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ｴｺｳｪﾙﾒｯｼｭ

規模(㎡)
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* 中国ﾊﾟｰﾙ化成㈱ ㈱大本組 岡部建材㈱ 福島県西白河郡 3,400 H13.10

* 三菱製鋼㈱広田工場 日本鋪道㈱ 岡部建材㈱ 福島県河沼郡 1,200 H14.1

* 東京応化工業㈱ 三菱建設㈱ 岡部東北販売㈱ 福島県郡山市 3,580 H14.4

ケーズデンキ仙台東店 ㈱大林組 仙台ウォール工業㈱ 宮城県仙台市 1,610 H21.1

*
東根市二市一町共立衛生組合リサイク
ルセンター建設工事

㈱タクマ 佐藤建設㈱ 山形県西村山郡 2,600 H21.5

* ボーキ佐藤　山形支店新築工事 ㈱大林組 佐藤建設㈱ 山形県東村山郡 900 H21.4

セントラル宮城新工場 ㈱大林組 ㈱大林組 宮城県黒川郡 3,000 H21.7

* 伝六蔵王の森工場 安藤建設㈱ 佐藤建設㈱ 山形県上山市 800 H21.8

* 芸術工科大学アトリエ増築 羽陽建設㈱ 佐藤建設㈱ 山形県山形市 300 H21.8

* 大和流通団地線　鉄塔 ㈱ユアテック 佐藤製線販売㈱
宮城県黒川郡大和
町

60 H21.10

* 宮城幹線鉄塔 ㈱ユアテック 佐藤製線販売㈱ 宮城県古川市 100 H21.12

* 東北大学多元研工業試験工場
㈱杜都エンジニアリン
グ

㈱杜都エンジニアリン
グ

宮城県仙台市 40 H21.12

* 東北大学多元研工業試験工場
㈱杜都エンジニアリン
グ

㈱杜都エンジニアリン
グ

宮城県仙台市 41 H21.13

* 東和薬品株式会社山形工場建設工事 鹿島建設㈱ 佐藤建設㈱ 山形県上山市 285 H22.4

* 鉄塔基礎福米線No83 ㈱ユアテック 佐藤製線販売㈱ 山形県米沢市 54 H22.7

*
特別養護老人ホーム「第二白水荘」増
築工事

高松木材 佐藤建設㈱ 山形県 500 H22.9

*
特別養護老人ホームみずほの里増築
工事

羽陽建設㈱ 佐藤建設㈱ 山形県 500 H22.9

* 鉄塔基礎柳原線 ㈱ユアテック 佐藤建設㈱ 岩手県北上市 106 H22.9

公
西部地区中学校統合事業横手明峰中
学校建築工事

伊藤建設工業・横手建
設・藤井建設ＪＶ

㈱吉田産業 岩手県北上市 4,300 H22.10

* 鉄塔基礎原町線 笹川電設 佐藤製線販売㈱ 福島県相馬郡 97 H22.10

鉄塔基礎大倉線 ㈱ユアテック 佐藤製線販売㈱ 宮城県仙台市 68 H23.2

* YB愛子作業所 前田建設工業㈱ 佐藤製線販売㈱ 宮城県仙台市 26 H23.11

* ヤマホンベイフーズ ㈱竹田工務店 宮城県牡鹿郡 2,700 H23.12

気仙沼漁業協同組合（復興事業）製
水・貯水施設建設工事

安藤建設㈱東北支店 安藤建設㈱東北支店 宮城県気仙沼市 4,000 H24.4

丸一鋼管㈱北上加工センター末一鋼
販㈱北上営業所

㈱大林組東北支店 ㈱大林組東北支店 岩手県北上市 740 H24.5

公 名取あけぼの保育園創設工事
㈱ナカノフドー建設東
北支店

㈱ナカノフドー建設東
北支店

宮城県名取市 1,790 H24.7

* 西白河線新設工事 ㈱ユアテック 佐藤製線販売㈱ 福島県郡山市 150 H24.8

* 会津喜多方線保安対策工事 ㈱ユアテック 佐藤製線販売㈱ 福島県会津若松市 35 H24.8

* 西白河線4工区㈱ﾋﾒﾉ鉄塔基礎 ㈱ヒメノ 佐藤製線販売㈱ 福島県須賀川市 67 Ｈ24.10

* 西白河②ﾕｱﾃｯｸ鉄塔基礎 ㈱ユアテック 佐藤製線販売㈱ 福島県須賀川市 15 Ｈ24.12

* ㈱渡曾第一ｾﾝﾀｰＢ棟復旧工事 ㈱ﾋﾟｰｴｽ三菱 佐藤製線販売㈱ 宮城県塩釜市 3,000 Ｈ24.11

*
(12月）西白河線４工区㈱ヒメノ鉄塔基
礎

㈱ヒメノ 佐藤製線販売㈱ 福島県須賀川市 161 Ｈ24.12

* ﾄﾖﾀ販売店 ㈱ナカノフドー建設 ㈱森鋼 宮城県仙台市 800 Ｈ25.1

* 西白河①ﾕｱﾃｯｸ鉄塔基礎Ｎｏ11.16 ㈱ユアテック 佐藤製線販売㈱ 福島県郡山市 165 Ｈ25.2

* 西白河⑤ﾕｱﾃｯｸ鉄塔基礎Ｎｏ11.16 佐藤建設工業㈱ 佐藤製線販売㈱ 福島県岩瀬郡 86 Ｈ25.1

* 長谷川機械製作所 県南土建㈱ (有)中屋金四郎商店 福島県西白河郡 290 Ｈ25.8

公 *
福島県再生可能エネルギー研究開発
拠点整備事業

大林組東北支店 ㈱森鋼 福島県郡山市 1,800 Ｈ25.3

* 相福幹線保安対策20工事(ﾕｱﾃｯｸ） ㈱ユアテック 佐藤製線販売㈱ 福島県二本松市 60 Ｈ25.4
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公 *
東北大学青葉山1工学研究利電子・応
物系実験研究棟新営その他工事

鴻池組 ㈱森鋼 宮城県仙台市 2,300 Ｈ25.4

公 *
東北大学(星陵）メディカル・メガバンク
等拠点施設新営その他工事

銭高組 ㈱森鋼 宮城県仙台市 372 Ｈ25.4

*
西白河線①工区ﾕｱﾃｯｸＮＯ12・13・14・
15

㈱ユアテック 佐藤製線販売㈱ 福島県郡山市 300 Ｈ25.5

公 *
東北大学（星陵）メディカル・メガバンク
等拠点施設新営その他工事

銭高組 ㈱森鋼 宮城県仙台市 950 Ｈ25.4

* マルカ高橋水産雄勝工場新築工事 東洋建設㈱ ㈱森鋼 宮城県石巻市 1,245 Ｈ25.5

* イオンモール天童新築工事 西松建設 ㈱森鋼 山形県天童市 4,500 Ｈ25.5

* 蔵王幹線ＮＯ113鉄塔基礎 ㈱ユアテック 佐藤製線販売㈱ 宮城県刈田郡 50 Ｈ25.5

* 松島救護格納庫新設工事 東洋建設㈱ ㈱森鋼 宮城県東松島市 3,700 Ｈ25.6

公 *
女川町民陸上競技場跡地地区災害公
営住宅建設工事

㈱竹中工務店 ㈱森鋼 宮城県牡鹿郡 3,000 Ｈ25.6

* 六ヶ所Ｃ線6工区　Ｎｏ99・94 ㈱ユアテック 佐藤製線販売㈱ 青森県上北郡 181 Ｈ25.7

* 六ヶ所Ｃ線3工区　Ｎｏ46・48・49・53 佐藤建設工業㈱ 佐藤製線販売㈱
青森県上北郡六ヶ
所村

130 Ｈ25.7

イオンタウン釜石新築工事 ㈱福田組 ㈱福田組 岩手県釜石市 3,900 Ｈ25.7

いわき大王製紙　抄紙・原質室増築工
事

清水建設㈱東北支店 清水建設㈱東北支店 福島県いわき市 4,000 Ｈ25.8

* Ｄプロジェクト仙台泉Ｉ-Ａ棟新築工事 大和ハウス工業㈱ ㈱森鋼 宮城県仙台市 3,000 Ｈ25.8

* ㈱ﾕｱﾃｯｸ須賀川線ＮＯ13.15 ㈱ユアテック 佐藤製線販売㈱ 福島県須賀川市 47 Ｈ25.10

* 株式会社高徳海産復興整備事業 ㈱銭高組 ㈱森鋼 宮城県石巻市 1,800 Ｈ25.10

*
舞台アグリイノベーション㈱亘理精米
工場新築工事

松井建設㈱ ㈱森鋼 宮城県亘理郡 2,900 Ｈ25.11

* ㈱チノー山形事業所第3期増築工事 ㈱森鋼 山形県天童市 1,600 Ｈ25.12

* 山形コンタクトｾﾝﾀｰ新築工事 ㈱森鋼 山形県山形市 2,000 Ｈ25.12

* コメリ大迫店 庄南ラス工業 岩手県花巻市 240 Ｈ26.1

* マックス太平寺 金田建設㈱ ㈱ＤＡＮ 福島県福島市 3,300 Ｈ26.1

* 上田ダム
前田建設㈱　㈱ミヤマ
工業

岩野物産㈱ 福島見大沼郡 7 Ｈ26.1

*
福島県漁業協同組合連合会冷凍冷蔵
施設建設工事（小名浜倉庫）

㈱銭高組 ㈱森鋼 福島県いわき市 6,000 H26.2

*
浅井ショーワ㈱新技術棟・データ棟そ
の他建設工事

藤田建設工業㈱ ㈲岡工務店 福島県白川市 600 H26.4

コメリ大迫店ホームセンター長井店新
築工事

富樫建設工業㈱ 庄南ラス工業 山形県長井市 1,800 Ｈ26.7

* 廃棄物処理センター ㈱村上ハンドリング 福島県 2,500 Ｈ26.7

ﾆﾁｲｹｱｾﾝﾀｰ東中央新築工事 大和ハウス工業㈱ ㈲安部建業 福島県 1,200 Ｈ26.9

* ダイエイ町北町店駐車場 庄南ラス工業 福島県 1,000 H26.10

公 *
岩手県予防医学協会幼老統合施設新
築工事

㈱平野組 (有)多田工務店 岩手県盛岡市 1,400 H26.10

公 *
気仙沼市水産業共同利用施設復興設
備事業気仙沼鹿折加工共同組合

三井住友建設㈱ (有)多田工務店 宮城県気仙沼市 6,000 H26.10

株式会社釜屋本社工場増築工事 仙建工業・広瀬組JV ㈲安部建業 福島県須賀川市 870 H26.12

* 石巻市売り場 庄南ラス工業 宮城県石巻市 270 H27.2

*
気仙沼市水産業共同利用施設復興設
備事㈱かわむら気仙沼工場新築工事

若築建設㈱ (有)多田工務店 宮城県気仙沼市 3,200 H27.4

*
十文字チキンカンパニーバイオマス発
電所新築工事

㈱タカヤ (有)田村工務所 岩手県九戸郡 360 H27.4

* コメリ新庄店 庄南ラス工業 山形県新庄市 2,500 H27.5

ダイユーエイト田島店新築工事 光建工業㈱ 栃木エコ建設㈱ 福島県南会津郡 800 H27.6

*
日本梱包運輸倉庫㈱北上営業所新築
工事

川田工業㈱ ㈲多田工務店 岩手県北上市 3,700 H27.7

公 *
碧悌朝日国立公園肘折月山線清川橋
橋梁整備工事

㈱太田建設 ㈱太田建設 山形県最上郡 50 H27.7
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イセイ山形工場新築工事 ㈱市村工務店 ㈱トップラススチール 山形県山形市 1,100 H27.8

* 金山町貸工場建設工事 星川建設㈱ ㈱トップラススチール 山形県最上郡 200 H27.8

* ビックつばめ郡山店 光建工業㈱ ㈱村上ハンドリング 福島県郡山市 850 H27.9

公 山形市新野球場建設建築工事 ㈱安藤･間 ㈲國建 山形県山形市 3,300 H27.11

㈱スズキ自販山形本社 山形環境荒正 ㈲國建 山形県山形市 2,550 H27.12

岐阜プラスチック工場㈱福島工場増築
工事

㈱新井組 ㈱福南建設 福島県西白河郡 1,630 H28.2

でん六蔵王の森工場新豆菓子工場
建設工事

㈱安藤･間 佐藤建設㈱ 山形県上山市 4,017 H28.5

* 協和木材㈱新庄工場新築工事 沼田建設㈱ ㈱トップラススチール 山形県新庄市 420 H28.6

* ㈱ジェック山形営業所新築工事 幸栄建設㈱ ㈱トップラススチール 山形県山形市 25 H28.6

公 * 廃炉国際共同センター国際研究棟 ㈱安藤･間 ㈲安斎建工社 福島県双葉郡 750 H28.6

ダイユーエイト郡山横塚店新築工事 金田建設㈱ 金田建設㈱ 福島県郡山市 330 H28.8

* 大原総合病院立体駐車場 ㈱森鋼 福島県福島市 300 H28.8

* ウェルシア東根中央店新築工事 幸栄建設㈱ ㈱トップラススチール 山形県東根市 103 H28.12

* ㈲日清資源 中央処理施設新築工事 ㈲創夢空間 ㈱トップラススチール 山形県山形市 54 H28.12

公 *
大熊町対策地域内
廃棄物処理業務焼却炉

㈱村上ハンドリング 福島県双葉郡 48 H29.1

*
㈱丸勘山形青果市場第四売り場
増築工事

幸栄建設㈱ ㈱トップラススチール 山形県山形市 61 H29.2

公 *
大熊町における廃棄物処理業務
(減容化処理)

㈱村上ハンドリング 福島県双葉郡 434 H29.4

公 須賀川地方新ごみ処理施設作業所
川崎重工・あおき特定
建設工事共同企業体

㈲安部建業 福島県須賀川市 1,500 H29.6

カワチ薬品猪苗代店新築工事
大和ハウス工業㈱
福島支社

大和ハウス工業㈱
福島支社

福島県猪苗代町 620 H29.6

公 *
大熊町における廃棄物処理業務
(灰保管A棟)

㈱村上ハンドリング 福島県双葉郡 638 H29.6

公
広野火力発電所石炭貯蔵設備建築工
事並びに関連除却工事

清水建設㈱ ㈱東邦建材 福島県双葉郡 5,290 H29.7

コートパセフィコ新築工事 ㈱小俣工務店 ㈱吉田産業 福島県 1,250 H29.8

* 新庄市金沢前野新築工事
北斗工業ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
㈱

㈱トップラススチール 山形県新庄市 89 H29.9

公 * 大熊町土壌貯蔵施設等工事 ㈱村上ハンドリング 福島県双葉郡 458 H29.6

* コメリ亘理店新築工事 富樫建設工業㈱ 庄南ラス工業 宮城県亘理郡 2,000 Ｈ29.11

東根市新倉庫新築工事 フジ建設工業㈱ ㈱トップラススチール 山形県東根市 462 Ｈ29.11

シティ㈱様貸店舗新築工事
大和ハウス工業㈱
福島支社

大和ハウス工業㈱
福島支社

福島県いわき市 454 H30.3

公 *
大熊町土壌貯蔵施設等工事
スクリーニング施設

㈱村上ハンドリング 福島県双葉郡 207 H30.4

GU棟新築工事
大和ハウス工業㈱
福島支社

大和ハウス工業㈱
福島支社

福島県いわき市 1,125 H30.5

公 * 女川町浦宿浜作業所0611 前田建設工業JV 岩野物産㈱ 宮城県牡鹿郡 61 H30.6

㈲さかとみ様貸店舗新築工事
大和ハウス工業㈱
福島支社

大和ハウス工業㈱
福島支社

福島県いわき 792 H30.7

*
㈱ユーメリアファクトリーパーク
(山形ファクトリー)様増築工事

㈱新庄・柴田・鈴木組 ㈱トップラススチール 山形県最上郡 200 H30.8

* ダイユーエイト喜多方店 ㈱光建工業 ㈱村上ハンドリング 福島県 1,180 H30.8

*
荒巻ワンダープラザ立体車庫新築工
事

Parkキング建設㈱ 日鉄住金物産㈱ 宮城県仙台市 2,000 H30.9

* 三菱神鋼㈱ ㈱村上ハンドリング 福島県会津若松市 628 H30.9

福島復興PJ/広野IGCC
清水建設㈱/三菱日立
パワーシステムズ㈱

㈱東邦建材 福島県双葉郡 5,622 H30.10

* 中町ビル ㈱村上ハンドリング 福島県 600 H30.10

* ヤマムラ製材工場 沼田建設㈱ ㈱トップラススチール 山形県新庄市 198 H30.11
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エコウェルメッシュ施工実績表　東北地区（青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島県）

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

DPL郡山Ⅰ新築工事 金田建設㈱ 金田建設㈱ 福島県郡山市 9,299 H30.12

レーベン山形十日町 大豊建設㈱ 大豊建設㈱ 山形県山形市 831 H31.1

* AWEP小名浜バイオマス発電設備建 ㈱村上ハンドリング 福島県いわき市 1,847 H31.4

福島復興PJ/広野IGCC【運炭設備】 清水建設㈱ ㈱東邦建材 福島県双葉郡 2,750 R1.6

* BIG　TSUBAME会津若松 庄南ラス工業 福島県会津若松市 1,540 R1.9
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