
エコウェルメッシュ施工実績表（石川県）

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

清風会 安原建設㈱ ㈲藤立組 石川県金沢市 1,000 H11.9

根上町総合病院 真柄建設㈱ 小清水組 石川県能美市 440 H11.9

ﾊﾟﾁﾝｺ大将軍 篠岡建設㈱ 小清水組 石川県小松市 910 H11.10

金沢村田製作所 戸田建設㈱ ㈱安江組 石川県石川郡 1,300 H11.11

中村酒造 真柄建設㈱ ㈲ﾏﾙｲﾁ 石川県石川郡 830 H12.1

公 金沢市中央公民館彦三館 真柄建設㈱ ㈲ﾏﾙｲﾁ 石川県金沢市 1,600 H12.1

* 広岡Sﾋﾞﾙ ㈱北国建設 ㈱織田組建築 石川県金沢市 150 H12.1

* 三平ｸﾘﾆｯｸ ﾐﾂﾜ建設㈱ ㈲松本建設 石川県金沢市 240 H12.1

* 井出氏共同住宅 ㈱中野建設 ㈲松本建設 石川県石川郡 170 H12.2

* 小松牛乳 ㈱中野建設 ㈲松本建設 石川県能美郡 1,200 H12.2

城北病院 真柄建設㈱ ㈲ﾏﾙｲﾁ 石川県金沢市 300 H12.3

ｱﾋﾟﾀ金沢 安藤建設㈱ 安藤建設㈱ 石川県金沢市 25 H12.3

* 100満ﾎﾞﾙﾄ金沢本店 真柄建設㈱ ㈱安江組 石川県石川郡 3,000 H12.3

* 馬場化学工業（河北工場） ㈱熊谷組 大輪建設㈱ 石川県能美郡 610 H12.4

* 小松鋼機 ㈱中野建設 ㈲松本建設 石川県小松市 200 H12.4

* 金沢村田製作所厚生棟 戸田建設㈱ ㈱安江組 石川県石川郡 600 H12.4

* わかさ屋北陸工場 清水建設㈱ ㈱馬場組 石川県松任市 400 H12.5

* 丸福松任 戸田建設㈱ ㈱安江組 石川県松任市 1,000 H12.5

餅菓子おくの ㈱北国建設 ㈲松本建設 石川県金沢市 70 H12.6

田中昭文堂 ﾐﾂﾜ建設㈱ ㈲松本建設 石川県金沢市 1,000 H12.6

公 ｾﾚﾓﾆｰﾎｰﾙ会館兼六町 ㈱北国建設 ㈲松本建設 石川県金沢市 600 H12.6

若竹ﾋﾞﾙ ㈱中野建設 ㈲松本建設 石川県松任市 105 H12.6

料理処一八新店 ㈱中野建設 ㈲松本建設 石川県松任市 230 H12.6

H倉庫 ﾐﾂﾜ建設㈱ ㈲松本建設 石川県松任市 120 H12.8

さくら湯 ㈱中野建設 ㈲松本建設 石川県小松市 200 H12.8

越見邸 ㈱北国建設 ㈲松本建設 石川県金沢市 85 H12.8

* 東京ｲﾝﾃﾘｱ家具金沢店 ㈱熊谷組 大輪建設㈱ 石川県金沢市 3,100 H12.8

ﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞｴｲﾑﾑｰﾝﾌｫｰﾄ 戸田建設㈱ ㈱安江組 石川県金沢市 1,400 H12.9

* ｱｾﾞﾘｱ ㈱北国建設 ㈲松本建設 石川県金沢市 200 H12.9

* 吉本ﾏﾝｼｮﾝ ﾐﾂﾜ建設㈱ ㈲松本建設 石川県金沢市 150 H12.9

* ﾀﾞｲﾔﾊﾟﾚｽ弥生 ㈱北国建設 ㈲松本建設 石川県松任市 370 H12.11

* 石川可鍛製鉄㈱機械工場 ㈱吉井組 ㈲松本建設 石川県河北郡 310 H12.11

公 *
金沢市役所安原出張所公民館・児童
館

ﾐﾂﾜ建設㈱ ㈲松本建設 石川県金沢市 1,370 H12.12

* ﾀｹﾀﾞ機械㈱本社工場・倉庫 ㈱中野建設 ㈲松本建設 石川県能美郡 295 H12.12

大和ﾊｳｽ金沢ﾋﾞﾙ 大和ハウス工業㈱ 誠和建設㈱ 石川県金沢市 2,000 H12.12
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松原病院 戸田・城東ＪＶ ㈱安江組 石川県金沢市 1,000 H13.1

小太郎漢方製薬美川製剤工場 大成建設㈱ ㈱ﾀﾞｲｹﾝ 石川県石川郡 1,200 H13.2

KCﾋﾞﾙ 兼六建設㈱ ㈱ﾀﾞｲｹﾝ 石川県金沢市 620 H13.2

ﾕﾆｸﾛ鞍月店 大和ハウス工業㈱ 誠和建設㈱ 石川県金沢市 360 H13.3

* 桜井生ｺﾝ㈱事務所棟･ﾌﾟﾗﾝﾄ 北国建設㈱ ㈲松本建設 石川県金沢市 240 H13.3

* 北國銀行浅野川支店 ﾐﾂﾜ建設㈱ ㈲松本建設 石川県金沢市 330 H13.4

* 石川銀行鳴海支店 北国建設㈱ ㈲松本建設 石川県金沢市 170 H13.4

ｲﾅﾐｻｲｸﾙﾓｰﾀｰ ﾐﾂﾜ建設㈱ ㈲松本建設 石川県金沢市 120 H13.5

* 金沢信用金庫駅前支店 ㈱ﾀﾞｲｹﾝ 石川県金沢市 20 H13.5

* 松原ｸﾘﾆｯｸ 戸田建設㈱ 戸田建設㈱ 石川県金沢市 60 H13.6

日本基督教団金沢協会 真柄建設㈱ ㈱馬場組 石川県金沢市 570 H13.7

TOTO金沢ｼｮｰﾙｰﾑ 大和ハウス工業㈱ 誠和建設㈱ 石川県金沢市 400 H13.7

* K.K.ﾏｯﾄｰ工場 ㈱中野建設 ㈲松本建設 石川県松任市 130 H13.7

* 太陽が丘ひまわり町会ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 北国建設㈱ ㈲松本建設 石川県松任市 100 H13.7

* ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞⅡ 北国建設㈱ ㈲松本建設 石川県松任市 70 H13.7

* 南商店工場棟 ㈱松本工務店 ㈲元木組 石川県金沢市 820 H13.9

* 協和石油販売㈱　　　　高尾台給油所 ミツワ建設㈱ ㈲松本建設 石川県金沢市 250 H13.11

ロイネット金沢ビル 大和ハウス工業㈱ 誠和建設㈱ 石川県金沢市 330 H13.12

* JA小松市みゆき支店施設 石川JA建設 ㈲松本建設 石川県小松市 450 H13.12

* ㈱大日製作所組立工場 北国建設㈱ ㈲松本建設 石川県石川郡 260 H14.2

* ハウメット・ジャパン寺井工場 ㈱中野建設 ㈲松本建設 石川県能美郡 460 H14.2

* 西ｲﾝﾀｰﾚｽﾄﾊｳｽ 清水建設㈱ ㈱青山 石川県金沢市 180 H14.5

* 林幽寺倉裡 ミツワ建設㈱ ㈲松本建設 石川県金沢市 400 H14.6

* ﾎｸﾄ㈱川北流通ｾﾝﾀｰ ㈱中野建設 ㈲松本建設 石川県能美郡 430 H14.6

* 城南１丁目共同住宅 清水建設㈱ ㈱青山 石川県金沢市 1,930 H14.6

* 戸室ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ棟 ミツワ建設㈱ ㈲松本建設 石川県金沢市 1,750 H14.6

* ｸｽﾘのｱｵｷ辰口店 ㈱中野建設 ㈲松本建設 石川県能美郡 230 H14.6

* 戸室ﾘｻｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ 鹿島建設㈱ ㈱ﾅｶｾ 石川県金沢市 3,100 H14.8

* 大村印刷㈱社屋増築 ミツワ建設㈱ ㈲松本建設 石川県金沢市 1,200 H14.8

* N薬局 ミツワ建設㈱ ㈲松本建設 石川県金沢市 300 H14.8

* ｳｲﾝｸﾞ田上 ミツワ建設㈱ ㈲松本建設 石川県金沢市 280 H14.8

* ｺﾑﾃｯｸ社屋 ㈱中野建設 ㈲松本建設 石川県能美郡 200 H14.8

* ﾘﾝﾃﾞﾝﾊﾞｰﾑ 清水建設㈱ ㈱青山 石川県野々市市 570 H14.8

* 発鉱電機㈱開発ｾﾝﾀｰ 大和ハウス工業㈱ 誠和建設㈱ 石川県松任市 320 H14.9

* 松寿苑・イシメックス 清水建設㈱ ㈱青山 石川県能美郡 5,270 H14.9
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* 松原病院 戸田・城東ＪＶ 戸田・城東ＪＶ 石川県金沢市 50 H14.9

* 金子ｾﾚﾓﾆｰﾎｰﾙ ㈱青山 石川県松任市 600 H14.9

* 金沢別院 ㈱青山 石川県金沢市 900 H14.9

* ﾄﾖﾍﾟｯﾄ ㈱青山 石川県金沢市 1,500 H14.11

* 北陸保健衛生研究所 大和ハウス工業㈱ 誠和建設㈱ 石川県金沢市 260 H14.11

* 金沢大学付属病院 ㈱青山 石川県金沢市 70 H14.11

* 安達邸 ㈱青山 石川県金沢市 50 H14.11

* いきがいｾﾝﾀｰ ㈱青山 石川県小松市 270 H14.12

* ｸﾏﾘﾌﾄ石川工場 清水・西松ＪＶ ㈱青山 石川県小松市 1,750 H15.1

* 金沢西病院 清水建設㈱ ㈱青山 石川県金沢市駅西 420 H15.3

* とんとんびょうし金沢西店 大和ハウス工業㈱ 誠和建設㈱ 石川県金沢市 630 H15.3

* つばさの会 清水建設㈱ ㈱青山
石川県鹿島郡鳥屋
町

1,910 H15.4

* 一梅縁ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 清水建設㈱ ㈱青山
石川県河北郡宇ﾉ
気

700 H15.4

* 金沢大学総合研究棟 鹿島・錢高・飛島JV ㈱ﾅｶｾ 石川県金沢市 20 H15.4

* 三谷ｻｲｴﾝｽﾊﾟ-ｸ 清水建設㈱ ㈱青山 石川県能美郡辰口 980 H15.5

ｼﾒﾉﾄﾞﾗｯｸﾞ加賀温泉駅店 大和ハウス工業㈱ 誠和建設㈱ 石川県加賀市 230 H15.5

鞍月五丁目ﾋﾞﾙ 大和ハウス工業㈱ 誠和建設㈱ 石川県金沢市 120 H15.6

ｼﾒﾉﾄﾞﾗｯｸﾞ加賀大聖寺店 大和ハウス工業㈱ 誠和建設㈱ 石川県加賀市 190 H15.7

* ｻﾄｰ金沢営業所 大和ハウス工業㈱ 誠和建設㈱ 石川県金沢市 80 H15.7

* ｸｽﾘのｱｲｷ鞍月店 誠和建設㈱ 石川県金沢市 70 H15.7

* 南浦漁業協同組合 ㈱青山
石川県河北郡七塚
町

1,200 H15.8

* 北陸大学薬学部 大和ハウス工業㈱ 誠和建設㈱ 石川県金沢市 1,000 H15.8

* 高松機械 ㈱青山 石川県松任市 260 H15.8

* 石川日産金沢商店 ㈱青山 石川県石川郡 380 H15.9

* 東振精機 ㈱青山 石川県能美郡 260 H15.10

* 松寿園Ⅱ期 清水建設㈱ ㈱青山 石川県小松市 2,500 H15.10

* 戸室和楽ﾎｰﾑ 清水建設㈱ ㈱青山 石川県金沢市 1,230 H15.11

* 幸福の科学北陸正心館 清水建設㈱ ㈱青山 石川県羽昨市 430 H15.12

* 宮森整形外科ｸﾘﾆｯｸ ㈱青山 石川県金沢市 140 H16.1

* ﾎﾞﾆｭｰﾙ根上苑 清水建設㈱ ㈱青山 石川県能美郡 1,600 H16.3

* ｱｰｸｸﾗﾌﾞ迎賓館ﾎﾜｲﾄﾊｳｽ 大和ハウス工業㈱ 誠和建設㈱ 石川県金沢市 260 H16.3

* ｱｰｸｸﾗﾌﾞ迎賓館ｱｰｸﾌｪﾘ 大和ハウス工業㈱ 誠和建設㈱ 石川県金沢市 320 H16.3

* 金沢東高校 清水建設㈱ ㈱青山 石川県金沢市 980 H16.7

* ｼﾞｪｰﾑｽﾞ小松店 誠和建設㈱ 石川県小松市 250 H16.7

* エイエムシイ社屋 大和ハウス工業㈱ 誠和建設㈱ 石川県 1,000 H16.8
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* 今村証券 ㈱青山 石川県小松市 130 H16.9

* 北陸大学薬学部実習棟 大和ﾊｳｽ・石黒・宮地ＪＶ 誠和建設㈱ 石川県金沢市 1,500 H16.9

* 森田病院（小松さくら園） 前田・飛島JV ㈱青山 石川県小松市 960 H16.10

* 連代ｺﾝｽﾄﾗｸﾄ ㈱青山 石川県松任市 500 H16.11

* 小松ｳｫｰﾙ工業㈱第3工場 清水建設㈱ ㈱青山 石川県小松市 1,400 H16.12

* 石川ﾄﾖﾍﾟｯﾄ問屋町店 清水建設㈱ ㈱青山 石川県金沢市 460 H16.12

* ﾌﾞｯｸﾒｰﾄ化粧専科とくひさ ㈱中東 誠和建設㈱
石川県能美郡寺井
町

300 H16.12

* 安田商店 誠和建設㈱ 石川県 660 H17.1

* 浅井鉄工㈱H工場 誠和建設㈱ 石川県能美郡 500 H17.1

* 石川ﾄﾖﾀﾚｸｻｽ店 清水建設㈱ ㈱青山 石川県金沢市 1,000 H17.2

* ヴｧﾝﾃｰﾙ泉ｹ丘ﾏﾝｼｮﾝ ㈱松本工務店 ㈱青山 石川県金沢市 600 H17.2

* ｾｰﾚﾝ研究所 ㈱青山 石川県 200 H17.2

* 松任石川中央病院 ㈱青山 石川県白山市 200 H17.3

* ﾋﾟｰｽﾌﾙ南金沢 ㈱青山 石川県金沢市 90 H17.3

* NTTﾄﾞｺﾓ金沢 ㈱青山 石川県金沢市 2,100 H17.4

* 東亜電機工業 ㈱青山 石川県小松市 130 H17.4

* 石川ﾄﾖﾍﾟｯﾄ問屋町店 ㈱青山 石川県金沢市 300 H17.4

* ｷﾘﾝkﾋﾞｰﾙ北陸工場PET製品 大和ハウス工業㈱ 誠和建設㈱ 石川県白山市 980 H17.7

* 東振精機配送ｾﾝﾀｰ 清水建設㈱ ㈱青山 石川県能美市 550 H17.9

* キモト 清水建設㈱ ㈱青山 石川県白山市 240 H17.11

* ｴｽ・ﾃｨ・ｴｽ ㈱青山 石川県小松市 300 H17.12

* ﾄﾖﾀ部品羽咋営業所 ㈱青山 石川県羽咋郡 960 H18.1

* 新日本溶業㈱増築 大和ハウス工業㈱ 誠和建設㈱ 石川県能美市 140 H18.3

* 北陸スバル ㈱竹中工務店 ㈱青山 石川県金沢市 1,800 H18.4

* イオン示野店 ㈱青山 石川県金沢市 600 H18.4

* 金沢ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ＆ﾊﾟｰﾃｨﾊｳｽ 戸田建設㈱ 誠和建設㈱ 石川県金沢市 450 H18.4

* 金沢ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ＆ﾊﾟｰﾃｨﾊｳｽ 戸田建設㈱ ㈱青山 石川県金沢市 1,300 H18.4

* セレモニーホール高松 ㈱青山 石川県 400 H18.4

* ｹﾞﾝｷｰ田上店 ㈱青山 石川県金沢市 1300 H18.5

* 北陸電気工事㈱金沢外線ｾﾝﾀｰ 清水・日本海建興JV ㈱青山 石川県金沢市 500 H18.5

* ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ野々市店 大和ハウス工業㈱ 誠和建設㈱ 石川県野々市市 600 H18.5

* 八木様貸し事務所 誠和建設㈱ 石川県小松市 150 H18.6

* 金沢医科大学 ㈱青山 石川県金沢市 400 H18.6

* 新湊信用金庫歌の森 ㈱青山 石川県 200 H18.6

* やぐら鮨 ㈱青山 石川県能美市 80 H18.6
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エコウェルメッシュ施工実績表（石川県）

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

* ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞＢ-5ﾄｩｰﾙﾓﾝﾄﾞｼｭｼｭ 誠和建設㈱ 石川県野々市市 500 H18.7

* 東振精機粟生第2工場 ㈱青山 石川県能美市 1,000 H18.7

* ｱﾍﾟｯｸｽ配送ｾﾝﾀｰ ㈱青山 石川県金沢市 480 H18.8

* 中部薬品・ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 誠和建設㈱ 石川県金沢市 370 H18.8

* ｶﾅｶﾝ物流ｾﾝﾀｰ ㈱青山 石川県金沢市 2,100 H18.9

* 東横ｲﾝ金沢香林坊 清水・日本道路JV ㈱青山 石川県金沢市 800 H18.10

* 日本通運㈱金沢店専光寺倉庫 ㈱青山 石川県金沢市 7,200 H18.12

* 明文堂書店金沢県庁前支店 大和ハウス工業㈱ 誠和建設㈱ 石川県金沢市 1,000 H18.12

* 湊プラント工場 ㈱青山 石川県金沢市 1,800 H19.4

* テルメ金沢 ㈱青山 石川県金沢市 130 H19.4

* 山崎電機 ㈱青山 石川県金沢市 600 H19.6

* ゴルフ５・スポーツデポ 誠和建設㈱ 石川県金沢市 600 H19.6

* 中部薬品（ソフトバンクカーブス） ㈱青山
石川県河北郡津幡
町

430 H19.6

* ㈱ヤハタ北陸営業所 誠和建設㈱ 石川県小松市 150 H19.6

* 石川グリーンパワー ㈱青山 石川県羽咋郡 1,300 H19.7

* 北国新聞赤羽ホール建設工事 清水建設㈱ 清水建設㈱ 石川県金沢市 60 H19.7

* ヨシダセイコー㈱工場増築工事 石黒建設㈱ 誠和建設㈱ 石川県河北郡 350 H19.7

* スズケン金沢支店 石黒建設㈱ 誠和建設㈱ 石川県金沢市 570 H19.8

* 福井ビヨラ ㈱青山 石川県加賀市 3,150 H19.9

* ﾌｺｸ生命 ㈱青山 石川県金沢市 230 H19.9

* ㈱ﾔｽﾖｼ福留工場新築工事 誠和建設㈱ 石川県白山市 900 H19.9

* 金沢学院東高校 ㈱青山 石川県金沢市 2,500 H19.10

* ﾏﾙﾊﾝ ㈱青山 石川県金沢市 5,600 H19.10

*
(仮称)ｺﾏﾂ粟津工場中型組立工場側出
荷検査・部品保管庫工場

誠和建設㈱ 石川県小松市 700 H19.12

* 中部ｺﾏﾂﾌｫｰｸﾘﾌﾄ㈱小松支店新社屋 誠和建設㈱ 石川県小松市 400 H19.12

* 東ﾚ㈱石川工場石P-1（第3工場) ㈱竹中工務店 ㈱青山 石川県能美市 6,000 H20.1

* 金沢丸善 ㈱青山 石川県金沢市 200 H20.2

* 徳野製作所 誠和建設㈱ 石川県濃美市 200 H20.4

* コマテック能美工場 誠和建設㈱ 石川県濃美市 1,500 H20.5

* ニッコー㈱本社工場福利厚生施設 誠和建設㈱ 石川県白山市 200 H20.6

* そうごう川北ラック倉庫 大和ハウス工業㈱ 誠和建設㈱ 石川県小松市 800 H20.6

* コマツ金沢第2工場 ㈱青山 石川県金沢市 2,100 H20.9

* ㈱コマテック能美工場新築工事　Ｃ棟 誠和建設㈱ 石川県能美市 500 H20.10

* 金沢学院東高校 ㈱青山 石川県金沢市 900 H20.9

* TOTOショウルーム増築 誠和建設㈱ 石川県金沢市 300 H20.10
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エコウェルメッシュ施工実績表（石川県）

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

* NTN宝達志水 前田建設工業㈱ 庄南ラス工業 石川県羽咋郡宝達 20,500 H20.11

* ㈱コマツ粟津工場 庄南ラス工業 石川県小松市 400 H20.12

* 直様　貸事務所 誠和建設㈱ 石川県金沢市 200 H20.12

* マルハン小松店 ㈱青山 石川県小松市 700 H20.12

* ＡＵＢＥ第2ﾋﾞﾙ 庄南ラス工業 石川県金沢市 700 H21.1

* クスリのアオキ相木店 誠和建設㈱ 石川県白山市 300 H21.1

* フォルクスワーゲン 庄南ラス工業 石川県金沢市 1,000 H21.4

* ネッツトヨタ 誠和建設㈱ 石川県野々市市 600 H21.5

* 日通物流事業所 ㈱青山 石川県金沢市 1,100 H21.6

* 広坂合同庁舎（氷見山） ㈱青山 石川県金沢市 200 H21.9

* TAKビル ㈱竹中工務店 庄南ラス工業 石川県金沢市 900 H21.12

* 小松 庄南ラス工業 石川県能美郡 190 H22.10

* 木島学園山の上クリニック 庄南ラス工業 石川県金沢市 1,100 H22.11

* 金沢北安江高専賃新築工事 誠和建設㈱ 石川県金沢市 800 H22.12

* まほろば四十万 庄南ラス工業 石川県金沢市 1,300 H22.13

* 松寿園グループホームそよ風建設工事 庄南ラス工業 石川県小松市 400 Ｈ23.5

* ㈱NTN志賀町 庄南ラス工業 石川県羽昨郡 6,000 H23.6

* パーキング安江新築工事 パーキングプロ㈱ パーキングプロ㈱ 石川県金沢市 1,000 H23.8

* 金沢イータウン新築工事 ウェルビー㈱ 庄南ラス工業 石川県金沢市 800 H23.8

* 老人ホーム白寿苑 庄南ラス工業 石川県金沢市 500 H23.9

トナミ運輸㈱金沢流通センター増築工
事4

東急建設㈱ 東急建設㈱ 石川県石川郡 2,500 H23.9

* ドラッグフジイ加賀作見店 誠和建設㈱ 石川県 250 H23.9

* 額新町集会所 誠和建設㈱ 石川県金沢市 300 H23.9

* 東芝 庄南ラス工業 石川県能美市 1,000 H23.9

*
特別養護老人ホームキラっと美川新築
工事

誠和建設㈱ 石川県 1,000 H23.10

* 能登中学校 庄南ラス工業 石川県能登町 4,500 H23.10

* 金沢大学 庄南ラス工業 石川県野々市市 2,000 H23.10

* マナの家増泉新築工事 庄南ラス工業 石川県金沢市 1,000 H23.10

* 日本通運㈱専光寺物流センター 誠和建設㈱ 石川県金沢市 350 H23.11

* ケアホーム新築工事 住吉工業㈱ ㈱伸誠ラス工業 石川県白山市 400 H24.1

* 朝日小学校 庄南ラス工業 石川県白山市 4,000 H24.3

* 金沢西病院 庄南ラス工業 石川県金沢市 500 H24.4

* ロッキー 庄南ラス工業 石川県七尾市 1,800 H24.6

* ㈱金太　加工工場新築工事 清水建設㈱北陸支店 ㈱青山 石川県白山市 750 H24.7

* 金沢駅舎 ㈱青山 石川県 50 H25.4

石川県(6/8)



エコウェルメッシュ施工実績表（石川県）

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

* ゼオン ㈱青山 石川県 50 H25.4

H-1　BLD新築工事 ㈱熊谷組北陸支店 ㈱熊谷組北陸支店 石川県野々市市 8,000 H25.11

* 宝達志水中学校 ㈱安藤・間　北陸支店 庄南ラス工業 石川県羽咋郡 372 Ｈ26.1

* 宝達志水中学校　渡り廊下 ㈱安藤・間　北陸支店 庄南ラス工業 石川県羽咋郡 280 H26.2

* 石川テレビ放送　メディア館建設工事 ㈱竹中工務店 庄南ラス工業 石川県金沢市 2,000 Ｈ26.6

ラスパ白山ピアゴ倉光店新築工事 ㈱熊谷組 石川県白山市 3,500 H26.9

* 芝すし 庄南ラス工業 石川県金沢市 2,000 H26.10

* 田谷会 ㈱トーケン 庄南ラス工業 石川県小松市 1,100 H26.12

* 小松ウォール ㈱青山 石川県小松市 1,000 H27.2

* ジェイバス ㈱トーケン 庄南ラス工業 石川県小松市 2,300 H27.2

* 石川ダイハツ白山店 庄南ラス工業 石川県白山市 580 H27.3

* ゲンキー横浜店 技建 パッケージビルド㈱ 石川県川北郡横浜 660 H27.4

* ソディック加賀事業所食品工場 庄南ラス工業 石川県加賀市 1,281 Ｈ27.9

* ゲンキー鶴来月橋店 庄南ラス工業 石川県白山市 700 Ｈ27.10

* ゲンキー金沢 庄南ラス工業 石川県金沢市 600 H28.2

* イオンモール小松沖 鹿島建設㈱ 庄南ラス工業 石川県小松市 4,000 H28.3

* イオンモール小松沖 鹿島建設㈱ ㈱日本海ラス 石川県小松市 6,000 H28.3

* 東振精機粟生第二工場増設工事 ㈱トーケン 庄南ラス工業 石川県能美市 2,000 H28.3

* 白山家具本社社屋建築工事（ラップル） パッケージビルド㈱ 石川県白山市 49 H28.3

* ジェイバス（2） 庄南ラス工業 石川県小松市 480 H28.4

* サンタ㈱ 庄南ラス工業 石川県金沢市 300 H28.5

* ゲンキー符津店 パッケージビルド㈱ 石川県小松市 650 H28.5

* Vドラッグ若杉店 ㈱保田工業 石川県小松市 500 H28.6

* 北日本テクノス 庄南ラス工業 石川県小松市 800 H28.6

* クスリのアオキ小黒店 ㈱保田工業 石川県鯖江市 600 H28.6

* 吉岡幸 ㈱保田工業 石川県 480 H28.6

* 石川ダイハツ販売㈱本社新築工事 ㈱トーケン 庄南ラス工業 石川県金沢市 1,500 H28.9

* NTN能登作業所熱処理棟新築工事 前田建設工業㈱ パッケージビルド㈱ 石川県羽咋市 1,800 H28.10

* 加賀木材 庄南ラス工業 石川県羽咋郡 200 H28.10

* ㈱山本製作所 石黒建設・前田建設JV 庄南ラス工業 石川県河北郡 1,500 H28.10

* 山中温泉（ラップル） ㈱保田工業 石川県 83 H29.4

* 小太郎漢方薬 庄南ラス工業 石川県白山市 500 H29.5

* ゲンキー野々市店 パッケージビルド㈱ 石川県野々市市 360 H29.5

* ワンBOX本店
㈱サンテン・コーポレー
ション

庄南ラス工業 石川県小松市 760 H29.8

* 金沢工業大学 庄南ラス工業 石川県野々市市 500 H29.10
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エコウェルメッシュ施工実績表（石川県）

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

* 日誠産業 庄南ラス工業 石川県能美市 520 H30.2

* ゲンキー新庄店 サイト建設㈱ 庄南ラス工業 石川県野々市市 600 H30.3

* ㈱JOLED能美新棟建築工事 ㈱大林組 ㈱ナカセ 石川県能美市 5,000 H30.7

* 中条南こども園 ㈱ナカセ 石川県 460 H30.8

* 村田機械㈱ ㈱日本海ラス 石川県加賀市 5,000 H30.11

* セブンイレブン金沢吉原 庄南ラス工業 石川県金沢市 65 H30.12

* コスモス薬局河北 庄南ラス工業 石川県かほく市 900 H31.1

* 大聖寺警察署　山中交番 山崎金属㈱ 石川県加賀市 200 H31.4

コマツ粟津工場　研修オフイス新築工
事

(株)システムハウスＲ&Ｃ　中
部支社北陸営業所

庄南ラス工業㈱ 石川県小松市 670 R1.6

* すぎ薬局 サイト建設㈱ 庄南ラス工業㈱ 石川県小松市 620 R1.6

ニホンパッケージ加賀事業所新築工事 技建工業㈱ パッケージビルド㈱ 石川県加賀市 1,000 R1.6

* 北陸ウェブ㈱かほく工場 丸勝建築㈱ 山崎金属㈱ 石川県かほく市 1,300 R1.8

* ㈱山田組様　事務所
佐々波コンクリート工
業㈱

石川県 7 R1.9

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 石川県白山市 3,500 R1.9

* 興和電機システム事務所棟　新築工事 ㈱ナカセ 石川県 252 R1.12

* 小松　日の出町マンション ㈱ナカセ 石川県 805 R2.1

* 小松　日の出マンション② ㈱ナカセ 石川県 400 R2.3

* ドラッグコスモス金沢窪店 庄南ラス工業 石川県 800 R2.3

* イオンモール白山新築工事 鹿島建設㈱ 庄南ラス工業 石川県 10,000 R2.4

* 金沢医科大学敷地内薬局 ㈱ナカセ 石川県河北郡 500 R2.5
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