
平成１９年主要工事経歴書

発注者名（敬称略） 工事名称 工事場所

南越前町 今庄小学校　給食・ランチルーム棟建設工事
福井県南条郡
南 越 前 町

越前市 北新庄小学校　校舎改築工事 福井県越前市

冨士経編株式会社 冨士経編株式会社新築工事 福井県鯖江市

中日本エクシス株式会社 平成１８年度　商業施設保全作業

株式会社　福井銀行 福井銀行　神明支店新築工事 福井県鯖江市

横浜防衛施設局 駒門（１７）庁舎新設等建築その他工事 静岡県御殿場市

生和建設株式会社　東京支店 （仮称）石渡マンション新築工事 神奈川県横浜市

日本綜合地所株式会社 グランシティ戸塚Ⅱ新築工事 神奈川県横浜市

日本綜合地所株式会社 グランシティ戸塚Ⅲ新築工事 神奈川県横浜市

独立行政法人　雇用・能力開発機構 福井職業能力開発促進センター　屋外給水設備整備・更新工事 福井県越前市

山本運輸株式会社 山本運輸（株）石田倉庫新築工事 福井県鯖江市

株式会社　ツカダ物流 株式会社 ツカダ物流　第３保管センター新築工事 福井県坂井市

中日本エクシス株式会社 伊勢自動車道　安濃ＳＡ（上下線）レストラン棟改修他工事 三 重 県 津 市

福井工業高等専門学校 福井工業高専　東寮他耐震改修工事 福井県鯖江市

一建設株式会社 （仮称）アイディーコート練馬新築工事 東京都練馬区

有限会社　六歌仙 六歌仙店舗改修工事 東京都新宿区

株式会社　紀文食品 （株）紀文食品　東京工場改修工事 千葉県印旛郡栄町

福井信用金庫
福井信用金庫　鯖江幸町支店
ＡＴＭコーナー・ローンセンター新設他工事

福井県鯖江市

清水　昌弘 清水邸新築工事 福井県福井市

近畿地方整備局　福井河川国道事務所 ２７号松永橋耐震補強他補修工事 福井県小浜市

田中建設株式会社 河川災害復旧助成工事（３工区）１６－２４・１６－１９工事 福井県鯖江市

福　井　県 道路改良工事（地域連携推進（国道））その６工事　一般国道３０５号
福井県南条郡
南 越 前 町

越　前　市 東単３　東部５号汚水支線工事 福井県越前市

福　井　県 平成１９年度　森林基幹道開設工事　越前南部線５工区 福井県越前市

株式会社　ホクシン 定友地区造成工事 福井県越前市

越前エネライン株式会社 総社通りガス導管布設替のうち土工事 福井県越前市

アイシン開発株式会社 ＡＷ－Ｉ西面休憩所設置・Ｃセンター車庫新築工事 福井県越前市

武生信用金庫 武生信用金庫　神山支店　外壁改修工事 福井県越前市

株式会社　テクナム 平成１９年度　北陸自動車道　管理施設保全工事

株式会社　テクナム 中日本高速道路（株）　中部地区　管理施設保全工事



平成２０年主要工事経歴書

発注者名（敬称略） 工事名称 工事場所

近畿地方整備局　福井河川国道事務所 １６１号山中除雪基地新築（第一期）（第二期）工事 福井県敦賀市

中日本高速道路株式会社 北陸自動車道　賤ヶ岳ＳＡお手洗い改修工事
滋　　賀　　県
伊香郡余呉町

社会福祉法人　わかたけ共済部 社会福祉法人　わかたけ共済部　太子園改築工事 福井県越前市

社会福祉法人　わかたけ共済部
社会福祉法人　わかたけ共済部
フォーユーエクセルわかたけ新築工事

福井県越前市

ナカヤ化学産業株式会社 ナカヤ化学産業　今立事業所増築工事 福井県越前市

石川　祥子 糺の森邸新築工事 福井県鯖江市

中日本エクシス株式会社 東名高速道路　海老名ＳＡ（上り線）他屋外喫煙コーナー設置工事
海 老 名 Ｓ Ａ
他 ２ ５ 箇 所

中日本エクシス株式会社 北陸自動車道　尼御前ＳＡ（上り線）食堂・休憩所改良工事 石川県加賀市

佐々木　次壽 （仮称）佐々木眼科クリニック新築工事 福井県坂井市

中日本エクシス株式会社 中央自動車道　屏風山ＰＡ（上り線）売店改良工事（その２） 岐阜県瑞浪市

日本綜合地所株式会社 （仮称）グランシティ菊名新築工事 神奈川県横浜市

株式会社　プロパスト （仮称）北戸田マンション新築工事 埼玉県さいたま市

日本メックス株式会社 高山邸新築工事 東京都渋谷区

ネクセリア東日本株式会社 京葉道路　幕張ＰＡ（下り線）業務用駐車場拡張工事 千葉県千葉市

越前市 水循環センター建設工事（ＯＤ終沈・土木・建築） 福井県越前市

中日本高速道路株式会社 北陸自動車道　福井管内構造物補修工事
福井県南条郡南越前町 ～

石川県加賀市

南越建設工業株式会社
道路改良工事（地域連携推進（国道））その７工事
一般県道３０５号線

福井県南条郡
南 越 前 町

オタ建設株式会社
地方道路交付金工事（橋梁整備）その１工事
一般県道　寺武生線

福井県越前市

株式会社　タツノ・メカトロニクス ㈱加賀サービス尼御前ＳＡ・松村物産㈱尼御前ＳＡ（下り線） 石川県加賀市

越前市 家単６　吉野第２汚水支線工事 福井県越前市

西松建設株式会社　関西支店 濱名学院関西国際大学　尼崎キャンパス新築工事 兵庫県尼崎市

株式会社　西原ネオ 東名阪自動車道　御在所ＳＡ（上下線）除害施設設置工事
三　　重　　県
四  日  市  市

株式会社　テクナム　金沢保全事務所 平成１９年度　北陸自動車道　管理施設保全工事
朝 日 Ｉ Ｃ　～
木 之 本 Ｉ Ｃ

西松建設株式会社　横浜支店 ライオンズ港北ＮＴステーションレジデンス新築工事の内タイル工事
神  奈  川  県
横    浜    市

菱善運輸株式会社 菱善運輸（株）池ノ上営業所改修工事 福井県越前市

株式会社　パブリス 平成１９年度　商業施設保全作業
松本・八王子
支 社 管 内

アイシン開発株式会社 ＡＷ－Ⅰ　８期西側荷捌場解体工事 福井県越前市

清水建設株式会社　北陸支店 ＡＷ－Ⅰ　コンベアピット延長工事 福井県越前市



平成２１年主要工事経歴書

発注者名（敬称略） 工事名称 工事場所

福井県
地方道路交付金工事（道路改良）松ケ鼻トンネル（仮称）
一般県道　帆山王子保停車場線

福井県越前市

近畿地方整備局　福井河川国道事務所 ８号武生大橋（上り）耐震補強工事 福井県越前市

福井県 地方道路交付金工事（橋梁整備）その２工事　　一般県道　寺武生線 福井県越前市

福井県 基幹河川改修工事（治水特別会計）その４工事　　一級河川　吉野瀬川 福井県越前市

越前市 家国１２・家単１３　中央第４汚水支線工事 福井県越前市

越前エネライン株式会社 寺武生線側道ガス導管新設工事に伴う土木工事 福井県越前市

越前市土地開発公社 池ノ上工業団地造成事業　第１工区造成工事（その３） 福井県越前市

福井県 地方道路交付金工事（雪寒道路）　　一般県道　福井鯖江線 福井県越前市

中日本ﾊｲｳｪｲ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ東京（株） 商業施設維持管理業務（その１）（工事）
東名高速道路・中央自動車道・
長野自動車道・小田原厚木道路

中日本ﾊｲｳｪｲ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ名古屋（株） 北陸自動車道　トールゲート階段上屋工事
北陸自動車道
金沢地区管内

福井工業高等専門学校 福井工業高専　本館棟改修工事 福井県鯖江市

福井県民生活協同組合 （仮称）県民せいきょうハーツたけふ店新築工事 福井県越前市

中日本高速道路株式会社 北陸自動車道　南条ＳＡ（上下線）他１ＰＡ商業施設新築工事
福井県南条郡南越前町
石川県白山市徳光町

中日本エクシス株式会社 東名高速道路　鮎沢ＰＡ（上り線）他屋外喫煙コーナー設置工事 鮎沢ＰＡ他４９箇所

コンドーＦＲＰ工業株式会社 名神高速道路　安濃ＳＡ（上り線）グリーストラップ改良工事
名神高速道路

安濃ＳＡ（上り線）

武生商業開発株式会社 中部薬品武生店新築工事 福井県越前市

北陸電力株式会社 北電丹南支社　営業部別館１階改修工事（含む関連除却） 福井県越前市

中日本ﾊｲｳｪｲ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ名古屋（株） 守山・東郷（上下）ウォシュレット化他工事
東名高速道路

守山・東郷ＰＡ（上下線）

大和リース株式会社 （仮称）ハーツたけふ　丸亀製麺棟新築工事 福井県越前市

中日本ﾊｲｳｪｲ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ名古屋（株） 亀山ＰＡ（下り線）受水槽増設工事
東名阪自動車道
亀山ＰＡ（下り線）

株式会社　プロパスト （仮称）新井宿プロジェクト新築工事 埼玉県川口市

日本綜合地所株式会社 ヴェレーナ青葉台新築工事 神奈川県横浜市

一建設株式会社 （仮称）アイディーコート武蔵浦和新築工事 埼玉県さいたま市

中日本ﾊｲｳｪｲ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ東京（株） 横浜支社施設保全管理業務　アイランド延伸工事
東名高速道路　東京料金所・
町田IC・厚木IC・秦野中井IC

輪違　重実・重治 輪違　重実・重治邸新築工事 福井県福井市

社会福祉法人　芦山会 社会福祉法人　芦山会　厨房改修工事 福井県越前市

真柄　賢一 真柄　賢一邸住宅増・改修工事 福井県越前市

栄和商事株式会社 栄和商事（株）建物・工場解体工事 福井県越前市

鉄建建設株式会社　大阪支店 牛の谷無線中継所建物修繕工事 福井県あわら市



平成２２年主要工事経歴書

発注者名（敬称略） 工事名称 工事場所

中日本高速道路株式会社　金沢支社
福井保全・サービスセンター

北陸自動車道　福井管内コンクリート構造物補修工事
福井県南条郡南越前町

～ 石川県加賀市

福井県 街路事業（交通連携推進）街路事業（受託）合併工事 福井県越前市

越前市 交家国４　大虫第２汚水支線工事 福井県越前市

北陸農政局
九頭竜川下流（二期）農業水利事業　春江北部用水路新１３２号分水工
工事

福井県坂井市

中日本高速道路株式会社　名古屋支社
敦賀工事事務所

舞鶴若狭自動車道　東山工事用道路工事 福井県三方郡美浜町

越前市土地開発公社 池ノ上工業団地造成事業　第２工区造成工事（その５） 福井県越前市

福井県 地域活力基盤創造交付金２１－２工事 福井県越前市

福井県 丹南高校　普通教棟耐震補強・リフレッシュ建築工事 福井県鯖江市

支出負担行為担当官　南関東防衛局 板妻（２０）隊舎新設建築その他工事 静岡県御殿場市

支出負担行為担当官　南関東防衛局 板妻（２０）隊舎新設土木工事 静岡県御殿場市

国立大学法人　一橋大学 一橋大学第３研究館（仮称）新営その他工事 東京都国立市

中日本ﾊｲｳｪｲ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ名古屋（株） 北陸自動車道　トールゲート上屋工事（富山） 富山県富山市他

中日本エクシス株式会社 北陸自動車道　尼御前ＳＡ（下り線）リニューアル工事 石川県加賀市

ネクセリア東日本株式会社 常磐自動車道　中郷ＳＡ（上下線）売店改良工事 茨城県北茨城市

中日本ﾊｲｳｪｲ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ東京（株）
中日本高速道路（株）八王子支社　施設保全管理業務
八王子支社社屋床・壁改修等作業

東京都八王子市

中日本ﾊｲｳｪｲ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ東京（株） 中央自動車道　釈迦堂ＰＡ（上下線）境川ＰＡ（上下線）お手洗改修工事 山梨県笛吹市他

中日本ﾊｲｳｪｲ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ東京（株） 川崎支社管内　施設改修工事（社屋棟改修工事） 神奈川県川崎市

ネクセリア東日本株式会社 北関東自動車道　笠間ＰＡ（集約型）売店・給油所新設工事 茨城県笠間市

株式会社　ネクスコ東日本エリアサポー
ト

配送センター冷凍庫等新築工事 千葉県習志野市

株式会社　ビスコ （仮称）ヤマダ電機テックランド越前店新築工事 福井県越前市

株式会社　北陸環境サービス 株式会社　北陸環境サービス　産業廃棄物焼却施設新築工事 福井県福井市

株式会社　福井クリーンシステム （株）福井クリーンシステムあわら事務所作業所改修工事 福井県あわら市

アイシン開発㈱ ＡＷ－Ⅰ　自家発電所改修工事 福井県越前市

シャープマニファクチャリングシステム（株） シャープマニファクチャリングシステム（株）改修工事他 大阪府八尾市

サンエー電機株式会社 サンエー電機（株）武生第二工場新築工事 福井県越前市

片山酒造株式会社 片山酒造（株）醸造所新築工事 福井県越前市

大和リース株式会社　福井営業所 舞鶴若狭自動車道　敦賀工事事務所増築工事 福井県敦賀市

日工建設株式会社 Ｈ２０金沢国道他交通対策工事（本町歩道橋エレベーター塔屋工事） 神奈川県横須賀市

吉村　武則 吉村邸新築工事 福井県鯖江市

板津歯科医院 板津歯科医院　内部改修工事 福井県福井市



平成２３年主要工事経歴書

発注者名（敬称略） 工事名称 工事場所

近畿地方整備局　福井河川国道事務所 国道８号余座高架橋耐震補強工事 福井県敦賀市

福井県
広域河川改修工事（社会資本整備総合交付金）２２－２工事
一級河川　吉野瀬川

福井県越前市

福井県　丹南土木事務所
都市公園工事（社会資本整備総合交付金）２２－２工事
５．５．８丹南地域総合公園

福井県越前市

福井県　丹南農林総合事務所 平成２２年度　集落基盤整備事業　武生承水路地区　第５号工事 福井県越前市

福井県　丹南土木事務所 地域活力基盤創造交付金工事（橋梁整備）２１－８工事 福井県越前市

福井県　丹南農林総合事務所 平成２２年度　農道保全対策事業　越前地区第７号工事 福井県越前市

越前市 家国（基）２・家国（促）２　吉野第２汚水支線工事 福井県越前市

中日本高速道路株式会社　金沢支社
敦賀保全・サービスセンター

北陸自動車道　敦賀管内コンクリート構造物補修工事（平成２１年度）
滋賀県長浜市～

福井県南条郡南越前町

中日本ﾊｲｳｪｲ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ名古屋（株）
金　沢　支　店

北陸自動車道　南条ＳＡ（上り線）駐車場コリドール設置工事 福井県南条郡南越前町

株式会社　ユース ユース北日野店新築工事（開発造成工事） 福井県越前市

三信住建株式会社 足立区綾瀬１丁目道路改良工事 東京都足立区

国立大学法人　東京農工大学 東京農工大学　府中幸町団地　農学部３号館改修工事 東京都府中市

中日本高速道路株式会社　東京支社 第二東名高速道路　清水ＰＡ休憩施設新築工事 静岡県静岡市

中日本高速道路株式会社　東京支社 箱根新道　箱根ＰＡ商業施設解体工事
神奈川県足柄下郡

箱　　根　　町

中日本エクシス株式会社 東名高速道路　海老名ＳＡ（下り線）食堂・休憩所改良その他工事 神奈川県海老名市

社会福祉法人　わかたけ共済部 社会福祉法人　わかたけ共済部　和上苑・瓜生保育園改築工事 福井県越前市

社会福祉法人　わかたけ共済部 特別養護老人ホーム　第二和上苑修繕工事 福井県越前市

社会福祉法人　越前自立支援協会 社会福祉法人　越前自立支援協会　児童養護施設「一陽」新築工事 福井県越前市

メイシン倉庫株式会社 （仮称）名神運輸（株）一号倉庫建替え工事 福井県越前市

株式会社　ユース ユース北日野店新築工事 福井県越前市

株式会社　福井クリーンシステム （株）福井クリーンシステム　あわら第２工場プラント設置工事 福井県あわら市

株式会社　武生環境保全 （仮称）武生環境保全　選別工場新築工事 福井県越前市

個人住宅 Ｙ様邸新築工事 福井県鯖江市

個人住宅 Ｔ様邸新築工事 福井県鯖江市

株式会社　ネクスコ東日本エリアサポー
ト

商業施設自販機直営化工事
ネクセリア東日本（株）

京葉支店管轄商業施設

中日本ﾊｲｳｪｲ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ東京（株） 平成２２年度　中央自動車道他　施設保全工事 東京都八王子市他

中日本ﾊｲｳｪｲ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ東京（株）
中日本高速道路（株）八王子支社　八王子保全・サービスセンター
改修工事

東京都八王子市

中日本ﾊｲｳｪｲ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ名古屋（株） 平成２２年度　商業施設保全作業（小修理作業） 中日本エリア管内

アイシン開発株式会社 ＡＷ－Ｉ　生産支援センター新築工事 福井県越前市

鉄建建設株式会社　大阪支店 福井県警察機動隊建築工事（車庫解体工事） 福井県福井市



平成２４年主要工事経歴書

発注者名（敬称略） 工事名称 工事場所

中日本高速道路株式会社　金沢支社 北陸自動車道　福井管内コンクリート構造物補修工事（平成２２年度）
福井県南条郡南越前町

～ 石川県加賀市

中日本高速道路株式会社　金沢支社 北陸自動車道　敦賀管内コンクリート構造物補修工事（平成２２年度）
滋賀県長浜市～
福井県敦賀市

近畿地方整備局　福井河川国道事務所 国道８号河原高架橋補修他工事 福井県敦賀市

福井県　丹南土木事務所
都市公園工事（社会資本整備総合交付金）２３－２工事
５．５．８丹南地域総合公園

福井県越前市

福井県越前市 まちづくり交付金事業　道路築造工事　（都）河濯線 福井県越前市

福井県越前市 消雪施設（散水管・送水管）工事その２　市道第２８０５号線 福井県越前市

ロイヤル総合開発株式会社 シピィ　リニューアル工事（外部）・（内部） 福井県越前市

株式会社　フージャースコーポレーション （仮称）戸田本町５丁目共同住宅新築工事 埼玉県戸田市

中日本エクシス株式会社 北陸自動車道　有磯海ＳＡ（下り線）リニューアル工事 富山県魚津市

福井県 丹南地域総合公園　野球場内野スタンド等建築工事 福井県越前市

山本　嘉治 シルバーケア日野増築工事 福井県南条郡南越前町

医療法人　山本会 シルバーケア日野改造工事 福井県南条郡南越前町

独立行政法人
国立東京工業高等専門学校

東京工業高専（散田）宿舎新営工事 東京都八王子市

株式会社　さつま屋商店 御老公の湯　シピィ越前店リニューアル工事 福井県越前市

株式会社　アートホールディングス アートホールディングス社屋増築工事 福井県鯖江市

福井県池田町 （仮称）定住促進集合住宅新築工事 福井県今立郡池田町

中日本ﾊｲｳｪｲ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ名古屋（株）
平成２３年度　商業施設保全作業（空調・厨房施設・除害施設・
グリーストラップ保守作業・電気防食設備定期点検）

中日本エリア管内

株式会社　オザキスポーツ オザキスポーツ福井店増築工事 福井県福井市

個人住宅 Ｆ様邸新築工事 福井県敦賀市

支出負担行為担当官　北関東防衛局 市ヶ谷庁舎（２２）倉庫新設建築その他工事 東京都新宿区

福井県越前市 吉野幼稚園遊戯室改築、園舎耐震補強工事 福井県越前市

福井県越前市 吉野児童館新設工事 福井県越前市

株式会社　さつま屋商店 シピィ　カメダ珈琲新装工事 福井県越前市

大黒天物産株式会社 （仮称）ラ・ムー越前店及びパクパクベーカリー改装工事 福井県越前市

中日本高速道路株式会社　金沢支社 北陸自動車道　武生ＩＣ雪氷詰所増築工事 福井県越前市

社会福祉法人　わかたけ共済部 特別養護老人ホーム　第二和上苑　空調機・ＬＥＤ照明取替工事 福井県越前市

株式会社　第一望洋楼 ふくい南青山２９１（仮称）望洋楼南青山店 東京都港区

株式会社　ヨシケイ 株式会社　ヨシケイ福井出荷場増築工事 福井県鯖江市



平成２５年主要工事経歴書

発注者名（敬称略） 工事名称 工事場所

近畿地方整備局　福井河川国道事務所 国道８号余座高架橋上ランプ耐震補強他工事
福井県福井市成和１ ～

福井県敦賀市開町３

福井県　丹南土木事務所
広域河川改修工事（社会資本整備総合交付金）２４－７
一級河川　吉野瀬川

福井県越前市

福井県　丹南土木事務所
橋梁補修工事（経済対策予備費）その４工事
一般国道３０５号線　河野大橋

福井県南条郡南越前町

福井県　丹南土木事務所
橋梁補修工事（防災・安全交付金）その７工事
一般国道３０５号線　河野大橋

福井県南条郡南越前町

福井県　丹南土木事務所
都市公園工事（社会資本整備総合交付金）２４－１４工事
５．５．８丹南地域総合公園

福井県越前市

福井県　丹南土木事務所 街路工事（社会資本整備総合交付金）２４－１工事　３．３．１戸谷片屋線 福井県越前市

北陸電力株式会社 丹南支社社屋建替計画のうち土地造成工事 福井県越前市

福井県　丹南土木事務所
街路工事（社会資本整備総合交付金）２４－１２工事
３．３．１戸谷片屋線

福井県越前市

株式会社　エムズイースト （仮称）川崎市川崎区伊勢町計画新築工事 神奈川県川崎市

医療法人　王　山 （仮称）ＳＳＳ計画新築工事 福井県鯖江市

株式会社　新珠食品 株式会社　新珠食品　本社工場新築工事 福井県越前市

飛鳥エステート株式会社 飛鳥管理株式会社　木更津発電所（２４８．５ＫＷ）建設工事 千葉県木更津市

石川　修三　・　石川　幸子 （仮称）釣りエサ、釣具　有限会社　なかむら新築工事 滋賀県高島市

福井信用金庫 福井信用金庫　神明支店新築工事 福井県鯖江市

株式会社　北陸環境サービス 株式会社　北陸環境サービス　白滝処分場復旧工事 福井県福井市

株式会社　ミューシステム アートソフトウェア社屋新築工事 福井県福井市

飛鳥エステート株式会社 飛鳥管理株式会社　浅野町発電所（１００．８ＫＷ）建設工事 神奈川県川崎市

中日本エクシス株式会社　東京支店 東名高速道路　港北ＰＡ（上り線）ハイウェイショップ改修工事 神奈川県横浜市

社会福祉法人　いずみ保育園 鯖江いずみ保育園増築工事 福井県鯖江市

医療法人　山本会 （仮称）ケアホーム日野新築工事 福井県南条郡南越前町

日野川漁業協同組合
平成２４年度　産地水産業強化支援事業のうち施設整備支援事業
アユ中間育成施設水槽新設工事

福井県越前市

医療法人　至要会 （仮称）ＳＳＳ歯科計画工事 福井県鯖江市

個人住宅 Ｗ様邸新築工事 福井県今立郡池田町

中日本ﾊｲｳｪｲ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ名古屋（株） 平成２４年度　商業施設保全作業 中日本エリア管内

中日本ﾊｲｳｪｲ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ東京（株） 東名高速道路　東京支社管内施設維持管理業務（建築工事） 東京支社管内

株式会社　ケアハイツ ケアハイツ芦原　２号館北館４階居室改修工事 福井県あわら市

医療法人　王　山 （仮称）王山解体工事 福井県鯖江市

揚原織物工業株式会社 揚原織物工業株式会社　鯖江工場　倉庫棟改築（第３期）工事 福井県鯖江市

北陸電力株式会社 北陸電力株式会社　西武生変電所　制御室新築工事 福井県越前市



平成２６年主要工事経歴書

発注者名（敬称略） 工事名称 工事場所

福　　井　　県
橋梁補修工事（防災・安全交付金）その２工事
一般国道３０５号線　河野大橋

福井県南条郡南越前町

福　　井　　県
橋梁補修工事（防災・安全交付金（補正予算））その３工事
一般国道３０５号線　河野大橋

福井県南条郡南越前町

福井県　丹南土木事務所
広域河川改修工事（防災・安全交付金）２５－２工事
一級河川　吉野瀬川

福井県越前市

越　　前　　市 家国１　御清水幹線管更生工事 福井県越前市

中日本高速道路株式会社　金沢支社 北陸自動車道　福井管内コンクリート構造物補修工事（平成２４年度）
福井県南条郡南越前町

～ 石川県加賀市

福井トヨタ自動車株式会社 福井トヨタ自動車　移転先開発造成工事 福井県越前市

名神運輸株式会社 名神運輸株式会社　外構舗装及び融雪改修工事 福井県越前市

福　　井　　県 丹南総合公園　体育館建築工事 福井県越前市

福　　井　　県 丹南総合公園　全天候型球技場　覆い屋建築工事 福井県越前市

池　　田　　町 福祉の里整備工事 福井県今立郡池田町

中日本高速道路株式会社　金沢支社 北陸自動車道　敦賀保全・サービスセンター増築工事 福井県敦賀市

ネクセリア東日本株式会社 東北自動車道　羽生ＰＡ（上り線）商業施設新築工事 埼玉県羽生市

ネクセリア東日本株式会社 常磐自動車道　守谷ＳＡ（上り線）商業施設新築工事 茨城県守谷市

（株）ネクスコ東日本エリアサポート 東関東自動車道　大栄ＰＡ（上下線）　ハイウェイショップ業態変更工事 千葉県成田市

中日本ﾊｲｳｪｲ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ名古屋（株） 平成２５年度　商業施設保全作業 中日本エリア管内

中日本ﾊｲｳｪｲ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ名古屋（株）
金沢支店

北陸自動車道　賤ヶ岳ＳＡ（上下線）　屋根防水改修工事 滋賀県長浜市

社会福祉法人　わかたけ共済部 わかたけ共済部　フォーユーエクセル　１階・７階共同住宅改修工事 福井県越前市

株式会社　さつま屋商店 サカイショッピングモール用途変更工事（温浴施設分）（外装工事分） 茨城県猿島郡

株式会社　さつま屋商店 サカイショッピングモール用途変更工事　（温浴施設　空調機器設備） 茨城県猿島郡

株式会社　一六商事 サカイモール　パチンコホール新装工事 茨城県猿島郡

ナカヤ化学産業株式会社 ナカヤ化学産業　今立事業所　第２期増築工事、既存工場改修工事 福井県越前市

冨士経編株式会社 冨士経編株式会社　工場増築工事 福井県鯖江市

マルカワみそ株式会社 マルカワみそ　社屋新築工事 福井県越前市

江守エンジニアリング株式会社 江守商事株式会社　南福井物流倉庫改築工事／建築本体工事 福井県福井市

千年建設株式会社 株式会社　ＵＡＣＪ　福井製造所　製板事務所更新工事 福井県坂井市

小島屋乳業製菓株式会社 常磐自動車道　守谷ＳＡ（下り線）売店解体撤去工事 茨城県守谷市

個人住宅 Ａ様邸新築工事 神奈川県横浜市

個人住宅 Ｙ様邸新築工事 福井県越前市

個人住宅 Ｕ様邸新築工事 福井県越前市

個人住宅 Ｙ様邸新築工事 福井県鯖江市



平成２７年主要工事経歴書

発注者名（敬称略） 工事名称 工事場所

中日本高速道路株式会社　金沢支社 北陸自動車道　敦賀管内コンクリート構造物補修工事（平成２４年度）
滋賀県長浜市 ～

福井県南条郡南越前町

福井県　丹南土木事務所
橋梁補修工事（防災・安全交付金）
一般国道３０５号線　糠大橋

福井県南条郡南越前町

福井県　丹南土木事務所
広域河川改修工事（防災・安全交付金）
広域河川改修工事（受託）合併工事２６－１　一級河川　吉野瀬川

福井県越前市

越　　前　　市
社会資本整備総合交付金事業　道路改良工事（その２）
市道第３６２２号線

福井県越前市

越　　前　　市 農村振興総合整備統合補助事業　岡本・広瀬地区消雪工事その２ 福井県越前市

能登健康福祉株式会社 （仮称）能登島グランドケアクラシック敷地造成工事 石川県七尾市

中日本ﾊｲｳｪｲ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ名古屋（株） 網掛トンネル東西坑口換気所　外壁剥落対策工事 長野県下伊那郡

池　　田　　町 池田町薮田集合住宅Ｃ棟新築工事 福井県今立郡池田町

越　　前　　市 吉野小学校　校舎耐震補強等工事その１ 福井県越前市

池　　田　　町 旧第三小学校改修工事 福井県今立郡池田町

飛鳥管理株式会社 （仮称）飛鳥管理（株）相模原プロジェクト（特殊車輌組立工場）新築工事 神奈川県相模原市

ネクセリア東日本株式会社 常磐自動車道　守谷ＳＡ（下り線）商業施設新築工事 茨城県守谷市

株式会社　エムズイースト （仮称）葛飾区青戸７丁目計画新築工事 東京都葛飾区

ネクセリア東日本株式会社
首都圏中央連絡自動車道
菖蒲ＰＡ（集約型）商業施設・給油所新設工事

埼玉県久喜市

株式会社　一六商事 下妻Ｐ店新築工事 茨城県下妻市

株式会社　さつま屋商店 下妻Ｐ店解体工事 茨城県下妻市

ネクセリア東日本株式会社 常磐自動車道　守谷ＳＡ（下り線）立体駐車場新築工事 茨城県守谷市

中部土地開発株式会社 ＥＳＣＡ　ＭＡＬＬ　武生楽市リニューアル工事 福井県越前市

福井トヨタ自動車株式会社 （仮）福井トヨタ武生店新築工事 福井県越前市

菱善運輸株式会社 菱善運輸（株）　池ノ上倉庫建設工事 福井県越前市

来世企業株式会社 （仮称）ＭＪＢダンススタジオ新築工事 富山県富山市

株式会社　三和商会 麻布十番　ＷＩＮＤＳＯＲ改修工事 東京都港区

株式会社　武生環境保全 （株）武生環境保全　家久第一工場　分工場新築工事 福井県越前市

アイシン開発株式会社 ＡＷ－Ｉ　池ノ上工場　排水処理場建設工事 福井県越前市

中日本ﾊｲｳｪｲ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ名古屋（株） 平成２６年度　商業施設保全作業工事 中日本エリア管内

江守エンジニアリング株式会社 日華化学株式会社　鹿島工場改修工事 茨城県神栖市

株式会社　ネクスコ東日本エリアサポート 常磐自動車道　守谷ＳＡ（上下線）除害施設新設工事 茨城県守谷市

中日本ﾊｲｳｪｲ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ東京（株） 平成２６年度　商業施設維持管理業務（東京支店管内）【外壁等修繕】
東名高速道路

港北ＰＡ～駒門ＰＡ

江守エンジニアリング株式会社 日華化学株式会社　研究棟改装工事 福井県福井市

千年建設株式会社 （株）ＵＡＣＪ福井製造所　食堂改修他工事 福井県坂井市
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中日本高速道路株式会社　金沢支社 北陸自動車道　福井管内コンクリート構造物補修工事（平成２５年度）
福井県南条郡南越前町

～ 石川県加賀市

株式会社　一六商事 （仮称）ＭＧＭ米沢店新築工事　造成・外構工事 山形県米沢市

福　　井　　県
橋梁補修工事（防災・安全交付金（補正予算））その２工事
一般国道３０５号線　河野大橋

福井県南条郡南越前町

越前エネライン株式会社 芝原家久輸送導管新設工事 福井県越前市

福井県　丹南土木事務所
広域河川改修工事（防災・安全交付金）２７－７工事
一級河川　吉野瀬川

福井県越前市

福井県　丹南土木事務所 （県単）道路改良工事（ゼロ県債）　一般県道　湯谷王子保停車場線 福井県越前市

株式会社　明光建商 （仮称）葛岡町駐車場等造成工事 福井県越前市

株式会社　永和地所 坂井市三国町緑ヶ丘四丁目造成工事 福井県坂井市

杉本興業株式会社 （仮称）横浜市緑区十日市場計画新築工事 神奈川県横浜市

東工サッシュ株式会社 東工サッシュ工場新築工事 福井県あわら市

株式会社　一六商事 （仮称）ＭＧＭ米沢店新築工事 山形県米沢市

株式会社　北　川 株式会社　北川　第１工場新築工事 福井県福井市

社会福祉法人　あすなろ会 社会福祉法人　あすなろ会　（仮称）あすなろ苑新築工事 福井県福井市

株式会社　エムズイースト （仮称）江東区永代２丁目計画新築工事 東京都江東区

社会福祉法人　わかたけ共済部 社会福祉法人　わかたけ共済部　認定こども園わかたけ増築工事 福井県越前市

ゲンキー株式会社 ゲンキー敦賀駅前店新築工事 福井県敦賀市

ゲンキー株式会社 ゲンキー福久東店新築工事 石川県金沢市

中部薬品株式会社 （仮称）Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　鯖江北店新築工事 福井県鯖江市

南部　浩隆 （仮称）なんぶ眼科クリニック新築工事 福井県越前市

株式会社　さつま屋商店 カメダ珈琲　米沢店新築工事 山形県米沢市

株式会社　ファイブスター ココス福井開発店建設工事 福井県福井市

エストプライム株式会社 （仮称）鯖江田所店　店舗計画工事 福井県鯖江市

個人住宅 Ｔ様邸新築工事 福井県福井市

株式会社　はるえ動物病院 はるえ動物病院新築工事 福井県坂井市

個人住宅 Ｓ様邸新築工事 福井県鯖江市

株式会社　アンデザイン 浅草まるごと食堂（仮称）まるごと市場改装工事 東京都台東区

個人住宅 Ｋ様邸新築工事 福井県越前市

個人住宅 Ｎ様邸新築工事 福井県越前市

個人住宅 Ｈ様邸新築工事 福井県越前市


