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西友飯田伊賀良店 ㈱守谷商会 ㈱守谷商会 長野県飯田市 600 H12.9

ﾆｭｰｱｻﾋ高島店 ㈱守谷商会 ㈱守谷商会 長野県諏訪市 500 H12.9

㈱AWIﾏｯﾊ長野金型工場 吉川建設㈱ 吉川建設㈱ 長野県南安曇郡 300 H13.2

* ﾀﾞｲﾅﾃｯｸ松本第2工場 ㈱守谷商会 ㈱守谷商会 長野県松本市 200 H13.3

AW医療機器ｾﾝﾀｰ 吉川建設㈱ 吉川建設㈱ 長野県安曇郡 700 H13.5

* ｾﾗﾃｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱D棟2期工事 ㈱守谷商会 ㈱守谷商会 長野県長野市 1,120 H13.8

* ｺﾄﾋﾗ工業㈱第4工場 ㈱守谷商会 旭建設㈱ 長野県小県郡 600 H13.8

公 * 牟礼村統合保育園 ㈱守谷商会 ㈱守谷商会 長野県上水円郡 600 H13.9

* JA南信直販PCｾﾝﾀｰ ㈱守谷商会 ㈱守谷商会 長野県上伊那郡 200 H13.9

長野日野自動車松本支店 ㈱守谷商会 ㈱守谷商会 長野県松本市 700 H13.10

* ヤマロク店舗・米山邸 ㈱守谷商会 ㈱守谷商会 長野県伊那市 500 H13.12

* 二見屋従業員宿舎 ㈱守谷商会 ㈱守谷商会 長野県長野市 100 H14.1

* 北島眼科ｸﾘﾆｯｸ ㈱守谷商会 ㈱守谷商会 長野県長野市 200 H14.1

* グランドハイツベスティ上田 ㈱守谷商会 旭建設㈱ 長野県上田市 1,000 H14.4

* 信濃むつみ高校校舎 ㈱守谷商会 ㈱守谷商会 長野県松本市 200 H14.8

大和あづみ野管理ｾﾝﾀｰ ㈱守谷商会 ㈱守谷商会 長野県安曇郡 1,200 H14.8

* ﾐﾛｰﾈ21 ㈱守谷商会 ㈱井内工務店 長野県大町市 200 H14.8

* ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂ若里公園 ㈱守谷商会 ㈱井内工務店 長野県長野市 400 H14.8

* ㈱ﾏﾙｲﾁ産商食肉流通ｾﾝﾀｰ ㈱守谷商会 ㈱守谷商会 長野県長野市 300 H14.9

* 焼岳情報管理棟 ㈱アスピア ㈱井内工務店 長野県松本市 500 H14.9

廃棄物再資源化(環境ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ) ㈱守谷商会 ㈱守谷商会 長野県長野市 1,600 H14.9

* ｽｽﾞｹﾝ長野支店 矢作建設工業㈱ ㈱井内工務店 長野県塩尻市 400 H14.9

* 焼岳情報管理棟玄関部 ㈱アスピア ㈱井内工務店 長野県松本市 100 H14.9

* ﾐｻﾄﾋﾟｱ・小倉ﾒﾅｰｱﾈｯｸｽ ㈱守谷商会 ㈱井内工務店 長野県南安曇郡 300 H14.9

* ﾆｭｰｱｻﾋ茅野本町店 ㈱守谷商会 ㈱守谷商会 長野県茅野市 800 H14.10

* 村田ﾏﾝｼｮﾝ ㈱美喜工務店 長野県長野市 400 H14.11

ｹｲﾖｰﾃﾞｲﾂｰ飯田上郷店 ㈱守谷商会 ㈱守谷商会 長野県飯田市 1,300 H15.7

* NAGANO　BMW ㈱守谷商会 ㈱美喜工務店 長野県長野市 800 H15.12

マリエール諏訪 吉川・渋崎JV ㈱江嶋 長野県諏訪市 3,000 H15.12

* やなぎだ中込ビル ㈱守谷商会 ㈱美喜工務店 長野県佐久市 500 H15.12

三菱電機(株)中津川製作所 ㈱フジタ ㈱平本組 長野県飯田市 800 H16.2

社会福祉法人　博悠会　フランセーズ
悠さかえ

吉川建設㈱ 吉川建設㈱
長野県下水内郡栄
村

4,400 H18.4

高原社ﾋﾞﾙ ㈱守谷商会 ㈱守谷商会 長野市松本町 1,300 H20.1

日本電産㈱新長野技術ｾﾝﾀｰ 清水建設㈱長野 ㈱宏大 長野県駒ヶ根市 2,600 H20.7

メゾンブランシュ 吉川建設㈱ ㈱江嶋 長野県諏訪市 1,700 H21.9
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マロニー株式会社伊那工場 清水建設㈱ 清水建設㈱ 長野県伊那市 790 H23.1

ホクト㈱佐久きのこセンター第二工場新
築工事

清水建設㈱ 清水建設㈱ 長野県佐久市 7,594 H23.2

ニューアサヒ飯田店新築工事 ㈱東陽建設 ㈱伸誠ラス工業 長野県飯田市 2,200 H23.6

社会医療法人財団慈泉会サービス付
高齢者

清水建設㈱ 清水建設㈱ 長野県松本市 500 Ｈ23.9

* 上田市交流・文化施設建設新築工事 鹿島建設㈱ ㈱村上ハンドリング 長野県上田市 2,000 Ｈ23.10

* 多摩電気工場新築工事 鹿島建設㈱関東支店 ㈱村上ハンドリング 長野県上田市 1,400 Ｈ25.2

* 松本保護会みすず寮全面改築工事 ㈱守谷商会 ㈱守谷商会 長野県松本市 132 Ｈ25.9

* 上田市交流・文化施設建設新築工事 鹿島建設㈱ ㈱村上ハンドリング 長野県上田市 598 Ｈ25.9

株式会社ＩＨＩターボ新町工場　物流倉
庫建設工事

宮島建設（株） 宮島建設（株） 長野県上伊那郡 2,500 Ｈ26.2

平成24年度高精度ものづくり産業のための航空
機関連貸工場整備事業熱処理工場棟建設工事

吉川建設㈱ 吉川建設㈱ 長野県飯田市 1,000 Ｈ26.5

㈱マルニシ飯田店新築工事 吉川建設㈱
吉川建設㈱飯田支
店

長野県飯田市 800 H26.9

信州航空電子㈱第3期増築工事 鹿島建設㈱関東支店 栃木エコ建設㈱ 長野県下伊那郡 800 H26.9

ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ長野新築工事 清水建設㈱関東支店
清水建設㈱関東支
店

長野県長野市 680 H26.9

* ペガス安曇野店　新築工事 ㈱山岸工務店 日鉄住金物産㈱ 長野県安曇野市 2,600 H26.10

健和会病院高齢者施設建設工事 吉川建設㈱
吉川建設㈱飯田支
店

長野県飯田市 1,000 H26.10

トヨタカローラ長野長野店増築工事 清水建設㈱関東支店
清水建設㈱関東支
店

長野県長野市 400 Ｈ26.12

KOA物流センター新築工事 鹿島建設㈱ 栃木エコ建設㈱ 長野県伊那郡 1,500 H27.5

フォルクスワーゲン佐久店新築工事 清水建設㈱
清水建設㈱関東支
店

長野県佐久市 178 H27.9

* 大和グラビア南アルプス原紙倉庫 大井建設㈱ DAN㈱ 長野県飯田市 290 H27.11

エスビー食品㈱事務厚生棟新築工事 戸田建設㈱ ㈲立花建設 長野県上田市 450 H28.1

㈱TSSKサービス付き高齢者向け住宅
新築工事

大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 長野県北佐久郡 670 H28.4

イオンモール東松本立体駐車場棟新
築工事（材工）

㈱大林組 ㈱岡部工務店 長野県松本市 2,500 H28.8

*
イオンモール東松本立体駐車場棟新
築工事（材販）

㈱大林組 ㈱岡部工務店 長野県松本市 2,500 H28.8

イオンモール東松本新築工事（材工） ㈱大林組 ㈱兵藤工務店 長野県松本市 13,000 H28.8

天恵製菓㈱第5工場 清水建設㈱ 清水建設㈱ 長野県下伊那郡 3,146 H28.9

*
東急ハーヴェストクラブ軽井沢塩沢
新築工事

北野建設㈱ ㈲立花建設 長野県北佐久郡 103 H28.9

* 長野市松岡自走式駐車場新築工事 Parkキング建設 日鉄住金物産㈱ 長野県長野市 560 H28.10

*
イオンモール東松本B棟新築工事（材
販）

㈱大林組 ㈱岡部工務店 長野県松本市 1,000 H28.10

* 小諸村田製作所A1棟 戸田建設㈱ ㈲立花建設 長野県小諸市 1,758 H28.10

㈱角藤須坂工場新築工事<ラップル> マツナガ建設㈱ ㈱玉井工務店 長野県須坂市 462 H28.10

㈱角藤須坂工場新築工事<本体> マツナガ建設㈱ ㈱玉井工務店 長野県須坂市 1,500 H28.10

ホクト㈱本社新築工事 ㈱守谷商会 ㈱田澤工務店 長野県長野市 1,500 H28.11

社会医療法人栗山会サービス付高齢
者向け住宅複合施設新築工事

吉川建設㈱ 長野県飯田市 800 H28.12

長野トヨタ東御プロジェクト 清水建設㈱ ㈲立花建設 長野県東御市 600 H29.4

ホクト産業㈱松本支店新築工事 ㈱守谷商会 ㈱井内工務店 長野県東筑摩郡 1,700 H29.5
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日本発条㈱産機事業本部宮田工場
建設工事

㈱ヤマウラ ㈱ヤマウラ 長野県伊那市 2,577 H30.3

諏訪駅前開発新築工事
守谷・田村・スワテック
建設共同企業体

㈱守谷商会 長野県諏訪市 3,866 H30.3

ファナックパートロニクス㈱Ｅ棟建設工
事

㈱春間工務店 ㈱北川鉄工所 長野県茅野市 1,000 Ｈ30.4

ハーモニック　プレシジョン新工場 北野建設㈱
綿半ソリューションズ
㈱

長野県松本市 1,200 H30.4

日本発条㈱伊那第12工場新築工事 ㈱ヤマウラ ㈱ヤマウラ 長野県伊那市 2,585 H30.5

㈱南信精機製作所工場新築工事 ㈱ヤマウラ ㈱ヤマウラ 長野県伊那市 914 H30.5

コガネイ駒ヶ根事業所F棟計画 清水建設㈱関東支店
清水建設㈱関東支
店

長野県駒ヶ根市 714 H30.8

松本日産自動車㈱駒ケ根支店整備工
場増築工事

㈱ヤマウラ ㈱ヤマウラ 長野県駒ヶ根市 70 H30.8

塚田理研工業㈱南工場建設工事 ㈱守谷商会 ㈱守谷商会 長野県松本市 1,752 H30.9

ポレスター上諏訪駅前新築工事 ㈱守谷商会 ㈱守谷商会 長野県諏訪市 1,007 H30.10

ハーモニック・ドライブ・システムズ
有明工場新築工事

大成建設㈱ 大成建設㈱ 長野県安曇野市 1,900 H30.10

マルヤス機械(株)箕輪工場新築工事 ㈱ヤマウラ ㈱ヤマウラ 長野県伊那市 1,159 H30.11

長野トヨタ松本店建替工事 清水建設㈱ 清水建設㈱ 長野県松本市 400 H30.12

*
エスビー食品㈱上田工場新AB棟
新築工事

戸田建設㈱ ㈲立花建設 長野県上田市 680 H31.1

エスビー食品㈱上田工場新AB棟
新築工事

戸田建設㈱ ㈲立花建設 長野県上田市 520 H31.2

東新工業㈱松本工場新築工事 ㈱岡谷組 ㈱岡谷組 長野県松本市 887 H31.3

セプラ㈱長野工場新築工事 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ 長野県千曲市 787 R1.5

スノーピーク白馬PJ 清水建設㈱ 清水建設㈱ 長野県北安雲郡 500 R1.7

ディスコ茅野工場 ㈱大林組 ㈱兵藤工務店 長野県茅野市 5,000 R1.9

長野トマト工場 ㈱内山建築 ㈱内山建築 長野県松本市 800 R1.9

* クリーンカーライフ 庄南ラス工業 長野県 650 R1.10

伸和コントロールズ 清水建設㈱ 清水建設㈱ 長野県伊那市 3,500 R1.12

公 長野広域連合B焼却施設建設工事 守谷商会 (有)立花建設 長野県千曲市 2,700 R2.2

* 長野信用金庫中野支店 中野工建㈱ ㈱玉井工務店 長野県中野市 36 Ｒ2.3

伊藤電工㈱新社屋建設工事 清水建設㈱ ㈱ヤマウラ 長野県駒ケ根市 376 R2.4

長野広域B焼却施設
ｸﾎﾞﾀ環境ｻｰﾋﾞｽ・守屋商
会特定建設協同企業体

㈱田澤工務店 長野県千曲市 90 R2.5

みすずコーポレーション大町工場 飯島建設㈱ ㈱玉井工務店 長野県 12,276 R2.6

* 木曽精機㈱工場新築工事 ㈱ヤマウラ ㈱ヤマウラ 長野県木曽郡 650 R2.7

東栄ライナー倉庫　新築工事 株式会社ヤマウラ 株式会社ヤマウラ 長野県諏訪郡 280 R2.8

マルヤス機械㈱本社社屋　新築工事 株式会社ヤマウラ 株式会社ヤマウラ 長野県岡谷市 3,500 R2.8

ひかり味噌工場　新築工事 株式会社ヤマウラ 株式会社ヤマウラ 長野県上伊那郡 1,600 R2.8
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