
エコウェルメッシュ施工実績表　栃木県

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

* 富士化学塗料㈱古河営業所 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県古河市 100 H15.10

* 太子食品工業 ㈱錢高組 ㈱森鋼 栃木県今市 3,000 H15.3

* 日本電産ｺﾊﾟﾙ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県佐野市 370 H15.6

* ﾎﾝﾀﾞｴﾚｼｽ新宇都宮 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 1,000 H15.6

* MOVIX宇都宮 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 3,800 H15.6

* 日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県佐野市 4,300 H15.7

* 藤田ｸﾘﾆｯｸ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県下都賀郡 100 H15.7

* 洋服の青山　真岡店 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県真岡市 400 H15.8

* ﾛｲﾔﾙﾎｰﾑｾﾝﾀｰ小山店 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県小山市 460 H15.8

* ﾕﾆｸﾛ小山店 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県小山市 290 H15.9

* 木水会ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県 220 H16.1

* ㈲毛野考古学研究所事務所新築工事 熊本北郵便局
東急・三菱ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝ
ｸﾞ・ﾛｯﾃJV

㈲岩井鉄筋工業 240 H16.1

* ｱｰﾚｽﾃｨ栃木加工工場 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県下都賀郡 630 H16.10

* 那須高雄温泉おおるり山荘 東武建設㈱ ㈱森鋼 栃木県那須郡 650 H16.10

* 人見ｸﾘﾆｯｸ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 170 H16.11

* ﾌｫﾚｽﾄｻｲﾄﾞｸﾘﾆｯｸ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 170 H16.11

* 八州合成工場 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼
栃木県河内郡上三
川町

300 H16.11

* まいどおおきに食堂 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県小山市 50 H16.12

* 亀照様貸し店舗 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 280 H16.2

* ﾘﾝﾚｲﾃｰﾌﾟ開発研究所 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県那須郡 350 H16.2

* ｺﾍﾞﾙｺ建機関東 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県下都賀群 80 H16.2

* 大林ｸﾘﾆｯｸ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 180 H16.3

* 栃木住友電工 ㈱村上ハンドリング 栃木県 1,030 H16.4

* 奥日光湯元おおるり山荘 東武建設㈱ ㈱森鋼 栃木県日光市 2,300 H16.5

* 高橋眼科 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼
栃木県塩谷郡高根
沢

300 H16.5

* ｾﾝﾄﾗﾙｶﾞｽ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県小山市 220 H16.5

* ｽｼﾛｰ宇都宮店 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 160 H16.6

* ｶﾄﾚｱｶﾞｰﾃﾞﾝ宇都宮南 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 3,400 H16.6

* 新井様貸事務所倉庫 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県小山市 170 H16.6

* 常温一括宇都宮ｾﾝﾀｰ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼
栃木県河内郡上三
川町

1,060 H16.7

* あかざわｸﾘﾆｯｸ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県小山市 150 H16.7

* ﾀﾏﾎﾟﾘ㈱栃木工場 安藤建設㈱ ㈱森鋼 栃木県上都賀郡 3,400 H16.8

* KAWAJUNﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ 安藤建設㈱ ㈱森鋼 栃木県今市市 3,500 H16.8

* 東ﾌﾟﾚ栃木事業所厚生棟 ㈱村上ハンドリング 栃木県 350 H16.8

* 忍家栃木店 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県栃木市 50 H17.1

* ﾕﾆｸﾛ宇都宮鶴田店 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 280 H17.1
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* 大橋様付属住宅 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県宇都宮 70 H17.10

* ﾅｶﾉ薬品㈱那須支店 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県那須郡 400 H17.10

* 川俣巻商販㈱貸し事務所 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県宇都宮 180 H17.10

* 高橋様貸しﾋﾞﾙ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県宇都宮 300 H17.11

* ﾛｰｿﾝ足利上渋垂町店 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県足利市 80 H17.11

* ｲｵﾝ氏家SC 戸田建設㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県さくら市 800 H17.12

* 平田様住居兼用事務所 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県宇都宮 100 H17.12

* ﾐｶﾄﾞ宇都宮ｼｮｰﾙｰﾑ ㈱森鋼 栃木県宇都宮 230 H17.12

* 信庄産業㈱事務所倉庫 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県小山市 470 H17.2

* 田崎様貸事務所 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 200 H17.2

* INAX宇都宮ショールーム 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 370 H17.2

* 飯塚様動物病院 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 100 H17.2

* 八百熊本本店物流センター ㈱村上ハンドリング 栃木県 280 H17.2

* ｻｰｸﾙＫｻﾝｸｽ宇都宮 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 130 H17.2

* まるまつ壬生活 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県下都賀郡 180 H17.3

* UP　TICK壬生店 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県下都賀郡 70 H17.3

* ｱｲﾘｽｹｱｾﾝﾀｰ小山 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県小山市 200 H17.3

* 栃木住友電工 ㈱村上ハンドリング 栃木県 1,600 H17.3

* ROUND1宇都宮店 ㈱本間組 ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 1,500 H17.4

* ｲｵﾝｽﾊﾟｰｾﾝﾀｰ真岡店 安藤建設㈱ ㈱森鋼 栃木県真岡市 260 H17.5

* ﾛｰｿﾝ足利上渋垂町店 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県足利市 70 H17.5

* ｻﾄｳｶﾒﾗ宇都宮ｲﾝﾀﾊﾟｰｸ店 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 140 H17.5

* 住友林業宇都宮支店 三井住友建設㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 600 H17.5

* ｼﾉﾂｶ様貸し店舗 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 70 H17.6

* 倉持整形外科・内科 安藤建設㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 750 H17.7

* たいらや大田原店 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県大田原市 540 H17.7

* 渡辺ﾊﾟｲﾌﾟ ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 180 H17.7

* ﾕﾆｸﾛ大田原店 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県大田原市 370 H17.8

* すしおんど大田原店 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県大田原市 200 H17.8

* ＴＮ東京大田原店 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県大田原市 70 H17.8

* ＲＯＵＮＤ1宇都宮店 ㈱本間組 ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 1,300 H17.8

* TUTAYA宇都宮ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ店 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 200 H17.8

* UTM ㈱本間組 ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 300 H17.8

* ㈱ﾔﾊﾀ関東事業所 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県小山市 180 H17.9

* 大和工商ﾘｰｽ㈱二宮ﾃﾞﾎﾟ工場 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼
栃木県芳賀郡二宮
町

1,150 H17.9

* 本田技研研究所 JFEｼﾋﾞﾙ ㈱森鋼 栃木県芳賀郡 1,600 H18.1
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* ㈱ﾍﾞﾙｰﾅ宇都宮第2流通ｾﾝﾀｰ 竹澤建設 ㈱村上ハンドリング 栃木県鹿沼市 900 H18.10

* ﾀｷｻﾞﾜﾊﾑ西方惣菜工場 東武・ﾜﾀﾅﾍﾞ土木JV ㈱村上ハンドリング
栃木県上都賀西方
町

1,900 H18.11

* くるめーとｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ店 ㈱村上ハンドリング 栃木県下野市 350 H18.11

* 久光製薬㈱宇都宮第2工場 清水建設㈱ ㈱森鋼 栃木県塩根沢町 5,000 H18.12

* KATSUTAYA 東武建設㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県大田原市 500 H18.12

* 大瀧様貸し店舗（ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ） 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県真岡市 300 H18.2

* ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ宇都宮ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ店 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 200 H18.2

* 本田技研工業㈱栃木PG2重作業 戸田建設㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県芳賀郡 1,100 H18.2

* ﾒﾙｼｬﾝ日光工場 ㈱大林組 ㈱村上ハンドリング 栃木県今市市 130 H18.2

* ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽ宇都宮平成通り店 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 60 H18.3

* 増渕様貸店舗(宇都宮ﾓﾉﾘｽ) 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県宇都宮 700 H18.4

* 上野様貸し事務所（栃木ﾘｺｰ） ㈱森鋼 栃木県真岡市 100 H18.4

* 隠れ庵　忍家 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 100 H18.4

* 井上ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ販売㈱社屋 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 270 H18.4

* ﾛｰｿﾝ東谷町店 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 80 H18.5

* JAF宇都宮北基地 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 70 H18.5

* 松栄建設㈱新社屋 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県真岡市 200 H18.5

* 佐野ｲﾝﾀｰ産業団地　物流ｾﾝﾀｰ ㈱森鋼 栃木県佐野市 500 H18.5

* 徳山ビﾙ ㈱森鋼 栃木県真岡市 2,600 H18.6

* 税理士法人ｱﾐｯｸ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県宇都宮 100 H18.6

* ﾕﾀｶ技研栃木技術研究所 前田建設工業㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県 1,000 H18.7

* 山田クリニック 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県下都賀郡 150 H18.7

* 徳寿庵　佐野店 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県佐野市 300 H18.8

* ロックタウン佐野 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県佐野市 1,500 H18.8

* ｱｰﾚｽﾃｨﾀﾞｲﾓｰﾑﾄﾞ工場 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県佐野市 480 H18.8

* Ｂｅ-Ｏｎｅ 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 80 H18.8

* ㈱佐藤海苔社屋 小林住宅開発㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 230 H18.8

* 滝沢様貸し事務所 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 170 H18.8

* 足利ｲﾝﾀｰﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｾﾝﾀｰ 東洋建設㈱ ㈱森鋼 栃木県足利市 4,000 H18.9

* ﾘﾝｶﾞｰﾊｯﾄ宇都宮店 ㈱乃木鈴建設産業 ㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 150 H18.9

* サトウカメラ佐野店 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県佐野市 150 H18.9

* 目加田邸店舗付住宅 ㈲竹澤建設 ㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 100 H19.1

* 福田邸 ㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 100 H19.1

* 久光製薬 清水建設㈱ ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 5,000 H19.1

* ﾚﾝﾀﾙのﾆｯｹﾝ足利営業所 清水建設㈱ ㈱森鋼 栃木県足利市 370 H19.1

* ｻﾝﾒﾃﾞｨｯｸｽ ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 430 H19.1
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* ｸｵﾘｨｱ宇都宮上戸祭校 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 140 H19.1

* ホンダエレシス 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 2,900 H19.1

* 目加田邸店舗付住宅 (有)竹澤建設 ㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 90 H19.1

* 福田邸 ㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 100 H19.1

* 大山祇命神示教会神総本部 清水建設㈱ ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 800 H19.10

* ｼﾞｬﾊﾟﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 1,400 H19.10

*
栃木ﾘｺｰ株式会社両家支店(斎川様貸
事務所新築工事)

大和ﾊｳｽ工業㈱宇都宮
支店

㈱森鋼 栃木県佐野市 200 H19.11

* (仮称)らかんｽﾀｼﾞｵ宇都宮店
大和ﾊｳｽ工業㈱宇都宮
支店

㈱森鋼 栃木県宇都宮市 350 H19.11

* (仮称)ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ小山店 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県小山市 160 H19.11

* ㈲ﾖﾈｼｮｳ様貸店舗ｸﾜﾄﾛ小山店 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県小山市 200 H19.11

* ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ宇都宮店鶴田店 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 200 H19.11

* ユニクロ佐野店 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県佐野市 250 H19.2

* 船越邸 ㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 100 H19.3

* 平野共同住宅 ㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 130 H19.3

* 秀月堂テナントビル 小林住宅開発㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 160 H19.3

* アミング宇都宮陽東店 ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 300 H19.3

* マニー清原 清水建設㈱ ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 2,000 H19.4

* 宇都宮化成工業㈱上河内工場 東武建設㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県河内郡 650 H19.4

* 藤田ビルテナントビル 小林住宅開発㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 100 Ｈ19.5

* クオリィヤ那須塩原校 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県那須塩原市 200 Ｈ19.5

* ウエルシア宇都宮今泉店新築工事 松栄建設㈱ ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 230 H19.8

* 医療法人英心会倉持病院棟 清水建設㈱ ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 2,000 H19.8

* ㈱ｹｰﾋﾝ栃木開発ｾﾝﾀｰ6号棟 ㈱ﾊｻﾞﾏ ㈱森鋼 栃木県塩谷郡 900 H19.9

* (仮称)ｲｵﾝ小山ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ㈱森鋼 栃木県小山市 570 H19.9

*
大隈企画有限会社貸事務所（東洋水
産株式会社北関東支店）

大和ﾊｳｽ工業㈱宇都宮
支店

㈱森鋼 栃木県宇都宮市 100 H19.9

* 本多技研工業 西松建設㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県真岡市 400 H20.1

* コマツ小山工場小型エンジン工場 鹿島建設㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県小山市 1,820 H20.11

* ﾋﾞｯｸﾂﾘｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ西川田 清水建設㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 1,700 H20.2

* 佐野ｱｳﾄﾚｯﾄﾊﾟｰｸ立体駐車場 鹿島道路 ㈱村上ハンドリング 栃木県佐野市 2,800 H20.3

*
(仮称)ｲｵﾝ小山ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ増床工
事

安藤建設㈱ ㈱森鋼 栃木県小山市 4,500 H20.4

* (仮称）本田技研研究所 YAMAテック㈱ ㈱森鋼
栃木県芳賀郡芳賀
町

1,200 H20.7

*
幸福の科学学園中学校・高等学校新
築工事

清水建設㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県那須郡 5,000 H21.1

* 藤田クリニック 大和ハウス工業㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県真岡市 170 H21.12

* アミング小山店 大和ハウス工業㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県小山市 300 H21.3

* TSUTAYA小山城南店 大和ハウス工業㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県小山市 400 H21.4

* 丸大食品増築工事 前田建設工業㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県下野町 2,200 H21.5
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* Ｄプロジェクト小山 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 栃木県小山市 1,250 H21.6

* Ｈ20若草住宅（ＲＣ-a）建設工事 佐田建設㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 130 H21.6

* マクドナルド栃木平柳店 大和ハウス工業㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県栃木市 200 H21.6

* アクロスプラザ足利新築 大和ハウス工業㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県足利市 600 H21.7

* 上野楽器宇都宮 大和ハウス工業㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 130 H21.9

* ジャガー宇都宮 大和ハウス工業㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 350 H22.11

*
鉄道情報システム㈱小山事業所新築
工事

㈱村上ハンドリング 栃木県小山市 1,600 H22.12

* ダイワ薬局㈱宇都宮営業所新築工事 大和ハウス工業㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 70 Ｈ22.5

*
カトレアガーデンおせんべい本舗新築
工事

大和ハウス工業㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 75 Ｈ22.5

*
渡邉様有料老人ホーム「サニーライフ」
新築工事

大和ハウス工業㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 400 Ｈ22.6

* サニーライフ結城新築工事 大和ハウス工業㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県結城市 1,000 Ｈ22.7

*
マクドナルド宇都宮テクノポリスセン
ター店新築工事

大和ハウス工業㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 130 Ｈ22.7

*
タキノ加工材㈱真岡第二工場新築工
事

大和ハウス工業㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県真岡市 300 Ｈ22.8

*
阿久津様邸貸店舗新築工事（ドクター
アイ宇都宮テクノポリス）

松栄建設㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 80 H23.10

* ヤクルト烏山センター新築工事 大和ハウス工業㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県那須烏山 95 H23.10

*
鶴田ケアステーション雲雀ヶ丘新築工
事

大和ハウス工業㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 517 H23.11

宇都宮プラザ自走式立体駐車場建設
工事

清水建設㈱ 雄建工業㈱ 栃木県宇都宮市 1,500 H23.11

* 明照幼稚園 東武建設㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 285 H23.8

* ナリタファーム㈱栃木工場増設工事 東武建設㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県真岡市 5,000 H23.9

* 那須リサイクルプラント新築工事 片山鉄建㈱ 片山鉄建㈱ 栃木県那須塩原市 2,000 H23.9

* SMBCフレンズ証券栃木支店新築工事 松栄建設㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県栃木市 368 H24.1

* auショップ足利北店 松栄建設㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県足利市 68 H24.1

* ヤクルト鹿沼樅山センター 松栄建設㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県鹿沼市 1,080 H24.1

* 大和鋼管工業㈱本社事務所増築工事 ㈱村上ハンドリング 栃木県さくら市 260 H24.10

* 丸信化工㈱事務棟・工場棟 ㈱村上ハンドリング 栃木県小山市 950 H24.10

* コニシ㈱栃木物流ｾﾝﾀｰ ㈱村上ハンドリング 栃木県下野市 167 H24.11

* ㈱タカムラ産業工場新築工事 鈴木工業 (有)中屋金四郎商店 栃木県大田原市 781 H24.11

* 健康野菜カットセンター新築工事 佐田建設 ㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 3,000 H24.12

ジョイフル本田千代田店カー用品販売
店新築工事

大近建設㈱ 大近建設㈱ 栃木県邑楽郡 1,100 Ｈ24.2

* オータニ矢板店新築工事 増渕組 ㈱村上ハンドリング 栃木県矢板市 1,077 H24.4

* JAなすの　ねぎ選果施設建設工事
新川崎支店新築工事（郵
政川崎）

㈱銭高組東京本社 ㈱宮崎工業 743 H24.6

*
コマツ小山グリーンタウン独身寮新築
工事

鹿島建設㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県小山市 800 H24.9

* コナカ高根沢新築工事 大和ハウス工業㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県塩谷郡 260 H24.9

* ナリタファーム真岡工場新築工事 東武建設㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県真岡市 2,500 H24.9

* ニトリ小山店新築工事 乃木鈴建設㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県小山市 1,000 H24.9

* カワチ薬品宇都宮鶴田店 ㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 410 Ｈ25.1
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* Dプロジェクト佐野新築工事 大和ハウス工業㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県佐野市 4,000 H25.11

* ミツトヨ宇都宮事業所 清水建設㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 1,374 H25.11

コニシ栃木新第4製造所新築工事 佐藤工業㈱東京支店 昭立産業㈱ 栃木県下野市 950 H25.11

*
陽のあたる場所ショートステイデイサー
ビスセンター

石島建設㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県足利市 696 H25.11

* ㈱カワチ薬品本部増築工事 清水建設㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県小山市 2,500 Ｈ25.12

* 長府芳賀倉庫第3.4倉庫新築工事 ㈱堀江ソーケン ㈱村上ハンドリング
栃木県芳賀郡芳賀
町

2,278 Ｈ25.12

* 本田芳賀工場新築工事 清水建設㈱ ㈱村上ハンドリング
栃木県芳賀郡芳賀
町

2,500 Ｈ25.3

*
金子メディックス　槻沢第二工場　増築
工事

ＵＳＩ工務店→旭建設→
鈴木建設

(有)中屋金四郎商店 栃木県那須塩原市 327 Ｈ25.3

* ツルハドラック宇都宮用陽東店
大和ハウス工業㈱→鹿
島道路㈱

㈱村上ハンドリング
栃木県宇都宮市陽
東

336 Ｈ25.3

オータニ小山店新築工事 増渕組 ㈱村上ハンドリング 栃木県小山市 1,700 H25.4

* ホテルエピナール那須レストラン増築 ㈱巧建舎 (有)中屋金四郎商店
栃木県那須郡那須
町

190 H25.4

* 大曽シティーカルナ新築工事
佐田建設㈱→㈱松倉技
研

㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 7,900 Ｈ25.5

*
コマツ小山グリーンタウン独身寮新築
工事

鹿島建設㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県小山市 890 Ｈ25.6

* ＧＵ宇都宮平松本町店新築工事 大和ハウス工業㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 268 Ｈ25.7

* ツルハﾄﾞﾗｯｸﾞ宇都宮元今泉店 大和ハウス工業㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 257 Ｈ25.7

*
フォルクスワーゲンサザン宇都宮新築
工事

東武建設㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 598 Ｈ25.8

* 自治医科大学体育施設等建設工事 清水建設㈱栃木営業所 ㈱村上ハンドリング 栃木県下野市 8,000 Ｈ25.9

*
ペットワールドアミーゴ宇都宮梁瀬店新
築工事

大和ハウス工業㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 276 Ｈ25.9

* 小出チップ工場新築工事 那須土木・鈴木建設 ㈱村上ハンドリング 栃木県太田原市 1,450 Ｈ26.10

つばめ真岡新築工事 岡部 栃木エコ建設㈱ 栃木県真岡市 4,400 Ｈ26.10

* オリジン電気 大成建設・松材木工 ㈱村上ハンドリング 栃木県小山市 2,500 Ｈ26.11

ＪＡ総合会館 清水建設㈱ 栃木エコ建設㈱ 栃木県宇都宮市 2,200 Ｈ26.11

北宇都宮航空機整備場 鴻池組 栃木エコ建設㈱ 栃木県宇都宮市 1,000 Ｈ26.11

あわしま堂関東工場 大成建設㈱ 栃木エコ建設㈱ 栃木県佐野市 1,500 Ｈ26.12

* 杏林薬品 鹿島建設㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県下都賀群 2,150 Ｈ26.2

*
コマツ小山工場新関東補給センター新
築工事

鹿島建設㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県小山市 454 H26.3

* 白鴎大学体育館 清水建設㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県小山市 1,000 Ｈ26.5

* ＪＳＰ鹿沼工場 西松建設㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県鹿沼市 3,000 Ｈ26.5

* 那須信用組合黒田支店 福田組㈱ ㈲中屋金四郎商店 栃木県那須郡 268 Ｈ26.5

* ウェルシア 大和ハウス工業㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県那須郡 350 Ｈ26.8

花王 清水建設㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県芳賀郡 2,540 H26.9

* 中央アートスクール ㈱村上ハンドリング 栃木県小山市 1,122 Ｈ26.9

* ＡＯＫＩ(アオキ）
大和ハウス工業㈱宇都
宮営業所

㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 330 Ｈ26.9

* 河内奨学財団 清水建設㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 330 Ｈ26.9

* 小松小山工場 山辺建設 ㈱村上ハンドリング 栃木県小山市 670 H27.10

本田技研研究所
四輪R&Dセンター10号棟建替計画

清水建設㈱ 栃木エコ建設㈱ 栃木県芳賀郡 550 H27.10
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* 浜屋組マクシス栃木 浜田建設 ㈱村上ハンドリング 栃木県佐野市 88 H27.10

* 小松電業所 堀口建設 ㈱村上ハンドリング 栃木県小山市 170 H27.10

* 神戸製鋼バス倉庫新築工事 堀口建設 ㈱村上ハンドリング 栃木県真岡市 193 H27.10

*
㈱JSP鹿沼第6工場ミラフォーム新築工
事

鹿沼道路 ㈱村上ハンドリング 栃木県鹿沼市 52 H27.10

㈱ヤハタ関東支社建設計画 日本建設㈱ 日本建設㈱ 栃木県小山市 1,600 H27.11

* 宇都宮市明保町店舗新築工事 ㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 324 H27.11

* 石橋総合病院移転新築工事 石川建設㈱ 石川建設㈱ 栃木県下野市 28 H27.12

* いこいの郷 清水建設㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 478 Ｈ27.2

*
久留生商事二区事務所・倉庫新築工
事

鈴木建設 ㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 478 Ｈ27.2

* 東和薬品 ㈱村上ハンドリング 栃木県小山市 206 H27.3

* とちぎメディカルセンター ㈱村上ハンドリング 栃木県栃木市 60 H27.4

* 協同病院 ㈱村上ハンドリング 栃木県小山市 300 H27.4

* ゆいの杜 大和ハウス工業㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 375 H27.5

* 西那須エッグホーム ㈱猪瀬 ㈱村上ハンドリング 栃木県西那須野 1,197 H27.5

* 西那須エッグホーム3～6工区 ㈱猪瀬 ㈱村上ハンドリング 栃木県西那須野 2,600 H27.6

* 善友金属 大和ハウス工業㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県小山市 480 H27.6

* カワチ薬品城内店 浜谷組 ㈱村上ハンドリング 栃木県栃木市 9,630 H27.7

* 忍屋大田原店 大和ハウス工業㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県大田原町 129 H27.7

ファナック壬生工場計画<電子工場棟> 大成建設㈱ 大成建設㈱ 栃木県都賀郡 14,000 H27.8

ファナック壬生工場計画<出荷センター
棟>

大成建設㈱ 大成建設㈱ 栃木県都賀郡 3,000 H27.8

* ㈱TKC　SECビル新築工事 ㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 130 H27.8

ファナック壬生工場計画<第二形成工
場>

東急建設㈱ 栃木エコ建設㈱ 栃木県都賀郡 6,500 H27.8

* 仙波包装 ㈱村上ハンドリング 栃木県真岡市 100 H27.8

* 三州食品 清水建設㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県佐野市 1,048 H27.9

* 吉成コーポレーション低温棟倉庫 川田工業㈱ 中屋金四郎商店 栃木県大田原町 500 H28.1

* 西那須エッグファーム⑨ ㈱猪瀬 ㈱村上ハンドリング 栃木県西那須野 610 H28.10

*
おのでら接骨院おのでら接骨医院
新築工事

堀口建設 ㈱村上ハンドリング 栃木県真岡市 102 H28.11

*
ギガフォトン㈱DUV開発センタ新築工
事

㈱村上ハンドリング 栃木県 1,305 H28.11

ファナック壬生工場計画
レーザー工場新築工事

大成建設㈱ 大成建設㈱ 栃木県都賀郡 2,565 H28.12

* 西那須エッグファーム⑥ ㈱猪瀬 ㈱村上ハンドリング 栃木県西那須野 610 H28.2

* 西那須エッグファーム⑦ ㈱猪瀬 ㈱村上ハンドリング 栃木県西那須野 610 H28.3

* 那須高原ハム事務所棟 ㈱村上ハンドリング 栃木県那須郡 236 H28.4

* 実取商事さくら市倉庫新築工事 鈴木建設 中屋金四郎商店 栃木県さくら市 120 H28.4

* 西那須エッグファーム⑧ ㈱猪瀬 ㈱村上ハンドリング 栃木県西那須野 610 H28.5

* ニチハ栃木物流センター 鹿島道路 ㈱村上ハンドリング 栃木県 628 H28.6

* 神戸製鋼スクラップボーラー建屋 ㈱村上ハンドリング 栃木県真岡市 72 H28.6
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エコウェルメッシュ施工実績表　栃木県

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

* トチギテック本社工場 ㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 772 H28.7

* 那須事業所第二工場増築工事 ㈱村上ハンドリング 栃木県那須塩原市 489 H28.7

* 本田技術研究所10号2期工事 清水建設㈱ 栃木エコ建設㈱ 栃木県芳賀町 1,600 H28.8

* ダイナム栃木小山店 ㈱村上ハンドリング 栃木県小山市 918 H28.8

アサヒロジ㈱栃木支店事務所新築工事 ㈱徳川組 ㈱徳川組 栃木県下野市 330 H28.8

真岡発電プロジェクト1期(神戸製鋼) 清水建設㈱ 栃木エコ建設㈱ 栃木県真岡市 15,000 H28.9

花王栃木工場第5仕上工場新築工事 清水建設㈱ 栃木エコ建設㈱ 栃木県芳賀郡 4,000 H28.9

* 西那須エッグファーム⑩ ㈱猪瀬 ㈱村上ハンドリング 栃木県西那須野 610 H29.1

* エバラ食品工業㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県 737 H29.1

* 16棟クリーンルーム ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 676 H29.10

* 学園の森ナーサリー ㈱村上ハンドリング 栃木県 312 H29.10

* ＪＡなす南共同乾燥調合施設新築工事 浜谷組 ㈱村上ハンドリング 栃木県 836 H29.11

* 大内新興化学工場 ㈱藤田建設工業 ㈲中屋金四郎商店 栃木県那須塩原 79 H29.11

*
積水テクノ成型㈱
関東新拠点増改修工事

剋真建設㈱ ㈱森鋼 栃木県宇都宮市 1,230 H29.11

* 西那須エッグファーム飼料倉庫 ㈱村上ハンドリング 栃木県西那須野 703 H29.12

* 中山金属加工㈱増築工事 ㈱興建 ㈱興建 栃木県さくら市 1,299 H29.12

* 西那須エッグファーム⑪ ㈱猪瀬 ㈱村上ハンドリング 栃木県西那須野 610 H29.2

公 * 紫塚小学校教室棟大規模改造工事 那須土木㈱ ㈲中屋金四郎商店 栃木県大田原市 53 H29.3

* 小島自動車新整備工場 石島建設㈱ ㈱村上ハンドリング 栃木県 178 H29.4

* 真岡発電プロジェクト計画 ㈱村上ハンドリング 栃木県真岡市 4,500 H29.5

* 西那須エッグファーム⑫ ㈱猪瀬 ㈱村上ハンドリング 栃木県西那須野 610 H29.6

TRIAL大田原店新築工事 徳栄建設㈱ 昭立産業㈱ 栃木県大田原市 1,300 H29.6

公 栃木スタジアム新築工事 鹿島建設㈱ 栃木エコ建設㈱ 栃木県宇都宮市 14,000 H29.8

NZW-PROJECT ㈱レモンビールプラス 金田建設㈱ 栃木県宇都宮市 361 H29.8

* 前田道路㈱寄宿舎棟・操作室棟 ㈱村上ハンドリング 栃木県 315 H29.8

* 新筑波合材 ㈱村上ハンドリング 栃木県 133 H29.8

* 西那須エッグファーム⑬ ㈱猪瀬 ㈱村上ハンドリング 栃木県西那須野 610 H29.9

* 西那須エッグファーム⑭ ㈱猪瀬 ㈱村上ハンドリング 栃木県西那須野 610 H30.1

* 西那須エッグファーム⑯ ㈱猪瀬 ㈱村上ハンドリング 栃木県西那須野 610 H30.11

旭洋工業製作所 ㈱徳川組 ㈱徳川組 栃木県下都賀郡 1,510 H30.11

エコパーク開発計画 鹿島建設㈱関東支店 栃木エコ建設㈱ 栃木県宇都宮市 2,500 H30.11

栃木県畜産公社 新食肉センター ㈱安藤・間 ㈱安藤・間 栃木県芳賀 8,678 H30.12

* 蔵の街とりせん ㈱村上ハンドリング 栃木県 1,549 H30.3

* アキレス㈱足利第一工場 ㈱村上ハンドリング 栃木県 154 H30.3

* ビックマーチ西川田店新築工事 ㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 1,529 H30.3

* 宇都宮清掃センター 大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 栃木県宇都宮市 51 H30.3
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* 不二ラテックス㈱ 竹澤建設 ㈱村上ハンドリング 栃木県栃木市 1,751 H30.4

* ㈱タカムラ鶏園・飼料搬入室 ㈱村上ハンドリング 栃木県西那須野 513 H30.4

* エステー栃木工場新築工事 藤木工務店 ㈱村上ハンドリング 栃木県 191 H30.4

*
小松電業所大物組立工場東側下屋
増築工事

㈱村上ハンドリング 栃木県 116 H30.5

* 西那須エッグファーム⑮ ㈱猪瀬 ㈱村上ハンドリング 栃木県西那須野 610 H30.5

* 金子メディックス槻沢第二工場 USUI工務店㈱ ㈲中屋金四郎商店 栃木県那須塩原市 752 H30.5

* カゴメ那須工場 渡辺建設㈱ 栃木エコ建設㈱ 栃木県那須塩原市 3,500 H30.5

* コマツ小山工場第6実験棟新築工事 鹿島・本間JV 栃木エコ建設㈱ 栃木県小山市 3,500 H30.7

*
富岡町特定廃棄物等破砕選別
及び封入等業務

㈱村上ハンドリング 栃木県佐野市 275 H30.7

* HGP-Tｓ整備・テスト棟建築工事 川田工業 ㈱村上ハンドリング 栃木県 903 H30.9

* カワチ薬品関谷新築工事 ㈱浜屋組 ㈱村上ハンドリング 栃木県那須塩原市 350 H31.1

栃木日産工場（栃木第二塗装2020工
場）

長谷川建設㈱ 長谷川建設㈱ 栃木県河内郡 2,500 H31.4

ネッツトヨタ栃木㈱宇都宮 栃木エコ㈱ 渡辺建設㈱ 栃木県宇都宮市 1,100 R1.12

小山庁舎（松葉） ㈱松葉工務店 戸田建設㈱ 栃木県小山市 1,500 R1.12

小山庁舎（長谷川） 長谷川建設㈱ 長谷川建設㈱ 栃木県小山市 1,500 R1.12

獨協医科大学壬生敷地内アメニティ棟 ㈱福田組 ㈱福田組 栃木県下都賀郡 55 R1.12

JSP鹿沼第2工場 西松建設㈱ 栃木エコ建設㈱ 栃木県鹿沼市 2,400 R1.5

スバル実験センター環境無響CDM試
験室建設工事

大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 栃木県佐野市 1,136 R2.2

* ネッツトヨタ宇都宮競輪場通り店 ㈱村上ハンドリング 栃木県宇都宮市 43 Ｒ2.3

* イーシフト工場 ㈱村上ハンドリング 栃木県結城市 1,079 R2.4

*
㈱本田技術研究所ｵｰﾄﾓｰﾋﾞﾙｾﾝﾀｰ
69-3号棟

長谷川建設㈱ 長谷川建設㈱ 栃木県芳賀郡 200 R2.4

* JP日光ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸ新築工事 渡辺建設㈱建設㈱ ㈱堀江工務店 栃木県日光市 5,500 R2.5

* カナエ栃木工場 西松建設㈱ 栃木エコ建設㈱ 栃木県真岡市 1,380 R2.8
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