10）

●浜松ｱｸﾄｼﾃｨ駅前 (1994.10)

静岡県（１地域）

福岡県（6地域）

●小倉駅周辺 (1976.7)

●千代 (1988.4 〔当社2012.7～〕)

●渡辺通再開発 (1978.9)

●ｼｰｻｲﾄﾞももち (1993.4)

●西鉄福岡駅再開発 (1997.10)

●下川端再開発 (1999.1)

千葉県（4地域）

●幕張新都心ﾊｲﾃｸ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ (1990.4)

●幕張新都心ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ (1989.10)

●千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ都心 (1993.11）

●千葉新町 (1993.4)

大阪府（12地域）

●千里中央 (1970.2)
●泉北泉ヶ丘 (1971.6)

●大阪本庄東 (1992.1)
●中之島六丁目西 (1992.11)

●弁天町 (1990.7)

●大阪西梅田 (1991.4〔当社2005.3～〕)

●関西国際空港島内（1994.4〔当社2011.10～〕)

●大阪南港ｺｽﾓｽｸｴｱ (1994.4)

●天満橋一丁目 (1996.1)
●岩崎橋 (1996.4)

香川県（2地域）

●高松市番町 (1997.2)

兵庫県（8地域）

●芦屋浜高層住宅 (1979.3)

●神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ (1990.5)
●六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞｾﾝﾀｰ (1991.4)

中国・四国エリア
0/3 地域 0％

●神戸ﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ鹿の子台 (1994.11)
●神戸東部新都心 (1998.4)

●三宮駅南 (1999.4)

●盛岡駅西口 (1997.11)

茨城県（１地域）

●筑波研究学園都市 (1983.8)

栃木県（2地域）

●宇都宮市中央 (1991.2)

群馬県（１地域）

●高崎市中央・城址 (1993.12)
富山県（１地域）

●富山駅北 (1996.7)

●大阪此花臨海 (2001.4)

●西郷 (2002.4)

●ｻﾝﾎﾟｰﾄ高松 (2001.4)

山形県（１地域）

●山形駅西口 (2001.1)

●西池袋 (1985.6)

●苫小牧市西部 (1976.12)

全国 70 / 136 地域 51％

広島県（1地域）

●広島市紙屋町 (2001.4)

●中之島二・三丁目（2005.1）
〔当社はⅢ期～〕

●東桜 (2005.10)
●名駅東 (2006.10)

●ささしまライブ24 (2006.10)

●豊洲三丁目 (2006.2)

▼赤文字は当社施工地域

●東京スカイツリー (2009.10）

日本の熱供給事業地域のうち当社の施工実績（2022年10月現在）

中部・北信越エリア
9 / 12 地域 75％

北海道エリア

2 / 8 地域 25％

関東エリア

51 / 84 地域 60％

関西エリア

7 / 20 地域 35％

九州エリア

1 / 7 地域 14％

●田町駅東口北 (2014.11)

東北エリア

0 / 2 地域 0％

●JR東海名古屋駅北 (2015.11)

●赤穂(2017.4)

●豊洲六丁目 (2018.10)

●清原団地 (2019.9)

●日本橋室町西 (2019.4)

●虎ノ門一丁目、二丁目 (2020.1)
●豊洲二・三丁目 (2020.11)

●横浜市北仲通(2020.2)

●名古屋栄三丁目北 (2005.3)

●八重洲二丁目北(未稼働)

●名古屋栄四丁目(2024.5)


