
地盤改良工事経歴（

NO 建設会社 工事名称設計事務所 年 月 場所

)エルマッドⅡ工法

基礎形状

M3680 (有)泉川製作所 泉川建築設計事務所 （株）システム流通　倉庫　新築工事 23 4 香川県坂出市独立基礎

M3681 エヌケー建設（株） 市原建築設計事務所 （仮称）さぬきＴＲＮ調剤薬局　新築工事 23 4 香川県さぬき市独立基礎

M3682 大鉄工業（株） 井上商環境設計（株） （仮称）株式会社山陽マルナカ　三国店
新築工事

23 4 大阪府大阪市独立基礎

M3683 （株）鍜治田工務店 （株）T&N北海道設計
事務所

（仮称）ニトリ岸和田店　新築工事 23 4 大阪府岸和田市独立基礎

M3684 （株）北岡組 （株）平島弘之+TEAM28 加茂愛育園改築並びに既施設解体撤去工事 23 4 徳島県三好郡独立基礎

M3685 （株）合田工務店 (有)まほろば設計室 （仮称）回転寿し　寿し一貫・春日店　新築工事 23 4 香川県高松市独立基礎

M3686 小竹興業（株） 小竹興業（株）
一級建築士事務所

（仮称）新居浜市高木町テニスクラブ
新築工事

23 4 愛媛県新居浜市独立基礎

M3687 ユーロリンク・起産建設
工事共同企業体

一級建築士事務所
萩・中野設計

（仮称）テックランド阿久根店　新築工事 23 4 鹿児島県阿久根市独立基礎

M3688 （株）姫野組 ガル・Space Design きものの高橋　徳島店　新築工事 23 4 徳島県徳島市独立基礎

M3689 矢作建設工業（株） 矢作建設工業（株）
一級建築士事務所

（仮称）今仙電機製作所第二試験センター
増築工事

23 4 愛知県犬山市独立基礎

M3690 （株）穴吹工務店大阪支店 （株）穴吹工務店関西支社
一級建築士事務所

（仮）サーパス泉野図書館前新築工事 23 4 石川県金沢市山留め

M3691 中信建設（株） (有)中部設計 （仮称）バロー千曲店新築工事 23 4 長野県千曲市看板基礎下

M3692 （株）重藤組 （株）T&N北海道設計
事務所

（仮称）ニトリ広島海田店　新築工事 23 5 広島県安芸郡独立基礎

M3693 （株）菅組 （株）菅組 （株）フクヨー神戸工場　危険物施設
新築工事

23 5 兵庫県神戸市独立基礎

M3694 坂出土建工業（株） (有)市原建築設計事務所 （株）香川ダイハツモータース　
テクノアート坂出-車庫棟-新築工事

23 5 香川県坂出市独立基礎

M3695 前川建設（株） 京栄一級建築士事務所 増屋株式会社　四国流通センター　倉庫
増築工事

23 5 愛媛県新居浜市独立基礎

M3696 井原工業（株） （株）山陽設計
一級建築士事務所

（仮称）ハローズ西条飯岡店　新築工事 23 5 愛媛県西条市独立基礎

M3697 四電エンジニアリング（株） （株）四電技術コンサルタント 西条PS撤去RTｒ保管建屋新築工事 23 5 愛媛県西条市独立基礎

M3698 （株）北村組 （株）北村組附属
一級建築士事務所

株式会社アクアプランネット松阪本社屋
新築工事

23 5 三重県松阪市独立基礎

M3699 三井住友建設（株） ㈱都市居住文化研究所・三井
住友建設㈱一級建築士事務

(仮称)日本電産サンキョー株式会社
新本館・本社研究所新築工事

23 5 長野県諏訪郡独立基礎　
布基礎

M3700 井口工業（株） （株）天野建築設計事務所 上河東保育園移転新築工事 23 5 山梨県中巨摩郡独立基礎

M3701 （株）ナカノフドー建設東京支
店

K・Tストアマネジメント（株） トヨタエルアンドエフ神奈川相模原出張所
新築工事

23 5 神奈川県相模原市布基礎

M3702 谷口建設興業（株） (有)横井設計 ラチェットモンキーR32号線　新築工事 23 6 香川県高松市独立基礎

M3703 敷島建設（株） 敷島建設（株）
一級建築士事務所

扇町マンション　新築工事 23 6 香川県高松市布基礎

M3704 （株）穴吹建設 遠山建築設計事務所 ホワイト企画店舗　新築工事 23 6 香川県高松市独立基礎

M3705 （株）合田工務店 (有)小椋建築設計 株式会社明徳ホーム本社社屋　新築工事 23 6 香川県高松市独立基礎

M3706 田中建設（株） （株）ながまつ設計 中央公民館図書室別館　新築工事 23 6 福岡県筑後市独立基礎

M3707 （株）穴吹建設 穴吹建設
一級建築士事務所

（仮称）ダイレックス高松中央店　新築工事 23 6 香川県高松市独立基礎

M3708 （株）鍜治田工務店 （株）礎一級建築士事務所 （仮称）プレサンス京大前　新築工事 23 6 京都府京都市べた基礎

M3709 （株）姫野組 （株）住スタイル研究所
-[間]

MSプロジェクト　新築工事 23 6 徳島県徳島市独立基礎

M3710 （株）建誠 井上商環境設計（株） （仮称）株式会社マルナカ長浜店　新築工事 23 6 高知県高知市独立基礎

M3711 コーナン建設（株） （株）T&N北海道設計
事務所

（仮称）ニトリ田辺店　新築工事 23 6 和歌山県田辺市独立基礎

M3712 TSUCHIYA（株）名古屋支社 一級建築士事務所
萩・中野設計

（仮称）テックランド京丹後店　新築工事 23 6 京都府京丹後市独立基礎

M3713 （株）大本組九州支店 　　　　　--------- （株）Paltac RDC九州自動倉庫流通加工場
増設工事

23 6 福岡県小郡市擁壁基礎下

M3714 石川建設（株） クリエイト設計（株） （仮称）コメリＨ＆Ｇ栗須店新築工事 23 6 群馬県藤岡市独立基礎

M3715 三井建設工業（株） 佐野建築設計事務所 和久園改築工事 23 6 山梨県甲府市独立基礎

M3716 名古屋菱重興産（株） 名古屋菱重興産（株）
一級建築士事務所

名誘203工場増築工事 23 6 愛知県小牧市独立基礎
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M3717 （株）菅組 島田治男建築設計事務所 特別養護老人ホーム優楽荘　新築工事 23 7 香川県三豊市独立基礎

M3718 さとうベネック・緒方建設JV 一級建築士事務所
萩・中野設計

（仮称）テックランド熊本菊池店　新築工事 23 7 熊本県菊池市独立基礎

M3719 （株）赤鹿建設 （株）加藤建築事務所 マックスバリュ城の西（岩端）店　新築工事 23 7 兵庫県姫路市独立基礎

M3720 （株）田中建設 一級建築士事務所
（株）田中建設

（仮称）ゆぐち装飾たかせ会館中央新築工事 23 7 香川県三豊市独立基礎

M3721 （株）米田組 オーケーエー建築
設計事務所

（仮称）ミストラル介護センター綾部　増築工事 23 7 京都府綾部市独立基礎

M3722 鳳建設（株） （株）西田設計 社会福祉法人　宝田寮　改築工事 23 7 徳島県阿南市独立基礎

M3723 前川建設（株） 前川建設（株） ウチヱ（株）兵庫工場倉庫　増築工事 23 7 兵庫県加東市独立基礎

M3724 関東建設工業（株） （株）T&N北海道設計
事務所

（仮称）ニトリ熊谷店新築工事 23 7 埼玉県熊谷市独立基礎

M3725 磯部建設（株） 杉建築設計事務所 大沢運送（有）移転工事 23 7 栃木県日光市独立基礎

M3726 （株）ワイ・ジャスト （株）ディーエス設計 (仮称)ヤマダ電機テックランド三重いなべ店
新築工事

23 7 三重県いなべ市独立基礎

M3727 （株）村松工務所 双立一級建築士事務所 千塚小学校給食室増改築工事 23 7 山梨県甲府市布基礎

M3728 永家・奥飛騨建設工事
JV

(有)井之丸建築事務所 M様邸新築工事 23 7 岐阜県高山市独立基礎

M3729 植野興業（株） （株）馬場設計 市道上於曽63号線エレベーター設置
建築主体工事

23 7 山梨県甲州市布基礎

M3730 大成建設（株） 大成建設（株）
一級建築士事務所

JMエナジー株式会社　新評価棟増築工事
（新評価棟・安全評価棟）

23 7 山梨県北杜市独立基礎

M3731 松井建設（株） (有)今井設計 (仮称）テックランド村上店新築工事 23 7 新潟県村上市独立基礎

M3732 大東建託（株） 大東建託（株）京都北支店
一級建築士事務所

京美彫刻株式会社　共同住宅　新築工事 23 8 京都府京都市独立基礎

M3733 （株）合田工務店 平田建築設計事務所 （仮称）Ｇ５徳島三軒屋店　新築工事 23 8 徳島県徳島市独立基礎

M3734 （株）大本組 （株）大本組東京本社
一級建築士事務所

（仮称）エヌイーシール（株）吉備高原第２工場
新築工事

23 8 岡山県加賀郡独立基礎

M3735 坂口建設（株） 坂口一級建築士事務所 日本全薬工業（株）小林物流センター
大型倉庫　新築工事

23 8 宮崎県小林市べた基礎

M3736 （株）合田工務店 （株）合田工務店
一級建築士事務所

（株）ティーネットジャパン　企画・製作工場
新築工事

23 8 香川県高松市独立基礎

M3737 前川建設（株） （株）赤澤設計事務所 日本マクドナルド株式会社福崎店　新築工事 23 8 兵庫県神崎郡独立基礎

M3738 大鉄工業（株） ふくぞえ設計工房 （仮称）ドラッグコスモス愛南店　新築工事 23 8 愛媛県南宇和郡独立基礎

M3739 （株）チョウエイハンズ （株）T&N北海道設計
事務所

（仮称）ニトリみどり店新築工事 23 8 群馬県みどり市独立基礎

M3740 メタウォーター（株） メタウォーター（株）
一級建築士事務所

伊達地方衛生処理施設組合 
粗大ごみ処理施設整備工事

23 8 福島県伊達市独立基礎　
山留め

M3741 船山建設工業（株） 加藤建築設計事務所 （仮称）サービス付高齢者住宅新築工事 23 8 栃木県さくら市独立基礎

M3742 清水建設（株）名古屋支店 清水建設（株）名古屋支店
一級建築士事務所

大仁医薬工場排水処理設備　新設工事 23 8 静岡県伊豆の国市べた基礎

M3743 （株）平成総研 （株）平成建設 （仮称）K様マンション　新築工事 23 8 静岡県静岡市布基礎

M3744 矢作建設工業（株） 矢作建設工業（株）
一級建築士事務所

（仮称）有松プロジェクト 23 8 愛知県名古屋市独立基礎

M3745 （株）早野組 （株）山形
一級建築士事務所

 社会福祉法人延命福祉会(仮称)地域密着型
特別養護老人ホーム緑と風新築工事

23 8 山梨県甲州市べた基礎

M3746 （株）大林組 （株）池田建築設計事務所 （仮称）特別養護老人ホームまかど新築工事 23 8 静岡県富士市独立基礎

M3747 （株）北村組 （株）北村組附属
一級建築士事務所

(仮称)ジップドラッグ安濃店新築工事 23 8 三重県津市独立基礎

M3748 （株）植原建設 向井設計室 石原自動車　車庫　増築工事 23 9 香川県高松市独立基礎

M3749 東和・竜田建設・岩崎工務店
JV

（株）西田設計 平成23年度都市再生整備計画事業
公営住宅等整備工事　新王子原団地

23 9 徳島県那賀郡べた基礎

M3750 （株）穴吹建設 穴吹建設
一級建築士事務所

（仮称）スカールI様　新築工事 23 9 高知県南国市独立基礎

M3751 鴻城土建工業・村上組
特定建設工事JV

山口市建築課 大殿中学校校舎増改築工事（第2期） 23 9 山口県山口市独立基礎

M3752 （株）日栄建設 （株）日栄建設
一級建築士事務所

四国マホービン様事務所・倉庫　新築工事 23 9 香川県高松市独立基礎

M3753 富士建設（株） (有)高倉設計事務所 T邸　新築工事 23 9 香川県高松市独立基礎
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M3754 日本宣伝美術（株） （株）レーモンド設計事務所 ボートレース鳴門　ナイター開催等PR設備
独立型サイン新設工事

23 9 徳島県鳴門市看板基礎下

M3755 小竹興業（株） 井上商環境設計（株） （仮称）株式会社マルナカ　中新町ビル
新築工事

23 9 香川県高松市独立基礎

M3756 （株）重藤組 （株）ユーアイ設計 （仮称）ラ・ムー西条寺家店　新築工事 23 9 広島県東広島市独立基礎

M3757 河本工業（株） 関東開発（株）
一級建築士事務所

（仮称）スーパービバホーム深谷店新築工事 23 9 埼玉県深谷市独立基礎

M3758 （株）浜屋組 全農栃木
一級建築士事務所

ＪＡなすの とまと選果施設新築工事 23 9 栃木県大田原市独立基礎

M3759 矢作建設工業（株） 矢作建設工業（株）
一級建築士事務所

（仮称）中日本航空新事務所・倉庫新築工事 23 9 愛知県西春日井郡独立基礎

M3760 山本建設（株） 山本建設（株）
一級建築士事務所

(仮称)グランチェルト・KⅢ新築工事 23 9 静岡県駿東郡布基礎

M3761 （株）関東建創 （株）萩・中野設計 テックランド三重朝日店新築工事
（廃棄物置場・看板）

23 9 三重県三重郡独立基礎

M3762 （株）平野ハウジング 初川建築設計室 T邸　新築工事 23 9 静岡県三島市布基礎

M3763 （株）豊蔵組 中越ロジスティック（株） 加賀製紙大規模改修工事その3
（スクリーンドラム架台）

23 9 石川県金沢市独立基礎

M3764 （株）藤田工務店 （株）藤木工務店
一級建築士事務所

大紀商事株式会社　K-3　プロジェクト 23 10 香川県観音寺市独立基礎

M3765 明石建設（株） （株）相工房 （仮称）ZAGZAG坂出林田店　新築工事 23 10 香川県坂出市独立基礎

M3766 （株）ジューケン （株）ジャクエツ環境事業・(有)
赤土善蔵アトリエ共同企業体

学校法人ひかり幼稚園　増築工事 23 10 鳥取県鳥取市独立基礎

M3767 北浜建設（株） （株）清和設計事務所 坂出市立坂出小学校プール建設工事 23 10 香川県坂出市布基礎　
耐圧版受け

M3768 明石建設（株） （株）清和設計事務所 坂出市立坂出小学校外構等整備工事 23 10 香川県坂出市基礎梁下

M3769 （株）大本組 （株）大本組東京本社
一級建築士事務所

協同油脂（株）笠岡工場製品置場　新設工事 23 10 岡山県笠岡市独立基礎

M3770 鳳建設（株） （株）北島建設
一級建築士事務所

（仮称）セブン富岡店　新築工事 23 10 徳島県阿南市独立基礎

M3771 （株）松考建設 上一級建築士事務所 竹田製粉製麺倉庫　新築工事 23 10 徳島県美馬市布基礎

M3772 尾藤建設（株） 島田治男建築設計事務所 特別養護老人ホームネムの木　新築工事 23 10 香川県観音寺市布基礎

M3773 大三機工（株） 石尾建築設計事務所 大三機工株式会社第２工場新築工事 23 10 香川県木田郡独立基礎

M3774 （株）穴吹工務店 （株）Gデザインアソシエイツ マークス　シティ　ザ　大江　新築工事 23 10 熊本県熊本市土留め

M3775 鹿島建設（株）四国支店 (有)埴淵建築設計室 （仮称）ゴルフ＆フィットネスジム　新築工事 23 10 徳島県徳島市独立基礎

M3776 谷口建設興業（株） 創建設計事務所 初音保育所　新築工事 23 10 香川県高松市独立基礎

M3777 （株）荒川建設 （株）鈴木公共建築設計
監理事務所

烏山信用金庫　宇都宮南支店新築工事 23 10 栃木県宇都宮市独立基礎

M3778 姫野組・田中建設、大竹組
経常建設企業体

（株）平島弘之+TEAM28 平成23年度公立学校施設整備事業
牟岐小学校建設工事

23 11 徳島県海部郡独立基礎

M3779 （株）姫野組 （株）姫野組
一級建築士事務所

産業廃棄物分別工場　新築工事 23 11 徳島県徳島市独立基礎

M3780 九州建設（株） 九州建設（株）
一級建築士事務所

（株）協和産業箱崎事務所　新築工事 23 11 福岡県福岡市独立基礎

M3781 飛島建設（株） （株）近代設計
コンサルタント

（仮称）ケアシティ白雲台　新築工事 23 11 山口県下関市独立基礎

M3782 （株）聖建 （株）聖建 マルキン忠勇（株）100KLタンク増設工事 23 11 香川県小豆郡タンク基礎下

M3783 （株）菅組 （株）菅組
一級建築士事務所

介護老人保健施設やすらぎの森　増築工事 23 11 香川県仲多度郡布基礎

M3784 （株）合田工務店 （株）清和設計事務所 アイランド食品綾南工場　増築工事 23 11 香川県綾歌郡独立基礎

M3785 （株）姫野組 (有)埴淵建築設計室 医療法人　芳越会　林クリニック　改築工事 23 11 徳島県美馬市独立基礎

M3786 （株）菅組 (有)福岡設計事務所 三豊市仁尾の上団地建替工事
（擁壁新築工事）

23 11 香川県三豊市擁壁基礎下

M3787 小竹興業（株） 小竹興業（株）
一級建築士事務所

高松ハートクリニック自立サイン　工事 23 11 香川県高松市広告塔基礎下

M3788 （株）姫野組 木村豊設計事務所 らく楽保育園　新築工事 23 11 香川県高松市独立基礎

M3789 大東建託（株）京都北支店 大東建託（株）京都北支店
一級建築士事務所

Y様　共同住宅　新築工事 23 11 京都府京都市独立基礎

M3790 （株）菅組 （株）菅組
一級建築士事務所

珠光園はるうらら厨房　増築工事 23 11 香川県丸亀市独立基礎
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M3791 富士建設（株） (有)曽根建築設計事務所 （株）讃州倉庫　新築工事 23 11 香川県観音寺市独立基礎

M3792 （株）伊豆急ハウジング 伊豆高原建築アトリエ (仮称)高室山エコファーム新築工事 23 11 静岡県伊東市独立基礎

M3793 （株）内藤ハウス 全農山梨
一級建築士事務所

JA中巨摩東部 直売所・購買店舗 建設工事 23 11 山梨県中巨摩郡独立基礎

M3794 (有)三枝工務店 （株）天野建築設計事務所 笛吹市消防団石和分団第5部拠点施設
新築工事

23 11 山梨県笛吹市独立基礎

M3795 （株）材光工務店 （株）シガキャドセンター
一級建築士事務所

三菱樹脂（株）長浜工場G地区UTTセンター
建設工事(水槽棟)

23 11 滋賀県長浜市べた基礎

M3796 （株）大本組 （株）大本組東京本社
一級建築士事務所

メディセオ津支店(仮称)新築工事（2期工事） 23 11 三重県津市独立基礎

M3797 （株）竹中工務店 （株）材光工務店 三菱樹脂（株）長浜工場特パイ倉庫
大規模改修工事

23 11 滋賀県長浜市独立基礎

M3798 （株）ヤマウラ （株）ヤマウラ
一級建築士事務所

(仮称)Ｍ様ブレインマンションⅡ新築工事 23 11 長野県飯田市布基礎

M3799 (有)工藝舎 ビルディングワークショップ
一級建築士事務所

(仮称)伸芽保育園遊戯室棟新築工事 23 11 山梨県甲府市布基礎

M3800 松井建設（株）東京支店 松井建設（株）東京支店
一級建築設計事務所

名戸ヶ谷あびこ病院新築工事 23 11 千葉県我孫子市擁壁基礎下

M3801 （株）万建設興業 （株）万建設
一級建築士事務所

（仮称）那須塩原駅前通りマンション新築工事 23 11 栃木県那須塩原市独立基礎

M3802 河本工業（株） 関東開発（株）
一級建築士事務所

（仮称）カワチ薬局伊勢崎南店新築工事 23 11 群馬県伊勢崎市独立基礎

M3803 （株）サンテン・コーポレー
ション

(株)サンテン・
コーポレーション

ドコモショップ御経塚店新築工事 23 11 石川県野々市町独立基礎

M3804 佐武建設（株） 一級建築士事務所
萩・中野設計

（仮称）テックランド玉名店　新築工事 23 12 熊本県玉名市独立基礎

M3805 大東建託（株）京都北支店 大東建託（株）京都北支店
一級建築士事務所

Y様共同住宅　新築工事 23 12 京都府亀岡市独立基礎

M3806 大東建託（株）京都北支店 大東建託（株）京都北支店
一級建築士事務所

T様共同住宅　新築工事 23 12 京都府京都市独立基礎

M3807 （株）合田工務店 （株）合田工務店
一級建築士事務所

（仮称）北四国グラビア印刷倉庫　新築工事 23 12 香川県観音寺市独立基礎

M3808 （株）高階 大和リース（株）神戸支店
一級建築士事務所

（仮称）ニトリ三木店　新築工事 23 12 兵庫県三木市独立基礎

M3809 （株）高橋建設興業 中川和樹建築設計事務所 （仮称）小規模多機能型居宅介護　丹生の郷
新築工事

23 12 香川県東かがわ市独立基礎

M3810 広成建設（株） 広成建設（株）
一級建築士事務所

呉駅東側立体駐車場　新設工事 23 12 広島県呉市独立基礎

M3811 鈴与建設（株） 鈴与建設（株）
一級建築士事務所

(仮称）ホテイフーズ富士川工場流動食棟
増築工事

23 12 静岡県富士市独立基礎

M3812 鈴与建設（株） 鈴与建設（株）
一級建築士事務所

(仮称）ホテイフーズ富士川工場特高設備棟
増築工事

23 12 静岡県富士市独立基礎

M3813 鈴与建設（株） （株）池田建築設計事務所 宍原荘訓練棟改修工事 23 12 静岡県静岡市独立基礎

M3814 （株）杉山建工・
松井建設（株）

（株）萩・中野設計 (仮称)テックランド愛知南知多店新築工事 23 12 愛知県知多郡独立基礎

M3815 木内建設（株） 木内建設（株）
一級建築士事務所

富士カプセル株式会社北山工場第二製剤棟
新築工事

23 12 静岡県富士宮市独立基礎

M3816 （株）材光工務店 （株）シガキャドセンター
一級建築士事務所

三菱樹脂株式会社長浜工場
スタンション設置工事

23 12 滋賀県長浜市独立基礎

M3817 （株）板橋組 吉川建築設計室 協和興業新社屋新築工事 23 12 栃木県小山市独立基礎

M3818 （株）中津工業 (有)藤原設計事務所 鹿沼相互信用金庫 本店 新築工事 23 12 栃木県鹿沼市独立基礎

M3819 （株）合田工務店 （株）合田工務店
一級建築士事務所

キャスコ株式会社エレベーター増築工事
＜浄化槽土止め＞

24 1 香川県さぬき市浄化槽土留め

M3820 （株）菅組 (有)秋山裕英建築スタジオ 医療法人　以和貴会　いわき病院
（仮称）香南介護老人保健施設　新築工事

24 1 香川県高松市独立基礎

M3821 井原工業（株） (有)曽根建築設計事務所 株式会社ちぬや社員寮　新築工事 24 1 香川県三豊市独立基礎

M3822 （株）フジタ 安藤建築設計事務所 株式会社友愛事務所中央支店新築工事 24 1 山梨県中央市独立基礎

M3823 （株）内藤ハウス （株）内藤ハウス
一級建築士事務所

ヤマト特殊鋼株式会社山梨工場新築工事 24 1 山梨県中央市布基礎

M3824 矢作建設工業（株） 司設計事務所 (仮称)操外科病院介護支援センター棟及び
透析リハビリ棟新築工事他

24 1 岐阜県岐阜市独立基礎

M3825 清水建設（株） 清水建設（株）
一級建築士事務所

（仮称）山梨学院大学附属小学校運動場
造成工事

24 1 山梨県甲府市独立基礎

M3826 佐藤工業（株） （有）山崎企画設計 社会福祉法人 優心会 ポプリ新築工事 24 1 栃木県鹿沼市独立基礎

M3827 住友重機械エンバイロメント
（株）

住友重機械エンバイロメント
（株）一級建築士事務所

メグミフーズ株式会社殿　本社工場向
嫌気処理設備工事

24 2 徳島県阿南市設備基礎下
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M3828 （株）郡家工務店 （株）清和設計事務所 （仮称）いいのやま福祉会　生活介護事業所
新築工事

24 2 香川県丸亀市独立基礎

M3829 清水建設（株）高知営業所 依光建築設計事務所 須崎菅野医院　新築工事 24 2 高知県須崎市独立基礎

M3830 （株）菅組 (有)アルク
一級建築士事務所

アルファリビング高松伏石サンフラワー通り
新築工事

24 2 香川県高松市独立基礎

M3831 （株）穴吹工務店南九州支店 （株）穴吹エンジニアリング
一級建築士事務所

サーパス新屋敷東街区　新築工事 24 2 熊本県熊本市布基礎

M3832 （株）武田組 一級建築士事務所
(有)宮本企画設計

（仮称）ひがき眼科　新築工事 24 2 広島県府中市独立基礎

M3833 （株）大本組九州支店 （株）Okamoto
総合建築事務所

（株）アトル佐伯支店（仮称）新築工事 24 2 大分県佐伯市独立基礎

M3834 （株）平成建設 （株）平成総研 （仮称）Tマンション新築工事 24 2 静岡県駿東郡布基礎

M3835 （株）八千代建設 （株）馬場設計 大月駅構内トイレ　建築工事 24 2 山梨県大月市べた基礎

M3836 （株）佐藤建設 (有)未来舎 VILLA EFFE 新築工事 24 2 静岡県沼津市べた基礎

M3837 清水建設（株）栃木営業所 （株）渡辺有規建築企画
事務所

介護付有料老人ホーム 
（仮称）さわやか若松原館 新築工事

24 2 栃木県宇都宮市独立基礎

M3838 大瀧建設（株） 全農栃木
一級建築士事務所

ＪＡはが野 デイサービスセンター
すこやか大内新築工事

24 2 栃木県真岡市独立基礎

M3839 清水建設（株）北陸支店 （株）日建設計 (仮称）トラスティ金沢新築工事 24 2 石川県金沢市布基礎

M3840 （株）大林組 （株）大林組 日本ガイシ株式会社石川工場
（仮称）NLGタンク増設工事

24 2 石川県能美市独立基礎

M3841 大東建託（株）津山支店 大東建託（株）津山支店
一級建築士事務所

K様共同住宅　新築工事 24 3 岡山県津山市独立基礎

M3842 谷口建設興業（株） 谷口建設興業
一級建築士事務所

サンクス寒川店　新築工事
＜浄化槽土留め工事＞

24 3 香川県さぬき市浄化槽土留め

M3843 （株）島田組 フジ住宅（株） （仮称）FP戸建賃貸芦屋市岩園町造成工事 24 3 兵庫県芦屋市べた基礎　
布基礎

M3844 （株）穴吹建設 穴吹建設
一級建築士事務所

（仮称）春日町店舗　新築工事 24 3 香川県高松市独立基礎

M3845 （株）間組 (有)埴淵建築設計室 青藍荘　増改築工事 24 3 徳島県名西郡独立基礎

M3846 高松パレス（株） (有)市原建築設計事務所 マツノイパレス　増築工事＜土止め工事＞ 24 3 香川県高松市土留め

M3847 （株）大成工務店 大成工務店
一級建築士事務所

(仮称)原　Nマンション新築工事 24 3 静岡県沼津市布基礎

M3848 （株）万建設興業 （株）万建設
一級建築士事務所

（仮称）矢板駅東建物新築工事 24 3 栃木県矢板市独立基礎

M3849 （株）増渕組 （株）クリエイト設計・
（株）田中構造設計事務所

（仮称）スーパーオータニ矢板店新築工事 24 3 栃木県矢板市独立基礎

M3850 大和小田急・大成特定建設
工事JV

（株）アール・アイ・エー 金沢駅武蔵北地区第一種市街地再開発事業
（第三工区）施設建築物新築工事

24 3 石川県金沢市独立基礎

M3851 （株）合田工務店 （株）合田工務店
一級建築士事務所

（仮称）高齢者施設　里楽　新築工事 24 4 香川県高松市独立基礎

M3852 神原建設（株） 一級建築士事務所
神原建設（株）

日亜化学工業（株）窒素発生装置No7
地盤改良工事

24 4 徳島県阿南市べた基礎

M3853 富士建設（株） （株）創芸 K様邸　新築工事 24 4 香川県さぬき市独立基礎

M3854 （株）穴吹建設 穴吹建設
一級建築士事務所

（仮称）餃子の王将　善通寺店　新築工事 24 4 香川県善通寺市独立基礎

M3855 （株）穴吹建設 穴吹建設
一級建築士事務所

（仮称）愛の家グループホーム観音寺大野原
新築工事＜浄化槽土留め＞

24 4 香川県観音寺市浄化槽土留め

M3856 （株）植原建設 S+西川設計事務所 S邸　新築工事 24 4 香川県高松市独立基礎

M3857 （株）穴吹建設 和光建築設計事務所 サンヨー薬局高松中央店　新築工事 24 4 香川県高松市独立基礎

M3858 前川建設（株） 前川建設（株）
一級建築士事務所

（仮称）オートバックス篠山店　新築工事 24 4 兵庫県篠山市独立基礎

M3859 TSUCHIYA（株） 一級建築士事務所
萩・中野設計

(仮称)テックランド岐阜本巣店新築工事 (看板) 24 4 岐阜県本巣市独立基礎

M3860 矢作建設工業（株） 矢作建設工業（株）
一級建築士事務所

（仮称）北区山田二丁目計画 新築工事 24 4 愛知県名古屋市独立基礎

M3861 （株）平成建設 （株）平成総研 （仮称） K様マンション新築工事 24 4 静岡県三島市布基礎

M3862 富士建設（株） （株）ミトモ製作所
一級建築士事務所

草薙鉄工所　倉庫新築工事 24 5 香川県三豊市独立基礎

M3863 美土利建設工業（株） 全農徳島
一級建築士事務所

S邸農舎　新築工事 24 5 徳島県徳島市独立基礎

M3864 大成建設（株）四国支店 大成建設（株）・
シーラカンスK&H

まんのう町立満濃中学校改築・町立図書館等
複合施設整備事業<体育館土留め工事>

24 5 香川県仲多度郡土留め
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M3865 第二建築（株） 遠山建築設計事務所 さぬき志度入江店舗　新築工事 24 5 香川県さぬき市独立基礎

M3866 大東建託（株）徳島支店 大東建託（株）徳島支店
一級建築士事務所

O様集合住宅新築工事＜A・B棟＞ 24 5 徳島県徳島市布基礎　
土間下

M3867 大東建託（株）徳島支店 大東建託（株）徳島支店
一級建築士事務所

O様集合住宅新築工事＜C棟＞ 24 5 徳島県徳島市布基礎

M3868 大東建託（株）坂出支店 大東建託（株）坂出支店
一級建築士事務所

U様集合住宅　新築工事 24 5 香川県坂出市浄化槽土留め

M3869 （株）合田工務店 (有)桜設備設計 川添保育所保育室　増築工事 24 5 香川県高松市独立基礎

M3870 （株）合田工務店 （株）清和設計事務所
一級建築士事務所

K邸　新築工事 24 5 香川県坂出市独立基礎

M3871 大塚建設（株） （株）清和設計事務所 青山幼稚園増築工事・青山保育所増築工事 24 5 香川県綾歌郡独立基礎

M3872 （株）合田工務店 (有)エノキ建築事務所 ベルモニー会館大野原　新築工事 24 5 香川県観音寺市独立基礎

M3873 三与建設（株） （株）内田豊建築事務所 (仮称)介護老人保健施設ヒルズ旭ヶ丘
新築工事

24 5 静岡県富士宮市独立基礎

M3874 池田工建（株） （株）T&N北海道設計
事務所

（仮称）ニトリ旭店新築工事 24 5 千葉県旭市独立基礎

M3875 相澤建設（株） （株）T&N北海道設計
事務所

（仮称）ニトリ滑川店新築工事 24 5 富山県滑川市独立基礎

M3876 大東建託（株）坂出支店 大東建託（株）坂出支店
一級建築士事務所

Ｄ様集合住宅　新築工事 24 6 香川県綾歌郡浄化槽土留め

M3877 （株）菅組 （株）菅組 ココロン　サービス付高齢者向け住宅
新築工事

24 6 香川県高松市独立基礎

M3878 坂出土建工業（株） （株）IAO竹田設計 （仮称）香川医院　新築工事 24 6 香川県高松市独立基礎

M3879 三宅建設（株） 日本科学機械製造（株） 蒸留装置モニュメント化工事 24 6 兵庫県加古川市機械基礎下

M3880 （株）合田工務店 （株）合田工務店
一級建築士事務所

常谷不動産倉庫　新築工事 24 6 香川県高松市布基礎

M3881 （株）菅組 （株）菅組 （仮称）フクシア新築工事 24 6 香川県三豊市浄化槽土留め

M3882 大東建託（株）松山支店 大東建託（株）松山支店
一級建築士事務所

Ｎ様共同住宅　新築工事 24 6 愛媛県松山市布基礎

M3883 第二建築（株） 遠山建築設計事務所 さぬき志度駅前店舗　新築工事 24 6 香川県さぬき市独立基礎

M3884 尾本住建（株） （株）阿波設計事務所 平成23年度学校施設環境改善交付事業
足代小学校体育館改築工事

24 6 徳島県三好郡布基礎

M3885 （株）高岸工務店 (有)おかだ建築設計事務所 （仮称）アルファスマート太田駅西　新築工事 24 6 香川県高松市布基礎

M3886 （株）スズケン＆
コミュニケーション

（株）スズケン＆
コミュニケーション

徳島トヨタ鳴門店　新築工事 24 6 徳島県鳴門市独立基礎

M3887 金川建設（株） NISHIYA設計室 SA福知山総合流通加工センター３期工事 24 6 京都府福知山市独立基礎

M3888 東亜建設工業（株） （株）アートライフ設計
コンサルタント

（仮称）ヴェルディ安東駅前　新築工事
＜仮設土止め工事＞

24 6 広島県広島市安佐
南区

仮設土留め

M3889 （株）高階 （株）あい設計　大阪支社 （仮称）あけぼの保育園　建替工事 24 6 兵庫県三木市独立基礎

M3890 （株）平成建設厚木支店 （株）平成総研
一級建築士事務所

大和市中央 Sマンション新築工事 24 6 神奈川県大和市独立基礎

M3891 （株）晃建設 （株）晃建設
一級建築設計事務所

東北江南㈱ 5期新工場新築工事 24 6 福島県二本松市独立基礎

M3892 （株）浜屋組 全農栃木
一級建築士事務所

（仮称）ＪＡしおのや直売所さくら店新築工事 24 6 栃木県さくら市独立基礎

M3893 TSUCHIYA（株）名古屋支社 一級建築士事務所
萩・中野設計

(仮称)テックランド中津川店新築工事 24 6 岐阜県中津川市独立基礎

M3894 （株）大成工務店 （株）大成工務店
一級建築士事務所

(仮称)富沢Hマンション新築工事 24 6 静岡県裾野市布基礎

M3895 （株）大本組 （株）上野山都市設計 (仮称)豊田東新町複合商業施設新築工事 24 6 愛知県豊田市独立基礎

M3896 （株）早野組 （株）山形
一級建築士事務所

オギノ貢川店 新築工事 24 6 山梨県甲府市独立基礎

M3897 （株）創真建設 （株）中島建築事務所 (仮称)平和町ビル新築工事 24 6 石川県金沢市改良山留
（布基礎）

M3898 松井建設（株）北陸支店 （株）萩・中野設計 (仮称）テックランド福井勝山店新築工事 24 6 福井県勝山市独立基礎

M3899 （株）熊谷組 （株）熊谷組 ＰＬＢ村上瀬波無線基地局建設工事 24 6 新潟県村上市独立基礎

M3900 坂出土建工業（株） （株）IAO竹田設計 （仮称）ココロン調剤薬局　新築工事 24 7 香川県高松市独立基礎

M3901 豊嶋建設（株） 豊嶋建設（株） （仮称）仏生山マンション　新築工事 24 7 香川県高松市独立基礎
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M3902 井原工業（株） （株）山陽設計
一級建築士事務所

（仮称）ハローズ大野原店　新築工事
【店舗棟・広告塔・テナントB棟】

24 7 香川県観音寺市独立基礎

M3903 井原工業（株） （株）山陽設計
一級建築士事務所

（仮称）ZAGZAG大野原店　新築工事 24 7 香川県観音寺市基礎梁下

M3904 中山建設（株） 中山建設（株）
一級建築士事務所

H様邸　新築工事 24 7 徳島県阿南市独立基礎

M3905 四国電設工業（株） レンドリース・ジャパン（株） PLB無線基地局新設工事（四国）
SV-P2065　PLBさぬき末局

24 7 香川県さぬき市鉄塔架台
基礎下

M3906 谷口建設興業（株） 谷口建設興業
一級建築士事務所

ワンナワードライ　トーホー　琴平店　
新築工事

24 7 香川県仲多度郡基礎梁下

M3907 （株）材光工務店 （株）シガキャドセンター
一級建築士事務所

23森野ビル新築工事 24 7 滋賀県長浜市独立基礎

M3908 （株）井出組 （有）原建築設計事務所 富士木材株式会社本社工場新築工事 24 7 静岡県富士市独立基礎

M3909 富樫建設工業（株） 日成ビルド工業（株）
建築設計事務所

コメリH＆G小布施店新築工事 24 7 長野県上高井郡独立基礎

M3910 （株）平成建設 （株）平成総研 (仮称)K様マンション新築工事 24 7 静岡県静岡市布基礎

M3911 （株）大成工務店 大成工務店
一級建築士事務所

(仮称)錦町　Hマンション新築工事 24 7 静岡県沼津市布基礎

M3912 （株）奥村組四国支店 （株）四電技術コンサルタント （株）四電工　半屋内式外線実習棟新築工事 24 8 香川県高松市独立基礎

M3913 前川建設（株） 前川建設（株） （仮称）オートバックス山崎店　新築工事 24 8 兵庫県宍粟市独立基礎

M3914 （株）日栄建設 （株）日栄建設
一級建築士事務所

せきもと治療院　新築工事 24 8 香川県高松市独立基礎

M3915 大成建設（株）四国支店 大成建設・日建設計
設計共同企業体

愛媛県立中央病院整備運営事業建設工事
＜東側ボンベ庫＞

24 8 愛媛県松山市設備基礎下

M3916 （株）ヒカリ 丸亀市都市整備部住宅課 丸亀市立東中学校屋内運動場改築工事
＜仮設土止め＞

24 8 香川県丸亀市仮設土留め

M3917 高松パレス（株） (有)市原建築設計事務所 チェルシームーラン　増築工事 24 8 香川県高松市独立基礎

M3918 コーナン建設（株） （株）三阪総合事務所 日本省力機械（株）増築工事 24 8 大阪府茨木市独立基礎

M3919 （株）トッププロダクト （株）トッププロダクト T様邸　新築工事 24 8 香川県観音寺市独立基礎

M3920 大成建設（株） 大成建設（株）
一級建築士事務所

PLB小松島田野無線基地局新設工事
【SV-P1139】

24 8 徳島県小松島市鉄塔架台
基礎下

M3921 SMCリフォーム（株） (有)横井設計 （株）ヤマウチ　仮称丸亀SS新設工事 24 8 香川県坂出市独立基礎

M3922 清水建設（株）名古屋支店 清水建設（株）名古屋支店
一級建築士事務所

(仮称)静鉄マンション東静岡駅北口計画
新築工事

24 8 静岡県静岡市布基礎

M3923 （株）杉山建工 一級建築士事務所
萩・中野設計

(仮称)テックランド三重多気店新築工事 24 8 三重県多気郡独立基礎

M3924 （株）鈴木屋木材 ㈱鈴木公共建築設計監理事
務所・㈱大島構造設計

（仮称）岡本ホール新築工事 24 8 栃木県河内郡独立基礎

M3925 松尾建設（株）東京支店 松尾建設（株）一級建築士
事務所・（株）風光舎

（仮称）亀戸5丁目プロジェクト新築工事 24 8 東京都江東区独立基礎　
べた基礎

M3926 日曹エンジニアリング（株） 日曹エンジニアリング（株）
一級建築士事務所

丸善製薬株式会社　新尾道工場　
第２製造棟建設工事

24 9 広島県尾道市独立基礎

M3927 住光建設（株） （株）T&N北海道設計
事務所

（仮称）ニトリ豊中テナント棟　新築工事 24 9 大阪府豊中市独立基礎

M3928 大成建設（株）四国支店 大成建設（株）・シーラカンス
K&H（株）・（株）山下設計

まんのう町立満濃中学校改築・町立図書館等
複合施設整備事業<プール棟更衣室土留め>

24 9 香川県仲多度郡土留め

M3929 SMCリフォーム（株） SMCリフォーム（株） つたに歯科クリニック新築工事 24 9 香川県坂出市独立基礎

M3930 大成建設（株） 大成建設（株）
一級建築士事務所

PLB石井浦庄　無線基地局新設工事
【SV-P1218】

24 9 徳島県名西郡鉄塔架台
基礎下

M3931 第二建築（株） 遠山建築設計事務所 高松十川東町店舗　新築工事 24 9 香川県高松市独立基礎

M3932 鳳建設（株） ATELIER TOYOOKA INC. ホンダカーズ徳島学原店　増築工事 24 9 徳島県阿南市独立基礎

M3933 井口工業（株） 創建築設計工房 友愛保育園　調理室・ランチルーム新築工事 24 9 山梨県甲府市独立基礎

M3934 大成建設（株） 大成建設（株）
一級建築士事務所

PLB中央布施無線基地局 24 9 山梨県中央市独立基礎

M3935 （株）伊豆急ハウジング （株）伊豆急ハウジング
一級建築士事務所

心象館水熱川工場新築工事 24 9 静岡県賀茂郡独立基礎

M3936 （株）伊豆急ハウジング （株）伊豆急ハウジング
一級建築士事務所

伊豆高原賃貸施設建設工事（店舗-2） 24 9 静岡県伊東市独立基礎

M3937 （株）平成建設 （株）平成総研 (仮称)H様共同住宅新築工事 24 9 静岡県静岡市布基礎

M3938 矢作建設工業（株） 矢作建設工業（株）
一級建築士事務所

(仮称)福玉米粒麦大口工場新築工事 24 9 愛知県丹羽郡独立基礎
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M3939 （株）大本組 （株）上野山都市設計 豊田東新町複合商業施設新築工事(スロープ) 24 9 愛知県豊田市独立基礎

M3940 大成建設（株） 大成建設（株）
一級建築士事務所

PLB山梨牧丘杣口Ａ無線基地局新設工事 24 9 山梨県山梨市独立基礎

M3941 （株）梶原工業所 （株）梶原工業所
一級建築士事務所

(仮称)富士桜 命水の工場　新築工事 24 9 山梨県南都留郡独立基礎

M3942 陰山建設（株） （有）雅建築設計事務所 和田装備㈱倉庫建設工事 24 9 福島県須賀川市独立基礎

M3943 （株）梅垣組 （株）梅垣組
一級建築士事務所

ハイク・ワグナージャパン㈱旭工場 
FINISHING室（Ｊ-2）増築工事

24 9 茨城県鉾田市独立基礎

M3944 （株）熊谷組 （株）熊谷組
一級建築士事務所

PLB村上新屋無線基地局新設工事 24 9 新潟県村上市独立基礎

M3945 清水建設（株）四国支店 (有)一級建築士事務所G,A ショートステイ吉祥　新築工事 24 10 香川県高松市独立基礎

M3946 （株）吉岡組 （株）徳島総合
コンサルタント

板東ゆたか保育園　改築工事 24 10 徳島県鳴門市独立基礎

M3947 小竹興業（株） 一級建築士事務所
小竹興業（株）

オートモールジャパン　新築工事 24 10 香川県高松市独立基礎

M3948 （株）北島建設 （株）北島建設
一級建築士事務所

（仮称）セブン安宅店　新築工事 24 10 徳島県徳島市独立基礎

M3949 （株）生田組 四万十町上下水道課 仁井田簡易水道統合整備事業　配水池
築造工事

24 10 高知県高岡郡べた基礎

M3950 （株）大本組 （株）大本組東京本社
一級建築士事務所

（仮称）シノブフーズ（株）岡山工場新築工事 24 10 岡山県総社市独立基礎

M3951 大成建設（株）四国支店 大成建設（株）四国支店
一級建築士事務所

アスティス善通寺支店　建替工事 24 10 香川県善通寺市独立基礎

M3952 （株）スズケン＆
コミュニケーション

（株）スズケン＆
コミュニケーション

アトラツイン自走式駐車場増築工事 24 10 徳島県徳島市独立基礎

M3953 上條建設（株） （株）長大 市川市立第四中学校屋内運動場新築工事 24 10 千葉県市川市布基礎

M3954 大成建設（株） 大成建設（株）
一級建築士事務所

PLB大月中初狩基地局 24 10 山梨県大月市独立基礎

M3955 日本電設工業（株） 日本電設工業（株） PLB阿賀日出谷B無線基地局新設工事 24 10 新潟県東蒲原郡独立基礎

M3956 （株）北島コーポレーション （株）北島コーポレーション
一級建築士事務所

四国機器（株）鳴門総合サービスセンター
新築工事

24 11 徳島県鳴門市べた基礎

M3957 （有）大藤組 (有)曽根建築設計事務所 三豊市消防団三野方面隊第1分団
久保谷屯所建替工事

24 11 香川県三豊市独立基礎

M3958 坂出土建工業（株） （有）鉄川建築設計事務所 T邸住宅　新築工事 24 11 香川県丸亀市独立基礎

M3959 池上工務所・
富士ハウス工業JV

一級建築士事務所
佐藤設計企画室

富士吉田市庁舎（東側庁舎）建設(
建築主体)工事

24 11 山梨県富士吉田市独立基礎

M3960 （株）材光工務店 （株）シガキャドセンター
一級建築士事務所

辰巳産業株式会社工場新築工事 24 11 滋賀県米原市独立基礎

M3961 （株）大成工務店 大成工務店
一級建築士事務所

（仮称）大岡駅前町マンション新築工事 24 11 静岡県沼津市布基礎

M3962 （株）平成建設 （株）平成総研  沼津市御幸町マンション新築工事 24 11 静岡県沼津市べた基礎

M3963 （株）平成建設 （株）平成総研 （仮称）長泉町下土狩　T様マンション
新築工事

24 11 静岡県駿東郡べた基礎　
布基礎

M3964 （株）ヤマウラ （株）ヤマウラ
一級建築士事務所

（仮称）関東甲信クボタ様甲府営業所新築工事
　　　　　　　　　　　　　　

24 11 山梨県甲府市独立基礎

M3965 （株）きんでん 　　　　　--------- PLB真岡大道泉 無線基地局 24 11 栃木県真岡市鉄塔基礎

M3966 大和建設・西谷工務店
特定建設工事JV

山口市都市整備部建築課 大殿中学校　屋内運動場　増改築工事 24 12 山口県山口市独立基礎

M3967 山陽工業（株） （株）アートライフ設計
コンサルタント

ソシオ緑井新築工事＜土止め工事＞ 24 12 広島県広島市土留め

M3968 大東建託（株）松山支店 大東建託（株）松山支店
一級建築士事務所

O様共同住宅　新築工事 24 12 愛媛県松山市布基礎

M3969 （株）合田工務店 香川県農業協同組合
一級建築士事務所

川東SSセルフ改築工事 24 12 香川県高松市タンク土留め

M3970 前川建設（株） 前川建設（株） （仮称）日本ゼニスパイプ（株）兵庫工場
製品倉庫棟新築工事

24 12 兵庫県小野市独立基礎

M3971 臼幸産業（株） 湯山建築事務所 農協小山店改築工事 24 12 静岡県駿東郡独立基礎

M3972 大成建設（株） 大成建設（株）
一級建築士事務所

ＰＬＢ山梨牧丘牧平 24 12 山梨県山梨市独立基礎

M3973 三金興業（株） （株）深谷設計 白河市中心市街地共同住宅供給事業 24 12 福島県白河市独立基礎

M3974 東武建設（株）移動通信事業
本部

（株）アイ・エス・エス総研 PLB佐野寺久保B無線基地局 建設工事 24 12 栃木県佐野市鉄塔基礎

M3975 （株）菅組 （株）菅組
一級建築士事務所

（仮称）せせらぎの郷　新築工事 25 1 香川県仲多度郡独立基礎
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M3976 （株）ジョー・コーポレーション (有)エノキ建築事務所 ベルモニー会館空港通り　新築工事 25 1 愛媛県松山市独立基礎

M3977 神原建設（株） 中飯賀業建築研究所 （株）レーザーシステム徳島事業所
新築工事

25 1 徳島県阿南市独立基礎

M3978 神原建設（株） 中飯賀業建築研究所 中島地区津波避難施設設置工事 25 1 徳島県阿南市土間下

M3979 大成建設（株）四国支店 大成建設（株）
一級建築士事務所

PLB美波北河内　無線基地局新設工事
（SV-P1083）

25 1 徳島県海部郡鉄塔基礎

M3980 大成建設（株）四国支店 大成建設（株）
一級建築士事務所

PLB神山本小野　無線基地局新設工事
（SV-P1216）

25 1 徳島県名西郡鉄塔基礎

M3981 （株）穴吹建設 穴吹建設
一級建築士事務所

（仮称）木村チェーン　丹原店　新築工事 25 1 愛媛県西条市独立基礎

M3982 （株）平成建設 （株）平成総研 駿河区中島 O様マンション新築工事 25 1 静岡県静岡市布基礎

M3983 大成建設（株） 大成建設（株）
一級建築士事務所

 PLB甲斐下芦沢無線基地局新設工事
（TVI 241)

25 1 山梨県南巨摩郡独立基礎

M3984 （株）大本組 （株）大本組東京本社
一級建築士事務所

メディセオ四日市支店(仮称)新築工事 25 1 三重県四日市市独立基礎

M3985 （株）きんでん レンドリース・ジャパン（株）
一級建築士事務所

PLB那珂川小砂A 無線基地局 25 1 栃木県那須郡鉄塔基礎

M3986 大成建設（株）四国支店 大成建設（株）
一級建築士事務所

PLB三野太刀野山　無線基地局新設工事
（SV-P1242）

25 2 徳島県三好市鉄塔基礎

M3987 （株）大本組 （株）大本組東京本社
一級建築士事務所

（仮称）吉井川病院新築移転工事 25 2 岡山県瀬戸内市独立基礎

M3988 大旺新洋（株） （有）NEUTRAL建築研究所 あしずり岬診療所　新築工事 25 2 高知県土佐清水市独立基礎

M3989 大成建設（株）四国支店 大成建設（株）
一級建築士事務所

PLB海部広岡　無線基地局新設工事
（SV-P1068）

25 2 徳島県海部郡鉄塔基礎

M3990 （株）合田工務店 （株）齊藤正轂工房 （仮称）アイファミリークリニック及びサービス付
き高齢者向け住宅ハレルヤ新築工事

25 2 香川県丸亀市独立基礎

M3991 （株）菅組 （株）定木建築研究室 大倉工業（株）新規材料事業部仲南G棟
増築工事

25 2 香川県仲多度郡独立基礎

M3992 小竹興業（株） 小竹興業（株）
一級建築士事務所

秋元酒店倉庫新築工事 25 2 香川県高松市独立基礎

M3993 （株）富田工務店 (有)ARK一級建築士事務所 ナベプロセス（株）本社南第２工場新築工事 25 2 香川県高松市独立基礎

M3994 大成建設（株）四国支店 大成建設（株）
一級建築士事務所

PLB大麻大谷　無線基地局新設工事
（SV-P1279）

25 2 徳島県鳴門市鉄塔基礎

M3995 （株）穴吹建設 穴吹建設
一級建築士事務所

（仮称）桜町プロジェクト　新築工事 25 2 香川県高松市独立基礎

M3996 坂本・アラタ建設工事JV 徳島市都市整備部
公共建設課

大松小学校屋内運動場増改築工事 25 2 徳島県徳島市擁壁基礎下

M3997 （株）金丸工務店 (有)曽根建築設計事務所 観音寺信用金庫豊中支店新築工事 25 2 香川県三豊市独立基礎

M3998 大成建設（株）四国支店 大成建設（株）
一級建築士事務所

PLB三木小蓑　無線基地局新設工事
（SV-P2140）

25 2 香川県木田郡鉄塔基礎

M3999 （株）多田建設 （株）多田建設
一級建築士事務所

福田倉庫　新築工事 25 2 香川県東かがわ市独立基礎

M4000 大成建設（株） 大成建設（株）
一級建築士事務所

ＰＬＢ南アルプス高尾無線基地局 25 2 山梨県南アルプス
市

独立基礎

M4001 （株）大成工務店 （株）大成工務店
一級建築士事務所

(仮称)蓼原Tマンション新築工事 25 2 静岡県富士市布基礎

M4002 （株）大成工務店 （株）大成工務店
一級建築士事務所

(仮称)富士宮三園平マンション東棟新築工事 25 2 静岡県富士宮市布基礎

M4003 （株）内藤ハウス 三井金属
エンジニアリング（株）

三井金属鉱業㈱韮崎事業所　
600tonプレス機用基礎建設工事

25 2 山梨県韮崎市独立基礎

M4004 （株）東北カナメ （株）東北カナメ
一級建築士事務所

（仮称）榴ヶ岡天満宮社務所 新築工事 25 2 宮城県仙台市独立基礎

M4005 （株）きんでん 北電技術コンサルタント（株） PLB大田原福原B 無線基地局 25 2 栃木県大田原市鉄塔基礎

M4006 東武建設（株） レンドリース・ジャパン（株）
一級建築士事務所

PLB佐野閑馬A 無線基地局 25 2 栃木県佐野市鉄塔基礎

M4007 （株）大木組 小林建築設計事務所 （仮称）JAしもつけ平柳セレモニーホール
法事室 増設工事

25 2 栃木県栃木市独立基礎

M4008 大成建設（株）四国支店 大成建設（株）
一級建築士事務所

PLB那賀古屋　無線基地局新設工事
（SV-P1150）

25 3 徳島県那賀郡鉄塔基礎

M4009 大成建設（株）四国支店 大成建設（株）
一級建築士事務所

PLB那賀木頭助　無線基地局新設工事
（SV-P1085）

25 3 徳島県那賀郡鉄塔基礎

M4010 大成建設（株）四国支店 大成建設（株）
一級建築士事務所

PLB那賀小畠　無線基地局新設工事
（SV-P1148）

25 3 徳島県那賀郡鉄塔基礎

M4011 （株）岡田組 山口建築設計事務所
&J.A.Spirits

（仮称）第３泰栄ビル新築工事 25 3 徳島県吉野川市布基礎

M4012 前川建設（株） （株）加藤建築事務所 マックスバリュ書写店　新築工事 25 3 兵庫県姫路市独立基礎
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M4013 大成建設（株）四国支店 大成建設（株）
一級建築士事務所

PLBさぬき多和東局　無線基地局新設工事
（SV-P2063）

25 3 香川県さぬき市鉄塔基礎

M4014 吉成建設（株） オーケーエー建築
設計事務所

デイサービスセンター藤の里　新築工事 25 3 徳島県名西郡独立基礎

M4015 エヌケー建設（株） エヌケー建設（株）
一級建築士事務所

木太貸ビル（仮称）新築工事 25 3 香川県高松市独立基礎

M4016 （株）合田工務店 西谷設計 （仮称）ふるさぽ太田下町　新築工事 25 3 香川県高松市独立基礎

M4017 大成建設（株）東京支店 大成建設㈱一級建築士事務
所・ﾚﾝﾄﾞﾘｰｽ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

PLBあきる野引田A 無線基地局 25 3 東京都あきる野市鉄塔基礎

M4018 薩摩建設（株） （株）フォーユー （仮称）大崎2丁目プロジェクト 25 3 東京都品川区擁壁基礎下

M4019 大成建設（株） 大成建設（株）
一級建築士事務所

ＰＬＢ南アルプス芦安芦倉Ｂ無線基地局
新設工事

25 3 山梨県南アルプス
市

独立基礎

M4020 岐建（株） （株）T&N北海道設計
事務所

（仮称）ニトリ安城店新築工事 25 3 愛知県安城市独立基礎

M4021 （株）大成工務店 （株）大成工務店
一級建築士事務所

(仮称)富士宮市三園平マンション西棟
新築工事

25 4 静岡県富士宮市べた基礎

M4022 （株）姫野組 (有)埴淵建築設計室 サービス付高齢者向け住宅　若宮の里　
新築工事

25 4 徳島県美馬市独立基礎

M4023 （株）穴吹建設 穴吹建設
一級建築士事務所

ホンダカーズ香川　太田店　増築工事 25 4 香川県高松市独立基礎

M4024 大成建設（株）四国支店 大成建設（株）
一級建築士事務所

PLB三好菅生東　無線基地局新設工事
（SV-P1116）

25 4 徳島県三好市鉄塔基礎

M4025 （株）ヒカリ （株）ヒカリ
一級建築士事務所

（仮称）レフコ丸亀　新築工事 25 4 香川県丸亀市独立基礎

M4026 （株）藤木工務店 (有)市原建築設計事務所 マイスター新居浜工場　増築工事 25 4 愛媛県新居浜市独立基礎

M4027 坂出土建工業（株） (有)市原建築設計事務所 （株）香川ダイハツモータース観音寺店
増築工事

25 4 香川県観音寺市独立基礎

M4028 （株）橘一吉工務店 （株）橘一吉工務店
一級建築士事務所

O様邸　新築工事 25 4 香川県高松市独立基礎

M4029 （株）植原建設 コープラス
建築設計事務所

香川トヨペット（株）（仮称）空港通り店
新築工事

25 4 香川県高松市独立基礎

M4030 日本建設（株）福岡支店 （株）T&N北海道設計
事務所

（仮称）ニトリ八女店　新築工事 25 4 福岡県八女市独立基礎

M4031 前川建設（株） （株）小西建築設計事務所 （株）バリュープラス様　小野工場　新築工事 25 4 兵庫県小野市独立基礎

M4032 （株）穴吹建設 穴吹建設
一級建築士事務所

（仮称）ダイレックス一宮店　新築工事 25 4 香川県高松市独立基礎

M4033 船山建設工業（株） 加藤建築設計事務所 インマイライフ さくら氏家 増築工事 25 4 栃木県さくら市独立基礎

M4034 大徳建設（株） 大徳建設（株） 天野精機上板工場　新築工事 25 5 徳島県板野郡独立基礎

M4035 坂出土建工業（株） SUN建築設計事務所 （株）浜崎林田発電所新築工事 25 5 香川県坂出市独立基礎

M4036 （株）菅組 宮本測量登記事務所 M邸　新築工事＜擁壁下＞ 25 5 香川県綾歌郡擁壁基礎下

M4037 大成建設（株）四国支店 大成建設（株）
一級建築士事務所

PLB東祖谷菅生局　無線基地局新設工事
（SV-P1110）

25 5 徳島県三好市鉄塔基礎

M4038 （株）鍜治田工務店 （株）T&N北海道設計
事務所

（仮称）ニトリ富田林店　新築工事 25 5 大阪府富田林市独立基礎

M4039 前川建設（株） 前川建設（株） （仮称）日本ゼニスパイプ（株）兵庫工場
ヤード移設工事

25 5 兵庫県小野市独立基礎

M4040 中村土木（株） （株）綜企画設計 新相馬市民会館外構工事（消化水槽） 25 5 福島県相馬市防火水槽基礎

M4041 （株）早野組 （株）山形
一級建築士事務所

（仮称）オギノ山中湖店新築工事                   
        

25 5 山梨県南都留郡独立基礎

M4042 （株）平成建設 （株）平成総研 長泉町桜堤Kマンション新築工事 25 5 静岡県駿東郡べた基礎　
布基礎

M4043 （株）マツダ建築工房 一級建築士事務所（株）
マツダ建築工房

F様邸新築工事 25 5 山梨県南都留郡独立基礎

M4044 日本電設工業（株） 日本電設工業（株） ＰＬＢ阿賀黒岩無線基地局建設工事 25 5 新潟県東蒲原郡独立基礎

M4045 東邦電気工業（株） 東邦電気工業（株） ＰＬＢ南魚沼五箇基地局建設工事 25 5 新潟県南魚沼市独立基礎

M4046 東邦電気工業（株） 東邦電気工業（株） ＰＬＢ魚沼大石無線基地局建設工事 25 5 新潟県魚沼市独立基礎

M4047 真柄建設（株） 北電技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）HGC
建築設計事務所・(株)TONE

下林変電所本館新築工事及び配電ダクト工事 25 5 石川県野々市市山留め

M4048 （株）森開発 住まい設計,宙 株式会社貴彩　倉庫新築工事 25 6 徳島県鳴門市独立基礎　
布基礎

M4049 （株）穴吹建設広島営業所 穴吹建設
一級建築士事務所

西村ジョイ八木店　増築工事 25 6 広島県広島市独立基礎
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M4050 松浦建設（株） 香川県農業協同組合
総務部管財課

坂出物流センター農薬倉庫　増築工事 25 6 香川県坂出市独立基礎

M4051 （株）ヒカリ （株）ヒカリ
一級建築士事務所

（有）味源　倉庫・宿舎　新築工事 25 6 香川県仲多度郡独立基礎

M4052 （株）穴吹建設 穴吹建設
一級建築士事務所

（仮称）府中ふれあいホームうかい　新築工事 25 6 広島県府中市独立基礎

M4053 大鉄工業（株）四国支店 （株）合田工務店
一級建築士事務所

ずゞや（株）配送センター倉庫　増築工事 25 6 香川県高松市独立基礎

M4054 （株）菅組 (有)エノキ建築事務所 M邸　新築工事 25 6 香川県綾歌郡布基礎

M4055 本田建設（有） （株）野田木内
一級建築士事務所

都市防災推進事業美波町役場
由岐支所津波避難階段建築工事

25 6 徳島県海部郡べた基礎

M4056 （株）ヒカリ 良樹建築設計事務所 （仮称）岡部医院　新築工事 25 6 香川県善通寺市独立基礎

M4057 （株）合田工務店 （株）合田工務店
一級建築士事務所

（仮称）太田下町住宅型有料老人ホーム
新築工事

25 6 香川県高松市独立基礎

M4058 谷口工業（株） アーネストアーキテクツ（株） MIYAKO RESIDENCE　新築工事 25 6 徳島県徳島市べた基礎

M4059 藤崎建設（株） （株）橘建築事務所 平成25年度学校施設環境改善交付金事業
牟岐町学校給食センター建設工事

25 6 徳島県海部郡独立基礎

M4060 （株）大本組東京本社 （株）大本組東京本社
一級建築士事務所

（仮称）ホンダ部品販売㈱福島営業所
新築工事

25 6 福島県本宮市独立基礎

M4061 （株）大本組東京本社 （株）大本組東京本社
一級建築士事務所

（仮称）岡山県貨物運送㈱宇都宮営業所
増築工事

25 6 栃木県宇都宮市独立基礎

M4062 東武建設（株） 　　　　　--------- PLB桐生相生町四丁目W無線基地局 25 6 群馬県桐生市鉄塔基礎

M4063 （株）菅組 エノキ建築事務所 M邸　新築工事 25 6 香川県観音寺市独立基礎

M4064 生川建設（株） 生川建設
一級建築士事務所

（仮称）イオンタウン菰野改装・改築工事 25 6 三重県三重郡独立基礎

M4065 大成建設（株） 大成建設（株）
一級建築士事務所

PLB上野原秋山I無線基地局新設工事 25 6 山梨県上野原市独立基礎

M4066 大成建設（株） 大成建設（株）
一級建築士事務所

PLB上野原秋山E無線基地局新設工事 25 6 山梨県上野原市独立基礎

M4067 （株）北村組 （株）白鳳建築設計事務所 ベルウイング会館新築工事 25 6 三重県伊賀市布基礎

M4068 長田組土木（株） （株）山形
一級建築士事務所

米福おこめファクトリーfuefuki精米センター
新築工事

25 6 山梨県笛吹市独立基礎

M4069 木内建設（株） 木内建設（株）
一級建築士沼津事務所

富士カプセル㈱北山工場第一製剤棟
増築箕工事

25 6 静岡県富士宮市独立基礎

M4070 （株）平成建設 （株）平成総研 御殿場市萩原HマンションⅢ新築工事 25 6 静岡県御殿場市布基礎

M4071 （株）タニコー スズキ設計 あおばファミリー歯科こども歯科新築工事 25 6 愛知県北名古屋市べた基礎

M4072 日本電設工業（株） 日本電設工業（株） PLB加茂狭口A無線基地局建設工事 25 7 新潟県加茂市独立基礎

M4073 新日鉄住金エンジニアリング
（株）西日本支社

新日鉄住金ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）
一級建築士事務所

三井不動産ロジスティクスパーク堺　
新築工事

25 7 大阪府堺市布基礎

M4074 （株）出雲建設 （株）T&N北海道設計
事務所

（仮称）ニトリ南あわじ店　新築工事 25 7 兵庫県南あわじ市独立基礎

M4075 大末建設（株）四国支店 (有)アーキテクトライン アルファステイツ南久米　新築工事
＜仮設土止め＞

25 7 愛媛県松山市仮設土留め

M4076 （株）菅組 (有)ARK一級建築士事務所 N邸　新築工事 25 7 香川県高松市布基礎

M4077 （株）平尾工務店 （株）小西建築設計事務所 水尾町公民館　建設工事 25 7 兵庫県西脇市独立基礎

M4078 大東建託（株）倉敷支店 大東建託（株）倉敷支店
一級建築士事務所

I様　マンション新築工事 25 7 岡山県倉敷市布基礎

M4079 谷口建設興業（株） 鎌田建築設計事務所 亀井生薬乾燥棟　新築工事 25 7 香川県高松市独立基礎

M4080 （株）きんでん 　　　　　--------- PLB那須寺子無線基地局 25 7 栃木県那須郡鉄塔基礎

M4081 コスモシステム（株） 北電技術コンサルタント（株）
一級建築士事務所

ａｕ宇都宮東峰町局無線鉄塔 新設工事 25 7 栃木県宇都宮市鉄塔基礎

M4082 東武建設（株） 　　　　　--------- IMT那須漆塚無線基地局 25 7 栃木県那須郡鉄塔基礎

M4083 大成建設（株） 大成建設（株）
一級建築士事務所

PLB上野原秋山J無線基地局新設工事 25 7 山梨県上野原市独立基礎

M4084 大成建設（株） 大成建設（株）
一級建築士事務所

PLB都留朝日馬場B無線基地局 25 7 山梨県都留市独立基礎

M4085 （株）プロテック 服部事務所 株式会社プロテック様　開発造成
地盤改良工事

25 8 香川県高松市宅地改良

M4086 （株）日栄建設 (有)秋山裕英建築スタジオ 四国細胞病理センター　新築計画 25 8 香川県高松市独立基礎
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M4087 （株）アズマ建設 TOA CORPORATION キリン堂　助任橋店　シンボルサイン新設工事 25 8 徳島県徳島市看板基礎下

M4088 富士建設（株） （株）タカネ設計 平成25年度レイクビュー　増改築工事 25 8 香川県丸亀市独立基礎

M4089 谷口建設興業（株） （株）日進堂
一級建築士事務所

（株）日進堂　研修建屋新築工事 25 8 香川県高松市独立基礎

M4090 （株）高階 （株）八木建築設計事務所 社会福祉法人　白水会　いずみ保育園
新築工事

25 8 兵庫県三木市独立基礎

M4091 東武建設（株） 　　　　　--------- PLB伊勢崎境米岡 無線基地局 25 8 群馬県伊勢崎市鉄塔基礎

M4092 （株）山本工務店 (有)匠建築設計事務所 （仮称）遠波の郷　白松苑（小規模多機能型
居宅介護）施設　新築工事

25 9 山口県山口市独立基礎

M4093 松浦建設（株） 松浦建設（株） （株）日本海水讃岐工場　塩化カリウム
製造設備棟　新築工事

25 9 香川県坂出市設備基礎下

M4094 （株）ジョー・コーポレーション 横井設計 株式会社ヤマウチ田村町SS　新築工事 25 9 香川県高松市独立基礎

M4095 （株）プロテック 服部事務所 （仮称）プロテック第４工場　新築工事 25 9 香川県高松市独立基礎

M4096 谷口建設興業（株） IS設計 （仮称）ヌーベル三木　新築工事 25 9 香川県木田郡擁壁基礎下

M4097 （株）橘一吉工務店 （株）橘一吉工務店
一級建築士事務所

関元鉄筋工場　新築工事 25 9 香川県高松市独立基礎

M4098 大末建設（株）四国支店 (有)おかだ建築設計事務所 （仮称）アルファステイツ松縄レインボー通りⅣ
新築工事＜仮設土止め＞

25 9 香川県高松市仮設土留め

M4099 富士建設（株） （株）タカネ設計 平成25年度三船病院作業棟　新築工事 25 9 香川県丸亀市独立基礎

M4100 大和リース（株） （株）ネオ・スタイル
一級建築士事務所

日本マクドナルド株式会社　たつの店
新築工事

25 9 兵庫県たつの市独立基礎

M4101 西松建設（株） （株）中林建築設計事務所 玉真病院増築工事<仮設土留め> 25 9 徳島県阿南市仮設土留め

M4102 明石建設（株） 明石建設（株）
一級建築士事務所

（有）松山急配　倉庫　新築工事 25 9 香川県坂出市独立基礎

M4103 日本建設（株） （株）T&N北海道設計
事務所

（仮称）ニトリ福島店 新築工事 25 9 福島県福島市独立基礎　
看板基礎下

M4104 （株）ワタナベ土木 ワタナベ土木
一級建築士事務所

石坂運輸㈱ 倉庫新築工事 25 9 埼玉県熊谷市独立基礎

M4105 （株）槇峯建設 （株）西田デザイン （仮称）白河工場 新築工事 25 9 福島県白河市独立基礎

M4106 三金興業（株） 三金興業（株） 日本アイキャン白河第二工場 新築工事 25 9 福島県白河市独立基礎

M4107 （株）大成工務店 大成工務店
一級建築士事務所

(仮称) 下香貫Ｙマンション新築工事 25 9 静岡県沼津市布基礎

M4108 （株）水澤工務店 （株）水澤工務店
一級建築士事務所

中部食品株式会社共配センター増築工事 25 9 山梨県甲府市独立基礎

M4109 東邦電気工業（株） 東邦電気工業（株） PLB津南秋成C無線基地局 25 9 新潟県中魚沼郡独立基礎

M4110 大鉄工業（株）四国支店 工藤誠一郎
建築地域研究所

ケーズデンキ四万十店　新築工事 25 10 高知県四万十市独立基礎

M4111 （株）城山堂 工藤誠一郎
建築地域研究所

ケーズデンキ四万十店　ロードサイン
新設工事

25 10 高知県四万十市看板基礎下

M4112 三聖建設（株） (有)渡辺スペース・クリエイツ 障害者支援施設高瀬荘そよかぜ
大規模修繕等工事

25 10 香川県三豊市独立基礎

M4113 （株）奥村組四国支店 (有)中村建築設計事務所 （社福）瑞祥会　特別養護老人ホーム湊荘
移転整備工事

25 10 香川県東かがわ市独立基礎

M4114 前川建設（株） （株）小西建築設計事務所 （仮称）しのべの里　新築工事 25 10 兵庫県加古川市独立基礎

M4115 （株）穴吹建設 (有)エノキ建築事務所 K邸　新築工事 25 10 香川県高松市独立基礎

M4116 北浜建設（株） （株）清和設計事務所 香川設計センター新事務所建設工事 25 10 香川県坂出市独立基礎

M4117 （株）河崎組 (有)コアティ建築設計 （仮称）V南観音一丁目　新築計画 25 10 広島県広島市擁壁基礎下

M4118 大末建設（株）四国支店 （株）現代建築計画 （仮称）アルファステイツ吉田公園　新築工事
<山留>

25 10 高知県高知市山留め

M4119 （株）生駒組 （株）荒井設計 軽費老人ホーム母智ヶ丘荘移転新築工事 25 10 栃木県那須塩原市布基礎

M4120 佐田建設（株）栃木支店 エムオーエムプランニング 社会福祉法人 順仁会 特別養護老人ホーム
ふじやまの里 増築工事

25 10 栃木県河内郡独立基礎

M4121 清水建設（株）名古屋支店 (株)東芝生産企画部
建設担当

東芝四日市工場250棟 第3期建築工事 25 10 三重県四日市市独立基礎

M4122 岳南建設（株） （株）大庭設計
一級建築士事務所

(仮称)Sマンション新築工事 25 10 静岡県沼津市布基礎

M4123 ナカゴミ（株） （株）土谷設計事務所 株式会社マキタ店舗新築工事 25 10 山梨県甲府市独立基礎
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M4124 北信建設（株） （株）T&N北海道設計
事務所

(仮称）ニトリ　モール福井新築工事　
AOKI棟工事

25 10 福井県福井市独立基礎

M4125 北信建設（株） （株）T&N北海道設計
事務所

(仮称）ニトリ　モール福井新築工事　
赤ちゃん本舗棟工事

25 10 福井県福井市独立基礎

M4126 北信建設（株） （株）T&N北海道設計
事務所

(仮称）ニトリ　モール福井新築工事　
あさひ棟工事

25 10 福井県福井市独立基礎

M4127 井原工業（株） （株）山陽設計
一級建築士事務所

（仮称）ハローズ新居浜郷店　新築工事 25 11 愛媛県新居浜市独立基礎

M4128 （株）穴吹建設中国支店 穴吹建設
一級建築士事務所

（仮称）フォブールトロワ北方　新築工事 25 11 岡山県岡山市独立基礎

M4129 （株）ハクリュウ 宇陀市水道局 室生受水地築造工事（3工区）受水池
組立基礎工事

25 11 奈良県宇陀市土間下

M4130 （株）大本組 （株）大本組東京本社
一級建築士事務所

（仮称）グンゼ開発津山貸店舗新築工事 25 11 岡山県津山市独立基礎

M4131 (有)泉川製作所 泉川建築設計事務所 O邸　新築工事 25 11 香川県高松市独立基礎

M4132 （株）三宅工務店 斉藤建築設計事務所 （仮称）地域密着型特別養護老人ホーム
おおはま荘　新築工事　擁壁下地盤改良工事

25 11 香川県三豊市擁壁基礎下

M4133 大塚建設（株） （株）清和設計事務所 井上堂接骨院　新築工事 25 11 香川県坂出市独立基礎

M4134 井上建設（株） (有)埴淵建築設計室 岡崎内科循環器科　増築工事 25 11 徳島県鳴門市独立基礎

M4135 戸田建設（株）広島支店 戸田建設（株）広島支店
一級建築士事務所

防府エネルギーサービス（株）
石炭貯槽供給装置

25 11 山口県防府市独立基礎

M4136 エヌケー建設（株） エヌケー建設（株）
一級建築士事務所

Ｋ様貸事務所　新築工事 25 11 香川県高松市独立基礎

M4137 （株）奥田工務店 （株）T&N北海道設計
事務所

（仮称）コメリＨＣ日野店　新築工事 25 11 滋賀県蒲生郡独立基礎

M4138 （株）板橋組 寄藤建築アトリエ （仮称）株式会社サンソルト小山新倉庫
新築工事

25 11 栃木県小山市独立基礎

M4139 （株）合田工務店 (有)市原建築設計事務所 （株）香川ダイハツモータース高松太田店
新築工事

25 12 香川県高松市独立基礎

M4140 大東建託（株）京都西支店 大東建託（株）京都西支店
一級建築士事務所

O様共同住宅　新築工事 25 12 京都府京都市布基礎

M4141 新日鉄住金エンジニアリング
（株）西日本支社

新日鉄エンジニアリング（株）
一級建築士事務所

市原金属産業（株）橋本工場　新築工事 25 12 和歌山県橋本市独立基礎

M4142 （株）合田工務店 （株）清和設計事務所 （仮）永井整形外科医院　新築工事 25 12 香川県坂出市独立基礎　
土留め

M4143 谷口建設興業（株） （株）BTO
一級建築士事務所

Honda Cars 香川南　空港通り店　新築工事 25 12 香川県高松市独立基礎

M4144 大成建設（株）東京支店 大成建設㈱一級建築士事務
所・ﾚﾝﾄﾞﾘｰｽ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

PLB青梅市小曾木3丁目K 無線基地局 25 12 東京都青梅市鉄塔基礎

M4145 神谷建設（株） 神谷建設（株）
一級建築士事務所

田源石灰工業株式会社 造粒設備工場 
新築工事

25 12 栃木県栃木市独立基礎

M4146 （株）菅組 コープラス
建築設計事務所

石丸製麺（株）新工場増築工事 26 1 香川県高松市独立基礎

M4147 （株）坂井工務店 山本建築設計事務所 さんさん浅野デイサービスセンター新築工事 26 1 香川県高松市独立基礎

M4148 （株）菅組 （株）菅組
一級建築士事務所

（株）カナエテクノス新工場　新築工事 26 1 香川県観音寺市独立基礎

M4149 大鉄工業（株） 工藤誠一郎建築地域研究所 ケーズデンキ郷東店　新築工事 26 1 香川県高松市独立基礎

M4150 （株）西崎組 （株）タカネ設計 小松印刷綾川倉庫棟　増築工事 26 1 香川県綾歌郡独立基礎

M4151 （株）菅組 （株）菅組
一級建築士事務所

（株）五星　新館　新築工事 26 1 香川県三豊市独立基礎

M4152 （株）日本ビオトープ （株）大東設計
コンサルタント

成瀬第二地区55-3街区外宅地擁壁整備
その他工事

26 1 神奈川県伊勢原市擁壁基礎下

M4153 戸田建設（株）四国支店 (有)一級建築士事務所G,A 南海プライウッド長尾物流センター倉庫庇
新設工事

26 2 香川県さぬき市独立基礎

M4154 （株）日栄建設 横井設計 株式会社本田石油　三条給油所　工事 26 2 香川県高松市独立基礎　
土留め

M4155 坂出土建工業（株） （株）IAO竹田設計 （仮称）ありとも内科クリニック　新築工事 26 2 香川県高松市独立基礎

M4156 （株）菅組 （株）菅組
一級建築士事務所

讃岐塩販売松山営業所　新築工事 26 2 愛媛県松山市独立基礎

M4157 （有）美里建設 　　　　　--------- 富岡分団第二班詰所　新築工事 26 2 徳島県阿南市独立基礎

M4158 （株）西崎組 （株）タカネ設計 小松印刷本社倉庫棟　増築工事 26 2 香川県高松市独立基礎

M4159 （株）平成建設 （株）平成総研 裾野市二ツ屋 Iマンション2新築工事 26 2 静岡県裾野市独立基礎

M4160 （株）大本組名古屋支店 （株）大本組東京本社
一級建築士事務所

イオンモール各務原増築工事 26 2 岐阜県各務原市独立基礎
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M4161 （株）合田工務店 （株）合田工務店
一級建築士事務所

（仮称）帝國製薬株式会社新工場新築工事 26 3 香川県東かがわ市独立基礎

M4162 （株）菅組 島田治男建築設計事務所 おおとよ荘　新築工事<受水槽> 26 3 香川県観音寺市べた基礎　
（受水層基礎

M4163 （株）一宮工務店 （株）清和設計事務所 マルナカ西条氷見店　新築工事 26 3 愛媛県西条市独立基礎

M4164 新日鉄住金エンジニアリング
（株）建築・鋼構造事業部　

新日鉄住金ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）
一級建築士事務所

真和テック株式会社　橋本工場　新築工事 26 3 和歌山県橋本市独立基礎　
布基礎

M4165 （株）DI・SANWA 
CORPORATION

（株）斉藤設計室
一級建築士事務所

（仮称）塩谷病院 診察室 増築工事 26 3 栃木県矢板市独立基礎

M4166 （株）穴吹工務店 （株）穴吹エンジニアリング
一級建築士事務所

（仮称）サーパス太田南新築工事
<仮設土留め>

26 4 香川県高松市仮設土留め

M4167 尾藤建設（株） (有)後藤哲夫建築事務所 （丸亀市）F邸　新築工事 26 4 香川県丸亀市独立基礎

M4168 大東建託（株）藤井寺支店 大東建託（株）藤井寺支店
一級建築士事務所

T様　共同住宅新築工事 26 4 大阪府河内長野市べた基礎

M4169 井原工業（株） ATELIER A&A 医療法人　光風会　介護療養型老人保健施設
及び診療所　新築工事

26 4 愛媛県伊予市独立基礎

M4170 （株）伴建設 （株）伴建設
一級建築士事務所

F様邸納屋　新築工事 26 4 香川県善通寺市独立基礎

M4171 大成建設（株）四国支店 大成建設（株）
一級建築士事務所

PLB勝浦四郎ヶ谷無線基地局新設工事
（SV-P1132）

26 4 徳島県勝浦郡鉄塔基礎

M4172 坂出土建工業（株） （株）IAO竹田設計 （仮称）小村町サ高住　新築工事 26 4 香川県高松市独立基礎

M4173 （株）竹中工務店九州支店 （株）有馬建築設計事務所 西海病院診察室　増築工事 26 4 長崎県佐世保市独立基礎　
べた基礎

M4174 （株）合田工務店 (有)市原建築設計事務所 （株）香川ダイハツモータース高松東店
新築工事

26 4 香川県高松市独立基礎　
土留め

M4175 大成建設（株）四国支店 大成建設（株）
一級建築士事務所

ホンダカーズ善通寺　新築工事 26 4 香川県善通寺市独立基礎

M4176 大成建設（株）四国支店 大成建設（株）
一級建築士事務所

愛媛県立中央病院整備運営事業のうち
建設業務＜医師公舎＞

26 4 愛媛県松山市べた基礎

M4177 大成建設（株）四国支店 大成建設・日建設計
設計共同企業体

愛媛県立中央病院整備運営事業のうち
建設業務＜立体駐車場（2）＞

26 4 愛媛県松山市独立基礎

M4178 （株）橋本工業 （株）橋本工業
一級建築士事務所

カメヤ倉庫 新築工事 26 4 栃木県大田原市独立基礎

M4179 大成建設（株）東京支店 大成建設㈱一級建築士事務
所・ﾚﾝﾄﾞﾘｰｽ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

PLB日の出平井D 無線基地局 26 4 東京都西多摩郡鉄塔基礎

M4180 鉄建・大林JV （株）ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本建築設
計事務所上信越事務所

長野駅新駅ビル（仮称）新築他(土留)　土留 26 4 長野県長野市独立基礎

M4181 鉄建・大林JV （株）ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本建築設
計事務所上信越事務所

長野駅新駅ビル（仮称）新築他(土留)　
クレ－ン

26 4 長野県長野市独立基礎

M4182 鉄建・大林JV （株）ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本建築設
計事務所上信越事務所

長野駅新駅ビル（仮称）新築他
(立体駐車場土留)　

26 4 長野県長野市独立基礎

M4183 新日鉄住金エンジニアリング
（株）

新日鉄住金エンジニアリング
（株）

丸金パイプ株式会社　長野工業新築工事
（工場棟）

26 4 長野県佐久市独立基礎

M4184 共立建設（株）中国支店 (有)コアティ建築設計 （仮称）ヴェルディ府中青崎　新築工事
＜山留め＞

26 5 広島県安芸郡山留め

M4185 (有)アスクコーポレーション MAPP一級建築士事務所 （仮称）リハビリデイサロン「海」三春町 
新築工事

26 5 神奈川県横須賀市独立基礎

M4186 東武建設（株） 　　　　　--------- IMTE須坂野辺無線基地局 26 5 長野県須坂市鉄塔基礎

M4187 徳倉建設（株） （株）石本建築事務所  濃南小学校建設工事(建築工事)渡り廊下 26 5 岐阜県土岐市独立基礎

M4188 新日鉄住金エンジニアリング
（株）

新日鉄住金エンジニアリング
（株）

丸金パイプ株式会社　長野工業新築工事
（事務棟）

26 5 長野県佐久市独立基礎

M4189 （株）北川鉄工所 （株）北川鉄工所立体駐車場
事業部一級建築士事務所

土岐プレミアムアウトレット（仮称）Ａ街区
立体駐車場新築工事

26 5 岐阜県土岐市独立基礎
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