
エコウェルメッシュ施工実績表（福井県）

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

* H&F パッケージビルド㈱ 福井県あわら市 660 Ｈ29.1

* ローソン看板基礎 ㈱保田工業 福井県越前市 6 Ｈ29.1

* HIKOTAビル パッケージビルド㈱ 福井県福井市 178 Ｈ29.1

* カーテンのカズマ パッケージビルド㈱ 福井県福井市 800 Ｈ29.1

* 福井ボイラー パッケージビルド㈱ 福井県 200 Ｈ29.3

* 太平電業㈱若狭支店　新築工事 大和ハウス工業㈱ ㈱F.K 福井県三方上中郡 35 Ｈ29.3

* ローソン パッケージビルド㈱ 福井県三方上中郡 116 Ｈ29.3

* 米澤物産 ㈱保田工業 福井県福井市 350 Ｈ29.4

* ウォンツ ㈱保田工業 福井県鯖江市 800 Ｈ29.4

* マルキ建材㈱ パッケージビルド㈱ 福井県 500 Ｈ29.4

* Ｖドラッグ敦賀 大和ハウス工業㈱ ㈱保田工業 福井県敦賀市 700 Ｈ29.4

* ファーム広瀬 パッケージビルド㈱ 福井県 320 Ｈ29.4

* 福井銀行 パッケージビルド㈱ 福井県 900 Ｈ29.5

* かなづ福祉 ㈱保田工業 福井県 700 Ｈ29.5

* 名神運輸 パッケージビルド㈱ 福井県武生市 800 Ｈ29.5

* アルビス大願寺 パッケージビルド㈱ 福井県福井市 1,800 Ｈ29.6

* 西部米検査場 深谷建設 ㈱保田工業 福井県福井市 584 Ｈ29.6

* 焼肉ハシモト パッケージビルド㈱ 福井県福井市 130 Ｈ29.6

* Ｖドラッグ東鯖江 ㈱保田工業 福井県鯖江市 447 Ｈ29.7

* ヒロセ工業 パッケージビルド㈱ 福井県 180 H29.7

* ルネッス パッケージビルド㈱ 福井県 480 H29.7

* 山形商店 ㈱保田工業 福井県 500 H29.7

* 若杉郵便局 パッケージビルド㈱ 福井県福井市 255 H29.7

* セブンイレブン ㈱保田工業 福井県 90 Ｈ29.7

* 北村邸 ㈱保田工業 福井県 171 H29.8

* スズキアリーナ パッケージビルド㈱ 福井県福井市 427 H29.8

* ゲンキー梅街道店新築工事 サイト建設 ㈱F.K 福井県三方上中郡 500 H29.8

* 北の庄ビル パッケージビルド㈱ 福井県福井市 350 H29.8

* クスリのアオキ美浜 大和ハウス工業㈱ ㈱保田工業 福井県三方郡 800 H29.9

* スギ薬局 大和ハウス工業㈱ ㈱保田工業 福井県 500 H29.9

* 食品加工施設 ㈱保田工業 福井県 2,000 Ｈ29.10

* 磯貝電気工事(株) パッケージビルド㈱ 福井県あわら市 830 H29.10

* HZ店舗 パッケージビルド㈱ 福井県 425 H29.10

* あすわ学園 ㈱保田工業 福井県 200 H29.10

* 花月共同住宅 パッケージビルド㈱ 福井県福井市 200 H29.10
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エコウェルメッシュ施工実績表（福井県）

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

* 三室第4工場新築工事（ラップル） ㈱保田工業 福井県勝山市 330 Ｈ29.11

* ゆきんこ保育園 ㈱保田工業 福井県 500 H29.11

* 成和化成 パッケージビルド㈱ 福井県 200 H29.11

* 三寺商事 パッケージビルド㈱ 福井県坂井市 350 H29.11

* 岡本邸車庫 ㈱保田工業 福井県 124 H29.11

* デンヨー福井工場 ㈱保田工業 福井県三方上中郡 400 H29.11

* ほっとリハビリステーション パッケージビルド㈱ 福井県 60 H29.11

* フクタカ工場 ㈱保田工業 福井県勝山市 700 H29.11

* 敦賀漁協組合 庄南ラス工業 福井県敦賀市 360 H29.11

ホームプラザナフコおおい店　新築工
事

㈱美喜工務店 ㈱美喜工務店 福井県大飯郡 950 H29.12

* 喜ね舎 ㈱保田工業 福井県福井市 500 H29.12

* 種池郵便局 パッケージビルド㈱ 福井県福井市 120 H29.12

* 今庄住民センター パッケージビルド㈱ 福井県南条郡 1,300 H29.12

* サンエー電気 パッケージビルド㈱ 福井県 700 H29.12

* リカーワールド華 パッケージビルド㈱ 福井県越前市 750 H30.1

* ゲンキー松本 パッケージビルド㈱ 福井県福井市 610 H30.2

* サンドーム福井 庄南ラス工業 福井県越前市 680 H30.2

* AW パッケージビルド㈱ 福井県福井市 220 H30.2

* 東洋紡 庄眠枚ラス工業 福井県 1,000 H30.2

* 複合施設　芝原店 大和ハウス工業㈱ ㈱保田工業 福井県越前市 1,000 H30.3

* ジャクエツ 飛島建設㈱ パッケージビルド㈱ 福井県敦賀市 2,000 H30.3

* 鯖江精機 サイト建設㈱ ㈱日本海ラス 福井県鯖江市 2,700 H30.3

* 小林化工㈱本社新社屋　新築工事 石黒建設㈱ ㈱日本海ラス 福井県あわら市 1,800 H30.3

* サカイドライビングスクール ㈱日本海ラス 福井県 430 H30.3

* スギ薬局大手町 大和ハウス工業㈱ ㈱保田工業 福井県小浜市 400 H30.3

* 林自工整備工場新築 マツケン工業㈱ 庄南ラス工業 福井県坂井市 830 H30.3

* 福井鋲螺㈱細呂木事業所 庄南ラス工業 福井県あわら市 1,300 H30.4

* 北國銀行 パッケージビルド㈱ 福井県福井市 500 H30.4

* クスリのアオキ小浜店 大和ハウス工業㈱ ㈱保田工業 福井県小浜市 1,000 H30.4

* 文化財収蔵施設改修工事 ㈱関組 ㈱日本海ラス 福井県越前市 250 H30.4

* 北陸新幹線南越駅高架橋 熊谷組・飛島建設JV パッケージビルド㈱ 福井県越前市 10,000 H30.4

* 中村繊維㈱倉庫　新築工事 ㈱関組 ㈱日本海ラス 福井県鯖江市 430 H30.4

* ゲンキー池田店　新築工事 ㈱関組 ㈱日本海ラス 福井県 600 H30.4

* スカイ鯖江工場新築工事 ㈱関組 ㈱日本海ラス 福井県鯖江市 500 H30.5

* ドンキホーテ武生店 タカプレイス 福井県越前市 1,500 H30.5
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* 仁愛女子 ㈱日本海ラス 福井県越前市 168 H30.5

* クリーンテクノ ㈱日本海ラス 福井県 470 H30.5

* docomoショップ ㈱日本海ラス 福井県 350 H30.5

* 福井キャノン パッケージビルド㈱ 福井県福井市 800 H30.5

* ㈱サプラ パッケージビルド㈱ 福井県福井市 300 H30.5

* 高山運輸 パッケージビルド㈱ 福井県 140 H30.5

* ポッティ成和店
山崎金属㈱（タカプ
レイス）

福井県 400 H30.5

* ドラフト 村中建設㈱ ㈱日本海ラス 福井県あわら市 700 H30.5

* 日野メカニカル ㈱日本海ラス 福井県 140 H30.5

* 福井ヤクルト販売(株)社屋改築工事 石黒建設㈱福井支社 ㈱日本海ラス 福井県福井市 550 H30.6

* 合同会所 ㈱日本海ラス 福井県 600 H30.6

* 鯖江高架橋新幹線 東亜・奥村組土木・松田北陸新幹線、鯖江橋
立高架橋特定建設工事共同企業体 パッケージビルド㈱ 福井県鯖江市 20,000 H30.6

* N邸新築工事 パッケージビルド㈱ 福井県あわら市 200 H30.6

* スターバックス パッケージビルド㈱ 福井県 300 H30.6

* レンゴー
山崎金属㈱（タカプ
レイス）

福井県 3,500 H30.6

* 福井環境 パッケージビルド㈱ 福井県 350 H30.6

* トヨタ運送 日本海ラス 福井県 1,300 H30.7

* 片山機械㈱第8工場
山崎金属㈱（タカプ
レイス）

福井県福井市 250 H30.7

* 吉勝重建新築
山崎金属㈱（タカプ
レイス）

福井県福井市 120 H30.7

* 東洋紡 ㈱大林組 ㈱日本海ラス 福井県敦賀市 600 H30.8

* ㈱AMOT工場
山崎金属（タカプレイ
ス）

福井県 600 H30.8

* 新中村化学
山崎金属（タカプレイ
ス）

福井県福井市 420 H30.8

* 司企業ガイアード工場 タカプレイス 福井県 600 H30.9

* にしばた灯明寺第2工場 ㈱アーキテック
山崎金属（タカプレイ
ス）

福井県福井市 400 H30.10

* 飛騨運輸　福井支店 ㈱日本海ラス 福井県福井市 8,000 H30.10

* インクス福井工場
山崎金属㈱（タカプ
レイス）

福井県丹生郡 600 H30.10

* ジャクエツ㈱本社 石黒建設㈱ ㈱日本海ラス 福井県敦賀市 5,700 H30.10

* クスリのアオキ パッケージビルド㈱ 福井県 800 H30.11

* マクドナルド若杉店 大和ハウス工業㈱
山崎金属㈱（タカプ
レイス）

福井県福井市 600 H30.11

* ナカヤマ
山崎金属㈱（タカプ
レイス）

福井県坂井市 500 H30.11

* 敦賀ＪＡ低温倉庫 ㈱日本海ラス 福井県敦賀市 2,000 H30.11

* テイカ製薬　新工場 庄南ラス工業 富山県富山市 420 H30.11

* Ｈ＆Ｆ熊坂工場 パッケージビルド㈱ 福井県あわら市 1,300 H30.12

* カワイローラ㈱工場増築 ㈱松田組 山崎金属㈱ 福井県吉田郡 750 H30.12

* 進士鐵工 山崎金属㈱ 福井県坂井市 750 H30.12
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規模(㎡)
施工年月

* 松栄建設㈱倉庫 山崎金属㈱ 福井県坂井市 160 H31.1

* ごみ処理施設（ラップル） パッケージビルド㈱ 福井県 90 H31.1

* 足羽学園　介護施設
山崎金属㈱（タカプ
レイス）

福井県福井市 500 H31.1

* ゲンキー大野中野店 サイト建設㈱ ㈱日本海ラス 福井県大野市 700 H31.1

*
花咲ふくいカントリーエレベーター（ラッ
プル）

山崎金属㈱ 福井県坂井市 256 H31.2

* 片山機械㈱工場棟 丸勝建設㈱ 山崎金属㈱ 福井県福井市 689 H31.2

* LCコープ新保丁合センター 山崎金属㈱ 福井家新保町 460 H31.3

* クスリのアオキ勝山 大和ハウス工業㈱ 山崎金属㈱ 福井県勝山市 800 H31.3

* T倉庫 山崎金属㈱ 福井県 300 H31.4

* スターバックスコーヒー春江店 山崎金属㈱ 福井県福井市 200 H31.4

*
花咲ふくいカントリーエレベーター　送
風機棟・機械棟

山崎金属㈱ 福井県坂井市 1,300 H31.4

* 堀内農産 山崎金属㈱ 福井県福井市 500 H31.4

* JA福井市南部 西田建設㈱ 山崎金属㈱ 福井県福井市 800 R1.5

* サカイオーベックスKK 山崎金属㈱ 福井県 280 R1.5

* 武生橋りょう新幹線 竹中土木・宮本・南JV パッケージビルド㈱ 福井県 2,200 R1.6

* ゲンキー西長田店 庄南ラス工業 福井県坂井市 680 R1.6

田中化学研究所 前田建設工業㈱ パッケージビルド㈱ 福井県福井市 1,000 R1.6

小林化工 パッケージビルド㈱ 福井県 1,500 R1.7

* Vドラッグ森田 大和ハウス工業㈱ 山崎金属㈱ 福井県福井市 500 R1.7

*
スターバックスコーヒー春江店(看板基
礎)

タカプレイス 福井県坂井市 11 R1.7

* 米工房おおやと乾燥施設 山崎金属㈱ 福井県福井市 130 R1.7

* ゲンキー宮崎江波店新築工事 ㈱日本海ラス 福井県 600 R1.7

* 森永乳業 　 タカプレイス 福井県 1,700 R1.8

* クスリのアオキ江守中店 山崎金属㈱ 福井県福井市 2,200 R1.8

* 深谷建設様布ﾍﾞｰｽ 深谷建設 山崎金属㈱ 福井県 11 R1.8

東洋地工(株) 山崎金属㈱ 福井県福井市 360 R1.9

* M高島G店舗兼工場 山崎金属㈱ 福井県 262 R1.9

* 小林化工 大成建設㈱ パッケージビルド㈱ 福井県 800 R1.9

* サカイオーベックス二日市工場 山崎金属㈱ 福井県 1,010 R1.10

* 福井小松フォークリフト㈱福井営業所 山崎金属㈱ 福井県 100 R1.10

* クボタ坂井営業所 山崎金属㈱ 福井県 175 R1.10

* 福井越前物流センター(ｱｲｼﾝAW) 大和ハウス工業㈱ 山崎金属㈱ 福井県越前市 5,500 R1.10

* 西部倉庫 山崎金属㈱ 福井県福井市 453 R1.10

* 足羽学園共同棟 山崎金属㈱ 福井県福井市 600 R1.11
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ｴｺｳｪﾙﾒｯｼｭ

規模(㎡)
施工年月

* スギ薬局　武生店 山崎金属㈱ 福井県 460 R1.12

* みらいファクトリー倉庫 山崎金属㈱ 福井県坂井市 270 R2.2

福井駅舎（北陸新幹線、足羽川橋りょう
他建築工事）

前田建設・アイサワ工
業・前田産業共同企業
体

パッケージビルド㈱ 福井県福井市 1,000 R2.2

*
福井越前物流センター（アイシンAW)機
械基礎

大和ハウス工業㈱ ㈱タカプレイス 福井県 400 R2.3

芦原駅舎（北陸新幹線、芦原温泉駅高
架橋他）

熊谷・砺波・関 特定建
設工業共同企業体

パッケージビルド㈱ 福井県福井市 1,400 R2.3

* スギ薬局敦賀病院前店 大和ハウス工業㈱ 山崎金属㈱ 福井県敦賀市 530 R2.3

* ㈱吉田重量 山崎金属㈱ 福井県 240 R2.4

* ゲンキー和田東 山崎金属㈱ 福井県 310 R2.4

公 * 東安居団地F棟 山崎金属㈱ 福井県 310 R2.4

北陸新幹線　敦賀車両基地　新築 フジタ・塩浜・前田産業　北陸新幹線、敦賀車
両基地（仮称）新築特定建設工事共同企業体 ㈱ダイフジ 福井県敦賀市 4,082 R2.5

* （株）ハナテック　新築工事 ㈲ヨコヤマアーキテック 山崎金属㈱ 福井県 300 R2.5

福井駅舎 配電棟（北陸新幹線、足羽
川橋りょう他建築工事）

前田建設・アイサワ工
業・前田産業共同企業
体

パッケージビルド㈱ 福井県福井市 500 R2.5

* クスリのアオキ新保店 山崎金属㈱ 福井県福井市 400 R2.6

* クスリのアオキ鯖江丸山店 山崎金属㈱ 福井県福井市 300 R2.6

* コインランドリー 山崎金属㈱ 福井県 300 R2.6

* 新工場増築工事 村上建設 山崎金属㈱ 福井県 400 R2.6

* 郵便局① 山崎金属㈱ 福井県 100 R2.6

* コマツサービス（ラップル） パッケージビルド㈱ 福井県坂井市 225 R2.6

*
ポレスター福井さくらレジデンス新築工
事

パッケージビルド㈱ 福井県 750 R2.7

北陸新幹線　福井駅　別棟 パッケージビルド㈱ 福井県福井市 1,500 R2.7

* 北鋼シャーリング パッケージビルド㈱ 福井県 287 R2.7

* 新幹線基礎　吉谷第一Bv・P1 パッケージビルド㈱ 福井県 134 R2.8

福井県(5/5)


