
エコスピード工法施工実績（2013年4月～2014年3月）

2013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

728 2013年4月～ 武山外（23震災関連）電気設備その他工事 防衛省南関東防衛局 ㈱アイエスエス創研 ㈱協和エクシオ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

729 2013年4月～ 白羽ＧＳ新設工事 中部ガス㈱ ＪＦＥエンジニアリング㈱ ㈱鈴木組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～29

730 2013年4月～ 平成24年度139潤井川橋下部工事
国交省中部地方整備局
静岡国道事務所

遠藤建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ35

731 2013年4月 名古屋大原学園沼津校新築工事
学校法人名古屋大原学
園

矢作建設工業㈱一級建
築士事務所

矢作建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

732 2013年4月～ 寿町レジデンス新築工事
大和ハウス工業㈱東日本構
想技術センター一級建築士
事務所

大和ハウス工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～32

733 2013年4月 静岡銀行富士駅南プラザ店新築工事 ㈱杉山鐵工所 ㈱ゆたか建築設計事務所 平和建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

734 2013年4月 民間住宅新築工事 ㈱平成総研 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

735 2013年4月～ ㈱大善工場新築工事 ㈱フジヤマガバナンス ㈲耕舎建築設計事務所 井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

736 2013年4月 ㈱山宗 本社新築工事 ㈱山宗
TSUCHIYA㈱一級建築士
事務所

TSUCHIYA㈱ 東海ガス圧接㈱ D25

737 2013年4月～ ホームプラザナフコ富士店新築工事 ㈱ナフコ ㈲伏見設計 ㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

738 2013年4月 ㈱小林製作所事務所棟新築工事 ㈱小林製作所 平和建設㈱ 平和建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

739 2013年4月～ 沼津駅北口ホテル新築工事 静岡鉄道㈱ ㈱レーモンド設計事務所 静鉄建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～35

740 2013年4月～ ファーネストプレミアムクラス平尾の杜新築工事 ㈱ＪＩＮ設計 上村建設㈱ ㈱フクアツ Ｄ19～29

741 2013年4月～ 草ヶ江２丁目マンション新築工事
リーメック㈱一級建築士事
務所

㈱福田組 ㈱岩井鉄筋工業 Ｄ19～32

742 2013年4月～ 愛灯学園新築整備事業に係る建設工事
社会福祉法人帯広福祉
協会

㈱創造設計舎 宮坂建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～25

743 2013年4月～ ケアタウンとてっぽの丘るくる新築工事 ㈱フジライフ ㈱久米設計 荻原建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～25

744 2013年4月～ 小清水中学校校舎改築工事（建築主体） 北海道小清水町 日本技研
北興・三共後藤・西村経
常建設共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

745 2013年4月～ 特別養護老人ホーム花の苑新築工事 ㈱菅野組 ㈱東圧 Ｄ19～25

746 2013年4月～ 北見市道営住宅新築工事（高栄団地Ｂ-1） 北海道庁 ㈱北海道日建設計
北成・三共後藤経常建設
共同企業体

㈱東圧 Ｄ19

747 2013年4月～ 北見市道営住宅新築工事（高栄団地Ｂ-2） 北海道庁 ㈱北海道日建設計
大幸・岡村経常建設共同
企業体

㈱東圧 Ｄ19～22

748 2013年4月～ 北海道セイカン㈱帯広支店 北海道セイカン㈱ 宮坂建設㈱ 宮坂建設㈱ ㈱エス・ピー・エイチ山田 D22

749 2013年4月～ 愛灯学園新築建設工事
社会福祉法人帯広福祉
協会

㈱創造設計舎 宮坂建設㈱ ㈱エス・ピー・エイチ山田 Ｄ19～25

750 2013年4月～
日本メディカルプロダクツ㈱医療用キット製品製造
工場建設工事

村田機械㈱ ㈱アイエイ研究所 吉宮建設㈱ ㈲来伸ガス Ｄ22～25

751 2013年4月～ 旭川（２３震災調達）庁舎新設等建築工事 防衛省 五洋建設㈱ ㈲来伸ガス Ｄ19～22

752 2013年4月～ 林造園㈱複合商業施設新築工事 林造園㈱ ㈱ウィズ ㈱こあ ㈱TGP Ｄ25

753 2013年4月～
サービス付高齢者向け住宅おおるり三島新築工
事

ＭＩプランニング合同会社
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

754 2013年4月～ 桜ヶ丘保育園増改築工事
社会福祉法人聖隷福祉
事業団

㈱公共設計 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

755 2013年4月 ㈱エム．ティー．ケー様事務所建設工事 ㈱エム．ティー．ケー
一級建築士事務所スギヤ
マ設計室

㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22
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756 2013年4月 渥美邸新築工事 アトリエK 陽デザイン設計室 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

757 2013年4月 SBSマイホームセンター袋井展示場新築工事 SBSマイホームセンター㈱
㈱高木滋生建築設計事
務所

木内建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

758 2013年4月 ＭＳＧモデルルーム付事務所新築工事 ㈱サクシード ㈱サクシード ㈱キーストン ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

759 2013年4月 メジャーフィルド研究所新築工事 メジャーフィルド研究所 ㈱キーストン ㈱キーストン ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

760 2013年4月 堤邸増築工事 松本郁雄 堤 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

761 2013年4月～ 豊田中央研究所新棟建設工事 ㈱豊田中央研究所
㈱大林組名護屋支店一
級建築士事務所

㈱大林組 ㈱嘉藤工業所 Ｄ22～29

762 2013年4月 民間住宅新築工事 本州建設㈱ ㈱嘉藤工業所 Ｄ22

763 2013年4月 南部丘陵公園 ㈱友八工務店 ㈱嘉藤工業所 Ｄ19

764 2013年4月 ローソン箱根強羅店新築工事 ローソン㈱ ㈱湘南設計 ㈱勝俣工務店 ㈲フルタ工業 Ｄ22

765 2013年5月 稲川養護学校高等部等建設工事 秋田県 ㈱近建築設計事務所 ㈱丸臣高久建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

766 2013年5月～ 鶴岡朝暘第四小学校改築工事 山形県鶴岡市
新穂・石川・総設計共同
企業体

マルゴ・笠原・鈴木特定建
設工事共同企業体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～29

767 2013年5月～ 剣淵高等学校寄宿舎増築建築主体工事 ㈱日本技研 大野土建・卯城 ㈲来伸ガス Ｄ19～25

768 2013年5月～ サッポロドラッグストアー豊岡店新築工事 石塚建設㈱ ㈲来伸ガス Ｄ19～22

769 2013年5月～
旭川十勝道路　富良野市　富良野北ＩＣ橋上部
工事

国交省北海道開発局
旭川開発建設部

㈲来伸ガス Ｄ29

770 2013年5月～
頓別川　広域河川改修工事（栄和地区）（補
正・明許）

北海道宗谷総合振興局
稚内建設管理部

㈱富田組 ㈲来伸ガス Ｄ19～23

771 2013年5月～ ふれあいセンターなかまーる新築工事 北海道中富良野町 ㈱芝滝建築設計事務所 ㈱那知組 ㈲来伸ガス Ｄ19～25

772 2013年5月～ 釧路市道営住宅新築工事（川北団地Ｂ－２） 北海道建設部建築局
向陽・迫田経常建設共同
企業体

㈱東圧 Ｄ19～22

773 2013年5月 カワムラメディカルビル新築工事 ㈱　ｅ－ケア ㈱横河建築接計 西松建設㈱ ㈱東圧 Ｄ25

774 2013年5月～
利別川左岸地区　勇足排水機場上屋新築工
事

帯広開発建設部 萩原建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～25

775 2013年5月～ ホーマックスーパーデポﾟ新音更店新築工事 ホーマック㈱ 岩田地崎建設㈱ 岩田地崎建設㈱ ㈱東圧 Ｄ19～22

776 2013年5月～ 旭川紋別自動車道瀬戸瀬西改良工事 帯広開発建設部 三和工業㈱ ㈱東圧 Ｄ32

777 2013年5月～
平成24年度 強い農業づくり事業 小清水町農協
種馬鈴しょ選別貯蔵施設新設工事

全国農業共同組合連合
会札幌生産資材事業所

㈱丸田組 ㈱北農設計センター ㈱東圧 Ｄ22

778 2013年5月～
コープさっぽろ 宅配事業部オホーツクセンター新築
工事

生活共同組合コープさっぽ
ろ

㈱清和設計事務所 ㈱渡辺組 ㈱東圧 Ｄ19～22

779 2013年5月～ 旭川トヨタ自動車㈱斜里店改築工事 旭川トヨタ自動車㈱ ㈱中原建築設計事務所 斜里建設㈱ ㈱東圧 Ｄ19～22

780 2013年5月～ 日本ﾌｰﾄﾞパッカー 土屋工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19

781 2013年5月～ 上印 同和食品㈱汚水処理施設新築工事 ㈱丸田組 ㈱東圧 Ｄ19～25

782 2013年5月 北海道赤十字センター帯広出張所増改修工事
日本赤十字北海道ブロック
血液センター

㈱久米設計 西川工務店 ㈱エス・ピー・エイチ山田 Ｄ22～25

783 2013年5月～
浜益中学校（屋体棟）改築工事の内建築主体
工事

北海道石狩市
三津橋･岸本・佐藤特定
共同企業体

㈱中央ガス圧接 Ｄ22～25

784 2013年5月～ 桜台５丁目計画新築工事
野村建設工業㈱一級建
築士事務所

野村建設工業㈱ 松栄工業㈱ Ｄ19～25

785 2013年5月～ 平成23年度伊豆縦貫大場北道路建設工事
国交省中部地方整備局
沼津河川国道事務所

大日コンサルタント㈱ 小野建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ38
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786 2013年5月～
平成24年度〔第24-Ｄ8813-01号〕(国)136号社会資本整備総合
交付金(全国防災)国道橋梁補修工事（越路Ｂﾗﾝﾌﾟ橋脚補強工） 静岡県沼津国道事務所 中豆建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ38

787 2013年5月～
平成２３年度沼津市送水管管理センター電気設
備他整備工事

静岡県沼津市
㈱明電舎一級建築士事
務所

㈱明電舎 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

788 2013年5月 業務スーパー伊豆下田店新築工事 ㈱マキヤ
㈱ヤマダセザイン一級建築
士事務所

㈱鈴木工務店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

789 2013年5月～ 東名富士川ＳＡ（上り）商業施設改修工事
中日本高速道路㈱東京
支店

㈱エイムクリエイツ 東急建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

790 2013年5月～
公益社団法人 ＳＢＳ静岡健康増進センター新
館建設工事

公益社団法人ＳＢＳ静岡
健康増進センター

清水建設㈱一級建築士
事務所

清水建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

791 2013年5月～ 杉本商事㈱ 御殿場営業所新築工事 杉本商事㈱ 豊建築設計事務所 平井工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

792 2013年5月～ 新市川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

793 2013年5月～ 旭ヶ丘町内会集会所防災施設増築工事 旭ヶ丘町内会 杉橋建築接計事務所 駿豆建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

794 2013年5月～ 浜松日体中学高校校舎体育館建替工事 学校法人日本体育大学 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～32

795 2013年5月 シティライフ岡谷 三立ポレコン㈱ ㈱嘉藤工業所 Ｄ25

796 2013年5月 タカヤマ産業新築工事 タカヤマ産業㈱ ㈱マルケイ ㈱嘉藤工業所 Ｄ19～22

797 2013年5月 民間住宅新築工事 本州建設㈱ ㈱嘉藤工業所 Ｄ22

798 2013年5月～ 医療法人浜名会 浜名病院増築工事 医療法人浜名会
㈱大林組名古屋支店一
級建築士事務所

㈱大林組名古屋支店 ㈱嘉藤工業所 Ｄ22～32

799 2013年5月 セルフ磐田高見丘新築工事 コスモ石油㈱ ㈱綜設計 石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

800 2013年5月～ 日だまり整骨院新築工事 日だまり整骨院
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

801 2013年5月 篠田様診療所併用住宅新築工事 ㈱縣設計事務所 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

802 2013年5月 元町珈琲上新屋の離れ新築工事 今枝染工㈱ 須山建設㈱ 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

803 2013年5月 こぼり整形外科クリニック増築工事
須山建設㈱一級建築士
事務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

804 2013年5月 菓子司 又一庵掛川店新築工事 ㈲又一庵 アルファープランニング㈱ 石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

805 2013年6月～ 幕別町札内西町新築工事 北央産業㈱ ㈲獏設計室 宮坂建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19

806 2013年6月～ 幾寅小学校校舎改築工事 北海道南富良野町
北菱・小松特定建設工事
共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

807 2013年6月～ 大樹町農業共同組合 本館事務所新築工事 大樹町農業共同組合 北濃設計センター 宮坂建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～25

808 2013年6月～ 滝上町国民健康保険病院特殊浴室改修工事 北海道滝上町 ㈱ドーコン 大原建設㈱ ㈱東圧 Ｄ19

809 2013年6月～ 遠音別ふ化場改築工事
一般社団法人北見管内さ
け・ます増殖事業協会

㈱北海道技術コンサルタン
ト

斜里・石井・開発工業経
常建設企業体

㈱東圧 Ｄ19

810 2013年6月～ イエローグローブ佐呂間店新築工事 ㈱テーオー小笠原 ㈲ティーアンドパルス ㈱渡辺組 ㈱東圧 Ｄ25

811 2013年6月～ 奥蘂別ふ化場　改築工事
一般社団法人北見管内さ
け・ます増殖事業協会

㈱北海道技術コンサルタン
ト

丸七高橋・野村経常建設
共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～22

812 2013年6月～ 特別老人ホーム花の苑新築工事（建設・設備） 社会福祉法人浄光会
渡辺・菅野・山口特定建
設工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

813 2013年6月～ 網走刑務所職員宿舎新営（建設）工事 支出負担行為担当官 ㈱三共後藤建設 ㈱東圧

814 2013年6月～ 中標津しまむら ㈱三共後藤建設 ㈱東圧 Ｄ19

815 2013年6月 ㈱イーエス総合研究所帯広支店 ㈱イーエス総合研究所 宮坂建設㈱ 宮坂建設㈱ ㈱エス・ピー・エイチ山田 Ｄ19～25
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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

816 2013年6月 民間住宅新築工事 宮坂建設㈱ 宮坂建設㈱ ㈱エス・ピー・エイチ山田 Ｄ19～22

817 2013年6月 長田葬祭　永山ファミリーホール新築工事 ㈱司設計事務所 ㈱ハンズ ㈲来伸ガス Ｄ19～22

818 2013年6月 相互開発㈱事務所及び整備工場新築工事 相互開発㈱ ホクトヤンマー㈱ ホクトヤンマー㈱ ㈲来伸ガス Ｄ19～22

819 2013年6月～
一般国道40号　中川町　琴平2号橋橋脚新設
工事

北海道開発局　旭川開発建設
部　士別道路事務所（美深分庁
舎）

佐藤建設管理㈱ ㈲来伸ガス Ｄ29～41

820 2013年6月～ 一般国道40号　中川町　琴平6号橋下部工事
北海道開発局　旭川開発
建設部

㈱岸田組 ㈲来伸ガス Ｄ29～35

821 2013年6月
医療法人社団 旭川圭泉会病院デイ・ケアセン
ター新築工事

医療法人社団 旭川圭泉
会病院

㈱中原建築設計事務所 ㈲来伸ガス Ｄ19～22

822 2013年6月 日立建機日本㈱名寄営業所 建替工事
日立建機日本㈱道北支
店

㈱日立建設設計 ㈱五十嵐組 ㈲来伸ガス Ｄ19～25

823 2013年6月 高尾呉服店増築工事 ㈱丸友高尾呉服店 ㈱富居建築設計 ㈱盛永組 ㈲来伸ガス Ｄ19～22

824 2013年6月 幌加内中学校屋内体育館耐震改修工事 北海道幌加内町 ㈱柴滝建築設計事務所 大野土建㈱ ㈲来伸ガス Ｄ22

825 2013年6月
平成24年度 名取川特定災害復旧工事 三軒
茶屋排水機場災害復旧工事

農林水産省 ㈱森本組 ㈱TGP Ｄ29

826 2013年6月 寒川江市屋内多目的運動場新築工事 山形県寒川江市 ㈱羽田設計事務所 ㈱高松木材 ㈱TGP Ｄ19～22

827 2013年6月 日産プリンス宮城販売㈱本書倉庫棟建替工事 日産プリンス宮城販売㈱ ㈱阿部和工務店 ㈱TGP Ｄ22

828 2013年6月 高木商店仙台工場増築計画 高木商店
西松建設㈱一級建築士
事務所

西松建設㈱ ㈱TGP Ｄ19～29

829 2013年6月～ MJビル新築工事 松井建設㈱ ㈱TGP Ｄ22～25

830 2013年6月～
平成24年度 名取川特定災害復旧工事 相の釜
排水機場災害復旧工事

農林水産省 西松建設㈱ ㈱TGP Ｄ29

831 2013年6月～ 専修大学　神田５号館新築工事 専修大学 ㈱日建設計 佐藤工業㈱東京支店 松栄工業㈱ Ｄ22～25

832 2013年6月～ 創価学会 神奈川池田記念講堂新築工事 創価学会 ㈱日建設計
大林組・熊谷組･東洋建
設建設共同企業体

㈱創栄工業 Ｄ19～29

833 2013年6月～ プレシス瑞江新築工事
㈱オンズデコ一級建築士
事務所

大木建設㈱ 協和圧接工業㈱ Ｄ19～29

834 2013年6月～ 大湧谷観光センター新築工事 箱根温泉供給㈱ ㈱石井建築事務所 ㈱淺沼組 ㈲フルタ工業 Ｄ19～25

835 2013年6月～ 愛知銀行名駅ビル新築工事 愛知銀行 ㈱日建設計 ㈱清水建設 ㈱嘉藤工業所 Ｄ19～25

836 2013年6月～
キャタレント・ジャパン㈱掛川工場ＱＡ・ＱＣ・事務
所棟新築工事

キャタレント・ジャパン㈱
須山建設㈱一級建築士
事務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～29

837 2013年6月～ ミスターぶんぐ西伊場店新築工事 あずみ設計事務所 タクミ企画㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

838 2013年6月～ 平成25年度 山梨幼稚園給食受入室整備工事 袋井市 ㈱永井組 ㈱永井組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

839 2013年6月 民間住宅建設工事 中村アトリエ ㈱金原工業所 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

840 2013年6月 中国料理旬香華新築工事 ㈱小松産業
㈲ヒロ設計室一級建築事
務所

㈱杉浦建築店 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

841 2013年6月 杏林堂薬局於呂店新築工事 ㈱杏林堂薬局 ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

842 2013年6月 ミスターぶんぐ西伊場店新築工事 ㈱ヨシダ あづみ設計事務所 タクミ企画㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

843 2013年6月～
平成24年度 地域介護・福祉空間整備等施設
設備交付金事業（明許繰越）西部ふくしあ増築
工事

静岡県掛川市
㈱ｳｧｲｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ一級建
築士事務所

㈱尾崎工務店 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

844 2013年6月 ㈱やま惣清水商店冷蔵庫新築工事 ㈱やま惣清水商店 須山建設㈱ 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

845 2013年6月 花の舞酒造製品出荷場及び事務所改築工事 花の舞酒造㈱
竹下一級建築設計事務
所

山平建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22
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エコスピード工法
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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

846 2013年6月～ 住友建機販売㈱ 東静岡営業所新築工事 住友建機販売㈱
平井工業㈱一級建築士
事務所

平井工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

847 2013年6月～ 菱電旭テクニカ㈱ 中通路整備一期工事 菱電旭テクニカ㈱
㈱ピーエス三菱名古屋支
店一級建築士事務所

㈱ピーエス三菱名古屋支
店

東海ガス圧接㈱ Ｄ22

848 2013年6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㈱ Ｄ19～22

849 2013年6月～
東富士 富士御殿場工業団地プロジェクトＳＳ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㈱ Ｄ19～25

850 2013年6月～ ㈱松本酒店 新社屋建設工事 ㈱松本酒店 ㈱竹本設計 木内建設㈱沼津支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

851 2013年6月～ ＫＩＡＲＡリゾート＆スパ浜名湖 第二期増築工事 ㈱キアラリゾート
㈱アーキ・プライム一級建
築士事務所

㈱鈴木組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～29

852 2013年6月～ 板妻外（24）隊舎 新設等建築その他工事 防衛省南関東防衛局
㈱車田建築設計事務所
東京事務所

㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

853 2013年6月～ ＨマンションⅢ新築工事 橋本興産㈱ ㈱平成総研 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

854 2013年6月
西貝塚変電所77KV制御・保護装置改良の内建
築工事

中部電力㈱静岡支店 中部電力㈱静岡支店 ㈱鈴木組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

855 2013年6月～ 民間集合住宅 新築工事
一級建築士事務所みやう
ち建築事務所

山本建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

856 2013年6月～ 厚木市岡田四丁目倉庫 新築工事 ケーエムカーゴ㈱
㈱イチケン建築設計事務
所

㈱イチケン 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

857 2013年6月～
平成25年度（主）熱海函南線 防災・安全交付
金（県道橋梁耐震対策）工事（西熱海大橋）

静岡県交通基盤部熱海
土木事務所

中央コンサルタント 青木建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ38～51

858 2013年6月～
平成24年度天城北道路狩野川高架橋大平西
下部工事

国交省中部地方整備局
沼津河川事務所

大日コンサルタント㈱ 河津建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ32～51

859 2013年6月～ 遠州信用金庫三方原支店移転新築工事 遠州信用金庫
㈱竹下一級建築士事務
所

大和ハウス工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

860 2013年6月～ 九州大学（伊那）国際村新営その他工事 国立大学九州大学
九州大学　施設部　　㈱
梓設計　九州支社

㈱銭高組　　九州支店 ㈱フクアツ Ｄ19～32

861 2013年6月 ロジテム九州福岡支店新築工事
㈱プランテック建築設計事
務所

㈱黒木建設 ㈱フクアツ Ｄ22

862 2013年6月 付替町道新倉谷七曲線7号橋橋梁下部工工事 福岡県 ㈱宮原産業 ㈱フクアツ Ｄ32

863 2013年7月 ㈱安西製作所北海道支店増築工事 ㈱安西製作所 ㈱モリ建築接計室 藤原工業㈱ ㈱東圧 Ｄ22

864 2013年7月～
平成25年度 老人福祉施設整備事業 特別養
護老人ホームせせらぎ荘増改築工事

社会福祉法人 旭山学園 ㈱岡田設計帯広事務所
萩原･田村特定建設工事
共同企業体

㈱東圧 Ｄ19

865 2013年7月～ 音更町木野大通12丁目複合施設新築工事
三井住友ファイナンス＆リー
ス㈱

㈱ランドブレイン 岩田地崎建設㈱ ㈱東圧 Ｄ19～25

866 2013年7月 草地整備 上佐幌西地区61工区 ㈱ルーランエンジニア ㈱ルーランエンジニア 宮坂建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～22

867 2013年7月 公営住宅建設工事（繰越明許） 北海道清里町 ㈱日本工房 ㈱石井組 ㈱東圧 Ｄ19

868 2013年7月～
置戸中学校耐震補強及び大規模改修建築主
体工事

北海道置戸町 ㈱日本工房
北進・北成経常建設共同
企業体

㈱東圧 Ｄ25

869 2013年7月～ 千石２丁目計画新築工事 住友不動産㈱
前田建設工業㈱一級建
築士事務所

前田建設工業㈱一級建
築士事務所

㈱東圧 Ｄ19～29

870 2013年7月～
平成25年度施工　旭長島線（忠進橋）橋梁架
替工事

北海道苫前町 ㈲来伸ガス Ｄ29～32

871 2013年7月 上士幌西地区公共牧場 十勝総合振興局 十勝総合振興局 米倉建設 ㈱エス・ピー・エイチ山田 Ｄ19

872 2013年7月～ 本別町学校給食協同調理場改築工事 北海道本別町 ㈱創造設計者 中村・塚林ＪＶ ㈱エス・ピー・エイチ山田 Ｄ19～25

873 2013年7月～ 高齢者等複合施設 北海道足寄町 北海道足寄町 木村建設 ㈱エス・ピー・エイチ山田 Ｄ19～25

874 2013年7月～ 小麦プロジェクト拠点施設工事 北海道美瑛町
㈱内藤廣建築設計事務
所

㈱清水組 ㈲来伸ガス Ｄ19～22

875 2013年7月～ ルンビニ幼稚園改築工事 学校法人富良野学園
創明・ティ、プランニング共
同企業体

㈱清水組サンエービルド工
業

㈲来伸ガス Ｄ19～22
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876 2013年7月～ 幌加内町農産物処理加工施設整備工事 北海道幌加内町 ㈱大建設計 国策建設㈱ ㈲来伸ガス Ｄ22～25

877 2013年7月 沓形仙法鷲泊線交通安全工事 北海道利尻町 ㈱惣万組 ㈱中央ガス圧接 Ｄ25～29

878 2013年7月 セブンイレブン柴田船岡大原店新築工事 ㈲Jes設計 ㈱阿部和工務店 ㈱TGP Ｄ25

879 2013年7月～ Ｔ－ＳＱＵＡＲＥ235新築工事 ㈲創建建築設計事務所
伊藤建設・オーシャンビルド
建設工事協同企業体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

880 2013年7月～
平成25年度豊沢地区コミュニティ施設新築工事
（建築）

静岡県袋井市
松川総合アシスト 松川一
級建築設計事務所

㈱永井組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

881 2013年7月～
平成24年度 校舎改築事業（明許繰越）桜が丘
中学校耐震補強工事

静岡県掛川市
㈱竹下一級建築設計事
務所

尾崎・金田特定建設工事
共同企業体

㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

882 2013年7月～ 民間マンション建設工事
須山建設㈱一級建築士
事務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～29

883 2013年7月 セレモニーホール引佐 新築工事 ㈱出雲殿
㈱ｱﾙﾌｧ･ﾈｯﾄｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ
＆ﾃﾞｻﾞｲﾝ

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

884 2013年7月 浜名梱包輸送㈱ 工場新築工事 浜名梱包輸送㈱
一級建築士事務所創和
設計㈱

吉川建設㈱浜松営業所 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

885 2013年7月 日鋳工業㈱ 工場移転新築工事 日鋳工業㈱
石川建設㈱一級建築士
事務所

石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

886 2013年7月 ㈱藤田鉄工所事務所棟新築工事 ㈱藤田鉄工所
㈱川島組一級建築設計
事務所

㈱川島組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

887 2013年7月
平成25年度　聖隷袋井市民病院受水槽撤去
新設工事

静岡県袋井市 ㈱公共設計 ㈲鈴武設備工業所 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

888 2013年7月 スズキ㈱相良コース総合路整備棟増築工事 スズキ㈱ 山平建設㈱ 山平建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

889 2013年7月 遠鉄磐田自動車学校宿泊所新築工事 ㈱遠鉄自動車学校
遠鉄建設㈱一級建築設
計事務所

遠鉄建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

890 2013年7月 Ｈ＆Ｇコメリ相良店 新築工事 ㈱コメリ ㈱ヨシオ ㈱ヨシオ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

891 2013年7月 日管㈱三方原支店新築工事 日管㈱ ㈱飯尾建築設計事務所 ㈱中村組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

892 2013年7月 民間住宅新築工事 要建築設計室 美和建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

893 2013年7月～ 静岡マツダ浜松有玉店新築工事 静岡マツダ㈱ ㈱ｴｽｴﾑﾋﾟｰ開発機構 ㈱TOKAI ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

894 2013年7月～ 第１庁舎・新消防庁舎 建設工事 静岡県熱海市
大舘建設一級建築事務
所

大舘建設・下田土建特定
建設工事共同企業体

東海ガス圧接㈱ Ｄ25

895 2013年7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

896 2013年7月～
平成24年度 社会資本整備総合交付金事業
（－）春野下泉停車場線道路改良工事（賀ヶ
沢）

静岡県浜松市 天龍土建工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ32～35

897 2013年7月～ ㈱特電 本社工場増設工事 ㈱特電 ㈲エクー ㈱安藤・間 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

898 2013年7月～ ヒルトップ三島新築工事 日本リハビリ㈱
木内建設㈱一級建築士
沼津事務所

木内建設㈱沼津支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～35

899 2013年7月～ 富士市松岡分譲マンション新築工事 ヨシコン㈱ ヨシコン㈱ ㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～29

900 2013年7月～ 富士カプセル㈱ 北山工場第１製剤棟増築工事 富士カプセル㈱
木内建設㈱一級建築士
沼津事務所

木内建設㈱沼津支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

901 2013年7月～ 日本通運㈱ 沼津支店清水町倉庫新築工事 日本通運㈱静岡支店
日通不動産東京支店
木内建設㈱一級建築士沼
津事務所

木内建設㈱沼津支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～29

902 2013年7月～ テナント付賃貸マンション新築工事
KONOIKE ＣＯ．㈱一級建
築士設計事務所

KONOIKE ＣＯ．㈱ KONOIKE ＣＯ．㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～32

903 2013年7月～
興亜工業㈱ルーツブロワ用サイレンサー室新築工
事

興亜工業㈱ ㈲永田構造デザイン ㈱藤島組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

904 2013年8月 いずみ第二保育園改築工事 社会福祉法人シオン会
㈱竹下一級建築設計事
務所

石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

905 2013年8月 平成25年度 あおばのさと増築工事
社会福祉法人安甚インク
ルージョン

㈱新貝一級建築士設計
事務所

石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22
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906 2013年8月～ 平成25年度 湖西市新居斎場増築（建設）工事 静岡県湖西市 白柳建築設計事務所 やまへい ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

907 2013年8月 遠鉄浜岡自動車学校校舎新築工事 ㈱遠鉄自動車学校
遠鉄建設㈱一級建築士
事務所

遠鉄建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

908 2013年8月 杏林堂西貝塚店新築工事 ㈱杏林堂薬局
遠鉄建設㈱一級建築士
事務所

遠鉄建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

909 2013年8月 パブリック技建㈱事務所棟新築工事 パブリック技建㈱
須山建設㈱一級建築設
計事務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

910 2013年8月
浜松市浜北区染地台３丁目町内会公会堂建
設工事

染地台３丁目町内会 井下建築設計事務所 ㈱リンク ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

911 2013年8月～
社会福祉法人羊之舎恵愛会 すこやか保育園新
築工事

社会福祉法人羊之舎恵
愛会

㈱槙野建築接計事務所 山本建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

912 2013年8月
平成24年度 危防第2号　津波避難施設（三保）
設置工事

静岡県静岡市
静岡市都市局建築部公
共建設課

日成建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ29～32

913 2013年8月～ 来宮神社参集殿 新築工事 来宮神社
㈲若林建築接計事務所オ
カモト建築接計事務所

㈱石井工務店 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

914 2013年8月～ 久留米社員寮建設工事 ダイハツ工業㈱ ㈱東畑建築事務所 松尾建設㈱　福岡支店 ㈱フクアツ

915 2013年8月 豊栄除雪基地 新潟県 田中組 ㈲Ｓ・Ｋプラン Ｄ22

916 2013年8月～ ネッツトヨタ帯広㈱ウエストワード店改築工事 ネッツトヨタウエストワード 萩原建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～22

917 2013年8月～ 民間住宅新築工事
㈱Ｔ＆Ｎ北海道設計事務
所

萩原建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～25

918 2013年8月
平成25年度強い農業づくり事業常呂町農協たま
ねぎ集出荷貯蔵施設新設工事

常呂町農業協同組合 北濃設計センター
ダイイチ・野口特定建設工
事協同企業体

㈱東圧 Ｄ19～22

919 2013年8月～
雄武地区（雄武漁港）水産流通基盤整備工事
(特定）１工区（補正）（繰越）

北海道オホーツク総合振興局網
走施設管理事務所紋別出張所

㈱真樹建築事務所
早水･岩田地崎･藤共特
定建設工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ25

920 2013年8月～ 事業協同組合チホク会小麦調整貯蔵施設 事業協同組合チホク会 ヤンマー 藤建設 ㈱エス・ピー・エイチ山田 Ｄ19～25

921 2013年8月～ 地域資源活用交流施設整備工事 北海道上川郡 和寒町役場　産業振興課 ㈱コンドー興産 ㈲来伸ガス Ｄ19～22

922 2013年8月 セブンイレブン赤平文京店新築工事 ㈲赤坂商店 ㈱山口産商旭川支店 ㈲来伸ガス Ｄ19

923 2013年8月 オサダ農機倉庫新築工事 オサダ農機㈱ ㈱サンエービルド工業 ㈱サンエービルド工業 ㈲来伸ガス Ｄ19～22

924 2013年8月～ 平成24年度 尾花沢地区構造物工事
国交省東北整備局山形
河川国道事務所

㈱柿崎工務所 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ29

925 2013年8月～ 雄勝地域統合小学校建築工事 秋田県湯沢市 ㈱近建築設計事務所 ㈱三友建築所 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～29

926 2013年8月～ 薬王堂湯沢稲川店新築工事 ㈱薬王堂 ㈲柳設計事務所 中田建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

927 2013年8月 愛子加修センター 新築工事 山岸工務店 ㈱TGP Ｄ19～25

928 2013年8月～
仙台東特定災害復旧工事 高砂南部排水機場
復旧工事

農林水産省 ㈱鴻池組 ㈱TGP Ｄ25～32

929 2013年8月 仙台印刷工業団地作業所増設工事 仙台印刷団地協同組合
西松建設㈱一級建築士
事務所

西松建設㈱ ㈱TGP Ｄ25

930 2013年8月～ 八幡高齢者複合施設 新設工事 ㈱阿部和工務店 ㈱TGP Ｄ19～25

931 2013年8月～ 桜井歯科医院 山形建設㈱ ㈱TGP Ｄ19

932 2013年8月～
石巻市水産加工工業協同組合角氷自動製氷
施設新築工事

石巻市水産加工業協同
組合

日本建設㈱ ㈱TGP Ｄ22～25

933 2013年8月～
平成24年度 富谷町立日吉台小学校校舎増築
工事

宮城県豊谷町 ㈱阿部和工務店 ㈱TGP Ｄ22～25

934 2013年9月～
（雄武漁港）水産流通基盤整備工事(特定）２工
区（補正）（繰越）

北海道オホーツク総合振興局網
走施設管理事務所紋別出張所

㈱真樹建築事務所
渡辺・菅野・土屋特定建
設工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ25

935 2013年9月～
北見市立北中学校エレベーター設置等改修工
事（建築主体）

北海道北見市 高橋建築企画 ㈱柴田建設工業 ㈱東圧 Ｄ22
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936 2013年9月～ 北見信用金庫紋別支店新築工事(建築工事） 北見信用金庫 ㈱北海道日建設計
北栄・五十嵐・鈴木・北一
共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

937 2013年9月～ 西興部村防災備蓄倉庫 新築工事 北海道西興部村 日本都市設計㈱ ㈱郡土木 ㈱東圧 Ｄ19～25

938 2013年9月～ 畑地帯(営業用水）上沢木地区61工区
北海道オホーツク総合振
興局

㈱ルーランエンジニア ㈱菅野組 ㈱東圧 Ｄ19～22

939 2013年9月～
平成25年度旭野一般廃棄物最終処分場中間
処理施設増築工事

北海道遠軽町 ㈱日水コン ㈱渡辺組 ㈱東圧 Ｄ19～22

940 2013年9月 町民会館改修工事（建築主体・機械設備） 北海道下川町 ㈱ＩＡ研究会
盛永・金子・三賀経常建
設共同企業体

㈲来伸ガス Ｄ19

941 2013年9月～ トヨタカローラ道北㈱東光店新築工事 トヨタカローラ道北㈱
㈱盛永組一級建築士事
務所

㈱盛永組 ㈲来伸ガス Ｄ19～25

942 2013年9月～
北海道縦貫自動車道　士別市　中士別改良工
事

北海道士別市
国土交通省　北海道開発
局　旭川開発建設部

㈱生駒組 ㈲来伸ガス Ｄ29～32

943 2013年9月～ ホクトヤンマー㈱滝川支店新築工事 ホクトヤンマー㈱ ㈲スリーディースタジオ ㈱岸田組 ㈲来伸ガス Ｄ19～22

944 2013年9月～
サービス付高齢者向け住宅しらかばの杜新築工
事

社会福祉法人 康和会 ㈱ドーコン
伊藤・中山・新和共同企
業体

㈱アツケン工業
㈱中央ガス圧接

Ｄ22

945 2013年9月～ 社会福祉法人厚生協会 やすらぎ荘 社会福祉法人厚生会 岡田設計 岩倉建設 ㈱エス・ピー・エイチ山田 Ｄ19～25

946 2013年9月～ 除雪車格納庫新築工事 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 Ｄ22～25

947 2013年9月～ 薬王堂山形最上店新築工事 ㈱薬王堂 ㈲柳設計事務所 ㈱半田工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

948 2013年9月～
小規模特別養護老人ホームみこころの園小規模
多機能型居宅介護事業所新築工事

社会福祉法人山形公和
会

㈱鈴木建築設計事務所 荻野建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

949 2013年9月～ 三條物産㈱ 村田第2工場増築工事 三條物産㈱ 山形建設㈱ ㈱TGP Ｄ25

950 2013年9月～
渡波水産加工業協同組合 立体自動冷蔵・凍
結自動製氷設備新築工事

日本建設㈱ ㈱TGP Ｄ22～32

951 2013年9月～
明治大学付属中野中学･高等学校建替工事Ⅰ
期工事

学校法人中野学園 ㈱日建設計 鹿島建設㈱東京支店 松栄工業㈱ Ｄ19～25

952 2013年9月～ 紀尾井町計画オフィス・ホテル棟新築工事 ㈱西武プロパティーズ ㈱日建設計
鹿島・鉄建･熊谷建設共
同企業体

松栄工業㈱ Ｄ19～29

953 2013年9月～ 宗教法人 休玄寺新築工事 宗教法人休玄寺
清水建設㈱一級建築士
事務所

清水建設㈱ ㈱嘉藤工業所 Ｄ22～29

954 2013年9月 民間住宅 新築工事
一級建築士事務所乾設
計

射水建設興業㈱ 富山ガス圧接㈱ Ｄ25

955 2013年9月 民間住宅 新築工事 金垣建築工房 加藤建設㈱ ㈲中越ガス圧接工業 Ｄ19

956 2013年9月～ ジャンボプラス浜松店新築工事 ㈱パイオニア 坂井田建築設計事務所 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～29

957 2013年9月
平成25年度基幹施設耐震化事業 袋井第2水
源耐震化工事

静岡県袋井市
㈱大場上下水道設計一
級建築士事務所

㈱永井組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

958 2013年9月～ 静岡マツダ掛川店改修工事 静岡マツダ㈱ ㈱乃村工藝社 ㈱乃村工藝社 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

959 2013年9月～ 静岡銀行浜北支店新築工事 静岡銀行㈱ ㈱三菱地所設計 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

960 2013年9月 浜北インターＳＳ・サークルＫ複合店新築工事 ㈱遠州日石 ㈱秀峰設計 ㈱ＴＯＫＡＩ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

961 2013年9月 大村ビル新築工事 山田建築設計事務所 ㈲ウェッジ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

962 2013年9月 菊川農業用倉庫新築工事 ㈱TOKAI ㈱TOKAI ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

963 2013年9月 かっぱ寿司三方原店新築工事 アーキプラン ㈱ヨシオ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

964 2013年9月 JA遠州中央 福田支店建設工事 遠州中央農業協同組合
㈱新貝一級建築設計事
務所

㈱イトー ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～29

965 2013年9月 かとう歯科クリニック新築工事 ㈲江間建築設計事務所 ㈱リンク ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19
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966 2013年9月 ㈱タイセイフレックス 浜北工場建設工事 ㈱タイセイフレックス
第一伊藤建設㈱一級建
築士事務所

第一伊藤建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

967 2013年9月～ 生活介護事業所工房ゆう新築工事 社会福祉法人ひかりの園 ㈱公共設計 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

968 2013年9月 芝原工業㈱第三工場増築工事 前田秀明 釜慶工業 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

969 2013年9月～
平成24年度天城北道路湯ヶ島第３高架橋下部
工事

国交省中部地方整備局
沼津河川事務所

日幸産業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ29～32

970 2013年9月～ 旭化成㈱ 第３標準工場改造土建 旭化成㈱
㈱大林組名古屋支店一
級建築士事務所

㈱大林組 名古屋支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

971 2013年9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

972 2013年9月～
三島市、裾野市及び長泉町消防指令センター庁
舎 新築工事

静岡県三島市
三島市都市整備部住宅
課

山本建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

973 2013年9月～ 太田区立伊豆高原学園 改築･運営等事業 伊豆高原学園ＰＦＩ㈱ ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

974 2013年9月～ 湘南台駅前PJ 新築工事
三井住友トラスト･パナソ
ニックファイナンス㈱

大和ハウス工業㈱横浜支
店流通一級建築士事務
所

大和ハウス工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～29

975 2013年9月～ 東海医療学園専門学校新校舎 新築工事 学校法人 東海医療学園 ㈱久保田設計事務所 ㈱石井工務店 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

976 2013年9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㈱ Ｄ19～22

977 2013年9月～ 漁民新館 新築工事 ㈲漁民 ㈱ゆたか建築設計事務所 ㈱中村組 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

978 2013年9月～ 認定こども園たかおか 新築工事 学校法人渡辺学園 ㈱ゆたか建築設計事務所 ㈱藤島組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

979 2013年9月～ 和合愛光園サテライト 新築工事
社会福祉法人 聖隷福祉
事業団

㈱公共設計 ㈱鈴木組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

980 2013年9月～
平成25年度[第25-Z0306-01号]
沼津工業高等学校渡り廊下他 建設工事

静岡県沼津土木事務所
㈲梶尾建築設計尾事務
所

㈱川村組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

981 2013年9月
平成24年度[第24-K2202-01号]一級河川韮山古川総合
流域防災事業(統合河川)(地域自主戦略)工事(内中橋下
部工その2)

静岡県沼津土木事務所 ㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

982 2013年9月～ 良工舎部品製造㈱三島工場 新築工事 良工舎山本鋼業㈱
山本建設㈱一級建築士
事務所

山本建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

983 2013年9月～ ㈱シンエイ 社屋新築工事 ㈱シンエイ
㈱鈴木工務店一級建築
士事務所

㈱鈴木工務店 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

984 2013年9月～ 今宮公会堂　新築工事 富士市今宮町内会
楽建工房　一級建築士事
務所

井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

985 2013年10月～
平成25年度強い農業づくり事業　　螺湾TMRｾﾝ
ﾀｰ新築工事

合同会社螺湾TMRｾﾝﾀｰ 萩原・木村共同企業体 ㈱東圧 Ｄ19～22

986 2013年10月～ 計根別小中学校校舎増改築建築主体工事 北海道中標津町
犬飼・廣木特定建設工事
共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～22

987 2013年10月～ 大空団地改修（光２号棟） 北海道帯広市
萩原・東伸・ｲﾁｴｲ山田特
定建設工事企業体

㈱東圧 Ｄ19～22

988 2013年10月～ 元稲府漁港-3.5ｍ取水施設上屋外新築工事
国交省北海道開発局網
走開発建設部

国交省北海道開発局網
走開発建設部

㈱西村組 ㈱東圧 Ｄ25

989 2013年10月～ 北見工業大学総合研究棟新営その他工事
国立大学法人 北見工業
大学

㈱創建社 ㈱天内工務店 ㈱東圧 Ｄ19～29

990 2013年10月～
北海道横断自動車道 訓子府町三豊橋上部工
事

国交省北海道開発局網
走開発建設部

㈱ドボク管理、㈱横研エン
ジニアリング

日本高圧コンクリート ㈱東圧 Ｄ38

991 2013年10月～
北見工業大学学生寄宿舎(女子寮)新営その他
工事

国立大学法人 北見工業
大学

㈱綜企画設計 五十嵐建設㈱ ㈱東圧 Ｄ19

992 2013年10月～ 北海道マツダ販売㈱北見店新築工事 北海道マツダ販売㈱ ㈱ア・ド建設工房 ㈱イチケン ㈱東圧 Ｄ22

993 2013年10月～ 山の水族館滝の湯魚養生施設建設工事（建築） 北海道北見市
㈲アダック　一級建築士事
務所

三九建設㈱ ㈱東圧 Ｄ19

994 2013年10月～
林業・木材産業構造改革事業　木材処理加工
施設　作業用建物建設工事

新生紀森林組合 ㈱清和設計事務所
北進・久島　経常建設共
同企業体

㈱東圧 Ｄ19

995 2013年10月～
北見市立東小学校校舎耐震改修工事（建築主
体）

北海道北見市 ㈱日本工房
岡村・鐘ヶ江・三共後藤　特
定建設工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～29
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996 2013年10月～ 地域資源活用施設建築工事 北海道深川市 ㈲来伸ガス Ｄ19～22

997 2013年10月～
東小学校校舎・屋内運動場改築工事（建築主
体）

北海道富良野市 ㈱創建築設計事務所
ｻﾝｴｰﾋﾞﾞﾙﾄﾞ・那智特定建
設工事共同企業体

㈲来伸ガス Ｄ19～29

998 2013年10月 平成25年度 下新田地区構造物工事
国交省東北整備局山形
河川国道事務所

大山建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ29

999 2013年10月～ 鶴岡市立朝日中学校改築工事 山形県鶴岡市 ㈱羽田設計事務所
佐藤工務・菅睦建設・山
本組特定建設工事共同
企業体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

1000 2013年10月～ ㈱大仙物流東中野低温倉庫新築工事 ㈱大仙物流
小坂建設㈱一級建築設
計事務所

小坂建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

1001 2013年10月～
荻野地区小中一貫教育校建設工事の内主体
工事

山形県新庄市 ㈱秦・伊藤設計
沼田建設・新庄・鈴木・柴
田組･升川建設特定建設
工事共同企業体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～29

1002 2013年10月
東北大学（青葉山）機械系実験研究棟新築工
事

鷹觜建設㈱ ㈱TGP Ｄ22～25

1003 2013年10月 ㈱ｅ－フレッシュ農産物加工施設工事 ㈱斎藤工務店 ㈱TGP Ｄ25

1004 2013年10月～ アサヒサンクリーン女子寮新築工事 ㈱阿部和工務店 ㈱TGP Ｄ19～25

1005 2013年10月～ 山形市立第五中学校校舎改築建設工事 山形県山形市
山形建設・市村工務店・
緑建設共同企業体

㈱TGP Ｄ19～25

1006 2013年10月 富山あしたねの森ガンバ村保育園 新築工事 社会福祉法人アルペン会 大久手計画工房
日本海建興・ミツボ建設共
同企業体

富山ガス圧接㈱
㈲中越ガス圧接工業

Ｄ19～22

1007 2013年10月～ 白根屋内プール建設工事 ㈲Ｓ・Ｋプラン Ｄ19～25

1008 2013年10月～ 千住河原町EAST計画
一級建築士事務所 ㈱岡
田総合設計

野村建設工業㈱ 松栄工業㈱ Ｄ22～32

1009 2013年10月～ 特別養護老人ホーム 天城の杜新築工事 社会福祉法人愛誠会 ㈱池田建築設計事務所 平井工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

1010 2013年10月～ ファインスクエア茅ヶ崎サザン通り新築工事 新日本住建㈱ ㈱ＮＩＭ建築工房 小野建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25～32

1011 2013年10月～ 日吉自治会館 新築工事 日吉自治会 内田 豊建築事務所 大藤建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

1012 2013年10月～ ザ・ガーデン 新築工事 内宮商事㈱ 雅設計 小野建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

1013 2013年10月～ みしまプラザホテル チャペル 新築工事 ㈱ひしや三島プラザホテル ㈱鈴木工務店 ㈱鈴木工務店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

1014 2013年10月～ 誠恵高等学校講堂・第二体育館 新築工事 学校法人 誠恵学院 ㈲村松設計事務所 清水建設㈱名古屋支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

1015 2013年10月～
平成25年度 富士宮市立富士根保育園園舎改
築工事（建築主体）

静岡県富士宮市 ㈱旭建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

1016 2013年10月～ 慈恩の里　小規模特養　建設工事 社会福祉法人　岳陽会 ㈱建築設計　フシオン 平和建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

1017 2013年10月～
平成25年度[第24-Z0331-01号]
毘沙門地区毘沙門排水機場建築工事

静岡県沼津土木事務所 ㈱山室組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

1018 2013年10月～
平成25年度[第25-D7302-01号]（-）富士由比線防
災・安全交付金（県道橋梁耐震対策）工事（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

1019 2013年10月～ 静甲㈱　三島社員寮　新築工事 静甲㈱
平井工業㈱一級建築士
事務所

平井工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

1020 2013年10月～ 沼津花園町計画 ナブコシステム㈱
木内建設㈱一級建築士
沼津事務所

木内建設㈱　沼津支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

1021 2013年10月～
平成25年度[第24-D7302-01号]（主）熱海函南線防
災・安全交付金（県道橋梁耐震対策）工事（西熱海
大橋）（11-01）P2橋脚

熱海土木事務所 中央コンサルタンツ 青木建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ38～51

1022 2013年10月 柳島公会堂　新築工事 静岡県富士市 一級建築事務所　SIDP ㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

1023 2013年10月～ ニチイケアセンター南伊東　新築工事
大和ハウス工業㈱沼津支
店

大和ハウス工業㈱沼津支
店

東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

1024 2013年10月 中土狩事務所併用住宅　新築工事
㈲上杉山﨑建築設計事
務所

㈱鈴木工務店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

1025 2013年10月 富士市宮島複合施設　新築工事 ㈱久保田 ㈲耕舎建築設計事務所 平和建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25
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1026 2013年10月～ 清水町第2シードビル　新築工事 ㈱シード ㈱シード ㈱シード 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

1027 2013年10月～
東レ㈱　三島工場　島U-5危険物倉庫建設工
事及び外構工事

東レ㈱　三島工場 東レ建設㈱ 東レ建設㈱　三島出張所 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

1028 2013年10月
(福)遠江学園 共同生活介護事業（ケアホーム）
新築工事

社会福祉法人遠江学園
㈲ＺＯＮＥ建築設計事務
所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22　

1029 2013年10月 ㈱オーミ 工場増設工事 ㈱オーミ
㈱イトー一級建築士事務
所

㈱イトー ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22　

1030 2013年10月 サンレイ食品㈱ 新工場新築工事 サンレイ食品㈱ さくら設計㈱ 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

1031 2013年10月 シエロアスール新築工事 ㈱Ｔ＆Ｍコーポレーション 八木建築設計事務所 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

1032 2013年11月～ 士幌農協廃水嫌気処理施設 北海道士幌市 北斗産業㈱ ㈱東圧 Ｄ22～25

1033 2013年11月～ ｱｸﾞﾘｼｽﾃﾑ㈱品質蘇生小麦倉庫新築工事 宮様建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～22

1034 2013年11月
永明寺御開山　5百回忌記念事業建築工事
（車庫付事務所新築工事）

宗教法人　永明寺 Shimamura建築研究所 井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

1035 2013年11月～ 清水町久米田　辻マンション2　新築工事 ㈱平成総研 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

1036 2013年11月 広見町9丁目公会堂　新築工事 広見町9丁目　町内会
一級建築士事務所　　基
設計

井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

1037 2013年11月～ ㈱岡村製作所　御殿場事業所増築計画 ㈱岡村製作所
清水建設㈱一級建築士
事務所

清水建設㈱　名古屋支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ25～29

1038 2013年11月～ ノジマ三島東本町店　新築工事 ㈱ノジマ
㈱鈴木工務店一級建築
士事務所

㈱鈴木工務店 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

1039 2013年11月～
（国）152号橋梁新設工事（阿蔵高架橋P2橋
脚）

静岡県浜松市 天龍土建工業㈱ 天龍土建工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ29～32

1040 2013年11月～
平成25年度　三島函南農業協同組合　函南葬
祭会館建設工事（建築工事）

三島函南農業協同組合
静岡県経済連一級建築
士事務所

小野建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

1041 2013年11月～ 東名裾野病院　増築工事 医療法人社団　榮紀会 ㈱池田建築設計事務所 小野建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

1042 2013年11月～ セブンイレブン富士宮大岩店　新築工事 ㈲セカンド キュウメートル㈱ 木内建設㈱沼津支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

1043 2013年11月～
旭化成ファーマ㈱　大仁医薬工場原料倉庫　新
築工事

旭化成ファーマ㈱
㈱安藤・間静岡支店一級
建築士事務所

㈱安藤・間 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

1044 2013年11月 民間住宅新築工事 おおすぎ建築設計室 村松建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

1045 2013年11月～ 遠鉄ストア東伊場店新築工事 ㈱遠鉄ストア
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

1046 2013年11月 とぴあ浜松農業協同組合麁玉支店改築工事 とぴあ浜松農業協同組合
㈱中川猛一建築士事務
所

㈱林工組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22　

1047 2013年11月 半田山北自治会公会堂建設工事 半田山北自治会 ㈱フレームアーツ ㈱リンク ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22　

1048 2013年11月 ウィンダーランド島田新店新築工事 ㈱高田薬局
㈱プラドウィン一級建築士
事務所

㈱ヨシオ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

1049 2013年11月～
平成24年度東海環状北方北高架橋北下部工
事

岐阜県大垣市 若築建設㈱ ㈱嘉藤工業所 Ｄ29～32

1050 2013年11月～ TRIAL三重松坂店舗新築工事 三重県松坂市 ㈱北村組 ㈱嘉藤工業所 Ｄ19～22

1051 2013年11月～ エイム新栄新築工事 関谷殖産㈱ ㈱山下設計 瀬水建設㈱ ㈱嘉藤工業所 Ｄ19～25

1052 2013年11月～ 蒲郡信用金庫本店新築工事 蒲郡信用金庫 ㈱久米設計 ㈱大林組　名古屋支店 ㈱嘉藤工業所 Ｄ22～32

1053 2013年11月～ 富士機材㈱　中部支店新築工事 富士機材㈱
㈱大林組名古屋支店一
級建築士事務所

㈱大林組　名古屋支店 ㈱嘉藤工業所 Ｄ19～29

1054 2013年11月～ 鯛取通りマンション 花田工務店 ㈱嘉藤工業所 Ｄ19～29

1055 2013年11月～ ﾒﾓﾘｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ ｱｸ･ｻﾝ大山　新築工事 ㈱エル・サン
鶴岡建設㈱1級建築士設
計事務所

鶴岡建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25
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1056 2013年11月～ ＦＢ18-12国道道路補修工事（橋梁補修） 秋田県湯沢市 雄勝地域振興局 ㈱柴田組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

1057 2013年11月～
平成24年度（債務負担行為）山形県こころの医
療センター（南棟）新築（建築）工事

山形県病院事業局
日建・本間設計共同企業
体

山形建設・山口工務店特
定建設工事共同企業体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

1058 2013年11月～ 和田工業重機格納庫新築工事 和田工業 ブレンスタッフ㈱ ㈱庄司建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

1059 2013年11月 ㈲羽後清掃社　倉庫新築工事 ㈲羽後清掃社
㈱柴田組一級建築士事
務所

㈱柴田組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

1060 2013年11月～
雄物川地区小学校統合事業 雄物川小学校建
設工事

秋田県横手市
久米・遠藤・ｱｰｷﾃｯｸ基本実
施設計業務共同企業体

大和組・横手建設・丸茂組
特定建設工事共同企業体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～38

1061 2013年11月～ 民間住宅　新築工事 山形建設㈱ ㈱TGP Ｄ19～25

1062 2013年11月～
佐呂間地区（富武士若里漁港）水産生産基盤
工事（特定）2工区（補正）（繰越）

網走建設管理部 ㈱アクアソーケン
西村・北英・大同特定建
設工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ25

1063 2013年11月～ 上印　同和食品㈱帆立工場　改修工事 上印　同和食品㈱ ㈱コアプラニング ㈱丸田組 ㈱東圧 Ｄ25

1064 2013年11月～ 糠内中学校屋内体育館改築工事 北海道幕別町
大野・佐藤経常建設工事
協同企業体

㈱東圧 Ｄ25

1065 2013年11月～
平成25年度　畜産担い手育成総合整備事業
（再編整備事業）興栄地区　第4区工事

公益財団法人　北海道農
業公社

北王コンサルタント㈱ ㈱柳原建設 ㈱東圧 Ｄ22～25

1066 2013年11月～ 南町配水場配水池他改築工事 帯広市公営企業
萩原・栗林・伊豆倉特定
建設工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

1067 2013年11月～ 落石漁港屋根建築その他工事
国交省北海道開発局網
走釧路建設部

萩原建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ25

1068 2013年12月～
3.5.51川東通改築工事（交付金）（橋梁下部工）
（補正）（繰越）

網走建設管理部 ㈱ドーコン 五十嵐建設㈱ ㈱東圧 Ｄ29～35

1069 2013年12月～ 3.5.51川東通改築工事（交付金）（橋梁下部工） 網走建設管理部 ㈱ドーコン 村井建設㈱ ㈱東圧 Ｄ29～35

1070 2013年12月～
北海道横断自動車道　訓子府町　第「1ポンケト
ナイ川橋上部工事

網走建設管理部
北海道開発局　網走開発
建設部　北見道路事務所

大成建設㈱　札幌支店 ㈱東圧 Ｄ51

1071 2013年12月～ 北見食品工業㈱食品工場増築工事 北見食品工業㈱ ㈱コアプランニング ㈱土屋工業 ㈱東圧 Ｄ22

1072 2013年12月～ きたみらい農協　資材店舗・事務所新築工事
全国農業協同組合連合
会札幌生産資材事務所

北農設計センター 北成建設㈱ ㈱東圧 Ｄ19～22

1073 2013年12月～
一般国道40号 中川町 天塩川橋下部新設工
事

国交省北海道開発局旭川開発
建設部士別道路事務所

㈱廣野組 ㈲来伸ガス Ｄ29～38

1074 2013年12月～
一般国道40号 幌延町 天塩大橋下部外一連
工事

国交省北海道開発局留萌開発
建設部羽幌道路事務所

㈱石山組 ㈲来伸ガス Ｄ29～35

1075 2013年12月～
伏木地区コミュニティ施設　新築工事　建築主体
工事

㈱創計画研究所
塩谷建設・山本建設
共同企業体

富山ガス圧接㈱
㈲中越ガス圧接工業

Ｄ19～29

1076 2013年12月～ 千住河原町WEST計画
一級建築士事務所 ㈱岡
田総合設計

野村建設工業㈱ 松栄工業㈱ Ｄ22～32

1077 2013年12月～ 浅草計画新築工事
㈱シー・フォレスト一級建築
士事務所

㈱東映建工 協和圧接工業㈱ Ｄ19～32

1078 2013年12月 沼津BP上りTS　新築工事 JXエンジニアリング㈱ アサカ設計事務所 平和建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

1079 2013年12月～
平成25年度　富士市立富士川第2中学校重層
屋内運動場改築主体工事

静岡県富士市
富士市建設部施設建築
課

平和建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

1080 2013年12月 民間マンション2新築工事 ㈱バーディ ㈱平成総研 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

1081 2013年12月 富士信用金庫　富士宮支店　新築工事 富士信用金庫
一級建築士事務所 中澤
中建築研究室

明徳建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

1082 2013年12月
静岡県赤十字血液センター　伊豆供給出張所
建設工事

日本赤十字社　東海北陸
ブロック血液センター

㈱池田建築設計事務所 木内建設㈱　沼津支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

1083 2013年12月 ヤマダ電機　テックランド横須賀店　新築工事 住友商事㈱ ㈱ディーエス設計 ㈱奥村組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～29

1084 2013年12月 天間特殊製紙㈱　第2加工棟　新築工事 天間特殊製紙㈱
清水建設㈱名古屋支店
一級建築士事務所

清水建設㈱名古屋支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

1085 2013年12月～
情報・システム研究機構（谷田（遺伝研））発電
機棟　新営工事

大学共同利用機関法人
情報・システム研究機構

大学共同利用機関法人情
報・システム研究機構　管理
部　財務課　施設ﾁｰﾑ

㈱平井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25
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1086 2013年12月 丸亀製麺　掛川店　新築工事 ㈲工設計 戸塚建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

1087 2013年12月 富士建設業会館　新築工事
一般社団法人　富士建設
業協会

秀一級建築設計工房
アーキライブラ設計事務所

㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

1088 2013年12月
平成24年度社会資本整備総合交付金南郷橋
耐震補強・補修工事

静岡県加茂郡松崎町 西伊豆貨物自動車㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ32

1089 2013年12月～
情報・システム研究機構（谷田（遺伝研））実験
研究棟（動物飼育）新営工事

大学共同利用機関法人
情報・システム研究機構

大学共同利用機関法人情
報・システム研究機構　管理
部　財務課　施設ﾁｰﾑ

㈱平井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

1090 2013年12月～
きたはらクリニック通所リハビリテーション（デイケア）
建設工事

㈱蔵創 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

1091 2013年12月 平成25年度伊達方駐在所建築・解体工事 袋井事務所 ㈱工設計 ㈱藤本組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1092 2013年12月
平成25年度特別養護老人ホーム燦光津波避難
スロープ設置工事

社会福祉法人新和会 ㈲倉田誠建築設計室 ㈱浜建 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1093 2013年12月 掛川新エコポリス工場排水処理場施設工事 焼津水産 水野建築事務所 ㈱イトー ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

1094 2013年12月～ TN  CLINIC新築工事
高木昭良建築設計事務
所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

1095 2013年12月 見付サービス付き高齢者向け住宅新築工事
石川建設㈱一級建築士
事務所・㈱ｴｽ･ﾋﾟｰ･ｴｰ

石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1096 2013年12月 事務所併用賃貸住宅新築工事 ㈲玄建築設計室 ㈱リンク ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1097 2013年12月 民間貸事務所新築工事 ㈱飯尾建築設計事務所 中村建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

1098 2013年12月～
平成25年度　湖西市新居体育館建設（建築）
工事

静岡県湖西市
不二総合コンサルタント㈱
一級建築士事務所

山平・鳥井特定建設工事
共同企業体

㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～51

1099 2013年12月～ 民間住宅新築工事 デザインハウス㈱ デザインハウス㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1100 2013年12月 新保診療所新築工事 ㈱縣建築設計事務所
大和ハウス工業㈱　浜松
支店

㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1101 2013年12月 介護施設新築工事 高橋工務店
㈱イトー一級建築士事務
所

㈱イトー ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1102 2013年12月～ 賃貸共同住宅新築工事 ㈲御幸建築設計事務所 御幸建設㈱ ㈱嘉藤工業所 Ｄ19～25

1103 2013年12月～ 岡崎市針崎雨水ポンプ場建設工事その2 愛知県岡崎市
フジタ・小原特定建設工事
共同企業体

㈱嘉藤工業所 Ｄ22～25

1104 2013年12月～ 豊橋マンション アドバンスライフ ㈱嘉藤工業所 Ｄ19-29

1105 2013年12月～ 今池マンション 花田工務店 ㈱嘉藤工業所 Ｄ19～32

1106 2013年12月～
平成25年度東海環状北方北高架橋南下部工
事

若築建設 ㈱嘉藤工業所 Ｄ19～32

1107 2013年12月～ 宮之上小学校耐震整備に伴う改築工事 三重県尾鷲市 ㈱アスカ総合設計
北村・丸昇特定建設工事
共同企業体

㈱嘉藤工業所 Ｄ25～29

1108 2013年12月～ 中ノ口中学校屋内体育館 丸運建設㈱ ㈲Ｓ・Ｋプラン Ｄ19～25

1109 2013年12月 民間酒店店舗改築工事
㈱丸臣高久建設一級建
築設計事務所

㈱丸臣高久建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

1110 2013年12月
田中貴金属工業㈱鶴岡工場産業廃棄物置場
増築工事

TANAKAホールディングス
㈱

鶴岡建設㈱ 鶴岡建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

1111 2013年12月～ アスカフーズ㈱加工冷凍食品製造工場増築工事 アスカフーズ㈱ ㈲大嶋建築設計事務所 ㈱半田工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

1112 2013年12月～ 北都銀行　横堀支店　新築工事 ㈱北都銀行 ㈱草階建築創作所 ㈱三友建築所 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

1113 2013年12月～ 民間住宅新築工事
㈲U・S・I一級建築士事務
所

小野建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

1114 2013年12月
塩竃市水産業共同利用施設復興整備事業
㈱間宮商店水産加工処理施設新築工事

㈱間宮商店 岡田設計 ㈱阿部和工務店 ㈱TGP Ｄ19～29

1115 2013年12月 フレッシュおの野菜工場新築工事 ㈱フレッシュおの ㈱針生承一建築研究所 ㈱阿部和工務店 ㈱TGP Ｄ19～25
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1116 2013年12月 丸水配送石巻営業所新築工事 ㈱シマ ㈱TGP Ｄ22～25

1117 2013年12月 山形三菱自動車販売㈱寒河江店改築工事 ㈱奏・伊藤設計 ㈱高松木材 ㈱TGP Ｄ25

1118 2014年1月～ STELLA新築工事 Y.H 宮坂建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ22～25

1119 2014年1月 旭川紋別自動車道　遠軽町　金山改良工事
国交省北海道開発局網走
開発建設部　遠軽開発事務
所

㈱構研エンジニアリング 五十嵐建設㈱ ㈱東圧 Ｄ29～32

1120 2014年1月～
旭川紋別自動車道 遠軽町 瀬戸瀬川橋下部
工事

国交省北海道開発局網走開発
建設部　遠軽開発事務所

㈲来伸ガス Ｄ29～32

1121 2014年1月 平成25年度　河島地区下部工工事
国土交通省　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 Ｄ29～32

1122 2014年1月
鶴岡市立朝晹第六小学校特別教室棟改築工
事

山形県鶴岡市 ㈲吉田建築設計事務所 ㈱山口工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

1123 2014年1月 ㈱千葉自転車　自動車整備工場新築工事 ㈱千葉自転車
㈱元吉一級建築設計事
務所

㈲加藤鐡建 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

1124 2014年1月～
サービス付高齢者向け住宅　横手駅前　新築工
事

㈱横手プラザホテル ㈱大槻建築設計事務所 横手建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

1125 2014年1月 多機能型事務所　かざぐるま　新築工事
社会福祉法人　　雄勝福
祉会

㈲創建築設計事務所 ㈱三友建築所 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

1126 2014年1月 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ仙台宮千代1丁目店新築工事 ㈱Jes設計 ㈱阿部和工務店 ㈱TGP Ｄ19

1127 2014年1月～ 黒部市庁舎交流棟新築工事（建築主体） 富山県黒部市 ㈱山下設計
第一建設・共和土木特定
建設工事共同企業体

㈲中越ガス圧接工業 Ｄ19～29

1128 2014年1月～
情報・システム研究機構（谷田（遺伝研））総合
研究棟（生命情報研究センター）新営工事

大学共同利用機関法人
情報・システム研究機構

大学共同利用機関法人
情報・システム研究機構

㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～29

1129 2014年1月～
平成25年度〔第25-Ｄ7258-01号〕（国）136号（長岡第3-2
高架橋・第3-3高架橋）防災・安全交付金（国道橋梁耐震
対策）工事（耐震補強工）

静岡県沼津市 工事第2課　第2班 中豆建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～32

1130 2014年1月～ 富士市今泉2丁目分譲マンション　新築工事 ヨシコン㈱
ヨシコン㈱一級建築士事
務所鈴木浩峰

㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～35

1131 2014年1月～
浜松ホトニクス産業開発研究所　第1研究棟　増
築工事

浜松ホトニクス㈱
㈱竹中工務店　名古屋一
級建築士事務所

㈱竹中工務店　名古屋支
店

東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

1132 2014年1月 Allyre hair design make up 新築工事 タカラスペースデザイン㈱ 山本建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

1133 2014年1月～
平成24年度　静岡県草薙総合運動場体育館
建築工事

㈱内藤廣建築設計事務
所

鹿島・木内・鈴与・特定建
設工事共同企業体

東海ガス圧接㈱ Ｄ29

1134 2014年1月～ 民間住宅 アルファクラブ静岡㈱
大末建設㈱　一級建築士
事務所

大末建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

1135 2014年1月～ 宗教真光　熱海元み魂座　建替工事
㈱大林組　名古屋支店
一級建築士事務所

㈱大林組　名古屋支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

1136 2014年1月～ ホリデイスポーツクラブ富士　新築工事 ㈱東祥
㈱小松義博建築都市設
計事務所

㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

1137 2014年1月～ ヤクルト富士裾野工場　PR棟設備増強工事 ㈱ヤクルト本社
東急建設㈱　一級建築士
事務所

東急建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

1138 2014年1月～ ㈱西川機械製作所様工場新築工事 ㈱西川機械製作所
一級建築士事務所創和
設計㈱

吉川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1139 2014年1月
高砂香料工業㈱浅羽工場　津波避難施設工
事

高砂香料工業㈱ ㈱パルム建築設計 ミサワホーム東海㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1140 2014年1月 セブン-イレブン浜松佐鳴台5丁目店　新築工事 ㈱セブン-イレブン・ジャパン
キュウメートル㈱一級建築
士事務所

㈱アクト建設 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

1141 2014年1月 東海ビル管理㈱本社屋新築工事 東海ビル管理㈱ ㈱井上建築事務所 山平建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

1142 2014年1月～
浜松ホトニクス㈱豊岡製作所第10棟新築工事
（廃水処理棟）

浜松ホトニクス㈱豊岡製作
所

㈱竹下一級建築士事務
所

トヨタＴ＆Ｓ建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

1143 2014年1月 三実精工㈱新社屋新築工事 三実精工㈱
㈱飯田組　一級建築士事
務所

㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

1144 2014年2月 ツルハドラック雄物川店新築工事 ㈲ケイズクリエイツ ㈱伊藤住宅 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

1145 2014年2月～ ㈱薬王堂　秋田六郷店　新築工事 ㈱薬王堂 ㈲柳設計事務所 ㈱半田工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22
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1146 2014年2月～ ㈱山形メタル工場増築工事 ㈱山形メタル 宮仕建築設計事務所 ㈱大場組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

1147 2014年2月 ペットワールドアミーゴ山形北店新築工事 ㈱ダイユーエイト 丸伸建設㈱ 幸栄建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

1148 2014年2月 鶴岡東高等学校　南体育館新築工事 学校法人　斎藤学園 ㈱アックスクリエート ㈱佐藤工務 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

1149 2014年2月 橋本生花物流倉庫増築工事 橋本生花㈱ ㈱山本建築設計事務所 幸栄建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

1150 2014年2月～ 仙台市立錦ヶ丘小学校校舎等新築工事
橋本店・深松組共同企業
体

㈱TGP Ｄ19～32

1151 2014年2月～ 六丁の目駅周辺復興公営住宅 仙台印刷団地協同組合
西松建設㈱一級建築士
事務所

西松建設㈱ ㈱TGP Ｄ22～32

1152 2014年2月～ シバタインテックロジスティックセンター新築工事 ㈱阿部和工務店 ㈱TGP Ｄ19～25

1153 2014年2月～ 東北大学（星稜町）歯学部増築工事 ㈱鴻池組 ㈱TGP Ｄ25

1154 2014年2月 25教857-Ａ01号船岡支援学校プール改築工事 宮城県 浜田工業㈱ ㈱TGP Ｄ22

1155 2014年2月～ レリア東向島Ⅱ新築工事
南海辰村建設一級建築
士事務所

南海辰村建設㈱ 協和圧接工業㈱ Ｄ19～32

1156 2014年2月 京葉銀行千葉みなとビル新築工事 ㈱日建設計 ㈱竹中工務店 ㈱武蔵野 Ｄ25～32

1157 2014年2月 静岡整形外科・脊椎クリニック　新築工事 ㈱ケーエーメディック ㈱平成総研 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

1158 2014年2月
平成25年度　三島函南農業協同組合　仁田支
店　建設工事

三島函南農業協同組合
静岡県経済連一級建築
士事務所

木内建設㈱　沼津支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

1159 2014年2月 ホームプラザ　ナフコ富士宮店　新築工事 ㈱ナフコ ㈱水野都市設計 ㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

1160 2014年2月～
平成25年度　水　第8号　富士岡第2配水場
築造工事

㈱白岩設計、㈲小沢建築
設計事務所

臼幸産業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

1161 2014年2月～
平成25年度[第25-H4203-01号]県営住宅光ケ
丘団地B棟公営住宅整備事業（建築）工事

静岡県三島市 ㈱植野建築設計事務所 小野建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～32

1162 2014年2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

1163 2014年2月～ 特別養護老人ホーム　伊豆の瞳　新築工事 社会福祉法人珀寿会 ㈱池田建築設計事務所 臼幸産業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～29

1164 2014年2月～ 横浜信用金庫　箱根山荘　新築工事 横浜信用金庫 ㈱松田平田設計 箱根建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

1165 2014年2月～ ㈱アズマ管理マンション　新築工事 ㈱アズマ管理 ㈱平成総研 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

1166 2014年2月～ ㈱グランパレス様　事務所付共同住宅新築工事 ㈱グランパレス 大東建託㈱　浜松北支店 大東建託㈱　浜松北支店 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～29

1167 2014年2月
平成25年度　引佐地区新構想高等学校　多目
的体育館建築工事

㈱竹下一級建築士事務
所

㈱林工組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

1168 2014年2月 JA遠州中央セレモア磐田北部建設工事 遠州中央農業協同組合
㈱新貝一級建築士事務
所

石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

1169 2014年2月～ テンイチ薬師町ビル　改築計画 ㈱テンイチ 日本建設㈱名古屋支店 日本建設㈱名古屋支店 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～29

1170 2014年2月～ 松葉倉庫㈱　掛川物流センター建築工事 松葉倉庫㈱ ㈱水野建築事務所 ㈱川島組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25～29

1171 2014年2月 ㈱平喜　　磐田配送センター東倉庫新築工事 ㈱平喜
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

1172 2014年2月～ 名古屋工業大学4号館 鴻池組 ㈱嘉藤工業所 Ｄ19～32

1173 2014年2月 田中橋補強工事 セントラル工材 ㈱嘉藤工業所 Ｄ41

1174 2014年2月～ ラプロス笹丘新築工事 ㈱ラプロス 日建建設㈱ ㈱フクアツ Ｄ25～29

1175 2014年3月～ 太田電機㈱社屋改築工事 太田電機㈱ 萩原建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ22～25
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1176 2014年3月～ 市民温水プール改築工事（建築主体） 北海道北見市
㈱ドーコン・清和特定委託
業務共同企業体

大幸・天内・岡村・大地　特
定建設工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

1177 2014年3月～ 広域紋別病院改築工事（建築主体工事） 広域紋別病院企業集団 ㈱石本建築事務所
伊藤・西村・北　　特定建
設工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ25～35

1178 2014年3月～ 横断道縫別トンネル電気室外建築その他工事 釧路建設管理部 ㈱アトリエブンク 松谷建設㈱ ㈱東圧 Ｄ19～25

1179 2014年3月～ サッポロドラックストアー北見栄町店新築工事
㈱愛プランニング・㈱アブシ
タ共同企業体

㈱サッポロドラックストアー ㈱ダイイチ ㈱東圧 Ｄ19～22

1180 2014年3月～
塩釜魚市場水産加工業協同組合　　市場前加
工場新築工事

塩釜魚市場水産加工業
協同組合

西松建設㈱一級建築士
事務所

西松建設㈱ ㈱TGP Ｄ25～29

1181 2014年3月 ツルハドラック釜石店新築（建築）工事 NTTﾌｧｲﾅﾝｽ㈱ ㈲ケイズクリエイツ 横手建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

1182 2014年3月～ ㈱ユーテック　京田工場増築工事 ㈱ユーテック ㈲赤谷建築設計事務所 大井建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

1183 2014年3月 庄南校区放課後児童クラブ建設工事 ㈲舞設計事務所 鷹栖建工㈱ ㈲中越ガス圧接工業 Ｄ25

1184 2014年3月～ ㈱B&Sコーポレーション富士工場　増築工事 ㈱B&Sコーポレーション ㈱三和設計 ㈱中村組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

1185 2014年3月～ JARED新センター　建設工事
㈱ソニー・ミュージックエンタ
ティメント

㈱竹中工務店　名古屋一
級建築士事務所

㈱竹中工務店　名古屋支
店

東海ガス圧接㈱ Ｄ29～31

1186 2014年3月～
平成25年度　第33号　東富士演習場周辺道路整備
事業　市道5013号線外3路線道路改良工事（橋梁
下部工）

静岡県御殿場市 静岡コンサルタント㈱ ㈱オサコー建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ25～29

1187 2014年3月 富士葬祭　建替工事 アルファクラブ静岡㈱ ㈱池田建築設計事務所 井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

1188 2014年3月～
平成25年度[第25-H4203-01号]県営住宅光ケ
丘団地A棟公営住宅整備事業（建築）工事

㈱植野建築設計事務所 小野建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～32

1189 2014年3月～ 協和発酵キリン㈱　新研究棟（IK8）増築計画 協和発酵キリン㈱ 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

1190 2014年3月～ 静岡駅前南町10地区再開発事業 ㈱アール・アイ・エー 木内建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ22～38

1191 2014年3月～ 民間貸介護施設新築工事 民間
大和ハウス工業㈱浜松支
店　一級建築工事

大和ハウス工業㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

1192 2014年3月～ ITO　RESIDENCE　新築工事 アーネストアーキテクツ㈱ 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

1193 2014年3月～ 民間積志町マンション新築工事 ㈱樹設計室 ㈱サクシード ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

1194 2014年3月 民間眼科診療所新築工事 ㈱縣建築設計事務所 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

1195 2014年3月～ 木戸町民間マンション新築工事 民間 ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～32

1196 2014年3月 民間住宅 民間
須山建設㈱一級建築士
事務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

1197 2014年3月 静岡市葵区大鋸町マンション新築工事 ㈱ミルセゾン
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

1198 2014年3月～ ラプロス笹丘新築工事 ㈱ラプロス 日建建設㈱ ㈱フクアツ Ｄ25～29

1199 2014年3月～ フローラ比恵町新築工事
上村建設㈱一級建築士
事務所

上村建設㈱ ㈱フクアツ Ｄ19～29
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