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工事名称 工事場所 発注主・施主 設計 元請会社・JV 施工会社 鉄筋径

3016 1 2018年4月～ クリオラベルヴィ赤羽東新築工事 東京都北区 明和地所㈱
㈱エフティ一級建築設計事
務所

南海辰村建設㈱ 協和圧接工業㈱ Ｄ19～35

3017 2 2018年4月～
台東区小島1丁目東計画新築工
事

東京都台東区 サムティ㈱ 現代総合設計 大木建設㈱ 協和圧接工業㈱ Ｄ19～35

3018 3 2018年4月～ R邸　新築工事 北海道札幌市 ㈱藤田工務店 ㈱中央ガス圧接 Ｄ19～25

3019 4 2018年4月～
メニーズコート新道東MS　新築工
事

北海道札幌市 エムズ・インダストリー㈱ ㈱中央ガス圧接 Ｄ19

3020 5 2018年4月～
(仮称)社会医療法人博友会　平
岸病院増築工事

北海道赤平市 赤平市 田中・山森JV ㈱中央ガス圧接 Ｄ19～25

3021 6 2018年4月～ (仮称)二日町計画新築工事 宮城県仙台市 野村不動産仙台支店
㈱錢高組一級建築士事
務所

㈱錢高組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～32

3022 7 2018年4月～
ウェルシア薬局酒田山居町店新築
工事

山形県酒田市 ウェルシア薬局㈱本社
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 Ｄ22～25

3023 8 2018年4月～
(仮称)美田園五丁目マンション新
築工事

宮城県名取市 東新住販㈱ エムズ企画設計㈱ 大木建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～35

3024 9 2018年4月～ (仮称)エコパーク大山新築工事 山形県鶴岡市 ウィズ環境㈱
鶴岡建設㈱一級建築士
事務所

鶴岡建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

3025 10 2018年4月～
北海道縦貫自動車道士別市15号
橋上部外一連工事

北海道士別市
北海道開発局　旭川開発
建設部

㈲来伸ガス Ｄ29

3026 11 2018年4月～
（仮称）千代田区内神田1丁目計
画新築工事

東京都千代田区 ㈱サンケイビル
㈱イクス・アーク都市設計
士事務所

㈱リンク・トラスト ㈱創栄工業 Ｄ19～35

3027 12 2018年4月～
平成29年度山形県立鶴岡工業高
等学校体育館改築（建築）工事

山形県鶴岡市
山形県知事　吉村美栄子
氏

羽田設計事務所
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 Ｄ22～25

3028 13 2018年4月～ ㈱沼田生コンクリートプラント工事 山形県新庄市 沼田コンクリート工業㈱
沼田建設㈱一級建築士
事務所

沼田建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

3029 14 2018年4月～
（仮称）風越1・2・3号橋下部工外
工事

宮城県石巻市
宮城県土木部道路建設
第四班

マルテック・森本組　復旧・
復興建設工事共同企業
体

㈱TGP Ｄ29～38

3030 15 2018年4月～ 北浦和ビル建替工事 埼玉県さいたま市
東京ガス㈱、東京ガス都市
開発㈱

㈱久米設計 ㈱錢高組東京支社 ㈱創栄工業 Ｄ19～32

3031 16 2018年4月～
(仮称)㈱マルマツ大人見農林水産
物加工施設新築工事

静岡県浜松市 ㈱マルマツ
㈱飯田組一級建築士事
務所

㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

3032 17 2018年4月～
平成29年度佐久間道路佐久間第
２トンネル監査路佐久間地区工事

静岡県浜松市 国交省中部地方整備局 ㈱林工組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

3033 18 2018年4月～ (仮称)プレシス陸前高砂新築工事 宮城県仙台市
㈱オンズデコー一級建築士
事務所

㈱富士工 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～29

3034 19 2018年4月～
富士市新環境クリーンセンター建設
工事

静岡県富士市 富士市長　小長井氏
川重・石井・井出特定共
同企業体

東海ガス圧接㈱ Ｄ19～32

3035 20 2018年4月～
平成30年度富士製紙協同組合中
央制御棟新築工事

静岡県富士市 富士製紙協同組合
一級建築士事務所
SUZUKI設計室

㈱井出組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～32

3036 21 2018年4月～
㈱オノックスエムティーティー　工場
増築工事

静岡県浜松市 ㈱オノックスエムティーティー ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

3037 22 2018年4月～
高橋義幸様マンションⅡ期新築工
事

静岡県浜松市 高橋義幸様 東名建築設計
東建コーポレーション㈱浜
松支店

㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

3038 23 2018年4月～ (仮称)発寒D倉庫　新築工事 北海道札幌市 ㈱丸真北斗興業 ㈱中央ガス圧接 Ｄ19～22

3039 24 2018年4月～ アルファロメオ浜松　新築工事 静岡県浜松市 ㈱CAS ㈱大岡成光建築事務所 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

3040 25 2018年4月～
㈲浜松アルミ参野町倉庫　新築工
事

静岡県浜松市 ㈲浜松アルミ
釜慶鉄工㈱一級建築士
事務所

釜慶鉄工㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

3041 26 2018年4月～
ウェルシア島田川川根店　増築工
事

静岡県島田市 ウェルシア薬局㈱
㈱プラドウィン一級建築士
事務所

㈱プラドウィン一級建築士
事務所

㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

3042 27 2018年4月～
㈱トーヨータイヤジャパン浜松営業
所新築工事

静岡県浜松市 高橋敏博様
釜慶鉄工㈱一級建築士
事務所

釜慶鉄工㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

3043 28 2018年4月～ 蒲郡信用金庫東田支店新築工事 愛知県豊橋市 蒲郡信用金庫 ㈱伊藤建築設計事務所 ㈱オーテック ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

3044 29 2018年4月～ 東栄商工㈱本社新築工事 静岡県沼津市
㈱佐藤建設一級建築事
務所

㈱佐藤建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

3045 30 2018年4月～
(仮称)NGKセラミックデバイス多治
見工場建設工事

岐阜県多治見市 日本碍子㈱
㈱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

3046 31 2018年4月～
日高自動車道　新冠町　大狩部
橋上部工

北海道日高町 オリエンタル白石㈱ ㈱東圧 Ｄ32～51

3047 32 2018年4月～
(仮称)北海道日紅㈱事務所・倉
庫新築工事

北海道芽室町 北海道日紅㈱ ㈱創造設計舎 萩原建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～22

3048 33 2018年4月～
釧路港西港区第２埠頭穀物輸送
設備建設工事

北海道釧路市 ㈱錢高組 ㈱東圧 Ｄ22

3049 34 2018年4月～
(仮称)札幌市中央区南7条西6丁
目新築工事

北海道札幌市 コロンビア・ワークス㈱ ㈱STYLEX 萩原建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ22～29

3050 35 2018年4月～
(仮称)サツドラ帯広西8条店新築
工事

北海道帯広市 日本甜菜製糖㈱ 大和リース㈱札幌支店 ㈱東圧 Ｄ22

3051 36 2018年4月～ スポーツセンター建設工事 北海道訓子府町 訓子府町長　菊池一春氏 ㈱日本工房
北成・久島・丸建特定建
設工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ22～25

3052 37 2018年4月～ ㈲太陽環境保全工場新築工事 秋田県大仙市 ㈲太陽環境保全 ㈱風間設計 ㈱大和組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

3053 38 2018年4月～
平成29年度債務負担行為工事ダ
ム整備事業（最上小国川流水型ダ
ム建設）最上小国川流水型ダム管

山形県最上町
山形県知事　吉村美栄子
氏

㈲石山設計事務所 ㈱大場組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

3054 39 2018年4月～ 横手寮新築その２（新築）工事 秋田県横手市
東日本旅客鉄道㈱秋田
支店

東日本旅客鉄道㈱秋田
一級建築士事務所

鉄建建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

3055 40 2018年4月～ 汚泥処理リサイクル施設増築工事 山形県酒田市 ㈱エルデック ㈱みなと ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

3056 41 2018年4月～ ヤマサン食品倉庫増築工事 富山県射水市 ヤマサン食品工業㈱ 高田建設㈱ 高田建設㈱ ㈲中越ガス圧接工業 Ｄ19～25
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3057 42 2018年4月～
NGKオホーツク㈱新第１工場新築
工事

北海道網走市 日本ガイシ㈱
㈱大林組札幌支店一級
建築士事務所

㈱大林組札幌支店 ㈱東圧 Ｄ19～25

3058 43 2018年4月～ 中沢機械店本社新築工事 北海道北見市 ㈱中沢機械店
一級建築士事務所中藪
建築工房

㈱ダイイチ ㈱東圧 Ｄ22

3059 44 2018年4月～ ㈱畑惣商店　本社新築工事 宮城県仙台市 ㈱畑惣商店 ㈱阿部和工務店 ㈱TGP Ｄ19

3060 45 2018年4月～ トヨタカローラ宮城古川店新築工事 宮城県大崎市 トヨタカローラ宮城 ㈱橋本店 ㈱TGP Ｄ22～25

3061 46 2018年4月～ ラ・フォーレ天童新築工事 山形県天童市 山形建設㈱ ㈱TGP Ｄ19～22

3062 47 2018年4月～ （仮称）日本橋浜町ホテル計画 東京都中央区 日建設計 不二建設㈱ ㈱創栄工業 Ｄ19～32

3063 48 2018年4月～ アオイネオン㈱静岡本社新築工事 静岡県静岡市 アオイネオン㈱
高木滋生建築設計事務
所

三井住友建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ19～22

3064 49 2018年4月～
静岡県赤十字血液センター移転
新築工事

静岡県静岡市 日本赤十字社 ㈱内藤建築事務所 木内建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ19～25

3065 50 2018年4月～ 釧路バイオマス発電所 北海道釧路市 釧路火力発電所 五洋建設 丹羽鉄筋興業㈱ Ｄ29

3066 51 2018年4月～
(仮称)芝大門2丁目計画新築工
事

東京都港区 住友不動産㈱ ㈱日建設計 五洋建設 ㈱武蔵野 Ｄ25

3067 52 2018年5月～
(仮称)西浅田1丁目マンション　新
築工事

静岡県浜松市 合同会社Juno famco ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

3068 53 2018年5月～
㈱スミレックス都田新工場　新築工
事

静岡県浜松市 ㈱スミレックス
須山建設㈱一級建築士
事務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

3069 54 2018年5月～
楽天ソシオビジネス㈱磐田ファクト
リー建設工事

静岡県磐田市 楽天ソシオビジネス㈱
三進金属工業㈱一級建
築事務所

三進金属工業㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

3070 55 2018年5月～ ㈱スカイランド　マンション新築工事 静岡県浜松市 ㈱スカイランド 東建コーポレーション㈱ 東建コーポレーション㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

3071 56 2018年5月～
(仮称)花の木眼科診療所　新築
工事

静岡県浜松市 鈴木眞貴子様 ㈱縣建築設計事務所 ㈱キーストン ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

3072 57 2018年5月～
太陽建機レンタル浜松西支店リ
ニューアル工事

静岡県浜松市 太陽建機レンタル㈱
遠鉄建設㈱一級建築士
事務所

遠鉄建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

3073 58 2018年5月～ 北條昭司様　共同住宅新築工事 静岡県富士市 北條昭司様
谷米一級建築設計事務
所

㈱クラスト 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

3074 59 2018年5月～
伊豆高原（ゆうゆうの里）ケアセン
ター新棟新築・診療所建替え工事

静岡県伊東市
一般財団法人　日本老人
福祉財団

鈴与建設㈱一級建築士
事務所

鈴与建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

3075 60 2018年5月～
平成29年度第二地区センター建
築主体工事

静岡県沼津市
沼津市長職務代理者　沼
津副市長　新家氏

一級建築士事務所アトリエ
結

㈱佐藤建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

3076 61 2018年5月～ 鈴木様倉庫併用住宅新築工事 静岡県富士市 鈴木健弘様 ㈱ゆたか建築設計事務所 富士スパイラル工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

3077 62 2018年5月～
平成29年度新吉原林間学園（仮
称）新築工事（建築B）

静岡県富士市 静岡県知事　川勝平太氏 ㈱山下設計 ㈱中村組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

3078 63 2018年5月～
平成29年度1号笹原山中BP谷田
地区東下部工事

静岡県三島市
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㈱ Ｄ29

3079 64 2018年5月～ (仮称)三島駅前ホテル新築工事 静岡県三島市 東京急行電鉄㈱
RIA・SEED設計共同企業
体

清水建設㈱名古屋支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～35

3080 65 2018年5月～
医療法人扶恵会　釧路中央病院
新築工事

北海道釧路市 医療法人扶恵会 ㈱パルテクノ 大木建設㈱ ㈱東圧 Ｄ19～29

3081 66 2018年5月～ 医薬品製造工場新築工事 北海道芽室町 コスモ食品㈱ ㈱吉田設計事務所 大木建設㈱ ㈱東圧 Ｄ19～22

3082 67 2018年5月～
㈱安岡自動車工業本社整備工場
増築工事

北海道帯広市 ㈱安岡自動車 ㈱佐藤工務店 ㈱東圧 Ｄ22

3083 68 2018年5月～ クリオ横濱本牧新築工事 神奈川県横浜市 明和地所㈱ ㈱いしばし設計 南海辰村建設㈱ 協和圧接工業㈱ Ｄ19～32

3084 69 2018年5月～
旭川医療センター外来管理療棟
建替え整備工事

北海道旭川市
独立行政法人国立病院
機構旭川医療センター

㈱岩見田・設計 ㈱熊谷組北海道支店 ㈱旭都鉄筋工業所 Ｄ19～29

3085 70 2018年5月～
矢崎エナジーシステム㈱電線事業
部

静岡県沼津市 矢崎総業㈱
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㈱ Ｄ25

3086 71 2018年5月～
平成29年度県営住宅富士見台団
地E棟全面的改善事業(建築)工
事

静岡県富士市 静岡県富士土木事務所
静岡県富士土木事務所
都市計画課　建築班

㈱井出組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

3087 72 2018年5月～
(仮称)秋田トヨタ本荘複合店舗新
築工事

秋田県由利本荘市 秋田トヨタ自動車㈱ ㈱甲設計事務所
㈱半田工務店・村岡建設
工業㈱JV

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

3088 73 2018年5月～
岡谷セイケン㈱秋田工場第2工場
増築工事

秋田県横手市 岡谷セイケン㈱ ㈲ミツイ設計 ㈱丸茂組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

3089 74 2018年5月～
㈱庄内シャーリング第2工場J棟新
築工事

山形県鶴岡市 ㈱庄内シャーリング
鶴岡建設㈱一級建築士
事務所

鶴岡建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

3090 75 2018年5月～ 秋田電装㈱増築工事 秋田県羽後町 秋田電装㈱ ㈱小野建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

3091 76 2018年5月～
鶴岡中央工業団地水道第一浄水
場改築（建築）工事

山形県鶴岡市
一般社団法人鶴岡市開
発公社

㈱日本水道設計社 ㈱佐藤組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

3092 77 2018年5月～
㈲太陽環境保全工場新築工事
廃プラ破砕施設

秋田県大仙市 ㈲太陽環境保全 ㈱風間設計 高吉建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

3093 78 2018年5月～
(仮称)愛知陸運仙台物流センター
建設工事

宮城県大和町 愛知陸運㈱
東亜建設工業㈱一級建
築士事務所

東亜建設工業㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ29

3094 79 2018年5月～
松島町長田ポンプ場他1施設復興
建設工事

宮城県松島町
日本下水道事業団　東北
総合

日本下水道事業団 ㈱富士工 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

3095 80 2018年5月～ (仮称)STトラストタワー新築工事 宮城県仙台市 ㈱STトラスト
サニーテクノ一級建築士事
務所

㈱みなと ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

3096 81 2018年5月～
(仮称)㈱トガシオイルみどり町SSセ
ルフ改築工事

山形県鶴岡市 ㈱トガシス ㈲設計工房915 鶴岡建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

3097 82 2018年5月～
新技術活用種苗等供給施設（え
のき茸培養センター）増築工事

北海道愛別町 農業法人組合ヒット ㈱Fan建築設計 ㈱阿曽沼建設 ㈲来伸ガス Ｄ22～25

3098 83 2018年5月～ 中沢機械店本社新築工事 北海道北見市 ㈱中沢機械店
一級建築士事務所中藪
建築工房

㈱ダイイチ ㈱東圧 Ｄ22
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3099 84 2018年5月～
（仮称）株式会社サラダクラブ遠州
工場 新築工事

静岡県森町 ㈱サラダクラブ ㈱創元設計 前田建設工業㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ19～25

3100 85 2018年5月～ メルフォルンＸ協同住宅新築工事 静岡県焼津市 斉藤浩利様
Fdesign一級建築士事務
所

㈱斎藤工務店 ㈱扶桑工業 Ｄ19～25

3101 86 2018年5月～ (仮称）ホテルオーレ新築工事 静岡県静岡市 ㈲新日邦
松田設計一級建築士事
務所

木内建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ22～25

3102 87 2018年6月～
㈱スズキビジネス(仮称)都田給油
所新設工事

静岡県浜松市 ㈱スズキビジネス 内田計器工業㈱ ㈱林工組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

3103 88 2018年6月～
㈱スズケイ　恒武物流センター新築
工事

静岡県浜松市 ㈱スズケイ
㈱飯田組一級建築士事
務所

㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

3104 89 2018年6月～ スギ薬局陣中町店 愛知県豊田市 スギホールディングス㈱ 宇野設計 飛鳥広芸㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

3105 90 2018年6月～
ホンダカーズ静岡西浜松三方原店
新築工事

静岡県浜松市 ㈱ホンダカーズ静岡西 ㈱丹羽英二建築事務所 日本建設㈱名古屋支店 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

3106 91 2018年6月～ ㈱梅園様店舗アパート新築工事 静岡県磐田市 ㈱梅園 東名建築設計室 東建コーポレーション ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

3107 92 2018年6月～
ナカジマ鋼管天龍川製造所103号
棟新築工事

静岡県袋井市 ナカジマ鋼管㈱ ㈱安井建築設計事務所 ㈱鴻池組名古屋支店 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

3108 93 2018年6月～ (仮称)村松様マンション新築工事 静岡県静岡市 村松弘幸氏 ㈱平成建設 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

3109 94 2018年6月～
社会福祉法人富岳会　富岳の郷
建設工事

静岡県御殿場市 社会福祉法人　富岳会
㈲信和設計一級建築士
事務所

臼幸産業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

3110 95 2018年6月～ 新東名高速道路用沢工事 静岡県小山町
中日本高速道路㈱東京
支社沼津工事事務所

㈱大林組・奥村組土木興
業㈱特定建設工事共同
企業体

東海ガス圧接㈱ Ｄ29～51

3111 96 2018年6月～
平成29年度県営住宅七尾団地4
号棟全面的改善事業（建築）工事

静岡県熱海市 静岡県熱海土木事務所 ㈱小林建築事務所 ㈱石井工務店 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

3112 97 2018年6月～
平成29年度沼津維持管内橋梁補
強補修工事

静岡県三島市
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㈱ Ｄ32～38

3113 98 2018年6月～
(仮称)小田急御殿場ホテル・温泉
施設新築工事

静岡県御殿場市 小田急電鉄㈱
三菱地所設計・アクアテック
ジャパン設計共同企業体

清水建設㈱名古屋支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～35

3114 99 2018年6月～ 東部知多クリーンセンター建設工事 愛知県東浦町 東部知多衛生組合
新日鉄住金エンジニアリン
ク゛㈱

新日鉄住金エンジニアリン
ク゛㈱

㈱嘉藤工業所 Ｄ19～25

3115 100 2018年6月～ (仮称)サツドラ大樹町店新築工事 北海道大樹町 ㈱札幌ドラッグストア ヤマシタ総合設計事務所 ㈱佐藤工務店 ㈱東圧 Ｄ22

3116 101 2018年6月～
(仮称)東北海道ヤナセ㈱ショールー
ム増築工事

北海道帯広市 東北海道ヤナセ㈱ ㈱創造設計舎 岡田建設㈱ ㈱東圧

3117 102 2018年6月～
一般国道36号苫小牧市　北栄改
良工事

北海道苫小牧市
北海道開発局室蘭開発
建設部

㈱小金澤組 ㈱東圧 Ｄ32

3118 103 2018年6月～
當秋士幌川下流地域　當秋排水
路工事

北海道士幌町 斉藤井出建設㈱ ㈱東圧 Ｄ29～32

3119 104 2018年6月～ 橋本様共同住宅新築工事 静岡県三島市 橋本清一郎様
㈱イワックス一級建築士事
務所

㈱イワックス 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

3120 105 2018年6月～
(仮称)イワサキ経営　本社事務所
新築工事

静岡県沼津市 ㈱イワサキ経営
大和ハウス工業㈱沼津支
店一級建築士事務所

大和ハウス工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

3121 106 2018年6月～
医療法人社団　宏和会　岡村記
念病院増改築計画

静岡県清水町 日揮㈱ 日揮㈱ ㈱鈴与建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

3122 107 2018年6月～ 平垣町の家新築工事 静岡県富士市 望月政光様 ㈱金丸建築設計事務所 富士スパイラル工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

3123 108 2018年6月～
平成29年度138号BPぐみ沢高架
橋中畑中下部工事

静岡県御殿場市
国交省中部地方整備局
沼津河川国道事務所長

御殿場国道維持出張所
長

小野建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ29～51

3124 109 2018年6月～ ㈱長野製作所増築工事 静岡県沼津市 ㈱ナガノエステート 高島建築設計事務所 ㈱後藤工務店 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

3125 110 2018年6月～ ハーモニーフーズ倉庫新築工事 秋田県湯沢市 ㈲ハーモニーフーズ
佐藤木建　一級建築士事
務所

佐藤木建㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

3126 111 2018年6月～
平成29年度　旧北上川右岸水押
地区築堤構造物設置工事

宮城県石巻市 東北地方整備局 升川建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ29

3127 112 2018年6月～ ㈲佐藤養助商店工場新築工事 秋田県湯沢市 ㈲佐藤養助商店
山脇組一級建築士事務
所

㈱山脇組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

3128 113 2018年6月～
酒田港国際ターミナル休憩所建設
工事

山形県酒田市
一般財団法人東北港湾
福利厚生協会

日本不動産仙台支店 ㈱菅原工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

3129 114 2018年6月～ よねや千石大橋店増改築工事 秋田県湯沢市 ㈱よねや ㈱甲設計事務所 ㈱大和組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

3130 115 2018年6月～ ㈱ユアテック大曲営業所新築工事 秋田県大仙市 ㈱ユアテック
東日本興業㈱一級建築
士事務所

丸茂組・高吉建設・荒屋
鋪建設　特定建設工事共
同企業体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

3131 116 2018年6月～ 工藤邸新築工事 山形県山形市 工藤光助様 アトリエ・ワン 幸栄建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

3132 117 2018年6月～ ホリタイヤ酒田店改築工事 山形県酒田市 ㈱ホリ・コーポレーション ㈱丸高 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

3133 118 2018年6月～
鶴岡信用金庫本店営業部改築工
事

山形県鶴岡市 鶴岡信用金庫 ㈲吉田建築設計事務所
佐藤工務・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

3134 119 2018年6月～
協和木材㈱新庄工場チップ置場
新築（建築・外溝）工事

山形県新庄市 協和木材㈱ 羽田設計 沼田建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

3135 120 2018年6月～
浅黄鉄工工場新築工事（建物基
礎）

山形県新庄市 浅黄鉄工 真見建築設計事務所 石川建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

3136 121 2018年6月～
山形TEC A棟再構築　建築設備
新設工事

山形県鶴岡市
ソニーセミコンダクタマニュファ
クチャリング

NECファシリティーズ㈱一級
建築士事務所

㈱大林組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～29

3137 122 2018年6月～
テックランドNew仙台青葉店新築工
事

宮城県仙台市 ㈱ヤマダ電機 ㈲今井設計 マルト建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25～29

3138 123 2018年6月～
(仮称)介護老人保健施設仙台げ
んきのでる里新築工事

宮城県仙台市 社会福祉法人ノテ福祉会 ㈱西澤建築設計事務所 ㈱富士工 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

3139 124 2018年6月～ 長町7丁目計画新築工事 宮城県仙台市 ティ・ケイエンジ㈱
大木建設㈱東北支店一
級建築士事務所

大木建設㈱東北支店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

3140 125 2018年6月～
㈱すぎもとファーム千代ヶ岡肥育舎
新築工事

北海道旭川市 ㈱プライム下館工務店 ㈱プライム下館工務店 ㈲来伸ガス Ｄ25
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3141 126 2018年6月～
（独）国立病院機構旭川医療セン
ター外来管理診療棟等建替整備
工事（建築）

北海道旭川市
独立行政法人国立病院
機構旭川医療センター

㈱岩見田・設計 ㈱岩見田・設計 ㈲来伸ガス Ｄ19～29

3142 127 2018年6月～
（仮称）アルビオ・ガーデン旭川新築
工事

北海道旭川市 ミサワホーム北海道㈱ ㈱砂子組 ㈱砂子組 ㈲来伸ガス Ｄ19～29

3143 128 2018年6月～
㈱北海道クボタ美幌営業所　倉庫
新築工事

北海道美幌町 ㈱北海道クボタ ㈱中田建築設計 ㈱三共後藤建設 ㈱東圧 Ｄ22

3144 129 2018年6月～
日本ニューホランド㈱美幌営業所
格納庫新築工事

北海道美幌町 日本ニューホランド㈱ ㈱横河建築設計事務所 ㈱中山組 ㈱東圧 Ｄ22～25

3145 130 2018年6月～
北海道美幌高等学校産業教育施
設管理棟その他改築工事

北海道美幌町 北海道教育委員会 ㈱ハウ計画設計 ㈱宮田建設 ㈱東圧 Ｄ22～25

3146 131 2018年6月～
北海道美幌高等学校産業教育施
設牛舎改築工事

北海道美幌町 北海道教育委員会 ㈱ハウ計画設計
道和・津別経常建設共同
企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

3147 132 2018年6月～
北見市新庁舎建設工事（建築主
体）-1

北海道北見市 北見市長　辻直孝
久米・都市・浦和　特定委
託業務共同企業体

北成・天内・岡村・北洋・
村井・小泉・大地　特定建
設工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ22～32

3148 133 2018年6月～
北見市新庁舎建設工事（建築主
体）-2

北海道北見市 北見市長　辻直孝
久米・都市・浦和　特定委
託業務共同企業体

五十嵐・松谷・大幸・鐘ヶ
江・山本工務店　特定建
設工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ22～32

3149 134 2018年6月～ 草地整備小清水地区61工区 北海道小清水町
北海道オホーツク総合振興
局

ダイシン設計㈱ ㈱北興 ㈱東圧 Ｄ19

3150 135 2018年6月～
北見藤女子高等学校　校舎改築
工事

北海道北見市 学校法人　藤学園
㈱竹中工務店北海道一
級建築士事務所

竹中工務店・北成建設
共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～29

3151 136 2018年6月～ 興部ふ化場　採卵舎棟新築工事 北海道興部町
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

㈱藤共工業 ㈱東圧 Ｄ19～22

3152 137 2018年6月～
でんき保安協会北見支部改築工
事

北海道北見市
一般社団法人北海道電
気保安協会

㈱アクティ建築設計 北洋建設㈱ ㈱東圧 Ｄ19～25

3153 138 2018年6月～
（仮称）ドリームヒル事務所新築工
事

北海道上士幌町 ㈲ドリームヒル ㈱創造設計舎 ㈱佐藤工務店 ㈱東圧 Ｄ22～25

3154 139 2018年6月～ 高舘無線中継所局舎新築工事 宮城県仙台市 ㈱橋本店 ㈱TGP Ｄ19～25

3155 140 2018年6月～
（仮称）BRANCH仙台長命ヶ丘新
築工事

宮城県仙台市 ㈱橋本店 ㈱TGP Ｄ19～25

3156 141 2018年6月～
セブンイレブン原町北町店新築工
事

福島県南相馬市 ㈲Jes設計 ㈱阿部和工務店 ㈱TGP Ｄ19～22

3157 142 2018年6月～ 山交ビル塔屋階耐震補強工事 山形県山形市 戸田建設㈱ ㈱TGP Ｄ25

3158 143 2018年6月～
セブンイレブン仙台西田中松下店
増築工事

宮城県仙台市 ㈲Jes設計 ㈱阿部和工務店 ㈱TGP Ｄ22

3159 144 2018年6月～
名取市閖上中継ポンプ場建設工
事

宮城県名取市
西松建設・鴻池組・佐藤
工業・グリーン企画建設特
定建設共同企業体

㈱TGP Ｄ19～25

3160 145 2018年6月～ 平金産業新社屋新築工事 静岡県静岡市 ㈱ジーネヌ ㈱大瀧建築事務所 五光建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ19～22

3161 146 2018年6月～ (仮称)日本橋浜町ホテル計画 東京都中央区 三菱UFJリース㈱
㈱日建設計一級建築士
事務所

不二建設㈱ ㈱創栄工業 Ｄ19～32

3162 147 2018年7月～ ㈱竜洋運輸　事務所新築工事 静岡県磐田市 ㈱竜洋運輸 ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

3163 148 2018年7月～
とぴあ浜松農業協同組合（仮称）
西北営農施設工事

静岡県浜松市 とぴあ浜松農業協同組合
静岡県経済連一級建築
士事務所、㈱中川猛一級
建築士事務所

須山・林工・浜建特定建
設工事共同企業体

㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

3164 149 2018年7月～
平成29年度138号BPぐみ沢高架
橋仁杉地区下部工事

静岡県御殿場市 国交省中部地方整備局 駿豆建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ29～38

3165 150 2018年7月～
和興産業㈱エコポリス工業団地内
新工場建設工事

静岡県掛川市 和興産業㈱
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

3166 151 2018年7月～
(仮称)㈱関東製作所浜松工場増
築工事

静岡県浜松市 ㈱関東製作所 ㈱大岡成光建築事務所 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

3167 152 2018年7月～ 草地整備足寄地区62工区 北海道足寄町 藤原工業㈱ ㈱東圧 Ｄ22

3168 153 2018年7月～ 永田や仏壇店豊田店新築工事 愛知県豊田市 永田や 蓮建築設計集団 飛鳥工芸㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

3169 154 2018年7月～ 静岡森紙業㈱浜松工場増築工事 静岡県磐田市 静岡森紙業㈱ マスダ一級建築士事務所 ㈱小笠原 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

3170 155 2018年7月～ ㈲エイチケイビー　工場新築工事 静岡県浜松市 ㈲エイチケイビー ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

3171 156 2018年7月～ 花川戸1丁目ホテル計画新築工事 東京都台東区 ㈱トラスト・ファイブ ㈱建築設計アーキフォルム 共立工業㈱ 協和圧接工業㈱ Ｄ19～35

3172 157 2018年7月～
㈱西原商会東海　三島支店新築
工事

静岡県三島市 ㈱西原商会東海 ㈱東条設計 鈴与建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

3173 158 2018年7月～
静岡ロジスティクス㈱総合物流セン
ター新築工事

静岡県長泉町 静岡ロジスティクス㈱ 鈴与建設㈱ 鈴与建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

3174 159 2018年7月～
(仮称)ファナック第5立体駐車場建
設工事

山梨県忍野村 ファナック㈱
東急建設㈱一級建築士
事務所

東急建設㈱東日本建築
支店

東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

3175 160 2018年7月～
パーパス㈱本社工場　給湯器・各
種部品電着塗装に伴う建設工事

静岡県富士市 パーパス㈱ ㈱中村組 ㈱中村組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

3176 161 2018年7月～
(仮称)マックスバリュ南足柄岩原店
新築工事

神奈川県南足柄市 マックスバリュ東海㈱
大和ハウス工業㈱沼津支
店一級建築士事務所

平井工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

3177 162 2018年7月～
向日葵　厚原介護施設及び住宅
型老人ホーム建設工事

静岡県富士市 伊東栄太郎様
㈲杉山一級建築士事務
所

富士スパイラル工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

3178 163 2018年7月～ ㈲大政建設倉庫新築工事 静岡県東伊豆町 ㈲大政建設 野添一級建築士事務所 山本建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

3179 164 2018年7月～ 前田道路㈱事務所新築工事 静岡県富士市 前田道路㈱
楽建工房一級建築士事
務所

井出・中村特定建設工事 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

3180 165 2018年7月～
平成29年度旧湯ヶ島小学校耐震
改修工事

静岡県伊豆市 伊豆市長　菊地豊氏 ㈱池田建築設計事務所 小野建設㈱伊豆営業所 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

3181 166 2018年7月～
御殿場物流センターC棟中二階増
築工事

静岡県御殿場市 山九㈱静岡支店
鎌野建築事務所一級建
築士事務所

臼幸産業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

3182 167 2018年7月～ 旭化成㈱給食センター新設工事 静岡県富士市 旭化成㈱
㈱フジタ名古屋支店一級
建築士事務所

㈱フジタ名古屋支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19
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3183 168 2018年7月～ 桃太郎ビル新築工事 静岡県静岡市 杉山優司様
平和建設㈱一級建築士
事務所

平和建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

3184 169 2018年7月～
スターバックスコーヒー静岡駿河店
舗建設工事

静岡県静岡市
積水ハウス㈱静岡シャーメ
ゾン支店

積水ハウス㈱静岡シャーメ
ゾン支店一級建築士事務
所

平井工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

3185 170 2018年7月～
平成30年度最上ふれあい学園自
立訓練｢朝陽の家｣増築工事

山形県最上町 社会福祉法人　豊寿会 中村雄三設計事務所 ㈱大場組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

3186 171 2018年7月～ 早坂邸　新築工事 山形県最上町 早坂広行様 ㈱大場組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

3187 172 2018年7月～ オリックス鶴岡商業施設 山形県鶴岡市 オリックス㈱ ㈱INA新建築研究所 ㈱フォルム ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

3188 173 2018年7月～ 北栄鐵工㈱新工場他増築工事 山形県鶴岡市 北栄鐵工㈱
㈱あべ構房建築設計事務
所

㈱佐藤工務 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

3189 174 2018年7月～ 太平興業㈱鶴岡支店建替工事 山形県鶴岡市 太平興業㈱ 啓明興業㈱ 升川建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～29

3190 175 2018年7月～ 痘越渡地区下部工工事 山形県新庄市 国交省東北地方整備局 ㈱新庄・鈴木・柴田組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ29

3191 176 2018年7月～ 升形地区下部工工事 山形県新庄市 国交省東北地方整備局 ㈱カキザキ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ32～35

3192 177 2018年7月～
エイエスエムトランスポート㈱冷蔵冷
凍庫建設工事

山形県酒田市 エイエスエムトランスポート㈱ ㈲赤谷建築設計事務所 ㈱みなと ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

3193 178 2018年7月～
(仮称)花園病院透析センター新築
工事

秋田県大仙市 医療法人あけぼの会
㈱丸茂組一級建築士事
務所

㈱丸茂組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

3194 179 2018年7月～ 稲川スキー場ヒュッテ等建築工事 秋田県湯沢市 湯沢市 ㈱三友建築所 ㈱三友建築所 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

3195 180 2018年7月～ ㈱高嶋組事務所棟建設工事 秋田県湯沢市 ㈱高嶋組
㈱丸臣高久建設一級建
築士事務所

㈱丸臣高久建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

3196 181 2018年7月～
羽後町立学校給食共同調理場建
築工事

秋田県羽後町 羽後町長　安藤豊氏
草階・日本調理機設計共
同体

㈱柴田組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

3197 182 2018年7月～ （仮称）アメニティ施設新築工事 北海道旭川市 エムジーリース㈱ Bplanning 岩田地崎㈱ ㈲来伸ガス Ｄ19～22

3198 183 2018年7月～ 層雲峡浄水場建設工事 北海道上川町 上川町長　佐藤芳治氏 ㈱NJS
荒井・ホクセイ特定建設工
事共同企業体

㈲来伸ガス Ｄ19～25

3199 184 2018年7月～
北留萌消防組合消防署初山別支
署庁舎改築建築主体工事

北海道羽幌町 北留萌消防組合 ㈱中原建築設計事務所 ㈱中原建築設計事務所 ㈲来伸ガス Ｄ19～25

3200 185 2018年7月～ （仮称）アメニティ施設新築工事 北海道旭川市 エムジーリース㈱ Bplanning 岩田地崎㈱ ㈱東圧 Ｄ19～22

3201 186 2018年7月～
いせの里保育園・いせの里児童館
建設工事

北海道網走市
社会福祉法人網走愛育
会

㈱浦和設計事務所
丸田・中一特定建設工事
共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～29

3202 187 2018年7月～ バイオガスプラント附帯工事 北海道西興部村 西興部村長　菊池博氏 ㈱日本工房
三共後藤・美田　経常建
設共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

3203 188 2018年7月～
高栄E団地市営住宅新築工事
（建築主体）-3

北海道北見市 北見市長　辻直孝
ブンク、エヌ・ケー、そうごう特
定委託業務共同企業体

岡村・天内・三共後藤　特
定建設工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

3204 189 2018年7月～
常呂ふ化場　養魚池・飼育池等改
築工事

北海道美幌町
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

五十嵐・北進　経常建設
共同企業体

㈱東圧 Ｄ19

3205 190 2018年7月～
片桐機械㈱帯広レンタルセンター
新築工事

北海道芽室町 片桐機械㈱ 都間社設計 萩原建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ22

3206 191 2018年7月～
然別（29）廠舎新設等建築その他
工事

北海道鹿追町
帯広防衛支局長　菊地一
孝氏

萩原建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～25

3207 192 2018年7月～ ひろお保育園増築（園舎）工事 北海道広尾町 広尾町長　村瀬優氏 アカイシ建設㈱ ㈱東圧 Ｄ19～25

3208 193 2018年7月～
特別養護老人ホームやまのべ荘増
築工事

山形県寒河江市 山形建設㈱ ㈱TGP Ｄ22～25

3209 194 2018年7月～ ミントハウス㈱仙台工場改築工事 宮城県仙台市 ミントハウス㈱ ㈱阿部和工務店 ㈱TGP Ｄ19～25

3210 195 2018年7月～
日本機械保線㈱静岡総合事務所
新築その他工事

静岡県静岡市 日本機械保線㈱
大成建設㈱名古屋支店
一級建築士事務所

大成建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ19～29

3211 196 2018年7月～
平成30年度　環境衛生科学研究
所等新築工事（建築）

静岡県藤枝市 静岡県 ㈱横河建築設計事務所
三井住友・河津・グロージ
オ特定建設工事共同企業
体

㈱扶桑工業 Ｄ19～22

3212 197 2018年7月～ 千歳春日町3丁目MS 北海道千歳市 エムズ・インダストリー㈱ ㈱中央ガス圧接 Ｄ19

3213 198 2018年7月～ 貸店舗新築工事 北海道 ネクサス 丹羽鉄筋興業㈱ Ｄ19

3214 199 2018年8月～
平成30年度サンサンいわた東原作
業増築工事

静岡県磐田市
特定非営利活動法人サン
サンいわた

岡村・原田建築設計事務
所

石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

3215 200 2018年8月～
南区瓜内町中村様マンション新築
工事

静岡県浜松市 ㈲スターハウス ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

3216 201 2018年8月～
㈲森町衛生社　事務所付社宅新
築工事

静岡県森町 ㈲森町衛生社 星川建築工房 山平建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

3217 202 2018年8月～ ATJ西日本事業部A-Capital新築 静岡県浜松市 ㈱オートテクニックジャパン 建築設計事務所ますたじお 東亜建設工業㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

3218 203 2018年8月～ 杉村様袋井貸店舗新築工事 静岡県袋井市 杉村産業㈲ アート総合設計 遠鉄建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

3219 204 2018年8月～
㈱チューブフォーミング静岡工場第1
工場新築工事

静岡県菊川市 ㈱チューブフォーミング
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

3220 205 2018年8月～ ウェルシア浜松西浅田店新築工事 静岡県浜松市 ㈱ウェルシア ㈱キーストン 遠鉄建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

3221 206 2018年8月～ (仮称)松屋浜松高林店新築工事 静岡県浜松市 ㈲権内 ㈱キーストン ㈱キーストン ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

3222 207 2018年8月～
社会福祉法人　遠淡海会　若宮こ
ども園園舎増築工事

静岡県浜松市 社会福祉法人　遠淡海会
㈱中川猛一級建築士事
務所

㈱水野組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

3223 208 2018年8月～
日本橋馬喰町1丁目計画新築工
事

東京都千代田区 新日鉄興和不動産 ㈱建築設計アーキフォルム 南海辰村建設㈱ 協和圧接工業㈱ Ｄ19～38

3224 209 2018年8月～
平成26･27･28･29･30年度湯河原
町真鶴町衛生組合一般廃棄物最
終処分場再整備工事

神奈川県湯河原町
湯河原町真鶴町衛生組
合

㈱竹中土木/八千代エンジ
ニアリング㈱

㈱竹中土木 東海ガス圧接㈱ Ｄ19
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3225 210 2018年8月～
㈱ツチヤDr.Dセルフ三島萩インター
給油所新築工事

静岡県三島市 ㈱ツチヤ 内田計器工業㈱ 小野建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

3226 211 2018年8月～ 岩波駅昇降設備ほか設計 静岡県裾野市 東海旅客鉄道㈱ ジェイアール東海建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

3227 212 2018年8月～
富士市青葉台まちづくりセンター多
目的室増築及び既存棟改修主体
工事

静岡県富士市 富士市役所
富士市建設部施設保全
課

㈱井出組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

3228 213 2018年8月～ 丸富衛材㈱第2工場新築工事 静岡県富士市 丸富衛材㈱
㈱石井組一級建築士事
務所

㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～29

3229 214 2018年8月～
由比駅ホームエレベーター塔屋新
設工事

静岡県静岡市 東海旅客鉄道㈱ 名工建設㈱静岡支店 名工建設㈱静岡支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

3230 215 2018年8月～
中仙公民館清水分館新築（建築）
工事

秋田県大仙市 大仙市長　老松博行氏
㈲館設計一級建築士事
務所

荒屋鋪建設・高吉建設
特定建設工事共同企業
体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

3231 216 2018年8月～
和田ダイハツ販売㈱大曲店改築工
事

秋田県大仙市 和田ダイハツ販売㈱
㈱丸茂組一級建築士事
務所

㈱丸茂組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

3232 217 2018年8月～
【横消本総30-1】(仮称)南分署建
設工事（建築本体工事）

秋田県横手市 横手市長　高橋大氏 ㈱近　建築設計事務所 ㈱大和組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

3233 218 2018年8月～
[YNSK301-01]よこて農業創生大
学事業　地域価値創造拠点（狐
塚エリア）整備工事（建築工事）

秋田県横手市 横手市長　高橋大氏
㈲久米一級建築士事務
所

伊藤・半田・丸茂　よこて農
業創生大学事業　地域価
値創造拠点（狐塚エリア）

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

3234 219 2018年8月～
三和精鋼㈱本社新工場　事務所
棟新築工事

秋田県にかほ市 三和精鋼㈱ ㈱三義 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

3235 220 2018年8月～
(仮称)ケーユー鶴岡西新斎町新築
工事

山形県鶴岡市 ㈱ケーユー
大和ハウス工業㈱山形支
店一級建築士事務所

大和ハウス工業㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

3236 221 2018年8月～
大山機械アルミダイカスト工場新築
工事

山形県鶴岡市 ㈱大山機械 ㈱アックスクリエート 菅原建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

3237 222 2018年8月～ 山形鶴岡ビル新築工事 山形県鶴岡市 日本生命保険相互会社
㈱大林組東北支店一級
建築士事務所

㈱大林組東北支店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

3238 223 2018年8月～
平成30年度肘折浄水場ろ過設備
設置工事

山形県大蔵村 大蔵村村長 星川建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店

3239 224 2018年8月～ パスカル山形第3工場　新築工事 山形県天童市
大成建設㈱東北支店一
級建築士事務所

大成建設㈱東北支店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

3240 225 2018年8月～
㈱ユーメリアファクトリーパーク（山形
ファクトリー）増築工事

山形県真室川町
㈱カワイスチールホールディ
ング

㈱新庄・鈴木・柴田組 ㈱新庄・鈴木・柴田組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

3241 226 2018年8月～
ヤンマーアグリジャパン㈱富良野支
店新築工事

北海道富良野町 ヤンマーアグリジャパン㈱ ㈲スリーディスタジオ ㈱サンエービルド工業 ㈲来伸ガス Ｄ19～22

3242 227 2018年8月～
（仮称）東川学生会館（マ・メゾン）
増改築工事

北海道東川町 ㈱西川食品 ㈱アトリエアク 新谷建設㈱ ㈲来伸ガス Ｄ19～22

3243 228 2018年8月～
（仮称）ホンダカーズ帯広稲田店新
築工事

北海道帯広市 ㈱ホンダカーズ帯広 ゼン・アーキテクト㈱ ㈱さとう工務店 ㈱東圧 Ｄ19～22

3244 229 2018年8月～ 帯広信用金庫東支店改築工事 北海道帯広市 帯広信用金庫 ㈱創造設計舎
岡田・東伸経常建設共同
企業体

㈱東圧 Ｄ25

3245 230 2018年8月～
山形城北高等学校1号館耐震改
築工事

山形県山形市 学校法人富澤学園 山形建設㈱ ㈱TGP Ｄ22～25

3246 231 2018年8月～
（仮称）シズコンバレー技術センター
新築工事

静岡県静岡市 ㈱ユピテル
木内建設㈱一級建築士
事務所

木内建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ22

3247 232 2018年8月～
下山PJ中工区施設建設工事その
1

愛知県豊田市 トヨタ自動車㈱
㈱大林組一級建築士事
務所

㈱大林組名古屋支店 ㈱嘉藤工業所 Ｄ19～32

3248 233 2018年8月～
杜の都信用金庫新本店ビル建設
工事

宮城県仙台市 杜の都信用金庫 ㈱TGP Ｄ19～32

3249 234 2018年9月～
ヤマハモーターパワープロダクツ㈱掛
川技術センター東実験棟新築工
事（仮）

静岡県掛川市
ヤマハモーターパワープロダク
ツ㈱

㈱竹下一級建築士事務
所

石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～29

3250 235 2018年9月～ FIND Hamamatsu N棟新築工事 静岡県浜松市 ホンダ開発㈱
㈱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 Ｄ19～22

3251 236 2018年9月～ (仮称)ブライトタウン早出新築工事 静岡県浜松市 遠州鉄道㈱
遠鉄建設㈱一級建築士
事務所/URP都市総合計
画㈱

遠鉄建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～32

3252 237 2018年9月～ ㈱トーカイ浜松支店新築工事 静岡県浜松市 内田計器工業㈱ ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

3253 238 2018年9月～
(仮称)サクシード住吉店舗付共同
住宅新築工事

静岡県浜松市 ㈱サクシード ㈱樹設計室 ㈱キーストン ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

3254 239 2018年9月～
アツミ電氣㈱助信事業所改築計
画

静岡県浜松市 アツミ電氣㈱
㈱竹下一級建築士事務
所

㈱林工組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～29

3255 240 2018年9月～
ヤマハ発動機㈱袋井技術センター
市街地コース建設工事

静岡県袋井市 ヤマハ発動機㈱ 竹下一級建築士事務所 石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

3256 241 2018年9月～ 千葉県がんセンター新棟建築工事 千葉県千葉市 千葉県 ㈱日建設計 ㈱フジタ 国際技建㈱ Ｄ25～29

3257 242 2018年9月～
セブンイレブン掛川杉谷店新築工
事

静岡県掛川市 鈴与建設㈱ キュウメートル㈱ 遠州稲垣建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

3258 243 2018年9月～
丸富コンバーティング㈱新工場建設
工事

静岡県富士市 丸富コンバーティング㈱
㈱石井組一級建築士事
務所

㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～29

3259 244 2018年9月～
(仮称)三井ショッピングパークらら
ぽーと沼津新築工事（立体駐車
場）

静岡県沼津市 三井不動産㈱
㈱大林組一級建築士事
務所

㈱大林組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～29

3260 245 2018年9月～
(仮称)東名富士クリニック第3期増
改築工事

静岡県富士市
医療法人社団泉会　東名
富士クリニック

大和ハウス工業㈱沼津支
店一級建築士事務所

平井工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

3261 246 2018年9月～ (仮称)矢倉町こども園新築工事 静岡県静岡市 蒲原学園 ㈱池田建築設計事務所 平和建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

3262 247 2018年9月～
(仮称)富士トラック㈱自動ラック倉
庫新築工事

静岡県富士市 富士トラック㈱ ㈱アルファ設計 井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25～29

3263 248 2018年9月～ (仮称)ASTY静岡東館RN工事 静岡県静岡市
ジェイアール東海静岡開発
㈱

㈱交建設計名古屋事務
所

名工建設㈱静岡支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

3264 249 2018年9月～ やわらぎ斎場屯田店 北海道札幌市 ㈱あいプラン 一級建築士事務所　眞建 宮坂建設工業㈱ ㈱アツケン工業 Ｄ19～25

3265 250 2018年9月～
(仮称)障がい福祉サービス事業所
新築工事

秋田県横手市
社会福祉法人五輪坂秋
峰会

三浦建築設計事務所 ㈱半田工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

3266 251 2018年9月～ ㈱高瀬電設工場棟増築工事 秋田県湯沢市 ㈱高瀬電設 佐藤木建㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25
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3267 252 2018年9月～
山葵沢地熱発電所建設のうち発
電所外構工事　車庫・油倉庫

秋田県湯沢市 湯沢地熱㈱ ㈱和賀組 ㈱和賀組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

3268 253 2018年9月～
クリーンカンパニーリサイクル棟新築
工事

秋田県羽後町 ㈲クリーンカンパニー ㈱小野建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

3269 254 2018年9月～ JAうご米殻フレコン倉庫新築工事 秋田県羽後町 うご農業協同組合 こん設計 ㈱小野建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

3270 255 2018年9月～ 津谷地区道路改良工事 山形県新庄市 国交省東北地方整備局 沼田建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ29～38

3271 256 2018年9月～ 堺剛邸新築工事 富山県射水市 堺剛様 ㈱北栄商会 ㈲中越ガス圧接工業 Ｄ22

3272 257 2018年9月～ スギ薬局岡崎欠町店新築工事 愛知県岡崎市 ㈱オノコム ㈲糟谷工業所 Ｄ22～25

3273 258 2018年9月～
北海道美幌高等学校産業教育施
設乾草収納庫ほか改築工事

北海道紋別市 北海道教育委員会 ㈱ハウ計画設計
道和・宮田　経常建設共
同企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

3274 259 2018年9月～
（仮称）まちなか団地公営住宅（B
棟）新築工事のうち建築主体工事

北海道紋別市 紋別市長　宮川良一氏 ㈱岩見田・設計
渡部・大和　特定建設工
事共同企業体

㈱東圧 Ｄ19

3275 260 2018年9月～
平成30年度　白滝浄水場建設工
事

北海道遠軽町 遠軽町長　佐々木修一氏 ㈱中神土木設計事務所
渡辺・大同　特定建設工
事共同企業体

㈱東圧 Ｄ25

3276 261 2018年9月～
平成30・31年度遠軽道の駅建設
工事（建築主体）

北海道遠軽町 遠軽町長　佐々木修一氏 ㈱アトリエ　アク
菅野・山口特定建設工事
共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

3277 262 2018年9月～
平成30年度畜産担い手育成総合
整備事業（再整備事業）望洋北標
準地区第3工区

北海道中標津町
公益財団法人北海道農
業公社

㈱犬飼工務店 ㈱東圧 Ｄ19～29

3278 263 2018年9月～
厚岸漁港-4.5m岸壁改良（基礎
工）工事

北海道厚岸町
北海道開発局釧路開発
建設部

萩原・宮原組経常建設共
同企業体

㈱東圧 Ｄ22～29

3279 264 2018年9月～
社会福祉法人慧誠会ときわの森保
育所改築工事

北海道帯広市 社会福祉法人慧誠会 萩原建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～25

3280 265 2018年9月～
平成29年度[第29-D6152-
01][国]473号線道路改良[地域連
携2A]地域高規格工事（県道ボッ

静岡県島田市 静岡県 静岡県島田土木事務所 大河原建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ29～35

3281 266 2018年9月～ ㈱いちたかガスワン社屋増築工事 北海道札幌市 ㈱いちたかガスワン ㈱太平ホーム北海道 ㈱中央ガス圧接 Ｄ19

3282 267 2018年9月～ 西5条南郵便局 北海道帯広市 武田建設 丹羽鉄筋興業㈱ Ｄ22

3283 268 2018年9月～ 宝来こども園 北海道音更町 大谷菩提樹会 ネクサス 丹羽鉄筋興業㈱ Ｄ25

3284 269 2018年9月～ 千葉県がんセンター新棟建築工事 千葉県千葉市 千葉県病院局 ㈱日建設計 ㈱フジタ ㈱甲斐ガス圧接 Ｄ25

3285 270 2018年9月～
(仮称)外神田一丁目計画新築工
事

東京都千代田区 住友不動産㈱ ㈱日建設計 前田建設工業㈱ ㈱武蔵野 Ｄ19～25

3286 271 2018年10月～ ふたばクリニック新築工事 静岡県磐田市 鈴木大介様 ㈱Bookmark Design 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

3287 272 2018年10月～
(仮称)にしおこどもクリニック病児保
育施設整備工事

静岡県掛川市 西尾友宏様 ㈱C＆C設計 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

3288 273 2018年10月～
知的障害者通所施設　生活介護
事業所｢えくらん｣多目的・食堂棟
新築工事

蒲 社会福祉法人あそしえ
㈱飯田組一級建築士事
務所

㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

3289 274 2018年10月～
かどや製油㈱第二工場計画建設
工事

千葉県柚ヶ浦市 キリンエンジニアリンク゛㈱ キリンエンジニアリンク゛㈱ アイサワ工業㈱ 松栄工業㈱ Ｄ19～25

3290 275 2018年10月～
（仮称）ピオーネ雑司ヶ谷保育園新
築工事

東京都豊島区 A.P.アセットマネジメント㈱ 一級建築士事務所　ADE アイサワ工業㈱ 松栄工業㈱ Ｄ19

3291 276 2018年10月～ （仮称）豊玉賃貸住宅新築工事 東京都練馬区 東京瓦斯都市開発㈱
大和ハウス工業㈱東京本
社東日本中高層技術セン
ター　一級建築士事務所

大和ハウス工業㈱東京本
社

松栄工業㈱ Ｄ19～35

3292 277 2018年10月～
(仮称)杏林堂薬局白羽店増築工
事

静岡県浜松市 ㈱杏林堂薬局 長坂設計 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

3293 278 2018年10月～
(仮称)雄気の里会保育園新築工
事

静岡県浜松市 雄気の里会 井下建築設計事務所 ㈱林工組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

3294 279 2018年10月～ 八幡町店舗付マンション新築工事 静岡県浜松市 合同会社SHOYA
エヌテックサービス㈱一級建
築士事務所

エヌテックサービス㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

3295 280 2018年10月～ ㈱ベルソニカ吉美工場建設工事 静岡県湖西市 ㈱ベルソニカ 平野一級建築士事務所 山平建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

3296 281 2018年10月～
H29年度138号BPぐみ沢高架橋鮎
沢川南下部工事

静岡県御殿場市
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㈱ Ｄ25～38

3297 282 2018年10月～ 創価学会菊川会館新築工事 静岡県菊川市 創価学会 ㈱楠山設計 ㈱熊谷組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

3298 283 2018年10月～
H29年度138号BPぐみ沢高架橋仁
杉中畑地区中下部工事

静岡県御殿場市
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㈱ Ｄ22～38

3299 284 2018年10月～
平成30・31年度富士宮市立病院
地域包括ｹｱ病棟建設工事（建築
工事）

静岡県富士宮市 富士宮市長須藤氏 ㈱梓設計中部支店
大石・明徳特定建設工事
共同企業体

東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

3300 285 2018年10月～ 大沢医院新築工事 静岡県沼津市 大沢医院　大澤様 G.RATIO ARCHIDESIGN 馬淵建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

3301 286 2018年10月～
(仮称)㈱シーエーティー社屋新築工
事

静岡県富士宮市 ㈱シーエーティー
井上建設㈱一級建築士
事務所

井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

3302 287 2018年10月～
(仮)上浅田2丁目マンション新築工
事

静岡県浜松市 飯尾哲秀
㈱飯田組一級建築士事
務所

㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

3303 288 2018年10月～
㈱三幸製作所　西丘町工場増築
工事(3期)

静岡県浜松市 ㈱三幸製作所
㈱飯田組一級建築士事
務所

㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

3304 289 2018年10月～
平成30年度地方道路交付金工事
（橋梁補修）30-F158-20

秋田県湯沢市
秋田県雄勝地域振興局
建設部

山一建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ32

3305 290 2018年10月～ 佐藤隆　農作業小屋新築工事 秋田県横手市 佐藤隆
㈱半田工務店一級建築
士事務所

㈱半田工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

3306 291 2018年10月～
(仮称)社会福祉法人ウォームハート
特別養護老人ホーム花舘新築工
事

秋田県大仙市
社会福祉法人ウォームハー
ト

㈱松橋建設 ㈱丸茂組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

3307 292 2018年10月～
(仮称)薬王堂酒田旭新町典新築
工事

山形県酒田市 ㈱薬王堂
大和ハウス工業㈱山形支
店一級建築士事務所

大和ハウス工業㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

3308 293 2018年10月～
羽黒第四地区地域活動センター
改修工事

山形県鶴岡市 鶴岡市 菅睦建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19
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3309 294 2018年10月～ ㈱トガシ技研　工場増築工事 山形県鶴岡市 ㈱トガシ技研 総建築設計事務所 ㈱佐藤工務 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

3310 295 2018年10月～ ふれあいホーム払田　建設工事 山形県庄内町 庄内町 ㈲長谷部建築 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

3311 296 2018年10月～
ドコモショップ旭川環状通東光店新
築工事

北海道旭川市 千代田電装工業㈱ 吉田建築設計事務所 新谷建設㈱ ㈲来伸ガス Ｄ19

3312 297 2018年10月～
平成30年度認定こども園こころ改
築工事

北海道遠軽町 学校法人浄光学園 北海道建築設計監理㈱
渡辺・丹野経常建設共同
企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

3313 298 2018年10月～
層雲峡観光ホテル耐震改修工事
（2期分）他工事

北海道上川町 大友観光開発㈱ 裕成建築計画 鉄建建設㈱札幌支店 ㈱東圧 Ｄ19～22

3314 299 2018年10月～ 草地整備湧別地区61工区 北海道湧別町
オホーツク総合振興局西部
耕地出張所

㈱中神土木設計事務所 ㈱西村組 ㈱東圧 Ｄ19

3315 300 2018年10月～
北海道ガス㈱北見工場製造設備
増設工事

北海道北見市 北海道瓦斯㈱
東京ガスエンジニアリングソ
リューションズ㈱一級建築
士事務所

日本国土開発㈱東日本
支社

㈱東圧 Ｄ25

3316 301 2018年10月～ 帯広警察署車庫倉庫新築工事 北海道帯広市 北海道警察本部長 パシフィックコンサルタンツ㈱ ㈱西川工務店 ㈱東圧 Ｄ19～25

3317 302 2018年10月～
帯広変電所配開改良のうち変電
所本館改築工事

北海道帯広市 北海道電力㈱
北海道電力㈱土木部建
築センター

㈱佐藤工務店 ㈱東圧 Ｄ19～22

3318 303 2018年10月～
認定こども園しかおい新築建築主
体工事

北海道鹿追町 鹿追町長　吉田弘志氏 ㈱アトリエアク
萩原・ナリタック・窪田経常
建設共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

3319 304 2018年10月～
一般国道36号白老町竹浦橋下部
外一連工事

北海道白老町 豊浦建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ22

3320 305 2018年10月～ 右の沢橋架換工事 北海道えりも町 坂田組土建㈱ ㈱東圧 Ｄ29

3321 306 2018年10月～ （仮称）たなの眼科新築工事 北海道釧路市 （仮称）たなの眼科 ヒココニシアーキテクチュア㈱ 宮坂建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ22

3322 307 2018年10月～ 第2工場計画　建設工事 千葉県柚ヶ浦市 キリンエンジニアリンク゛㈱ キリンエンジニアリンク゛㈱ アイサワ工業㈱ 松栄工業㈱ Ｄ25

3323 308 2018年10月～
平成30年度静岡県立こども病院
院内保育所及び浄化槽更新工事

静岡県静岡市
地方独立行政法人静岡
県立病院機構　静岡県立
こども病院

平井工業㈱ ㈱スギ建築事務所 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

3324 309 2018年10月～
コインロッカー事業㈲新社屋新築工
事

静岡県静岡市 コインロッカー事業㈲ 日成建設㈱ 日成建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

3325 310 2018年10月～
(仮称)エフピー化成工業㈱工場新
築工事

静岡県富士市 エフピー化成工業㈱ ㈱ゆたか建築設計事務所 井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

3326 311 2018年10月～
太郎野機械利用組合ライスセン
ター新築工事

山形県舟形町 太郎野機械利用組合
ブレンスタッフ・アックス設計
共同企業体

㈱南東北クボタ ㈱東京ガス圧接 Ｄ19～22

3327 312 2018年10月～
(仮称)米里3条板金工場新築工
事

北海道札幌市 新栄建設 ㈱中央ガス圧接 Ｄ22

3328 313 2018年10月～ N34札幌西町ビル新築工事 北海道札幌市 ㈱太平ホーム北海道 ㈱中央ガス圧接 Ｄ19～22

3329 314 2018年10月～
遠浅・早来間第1安平川B改築
7(下部工他)工事

北海道安平町 札建工業㈱ ㈱中央ガス圧接 Ｄ25～35

3330 315 2018年10月～ 屯田高架橋 北海道札幌市 札幌開発局 国昭建設㈱ ㈱中央ガス圧接 Ｄ29～32

3331 316 2018年10月～
一般国道5号　仁木町　銀山大橋
P3橋脚工事

北海道余市町 小樽開発局 協成建設工業㈱ ㈱中央ガス圧接 Ｄ29～35

3332 317 2018年10月～ 千種区茶屋ヶ坂駅前PJ新築工事 愛知県名古屋市 大和ハウス工業㈱ 矢作建設工業㈱ 矢作建設工業㈱ アイズ継手技工㈱ Ｄ19～38

3333 318 2018年10月～
トラスコ中山プラネット南関東建替
え計画

神奈川県厚木市 トラスコ中山㈱ ㈱日建設計 大成建設㈱ ㈱武蔵野 Ｄ25～32

3334 319 2018年10月～
東海カプセル㈱新工場建設プロジェ
クト

静岡県富士市
㈱ダイキンプライドシステム
ズ

鈴与建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

3335 320 2018年10月～ 三島現業事務外1箇所新設工事 静岡県三島市
東海旅客鉄道㈱静岡支
社

ジェイアール東海コンサルタ
ンツ㈱

名工建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

3336 321 2018年10月～
(仮称)福岡市中央区今泉2丁目
計画新築工事

福岡県福岡市 三菱地所レジデンス㈱ ㈱Gデザインアソシエイツ ㈱錢高組 ㈱フクアツ

3337 322 2018年11月～
社会医療法人博友会　平岸病院
増築工事

北海道赤平市 社会医療法人博友会 ㈱古田設計事務所 ㈱田中組 ㈱旭都鉄筋工業所 Ｄ19～25

3338 323 2018年11月～
平成30年度機械設備改良事業
緊急時資機材倉庫建築工事

静岡県掛川市 掛川市 ㈱川島組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

3339 324 2018年11月～
(仮称)はつらつ元気こども園新築工
事

静岡県浜松市
(仮称)学校法人　十全明
珠学園

中日設計㈱ 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

3340 325 2018年11月～
松本油脂製薬㈱静岡工場第8工
場新築工事

静岡県袋井市 松本油脂製薬㈱
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

3341 326 2018年11月～
平成29年度138号BP水土野橋東
下部工事

静岡県御殿場市
沼津河川国道事務所・御
殿場国道維持出張所

臼幸産業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ29

3342 327 2018年11月～ ㈱タカラゲン南伊豆工場新築工事 静岡県南伊豆町 ㈱タカラゲン
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

3343 328 2018年11月～
江川文庫資料保存活用施設新築
工事

静岡県伊豆の国市 公益財団法人　江川文庫
㈱東原建築デザイン研究
所

鈴与建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

3344 329 2018年11月～
大同DMソリューション㈱静岡工場
バレル研磨室新築工事

静岡県森町 大同DMソリューション㈱
㈱大同ライフサービス一級
建築士事務所

㈱大同ライフサービス ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

3345 330 2018年11月～
㈱ソミック石川　下野部工場新築
工事

静岡県磐田市 ㈱ソミック石川
㈱アーキプラン一級建築士
事務所

㈱林工組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

3346 331 2018年11月～ 入野　刀原邸　新築工事 静岡県浜松市 刀原精　様 ㈱杉浦組 ㈱杉浦組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

3347 332 2018年11月～ ㈱村松たんす店倉庫新築工事 静岡県掛川市 村松広充様 ㈱尾崎工務店 ㈱尾崎工務店 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

3348 333 2018年11月～ 西港2号サイロ第5期建設工事 北海道釧路市 三ツ輪運輸㈱ JFEエンジニアリンク゛㈱ ㈱東圧 Ｄ22～25

3349 334 2018年11月～
紋別港外1港-4m物揚場改良その
他工事（営繕工事）

北海道紋別市
北海道開発局　網走開発
建設部

北海道開発局　網走開発
建設部

㈱西村組 ㈱東圧 Ｄ22～25

3350 335 2018年11月～
（仮称）エブリィビッグデー入野店建
替工事

静岡県浜松市 ㈱ビッグ富士 ㈱アクト設計 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25
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3351 336 2018年11月～ NNP電子㈱東棟新築工事 静岡県磐田市 NNP電子㈱ 釜慶鉄工㈱ 釜慶鉄工㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

3352 337 2018年11月～ 椿屋第12下池ハイツ新築工事 静岡県浜松市 合名会社　中村社団 三谷初彦 ㈱キートン ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

3353 338 2018年11月～ 北陸新幹線　細坪橋りょう他工事 石川県加賀市
独立行政法人　鉄道建
設・運輸施設整備支援機
構

JR西コンサルタント
鹿島・オリエンタル白石・本
間・北都特定建設工事共
同企業体

㈲中越ガス圧接工業 Ｄ22～51

3354 339 2018年11月～
エンボー㈱貸店舗（ナガセ）増築工
事

静岡県湖西市 エンボー㈱ 渡辺建築設計事務所 山平建設 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

3355 340 2018年11月～ (仮称)糀谷計画建設工事 東京都大田区 ㈱サンケイビル ㈱ジーワイ設計 アイサワ工業 松栄工業㈱ Ｄ19～25

3356 341 2018年11月～ 静岡動物医療センター新築工事 静岡県静岡市 静岡動物医療センター
㈱ESPAD環境建築研究
所

五光建設株式会社 ㈱扶桑工業 Ｄ22～29

3357 342 2018年11月～
(仮称)水下ファーム第一牛舎新築
工事

北海道大樹町 ㈲水下ファーム 宮坂建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～22

3358 343 2018年11月～ モトーレン静岡富士店新築工事 静岡県富士市 ㈱モトーレン静岡 Agg.一級建築士事務所 ㈱トンボ総合建設 東海ｶﾞｽ圧接㈱ Ｄ22

3359 344 2018年11月～
(仮称)順天堂箱根研修所新築工
事

神奈川県箱根町 学校法人順天堂 ㈱日本設計
鹿島・勝俣組建設工事共
同企業体

東海ｶﾞｽ圧接㈱ Ｄ19～25

3360 345 2018年11月～
順天堂大学医学部附属静岡病院
特高変電所建築工事

静岡県伊豆の国市 学校法人順天堂 ㈱梓設計 山本建設㈱ 東海ｶﾞｽ圧接㈱ Ｄ19～29

3361 346 2018年11月～ いがぐりの里建設工事 静岡県沼津市 医療社団法人　公章会 ㈱池田建築設計事務所 小野建設㈱ 東海ｶﾞｽ圧接㈱ Ｄ22

3362 347 2018年11月～
(仮称)葵区平和望月武マンション
新築工事

静岡県静岡市 望月武様
㈱平成建設一級建築士
事務所

㈱平成建設 東海ｶﾞｽ圧接㈱ Ｄ19～22

3363 348 2018年11月～
平成30年度清水小学校給食棟改
築工事

静岡県清水町 清水町長　山本博保氏 ㈱小林建築事務所 小野建設㈱ 東海ｶﾞｽ圧接㈱ Ｄ19～22

3364 349 2018年11月～
平成29年度138号BP須走地区南
道路建設工事

静岡県小山町 沼津河川国道事務所 大日コンサルタント㈱ 中林建設㈱ 東海ｶﾞｽ圧接㈱ Ｄ32～38

3365 350 2018年11月～
平成29年度富士山市兵衛沢流路
工事

静岡県富士宮市
国交省中部地方整備局
富士砂防事務所

井上建設㈱ 東海ｶﾞｽ圧接㈱ Ｄ32

3366 351 2018年11月～ 下土狩共同住宅新築工事 静岡県長泉町
㈱エリック・アンド・パートナー
ズ

㈱平成建設一級建築士
事務所

㈱平成建設 東海ｶﾞｽ圧接㈱ Ｄ19～22

3367 352 2018年11月～ 福嶋邸新築工事 静岡県浜松市
㈱鈴木組一級建築士事
務所

㈱鈴木組 東海ｶﾞｽ圧接㈱ Ｄ22

3368 353 2018年11月～
(仮称)土井製菓㈱本社工場　増
築工事

静岡県沼津市 土井製菓㈱
木内建設㈱一級建築士
沼津事務所

木内建設㈱沼津支店 東海ｶﾞｽ圧接㈱ Ｄ19～25

3369 354 2018年11月～
平成29年清市橋第6号中河内2号
線（本村橋）橋梁耐震補強補修工
事

静岡県静岡市 静岡市 ㈲望月建設工業 東海ｶﾞｽ圧接㈱ Ｄ22

3370 355 2018年11月～
県営住宅今沢団地立替等整備事
業第二工区

静岡県沼津市
今沢団地パブリックサービス
㈱

㈱市浦ハウジング＆プランニ
ング大阪支店

大岡建設工業㈱ 東海ｶﾞｽ圧接㈱ Ｄ19～29

3371 356 2018年11月～
平成29年度138号BPぐみ沢高架
橋仁杉中畑地区北下部工事

静岡県御殿場市
国交省中部地方整備局
沼津河川国道事務所

小野建設㈱ 東海ｶﾞｽ圧接㈱ Ｄ22～38

3372 357 2018年11月～
（仮称）旭川パワーズ複合店舗計
画新築工事（A・B棟）

北海道旭川市 大和情報サービス㈱
大和ハウス工業㈱北海道
支社一級建築士事務所

大和ハウス工業㈱北海道
支社

㈲来伸ガス Ｄ19～22

3373 358 2018年11月～
湯沢雄勝広域市町村圏組合　新
消防庁舎建築工事

秋田県湯沢市
湯沢雄勝広域市町村圏
組合

山下・創・シグマ企画・みら
い設計共同企業体

㈱三友建築所 ㈱東京ガス圧接 Ｄ19～32

3374 359 2018年11月～
庄内町役場本庁舎整備事業新庁
舎建築工事

山形県庄内町 庄内町長　原田眞樹氏 ㈲香川壽夫建築研究所
丸高・十和建設特定建設
工事共同企業体

㈱東京ガス圧接 Ｄ19～35

3375 360 2018年11月～ ㈱バザール加工所新築工事 秋田県横手市 ㈱バザール
㈱半田工務店一級建築
士事務所

㈱半田工務店 ㈱東京ガス圧接 Ｄ22～25

3376 361 2018年11月～ (仮称)AMS平岸1-5新築工事 北海道札幌市 ㈱テスク ㈱中央ガス圧接 Ｄ19

3377 362 2018年11月～ 北1西2ビル新築工事 北海道札幌市 エムズ・インダストリー㈱ ㈱中央ガス圧接 Ｄ19～25

3378 363 2018年11月～ 高山グリーンホテル新館新築工事 岐阜県高山市 鹿島建設㈱ アイズ継手技工㈱ Ｄ19～29

3379 364 2018年11月～
マクセル情映テック株式会社　宮城
事業所第3工場新築工事

宮城県亘理町
マクセル情映テック株式会
社

株式会社日立プラントサー
ビス一級建築士事務所

株式会社日立プラントサー
ビス

㈱TGP Ｄ19～32

3380 365 2018年11月～
ＪＡやまがた　おいしさ直売所落合
店新築工事

山形県山形市 山形農業協同組合
全農山形一級建築士事
務所

山形建設(株) ㈱TGP Ｄ22～25

3381 366 2018年11月～
株式会社　片倉コープアグリ庇棟新
築工事

宮城県塩竃市
株式会社　片倉コープアグ
リ

㈱TGP Ｄ22

3382 367 2018年11月～
御殿場プレミアム・アウトレット第4期
立体駐車場新築工事（駐車場1）

静岡県御殿場市 小田急電鉄㈱ 三菱地所設計 岳南建設㈱ 東海ｶﾞｽ圧接㈱ Ｄ25

3383 368 2018年11月～
平成30年度北小学校区放課後児
童会新築工事

静岡県長泉町 長泉町長　池田修氏 ㈱稲村建設 東海ｶﾞｽ圧接㈱ Ｄ19～25

3384 369 2018年11月～ 渋谷笹塚計画新築工事 東京都渋谷区 ㈱リバティ
㈱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㈱ Ｄ19～38

3385 370 2018年11月～ エステムプラザ墨田区緑計画 東京都墨田区 ㈱東京日商エステム ㈱ガイ・プランニング 大木建設㈱ 協和圧接工業㈱ Ｄ19～38

3386 371 2018年12月～
平成29年度138号BPぐみ沢高架
橋中畑下部工事

静岡県御殿場市
国交省中部地方整備局
沼津河川国道事務所

中林建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～51

3387 372 2018年12月～
裾野市二ツ屋宝永マンション4新築
工事

静岡県裾野市 ㈲宝永企業 ㈱平成建設 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

3388 373 2018年12月～ 秋本食品㈱東海工場新築工事 静岡県磐田市 秋本食品㈱ ㈱今川建築設計事務所 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～29

3389 374 2018年12月～
松本油脂製薬㈱静岡工場第5工
場増築工事

静岡県袋井市 松本油脂製薬㈱
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

3390 375 2018年12月～
本長篠事務所外1新築その他工
事

愛知県新城市
東海旅客鉄道㈱東海鉄
道事業本部　工務部建築
課

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㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

3391 376 2018年12月～
DOWAサーモエンジニアリンク゛㈱浜
松北工場第3工場増築工事

静岡県浜松市
DOWAサーモエンジニアリン
ク゛㈱

ジオテクノス㈱ 石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

3392 377 2018年12月～
㈱渡部建設　事務所兼社員寄宿
舎新築工事

静岡県浜松市 ㈱渡部建設
村松建設㈱一級建築士
事務所

村松建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22
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3393 378 2018年12月～
太田川ダム事業小水力発電施設
工事（建築）

静岡県森町 静岡県袋井土木事務所
静岡県袋井土木事務所
長

㈱ワシヤマ土建 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

3394 379 2018年12月～
ダイコー化学工業㈱西工場新築工
事

静岡県浜松市 ダイコー化学工業㈱
㈱河合晴夫一級建築士
事務所

㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ29

3395 380 2018年12月～
有玉北町　高林様　農業用倉庫
新築工事

静岡県浜松市 高林輝夫
㈱飯田組一級建築士事
務所

㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

3396 381 2018年12月～
菊川市加茂　渋谷様賃貸マンショ
ン新築工事

静岡県菊川市 渋谷醇綽
富士物産㈱一級建築士
事務所

富士物産㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

3397 382 2018年12月～
㈱高塚機械製作所事務所・工事
新築工事

静岡県磐田市 ㈱高塚機械製作所
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

3398 383 2018年12月～ (仮称)石原4丁目計画 東京都墨田区 新日鉄興和不動産㈱ ㈱啓建築設計 アイサワ工業㈱ 松栄工業㈱ Ｄ22～35

3399 384 2018年12月～ (仮称)亀戸プロジェクト新築工事 東京都江東区 東京建物㈱ ㈱陣設計 奈良建設㈱ 松栄工業㈱ Ｄ19～38

3400 385 2018年12月～
帯広西3.9周辺地区第一種市街
地再開発事業新築工事

北海道帯広市
アルファコート帯広西3.9地
区開発㈱

山下・岡田・創造共同企
業体

宮坂・市川・ネクサス共同
企業体

㈱東圧 Ｄ19～29

3401 386 2018年12月～
平成30年度第73号御殿場西中学
校校舎改築建設工事

静岡県御殿場市 御殿場市長　若林洋平氏 ㈱蒼設計 臼幸産業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～32

3402 387 2018年12月～ サーパス沼津本田町新築工事 静岡県沼津市 ㈱穴吹工務店
㈱穴吹工務店東京一級
建築士事務所

㈱穴吹工務店静岡支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～32

3403 388 2018年12月～
韮山ぶなの森「住宅生活支援セン
ター」建築工事

静岡県伊豆の国市 社会福祉法人函要会 ㈱池田建築設計事務所 大場建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

3404 389 2018年12月～
（仮称）㈱タカキュー広見センター増
築工事

静岡県富士市 ㈱タカキュー
井上建設㈱一級建築士
事務所

井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

3405 390 2018年12月～ （仮称）清和電気製作所新築工事 静岡県富士市 ㈲清和電気製作所
井上建設㈱一級建築士
事務所

井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

3406 391 2018年12月～
平成30年度農道整備（一般・農道
保全）由比蒲原地区橋梁補修1工
事

静岡県静岡市 静岡県中部農林 ㈱フジヤマ ㈱望月土木 東海ガス圧接㈱ Ｄ32

3407 392 2018年12月～
㈱ホンダクリオ富士デポック新築工
事

静岡県富士市 ㈱ヒンダクリオ富士
植松孝弘建築設計事務
所㈲

井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

3408 393 2018年12月～ 鈴昇メタル本社工場新築工事 静岡県富士市 ㈱鈴昇メタル シーエスディー研究所㈱ 富士スパイラル工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

3409 394 2018年12月～
平成29年度138号BPぐみ沢高架
橋仁杉中畑地区下部工事

静岡県御殿場市
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㈱ Ｄ29～32

3410 395 2018年12月～
鷹栖東神楽線道路改築工事（下
部工）その1

北海道東神楽町 北海道旭川建設管理部
荒井・新谷・中田特定建
設工事共同企業体

㈲来伸ガス Ｄ29～35

3411 396 2018年12月～
鷹栖東神楽線道路改築工事（下
部工）その2

北海道東神楽町 北海道上川総合振興局 タカハタ建設㈱ ㈲来伸ガス Ｄ29～35

3412 397 2018年12月～
平成29年度(明許繰越)山形県立
農林大学校乳製品加工施設増築
工事

山形県新庄市
山形県知事　吉村美栄子
氏

㈲白岩建築設計事務所 ㈱柿崎工務店 ㈱東京ガス圧接 Ｄ22

3413 398 2018年12月～
肘折地区防災拠点施設整備工事
（繰越明許）

山形県大蔵村 大蔵村長 ㈱羽田設計事務所 沼田建設㈱ ㈱東京ガス圧接 Ｄ19～22

3414 399 2018年12月～ 成澤鉄工所新工場新築工事 山形県鶴岡市 ㈲成澤鉄工所 ㈱石川設計事務所 ㈱石庄建設 ㈱東京ガス圧接 Ｄ22

3415 400 2018年12月～
平成30年度鶴岡市立湯田川温泉
リハビリテーション病院大規模改修
工事（リハビリテーション室拡張工

山形県鶴岡市 鶴岡市病院 ㈱アーキング設計事務所 菅原建設㈱ ㈱東京ガス圧接 Ｄ19～22

3416 401 2018年12月～
鶴岡市立鶴岡第三中学校改築北
外構工事

山形県鶴岡市 鶴岡市長　皆川治
ブレンスタッフ・アックス設計
共同企業体

㈱鈴木工務店 ㈱東京ガス圧接 Ｄ19

3417 402 2018年12月～
常呂地区（常呂漁港）水産流通基
盤整備工事（特定）

北海道北見市 オホーツク総合振興局
北海道網走建設管理部
㈱アルファ水工コンサルタン
ツ

丸田・土屋・タカハタ特定建
設工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ25

3418 403 2018年12月～
一般国道334号斜里町糖真布橋
下部工事

北海道斜里町
北海道開発局網走開発
建設部

㈱開発工業社 鈴木工業㈱ ㈱東圧 Ｄ29～32

3419 404 2018年12月～
佐呂間別川広域河川改修工事2
工区

北海道佐呂間町 オホーツク総合振興局 北海道土木設計㈱ 窪田建設㈱ ㈱東圧 Ｄ29

3420 405 2018年12月～
平成30年度北海道水産業振興構
造改善事業荷さばき施設建設工
事（目梨泊）

北海道枝幸町 枝幸漁業協同組合 ㈱ぎょれん設計センター 石塚建設興業㈱ ㈱東圧 Ｄ19

3421 406 2018年12月～
平成31年度北海道水産業振興構
造改善事業荷さばき施設建設工
事（音標）

北海道枝幸町 枝幸漁業協同組合 ㈱ぎょれん設計センター 石塚建設興業㈱ ㈱東圧 Ｄ19

3422 407 2018年12月～
北海道立文書館改築工事(3工
区)

北海道江別市 北海道庁 丸彦渡辺建設㈱ ㈱中央ガス圧接 Ｄ22～25

3423 408 2018年12月～ (仮称)箱根強羅旅館 神奈川県箱根町 オリックス不動産㈱ ㈱入江三宅設計事務所 ㈱フジタ交通事業部 ㈲フルタ工業 Ｄ19～32

3424 409 2019年1月～ ㈱TRINC研究所新築工事 静岡県浜松市 ㈱TRINC
創和設計㈱一級建築士
事務所

遠鉄建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

3425 410 2019年1月～
小糸技術センター豊田(仮称)建設
立体駐車場建設工事

愛知県豊田市 ㈱小糸製作所 鹿島建設㈱横浜支店 鹿島建設㈱横浜支店 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

3426 411 2019年1月～
DOWAサーモエンジニアリンク゛㈱浜
松工場コンプレッサー棟新築工事

静岡県浜松市
DOWAサーモエンジニアリン
ク゛㈱

ジオテクノス㈱ 石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

3427 412 2019年1月～
静岡県温室農業共同組合磐田支
所集出荷場改装工事

静岡県磐田市
静岡県温室農業共同組
合磐田支所

金子一級建築士事務所 石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

3428 413 2019年1月～
シロワ部品工業㈱第3工場新築工
事

静岡県浜松市 シロワ部品工業㈱ ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

3429 414 2019年1月～ (仮称)木場5丁目計画新築工事 東京都江東区 野村不動産㈱
野村建設工業㈱一級建
築士事務所

野村建設工業㈱ 松栄工業㈱ Ｄ19～38

3430 415 2019年1月～ 富士現業事務所新設工事 静岡県富士市
東海旅客鉄道㈱静岡支
社

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㈱ Ｄ22～25

3431 416 2019年1月～ 高橋様マンション新築工事 静岡県長泉町 高橋克彦様
㈱平成建設一級建築士
事務所

㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

3432 417 2019年1月～
武豊火力発電所5号機土木建築
工事（放水ピット設置工事）

愛知県武豊町 武豊火力発電所 大成建設㈱名古屋支店 ㈱嘉藤工業所 Ｄ35～41

3433 418 2019年1月～
（仮称）テックランドNew古川店新築
工事

宮城県大崎市 ㈱ヤマダ電機 ㈲高田建築設計 マルト建設㈱ ㈱東京ガス圧接 Ｄ19～25

3434 419 2019年1月～
ソニーセミコンダクタマニュファクチュア
リング㈱山形TEC A棟再構築　水
処理設備新設工事 STEP1

山形県鶴岡市
ソニーセミコンダクタマニュファ
クチュアリング㈱

㈱佐藤工務一級建築士
事務所

㈱佐藤工務 ㈱東京ガス圧接 Ｄ22～25
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3435 420 2019年1月～ 鶴岡ガス電気室　増設工事 山形県鶴岡市 鶴岡ガス㈱
鶴岡建設㈱一級建築士
事務所

鶴岡建設㈱ ㈱東京ガス圧接 Ｄ19

3436 421 2019年1月～ ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ名取本郷店新築工事 宮城県仙台市 ㈲Jes設計 ㈱阿部和工務店 ㈱TGP Ｄ19

3437 422 2019年1月～ （市）荒巻根白石線　中山大橋橋梁耐震補強工事 宮城県仙台市 仙台市長　奥山　恵美子 ㈱トータル・オフィス・ムカイ ㈱TGP Ｄ22

3438 423 2019年1月～ (仮称)Frespo仙台富沢西新築工事 宮城県仙台市 大和リース㈱仙台支店
株式会社プランテック総合
計画事務所

西松建設㈱北日本支社 ㈱TGP Ｄ19～22

3439 424 2019年1月～ 浜名湖レークサイドプラザ大浴場及び飲食会場新築工事 静岡県浜松市 ㈱N.F.Cリゾート
㈱鈴木組一級建築士事
務所

㈱鈴木組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

3440 425 2019年2月～
大五運送㈱東三方物流センター
新築工事

静岡県浜松市 大五運送㈱
星川設計一級建築士事
務所

吉川建設㈱名古屋支店 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

3441 426 2019年2月～ 北7東2計画新築JV工事 北海道札幌市 北海道ガス㈱
鹿島・岩田地崎・伊藤共
同企業体

㈱東圧 Ｄ25～38

3442 427 2019年2月～
静岡大学（城北）総合研究棟（工
学系）新営その他工事

静岡県浜松市
国公立大学法人静岡大
学

㈱大建設計 石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～29

3443 428 2019年2月～ ㈱野中ゴム商会倉庫新築工事 静岡県浜松市 大石米雄様
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

3444 429 2019年2月～ ㈱ビックワン新社屋建設工事 静岡県浜松市 ㈱ビックワン
㈱竹下一級建築士事務
所

㈱林工組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

3445 430 2019年2月～ ㈱GMJ倉庫新築工事 静岡県浜松市 ㈱GMJ ㈲ミット建築工房 ㈱森島建設工業 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

3446 431 2019年2月～ 日本ロイズ㈱倉庫新築工事 静岡県磐田市 日本ロイズ㈱ ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

3447 432 2019年2月～ （仮称）冨永事業本社建替工事 静岡県島田市 ㈱冨永事業
平井工業㈱一級建築士
事務所

平井工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

3448 433 2019年2月～
（仮称）㈱スギヤマ紙業倉庫新築
工事

静岡県富士市 ㈱スギヤマ紙業
井上建設㈱一級建築士
事務所

井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

3449 434 2019年2月～
（仮称）小林工業㈱南陵工場新築
工事

静岡県富士宮市 小林工業㈱
㈱石井組一級建築士事
務所

㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

3450 435 2019年2月～ ㈱マイティーテクノ事務所新築工事 静岡県富士市 ㈱マイティーテクノ ㈱ゆたか建築設計事務所 ㈱中村組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

3451 436 2019年2月～
㈱明電舎沼津事務所スイッチギヤ
溶接工場（仮称）建設工事

静岡県沼津市 ㈱明電舎
鹿島建設㈱横浜支店一
級建築士事務所　㈱池田
建築設計事務所

鹿島建設㈱横浜支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

3452 437 2019年2月～ ファナック㈱ロボナノ工場建設工事 山梨県忍野村 ファナック㈱
㈱富士一級建築士事務
所

東急建設㈱東日本建築
支店

東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

3453 438 2019年2月～
平成29～30年度　東八幡前北地
区道路改良工事　三陸沿岸道路
【気仙沼道路】【唐桑高田道路】

宮城県気仙沼市
国交省東北地方整備局
仙台河川国道事務所

㈱柿﨑工務所 ㈱東京ガス圧接 Ｄ29～32

3454 439 2019年2月～ ㈱丸勘山形青果市場増築工事 山形県山形市 ㈱丸勘山形　青果市場 ㈱中村勝義建築事務所 幸栄建設㈱ ㈱東京ガス圧接 Ｄ22

3455 440 2019年2月～
平成30年度鶴岡市湯田川リハビリ
テーション病院大規模改修工事
（病院患者食堂拡張工事）

山形県鶴岡市 鶴岡市病院 ㈱アーキング設計事務所 ㈱佐藤組 ㈱東京ガス圧接 Ｄ19～22

3456 441 2019年2月～
平成30年度防災備蓄倉庫建築工
事

山形県最上町 最上町長　高橋重美氏
押切政志建築設計事務
所

㈱大沼建設 ㈱東京ガス圧接 Ｄ19～22

3457 442 2019年2月～
中通2丁目地区優良建築物整備
事業新築工事

秋田県秋田市 秋田不動産サービス㈱
アールアイエー・草階設計
共同体

㈱福田組・はりま建設㈱共
同企業体

㈱東京ガス圧接 Ｄ19～32

3458 443 2019年2月～
認定こども園美幌藤幼稚園改築
工事

北海道美幌町
学校法人北見カトリック学
園

高橋建築設計事務所 ㈱三共後藤建設 ㈱東圧 Ｄ19～22

3459 444 2019年2月～
円山動物園バイオ発酵処理施設
新築ほか工事

北海道札幌市
札幌市都市局建築工事
課

石塚工務店 ㈱中央ガス圧接 Ｄ19～25

3460 445 2019年2月～ 佐伯邸事務所兼用住宅新築工事 富山県 ㈱ミヅホ建設 富山ガス圧接㈱ Ｄ22

3461 446 2019年2月～ まどか幼稚園乳児棟新築工事 富山県富山市 学校法人・圜学園 エヌプラスアーキテクト 相澤建設㈱ ㈲中越ガス圧接工業 Ｄ22

3462 447 2019年3月～
(仮称)特別養護老人ホームピオー
ネ三

東京都三鷹市
社会福祉法人桃山福祉
会

㈲環境デザイン研究所 アイサワ工業㈱ 松栄工業㈱ Ｄ19～25

3463 448 2019年3月～
松本油脂製薬㈱静岡工場第9工
場新築工事

静岡県袋井市 松本油脂製薬㈱
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

3464 449 2019年3月～
平成30年度掛川市農業協同組合
桜木支所建設工事

静岡県掛川市 掛川市農業協同組合
静岡県経済連一級建築
士事務所

㈱尾崎工務店 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

3465 450 2019年3月～
(仮称)㈱マーリス西丘倉庫新築工
事

静岡県浜松市 ㈱マーリス
㈱飯田組一級建築士事
務所

㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

3466 451 2019年3月～
(仮称)㈲豊富製作所　工場増築
工事

静岡県磐田市 ㈲豊富製作所 ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

3467 452 2019年3月～ ㈱甲南浜松支店新築工事 静岡県浜松市 ㈱甲南 ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

3468 453 2019年3月～ 秋本邸増築工事 愛知県豊川市 秋本佳紀様 山口晃建築設計事務所 吉川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

3469 454 2019年3月～ さわやか掛川本店新築工事 静岡県掛川市 さわやか㈱ ㈲ヒロ設計室 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

3470 455 2019年3月～ ㈱やまみ富士山麓工場建設工事 静岡県小山町 ㈱やまみ ㈲梶原建築設計事務所 臼幸産業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

3471 456 2019年3月～ ㈱IMA工事新築工事 静岡県長泉町 ㈱功工業・㈱IMA
住設計事務所㈱一級建
築士事務所

㈱トンボ総合建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

3472 457 2019年3月～
平成30年度【第30-Z0332-01号】
大仁警察署土肥交番建築工事

静岡県伊豆市 沼津土木事務所 青木興業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

3473 458 2019年3月～
（仮称）信濃高原食品㈱富士小山
資材倉庫新築工事

静岡県小山町 信濃高原食品㈱
三協建設㈱一級建築士
事務所

三協建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ29

3474 459 2019年3月～
浜松修学舎夢みらいプロジェクト
プロジェクト90th新1号館、3号館他
建築工事

静岡県浜松市 学校法人芥田学園 ㈱公共設計 ㈱鈴木組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～32

3475 460 2019年3月～
平成29年度138号BP須走地区北
道路建設工事

静岡県小山町
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㈱ 駿豆建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ29

3476 461 2019年3月～
電子材料工場　事務所棟　建設
工事

静岡県富士市 旭化成㈱
㈱フジタ名古屋支店一級
建築士事務所

㈱フジタ名古屋支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25
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3477 462 2019年3月～
㈲ジェーシー東海　事務所新築工
事

静岡県浜松市 ㈲ジェーシー東海
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

3478 463 2019年3月～ 大山様貸事務所新築工事 愛知県豊橋市 大山秀雄
㈱ライフ建設一級建築士
事務所

㈱ライフ建設 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

3479 464 2019年3月～ ソミック石川下野部工場新築工事 静岡県磐田市 ㈱ソミック石川
アーキプラン一級建築士事
務所

㈱林工組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

3480 465 2019年3月～
三井化学東セロ㈱浜松工場厚生
棟建設工事

静岡県浜松市 三井化学東セロ㈱
㈱浜建一級建築士事務
所

㈱浜建 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

3481 466 2019年3月～
平成30年度蔵岡地区農村地域防
災減災事業（ため池整備事業）第
1工区工事

山形県戸沢村
山形県最上総合支庁産
業経済部農村整備課

㈱カキザキ ㈱東京ガス圧接 Ｄ32

3482 467 2019年3月～
(仮称)グランメール豊平3-4新築工
事

北海道札幌市 ㈱テスク ㈱中央ガス圧接 Ｄ19

3483 468 2019年3月～ きたのこぐま保育園 北海道音更町 医療法人社団　一志会 宮坂建設 丹羽鉄筋興業㈱ Ｄ19

3484 469 2019年3月～
鶴岡市小堅浄化センター建設工
事

山形県鶴岡市
山形県鶴岡市上下水道
部

日本下水道事業団 ㈱佐藤組 ㈱東京ガス圧接 Ｄ22～25

3485 470 2019年3月～ ナラハラニット秋田工場増築工事 秋田県横手市 ナラハラニット㈱
井下田合名会社一級建
築士事務所

㈱大和組 ㈱東京ガス圧接 Ｄ19～22

3486 471 2019年3月～
平成29年度震復社整防12-9-
003号仙台港区陸閘被制御局上
屋新築工事

宮城県仙台市
宮城県仙台塩釜港湾事
務所長

宮城県仙台塩釜港湾事
務所　工務班

庄磁工業㈱ ㈱TGP Ｄ22

3487 472 2019年3月～
平成29年度震復社整防12-9-
002号塩釜港区陸閘被制御局上
屋新築工事（その2）

宮城県塩竃市
宮城県仙台塩釜港湾事
務所長

宮城県仙台塩釜港湾事
務所　工務班

庄磁工業㈱ ㈱TGP Ｄ22

3488 473 2019年3月～
AWEP小名浜ﾊﾞｲｵﾏｽ発電所内燃
料棟建設工事

福島県いわき市
エア・ウォーター＆エネルギ

ア・パワー小名浜㈱
JFEエンジニアリング㈱ JFEエンジニアリング㈱ ㈱TGP Ｄ25

3489 474 2019年3月～
特別養護老人ﾎｰﾑ「第2大石原
苑」新築工事

宮城県仙台市
社会福祉法人大石ヶ原会
理事長　千田　勝見

㈱昴設計
阿部和工務店・伊藤組土
建共同企業体

㈱TGP Ｄ22～25

3490 475 2019年3月～
三沢(30)庁舎Ａ新設建築工事A工
区

青森県三沢市 防衛省　調達部 ㈱泉創建エンジニアリング 西松建設㈱北日本支社 ㈱TGP Ｄ25～29

3491 476 2019年3月～ ㈱桐谷鉄工増築工事 富山県富山市 ㈱桐谷鉄工 原建設㈱ ㈲中越ガス圧接工業 Ｄ22

3492 477 2019年3月～ ヨシカワ福光営業所新築工事 富山県南砺市 ㈱ヨシカワ Mデザイン計画 中越興業㈱ ㈲中越ガス圧接工業 Ｄ19～22

3493 478 2019年3月～ 篠崎邸及び倉庫新築工事 富山県南砺市 篠崎正三様 ㈲嶋田鉄工 ㈲中越ガス圧接工業 Ｄ22～25

3494 479 2019年3月～
長岡工業㈱婦中第5工場新築工
事

富山県富山市 長岡工業㈱ 牧野工業㈱ ㈲中越ガス圧接工業 Ｄ22～25

3495 480 2019年3月～ 練馬区旭町3丁目計画 東京都練馬区 サムティ㈱ ㈱秀コーポレーション 大木建設㈱ 協和圧接工業㈱ Ｄ19～29
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