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三甲㈱袋井工場2期 清水建設㈱ ㈱横田建設 静岡県袋井市 3,000 H10.4

三甲㈱袋井工場3期 清水建設㈱ ㈱横田建設 静岡県袋井市 2,500 H10.7

浜名湖ﾃﾞﾝｿｰ 真柄建設㈱ ㈱金田学工務店 静岡県浜松市 2,040 H10.11

東洋印刷 中村組 中村組 静岡県磐田市 2,900 H10.12

長泉ﾄｲｻﾞﾗｽ 清水建設㈱ ㈱一成工務店 静岡県長泉町 1,000 H11.4

* 駿河工業西脇寮 駿河工業㈱ ﾔﾏﾄ工務店 静岡県静岡市 300 H11.5

* 常葉学園大学2号館 鹿島建設㈱ 鈴木工業㈱ 静岡県静岡市 1,300 H11.5

科研製薬㈱静岡工場製剤棟 鹿島建設㈱ 鈴木工業㈱ 静岡県藤枝市 1,500 H11.6

日本電解㈱藤枝工場第二溶解室 鹿島建設㈱ 鈴木工業㈱ 静岡県藤枝市 600 H11.6

浜名湖ﾚｲｸ・ｻｲﾄﾞ・ﾌﾟﾗｻﾞ 丸中建設㈱ 丸中建設㈱ 静岡県引佐郡 300 H11.6

ｹｰﾖｰD2富士市比奈店 ㈱石井組 ㈱石井組 静岡県富士市 2,500 H11.7

ﾊﾟﾁﾝｺ・ﾆｭｰﾖｰｸ富士店 村松工業㈱ 鈴木工業㈱ 静岡県富士市 300 H11.7

公 静岡国道工事事務所車庫棟 角丸建設㈱ 鈴木工業㈱ 静岡県静岡市 400 H11.7

静岡厚生病院 木内建設㈱ 鈴木工業㈱ 静岡県静岡市 100 H11.7

公 浜松市立入野小学校 ㈱中村組 ㈲松尾工務店 静岡県浜松市 800 H11.8

中部電力上の原寮 ㈱永楽開発 ㈱横田建設 静岡県浜岡町 1,700 H11.8

ｺｼﾞﾏ電気 五光建設㈱ ㈲高塚工務店 静岡県静岡市 3,400 H11.8

高田企画新社屋 ㈱石井組 ㈲進和建設 静岡県富士市 580 H11.8

特別養護老人ﾎｰﾑなごみ 西武建設㈱ 向井工業㈱ 静岡県静岡市 2,000 H11.9

ｸﾞﾚｲｽ第8ﾏﾝｼｮﾝ ㈱中村組 ㈲松尾工務店 静岡県浜松市 730 H11.10

浜松ｼｰｻｲﾄﾞｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 鹿島建設㈱ 鈴木工業㈱ 静岡県磐田市 2,100 H11.10

ﾎﾝﾀﾞﾌﾟﾘﾓｴﾌﾜﾝ 角丸建設㈱ 鈴木工業㈱ 静岡県榛原郡 500 H11.11

公 藤枝西高等学校ﾌﾟｰﾙ棟 角丸建設㈱ 鈴木工業㈱ 静岡県藤枝市 760 H11.12

公 藤枝総合運動公園ｻｯｶｰ場 鹿島・角丸JV 鈴木工業㈱ 静岡県藤枝市 2,600 H12.2

公 長島ﾀﾞﾑ管理所島田分室 大河原建設㈱ ㈲安原組 静岡県島田市 500 H12.5

公 * 静岡県警察機動隊宿舎・厚生棟 五光建設・平井工業ＪＶ ㈲興梠工務店 静岡県静岡市 1,200 H12.6

沼津新沢田宿舎 村松工業㈱ 鈴木工業㈱ 静岡県沼津市 140 H12.6

ﾉｼﾞﾏ沼津店 ㈱石井組 進和建設 静岡県沼津市 830 H12.8

公 静岡市立高等学校体育館 平井組・織田ＪＶ ㈲興梠工務店 静岡県静岡市 1,100 H12.9

公 * 静岡県警察学校射撃場 大鉄工業㈱ ㈲興梠工務店 静岡県藤枝市 1,900 H12.10

公 竜南小学校ﾌﾟｰﾙ 相羽建設㈱ ㈲佐藤建設 静岡県静岡市 1,350 H12.10

静岡ﾊﾟｲｵﾆｱ㈱ 鹿島建設㈱ 鈴木工業㈱ 静岡県袋井市 2,000 H12.10

ｾｲｼﾝｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ ㈱TOKAI 鈴木工業㈱ 静岡県静岡市 2,000 H12.10

正生会特別養護老人ﾎｰﾑつばさ 木内建設㈱ ㈲山根工務店 静岡県焼津市 240 H12.11

東芝ﾗｲﾃｯｸ沼津工場鈴与原事業所
鈴与・清水・飯田・丸石
ＪＶ

鈴島建設㈱ 静岡県沼津市 6,700 H12.11

公 南部交流ｾﾝﾀｰ施設整備事業 山梨組 ｼﾋﾞﾙｽﾀｯﾌ㈱ 静岡県清水市 170 H12.11

ﾔﾏﾊ㈱天竜工場 静岡県浜松市 640 H12.11

浜松労災病院職員宿舎
徳倉・中村組・大嶋・経
常ＪＶ

市川建設㈱ 静岡県浜松市 300 H13.2
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ｺﾞﾙﾌ5住吉浜松店 Asanuma ㈲近藤建設 静岡県浜松市 620 H13.2

公 特別養護老人ﾎｰﾑ星の郷 ㈱オノコム 長田建設㈱ 静岡県富士宮市 3,500 H13.3

ﾏﾙﾊﾝﾊﾟﾁﾝｺ焼津店 木下建設工業㈱ 鈴木工業㈱ 静岡県焼津市 1,600 H13.3

八洲商事宍原冷蔵庫 鈴与建設㈱ 鈴島建設㈱ 静岡県清水市 1,300 H13.3

㈱伊藤園相良工場麦茶工場 鹿島建設㈱ 鈴木工業㈱ 静岡県榛原郡 560 H13.3

ﾎｸﾄ産業㈱静岡きのこｾﾝﾀｰ第2工場 北野建設 ｱｲﾜｽﾁｰﾙ㈱ 静岡県小笠町 18,000 H13.4

松岡紙業㈱浜松西ｲﾝﾀｰ倉庫 倉和建設㈱ 鈴島建設㈱ 静岡市浜松市 1,260 H13.4

JA豊田支店 佐藤工業㈱ 鈴島建設㈱ 静岡県曲金 60 H13.4

三ヶ日CT 海津建設㈱ 静岡県三ヶ日町 10 H13.5

㈱ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ磐田製作所B棟塗工ﾗｲﾝ ㈱大林組 ㈱林工務店 静岡県磐田市 610 H13.5

中国木材㈱大井川工場 五洋建設㈱ ㈲村田工務店 静岡県志太郡 5,280 H13.5

高橋様倉庫 大和ﾊｳｽ工業㈱ ｱｲﾜｽﾁｰﾙ㈱ 静岡県浜松市 400 H13.5

公 防災ｾﾝﾀｰ･中消防署庁舎 池田･斉藤JV ㈲上田工務店 静岡県清水市 1,200 H13.6

公 浜松市東部消防署有玉派出所 ㈱中村組 ㈲松尾工務店 静岡県浜松市 1,130 H13.8

公 浜松市消防団第22分庁舎 アサヒハウス工業（株） ㈱野村商店 静岡県浜松市 80 H13.8

清水産業･情報ﾌﾟﾗｻﾞ 大嶋･上条･山梨JV ㈲新沼建設 静岡県清水市 960 H13.9

花平ｹｱｾﾝﾀｰ ㈱熊谷組 ㈱鹿児島建工 静岡県引佐郡 850 H13.9

公 * 不二見公民館･第4中学校技術科 ｴｱｰﾊｳｽ㈱ ㈱ﾖｺｻﾞﾜ 静岡県清水市 540 H13.9

中国木材㈱大井川工場Ⅱ 五洋建設㈱ ㈲村田工務店 静岡県志太郡 620 H13.10

浜松委託運送㈱本社 総合ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ㈱ ㈱本多工務店 静岡県浜松市 850 H13.11

公 不ニ見公民館 渡辺建設㈱ ㈲佐藤建設 静岡県清水市 810 H13.12

㈱高橋商店･超低温冷凍倉庫 木内建設㈱ ㈲山根工務店 静岡県焼津市 2,600 H13.12

東静岡分譲住宅 大成建設㈱ ㈲村田工務店 静岡県静岡市 590 H13.12

フェスラボ（株）福井工場 ㈱アーク東海 ㈱横田建設 静岡県袋井市 2,070 H13.12

城北共立クリニック 西松建設㈱ 昭栄建設㈱ 静岡県静岡市 560 H14.1

明治製菓㈱東海工場3号館 大成建設㈱ ㈲村田工務店 静岡県藤枝市 5,770 H14.4

岡本石井病院療養型病院 木内建設㈱ ㈲山根工務店 静岡県焼津市 480 H14.4

浜松信用金庫入野支店 ㈱中村組 ㈱中村組 静岡県浜松市 100 H14.6

焼津栄町マンション 大成建設㈱ 鈴木工業㈱ 静岡県焼津市 820 H14.6

ｶｲﾝｽﾞﾎｰﾑ沼津店 前田・鈴与ＪＶ 藤原鉄筋建材㈱ 静岡県焼津市 2,860 H14.6

公 興津中学校体育館 積志・杉本ＪＶ ㈱一成工務店 静岡県清水市 2,400 H14.6

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ･ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ静岡 鹿島建設㈱ 鈴木工業㈱ 静岡県掛川市 3,700 H14.8

* ｶｲﾝｽﾞﾎｰﾑ沼津店調整池 前田･鈴与ＪＶ 藤原鉄筋建材㈱ 静岡県沼津市 180 H14.9

* 浜松東部保健福祉施設 中村建設㈱ ㈱ダイヤ 静岡県浜松市 1,500 H14.9

* 大島邸 ヤナセ建設㈱ ㈱大和鉄筋 静岡県静岡市 110 H14.9

公 浜松市東部地区体育館 ㈱林工組 ㈲松尾工務店 静岡県浜松市 1,600 H14.9

東芝ｷｬﾘｱ㈱新配送ｾﾝﾀｰ 鹿島建設㈱ 鈴木工業㈱ 静岡県富士市 2,000 H14.9

公 三保第一小学校 ㈱山梨組 ㈱山梨組 静岡県清水市 340 H14.9

静岡県(2/8)



エコウェルメッシュ施工実績表　静岡県

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

丸子保育園 倉和建設㈱ 鈴島建設㈱ 静岡県静岡市 900 H14.10

静岡ﾊﾟｲｵﾆｱ㈱７号棟 鹿島建設㈱ 鈴木工業㈱ 静岡県袋井市 3,300 H14.10

公 * 興津中学校改築 杉本建設㈱ ㈱ｽｴﾅｶﾞ 静岡県清水市 250 H14.10

* 安楽亭沼津西店 ㈱オノコム ㈱オノコム 静岡県沼津市 360 H14.10

富士ﾄﾗｯｸ㈱ 住友建設㈱ 阪和興業㈱ 静岡県富士市 6,200 H14.11

岡本石井病院 木内建設㈱ ㈲山根工務店 静岡県焼津市 480 H14.11

* こみに 木内建設㈱ 藤原鉄筋建材㈱ 静岡県静岡市 1,430 H14.11

* 大井川睦園ｹｱﾊｳｽ 日東みらい建設㈱ 藤原鉄筋建材㈱ 静岡県志太郡 2,000 H14.11

ｽﾙｶﾞ㈱配送ｾﾝﾀｰ ㈱杉村工務店 ㈱横田建設 静岡県榛原郡 8,850 H14.12

愛華の郷 平井工業㈱ 平井工業㈱ 静岡県藤枝市 1,540 H14.12

ｾｲﾄｰ㈱ 市川土木・製鉄建設ＪＶ 鈴島建設㈱ 静岡県静岡市 1,100 H14.12

浜松明治牛乳 鹿島建設㈱ 鈴木工業㈱ 静岡県袋井市 4,000 H14.12

秀英予備校清水本店 市川土木㈱ 鈴島建設㈱ 静岡県清水市 640 H14.12

公 掛川東高校管理棟 松村建設㈱ ㈲吉川建設 静岡県掛川市 90 H14.12

公 掛川東高校普通教室棟 丸明建設㈱ ㈲吉川建設 静岡県掛川市 150 H15.1

ｶｲﾝｽﾞｽｰﾊﾟｰ吉田店 岐建㈱ 大扇建設㈱ 静岡県榛原郡 3,200 H15.2

㈱白井産業本社工場増改築 住友建設㈱ 阪和興業㈱ 静岡県島田市 1,500 H15.2

平成会介護老人保健施設 五光建設㈱ ㈲高塚工務店 静岡県藤枝市 2,000 H15.2

* 御殿場ｱｳﾄﾚｯﾄﾌﾟﾚﾐｱﾑ ㈱北川鉄工所 ㈱森鋼 静岡県御殿場市 1,900 H15.2

矢崎計器㈱島田製作所 鹿島建設㈱ 鈴木工業㈱ 静岡県島田市 1,800 H15.3

ｾﾝﾄﾗﾙﾘｰｽ㈱静岡駐車場 総合ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ建設㈱ ㈱積志工業社 静岡県清水市 1,200 H15.3

東海明治㈱袋井工場 鹿島建設㈱ 鈴木工業㈱ 静岡県袋井市 150 H15.6

㈱田子重島田中央店 五光建設㈱ ㈲高塚工務店 静岡県島田市 2,150 H15.7

ｻﾝｽﾄｱ日立店 静鉄建設㈱ 阪和興業㈱ 静岡県静岡市 700 H15.7

ｴｽﾄﾒｰﾙ北安東 三井住友建設㈱ 阪和興業㈱ 静岡県静岡市 1,200 H15.9

公 清水興津中学校ﾌﾟｰﾙ ㈱山梨組 ㈱山梨組 静岡県静岡市 600 H15.9

清水銀行静岡支店 木内建設㈱ ㈲山根工務店 静岡県静岡市 1,650 H15.9

ｽﾀﾝﾚｰ電気 清水建設㈱ 山岡建設㈱ 静岡県引佐郡 16,100 H15.10

児童養護施設　清明寮 須山・水野JV ㈲所建築 静岡県浜松市 1,530 H15.10

公 浜松市立蜆塚中学校ﾌﾟｰﾙ ㈱杉浦建築店 ㈲吉川建設 静岡県浜松市 500 H15.10

三ケ日ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ㈱オノコム ㈱オノコム
静岡県引佐郡三ケ
日町

350 H15.10

徳田様作業所・事務所 角丸建設㈱ 鈴木工業㈱ 静岡県藤枝市 600 H15.10

ｹｱﾎｰﾑしあわせ ㈱大林組 五城建設㈱ 静岡県浜松市 3,100 H15.11

静岡女子校第一期改修 鹿島建設㈱ 鈴木工業㈱ 静岡県静岡市 1,000 H15.11

静岡日産自動車㈱藤枝立花店 大成建設㈱ ㈲村田工務店 静岡県藤枝市 400 H15.11

コンコルド静岡東新田寄宿舎 日本国土開発㈱ 日本国土開発㈱ 静岡県静岡市 190 H16.1

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸEVｴﾅｼﾞｰ㈱新工場 ㈱大林組 ㈱林工務店 静岡県湖西市 5,500 H16.3

天野回漕店 鈴与建設㈱ 鈴島建設㈱ 静岡県静岡市 3,200 H16.3
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環境資源ｷﾞｬﾗﾘｰ 大成建設㈱ ㈲村田工務店 静岡県掛川市 2,860 H16.4

ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ工業(株) ㈱橋本組 ㈲村田工務店 静岡県藤枝市 1,600 H16.4

東海ｸﾞﾘｺ栄食㈱ ㈱オノコム ㈲所建築
静岡県引佐郡三ケ
日町

400 H16.4

ｼﾗﾄﾘｽﾎﾟｰﾂ静岡本店 木内建設㈱ ㈱山根工務店 静岡県静岡市 2,800 H16.5

ヤヨイ食品清水工場 木内建設 長田建設 静岡県静岡市 1,320 H16.5

公 静岡精華中 鹿島建設㈱ 鈴木工業㈱ 静岡県静岡市 120 H16.5

JA富士宮葬祭会館 木内建設㈱ 木内建設㈱ 静岡県富士宮市 720 H16.5

公 Ｈ15清水西部ｽﾎﾟｰﾂ交流ｾﾝﾀｰ 日本国土開発・積志ＪＶ 日本国土開発・積志ＪＶ 静岡県静岡市 1,300 H16.6

東海ｸﾞﾘｺ栄食Ⅱ期 ㈱オノコム ㈲所建築 静岡県引佐郡 470 H16.7

馬込保育園 ㈱クラスト ㈲吉川建設 静岡県浜松市 900 H16.9

大平台なかよし館整備 ㈱水野組 ㈲所建築 静岡県浜松市 200 H16.10

スチールポリッシュ浜松工場 ㈱オノコム ㈲所建築 静岡県浜松市 800 H16.11

ビック富士富士原田店 ㈱石井組 ㈱石井組 静岡県富士市 1,100 H16.12

* 資生堂掛川工場附属棟 ㈱フジタ ㈱森鋼 静岡県掛川市 1,300 H16.12

イオン浜松SC ㈱大林組 (株)林工務店 静岡県浜松市 1,300 H17.1

松浦梱包輸送㈱新ｴｺﾎﾟﾘｽ掛川DC 戸塚建設㈱ ㈲松尾工務店 静岡県掛川市 2,600 H17.2

公 富士宮砂防出帳所 ㈱石井組 ㈱石井組 静岡県富士宮市 400 H17.2

ﾚｸｻｽ浜松佐鳴店 鹿島建設㈱ ㈱千田工務店 静岡県浜松市 500 H17.2

公 水窪町立水窪中学校校舎 ㈱クラスト ㈲吉川建設 静岡県磐田郡水窪 1,350 H17.3

静岡給食協同組合 大成建設㈱ ㈲村田工務店 静岡県静岡市 500 H17.3

木村鋳造所御前崎工場 ﾀｸﾐ建設㈱ ㈲杉浦組 静岡県御前崎市 950 H17.4

公 西遠地区新構想高等学校体育館 清水・須山JV ㈲吉川建設 静岡県浜松市 1,500 H17.4

熱海伊豆海の郷 ㈱フジタ ㈱森鋼 静岡県熱海市 2,200 H17.6

ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾎﾋﾞｰｾﾝﾀｰ ㈱竹中工務店 ㈱神田工務店 静岡県葵区 2,900 H17.9

ﾄﾖﾀ自動車Ｃ12研究開発棟 鹿島建設㈱ ㈱神田工務店 静岡県御殿場市 3,700 H17.10

静岡給食共同組合工場建設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
２期

大成建設㈱ ㈲村田工務店 静岡県静岡市 700 H17.11

浜松ﾎﾄﾆｸｽ㈱本社工場新1・12棟 ㈱大林組 五城建設㈱ 静岡県浜松市 1,600 H17.11

共同組合焼津水産加工ｾﾝﾀｰ第3冷蔵
庫建設

木下建設工業㈱ 鈴木工業㈱ 静岡県焼津市 2,500 H18.1

住岡食品浜北工場 須山建設㈱ ㈲吉川建設 静岡県浜松市 2,200 H18.1

神興鉄鋼所 ㈱オノコム ㈱オノコム 静岡県静岡市 500 H18.2

ｺﾊﾗｻｳｽﾋﾞﾙ
鹿島・三井住友・橋組
JV

鈴木工業㈱ 静岡県静岡市 3,200 H18.3

* すんぷ夢広場 ㈱福田組 ㈱森鋼 静岡県静岡市 10,500 H18.4

浜松倉庫㈱みなみ流通ｾﾝﾀｰ第Ⅲ期
増築

須山建設㈱ ㈲吉川建設 静岡県浜松市 1,100 H18.4

* しまむら大仁店 ㈱オノコム ㈱オノコム 静岡県伊豆の国市 100 H18.4

介護老人保健施設『鶴舞の郷』 三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ 静岡県静岡市 2,500 H18.5

巴川製紙所画像材料事業部11号建家 ㈱山梨組 ㈱山梨組 静岡県静岡市 1,400 H18.5

* 熱海伊豆海の郷　2期 ㈱フジタ ㈱森鋼 静岡県熱海市 1,800 H18.5

ｻﾝｴｰ化研掛川工場第2期工事 大成建設㈱ ㈲村田工務店 静岡県掛川市 2,600 H18.6
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湖西特別養護老人ﾎｰﾑ ㈱鈴木組 市川建設㈱ 静岡県湖西市 1,200 H18.7

熱海駅前鈴木ビル 東横建設 東洋ｼｽﾃﾑ 静岡県熱海市 500 H18.7

社会福祉法人浜松母子福祉苑「浅田
ﾎｰﾑ」

丸北建設㈱ ㈲吉川建設 静岡県浜松市 1,200 H18.9

ﾊﾟﾅｿﾆｸEVｴﾅｼﾞｰ㈱大森工場 ﾄﾖﾀT&S建設㈱ ㈱林工務店 静岡県湖西市 1,900 H18.12

* ＪＡ富士市田子浦ﾗｲｽｾﾝﾀｰ ㈱石井組 ㈱石井組 静岡県富士市 100 H18.12

東邦テナックス 鹿島建設㈱ 鈴木工業㈱ 静岡県駿東郡 1,600 H19.2

しずてつストア安東店 積水ハウス（石井組 ㈱石井組 静岡県静岡市 1,000 H19.3

公 Ｈ18中第12清水第六中学校体育館 日成建設㈱ ㈲新沼建設 静岡県静岡市 90 H19.6

清和海運株式会社　掛川倉庫 木内建設㈱ ㈲吉川建設 静岡県掛川市 5,500 H19.8

公 浜松市都田中学校体育館改築工事 丸北建設㈱ ㈲吉川建設 静岡県浜松市 1,700 H19.8

公 北浜南たんぽぽ放課後児童ｸﾗﾌﾞ ㈲大永建設工業 ㈲吉川建設 静岡県浜松市 150 H19.9

公 浜松市中川小学校南校舎 ㈱中村組 ㈲松尾工務店 静岡県浜松市 1,000 H19.9

熱海春日町擁壁 ㈱神奈川ｴｽｵｰﾙ 静岡県熱海市 300 H19.10

公 浜松市舞阪小学校校舎改築 須山建設㈱ ㈲吉川建設 静岡県浜松市 560 H19.12

(仮称)ｲｵﾝ浜松市野SC増床 ㈱大林組 ㈱林工務店 静岡県浜松市 4,700 H20.2

公 平成19年度浜松市篠原公民館 ㈱鈴木組 ㈱岡崎建設 静岡県浜松市 1,100 H20.2

*
(仮称）PEVE㈱大森工場第三工場新
築工事

ﾄﾖﾀT&S建設㈱ ㈱林工務店 静岡県湖西市 1,800 H20.2

(仮称）PEVE㈱大森工場第三工場新
築工事

ﾄﾖﾀT&S建設㈱ ㈱林工務店 静岡県湖西市 5,900 H20.3

(仮称）PEVE㈱大森工場第三工場新
築工事

ﾄﾖﾀT&S建設㈱ 五城建設㈱ 静岡県湖西市 3,800 H20.3

*
㈱東冨士　冨士御殿場工業団地ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄＳ

大和ﾊｳｽ工業㈱ ㈱森鋼 静岡県御殿場市 2,400 H20.5

大浜運輸倉庫㈱物流ｾﾝﾀｰ 平井工業㈱ ㈲村田工務店 静岡県掛川市 3,300 H20.6

公
平成19年度水道拡第59号蒲原第3浄
水場建設工事

㈲ワタナベ住建 ㈲新沼建設 静岡県静岡市 320 H20.7

(仮称)ﾌﾟﾚﾊｳｫｰｸｱﾋﾟﾀ浜北店 安藤建設㈱ 安藤建設㈱ 静岡県浜松市 5,000 H20.7

ららぽーと磐田 ㈱大林組 ㈱林工務店 静岡県磐田市 4,000 H20.8

㈱東富士　富士御殿場工業団地ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄＤ新築

大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 静岡県御殿場市 1,200 H20.9

公 Ｈ19静岡警察学校生徒寮 岐建㈱ ㈲村田工務店 静岡県藤枝市 1,200 H20.9

焼津信用金庫本店建設 木下建設工業㈱ 鈴木工業㈱ 静岡県焼津市 900 H20.9

公 焼津市黒石小学校校舎増築工事 近藤建設工業㈱ 鈴木工業㈱ 静岡県焼津市 710 H20.9

公
平成２０年度　清水辻小学校体育館大
規模改造・耐震補強

㈱上条工務店 ㈱上条工務店 静岡県清水市 200 H20.10

掛川駅北ビジネスホテル ㈱川島組 鈴木工業㈱ 静岡県掛川市 500 H20.10

公
平成２２年度　大井川農業協同組合東
益津支店

㈱橋本組 ㈲村田工務店 静岡県焼津市 500 H20.11

三栄運輸㈱浜松営業所 サンエイ㈱ カワモト建設㈱ 静岡県浜松市 400 H20.11

鈴鹿サーキットレーシングコース改修
工事

鹿島建設㈱ ㈱辻組 静岡県鈴鹿市 1,400 H20.12

公 焼津市大富公民館 木下建設工業㈱ 鈴木工業㈱ 静岡県焼津市 1,300 H20.12

マリエール浜松新築工事 ㈱鴻池組 昭栄建設㈱ 静岡県浜松市 2,300 H20.12

ニトリ藤枝店新築工事 岐阜㈱ ㈲村田工務店 静岡県藤枝市 700 H20.12

公
Ｈ20文日第1号　日本平動物園　猛獣
館

静鉄・平井組ＪＶ 鈴木工業㈱
静岡県静岡市駿河
区

100 H20.12

公 *
清水区船越資材倉庫改修事業建築工
事

杉本建設㈱ ㈲新沼建設
静岡県静岡市清水
区

500 H21.3
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日本モレックス㈱静岡工場拡張計画
大成建設㈱　名古屋
支店

㈲村田工務店 静岡県榛原郡 2,700 H21.4

東京リード化工　三島工場新築工事 木内建設㈱ 昭立産業㈱ 静岡県三島市 500 H21.5

公
平成２０年度　清水三保第一小学校体
育館

㈱山梨組 ㈱山梨組 静岡県静岡市 2,000 H21.6

公 * 飯淵自治会館 ㈲村田工務店 静岡県焼津市 70 H21.5

シラトリスポーツ黄瀬川店新築工事 木内建設㈱ 昭立産業㈱ 静岡県駿東郡 1,500 H21.5

清水押切団地1号棟片廊下設置建築 ㈱上條工務店 ㈲新沼建設 静岡県静岡市 100 H21.7

静岡ダイハツ販売㈱草薙店 木内建設㈱ 昭立産業㈱ 静岡県清水市 500 H21.9

JA富士宮柚野支店建築工事 木内建設㈱ 昭立産業㈱
静岡県富士郡芝川
町

300 H21.9

公 日本平消防署車庫棟 サクラビルテス㈱ サクラビルテス㈱ 静岡県静岡市 200 H21.11

*
焼津西小学校放課後児童ｸﾗﾌﾞ施設整
備

鈴木工業㈱ 静岡県焼津市 100 H21.11

静岡大学（城北）工学部改修その他工
事

佐藤工業㈱ ㈲吉川建設 静岡県浜松市 1,300 H21.12

H21年度文生第1号生涯学習センター
建築工事

日成建設㈱ (有)新沼建設 静岡県静岡市 800 H22.1

静和ケミカル㈱新社屋新築工事 齋藤組 静岡県静岡市 500 H22.5

㈱コーリツ新社屋建設工事 ㈱銭高組 ㈱平本組 静岡県磐田市 8,000 H22.6

ケーズ電機島田店新築工事 まるひ建設㈱ あおい建設㈱ 静岡県島田市 1,500 H22.7

スーパー富士屋焼津3丁目新地区工
事

㈱橋本組 (有)村田工務店 静岡県焼津市 1,200 H22.7

レック㈱静岡工場新築工事 平井工業㈱ (有)村田工務店 楱原郡吉田町 3,000 H22.9

公 * 清水有度第二小学校体育館建築工事 鈴与建設㈱ 齋藤組 静岡県清水市 900 H22.9

原保育園園舎建築工事 ㈱山梨組 ㈱山梨組 静岡県清水区 600 H22.9

スーパーヒバリヤ高部東店増築工事 ㈱山梨組 ㈱山梨組 静岡県清水区 300 H22.9

㈱コーリツ新社屋建設工事付属棟 ㈱銭高組 ㈱平本組 静岡県磐田市 400 H22.10

焼津市大井川中学校部室改築工事 ㈱斎藤工務店 (有)村田工務店 静岡県焼津市 150 H22.11

公
大井川西小学校放課後児童クラブ増
築工事

㈱村田組 ㈱横田建設 静岡県志太郡 40 H22.12

㈱AFC-ＨＤアムスライフサイエンス国
吉田工場新築工事

木内建設㈱ 昭立産業㈱ 静岡県静岡市 2,500 H23.1

静岡ダイハツ販売㈱焼津店新築工事 木内建設㈱ 昭立産業㈱ 静岡県焼津市 400 H23.2

静岡県静岡市清水区中矢部町 ㈱山梨組 ㈱山梨組 静岡県静岡市 H23.2

あいネットホール新川立体駐車場 (有)小口工務店 (有)小口工務店 静岡県静岡市 600 H23.4

* 安倍消防出張所新築工事 静鉄建設㈱ 齋藤組 静岡県静岡市 700 Ｈ23.9

静岡籠上介護老人保健施設新築工事 木内建設㈱沼津支店 木内建設㈱沼津支店 静岡県静岡市 1,700 Ｈ23.12

レック㈱第5倉庫新築工事 ㈱杉村工務店 ㈱横田建設 静岡県 1,500 H24.1

富士カプセル㈱北山工場第二製剤棟
新築工事

木内建設㈱ 木内建設㈱ 静岡県富士宮市 740 H24.1

JR浜松　第二部品検修場 ㈱大林組 五城建設㈱ 静岡県浜松市 860 H24.3

㈱スズケン藤枝店　新築工事 ㈱ナカノフドー建設 (有)杉村組 静岡県藤枝市 600 H24.5

興和㈱浜松工場　軟膏液剤工場新築
工事

清水建設㈱ 清水建設㈱ 静岡県浜松市 2,800 H24.6

静岡空港雲院展望デッキ建築工事 日成建設㈱ ㈱横田建設 静岡県牧之原市 700 H24.8

* 有限会社新日邦賃貸建物新築工事 静鉄建設㈱ ㈱翔工業 静岡県駿河区 800 H24.9

特別養護老人ホーム浅田ふるさと庵新
築工事

吉川建設㈱ 丸茂建設㈱ 静岡県浜松市 800 H24.9

浜松市リハビリテーション病院整備事
業第2期整備工事

清水・杉浦・遠鉄JV 清水建設㈱ 静岡県浜松市 50 H24.11
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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

*
静岡市消防団静岡第29分団（大原）第
39分団（中島）建設工事

駿河工業㈱ 駿河工業㈱ 静岡県静岡市 200 H25.4

丸子新田ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅 鈴与建設㈱ 鈴与建設㈱ 静岡県静岡市 913 H25.5

アサヒ飲料富士山工場第2製造棟工事 三井住友建設㈱ ㈲新沼建設 静岡県富士市 4,000 H25.5

春華堂浜北プロジェクト浜北新工場建
設工事

㈱大林組 五城建設㈱ 静岡県浜松市 1,500 H25.5

* 鈴岡銀行新本部棟新築工事 清水建設㈱ 清水建設㈱ 静岡県静岡市 684 H25.6

ハラダ製茶㈱様大代某冷蔵庫棟新築
工事

㈲杉村組 静岡県島田市 1,400 H25.6

Ｈ25静岡地方法務局藤枝出張所建築
工事

名工建設㈱ 鈴木工業㈱ 静岡県藤枝市 900 H25.8

*
落合刃物工業株式会社敷地内ＰＰＤ
工場棟建築工事

㈱オー・テック ㈲てんじん 静岡県菊川市 1,000 H25.8

吉田町立すみれ保育園建設工事 角丸建設㈱ 鈴木工業㈱ 静岡県榛原郡 4,000 H25.8

ジャンボプラス浜松店新築工事 須山建設㈱ ㈲吉川建設 静岡県浜松市 2,000 Ｈ25.9

焼津水産化学工業㈱掛川新エコポリス
工場新築工事

木内建設㈱ 木内建設㈱ 静岡県掛川市 1,800 Ｈ25.9

引佐地区新構想高等学校機械実習棟
建設工事

㈱中村組 ㈲松尾工務店 静岡県浜松市 7,300 Ｈ26.1

*
静岡市消防団3物件（富士見・谷津・湯
の森）

駿河工業㈱ 静岡県静岡市 300 Ｈ26.4

伸栄製紙㈱富士川工場新築工事 木内建設㈱ 静岡県富士市 5,000 H26.5

ホームプラザナフコ島田店新築工事 大河原建設㈱ ㈲松村組 静岡県島田市 2,500 H26.5

* Ｚｅｃｈｓｔ　ｐｒｏｊｅｃｔ ㈱淺沼組 ＤＡＮ㈱ 静岡県浜松市 500 Ｈ26.6

新宍原物流センター新築工事 木内建設㈱ 静岡県静岡市 6,800 Ｈ26.6

福一漁業㈱西島工場新築工事 ㈲村田工務店 静岡県焼津市 6,000 Ｈ26.6

平成26年度太陽保育園新築工事 ㈲吉川建設 静岡県浜松市 1,700 H26.7

株式会社エフ・シー・シー浜北工場第
２期増築工事

㈱林工務店 静岡県浜松市 1,200 H26.8

社会福祉法人ひかりの園特別養護老
人ホーム第三静光園増築工事

須山建設㈱ ㈲吉川建設 静岡県浜松市 1,600 H26.8

島田市立川根小学校校舎等建設工事 大井建設㈱ ㈲吉川建設 静岡県島田市 3,000 H26.10

㈱アマノ池田　西工場棟新築工事 須山建設㈱ ㈲吉川建設 静岡県磐田市 1,000 H26.10

浜松工場建替（車体加修場・車体塗装
場・東危険品庫）

㈱大林組 ＤＡＮ㈱ 静岡県浜松市 1,400 Ｈ26.11

ＤＣＭカーマ清水東大曲店新築工事 木内建設㈱ 木内建設㈱ 静岡県静岡市 5,000 H27.6

静岡市消防団静岡第13分団(根古屋）
建築工事

(有)ワタナベ住建 (有)ワタナベ住建 静岡県静岡市 90 H27.7

静岡市消防団静岡第21分団(牛妻）建
築工事

海幸工務店 Ｓ・Ｓ・Ｏ 静岡県静岡市 120 H27.8

特別養護老人ホーム 藤乃花 整備工
事

吉川建設㈱ 丸茂建設㈱ 静岡県浜松市 1,600 H27.8

* 湖西 ＤＡＮ㈱ 静岡県湖西市 46 H27.9

津波避難施設（三保3）設置工事 たか井建設㈱ 青島工務店 静岡県静岡市 400 H27.9

熱海変電所RPC棟新築工事 名工建設㈱ 名工建設㈱ 静岡県熱海市 1,000 H27.10

(仮称)ヤナセ静岡支店　建替計画 木内建設㈱ 静岡県静岡市 1,200 H27.10

公 三保避難塔 (有)新沼建設 静岡県静岡市 400 H27.11

浜名梱包輸送㈱物流センター新築工
事

須山建設㈱ (有)吉川建設 静岡県浜松市 10,000 H28.1

アウディ静岡東店新築工事 木内建設㈱ 木内建設㈱ 静岡県静岡市 900 H28.5

Audi Shizuoka 木内建設㈱ 木内建設㈱ 静岡県静岡市 1,500 H28.8

* どんどん沼津店新築工事 ㈱三陽ハウス工業 静岡県沼津市 291 H28.9

森下小学校校舎建築工事 木内建設㈱ （有）山根工務店 静岡県静岡市 1,400 H28.10
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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

湯河原住宅新築工事 共成建設㈱ ㈲武藤工務店 静岡県熱海市 210 H28.12

公 * 津波避難施設（三保2）設置工事 ㈱翔工業 静岡県 350 Ｈ29.10

ダイハツ沼津販売㈱函南店新築工事 木内建設㈱ 木内建設㈱ 静岡県田方郡 939 Ｈ29.11

* スエヒロ館三島店新築計画 三陽ハウス工業㈱ 三陽ハウス工業㈱ 静岡県三島市 100 H30.3

熱海総合現業事務所新築その他工事 名工建設㈱ ㈱タクト 静岡県熱海市 331 H30.6

三井ショッピングモール　ららぽーと沼
津新築工事

(株)大林組 (株)大林組 静岡県沼津市 2,288 H30.6

㈱西原商会東海三島支店新築工事 鈴与建設㈱ 鈴与建設㈱ 静岡県三島市 3,000 H30.7

丸富製紙コンバーティング新工場建設
工事

㈱神田工務店 静岡県富士市 6,000 H30.9

㈱タカラゲン南伊豆工場新築工事 木内建設㈱ 木内建設㈱ 静岡県加茂郡 1,200 H30.10

日本競輪学校屋内型250mトラック建設
計画

㈱ナカノフドー建設 ㈱神田工務店 静岡県伊豆市 2,000 H30.10

新興津連合物流センター新築工事 鈴与建設㈱ 鈴与建設㈱ 静岡県静岡市 24,333 H31.1

カインズ富士宮小泉店新築工事 五光建設㈱ 五光建設㈱ 静岡県富士宮市 3,376 R1.10

富士宮アマダモジュール工場 清水建設㈱ 清水建設㈱ 静岡県 422 R1.12

木内建設㈱本社建替プロジェクト ㈱クギン 木内建設㈱ 静岡県 1,800 R2.1

(有)春華堂 浜松神田社屋新築工事 清水建設(株) 清水建設(株) 静岡県浜松市 110 R2.1

静岡ガス㈱富士倉庫計画 大和リース㈱ 大和リース㈱ 静岡県 290 R2.4

一栄冷蔵庫　新築工事 木内建設㈱ 静岡県焼津市 1,000 R2.6

特別養護老人ホーム「月のあかり」増
築工事

五光建設㈱ 五光建設㈱ 静岡県富士市 1,250 R2.8
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