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岐阜ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 清水建設㈱ 江崎建築㈲ 岐阜県岐阜市 1,200 H10.4

ｱｸﾄｽ広見店 安藤建設㈱ 日置建築 岐阜県可児市 400 H10.6

* 富田学園 矢作建設工業㈱ ㈲丸進工務店 岐阜県岐阜市 1,500 H10.8

* ｶﾈｽｴ昼飯店 岐建木村㈱ ㈲丸進工務店 岐阜県大垣市 1,200 H10.9

* ﾛｲﾔﾙｺｰﾄ寺田 大成建設㈱ ㈱清和工務店 岐阜県岐阜市 1,300 H10.9

ﾌｧﾐｰﾙ長良川 ㈱奥村組 ㈱岩倉工務店 岐阜県岐阜市 530 H11.1

ﾎﾃﾙﾆｭｰｽ ㈱松村組 ㈱松村組 岐阜県多治見市 100 H11.3

ﾌﾚｽﾄ三里 六合建設㈱ 東陽建設㈱ 岐阜県岐阜市 850 H11.6

名鉄長住町ビル 矢作建設工業㈱ ㈲丸進工務店 岐阜県岐阜市 1,900 H11.11

伊佐地邸 ㈱ｱｲ・ｴﾑ・ｹｲ ㈱ｱｲ・ｴﾑ・ｹｲ 岐阜県関市 100 H12.2

梅田ｱﾊﾟｰﾄ 東建ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 日本ﾘｰｽﾃﾑ㈱ 岐阜県本巣郡 150 H12.2

山田勉共同住宅 東建ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 日本ﾘｰｽﾃﾑ㈱ 岐阜県大垣市 100 H12.3

ｳｴﾃﾞｨﾝｸﾞﾋﾞﾚｯｼﾞ 技建木材 ㈲丸進工務店 岐阜県岐阜市 300 H12.3

新川健三様賃貸ｱﾊﾟｰﾄ 東建ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈲大竜組 岐阜県揖斐郡 140 H12.4

伊藤様賃貸ﾏﾝｼｮﾝ 東建ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈲大竜組 岐阜県各務原市 270 H12.4

国枝ﾏﾝｼｮﾝ 日本ﾘｰｽﾃﾑ㈱ 磯村工務店 岐阜県揖斐郡 170 H12.5

ﾜｼﾝ貸店舗 大井建設㈱ ㈱ﾀｲｾｲ工務店 岐阜県岐阜市 700 H12.8

みたけ倉庫 ㈱フジタ ㈱平本組 岐阜県可児市 650 H12.8

さばし矯正小児歯科 岐建㈱ ㈲丸進工務店 岐阜県可児市 200 H12.9

東白川ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ㈱三和木 ㈲名倉組 岐阜県加茂郡 630 H12.11

松下電子部品㈱高周波岐阜工場 大成建設㈱ ㈱山本工務店 岐阜県揖斐郡 1,600 H12.11

公 恵那簡易保険保養ｾﾝﾀｰ 住友・大豊岐建ＪＶ ㈱大扇建設 岐阜県恵那市 2,000 H12.12

旭ｵｰﾄﾗﾝﾄﾞ海津店 岐建・山中工務店ＪＶ ㈲丸進工務店 岐阜県海津郡 700 H12.12

太洋化学工業㈱新工場 矢作建設工業㈱ ㈲丸進工務店 岐阜県加茂郡 400 H13.2

太平洋工業 岐建㈱ ㈲丸進工務店 岐阜県大垣市 300 H13.2

日本蜂蜜工場 鹿島建設㈱ ㈱中根工務店 岐阜県岐阜市 750 H13.4

* 山田ｱﾊﾟｰﾄ 日本ﾘｰｽﾃﾑ㈱ ㈱ｵｶﾀﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 岐阜県岐阜市 150 H13.4

* 浅野ｱﾊﾟｰﾄ 日本ﾘｰｽﾃﾑ㈱ ㈱ｵｶﾀﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 岐阜県各務原市 80 H13.4

* 平光ｱﾊﾟｰﾄ ㈲ｶｻｲ技健 ㈱ｵｶﾀﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 岐阜県岐阜市 110 H13.5

* 足立ﾏﾝｼｮﾝ ㈲ｶｻｲ技健 ㈱ｵｶﾀﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 岐阜県岐阜市 90 H13.5

東海ﾀﾞｲｶﾞｽﾄ ㈱土屋組 ㈱河野工務店 岐阜県各務原市 440 H13.6

ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾗｽ岐阜平安閣 内藤建設㈱ ㈲近藤建築 岐阜県岐阜市 900 H13.7

* 吉村アパート 日本ﾘｰｽﾃﾑ㈱ 日本ﾘｰｽﾃﾑ㈱ 岐阜県美濃加茂市 100 H13.8

公 高山市立南小学校屋内運動場 ㈱堀口工務店 サンライト工業㈱ 岐阜県高山市 950 H13.8

公 養老消防署 ㈱古川工務店 ㈱古川工務店 岐阜県養老郡 260 H13.9

特別養護老人ﾎｰﾑラック 安藤建設㈱ ㈲高成建設 岐阜県安八郡 500 H13.10

奥飛ﾓｰﾀｰﾌﾟｰﾙ ㈱堀口工務店 サンライト工業㈱ 岐阜県高山市 500 H13.11

さわやかｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑみのかも 西松建設㈱ 昭栄建設㈱ 岐阜県美濃加茂市 410 H13.11
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* 水野ｱﾊﾟｰﾄ 日本ﾘｰｽﾃﾑ㈱ ㈱ｵｶﾀﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 岐阜県美濃加茂市 140 H13.11

㈲やまと葬祭社社屋 ㈱三戸建設 ㈱三戸建設 岐阜県土岐市 530 H13.12

ｻﾝ･ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ中部薬品        美濃加
茂山手通り店

大和ハウス工業㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県美濃加茂市 270 H13.12

魚錠美濃加茂店 大和ハウス工業㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県美濃加茂市 140 H13.12

林様共同住宅 大和ハウス工業㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県大垣市 90 H14.1

メンズファッショントリイ各務原店 愛豊建設㈱ 北照建設㈲ 岐阜県各務原市 450 H14.1

* 天理教美岐大教会 ㈱竹中工務店 加納技建㈱ 岐阜県岐阜市 30 H14.1

多治見通運㈱作業所 大和ハウス工業㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県多治見市 120 H14.1

* 河合外科 松岡工務㈱ 岐阜県 70 H14.1

* 木野ｱﾊﾟｰﾄ 日本ﾘｰｽﾃﾑ㈱ ㈱ｵｶﾀﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 岐阜県多治見市 590 H14.3

* 日本耐酸壜工業㈱出荷センター 大和ハウス工業㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県大垣市 860 H14.4

* 岩田ｱﾊﾟｰﾄ 日本ﾘｰｽﾃﾑ㈱ 日本ﾘｰｽﾃﾑ㈱ 岐阜県 170 H14.4

* 宮地様邸 ㈱ｵｶﾀﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 岐阜県 50 H14.4

* 中野方町ﾀﾞﾑ
清水･大日本･岐建･中
島ＪＶ

清水･大日本･岐建･中
島ＪＶ

岐阜県恵那市 5 H14.5

ﾌｫﾛ・ﾛﾏｰﾉ羽島平安閣 内藤建設㈱ ㈲近藤建築 岐阜県羽島市 1,060 H14.6

マルアキ 岐建㈱ サンライト工業㈱ 岐阜県高山市 400 H14.8

川島PAｵｱｼｽﾊﾟｰｸ商業施設 鹿島建設㈱ ㈱中根工務店 岐阜県 250 H14.8

大八診療所 ㈱林工務店 サンライト工業㈱ 岐阜県高山市 330 H14.8

公 大垣公共職業安定所 徳倉建設㈱ ㈱酒井田工務店 岐阜県大垣市 800 H14.8

久世ｹｱｾﾝﾀｰ「そよ風」 大和ハウス工業㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県大垣市 110 H14.8

日本耐酸壜工場 大和ハウス工業㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県大垣市 130 H14.8

かっぱ寿司岐阜店 大和ハウス工業㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県岐阜市 70 H14.8

わかば食品㈱岐阜工場 丸平建設㈱ ㈲沢田組 岐阜県羽島郡 1,300 H14.9

医療法人社団滋朋会ｻﾜﾀﾞﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾ
ﾝﾀｰ

㈱鴻池組 平成興業㈱ 岐阜県岐阜市 750 H14.9

堀尾ﾏﾝｼｮﾝ 安達建築㈱ ㈱平本組 岐阜県可児市 900 H14.9

ﾊﾞﾛｰ大垣南店 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 岐阜県大垣市 5,000 H14.11

豊精密工業㈱みたけ工場 鹿島建設㈱ ㈱中根工務店
岐阜県可児郡御嵩
町

1,200 H15.3

特用林産物生産施設 金子･飛騨･池畑JV サンライト工業㈱
岐阜県益田郡小坂
町

1,200 H15.3

公 図書館中核生涯学習施設 飛騨･古橋･二反田JV ㈲協成工務店
岐阜県高山市大門
町

1,600 H15.4

川崎重工業㈱岐阜工場 鹿島・大日本JV ㈱中根工務店 岐阜県各務原市 750 H15.4

ｱｸﾄｽ恵那 安藤建設㈱ 安藤建設㈱ 岐阜県恵那市 50 H15.4

愛知陸運各務原営業所 豊田総建㈱ 豊田総建㈱ 岐阜県各務原市 380 H15.5

ｼｭｰﾌﾟﾗｻﾞ鷺山店 大和ハウス工業㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県岐阜市 90 H15.8

洋服の青山　各務原店 大和ハウス工業㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県各務原市 180 H15.8

公 江並中学校屋内運動場 ㈱宇佐美組 ㈱久瀬建設 岐阜県大垣市 400 H15.9

特養ﾎｰﾑ「優・悠・邑」 岐建㈱ 國井工務店
岐阜県不破郡関ｹ
原町

560 H15.10

天野ｴﾝｻﾞｲﾑ 西松建設㈱ ㈱久瀬建設 岐阜県養老郡 1,060 H15.11

岐阜某物件 ㈱鴻池組 平成興業㈱ 岐阜県岐阜市 700 H15.11
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介護老人施設ｶｻｸﾞﾗﾝﾃ 東急・舘林JV ㈱大扇建設 岐阜県土岐市 200 H15.11

公 長良川ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 東洋建設㈱ ｸｾﾞ工務店㈱ 岐阜県海津郡 1,020 H15.12

航空機組立工場 天龍建設㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県各務原市 180 H15.12

鍋屋ﾊﾞｲﾃｯｸ関工場 大和ハウス工業㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県関市 250 H15.12

公 水辺共生体験館 内藤建設㈱ ㈲近藤建築 岐阜県羽島郡 1,080 H15.12

* 早川医院 大和ハウス工業㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県関市 150 H15.12

秀英予備校 矢島住研㈱ 岐阜県岐阜市 200 H16.2

公 高山国道無線棟 飛騨建設㈱ ㈲協成工務店 岐阜県高山市 200 H16.1

* AMR研究開発棟 ㈱ヤマシタ工務店 矢島住研㈱ 岐阜県岐阜市 160 H16.1

豊精密工業みたけ2期 鹿島建設㈱ ㈱中根工務店
岐阜県可児郡御嵩
町

1,000 H16.3

新興自動車 飛騨建設㈱ ㈲協成工務店 岐阜県高山市 3,150 H16.4

ギガス高山店 飛騨建設㈱ ㈲協成工務店 岐阜県高山市 1,600 H16.4

いすゞ自動車㈱岐阜ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 五洋建設㈱ ㈱大扇建設 岐阜県岐阜市 1,350 H16.4

公 平湯大滝公園事業本館 堀口・美笠JV サンライト工業㈱ 岐阜県吉城郡平湯 600 H16.4

公 H15中部縦貫清見基地 （株）堀口工務店 サンライト工業㈱
岐阜県大野郡清見
村

900 H16.6

土屋ｸﾘﾆｯｸ 天龍建設㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県美濃加茂市 150 H16.6

ホテルｱｿｼｱ高山ｽﾊﾟｳｲﾝｸﾞ ㈱竹中工務店 ㈲協成工務店 岐阜県高山市 550 H16.6

公 H15中部縦貫小鳥ﾄﾝﾈﾙ 林・奥原JV (有)協成工務店
岐阜県大野郡清見
村

330 H16.6

清翔高校体育館・ﾌﾟｰﾙ 鹿島建設㈱ ㈱中根工務店 岐阜県岐阜市 850 H16.8

養南病院第４期 丸平・松永ＪＶ ㈲沢田組 岐阜県海津郡 2,000 H16.9

ﾊﾟﾁﾝｺ金星池田店 中村建設㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県揖斐郡 130 H16.9

鍋屋ﾊﾞｲﾃｯｸ会社 大和ハウス工業㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県関市 150 H16.9

山田製作所　海津工場 共立建設㈱ ㈱豊建設 岐阜県海津郡 1,020 H16.10

公 久々野町立久々野中学校 飛騨・古橋・田口JV ㈲協成工務店
岐阜県大野郡久々
野

2,900 H16.12

ﾊﾞﾙジョン㈱第4工場 大和ハウス工業㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県関市 800 H16.12

新日本印刷㈱　瑞浪工場 東海建設㈱ 東海建設㈱ 岐阜県瑞浪市 1,900 H17.3

* ｹﾞﾝｷｰ美濃加茂店 大和ハウス工業㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県美濃加茂市 250 H17.4

ﾔﾏﾄ運輸㈱岐阜主管支店 ㈱フジタ 丸正建設　㈱平本組 岐阜県関市 4,300 H17.6

佐鳴予備校 中村建設㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県岐阜市 300 H17.7

* ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰｽ様貸し事務所 大和ハウス工業㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県岐阜市 300 H17.8

美濃ﾒｶﾞﾓｰﾙ ㈱福田組 ㈱ｶﾈｼｮｳ工務店 岐阜県本巣郡 9,100 H17.9

豊精密工業㈱みたけ3期増築 鹿島建設㈱ ㈱中根工務店
岐阜県可児郡御嵩
町

800 H17.10

JAめぐみのｾﾚﾓﾆｰﾎｰﾙ ﾌｼﾞﾀ・古井JV ㈱平本組 岐阜県美濃加茂市 700 H17.10

ｺﾒﾘHG＆おがせ店 ㈱北村組 ㈱北村組 岐阜県各務原市 300 H17.12

名北工業㈱本社弟2工場 ㈱フジタ ㈱平本組 岐阜県美濃加茂市 700 H18.1

盟和産業㈱岐阜御嵩工場 岐阜県可児郡 ㈱平本組
岐阜県可児郡御嵩
町

3,600 H18.3

岐阜多田精機E棟 大和ハウス工業㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県岐阜市 900 H18.3

* ﾔﾏｻﾞｷﾏｻﾞｯｸ美濃加茂製作所 清水建設㈱ 江崎建築㈲ 岐阜県美濃加茂市 130 H18.4
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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

八幡ねじ各務原DC第3期工場 ㈱鹿島建設 ㈱中根工務店 岐阜県各務原市 400 H18.5

豊精密工業㈱みたけ工場第4期 鹿島建設㈱ ㈱中根工務店
岐阜県可児郡御嵩
町

800 H18.6

聖徳自動車学園校舎改築 岐南興業㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県柳津町 650 H18.6

知多鋼業㈱各務原西工場 ㈱間組 阪和興業㈱ 岐阜県各務原市 200 H18.6

公 H17年度岐阜国道事務所電気室 青協建設㈱ ㈱酒井田工務店 岐阜県岐阜市 300 H18.7

㈱秀商G-SITE関店 ㈱松村組 根崎組 岐阜県関市 1,000 H18.8

㈱打江精機匠ｹ丘第3工場
奥飛騨建設㈱・永家工
業JV

サンライト工業㈱ 岐阜県高山市 3,100 H18.9

ﾊﾞﾛｰ池田店 ㈱土屋組 ㈱土屋組 岐阜県揖斐郡 4,000 H18.9

大同ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ㈱関工場 鹿島建設㈱ ㈱中根工務店 岐阜県関市 2,000 H18.10

ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ美濃加茂 ㈱錢高組 ㈱平本組 岐阜県美濃加茂市 1,000 H18.11

㈱南勢関工場 ㈱野田建設 ㈱酒井田工務店 岐阜県関市 650 H18.12

日本耐酸壜工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県大垣市 1,080 H19.2

ZENT坂祝店 ㈱フジタ ㈱平本組
岐阜県加茂郡坂祝
町

1,700 H19.2

三陽製作所岐阜工場 鹿島建設㈱ ㈱中根工務店 岐阜県関市 450 H19.3

* ヤマザキマザック前平 ㈱銭高組 國井工務店 岐阜県美濃加茂市 1,000 H19.3

公 南濃衛生施設利用事務組合 ㈱奥村組 ㈱横建 岐阜県養老町 1,300 H19.7

ＪＡにしみの養老北支店新築工事 ㈱大林組 ㈱久瀬建設 岐阜県養老町 700 H19.7

公 高山西小学校屋内運動場改築工事 飛騨建設㈱ ㈲協成工務店
岐阜県高山市総和
町

1,500 H19.9

ｴﾇ･ｹｲｺﾝﾌｫｰﾄ㈱工場 大和ハウス工業㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県土岐市 2,900 H19.9

ﾊﾞﾛｰ養老店ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ棟ﾎｰﾑｾﾝ
ﾀｰ棟建築工事

㈱土屋組 ㈱古川工務店 岐阜県養老町 4,000 H19.9

(仮称)DOG★CAFÉ　KANI ㈱フジタ ㈱平本組 岐阜県可児市坂戸 280 H19.9

逢坂ﾋﾞﾙ 飛騨･林･堀口JV ㈲協成工務店
岐阜県高山市昭和
町

380 H19.9

ﾄｰｶｲ羽島食品加工工場 大日本土木㈱ ㈱酒井田工務店
岐阜県羽島市江良
町

2,500 H19.11

癒しの郷 日本国土開発㈱ ＤＡＮ㈱ 岐阜県可児市 800 H20.2

㈲ﾄﾘｵ商事柿野工場倉庫及び擁壁 ㈱永賢組 ㈲ﾀｶﾊｼﾌﾟﾗﾝﾄ 岐阜県土岐市 300 H20.3

公 * 五条川止め枠用ラス網 ㈱横建 岐阜県各務原市 25 H20.4

中部国際高等学校 鹿島建設㈱ ㈱中根工務店 岐阜県岐阜市 500 H20.5

* ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽゆうらく 岐南興業 矢島住研㈱ 岐阜県岐阜市 100 H20.5

㈱マキナ工場 大和ハウス工業㈱ 矢島住研㈱
岐阜県不破郡関ｹ
原町

300 H20.6

ｲﾋﾞﾃﾞﾝ㈱神戸事業場特炭施設建設 ㈱土屋組 松岡工務㈱
岐阜県安八郡神戸
町

3,800 H20.7

モリシン工業（株）工場
川田工場㈱
飛騨建設㈱

㈲協成工務店 岐阜県下呂市 600 H20.7

APCエアロスペシャリティ㈱山崎工場 大和ハウス工業㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県各務原市 300 H20.7

㈱牛丸商店高山三協サッシ販売 飛騨建設㈱ ㈲協成工務店 岐阜県高山市 1200 H20.8

ﾄﾖﾀ紡織㈱岐阜ﾊﾞﾝﾊﾟｰ工場 ㈱伊藤工務店 市川建設㈱ 岐阜県岐阜市 3500 H20.8

㈱富士ｱｾﾝﾌﾞﾘｼｽﾃﾑ工場 大和ハウス工業㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県関市 460 H20.8

中部日産ディーゼル㈱岐阜販売本社
中濃支店移転新築工事

㈱フジタ ㈱平本組
岐阜県加茂郡富加
町

800 H20.10

大同ﾌﾟﾚｰﾝベアリング㈱関第二工場 鹿島建設㈱ ㈱中根工務店 岐阜県関市 1500 H20.10

わかばフーズ 大和ハウス工業㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県岐阜市 2700 H20.10
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エコウェルメッシュ施工実績表　岐阜県

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 今広公民館 矢島住研㈱ 岐阜県可児市 200 H21.8

やすらぎ苑増築 ㈱宇佐美組 ㈱久瀬建設
岐阜県安八郡安八
町

500 H21.9

公
岐阜市民病院改築整備第一期建築工
事

熊谷・共栄・松永ＪＶ ㈱熊谷組 岐阜県岐阜市 300 H21.10

公 * 岐阜市民病院改築 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 岐阜県岐阜市 30 H21.10

アピ㈱池田医薬品工場精製プラント建
設工事

鹿島建設㈱ ㈱中根工務店
岐阜県揖斐郡池田
町

500 H21.11

豊精密工業㈱御嵩工場上屋増築 鹿島建設㈱ ㈱中根工務店
岐阜県可児郡御嵩
町

160 H21.11

公 古川小学校建設（体育館建築）工事 奥野・坂本JV 海津建設㈱ 岐阜県飛騨市 800 H21.11

㈱羽島揖斐工場倉庫新築工事 鹿島建設㈱ ㈱中根工務店 岐阜県揖斐郡 500 H22.1

くらやホームセンター園芸館新築工事 ㈱堀口工務店 サンライト工業㈱ 岐阜県高山市 300 H22.2

公 国府支所庁舎新築工事 飛騨建設㈱ (有)協成工務店 岐阜県高山市 3,000 H22.4

*
ハビックス伊自良工場新事務所新築工
事

㈱土屋組 矢島住研㈱ 岐阜県山県市 450 H22.6

公
宮中学校校舎及び屋内運動場改築工
事

奥原建設 (有)協成工務店 岐阜県高山市 900 H22.8

ユニクロ多治見 大和ハウス工業㈱ ㈱酒井田工務店 岐阜県多治見市 340 H22.8

操デイサービス 大和ハウス工業㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県岐阜市 250 H22.10

アルフレッサ日建産業 飛騨建設㈱ (有)協成工務店 岐阜県高山市 1,000 Ｈ22.12

旭金属 清水建設㈱ 江崎建築㈲ 岐阜県安八郡 1,200 Ｈ23.1

中津貨物自動車新築工事 ㈱三和建設 ㈱三和建設 岐阜県中津川市 2,000 Ｈ23.3

イビデン㈱大垣中央事業所第2工場棟
新築工事

清水建設㈱・土屋組ＪＶ 江崎建築㈲ 岐阜県大垣市 3,800 Ｈ23.4

みたほら苑 岐建㈱ ㈱國井工務店 岐阜県岐阜市 900 H23.12

みあい診療所 川原建設㈱ 五城建設㈱ 岐阜県恵那市 1,300 Ｈ24.2

公 宮川小学校 共同組合H・C建設 (有)協成工務店 岐阜県飛騨市 700 H24.4

ケア21 日産工業㈱ サンライト工業㈱ 岐阜県高山市 900 H24.5

*
東海ゴム工業㈱各務ヶ原研修所新築
工事

大和ハウス工業㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県各務ヶ原市 400 H24.8

ニチヤス羽島工場　工場新築計画 ㈱竹中工務店 ㈱伊予建工業 岐阜県羽島市 900 H24.9

公 *
平成24年度41号高山国府トンネル電
気室新築工事

飛騨建設㈱ (有)協成工務店 岐阜県高山市 80 H24.9

ペガス多治見店新築工事 矢島住研㈱ 岐阜県多治見市 1,500 H24.11

バローチルド物流センター ㈱フジタ ㈱平本組 岐阜県可児市 10,000 H25.1

岐垣鋼業㈱養老工場新築工事 大和ハウス工業㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県 400 H25.1

* ｹﾞﾝｷｰ下呂金山店新築工事 矢島住研㈱ 岐阜県 600 H25.5

ネッツトヨタ岐阜㈱多治見店新築工事 トヨタﾎｰﾑ岐阜 サンライト工業㈱ 岐阜県多治見市 500 H25.6

㈱高田工業志津工場増築計画 ㈱竹中工務店 ㈱伊予建工業 岐阜県海津市 1,000 H25.8

岐阜Ｕファクトリー第四物流センター 日本国土開発㈱ ＤＡＮ㈱ 岐阜県土岐市 1,600 Ｈ25.9

ネッツトヨタ岐阜㈱多治見店新築工事 トヨタﾎｰﾑ岐阜 サンライト工業㈱ 岐阜県多治見市 200 H25.10

高山市名田町複合商業施設Ａ棟新築
工事

㈱林工務店 サンライト工業㈱ 岐阜県高山市 500 Ｈ25.12

岐阜日野自動車㈱高山支店新築工事
２期

飛騨建設㈱ ㈲協成工務店 岐阜県高山市 1,200 Ｈ25.12

* ミツカン新工場新築工事（チルド棟） ㈱熊谷組 ＤＡＮ㈱ 岐阜県美濃加茂市 2,500 Ｈ26.1

ＪＡひだ焼肉ハウス味蔵天国移転工事 （株）林工務店 サンライト工業㈱ 岐阜県高山市 500 Ｈ26.2

*
豊精密工業（株）みたけ工場トラック
ヤード

トヨタT&S建設 ㈱タケイリ建設 岐阜県可児郡 80 Ｈ26.2
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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

*
鳥羽工産株式会社工場兼倉庫新築工
事

日本国土開発㈱ ＤＡＮ㈱ 岐阜県可児郡 2,500 H26.3

* ゲンキー山神店新築工事 吉田建設㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県土岐市 230 H26.4

ゲンキー山神店新築工事 吉田建設㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県土岐市 600 H26.5

ゲンキー苗木店新築工事 吉田建設㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県中津川市 500 H26.5

㈱ナカヤマ白坂工場増築工事 ㈱ツルタ 岐阜県恵那市 200 H26.5

* ゲンキー山神店新築工事（打増分） 吉田建設㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県土岐市 200 H26.5

駅北立体駐車場建設工事 ㈱内藤ハウス 岐阜県多治見市 3,000 Ｈ26.6

* エイキット㈱養老研修施設新築工事
松井建設・アイチケン
JV

ＤＡＮ㈱ 岐阜県養老郡 310 Ｈ26.6

株式会社メニコンDS製造工場建設工
事

㈱フジタ ㈱平本組 岐阜県各務原市 5,000 H26.7

*
大型製材工場事業長良川木材事業協
同組合　建屋工事

ヤマシタ・高垣・大西JV ＤＡＮ㈱ 岐阜県郡上市 2,000 Ｈ26.8

*
大型製材工場事業長良川木材事業協
同組合　建屋工事　（別棟）

ヤマシタ・高垣・大西JV ＤＡＮ㈱ 岐阜県郡上市 860 H26.9

*
㈱ユーファクトリー第5物流センター新
築工事

日本国土開発㈱ ＤＡＮ㈱ 岐阜県土岐市 2,000 H26.12

バロー可児畜産物流センター （株）フジタ （株）平本組 岐阜県可児市 2,000 H27.2

*
コストコホールセール岐阜羽島倉庫店
新築工事（独立ベース）

大成建設㈱ ＤＡＮ㈱ 岐阜県羽島市 700 H27.5

*
コストコホールセール岐阜羽島倉庫店
新築工事（外周部）

大成建設㈱ ㈱酒井田工務店 岐阜県羽島市 1,200 H27.5

オンダ製作所　関工場第5工場新築工
事

大和ハウス工業㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県関市 1,200 Ｈ27.7

* ゲンキー弁天町店 矢島住研㈱ 岐阜県多治見市 130 Ｈ27.9

* ゲンキー下沢店 矢島住研㈱ 岐阜県多治見市 130 Ｈ27.9

* 豊精密工業㈱みたけ東工業増築工事 トヨタT&S建設 ㈱加藤工務店 岐阜県可児郡 211 Ｈ27.10

スーパーセンターオークワ中津川店新
築工事

三和建設㈱ 三和建設㈱ 岐阜県中津川市 1,100 Ｈ27.12

未来工業　垂井工場　新築工事 大和ハウス工業㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県不破郡 4,000 Ｈ28.3

* 特別養護老人ホーム万年青苑 ㈱ツルタ 岐阜県 45 Ｈ28.5

中日本航空専門学校　新校舎新築工
事

相澤建設㈱ カワモト建設㈱ 岐阜県関市 2,400 Ｈ28.5

龍華保育園建設工事 ㈲協成工務店 岐阜県高山市 1,800 Ｈ28.6

V・ｄｒｕｇ中部薬品那加日新店　新築工
事

大和ハウス工業㈱岐阜
支店

矢島住研㈱ 岐阜県各務原市 309 Ｈ28.7

* トイファクトリー新築工事 ㈱杉本組 ＤＡＮ㈱ 岐阜県可児市 800 Ｈ28.10

レプトン第三工場新築工事
イビデングリーンテック
㈱

㈱アクシス 岐阜県各務原市 962 Ｈ28.11

㈱サングリーン岐阜支店新築工事 大和ハウス工業㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県岐阜市 700 Ｈ28.12

*
㈱トライテック本社工場新築工事（ラッ
プル）

大和ハウス工業㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県岐阜市 696 Ｈ29.2

㈱トライテック本社工場新築工事（本
体）

大和ハウス工業㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県中津川市 1,300 H29.3

㈱トーエネック加茂（営）車庫棟新築工
事

フルエング㈱ ㈱トーカイロード 岐阜県美濃加茂市 198 H29.3

* ゲンキー萩原 矢島住研㈱ 岐阜県 88 H29.3

*
㈱ネオプライムヒグチ加工工場増築工
事（ラップル）

吉田建設㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県 83 H29.3

* ゲンキー田瀬店 矢島住研㈱ 岐阜県 195 H29.4

ラ・ムー岐阜土岐店新築工事 ㈱北村組 ㈱北村組 岐阜県土岐市 650 H29.5

*
飛騨川水系ダム管理設備集中化の内
建物工事（ラップル）

矢島住研㈱ 岐阜県加茂郡 36 H29.5

㈱シバタ岐阜営業所新築工事 ㈱イトー 矢島住研㈱ 岐阜県岐阜市 380 H29.6

可児福音教会　屋内スポーツ施設新
築工事

吉田建設㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県可児市 320 H29.6
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V・ｄｒｕｇ中部薬品前一色店新築工事 大和ハウス工業㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県岐阜市 420 H29.7

ABCDE店舗　新築工事 ㈱イトー 矢島住研㈱ 岐阜県岐阜市 2,000 H29.8

大豊製紙(株)原質建屋新築工事 佐伯総合建設㈱ (有)近藤建築 岐阜県加茂郡 2,010 Ｈ29.10

ナカヒョウホールディングス飛騨工場 サンライト工業㈱ 岐阜県高山市 289 Ｈ29.10

岐阜モノリス新築工事 大和ハウス工業㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県岐阜市 900 H29.12

* ゲンキー武儀店 矢島住研㈱ 岐阜県武儀郡 190 H29.12

Vドラッグ羽島北店新築工事 大和ハウス工業㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県羽島市 550 H29.12

スギ薬局可児今渡店 ㈱アシーズ ㈱日本海ラス 岐阜県可児市 500 H30.1

スギ薬局長良東店 ㈱アシーズ ㈱日本海ラス 岐阜県岐阜市 500 H30.2

*
トキワ学園・トキワ幼稚園つくし新築工
事

吉田建設㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県 213 H30.2

㈱オンダ製作所関工場第7工場
大和ハウス工業㈱岐阜
支社

矢島住研㈱ 岐阜県関市 1,600 H30.2

公 精華小学校付属愛児幼稚園 ㈱平本組 岐阜県多治見市 2,200 H30.3

* ゲンキー白川町三川店新築工事 矢島住研㈱ 岐阜県 170 H30.5

㈱オンダ製作所関工場第8工場
大和ハウス工業㈱岐阜
支社

矢島住研㈱ 岐阜県関市 600 H30.7

スーパーセンターオークワ多治見店新
築工事

三和建設㈱ 三和建設㈱ 岐阜県多治見市 2,081 H30.7

バロー研修センター ㈱フジタ ㈱平本組 岐阜県可児市 2,000 H30.9

美濃加茂市新池町 複合商業施設計
画

大和ハウス工業㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県美濃加茂市 600 H30.9

* ㈱HKG中津川工場 ㈱ツルタ 岐阜県 90 H30.10

高山駅東口駅前ホテル計画 新築工
事

大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 岐阜県高山市 1,290 H30.11

21号各務原インター東SSﾘﾌﾚｯｼｭﾙｰﾑ
ルーム

(株)NIPPO (株)林建設 岐阜県各務原市 310 H31.3

中津貨物倉庫棟新築工事 三和建設㈱ 三和建設㈱ 岐阜県中津川市 581 H31.4

株式会社イワビシ　苗木工場新築工事 宮島建設㈱ 宮島建設㈱ 岐阜県中津川市 640 H31.4

岐阜商事㈱本社建替え工事
大和ハウス工業㈱名古
屋支社

矢島住研(株) 岐阜県岐阜市 270 R1.6

㈱ビクトリー立駐自動倉庫　新築工事 (株)野田建設 (株)野田建設 岐阜県関市 45 R1.7

クスリのアオキ上川店　新築工事 大和ハウス工業㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県岐阜市 400 R1.8

BMW多治見新築工事 大和ハウス工業㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県多治見市 800 R1.8

* 青山製作所関作業所
日本国土開発㈱名古
屋支店

DAN㈱ 岐阜県 1,000 R1.10

* 三甲岐阜第二工場新築工事 ㈱奥村組 三幸建設㈱ 岐阜県 714 R1.10

中津貨物自動車本社増築及び改修工
事

三和建設㈱ 三和建設㈱ 岐阜県 500 R1.11

青山製作所関作業所　Ⅱ期
日本国土開発㈱名古
屋支店

DAN㈱ 岐阜県 1,000 R1.12

* 三甲岐阜第二工場新築工事Ⅱ 三幸建設㈱ 岐阜県 678 R1.12

ユ 中部国際医療センター ㈱平本組 岐阜県 6,000 R2.3

岐阜精工株式会社 事務所棟新築工
事

大和ハウス工業㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県 600 Ｒ2.2

Vdrug瑞浪店　新築工事
大和ハウス工業㈱岐阜
支社

矢島住研㈱ 岐阜県 400 Ｒ2.2

* 常滑プロジェクト　新築工事 浅井工務店 DAN㈱ 岐阜県 300 R2.3

中部国際医療センター ㈱平本組 岐阜県 6,000 R2.3

公 * 岐阜市新庁舎立体駐車場 ㈱酒井田工務店 岐阜県 110 R2.4

岐阜各務原物流計画 大和ハウス工業㈱ 矢島住研㈱ 岐阜県 10,630 R2.4

岐阜県(7/8)



エコウェルメッシュ施工実績表　岐阜県

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

Volkswargen大垣　新築工事
大和ハウス工業㈱岐阜
支社

矢島住研㈱ 岐阜県 400 R2.4

中部国際医療センター　放射線棟 ㈱平本組 岐阜県美濃加茂市 500 R2.5

* 北方学校給食調理場　新築工事 矢島住研㈱ 岐阜県 58 R2.5

岐阜SC　新築工事
大和ハウス工業㈱岐阜
支社

矢島住研㈱ 岐阜県岐阜市 600 R2.6

* 杉野変6.6kVパッケージ改修 株式会社ヤマモト 株式会社ヤマモト 岐阜県揖斐郡 140 R2.6

* 岐阜市新庁舎立体駐車場② ㈱酒井田工務店 岐阜県岐阜市 85 R2.7

神保電器㈱岐阜工場　増築工事
大和ハウス工業㈱岐阜
支社

矢島住研㈱ 岐阜県安八郡 400 R2.8

NITTOKU㈱　中津川研究所新築工事
大和ハウス工業㈱愛知
北支社

矢島住研㈱ 岐阜県中津川市 200 R2.8

美濃加茂複合店舗新築工事　プラー
ジュ棟

大和ハウス工業㈱岐阜
支社

矢島住研㈱ 岐阜県美濃加茂市 100 R2.8

中部クロスドックセンター ㈱大林組 ㈱大林組 岐阜県安八郡 6,296 R2.8
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