
エコウェルメッシュ施工実績表（富山県）

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

* ｱｲｼﾝ親和㈱中子ﾔｰﾄﾞ及型ｽﾄｱ 清水建設㈱ 吉原建設㈱ 富山県新川郡 400 H12.4

永森様貸事務所 大和ハウス工業㈱ 奥工業㈱ 富山県富山市 100 H12.7

きときと寿し富山太郎丸店 ミツワ建設㈱ ㈲松本建設 富山県富山市 420 H14.9

ｻﾝﾘｯﾂ富山工場第4工場 安藤建設㈱ 安藤建設㈱ 富山県中新川郡 4,500 H14.12

* 城端町保育園 安達建設㈱ ㈱青山 富山県東砺波郡 1,550 H15.7

* JA南砺東部支店 ㈱青山 富山県東砺波郡 400 H15.10

* 日本ゼオンTFM-5 五洋建設㈱ ㈱青山 富山県高岡市 1,700 H16.7

* 桂湖ﾎﾞｰﾄ ㈱青山 富山県南砺市 340 H17.11

日定富山 ㈱青山 富山県 100 H18.4

* G-BOSS ㈱青山 富山県射水市 1,500 H18.5

* 富山環境整備ﾘﾊﾞｰｽﾞ工場ﾊﾟﾚｯﾄ保管庫 ㈱青山 富山県富山市 200 H18.6

* ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ富山 ㈱青山 富山県高岡市 650 H18.6

* 日立国際電気富山工場 ㈱大林組 ㈱青山 富山県八尾町 2,100 H18.7

* 蔵川商店 ㈱青山 富山県八尾町 130 H18.7

* サポートシステム ㈱青山 富山県討水市 1,100 H18.8

* 三晶技研上市工場 ㈱青山
富山県新川郡上市
町

800 H18.10

* 日本ゼオン ㈱青山 富山県氷見市 4,200 H18.11

* ﾆﾄﾘ高岡店 木原建設㈱ ㈱青山 富山県高岡市 1,200 H18.11

* ヤマト運輸 ㈱青山 富山県射水市 350 H18.12

* 不二越歯切り工具工場 飛島建設㈱ ㈱青山 富山県富山市 1,600 H19.3

* ファインネクス ㈱青山 富山県富山市 1,400 H19.3

* 碓井製作所増築 ㈱青山
富山県新川郡上市
町

500 H19.3

* 芝園中学校 ㈱青山 富山県富山市 30 H19.4

* ＪＡとなみ野 ㈱青山 富山県砺波市 800 H19.4

* ドンキホーテ富山店 ㈱青山 富山県富山市 700 H19.4

* ㈱青山砺波センター ㈱青山 富山県砺波市 470 Ｈ19.5

* ケーファクトリー第２工場 ㈱青山 富山県射水市 300 Ｈ19.5

* 富山トラック ㈱青山 富山県富山市 1,600 H19.6

* キョクシン印刷㈱社屋 ㈱青山 富山県富山市 350 H19.6

* リードケミカル ㈱青山 富山県中新川郡 3,900 H19.7

* リッチェル上市 ㈱青山 富山県中新川郡 450 H19.7

* ｶｳｲ幼稚園改築工事 ㈱青山 富山県富山市 560 H19.8

* 富山福祉短大 ㈱青山 富山県射水市 650 H19.10

* ｶﾝﾉ ㈱青山 富山県福祉 200 H19.10

ＹＫＫ健康管理センター建設工事 第一建設㈱ 第一建設㈱ 富山県黒部市吉田 2,600 H19.11
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ＹＫＫ健康管理センター建設工事2 第一建設㈱ 第一建設㈱ 富山県黒部市 600.00 H19.11

* ﾔﾖｲ化学 ㈱青山 富山県射水市 850 H19.11

* 真和商事ﾏﾝｼｮﾝ ㈱青山 富山県富山市 500 H19.12

* くすりのｱｵｷ立山店 ㈱青山 富山県中新川郡 500 H20.1

* ﾌｪﾘｰﾁｪ ㈱青山 富山県 100 H20.1

* 新鮮市場　立山店 飛島建設㈱ ㈱青山 富山県中新川郡 1,200 H20.2

ＹＫＫ株黒部事務所　古御堂の森擁壁 第一建設㈱ 第一建設㈱ 富山県黒部市 200 H20.4

* ﾊﾞﾛｰ北陸物流ｾﾝﾀｰ ㈱青山 富山県南砺市 1,500 H20.7

* 三昌ＭＥＣ排水処理施設 竹華工業 庄南ラス工業 富山県中新川郡 150 H21.3

* トヨタカローラ富山㈱ＧＳ本郷店 庄南ラス工業 富山県 100 H21.9

* 日本通運㈱富山港 庄南ラス工業 富山県富山市 300 H21.10

* 昭北ラミネート 庄南ラス工業 富山県富山市 800 H21.10

* ㈱青山　砺波センター ㈱青山 富山県砺波市 900 H21.10

㈱SS製粉黒部工場 宮崎建設㈱ 庄南ラス工業 富山県黒部市 500 H21.12

有料老人ﾎｰﾑ・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ北の杜 大和ハウス工業㈱ 庄南ラス工業 富山県富山市 300 H21.12

*
石友ホーム住まい体験スタジオ建設工
事

庄南ラス工業 富山県高岡市 570 Ｈ22.8

朝日町立朝日中学校改築工事 近藤建設・若林建工JV 庄南ラス工業 富山県下新川郡 2,500 H22.11

* 生協物流センター 庄南ラス工業 富山県富山市 400 H22.12

* 双星会クリニック 庄南ラス工業 富山県富山市 150 H23.1

* 北陸労働金庫新高岡 庄南ラス工業 富山県高岡市 1,200 H23.1

* 石友ホーム 庄南ラス工業 富山県高岡市 300 H23.3

* 明祥 庄南ラス工業 富山県高岡市 600 H23.4

* カモメ荘 庄南ラス工業 富山県滑川市 1,000 H23.4

* 西川産業 庄南ラス工業 富山県南砺市 160 H23.7

* 日本通運倉庫（富山） 庄南ラス工業 富山県高岡市 1,000 H23.7

* 小松キャステックス 庄南ラス工業 富山県氷見市 300 H23.9

* アミング 庄南ラス工業 富山県高岡市 250 H23.1

* 介護センターちゅらさん 庄南ラス工業 富山県富山市 300 H23.12

* 日本リサイクル 庄南ラス工業 富山県高岡市 300 H24.1

*
日本車両リサイクル㈱本社工場建設工
事

庄南ラス工業 富山県高岡市 3,000 H24.3

* 竹内プレス 庄南ラス工業 富山県常川市 2,000 H24.6

* トナミ運輸㈱富山支店新築工事 川田工業㈱ 庄南ラス工業 富山県富山市 5,000 H24.7

* 富山環境整備 庄南ラス工業 富山県富山市 3,500 H24.7

* 黒部温泉病院新病棟建設工事 清水建設㈱ 富山県富山市 3,500 H24.7

* 新日軽 ㈱青山 富山県小矢部市 3,000 H24.8
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* 前田薬品 庄南ラス工業 富山県富山市 2,000 H24.9

* 八幡小学校体育館 庄南ラス工業 富山県富山市 1,200 H24.11

* 北日商会 庄南ラス工業 富山県富山市 600 H24.12

* クスリのアオキ 庄南ラス工業 富山県高岡市 500 Ｈ25.2

* クスリのアオキ福岡店 庄南ラス工業 富山県高岡市 350 H25.4

* 前田薬品 庄南ラス工業 富山県立山町 7,000 H25.4

* 西武球場 庄南ラス工業 富山県高岡市 4,000 H25.6

* サンエツ金属 庄南ラス工業 富山県砺波市 8,000 H25.6

* Vドラック 庄南ラス工業 富山県高岡市 330 H25.9

* くすりのアオキ 庄南ラス工業 富山県富山市 230 H25.9

* 寺崎運輸 庄南ラス工業 富山県富山市 300 H25.9

* 大和薬品 石黒建設㈱ ㈱宮野鉄筋 富山県富山市 550 H25.10

* ㈱池田模範堂 清水建設㈱ ㈱青山 富山県中新川郡 12 Ｈ25.11

* 希望の郷 栗山組 庄南ラス工業 富山県富山市 770 Ｈ25.11

* 紳士服のアオキ 大和ハウス工業㈱ 庄南ラス工業 富山県高岡市 500 Ｈ25.2

* 日立物流 ㈱青山 富山県中新川郡 22 Ｈ25.2

* 酒井容器 松井建設㈱ 庄南ラス工業 富山県 765 H26.3

* ニホンゼオン（庄南分） 清水建設㈱ 庄南ラス工業 富山県氷見市 985 H26.4

* ウェルシアフジイ京田 庄南ラス工業 富山県高岡市 406 H26.4

* BPOタウン新築工事 ㈱大林組 庄南ラス工業 富山県射水市 6,000 Ｈ26.6

* 木村産業 寺崎工業㈱ 庄南ラス工業 富山県富山市 1,000 Ｈ26.6

* 舟見寿楽苑 庄南ラス工業 富山県 1,000 Ｈ26.7

* サンエツ金属（工場棟・事務所棟） 庄南ラス工業 富山県 5,000 Ｈ26.7

* イオンモール砺波新築工事 ㈱塩浜工業 庄南ラス工業 富山県砺波市 4,500 Ｈ26.8

* 砂田マンション 庄南ラス工業 富山県 350 H26.9

* Ｄ-parking 庄南ラス工業 富山県 700 H26.9

* 日東メディック 庄南ラス工業 富山県富山市 1,000 H26.10

* イオンモール砺波新築工事　寝巻き ㈱塩浜工業 庄南ラス工業 富山県砺波市 420 Ｈ26.11

*
イオンモール砺波新築工事　スロープ
棟

㈱塩浜工業 庄南ラス工業 富山県砺波市 1,000 Ｈ26.11

* 石友ホームプレカット工場 庄南ラス工業 富山県射水市 650 Ｈ26.11

* 富山県民会館渡り廊下 庄南ラス工業 富山県富山市 264 H26.12

* 田谷会 ㈱トーケン 庄南ラス工業 石川県小松市 1,100 H26.12

* サンコー木津店 庄南ラス工業 富山県高岡市 640 H27.1

* グランドピース新築工事 ㈱イトー (有)てんじん 富山県下新川郡 730 H27.3

* BPOタウン新築工事② ㈱大林組 庄南ラス工業 富山県射水市 1,500 H27.5
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* アイディック 石黒建設㈱ 庄南ラス工業 富山県中新川郡 1,500 Ｈ27.6

* キングオブノースランド立体駐車場 庄南ラス工業 富山県魚津市 2,000 Ｈ27.9

* ウッドリンク 庄南ラス工業 富山県 1,400 Ｈ27.10

*
SMK㈱富山事業所FA-プレス棟新築工
事

庄南ラス工業 富山県富山市 1,200 Ｈ27.11

* 近代美術館 庄南ラス工業 富山県富山市 510 Ｈ27.11

* 日野自動車 庄南ラス工業 富山県富山市 500 Ｈ27.11

* 国際電気 庄南ラス工業 富山県富山市 5,000 Ｈ28.3

* アルビス富山 パッケージビルド㈱ 富山県富山市 1,000 Ｈ28.3

* ジョーシン新富山南店 パッケージビルド㈱ 富山県富山市 1,300 Ｈ28.4

* アイシン西工場 庄南ラス工業 富山県射水市 500 Ｈ28.5

* 日野自動車 庄南ラス工業 富山県富山市 600 Ｈ28.6

* 富山駅高架基礎
鹿島・佐藤・大鉄・日本
海建興JV

庄南ラス工業 富山県富山市 2,000 Ｈ28.6

* 今村証券（ラップル） ㈱保田工業 富山県富山市 500 Ｈ28.7

* グンゼスポーツ富山新店 パッケージビルド㈱ 富山県富山市 1,000 Ｈ28.8

* 昭北ラミネート 庄南ラス工業 富山県富山市 1,500 Ｈ28.8

* イズミ 庄南ラス工業 富山県富山市 600 Ｈ28.9

* 救急薬品富山工場新工場棟 清水建設㈱ 庄南ラス工業 富山県射水市 3,000 Ｈ28.9

* ショウワノート㈱ 庄南ラス工業 富山県高岡市 3,000 Ｈ28.10

* 廣貫堂 パッケージビルド㈱ 富山県富山市 250 Ｈ28.10

* 富山立体駐車場（グンゼスポーツ） パッケージビルド㈱ 富山県富山市 1,500 Ｈ28.10

* マルハン富山 庄南ラス工業 富山県 550 Ｈ28.11

* カジメイク 庄南ラス工業 富山県高岡市 930 Ｈ28.12

* 黒谷美術 庄南ラス工業 富山県中新川郡 2,000 Ｈ28.12

* 高岡ケージ 庄南ラス工業 富山県 345 Ｈ28.12

* スギノマシン 清水建設㈱ 庄南ラス工業 富山県滑川市 500 Ｈ29.2

* 千代田機電 庄南ラス工業 富山県 530 H29.3

* 富山幼稚園 庄南ラス工業 富山県富山市 380 Ｈ29.4

* インディオ富山 庄南ラス工業 富山県富山市 245 Ｈ29.5

* 北信運輸 庄南ラス工業 富山県 188 Ｈ29.5

* 三福化成 庄南ラス工業 富山県高岡市 500 H29.6

* 朝日印刷 庄南ラス工業 富山県富山市 1,500 H29.8

* 至宝館 庄南ラス工業 富山県富山市 1,500 H29.9

* 有沢Ｍ 庄南ラス工業 富山県富山市 180 H29.11

* シロウマサイエンス 庄南ラス工業 富山県下新川郡 366 H30.3

* 内山精工 庄南ラス工業 富山県中新川郡 2,000 H30.5
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* 北陸スタッド工業 庄南ラス工業 富山県射水市 212 H30.7

* アルツホーム 庄南ラス工業 富山県射水市 200 H30.7

* ㈱サンエツ本社 庄南ラス工業 富山県富山市 300 H30.7

* ㈱ツヅキ砺波工場 庄南ラス工業 富山県砺波市 1,110 H30.8

* カナヤマ 庄南ラス工業 富山県黒部市 2,150 H30.8

* シンコー 庄南ラス工業 富山県富山市 360 H30.10

ファボーレ増床リニューアル工事 ㈱熊谷組 (有)吉塚工務店 富山県富山市 2,500 H30.12

* ファボーレ増床リニューアル工事 ㈱熊谷組 ㈱熊谷組 富山県富山市 415 H30.12

* セブンイレブン富山石坂 庄南ラス工業 富山県石坂 65 H30.12

* 荒木農園 庄南ラス工業 富山県砺波市 250 H30.12

* ドラッグコスモス小杉店 庄南ラス工業 富山県富山市 700 H30.12

* 中村機械 庄南ラス工業 富山県射水市 2,270 H31.1

* 新日本コンサルタント 庄南ラス工業 富山県富山市 710 H31.2

* 第一交易㈱ 庄南ラス工業 富山県砺波市 323 H31.2

* ㈱不二越　カーハイドロリクス製造部 庄南ラス工業 富山県滑川市 2,700 H31.2

* ㈱不二越　ロボット 清水建設㈱ 庄南ラス工業 富山県富山市 1,500 H31.4

* 定塚さくらこども園 庄南ラス工業 富山県高岡市 500 R1.5

* 協和製作所 庄南ラス工業 富山県高岡市 500 R1.5

* スーパー原信 庄南ラス工業 富山県富山市 1,500 R1.5

* イセ食品㈱ 　 庄南ラス工業 富山県高岡市 600 R1.5

* ウッドリンクパネル工場 　 庄南ラス工業 富山県 142 R1.6

* NSK富山第7工場 　 庄南ラス工業 富山県砺波市 300 R1.7

* 浜田食品 庄南ラス工業 富山県富山市 69 R18

* 西松屋 庄南ラス工業 富山県富山市 1,014 R18

* 大江鉄工 庄南ラス工業 富山県射水市 1,240 R1.8

* エニタイムフィットネス 庄南ラス工業 富山県富山市 306 R1.8

*
プレミアアシスト富山研修センター新築
工事

㈱牧田組 庄南ラス工業 富山県 1,200 R1.9

* 茶木農園 庄南ラス工業 富山県 310 R1.10

* 富山県立富山学園 庄南ラス工業 富山県 750 R1.10

* トレボー 庄南ラス工業 富山県 650 R1.10

* 本堂精工 庄南ラス工業 富山県小谷部市 137 R1.11

東亜合成㈱　高岡創造ﾗﾎﾞ新築工事 鹿島建設㈱　北陸支店 庄南ラス工業 富山県 1,500 R1.12

* 昭北ラミネート工業㈱　第３工場 タカノ建設㈱ 庄南ラス工業 富山県 1,400 R2.1

* 射水市鷲塚テナント 庄南ラス工業 富山県 1,000 R2.1

* わかくさ保育園　移転新築工事
松井建設株式会社北陸
支店

庄南ラス工業 富山県 2,000 R2.3

富山県(5/6)



エコウェルメッシュ施工実績表（富山県）

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

* コスモス入善店 庄南ラス工業 富山県 320 R2.4

* イエローハット 庄南ラス工業 富山県富山市 600 R2.6

* タイヤセンターカルバン 庄南ラス工業 富山県 500 R2.6

* 紳士服のアオキ 庄南ラス工業 富山県 800 R2.8

富山県(6/6)


