
工事実績表（主なる工事）

年度 工事名 建設場所 重量（Ｔ） 構造 ゼネコン名

平成10年 ＳＭＣ㈱遠野工場 日東建設

第２期工事 株式会社　様

ＳＭＣ㈱筑波工場 日東建設

事務　厚生棟新築工事 株式会社　様

㈱ヤトロン八千代事業所 株式会社

増築工事 浅沼組　様

トヨタカローラ宮城㈱ 大林組

利府営業所新築工事 伊藤組土建ＪＶ　様

日本製紙㈱石巻工場 十條コンテック

軽カル製造設備設置工事 株式会社　様

気仙沼市立新月中学校 株式会社　

屋内運動場建設工事 管福組　様

宮城県建設業国保会館 株式会社

新築工事 大林組　様

横浜市立大学医学部 株式会社

浦舟病院新棟新築工事 竹中工務店　様

気仙沼ワンテンビル 古久根建設

新築工事 株式会社　様

竹中工務店

日本国土ＪＶ　様

帝京平成大学 株式会社

福祉情報学科増築工事 浅沼組　様

虎ノ門共同住宅 大豊建設

新築工事 株式会社　様

ＢＴ２１商業施設 株式会社

新築工事 竹中工務店　様

岩手県 592 S/WS

茨城県 222 S/WS

千葉県 250 S/BK

宮城県 79 S/BK

宮城県 95 S/BK

宮城県 170 S/BK

宮城県 233 SRC/BK

神奈川県 464 S/BK

宮城県 330 S/BK

埼玉県 145 S/BK

290 SRC/WS

東京都 309 S/BK

埼玉広域合同Ⅱ

千葉県 192 S/WS

東京都



工事実績表（主なる工事）

年度 工事名 建設場所 重量（Ｔ） 構造 ゼネコン名

平成11年 ＳＭＣ㈱矢祭工場 日東建設

第３期工事 株式会社　様

株式会社

増岡組　様

株式会社

福田組　様

トキコ福島㈱第３工場 株式会社

増築工事 大林組　様

㈱かわむら第２冷蔵庫 茂木建設

新築工事 株式会社　様

日野自動車上野原工場 京王建設

新築工事 株式会社　様

東北ゴム㈱本社工場 株式会社

Ｂ－３工区建設工事 大林組　様

日東グラスファイバー工業㈱ 大林組

増築工事（Ｂ棟） 不動建設ＪＶ　様

気仙沼高校屋内運動場 株式会社

改築工事 管福組　様

日本製紙㈱石巻工場 十條コンテック

Ｈ．ＤＩＰ配管架台工事 株式会社　様

安藤建設

株式会社　様

イトーヨーカ堂青森店 株式会社

新築工事 森本組　様

ＳＭＣ㈱筑波技術センター 日東大都工業

第１工場　倉庫棟 株式会社　様

戸田建設

株式会社　様

S/BK

宮城県 180 S/P.H

S/BK

山梨県 351 S/BK

宮城県 540

856 S/WS

福島県 552 S/WS

千葉県 240 S/WS

S/WS

福島県 347 S/BK

S/BK

S/WS

福島県 172 S/BK

柏厚生病院増改修工事

イオン成田ＳＣ新築工事

宮城県 250

千葉県 283

岩手県 160

宮城県 196

中嶋病院新築工事 SRC/BK

青森県 153 SRC/WS

セキネビル新築工事

茨城県 250

埼玉県



工事実績表（主なる工事）

年度 工事名 建設場所 重量（Ｔ） 構造 ゼネコン名

平成12年 東和電気工業㈱本社工場 清水建設

新築工事 株式会社　様

飛島建設

丸本組ＪＶ　様

階上中学校屋内運動場 株式会社

新築工事 みちのく建設工業様

ＦＡＳＬ－Ｊ３新築工事 大成建設

ＧＧＳ場増築工事 株式会社　様

福寿水産加工工場 茂木建設

新築工事 株式会社　様

実践女子学園　生涯学習センター 京王建設

新築工事 株式会社　様

カルフール幕張新築工事 戸田建設

広告塔 株式会社　様

ＳＭＣ㈱釜石第二工場 日東大都工業

新築工事 株式会社　様

郡山駅前駐車場 村越建設

新築工事 株式会社　様

芝園新清掃工場 大成建設

新築工事 新日鉄ＪＶ　様

㈱仙台水産第二物流センター 株式会社

新築工事 銭高組　様

青森県 150 S/BK

宮城県 1220 S/WS

宮城県 133 S/BK

福島県 123 S/BK

宮城県 100 S/BK

東京都 220 S/BK

千葉県 120 S/BK

岩手県 850 S/WS

福島県 900 S/WS

神奈川県 220 S/BK

石巻複合店舗新築工事

宮城県 470 S/BK



工事実績表（主なる工事）

年度 工事名 建設場所 重量（Ｔ） 構造 ゼネコン名

平成13年 神奈川食肉センター加工処理棟 大林組

新築工事 西松建設ＪＶ　様

神奈川食肉センター排水処理棟 大林組

新築工事 西松建設ＪＶ　様

神奈川食肉センター　係留棟 大林組

新築工事 西松建設ＪＶ　様

石巻合板㈱西浜第三工場 株式会社

新築工事 白出工務店　様

朝日生命盛岡中央ビル 清水建設

新築工事 株式会社　様

㈱大崎東北支店仙台倉庫 日東大都工業

新築工事 株式会社　様

ＳＭＣ㈱矢祭工場 日東大都工業

第４期工事 株式会社　様

医療法人　敬仁会 クマケー建設

大友病院　増築等工事 管福組ＪＶ　様

福島県 530 S/WS

宮城県 140 SRC/BK

岩手県 520 S/BK

宮城県 440 S/BK

神奈川県 310 S/BK

宮城県 138 S/BK

神奈川県 440 S/WS

神奈川県 250 S/WS



工事実績表（主なる工事）

年度 工事名 建設場所 重量（Ｔ） 構造 ゼネコン名

平成14年 小石川２丁目マンション 戸田建設

新築工事 株式会社　様

Ｇｉｒａｆｆａ広尾１丁目ビル 清水建設

新築工事 株式会社　様

新座志木中央病院 株式会社

新築工事 増岡組　様

キリンビール　バイオ研究棟 株式会社

新築工事 大林組　様

（仮称）亀戸駅前ビル 清水建設

新築工事 株式会社　様

明治大学　駿河台Ｂ地区 鹿島建設

新築工事 株式会社　様

衣笠病院長瀬ケアセンター 大豊建設

新築工事 株式会社　様

吉田製薬　入間工場１号棟 株式会社

建設工事 増岡組　様

仙台市松森工場1＃2＃柱 鹿島建設

新築工事 株式会社　様

岩手県立福岡病院 清水建設

新築工事 株式会社　様

東京都 240 SRC/BK

東京都 320 S/WS

埼玉県 190 S/BK

群馬県 270 S/BK

東京都 530 S/BK

東京都 800 S/BK

神奈川県 270 S/BK

埼玉県 350 S/WS

宮城県 128 SRC/BK

岩手県 271 S/BK



工事実績表（主なる工事）

年度 工事名 建設場所 重量（Ｔ） 構造 ゼネコン名

平成15年 積水桜ヶ丘ビル 鹿島建設

新築工事 株式会社　様

栃木県民共済事務所 株式会社

新築工事 大林組　様

大洗海岸病院診療棟 戸田建設

新築工事 株式会社　様

太陽企画㈱新社屋 戸田建設

新築工事 株式会社　様

東京プリンスホテルパークタワー 鹿島建設

新築工事 株式会社　様

カインズホーム八日市場店 冬木工業

新築工事 株式会社　様

サミット小名浜エスパワー㈱ 三菱重工業

小名浜発電所建設工事 株式会社　様

気仙沼水産加工業協同組合 株式会社

冷蔵庫新築工事 小野良組　様

オリンパス光学工業㈱ 清水建設

八王子事業場７号棟建設工事 株式会社　様
東京都 400 S/BK

福島県 130 S/BK

宮城県 120 S/BK

東京都 1300 S/BK

千葉県 800 S/BK

茨城県 140 S/BK

東京都 270 S/WS

東京都 1000 S/BK

栃木県 190 S/BK



工事実績表（主なる工事）

年度 工事名 建設場所 重量（Ｔ） 構造 ゼネコン名

平成16年 清和大学　真武殿 戸田建設

新築工事 株式会社　様

ロッテ方南町ビル 大成建設

新築工事 株式会社　様

イオンさいたまショッピングセンター 安藤建設

新築工事 株式会社　様

ＳＭＣ㈱矢祭工場　倉庫棟 日東みらい建設

新築工事 株式会社　様

カインズホーム蓮田店 冬木工業

新築工事 株式会社　様

横浜四季の森ショッピングセンター 鹿島建設

新築工事 株式会社　様

オーケー用賀店 鹿島建設

新築工事 株式会社　様

千葉県 150 S/BK

東京都 450 S/BK

埼玉県 1200 S/BK

福島県 170 S/BK

埼玉県 700 S/BK

神奈川県 180 S/BK

東京都 1600 S/BK



工事実績表（主なる工事）

年度 工事名 建設場所 重量（Ｔ） 構造 ゼネコン名

平成17年 神奈川工科大学情報学部棟 鹿島建設

新築工事 株式会社　様

日亜科学工業横浜技術研究所 株式会社

新築工事 竹中工務店　様

三菱ふそうﾄﾗｯｸ･ﾊﾞｽ㈱ 千代田化工建設

新塗装工場建設工事 株式会社　様

ヨドバシ新宿東口第1ビル 清水建設

新築工事 株式会社　様

イトーヨカドー川口並木ＳＣ 鹿島建設

新築工事 株式会社　様

冨士機材㈱西関東支店 五洋建設

新築工事 株式会社　様

ベイシア富里店 冬木工業

新築工事 株式会社　様

富士写真フイルム㈱ 鹿島建設

ＣＬ計画研究棟新築工事 株式会社　様

日本ゼオン㈱総合開発センター 鹿島建設

10号館等建設工事 株式会社　様

三菱ふそうﾄﾗｯｸ･ﾊﾞｽ㈱ 戸田建設

東扇島ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｾﾝﾀｰ建設工事 株式会社　様

日本ビクター株式会社 鹿島建設

（仮称）入江新技術ビル建設工事 株式会社　様

レクサス町田店 清水建設

新築工事 株式会社　様

ベイシア長生店 冬木工業

新築工事 株式会社　様

西池袋三丁目計画 株式会社

建設工事 竹中工務店　様
東京都 400 S/BK

神奈川県 110 S/BK

神奈川県 580 S/BK

千葉県 500 S/BK

千葉県 340 S/BK

神奈川県 500 S/BK

埼玉県 380 S/WS

埼玉県 410 S/BK

神奈川県 200 S/BK

東京都 120 S/BK

神奈川県 1050 S/BK

神奈川県 700 S/BK

神奈川県 200 S/WS

東京都 450 S/BK



工事実績表（主なる工事）

年度 工事名 建設場所 重量（Ｔ） 構造 ゼネコン名

平成18年 ダイヤモンドシティ立川・武蔵村山 フジタ

ショッピングセンター新築工事 竹中工務店ＪＶ　様

気仙沼漁港人工地盤 奥村組

第１期建築工事 小野良組ＪＶ　様

パイオニア新川崎 鹿島建設

新築工事 株式会社　様

サントリー神奈川工場 鹿島建設

新築工事 株式会社　様

ダイヤモンドシティ仙台名取 大成建設

ショッピングセンター新築工事 株式会社　様

西新井ショッピングセンター 清水建設

新築工事 株式会社　様

東京千住青果葛西市場内 株式会社

予冷庫新設工事 増岡組　様

日本ビクター㈱入江新技術ビル 鹿島建設

建設工事　管理棟 株式会社　様

ルネサンス西国分寺 株式会社

新築工事 大林組　様

塩野義製薬㈱　金ケ崎工場 清水建設

ＡＮＧＥＬ2無菌製剤棟建設工事 株式会社　様

東急ステイ水道橋 清水建設

新築工事 株式会社　様

久光製薬㈱宇都宮第二工場 清水建設

建設工事 株式会社　様
栃木県 800 S/BK

神奈川県 23 S/BK

東京都 521 S/BK

岩手県 150 S/BK

600 S/BK

東京都 1135 S/BK

東京都 60 S/BK

900 S/WS

神奈川県 130 S/BK

東京都 630 S/BK

神奈川県

宮城県

東京都 850 S/WS

宮城県 470 S/WS



工事実績表（主なる工事）

年度 工事名 建設場所 重量（Ｔ） 構造 ゼネコン名

平成19年 （仮称）トヨタ横浜港北 株式会社

複合商業施設新築工事 竹中工務店　様

㈱住友倉庫横浜支店 鹿島建設

南本牧倉庫新築工事 株式会社　様

（仮称）京急ポートサイドビル 鹿島建設

新築工事 株式会社　様

清水建設

株式会社　様

ＳＭＣ㈱遠野工場 みらい建設工業

第3期工事 株式会社　様

鈴清食品東山工場 橋爪商事

増築工事 株式会社　様

気仙沼漁港人工地盤 小野良・茂木

第2期建築工事 ＪＶ　　様

㈱寺岡製作所 戸田建設

ＩＣ411工場建設工事 株式会社　様

株式会社

奥村組　様

（仮称）東雲計画

モラージュ菖蒲新築工事 埼玉県 1200 S/WS

宮城県 440 S/WS

茨城県 350 S/BK

岩手県 650 S/WS

岩手県 200 S/BK

神奈川県 1300 S/WS

東京都 1300 S/WS

神奈川県 1200 S/WS

神奈川県 150 S/BK



工事実績表（主なる工事）

年度 工事名 建設場所 重量（Ｔ） 設計 施工

平成20年 仙台泉プレミアム・アウトレット 前田建設㈱

新築工事 東北支店

京葉ガス不動産㈱ 清水建設㈱ 清水建設㈱

ＫＧＦ南海神第２物流倉庫建設工事 一級建築士事務所 千葉支店

㈱ハチカン ﾆｯｽｲ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 五洋建設㈱

冷凍食品工場増築工事 一級建築士事務所 東北支店

東武鉄道㈱ 鹿島建設㈱

工務部　建築課 関東支店

ホンダ小川新工場建設事業計画

建築工事

医療法人社団淳英会

おゆみの診療所増築工事

キリンビール㈱栃木工場 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱

第3製品荷捌所増設建築工事 関東支店 関東支店

気仙沼市立月立小学校 (有)大和田建築設計

屋内運動場建築本体工事 事務所
130

栃木県

（仮称）銀座２丁目プロジェクト ㈱ＴＳ企画設計 ㈱片山組

創価学会町田平和会館新築工事 ㈱竹中工務店㈱日建設計

300

気仙沼市

(有)アーキトレイブ ㈱竹中工務店

バウム神昭ビル新築工事 ㈱バク建築設計事務所 ㈱片山組

千葉県 50

294

㈱三菱地所設計

総合指令所新設工事

㈱日本設計 鹿島建設㈱埼玉県 150

青森県 760

埼玉県 470

東京都

住研工業㈱

仙台市 430

千葉県 1450

420

東京都 70

東京都



工事実績表（主なる工事）

年度 工事名 建設場所 重量（Ｔ） 設計 施工

平成21年 清水建設㈱

一級建築士事務所

赤城乳業㈱本庄千本さくら ㈱レーモンド

『5Ｓ』工場新築工事 設計事務所

日本設計

清水建設㈱

一級建築士事務所

日本設計

アール・アイ・エー

東急設計

㈱竹中工務店

一級建築士事務所

三菱ふそうトラック・バス㈱ 千代田化工建設㈱

ＥＯＬ工場建設工事 一級建築士事務所

（仮称）ユアサ・フナショク㈱ ㈱大林組

草加物流センター新築工事 一級建築士事務所

東京都 1010

埼玉県 800

神奈川県 370

埼玉県 170

埼玉県 480

東京都 1150

㈱エムオーテック ㈱長谷工コーポレーション東京都 200

㈱竹中工務店

清水建設株

神奈川県 200

㈱大林組

東京横浜独逸学園増築計画

二子玉川東地区第一種市街地開
発に係る施設建築物新築工事

ホンダ寄居新工場建設事業計画
建築工事　Ｂ工区

清水建設㈱

戸田建設㈱

清水建設㈱

東急建設㈱

(仮称）吉祥寺計画新築工事

(仮称）豊洲５丁目プロジェクト



工事実績表（主なる工事）

年度 工事名 建設場所 重量（Ｔ） 設計 施工

平成22年

㈱久米設計

㈱三菱地所設計

千代田テクノエース㈱

藤建設設計事務所

五洋建設㈱

アタカ大機㈱

㈱横河建築設計

㈱日新工営

三菱商事㈱
五洋建設㈱

（仮称）冨士機材㈱
三郷物流センター新築工事

塩竈港運送㈱
倉庫・事務所新築工事

㈱クマケー建設

ｲﾝｽﾀﾝﾄﾗｰﾒﾝ発明記念館
（仮称）建設工事

(有)大和田建築
設計事務所

日本トーカンパッケージ㈱
相模原工場新築工事

㈱日新工営

五洋建設㈱

し尿前処理施設建設工事 ㈱小野良組

千葉工業大学津田沼校舎
新２号棟新築附帯工事

㈱足利本店冷蔵庫・工場新築工事

気仙沼市立鹿折小学校
屋内運動場建築本体工事

(仮称)中央給食センター
建築本体工事

ユニオンﾂｰﾙ本社ビル新築工事

（仮称）一番町平和ビル建替工事

再生医療・新薬開発共同
研究センター建設

気仙沼市立松岩小学校
大規模改築工事

㈱阿部伊組

大成建設㈱

大成建設㈱

㈱大林組

神奈川県 596

宮城県 161

宮城県 165

茂木建設㈱

㈱小野良組

宮城県 150

宮城県

藤建築設計事務所

MOA建築設計事務所

三井住友建設千葉県 148

五洋建設㈱

宮城県 225 安藤建設㈱

埼玉県 590

安藤建設㈱

神奈川県 800

宮城県 130

神奈川県 422

宮城県 500

東京都 1105



工事実績表（主なる工事）

年度 工事名 建設場所 重量（Ｔ） 設計 施工

平成23年

ＳＭＣ㈱釜石第4工場

第2工場棟新築工事

北斗㈱

㈱小野良組

小山平八商店魚市場前工場工事 宮城県 34 ㈱クマケー建設㈱クマケー建設

獨協大学学生センター別館
（仮称)新築工事

埼玉県 118 ㈱大林組㈱大林組

（仮称）紅屋商店八重洲ビル新築工
事

東京都 240 鹿島道路㈱大藪元宏

宮城県 773

宮城県

宮城県 838

佐藤工業・仙建ＪＶ

(有)鼎設計
青木あすなろ
（みらい建設）

佐藤工業㈱

-

栃木県 275 戸田建設㈱
オージーオー
オソシエイツ

宮城県 22.3

宮城県 56

㈱小野良組-

東亜建設

ゼブラ㈱野木工場倉庫新築工事

松岩小学校
屋内運動場耐震補強工事

仮称あすと長町1街区９区画ＰＪ
新築工事

川印村田漁業㈱製氷工場復旧工
事

横浜冷凍㈱気仙沼冷凍工場
災害復旧工事



工事実績表（主なる工事）

年度 工事名 建設場所 重量（Ｔ） 設計 施工

平成24年

村芳特殊水産㈱　加工場新築工事 宮城県 12 北斗㈱

みらい建設工業㈱

北斗㈱

ＳＭＣ下妻工場第１期工事 茨城県 40

㈱男山本店　倉庫新築工事 宮城県 - 北斗㈱ 北斗㈱

(有)鼎設計

原町火力発電所石膏保管倉庫
新築工事

㈱大林組55 ㈱大林組

㈱小野良組

㈱おりはら商店新築工事　第３期工事

気仙沼ほてい㈱様
食品工場増築(復旧）工事

（仮称）小野寺邸新築工事

ホーマック気仙沼震災復旧工事

(仮称)足利本店冷蔵庫・工場新築工事 宮城県

福島県

㈱ナカノフドー建設

宮城県 45

宮城県 15

茂木建設㈱

㈱ナカノフドー建設

㈱エクセル　ワン

㈱三菱地所設計

554

茂木建設㈱

宮城県 26

宮城県 20

北斗㈱北斗㈱

茂木建設㈱

SMC株式会社遠野工場
第4期建築工事（計画変更工事）

岩手県 1150 (有)鼎設計 みらい建設工業㈱

藤建築設計事務所

MM21地区34街区商業施設開発計画 神奈川県 452 大成建設㈱



工事実績表（主なる工事）

年度 工事名 建設場所 重量（Ｔ） 設計 施工

平成25年
キャピタルホテル1000新築工事 岩手県 250

㈱アサヒ建築設計事務
所

前田建設工業㈱
東北支店

（仮称）市川塩浜物流センター計画 千葉県 600
㈱ピーエス三菱

一級建築士事務所
㈱ピーエス三菱
東京建築支店

（仮称）ホテル松軒新築工事 宮城県 160 ㈱桂設計 ㈱ナカノフドー建設

（仮称）秦野市曽屋原計画 神奈川県 900
㈱ピーエス三菱

一級建築士事務所
㈱ピーエス三菱
東京建築支店

旅館大鍋屋本館新築工事 宮城県 30
㈱小野良組

一級建築士事務所
㈱小野良組

東日本明星埼玉SB計画 埼玉県 460
戸田建設㈱関東支店
一級建築士事務所

戸田建設㈱
関東支店

気仙沼パークホテル新築工事 宮城県 250
㈱小野良組

一級建築士事務所
㈱小野良組

サンゲツ東京店新社屋増築工事 東京都 400 ㈱石本建築事務所
戸田建設㈱
東京支店

三菱ふそうトラック・バス株式会社
シャシモジュールライン

ストレート化工事（第2シャシ）
神奈川県 80

千代田化工建設㈱
一級建築士事務所

㈱ピーエス三菱
東京建築支店

三菱ふそうトラック・バス株式会社
シャシモジュールライン

ストレート化工事（第3シャシ）
神奈川県 110

千代田化工建設㈱
一級建築士事務所

㈱ピーエス三菱
東京建築支店

株式会社鳴海流通システム
東新城工場新築工事

宮城県 60
有限会社大和田
建築設計事務所

株式会社伊藤組

㈱丸心高橋階上冷蔵庫新築工事 宮城県 230 藤田一級建築士事務所 ㈱クマケー建設

(有)まるきた商店弁天町ビル新築工事 宮城県 60
㈲大和田建築
設計事務所

㈱伊藤組

東海大学医学部付属病院ドクターヘリ格納庫 神奈川県 80
大成建設㈱

一級建築士事務所
大成建設㈱



工事実績表（主なる工事）

年度 工事名 建設場所 重量（Ｔ） 設計 施工

平成26年

(仮称)東日本明星㈱埼玉工場
新第２工場増築工事

埼玉 400
戸田建㈱関東支店
一級建築士事務所

戸田建㈱関東支店

石巻水産物地方卸売市場新築工事
（西2工区）

宮城 615 ㈱横河建築設計 鹿島建設㈱

気仙沼ほてい株式会社本社工場新築
工事

宮城 400
㈱安藤・間東北支店
一級建築士事務所

安藤ハザマ・茂木建設
特定建設工事共同企業

体

㈱丸勇鈴伊第二加工場新築工事 宮城 60 北斗㈱ 北斗㈱

石巻水産物地方卸売市場新築工事
（製氷棟）

宮城 160 ㈱横河建築設計 鹿島建設㈱

CIS太陽電池第4工場建設工事 宮城 600 千代田化工建設㈱ 西松建設㈱

(仮称）西ヶ原１５３新築工事 東京 90 ㈱藤原設計 森田工業㈱

陸前高田市造成土砂運搬施設 岩手 200 ㈱ムツミ 清水建設㈱

(仮称）八千代物流センター新築工事 千葉 1900 北野建設㈱ 北野建設㈱

三菱ふそうトラック・バス㈱
第2EOL工場建設工事

神奈川 1000 千代田化工建設㈱ ㈱ピーエス三菱

(有)亀山精肉店・店舗兼住宅新築工事 宮城 30 ㈱小野良組 ㈱小野良組



工事実績表（主なる工事）

年度 工事名 建設場所 重量（Ｔ） 設計 施工

平成27年

平成26年度気仙沼水域水産業復興
気仙沼冷凍水産加工業協同組合

HACCP対応冷凍・冷蔵施設建設工事
宮城県 600

株式会社ライズ建築設
計

安藤ハザマ・住研工業・
クマケー建設特定建設

工事共同企業体

福寿水産㈱　本浜工場新築工事 宮城県 80 ㈱COS設計 茂木建設㈱

スポーツアカデミー気仙沼新築工事 宮城県 80
㈱オーエルシージャパ

ン
一級建築士事務所

㈱小野良組

遠野市民センター
（市民会館・勤労青少年ホーム棟）改修工

事
岩手県 150 ㈱石本建築事務所

 ㈱テラ・佐藤工業㈱
特定共同企業体

立川駅北口西地区第一種市街地再開発
事業

施設建築物新築工事（広域広場棟）
東京都 250 ㈱松田平田設計 清水建設㈱

水産業共同利用施設復興整備事業
株式会社ムラタ本社工場新築工事

宮城県 300 ㈱横河建築設計 ㈱安藤・間

NGS Type-Sプロジェクト 富山県 230 千代田化工建設㈱ 西松・佐藤共同企業体

石巻市立病院建設工事 宮城県 420 ㈱久米設計
竹中工務店・橋本店・
遠藤興業特定建設工

事共同企業体

SMC株式会社　下妻工場　第二期建築工
事

茨城県 1300 (有)鼎設計 みらい建設工業㈱

まるきた商店田中前ビル新築工事 宮城県 60
有限会社大和田
建築設計事務所

㈱伊藤組

熊谷商事㈱移転に伴う事務所・倉庫
新築工事　他解体工事

宮城県 60 ㈱小野良組 ㈱小野良組



工事実績表（主なる工事）

年度 工事名 建設場所 重量（Ｔ） 設計 施工

平成28年

日本大学お茶の水総合開発（第2期）に伴
う理工学部駿河台校舎南棟（仮称）及び歯

学部新校舎新築工事（建築）【歯学部】
東京都 石本建築事務所 清水建設

（仮称）株式会社上組八戸出張所定温
物流センター新築工事

青森県 1200 五洋建設㈱ 五洋建設㈱

気仙沼合同庁舎新築工事 宮城県 930 ㈱楠山設計
青木あすなろ・仙建工
業・豊和特定建設工

事共同企業体

㈱超冷本社・工場新築工事 宮城県 250 和泉工房 ㈱小野良組

㈱中華高橋水産気仙沼工場新築工事 宮城県 130
菊地弘道建

築設計事務所
㈱小野良組

東北大学（青葉山3）総合研究棟
（農学系）新営工事

宮城県 50 東北大学施設部 西松建設㈱

㈱カネダイ本社工場新築工事 宮城県 300 横河建築設計事務所 ㈱安藤・間

SMC株式会社矢祭工場第2期工事 福島県 2100 (有)鼎設計 みらい建設工業

早稲田大学早稲田通り新教室棟
（仮称）新築工事

東京都 410 ㈱三菱地所設計 戸田建設㈱



工事実績表（主なる工事）

年度 工事名 建設場所 重量（Ｔ） 設計 施工

平成29年 28債務教139-021号
気仙沼向洋高改築工事（その2）　実習棟

宮城県 400 ㈱関・空間設計 ㈱小野良組

東京エレクトロン宮城株式会社
新物流棟増築工事

宮城県 800 大成建設㈱ 大成建設㈱

日本大学御茶の水総合病院
（第2期）に伴う歯学部新校舎新築工事

東京都 1600 ㈱石本建築事務所 清水建設㈱

(仮称)共同利用コンテナ用上屋新築工事 岩手県 150 パシフィックコンサルタンツ㈱ ㈱佐賀組

㈱一番様　工場新設工事 宮城県 120
㈱アトモス・1・

建築デザイン・データ
㈱クマケー建設

独立行政法人国立病院機構埼玉病院新
外来・新病棟等新築整備工事（建築）

埼玉県 1100 株式会社大建設計 清水建設㈱

ファナック㈱筑波第二ロボット工場建設工
事

茨城県 1000 ㈱東急設計コンサルタント 清水建設㈱

㈱マルニシ被災施設復旧及び
新規製造施設外工事　大浦工場新築工事

宮城県 150 ㈱小野良組 ㈱小野良組

㈱小野寺鐵工所川口工場復旧工事 宮城県 160 ㈱小野良組 ㈱小野良組

気仙沼ほてい株式会社製品倉庫増築工
事

宮城県 100 ㈱ＣＯＳ設計 茂木建設㈱

（仮称）和風ホテル磯村新築工事 宮城県 160 ㈱ウィズ
浅沼組・茂木建設

建設工事共同企業体



工事実績表（主なる工事）

年度 工事名 建設場所 重量（Ｔ） 設計 施工

平成30年

旅館大鍋屋本館増築工事 宮城県
小野良組

一級建築士事務所
40 株式会社小野良組

村田漁業株式会社　館下倉庫
解体及び新築工事

宮城県 60
小野良組

一級建築士事務所
株式会社小野良組

(仮称)鹿折地区コミュニティーセンター
新築建築本体工事

宮城県 90 菅伸建築設計事務所 株式会社小野良組

(仮称)橋爪商事株式会社　鉄鋼センター
移転新築工事

岩手県 200
北斗株式会社

一級建築士事務所

日鉄住金
テックスエンジ株式会

社

三菱電機㈱鎌倉製作所
新衛星生産棟他新築工事

神奈川県 800 三菱地所設計
竹中・西武・菱栄建設

共同企業体

虎ノ門トラストシティ ワールドゲート新築工
事

東京都 750
清水建設株式会社
一級建築士事務所

清水建設株式会社

BOATRACE六本木（仮称）新築工事 東京都 1000
石本・清水設計

共同企業体
清水建設株式会社

㈱おりはら商店　事務所その他新築工事 宮城県 100 藤田一級建築士事務所 株式会社クマケー建設

株式会社トベ気仙沼営業所新築・解体工
事

宮城県 50
小野良組

一級建築士事務所
株式会社小野良組

(仮称)Landport東習志野 新築工事
（ランプ棟）

千葉県 1100
三井住友建設株式会

社
一級建築士事務所

三井住友建設株式会
社

中埜産業/（仮称）銀座五丁目計画新築工
事

東京都 1000 日建設計 清水建設株式会社

(仮称)東京海上日動　西落合研修所新築
工事

東京都 750 三菱地所設計
(仮称)東京海上日動

西落合研修所新築工事
共同企業体

みらい造船建設工事のうち建築工事 宮城県 240
五洋建設株式会社

本社一級建築士事務
所

五洋建設株式会社



工事実績表（主なる工事）

年度 工事名 建設場所 重量（Ｔ） 設計 施工

令和1年

遠野市民センター駐車場棟耐震改修(建築）工事 岩手県 28
株式会社石本建築設

計
株式会社テラ

(仮称）気仙沼市朝日町津波復興拠点施
設新築工事

宮城県 135 アジア航測株式会社 株式会社アスリード

仙台地家裁気仙沼支部庁舎耐震等改修
工事

宮城県 12 仙台高等裁判所 株式会社小野良組

立飛２０４号棟建替工事 東京都 1000
五洋建設株式会社

株式会社日立建設設
計

五洋建設株式会社

八千代物流施設計画 千葉県 400
梓設計・

新日本建設設計
共同企業体

新日本建設株式会社

SMC㈱沼津技術センター建築工事 静岡県 150 有限会社鼎建築設計 みらい建設工業株式会社

三井不動産株式会社ﾛｼﾞｽﾃｩｸｽﾊﾟｰｸ川崎
　Ⅰ-B棟新築工事

神奈川県 280 鹿島建設株式会社
鹿島建設株式会社

横浜支店

七十七銀行気仙沼支店新築工事 宮城県 135 株式会社安藤・間　 株式会社安藤・間

渋谷3-26計画 東京都 100 清水建設株式会社 清水建設株式会社

(仮称）気仙沼リアス調理製菓専門学校
新築工事

宮城県 200 気仙沼建築設計 株式会社小野良組

横田屋本店赤岩工場新築工事 宮城県 73 藤建築設計 株式会社クマケー建設

全農エネルギー㈱JASS-PORT気仙沼
新築工事

宮城県 23 気仙沼建築設計 株式会社小野良組

（仮称）Landport青梅Ⅲ　新築工事 東京都 250 株式会社銭高組 株式会社銭高組



工事実績表（主なる工事）

年度 工事名 建設場所 重量（Ｔ） 設計 施工

令和2年 （仮称）森永製菓株式会社高崎第3工場新築
工事

群馬県 450 株式会社熊谷組

（仮称）豊洲六丁目4-2街区プロジェクト 東京都 900 清水建設株式会社

株式会社熊谷組
一級建築士事務所

　清水建設株式会社
一級建築士事務所

株式会社熊谷組

日本大学御茶の水総合病院（第2期）に伴う
歯学部新校舎新築工事(2期工事)

東京都 1550 清水建設株式会社

大和ハウス工業㈱東
京建築一級建築士事

務所

株式会社
石本建築事務所

500

（仮）SYプロジェクト 東京都 500

（仮称）Dプロジェクト平塚A新築工事 神奈川県 520

清水建設株式会社

株式会社熊谷組

新月公民館移転新築建築本体工事 宮城県 110 茂木建設株式会社

三和設計・パシフィッ
クコンサルタンツ

共同企業体

　清水建設株式会社
一級建築士事務所

八王子長房地区まちづくりプロジェクト西敷地
(A棟)

東京都

SMC株式会社釜石第5工場表面処理棟建築
工事

岩手県 160 有限会社鼎設計

株式会社久慈設計

（仮称）流山おおたかの森 B45街区計画 千葉県 1300 株式会社錢高組

気仙沼市防災物資集積配送基地
新築　建築本体工事

宮城県 180 国際航業株式会社 株式会社小野良組

株式会社錢高組
一級建築士事務所

青木あすなろ建設
株式会社


