
エコウェルメッシュ施工実績表（新潟県）

公…公共物件　　*…材販物件　　ユ…ユニッパ
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ｴｺｳｪﾙﾒｯｼｭ

規模(㎡)
施工年月

* 新津親愛病院 清水建設㈱ ㈱岡部工務店 新潟県新津市 1,700 H14.12

* なぎさの里 ㈱大林組 ㈱岡部工務店 新潟県新潟市 3,200 H15.3

* 新潟ｹｱｾﾝﾀｰ　そよ風 ㈱岡部工務店 新潟県新潟市 100 H15.4

* 槇尾ゆったり苑 ㈱岡部工務店 新潟県新潟市 300 H15.5

* 新潟日報社 清水・福田組JV ㈱ｱｽﾃｯｸ 新潟県新潟市 500 H15.6

* 新発田建設低温倉庫 新発田建設㈱ ㈱岡部工務店 新潟県新潟市 300 H15.7

* 新潟中学校ｽｸｰﾙﾗﾝﾁ工場 鹿島建設㈱ ㈱岡部工務店 新潟県 100 H15.7

* 長岡西病院 ㈱岡部工務店 新潟県長岡市 1,200 H15.9

公 * 笹神村村民体育館 福田・加賀田・小菅Jv ㈲上松建設 新潟県北蒲原郡 1,100 H15.10

* にこにこ保育園 ㈲上松建設 新潟県新津市 900 H15.10

* 新潟運輸(丸運）燕支店 ㈱岡部工務店 新潟県 3,000 H15.11

* 第三ほうせい園 新発田・佐藤ＪＶ 大滝工務店 新潟県豊栄市 4,600 H16.3

* ﾌﾀﾊﾞ栄工場 ㈱岡部工務店 新潟県新潟市 1,960 H16.3

公 * 新潟除雪機械格納庫 ㈱皆川組 ㈱岡部工務店 新潟県新潟市 300 H16.12

* 老人ﾎｰﾑ万代桜園 ㈱岡部工務店 新潟県新潟市 2,800 H17.3

* ㈱ｱﾄﾞﾃｯｸ長岡工場 ㈱大林組 ㈱岡部工務店 新潟県長岡市 4,300 H18.5

* 中越運輸 ㈱岡部工務店 新潟県 1,750 H18.8

* 東芝ｾﾗﾐｯｸ物流ｾﾝﾀｰ ㈱岡部工務店 新潟県 400 H18.9

* 下田ポンプ場 ㈱岡部工務店 新潟県 500 H19.6

* NE新潟17PO8 ㈱岡部工務店 新潟県 500 H20.1

DAMZ竹尾新築工事 雄健工業㈱ 雄健工業㈱ 新潟県新潟市 2,000 H21.7

* アクロスプラザ長岡 庄南ラス工業 新潟県長岡市 1,600 H21.10

* 吉川区梶複合施設 大島・ﾊｰﾄＪＶ 庄南ラス工業 新潟県上越市 600 H21.12

DAMZ小出店新知区工事 雄健工業㈱ 雄健工業㈱ 新潟県魚沼市 900 H22.5

村上IC除雪基地建築工事 ㈱廣瀬 ㈱尚和 新潟県村上市 500 H22.6

* 恵和保育園 庄南ラス工業 新潟県長岡市 220 H22.8

トーモク新潟工場製品倉庫増築工事 庄南ラス工業 新潟県長岡市 221 H22.9

ゆきぐに森林組合 ㈱青山 新潟県新潟市 2,300 H22.9

中央電気工業㈱黒鉛工場新築工事 庄南ラス工業 新潟県妙高市 450 H22.11

DAMZ六日町店舗駐車場新築工事 雄健工業㈱ 雄健工業㈱ 新潟県魚沼市 2,800 H23.9

* テックランド新潟見附店新築工事 ㈱竹田工務店 新潟県見附市 800 H23.10

* バクマ工業 ㈱竹田工務店 新潟県柏崎市 2,500 H23.10

* 有明幼稚園　遊びの森 ㈱竹田工務店 新潟県新潟市 3,200 H23.10

* 三条運輸 ㈱竹田工務店 新潟県三条市 600 H23.11

* 東芝ホームテクノ㈱ ㈱竹田工務店 新潟県加茂市 700 H24.1
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* 佐藤㈱第二倉庫（卸売市場センター） ㈱竹田工務店 新潟県東区 1,000 H24.2

ＤＡＭＺ柏崎店新築工事 雄健工業㈱ 雄健工業㈱ 新潟県柏崎市 2,350 Ｈ24.3

* KOYANAGI真柄医院新築工事 ㈱吉原組 ㈱竹田工務店 新潟県新潟市 500 H24.2

* VERM見附店 庄南ラス工業 新潟県見附市 2,000 Ｈ24.3

* ㈱大創産業新潟物流施設 五洋建設㈱中国支店 ㈱竹田工務店 新潟県燕市 3,000 H24.7

*
イオン新潟ショッピングセンター新築工
事

㈱大林組北陸支店 ㈱岡部工務店 新潟県新潟市 4,500 H24.9

* DAMZ上越店立体増設工事 雄健工業㈱ 新潟県上越市 290 H24.10

* 魚沼基幹病院 ㈱竹田工務店 新潟県南魚沼市 1,500 H24.10

*
新潟医療福祉大学・第7研究・実習棟
新築工事

松井建設㈱ ㈱竹田工務店 新潟県北区 1,200 H24.11

* DAMZ十日市町 雄健工業㈱ 雄健工業㈱ 新潟県十日町市 430 H24.11

* 三菱ガス化学 ㈱竹田工務店 新潟県新潟市 1,000 H24.11

* サンクス老人ホーム 庄南ラス工業 新潟県上越市 1,000 H24.11

* ウオロク三条店 庄南ラス工業 新潟県三条市 2,000 H24.11

* 豊実発電所改修工事（2月リブラス） 前田・飛鳥・　他ＪＶ 岩野物産株式会社 新潟県東蒲原郡 41 Ｈ25.2

* JA越後 ㈱竹田工務店 新潟県新潟市 2,000 Ｈ25.3

* ケーｽﾞデンキ 庄南ラス工業 新潟県 4,000 Ｈ25.3

* 青海電化 ㈱青山 新潟県 800 Ｈ25.4

* N-1 庄南ラス工業 新潟県新潟市 3,000 Ｈ25.5

* マルタ食品 ㈱竹田工務店 新潟県新潟市 700 Ｈ25.5

* 栗山米菓 ㈱竹田工務店 新潟県新潟市 6,000 Ｈ25.6

公 * 鹿瀬発電所改修工事 前田建設工業㈱
岩野物産㈱仙台営
業所

新潟県東蒲原郡 68 Ｈ25.7

* 三用工業団地支線Ｎｏ1・八色線Ｎｏ45 ㈱笹川電設 佐藤製線販売㈱ 新潟県南魚沼市 130 Ｈ25.7

公 * 鹿瀬発電所改修工事821 前田建設工業㈱
岩野物産㈱仙台営
業所

新潟県東蒲原郡 410 Ｈ25.8

* マルハン上越店 庄南ラス工業 庄南ラス工業 新潟県 2,000 Ｈ25.9

* 柳田製作所 庄南ラス工業 庄南ラス工業 新潟県 1,800 Ｈ25.9

* 石本ショートステイ ㈱竹中工務店 新潟県新潟市 784 H25.10

* マルハン燕三条店 庄南ラス工業 庄南ラス工業 新潟県 2,000 Ｈ25.10

* 小須戸武道館 庄南ラス工業 新潟県新潟市 347 Ｈ25.11

* サンクス高田 ㈱青山 新潟県上越市 523 Ｈ25.11

*
しばたパッカーズ株式会社食肉ｾﾝﾀｰ
新築工事

㈱加賀田組・㈱伊藤組
特定共同企業媒体

庄南ラス工業 新潟県新発田市 4,000 Ｈ25.12

* 株高儀 株加賀田組 庄南ラス工業 新潟県三条市 604 H26.1

公 * 鹿瀬発電所改修工事423 前田建設工業㈱
岩野物産㈱仙台営
業所

新潟県東蒲原郡 405 Ｈ26.4

* 中越運送㈱魚沼物流センター 新発田建設㈱ ㈱岡部工務店 新潟県南魚沼市 1,200 H26.5

ＤＡＭＺ県央店自走式駐車場新築工事 雄健工業㈱ 雄健工業㈱ 新潟県燕市 830 Ｈ26.5

公 * 鹿瀬発電所改修工事523 前田建設工業㈱ 岩野物産㈱仙台 新潟市東蒲原郡 1,084 Ｈ26.5
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公 * 鹿瀬発電所改修工事712 前田建設工業㈱ 岩野物産㈱仙台 新潟市東蒲原郡 547 H26.7

公 * 鹿瀬発電所改修工事827 前田建設工業㈱ 岩野物産㈱仙台 新潟市東蒲原郡 405 H26.8

公 * 鹿瀬発電所改修工事905 前田建設工業㈱ 岩野物産㈱仙台 新潟市東蒲原郡 342 H26.9

公 * 鹿瀬発電所改修工事925 前田建設工業㈱ 岩野物産㈱仙台 新潟市東蒲原郡 1,026 H26.9

公 * 鹿瀬発電所改修工事1121 前田建設工業㈱ 岩野物産㈱仙台 新潟市東蒲原郡 547 H26.11

公 * 鹿瀬発電所改修工事226 前田建設工業㈱ 岩野物産㈱仙台 新潟市東蒲原郡 547 H27.2

公 * 鹿瀬発電所改修工事515 前田建設工業㈱ 岩野物産㈱仙台 新潟市東蒲原郡 957 H27.5

* 魚六流通センター ㈱加賀田組 庄南ラス工業 新潟県新潟市 6,000 Ｈ27.6

* ケーズデンキ長岡店 ㈱加賀田組 庄南ラス工業 新潟県長岡市 1,500 Ｈ27.6

* サンエコー 富樫建設 庄南ラス工業 新潟県胎内市 1,000 H27.7

* 山崎パイル 庄南ラス工業 新潟県阿賀野市 2,000 H27.8

公 * 鹿瀬発電所改修工事928 前田建設工業㈱ 岩野物産㈱仙台 新潟市東蒲原郡 410 H27.9

公 * 鹿瀬発電所改修工事0116 前田建設工業㈱ 岩野物産㈱仙台 新潟市東蒲原郡 137 H28.1

* アセック第3工場 庄南ラス工業 新潟県 800 H28.6

* 三友工業 庄南ラス工業 新潟県胎内市 600 H28.12

* ケーズデンキ巻赤鏥 庄南ラス工業 新潟県新潟市 1,500 H29.6

* 関屋自動車学校 庄南ラス工業 新潟県新潟市 500 H29.7

* メガガイア上越店A工区 技建工業㈱ パッケージビルド㈱ 新潟県上越市 1,016 H29.8

* メガガイア上越店C工区 技建工業㈱ パッケージビルド㈱ 新潟県上越市 1,500 H29.8

* 内山溶接工業 (株)加賀田組 庄南ラス工業 新潟県新潟市 4,000 H29.9

DAMZ十日町きらめき店 雄健工業㈱ 雄健工業㈱ 新潟県十日町市 420 H29.9

* 中越運送㈱上越営業所倉庫増築工事 新発田建設㈱ ㈱岡部工務店 新潟県上越市 3,000 H30.1

* 三幸製菓 庄南ラス工業 新潟県 1,400 H30.2

*
新潟太陽誘電第二工場3号棟建設工
事

㈱大林組 ㈱岡部工務店 新潟県上越市 2,000 H30.5

* ホンダカーズ 庄南ラス工業 新潟県燕三条市 1,000 H30.6

* 東京インテリア家具長岡店新築工事 ㈱大林組 ㈱岡部工務店 新潟県長岡市 2,000 H30.7

* 丸一鋼板㈱新潟 前田建設工業㈱ 庄南ラス工業 新潟県南蒲原郡 1,200 H30.10

* リオン・ドール 庄南ラス工業 新潟県三条市 1,200 H30.10

公 * 佐渡警察建設工事(リブラス) ㈱本間組 ㈱トップロード 新潟県佐渡市 38 H30.12

* 関屋自動車学校　合宿棟 庄南ラス工業 新潟県新潟市 600 H31.3

* 遠藤製作所 庄南ラス工業 新潟県燕市 1,000 R1.8

* ケーズデンキ十日町 庄南ラス工業 新潟県十日町市 1,150 R1.9

新潟スバル自動車㈱
長岡市役所通店新築工事

㈱加賀田組　新潟支店 庄南ラス工業 新潟県 2,000 R1.12
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