
エコスピード工法施工実績（2014年4月～2015年3月）

2014年度 2015/3/31 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

1202 2014年4月～ 北見小林病院4期工事 ㈱北海道日建設計 東急建設㈱札幌支店 ㈱東圧 Ｄ25～32

1203 2014年4月～ アイスホッケーリンク上屋新築工事（建築主体） 北海道北見市
北見市都市建設部建築
課

北成・大幸・ダイイチ　特定
建設工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ25

1204 2014年4月～ 網走法務総合庁舎13新営建築工事 北海道開発局 北海道開発局　営繕部 ㈱渡辺組 ㈱東圧 Ｄ19～25

1205 2014年4月～ 新図書館建設工事 ㈱石本建築事務所
土橋・丸七高橋・長屋・片山
特定建設工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

1206 2014年4月～ ㈱川秀北海道紋別冷蔵庫新築工事 ㈱川秀 ㈱渡辺設計事務所 沢口産業㈱ ㈱東圧 Ｄ22～25

1207 2014年4月～
北見トヨペット・トヨタカローラ北見共同店舗新築
工事

北見トヨペット㈱ ㈱F設計工房 ㈱三共後藤建設 ㈱東圧 Ｄ22

1208 2014年4月～ 斜里第一漁組協同組合事務所新築工事 斜里第一漁組協同組合 ㈱ぎょれん設計センター
斜里・土橋・河面・丸七高
橋　経常建設共同企業体

㈱東圧 Ｄ22～25

1209 2014年4月～
北海道糖業㈱北見製糖所　全量再溶解設備
建屋新築工事

北海道糖業㈱北見製糖
所

㈱北栄建設　㈱英設計事
務所

㈱光栄建設 ㈱東圧 Ｄ19～25

1210 2014年4月～ つうけん帯広支店社屋及び倉庫棟新築工事 ㈱つうけん 萩原建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ22～25

1211 2014年4月～
㈱ホクレン油機サービス旭川支店　農業機械整
備工場新築工事

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 吉宮建設㈱ ㈲来伸ガス Ｄ22～25

1212 2014年4月～ 札幌市　東雁来雨水ポンプ場建設工事 日本下水道事業団
戸田・伊藤特定建設共同
企業体

㈲来伸ガス Ｄ25～32

1213 2014年4月～ 片倉チッカリン㈱北海道支店事務所他新築工事 ㈲来伸ガス Ｄ19～22

1214 2014年4月～
旭川十勝道路　富良野市　新富良野大橋下部
工事

国交省　北海道開発局旭川
開発建設部

㈱岸田組 ㈲来伸ガス Ｄ32～35

1215 2014年4月～
北海道横断自動車道　フゴッペ川橋（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 Ｄ32～41

1216 2014年4月 ヤマカ運輸㈱ ヤマカ運輸㈱ コア・プランニング タカオ工業 ㈱シバタ鐵工業 D19

1217 2014年4月 ㈱クツザワ事務所・工場増築工事 ㈱クツザワ
興栄建設㈱一級建築士
事務所

興栄建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

1218 2014年4月 クリーンプラザよこて　整備及び運営事業 荏原環境プラント
モニタリング　パシフィックコン
サルタンツ㈱

荏原環境ﾌﾟﾗﾝﾄ･伊藤建
設工業・横手建設

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～29

1219 2014年4月～ ドン・キホーテ宮城石巻街道店新築工事 日本建設㈱ ㈱TGP Ｄ19～29

1220 2014年4月
㈱柿崎工務所　古口営業所　資材倉庫　新築
工事

㈱柿崎工務所
DESIGN　you 設計事務
所

㈱柿崎工務所 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

1221 2014年4月 ㈱新庄建機シーティング倉庫新築工事 ㈱新庄建機 ㈲幹建築設計事務所 ㈱大場組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

1222 2014年4月～ ㈱庄内シャーリング　第2工場H棟新築工事 ㈱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

1223 2014年4月～ 東北冷蔵製氷㈱　庄内工場新築工事 東北冷蔵製氷㈱ ブレンスタッフ㈱ ㈱山口工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

1224 2014年4月～ ㈱第一テクノス　第二工場　新築工事 ㈱第一テクノス ㈲黒沼建築設計事務所 ㈱高橋工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

1225 2014年4月～ (医）大田原厚生会　室井病院整備計画 医療法人　大田原厚生会
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 Ｄ19～25

1226 2014年4月～ 日本橋堀留町1丁目計画
野村建設工業㈱一級建
築士事務所

野村建設工業㈱ 松栄工業㈱ Ｄ19～29

1227 2014年4月～
社会福祉法人湘南福祉センター　柳町保育園
改築工事

社会福祉法人湘南福祉
センター

一級建築事務所㈱新環
境設計

成瀬産業㈱ ㈲フルタ工業 Ｄ22～25

1228 2014年4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

1229 2014年4月 民間クリニック併用住宅　新築工事
㈱エー・アンド・エー総合設
計

井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

1／16



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

1230 2014年4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

1231 2014年4月～ 民間マンション　新築工事 ㈱平成総研 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

1232 2014年4月
三島市公営住宅　光ヶ丘住宅C棟全面的改善
事業に伴う建築工事

静岡県三島市
三島市都市整備部建築
住宅課

駿豆建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

1233 2014年4月 クリエイト中伊豆店　新築工事 ㈱クリエイトエス・ディー
大藤建設㈱　一級建築士
事務所

大藤建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

1234 2014年4月～ サービス付き高齢者向け住宅小立野　新築工事 ひめのライフサポート㈱ ㈲圓建築設計事務所 ㈱鈴木組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

1235 2014年4月～ ㈱第一パック　掛川工場　改修工事 釜慶鉄工㈱
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

1236 2014年4月 民間診療所新築工事 ㈱縣建築設計事務所 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

1237 2014年4月～ ㈱佐々木産業有玉工場新築工事 ㈱佐々木産業
須山建設㈱一級建築士
事務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

1238 2014年4月 セブンイレブン浜松成子町店新築工事 合同会社浜松八百庄
キュウメートル㈱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

1239 2014年4月～ エキシブ常盤新築工事 ㈱丸信建設 ㈲武田建築設計室 ㈱イトー ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～29

1240 2014年4月
とぴあ浜松農業協同組合　群馬集出荷場　新
築工事

とぴあ浜松農業協同組合
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

1241 2014年4月 平成25～26年度　入野保育園　改築工事
社会福祉法人　白百合明
光会

㈲渡辺建築設計室 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

1242 2014年4月～ こうのとり東保育園移転新築工事
社会福祉法人聖隷福祉
事業団

㈱公共工事 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

1243 2014年4月 本多電子㈱カスタマーサービスセンター改築工事 本多電子㈱ ㈱柳伸建築設計事務所 ㈱柳伸建築設計事務所 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1244 2014年4月～ 札幌市東雁来雨水ポンプ場建設工事 日本下水道事業団
戸田・伊藤特定建設共同
企業体

㈱東圧 Ｄ19～38

1245 2014年5月～
帯広市開広団地地区第一種市街地再開発事
業

帯広市開広団地地区第
一種市街地再開発事業

宮坂建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～32

1246 2014年5月～ チーズ製造室増築工事（よつ葉チーズ工場） よつ葉乳業㈱ 萩原建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～29

1247 2014年5月～ クノール食品ラック倉庫増築工事 クノール食品㈱ 鐘ヶ江建設㈱ 鐘ヶ江建設㈱ ㈱東圧 Ｄ25

1248 2014年5月～ ㈱エコーヂーゼル北見営業所改築工事 ㈱エコーヂーゼル ㈱ダイイチ ㈱ダイイチ ㈱東圧 Ｄ19～22

1249 2014年5月～ ㈱北洋銀行斜里支店改築工事 ㈱北洋銀行 ㈱都市設計研究所 ㈱河面組 ㈱東圧 Ｄ19～25

1250 2014年5月～ 大断面加工工場新築工事 北海道プレットセンター㈱ マイセック㈱ 三九建設㈱ ㈱東圧 Ｄ19～22

1251 2014年5月～ 真駒内（25）札幌病院隊舎等新設建築工事 北海道防衛局 ㈱泰進建設 ㈱東圧 Ｄ19～22

1252 2014年5月～
平成25年度強い農業づくり事業帯広大正農協
種子馬鈴著選別貯槽施設新設工事

帯広大正農業協同組合 宮坂・市川共同企業体 ㈱東圧 Ｄ25

1253 2014年5月～
本田技研工業㈱　鷹栖ﾌﾟﾙｰﾋﾞﾝｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 第三
技術管理棟増築工事

本田技研工業㈱ ㈱中原建築設計事務所 ㈲来伸ガス Ｄ22

1254 2014年5月～ ツルハドラッグ旭川南6条店新築工事 ㈱ハスコム ㈲3Ｄスタジオ ㈱岸田組 ㈲来伸ガス Ｄ19

1255 2014年5月～
㈱鹿児島風力発電研究所　旭川リサーチパーク
資材倉庫新築工事

㈱鹿児島風力発電研究
所

加藤建築企画設計事務
所

新谷建設㈱ ㈲来伸ガス Ｄ22～25

1256 2014年5月～ 美瑛町農協馬鈴薯貯蔵施設新築工事 美瑛町農業協同組合 ㈱三建設計事務所 吉宮建設㈱ ㈲来伸ガス Ｄ19～22

1257 2014年5月～ 秩父別消防庁舎新築（建築主体）工事 深川地区消防組合 ㈱岡田設計
北垣・樋口経常建設共同
企業体

㈲来伸ガス Ｄ19～25

1258 2014年5月～ さくら保育園 釧路七五三会 北海道施敬管理 丸彦渡辺建設工業 ㈱シバタ鐵工業 D22～25

1259 2014年5月～ 民間住宅新築工事 山形建設㈱ ㈱TGP Ｄ19～22
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1260 2014年5月～
平成25年度大曲地区農業復興総合支援事業
農業施設等新築工事

宮城県東松山市 日本建設㈱ ㈱TGP Ｄ22～25

1261 2014年5月～
高畠町立高畠中学校屋内運動場棟建設工事
（建築主体工事）

山形県高畠町 ㈱泰・伊藤設計 山形建設㈱ ㈱TGP Ｄ19～25

1262 2014年5月 民間倉庫新築工事 坂本設計 ㈱柿崎工務所 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

1263 2014年5月 ㈱ヤマトテック排水処理設備新設工事 ㈱ヤマトテック
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

1264 2014年5月
コマツ山形㈱新庄支店　事務所・整備工場新築
工事

コマツ山形㈱
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

1265 2014年5月～
（建築0037）受2533　西部学校給食センター建
設（建築）工事

秋田県大仙市
村田・長岐設計共同企業
体

荒屋鋪・高吉・高禮　特定
建設工事共同企業体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

1266 2014年5月
Honda Cars  横手中央八王寺店　第2ショールー
ム新築工事

㈲ホンダパドック
㈲久米建築一級建築士
事務所

㈱半田工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

1267 2014年5月～ 西原構造物工事
東北地方整備局　山形河
川国道事務所

㈱柿崎工務所 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ32

1268 2014年5月～ 柳町保育園改築工事 ㈱新環境設計 成瀬産業㈱ ㈲フルタ工業 Ｄ22～25

1269 2014年5月 大富士病院　増築工事 医療法人財団　新六会
㈱勝又設計建設　一級建
築士事務所

㈱勝又設計建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

1270 2014年5月～ コンコルド静岡曲金店　新築工事 ㈲新日邦
㈱西井都市建築設計事
務所

㈱安藤・間 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

1271 2014年5月～ 湯河原（ゆうゆうの里）増改修工事
一般財団法人　日本老人
福祉財団

㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

1272 2014年5月～
平成25年度玉穂地区屋内運動場　建設建築
工事

静岡県御殿場市 ㈲フジ建築設計事務所
大岡建設工業㈱御殿場
営業所

東海ガス圧接㈱ Ｄ19～32

1273 2014年5月 マックスバリュ伊豆高原店　建設工事 マックスバリュ東海㈱
㈲杉山一級建築設計事
務所

山本建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

1274 2014年5月 あすか薬局磐田南店新築工事 ㈱エイブル
エムズ設計一級建築士事
務所

㈱中村組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

1275 2014年5月 中根製茶㈱　工場　増築工事 中根製茶㈱
㈲プロット建築設計事務
所

㈱落合組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

1276 2014年5月 かたの医院新築工事 ㈱縣建築設計事務所 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

1277 2014年5月 浜松（25）隊庁舎新設建築その他
支出負担行為担当官　南
関東防衛局

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

1278 2014年5月 セブンイレブン篠ヶ瀬南店　新築工事
セブン・アンド・アイ・ホール
デングス

キュウメートル㈱ 大和ハウス工業㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1279 2014年5月 ﾔﾏﾊ発動機㈱FC・TB移転森町工場改修工事 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

1280 2014年5月 民間住宅 ㈱嘉藤工業所 Ｄ19

1281 2014年6月～ 興部町国民健康保険病院建築主体工事 北海道興部町 ㈱久米設計　札幌支社
藤共・柳原・藤野屋経常
建設共同企業体

㈱東圧 Ｄ22

1282 2014年6月～ 斜里郡3町週末処理施設改築工事 斜里町　下水道課 ㈱ドーコン ㈱クリタス ㈱東圧 Ｄ19～25

1283 2014年6月～
常呂地区（常呂漁港）水産流通基盤整備工事
（特定）（補正）（繰越）

北海道ｵﾎｰﾂｸ総合振興
局網走建設管理部

北海道網走建設管理部　事業
課　㈱ｱﾙﾌｧ水ｴｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ

丸田･早水・宮田　特定建
設工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ22～29

1284 2014年6月～ ロイヤル網走店新築工事 ㈱一六商事 ㈱寺崎建築設計事務所 北成建設㈱ ㈱東圧 Ｄ19～32

1285 2014年6月～ 北見市立中央図書館改築工事（建築主体） 北海道北見市
久米・ｴﾇ･ｹｰ特定委託業
務共同企業体

五十嵐・鐘ヶ江・山本・北洋・村
井　特定建設工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～29

1286 2014年6月～ 能力開発センター移転改修建築主体工事 北海道網走市 ㈱清和設計事務所
ワコー・石川　特定建設工
事共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～22

1287 2014年6月～ くんねっぷ静寿園　増改築工事
社会福祉法人　訓子府福
祉会

㈱アトリエブング 久島工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～25

1288 2014年6月～ ＴＲＩＡＬ北見中ノ島店新築工事 ㈱トライアルカンパニー
㈱河村デザイン・一級建築
士事務所

㈱太平洋製作所 ㈱東圧 Ｄ22

1289 2014年6月～ 川江事務所兼マンション新築工事 ㈲カワエ経営 五十嵐建設㈱ 五十嵐建設㈱ ㈱東圧 Ｄ22～29
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1290 2014年6月～ スクールバス車庫整備工事 北海道斜里郡 ㈱北興 ㈱東圧 Ｄ22～29

1291 2014年6月～
オホーツク農業共済組合佐呂間家畜診療所新
築工事

オホーツク農業共済組合 北農設計センター
渡辺・岸　経常建設共同
企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

1292 2014年6月～ アメニティーホーム西岡新築工事 ㈱西岡メヒディカル ㈱泰進建設 ㈱東圧 Ｄ22～29

1293 2014年6月～ エム・エス・ケー農業機械㈱十勝支社 宮坂建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ22

1294 2014年6月～ 道東自動車道帯広JCT管理施設増築工事
東日本道路㈱北海道支
社

田村建設㈱ ㈱東圧 Ｄ19

1295 2014年6月～
平成25年度畜産担い手育成総合整備事業大
成本別地区第52工区

北海道農業公社 ㈱犬飼工務店 ㈱東圧 Ｄ19

1296 2014年6月～ 北空知園学校給食センター建築主体工事
北空知園学校給食セン
ター

樋口・小川・平　特定建設
工事共同企業体

㈲来伸ガス Ｄ19～22

1297 2014年6月～
製材加工機械導入事業（チップ・鋸屑ヤード建
設）

㈱平野組 ㈲来伸ガス Ｄ19～22

1298 2014年6月 大曲農業高等学校　　車庫・倉庫棟建築工事 秋田県
コスモス・館・武田設計共
同企業体

髙吉建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

1299 2014年6月～ 大曲工業高等学校渡り廊下建築工事 秋田県
松橋・木・響同　設計共同
企業体

㈱長岐建築設計事務所 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

1300 2014年6月～ 鶴岡商工会議所会館　建設工事 鶴岡商工会議所
髙谷　時彦事務所・ブレン
スタッフ設計共同体

鶴岡建設・マルゴ・佐藤組
特定建設共同企業体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～29

1301 2014年6月
㈲蔵王自動車整備工場　整備作業棟増築工
事

㈲蔵王自動車整備工場
㈱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 Ｄ19～22

1302 2014年6月～ ＪＡ庄内たがわ　定温倉庫新築工事 庄内たがわ農業協同組合
全農山形1級建築士事務
所

笠原・十和・王衹 特定建
設工事共同企業体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

1303 2014年6月 新庄食鳥加工場新築工事 ㈱オールクリエーション 沼田建設㈱ 沼田建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

1304 2014年6月 ＪＡ葬祭　虹のホール　新築工事
㈱ジェイエイ仙北葬祭セン
ター

㈲館設計一級建築士事
務所

丸茂組・高禮建設　特定
建設工事共同企業体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

1305 2014年6月～
湯企第35号　湯沢市新庁舎第二車庫建設工
事

秋田県湯沢市 佐藤総合計画・シグマ企画加納設
計・創設計・柴田工事設計ＪＶ ㈱丸臣高久建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

1306 2014年6月～
大曲仙北広域市町村圏組合　新火葬場建設
工事

大曲仙北広域市町村圏
組合

山下・館・小畑設計共同
企業体

髙吉・さとう・高禮・佐々木特
定建設工事共同企業体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

1307 2014年6月～ 高円寺南5丁目計画新築工事 伊藤忠商事㈱
松尾建設㈱　一級建築士
事務所

松尾建設㈱ 松栄工業㈱ Ｄ19～29

1308 2014年6月～ 神田ＭⅢビル新築工事 ㈱美濃や ㈱ジン・アーキテクツ ㈱久保工 ㈱甲斐ガス圧接 Ｄ22～35

1309 2014年6月～ 高砂１丁目○マンション新築工事 ＴＨ＆ｍｎｋｓ㈱ 小野設計㈱ 日建建設㈱ ㈱フクアツ Ｄ22～29

1310 2014年6月 バーディー豊田Ⅱ　新築工事 ㈱バーディー ㈱平成総研 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

1311 2014年6月～ 民間ビル　新築工事
大和ﾊｳｽ工業㈱東日本中高層
技術ｾﾝﾀｰ1級建築士事務所

大和ﾊｳｽ工業㈱沼津支
店集合住宅事業部

東海ガス圧接㈱ Ｄ19～35

1312 2014年6月 ㈱レインボー富士宮介護施設　新築工事 ㈱レインボー
井上建設㈱一級建築士
事務所

井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

1313 2014年6月
平成26年度　富士市農業協同組合　岩松支店
建設工事

富士市農業協同組合
静岡県経済農業協同組合
連合会　建設部　建設課

遠藤建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

1314 2014年6月 ㈱フジ技研様中瀬工場新築工事 ㈱フジ技研
河合晴夫一級建築士事
務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

1315 2014年6月 ㈱アモルテ事務所・貸店舗新築工事 ㈱上村不動産 ㈱縣建築設計事務所 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

1316 2014年6月
吉田町店舗新築工事（洋服の青山吉田店新築
工事）

青山商事㈱ ㈲橘高設計 ㈱ヨシオ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

1317 2014年6月～
日本赤十字社静岡支部災害救援物資備蓄倉
庫新築工事

日本赤十字社静岡県支
部

㈱山下設計 ㈱山下設計 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

1318 2014年6月 ムツミ産業 ㈱嘉藤工業所 Ｄ22

1319 2014年6月 阿久比オフィス倉庫 ㈱嘉藤工業所 Ｄ25
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1320 2014年7月～ 僕別養護老人ホーム摩周移転新築工事
北海道厚生農業協同組
合連合会

岩田地崎・田中・大幸・近藤・畑
中　特定建設共同企業体

㈱東圧 Ｄ25

1321 2014年7月～ 清水消防署庁舎建設建築主体工事 西十勝消防組合
萩原・田村・八木沼　特定
建設共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

1322 2014年7月～ 北海道弟子屈農場美留和晴耕塾建設工事 西松・萩原共同企業体 ㈱東圧 Ｄ19～25

1323 2014年7月 美蔓地区美蔓貯水池管理棟新築工事
北海道開発局　帯広開発
建設部

㈱ネクサス ㈱東圧 Ｄ22～25

1324 2014年7月～ 北見赤十字病院移転新築・改修工事 日本赤十字社 ㈱石本建築事務所
清水・北成・村井・松谷　特
定建設工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ19

1325 2014年7月～ 止別公民館整備工事（建築主体） 北海道小清水町 柴滝建築設計事務所 ㈱北興 ㈱東圧 Ｄ19～22

1326 2014年7月～ 上湧別中学校屋体改築工事（建築主体工事） 北海道湧別町 ㈱日本技建 ㈱渡辺組 ㈱東圧 Ｄ19～25

1327 2014年7月～ 畑地帯（営農用水）留辺蘂大和地区61工区
北海道ｵﾎｰﾂｸ総合振興
局

㈱中神土木設計事務所 松谷建設㈱ ㈱東圧 Ｄ25

1328 2014年7月～
天都山展望台・オホーツク流氷館建設工事（1工
区）

北海道網走市 ㈱ドーコン 丸田・塩川・山本・成田・ｶﾈｷ柏原
特定建設工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ25

1329 2014年7月～
オホーツクバイオエナジー㈱紋別事業所　建設工
事

オホーツクバイオエナジー㈱ 川田工業㈱ 川田工業㈱ ㈱東圧 Ｄ25～32

1330 2014年7月～ 羅臼国後展望塔増築工事
独立行政法人北方領土
問題対策協会

㈱日本技建
早水・尾田　特定建設工
事共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

1331 2014年7月～
北見広域森林組合木材加工流通施設　建屋
等整備事業・付帯施設基礎等整備事業

北見広域森林組合 ㈱中神土木設計事務所
五十嵐・大幸・北洋　共同
企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

1332 2014年7月～ ホーマックニコット女満別店新築工事 ㈱ホーマックニコット ㈱協立建築設計 ㈱早水組 ㈱東圧 Ｄ25

1333 2014年7月～ ホーマックニコット標津店新築工事 ㈱ホーマックニコット ㈱協立建築設計 ㈱早水組 ㈱東圧 Ｄ25

1334 2014年7月～ 伊藤機械㈱社屋　新築工事 ㈱東圧 Ｄ25

1335 2014年7月～ アメニティホーム西岡　新築工事 ㈱西岡メディカル ㈱山下設計 ㈱泰進建設 ㈲来伸ガス Ｄ22～25

1336 2014年7月～
北海道電気保安協会　旭川支部　車庫増築工
事

㈱ハンズ ㈲来伸ガス Ｄ19～22

1337 2014年7月 セブンイレブン桂木 セブンイレブンジャパン 長谷川設計事務所 加藤工業 ㈱シバタ鐵工業 D22

1338 2014年7月～ JA秋田ふるさと十文字集出荷所改修工事
秋田ふるさと農業協同組
合

ＪＡ全農とうほく設計セン
ター

㈱高橋建業 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

1339 2014年7月～ テックランド　Ｎｅｗ横手店　　新築工事 ㈱アクト・ライズ ㈲高田建築設計 ㈱半田工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～29

1340 2014年7月～
小町の郷公園内建築工事（小町舞台）（湯企第
7号）

秋田県湯沢市 ㈱三友建築所 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

1341 2014年7月
最上広域市町村圏事務組合　金山支署庁舎
建設工事

最上広域市町村圏事務
組合

阿部建築研究室 沼田建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

1342 2014年7月～ 山容病院移転新築工事 医療法人山容会 戸田建設㈱東北支店 戸田建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

1343 2014年7月 荘内銀行真室川支店新築工事 ㈱荘内銀行
㈲エフティ　共立建築事務
所

沼田建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

1344 2014年7月～ 薬王堂山形真室川店新築工事 ㈱薬王堂 ㈲柳設計事務所 丸七建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

1345 2014年7月 スクールバス車庫建設工事 山形県新庄市 白岩建築設計事務所 ㈱柿崎工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

1346 2014年7月 鶴岡東高等学校　中央体育館改築工事 学校法人斎藤学園 ㈱アックスクリエート ㈱佐藤工務 ㈲東京ガス圧接秋田店 D19～25

1347 2014年7月
六本木三丁目東地区第一種市街地再開発事
業施設建築物新築工事及び公共施設工事

六本木三丁目東地区市
街地再開発組合

㈱日建設計 大成建設㈱ ㈱武蔵野 D25～32

1348 2014年7月～ ファナク㈱第16社宅 ファナク㈱第16社宅 東急建設㈱ ㈲フルタ工業 Ｄ22～25

1349 2014年7月 福上営農組合農機具格納庫新築工事 山ワ建設工業㈱ 山ワ建設工業㈱ ㈲中越ガス圧接工業 Ｄ19
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1350 2014年7月～ 庄南小学校耐震改修建築主体工事 富山県砺波市 ㈱おおみ設計 鷹栖建工・沢田鉄工ＪＶ ㈲中越ガス圧接工業 Ｄ22

1351 2014年7月 富士ふたば幼稚園こども園　増築工事
学校法人今村学園　富士
ふたば幼稚園

㈱池田建築設計事務所 ㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～29

1352 2014年7月 旭化成ファーマ㈱　新動物実験棟　新築工事 旭化成ファーマ㈱
清水建設㈱一級建築士
事務所

清水建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

1353 2014年7月 ファナック㈱　第15・16社宅　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㈱ Ｄ19～25

1354 2014年7月
県営住宅　東部団地建替等整備事業（第二工
区）

東部団地パブリックサービス
㈱

㈱市浦ハウジング＆プラン
ニング

東部団地建設工事・第2
期共同企業体

東海ガス圧接㈱ Ｄ22～29

1355 2014年7月～ マトリカリアマンション　新築工事 ㈱平成総研 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

1356 2014年7月 富士カプセル㈱　芝川工場食品工場　増築工事 富士カプセル㈱
木内建設㈱一級建築士
沼津事務所

木内建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

1357 2014年7月 富士市農業協同組合　島田支店　建設工事 富士市農業協同組合 ㈱スギ建築事務所 ㈱井出組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

1358 2014年7月～ 富士セラミックス白糸工場南1号棟　新築工事 ㈱富士セラミックス ㈲アクシス ㈱安藤・間 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

1359 2014年7月～ 鈴川発電事業ＭＮＳ設置工事　土木建築工事 ㈱ＩＨＩ
ＩＨＩｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾌﾟﾗﾝﾄｾｸﾀｰｴﾝｼﾞﾆ
ｱﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
部　土木・建築ｸﾞﾙｰﾌﾟ

㈱ＩＨＩ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～29

1360 2014年7月～ 民間マンション　新築工事 ㈱平成総研 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

1361 2014年7月～ 社会福祉法人ふじの郷　ふじあざみ　新築工事 社会福祉法人ふじの郷 ㈱ゆたか建築設計事務所 平和建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

1362 2014年7月 富士信用金庫　田子浦支店　新築工事 富士信用金庫 ㈱平柳建築設計事務所 井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

1363 2014年7月 民間　貸店舗新築工事 コスモ建設㈱ コスモ建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

1364 2014年7月 パスコン㈱様工場新築工事 パスコン㈱ ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1365 2014年7月 ㈱オージェイシステム様　磐田新工場新築工事 ㈱オージェイシステム ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1366 2014年7月 佐鳴予備校与進校　新築工事 ㈲楠双 ＡＲＦ建築設計事務所 東部建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

1367 2014年7月 どんどん磐田店　新築工事 あみやき亭 ㈲コモン・スペース ㈱ヨシオ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

1368 2014年7月 静岡軽粗材㈱　本社改修工事 静岡軽粗材㈱ 釜慶鉄工㈱ 釜慶鉄工㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

1369 2014年7月
社会福祉法人Ｍネット東遠　　おまえざき作業所
新築工事

社会福祉法人Ｍネット東
遠

三陽企画㈱ タクミ建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

1370 2014年7月～
浜松信用金庫三方原支店・債権書類集中保管
倉庫新築工事

浜松信用金庫 ㈱日建設計
須山・リンク建設共同企業
体

㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

1371 2014年7月 平成26年度　太陽保育園新築工事 社会福祉法人　若葉会 中本徹建築設計事務所 中本徹建築設計事務所 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

1372 2014年7月 遠州信用金庫様　中野町支店移転新築工事 遠州信用金庫
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

1373 2014年7月
とぴあ浜松農業協同組合　神久呂支店建設工
事（建築・外構工事）

とぴあ浜松農業協同組合 ㈱飯尾建築設計事務所 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1374 2014年7月 民間住宅 ㈱嘉藤工業所 Ｄ19

1375 2014年7月 神郷町マンション新築工事 ㈱花田工務店 ㈱嘉藤工業所 Ｄ19～25

1376 2014年8月～
町立弟子屈養護老人ホーム倖和園外新築工事
（建築主体）

北海道弟子屈町
山下・北農設計監理業務
共同企業体

東亜・ホクセイ・熊谷　特
定建設工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

1377 2014年8月～ 太陽園地域密着型介護老人福祉施設肉工事
社会福祉法人帯広太陽
福祉会

川田工業㈱ ㈱東圧 Ｄ22～25

1378 2014年8月 カフェグリーンスイーツショップ新築工事
㈱ＯＦＦＩＣＥＧＲＥＥＮＴＡＬ
Ｅ

萩原建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ25

1379 2014年8月～ 特別養護老人ホーム建設工事（建築主体） 北海道小清水町 ㈱ドーコン
北興・斜里・西村特定建
設工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～25
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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

1380 2014年8月～ 網走市民健康プール建設工事 北海道網走市
網走市役所　建築課
㈱ドーコン

土屋・中一・夏見・道北・笹森・そうけ
ん・池端　特定建設工事共同企業
体

㈱東圧 Ｄ22～29

1381 2014年8月～ ホーマックニコット小清水店新築工事 ㈱ホーマックニコット ㈱協立建築設計 ㈱早水 ㈱東圧 Ｄ25

1382 2014年8月～ 北見市立端野小学校改築工事（建築主体） 北海道北見市
日本都市・清和・そうごうシステム
特定委託業務共同企業体

北成・天内・大地・三共後藤・斉
藤　特定建設工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

1383 2014年8月～ 認定こども園建設建築主体工事 社会福祉法人夢つべつ ㈱創建社
津別・木黒　特定建設工
事共同企業体

㈱東圧 Ｄ22～25

1384 2014年8月～ 越川水道配水池新設工事 北海道斜里町 グローバル設計㈱
土屋・丸七高橋　経常建
設共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～22

1385 2014年8月～ 藻琴ふ化場改築工事
一般社団法人　北見管内さ
け・ます増殖事業協会

㈱北海道技術コンサルタン
ト

丸田・中一・南　経常建設
共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～22

1386 2014年8月～ 畑地帯（支援）小清水北地区62工区
北海道ｵﾎｰﾂｸ総合振興
局

㈱中神土木設計事務所 松谷建設㈱ ㈱東圧 Ｄ25

1387 2014年8月～ 女満別空港出張所管制塔新築工事 国交省　東京航空局 ㈱日本空港コンサルタンツ ㈱渡辺組 ㈱東圧 Ｄ19～32

1388 2014年8月～ 柳町学童保育所改築建築主体工事 北海道音更町 ㈱高橋組 ㈱東圧 Ｄ22～25

1389 2014年8月～ 鷹栖町学校給食センター増改修工事 鷹栖町 ㈱ノア設計 畠山建設㈱ ㈲来伸ガス Ｄ25

1390 2014年8月 永山小学校屋体増築ほか工事 北海道旭川市 ㈱司設計事務所 盛永・多東共同企業体 ㈲来伸ガス Ｄ19～22

1391 2014年8月 石狩川上流　水防拠点施設新築工事
国交省　北海道開発局
旭川開発建設部

㈱三建設計事務所 ㈱浜田組 ㈲来伸ガス Ｄ25

1392 2014年8月
石狩川改修附帯工事の内　幌向川西5号橋下
部工工事

国交省　北海道開発局 北土建設㈱ ㈱中央ガス圧接 Ｄ32

1393 2014年8月 あぐりオリザ倉庫新築工事 ㈱TGP Ｄ19

1394 2014年8月 塩釜地区消防事務組合倉庫建替工事 塩釜地区消防事務組合 浜田工業㈱ ㈱TGP Ｄ22

1395 2014年8月～ 民間車庫新築工事 ㈱TGP Ｄ22～29

1396 2014年8月 ㈱ヤマダ電機テックランドＮＥＷ酒田店新築工事 ㈱ヤマダ電機 ㈱えのえ甲設計事務所 ㈱富士工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

1397 2014年8月 湯沢福祉施設新築工事 社会福祉法人かむろ ㈱山下設計　東北支社 村岡建設工業㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25～29

1398 2014年8月 秋田市新庁舎建設工事 秋田県秋田市
日本設計・渡辺佐文建築
設計・コスモス設計

清水・千代田・シブヤ・田村
建設工事共同企業体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ32

1399 2014年8月 民間住宅新築工事
㈱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

1400 2014年8月
生活協同組合共立社　共同購入部　鶴岡酒田
支部新築工事

生活協同組合共立社　共同
購入部　鶴岡酒田支部

㈲平田建築設計 ㈱菅原工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

1401 2014年8月 鶴岡市消防署温海分署移転新築工事 山形県鶴岡市
鶴岡市建設部建築課
㈱アックスクリエート

㈱石庄建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

1402 2014年8月 明倫中学校校舎耐震補強工事 山形県新庄市 ㈲白岩建築設計事務所 沼田建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

1403 2014年8月
平成26年度　山形県最上総合支庁建設部　高
壇除雪機械格納庫新築（建築）工事

山形県 ㈱キャドウィング ㈱新庄・鈴木・柴田組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

1404 2014年8月～
特別養護老人ホーム袖崎・小規模多機能袖崎
新築工事

社会福祉法人　千宏会 ㈲幹建築設計事務所 高谷建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

1405 2014年8月～
平成26年度　〔第25・Ｄ7258-01号〕（国）136号（長岡第3-1高架
橋・Ａﾗﾝﾌﾟ橋・Ｄﾗﾝﾌﾟ橋）防災・安全交付金（国道橋梁耐震対策）
工事（耐震補強工）

静岡県沼津土木事務所 ㈱渡辺工務店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～51

1406 2014年8月 民間マンション　新築工事 ㈱平成総研 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

1407 2014年8月～ 認定こども園　富士見台リズム　新築工事 社会福祉法人鶏声会 ㈱時設計 平和建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

1408 2014年8月～
平成26年度　静岡県立静岡がんセンター放射線
治療棟　増築工事

静岡県立静岡がんセンター事業
管理者　静岡県がんセンター

㈱横河建築設計事務所 ㈱大林組　名古屋支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

1409 2014年8月～ プレーゲおおひと　新築工事 社会福祉法人春風会 ㈱池田建築設計事務所 小野建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25
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1410 2014年8月～
社会福祉法人富士旭出学園　富士厚生園　改
築工事

社会福祉法人富士旭出
学園

㈱アルファ設計 ㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

1411 2014年8月～ 箱根湯本温泉　月の宿　新築工事 ㈱共立エステート
東急建設㈱一級建築士
事務所

東急建設㈱　首都圏建築
支店

東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

1412 2014年8月 ユーズステーション浜松南増築工事 ㈱スズキビジネス
㈱林工組　一級建築士事
務所

㈱林工組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

1413 2014年8月 ㈱アゲイン・テック様工場新築工事 ㈱アゲイン・テック ㈲ナップ建築設計室 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1414 2014年8月 グループホーム笑円新築工事 ㈲スリーエス・いわた 平野守一建築設計室 ㈱鈴高工務店 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

1415 2014年8月 カワチ薬品　磐田店新築工事 ㈱カワチ薬品
関東開発㈱一級建築士
事務所

石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1416 2014年8月
平成26年度　校舎増築事業　西中学校校舎増
築工事（建築主体）

静岡県掛川市
㈱高橋茂弥建築設計事
務所

川島・金田特定建設工事
共同企業体

㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

1417 2014年8月 掛川信用金庫　大須賀支店　新築工事 掛川信用金庫
㈱エー・アンド・エー総合設
計

㈱樽林組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

1418 2014年8月 ㈱スカイ様船明工場新築工事 ㈱スカイ ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

1419 2014年8月 民間歯科 ㈱嘉藤工業所 Ｄ22

1420 2014年8月 穂積区内浜町マンション新築工事 ㈱嘉藤工業所 Ｄ19

1421 2014年8月～ 今宿病院デイケア棟新築工事
医療法人社団　益豊会
今宿病院

㈱志賀設計 Ｃ　ＫＵＲＯＫＩ㈱ ㈱フクアツ Ｄ22～25

1422 2014年9月～
鶴居村立下幌呂小学校校舎増改築建築主体
工事

北海道鶴居村 ㈱山口工務店 ㈱東圧 Ｄ19～22

1423 2014年9月～ 旭川紋別自動車道　遠軽町　新町改良工事
国交省　北海道開発局
網走開発建設部

㈱構研エンジニアリング ㈱宮田建設 ㈱東圧 Ｄ29

1424 2014年9月～ 北海電気工事㈱　北見支店元倉庫建替工事 北海電気工事㈱ 北電総合設計㈱ 岩田地崎建設㈱ ㈱東圧 Ｄ22～25

1425 2014年9月～ 町民プール建設工事（建築主体） 北海道清里町 日本都市設計㈱
石井・野村　特定建設工
事共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

1426 2014年9月～ ウトロ漁港　南防波堤建設その他工事
国交省　北海道開発局
網走開発建設部
網走漁港湾事務所

㈱アルファ水工コンサルタン
ツ

岩倉建設㈱ ㈱東圧 Ｄ25

1427 2014年9月～ 北見赤十字病院倉庫新築工事 北見赤十字病院
㈱石本建築事務所
札幌支所

北成建設㈱ ㈱東圧 Ｄ19～25

1428 2014年9月～
平成25年度　強い農業づくり事業　美幌町農協
てん菜共同育苗施設新設工事

美幌町農業協同組合
㈱ダイイチ　1級建築士事
務所

ダイイチ・三共後藤・道和
経常建設共同企業体

㈱東圧 Ｄ22

1429 2014年9月～
一般社団法人　北見管内さけ・ます増殖事業協
会事務所移転新築工事

一般社団法人　北見管内
さけ・ます増殖事業協会

㈱ぎょれん設計センター
中一・塩川経常建設共同
企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

1430 2014年9月～ 粗大ごみ切断機施設整備工事 北海道清里町 清和設計事務所 ㈱石井組 ㈱東圧 Ｄ19

1431 2014年9月～ 平成26年度　生田原浄水場残放工事 北海道遠軽町 ㈱日水コン ㈱三共後藤建設 ㈱東圧 Ｄ22～25

1432 2014年9月～
天都山展望台・オホーツク流氷館建設工事2工
区

北海道網走市 ㈱ドーコン
早水・北斗・高木・三光特
定建設工事

㈱東圧 Ｄ19～25

1433 2014年9月～
広域紋別病院木質バイオマスボイラー棟新築工
事

広域紋別病院企業団 ㈱石本建築事務所
大和・河原特定建設工事
共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～32

1434 2014年9月～ 厚床小学校校舎改築工事（建築主体） 根室市教育委員会
テラジマ・渡辺・高橋特定
建設工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～32

1435 2014年9月 テクノス北海道倉庫新築工事 ㈱テクノス北海道 ㈱谷脇組 ㈲来伸ガス Ｄ19

1436 2014年9月 木質原料製造施設作業用建物建設工事
（財）下川町ふるさと開発
振興公社

金子建設㈱ ㈲来伸ガス Ｄ19

1437 2014年9月 一般国道40号　中川町　営改良外一連工事
国交省　北海道開発局
旭川開発建設部
士別道路事務所

㈱盛永組 ㈲来伸ガス Ｄ25～29

1438 2014年9月 曹洞宗　神龍寺　納骨堂　新築工事 宗教法人神龍寺 ㈱司設計事務所 東成建設㈱ ㈲来伸ガス Ｄ22

1439 2014年9月 忠和保育園施設整備（増改築）工事 社会福祉法人若樹会 ㈱柴滝建築設計事務所 ㈲来伸ガス Ｄ22
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1440 2014年9月 当麻保育園増改築設備改修その他工事 社会福祉法人法輪会 ㈱柴滝建築設計事務所
畠山・西森　特定建築工
事共同企業体

㈲来伸ガス Ｄ22

1441 2014年9月
社会福祉法人旭川青々会　旭川つばさ保育園
増改築工事

社会福祉法人旭川青々
会

㈲キューブプランニング ㈱岸田組 ㈲来伸ガス Ｄ19～22

1442 2014年9月 セブンイレブン阿寒 セブンイレブンジャパン 長谷川設計事務所 加藤工業 ㈱シバタ鐵工業 D22

1443 2014年9月
産業振興課4号　愛宕山公園多目的スポーツ施
設クラブハウス建設工事

宮城県色麻町 丸か建設㈱ ㈱TGP Ｄ19

1444 2014年9月～
仙台市宮城野消防署岩切出張所庁舎移転改
築工事

宮城県仙台市
仙台市都市整備局
公共建築部営繕課

㈱阿部和工務店 ㈱TGP Ｄ19～25

1445 2014年9月
社会福祉法人　東平田福祉会　地域密着型介
護老人福祉施設等新築工事

社会福祉法人　東平田福
祉会

㈲山崎建築設計事務所 ㈱みなと ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

1446 2014年9月 ㈱アライドテック酒田厚生棟新築工事 ㈱アライドテック
三井住友建設㈱一級建
築士事務所

三井住友建設㈱東北支
店

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～29

1447 2014年9月 特別養護老人ホームみどりの大地施設建設工事
社会福祉法人　新庄かつ
ろく会

㈱秦・伊藤設計
沼田建設・丸充建設特定
建設工事共同企業体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

1448 2014年9月
平成25年度　山形県農業大学校　　学生寮及
び交流施設新築（建築）工事

山形県 本間利雄設計事務所 沼田建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

1449 2014年9月 薬王堂　秋田大雄店　新築工事 ㈱薬王堂 ㈲柳設計事務所 ㈱半田工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

1450 2014年9月～
独立行政法人地域医療機能推進機構　三島
総合病院周産期センター整備工事

独立行政法人地域医療機能推
進機構　三島総合病院

㈱田中建築事務所 木内建設㈱沼津支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

1451 2014年9月
平成26年度　コミュニティ施設整備事業　土方区
下北公会堂　新築工事

土方区
㈱ヴァイスプランニング一級
建築士事務所

戸塚建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

1452 2014年9月 戸田整形外科併用住宅　新築工事 松永建築計画工房 井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

1453 2014年9月 エスポット松岡店　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㈱ Ｄ25

1454 2014年9月 水の上公会堂　新築工事 富士市水の上町内会 M建築工房 ㈱中村組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

1455 2014年9月 市民ふれあいバンク　新築工事
社会福祉法人　富士市社
会福祉協議会

㈱稜設計事務所 ㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

1456 2014年9月 静岡トヨタ自動車㈱　志都呂店　新築工事 静岡トヨタ自動車㈱ 中日設計㈱ 大和ハウス工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

1457 2014年9月～ 長伏公民館　新築工事 長伏町内会
㈲山梨一正建築設計事
務所

小野建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

1458 2014年9月～ 平成26年度　ふじみ幼稚園A棟　改築工事 学校法人栗田学園
岡村・原田建築設計事務
所

静高建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

1459 2014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

1460 2014年9月～
平成26年度　NPO法人マム障碍者福祉サービス
事業所　新築工事

特定非営利活動法人マム ㈱池田建築設計事務所 大藤建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

1461 2014年9月～
平成25年度天城北道路湯ヶ島第1高架南下部
工事

国交省　中部地方整備局
沼津河川国道事務所

工務　第3課 小野建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ51

1462 2014年9月～
平成25年度　138号ＢＰぐみ沢高架橋南下部工
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㈱ Ｄ32～51

1463 2014年9月～
平成26年度246号桃園高架橋　橋梁補強補修
工事

国交省　中部地方整備局
沼津河川国道事務所

渡邉工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ32～51

1464 2014年9月～
平成26年度社会資本整備総合交付金事業
（国）152号橋梁新設工事（阿蔵高架橋Ｐ3-Ｐ6
橋脚）

浜松市天竜土木整備事
務所

天龍土建工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ29～32

1465 2014年9月 アートフォルム山手VIEW新築工事 丸八不動産㈱ ㈲樽林建築計画工房 ㈱宇佐美組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1466 2014年9月～
平成26年度　湖西市新居弁天わんぱくランド津
波避難デッキ設置工事

静岡県湖西市 構建設計㈱ 白井建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25～32

1467 2014年9月 ㈱三幸製作所様高丘町工場新築工事 ㈱三幸製作所
㈱河合晴夫一級建築士
事務所

㈱イトー ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

1468 2014年9月 多機能ホーム二之宮東新築工事 ㈱健康第一調剤薬局 ㈱アーキプラス 石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

1469 2014年9月 大日公会堂建設工事 袋井市大日自治会 ㈱アート総合設計 岡野建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25
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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

1470 2014年9月 新富士見町会館新築工事 富士見町自治会
㈱創亜開発一級建築士
事務所

㈱イトー ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1471 2014年9月 DDセルフせいれい三方原病院前SS新設工事 JX日鉱日石エネルギー㈱ JXエンジニアリング㈱ ㈱TOKAI ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1472 2014年9月 （医）木野記念会グループホーム新築工事 （医）木野記念会 ベーシック建築研究会 石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1473 2014年9月～ 民間共同住宅新築工事 大東建託㈱浜松支店 大東建託㈱浜松支店 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～32

1474 2014年9月 美興様倉庫新築工事 ㈱美興 ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

1475 2014年9月～
平成26年度～平成27年度消防庁舎建設事業　債務負担
行為　掛川市中央消防署庁舎建設工事（建築主体工事）

静岡県掛川市 鷹野設計㈱
川島・山本・尾崎特定建
設工事共同企業体

㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

1476 2014年9月 愛知県立城山病院新築工事 愛知県立城山病院 ㈱嘉藤工業所 Ｄ19～29

1477 2014年9月～ カーサ・サクラ新築工事 ㈱花田工務店 ㈱嘉藤工業所 Ｄ19

1478 2014年10月～
常呂地区（常呂漁港）水産流通基盤整備工事
（特定）（繰越）

北海道ｵﾎｰﾂｸ総合振興
局網走建設管理部

北海道網走建設管理部　事業
課　㈱ｱﾙﾌｧ水ｴｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ

西村・渡辺・五十嵐　特定
建設工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ22～29

1479 2014年10月～
平成25年度鳥獣被害防止総合対策事業　北
見農協連　オホーツク地域化製場ｴｿﾞｼｶ化製施
設新設工事

北見農業協同組合連合
会　北見支所

北農設計センター
渡辺・ダイイチ経常建設共
同企業体

㈱東圧 Ｄ25

1480 2014年10月～
平成26年度　水産業強化支援事業　水産廃棄
物等処理施設　建設工事

佐呂間漁業協同組合 ㈱ぎょれん設計センター 高橋土建㈱ ㈱東圧 Ｄ19～22

1481 2014年10月～ 平成26年度漁業用作業保管施設整備事業 常呂漁業協同組合 ㈱ぎょれん設計センター ㈱三共後藤建設 ㈱東圧 Ｄ19～22

1482 2014年10月～
よつ葉乳業㈱オホーツク北見工場自家発電設備
設置工事

よつ葉乳業㈱ ㈱ピープラン ㈱北弘電社 ㈱東圧 Ｄ22

1483 2014年10月～ 幕別町新庁舎建設工事（建築主体その1） 北海道幕別町
藤原・萩原特定建設工事
共同企業体

㈱東圧 Ｄ22～29

1484 2014年10月～ 学校給食センター建設工事（建築主体） 北海道雄武町 日本都市設計㈱
オダ・本田　経常建設共同
企業体

㈱東圧 Ｄ19～22

1485 2014年10月～ クリニックさろま新築工事（建築主体） 北海道佐呂間町 ㈱岩見田設計
渡辺・高橋・岸　特定建設
共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

1486 2014年10月～
北海道横断自動車道　訓子府町三豊橋上部
工事（第1回設計変更分）

国交省　北海道開発局
網走開発建設部
網走漁港湾事務所

㈱ドボク
㈱構研エンジニアリング

日本高圧コンクリート㈱ ㈱東圧 Ｄ29

1487 2014年10月～ 計根別小中学校屋内運動場改築建築主体 北海道中標津町
犬飼・廣木特定建設工事
共同企業体

㈱東圧 Ｄ22

1488 2014年10月 道東自動車道むかわ穂別ＩＣ管理施設改修工事
東日本高速道路㈱北海
道支社

田村建設㈱ ㈱東圧 Ｄ19

1489 2014年10月～
一般国道44号釧路町釧路東ＩＣ管理ステーション
車庫他建築その他工事

国交省　北海道開発局
釧路開発建設部

松谷建設㈱ ㈱東圧 Ｄ22～25

1490 2014年10月 商店街コミュニティ施設整備工事（その1） 北海道美瑛町 ｏｆｆｉｃｅ　ｔｅｏ　ｓａｐｐｏｒｏ ㈱清水組 ㈲来伸ガス Ｄ22

1491 2014年10月 ナイス・フーズデリカ棟増築工事 ㈲来伸ガス Ｄ22

1492 2014年10月 美瑛町農協　トマト選果施設新築工事 美瑛町農業協同組合 ㈱北農設計センター 吉宮建設㈱ ㈲来伸ガス Ｄ19～25

1493 2014年10月 高砂台ポンプ場新築工事 旭川水道事業管理者 ㈲来伸ガス Ｄ25

1494 2014年10月 セブンイレブン羽後西馬音内店新築工事 合名会社　五徳 ㈱Jes設計 ㈱小野建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

1495 2014年10月～ 第二試作研究棟建設工事 小島プレス工業㈱ 栗本設計事務所 ㈱マルゴ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

1496 2014年10月～
障がい者支援施設光生園移転改築工事の内建
築工事

社会福祉法人　舟和会 ㈱鈴木建築設計事務所
沼田建設・高松木材特定
建設工事共同企業体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

1497 2014年10月
平成26年度　簡易水道再編推進事業（総合簡
易水道）小松水源地改良工事

山形県舟形町 ㈱山形設計 ㈱斉藤工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

1498 2014年10月～
亘理山元農地海岸特定災害復旧事業　鐙川
防潮水門（その2）工事

東北農政局 ㈱鴻池組 ㈱TGP Ｄ29～41

1499 2014年10月～
ﾊｸｿﾞｳﾒﾃﾞｨｶﾙﾃｸﾉｽ㈱福島工場第2ｱﾙｺｰﾙ棟
増築工事

ﾊｸｿﾞｳﾒﾃﾞｨｶﾙﾃｸﾉｽ㈱ ㈲木村設計 日本建設㈱仙台支店 ㈱TGP Ｄ25
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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

1500 2014年10月 イオン長泉PC新築工事 鴻池運輸㈱ ㈱安藤・間　静岡支店 ㈱安藤・間　静岡支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

1501 2014年10月 三四軒屋区公会堂　新築工事
認可地縁団体　三四軒屋
区

㈱稜設計事務所 ㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

1502 2014年10月 富士整形外科病院　旧館改修工事
医療法人社団英志会
富士整形外科病院

㈱かとう設計 清水建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

1503 2014年10月 クリエイトエス・ディー浜松三島店　新築工事 ㈱クリエイトエス・ディー 遠鉄建設㈱ 遠鉄建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

1504 2014年10月 ㈱デイリーはやしや　富士山工場　増築工事 ㈱アスピア 日清エンジニアリング㈱ 平和建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

1505 2014年10月 曙認定こども園　新築工事 学校法人　草分学園 ㈱アトリエ9建築研究所 ㈱三和工務店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

1506 2014年10月 沼津市岡宮　民間マンション2　新築工事 民間 ㈱平成総研 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

1507 2014年10月 大二製紙㈱　多目的建屋　新築工事 大二製紙㈱ 造家設計 ㈱井出組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

1508 2014年10月
一般財団法人　浜松市清掃公社北基地　改築
工事

一般財団法人　浜松市清
掃公社

㈱中川猛一級建築士事
務所

㈱鈴木組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

1509 2014年10月～ Ｄプロジェクト掛川Ⅱ　新築工事
大和ハウス工業㈱名古屋
支店

大和ハウス工業㈱東京建
築一級建築士事務所

大和ハウス工業㈱名古屋
支店

東海ガス圧接㈱ Ｄ22～32

1510 2014年10月～
社会福祉法人　あやめ会　いちごの里　増築工
事

社会福祉法人　あやめ会 ㈱青山建築設計事務所 ㈱佐藤建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

1511 2014年10月～ 熱海　泉浄水場膜ろ過管理棟　築造工事 静岡県熱海市 大場上下水道設計㈱ 大舘建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

1512 2014年10月～
平成26年度〔第26-Ｄ0956-01号〕（国）136号社
会資本整備総合交付金（国道橋梁改築2次）工
事（下船原橋ＡＲ橋台工）

静岡県沼津市土木事務
所

静岡コンサルタント㈱ ㈱鈴木組 東海ガス圧接㈱ Ｄ32

1513 2014年10月 ロータスライフビル新築工事 ㈱キーストン 勝山建築設計事務所 ㈱キーストン ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

1514 2014年10月
平成26年度　地域医療整備事業中部ふくしあ他
改修工事（建築工事）

静岡県掛川市 ㈱飯尾建築設計事務所 ㈱川島組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

1515 2014年10月 三ツ谷公民館新築工事 三ツ谷自治会 ㈱渡辺建築設計事務所 山平建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1516 2014年10月
トヨタレンタリース静岡　浜松新幹線口店　新築
工事

㈱トヨタレンタリース静岡
㈱アディックス都建築設計
事務所

静鉄建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ32

1517 2014年10月～ セブンイレブン浜松向宿３丁目新築工事 ㈲勝山不動産
キューメートル㈱一級建築
士事務所

㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1518 2014年10月 みたか工業㈱工場新築工事 みたか工業㈱
松川一級建築設計事務
所

㈱クラミ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

1519 2014年10月～ ㈱かけがわ様介護施設新築工事 ㈱かけがわ
川井一級建築士設計事
務所

㈲アーク ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

1520 2014年10月～ 笠井町牛田様マンション新築工事 ㈱牛田 ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1521 2014年10月 生協ショートスティ複合施設新築工事 浜北医療生活協同組合
木俣一級建築設計事務
所

㈱リンク ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

1522 2014年10月～ ㈱メイク都田テクノ工場新築工事 ㈱メイク
㈲杢谷あきら建築設計事
務所

㈱林工組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1523 2014年10月～
平成26年度コミュニティ消防センター新築工事
（磐田原方面隊第2分団）

静岡県磐田市 渡辺隆建築設計事務所 ㈱アキヤマ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1524 2014年10月～ アルファステイツ室見サウスⅡ新築工事 あなぶき興産九州㈱ ㈱おおたに設計 日建建設㈱ ㈱フクアツ Ｄ19～32

1525 2014年11月～ 幕別町新庁舎建設工事（建築主体その2） 北海道幕別町
宮坂・加藤特定建設工事
共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～29

1526 2014年11月～ 標津町温泉活用施設整備工事 北海道標津町 ㈱アトリエブンク
三共後藤・藤本　経常建
設共同企業体

㈱東圧 Ｄ19

1527 2014年11月～
雄武地区（雄武漁港）水産流通基盤整備工事
（特定）2工区

国交省　北海道開発局
網走開発建設部
網走漁港湾事務所

㈱アルファ水工コンサル
タンツ

早水・勇　経常建設共同
企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

1528 2014年11月～ 滝上除雪ステーション14新築工事
国交省　北海道開発局
網走開発建設部
網走漁港湾事務所

㈱ノア設計 鈴木建設㈱ ㈱東圧 Ｄ22

1529 2014年11月
平成26年度農山漁村活性化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ支援交
付金十勝清水町農協にんにく乾燥貯蔵施設新
設工事

十勝清水町農業協同組
合

㈱東伸建設 ㈱東圧 Ｄ22
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1530 2014年11月～
一般国道371号　標茶町　五十石橋下部外一
連工事

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

1531 2014年11月～ 消防庁舎整備事業建設建築主体工事 南宗谷消防組合 ㈱柴滝建築設計事務所
井手上・高橋・荒井共同
企業体

㈲来伸ガス Ｄ19～25

1532 2014年11月～ 旭川1-6ビル新築工事 ㈲ツインクル地所
一級建築士事務所　ＣＩＲ
ＣＬＥ

㈱菅原組 ㈲来伸ガス Ｄ19～29

1533 2014年11月 木質バイオマス温水ボイラー建設工事 北海道美瑛町 ｏｆｆｉｃｅ　ｔｅｏ　ｓａｐｐｏｒｏ 新栄クリエイト㈱ ㈲来伸ガス Ｄ22

1534 2014年11月 一般国道40号　中川町　琴平3号橋下部工事
国交省　北海道開発局
旭川開発建設部
士別道路事務所

㈱近藤組 ㈲来伸ガス Ｄ29～35

1535 2014年11月 空知川地区資料保管庫新築その他工事
国交省　北海道開発局
旭川開発建設部

国交省　北海道開発局
旭川開発建設部

㈱那知組 ㈲来伸ガス Ｄ25

1536 2014年11月 ㈱ドン・キホーテ釧路店 ㈱ドン・キホーテ ㈲イオス設計 日本建設㈱ ㈱シバタ鐵工業 D19

1537 2014年11月 ㈱YGF新築工事 ㈱YGF ㈲富士建築設計事務所 ㈱新庄・鈴木・柴田組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

1538 2014年11月 ヤマダ電機テックランド天童店新築工事 ㈱須藤不動産 ㈱甲設計事務所 マルト建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

1539 2014年11月 平成26年度　酒田報恩会保育園改築工事
社会福祉法人酒田報恩
会

㈲水口建築構造設計事
務所

㈱丸高 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

1540 2014年11月 TDK庄内㈱　第一工場キャノピー工事 TDK庄内㈱ ㈱新穂建築設計事務所 ㈱山口工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

1541 2014年11月～ 鶴岡幼稚園園舎改築工事 学校法人鶴岡学園 ㈱新穂建築設計事務所 ㈱鈴木工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

1542 2014年11月～ 河島下部工工事
国交省　東北地方整備局
山形河川国道事務所

升川建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ29～32

1543 2014年11月～ 酒田市庁舎改築工事（建築工事） 山形県酒田市 ㈱日本設計
大成・林・大場特定建設
工事共同企業体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～32

1544 2014年11月 ㈱宮交自動車学校教室棟増築工事 ㈱宮交自動車学校 那須建設㈱ ㈱TGP Ｄ25

1545 2014年11月～ 鈴廣蒲鉾　新本社新築工事 ㈱鈴廣蒲鉾 ㈱環境デザイン研究所 五光建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

1546 2014年11月 日産合成工業㈱　倉庫新築工事 日産合成工業㈱ ㈲梶原建築設計事務所 河津建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

1547 2014年11月 一色機材㈱　沼津営業所社屋　新築工事 一色機材㈱ ㈱平成総研 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

1548 2014年11月 肴町ＴＯＭ　ＢＩＬＤ　2　建設工事 民間 福田一級建築士事務所 戸塚建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

1549 2014年11月～ シモンズ㈱富士小山工場物流センター新築工事 シモンズ㈱
矢作建設工業㈱一級建
築士事務所

矢作建設工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

1550 2014年11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

1551 2014年11月～
平成25年度　天城北道路　矢熊南地区道路建
設工事

国交省　中部地方整備局
沼津河川国道事務所

小野建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ32～38

1552 2014年11月～
平成26年度　138号御殿場維持持管内　橋梁
補強補修工事

国交省　中部地方整備局
沼津河川国道事務所

新日本設計 遠藤建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～51

1553 2014年11月～
平成26年度　（国）135号防災・安全交付金（国道橋
梁耐震対策）工事（汐吹高架橋）（橋脚補強工）（11-
01）

静岡県熱海市土木事務
所

中央コンサルタント 三和建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ32～51

1554 2014年11月～
静岡駅前南町１０地区第一種市街地開発事業
施設建物工事

駅前再開発組合 ㈱アール・アイ・エー 木内建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ22～38

1555 2014年11月
平成26年度　農業振興拠点施設整備事業　交
流研修施設建築工事

静岡県御前崎市
不二総合コンサルタント
㈱一級建築士事務所

高松建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

1556 2014年11月 岡崎郵便局　　新築工事
㈱ニッテイ建築設計　東
海事務所

岡野建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

1557 2014年11月 遠鉄ストア浅場店新築工事 ㈱遠鉄ストア
遠鉄建設㈱一級建築士
事務所

遠鉄建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

1558 2014年11月
山崎電気産業㈱クリエイティブセンター事務所棟
新築工事

山崎電気産業㈱
一級建築士事務所㈱ク
ウェスト

山平建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1559 2014年11月 中根製茶工場増築工事（2期工事） 中根製茶㈱
㈲プロット建築設計事務
所

㈱落合組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19
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1560 2014年11月
平成26・27年度消防施設整備事業　御前崎市
消防庁舎建設工事

静岡県御前崎市
㈱竹下一級建築士事務
所

須山・若杉・増田特定建
設工事共同企業体

㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～29

1561 2014年11月
平成26年度コミュニティ消防センター新築工事
（竜洋方面隊第4分団）

静岡県磐田市 渡辺隆建築設計事務所 ㈱小笠原 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1562 2014年11月～
平成26年度　湖西市新居弁天わんぱくランド津
波避難デッキ設置工事

静岡県湖西市 構建設計㈱ 白井建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

1563 2014年12月～ （協）オホーツクウッドピア　ｾﾐﾅｰﾊｳｽ新築工事 （協）オホーツクウッドピア ㈱日本システム設計 三九建設㈱ ㈱東圧 Ｄ19

1564 2014年12月 旭川十勝道路　富良野市　四線川橋上部工事
国交省　北海道開発局
旭川開発建設部

ドーピー建設工業㈱ ㈲来伸ガス Ｄ29～32

1565 2014年12月
平成26年度施工　大和田・留萌間留萌大橋Ｂｏ
新設1（基礎杭他）工事

北海道旅客鉄道㈱工務
技術センター

荒井建設㈱ ㈲来伸ガス Ｄ29～32

1566 2014年12月～
北海道縦貫自動車道　士別市　中士別北改良
外一連工事

国交省　北海道開発局
旭川開発建設部

㈱橋本川島コーポレーショ
ン

㈲来伸ガス Ｄ29～32

1567 2014年12月
一般国道36号　北広島市　輪厚ランプ橋下部工
事

国交省　北海道開発局 ㈱石山組 ㈱中央ガス圧接 Ｄ29

1568 2014年12月～
横手地区小学校総合事業　横手北小学校建
設工事（建築本体工事等）

秋田県横手市
大嶋・都市整備　設計共
同企業体

横手・伊藤・半田　横手北小学校建設工事（建
築本体工事等）特定建設工事共同企業体 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～32

1569 2014年12月 荘内銀行鶴岡南支店新築工事 荘内銀行 エフティ共立建築事務所 鶴岡建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

1570 2014年12月～ K'ｓビル新築工事 民間
㈱新庄鈴木柴田組一級
建築設計事務所

㈱新庄鈴木柴田組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

1571 2014年12月 トヨタ輸送防錆工場増築工事 トヨタ輸送㈱ ㈱ＮＩＰＰＯ ㈱TGP Ｄ22

1572 2014年12月～ 民間住宅新築工事 共栄ハウジング㈱ 共栄ハウジング㈱ ㈱TGP Ｄ19～22

1573 2014年12月 セブンイレブン仙台泉向陽台3丁目店新築工事 ㈱Ｊes設計 ㈱阿部和工務店 ㈱TGP Ｄ19～22

1574 2014年12月
平成25年度　公共雨水対策事業　神島ポンプ
場土木工事（その2）

静岡県伊豆の国市 駿豆建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

1575 2014年12月 JA富士市やすらぎ会館倉庫　新築工事 富士市農業協同組合
井上建設㈱一級建築士
事務所

井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

1576 2014年12月 東洋製罐静岡工場　事務棟増築 東洋製罐㈱
㈱竹中工務店　名古屋一
級建築士事務所

㈱竹中工務店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

1577 2014年12月～ イオン長泉ＰＣ新築工事 鴻池運輸㈱ ㈱安藤・間 ㈱安藤・間 ㈱扶桑工業 Ｄ25～29

1578 2014年12月 三澤病院西棟増築工事 遠藤建築事務所 ㈱中村組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

1579 2014年12月 市野歯科医院新築工事 医療法人社団あおば会 中日設計㈱ 石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

1580 2014年12月～ イズモホール磐田新築工事 ㈱出雲殿 高基建築計画室 日本建設㈱名古屋支店 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～29

1581 2014年12月
平成26年度　浜松東警察署　河輪交番建築工
事

静岡県
㈱白柳一級建築設計事
務所

㈱スズイチ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

1582 2014年12月 平成27年度　浜北警察署　北浜交番建築工事 静岡県
㈱白柳一級建築設計事
務所

遠鉄建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

1583 2014年12月 セブンイレブン若林南店新築工事 ㈱セブンイレブンジャパン キュウメートル㈱ アサヒハウス工業㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1584 2014年12月～ 富士工業㈱菊川工場研究開発施設新築工事 富士工業㈱
木内建設㈱一級建築設
計事務所

木内建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

1585 2014年12月～ 須田産業㈱竜洋工場倉庫増築工事 須田産業㈱ ｎａｐ建築設計室 ㈱浜健 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

1586 2015年1月～
3.5.51川東通改築工事（交付金）（橋梁下部工）
2工区

北海道ｵﾎｰﾂｸ総合振興局網走
建設管理部　北見出張所

㈱ドーコン 南建設㈱ ㈱東圧 Ｄ29～32

1587 2015年1月～
3.5.51川東通改築工事（交付金）（橋梁下部工）
1工区

北海道ｵﾎｰﾂｸ総合振興局網走
建設管理部　北見出張所

㈱ドーコン 興和建設㈱ ㈱東圧 Ｄ29～32

1588 2015年1月
平成25～26年度施行　　一般国道231号
新潟泊第1覆道外一連工事

国交省　北海道開発局
留萌開発建設部

㈱石川組 ㈲来伸ガス Ｄ29

1589 2015年1月
旭川十勝道路　富良野市　新富良野大橋橋脚
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 Ｄ32～35
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1590 2015年1月
麓郷山部停車場線防災A(地方道）工事（平和
橋架換）

上川総合振興局　旭川建
設管理部

廣野・堀口　経常建設共
同企業体

㈲来伸ガス Ｄ29～38

1591 2015年1月
平成26年度　市道芦ヶ渕線（芦ヶ渕橋）橋梁架
替工事

秋田県由利本荘市 矢島建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ29～38

1592 2015年1月～ 荘内ガス㈱新北港充填工場新築工事 荘内ガス㈱ ㈱進藤建築設計事務所 ㈱丸高 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

1593 2015年1月～ ㈱上林鉄工所社屋及び工場新築工事 ㈱上林鉄工所 一級建築士事務所　童夢 ㈱丸高 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

1594 2015年1月～
平成26～27年度中津山農業水利事業後谷地
排水機場建設工事

東北農政局 ㈱奥村組 ㈱TGP Ｄ29～32

1595 2015年1月
三島市公営住宅　光ケ丘住宅D棟　全面的改
善事業に伴う建築工事

静岡県三島市
三島市都市整備部建築
住宅課

山本建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

1596 2015年1月～ 御殿場市御殿場浄化センター建設工事その12 日本下水道事業団
日本下水道事業団　東日
本設計センター

小野建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

1597 2015年1月 ながいずみホーム通所介護施設　新築工事
社旗福祉法人聖家族の
園

前田正昭建築設計事務
所

木内建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

1598 2015年1月 とみ皮膚科クリニック　新築工事
平岡建築デザイン一級建
築士事務所

㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

1599 2015年1月
平成26年度　天城北道路　宮ノ前地区下部工
事

国交省 駿豆建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ32

1600 2015年1月 ﾔﾏﾊ豊岡ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾞｯｸｽｸﾘｰﾝ更新工事 ﾔﾏﾊ㈱ 嶋田一級建築士事務所 ㈱アキヤマ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

1601 2015年1月～ サクシード有玉南マンション新築工事 ㈱サクシード ㈱樹設計室 ㈱キーストン ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1602 2015年1月 アイケアおおるり西美薗新築工事
須山建設㈱一級建築士
事務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

1603 2015年1月 海老山様冷蔵冷凍庫増築工事 ㈱海老山 ㈲ナップ建築設計室 ㈱中村組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1604 2015年1月～ イーエスフーズ㈱新工場新築工事 イーエスフーズ㈱ 松田平田設計 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

1605 2015年1月 美幸工業ゴルフ練習場　新築工事 ㈱ＭＹＫ ㈲渡辺建築設計室 石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1606 2015年1月
市立御前崎総合病院放射線防護対策施設改
修工事

静岡県御前崎市 ㈱水野都市設計 ㈱増田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1607 2015年1月 民間店舗新築工事 東名建築設計室 東建ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

1608 2015年1月～ 医療法人生寿会かわな病院増築工事 医療法人生寿会 ㈱山下設計 清水建設㈱ ㈱嘉藤工業所 Ｄ19～29

1609 2015年1月～ アトリエ・アルファ新築工事 ㈱アトリエ・アルファ
ＭＯＶＥ　ＤＥＳＩＧＮ二級
建築士事務所

㈱イケダ建設 ㈱フクアツ Ｄ25

1610 2015年1月～ イノウエ塗料産業社屋　増築工事
㈱九州構研　一級建築士
事務所

㈱黒木建設 ㈱フクアツ Ｄ22～25

1611 2015年1月～ グランフォーレ比恵町新築工事 ㈱コーセーアールイー ㈱ＪＩＮ建築設計 上村建設㈱ ㈱フクアツ Ｄ19～35

1612 2015年2月～ 土佐東浜線（交222）改築工事（橋梁下部工）外
北海道ｵﾎｰﾂｸ総合振興局網走
建設管理部　北見出張所

北海道土木設計㈱ ㈱早水組 ㈱東圧 Ｄ32

1613 2015年2月～ 南丘小学校校舎棟耐震等改修工事 北海道紋別市 ㈲桑原測量設計事務所 北栄建設産業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～25

1614 2015年2月 平成大橋新設下部（橋台・橋脚工）工事 北海道旭川市 ㈱生駒組 ㈲来伸ガス Ｄ35

1615 2015年2月～ 鶴岡バイオマス発電所　タービン棟新築工事 ㈱鶴岡バイオマス ㈲彩設計企画 鶴岡建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

1616 2015年2月 テックランド　Ｎｅｗ鶴岡店　　新築工事 ㈱ヤマダ電機 ㈲高田建築設計 ㈱石庄建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

1617 2015年2月 栗原市立築館小学校南側階段設置工事 宮城県栗原市 ㈱楠山設計 日本建設㈱仙台支店 ㈱TGP Ｄ25

1618 2015年2月～ 草薙駅改築（3）
東海旅客鉄道㈱　建設工
事部

東海旅客鉄道㈱　建設工
事部

名工建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25～29

1619 2015年2月 ㈱コーチョー倉庫新築工事 ㈱コーチョー M. taste 井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22
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1620 2015年2月～ 東京製紙㈱　新ラミネーター工場　新築工事 東京製紙㈱
井上建設㈱一級建築士
事務所

井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

1621 2015年2月～ ビジネスホテル富士宮　新築工事
㈱SAITO
HOTELS&RESORTS

㈱小西設計 ㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

1622 2015年2月～ SCC研修所　新築工事 スルガ銀行㈱ 鹿島建設㈱　横浜支店 鹿島建設㈱　横浜支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

1623 2015年2月 ハックドラッグ西沢田店　新築工事 ㈲ゴトー企画
㈱フォルム一級建築士事
務所

大藤建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

1624 2015年2月 ㈱木村鋳造所　伊豆工場　第2工場　新築工事 ㈱木村鋳造所 あづみ設計事務所 大藤建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

1625 2015年2月
学校法人富士学園　静岡県富士見中学・高等
学校グランド整備工事（部室新築）

学校法人富士学園
一級建築士事務所　雅設
計

㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

1626 2015年2月～ ㈱ハマネツ　都田事務所移転　新築工事 ㈱ハマネツ
㈱竹下一級建築士事務
所

㈱鈴木組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

1627 2015年2月～ ＭＣＦＴ富士工場　事務棟　建替工事
三菱商事フードテック㈱
富士工場

㈱井出組 ㈱井出組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～29

1628 2015年2月～ 遠州樹脂工業㈱工場新築工事 遠州樹脂工業㈱ 創和設計㈱ ㈱鈴木組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

1629 2015年2月～
平成26・27・28年度　富士市立学校給食セン
ター建設工事（建築工事）

静岡県富士市 ㈱山下設計
木内・明徳　特定建設工
事共同企業体

東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

1630 2015年2月 篠ヶ瀬町倉庫付事務所　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 Ｄ22

1631 2015年2月～ ㈱ブローチ研削工業所様工場新築工事 ㈱ブローチ研削工業所
創和設計㈱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 Ｄ22

1632 2015年2月～ JA遠州中央　下阿多古支店　　建築工事 JA遠州中央 ㈱エコア総合設計 ㈱アキヤマ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

1633 2015年2月～ TRIBUTE尾張町　新築工事 ㈱オーパス ㈲武田建築設計室 ㈱イトー ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～32

1634 2015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 Ｄ19

1635 2015年2月 エブリィ　ビッグデー和合店　新築工事 ㈱ビッグ富士 ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

1636 2015年3月 ダイイチ芽室店　増築工事 ㈱ダイイチ 萩原建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ22

1637 2015年3月～ ラッキー訓子府店新築工事 北雄ラッキー㈱ ㈱三共後藤建設 ㈱三共後藤建設 ㈱東圧 Ｄ22

1638 2015年3月～ 中央橋補修・補強工事 網走市役所都市開発課建設係サン技術コンサルタント㈱
南・聖太特定建設工事共
同企業体

㈱東圧 Ｄ38

1639 2015年3月～ 陸別町商業施設新築工事 陸別町商工会 ㈱コムズワーク 北成建設㈱ ㈱東圧 Ｄ22～25

1640 2015年3月 中標津西2条橋 北海道中標津町役場
北海道中標津町役場建
設水道部

山洋建設㈱ ㈱シバタ鐵工業 D29

1641 2015年3月
ニッポンレンタカー北海道㈱千歳営業所増築工
事

坪田農機販売㈱ ㈱中央ガス圧接 Ｄ22

1642 2015年3月 サンデー花巻南新田店　新築工事 ㈱サンデー ㈲ケイズクリエイツ ㈱半田工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

1643 2015年3月 TDK庄内㈱荷捌き場増築工事 TDK庄内㈱ ㈱新穂建築設計事務所 ㈱山口工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

1644 2015年3月
平成26年度戸沢地区経営体育成基盤整備事
業1工区工事

山形県 山形県建設技術センター 沼田建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

1645 2015年3月 名取市休日夜間急患センター新築工事 宮城県名取市
名取市建設部都市計画
課

㈱阿部和工務店 ㈱TGP Ｄ19～22

1646 2015年3月～
アサヒサンクリーン愛子東有料老人ホーム新築工
事

㈱阿部和工務店 ㈱TGP Ｄ19～25

1647 2015年3月 浦和水素ｽﾃｰｼｮﾝ ㈲アサカ設計事務所 協和圧接工業㈱ 協和圧接工業㈱ Ｄ19

1648 2015年3月～ アイサワビル計画新築工事 アイサワビル ㈱ＩＮＡ新建築研究所 アイサワ工業㈱ 松栄工業㈱ Ｄ19～38

1649 2015年3月～ サンシン本社ﾋﾞﾙ計画
㈱イチケン　東京支店　一
級建築士事務所

㈱イチケン　東京支店 松栄工業㈱ Ｄ19～35
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1650 2015年3月～ ＯＭＯビル新築工事
㈱鈴木アソシエイツ一級建
築士事務所

㈱久保工 ㈱甲斐ガス圧接 Ｄ19～25

1651 2015年3月 トヨタカローラ静岡㈱　ぐみ沢店　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㈱ Ｄ22～25

1652 2015年3月
平成25年度　1号笹原山中ＢＰ三島地区西道
路　建設工事

国交省　沼津河川国道事
務所

中林建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25～38

1653 2015年3月 シフティーン富士駅前　新築工事 民間 エム・エス建築設計㈱ 平和建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

1654 2015年3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

1655 2015年3月～ 平町マンション　新築工事
㈱エリック・アンド・パート
ナーズ

㈱平成建設 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

1656 2015年3月
ヤンセンファーマ㈱富士工場　新低温倉庫　建設
工事

ヤンセンファーマ㈱ 千代田テクノエース㈱ 清水建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ29

1657 2015年3月 御成橋　栄クリニック　新築工事 民間 一級建築士事務所MOA 大藤建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～32

1658 2015年3月 サカキ石油㈱整備工場　新築工事 サカキ石油㈱ ㈱ゆたか建築設計事務所 平和建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

1659 2015年3月～
臼井国際産業㈱長岡工場　事務所兼工場　新
築工事

臼井国際産業㈱
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㈱ Ｄ22～25

1660 2015年3月～
平成26年度〔第26-Ｄ7258-01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Ｐ2橋脚補強
工）

静岡県沼津市土木事務
所

駿豆建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ51

1661 2015年3月～
箱根西麗・三島大吊橋　施設棟新築工事　第
一期工事

㈱フジコー オーエス設計工房
臼幸・山本・中林　特定建
設工事共同企業体

東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

1662 2015年3月 ブックアマノ有玉店移転新築工事 ㈱アマノ
㈱飯田組一級建築士事
務所

㈱飯田組一級建築士事
務所

㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

1663 2015年3月 スーパーカネハチ初倉店　新築工事 ㈱カネハチ マスダ一級建築士事務所 ㈱ヨシオ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

1664 2015年3月～ ル・シュモア佐鳴台　新築工事
日本建設㈱名古屋支店
一級建築士事務所

日本建設㈱名古屋支店 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～29

1665 2015年3月 ㈱日鋳工業　工場増築工事 ㈱日鋳工業 三宏工業㈱ 三宏工業㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

1666 2015年3月～ ㈱デンソー浜名湖研修所・保養所新築工事 ㈱デンソー ㈱日建設計 ㈱大林組 ㈱嘉藤工業所 Ｄ19～29

1667 2015年3月～ 文苑堂TSUTAYA豊田店新築工事 ㈱文苑堂書店 ㈱中川建築設計事務所 相澤建設㈱ ㈲中越ガス圧接工業 Ｄ25～32

1668 2015年3月 アイノビル新築工事 アイノ㈱
一級建築士事務所　エム・
エス設計企画

大高建設㈱ ㈱フクアツ D25

1669 2015年3月 ケアタウンあいあい飯塚新築工事 ㈱若杉建設 ㈱フクアツ Ｄ19

1670 2015年3月 白金1丁目共同住宅新築工事 ㈱アストア ㈱Ｕ-ｂｅｒ設計Ｆｕｋｕｏｋａ 野口建設 ㈱フクアツ

1671 2015年3月 シティハイツ大橋新築工事
上村建設㈱一級建築士
事務所

上村建設㈱ ㈱フクアツ Ｄ19～29
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