
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Ｓ工法

基礎形状

ES1 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

フェザー安全剃刀関工場新築工事 23 12 岐阜県関市独立基礎

ES2 （株）福正建設 （株）ユニオン
建築設計事務所

（仮称）めがね21・呉中央　新築工事 24 1 広島県呉市独立基礎

ES3 戸田建設・岡田組
特定建設工事JV

（株）大建設計 勝浦中学校校舎改築工事 24 1 徳島県勝浦郡独立基礎

ES4 （株）大林組 (有)みすゞ設計 KOA七久里の杜 新築工事 24 1 長野県下伊那郡独立基礎　
べた基礎

ES5 清水建設（株）関東支店 山
梨営業所

清水建設（株）関東支店
一級建築士事務所

ハリマ共和物産株式会社甲府物流センター
新築工事

24 1 山梨県甲府市独立基礎

ES6 （株）豊蔵組 （株）中島建築事務所 北國銀行　野田支店　新築工事 24 1 石川県金沢市独立基礎

ES7 （株）豊蔵組 （株）五井建築設計研究所 古都の家移転新築工事 24 1 石川県金沢市独立基礎

ES8 大成建設（株）九州支店 大成建設（株）九州支店
一級建築士事務所

ソニーセミコンダクタ（株）長崎TEC　Fab4
改修工事

24 2 長崎県諫早市独立基礎

ES9 佐伯綜合建設（株） 佐伯建築設計事務所 株式会社ミズノマシナリー工場新築工事 24 2 愛知県丹羽郡独立基礎

ES10 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

国分株式会社中部支社新築工事 24 2 愛知県名古屋市独立基礎

ES11 小竹興業（株） 新企画設計（株）
一級建築士事務所

介護付有料老人ホーム笑歩会東温　
新築工事

24 3 愛媛県東温市布基礎

ES12 （株）共立 (有)建築設計事務所
第一工房

あい・のぞみ（株）（仮称）複合介護施設
「みやけの郷」新築工事

24 3 広島県広島市独立基礎

ES13 坪井工業（株） 　　　　　--------- 名糖アダムス株式会社新工場排水処理施設
工事

24 3 愛知県清須市独立基礎

ES14 鈴与建設（株） 鈴与建設（株）
一級建築士事務所

（仮称）ウィンダーランド下清水店新築工事 24 3 静岡県静岡市独立基礎

ES15 清水建設（株）名古屋支店 千代田テクノエース（株） 株式会社UNIGEN岐阜工場建設工事 24 3 岐阜県揖斐郡独立基礎

ES16 日本建設（株）名古屋支店 （株）対木
一級建築士事務所

(仮称)グランコート榎戸新築工事 24 3 愛知県常滑市独立基礎

ES17 マスターズプラン（株） (有)ピース設計 さと庵・さと和の家新築工事
【デイサービス棟】

24 3 三重県亀山市独立基礎

ES18 マスターズプラン（株） (有)ピース設計 さと庵・さと和の家新築工事
【サービス付高齢者住宅棟】

24 3 三重県亀山市独立基礎

ES19 清水建設（株）名古屋支店 （株）木内修
建築設計事務所

(仮称)宋節庵新築工事 24 3 愛知県名古屋市独立基礎

ES20 （株）竹中工務店 （株）竹中工務店名古屋
一級建築士事務所

いこいの森デイケアセンター別館新築工事 24 3 三重県津市独立基礎

ES21 石黒建設（株） ヤマガタ設計 ウェルカム1期新築工事 24 3 富山県射水市独立基礎

ES22 大成建設（株）九州支店 大成建設（株）九州支店
一級建築士事務所

PLB/IMT宇土岩古曽無線基地局新設工事 24 4 熊本県宇土市鉄塔基礎

ES23 （株）合田工務店 （株）合田工務店
一級建築士事務所

（仮称）高齢者複合施設　亀鶴　新築工事 24 4 香川県さぬき市独立基礎

ES24 清水建設（株）四国支店 清水建設（株）関西事業本部
一級建築士事務所

介護老人保健施設ハピネス　新築工事 24 4 徳島県三好市独立基礎

ES25 北野建設（株） 北野建設（株）
一級建築士事務所

株式会社鈴木生産システム新工場建設工事 24 4 長野県須坂市独立基礎

ES26 井口工業（株） （株）馬場設計 (仮称)中央病院託児所建設工事 24 4 山梨県甲府市独立基礎

ES27 金子工業（株） （株）NTTファシリティーズ
東海支店一級建築士事務所

(仮称)中部薬品下呂店新築工事 24 4 岐阜県下呂市独立基礎

ES28 沢田建設（株） (有)裕建築計画 佐野螺子製作所新社屋　新築工事 24 4 愛知県瀬戸市独立基礎

ES29 （株）伊藤工務店 岡本建築事務所 キムラユニティー株式会社犬山工場
再開発工事　（1期）

24 4 愛知県犬山市独立基礎

ES30 中央設備エンジニアリング
（株）

中央設備エンジニアリング
（株）

株式会社デリカウェーブ新潟工場
製品冷蔵庫増築工事

24 4 新潟県長岡市独立基礎

ES31 松井建設（株）北陸支店 （株）五井建築設計研究所 サービス付き高齢者向け住宅メープル
新築工事

24 4 石川県河北郡独立基礎

ES32 塩谷建設（株） 塩谷建設（株） (株)カジメイク砺波商品センター増築工事 24 4 富山県砺波市独立基礎

ES33 瀬戸内・受川・大西特定JV 四国中央市教育委員会
学校教育課

三島南中学校管理・普通教室棟
改築工事（建築）

24 5 愛媛県四国中央市独立基礎

ES34 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

24 5 香川県仲多度郡独立基礎

ES35 大成建設（株）九州支店 大成建設（株）九州支店
一級建築士事務所

トヨタリック九州　完成車作業待ちヤード上屋
新築工事

24 5 福岡県宮若市独立基礎

ES36 松尾建設（株） （株）Aki建築設計事務所 サービス付高齢者向け住宅Enjyu　新築工事 24 5 山口県宇部市独立基礎

ES37 山陽建設（株） 一級建築士事務所
創プランニング

（仮称）日東物流株式会社
PI倉庫・事務所・倉庫棟新築工事

24 5 兵庫県神戸市独立基礎
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ES38 日産工業（株） 都竹設計室 サービス付き高齢者向け住宅及び関連施設
建設工事

24 5 岐阜県高山市独立基礎

ES39 （株）中村工業 （株）対木
一級建築士事務所

(仮称)グラン・コート木曽川Ⅱ新築工事 24 5 愛知県一宮市布基礎

ES40 　　　　　--------- （株）中京建築総合設計 岡崎ブロック様 倉庫 新築工事 24 5 愛知県岡崎市独立基礎

ES41 東海建設（株） (有)中部設計 (仮称)中部薬品笠原店新築工事 24 5 岐阜県多治見市独立基礎

ES42 大成建設（株）東京支店 （株）三菱地所設計 （株）LIXIL筑波工場製造棟新築工事 24 5 茨城県つくば市独立基礎　
布基礎

ES43 松井建設（株）東京支店 （株）Q設計室 社会福祉法人 東保育会 松葉保育園増築工
事

24 5 東京都稲城市独立基礎

ES44 ウィルビー（株） （株）新建築設計事務所 （仮称）バロー石坂店新築工事 24 5 富山県富山市独立基礎

ES45 中村建設工業（株） 渡辺建築設計室 (株)ウインテックインターナショナルジャパン
鯖江工場増築工事

24 5 福井県鯖江市独立基礎

ES46 （株）アルプデザイン アルプデザイン
一級建築士事務所

（仮称）実川鉄工(株)工場増築工事 24 5 石川県白山市独立基礎

ES47 大成建設・九電工
建設工事JV

大成建設（株）九州支店
一級建築士事務所

PLB日南萩之嶺　無線基地局新設工事
【QV-45540】

24 6 宮崎県日南市鉄塔基礎

ES48 大成建設（株）九州支店
北九州CSセンター作業所

大成建設（株）九州支店
一級建築士事務所

PLB福智弁城南　無線基地局新設工事
【QV-40869】

24 6 福岡県田川郡鉄塔基礎

ES49 （株）竹中工務店九州支店 （株）白川直行アトリエ （仮称）宗像モア温浴施設　新築工事 24 6 福岡県宗像市独立基礎

ES50 梶岡建設（株） （株）GEN設計 合併特例事業　美咲町立柵原西保育園
新築工事

24 6 岡山県久米郡独立基礎

ES51 大成建設（株）九州支店 大成建設（株）九州支店
一級建築士事務所

PLB唐津厳木天川モミノ木無線基地局
新設工事【QV-42230】

24 6 佐賀県唐津市鉄塔基礎

ES52 大成建設（株）九州支店 大成建設（株）九州支店
一級建築士事務所

PLBさつま神子無線基地局新設工事
【QV-47713】

24 6 鹿児島県薩摩郡鉄塔基礎

ES53 （株）アクシス （株）アクシス
一級建築士事務所

(仮称)黒野マンション新築工事 24 6 岐阜県岐阜市独立基礎

ES54 スズキ建設（株） （株）名倉設計 株式会社スギチュウ様倉庫建設工事 24 6 愛知県西尾市独立基礎

ES55 東レ建設（株）名古屋支店 （株）INA新建築研究所
名古屋支店

(仮称)日向Ⅱ新築工事 24 6 愛知県名古屋市独立基礎

ES56 （有）サポート企画 (有)千里建築設計事務所 (仮称)高木化学研究所　新築工事 24 6 愛知県岡崎市独立基礎

ES57 みづほ工業（株） （株）土倉建築事務所 有料老人ホーム(住宅型）宝寿新築工事 24 6 石川県金沢市独立基礎

ES58 （株）リフォックス （株）アール大阪 イオン杜の里ＳＣ専門店棟新築工事 24 6 石川県金沢市独立基礎

ES59 （株）水野建設 （株）T.O.N.E 東浅川保育園増築工事及び1Ｆ改修工事 24 6 石川県金沢市独立基礎

ES60 （株）ササキ工業 （株）ササキ工業 いーの越前　農作業小屋新築工事 24 6 福井県越前市独立基礎

ES61 大成建設（株）九州支店 大成建設（株）九州支店
一級建築士事務所

PLB宮崎生目無線基地局新設工事
【QV-45444】

24 7 宮崎県宮崎市鉄塔基礎

ES62 （株）ジョー・コーポレーション 岩﨑建築設計 （仮称）はるやま徳島北島店　新築工事 24 7 徳島県徳島市独立基礎

ES63 三谷建設（株） （株）フリーダム・リノ 近畿大学附属福山高等学校・中学校
本館建替二期工事（食堂施設）

24 7 広島県福山市布基礎

ES64 大成建設（株）九州支店 大成建設（株）九州支店
一級建築士事務所

PLB豊後大野犬飼黒松無線基地局新設工事
【QV-44536】

24 7 大分県豊後大野市鉄塔基礎

ES65 大成建設（株）九州支店 大成建設（株）九州支店
一級建築士事務所

PLB豊後大野大野藤北無線基地局新設工事
【QV-44659】

24 7 大分県豊後大野市鉄塔基礎

ES66 大成建設（株）九州支店 大成建設（株）九州支店
一級建築士事務所

PLBあさぎり深田東椿坂無線基地局新設工事
【QV-46378】

24 7 熊本県球磨郡鉄塔基礎

ES67 （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 7 香川県高松市独立基礎

ES68 白石建設工業（株） 新居浜市建設部
建築住宅課

若宮保育園新築建築主体工事 24 7 愛媛県新居浜市独立基礎

ES69 第二建築（株） 丸亀市都市整備部住宅課 丸亀市立郡家小学校屋内運動場改築工事 24 7 香川県丸亀市独立基礎

ES70 大成建設（株）九州支店 大成建設（株）九州支店
一級建築士事務所

PLB南九州頴娃無線基地局新設工事
【QV-47699】

24 7 鹿児島県南九州市鉄塔基礎

ES71 大成建設（株）九州支店 大成建設（株）九州支店
一級建築士事務所

PLB日置東市来養母笹尾段無線基地局
新設工事【QV-47704】

24 7 鹿児島県日置市鉄塔基礎

ES72 大成建設（株）九州支店 大成建設（株）九州支店
一級建築士事務所

PLB南九州頴娃上別府松永道東無線基地局
新設工事【QV-47623】

24 7 鹿児島県南九州市鉄塔基礎

ES73 （株）長野工務店 （株）NTTファシリティーズ
一級建築士事務所中国支店

山口葵ビル　新築工事 24 7 山口県山口市独立基礎

ES74 大成建設（株）九州支店 大成建設（株）九州支店
一級建築士事務所

PLB宮崎佐土原上田島境畑無線基地局
新設工事【QV-45228】

24 7 宮崎県宮崎市鉄塔基礎
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ES75 大成建設（株）九州支店 大成建設（株）九州支店
一級建築士事務所

PLB高鍋持田新堤無線基地局新設工事
【QV-45429】

24 7 宮崎県児湯郡鉄塔基礎

ES76 大成建設（株）九州支店 大成建設（株）九州支店
一級建築士事務所

PLB唐津北波多岸山ヤス谷無線基地局
新設工事【QV-42204】

24 7 佐賀県唐津市鉄塔基礎

ES77 大成建設（株）九州支店 大成建設（株）九州支店
一級建築士事務所

PLB南九州頴娃上別府座頭松無線基地局
新設工事【QV-47794】

24 7 鹿児島県南九州市鉄塔基礎

ES78 大成建設（株）九州支店 大成建設（株）九州支店
一級建築士事務所

PLB南九州知覧西元下塚ノ西無線基地局
新設工事【QV-47772】

24 7 鹿児島県南九州市鉄塔基礎

ES79 （株）合田工務店 岩﨑建築設計 （仮称）はるやま高松南店　新築工事 24 7 香川県高松市独立基礎

ES80 清水建設（株）栃木営業所 （株）青島設計 矢崎部品㈱栃木工場厚生棟増改築工事 24 7 栃木県那須烏山市独立基礎

ES81 名古屋菱重興産（株） 名古屋菱重興産（株）
一級建築士事務所

株式会社フジワラM2工場建設工事 24 7 愛知県北名古屋市独立基礎

ES82 戸田建設（株） （株）池田建築設計事務所 (仮称)富士中央ケアセンター建設工事 24 7 静岡県富士市独立基礎　
布基礎

ES83 丸ヨ建設工業（株） 都市企画（株）
アトリエHOMMA

(仮称)岡崎東病院従業員寮他新築工事 24 7 愛知県岡崎市独立基礎

ES84 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

花本第1実験棟セキュリティ本設工事(実験棟） 24 7 愛知県豊田市独立基礎

ES85 石黒建設（株） 石黒建設（株）
一級建築士事務所

（仮称）ピアゴ可児店新築工事 24 7 岐阜県可児市独立基礎

ES86 岐建（株） （株）プラスPM (仮称)マックスバリュ各務原那加店新築工事 24 7 岐阜県各務原市独立基礎

ES87 清水建設（株）名古屋支店 (有)中部設計 (仮称)バロー蒲郡店新築工事 24 7 愛知県蒲郡市独立基礎

ES88 名古屋菱重興産（株） 名古屋菱重興産（株）
一級建築士事務所

加福製作所本社工場新築工事 24 7 愛知県名古屋市独立基礎

ES89 大成建設（株） 　　　　　--------- PLB平谷B無線基地局 24 7 長野県下伊那郡独立基礎

ES90 （株）豊蔵組 （有）太田建築設計事務所 puttiⅡプロジェクト 24 7 石川県金沢市独立基礎

ES91 砺波工業（株） 佐野建築研究所 （仮称）(株)富山環境整備非加熱無菌充填
プラント新築工事

24 7 富山県富山市独立基礎

ES92 信越アステック（株）武生支店 信越アステック（株）
武生支店

信越化学(株)武生工場朝日分工場建屋
新築工事

24 7 福井県丹生郡独立基礎

ES93 （株）水野建設 （株）T.O.N.E 東浅川保育園増築工事及び1Ｆ改修工事 24 7 石川県金沢市独立基礎

ES94 （株）合田工務店 丸亀市都市整備部住宅課 丸亀市立岡田小学校校舎改築工事 24 8 香川県丸亀市独立基礎

ES95 蜂谷工業（株） （有）ナウ建築設計 佐々木内科デイサービス新築工事 24 8 岡山県倉敷市独立基礎

ES96 高岸・木村・橘一吉
特定建設工事JV

（株）タカネ設計 塩江地区小中学校建設工事＜校舎棟＞ 24 8 香川県高松市独立基礎

ES97 高岸・木村・橘一吉
特定建設工事JV

（株）タカネ設計 塩江地区小中学校建設工事＜プール棟＞ 24 8 香川県高松市べた基礎

ES98 （株）丸井工務店 丸亀市都市整備部住宅課 丸亀市立東中学校音楽棟改築工事 24 8 香川県丸亀市独立基礎

ES99 （株）高階 佐伯
一級建築士設計事務所

（株）ヤマソロ様新築工事（第10棟） 24 8 兵庫県小野市独立基礎

ES100 錦建設（株） （株）あい設計 特別養護老人ホーム寿光園　
解体・本館新築工事

24 8 広島県山県郡独立基礎

ES101 （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 24 8 香川県丸亀市独立基礎

ES102 日本電設工業（株）南九州営
業所

（株）アルファプランナーズ
一級建築士事務所

PLB阿久根鶴川内宇土迫無線基地局
電気通信設備新設工事【QV-47515】

24 8 鹿児島県阿久根市鉄塔基礎

ES103 サカイ創建（株） 小牧市都市建設部建築課
・（株）浦野設計

味岡保育園施設整備工事のうち建築工事 24 8 愛知県小牧市独立基礎

ES104 鈴与建設（株） 鈴与建設（株）
一級建築士事務所

東西オイルターミナル大井川油槽所耐震建屋 
新築工事

24 8 静岡県焼津市独立基礎

ES105 たちばな建設（株） （株）豊建築設計事務所 特別養護老人ホーム姉川の里新築工事 24 8 滋賀県長浜市独立基礎

ES106 大成建設（株） 　　　　　--------- PLB高森山吹E無線基地局新設工事 24 8 長野県下伊那郡独立基礎

ES107 （株）尚和 （株）尚和 (仮称)WING岩出店増築工事(駐車場棟) 24 8 和歌山県岩出市独立基礎

ES108 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

旭化成ファーマ株式会社大仁地区創薬棟
建設工事

24 8 静岡県伊豆の国市独立基礎

ES109 大成建設（株） 　　　　　--------- PLB松川生田C無線基地局新設工事 24 8 長野県下伊那郡独立基礎

ES110 矢作建設工業（株） 矢作建設工業（株）
一級建築士事務所

(仮称)プラウド星ヶ丘Ⅱ新築工事(E棟) 24 8 愛知県名古屋市独立基礎

ES111 植野興業（株） （株）雨宮建築設計事務所 甲州市立塩山北中学校屋内運動場改築工事 24 8 山梨県甲州市独立基礎
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ES112 大成建設（株）東京支店 大成建設（株）
一級建築士事務所

ヨドバシカメラ上野 新築計画 24 8 東京都台東区独立基礎

ES113 松浦建設・北建設特定建設
工事JV

（株）山岸建築設計事務所 粟生保育園新築工事（建築） 24 8 石川県能美市独立基礎

ES114 真柄建設（株） （株）大屋設計 金商(株)本町倉庫改築工事 24 8 石川県金沢市独立基礎

ES115 砺波工業（株） （株）創和設計 （仮称）砺波新店舗新築工事 24 8 富山県砺波市独立基礎

ES116 （株）トーケン （株）トーケン 小太郎漢方製薬株式会社美川工場　
新生薬倉庫棟増築工事

24 8 石川県白山市独立基礎

ES117 石黒建設（株） （株）山岸建築設計事務所 (株)玉家建設本社社屋増築工事 24 8 石川県金沢市独立基礎

ES118 （株）合田工務店 （有）斎賀建築設計事務所 一ノ谷小学校校舎増築工事（建築主体） 24 9 香川県観音寺市独立基礎

ES119 丸浦工業（株） （株）山田設計 平成24年度　西祖谷中学校改築工事 24 9 徳島県三好市独立基礎

ES120 （株）小池組 一級建築士事務所
JA和歌山県農

JAながみね　とれたて広場増築他工事 24 9 和歌山県海南市独立基礎

ES121 （株）合田工務店 岩﨑建築設計 （仮称）はるやま高松南店　新築工事
＜看板基礎＞

24 9 香川県高松市看板基礎下

ES122 大成建設（株）九州支店 大成建設（株）九州支店
一級建築士事務所

PLB宮崎佐土原西上那珂松山無線基地局
新設工事【QV-45226】

24 9 宮崎県宮崎市鉄塔基礎

ES123 大成建設（株）九州支店 大成建設（株）九州支店
一級建築士事務所

PLB日置東市来長里精進坂　無線基地局
新設工事【QV-47595】

24 9 鹿児島県日置市鉄塔基礎

ES124 大成建設（株）九州支店 大成建設（株）九州支店
一級建築士事務所

PLB鹿屋吾平麓　無線基地局新設工事
【QV-47677】

24 9 鹿児島県鹿屋市鉄塔基礎

ES125 大成建設（株）九州支店 大成建設（株）九州支店
一級建築士事務所

PLB宇佐安心院鳥越　無線基地局新設工事
【QV-44398】

24 9 大分県宇佐市鉄塔基礎

ES126 国際建設・三井建設工業・
興龍社・昭和建設工業JV

三宅建築設計事務所・
イズ設計業務共同企業体

(仮称)北新三団地(A棟)建替(建築主体)工事 24 9 山梨県甲府市布基礎

ES127 （株）岡谷組 （株）県設計 テスコム電機株式会社 新松本工場 建設工事 24 9 長野県松本市独立基礎

ES128 ナカノフドー・中根
特定建設工事JV

（株）蓮建築設計 愛厚ホーム岡崎苑改築工事 (A棟) 24 9 愛知県岡崎市布基礎

ES129 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

マストスクエア白壁新築工事 24 9 愛知県名古屋市独立基礎

ES130 大成建設（株） 大成建設（株）
一級建築士事務所

PLB上田武石上本入Ｂ無線基地局新設工事 24 9 長野県上田市独立基礎

ES131 パナホーム（株） パナホーム（株）三重支店
一級建築士事務所

(仮称)豊川市美幸町 
サービス付高齢者向け住宅新築工事

24 9 愛知県豊川市独立基礎

ES132 富士急建設・コバヤシ工業・
梶原工業所JV

馬場設計・富士河口湖設計共
同企業体

河口湖南中学校普通教室棟改築工事
(建築主体工事)

24 9 山梨県南都留郡独立基礎

ES133 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

アイカインテリア工業小牧新工場新築工事 24 9 愛知県小牧市布基礎

ES134 日豊工業（株） （株）鈴木公共建築設計
監理事務所

一般社団法人栃木県自動車整備振興会
教育会館新築工事

24 9 栃木県宇都宮市独立基礎

ES135 清水建設（株）栃木営業所 （株）青島設計 矢崎部品㈱栃木工場震災復旧工事及び
コンプライアンス対応（西側便所）

24 9 栃木県那須烏山市独立基礎

ES136 ダイワハウス工業（株）群馬支
店

アルプデザイン
一級建築士事務所

（仮称）アルプ前橋ラボラトリー新築工事 24 9 群馬県前橋市独立基礎

ES137 （株）表組 （株）土倉建築事務所 社会福祉法人長寿会
特別養護法人ホーム第三長寿園外構工事

24 9 石川県珠洲市独立基礎

ES138 北野建設（株） （株）エーシーエー設計 長野都市ガス株式会社東信支店新築工事 24 9 長野県佐久市独立基礎

ES139 （株）トーケン （株）金原建築設計事務所 太陽のプリズム秋吉新築工事 24 9 富山県富山市独立基礎

ES140 大野建設工業（株） （有）西川建築設計事務所 偕生慈童苑新築工事 24 9 福井県大野市独立基礎

ES141 坂川建設（株） （有）藤田建築設計事務所 社会福祉法人清水新生会
（仮称）三国老人介護施設新築工事

24 9 福井県坂井市独立基礎

ES142 （株）トーケン （株）トーケン
一級建築士事務所

大富鈑金製作所増築工事 24 9 石川県白山市独立基礎

ES143 大倭殖産（株） 奈良県農業協同組合
一級建築士事務所

JAならけん　平群支店　建設工事 24 10 奈良県生駒郡独立基礎

ES144 （株）BRC 新企画設計（株） （仮称）西日本自動車修理場・花木販売所
新築工事

24 10 愛媛県松山市独立基礎

ES145 壺谷建設（株） 香川県総務部営繕課 笠田高校園芸実習棟改築工事 24 10 香川県三豊市独立基礎

ES146 （株）共生 （株）ベン建築設計 興譲館高校男子生徒寮新築工事 24 10 岡山県井原市独立基礎

ES147 古久根建設（株） （株）デザイン・リーグ （仮称）下作延3丁目マンション新築工事 24 10 神奈川県川崎市べた基礎

ES148 東建コーポレーション（株）宇
都宮支店

東名建築設計室 S様マンション新築工事 24 10 栃木県宇都宮市布基礎
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ES149 清水建設（株）栃木営業所 （株）青島設計 矢崎部品㈱栃木工場震災復旧工事及び
コンプライアンス対応（上屋2）

24 10 栃木県那須烏山市独立基礎

ES150 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鉾田玉田A無線基地局 新設工事
【TVF582】

24 10 茨城県鉾田市鉄塔基礎

ES151 大成建設（株）関東支店 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美里古郡無線基地局 新設工事
【TVF578】

24 10 埼玉県児玉郡鉄塔基礎

ES152 大東建託（株）小田原支店 大東建託（株）小田原支店
一級建築士事務所

K様共同住宅新築工事 24 10 神奈川県小田原市布基礎

ES153 大成建設（株）関東支店 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秩父上吉田無線基地局新設工事
【TVE647】

24 10 埼玉県秩父市鉄塔基礎

ES154 大成建設（株） 大成建設（株）
一級建築士事務所

PLB駒ヶ根中沢Ｂ無線基地局新設工事 24 10 長野県駒ヶ根市独立基礎

ES155 大成建設（株） 大成建設（株）
一級建築士事務所

PLB上田西内Ａ無線基地局新設工事 24 10 長野県上田市独立基礎

ES156 （株）イトー 石橋設計 (仮称)ダイナム三重鈴鹿店新築工事 24 10 三重県鈴鹿市独立基礎

ES157 藤田建設（株） 栗木建築事務所 (仮称)ダイナム三重津高茶屋店新築工事 24 10 三重県津市独立基礎

ES158 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)カリモク家具株式会社本社新築工事 24 10 愛知県知多郡独立基礎

ES159 （株）フジタ 山梨大学施設:環境部・
（株）日総建

山梨大学(武田1)総合研究棟
(生命環境学部1号館等)改修その他

24 10 山梨県甲府市独立基礎

ES160 （株）山市成工 アトリエ　M・Ⅱ 甲府市消防団朝日分団本部拠点施設
新築(建築主体)工事

24 10 山梨県甲府市独立基礎

ES161 大成建設（株） 大成建設（株）
一級建築士事務所

PLB信濃柏原Ｆ無線基地局 24 10 長野県上水内郡独立基礎

ES162 安藤建設（株）名古屋支店 安藤建設野口建築事務所
設計共同企業体

(仮称）川名山Ⅱ計画新築工事 24 10 愛知県名古屋市独立基礎

ES163 日本海建興（株） （株）三四五建築研究所 株式会社マイテック新工場建設工事 24 10 富山県富山市独立基礎

ES164 みづほ工業（株） みづほ工業（株） （仮称）サイクルベースあさひ杜の里店
新築工事

24 10 石川県金沢市独立基礎

ES165 （株）トーケン （株）トーケン
一級建築士事務所

高松機械工業株式会社工場増築工事 24 10 石川県白山市独立基礎

ES166 （株）加賀田組 （株）サカエ建築設計事務所 サンクス柿崎新築工事 24 10 新潟県上越市独立基礎

ES167 富士建設（株） （有）斎賀建築設計事務所 綾歌地区医師会館新築工事 24 11 香川県綾歌郡独立基礎

ES168 清水建設（株）大阪支店 清水建設（株）関西事業本部
一級建築士事務所

（仮称）京都信用金庫紫竹支店新築工事 24 11 京都府京都市独立基礎

ES169 戸田建設（株）広島支店 （株）エヌ・エス・ピー設計 向原町生涯学習センター建築工事 24 11 広島県安芸高田市独立基礎

ES170 第二建築（株） 香川県総務部営繕課・
（有）鉄川建築設計事務所

多度津高校土木建築棟改築工事 24 11 香川県仲多度郡独立基礎

ES171 前川建設（株） ISM ASSOCIATES CO.LTD O・A　KURUMAZAKI　新築工事 24 11 兵庫県姫路市べた基礎

ES172 大成建設（株）九州支店 大成建設（株）九州支店
一級建築士事務所

PLB伊万里大川大川野無線基地局新設工事
【QV-42197】

24 11 佐賀県伊万里市鉄塔基礎

ES173 （株）小倉組 （株）GEN設計 （仮称）美作市新消防庁舎　新築工事 24 11 岡山県美作市独立基礎

ES174 鈴与建設（株） （株）エー・アンド・エー
総合設計

株式会社三明社員寮新築工事 24 11 静岡県静岡市布基礎

ES175 鈴与建設（株） 鈴与建設（株）
一級建築士事務所

M-styleビル新築工事 24 11 静岡県静岡市独立基礎

ES176 （株）大野工務店 吉田建築設計事務所 (仮称)たんぽぽの家新築工事     24 11 三重県鈴鹿市独立基礎

ES177 大成建設（株） 大成建設（株）
一級建築士事務所

PLB諏訪湖南C無線基地局                      24 11 長野県諏訪市独立基礎

ES178 大成建設（株） 大成建設（株）
一級建築士事務所

PLB富士見I無線基地局                      24 11 長野県諏訪郡独立基礎

ES179 平井工業（株） 平井工業（株）
一級建築士事務所

株式会社東富士富士御殿場工業団地
プロジェクトCL新築工事

24 11 静岡県御殿場市独立基礎

ES180 太啓建設（株） Peace of Mind 
設計事務所（株）

㈱三和製作本社工場移転新築工事 24 11 愛知県瀬戸市独立基礎

ES181 トヨタT＆S建設（株） トヨタT&S建設（株）
一級建築士事務所

トヨタ部品静岡共販㈱新浜松東営業所
新築工事

24 11 静岡県浜松市独立基礎

ES182 （株）檜工務店 トヨタホーム名古屋
一級建築士事務所

(仮称)NTPマリーナりんくう建設工事 24 11 愛知県常滑市独立基礎

ES183 鈴与建設（株） 鈴与建設（株）
一級建築士事務所

(仮称)ヤマト運輸㈱清水江尻台センター
新築工事

24 11 静岡県静岡市独立基礎

ES184 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

愛知工業大学総合排水処理施　新築工事 24 11 愛知県豊田市布基礎

ES185 東邦ガスリビング（株） 東邦ガスリビング（株）
一級建築士務所

東邦ガス株式会社防災倉庫建設工事 24 11 愛知県名古屋市独立基礎

工事経歴(エルマッドＳ工法)   － 5



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Ｓ工法

基礎形状

ES186 北野建設（株） （株）牧建築設計事務所 (仮称)介護付有料老人ホームコスモス松川
新築工事

24 11 長野県下伊那郡独立基礎

ES187 （株）小野組 （株）教育施設研究所 埼玉大学（大久保1）総合研究棟（教育系）
新営工事

24 11 埼玉県さいたま市布基礎

ES188 （株）オノコム （株）下田設計・
九尺設計（株）

（仮称）カインズホーム飯能武蔵丘店
新築工事

24 11 埼玉県飯能市独立基礎

ES189 北野建設（株） 北野建設（株）
一級建築士事務所

（仮称）前橋精密工業株式会社 吉岡工場 
建設工事

24 11 群馬県北群馬郡独立基礎

ES190 大成建設（株）千葉支店千葉
CSセンター

大成建設（株）
一級建築士事務所

PLB袖ヶ浦下宮田無線基地局 新設工事
【TVD796】

24 11 千葉県袖ヶ浦市鉄塔基礎

ES191 大成建設（株）関東支店 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安中松井田土塩C無線基地局 新設工事
【TVH490】

24 11 群馬県安中市鉄塔基礎

ES192 （株）トーケン （株）トーケン
一級建築士事務所

高松機械工業株式会社工場増築工事
（搬入ヤード）

24 11 石川県白山市独立基礎

ES193 （株）吉田組 （有）角田設計事務所 (仮称)ワークマン高岡インター店新築工事 24 11 富山県高岡市独立基礎

ES194 （株）吉田組 （株）吉田組 牧野邸車庫・物置新築工事 24 11 富山県小矢部市独立基礎

ES195 大野建設工業（株） （有）西川建築設計事務所 医療法人厚生会グループホームさくら
新築工事

24 11 福井県大野市独立基礎

ES196 尾藤建設（株） 新企画設計（株） くりのみ2　新築工事 24 12 愛媛県四国中央市改良埋め戻し

ES197 清水建設（株）神戸支店 清水建設（株）関西事業本部
一級建築士事務所

プロロジスパーク川西　新築工事 24 12 兵庫県川西市土間下

ES198 清水建設（株）四国支店 清水建設（株）
一級建築士事務所

KIPプロジェクト　新築工事 24 12 香川県高松市べた基礎

ES199 計画建設（株） 　　　　　--------- 泉茅会めぐみ荘ユニット型短期入所生活介護
施設整備事業

24 12 山梨県甲斐市独立基礎

ES200 （株）土井組 JAあいち経済連
設計事務所

JA愛知みなみマムポート荷受室新築工事 24 12 愛知県田原市独立基礎

ES201 （株）土井組 JAあいち経済連
設計事務所

JA愛知みなみ花ポート冷蔵庫新築工事 24 12 愛知県田原市独立基礎

ES202 清水建設（株） 中日設計（株） 瀬戸信用金庫車道支店新築工事 24 12 愛知県名古屋市独立基礎

ES203 丸ヨ建設工業（株） （株）蓮建築設計 (仮称)神谷ビルⅧ[AZALEA TOKIWA]
新築工事

24 12 愛知県豊川市独立基礎

ES204 （株）フジタ （株）フジタ名古屋支店
一級建築士事務所

（仮称）バローチルド物流センター新築工事
(B棟)

24 12 岐阜県可児市独立基礎

ES205 （株）フジタ （株）フジタ名古屋支店
一級建築士事務所

（仮称）バローチルド物流センター新築工事
(C棟)

24 12 岐阜県可児市独立基礎

ES206 鈴与建設（株） 鈴与建設（株）
一級建築士事務所

もちづき楽器清水中央センター新築工事 24 12 静岡県静岡市独立基礎

ES207 岐建（株） （株）三共コンサルタント (仮称)大垣共立銀行長久手サポート店
新築工事

24 12 愛知県長久手市独立基礎

ES208 大成建設（株） 大成建設（株）
一級建築士事務所

PLB富士見乙事無線基地局 24 12 長野県諏訪郡独立基礎

ES209 神谷・粟野建設工事
JV

フケタ・渋江特定建築設計
業務共同企業体

鹿沼市立粟野第一小学校校舎改築工事
（建築工事）

24 12 栃木県鹿沼市布基礎

ES210 大成建設（株）関東支店 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安中松井田上増田無線基地局 新設工事
【TVH486】

24 12 群馬県安中市鉄塔基礎

ES211 大成建設（株）関東支店 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安中下秋間A無線基地局 新設工事
【TVH482】

24 12 群馬県安中市鉄塔基礎

ES212 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北茨城関南神岡上無線基地局 新設工事
【TVF478】

24 12 茨城県北茨城市鉄塔基礎

ES213 日本海建興（株） 日本海建興（株）
一級建築士事務所

北陸電気製造株式会社　小形塗装工場
新築工事

24 12 富山県滑川市独立基礎

ES214 （株）クロダハウス 北陸建築設計事務所 ライオンパワー(株)新工場増築工事 24 12 石川県小松市独立基礎

ES215 （株）NTTファシリティーズ （株）NTTファシリティーズ クスリのアオキ野々市菅原店新築工事 24 12 石川県野々市市独立基礎

ES216 技建工業（株） 藤田仙次建築設計室 ゲンキー鯖江北野店新築工事 24 12 福井県鯖江市独立基礎

ES217 （株）丸西組 綿上克久建築研究所 （仮称）ＮＴＴドコモ新粟津店新築工事 24 12 石川県小松市独立基礎

ES218 （株）清水建築 アーキ・アーバン
建築研究所

前野ＨＯＵＳＥ　新築工事 24 12 石川県野々市市独立基礎

ES219 大和リース（株） （株）黒田建築設計事務所 特定医療法人　誠仁会　大久保病院
西館増築工事

25 1 兵庫県明石市独立基礎

ES220 （有）西江工務店 光枝建築設計室 大興産業倉庫棟増築工事 25 1 岡山県井原市独立基礎

ES221 （株）竹中工務店 （株）竹中工務店九州
一級建築士事務所

株式会社城南九州製作所　新築工事 25 1 福岡県直方市独立基礎

ES222 大成建設（株）九州支店 大成建設（株）九州支店
一級建築士事務所

PLB串間本城坂ノ口　無線基地局新設工事
【QV-45362】

25 1 宮崎県串間市鉄塔基礎
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ES223 九州建設（株） （株）H.S.R.プランニング （仮称）アンピール輝国　新築工事 25 1 福岡県福岡市擁壁基礎下

ES224 大成建設（株）九州支店 大成建設（株）九州支店
一級建築士事務所

PLB串間都井田中　無線基地局新設工事
【QV-45318】

25 1 宮崎県串間市鉄塔基礎

ES225 嶋田工業（株） （株）小林建築設計事務所 真珠保育園　新築工事 25 1 山口県山陽小野田
市

布基礎

ES226 日本電設工業（株）
南九州営業所

　　　　　--------- PLB阿久根赤瀬川萩平無線基地局
電気通信設備新設工事【QV-47514】

25 1 鹿児島県阿久根市鉄塔基礎

ES227 鈴与建設（株） 鈴与建設（株）
一級建築士事務所

東西オイルターミナル大井川油槽所
防水ポンプ室新築工事

25 1 静岡県焼津市独立基礎

ES228 トヨタT＆S建設（株） トヨタT&S建設（株）
一級建築士事務所

三河湾ネットワ－ク新社屋建設工事 25 1 愛知県蒲郡市独立基礎

ES229 鈴与建設（株） 鈴与建設（株）
一級建築士事務所

(仮称)静岡銀行清水中央支店増築工事 25 1 静岡県静岡市独立基礎

ES230 トヨタT＆S建設（株） 正易設計 (仮称)ゆたか新築工事 25 1 愛知県弥富市布基礎

ES231 大東建託（株）長野支店 大東建託（株）長野支店
一級建築士事務所

Y様マンション新築工事 25 1 長野県長野市独立基礎

ES232 DS TOKAI（株） （株）上野山都市設計 (仮称)犬山駅西口地区利活用事業(新築工事) 25 1 愛知県犬山市独立基礎

ES233 東建コーポレーション（株） 東名建築設計室 （仮称）K様マンション 新築工事 25 1 埼玉県川越市独立基礎

ES234 東武建設（株） （有）池澤設計 （仮称）栃木県漁業協同組合連合会 
種苗センター新築工事

25 1 栃木県下野市独立基礎

ES235 （株）三共建設 （株）エスデー設計研究所 （仮称）ツルハドラッグ下館店 新築工事 25 1 茨城県筑西市独立基礎

ES236 （株）旭創建 （株）三建プラン
一級建築士事務所

（仮称）ヨークタウン佐糠 サンドラッグ棟 
新築工事

25 1 福島県いわき市独立基礎

ES237 名工建設（株）北陸支店 （株）ジャクエツ環境事業・(有)
赤土善蔵アトリエ共同企業体

社会福祉法人山代温泉福祉会開陽保育園
新築工事

25 1 石川県加賀市独立基礎

ES238 大野建設工業（株） （有）西川建築設計事務所 偕生慈童苑新築工事（2期工事） 25 1 福井県大野市独立基礎

ES239 大成建設（株）九州支店 大成建設（株）九州支店
一級建築士事務所

PLB唐津肥前寺浦無線基地局新設工事
【QV-42234】

25 2 佐賀県唐津市鉄塔基礎

ES240 大成建設（株）九州支店 大成建設（株）九州支店
一級建築士事務所

PLB八代千丁大牟田無線基地局新設工事
【QV-46503】

25 2 熊本県八代市鉄塔基礎

ES241 （株）丸山組 和歌山県県土整備部都市
住宅局公共建築課

海南高校飛び込みプール他建築工事 25 2 和歌山県海南市べた基礎

ES242 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 25 2 広島県広島市べた基礎

ES243 （株）紙谷工務店 （株）FKOアーキデザイン 東住吉区田辺3丁目プロジェクト 25 2 大阪府大阪市独立基礎

ES244 前川・黒田JV （株）一壽総合設計 宇仁小学校地震改築工事 25 2 兵庫県加西市独立基礎

ES245 清水建設（株）名古屋支店 （株）JA設計 松阪中央総合病院放射線治療室増築工事 25 2 三重県松阪市独立基礎　
べた基礎

ES246 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

マストスクエア白壁(エントランス基礎)
新築工事Ⅱ期

25 2 愛知県名古屋市独立基礎

ES247 千代田化工建設（株） 千代田化工建設（株）
千代田テクノエ－ス（株）

和光純薬工業株式会社 
三重菰野工場建設プロジェクト

25 2 三重県三重郡独立基礎

ES248 岐建（株） 大建設計（株） (仮称)七宗町給食センター建設工事 25 2 岐阜県加茂郡独立基礎

ES249 飛島建設（株） 栗田工業（株） 新スライダーBoomerang Twist設置工事 25 2 三重県桑名市独立基礎

ES250 第一建設（株） ヨシコン（株）
一級建築士事務所

（仮称）駿河区石田1丁目分譲マンション
新築工事

25 2 静岡県静岡市べた基礎

ES251 東建コーポレーション（株）所
沢支店

東名建築設計室 （仮称）M様マンション 新築工事 25 2 埼玉県所沢市独立基礎

ES252 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常陸太田上宮河内 無線基地局 新設工事
【TVF457】

25 2 茨城県常陸太田市鉄塔基礎

ES253 大成建設（株） 大成建設（株）
一級建築士事務所

PLB桜川真壁山尾無線基地局　新設工事　
【TVF568】

25 2 茨城県桜川市鉄塔基礎

ES254 飛島建設（株） （有）水嶋建築設計 福井県赤十字血液センター敦賀供給出張所
建設工事

25 2 福井県敦賀市独立基礎

ES255 ダイヤモンドエンジニアリング
（株）

（株）中島建築事務所 北國銀行魚津支店新築工事 25 2 富山県魚津市独立基礎

ES256 東邦電気工業（株） 東邦電気工業（株） PLB八代東陽河俣無線基地局電気通信設備
新設工事

25 3 熊本県八代市鉄塔基礎

ES257 本川建設・サンクラフト （株）沖本初建築
設計事務所

（仮称）障害者支援施設　桑の木園　増築工事 25 3 島根県浜田市布基礎

ES258 コーナン建設（株） （株）オーク建築研究所 ラ・ソーラみのお駅前　新築工事 25 3 大阪府箕面市独立基礎

ES259 （株）川北電工 （株）川北電工 PLB薩摩川内百次山中無線基地局
電気通信設備新設工事【QV-47532】

25 3 鹿児島県薩摩川内
市

鉄塔基礎
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ES260 丸洋建設（株） （株）朝岡設計 (仮称)社会福祉法人 くるみ会 野々宮生活介
護棟 新築工事

25 3 愛知県西尾市独立基礎

ES261 （株）岡谷組 長野県建築部住宅課 ・
(株)環境計画

(仮称)県営住宅経塚団地建築工事 25 3 長野県駒ケ根市布基礎

ES262 龍嶽寺庫裡新築工事
特定建設業JV

鈴木建築設計事務所 龍嶽寺庫裡建設工事 25 3 長野県下伊那郡独立基礎

ES263 井口工業（株） 河野建築設計室 有限会社内藤螺子製作所新社屋建設工事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

25 3 山梨県甲斐市独立基礎

ES264 大成建設（株） 大成建設（株）
一級建築士事務所

PLB喬木D無線基地局新設工事  25 3 長野県下伊那郡独立基礎

ES265 神野建設（株） （株）谷山建築設計事務所 医療法人互生会蒲郡東部病院増築工事 25 3 愛知県蒲郡市独立基礎

ES266 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

新凍結乾燥製剤工場建設工事 25 3 愛知県みよし市独立基礎

ES267 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

トーメーポート増築5期工事 25 3 愛知県春日井市独立基礎

ES268 昭和土建（株） 愛知県建設部建築担当局公
営住宅課・蓮空間設計・飯島

浅井住宅建築工事（第６工区) 25 3 愛知県一宮市布基礎

ES269 阿部建設工業（株） （株）高坂設計事務所 ホームセンタームサシ新井店新築工事 25 3 新潟県上越市独立基礎

ES270 （株）豊蔵組 （株）五井建築設計研究所 電陽社グループ金沢新社屋建設工事 25 3 石川県金沢市独立基礎

ES271 豊蔵・高山ＪＶ （株）織田設計 大門園　増築工事 25 3 石川県白山市独立基礎

ES272 みづほ工業（株） 乾設計 上野整形外科クリニック新築工事 25 3 石川県野々市市独立基礎

ES273 （株）イチケン関西支店 （株）NSP設計 （仮称）エディオン丸亀店　新築工事 25 4 香川県丸亀市独立基礎

ES274 （株）ナイカイアーキット （株）宮崎建築設計事務所 日比小学校校舎改築工事 25 4 岡山県玉野市独立基礎

ES275 （株）竹中工務店九州支店 （株）竹中工務店九州
一級建築士事務所

富田薬品人吉営業所　新築工事 25 4 熊本県人吉市独立基礎

ES276 （株）竹中工務店九州支店 （株）竹中工務店九州
一級建築士事務所

鬼木町オフィス新築計画 25 4 熊本県人吉市独立基礎

ES277 （株）共立 （株）アトリエ・ユー・ディー （仮称）アルファスマート青山町　新築工事 25 4 山口県周南市独立基礎　
布基礎

ES278 戸田建設（株）広島支店 （株）エヌ・エス・ピー （仮称）向原こばと保育園・
グループホーム向原新築工事

25 4 広島県安芸高田市独立基礎

ES279 清水建設（株）堺営業所 清水建設（株）関西事業部
一級建築士事務所

大阪府立母子保健総合医療センター手術棟
増築工事

25 4 大阪府和泉市独立基礎

ES280 富士建設（株） （株）真鍋令建築設計事務所 三豊市立三野保育所改築（建築主体）工事 25 4 香川県三豊市独立基礎

ES281 まるひ建設（株） （株）名倉設計  H25西尾信用金庫美合支店改築工事           
                            

25 4 愛知県岡崎市独立基礎

ES282 さくら興業（株） 井上測量設計（株） 東洋建装株式会社邸新築工事 25 4 愛知県名古屋市べた基礎

ES283 長坂建設興業（株） 長坂建設興業（株）
一級建築士事務所

N様邸新築工事 25 4 愛知県岡崎市独立基礎

ES284 大成建設（株） 大成建設（株）
一級建築士事務所

ＰＬＢ飯田下久堅下虎岩Ｂ無線基地局
新設工事

25 4 長野県飯田市独立基礎

ES285 大成建設（株） 大成建設（株）
一級建築士事務所

ＰＬＢ佐久志賀Ｅ無線基地局新設工事 25 4 長野県佐久市独立基礎

ES286 大和ハウス工業（株） 大和ハウス工業（株）四日市支
店建築一級建築士事務所

あいあいの丘新築工事 25 4 三重県尾鷲市独立基礎

ES287 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

愛知時計電機株式会社(仮称)新事務棟
新築工事

25 4 愛知県名古屋市独立基礎

ES288 TSUCHIYA（株）春日井営業
所

TSUCHIYA（株）名古屋支社
一級建築士事務所

知多公民館新築工事 25 4 愛知県春日井市独立基礎

ES289 ナカノフドー・中根
特定建設工事JV

（株）蓮建築設計 愛厚ホーム岡崎苑改築工事 (B棟・C棟・F棟) 25 4 愛知県岡崎市独立基礎

ES290 清水建設（株）関東支店 清水建設（株）関東支店
一級建築士事務所

コニカミノルタKS-1工場建設工事 25 4 山梨県中央市独立基礎

ES291 水嶋建設（株） 鈴木賢三建築設計工房 K邸新築工事 25 4 愛知県豊田市独立基礎

ES292 （株）花田工務店 花田工務店
建築士事務所

三好丘四丁目マンション新築工事 25 4 愛知県みよし市布基礎

ES293 鈴与建設（株） 鈴与建設（株）
一級建築士事務所

鈴与建設(仮称)富士山フロント物流センター
新築工事

25 4 静岡県富士市独立基礎

ES294 （株）熊谷組名古屋支店 （株）熊谷組中部
一級建築士事務所

（仮称）アピタ一宮店改築建替工事  25 4 愛知県一宮市独立基礎

ES295 （有）山崎建設 （有）山崎建設 （株）明治フレックス山北工場 増築工事 25 4 神奈川県足柄上郡独立基礎

ES296 クレハ錦建設（株） （株）松崎設計 社会福祉法人 誠友会 大倉保育園新築工事 25 4 福島県いわき市独立基礎
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ES297 （株）穴吹工務店 （株）宮田建築事務所 （仮称）上麻生5丁目共同住宅　新築工事 25 4 神奈川県川崎市布基礎

ES298 西松建設（株） 佐野建築研究所 （仮称）らくえん調布計画新築工事 25 4 東京都調布市独立基礎

ES299 石坂建設・三由建設・
北越総合建設JV

（株）金原建築設計事務所 藤ノ木小学校校舎改築（その2）主体工事 25 4 富山県富山市独立基礎

ES300 （株）トーケン 建築設計事務所スタジオ・
フィールド

(株)ウーケ富山入善工場2期ライン増設倉庫棟
増築工事

25 4 富山県下新川郡独立基礎

ES301 （株）トーケン （株）金沢建築企画 北稜電興株式会社　いなほ工場・流通セン
ター

25 4 石川県金沢市独立基礎

ES302 日本海建興（株） 日本海建興（株）
一級建築士事務所

サービス付き高齢者住宅コスモスの里
新築工事

25 4 富山県富山市独立基礎

ES303 城東建設（株） 城東建設（株）
一級建築士事務所

浅野太鼓楽器店乾燥倉庫新築工事 25 4 石川県白山市独立基礎

ES304 （株）ヨネモリ （株）スチール設計 福喜寿司　新築工事 25 4 石川県白山市独立基礎

ES305 （株）三和建設 （有）KOA建築計画事務所 （医）萌和会　サ付き高齢者住宅新築工事 25 4 石川県加賀市独立基礎

ES306 日本海建興（株） （株）ビートープ
一級建築士事務所

富山県農業共済会館建設工事
（建築主体工事）

25 4 富山県富山市独立基礎

ES307 日本海建興（株） 日本海建興（株）
一級建築士事務所

北陸電気工事(株)機材倉庫棟　新築工事 25 4 富山県富山市独立基礎

ES308 （株）竹中工務店 （株）山下設計 （仮称）金沢袋町プロジェクト新築工事 25 4 石川県金沢市べた基礎

ES309 五洋建設（株）中国支店 （有）シグマ建築事務所 （仮称）双葉運輸西風新都物流センター
新築工事

25 5 広島県広島市独立基礎

ES310 清水建設（株）大阪支店 清水建設（株）関西事業本部
一級建築士事務所

油日Ｆ棟プロジェクト 25 5 滋賀県甲賀市独立基礎

ES311 井本建設（株） （株）ゆめ企画
一級建築士事務所

（仮称）ライフ・アート黒瀬　新築工事 25 5 広島県東広島市独立基礎

ES312 清水建設（株）神戸支店 清水建設（株）関西事業本部
一級建築士事務所

フルーツガーデンさかい（サービス付高齢者
住宅（マンション））新築計画

25 5 兵庫県姫路市布基礎

ES313 大木・山野井特定建設工事
JV

栃木市教育委員会
教育総務課

（仮称）寺尾統合小学校校舎改築工事 25 5 栃木県栃木市布基礎

ES314 陽光産業（株） （株）篠原設計 英工業株式会社管理棟・第二工場新築工事 25 5 栃木県真岡市独立基礎

ES315 杜企画（株） 杜企画（株）
一級建築士事務所

（仮称）クラネット社屋新築工事 25 5 神奈川県横浜市布基礎

ES316 大成建設（株）関東支店 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沼田利根追貝無線基地局 新設工事
【TVH442】

25 5 群馬県沼田市鉄塔基礎

ES317 大成建設（株）関東支店 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深谷長在家A 無線基地局 新設工事
【TVE727】

25 5 埼玉県深谷市鉄塔基礎

ES318 三和建設（株） （株）硯川設計 （仮称）立川コンプレックス 新築工事 25 5 東京都立川市独立基礎

ES319 大成建設（株）関東支店 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みなかみ藤原H無線基地局 新設工事
【TVH624】

25 5 群馬県利根郡鉄塔基礎

ES320 大成建設（株）関東支店 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深谷今泉 無線基地局 新設工事
【TVE720】

25 5 埼玉県深谷市鉄塔基礎

ES321 金子工業（株） 大前建築設計室 教工第45号萩原小学校屋内運動場改築工事
(建築)

25 5 岐阜県下呂市独立基礎

ES322 清水建設（株）名古屋支店 名古屋大学施設管理部・
（株）日建設計

名古屋大学(東山)減災連携研究拠点施設
新営その他工事

25 5 愛知県名古屋市独立基礎

ES323 丸ヨ建設工業（株） ヒビヤ一級建築士事務所 フードオアシスあつみ砂山店新築工事 25 5 静岡県浜松市独立基礎

ES324 臼幸産業（株） 住設計事務所（株）一級建築
士事務所・Shou Office

社会福祉法人寿康会みらい保育園新築工事 25 5 静岡県御殿場市独立基礎

ES325 （株）熊谷組 （株）熊谷組中部
一級建築士事務所

(仮称)丸協運輸株式会社春日井配送センター
新築工事

25 5 愛知県春日井市独立基礎

ES326 大成建設（株） 大成建設（株）
一級建築士事務所

ＰＬＢ川上梓山A無線基地局工事 25 5 長野県南佐久郡独立基礎

ES327 大成建設（株） 大成建設（株）
一級建築士事務所

ＰＬＢ立科藤沢無線基地局新設工事 25 5 長野県北佐久郡独立基礎

ES328 大成建設（株） 大成建設（株）
一級建築士事務所

PLB平谷C無線基地局新設工事 25 5 長野県下伊那郡独立基礎

ES329 大成建設（株） 大成建設（株）
一級建築士事務所

PLB川上原A無線基地局新設工事 25 5 長野県南佐久郡独立基礎

ES330 トヨタT＆S建設（株） トヨタT＆S建設（株）
一級建築士事務所

S様邸新築工事 25 5 愛知県豊田市布基礎

ES331 （株）日本屋 K2建築設計室 (仮称)グリーンスウォードメディカルセンター
新築工事

25 5 三重県名張市独立基礎

ES332 名工建設（株）北陸支店 （株）浦建築研究所 特別養護老人ホームあかつき新築工事 25 5 石川県金沢市独立基礎

ES333 清水建設（株）北陸支店 北口建築設計事務所 小松ウォール工業(株)車寄せ上屋建設工事 25 5 石川県小松市独立基礎
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ES334 みづほ工業（株） （株）未来建築研究所 （仮称）地域密着型特別養護老人ホーム「礎」
新築工事

25 5 石川県金沢市独立基礎

ES335 アムズ（株） （株）浦建築研究所 平成24年度七尾市小丸山小学校建設工事
（校舎棟・体育館棟）（給排水衛生設備）

25 5 石川県七尾市独立基礎

ES336 （株）本田工務店 （株）TONE （仮称）株式会社西鐵工所組立工場新築工事 25 5 石川県白山市独立基礎

ES337 清水建設（株）北陸支店 ｱｰｷ・ｱｰﾊﾞﾝ建築研究所+
中出喜美雄

トヨタカローラ石川本社屋新築工事 25 5 石川県野々市市独立基礎

ES338 （株）穴吹建設 (有)エノキ建築事務所 （仮称）守里会看護福祉専門学校及び
ショートステイセンター新築工事

25 6 香川県高松市独立基礎

ES339 小林建設（株） （有）山谷建築設計事務所 ウエストポイント２　新築工事 25 6 広島県庄原市布基礎

ES340 （株）北村工務店 （株）北村工務店
一級建築士事務所

（仮称）天理教東姫路分教会　新築工事 25 6 兵庫県姫路市独立基礎

ES341 日本電設工業（株）南九州営
業所

　　　　　--------- PLB長島平尾柏畑無線基地局電気通信設備
新設工事【QV-47806】

25 6 鹿児島県出水郡鉄塔基礎

ES342 清水建設（株）関東支店 清水建設（株）
一級建築士事務所

IAC新日立事業所社屋計画 25 6 茨城県日立市独立基礎

ES343 久保田建設（株） （株）深沢義昭設計事務所 （仮称）ネッツトヨタ神奈川 
ウエインズ平塚桜ヶ丘店 新築工事

25 6 神奈川県平塚市独立基礎

ES344 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常陸大宮宇留野 無線基地局 新設工事
【TVF407】

25 6 茨城県常陸大宮市鉄塔基礎

ES345 大成建設（株）関東支店 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太田大原B無線基地局新設工事
【TVH670】

25 6 群馬県太田市鉄塔基礎

ES346 丸ヨ建設工業（株） 都市企画（株）
アトリエHOMMA

(仮称)平安会館ソサイエ大平新築工事 25 6 愛知県岡崎市独立基礎

ES347 （株）ユニホー 豊島（株）
一級建築士事務所

びっくりドンキー蟹江店新築工事 25 6 愛知県海部郡独立基礎

ES348 矢作建設工業（株） ㈱日立建設設計・矢作建設工
業㈱一級建築士事務所

日立物流中京物流センタ-二期工事新築工事 25 6 愛知県春日井市独立基礎

ES349 清水建設（株）名古屋支店 アイシン開発（株）
一級建築士事務所

(仮称)オーキス・ジャパン株式会社本社工場
新築工事

25 6 愛知県岡崎市独立基礎

ES350 （株）守谷商会 （株）牧建築設計事務所 (仮称)介護付有料老人ホームコスモスあもり
新築工事

25 6 長野県長野市独立基礎

ES351 北野建設（株） （株）アーキディアック 塚原醫院新築工事 25 6 長野県上田市独立基礎

ES352 （株）伊豆急ハウジング Ｆ設計工房
一級建築士事務所

平成25年度 片瀬地区防災センタ－新築工事 25 6 静岡県賀茂郡独立基礎

ES353 北川ヒューテック（株） （株）山岸建築設計事務所 Volkswagen金沢中央店新築工事 25 6 石川県金沢市独立基礎

ES354 （株）サンテン・コーポレー
ション

（株）五井建築設計研究所 北國銀行伏見台支店新築工事 25 6 石川県金沢市独立基礎

ES355 （株）高舘組 （株）サカエ建築設計事務所 妙高高原シティホール新築工事 25 6 新潟県妙高市独立基礎

ES356 （株）トーケン （株）五井建築設計研究所 社会福祉法人南陽園　夢兎明　耐震改築工事 25 6 石川県小松市独立基礎

ES357 （株）トーケン （株）織田設計 （仮称）愛里巣福祉会高齢者グループホーム
新築工事

25 6 石川県金沢市独立基礎

ES358 創建工業（株） （株）泉設計コンサルタント 社会福祉法人　伴福祉会　伴保育園
増築工事

25 7 広島県広島市独立基礎

ES359 清水建設（株）関西事業本部
大阪支店

清水建設（株）関西事業本部
一級建築士事務所

追手門学院（仮称）課外活動支援施設
整備工事

25 7 大阪府茨木市独立基礎

ES360 （株）奥村組四国支店 （株）タカネ設計 特別養護老人ホーム楽々苑新築移転工事 25 7 香川県綾歌郡独立基礎

ES361 （株）植原建設 香川県総務部営繕課 香川県立中央病院研修医宿舎建築工事 25 7 香川県高松市布基礎

ES362 （株）鴻池組広島支店 （株）泉設計コンサルタント 社会福祉法人　広島東福祉会特別養護老人
ホーム（仮称）虹の里　馬木インター新築工事

25 7 広島県広島市独立基礎

ES363 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 25 7 愛媛県松山市独立基礎

ES364 （株）宮本組 （株）橋本建築設計事務所 聖ヶ岡保育所及び林田幼稚園統合改築
（建築）工事

25 7 兵庫県姫路市独立基礎

ES365 （株）赤鹿建設 （株）加藤建築事務所 香呂保育所及び香呂幼稚園統合移転
新築（建築）工事

25 7 兵庫県姫路市独立基礎

ES366 竹石建設（株） 竹石建設（株）
一級建築士事務所

向島流通サービス㈱倉庫増築工事 25 7 栃木県芳賀郡独立基礎

ES367 剋真建設（株） （株）梓建築設計事務所 真岡市総合運動公園陸上競技場管理棟
及び屋外トイレ新築工事

25 7 栃木県真岡市独立基礎　
擁壁下

ES368 横建工業（株） 全農いばらき
建築設計事務所

（仮称）ＪＡひたちなか本店新築工事 25 7 茨城県ひたちなか
市

独立基礎

ES369 富士峰建設（株） （株）蒼設計 平成25年度 きたごう保育園園舎建設工事 25 7 静岡県駿東郡布基礎

ES370 （株）ナカノフドー建設 日本設計（株） 株式会社八神製作所岡崎営業所新築工事 25 7 愛知県岡崎市独立基礎
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ES371 （株）守谷商会 （株）エーシーエー設計 篠ノ井橋病院改築工事 25 7 長野県千曲市独立基礎

ES372 松井建設（株） （株）対木
一級建築士事務所

(仮称)瀬戸市陶原町二丁目計画新築工事 25 7 愛知県瀬戸市べた基礎

ES373 大和ハウス工業（株） （株）INA新建築研究所 (仮称)AP中津川店新築工事 25 7 岐阜県中津川市独立基礎

ES374 日立造船（株） 日立造船（株）  (仮称)御殿場市・小山町広域行政組合ごみ
焼却施設整備及び運営事業建設工事

25 7 静岡県御殿場市独立基礎

ES375 （株）奥田工務店 （株）大村建築設計事務所 市立八日市野幼稚園・つつじ保育園
幼保一体化施設整備工事(建築工事)

25 7 滋賀県東近江市独立基礎

ES376 （株）竹中工務店 （株）竹中工務店名古屋
一級建築士事務所

イワトー株式会社新本社物流センター 25 7 岐阜県土岐市独立基礎

ES377 長田組土木（株） （株）馬場設計 万沢地域活性化住宅建設工事 25 7 山梨県南巨摩郡布基礎

ES378 川上建設（株） （株）天野建築設計事務所 (仮称)新巖保育所建設工事 25 7 山梨県上野原市独立基礎

ES379 （株）田村建設 （有）創建築企画設計室 (仮称)100万ドル上田店新築工事 25 7 長野県上田市独立基礎

ES380 （株）北村組 (有)中部設計 (仮称)ユース近江店新築工事 25 7 滋賀県米原市独立基礎

ES381 （株）北野建設 （株）エーシーエ設計 社会福祉法人 信州福祉会 わかば保育園
園舎改築工事

25 7 長野県茅野市独立基礎　
布基礎

ES382 矢野建設（株） （株）大嶽達郎
建築設計事務所

株式会社木曽路名古屋工場排水処理施設
増築工事

25 7 愛知県大府市布基礎

ES383 渡辺建設（株） （株）池田建築設計事務所
三島事務所

(仮称)鈴木医院新築工事 25 7 静岡県裾野市独立基礎

ES384 生和コーポレーション（株） 生和コーポレーション（株）
一級建築士事務所

（仮称）神村町H様マンション新築工事A棟 25 7 愛知県名古屋市独立基礎

ES385 生和コーポレーション（株） 生和コーポレーション（株）
一級建築士事務所

（仮称）神村町H様マンション新築工事B棟 25 7 愛知県名古屋市独立基礎

ES386 （株）タカオ 栗木建築事務所 (仮称)ダイナム岐阜本巣店新築工事 25 7 岐阜県本巣市独立基礎

ES387 矢作建設工業（株） ㈱日立建設設計・矢作建設工
業㈱一級建築士事務所

日立物流中京物流センタ-二期工事新築工事
(危険物倉庫棟）

25 7 愛知県春日井市独立基礎

ES388 （株）ミサワホーム静岡（株）
落合組

（株）ミサワホーム静岡
一級建築士事務所

TDI新社屋新築工事 25 7 静岡県菊川市独立基礎

ES389 吉川建設（株） （株）鈴木建築設計事務所 松田・南信株式会社飯田支店建設工事
事務所・倉庫

25 7 長野県飯田市独立基礎

ES390 石黒建設（株） （有）建築倶楽部 株式会社富山クボタ立山営業所新築工事 25 7 富山県中新川郡独立基礎

ES391 松島工業（株） （株）創建築事務所 戸出西部保育園増築工事 25 7 富山県高岡市独立基礎

ES392 みづほ工業（株） 建築研究室セッションアール
北陸アトリエ

(仮称）のざきクリニック増築工事 25 7 石川県加賀市独立基礎

ES393 松井建設（株）北陸支店 アーバンデザイン建築事務所 （株）松井製作所新築工事 25 7 石川県白山市独立基礎

ES394 （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

東邦ゴム工業増築工事 25 7 石川県白山市独立基礎

ES395 ウィルビー（株） 秀設計室 ゲンキー山代北口店新築工事 25 7 石川県加賀市独立基礎

ES396 山本建設（株） （株）エー・アンド・エー
総合設計

静岡不動産三島ビル建設工事 25 7 静岡県三島市独立基礎

ES397 川崎重工業（株） 川崎重工業（株） 二見浄化センター汚泥焼却設備工事 25 8 兵庫県明石市設備基礎下

ES398 前川建設（株） （株）村上建築設計室 泉中学校耐震補強工事 25 8 兵庫県加西市独立基礎

ES399 加東建設（株） 佐伯一級建築士事務所 下東条地区観光交流センター　新築工事 25 8 兵庫県小野市べた基礎

ES400 田中組・紺野建設・川村建設
工業・平和実業JV

安藤忠雄建築研究所 （仮称）教育プラザ建築工事 25 8 青森県十和田市布基礎

ES401 大成建設（株）関東支店 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東松山上唐子B無線基地局【TVE803】 25 8 埼玉県東松山市鉄塔基礎

ES402 （株）オサコー建設 （株）日建築設計事務所 上小林区公民館建設工事 25 8 静岡県御殿場市独立基礎　
布基礎

ES403 大成ユーレック（株） 大成ユーレック（株）
一級建築士事務所

（仮称）名古屋寮新築工事 25 8 愛知県名古屋市独立基礎　
布基礎

ES404 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)名古屋市中区丸の内3丁目計画
受水槽・ゴミ置き場

25 8 愛知県名古屋市布基礎

ES405 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)KYB株式会社電子実験棟新設工事 25 8 岐阜県加茂郡独立基礎

ES406 中村建設（株） （株）高橋茂弥
建築設計事務所

（仮称）浜松中央長上苑新築工事 25 8 静岡県浜松市独立基礎

ES407 鉄建建設（株） 東日本旅客鉄道㈱上信越工
事事務所一級建築士事務所

信越線長野駅施設支障移転他施 25 8 長野県長野市独立基礎
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ES408 木村建設（株） アートランド設計 （仮称）まんなか新築工事 25 8 愛知県碧南市独立基礎

ES409 中東・北陸リビング社
特定建設工事JV

（株）五井建築設計研究所 宮竹保育園新築工事(建築） 25 8 石川県能美市独立基礎

ES410 （株）中東 （有）H・B・P建築工房 ㈱コマテック能美工場増築工事 25 8 石川県能美市独立基礎

ES411 鹿島建設（株） 鉄道運輸機構大阪支社 北陸新幹線　市道末松・徳光線電気室
新築工事

25 8 石川県白山市布基礎

ES412 （株）小池組 （株）岡本設計 紀の川市立河南学校給食センター建設工事 25 9 和歌山県紀の川市独立基礎

ES413 （株）桜木組 （株）岩野亨
建築設計事務所

ケアハウス島之内2013　増改築工事 25 9 宮崎県宮崎市べた基礎

ES414 日本国土開発（株）西日本支
店

（株）東畑建築事務所 （仮称）生協の泊まり、通い、訪問（小規模）
松原　新築工事

25 9 大阪府松原市独立基礎

ES415 （株）安藤建設 （株）グラビス建築工房 （仮称）磯子2丁目高齢者住宅 新築工事 25 9 神奈川県横浜市独立基礎

ES416 関東建設工業（株） （株）ジャクエツ 救世軍佐野保育園 改築工事 25 9 栃木県佐野市独立基礎

ES417 （株）桑原組 （株）豊建築設計事務所 市立五個荘中学校改築工事（建築工事) 25 9 滋賀県東近江市独立基礎

ES418 井口工業（株） (有)木村設計 (仮称)大同公民館建設工事 25 9 山梨県西八代郡独立基礎

ES419 (有)浜村工務店 （株）翼建築設計 鈴鹿市三日市町ショートステイ新築工事 25 9 三重県鈴鹿市独立基礎

ES420 川上建設（株） 川上建設（株） (仮称)パルシステム西桂センター新築工事 25 9 山梨県南都留郡独立基礎

ES421 （株）関山建設 （株）ウイングッド ツルハドラッグ甲斐篠原店新築工事 25 9 山梨県甲斐市独立基礎

ES422 矢作建設工業（株） 矢作建設工業（株）
一級建築士事務所

地域密着型高齢者複合福祉施設
田原ゆの里建設工事

25 9 愛知県田原市独立基礎

ES423 山田建築 （株）夏目構造設計事務所 Ｋ様邸新築工事(擁壁) 25 9 愛知県岡崎市独立基礎

ES424 清水建設（株）名古屋支店 （株）NTTファシリティーズ
東海支店

鈴鹿医療科学大学白子キャンパス新講義棟
新築工事

25 9 三重県鈴鹿市独立基礎

ES425 飯島建設（株） （株）エーシーエ設計 介護老人福祉施設愛ランドはるかぜ新築工事 25 9 長野県長野市独立基礎

ES426 丸ヨ建設工業（株） 岡崎市建築部建築課 岡崎市宮崎学区市民ホーム改築工事 25 9 愛知県岡崎市独立基礎

ES427 平井工業（株） （株）池田建築設計事務所 特別養護老人ホーム天城の杜新築工事 25 9 静岡県伊豆市独立基礎

ES428 臼幸産業（株） （株）内田豊建築事務所 （仮称）介護老人保健施設ヒルズツウジハナ
新築工事

25 9 静岡県駿東郡独立基礎

ES429 （株）佐々木組 (有)山本建築設計事務所 除雪車格納庫建設工事 25 9 新潟県五泉市独立基礎

ES430 ムラジ建設（株） （株）浦建築研究所 Ｎ邸新築工事 25 9 石川県金沢市布基礎

ES431 石坂建設・三由建設・
北越総合建設JV

（株）金原建築設計事務所 藤ノ木小学校校舎改築（その2）主体工事 25 9 富山県富山市独立基礎

ES432 （株）カドスコーポレーション （株）カドスコーポレーション （仮称）ドラッグコスモス平井店　新築工事 25 10 山口県山口市独立基礎

ES433 前川建設（株） アグル建築事務所 リベール東灘青木　新築工事 25 10 兵庫県神戸市布基礎

ES434 （株）成武建設 新企画設計（株） （仮称）ケアビレッジつどい　新築工事 25 10 愛媛県今治市独立基礎

ES435 （株）菅組 （有）斎賀建築設計事務所 運動公園サブ体育館建設工事 25 10 香川県観音寺市独立基礎

ES436 （株）高階 基建築設計事務所 医療社団法人関田会　ときわ病院　増築工事 25 10 兵庫県三木市独立基礎

ES437 倉田建設（株） 観音寺市水道局工務課 観音寺小学校内飲料水兼用耐震性貯水槽
設置工事

25 10 香川県観音寺市べた基礎

ES438 前川建設（株） (有)設計事務所　大松 地域密着型介護福祉施設
（仮称）ないす　あかり　新築工事

25 10 兵庫県加古川市独立基礎

ES439 小竹興業（株） 島田治男建築設計事務所 さくら荘　増築工事 25 10 香川県高松市独立基礎

ES440 山木工業（株） （株）松崎設計 共力株式会社工場 増築工事 25 10 福島県いわき市独立基礎

ES441 大東建託（株）長野支店 大東建託（株）長野支店
一級建築士事務所

K様店舗付マンション新築工事 25 10 長野県長野市独立基礎

ES442 清水建設（株）関東支店 （株）石本建築事務所 山梨大学(医病)病棟新営その他工事 25 10 山梨県中央市独立基礎

ES443 清水・沢田特定建設工事JV （株）久米設計 瀬戸市庁舎増改築(建築)工事 25 10 愛知県瀬戸市独立基礎

ES444 ナカノフドー・中根組特定建
設工事JV

（株）蓮建築設計 愛厚ホーム岡崎苑改築工事 (D棟・E棟) 25 10 愛知県岡崎市独立基礎
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ES445 石黒建設（株） アルファ・ボゥ
建築設計事務所

東洋燃料株式会社本社ビル新築工事 25 10 愛知県名古屋市独立基礎

ES446 平和建設（株） （株）平柳建築設計事所 富士市立富士川第二中学校重層屋内運動場
改築主体工事

25 10 静岡県富士市独立基礎

ES447 富士急建設・コバヤシ工業・
梶原工業所JV

馬場設計・富士河口湖設計共
同企業体

河口湖南中学校特別教室棟改築工事 25 10 山梨県南都留郡独立基礎

ES448 藤島建設（株） NS建築設計事務所 池田小学校給食室増改築(建築主体)工事 25 10 山梨県甲府市独立基礎

ES449 計画建設（株） N PLAN めぐみ荘個室ユニット化整備工事 25 10 山梨県甲斐市独立基礎

ES450 （株）安藤・間静岡支店 （株）安藤・間　静岡支店
一級建築士事務所

旭化成ファーマ株式会社大仁医薬工場
原料倉庫新築工事

25 10 静岡県伊豆の国市独立基礎

ES451 （株）倉内鉄工所 （有）酒井設計室 I様工場新築工事 25 10 愛知県西尾市独立基礎

ES452 （株）林工組 （株）中川猛
一級建築士事務所

とぴあ浜松農業協同組合麁玉支店改築工事 25 10 静岡県浜松市独立基礎

ES453 清水建設（株） 清水建設（株）名古屋支店
一級建築士事務所

本田技研工業株式会社鈴鹿製作所
生活排水処理施設更新工事

25 10 三重県鈴鹿市独立基礎

ES454 （株）協和コ－ポレ－ション （株）共立建築設計事務所 (仮称)どんぐりの森新築工事(Ａ棟) 25 10 愛知県春日井市独立基礎

ES455 （株）協和コ－ポレ－ション （株）共立建築設計事務所 (仮称)どんぐりの森新築工事(Ｂ棟) 25 10 愛知県春日井市独立基礎

ES456 鈴与建設（株） 鈴与建設（株）
一級建築士事務所

(仮称)鈴与浜松寮新築工事 25 10 静岡県浜松市独立基礎

ES457 鉄建建設（株） 東日本旅客鉄道㈱上信越工
事事務所一級建築士事務所

信越線長野駅施設支障移転他(請願ラチ棟) 25 10 長野県長野市独立基礎

ES458 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

久居病院整備改築計画 25 10 三重県津市独立基礎

ES459 石黒建設（株） 石黒建設（株） 櫻井物産株式会社プラント新設工事 25 10 石川県白山市独立基礎

ES460 （株）大林組 （株）大家設計 (仮称）ナーランダ僧院建設工事その2 25 10 兵庫県加東市べた基礎

ES461 真柄建設（株） （株）西部交通建築事務所 北陸新幹線、金沢現業事務所外2箇所新築 25 10 石川県金沢市独立基礎

ES462 橘建設（株） 橘建設（株） 高尾台マンション新築工事 25 10 石川県金沢市独立基礎

ES463 （株）トーケン （株）トーケン 日吉工業株式会社北陸工場増築工事 25 10 石川県小松市独立基礎

ES464 林建設（株） （株）中川建築設計事務所 富山県立中央病院長江看護師宿舎新築工事 25 10 富山県富山市独立基礎

ES465 （株）ハマダ （株）ディ・オー
一級建築士事務所

八木保育園　新築工事 25 11 兵庫県姫路市べた基礎

ES466 菅・ヒカリ特定建設工事JV （株）真鍋令建築設計事務所 丸亀市立城西小学校校舎改築工事 25 11 香川県丸亀市独立基礎

ES467 （株）新名工務店 黒木建築設計事務所 高松工芸高校自転車置場改築工事 25 11 香川県高松市独立基礎

ES468 鴻城土建工業・旭建設工業
特定建設工事JV

山口市建築課 山口保育園園舎増改築工事 25 11 山口県山口市独立基礎

ES469 （株）穴吹建設 香川県総務部営繕課 高松養護学校校舎棟第１期　改築工事 25 11 香川県高松市独立基礎

ES470 日東工営（株）東北支店 日東工営（株） （仮称）岩手雪運（株） 北上南営業所 新築工
事

25 11 岩手県北上市独立基礎

ES471 松井建設（株） 松井建設（株）
一級建築士事務所

世田谷八幡宮社務所新築工事 25 11 東京都世田谷区独立基礎

ES472 （株）嶋工房 （株）アルファ・ネットコンサル
ティング＆デザイン

（仮称）あいぱる日立会館新築工事 25 11 茨城県日立市独立基礎

ES473 大成建設（株）関東支店 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みなかみ後閑A無線基地局新設工事
【TVH347】

25 11 群馬県利根郡鉄塔基礎

ES474 大成建設（株） 大成建設（株）
一級建築士事務所

ＰＬＢ飯田久米Ａ無線基地局 25 11 長野県飯田市独立基礎

ES475 鈴与建設（株） （株）池田建築設計事務所 特別養護老人ホーム白扇閣増改築工事 25 11 静岡県静岡市独立基礎

ES476 スズキ建設（株） （株）桜井建築設計事務所 安城警察署福釜駐在所建設工事 25 11 愛知県安城市布基礎

ES477 北信土建（株） Σ設計室 ホンダカーズ長野東吉田店新築工事 25 11 長野県長野市独立基礎

ES478 （株）福田豊工務店 EFT建築設計事務所 ひので保育園増改築工事 25 11 三重県鈴鹿市独立基礎

ES479 平井工業（株） 平井工業（株）
一級建築士事務所

（仮称）介護センター一休新築工事 25 11 静岡県焼津市独立基礎

ES480 トヨタT＆S建設（株） トヨタT&S建設（株）
一級建築士事務所

K様邸新築工事 25 11 愛知県春日井市布基礎

ES481 亀山建設（株） 亀山建築設計事務所 真宗大谷派小倉山田中寺鐘楼新築工事 25 11 愛知県常滑市べた基礎
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ES482 （株）波多野組 （株）小林清文建築設計室 (仮称)若松東マンション新築工事 25 11 愛知県岡崎市独立基礎

ES483 （株）安藤・間 （株）牧建築設計事務所 高森台病院新築工事 25 11 愛知県春日井市独立基礎

ES484 井口工業（株） （株）あい設計 山梨大学(下河東)融合研究臨床応用
推進センター新営その他工事

25 11 山梨県中央市独立基礎

ES485 （株）白半建設 （株）加藤建築事務所 東和荘屋外非難用階段設置工事 25 11 愛知県知多郡独立基礎

ES486 神稲建設（株） （株）桂建築設計事務所 平成25年度喬木村南部地区防災拠点施設 25 11 長野県下伊那郡独立基礎

ES487 大成建設（株） 大成建設（株）
一級建築士事務所

PLBE松本今井無線基地局 25 11 長野県松本市独立基礎

ES488 長田組土木（株） カワニシ建築設計事務所 ふる里ホームやすらぎ新築工事 25 11 山梨県中央市布基礎

ES489 （有）鳥居材木店 日南設計 都築事務所 共同住宅 新築工事 25 11 愛知県豊田市独立基礎

ES490 岩部建設（株） （株）三輪設計 （仮称）プラセシオン桜山汐路新築工事 25 11 愛知県名古屋市独立基礎

ES491 協和建設（株） （株）T.O.N.E (仮称)コムラ整形外科クリニック新築工事 25 11 石川県野々市市独立基礎

ES492 真柄建設（株） （株）西部交通建築事務所 北陸新幹線、金沢現業事務所外2箇所
新築工事(保線区・電気区)

25 11 石川県金沢市独立基礎

ES493 （株）トーケン （株）五井建築設計研究所 社会福祉法人南陽園　夢兎明　耐震改築工事
(Ｃ棟)

25 11 石川県小松市独立基礎

ES494 （株）豊蔵組 （株）中元建築設計事務所 福寿園及びディサービスセンター建設工事 25 11 石川県白山市独立基礎

ES495 （株）トーケン （株）トーケン
一級建築士事務所

小太郎漢方製薬（株）美川工場
新第二生薬倉庫棟増築工事

25 11 石川県白山市独立基礎

ES496 （株）竹中工務店名古屋支店 （株）竹中工務店名古屋
一級建築士事務所

越前武生中村病院増改築工事 25 11 福井県越前市独立基礎

ES497 （株）見谷組 （株）走坂建築設計事務所 ネッツトヨタ福井株式会社(仮称)武生店
新築工事

25 11 福井県越前市独立基礎

ES498 サイト建設 （有）上田順也
建築設計事務所

ＴＳＵＴＡＹＡ神明店新築工事 25 11 福井県鯖江市独立基礎

ES499 アルカスコーポレーション
（株）

エイチ設計 トヨタ部品富山共販株式会社高岡営業所
移転新築工事

25 11 富山県高岡市独立基礎

ES500 （株）トーケン （株）浦建築研究所 星山石材株式会社本社改築工事 25 11 石川県金沢市独立基礎

ES501 （株）丸西組 （有）栄建設計事務所 （株）広田商店　鉄屑置場　増築工事 25 11 石川県小松市独立基礎

ES502 日本海建興（株） （株）ビートープ
一級建築士事務所

富山県農業共済会館建設工事
(建築主体工事)(公用車車庫)

25 11 富山県富山市独立基礎

ES503 （株）大林組 （株）大屋設計 (仮称)ナーランダ僧院建設工事その2
(渡り廊下)

25 11 兵庫県加東市べた基礎

ES504 中国建設工業（株） （株）宮崎建築設計事務所 赤磐市立熊山診療所（仮称）新築工事 25 12 岡山県赤磐市独立基礎

ES505 （株）森津工務店 清水一級建築士事務所 （仮称）介護付有料老人ホーム・ショートステイ
さわやかリバーサイド西脇　新築工事

25 12 兵庫県西脇市独立基礎

ES506 今井産業（株） ユー・ディー
建築設計事務所

老人保健施設とやま　増築工事 25 12 広島県広島市独立基礎

ES507 清水建設（株）大阪支店 （株）唯設計 京都大学（南部）合宿型研修施設（Ⅱ期）
新営その他工事

25 12 京都府京都市独立基礎

ES508 （株）高階 （有）田尾工務店
建築士事務所

（仮称）まんてん堂　複合施設　ひょうご須佐野
新築工事

25 12 兵庫県神戸市独立基礎

ES509 （株）ヒカリ （有）斎賀建築設計事務所 新丸亀警察署（仮称）新築建築工事
＜附属棟Ｂ＞

25 12 香川県丸亀市独立基礎

ES510 （株）金剛組 （株）金剛組
一級建築士事務所

（仮称）天光中心会福岡教会新築工事 25 12 福岡県福岡市独立基礎

ES511 大成建設（株）関東支店 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/ICGE飯能虎秀無線基地局 25 12 埼玉県飯能市鉄塔基礎

ES512 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常陸大宮北塩子 無線基地局新設工事
【TVF532】

25 12 茨城県常陸大宮市鉄塔基礎

ES513 TSUCHIYA（株） TSUCHIYA（株）
一級建築士事務所

ナブテスコ株式会社岐阜地区独身寮建設工事 25 12 岐阜県不破郡独立基礎

ES514 三井建設工業・国際建設JV （株）加藤構造設計事務所 中央高校屋内運動場改築工事 25 12 山梨県べた基礎

ES515 （株）コバヤシ工業 佐藤設計企画室 （仮称）富士山麓森林の水工場新築工事 25 12 山梨県南都留郡独立基礎

ES516 清水建設（株） 清水建設（株）名古屋支店
一級建築士事務所

天間特殊製紙(株)第２加工棟新築工事 25 12 静岡県富士市独立基礎

ES517 五光建設（株） （株）伊藤建築設計事務所 （仮称）カインズホーム伊豆高原店新築工事 25 12 静岡県伊東市独立基礎

ES518 大栄テクノ（株） （株）匠工房 西円寺公民館新築工事 25 12 滋賀県米原市独立基礎
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ES519 佐藤・大栄特定建設工事JV （株）浦野設計 新白鳥保育所整備工事 25 12 愛知県弥富市布基礎

ES520 平井工業（株） AZUSA　SEKKEI・静岡
大学財務施設部施設課

静岡大学（大谷）総合研究棟（農学系）
新営その他工事（Ⅱ）

25 12 静岡県静岡市独立基礎

ES521 北信土建（株） （株）エーシーエ設計 社会福祉法人敬老園 かわべちょう敬老園
新築工事

25 12 長野県上田市布基礎

ES522 角丸建設（株） （株）池田建築設計事務所 島田金谷特定施設新築工事 25 12 静岡県島田市布基礎

ES523 加和太建設（株） (有)横山
一級建築士事務所

（仮称）スローライフ御殿場計画新築工事 25 12 静岡県御殿場市独立基礎

ES524 北野建設（株） 北野建設（株）
一級建築士事務所

（仮称）株式会社ＴＯＳＹＳ東信センタ－
新築工事

25 12 長野県東御市独立基礎

ES525 （株）鵜飼組 （株）稲垣建築設計室 葵ゴルフクラブ新築工事 25 12 愛知県名古屋市独立基礎

ES526 木下建設（株） 鈴木建築設計事務所 りんご並木横町周辺商業施設整備事業駐車場
建築工事

25 12 長野県飯田市独立基礎

ES527 （株）新内 (有)建築コンサルタント
前田設計

あさむつ苑デイサービス棟新築工事 25 12 福井県福井市独立基礎

ES528 本建設工業（株） 　　　　　--------- 小谷通常砂防工事 25 12 石川県小松市独立基礎

ES529 北信建設（株） (有)トモ設計 ㈱オーシンテクノ丸岡工場増築工事 25 12 福井県坂井市独立基礎

ES530 （株）シモアラ 山崎宏一建築設計事務所 加賀市片山津総合分団車庫新築工事 25 12 石川県加賀市独立基礎

ES531 松島工業・北栄商会特定建
設工事JV

高岡市建設部建築住宅課 戸出西部市営住宅建替工事（A棟） 25 12 富山県高岡市独立基礎

ES532 （株）郡家工務店 丸亀市都市整備部住宅課 岡田小学校玄関庇設置　工事 26 1 香川県丸亀市独立基礎

ES533 （株）田窪建設 中飯賀業建築研究所 富岡小学校プール改築工事のうち建築工事 26 1 徳島県阿南市布基礎

ES534 （株）竹中工務店九州t支店 （株）竹中工務店九州
一級建築士事務所

（仮称）久山物流施設開発計画新築工事 26 1 福岡県糟屋郡独立基礎

ES535 佐藤工務店・加納屋建設工
事JV

(有)元廣建築設計事務所 （仮称）因島南小学校屋内運動場建設工事 26 1 広島県尾道市独立基礎

ES536 （株）創建 （株）創建
一級建築士事務所

O様邸　新築工事 26 1 兵庫県芦屋市独立基礎

ES537 クラレエンジニアリング（株） クラレエンジニアリング（株） 扶桑化学工業株式会社殿向　京都第二工場
廃液・排ガス処理施設増強工事

26 1 京都府福知山市設備基礎下

ES538 （株）香西工務店 高松市上下水道局 浅野浄水場薬品注入棟建築工事 26 1 香川県高松市独立基礎

ES539 三栄建設（株） （株）アートライフ設計
コンサルタント

（仮称）緑井6丁目マンション　新築工事 26 1 広島県広島市べた基礎

ES540 清水建設（株）関東支店 群
馬営業所

（株）創元設計 株式会社グルメデリカ 群馬工場 新築工事 26 1 群馬県伊勢崎市独立基礎

ES541 渡辺建設（株） 栃木県県土整備部建築課 元北別館(とちぎTV)耐震その他改修工事 26 1 栃木県宇都宮市べた基礎

ES542 永野土木建設（株） （株）ユニゾン設計
国島建築研究所

（仮称）㈱オーゼキ福島新工場 新築工事 26 1 福島県東白川郡独立基礎

ES543 川上建設（株） フケタ・渋江特定建築設計
業務共同企業体

鹿沼市立粟野第一小学校屋内運動場
改築工事（建築工事）

26 1 栃木県鹿沼市独立基礎

ES544 （株）ミライト 北電技術コンサルタント（株）
一級建築士事務所

ａｕ宇都宮茂原町局無線鉄塔新設工事 26 1 栃木県宇都宮市鉄塔基礎

ES545 （株）ミライト 北電技術コンサルタント（株）
一級建築士事務所

ａｕ宇都宮川俣町局無線鉄塔新設工事 26 1 栃木県宇都宮市鉄塔基礎

ES546 （株）守谷商会 （株）宮本忠長
建築設計事務所

レインボ－テラス建設計画 26 1 長野県長野市独立基礎

ES547 清水建設（株） （株）NTTファシリティーズ 放電精密加工研究所新工場新築工事 26 1 愛知県小牧市独立基礎

ES548 清水建設（株） 清水建設（株）名古屋支店
一級建築士事務所

愛知工業大学（仮称）新2号館建築工事 26 1 愛知県豊田市独立基礎

ES549 清水建設（株） 一級建築士事務所
第一工房

中部大学(仮称)学生支援センター棟新築工事 26 1 愛知県春日井市独立基礎

ES550 生川建設（株） （株）プラスPM （仮称）マックスバリュ鳴子店新築工事 26 1 愛知県名古屋市独立基礎

ES551 (株)土屋R＆C TSUCHIYA（株）
一級建築士事務所

東栄管機株式会社倉庫新築工事 26 1 岐阜県関市独立基礎

ES552 山旺建設（株） （株）C&C設計 (仮称)幸田特別養護老人ホーム新築工事 26 1 愛知県額田郡独立基礎

ES553 中村土建（株） トヨタT&S建設（株）
一級建築士事務所

トヨタT＆S建設株式会社静岡営業所新築工事 26 1 静岡県湖西市布基礎

ES554 トヨタT＆S建設（株） （株）竹下
一級建築士事務所

浜松ホトニクス株式会社豊岡製作所第10棟
新築工事（建築）地下オイルタンク槽

26 1 静岡県磐田市布基礎

ES555 （株）ナカノフドー建設 （株）司設計事務所 特別養護老人ホームぬく森・第二新築工事 26 1 愛知県犬山市独立基礎
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ES556 角文（株） （株）アール・アイ・エー 中部保育園改築工事 26 1 愛知県愛知郡独立基礎

ES557 石黒建設（株）北陸支社 石黒建設（株）
一級建築士事務所

櫻井物産株式会社プラント新設工事 26 1 石川県白山市独立基礎

ES558 昇陽電機（株） （株）浦建築研究所  原子力災害対策施設整備費補助金補助事業
志賀町総合武道館放射線防護対策工事(電

26 1 石川県羽咋郡布基礎

ES559 谷村・猪又特定JV （株）細貝建築事務所 市館第一号　糸魚川市民会館リニューアル
(建築)工事

26 1 新潟県糸魚川市独立基礎

ES560 （株）大林組北陸支店 （株）大林組東京本社
一級建築士事務所

㈱オーエム製作所長岡工場M5工場
新築及びM4工場増築工事

26 1 新潟県長岡市独立基礎

ES561 （株）渋谷 栗木建築事務所 （仮称）ダイナム大阪貝塚店　新築工事 26 2 大阪府貝塚市独立基礎

ES562 大浦建設（株） （株）櫻井康裕
建築都市設計事務所

（仮称）有田高齢者型優良賃貸住宅　新築工
事

26 2 和歌山県有田市独立基礎

ES563 石黒建設（株）大阪支社 （株）アール大阪 （仮称）ホームセンタームサシ美原店　
建設工事

26 2 大阪府堺市独立基礎

ES564 （株）伊吹工務店 （株）エムエスピー
店舗開発機構

神戸マツダ　灘店　新築工事 26 2 兵庫県神戸市独立基礎

ES565 西松建設（株）大京久米川作
業所

西松建設（株）関東建築支社
一級建築士事務所

（仮称）ライオンズ久米川新築工事 26 2 東京都東村山市べた基礎

ES566 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常陸大宮長沢無線基地局新設工事
【TVF538】

26 2 茨城県常陸大宮市鉄塔基礎

ES567 （株）大成工務店 大成工務店
一級建築士事務所

(仮称)西島町Kマンション新築工事 26 2 静岡県沼津市独立基礎

ES568 渡辺建設（株） (有)大庭設計
一級建築士事務所

(仮称)静宏産業株式会社新工場新築工事 26 2 静岡県独立基礎

ES569 （株）三与建設 （株）内田豊建築事務所 (仮称)富士宮通所施設新築工事 26 2 静岡県富士宮市独立基礎

ES570 （株）岡谷組 （株）エイ・デザイン 特別養護老人ホーム福寿苑新築工事 26 2 長野県上伊那郡独立基礎

ES571 鹿島建設（株） （株）空建築事務所 (仮称)医療法人愛整会 北斗病院新病棟
増築工事

26 2 愛知県岡崎市独立基礎

ES572 （株）鍜治田工務店 （株）野口建築事務所 （仮称）名古屋市千種区春岡２丁目計画
新築工事

26 2 愛知県名古屋市独立基礎

ES573 北野建設（株） 北野建設
一級建築士事務所

(仮称)長野観光自動車㈱整備工場新築工事 26 2 長野県長野市独立基礎

ES574 百年住宅（株） 百年住宅（株）
一級建築士事務所

(仮称)Kマンション新築工事 26 2 静岡県浜松市布基礎

ES575 中茂建設（株） 小林設計室 岩瀬鉄工株式会社工場増築工事 26 2 愛知県西尾市独立基礎

ES576 （株）真陽建設 （株）伊藤建築設計事務所 松本警察署西部(仮称)交番建築工事 26 2 長野県松本市独立基礎

ES577 協和建設（株） （株）細川計画設計 (仮称)ホンダサロン白山店新築工事 26 2 石川県白山市独立基礎

ES578 （株）菅組 島田治男建築設計事務所 おおとよ荘　新築工事 26 3 香川県観音寺市独立基礎

ES579 （株）ロータリー
コーポレーション

（株）ロータリー
コーポレーション

アルク恩田店　新築工事 26 3 山口県宇部市独立基礎

ES580 （株）パナホーム北関東 （株）パナホーム北関東
建築都市設計事務所

介護付き有料老人ホーム 桜庵 新築工事 26 3 栃木県宇都宮市独立基礎

ES581 丸大産業・梶原工業所JV 総合建築設計・㈱土谷設計・
ｶﾜﾆｼ建築設計事務所

県立都留興譲館高等学校第一期建設工事（2）
（継続）

26 3 山梨県都留市独立基礎

ES582 芙蓉建設・高村建設・
関山建設JV

総合建築設計・㈱土谷設計・
ｶﾜﾆｼ建築設計事務所

県立都留興譲館高等学校第一期建設工事（1）
（継続）

26 3 山梨県都留市独立基礎

ES583 酒部建設（株） 酒部建設（株） ユニー株式会社瀬戸プロセスセンター
新築工事

26 3 愛知県瀬戸市独立基礎

ES584 吉川建設（株） 吉川建設
一級建築士事務所

(有)Hマンション新築工事 26 3 長野県飯田市べた基礎

ES585 スズキ建設（株） 敏設計 スギウラ工業新工場建設工事 26 3 愛知県西尾市独立基礎

ES586 清水建設（株）関東支店 清水建設（株）関東支店
一級建築士事務所

エンドレスハウザ－山梨株式会社 試験棟
建設計画

26 3 山梨県笛吹市独立基礎

ES587 生川建設（株） （株）カメイ設計工房 (仮称)マックスバリュ鳴子・飲食店棟新築工事 26 3 愛知県名古屋市独立基礎

ES588 矢作建設工業（株） 矢作建設工業（株）
一級建築士事務所

(仮称)ヨシヅヤ豊山店新築工事 26 3 愛知県西春日井郡独立基礎

ES589 百年住宅（株） 百年住宅（株）
一級建築士事務所

(仮)Tマンション新築工事 26 3 静岡県浜松市布基礎

ES590 （株）大林組 （株）久米設計  長野県厚生農業共同組合連合会北信総合
病院増改築工事（建築主体工事） （更衣棟）

26 3 長野県中野市独立基礎

ES591 清水建設（株） （株）玄・ベルトー・
進来建築士事務所

犬山病院第１０期増築計画 26 3 愛知県犬山市独立基礎

ES592 石黒建設（株） （株）アール大阪 (仮称)ホームセンタームサシ砺波店新築工事 26 3 富山県砺波市独立基礎

工事経歴(エルマッドＳ工法)   － 16



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Ｓ工法

基礎形状

ES593 （株）健工舎イガワ （株）健工舎イガワ設計室 有限会社ワイズ工業工場棟新築工事 26 3 石川県能美市独立基礎

ES594 みづほ工業（株） （株）toit-design N邸新築工事 26 3 石川県金沢市独立基礎

ES595 （株）大林組 （株）大林組東京本社
一級建築士事務所

㈱オーエム製作所長岡工場M5工場新築及び
M4工場増築工事(渡り廊下3棟分)

26 3 新潟県長岡市独立基礎

ES596 アイワ建設（株） (有)Mas Mas 緑鋼材（株）倉庫　新築工事 26 4 島根県松江市独立基礎

ES597 （株）高階 一級建築士事務所
創プランニング

医療法人社団　薫楓会　緑駿病院新築工事 26 4 兵庫県小野市独立基礎

ES598 九州建設（株） メイ・大野建築設計
共同企業体

医療法人社団　直心会　西田病院　新築工事 26 4 福岡県直方市独立基礎

ES599 清水建設（株）関東支店栃木
営業所栃木県北事務所

清水建設（株）関東支店
一級建築士事務所

（医）大田原厚生会 室井病院整備計画<1期> 26 4 栃木県大田原市独立基礎

ES600 村越建設（株） （株）村上設計事務所 （株）恒和薬品 水沢営業所 新築工事 26 4 岩手県奥州市独立基礎

ES601 （株）ヨシオ （株）プラドウィン
一級建築士事務所

(仮称)ウエルシア沼津静浦店 新築工事 26 4 静岡県沼津市独立基礎

ES602 久保建築 ＥＳＳＥ　ＩＮＣ． KN新築工事 26 4 山梨県甲府市独立基礎

ES603 （株）守谷商会 （株）エーシーエ設計 篠ノ井橋病院 改築工事 3期 26 4 長野県千曲市独立基礎

ES604 日之出建工（株） （株）伊藤建築設計事務所 信州大学医学部付属病院災害用備蓄庫
新営工事

26 4 長野県松本市独立基礎

ES605 （株）鈴木組 圓建築設計事務所 (仮称)サービス付き高齢者向け住宅小立野
新築工事

26 4 静岡県磐田市独立基礎

ES606 （株）早野組 （株）馬場設計 美咲園生活介護棟増築工事 26 4 山梨県笛吹市独立基礎

ES607 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
(立体駐車場本体)　

26 4 長野県長野市独立基礎

ES608 清水建設（株） 清水建設（株）名古屋支店
一級建築士事務所

(仮称)花本新電波実験棟増築工事 26 4 愛知県豊田市独立基礎

ES609 清水建設（株） 清水建設（株）名古屋支店
一級建築士事務所

(仮称)KYB株式会社電子実験棟新設工事 26 4 岐阜県加茂郡独立基礎

ES610 トヨタT＆S建設（株） トヨタT＆S建設（株）
一級建築士事務所

(仮称)関西ペイント(株)名古屋事業所 
新守衛所新築工事

26 4 愛知県みよし市独立基礎

ES611 鈴与建設（株） 鈴与建設（株）
一級建築士事務所

（仮称）港トラック運送（株）富士営業所
新築工事

26 4 静岡県富士市独立基礎

ES612 矢作建設工業（株） 矢作建設工業（株）
一級建築士事務所

(仮称)ラスパ太田川【北館】新築工事 26 4 愛知県東海市独立基礎

ES613 （株）匠和組 （株）匠和組
建築設計事務所

田辺製薬吉城工場株式会社熱源棟設置工事 26 4 岐阜県飛騨市独立基礎

ES614 木内建設（株） （株）エー・アンド・エー
総合設計

（仮称）静岡済生会総合病院小鹿保育所
新築工事

26 4 静岡県静岡市布基礎

ES615 ウィルビー（株） （株）アール大阪 (仮称)ショッピングタウン黒部店新築工事 26 4 富山県黒部市独立基礎

ES616 川田工業・中越興業・
中越鉄工JV

（株）鈴木
一級建築士事務所

(仮称)南砺消防署ほか新築(建築主体)工事 26 4 富山県南砺市独立基礎

ES617 石黒建設（株）北陸支社 （株）NTTファシリティーズ (仮称)富山市長柄町有料老人ホーム新築工事 26 4 富山県富山市独立基礎

ES618 新発田建設（株） 新発田建設（株）
一級建築士事務所

中越運送（株）六日町営業所　新築工事 26 4 新潟県南魚沼市独立基礎

ES619 （株）岡部 （株）押田建築設計事務所 富山大学(杉谷)図書館新営その他工事 26 4 富山県富山市独立基礎

ES620 （株）岡部 （株）押田建築設計事務所 富山大学(杉谷)福利棟新営その他工事 26 4 富山県富山市独立基礎

ES621 フレックス工業（株） フレックス建築設計事務所 荒木工業（株）工場・事務所新築工事 26 4 石川県白山市独立基礎

ES622 石黒建設（株）北陸支社 石黒建設（株）
一級建築士事務所

株式会社ダイセーエブリー二十四　
北陸ハブセンター増築工事

26 4 石川県白山市独立基礎

ES623 みづほ工業（株） 本田建築設計事務所 (仮称)グループホームおんまの里新築工事 26 4 石川県金沢市独立基礎

ES624 協和建設（株） （株）細川計画設計 (仮称)ホンダサロン白山店新築工事
(ショールーム棟)

26 4 石川県白山市独立基礎

ES625 （株）合田工務店 （株）タカネ設計 （仮称）特別養護老人ホーム西春日
移転増築工事

26 5 香川県高松市独立基礎

ES626 奥村・田邊特定建設工事JV 昭和・上田設計JV いの町新本庁舎建設工事（立体駐車場） 26 5 高知県吾川郡独立基礎

ES627 北村・小松特定建設工事JV （株）ライト岡田設計 高知市南消防署南部分署（仮称）新築工事 26 5 高知県高知市べた基礎

ES628 栗本建設工業（株） （株）A-Z設計 （仮称）愛の家グループホーム川西見野
新築工事

26 5 兵庫県川西市独立基礎

ES629 鴻城土建工業（株） 山口市建築課・光井純ｱﾝﾄﾞｱｿ
ｼｴｰﾂ建築設計事務所（株）

（仮称）湯田温泉観光回遊拠点施設新築工事 26 5 山口県山口市独立基礎
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ES630 大鉄工業（株） （株）ユーアイ設計 （仮称）マックスバリュ高取北店　新築工事 26 5 広島県広島市独立基礎

ES631 エルディ（株）関西支店 （株）徳岡設計 （仮称）神戸長田ケアパークそよ風新築工事 26 5 兵庫県神戸市独立基礎

ES632 清水建設（株）神戸支店 （株）東畑建築事務所 JA兵庫信連姫路支店　新築工事 26 5 兵庫県姫路市独立基礎

ES633 （株）竹野下組 （株）沖野建築設計 「ブリエ　メゾン　なごみの郷」　新築工事 26 5 広島県広島市独立基礎

ES634 清水建設（株）大阪支店 清水建設（株）関西事業本部
一級建築士事務所

（仮称）住吉区・帝塚山中２丁目計画
新築工事

26 5 大阪府大阪市べた基礎

ES635 戸田建設（株）広島支店 戸田建設（株）
一級建築士事務所

瀬戸内荘・瀬戸いこい苑　建替工事 26 5 岡山県笠岡市独立基礎

ES636 井原工業（株） （株）UNITA設計室
一級建築士事務所

（仮称）ZAGZAG香南店新築工事 26 5 香川県高松市独立基礎

ES637 清水建設（株）北海道支店 清水建設（株）北海道支店
一級建築士事務所

（仮称）ニセコビレッジ コア イースト新築工事 26 5 北海道虻田郡独立基礎

ES638 マスターズプラン（株） (有)ピース設計 さと庵・さと和の家増築工事 26 5 三重県亀山市独立基礎

ES639 鈴与建設（株） 鈴与建設（株）
一級建築士事務所

（仮称）富士山南陵物流センター新築工事
(倉庫棟)

26 5 静岡県富士宮市独立基礎

ES640 北野建設（株） 北野建設（株）
一級建築士事務所

日東光学(株)あずみ野工場第4新棟増築工事 26 5 長野県北安曇郡独立基礎

ES641 吉田建設（株） 秀設計室 ゲンキー苗木店新築工事 26 5 岐阜県中津川市独立基礎

ES642 千広建設（株） （株）エーシーエ設計 (仮称)やすらぎの園改築工事 26 5 長野県長野市独立基礎

ES643 長田組土木・藤島建設JV 三宅建築イズ・吉野聡設計室・
わかば設計JV

わかば支援学校中学部棟他改築工事
【中学部棟】

26 5 山梨県南アルプス
市

独立基礎

ES644 長田組土木・藤島建設JV 三宅建築イズ・吉野聡設計室・
わかば設計JV

わかば支援学校中学部棟他改築工事
【特別教室棟A】

26 5 山梨県南アルプス
市

独立基礎

ES645 井口工業（株） 三宅建築イズ・吉野聡設計室・
わかば設計JV

わかば支援学校寄宿舎棟他改築工事（継続）
【寄宿棟】

26 5 山梨県南アルプス
市

独立基礎

ES646 井口工業（株） 三宅建築イズ・吉野聡設計室・
わかば設計JV

わかば支援学校寄宿舎棟他改築工事（継続）
【食堂棟】

26 5 山梨県南アルプス
市

独立基礎

ES647 井口工業（株） 三宅建築イズ・吉野聡設計室・
わかば設計JV

わかば支援学校寄宿舎棟他改築工事（継続）
【渡り廊下1】

26 5 山梨県南アルプス
市

独立基礎

ES648 井口工業（株） 三宅建築イズ・吉野聡設計室・
わかば設計JV

わかば支援学校寄宿舎棟他改築工事（継続）
【渡り廊下2】

26 5 山梨県南アルプス
市

独立基礎

ES649 早野組・昭和建設工業JV わかば支援学校改築工事
設計

 わかば支援学校高等部棟他改築工事（継続）
【高等部棟・特別教室棟Ｂ】

26 5 山梨県南アルプス
市

独立基礎

ES650 （株）川上組 （株）前田建築設計事務所 湯の口温泉施設周辺整備工事 26 5 三重県熊野市べた基礎

ES651 鈴与建設（株） 鈴与建設（株）
一級建築士事務所

（仮称）株式会社ウェルビーフードシステム
牧ヶ谷CK新築工事

26 5 静岡県静岡市独立基礎

ES652 プリード湯谷（株） （株）宮島建築設計室 岐阜中央カントリークラブ改修工事 26 5 岐阜県岐阜市独立基礎

ES653 兼六建設（株） （有）KOA建築計画事務所 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑゆうけあ相河新築工事 26 5 石川県金沢市独立基礎

ES654 大成建設（株） 大成建設（株）
一級建築士事務所

株式会社広貫堂呉羽工場SK301建設工事 26 5 富山県富山市独立基礎

ES655 兼六・北川特定建設工事JV （株）五井建築設計研究所  金沢桜丘高等学校改修工事(図書メディア棟・
建築)

26 5 石川県金沢市独立基礎

ES656 豊蔵・共栄特定建設工事JV （株）五井建築設計研究所 金沢桜丘高等学校改築工事(校舎棟・建築)
校舎棟その1

26 5 石川県金沢市独立基礎

ES657 真柄・城東特定建設工事JV （株）五井建築設計研究所 金沢桜丘高等学校改築工事(校舎棟・建築）
校舎棟その2

26 5 石川県金沢市独立基礎

ES658 城東建設（株） 安田建築スタジオ (仮称)グループホーム西南縁 26 5 石川県金沢市独立基礎

ES659 白山・大日特定建設工事JV （株）織田設計 白山消防署建設工事 26 5 石川県白山市独立基礎

ES660 名工建設（株）北陸支店 （株）浦建築研究所 眉丈会ケアハウス新築工事 26 5 石川県かほく市独立基礎

ES661 （株）トーケン （株）パティオ建築総合企画 昇栄工業株式会社工場新築工事 26 5 石川県能美郡独立基礎
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