
エコスピード工法施工実績（2010年10月～2011年3月）

2010年度 2014/3/31 現在

No.
エコスピード工法

の施工工期
工事名称 発注主・施主 設計 元請会社・JV エコスピード工法の施工会社

1 2010年10月 光輪福祉施設新築工事 社会福祉法人真宗協会 萩原建設工業㈱ ㈱東圧 D19～D22

2 2010年10月 富山冷蔵㈱ 小杉流通センター冷蔵庫増設工事 富山冷蔵㈱ 前田建設工業㈱ 前田建設工業㈱ ㈲中越ガス圧接工業 D22～D25

3 2010年10月 Ａ－ＨＨＹＴ新築工事 浅井　博 浅井　博 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 　Ｄ22

4 2010年10月～ ㈱ハマキョウレックス大山配送センター新築工事 ㈱ハマキョウレックス 創和設計 ㈱林工組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～29

5 2010年11月～ 民間マンションﾝ新築工事
㈱飯田組一級建築士事
務所

㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～32

6 2010年11月～
浜松市市営住宅「大猪苗代団地」建替工事（第
２期建築j工事）

静岡県浜松市
㈱中川猛一建築士事務
所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

7 2010年11月
大山町 社会福祉施設（仮称）大山ファーム新築
工事

社会福祉法人昴会 今井田建築設計室 山平建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

8 2010年11月 民間マンションﾝ新築工事
須山建設㈱一級建築事
務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～29

9 2010年11月 民間マンションﾝ新築工事 倉布人一級建築事務所 ㈱和田工務店 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

10 2010年11月～ シルバーシティー十勝おびひろ 太平洋興発㈱
㈱日本エーコーン一級建
築士事務所

宮坂・太平洋建設共同企
業体

㈱東圧 D22～D25

11 2010年11月 （仮称）ケアハウスゆとりの郷新築工事 医療法人社団明徳会 中日設計事務所 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D19～D22

12 2010年11月 松井クリニック新築工事 ㈱縣建設設計事務所 ㈱林工組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

13 2010年11月 （仮称）三浦整形外科クリニック新築工事 ㈱縣建設設計事務所 ㈱林工組 ㈲山田ガス圧接工業 D19～D22

14 2010年11月 森本耳鼻咽喉科新築工事 ㈱縣建設設計事務所 石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D19

15 2010年11月～ 民間マンションﾝ新築工事
㈱林工組一級建築士事
務所

㈱林工組 ㈲山田ガス圧接工業 D19～D22

16 2010年11月～ ａｕショップ浜松三方原移転新築工事 ㈱リンク ㈱リンク ㈱リンク ㈲山田ガス圧接工業 D19

17 2010年11月～ ヤマダ電機釧路2号店 ㈱福原 宮坂建設工業㈱ ㈱東圧 D25

18 2010年12月～ 北海道横断自動車道 穂別トンネル東工事
東日本高速道路㈱北海
道支社

清水建設・株木建設ＪＶ ㈱東圧 D29

19 2010年12月 阿部店舗併用住宅新築工事
ハナガタ建築設計事務所
一級建築士事務所

近藤建設㈱ ㈲土方商事 D22～D25

20 2010年12月～ 新東名掛川ＰＡ建設に伴う排水施設建設工事 静岡県掛川市 ㈱静岡日立 ㈲山田ガス圧接工業  D19

21 2010年12月～
東京工業大学ｴﾈﾙｷﾞｰ環境ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ棟新築
工事

国立大学法人東京工業
大学

㈱日本設計 戸田建設㈱東京支店 ㈲共同ガス圧接 D19～D29

22 2010年12月～
第二東名高速道路浜北高架橋(PC上部工）工
事（C橋床板）

中日本高速道路㈱
東京支店

中日本高速道路㈱
東京支店

鹿島建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D25

23 2010年12月～ アース産業㈱　新築工事 ㈲オズ一級建築士事務所 ㈱石田建設 ㈲山田ガス圧接工業 D25

24 2010年12月～ ㈱うめの郷飲食店舗新築工事
遠鉄建設㈱一級建築士
事務所

遠鉄建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D19

25 2010年12月～
平成22年度(主）細江金谷線空港アクセス道路
整備工事

静岡県島田土木事務所 静岡県島田土木事務所 大石建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D29

26 2010年12月～ 柳橋１丁目マンション新築工事 ㈱ケプラー都市建築設計 野村建設工業㈱ 松栄工業㈱ D19～D32

27 2010年12月～ 愛知学院大学楠元学舎新４号棟建設工事 学校法人愛知学院 ㈱丹羽英二建築事務所 ㈱熊谷組 名古屋支店 ㈱嘉藤工業所 D22～D32

28 2010年12月～ 伏木海陸運送㈱ コークス倉庫新築工事 伏木海陸運送㈱
佐藤工業㈱一級建築事
務所北陸支店

佐藤工業㈱ 北陸支店 ㈲中越ガス圧接工業 D25
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29 2010年12月～
本田技研工業㈱細江工場製造M事務所・休憩
所増設工事

本田技研工業㈱浜松製
作所

㈱石本建築事務所 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D22～D25

30 2010年12月～ ㈱宮本技研工業製造工場新築工事 ㈱宮本技研工業 釜慶鉄工㈱ 釜慶鉄工㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D19～D22

31 2010年12月～ ㈱ヤマダ電機テックランド磐田店新築工事 ㈱ヤマダ電機 萩・中野設計 佐武建設㈱ 東海ガス圧接㈱ D22～D25

32 2011年1月 ジャパンボトルウォーター様倉庫増築工事 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊﾞﾄﾙｳｫｰﾀｰ㈱
㈱飯田組一級建築事務
所

㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 D25

33 2011年1月～ 住吉飲食店新築工事 ㈱出雲
高基建築計画室一級建
築事務所

液末建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D22～D25

34 2011年1月 太陽生命　沼津支社新築工事 太陽生命保険㈱ ㈱大林組 名古屋支店 ㈱大林組 名古屋支店
東海ガス圧接㈱
㈱嘉藤工業所

D22～D29

35 2011年1月～ ASTI株式会社掛川工場新築工事 ＡＳＴＩ㈱ ㈲樽林建築計画工房 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D22～D29

36 2011年2月～ サンビック㈱浜松西工場C5C6工場新築工事 サンビック㈱
須山建設㈱一級建築士
事務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D25～D29

37 2011年2月～ 北海道横断自動車道 訓子府町 開成橋工事
国交省北海道開発局網
走開発建設部

オリエンタル白石・萩原JV ㈱東圧 D51

38 2011年2月～ 日本橋堀留町2丁目計画新築工事 青山㈱
野村建設工業㈱一級建
築士事務所

野村建設工業㈱ 松栄工業㈱ D22～D35

39 2011年2月～ 南阿佐ヶ谷マンション新築工事 ㈱新日鉄都市開発
㈱MICHIRO建築設計一
級建築士事務所

アイサワ工業㈱ 松栄工業㈱ D22～D35

40 2011年2月 民民有玉店新築工事
オゾン設計室一級建築士
事務所

大和ハウス工業㈱浜松支
店

㈲山田ガス圧接工業 D19

41 2011年2月 ジャトコ様掛川工場産業廃棄物建屋新築工事 ㈱ジャトコ 松本工業㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D19

42 2011年2月 静岡県労働金庫富士支店建築工事 静岡県労働金庫 ㈱金丸建築設計事務所 ㈱井出組 東海ガス圧接㈱ D22～D35

43 2011年2月～ スポーピア・シラトリ平塚店増設工事
平井工業㈱一級建築事
務所

平井工業㈱ 東海ガス圧接㈱ D19

44 2011年2月～ 第3和光ビル新築工事 ㈱中原建築接計事務所 共立工業㈱ 協和圧接工業㈱ D19～D32

45 2011年2月～
とぴあ浜松農業協同組合ファーマーズマーケット東
店建設工事

とぴあ浜松農業協同組合
静岡県経済農業協同組
合連合会

遠鉄建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D25

46 2011年2月 民間マンションﾝ新築工事 ㈱平成総研 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ D19

47 2011年2月
函館本線連続立体交差事業（交）
中原通整備工事（擁壁工）その2

北海道庁空知総合振興
局札幌建設管理部

北英・道ガソン経常建設
共同企業体

㈱中央ガス圧接 D29

48 2011年2月～ 平成22年度古平小学校改築工事 北海道古平町 前田・小田嶋ＪＶ ㈱中央ガス圧接 D29

49 2011年3月～ 民間マンションﾝ新築工事
ｽﾀｰﾂCAM㈱建設技術本
部一級建築事務所

スターツＣＡＭ㈱ 松栄工業㈱ D19～D32

50 2011年3月 中国木材㈱東海センター荷捌場上屋建設工事 中国木材㈱ 五洋建設㈱名古屋支店 ㈲山田ガス圧接工業 D22～D25

51 2011年3月～
日本軽金属㈱清水工場水酸化アルミニウム第2
期受入設備新設工事

日本軽金属㈱ 日軽産業㈱ 日軽産業㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D25

52 2011年3月 伊藤プロジェクト工事
隈研吾建設都市設計事
務所

大成建設㈱横浜支店 東海ガス圧接㈱ D19

53 2011年3月～ 上印 宮川漁業㈱第１工場新築工事 上印 宮川漁業㈱ ㈱丸田組 ㈱東圧 D19

54 2011年3月～ しゃぼん入野店新築工事 ㈱ハネマン
㈱中川猛一級建築事務
所

㈱中村組 ㈲山田ガス圧接工業 D19

55 2011年3月～ 民間店舗・住宅工事 釜慶鉄工㈱ 釜慶鉄工㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D25

56 2011年3月～ 民間店舗・住宅工事
須山建設㈱一級建築士
事務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D25

57 2011年3月 田中商事㈱豊橋営業所 門倉設計 五洋建設㈱名古屋支店 ㈱嘉藤工業所 D25

58 2011年3月 助信町貸し事務所新築工事 ﾙﾈｯｻﾝｽ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈱キーストン ㈱キーストン ㈲山田ガス圧接工業 D25
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59 2011年3月～ 宮竹ステンレス工場新築工事
ｴｽｱﾝﾄﾞｱｲ総合建築事務
所

㈱西部住宅 ㈲山田ガス圧接工業 D22

60 2011年3月～
一般国道22号線新川新橋橋側歩道橋工事（左
岸下部工）

名古屋高速道路公社 東海建設㈱ ㈱中部圧接 Ｄ35

61 2011年3月～ ラコント久我山　新築工事 ㈱サムニ建築事務所 松栄工業㈱ D19～D25

62 2011年3月～ ｴｺﾋﾞﾚｯｼﾞ日本橋水天宮　新築工事 ㈱リブラン ㈱ショート・プランニング
大木建設㈱東京建築支
店

協和圧接工業㈱ D19～D32

63 2011年3月 あんずクリニック産婦人科新築工事 ㈱懸建築設計事務所 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D22
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