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高崎健康福祉大学特別教室 戸田建設㈱ 戸田建設㈱ 群馬県高崎市 1,350 H12.8

* 須藤いま子記念館 戸田建設㈱ ㈱森鋼 群馬県高崎市 770 H13.11

* 東京形成群馬工場 ㈱松永建設 ㈱森鋼 群馬県邑楽郡 600 H14.11

* ﾐﾄﾖ鞍掛工場 安藤建設㈱ ㈱森鋼 群馬県邑楽郡 1,400 H15.2

* 信越ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 群馬県安中市 470 H15.7

* 広域清掃組合ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ ㈱ﾀｸﾏ ㈱森鋼 群馬県細谷町 4,200 H15.10

* 日本通運㈱高崎航空支店 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 群馬県高崎市 440 H16.6

* 桐生相生SC ㈱福田組 ㈱福田組 群馬県桐生市 1,380 H17.6

* 大和物流尾島物流ｾﾝﾀｰ 大和ハウス工業㈱ 大和ﾊｳｽ工業㈱ 群馬県太田市 1,600 H17.6

* 太田物流ｾﾝﾀｰ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 群馬県太田市 1,000 H18.10

* ﾔｵｺｰ太田小舞木店 ㈱福田組 ㈱森鋼 群馬県太田市 1,100 H18.10

* ㈱ｶﾜﾁ薬品内ヶ島店 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 群馬県太田市 600 H19.12

公 *
史跡金山城跡ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ施設地域交流ｾ
ﾝﾀｰ

関東建設工業㈱ ㈱神奈川ｴｽｵｰﾙ 群馬県太田市 150 H20.2

東洋水産㈱関東工場 清水建設㈱ 清水建設㈱ 群馬県館林市 6,200 H21.3

ベイシア太田モール新築工事 石川建設㈱ 石川建設㈱ 群馬県太田市 8,000 H22.7

ユニクロ新田店新築工事 藤旺建設㈱ 藤旺建設㈱ 群馬県太田市 555 H22.6

草津従業員寮新築工事 ㈱福田組 ㈱福田組 群馬県吾妻郡 391 Ｈ22.11

あかぎ育成園建替工事 清水建設㈱ 清水建設㈱ 群馬県渋川区 2,900 Ｈ23.9

カインズ太田海外流通センター新築工
事

清水建設㈱ 清水建設㈱ 群馬県太田市 12,000 Ｈ23.10

*
ミルックス関東機材センター事務所棟
新築工事

清水建設㈱ ㈱村上ハンドリング 群馬県 157 Ｈ23.10

* 日本発条㈱群馬工場新設工事 ㈱村上ハンドリング 群馬県太田市 478 H23.12

* 新総合太田病院 ㈱村上ハンドリング 群馬県太田市 322 H23.12

* 東邦病院新病棟・腎センター増築工事 石川建設㈱ 石川建設㈱ 群馬県みどり市 15 H24.5

㈱原田高崎工場新築工事 清水建設㈱ 群馬県高崎市 4,000 H24.6

高崎森永第2工場 清水建設㈱ 清水建設㈱ 群馬県高崎市 4,695 H24.6

* 愛和ライト群馬工場新築工事 清水建設㈱ ㈱村上ハンドリング 群馬県 85 Ｈ24.12

* 東武伊勢崎駅建設ＪＶ 鹿島建設㈱ ㈱村上ハンドリング 群馬県 5,000 Ｈ25.1

* マルハン伊勢崎店舗棟 庄南ラス工業 群馬県伊勢崎市 1,300 Ｈ25.1

凸版印刷株式会社新群馬工場 安藤建設㈱
安藤建設㈱首都圏
建築事業部

群馬県伊勢崎市 13,500 Ｈ25.2

* 群馬大学附属病院新築工事 清水建設㈱関東支店 ㈱村上ハンドリング 群馬県伊勢崎市 500 Ｈ25.2

* マルハン伊勢崎立駐棟 庄南ラス工業 群馬県伊勢崎市 3,000 Ｈ25.2

* ミネベア松井田工場新設 鹿島建設㈱ ㈱村上ハンドリング 群馬県安中市 4,500 Ｈ25.6

藤澤ねぼけ堂天王工場増築工事 清水建設㈱
清水建設㈱関東支
店

群馬県藤沢市 1,600 Ｈ25.7

高崎キリンＨＡ5建設工事 清水建設㈱関東支店
清水建設㈱関東支
店

群馬県高崎市 950 Ｈ25.7

* Ｓ社ＹＬ工場建設工事 鹿島建設㈱ ㈱村上ハンドリング 群馬県安中市 1,200 Ｈ25.7

特別養護老人ホームはなぞの新築工
事

石川建設㈱ 石川建設㈱ 群馬県高崎市 2,600 Ｈ25.11
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イートアンド㈱関東工場新築工事 日本建設㈱ 日本建設㈱
群馬県邑楽郡板倉
町

556 Ｈ25.11

グルメデリカ群馬工場新築工事 清水建設㈱関東支店
清水建設㈱関東支
店

群馬県伊勢崎市 7,000 Ｈ26.1

* 協友会眼科 清水建設㈱ ㈱村上ハンドリング 群馬県前橋市 700 Ｈ26.1

* グルメデリカ群馬工場 清水建設㈱ ㈱村上ハンドリング 群馬県伊勢崎市 4,150 Ｈ26.1

小野建㈱高崎センター新築工事
五洋建設㈱東京建築支
店

五洋建設㈱東京建
築支店

群馬県高崎市 2,200 Ｈ26.3

* 山田製作所本社工場 清水建設㈱関東支店
清水建設㈱関東支
店

群馬県桐生市 600 Ｈ26.3

* 北毛病院建設計画 石川建設㈱ 石川建設㈱ 群馬県渋川市 43 Ｈ26.3

* 沼田脳神経外科循環器科病院 清水建設㈱ ㈱村上ハンドリング 群馬県沼田市 700 H26.5

ジーテクト群馬工場第4機増築工事 清水建設㈱関東支店
清水建設㈱関東支
店

群馬県太田市 1,850 Ｈ26.5

Ｄプロジェクト館林新築工事 大和ハウス工業㈱ 栃木エコ建設㈱ 群馬県館林市 2,500 Ｈ26.6

たちばな荘新築工事 清水建設㈱関東支店
清水建設㈱関東支
店

群馬県渋川市 969 Ｈ26.6

* 前橋敬寿会城南病院（低層棟） 清水建設㈱ ㈱村上ハンドリング 群馬県 240 Ｈ26.8

* 井戸口産業㈱第二期工場新築工事 守屋建設㈱ 日鉄住金物産㈱ 群馬県太田市 1,900 Ｈ26.8

* 日本ホイスト 大和ハウス工業㈱ ㈱村上ハンドリング
群馬県邑楽郡板倉
町

1,200 Ｈ26.9

稲葉製作所富岡工場新築工事 五洋建設㈱東京支店 ㈱兵藤工務店 群馬県高岡市 9,400 Ｈ26.12

寿運輸倉庫大泉流通センター新築工
事

清水建設㈱
清水建設㈱関東支
店

群馬県邑楽郡大泉
町

1,400 Ｈ27.1

日野自動車　新田工場　第７機械工場
新築工事

清水建設㈱関東支店
清水建設㈱関東支
店

群馬県太田市新田 3,397 Ｈ27.3

* 井戸口産業㈱第3期工場建築工事 日鉄住金物産㈱ 群馬県太田市 650 Ｈ27.8

㈱オールユニール危険物倉庫2棟 ㈱徳川組 ㈱徳川組
群馬県邑楽郡板倉
町

700 Ｈ28.3

システムセイコー㈱工場新築工事 鵜川興業㈱ 栃木エコ建設㈱ 群馬県前橋市 1,300 Ｈ28.4

富士重工業矢島工場 清水建設㈱
清水建設㈱関東支
店

群馬県太田市 8,000 H28.7

Ｓ社YA-1工場新築工事 鹿島建設㈱ 栃木エコ建設㈱ 群馬県安中野谷 650 H28.7

パルシステム生活協同組合連合会
板倉ニュータウン産業用地食品加工工
場

岩堀建設工業㈱ ㈱トップロード 群馬県邑楽郡 1,030 H29.1

アサヒ飲料㈱群馬配送センター新築工
事

清水建設㈱関東支店
清水建設㈱関東支
店

群馬県館林市 23,000 H29.2

㈱稲葉製作所富岡工場増築工事 岩井建設㈱ 岩井建設㈱ 群馬県富岡市 4,430 H29.5

シルバーライフ配送ｾﾝﾀｰ改築工事 ㈱徳川組 ㈱徳川組 群馬県邑楽郡 125 H29.8

FREﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱伊勢崎工場新築工事 ㈱徳川組 ㈱徳川組 群馬県伊勢崎市 2,565 H29.9

日清紡ブレーキ館林事務所 清水建設㈱ ㈱宮澤工務店 群馬県邑楽郡 1,100 H29.9

榛名NSK3号棟 前田建設工業㈱ 前田建設工業㈱ 群馬県高崎市 2,278 H29.11

つくば温泉喜楽里別邸 ㈱ヤマト ㈱ヤマト 群馬県前橋市 28 H30.1

㈱モテギ邑楽工場増築工事 ㈱徳川組 ㈱徳川組 群馬県邑楽郡 570 H30.3

群馬県コンベンション施設会議
・展示施設建築工事

清水建設㈱ 清水建設㈱ 群馬県高崎市 12,200 H30.4

㈱加藤製作所群馬工場増築工事
西松建設㈱関東建築支
社

昭立産業㈱ 群馬県太田市 800 H30.5

*
富士重工スバル立体駐車場1号棟建
設工事

日成ビルド工業㈱ ㈱キョウエイ 群馬県太田市 1,200 H30.11

* 館林工務電気総合事務所 河本工業㈱ ㈱村上ハンドリング 群馬県館林 779 H31.2

* サントリー榛名 鹿島建設㈱関東支店 栃木エコ建設㈱ 群馬県渋川市 1,368 H31.3
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高崎コンベンション設備ピット 清水建設㈱ 清水建設㈱ 群馬県高崎市 7,500 R1.6

芳賀中央病院新築工事 渡辺建設㈱ 栃木エコ建設㈱ 群馬県市貝町 2,000 R1.9

関西ﾍﾟｲﾝﾄ群馬ｽﾃｰｼｮﾝ 鹿島建設㈱ 栃木エコ建設㈱ 群馬県佐渡郡 1,000 R2.3

関西ﾍﾟｲﾝﾄ群馬ｽﾃｰｼｮﾝ（倉庫棟） 鹿島建設㈱ 栃木エコ建設㈱ 群馬県佐渡郡 500 R2.4

㈱SUBARU矢島工場敷地外自走式 内藤ハウス ㈱森鋼 群馬県太田市 6,800 R2.4

ﾄｰｳﾝｻｰﾋﾞｽTLC群馬ｾﾝﾀｰ新築工事 戸田建設㈱ ㈱松葉工務店 群馬県邑楽郡 6,000 R2.8
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