
No. 工             事             名 納入場所

1 東京電力(株)品川火力発電所改修工事 東京都

2 電源開発(株)本四連系線新設工事 岡山県

3 電源開発(株)秋葉第三発電所新築工事 静岡県

4 帝都高速度交通営団小石川車輌基地新設工事 東京都

5 電源開発(株)本四連系線下津井換気室新築工事 岡山県

6 佐野ＳＳＧＩＳ向 栃木県

7 東北電力(株)能代火力発電所 秋田県

8 熊牛発電所 北海道

9 番の州洞道第2・第4工区 香川県

10 本四連系線児島ケーブルヘッド 岡山県

11 本四連系線坂出ケーブルヘッド 香川県

12 竹原火力（発）2号機流動床ボイラ（改）本館 広島県

13 竹原火力（発）屋内貯炭場 広島県

14 竹原火力（発）給気口1期・2期 広島県

15 竹原火力（発）灰船積コンプレッサー室 広島県

16 竹原火力（発）灰処理コンプレッサー室 広島県

17 竹原火力（発）スクリーンクラッシャー室 広島県

18 竹原火力（発）脱硝電気室 広島県

19 橘湾火力（発）新設工事1・2号機本館 徳島県

20 磯子火力（発）更新工事本館 神奈川県

21 兵庫県災害対策本部 兵庫県

22 加賀陶芸美術館 石川県

23 江戸川区立船堀小学校給食室 東京都

24 味覚糖道場防音壁設置工事 兵庫県

25 京都競馬場エネルギーセンター 京都府

26 愛媛労災介護一工区建築工事屋外機置場防音ガラリ工事 愛媛県

27 大田区立糀谷小学校体育館ガラリ防音工事 東京都

28 住友大阪セメント高知工場防音ガラリ工事 高知県

29 春日出発電所改修工事 大阪府

30 伊勢山小学校給食室改築工事 神奈川県

31 すみれヶ丘小学校給食室改築工事 神奈川県

32 東村山市ダイオキシン対策工事 東京都

33 ゼクセル灯油ヒーポン汎用機器部材 東京都

34 神戸ポートピアホテル改修工事 兵庫県

35 三菱電線工業(株)伊丹製作所 兵庫県

36 (株)イズラシ工場新築工事 静岡県

37 西小松川小学校給食室 東京都

38 三ツ境小学校給食改築その他工事 神奈川県

39 朝日環境センターごみ焼却処理施設建設工事 埼玉県

防音ガラリ実績一覧表
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40 香南町保険福祉プラザ建設工事 香川県

41 松本スクリーン工場新築工事 大阪府

42 逆瀬川マンションC棟冷却塔防音工事 兵庫県

43 入江崎総合スラッジセンター建設機械その20工事 神奈川県

44 大網防音壁取設その他工事 千葉県

45 篠崎第三小学校給食室増築工事 東京都

46 (株)大滝製餡所　吸込サイレンサー防音室 埼玉県

47 天王町サティー２００２年修繕工事 神奈川県

48 新石切プラザガラリ改修工事 大阪府

49 （有）マルオカ 愛知県

50 函館税務署建築工事 北海道

51 川崎子ども夢パーク 神奈川県

52 京都労働局建築工事 京都府

53 金沢大学角間Ⅱ団地基幹整備（特高受変電室）工事 石川県

54 社会福祉法人香南会安芸清香園改築工事 高知県

55 徳島県消防学校・防災ｾﾝﾀｰ（新）のうち建築工事（第2工区） 徳島県

56 大阪播磨町集合住宅 兵庫県

57 兵庫県警察自動車警ら隊機動捜査隊合同庁舎 兵庫県

58 川口本町4丁目地区第一種市街地再開発事業 埼玉県

59 ミツカン酢ガラリ改造工事 群馬県

60 アンピール姪浜駅南Ⅱ新築工事 福岡県

61 茶山複合施設新築工事 京都府

62 小牧ガバナーステーション建設工事 愛知県

63 南部葬祭場新築工事 神奈川県

64 ベルクリサイクルセンター新築工事排水処理棟 群馬県

65 ㈱本田技術研究所栃木研究所8-4号棟増築工事 栃木県

66 川口本町4丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物建設工事 埼玉県

67 J・B・Aビル新築工事 東京都

68 エーザイ㈱美里工場 埼玉県

69 ＪＡ大阪市東住吉支店新築工事 大阪府

70 ｽｽﾞｷ㈱様竜洋ｺｰｽ動力計（新）に伴う給排気設備工事 静岡県

71 船橋市西部地区消防保健センター新築工事 千葉県

72 （株）松屋フーズ富士山工場新築工事 静岡県

73 ＨＭＣ施設建設工事（説法棟） 兵庫県

74 ケアハウス豊泉家新築工事 大阪府

75 昭島市立つつじヶ丘南小学校除湿温度保持機能復旧工事 東京都

76 ＨＭＣ施設建設工事（宿坊棟） 兵庫県

77 エステムプラザ心斎橋 大阪府

78 金沢下水処理場汚泥焼却4号炉ﾌﾞﾛｱ室設備工事 神奈川県

79 建設機械車輌用サイレンサ 神奈川県
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80 ティップネス浜松葵東店 静岡県

81 杉並公会堂建替工事屋外機置場（1） 東京都

82 湖北精工（株）組立工場E棟増築工事 滋賀県

83 ホリデイスポーツクラブ富山新築工事 富山県

84 八王子クリニック新築工事 東京都

85 鹿骨小学校給食室改造工事 東京都

86 ホリデイスポーツクラブ福井新築工事 福井県

87 名古屋第一赤十字病院改築工事 愛知県

88 富士機工機械室上屋工事 静岡県

89 国立病院四国がんセンター整備第3期追加工事 愛媛県

90 レンゴー松山工場 愛媛県

91 （株）地球科学総合研究所 埼玉県

92 ライフフーズ郡山第2ファクトリー建設工事排水処理施設 福島県

93 笠寺ポンプ所ポンプ室棟整備工事 愛知県

94 水主町（変）北館防音対策工事 愛知県

95 パナソニックエレクトロニックデバイス（株）コンデンサビジネスユニット 京都府

96 阪本邸新築工事 兵庫県

97 北海道立小児総合医療・療育センター改築工事 北海道

98 あすなろ朝日新築工事 岐阜県

99 市民病院新築工事その1（本体建築） 徳島県

100 山梨リニア実験棟新築工事 山梨県

101 ㈱杉本商事甲良工場新築工事 岐阜県

102 スズキ㈱様竜洋コース№3動力計棟給排気、空調配管工事 静岡県

103 内橋エステック新工場新築工事 大阪府

104 大分リサイクルプラザ建設工事 大分県

105 中島弘文堂印刷所深江北新工場新築工事 大阪府

106 日本板硝子㈱舞鶴工場1F窯前 京都府

107 ㈱地球科学総合研究所 埼玉県

108 マキタ本社開発棟他新築工事 愛知県

109 太陽誘電㈱榛名工場 群馬県

110 平成18年度第5期拡張工事うぐいすヶ丘団地ポンプ所築造工事 広島県

111 今村邸新築工事 大阪府

112 ㈱勿来技建総合センター排水処理施設建設工事 福島県

113 L O U V E R   R K S - 8 L P 1 0 3 5 C - 0 0 1 大阪府

114 軽井沢プリンスホテルリラクゼーション施設新築工事 長野県

115 栃木警察署庁舎新築工事 栃木県

116 金沢下水処理場汚泥焼却1号炉設備工事 神奈川県

117 箱根旅館計画（本館棟）（B棟） 神奈川県

118 上島クリーンセンター新築工事 愛媛県

119 スズキ㈱臨海実験場　空調・換気・配管設備工事 静岡県
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120 法政大学 東京都

121 布池（変）33ｋｖｓｈR（32R）取替の内建築工事 愛知県

122 京都双岡病院新築工事 京都府

123 JAみなみ総合センター改修工事 神奈川

124 江戸川区松本保育園改築工事 東京都

125 ㈱亀山ガスセンター第2工場向第3ステップCDA増設工事　9DA機械棟 三重県

126 群馬トヨペットとみおか店新築工事 群馬県

127 常陽つくばビル新築工事 茨城県

128 吉井中学校給食室・学校食堂新築工事 福岡県

129 ㈱シグマパワー有明三川発電所第2蒸気タービン発電設備建設工事 福岡県

130 ワンダーランド日出店 福岡県

131 レイヨンＳＦ５ 愛知県

132 吉田幼稚園新築工事 京都府

133 福島ＢＭＷ郡山店+ＭＩＮＩ郡山新築工事 福島県

134 植松ポンプ場建屋改修工事 香川県

135 西部地区保健福祉センター 兵庫県

136 港北水再生センター改修工事 神奈川県

137 （株）地球科学総合研究所 埼玉県

138 豊洲三丁目８－４街区計画 東京都

139 城南信用金庫駒沢支店新築工事 東京都

140 ＲＥＮＯＶＡＴＥ　ＢＥＱ，Ｂ－３１３ 山口県

141 日本生命帯広駅前ビル改修計画 北海道

142 市民病院新築工事その１（本体建築） 徳島県

143 三菱電機（株）長崎地区丸尾工場リレイアウト工事乾燥含浸装置制御建屋 長崎県

144 スズキ（株）二輪技術センター№3動力計棟増築工事 静岡県

145 スズキ（株）本社モデル製作棟 静岡県

146 四国化成工業（株）№3窒素発生装置建屋新築工事 香川県

147 日鉱金属（株）磯原工場排水処理土建工事 福島県

148 クノール食品（株）コンプレッサー室ガラリ改修工事 神奈川県

149 （株）地球科学総合研究所（大型車サイレンサ） 埼玉県

150 徳島県立城ノ内中学校・集塵機用室外機防音対策工事 徳島県

151 サーパス大宮宮原新築工事 埼玉県

152 国立印刷局第109号家改修その他工事 神奈川県

153 大阪ガス第2阪和ＧＳ化建築工事 大阪府

154 コナミスポーツ本店西宮屋上設備機器騒音対策工事 兵庫県

155 ＪＦＥエンジニアリング㈱殿横浜本社役員食堂 神奈川県

156 共益市ヶ谷ビル空調設備更新工事（Ⅱ期） 東京都

157 野津原中部地区上水道整備事業野津原ポンプ所築造工事 大分県

158 ㈱日本製鋼所殿向遮音ルーバー100/50 三重県

159 佐倉浄水場汚泥処理棟耐震補強に伴う移設工事 千葉県



No. 工             事             名 納入場所

160 ㈱日本製鋼所殿向遮音ルーバー100/50笠取風力発電所（1工区） 三重県

161 ㈱日本製鋼所殿向遮音ルーバー100/50あわら風力発電所 福井県

162 ヤマハ発動機（株）ポンプ室 静岡県

163 インバーター冷却ファン騒音測定試験用防音ルーバー 北海道

164 ㈱日本製鋼所殿向遮音ルーバー100/50笠取風力発電所（1工区） 三重県

165 ㈱日本製鋼所殿向遮音ルーバー100/50笠取風力発電所（2工区） 三重県

166 ＦＤＫ（株）湖西工場4号館 静岡県

167 ㈱日本製鋼所殿向遮音ルーバー100/50玉之浦風力発電所 長野県

168 東洋紡績（株）50棟南コンプレッサー室 滋賀県

169 大橋換気所防音扉設置工事 東京都

170 赤羽駅天井その他改修その2（ｺﾝｺｰｽ新設）工事 東京都

171 日本車両検査協会東京検査所新築工事Ⅰ期工事 東京都

172 消防本部・八戸消防署庁舎八戸消防防災拠点施設新築本棟工事 青森県

173 日本車両検査協会東京検査所新築工事Ⅱ期工事 東京都

174 ＪＦＥ日本ビル内装工事 神奈川県

175 東芝四日市工場 三重県

176 箕面粟生第二住宅管理棟防音壁工事 大阪府

177 Ｄプロジェクト八潮新築工事 埼玉県

178 （株）アイテム 東京都

179 鍛接管工事・ＰＣＬ工事 千葉県

180 ＡＳＴＩ掛川工場新築工事 静岡県

181 掛川新工場コンプレッサー室配置計画 静岡県

182 竹原火力発電所バイオコール受払設備 広島県

183 広島市西部水資源再生センター下水汚泥燃料化事業 広島県

184 ＦＤＫ湖西工場改修工事 静岡県

185 赤塚六丁目保育園改築工事 東京都

186 余目紘場第一集油所　騒音・振動・油臭対策工事 山形県

187 ＣＷメッキ棟・端末棟騒音対策 千葉県

188 （株）ジェイテクト国分第2工場研磨組立棟・熱処理棟建設工事（第1期工事） 大阪府

189 太田油脂産業殿向け遮音防水ルーバー100 岩手県

190 山口鋼業㈱西側ガラリ防音対策 岐阜県

191 日本車両検査協会東京検査所新築工事 東京都

192 東北本線浦和駅付近高架化（駅部工区）工事他３ 埼玉県

193 Ｉｒｅｌａｎｄ Ｇｒｅａｔ Ｉｓｌａｎｄ Ｃ.Ｃ.Ｇ.Ｔ Ｐｒｏｊｅｃｔ アイルランド

194 競輪場第3変電所非常用自家発電設備改修建築工事 熊本県

195 朝日電装コンプレッサー室防音対策工事 静岡県

196 横須賀（２２）整備場等新設建築工事 神奈川県

197 白鷺計画新築工事 大阪府

198 保幼園ひがしどおり建設工事（電気室） 青森県

199 固相重合換気設備設置工事 宮崎県

200 土谷ゴム化成市川工場改修工事 千葉県
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201 ミツカン栃木工場改修工事 栃木県

202 金沢市学校給食小立野共同調理場改築工事建築工事 石川県

203 金沢市学校給食小立野共同調理場改築工事空調設備工事 石川県

204 ナガセケムテックス（株）福知山第1工場第6酵素棟新築工事 京都府

205 三菱電機（株）殿向けＬＯＵＶＥＲ ＲＫＳ-８ＬＰ１０３５Ｄ-００１ 大阪府

206 熱回収・リサイクル施設建設工事 兵庫県

207 エネルギーホール空調用ガラリ補修工事 新潟県

208 株式会社マルタイ新福岡工場新設工事 福岡県

209 座間（Ｈ２２）隊庁舎新設新築工事 神奈川県

210 明治大学中野キャンパス整備計画（１期工事） 東京都

211 熊本市下水汚泥固形燃料化事業に関する燃料化施設工事管理棟新築工事 熊本県

212 座間（Ｈ２２）庁舎等新設新築工事 神奈川県

213 スズキ株式会社　本社工場 静岡県

214 日本車両検査協会東京検査所新築工事 東京都

215 ＡＳＴＩ掛川工場　倉庫改修工事 静岡県

216 平成２３・２４年度大宮配水池築造工事 静岡県

217 東京大学（駒場Ⅱ）６０号館改修工事（Ⅱ期） 東京都

218 はるひ野小中学校給食室衛生その他設備改修工事 神奈川県

219 阿南市ごみ処理施設整備・運営事業（建設工事） 徳島県

220 取水導水路築造工事（建築） 大阪府

221 平成23・24年度浅川水再生ｾﾝﾀｰ汚泥焼却設備改良工事 長野県

222 次期環境事業ｾﾝﾀｰ整備事業 神奈川県

223 石川県警察学校（11）建築工事 石川県

224 アイプラザ豊橋改修工事 愛知県

225 八幡小学校体育館改築主体工事 富山県

226 第86工区八王字ﾎﾟﾝﾌﾟ場非常用自家発電設備工事 山口県

227 日鋼金属㈱倉見工場 神奈川県

228 上水道施設設備事業竜宮浄水場深井戸9号井改修工事 群馬県

229 FDK湖西工場改修工事 愛知県

230 調布航空宇宙ｾﾝﾀｰ推進1号館耐震改修に伴う低温実験室新築工事 東京都

231 株式会社角田鉄工美里工場建設工事 埼玉県

232 三機飼料工業㈱様　車庫・洗車場新築工事 埼玉県

233 小田急相模原駅北口B地区第一種市街地再開発事業 神奈川県

234 2012年度日本たばこ産業株式会社関西工場品質分析室新築工事 京都府

235 大原薬品工業㈱製剤棟2階大規模改修及びその他工事 滋賀県

236 入江崎総合ｽﾗｯｼﾞｾﾝﾀｰ建設機械その30工事 神奈川県

237 植松都市下水路安田ポンプ場建築工事 香川県

238 県営農村環境整備事業加子母小郷地区発電所建屋新築工事 岐阜県

239 淵野辺計画室外機防音工事 神奈川県

240 田町駅東口北地区公共公益施設新築工事 東京都

241 太平洋ｾﾒﾝﾄ株式会社東雲地区生ｺﾝﾌﾟﾗﾝﾄ建築工事 東京都

242 雪印ﾒｸﾞﾐﾙｸ乳製品統合工場建設工事 茨城県



No. 工             事             名 納入場所

243 双葉工業株式会社可部工場（仮称）新築工事 広島県

244 ﾐﾂｶﾝ栃木工場改修工事 栃木県

245 ＬＯＵＶＥＲ　ＲＫＳ－８ＬＰ１０３５Ｄ―００１ 大阪府

246 高知大学（物部他）基幹・環境整備（屋上避難場所等）工事 高知県

247 岐阜ﾊﾞｲｵﾏｽﾊﾟﾜｰ発電ﾌﾟﾗﾝﾄ新築工事（通風機室建屋） 岐阜県

248 太平洋ｾﾒﾝﾄ株式会社東雲地区生ｺﾝﾌﾟﾗﾝﾄ建築工事 東京都

249 神慈秀明会豊中支部新支部新築工事 大阪府

250 戸田ﾌｰｽﾞ株式会社安曇野工場新築工事 長野県

251 中越ﾊﾟﾙﾌﾟ工業㈱川内工場発電所 鹿児島県

252 王子グリーンエナジー日南㈱日南発電所設置に伴う土建工事 宮崎県

253 福井村田製作所宮崎工場機械室新設工事 福井県

254 JA庄原ｶﾝﾄﾘｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ騒音対策工事 広島県

255 下谷上換気所 大阪府

256 ㈱ﾘｻｲｸﾙｸﾘｰﾝ袋井工場RPF工場建設工事 静岡県

257 ㈱ｴﾌ・ｼｰ･ｼｰ浜北工場第2期増築 愛知県

258 社会福祉法人諸江校下福祉会弓取保育園改築工事 石川県

259 東都春日部病院新築工事 埼玉県

260 大田区南馬込3丁目計画新築工事 東京都

261 岩戸地域ｾﾝﾀｰ・消防団第五分団危惧置場改築工事（建築工事） 東京都

262 市立清新小学校給食室改築工事 神奈川県

263 金沢工業大学N28号新築工事 石川県

264 西都児湯火葬場新築工事 鹿児島県

265 中越ﾊﾟﾙﾌﾟ工業㈱川内工場発電所（2期工事） 鹿児島県

266 ＬＯＵＶＥＲ　ＲＫＳ－８ＬＰ１０３５Ｄ―００１ 大阪府

267 矢作産業株式会社西中山工場新築工事 愛知県

268 首都高　品川線 東京都

269 日興薬品工業㈱新工場新築工事 愛知県

270 ㈱虎昭産業殿　新工場計画 栃木県

271 北陸先端大エネルギーセンター 発電気室機械設備改修工事 石川県

272 ｱｰｼﾞ高槻ﾋﾞﾙ新築工事 大阪府

273 総合研修ｾﾝﾀｰ建物ほか新築工事 東京都

274 特別養護老人ﾎｰﾑ　みどりのまち親愛新築工事 群馬県

275 博多中央街SW計画新築工事 福岡県

276 竹原火力新1号機設備更新工事修理工場新築工事 広島県

277 スズキ㈱都田№1実験棟 給排気　空調設備工事（太平分） 静岡県

278 大原薬品㈱神工場ｶﾞﾗﾘ改修工事 滋賀県

279 運河変電所新設工事の内建築工事その4工事 千葉県

280 北但ごみ処理施設設備・運営事業 大阪府

281 三菱電機ﾊﾟﾜｰﾃﾞﾊﾞｲｽ製作所第1工場ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ棟 福岡県

282 長崎液酸㈱殿向VSU-0614型設備設置工事 長崎県

283 東京ﾘﾈﾝｻｰﾋﾞｽ㈱新座工場新築工事 埼玉県

284 スズキ㈱船外機技術センター AG-4ｂ　再製作（旧臨海実験棟） 静岡県



No. 工             事             名 納入場所

285 浜松工場　二輪技術センターＮｏ.４実験棟 新築工事（渡辺分） 静岡県

286 清須市芳野ﾎﾟﾝﾌﾟ場建設工事その4 愛知県

287 兵庫ﾄﾖﾀ自動車㈱新太子店新築工事 兵庫県

288 海自木更津（25）庁舎新設等建築工事 千葉県

289 王子ｸﾞﾘｰﾝｴﾅｼﾞｰ江別㈱ﾊﾞｲｵﾏｽ発電所設置工事 北海道

290 名古屋駅支障移転ほか 愛知県

291 株式会社ｼﾞｪｲﾃｸﾄ亀山工場第2工場建設工事 三重県

292 ｽｽﾞｷ㈱浜松工場№4実験棟（東）新築工事 静岡県

293 ｽｽﾞｷ㈱浜松工場№6実験棟新築工事 静岡県

294 SIX HARAJUKU TERRACE 防音対策工事 東京都

295 新日本ｶﾞｽ供給所増強工事 栃木県

296 岩国飛行場（H25）北側汚水処理施設整備工事 山口県

297 LOUVER RKS-8LP1035D-001 大阪府

298 入江崎総合ｽﾗｯｼﾞｾﾝﾀｰ建設機械その30工事 神奈川県

299 三鷹市井の頭ﾎﾟﾝﾌﾟ場耐震補強工事 東京都

300 スズキ㈱相良ｺｰｽＮｏ.５実験棟 低音低圧ｼｬｼ試験室増築工事 静岡県

301 大原薬品工業㈱神工場ｶﾞﾗﾘ改修工事 滋賀県

302 川越市新斎場新築工事 埼玉県

303 木津地区木津頭首工施設改修工事 兵庫県

304 滝沢浄水場更新整備等事業工事 福島県

305 北部配水場整備事業建築工事 東京都

306 都市計画事業中部浄化ｾﾝﾀｰA系消化糟 機械設備解体その他工事（5014工区） 熊本県

307 碧海信用金庫西尾西支店新築工事 愛知県

308 千葉県射撃場（静的射撃場）増築工事 千葉県

309 綱島ｻﾃｨﾅﾌﾞﾙ・ｽﾏｰﾄﾀｳﾝ ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ建屋新築工事 神奈川県

310 ｽｽﾞｷ㈱本社№6動力棟新築工事 静岡県

311 ﾗｲｵﾝｽﾞ国泰寺新築工事 広島県

312 草ヶ江ﾎﾟﾝﾌﾟ場改修工事 福岡県

313 ｴｱｰ・ｳｫｰﾀｰ㈱長崎ｶﾞｽｾﾝﾀｰ 長崎県

314 県立青島亜熱帯植物園大温室ﾎﾞｲﾗｰ消音工事 宮崎県

315 小田原工場第409号家改修工事 神奈川県

316 NTT清川局模様替工事 千葉県

317 辻堂浄化ｾﾝﾀｰ2号焼却炉設備改築機械工事 神奈川県

318 広域新ごみ処理施設建設工事　資源回収棟 愛媛県

319 立川競輪場施設改修工事（第1期） 東京都

320 城南島第2飼料化ｾﾝﾀｰ建築工事 東京都

321 ﾖﾄﾞﾊﾞｼ新宿ﾋﾞﾙ新築工事 東京都

322 ㈱ｵｰﾖﾄﾞ本社新築工事 大阪府

323 高速横浜環状北線管理用施設 神奈川県

324 木場三丁目計画 東京都

325 DCMﾎｰﾏｯｸ札幌商品ｾﾝﾀｰ新築工事 北海道

326 LOUVER RKS-8LP1035D-001 大阪府
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327 練馬区立大泉高齢者ｾﾝﾀｰほか新築工事 東京都

328 桑名市総合医療ｾﾝﾀｰ建築工事 三重県

329 宮竹用水第二発電所新築工事 石川県

330 中外製薬工業㈱浮間工場ｶﾞﾗﾘ工事 東京都

331 東京理科大学神楽坂5号館空調設備更新工事 東京都

332 山口鋼業ｶﾞﾗﾘ新設工事 岐阜県

333 東洋ゴム工業㈱仙台工場向けガス供給設備建設工事（仙南VS） （旧　相馬・岩沼間ガスパイプライン建設工事） 宮城県

334 ｽｽﾞｷ㈱都田№1実験棟給排気、空調設備工事 静岡県

335 石炭火力発電設備建設工事 【延岡発電所プロジェクト（ＡＳＫＡ２）】 宮城県

336 独立行政法人国立病院機構　仙台西多賀病院 外来診療棟増築整備工事（建築） 宮城県

337 国立長寿医療研究ｾﾝﾀｰ　ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟建築工事 愛知県

338 秋月（26）検査場（0705）新設建築その他工事 広島県

339 関東ｴｺﾍﾟｯﾄ工場建設工事（水処理施設棟） 茨城県

340 東洋ゴム工業㈱仙台工場向け ガス供給設備建設工事　東洋ゴムＶＳ 宮城県

341 HKR北勢新工場新築工事 三重県

342 竹原火力新1号機設備更新工事新1号機屋内貯炭場新築工事 広島県

343 （仮称）ｲﾜｷ技術ｾﾝﾀｰ新築ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ工事 埼玉県

344 ｷｰﾊﾟｰ㈱技術棟建替工事 神奈川県

345 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ湘南　海老名店新築工事 神奈川県

346 目黒（28）庁舎新設工事 東京都

347 ㈱健康豆元　加須工場増築工事（第2期） 埼玉県

348 片柳学園　防音ｶﾞﾗﾘ工事 東京都

349 (仮称)高津区物流施設計画新築工事(2期) 神奈川県

350 文京ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ改修その他工事 東京都

351 みやま市ﾊﾞｲｵﾏｽｾﾝﾀｰ建設工事（排水処理棟） 福岡県

352 神奈川県警察機動隊総合訓練施設新築工事 神奈川県

353 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ㈱AIS社守口地区新原動棟新築工事 大阪府

354 日本ﾍﾘｳﾑ㈱ﾍﾘｳﾑｾﾝﾀｰ新築工事 神奈川県

355 泊上ﾎﾟﾝﾌﾟ場築造工事の内土木その他工事 愛媛県

356 綱島変電所静止形1号建屋新築その他工事 神奈川県

357 ｽｽﾞｷ㈱本社　NO.6動力棟　新築工事 静岡県

358 本田技研工業㈱PTS棟　建設工事 静岡県

359 岩波変電所2B変圧器取替に伴う建物改修 並びに関連除却工事他1件 静岡県

360 平坂門発電機室　ﾗﾝﾏ改修工事 愛知県

361 9号炉騒音対策工事 愛知県

362 帝人㈱三原生産本部（C工場）2階防音室設置工事 広島県

363 竹原火力発電所新1号機設備更新工事 発電所本館他新築工事 広島県

364 ｴｱｳｫｰﾀｰ㈱岩手工場建設工事　工場棟 岩手県

365 株式会社ﾅｶﾞﾄ広島工場新築工事 広島県

366 ﾄｵｶﾂﾌｰｽﾞ㈱殿　(仮称)千葉柏工場建設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 千葉県

367 相模川流域下水道右岸処理場 焼却炉補機棟改築工事(土木･建築) 神奈川県

368 日本ｺﾙﾏｰ結城工場D棟新築工事 茨城県
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369 太平洋ﾏﾃﾘｱﾙ㈱西多摩工場2号ﾍﾞｰﾗ騒音防止対策工事 埼玉県

370 (仮称)大東市赤井ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅新築工事 大阪府

371 スズキ㈱浜松工場　二輪エンジン工程移管 動力計用付帯装置一式新設　給排気装置 静岡県

372 富士市立中央病院　3階 静岡県

373 太平洋ｾﾒﾝﾄ㈱東雲ｻｲﾛ（晴海小野田ﾚﾐｺﾝ㈱構内） 東京都

374 浄名院信徒会館　建設計画 東京都

375 株式会社日立メタルプレシジョン 安来恵乃島工場新工場新築工事 島根県

376 SWITCH BODY 福山店新装工事 広島県

377 千住金属工業㈱草加事業所新工場新築工事 埼玉県

378 アステラス製薬株式会社つくば東光台事業所 研究棟－２･危険物倉庫騒音対策工事 茨城県

379 宮城大学大和ｷｬﾝﾊﾟｽ本部棟2F図書館改修工事 宮城県

380 吾嬬第二中学校屋内運動場外壁改修その他工事 東京都

381 ｽｽﾞｷ㈱本社　NO.6動力棟 静岡県

382 東三河ﾊﾞｲｵﾏｽ発電所(誘引通風機棟) 愛知県

383 県営農村環境整備事業 鎌瀬用水地区発電所建屋建築工事 岐阜県

384 南東北創薬ｻｲｸﾛﾄﾛﾝ研究所新築工事 福島県

385 昭和通りｱﾊﾟｰﾄ(仮称)新築工事 山口県

386 福山液酸㈱殿向VSU-0716型設備　土木・建築工事 広島県

387 (仮称)ｴｱ･ｳｫｰﾀｰ株式会社坂出工場建設工事 香川県

388 川崎ﾄﾞﾗｲｱｲｽｾﾝﾀｰ(仮称)新築工事 神奈川県

389 ｽｽﾞｷ精密工場　ｻｯｼ防音ｶﾞﾗﾘ設置工事 静岡県

390 ﾊｰﾓﾆｰTMK　ﾆｾｺ花園　ﾎﾃﾙ計画　基本工事(PH2棟) 北海道


