
工事名 施工会社 設計 鉄筋数量 竣工年 施工場所
札幌競馬場スタンド改築工事      清水建設 松田平田設計 １０００トン 平成２５年 北海道
山田電気帯広２号店     宮坂建設工業 高田建築設計 １５０トン 平成２５年 北海道
オシャンリンク共同施設    宮坂・北野ハウスＪＶ 設計工房アーバンハウス ２２０トン 平成２５年 北海道
帯広市新学校給食調理場    宮坂・市川ＪＶ パシッシュ・谷津ＪＶ ７３０トン 平成２５年 北海道
富良野東小学校校舎屋内運動場    サンエービルド 創明建築設計事務所 ３６０トン 平成２５年 北海道
苫小牧ひまわり    建築工房 アドアーズ ２７０トン 平成２５年 北海道
富良野カワムラメデイカルビル    西松建設 横河建築設計事務所 １８０トン 平成２５年 北海道
スパーアクス見幌店    三共後藤建設 総合プランニングセンター ７５トン 平成２５年 北海道
明治クリームライン     奥村組 岡田設計 ８０トン 平成２５年 北海道
福祉法人刀圭会　ななかまど    宮坂建設工業 神田設計 ２７０トン 平成２５年 北海道
ビイラかいせい    戸田建設 久米設計 ５５０トン 平成２５年 北海道
インテックス高崎市緑町計画      ナカノフドー建設 ナカノフドー建設 ８０トン 平成２５年 群馬県
上州富岡駅駅舎新築工事    佐藤産業 TNA(東京) ６０トン 平成２５年 群馬県

上福岡Mマンション      
長谷工コーポレー
ション

長谷工コーポレーション １６００トン 平成２５年 埼玉県

イオンタウン長野三輪店      北野建設 北野建設 ４００トン 平成２５年 長野県
マルト東松島工場      五洋建設 プラスワン １８０トン 平成２５年 宮城県
気仙沼水産加工冷蔵庫    五洋建設 藤建築設計 ２００トン 平成２５年 宮城県
三陸運輸第５倉庫   安藤建設 フケタ設計 ５４０トン 平成２５年 宮城県
東北王子運送㈱山形物流倉庫     五洋建設 五洋建設 ８００トン 平成２５年 山形県 
松島施設格納庫      東急建設 東北防衛局 ４５０トン 平成２５年 宮城県
バイタルネット新宮城物流センター      安藤・間 安藤・間 １２００トン 平成２５年 宮城県
YKK　AP三本木工場    大林組 山下設計 １７００トン 平成２５年 宮城県
福岡大名プロジェクト     大和ハウス工業 大和ハウス工業 １３００トン 平成２５年 福岡県
コメリパワー大牟田店    ナカノフドウー建設 TOWA一級建築士事務所 ４７０トン 平成２５年 福岡県

内藤病院    竹中工務店
ワークボックス一級建築
士事務所

７１０トン 平成２５年 福岡県

福岡市新病院（基礎免震部）     戸田建設 山下設計 ５００トン 平成２５年 福岡県
ベイシア本庄早稲田モール 冬木工業 伊藤建築設計事務所 ８３０トン 平成２５年 埼玉県
平成24・25年度東中学校校舎建替
工事

タルヤ建設
赤石・石川設計東中学校
校舎実地設計共同企業

５００トン 平成２５年 群馬県

ダイハツ久留米工場     青木あすなろ建設 久米設計 ４００トン 平成２５年 福岡県
大西商事 戸田建設 戸田建設 ２５０トン 平成２５年 福岡県

小倉高校普通科教室・特別教室    九鉄工業
福岡県建築都市営繕設
備課

５００トン 平成２５年 福岡県

岩国飛行場（22）エンジン整備場新
築建築工事

若築建設 中国四国防衛局 ６５０トン 平成２５年 福岡県

札幌低温運輸帯広配送センター     宮坂建設 ニッスイ・エンジニアリング ２３０トン 平成２４年 北海道
コムニの里まくべつ      荻原建設 サン設計 ２５０トン 平成２４年 北海道
栄小学校校舎改築工事    富阪・ネクサスＪＶ 谷津・神田・東光・ＪＶ ５６０トン 平成２４年 北海道
中札内村保育所改築工事    ネクサス 象設計集団 ２００トン 平成２４年 北海道
足寄町国保病院人工透析棟    外田組 久米設計 ３０トン 平成２４年 北海道
十勝海運第１１号倉庫    アカイシ建設 上野建築設計事務所 １６０トン 平成２４年 北海道
芽室養護老人ホームけいせい苑    宮坂・萩原ＪＶ 北海道建築設計管理 ５５０トン 平成２４年 北海道
豊頃町　養護老人ホーム    宮坂建設 サン設計事務所 ３００トン 平成２４年 北海道
ブイラかいせい新築工事    戸田建設 久米設計 ５５０トン 平成２４年 北海道
栄小学校屋内運動場    武田建設 神田・門JV １４０トン 平成２４年 北海道
泉１丁目計画     三井住友建設 三井住友建設 ７００トン 平成２４年 愛知県
特別養護老人ホームのどの荘     タルヤ建設 柴田建築設計 １００トン 平成２４年 群馬県
オサカベ自動車     佐藤産業 企画社 １２０トン 平成２４年 群馬県
北本遊技場  タルヤ建設 ヴィヴィットプランニング １９０トン 平成２４年 群馬県
セキチュー花園店  冬木工業 五箇建築設計事務所 ２７０トン 平成２４年 群馬県
北海道新幹線函館総合車両基地検
査庫

鹿島建設
鉄道建設・運輸整備支援
機構

３６０トン 平成２４年 北海道

雁の巣病院改築・改修工事 戸田建設 福岡構造 ４００トン 平成２４年 福岡県
グッデイ玉名新築工事 松井建設 構造計画 ３８０トン 平成２４年 熊本県
第２博多偕成ビル新築工事 竹中工務店 竹中工務店 ２７０トン 平成２４年 福岡県
宗像温浴施設モア    竹中工務店 白川直行アトリエ ４００トン 平成２４年 福岡県

六本松3丁目マンション ＮＩＰＰＯ 
リーメック一級建築士事
務所

９００トン 平成２４年 福岡県

ルネ博多新築工事 鴻池組 雅禧建築設計事務所 ７４０トン 平成２４年 福岡県
上組十勝倉庫 五洋建設 五洋建設 １９０トン 平成２４年 福岡県
浦幌乳業製造棟   安藤建設 安藤建設 ２９０トン 平成２４年 北海道
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特別養護老人ホーム灘海園    太昭組 巽設計 ６６０トン 平成２４年 山口県
国立病院機構鳥取医療センター 銭高組 東畑建築事務所 ７１０トン 平成２４年 鳥取県
ポーレスタ原尾島ガーデンコート 蜂谷工業 マリモ ７５０トン 平成２４年 岡山県
高梁市国民健康保険成羽病院 戸田建設 大建設計・木村建築設計  ７６０トン 平成２４年 岡山県
バイオマス温水ボイラー設備     高野組 安本設計事務所 ３０トン 平成２４年 鳥取県
広島日野自動車廿日市支店     広重建設 近代設計コンサルタント １６０トン 平成２４年 広島県
飯塚病院     鹿島建設 山下設計 １０００トン 平成２４年 福岡県
総合脊損センター   安藤建設 山下設計 ３０００トン 平成２４年 福岡県
竃門神社参集殿・社務所 鴻池組 稲村強建築設計 ２１０トン 平成２４年 福岡県
マルタイ福岡工場    フジタ キリンエンジニアリング ８００トン 平成２４年 福岡県
ローレルアイ久屋大通      大日本土木 K&A設計工房 ６７０トン 平成２３年 愛知県

特別養護老人ホームまきの木 竹中工務店
一粒社ヴォーリス建築事
務所

 ３００トン 平成２３年 福岡県

みよし庁舎     大日本土木 NTTファシリテイーズ １０００トン 平成２３年 愛知県
浅野２丁目ベイマンション    川口建設 渡辺設計事務所 ８６０トン 平成２３年 福岡県
沖縄徳洲会病院介護施設     佐藤工業 エル建築設計事務所 ４２０トン 平成２３年 沖縄県

健康会嶋田病院  清水建設
走坂建築設計翔栄建築
設計JV

１１００トン 平成２３年 福井県

ランテック新名古屋支店    NIPPO NIPPO一級建築士事務所 ４５０トン 平成２３年 愛知県
札幌徳州会病院     鹿島建設 新都計画 ６０トン 平成２３年 北海道
河野粕屋病院   戸田建設 志賀設計 １０００トン 平成２３年 福岡県
農業開発公社広尾地区第５２区 アカイシ建設 道農測量センター ５０トン 平成２３年 北海道
十勝海運㈱第１１号倉庫   アカイシ建設 上野建築設計事務所 １６０トン 平成２３年 北海道
ケーズデンキ北見店   日本国土開発 シーシークリエイト １８０トン 平成２３年 北海道
藤森工場    建築工房 タマイ建築設計室 ４０トン 平成２３年 北海道
明和運輸倉庫      久保工 久保工 １００トン 平成２１年 東京都
ＪＲ東大井倉庫    名工建設 ＪＲ東日本 ３００トン 平成２２年 東京都
ユウキヤ新築工事     川田工業 川田工業 １５０トン 平成２１年 埼玉県 
木村建材倉庫     川田工業 川田工業 ４００トン 平成２１年 埼玉県
柏崎市新市民会館    平成２３年  植木・阿部・東北JV 環境デザイン研究所 １４００トン 平成２３年 新潟県
PT新築工事  鹿島建設 鹿島建設 １２０トン 平成２３年 新潟県
NB新築工事 鹿島建設 鹿島建設 １６０トン 平成２３年 新潟県
ND工業物流管理棟  鹿島建設 鹿島建設 ２３０トン 平成２３年 新潟県
先塩病院新築工事      鹿島建設 山下設計 １０４０トン 平成２３年 宮城県
東北リコー第工場     清水建設 シアテック １５００トン 平成２１年 宮城県
河合塾福岡校塾生寮      戸田建設 日建設計 ７００トン 平成２３年 福岡県
Ｆステージ糸満    東江建設 フィールド設計 ７００トン 平成２３年 沖縄県
大濠公園南計画  鴻池組 日建ハウジングシステム ５３０トン 平成２３年 福岡県
ＷＩＮＧ金場店      鴻池組 ○工房 ２００トン 平成２２年 三重県
宝酒造楠工場製品倉庫 川田工業 川田工業 １５０トン 平成２２年 三重県
富士レピオ     清水建設 日建設計 ４６０トン 平成２２年 北海道
日本通運㈱十勝２４号倉庫    荻原建設 日本通運㈱建築事務所 ３５０トン 平成２２年 北海道
やよい温泉    丸彦渡辺建設 創造設計舎 ３５０トン 平成２２年 北海道
よつ葉乳業㈱十勝主管工場   戸田建設 石本建築事務所 １２００トン 平成２２年 北海道
十勝大福　中札内工場   佐藤建設 谷津設計 １００トン 平成２２年 北海道
鹿追町農協　穀類乾燥施設  東伸・佐藤ＪＶ 北農設計ｾﾝﾀｰ １９０トン 平成２２年 北海道
ＪＡさらべつ　穀類乾燥施設    荻原建設 北農設計ｾﾝﾀｰ ２７０トン 平成２２年 北海道
ショッピングセンター　スキップＦ   丸彦渡辺建設 創造設計舎 ５５０トン 平成２２年 北海道
ジョイフルエーケー    宮坂建設 エー・ジー総合設計 ３８５トン 平成２２年 北海道
関西病院増築    戸田建設 戸田建設 １３０トン 平成２２年 北海道
留真の里交流施設 岡田設計 岡田設計 １１０トン 平成２２年 北海道
コープさっぽろ　札内店   宮坂建設 街制作室 １８０トン 平成２２年 北海道
宮城県教育・福祉複合施設 鹿島建設 鹿島建設 ２１００トン 平成２２年 宮城県
ホクレン組合飼料十勝工場  西松建設 西松建設 ６５０トン 平成２２年 北海道
ナフコ南岩国店     竹中土木 大建設計 ７５トン 平成２２年 山口県
下松有料老人ホーム     太昭組 長野総合建築設計 ６０トン 平成２２年 山口県
ヤマダ電機柳井店    起産建築 ディーエス設計 １００トン 平成２２年 山口県
山陽メディカルセンター    松尾建設 椋木建築設計 ６００トン 平成２２年 山口県
周防大島町立大島中学校   神田建設 あい設計事務所 １５０トン 平成２２年 山口県
ワイテック中野工場塗装設備棟     鹿島建設 杉田三郎建築設計 １００トン 平成２２年 広島県
ナフコ南福岡店  高藤建設 高藤建設 ５０トン 平成２２年 福岡県
アトレー植田シーズンテラス     大日本土木 新井組 ３８０トン 平成２２年 愛知県
中京大学図書館付属駐車場    三井住友建設 三井住友建設 ７６０トン 平成２２年 愛知県
東和薬品新工業   鹿島建設 鹿島建設 １５００トン 平成２２年 宮城県
プロロジスパーク冨谷 西松建設 西松建設 １０００トン 平成２２年 宮城県
東京エレクトロン東北５号棟   三井住友 三井住友 ３５０トン 平成２２年 宮城県
柳川病院   戸田建設 日本設計 １１００トン 平成２２年 福岡県



平生小学校校舎棟   末延建設 日立建築設計 ４６０トン 平成２２年 山口県 
松江第一精工本社工場 鹿島建設 鹿島建設 ２２０トン 平成２２年 鳥取県
武田薬品工業光工場    大林組 日揮 １８０トン 平成２２年 山口県
平生介護老人ホーム    奥村組 巽設計 ７００トン 平成２２年 山口県

マックスバリュー元住吉新築工事 イチケン
イチケン一級建築設計事
務所

４５トン 平成２２年 神奈川県

UR浜見平団地第1期   森本組 森本組 ８４０トン 平成２２年 神奈川県
ヤマト運輸小牧APF 前田建設 前田建設 ２０トン 平成２２年 愛知県
済生会病院   鹿島建設 梓設計 １８００トン 平成２２年 福岡県
Ｆステージ東浜     東江建設 フィールド設計 ７４０トン 平成２１年 沖縄県
東洋大学セミナーハウス     鹿島建設 飯吉建築設計事務所 ３３０トン 平成２１年 山梨県
北園町Ａ号棟住戸改善建築     阿部建設 新潟県建築設計協同組合 ３０トン 平成２１年 新潟県
森のホール・水辺のホール    鹿島建設 安藤忠雄建築研究所 １１００トン 平成２１年 新潟県
ポレスター新潟アクアガーデン    西松建設 マリモ・Ｒ－Ｉ－Ａ ９５０トン 平成２１年 新潟県
同朋の里第2期工事     佐藤工業 澤田正建築計画研究所 ５０トン 平成２１年 富山県
奥脇マンション    ルーミング ジャンクボックス ２０トン 平成２１年 山梨県
プレシエルト弐番館     菊池建設 住環境変換装置 ２２０トン 平成２１年 東京都
ＪＡＬＵＸ羽田5丁目計画    大成ユーレック 日本空港ビルデイング ４５０トン 平成２１年 東京都
遊・志木上宗岡デイサービス  トーヨーカネツ   神田建築設計 ３０トン 平成２１年 埼玉県
アルファステイツ   西松建設 アトリエ・ユー・ディー ７００トン 平成２１年 山口県
コカコーラウエスト呉支店   松尾建設 新設計コンサルタンツ １５０トン 平成２１年 広島県
周防大島町立病院    戸田建設 松田平田設計  ３００トン 平成２１年 山口県
プロロジスパーク海老名プロジェクト フジタ フジタ ８００トン 平成２１年 神奈川県
厚生労働省国立療養所沖縄愛楽園   東洋建設 国吉設計 ７２０トン 平成２１年 沖縄県
防衛省瑞慶覧（Ｈ１９）中央熱源棟   奥村組 梓設計 １５００トン 平成２１年 沖縄県
六花亭　富良野計画  サンピラー サンピラー ９０トン 平成２１年 北海道
ドーミーイン帯広   福田組 福田組 ９００トン 平成２１年 北海道
養護老人ホーム信楽苑   宮坂建設 山下設計 ５５０トン 平成２１年 北海道
とかち飼料事務所・倉庫    ピーエス三菱 構建設計事務所 １０００トン 平成２１年 北海道
とかち飼料工場棟 ピーエス三菱 太田設計事務所 ５５０トン 平成２１年 北海道
フクハラ１２条店   宮坂建設 創造設計舎 １２０トン 平成２１年 北海道
守山区西新計画 三井住友建設 三井住友建設 ４００トン 平成２１年 愛知県
小糸製作所豊田寮 三井住友建設 三井住友建設 ２６０トン 平成２１年 愛知県
丸紅建材リース稲沢   間組 間組 １５０トン 平成２１年 愛知県 
天白原プロジェクト     大日本土木 新井組１級建築士事務所 １５０トン 平成２１年 愛知県
刈谷市市役所庁舎     鴻池組 日建設計 ２８６０トン 平成２１年 愛知県
堺市北花田口計画   熊谷組 熊谷組 ３４００トン 平成２１年 大阪府
ニチレイロジステック 戸田建設 戸田建設 １６００トン 平成２１年 福岡県 
ベストデンキ新下関店    鹿島建設 鹿島建設 １６０トン 平成２１年 山口県
ロジコム運輸第二広島  三善建設 若狭建築企画 １５０トン 平成２１年 山口県
周防大島町町立病院    戸田建設 松田平田設計 ４００トン 平成２１年 山口県
四国地方整備局香川河川事務所    フジタ 大建設計工務 ３４０トン 平成２１年 香川県
大塚製薬徳島第十研究所 鹿島建設 鹿島建設 ９００トン 平成２１年 徳島県
ホームコンビニ南幌店新築工事 北のハウス 加藤研究室 ５０トン 平成２１年 北海道
ホームコンビニ常呂店新築工事 北のハウス 加藤研究室 ５０トン 平成２１年 北海道
アルファステイツ慶万     西松建設 アトリエ・ユー・デイー ８００トン 平成２１年 山口県
ロジコム運輸第２広島     三膳 若狭建築企画 １５０トン 平成２１年 広島県
山田電機テックランド姫路西店 三和建設 ヂィーエス設計 １７５トン 平成２１年 兵庫県
イズミゆめタウン    鹿島建設 鹿島建設 １６００トン 平成２１年 山口県
柏崎市坂田住宅新築      阿部建設 都市再生機構東日本支社 ２００トン 平成２０年 新潟県
柏崎市駅前住宅第２工区   東北工業 都市再生機構東日本支社 ４２０トン 平成２０年 新潟県
特養松寿苑     井森工業 MU設計コンサルタント ４５０トン 平成２０年 山口県
大竹統合計器室工事   三井住友建設 三井住友建設 ７５トン 平成２０年 広島県 
西京銀行　柳井支店     井森工業 松重設計 ８０トン 平成２０年 山口県
山口県立岩国支援学校   村中工務店 ますもと設計事務所 ５０トン 平成２０年 山口県
東田布施小学校舎   洋林建設 巽設計コンサルタント ２００トン 平成２０年 山口県
新興プラステック独身寮     フジタ フジタ一級建築士事務所 １００トン 平成２０年 神奈川県

代々木PJ     大成ユーレック
大成ユーレック一級建築
士事務所

１２０トン 平成２０年 東京都

東中野5丁目共同住宅  清水組 三輪設計事務所 ６００トン 平成２０年 東京都

武井マンション     生和建設
生和建設一級建築士事
務所

１２０トン 平成２０年 神奈川県

リブコート平磯     村本建設 婆佐羅建築工房 １０００トン 平成２０年 兵庫県
加古川駅前南西地区   村本建設 都市・計画・設計研究所 ２１００トン 平成２０年 兵庫県
堺市安井町プロジェクト     村本建設 小西設計 １５００トン 平成２０年 大阪府
㈱上組仙台物流センター    五洋建設 五洋建設建築設計部 ５００トン 平成２０年 宮城県



長町ショッピングセンター   大林組 
大林組東北支店一級建
築士事務所

１０００トン 平成２０年 宮城県

坂出発電所1号機リプレース工事    大成建設㈱
三菱・四Ｅ・坂出１号機ﾘﾌﾟ
ﾚｰｽ工事共同企業体

１０００トン 平成２０年 香川県 

香川銀行中新町ビル新築工事   
清水・日栄建設共同
企業体

清水建設関西事業本部
一級建築士事務所

２００トン 平成２０年 香川県 

蓮花寺市営住宅建替     佐藤工業 創建築事務所 ６５０トン 平成２０年 富山県
岐阜プラスッチク山梨工場    新井組 新井組 ４００トン 平成２０年 山梨県
籐和シティホームズ安城駅前      （株）鴻池組 （株）杉本設計 ４６０トン 平成２０年 愛知県
浅井産業（株）碧南事務所 （株）鴻池組 淡設計工房 １０トン 平成２０年 愛知県

浜松鋼板加工（株）工場     新日鉄・太平JV
新日鉄エンジニアリング
（株）

２４０トン 平成２０年 静岡県

元町車両エリア再構築   鹿島建設（株）
トヨタ自動車1級建築士事
務所

１０００トン 平成２０年 愛知県

コレクション安城住吉    佐藤工業（株） ISO設計（株） ３２０トン 平成２０年 愛知県
（仮称）イオン東浦ＳＣ活性化計画
緒川駅立体駐車場建設工事

西松建設（株） 西松建設（株）一級建築士事務所８００トン 平成２０年 愛知県

（仮称）東海市上野台寮建設ＰＪ    西松建設（株）
（株）市川三千男建築設
計事務所

１５００トン 平成２０年 愛知県

（仮称）ブラザー工業㈱Ｍ＆Ｓ 刈谷
新工場新築（増）工事

西松建設（株）
西松建設（株）一級建築
士事務所

８００トン 平成２０年 愛知県

アーバンビュー小倉Ａ棟     松村組 山本建築こうぼう ２８００トン 平成２０年 福岡県
ブリジストン若松工場    鹿島建設 大建設計 １６００トン 平成２０年 福岡県
九州自動車道広川ＳＡ    鴻池組 西日本高速道路サービス ８０トン 平成２０年 福岡県
マルハ鳥栖物流センター   清水建設 今川設計事務所 ９８０トン 平成２０年 福岡県
コリーナ和泉Ｄ２商業施設 タカハシテクノ タカハシテクノ ３００トン 平成２０年 大阪府
山田電気大阪枚方店     三和建設 ディーエス設計 １４０トン 平成２０年 大阪府
ゆめタウン武雄店増築    清水建設 清水建設 ２００トン 平成２０年 福岡県
ハピネス小規模多機能型居宅介護
施設新築工事

三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ ２５トン 平成１９年 香川県 

学校給食センター建設工事  
高岸・橘一吉建設共
同企業体

㈱小河建築設計事務所 ４００トン 平成１９年 香川県 

Der Strada y2     竹岡建設 建築工房 K １３０トン 平成１９年 広島県
船台増設に伴う倉庫・厚生棟    ナカトミ工業 平田建築設計 １０トン 平成１９年 広島県
広島中広工工事計画    多田建設 堀江建築設計事務所 ２５トン 平成１９年 広島県
三工電気塗装工場    平田組 塩見 ４２トン 平成１９年 広島県
秀東館岩竹新築工事   末延建設 村重保則現代建築設計 ４００トン 平成１９年 山口県
東ソー物流㈱冷蔵倉庫新築工事 戸田建設 横河建築設計事務所 ９０トン 平成１９年 山口県
岩国駅前ホテル新築工事 太昭建設 沖本初建築設計事務所 ２５０トン 平成１９年 山口県
浦幌フリーズドライ㈱本社・工場新
設工事

北原建設 モリ建築設計室 ２４０トン 平成１９年 北海道

東洋印刷㈱増築工事    ネクサス 岡田設計 ５０トン 平成１９年 北海道
西帯広ショッピングセンター増築工事   清水建設 石本設計事務所 １５トン 平成１９年 北海道
大気球司令管制塔新築工事 清水建設 日本設計 ２７０トン 平成１９年 北海道
帯広慈恩の里新築工事 宮坂建設工業 山下設計 ８５０トン 平成１９年 北海道
クラッシー表参道新築工事 宮坂建設工業 藤平設計 ３０トン 平成１９年 北海道
帯広松下電工㈱第四期工事 戸田建設 久米設計 ３５０トン 平成１９年 北海道
サッポロドラックストアー標茶店   鈴木建設工業 イデイア ３５トン 平成１９年 北海道
ロータス音更新築工事 荻原建設工業 コマダ設計事務所  ５５０トン 平成１９年 北海道
介護老人保健施設アンダンテ新築
工事

宮坂建設工業 環境企画工房 ５７０トン 平成１９年 北海道

総泉寺檀信徒会館新築工事 宮坂建設工業 高木建築設計 １８０トン 平成１９年 北海道
よつ葉乳業㈱北見工場新築工事 荻原建設工業 北濃設計センター ２５０トン 平成１９年 北海道

名古屋北ＳＣ新築工事  　  奥村組
ＡＳＫ ＰＩＡＮＮＩＮＧＣＥＮＴ
ＥＲ

１３８０トン 平成１９年 愛知県 

北海電工新築工事  岩田地崎 市工房吉原建築事務所 １６０トン 平成１９年 北海道
フレスタ岩国樫の木店     奥村組 長野総合建築事務所 ２００トン 平成１９年 山口県
新組合会館    井森工業 井森工業 ２０トン 平成１９年 山口県
マックスバリュウ柳井新店  井森工業 中央設計 ７０トン 平成１９年 山口県
バイオマスボイラー灰洗装置   三井住友 日本製紙マニテック ４０トン 平成１９年 山口県

リベール都島町   鍛冶田工務店
アモールファス建築設計
事務所

１０００トン 平成１９年 大阪府

鹿島建設北陸支店上中越営業所 鹿島建設 鹿島建設 ７０トン 平成１９年 新潟県
シネマコンプレックス  長鐵工業 長鐵工業 ２００トン 平成１９年 新潟県 

柏崎市第二中学    
阿部・石橋特定共同
企業体

柏崎市 ６２０トン 平成１９年 新潟県 

県立野球場内野スタンド   鹿島建設 梓設計 １０００トン 平成１９年 新潟県 



ＳＵＭＣＯ結晶第５工場     清水建設 三菱マテリアル ４００トン 平成１９年 佐賀県
大鵬薬品徳島工場     鹿島建設 日本設計 ５４０トン 平成１９年 徳島県
デイスコ桑田工場 大本組 大本組 ２２０トン 平成１９年 広島県 
福富多目的ホール   荒谷工務店 塩見 １３０トン 平成１９年 広島県 
ボートパーク広島整備工事   東急建設 板倉建築研究所 ９０トン 平成１９年 広島県 
県営冨ケ迫住宅１期工事   日成建設 近代設計コンサルタント ２３０トン 平成１９年 広島県 
フローレンス巳斐本町   多田建設 ニュートピアプランニング ３２０トン 平成１９年 広島県 
ジェイペック事務所棟    平原建設 山九 ２３トン 平成１９年 広島県 
ソシオ刈谷東新町    鴻池組 マルタ設計 ６７０トン 平成１９年 愛知県
中京大アイスアリーナ  三井住友 三井住友 ３４０トン 平成１９年 愛知県
アルバ上前津    鴻池組 未来設計社 ３２０トン 平成１９年 愛知県
プラウド小牧口   三井住友 野口建築事務所 ８６０トン 平成１９年 愛知県
プラウド大森金城    三井住友 ＩＮＡ新建築研究所 ２２０トン 平成１９年 愛知県
古謝氏共同住宅 古謝建設 古謝建設 ４０トン 平成１９年 沖縄県
トリイマンション   アジャスト Ａプランニング ５００トン 平成１９年 沖縄県
アルファステイツ下松端穂町     鴻池組 塩見 ６００トン 平成１９年 山口県
アンペレーナ百道 竹中工務店 竹中工務店 ２０００トン 平成１９年 福岡県
オリエントビルキャピタルタワー    ピース三菱 山本建築工房 １５００トン 平成１９年 福岡県
九州製氷増築   松井建設 今村建築設計 ９００トン 平成１９年 福岡県
福岡銀行新本部ビル    戸田建設 松田平田設計 ２０００トン 平成１９年 福岡県
県立唐津東高校      松尾建設 小路設計 ３００トン 平成1８年 佐賀県
ふれあいの町クラタ     三井住友建設 三井住友 ８４０トン 平成1８年 愛知県
岩国市新市庁舎建築工事     戸田建設 佐藤総合計画 ３２００トン 平成1８年 山口県
オーヴィジョン政所新築工事    多田建設 明水設計 ５５０トン 平成1８年 福岡県
マックスバリュ徳山東店新築工事   日黒建設 ユーアイ設計 ６０トン 平成1８年 山口県
精香園新築工事    太昭組 長野総合建築事務所 １０トン 平成1８年 山口県
昇栄工業工場新築工事    仲合 森田設計 １０トン 平成1８年 山口県
デイホームこすもす 村中工務店 村中工務店 ３０トン 平成1８年 山口県

大和郡山柳町集合住宅  ㈱新井組
㈱新井組一級建築士事
務所

７８２トン 平成1８年 奈良県

三原台住宅建設工事      ㈱奥村組 ㈱永都設計 ９０５トン 平成1８年 大阪府
北広島ひまわり新築工事     建築工房 デイール企画 １００トン 平成1８年 北海道
マルハン中標津店新築工事  イチケン イチケン ７０トン 平成1８年 北海道
真駒内ひまわり新築工事    建築工房 デイール企画 ３０トン 平成1８年 北海道
ワンダーランド大分店新築工事    大成建設 井上長年設計事務所 １６０トン 平成1８年 大分県
大分キャノンマテリアル第二拠点新
築工事

鹿島建設 鹿島建設 ８４０トン 平成1８年 大分県

ゆめタウン高松本館増築工事     清水建設 清水建設デザインファイブ ２００トン 平成1８年 香川県
今治造船多度津    清水建設 清水建設デザインファイブ ３００トン 平成1８年 香川県
柏崎エクセランコート   植木組 ＳＤ建築研究所 ６２０トン 平成1８年 新潟県

長谷川製菓新工場計画     
中央設備エンジニア
リング

中央設備エンジニアリング ６０トン 平成1８年 大阪府

中京大学名古屋キャンパス５・６号
館改築工事

三井住友建設
三井住友建設一級建築
事務所

６５０トン 平成1８年 愛知県

新浦安３８街区〔有料老人ホーム〕
新築工事

三井住友建設
三井住友建設一級建築
事務所

３７０トン 平成1８年 千葉県

農業集落排水事業　中川地区 汚水
処理施設〔土木・建築〕工事

植木組 ナルサワコンサルタント ２４０ t 平成1８年 新潟県

九州看護福祉大学講義棟・食堂棟
新築工事

ピーエス三菱 医療福祉建築機構 ５１０ t 平成1８年 熊本県

日吉保育園改築工事     建吉組 創和設計 ９０ t 平成1８年 熊本県
医療法人春水会デイサービスセン
ター新築工事

建吉組 岩根英記建築設計事務所 １６０ t 平成1８年 熊本県

福岡ランテック久山新築工事      
ＮＩＰＰＯコウーポレー
ション

ロイ設計事務所 ９３０ t 平成1８年 福岡県

Ｐゾーン小ヶ倉新築工事    五光建設 河野設計事務所 ３００ t 平成1８年 長崎県
ブリジストン下関工場精練棟新築工 鹿島建設 石本建築設計 ９００ t 平成1８年 山口県
ワンダーランド鹿島店新築工事    五光建設 井上長年設計事務所 ４０ t 平成1８年 佐賀県
アクロスプラウザ佐賀武雄店 大和ハウス工業 大和ハウス工業 ５１ t 平成1８年 佐賀県
ドラックストアモリ新築工事 大和ハウス工業 大和ハウス工業 ４０ t 平成1８年 佐賀県
有料老人ホーム伊万里駅前新築工 黒木建設 栗山建築設計事務所 ２８０ t 平成1８年 佐賀県
伊万里市学校給食センター整備事業 　   東亜建設工業 日立建設設計 １４０ t 平成1８年 佐賀県
アクロスプラザ武雄店新築工事 大和ハウス工業 大和ハウス工業 ２０ ｔ 平成1８年 佐賀県
コートビレッジ浦添学園通り新築工事     太名嘉組 エス・バイ・エル沖縄 ３６８ ｔ 平成1８年 沖縄県
別府競輪場建替工事     三井住友建設 日建設計 ６３０ ｔ 平成1８年 大分県
アイセロ化学新築工事   間組 間組 ４０ t 平成1８年 愛知県
吉川金属新築工事      小山建設 木下直樹一級建築事務所 ２２８ ｔ 平成1８年 長崎県



松原マンション     かんだ建設 指山建築ファクトリー １８２ ｔ 平成１７年 長崎県

イオン伊都ショッピングセンター ㈱浅沼組
㈱浅沼組九州支店１級建
築士事務所

６００ ｔ 平成１７年 福岡県

ワンダーランド香椎２号店 五光建設㈱ （有）井上長年設計事務所 ４３０ ｔ 平成１７年 福岡県
日新電工㈱佐賀工場 九州五光㈱ ㈱あくと総合計画 １５０ ｔ 平成１７年 佐賀県
ワンダーランド中津店 五光建設㈱ （有）井上長年設計事務所 １６０ ｔ 平成１７年 大分県
アミューズメントステージ ガイア東
与賀店

㈱九州五光 ㈱節建築事務所 １００ ｔ 平成１７年 佐賀県

ドラッグストア　モリ武雄インター店 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ ４５ ｔ 平成１７年 佐賀県
㈱創明プロジェクト介護マンションⅡ 松尾建設㈱ ㈱樋渡設計 ３０ ｔ 平成１７年 佐賀県
ＦＨＰ ＰＨＡＳＯ ３ 清水・佐伯・志多ＪＶ 清水建設 １２００ ｔ 平成１７年 宮崎県

フローレンス木太町グランドアーク
株式会社フジタ四国
支店

株式会社ニュートピアプラ
ンニング

６４７ ｔ 平成１７年 香川県

ロイヤルガーデン城東第２
株式会社大林組四国
支店

株式会社清和設計事務所 ４４５ ｔ 平成１７年 香川県

帯広ＥＩＳ７ーＭＳ 荻原・宮坂・川田ＪＶ 創建社 ６５０ ｔ 平成１７年 北海道
札幌通運芽室倉庫 戸田建設 岩見田設計 ２００ ｔ 平成１７年 北海道
クラウンハイム塚本 村本建設 創美設計 ３３２ ｔ 平成１７年 大阪府
フレール水前寺 ㈱建吉組 ㈱Ｔ・Ｋ企画 ２００ ｔ 平成１７年 熊本県
室園６３０Ｍ ㈱建吉組  ㈱建吉組 １２０ ｔ 平成１７年 熊本県

特老　たぶせ苑
日本国土開発㈱
ヨシムラ建設㈱

㈱巽設計コンサルタント ４０ ｔ 平成１７年 山口県

㈱ミゾタ川副第２工場 ㈱中野建設 (有)かつき建築設計室 ６１ ｔ 平成１７年 佐賀県
ドラッグストアーモリ佐賀久保田店 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ ４５ ｔ 平成１７年 佐賀県
ユニクロ佐賀鍋島店  大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ ３６ ｔ 平成１７年 佐賀県
ワンダーランド武雄店 五光建設 ㈱ (有) 井上長年設計事務所 ２０７ ｔ 平成１７年 佐賀県

㈱創明プロジェクト介護マンション 松尾建設㈱ ㈱樋渡設計
２７ ｔ

(見学会場)
平成１７年 佐賀県

アクロスプラザ武雄 大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ １６５ ｔ 平成１７年 佐賀県

マックスバリュー武雄店 松尾建設 ㈱
松尾建設 ㈱一級建築士
事務所

１３５ ｔ 平成１７年 佐賀県

Ｐ－ＺＯＮＥ 神崎店  五光建設 ㈱ (有) 河野設計 ２００ ｔ 平成１７年 佐賀県
ワンダーランド太刀洗店改築工事 五光建設 ㈱ (有) 井上長年設計事務所 １４５ ｔ 平成１７年 佐賀県
アルバクレスタ宮松 戸田建設 ノック設計事務所 ４００ ｔ 平成１７年 福岡県
ＢＯＸタウン    竹中工務店 大和ハウス １５０ ｔ 平成１７年 福岡県
淀川製綱所大阪工場     三和建設 安井建築設計 ４２０ ｔ 平成１７年 大阪府
中国新聞広島製作センター 鹿島建設 鹿島建設 ８０ ｔ 平成１７年 広島県
真駒内ひまわり  建築工房 デイール企画 ２５ ｔ 平成１７年 北海道
アオイ電子観音寺工場 大林組 松尾建築設計 １２０ ｔ 平成１７年 香川県
市民病院  鹿島建設 大阪山田守設計事務所 ３５００ ｔ 平成１７年 徳島県

東洋埠頭  戸田建設
関西建築構造設計事務
所協会

４００ ｔ 平成１７年 福岡県

Ｐ－ゾーン  西松建設 河野設計  ５００ ｔ 平成１７年 福岡県
三井倉庫三島倉庫     竹中工務店 デイール企画 １６５０ ｔ 平成１７年 大阪府
しーじゃっく佐賀開成店 大和ハウス 大和ハウス １６ ｔ 平成１７年 佐賀県 
ダイソー武雄店   松尾建設 松尾建設 ４５ t 平成１７年 佐賀県 
アルファステイツ松縄     大末建設 ＡＲＫ ４２５ t 平成１７年 香川県
Ｊ，ｃｉｔｙ中新町    奥村組 都市建築研究所 ６７１ t 平成１７年 香川県
前田マンション    宮坂建築工業 トポス ７５ t 平成１７年 北海道
パークアクシス名駅南     三井住友建設 三井住友建設 １０００ ｔ 平成１７年 愛知県
センコー箱崎物流センター フジタ 釣谷設計 ８００ ｔ 平成１７年 福岡県
ヒューマインド千早    東亜建設工業 黒瀬英明設計 １１００ ｔ 平成１７年 福岡県
町立太良病院      松尾・中島ＪＶ 山下設計 ７９０ ｔ 平成１７年 佐賀県
マルキョウ和白店     戸田建設 小野設計 ２００ ｔ 平成１６年 福岡県
三菱地行マンション      戸田建設 三菱地所 ９００ ｔ 平成１６年 福岡県
(仮)香椎老人ホーム    大成建設 大成建設 １８００ ｔ 平成１６年 福岡県
亀の井ホテル和白  竹中工務店 竹中工務店 ８００ ｔ 平成１６年 福岡県
(仮）ワンダーランド柳川    九州五光 九州五光 １５０ ｔ 平成１６年 福岡県
佐川急便鳥栖店 鴻池組 鴻池組 １５０ ｔ 平成１６年 佐賀県
ワンダーランド小戸店   五光建設 五光建設 ９０ ｔ 平成１６年 佐賀県
ルネッサンス春日 戸田建設 戸田建設 １００ ｔ 平成１６年 福岡県
マリノア福岡    竹中工務店 エフジェイ都市開発 ３００ ｔ 平成１６年 福岡県
大乗会特別老人ホーム     佐藤工業 ＳＤＶ建築事務所 ２５０ ｔ 平成１６年 福岡県
レオパレス名古屋新栄     三井住友建設 アルキネットデザイン １０４０ ｔ 平成１６年 愛知県
森下ビル    九州総合建設 井上建築 ８０ ｔ 平成１６年 福岡県
ジャスコ香椎浜店   竹中工務店 竹中工務店 ８００ ｔ 平成１５年 福岡県
名大医学部付属病院     鴻池組 石本建築設計 ３０００ ｔ 平成１５年 愛知県



アオイ電子高松工場     大林組 松尾建築設計 ２００ ｔ 平成１５年 香川県
三宅医学研究所     清水建設 コンパース １２０ ｔ 平成１５年 香川県
竹田診療所    九州建設 京都建築事務所 １２０ ｔ 平成１５年 大分県
天神地下街壁改修 吉村建設 吉村建設 ４００ ｔ 平成１５年 福岡県
福工大２期    竹中工務店 那の津寿建築 ９０ ｔ 平成１５年 福岡県
筑紫女学園    竹中工務店 久米設計 １５００ ｔ 平成１５年 福岡県
日立物流倉庫２期   鴻池組 西川設計事務所 ２５０ ｔ 平成１５年 福岡県
ケアハウス滝尾      後藤組 トーク建築設計 ２８０ ｔ 平成１４年 大分県
日立物流倉庫１期    竹中工務店 日立建設設計 ４００ ｔ 平成１４年 福岡県
日通箱崎倉庫  日本鋪道 日本鋪道 １２０ ｔ 平成１４年 福岡県
大分マリンパレス   竹中工務店 日建設計 ３２４０ ｔ 平成１４年 大分県 
キリン物流倉庫粕谷     大本組 大本組 １２０ ｔ 平成１４年 福岡県
アジアナーム    大森創建 大森創建 １００ ｔ 平成１４年 福岡県
福岡御供所ビル   竹中工務店 ＩＮＡ設計 ２５０ ｔ 平成１３年 福岡県
ＮＴＴＤoCoMo熊本   竹中工務店 ＮＴＴファシリティ ２００ ｔ 平成１３年 熊本県
福岡バスセンター   竹中工務店 日建設計 ８０ ｔ 平成１１年 福岡県
九州朝日放送本館  竹中工務店 竹中工務店 ２５０ ｔ 平成１１年 福岡県
ＫＢＣシネマ 竹中工務店 竹中工務店 １００ ｔ 平成１０年 福岡県

 
 


