
エコスピード工法施工実績

2010年度 2012/4/30現在

No. エコスピード工法
の施工工期

工事名称 発注主・施主 設計 元請会社・JV エコスピード工法の施工会社

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

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

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

4
2010年10月～
11月 ㈱ハマキョウレックス大山配送センター新築工事 ㈱ハマキョウレックス 創和設計 ㈱林工組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～29

5
2010年11月～
4月 民間マンションﾝ新築工事 ㈱飯田組一級建築士事務

所 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～32

6
2010年11月～
2月

浜松市市営住宅「大猪苗代団地」建替工事（第
２期建築j工事） 静岡県浜松市 ㈱中川猛一建築士事務所 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

7 2010年11月 大山町 社会福祉施設（仮称）大山ファーム新築工事社会福祉法人昴会 今井田建築設計室 山平建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

8 2010年11月 民間マンションﾝ新築工事 須山建設㈱一級建築事務
所 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～29

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

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

宮坂・太平洋建設共同企
業体 ㈱東圧 D22～D25

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

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

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

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

15
2010年11月～
1月 民間マンションﾝ新築工事 ㈱林工組一級建築士事務

所 ㈱林工組 ㈲山田ガス圧接工業 D19～D22

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

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

18 2010年12月～ 北海道横断自動車道 穂別トンネル東工事 東日本高速道路㈱北海道
支社 清水建設・株木建設ＪＶ ㈱東圧 D29

19 2010年12月 阿部店舗併用住宅新築工事 ハナガタ建築設計事務所一
級建築士事務所 近藤建設㈱ ㈲土方商事 D22～D25

20
2010年12月～
1月 新東名掛川ＰＡ建設に伴う排水施設建設工事 静岡県掛川市 ㈱静岡日立 ㈲山田ガス圧接工業 D19

21
2010年12月～
4月 東京工業大学ｴﾈﾙｷﾞｰ環境ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ棟新築工事国立大学法人東京工業大

学 ㈱日本設計 戸田建設㈱東京支店 ㈲共同ガス圧接 D19～D29

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

中日本高速道路㈱
東京支店

中日本高速道路㈱
東京支店 鹿島建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D25

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

24 2010年12月～ ㈱うめの郷飲食店舗新築工事 遠鉄建設㈱一級建築士事
務所 遠鉄建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D19

25 2010年12月～ 平成22年度(主）細江金谷線空港アクセス道路整
備工事 静岡県島田土木事務所 静岡県島田土木事務所 大石建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D29

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

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

28 2010年12月～ 伏木海陸運送㈱ コークス倉庫新築工事 伏木海陸運送㈱ 佐藤工業㈱一級建築事務
所北陸支店 佐藤工業㈱ 北陸支店 ㈲中越ガス圧接工業 D25

29 2010年12月～ 本田技研工業㈱細江工場製造M事務所・休憩
所増設工事

本田技研工業㈱浜松製作
所 ㈱石本建築事務所 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D22～D25

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

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

32 2011年1月 ジャパンボトルウォーター様倉庫増築工事 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊﾞﾄﾙｳｫｰﾀｰ㈱ ㈱飯田組一級建築事務所 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 D25

33 2011年1月～ 住吉飲食店新築工事 ㈱出雲 高基建築計画室一級建築
事務所 液末建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D22～D25

34 2011年1月 太陽生命 沼津支社新築工事 太陽生命保険㈱ ㈱大林組 名古屋支店 ㈱大林組 名古屋支店 東海ガス圧接㈱
㈱嘉藤工業所 D22～D29

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

36 2011年2月～ サンビック㈱浜松西工場C5C6工場新築工事 サンビック㈱ 須山建設㈱一級建築士事
務所 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D25～D29

37 2011年2月～ 北海道横断自動車道 訓子府町 開成橋工事 国交省北海道開発局網走開
発建設部 オリエンタル白石・萩原JV ㈱東圧 D51

38 2011年2月～ 日本橋堀留町2丁目計画新築工事 青山㈱ 野村建設工業㈱一級建築
士事務所 野村建設工業㈱ 松栄工業㈱ D22～D35

39 2011年2月～ 南阿佐ヶ谷マンション新築工事 ㈱新日鉄都市開発 ㈱MICHIRO建築設計一級建
築士事務所 アイサワ工業㈱ 松栄工業㈱ D22～D35

40 2011年2月 民民有玉店新築工事 オゾン設計室一級建築士
事務所

大和ハウス工業㈱浜松支
店 ㈲山田ガス圧接工業 D19

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

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

43 2011年2月～ スポーピア・シラトリ平塚店増設工事 平井工業㈱一級建築事務
所 平井工業㈱ 東海ガス圧接㈱ D19

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

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

連合会 遠鉄建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D25

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

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

北海道庁空知総合振興局
札幌建設管理部

北英・道ガソン経常建設共
同企業体 ㈱中央ガス圧接 D29

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

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

スターツＣＡＭ㈱ 松栄工業㈱ D19～D32

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

51 2011年3月～ 日本軽金属㈱清水工場水酸化アルミニウム第2期
受入設備新設工事 日本軽金属㈱ 日軽産業㈱ 日軽産業㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D25

52 2011年3月 伊藤プロジェクト工事 隈研吾建設都市設計事務
所 大成建設㈱横浜支店 東海ガス圧接㈱ D19

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

54 2011年3月～ しゃぼん入野店新築工事 ㈱ハネマン ㈱中川猛一級建築事務所 ㈱中村組 ㈲山田ガス圧接工業 D19

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

56 2011年3月～ 民間店舗・住宅工事 須山建設㈱一級建築士事
務所 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D25

57 2011年3月 田中商事㈱豊橋営業所 門倉設計 五洋建設㈱名古屋支店 ㈱嘉藤工業所 D25
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58 2011年3月 助信町貸し事務所新築工事 ﾙﾈｯｻﾝｽ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈱キーストン ㈱キーストン ㈲山田ガス圧接工業 D25

59 2011年3月～ 宮竹ステンレス工場新築工事 ｴｽｱﾝﾄﾞｱｲ総合建築事務
所 ㈱西部住宅 ㈲山田ガス圧接工業 D22

60 2011年3月～ 一般国道22号線新川新橋橋側歩道橋工事（左
岸下部工） 名古屋高速道路公社 東海建設㈱ ㈱中部圧接 Ｄ35

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

62 2011年3月～ ｴｺﾋﾞﾚｯｼﾞ日本橋水天宮 新築工事 ㈱リブラン ㈱ショート・プランニング 大木建設㈱東京建築支店 協和圧接工業㈱ D19～D32

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

2011年度

No. エコウェル工法の
施工工期

工事名称 発注主・施主 設計 元請会社・JV エコウェル工法の施工会社

64 2011年4月～ 網走市道営住宅新築工事（仮称網走中央団地
Ａ） 北海道庁 丸田・土屋経常建設共同

企業体 ㈱東圧 D19

65 2011年4月～ 幕別道営住宅改善工事（あかしや南団地5号棟） 北海道庁 堂前・土屋経常建設共同
企業体 ㈱東圧 D19

66 2011年4月～ 小山店舗併用倉庫新築工事 ㈱工藤組 ㈱東圧 D22

67 2011年4月～ きたみ酒販社屋新築工事 大地建設㈱ ㈱東圧 D22～D25

68 2011年4月～ (仮)いいだ三輪斎場新築工事 大幸建設㈱ ㈱東圧 D19

69 2011年4月～ ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷ新築工事 日本国土開発㈱ 日本国土開発㈱ ㈱東圧 D22

70 2011年4月 小鹿有料老人ホーム新築工事 ㈱池田建築設計事務所 平和建設㈱ 東海ガス圧接㈱ D22～D25

71 2011年4月～ 恵佑会サテライト病院新築工事 社会医療法人恵佑会札幌
病院 鹿島建設㈱建設設計本部 鹿島建設㈱北海道支店 国際技建㈱ D19～D29

72 2011年4月 オルガノサイエンス第２製造所建設工事 オルガノサイエンス㈱ ㈲ヒラマツ建築事務所 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D22

73 2011年4月 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ中土狩店建設工事 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ東海㈱ ㈲杉山一級建築設計事務
所 大岡建設工業㈱ 東海ガス圧接㈱ D22～D25

74 2011年4月～ ラコント駒沢公園 新築工事 ㈱サムニ建築事務所 松栄工業㈱ D19～D25

75 2011年4月 社会福祉法人 錦心会
特別養護老人ホーム 軽費老人ホーム新築工事 社会福祉法人錦心会 ゆたか建築設計事務所 ㈱石井組 東海ガス圧接㈱ D19～D25

76 2011年4月 ㈱ユタカ技研本社倉庫・事務所棟建設工事 ㈱ユタカ技研 前田建設工業㈱一級建築
士事務所 前田建設工業㈱中部支店 ㈲山田ガス圧接工業 D19～D25

77 2011年4月～ 民間マンションﾝ新築工事 佐野設計工房一級建築士
事務所 八木木材産業㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D19～D22

78 2011年4月～ 伊東市新病院建設本体工事 静岡県伊東市 ㈱大建設計 ㈱銭高組 東海ガス圧接㈱ D22～D25

79 2011年4月～ （仮称）泉一丁目計画 住友不動産㈱ 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 ㈱嘉藤工業所 D22～D25

80 2011年4月～ 金沢駅西消防出張所新築工事 石川県金沢市 ㈱VAN建築事務所 兼六・和泉JV 北陸ガス圧接㈱ D25～D29

81 2011年4月～ アイディコート北葛西新築工事 一建設㈱ ㈱オンズコンフィアンス一級
建築士事務所 大木建設㈱ 協和圧接工業㈱ D19～D35

82 2011年4月～ プレシス立川錦町新築工事 ㈱ランドテック一級建築士
事務所 大木建設㈱ 協和圧接工業㈱ D19～D32

83 2011年4月～ 阿寒湖温泉アイヌシアター建築主体工事 北海道釧路市 斉藤･長谷川特定共同企
業体 坂野・小野寺特定企業体 ㈱シバタ鐵工業 D22～D25

84 2011年4月～ 大井町一番南第一種市街地再開発事業 大井町一番南第一種市街
地再開発組合

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 ㈱嘉藤工業所 D22～D29

85 2011年5月～ コーチャンフォー北見店新築工事 ㈱リライアブル 清水建設㈱ ㈱東圧 D19～D25
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86 2011年5月～ 丸和油脂㈱北海道美幌工場新築工事 丸和油脂㈱ 宮坂建設工業㈱ ㈱東圧 D25

87 2011年5月～ ＪＡこしみず 農業資材センター新築工事 小清水町農業協同組合 ㈱丸田組 ㈱東圧 D19～D22

88 2011年5月～ 地域優良賃貸単身住宅建設工事 北海道清里町 ㈱石井組 ㈱東圧 D19

89 2011年5月～ (仮称）杉山ビル新築工事 前田正昭建築設計事務所 大藤建設㈱ 東海ガス圧接㈱ D19～D22

90 2011年5月～ ㈱モースト技研作業場新築工事 ㈱モースト技研 ㈱キーストン一級建築士事
務所 ㈱キーストン ㈲山田ガス圧接工業 D22

91 2011年5月～ 静岡中央銀行浜松支店新築工事 ㈱静岡中央銀行 渡辺建設㈱一級建築士事
務所 渡辺建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D22～D25

92 2011年5月～ 浜松ジャパン・イー・エム社屋新築工事 浜松ジャパン・イーエム㈱ ㈱ゼロム設計 飛騨建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D22

93 2011年5月～ 旭商事テナント新築工事 ㈲松永和廣設計事務所 富士スパイラル工業㈱ 東海ガス圧接㈱ D19～D25

94 2011年5月 旭商事㈱工場移転新築工事 旭商事㈱ ㈲松永和廣設計事務所 富士スパイラル工業㈱ 東海ガス圧接㈱ D19～D22

95 2011年5月 田子の浦埠頭㈱ 富士埠頭１号上屋新築工事 田子の浦埠頭㈱ ㈱中村組一級建築事務所 鈴与建設㈱・㈱中村組 東海ガス圧接㈱ D22

96 2011年5月 民間マンションﾝ新築工事 ㈲コテージオブウォームス
佐々木茂良建築デザインア
トリエ

ぬくもり工房 ㈲山田ガス圧接工業 D22

97 2011年5月 民間マンションﾝ新築工事 堀内建設工房 小林建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

98 2011年5月 積水ハウス㈱静岡工場LNGサテライト設備工事 ㈱エネルギーアドバンス ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

99 2011年5月 三健自動車工場増設工事 三健自動車㈲ 乗松建設㈱ 乗松建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

100 2011年6月 民間マンションﾝ新築工事 ㈱竹村設計 大岡建設工業㈱・㈱加藤
組共同企業体 東海ガス圧接㈱ D19～D25

101 2011年6月～ 北見市大町賃貸マンション新築工事 ㈱東邦企画 宮坂建設工業㈱ ㈱東圧 D22～D38

102 2011年6月～ 民間マンションﾝ新築工事 ㈱宮原組 ㈱東圧 D22～D32

103 2011年6月～ 斜里中屋内運動場 北海道斜里町 土橋工業㈱ ㈱東圧 D22

104 2011年6月～ 清里農業共同組合水元工場ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ棟建設
工事 北斗工機㈱ ㈱三共後藤建設 ㈱東圧 D22

105 2011年6月～ 浜松梱包輸送㈱森町営業所危険物貯蔵庫新築工事 浜松梱包輸送㈱ 乗松建設㈱ 乗松建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D22

106 2011年6月 ㈱協栄製作所倉庫新設工事 ㈱協栄製作所 ㈱イワタ伊藤建設 ㈱イワタ伊藤建設 ㈲山田ガス圧接工業 D22

107 2011年6月～ ㈱ＴＯＫＡＩ中遠支店事務所新築工事 ㈱ザ・トーカイ ㈱エー・アンド・エー総合設
計 林工住宅㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D19～D25

108 2011年6月～ （仮称）高輪プロジェクト新築工事 ㈱板倉建築研究所 ㈱鴻池組 松栄工業㈱ D19～D29

109 2011年6月～ （仮称）Mﾋﾞﾙ新築工事 ㈱亀井建築設計事務所 旭化成ホームズ㈱・松尾建
設㈱ 松栄工業㈱ D19～D32

110 2011年6月～ アリメント工業㈱新富士包装工場新築工事 アリメント工業㈱ 井上建設㈱一級建築士事
務所 井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ D19～D29

111 2011年6月～ Ｓｍ（藤枝）八幡店新築工事 ㈱しまむら ㈱ｺﾎｰﾈｽ一級建築士事
務所 ㈱川島組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

112 2011年6月～ ㈲スズキプラ工場増設工事 ㈲スズキプラ ㈲ＯＺ一級建築士事務所 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D22

113 2011年6月～ 民間マンションﾝ新築工事 ヨシコン㈱ ヨシコン㈱一級建築士事務
所 日本国土開発㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D19～D32

114 2011年6月 なかえ前立線クリニック新築工事 須山建設㈱一級建築士事
務所 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D22

115 2011年6月 南診療所新築工事 ㈱ミナミ 山本設計 ㈱ミナミ ㈲山田ガス圧接工業 D22～D25
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116 2011年6月～ ミラーシステム事業部築地工場新築工事 ㈱村上開明堂 ㈱プランテック総合計画事
務所 ㈱大林組名古屋支店 ㈱嘉藤工業所 D19～D29

117 2011年6月～ しものごう上田敬老園新築工事 社会福祉法人 敬老園 ㈱エービーシー一級建築士
事務所 ㈱大林組 ㈱嘉藤工業所 D22～D29

118 2011年6月～ 温海トンネル電気室新築工事 国交省東北地方整備局酒田
横田国道事務所 ㈱マルゴ ㈲東京ガス圧接秋田店 D19～D25

119 2011年6月～ 天隗山トンネル電気室新築工事 国交省東北地方整備局酒田
横田国道事務所 ㈱マルゴ ㈲東京ガス圧接秋田店 D22～D25

120 2011年6月～ 五十川電気室他新築工事 国交省東北地方整備局酒田
横田国道事務所 鶴岡建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 D19～D22

121 2011年6月～ (仮称）ミネベア㈱浜松工場厚生棟A建替え新築工事ミネベア㈱ 鹿島建設㈱横浜支店一級
建築士事務所

鹿島建設㈱横浜支店 静
岡営業所 ㈲山田ガス圧接工業 D19～D25

122 2011年6月～ セブン・イレブン掛川弥生店新築工事 ㈱セブン・イレブン キュウメートル㈱一級建築
士事務所 戸塚建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D22

123 2011年6月～ ウィンダーランド川根店新築工事 ㈱高田薬局 ㈱ブラッドウィーレ一級建築
士事務所 ㈱ヨシオ ㈲山田ガス圧接工業 D25

124 2011年6月～ NPO法人イマジン共同生活介護施設建設工事 NPO法人イマジン 一級建築士事務所STP ㈱小沢組 ㈲山田ガス圧接工業 D19～D22

125 2011年6月～ 藤枝北高等学校実習棟13他耐震補強建築工事 静岡県 ㈱スギ建築事務所 コスモ建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D22

126 2011年6月～ 浜松（23）管制塔新設建築その他工事 南関東防衛局 ㈱日本空港コンサルタント ㈱NIPPO中部支社 ㈲山田ガス圧接工業 D19～D29

127 2011年6月～ 民間マンションﾝ新築工事 渡辺建築設計事務所 小野建設㈱ 東海ガス圧接㈱ D22～D25

128 2011年6月～ ㈱植松不動産社屋新築工事 ㈱植松不動産 ㈲望月孝次工務所 ㈱松村組 東海ガス圧接㈱ D22

129 2011年6月～ 民間マンションﾝ新築工事 ㈱一級建築事務所室伏薫
デザインルーム ㈱アルテクス 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

130 2011年6月～ 東静運送㈱東富士物流センター新築工事 東静運送㈱ 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㈱ Ｄ25

131 2011年6月～ 民間マンションﾝ新築工事 ㈱平成総研 ㈱構造計画
ﾌﾟﾗｽ･ﾜﾝ 平成建設㈱ 東海ガス圧接㈱ D19～D22

132 2011年6月～ 富士信用金庫 大渕中野支店新築工事 富士信用金庫 ㈱アルファ設計 ㈱井出組 東海ガス圧接㈱ D22～D25

133 2011年6月～ 北海道横断自動車道釧路市衆音別川橋下部工事国交省北海道開発局釧路開
発建設部 ㈱横研エンジニアリング 小針土建㈱ ㈱シバタ鐵工業 D29～D41

134 2011年6月～ ＢＳ阿賀野 ㈱やひこドリーム ㈱堤建築設計事務所 ㈱水倉組 ㈲Ｓ・Ｋプラン D19～D25

135 2011年7月～ 平井産業運輸㈲倉庫新築工事 平井産業運輸㈲ 斉藤一級建築士事務所 遠藤建設㈱ 東海ガス圧接㈱ D22～D25

136 2011年7月～ うえだはら敬老園監理センター棟新築 社会福祉法人 敬老園 ㈱エービーシー一級建築士
事務所 ㈱大林組 ㈱嘉藤工業所 D19～D29

137 2011年7月～ 一般国道39号線 北見市 若松改良工事 国交省北海道開発局網走開
発建設部 ㈱丸田組 ㈱東圧 D29～D32

138 2011年7月～ 北海道エナジテック北見営業所建替工事 山兼建設㈱ ㈱東圧 Ｄ19

139 2011年7月～ ㈱玉澤まんさく工房増築工事 ㈱玉澤 釜慶鉄工㈱ 釜慶鉄工㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D19～D22

140 2011年7月～ 名倉様事務所プロパン庫新築工事 名倉商事㈱ ㈱大村組 ㈱大村組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

141 2011年7月～ ㈲ニューリビング邸新築工事 ㈲ニューリビング 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

142 2011年7月～ ㈱豊友様ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽ新築工事 ㈱豊友 ㈱飯田組一級建築士事務
所 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

143 2011年7月～ ABC磐田中泉店新築工事 ㈱ABC ㈱アディクス年建築設計事
務所 石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

144 2011年7月～ 和興フィルタテクノロジー㈱静岡第一工場社員寮
新築工事 和興フィルタテクノロジー ㈱ピーエス三菱 ㈱ピーエス三菱 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

145 2011年7月～ ㈲天王重機社屋新築工事 ㈲天王重機 ㈲ＳＨＵ設計 釜慶鉄工㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D19～D22
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146 2011年7月～ Ａ－１ゴルフスクール新築工事 ㈱エイワンスポーツプラザ 井上建設㈱一級建築士事
務所 井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

147 2011年7月～ 富士病院増築・改修工事 社団福祉法人有燐厚生会
富士病院

㈱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㈱ Ｄ19～25

148 2011年7月～ ファナック㈱ 新ロボット工場建設工事 ファﾅック㈱
㈱富士電機一級建築士設
計事務所 東急建設㈱ 東海ガス圧接㈱ D25

149 2011年7月～ 看護老人保健施設葵の園・熱海新築工事 医療法人ちとせ会(葵会ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ東京本部） ㈱環建築設計事務所 村本建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

150 2011年7月～ 下田メディカルセンター職員宿舎棟新築工事 共立湊病院組合
戸田建設㈱横浜支店一級
建築士事務所 戸田建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

151 2011年7月～ ホンダカーズ浜松磐田今ノ浦店改築工事 第一商事㈱
石川建設㈱一級建築士事
務所 石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

152 2011年7月～ 同和メタル㈱安全道場新築工事 同和メタル㈱ 三宏工業㈱ 三宏工業㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

153 2011年7月～ 金谷鋳造㈱砂置場増築工事 金谷鋳造㈱
㈱若杉組一級建築士事務
所 ㈱若杉組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

154 2011年7月～ 平成23年度 社会福祉法人天竜厚生会厚生寮
改築工事

社会福祉法人天竜厚生会
㈱中川猛一級建築士事務
所 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

155 2011年7月～ 社会福祉法人障害者支援施設あかいし学園改
築工事

社会福祉法人天竜厚生会 ㈱飯尾建築設計事務所 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

156 2011年7月～ (仮称）セレモニーホール浜松 貴賓館 昇降機設置
工事

㈱愛昇殿 高基建築計画室 乗松建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

157 2011年7月～ 特別養護老人ホーム 北上の郷増築工事 社会福祉法人栄幸会 ㈱池田建築設計事務所 山本建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

158 2011年7月～ 民間マンションﾝ新築工事 一級建築事務所 島崎設
計室 小野建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

159 2011年7月～ 民間マンションﾝ新築工事 遠藤建設㈱一級建築事務
所 遠藤建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

160 2011年7月～ 社会福祉法人 刀圭会【仮称」にれの木新築工事 社会福祉法人 刀圭会 萩原建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ22～25

161 2011年7月～ 鶴居芦別ふ化場ふ化室新築工事 北海道鶴居村 八百坂建設㈱ ㈱東圧 Ｄ22

162 2011年7月～ 畑総(支援：営農用水）第２トラリ地区第51工区 北海道十勝振興局 村上土建開発工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～22

163 2011年7月～ 帯広至心寮改築整備工事 社会福祉法人真宗協会 宮坂建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～29

164 2011年7月～ 帯広慈光学園Ｃ棟改築工事 社会福祉法人真宗協会 奥１級建築士事務所 萩原建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ22～25

165 2011年7月～ 北陸マツダ魚津作業所 ㈱北陸マツダ ㈱エムエスピー店舗開発機
構 前田建設北陸支店 ㈲中越ガス圧接工業 Ｄ19～25

166 2011年7月～ 社会福祉法人 上湧別福祉会 特別養護老人
ホーム湧愛園等改修整備工事（建築主体工事）

社会福祉法人上湧別福祉
会

渡辺・西村特定建設共同
企業体 ㈱東圧 Ｄ19

167 2011年7月～ 草地整備（公共牧場）遠軽地区第２工区 ㈱本田建設 ㈱東圧 Ｄ19

168 2011年8月～ 名古屋外国語大学２号館改修工事 学校法人 中西学園 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 ㈱嘉藤工業所 D19～25

169 2011年8月～ 名古屋学芸大学ヒューマンケア７学部C棟新築工事学校法人 中西学園 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 ㈱嘉藤工業所 D19～25

170 2011年8月～ 白羽公会堂建替え工事 白羽公会堂建設委員会 シミズ設計一級建築士 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D22

171 2011年8月～ JAなんすん大岡支店新築工事 南駿農業協同組合
山口建築設計事務所㈱山
口工務店 ㈱川村組 東海ガス圧接㈱ D22

172 2011年8月～ 平成23年度さかがわ幼稚園改築事業 園舎建築
主体工事

静岡県掛川市 ㈱竹下一級建築士事務所 川島・金田特定建設工事
協同企業体 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

173 2011年8月～ 静岡県立横須賀高等学校渡り廊下20耐震補強
建築工事

静岡県 ㈱創亜開発 ㈱博林組 ㈲山田ガス圧接工業 D22

174 2011年8月～ 三島市佐野学園改築事業に伴う建築工事 静岡県三島市 三島市建築住宅課 ㈱鈴木工務店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

175 2011年8月～ 住友ベークライト静岡工場原料倉庫新築工事 住友ベークライト㈱ 鹿島建設㈱横浜支店 鹿島建設㈱静岡営業所 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～29
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176 2011年8月～ 環境省直轄「欅平」博物展示施設新築第一期
工事

環境省（支出負担行為担当
官富山県生活環境部） ㈱三四五建築研究所 大高建設㈱ ㈲中越ガス圧接工業 D22～25

177 2011年8月～ 湯沢北中学校武道場建築工事 秋田県湯沢市 ㈲村田弘建築設計事務所 ㈱和賀組 ㈲東京ガス圧接秋田店 D22～25

178 2011年8月～ 瞳ヶ丘公民館新築工事 瞳ヶ丘団地自治会 ㈲倉田誠建築設計事務所 ㈱浜建 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

179 2011年8月～ 認定こども園あゆのさと新築工事 福)信愛会 ㈱池田建設設計事務所 清水建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～29

180 2011年8月～ 玉柏会宍原荘新居住棟建設工事 社会福祉法人玉柏会 ㈱池田建設設計事務所 鈴与建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

181 2011年8月～ 平成23年度社会福祉法人 あしたか太陽の丘（あ
なぎ学園、ワークスうしぶせ）改築事業

社会福祉法人あしたか太陽の
丘 ㈱池田建設設計事務所 ㈱鈴木工務店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

182 2011年8月～ 新津産婦人科新築工事 医療社団法人晴和会 丸運建設㈱ 丸運建設㈱ ㈲Ｓ・Ｋプラン D25

183 2011年8月～ 味方老人ホーム新築工事 新潟県新潟市 ㈱基設計 丸運建設㈱ ㈲Ｓ・Ｋプラン D25

184 2011年8月～ 北海道横断自動車道釧路市里音別改良工事 国交省北海道開発局釧路開
発建設部 村井建設㈱ ㈱シバタ鐵工業 D29～D32

185 2011年8月～ 北海道横断自動車道白糠町庶路西改良工事 国交省北海道開発局釧路開
発建設部

沢田・中山・上田経常建設共
同企業体 ㈱シバタ鐵工業 Ｄ32

186 2011年8月～ 旭川トヨタ北見店Ｕ－ＣａｒＳｔａｔｉｏｎ新築工事 旭川トヨタ自動車㈱ 北原建設工業 ㈱東圧 Ｄ19

187 2011年9月～ 音更町農協 穀類乾燥貯蔵施設新築工事 音更町農業共同組合 萩原建設工業 ㈱東圧 Ｄ19～25

188 2011年9月～ ㈱エムエスケイ 新築工事（第１工場） ㈱エムエスケイ ㈲エーアイプラン ㈱宇佐美組 ㈲山田ガス圧接工業 D22

189 2011年9月～ 社会福祉法人紅紫会 特別養護老人ホーム【萩
の花】増築工事 社会福祉法人紅紫会 ㈱エアコ総合設計 ㈱永井組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

190 2011年9月～ 横地小学校校舎増築工事(建築工事） 静岡県掛川市
戸塚英一一級建築士事務
所 ㈱落合組 ㈲山田ガス圧接工業 D22

191 2011年9月～ 平成23年度特別老人養護ホーム燐光増築工事 社会福祉法人親和会 ㈲倉田誠建築設計室 ㈱浜建 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

192 2011年9月～ 白梅県居ケアホーム新築工事 医療法人社団白梅会 ㈱シーン・メーキング 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

193 2011年9月～ 北海道横断自動車道 訓子府町 第1ポンケトナイ
川橋下部工事

国交省北海道開発局網走開
発建設部 五十嵐建設㈱ ㈱東圧 Ｄ51

194 2011年9月～ (仮称）もち吉磐田店新築工事 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

195 2011年9月～ (仮称）森町愛光園サテライト天宮新築工事 社会福祉法人聖隷福祉事
業団 ㈱公共設計 ㈱林工組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

196 2011年9月～ ㈱エムエスケイ新築工事(第２工場） ㈱エムエスケイ ㈲エーアイプラン ㈱宇佐美組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

197 2011年9月～ 北農営ゼンター中央集出荷駐車場上屋設置工
事 とぴあ浜松農業協同組合 ㈱浜建 ㈱浜建 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

198 2011年9月～ ㈲武豊工業本社工場建設工事 ㈲武豊工業 ㈲連設計一級建築士事務
所 吉川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

199 2011年9月～ いまいづみ幼稚園給食棟新築工事 学校法人今泉学園 井上建設㈱一級建築士事
務所 井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

200 2011年9月～ セレモニーホール浜松 ３番館昇降機設置工事 ㈱愛昇殿 高基建築計画室 乗松建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

201 2011年9月～ 住友ベークライト静岡工場SL-2棟Lα区事務、検
査棟増築工事 住友ベークライト㈱ 鹿島建設㈱横浜支店 鹿島建設㈱横浜支店 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

202 2011年9月～ 根室多目的ホール建設工事 ㈱創健社 萩原建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～22

203 2011年9月～ 汐留漁業共同組合 漁具資材倉庫新築工事 汐留漁業共同組合 ㈱柳原建設 ㈱東圧 Ｄ19～22

204 2011年9月～ おおたけビル新築工事 ㈱平成総研 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

205 2011年9月～ あしがらモール ヤオマサ・カインズ大井町店新築工
事 ㈱ヤオマサ・㈱カインズ ㈱石本建築事務所 ㈱イチケン 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～29
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206 2011年9月～ 店舗併用住宅新築工事 ㈲河嶋基礎 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

207 2011年9月～ 国府台薬局新築工事 ㈱井上建築事務所 石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

208 2011年9月～ ㈱平喜丸子新田新倉庫新築工事 ㈱平喜 須山建設㈱一級建築事務
所 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

209 2011年9月～ 平沼ビル建替工事 東京ガス㈱ 松田平田設計 ㈱大林組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～35

210 2011年9月～ アイディーコト所沢くすのき台新築工事 ㈱ランドテック一級建築士
事務所 大木建設㈱ 協和圧接工業㈱ D19～D29

211 2011年9月～ 池田中学校改築工事 北海道池田町 ㈱創造設計 萩原・渡辺・十勝工建JV ㈱東圧 D19～D29

212 2011年9月～ テックランド中標津店 宮坂建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ25

213 2011年9月～ 糠内小学校改築工事（建築主体） 北海道幕別町 藤原・堂前建設JV ㈱東圧 D19～D22

214 2011年9月～ 史跡最寄貝塚ガイダンス施設新築建築主体工事 丸田・夏見特定建設工事
共同企業体 ㈱東圧 Ｄ19

215 2011年9月～ 富山県立新川みどり野高等学校特別教室棟及
び渡り廊下工事 富山県 ベック建築研究所 東城建設㈱ ㈲中越ガス圧接工業 D19～D22

216 2011年10月～ 北海道横断自動車道 訓子府町 三豊橋下部 国交省北海道開発局網走開
発建設部

丸田・新島経常建設共同
企業体 ㈱東圧 Ｄ41

217 2011年10月～ 北部地区簡易水道事業浄水棟築造工事 秋田県東成瀬村 新日本設計㈱ 伊藤建設工業㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 D22～25

218 2011年10月～ クリーニングのエブリ植松店新築工事 サンヨークリーニング㈱ ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

219 2011年10月～ 岳洋自治会公民館新築工事 岳洋自治会 ㈱若杉組 ㈱若杉組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

220 2011年10月～ 社会福祉法人デンマーク福祉会児童養護施設 ま
きばの家小規模棟増築工事

社会福祉法人デンマーク福
祉会 ㈱西村建築設計事務所 ㈱若杉組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

221 2011年10月～ 竹島マンションﾝ新築工事 ＤＡＩ建築設計事務所 ㈱若杉組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

222 2011年10月～ 民間マンションﾝ新築工事 米山素又アトリエ ㈱キーストン ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

223 2011年10月～ 祝田石油㈱自動車修理工場新築工事 祝田石油㈱ 島津一級建築士事務所 ㈱キーストン ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

224 2011年10月～ 医療法人社団岡崎会ハイマート有玉訪問看護ス
テーション増築工事 医療法人社団岡崎会 ㈱竹下一級建築士事務所 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

225 2011年10月～ Ｉ－ＴＯＷＥＲ東静岡新築工事 ㈱ﾃﾞﾐｳﾙｺﾞｽ一級建築士事務
所/㈱KKS構造空間設計 ㈱織田工務店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

226 2011年10月～ すみれ認定こども園新築工事 社会福祉法人富士育英福
祉会 ゆたか建築設計事務所 平和建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

227 2011年10月～ 代万町柏木マンション新築工事 ㈱日東建設一級建築事務
所 ㈱日東建設 ㈱嘉藤工業所 Ｄ19～29

228 2011年10月～ 上田印刷紙工㈱丹生川工場印刷等増築工事 飛騨建設㈱ ㈱嘉藤工業所 Ｄ25

229 2011年10月～ プラセシオン錦１丁目新築工事 ㈱三輪設計事務所 ㈱日東建設 ㈱嘉藤工業所 Ｄ19～35

230 2011年10月～ プレミール・マレ新築工事 ㈱日東建設一級建築士事
務所 ㈱日東建設 ㈱嘉藤工業所 Ｄ22～32

231 2011年10月～ 特別養護老人ホーム まかど新築工事 ㈱池田建築設計事務所 ㈱大林組 名古屋支店 ㈱嘉藤工業所 Ｄ22～29

232 2011年10月～ 又一庵磐田店新築工事 又一庵㈱ ㈱永井組 ㈱永井組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

233 2011年10月～ 日本軽金属㈱清水工場排水処理施設新設工事 日本軽金属㈱ 日軽産業㈱ 日軽産業㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

234 2011年10月～ ABB日本べーレー㈱第３倉庫新築工事 ABB日本ベーレー㈱ ㈱池田建築設計事務所 小野建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

235 2011年10月～ 杉浦眼科増築工事 ㈲アイケアシステムズ 一級建築士事務所永井空
間設計 清水建設㈱名古屋支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25
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236 2011年10月～ 第2期福祉村障害福祉サービス事業所建設工事
（あおばの家） 社会福祉法人春風会 ㈱池田建築設計事務所 駿豆建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

237 2011年10月～ 図書館等複合施設建築工事【まち交】 静岡県函南町 ㈱アール・アイ・エー 清水建設㈱名古屋支店 東海ガス圧接㈱

238 2011年10月～ タカキュー物流倉庫新築工事 ㈱タカキュー ㈱永井工務店 井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

239 2011年10月～ 富士山白糸工場新築工事 近藤総業㈱ 寺田一級建築事務所 ㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

240 2011年10月～ ホンダカーズ静岡函南店新築工事 ㈱ホンダカーズ静岡 ミナベ建築設計事務所 ㈱鈴木工務店 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

241 2011年10月～ 平成23年度児童厚生施設等整備事業小笠原
児童館建築工事 静岡県菊川市 こころ現代民家研究所㈱ ㈱増田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

242 2011年10月～ 祝田石油㈱浜北ＢＰ給油所新築工事 祝田石油㈱ 内田計器工業㈱ ㈱キーストン ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

243 2011年10月～ 水車酒店及び倉庫新築工事 ㈲小澤建築設計事務所 ㈱川島組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

244 2011年10月～ 利別川左地区 大森第２排水機場下部工事 帯広開発建設部 栗林建設㈱ ㈱東圧 Ｄ29

245 2011年10月～ 医療法人徳州会病院立替新築工事 医療法人徳州会 鹿島･宮坂共同企業体 ㈱東圧 Ｄ29～32

246 2011年10月～ 一般国道38号釧路市鶴野改良工事 国交省北海道開発局釧路開
発建設部 白崎建設㈱ ㈱シバタ鐵工業 Ｄ29～32

247 2011年11月～ 特別老人ホーム遠州の園移転新築工事 社会福祉法遠江厚生会 ㈱公共設計 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～29

248 2011年11月～ 沖縄徳州会介護老人保健施設静岡徳州苑新築
工事 医療法人沖縄徳州会 翔デザイン建築事務所 佐藤工業㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

249 2011年11月～ 湯沢翔北高等学校建設事業第二体育館建設工
事

秋田県
小畑・渡辺・汎設計共同
企業体

柴田・丸臣高久建設工事
共同企業体 ㈲東京ガス圧接秋田店 D22～29

250 2011年11月～ 積水ハウス㈱静岡工場製造ライン基礎設置工事 積水ハウス㈱ 連設計一級建築士事務所 ㈱若杉組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

251 2011年11月～ 日本たばこ産業㈱東海工場Ｃ１工場（耐震）補強
工事（３期） 日本たばこ産業㈱ ＪＴＥ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

252 2011年11月～ 佐藤幼稚園西館改築工事 学校法人青い鳥学園 ㈱ニキ計画工房 ㈱中村組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

253 2011年11月～ 地域生涯学習活動支援事業 南郷地域生涯学
習センター建設工事 静岡県掛川市 スズキ工房一級建築士事

務所
㈱尾崎工務店 ㈲山田ガス圧接工業 D22～25

254 2011年11月～ 遠鉄ストアフードワン高林店新築工事 遠州鉄道㈱ 遠鉄建設㈱ 遠鉄建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D22

255 2011年11月～ ㈱川坂モータース 自動車整備工場新築工事 ㈱川坂モータース 大和リース㈱ 大和リース㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D22

256 2011年11月～ 山下クリニック新築工事 ㈱縣建設設計事務所 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 D22

257 2011年11月～ すあみ眼科新築工事 ㈱縣建設設計事務所 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D22

258 2011年11月～ ａｕショップ磐田今ノ浦店新築工事 ㈱ＳＴＣビジネス 石川建設一級建築士事務
所

石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D19～22

259 2011年11月～ 三生医薬㈱大渕工場製品置場他新築工事 三生医薬㈱ 平和建設㈱一級建築士事
務所 平和建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

260 2011年11月～ 学校法人富士宮学園富士宮学園高等専修学校
校舎増築工事 学校法人富士宮学園 ㈱アルファ設計 ㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

261 2011年11月～ ㈱あおき本社屋新築工事 ㈱あおき ㈱石井組一級建築士事務
所 ㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

262 2011年11月～ プレシス代々木公園新築工事 大木建設㈱ 協和圧接工業㈱ D19～32

263 2011年11月～ プレシス新川崎 ㈱光和設計 東鉄工業㈱ 協和圧接工業㈱ D19～35

264 2011年11月～ 北海道横断自動車道釧路市ヤツナミ橋下部工事 釧路開発建設部 宮坂建設工業㈱ ㈱東圧 D29

265 2011年11月～ 釧路優心病院新築工事 医療法人社団優心会 ㈱計画設計インテグラ 戸田・村井建設ＪＶ ㈱東圧 D19～25
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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

266 2011年11月～ 沢木住民センター建設工事（建築主体） 北海道雄武町 オダ・本田経常建設共同企
業体 ㈱東圧 D19

267 2011年11月～ 介護老人福祉施設 治恵新築工事 社会福祉法人治恵会 ㈱清和設計事務所 五十嵐建設㈱ ㈱東圧 D19～25

268 2011年11月～ 山本電工㈱ 車庫新築工事 山本電工㈱ 増田設計事務所 北栄建設㈱ ㈱東圧 D19

269 2011年11月～ サロマ湖漁港建設工事 釧路開発建設部 ㈱藤共工業 ㈱東圧 D35～51

270 2011年11月～ 中央通りマンション新築工事 北成建設㈱ ㈱東圧 Ｄ22～32

271 2011年11月～ 西紋別地区広域ごみ処理施設中間処理施設建
設工事

西紋別地区環境衛生管理組
合

ﾌﾟﾗﾝﾃｯｸ・岩田地崎・北一
建設工事共同企業体 ㈱東圧 Ｄ22～25

272 2011年11月～ ㈱ヤナセ新社屋新築工事 ㈱ヤナセ ㈱鴻池組 ㈱鴻池組 松栄工業㈱ Ｄ22～25

273 2011年11月～ シェフルール鶴見中央新築工事 ㈱松尾工務店一級建築士
事務所 ㈱松尾工務店 ㈱阿部鋼業 Ｄ41

274 2011年11月～ 一般国道44号釧路町オビラシケ改良工事 国交省北海道開発局釧路開
発建設部 葵建設㈱ ㈱シバタ鐵工業 Ｄ29～38

275 2011年12月～ 原里小学校校舎改築建築工事 静岡県御殿場市 ㈱金丸建築設計事務所 安藤建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

276 2011年12月～ 中山皮膚科形成外科新築工事 ㈱杜建築設計事務所 木内建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

277 2011年12月～ ㈱シンギ静岡商品センター増築工事 ㈱シンギ ㈱アキヤマ一級建築士事
務所

㈱アキヤマ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

278 2011年12月 ㈱ファーム・ワン休憩所新築工事 ㈱ファーム･ワン
㈱創亜開発一級建築士事
務所 石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

279 2011年12月～ ㈱ニッパ本社津波タワー新築工事 ㈱ニッパ
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

280 2011年12月 社会福祉法人福浜会はまぼう増築工事 社会福祉法人はまぼう ㈲エマ建築設計事務所 ㈱中村組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

281 2011年12月 平成23年度Ｍネット東遠おまえざき作業所（工房
オアシス）増築工事

特定非営利活動法人Ｍネット
東遠 中野一級建築士事務所 ㈱川島組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

282 2011年12月 中内田 田園の中の工房新築工事 ㈱川島組 ㈱川島組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

283 2011年12月 平成22年度浜松工業高等学校校舎８他耐震補
強建築工事

静岡県 ㈱ニシ計画工房 ㈱リンク ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

284 2011年12月～ ガス協会ビル新築工事 社団法人ｶﾞｽ協会 清水建設㈱ ㈱大場工業

285 2011年12月～ イズラシ沼津工場新築工事 ㈱イズラシ ㈱シード、㈲沢木設計事
務所 清水建設㈱ 東海ガス圧接㈱ D22～25

286 2011年12月～ 桜新町プロジェクト新築工事 ㈱シティー一級建築士事務
所 北野建設㈱ 松栄工業㈱ Ｄ19～29

287 2011年12月～ 一燈ビル新築工事 ㈱一燈 創建社・ケイエーデー設計
共同企業体 北成建設㈱ ㈱東圧 Ｄ19～29

288 2012年1月 社会復帰施設さわや家多機能事業所作業棟増
築工事

医療法人好生会 ㈱公共設計 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

289 2011年1月～ 静岡県労働金庫富士宮支店新築工事 静岡県労働金庫
㈱高橋茂弥建築設計事務
所 ㈱井出組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

290 2012年1月 三島公営住宅光ヶ丘Ａ棟全面的改善工事に伴う
建築工事 静岡県三島市 東レ建設㈱ 東海ガス圧接㈱ D22

291 2012年1月 民間マンションﾝ新築工事 ㈱平成総研 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ D19

292 2012年1月 ㈱明電舎 沼津事業所第４工場増築工事 ㈱明電舎 木内建設㈱一級建築士事
務所 木内建設㈱ 東海ガス圧接㈱

293 2012年1月 ㈱カナサシ重工研掃工場新築工事 ㈱カナサシ重工 五洋建設㈱ 五洋建設㈱ 東海ガス圧接㈱ D22～29

294 2012年1月 ㈲ヤマニ製茶工場生葉倉庫改築工事 ㈲ヤマニ 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

295 2012年1月～ 豊玉中２丁目老人ホーム計画 ㈱久保工 ㈱久保工一級建築士事務
所 ㈱久保工 ㈱甲斐ガス圧接 D19～29
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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

296 2012年1月～ 江古田旭ヶ岡ビル新築工事 西脇ビル㈱ ㈱ケイアイコンサルタンツ ㈱久保工 ㈱甲斐ガス圧接 D22～29

297 2012年1月 民間住宅新築工事 ㈲アイエス建築設計事務所 松本建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D25

298 2012年1月 野村水産㈱工場新築工事 野村水産㈱ アートモリカワ一級建築士
事務所 小野建設㈱ 東海ガス圧接㈱ D22～25

299 2012年1月 イハラケミカル工業㈱静岡工場２号炉管理室新築
工事 イハラケミカル工業㈱ 旭化成エンジニアリング㈱ ㈱日立プラントテクノロジー 東海ガス圧接㈱ D22

300 2012年1月 民間住宅新築工事 ㈱アーキスタジオ一級建築
士事務所 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ D22

301 2012年1月 町田食品㈱大渕工場新築工事 ㈱町田食品 石倉建築設計事務所 ㈱石川組 東海ガス圧接㈱ D22～29

302 2012年1月～ 民間マンション新築工事 ㈱大成工務店一級建築士
事務所 ㈱大成工務店 東海ガス圧接㈱ D19～25

303 2012年1月～ 日本車両リサイクル㈱本社工場１期建設工事 日本車両リサイクル㈱ 押田設計 佐藤工業㈱北陸支店 ㈲中越ガス圧接工業 D22

304 2012年1月 ウィンダーランド新居店新築工事 ㈱サハラ ㈱ﾌﾟﾗﾝﾄﾞｳｨﾝ一級建築士事務
所･ﾖｼｵ一級建築士事務所 ㈱ヨシオ ㈲山田ガス圧接工業 D25

305 2012年1月～ Honda Cars 浜名湖雄踏店新築工事 ㈱ホンダプリモ浜名湖 ㈱キーストン ㈱キーストン ㈲山田ガス圧接工業 D19～25

306 2012年1月 新風会会館増築工事 医療社団法人新風会 ㈱公共設計 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 D19

307 2012年1月 ヒロキ工業㈱工場増設工事 ヒロキ工業㈱ 倉布人一級建築事務所 ㈱永井組 ㈲山田ガス圧接工業 D22

308 2012年1月～ トウオタカローラ静岡㈱富士店新築工事 トヨタカローラ静岡㈱ ゆたか建築設計事務所 平和建設㈱ 東海ガス圧接㈱ D25

309 2012年1月～ 学校法人富士学園静岡県富士見高等学校第１
体育館新築工事

学校法人富士学園富士見
高等学校 企業組合針建築事務所 安藤建設㈱静岡支店 東海ガス圧接㈱ D22～25

310 2012年1月～ ジャトコ㈱３地区金型倉庫新設工事 ジャトコ㈱ ㈱井出組 ㈱井出組 東海ガス圧接㈱ D19

311 2012年1月～ 旭川紋別自動車道 遠軽町丸瀬布大橋下部工
事

国交省北海道開発局網走開
発建設部遠軽道路事務所 南建設㈱ ㈱東圧 Ｄ25

312 2012年1月～ 一般国道39号 北見市川東改良工事 国交省北海道開発局網走開
発建設部 興和建設㈱ ㈱東圧 Ｄ29

313 2012年1月～ 上常呂川橋 国交省北海道開発局網走開
発建設部 北辰土建㈱ ㈱東圧 Ｄ29

314 2012年２月～ 民間住宅新築工事 Kanaデザインスタジオ ㈱井出組 東海ガス圧接㈱ D22

315 2012年２月～ 富士信用金庫岩松支店新築工事 富士信用金庫 中澤 中建研究室 第一建設㈱ 東海ガス圧接㈱ D22

316 2012年２月～ 特種東海製紙㈱三島工場10号ボイラー燃料受
入建屋及び灰貯留槽建屋新築工事 特種東海製紙㈱ ㈱池田建設設計事務所三

島事務所 ㈱大林組名古屋支店 東海ガス圧接㈱ D22

317 2012年２月～ 土屋マンションＥ棟Ｓ棟Ｗ棟新築工事 ㈱平成総研 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ D19～22

318 2012年２月～ アステラス製薬㈱ＡＴＣ棟建設工事 アステラス製薬㈱ 千代田化工建設㈱・千代
田テクノエース㈱ 鹿島建設㈱ 東海ガス圧接㈱ D19～32

319 2012年２月～
平成23年度［第23-Ｄ8661-01号〕(主)富士川身延線（新内
房橋）地域自主戦略交付金（県道橋梁補修）工事(橋脚補
強工）

静岡県富士土木事務所 中央開発㈱ 遠藤建設㈱ 東海ガス圧接㈱ D32

320 2012年２月～ 湯河原貨物・ミモザ湯河原新築工事 湯河原貨物自動車運輸㈱ コーナン建設㈱東京支社
一級建築士事務所 コーナン建設㈱ 東海ガス圧接㈱ D19～25

321 2012年２月～ 高岡自動車学校技能講習棟新設工事 学校法人富山県自動車学
園

日本海建興㈱一級建築士
事務所 日本海建興㈱ 富山ガス圧接㈱ D22

322 2012年2月 民間住宅新築工事 高田設計 奥原建設㈱ 富山ガス圧接㈱ D19

323 2012年２月～ サービス付高齢者向け住宅加三島新築工事 須山建設㈱ 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

324 2012年２月～ 民間マンションﾝ新築工事 ㈱サクシード ㈱サクシード ㈲山田ガス圧接工業 D22

325 2012年2月 民間住宅新築工事 ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 D22
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326 2012年2月 聖隷厚生園チャレンジ工房新築工事 しゃかい福祉法人聖隷福
祉事業団 ㈱公共設計 名工建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D19～25

327 2012年2月 エヌ・アイ・ネットワーク㈱社屋新築工事 ㈱アスモ開発一級建築士
事務所 ㈱ｱｽﾓ開発 ㈲山田ガス圧接工業 D19

328 2012年2月 民間住宅新築工事 佐々木茂良建築デザインア
トリエ

佐々木茂良建築デザインア
トリエ ㈲山田ガス圧接工業 D19～22

329 2012年2月 ㈱宏省工場･倉庫新築工事 ㈱宏省 加藤建築設計 ㈲小島工業所 ㈲山田ガス圧接工業 D19～22

330 2012年2月 うまいら㈱本店新築工事 うまいら㈱ ㈲連設計一級建築士事務
所 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D25

331 2012年2月 疋田クリニック建設工事 ㈱蔵創 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 D19

332 2012年2月 遠鉄ストア天竜店増築・改装工事 ㈱遠鉄ストア 一級建築士苅部恒夫 遠鉄建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D22～25

333 2012年2月 三笠製薬㈱掛川工場津波対策事業 第５工場避
難階段設置工事 三笠製薬㈱ ㈱若杉組 ㈱若杉組 ㈲山田ガス圧接工業 D25

334 2012年２月～ 国分㈱中部支社新築工事 国分㈱ 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 ㈱嘉藤工業所 Ｄ22～25

335 2012年２月～ 内神田333計画新築工事 ㈱ムサシ広告社 ㈱IAO竹田設計 ㈱久保工 ㈱甲斐ガス圧接 D22～29

336 2012年3月～ 東京ガス袖ヶ浦独身寮新築工事 東京ガス㈱ ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ一級
建築士事務所 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 協和圧接工業㈱ D19～29

337 2011年3月 ㈱ソミック石川鶴見プレス工場上屋増築工事 ㈱ソミック石川 ㈱高橋建築設計事務所 ㈱林工組 ㈲山田ガス圧接工業 D22

338 2012年3月～ シティーガーデン・幸新築工事 須山建設㈱一級建築士事
務所 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D22～29

339 2012年3月～ トヨタカローラ東海㈱ 浜北店新築工事 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 D25

340 2012年3月～ 藤枝駅前3丁目分譲マンション新築工事 ヨシコン㈱ ヨシコン㈱ ㈱NIPPO中部支店 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～35

341 2012年3月～ 須田産業㈱竜洋工場増設工事 須田産業㈱ NAP建築設計室 ㈱浜建 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

342 2012年3月～ 植物イノベーションセンター21号温室新築工事 日本たばこ産業㈱ 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

343 2012年3月～ 坂口精工㈱ 第２期増築工事 坂口精工㈱ 小笠原土木㈱ 小笠原土木㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D22

344 2012年3月～ ＪＴ浜松工場Ｃ１たばこ工場耐震補修その他工事
（1期）

ジェイティエンジニアリング㈱ ジェイティエンジニアリング㈱ ジェイティエンジニアリング㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D22

345 2012年3月 アプレスト浜松支店新築工事 アプレスト㈱ ㈱ＫＡＺＵ ㈱ＫＡＺＵ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

346 2012年3月 ㈱小林鉄工所ショートスティ・デイサービス新築工
事

㈱小林鉄工所 ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

347 2012年3月～ 民間共同住宅新築工事 住友林業㈱ 住友林業㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

348 2012年3月～
平成23年度（－）富士由比線 地域自主戦略交
付金（県道橋梁補修）工事(富士川橋耐震補強
工）

静岡県富士土木事務所 中央開発㈱ ㈱石井組 東海ガス圧接㈱ D35

349 2012年3月 興和テクニカル㈱工場新築工事 興和テクニカル㈱ 静高建設㈱一級建築士事
務所 静高建設㈱ 東海ガス圧接㈱ D29

350 2012年3月～ さんしんハートフル㈱新築工事 三島信用金庫 ㈲西島建設設計工務 山本建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

351 2012年3月～ 民間住宅新築工事 ㈱平成建設一級建築士事
務所 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

352 2012年3月～ 平成23年度堀越保育園移転事業新設保育園
建設工事（建築工事） 伊豆の国市 ㈱池田設計建築設計事務

所 平井工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

353 2012年3月～ LA MAISON DE JUN(ﾗ･ﾒｿﾞﾝﾄﾞ･ｼﾞｭﾝ）新築工事 ㈲アンティム 電陽社建設一級建築士事
務所 ㈱電陽社建設 富山ガス圧接㈱ Ｄ19～22

354 2012年3月～ ㈱瀬木油店コインランドリー古川上野店新築工事 ㈱瀬木油店 丸中建設㈱ 丸中建設㈱ 富山ガス圧接㈱ Ｄ19

355 2012年3月～ ㈱速星精工 工場増設工事 ㈱速星工業 ㈱剣測量・建築設計事務
所 砺波工業㈱ 富山ガス圧接㈱ 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

356 2012年3月～ 前田薬品工業㈱ 新倉庫棟新築工事 前田薬品工業㈱ ㈱三四五建築研究所 近藤建設㈱ 富山ガス圧接㈱ Ｄ19～25

357 2012年3月 ㈱ユニゾーン アルマイト工場新築工事 ㈱ユニゾーン ㈱日新設計 近藤建設㈱ 富山ガス圧接㈱ Ｄ22

358 2012年3月～ さらさ湯沢新築工事 ㈱大槻建築設計事務所 ㈱半田工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

359 2012年3月～ さらさ大曲新築工事 ㈱横手プラザホテル ㈱大槻建築設計事務所 ㈱半田工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

360 2012年3月 民間共同住宅新築工事 本州建設㈱ ㈱嘉藤工業所 Ｄ19～25

361 2012年3月～ 社会福祉法人 福田会増改築工事 社会福祉法人 福田会 不動建設㈱名古屋支店一
級建築士事務所 不動建設㈱ ㈱嘉藤工業所 Ｄ22

2012年度

362 2012年4月～ 富士信用金庫岩松支店新築工事 富士信用金庫 中澤 中建研究室 第一建設㈱ 東海ガス圧接㈱ D22

363 2012年4月～ 平成23年度[第23-Ｚ1183-01号]東部家畜保健
衛生所建築工事 静岡県 ㈱日建建築設計事務所 山本建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

364 2012年4月～ セキスイハイム東海㈱沼津支社新築工事 セキスイハイム東海㈱ ㈱淺沼組名古屋支店一級
建築士事務所

淺沼組･中村建設特定建
設工事共同企業体 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

365 2012年4月～ 岡重㈱エクスプレス宮原SS新築工事 岡重㈱ 内田計器工業㈱ 井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

366 2012年4月～ 民間住宅新築工事 大藤建設㈱ 大藤建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

367 2012年4月 マックスバリュ下賀茂店新築工事 マックスバリュ東海㈱ ㈱池田建築設計事務所 山本建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

368 2012年4月～ レック㈱裾野第２センター工場新築工事 レック㈱ ㈱一条建築事務所 平井工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

369 2012年4月～ 掛川市掛川浄化センター建設工事その８ 日本下水道事業団 日本水工設計㈱ 大和・小田急・戸塚建設
共同企業体 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

370 2012年4月 貸店舗新築工事 石川建設㈱一級建築士事
務所 石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D19

371 2012年4月～ 平成23年度県営住宅磐田団地Ａ棟全面的改善
事業（建築）工事 静岡県袋井土木事務所 静岡県公営住宅課 石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D22

372 2012年4月 富士容器㈱倉庫新築工事 富士容器㈱ 釜慶鉄工㈱一級建築士事
務所 釜慶鉄工㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D22

373 2012年4月 杉山循環器クリック新築工事 ㈱メディカル ㈱縣建設設計事務所 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D22

374 2012年4月 ヤマハ㈱本社工場 特高変電室更新工事 ヤマハ㈱ 鹿野設計㈱ 天方産業㈱ ㈲山田ガス圧接工業 D19

375 2012年4月～ 渡辺マンション新築工事 ㈲九里屋設計 松井建設㈱名古屋支店 ㈱中部圧接 Ｄ19～29

376 2012年4月 民間共同住宅新築工事 林建設㈱ ㈱中部圧接 D19

377 2012年4月 PinePiT新築工事 松中喜設計事務所 角田建築㈱ ㈱中部圧接 D19

378 2012年4月 藤芸事務所新築工事 ㈱雅匠 ㈱中部圧接 D19

379 2012年4月～ 897西区木前町マンション ㈱貝沼建築事務所 ㈱貝沼 ㈱中部圧接 Ｄ19～25

380 2012年4月 民間住宅新築工事 中日本建設一級建築士事
務所 中日本建設㈱ ㈱中部圧接 D22

381 2012年4月 丸豊化成㈱工場新築工事 丸豊化成㈱ ㈱中部圧接 D22

382 2012年4月～ 武蔵貨物自動車㈱横手営業所新築工事 武蔵貨物自動車㈱ ㈱大栄建築事務所 ㈱大栄建築事務所 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～29

383 2012年4月～ 23年度債務負担 戸沢村立統合中学校改築主
体工事 山形県戸沢村 鈴木・富士設計共同体 沼田・ヤマムラ・佐藤工務

店特定建設共同企業体 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

384 2012年4月～ 千代田2-1106マンション新築工事 ㈱日東建設一級建築士事
務所 ㈱日東建設 ㈱嘉藤工業所 Ｄ19～29
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385 2012年4月 岩塚クリニック新築工事 中日設計㈱ 金子工業㈱ 富山ガス圧接㈱ Ｄ22
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