
令和３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　丹南土木事務所 河川改修工事２－１０－１１１ 福井県南条郡南越前町

福井県　丹南土木事務所 道路維持修繕工事２－４０－６１ 福井県越前市

福井県　丹南農林総合事務所 令和2年度　緊急予防治山工事（特別枠分） 福井県越前市

北陸ミサワホーム株式会社 芝原４丁目宅地造成工事 福井県越前市

株式会社武生環境保全 （仮称）株式会社 武生環境保全　安養寺工場ＲＰＦ施設棟造成工事 福井県越前市

南越清掃組合 南越清掃組合　新ごみ処理施設整備・運営事業 福井県南条郡南越前町

東京都港区 芝五丁目複合施設　新築工事 東京都港区

トヨシマセンイ株式会社 豊島繊維株式会社新工場新築工事 福井県坂井市

元町開発株式会社
中央１丁目１０番地地区　優良建築物整備事業　共同住宅・店舗棟
及び駐車場棟新築工事

福井県福井市

アップル流通株式会社 （仮称）アップル流通センター新築工事 福井県坂井市

株式会社スギモト都市開発 （仮称）江戸川区松江5丁目計画新築工事 東京都江戸川区

株式会社スギモト都市開発 （仮称）葛飾区白鳥２丁目計画　新築工事 東京都葛飾区

中日本ﾊｲｳｪｲ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ名古屋株式会社 福井点検事務所 新築他工事 福井県福井市

株式会社ﾈｸｽｺ東日本ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 岩槻NEE資材倉庫　新築工事 埼玉県さいたま市

株式会社武生環境保全
(仮称)株式会社 武生環境保全　安養寺工場ＲＰＦ施設棟新築工事
（第一期）

福井県越前市

株式会社レンタルのニッケン 株式会社 レンタルのニッケン若狭電力機械センター新築工事 福井県三方郡美浜町

株式会社スギモト都市開発 （仮称）葛飾区堀切１丁目計画　新築工事 東京都葛飾区

セディア株式会社 （仮称）福井SC新築工事 福井県福井市

元町開発株式会社 中央１丁目１０番地地区　優良建築物整備事業　B棟新築工事 福井県福井市

アイシン開発株式会社 株式会社アイシン福井　本社工場北側庇工事 福井県越前市

中部土木株式会社 東名高速道路　東郷PA（上下線）商業施設改良工事
東名高速道路　東郷PA

（上下線）

有限会社三立 有限会社　三立ビル新築工事 愛知県名古屋市

マルカワみそ株式会社 マルカワみそ株式会社　出荷工場新築工事 福井県越前市

株式会社福井銀行 福井銀行事務センター　旧館解体工事 福井県福井市

個人住宅 D邸　新築工事 石川県小松市

個人住宅 T邸　新築工事 福井県越前市

個人住宅 K邸　新築工事 福井県坂井市

個人住宅 H邸　新築工事 福井県鯖江市



令和２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 福井管内コンクリート構造物　補修工事　（平成３０年度） 北陸自動車道

近畿地方整備局　福井河川国道事務所 国道２７号若狭地区歩道改良工事 福井県三方上中郡若狭町

福井県　丹南土木事務所 総合流域防災工事（防災・安全交付金）（緊急対策）３１－７ 福井県越前市

福井県　丹南土木事務所 河川改修工事３１－１－１１３、２－１２－１１１ 福井県越前市

越　　前　　市 大単１　吉野第7支線工事 福井県越前市

株式会社　ネクセリア・シティフード 東北自動車道　蓮田ＳＡ(上り線)　業務用駐車場造成工事　その２ 埼玉県蓮田市

山崎金属株式会社 山崎金属株式会社　店舗棟・本社棟　新築工事 福井県福井市

株式会社　エムズイースト （仮称）朝霞市　仲町１丁目計画　新築工事 埼玉県朝霞市

名神運輸株式会社 （仮称）名神運輸株式会社　第７倉庫　新築工事 福井県越前市

株式会社　エムズイースト （仮称）江東区　亀戸７丁目計画　新築工事 東京都江東区

株式会社　スギモト都市開発 （仮称）台東区　千束３丁目計画　新築工事 東京都台東区

織田運送株式会社 （仮称）織田運送株式会社　倉庫　増築工事 福井県越前市

株式会社　三和商会 （仮称）株式会社　三和商会　新社屋　新築工事 福井県坂井市

株式会社　福井銀行 福井銀行　武生西支店　新築工事 福井県越前市

株式会社　一　鐡 （仮称）シルバーバック　スポーツジム　新築工事 福井県鯖江市

中日本エクシス株式会社　本社 北陸自動車道　小矢部川SA（上り線）　商業施設　改修工事 富山県小矢部市

日本通運株式会社　福井支店 （仮称）日本通運株式会社　福井支店　美術機材庫　新築工事 福井県福井市

Ｙ様 吉野郵便局　新築工事 福井県越前市

Ｙ様 （仮称）山本歯科医院　新築工事 福井県越前市

株式会社　北陸マツダ （旧）北陸マツダ　福井本社　解体工事 福井県福井市

個人住宅 Ｙ邸　新築工事 福井県越前市

個人住宅 Ｙ邸　新築工事 福井県福井市

個人住宅 Ｕ邸　新築工事 福井県福井市

個人住宅 Ｎ邸　新築工事 福井県越前市

個人住宅 Ｍ邸　新築工事 福井県越前市



平成３１年・令和元年 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　吉野瀬川ダム建設事務所 吉野瀬川ダム建設工事　３０－１１工事 福井県越前市

越　　前　　市 東国３　東部７号　汚水支線工事 福井県越前市

株式会社　エイディーグリーン 株式会社　エイ・ダブリュ工業・若狭　排水処理場　新設工事 福井県三方上中郡若狭町

株式会社　三国 株式会社　三国　本社駐車場　整備工事 福井県坂井市

株式会社　永和エステート （Ｈ３１）坂井市三国町　緑ヶ丘四丁目　造成工事 福井県坂井市

アイシン・エイ・ダブリュ工業株式会社 アイシン・エイ・ダブリュ工業（株）　第９駐車場　舗装工事 福井県越前市

越　　前　　市 越前市役所　本庁舎 （東工区） 建設工事 福井県越前市

株式会社　クスリのアオキ クスリのアオキ　板垣店　新築工事 福井県福井市

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　１号棟　新築工事 福井県福井市

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　寿楽園　増改修工事 福井県越前市

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

株式会社　塚崎修商店 株式会社　塚崎修商店　社屋工場　新築工事 福井県越前市

株式会社　加藤ビルディング 福井放送会館　４・５階　改修工事 福井県福井市

アクサ損害保険株式会社 アクサ損害保険株式会社　福井コンタクトセンター　オフィス移転プロジェクト 福井県福井市

出　口　様 （仮称）出口歯科クリニック　新築工事 福井県鯖江市

アイシン開発株式会社 サンエツ運輸株式会社　福井営業所　事務所　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　西側庇　増築工事 福井県越前市

株式会社　エムズイースト （仮称）エムズイースト　亀戸Ⅱ計画　新築工事 東京都江東区

東日本高速道路株式会社　関東支社 東京外環自動車道　三郷管理事務所　増築工事 埼玉県三郷市

株式会社　エムズイースト （仮称）墨田区　石原１丁目計画　新築工事 東京都墨田区

株式会社　スギモト都市開発 （仮称）墨田区　立川４丁目計画　新築工事 東京都墨田区

株式会社　スギモト都市開発 （仮称）荒川区　町屋８丁目計画　新築工事 東京都荒川区

中日本ﾊｲｳｪｲ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ東京株式会社 中央自動車道　八ヶ岳ＰＡ（上り線）　外装リフレッシュ他工事 山梨県北杜市

中日本ﾊｲｳｪｲ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ名古屋株式会社 平成３０年度　商業施設保全作業　（保守・点検） 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式会社
２０１９年度　商業施設保全作業　（東名阪自動車道　御在所ＳＡ㊤㊦・
中央自動車道　駒ケ岳ＳＡ㊤　リフレッシュ・屋根防水）

三重県四日市市
長野県駒ケ根市

個人住宅 Ｙ邸　新築工事 福井県越前市

個人住宅 Ｈ邸　新築工事 福井県丹生郡越前町

個人住宅 Ｇ－ＨＯＵＳＥ　新築工事 京都府京都市

個人住宅 Ｈ邸　新築工事 福井県鯖江市



平成３０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 大野油坂道路　蕨生東地区改良その他工事 福井県大野市

福井県　吉野瀬川ダム建設事務所 吉野瀬川ダム　建設工事　その５工事　主要地方道　武生米ノ線 福井県越前市

近畿地方整備局　福井河川国道事務所 国道２７号　野神高架橋　若葉地区他　橋梁耐震補強工事
福井県敦賀市～

福井県三方郡美浜町

松ヶ鼻土地改良区 松ヶ鼻　幹線排水路　移設等工事　第４工区 福井県越前市

福井県　丹南土木事務所
砂防災害復旧工事　２９災８１号、２９災８２号
（県単）　砂防設備修繕工事（災害関係）その１、その９工事　大塩谷川

福井県越前市

越　　前　　市 消雪施設　（送水管・散水管）工事　市道第４８０５号線 福井県越前市

株式会社　エイディーグリーン 株式会社　エイ・ダブリュ工業・若狭　若狭工場　排水処理施設解体工事 福井県三方郡若狭町

池　　田　　町
平成２９年度　農村ｄｅ合宿キャンプセンター　宿泊施設強化整備工事、
クライミングウォール設置工事

福井県今立郡池田町

ナカヤ化学産業株式会社 ナカヤ化学産業株式会社　今立第２工場　新築工事 福井県越前市

サンエー電機株式会社 （仮称）　サンエー電気株式会社　武生工場　増築工事 福井県越前市

株式会社　北陸マツダ
株式会社　北陸マツダ　：　開発本店　大規模改装、増築工事／
福井本店　解体工事、外構工事

福井県福井市

株式会社　華 （仮称）　リカーワールド　華　越前店　新築工事 福井県越前市

江守エンジニアリング株式会社 北陸化成工業株式会社　工場　増築工事 福井県福井市

ユニフォームネクスト株式会社 （仮称）　ユニフォームネクスト　新社屋　新築工事 福井県福井市

株式会社　マツモトカーズ 株式会社　マツモトカーズ　改装工事 福井県福井市

株式会社　エムズイースト （仮称）　江戸川区　篠崎町二丁目計画　新築工事 東京都江戸川区

杉本興業株式会社 （仮称）　墨田区　立花３丁目計画　新築工事 東京都墨田区

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

株式会社　エムズイースト （仮称）　エムズイースト亀戸　立花計画　新築工事 東京都墨田区

アイシン開発株式会社 ＡＷ－Ｉ　改修工事 福井県越前市

千年建設株式会社 株式会社　ＵＡＣＪ　福井製造所　熱延ＲＧ建屋　耐震補強工事 福井県坂井市

アイシン開発株式会社 株式会社　エイ・ダブリュ工業・若狭　小浜寮　改修工事 福井県小浜市

株式会社　ネクスコ東日本エリアサポート
東関東自動車道
湾岸幕張ＰＡ　（下り線）　商業施設　改良工事　（建築工事）

千葉県千葉市

株式会社　ネクスコ東日本エリアサポート 京葉道路　幕張ＰＡ　（上下線）　屋根　改修工事 千葉県千葉市

中日本ﾊｲｳｪｲ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ名古屋株式会社 平成２９年度　商業施設保全作業　（保守・点検） 中日本エリア管内

中日本エクシス株式会社　名古屋支店
平成２９年度　商業施設維持管理業務保全作業　（その２　後期）
名古屋支店管内

名古屋支店エリア管内

個人住宅 Ｎ様邸　新築工事 福井県鯖江市

個人住宅 Ｋ－ＨＯＵＳＥ　新築工事 福井県坂井市

個人住宅 Ｓ様邸　新築工事 福井県越前市



平成２９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　丹南土木事務所
広域河川改修工事　（防災・安全交付金）　２７－２４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
道路改良工事　(防災・安全交付金）　（橋梁整備）　２９－１工事
一般県道　福井鯖江線

福井県越前市

越　　前　　市 消雪施設　（取水施設　）工事　市道第３９０４号線 福井県越前市

越　　前　　市
武生中央公園　総合体育館　再整備工事
武生中央公園　再整備工事　その３５

福井県越前市

サンエー電機株式会社 サンエー電機株式会社　武生工場　駐車場　造成工事 福井県越前市

ネクセリア東日本株式会社　関東西支店
首都圏中央連絡自動車道
菖蒲ＰＡ　（集約型）　従業員駐車場　整備工事

埼玉県久喜市

越　　前　　市 武生中央公園　総合体育館　改築工事 福井県越前市

東　　京　　都 東京消防庁　調布消防署　国領出張所　庁舎（２７）　新築工事 東京都調布市

池　　田　　町 Ｈ２９年度　（仮称）　角間団地　町営住宅　建設工事 福井県今立郡池田町

株式会社　福井銀行 （仮称）　福井銀行　新事務センター　新築工事 福井県福井市

日本ダム株式会社 日本ダム株式会社　本社工場　新築工事 福井県福井市

日本ダム株式会社 日本ダム株式会社　「特殊空調システム機械設備」　設置取付工事 福井県福井市

名神運輸株式会社 （仮称）　名神運輸株式会社　物流倉庫　新築工事 福井県越前市

杉本興業株式会社 （仮称）墨田区　立花３丁目計画　新築工事 東京都墨田区

株式会社　さつま屋商店 カメダ珈琲　下妻店　新築工事 茨城県下妻市

株式会社　さつま屋商店 カメダ珈琲　小見川店　新築工事 千葉県小見川市

株式会社　ミタニ 株式会社　ミタニ　メガセルフ　鯖江ＳＳ　新築工事 福井県鯖江市

株式会社　ミナミプランテック 株式会社　ミナミプランテック　社屋　新築工事 福井県坂井市

株式会社　ツカダ物流 株式会社　ツカダ物流　第４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　東京支店
平成２８年度　商業施設維持管理業務保全作業　（その２　後期）
東京支店管内

東名高速道路
海老名ＳＡ他

株式会社　大本組 アシックス　アパレル工業株式会社　新工場　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式会社 平成２８年度　商業施設保全作業　（保守・小修理） 中日本エリア管内

株式会社　ネクスコ東日本エリアサポート 京葉道路　幕張ＰＡ　（下り線）　耐震天井化　他工事 千葉県千葉市

株式会社　ネクスコ東日本エリアサポート
第三京浜道路
都筑ＰＡ　（上り線）　シアトル系カフェ　設置工事　（建築工事）

神奈川県横浜市

千年建設株式会社 株式会社　ＵＡＣＪ　福井製造所　耐震補強工事　（第三期） 福井県坂井市

個人住宅 Ｓ様邸　新築工事 福井県鯖江市

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 Ｙ様邸　新築工事 福井県越前市


