
エコスピード工法施工実績2017年度（Ｈ29）　（2017年4月～2018年3月）

2017年度 2018/3/31
累計
No

2016
No

エコスピード工法
の施工工期

工事名称 工事場所 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 鉄筋径

2555 1 2017年4月～ 平成28年度1号市の山橋橋梁補強補修工事 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

駿豆建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ32～41

2556 2 2017年4月～
平成28年度246号富沢高架橋橋梁補強補修
工事

静岡県裾野市
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㈱ Ｄ22～38

2557 3 2017年4月～ ㈱ナルキュウ静岡物流センター倉庫増築工事 静岡県磐田市 ㈱ナルキュウ
石川建設㈱一級建築士
事務所

石川建設㈱一級建築士
事務所

㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

2558 4 2017年4月～ (仮称)イズモホール笠井新田　新築工事 静岡県浜松市 ㈱出雲殿
㈱ｱﾙﾌｧ･ﾈｯﾄｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ
＆ﾃﾞｻﾞｲﾝ

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2559 5 2017年4月～ フクロイ乳業㈱工場（冷蔵庫）増築工事 静岡県袋井市 フクロイ乳業㈱ ㈲ZONE建築設計事務所 釜慶鉄工㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2560 6 2017年4月～ 東和運輸倉庫㈱様都田支店倉庫新築工事 静岡県浜松市 東和運輸倉庫㈱ 創和設計㈱ 吉川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

2561 7 2017年4月～ ㈱サイト新事務所新築工事 静岡県浜松市 ㈱サイト
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

2562 8 2017年4月～ にしやいづ保育所　新築工事 静岡県焼津市 ㈱田子重 ㈱池田建築設計事務所 平井工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

2563 9 2017年4月～ (仮称)かごの屋　豊田前田町店　新築工事 愛知県豊田市 ㈱KKフードサービス ㈱AK 飛鳥廣藝㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

2564 10 2017年4月～ 滝野川2丁目計画新築工事 東京都北区
㈱シーフォレスト一級建築
事務所

㈱東映建工 協和圧接工業㈱ Ｄ22～35

2565 11 2017年4月～ 西巣鴨計画新築工事 東京都北区
㈱シーフォレスト一級建築
事務所

㈱東映建工 協和圧接工業㈱ Ｄ22～35

2566 12 2017年4月～ 大曲農業高等学校　大嶋農場棟建築工事 秋田県大仙市 秋田県知事　佐竹氏
コスモス・館・武田設計
共同企業体

㈱さとう ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

2567 13 2017年4月～ (仮称)向山3丁目マンション新築工事 宮城県仙台市 ㈱仙都会館 ㈱丸高 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

2568 14 2017年4月～ 天真学園高等学校耐震改築工事 山形県酒田市 学校法人天真林昌学園 ㈱エーシーデー計画 大井建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

2569 15 2017年4月～ 面瀬地区道路改良工事 宮城県気仙沼市
東北整備局　仙台河川
国道事務所

㈱新庄・鈴木・柴田組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ29～32

2570 16 2017年4月～
（仮称）サイエンスパーク整備計画　宿泊滞在施
設建設工事

山形県鶴岡市 YAMAGATA DESIGN㈱ 坂茂建築設計
サイエンスパーク特定建設
工事共同企業体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

2571 17 2017年4月～ （仮称）さらさ由利本荘新築工事 秋田県由利本荘市 ㈱アキテート ㈱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

2572 18 2017年4月～ 大商金山牧場　曝気槽・凝沈受槽工事 山形県新庄市 ㈱大商金山牧場 星川建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

2573 19 2017年4月～ 荘内銀行　宝田事務所新築工事 山形県鶴岡市 ㈱荘内銀行
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 Ｄ19～25

2574 20 2017年4月～ 大乗淑徳学園淑徳小学校増築工事 東京都板橋区 学校法人大乗淑徳学園 ㈱日建設計 大成建設㈱東京支店 ㈱甲斐ガス圧接 Ｄ19～25

2575 21 2017年4月～ 名古屋市北名古屋工場（仮称）建設工事 愛知県名古屋市
㈱北名古屋クリーンシステ
ム

新日鉄住金エンジニアリン
グ㈱

㈱大建設計 ㈱嘉藤工業所 Ｄ19～35

2576 22 2017年4月～ 浜松（28）庁舎新設建築その他工事 静岡県浜松市 南関東防衛局 ㈱大誠建築設計事務所 大豊建設㈱名古屋支店 ㈱扶桑工業 Ｄ19～29

2577 23 2017年4月～ (仮称)デュオ本社工場建設工事 静岡県焼津市 ㈱デュオ
鈴与建設㈱一級建築士
事務所

鈴与建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ19～32

2578 24 2017年4月～ (仮称)駿府葵会興津グループホーム新築工事 静岡県静岡市 望月保宏様
木内建設㈱一級建築士
事務所

木内建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ19～22

2579 25 2017年4月～
(仮称)富士教育訓練センター本館教室棟建替
工事

静岡県富士宮市
職業訓練法人　全国建
設産業教育訓練協会

木内建設㈱一級建築士
事務所

木内建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ19～25

2580 26 2017年4月～ くれたけイン浜松駅南口新築工事 静岡県浜松市 JA三井リース建物㈱
大和ハウス工業㈱浜松支
店　一級建築士事務所

大和ハウス工業㈱浜松支
店

東海ガス圧接㈱ Ｄ22～29

2581 27 2017年4月～
新東名高速道路　小山佐野川橋他1橋(PC上
部工)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

㈱エム・テック 東海ガス圧接㈱ Ｄ35～38

2582 28 2017年4月～ Hirocon DGC新築工事 愛知県新城市 ㈱オノコム ㈲糟谷工業所 Ｄ22

2583 29 2017年4月～ 東洋農機倉庫 北海道帯広市 宮坂建設 丹羽鉄筋興業㈱ Ｄ22

2584 30 2017年4月～ 歌の森小学校 富山県射水市 射水市 三四五建築研究所 高田建設JV ㈲中越ガス圧接工業 Ｄ19～22

2585 31 2017年4月～
平成28年度産地パワーアップ事業士幌町農業
馬鈴薯集出荷施設新築工事

北海道士幌町 士幌町農業協同組合 ㈱北農設計センター 北斗産業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～25

2586 32 2017年4月～
静内対空射撃場周辺漁場用施設（水産物荷
捌施設その2）設置工事

北海道新ひだか町
出口・田湯タナカ特定建
設工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

2587 33 2017年4月～ 清水運送倉庫新築工事 北海道芽室町 清水運送㈱ ㈱岡田設計 宮坂建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ22～25
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2588 34 2017年4月～
平成28年度産地パワーアップ事業帯広川西農
協加工馬鈴薯集出荷貯蔵施設新築工事

北海道帯広市 帯広川西農業協同組合
㈱協立建築設計事務所
札幌支店

フジタ・萩原・市川組特定
建設共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

2589 35 2017年4月～
広域殻類乾燥調製貯蔵施設建設工事（殻類
乾燥調製棟）

北海道大空町 大空町長
ホクレン農業組合連合会
北見支所　施設資材課

三共後藤・河西特定建設
工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～29

2590 36 2017年4月～ 美幌町民会館改築建築主体工事 北海道美幌町 美幌町長 北海道建築設計監理㈱
三共後藤・道和・ダイイチ
特定建設工事共同企業
体

㈱東圧 Ｄ19～25

2591 37 2017年4月～ 興部中学校　建築主体工事 北海道興部町 興部町長 ㈱創建社
藤共・柳原・藤野屋　経
常建設共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

2592 38 2017年4月～
社会福祉法人カトリック児童福祉会特別養護老
人ホームハートケア鶴ヶ谷新築工事

宮城県仙台市
社会福祉法人カトリック児
童福祉会

戸田建設㈱東北支店一
級建築士事務所

戸田・阿部和共同企業体 ㈱TGP Ｄ19～25

2593 39 2017年4月～ セブンイレブン横手大屋新町店新築工事 秋田県横手市 セブンイレブンジャパン ㈱Jes設計 ㈱丸臣高久建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

2594 40 2017年4月～ ㈱ブルボン羽黒工場製品倉庫増築工事 山形県鶴岡市 ㈱ブルボン
ライフデザイン㈱一級建築
士事務所

㈱笹原建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

2595 41 2017年4月～ （仮称）レーベン仙台大和町新築工事 宮城県仙台市 タカラレーベン東北 ㈱空間創造社
ライト工業・小野良組建設
共同企業体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～32

2596 42 2017年4月～ 湯沢事業所新築工事 秋田県湯沢市
（一社）東北地域づくり協
会　理事長

伊藤建設工業㈱一級建
築士事務所

伊藤建設工業㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

2597 43 2017年4月～ 浅沼様邸 山形県新庄市 浅沼順治様 ㈲富士建築設計事務所 ㈱大地建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

2598 44 2017年4月～ 秋田トヨタ自動車㈱大曲店複合店舗新築工事 秋田県大仙市 秋田トヨタ自動車㈱
㈲一級建築士事務所アネ
スト

㈱半田工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

2599 45 2017年4月～ サッポロビール㈱静岡工場ミニブルワリー増築工事 静岡県焼津市 サッポロビール㈱ ㈱武藤設計 ㈱安藤ハザマ ㈱扶桑工業 Ｄ22～29

2600 46 2017年4月～ （仮称）荒川ビルプロジェクト新築工事 東京都港区 ㈱日建設計 ㈱不二工務店 松栄工業㈱ Ｄ22～29

2601 47 2017年5月～
平成28年度　138号富士見高架橋補強補修工
事

静岡県御殿場市
中部地方整備局　沼津
河川国道事務所

臼幸産業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～32

2602 48 2017年5月～ 三島市幸原町　加藤様マンション　新築工事 静岡県三島市 加藤　敏様 ㈱平成建設 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

2603 49 2017年5月～
(仮称)Jubilo Ciubhouse・Athlete center新築
工事

静岡県磐田市 ㈱ジュビロ 渡辺隆建築設計事務所 石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

2604 50 2017年5月～ (仮称)世田谷区松原6丁目計画 東京都世田谷区 阪急不動産㈱ ㈱協立建築設計事務所 アイサワ工業㈱ 松栄工業㈱ Ｄ19～29

2605 51 2017年5月～ (仮称)さいたま市南区沼影1丁目計画 埼玉県さいたま市 新日鉄興和不動産㈱ アイサワ工業㈱ アイサワ工業㈱ 松栄工業㈱ Ｄ19～32

2606 52 2017年5月～ 静岡トヨタ自動車㈱U-car有玉新築工事 静岡県浜松市 静岡トヨタ自動車㈱ ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

2607 53 2017年5月～ 西山ウェルケア増築・改修工事 静岡県浜松市 医療法人社団　一穂会 合同会社　チーム・バク ㈱浜建 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

2608 54 2017年5月～ 磐田信用金庫　豊田支店新築工事 静岡県磐田市 磐田信用金庫
㈱新貝一級建築設計事
務所

石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

2609 55 2017年5月～
イーエスフーズ㈱浜松工場荷さばき庇、倉庫棟新
築工事

静岡県浜松市
代表取締役　住岡豊彦
氏

須山建設㈱ 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2610 56 2017年5月～ 納本様マンションⅡ新築工事 静岡県静岡市 納本良一様 ㈱平成建設 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

2611 57 2017年5月～ ファナック㈱基礎研究所　新棟建設工事 山梨県山中湖村 ファナック㈱
㈱富士一級建築士事務
所

東急建設㈱東日本支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～29

2612 58 2017年5月～ ファナック㈱ソフトウェア研究所棟　建設工事 山梨県山中湖村 ファナック㈱
㈱富士一級建築士事務
所

東急建設㈱東日本支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ25～29

2613 59 2017年5月～ 一般国道44号釧路町新別保大橋P2橋脚工事 北海道釧路町 市橋建設㈱ ㈱東圧 Ｄ32

2614 60 2017年5月～
やまびこジャパン㈱帯広営業所事務所棟・倉庫
棟改築工事

北海道帯広市 やまびこジャパン㈱
北斗・モリ特定委託業務
企業体

北斗産業㈱ ㈱東圧 Ｄ19

2615 61 2017年5月～ (仮称)中標津高齢者施設新築工事 北海道中標津町 ㈱リガール ㈱ワンズ・レーニア 丸菱建設㈱ ㈱東圧 Ｄ19～25

2616 62 2017年5月～
釧路運輸車両所在姿車輪施盤庫新設3(く体
他)

北海道釧路市
北海道旅客鉄道㈱工務
技術センター

北海道旅客鉄道㈱釧路
設備所

札建工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～25

2617 63 2017年5月～
広域殻類乾燥調製貯蔵施設建設工事（豆類
製品貯蔵棟）

北海道大空町 大空町長 ホクレン農業組合連合会
ダイイチ・船橋西川　特定
建設工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

2618 64 2017年5月～ 無常寺本堂・会館建設工事 北海道北見市 宗教法人　無常寺 ㈱ノース建築設計 北成建設㈱ ㈱東圧 Ｄ19～25

2619 65 2017年5月～
楯岡小学校北・中校舎改築（第1期）建築主体
工事

山形県村山市 村山市長 ㈱ミサワ建築設計事務所 丸伸建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

2620 66 2017年5月～ （仮称）ウェルシア鶴岡砂田店新築工事 山形県鶴岡市 ウェルシア薬局㈱
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 Ｄ22

2621 67 2017年5月～ 明石秋田営業所新築工事 秋田県横手市 明石被服興業㈱ ㈱藤木工務店 ㈱藤木工務店東京支店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

2622 68 2017年5月～ 阿部様　住宅新築工事 秋田県湯沢市 阿部聡子様
㈱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 Ｄ19～22
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2623 69 2017年5月～ ㈱村田指月FCソリューションズ工場新築工事 秋田県羽後町
㈱村田指月FCソリューショ
ンズ

㈱柴田組 ㈱柴田組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

2624 70 2017年5月～ サンデー盛岡本宮店新築工事 岩手県盛岡市 ㈱サンデー ㈱甲設計事務所 ㈱三義 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

2625 71 2017年5月～ もがみ木質バイオマス発電所建設工事 山形県新庄市 マルカ林業㈱ ㈱新庄・鈴木・柴田組 ㈱新庄・鈴木・柴田組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～29

2626 72 2017年5月～
パイプ・ラインエンジニアリング㈱酒田工場２期工
事

山形県酒田市
パイプ・ラインエンジニアリン
グ㈱

㈱YUデザイン ㈱石庄建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

2627 73 2017年5月～ 浪江町共同調理場新築工事（建築） 福島県浪江町 浪江町長 ㈲寿設計 ㈱泉田組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

2628 74 2017年5月～ ㈱シントー増築工事 山形県新庄市 ㈱シントー
㈱新庄・鈴木・柴田組一
級建築士事務所

㈱新庄・鈴木・柴田組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

2629 75 2017年5月～ 東北パイオニアEG㈱　6・7棟渡り廊下工事 山形県天童市 東北パイオニアEG㈱ ㈱山本建築設計事務所 幸栄建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

2630 76 2017年5月～ サホロレストラン増築 北海道新得町 武田建設 丹羽鉄筋興業㈱ Ｄ22

2631 77 2017年5月～ ㈲丸三石油泊浜SS復旧工事 宮城県南三陸町 ㈱鎌田建設 ㈱TGP Ｄ22

2632 78 2017年5月～ （仮称）サンコービル新築工事 神奈川県横浜市 ㈲サンコー
一級建築士事務所　十
設計

㈱テクトムハウス 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

2633 79 2017年5月～
（医）駿甲会　介護老人保健施設（仮称）コミュ
ニティーケア大井川新築工事

静岡県焼津市 医療法人社団駿甲会
㈱エー・アンド・エー総合設
計

大河原建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ19～25

2634 80 2017年5月～ サンエムパッケージ㈱本社工場3期増築工事 静岡県島田市 サンエムパッケージ㈱
三菱化学エンジニアリング
㈱

大河原建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ22～25

2635 81 2017年5月～ （仮称）ロイジェント東神田新築工事 東京都千代田区 大和ハウス工業㈱
大和ハウス工業㈱東日本
中高層技術センター一級
建築士事務所

㈱イチケン 松栄工業㈱ Ｄ19～38

2636 82 2017年5月～ （仮称）世田谷区松原6丁目計画 東京都世田谷区 阪急不動産㈱ ㈱協立建築設計事務所 アイサワ工業㈱ 松栄工業㈱ Ｄ19～29

2637 83 2017年5月～ （仮称）渋谷区笹塚プロジェクト新築工事 東京都渋谷区 新日鉄興和不動産㈱ ㈱三輪設計東京本店 アイサワ工業㈱ 松栄工業㈱ Ｄ19～29

2638 84 2017年6月～
北見市立留辺蘂小学校プール改築工事（建築
主体）

北海道北見市 北見市
北海道日建設計・NK建
築設計室　共同企業体

松谷・三九特定建設工事
共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～22

2639 85 2017年6月～
平成28年度(第28-D1051-01号)（国）414号社
会資本整備総合交付金（国道橋梁改築2次）
工事（大平高架橋P2橋脚）

静岡県沼津市 静岡県沼津土木事務所 臼幸産業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ29

2640 86 2017年6月～
平成28年度　東京特別支援学校校舎棟　新築
工事（建築）

静岡県伊豆の国市 静岡県知事　川勝氏
企業組合　針谷建築事
務所

山本建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

2641 87 2017年6月～
トヨタカローラ東海㈱静岡マイカーセンター新築工
事

静岡県静岡市 トヨタカローラ東海㈱
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

2642 88 2017年6月～ （仮称）ウェルシア浜松三方原店新築工事 静岡県浜松市 ㈱キーストン
㈱プラドウィン一級建築士
事務所

㈱キーストン ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2643 89 2017年6月～ TKK岩手工場第1工場棟増築工事 岩手県奥州市
TANAKAホールディングス
㈱

㈱山下設計 鶴岡建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

2644 90 2017年6月～ TDK庄内㈱鶴岡東工場改修工事 山形県鶴岡市 TDK庄内㈱ ㈱巴コーポレーション ㈱巴コーポレーション ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

2645 91 2017年6月～ （仮称）エヴァやすらぎホール新築工事 山形県新庄市 ㈱ヌマザワ 城南設計事務所 沼田建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

2646 92 2017年6月～ サウスモール・ミーナB棟新築工事 山形県鶴岡市 ㈱庄交コーポレーション ㈱エル建築設計事務所 ㈱佐藤工務 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

2647 93 2017年6月～
鶴岡市羽黒庁舎第二期外構整備・旧庁舎棟
解体工事（債務負担行為）

山形県鶴岡市 鶴岡市長
アックス・ブレイン・SC設計
共同企業体

㈱佐藤組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

2648 94 2017年6月～ 高橋邸新築工事 山形県酒田市 高橋尚美様 今野亨建築設計室 ㈱石庄建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

2649 95 2017年6月～ スズモト㈱鶴岡工場トラックヤード増築工事 山形県鶴岡市 スズモト㈱鶴岡工場 ㈱佐藤工務 ㈱佐藤工務 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

2650 96 2017年6月～ ㈱奥羽ホンダ販売　新社屋新築工事 秋田県湯沢市 ㈱奥羽ホンダ販売 ヤマキ設計事務所 ㈱和賀組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

2651 97 2017年6月～ （仮称）薬王堂　湯沢倉内店新築工事 秋田県湯沢市 ㈱薬王堂　代表取締役 ㈱樹設計工房 ㈱半田工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

2652 98 2017年6月～ ホーマックニコット雄勝店新築工事 秋田県湯沢市 ㈱ホーマックニコット ㈱アドリエノルド ㈱半田工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

2653 99 2017年6月～ ㈱トヨタレンタリース鶴岡駅前店改築工事 山形県鶴岡市 ㈱トヨタレンタリース山形 アックスクリエイト ㈱石庄建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

2654 100 2017年6月～ （仮称）山形県税理士会館新築工事 山形県山形市
東北税理士共同組合
東北税理士山形県支部
連合会

羽田設計・空間技術研究
所JV

㈱丸吉奥山組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

2655 101 2017年6月～ 升形地区道路改良工事 山形県新庄市
国土交通省東北地方整
備局

㈱新庄砕石工業所 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ29～32

2656 102 2017年6月～ 武蔵貨物自動車㈱北上支店増築工事 岩手県北上市 武蔵貨物自動車㈱ ㈱大栄建築事務所 横手建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

2657 103 2017年6月～ 旅籠町にぎわい拠点整備事業 山形県山形市 山形市 山形建設㈱ 山形建設㈱ ㈱TGP Ｄ22～25
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2658 104 2017年6月～ ワタキューセイモア㈱仙台工場　下屋増築工事 宮城県仙台市 庄磁工業㈱ ㈱TGP Ｄ22

2659 105 2017年6月～ ㈲鈴木ダクト　上屋新築工事 静岡県磐田市 ㈱鈴木ダクト
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

2660 106 2017年6月～ JA遠州中央飯田支店建設工事 静岡県森町 遠州中央農業協同組合
㈱新貝一級建築設計事
務所

岡野建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2661 107 2017年6月～ （仮称）DBRチセ環境試験センター新築工事 愛知県東海市 ㈱大同分析リサーチ ㈱大同ライフサービス ㈱大林組名古屋支店 ㈱嘉藤工業所 Ｄ29

2662 108 2017年6月～ 上村工業㈱名古屋支店改築工事 愛知県名古屋市 上村工業㈱ ㈱東畑建築事務所 ㈱大林組名古屋支店 ㈱嘉藤工業所 Ｄ19～29

2663 109 2017年6月～ （仮称）㈱ウッディパーツ製品倉庫増築工事 富山県高岡市 ㈱ウッディパーツ 豊島設計 川田工業㈱ 富山ガス圧接㈱ Ｄ22

2664 110 2017年6月～ ローソン厚別中央２条店 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

2665 111 2017年6月～ JNS社屋増築 北海道帯広市 武田建設 丹羽鉄筋興業㈱ Ｄ22

2666 112 2017年6月～
㈱山本忠信商店IC工業団地小麦倉庫新築工
事

北海道音更町 ㈱山本忠信商店 宮坂建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19

2667 113 2017年6月～ ㈱アズライフ浜松（仮称）生楽館他新築工事 静岡県浜松市 ㈱アズライフ浜松
㈱山口晃建築設計事務
所

古川建設㈱浜松営業所 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

2668 114 2017年6月～ きたみらい農協玉葱冷蔵貯蔵施設新築工事 北海道北見市
きたみらい農協組合連合
会

北濃設計センター
北成・北洋・鐘ヶ江特定
建設工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

2669 115 2017年6月～
平成28年度産地パワーアップ事業きたみらい農
協玉葱集出荷選別施設新築工事

北海道北見市
きたみらい農協組合連合
会

北濃設計センター
五十嵐・大幸・松谷・天内
特定建設工事共同企業
体

㈱東圧 Ｄ19～25

2670 116 2017年6月～ 清里町ケアハウス建設工事（建築主体） 北海道清里町 清里町長　櫛引氏 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

2671 117 2017年6月～ 浸出水処理施設建設建築主体工事 北海道網走市 網走市長　水谷氏
クボタ環境サービス・三光
特定建設工事共同企業
体

㈱北斗建設 ㈱東圧 Ｄ25

2672 118 2017年6月～
平成28年度畜産・酪農収益力強化整備等特
別対策事業陸別町農協哺育・育成舎新築工
事

北海道陸別町
全国農業協同組合連合
会

㈱北農設計センター
萩原・佐藤経常建設共同
企業体

㈱東圧 Ｄ19～22

2673 119 2017年6月～
平成28年度畜産・酪農収益力強化整備等特
別対策事業㈱十勝高島牧場牛舎新築工事

北海道池田町 ㈱十勝高島牧場 ㈱北農設計センター 萩原建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～22

2674 120 2017年6月～ エーデルワイス様貸店舗新築工事 静岡県富士市 ㈱エーデルワイス
㈱エー・アンド・エー総合設
計

㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

2675 121 2017年6月～ ホテルニューアカオ浴室棟増改築工事 静岡県熱海市 ㈱ホテルニューアカオ ㈱石井建築事務所 ㈱石井工務店 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

2676 122 2017年6月～
エヌ・イーケムキャット沼津事業所EL拡張第３エン
ジンラボ棟新築工事

静岡県沼津市
エヌ・イーケムキャット沼津
事業所

㈱プランテックコンサルティン
グ

㈱アセット・ファシリティーズ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

2677 123 2017年6月～ 平成28年度天城北道路Aランプ橋下部工事 静岡県伊豆市
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 中林建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ35

2678 124 2017年6月～ ㈱山清倉庫　倉庫新築工事 静岡県富士市 ㈱山清倉庫
㈱中村組一級建築士事
務所

㈱中村組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

2679 125 2017年6月～ ㈱大成　本社機能移転及び倉庫　建設工事 静岡県清水町 ㈱大成
平井工業㈱一級建築士
事務所

平井工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

2680 126 2017年6月～ （仮称）三島市西若町共同住宅新築工事 静岡県三島市 ㈱ハルコーポレーション
大場建設㈱一級建築士
事務所

大場建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

2681 127 2017年6月～ 清原スマートエネルギーセンター建設工事 栃木県宇都宮市
東京ガスエンジニアリングソ
リューションズ㈱

石橋徳川建築設計事務
所

新菱冷熱工業㈱ ㈱大場工業 Ｄ22～25

2682 128 2017年6月～ （仮称）トマムスキーアウトインヴィレッジ新築工事 北海道占冠村 ㈱星野リゾート・トマム
㈱児島デザイン一級建築
士事務所

宮坂建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～38

2683 129 2017年6月～
平成28年度（第28-H4404-01号）県営住宅安
倍口第1期建替事業（建築）工事

静岡県静岡市 静岡県静岡土木事務所 ㈱金丸建築設計事務所 木内建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ19～29

2684 130 2017年6月～
山葵沢地熱発電所建設のうち発電所本館他新
築工事

秋田県湯沢市 湯沢地熱㈱ ㈱開発設計コンサルタント 前田建設工業㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

2685 131 2017年6月～ （仮称）さいたま市南区沼影1丁目計画 埼玉県さいたま市 新日鉄興和不動産㈱
アイサワ工業㈱一級建築
士事務所

アイサワ工業㈱ 松栄工業㈱ Ｄ19～32

2686 132 2017年7月～ (仮称)ラクラス富塚レジデンス建築工事 静岡県浜松市 遠州鉄道㈱
㈱竹下一級建築士事務
所

遠鉄建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

2687 133 2017年7月～ ㈱第二物産　社屋改築工事 山形県酒田市 ㈱第二物産
水口建築構造設計事務
所

丸高・大井・林特定建設
工事共同企業体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

2688 134 2017年7月～ 十日町構造物工事 山形県新庄市
東北地方整備局　山形
河川国道事務所長

白岩土木建築㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ29～32

2689 135 2017年7月～ （仮称）ウェルシア山形花舘店新築工事 山形県山形市 ウェルシア薬局㈱ 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

2690 136 2017年7月～
消防本部・大曲消防署新庁舎建設事業建設
工事

秋田県大仙市
大曲仙北広域市町村圏
組合

久米・エムシーエー設計共
同企業体

鹿島・佐々木・丸茂特定
建設工事共同企業体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～32

2691 137 2017年7月～ ホーマックニコット由利前郷店新築工事 秋田県由利本荘市 ㈱ホーマックニコット ㈱アトリエノルド ㈱半田工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

2692 138 2017年7月～ （仮称）海老塚マンション新築工事 静岡県浜松市 三輪新五郎様 ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25
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2693 139 2017年7月～ ホンダカーズ静岡西オートテラス浜松新築工事 静岡県浜松市 ㈱ホンダカーズ静岡西 ㈱丹羽英二建築事務所 ㈱丹羽英二建築事務所 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

2694 140 2017年7月～ （仮称）スズキ教育ソフト㈱新社屋新築工事 静岡県浜松市 スズキ教育ソフト㈱ ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

2695 141 2017年7月～ 遠州熱研㈲工場増設工事 静岡県磐田市 遠州熱研㈲ 藤森聡　建築設計室 石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

2696 142 2017年7月～ （仮称）クスリのアオキ高岡新成店新築工事 富山県高岡市 ㈱広和 ㈱広和 ㈲中越ガス圧接工業 Ｄ22

2697 143 2017年7月～ 勇晃内燃料機工業 富山県黒部市 宮崎工業㈱ ㈲中越ガス圧接工業 Ｄ19～22

2698 144 2017年7月～ コミニティセンターあいの風工事 片山土建・屋敷工業JV ㈲中越ガス圧接工業 Ｄ22～25

2699 145 2017年7月～ 米原商事滑川SS工事 富山県滑川市 酒井建設㈱ ㈲中越ガス圧接工業 Ｄ22

2700 146 2017年7月～
YKK㈱黒部事業所アルミスラッジ処理設備建屋
新築工事

富山県黒部市 YKK㈱
第一建設一級建築士事
務所

第一建設㈱ ㈲中越ガス圧接工業 Ｄ22

2701 147 2017年7月～ 花王㈱豊橋工場　排水処理設備増強工事 愛知県豊橋市 花王㈱豊橋工場
㈱川島組一級建築士事
務所

㈱川島組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

2702 148 2017年7月～ 特別養護老人ホームひぎり他新築工事 静岡県島田市 社会福祉法人陽翔会
㈱山口晃建築設計事務
所

吉川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

2703 149 2017年7月～ 平成28年度㈱浅野静岡工場試作棟増築工事 静岡県菊川市 DAI建築設計事務所 ㈱トダックス ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2704 150 2017年7月～ ホクモウ㈱標津工場建設工事 北海道標津町 ホクモウ㈱ 戸田建設㈱ ㈱東圧 Ｄ19～22

2705 151 2017年7月～ 帯広第２地方合同庁舎16新営建築工事 北海道帯広市 北海道開発局営繕部 ㈱東畑建築事務所 鹿島建設㈱ ㈱東圧 Ｄ22～32

2706 152 2017年7月～
平成29年度（仮称）デイサービスセンターうたり新
築工事

静岡県牧之原市
社会福祉法人　牧之原
市社会福祉協議会

㈱公共設計 釘ヶ浦建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2707 153 2017年7月～ 富島運輸㈱柿田倉庫B棟新築工事 静岡県清水町 富島運輸㈱ ㈱中野建築設計 ㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

2708 154 2017年7月～ ㈲ケーティーエス板妻南物流センター新築工事 静岡県御殿場市 ㈲ケーティーエス
鈴与建設㈱一級建築士
事務所

鈴与建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

2709 155 2017年7月～ （仮称）杉山様マンション新築工事 静岡県静岡市 杉山富雄様 ㈱平成建設 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

2710 156 2017年7月～
（仮称）楽寿の園デイサービス施設移転新築工
事

静岡県静岡市 社会福祉法人　楽寿会 ㈱公共建築 平和建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

2711 157 2017年7月～
（仮称）ディアナの郷ユニット型地域密着型介護
老人福祉施設新築工事

静岡県富士市 社会福祉法人　真澄会

秀一級建築設計工房・中
澤中建築研究室・㈱稜設
計事務所・小澤嘉明建築
設計事務所

井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

2712 158 2017年7月～ ウェルシア沼津下香貫店新築工事 静岡県沼津市 福嶋利通様 ㈱プラドウイン 木内建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

2713 159 2017年7月～ 一ツ山車体㈲上屋増築工事 静岡県富士市 一ツ山車体㈲
㈱石井組一級建築士事
務所

㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

2714 160 2017年7月～ 富士ざくらホテル建設工事 静岡県小山町 富士ざくらホテル㈱
住設計事務所㈱一級建
築士事務所

臼幸産業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

2715 161 2017年7月～ 富士信用金庫蒲原支店新築工事 静岡県静岡市 富士信用金庫 ㈱ゆたか建築設計事務所 平和建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

2716 162 2017年7月～ H29フジコー三島店　改築工事 静岡県三島市 ㈱フジコー OS設計工房 山本建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

2717 163 2017年7月～ (仮称)本通11南　新築工事 北海道札幌市 ㈱テスク ㈱中央ガス圧接 Ｄ19

2718 164 2017年7月～ 新琴似6-1MS　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 Ｄ19～22

2719 165 2017年7月～ ネッツトヨタ帯広㈱ミルト店改修工事 北海道帯広市 ネッツトヨタ帯広㈱ ㈱モリ建築設計室 萩原建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～22

2720 166 2017年7月～
学校法人中村学園第一ひかり幼稚園小規模保
育施設・管理棟建築工事

静岡県静岡市 学校法人中村学園
川口昌巨建築設計事務
所

木内建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ19～25

2721 167 2017年7月～ 焼津病院増改築工事 静岡県焼津市 医療法人社団高草会
木内建設㈱一級建築士
事務所

木内建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ19～29

2722 168 2017年7月～ 如来寺会館 北海道大樹町 武田建設 丹羽鉄筋興業㈱ Ｄ22

2723 169 2017年7月～ 西1条南16MS 北海道帯広市 ネクサス 丹羽鉄筋興業㈱ Ｄ19

2724 170 2017年7月～ 根室下水終末処理場前処理施設新設工事 北海道根室市
根室市長　長谷川俊輔
氏

㈱日水コン北海道支所
渡辺・馬立・高橋　特定
建設工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

2725 171 2017年7月～ クロスモール豊川新築工事 愛知県豊川市 ㈱オノコム ㈲糟谷工業所 Ｄ19～29

2726 172 2017年7月～
芭露小学校危険改築工事及び湖陵中学校大
規模改造工事（建築主体工事）

北海道湧別町 湧別町 中原建築設計事務所 ㈱西村組 ㈱東圧 Ｄ22～25

2727 173 2017年7月～
つくしヶ丘4丁目市営住宅（B棟）建設建築主体
工事（1工区）

北海道網走市 網走市長　水谷氏 日本都市設計㈱
丸田・早水・夏見特定建
設工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～22
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2728 174 2017年7月～
つくしヶ丘4丁目市営住宅（B棟）建設建築主体
工事（2工区）

北海道網走市 網走市長　水谷氏 日本都市設計㈱
土屋・塩川特定建設工事
共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～22

2729 175 2017年7月～ 地域商業施設新築工事 北海道西興部村 西興部村長　菊地氏 ㈱日本工房
菅野・美田経常建設共同
企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

2730 176 2017年7月～ 高栄E団地市営住宅新築工事（建築主体）-2 北海道北見市 北見市長　辻氏
北見市都市建設部建築
課

天内・鐘ヶ江・大地・ダイイ
チ特定建設工事共同企
業体

㈱東圧 Ｄ19

2731 177 2017年7月～ （仮称）中央製乳㈱製造棟新築工事 愛知県豊橋市 中央製乳㈱ オーラッド ㈱オノコム ㈲糟谷工業所 Ｄ19

2732 178 2017年7月～ セブンイレブン仙台富沢2丁目店新築工事 宮城県仙台市 ㈲Jes設計 ㈱阿部和工務店 ㈱TGP Ｄ19～22

2733 179 2017年7月～ ㈱鈴木建設工業　資材倉庫建築工事 秋田県東成瀬村 ㈱鈴木建設工業 酒井正氏 ㈱鈴木建設工業 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

2734 180 2017年7月～ ㈱ヤマトテック第一工場増築工事 山形県新庄市 ㈱ヤマトテック
沼津建設㈱一級建築士
事務所

沼田建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

2735 181 2017年7月～ ホーマックニコット鳥海店新築工事 秋田県由利本荘足 ㈱ホーマックニコット ㈱アトリエノルド ㈱半田工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

2736 182 2017年7月～ 山形新聞・山形放送　新鶴岡支社建設工事 山形県鶴岡市
㈱山形新聞社　山形放
送㈱

㈱本間利雄設計事務所 ㈱佐藤工務 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

2737 183 2017年7月～ 障害者支援施設「ふぼう」新築工事 宮城県村田町
社会福祉法人宮城県身
体障害者福祉協会

㈱みちのく設計
大木・サイト工業建設工
事共同企業体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

2738 184 2017年7月～ （新）天童動物病院併用住宅新築工事 山形県天童市 ㈲ミド
㈲門脇・石井建築設計事
務所

㈱丸吉・奥山組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

2739 185 2017年7月～ 富樫邸 新潟県村上市 富樫和幸様 ㈱カエツハウス工業 ㈱カエツハウス工業 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

2740 186 2017年7月～
最上広域市町村圏事務組合もがみクリーンセン
ター予備貯留槽設置工事

山形県新庄市
最上広域市町村圏事務
組合

住友重機械エンバイロメン
ト㈱

住友重機械エンバイロメン
ト㈱

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

2741 187 2017年7月～ 山葵沢地熱発電所建設のうち事務所新築工事 秋田県湯沢市 湯沢地熱㈱ ㈱三友建築所 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

2742 188 2017年8月～ 静岡銀行　蜆塚支店　新築工事 静岡県浜松市
㈱静岡銀行　代表取締
役

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

2743 189 2017年8月～ ネッツトヨタ静浜　葵町店新築工事 静岡県浜松市 ネッツトヨタ静浜㈱ ㈱縣建築設計事務所 ㈱林工組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2744 190 2017年8月～ ㈱玉澤本社増築工事 静岡県浜松市 ㈱玉澤 ㈱フォルム建築設計室 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

2745 191 2017年8月～ 飯田悦郎様邸新築工事 静岡県静岡市 飯田悦郎様
㈲アクシス一級建築士事
務所

平和建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

2746 192 2017年8月～ （仮称）箱根強羅旅館計画新築工事 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 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～32

2747 193 2017年8月～
㈱加藤美蜂園本舗　富士工場事務所棟建設
工事・他工事

静岡県富士市 ㈱加藤美蜂園本舗
井上建設㈱一級建築士
事務所

井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

2748 194 2017年8月～ （仮称）㈱勝製作所増改築工事 静岡県富士宮市 ㈱勝製作所 ㈱アルファ設計 井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

2749 195 2017年8月～ （仮称）㈱コーチョー久沢倉庫新築工事 静岡県富士市 ㈱コーチョー
エム・テイスト建築設計事
務所

井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

2750 196 2017年8月～ 鈴木美晴様邸　新築工事 静岡県富士市 鈴木美晴様 ㈱平柳建築設計事務所 井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

2751 197 2017年8月～
森永乳業㈱別海工場　排水処理施設更新工
事

北海道別海町 森永乳業㈱
㈱安藤・間　一級建築士
事務所

森永エンジニアリング㈱ ㈱東圧 Ｄ19～25

2752 198 2017年8月～
日本体育大学附属高等支援学校屋内直線走
路整備計画

北海道網走市 学校法人日本体育大学 東急建設㈱ ㈱東圧 Ｄ25

2753 199 2017年8月～ 格納庫建替工事（上湧別リバーサイドゴルフ場） 北海道湧別町 湧別町長　石田氏 中原建築設計事務所 沢口産業㈱ ㈱東圧 Ｄ22

2754 200 2017年8月～
(仮称)総合研修センター改築工事のうち建築主
体工事

北海道紋別市 紋別市長　宮川氏 ㈱北海道日建設計
川村・高桑・北一　特定
建設工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ19

2755 201 2017年8月～ 東藻琴小学校体育館建設工事（建築主体） 北海道大空町 大空町長　山下氏 ㈱日本技建
船橋西川・斉藤　経常建
設共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

2756 202 2017年8月～
北海道縦貫自動車道名寄市風連別川橋下部
工事

北海道名寄市
北海道開発局　旭川開
発建設部

㈱山崎組 ㈲来伸ガス圧接 Ｄ29～32

2757 203 2017年8月～ 町道白金美瑛線水楽橋道路災害復旧工事 北海道美瑛町 美瑛町長　浜田氏 ㈱丸善建設 ㈲来伸ガス圧接 Ｄ29～32

2758 204 2017年8月～ 増毛稲田線　防B162地方道工事1工区 北海道妹背牛町 北海道空知総合振興局 中本土建㈱ ㈲来伸ガス圧接 Ｄ29～32

2759 205 2017年8月～ 初生町マンション新築工事 静岡県浜松市 ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2760 206 2017年8月～ 平成29年度㈱マルマ事務所改修工事 静岡県浜松市 和楽舎設計工房 和楽舎設計工房 ㈱林工組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

2761 207 2017年8月～ 大瀬 木本様邸新築工事 静岡県浜松市 木本様 釜慶鉄工㈱ 釜慶鉄工㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2762 208 2017年8月～
医療生活協同組合やまがた歯科診療所増築工
事

山形県鶴岡市
医療生活協同組合やまが
た　理事長

㈲吉田建築設計事務所 ㈱山口工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19
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2763 209 2017年8月～
（仮称）花火伝統文化継承資料館等整備事業
建築工事

秋田県大仙市 大仙市長　老松博行氏
松橋・館　設計共同企業
体

高吉・荒屋鋪　建設工事
共同企業体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～32

2764 210 2017年8月～
医療法人社団創生会　胆江病院新病棟建築
工事

岩手県奥州市 医療法人社団創生会 ㈱高橋建築設計事務所
㈱ナカノフドー建設東北支
社

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

2765 211 2017年8月～
㈱ロードステーションジャパン事務所工場新築工
事

秋田県横手市 ㈱ロードステーション 興栄建設㈱ 興栄建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

2766 212 2017年8月～ 東北環境開発㈱　中間処理施設建設工事 山形県鶴岡市 東北環境開発㈱
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 Ｄ19

2767 213 2017年8月～ （仮称）ファミリーマート遊佐西浜店　新築工事 山形県遊佐町 ファミリーマート ㈱石川設計事務所 ㈱高橋工業所 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

2768 214 2017年8月～ 刈穂酒造ビン詰め工場新築工事 秋田県大仙市 刈穂酒造㈱ 興栄建設㈱ 興栄建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

2769 215 2017年8月～ 平成29年度戸沢村スクールバス車庫建設工事 山形県戸沢村 戸沢村長　渡部秀勝氏
㈱伊藤次男建築設計事
務所

沼田建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

2770 216 2017年8月～
ユニオン建設㈱盛岡支店　秋田営業所社屋新
築工事

秋田県横手市 ユニオン建設㈱ ㈱和賀組 ㈱和賀組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

2771 217 2017年8月～ JAあまるめ餅製品置場新築工事 山形県庄内町 余目農業協同組合
全農山形一級建築士事
務所

菅睦建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

2772 218 2017年8月～ 新庄東京海上日動火災ビル新築工事 山形県新庄市
東京海上日動火災保険
㈱

東京海上日動ファシリ
ティーズ㈱

㈱ヤマムラ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

2773 219 2017年8月～ ㈲シバカツ作業所新築工事 山形県最上町 ㈲シバカツ
一級建築士事務所　宮
士建築設計事務所

㈲シバカツ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

2774 220 2017年8月～ セコム㈱横手営業所新築工事 秋田県横手市 セコム㈱ 伊藤建設工業㈱ 伊藤建設工業㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

2775 221 2017年8月～ 山形信越石英排水処理棟増築工事 山形県天童市 ㈱山形信越石英 ㈱櫻井建設 ㈱櫻井建設 ㈱TGP Ｄ19

2776 222 2017年8月～ 福知山耕田寺本堂・書院・庫裡再建工事 宮城県仙台市 耕田寺再建委員会 ㈱盛総合設計 ㈱阿部和工務店 ㈱TGP Ｄ22

2777 223 2017年8月～
平成28年度（明許）道路施設長寿命化対策事
業（耐震緊急防災）

山形県米沢市
山形県知事　吉村美栄
子氏

樋口建設㈱ ㈱TGP Ｄ25

2778 224 2017年8月～ (仮称)鉄砲町中D-roomプロジェクト新築工事 宮城県仙台市 佐藤泰行様
大和ハウス工業㈱東京本
店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㈱ ㈱TGP Ｄ19～32

2779 225 2017年8月～ タケヤマ産業事務所・工場新築工事 宮城県仙台市 共栄ハウジング㈱ 共栄ハウジング㈱ ㈱TGP Ｄ19～22

2780 226 2017年8月～
日本たばこ産業㈱東海工場　ESP製造に伴う保
管庫増築その他工事

静岡県磐田市 日本たばこ産業㈱ 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

2781 227 2017年8月～ ㈱スズキ自販埼玉アリーナ川口芝移転新築工事 埼玉県川口市 ㈱スズキ自販埼玉
アイサワ工業㈱一級建築
士事務所

アイサワ工業㈱ 松栄工業㈱ Ｄ22～25

2782 228 2017年8月～ たかおかこども園増築工事 静岡県富士市 渡邊寛様 ㈱ゆたか建築設計事務所 ㈱藤島組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

2783 229 2017年8月～ （仮称）八幡2丁目ビル　新築工事 静岡県静岡市 静岡不動産㈱ ㈱池田建築設計事務所 平和建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

2784 230 2017年8月～ フリエホール新琴似 北海道札幌市 コープさっぽろ 宮坂建設工業㈱ ㈱アツケン工業 Ｄ19～22

2785 231 2017年8月～ 東中野2丁目計画新築工事 東京都中野区 東京建物㈱
㈱コモン・リンク一級建築
士事務所

南海辰村建設 協和圧接工業㈱ Ｄ19～32

2786 232 2017年8月～ 台東区蔵前３丁目計画新築工事 東京都台東区 サムティ㈱ 岡田総合設計 大木建設㈱ 協和圧接工業㈱ Ｄ22～32

2787 233 2017年8月～ イニシア浦安北栄２丁目共同住宅 千葉県浦安市 ㈱コスモスイニシア 環境デザイン研究室 大木建設㈱ 協和圧接工業㈱ Ｄ19～32

2788 234 2017年9月～ トヨタカローラ東海㈱袋井店　整備棟新築工事 静岡県袋井市 トヨタカローラ東海㈱
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

2789 235 2017年9月～
ドービー建設工業㈱掛川工場バッチャープラント
基礎工事

静岡県掛川市 ドービー建設工業㈱
㈱川島組一級建築士事
務所

㈱川島組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

2790 236 2017年9月～
社会福祉法人向日葵会（仮称）ひまわり第二保
育園園舎新築工事

静岡県浜松市
社会福祉法人　向日葵
会　理事長　中嶋様

㈱ニキ計画工房 ㈱林工組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2791 237 2017年9月～ 特別養護老人ホーム鶴寿の里建設工事 静岡県浜松市
社会福祉法人　朋友会
理事長　臼井様

中日設計㈱ 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

2792 238 2017年9月～ ㈱あさひ学園浜っ子保育園　増築工事 静岡県浜松市 ㈱あさひ学園 ベーシック建築研究所 石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

2793 239 2017年9月～ 一般国道38号清水町小林橋下部工事 北海道清水町 北海道開発局 萩原建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ22

2794 240 2017年9月～ 釧路労災看護専門学校整備工事 北海道釧路市
独立行政法人労働者健
康安全機構

㈱山下設計 佐藤工業㈱ ㈱東圧 Ｄ22～29

2795 241 2017年9月～
平成29年度大空団地3街区建替事業建築主
体工事（空3号棟）

北海道帯広市 帯広市
岡田・神田・東光特定委
託業務共同企業体

ネクサス・佐藤工務店・北
のハウス特定建設工事共
同企業体

㈱東圧 Ｄ19

2796 242 2017年9月～
平成29年度大空団地3街区建替事業建築主
体工事（空4号棟）

北海道帯広市 帯広市
岡田・神田・東光特定委
託業務共同企業体

右谷建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19

2797 243 2017年9月～ 磐田在宅医療クリニック新築工事 静岡県磐田市 福本和彦氏 渡辺隆建築設計事務所 石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22
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2798 244 2017年9月～
日本マイクロバイオファーマ㈱磐田工場第二発酵
棟建設工事

静岡県磐田市
日本マイクロバイオファーマ
㈱

東レエンジニアリング㈱ 石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～29

2799 245 2017年9月～ KOマート沓谷店新築工事 静岡県静岡市 ㈱京王商事
大和建設㈱一級建築士
事務所

大和建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

2800 246 2017年9月～ （仮称）伊佐地保育園新築工事 静岡県浜松市
社会福祉法人　伊佐地
会

哲　建築計画工房 ㈱林工組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

2801 247 2017年9月～ （仮称）しあわせ保育園新築工事 静岡県浜松市 社会福祉法人　公友会 ㈱飯尾建築設計事務所 遠鉄建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

2802 248 2017年9月～ （仮称）本田工業㈱浜松新寮新築工事 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

2803 249 2017年9月～ 有玉南町西畑屋公会堂　新築工事 静岡県浜松市
有玉南町西畑屋　自治
会

サ・トーカイ一級建築士事
務所

サ・トーカイ一級建築士事
務所

㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

2804 250 2017年9月～
（仮称）通所リハビリテーション　リハタイム新築工
事

静岡県浜松市 医療法人社団　光秀会 ㈱アーキプラス 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

2805 251 2017年9月～ 露庵浜松店新築工事 静岡県浜松市 おいしい約束㈱ ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2806 252 2017年9月～ 大川原商会　作業所兼住宅新築工事 静岡県浜松市 大川原正人氏
㈱飯田組一級建築士事
務所

㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2807 253 2017年9月～ （仮称）新庄市金沢前野新築工事たまひめでん 山形県新庄市 ㈲京坂互助センター
㈲飛世アトリエ一級建築
士事務所

北斗工業エンジニアリング
㈱

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

2808 254 2017年9月～ ヤンマーアグリジャパン㈱　秋田ASC新築工事 秋田県秋田市 ヤンマーアグリジャパン㈱ 伊藤建設工業㈱ 伊藤建設工業㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

2809 255 2017年9月～ ミドリ鮭川工業㈱　工場建築工事 山形県鮭川村 ミドリ鮭川工業㈱
㈱新庄・鈴木・柴田組
一級建築士事務所

㈱新庄・鈴木・柴田組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

2810 256 2017年9月～ 秋田平野製作所新築工事 秋田県大仙市 ㈱秋田平野製作所
㈲館設計　一級建築士
事務所

㈱丸茂組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

2811 257 2017年9月～
平成29年度 赤川農業水利事業 中央管理所
建築工事

山形県鶴岡市
東北農政局　赤川農業
水利事業

㈱伊藤建築設計事務所 ㈱佐藤工務 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

2812 258 2017年9月～ 日新中学校大規模改修工事 山形県新庄市 新庄市長　山尾順紀氏 沼田建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

2813 259 2017年9月～
障害者支援施設（鶴峰園・慈丘園）移転改築
（合築）工事（建築）

山形県鶴岡市
社会福祉法人　山形県
社会福祉事業団　理事
長

㈱鈴木建築設計事務所
鈴木・管工特定建設工事
共同企業体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

2814 260 2017年9月～
G918-10　平成29年度　道路総合防災対策工
事

秋田県東成瀬村
雄勝地域振興局長　三
浦泰茂氏

㈱和賀組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ51

2815 261 2017年9月～
水管理ｼｽﾃﾑ｢仙台東地区｣中央管理所及び仙
台東土地改良区事務所建設工事

宮城県仙台市 ㈱阿部和工務店 ㈱TGP Ｄ19～25

2816 262 2017年9月～ （仮称）テイボー㈱技術開発センター新築工事 静岡県浜松市 テイボー㈱
㈱飯田組一級建築士事
務所

㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

2817 263 2017年9月～ 北海道立向陽ヶ丘病院複合倉庫改築工事 北海道網走市
北海道病院事業管理者
鈴木様

アトリエブンク・環境設備計
画設計共同企業体

早水・北斗経常建設共同
企業体

㈱東圧 Ｄ22

2818 264 2017年9月～
ヤンマーアグリジャパン㈱北海道カンパニー小清水
支店新築工事

北海道小清水町
ヤンマーアグリジャパン㈱北
海道カンパニー

都間社設計 ㈱ネクサス ㈱東圧 Ｄ19～22

2819 265 2017年9月～ 小清水ツーリストセンター整備工事（建築主体） 北海道小清水町 小清水町長　久保氏 ㈱ドーコン ㈱北興 ㈱東圧 Ｄ19～22

2820 266 2017年9月～
平成28年度産地パワーアップ事業小清水町農
協　人参集出荷予冷施設新設工事

北海道小清水町
全国農協組合連合会札
幌営農資材事業所

㈱北濃設計センター ㈱丸田組 ㈱東圧 Ｄ22～25

2821 267 2017年9月～ 一般国道273号上川町　高原大橋下部工事 北海道上川町
北海道開発局旭川開発
建設部

㈱生駒組 ㈲来伸ガス圧接 Ｄ35

2822 268 2017年9月～ 鷹栖東神楽線　道路改築工事（下部工） 北海道旭川市
北海道上川総合振興局
長

タカハタ建設㈱ ㈲来伸ガス圧接 Ｄ29～35

2823 269 2017年9月～ スギ薬局東岩田店増築工事 愛知県豊橋市 スギ薬局 宇野設計 ㈱オノコム ㈲糟谷工業所 Ｄ25

2824 270 2017年9月～ ㈱コンパス鶴岡工場増築工事 山形県鶴岡市 ㈱コンパス ブレンスタッフ㈱ ㈱佐藤工務 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

2825 271 2017年9月～ 観光拠点施設 北海道帯広市 武田建設 丹羽鉄筋興業㈱ Ｄ22

2826 272 2017年9月～ （仮称）駿河区豊田学生マンション計画 静岡県静岡市 久保田新平様
木内建設㈱一級建築士
事務所

木内建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ19～25

2827 273 2017年9月～
平成28年度パワーアップ事業音更町農協豆類
貯留調製施設新設工事

北海道音更町 音更町農業協同組合 北斗工機㈱ 北斗工機㈱ ㈱東圧 Ｄ22

2828 274 2017年9月～
平成28年度産地パワーアップ事業音更町農協
豆類低温貯蔵施設新設工事

北海道音更町
全国農業協同組合連合
会札幌営農資材事業所

北農設計センター 宮坂建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～25

2829 275 2017年9月～ 釧路トヨタ自動車㈱本社改築工事 北海道釧路市 釧路トヨタ自動車㈱ ㈱岡田設計
萩原総合住研共同企業
体

㈱東圧 Ｄ19～25

2830 276 2017年9月～ （仮称）鹿追町健康増進センター建築主体工事 北海道鹿追町 鹿追町長　吉田弘志氏 ㈱創造設計舎
萩原・窪田経常建設共同
企業体

㈱東圧 Ｄ22

2831 277 2017年9月～ ㈱エムテクノ新工場建設工事 静岡県沼津市 ㈱エムテクノ ㈱蒼設計 小野建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

2832 278 2017年9月～
社会福祉法人見晴学園　新規事業所建設工
事

静岡県三島市 社会福祉法人見晴学園 ㈱池田建築設計事務所 小野建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25
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2833 279 2017年9月～ ㈱サンテック事務所　建築工事 静岡県藤枝市 ㈱サンテック ㈱塚本設計 ㈱山田組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

2834 280 2017年9月～ （仮称）モコ末広保育園　建設工事 静岡県静岡市 ㈱リプレス
平井工業㈱一級建築士
事務所

平井工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

2835 281 2017年9月～ ㈱司技研　本社工場新築工事 静岡県富士市 ㈱司技研 M建築工房 ㈱中村組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

2836 282 2017年9月～ 長泉町桜堤2丁目共同住宅新築工事 静岡県長泉町 ㈱アップリンク
㈱平成建設一級建築士
事務所

㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

2837 283 2017年9月～ ファナック㈱　研究工場棟　駐車場工事 山梨県山中湖村 ファナック㈱
㈱富士一級建築士事務
所

東急建設㈱東日本支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

2838 284 2017年9月～
平成28　中部横断富沢ICアクセスランプ3号橋他
上部工事

山梨県南部町
国土交通省　甲府河川
国道事務所

㈱オリエンタルコンサルタンツ
パシフィックコンサルタンツ㈱

㈱ピーエス三菱 東海ガス圧接㈱ Ｄ25～29

2839 285 2017年9月～ （仮称）熱海迎賓館　新築工事 静岡県熱海市 ㈱コーセー
隈研吾建築都市設計事
務所

㈱佐藤秀 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

2840 286 2017年9月～ 消防佐野分団作業所 富山県射水市 富山県射水市 ㈱狩野建設 ㈲中越ガス圧接工業 Ｄ19

2841 287 2017年9月～ 津沢養鶏場作業所 富山県小矢部市 高嶋商事㈱ ㈲中越ガス圧接工業 Ｄ19

2842 288 2017年9月～ 認定こども園｢市野与進こども園｣増築事業 静岡県浜松市 社会福祉法人松渓会 ㈱渡辺建築設計事務所 ㈱鈴木組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

2843 289 2017年10月～
サクラ工業㈱浜北工場（仮）溶接工場増築工事
（第2期）

静岡県浜松市 サクラ工業㈱ 創和設計㈱ 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

2844 290 2017年10月～
静岡大学（城北）附属図書館分館・学生支援
棟新営その他工事（Ⅱ期）

静岡県浜松市 国立大学法人静岡大学 ㈱内藤建築事務所 石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～29

2845 291 2017年10月～ 浜松信用金庫新居支店新築工事 静岡県湖西市 浜松信用金庫理事長 ㈱渡辺建築設計事務所 山平建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

2846 292 2017年10月～
社会福祉法人木華会（仮称）れんげこども園園
舎増築工事

静岡県浜松市 社会福祉法人　木華会 ㈱ニキ計画工房 ㈱中村組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

2847 293 2017年10月～
（仮称）はかまだ耳鼻咽喉科医院併用住宅新築
工事

静岡県磐田市 袴田桂氏 ㈱Bookmark Design 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

2848 294 2017年10月～ ㈱知久　第三工場増築工事 静岡県浜松市 ㈱知久 ㈲ナップ建築設計室 ㈱浜建 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

2849 295 2017年10月～
富山県薬事研究所未来創薬開発支援分析セ
ンター(仮称)新築工事

富山県射水市
富山県知事　石井隆一
氏

北電技術コンサルタント㈱ 川田工業㈱ 富山ガス圧接㈱ Ｄ22～25

2850 296 2017年10月～ ㈱クラフト秋田工場　増築工事 秋田県横手市 ㈱クラフト
大和組一級建築士事務
所

㈱大和組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

2851 297 2017年10月～ ㈱アイ・エス・ライン　事務所・倉庫新築工事 静岡県袋井市 ㈱アイ・エス・ライン ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

2852 298 2017年10月～ 山本被服㈱　本社屋増改築工事 静岡県清水町 山本被服㈱ ㈱平成建設 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

2853 299 2017年10月～ 鈴木整形外科　新築工事 静岡県三島市 医療法人社団たぐま会 太田建築設計事務所 小野建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

2854 300 2017年10月～ イエスフーズ㈱浜松工場西工場新築工事 静岡県浜松市 イエスフーズ㈱
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

2855 301 2017年10月～ パントーネシステムかりんとう工場新築工事 静岡県掛川市 パントーネシステム 西村ミヤビ建築事務所 釘ヶ浦建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2856 302 2017年10月～ 特別養護老人ホームあづきもち増築工事 静岡県浜松市 社会福祉法人　慈恵会 アグ意匠設計 遠鉄建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

2857 303 2017年10月～ 三方原スイミングスクール建設工事 静岡県浜松市
磐田カルチャースイミングセ
ンター㈱

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

2858 304 2017年10月～ 浅草橋二丁目計画新築工事 東京都台東区 住友不動産㈱
大豊・森本建設共同企業
体　㈱森本組一級建築
士事務所

大豊・森本建設共同企業
体

松栄工業㈱ Ｄ19～35

2859 305 2017年10月～ （仮称）ロイジェント東神田Ⅱ新築工事 東京都千代田区 大和ハウス工業㈱
大和ハウス工業㈱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㈱ 松栄工業㈱ Ｄ19～35

2860 306 2017年10月～ （仮称）丸善物流システム㈱西倉庫新築工事 静岡県小山町 丸善物流システム㈱
三協建設㈱一級建築士
事務所

三協建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

2861 307 2017年10月～ 平成28年度138号BP柴怒田地区西下部工事 静岡県御殿場市 沼津河川国道事務所 臼幸産業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ29

2862 308 2017年10月～ （仮称）障がい者福祉センター小泉　新築工事 静岡県富士宮市
社会福祉法人　富士厚
生会

周　建築設計事務所 井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

2863 309 2017年10月～ 平成29年度西小学校給食棟　改築工事 静岡県清水町 清水町長　山本博保氏 ㈱植野建築設計事務所 加和太建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

2864 310 2017年10月～ ㈱山恭製紙所　倉庫新築工事 静岡県富士市 ㈱山恭製紙所 ㈱中村組 ㈱中村組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

2865 311 2017年10月～ （仮称）伊東檀信徒会館　建設工事 静岡県伊東市
宗教法人念佛宗三寶山
無量壽寺

㈱大屋設計 松井建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

2866 312 2017年10月～ （仮称）黄瀬川ビル新築工事 静岡県沼津市 大石千鶴子様 ㈱青山建築設計事務所 ㈱佐藤建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

2867 313 2017年10月～ ブライトタウン小池新築工事 静岡県浜松市 遠州鉄道㈱
㈱鈴木組一級建築士事
務所

㈱鈴木組 東海ガス圧接㈱ Ｄ25～38
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2868 314 2017年10月～
平成28年度138号BP水土野地区道路　建設
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

2869 315 2017年10月～ 富山市神通本町作業所 富山県富山市
野村不動産・タカラレーベ
ン

INA新建築研究所 熊谷組・植木組JV ㈲中越ガス圧接工業 Ｄ35～38

2870 316 2017年10月～ スバル自動車魚津店 富山県魚津市 スバル自動車 日本海建興㈱ ㈲中越ガス圧接工業 Ｄ19～22

2871 317 2017年10月～
公益社団法人山形県トラック協会・山形県トラッ
ク総合会館新築工事

山形県天童市
山形建設・東海林建設特
定建設工事共同企業体

㈱TGP Ｄ19

2872 318 2017年10月～
気仙沼駅前地区災害公営住宅施設等事業工
事

宮城県気仙沼市 大和リース㈱ ㈱橋本店 ㈱TGP Ｄ19～22

2873 319 2017年10月～ サーラeパワー㈱バイオマス発電所建設工事 愛知県豊橋市 神野建設㈱ ㈲糟谷工業所 Ｄ22～29

2874 320 2017年10月～
ホクレン訓子府実証農場　農機具格納庫新築
工事

北海道訓子府町 ホクレン農協連合会 ㈱北濃設計センター ㈱ダイイチ ㈱東圧 Ｄ19～25

2875 321 2017年10月～ レジーナリゾート箱根仙石原新築工事 神奈川県箱根町 東京建物リゾート㈱ ㈱淺沼組東京本店 ㈱淺沼組東京本店 ㈲フルタ工業 Ｄ19～25

2876 322 2017年10月～ 日本生協連　江別物流センター 北海道江別市 宮坂建設工業㈱ ㈱アツケン工業 Ｄ19～25

2877 323 2017年10月～ 湯沢南児童クラブ増改築工事 秋田県湯沢市 湯沢市長　鈴木俊夫氏 シグマ企画　加納設計 ㈱丸臣高久建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

2878 324 2017年10月～ ㈱ナカムラ　倉庫新築工事 山形県鶴岡市 ㈱ナカムラ ㈱菅原設計 笹原建設工業㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

2879 325 2017年10月～
和光保育園改築工事、及び既存園舎解体工
事

秋田県横手市 社会福祉法人相和会 ㈱松橋設計 横手建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

2880 326 2017年10月～
東北大学(青葉山1)地震変動・地震予知研究
センター新営その他工事

宮城県仙台市 国立大学法人東北大学 ㈱岡田新一設計事務所 飛島建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

2881 327 2017年10月～ イエローハット東根中央店新築工事 山形県東根市 ㈱イエローハット
㈱英建、㈱北海道設計
事務所

幸栄建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

2882 328 2017年10月～ 須藤不動産建築工事 山形県酒田市 須藤不動産 ㈲平田建築設計 幸栄建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

2883 329 2017年10月～ コメリハードアンドグリーン大仙大田新築工事 秋田県大仙市 ㈱コメリ
㈱恒谷汲川建築設計事
務所

富樫建設工業㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

2884 330 2017年10月～ 水産種苗研復旧2805工事 福島県相馬市 福島県知事　内堀雅雄 ㈱中部設計 ㈱翼水エンジニアリング ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

2885 331 2017年10月～ （仮称）JAこまち福祉施設新築工事 秋田県湯沢市 こまち農業協同組合
佐藤木健　一級建築士
事務所

㈱丸臣高久建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

2886 332 2017年10月～ サンエスビル新築工事 宮城県仙台市 ㈱サンエス ㈱彰建築設計事務所 ㈱丸高 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

2887 333 2017年10月～
社会福祉法人恵心会　サービス付き高齢者向け
住宅新築工事

静岡県静岡市 社会福祉法人恵心会
翔デザイン建築設計事務
所

五光建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ19～29

2888 334 2017年10月～ 平成29年度賎機こども園新築工事 静岡県静岡市 社会福祉法人葵会 ㈱金丸建築設計事務所 木内建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ19～29

2889 335 2017年10月～ 特別養護老人ホーム帯広至心寮増築工事 北海道帯広市 社会福祉法人新宗教会 ㈱岡田設計 宮坂建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19

2890 336 2017年11月～ アルファクラブ静岡富士葬祭森田町新築工事 静岡県浜松市 アルファクラブ静岡㈱
須山建設㈱一級建築士
事務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

2891 337 2017年11月～ （仮称）ビジネスホテル浜松新築工事 静岡県浜松市 ㈱中部ホテルアンドリゾート ㈱小西設計 ㈱林工組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～29

2892 338 2017年11月～
平成29年度建設改良事業大江配水池建屋工
事

静岡県牧之原市 牧之原市役所　水道課
㈱蓮池設計一級建築士
事務所

㈱鈴木工建 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

2893 339 2017年11月～
平成29年度浜松医科大学医工連携拠点棟新
営その他工事

静岡県浜松市
国立大学法人浜松医科
大学

㈱内藤建築事務所 石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～29

2894 340 2017年11月～ ㈲牧田製袋　工場増築工事 静岡県磐田市 ㈲牧田製袋
㈲Nap建築設計室一級建
築士事務所

㈱浜建設 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2895 341 2017年11月～
ドーピー建設工事㈱掛川工場　第一工場棟建
設工事

静岡県掛川市 ドーピー建設工業㈱
三井住友建設㈱静岡支
店一級建築士事務所

三井住友建設㈱静岡支
店

㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

2896 342 2017年11月～ ㈱浅野静岡工場MC棟新築工事 静岡県菊川市 ㈱浅野
DAI一級建築士設計事務
所

㈱トダックス ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

2897 343 2017年11月～ （仮称）千葉中央プロジェクト新築工事 千葉県千葉市 大和ハウス工業㈱
大和ハウス工業㈱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㈱ 松栄工業㈱ Ｄ19～38

2898 344 2017年11月～ ㈱サイト倉庫建替え工事 静岡県浜松市 スヤマビルドサービス ㈲トーアツ中部 Ｄ25

2899 345 2017年11月～
日本フードパッカー㈱道東工場　牛60頭1日増築
工事

北海道網走市 日本フードパッカー㈱ 日本ハム設計㈱ 土屋工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～25

2900 346 2017年11月～ 平成28年度138号BP須走地区北　下部工事 静岡県小山町
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㈱ Ｄ29～51

2901 347 2017年11月～ （仮称）沼津大手町マンション新築工事 静岡県沼津市 ㈲市川商会
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㈱ Ｄ19～32

2902 348 2017年11月～ 厚原中区公会堂　新築工事 静岡県富士市
厚原中区区長　植松保
氏

天間建設㈱一級建築士
事務所

㈱井出組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19
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2903 349 2017年11月～ H29静岡県警察学校炊食浴棟　建築工事 静岡県藤枝市 国交省中部地方整備局
ストゥーディオクレアティヴォ
一級建築士事務所　スタ
ジオ・クリエイティブ

名工建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

2904 350 2017年11月～ （仮称）三島市中田町マンション新築工事 静岡県三島市 小島真様 ㈱平成建設 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

2905 351 2017年11月～ 島田産婦人科医院　増築工事 静岡県清水町 ㈱島田産婦人科医院 ㈲初川建築設計室 小野建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

2906 352 2017年11月～ ドコモショップ富士宮店　新築工事 静岡県富士宮市 ㈱市野電機商会 ㈱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

2907 353 2017年11月～
ダイハツ沼津販売㈱（仮称）函南店　新築工事
1期、2期

静岡県函南町 ダイハツ沼津販売㈱
㈲大庭設計一級建築士
事務所

木内建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

2908 354 2017年11月～ （仮称）佐鳴予備校浜松中央校新築工事 静岡県浜松市 ㈱さなる
一級建築士事務所スギヤ
マ設計室

東部建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

2909 355 2017年11月～ ㈱八幡機械組立工場新築工事 静岡県浜松市 板垣芙美子様 富田高木建築設計 ㈱八高建築 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2910 356 2017年11月～ ㈱ヒョウドウプロダクツ浜松本社新築工事 静岡県浜松市 ㈱ヒョウドウプロダクツ 米山素文アトリエ 石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2911 357 2017年11月～ エンケイ㈱DI作業所新築工事 静岡県磐田市 エンケイ㈱ 鈴木久米男氏 ㈱光部建設 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

2912 358 2017年11月～ ㈱サイト倉庫建替工事 静岡県浜松市 ㈱サイト
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

2913 359 2017年11月～ ㈱吉田屋自動車整備工場新築工事 静岡県浜松市 ㈱吉田屋 ㈲NAP建築設計室 ㈱中村組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2914 360 2017年11月～ （仮称）杉浦会様新社屋新築工事 静岡県浜松市 杉浦会 ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

2915 361 2017年11月～ 磐田化学工業開発棟建設 静岡県磐田市 三菱ケミカル 三菱ケミカル 岡野建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

2916 362 2017年11月～ 西頸城商事作業所 新潟県糸魚川市 ㈱高村工務店 ㈲中越ガス圧接工業 Ｄ22

2917 363 2017年11月～ パナソニックリビングショウルーム山形建設工事 山形県山形市 ㈱本間利雄設計事務所 山形建設㈱ ㈱TGP Ｄ19～25

2918 364 2017年11月～ 新堀橋橋梁耐震補強工事 宮城県大郷町 宮城県仙台土木事務所 ㈱トータル・オフィス・ムカイ ㈱TGP Ｄ51

2919 365 2017年11月～
（仮称）宮城物流ターミナル計画/プロロジス仙台
泉2プロジェクト工事

宮城県仙台市 岩木特定目的会社
㈱フジタ一級建築士事務
所

㈱フジタ東北支店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25～38

2920 366 2017年11月～ 東北日本ハム㈱山形第２工場増築工事 山形県酒田市 東北日本ハム㈱
大和ハウス工業㈱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

2921 367 2017年11月～ ㈱チバテクノ湯沢工場増築工事 秋田県湯沢市 ㈱チバテクノ
㈱丸臣高久建設一級建
築設計事務所

㈱丸臣高久建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

2922 368 2017年11月～ ㈱三友建築所　事務所増築工事 秋田県湯沢市 ㈱三友建築所
㈱三友建築所一級建築
士事務所

㈱三友建築所 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

2923 369 2017年11月～
平成28年度戸沢地区経営体育成基盤整備事
業第5工区

山形県戸沢村 山形県 山形県 沼田建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

2924 370 2017年11月～ AKR北円山　新築工事 北海道札幌市 ㈱テスク ㈱中央ガス圧接 Ｄ19

2925 371 2017年11月～ 山田産業社屋　新築工事 北海道札幌市 渋谷建設 ㈱中央ガス圧接 Ｄ19～22

2926 372 2017年11月～ （仮称）東日暮里5丁目54プロジェクト新築 東京都荒川区
旭化成不動産レジデンス
㈱

㈱核建築設計事務所 ㈱佐藤秀 松栄工業㈱ Ｄ22～35

2927 373 2017年11月～
平成29年度　市涯子未第1号　（仮称）三保地
区複合施設　建築工事

静岡県静岡市 静岡市長　田辺信宏氏
㈱池田建築設計事務所
静岡市公共建築課

日成建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

2928 374 2017年11月～ (仮称)アオイテック工場増設計画 静岡県浜松市 アオイテック㈱
㈱錢高組一級建築士事
務所

㈱鈴木組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

2929 375 2017年12月～ 極東興和㈱静岡工場　第５工場新築工事 静岡県森町 極東興和㈱静岡工場
三井住友建設㈱静岡支
店一級建築士事務所

三井住友建設㈱静岡支
店

㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～32

2930 376 2017年12月～
㈱チューブフォーミング静岡工場　事務所棟新築
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 Ｄ25

2931 377 2017年12月～ 鷲津駅本屋街二箇所新設その他工事 静岡県湖西市
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㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

2932 378 2017年12月～ ㈱京浜工業所静岡工場焼成場棟新築工事 静岡県森町 ㈱京浜工業所
浜岡一級総合設計事務
所

㈲アーク ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2933 379 2017年12月～ （仮称）磐田市新貝マンション新築工事 静岡県磐田市 山﨑久隆様
㈱飯田組一級建築士事
務所

㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

2934 380 2017年12月～ h house新築工事 静岡県浜松市 平岩恒雄様
㈱ケイ・テック一級建築士
事務所

㈱ケイ・テック ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

2935 381 2017年12月～ ネッツトヨタ静浜　葵町店　店舗新築工事 静岡県浜松市 ネッツトヨタ静浜 縣建築設計事務所 ㈱林工組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2936 382 2017年12月～ 弘伸運輸物流倉庫新築工事 愛知県刈谷市 ㈱弘伸運輸 ㈲塚本建築設計 泉工務店㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2937 383 2017年12月～
静岡大学（城北）工作技術センター新営その他
整備事業

静岡県浜松市 静岡大学 ㈱内藤ハウス ㈱内藤ハウス ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22
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2938 384 2017年12月～ （仮称）auショップ掛川御所原　新築工事 静岡県掛川市 エヌ・アイ・ネットワーク㈱ 一級建築士事務所ボスコ ㈱ヨシオ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

2939 385 2017年12月～ S様邸新築工事 静岡県浜松市 ㈱マルマ 和楽舎設計工房 ㈱林工組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

2940 386 2017年12月～
桜井・宇奈月統合中屋内運動場・武道場新築
工事

富山県黒部市 黒部市 創建築事務所 桜井・大高JV ㈲中越ガス圧接工業 Ｄ19～29

2941 387 2017年12月～ 駿河区曲金　鈴木政子マンション新築工事 静岡県静岡市 鈴木政子様 ㈱平成建設 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

2942 388 2017年12月～ ㈱池田商事倉庫　新築工事 静岡県富士市
合同会社IASコーポレー
ション

井上建設㈱一級建築士
事務所

井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

2943 389 2017年12月～ アコレ㈱本社工場　新築工事 静岡県富士宮市 アコレ㈱ ㈱アルファ設計 井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

2944 390 2017年12月～
平成29年度(国)135号　防災・安全交付金(国
道橋梁耐震対策・一般)工事(熱海1号桟道橋)

静岡県熱海市 静岡県熱海土木事務所 青木建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ35

2945 391 2017年12月～ （仮称）富士大洋㈱浮島工場　建設工事 静岡県富士市 富士大洋㈱
㈲杉山一級建築設計事
務所

富士スパイラル工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

2946 392 2017年12月～
平成29年度[第29-Z1146-01号]日本平山頂シ
ンボル移設新築工事

静岡県静岡市 静岡県知事　川勝氏
隅研吾建築都市設計事
務所

木内建設㈱ ㈱扶桑工業 Ｄ22～25

2947 393 2017年12月～ (仮称)DCMカーマ汐田橋店舗専門館新築工事 愛知県豊橋市 ㈱オノコム ㈲糟谷工業所 Ｄ22～25

2948 394 2017年12月～ オリジン東秀　上野原第2工場建設工事 山梨県上野原市 鈴与建設㈱ ㈲トーアツ中部 Ｄ19

2949 395 2017年12月～ ㈱キーポーション新田工場新築工事 岐阜県大垣市 ㈱キーポーション ㈱福永建築事務所 西濃建設㈱ イワタ継手鋼業㈱ Ｄ19～22

2950 396 2017年12月～ BOSCAGE-KARIYA新築工事 神奈川県湯河原町 ㈲魚記商店 神沼敏裕一級建築士 ㈲上野工務店 ㈲フルタ工業 Ｄ19～22

2951 397 2017年12月～
（仮称）宗教法人神慈秀明会新仙台出張所新
築工事

宮城県仙台市 ㈱たくみ ㈱TGP Ｄ19～25

2952 398 2018年1月～ ㈱大村商会　増築工事 静岡県浜松市 ㈱大村商会
㈲連設計一級建築士事
務所

山平建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2953 399 2018年1月～ 野村和子様マンション新築工事 愛知県田原市 野村和子様 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 Ｄ22

2954 400 2018年1月～ セブンイレブン浜松葵東1丁目店新築工事 静岡県浜松市 丸八不動産 キュウメートル㈱ ㈱キーストン ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2955 401 2018年1月～ 小規模多機能居宅介護施設新築工事 山形県鶴岡市
医療生活協同組合やまが
た

㈱アックスクリエイト ㈱石庄建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

2956 402 2018年1月～
養護老人ホーム及び小規模特別養護老人ホー
ム建設工事

山形県鶴岡市 社会福祉法人恵泉会 ㈲吉田建築設計事務所
鶴岡建設・佐藤組特定建
設工事共同企業体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

2957 403
2018年1月15
～

平成29年度地方道路交付金工事（橋梁補修）
29-F157-22

秋田県横手市
秋田県平鹿地域振興局
長

㈱大和組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ51

2958 404 2018年1月～ 南山橋耐震補強工事 山形県大蔵村 山形県 沼田建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

2959 405
2018年1月22
～

平成29年度地方道路交付金工事（橋梁補修）
29-F157-22

秋田県横手市
秋田県平鹿地域振興局
長

秋田振興建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ38

2960 406 2018年1月～ 平成29年度舟形町除雪センター建築工事 山形県舟形町 舟形町 丸充建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

2961 407 2018年1月～
ＪＡ庄内たがわ水稲育苗センター浸種水槽増設
工事

山形県鶴岡市 荘内たがわ農業協同組合
全農山形一級建築士事
務所

笹原建設工業㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

2962 408 2018年1月～ ソフトバンク酒田みずほ店新築工事 山形県酒田市
町家建築設計室、佐藤
建築設計事務所

大場建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

2963 409 2018年1月～ (仮称)SMC山形エリア新築工事 山形県山形市 SMC㈱ 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

2964 410 2018年1月～ (仮称)豊島区高田2丁目計画新築工事 東京都豊島区 ㈱サムティ ㈱叶設計 野村建設工業㈱ 松栄工業㈱ Ｄ19～29

2965 411 2018年1月～ 西興部村バイオガスプラント建設工事 北海道西興部村 西興部村長　菊地氏 ㈱仁設計事務所
㈱土谷特殊農機具製作
所

㈱東圧 Ｄ19～22

2966 412 2018年1月～ (仮称)四季彩堂　富士吉原店新築工事 静岡県富士市 ㈱四季彩堂 ㈱中村組 ㈱中村組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

2967 413 2018年1月～ 後藤機工㈱倉庫新築工事 静岡県富士宮市 後藤正樹・後藤信哉　様
無双建設㈱一級建築設
計事務所

無双建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

2968 414 2018年1月～ (仮称)静岡信用金庫籠上支店新築工事 静岡県静岡市 静岡信用金庫 ㈱七丈設計 平井工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

2969 415 2018年1月～
テルモ㈱Mastery Center Ashitaka Lab. 新築工
事

静岡県富士宮市 テルモ㈱
井上建設㈱一級建築士
事務所

井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～29

2970 416 2018年1月～
平成29年度[第29-Z1267-01号]愛鷹広域公
園野球場エレベーター設置他工事

静岡県沼津市 静岡県知事　川勝氏
㈱高木滋生建築設計事
務所

木内建設㈱沼津支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

2971 417 2018年1月～
宇部三菱セメント㈱名古屋支店　田子の浦SS
固化材混合設備建設工事

静岡県富士市 宇部三菱セメント㈱ 大洸工業㈱ 井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

2972 418 2018年1月～
(仮称)アサヒ飲料富士山工場　見学EV棟増築
工事

静岡県富士宮市 アサヒ飲料㈱富士山工場
三井住友建設㈱静岡支
店一級建築士事務所

三井住友建設㈱静岡支
店

東海ガス圧接㈱ Ｄ19
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2973 419 2018年1月～ 船村興産倉庫㈱10号倉庫C棟新築工事 静岡県富士市 船村興産倉庫㈱ ㈱ゆたか建築設計事務所 ㈱井出組 東海ガス圧接㈱ Ｄ25～29

2974 420 2018年1月～ 御殿場の家　新築工事 静岡県御殿場市 ㈱太平ビルケア
桐山和広建築設計事務
所

平井工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

2975 421 2018年1月～ 一般国道5号　仁木町余市川橋下部工事 北海道余市町 阿部建設 ㈱中央ガス圧接 Ｄ29～35

2976 422 2018年1月～ 戸蔦大橋 北海道中礼内村 永井工業 丹羽鉄筋興業㈱ Ｄ32

2977 423 2018年1月～ (仮称)ホテルジャストワン富士小山新築工事 静岡県小山町 ㈱和栄
㈱エー・アンド・エー総合設
計

前田・日幸特定建設共同
企業体

㈱扶桑工業 Ｄ19～35

2978 424 2018年1月～
関西ペイント㈱東北サテライトステーション出荷棟
建設工事

宮城県大和町 関西ペイント㈱ ㈱鴻池組 ㈱TGP Ｄ22

2979 425 2018年1月～ 新仙台LNG出荷管理室新築工事 宮城県七ヶ浜町 ㈱橋本店 ㈱TGP Ｄ19～22

2980 426 2018年1月～ (仮称)桧町地域密着型複合施設新築工事 山形県山形市 山形建設㈱ ㈱TGP Ｄ19～22

2981 427 2018年1月～ (仮称)サツドラ帯広春駒通店新築工事 北海道帯広市 ㈱サッポロドラッグストアー ㈱アイプランニング ㈱佐藤工務店 ㈱東圧 Ｄ22

2982 428 2018年1月～ アルファステイツ浜松駅西新築工事 静岡県浜松市 穴吹興産㈱ ㈱クオリア建築事務所
福田組・中村建設　特定
建設工事共同企業体

㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～38

2983 429 2018年2月～ ㈱桜井製作所　細江工場　第3工場新築工事 静岡県浜松市 ㈱桜井製作所
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

2984 430 2018年2月～ ヤマトエスロン㈱静岡工場　増築工事 静岡県袋井市 ヤマトエスロン㈱ 創和設計㈱ 須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

2985 431 2018年2月～ 田代様邸新築工事 静岡県掛川市 田代喜康様
㈱川島組一級建築士事
務所

㈱川島組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

2986 432 2018年2月～ 平野多加博邸　新築工事 静岡県浜松市 平野多加博様
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

2987 433 2018年2月～ ㈱ポーラ流通センター付属庇新設工事 静岡県袋井市 ㈱ポーラ流通センター
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

2988 434 2018年2月～ 久保田様　雄踏珠算塾新築工事 静岡県浜松市 ㈲ミット建築工房 ㈲ミット建築工房 ㈱森島建設工業 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

2989 435 2018年2月～ 浜松プラザウェスト商業施設計画 静岡県浜松市 MULプロパティ㈱ ㈱鴻池組名古屋支店 ㈱鴻池組名古屋支店 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～29

2990 436 2018年2月～ ㈱エンケイメタルズ倉庫新築工事 静岡県磐田市 ㈱エンケイメタルズ 鈴木久米男建築事務所 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

2991 437 2018年2月～ 中埜産業（仮称）銀座5丁目計画新築工事 東京都中央区 中埜産業㈱ ㈱日建設計 清水建設㈱東京支店 国際技建㈱ Ｄ22～29

2992 438 2018年2月～ (仮称)TGMM芝浦プロジェクトB棟Ⅱ期新築工事 東京都港区 東京瓦斯㈱ ㈱日建設計 清水建設㈱東京支店 国際技建㈱ Ｄ19～32

2993 439 2018年2月～ セブンイレブン東根1丁目店新築工事 山形県東根市 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

2994 440 2018年2月～ 平和橋 北海道清水町 田村建設 丹羽鉄筋興業㈱ Ｄ29

2995 441 2018年2月～ ㈱ワタセン本社工場新築工事 静岡県富士市 ㈱ワタセン フカサワマサキ建築事務所 井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

2996 442 2018年2月～ 米田様マンション新築工事 静岡県裾野市 米田さき子様 ㈱平成建設 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

2997 443 2018年2月～ (仮称)共和多賀城新築工事 宮城県多賀城市 ㈱斎藤工務店 ㈱TGP Ｄ19～22

2998 444 2018年2月～ (仮称)仙都会館貸店舗ビル新築工事 宮城県仙台市 ㈱阿部和工務店 ㈱TGP Ｄ19～22

2999 445 2018年2月～ 一般国道237号平取町池売改良工事 北海道平取町 ㈱小林組 ㈱東圧 Ｄ22～32

3000 446 2018年2月～
道央圏連絡道路千歳市兼嶮淵川R橋A1下部
工事

北海道千歳市 機械開発北旺㈱ ㈱東圧 Ｄ29

3001 447 2018年3月～
トヨタカローラ東海㈱袋井店　ショールーム新築工
事

静岡県袋井市 トヨタカローラ東海㈱
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

3002 448 2018年3月～
平成29年度湖西市日ヶ崎地区津波避難タワー
設置工事

静岡県湖西市 湖西市長　影山氏 ㈱渡辺建築設計事務所 山平建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25～32

3003 449 2018年3月～ トヨタカローラ東海㈱カーランド葵新築工事 静岡県浜松市 トヨタカローラ東海㈱
須山建設㈱一級建築士
事務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～29

3004 450 2018年3月～ 貞吉様住宅新築工事 静岡県浜松市 貞吉宏昭様 大岡成光建築士事務所 ㈱杉浦建築店 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

3005 451 2018年3月～ カーセブン西ヶ崎店新築工事 静岡県浜松市 松下石油㈱ ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

3006 452 2018年3月～ 丸山建鉄㈲小沢渡工場新設工事 静岡県浜松市 山平建設 ㈲トーアツ中部 Ｄ22～29

3007 453 2018年3月～ (仮称)TGMM芝浦プロジェクトB棟Ⅱ期新築工事 東京都港区 東京瓦斯㈱ ㈱日建設計 清水建設㈱東京支店 ㈱創栄工業 Ｄ19～32
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3008 454 2018年3月～
鈴川化学工業㈱構内再編工事　新工場棟新
築工事

静岡県富士市 鈴川化学工業㈱ 日本製紙ユニテック㈱ 三井住友建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

3009 455 2018年3月～
平成29年度[第29-Z1563-01号]伊東警察署
吉田交番(仮称)新築他工事(建築)

静岡県伊東市 静岡県知事　川勝氏
静岡県経営管理部財務
局営繕工事課

杉浦建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

3010 456 2018年3月～ 三島市加茂川町　共同住宅新築工事 静岡県三島市 藤澤喜美子様 ㈱平成建設 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

3011 457 2018年3月～ 三鋼仮設㈲資材置場新築工事 静岡県富士市 三鋼仮設㈲
㈱中村組一級建築士事
務所

㈱中村組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

3012 458 2018年3月～
前田道路㈱富士合材工場骨材ストック上屋棟
新築工事

静岡県富士市 前田道路㈱ ㈱アート総合設計
井出・中村特定建設工事
共同企業体

東海ガス圧接㈱ Ｄ22～25

3013 459 2018年3月～ (仮称)㈱伊藤製作所　南富士工場増築工事 静岡県富士市 ㈱伊藤製作所 松永建築計画工房 井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

3014 460 2018年3月～ 中部横断下八木沢地区トンネル工事 山梨県身延町 国交省関東地方整備局
三井共同建設コンサルタン
ト㈱

㈱フジタ　首都圏土木支
店

東海ガス圧接㈱ Ｄ29～35

3015 461 2018年3月～ 萩ヶ岡災害復旧工事 北海道上士幌町
川村組・田西経常建設共
同企業体

㈱東圧 Ｄ29
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