
エコスピード工法施工実績（2015年4月～2016年3月）

2015年度 2016/3/31 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

1678 2015年4月～
厚幌ﾀﾞﾑ建設事業付替道路（道道上幌内早来
（停）線）工事2号橋

北海道 ㈱出口組 ㈱東圧 Ｄ29～35

1679 2015年4月～ 障がい者支援施設あさひ荘　改築工事
社会福祉法人清水旭山
学園

萩原建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ22～25

1680 2015年4月～ ドーミーイン網走新築工事 ㈱北成ビル管理 北成建設㈱ ㈱ランドブレイン ㈱東圧 Ｄ19～32

1681 2015年4月～ 紋別バイオマス発電所1号発電設備土建工事 紋別バイオマス発電㈱ 三井住友建設㈱ 住友重機械工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～32

1682 2015年4月～ ツルハドラック　北見公園店　新築工事 ㈲みんと ㈱プロ1 大地建設㈱ ㈱東圧 Ｄ19～22

1683 2015年4月～ 丸玉産業㈱津別工場事務所新築工事 丸玉産業㈱ ㈲アトリエロゴス ㈱天内工務店 ㈱東圧 Ｄ19～22

1684 2015年4月 ㈱広洋水産 ㈱広洋水産 斎藤譲一設計事務所 村井建設㈱ ㈱シバタ鐵工業 Ｄ19～22

1685 2015年4月～ ステーキハウス宮　旭川大雪通店　新築工事 春日井ジャスト㈱ ㈲ｽﾘｰﾃﾞｨｰｽﾀｼﾞｵ ㈱岸田組 ㈲来伸ガス Ｄ19～22

1686 2015年4月～
北海道横断自動車道　朝里川橋（PC上部工）
工事

東日本高速道路㈱北海
道支社

㈱ピーエス三菱 ㈱中央ガス圧接 Ｄ29～41

1687 2015年4月～
北海道横断自動車道　フゴッペ川橋（ＰＣ上部
工）工事 Ⅱ期

東日本高速道路㈱北海
道支社

㈱ピーエス三菱 ㈱中央ガス圧接 Ｄ32～41

1688 2015年4月～ 苗穂Bv11（U型擁壁工他） 大成建設㈱ ㈱中央ガス圧接 Ｄ32

1689 2015年4月～ 秋田銀行大曲駅前支店　新築工事 ㈱秋田銀行 ㈱草階建築創作所 髙吉建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25～29

1690 2015年4月～ 大曲農業高等学校　校舎棟建築工事 秋田県
コスモス・館・武田設計共同
企業体

髙吉・荒屋鋪・丸茂・さとう特定建設工事共同企業体㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

1691 2015年4月
まつしまメモリーランド酒田店ショールーム新築工
事

松島産業㈱ ㈱八重樫工務店 ㈱八重樫工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

1692 2015年4月 ㈱山喜　鶴岡給油所改造工事 ㈱山喜 群設計工房 ㈱山口工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

1693 2015年4月 ㈲米の里ライスセンター新築工事 ㈲米の里 相馬建設設計事務所 ㈲諏訪建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

1694 2015年4月
鶴岡バイオマス発電所　タービン棟新築工事（別
棟）

㈱鶴岡バイオマス ㈱彩設計計画 鶴岡建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

1695 2015年4月 短期生活介護施設かけはし増築工事
社会福祉法人　山形虹の
会

㈲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

1696 2015年4月 プリエール藤の花　新築工事 ㈱佐藤工務 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

1697 2015年4月～ サユウ宮城大和工場　新築工事 ㈱サユウ宮城 ㈱アーキボックス ㈱半田工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

1698 2015年4月 ㈱カネサ藤原屋物流センター新築工事 ㈱カネサ藤原屋
㈱フクダ・アンド・パートナー
ズ一級建築士事務所

㈱阿部和工務店 ㈱TGP Ｄ25～29

1699 2015年4月 糸魚川駅前ホテル計画 民間 ㈲建築科学研究所 創和ジャステック建設㈱ ㈲中越ガス圧接工業 Ｄ22

1700 2015年4月 大亜電気興業　倉庫棟新築工事 大亜電気興業㈱
遠鉄建設㈱一級建築士
事務所

遠鉄建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

1701 2015年4月 ㈱ナユタ様　倉庫新築工事 ㈱ナユタ
㈲アイエス建築設計事務
所

松本建設㈲ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

1702 2015年4月～ プレミスト鍛冶町新築工事
大和ハウス工業㈱浜松支
店

㈱アーキプラン一級建築士
事務所

大和小田急建設㈱名古屋支店㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～38

1703 2015年4月 遠鉄袋井自動車学校合宿寮新築工事 ㈱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

1704 2015年4月 ㈱宮本技研工業　組立第三工場　新築工事 ㈱宮本技研工業
釜廣鉄工㈱一級建築士
事務所

釜廣鉄工㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1705 2015年4月～ Three  Sounds  Project 民間
ストゥーディオ　クレアティー
ヴォー　一級建築士事務
所

㈱杉浦建築店 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25
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1706 2015年4月
聖隷いなさ・細江地区在宅複合事業所　新築工
事

社会福祉法人　聖隷福祉
事業団

㈱公共設計 ㈱イトー ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

1707 2015年4月
旭化成ファーマ㈱富士医薬工場　新工場棟建設
工事

旭化成ファーマ㈱
㈱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㈱ Ｄ19～29

1708 2015年4月～
医療法人社団久和会　川崎内科医院建替工
事

医療法人社団久和会
㈱ソム・テック　一級建築
士事務所

㈱ソム・テック　 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

1709 2015年4月～
社会福祉法人　旭福祉会　みどりご保育園　新
築工事

社会福祉法人　旭福祉会 ㈱ゆたか建築設計事務所 ㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

1710 2015年4月 テルモ富士宮東工場　抜取室　増築工事 テルモ㈱ 清水建設㈱設計本部 清水建設㈱名古屋支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

1711 2015年4月
芹沢薬品㈱西島事業所　北側倉庫棟　新築工
事

芹沢薬品㈱ ㈲松下建築設計事務所 小野建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

1712 2015年4月～ 剱持マンション　新築工事 民間 ㈱平成総研 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

1713 2015年4月～ NSCM新本社・技術開発ｾﾝﾀｰ建設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 日本電産サンキョーシーエムアイ㈱

㈱都市居住文化研究所
三井住友建設㈱
一級建築士事務所

三井住友建設㈱静岡支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～29

1714 2015年4月～
ファインスクウェア富士日乃出町分譲マンション新
築工事

新日本住建㈱ ヨシコン㈱ ㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～29

1715 2015年4月～ ㈱キタセ事務所及び集荷場新築工事
㈱キタセ事務所及び集荷
場新築工事

㈱ｱﾙﾌﾃﾞｻﾞｲﾝ ㈱岸田組 ㈲来伸ガス Ｄ19～25

1716 2015年4月～ ＪＡ北ひびき　経済センター新築工事
全国農業協同組合連合
会札幌生産資材事業所

㈱北農設計センター 田中工業・近藤・久光特定建設工事共同企業体㈲来伸ガス Ｄ19～25

1717 2015年4月～ 泉町南団地町営住宅新築工事 上富良野町長　向山富夫 高橋・創成特定共同企業体㈲来伸ガス Ｄ19～22

1718 2015年5月～ 元稲府漁港-3.5ｍ岸壁屋根施設14新築工事
国交省　北海道開発局
網走開発建設部

㈱西村組 ㈱谷津設計 ㈱東圧 Ｄ25～29

1719 2015年5月～
HKKクノール食品　ゲストホール棟サニテーション
ルーム増築工事

クノール食品㈱ 北新建築設計事務所 鐘ヶ江建設㈱ ㈱東圧 Ｄ22

1720 2015年5月～ 福原邸新築工事 宮澤建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～22

1721 2015年5月～
平成27年度更別村農協種子馬鈴薯選別貯蔵
施設新設工事

全国農業協同連合会 萩原建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ22

1722 2015年5月～ 滝上除雪ステーション詰所外１５新築工事
国交省　北海道開発局
網走開発建設部

㈱ノア設計 松谷建設㈱ ㈱東圧 Ｄ19～22

1723 2015年5月～ 旭川トヨタ北見店　U－Car　Station　増築工事 旭川トヨタ自動車㈱ ㈱中原建築設計事務所 鐘ヶ江建設㈱ ㈱東圧 Ｄ19

1724 2015年5月～ オビラシケ川改良工事 国交省　北海道開発局 国交省　北海道開発局 オリエンタル白石㈱ ㈱シバタ鐵工業 Ｄ32

1725 2015年5月～ 釧路舌辛改良 国交省　北海道開発局 国交省　北海道開発局 白崎建設㈱ ㈱シバタ鐵工業 Ｄ29

1726 2015年5月～ ジャペル㈱盛岡営業所新築工事 東北永井㈱ ㈱AE建築設計 横手建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

1727 2015年5月～ しまむら横手（SCB)店　新築工事 ㈱よねや商事
㈲アクト設計一級建築士
事務所

㈱大和組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

1728 2015年5月～ 汚泥再生処理センター建設工事
尾花沢市大石田町環境
衛生事業組合

㈱エイト日本技術開発 水ｉｎｇ㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

1729 2015年5月 真島医院増築工事 ㈱佐藤工務 ㈱佐藤工務 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

1730 2015年5月 新庄宮内ヤマザワ貸店舗（ＤＡＩＳＯ）新築工事 ㈱ヤマザワ ㈲平田建築設計 沼田建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

1731 2015年5月 ドコモショップ新庄　新築工事 ㈱フォルム ㈱フォルム ㈱みなと ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

1732 2015年5月 ヤマザワ新庄宮内店　新築工事 ㈱ヤマザワ ㈲平田建築設計 沼田建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

1733 2015年5月 コメリホームセンター新庄店　新築工事 ㈱コメリ ㈲平田建築設計 冨樫建設工業㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

1734 2015年5月～ SS中央ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ改築工事 相澤秀樹
田中建設㈱一級建築士
事務所

田中建設㈱ ㈱TGP Ｄ25～29

1735 2015年5月～ スーパービバホーム仙台中山店新築工事 東京センチュリーリース㈱ ㈱淺沼組 一級建築士事務所㈱淺沼組　東北支店 ㈱TGP Ｄ19～25
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1736 2015年5月～ 浦和水素ステーション　管理棟 東京ｶﾞｽｹﾐｶﾙ㈱ ㈲アサカ設計事務所 協和圧接工業㈱ 協和圧接工業㈱ Ｄ22

1737 2015年5月～ 千葉金属工業ビル新築工事 千葉金属工業㈱ ㈱杉浦建築設計事務所 ㈱協栄組 松栄工業㈱ Ｄ19～25

1738 2015年5月 強羅公園南側エリア 箱根登山㈱ ㈱ﾏｻﾂｰﾃﾞｨ･ｹｲ ㈱勝俣組 ㈲フルタ工業 Ｄ22

1739 2015年5月 ABC浜北店新築工事 ㈱ABC キーノート㈱ キーノート㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

1740 2015年5月～ 龍の子認定こども園改築工事 学校法人龍の子学園 ㈱時設計 石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

1741 2015年5月
社会福祉法人　全人会　　浜松東第二保育園
新築工事

社会福祉法人　全人会 ㈱アート総合設計 ㈱林工組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

1742 2015年5月～ 龍の子認定こども園改築工事 学校法人龍の子学園 ㈱時設計 石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

1743 2015年5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

1744 2015年5月 ビヨンズ㈱精密金型工場　建設工事 ビヨンズ㈱
井上建設㈱一級建築士
事務所

井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

1745 2015年5月～ 民間マンション　新築工事 ㈱平成建設 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

1746 2015年5月～ 広野1丁目土地利用計画 杉山文義
木内建設㈱一級建築士
事務所

木内建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ19～22

1747 2015年5月～ 台東区竜泉保育所新築工事 ㈱光商 ㈱汎設計 ㈱久保工 ㈱甲斐ガス圧接 Ｄ19～32

1748 2015年5月 稲川牧場バイオガスプラント建設工事 コーンズ・五十嵐 特定建設工事共同企業体 ㈲来伸ガス Ｄ19,D25

1749 2015年5月～
平成27年度　雨竜町役場庁舎改築事業　大型
車車庫新築工事

雨竜町長　西野尚志 池上・本家経常建設共同企業体㈲来伸ガス Ｄ22

1750 2015年5月～
枝幸取水導水施設（ポンプ場）建設建築主体工
事

枝幸町長　村上守継 荒井建設㈱ ㈲来伸ガス Ｄ19～25

1751 2015年5月～ ㈲昭和運輸名寄主幹営業所新築工事 ㈲昭和運輸 中舘建設㈱ 中舘建設㈱ ㈲来伸ガス Ｄ19～25

1752 2015年6月～ ㈱スズケン釧路支店新築工事 ㈱大野組 ㈱大野組 ㈱東圧 Ｄ22～25

1753 2015年6月～
帯広市西19条南2丁目複合施設B棟　ｻｯﾎﾟﾛﾄﾞ
ﾗｯｸﾞｽﾄｱ棟新築工事

㈱ｵｶﾓﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 萩原建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～22

1754 2015年6月 藤原産業新築工事 藤原産業 ㈱石本建築事務所 宮坂建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ22～25

1755 2015年6月～ 東の里遊水池排水門
国交省　北海道開発局
札幌開発建設部

㈱竹中土木（札幌開建） ㈱竹中土木 ㈱東圧 Ｄ29

1756 2015年6月～
平成26年度産地水産業強化支援事業　漁業
用作業保管施設整備事業

湧別漁業共同組合 ㈱ぎょれん設計センター ㈱西村組 ㈱東圧 Ｄ22

1757 2015年6月～ ウトロ漁港建設工事
国交省　北海道開発局
網走開発建設部

アルファ水エコンサルタンツ ㈱西村組 ㈱東圧 D19～25

1758 2015年6月～ 大曲郵便局　新築工事 日本郵便㈱大曲郵便局 ㈲富岡建築設計 ㈱早水組 ㈱東圧 D19

1759 2015年6月～ まるちよ歯科医院　新築工事
医療法人社団　大緑会
まるちよ歯科医院

遠藤建築アトリエ ㈱ダイイチ ㈱東圧 D19～22

1760 2015年6月～ 除雪車車庫新築工事 北海道北見市 ㈲設計同人　アルファ 五十嵐建設㈱ ㈱東圧 D22

1761 2015年6月～
北海道横断自動車道　訓子府町　常盤改良工
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

三和工業㈱ ㈱東圧 D29

1762 2015年6月～ 統合小学校校舎改修工事（建築主体） 南富良野町 ｻﾝｴｰﾋﾞﾙﾄﾞ･永井特定建設工事共同企業体㈱東圧 Ｄ22

1763 2015年6月～ 厚床中学校屋内運動場改築工事 北海道根室市 渡辺･高橋･桑野特定建設工事共同企業体㈱東圧 Ｄ19～32

1764 2015年6月～
一般国道４０号　中川町　琴平擁壁外一連工
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 Ｄ29～35

1765 2015年6月 ガリバーアウトレット 大和ハウス工業 富樫建設㈱ ㈱シバタ鐵工業 Ｄ22
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エコスピード工法
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1766 2015年6月～ 更別交流施設 ㈱ネクサス 丹羽鉄筋興業㈱ Ｄ22～25

1767 2015年6月～ 宗近整形外科医院 武田建設㈱ 丹羽鉄筋興業㈱ Ｄ22～25

1768 2015年6月～
パイプ・ラインエンジニアリング㈱酒田工場新築工
事

パイプ・ラインエンジニアリン
グ㈱

㈱石庄建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

1769 2015年6月～
山形電波工業高等学校　総合体育館新築等
工事

学校法人山形電波学園 ㈱高松木材 ㈲東京ガス圧接秋田店 D19～25

1770 2015年6月
山形日産自動車㈱大野目店ショールーム改築工
事

山形日産自動車㈱
本間利雄設計事務所・地
域環境計画研究室

山形建設㈱ ㈱TGP Ｄ19～25

1771 2015年6月～ 日本無線川越事業所　新築工事 ㈱日建設計 清水建設・小原建設ＪＶ ㈲共同ガス圧接 D22～25

1772 2015年6月～ 関町南集合住宅新築工事 ㈱キュージーエス ㈱フルキスペースデザイン ㈱フルキスペースデザイン 協和圧接工業㈱ D22～29

1773 2015年6月 さくら学園第Ⅱ期耐震化建替工事 社会福祉法人武蔵野会 ㈱ｴｽ･ﾃｨ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ㈱浅沼組 ㈲フルタ工業 D19～25

1774 2015年6月 ㈱柳産業　産業廃棄物処理施設　新築計画 ㈱柳産業
創和設計㈱一級建築士
事務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

1775 2015年6月
平成26年度　社会福祉法人　瑞穂会　高丘保
育園改築工事

社会福祉法人　瑞穂会 ㈱飯尾建築設計事務所 ㈱浜建 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

1776 2015年6月
㈱スズキ自販浜松アリーナ有玉ショールーム改修
工事

㈱スズキ自販浜松 ㈱縣建築設計事務所 山平建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1777 2015年6月
中区葵1丁目リリーズ様　自動車整備工場新築
工事

㈲リリーズ ㈱スズイチ ㈱スズイチ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1778 2015年6月 タイヤ館　浜松半田山新築工事 合名会社中村社団 釜慶鉄工㈱ 釜慶鉄工㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1779 2015年6月
社会福祉法人順愛会　順愛保育園園舎改築
工事

社会福祉法人順愛会 ㈱ニキ計画工房 遠鉄建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

1780 2015年6月～ ラクラス広沢レジデンス新築工事 遠洲鉄道㈱
㈱竹下一級建築士事務
所

遠鉄建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

1781 2015年6月～ ホテルルートイン清水インター新築工事 ルートイン開発㈱ 藤川設計㈱ 中村建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ19～29

1782 2015年6月～
平成27年度　富士市農業協同組合伝法支店
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

㈱井出組 東海ガス圧接㈱ D22～25

1783 2015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

1784 2015年6月 スズキアリーナ沼津黄瀬川　建替工事 ㈱スズキ自販　静岡 ㈱スズキビジネス 鈴中工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

1785 2015年6月
ウシオ電機㈱　御殿場事業所　Ｇ1棟　改修工
事

ウシオ電機㈱ ㈱日立プラントサービス ㈱プランテックコンサルティング東海ガス圧接㈱ Ｄ25

1786 2015年6月～ 社会福祉法人はなぞの会　さざんか篠原保育園 社会福祉法人はなぞの会 ㈱白柳建築設計事務所 ㈱鈴木組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

1787 2015年6月～ セブン-イレブン富士市森島店　新築工事 民間 キュウーメートル㈱ 平和建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

1788 2015年6月 太田川東バルブステーション　建築土木工事 静浜パイプライン㈱ ㈱鈴木組 ㈱鈴木組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

1789 2015年6月
介護老人保健施設　みしゅくケアセンターわか葉
増築工事

医療法人社団柴紀会 ㈱池田建築設計事務所 小野建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

1790 2015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

1791 2015年6月～
美瑛町農協加工玉ねぎ貯蔵加工処理施設　新
設工事

美瑛町農業協同組合
三建・ＧＡＢＥ設計監理
共同企業体

吉宮・清水特定建設工事共同企業体㈲来伸ガス Ｄ22～25

1792 2015年6月～ ㈱丹波屋旭川支店　建設工事 ㈱丹波屋
㈱廣野組　一級建築士事
務所

廣野・橋本川島　共同企業体㈲来伸ガス Ｄ19,D22

1793 2015年6月～ ねむのき福祉センター新築工事
社会福祉法人旭川ねむの
き会

㈱中原建築設計事務所 荒井建設㈱ ㈲来伸ガス Ｄ19～25

1794 2015年6月～
一般廃棄物最終処分場建設工事（浸出水処理
施設）

大雪清掃組合
共和化工㈱一級建築士
事務所

共和化工㈱札幌支店 ㈲来伸ガス D22～25

1795 2015年7月～
日本体育大学北海道高等支援学校「北海道学
園」（寄宿舎）

学校法人日本体育大学
東急建設㈱建築本部　設
計部

東急建設㈱札幌支店 ㈱東圧 Ｄ19～29
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1796 2015年7月
梢団地公営住宅建替建築工事主体工事（Ｇ
棟）

北海道音更町 北海道音更町 高橋組・青田特定建設工事共同企業体㈱東圧 Ｄ19

1797 2015年7月 ㈱マルデン増築改修工事 ㈱マルデン ㈱マルデン ㈱東圧 Ｄ19～25

1798 2015年7月～ 北星脳神経・心血管内科病院新築工事
医療法人社団　高翔会
北星脳神経・心血管内科
病院

㈱アトリエ　ジーセブン 鹿島・五十嵐共同企業体 ㈱東圧 Ｄ19～29

1799 2015年7月～
つくしヶ丘４丁目市営住宅（A棟）建設建築主体
工事（２工区）

北海道網走市 日本都市設計㈱ 塩川・夏見　特定建設工事共同企業体㈱東圧 Ｄ19～22

1800 2015年7月～
ウトロ漁業協同組合水産鮮度保持施設整備事
業　建設工事

ウトロ漁業協同組合 ㈱ぎょれん設計センター 河面・土橋特定建設工事共同企業体㈱東圧 Ｄ22～25

1801 2015年7月～
つくしヶ丘４丁目市営住宅（A棟）建設建築主体
工事（１工区）

北海道網走市 日本都市設計㈱ 土屋・中一　特定建設工事共同企業体㈱東圧 Ｄ19～22

1802 2015年7月～ ㈱そうけん本社社屋改築工事 ㈱そうけん ㈱アトリエブンク ㈱早水組 ㈱東圧 Ｄ19～25

1803 2015年7月～
ウトロ漁業協同組合水産物流通荷さばき施設整
備事業　建設工事

ウトロ漁業協同組合 ㈱ぎょれん設計センター 丸七高橋・斜里・野村特定建設工事共同企業体㈱東圧 Ｄ22～25

1804 2015年7月～ 渚滑ふ化場養魚池　飼育池等増改築工事
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

渡辺・大和　特定建設工事共同企業体㈱東圧 Ｄ19～22

1805 2015年7月～
平成27・28年度ふくろ団地公営住宅建設工事
（2号棟）（建築主体）

北海道遠軽町 ㈱アトリエブンク 渡辺・日新　特定建設工事共同企業体㈱東圧 Ｄ19

1806 2015年7月～ （仮称）増澤車輌工業所　新築工事 ㈲増澤車輌工業所 ㈱司設計事務所 ㈱山口産商 ㈲来伸ガス
Ｄ19,D22,
D29

1807 2015年7月 ㈱ヰセキ北海道　美瑛営業所　倉庫新築工事 ㈱ヰセキ北海道 ㈱雅建築設計 西岡建設㈱ ㈲来伸ガス Ｄ19～25

1808 2015年7月
旭川十勝道路　富良野市　新富良野大橋橋脚
新設工事

国交省　北海道開発局
旭川開発建設部

荒井建設㈱ ㈲来伸ガス Ｄ35～38

1809 2015年7月～ クボタ道東支社 第２工場 宮坂建設㈱ 丹羽鉄筋興業㈱ Ｄ19～22

1810 2015年7月 ショートステイ花むつみ新規建設工事 社会福祉法人　一真会 ピーレックス㈱一級建築士事務所 ㈱半田工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

1811 2015年7月 薬王堂由利本荘薬師堂店新築工事 ㈱薬王堂 ㈱半田工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

1812 2015年7月 薬王堂秋田角館店新築工事 ㈱薬王堂 ㈱半田工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

1813 2015年7月～
湯沢雄勝広域市町村圏組合熱回収施設整備
事業建設工事（工事番号第3号）

湯沢雄勝広域市町村圏
組合

日立造船㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

1814 2015年7月～ 消防署立川分署改築工事（建築工事） 菅陸建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

1815 2015年7月～ 鶴岡市文化会館改築工事 山形県鶴岡市 妹島・新穂・石川共同体 竹中工務店・菅原建設・鈴木工務店特定建設工事共同企業体㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～35

1816 2015年7月～ 酒田FM新築工事 ㈱しまむら ㈱石庄建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

1817 2015年7月～ （仮）神町地域防災センター建設工事 山形県東根市 ㈲須藤建築設計事務所 佐藤建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

1818 2015年7月～ 鶴岡市消防署北分署（仮称）　移転新築工事 鶴岡市長　榎本政規 ㈱石川設計事務所 ㈱浅賀建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

1819 2015年7月～ ㈱ウェストテック古川工場新設工事 ㈱ウェストテック ㈱ビルシステム ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

1820 2015年7月 アウディ山形キャノピー増築工事 フィアドライブ㈱ 山形建設(株) ㈱TGP Ｄ19～25

1821 2015年7月～ ハマキュウレックス綾瀬第2センター建設工事 ㈱ハマキュウレックス
㈱竹下一級建築士事務
所

㈱安藤・間 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～29

1822 2015年7月～ ファナック㈱ロボマシン研究所棟　建設工事 ファナック㈱
㈱富士一級建築士事務
所

東急建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～29

1823 2015年7月～
社会福祉法人美芳会　養護老人ホーム　するが
荘　新築工事

社会福祉法人美芳会
一級建築士事務所　中澤
中建築研究所

井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

1824 2015年7月 ㈱伊藤製作所　新工場　新築工事 ㈱伊藤製作所 松永建築計画工房 井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

1825 2015年7月 民間マンション　新築工事 民間 ㈱平成総研 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22
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1826 2015年7月～ Ａ-1スポーツクラブ新吉原店　新築工事 ㈱エイワンスポーツプラザ ㈱岸設計 平和建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

1827 2015年7月～ ケアハウス天城　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㈱ Ｄ19～25

1828 2015年7月～
日本大学生物資源科学部　西富士校地新実
習棟　新築工事

学校法人日本大学 ㈱廣瀬武生設計事務所 ㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

1829 2015年7月 市川・依田橋倉庫　増築工事 ㈱市川商店
シーエスディー研究所㈱一
級建築士事務所

富士スパイラル工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

1830 2015年7月 業務スーパー三園平店　新築工事 ㈱マキヤ
㈱ヤマダデザイン一級建築
士事務所

㈱中村組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

1831 2015年7月～ 富士市立富士川第二幼保園　新築主体工事 静岡県富士市
静岡県富士市建設部施
設建築課

平和建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

1832 2015年7月～ セルカマンション新築工事 ㈱セルカ・Ｔ ㈱平成建設 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

1833 2015年7月～ Ｃｏｒｓａ自動車板金工場　建設工事 ㈲平川勇建築事務所 井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

1834 2015年7月～ 浜北ゴルフガーデンクラブハウス改築工事 中野開発㈲ ＵＲＰ都市総合計画㈱ ㈱鈴木組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

1835 2015年7月
大日精化工業㈱東海製造事業所汚泥ロカ棟新
築工事

㈱安藤・間　静岡支店 ㈱安藤・間　静岡支店 大日精化工業㈱東海製造事業所㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

1836 2015年7月～ トヨタカローラ東海カーランド磐田新築工事 トヨタカローラ東海㈱ 須山建設㈱ 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

1837 2015年7月 天野回漕店流通元町　危険物倉庫新築工事 ㈱天野回漕店
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

1838 2015年7月 ㈱ＳＵＮＷＡＹ事務所新築工事 ㈱ＳＵＮＷＡＹ ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

1839 2015年7月 ＪＡ遠州中央　袋井西支店　建設工事
ＪＡ遠州中央農業協同組
合

㈱新貝一級建築設計事
務所

㈱永井組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1840 2015年7月
静岡大学（小鹿他）留学生寄宿舎新営その他工
事（小鹿）

国立大学法人
静岡大学

㈱内藤建築事務所 大河原建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ19～29

1841 2015年7月
静岡大学（小鹿他）留学生寄宿舎新営その他工
事（蜆塚）

国立大学法人
静岡大学

㈱内藤建築事務所 大河原建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ19～29

1842 2015年7月～ 北空知信用金庫西支店新築工事 北空知信用金庫 ㈱D設計 中本、光栄経常建設共同企業体㈲来伸ガス Ｄ19～25

1843 2015年8月～ ＪＡ士幌町スナック製造工場新築工事 士幌町農業協同組合 北斗産業㈱ ㈱東圧 Ｄ25

1844 2015年8月～
北海電気工事㈱北見支店社屋および車庫建替
工事建築工事

北海電気工事㈱ 北電総合設計㈱ 岩田地崎・三九　共同企業体㈱東圧 Ｄ22～25

1845 2015年8月～
平成26年度　強い農業づくり事業　女満別町農
協　てん菜共同育苗施設新設工事

女満別町農業協同組合 北農設計センター 三共後藤・河西経常建設共同企業体㈱東圧 Ｄ22

1846 2015年8月～ 東藻琴車輌センター整備工事　新築工事
オホーツク網走農業協同
組合

㈱ダイイチ　一級建築士事
務所

㈱ダイイチ ㈱東圧 Ｄ25

1847 2015年8月～ ㈱北海道クボタ小清水営業所増築工事 ㈱北海道クボタ ㈱梅村建築設計 金井建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ22～25

1848 2015年8月～ 3・5・51川東通改築工事(交付金)（橋梁下部工)
北海道ｵﾎｰﾂｸ総合振興
局網走建設管理部

㈱ドーコン 北振・興和経常建設共同企業体㈱東圧 Ｄ29～35

1849 2015年8月～
北見市立端野小学校プール改築工事（建築主
体）

北海道北見市
北海道北見市都市建設
部建築課

大幸・斉藤工業　特定建設工事共同企業体㈱東圧 Ｄ22

1850 2015年8月～ 消防庁舎改築工事 斜里地区消防組合 石本建築設計事務所 河面・斜里・長屋・片山特定建設工事共同企業体㈱東圧 Ｄ19～25

1851 2015年8月～ 神門　乾燥調製貯蔵施設新築工事 ㈱神門 ㈱オダ建設 ㈱オダ建設 ㈱東圧 Ｄ19

1852 2015年8月～ ウトロ漁港取水管施設その他工事
国交省　北海道開発局
網走開発建設部

㈱富居建築設計 ㈱西村組 ㈱東圧 Ｄ22～25

1853 2015年8月～ 一般国道３３３号　遠軽町　拓殖改良工事
国交省　北海道開発局
網走開発建設部　津軽開
発事務所

㈱ドーコン 五十嵐建設㈱ ㈱東圧 Ｄ29

1854 2015年8月 日高自動車道　日高町　慶能舞川橋上部工事
国交省　北海道開発局
室蘭開発建設部

㈲来伸ガス Ｄ19

1855 2015年8月 ホーマックニコット興部店　新築工事 ㈱ホーマックニコット ㈱協立建築設計事務所 ㈱早水組 ㈲来伸ガス Ｄ19～22
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1856 2015年8月 雄勝小学校プール建設工事 秋田県湯沢市 ㈱三友建築所 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

1857 2015年8月 ㈱ヰセキ東北　横手営業所新築工事 ㈱ヰセキ東北 ㈱半田工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

1858 2015年8月～
平成27年度宇津森地区経営体育成基盤整備
事業第二区工事

山形県知事　吉村美栄子 ㈱新庄・鈴木・柴田組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

1859 2015年8月～ ㈱アサヒニイズマ社屋増築工事 ㈱アサヒニイズマ ㈱アックスクリエート ㈱佐藤組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

1860 2015年8月 金山貸工場建設工事 山形県金山町 星川建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 D19～22

1861 2015年8月～ 共立㈱　庄内支店新築工事 富士機器㈱ ㈲ＫＳ-1設計 ㈱丸高 ㈲東京ガス圧接秋田店 D19～25

1862 2015年8月 宮城県情報通信部倉庫新築工事
東北管区警察局　宮城県
情報通信部

㈱三和技術コンサルタント 浜田工業㈱ ㈱TGP Ｄ22

1863 2015年8月～
南三陸町志津川東（第２）地区災害公営住宅
建設工事（第３工区）

独立行政法人都市再生
機構

一級建築士事務所　大和
ハウス工業㈱

大和ハウス工業㈱ ㈱TGP Ｄ19

1864 2015年8月～
石巻市中央一丁目14.15番地区第一種市街地
再開発事業施設建築物新築工事

石巻市長　亀山紘 山下設計 三井住友・日本製紙石巻テクノ特定建設工事共同企業体㈱TGP D22～29

1865 2015年8月 寄宿舎（従業員寮） ㈱共立メンテナンス ㈱アドバンス・プランニング ㈱勝俣組 ㈲フルタ工業 D19～25

1866 2015年8月～ フォルクスワーゲン沼津「黄瀬川店」新築計画 ネッツトヨタ静岡㈱ ㈱都市生活工房事務所 木内建設㈱ 東海ガス圧接㈱ D19～22

1867 2015年8月～ 富士外（26）隊舎　新設等建築その他工事 南関東防衛局 ㈱協和設計事務所 ㈱熊谷組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

1868 2015年8月～ 熱海Ｓ邸　新築工事
板倉建築研究所　東京事
務所

箱根建設㈱ 東海ガス圧接㈱ D19～22

1869 2015年8月～ 長泉本宿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

馬淵建設㈱ 東海ガス圧接㈱ D19～35

1870 2015年8月～
ヤンセンファーマ㈱（非特薬）先行工事の内　廃棄
物倉庫

千代田テクノエース㈱ 千代田テクノエース㈱ 鈴与建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

1871 2015年8月～ ロータス伊藤車輌　浜北工場　新築工事 ㈱伊藤車輌
㈲渥美工務測量建築設
計事務所

㈱鈴木組 東海ガス圧接㈱ D19～22

1872 2015年8月 田子の月鷹岡店　新築工事 ㈱田子の月 ㈱シック ㈱中村組 東海ガス圧接㈱ D19～22

1873 2015年8月
東芝キャリア㈱富士工場　＃505建家（ＥＭＣ試
験棟）新築工事

東芝キャリア㈱富士工場 東芝キャリア㈱ 井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ D25

1874 2015年8月
平成27年度　ファルマバレープロジェクト新拠点施
設別棟改修建築工事

静岡県 ㈱池田建築設計事務所 ㈱加藤工務店 東海ガス圧接㈱ D22

1875 2015年8月 あおぞら保育園新築工事 ㈱みらい
㈱エー・アンド・エー総合設
計

木内建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ19

1876 2015年8月 ドン・キホーテ山崎店増築改修工事
㈱ドン・キホーテ
日本ｱｾｯﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱

一級建築士事務所ＫＥＩＤ
ＥＳＩＧＮＲＯＯＭ

五光建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ19～25

1877 2015年8月～ あい東脇皮フ科クリニック新築工事
山本利州建築設計事務
所

㈱オノコム ㈲糟谷工業所 Ｄ19～22

1878 2015年8月～ ㈱サンエー化研　掛川工場ＷＥＳＴ　新築工事 ㈱サンエー化研
吉川建設一級建築士事
務所

吉川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D19～29

1879 2015年8月 知久屋西美薗店　新築工事 ㈱知久 ㈱浜建 ㈱浜建 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

1880 2015年8月～
ヤマハモーターエレクトロニクス㈱森町本社新工場
建設工事

ヤマハモーターエレクトロニク
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 Ｄ19～29

1881 2015年8月 白梅下石田ホーム西館新築工事
社会福祉法人白梅福祉
会

井下建築設計事務所 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

1882 2015年8月 ㈱スズキ自販浜松　掛川営業所新築工事 ㈱スズキ自販浜松
スズキハウス一級建築士
事務所

㈱スズキビジネス ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1883 2015年8月～ 花屋敷の住宅　新築工事 ㈲小澤建築設計 ㈱尾崎工務店 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

1884 2015年8月 袋井市川井店舗<新袋井店>新築工事 青山商事㈱ ㈲橘高設計 ㈱ヨシオ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

1885 2015年8月 ㈱杏林堂薬局袋井下山梨店新築工事 ㈱杏林堂薬局 トラスデザイン ㈱キーストン ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22
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1886 2015年8月 民間離れ新築工事
㈱ザ・トーカイ一級建築士
事務所

㈱ザ・トーカイ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

1887 2015年8月
平成27年度　食の拠点づくり施設整備事業（津
波避難タワー）建設工事

静岡県磐田市 ㈱エコア総合設計 石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

1888 2015年8月～
平成27年度　公共下水道事業　谷田川排水ポ
ンプ場建設工事

静岡県磐田市　道路河川
課

日本水工設計㈱ 松村建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

1889 2015年8月 二光エンジニアリング㈱事務所建替工事 二光エンジニアリング㈱ 釜慶鉄工㈱ ㈲山田ガス圧接工業 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1890 2015年8月
平成27年度　コミュニティ消防センター新築工事
（竜洋方面隊第2分団）【建築】

静岡県磐田市 渡辺隆建築設計事務所 ㈱イワタ伊藤建設 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1891 2015年8月 東海工業㈱第一工場　増築工事 東海工業㈱
須山建設㈱一級建築士
事務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

1892 2015年8月～
佐藤木材工業㈱　遠軽事業所 　ＦＩＴ燃料用ﾁｯ
ﾌﾟ製造施設　新築工事

佐藤木材工業㈱
㈲ノハラ設計　㈱長谷川
建築設計事務所

イワクラ　㈱山口産商　共同企業体㈲来伸ガス Ｄ19～25

1893 2015年9月 トヨタエルアンドエフ釧路㈱帯広店新築工事 ﾄﾖﾀｴﾙｱﾝﾄﾞｴﾌ釧路㈱ 萩原建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ22

1894 2015年9月～
消防本部・消防署庁舎移転改築工事（建築主
体）

北見地区消防組合
柴滝・エフ設計・そうごうシ
ステム　特定委託業務共
同企業体

北成・大幸・鐘ヶ江・北洋・岡村　特定建設工事共同企業体㈱東圧 Ｄ19～32

1895 2015年9月～ みわ保育園園舎移転改築工事
社会福祉法人北見福祉
事業協会

㈱柴滝建築設計事務所 岡村・大幸・ダイイチ　特定建設工事共同企業体㈱東圧 Ｄ22～25

1896 2015年9月～ 北海道立オホーツク公園センターハウス増築工事 北海道庁
北海道建設部建築局建
築整備課・㈱ドーコン

中一建設㈱ ㈱東圧 Ｄ19～25

1897 2015年9月～
北海道立オホーツク公園バーベキューハウスほか
新築工事

北海道庁
北海道建設部建築局建
築整備課・㈱ドーコン

㈱夏見建設 ㈱東圧 Ｄ19～22

1898 2015年9月～
社会福祉法人音更町柏寿協会施設移転改築
工事

社会福祉法人音更町柏
寿協会理事長本家宏通

㈱青土 宮坂・坂本工建特定建設工事共同企業体㈱東圧 Ｄ19～25

1899 2015年9月～ 嫌気性発酵処理施設新築工事 ㈱DISPO ㈱高田建築設計事務所 萩原建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ22～25

1900 2015年9月～ ㈱コハタ帯広営業所　事務所・倉庫新築工事 ㈱コハタ 宮坂建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ22

1901 2015年9月 清水複合商業施設（ツルハ棟）新築工事 芙蓉総合リース㈱ ㈱プロ１　南義秀 萩原建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ22

1902 2015年9月 道東自動車道占冠PA受水槽室新築工事 東日本高速道路㈱
㈱ﾈｸｽｺ東日本ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝ
ｸﾞ

田村建設㈱ ㈱東圧 Ｄ19

1903 2015年9月～
平成26年度施行　当麻永山用水農業水利事
業　導水幹線用水路伊香牛6線工区建設工事

国交省　北海道開発局
旭川開発建設部

タカハタ建設㈱ ㈲来伸ガス Ｄ29

1904 2015年9月～
北海道横断自動車道　桃内橋（ＰＣ上部工）工
事

東日本高速道路㈱ 川田建設㈱ ㈱中央ガス圧接 Ｄ35～51

1905 2015年9月～
東成瀬村学校給食センター及び食肉加工セン
ター建築工事

㈱小畑設計事務所 伊藤建設工業㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

1906 2015年9月～ ソニーアンモニア排水処理装置建築工事 ㈱佐藤鉄筋 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

1907 2015年9月 特別養護老人ホームテンダーヒルズ増築工事 社会福祉法人あけとおり会 ㈱草階建築創作所 淺沼組・丸茂組特定建設工事共同企業体㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

1908 2015年9月
平成27年度　簡易水道再編推進事業（統合簡
易水道）沖の原浄水場築造工事

山形県舟形町 丸充建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

1909 2015年9月 （仮称）FCIビル新築工事
㈱ファンシーフラワー取締役
会長　後藤八郎

㈱ブレンスタッフ ㈱石庄建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

1910 2015年9月～ 特別養護老人ホーム　さくらホーム天童新築工事
社会福祉法人さくら福祉
会

㈱小畑設計事務所 荻野建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 D22～25

1911 2015年9月～ 消防三川分署改築工事 山形県三川町
三川町役場総務課危機
管理係・ブレンスタッフ㈱

㈱鈴木工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

1912 2015年9月～ 相馬市役所新庁舎建設建築主体工事 福島県相馬市 ㈱梓設計 戸田建設・小野建設・中村土木特定建設工事共同企業体㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ32

1913 2015年9月 スズキ部品センター仙台建設工事 スズキ㈱
戸田建設㈱東北支店　一
級建築士事務

戸田建設㈱ ㈱TGP Ｄ25

1914 2015年9月 ㈱ステップスナイン扇町工場新築工事 ㈱SKトレーディング
㈱アーキランド一級建築士
事務所

㈱阿部和工務店 ㈱TGP D19

1915 2015年9月～ 学校法人大原学園山形校新築工事 学校法人大原学園
工新建設㈱一級建築士
事務所

工新建設㈱ ㈱TGP Ｄ22～29
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1916 2015年9月～
25-復・交 中央第2ポンプ場（土木・建築）築造
工事

塩竃市長　佐藤昭 山形県塩竃市建築部 鴻池組・東北重機工事特定建設工事共同企業体㈱TGP Ｄ19～29

1917 2015年9月～ ココファン新川崎新築工事 ㈱萬家 ㈱硯川設計 松尾建設㈱ 松栄工業㈱ Ｄ19～25

1918 2015年9月～ （仮称）JV藤沢川名計画新築工事
ナイス株・大栄不動産・京
急不動産

東鉄工業㈱一級建築士
事務所

東鉄工業・第一建設 協和圧接工業㈱ Ｄ19～32

1919 2015年9月～
平成27年度　ファルマバレープロジェクト　新拠点
施設研究開発生産棟建築工事

静岡県 ㈱池田建築設計事務所 ㈱加藤工務店 東海ガス圧接㈱ D19～25

1920 2015年9月～
富士米軍（26）倉庫（0311）新設等建築その他
工事

南関東防衛局 南関東防衛局 小野建設㈱ 東海ガス圧接㈱ D19～25

1921 2015年9月 セイコークリエイト　新築工事 ㈱セイコークリエイト ㈱ゆたか建築設計事務所 ㈱石井組 東海ガス圧接㈱ D19～25

1922 2015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

1923 2015年9月 三枚橋マンション　新築工事 ㈱ﾌｼﾞ･ｽﾍﾟｰｽ･ﾃｸﾆｶ ㈱青山建築設計事務所 大岡建設工業㈱ 東海ガス圧接㈱ D22～32

1924 2015年9月 ㈱加藤美蜂園本舗　富士工場　新築工事 ㈱加藤美蜂園本舗 ㈱大建設計 井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ D22～25

1925 2015年9月 天間特殊製紙㈱　ＰＭ6　実装工事 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㈱ D22

1926 2015年9月
平成27年度　御殿場雪寒基地　新築ほか2件工
事

国交省　中部地方整備局
沼津河川国道事務所

㈱日建築設計事務所 小野建設㈱ 東海ガス圧接㈱ D25

1927 2015年9月～
平成27年度　韮山反射炉総合整備事業　　韮
山反射炉ガイダンス施設　建築工事

静岡県伊豆の国市 ㈱INA新建築研究所 角丸建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

1928 2015年9月～ ダイワ工業倉庫新築工事 ㈱ダイワ工業
㈱オノコム　デザインセン
ター

㈱オノコム ㈲糟谷工業所 D25

1929 2015年9月
とぴあ浜松農業協同組合　引佐支店建設工事
（建築・外構・解体工事）

とぴあ浜松農業協同組合
㈱竹下一級建築士事務
所

㈱浜建 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

1930 2015年9月～ ㈱ソミック石川様　豊岡工場　新築工事 ㈱ソミック石川 創和設計㈱ ㈱林工組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

1931 2015年9月
㈱スズキ自販浜松　アリーナ助信柳通り　新築工
事

㈱スズキ自販浜松
スズキハウス一級建築士
事務所

㈱スズキビジネス ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

1932 2015年9月 浜名梱包輸送㈱浜松営業所　増築工事 浜名梱包輸送㈱ 米山素文アトリエ インテリア平出 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1933 2015年9月～
学校法人HMN学園　浜名幼稚園園舎改築工
事

学校法人HMN学園
アーキプラン一級建築士事
務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

1934 2015年9月 メディカルガーデン建設工事 医療法人社団明徳会 中日設計㈱ 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

1935 2015年9月 栗田鉄工㈱様　工場新築工事 栗田鉄工㈱
㈱飯田組　一級建築士事
務所

㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1936 2015年9月 丸ヨ横田精肉本店店舗兼住宅新築工事 ㈲丸ヨ横田精肉本店
㈱ザ・トーカイ一級建築士
事務所

㈱ザ・トーカイ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

1937 2015年9月 世界救世教様　掛川布教所　新築工事 ㈱川島組
㈱川島組　一級建築士事
務所

㈱川島組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

1938 2015年9月 民間離れ増築工事
釜慶鉄工㈱一級建築事
務所

釜慶鉄工㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

1939 2015年9月 清水春日１丁目齋藤マンション新築工事
木内建設㈱一級建築士
事務所

木内建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ19～22

1940 2015年9月 サカベクリニック新築工事 Shimamura　建築研究所 五光建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ19～25

1941 2015年9月 愛誠会グループホーム 社会福祉法人　愛誠会
木内建設㈱一級建築士
事務所

木内建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ19～25

1942 2015年9月 ヤナセ静岡支店建替計画 ㈱ヤナセ
木内建設㈱一級建築士
事務所

木内建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ25～29

1943 2015年9月～ 旭川いずみ保育園　二階建て増改築等工事 社会福祉法人旭川泉会 ㈱中原建築設計事務所 ㈱廣野組 ㈲来伸ガス D22～25

1944 2015年9月～ 平成大橋新設下部（橋脚工）その２工事 旭川市 荒井建設㈱ ㈲来伸ガス D29～35

1945 2015年10月～ 高瀬物産㈱帯広支店新築工事 高瀬物産㈱ ㈱ノア設計事務所 萩原建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～25
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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

1946 2015年10月～
川西芽室音更線　防Ｂ328改良工事（中島橋
P1橋脚工）

十勝総合振興局帯広建
設管理部

十勝総合振興局帯広建
設管理部

伊藤・西江・生駒特定建設工事共同企業体㈱東圧 Ｄ32

1947 2015年10月～
簡易水道整備事業阿寒湖畔浄水場更新配水
池新設工事

釧路市公営企業管理者 小野寺・宮脇・ヤマシタ特定共同企業体㈱東圧 Ｄ19～25

1948 2015年10月～ 一般国道38号釧路市星が浦高架橋下部工事
国交省　北海道開発局
釧路開発建設部

小野寺・荒井・札建経常建設共同企業体㈱東圧 Ｄ29～32

1949 2015年10月～ 勇振ポンプ場築造工事 北海土建・緑豊・三ツ矢特定建設工事共同企業体㈱東圧 Ｄ19～25

1950 2015年10月～
北海道横断自動車道　訓子府町　常盤沢橋下
部工事

国交省　北海道開発局
網走開発建設部　北見道
路事務所

㈱長大 ㈱丸田組 ㈱東圧 Ｄ29～32

1951 2015年10月～ 平成２７年度　南町ポンプ場建設工事 北海道遠軽町 ㈱N J S 渡辺・茶木　特定建設工事共同企業体㈱東圧 Ｄ19～22

1952 2015年10月～
平成27年度紋別市産地水産業強化支援事業
(北海道水産業振興構造改善事業)水産鮮度
保持施設(製氷・貯氷施設)建設工事

紋別漁業協同組合 ㈱中山設計事務所 渡辺・大和経常建設共同企業体㈱東圧 Ｄ19～25

1953 2015年10月～ 養護老人ホーム静湖園　改築工事
社会福祉法人　網走福祉
協会

㈱建築工房 北斗・夏見　特定建設工事共同企業体㈱東圧 Ｄ19～25

1954 2015年10月～ 藤川・藤沢共同企業体 ㈱東圧 Ｄ19～25

1955 2015年10月
オロロン農協遠別支所もち米乾燥調製貯蔵施設
増設工事

㈱サタケ ㈲来伸ガス Ｄ25～29

1956 2015年10月～ 西７条簡易郵便局 武田建設㈱ 丹羽鉄筋興業㈱ Ｄ22

1957 2015年10月～ 三菱テストコースタイヤ倉庫 ㈱ピーエス三菱 丹羽鉄筋興業㈱ Ｄ22

1958 2015年10月～ 雄物川地域統合保育園新築工事 社会福祉法人育童会 ㈲大嶋建築設計事務所 ㈱半田工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

1959 2015年10月
ＪＡ秋田おばこ　トマト選果・野菜集出荷施設建
設工事

秋田おばこ農業協同組合
全国農業協同組合連合
会　東北広域施設事業所

㈱丸茂組 ㈲東京ガス圧接秋田店 D22

1960 2015年10月 豊幸運輸商事㈲　倉庫新築工事 豊幸運輸商事㈲
㈱三友一級建築士事務
所

㈱三友建築所 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

1961 2015年10月 雄勝小学校スクールバス車庫新築工事 湯沢市長　齋藤光喜 ㈱三友建築所 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

1962 2015年10月～
平成27年度債務負担戸沢村立戸沢小学校新
築工事

戸沢村長　渡部秀勝 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工事共同企業体㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

1963 2015年10月～ こ～ぷ共同の苑 ㈲吉田建築設計事務所 ㈱石庄建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

1964 2015年10月～ 東北中央自動車道　村山トンネル工事 山形河川国道事務所 東亜建設工業㈱ 東亜建設工業㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ32

1965 2015年10月～ 新庄エレメックス増築工事 ㈱新庄エレメックス ㈲平田建築設計 沼田建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

1966 2015年10月～
㈱南東北クボタ名取本社社屋・仙南ＳＣ新築工
事

㈱南東北クボタ ㈱集建築設計事務所 ㈱丸高　仙台支店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

1967 2015年10月 ㈱ショウエー本社社屋新築工事 ㈱ショウエー
㈱阿部和工務店　一級建
築士事務所

㈱阿部和工務店 ㈱TGP Ｄ19～22

1968 2015年10月～ 石巻市営湊東復興住宅Ａ－２-１号棟新築工事
大和ハウス工業㈱ 仙台支
社

一級建築士事務所　大和
ハウス工業㈱

大和ハウス工業㈱ ㈱TGP Ｄ22

1969 2015年10月～ 石巻市営湊東復興住宅Ａ－２-２号棟新築工事
大和ハウス工業㈱ 仙台支
社

一級建築士事務所　大和
ハウス工業㈱

大和ハウス工業㈱ ㈱TGP Ｄ22

1970 2015年10月～ 石巻市営湊東復興住宅Ａ－１-３号棟新築工事
大和ハウス工業㈱ 仙台支
社

一級建築士事務所　大和
ハウス工業㈱

大和ハウス工業㈱ ㈱TGP Ｄ19

1971 2015年10月～
社会福祉法人紅紫会　ケアハウス紅紫萩玄関ス
ロープ改修工事

社会福祉法人紅紫会 ㈱エコア総合設計 ㈱永井組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1972 2015年10月 ヤマハ発動機ジュビロクラブハウス新築工事 ヤマハ発動機㈱
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

1973 2015年10月 ㈱トリイ工場増築に伴う造伐・建築工事 ㈱トリイ
㈱創亜開発一級建築士
事務所

㈱林工組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

1974 2015年10月～ 渥美工業㈱新平山工場増築工事 渥美工業㈱
釜慶鉄工㈱一級建築事
務所

釜慶鉄工㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

1975 2015年10月 ヤマハ発動機㈱事業所内託児施設増築工事 ヤマハサポート＆サービス㈱ ヤマハサポート＆サービス㈱ 岡野建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22
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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

1976 2015年10月 ㈱まるたや洋菓子店　本社工場新築工事 ㈱まるたや洋菓子店
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

1977 2015年10月～ コーチ㈱浜北工場新築工事 コーチ㈱
一級建築士事務所加藤
設計室

石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

1978 2015年10月 日本ケイカル㈱　本社社屋　新築工事 明星工業㈱ ㈲ＮＡＰ建築設計室 ㈱浜建 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1979 2015年10月 ㈱二橋染工場　有玉工場　増築工事 ㈱二橋染工場
一級建築士事務所　　吉
田建築設計

釜慶鉄工㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

1980 2015年10月 原島町民間貸福祉施設新築工事 ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

1981 2015年10月 民間住宅新築工事
山平建設㈱一級建築士
事務所

山平建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1982 2015年10月 浜松富塚郵便局新築工事 ㈱ニッティ建築設計 スヤマビルドサービス㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

1983 2015年10月 サイクルベースあさひ浜松店新築工事 ㈱溝口工務店 アミューズ ㈱溝口工務店 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1984 2015年10月 ベイル入野店新築工事 ㈱しまむら
ヨシカワ建築企画一級建
築士事務所

㈱オノコム ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

1985 2015年10月～ テレビ静岡新本社　建設工事 ㈱テレビ静岡 ㈱日建設計 鹿島・静鉄・鈴与　特定建設工事共同企業体東海ガス圧接㈱ Ｄ25～35

1986 2015年10月 熱海　緑ヶ丘デイサービスセンター新築工事 ㈲伊豆介護センター
㈱U設計集団　いなば建
築設計室一級建築士

㈱石井工務店 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

1987 2015年10月 田辺整形外科医院　新築工事
㈱一級建築士事務所　室
伏薫デザインルーム

井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

1988 2015年10月～ 鈴与㈱沼津物流センター新築工事 鈴与㈱
鈴与㈱一級建築士事務
所

鈴与建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～32

1989 2015年10月
ホフテイフーズ富士川工場　新プラント棟　建築工
事

㈱ホフテイフーズコーポレー
ション

鈴与建設㈱一級建築士
事務所

鈴与建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

1990 2015年10月 河西テック㈱　新社屋（組立棟）新築工事 河西テック㈱
大末建設㈱一級建築士
事務所

大末建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

1991 2015年10月 浦町区公会堂　新築工事 若松地区浦町区 松永建築計画工房 井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

1992 2015年10月～ トヨタ自動車本社工場　北棟共同棟新築工事 トヨタ自動車㈱
大林組名古屋支店一級
建築士事務所

㈱大林組 ㈱嘉藤工業所 Ｄ22～29

1993 2015年10月～ アドヴァン名古屋ショールーム新築工事 アドヴァン㈱ ㈱日建設計 ㈱日建設計 ㈱嘉藤工業所 Ｄ22～29

1994 2015年11月～ 庶野漁港人工地盤建設その他工事
国交省　北海道開発局
室蘭開発建設部

萩原・堀松・酒井経常建設共同企業体㈱東圧 Ｄ25～32

1995 2015年11月～ ㈱ユニバース牛舎新築工事
全農　札幌営農資材事務
所

パナソニック環境エンジニアリング㈱㈱東圧 Ｄ19～25

1996 2015年11月～ 利別川左岸地区　勇足第2排水路工事
国交省　北海道開発局
帯広開発建設部

井原工業㈱ ㈱東圧 Ｄ29～32

1997 2015年11月～ ホテルルートイングランド北見駅前新築工事 ルートインジャパン(株) ㈱日建社 鉄建建設㈱札幌支店 ㈱東圧 Ｄ19～32

1998 2015年11月
旭川十勝道路　富良野市　新富良野大橋橋台
工事

国交省　北海道開発局
旭川開発建設部

㈲来伸ガス D32～35

1999 2015年11月～ 平成大橋新設下部（橋脚工）その２工事 旭川市 荒井建設㈱ ㈲来伸ガス D29～35

2000 2015年11月 セブンイレブン札幌西岡4条店 西岡建設㈱ ㈱アツケン工業 Ｄ19

2001 2015年11月 ㈲雄勝清掃社　新築工事 ㈲雄勝清掃社
㈲久米一級建築設計事
務所

㈲菊池建築 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

2002 2015年11月 ソニーセミコンダクタ　オイルタンク設置工事
ソニーセミコンダクタ㈱テクノ
ロジーセンター

㈱佐藤工務一級建築士
事務所

㈱佐藤工務 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

2003 2015年11月 （仮称）薬王堂鶴岡大山店新築工事 ㈱薬王堂 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

2004 2015年11月～
（仮称）認定こども園　山形聖マリア幼稚園・聖マ
リア保育園新築工事

学校法人双葉学園　理事
長　本間研二

市川剛建築設計室 升川建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～32

2005 2015年11月 庄交サービス ㈱庄交コーポレーション 原田建築設計事務所㈲ ㈱佐藤組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22
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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

2006 2015年11月
平成26年度（繰越）山形県森林整備加速化・林
業再生事業

新潟北部木材加工協同
組合

あべ構房建設㈱ 鶴岡建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

2007 2015年11月 プレミスト広瀬町計画新築工事
大和ハウス工業㈱ 仙台支
社

㈱空間創造社 西松建設㈱ ㈱TGP Ｄ19～35

2008 2015年11月 桜井交通㈱車庫新築工事 桜井交通㈱ 桜井建設㈱ 桜井建設㈱ ㈲中越ガス圧接工業 Ｄ19

2009 2015年11月 いなば農協新福岡支店新築工事 いなば農業協同組合
全農富山一級建築事務
所

くみあい建設㈱ ㈲中越ガス圧接工業 Ｄ25

2010 2015年11月～ 赤塚新町マンション計画新築工事 清水総合開発㈱
㈱トータルブレイン一級建
築士事務所

アイサワ工業㈱東京支店 松栄工業㈱ Ｄ19～51

2011 2015年11月 ネッツトヨタ浜松㈱　有玉店　新築工事 ネッツトヨタ浜松㈱
遠鉄建設㈱一級建築士
事務所

遠鉄建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D22～29

2012 2015年11月
静岡日野自動車㈱浜松営業所整備場増築工
事

静岡日野自動車㈱
㈱竹下一級建築士事務
所

㈱竹下一級建築士事務所 ㈲山田ガス圧接工業 D19～25

2013 2015年11月～ 信和電装様事務所・倉庫新築工事 ㈲信和電装
さくら設計一級建築事務
所

松本建設㈲ ㈲山田ガス圧接工業 D22

2014 2015年11月 遠鉄ストア浅羽店専門店棟新築工事 遠鉄建設㈱
遠鉄建設㈱一級建築士
事務所

遠鉄建設㈱一級建築士事務所㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

2015 2015年11月～ 平成26年度　138号　ＢＰ須走地区下部工事
国交省　中部地方整備局
沼津河川国道事務所

山本建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

2016 2015年11月～ 岩淵変電所ＲＰＣ棟　新築その他工事 東日本旅客鉄道㈱
ジェイアール東海コンサルタ
ンツ㈱

ジェイアール東海建設㈱ 東海ガス圧接㈱ D22～32

2017 2015年11月～ ホリディスポーツクラブ富士宮　新築工事 ㈱東祥
㈱小松義博建築都市設
計事務所

㈱中村組 東海ガス圧接㈱ D22～25

2018 2015年11月 民間マンション ㈱平成建設 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

2019 2015年11月 信濃高原食品㈱富士小山工場　新築工事 信濃高原食品㈱
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

2020 2015年11月～
ヤンセンファーマ㈱富士工場（非特薬）拡張プロ
ジェクト

ヤンセンファーマ㈱
千代田テクノエース㈱一級
建築士事務所

鈴与建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

2021 2015年11月～
平成27年度　富士市立　吉原第二中学校　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

㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～29

2022 2015年11月～ 様似ソビラ荘移転改築工事 ㈱ドーコン 池田建設㈱ ㈲大島ガス圧接 Ｄ19～25

2023 2015年11月～ 石巻市営湊東復興住宅Ａ－１-１号棟新築工事
大和ハウス工業㈱ 仙台支
社

一級建築士事務所　大和
ハウス工業㈱

大和ハウス工業㈱ ㈱TGP Ｄ22

2024 2015年11月～ 石巻市営湊東復興住宅Ａ－１-２号棟新築工事
大和ハウス工業㈱ 仙台支
社

一級建築士事務所　大和
ハウス工業㈱

大和ハウス工業㈱ ㈱TGP Ｄ22

2025 2015年11月～
平成27年度七ヶ浜町農業用機械格納庫新築
工事

七ヶ浜町長　寺澤薫 ㈱フケタ設計 ㈲鈴勝建設 ㈱TGP Ｄ19

2026 2015年11月～
南三陸町志津川東（第2）地区災害公営住宅建
設工事（第4工区）

（独）都市再生機構
一級建築士事務所　大和
ハウス工業㈱

大和ハウス工業㈱ ㈱TGP Ｄ19～25

2027 2015年11月～ プライムケア東海静岡センター新築工事 プライムケア東海株式会社
五光建設株式会社一級
建築事務所

五光建設株式会社 ㈱扶桑工業 D25

2028 2015年11月～ プライムベーカリー富士第二工場建設工事
小林工器製作所・プライム
ベーカリー

鹿島建設株式会社　横浜
支店　一級建築事務所

鹿島建設株式会社　横浜支店㈱扶桑工業 D19～29

2029 2015年12月 セブンイレブン札幌菊水元町2条店 西岡建設㈱ ㈱アツケン工業 Ｄ19～22

2030 2015年12月～ （仮称）北24条大橋（下部工）新設工事 北海道札幌市 国昭建設㈱ ㈱中央ガス圧接 Ｄ29～35

2031 2015年12月～ 平成２７年度　安国浄水場建設工事 北海道遠軽町 ㈱日水コン 茶木建設㈱ ㈱東圧 Ｄ19～25

2032 2015年12月～
豊頃糠内芽室線　防B326改良工事（栄橋下部
工）

国交省　北海道十勝総合
振興局帯広建設管理部

国交省　北海道十勝総合
振興局帯広建設管理部

㈱遊佐組 ㈱東圧 Ｄ29～32

2033 2015年12月 トヨタレンタリース酒田駅前店 ㈱トヨタレンタリース山形 丸高一級建築士事務所 ㈱丸高 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

2034 2015年12月～
真室川及位水道統合整備事業釜渕送水ポンプ
室築造工事

㈱新光コンサルタント 庄司工業㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

2035 2015年12月～
社会福祉法人いなかわ福祉会地域密着型特養
建設工事

社会福祉法人 いなかわ福
祉会

㈱三友建築所 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22
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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

2036 2015年12月
サングリーンゆざわサテライト型特別養護老人ホー
ム 桜おがた新築工事

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 Ｄ22

2037 2015年12月～ シェ・モア通所リハビり棟 増築・改装工事 社会福祉法人 光風会 ㈲山崎建築設計事務所 ㈱丸高 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

2038 2015年12月～ 桜井中学校校舎新築工事（建築主体） 富山県黒部市 ㈱創建築事務所 前田・桜井・共和土木JV ㈲中越ガス圧接工業 Ｄ22～29

2039 2015年12月 ㈱富山環境整備第一ベール工場新築工事 ㈱富山環境整備 ㈲建築倶楽部 庄川興業㈱ ㈲中越ガス圧接工業 Ｄ25

2040 2015年12月 民間マンション　新築工事 ㈱平成建設 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

2041 2015年12月
静岡県農業共済組合連合会事務所　建築工
事

静岡県農業共済組合連
合会

企業組合　針谷建築事務
所

平井工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

2042 2015年12月 第2高田ビル　新築工事 ㈱ゆたか建築設計事務所 平和建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

2043 2015年12月～ 新静岡郵便処理施設　新築工事 日本郵便㈱
日本郵政㈱一級建築士
事務所

㈱大林組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

2044 2015年12月～ 静岡日産自動車㈱函南店　建替工事 静岡日産自動車㈱ ㈱アッシュギャラリー 五光建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

2045 2015年12月～
平成27年度　韮山小学校屋外プール改修事業
韮山小学校屋外プール改修工事

静岡県伊豆の国市 ㈲石橋修　建築設計室 角丸建設㈱三島営業所 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

2046 2015年12月 グループホームみんなの家M&M 新築工事
特定非営利活動法人にじ
のかけ橋

一級建築士事務所　雅設
計

山本建設㈱ 東海ガス圧接㈱ D19

2047 2015年12月 Well-D長泉　別棟　新築工事 ㈱シード ㈱シード 清水建設㈱名古屋支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

2048 2015年12月
社会福祉法人インクルふじ　伝法生活介護事業
所　建築工事

社会福祉法人インクルふじ 平野一級建築士事務所 ㈱三和工務店 東海ガス圧接㈱ D19

2049 2015年12月 知久屋和合店　新築工事 ㈱知久 ㈱浜建 ㈱浜建 ㈲山田ガス圧接工業 D19

2050 2015年12月～ ㈲池田木型製作所増築工事 ㈲池田木型製作所
釜慶鉄工㈱一級建築事
務所

釜慶鉄工㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D22

2051 2015年12月 向笠郵便局新築工事 ㈱ニッテイ建築設計 ㈱ニッテイ建築設計 ㈲山田ガス圧接工業 D19

2052 2015年12月 丸山製茶㈱常温倉庫建設工事 丸山製茶㈱ 鈴木庄一設計 ㈱尾崎工務店 ㈲山田ガス圧接工業 D25

2053 2015年12月 ニクセン㈱貯蔵・加工施設増築工事（建築） ニクセン㈱
㈱新具一級建築設計事
務所

㈱イトー ㈲山田ガス圧接工業 D25

2054 2015年12月 眼鏡市場豊橋三ノ輪町店新築工事 ㈱メガネトップ
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

2055 2015年12月 ＪＡいがほくぶ暮らしの創造施設新築工事 伊賀北部農業協同組合
全農三重一級建築士事
務所

㈱福田豊工務店 ㈱田頭工業 Ｄ19

2056 2016年1月～ 藤久ビル５号館新築工事 ㈱文英土地建物 日建設計 清水建設 ㈱創栄工業 Ｄ19～32

2057 2016年1月 高田橋耐震補強工事 最上総合庁舎 ㈱北山建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

2058 2016年1月～ 最上バイオマス発電所 新築工事 ㈱ＺＢデザイン
㈱大場組一級建築士事
務所

㈱大場組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

2059 2016年1月 カラオケマイム鶴岡店 改築工事 ㈱トップミュージック ㈱石庄建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

2060 2016年1月 ウエルシア寒河江店 新築工事 ㈱須藤不動産
大和ハウス工業㈱ 山形支
店

大和ハウス工業㈱ 山形支店㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

2061 2016年1月
平成27年度 戸沢地区経営体育成基盤整備事
業第５工区工事（神田揚水機場）

山形県 星川建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

2062 2016年1月～
平成27年度　富士市立　吉原東中学校　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

㈱井出組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

2063 2016年1月～
小野薬品工業㈱フジヤマ工場第2倉庫　新築工
事

小野薬品工業㈱
㈱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

2064 2016年1月
平成27年度ファルマバレープロジェクト　新拠点施
設　南棟・中央棟　改修等建築工事

静岡県 ㈱池田建築設計事務所 山本建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

2065 2016年1月 ㈱山下工業研究所 倉庫新築工事 ㈱山下工業研究所
戸塚建設㈱一級建築士
事務所

戸塚建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19
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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

2066 2016年1月～ 平成26年度246号中島高架橋橋梁補強工事
国交省中部地方整備局
沼津河川国道事務所

臼幸産業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ29～38

2067 2016年1月～ 平成27年度坂尻橋耐震補強工事 静岡県沼津土木事務所 ㈱ピア東海 東海ガス圧接㈱ Ｄ51

2068 2016年1月～
浜名梱包輸送㈱物流センター新築工事の内　建
築工事

浜名梱包輸送㈱ 創和設計㈱ 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～29

2069 2016年1月～ はまそう会館「富塚」新築工事 浜松葬儀㈱
㈱イトー　一級建築士事
務所

㈱イトー ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

2070 2016年1月 民間住宅 ㈲エフ・ベース ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

2071 2016年1月～ 合同会社AIBMI㈱マンション新築工事 合同会社AIBMI㈱ 東進コーポレーション㈱ 東進コーポレーション㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

2072 2016年1月～ 新道央郵便施設（仮称）新築工事 日本郵便株式会社 日本郵政㈱・㈱山下設計 鹿島・岩田地崎共同企業体㈱東圧 Ｄ19-29

2073 2016年1月～ （仮称）北斗クリニック（小児科）増築工事
社会福祉法人北斗　理事
長　鎌田一

宮坂建設工業㈱ ㈱東圧 D19,25

2074
2016年1月～3
月

医療法人　大田原厚生会　室井病院整備計画
３期

医療法人　大田原厚生会
室井病院

清水建設㈱関東支店一
級建築士事務所

清水建設㈱関東支店 ㈱大場工業 Ｄ19,D25

2075 2016年2月～
聖隷クリストファー中・高等学校セミナーハウス棟
増築工事

学校法人聖隷学園
㈱一粒社ヴォーリズ建築事
務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

2076 2016年2月 ㈱ヤマサン磐田支店　増改築工事 ㈱ヤマサン ㈲エムプロダクツ 石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

2077 2016年2月 ㈱アクアリザーブ静岡工場　増築工事 ㈱アクアリザーブ 原田一級建築士事務所 ㈱鈴木工務店 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2078 2016年2月～
大王パッケージ㈱静岡工場　適合化　増改築工
事

大王パッケージ㈱
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

2079 2016年2月～
三笠運輸㈱様新エコポリス物流センター新築工
事

三笠運輸㈱
㈱川島組一級建築事務
所

㈱川島組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

2080 2016年2月～
平成27年度〔第27-Ｄ7301-01号〕（-）三島静浦
港線　防災・安全交付金（県道橋梁耐震対策）
工事（新城橋Ｐ1Ｐ2橋梁補強工）

静岡県沼津市土木事務
所

開発虎ノ門ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 駿豆建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～51

2081 2016年2月～
平成27年度〔第27-D7251-01号〕（国）136号
防災・安全交付金（国道橋梁耐震対策）工事
（新大門橋P1橘脚補強工）

静岡県沼津市土木事務
所

駿豆建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ41

2082 2016年2月～
平成27年度[第27-D4600-01号](-)富士由井
線社会資本整備総合交付（県道橋梁改築）工
事（P2橋脚設置工事）

静岡県富士土木事務所 遠藤建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ35

2083 2016年2月～
平成27年度長窪第2排水場増設工事 電気棟
建設工事

静岡県長泉町 ㈱NJS ㈱浅沼組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～51

2084 2016年2月～
わかばやし耳鼻咽喉科クリニック併用住宅新築工
事

㈱縣建築設計事務所 平和建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

2085 2016年2月～ Ｄ棟2階Ｒ＆Ｄ移転に伴う付帯設備工事（建築） キャノン㈱
㈱大林組名古屋支店一
級建築士事務所

㈱大林組 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

2086 2016年2月 テレモ愛鷹工場耐震補強3期（3号棟）工事 テルモ㈱ ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

2087 2016年2月～
富士外(26)隊舎新築等建築その他工事（浜松
地区分）

南関東防衛局 ㈱大誠建築設計事務所 ㈱熊谷組名古屋支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

2088 2016年2月～ 芦ノ湖別荘計画 ㈱未来塾芦ノ湖荘 ㈲エスティアール ㈱アーキッシュギャラリー 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

2089 2016年2月 しずおか信用金庫丸子支店新築工事 静岡信用金庫
㈱エー・アンド・エー総合計
画

平井工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

2090 2016年2月 芦澤様マンション新築工事 ㈱平成建設 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

2091 2016年2月
若者定住環境モデルプラン 地熱供給設備工事
バイオマスボイラープラント建屋

山形県最上町
㈱大場組 一級建築士設
計事務所

㈱大場組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

2092 2016年2月～ 山形酸素㈱東根営業所 新築工事 山形酸素㈱ ㈲Ｂ．Ｎクリエーション 河西建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

2093 2016年2月～ 戸沢村除雪ステーション 戸沢村長 ㈱三和技術コンサルタント ㈱柿崎工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～29

2094 2016年2月～ 湯沢市統合学校給食センター建築工事 秋田県湯沢市
小畑・日本調理機設計共
同企業体

㈱丸臣 高久建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

2095 2016年2月 地方道路交付金工事（橋梁補修）Ｆ157-22 平鹿地域振興局 ㈱大和組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ32
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エコスピード工法
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2096 2016年2月～ エステムプラザ門前仲町新築工事 ㈱ガイ・プランニンク゛ ㈱イチケン 松栄工業㈱ Ｄ19～35

2097 2016年2月～ 興亜産業新社屋建築工事 興亜産業㈱ 谷口建設興業㈱ 谷口建設興業㈱ ㈲都島興業 Ｄ19～22

2098 2016年2月～ 名古屋トヨペット檀溪通新築工事 名古屋トヨペット㈱ 丹下都市建築設計 清水建設㈱ ㈱嘉藤工業所 Ｄ22～32

2099 2016年2月～
特別支援学校東紀州くろしお学園（本校）統合
整備校舎棟ほか新築工事

北村組 ㈱嘉藤工業所 Ｄ19～25

2100 2016年2月～ クレヴィスタ西台Ⅱ新築工事 明和地所 企画設計事務所オルト 南海辰村建設 協和圧接工業㈱ Ｄ19～29

2101 2016年2月～ 災害公営住宅整備事業入沢地区新築工事
大和ハウス工業㈱ 仙台支
社

一級建築士事務所　大和
ハウス工業㈱

大和ハウス工業㈱ ㈱TGP Ｄ19～25

2102 2016年2月～
南三陸町志津川東（第2）地区災害公営住宅建
設工事（第5工区）

（独）都市再生機構
一級建築士事務所　大和
ハウス工業㈱

大和ハウス工業㈱ ㈱TGP Ｄ19～25

2103 2016年2月～
(仮称)石巻市営湊東復興住宅B－２-１号棟新
築工事

大和ハウス工業㈱ 仙台支
社

一級建築士事務所　大和
ハウス工業㈱

大和ハウス工業㈱ ㈱TGP Ｄ25

2104 2016年2月～
(仮称)石巻市営湊東復興住宅B－２-２号棟新
築工事

大和ハウス工業㈱ 仙台支
社

一級建築士事務所　大和
ハウス工業㈱

大和ハウス工業㈱ ㈱TGP Ｄ25

2105 2016年2月～ レント総合サービス㈱工具センター建設工事 レント総合サービス㈱ ㈱水野建築事務所 平井工業㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ25

2106 2016年2月～ ㈱高橋商店工場新設工事
㈱高橋商店　代表取締役
高橋章仁　様

㈱エー・アンド・エー総合設
計

木内建設株式会社 ㈱扶桑工業 D19～25

2107 2016年2月～ （仮称）島田市本通２期分譲マンション新築工事
ヨシコン㈱　代表取締役
吉田立志

ヨシコン㈱一級建築士事
務所

大河原建設株式会社 ㈱扶桑工業 D19～35

2108 2016年2月～ クロスモール仙台荒井　雑貨棟新築工事 オリックス㈱ ㈱INA 西松建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

2109 2016年3月～ ファナック㈱渡り廊下建設工事 ファナック㈱
㈱富士一級建築士事務
所

東急建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

2110 2016年3月
平成27年度[第27-Ｚ1562-01号]富士警察署今
泉交番 新築工事

静岡県 松本工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

2111 2016年3月～ 知徳高校 運動部寮新築工事 みやうち建築事務所 小野建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

2112 2016年3月～ 新々富士川橋Ｐ１橋脚設置工 静岡県富士土木事務所 井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ29

2113 2016年3月～ ＴＴＪ三島 燃料転換建築工事
東邦テナックス㈱三島事業
所

大成建設㈱一級建築士
事務所

大成建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

2114 2016年3月 民間賃貸住宅 蟻塚学建築設計事務所 横手建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

2115 2016年3月～ 睦特殊金属工業㈱　横手工場新築工事 睦特殊金属工業㈱
横手建設一級建築士事
務所

横手建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19-25

2116 2016年3月 民間住宅 ｴｱｰﾊｳｽﾃﾞｻﾞｲﾝｵﾌｨｽ ㈱杉浦建築店 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

2117 2016年3月～ おおるり藤枝新築工事 ㈲わかくさ調剤薬局
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

2118 2016年3月～ ㈱アガタ貸店新補新築工事 ㈱アガタ
㈱Bookmark Design一級
建築士事務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

2119 2016年3月～ ㈱アガタ借店新築工事
㈱Bookmark Design一級
建築士事務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

2120 2016年3月～ 英和ｴﾈﾙｷﾞｰ 板金工場新築工事 英和エネルギー㈱
㈱飯田組一級建築事務
所

㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

2121 2016年3月～
トヨタ自動車広瀬工場高圧水素新評価棟新築
工事

トヨタ自動車㈱
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 Ｄ19～25

2122 2016年3月～ 豊橋バイオマス資源活用施設整備・運営事業 ㈱豊橋バイオウィル
中日本建設コンサルタント
㈱

鹿島・オーテック共同企業体㈱嘉藤工業所 Ｄ19～29

2123 2016年3月～ 日進赤池ＳＣ新築工事 大林組 ㈱嘉藤工業所 Ｄ22～32

2124 2016年3月～ 江東区森下町１丁目計画新築工事 東神興業㈱
㈱ビームス・デザインコンサ
ルタント

㈱協栄組 松栄工業㈱ Ｄ19～38

2125 2016年3月～ 三鷹市下連雀共同住宅新築工事 ㈱コモン・リンク アイサワ工業㈱ 松栄工業㈱ Ｄ19～25
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2126 2016年3月～ 雪月花別邸「翠雲」計画新築工事
㈱アドバンス・シティ・プラン
ニング

東急建設㈱ 松栄工業㈱ Ｄ19～29

2127 2016年3月～ 朝霞本町1丁目共同住宅新築工事 ㈱コスモスイニシア 大木建設㈱ 協和圧接工業㈱
Ｄ19,D25,
D29

2128 2016年3月～ コマツグループ統合　旭川プロジェクト新築工事 コマツ建機販売㈱
前田建設工業㈱一級建
築士事務所

前田建設工業㈱北海道支店㈲来伸ガス Ｄ19～29

2129 2016年3月～
(仮称)石巻市営湊東復興住宅B－1-1号棟新
築工事

大和ハウス工業㈱ 仙台支
社

一級建築士事務所　大和
ハウス工業㈱

大和ハウス工業㈱ ㈱TGP Ｄ25

2130 2016年3月～
(仮称)石巻市営湊東復興住宅B－1-２号棟新
築工事

大和ハウス工業㈱ 仙台支
社

一級建築士事務所　大和
ハウス工業㈱

大和ハウス工業㈱ ㈱TGP Ｄ25

2131 2016年3月～ セブンイレブン仙台名取大橋店建て替え工事 ㈲Jes設計 ㈱阿部和工務店 ㈱TGP Ｄ19

2132 2016年3月～ (仮称)東邦薬品㈱郡山事業所新築工事 関場建設㈱ ㈱TGP Ｄ22～25

2133 2016年3月～ (仮称)榴岡ダイワビル新築工事 ㈱阿部和工務店 ㈱TGP Ｄ22～25
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