
エコスピード工法施工実績（2012年4月～2013年3月）

2012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

371 2012年4月～ 富士信用金庫岩松支店新築工事 富士信用金庫 中澤 中建研究室 第一建設㈱ 東海ガス圧接㈱ D22

372 2012年4月～
平成23年度[第23-Ｚ1183-01号]東部家畜保健
衛生所建築工事

静岡県 ㈱日建建築設計事務所 山本建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

373 2012年4月～ セキスイハイム東海㈱沼津支社新築工事 セキスイハイム東海㈱
㈱淺沼組名古屋支店一
級建築士事務所

淺沼組･中村建設特定建
設工事共同企業体

東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

374 2012年4月～ 岡重㈱エクスプレス宮原SS新築工事 岡重㈱ 内田計器工業㈱ 井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

375 2012年4月～ 民間住宅新築工事 大藤建設㈱ 大藤建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

376 2012年4月 マックスバリュ下賀茂店新築工事 マックスバリュ東海㈱ ㈱池田建築設計事務所 山本建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

377 2012年4月～ レック㈱裾野第２センター工場新築工事 レック㈱ ㈱一条建築事務所 平井工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

378 2012年4月～ 掛川市掛川浄化センター建設工事その８ 日本下水道事業団 日本水工設計㈱
大和・小田急・戸塚建設
共同企業体

東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

379 2012年4月 貸店舗新築工事
石川建設㈱一級建築士
事務所

石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D19

380 2012年4月～
平成23年度県営住宅磐田団地Ａ棟全面的改
善事業（建築）工事

静岡県袋井土木事務所 静岡県公営住宅課 石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D22

381 2012年4月 富士容器㈱倉庫新築工事 富士容器㈱
釜慶鉄工㈱一級建築士
事務所

釜慶鉄工㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D22

382 2012年4月 ミニストップ磐田西高前店新築工事 ㈱三保建築設計事務所 ㈱ヨシオ ㈲山田ガス圧接工業 D19

383 2012年4月 杉山循環器クリック新築工事 ㈱メディカル ㈱縣建設設計事務所 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D22

384 2012年4月 ヤマハ㈱本社工場　特高変電室更新工事 ヤマハ㈱ 鹿野設計㈱ 天方産業㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D19

385 2012年4月～ 渡辺マンション新築工事 ㈲九里屋設計 松井建設㈱名古屋支店 ㈱中部圧接 Ｄ19～29

386 2012年4月 民間共同住宅新築工事 林建設㈱ ㈱中部圧接 D19

387 2012年4月 PinePiT新築工事 松中喜設計事務所 角田建築㈱ ㈱中部圧接 D19

388 2012年4月 藤芸事務所新築工事 ㈱雅匠 ㈱中部圧接 D19

389 2012年4月～ 897西区木前町マンション ㈱貝沼建築事務所 ㈱貝沼 ㈱中部圧接 Ｄ19～25

390 2012年4月 民間住宅新築工事
中日本建設一級建築士
事務所

中日本建設㈱ ㈱中部圧接 D22

391 2012年4月 丸豊化成㈱工場新築工事 丸豊化成㈱ ㈱中部圧接 D22

392 2012年4月～ 武蔵貨物自動車㈱横手営業所新築工事 武蔵貨物自動車㈱ ㈱大栄建築事務所 横手建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～29

393 2012年4月～
23年度債務負担 戸沢村立統合中学校改築主
体工事

山形県戸沢村 鈴木・富士設計共同体
沼田・ヤマムラ・佐藤工務
店特定建設共同企業体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

394 2012年4月～ ＪＡえんゆう高齢者住宅新築工事 ＪＡえんゆう農協 ㈱石本建築事務所 北成建設㈱ ㈱東圧 Ｄ19～25

395 2012年4月～ サンマルコ食品津別工場Ｂ棟新築工事 サンマルコ食品㈱ ㈱ドーコン 伊藤組土建㈱ ㈱東圧 Ｄ19～25

396 2012年4月～ 千代田2-1106マンション新築工事
㈱日東建設一級建築士
事務所

㈱日東建設 ㈱嘉藤工業所 Ｄ19～29

397 2012年4月 岩塚クリニック新築工事 中日設計㈱ 金子工業㈱ 富山ガス圧接㈱ Ｄ22

398 2012年4月～ ㈱DNPファインケミカル福島Fプロジェクト新築工事 大日本印刷㈱
清水建設㈱一級建築士
事務所

清水建設㈱関東支店 ㈱大場工業 Ｄ19～25
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399 2012年4月～ 県営緑ヶ丘団地公営住宅建築工事（２期）
神奈川県住宅営繕事務
所（神奈川県）

㈱アベ設計 ㈱常濃建設 ㈲フルタ工業 Ｄ19

400 2012年5月～
ヤマハ発動機㈱ ＩＭ事業部移転工事（工場・食
堂・外構工事）

ヤマハ発動機㈱
西部テック㈱一級建築士
事務所

西部テック㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

401 2012年5月
浜松ホトニクス㈱」豊岡製作所第1.8棟庇増築工
事

浜松ホトニクス㈱ 武下一級建築士事務所 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

402 2012年5月 ㈱スカイ船明柱製作工場新築工事 ㈱スカイ
須山建設㈱一級建築士
事務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

403 2012年5月～ 南マンション新築工事 ㈱ユニヴェール アセット
須山建設㈱一級建築士
事務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～32

404 2012年5月～ そえだ委医院新築工事
㈱飯田組一級建築士事
務所

㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～22

405 2012年5月～ 民間住宅新築工事 ㈱クラフト ㈱クラフト ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

406 2012年5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

407 2012年5月～
平成23～25年度　常葉学園中･高等学校校舎
改築及び常葉大学新学部新校舎建築工事

学校法人常葉学園 ㈱フィーネ都市研究所 ㈱大林組名護屋支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～32

408 2012年5月～ 富士宮市泉町複合福祉施設建設工事 和泉恒産㈱ ㈱池田建築設計事務所 木内建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

409 2012年5月 エイデン浜松和田店新築工事 ㈱エディオン 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

410 2012年5月 穴倉マンション新築工事 ㈱平成総研 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

411 2012年5月 三島市青果市場新築工事 三島青果㈱・伊豆総業㈱ ㈲梶原建築設計事務所 加和太建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

412 2012年5月 富山回転すし　かいおう鈴鹿店新築工事 オリックス不動産㈱ 岐建設計事務所 岐建㈱ ㈱中部圧接 D22

413 2012年5月 民間住宅新築工事 匠建築設計 海南土建㈱ ㈱中部圧接 Ｄ19

414 2012年5月 ㈲トミジョウ社屋新築工事 ㈲トミジョウ 創造計画 ㈲山奈屋建設 富山ガス圧接㈱ Ｄ22

415 2012年5月 北稜中学校校舎改築工事（建築） 岐阜県高山市 ㈲小林建築設計事務所 奥原建設㈱ 富山ガス圧接㈱ Ｄ19～22

416 2012年5月 ローソン箱根仙石原高原店新築工事 ローソン㈱ 湘南設計 ㈱勝俣工務店 ㈲フルタ工業 Ｄ19

417 2012年5月～ 吉村紙業㈱静岡工場・営業所増築工事 吉村紙業㈱ 翔デザイン建築事務所 木内建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ19～32

418 2012年5月～ 釧路市道営住宅改善工事（愛国団地Ｄ９号棟１）北海道庁
宮脇・山根経常建設共同
企業体

㈱シバタ鐵工業 Ｄ19

419 2012年5月～ 釧路市道営住宅改善工事（愛国団地Ｄ９号棟２）北海道庁
坂野・赤石経常建設共同
企業体

㈱シバタ鐵工業 Ｄ19

420 2012年5月～ 釧路市道営住宅改善工事（愛国団地Ｄ９号棟３）北海道庁
タカオ・富樫経常建設共同
企業体

㈱シバタ鐵工業 Ｄ19

421 2012年5月～ 馬場下町計画新築工事
㈱久保工一級建築士事
務所

㈱久保工 ㈱甲斐ガス圧接

422 2012年5月～ 三豊橋改良外一連工事
国交省北海道開発局網
走開発建設部

㈱丸田組 ㈱東圧 Ｄ32～38

423 2012年5月～ 摩周湖農協 そば乾燥調整施設新築工事 ㈱サタケ 北濃設計サンター ㈱ダイイチ ㈱東圧 Ｄ19～25

424 2012年5月～ 新潟こども創造センター 新潟市 丸運建設㈱ ㈲Ｓ・Ｋプラン Ｄ22～25

425 2012年6月 野口耳鼻咽喉科新築工事 野口TMS㈱ ㈱縣建設設計事務所 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D22

426 2012年6月 姫街道クリニック新築工事
㈱ソムテック一級建築士事
務所

㈱キーストン ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

427 2012年6月 ㈱御薗井商店元城町店舗新築工事 ㈱御薗井商店 ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

428 2012年6月 福祉施設新築工事 ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19
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429 2012年6月～
平成24年度静岡地域消防広域化事業 牧之原
市相良消防庁舎建設工事

静岡県牧之原市
㈱竹下一級建築士事務
所

佐藤工業㈱・㈱橋本組特
定建設工事共同企業体

㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

430 2012年6月～ ㈱浜松自動車学校増改築工事 ㈱浜松自動車学校
遠鉄建設㈱一級建築士
事務所

遠鉄建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D25

431 2012年6月
スズキ竜洋四輪安全実験場 作業場・給油所新
築工事

スズキ㈱
㈱中村組一級建築士事
務所

㈱中村組一級建築士事
務所

㈲山田ガス圧接工業 D22

432 2012年6月 ＡＯＫＩ浜松入野店新築工事 ㈱ＡＯＫＩ アトリエ・コア 遠鉄建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

433 2012年6月～ 椙山女学園大学付属小学校新築工事 学校法人椙山女学園 清水建設㈱ 清水建設㈱ ㈱嘉藤工業所 Ｄ19～29

434 2012年6月～ 丸和電子化学㈱新工事計画 丸和電子化学㈱
㈱プランテック総合設計事
務所

㈱大林組 ㈱嘉藤工業所 Ｄ19～35

435 2012年6月～ 平成23年度　尾花沢構造物工事
国交省東北地方整備局
山形河川国道事務所

㈱柿崎工務所 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ29～32

436 2012年6月～ 富士見高架橋葛野地区耐震補強工事
国交省東北地方整備局
湯沢河川国道事務所

秋田振興建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ32～35

437 2012年6月
平成24年度　富士宮農業協同組合　営農倉
庫・農機センター増築工事

富士宮農業協同組合
静岡県経済連一級建築
士事務所

㈱大石組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

438 2012年6月
平成23年度堀越保育園移転事業新設保育園
建設工事(建築工事）

静岡県伊豆の国市 ㈱池田建築設計事務所 平井工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

439 2012年6月
平成24年度　富士市農業協同組合鷹岡支店
建設工事

富士市農業協同組合
静岡県経済連一級建築
士事務所

㈱西尾組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

440 2012年6月 プレミスト東静岡駅前新築工事
大和ハウス工業㈱静岡支
店

中日設計㈱ ㈱熊谷組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～32

441 2012年6月～ ㈱富士セラミックス本社工場北館新築工事 ㈱富士セラミックス
㈱アーキビジョンディベロップ
メント

安藤建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

442 2012年6月 イチマル佐藤新築工事 ㈲小野晃興建 ㈲小野晃興建 ㈱TGP Ｄ19

443 2012年6月～ 斎藤様事務所兼住宅新築工事） 山形建設㈱ ㈱TGP Ｄ19～25

444 2012年6月 新栄商事事務所新築工事 ㈱TGP Ｄ22～25

445 2012年6月～ クレール吉塚新築工事
上村建設㈱一級建築士
事務所

上村建設㈱ ㈱フクアツ Ｄ19～25

446 2012年6月 諸星邸新築工事
㈱横山彰人建築設計事
務所

戸田建設㈱ ㈲フルタ工業 Ｄ19～25

447 2012年6月～ 訓子府町第１ポンケトナイ川橋橋梁工事
国交省北海道開発局網
走開発建設部北見道路
事務所

㈱東圧 D51

448 2012年6月～
養護老人ホーム緑の園改築及び地域密着型特
別養護老人ホームグリーンプラザ整備事業（建築
工事）

社会福祉法人丸瀬布社
会福祉協会

㈱日建社
菅野・渡辺・山口特定建
設工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～29

449 2012年6月～
網走市道営住宅新築工事（サンリッチビュラ2Ｅ-
１）

北海道庁 ㈱都市設計研究所
丸田・北斗経常建設共同
企業体

㈱東圧 Ｄ19

450 2012年6月～ 道東脳神経外科病院増築・改修工事 社会医療法人明星会 ㈱岩見田設計 荒井建設㈱ ㈱東圧 Ｄ22

451 2012年6月～ 釧路創価学会新築工事 宗教法人創価学会 ㈱大林組 ㈱東圧 Ｄ19～25

452 2012年6月～ 足寄中学校校舎改築工事 北海道足寄町
宮坂・木村特定建設工事
共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

453 2012年6月～ 上士幌ＴＭＲ 宮坂建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ22～25

454 2012年6月～ 興和㈱浜松工場軟膏液剤工場新築工事 興和㈱ 清水建設㈱ 清水建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ22～32

455 2012年7月
平成２３年度JAとぴあ浜松ﾌｧｰﾏｰｽﾞﾏｰｹｯﾄ白
脇店建設工事

とぴあ浜松農業共同組合
静岡県経済連一級建築
士事務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

456 2012年7月 とぴあ浜松農業共同組合中瀬支店改築工事 とぴあ浜松農業共同組合
㈱竹下一級建築士事務
所

㈱パナホーム静岡 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

457 2012年7月
平成24年度〔第23-Ｚ0712-01号〕山崎揚水機
建築工事

静岡県
㈱バァイスランニング一級建
築士事務所

㈱藤本組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

458 2012年7月 幸田クリニック増築工事 幸田クリニック 榎屋建設㈱ 榎屋建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25
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459 2012年７月～ ル・リオン砂山新築工事 ＲＢＳ㈲ ㈱和田建築設計事務所 ㈱リンク ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ29

460 2012年７月～ マックスバリュ浜松　中瀬南店新築工事 マックスバリュ東海㈱
㈱中川猛一級建築士事
務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

461 2012年7月 平成24年度竜洋東小学校屋上避難施設整備工事静岡県磐田市 ㈲ヤマダ設計 小笠原土木㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

462 2012年7月 平成24年度豊島公会堂新築工事 豊島自治会 久野一級建築士事務所 石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

463 2012年7月 平野興産ビル貸店舗建築工事 ㈱平野興産
㈱エー・アンド・エー総合設
計

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

464 2012年7月 ミニストップ島田阪本店新築工事 ミニストップ㈱ ㈱美保建築設計事務所 ㈱ヨシオ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

465 2012年7月 民間住宅新築工事 ㈲マーク ㈲トレック建築設計 ㈱キーストン ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

466 2012年7月 大場石材様工場増設工事 ㈲大場石材
㈱キーストンー一級建築士
事務所

㈱キーストン ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

467 2012年7月 セレモニーホール雄踏新築工事 イズモ葬祭
㈱アルファ・ネットコンサル
ティング＆デザイン

㈱リンク ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

468 2012年7月 高村マンション２新築工事 ㈱平成総研 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

469 2012年７月～ 海野マンションⅡ新築工事 ㈱平成総研 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

470 2012年７月～ 平成24年度伊豆市狩野小学校増改築工事 静岡県伊豆市
星忠㈱一級建築士事務
所

青木興業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

471 2012年７月～
平成24年度富士宮市富士中学校技術科室・給
食受入室改築工事

静岡県富士宮市 富士宮市 ㈱大石組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

472 2012年７月～
平成24年度葬祭会館（JAﾊｰﾄﾌﾙﾒﾓﾘｰ韮山会
館）建設工事

㈱ＪＡメモリアルセンター
星忠㈱一級建築士事務
所

中豆建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

473 2012年7月 原洋装店事務所棟新築工事
植松孝弘建築設計事務
所㈲

井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

474 2012年7月 ホンダカーズ静岡 沼津西店新築工事 ㈱ホンダカーズ静岡 ミヤベ建築設計事務所 平和建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

475 2012年７月～ 函南運動公園整備事業管理棟建設工事 静岡県函南町 ㈱池田建築設計事務所 小野建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

476 2012年７月～ 駒門(23)整備場新築建築工事 防衛庁南関東防衛局 ㈱泉創建エンジニアリング 平井工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

477 2012年７月～ プレシス豊田 一建設㈱
㈱オンズデコー一級建築士
事務所

大木建設㈱ 協和圧接工業㈱ Ｄ19～29

478 2012年７月～ 武蔵小金井マンション ㈱ＧＡＵ ㈱東映建工 協和圧接工業㈱ Ｄ19～29

479 2012年７月～ 平成23年度 下新田構造物工事
国交省東北地方整備局
山形河川国道事務所

㈱カキザキ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ29～32

480 2012年７月～ 地方道路交付金工事（橋梁補修）Ｆ156-50 仙北地域振興局 ㈱藤村組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ29

481 2012年7月 東邦薬品㈱仙台東事業所新築工事 関場建設㈱ ㈱TGP Ｄ25

482 2012年7月 黒部市消防庁舎訓練塔新築工事 富山県黒部市 ㈱福見建設設計事務所 平野工務店㈱ ㈲中越ガス圧接工業 D22～D25

483 2012年７月～ 熱田区野立町マンション 貝沼建設㈱ ㈱中部圧接 Ｄ19～25

484 2012年7月 中札内防災倉庫 北海道中札村 ㈱西川工務店 ㈱エス・ピー・エイチ山田 D22

485 2012年7月 ㈲五日市本社社屋新築工事 ㈲五日市
建築設計事務所クリエイ
ティブコスモ

萩原建設㈱ ㈱東圧 Ｄ19～25

486 2012年7月～ 旭川紋別自動車道遠軽町コタン沢川橋外一連工事
網走開発建設部
遠軽開発事務所

北辰土建㈱ ㈱東圧 Ｄ29

487 2012年7月～
北海道自動車道訓府子町第二ポンケトナイ川橋
下部工事

網走開発建設部
北見道路事務所

村井建設㈱ ㈱東圧 Ｄ22～32

488 2012年7月～
網走市道営住宅新築工事（サンリッチビュラ2Ｅ-
２）

北海道庁 ㈱都市設計研究所
塩川・早水経常建設共同
企業体

㈱東圧 Ｄ19
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489 2012年7月～ 市民スケートリンク倉庫棟新築工事（建築主体） 北海道北見市
清和・ｱﾙﾌｧ・Y'Z特定委
託業務企業体

㈱江岸組 ㈱東圧 Ｄ19

490 2012年7月～ 浅香工業㈱新社屋新築工事
㈲アップビート一級建築士
事務所

浅香工業 松栄工業㈱ Ｄ19～25

491 2012年8月 浜北中瀬店舗Ｂ新築工事 ㈱アライブ
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

492 2012年8月 白梅 下石田ホーム新築工事
社会福祉法人白梅福祉
会

㈱シーン・メイキング一級建
築士事務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

493 2012年8月 ㈱笠子流通西笠子新築工事 ㈱笠子流通 ㈱渡辺建築接計事務所 吉川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

494 2012年8月
㈲イコールオートサービス自動車整備工場新築工
事

㈲イコールオートサービス 釜慶鉄工㈱ 釜慶鉄工㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

495 2012年8月 見野金型製作所増築工事 ㈲見野金型製作所 ㈱リンク ㈱リンク ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

496 2012年8月～ 介護老人保険施設 みずほケアセンター新築工事 医療法人社団和恵会 ㈱公共設計 ㈱オノコム ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

497 2012年8月 ラクラク見付新築工事 遠州鉄道㈱ 遠州鉄道㈱ 石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

498 2012年8月 川良商店湖東町社屋立替工事
須山建設㈱一級建築士
事務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

499 2012年8月 ㈱不二複合施設新築工事 ㈱不二
㈱飯田組一級建築士事
務所

㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25～29

500 2012年8月～
豊田えいせい病院回復期リハビリテーション棟増
築工事

医療法人社団恵成会 圓建設設計事務所 石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

501 2012年8月～ 鹿谷町共同住宅新築工事 丸高恒産㈱
キーストン一級建築士事
務所

㈱キーストン ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

502 2012年8月
平成24年度〔第24-Z0825-01号〕浜松特別支
援学校津波避難階段建設工事

静岡県浜松土木事務所 ㈲嘉藤英明建築設計室 ㈱林工組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

503 2012年8月 佐鳴台ビル建築工事 静岡銀行㈱
㈱エー・アンド・エー総合設
計

㈱クラフト浜松支店 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

504 2012年8月～ ㈶富士脳障害研究所付属病院本館新築工事 ㈶富士脳障害研究所 ㈱平柳建築設計事務所 安藤建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～32

505 2012年8月 民間マンション新築工事 ㈱平成総研 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

506 2012年8月 民間マンション新築工事 ㈱平成総研 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

507 2012年8月～ 新生熱海中学校校舎 改築事業建築主体工事 静岡県熱海市
㈲若林組建築設計事務
所

石井工務店・青木建設･
渡辺建設特定建設工事
共同企業体

東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

508 2012年8月～
県営住宅東部団地建替等整備事業（第一工
区）

東部団地ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻｰﾋﾞｽ
㈱

㈱市浦ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ&ﾌﾟﾗﾝﾆﾝ
ｸﾞ大阪支店

東部団地建設工事第1期
共同企業体

東海ガス圧接㈱ Ｄ19～32

509 2012年8月～ ㈱エイコス新社屋新築工事 ㈱エイコス 創建築設計室 大藤建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

510 2012年8月～ 湖成会富士宮羽鮒特養ホーム新築工事 社団福祉法人湖成会 ㈲耕舎建築設計事務所 井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

511 2012年8月
サービス付高齢者向け住宅RAKJU沼津足高館
新築工事

加和太建設㈱ 加和太建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

512 2012年8月
平成23年度〔第23-Z1121-01号〕静岡空港石
雲院展望デッキ建築工事

静岡県
㈱金丸建築設計事務所
計

日成建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

513 2012年8月～ 日東工業㈱菊川工場11期工事 日東建設㈱
大和ハウス工業㈱名古屋
支店一級建築士事務所

大和ハウス工業㈱名古屋
支店

東海ガス圧接㈱ Ｄ25

514 2012年8月～
㈱TOKAI富士容器検査所富士東配送センター
事務所新築工事

㈱TOKAI
㈱エー・アンド・エー総合設
計

安藤建設㈱静岡支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

515 2012年8月～ 桃沢川橋補強補修工事 静岡国道事務所 渡邊工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ29～38

516 2012年8月～ 天間東公会堂新築工事 静岡県天間町 ゆたか建築設計事務所 平和建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

517 2012年8月～ 静岡マツダ大守木店新築工事 静岡マツダ㈱
㈱エムエスピー店舗開発機
構

㈱ザ・トーカイ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

518 2012年8月～ 佐渡農業水利事業 農林水産省北陸農政局 本間組 ㈲Ｓ・Ｋプラン Ｄ22～25
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519 2012年8月～ 佐渡中央管理棟 新潟県佐渡市 本間組 ㈲Ｓ・Ｋプラン Ｄ22～25

520 2012年8月 光ガラス㈱秋田事業所高純度溶解棟建築工事 光ガラス㈱
㈱和賀組一級建築士事
務所

㈱和賀組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

521 2012年8月 HONNDA CARS仙台北折立店移転新築工事 HONNDA CARS ㈱山岸工務店 ㈱TGP Ｄ19～25

522 2012年8月～
平成24年度富谷町立東向陽台中学校校舎増
築工事

宮城県富谷町 ㈱相和技術研究所 ㈱阿部和工務店 ㈱TGP Ｄ19～25

523 2012年8月～
帯広畜産大学 公衆衛生実習施設等その他工
事

国立学校法人帯広畜産
大学

㈱札幌日総建 宮坂建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～25

524 2012年8月～
北海道立オホーツク流氷公園丘のサロンほか新
築工事

北海道庁 日本都市設計㈱
鈴木・高桑・川村経常建
設共同企業体

㈱東圧 Ｄ19

525 2012年8月～ 公営住宅３型建設工事 北海道清里町 ㈱日本工房 ㈱石井組 ㈱東圧 Ｄ19

526 2012年8月～
一般国道238号 紋別市　藻別橋耐震補強外一
連工事

国交省北海道開発局網
走開発建設部

北方建設産業㈱ ㈱東圧 Ｄ22

527 2012年8月～
平成24年度 41号高山国府トンネル電気室（副
電気室）新築工事

飛騨建設㈱ ㈱嘉藤工業所 Ｄ22

528 2012年8月～
平成24年度 41号高山国府トンネル電気室（主
電気室）新築工事

飛騨建設㈱ ㈱嘉藤工業所 Ｄ19～29

529 2012年9月～ 民間住宅新築工事
戸塚建設㈱一級建築士
事務所

戸塚建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

530 2012年9月～ 中郷第一・第二放課後児童クラブ建設工事 静岡県三島市 三島市建築住宅課 駿豆建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

531 2012年9月～
三島市民生涯学習センター屋外自走式立体駐
車場建設工事

静岡県三島市 ㈱植野建築設計事務所 駿豆建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

532 2012年9月 ナフコツーワンスタイル沼津店新築工事 ㈱ナフコ ㈱太陽設計 ㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

533 2012年9月～ 旭化成フォーマ㈱大仁地区創薬棟建設工事 旭化成フォーマ㈱ 清水建設㈱名古屋支店 清水建設㈱名古屋支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

534 2012年9月 富士宮信用金庫芝川支店新築工事 富士宮信用金庫 松永建築計画工房 無双建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

535 2012年9月～ 民間住宅新築工事 ㈲GT企画 小野建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

536 2012年9月 ㈱知久本社工場増築工事 ㈱知久 佐藤設計企画 ㈱浜建 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

537 2012年9月 高忠メタル湖東配送センター新築工事 ㈱高忠メタル ㈱和田建築設計事務所 山平建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

538 2012年9月 佐藤憲二様自動車修理工場新築工事 あべ一級建築設計事務所 ㈱中村組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

539 2012年9月 ㈱文友社浜松支店貸研究所新築工事 ㈱文友社 釜慶鉄工㈱ 釜慶鉄工㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

540 2012年9月
平成24年度学校法人興誠学園　浜松学院大
学付属幼稚園園舎増・改修工事

学校法人興誠学園 ㈱ニキ計画工房 ㈱林工組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

541 2012年9月～
平成24年度掛川市・袋井市新病院建設事業
新病院建設工事（保育所｡保管庫）

掛川市・袋井市新病院建
設事務組合

㈱久米設計
川島・塚本・尾崎特定建
設工事共同企業体

㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

542 2012年9月～ 大日精化工業㈱東海製造所KP-3新築工事 大日精化工業㈱ 安藤建設㈱ 安藤建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

543 2012年9月～ 音更町火葬場改築建築主体工事 北海道音更町 ㈱象設計集団 萩原建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～25

544 2012年9月～ 一般国道391号釧路町天寧改良工事
国交省北海道開発局釧
路開発建設部

市橋建設㈱ ㈱東圧 Ｄ29～32

545 2012年9月～
北海道横断自動車道 白糠町 大曲中央改良
工事

国交省北海道開発局釧
路開発建設部

㈱小野寺組 ㈱東圧 Ｄ29

546 2012年9月～ 旭第２団地新築建築主体工事 北海道中標津町
アク・エス設計特定業務共
同企業体

犬飼・日建 ㈱東圧 Ｄ19

547 2012年9月～ 音更中学校屋内運動場改築新築主体工事 北海道音更町 ㈱創造設計舎
岡田･中谷特定建設工事
共同企業体

㈱東圧 Ｄ22～29

548 2012年9月～ 音更中学校校舎改築建築主体工事 北海道音更町 ㈱創造設計舎
川田・高橋組・中谷・納村
特定建設工事共同企業
体

㈱東圧 Ｄ19～29
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549 2012年9月～ 浦幌乳業㈱ Bランド排水処理施設新築工事 浦幌乳業㈱ 安藤建設㈱ 安藤建設㈱ ㈱東圧 Ｄ19～22

550 2012年9月～
十勝圏知的障がい高等支援学校校舎等新築
工事

北海道教育委員会
北海道建設部建設局

藤原工業㈱ ㈱東圧 Ｄ22

551 2012年9月～ 訓子府町児童センター建設工事 北海道訓子府町 日本都市設計㈱ 北成建設㈱訓子府支店 ㈱東圧 Ｄ22

552 2012年9月～ 丸米産商低温倉庫新設工事 丸米産商 ㈱東圧 Ｄ22

553 2012年9月～
網走モヨロ地区緑地トイレ施設（トイレ棟・昇降
棟）建築工事

北海道網走市 ㈱ドーコン ㈱北工建設 ㈱東圧 Ｄ22～25

554 2012年9月～ 美女地区 本郷排水機場上屋新築工事
国交省北海道開発局網
走開発建設部

㈱渡辺組 ㈱東圧 Ｄ22～25

555 2012年9月～ 特別養護老人ホーム増築工事
社会福祉法人根室敬愛
会

㈱石本建築事務所
丸彦渡辺・岩清水特定建
設工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

556 2012年9月～ 幸豊園建替新築工事 社会福祉法人秦清会 建築計画工房 ㈱秦進建設 ㈱東圧 Ｄ29

557 2012年８月～
簡易水道整備事業阿寒湖畔浄水場更新水処
理棟土木･建築主体工事

釧路市上下水道部阿寒
上下水道課

小野寺・ヤマシタ・田特定
共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

558 2012年9月～ 鶴岡市由良コミュニティセンター建設工事 山形県鶴岡市 ㈱アックスクリエート ㈱佐藤工務 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

559 2012年9月～ 湯沢市新庁舎建設工事（建築本体工事） 秋田県湯沢市
佐藤総合・創建築設計・シグ
マ企画加納設計・柴田工事
調査設計共同企業体

㈱丸臣 高久建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～29

560 2012年9月～ 平成24年度　南原地区構造物工事
国交省東北地方整備局
山形河川国道事務所

升川建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ29

561 2012年9月～ 佐久間町三丁目ビル新築工事 ㈲カドー・はやし ㈱設計工房アクト･ワン ㈱久保工 ㈱甲斐ガス圧接 Ｄ19～29

562 2012年9月～ レリア和光白子
㈲会社尾崎建設設計事
務所

南海辰村建設㈱ 協和圧接工業㈱ Ｄ19～38

563 2012年9月～ レリア目白
㈱デザインテック一級建築
士事務所

南海辰村建設㈱ 協和圧接工業㈱ Ｄ19～29

564 2012年9月～ 中日信用金庫名古屋支店新築工事 中日信用金庫
清水建設㈱一級建築士
事務所

清水建設㈱名古屋支店 ㈱嘉藤工業所 Ｄ22

565 2012年10月～
社会福祉法人 清水旭山学園地域密着型老人
福祉施設新築工事

社会福祉法人旭山学園 ㈱岡田設計
萩原・田村建設特定建設
工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ22

566 2012年10月～
平成24年度帯広広尾自動車道幕別町当縁改
良工事

国交省北海道開発局帯
広開発建設部

西江建設㈱ ㈱東圧 Ｄ29～32

567 2012年10月 ㈶北海道医療団保育施設新築工事 ㈶北海道医療団 アトリエＲＯＡ 川田工業㈱ ㈱東圧 Ｄ22

568 2012年10月～ 南保育園移転改築工事
社会福祉法人北見福祉
会

㈱清和設計事務所
北洋･山本特定建設工事
共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

569 2012年10月～
北海道横断自動車道陸別町村内第一跨道橋
外一連工事

帯広開発建設部 荻原建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ32

570 2012年10月～ 公益社メモリアルホール及び別邸新築工事 ㈱帯広公益社 ㈱インタージャンク 宮坂建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～22

571 2012年10月～ 帯広畜産大学バイオマスプラント新営工事 国立法人帯広畜産大学 宮坂建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～22

572 2012年10月 プレシス春日
㈱オンズデコー一級建築士
事務所

㈱イチケン 松栄工業㈱ Ｄ19～32

573 2012年10月 クワハウス碁点大浴場新築主体工事 山形県村山市 ㈲辰建築設計室 丸伸建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

574 2012年10月 農作業所新築工事 高田建設㈱設計事務所 高田建設㈱ ㈲中越ガス圧接工業 Ｄ22

575 2012年10月 オーシャンビルヂングﾞ新築工事 飛騨建設建築事務所 丸仲建設㈱ 富山ガス圧接㈱ Ｄ19

576 2012年10月～ 岩本町二丁目計画新築工事 積水ハウス㈱
積水ハウス㈱東京特建支
店一級建築士事務所

㈱久保工 ㈱甲斐ガス圧接 Ｄ19～35

577 2012年10月～ キューピー仙川跡地計画総合工事 キューピー㈱ ㈱日建設計 大成建設㈱ ㈱甲斐ガス圧接 Ｄ19～29

578 2012年10月
平成24年度 掛川市農業共同組合茶冷蔵庫増
築工事（建築・電気設備工事）

掛川市農業協同組合
静岡県経済連一級建築
士事務所

㈱川島組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25
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579 2012年10月 コニカミノルタケミカル㈱S-8棟新築工事 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀｹﾐｶﾙ㈱ ㈱エｺｱ総合設計 ㈱若杉組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

580 2012年10月～ 浜松税務署外構整備工事 名古屋国税局 ㈲洋設計ｼｽﾃﾑ 山平建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

581 2012年10月～ サクラ工業㈱浜北工場メッキ工場新築工事 サクラ工業㈱ 創和設計㈱ 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

582 2012年10月 宗教法人龍祥山 養福寺本堂及び付帯工事 宗教法人龍祥山養福寺
㈱新貝一級建築士事務
所

石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

583 2012年10月 丸塚飲食店新築工事 ㈱出雲 高基建築計画 ㈱若杉組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

584 2012年10月 店舗付住宅新築工事
㈲進栄一級建築士事務
所

㈱永井組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

585 2012年10月
ヤマハ発動機㈱倉松工場防災避難階段設置工
事

ヤマハ発動機㈱ 鷹野設計㈱ 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

586 2012年10月 店舗付住宅新築工事 柊設計事務所 ㈱リンク ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

587 2012年10月 民間住宅新築工事 林工住宅㈱ 林工住宅㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

588 2012年10月 中野耳鼻咽喉科新築工事
エムズ設計一級建築士事
務所

㈱リンク ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

589 2012年10月 倉庫新築工事 釜慶鉄工㈱ 釜慶鉄工㈱ 釜慶鉄工㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

590 2012年10月 浜松ホトニクス㈱豊岡独身寮Ｂ棟新築工事 浜松ホトニクス㈱
須山建設㈱一級建築士
事務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

591 2012年10月～ 菊川ショッピングセンター新築工事 遠州鉄道㈱
遠州鉄道㈱一級建築士
事務所

遠州建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～29

592 2012年10月～ 民間住宅新築工事 ㈲ZONE建築設計事務所 釜慶鉄工㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

593 2012年10月 子ども発達センター｢ねあらい・西」新築工事 社会福祉法人ひかり園 ㈱白柳建築設計事務所 遠鉄建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

594 2012年10月～
静岡銀行富士第一寮・第二寮建替計画新築工
事

㈱静岡銀行 ㈱三菱地所設計 ㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

595 2012年10月～ フジニシビル新築工事 ㈲フジニシ ㈱平成総研 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

596 2012年10月～ 貸店舗併用マンション新築工事 ㈱平成総研 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

597 2012年10月 長泉パーカライジング工場棟新築工事 長泉パーカライジング㈱ 山口建築設計事務所 ㈱鈴木工務店 東海ガス圧接㈱ Ｄ29

598 2012年10月～ 社会福祉法人たちばな会サンステップ新築工事 社会福祉法人たちばな会 ㈱飯尾建築設計事務所 ㈱鈴木組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

599 2012年10月 万野幼稚園増築工事 学校法人吉田学園 ㈱日比野設計 ㈱中村組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

600 2012年10月 ㈱木村鋳造所伊豆工場ＰＲ棟増築工事 ㈱木村鋳造所 あずみ設計事務所 大藤建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

601 2012年10月 よるべ児童施設新築工事 社会福祉法人よるべ会
アトリエ・コアー一級建築士
事務所

㈱大林組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

602 2012年10月～ 中島産婦人科医院増築工事 医療法人康久会 ㈱松山建築設計室 井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～32

603 2012年10月 前田新田公会堂 前田新田区 ㈱社稜設計事務所 ㈱井出組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

604 2012年10月
ミナト流通サービス㈱本部・富士事務所建設工
事

㈱井出組 ㈱井出組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

605 2012年10月～ 塚原道路
国交省中部地方整備局
沼津河川国道事務所

小野建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ38～51

606 2012年11月 ㈱寛文五年堂工場新築工事 ㈱寛文五年堂
酒井一級建築設計事務
所

㈱丸臣高久建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

607 2012年11月～
平成24年度債務負担 戸沢村立統合中学校屋
内運動場改築主体工事

山形県戸沢村 鈴木･富士設計共同体
沼田建設・ヤマムラ・佐藤
工務店特定建設共同企
業体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

608 2012年11月 公用車車庫建築工事 秋田県羽後町 ㈱草階建築創作所 ㈱柴田組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22
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609 2012年11月 民間住宅新築工事 高田建設㈱設計事務所 高田建設㈱ ㈲中越ガス圧接工業 Ｄ22

610 2012年11月～ 武道館新築工事(建築主体） 北海道北見市
天内・北成・大幸・北洋･
山本特定建設工事共同
企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

611 2012年11月～ 常呂町カーリングホール改築工事（建築主体） 北海道北見市
山下設計・清和設計事務
所ＪＶ

鐘ヶ江・五十嵐・岡村･村
井・野口特定建設工事共
同企業体

㈱東圧 Ｄ19～29

612 2012年11月～ 福太郎㈱北陽工場増設工事 ㈱山口油屋福太郎 飛島建設㈱ 飛島建設㈱ ㈱東圧 Ｄ19～22

613 2012年11月～
東京工業大学グリーンマテリアル・イノベーション拠
点施設新設工事

東京工業大学 ㈱梓設計 戸田建設㈱ ㈲共同ガス圧接 D19～D22

614 2012年11月 小笠袋井薬剤師会館新築工事 コニカニノルタケミカル㈱
㈱エー・アンド・エー総合設
計

㈱若林組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

615 2012年11月
サービス付高齢者向け住宅おおるり新貝新築工
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 Ｄ19～25

616 2012年11月 佐鳴予備校上島校舎新築工事 ㈱さなる
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

617 2012年11月
平成24年度学校法人龍の子学園 龍の子幼稚
園園舎増築工事

学校法人龍の子学園
㈱ニキ計画工房一級建築
士事務所

石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

618 2012年11月 あさのクリニック新築工事 ㈱懸建築設計事務所 ㈱キーストン ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

619 2012年11月 やよい軒浜松有玉店新築工事 ㈱プレナス
㈱飯田組一級建築士事
務所

㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

620 2012年11月 八百久青果㈱庇増設工事 八百久青果㈱
㈱浜建一級建築士事務
所

㈱浜建 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

621 2012年11月 ル・リオン貴布祢新築工事 和田建築設計事務所 ㈱リンク ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

622 2012年11月 浜松小松フォークリフト新築工事 小松フォークリフト㈱
ヨシコン㈱一級建築士事
務所

ヨシコン㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

623 2012年11月 杏林堂薬局新津店新築工事 ㈱杏林堂薬局
トラスデザイン一級建築士
事務所

㈱キーストン ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

624 2012年11月～ 磐田市豊岡クリーンセンター建設工事その８ 日本下水道事業団
日本下水道事業団東日
本設計センター

㈱アキヤマ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

625 2012年11月
平成24年度浜松市立新津小学校屋上避難施
設設置工事

静岡県浜松市 倉田誠建築設計室 宮崎建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

626 2012年11月～ 介護老人保健施設湖東ケアセンター増改築工事 医療法人社団和恵会 ㈱公共設計 ㈱鈴木組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

627 2012年11月 マックスバリュ東海㈱長泉本部増築工事 マックスバリュ東海㈱
㈲カラム一級建築士事務
所

山本建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

628 2012年11月～ 長泉町下土狩高橋マンション新築工事 ㈱平成総研 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

629 2012年11月～ 富士市農業協同組合富士川支店建設工事 富士市農業協同組合
静岡県経済連一級接計
事務所

平和建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

630 2012年11月～ 東レ㈱新食堂新築工事 東レ建設㈱ 東レ建設㈱ 東レ建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

631 2012年11月～ 沼津市御幸町マンション新築工事 ㈱平成総研 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

632 2012年11月 大岡駅前町マンション新築工事 ＨＡＲＵコープレーション㈱
大成工務店一級建築士
事務所

㈱大成工務店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

633 2012年11月～
㈱東富士 富士御殿場工業団地プロジェクトＣＬ
新築工事

㈱東富士
平井工業㈱一級建築士
事務所

平井工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

634 2012年11月～ 富士駅本屋耐震補強工事 東海旅客鉄道㈱
ジェイアール東海コンサルタ
ント㈱

名工建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ29

635 2012年11月～ ブライトタウン早出南公園新築工事 遠州鉄道㈱
㈱鈴木組一級建築士事
務所・URP都市総合計画
㈱

㈱鈴木組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

636 2012年12月～ 富山市大沢野浄化センター建設工事その11 日本下水道事業団 日本下水道事業団 日本海建興㈱ 富山ガス圧接㈱ Ｄ22～25

637 2012年12月
陸自八戸(23震災関連)電源設備新設等電気そ
の他工事

防衛省東北防衛局 日本電設工業㈱ 日本電設工業㈱ ㈱TGP Ｄ22～25

638 2012年12月～
北海道自動車横断道訓子府町ポントケナイ改良
工事

国交省北海道開発局網
走開発建設部

㈱西村組 ㈱東圧 Ｄ29～35
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639 2012年12月～ 北海道スバル㈱北見店改築工事 北海道スバル㈱ ㈱山下設計北海道支社 ㈱ダイイチ ㈱東圧 Ｄ19～22

640 2012年12月～
常呂地区（常呂漁港）水産流通基盤整備工事
（特定）

北海道オホーツク総合振
興局網走建設管理部

㈱アルファ水コンサルタント
丸田･菅野経常建設共同
企業体

㈱東圧 Ｄ25

641 2012年12月～
一般国道238号 網走市　卯原内新橋耐震補強
外一連工事

国交省北海道開発局 土屋工業㈱ ㈱東圧 Ｄ29

642 2012年12月～ 旭川紋別自動車道遠軽町瀬戸瀬跨道橋工事
国交省網走建設開発部
遠軽開発事務所

㈱シビック 日本高圧コンクリート㈱ ㈱東圧 Ｄ29

643 2012年12月～ 呼人漁港 ㈲新晃土木鉄筋 ㈱東圧 D22

644 2012年12月～ 大谷橋 ㈱東圧 Ｄ29～35

645 2012年12月～ 網走ホワイトホーム ㈱北斗建設 ㈱東圧 Ｄ22

646 2012年12月～
平成24年度天城北道路狩野川高架橋大平地
区下部工事

国交省中部地方整備局
沼津河川国道事務所

渡邊工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ29～51

647 2012年12月～ 芹沢薬品小諏訪事業所（北側倉庫）新築工事 芹沢薬品㈱
一級建築士事務所㈲松
下建築設計事務所

小野建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

648 2012年12月～ ウィスティリア御殿場 便船塚新築工事 フジ都市開発㈱
㈱アトリエシープ設計事務
所

木内建設㈱沼津支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～32

649 2012年12月～ ファナック㈱新DDR工場新築工事 ファナック㈱
㈱富士一級建築士事務
所

東急建設㈱東日本支社 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～29

650 2012年12月 民間住宅新築工事 斉藤一級建築士事務所 遠藤建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

651 2012年12月 バロー富士宮三園平新築工事 ㈱バロー
㈱アディクス都市建築設計
事務所

㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

652 2012年12月～ 浜松中央タワーＰＪ新築工事 大和ハウス工業㈱ ㈱竹中工務店
㈱竹中工務店名古屋支
店

東海ガス圧接㈱ Ｄ29

653 2012年12月 岡本プレス工業㈱高丘北工場新築工事 岡本プレス工業㈱
須山建設㈱一級建築士
事務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～29

654 2012年12月 DT浜松新津店（スターバックスコーヒー）新築工事 オリックス㈱
㈱キーストントランスデザイ
ン一級建築士事務所

㈱キースト ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

655 2012年12月 ㈱タカギモールド新工場新築工事 ㈱タカギモールド
須山建設㈱一級建築士
事務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

656 2012年12月 事務所付倉庫新築工事
㈱飯田組一級建築士事
務所

㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

657 2012年12月 ふくろい　あんしん館新築工事 ｍｉｎａｍｉ lab㈱
㈲岡本一級建築士事務
所

㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

658 2012年12月 ファミリーマート掛川西町店新築工事 ㈱内山商会 ㈱キーストン ㈱キーストン ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

659 2012年12月 地域包括支援センター雄踏新築工事 医療法人社団一穂会 ㈱クウェスト ㈱浜建 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

660 2012年12月 ミニストップ袋井楽園店新築工事 浜友観光㈱ 三保建築設計事務所 ㈱ヨシオ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

661 2013年1月
平成24年度医療型障害児入所施設
伊豆医療福祉センター大規模修繕工事

社会福祉法人恩賜財団
済生会支部静岡県済生
会

㈱池田建築接計事務所 木内建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

662 2013年1月～ 大藤建設㈱本社社屋新築工事 大藤建設㈱
大藤建設㈱一級建築士
事務所

大藤建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

663 2013年1月～ 民間マンション新築工事 ㈱平成総研 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

664 2013年1月 TTC本社ビル新築工事 ㈱石井工務店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

665 2013年1月
三島市公営住宅光ヶ丘住宅B棟 全面的改善事
業に伴う建築工事

静岡県三島市 大場建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

666 2013年1月～
社会福祉法人 心友会　特別老人ホームゆずの
里新築工事

社会福祉法人心友会 ㈱池田建設設計事務所 大場建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

667 2013年1月～ 土居酒造場ゲストハウス新築工事 ㈱土井酒造場
㈱高木滋生建築設計事
務所

戸塚建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

668 2013年1月 日本調剤富士高島町薬局新築工事 日本調剤㈱ 平和建設㈱ 平和建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22
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669 2013年1月～ 志ほみや旅館新館増築工事 志ほみや観光㈱
㈲テクノフォルム一級建築
士事務所

㈱石井工務店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

670 2013年1月 ㈱不二工芸製作所研究棟新築工事 ㈱不二工芸製作所 ㈲ＴＩＣ建築設計事務所 ㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

671 2013年1月
サービス付高齢者向け住宅おおるり天竜川駅前
新築工事

㈲鈴美商事
須山建設㈱一級建築士
事務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

672 2013年1月 ホンダカーズ静岡西浜松都盛町新築工事 ㈱ホンダカーズ静岡西 ミナベ建築設計事務所 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

673 2013年1月
掛川シティプランニング デイサービス・ショートステイ
新築工事

掛川シティプランニング ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25～29

674 2013年1月 鈴木様倉庫新築工事 ㈱ＴＯＫＡＩ ㈱ＴＯＫＡＩ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

675 2013年1月 カールソンシャパン事務所新築工事
須山建設㈱一級建築士
事務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

676 2013年1月 マルミフーズ㈱焼津避難タワー新築工事 焼津水産化学工業㈱
須山建設㈱一級建築士
事務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

677 2013年1月 ジョイエルホーム社屋新築工事 ㈱ヤマハリビングテック
㈱ジョイエルホーム一級建
築士事務所

㈱ジョイエルホーム ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

678 2013年1月 東京鋼鐵㈱小山工場事務所棟 東京鋼機㈱ 清水建設㈱ ㈱大場工業 Ｄ19～25

679 2013年1月～ 道路整備事業（道の駅） 神奈川県西土木事務所 ㈱アーバンコンサルタント 東海林工㈱ ㈲フルタ工業 Ｄ19

680 2012年1月～ 岩原浄水場ポンプ棟
神奈川県南足柄市上下
水道課

松浦建設㈱（山一建設） ㈲フルタ工業 Ｄ19～25

681 2013年1月 瀬戸信用金庫車道支店 瀬戸信用金庫 中日設計 清水建設名古屋支店 ㈱嘉藤工業所 Ｄ19～29

682 2013年1月
十勝川改修工事の内 十勝川下流左岸堤防耐
震対策工事

国交省北海道開発局網
走帯広建設部

萩原建設㈱ ㈱東圧 D41

683 2012年1月～ 北見赤十字病院移転新築・改修工事
清水・北成・村井・松谷経
常建設共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～32

684 2012年1月～ ㈱ＰａｌｔａｃＲＤＣ南東北流通加工場新築工事 ㈱Ｐａｌｔａｃ 大和ハウス工業㈱ ㈱TGP Ｄ19～25

685 2013年1月～ 平成24年度最上川中流亀井田橋下部工工事
国交省東北地方整備局
新庄河川事務所

㈱柿﨑工務所 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ29～32

686 2013年1月～
平成24年度山形県保健険福祉センター東棟新
築(建築）工事

山形県 ㈱平吹設計事務所 升川建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

687 2013年1月～ ㈱上杉スプリング商会北九州工場新築工事 ㈱上杉スプリング商会 ㈱黒木建設 C KOROKI㈱ ㈱フクアツ Ｄ25

688 2013年2月～
平成24年度[第24-Ｄ8854-01号]（-)富士由比線社会資本整備
総合交付金（全国防災）県道橋梁補修工（富士川橋耐震補強
工）

静岡県富士土木事務所 ㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ35

689 2013年2月～
平成24年度　三島終末処理場汚泥処理棟増
築工事

静岡県三島市 日本上下水道設計㈱ 小野建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～29

690 2013年2月～
平成24年度 （仮称）静浦地区小中一貫校校舎
建築主体工事

静岡県沼津市 ㈱久米設計
日本国土・川村特定建設
工事共同企業体

東海ガス圧接㈱ Ｄ19～32

691 2013年2月～ 渡辺病院増築及び道路上空通路工事
医療法人社団英志会渡
辺病院

㈱かとう設計 清水建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

692 2013年2月～ 鶴岡市立加茂水族館改築工事 山形県鶴岡市 ㈱日本設計
鶴岡建設･佐藤工務・石
庄建設特定建設工事共
同企業体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

693 2013年2月
平成24年度地方特定道路整備工事（橋梁補
修）G707-30

秋田県　平鹿地域振興局 ㈱大和組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ29～32

694 2013年2月～ 蒲郡信用金庫牟呂支店新築工事 蒲郡信用金庫
㈱大林組名護屋支店一
級建築士事務所

㈱大林組名護屋支店 ㈱嘉藤工業所 Ｄ19～25

695 2013年2月 白石地区簸橋梁工事 ＮＥＸＣＯ東日本 ㈱駒井ハルテック ㈱TGP Ｄ22

696 2013年2月～ (市)澱橋通線澱橋梁耐震補強工事 宮城県仙台市 木皿建設㈱ ㈱TGP Ｄ32

697 2013年2月
平成24年度舞阪町砂町津波避難タワー設置工
事

浜松市 ㈲ＩＭＡ総合設計 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

698 2013年2月 鈴木歯科医院新築工事 鈴木歯科医院
ハイブリッチ一級建築士事
務所

㈱キーストン ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25
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699 2013年2月
社会福祉法人天竜厚生会天竜ワークキャンパス
移転改築工事

社会福祉法人天竜厚生
会

㈱飯尾建築設計事務所 遠鉄建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

700 2013年2月 マルニシ㈱倉庫新築工事 マルニシ㈱ 大中設計事務所 山平建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

701 2013年2月 Mayウェルネスサポート㈱社宅新築工事 萩野設計工房 ㈱尾崎工務店 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

702 2013年2月 山勝タイル店倉庫新設工事
スヤマビルドサービス㈱一級
建築士事務所

スヤマビルドサービス㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

703 2013年2月 山陽色素㈱東海工場　製造技術棟新築工事 山陽色素㈱ ㈲エマ建築設計事務所 ㈱榑林組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

704 2013年2月 ㈲遠州リサイクルセンター新築工事
釜慶鉄工㈱一級建築設
計事務所

釜慶鉄工㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

705 2013年3月～ 富士米軍（24）倉庫（021）新設等その他工事 防衛省　南関東防衛局
南関東防衛局調達部建
築課

小野建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

706 2013年3月～ いづテラス アネックス新築工事 三丸興産㈱ ㈲吉田真三建築設計 ㈱鈴木工務店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

707 2013年3月 日鉄住金精鋼㈱沼津工場事務所新築工事 日鉄住金精鋼㈱
㈱石井組一級建築士事
務所

㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

708 2013年3月～ 静岡不動産三島ビル建設工事
静岡不動産㈱・㈱静岡銀
行

㈱エー・アンドー・エー総合
設計

山本建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～32

709 2013年3月 片瀬建設㈱富士ショールーム建設工事 片瀬建設㈱
㈲杉山一級建築設計事
務所

㈱井出組 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

710 2013年3月
飯田工業薬品㈱印刷製袋工場事務所新築工
事

飯田工業薬品㈱ ㈱ゆたか建築設計事務所 平和建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

711 2013年3月 ケーズデンキ御殿場店新築工事 富士急行㈱ ㈱上野山都市設計 酒部建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

712 2013年3月 富士カプセル㈱北山工場作業棟新築工事 富士カプセル㈱
木内建設㈱一級建築士
事務所

木内建設㈱沼津支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

713 2013年3月
学校法人富士宮学園 富士宮高等専修学校多
目的ホール新築工事

学校法人富士宮学園 ㈱アルファ設計 ㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

714 2013年3月 宝永マンション3新築工事 ㈲宝永企業 ㈱平成総研 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

715 2013年3月～
敷地一丁目・杉山様店舗付賃貸マンション新築
工事

ＫＯＮＯＩＫＥ ＣＯ．㈱ ＫＯＮＯＩＫＥ ＣＯ．㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

716 2013年3月～ アートピア西都台新築工事 丸八不動産㈱ ㈱宇佐美組設計事務所 ㈱宇佐美組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

717 2013年3月～
平成24年度　天竜地区新構想高等学校実習
棟建築工事

静岡県 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～29

718 2013年3月 ㈲石岡プラスチック工場新築工事 ㈲石岡プラスチック
林工組一級建築士事務
所

㈱林工組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

719 2013年3月
㈱平安コーポレーション都田システム研究所資材
倉庫棟増築工事

㈱平安コーポレーション 高村建築設計室 ㈱林工組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

720 2013年3月～ 芽室町借上げ住宅コンフォート芽室新築工事 ㈲プライムフィールド ㈲福井設計 荻原建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ22～25

721 2013年3月 オダ水産 オダ建設㈱ ㈱東圧 Ｄ19

722 2013年3月～ 太平洋興産㈱商品倉庫新築工事 太平洋興産㈱ ㈱三建設計事務所 吉宮建設㈱ ㈲来伸ガス Ｄ22

723 2013年3月～ 旭化成凍結乾燥工場 旭化成フォーマ㈱
清水建設㈱一級建築士
事務所

清水建設㈱ ㈱嘉藤工業所 Ｄ22～29

724 2013年3月 アイエムテック マルケイ㈱ ㈱嘉藤工業所 Ｄ19

725 2013年3月 大啓ホールデイング ㈱北村組 ㈱嘉藤工業所 Ｄ19

726 2013年3月～ 大仙警察署建築工事ＰＳ-１ 秋田県
渡辺・エムシーエー設計共
同企業体

高吉・さとう・興栄・高禮Ｊ
Ｖ

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～29

727 2013年3月～ 大曲工業高等学校 第一体育館建築工事 秋田県
松橋・木・響同設計共同
企業体

丸茂組・小田島工務店特
定建設工事共同企業体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25
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