
年度 建設地 用途 面積（㎡） 年度 建設地 用途 面積（㎡）
神奈川県 工場 4,377 大阪府 工場 3,198
神奈川県 工場 8,111 東京都 事務所 3,011
千葉県 倉庫 2,022 京都府 倉庫 2,433
千葉県 倉庫 2,134 栃木県 倉庫 2,835
愛知県 倉庫 11,486 大阪府 倉庫 2,862
石川県 ﾎﾃﾙ 6,138 東京都 倉庫 3,694
静岡県 工場 4,462 東京都 倉庫 4,648
広島県 工場 4,893 神奈川県 倉庫 6,083
千葉県 倉庫 27,505 岡山県 倉庫 7,074
神奈川県 駐車場 11,283 東京都 店舗 3,373
埼玉県 店舗 2,586 石川県 店舗 8,739
静岡県 店舗 22,659 長野県 店舗 17,879
広島県 店舗 63,286 兵庫県 工場 4,189
新潟県 屋根 3,167 静岡県 工場 4,622
愛知県 工場 2,404 東京都 事務所 4,096
兵庫県 工場 5,661 東京都 事務所 13,213
大阪府 事務所 3,104 群馬県 倉庫 2,332
神奈川県 事務所 10,184 広島県 倉庫 5,295
神奈川県 事務所 27,238 大阪府 倉庫 7,023
三重県 住宅 6,409 埼玉県 倉庫 8,360
千葉県 倉庫 2,266 東京都 倉庫 8,566
愛知県 倉庫 3,001 長野県 倉庫 10,180
兵庫県 倉庫 5,143 大阪府 倉庫 13,226
神奈川県 倉庫 13,969 大阪府 倉庫 13,316
大阪府 倉庫 22,518 埼玉県 倉庫 27,968
大阪府 倉庫 22,522 高知県 店舗 2,250
大阪府 倉庫 26,653 和歌山県 店舗 12,833
埼玉県 倉庫 33,514 埼玉県 店舗 23,412
秋田県 駐車場 21,477 滋賀県 店舗 3,672
新潟県 店舗 3,110 東京都 事務所 3,811
静岡県 店舗 3,135 愛知県 倉庫 4,781
三重県 店舗 3,207 北海道 店舗 4,386
大阪府 店舗 5,048 富山県 工場 11,088
静岡県 店舗 6,632 新潟県 店舗 14,216
北海道 店舗 7,054 静岡県 店舗 2,811
愛知県 店舗 6,893 静岡県 店舗 3,943
大阪府 倉庫 7,230 愛知県 店舗 3,311
大阪府 倉庫 7,269 奈良県 倉庫 8,727
北海道 屋根 3,979 新潟県 倉庫 12,956
北海道 屋根 5,692 福岡県 倉庫 27,214
青森県 工場 2,797 東京都 倉庫 12,156
神奈川県 工場 4,183 兵庫県 倉庫 5,582
宮城県 工場 11,450 和歌山県 工場 2,803
埼玉県 事務所 5,136 東京都 駐車場 4,320
東京都 住宅 3,916 茨城県 工場・倉庫 2,108
福岡県 住宅 3,923 茨城県 工場・倉庫 10,759
埼玉県 倉庫 2,220 新潟県 事務所 3,024
東京都 倉庫 2,468 静岡県 倉庫 7,697
兵庫県 倉庫 2,718 茨城県 倉庫 3,312
大阪府 倉庫 3,789 福岡県 倉庫 27,180
兵庫県 倉庫 4,548
愛知県 倉庫 5,242
大阪府 倉庫 5,437
北海道 倉庫 6,836
岐阜県 倉庫 9,726
大阪府 倉庫 15,093
東京都 駐車場 46,594
愛媛県 店舗 2,594
広島県 店舗 2,624
東京都 店舗 4,455
北海道 店舗 6,936
愛知県 店舗 7,200
愛知県 店舗 7,391
愛知県 店舗 62,878
岡山県 店舗 3,554
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年度 建設地 用途 面積（㎡） 年度 建設地 用途 面積（㎡）

静岡県 工場 4,700 神奈川県 工場 4,063

神奈川県 工場 2,379 埼玉県 工場 2,753

富山県 工場 3,918 愛知県 工場 2,356

北海道 工場 12,054 兵庫県 工場 3,389

茨城県 工場 15,745 大阪府 工場 6,656

北海道 工場 4,726 新潟県 ごみ処理場 4,047

大阪府 倉庫 37,792 東京都 事務所 2,343

広島県 倉庫 8,268 東京都 事務所 13,347

大阪府 倉庫 6,458 東京都 事務所 5,565

大阪府 倉庫 12,469 福岡県 事務所 4,897

広島県 倉庫 9,217 福島県 事務所 2,510

岩手県 倉庫 13,938 東京都 集合住宅 3,531

愛知県 倉庫 2,120 宮城県 倉庫 9,602

愛知県 倉庫 2,348 愛知県 倉庫 23,186

静岡県 倉庫 7,469 大阪府 倉庫 4,277

千葉県 倉庫 37,293 千葉県 倉庫 7,569

広島県 倉庫 9,605 千葉県 倉庫 2,481

愛知県 倉庫 12,944 福島県 倉庫 3,344

福井県 倉庫 3,523 大阪府 倉庫 5,050

大阪府 倉庫 3,118 茨城県 倉庫 12,849

福岡県 倉庫 4,437 茨城県 倉庫 2,064

東京都 倉庫 3,761 東京都 ホテル 2,321

静岡県 倉庫 7,687 愛知県 店舗 2,122

石川県 倉庫 6,959 広島県 店舗 12,770

静岡県 倉庫 10,578 東京都 店舗 7,032

東京都 店舗 17,099 静岡県 店舗 2,395

千葉県 店舗 50,372 長野県 庁舎 3,458

千葉県 店舗 12,201 福岡県 その他 2,609

千葉県 店舗 17,258 兵庫県 その他 2,576

東京都 店舗 7,677 滋賀県 その他 2,627
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年度 建設地 用途 面積（㎡） 年度 建設地 用途 面積（㎡）

東京都 事務所 17,565 新潟県 工場 2,530

新潟県 倉庫 13,590 三重県 工場 2,947

青森県 倉庫 2,723 愛知県 工場 3,330

福島県 倉庫 3,153 大阪府 工場 3,989

佐賀県 倉庫 3,435 福岡県 工場 6,154

三重県 倉庫 7,620 京都府 工場 2,734

千葉県 倉庫 8,574 東京都 事務所 20,819

長崎県 店舗 4,040 東京都 事務所 28,172

千葉県 店舗 38,726 東京都 事務所 5,046

福岡県 事務所 7,337 愛知県 倉庫 4,605

大阪府 事務所 12,958 静岡県 倉庫 4,373

福岡県 倉庫 2,311 大阪府 倉庫 4,390

静岡県 倉庫 2,364 神奈川県 倉庫 3,264

埼玉県 倉庫 2,998 福岡県 倉庫 3,497

東京都 倉庫 3,265 福岡県 倉庫 2,538

兵庫県 倉庫 3,383 京都府 倉庫 5,420

鹿児島県 倉庫 6,444 埼玉県 倉庫 2,228

茨城県 工場 2,176 大阪府 店舗 3,037

兵庫県 工場 2,235 石川県 店舗 2,651

奈良県 工場 2,765 千葉県 店舗 11,824

東京都 事務所 10,706 静岡県 店舗 39,631

神奈川県 事務所 2,647 福岡県 店舗 2,061

神奈川県 事務所 2,000 和歌山県 店舗 2,599

愛知県 倉庫 20,647 京都府 店舗 2,734

新潟県 倉庫 4,176

兵庫県 倉庫 2,059

埼玉県 倉庫 4,118

北海道 倉庫 13,176

石川県 倉庫 2,824

千葉県 倉庫 6,529

東京都 倉庫 3,882

三重県 倉庫 10,059

群馬県 倉庫 6,588

静岡県 倉庫 5,941

埼玉県 倉庫 2,647

静岡県 倉庫 3,882

静岡県 倉庫 2,235
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