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（株）忠栄 〃 復興公営住宅（建築・北原1・2） 福島県 3,508,272 H28.3.1

（株）忠栄 〃 復興公営住宅（建築・北原1・2） 福島県 7,016,544 H28.3.1

（株）市川建設 〃 浪江町除染工事(4) 福島県 80,000,000 H28.9.30

（株）安部建業 〃 福島キャノン新生産棟 福島県 585,000 H28.9.1

（株）忠栄 〃 小乗浜橋下工事 宮城県 1,490,207 H28.12.31

㈲安部建業 〃 福島県警本部庁舎 福島県 2,264,000 H29.12.30

（株）茂庭マル正工務店 〃 レーベン仙台小田原小田原新築工事 宮城県 117,339,840 H29.12

（株）茂庭マル正工務店 〃 （株）小野良組・本吉共同調理場 宮城県 12,337,000 H28.11

（株）忠栄 〃
富士フィルムファインケミカルズ（株）殿向けＰ8設備建

設プロジェクト
福島県 3,321,350 H28.12.20

大新興業（株） 〃 渡波中学校移転新築工事 宮城県 10,012,300 H29.3.15

（株）市川建設 〃 浪江町除染工事(4) 福島県 35,200,000 H28.3.31

（株）忠栄 〃
陸前高田市今泉地区・長部地区災害公営住

宅
岩手県 92,871,200 H28.12.20

（株）忠栄 〃 復興公営住宅(建築・南町1) 福島県 1,882,000 H28.3.31

（株）江村工務店 〃 雄勝小・中学校統合移転 宮城県 15,287,160 H29.2.28

（株）山村工務店 〃 日本建設（株）マルタ水産加工施設 宮城県 696,000 H28.3.15

（株）山村工務店 〃 日本建設（株）浜口商店加工処理施設 宮城県 1,110,000 H28.5.15

（株）忠栄 〃
富士フィルムファインケミカルズ（株）殿向けＰ8設備建

設プロジェクト
福島県 3,321,350 H28.12.20

（株）忠栄 〃 青葉中央4丁目計画 宮城県 8,797,000 H28.10.31

（株）市川建設 〃 浪江町除染工事(4) 福島県 46,300,000 H28.3.31

（株）山村工務店 〃 （株）丸本組　石巻湊北復興住宅1号棟 宮城県 9,657,000 H28.12

（株）山村工務店 〃 （株）丸本組　湊北3号棟復興住宅新築 宮城県 3,081,000 H28.12

㈲マサノリ工務店 〃 三ツ股2丁目地区復興公営住宅（2） 宮城県 39,295,500 H28.9.30

（株）山村工務店 〃
（株）丸本組　三ツ股2丁目地区復興雄公

営住宅(2)
宮城県 90,062,200 H28.10

（株）恵伸技建 〃
大船渡湾冷凍水産加工漁業組合　水産物鮮

度保持施設
岩手県 1,758,250 H27.11.30

（株）恵伸技建 〃 高田保育所再建整備事業　 岩手県 2,351,900 H27.11.30

（株）桑畑工務店 〃
（株）江村工務店　塩釜清水沢地区災害公

営住宅Ⅽ棟
宮城県 11,300,000 H28.5.1

（株）市川建設 〃 浪江町除染工事(4) 福島県 28,500,000 H27.12.24

（株）忠栄 〃 日進工具（株）仙台工場Ｅ棟増築 宮城県 783,820 H27.9.30

井上兄弟建設（株） 〃 大船渡市山口地区災害公営住宅 岩手県 103,200,000 H28.4.30

（株）桑畑工務店 〃
（株）江村工務店　塩釜清水沢地区災害公

営住宅B棟
宮城県 5,960,000 H28.4.1

（株）桑畑工務店 〃
（株）江村工務店　塩釜清水沢地区災害公

営住宅Ｃ棟
宮城県 11,300,000 H28.5.1

（株）恵伸技建 〃 大船渡平林地区災害公営住宅 岩手県 4,917,500 H27.9.30

工 事 等 経 歴

（株）恵伸技建 下請け 大船渡平林地区災害公営住宅 岩手県 10,836,000 H27.9.30



(株)木村工業 〃 (仮称)プラウド堤通雨宮町Ⅲ計画新築工事 宮城県 4,800,000 H30.11.30

井上兄弟建設(株) 〃 (仮称)プレシス陸前高砂新築工事 宮城県 108,000,000 H30.10.31

日本住宅(株) 〃 災害公営住宅(大槌町安渡地区)新築工事 岩手県 47,000,000 H30.8.31

井上兄弟建設(株) 〃 プロロジス仙台泉新築工事 宮城県 17,500,000 H30.8.31

日本住宅(株) 〃 リーガランド五本木新築工事 東京都 13,400,000 H30.7.20

丸協建設(株) 〃 山田地区嵩上部二次造成整備工事 岩手県 4,250,000 H30.9.30

(株)五大 〃 波倉道路橋梁整備工事 福島県 158,400,000 H30.8.30

(株)アール工房 〃
仙台ハイランド太陽光発電設備設置工事造

成工事
宮城県 54,000,000 H30.8.30

日本住宅(株) 〃 目黒区大橋2丁目計画新築工事 東京都 9,700,000 H30.5.31

日本住宅(株) 〃 目黒区大橋2丁目計画新築工事 東京都 9,700,000 H30.5.31

西武造園(株) 〃 気仙沼市鹿折地区2号公園工事 宮城県 10,216,800 H30.2.28

(株)三星工業 〃 釜石市東部地区配水管整備工事 岩手県 48,600,000 H30.1.31

（株）山村工務店 〃 女川オフサイトセンター新築工事 宮城県 19,050,000 H30.2.28

（株）茂庭マル正工務店 〃 レーベル小田原B棟新築工事 宮城県 82,000,000 H30.2.28

(株)忠栄 〃 農業高校改築工事(その2) 宮城県 22,380,000 H30.1.12

幸大(株) 〃
一般国道106号宮古西道路田鎖地区道路改

良その2工事
岩手県 14,720,400 H29.10.31

エコボンド環境　　工学リサー

チ(株)
〃 生活圏域森林除染 福島県 3,600,000 H29.4.28

日本住宅(株) 〃
大槌町町方地区（御社地）災害公営住宅建

設工事
岩手県 44,280,000 H29.12.15

井上兄弟建設(株) 〃
（仮称）坂元地区地域交流　　　　セン

ター新築工事
宮城県 32,670,000 H29.4.28

（株）恵伸技建 〃 鎌田水産大船渡工場新築工事 岩手県 2,243,700 H29.12.31

井上兄弟建設(株) 〃 岩沼市矢野目排水ポンプ場復興建設工事 宮城県 82,836,000 H29.3.18

（株）恵伸技建 〃 (仮称)仙北町駅前マンション新築工事 岩手県 27,560,000 H29.2.28

（株）忠栄 〃 名取高校舎改築 宮城県 91,885,820 H29.3

井上兄弟建設(株) 〃 （仮称）プラウド河原町Ⅴ新築工事 宮城県 80,050,000 H29.6.15

大新興業（株） 〃 渡波中学校移転新築工事　付属棟 宮城県 478,100 H29.2.28

(株)山村工務店 〃
（仮称）石巻市大街道東3丁目②復興住宅

新築工事
宮城県 10,350,000 H29.12.30

㈲安部建業 〃 医療法人　舟山病院増改築 山形県 590,000 H28.12

日本住宅（株） 〃 (仮称)吉田進様　盛南マンション新築工事 宮城県 29,800,000 H29.2.10

三国屋建設（株） 〃 小乗浜橋下工事 宮城県 12,500,000 H29.3.24

（株）忠栄 〃 復興公営住宅（建築・南町1） 福島県 1,882,000 H28.3.31

（株）忠栄 〃 青葉中央4丁目計画 宮城県 8,797,000 H28.10.31

（株）忠栄 〃
富士フィルムファインケミカルズ（株）殿向けＰ8設備建

設プロジェクト
福島県 3,321,350 H28.12.20

（株）市川建設 〃 浪江町除染工事(4) 福島県 45,000,000 H28.6.30

(株)江村工務店 〃 福島県警本部庁舎 福島県 2,450,000 H29.12.30

（株）忠栄 〃 復興公営住宅(建築・北原1・2) 福島県 7,016,544 H28.3.1



五洋建設(株) 〃
北陸新幹線、越前中平吹高架橋の内、型枠

工他2
福井県 35,200,000 R2.8.31

井上兄弟建設(株) 〃 レーベン山形十日町新築工事 山形県 87,500,000 R2.7.31

デグチ(株) 〃 嘉手納エレメンタリースクール立替工事 沖縄県 211,000,000 R2.5.31

日本住宅(株) 〃 多賀城農機センター新築工事 宮城県 32,500,000 R2.4.20

(有)スケルトンコーポレーション 〃 JRTT北陸新幹線、白山北島高架橋他工事 福井県 278,700,000 R2.3.31

(株)タダシ建設 〃 ＡＮＡ石垣リゾート新築工事 沖縄県 82,000,000 R2.3.31

(株)朝日 〃 フサキリゾート拡張計画 沖縄県 147,000,000 R2.2.29

デグチ(株) 〃 陸自宮古島(30)医務室等新設建築工事 沖縄県 16,800,000 R2.2.28

(株)英一 〃 白石蔵王太陽光発電設備パネル設置工事 宮城県 2,800,000 R2.3.31

(株)エルライン 〃 啓佑学園改修工事 宮城県 7,560,000 R2.3.20

(株)英一 〃 ツルハドラッグ盛岡南新築工事 岩手県 8,410,000 R2.2.15

(株)木村工業 〃 (仮称)仙台市泉区高森2丁目計画新築工事 宮城県 3,300,000 R2.1.31

井上兄弟建設(株) 〃 (仮称)石巻中央二丁目計画新築工事 宮城県 86,800,000 R1.12.31

(株)鈴木建業 〃 常磐自動車吉田工事 宮城県 83,700,000 R1.12.31

麻生フオームクリート(株) 〃 常磐自動車鳥の海工事 宮城県 5,145,000 R1.11.30

井上兄弟建設(株) 〃 (仮称)フクシマフーズ㈱米飯工事新築工事 宮城県 11,800,000 R1.6.30

(株)江村工務店 〃 (仮称)通町2丁目計画新築工事 宮城県 7,500,000 R1.8.31

(株)英一 〃 知内太陽光発電設備パネル設置工事 北海道 9,800,000 R1.7.30

井上兄弟建設(株) 〃 (仮称)大和町1丁目計画 宮城県 12,600,000 H31.4.30

潜匠建設(株) 〃 大川河川外災害復旧工事 宮城県 7,800,000 H31.3.30

(株)昇栄建設 〃 道路橋りょう(再興)工事(道路改良) 福島県 140,400,000 H31.3.30

清田建設(株) 〃 (仮称)いわき平月見町共同住宅新築工事 宮城県 8,600,000 H31.3.30

（株）茂庭マル正工務店 〃 (仮称)八幡5丁目Sマンション新築工事 宮城県 14,000,000 H31.3.30

（株）茂庭マル正工務店 〃 (仮称)㈱I・S・E集合住宅新築工事解体 宮城県 3,800,000 H31.2.28

日本住宅(株) 〃 (仮称)㈱I・S・E集合住宅新築工事 宮城県 22,000,000 H31.2.28

(株)木村工業 〃 (仮称)登米市新クリーンセンター 宮城県 19,200,000 H31.2.28

デグチ(株) 〃 ㈱武蔵野沖縄工場新築工事 沖縄県 84,000,000 H31.2.28

(株)江村工務店 〃 福島天然ガス発電所建設工事 福島県 2,600,000 H31.1.31

井上兄弟建設(株) 〃 やるきになる里新築工事 宮城県 24,000,000 H30.12.31

日本住宅(株) 〃 災害公営住宅(大槌町安渡地区)新築工事 岩手県 57,000,000 H30.12.31

デグチ(株) 〃
下地島空港旅客ターミナル整備事業

チェックイン棟
沖縄県 57,200,000 H30.12.31

デグチ(株) 〃
下地島空港旅客ターミナル整備事業　国内

線棟
沖縄県 47,700,000 H30.12.31

日本住宅(株) 〃 山田町災害公営住宅　戸建住宅型 岩手県 5,300,000 H30.12.20

(株)山村工務店 〃 石巻北校舎等改築工事 宮城県 9,240,000 H30.11.30

(株)あおぞらコーポレーション 〃 奥平氏共同住宅新築工事 沖縄県 3,700,000 H30.11.30

(株)あおぞらコーポレーション 〃 宮古陸自(29)隊庁舎A棟新設建築工事 沖縄県 14,500,000 H30.11.30



(株)PROCESS 〃 嘉手納家族住宅新築工事 沖縄県 40,000,000 R3.12.31

(株)ジェーエーシー 〃 旧砂押川護岸工事 宮城県 81,100,000 R3.12.31

(有)大徳建業 〃 石巻港排水ポンプ場新築工事 宮城県 39,500,000 R3.11.20

(株)東海建設 〃 郡山大町1丁目マンション新築工事 福島県 39,000,000 R3.10.31

井上兄弟建設(株) 〃 プレミスト西公園マンション新築工事 宮城県 32,000,000 R3.9.30

松橋建設(株) 〃 サーパス薬師堂新築工事 宮城県 49,000,000 R3.10.20

(株)佐藤興業 〃 小田川河川災害復旧工事 宮城県 23,100,000 R3.10.30

(株)竹中道路 〃 東北電力広域連系開閉所新設土木工事 宮城県 28,985,000 R3.9.30

麻生フオームクリート(株) 〃 今庄トンネル背面空洞注入工事 福井県 19,280,000 R3.9.30

(株)PROCESS 〃 宜野座　B計画新築工事 沖縄県 33,000,000 R3.5.31

(株)高山工務店 〃 大郷太陽光発電設備設置工事 宮城県 78,700,000 R3.4.30

二ツ山建設(株) 〃 月浦地区整備工事 宮城県 51,018,000 R3.4.30

麻生フオームクリート(株) 〃 八ッ場ダム閉塞工 群馬県 3,650,000 R3.2.28

(株)竹中道路 〃 パークタワー台原階段改修工事 宮城県 1,300,000 R3.3.25

(株)山村工務店 〃 鹿野マンション新築工事 宮城県 22,000,000 R3.3.31

日本住宅(株) 〃 陸前高田市庁舎新築工事 岩手県 92,500,000 R3.1.31

麻生フオームクリート(株) 〃 国道45号長内地区道路工事 岩手県 6,580,000 R3.1.10

麻生フオームクリート(株) 〃 平井賀大橋床版外工事 岩手県 4,580,000 R2.11.30

麻生フオームクリート(株) 〃 三沢十和田線道路改良工事 青森県 7,160,000 R2.11.20

（株）恵伸技建 〃 開運橋マンション新築工事 岩手県 16,000,000 R2.12.31

(株)山村工務店 〃 大興水産㈱冷蔵庫新築工事 宮城県 19,800,000 R2.12.31

(有)スケルトンコーポレーション 〃 北陸新幹線、坂井丸岡高架橋他工事 福井県 146,500,000 R2.12.31

小平興業(株) 〃 北陸新幹線、福井大町高架橋他工事 福井県 147,000,000 R2.12.25

(株)鈴木建業 〃 石巻市複合文化施設建設工事 宮城県 10,500,000 R2.12.20

（株）茂庭マル正工務店 〃 神町小学校改築工事 山形県 30,000,000 R2.12.1

遠藤興業(株) 〃 蛇田排水ポンプ場新築工事 宮城県 30,000,000 R2.11.30

(有)大徳建業 〃 二日町北計画新築工事 宮城県 28,500,000 R2.10.31

(株)鈴木建業 〃 レーベン山形七日町新築工事 山形県 81,000,000 R2.11.30

(株)PROCESS 〃 宮古島松原宿舎新築工事 沖縄県 39,000,000 R2.8.31

井上兄弟建設(株) 〃 大町2丁目マンション新築工事 宮城県 46,700,000 R2.9.30

(有)大徳建業 〃 東北大学実験研究所新築工事 宮城県 36,000,000 R2.9.30

（株）恵伸技建 〃 さとけんマンション新築工事 宮城県 11,000,000 R2.7.31

(株)竹中道路 〃 三陸道普代南地区舗装工事 岩手県 14,350,000 R2.9.30

未来のアグリ(株) 〃 音川青果造成・外構工事 福島県 27,990,000 R2.9.30

デグチ(株) 〃 沖縄市多目的アリーナ施設等整備工事 沖縄県 53,300,000 R2.9.11


