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エコスピード工法施工実績2018年度（Ｈ30）上期　（2017年4月～2018年9月）

2018年度　上期
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

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

南海辰村建設㈱ 協和圧接工業㈱ Ｄ19～35

3017 2 2018年4月～ 台東区小島1丁目東計画新築工事 東京都台東区 サムティ㈱ 現代総合設計 大木建設㈱ 協和圧接工業㈱ Ｄ19～35

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

3019 4 2018年4月～ メニーズコート新道東MS　新築工事 北海道札幌市 エムズ・インダストリー㈱ ㈱中央ガス圧接 Ｄ19

3020 5 2018年4月～ (仮称)二日町計画新築工事 宮城県仙台市 野村不動産仙台支店
㈱錢高組一級建築士事
務所

㈱錢高組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～32

3021 6 2018年4月～ ウェルシア薬局酒田山居町店新築工事 山形県酒田市 ウェルシア薬局㈱本社
大和ハウス工業㈱山形支
店

大和ハウス工業㈱山形支
店

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

3022 7 2018年4月～ (仮称)美田園五丁目マンション新築工事 宮城県名取市 東新住販㈱ エムズ企画設計㈱ 大木建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～35

3023 8 2018年4月～ (仮称)エコパーク大山新築工事 山形県鶴岡市 ウィズ環境㈱
鶴岡建設㈱一級建築士
事務所

鶴岡建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

3024 9 2018年4月～
北海道縦貫自動車道士別市15号橋上部外一
連工事

北海道士別市
北海道開発局　旭川開
発建設部

㈲来伸ガス Ｄ29

3025 10 2018年4月～ （仮称）千代田区内神田1丁目計画新築工事 東京都千代田区 ㈱サンケイビル
㈱イクス・アーク都市設計
士事務所

㈱リンク・トラスト ㈱創栄工業 Ｄ19～35

3026 11 2018年4月～
平成29年度山形県立鶴岡工業高等学校体育
館改築（建築）工事

山形県鶴岡市
山形県知事　吉村美栄
子氏

羽田設計事務所
佐藤工務・石庄建設特定
建設工事共同企業体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

3027 12 2018年4月～ ㈱沼田生コンクリートプラント工事 山形県新庄市 沼田コンクリート工業㈱
沼田建設㈱一級建築士
事務所

沼田建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

3028 13 2018年4月～ （仮称）風越1・2・3号橋下部工外工事 宮城県石巻市
宮城県土木部道路建設第
四班

マルテック・森本組　復旧・
復興建設工事共同企業
体

㈱TGP Ｄ29～38

3029 14 2018年4月～ 北浦和ビル建替工事 埼玉県さいたま市
東京ガス㈱、東京ガス都
市開発㈱

㈱久米設計 ㈱錢高組東京支社 ㈱創栄工業 Ｄ19～32

3030 15 2018年4月～
(仮称)㈱マルマツ大人見農林水産物加工施設
新築工事

静岡県浜松市 ㈱マルマツ
㈱飯田組一級建築士事
務所

㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

3031 16 2018年4月～
平成29年度佐久間道路佐久間第２トンネル監
査路佐久間地区工事

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

3032 17 2018年4月～ (仮称)プレシス陸前高砂新築工事 宮城県仙台市
㈱オンズデコー一級建築士
事務所

㈱富士工 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～29

3033 18 2018年4月～ 富士市新環境クリーンセンター建設工事 静岡県富士市 富士市長　小長井氏
川重・石井・井出特定共
同企業体

東海ガス圧接㈱ Ｄ19～32

3034 19 2018年4月～
平成30年度富士製紙協同組合中央制御棟新
築工事

静岡県富士市 富士製紙協同組合
一級建築士事務所
SUZUKI設計室

㈱井出組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～32

3035 20 2018年4月～ ㈱オノックスエムティーティー　工場増築工事 静岡県浜松市 ㈱オノックスエムティーティー ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

3036 21 2018年4月～ 高橋義幸様マンションⅡ期新築工事 静岡県浜松市 高橋義幸様 東名建築設計
東建コーポレーション㈱浜
松支店

㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

3037 22 2018年4月～ (仮称)発寒D倉庫　新築工事 北海道札幌市 ㈱丸真北斗興業 ㈱中央ガス圧接 Ｄ19～22

3038 23 2018年4月～ アルファロメオ浜松　新築工事 静岡県浜松市 ㈱CAS ㈱大岡成光建築事務所 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

3039 24 2018年4月～ ㈲浜松アルミ参野町倉庫　新築工事 静岡県浜松市 ㈲浜松アルミ
釜慶鉄工㈱一級建築士
事務所

釜慶鉄工㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

3040 25 2018年4月～ ウェルシア島田川川根店　増築工事 静岡県島田市 ウェルシア薬局㈱
㈱プラドウィン一級建築士
事務所

㈱プラドウィン一級建築士
事務所

㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

3041 26 2018年4月～ ㈱トーヨータイヤジャパン浜松営業所新築工事 静岡県浜松市 高橋敏博様
釜慶鉄工㈱一級建築士
事務所

釜慶鉄工㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

3042 27 2018年4月～ 蒲郡信用金庫東田支店新築工事 愛知県豊橋市 蒲郡信用金庫 ㈱伊藤建築設計事務所 ㈱オーテック ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

3043 28 2018年4月～ 東栄商工㈱本社新築工事 静岡県沼津市
㈱佐藤建設一級建築事
務所

㈱佐藤建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

3044 29 2018年4月～
(仮称)NGKセラミックデバイス多治見工場建設工
事

岐阜県多治見市 日本碍子㈱
㈱大林組名古屋支店一
級建築士事務所

㈱大林組名古屋支店 ㈱嘉藤工業所 Ｄ19～29

3045 30 2018年4月～ 日高自動車道　新冠町　大狩部橋上部工 北海道日高町 オリエンタル白石㈱ ㈱東圧 Ｄ32～51

3046 31 2018年4月～ (仮称)北海道日紅㈱事務所・倉庫新築工事 北海道芽室町 北海道日紅㈱ ㈱創造設計舎 萩原建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～22

3047 32 2018年4月～
釧路港西港区第２埠頭穀物輸送設備建設工
事

北海道釧路市 ㈱錢高組 ㈱東圧 Ｄ22

3048 33 2018年4月～ (仮称)札幌市中央区南7条西6丁目新築工事 北海道札幌市 コロンビア・ワークス㈱ ㈱STYLEX 萩原建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ22～29
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3049 34 2018年4月～ (仮称)サツドラ帯広西8条店新築工事 北海道帯広市 日本甜菜製糖㈱ 大和リース㈱札幌支店 ㈱東圧 Ｄ22

3050 35 2018年4月～ ㈲太陽環境保全工場新築工事 秋田県大仙市 ㈲太陽環境保全 ㈱風間設計 ㈱大和組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

3051 36 2018年4月～
平成29年度債務負担行為工事ダム整備事業
（最上小国川流水型ダム建設）最上小国川流
水型ダム管理所新築（建築）工事

山形県最上町
山形県知事　吉村美栄
子氏

㈲石山設計事務所 ㈱大場組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

3052 37 2018年4月～ 横手寮新築その２（新築）工事 秋田県横手市
東日本旅客鉄道㈱秋田
支店

東日本旅客鉄道㈱秋田
一級建築士事務所

鉄建建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

3053 38 2018年4月～ 汚泥処理リサイクル施設増築工事 山形県酒田市 ㈱エルデック ㈱みなと ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

3054 39 2018年4月～ ヤマサン食品倉庫増築工事 富山県射水市 ヤマサン食品工業㈱ 高田建設㈱ 高田建設㈱ ㈲中越ガス圧接工業 Ｄ19～25

3055 40 2018年4月～ NGKオホーツク㈱新第１工場新築工事 北海道網走市 日本ガイシ㈱
㈱大林組札幌支店一級
建築士事務所

㈱大林組札幌支店 ㈱東圧 Ｄ19～25

3056 41 2018年4月～ 中沢機械店本社新築工事 北海道北見市 ㈱中沢機械店
一級建築士事務所中藪
建築工房

㈱ダイイチ ㈱東圧 Ｄ22

3057 42 2018年4月～ ㈱畑惣商店　本社新築工事 宮城県仙台市 ㈱畑惣商店 ㈱阿部和工務店 ㈱TGP Ｄ19

3058 43 2018年4月～ トヨタカローラ宮城古川店新築工事 宮城県大崎市 トヨタカローラ宮城 ㈱橋本店 ㈱TGP Ｄ22～25

3059 44 2018年4月～ ラ・フォーレ天童新築工事 山形県天童市 山形建設㈱ ㈱TGP Ｄ19～22

3060 45 2018年4月～ （仮称）日本橋浜町ホテル計画 東京都中央区 日建設計 不二建設㈱ ㈱創栄工業 Ｄ19～32

3061 46 2018年5月～ (仮称)西浅田1丁目マンション　新築工事 静岡県浜松市 合同会社Juno famco ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

3062 47 2018年5月～ ㈱スミレックス都田新工場　新築工事 静岡県浜松市 ㈱スミレックス
須山建設㈱一級建築士
事務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

3063 48 2018年5月～ 楽天ソシオビジネス㈱磐田ファクトリー建設工事 静岡県磐田市 楽天ソシオビジネス㈱
三進金属工業㈱一級建
築事務所

三進金属工業㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

3064 49 2018年5月～ ㈱スカイランド　マンション新築工事 静岡県浜松市 ㈱スカイランド 東建コーポレーション㈱ 東建コーポレーション㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

3065 50 2018年5月～ (仮称)花の木眼科診療所　新築工事 静岡県浜松市 鈴木眞貴子様 ㈱縣建築設計事務所 ㈱キーストン ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

3066 51 2018年5月～ 太陽建機レンタル浜松西支店リニューアル工事 静岡県浜松市 太陽建機レンタル㈱
遠鉄建設㈱一級建築士
事務所

遠鉄建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

3067 52 2018年5月～ 北條昭司様　共同住宅新築工事 静岡県富士市 北條昭司様
谷米一級建築設計事務
所

㈱クラスト 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

3068 53 2018年5月～
伊豆高原（ゆうゆうの里）ケアセンター新棟新築・
診療所建替え工事

静岡県伊東市
一般財団法人　日本老
人福祉財団

鈴与建設㈱一級建築士
事務所

鈴与建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

3069 54 2018年5月～ 平成29年度第二地区センター建築主体工事 静岡県沼津市
沼津市長職務代理者
沼津副市長　新家氏

一級建築士事務所アトリ
エ結

㈱佐藤建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

3070 55 2018年5月～ 鈴木様倉庫併用住宅新築工事 静岡県富士市 鈴木健弘様 ㈱ゆたか建築設計事務所 富士スパイラル工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

3071 56 2018年5月～
平成29年度新吉原林間学園（仮称）新築工事
（建築B）

静岡県富士市
静岡県知事　川勝平太
氏

㈱山下設計 ㈱中村組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

3072 57 2018年5月～
平成29年度1号笹原山中BP谷田地区東下部
工事

静岡県三島市
国交省中部地方整備局
沼津河川国道事務所

山本建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ29

3073 58 2018年5月～ (仮称)三島駅前ホテル新築工事 静岡県三島市 東京急行電鉄㈱
RIA・SEED設計共同企業
体

清水建設㈱名古屋支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～35

3074 59 2018年5月～ 医療法人扶恵会　釧路中央病院新築工事 北海道釧路市 医療法人扶恵会 ㈱パルテクノ 大木建設㈱ ㈱東圧 Ｄ19～29

3075 60 2018年5月～ 医薬品製造工場新築工事 北海道芽室町 コスモ食品㈱ ㈱吉田設計事務所 大木建設㈱ ㈱東圧 Ｄ19～22

3076 61 2018年5月～ ㈱安岡自動車工業本社整備工場増築工事 北海道帯広市 ㈱安岡自動車 ㈱佐藤工務店 ㈱東圧 Ｄ22

3077 62 2018年5月～ クリオ横濱本牧新築工事 神奈川県横浜市 明和地所㈱ ㈱いしばし設計 南海辰村建設㈱ 協和圧接工業㈱ Ｄ19～32

3078 63 2018年5月～
旭川医療センター外来管理療棟建替え整備工
事

北海道旭川市
独立行政法人国立病院
機構旭川医療センター

㈱岩見田・設計 ㈱熊谷組北海道支店 ㈱旭都鉄筋工業所 Ｄ19～29

3079 64 2018年5月～ 矢崎エナジーシステム㈱電線事業部 静岡県沼津市 矢崎総業㈱
清水建設㈱名古屋支店
一級建築士事務所

清水建設㈱名古屋支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

3080 65 2018年5月～
平成29年度県営住宅富士見台団地E棟全面
的改善事業(建築)工事

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

㈱井出組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

3081 66 2018年5月～ (仮称)秋田トヨタ本荘複合店舗新築工事 秋田県由利本荘市 秋田トヨタ自動車㈱ ㈱甲設計事務所
㈱半田工務店・村岡建設
工業㈱JV

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

3082 67 2018年5月～ 岡谷セイケン㈱秋田工場第2工場増築工事 秋田県横手市 岡谷セイケン㈱ ㈲ミツイ設計 ㈱丸茂組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

3083 68 2018年5月～ ㈱庄内シャーリング第2工場J棟新築工事 山形県鶴岡市 ㈱庄内シャーリング
鶴岡建設㈱一級建築士
事務所

鶴岡建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25
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3084 69 2018年5月～ 秋田電装㈱増築工事 秋田県羽後町 秋田電装㈱ ㈱小野建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

3085 70 2018年5月～
鶴岡中央工業団地水道第一浄水場改築（建
築）工事

山形県鶴岡市
一般社団法人鶴岡市開
発公社

㈱日本水道設計社 ㈱佐藤組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

3086 71 2018年5月～
㈲太陽環境保全工場新築工事　廃プラ破砕施
設

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

3087 72 2018年5月～ (仮称)愛知陸運仙台物流センター建設工事 宮城県大和町 愛知陸運㈱
東亜建設工業㈱一級建
築士事務所

東亜建設工業㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ29

3088 73 2018年5月～ 松島町長田ポンプ場他1施設復興建設工事 宮城県松島町
日本下水道事業団　東
北総合

日本下水道事業団 ㈱富士工 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

3089 74 2018年5月～ (仮称)STトラストタワー新築工事 宮城県仙台市 ㈱STトラスト
サニーテクノ一級建築士事
務所

㈱みなと ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

3090 75 2018年5月～ (仮称)㈱トガシオイルみどり町SSセルフ改築工事 山形県鶴岡市 ㈱トガシス ㈲設計工房915 鶴岡建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

3091 76 2018年5月～
新技術活用種苗等供給施設（えのき茸培養セン
ター）増築工事

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

3092 77 2018年5月～ 中沢機械店本社新築工事 北海道北見市 ㈱中沢機械店
一級建築士事務所中藪
建築工房

㈱ダイイチ ㈱東圧 Ｄ22

3093 78 2018年6月～ ㈱スズキビジネス(仮称)都田給油所新設工事 静岡県浜松市 ㈱スズキビジネス 内田計器工業㈱ ㈱林工組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

3094 79 2018年6月～ ㈱スズケイ　恒武物流センター新築工事 静岡県浜松市 ㈱スズケイ
㈱飯田組一級建築士事
務所

㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

3095 80 2018年6月～ スギ薬局陣中町店 愛知県豊田市 スギホールディングス㈱ 宇野設計 飛鳥広芸㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

3096 81 2018年6月～ ホンダカーズ静岡西浜松三方原店　新築工事 静岡県浜松市 ㈱ホンダカーズ静岡西 ㈱丹羽英二建築事務所 日本建設㈱名古屋支店 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

3097 82 2018年6月～ ㈱梅園様店舗アパート新築工事 静岡県磐田市 ㈱梅園 東名建築設計室 東建コーポレーション ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

3098 83 2018年6月～ ナカジマ鋼管天龍川製造所103号棟新築工事 静岡県袋井市 ナカジマ鋼管㈱ ㈱安井建築設計事務所 ㈱鴻池組名古屋支店 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ25

3099 84 2018年6月～ (仮称)村松様マンション新築工事 静岡県静岡市 村松弘幸氏 ㈱平成建設 ㈱平成建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

3100 85 2018年6月～ 社会福祉法人富岳会　富岳の郷建設工事 静岡県御殿場市 社会福祉法人　富岳会
㈲信和設計一級建築士
事務所

臼幸産業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

3101 86 2018年6月～ 新東名高速道路用沢工事 静岡県小山町
中日本高速道路㈱東京
支社沼津工事事務所

㈱大林組・奥村組土木興
業㈱特定建設工事共同
企業体

東海ガス圧接㈱ Ｄ29～51

3102 87 2018年6月～
平成29年度県営住宅七尾団地4号棟全面的
改善事業（建築）工事

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

3103 88 2018年6月～ 平成29年度沼津維持管内橋梁補強補修工事 静岡県三島市
国交省中部地方整備局
沼津河川国道事務所

渡邊工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ32～38

3104 89 2018年6月～
(仮称)小田急御殿場ホテル・温泉施設新築工
事

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

清水建設㈱名古屋支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～35

3105 90 2018年6月～ 東部知多クリーンセンター建設工事 愛知県東浦町 東部知多衛生組合
新日鉄住金エンジニアリン
ク゛㈱

新日鉄住金エンジニアリン
ク゛㈱

㈱嘉藤工業所 Ｄ19～25

3106 91 2018年6月～ (仮称)サツドラ大樹町店新築工事 北海道大樹町 ㈱札幌ドラッグストア ヤマシタ総合設計事務所 ㈱佐藤工務店 ㈱東圧 Ｄ22

3107 92 2018年6月～ (仮称)東北海道ヤナセ㈱ショールーム増築工事 北海道帯広市 東北海道ヤナセ㈱ ㈱創造設計舎 岡田建設㈱ ㈱東圧

3108 93 2018年6月～ 一般国道36号苫小牧市　北栄改良工事 北海道苫小牧市
北海道開発局室蘭開発
建設部

㈱小金澤組 ㈱東圧 Ｄ32

3109 94 2018年6月～ 當秋士幌川下流地域　當秋排水路工事 北海道士幌町 斉藤井出建設㈱ ㈱東圧 Ｄ29～32

3110 95 2018年6月～ 橋本様共同住宅新築工事 静岡県三島市 橋本清一郎様
㈱イワックス一級建築士事
務所

㈱イワックス 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～22

3111 96 2018年6月～ (仮称)イワサキ経営　本社事務所新築工事 静岡県沼津市 ㈱イワサキ経営
大和ハウス工業㈱沼津支
店一級建築士事務所

大和ハウス工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

3112 97 2018年6月～
医療法人社団　宏和会　岡村記念病院増改築
計画

静岡県清水町 日揮㈱ 日揮㈱ ㈱鈴与建設 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～29

3113 98 2018年6月～ 平垣町の家新築工事 静岡県富士市 望月政光様 ㈱金丸建築設計事務所 富士スパイラル工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

3114 99 2018年6月～
平成29年度138号BPぐみ沢高架橋中畑中下部
工事

静岡県御殿場市
国交省中部地方整備局
沼津河川国道事務所長

御殿場国道維持出張所
長

小野建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ29～51

3115 100 2018年6月～ ハーモニーフーズ倉庫新築工事 秋田県湯沢市 ㈲ハーモニーフーズ
佐藤木建　一級建築士
事務所

佐藤木建㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

3116 101 2018年6月～
平成29年度　旧北上川右岸水押地区築堤構
造物設置工事

宮城県石巻市 東北地方整備局 升川建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ29

3117 102 2018年6月～ ㈲佐藤養助商店工場新築工事 秋田県湯沢市 ㈲佐藤養助商店
山脇組一級建築士事務
所

㈱山脇組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

3118 103 2018年6月～ 酒田港国際ターミナル休憩所建設工事 山形県酒田市
一般財団法人東北港湾
福利厚生協会

日本不動産仙台支店 ㈱菅原工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22
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3119 104 2018年6月～ よねや千石大橋店増改築工事 秋田県湯沢市 ㈱よねや ㈱甲設計事務所 ㈱大和組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

3120 105 2018年6月～ ㈱ユアテック大曲営業所新築工事 秋田県大仙市 ㈱ユアテック
東日本興業㈱一級建築
士事務所

丸茂組・高吉建設・荒屋
鋪建設　特定建設工事
共同企業体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

3121 106 2018年6月～ 工藤邸新築工事 山形県山形市 工藤光助様 アトリエ・ワン 幸栄建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

3122 107 2018年6月～ ホリタイヤ酒田店改築工事 山形県酒田市 ㈱ホリ・コーポレーション ㈱丸高 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

3123 108 2018年6月～ 鶴岡信用金庫本店営業部改築工事 山形県鶴岡市 鶴岡信用金庫 ㈲吉田建築設計事務所
佐藤工務・山口工務店
特定建設工事共同企業
体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

3124 109 2018年6月～
協和木材㈱新庄工場チップ置場新築（建築・外
溝）工事

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

3125 110 2018年6月～ 浅黄鉄工工場新築工事（建物基礎） 山形県新庄市 浅黄鉄工 真見建築設計事務所 石川建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

3126 111 2018年6月～ 山形TEC A棟再構築　建築設備新設工事 山形県鶴岡市
ソニーセミコンダクタマニュ
ファクチャリング

NECファシリティーズ㈱一級
建築士事務所

㈱大林組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～29

3127 112 2018年6月～ テックランドNew仙台青葉店新築工事 宮城県仙台市 ㈱ヤマダ電機 ㈲今井設計 マルト建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25～29

3128 113 2018年6月～
(仮称)介護老人保健施設仙台げんきのでる里新
築工事

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

3129 114 2018年6月～ 長町7丁目計画新築工事 宮城県仙台市 ティ・ケイエンジ㈱
大木建設㈱東北支店一
級建築士事務所

大木建設㈱東北支店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

3130 115 2018年6月～ ㈱すぎもとファーム千代ヶ岡肥育舎新築工事 北海道旭川市 ㈱プライム下館工務店 ㈱プライム下館工務店 ㈲来伸ガス Ｄ25

3131 116 2018年6月～
（独）国立病院機構旭川医療センター外来管理
診療棟等建替整備工事（建築）

北海道旭川市
独立行政法人国立病院
機構旭川医療センター

㈱岩見田・設計 ㈱岩見田・設計 ㈲来伸ガス Ｄ19～29

3132 117 2018年6月～ ㈱北海道クボタ美幌営業所　倉庫新築工事 北海道美幌町 ㈱北海道クボタ ㈱中田建築設計 ㈱三共後藤建設 ㈱東圧 Ｄ22

3133 118 2018年6月～
日本ニューホランド㈱美幌営業所　格納庫新築
工事

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

3134 119 2018年6月～
北海道美幌高等学校産業教育施設管理棟そ
の他改築工事

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

3135 120 2018年6月～
北海道美幌高等学校産業教育施設牛舎改築
工事

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

㈱東圧 Ｄ19～25

3136 121 2018年6月～ 北見市新庁舎建設工事（建築主体）-1 北海道北見市 北見市長　辻直孝
久米・都市・浦和　特定
委託業務共同企業体

北成・天内・岡村・北洋・
村井・小泉・大地　特定
建設工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ22～32

3137 122 2018年6月～ 北見市新庁舎建設工事（建築主体）-2 北海道北見市 北見市長　辻直孝
久米・都市・浦和　特定
委託業務共同企業体

五十嵐・松谷・大幸・鐘ヶ
江・山本工務店　特定建
設工事共同企業体

㈱東圧 Ｄ22～32

3138 123 2018年6月～ 草地整備小清水地区61工区 北海道小清水町
北海道オホーツク総合振
興局

ダイシン設計㈱ ㈱北興 ㈱東圧 Ｄ19

3139 124 2018年6月～ 北見藤女子高等学校　校舎改築工事 北海道北見市 学校法人　藤学園
㈱竹中工務店北海道一
級建築士事務所

竹中工務店・北成建設
共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～29

3140 125 2018年6月～ 興部ふ化場　採卵舎棟新築工事 北海道興部町
一般社団法人北見管内
さけ・ます増殖事業協会

㈱北海道技術コンサルタン
ト

㈱藤共工業 ㈱東圧 Ｄ19～22

3141 126 2018年6月～ でんき保安協会北見支部改築工事 北海道北見市
一般社団法人北海道電
気保安協会

㈱アクティ建築設計 北洋建設㈱ ㈱東圧 Ｄ19～25

3142 127 2018年6月～ （仮称）ドリームヒル事務所新築工事 北海道上士幌町 ㈲ドリームヒル ㈱創造設計舎 ㈱佐藤工務店 ㈱東圧 Ｄ22～25

3143 128 2018年6月～ 高舘無線中継所局舎新築工事 宮城県仙台市 ㈱橋本店 ㈱TGP Ｄ19～25

3144 129 2018年6月～ （仮称）BRANCH仙台長命ヶ丘新築工事 宮城県仙台市 ㈱橋本店 ㈱TGP Ｄ19～25

3145 130 2018年6月～ セブンイレブン原町北町店新築工事 福島県南相馬市 ㈲Jes設計 ㈱阿部和工務店 ㈱TGP Ｄ19～22

3146 131 2018年6月～ 山交ビル塔屋階耐震補強工事 山形県山形市 戸田建設㈱ ㈱TGP Ｄ25

3147 132 2018年6月～ セブンイレブン仙台西田中松下店増築工事 宮城県仙台市 ㈲Jes設計 ㈱阿部和工務店 ㈱TGP Ｄ22

3148 133 2018年6月～ 名取市閖上中継ポンプ場建設工事 宮城県名取市
西松建設・鴻池組・佐藤
工業・グリーン企画建設特
定建設共同企業体

㈱TGP Ｄ19～25

3149 134 2018年7月～ ㈱竜洋運輸　事務所新築工事 静岡県磐田市 ㈱竜洋運輸 ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

3150 135 2018年7月～
とぴあ浜松農業協同組合（仮称）西北営農施設
工事

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

須山・林工・浜建特定建
設工事共同企業体

㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

3151 136 2018年7月～
平成29年度138号BPぐみ沢高架橋仁杉地区下
部工事

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

3152 137 2018年7月～
和興産業㈱エコポリス工業団地内新工場建設
工事

静岡県掛川市 和興産業㈱
須山建設㈱一級建築士
事務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～29

3153 138 2018年7月～ (仮称)㈱関東製作所浜松工場増築工事 静岡県浜松市 ㈱関東製作所 ㈱大岡成光建築事務所 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22
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3154 139 2018年7月～ 草地整備足寄地区62工区 北海道足寄町 藤原工業㈱ ㈱東圧 Ｄ22

3155 140 2018年7月～ 永田や仏壇店豊田店新築工事 愛知県豊田市 永田や 蓮建築設計集団 飛鳥工芸㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

3156 141 2018年7月～ 静岡森紙業㈱浜松工場増築工事 静岡県磐田市 静岡森紙業㈱ マスダ一級建築士事務所 ㈱小笠原 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

3157 142 2018年7月～ ㈲エイチケイビー　工場新築工事 静岡県浜松市 ㈲エイチケイビー ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

3158 143 2018年7月～ 花川戸1丁目ホテル計画新築工事 東京都台東区 ㈱トラスト・ファイブ ㈱建築設計アーキフォルム 共立工業㈱ 協和圧接工業㈱ Ｄ19～35

3159 144 2018年7月～ ㈱西原商会東海　三島支店新築工事 静岡県三島市 ㈱西原商会東海 ㈱東条設計 鈴与建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

3160 145 2018年7月～ 静岡ロジスティクス㈱総合物流センター新築工事 静岡県長泉町 静岡ロジスティクス㈱ 鈴与建設㈱ 鈴与建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

3161 146 2018年7月～ (仮称)ファナック第5立体駐車場建設工事 山梨県忍野村 ファナック㈱
東急建設㈱一級建築士
事務所

東急建設㈱東日本建築
支店

東海ガス圧接㈱ Ｄ19～25

3162 147 2018年7月～
パーパス㈱本社工場　給湯器・各種部品電着塗
装に伴う建設工事

静岡県富士市 パーパス㈱ ㈱中村組 ㈱中村組 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

3163 148 2018年7月～ (仮称)マックスバリュ南足柄岩原店新築工事 神奈川県南足柄市 マックスバリュ東海㈱
大和ハウス工業㈱沼津支
店一級建築士事務所

平井工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

3164 149 2018年7月～
向日葵　厚原介護施設及び住宅型老人ホーム
建設工事

静岡県富士市 伊東栄太郎様
㈲杉山一級建築士事務
所

富士スパイラル工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

3165 150 2018年7月～ ㈲大政建設倉庫新築工事 静岡県東伊豆町 ㈲大政建設 野添一級建築士事務所 山本建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

3166 151 2018年7月～ 前田道路㈱事務所新築工事 静岡県富士市 前田道路㈱
楽建工房一級建築士事
務所

井出・中村特定建設工事 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

3167 152 2018年7月～ 平成29年度旧湯ヶ島小学校耐震改修工事 静岡県伊豆市 伊豆市長　菊地豊氏 ㈱池田建築設計事務所 小野建設㈱伊豆営業所 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

3168 153 2018年7月～ 御殿場物流センターC棟中二階増築工事 静岡県御殿場市 山九㈱静岡支店
鎌野建築事務所一級建築士事務
所 臼幸産業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

3169 154 2018年7月～ 旭化成㈱給食センター新設工事 静岡県富士市 旭化成㈱
㈱フジタ名古屋支店一級
建築士事務所

㈱フジタ名古屋支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

3170 155 2018年7月～ 桃太郎ビル新築工事 静岡県静岡市 杉山優司様
平和建設㈱一級建築士
事務所

平和建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

3171 156 2018年7月～ スターバックスコーヒー静岡駿河店舗建設工事 静岡県静岡市
積水ハウス㈱静岡シャーメ
ゾン支店

積水ハウス㈱静岡シャーメ
ゾン支店一級建築士事務
所

平井工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

3172 157 2018年7月～
平成30年度最上ふれあい学園自立訓練｢朝陽
の家｣増築工事

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

3173 158 2018年7月～ 早坂邸　新築工事 山形県最上町 早坂広行様 ㈱大場組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

3174 159 2018年7月～ オリックス鶴岡商業施設 山形県鶴岡市 オリックス㈱ ㈱INA新建築研究所 ㈱フォルム ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

3175 160 2018年7月～ 北栄鐵工㈱新工場他増築工事 山形県鶴岡市 北栄鐵工㈱
㈱あべ構房建築設計事務
所

㈱佐藤工務 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

3176 161 2018年7月～ 太平興業㈱鶴岡支店建替工事 山形県鶴岡市 太平興業㈱ 啓明興業㈱ 升川建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～29

3177 162 2018年7月～ 痘越渡地区下部工工事 山形県新庄市 国交省東北地方整備局 ㈱新庄・鈴木・柴田組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ29

3178 163 2018年7月～ 升形地区下部工工事 山形県新庄市 国交省東北地方整備局 ㈱カキザキ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ32～35

3179 164 2018年7月～
エイエスエムトランスポート㈱冷蔵冷凍庫建設工
事

山形県酒田市
エイエスエムトランスポート
㈱

㈲赤谷建築設計事務所 ㈱みなと ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

3180 165 2018年7月～ (仮称)花園病院透析センター新築工事 秋田県大仙市 医療法人あけぼの会
㈱丸茂組一級建築士事
務所

㈱丸茂組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

3181 166 2018年7月～ 稲川スキー場ヒュッテ等建築工事 秋田県湯沢市 湯沢市 ㈱三友建築所 ㈱三友建築所 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

3182 167 2018年7月～ ㈱高嶋組事務所棟建設工事 秋田県湯沢市 ㈱高嶋組
㈱丸臣高久建設一級建
築士事務所

㈱丸臣高久建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

3183 168 2018年7月～ 羽後町立学校給食共同調理場建築工事 秋田県羽後町 羽後町長　安藤豊氏
草階・日本調理機設計共
同体

㈱柴田組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

3184 169 2018年7月～ （仮称）アメニティ施設新築工事 北海道旭川市 エムジーリース㈱ Bplanning 岩田地崎㈱ ㈲来伸ガス Ｄ19～22

3185 170 2018年7月～ 層雲峡浄水場建設工事 北海道上川町 上川町長　佐藤芳治氏 ㈱NJS
荒井・ホクセイ特定建設工
事共同企業体

㈲来伸ガス Ｄ19～25

3186 171 2018年7月～
北留萌消防組合消防署初山別支署庁舎改築
建築主体工事

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

3187 172 2018年7月～ （仮称）アメニティ施設新築工事 北海道旭川市 エムジーリース㈱ Bplanning 岩田地崎㈱ ㈱東圧 Ｄ19～22

3188 173 2018年7月～ いせの里保育園・いせの里児童館建設工事 北海道網走市
社会福祉法人網走愛育
会

㈱浦和設計事務所
丸田・中一特定建設工事
共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～29
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3189 174 2018年7月～ バイオガスプラント附帯工事 北海道西興部村 西興部村長　菊池博氏 ㈱日本工房
三共後藤・美田　経常建
設共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

3190 175 2018年7月～ 高栄E団地市営住宅新築工事（建築主体）-3 北海道北見市 北見市長　辻直孝
ブンク、エヌ・ケー、そうごう
特定委託業務共同企業
体

岡村・天内・三共後藤
特定建設工事共同企業
体

㈱東圧

3191 176 2018年7月～ 常呂ふ化場　養魚池・飼育池等改築工事 北海道美幌町
一般社団法人北見管内
さけ・ます増殖事業協会

㈱北海道技術コンサルタン
ト

五十嵐・北進　経常建設
共同企業体

㈱東圧 Ｄ19

3192 177 2018年7月～ 片桐機械㈱帯広レンタルセンター新築工事 北海道芽室町 片桐機械㈱ 都間社設計 萩原建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ22

3193 178 2018年7月～ 然別（29）廠舎新設等建築その他工事 北海道鹿追町
帯広防衛支局長　菊地
一孝氏

萩原建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～25

3194 179 2018年7月～ ひろお保育園増築（園舎）工事 北海道広尾町 広尾町長　村瀬優氏 アカイシ建設㈱ ㈱東圧 Ｄ19～25

3195 180 2018年7月～ 特別養護老人ホームやまのべ荘増築工事 山形県寒河江市 山形建設㈱ ㈱TGP Ｄ22～25

3196 181 2018年7月～ ミントハウス㈱仙台工場改築工事 宮城県仙台市 ミントハウス㈱ ㈱阿部和工務店 ㈱TGP Ｄ19～25

3197 182 2018年8月～ 平成30年度サンサンいわた東原作業増築工事 静岡県磐田市
特定非営利活動法人サン
サンいわた

岡村・原田建築設計事務
所

石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

3198 183 2018年8月～ 南区瓜内町中村様マンション新築工事 静岡県浜松市 ㈲スターハウス ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

3199 184 2018年8月～ ㈲森町衛生社　事務所付社宅新築工事 静岡県森町 ㈲森町衛生社 星川建築工房 山平建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

3200 185 2018年8月～ ATJ西日本事業部A-Capital新築 静岡県浜松市 ㈱オートテクニックジャパン
建築設計事務所ますたじ
お

東亜建設工業㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～25

3201 186 2018年8月～ 杉村様袋井貸店舗新築工事 静岡県袋井市 杉村産業㈲ アート総合設計 遠鉄建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～25

3202 187 2018年8月～
㈱チューブフォーミング静岡工場第1工場新築工
事

静岡県菊川市 ㈱チューブフォーミング
須山建設㈱一級建築士
事務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

3203 188 2018年8月～ ウェルシア浜松西浅田店新築工事 静岡県浜松市 ㈱ウェルシア ㈱キーストン 遠鉄建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

3204 189 2018年8月～ (仮称)松屋浜松高林店新築工事 静岡県浜松市 ㈲権内 ㈱キーストン ㈱キーストン ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19

3205 190 2018年8月～
社会福祉法人　遠淡海会　若宮こども園園舎
増築工事

静岡県浜松市
社会福祉法人　遠淡海
会

㈱中川猛一級建築士事
務所

㈱水野組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

3206 191 2018年8月～ 日本橋馬喰町1丁目計画新築工事 東京都千代田区 新日鉄興和不動産 ㈱建築設計アーキフォルム 南海辰村建設㈱ 協和圧接工業㈱ Ｄ19～38

3207 192 2018年8月～
平成26･27･28･29･30年度湯河原町真鶴町衛
生組合一般廃棄物最終処分場再整備工事

神奈川県湯河原町
湯河原町真鶴町衛生組
合

㈱竹中土木/八千代エン
ジニアリング㈱

㈱竹中土木 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

3208 193 2018年8月～
㈱ツチヤDr.Dセルフ三島萩インター給油所新築
工事

静岡県三島市 ㈱ツチヤ 内田計器工業㈱ 小野建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

3209 194 2018年8月～ 岩波駅昇降設備ほか設計 静岡県裾野市 東海旅客鉄道㈱ ジェイアール東海建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ19

3210 195 2018年8月～
富士市青葉台まちづくりセンター多目的室増築
及び既存棟改修主体工事

静岡県富士市 富士市役所
富士市建設部施設保全
課

㈱井出組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

3211 196 2018年8月～ 丸富衛材㈱第2工場新築工事 静岡県富士市 丸富衛材㈱
㈱石井組一級建築士事
務所

㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～29

3212 197 2018年8月～ 由比駅ホームエレベーター塔屋新設工事 静岡県静岡市 東海ガ旅客鉄道㈱ 名工建設㈱静岡支店 名工建設㈱静岡支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

3213 198 2018年8月～ 中仙公民館清水分館新築（建築）工事 秋田県大仙市 大仙市長　老松博行氏
㈲館設計一級建築士事
務所

荒屋鋪建設・高吉建設
特定建設工事共同企業
体

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

3214 199 2018年8月～ 和田ダイハツ販売㈱大曲店改築工事 秋田県大仙市 和田ダイハツ販売㈱
㈱丸茂組一級建築士事
務所

㈱丸茂組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

3215 200 2018年8月～
【横消本総30-1】(仮称)南分署建設工事（建築
本体工事）

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

3216 201 2018年8月～
[YNSK301-01]よこて農業創生大学事業　地域
価値創造拠点（狐塚エリア）整備工事（建築工
事）

秋田県横手市 横手市長　高橋大氏
㈲久米一級建築士事務
所

伊藤・半田・丸茂　よこて
農業創生大学事業　地
域価値創造拠点（狐塚エ
リア）整備工事（建築工

㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

3217 202 2018年8月～ 三和精鋼㈱本社新工場　事務所棟新築工事 秋田県にかほ市 三和精鋼㈱ ㈱三義 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

3218 203 2018年8月～ (仮称)ケーユー鶴岡西新斎町新築工事 山形県鶴岡市 ㈱ケーユー
大和ハウス工業㈱山形支
店一級建築士事務所

大和ハウス工業㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

3219 204 2018年8月～ 大山機械アルミダイカスト工場新築工事 山形県鶴岡市 ㈱大山機械 ㈱アックスクリエート 菅原建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～22

3220 205 2018年8月～ 山形鶴岡ビル新築工事 山形県鶴岡市 日本生命保険相互会社
㈱大林組東北支店一級
建築士事務所

㈱大林組東北支店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22～25

3221 206 2018年8月～ 平成30年度肘折浄水場ろ過設備設置工事 山形県大蔵村 大蔵村村長 星川建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店

3222 207 2018年8月～ パスカル山形第3工場　新築工事 山形県天童市
大成建設㈱東北支店一
級建築士事務所

大成建設㈱東北支店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

3223 208 2018年8月～
㈱ユーメリアファクトリーパーク（山形ファクトリー）増
築工事

山形県真室川町
㈱カワイスチールホールディ
ング

㈱新庄・鈴木・柴田組 ㈱新庄・鈴木・柴田組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25
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3224 209 2018年8月～ ヤンマーアグリジャパン㈱富良野支店新築工事 北海道富良野町 ヤンマーアグリジャパン㈱ ㈲スリーディスタジオ ㈱サンエービルド工業 ㈲来伸ガス Ｄ19～22

3225 210 2018年8月～ （仮称）東川学生会館（マ・メゾン）増改築工事 北海道東川町 ㈱西川食品 ㈱アトリエアク 新谷建設㈱ ㈲来伸ガス Ｄ19～22

3226 211 2018年8月～ （仮称）ホンダカーズ帯広稲田店新築工事 北海道帯広市 ㈱ホンダカーズ帯広 ゼン・アーキテクト㈱ ㈱さとう工務店 ㈱東圧 Ｄ19～22

3227 212 2018年8月～ 帯広信用金庫東支店改築工事 北海道帯広市 帯広信用金庫 ㈱創造設計舎
岡田・東伸経常建設共同
企業体

㈱東圧 Ｄ25

3228 213 2018年8月～ 山形城北高等学校1号館耐震改築工事 山形県山形市 学校法人富澤学園 山形建設㈱ ㈱TGP Ｄ22～25

3229 214 2018年9月～
ヤマハモーターパワープロダクツ㈱掛川技術セン
ター東実験棟新築工事（仮）

静岡県掛川市
ヤマハモーターパワープロダ
クツ㈱

㈱竹下一級建築士事務
所

石川建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～29

3230 215 2018年9月～ FIND Hamamatsu N棟新築工事 静岡県浜松市 ホンダ開発㈱
㈱アーキプラン一級建築士
事務所

須山建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～22

3231 216 2018年9月～ (仮称)ブライトタウン早出新築工事 静岡県浜松市 遠州鉄道㈱
遠鉄建設㈱一級建築士
事務所/URP都市総合計
画㈱

遠鉄建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ19～32

3232 217 2018年9月～ ㈱トーカイ浜松支店新築工事 静岡県浜松市 内田計器工業㈱ ㈱飯田組 ㈱飯田組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

3233 218 2018年9月～
(仮称)サクシード住吉店舗付共同住宅新築工
事

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

3234 219 2018年9月～ アツミ電氣㈱助信事業所改築計画 静岡県浜松市 アツミ電氣㈱
㈱竹下一級建築士事務
所

㈱林工組 ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22～29

3235 220 2018年9月～
ヤマハ発動機㈱袋井技術センター市街地コース
建設工事

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

3236 221 2018年9月～ 千葉県がんセンター新棟建築工事 千葉県千葉市 千葉県 ㈱日建設計 ㈱フジタ 国際技建㈱ Ｄ25～29

3237 222 2018年9月～ セブンイレブン掛川杉谷店新築工事 静岡県掛川市 鈴与建設㈱ キュウメートル㈱ 遠州稲垣建設㈱ ㈲山田ガス圧接工業 Ｄ22

3238 223 2018年9月～ 丸富コンバーティング㈱新工場建設工事 静岡県富士市 丸富コンバーティング㈱
㈱石井組一級建築士事
務所

㈱石井組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～29

3239 224 2018年9月～
(仮称)三井ショッピングパークららぽーと沼津新築
工事（立体駐車場）

静岡県沼津市 三井不動産㈱
㈱大林組一級建築士事
務所

㈱大林組 東海ガス圧接㈱ Ｄ22～29

3240 225 2018年9月～ (仮称)東名富士クリニック第3期増改築工事 静岡県富士市
医療法人社団泉会　東
名富士クリニック

大和ハウス工業㈱沼津支
店一級建築士事務所

平井工業㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

3241 226 2018年9月～ (仮称)矢倉町こども園新築工事 静岡県静岡市 蒲原学園 ㈱池田建築設計事務所 平和建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25

3242 227 2018年9月～ (仮称)富士トラック㈱自動ラック倉庫新築工事 静岡県富士市 富士トラック㈱ ㈱アルファ設計 井上建設㈱ 東海ガス圧接㈱ Ｄ25～29

3243 228 2018年9月～ (仮称)ASTY静岡東館RN工事 静岡県静岡市
ジェイアール東海静岡開発
㈱

㈱交建設計名古屋事務
所

名工建設㈱静岡支店 東海ガス圧接㈱ Ｄ22

3244 229 2018年9月～ やわらぎ斎場屯田店 北海道札幌市 ㈱あいプラン
一級建築士事務所　眞
建

宮坂建設工業㈱ ㈱アツケン工業 Ｄ19～25

3245 230 2018年9月～ (仮称)障がい福祉サービス事業所新築工事 秋田県横手市
社会福祉法人五輪坂秋
峰会

三浦建築設計事務所 ㈱半田工務店 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19～25

3246 231 2018年9月～ ㈱高瀬電設工場棟増築工事 秋田県湯沢市 ㈱高瀬電設 佐藤木建㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ25

3247 232 2018年9月～
山葵沢地熱発電所建設のうち発電所外構工事
車庫・油倉庫

秋田県湯沢市 湯沢地熱㈱ ㈱和賀組 ㈱和賀組 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ22

3248 233 2018年9月～ クリーンカンパニーリサイクル棟新築工事 秋田県羽後町 ㈲クリーンカンパニー ㈱小野建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

3249 234 2018年9月～ JAうご米殻フレコン倉庫新築工事 秋田県羽後町 うご農業協同組合 こん設計 ㈱小野建設 ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ19

3250 235 2018年9月～ 津谷地区道路改良工事 山形県新庄市 国交省東北地方整備局 沼田建設㈱ ㈲東京ガス圧接秋田店 Ｄ29～38

3251 236 2018年9月～ 堺剛邸新築工事 富山県射水市 堺剛様 ㈱北栄商会 ㈲中越ガス圧接工業 Ｄ22

3252 237 2018年9月～ スギ薬局岡崎欠町店新築工事 愛知県岡崎市 ㈱オノコム ㈲糟谷工業所 Ｄ22～25

3253 238 2018年9月～
北海道美幌高等学校産業教育施設乾草収納
庫ほか改築工事

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

㈱東圧 Ｄ19～25

3254 239 2018年9月～
（仮称）まちなか団地公営住宅（B棟）新築工事
のうち建築主体工事

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

㈱東圧 Ｄ19

3255 240 2018年9月～ 平成30年度　白滝浄水場建設工事 北海道遠軽町
遠軽町長　佐々木修一
氏

㈱中神土木設計事務所
渡辺・大同　特定建設工
事共同企業体

㈱東圧

3256 241 2018年9月～
平成30・31年度遠軽道の駅建設工事（建築主
体）

北海道遠軽町
遠軽町長　佐々木修一
氏

㈱アトリエ　アク
菅野・山口特定建設工事
共同企業体

㈱東圧 Ｄ19～25

3257 242 2018年9月～
平成30年度畜産担い手育成総合整備事業（再
整備事業）望洋北標準地区第3工区

北海道中標津町
公益財団法人北海道農
業公社

㈱犬飼工務店 ㈱東圧 Ｄ19～29

3258 243 2018年9月～ 厚岸漁港-4.5m岸壁改良（基礎工）工事 北海道厚岸町
北海道開発局釧路開発
建設部

萩原・宮原組経常建設共
同企業体

㈱東圧 Ｄ22～29
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3259 244 2018年9月～
社会福祉法人慧誠会ときわの森保育所改築工
事

北海道帯広市 社会福祉法人慧誠会 萩原建設工業㈱ ㈱東圧 Ｄ19～25
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