
現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

Mシティ西口プラザ 盛岡市 宮城建設 19.01

ザ・モール仙台長町改修工事 仙台市 フジタ 19.01

敬愛会孝仁会病院 盛岡市 清水建設 19.01

ランドシティ盛南 盛岡市 西松建設 19.01

菅原学園仙台福祉専門学校 仙台市 大林組 19.01

エバグリーン寺岡 仙台市 大林組 19.02

中央三丁目ビル 仙台市 大成建設 19.02

河北新報本社改修 仙台市 大林組 19.02

二日町学生会館 仙台市 清水建設 19.02

小岩井明生ビル 盛岡市 戸田建設 19.03

岩手医大移転新築Ⅰ期工事 矢巾町 清水建設 19.03

福島中町マンション 福島市 大林組 19.04

南町通りホテル 仙台市 大成建設 19.04

支倉マンション 仙台市 東急建設 19.04

ダイアシティ茂庭A４棟改修工事 仙台市 リニューアル東海 19.04

栗原市防災センター 栗原市 フジタ 19.05

D’レスティア南大通 盛岡市 松井建設 19.06

サーパス津志田 盛岡市 穴吹工務店 19.08

ニチロ大江工場 大江町 鹿島建設 19.08

JR長町新駅 仙台市 大林組 19.09

弘前大学医学部Ⅱ期 弘前市 大林組 19.10

黒門跨線橋新設工事 仙台市 仙建工業 19.10

仙台銀行本店改修 仙台市 清水建設 19.12

山形西口ホテル 山形市 フジタ 19.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

スリーブ管部材 南相馬市 渡辺塗装工業 19.02

仲ノ瀬橋補修Ⅰ 仙台市 日建工業 19.06

北向前橋新設工事（現場施工） 新地町 三東ブリッジJV 19.08

鳴子管内橋梁補強工事（大深沢橋） 大崎市 丸か建設 19.11

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

黒川高校 大和町 千田建設 千田建設 （アスベスト除去） 19.01

仙台銀行本店 仙台市 清水建設 清水建設 （ZRC） 19.01

柏木団地 仙台市 東北三恵 東北三恵 （アスベスト除去） 19.01

明治安田生命いわきビル いわき市 飛島建設 飛島建設 （調査） 19.01

トーカンジェネラス上田改修 盛岡市 東急コミュニティー 東急コミュニティー （塗装） 19.01

青野木配水所屋上防水 仙台市 丸本工業所 仙台市 （屋上防水） 19.01

明芳ビル 仙台市 飛島建設 飛島建設 （外壁改修） 19.01

和賀中央農協 北上市 フジネ建設 建翔 （アスベスト除去） 19.02

サーパス上の橋 盛岡市 古久根建設 古久根建設、三協立山アルミ、中央鋼建 （防水・シール） 19.02

東北電力総合研修センター 南相馬市 池田建設工業 池田建設工業 （調査） 19.02

五輪パークマンション 仙台市 間組 工匠珠玉杢 （改修一式） 19.02

泉海洋センター 仙台市 東日本技建 東日本技建 （アスベスト除去） 19.03

東北大学工学部量子E棟 仙台市 丸本工業所 東北大学 （改修一式） 19.03

ジブラルタ生命山形ビル 山形市 東急コミュニティー 東急コミュニティー （内装改修） 19.04

エスパル福島改修 福島市 東日本興業 アイワ建装 （外壁改修） 19.05

プラザ仙台 仙台市 リニューアル東海 リニューアル東海 （アスベスト除去） 19.06

アクサ生命山形ビル 山形市 鹿島建設 アイワ建装 （外壁改修） 19.06

泉区役所庁舎 仙台市 東北設計計画研究所 東北設計計画研究所 （外壁調査） 19.06

仙台興和ビル 仙台市 大林組 大林組 （注入・シール） 19.06

請　　　　　負　　　　　先

清水建設、石井硝子、ウィンテクノ

リニューアル東海

大林組、新日軽

松井建設

穴吹工務店

鹿島建設、ケン

大林組、不二サッシ

戸田建設

清水建設、新日軽、不二サッシ

大林組、新日軽

フジタ、YKK AP、仙台ウォール工業

平成１９年　シーリング防水工事

宮城建設、盛岡防水工業

大林組、トステム

大林組、中央鋼建、石井硝子

西松建設、新日軽

フジタ、YKK AP

清水建設、三協立山アルミ

平成１９年　常温金属溶射工事

フジタ

清水建設、不二サッシ

大成建設、不二サッシ、石井硝子

大林組、石井硝子

大成建設

東急建設、不二サッシ

仙建工業

三東ブリッジJV

平成１９年　その他工事

請　　　　　負　　　　　先

請　　　　　負　　　　　先

ライト工業

丸高

渡辺塗装工業

工事経歴書[34]
平成１９年



現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

朝日生命石巻ビル 石巻市 間組 間組 （防水） 19.06

JASS太田給油所 盛岡市 大伸工業 大伸工業 （アスベスト除去） 19.07

パークハイツ第二清水町第４期改修工事 盛岡市 丸本工業所 管理組合 （外壁改修） 19.07

仙台駅駅舎改修 仙台市 JRビルテック アイワ建装 （外壁改修） 19.07

岩手銀行本店 盛岡市 清水建設 清水建設 （仮設・シール） 19.08

讃諫閣 盛岡市 宮城建設 宮城建設 （防水・シール） 19.08

天神アパート 盛岡市 岩手総建 岩手総建 （アスベスト除去） 19.09

ライオンズマンション盛岡内丸大規模修繕 盛岡市 大京アステージ 大京アステージ （改修一式） 19.10

マンション多賀 盛岡市 丸本工業所 管理組合 （改修一式） 19.10

青年文化センターエントランス他改修 仙台市 丸本工業所 仙台市 （改修一式） 19.11

定禅寺パークビル改修 仙台市 大成建設 大成建設 （外壁改修） 19.11

ライオンズマンション馬場町大規模修繕工事 盛岡市 大京アステージ 大京アステージ （改修一式） 19.12

トップヒルズ北山改修 仙台市 フジタ フジタ （改修一式） 19.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

共同ビルⅠ期 仙台市 大成建設 20.01

日本製紙石巻工場N６マシン設置工事 鹿島建設 鹿島建設 20.01

美田園駅前商業テナントビル 名取市 大林組 20.01

サンデュエル山形駅前A棟 山形市 フジタ 20.02

青森浜田複合ショッピングセンター 青森市 鹿島建設 20.02

aie天神町 盛岡市 西松建設 20.02

花京院プロジェクト 仙台市 清水建設他JV 20.03

盛岡中央通り三丁目マンション 盛岡市 宮城建設 20.03

サンデュエル盛岡中ノ橋Ⅱ 盛岡市 ピーエス三菱 20.06

仙台東宝ビル 仙台市 竹中工務店 20.07

aie北上東 北上市 錢高組 20.07

南光台スポーツ施設 仙台市 淺沼組 20.07

中央一丁目再開発ビル 仙台市 大林組他JV 20.08

シティタワー仙台五橋 仙台市 清水建設他JV 20.08

東北薬科大学Ⅱ期 仙台市 清水建設他JV 20.08

ホテルルートインいわき いわき市 フジタ 20.08

セレーノ幸町 仙台市 東急建設 20.08

仙台港アウトレットパーク 仙台市 三井住友建設 20.08

フローレンス連坊グランドアーク 仙台市 東海興業 20.09

イオン泉大沢ショピングセンター 仙台市 東洋建設 20.09

日本赤十字社血液センター 仙台市 フジタ 20.09

南東北福島病院 福島市 熊谷組 20.09

ホテルルートイン泉インター 仙台市 鹿島建設 20.09

aie本宮 盛岡市 錢高組 20.10

花京院スクエアビル 仙台市 フジタ 20.10

シベールファクトリーパーク 山形市 安藤建設 20.10

安比ヴィラ２改修 八幡平市 竹中工務店 20.11

大船渡市民文化会館 大船渡市 戸田建設 戸田建設、石井硝子 20.11

セレーノ上杉東レジデンス 仙台市 共立建設 20.11

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

今泉地区橋梁新設工事 新地町 IHI 20.01

大仏橋耐震補強工事 福島市 エム・テック 20.05

大河原合同庁舎大規模改造工事 大河原町 松浦組 20.06

二戸地区橋梁補修工事（河原橋） 岩手町 佐々木組 20.08

神滝橋橋梁補修工事 大崎市 東北重機工事 20.09

鮫川大橋補強工事 いわき市 クレハ錦建設 20.10

共立建設、新日軽、守屋木材

IHI、ナイガイ

平成２０年　常温金属溶射工事

東北重機工事

エム・テック

松浦組

佐々木組

錢高組

フジタ

安藤建設、西村工場

竹中工務店

鹿島建設、ケン

フジタ、ケン、東北日本板硝子、富国物産

大成建設、不ニサッシ、新日軽、石井硝子

鹿島建設、ケン、石井硝子

大林組

熊谷組、中央鋼建

竹中工務店、新日軽

錢高組

淺沼組、ケン、川本工業

企業体、新日軽、トステム、YKK AP、石井硝子他

請　　　　　負　　　　　先

請　　　　　負　　　　　先

フジタ、YKK AP

鹿島建設、ケン

ピーエス三菱

平成１９年　その他工事

請　　　　　負　　　　　先

クレハ錦建設

フジタ、新日軽、共和工業

東急建設、不二サッシ

三井住友建設

東海興業、YKK AP、前田道路

平成２０年　シーリング防水工事

西松建設、トステム

企業体、三協立山アルミ、石井硝子、斎久工業

企業体、不二サッシ、石井硝子

企業体、三協立山アルミ、石井硝子

宮城建設、不二サッシ

東洋建設

工事経歴書[35]
平成１９年～２０年



現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

一般国道287号荒窪橋 川西町 網代建設 20.11

平成２０年　その他工事

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

肴町３番地区　東・西棟 盛岡市 宮城建設 宮城建設 （防水） 20.02

小鶴市営住宅1-6棟 仙台市 泉崎建設 泉崎建設 （改修一式） 20.02

メルク郡山 郡山市 大成建設 大成建設 （調査・シール他） 20.02

会津若松管内各所橋梁調査 仙台市 セントラルコンサルタント セントラルコンサルタント （橋梁調査） 20.02

下水道施設アスベスト除去工事 仙台市 丸本工業所 仙台市 （アスベスト除去） 20.04

457号馬橋橋梁補修 仙台市 丸本工業所 仙台市 （橋梁補修一式） 20.04

仙台南部道路維持修繕工事 仙台市 丸本工業所 宮城県道路公社 （塗装） 20.04

都市機構宮城野団地 仙台市 交通施設工業 東北三恵 （アスベスト除去） 20.06

宮城県民会館改修 仙台市 丸本工業所 仙台市 （改修一式） 20.06

二戸青雲寮 二戸市 エルタス東北 岩手県総合建設業協同組合 （アスベスト除去） 20.07

トーカンマンション仁王プラザ 盛岡市 東急コミュニティー 東急コミュニティー （外壁改修） 20.07

石巻サンプラザホテル 石巻市 間組 間組 （改修一式） 20.09

渡幸ベルメゾン富沢 仙台市 間組 間組 （改修一式） 20.11

仙台市民会館 仙台市 千田建設 千田建設 （アスベスト除去） 20.11

河合塾文理予備校 仙台市 大林組 大林組 （建物調査） 20.12

二日町安藤ビル改修 仙台市 フジタ フジタ （注入） 20.12

フィオーレ蔵王改修 蔵王町 鹿島建設 鹿島建設 （防水） 20.12

トーカンマンション不来方 盛岡市 宮城建設 宮城建設 (ピンネット外壁改修） 20.12

東北電力一関磐水寮 一関市 エルタス東北 岩手県総合建設業協同組合 （アスベスト除去） 20.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

クレアシティ小鶴新田 仙台市 東海興業 21.01

富士通岩手工場改修 金ヶ崎町 間組 21.01

脳健会とみや病院 富谷町 鹿島建設 21.02

安田病院増・改築Ⅰ期 仙台市 清水建設 21.02

東北薬科大学Ⅲ期 仙台市 清水建設 21.02

山形ミッドランドタワーウェスト 山形市 フジタ 21.03

盛岡典礼会館 盛岡市 宮城建設 21.03

ホテルルートイン石巻インター 石巻市 タカヤ 21.04

プラウド本町 仙台市 大林組 21.04

NU仙台二日町ビル 仙台市 鹿島建設 21.04

特別養護老人ホームきたかみ園 登米市 丸本組 21.04

北上ハイテクペーパー 北上市 ピーエス三菱 21.04

アキタ・アダマンド横手工場増築工事 横手市 竹中工務店 21.05

共同ビルⅡ期 仙台市 大成建設 21.06

北秋田市民病院 北秋田市 鹿島建設 21.07

南相馬市市立図書館 南相馬市 竹中工務店 21.07

ダイアシティ茂庭C３棟大規模修繕 仙台市 リニューアル東海 21.08

プラウド河原町Ⅳ 仙台市 東海興業 東海興業、YKK AP 21.08

カーサ南盛岡 盛岡市 菱和建設 21.08

花京院再開発ホテル棟 仙台市 清水建設 21.09

ダイナム北茨城店 北茨城市 フジタ 21.09

仙台中央広瀬通ビル 仙台市 大林組 21.11

仙台長町ショッピングセンター 仙台市 大林組 21.11

ダイワロイネットホテル 盛岡市 西松建設 21.11

トラスコ中山 仙台市 鹿島建設 21.11

福島民報ビル現状復旧工事 福島市 間組 21.12

養護老人ホーム万生園 石巻市 共立建設 21.12

盛岡赤十字病院改修 盛岡市 大成建設 21.12

東北リコー第七工場 柴田町 清水建設 21.12清水建設、トステム、大仙、石井硝子、新菱冷熱他

鹿島建設、ケン、石井硝子、三和シャッター、ホシカワ

間組

共立建設、新日軽

大成建設、ケン、岩手ナブコ

フジタ

大林組、新日軽、不二サッシ、石井硝子、高砂熱学他

大林組、トステム、仙台ウォール工業、高砂熱学他

西松建設、三協立山アルミ、佐々木硝子

竹中工務店、三協立山アルミ、大仙

リニューアル東海

清水建設、三協立山アルミ、石井硝子、AGC硝子建材他

菱和建設

ピーエス三菱、テクノ菱和

竹中工務店

大成建設、三協立山アルミ、新日軽、不二サッシ、大仙、日本板硝子東北他

鹿島建設、ケン、大仙、イリア、渥美工業、寺岡F

タカヤ、不二サッシ、大成温調

大林組

鹿島建設、ケン、石井硝子

丸本組

清水建設、三協立山アルミ、石井硝子

清水建設、不二サッシ、石井硝子、エスケーシーテクノ

フジタ、YKK AP

宮城建設、不二サッシ

平成２０年　常温金属溶射工事

請　　　　　負　　　　　先

請　　　　　負　　　　　先

東海興業、不二サッシ

平成２１年　シーリング防水工事

間組

鹿島建設、不二サッシ

請　　　　　負　　　　　先

網代建設

工事経歴書[36]
平成２０年～２１年



現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

FKD504工区（次郎丸）高架橋上部工（鋼橋）新設工事 半田市 日本車両製造 21.02

福島地区橋梁補修工事（払川橋・明内跨線橋・鎌田橋） 福島市 小野工業所 21.03

青森地区橋梁補修工事（清水川大橋・新根井川橋） 青森市 大坂組 21.03

高所配管定期補修工事 神栖市 山久プラントテクノ 21.07

藤大橋他塗装塗替工事 会津坂下町 リンペイ 21.12

新深持橋添加物付替工事 奥州市 共和設備工業 21.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

小谷橋他橋梁点検業務 会津若松市 セントラルコンサルタント セントラルコンサルタント （橋梁調査） 21.01

NTT佐沼アスベスト除去 登米市 協和エクシオ ノザワ （アスベスト除去） 21.02

ライオンズマンション清水町大規模修繕工事 盛岡市 大京アステージ 大京アステージ （改修一式） 21.02

太白文化センター改修工事 仙台市 丸本工業所 仙台市 （外壁改修） 21.02

ほたる橋高欄塗装工事 大崎市 丸本工業所 宮城県 （塗装） 21.02

県南浄化センター２号脱水機棟 岩沼市 丸本工業所 宮城県 （防水・防食） 21.02

アミューゼ片平 仙台市 間組 間組 （注入） 21.03

仙台市役所バルコニー改修 仙台市 丸本工業所 仙台市 （防水） 21.03

住友生命仙台青葉通りビル 仙台市 間組 間組 （改修一式） 21.03

相沢ビル改修 仙台市 ｼｰ・ｴｽ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ｼｰ・ｴｽ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ （外壁改修） 21.03

宮城教育大学音楽棟空調機械室改修工事 仙台市 丸本工業所 宮城教育大学 （内部改修） 21.04

明治安田生命県南支店 奥州市 高惣建設 高惣建設 （外壁改修） 21.05

NTT上中島アスベスト除去 釜石市 協和エクシオ ノザワ （アスベスト除去） 21.09

盛岡クリーンセンター 盛岡市 岩手総建 岩手県総合建設業協同組合 （アスベスト除去） 21.09

パークハイツ第二清水町第５期改修 盛岡市 丸本工業所 管理組合 （改修一式） 21.09

ユアテック人材開発センター 富谷町 鹿島建設 鹿島建設 （外壁改修） 21.09

盛岡法務合同庁舎車庫 盛岡市 建翔 建翔 （アスベスト除去） 21.10

新生紙パルプ商事屋上防水改修 仙台市 大成建設 大成建設 （防水） 21.10

仙台市内橋梁定期点検業務 仙台市 セントラルコンサルタント セントラルコンサルタント （橋梁調査） 21.11

国道341号　椈森橋調査 大仙市 テクノクレスト テクノクレスト （橋梁調査） 21.11

NTT石巻ビルアスベスト除去 石巻市 協和エクシオ ノザワ （アスベスト除去） 21.12

D’レスティア大清水邸苑各所修繕工事 盛岡市 丸本工業所 管理組合 （改修一式） 21.12

JA福島ビル改修 福島市 大林組 大林組 （外壁改修） 21.12

都市機構団地・公団住宅建物診断 仙台市 丸本工業所 宮城県住宅供給公社 （建物調査） 21.12

請　　　　　負　　　　　先

平成２１年　その他工事

大坂組

ソーケン工業

リンペイ

伸栄装業

日塗エンジニアリング

デーロス

平成２１年　常温金属溶射工事

請　　　　　負　　　　　先

工事経歴書[37]
平成２１年


