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現場名 元請 発注者 施工場所
ｴｺｳｪﾙﾒｯｼｭ

規模(㎡)
施工年月

大原ﾏﾝｼｮﾝ 安藤建設㈱ 井の上建設㈱ 名古屋市昭和区 330 H10.2

ﾊﾟｰﾗｰﾀｲﾎｰ亀島店 ㈱松村組 ㈱ｶﾈｼｮｳ工務店 名古屋市中村区 2,900 H10.2

桜山ﾏﾝｼｮﾝ 安藤建設㈱ ㈲田中工務店 名古屋市昭和区 700 H10.4

AZ・PARK 安藤建設㈱ 日置建築 名古屋市中川区 3,600 H10.4

ﾄﾘｲ御器所本社・本店 安藤建設㈱ ㈲高成建設 名古屋市昭和区 2,000 H10.6

桜が丘ﾋﾞﾙ 安藤建設㈱ 井の上建設㈱ 名古屋市名東区 1,200 H10.6

長谷川殖産吹上ﾋﾞﾙ 安藤建設㈱ 井の上建設㈱ 名古屋市昭和区 3,500 H10.７

ﾅｺﾞﾔﾏｶﾞｼﾞﾝ本社ﾋﾞﾙ 安藤建設㈱ 井の上建設㈱ 名古屋市名東区 350 H10.７

公 * 南押切大規模作業所
平重建設㈱※官庁工
事

菅原建設㈱ 名古屋市西区 100 H10.9

ｵｰﾃｯｸ 清水建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市中村区 300 H10.10

* ﾄｰﾖｰ工業 大日本土木㈱ 井上工務店 名古屋市名東区 900 H10.11

* 高橋邸 ㈱千田工務店 ㈱千田工務店 名古屋市北区 110 H10.12

* ｸﾘｽﾄﾞﾗｯｸﾞ潮見ヶ丘 ㈱ｵﾉｺﾑ ㈱千田工務店 名古屋市緑区 550 H10.12

ｱｸﾄｽ千音寺 安藤建設㈱ 日置建築 名古屋市中川区 300 H10.12

神谷ﾋﾞﾙ 清水建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市中村区 200 H11.1

公 愛知商業
安藤・大明JV※官庁工
事

井の上建設㈱ 名古屋市東区 2,500 H11.2

ﾔﾏﾅｶ白土店 安藤建設㈱ ㈲名倉組 名古屋市緑区 2,500 H11.2

東山ｼﾃｨﾊｳｽ 清水建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市千種区 2,000 H11.3

* 品川SCｾﾝﾀｰ 大林組･生川･神崎JV
細谷工業㈱大建工業
㈱

名古屋市港区 2,000 H11.3

ｻｰﾗｸﾞﾘｰﾝ惟信町 安藤建設㈱ ㈲田中工務店 名古屋市港区 700 H11.3

* 平岩病院東棟 春田建設㈱ ㈱吉川工務店 名古屋市緑区 200 H11.4

興和紡績ﾋﾞﾙ 清水建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市中川区 60 H11.4

* 菱愛自動車販売ｼｮｰﾙｰﾑ 高木建設㈱ ㈱佐多建設 名古屋市千種区 150 H11.5

王子運輸倉庫 鹿島丸彦渡邊三井JV ㈱千田工務店 名古屋市港区 11,000 H11.6

* ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ吹上 大末建設㈱ ㈱胸元工務店 名古屋市千種区 800 H11.6

愛知工業大学 清水建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市名東区 500 H11.8

* 中京綜合警備保障㈱本社ﾋﾞﾙ 住友建設 ㈲辻田工務店 名古屋市中区 300 H11.8

ｷｭｰﾃｯｸ本社 ㈱松村組 ㈱神谷組 名古屋市緑区 160 H11.8

石ケ根ﾏﾝｼｮﾝ 六合建設㈱ ㈲愛信建築 名古屋市名東区 500 H11.10

住友倉庫第2期 清水建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市中川区 1,500 H11.10

高柳ﾏﾝｼｮﾝ ㈱森本組 ㈲カワコウ 名古屋市東区 300 H11.11

ｶﾙﾃｨｱ川名 大明建設㈱ 井の上建設㈱ 名古屋市昭和区 600 H11.11

奥井邸 石黒建設㈱ ㈱千田工務店 名古屋市中村区 40 H11.11

星が丘立体駐車場 ㈱竹中工務店 ㈱山源工務店 名古屋市名東区 1,500 H11.11

淑徳大学淑楓館 ㈱竹中工務店 ㈱山源工務店 名古屋市名東区 270 H11.11

大須の家 ㈲湯浅建築 ㈲湯浅建築 名古屋市中区 70 H11.11

名古屋工業研究所実験棟 矢作建設工業㈱ ㈱協和工務店 名古屋市守山区 400 H11.11

杉山ﾏﾝｼｮﾝ ㈱鵜飼組 ㈱伊予建工業 名古屋市中区 370 H11.11
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月桂冠 大成建設㈱ 旭洋資材 名古屋市西区 760 H11.11

佐藤内科 石黒建設㈱ ㈱千田工務店 名古屋市千種区 700 H11.12

公 伝馬小学校(名古屋市発注) 大明建設㈱ 井の上建設㈱ 名古屋市熱田区 3,000 H11.12

春田ｼﾃｨ住宅 安藤建設㈱ 田中工務店 名古屋市中川区 4,000 H11.12

ﾌﾟﾘﾝｽｺｰﾄ四谷坂 ㈱竹中工務店 ㈱山源工務店 名古屋市千種区 700 H11.12

ﾔﾏﾀﾞ電機 清水建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市中川区 1,800 H12.1

ﾙｼｪｰﾙ庄内橋 ㈱長瀬組 ㈱ｶﾈｼｮｳ工務店 名古屋市西区 150 H12.1

塩釜口学生ﾏﾝｼｮﾝ ㈱松村組 ㈱ｶﾈｼｮｳ工務店 名古屋市天白区 480 H12.2

ｵｱｼｽ日向 清水建設㈱ 八方建設㈱ 名古屋市中区 570 H12.2

徳重ｳｲﾒﾝｽﾞｸﾘﾆｯｸ 安藤建設㈱ ㈲岩屋工業 名古屋市緑区 100 H12.2

J・伊藤ﾋﾞﾙ 清水建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市中区 1,000 H12.3

公
ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ香流橋（名古屋市発
注）

大本・大井JV ㈲ｽｽﾞﾎﾞｳ 名古屋市千種区 3,000 H12.3

公 緑文化小劇場(名古屋市発注) 岡部・ｵｵﾀJV ㈲愛信建築 名古屋市緑区 2,900 H12.3

瀬戸信用金庫 清水建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市港区 500 H12.4

宝ﾏﾝｼｮﾝ 東洋建設㈱ 三幸建設㈱ 名古屋市西区 1,200 H12.4

ﾏﾙﾔｽ瑞穂店 栄興建設㈱ ㈱鹿児島建工 名古屋市瑞穂区 700 H12.5

名東有料老人ﾎｰﾑ 清水建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市名東区 500 H12.7

ﾗｲｵﾝｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ則武 安藤建設㈱ 井の上建設㈱ 名古屋市西区 600 H12.8

愛工大名電 清水建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市千種区 3,000 H12.8

藤田保健衛生大学 ㈱竹中工務店 ㈱ｶﾈｼｮｳ工務店 名古屋市中川区 600 H12.8

公 北配水事務所 ㈱松村組 ㈱ｶﾈｼｮｳ工務店 名古屋市中村区 1,500 H12.8

新栄ｸﾘﾆｯｸ 清水建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市中区 150 H12.9

近鉄物流名古屋支店 鹿島・大日本土木ＪＶ ㈱千田工務店 名古屋市港区 1,690 H12.10

ﾘｺｰｴﾚﾒｯｸ今池ﾋﾞﾙ 清水建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市千種区 490 H12.10

ﾐﾈﾙｳﾞｧ2000 中村工業 ㈱ｶﾈｼｮｳ工務店 名古屋市中村区 630 H12.10

ﾊﾟｰｸｼﾃｨ小幡 加納技建㈱ 名古屋市守山区 390 H12.10

㈱ﾌﾟﾛｽﾁｰﾙ倉庫 矢作建設工業㈱ ㈲丸進工務店 名古屋市緑区 260 H12.10

ｸﾞﾗﾝｱﾙﾄ東山 ㈱熊谷組 ㈱鹿児島建工 名古屋市千種区 690 H12.10

ﾄﾖﾀ鳴海ﾏﾝｼｮﾝ 戸田建設㈱ ㈲名倉組 名古屋市緑区 2,380 H12.10

ｷﾞｶﾞｽ名東店 安藤建設㈱ ㈲高成建設 名古屋市名東区 940 H12.11

公 名古屋港水族館
鹿島・大成・五洋・名工
ＪＶ

㈱千田工務店 名古屋市港区 480 H12.11

ﾕｰﾊｳｽ虹ヶ丘 六合建設㈱ ㈲名倉組 名古屋市名東区 660 H12.11

能力開発訓練施設なごやｾﾝﾀｰ 安藤建設㈱ 井の上建設㈱ 名古屋市西区 250 H12.12

大和町ﾋﾞﾙ 清水建設㈱ ㈱高橋組 名古屋市昭和区 650 H12.12

ﾛｰﾚﾙｺｰﾄ日比野 ㈱奥村組 三幸建設㈱ 名古屋市熱田区 1,050 H12.12

ｴｰｺｰﾌﾟﾗｲﾝ名古屋支店 清水建設㈱ 三幸建設㈱ 名古屋市港区 380 H12.12

杉田病院増築工事 安藤建設㈱ ㈲高成建設 名古屋市千種区 350 H12.12

ﾗｲｵﾝｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ則武 安藤建設㈱ 井の上建設㈱ 名古屋市西区 660 H12.12
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杉田病院 安藤建設㈱ ㈲高成建設 名古屋市千種区 800 H13.1

中部電力火力ｾﾝﾀｰ 鹿島・永楽ＪＶ ㈱千田工務店 名古屋市港区 850 H13.2

公 伝馬小学校校舎 ㈱大明建設 井の上建設㈱ 名古屋市南区 740 H13.3

名古屋工業技術研究所 日本国土開発㈱ ㈱奈良工務店 名古屋市守山区 30 H13.3

杉本ﾋﾞﾙ 清水建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市中区 80 H13.3

檀渓通りﾏﾝｼｮﾝ 清水建設㈱ ㈱高橋組 名古屋市昭和区 1,500 H13.4

Ｃｕｂｅｓﾋﾞﾙ ㈱土屋組 ㈱小林建設 名古屋市 360 H13.4

松本ﾏﾝｼｮﾝ ㈱大林組 ㈲松元建築 名古屋市中区 500 H13.4

特別養護老人ﾎｰﾑ 千寿の里 吉川建設 ㈱小林建設 名古屋市天白区 940 H13.5

ｷｬｯｽﾙ一社 ㈱ｵﾉｺﾑ ㈱千田工務店 名古屋市千種区 350 H13.6

かわな病院 清水建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市昭和区 330 H13.6

千種文化小劇場 ㈱日東建設 ㈲愛信建築 名古屋市千種区 500 H13.6

新名古屋製鐵㈱  名古屋支店 大和ハウス工業㈱ ㈱アイワスチール 名古屋市中村区 780 H13.6

菅原邸 ㈱日東建設 ㈱日東建設 名古屋市西区 150 H13.6

名古屋女子大学南５号館 清水建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市瑞穂区 480 H13.6

ヴァンクール吹上 春田建設㈱ ㈱江嶋組 名古屋市千種区 560 H13.7

サン・ウエダⅡ ㈱竹中工務店 ㈱伊予建工業 名古屋市天白区 270 H13.7

八木楽器店本社ビル 矢作建設工業㈱ 丸進工務店 名古屋市中川区 200 H13.7

エヌエスパークビル 清水建設㈱ 江崎建築㈲ 名古屋市中区 540 H13.7

ﾄﾗｲﾃﾞﾝﾄｺﾝﾋﾟｭｰﾀ専門学校 安藤建設㈱ 井の上建設㈱ 名古屋市中村区 480 H13.7

かがみ外科 六合建設㈱ 六合建設㈱ 名古屋市天白区 460 H13.8

メイドーケミカル工場 サンエイ㈱ 市川建設㈱ 名古屋市中川区 860 H13.8

公 はとり中体育館棟 春田建設㈱ ㈱吉川工務店 名古屋市中川区 1,700 H13.8

ネオグランデ藤ｹ丘 大豊建設㈱ ㈲松元建築 名古屋市守山区 2,200 H13.8

スタジアム６００ 安藤建設㈱ ㈲愛信建築 名古屋市千種区 870 H13.9

* 前田ビル ㈱千田工務店 名古屋市 60 H13.9

西山団地内科胃腸科診療所 ㈱鴻池組 昭栄建設㈱ 名古屋市名東区 500 H13.9

日本通運．第二青果流通センター 五洋．鴻池ＪＶ ㈱高橋組 名古屋市港区 6,000 H13.10

公 志段味西小学校 協和建設工業㈱ ㈲カワコウ 名古屋市守山区 340 H13.10

公 天白消防署 安藤技建 ㈲松元建工 名古屋市天白区 160 H13.10

宝マンション白川公園 真柄建設㈱ ㈱小池建設 名古屋市中区 780 H13.11

興和（株）名古屋工場 清水建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市北区 440 H13.11

オリコ 御器所ビル 清水建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市昭和区 540 H13.11

公 東配水事務所 水野建設㈱ ㈱大扇建設 名古屋市千種区 750 H13.11

オリコ 今池ビル 清水建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市千種区 260 H13.11

くらら中電 老人ﾎｰﾑ 清水建設㈱ ㈱高橋組 名古屋市千種区 580 H13.11

ナフコ荒子２１ ㈱鴻池組 昭栄建設㈱ 名古屋市中川区 1,060 H13.11

浅井マンション 矢作建設工業㈱ ㈱千田工務店 名古屋市 720 H13.12
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* U.H中野２番館 大和ハウス工業㈱ 矢島住研㈱ 名古屋市中村区 80 H13.12

丹羽会計事務所 ㈱千田工務店 ㈱千田工務店 名古屋市中村区 160 H13.12

ホテルトラスティ栄 鹿島建設㈱ ㈱中根工務店 名古屋市中区 520 H14.2

* トヨタビル 鹿島建設㈱ ㈱千田工務店 名古屋市中村区 200 H14.2

JA名古屋 清水建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市東区 200 H14.4

金山駅前ﾋﾞﾙ 太平工業㈱ ｼﾋﾞﾙｽﾀｯﾌ㈱ 名古屋市熱田区 220 H14.5

公 旭丘小ﾌﾟｰﾙ棟 太陽建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市東区 800 H14.5

名鉄味鋺駅 矢作建設工業㈱ ㈱豊建設 名古屋市北区 480 H14.5

公 菊里高等学校体育館 鬼頭建設㈱ ㈱マルタケ 名古屋市千種区 900 H14.5

蓬来ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 明和建設㈱ ㈱豊建設 名古屋市名東区 370 H14.5

名古屋学院５号館 矢作建設工業㈱ ㈱千田工務店 名古屋市東区 1,080 H14.6

第ﾘｯｸｽﾋﾞﾙ 清水建設㈱ 江崎建築㈲ 名古屋市中区 100 H14.6

丸藤ﾏﾝｼｮﾝ ㈱ｻｼﾖｼ工業 昭栄建設㈱ 名古屋市昭和区 240 H14.6

大津通電機ﾋﾞﾙ 鹿島・永楽ＪＶ ㈱中根工務店 名古屋市中区 780 H14.8

JR名駅南TINOﾋﾞﾙ 矢作建設工業㈱ ㈱豊建設 名古屋市中村区 70 H14.8

公 北環境事業所 ㈱長瀬組 ㈲愛信建築 名古屋市北区 1,300 H14.8

小早川新聞舗 ㈱千田工務店 ㈱千田工務店 名古屋市港区 140 H14.8

公 旭丘小学校ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ 太陽建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市東区 30 H14.9

ﾐﾄﾞﾘ名古屋本店 安藤建設㈱ 井の上建設㈱ 名古屋市港区 3,500 H14.9

㈲シンボリ 沢田建設㈱ 北照建設㈲ 名古屋市北区 110 H14.9

精文館書店 ㈱オノコム ㈱千田工務店 名古屋市中川区 390 H14.9

椙山女学院付属小体育館 清水建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市千種区 80 H14.9

ﾊｰﾂ御器所店 酒部建設㈱ 市川建設㈱ 名古屋市昭和区 330 H14.9

栄５丁目飯田ビル 小原建設㈱ ㈲ﾔﾏﾄ建設 名古屋市中区 190 H14.9

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ鹿子町 ㈱土屋組 ㈱河野工務店 名古屋市千種区 780 H14.9

ﾂｶﾓﾄHELLO赤ちゃん守山 杉林建設㈱ ㈱本多工務店 名古屋市守山区 470 H14.9

第３ｴｽﾃｰﾄ丸万 中村建設㈱ ㈱河野工務店 名古屋市中川区 430 H14.9

中部鋼板 不動建設㈱ 丸茂建設㈱ 名古屋市港区 330 H14.9

朝日屋 ㈱森本組 ㈱森本組 名古屋市緑区 170 H14.9

ﾃﾞﾙﾌｨｰﾉﾊﾟﾗｯﾂｫ 相澤建設㈱ ㈱鹿児島建工 名古屋市千種区 480 H14.9

* 高速度鉄道4号線 五洋･名工･株木ＪＶ ㈱大扇建設 名古屋市港区 240 H14.9

* 松坂屋南館第２期 竹中･鹿島ＪＶ ㈱加納工務店 名古屋市中区 120 H14.10

木村時計店 安藤建設㈱ 井の上建設㈱ 名古屋市中区 130 H14.10

ｻﾞ・ｽｸｴｱ ㈱土屋組 ㈱河野工務店 名古屋市中区 680 H14.12

* 中区富士見町計画 安藤建設㈱ 安藤建設㈱ 名古屋市中区 100 H14.12

二方町ﾏﾝｼｮﾝ計画駐車場
竹中・石川島建材工業
ＪＶ

㈱河野工務店 名古屋市西区 900 H15.1

ｱｵｷｽｰﾊﾟｰ上飯田店 ㈱北村組 ㈱北村組 名古屋市北区 350 H15.1

* 早川邸 中谷建設㈱ ㈲ｻﾝﾐｯｸ 名古屋市昭和区 130 H15.1
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現場名 元請 発注者 施工場所
ｴｺｳｪﾙﾒｯｼｭ

規模(㎡)
施工年月

ｲｵﾝ熱田大同ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ㈱大林組 細谷工業㈱ 名古屋市熱田区 4,400 H15.2

盲導犬訓練施設
㈱ﾋﾟｰｴｽ三菱名古屋
支店

㈱カネショウ工務店 名古屋市港区 1,380 H15.2

大須ういろうﾋﾞﾙ
(清水・総合ｐ）㈱檜工
務店

北照建設㈲ 名古屋市中区 700 H15.3

中央卸売市場本場青果棟改築 奥村・大明ＪＶ 昭栄建設㈱ 名古屋市熱田区 2,400 H15.3

ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ鳴海 西松建設㈱ 昭栄建設㈱ 名古屋市緑区 3,980 H15.4

小松病院 清水建設㈱ 清水建設㈱ 名古屋市南区 500 H15.4

ﾌｧﾐｰﾙ東山公園 安藤建設㈱ 沖恵組 名古屋市千種区 130 H15.4

ﾌｧﾐｰﾙ東山公園　擁壁 安藤建設㈱ 安藤建設㈱ 名古屋市千種区 10 H15.5

ﾌｧﾐｰﾙ東山公園ｶｽｹｰﾄﾞ 安藤建設㈱ ㈲カワコウ 名古屋市千種区 20 H15.4

京楽会館大高店 栗本建設工業㈱ 吉良工務店㈲ 名古屋市緑区 900 H15.5

西名港線若山町 鹿島・名工JV ㈱中根工務店 名古屋市中川区 450 H15.5

YGMﾏﾝｼｮﾝ 岐建㈱ ㈱大扇建設 名古屋市西区 380 H15.6

西名港線笹島・小本駅 鹿島・名工JV ㈱千田工務店 名古屋市中村区 1,000 H15.7

篠田邸 八洲建設㈱ 沖恵組 名古屋市西区 250 H15.6

西名港線荒子駅 鹿島・名工JV ㈱中根工務店 名古屋市中川区 500 H15.6

大隅産業 ㈲技建ヱｰﾌﾞﾙ 沖恵組 名古屋市緑区 400 H15.7

大幸公社賃貸住宅 林本建設㈱ 林本建設㈱ 名古屋市東区 950 H15.8

高速度鉄道名港　変電所 五洋･名工･株木ＪＶ ㈱大扇建設 名古屋市港区 400 H15.8

* 大河内紙業 安藤建設㈱ 安藤建設㈱ 名古屋市中区 30 H15.9

ｶｰﾏ守山吉根店 ㈱オノコム ㈱千田工務店 名古屋市守山区 2,500 H15.10

第二四季の里 佐藤工業㈱ ㈱大扇建設 名古屋市中村区 860 H15.10

ﾋﾞｯｸﾘﾌﾞ港店 大成工務㈱ ㈲大塚建設 名古屋市港区 180 H15.10

高速度鉄道4号線名港工場 五洋･名工･株木ＪＶ ㈱大扇建設 名古屋市港区 12,300 H15.12

第二四季の里 佐藤工業㈱ ㈱大扇建設 名古屋市中村区 860 H15.10

ﾋﾞｯｸﾘﾌﾞ港店 大成工務㈱ ㈲大塚建設 名古屋市港区 180 H15.10

大塚屋増築 沢田建設㈱ 北照建設㈲ 名古屋市東区 330 H15.10

名古屋女子大学天白学舎 清水建設㈱ 江崎建築㈲ 名古屋市天白区 910 H15.11

徳重ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 和光建設㈱ ㈱大扇建設 名古屋市緑区 400 H15.11

ｼﾀﾞｯｸｽ名古屋栄ｸﾗﾌﾞ 太平工業㈱ ㈱大扇建設 名古屋市中区 400 H15.11

* NAGOYA　FLAT 安藤建設㈱ 安藤建設㈱ 名古屋市中区 150 H15.11

高速度鉄道4号線廃品置場 五洋･名工･株木ＪＶ ㈱大扇建設 名古屋市港区 140 H16.3

山本ﾏﾝｼｮﾝ 第一建設㈱ 昭栄建設㈱ 名古屋市中村区 90 H16.5

ｱｳﾃﾞｨ名古屋中央 鹿島建設㈱ ㈱中根工務店 名古屋市中区 560 H16.5

伊藤ハム名古屋事務所 ㈱鴻池組 昭栄建設㈱ 名古屋市中川区 1,000 H16.6

アクトス八事 安藤建設㈱ ㈲カワコウ 名古屋市瑞穂区 1,700 H16.7

藤和ｼﾃｨﾎｰﾑｽﾞ瑞穂通 ㈱フジタ ㈱平本組 名古屋市瑞穂区 480 H16.8

愛知工業大学本山ｷｬﾝﾊﾟｽ 清水建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市千種区 660 H16.8

RAUND1中川店 五洋建設㈱ ㈱大扇建設 名古屋市中川区 2,500 H16.9
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公 熱田消防署改築 ㈱吉田組 菅原建設㈱ 名古屋市熱田区 330 H16.10

香流ｺﾐｭﾆﾃｨーｾﾝﾀｰ ㈱村松建設 大村建設㈱ 名古屋市名東区 300 H16.11

椙山人間交流館 清水建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市千種区 800 H16.11

風かおる丘幼稚園 清水建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市緑区 950 H16.12

* 浅見邸 ㈱加納工務店 ㈲ﾔﾏﾄ建設 名古屋市瑞穂区 80 H16.12

JHS名古屋営業所 安藤建設㈱ 安藤建設㈱ 名古屋市中区 90 H17.1

ﾌｧﾐﾘｱｰﾚ金山 ㈱錢高組 ㈱平本組 名古屋市中区 1,860 H17.2

天白区植田東計画 ㈱錢高組 ㈱平本組 名古屋市天白区 400 H17.3

* 錦二丁目計画 前田建設工業㈱ 大邦興行㈱ 名古屋市中区 30 H17.3

三菱重工7E7ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ工場 清水建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市港区 6,800 H17.4

三洋堂書店 清水建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市瑞穂区 1,000 H17.4

田中整形外科ｸﾘﾆｯｸ ㈱オノコム ㈱千田工務店 名古屋市名東区 100 H17.4

* 掖済会病院 ㈱千田工務店 名古屋市中川区 60 H17.4

ｺﾛﾅ中川店駐車場 ㈱フジタ 昭栄建設㈱ 名古屋市中川区 3,600 H17.6

有松ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ 清水建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市緑区 4,300 H17.6

生協わかばの里 安藤建設㈱ ㈲カワコウ 名古屋市北区 1,800 H17.8

興和紡績㈱印刷事業部工場棟 清水建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市北区 760 H17.9

ﾌｧﾐﾘｱｰﾚみなと第3 ㈱錢高組 ㈱平本組 名古屋市港区 1,100 H17.9

三菱重工7Ｅ7ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ工場追加工事 清水建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市港区 400 H17.9

桜花学園高等学校校舎棟増築 清水建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市昭和区 760 H17.11

学校法人椙山女学園高・中校舎改築 清水建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市千種区 1,000 H17.11

* 牛島再開発事業2期 大成建設㈱ ㈱藤川工務店 名古屋市西区 120 H17.12

大須の家計画（久松邸） ㈲湯浅建築 ㈲湯浅建築 名古屋市中区 30 H17.12

ﾌｧﾐﾘｱｰﾚ見寄公園 大末建設㈱ 大末建設㈱ 名古屋市西区 1,100 H18.2

ﾊﾞﾝﾍﾞｰﾙ月島 矢作建設工業㈱ ㈱千田工務店 名古屋市中川区 400 H18.2

NORE錦１丁目ﾋﾞﾙ 清水建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市中区 900 H18.3

* マリオット錦North・South 安藤建設㈱ 安藤建設㈱ 名古屋市中区 230 H18.5

凸版印刷㈱名古屋事業部名古屋工場 安藤建設㈱ ㈲高成建設 名古屋市西区 3,200 H18.5

南山大学B棟名古屋ｷｬﾝﾊﾟｽ食堂棟 清水建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市昭和区 1,700 H18.6

* 東邦高校建替工事 ㈱大林組 細谷工業㈱ 名古屋市名東区 300 H18.6

HOTELｸﾞﾗﾝﾝﾄﾞｼｴｽﾀ 高蔵建設㈱ 根崎組 名古屋市緑区 1,000 H18.7

ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂ今池店改築 高蔵建設㈱ 根崎組 名古屋市千種区 100 H18.7

宮田精肉店本社 ㈱オノコム ㈱千田工務店 名古屋市中区 300 H18.7

* 凸版印刷㈱名古屋工場3期材販 安藤建設㈱ 安藤建設㈱ 名古屋市西区 170 H18.8

* すずき生花店 ㈲朝府技建 ㈲朝府技建 名古屋市西区 180 H18.10

公 中小田井小学校舎棟増築 犬養建設㈱ 木下工務店 名古屋市西区 300 H18.11

* 上社駅施設改築工事 ㈲カワコウ 名古屋市名東区 30 H18.11

凸版印刷名古屋事業部第3期工事Ⅱ
期工事

安藤建設㈱ ㈲高成建設 名古屋市西区 160 H18.12
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ｸﾚｲﾀｽﾊﾟｰｸ4 ㈱ｵﾉｺﾑ ㈱千田工務店 名古屋市北区 300 H19.1

FG呉服町ビル 鹿島建設㈱ ㈱千田工務店 名古屋市中区 500 H19.1

稲垣共同住宅 ㈱東海・ビルド ㈱東海・ビルド 名古屋市名東区 300 H19.1

ハヤシ化成本社ビル 東海興業㈱ 工藤建設㈱ 名古屋市熱田区 80 H19.2

臨港病院 五洋・大成ＪＶ ㈱千田工務店 名古屋市港区 2,900 H19.3

リフネスかいこう 西濃建設㈱ 角田建築㈱ 名古屋市中川区 300 H19.3

伊藤邸 (有)湯浅建設 (有)湯浅建設 名古屋市港区 100 H19.3

ちとせビル 清水・日本土建ＪＶ 清水建設㈱ 名古屋市中村区 30 H19.3

世界心道教 鹿島建設㈱ ㈱中根工務店 名古屋市西区 1,700 H19.4

テックササキ熱田工場
名古屋菱重興産・清水
JV

並松工業㈱ 名古屋市熱田区 4,000 H19.4

クリスタルビル 清水建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市中区 300 H19.4

名駅2丁目ビル（山忠） 日本国土開発㈱ ＤＡＮ㈱ 名古屋市中村区 370 H19.4

C-8ビル 清水建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市中区 530 H19.4

上社駅前オフィスビル ㈱フジタ 昭栄建設㈱ 名古屋市名東区 560 H19.4

紀伊クリーニング 高蔵建設㈱ 根崎組 名古屋市守山区 100 Ｈ19.5

東海建物管理ビル新築工事 熊谷組 ㈱東組 名古屋市東区 240 H19.6

南山大学付属小学校 清水建設㈱ 清水建設㈱ 名古屋市昭和区 100 H19.6

パルティーレ白壁ウエディングシャトー 清水建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市東区 1,100 H19.7

さくらHills城通り 日本国土開発㈱ ＤＡＮ㈱ 名古屋市北区 280 H19.7

三菱重工㈱複合材工場増築工事
清水・名古屋菱重興産
ＪＶ

並松工業㈱ 名古屋市港区 700 H19.9

公
名古屋大学医学部校舎（２号館）新営
その他工事

㈱錢高組 ㈱平本組 名古屋市昭和区 700 H19.9

福玉精穀倉庫㈱堀留倉庫 矢作建設工業㈱ ㈱本多工務店 名古屋市中川区 1,360 H19.9

ＫＫＣ総合研究所 安藤建設㈱ ㈲カワコウ 名古屋市守山区 680 H19.9

第31KTﾋﾞﾙ 清水建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市中区 20 H19.9

㈱フコク東海富永工場電子棟 安藤建設㈱ 安藤建設㈱ 名古屋市中川区 1,100 H19.10

㈱ﾀﾞｲﾘﾝ/F&Cﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ大高工場 ㈱オノコム豊川支店 ㈱千田工務店 名古屋市緑区 600 H19.10

ｻﾝ・名駅ﾋﾞﾙ 馬渕建設㈱ 木下工務店 名古屋市西区 500 H19.10

大洋薬品工業新本社 鹿島建設㈱ ㈱中根工務店 名古屋市中村区 900 H19.10

* (仮称)中区大須二丁目ﾋﾞﾙ
㈱ｼﾐｽﾞ･ﾋﾞﾙﾗｲﾌｹｱ東
海

㈱ｼﾐｽﾞ･ﾋﾞﾙﾗｲﾌｹｱ東
海

名古屋市中区 100 H19.10

（仮称）旧那古営業所用地活用事業
(駐車場・マンション）

清水建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市西区 2,200 H19.11

大江三菱#3工場一部立替工事 清水建設㈱ 並松工業㈱ 名古屋市港区 1,000 H19.11

同朋学園名古屋ｷｬﾝﾊﾟｽ第二次整備
計画第2期工事

㈱錢高組 ㈱平本組 名古屋市中村区 2,300 H20.1

㈱長尾工業新工場 ㈱伊藤工務店 市川建設㈱ 名古屋市港区 1,250 H20.3

東ﾚ㈱ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞｾﾝﾀｰ 東ﾚ建設㈱ ㈲志知工務店 名古屋市 H20.3 H20.3

キャメロットヒルズ名古屋店 日本国土開発㈱ ＤＡＮ㈱ 名古屋市昭和区 1,100 H20.5

動物検疫所新営工事 イリヤ建設㈱ ㈲志知工務店 名古屋市港区 360 H20.6

アルカンシェル名古屋増築 大成建設㈱ 丸正建設 名古屋市港区 1,300 H20.7

東レ名古屋事業場ＡＡ-2 ㈱錢高組 ㈱平本組 名古屋市港区 5,200 H20.7
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公…公共物件　　*…材販物件　　ユ…ユニッパ

現場名 元請 発注者 施工場所
ｴｺｳｪﾙﾒｯｼｭ

規模(㎡)
施工年月

カラオケJOYJOY金山東店 ㈱大蔵屋 ㈱旭東海 名古屋市熱田区 80 H20.9

サン・ビック名古屋事業所第一倉庫棟 ㈱フジタ ㈱平本組 名古屋市港区 1,000 H20.9

公 徳重駅第一工区 清水・西松・鉄建ＪＶ ㈲末次工務店 名古屋市緑区 40 H20.10

永谷製作所 ㈱大蔵屋 旭東海㈱ 名古屋市守山区 100 H20.10

公 H19名古屋港湾合同本館耐震改修 安藤建設㈱ 安藤建設㈱ 名古屋市港区 300 H21.1

浅間製作所天白第3工場 ㈱オノコム ㈱千田工務店 名古屋市天白区 700 H21.2

公 児童福祉センター移転改築 日本国土開発㈱ ＤＡＮ㈱ 名古屋市昭和区 300 H21.4

タイヤセンター名古屋港
大和ハウス工業㈱
㈱オノコム

㈱千田工務店 名古屋市港区 200 H21.5

*
愛知淑徳学園星が丘キャンパス大学５
号館

清水建設㈱ ㈲江崎建築 名古屋市千種区 50 H21.5

㈱ティア瑞穂店新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 名古屋市瑞穂区 500 H21.6

パロマ工業㈱本社工場 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 名古屋市瑞穂区 100 H21.8

イズモ葬祭リチュアルホール中川 安藤建設㈱ 井の上建設㈱ 名古屋市中川区 100 H21.9

明日町佐藤マンション新築 ㈱北川組 ㈲志知工務店 名古屋市昭和区 300 H21.9

公 小坂小校舎棟増築その他 大明建設㈱ 大明建設㈱ 名古屋市緑区 500 H21.9

中部プラントサービス本社大江整備計
画

鹿島建設㈱ ㈱千田工務店 名古屋市港区 3,700 H21.11

守山スポーツセンター整備・運営事業 ㈱塩浜工業 ㈱ツジタ 名古屋市守山区 200 H21.11

（仮称）ヤマナカ則武店 ㈱フジタ ㈱平本組 名古屋市中村区 1,300 H21.11

（仮称)喜多の湯守山店新築工事 ㈱フジタ ㈱平本組 名古屋市守山区 1,000 H22.1

JR東海博物館 安藤・東亜建設JV （有）高成建設 名古屋市港区 9,000 H22.2

（仮称）マックス名古屋支店新築工事 清水建設㈱ 江崎建築㈲ 名古屋市北区 700 H22.2

㈱ライフメイト本社新築工事 東海土建㈱ 東海土建㈱ 名古屋市中川区 460 H22.3

公 * 公務員宿舎 NIPPO・土屋組JV
㈱NIPPOコーポレー
ション

名古屋市千種区 170 H22.4

㈱中部プラントサービス本店Ⅱ期工事 鹿島建設㈱ ㈱千田工務店 名古屋市南区 2,000 H22.6

名東介護センター高齢者グループ
ホーム新築工事

まるひ建設㈱ あおい建設㈱ 名古屋市名東区 500 H22.8

㈱生方製作所本社工場新築工事 徳倉建設㈱ ㈱里組 名古屋市南区 600 H22.9

タイホウ中川中野橋東店新築工事 安藤建設㈱ 井の上建設㈱ 名古屋市中川区 1,500 H22.10

認定丘の上こども園 清水建設㈱ 清水建設㈱ 名古屋市緑区 140 H22.11

志段味西小学校 ㈱服部工務店 ㈱千田工務店 名古屋市守山区 700 H22.11

名古屋情報専門学校改築工事 ㈱フジタ ㈱平本組 名古屋市緑区 1,500 H22.11

クオリティライフ21（城北病院） 北川組 (有)志知工務店 名古屋市北区 760 H22.11

プラウド金山Ⅱ計画新築工事 鹿島建設㈱ ㈱千田工務店 名古屋市中区 1,000 H23.2

メガネの井の上 ㈱森下工業 ㈱森下工業 名古屋市中区 80 H23.6

介護老人保健施設セントラル内田橋新
築工事

㈱銭高組 ㈱平本組 名古屋市南区 1,000 H23.10

公 千種営業所庁舎事業所 ㈱六合 丸茂建設㈱ 名古屋市千種区 1,000 H23.11

三恭金属㈱名古屋本社新築工事 太啓建設㈱ あおい建設㈱ 名古屋市 1,500 H24.6

イオンバイク新築工事 ㈱服部工務店 あおい建設㈱ 名古屋市南区 250 H24.12

東洋ガレージ新築工事 鹿島建設㈱ ㈱千田工務店 名古屋市中区 1,300 H25.1

フィールＲＩＳＥ天白店新築工事 太啓建設㈱ あおい建設㈱ 名古屋市天白区 2,000 H25.5
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（型枠）ケーズデンキ新守山店新築工
事

㈱北村組 ㈱北村組 名古屋市守山区 114 H25.7

ケーズデンキ新守山店新築工事 ㈱北村組 ㈱北村組 名古屋市守山区 2,500 H25.7

* 名古屋市第2斎場新築工事 鴻池・徳倉・太啓ＪＶ 昭栄建設㈱ 名古屋市港区 1,000 H25.7

イオンモール西茶屋新築工事（ホソヤ） ㈱大林組 ㈲ホソヤ 名古屋市港区 3,500 H25.7

フィールＲＩＳＥ植田　新築工事 中村建設㈱ 中村建設㈱ 名古屋市天白区 2,000 H25.8

Ｂ＆Ｄ港明店新築工事 ㈱ナカシロ 矢島住研㈱ 名古屋市港区 700 H25.8

イオンモール西茶屋新築工事（五城） ㈱大林組 五城建設㈱ 名古屋市港区 7,000 H25.8

名古屋市第２斎場新築工事 鴻池・徳倉・太啓ＪＶ 昭栄建設㈱ 名古屋市港区 1,000 Ｈ25.9

* ｱｵｷｽｰﾊﾟｰ上名古屋 大井建設㈱ ＤＡＮ㈱ 名古屋市西区 950 Ｈ25.9

㈱石川ﾏﾃﾘｱﾙ緑センター新築工事 太啓建設㈱ ㈱丸正 名古屋市緑区 1,000 H25.10

有料老人ホームえがお中村新築工事 ㈱森下工業 名古屋市中村区 500 H25.11

ZENT名古屋北店新築工事 ㈱フジタ ㈱平本組 名古屋市北区 8,000 H25.11

㈱セム北工場更新工事 徳倉建設㈱ 矢島住研㈱ 名古屋市瑞穂区 1,200 H25.11

ドラッグスギヤマ豊岡店新築工事 酒部建設㈱ ㈱里組 名古屋市瑞穂区 600 H25.11

*
名古屋中央卸売市場本場千仲卸売場
棟改築その他工事

日本国土開発㈱ ＤＡＮ㈱ 名古屋市中区 4,700 H25.12

* 名古屋銀行　野並支店 （株）杉本久美 ＤＡＮ㈱ 名古屋市天白区 750 Ｈ26.2

* 吉根中新築工事
日本国土・鈴中特別共
同企業体

ＤＡＮ㈱ 名古屋市守山区 1,000 H26.4

* 株式会社中日製作所新築工事 日本国土開発㈱ ＤＡＮ㈱ 名古屋市天白区 1,000 Ｈ26.7

* STHビル新築工事 ㈱淺沼組 ＤＡＮ㈱ 名古屋市中区 220 Ｈ26.7

*
トヨタレンタリース愛知本郷駅前店新築
工事

トヨタT&S建設㈱ ㈱タケイリ建設 名古屋市 120 H26.8

* 小川緊急避難所（仮称）新築工事 ㈱前田工務店 ＤＡＮ㈱ 名古屋市 255 H26.8

* 野並三丁目マンション新築工事 ㈱浅井工務店 ＤＡＮ㈱ 名古屋市天白区 240 H26.10

* タウンライフ覚王山 巧和建設㈱ ＤＡＮ㈱ 名古屋市千種区 400 H26.10

*
名古屋市千種区新池町1丁目23番1計
画

清水建設㈱ ＤＡＮ㈱ 名古屋市 286 H26.11

ココロ青山台ブルーハウス新築工事 ㈱東海・ビルド ㈱東海・ビルド 名古屋市 2,800 H26.11

* 脇田運輸倉庫　PJ倉庫 日本国土開発（株） ＤＡＮ㈱ 名古屋市 2,400 H27.3

キンス観光S5計画 ㈱イチケン ㈱イチケン関西支店 名古屋市中区栄 6,000 H27.3

プレステージ鳴海館新築工事 ㈱ナカシロ 矢島住研㈱ 名古屋市緑区 600 H27.4

* ㈱宝生製作所増築工事 (有)板取工務店 (有)てんじん 名古屋市緑区 72 Ｈ27.6

* タイヤ館瑞穂店 ㈱檜工務店 ＤＡＮ㈱ 名古屋市瑞穂区 300 Ｈ27.7

*
社会医療法人宏潤会　大同病院建替
計画（第Ⅱ期）立体駐車場増築工事

㈱大林組
㈱内藤ハウス

ＤＡＮ㈱ 名古屋市南区 1,800 H27.7

* 東区・代官町計画　新築工事 日本国土開発㈱ ＤＡＮ㈱ 名古屋市東区 1,000 Ｈ27.8

名古屋スバル吹上店新築工事 日本建設 光栄建設㈱ 名古屋市千種区 936 Ｈ27.8

中村区鈍池町倉庫付事務所新築工事 大信興業㈱ 大信興業㈱ 名古屋市中村区 230 Ｈ27.8

* 和光星ヶ丘事務所改築工事 日本国土開発㈱ ＤＡＮ㈱ 名古屋市千種区 900 Ｈ27.8

* 野並倉庫 ＤＡＮ㈱ 名古屋市天白区 193 Ｈ27.9

* 名古屋大学（東山）研究棟 ㈱淺沼組 ＤＡＮ㈱ 名古屋市千種区 400 Ｈ27.10

* C・P・Pure1024新築工事 ＤＡＮ㈱ 名古屋市東区 250 Ｈ27.10
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* 名古屋四季劇場 清水建設㈱ ＤＡＮ㈱ 名古屋市中村区 800 Ｈ27.12

公 茶屋・橘避難施設新築工事 中谷建設㈱ 井の上建設㈱ 名古屋市港区 200 Ｈ27.12

* TEAR黒川東館新築工事 ㈱永賢組 ＤＡＮ㈱ 名古屋市北区 300 Ｈ28.1

* 名古屋市千種区・フカミビル新築工事 ㈱三陽ハウス工業 名古屋市千種区 90 Ｈ28.3

* 近鉄伏屋駅 清水建設㈱ ㈱キョウエイ 名古屋市中川区 800 Ｈ28.4

名古屋ダイハツU-Car茶屋新田 ㈱二友組 ㈱二友組 名古屋市港区 11 Ｈ28.4

新仁王門ビル新築工事 ㈱沢田工務店 ㈱沢田工務店 名古屋市中区 285 Ｈ28.7

* GOODSPEED緑店　新築工事 バルクライン㈱ 日鉄住金物産㈱ 名古屋市緑区 470 Ｈ28.9

あおなみ線畑田第二高架橋隣接建物
新設工事

名工建設㈱ ㈱剛建築 名古屋市中川区 700 Ｈ28.9

* 大杉保育園　新築工事 タイガーハウス工業㈱ ＤＡＮ㈱ 名古屋市北区 500 H28.10

フィール上社店 太啓建設㈱ ㈱丸正 名古屋市名東区 2,000 H28.11

ケミカルロジテック㈱名古屋ケミポート
屋内貯蔵庫新築工事

吉田建設㈱ 矢島住研㈱ 名古屋市港区 774 H28.12

* TEAR原新築工事 ㈱永賢組 ＤＡＮ㈱ 名古屋市天白区 350 H29.3

フィール平和公園店新築工事 太啓建設㈱ ㈱丸正 名古屋市名東区 2,500 H29.6

* あみやき亭南区浜田町店新築工事 ㈱三陽ハウス工業 ㈱三陽ハウス工業 名古屋市南区 500 H29.6

* 特別養護老人ホーム　比良清里苑 タイガーハウス工業㈱ ＤＡＮ㈱ 名古屋市西区 500 H29.6

* 港保育園移転改築工事 ㈱マルケイ ＤＡＮ㈱ 名古屋市港区 700 H29.10

石田大成社名古屋オフィス新築工事 ㈱エム・エイ・エス ㈱エム・エイ・エス 名古屋市 663 H30.1

丹羽鋼業㈱茶屋加工センター 藤井産業㈱ ㈱花建 名古屋市港区 641 H30.2

* 享栄幼稚園 タイガーハウス工業 DAN㈱ 名古屋市瑞穂区 1,000 H30.8

丸和機械㈱南大高工場新築工事 ㈱沢田工務店 ㈱沢田工務店 名古屋市緑区 1,450 H30.9

* 楠幼稚園建替え工事 ㈱永賢組 ＤＡＮ㈱ 名古屋市北区 1,300 H30.10

グランダー社新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 名古屋市名東区 649 H30.11

フィール八事店新築工事 太啓建設㈱ ㈱丸正 名古屋市昭和区 2,000 H30.12

中部エアウォーター㈱本社事務所建
設工事

大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 名古屋市緑区 445 H31.1

茶屋ヶ坂アパート建替計画 清水建設㈱ 清水建設㈱ 名古屋市千種区 159 H31.3

尾家産業㈱名古屋支店 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 名古屋市守山区 1,284 R1.7

岡建事務所新築工事 ㈱ヒラザワ 名古屋市中川区 242 R1.11

くれたけイン名古屋南　新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 名古屋市中村区 700 R1.11

白金3丁目自走式駐車場　新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 名古屋市昭和区 900 R1.12

千種区今池一丁目貸店舗ビル新築工
事

矢島住研㈱ 名古屋市千種区 150 R1.12

大須ビル三丁目複合ビル　新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 名古屋市中区 453 R2.3

公
名古屋市東山植物園温室前岩組復元
工事

㈱石捨 名古屋市 87 R2.4

イオンモール則武新町 ㈱河野工務店 愛知県名古屋市 5,000 R2.6

金山複合ビル新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 愛知県名古屋市 2,600 R2.6

名古屋八事NKビル新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 愛知県名古屋市 29 R2.6

公 上志段味小学校　新築工事 株式会社鴻池組 昭栄建設㈱ 愛知県名古屋市 170 R2.8

名古屋市中区丸の内一丁目PJ　新築
工事

大和ハウス工業㈱名古
屋支社

大和ハウス工業㈱名古
屋支社

愛知県名古屋市 1,208 R2.8

名古屋(10/11)



エコウェルメッシュ施工実績表　名古屋

公…公共物件　　*…材販物件　　ユ…ユニッパ

現場名 元請 発注者 施工場所
ｴｺｳｪﾙﾒｯｼｭ

規模(㎡)
施工年月

*
池伝㈱名古屋支店新事務所　建設工
事

綿半ソリューションズ㈱ ダイケン興業㈱ 愛知県名古屋市 117 R2.8
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エコウェルメッシュ施工実績表　愛知県

公…公共物件　　*…材販物件　　ユ…ユニッパ

現場名 元請 発注者 施工場所
ｴｺｳｪﾙﾒｯｼｭ

規模(㎡)
施工年月

ｴﾇﾃｨｰ事務棟 清水建設㈱ ㈲FCかとう 愛知県高浜市 430 H10.4

ﾌｼﾞﾓﾘﾌﾟﾗｹﾐｶﾙ 安藤建設㈱ 井の上建設㈱ 愛知県春日井市 250 H10.4

松下電工㈱瀬戸工場 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県瀬戸市 2,000 H10.4

岡崎東病院 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県岡崎市 3,200 H10.5

中部薬品 ｵｵﾀ建設㈱ ｵｵﾀ建設㈱ 愛知県日進市 1,000 H10.6

ﾌｼﾞﾓﾘﾌﾟﾗｹﾐｶﾙｴﾈﾙｷﾞｰ棟 安藤建設㈱ 井の上建設㈱ 愛知県春日井市 80 H10.7

* 豊田生協 豊田総建㈱ 尾野藤工務店 愛知県三好町 240 H10.7

* 城南ﾘﾊﾋﾞﾘCL 真柄建設㈱ ㈱小池建設 愛知県岡崎市 830 H10.8

ﾐﾂﾄﾖ安城 清水建設㈱ 清水建設㈱ 愛知県安城市 350 H10.8

ｱﾋﾟﾀ阿久比店 安藤建設㈱ 井の上建設㈱ 愛知県知多郡 6,900 H10.8

ﾌｼﾞﾓﾘﾌﾟﾗｹﾐｶﾙ2期 安藤建設㈱ 井の上建設㈱ 愛知県春日井市 800 H10.9

* 宝ﾏﾝｼｮﾝ江南ｲｰｽﾄ 真柄建設㈱ ㈱小池建設 愛知県江南市 865 H10.9

ﾀﾞｲｴｰ東郷店 鹿島建設㈱ ㈱千田工務店
愛知県愛知郡東郷
町

4,500 H10.10

* 内津峠PA売店 山庄建設㈲ ㈱新樹 愛知県春日井市 410 H10.11

* 水野精麦 鹿島建設㈱ ㈱中根工務店 愛知県祖父江町 1,750 H10.11

* 中日本炉工業 矢作建設工業㈱ ㈲丸進工務店 愛知県美和町 765 H10.11

* 一光東観現 日本国土開発 ㈱奈良工務店 愛知県瀬戸市 155 H10.11

* 山田産婦人科 日本建設㈱ 井上工務店 愛知県江南市 650 H10.11

南山大学瀬戸 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県瀬戸市 3,000 H10.12

* 建設ｺﾞﾑ ㈱千田工務店 ㈱千田工務店 愛知県瀬戸市 130 H10.12

* ﾗｲﾌｳｪﾙｽﾞ水野 清水建設㈱ ㈱ﾀｲｾｲ工務店 愛知県瀬戸市 490 H10.12

* 日東電工 鹿島建設㈱ ㈱千田工務店 愛知県豊橋市 890 H11.1

公 碧南市新庁舎
清水･徳倉・親和･白竹
JV

並松工業㈱ 愛知県碧南市 400 H11.3

みのり教会 安藤建設㈱ ㈲愛信建築 愛知県豊橋市 500 H11.3

ｵｰﾈｽﾄ小牧 東洋建設㈱ 三幸建設㈱ 愛知県小牧市 2,000 H11.3

* ﾗｲﾌｳｪﾙｽﾞ水野四番館 清水建設㈱ ㈱ﾀｲｾｲ工務店 愛知県瀬戸市 320 H11.4

ｱｲﾜｽﾁｰﾙ工場 大和ﾊｳｽ工業㈱ 大和ﾊｳｽ工業㈱ 愛知県豊橋市 700 H11.4

ﾌｼﾞﾓﾘﾌﾟﾗｹﾐｶﾙ3期 安藤建設㈱ 井の上建設㈱ 愛知県春日井市 400 H11.4

ﾊﾞﾛｰ江南 安藤建設㈱ 安藤建設㈱ 愛知県江南市 2,800 H11.4

刈谷病院 ㈱竹中工務店 ㈲大重建築 愛知県刈谷市 2,500 H11.5

ﾃﾞﾝｿｰ新ﾋﾞﾙ 清水・竹中JV 清水・竹中JV 愛知県刈谷市 90 H11.6

南山大学中高等棟 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県瀬戸市 1,500 H11.6

* ﾏﾝｼｮﾝ・ﾗｾｰﾇⅢ ㈱松村組 ㈱神谷組 愛知県知多郡 500 H11.6

* ﾌｧﾐｰﾙ四ッ谷 ㈱奥村組 ㈱谷野宮組 愛知県高浜市 80 H11.6

ｽﾍﾟｸﾄﾙ瀬戸 ㈱松村組 ㈲大重建築 愛知県瀬戸市 800 H11.6

* 渋澤倉庫 安藤建設㈱ ㈱瀬戸山産業 愛知県小牧市 840 H11.7
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エコウェルメッシュ施工実績表　愛知県

公…公共物件　　*…材販物件　　ユ…ユニッパ

現場名 元請 発注者 施工場所
ｴｺｳｪﾙﾒｯｼｭ

規模(㎡)
施工年月

UCＩ阿久比 安藤建設㈱ 井の上建設㈱ 愛知県知多郡 3,600 H11.8

椙山女学園 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県日進市 500 H11.8

ﾒｲｺﾝ小牧19号 安藤建設㈱ 井の上建設㈱ 愛知県小牧市 1,500 H11.9

東海理化 鹿島建設㈱ ㈱千田工務店 愛知県小牧市 2,000 H11.9

* 本宮の森健康福祉ｾﾝﾀｰ ㈱大林組 ㈱林工務店 愛知県宝飯郡 2,500 H11.10

杉山ﾏﾝｼｮﾝ 愛三建設㈱ 三幸建設㈱ 愛知県弥富町 320 H11.10

宇宙ｼｽﾃﾑ製作所 名古屋菱重興産㈱ ㈱ｶﾈｼｮｳ工務店 愛知県小牧市 300 H11.11

安城学園 矢作建設工業㈱ ㈱協和工務店 愛知県安城市 760 H11.11

資源化ｾﾝﾀｰごみ処理施設 ㈱竹中工務店 ㈱林工務店 愛知県豊橋市 4,000 H11.11

旭工業㈱本社工場 矢作建設工業㈱ ㈱協和工務店 愛知県東加茂郡 860 H11.11

㈱ｱｲﾒｯｸ本社工場 矢作建設工業㈱ ㈱協和工務店 愛知県岡崎市 400 H11.11

足立ﾗｲﾄ工業所事務所棟 佐藤工業㈱ ㈱大扇建設 愛知県小牧市 2,000 H11.11

大羽精研㈱ ㈱竹中工務店 ㈱林工務店 愛知県豊橋市 1,500 H11.11

共和駅前ﾋﾞﾙ ㈱鵜飼組 ㈱伊予建工業 愛知県大府市 500 H11.11

本田ｺｰﾎﾟ 岐建木材㈱ ㈲丸進工務店 愛知県大府市 630 H11.11

ﾉﾘﾀｹ本社屋 ㈱山本工務店 ㈱山本工務店 愛知県東海市 900 H11.12

荻野病院 大成建設㈱ ㈱清和工務店 愛知県豊橋市 2,700 H11.12

* 豊田ｽﾀｼﾞｱﾑ 大成・清水・矢作・他JV ㈱清和工務店 愛知県豊田市 3,840 H12.3

豊橋出雲殿 ㈱竹中工務店 ㈱林工務店 愛知県豊橋市 700 H12.2

光生会医療型病院 ㈱竹中工務店 ㈱林工務店 愛知県豊橋市 2,500 H12.2

公 豊田市立竜神保育園 岩田・岡田JV 愛知県豊田市 800 H12.2

洋服の青山 安藤建設㈱ 井の上建設㈱ 愛知県大府市 500 H12.2

* 怒田沢浄水場 矢作建設工業㈱ ㈱協和工務店 300 H12.2

公 岡崎合同庁舎 清水・青木JV ㈲FCかとう 愛知県岡崎市 1,500 H12.2

更生病院 清水・佐藤・西松JV 並松工業㈱ 愛知県安城市 850 H12.3

日進の家 安藤建設㈱ 井の上建設㈱ 愛知県日進市 200 H12.3

* 豊田ｽﾀｼﾞｱﾑ 大成・清水・矢作・他JV ㈱清和工務店 愛知県豊田市 170 H12.3

津島自動車営業所 矢作建設工業㈱ 矢作建設工業㈱ 愛知県津島市 140 H12.3

ﾊﾞﾛｰ新瀬戸 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県瀬戸市 2,000 H12.4

ﾓｱｸﾞﾚｰｽ松降 中野建設㈱ 中野建設㈱ 愛知県一宮市 700 H12.6

ｼﾞｬｽｺ弥富ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ㈱竹中工務店 ㈱山源工務店 愛知県海部郡 3,000 H12.6

豊田自動織機大府AT区 鹿島・三井ＪＶ ㈱千田工務店 愛知県大府市 1,000 H12.7

I・J・O千代 東洋建設㈱ 三幸建設㈱ 愛知県常滑市 1,200 H12.8

ｻﾝﾀﾞｰ杉山賃貸ﾏﾝｼｮﾝ ㈱渡邉工務店 三幸建設㈱ 愛知県西春日井郡 300 H12.8

ﾎｰﾑｴｷｽﾎﾟ安城 鹿島建設㈱ ㈱千田工務店 愛知県安城市 700 H12.8

中部大学ﾌﾛﾝﾃｨｱ実験棟 清水建設㈱ ㈱ﾀｲｾｲ 愛知県春日井市 650 H12.8
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エコウェルメッシュ施工実績表　愛知県

公…公共物件　　*…材販物件　　ユ…ユニッパ

現場名 元請 発注者 施工場所
ｴｺｳｪﾙﾒｯｼｭ

規模(㎡)
施工年月

大河紙業 安藤建設㈱ 井の上建設㈱ 愛知県小牧市 800 H12.8

刈谷高須町住宅 サンエイ㈱ カワモト建設㈱ 愛知県刈谷市 850 H12.8

名古屋特殊鋼㈱鋼材倉庫 矢作建設工業㈱ ㈲丸進工務店 愛知県犬山市 235 H12.9

ﾔﾏﾅｶ味美店 安藤建設㈱ 井の上建設㈱ 愛知県春日井市 1,280 H12.9

ﾓｱｸﾞﾚｰｽ上六名 清水建設㈱ 清水建設㈱ 愛知県岡崎市 750 H12.10

愛知工業大学AITﾌﾟﾗｻﾞ 清水建設㈱ 清水建設㈱ 愛知県豊田市 900 H12.10

清明ﾏﾝｼｮﾝ 矢作建設工業㈱ ㈲丸進工務店 愛知県海部郡 650 H12.10

公 豊田市総合野外ｾﾝﾀｰ少年自然の家 松井・杉浦ＪＶ 旭洋資材㈱ 愛知県豊田市 1,730 H12.10

公 豊田竜神公民館 松井・杉浦ＪＶ 旭洋資材㈱ 愛知県豊田市 1,200 H12.10

ｵｵｶﾜ電機㈱東郷第2工場 矢作建設工業㈱ カワモト建設㈱ 愛知県愛知郡 480 H12.11

瀬戸自動車学校校舎 安藤建設㈱ ㈲愛信建築 愛知県瀬戸市 670 H12.11

豊臣機工㈱額田工場 ㈱伊藤工務店 カワモト建設㈱ 愛知県額田郡 600 H12.11

日本ｸﾚｰﾝ協会東海支部実習室 清水建設㈱ 清水建設㈱ 愛知県半田市 640 H12.11

㈱ﾛﾋﾟｱ春日井工場 矢作建設工業㈱ ㈲丸進工務店 愛知県西春日井郡 490 H12.11

木曽川の家 ㈲湯浅建設 ㈲湯浅建設 愛知県葉栗郡 60 H12.11

井上内科ｸﾘﾆｯｸ ㈱土屋組 松岡工務㈱ 愛知県尾西市 380 H12.11

日本ｵﾍﾟﾚｰﾀ 大成建設㈱ 愛知県豊橋市 720 H12.11

公 赤羽根町高齢者保健福祉ｾﾝﾀｰ 佐藤工業㈱ 愛知県渥美郡 1,950 H12.11

ｸﾗｲｽﾗｰ春日井 ㈱三和木 ㈲名倉組 愛知県春日井市 320 H12.12

加藤ｸﾘﾆｯｸ ㈱土屋組 松岡工務㈱ 愛知県海部郡 400 H12.12

公 豊川市諏訪地区立体駐車場 西松建設㈱ 愛知県豊川市 1,630 H12.12

ｲﾉｱｯｸ安城 清水建設㈱ ㈲FCかとう 愛知県安城市 750 H12.12

ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ木曽川 ㈱熊谷組 ㈱鹿児島建工 愛知県葉栗郡 1,400 H13.1

豊具産業部品倉庫 矢作建設工業㈱ ㈲丸進工務店 愛知県海部郡 300 H13.1

碧南ｵﾌｨｽﾊﾟｰｸ ㈱大林組 ㈱江嶋組 愛知県安城市 500 H13.1

豊運輸堤町物流ｾﾝﾀｰ ｻｶｲ創建㈱ 市川建設㈱ 愛知県豊田市 1,500 H13.2

萬有製薬㈱岡崎事業所 ㈱竹中工務店 ㈱山本工務店 愛知県岡崎市 1,570 H13.2

日本ﾍﾟｲﾝﾄ愛知第4工場 清水建設㈱ カワモト建設㈱ 愛知県高浜市 1,410 H13.3

中西学園現場事務所 清水建設㈱ ㈱並松工業 愛知県日進市 90 H13.3

ﾒｲｺﾝ小牧5号倉庫 ㈱安藤建設 ㈱安藤建設 愛知県小牧市 300 H13.3

三協小牧工場 ㈱竹中工務店 ㈱山源工務店 愛知県小牧市 1,300 H13.3

ｴｰｴｽﾃｸﾉｾﾝﾀｰ 清水建設㈱ ㈲FCかとう 愛知県豊明市 350 H13.3

ﾀﾞｲｱﾊﾟﾚｽ向山 鉄建建設 ㈱本多工務店 愛知県豊橋市 1,500 H13.4

春日井浄水場排水処理 村本建設 ㈱江嶋組 愛知県春日井市 1,000 H13.4

大府無線中継所 ｶﾐｷﾝ建設 ｶﾐｷﾝ建設 愛知県大府市 230 H13.4

大宝運輸 鹿島建設㈱ ㈱千田工務店 愛知県東海市 300 H13.4

愛知県(3/26)



エコウェルメッシュ施工実績表　愛知県

公…公共物件　　*…材販物件　　ユ…ユニッパ

現場名 元請 発注者 施工場所
ｴｺｳｪﾙﾒｯｼｭ

規模(㎡)
施工年月

公
豊田市保健所試験検査ｾﾝﾀｰｴﾈﾙｷﾞｰ
棟

太啓・猿投ＪＶ 旭洋資材㈱ 愛知県豊田市 650 H13.4

本部田集会所 大藤建設㈱ ㈱小林建設 愛知県海部郡 190 H13.4

ｶﾈ銀店舗 住田建設 ㈱小林建設 愛知県海部郡 250 H13.4

ﾆｭｰｱﾐﾀｷｬﾝﾊﾟｽ ㈱竹中工務店 ㈱林工務店 愛知県豊橋市 1,300 H13.4

豊田自動織機東浦工場 鹿島建設㈱ ㈱千田工務店 愛知県知多郡 9,000 H13.4

半田愛昇殿 勝村建設㈱ ㈱千田工務店 愛知県半田市 710 H13.5

ｹｱﾊｳｽさながわ 鹿島建設㈱ ｱｲﾜｽﾁｰﾙ㈱ 愛知県豊川市 1,210 H13.5

大森木材㈱新城工場 石黒建設㈱ ㈱吉川工務店 愛知県新城市 50 H13.5

ﾗｸﾞｰﾅ蒲郡ﾗｸﾞﾅｼｱ ㈱大林組 ㈱大林組 愛知県蒲郡市 390 H13.5

ﾕﾀｶﾌｰｽﾞ㈱ 大成建設㈱ ㈱山本工務店 愛知県知多郡 350 H13.6

* 一宮ﾄﾞｺﾓ ｱｲﾜｽﾁｰﾙ㈱ 愛知県一宮市 140 H13.6

* 宏輝ｼｽﾃﾑ ｱｲﾜｽﾁｰﾙ㈱ 愛知県豊橋市 130 H13.6

* 扇屋 ｱｲﾜｽﾁｰﾙ㈱ 愛知県豊橋市 40 H13.6

* 本多倉庫 ｱｲﾜｽﾁｰﾙ㈱ 愛知県豊川市 40 H13.6

* 加藤邸 ｱｲﾜｽﾁｰﾙ㈱ 愛知県豊川市 60 H13.6

ﾛｲﾔﾙﾏﾝｼｮﾝ羽根井 吉川建設㈱ ｱｲﾜｽﾁｰﾙ㈱ 愛知県豊橋市 880 H13.6

㈱ﾆｯｾｲ南工場 ㈱大林組 ㈱ｻﾝ･ｹﾝ 愛知県安城市 3,080 H13.6

* 中西学園 ㈱清和工務店 愛知県日進市 120 H13.6

荒川工業㈱第2工場 清水建設㈱ ㈱ｶﾈｼｮｳ工務店 愛知県日進市 400 H13.7

公 豊田市渡刈保育園園舎 朝日建設 木ノ下組㈲ 愛知県豊田市 1,300 H13.7

公 岡崎学園高等学校 鹿島･酒部JV ㈲高須建築 愛知県岡崎市 1,680 H13.7

* 高橋邸 ｱｲﾜｽﾁｰﾙ㈱ 愛知県豊川市 100 H13.7

* ｴｽﾃｨｰ･ｴﾙｼｰﾃﾞｨ㈱C棟 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県知多郡 310 H13.7

* 伊藤倉庫 ｱｲﾜｽﾁｰﾙ㈱ 愛知県豊橋市 660 H13.7

ｿﾆｰC棟･付属棟 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県知多郡 210 H13.7

公 豊田市立市木小学校校舎 羽根建設㈱ 市川工務店㈱ 愛知県豊田市 140 H13.8

公 梨の木小学校 住友･矢作･鈴木JV ㈱大扇建設 愛知県日進市 8,580 H13.8

尾西愛昇殿 勝村建設㈱ ㈱千田工務店 愛知県尾西市 540 H13.8

電子部品開発組立工場 ㈱鳥居工務店 北照建設㈲ 愛知県安城市 1,010 H13.8

豊明あかつき幼稚園 ㈱近藤組 木ノ下組㈲ 愛知県豊明市 860 H13.8

ﾔﾏﾅｶ豊橋ﾌﾗﾝﾃ館 ㈱大本組 市川建設㈱ 愛知県豊橋市 960 H13.8

豊田自動織機大府工場 鹿島・三井JV ㈱千田工務店 愛知県大府市 470 H13.9

物流事業部流通ｾﾝﾀｰ サンエイ㈱ 市川建設㈱ 愛知県豊田市 960 H13.9

ﾕｰﾊｳｽ刈谷 大豊建設㈱ ㈲松元建築 愛知県刈谷市 1,100 H13.9

ｿﾌｨｱ藤山台Ⅱ 大末建設㈱ 井の上建設㈱ 愛知県春日井市 1,230 H13.9

ﾊｰﾄﾌﾙ 松岡建設㈱ 大邦工業㈱ 愛知県丹羽郡 710 H13.9
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STLCD Fab工場(ｿﾆｰ) 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県知多郡 4,590 H13.9

* ﾚｲﾝﾎﾞｰ春日井桃山 ㈱フジタ ㈱平本組 愛知県春日井市 350 H13.9

桜井ﾏﾝｼｮﾝ 酒部建設㈱ 市川建設㈱ 愛知県岡崎市 940 H13.10

農業集落排水処理施設 美吉建設 北照建設㈱ 愛知県中島郡 80 H13.10

* 中野邸 ㈱ｵｶﾀﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 愛知県海部郡 40 H13.10

明智･服部塗料工場棟 ㈱土屋組 ㈱平本組 愛知県春日井市 830 H13.10

半田港運㈱三河第6･第7倉庫 ㈱谷野宮組 愛知県碧南市 910 H13.11

明智･桜井 ㈱土屋組 ㈱平本組 愛知県春日井市 210 H13.11

明智･ﾔﾏﾀﾞ ㈱土屋組 ㈱平本組 愛知県春日井市 300 H13.11

* ﾌｧｯｼｮﾝﾓｰﾙ春日井 ㈱ｲﾁｹﾝ ㈱鹿児島建工 愛知県春日井市 80 H13.11

愛知用水 矢作建設工業㈱ ㈱千田工務店
愛知県愛知郡東郷
町

570 H13.11

プリンスハイツ岩倉弐番館 ㈱竹中工務店 ㈱山源工務店 愛知県岩倉市 720 H13.11

名古屋デリカフーズ 鹿島建設㈱ ㈱千田工務店 愛知県海部郡 720 H13.12

* 若松町マンション 矢作建設工業㈱ ㈱千田工務店 愛知県岡崎市 90 H13.12

明知工業危険物倉庫 ㈱土屋組 ㈱平本組 愛知県春日井市 150 H13.12

タイヨーラベックス小牧 徳倉建設㈱ ㈱豊建設 愛知県小牧市 160 H13.12

愛知日野自動車 徳倉建設㈱ ㈱豊建設 愛知県小牧市 1,050 H13.12

三州食品㈱岩倉工場 ㈱竹中工務店 ㈱山源工務店 愛知県岩倉市 700 H14.1

サンアメニティ美合 熊谷組 ㈱鹿児島建工 愛知県岡崎市 1,850 H14.1

物流事業部流通センター サンエイ㈱ 市川建設㈱ 愛知県豊田市 730 H14.1

豊田自動織機東浦工場 鹿島建設㈱ ㈱千田工務店 愛知県豊田市 4,800 H14.4

偕行会リハビリテーション ㈱竹中工務店 ㈱山源工務店 愛知県海部郡 1,570 H14.4

トヨタ車両受発送場 新和建設㈱ 江崎建築㈲ 愛知県豊田市 1,380 H14.4

* 林 秀治邸 ㈱ｵｶﾀﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 愛知県春日井市 110 H14.4

トヨタ技研健康管理センター 新和建設㈱ 江崎建築㈲ 愛知県豊田市 450 H14.5

岡崎農業大学 小原建設㈱ ㈲高須建築 愛知県岡崎市 1,480 H14.5

トヨタフォークリフト 新和・姫野ＪＶ 江崎建築㈲ 愛知県海部郡 1,400 H14.5

ﾄﾖﾀ技研健康管理ｾﾝﾀｰ 新和建設㈱ 江崎建築㈲ 愛知県豊田市 450 H14.5

ﾛﾌﾃｨ今伊勢 まるひ建設㈱ ㈱村山工務店 愛知県一宮市 1,900 H14.5

㈱井高 刈谷店 西松建設㈱ 昭栄建設㈱ 愛知県知立市 490 H14.5

三交イン豊田 木村・三交ﾎｰﾑＪＶ 矢島住研㈱ 愛知県豊田市 330 H14.5

介護老人保健施設「るるどの泉」 東急建設㈱ 大扇建設㈱ 愛知県岩倉市 1,290 H14.6

第二ｸﾞﾚｲｽﾌﾙ春日井 住友建設㈱ 大扇建設㈱ 愛知県春日井市 1,900 H14.6

若松マンション 矢作建設工業㈱ ㈲FCかとう 愛知県岡崎市 450 H14.6

愛知日野自動車２期 徳倉建設㈱ ㈱豊建設 愛知県小牧市 680 H14.6

ＴＥＮ’Ｓ まるひ建設㈱ ㈲松元建築 愛知県大府市 1,390 H14.6
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豊田自動織機大府D工区 鹿島・三井ＪＶ ㈱千田工務店 愛知県大府市 1,200 H14.8

安城愛昇殿 勝村建設㈱ ㈱千田工務店 愛知県安城市 1,650 H14.8

山本製作所　工場・住宅 ㈱希望社 矢島住研㈱ 愛知県小牧市 280 H14.8

ﾄﾖﾀﾃﾞｻﾞｲﾝ審査場 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県豊田市 1,450 H14.8

ｹｱﾊｳｽ洲原 安藤建設㈱ ㈲愛信建築 愛知県刈谷市 4,000 H14.9

ＭｒｰＢＩＫＥ本店 ㈱ハシバ ㈱平本組 愛知県春日井市 400 H14.9

ｱｲｼﾝ精機㈱藤岡試験場 清水建設㈱ ㈲FCかとう 愛知県西加茂郡 1,150 H14.9

公 岡崎市立常盤中学校 小原・酒部ＪＶ 市川建設㈱ 愛知県岡崎市 2,000 H14.9

ｹﾞﾝｷｰ㈱東浦店 ㈱オノコム ㈱千田工務店 愛知県知多郡 1,300 H14.9

ﾏﾘｴｰﾙ小牧 昭和土建㈱ ㈱大扇建設 愛知県小牧市 1,900 H14.9

豊田紡織 豊田総建㈱ 豊田総建㈱ 愛知県渥美郡 570 H14.9

熊谷様ﾏﾝｼｮﾝ 要建設工業㈱ 東洋建設㈱ 愛知県春日井市 300 H14.9

公 衣笠公民館 ㈱伊藤工務店 市川建設㈱ 愛知県田原市 340 H14.9

ﾄﾖﾀ車体㈱新技術館 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県刈谷市 2,500 H14.9

介護老人保健施設ｻﾝｼﾃｨ深見 奥村・盛南組JV 昭栄建設㈱ 愛知県幡豆郡 2,750 H14.9

公 中部国際空港 ㈱大林組 細谷工業㈱ 愛知県常滑市 3,800 H14.10

公 豊川市立南部中学校 鴻池･御津ＪＶ 市川建設㈱ (昭栄) 愛知県豊川市 1,900 H14.10

ﾕｰﾊｳｽ豊田日之出町 太平工業㈱ ㈲松元建築 愛知県豊田市 1,170 H14.10

愛知工業大学１２号館 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県豊田市 600 H14.10

公 市民ｷﾞｬﾗﾘｰ・歴史博物館 鴻池・丸山ＪＶ 昭栄建設㈱ 愛知県安城市 3,200 H14.11

ｱｸﾄｽ名古屋IC東店 安藤建設㈱ 井の上建設㈱ 愛知県愛知郡 680 H14.11

* やわらぎｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県豊田市 490 H14.11

豊田自動織機大府801 鹿島･三井･豊田ＪＶ ㈱千田工務店 愛知県大府市 4,130 H14.12

ﾓｱｸﾞﾚｰｽ下川田Ⅱ 中野建設㈱ 中野建設㈱ 愛知県一宮市 1,120 H14.12

東加茂特養ﾎｰﾑ巴の里 ㈱鴻池組 昭栄建設㈱ 愛知県東加茂郡 400 H14.12

ﾄﾖﾀ車体㈱塗装実験ﾗｲﾝ 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県刈谷市 200 H14.12

岩崎あいの郷 安藤建設㈱ 安藤建設㈱ 愛知県小牧市 400 H15.1

豊田合成㈱尾西工場 豊田総建㈱ 豊田総建㈱ 愛知県尾西市 350 H15.1

丹羽鉄工所・電子部品開発 ㈱鳥居工務店 北照建設㈲ 愛知県知立市 1,400 H15.1

UM-TOWER ㈱鴻池組 昭栄建設㈱ 愛知県安城市 2,150 H15.2

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ中京㈱江南倉庫 鹿島建設㈱ ㈱中根工務店 愛知県江南市 1,200 H15.2

愛知県信用保証協会東三河 鹿島・小原・神野JV ㈱千田工務店 愛知県豊橋市 700 H15.2

明徳産業㈱明海工場 豊橋建設工業㈱ 市川建設㈱ 愛知県豊橋市 500 H15.2

* ﾋﾞｯｸﾙｽ㈱瀬戸中京工場 ㈱フジタ ㈱平本組 愛知県瀬戸市 50 H15.2

特別養護老人ﾎｰﾑ第2さわらび荘 西松建設㈱ 市川建設㈱
愛知県豊橋市野依
町

3,100 H15.3

* 第2瑞光の里 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県半田市 440 H15.3
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* 南山大学瀬戸校 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県瀬戸市 60 H15.3

伊藤伊㈱平和ｾﾝﾀｰ 小原建設㈱ ㈲高須建築
愛知県中島郡平和
町

4,400 H15.4

* みのり園 矢作建設工業㈱ ㈱協和工務店 愛知県豊田市 30 H15.4

吉田鋳造研究所 洋行建設㈱ ㈱大扇建設 愛知県西加茂郡 350 H15.5

HEIWA大治店 中村建設㈱ 矢島住研㈱ 愛知県海部郡 240 H15.6

尾西信用金庫一宮西ビル 清水建設㈱ 江崎建築㈲ 愛知県一宮市 200 H15.5

UM-TOWER　ｺﾝ止め ㈱鴻池組 ㈱鴻池組 愛知県安城市 390 H15.5

ﾋﾞｰ・ｽﾀｯﾌ ㈱オノコム ㈱オノコム 愛知県豊川市 170 H15.6

公 豊川市立南部中学校渡り廊下 鴻池･御津ＪＶ 市川建設㈱ 愛知県豊川町 330 H15.7

樹木町宿舎 太啓建設㈱ 市川建設㈱ 愛知県豊田市 80 H15.6

豊田自動織機大府801第２工区 鹿島・三井JV ㈱千田工務店 愛知県大府市 780 H15.6

ｴｸｾﾙﾊﾟｯｸ ㈱長谷川工務店 矢島住研㈱ 愛知県小牧市 100 H15.7

中日ｼﾞｭｰｸ刈谷店 愛豊建設㈱ 北照建設㈲ 愛知県刈谷市 150 H15.7

公 岡崎市立恵田小学校 鶴田工務店 市川建設㈱ 愛知県岡崎市 440 H15.8

竹の山店舗付住宅 ㈱愛工建設 ㈱鹿児島建工 愛知県日進市 320 H15.8

岡崎駅西立体駐車場 大和ﾊｳｽ工業㈱ ㈱本田工務店 愛知県岡崎市 450 H15.8

公 尾三消防本部日進消防署 太啓建設㈱ 昭栄建設㈱ 愛知県日進市 600 H15.9

ﾄﾞﾗｯｸﾞｽｷﾞﾔﾏ新城東店 ㈱オノコム ㈱オノコム 愛知県新城市 440 H15.9

ｱｲｼﾝ精機 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県刈谷市 1,500 H15.9

公 豊田市庁舎立体駐車場 矢作・岩田JV 海津建設㈱ 愛知県豊田市 740 H15.10

公 岡崎市立梅園小学校 酒部・矢田建設JV 市川建設㈱ 愛知県岡崎市 1,400 H15.10

喜楽の里 ㈱オーテック ㈱本多工務店 愛知県岡崎市 1,400 H15.10

老人ﾎｰﾑくわがい ㈱奥村組 昭栄建設㈱ 愛知県岡崎市 1,800 H15.10

山本学園多目的ﾎｰﾙ ㈱錢高組 ㈱平本組 愛知県知立市 600 H15.10

ﾄﾞﾐｰ美合店 小原建設㈱ 五城建設㈱ 愛知県岡崎市 2,200 H15.10

ＮＴﾃｸﾉ 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県高浜市 950 H15.10

ﾀﾞｲｾｰｴﾌﾞﾘｰ24　岡崎ﾊﾌﾞｾﾝﾀｰ 大和ﾊｳｽ工業㈱ ㈲三河塩福 愛知県岡崎市 380 H15.10

㈱東陽本社物流ｾﾝﾀｰ ｱｲｼﾝ開発㈱ 市川建設㈱ 愛知県刈谷市 300 H15.10

岡崎共立病院 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県岡崎市 1,100 H15.10

ｲｸｻﾑ甚目寺店 ㈱鴻池組 ㈱鴻池組
愛知県海部郡甚目
寺町

2,000 H15.11

公 御津北部小学校 波多野・池田JV 市川建設㈱ 愛知県宝飯郡御津 1,460 H15.11

日本電気計器検定所 鹿島建設㈱ ㈱田辺建設 愛知県春日井市 1,300 H15.11

東部丘陵線青少年公園仮駅
大林・鴻池・鉄建・矢作
JV

細谷工業㈱ 愛知県長久手市 200 H15.11

知的障害施設「小原寮」 ㈱鴻池組 昭栄建設㈱ 愛知県西加茂郡 3,000 H15.12

敷島ﾊﾟﾝ㈱刈谷工場 ㈱錢高組 ㈱平本組 愛知県刈谷市 1,000 H15.12

知的障害施設ﾍﾟｶﾞｻｽ学園 安藤建設㈱ ㈲愛信建築 愛知県刈谷市 1,060 H15.12
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介護老人施設さくら大樹 酒部建設㈱ 市川建設㈱ 愛知県岡崎市 600 H15.12

ﾏﾙｱｲ㈱田原工場 ㈱オノコム ㈱オノコム 愛知県田原市 2,300 H15.12

日東工業㈱名古屋工場 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県長久手市 920 H15.12

UM-TOWER駐車場 ㈱鴻池組 昭栄建設㈱ 愛知県安城市 700 H15.12

自動織機共和工場 ㈱竹中工務店 ㈱鈴木工務店 愛知県大府市 800 H15.12

丸中鍛工第5工場 愛豊建設㈱ 北照建設㈲ 愛知県安城市 520 H15.12

スギ薬局 太啓建設㈱ 市川建設㈱ 愛知県豊田市 220 H16.1

ふれあい福祉園ガイア 太啓建設㈱ 市川建設㈱ 愛知県碧南市 600 H16.1

豊田市南消防署訓練塔・水防倉庫 羽根建設㈱ 市川建設㈱ 愛知県豊田市 200 H16.1

老人福祉施設川口結いの家 徳倉・白竹JV 市川建設㈱ 愛知県碧南市 3,000 H16.2

公 中部国際空港合同庁舎 ㈱鴻池組 昭栄建設㈱ 愛知県常滑沖 1,700 H16.2

つつじｹ丘老人ﾎｰﾑ 清水建設㈱ 並松工業㈱
愛知県額田郡幸田
町

2,260 H16.2

ワンズヴィラ池鯉鮒 ㈱淺沼組JV ㈱吉川工務店 愛知県知立市 400 H16.2

MEIHOUﾊﾟﾁﾝｺ大清水店 ㈱大林組 ㈱林工務店 愛知県豊橋市 600 H16.2

* ﾌﾚｽﾄ新安城 ㈱奥村組 三幸建設㈱ 愛知県安城市 50 H16.2

明治チューインガム 五洋建設㈱ ㈱大扇建設 愛知県西枇杷島町 340 H16.2

エルエル岡崎 岐建㈱ ㈱大扇建設 愛知県岡崎市 5,250 H16.3

特養ﾎｰﾑあさひが丘 佐藤工業㈱ ㈱大扇建設 愛知県春日井市 2,550 H16.3

豊田自動車㈱事務所本館 清水建設㈱ 清水建設㈱ 愛知県豊田市 500 H16.3

ﾌﾟﾚｲﾗﾝﾄﾞｻﾝﾜ 栗本建設工業㈱ 吉良工務店㈲ 愛知県尾張旭市 430 H16.3

* 眼科北村ｸﾘﾆｯｸ 中村建設㈱ 矢島住研㈱
愛知県中島郡平和
町

110 H16.3

知的障害施設「小原学園」 ㈱鴻池組 昭栄建設㈱ 愛知県西加茂郡 3,600 H16.4

敷島ﾊﾟﾝ㈱犬山工場 ㈱錢高組 ㈱平本組 愛知県犬山市 1,700 H16.4

ﾊﾟｳ新安城店 ㈱鴻池組 ㈱谷野宮組 愛知県安城市 1,750 H16.4

大興運輸㈱田原物流ｾﾝﾀｰ ㈱伊藤工務店 市川建設㈱ 愛知県田原市 850 H16.4

衣浦新寮　寮棟 ﾄﾖﾀＴ＆Ｓ建設㈱ ㈱浅田工務店 愛知県碧南市 1,130 H16.4

公 中部空港消防所 東海興業㈱ ㈱鹿児島建工 愛知県常滑市 2,000 H16.4

ﾗｲｵﾝｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ安城 西松建設㈱ 昭栄建設㈱ 愛知県安城市 2,500 H16.5

衣浦新寮　共有棟 ﾄﾖﾀＴ＆Ｓ建設㈱ ㈱大扇建設 愛知県碧南市 1,250 H16.5

公 2005日本国際博覧会迎賓館
大林・鴻池・鉄建・矢作
JV

細谷工業(株) 愛知県長久手市 1,200 H16.6

公 2006日本国際博覧会ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ
大林・鴻池・鉄建・矢作
JV

細谷工業(株) 愛知県長久手市 750 H16.6

長谷川ビル ㈱渡辺組 ｸｾﾞ工務店㈱ 愛知県春日井市 300 H16.6

ﾄﾖﾀすまいるﾗｲﾌ ﾄﾖﾀＴ＆Ｓ建設㈱ 江崎建築㈲ 愛知県豊田市 1,250 H16.6

なごみの宿 中村建設㈱ 矢島住研㈱ 愛知県一宮市 150 H16.6

ｽﾎﾟｰﾂ健康増進ｾﾝﾀｰ 太啓建設㈱ 市川建設㈱ 愛知県刈谷市 900 H16.6

公 H15中空合同庁舎駐車場棟 ㈱鴻池組 昭栄建設㈱ 愛知県常滑沖 200 H16.6
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豊田通商㈱三好工場 矢作建設工業㈱ 海津建設㈱
愛知県西加茂郡三
好

800 H16.7

豊田自動織機安城工場 鹿島建設㈱ ㈱千田工務店 愛知県安城市 6,600 H16.7

ｱｲｼﾝ高丘㈱本社西工場 清水建設㈱ ㈱加藤工務店 愛知県豊田市 1,000 H16.7

トヨタ車体生産技術共同棟 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県刈谷市 680 H16.7

ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ半田店 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県半田市 1,700 H16.7

鞍ｹ池緑地展望塔 市川建設㈱ 愛知県豊田市 150 H16.7

ｱﾋﾟﾀ江南店 安藤建設㈱ 鴻明建設㈱ 愛知県江南市 6,000 H16.8

ｱｲｼﾝＡＷ本社工場駐車場 ㈱近藤組 ㈱好建工務店 愛知県安城市 1,560 H16.8

公 豊田市立高岡中学校体育館 白武・大進JV 市川建設㈱ 愛知県豊田市 750 H16.8

ｱｲｼﾝ化工㈱湿式摩擦材第3藤岡 清水建設㈱ FCかとう 愛知県西加茂郡 850 H16.8

愛知大学豊橋校舎新研究棟 ㈱竹中工務店 ㈱林工務店 愛知県豊橋市 850 H16.9

公 豊田市立前山小学校 ㈲尾野藤建設 愛知県豊田市 1,200 H16.9

児童福祉施設梅ｹ丘学園 ㈱鴻池組 昭栄建設㈱ 愛知県豊田市 1,800 H16.9

公 岡崎市立大樹寺小学校体育館 酒部建設㈱ 市川建設㈱ 愛知県岡崎市 1,200 H16.9

公 豊田市立丸山保育園 ｳﾈﾍﾞ・宮川JV 市川建設㈱ 愛知県豊田市 1,000 H16.9

神田印刷ｵﾌﾘﾝ春日井工場 安藤建設㈱ ㈲カワコウ 愛知県春日井市 1,000 H16.9

春日井浄水場排水処理棟 村本建設㈱ 菅原建設㈱ 愛知県春日井市 80 H16.9

公 H16矢作ダム管理所　豊田分室 太啓建設㈱ 市川建設㈱ 愛知県豊田市 280 H16.9

稲沢寮 駐車場整備 太平工業㈱ ㈱大扇建設 愛知県稲沢市 660 H16.9

聖心新寮 ﾄﾖﾀＴ＆Ｓ建設㈱ ㈱加藤工務店 愛知県豊田市 2,000 H16.10

公 八開村ｺﾆｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ ㈱桐美建設 ㈱クリモト建設 愛知県海部郡 630 H16.10

建設ｺﾞﾑ技術棟 ㈱千田工務店 ㈱千田工務店 愛知県瀬戸市 450 H16.10

公 豊川市立豊川小学校改築 波多野・花田ＪＶ 市川建設㈱ 愛知県豊川市 900 H16.10

聖心新寮 ﾄﾖﾀＴ＆Ｓ建設㈱ ㈱浅田工務店 愛知県豊田市 800 H16.10

はずみやこ幼稚園 西松建設㈱ 昭栄建設㈱
愛知県幡豆郡一色
町

700 H16.10

公 H16矢作ﾀﾞﾑ豊田白浜警報中継所 ㈱市川土木 市川建設㈱ 愛知県豊田市 90 H16.10

東海商品ｾﾝﾀｰ ㈱フジタ ㈱平本組 愛知県東海市 3,300 H16.11

海外事業体従業員大林新寮 ㈱伊藤工務店 カワモト建設㈱ 愛知県豊田市 3,700 H16.11

ＪＡ足助支店 太啓建設㈱ 昭栄建設㈱ 愛知県加茂郡足助 280 H16.11

公 豊田市立幸海小学校 三栄・藤本ＪＶ カワモト建設㈱ 愛知県豊田市 1,000 H16.11

鞍ｹ池緑地園移動車車庫 ㈲杉浦木材店 市川建設株 愛知県豊田市 200 H16.11

トリニティ工業㈱立体駐車場 ﾄﾖﾀＴ＆Ｓ建設㈱ ㈱浅田工務店 愛知県豊田市 850 H16.11

公 H16花卉園芸植物園管理棟 愛建経常建設ＪＶ 菅原建設㈱ 愛知県江南市 170 H16.11

伊藤光学工業　豊川工場 安藤建設㈱ 安藤建設㈱ 愛知県豊川市 1,050 H16.11

神領ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ ㈱永賢組 ㈱伊予建工業 愛知県春日井市 600 H16.11

ｻﾝﾏﾙｼｪｱﾋﾟﾀ高蔵寺 安藤建設㈱ 井の上建設㈱ 愛知県春日井市 5,500 H16.12
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アピタ瀬戸店 安藤建設㈱ 安藤建設㈱ 愛知県瀬戸市 6,100 H16.12

特別養護老人ﾎｰﾑ大地の丘 安藤建設㈱ ㈲カワコウ
愛知県知多郡南知
多

2,000 H16.12

公 豊田市生涯学習ｾﾝﾀｰ美里交流館 松井・大幸JV ㈲尾野藤建設 愛知県豊田市 1,300 H16.12

公 豊田市南部給食ｾﾝﾀｰ ﾄﾖﾀＴ＆Ｓ建設㈱ ㈱浅田工務店 愛知県豊田市 2,300 H16.12

公 豊田市生涯学習ｾﾝﾀｰ朝日丘交流館 岩田・猿投JV ㈲尾野藤建設 愛知県豊田市 1,600 H16.12

豊田工機㈱第5工場 ㈱竹中工務店 ㈱鈴木工務店 愛知県刈谷市 500 H17.1

㈱豊田自動織機森岡事業所 清水建設㈱ 並松工業㈱
愛知県知多郡東浦
町

1,500 H17.1

ﾄﾖﾀ本社工場第2工場ﾛｯｶｰﾙｰﾑ新設
ﾄﾖﾀT&S建設㈱（岐建
㈱）

㈱大扇建設 愛知県豊田市 400 H17.1

豊田自動織機東知多新工場 ㈱竹中工務店 ㈱鈴木工務店 愛知県半田市 7,200 H17.2

特養ﾎｰﾑ　真福の丘 清水・小原ＪＶ 並松工業㈱ 愛知県岡崎市 3,100 H17.2

富士重工業新接着工場　　7Ｅ7工場 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県半田市 2,000 H17.2

ｱｲｼﾝ精機㈱刈谷工場第5期 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県刈谷市 2,300 H17.2

ｱｲｼﾝ精機㈱和泉寮立体駐車場 ㈱近藤組 ㈱好建工務店 愛知県安城市 550 H17.2

大興運輸㈱大府流通ｾﾝﾀｰⅢ期 ﾄﾖﾀＴ＆Ｓ建設㈱ ㈱加藤工務店 愛知県大府市 460 H17.2

レクサス岡崎 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県岡崎市 1,100 H17.2

駅前駐輪場 ㈲尾野藤建設 愛知県岡崎市 300 H17.2

富士重工業7E7接着工場 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県半田市 400 H17.2

日東電工㈱豊橋事業所１４工場 鹿島建設㈱ ㈱千田工務店 愛知県豊橋市 1,800 H17.3

ﾄﾖﾀ車体㈱富士松工場F279 清水建設㈱ ㈲FCかとう 愛知県刈谷市 1,300 H17.3

スギ薬局㈱社屋
日本建設・永井建築・
オノコムＪＶ

㈱千田工務店 愛知県安城市 1,000 H17.3

明和工業㈱本社工場増築 神谷建設㈱ 昭栄建設㈱ 愛知県高浜市 750 H17.3

ｴｲﾃﾞﾝ豊川店 ㈱竹中工務店 ㈱林工務店 愛知県豊川市 1,600 H17.3

ｺｰﾘﾂ本社増築 佐々木建設㈱ 佐藤組 愛知県刈谷市 500 H17.3

老人短期入所施設さくら ㈱鈴木工務店 ㈱鈴木工務店 愛知県刈谷市 280 H17.3

TPG生産技術ｾﾝﾀｰ ㈱オノコム ㈱オノコム 愛知県豊橋市 1,500 H17.4

ﾄﾞﾗｯｸﾞｽｷﾞﾔﾏ江南店 ㈱オノコム ㈱千田工務店 愛知県江南市 300 H17.4

㈱中京ﾌｫｰﾑ倉庫 ㈱浅田工務店 ㈱浅田工務店 愛知県春日井市 600 H17.4

秀英予備校小牧駅前校 大和ｼｽﾃﾑ㈱ ㈱花建 愛知県小牧市 100 H17.4

寺池倉庫 ㈱服部工務店 細谷工業㈱ 愛知県豊田市 1,000 H17.4

ｱｽﾃﾞｯｸｽ東浦工場 坪井工業㈱ 坪井工業㈱
愛知県知多郡東浦
町

600 H17.5

ｸﾗﾌﾞﾀｲｷ改築 豊橋建設工業㈱ 市川建設㈱ 愛知県豊川市 2,000 H17.5

川崎重工業名古屋7E7工場 鹿島・大林JV ㈱中根工務店
愛知県海部郡弥富
町

9,200 H17.6

都築工業㈱小牧寮 大和ｼｽﾃﾑ㈱ ㈱花建 愛知県小牧市 460 H17.6

ﾄﾖﾀ自動車上郷鋳物工場改築２期 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県豊田市 580 H17.6

刈谷総合運動体育館
鴻池・大豊・ｱｲｼﾝ建設
JV

昭栄建設㈱ 愛知県刈谷市 7,600 H17.7

公 知多半田駅前地区再開発 鴻池・八州JV 鴻明建設㈱ 愛知県半田市 3,300 H17.7
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ｱｲｼﾝ精機㈱藤岡試験場 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県豊田市 1,500 H17.7

東栄鉄工㈱新工場事務所 安藤建設㈱ ㈲カワコウ
愛知県西春日井郡
師勝

1,000 H17.6

神谷ビルⅥ 丸ヨ建設工業㈱ 市川建設㈱ 愛知県豊川市 550 H17.6

公 安城新設小学校 ㈱奥村組 昭栄建設㈱ 愛知県安城市 4,800 H17.7

ｻｰﾗｽﾎﾟｰﾂｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽ豊橋 ㈱大林組 ㈱林工務店 愛知県豊橋市 600 H17.7

GOLF5豊橋向山店 ㈱竹中工務店 ㈱林工務店 愛知県豊橋市 1,000 H17.7

㈲ﾀｶﾊｼ工機製作所 坪井工業㈱ 坪井工業㈱ 愛知県常滑市 450 H17.7

大興運輸半田支店 ㈱伊藤工務店 ㈱稲垣建設 愛知県半田市 460 H17.7

豊田自動織機　石浜事業所 ㈱伊藤工務店 ㈱稲垣建設
愛知県知多郡東浦
町

1,000 H17.7

ｱﾛｰ物流ｾﾝﾀｰ荷捌き場 清水建設㈱ 清水建設㈱ 愛知県豊田市 200 H17.7

福玉㈱大口倉庫 矢作建設工業㈱ ㈱本多工務店
愛知県丹羽郡大口
町

4,900 H17.8

公 豊田市立堤保育園
神谷組工業・白武建設
JV

㈲尾野藤建設 愛知県豊田市 1,400 H17.8

㈱KYOEI ARACO明海工場 ㈱大林組 ㈱林工務店 愛知県豊橋市 1,700 H17.8

公 梨の里小学校屋内運動場 植村産業㈱ ㈱里組 愛知県安城市 1,900 H17.8

愛知製鋼㈱第7鍛造工場 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県東海市 2,600 H17.8

* ｵｶﾞﾜﾃｷｽﾀｲﾙ㈱新社屋・倉庫 中村建設㈱ 矢島住研㈱ 愛知県一宮市 150 H17.8

公 セントレア動物検疫所 大末建設㈱ ㈱里組 愛知県常滑市 500 H17.9

大林新寮技能系新寮 1・2号棟 ﾄﾖﾀＴ＆Ｓ建設㈱ ㈱加藤工務店 愛知県豊田市 4,000 H17.9

公 岡崎市立南中学校屋内運動場 丸ﾖ・三幸ＪＶ ㈲松元建築 愛知県岡崎市 1,600 H17.9

POS-NPC㈱ 鹿島建設㈱ ㈱千田工務店 愛知県豊橋市 3,000 H17.9

ﾏﾙｱｲ㈱工場棟 ㈱オノコム ㈱オノコム 愛知県田原市 450 H17.9

公 豊田市立若林西小学校校舎増築 ウネベ建設㈱ 市川建設㈱ 愛知県豊田市 200 H17.9

安達包運倉庫㈱社屋 大末建設㈱ 大末建設㈱
愛知県海部郡弥富
町

2,850 H17.9

槌屋知立工場棟 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県知立市 1,000 H17.9

* ｺｻｶ精工第工場 ㈱長谷川工務店 矢島住研㈱ 愛知県小牧市 450 H17.9

大林新寮（技能系）3号棟 ﾄﾖﾀＴ＆Ｓ建設㈱ ㈱浅田工務店 愛知県豊田市 2,350 H17.9

日本ｱｸｾｽ春日井低温ｾﾝﾀｰ ㈱フジタ ㈱平本組 愛知県春日井市 3,000 H17.10

安城ｺﾛﾅﾜｰﾙﾄﾞ増築・改修 安藤建設㈱ ㈲カワコウ 愛知県安城市 2,700 H17.10

ｱｲｼﾝ精機㈱半田工場3期 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県半田市 2,800 H17.10

豊田南消防署大林消防署建設 ウネベ建設㈱ 市川建設㈱ 愛知県豊田市 500 H17.10

知的障害者授産施設あじさい 安藤建設㈱ 井の上建設㈱ 愛知県東海市 500 H17.10

日東電工㈱豊橋事業所第14工場第3
期

鹿島建設㈱ ㈱千田工務店 愛知県豊橋市 2,000 H17.12

豊田自動織機　碧南603工場 ㈱竹中工務店 ㈱鈴木工務店 愛知県碧南市 3,300 H17.12

日本金属工業㈱碧南新工場 ㈱竹中工務店 ㈱鈴木工務店 愛知県碧南市 2,300 H17.12

万能工業㈱明祥工場新築工事 鹿島建設㈱ ㈱千田工務店 愛知県安城市 1,500 H17.12

AＩ衣浦工場立体駐車場 ㈱近藤組 ㈱好建工務店 愛知県碧南市 2,200 H17.12
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三栄工業㈱本社工場 三栄工業㈱ 市川建設㈱ 愛知県豊田市 2,600 H17.12

ユニクロ岡崎北店 協立工事㈱ 協立工事㈱ 愛知県岡崎市 250 H17.12

公 H17　西枇杷島水防ｾﾝﾀｰ 中村建設㈱ 矢島住研㈱ 愛知県清須市 600 H17.12

伊藤金属工業㈱工場棟増築 宮川建設㈱ 市川建設㈱ 愛知県刈谷市 400 H17.12

ｱｲｼﾝ精機㈱半田工場3期事務棟 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県半田市 1,800 H17.12

酒井眼科 酒部建設㈱ 市川建設㈱
愛知県西春日井郡
師勝町

200 H17.12

東海学園大学三好ｷｬﾝﾊﾟｽ２号館 ㈱石田組 ㈱千田工務店
愛知県西加茂郡三
好

2,900 H18.1

ﾌｨｰﾙ豊田梅坪店 太啓建設㈱ 市川建設㈱ 愛知県豊田市 2,100 H18.1

大府ＯＭＳ物流ｾﾝﾀｰ 西松建設㈱ 昭栄建設㈱ 愛知県大府市 1,800 H18.1

瀧上精工㈱本社工場増設工事 ㈱カムロ ㈱花建 愛知県稲沢市 600 H18.1

㈱ｺｰﾘﾂ本社第5工場 佐々木建設㈱ ショウエイ 愛知県刈谷市 200 H18.1

寿原金型工業 中村建設㈱ 矢島住研㈱ 愛知県稲沢市 150 H18.1

ﾎﾞﾛﾝ半田店 ㈱オノコム ㈱千田工務店 愛知県半田市 120 H18.1

愛知製鋼㈱衣浦工場 坪井工業㈱ 坪井工業㈱ 愛知県半田市 480 H18.2

ｱｲｼﾝAW㈱岡崎立体駐車場 ㈱近藤組 ㈱好建工務店 愛知県岡崎市 1,800 H18.2

ﾄﾖﾀ田原ﾃｽﾄｺｰｽ解析場 ㈱伊藤工務店 市川建設㈱ 愛知県田原市 2,400 H18.2

消防航空隊移転改築 ㈱北側組 ㈲志知工務店 愛知県西春日井町 450 H18.2

ｳｨﾙﾋﾞｰ阿久比店 ﾓﾘﾔ建創㈲ ﾓﾘﾔ建創㈲
愛知県知多郡阿久
比

450 H18.2

豊田東高等学校体育館 太啓建設㈱ 市川建設㈱ 愛知県豊田市 1,200 H18.3

ｱｲｼﾝ精機㈱人材育成ｾﾝﾀｰ 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県知立市 2,500 H18.3

青葉運輸㈱事業所新築工事 ㈱服部工務店 ㈱千田工務店 愛知県東海市 500 H18.3

名南製作所本社増築 ㈱千田工務店 愛知県大府市 160 H18.3

三菱電機ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ㈱中部ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ4
号棟

鹿島建設㈱ ㈱中根工務店 愛知県稲沢市 1,600 H18.3

ﾗﾌｨﾈ多屋Ⅱ・Ⅲﾏﾝｼｮﾝ 矢作建設工業㈱ ㈱千田工務店 愛知県常滑市 1,200 H18.5

ﾗｯｷｰ1番日進竹の山店 ㈱松村組 丸正建設
愛知県日進竹ノ山
南部土地区画

1,300 H18.5

介護老人保健施設　ヴィラ葵 ㈱奥村組 昭栄建設㈱ 愛知県岡崎市 1,700 H18.6

ＩＮＡＸ商品・施工教育ｾﾝﾀｰ 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県常滑市 2,100 H18.6

㈱ｼﾝﾃｯｸﾎｽﾞﾐ新社屋・新工場 ﾄﾖﾀＴ＆Ｓ建設㈱ ㈱浅田工務店
愛知県三好根浦特
定区画

2,500 H18.6

㈱富士石油運輸大府事務所 ㈲湯浅建設 ㈲湯浅建設 愛知県大府市 40 H18.6

神田城下ビル 鹿島建設㈱ ㈱千田工務店 愛知県豊田市 400 H18.6

㈱東海理化本社工場立体駐車場 ﾄﾖﾀＴ＆Ｓ建設㈱ ㈱浅田工務店
愛知県丹羽郡大口
町

800 H18.6

* ﾊﾞﾛｰSC瀬戸南店 安藤建設㈱ 安藤建設㈱ 愛知県瀬戸市 150 H18.6

ｱｲｼﾝ辰栄㈱港南工場 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県碧南市 1,900 H18.7

宮の湯稲沢店 ㈱フジタ ㈱平本組 愛知県稲沢市 500 H18.7

㈱南山園新工場・事務所 鹿島建設㈱ ㈱千田工務店 愛知県安常市 500 H18.7

公 小豆坂小学校校舎 ㈱鶴田工務店 市川建設㈱ 愛知県岡崎市 200 H18.7
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* ﾄﾖﾀ車体㈱吉原工場　第4期組立工場 ㈱大林組 細谷工業㈱ 愛知県豊田市 400 H18.7

豊栄運輸㈱ユーネットﾗﾝｽ豊橋営業所
C棟

㈱伊藤工務店 市川建設㈱ 愛知県豊橋市 500 H18.7

公 豊田市立志賀古瀬間統合保育園 岩田・杉浦ＪＶ ㈲尾野藤建設 愛知県豊田市 1,300 H18.7

ﾏルﾅｶｳｯﾄﾞ豊橋新社屋 ㈱竹中工務店 ㈱林工務店 愛知県豊橋市 1,600 H18.8

㈱松本義肢製作所新社屋 ㈱錢高組 ㈱平本組 愛知県小牧市 1,300 H18.8

公 岡崎市立看護専門学校 丸ヨ建設工業㈱ 市川建設㈱ 愛知県岡崎市 400 h18.8

豊川高校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ・野球場整備工事 ㈱竹中工務店 ㈱林工務店 愛知県豊川市 1,800 H18.8

愛工大新本部棟 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県豊田市 1,000 H18.8

坂左右ｱﾊﾟｰﾄ 丸ヨ建設工業㈱ 市川建設㈱ 愛知県岡崎市 150 H18.8

ARDEA駐車場 丸ヨ建設工業㈱ 市川建設㈱ 愛知県安城市 250 H18.8

小京都の湯 まるひ建設㈱ 市川建設㈱ 愛知県西尾市 700 H18.8

横浜ゴム㈱新城南工場混合建屋増築 鹿島建設㈱ ㈱千田工務店 愛知県新城市 1,650 H18.9

㈱加藤製作所刈谷工場 水嶋建設㈱ 市川建設㈱ 愛知県刈谷市 500 H18.9

ﾎｰﾕｰ㈱総合研究所・新棟 鹿島建設㈱ ㈱中根工務店 愛知県長久手市 900 H18.9

ｱｲｼﾝ精機㈱西尾工場高棟 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県西尾市 1,400 H18.9

ﾄﾖﾀ車体㈱実験場 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県刈谷市 1,800 H18.9

ﾄﾞﾐｰ小坂井店 酒部建設㈱ 市川建設㈱
愛知県宝飯郡小坂
井

1,500 H18.9

COSMO JAPAN西店 ㈱大林組 五城建設㈱ 愛知県岡崎市 900 H18.9

敷島製ﾊﾟﾝ㈱刈谷工場２次計画１期 ㈱錢高組 ㈱平本組 愛知県刈谷市 170 H18.9

刈谷知立環境組合ごみ焼却場先行基
礎

荏原・清水・角文ＪＶ 並松工業㈱ 愛知県刈谷市 130 H18.9

豊橋才能教育幼稚園 ㈱オーテック ㈱本多工務店 愛知県豊田市 1,000 H18.9

ｱｲｼﾝ高丘㈱西工場3期増築 清水建設㈱ ㈱加藤工務店 愛知県豊田市 200 H18.10

知的障害者入所厚生施設
ひかり学園

徳倉建設㈱ ㈱ホラグチ 愛知県犬山市 700 H18.10

公 * 蟹江町立蟹江中学校 ㈱青山　庄南ﾗｽ 愛知県海部郡 1,200 H18.10

㈱ｲｹｯｸｽ工業　第3工場 小原建設㈱ 小原建設㈱ 愛知県春日井市 1,400 H18.10

ﾗｸﾞｰﾅﾗｸﾞﾅｼｱ第3期 ㈱大林組 ㈱林工務店 愛知県蒲郡市 400 H18.10

くさの実保育園 まるひ建設㈱ 市川建設㈱ 愛知県西尾市 900 H18.10

ﾅﾄｺ㈱本社社屋 ㈱大林組 細谷工業㈱ 愛知県西加茂郡 950 H18.10

公 吉田方中学校校舎棟移転 ㈱豊田組 ㈲所建築 愛知県豊橋市 2,500 H18.11

㈱槌屋知立工場倉庫棟 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県知立市 700 H18.11

* アイシン高丘3期 清水建設㈱ ㈱加藤工務店 愛知県豊田市 200 H18.11

佐鳴予備校 ㈱大林組 細谷工業㈱ 愛知県安城市 250 H18.11

* ﾄﾖﾀ車体㈱吉原工場　Y4東工場 ㈱大林組 細谷工業㈱ 愛知県豊橋市 480 H18.11

J-REPﾛｼﾞｽﾃｰｼｮﾝ愛知三好 ㈱フジタ ㈱平本組
愛知県西加茂郡三
好

1,100 H18.11

ﾘｸｻｽ蟹江倉庫 ㈱フジタ ㈱平本組
愛知県海部郡蟹江
町

600 H18.11

㈱ｼﾝﾀﾞｲ社員独身寮 佐々木建設㈱ ㈱ｹﾝﾁｯｸ 愛知県高浜市 200 H18.11
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ｱｲｼﾝ・ｴｲ・ﾀﾞﾌﾞﾘｭ㈱試験評価棟増設 清水建設㈱ ㈱加藤工務店 愛知県安城市 700 H18.12

ｱｲﾚｲｸｽｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ豊川新店 太啓建設㈱ 市川建設㈱ 愛知県豊川市 300 H18.12

社会福祉法人芳徳会　特養ﾎｰﾑすず
の郷

東亜建設工業㈱ ㈱千田工務店 愛知県稲沢市 1,250 H18.12

ABB名豊事業所ロボット整備棟 鹿島建設㈱ ㈱千田工務店 愛知県豊田市 650 H18.12

日立テクノス ㈲増田組 ㈲増田組 愛知県豊橋市 200 H18.12

ﾈｯﾂﾄﾖﾀ中部元宮店 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県豊田市 700 H18.12

小牧ﾌﾗｲﾎｲｰﾙ試験建物 宮川建設㈱ 市川建設㈱ 愛知県小牧市 200 H18.12

刈谷知立環境組合ごみ焼却場管理棟
Ⅱ

荏原・清水・角文ＪＶ 並松工業㈱ 愛知県刈谷市 160 H18.12

成和環境田原工場 ㈱鴻池組 昭栄建設㈱ 愛知県田原市 900 H18.12

精文館書店蒲郡三谷北店 ㈱オノコム ㈱オノコム 愛知県蒲郡市 500 H18.12

ﾊﾞﾛｰ豊橋店 安藤建設㈱ 安藤建設㈱ 愛知県豊橋市 3,400 H19.1

公 桜井小学校校舎移転建設 まるひ建設㈱ 市川建設㈱ 愛知県安城市 2,800 H19.1

公 桜井小学校屋内運動場移転建設 ㈱杉浦建設 ㈲FCかとう 愛知県安城市 1,300 H19.1

若杉秋一様店舗付共同住宅 ㈱東海・ビルド ㈱東海・ﾋﾞﾙﾄﾞ 愛知県尾張旭市 250 H19.1

* ﾄﾖﾀ車体㈱吉原工場　加藤工務店 ㈱加藤工務店 愛知県豊田市 30 H19.1

公 * 豊橋資源化センター ㈱林工務店 愛知県豊橋市 140 H19.1

豊川高校グランド ㈱竹中工務店 ㈱林工務店 愛知県豊川市 150 H19.2

アイシン精機㈱生産技術センター新築
工事

清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県刈谷市 4,200 H19.2

神鋼電機㈱新赤石寮 豊橋建設工業㈱ 市川建設㈱ 愛知県豊橋市 1,300 H19.3

トヨタL&Fトレーニングセンター 鹿島建設㈱ ㈱千田工務店 愛知県半田市 500 H19.3

西尾信金刈谷 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県刈谷市 500 H19.3

芝崎邸 ㈱オノコム ㈱オノコム 愛知県宝飯郡音羽 170 H19.3

安城変電所 JR東海 市川建設㈱ 愛知県安城市 760 H19.3

村上製作所 ウネベ建設㈱ 市川建設㈱ 愛知県西加茂郡 600 H19.3

杉浦加工 酒部建設㈱ 市川建設㈱ 愛知県岡崎市 1,500 H19.3

トラスコ中山プラネット 大成建設㈱ 丸正建設 愛知県岡崎市 600 H19.3

イノアック武豊 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県知多郡 750 H19.3

愛知製鋼刈谷工場 坪井工業㈱ 坪井工業㈱
愛知県刈谷市豊田
町

100 H19.3

新日工業御津工場 まるひ建設㈱ 市川建設㈱
愛知県宝飯郡御津
町

1,200 H19.3

神鋼電機㈱半導体 安藤建設㈱ 安藤建設㈱ 愛知県豊橋市 3,700 H19.3

㈱T-ST ㈱伊藤工務店 市川建設㈱ 愛知県田原市 530 H19.3

公 岡崎交流センター 酒部建設㈱ FCかとう 愛知県岡崎市 1,700 H19.4

敷島製ﾊﾟﾝ㈱刈谷工場 ㈱錢高組 ㈱平本組 愛知県刈谷市 2,600 H19.4

ケーズデンキ小牧パワフル館 ㈱土屋組 共友工務店 愛知県小牧市 1,900 H19.4

* アルビオ衣浦 ㈱加藤工務店 愛知県碧南市 120 H19.4

㈱新栄商会 春田建設㈱ DAN㈱ 愛知県北名古屋市 200 H19.4
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ＡＢホテル岡崎 丸ヨ建設工業㈱ 市川建設㈱ 愛知県岡崎市 550 H19.4

小嶋邸 丸ヨ建設工業㈱ 市川建設㈱ 愛知県豊田市 200 H19.4

㈱槌屋知立工場営業所棟 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県知立市 410 H19.6

中庸スプリング㈱碧南工場 ㈱伊藤工務店 ㈱ツジタ 愛知県碧南市平山 360 H19.6

(仮称)フィール西尾ＳＣ 鹿島建設㈱ ㈱千田工務店 愛知県西尾市 5,000 H19.7

ロンコジャパン名古屋営業所 青木あすなろ建設㈱ 矢島住研㈱ 愛知県扶桑町高雄 640 H19.7

東洋ファイン㈱犬山南新工場 要建設工業㈱ 要建設工業㈱ 愛知県犬山市 970 H19.7

㈱ファインシンター事務棟開発棟 ﾄﾖﾀＴ＆Ｓ建設㈱ 岩田建工
愛知県春日井市明
知町

930 H19.7

㈱豊田自動織機高浜工場（仮称）技術
棟新築工事

鹿島建設㈱ ㈱千田工務店
愛知県高浜市豊田
町

1,700 H19.7

公 豊田市立宮口幼稚園園舎改築工事 岩田・猿投建設ＪＶ ㈲尾野藤建設
愛知県豊田市宮口
町

1,150 H19.7

愛知工科大学2007増築工事 石黒建設㈱ 市川建設㈱
愛知県蒲郡市西追
町

1,810 H19.8

ヨシヅヤ津島駅西店新築工事 ㈱フジタ ㈱久瀬建設
愛知県津島市片岡
町

3,600 H19.8

新日工業㈱機械加工工場増築工事 まるひ建設㈱ 市川建設㈱
愛知県宝飯郡小坂
井町

1,700 H19.8

* 酒井邸 ㈱協和建設起業 ㈲ｱｲﾋﾞﾙﾄﾞ 愛知県春日井市 60 H19.8

㈱東海理科音羽工場立体駐車場 ﾄﾖﾀＴ＆Ｓ建設㈱ ㈱加藤工務店 愛知県宝飯郡音羽 1,200 H19.9

神鋼電機㈱ｴﾝｼﾞﾝENﾍﾞﾝﾁ開発実験室
建設工事

安藤建設㈱ 安藤建設㈱ 愛知県豊橋市 400 H19.9

㈱中部本社倉庫新築浩二 ㈱永賢組 ㈲タカハシプラント
愛知県春日井市廻
間町

2,000 H19.10

イオン東浦ＳC活性化計画　緒川駅前
立体駐車場

西松建設㈱ 昭栄建設㈱
愛知県知多郡東浦
町

5,300 H19.10

公 菱栄エンジニアリング工場 太啓建設㈱ 市川建設㈱
愛知県豊田市本新
町

500 H19.10

名港海運㈱ｼｰｶﾞﾙｾﾝﾄｼｱﾀｰﾐﾅﾙ 大成建設㈱ 丸正建設
愛知県常滑市ｾﾝﾝ
ﾄﾚｱ

1,000 H19.10

伏見ふさゑ様ﾏﾝｼｮﾝ 碧海土建工業㈱ 市川建設㈱
愛知県豊田市瑞穂
町

500 H19.10

(仮称)田邊空気機械製作所 ㈱宇佐美組 ㈱ｴﾇﾜｲｼｰｶﾞﾙ 愛知県小牧市川西 380 H19.10

桐ヶ丘短期入所施設 千種土建㈱ ㈱登坂工務店
愛知県半田市桐ヶ
丘

400 H19.10

(仮称) NDS豊橋支店岡崎営業所 ㈱大林組 五城建設㈱
愛知県岡崎市明大
寺町

300 H19.10

新光技研㈱工場 明星工業㈱ 明星工業㈱
愛知県海部郡蟹江
町

200 H19.10

JA安城南支店 ㈱加藤工務店 愛知県安城市 130 H19.10

公 岡崎市東部福祉ｾﾝﾀｰ建設 酒部・三幸JV 市川建設㈱ 愛知県岡崎市 1,300 H19.11

みあい養護学校高等部 丸中建設㈱ ㈱本多工務店
愛知県岡崎市美合
町

700 H19.11

恩田邸 ㈱永賢組 ㈲タカハシプラント 愛知県春日井市 200 H19.11

ｱｽｶ株式会社ﾛﾎﾞｯﾄ工場 ㈱鴻池組 昭栄建設㈱ 愛知県豊田市 1,500 H19.11

ﾃﾞﾝｿｰつくしが丘寮 ﾄﾖﾀＴ＆Ｓ建設㈱ ㈱加藤工務店
愛知県西尾市つく
しが丘

300 H19.11

名和三共㈱工場 ｱｲｼﾝ開発㈱ ㈱加藤工務店 愛知県知多郡 2,000 H19.11

横井加工所様工場増築 ㈱大林組 DAN㈱ 愛知県 70 H19.11

ｵｰｸﾏ㈱本社工場新物流ｾﾝﾀｰ ㈱大林組 矢島住研㈱ 愛知県丹羽郡 1,100 H19.12

三菱倉庫㈱飛島配送ｾﾝﾀｰ 鹿島建設㈱ ㈱千田工務店
愛知県海部郡飛島
村

5,100 H19.12

横浜ｺﾞﾑ新城南工場第2工場 鹿島建設㈱ ㈱林工務店 愛知県新城市 1,800 H19.12
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愛知製鋼知多電磁製造室3期 坪井工業㈱ 坪井工業㈱ 愛知県東海市 500 H19.12

公 (仮称)刈谷市若松町計画 矢作建設工業㈱ ㈱本多工務店 愛知県刈谷市 1,400 H19.12

椿本ﾁｪｲﾝ豊田事務所 ㈱オノコム西三河支店 ㈱千田工務店 愛知県豊田市 250 H19.12

㈱ﾃﾞﾝｿｰ安城独身寮 清水建設㈱ ㈱加藤工務店 愛知県安城市 300 H19.12

ｲｵﾝ岡崎ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ本体棟増築工
事

清水建設㈱ 並松工業㈱
愛知県岡崎市戸崎
町

2,000 H20.1

衣浦)駐車場簡易立駐化
㈱伊藤工務店
近藤工業㈱

カワモト建設㈱ 愛知県碧南市 5,800 H20.2

川崎重工業㈱名古屋第一工場北工場 鹿島建設㈱ ㈱中根工務店 愛知県弥富市 2,100 H20.2

(仮称)ﾒｶﾞﾈの赤札堂稲沢店 ﾓﾘﾔ建創㈲ ﾓﾘﾔ建創㈲ 愛知県稲沢市 200 H20.2

日東電工㈱豊橋事業所接合材SCMｾﾝ
ﾀｰ

鹿島建設㈱ ㈱林工務店
愛知県豊橋市中原
町

1,000 H20.2

かんやまｸﾘﾆｯｸ ㈱オノコム名古屋支店 ㈱千田工務店 愛知県北名古屋市 500 H20.2

(仮称)石﨑本店豊橋工場 ㈱フジタ ㈱本多工務店 愛知県豊橋市 800 H20.2

メガネの三城春日井店 ﾓﾘﾔ建創㈲ ﾓﾘﾔ建創㈲ 愛知県春日井市 100 H20.2

渥美線新豊橋駅移設　駅舎・ﾎｰﾑ上
屋・継電器室

矢作建設工業㈱ ㈱本多工務店 愛知県豊橋市 550 H20.3

万能工業㈱明祥工場Ⅱ期(F棟) 鹿島建設㈱ ㈱千田工務店 愛知県安城市 1,000 H20.3

日本トランスシティ㈱亀山倉庫新築工
事

鹿島建設㈱・中日本建
設JV

㈱辻組 愛知県亀山市 1,600 H20.4

ﾌﾞﾗｻﾞｰ工業㈱ 西松建設㈱ 昭栄建設㈱ 愛知県刈谷市 4,000 H20.4

知多信用金庫緒川支店 ㈱七番組 ㈲船戸工務店 愛知県知多市 300 H20.4

富士機械製造㈱藤岡工場機械工場 ㈱錢高組 ㈱平本組 愛知県豊田市 1,900 H20.5

三菱重工名古屋誘導推進ｼｽtﾑ製作所
技術本館

清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県小牧市 2,200 H20.5

藤岡試験場第2立体駐車場建設 ㈱近藤組 ㈱好建工務店 愛知県豊田市 3,000 H20.5

㈲平林工業第2工場 ㈱伊藤工務店 市川建設㈱ 愛知県東浦町 500 H20.5

浅井産業ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ㈱碧南事業所 鴻池ﾌﾞﾙﾃｸﾉ㈱ 昭栄建設㈱ 愛知県碧南市 200 H20.5

東栄鉄工㈱新資材置き場 安藤建設㈱ ㈲カワコウ 愛知県北名古屋市 500 H20.5

癒し湯処　豊田・浄水の湯 ㈱鴻池組 昭栄建設㈱ 愛知県豊田市 1,330 H20.5

碧海信用金庫岡崎南支店 山崎建設㈱ ㈱三重旭 愛知県岡崎市 530 H20.6

クリーンライスアサセン様ライスセンター ㈲浅野鉄工 DAN㈱ 愛知県一宮市 200 H20.7

特別養護老人ﾎｰﾑ「いちご」 まるひ建設㈱ 市川建設㈱ 愛知県西尾市 1,500 H20.7

刈谷知立環境組合ごみ焼却施設　Ⅱ
期

荏原・清水・角文ＪＶ 並松工業㈱ 愛知県刈谷市 1,600 H20.8

矢野コンクリート工業㈱工場棟 藤本建設㈱ カワモト建設㈱ 愛知県豊田市 2,350 H20.7

トヨタ紡織㈱豊橋南第一工場新2号 ㈱大林組 ㈱林工務店 愛知県豊橋市 400 H20.7

アドバンス電気工業㈱第3工場 鹿島建設㈱ ㈱千田工務店 愛知県春日井市 1,300 H20.7

田原第二車体工場第三ボディ課上屋
新築工事

㈱伊藤工務店 市川建設㈱ 愛知県田原市 700 H20.7

日立物流春日井物流ｾﾝﾀｰ 矢作建設工業㈱ 丸正建設 愛知県春日井市 1,740 H20.7

東洋製罐豊橋工場第2工場新築工事 ㈱竹中工務店 ㈱林工務店 愛知県豊橋市 1,200 H20.8

児童養護施設豊橋平安寮移転新築工
事

㈱豊田組 ㈲所建築 愛知県豊橋市 1,600 H20.8

横浜ゴム㈱新城南工場♯11 鹿島建設㈱ ㈱林工務店 愛知県新城市 1,000 H20.8
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フタバ産業田原工場増築工事 ㈱竹中工務店 ㈱林工務店 愛知県田原市 1,200 H20.8

三菱重工業㈱ＳＭ３シュラウド工場 大成建設㈱ 丸正建設 愛知県小牧市 177 H20.8

豊田市梅坪駅前立体駐車場 矢作建設工業㈱ ㈱千田工務店 愛知県豊田市 1,170 H20.9

豊田合成第2技術ｾﾝﾀｰⅡ期工事【試
験評価棟】

清水建設㈱ 江崎建築㈲
愛知県海部郡美和
町

3,300 H20.9

豊田自動車㈱田原第2車体工場【品質
検討場・組立試験場】

㈱伊藤工務店 市川建設㈱ 愛知県田原市 1,100 H20.9

白玉園 ㈱永賢組 ㈲タカハシプラント 愛知県春日井市 200 H20.9

サニア工業（株）稲沢工場 要建設工業㈱ 要建設工業㈱ 愛知県稲沢市 450 H20.9

大府東海物流ｾﾝﾀｰ（ﾔﾏﾅｶ） ㈱フジタ 丸正建設（平本） 愛知県東海市 1,050 H20.9

(三菱自工)岡崎工場板金南工場 鹿島建設㈱ ㈱千田工務店 愛知県岡崎市 1,000 H20.9

日清紡　美合工機組立工場 小原建設㈱ 五城建設㈱ 愛知県岡崎市 2,300 H20.9

コスモ社員寮 サンモク工業㈱ ㈲高須建築 愛知県安城市 1,000 H20.9

メナード美術館増築工事 大成建設㈱ 成和建設 愛知県小牧市 160 H20.9

ドミーつつじヶ丘店新築工事 酒部建設 市川建設㈱ 愛知県豊橋市 800 H20.9

新共和東保育園園舎建築工事 ㈱伊藤工務店 ㈱稲垣建設 愛知県大府市 1,000 H20.9

亜熱帯春日井店増築工事 ㈱大蔵屋 旭東海㈱ 愛知県稲沢市 300 H20.9

サニヤ工業㈱稲沢工場新築工事 要建設工業㈱ 要建設工業㈱ 愛知県稲沢市 430 H20.9

神谷勝一様マンション新築工事 碧海土建㈱ 市川建設㈱ 愛知県安城市 550 H20.9

㈱高木製作所新城工場増築工事 サンエイ建設㈱ カワモト建設㈱ 愛知県新城市 800 H20.10

公 公営住宅土井団地 酒部・丸ﾖ建設ＪＶ 市川建設㈱ 愛知県岡崎市 600 H20.10

㈱東海興運高岡物流ｾﾝﾀｰ ㈱伊藤工務店 市川建設㈱ 愛知県豊田市 2,700 H20.10

豊田紡織㈱　猿投寮 ﾄﾖﾀＴ＆Ｓ建設㈱ ㈱加藤工務店 愛知県豊田市 200 H20.10

中嶋様貸し店舗付共同住宅 水嶋建設㈱ 市川建設㈱ 愛知県豊田市 500 H20.10

衣浦工場　厚生センター新館 ﾄﾖﾀＴ＆Ｓ建設㈱ ㈱加藤工務店 愛知県碧南市 700 H20.10

豊田自動織機　高浜 ﾄﾖﾀＴ＆Ｓ建設㈱ ㈱加藤工務店 愛知県高浜市 400 H20.10

三河安城ビレッジ 鹿島建設㈱ ㈱千田工務店 愛知県安城市 998 H20.11

豊田田原スチール ㈱竹中工務店 ㈱林工務店 愛知県田原市 2,300 H20.11

マルアイ㈱工場棟 ㈱オノコム ㈱オノコム 愛知県田原市 1,000 H20.11

ｲｵﾝ岡崎ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ本体棟増築工
事

清水建設㈱ 並松工業㈱
愛知県岡崎市戸崎
町

2,100 H20.1

丸紅建材リース㈱ ㈱間組 海津建設㈱ 愛知県稲沢市 350 H20.8

㈱大和屋守口漬総本家新工場建設工
事

安藤建設㈱ 安藤建設㈱ 愛知県丹羽郡 780 H20.12

アイシン新館立体駐車場棟新築工事 近藤組 ㈱好建工務店 愛知県刈谷市 3,560 H20.12

宗教法人慈眼寺庫裡建替工事 丸ヨ建設工業㈱ 市川建設㈱ 愛知県知立市 300 H20.12

ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔ中部販売㈱衣浦営業所 ㈱オノコム ㈱千田工務店 愛知県 400 H20.12

岡田製作所新築工事 ㈱熊谷組 サンエイ㈱ 愛知県豊田市 600 H20.12

(医）豊岡会三田託児施設 ㈱オノコム ㈱千田工務店 愛知県岡崎市 100 H20.12

新興電気㈱刈谷倉庫棟新築工事 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県刈谷市 500 H20.12
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ジーズプロジェクト新築工事 ㈱服部鉄工 ㈱千田工務店 愛知県春日井市 100 H20.12

MKマンションⅡ スリーウッドホーム 市川建設㈱ 愛知県豊橋市 400 H21.1

大樹寺物販店 酒部建設㈱ 市川建設㈱ 愛知県岡崎市 200 H21.1

㈱マルヤス事務本館 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県岡崎市 400 H21.1

豊田カーサエレベートⅡ新築工事 丸ヨ建設工業㈱ 市川建設㈱ 愛知県豊田市 700 H21.2

ヤマザキマザック試作研究開発セン
ター新築工事

㈱錢高組 ㈱平本組 愛知県大口町 900 H21.2

豊和化成㈱作業所（出荷場）増築工事 ㈱真栄 カワモト建設㈱ 愛知県豊田市 200 H21.2

㈱豊幸研削盤組立工場新築工事 中一建設工業㈱ 中一建設工業㈱ 愛知県額田郡 100 H21.2

シロキ精機㈱新工場新築工事 まるひ建設㈱ 市川建設㈱ 愛知県豊川市 1,400 H21.2

深澤冷蔵㈱冷蔵庫新築工事 ㈱橋本組 ㈲村田工務店 愛知県焼津市 4,300 H21.2

アイシン精機㈱共同棟新築工事 清水建設㈱ 平松工業㈱ 愛知県刈谷市 800 H21.2

稲沢市正明寺介護施設新築工事 ㈱モリヤ ㈱モリヤ 愛知県稲沢市 600 H21.2

㈱マルヤス事務本館（材工） 清水建設㈱ 並松工業㈱ 愛知県岡崎市 300 H21.2

営統事業部新築工事 三栄工業㈱ 市川建設㈱ 愛知県豊橋市 5,000 H21.2

新東工業㈱一宮組立工場 ㈱錢高組 山武建設㈱ 愛知県豊川市 2,500 H21.2

㈱イノアック武豊コーポレーション武豊
工場2期工事

清水建設㈱ 並松工業㈱
愛知県知多郡武豊
町

100 H21.2

安城カーサヴェルデⅡ新築工事 丸ヨ建設工業㈱ 市川建設㈱ 愛知県安城市 900 H21.3

平安会館稲沢斎場 昭和土建㈱ 菅原建設㈱ 愛知県稲沢市 700 H21.3

ジャパンフーズ物流㈱中部共配セン
ター新築工事

㈱フジタ ㈱平本組
愛知県岩倉市北島
町

1,200 H21.3

㈲第一精工工場新築工事 名星工業㈱ 名星工業㈱
愛知県海部郡甚目
寺町

300 H21.3

亜熱帯北名古屋店新築工事 ㈱大蔵屋 旭東海㈱ 愛知県北名古屋市 400 H21.3

公
東名高速道路上郷ＳＡ（上下線）商業
施設

太啓建設㈱ 市川建設㈱ 愛知県豊田市 300 H21.3

㈱ＩＮＡＸ知多事業所出荷場 東海エコン ㈱広久 愛知県知多市 400 H21.4

三栄工業㈱創立９０周年記念館 三栄工業㈱ 市川建設㈱ 愛知県刈谷市 300 H21.4

天野整形外科 丸ヨ建設工業㈱ 市川建設㈱ 愛知県岡崎市 300 H21.4

* タキヒョー㈱犬山事業所　リブラスカット 大日本土木㈱ 大日本土木㈱ 愛知県犬山市 500 H21.4

川崎重工業㈱名古屋第一工場南工場
CCA・オアシス増築

鹿島建設㈱ ㈱中根工務店 愛知県弥富市 500 H21.4

青木邸 ㈱サン住建 ㈲三有技建 愛知県東海市 100 H21.5

* グリーンキャメロット 千種土建㈱ 矢島住研㈱
愛知県春日井市神
領

100 H21.5

ユタカ本社（事務所）・整備工場 ㈱オノコム カワモト建設㈱ 愛知県豊橋市 1,000 H21.6

公 豊田市立畝部こども園園舎改築 ウネベ・大進ＪＶ 市川建設㈱ 愛知県豊田市 1,000 H21.6

㈲山由工業工場新設 中一建設工業㈱ 中一建設工業㈱
愛知県愛知郡東郷
町

300 H21.7

公 篠目中学校校舎増築主体工事 市川建設㈱ 愛知県安城市 600 H21.8

公
豊田市上郷中学校バイアフリー化整備
工事

神谷組工業㈱ ㈲小野藤建設 愛知県豊田市 300 H21.9

株式会社ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽﾈｯﾄﾜｰｸ
名古屋低温物流センター

鹿島建設㈱ ㈱中根工務店 愛知県愛西市 2,100 H21.9

公
豊田市立中山こども園増築及び改修
工事

ﾄﾖﾀＴ＆Ｓ建設㈱ ㈱加藤工務店 愛知県豊田市 300 H21.9
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ブリヂストン・タイヤセールス中部販売
㈱TRC豊田南店倉庫

㈱オノコム ㈱千田工務店 愛知県豊田市 150 H21.9

（仮称）ＫＡＴＯビル 水嶋建設㈱ 市川建設㈱ 愛知県知立市 200 H21.10

ニトリ半田店マクドナルド棟 ㈱大蔵屋 旭東海㈱ 愛知県半田市 200 H21.10

旭硝子強化第2工場ピット工事 ㈱松尾工務店 愛知オルカ㈲
愛知県知多郡武豊
町

200 H21.10

豊田合成三好物流センター 清水建設㈱ 江崎建築㈲
愛知県西加茂郡三
好町

4,000 H21.12

丸文建材新築工事 ㈱オノコム マルイ建設㈱ 愛知県豊川市 300 H21.12

栄屋乳業㈱矢作工場新工場棟建築工
事

小原建設㈱ (有)高須建築 岡崎市東牧内町 4,000 H22.2

豊田鉄工㈱事技合同棟新築工事 ㈱フジタ DAN㈱ 豊田市細谷町 600 H22.2

豊田市浄水小学校校舎増築工事 藤本・水嶋JV 市川建設㈱ 豊田市浄水町 1,000 H22.3

（仮称）プラウド小牧4丁目計画新築工
事

安藤建設㈱ 安藤建設㈱ 小牧市小牧 20 H22.3

小牧ロジスティックスセンター新築工事 安藤建設㈱ ㈱高成建設 小牧市西ノ島 1,000 H22.3

豊田鉄工㈱事技合同棟新築工事（事
技棟）昭栄

㈱フジタ 昭栄建設㈱ 豊田市細谷町 1,500 H22.3

㈱中外　刈谷支店新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 刈谷市桜町 300 H22.4

トヨタ紡織㈱豊橋南工場新2号棟車路
増築

太啓建設㈱ 市川建設㈱ 豊橋市明海町 60 H22.4

鈴木様邸倉庫新築工事 ㈱安水建設 (有)三有技建 安城市安城町 100 H22.5

三洋堂書店知立店増築工事 まるひ建設㈱ あおい建設㈱ 愛知県知立市 300 H22.5

松本工業㈱新工場新築工事 大鹿建設㈱ 大鹿建設㈱ 愛知県清洲市 750 H22.6

中日信用金庫清洲支店新築工事 清水建設㈱ 江崎建築㈲ 愛知県清洲市 380 Ｈ22.7

公
北部学校給食共同調理場増築主体工
事

植村産業㈱ あおい建設㈱ 安城市池浦町 100 Ｈ22.7

公
豊田市武道館・サブホール建設外構建
設工事（トイレ）

あおい建設㈱ 豊田市小坂町 100 Ｈ22.8

石田留男様老人介護付共同住宅新築
工事

㈱東海・ビルド ㈱千田工務店 愛知県小牧市 400 Ｈ22.8

高齢者福祉施設　真寿苑建設工事 徳倉建設㈱ ㈱里組 愛知県豊橋市 1,000 Ｈ22.9

ニトリ小牧店新築工事 ㈱鍛冶田工務店 ㈱平本組 愛知県小牧市 3,000 H22.10

名古屋トヨペット㈱東浦店新築工事 矢作建設工業㈱ 丸正建設 愛知県知多郡 1,800 H22.10

春日井カトリック教会 (有)タカハシプラント 愛知県春日井市 115 H22.10

中央こども園増改築工事 太啓建設㈱ あおい建設㈱ 愛知県豊田市 700 H22.11

尾西信用金庫祖父江支店 清水建設㈱ 江崎建築㈲ 愛知県稲沢市 300 H22.11

ダイコー化学工業㈱東郷新工場新t区
工事

徳倉建設㈱ 丸茂建設㈱
愛知県愛知郡東郷
町

2,000 H22.12

飛島ふ頭コンテナターミナル 東洋建設㈱ (有)大久保工務店 愛知県海部郡 3,000 Ｈ23.1

ヨシヅヤ甚目寺店新築工事　電気館 ㈱フジタ ㈱平本組 愛知県あま市 1,400 Ｈ23.4

ヨシヅヤ甚目寺店新築工事　本館 ㈱フジタ ㈱平本組 愛知県あま市 1,500 Ｈ23.4

関屋町高齢者住宅新築工事 ㈱森下工業 ㈱森下工業 愛知県豊橋市 500 H23.5

つばさ幼稚園第5期工事 ㈱薫田工務店 ㈱薫田工務店 愛知県半田市 200 Ｈ23.4

中央発條㈱藤岡工場 ㈱伊藤工務店 あおい建設㈱ 愛知県豊田市 500 H23.5

長久手FM新築工事 ㈱オノコム ㈱千田工務店 愛知県愛知郡 1,000 H23.5

新日本製鐵　労働組合会館 鹿島建設㈱ ㈱千田工務店 愛知県東海市 600 H23.6
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アルフレッサ 清水建設㈱ 江崎建築㈲ 愛知県一宮市 4,000 H23.6

メグリアセレモニー越戸ホール新築工
事

㈱伊藤工務店 あおい建設㈱ 愛知県豊田市 1,000 H23.7

ニトリ豊橋店新築工事 ㈱伊藤工務店 あおい建設㈱ 愛知県豊橋市 1,400 H23.8

豊通物流第2三好センター新築工事 ㈱フジタ ㈱平本組 愛知県みよし市 4,000 H23.8

名古屋銀行豊田南支店新築工事 太啓建設㈱ あおい建設㈱ 愛知県豊田市 1,000 Ｈ23.9

公 竹の山地区新設校建設工事 鴻池・太啓・鈴木JV 昭栄建設㈱ 愛知県日進市 6,000 H23.11

デンソープレアス 角文㈱ 松元建設㈱ 愛知県豊川市 400 H23.11

東松山町デイサービス 吉田建設㈱ 矢島住研㈱ 愛知県瀬戸市 250 H23.12

中央倉庫㈱西4区新倉庫新築工事 安藤建設㈱ 安藤建設㈱ 愛知県海部郡 3,200 H24.2

MICS化学㈱A棟建替工事 寺西建設㈱ 昭栄建設㈱ 愛知県愛知郡 1,640 H24.4

ネッツ東海㈱豊川店リビルド計画新築
工事

㈱伊藤工務店 あおい建設㈱ 愛知県豊川市 2,000 H24.5

室場こども園通園施設棟建設行為 黒柳建設㈱ あおい建設㈱ 愛知県西尾市 800 H24.8

米津北浦工場建設工事 まるひ建設㈱ まるひ建設㈱ 愛知県西尾市 2,000 H24.9

そよ風の里新築工事 ㈱日東建設 ㈱伊予建工業 愛知県蒲郡市 300 H24.9

大堀保育園移転新築工事 徳倉建設㈱ 丸茂建設㈱ 愛知県東海市 1,000 H24.10

公 藤ノ花高等学校音楽棟建設工事 神野建設㈱ 神野建設㈱ 愛知県豊橋市 400 H24.10

有料老人ホームドーヴィル小牧新築工
事

河童空間工房 愛知県小牧市 750 H24.11

愛知製鋼 坪井工業㈱ ㈱平本組 愛知県東海市 600 H24.11

サトープレス工業金型・製品出荷倉庫
棟新築工事

㈱六合 丸茂建設㈱ 愛知県豊田市 1,000 H24.12

東亜レジン株式会社　名古屋営業所新
築工事

㈱森下工業 ㈱森下工業 愛知県日進市 200 H24.12

おおぶ文化交流の杜建設工事 鹿島建設㈱ ㈱千田工務店 愛知県大府市 2,500 H25.2

医療法人互生会蒲郡東武病院増築工
事

神野建設㈱ 神野建設㈱ 愛知県蒲郡市 2,500 H25.4

㈱ＦＴＳ広田工場ＢＣＰ（事業継続計画）
工事

㈱伊藤工務店 あおい建設㈱ 愛知県豊田市 800 H25.4

六名クリニック新築工事 酒部建設㈱ ㈱里組 愛知県岡崎市 350 H25.4

こまき楽の湯　増改築工区 矢島住研㈱ 愛知県小牧市 200 H25.7

ダジュール増築工事 丸ヨ建設工業㈱ ㈱里組 愛知県岡崎市 4,000 H25.8

社会福祉法人成仁会メドックガーデン
ﾋﾞﾚｯｼﾞ緒川新築工事

太啓建設㈱ ㈱丸正 愛知県東浦町 1,000 H25.8

清水コミュニティセンター建設工事 ㈱伊藤工務店 カワモト建設㈱ 愛知県愛知郡 500 Ｈ25.9

茶臼山厚生病院 ㈱吉川建設 丸茂建設㈱ 愛知県新城市 700 Ｈ25.9

明治ロジテック㈱愛知新事業所建設工
事

福井建設㈱ ㈱平本組 愛知県稲沢市 6,500 H25.10

*
㈱IHI愛知事業所屋内危険物保管庫建
設工事

DAN㈱ 愛知県知多市 400 H25.10

* 山藤建設三好資材置場 タケイリ建設㈱ 愛知県みよし市 3 H25.10

* 兼房㈱チップソウ焼き入工場増設 日新工営㈱ DAN㈱ 愛知県丹羽郡 1,000 H25.11

ＧＵ岡崎六名店新築工事 ㈱オノコム ㈱千田工務店 愛知県岡崎市 300 H25.11

特別支援学校校舎等建設工事 神野・丸中建設ＪＶ
神野建設㈱・丸中建設
ＪＶ

愛知県豊橋市 8,000 Ｈ25.12

*
認定こども園愛知国際プリスクール新
築工事

大前工業㈱ DAN㈱ 愛知県日進市 778 Ｈ26.1
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（株）ヤマイチプライメタル様店舗付共
同住宅新築工事

大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 愛知県刈谷市 600 Ｈ26.2

東春信用金庫本店新築工事 （株）フジタ （株）平本 愛知県小牧市 800 Ｈ26.2

川崎重工業株式会社名古屋第一工場
建設工事

鹿島建設㈱ ㈱千田工務店 愛知県弥富市 14,000 Ｈ26.2

南稜地区市民館等複合施設建設工事 ㈱オーテック ㈱本多工務店 愛知県豊橋市 2,000 H26.3

* メイツ豊川駅前新築工事 中村建設㈱ 愛知県豊川市 67 H26.3

* 岐阜信用金庫江南支店 天龍建設㈱ 矢島住研㈱ 180 H26.3

株式会社中部明海工場新築工事
豊橋建設工業㈱神野
建設㈱JV

神野建設㈱ 愛知県豊橋市 1,800 H26.4

*
カーマホームセンター刈谷小垣江店新
築工事

㈱大本組 DAN㈱ 愛知県刈谷市 3,200 H26.5

ホンダカーズ愛知豊橋殿田橋店 日本建設㈱ 日本建設㈱ 愛知県豊橋市 1,000 H26.5

* 愛西市総合庁舎建設・改修工事 ㈱奥村組 愛知県愛西市 Ｈ26.6

ピアゴ尾西建替工事 日本建設㈱ 愛知県一宮市 4,000 Ｈ26.6

アイシン・エイ・ダブリュ株式会社岡崎
東工場増築工事

㈲増田組 愛知県岡崎市 4,000 H26.7

* 愛知県国際バイリンガルスクール 大前工業㈱ DAN㈱ 愛知県日進市 170 Ｈ26.8

㈱デンソー安城女子社員寮建築工事 ㈱伊藤工務店 カワモト建設㈱ 愛知県安城市 1,500 Ｈ26.8

* 豊田工業大学 ㈱加藤工務店 愛知県 78 H26.9

中部トラック総合研究センター ㈱フジタ ㈱平本組 愛知県みよし市 1,500 H26.9

津波避難施設及び千鳥健康交流の家 ㈱中村土木建設 ㈱平本組 愛知県東海市 800 H26.10

夢屋一宮店　新築工事 ㈱ナカシロ 矢島住研㈱ 愛知県一宮市 650 H26.10

* イオンモール常滑C棟 ㈱大林組 DAN㈱ 愛知県常滑市 14,700 H27.1

*
リンナイ㈱技術センター総合環境試験
棟新築工事

大成建設㈱ （有）てんじん 愛知県小牧市 350 H27.1

ヤマト三河物流㈱三河ゲートウェイ新
築工事

㈱フジタ ㈱平本組・昭栄建設㈱ 愛知県豊田市 2,000 H27.3

小牧南工場　食堂棟新築工事 ㈱フジタ ㈱平本組 愛知県西春日井郡 1,500 H27.3

正木トモエ様D-room新築工事 大和ハウス工業㈱
大和ハウス工業㈱豊田
支店

愛知県刈谷市 200 H27.3

* 旭精機工業㈱第6製造工場新設工事 ㈱石田組 DAN㈱ 愛知県尾張旭市 1,000 H27.5

富士重工業㈱　半田工場53棟建設工
事

㈱フジタ ㈱平本組 愛知県半田市 7,000 H27.5

*
中山名古屋第二発電所発電設備設置
工事　タービン建屋

清水建設㈱ DAN㈱ 愛知県知多郡 1,300 Ｈ27.6

* 晃伸製機　新築工事 吉良建設㈱ DAN㈱ 愛知県あま市 1,500 Ｈ27.6

* アイシン高丘 ㈱加藤工務店 愛知県 30 Ｈ27.7

ダイコク電機㈱春日井事業所立体駐車
場増築工事

清水建設㈱ 矢島住研㈱ 愛知県春日井市 710 Ｈ27.7

日本ゼネラルフードMHI小牧南給食セ
ンター

矢作建設工業㈱ ㈱創羽 愛知県西春日井郡 1,400 Ｈ27.7

* イオンモール常滑(土留め) ㈱大本組 DAN㈱ 愛知県常滑市 240 Ｈ27.7

* 名正運輸一宮物流センター計画 矢野建設㈱ DAN㈱ 愛知県一宮市 2,000 Ｈ27.8

* ほるたん瀬戸店 ㈱三陽ハウス工業 (株)三陽ハウス工業 愛知県瀬戸市 100 Ｈ27.8

グランドメゾン安城新築工事 小原建設㈱ （株）本多工務店 愛知県安城市 900 Ｈ27.9

さくら保育園園舎移転新築（建築）工事 サンエイ㈱ カワモト建設㈱ 愛知県刈谷市 1,100 Ｈ27.9

*
名古屋第二発電所発電設備建築工事
②

清水建設㈱ 親和建設㈱ 愛知県知多郡 1,000 Ｈ27.9
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大型デイサービスサンサンリゾート春日
井新築工事

岐建㈱ ㈱國井工務店 愛知県春日井市 400 Ｈ27.10

* 甘強酒造㈱倉庫新築 後藤建設 DAN㈱ 愛知県海部郡 400 Ｈ27.10

富士重工㈱半田工場キットセンター新
築工事

㈱フジタ ㈱平本組 愛知県半田市 2,000 Ｈ27.10

* 榊様マンション　新築工事 ㈱浅井工務店 DAN㈱ 愛知県一宮市 200 Ｈ27.10

荒川工業㈱第4工場新築工事 清水建設㈱ 清水建設㈱ 愛知県日進市 600 Ｈ27.10

安城市中心市街地拠点整備事業　情
報拠点施設建設工事

清水・ｽﾀｰﾂCAM・丸山
組建設工事共同企業体

(有)増田組 愛知県安城市 1,000 Ｈ27.10

㈱東海理機製作所横根工場組付工場
増築工事

サンエイ㈱ カワモト建設㈱ 愛知県大府市 1,500 Ｈ27.11

*
DCMカーマ21瀬戸店新築工事（園芸
館・資材館）

㈱大本組 DAN㈱ 愛知県瀬戸市 1,000 Ｈ27.12

イオンモール長久手新築工事　立体駐
車場

鹿島建設㈱ ㈱千田工務店 愛知県長久手市 4,000 Ｈ28.1

* 新日本科学 鹿島建設㈱ 三幸建設㈱ 愛知県安城市 10 Ｈ28.1

中京コピー㈱本社社屋新築工事 大信興業㈱ 大信工業㈱ 愛知県東区 216 Ｈ28.1

* 名古屋発電所 ㈱加藤工務店 愛知県 106 Ｈ28.2

知多スプリング工場　新築工事 ㈱沢田工務店 ㈱沢田工務店 愛知県半田市 215 Ｈ28.3

* 富木島駐車場新築工事 Parキング建設㈱ 日鉄住金物産 愛知県東海市 1,400 Ｈ28.3

* 新三工房計画 ㈱加藤工務店 愛知県 35 Ｈ28.4

三和梱包清須トラックステーション新築
工事

㈱沢田工務店 ㈱沢田工務店 愛知県清須市 975 Ｈ28.5

* 清須物流センター建替計画 矢野建設㈱ DAN㈱ 愛知県清須市 8,000 Ｈ28.5

* コマツグループ豊橋プロジェクト計画 日本国土開発㈱ DAN㈱ 愛知県豊橋市 500 Ｈ28.5

弥那工場新築工事 ㈱ナカシロ 矢島住研㈱ 愛知県丹羽郡 350 Ｈ28.6

東海理化学園棟建設工事 清水建設㈱ ㈲増田組 愛知県豊川市 350 Ｈ28.6

はしもと耳鼻科新築工事 ㈱沢田工務店 ㈱沢田工務店 愛知県一宮市 109 H28.7

伊藤精工㈱北崎工場 ㈱加藤工務店 愛知県一宮市 40 H28.7

* DCMカーマ21瀬戸店新築工事（本館） DAN㈱ 愛知県瀬戸市 3,000 H28.8

三菱ふそうﾄﾗｯｸ･ﾊﾞｽ㈱東海ふそう熱田
支店移転工事

㈱熊谷組 ㈱鹿児島建工 愛知県海部郡 2,800 H28.9

* 高雄工業㈱海南工場増築工事 ㈱大本組 DAN㈱ 愛知県弥富市 450 H28.9

* 神宮マンション新築工事 ㈱浅井工務店 DAN㈱ 愛知県春日井市 200 H28.9

認定こども園オリーブの木　第二美園
幼稚園

㈱永賢組 ㈱永賢組 愛知県春日井市 948 H28.10

*
認定こども園オリーブの木　第二美園
幼稚園

㈱永賢組 DAN㈱ 愛知県春日井市 948 H28.10

服部ダイカスト㈱第二加工工場新築工
事

㈱ビーエムシー ㈱ビーエムシー 愛知県豊田市 735 H28.10

刈谷市立特別支援学校建設等（建築）
工事

サンエイ㈱ カワモト建設㈱ 愛知県刈谷市 1,700 H28.11

* 愛知医科短大　学生プラザ新築工事 小原建設㈱ DAN㈱ 愛知県清須市 400 H28.11

* コマツグループ豊橋プロジェクト計画 日本国土開発㈱ DAN㈱ 愛知県豊橋市 200 H28.11

* 半田港 ㈲船戸工務店 愛知県 98 H28.11

スタンレー電気㈱岡崎製作所再構築工
事

清水建設㈱ ㈲増田組 愛知県岡崎市 3,000 H28.11

アイシン精機㈱西尾新ダイカスト工場
建設工事

清水建設㈱ ㈱加藤工務店 愛知県西尾市 3,000 H28.12

西尾物流センター増築工事 サンエイ㈱ カワモト建設㈱ 愛知県西尾市 8,000 H28.12
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豊山倉庫新築工事 日本建設㈱ 日本建設㈱ 愛知県西春日井郡 5,025 H28.12

知立駅北地区第一種市街地再開発事
業施設建築物

鉄建建設㈱ 鉄建建設㈱ 愛知県知立市 758 H29.1

公 岡崎市山中保育園改築工事
太田・三幸特定建設工
事共同企業体

㈱本多工務店 愛知県岡崎市 1,200 H29.1

旭硝子㈱愛知工場 ㈱トーカイロード 愛知県知多郡 272 H29.2

ATA工場新築工事 相澤建設㈱ カワモト建設㈱ 愛知県岡崎市 350 H29.3

敷島製パン㈱刈谷工場D棟新築工事 ㈱平本組 愛知県 1,000 H29.3

* CKD㈱春日井工場増築工事（第1期） 日本国土開発㈱ DAN㈱ 愛知県春日井市 200 H29.3

花王㈱豊橋工場 清水建設㈱ ㈲増田組 愛知県豊橋市 3,000 H29.4

* こども園あるこ新園舎建設工事 ㈱東海エコン DAN㈱ 愛知県常滑市 1,000 H29.4

一宮物流センター新築工事 ㈱平本組 愛知県一宮市 3,000 H29.5

竹本油脂 清水建設㈱ ㈲増田組 愛知県豊川市 1,000 H29.6

* 日本ガス機器検査協会名古屋事業所 ㈱淺沼組 DAN㈱ 愛知県小牧市 500 H29.6

愛同工業株式会社知多工場新築工事 ㈱沢田工務店 ㈱沢田工務店 愛知県知多市 1,650 H29.6

アイシン開発安城和泉寮（AIｺﾝﾌｫｰﾄ和
泉新築工事）

清水建設㈱ ㈲増田組 愛知県安城市 700 H29.6

ナガイスポーツ新築工事 ㈱永賢組 ㈱永賢組 愛知県小牧市 450 H29.6

筧シヅエ様D-room新築工事 大和ハウス工業㈱
大和ハウス工業㈱岡崎
支社

愛知県岡崎市 320 H29.7

勝川商業施設計画 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 愛知県春日井市 882 H29.7

* リンナイ瀬戸工場 ㈲てんじん 愛知県瀬戸市 30 H29.8

* トヨタ記念病院立体駐車場 ㈱大林組 ㈱加藤工務店 愛知県豊田市 100 H29.8

春日井物流倉庫新築工事 ㈱沢田工務店 ㈱沢田工務店 愛知県春日井市 1,400 H29.8

* エヌティーテクノ北工場増築工事 清水建設㈱ ㈱加藤工務店 愛知県高浜市 53 H29.8

名糖産業㈱瀬戸工場新築工事 日本国土開発㈱ DAN㈱ 愛知県瀬戸市 7,000 H29.9

蒲郡　大久保東海 ㈲アイケン興業 愛知県蒲郡市 400 H29.11

ROYAR　BRICKS　FIELD　新築工事 ㈱トーカイロード ㈱トーカイロード 愛知県刈谷市 696 H29.11

槌屋ヤック㈱本社事務所棟・倉庫棟新
築工事

相澤建設㈱ カワモト建設㈱ 愛知県岡崎市 600 H29.11

*
リンナイ大口工場　厚生棟　プレス部品
材料倉庫新築工事

大成建設㈱ (有)てんじん 愛知県丹羽郡 2,100 H29.11

* 田中製作所新築工事 愛三建設工業㈱ 愛知県知立市 300 H30.1

* 享栄高校瀬戸グラウンド屋内練習場 タイガーハウス工業㈱ DAN㈱ 愛知県瀬戸市 200 H30.1

* 中央卸売市場北部市場水産棟 ニッセツ㈱ DAN㈱ 愛知県西春日井郡 200 H30.1

ｱｲｼﾝ精機㈱西尾ﾀﾞｲｶｽﾄ工場南棟二
期増築工事

清水建設㈱ ㈱加藤工務店 愛知県西尾市 1,500 Ｈ30.2

中日金型本社工場新築工事 TSUCHIYA㈱ ㈱河野工務店 愛知県 800 Ｈ30.3

三菱自動車工業㈱新空力試験棟実車
風洞建屋建設計画

㈱フジタ ㈱平本組 愛知県岡崎市 6,500 H30.3

YAMADA DOBBY 2017年度増築工事
（第4期工場棟・管理棟）

アーキテック㈱ 愛知県 2,000 H30.3

㈱樹研工業工場増築工事 大晋建設㈱ 豊銕工業㈱ 愛知県豊橋市 623 Ｈ30.4

三河鬼頭鋼材株式会社新築工事他 太啓建設㈱ ㈱丸正 愛知県豊田市 1,000 Ｈ30.4

トーリク小牧営業所新築工事 ミサワホーム㈱ 矢島住研㈱ 愛知県丹羽郡 1,020 H30.4
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* バイオマス発電所 五洋建設㈱ ㈱加藤工務店 愛知県 289 H30.4

マルスフードショップ常滑駅前店 八洲建設㈱ 八洲建設㈱ 愛知県常滑市 614 H30.4

クスリのアオキ一宮三条店新築工事 ㈱アシーズ ㈱日本海ラス 愛知県一宮市 500 H30.4

丸吉工業㈱プレス工場　新築工事 ㈱ニッチ ㈱ヒラザワ 愛知県小牧市 360 H30.5

* 住友ゴム工業㈱名古屋工場 鹿島建設㈱ ㈱岡本工務店 愛知県 12 H30.5

三菱自動車工業㈱201棟 ㈱フジタ ㈱平本組 愛知県岡崎市 2,500 H30.6

㈱名工精機新工場新築工事 清水建設㈱ 江崎建築㈲ 愛知県津島市 10,000 H30.7

* アオキスーパー DAN㈱ 愛知県 1,200 H30.7

* コミュニティーサロン憩 ㈱今尾組 ㈱今尾組 愛知県豊田市 100 H30.7

㈱キングコーポレーション 一宮工場2
期工事

大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 愛知県一宮市 600 H30.9

* 半田信用金庫 DAN㈱ 愛知県一宮市 1,200 H30.9

*
中央卸売市場北部市場水産棟北積込
所新築工事

ニッセツ㈱ DAN㈱ 愛知県西春日井郡 300 H30.10

エステイタスＷ430　新築工事 矢島住研㈱ 愛知県刈谷市 500 H30.10

石川様貸倉庫　新築工事 岩田建設㈱ (有)尾野藤建設 愛知県豊田市 700 H30.11

杉浦製作所工場　新築工事 サンエイ㈱ カワモト建設㈱ 愛知県半田市 300 H30.11

中部タイヤセンター一宮営業所 ㈱沢田工務店 ㈱沢田工務店 愛知県一宮市 840 H30.11

東陽本社　立体駐車場新築工事 大成建設㈱ ㈱トーカイロード 愛知県刈谷市 1,150 H30.11

東洋紡㈱犬山工場　Fe-2建設工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 愛知県犬山市 5,000 H30.11

東洋紡㈱犬山工場　（新事務所棟・検
査室　新設工事）

大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 愛知県犬山市 400 H30.11

東海光学真福寺事務所拡張工事 丸ヨ建設工業㈱ カワモト建設㈱ 愛知県岡崎市 800 H30.12

東海工業ミシン㈱新工場
大和ハウス工業㈱名古
屋支社

大和ハウス工業㈱名古
屋支社

愛知県春日井市 762 H30.12

* 武豊火力発電5号機 ㈱藤川工務店 愛知県知多郡 1,300 H30.12

カローラ愛豊株式会社一宮インター店
新築工事

大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 愛知県一宮市 1,376 H31.1

小牧下針中島物流センター　建設計画 ㈱フジタ ㈱平本組 愛知県小牧市 1,500 H31.2

㈱FUJI本社駐車場建替え工事 小原建設㈱ ㈱本多工務店 愛知県知立市 1,500 H31.2

トヨタ紡織猿投㈱猿投工場　立体駐車
場棟

清水建設㈱ (有)増田組 愛知県豊田市 3,000 H31.2

クリーン搬送機器工場拡張工事 清水建設㈱ (有)増田組 愛知県豊橋市 1,300 H31.3

ヨシザワLD㈱名古屋支店事務所棟新
築工事

坪井工業㈱ ㈱薫田工務店 愛知県東海市 185 H31.3

ウェルシア愛知一宮店　新築工事 ㈱ヒラザワ 愛知県一宮市 300 H31.4

アドヴィックス半田工場　増築工事 アイシン開発㈱ ㈱加藤工務店 愛知県半田市 450 H31.4

サニア工業㈱稲沢本社新築工事 吉田建設㈱ 矢島住研㈱ 愛知県稲沢市 450 R1.5

愛同工業㈱常滑新築工事 ㈱沢田工務店 ㈱沢田工務店 愛知県常滑市 1,465 R1.6

サンエイ倉庫兼事務所棟 サンエイ㈱ カワモト建設㈱ 愛知県 700 R1.6

(仮称)エヌティーテクノ高取工場新築工
事

清水建設㈱ (有)増田組 愛知県高浜市 5,000 R1.7

トヨタ技術第11工場増築工事 清水建設㈱ (有)増田組 愛知県豊川市 2,000 R1.7

瀬戸市山の田計画香流工業㈱ ㈱花田工務店 アーキテック㈱ 愛知県瀬戸市 1,800 R1.7
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* ㈱光陽改築工事 日本国土開発㈱ ㈱DAN 愛知県豊川市 2,000 R1.7

公
空見スラッジリサイクルセンター配管架
台棟設置工事

山九㈱ 坪井工業㈱ 愛知県名古屋市 500 R1.7

植田東の家鈴木様邸 大番工業 愛知県名古屋市 62 R1.7

医療法人豊寿会斉藤病院新築 ㈱フジタ ㈱平本組 愛知県豊田市 1,500 R1.8

スポーツホリデー ㈱TSUCHIYA ㈱河野工務店 愛知県 1,200 R1.8

* 熊野調整池 ㈱平本組 愛知県 200 R1.8

* 三幸建設㈱様 某物件 三幸建設㈱ 愛知県海部郡 10 R1.8

茶屋ヶ坂アパート建て替え計画型枠工
事

清水建設(株) 清水建設(株) 愛知県 10 R1.8

スーパーUSA松任店　駐車場新築計画 Parkキング建設㈱ ㈱ケーテック 愛知県東海市 20,000 R1.9

* 深田電機㈱小牧物流事業所
小原建設㈱名古屋支
店

DAN㈱ 愛知県小牧市 600 R1.9

* 医療法人豊寿会斉藤病院新築工事 ㈱フジタ ㈱平本組 愛知県豊田市 22 R1.9

中部国際空港ﾀｰﾐﾅﾙ新築工事ﾊﾞｽﾗｳﾝ
ｼﾞ連絡通路

清水建設㈱ 清水建設㈱ 愛知県常滑市 112 R1.10

USS-R名古屋新会場内　立体駐車場
計画

Parkキング建設㈱ ㈱ケーテック 愛知県東海市 983 R1.10

ヨシザワLD㈱名古屋支店工場棟新築
工事

㈱薫田工務店 愛知県東海市 400 R1.11

協発工業㈱事務所棟整備工事 カワモト建設㈱ 愛知県豊田市 500 R1.11

東洋紡㈱犬山工場 新SK棟新築工事 大和ハウス工業㈱ 愛知県犬山市 204 R1.11

ウェルシア春日井市下市場店新築工
事

㈱工建 ㈱ヒラサワ 愛知県春日井市 231 R1.11

アキラホーム豊田倉庫新築工事 　㈱沢田工務店 ㈱沢田工務店 愛知県豊田市 1,368 R1.11

三和梱包運輸清州第二営業所新築工
事

㈱沢田工務店 ㈱沢田工務店 愛知県清須市 330 R1.12

小牧空港格納庫 ㈱平本組 愛知県春日井市 1,800 R1.12

名古屋銀行岡崎支店 (有)増田組 愛知県岡崎市 600 R1.12

* 四郷SC　新築工事 大番工業 愛知県 3,000 R1.12

日研精密新工場　新築工事 ㈱ナカシロ 矢島住研㈱ 愛知県 900 R2.1

三浦電気㈱豊川営業所　新築工事
大和ハウス工業㈱名古
屋支社

大和ハウス工業㈱名古
屋支社

愛知県 263 R2.1

* 三菱ふそう岡崎支店増築工事 ㈱淺沼組 DAN㈱ 愛知県 150 R2.3

コニカミノルタメカトロニクス三河工場 清水建設株式会社 ㈲増田組 愛知県 4,000 R2.3

ビッグモーター小牧店　新築工事 大和ハウス工業㈱ 矢島住建㈱ 愛知県 1,300 R2.3

アスタック カワモト建設㈱ 愛知県 500 R2.3

サニア工業株式会社北工場　新築工
事

矢島住研株式会社 愛知県 400 R2.4

東航エンジニアリング㈱社屋新築工事 矢島住研株式会社 愛知県 400 R2.4

日新弥冨第2倉庫　増築工事 吉田建設株式会社 矢島住研株式会社 愛知県弥富市 600 R2.5

アロン化成㈱新設工場 清水建設株式会社 清水建設株式会社 愛知県東海市 3,228 R2.6

イオンタウン岡崎　新築工事
大和ハウス工業㈱岡崎
支社

大和ハウス工業㈱岡崎
支社

愛知県岡崎市 1,400 R2.6

ゲンキー玉ノ井店　新築工事 吉田建設㈱ 矢島住研㈱ 愛知県一宮市 500 R2.6

* 布目電機 大番工業㈱ 愛知県愛西市 4,000 R2.6

*
㈱日本アクセス春日井物流センター増
築工事

㈱平本組 愛知県春日井市 80 R2.6
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* 加藤工務店様(梁底)① ㈱加藤工務店 愛知県 114 Ｒ2.7

㈱リンクスジャパン社屋　新築工事 日愛工業㈱ 矢島住研㈱ 愛知県江南市 250 Ｒ2.7
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