
No. 工             事             名 納入場所

1 久木ダム電源室 高知県

2 二又発電所エレベーター室 高知県

3 もんじゅ発電所 福井県

4 松浦火力発電所（修） 長崎県

5 松浦火力発電所（改） 長崎県

6 資生堂関西物流センター 兵庫県

7 黒川マンション駐車場 東京都

8 只見発電所展示館（新） 福島県

9 松浦火力発電所作業車両所 長崎県

10 松浦火力発電所雑品倉庫 長崎県

11 相場製鋼（株）新治工場 茨城県

12 ２大洗低レベルβγレベル固体処理棟 茨城県

13 メルセデス・ベンツ日立ＶＰＣ（新） 茨城県

14 メルセデス・ベンツ豊橋 愛知県

15 北向マイクロ高杖中継局 福島県

16 明治乳業（株）群馬工場 群馬県

17 日本地下石油備蓄（株）久慈基地 岩手県

18 サッポロビール（株）群馬工場 群馬県

19 トヨタ自動車（株）横浜倉庫 神奈川県

20 日本板硝子（株）ＭＩＦ改自動倉庫 京都府

21 大洗工学ｾﾝﾀｰ加速器開発施設 茨城県

22 創価学会宗像礼拝所（新） 福岡県

23 日本地下石油備蓄（株）菊間基地 愛媛県

24 松島火力（発）１・２号機ガラリ取替工事 熊本県

25 ３大洗高レベルβγレベル固体処理棟 茨城県

26 ３東海富士の腰住宅４号棟 茨城県

27 藤代町総合公園体育館新設工事 茨城県

28 十条製紙（株）勿来工場元地製品倉庫 福島県

29 ＬＬＷ輸送容器保管施設建設工事 青森県

30 ＡＧＦ外気処理ユニット（改） 茨城県

31 跡見学園短期大学（改） 東京都

32 跡見学園中学・高校（改） 東京都

33 マツダ（株）近畿第二ｾﾝﾀｰ立体自動車倉庫 兵庫県

34 日本原撚サービス（株）環境管理建家建設工事 青森県

35 藤代町総合公園体育館追加工事 茨城県

36 音羽電機工業（株）弘前工場（新） 青森県

37 理科学研究所フォトダイナミクス研究施設 宮城県

38 笠利町総合体育館建築工事 鹿児島県

39 日本地下石油備蓄（株）久慈基地倉庫（新） 岩手県
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40 尾鮫西独身寮新設工事（１期） 青森県

41 ４大洗除染済機器類保管建家 茨城県

42 若松加圧流動床複合発電所中央制御室 福岡県

43 東京国際空港沖展ﾒﾝﾃﾅﾝｽｾﾝﾀｰ アネックス（新） 東京都

44 （財）茨城ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ別館増築工事 茨城県

45 久慈茅野病院改築工事 茨城県

46 出光興産（株）川崎油槽所ｹｰｽ品立体倉庫 神奈川県

47 浦和市老人保健施設ケアハウス建設工事 埼玉県

48 県立浦和青年の家及び体育館（新） 埼玉県

49 （株）大宮ソフトウェアセンター（新） 埼玉県

50 三和町地域福祉センター建設工事 茨城県

51 ３東海富士の腰住宅１・２・３号棟 茨城県

52 出光石油化学（株）千葉工場 千葉県

53 燃料集合検査施設建家（増） 茨城県

54 性能評価研究施設建家（新） 茨城県

55 宗像市立自由が丘南小学校体育館 福岡県

56 （株）資生堂久喜工場製品ラック工場 埼玉県

57 児島ｹｰﾌﾞﾙﾍｯﾄﾞ給油換気機械室 岡山県

58 （仮）西武入間ステーションビル（新） 埼玉県

59 今津運動公園便所その他（新） 福岡県

60 日本地下石油備蓄（株）菊間基地倉庫（新） 愛媛県

61 竹原火力灰船積コンプレッサー室 広島県

62 瓜連町商工会館新築工事 茨城県

63 県立緑岡高校体育館改築工事 茨城県

64 盛岡中央変電所新築工事 岩手県

65 山之内製薬（株）生産技術研究所技術棟 茨城県

66 本四連系線坂出ケーブルヘッド 香川県

67 具志川火力発電整粒室新設工事 沖縄県

68 竹原火力２号本館２期工事 広島県

69 アイシーシー社員寮（新） 茨城県

70 竹原火力灰処理脱硝電気室工事 広島県

71 再処理工場共同溝換気ファン設置 茨城県

72 石川石炭火力発電所ゆうな寮 沖縄県

73 松島火力発電所ガラリ補修工事 熊本県

74 酒匂川右岸処理場管理棟築造工事 神奈川県

75 北浦和社宅建替工事 埼玉県

76 山口第二ビル建設工事 東京都

77 ４大洗β・γ一時格納庫改修 茨城県

78 魚梁瀬ダム管理事務所建設工事 高知県

79 長崎大学医学部屋内運動場等新築工事 長崎県
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80 黒谷発電所黒谷取水堰操作室 福島県

81 大洗工学ｾﾝﾀｰ常陽廃棄物処理施設建家 茨城県

82 昭和冷凍（株）冷凍倉庫新築工事 静岡県

83 坂出ケーブルヘッドポンプ室 香川県

84 創価学会志布志礼拝所新築工事 鹿児島県

85 勝田市立田彦中学校柔・剣道場 茨城県

86 兵庫大型放射光施設給水施設 兵庫県

87 生化学工業（株）高萩工場品質管理棟 茨城県

88 中部支局春日井寮 愛知県

89 鹿児島市伝染病隔離病舎 鹿児島県

90 立正佼成会水戸教会新築工事 茨城県

91 中央運転管理棟新築工事 茨城県

92 八郷町立小桜小学校校舎改築工事 茨城県

93 東海事業所ガラリ防水工事 茨城県

94 笠間稲荷神社参集殿増改築工事 茨城県

95 ４兵庫（研）大型放射光施設 兵庫県

96 福岡教育大学附属久留米小学校体育館 福岡県

97 筑後養護学校赤坂分校体育館 福岡県

98 六ケ所事業所廃棄物処理施設 青森県

99 ヴェルデ佐野カントリー倶楽部（新） 栃木県

100 仙台トヨペット（株）本社ビル 宮城県

101 ５兵庫（研）シンクロトロン棟 兵庫県

102 創価学会大分三重会館新築工事 三重県

103 （仮）ＡＦＢ冷凍ラック倉庫（新） 静岡県

104 明治製菓（株）関東工場 埼玉県

105 新藤田ビル新築工事 大阪府

106 福岡女子高校普通教室棟移転新築工事 福岡県

107 横浜港郵便局庁舎外壁その他工事 神奈川県

108 博多ベイオリウンタルホテル＆リゾート 福岡県

109 ５大洗低レベル廃液貯槽改修工事 茨城県

110 若葉町変電所新築工事 東京都

111 福岡女子高校体育館及実習棟移転 福岡県

112 （株）アクタ古賀工場増築工事 福岡県

113 福岡女子高校管理・特別教室移転 福岡県

114 ケミカルトランスポート（株）立体自動倉庫 千葉県

115 徳山美術博物館新築工事 山口県

116 開発工事幡ヶ谷事務所 東京都

117 大子リフレッシュセンター新築工事 茨城県

118 松浦火力ガスタービン新設工事 長崎県

119 扶桑薬品（株）茨城工場倉庫 茨城県
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120 桐生市保健福祉センター 栃木県

121 東京電力大仁営業所新築工事 静岡県

122 創価学会肥前鹿島礼拝所 鹿児島県

123 生化学工業（株）久里浜工場福作本館 神奈川県

124 海水揚水発電技術実証試験 沖縄県

125 （株）シブタニ寝屋川倉庫新築工事 大阪府

126 佐竹化学機械工業（株）工場事務所 埼玉県

127 大型放射光施設排水処理棟 愛媛県

128 老人保健福祉施設ｺｼﾞｰｹｱﾎｰﾑ新築工事 宮城県

129 真壁町立桜川中学校柔・剣道場 茨城県

130 県立勝田工業高校家庭科棟新築工事 茨城県

131 中岩発電所建替に伴う建築工事 栃木県

132 宮崎市農業集落排水事業処理施設 宮崎県

133 創価学会福岡研修同情納骨堂 福岡県

134 日本ピグメント埼玉川本工場新築工事 埼玉県

135 通谷ＳＳ新築工事 福岡県

136 仙台空港電源局新築工事 宮城県

137 東京化成工業（株）明野事業所保管倉庫 茨城県

138 東和科学つくば営業所新築工事 茨城県

139 福岡女学院短期大学１号館増築工事 福岡県

140 ＡＧＦ外気取り入れ口改修工事 茨城県

141 ６大洗（研）低レベル廃液処理 茨城県

142 創価学会喜界島礼拝所新築工事 鹿児島県

143 硝子固体受入貯槽設備ＥＤ建家 青森県

144 姶良町役場庁舎別館新築工事 鹿児島県

145 ５大洗（研）廃液処理棟建家改修工事 茨城県

146 大沼保養所（仮）新築工事 北海道

147 港北調整所新築工事 神奈川県

148 田中金属工業（株）湘南管理棟建築工事 神奈川県

149 井上製氷冷蔵（株）冷凍倉庫 福岡県

150 創価学会上五島会館新築工事 長崎県

151 三国温泉施設建設工事 福井県

152 α固体処理[大洗・中廃]改修工事 茨城県

153 伊藤ハム(株)東京工場 千葉県

154 日本製紙(株)勿来工場第一塗工 福島県

155 伊藤ハム(株)船橋第三工場 千葉県

156 既設処理施設移設工事 東京都

157 東扇島火力発電所ＬＮＧ受入サンプリング 神奈川県

158 厚生年金ハートピア北九州 福岡県

159 保健福祉センター建設工事 三重県
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160 荒川沖駅西口公衆トイレ 茨城県

161 松浦火力（発）２号機集中制御室 長崎県

162 電源開発(株)奈判利マイクロ 高知県

163 指宿市水道局第６回拡張事業工事 鹿児島県

164 瀬戸石ダム管理新築工事 熊本県

165 公園墓地管理棟新築工事 茨城県

166 低レベル廃液貯槽№７（大洗・中廃） 茨城県

167 東京国際空港東側電源局庁舎（新） 東京都

168 日本製粉(株)福岡工場増築工事 福岡県

169 高速増殖原型炉もんじゅＩＳＩ校正建物 福井県

170 出口マンション 大阪府

171 寺台分岐所新築工事 千葉県

172 三重中学校武道場新築工事 長崎県

173 奥清津第二（発）下段作業抗抗口 新潟県

174 県立佐用高等学校屋内体育館建築工事 兵庫県

175 姉崎火力～千葉火力間ガス導管新設 千葉県

176 茨城県養豚場試験場 茨城県

177 創価学会八丈島礼拝所新築工事 東京都

178 松浦火力（発）２号機排水処理装置室 長崎県

179 関電化工(株)技術センター（新） 兵庫県

180 自由が丘ポンプ所ポンプ井外築造 鹿児島県

181 創価学会世界女性会館新築工事 福岡県

182 宇宿市漁港整備公衆便所新築工事 鹿児島県

183 指宿市水道事業第６回拡張事業計画 鹿児島県

184 水窪PCB格納庫新築工事 静岡県

185 創価学会高千穂会館新築工事 宮崎県

186 佐賀三洋工業（株）工場建設工事 佐賀県

187 松浦火力（発）非回収系排水処理施設 長崎県

188 松浦火力（発）２号機主変圧建 長崎県

189 創価学会筑紫野礼拝所新築工事 福岡県

190 宮田・若宮し尿処理施設建設工事 福岡県

191 鳴水Ａ団地第一工区公営住宅建設工事 福岡県

192 沖縄海水揚水（発）新設工事 沖縄県

193 海水揚水（発）技術実証試験パイロットプラン 沖縄県

194 多摩都市モノレール運営基地 東京都

195 Ｌ棟外気取入ガラリ取替工事 茨城県

196 カスミ白岡店新築工事 埼玉県

197 ＧＳ新設工事 宮崎県

198 戸田競走場総合施設改善第二期工事 埼玉県

199 医療法人北寿会老人保健施設 埼玉県

200 兵庫日本原子力研究所大型放射光 兵庫県
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201 国分市立国分第二北小学校新築第一工区 東京都

202 国分市立国分第二北小学校新築第二工区 東京都

203 国分市立国分第二北小学校新築第三工区 東京都

204 国分市立国分第二北小学校新築第四工区 東京都

205 国分市立国分第二北小学校新築第五工区 東京都

206 ＭＭＦ－２・ＡＣ－１更新工事 茨城県

207 新那須紫雲荘建設工事（クアハウス棟） 栃木県

208 新那須紫雲荘建設工事（管理棟） 栃木県

209 新那須紫雲荘建設工事（宿泊棟） 栃木県

210 今井・三菱ビル改修工事 東京都

211 生化学工業（株）久里浜工場品質管理棟 神奈川県

212 東京管材倉庫場新築工事 東京都

213 （株）ロイヤル物流センター 三重県

214 （仮）風の館新築工事 島根県

215 東工場旧炉事業管理棟建設工事 大阪府

216 馬市ポンプ場築造 福岡県

217 江原中学校体育館増改築及び格技場 熊本県

218 計量研研究本館Ｂ棟その他改修工事 茨城県

219 福岡県中央自動相談所棟改築工事 福岡県

220 東京デジタルホン・ネットワーク 埼玉県

221 西遠女子学園校舎新築工事 静岡県

222 若松火力（発）本館外壁ガラリ取付 福岡県

223 沼津魚仲買商協同組合立体自動冷蔵倉庫 静岡県

224 中村市立温水プール新築建設主体工事 高知県

225 松浦火力（発）２号機新設石膏サイロ 長崎県

226 神奈川県社会保険診療報酬支払基金事務所 神奈川県

227 ナカタ・マックコーポレーション本社 広島県

228 太宰府小学校屋内運動場大規模改造 福岡県

229 周波数変電抑制対策装置新設工事 沖縄県

230 創価学会新九州文化礼拝所新築工事 熊本県

231 松浦火力（発）環境計器室新築工事 長崎県

232 北大東空港旅客ターミナルビル（新） 沖縄県

233 嘉麻浄化ｾﾝﾀｰ建設工事 福岡県

234 東桜島高齢者福祉ｾﾝﾀｰﾃﾞｨｰｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 鹿児島県

235 創価学会宮崎研修道場新築工事研修棟 宮崎県

236 鹿児島婦人会館改修 鹿児島県

237 運営基地諸建物工事その２検修検車庫 東京都

238 鹿角市総合運動公園便益施設建築工事 青森県

239 日本製粉（株）福岡工場設備補強 福岡県

240 野村証券豊橋支店増築工事 愛知県

241 環境技術センター新築工事 千葉県

242 大町中学校屋内運動場改築 佐賀県
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243 唐津赤十字病院血管撮影室（増）ＩＣＵ 福岡県

244 大網町立増穂北小学校屋内運動場 千葉県

245 創価学会益城礼拝所 熊本県

246 上峰中学校体育館 佐賀県

247 総合技術試験所建替工事第一研究棟 神奈川県

248 久山町浄水場築造工事 福岡県

249 野村証券豊橋支店増築工事 愛知県

250 国分警察署庁舎新築工事 鹿児島県

251 アイビーコート目白新築工事 東京都

252 小川町立欅台中学校 埼玉県

253 地層処分基盤研究所施設試験棟 茨城県

254 谷山北中学校屋内運動場増改築工事 鹿児島県

255 白石高等学校体育館改築工事 佐賀県

256 五井火力（発）№２海水消化ポンプ室 千葉県

257 日本ＡＭＰ ＪＣＤＣ計画 静岡県

258 下田整形外科医院新築工事 茨城県

259 諫早農業高校第二体育館格技場（新） 長崎県

260 肉用牛改良研究所子牛育成牛舎（新） 鹿児島県

261 山川発電所冷却排水処理建屋新築工事 鹿児島県

262 創価学会新九州文化礼拝所新築工事 福岡県

263 入来町文化センター新築工事 鹿児島県

264 西田医院改築工事 鹿児島県

265 ７兵庫日本原子力研究所大型放射光 兵庫県

266 相模原総合体育館改修工事 神奈川県

267 日産自動車（株）宇宙航空事業部富岡事業所 群馬県

268 熊本食品交流会館新築工事 熊本県

269 エーザイ化学（株）Ｌ－２棟建設工事 茨城県

270 ふるさと支援道路整備工事 石川県

271 柴田ビル新築工事 長崎県

272 創価学会鹿児島文化会館増築工事 鹿児島県

273 鹿児島女子大学附属高等学校増改築 鹿児島県

274 佐賀三洋工業（株）巻取棟建設工事 佐賀県

275 国東町国東浄化ｾﾝﾀｰ建設工事 大分県

276 中央コンサルタンツ（株）本社ビル新築工事 愛知県

277 帝蚕倉庫（株）東京営業所新築工事 東京都

278 松浦火力（発）２号機（新）資材倉庫 長崎県

279 トステム（株）下妻工場自家発電所（新） 茨城県

280 筑波鴻和寮新築（８－茨－３号建設） 茨城県

281 明治神宮参拝者休憩所増改築工事 東京都

282 島根県簸川郡斐川町洗神谷地区農業廃水処理 島根県

283 磯子火力（発）更新工事純水装置室 神奈川県

284 山村硝子（株）関西工場自動倉庫（新） 兵庫県
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285 （仮称）神田錦町ビル新築工事 東京都

286 調布市立野川小学校改修工事 東京都

287 調布市立緑が丘小学校改修工事 東京都

288 調布市立染地小学校改修工事 東京都

289 調布市立第四中学校建具・屋上防水改修工事 東京都

290 フジエンタープライズ（株）本社本館新築工事 東京都

291 ソニー長崎（株）３号棟外調機室改修工事 長崎県

292 阿南紀北直流幹線ｹｰﾌﾞﾙ管理棟新設工事 徳島県

293 指宿市玉利№２配水池築造 鹿児島県

294 玉利配水池№１電気室自家発電機室 鹿児島県

295 三菱製紙（株）京都工場ＫＮＣ倉庫設備 京都府

296 佐賀医科大学基幹整備工事 佐賀県

297 （仮称）マセック九州工場増築工事 福岡県

298 櫛引町役場庁舎新築工事 山形県

299 池田配水池自家発電室改造及び便所棟築造 鹿児島県

300 漁見配水池電気室及び自家発電機室棟築造工事 鹿児島県

301 久保配水池電気室及び自家発電機室棟築造工事 鹿児島県

302 新明和エンジニアリング本社ビル新築工事 東京都

303 直島町浄化ｾﾝﾀｰ建設工事 香川県

304 佐藤邸新築工事 愛知県

305 御母衣発電所自動車倉庫新築工事 岐阜県

306 越谷市蒲生公民館建設工事 埼玉県

307 創価学会（新）北九州礼拝所新築工事 福岡県

308 Ｍ棟建家給気装置の製作・据付 茨城県

309 ８東海研究所ＪＲＲ－４原子炉建屋改修工事Ⅱ 茨城県

310 湯之谷村揚水発電所新設工事工事用事務所新築工事 新潟県

311 久保田町立思斉中学校体育館改築工事 佐賀県

312 日本原子力研究所８大洗（研）ＨＴＴＲ研究棟・開発棟 茨城県

313 福島第一原子力発電所登録ｾﾝﾀｰ新設工事 福島県

314 第７次拡張事業・複合配水池築造（本体）工事 群馬県

315 （仮称）佐賀ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院新築工事（病院棟） 佐賀県

316 牧園小学校屋内運動場改築工事 鹿児島県

317 海水揚水発電技術実証試験パイロットプラント建設 沖縄県

318 古賀町学校給食共同調理場新築工事 福岡県

319 吉川市立東中学校屋内運動場改築工事 埼玉県

320 橘湾火力（発）新設工事石炭ｻｲﾛ第一工区 徳島県

321 橘湾火力（発）新設工事石炭ｻｲﾛ第二工区 徳島県

322 （株）自重堂本社新築工事 広島県

323 （仮称）ＪＴＢ印刷工場建設工事 埼玉県

324 松浦火力（発）屋外作業場改造工事 長崎県

325 ＣＳＫビル屋上改修工事 東京都

326 若葉ＳＳ新設工事のうち本館新築工事 宮崎県
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327 ８－（仮称）中道通団地（施設棟）建築その他 兵庫県

328 上ゲ地区農業集落排水事業処理場建設工事 島根県

329 志賀邸倉庫新築工事 鹿児島県

330 第二ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ廃棄物貯蔵施設新築工事 茨城県

331 弥栄村杵束地区農業集落排水処理施設 島根県

332 橘湾火力（発）新設工事日開野社宅新築工事 徳島県

333 ﾘｻｲｸﾙ機器試験施設ﾘｻｲｸﾙ機器試験棟 茨城県

334 （仮称)徳富蘇峰学習館新築工事 山梨県

335 四国電力橘湾発電所新設貯炭サイロ工事 徳島県

336 大洗町健康福祉センター新築工事 茨城県

337 医療法人社団白峰会老人保健施設白峰苑 茨城県

338 創価学会浜名湖研修道場新築工事 静岡県

339 保土ヶ谷警察署新築工事（車庫棟） 神奈川県

340 ｳｪｽﾚｱﾝ･ﾎｰﾘﾈｽ淀橋教会堂 東京都

341 小川町立小川南中学校（講堂）防音改築工事 茨城県

342 埋蔵文化財センター建設工事 福岡県

343 川内長波標準電波局空中線基礎及び送信局 福島県

344 （仮称）三重北勢健康増進ｾﾝﾀｰ建設工事 愛知県

345 ９関西（研）組立調整実験棟ﾋﾞｰﾑﾄﾝﾈﾙ工事 兵庫県

346 葉山村総合保健福祉ｾﾝﾀｰ新築工事 高知県

347 （仮称）ＴＲＣ志木新築工事 埼玉県

348 橘湾火力（発）新設工事ｸﾘﾝｶﾎﾟﾝﾌﾟ室（新） 徳島県

349 山之内製薬（株）バイオ１号棟 茨城県

350 ソニー長崎（株）第３号棟改窓工事 長崎県

351 九州電力（株）苅田発電所屋内貯炭場（新） 福岡県

352 県立狭山工業高等学校実験実習棟改築（Ａ棟） 埼玉県

353 橘湾火力（発）新設工事ﾍﾞﾙｸﾘ脱水機室（新） 徳島県

354 沖縄海水揚水発電所（Ｂ１） 沖縄県

355 県立川越高校防災拠点施設準備重層体育館 埼玉県

356 総合技術試験所整備計画（第二期） 神奈川県

357 星光化学（株） 茨城県

358 鹿児島女子大学法学部講義棟新築工事 鹿児島県

359 東京都小笠原清瀬職員住宅（仮称）改築工事 東京都

360 橘湾火力（発）新設工事水処理施設（新） 徳島県

361 古枝小学校大規模改造（体育館）工事 佐賀県

362 橘湾石炭火力（発）開閉所電気室（新） 徳島県

363 橘湾火力（発）新設工事事務所他新築工事 徳島県

364 本田技研浜松製作所DC溶解工場（新） 静岡県

365 橘湾火力（発）新設工事貯炭場電気室（新） 徳島県

366 橘湾火力（発）新設工事岸壁電気室（新） 徳島県

367 小城高等学校柔剣道場改築工事 佐賀県

368 岩崎邸増築工事 鹿児島
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369 江南町役場庁舎新築工事 埼玉県

370 横浜地方法務局青葉出張所新営工事 神奈川県

371 創価学会（新）上田平和会館新築工事 長野県

372 札幌航空交通官制部庁舎増築その他工事 北海道

373 重富中学校柔剣道場新築工事 鹿児島県

374 橘湾火力（発）新設工事灰処理ﾌﾞﾛﾜ室（新） 徳島県

375 橘湾火力（発）排水処理室新築工事 徳島県

376 ｼﾞｪｲﾃｨ物流（株）神奈川倉庫新築工事 神奈川県

377 川内中学校屋内運動場改築工事 愛媛県

378 松戸市立松ヶ丘小学校大規模（改） 千葉県

379 双園GC栃木コースｸﾗﾌﾞﾊｳｽ新築工事 栃木県

380 中西浄化センター 岐阜県

381 活込ダム予備電源室新築工事 北海道

382 境町立第2保育所 茨城県

383 創価学会宮崎研修道場新築工事 宮崎県

384 地層処分放射化学研究施設建家（新） 茨城県

385 日本ハム食品（株）関東プラント第4期工事 茨城県

386 朝日新聞西春工場新築工事 愛知県

387 9東海（研）先端基礎研究交流棟（新） 茨城県

388 十津川第二（発）本館外壁補修及建具取替 和歌山県

389 （仮称）キリン埼玉物流センター 埼玉県

390 赤羽西口駅前アポードⅡ自転車置場（改） 東京都

391 アイティケィ（株）配送センター建築工事 広島県

392 橘湾火力（発）新設工事ｸﾘﾝｶ倉庫（新） 徳島県

393 橘湾火力（発）新設工事BUF建屋工事 徳島県

394 （仮）岡山理科大学第24号館（新） 岡山県

395 武雄市山内町衛生処理組合建設工事（処理棟） 佐賀県

396 国分寺外苑牛突場改修工事 島根県

397 （株）東精ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ土浦工場（増） 茨城県

398 有明中学校校舎等改築体育館建設工事 佐賀県

399 国分運動公園多目的屋内運動場新築本体工事 鹿児島県

400 橘湾火力（発）新設工事主ｹｰﾌﾞﾙ洞道上屋（新） 徳島県

401 児島ｹｰﾌﾞﾙﾍｯﾄﾞ給油室増築工事 岡山県

402 坂出ｹｰﾌﾞﾙﾍｯﾄﾞ給油室増築工事 香川県

403 菰野町清掃ｾﾝﾀｰ・排ガス高度処理施設 三重県

404 橘湾火力（発）新設工事ｽｸﾘｰﾝｸﾗｯｼｬｰ室（新） 徳島県

405 橘湾火力（発）新設工事石膏脱水機室（新） 徳島県

406 橘湾火力（発）煙突新設工事 徳島県

407 創価学会渋谷平和会館新築工事 東京都

408 （株）スチール栃木本社倉庫新築工事 栃木県

409 橘湾石炭火力（発）港湾管理ビル（新） 徳島県

410 洋服の青山今治馬越店新築工事 愛媛県
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411 三次市三次水質管理ｾﾝﾀｰ建設工事その4 広島県

422 総合技術試験所建替工事第２研究棟（新） 神奈川県

433 武雄市山内町衛生処理組合建設工事（管理棟） 佐賀県

444 上峰農村勤労福祉ｾﾝﾀｰ屋根防水改修その他 佐賀県

455 牧園小学校校舎改築工事1工区 鹿児島県

466 牧園小学校校舎改築工事2工区 鹿児島県

477 牧園小学校校舎改築工事3工区 鹿児島県

488 橘湾火力（発）取水口電気室及海水電解装置 徳島県

499 若松火力（発）ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ防音建屋（新） 福岡県

510 県営ほ場整備事業下佐沼地区用水機場 茨城県

521 橘湾火力（発）揚運炭桟橋電気室 徳島県

532 道の駅「しもつま」総合案内所棟（新） 茨城県

543 高知県園芸農業協同組合園芸流通ｾﾝﾀｰ 高知県

554 高根沢宝積寺水処理ｾﾝﾀｰ建設その4 栃木県

565 文化女子大学附属杉並中・高等学校建替 東京都

576 橘湾発電所新設ＩＤＦ建屋工事 徳島県

587 財）日本舞台芸術振興会本社ビル（新） 東京都

598 磯子火力（発）更新工事石炭サイロ（新） 神奈川県

609 道の駅「しもつま」便所棟（新） 茨城県

620 日田市日田終末処理場建設工事その５ 大分県

631 ＪＲ網干検修建物新築他工事 兵庫県

642 旭硝子（株）千葉工場ＰＴ98製造建屋（新） 千葉県

653 安田生命佐賀ビル増築工事 佐賀県

664 下呂町竹原浄化ｾﾝﾀｰ建設工事 岐阜県

675 （株）秋田食肉流通公社増改築工事 秋田県

686 国立療養所東京病院整備事業第３期工事 東京都

697 橘湾火力（発）石膏サイロ新設工事 徳島県

708 ＪＲ網干検修建物新築他工事（新世代検修庫） 兵庫県

719 （株）ﾋｭｰﾃｯｸﾉｵﾘﾝ関東中央支店新築工事 埼玉県

730 創価学会豊前礼拝所新築工事 福岡県

741 創価学会静岡研修道場（礼拝所）増築工事 静岡県

752 立川市立若葉小学校体育館大規模（改） 東京都

763 大野健康保養施設新築工事 福井県

774 （仮称）特別養護老人ﾎｰﾑ小咲園（新） 茨城県

785 赤羽北地区市街地再開発事業施設（2街区） 東京都

796 （仮称）お茶の水ﾊﾐﾙﾄﾝﾎﾃﾙ新築工事 東京都

807 （仮称）総合病院土浦共同病院行方分院 茨城県

818 創価学会沖縄研修道場青年塾新築工事 沖縄県

829 総合技術試験所予備電源室 神奈川県

840 中京銀行本店外装改修工事 愛知県

851 村所（発）改造工事の内本館建替工事 宮崎県

862 （仮称）長堀橋ビル新築工事 大阪府



No. 工             事             名 納入場所

863 （仮称）東通村診療所建設工事 青森県

863 （仮）小倉ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院新築工事 鹿児島県

863 （仮称）水産試験場建築工事（ｴﾈﾙｷﾞｰ棟） 愛知県

863 一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設 岡山県

863 ＳＡＫＡＥ　ＭＵＬＢＥＲＲＹ　ＨＯＴＥＬ 愛知県

863 高田馬場千年ﾋﾞﾙ改修工事 東京都

863 怒田中継ポンプ場建設工事 神奈川県

863 （仮称）国民宿舎さくらじま荘温泉センター（新） 鹿児島県

863 ＪＡ広島経済連酒米精米施設（新） 広島県

863 巣鴨信用金庫田柄店新築工事 東京都

863 大洗工学ｾﾝﾀｰ非常用発電機棟新築工事 茨城県

863 東和発電所本館外壁建具補修工事 岩手県

863 若松火力（発）ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ新築工事 福岡県

863 創価学会千葉県青少年研修ｾﾝﾀｰ 千葉県

863 河川環境整備工事 埼玉県

863 （仮称）菖蒲久喜BSﾃﾞｼﾀﾙ放送副局局舎 埼玉県

863 相模川流域下水道左岸処理場用水沈殿池 神奈川県

863 （仮称）ｸﾚｱｾﾄﾙ西中央新築工事 広島県

863 （仮称）大東町浄化ｾﾝﾀｰ建設工事 静岡県

863 富津火力（発）10・11号LNGﾀﾝｸ増設工事 千葉県

863 日本山村硝子（株）宇都宮工場増築工事 栃木県

863 ﾁﾖﾀﾞｺﾝﾃﾅｰ（株）茨城工場増築工事 茨城県

863 谷町六丁目停留所南東出入口改造その他 大阪府

863 行橋市行橋浄化ｾﾝﾀｰ建設工事その2 福岡県

863 磯子火力（発）更新工事煙突内筒新設工事 神奈川県

863 千葉市立椎名小学校給食室改造工事 千葉県

863 中央卸売市場食肉市場汚水処理施設（増） 神奈川県

863 ﾀｲﾑｽﾞｽﾃｰｼｮﾝ川崎新築工事 神奈川県

863 富島運輸（株）鳥浜物流ｾﾝﾀｰ（新） 神奈川県

863 六ｹ所中部浄化ｾﾝﾀｰ（水処理施設） 青森県

863 議長公邸増改築第一回建築工事 東京都

863 東京農工大学農学部２号館新築その他工事 東京都

863 上庄原地区農業集落排水事業処理施設 島根県

863 農業集落排水処理施設佐布里地区処理場 愛知県

863 春日井ﾈｵﾎﾟﾘｽ大型合併処理浄化槽改築整備 愛知県

863 10東海（研）陽子加速器開発棟新築工事 茨城県

863 11教23号佐賀工業高等学校体育館（改） 佐賀県

863 本田技研研究所栃木研究所67号棟（新） 栃木県

863 ｶﾓﾒﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅﾙ第8ﾊﾞｰｽ改修工事 大阪府

863 大塚地区農業集落排水事業処理施設 島根県

863 鹿児島県赤十字血液ｾﾝﾀｰ増改築工事 鹿児島県

863 ﾒﾙｸ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)小名浜工場新顔料ﾌﾟﾗﾝﾄ 福島県



No. 工             事             名 納入場所

864 （仮）吉備国際大学社会福祉学部学科棟（新） 岡山県

865 （仮称）若葉町二丁目新築工事 東京都

866 幼児ふれあい交流ｾﾝﾀｰ 兵庫県

867 （仮称）ヴィラARAI新築工事 三重県

868 国立療養所東京病院整備第5期工事 東京都

869 阿倍野区役所・区民ﾎｰﾙ保健所耐震改修 大阪府

870 トリップワンリニューアル工事 愛知県

871 特別養護老人ﾎｰﾑはかた寿園新築工事 愛媛県

872 10東海（研）高度環境分析研究棟（新） 茨城県

873 広域関東配送ｾﾝﾀｰ設置工事屋内貯蔵所 千葉県

874 与野市立与野南中学校北校舎新築工事 埼玉県

875 名古屋西郵便局（仮称）庁舎新築工事 愛知県

876 福祉人材養成機関（仮称）建設工事 東京都

877 川原食品（株）冷凍倉庫新築工事 佐賀県

878 勿来（発）66KV・154KV変電所更新工事 福島県

879 警視庁代々木警察署清水橋交番庁舎（改） 東京都

880 四国電力（株）橘湾（発）資材倉庫工事 徳島県

881 大牟田市南部処理場建設工事その9 福岡県

882 掛川市掛川浄化ｾﾝﾀｰ建設工事その2 静岡県

883 四電橘湾（発）新設機器点検建屋工事 徳島県

884 三沢市ごみ焼却施設改造工事 青森県

885 新技術開発ｾﾝﾀｰ研究棟新築工事 茨城県

886 勿来（発）第２開閉所電気室 福島県

887 高宮（変）新設工事の内建物工事 滋賀県

888 天間林村天間林浄化ｾﾝﾀｰ建設工事その2 青森県

889 小牧市ｽﾎﾟｰﾂ公園総合体育館建築工事 愛知県

890 市立門司病院（第１期改築工事） 福岡県

891 核燃料ｻｲｸﾙ開発機構共同溝（T20) 茨城県

892 統合管理庁舎 埼玉県

893 松坂食肉流通ｾﾝﾀｰ施設（改） 三重県

894 金武火力（発）1.2号機灰処理ﾎﾟﾝﾌﾟ室 沖縄県

895 金武火力（発）1.2号機貯運炭電気室 沖縄県

896 橘湾火力（発）危険物倉庫新設工事 徳島県

897 中地区貨協ビル 神奈川県

898 磯子火力（発）更新工事新１号機脱硫ﾌﾞﾛﾜ室 神奈川県

899 東海大学湘南校舎17号館新築工事 神奈川県

900 橘湾火力（発）修理工場新設工事 徳島県

901 H10県営集排川西処理場工事 徳島県

902 鬼怒川上流流域下水道第２中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場 栃木県

903 橘湾火力（発）資材倉庫新設工事 徳島県

904 金武火力（発）1.2号機排水処理室 沖縄県

905 橘湾火力（発）炉内足場倉庫新設工事 徳島県
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906 鬼怒川上流流域下水道第1中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場 栃木県

907 市立門司病院（第１期改築工事） 福岡県

908 核燃料ｻｲｸﾙ開発機構共同溝（T20) 茨城県

909 統合管理庁舎 埼玉県

910 松坂食肉流通ｾﾝﾀｰ施設（改） 三重県

911 金武火力（発）1.2号機灰処理ﾎﾟﾝﾌﾟ室 沖縄県

912 金武火力（発）1.2号機貯運炭電気室 沖縄県

913 橘湾火力（発）危険物倉庫新設工事 徳島県

914 中地区貨協ビル 神奈川県

915 磯子火力（発）更新工事新１号機脱硫ﾌﾞﾛﾜ室 神奈川県

916 東海大学湘南校舎17号館新築工事 神奈川県

917 橘湾火力（発）修理工場新設工事 徳島県

918 H10県営集排川西処理場工事 徳島県

919 鬼怒川上流流域下水道第２中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場 栃木県

920 橘湾火力（発）資材倉庫新設工事 徳島県

921 金武火力（発）1.2号機排水処理室 沖縄県

922 橘湾火力（発）炉内足場倉庫新設工事 徳島県

923 鬼怒川上流流域下水道第1中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場 栃木県

924 山東町立（仮称）町民交流ﾌﾟﾗｻﾞ新築工事 滋賀県

925 （仮称）ﾈｵ中継機材運用ｾﾝﾀｰ新築工事 東京都

926 大阪第５地方合同・法務総合庁舎（Ⅰ工区） 大阪府

927 東海保障措置ｾﾝﾀｰ（仮称）建設工事 茨城県

928 （仮称）ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ港川第３新築工事 沖縄県

929 （仮称）越谷ﾐｰﾄｾﾝﾀｰ第Ⅳ増築工事 埼玉県

930 行橋市行橋浄化ｾﾝﾀｰ建設工事その3 福岡県

931 （仮称）大田区本羽田二丁目第二工場ｱﾊﾟｰﾄ 東京都

932 観光文化会館ﾘﾆｭｰｱﾙ工事 三重県

933 大阪地方裁判所執行部・大阪簡易裁判所 大阪府

934 旭洋造船（株）監督官・食堂棟新築工事 山口県

935 鹿児島合同庁舎新築工事 鹿児島県

936 金武火力（発）1・2号機消化ﾎﾟﾝﾌﾟ室（新） 沖縄県

937 金武火力（発）1・2号機石膏倉庫（新） 沖縄県

938 金武火力（発）1・2号機純水装置室 沖縄県

939 （仮称）やまぐち酪乳業菊川工場（新） 山口県

940 高知市新清掃工場本体整備工事 高知県

941 六ヶ所村中浄化ｾﾝﾀｰ建設第３号工事 青森県

942 小松島市環境衛生ｾﾝﾀｰごみ焼却施設 徳島県

943 塚田ﾎﾟﾝﾌﾟ場（雨水）建設工事 埼玉県

944 佐賀大学基幹整備（特高受変電棟）新営その他 佐賀県

945 （株）大協精工佐野第５工場新築工事 栃木県

946 中国明販（株）米子営業所新築工事 島根県

947 磯子火力（発）更新工事排水処理室（新） 神奈川県
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948 THK（株）山口工場ﾃｸﾆｶﾙ工場（新） 山口県

949 富士フィルム富士宮工場 静岡県

950 （仮称）日新摩耶物流ｾﾝﾀｰ新築工事 兵庫県

951 （仮称）ｻｲｾﾞﾘﾔ戸塚店新築工事 神奈川県

952 浅草老人保健施設新築工事 東京都

953 （仮称）浜松ﾌﾟﾗｻﾞ新築工事（ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ棟） 静岡県

954 橘湾石炭火力（発）舟端地域共生施設ｼﾝﾎﾞﾙ館 徳島県

955 鳥取市立北中学校屋内運動場 鳥取県

956 新員弁高等学校（仮称）体育館棟その他（新） 三重県

957 九州長波標準電波局整備工事 佐賀県

958 星見ヶ丘小学校屋内運動場新築工事 三重県

959 牛尾外科病院増築工事 茨城県

960 常磐自動車道友部ＳＡ休憩施設増改築工事 茨城県

961 （仮称）ﾄｰｶﾝﾏﾝｼｮﾝ中通弐番館新築工事 秋田県

962 瑞穂地区農業集落排水事業（処理施設） 島根県

963 （仮称）朝日工業（株）新肥料工場関東工場 千葉県

964 柳田変電所改修工事 東京都

965 米子市新清掃工場建設工事 鳥取県

966 富津火力（発）10・11号第2ＲＧＢ室 千葉県

967 （仮称）ＣＴＩさいたまﾋﾞﾙ新築工事 埼玉県

968 新ｴﾈﾙｷﾞｰ産業技術開発機構鹿島ｱﾙｺｰﾙ工場 茨城県

969 郡山市湖南浄化ｾﾝﾀｰ建設工事 福島県

970 身体障害者療護施設杏友園新築工事 宮城県

971 東京ｶﾞｽ（株）埼北幹線伊奈ＧＳ新設工事 埼玉県

972 （仮称）ｶﾝﾄﾘｰﾌｧｰﾑ東京ﾄﾞｲﾂ村建築工事 千葉県

973 浜松ﾎﾄﾆｸｽ（株）都田製作所組立棟（新） 静岡県

974 白岡物流ｾﾝﾀｰ協同組合ＦＧ号棟（新） 埼玉県

975 かんがい排水事業（一般、県営）筵打用水機場 茨城県

976 大洗工学センターボイラー室更新工事 茨城県

977 橘湾廃棄物最終処分場整備事業 徳島県

978 瑞浪国際研究交流施設（共同研究施設） 岐阜県

979 金武火力（発）揚炭ﾊﾞｰｽ上建物（№1.2ｺﾝﾍﾞｱ） 沖縄県

980 （仮称）新ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ土気ｾﾝﾀｰ新築工事 千葉県

981 渡良瀬川下流大岩藤浄化ｾﾝﾀｰ建設工事その9 栃木県

982 渡良瀬川下流大岩藤浄化ｾﾝﾀｰ建設工事その10 栃木県

983 金武火力（発）サービスビル工事 沖縄県

984 赤羽根町高齢者福祉ｾﾝﾀｰ建設工事 愛知県

985 浜岡原子力（発）275kv屋内開閉所機器 静岡県

986 東海保障措置ｾﾝﾀｰ（ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ1） 茨城県

987 農業集落排水事業千両地区処理場建設工事 愛知県

988 松阪浄化ｾﾝﾀｰｽｸﾘｰﾝﾎﾟﾝﾌﾟ棟建設工事 三重県

989 金武火力（発）整粒室工事 沖縄県
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990 浅羽町浄化ｾﾝﾀｰ建設工事その2 静岡県

991 金武火力（発）煙突工事 沖縄県

992 大阪南港ﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅﾙ待合所改修工事 大阪府

993 磯子火力（発）更新工事取水口電気室 神奈川県

994 与野市立上落合保育園分園（新） 埼玉県

995 金武火力（発）ガスボンベ室 沖縄県

996 （仮称）湘南工科大学附属高校体育館施設 神奈川県

997 （有）三河工機袋井製作所工場新築工事 静岡県

998 日清紡川越工場 埼玉県

999 南部浄水場配水ﾎﾟﾝﾌﾟ棟建築主体工事 愛知県

1000 岡崎地方合同庁舎建築工事 愛知県

1001 東海保障措置ｾﾝﾀｰ（ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ2） 茨城県

1002 （財）西日本産業衛生会北九州診療所 福岡県

1003 金武火力（発）軽油ポンプ室 沖縄県

1004 金武火力（発）ｱﾝﾓﾆｱ気化器室 沖縄県

1005 本別（発）下足寄太川予備電源室工事 北海道

1006 札幌航空交通管制部発電装置設置工事 北海道

1007 千葉学芸高等学校武道館新築工事 千葉県

1008 南部工場排ガス高度処理設備改良工事 福岡県

1009 サイゼリア竹ノ塚店新築工事 東京都

1010 弥富町立栄南小学校増築工事 愛知県

1011 朝明ポンプ場上屋建築工事 三重県

1012 石炭灰埋立地浸出水処理装置増設工事の内浸出水処理電気室工事 福島県

1013 光製鉄所ＭＭＦ作業環境対策工事 山口県

1014 （仮称）専修大学神田校舎７号館新築工事 東京都

1015 二又（発）改造工事 高知県

1016 九電川上第５発電所（改） 佐賀県

1017 奥野第３ポンプ場新築工事 青森県

1018 盛岡市中央卸売市場総合食品ｾﾝﾀｰ　その２ 岩手県

1019 本田技研工業（株）改修工事 静岡県

1020 金武火力（発）倉庫建屋 沖縄県

1021 磯子火力（発）更新工事本館ﾎﾞｲﾗｰ棟（新） 神奈川県

1022 ファイナール本社工場増築工事 鳥取県

1023 海山町火葬場建設工事 三重県

1024 磯子火力（発）更新工事（水素ボンベ庫） 神奈川県

1025 創価学会北陸礼拝所新築工事 石川県

1026 国立療養所東京病院整備第６期工事（中央診療棟） 東京都

1027 国立療養所東京病院整備第６期工事（放射線棟） 東京都

1028 滝下排水機場上家工事 茨城県

1029 千葉工場ローリー場新築工事 千葉県

1030 創価学会（新）島田文化会館新築工事 静岡県

1031 金武火力（発）（補修建屋工事） 沖縄県
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1032 庁舎外壁等改修工事 千葉県

1033 三菱化学（株）鹿島事業所ＳＭ触媒評価用 茨城県

1034 新公認会計士会館建設工事 東京都

1035 環境ｾﾝﾀｰ山都工場排ｶﾞｽ高度処理灰固形化施設 福島県

1036 （株）日本電装ｻｰﾋﾞｽ茨城けやき台店新築工事 茨城県

1037 滝沢村ごみ処理施設建設工事 岩手県

1038 ｷｬﾉﾝ下丸子ｴﾈﾙｷﾞｰ棟 東京都

1039 富士ﾌｨﾙﾑGC-Ⅲ 静岡県

1040 国立郵便局増築その他工事 東京都

1041 横須賀市下町浄化ｾﾝﾀｰ 神奈川県

1042 新東日本精糖（株）増築工事 千葉県

1043 立川市公共下水道上砂町ﾎﾟﾝﾌﾟ場 東京都

1044 伊奈町地域複合施設新築工事 埼玉県

1045 県立川越高等学校施設整備工事 埼玉県

1046 宇都宮立体駐車場 栃木県

1047 創価学会渋谷国際友好会新築工事 東京都

1048 須佐浄化ｾﾝﾀｰ（管理棟） 広島県

1049 習志野警察署庁舎建設工事 千葉県

1050 全日空改修工事（ﾎﾞｲﾗｰ室） 大阪府

1051 中央大学多摩校舎5号館ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ（偕成ﾋﾞﾙ） 東京都

1052 日本板硝子千葉工場 千葉県

1053 本田技研　朝霞研究所HRC新1号（新） 埼玉県

1054 呉高等技術専門校（管理棟）改築工事 広島県

1055 総合治水対策特定河川工事 神奈川県

1056 日本武道館研修センター道場棟ファンﾙｰﾑ(改） 千葉県

1057 金武火力（発）1・2号機（新）補修建屋工事 沖縄県

1058 雲仙岳災害記念館整備事業建築工事 長崎県

1059 萱野地区給水施設整備 青森県

1060 （株）カントラ御殿場物流倉庫新築工事 静岡県

1061 常盤共同火力消火用水ﾀﾝｸ基礎加圧ポンプ室（新） 茨城県

1062 第２ウラン系廃棄物貯蔵施設建家新築工事 茨城県

1063 葛西駅前ビル新築工事 東京都

1064 品川ｼｰｻｲﾄﾞﾌｫﾚｽﾄ業務Ｂ棟新築工事 東京都

1065 愛知県厚生農業組合更正看護学校(新) 愛知県

1066 磯子火力（発）危険物屋内貯蔵所新築工事 神奈川県

1067 創価学会渋谷国際友好会新築工事その２ 東京都

1068 徳島大学(南常三島)総合教育研究棟 徳島県

1069 低放射性濃縮廃蔵施設建築工事 茨城県

1070 徳島大学(薬)研究実験棟改修工事 徳島県

1071 富士写真フィルム(株)富士宮工場ＧＣⅡ計画 静岡県

1072 日本油脂(株)尼崎工場一般倉庫新設工事 兵庫県

1073 (株)本田技研朝霞研究所管理棟(新) 埼玉県



No. 工             事             名 納入場所

1074 西吉野第一(発)本館建具取替工事 奈良県

1075 本田技研工業(株)真岡工場ＴＲＫ工場棟 栃木県

1076 本田技研栃木研究所５７・６０号棟改修 栃木県

1077 みづほ保育園 滋賀県

1078 河原田ポンプ所上屋建築工事 三重県

1079 豊浜町庁舎新築工事 広島県

1080 創価学会渋谷国際友好会新築工事その3 東京都

1081 美和村健康増進センター建築工事 茨城県

1082 益子の森センター 栃木県

1083 市立大学病院病棟・中央診療所(改)第一期 愛知県

1084 知的障害者通所授産施設｢ﾜｲｽﾞﾎｰﾑ｣(新) 千葉県

1085 刈羽郡総合病院救急室外来棟(救急外来棟) 新潟県

1086 八王子高校体育館 東京都

1087 創価学会渋谷国際友好会新築工事その4 東京都

1088 小雀浄水場排水処理改良工事(その３)排泥池配管 神奈川県

1089 たん水防除事業平和２機地区新平和排水機場工事 岐阜県

1090 生研機構附属農場穀物乾燥貯留施設(増) 埼玉県

1091 刈羽郡総合病院救急室(外来棟) 新潟県

1092 大分駅前ﾋﾞﾙ新築工事 佐賀県

1093 (株)日立製作所笠戸(事)本館立替工事 山口県

1094 岡崎国立共同研究機構研究支援共通棟その他工事 愛知県

1095 弥富町立桜小学校増築工事 愛知県

1096 須賀医院新築工事 埼玉県

1097 朝日美術館(上条俊介美術館)建設工事 長野県

1098 県営湛水防除 塩沢排水機場上屋建築工事 栃木県

1099 平成１２年度東河ごみ処理建設工事 静岡県

1100 名城食品(株)名古屋工場(新)工場棟 愛知県

1101 ﾒルｸ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)小名浜工場増設工事 福島県

1102 小寺駅前ﾋﾞﾙ新築工事 埼玉県

1103 船明発電所予備電源室(新) 静岡県

1104 創価学会渋谷国際友好会新築工事その4 東京都

1105 関門船食(株)新社屋新築工事 山口県

1106 ﾎﾝﾀﾞｺﾚｸｼｮﾝﾎｰﾙ新ｶﾞﾚｰｼﾞ新築工事 栃木県

1107 東京社会保険医療福祉センター 東京都

1108 日本板硝子(株)千葉工場硝子２次加工工場(新) 千葉県

1109 新東日本製糖(株)増築工事 千葉県

1110 都立八丈高等学校(１２)体育館棟改築工事 東京都

1111 浦和東警察署庁舎新築工事 埼玉県

1112 東京電力(株)品川支社倉庫建替工事 東京都

1113 ﾎﾝﾀﾞｺﾚｸｼｮﾝﾎｰﾙ新ｶﾞﾚｰｼﾞ新築工事 栃木県

1114 東京社会保険医療福祉センター 東京都

1115 日本板硝子(株)千葉工場硝子２次加工工場(新) 千葉県
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1116 新東日本製糖(株)増築工事 千葉県

1117 都立八丈高等学校(１２)体育館棟改築工事 東京都

1118 浦和東警察署庁舎新築工事 埼玉県

1119 東京電力(株)品川支社倉庫建替工事 東京都

1120 多治見市三の倉新焼却場ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ(建) 岐阜県

1121 第２芝仁ﾋﾞﾙ改修工事 東京都

1122 外郭放水路第２立杭換気棟新築工事 埼玉県

1123 旭電化工業㈱尾久研究所実験棟(７号棟)(建) 東京都

1124 市立大学病院病棟・中央診療所(改)第一期 愛知県

1125 中京銀行本店(改) 愛知県

1126 事務所庁舎第１回建築工事 鹿児島県

1127 沖縄ﾓﾉﾚｰﾙ旭橋駅 沖縄県

1128 那覇空港管制塔増築工事 沖縄県

1129 平成１３年度生活環境林整備事業嬉野地区第３号工事 佐賀県

1130 松本ｽｸﾘｰﾝ工場新築工事 大阪府

1131 創価学会長野研修道場東用地礼拝所 長野県

1132 仙台ｺﾛﾅﾜｰﾙﾄﾞｺﾛﾅの湯 宮城県

1133 朝日環境ｾﾝﾀｰごみ焼却施設建設工事 埼玉県

1134 東通原発海水熱交換器建屋新築工事 青森県

1135 八日町第二地区再開発ﾋﾞﾙ 東京都

1136 多伎町農産物集出荷処理加工施設(改) 島根県

1137 日本航空第２ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ新築工事 東京都

1138 伊奈中央病院建築工事 長野県

1139 首都圏ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ物流ｾﾝﾀｰ 千葉県

1140 名古屋学院５号館新築工事 愛知県

1141 防府市火葬場　　Ⅰ工区 山口県

1142 国立療養所東京病院整備第７期工事 東京都

1143 東京社会保険医療福祉ｾﾝﾀｰ(新)第４期 東京都

1144 ｱｰｽ製薬研究棟新築工事 兵庫県

1145 五十里ダム管理支所庁舎新築工事 栃木県

1146 防府市火葬場　　Ⅱ工区 山口県

1147 恵比寿ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾟﾚｲｽﾘﾆｭｰｱﾙ工事 東京都

1148 児玉総合運動公園体育館建設工事 埼玉県

1149 ８・７・２８水海道南北線 茨城県

1150 出雲ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ建設工事 島根県

1151 蒲田女子高等学校増築工事 東京都

1152 徳山ﾎﾟﾘﾌﾟﾛ(有)ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄＮＰ-４装置(建) 山口県

1153 津南浄化ｾﾝﾀｰ建設工事その４ 新潟県

1154 品川第２別館新築工事 東京都

1155 生命工学工業技術研究所糖鎖遺伝子工学 茨城県

1156 七戸高等学校実習便所その他改修工事 青森県

1157 光山小学校屋内運動場耐震補強工事 埼玉県
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1158 武里第一小学校校舎新築工事 埼玉県

1159 ㈱本田技研研究所栃木研究所12-9号棟増築 栃木県

1160 新潟ﾐﾅﾐﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ　四川飯店厨房（改） 新潟県

1161 越谷ﾐｰﾄｾﾝﾀｰ第5増築工事（1期工事） 埼玉県

1162 ㈱本田技術研究所栃木研究所29-6号棟増築工事 栃木県

1163 玉里中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場建築工事 茨城県

1164 六本木六丁目地区第一種市街地再開発事業 東京都

1165 高野耳鼻咽喉科ｸﾘﾆｯｸ新築工事 茨城県

1166 富士ﾌｨﾙﾑ吉田南工場 静岡県

1167 日本板硝子千葉工場ｶﾞﾗﾘ改修工事 千葉県

1168 出雲ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ建設工事6F給気棟ｶﾞﾗﾘ 島根県

1169 岡崎市立竜海中学校屋内運動場増改築工事 愛知県

1170 (仮称)東大阪市立蛇草子育て支援ｾﾝﾀｰ 大阪府

1171 茅ヶ崎研究ｾﾝﾀｰ第4研究棟新築工事 神奈川県

1172 金生第一小学校大規模改造工事 愛媛県

1173 土浦市余熱利用高齢者福祉施設建設事業建築工事 茨城県

1174 板橋ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ新管理棟 東京都

1175 ｸﾞﾗﾝﾌﾞﾘｴ横濱山下公園新築工事 神奈川県

1176 錦糸町駅南口公衆ﾄｲﾚ新築工事 東京都

1177 錦糸町駅南口公衆ﾄｲﾚ新築工事　（追加分) 東京都

1178 東松山市立松山中学校屋内運動場改築工事 埼玉県

1179 神戸2号線･北神戸ﾄﾝﾈﾙ･北須磨ﾄﾝﾈﾙ工事 大阪府

1180 神戸2号線･北神戸ﾄﾝﾈﾙ･妙法寺ﾄﾝﾈﾙ工事 大阪府

1181 藤橋村地域資源活用総合交流施設管理棟建設工事 岐阜県

1182 周防邸（すおうてい） 東京都

1183 津南町津南浄化ｾﾝﾀｰ建設工事その4 新潟県

1184 富士ﾌｨﾙﾑ(株)小田原工場NU新築工事 神奈川県

1185 立川総合社屋新築工事 東京都

1186 用瀬町保健福祉総合施設整備工事 鳥取県

1187 秋田湾･雄物川流域下水道工事(臨海処理区) 秋田県

1188 信濃川浄水場配水ﾎﾟﾝﾌﾟ場築造工事 新潟県

1189 千葉北部地区印旛村福祉総合ｾﾝﾀｰ 千葉県

1190 ㈱本田技術研究所栃木研究所7-2号棟増改修工事 栃木県

1191 金沢大学(角間Ⅱ)総合研究棟Ⅰ新営工事 石川県

1192 東洋合成工業㈱高浜油槽所 危険物立体自動倉庫建設工事 千葉県

1193 H13．津公共職業安定所建築工事 三重県

1194 西4区281号線ﾎﾟﾝﾌﾟ管理棟上家新築工事 広島県

1195 ﾛｰﾚﾙｽｸｴｱ南大沢新築工事 東京都

1196 内場ﾀﾞﾑ発電機室建築その他工事 鳥取県

1197 多伎町簡易水道増補改良事業浄水場建築工事 島根県

1198 （阿久比町）防災倉庫建設工事 愛知県

1199 鳥取広域ｶﾝﾄﾘｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ工事 鳥取県
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1200 東京電力㈱品川支社本館内装補修工事 東京都

1201 過疎代行赤泊浄化ｾﾝﾀｰ管理機械棟他建築工事 新潟県

1202 広神村一日市建設機械車庫 新潟県

1203 ｹｰﾋﾝ丸森工場第5期工事 宮城県

1204 平成14年度烏山町烏山水処理ｾﾝﾀｰ建設工事その4 栃木県

1205 新宿丸玉ﾋﾞﾙ用途変更工事 東京都

1206 南浜中央病院改築工事 宮城県

1207 焼津福祉会知的障害施設建設工事 静岡県

1208 高尾給水所築造工事 東京都

1209 新幹線品川駅（南）工区駅部新設 東京都

1210 和泉市営共同浴場新築工事 大阪府

1211 富士ﾌｨﾙﾑ(株)小田原工場NU新築工事 神奈川県

1212 豊岡駅前自由通路建設工事 兵庫県

1213 国立がんｾﾝﾀｰがん予防検診研究ｾﾝﾀｰ整備工事 東京都

1214 ﾎﾝﾀﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱栃木技術ｾﾝﾀｰ2-2号棟増築建築工事 栃木県

1215 松島火力発電所本館屋上ｴｱｰﾑｰﾊﾞｰ更新工事 長崎県

1216 諫早SS配変増強工事のうち本館増築工事 長崎県

1217 川内川第一発電所本館外部建具取替他工事 鹿児島県

1218 松島火力発電所油計量器外壁及び屋根防水更新工事 長崎県

1219 入江崎総合ｽﾗｯｼﾞｾﾝﾀｰ建設機械その20工事 神奈川県

1220 楠本第9ﾋﾞﾙ（名古屋）新館新築工事 愛知県

1221 ㈱ｱｲｶ小牧新工場増築工事 愛知県

1222 新ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ三菱㈱№3棟、№5棟ｶﾞﾗﾘ改修工事 神奈川県

1223 柴田下水処理場ﾎﾟﾝﾌﾟ棟等建築機械設備整備工事 愛知県

1224 熱海変電所監視室改修工事 静岡県

1225 阪神西梅田開発第Ⅱ期工事 大阪府

1226 真澄寺別院真如苑東京本部立替工事 東京都

1227 秋田県立総合武道館建築工事 秋田県

1228 さいたま市立西浦和小学校重層体育館建設工事 埼玉県

1229 大田区立旧大森第六小学校施設改修工事 東京都

1230 本田技研工業㈱栃木製作所真岡工場Ｌ4・Ｌ8工場増築工事 栃木県

1231 本町通り北谷内線電気室新築工事 新潟県

1232 本田技術研究所栃木研究所25-8号棟増築工事 栃木県

1233 栗橋西小学校給食室改修工事 埼玉県

1234 ﾆｭｰｷﾞﾝ桑名倉庫新築工事 三重県

1235 休暇村乗鞍高原温泉館新築工事 長野県

1236 ﾔｲｽﾞ新東㈱田尻新工場新築工事 静岡県

1237 ｴﾌﾃｯｸ開発ﾏﾙﾁﾌﾞﾛｱｰ室（新） 山口県

1238 ｿﾆｰCE　Fab2-1F　ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ実装工事 長崎県

1239 14東海（研）大強度陽子加速器施設154KV特高制御棟（新） 茨城県

1240 専修大学神田8号館新築工事 東京都

1241 ㈱菜の花小田原本町工房（新） 神奈川県
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1242 金沢大学（角間2）総合研究棟1-2新営工事 石川県

1243 空研ﾋﾞﾙ大規模改修工事 東京都

1244 日亜化学工業　辰巳TN-4棟新築工事 徳島県

1245 高知工科大学新教育研究棟建設工事 高知県

1246 大治小学校体育館新築工事 愛知県

1247 田子倉電力所事務所増築工事 福島県

1248 広尾ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 東京都

1249 東京国税局新宿税務署増築工事 東京都

1250 MM21線横浜地下駅南部新設他工事 神奈川県

1251 ﾍﾞﾙｸﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ新築工事排水処理棟 群馬県

1252 日亜化学工業辰巳原料倉庫棟新築工事 徳島県

1253 草壁保育園新築工事 香川県

1254 松山中央公園多目的競技場建設工事（ﾒｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ） 愛媛県

1255 八開村国民健康保健直営診療所建設工事 愛知県

1256 多伎町循環ﾊﾞｽ車庫建築工事 島根県

1257 ｵｰﾀﾋﾞﾙ附室排煙屋上ｶﾞﾗﾘ更新工事 東京都

1258 多々良中央中学校講堂兼体育館その他改修工事 福岡県

1259 ごみ処理施設建設事業溶接施設建設工事 佐賀県

1260 株式会社電発環境緑化ｾﾝﾀｰ若松事業所化学生物技術ｾﾝﾀｰ分析室新築工事 福岡県

1261 庭窪浄水場・浄水池・管理本館築造工事 大阪府

1262 分析室移転並びに撤去工事 茨城県

1263 鳴戸川排水施設整備工事 茨城県

1264 田子倉電力所白雪寮建替工事 福島県

1265 休暇村帝釈峡本館増改築工事 広島県

1266 J・B・Aﾋﾞﾙ新築工事 東京都

1267 中銀上野ﾊﾟｰｸﾏﾝｼｮﾝ 東京都

1268 栽培漁業ｾﾝﾀｰ伯方島事業所作業棟新築工事 愛媛県

1269 磯子第二ﾎﾟﾝﾌﾟ場雨水滞水池（第一期）築造工事（その6） 神奈川県

1270 徳田秋聲記念館（仮称）建設工事（建築工事） 石川県

1271 八王子市立第七小学校改築工事 東京都

1272 2号歌島地下広場本体工事 兵庫県

1273 阪神化成工業富山工場増築工事 富山県

1274 ㈱ｱｲｶ小牧新工場増築工事 愛知県

1275 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ昇降機設置工事 東京都

1276 ㈱竹中工務店東京本店 東京都

1277 西川処理場送風機自家発棟建築工事 新潟県

1278 有馬中学校校舎改築工事 三重県

1279 新ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ三菱㈱№1棟ｶﾞﾗﾘ改修工事 神奈川県

1280 第1旅客ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ1PTB3ｻﾃ接続工事（建築） 千葉県

1281 ㈱ｹｰﾋﾝ栃木開発ｾﾝﾀｰ研究棟増築工事A棟 栃木県

1282 低放射性廃棄物処理技術開発施設発電機棟 茨城県

1283 東電6号機ﾎﾞｰﾙ捕集機ﾋﾟｯﾄ塗装工事補修工事 新潟県
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1284 学校法人国際武道大学創立20周年記念事業ｻｯｶｰ場建設工事 千葉県

1285 吉見浄水場排水処理施設築造工事　脱水機棟 埼玉県

1286 日亜化学工業辰巳TS-5棟新築工事 徳島県

1287 ｻﾝﾄﾘｰ大阪工場新中味棟新築工事 大阪府

1288 出雲ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ改造工事 島根県

1289 柏崎刈羽原子力（発）事務本館改造工事の内建築工事 新潟県

1290 東新潟火力（発）開閉所換気塔ｶﾞﾗﾘ増設工事 新潟県

1291 東電柏崎原子力発電所雑固体廃棄物焼却設置工事の内建築工事 新潟県

1292 ﾁｻﾝﾎﾃﾙ名古屋客室ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ改修 愛知県

1293 円応教大阪会館新築工事 大阪府

1294 柴田下水処理場水処理施設建築機械設備整備工事 愛知県

1295 新ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ三菱㈱ﾗﾝﾏ改修工事 神奈川県

1296 宇出津変電所ｷｭｰﾋﾞｸﾙ室増築工事 石川県

1297 新ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ三菱㈱1F・2Fﾗﾝﾏ部ｶﾞﾗﾘ改修工事 神奈川県

1298 西地区ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ整備工事 島根県

1299 帝塚山学園平成16年度営繕工事 奈良県

1300 新ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ三菱㈱屋上№4棟ｶﾞﾗﾘ改修工事 神奈川県

1301 帝塚山学園平成16年度営繕工事 奈良県

1302 芦屋市火葬場建替工事 兵庫県

1303 内径1650ﾐﾘﾒｰﾄﾙ導水管（社家・伊勢原間）布設工事（その5） 神奈川県

1304 平成16年度消防団総合整備事業御前崎市消防団第4分団詰所 静岡県

1305 本館備蓄倉庫・塵芥置場新築工事 東京都

1306 遠藤商事㈱自動倉庫建設工事 新潟県

1307 鳴海下水処理場ﾎﾟﾝﾌﾟ棟建築機械整備工事 愛知県

1308 東洋印刷工業㈱犬山工場新築工事 岐阜県

1309 国立代々木競技場施設整備工事 東京都

1310 新ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ三菱㈱B棟会議室ｶﾞﾗﾘ改修工事 神奈川県

1311 日亜化学㈱防水ｶﾞﾗﾘ改修工事 徳島県

1312 第2光の家新築工事 埼玉県

1313 千葉第2地方合同庁舎増築棟建築工事 千葉県

1314 名護屋小学校大規模改造工事 佐賀県

1315 九州大学連携型起業家育成施設（ｼｽﾃﾑLSI総合開発ｾﾝﾀｰ）建築工事 福岡県

1316 福岡富士ﾋﾞﾙ 福岡県

1317 矢部川流域下水道矢部川浄化ｾﾝﾀｰ建設工事 福岡県

1318 北九州学術研究都市ﾋﾞｼﾞﾈｽ・ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀ棟建設工事 福岡県

1319 日本神霊学研究会書庫棟増築工事 長崎県

1320 舞鶴ﾋﾞﾙ機械室　模様替工事 福岡県

1321 修猷館高校大規模改築第4期建築工事 福岡県

1322 東武ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ足利配送ｾﾝﾀｰ増築工事 栃木県

1323 豊田市岩滝町自治区区民会館建設工事 愛知県

1324 奥三面歴史交流館建築工事 新潟県

1325 島田第一中学校屋内運動場等建設工事 静岡県
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1326 生活支援ﾊｳｽ・ぶんすい建設工事 新潟県

1327 ひつじヶ丘保育園 香川県

1328 日亜化学工業辰巳TN-6棟 徳島県

1329 ＪＡやすぎ米飯加工ｾﾝﾀｰ 島根県

1330 日本板硝子㈱舞鶴工場ﾌﾞﾛｱ室 京都府

1331 日亜化学工業辰巳TN-1棟改修工事 徳島県

1332 知立小学校屋内運動場建設建築工事 愛知県

1333 日亜化学工業辰巳TN-2棟改修工事 徳島県

1334 沿岸漁業漁村振興構造改善事業流通等改善施設整備事業 北海道

1335 新旭町健康づくり温水ﾌﾟｰﾙ建設工事 岐阜県

1336 赤堤ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事 東京都

1337 代々木出張所附属棟外1件工事 東京都

1338 （財）高知県魚さい加工公社移転新築工事 高知県

1339 山奈地区湛水防除排水機場建築主体工事 高知県

1340 城川町多目的交流促進施設新築工事 愛媛県

1341 日立ﾎﾟﾘﾏ 徳島県

1342 船橋高等技術専門校管理実習棟昇降機施設増築その他工事 千葉県

1343 神戸空港出張所庁舎新築工事 兵庫県

1344 再処理施設ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ施設建家新築電気設備の内分離精製工場改修工事 茨城県

1345 志賀原子力発電所第2号機増設工事のうち発電所本館建屋工事 石川県

1346 協同ｾﾚﾓﾆｰ会館観音寺新築工事 香川県

1347 亀有ﾎﾟﾝﾌﾟ所設備再構築に伴う建設工事 東京都

1348 麹町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事 東京都

1349 のと海洋深層水陸上施設建設工事 石川県

1350 きむら保育園改築工事 埼玉県

1351 ｱﾄﾞｳﾞｧﾝ大阪支店新築工事 大阪府

1352 新江州株式会社本社工場増築工事 滋賀県

1353 ｻﾝﾄﾘｰ大阪工場新中味棟（新）追加工事 大阪府

1354 青年ｾﾝﾀｰ教育研究複合施設建設工事 高知県

1355 代々木出張所附属棟外1件工事 東京都

1356 創価学会（新）川越文化会館新築工事 埼玉県

1357 早川邸新築工事 石川県

1358 ㈱ｽｷﾞ薬局社屋新築工事 愛知県

1359 糸魚川ｺﾞﾐ処理施設炭化炉改善工事 新潟県

1360 王子ﾀｯｸ㈱宇都宮工場N6ｺｰﾀｰ設備建屋（新） 栃木県

1361 志木駅前西川ﾋﾞﾙ新築工事 埼玉県

1362 久山町立久山保育園新築工事 福岡県

1363 MEDIA　飯塚店 福岡県

1364 ﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ　太刀洗店 福岡県

1365 低放射性廃棄物処理技術開発施設技術開発棟 茨城県

1366 柏ﾘﾌﾚｯｼｭ公園ｺﾐｭﾆﾃｨ施設 千葉県

1367 港区南青山7丁目共同住宅新築工事 東京都
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1368 新ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ三菱補修工事 神奈川県

1369 JA千葉みらい農産物直売所建設工事 千葉県

1370 宮川浄化ｾﾝﾀｰ汚泥処理棟建設工事 三重県

1371 銚子市保健・福祉ｾﾝﾀｰ（仮称）建築工事 千葉県

1372 吉田ﾏﾝｼｮﾝﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 奈良県

1373 焼肉伊蔵新築工事 石川県

1374 神宮5丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都

1375 神戸浄化ｾﾝﾀｰ（管理汚泥ﾎﾟﾝﾌﾟ棟）建設工事 岐阜県

1376 東京電力㈱袖ヶ浦火力発電所2号軸流送風機台 千葉県

1377 有明清掃工場飛灰搬出設備棟建築工事 東京都

1378 ｳﾞｪﾙﾆｰ公園ｶﾌｪﾚｽﾄﾗﾝ新築工事 神奈川県

1379 帝塚山学園平成17年度営繕工事（1） 奈良県

1380 ﾚﾄﾞｯｸｽﾌﾛｰ電池建屋改装工事 北海道

1381 大久保産業㈱社屋改築工事 徳島県

1382 港区南青山7丁目共同住宅新築工事 東京都

1383 岡崎市立城北中学校屋内運動場増改築工事 愛知県

1384 柏ﾘﾌﾚｯｼｭ公園ｺﾐｭﾆﾃｨ施設 千葉県

1385 ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ㈱館林ﾋﾞﾙ新築工事 群馬県

1386 ｻﾝﾗｯｸｽ21ｴﾘｱ設備新築工事 愛知県

1387 八洲水産㈱新事務所棟新築工事 静岡県

1388 ｽﾃﾝﾚｽ久世第8工場 石川県

1389 東京日産台東ﾋﾞﾙ1F 東京都

1390 さくら小学校体育館建設工事 東京都

1391 東京電力荻窪支店（改） 東京都

1392 江戸川清掃工場飛灰搬出設備棟建築工事 東京都

1393 美光産業三輪工場新築工事 静岡県

1394 掛川西中学校屋内運動場改築工事 静岡県

1395 原水送水ﾎﾟﾝﾌﾟ防音建屋 福岡県

1396 ﾎﾃﾙJ・ALｼﾃｨ那覇新築工事 沖縄県

1397 消防航空隊基地移転新築工事 福岡県

1398 ﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ中津店新築工事 大分県

1399 西川処理場沈砂池ﾎﾟﾝﾌﾟ棟建設工事 新潟県

1400 大曲（技）本館空調改良工事 秋田県

1401 日本電気硝子㈱能登川事業所Ｎ-10液晶建屋（新） 岐阜県

1402 JA高知厚生連介護老人保健施設新築工事 高知県

1403 川合小学校屋内運動場建設工事 三重県

1404 港清掃工場飛灰搬出設備棟建築工事 東京都

1405 ｱｲｹｰﾌﾟﾗｽﾄ本社敦賀工場新築工事 岐阜県

1406 横浜火力発電所廃棄物焼却炉設置工事のうち建築工事 神奈川県

1407 平成17年多気町水道事業水源施設改修工事 岐阜県

1408 稲沢市新図書館新築工事 愛知県

1409 土村第三発電所本館建替工事 長野県



No. 工             事             名 納入場所

1410 長浜高等養護学校新設その他工事 岐阜県

1411 千葉県立松尾高等学校（再編）格技場建築工事 千葉県

1412 津田沼14番街ﾋﾞﾙ改修工事 千葉県

1413 ﾗｲﾌﾌｰｽﾞ郡山第2ﾌｧｸﾄﾘｰ建設工事排水処理施設 福島県

1414 （財）残留農薬研究所新動物実験棟増築工事 茨城県

1415 田尻ﾎﾟﾝﾌﾟ場新築工事 福岡県

1416 ﾊﾛｰﾃﾞｨ井尻店新築工事 福岡県

1417 松島火力発電所炭化物貯蔵倉庫新設工事 長崎県

1418 SRIｾﾝﾀｰ自動倉庫棟増築工事 新潟県

1419 四国学院図書館新築工事 徳島県

1420 有明清掃工場既設ｶﾞﾗﾘﾌｨﾙﾀｰ取付工事 東京都

1421 野原電研㈱第5工場新築工事 岐阜県

1422 今日庵北棟新築工事 京都府

1423 名古屋市西庁舎耐震補強工事 愛知県

1424 霞川調整池管理棟・排気棟建築工事 東京都

1425 日発運送株式会社検品場建設工事 静岡県

1426 ㈱INAX上野緑工場新成形棟新築工事 三重県

1427 中部清掃組合ごみ処理施設ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ建設工事 滋賀県

1428 大塚南ﾏﾝｼｮﾝ変電室小屋工事 東京都

1429 千葉市看護師養成施設新築工事 千葉県

1430 三菱ﾚｲﾖﾝ㈱豊橋事業所A工場建設工事 愛知県

1431 藤沢増田ﾋﾞﾙ・遊行通り共同ﾋﾞﾙ改修工事 神奈川県

1432 協和ﾋﾞﾙ新築工事 東京都

1433 ﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ香椎2号店増築工事 福岡県

1434 松島火力発電所本館5Fﾊﾄ小屋 長崎県

1435 あさぢ偕成園新築工事 大分県

1436 松浦火力発電所灰ｻｲﾛ建屋 長崎県

1437 ﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ鹿島店新築工事 佐賀県

1438 感田東ﾎﾟﾝﾌﾟ場施設工事 福岡県

1439 士別ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｽﾊﾟｯﾄﾞの建設：建築ｴﾘｱ工事　第五車輌整備場新築工事 北海道

1440 文化堂印刷㈱湘南工場増築工事 神奈川県

1441 ｼﾝﾜ測定㈱燕物流ｾﾝﾀｰ新築工事 新潟県

1442 北日本電子 石川県

1443 金沢市東部共同調理場新築工事（建築工事） 石川県

1444 日本電気硝子㈱能登川事業所N-11液晶建屋 岐阜県

1445 帝塚山学園平成18年度営繕工事（1） 奈良県

1446 日亜化学工業辰巳ＴＮ2棟改修 徳島県

1447 下北沢ｶﾌｪﾊｶﾞﾝ 東京都

1448 丸一株式会社亀山工場 三重県

1449 ﾌｨｯﾄﾈｽﾘｰｳﾞ北朝霞　5階ﾙｰﾊﾞｰ工事 埼玉県

1450 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ金沢田上杜の里 石川県

1451 新津川排水機場建屋建築工事 新潟県



No. 工             事             名 納入場所

1452 東海道本線東刈谷・刈谷間新駅新設 愛知県

1453 小浜中学校屋内運動場危険建物改築工事 沖縄県

1454 ﾋﾞｰｵｰｴｽ食品工場 石川県

1455 日本板硝子㈱舞鶴工場ﾎﾞｲﾗｰ室工事 京都府

1456 農筑事ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ（05）機械設備改修その他工事 茨城県

1457 豊田市井上公園温水ﾌﾟｰﾙ建設工事 愛知県

1458 日産ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ/BWT（3F） 神奈川県

1459 大崎1丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都

1460 山県市高富浄化ｾﾝﾀｰ建設工事 岐阜県

1461 幌延深地層研究ｾﾝﾀｰPR施設新築工事 北海道

1462 日亜化学工業辰巳ＴＮ8棟 徳島県

1463 ﾄｰｶﾛ株式会社東京工場新D棟2006増築工事 千葉県

1464 岡崎市立梅園小学校屋内運動場改築工事 愛知県

1465 朝霞台南口飯倉ﾋﾞﾙ新築工事 埼玉県

1466 空港施設㈱第2ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ増築工事 東京都

1467 八王子市立第四中学校体育館改築工事 東京都

1468 ｼﾏｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾊｳｽｶﾞﾗﾘ改修工事 東京都

1469 岡崎市立岩津中学校屋内運動場改築工事 愛知県

1470 岩国市尾津浄化ｾﾝﾀｰ建設工事 山口県

1471 名古屋市西庁舎耐震補強工事 愛知県

1472 粟生児童館新築工事 石川県

1473 金山川4号地下調節池上屋新築工事 福岡県

1474 町田市民病院第2・3期増改築工事 東京都

1475 ㈱本田技術研究所四輪開発ｾﾝﾀｰ（PG栃木）LS棟（新） 栃木県

1476 日亜化学工業TN6棟改修工事 徳島県

1477 ｾﾚﾓﾆｰﾎｰﾙ建設工事 岐阜県

1478 調布市障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業ﾃﾞｲｾﾝﾀｰ 東京都

1479 野田山公民館新築工事 滋賀県

1480 凸版印刷㈱幸手工場E棟 埼玉県

1481 電源開発　新PCB格納庫新築工事 愛媛県

1482 東京都勝山学園（H18）児童棟内部等改修ほか1件改修工事 千葉県

1483 JAひがしうわ高山支所新築工事 愛媛県

1484 吉川中央第1調整池整備事業（建築）工事 埼玉県

1485 日亜化学工業辰巳TN4棟改修工事 徳島県

1486 日新酒類㈱新工場新築工事 徳島県

1487 広野火力発電所5号発電所本館吸気口改造工事 福島県

1488 横須賀米軍基地ｺﾏﾝﾄﾞｾﾝｻｰ 神奈川県

1489 徳島県南部総合県民局保健福祉環境部阿南庁舎 香川県

1490 三甲ﾃｷｽﾀｲﾙ㈱紡績工場 岐阜県

1491 取手中央ﾀｳﾝD棟改修工事 茨城県

1492 ﾄｰｶﾛ㈱東京工場新D棟2006増築工事 千葉県

1493 日新酒類㈱新工場新築工事 徳島県



No. 工             事             名 納入場所

1494 宝町調整池管理棟建築工事 大阪府

1495 下山ﾎﾟﾝﾌﾟ場建築工事 新潟県

1496 ㈱中田屋社屋新築工事 石川県

1497 大日本住友製薬株式会社新固形製剤棟ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ建設工事 三重県

1498 川内川第一発電所新PCB格納庫新築工事 鹿児島県

1499 ﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ南ヶ丘店 福岡県

1500 日本銀行那覇支店営業所改築主体工事 沖縄県

1501 ﾆｯﾀ東京新ﾋﾞﾙ新築工事 東京都

1502 川崎市ｱｰﾄｾﾝﾀｰ新築工事 神奈川県

1503 栃木警察署庁舎新築工事 栃木県

1504 大日本住友製薬㈱新固形製剤棟ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ建設工事 三重県

1505 武田史料館東灘工事 兵庫県

1506 日亜化学工業辰巳TN9棟 徳島県

1507 町田市民病院第2・3期増改築工事 東京都

1508 ﾋﾞｭｰﾃｨｿｼｱﾙたちばな改築工事 滋賀県

1509 銀座4丁目ﾋﾞﾙ新築工事 東京都

1510 三保中学校 静岡県

1511 神田川・環状七号線地下調節池（第二期）妙正寺川取水施設建築工事 東京都

1512 沼津港水産複合施設建築工事 静岡県

1513 H17浜松地方合同庁舎建築工事 静岡県

1514 磯子火力2号機新設工事排水処理設備排水処理室増築工事 神奈川県

1515 磯子火力2号機新設工事機械装置2号高塩系硝化槽・脱窒槽 神奈川県

1516 小松邸模様替工事 香川県

1517 平成18年度清水第六中学校体育館建築工事 静岡県

1518 H17浜松地方合同庁舎建築工事 静岡県

1519 岡崎市立美川中学校屋内運動場改築工事 愛知県

1520 第二名神高速道路土山SA休憩施設 滋賀県

1521 北日本炊飯 石川県

1522 徳島県立富岡東高校校舎改築工事のうち建築工事 徳島県

1523 伊賀水道用水供給事業ゆめが丘浄水場管理本館建築工事 三重県

1524 農筑事ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ機械設備改修その他工事 栃木県

1525 長山発電所新PCB格納庫新築工事 高知県

1526 ﾊｸｿﾞｳﾒﾃﾞｨｶﾙ㈱福島工場新築工事 福島県

1527 ｽｽﾞｷ㈱竜洋ｺｰｽ改修工事 静岡県

1528 市立中央小学校給食室改築工事 神奈川県

1529 三匹のｸﾏの家新築工事 東京都

1530 ﾔﾏﾊ発動機㈱浜北工場ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ室改修工事 静岡県

1531 沖縄銀行ｺﾞｻﾞ支店新築工事 沖縄県

1532 跡見学園女子大学東館（1号館）ｶﾞﾗﾘ設置工事 東京都

1533 関西ﾕﾋﾞｷﾀｽ新築工事 大阪府

1534 鈴鹿市学校給食ｾﾝﾀｰ建築工事 三重県

1535 三次市三次水質管理ｾﾝﾀｰ建設工事 広島県
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1536 伊勢原調整池（2）築造工事 神奈川県

1537 酒田市浜田中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場 山形県

1538 磯子火力発電所更新工事新2号機蒸気発生装置 神奈川県

1539 東戸塚西口駅前計画 神奈川県

1540 H17浜松地方合同庁舎建築工事 静岡県

1541 立田配水場管理本館耐震補強・改修工事 愛知県

1542 NTC）V3棟3階改修工事 神奈川県

1543 日亜化学工業辰巳TN9棟外壁開口改修工事 徳島県

1544 八王子市立由井第一小学校体育館改築建築工事 東京都

1545 MKﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事 神奈川県

1546 晴海5丁目計画駐車場棟 東京都

1547 本浄寺伽藍新築工事 東京都

1548 富士見二丁目北部地区第一種市街地再開発事業 東京都

1549 ゆがふいん別館新築工事 沖縄県

1550 おもと天久の杜ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 沖縄県

1551 沖縄県うるま市石川終末処理場 沖縄県

1552 （株）昭電殿向け　SDG1-UB70/50（410台） 千葉県

1553 ｱｽﾓ㈱豊橋工場ﾙｰﾊﾞｰ設置工事 静岡県

1554 飛島物流ｾﾝﾀｰ第1工場拡張工事 愛知県

1555 磯子火力（発）新2号機蒸気発生装置（ボイラー棟）ガラリ取付工事 神奈川県

1556 新ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ三菱㈱ｶﾞﾗﾘ改修工事 神奈川県

1557 鳥羽小学校建設工事 三重県

1558 ㈱本田技術研究所四輪開発ｾﾝﾀｰ（栃木）HG-30号棟外壁改修工事 栃木県

1559 海津市学校給食ｾﾝﾀｰ建設工事 岐阜県

1560 ｱﾋﾟｯｸｽ幸田工場新築工事 三重県

1561 （株）昭電殿向け　SDG1-UB70/50（75台） 千葉県

1562 富士見二丁目北部地区第一種市街地再開発事業 東京都

1563 御所見市民ｾﾝﾀｰ改築建築工事 神奈川県

1564 岩塚水処理ｾﾝﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ棟建築機械設備整備工事 愛知県

1565 日亜化学TN-2棟追加工事 徳島県

1566 ｱｽﾓ㈱防水ﾙｰﾊﾞｰ工事 静岡県

1567 川崎発電所新館機械室外壁その他修繕工事 神奈川県

1568 TURKEY ENERJISA BANDIRMA　GTｳｪｻﾞｰﾙｰﾊﾞｰ トルコ共和国

1569 KDHC PAJU COMBINED HEAT&POWER PLANT KOREA　GTｳｪｻﾞｰﾙｰﾊﾞｰ 韓国

1570 （株）昭電殿向け　SDG1-UB70/50（50台） 千葉県

1571 大安学校給食ｾﾝﾀｰ改築工事 三重県

1572 独立行政法人国立病院機構鈴鹿病院病棟等建替整備工事 三重県

1573 ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝｸﾞﾙｰﾌﾟｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱殿第2ｶｰｻｲﾛ新築工事 愛知県

1574 西川流域下水道第9ﾎﾟﾝﾌﾟ場建築工事 新潟県

1575 日亜化学TN-4（西面）防水ｶﾞﾗﾘ工事 徳島県

1576 越山甘清堂本社及び本社工場新築工事 石川県

1577 板妻（18）本部庁舎改修等建築工事 岐阜県
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1578 （株）昭電殿向け　SDG1-UB70/50（50台） 千葉県

1579 こどもの城排気塔ｶﾞﾗﾘ改修工事 千葉県

1580 八幡中学校屋内運動場改築工事のうち建築工事 岐阜県

1581 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ・ﾈｯﾄﾜｰｸ栃木物流ｾﾝﾀｰ新築工事 栃木県

1582 ﾔﾏﾊ発動機㈱ACEPｺﾝﾌﾟﾚｯｻ室換気工事 静岡県

1583 日光市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ建設工事 栃木県

1584 日本電気硝子㈱能登川事業所液晶調合建屋 岐阜県

1585 湯野児童館新築（建築）工事 石川県

1586 （株）昭電殿向け　SDG1-UB70/50（30台） 千葉県

1587 空港新貨物ﾀｰﾐﾅﾙ機械室ｶﾞﾗﾘ改修工事 東京都

1588 （株）昭電殿向け　SDG1-UB70/50（50台） 千葉県

1589 佐藤薬品塔屋ｶﾞﾗﾘ取付工事 奈良県

1590 ㈱本田技術研究所四輪開発ｾﾝﾀｰ（栃木）HG-30号棟外壁改修工事 栃木県

1591 ｷｬﾀﾋﾟﾗｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱事務棟A改修工事 神奈川県

1592 （株）昭電殿向け　SDG1-UB70/50（100台） 千葉県

1593 松戸市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ建築設備工事 千葉県

1594 緊急農地防災事業木田地区機場工その4工事 愛知県

1595 大垣駅自由通路改築 愛知県

1596 20幌延国際交流施設新築工事 北海道

1597 本浄寺伽藍新築工事（Ⅱ期工事） 東京都

1598 （株）昭電殿向け　SDG1-UB70/50（200台） 千葉県

1599 富津研究所新築工事 千葉県

1600 三菱東京UFJ銀行岡崎支店改修工事 愛知県

1601 ｴﾑ・ｾﾃｯｸ㈱相馬工場固形物処理設備 福島県

1602 新設統合第二小学校（仮称）建設工事 香川県

1603 関西大倉学園体育館新築工事 大阪府

1604 琵琶湖東北部浄化ｾﾝﾀｰ 滋賀県

1605 保土ヶ谷区障害者施設2工区 神奈川県

1606 二輪技術ｾﾝﾀｰ№3動力計棟増築工事 静岡県

1607 整備室 静岡県

1608 JA新潟市低温倉庫建設工事 新潟県

1609 Russia TGK-8 Krasnodar TETs GTCC Plant　GTｳｪｻﾞｰﾙｰﾊﾞｰ ロシア連邦

1610 韓国POSCO POWER GWANG YANG BFG CCPP UNIT 1&2　GTｳｪｻﾞｰﾙｰﾊﾞｰ 韓国

1611 創和ﾕﾆｯﾄ改築工事 埼玉県

1612 小野路霊園管理事務所新築計画 東京都

1613 五代小学校屋内運動場屋根改修工事 栃木県

1614 日本電気硝子㈱高月T-6定修 岐阜県

1615 （株）昭電殿向け　SDG1-UB70/50（60台） 千葉県

1616 飛島村小中一貫校建設工事 愛知県

1617 川越市立第一中学校体育館耐震補強工事 埼玉県

1618 防府市斎場建築主体復旧工事 山口県

1619 公共広域基幹河川改修工事（建築）泥川水門上屋 岐阜県



No. 工             事             名 納入場所

1620 知的障害者更正施設北の峯学園改築 北海道

1621 明知配水場送水施設築造工事 愛知県

1622 湘南精機本社工場3期改装工事 神奈川県

1623 恵那市立山岡小学校屋内運動場改築工事 岐阜県

1624 独立行政法人国立病院機構鈴鹿病院病棟等建替整備工事（新病棟） 三重県

1625 三田小山町地区第一種低層棟 東京都

1626 杉並区立高井戸小学校屋内運動場改築建築工事 東京都

1627 神鋼加古川GTCC向けｳｪｻﾞｰﾙｰﾊﾞｰ 兵庫県

1628 磯子火力新2号機新設工事資機材倉庫（兼）関係会社事務所新築工事 神奈川県

1629 共益中野ﾋﾞﾙﾘﾆｭｰｱﾙ工事 兵庫県

1630 （株）昭電殿向け　SDG1-UB70/50（37台） 千葉県

1631 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化・いずみ野駅改良工事 神奈川県

1632 ｽｽﾞｷ竜洋ｺｰｽ工事 静岡県

1633 西千葉ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ1号棟1号室系 千葉県

1634 相模原研修ｾﾝﾀｰ整備工事 神奈川県

1635 前橋耐震対策改修工事 群馬県

1636 いなべ市立員弁西小学校屋内運動場・ﾌﾟｰﾙ等改築工事 三重県

1637 秋田湾・雄物川流域下水道大曲処理ｾﾝﾀｰ 秋田県

1638 地域介護・福祉空間整備事業湖北町多世代交流施設建築及び周辺整備工事 岐阜県

1639 室蘭市立翔陽中学校校舎棟新築建築主体（その2） 北海道

1640 勝浦宇宙通信所GCOM-W1受信用地上施設改修工事 千葉県

1641 小松市立美術館分館建設工事 石川県

1642 児童養護施設駒方寮移転新築工事 愛知県

1643 加藤醤油殿排気用防水ｶﾞﾗﾘ工事 静岡県

1644 常陸那珂火力発電所一般倉庫新設工事 茨城県

1645 常陸那珂火力2号機運炭設備増築工事（13棟） 茨城県

1646 君津共同火力㈱君津共同発電所6号 千葉県

1647 NAVOI GTCC POWER PLANT REPUBLIC OF UZBEKISTAN　GTｳｪｻﾞｰﾙｰﾊﾞｰ ウズベキスタン共和国

1648 川崎火力発電所2号系列増設工事のうち2-1軸発電所本館他新設並びに関連除却工事 神奈川県

1649 ﾏﾙｻﾝｱｲ㈱ﾌﾟﾚﾊﾌﾞﾊｳｽ2F機械室 愛知県

1650 ｵﾘｵﾝｽｸｴｱﾒｲﾝﾎｰﾙ整備事業 栃木県

1651 ﾌｨﾙﾀｰBOX用防水ｶﾞﾗﾘ戸工事 神奈川県

1652 品川支社配電倉庫改修工事 東京都

1653 日亜化学工業K-2棟 徳島県

1654 日本電気硝子㈱能登川N-10液晶建屋定修 滋賀県

1655 東浦町森岡ﾎﾟﾝﾌﾟ場新築工事 愛知県

1656 株式会社ﾘｰﾌﾞﾙﾃｯｸ埼玉工場特高変電所新設工事 埼玉県

1657 日本電気硝子㈱能登川N-10液晶建屋定修 滋賀県

1658 常陸那珂火力2号機運炭設備増築工事（H-15連絡台） 茨城県

1659 滝上幼稚園地震補強大規模改修建築主体工事 北海道

1660 ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷ君津店新築工事 千葉県

1661 横山発非常用ｴﾝｼﾞﾝ発電機取替の内建築工事 岐阜県
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1662 定義とうふ店改築工事 宮城県

1663 東京農業大学第一高等学校・中等部飛翔館及び体育館改修工事 東京都

1664 新馬場駅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設その他工事 神奈川県

1665 日立橋上本屋外新築その2工事 茨城県

1666 ﾔﾏﾄ運輸株式会社福井主管支店物流倉庫新築工事 福井県

1667 瑞穂食品株式会社上三川工場建設工事 栃木県

1668 横浜ﾊﾞｲｵ医療品研究開発ｾﾝﾀｰ整備工事 神奈川県

1669 礫浦漁港（礫浦地区）漁業集落環境整備事業真空ｽﾃｰｼｮﾝ 三重県

1670 東濃西部送水幹線（川合送水ﾎﾟﾝﾌﾟ棟建設）事業工事 岐阜県

1671 日亜化学工業TN9棟ﾌｨﾙﾀ改修工事 徳島県

1672 碧海信用金庫ｻﾙﾋﾞｱ支店新築工事 愛知県

1673 新守山駅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ塔新築その他工事 愛知県

1674 米軍横須賀基地B-1400,2C56,2C114 神奈川県

1675 富士ﾚﾋﾞｵ帯広新事業所新築工事 北海道

1676 SENOKO　POWER　STATION　STAGEⅡ　REPOWERING　GTｳｪｻﾞｰﾙｰﾊﾞｰ シンガポール共和国

1677 県営横山団地集会所新築工事 神奈川県

1678 柴橋商会　神栖工場 茨城県

1679 是川縄文館器材庫新築工事 青森県

1680 石山出張所全熱交換機取替工事 新潟県

1681 ㈱豊興舞浜ｾﾝﾀｰ危険物倉庫計画 千葉県

1682 欧州連合（EU)駐日欧州委員会代表部建設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都

1683 小美玉市立上吉影小学校体育館耐震補強外部改修工事 茨城県

1684 香美市新庁舎建設工事 高知県

1685 常陸那珂火力2号機運炭設備増築工事（H-14連絡台） 茨城県

1686 日亜化学工業TN9棟ﾌｨﾙﾀ改修工事 徳島県

1687 碧海信用金庫ｻﾙﾋﾞｱ支店新築工事 愛知県

1688 新守山駅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ塔新築その他工事 愛知県

1689 米軍横須賀基地B-1400,2C56,2C114 神奈川県

1690 富士ﾚﾋﾞｵ帯広新事業所新築工事 北海道

1691 SENOKO　POWER　STATION　STAGEⅡ　REPOWERING　GTｳｪｻﾞｰﾙｰﾊﾞｰ シンガポール共和国

1692 県営横山団地集会所新築工事 神奈川県

1693 柴橋商会　神栖工場 茨城県

1694 是川縄文館器材庫新築工事 青森県

1695 石山出張所全熱交換機取替工事 新潟県

1696 ㈱豊興舞浜ｾﾝﾀｰ危険物倉庫計画 千葉県

1697 欧州連合（EU)駐日欧州委員会代表部建設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都

1698 小美玉市立上吉影小学校体育館耐震補強外部改修工事 茨城県

1699 香美市新庁舎建設工事 高知県

1700 常陸那珂火力2号機運炭設備増築工事（H-14連絡台） 茨城県

1701 日東電工第7工場ﾎﾞｲﾗｰ室新設工事 宮城県

1702 関西電力㈱姫路第二発電所 兵庫県

1703 川崎火力発電所2号系列増設工事のうちCO2/H2ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ室新設工事 神奈川県
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1704 株式会社東芝浜川崎工場＃514号館新築工事 神奈川県

1705 日本電気硝子㈱滋賀高月事業場開発棟新築工事 滋賀県

1706 凸版印刷株式会社幸手工場 埼玉県

1707 ﾏﾝｼｮﾝ小金井9号室系統既設頂部 東京都

1708 軽自動車検査協会岐阜事務所新築工事 岐阜県

1709 ﾌﾚｺﾝｾﾝﾀｰﾘﾆｭｰｱﾙ工事 千葉県

1710 ｸﾗﾚ新潟事業所　LAﾎﾟﾘﾏｰ生産設備設置工事 新潟県

1711 東京電力/GT新設PJ 千葉県

1712 県道高速名古屋新宝線港明営業所 愛知県

1713 花王株式会社KC関西ｾﾝﾀｰ危険物倉庫増築工事 奈良県

1714 西濃信用金庫金華橋支店改修工事 岐阜県

1715 味の素健康保険会館ｶﾞﾗﾘ改修工事 神奈川県

1716 福井大学医学部付属病院MRI新営工事 福井県

1717 浦安市千鳥学校給食ｾﾝﾀｰ第三調理場設備運営事業 千葉県

1718 東京電力㈱GT新設PJ（緊急対応701F＃1） 神奈川県

1719 東京電力㈱GT新設PJ（緊急対応701F＃2） 神奈川県

1720 ㈱昭電殿向け　SDG2-UL100/50（34台） 千葉県

1721 牧病院ﾘﾆｭｰｱﾙ計画 北海道

1722 玉島市民交流ｾﾝﾀｰ（1工区）建築工事 岡山県

1723 総合研究棟（環境・WPI棟）建築工事 茨城県

1724 ㈱東芝浜川崎工場＃515号館新築建築工事 神奈川県

1725 LM中野南台邸 東京都

1726 大手町一丁目第2地区第一種市街地再開発事業建設工事（B棟） 東京都

1727 ﾎﾝﾀﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱37号棟2階増築工事 栃木県

1728 ｸﾗﾚ新潟事業所　LAﾎﾟﾘﾏｰ生産設備設置工事（充填棟） 新潟県

1729 関西電力（株）姫路第二発電所設備更新工事に伴うｹｰﾌﾞﾙ架構設備工事のうち屋根換気ｶﾞﾗﾘ工事 兵庫県

1730 日本電気硝子㈱滋賀高月事業場8号棟増改築工事 滋賀県

1731 東の森弐番街2-6-6号棟既設ﾀﾞｸﾄ改修工事 埼玉県

1732 （株）昭電殿向けS　DG3-UL可動α50 千葉県

1733 臨海斎場火葬棟外壁等改修工事 東京都

1734 BASFｺｰﾃｨﾝｸﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ改修工事 神奈川県

1735 富士通ｺﾝﾃﾅ実証機 静岡県

1736 上越火力発電所油倉庫新築ほか工事 新潟県

1737 ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽGC 神奈川県

1738 上野南中学校屋内運動場・屋外附帯施設建築工事 三重県

1739 鹿島共同火力5号発電設備 兵庫県

1740 関西電力㈱姫路第二発電所4号機向けGTｳｪｻﾞｰﾙｰﾊﾞｰ 兵庫県

1741 関西電力㈱姫路第二発電所5号機向けGTｳｪｻﾞｰﾙｰﾊﾞｰ 兵庫県

1742 関西電力㈱姫路第二発電所6号機向けGTｳｪｻﾞｰﾙｰﾊﾞｰ 兵庫県

1743 11大相模調整池排水機場上部工建築工事 埼玉県

1744 東大阪中丸玉ﾌｰｽﾞ㈱新築工事 大阪府

1745 室蘭開発建設部改修11建築工事 北海道
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1746 梅本ﾋﾞﾙｶﾞﾗﾘ改修工事 東京都

1747 衛生試験所移転改修建築主体工事 岐阜県

1748 日亜化学工業K-10棟新築工事 徳島県

1749 太平洋ｾﾒﾝﾄ上磯工場 北海道

1750 Bangladesh New Haripur　GTｳｪｻﾞｰﾙｰﾊﾞｰ ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ人民共和国

1751 銀座ｲﾝｽﾞⅠ　2階ｶﾞﾗﾘ改修工事 滋賀県

1752 阿知須中学校屋内運動場改築工事 山口県

1753 FC-1反応設備改修工事 神奈川県

1754 23年度愛・地球博記念公園防災倉庫1建設工事 愛知県

1755 札幌厚生病院増改修工事 北海道

1756 池袋SIAﾋﾞﾙ8・9階換気改善工事 東京都

1757 天王寺区玉造計画新築工事 大阪府

1758 №1 Continuous Galvanizing Line(Thailand)Project　GTｳｪｻﾞｰﾙｰﾊﾞｰ ﾀｲﾗﾝﾄﾞ

1759 赤羽ｺﾞﾙﾌ倶楽部ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ建替計画 東京都

1760 本宮市幼保一元化施設新築工事 福島県

1761 知的障害者更正施設北の峯学園改築 北海道

1762 Azerbaijan Shimal Ⅱ　GTｳｪｻﾞｰﾙｰﾊﾞｰ ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ共和国

1763 韓国/POSCO POWER POHANG BY-PRODUCT GAS CCPP UNIT 1　GTｳｪｻﾞｰﾙｰﾊﾞｰ 韓国

1764 韓国/POSCO POWER POHANG BY-PRODUCT GAS CCPP UNIT 2　GTｳｪｻﾞｰﾙｰﾊﾞｰ 韓国

1765 東植竹公園便益施設工事 埼玉県

1766 竜門ﾀﾞﾑ管内測量設計その他業務 熊本県

1767 青梅市公共下水道富岡汚水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場建設建築工事 東京都

1768 日亜化学工業排水処理設備新設工事　脱水機棟・排水管理棟 徳島県

1769 常陸那珂火力2号機運炭設備増築工事（H-6）（H-7） 茨城県

1770 某屋根用防水ｶﾞﾗﾘ 千葉県

1771 日亜化学TN4ｶﾞﾗﾘ改修工事 徳島県

1772 株式会社小松製作所小山工場第5実験棟新築工事 栃木県

1773 熱回収・ﾘｻｲｸﾙ施設建設工事 兵庫県

1774 ｱﾋﾟﾀ佐原東店新築工事 千葉県

1775 株式会社ﾏﾙﾀｲ新福岡工場新設工事 福岡県

1776 東京會館AC-15及び冷却塔-1.2更新工事 東京都

1777 銀座ｲﾝｽﾞ1　2階ｶﾞﾗﾘ改修工事 東京都

1778 函館変換所予備電源室新築工事 北海道

1779 相鉄・JR直通線、西谷地区ｾﾝﾀｰ新築工事 神奈川県

1780 新黒薙第二発電所新設工事の内主要建築工事 富山県

1781 稲葉地ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ新築工事 岐阜県

1782 長浜市生ごみﾊﾞｲｵｶﾞｽ化事業 新潟県

1783 創価学会釧路平和会館新築工事 北海道

1784 ﾄｰｱ改修工事 東京都

1785 HAVIX本巣工場新築工事 岐阜県

1786 山北発電所換気ｶﾞﾗﾘ設置工事他2件 神奈川県

1787 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



No. 工             事             名 納入場所

1788 株式会社応用医学研究所石狩事業所新築工事 北海道

1789 日本電気硝子㈱大津事業場新技術部門棟新築工事 滋賀県

1790 Thailand/Nong Saeng 2×800 MW Combined Cycle Power Plant #1 ﾀｲ王国

1791 Thailand/Nong Saeng 2×800 MW Combined Cycle Power Plant #2 ﾀｲ王国

1792 Thailand/Nong Saeng 2×800 MW Combined Cycle Power Plant #3 ﾀｲ王国

1793 Thailand/Nong Saeng 2×800 MW Combined Cycle Power Plant #4 ﾀｲ王国

1794 日亜化学工業TS6棟排水処理施設 徳島県

1795 豊川市民病院外構整備工事 愛知県

1796 本四連系線　貯蔵品保管庫新築工事 香川県

1797 日本電気硝子㈱能登川ﾌｧﾝ室防水ｶﾞﾗﾘ取付 滋賀県

1798 日亜化学工業辰巳TS-7棟 徳島県

1799 日亜化学工業辰巳TS-7棟 徳島県

1800 長浜学校給食ｾﾝﾀｰ新築工事 滋賀県

1801 和歌山共同火力㈱/和歌山共同新1号機発電設備 和歌山県

1802 大分共同火力㈱/大分共同発電所3号発電設備建設工事 大分県

1803 神鋼加古川発電所ﾎﾞｲﾗ更新工事第2号ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電設備 兵庫県

1804 笠木ﾎﾟﾝﾌﾟ場建設工事 岐阜県

1805 ㈱ﾚｲﾒｲ藤井　東京本社改修工事 東京都

1806 J82-2.0/Ⅱ響灘洋上風力発電所向けｻﾌﾞﾌﾚｰﾑ内室内正圧給気防水ﾙｰﾊﾞｰ 北海道

1807 J82-2.0/Ⅱ響灘洋上風力発電所向けｻﾌﾞﾌﾚｰﾑ内側部給気防水ﾙｰﾊﾞｰ 北海道

1808 J82-2.0/Ⅱ響灘洋上風力発電所向けｻﾌﾞﾌﾚｰﾑ内底部給気防水ﾙｰﾊﾞｰ 北海道

1809 J82-2.0/Ⅱ響灘洋上風力発電所向けｻﾌﾞﾌﾚｰﾑ内上部排気防水ﾙｰﾊﾞｰ 北海道

1810 佐川町立高北国民健康保険病院耐震化事業増改修工事 高知県

1811 総合福祉ｾﾝﾀｰ「弘済学園」生活棟排水設備改修及び第二児童寮大規模修繕工事 神奈川県

1812 鎌倉市中部ﾎﾟﾝﾌﾟ場電気設備工事 神奈川県

1813 南橋本二葉園新築工事 神奈川県

1814 尼崎西宮芦屋港尼崎地区東浜第1排水機場改築工事 兵庫県

1815 ﾄｰﾖｰ教材㈱倉庫新築工事 愛知県

1816 ﾎﾝﾀﾞ部品販売㈱愛知南営業所新築工事 愛知県

1817 大曲通町地区第一種市街地再開発事業施設建築物建設工事病院棟 秋田県

1818 大阪黄銅㈱本社・倉庫新築工事 大阪府

1819 ㈱ﾎﾝﾀﾞｱｸｾｽ日高事業所利材作業場新築工事 埼玉県

1820 三原どろんこ保育園新築工事 埼玉県

1821 ㈱ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ殿向け 静岡県

1822 みどりの広場整備工事 福井県

1823 東電実験室ｲﾙﾐﾈｰﾀｰ 東京都

1824 富士通ｺﾝﾃﾅ実証機 静岡県

1825 宿河原駅跨線人道橋ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置工事 山梨県

1826 たん水防除事業新々田地区新々田排水機場建築工事 愛知県

1827 塔之沢発電所水車発電機室外壁改修工事 神奈川県

1828 ㈲福江営農ﾗｲｽｾﾝﾀｰ新築工事 岐阜県

1828 J100響灘陸上風力発電所向け 北海道



No. 工             事             名 納入場所

1829 平成24年度たん水防除事業天津地区上屋建築工事 愛知県

1830 養老町民ﾌﾟｰﾙ大規模改修工事 岐阜県

1831 ㈱北村製作所殿向け 新潟県

1832 厚生連北信総合病院再構築新西病棟（2F） 長野県

1833 須雲川発電所新築工事 神奈川県

1834 大間原子力発電所新設工事倉庫新築工事 青森県

1835 丸亀高校校舎棟改築工事 香川県

1836 公益財団法人鹿島病院一般病棟新築工事 茨城県

1837 新日本海ﾌｪﾘｰ小樽ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ改修工事 北海道

1838 ｺｰﾌﾟ野村夏見4・5号棟屋上SEﾀﾞｸﾄ塔頂部改修工事（28基） 千葉県

1839 青ヶ島村汚泥処理施設増設工事 東京都

1840 坂田NNﾋﾞﾙ新築工事 千葉県

1841 恵庭開発株式会社　社屋新築工事 北海道

1842 北海道新幹線　木古内駅新築工事 北海道

1843 富士ﾌｨﾙﾑ㈱足柄ｻｲﾄY系吸着塔建屋補修工事 神奈川県

1844 東川町地域交流ｾﾝﾀｰ建設（建築工事） 北海道

1845 ﾘｽﾞﾑｻｰﾋﾞｽ㈱茨城製品ｾﾝﾀｰ5号倉庫増築工事 茨城県

1846 大間原子力発電所新設工事協力会社事務所棟新築工事 青森県

1847 Thailand/GULF JP UT COMPANY LIMITED(GUT)U-Thai Power Plant Project#1 ﾀｲ王国

1848 Thailand/GULF JP UT COMPANY LIMITED(GUT)U-Thai Power Plant Project#2 ﾀｲ王国

1849 Thailand/GULF JP UT COMPANY LIMITED(GUT)U-Thai Power Plant Project#3 ﾀｲ王国

1850 Thailand/GULF JP UT COMPANY LIMITED(GUT)U-Thai Power Plant Project#4 ﾀｲ王国

1851 北見赤十字病院移転新築・改修工事 北海道

1852 千歳豊友会病院増築工事 北海道

1853 彌満和ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ防雪ｶﾞﾗﾘ取付工事 山形県

1854 東川町地域交流ｾﾝﾀｰ建設（建築工事） 北海道

1855 松陽小学校大規模改造地震補強工事（1期機械設備） 石川県

1856 三井化学袖ケ浦工場ｶﾞﾗﾘ交換工事 千葉県

1857 東武厚木配送所建設工事 神奈川県

1858 特別養護老人ﾎｰﾑ恵望園改築工事 北海道

1859 県庁跡地地下駐車場整備工事（ｷｬﾉﾋﾟｰ等） 石川県

1860 川崎火力発電所2号系列増設工事のうち2、3軸発電所本館他新設並びに関連除去工事 神奈川県

1861 新川崎地区都市基盤整備（昇降機）工事 神奈川県

1862 いすゞﾋﾞｭｰﾗｲﾄﾞ湘南大規模修繕工事 神奈川県

1863 ｱｲｺｸｱﾙﾌｧ第9工場新築工事 愛知県

1864 秦野市曽屋原計画 神奈川県

1865 ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ堺新築工事 大阪府

1866 浅野発電所本館新築工事 石川県

1867 御母衣発電所御母衣ﾀﾞﾑ予備電源室新築工事 岐阜県

1868 日本電気硝子㈱能登川N-6電気室 滋賀県

1869 奥尻町漁獲物鮮度保持施設新築工事（建築主体） 北海道

1870 真舟小学校建設工事（建築） 千葉県
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1871 押水総合体育館耐震補強整備工事（建築工事） 石川県

1872 県庁跡地地下駐車場整備工事（仕上等） 石川県

1873 大宜見風力発電所 北海道

1874 名田ﾎﾟﾝﾌﾟ場建設工事 広島県

1875 文化堂印刷小田原工場 神奈川県

1876 稲沢市立稲沢西小学校屋内運動場改築工事 愛知県

1877 石橋小学校屋内運動場改築（建築）工事 栃木県

1878 鴻巣市原馬室浄水場 埼玉県

1879 北見赤十字病院移転新築・改修工事 北海道

1880 横須賀市救急医療ｾﾝﾀｰ横須賀市医師会館新築工事 神奈川県

1881 燕・弥彦総合事務組合斎場建設工事 新潟県

1882 新潟市食と花の交流ｾﾝﾀｰ直売所建設工事 新潟県

1883 新潟市食と花の交流ｾﾝﾀｰﾚｽﾄﾗﾝ建設工事 新潟県

1884 情報ｼｽﾃﾑﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｾﾝﾀｰ新築設計業務 愛知県

1885 梅田真空包装㈱関東工場新築工事 埼玉県

1886 ﾔﾏﾊ発動機㈱殿ﾎﾞｲﾗｰ室 静岡県

1887 岩国飛行場（H23）防錆格納庫（A）新設建築その他工事 広島県

1888 福岡児童館新築工事（建築） 石川県

1889 霞ヶ関水防対策工事 東京都

1890 都立新宿山吹高等学校（25）ﾌﾟｰﾙ室改修工事 東京都

1891 銀座ｲﾝｽﾞⅠ　2階ｶﾞﾗﾘ　3期改修工事（ｶﾞｽﾄ） 東京都

1892 ﾀｶｵｶ化成工業㈱ｺｲﾙ工場 岐阜県

1893 南数寄屋ｶﾞﾗﾘ工事 東京都

1894 江東区亀戸保育園改修工事 東京都

1895 対馬風力発電所向け　W2029　306 北海道

1896 柏井浄水場三拡ﾎﾟﾝﾌﾟ棟給排気設備更新工事 千葉県

1897 善通寺簡裁庁舎耐震改修等工事 香川県

1898 南有楽ﾋﾞﾙ　ﾊﾄ小屋工事 神奈川県

1899 本田技研工業㈱鈴鹿製作所WE-1事務所 三重県

1900 構内車庫建築工事 茨城県

1901 輝北ｳｲﾝﾄﾞﾌｧｰﾑ増設　W2022　306 北海道

1902 日東工業㈱菊川工場ｶﾞﾗﾘ取替・一部塞ぎ工事 静岡県

1903 新・新ﾀﾞｲﾋﾞﾙ新築工事 大阪府

1904 海老名市市民活動健康増進施設建設工事 神奈川県

1905 富里市学校給食ｾﾝﾀｰ施設統合改築工事 千葉県

1906 WP笠取Ⅱ　CK-19　W3002　306 北海道

1907 ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅しらかばの杜新築工事 北海道

1908 双葉工業株式会社可部工場（仮称）新築工事 広島県

1909 北陸電力株式会社神通川第二発電所非常用予備発電機室新築工事 富山県

1910 ﾗｯｷｰ山の手店新築工事 北海道

1911 統小建第2号今教給第3号吹揚小学校建設工事の内建家その他工事 愛媛県

1912 Nﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都
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1913 九州電力㈱新大分発電所第3号系列（第4軸）増設工事 大分県

1914 室町東地区開発計画2-5街区地下改修工事・地上新築工事 東京都

1915 戸田ﾌｰｽﾞ株式会社安曇野工場新築工事 長野県

1916 白樺斎場増改築建築主体工事 北海道

1917 ﾁｰｽﾞ製造室増築工事（よつ葉ﾁｰｽﾞ工場増築) 北海道

1918 中越ﾊﾟﾙﾌﾟ工業㈱川内工場発電所 鹿児島県

1919 松島火力発電所EP高圧変圧整流器保管庫新築工事 長崎県

1920 竜宮滝発電所発電機保護ｶﾊﾞｰ 鹿児島県

1921 ﾀﾘｰｽﾞ宝塚店新築工事 大阪府

1922 知多浄水場浄水池外築造（その3）工事 愛知県

1923 日本ﾕﾆｯﾄ改築工事 神奈川県

1924 奥清津発電所巡視船格納庫建替工事 新潟県

1925 平成25年度引佐地区新構想高等学校（仮）機械実習等建築工事 静岡県

1926 明治安田生命札幌大通ﾋﾞﾙ新築工事 北海道

1927 川崎市中央卸売市場北部市場配送棟建設工事 神奈川県

1928 ﾕｰｽｷﾝ製薬㈱富山新工場建設工事 富山県

1929 水産物保管冷蔵施設新築工事 北海道

1930 Y1301工事　H26年度 山形県

1931 ㈱ﾓﾘﾀﾝ殿向曝気槽省ｴﾈ化工事 神奈川県

1932 吹越台地風力発電所　EW09-4023 香川県

1933 住友商事神田和泉町ﾋﾞﾙｶﾞﾗﾘ改修工事 東京都

1934 渡田小学校校舎増築その他工事 神奈川県

1935 うるま市石川終末処理場設備工事その9 大阪府

1936 ﾔﾏﾊ発動機㈱浜北工場7号館PHｶﾞﾗﾘ改修工事 静岡県

1937 積水化学工業株式会社　つくば研究所 茨城県

1938 輝北ｳｲﾝﾄﾞﾌｧｰﾑ増設工事　EW2-4022 鹿児島県

1939 対馬風力発電事業向け風力発電機（J82-2.0/Ⅱ）　EW2-4029 長崎県

1940 吹越台地風力発電所　EW9-4023 香川県

1941 瑞穂文化小劇場（仮称）新築及び瑞穂図書館移転改築工事 愛知県

1942 第七葛西小学校給食室改造工事 千葉県

1943 京浜ﾊﾞｲｵﾏｽ発電所建設工事 神奈川県

1944 新西ﾋﾞﾙ計画新築工事 北海道

1945 東京高速道路山下ﾋﾞﾙ改修工事 東京都

1946 長岡技術科学大学実験研究棟（電気2号棟）改修工事 新潟県

1947 ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄﾌﾟﾗﾝくうら美原新築工事 北海道

1948 UR大島6丁目団地6号棟39号室系統屋上頂部試験工事 東京都

1949 JR藤沢駅橋上ｷﾖｽｸ上部防水ｶﾞﾗﾘ取付工事 神奈川県

1950 IHI瑞穂工場Genx工場増築工事 東京都

1951 大宜味風力発電実証研究設備設置工事　EW12-4014 沖縄県

1952 統小建第2号今教給第3号吹揚小学校建設工事の内建家その他工事 愛媛県

1953 西濃信用金庫北方支店新築工事 岐阜県

1954 磯分内工場新棟建設工事 北海道
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1955 対馬風力発電所EW12-4029 長崎県

1956 頴娃風力発電所増設工事　EW12-4036 鹿児島県

1957 大田区大森地域庁舎大規模改修工事 東京都

1958 姉崎火力発電所№1・2海水消化ﾎﾟﾝﾌﾟ設備改造工事 千葉県

1959 K2ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄC棟建設工事 神奈川県

1960 鹿嶋市保健ｾﾝﾀｰ新築工事 茨城県

1961 13：新津（営）車庫新築他工事 新潟県

1962 笠取Ⅱ　CK-19再建工事 PT13-3002 京都府

1963 熊川第一発電所建替工事に伴う本館建物新設工事 群馬県

1964 株式会社ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ横浜工場第3工場内装改修工事 神奈川県

1965 西京味噌新工場新築工事（第1期） 京都府

1966 柏崎刈羽原子力発電所第二無線局舎新設工事 新潟県

1967 宮城ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ新築工事 宮城県

1968 頴娃風力発電所増設工事 W2036-306 鹿児島県

1969 東葛病院移転新築工事 千葉県

1970 岩国飛行場(H23)防錆格納庫(A)新設建築その他工事 山口県

1971 金沢工業大学N28号新築工事 石川県

1972 平成26年度佐久市市民創錬センター(仮称)新築(本体)工事 長野県

1973 MAX BRENNER 広尾ﾌﾟﾗｻﾞ 東京都

1974 KK据置型ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電装置 東京都

1975 ｽｽﾞｷ㈱浜松工場No.2実験棟給排気、空調設備工事 静岡県

1976 ｷｬﾉﾝ川崎事業所高層棟建設計画 神奈川県

1977 HAVIX本巣工場増築工事 岐阜県

1978 長岡技術科学大学実験研究棟(電気2号棟)改修工事 新潟県

1979 北見赤十字病院移転新築・改修工事　南館改修工事 北海道

1980 京浜ﾊﾞｲｵﾏｽﾊﾟﾜｰﾊﾞｲｵﾏｽ燃料貯蔵倉庫建設工事 神奈川県

1981 阿南発電所ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動消化ﾎﾟﾝﾌﾟ室新築工事 徳島県

1982 長良川木材事業協同組合新築工事 三重県

1983 豊島区北大塚2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 東京都

1984 美保(24)燃料施設新説建築工事 鳥取県

1985 ｽｽﾞｷ㈱都田No.1実験棟 給排気 空調設備工事 静岡県

1986 Ｂｈｅｒａｍａｒａ Ｃｏｍｂｉｎｅｄ Ｃｙｃｌｅ Ｐｏｗｅｒ Ｐｌａｎｔ(３６０ＭＷ)Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｐｒｏｊｅｃｔ ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ人民共和国

1987 東北電力㈱殿女川原子力発電所２号機 常設代替電源設備としてのガスタービン発電機車 東京都

1988 ㈱日本ﾊﾟｰｶﾗｲｼﾞﾝｸﾞ広島工場江津工場新築工事 島根県

1989 和泉排水機場上屋ｶﾞﾗﾘ改修工事 千葉県

1990 ｲﾘｰｾﾞはるひ野新築工事 神奈川県

1991 原子力災害対策整備事業 社会福祉法人賛育会 東海清風園 放射線防護対策工事 静岡県

1992 大島ﾀﾞﾑ管理用小水力発電施設建設工事 愛知県

1993 江別太小学校校舎棟改築建築工事 北海道

1994 MHI高砂研究所向けｳｴｻﾞｰﾙｰﾊﾞｰ 兵庫県

1995 大田区大森地域庁舎大規模改修工事 東京都

1996 伊勢丹会館耐震改修工事 東京都



No. 工             事             名 納入場所

1997 明治安田生命札幌大通ﾋﾞﾙ新築工事 北海道

1998 八千代保育園大規模改修工事 茨城県

1999 中1区新白島駅連絡線ほか3路線道路改良工事 広島県

2000 平成26年度菅平ﾀﾞﾑ取水塔ｼｬｯﾀｰ緊急修繕工事 長野県

2001 永代澁澤倉庫ﾃﾅﾝﾄ化工事 東京都

2002 江別第一中学校校舎改築工事 北海道

2003 ㈱ｻﾝﾛｰﾄﾞ本社社屋及び本社工場新築工事 奈良県

2004 北見赤十字病院移転新築・改修工事南館改修工事 北海道

2005 松島町高城区津波避難施設設備事業 JA仙台松島支店新築工事 宮城県

2006 長野県厚生農業共同組合連合会 北信総合病院増改築工事(新外来棟3・4F1工区) 長野県

2007 世田谷区北沢総合支所1階出入口扉他改修工事 東京都

2008 発寒南駅1番出入口防雪対策工事 北海道

2009 岩国飛行場(H25)訓練施設等新設建築工事 訓練施設 山口県

2010 竜飛3号機風力発電所 W4053 306 青森県

2011 新岩松発電所新設工事のうち本館新築及び基礎仕上工事 北海道

2012 ｳｲｽﾃﾘｱ小樽稲穂新築工事 北海道

2013 北見赤十字病院移転新築・改修工事 新本館棟 北海道

2014 ㈱日本ﾊﾟｰｶﾗｲｼﾞﾝｸﾞ広島工場江津工場新築工事 島根県

2015 特別養護老人ﾎｰﾑ ｵｰｸｽ東海増築工事 茨城県

2016 長野県厚生農業共同組合連合会 北信総合病院増改築工事(新外来棟3工区) 長野県

2017 ﾎﾟﾙｼｪｾﾝﾀｰつくば他新築工事 茨城県

2018 岩国飛行場(H25)高校新設建築その他工事 山口県

2019 扶桑薬品工業株式会社茨城工場第2自動倉庫増築工事 茨城県

2020 金沢市立紫錦台中学校屋内運動場 改築工事(建築工事)(アリーナ棟) 石川県

2021 旭市道の駅建設工事 千葉県

2022 有明ﾌﾛﾝﾃｨｱﾋﾞﾙB棟10階改修工事 東京都

2023 博多中央街SW計画新築工事 福岡県

2024 市立病院防雪ｶﾞﾗﾘ工事 北海道

2025 竜飛3号機風力発電所 W4053 902 青森県

2026 日宝科学株式会社 塩素設備新設工事 千葉県

2027 (補)大垣市浄化ｾﾝﾀｰ管理本館耐震改修(建築)工事 岐阜県

2028 Dﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ市川新築工事 千葉県

2029 26福島ﾓｯｸｱｯﾌﾟ試験施設研究管理棟他新築工事 福島県

2030 さとの保育園改修工事 千葉県

2031 日本ニューホランド株式会社苫小牧デポ増築 改築工事(ビジターセンター棟) 北海道

2032 丸八鋼管㈱浦安港倉庫ｶﾞﾗﾘ工事 千葉県

2033 日産自動車㈱横浜工場第3地区4号ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ発電設備 設置工事に伴う建築工事(電気室) 神奈川県

2034 ｷｬﾉﾝ株式会社取手事業所ものづくり研修所建設工事 茨城県

2035 岡崎市立六ﾂ美中学校柔剣道場新築工事 愛知県

2036 北但ごみ処理施設設備・運営事業 大阪府

2037 ｱﾄﾗｽﾀﾜｰ本郷新築工事 愛知県

2038 ﾀｶｵｶ化成工業株式会社 第2工場増改築工事 愛知県



No. 工             事             名 納入場所

2039 低圧配電系統需給協調実験室設備 神奈川県

2040 中越ﾊﾟﾙﾌﾟ工業㈱川内工場発電所 鹿児島県

2041 松島火力発電所EP高圧変圧整流器保管庫新築工事 長崎県

2042 西都児湯火葬場新築工事 鹿児島県

2043 新西工場建設工事 長崎県

2044 竜宮滝発電所発電機保護ｶﾊﾞｰ 鹿児島県

2045 社会福祉法人ひじり会複合型 サービス・グループホーム新築工事 福岡県

2046 日産自動車九州㈱EV機械室3、4号機 福岡県

2047 西都児湯火葬場新築工事 ｵｲﾙﾀﾝｸ室 宮崎県

2048 荒尾ﾊﾞｲｵﾏｽ発電所新設工事 熊本県

2049 加納浄水場脱水棟建築工事 和歌山県

2050 第二薮神（発）本館新築工事 新潟県

2051 池上第2保育園 大阪府

2052 西濃環境整備組合一般廃棄物最終処分場建設工事 岐阜県

2053 ｻﾝｱﾛｲ㈱ｶﾞﾗﾘ改修工事 千葉県

2054 日進工業武豊工場新築工事 愛知県

2055 北見赤十字病院移転新築・改修工事　南館増築工事 北海道

2056 第46小学校新築工事 兵庫県

2057 HAVIX本巣工場増築工事（改修工事・Ⅱ期工事） 岐阜県

2058 府中市民病院改築工事 広島県

2059 ｺﾏﾂ愛知地区統合事務所新築工事 愛知県

2060 中国電力㈱勝山第二発電所　本館 岡山県

2061 入船小学校昇降機室増築その他工事（建築工事） 神奈川県

2062 ㈱ｵﾘｴﾝﾄ総業本社工場移転新築工事 愛知県

2063 岩国飛行場（H25）小学校新設建築その他工事　A棟東棟 山口県

2064 株式会社サンデリアーナサービス付 高齢者向け住宅新築工事 北海道

2065 益田吉田線（駅前アンダー） 予備発電機室新築（建築）工事 島根県

2066 牧野ﾌﾗｲｽ精機株式会社本社屋新築工事 神奈川県

2067 EGCB New Haripur Power Plant ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ人民共和国

2068 紋別バイオマス発電株式会社 紋別バイオマス発電所1号発電設備建設工事 北海道

2069 埼玉医科大学基礎医学棟改修工事 埼玉県

2070 戸山地区農業排水処理施設上屋新築工事 広島県

2071 柏崎刈羽原子力発電所5号機 循環水ポンプ建屋外壁補修工事 新潟県

2072 近江八幡市新一般廃棄物処理施設整備工事 滋賀県

2073 稲城長峰ｽﾎﾟｰﾂ広場管理棟新築工事 東京都

2074 山九株式会社　泉北支店新築工事 大阪府

2075 中標津町総合体育館増改築建築主体工事 北海道

2076 下沼部小学校校舎増築その他工事 神奈川県

2077 ＫＤＤＩ新宿№５、６発電機設備 更改工事に伴う営繕工事 東京都

2078 所沢郵便局 埼玉県

2079 日亜化学工業TN9棟改造工事 徳島県

2080 赤川高区浄水場水力発電所整備工事 北海道



No. 工             事             名 納入場所

2081 ｵﾘｴﾝﾀﾙﾓｰﾀｰつくば信頼性試験棟新築工事 茨城県

2082 東京都中央卸売市場大田市場 花き部荷捌施設建設工事（Ⅰ期） 東京都

2083 北陸大学体育館兼講堂建設工事 石川県

2084 彦根西・彦根翔陽高校再編 耐震改修その他第一期工事（普通特別教室棟） 滋賀県

2085 GLP厚木Ⅱ新築工事 神奈川県

2086 平成26年度斎場施設建設事業 新斎場建築（本体）工事 長野県

2087 にかほ市熱回収施設等建設工事 秋田県

2088 大崎電気ｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社塗装工場増築工事 千葉県

2089 東海精工㈱自動倉庫新築工事 三重県

2090 大峰山基地局 新潟県

2091 富山労災病院新棟整備工事 富山県

2092 社会医療法人孝仁会北海道大野記念病院（新） 北海道

2093 株式会社関越給食センター建築工事 新潟県

2094 ﾕｰﾗｽ伊達黄金WF風力発電所　W4109　902、916 北海道

2095 ﾖｺﾚｲ十勝第三物流ｾﾝﾀｰ新築工事 北海道

2096 立川駅西側自由通路他新設工事 埼玉県

2097 ㈱ｼﾉﾀﾞ新宿店 東京都

2098 国府津駅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ塔修繕工事 神奈川県

2099 八鹿変電所33KV配開改良工事のうち建物工事 兵庫県

2100 ふじさわ宿交流館新築工事（建築） 神奈川県

2101 入沢ﾌｧｰﾑ穀類乾燥調整施設新築工事 宮城県

2102 ㈱静岡茶通信直売ｾﾝﾀｰF棟工場建築工事 静岡県

2103 ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬㈱第6製造棟新築工事 岐阜県

2104 小淵沢駅構内跨線橋改良その他工事 山梨県

2105 土浦市営斎場整備事業建築主体工事 茨城県

2106 柏崎刈羽GTG車4号機　吸気系他部品 新潟県

2107 日亜化学工業辰巳TN10棟新築工事 徳島県

2108 本店津田沼ﾊｲﾂ新築工事 千葉県

2109 本田技研工業㈱浜松工場第26変電所ｶﾞﾗﾘ改修工事 静岡県

2110 倶知安町学校給食ｾﾝﾀｰ建設工事 北海道

2111 北海道循環器病院第3期増改築工事 北海道

2112 京浜ドック株式会社　追浜工場様船（海上）用ガラリ 神奈川県

2113 和歌山県消防学校宿泊棟他新築工事 和歌山県

2114 ㈱ﾆｯﾊﾟ増築工事 東京都

2115 QL橿原木原局LTE基地局建物設備工事 兵庫県

2116 住化加工紙 福島県

2117 稲沢市立平和中学校給食棟増築工事 愛知県

2118 消防学校教育管理棟他新築工事 和歌山県

2119 千代田区一番町計画 東京都

2120 ﾏﾙﾎ株式会社彦根工場治験薬製造棟建設工事 滋賀県

2121 岩淵変電所ＲＰＣ棟ほか１棟 新築その他工事建築設計作業 静岡県

2122 藤倉化成㈱佐野第一工場 栃木県
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2123 医療法人雄心会　新青森総合病院新築工事 青森県

2124 蔵王産業船橋営業所及び船橋配送ｾﾝﾀｰ増築工事 千葉県

2125 中山名古屋共同発電㈱殿　名古屋第二発電所 愛知県

2126 日亜化学工業㈱辰己工場TN9棟防水ｶﾞﾗﾘ改修工事 徳島県

2127 ㈱榎村鐵工所瀬戸本社工場増築工事 岐阜県

2128 竹原火力発電所第一瀬戸内荘新共用棟新築工事 広島県

2129 日亜化学工業辰巳TN8棟外壁改造工事（西面） 徳島県

2130 京都女子大学図書館新築工事 京都府

2131 福岡大学体育館施設新築工事 福岡県

2132 川島ﾋﾞﾙ「ﾄﾞｰﾐｰｲﾝPREMIUM東京小伝馬町」新築工事 東京都

2133 出雲養護学校整備（屋内運動場　建築）工事 島根県

2134 機動ｾﾝﾀｰ庁舎（庁舎棟）新築工事 栃木県

2135 八家川排水機場建築工事 兵庫県

2136 福島工業㈱滋賀工場ひのきが丘新倉庫新築工事 滋賀県

2137 千葉みなと病院新築工事 千葉県

2138 東京消防庁府中消防署 白糸台出張所（仮）庁舎（27）新築工事 東京都

2139 鹿野山無中（ENG)模様替工事 千葉県

2140 河内町立新設小中一貫校屋内運動場等建設工事 茨城県

2141 八剣ﾎﾟﾝﾌﾟ所建物整備工事 愛知県

2142 阿蘇伝送端局新築工事 熊本県

2143 特別養護学校東紀州くろしお学園（本校） 統合整備校舎棟ほか建築工事 三重県

2144 銀座ｲﾝｽﾞⅡ　2階ｶﾞﾗﾘ4期　改修工事 東京都

2145 厚木南公民館新築工事 神奈川県

2146 ｺｰｼｬﾊｲﾑ小松川一丁目EV機械室ｶﾞﾗﾘ改修工事 東京都

2147 岩国飛行場（H26）庁舎新設建築その他工事 広島県

2148 湯沢雄勝広域市町村圏組合熱回収施設整備事業 秋田県

2149 新菱工業株式会社平塚工場第一工場建替工事Ⅱ期 神奈川県

2150 秩父ﾋﾞﾙ新築工事 東京都

2151 宮城学院女子大学認定こども園 宮城県

2152 芽登第二発電所宇煙ﾀﾞﾑ予備電源室新築工事 北海道

2153 Ｈ２７ＰＴＡ４ＪＹＴＲＹ改築工事 （警視庁単身者待機城東警察署城東寮（27）改築工事） 東京都

2154 調布市立第二小学校体育館外壁及び屋根改修工事 東京都

2155 石狩湾新港発電所1号機新設工事のうち 発電所本館他新築工事（タービン建屋） 北海道

2156 佐賀県JA会館新築工事 佐賀県

2157 京都大学（浅口）付属天文台 高度天体観測研究施設新営その他工事 岡山県

2158 瀬戸内共同火力福山新2号向け ドライＦＯＧシステム実証試験用ルーバー 兵庫県

2159 木津川下流赤田川水門築造工事 京都府

2160 千葉市立小中台小学校校舎外壁改修工事 千葉県

2161 全農新宿ﾋﾞﾙ空調機設備更新工事 東京都

2162 DIC鹿島工場J-3改修工事 茨城県

2163 船橋市本町4丁目ﾃﾅﾝﾄﾋﾞﾙ計画新築工事 千葉県

2164 創価学会（新）本荘文化会館新築工事 秋田県



No. 工             事             名 納入場所

2165 小淵沢駅構内跨線橋改良その他工事 山梨県

2166 特別養護老人ﾎｰﾑ（仮）新ひよどり台ﾎｰﾑ新築工事 兵庫県

2167 岩国飛行場（H26）庁舎新設建築 その他工事（非常用発電機室） 広島県

2168 鎌倉消防署腰越出張所改築工事 神奈川県

2169 半田小学校体育館天井等改修 愛知県

2170 亀崎小学校体育館天井等改修 愛知県

2171 宮池小学校体育館天井等改修 愛知県

2172 長野発電所九頭竜寮新築工事（車庫） 福井県

2173 北斗変電所・今別変換所新設のうち 変換所本館（今別）新築工事 青森県

2174 鈴鹿亨栄学園整備計画（仮）新武道場新築工事 三重県

2175 ｷｬﾌﾟｽﾀﾝ改修工事 神奈川県

2176 北陸電力株式会社福井支店 物改良他工事のうち建物工事 福井県

2177 与論町新ごみ焼却処理施設建設工事 沖縄県

2178 KK GTG車転倒防止対策設計 東京都

2179 バングラデシュSirajganji向け ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ人民共和国

2180 太平洋ｾﾒﾝﾄ株式会社　上磯工場 北海道

2181 室町建物ﾋﾞﾙ建て替えに伴う設備支障移転工事 東京都

2182 北船橋給水場自家発棟建築工事 千葉県

2183 新丸山発電所風道ｶﾞﾗﾘ取替工事（含む関連除却） 石川県

2184 十日町市市民文化ﾎｰﾙ・十日町市中央公民館建築工事 新潟県

2185 平成27年度西部特別支援学校校舎棟新築（建築）工事 静岡県

2186 株式会社小林製作所ﾃｽﾄｺｰｽﾀｰ棟新築工事 静岡県

2187 舞鶴市環境衛生ﾌﾟﾗﾝﾄ建設工事 京都府

2188 金沢医科大学中央診療所建設工事 石川県

2189 須津認定こども園改築工事 静岡県

2190 麻溝台ﾘｻｲｸﾙｽｸｴｱ建設工事 神奈川県

2191 警視庁宿舎（文京区1）（16）建築改修その他工事 東京都

2192 山鹿北伝送端局新築工事 熊本県

2193 北斗変換所・今別変換所新設のうち バルブホール（北斗）新設工事 北海道

2194 ＨＰＳ（26）改築 （旧：警視庁八王子警察署庁舎（26）改築工事） 東京都

2195 群馬大学向け（ｳｪｻﾞｰﾙｰﾊﾞｰ） 神奈川県

2196 トヨタカローラ南茨城株式会社 取手ゆめみ野店新築工事 茨城県

2197 平成28年度屋内運動場改築等事業 大坂小学校屋内運動場改築工事（建築主体工事） 静岡県

2198 ﾌｪｲｽ株式会社増築工事 神奈川県

2199 千葉県栄特別支援学校 校舎棟外大規模改修他建築工事 千葉県

2200 町田市立山崎小学校ｶﾞﾗﾘ取替工事 東京都

2201 橋北ﾎﾟﾝﾌﾟ場耐震補強工事 三重県

2202 那珂瓦斯発電所建設工事 茨城県

2203 えひめ森林発電松山ﾊﾞｲｵﾏｽ発電所建設工事（ﾀｰﾋﾞﾝ棟） 愛媛県

2204 君津のｻｰﾋﾞｽ付高齢者住宅新築工事 千葉県

2205 青森県庁舎（南棟・東棟・会議棟） 耐震・長寿命化改修工事 青森県

2206 高知市東部総合運動場多目的ﾄﾞｰﾑ新築工事 高知県



No. 工             事             名 納入場所

2207 北部連携防災訓練施設等 整備事業本庁舎建築工事 沖縄県

2208 ひまわりの丘再整備事業　建築1期工事 岐阜県

2209 （仮称）堀川鮮魚㈱加工ｾﾝﾀｰ新築工事 新潟県

2210 豊岡斎場　火葬炉設備改修工事 兵庫県

2211 富山西ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院建設工事 富山県

2212 厚生関連施設設置工事 千葉県

2213 よたね公園整備工事（ﾄｲﾚ整備工事） 東京都

2214 熊谷市立男沼小学校屋内運動場建築工事 埼玉県

2215 天心聖教函館礼拝堂新築工事 北海道

2216 石狩市学校給食ｾﾝﾀｰ建設工事の内 建築主体工事（第2工区） 北海道

2217 ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ千歳増築工事 北海道

2218 村正運輸株式会社村正ｱﾙｶﾃﾞｨｱｵﾌｨｽﾋﾞﾙ新築工事 山形県

2219 函館本町地区優良建築物等 整備事業施設建築物新築工事 北海道

2220 函館駅前若松地区第一種市街地 再開発事業施設建築物新築工事 北海道

2221 札幌創世1.1.1区北1西1地区第一種市街地 再開発事業施設建築物新築工事 北海道

2222 江別第一小学校校舎等新築建築工事 北海道

2223 長野県厚生農業協同組合連合北信総合病院（増） 長野県

2224 北海道日野自動車本社・札幌支店建替工事 北海道

2225 矢崎総業北海道販売(株)新社屋新築工事 北海道

2226 ﾘﾁｳﾑ保管施設建屋他新築工事(ﾘﾁｳﾑ保管施設) 青森県

2227 富山高架駅部BL新築他2工事 富山県

2228 札幌創世1.1.1区北1西1地区第一種市街地 再開発事業施設建築物新築工事 北海道

2229 丸二ｻｯｼ工業㈱丹羽氏御依頼分 北海道

2230 ﾖｺﾚｲ京浜島物流ｾﾝﾀｰ新築工事 東京都

2231 札幌市中央区南1西1ﾎﾃﾙ計画新築工事 北海道

2232 ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備設置工事 宮城県

2233 奥清津発電所換気設備改修工事 新潟県

2234 縄文時遊館増築工事 青森県

2235 矢崎総業北海道販売㈱新社屋新築工事 北海道

2236 ｽｶｲﾆｾｺ新築工事 北海道

2237 西名古屋火力発電所7号系列資材倉庫新築ほか工事 愛知県

2238 港区芝1丁目計画新築工事 東京都

2239 九州大学（伊都）総合研究棟（農学系）新営工事 福岡県

2240 日亜化学工業　辰巳TN10-1棟危険物倉庫 徳島県

2241 大同信号㈱淺川事業所ﾘﾆｭｰｱﾙ計画 第二期（1）第二材料倉庫工事 福島県

2242 ﾒﾙｸPMM　TC-5　改修工事 静岡県

2243 北斗変換所・今別変換所新設のうち バルブホール（今別）新築工事 青森県

2244 富山産業展示館新展示場増築工事 富山県

2245 北國銀行旧香林坊支店解体・改修工事 石川県

2246 新宿三丁目国際ﾏﾝｼｮﾝﾋﾞﾙ建替計画 東京都

2247 日本圧着端子製造㈱大阪技術ｾﾝﾀｰB 大阪府

2248 石狩湾新港発電所1号機新設工事のうち ケーブル架台基礎他新設工事 北海道



No. 工             事             名 納入場所

2249 平成28年度中防外ｺﾝﾃﾅ埠頭建築施設新築工事 東京都

2250 旧上野ｵｰｸﾗﾋﾞﾙ新築工事 東京都

2251 富山西総合病院建設工事 富山県

2252 中遠ｶﾞｽ株式会社　新社屋建築工事 静岡県

2253 小淵沢駅合築駅本屋新築その他工事 山梨県

2254 関東ｴｺﾍﾟｯﾄ工場建設工事 茨城県

2255 東八幡平病院等増改築工事 岩手県

2256 湖南市立甲西中学校改築工事 滋賀県

2257 平成28年度朝日川第一発電所変電所建屋建築工事 山形県

2258 大田区西糀谷3丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 東京都

2259 元京都市立春日小学校跡地新校舎 （仮称）新築工事ただし、建築主体その他工事 京都府

2260 岡山市立鹿田小学校校舎耐震改修工事 広島県

2261 印旛沼二期農業水利事業吉高機場上屋建設工事 千葉県

2262 徳島職業能力開発促進ｾﾝﾀｰ 実習場建替その他建築工事 徳島県

2263 松山（27）隊庁舎等新設建築その他工事（1階） 愛媛県

2264 ｸﾞﾝｾﾞ㈱ﾒﾃﾞｨｶﾙ事業部綾部工場　新工場増築工事 京都府

2265 28-支-豊明団地集会所棟改修その他工事 愛知県

2266 札幌すすきのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事 北海道

2267 株式会社ｷﾝｸﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ一宮工場新築工事 愛知県

2268 株式会社泉工作所　苗代工場　新築工事 広島県

2269 株式会社塚谷刃物製作所　奈良工場　新築工事 奈良県

2270 日華化学株式会社　ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 福井県

2271 水産物鮮度保持施設設備工事 北海道

2272 学校法人穴吹学園専門学校 穴吹調理デザインビューティーカレッジ新築工事 徳島県

2273 博伸社ﾋﾞﾙ新築工事 東京都

2274 富士合成株式会社　結城新工場新築工事 茨城県

2275 SA岩槻ﾍｯﾄﾞｴﾝﾄﾞ 埼玉県

2276 旧佐田岬小学校原子力災害対策施設 整備工事（建築工事） 愛媛県

2277 日亜化学工業辰巳TN8棟外壁改造工事（3期） 徳島県

2278 銚子駅本屋新築工事 千葉県

2279 倉敷市立児島市民病院建築工事 岡山県

2280 今治市新ごみ処理施設整備・運営事業建築工事 愛媛県

2281 株式会社徳力本店久喜工場第1工場建替工事 埼玉県

2282 木曽広域連合ごみ焼却（熱回収）施設建設工事 長野県

2283 日本ﾀﾞﾑ株式会社　本社工場新築工事 福井県

2284 芦屋中央病院建設（1階）AB工区工事 福岡県

2285 第六十二回神宮式年遷宮記念・創建百五十年記念事業第一期工事本殿仮殿新築工事（儀式殿参集殿新築工事） 神奈川県

2286 与論町新ごみ焼却処理施設建設工事 沖縄県

2287 北谷B街区ﾎﾃﾙ新築計画 沖縄県

2288 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ㈱木更津ほたるの店新築工事 千葉県

2289 台東区上野7丁目PJ（FUNDES上野）新築工事 東京都

2290 四條畷市交野市清掃施設組合 新ごみ処理施設建設（ﾘｻｲｸﾙ施設棟）工事 大阪府
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2291 飯塚市立鎮西小中学校建設（2工区）工事 福岡県

2292 NAMBA EKIKAN PROJECT（第4期）D2棟設備工事 大阪府

2293 牧野ﾌﾗｲｽ精機株式会社本社屋新築工事 神奈川県

2294 ㈱杉浦木型ﾃﾞｻﾞｲﾝ開発ｾﾝﾀｰ新築工事 愛知県

2295 ADEKA富士工場（5類危険物倉庫） 静岡県

2296 輪島中学校建設工事（校舎棟・建築） 石川県

2297 体験型総合訓練施設新設工事 新潟県

2298 大沢野中学校体育館天井改修工事 富山県

2299 由比ガ浜こどもｾﾝﾀｰ建設工事 神奈川県

2300 清武局新築工事 千葉県

2301 十津川第一発電所発電機室屋根防水他 大阪府

2302 郡上市北部斎場建設工事 岐阜県

2303 中新川広域行政事務組合 中新川浄化ｾﾝﾀｰ建設工事その17 富山県

2304 石狩湾新港発電所1号機新設工事のうち 循環水ポンプ室上屋新築工事 北海道

2305 独立行政法人国立病院機構富山病院 外来診療棟等建替整備工事（建築二期） 富山県

2306 五所川原市新庁舎建設（建築）工事 青森県

2307 長岡火力発電所建設工事 新潟県

2308 大正ｽｶｲﾋﾞﾙ　千駄ヶ谷3丁目新築工事 東京都

2309 羅臼町立知床未来中学校建設工事（建築主体工事） 北海道

2310 駿河区下島倉庫新築工事 静岡県

2311 （仮称）石狩電源コージェネレーション設備工事 ＣＧＳプラント工事 北海道

2312 紫波町汚泥再生処理ｾﾝﾀｰ建設工事 岩手県

2313 独立行政法人国立病院機構 沖縄病院病棟等建替整備工事 沖縄県

2314 新城ﾋﾞﾙ倉庫新設工事（倉庫新設）（本体） 青森県

2315 H28（仮称）本郷地区新小学校建設工事 茨城県

2316 ﾀｶｵｶ化成工業株式会社第3工場増改築工事 岐阜県

2317 大久保小学校体育館天井改修工事 富山県

2318 上郷）第2鋳造工場ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ室新設工事 愛知県

2319 ｶﾀﾝｶﾞ州ﾙﾌﾞﾝﾊﾞｼ市国立職業訓練校整備計画 コンゴ民主共和国

2320 関東ｴｺﾍﾟｯﾄ工場建設工事（水処理施設棟） 茨城県

2321 勿来IGCC勿来発電所01系列01号機向け 福島県

2322 日進化学㈱橋本工場増築工事 和歌山県

2323 大谷鉄工所　淡路事業所　新築工事 大阪府

2324 村松興業㈱改修工事 東京都

2325 南部汚泥処理ﾌﾟﾗﾝﾄ焼却炉基礎その11工事 東京都

2326 大崎中学校区小中一体校体育館棟建設建築本体工事 新潟県

2327 ﾄﾖﾀ車体いなべ工場　TBK新工場建設工事 三重県

2328 北諏訪小学校改修工事 東京都

2329 国立市東2丁目計画新築工事 東京都

2330 松森ﾋﾞﾙ車庫新設工事 青森県

2331 株式会社黒野金属　苗代工場新築工事 広島県

2332 熊牛発電所本館予備電源室新築工事 北海道



No. 工             事             名 納入場所

2333 姫ノ井集落活動ｾﾝﾀｰ「姫の里」新築工事 高知県

2334 松江市立宍道小学校大規模改修3期（建築）工事 島根県

2335 株式会社大洋ｱﾚｽｺ新社屋新築工事 静岡県

2336 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

2337 長野電子工業㈱千曲工場改修工事 長野県

2338 （仮称）ﾃﾞｭｵ本社工場建設工事 静岡県

2339 川之江地域交流ｾﾝﾀｰ（仮称）新築工事 愛媛県

2340 株式会社ﾔﾏﾑﾗ倉庫袋井3号倉庫建設工事 静岡県

2341 大六福祉会伊勢原ﾎｰﾑ 神奈川県

2342 （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

2343 嘉瀬子内（発）本館屋根ﾄﾗｽ積雪対策工事 青森県

2344 日亜化学工業　辰巳TN8棟　外壁改造工事 徳島県

2345 平成28年度小田原漁港（新港西側地区） 水産物加工処理施設新築工事 神奈川県

2346 農水産業振興戦略拠点施設第1期工事（建築） 沖縄県

2347 広島ｻﾝｹｲﾋﾞﾙ建替ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ工事 広島県

2348 荒江保育園増築工事 福岡県

2349 中高一貫校給食施設建築工事 福井県

2350 ﾁｪﾘｵｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ滋賀工場倉庫棟増築工事 大阪府

2351 ｽｰﾊﾟｰｱﾙﾌﾟｽ南平店新築工事 東京都

2352 大阪市中央区糸屋町2丁目計画工事 大阪府

2353 （仮称）瀬良垣ﾎﾃﾙ事業 沖縄県

2354 石狩湾新港発電所1号機新設工事のうち 発電所本館他新築工事（排熱回収ボイラー建屋） 北海道

2355 平成28年度水産技術研究所等庁舎新築工事 静岡県

2356 ﾐｵｶ駐輪場ｶﾞﾗﾘ取付工事 神奈川県

2357 いわき市豊間中学校屋内運動場改築工事 福島県

2358 旭・裏館統合保育所建設工事 新潟県

2359 四国中央市市民文化ﾎｰﾙ新築工事 愛媛県

2360 霞ヶ浦緑地ﾃﾆｽ場整備工事 三重県

2361 みやま市ﾊﾞｲｵﾏｽｾﾝﾀｰ建設工事（生ごみ処理棟） 福岡県

2362 ひまわりの丘再整備事業建築2期工事 岐阜県

2363 ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃｨｱﾗ名古屋新築工事 愛知県

2364 七福の湯　稲毛店　新築工事 千葉県

2365 平成29年度　屋内運動場改築等事業 （明許繰越ほか）千浜小学校屋内運動場改築工事 静岡県

2366 平安会館氷室ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾙ新築工事 岐阜県

2367 電力中央研究所横須賀地区第二実験棟 神奈川県

2368 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ南茨城株式会社みどりの店新築工事 茨城県

2369 庁舎施設整備事業　掛合総合ｾﾝﾀｰ・ 交流ｾﾝﾀｰ建設（建築主体）工事 島根県

2370 Dﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ佐野Ⅱ新築工事 栃木県

2371 須賀川地方新ごみ処理施設　設計・建設工事（工場棟） 福島県

2372 石狩湾新港発電所1号機新設工事のうち 主要煙突新設工事（AG-1） 北海道

2373 川内川第一発電所本館換気設備更新工事 鹿児島県

2374 日本電気硝子㈱能登川事業場P＆P棟新築工事 滋賀県



No. 工             事             名 納入場所

2375 REPLACE ROOF AND SIDING AT A168 神奈川県

2376 北梅本幼稚園改築工事 愛媛県

2377 むさしの村ﾌｧﾐﾘｰ館改修工事 埼玉県

2378 竜飛1,2号機風力発電所 北海道

2379 相川鉄工岡部第三工場 静岡県

2380 能代火力発電所第3号機新設のうち 諸建屋新築工事(その1)（燃料ポンプ室） 秋田県

2381 H28年度高潮辰巳第二管理職員 住宅(仮称)新築工事 東京都

2382 銚子駅本屋新築工事 千葉県

2383 郡上市産業振興拠点施設建設工事 岐阜県

2384 豊橋工場ｶﾞﾗﾘ改修工事 愛知県

2385 ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備建設工事 宮城県

2386 平成29年度板野町立保育園調理室新築工事 徳島県

2387 早明浦発電所本館換気装置更新(建具改修)工事 高知県

2388 御前崎市役所西館放射線防護対策工事 静岡県

2389 室蘭市蘭東下水処理場電気設備工事25工事 北海道

2390 中部ｴｺ四日市工場防水ｶﾞﾗﾘ工事 愛知県

2391 神奈川ﾄﾖﾀ自動車㈱小田原店新築工事 神奈川県

2392 萩原（ENG）模様替工事 埼玉県

2393 学校法人横浜共立学園校舎等 再整備計画新校舎新築工事 神奈川県

2394 郡上市産業拠点施設建設工事 岐阜県

2395 岩国飛行場（H28）日用品売店新設等建築工事 山口県

2396 吹田会食所1号耐震補強他　工事 大阪府

2397 ㈱塚谷刃物製作所奈良工場増強工事 奈良県

2398 (仮称)であい橋ﾋﾞﾙ計画新築工事 福岡県

2399 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

2400 能代火力発電所第3号機新設のうち 諸建屋新築工事(その１) 秋田県

2401 学校法人東京医科大学新大学病院新築工事 東京都

2402 北部流域処理場汚泥消化棟建築工事 埼玉県

2403 ｺｰﾌﾟ東北ﾁﾗｼｾｯﾄｾﾝﾀｰ新築工事 宮城県

2404 西部浄水場防災倉庫・電気棟更新工事 埼玉県

2405 建（教）第6号の1　三島高校武道場新築外工事 愛媛県

2406 芳水小学校第1期校舎改築その他工事(1工区) 東京都

2407 上郷）第5機械北側集中ｸｰﾗﾝﾄ室改修工事 愛知県

2408 銀座ｲﾝｽﾞⅡ 2階ｶﾞﾗﾘ5期 改修工事 東京都

2409 浦和みその保育園新築工事 埼玉県

2410 H29営繕　城北高等学校徳・北田宮　屋外トイレ改築他 徳島県

2411 株式会社和光刃物研磨所移設工事 埼玉県

2412 高齢者総合福祉施設祝谷新築工事 愛媛県

2413 鹿島火力発電所2号機土木建築工事 茨城県

2414 鹿島火力発電所2号棟C工区土木建築工事【附属建屋】 茨城県

2415 平成28年度中防外ｺﾝﾃﾅ埠頭 建築施設新築工事<Ｙ２ＭＳ棟> 東京都

2416 学校法人金沢医科大学ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ棟建設工事 石川県



No. 工             事             名 納入場所

2417 REPLACE ROOF AND SIDING AT A168 神奈川県

2418 北梅本幼稚園改築工事 愛媛県

2419 むさしの村ﾌｧﾐﾘｰ館改修工事 埼玉県

2420 竜飛1,2号機風力発電所 北海道

2421 相川鉄工岡部第三工場 静岡県

2422 能代火力発電所第3号機新設のうち 諸建屋新築工事(その1)（燃料ポンプ室） 秋田県

2423 H28年度高潮辰巳第二管理職員 住宅(仮称)新築工事 東京都

2424 銚子駅本屋新築工事 千葉県

2425 郡上市産業振興拠点施設建設工事 岐阜県

2426 豊橋工場ｶﾞﾗﾘ改修工事 愛知県

2427 ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備建設工事 宮城県

2428 平成29年度板野町立保育園調理室新築工事 徳島県

2429 早明浦発電所本館換気装置更新(建具改修)工事 高知県

2430 御前崎市役所西館放射線防護対策工事 静岡県

2431 室蘭市蘭東下水処理場電気設備工事25工事 北海道

2432 中部ｴｺ四日市工場防水ｶﾞﾗﾘ工事 愛知県

2433 神奈川ﾄﾖﾀ自動車㈱小田原店新築工事 神奈川県

2434 萩原（ENG）模様替工事 埼玉県

2435 学校法人横浜共立学園校舎等 再整備計画新校舎新築工事 神奈川県

2436 郡上市産業拠点施設建設工事 岐阜県

2437 岩国飛行場（H28）日用品売店新設等建築工事 山口県

2438 吹田会食所1号耐震補強他　工事 大阪府

2439 ㈱塚谷刃物製作所奈良工場増強工事 奈良県

2440 (仮称)であい橋ﾋﾞﾙ計画新築工事 福岡県

2441 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

2442 能代火力発電所第3号機新設のうち 諸建屋新築工事(その１) 秋田県

2443 学校法人東京医科大学新大学病院新築工事 東京都

2444 北部流域処理場汚泥消化棟建築工事 埼玉県

2445 ｺｰﾌﾟ東北ﾁﾗｼｾｯﾄｾﾝﾀｰ新築工事 宮城県

2446 西部浄水場防災倉庫・電気棟更新工事 埼玉県

2447 建（教）第6号の1　三島高校武道場新築外工事 愛媛県

2448 芳水小学校第1期校舎改築その他工事(1工区) 東京都

2449 上郷）第5機械北側集中ｸｰﾗﾝﾄ室改修工事 愛知県

2450 銀座ｲﾝｽﾞⅡ 2階ｶﾞﾗﾘ5期 改修工事 東京都

2451 浦和みその保育園新築工事 埼玉県

2452 H29営繕　城北高等学校徳・北田宮　屋外トイレ改築他 徳島県

2453 株式会社和光刃物研磨所移設工事 埼玉県

2454 高齢者総合福祉施設祝谷新築工事 愛媛県

2455 鹿島火力発電所2号機土木建築工事 茨城県

2456 鹿島火力発電所2号棟C工区土木建築工事【附属建屋】 茨城県

2457 平成28年度中防外ｺﾝﾃﾅ埠頭 建築施設新築工事<Ｙ２ＭＳ棟> 東京都

2458 学校法人金沢医科大学ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ棟建設工事 石川県



No. 工             事             名 納入場所

2459 平成29年度二見港上屋新築及びその他工事 東京都

2460 東京国際空港西側電源局舎増築棟その他工事 東京都

2461 (仮)おきでん名護ﾋﾞﾙ新社屋建設工事 沖縄県

2462 (仮称)ｱｲ　ﾐｯｼｮﾝｽﾞ　ﾊﾟｰｸ　柏新築工事 千葉県

2463 川内川第二発電所ﾀﾞﾑ見張所ﾀ耐震補強工事 鹿児島県

2464 Project860施設建設工事 大阪府

2465 四国中央市新庁舎建設工事 愛媛県

2466 外苑前駅出入口2改良その他に伴う建築土木工事 東京都

2467 鷲尾岳風力発電事業 長崎県

2468 高速横浜環状北西線東方換気所新築工事（建築工事） 神奈川県

2469 港区南青山4丁目計画 東京都

2470 (仮称)ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾛｰﾗ岩槻新築工事 埼玉県

2471 東京大学目白台国際宿舎（仮称）新営工事 東京都

2472 （仮称）瀬良垣ﾎﾃﾙ事業(ｳﾞｨﾗ棟) 沖縄県

2473 ﾏﾂﾀﾞ千葉流通ｾﾝﾀｰ1階架装事務所改修工事 千葉県

2474 JXTGｴﾈﾙｷﾞｰ㈱大分製油所　防水ﾙｰﾊﾞｰ改修工事 大分県

2475 ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽﾊﾟｰｸ古河3ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 茨城県

2476 みつけｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｶﾞｰﾃﾞﾝ飲食物品販売施設建設工事 新潟県

2477 あゆみ製薬株式会社　瀬戸工場増築工事 愛知県

2478 上郷）第7機械東側集中ｸｰﾗﾝﾄ室改修工事 愛知県

2479 AKIM工場新築計画 埼玉県

2480 鷹栖地区住民ｾﾝﾀｰ改築事業工事 北海道

2481 （仮称）瀬良垣ﾎﾃﾙ事業(LNGｻﾃﾗｲﾄ) 沖縄県

2482 電力中央研究所　横須賀 神奈川県

2483 福島県新地町へのｶﾞｽ供給施設建設工事 福島県

2484 （仮称）瀬良垣ﾎﾃﾙ事業(ﾁｬﾍﾟﾙ) 沖縄県

2485 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

2486 中部ｴｺﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱DF倉庫改修工事 愛知県

2487 ｾﾝｺｰ㈱加須PDｾﾝﾀｰ二期新築工事 埼玉県

2488 ㈱吉野工業所　増改築工事 静岡県

2489 （仮称）瀬良垣ﾎﾃﾙ事業(駐車場・浄化槽) 沖縄県

2490 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

2491 大阪茨木ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事 大阪府

2492 ｱｽﾃﾗｽﾌｧｰﾏﾃｯｸ焼津技術ｾﾝﾀｰ 第2工作棟建設他工事 静岡県

2493 (仮称)R&Dｾﾝﾀｰ建設計画工事 神奈川県

2494 ﾔﾏﾀﾞｲ株式会社工場増築工事 栃木県

2495 ﾒｿﾞﾝ沼津 静岡県

2496 株式会社川口又治商店本社工場新築工事 神奈川県

2497 向島中学校区小中一貫教育校施設整備工事 ただし、建築主体その他工事 京都府

2498 日立物流陸上部ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ棟建設工事 千葉県

2499 KOA㈱西山工場　新工場棟建設工事 長野県

2500 東洋紡㈱敦賀事業所　NX-1建設工事 福井県



No. 工             事             名 納入場所

2501 三田小学校体育館新築工事 神奈川県

2502 石狩湾新港発電所1号機新設工事のうち 主要煙突新設工事 北海道

2503 三木警察署庁舎棟外建築工事 兵庫県

2504 岐阜日野自動車㈱板金塗装工場新築工事 岐阜県

2505 静岡呉服町第二地区第一種市街地 再開発事業施設建築物新築工事 静岡県

2506 稚内南小学校校舎増築工事（B工区） 北海道

2507 ﾘﾌﾞﾄﾞｩｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ貞光工場 徳島県

2508 高速横浜環状北西線東方換気所新築工事 神奈川県

2509 (仮称)日立オートモティブシステムズ株式会社 福島事業所研究開発棟及び第5工場棟建設工事 福島県

2510 大聖寺変電所　配電用変圧器増設のうち建物増築工事 石川県

2511 中田井浄水場等更新整備・運営事業 愛媛県

2512 南部ｽﾗｯｼﾞﾌﾟﾗﾝﾄ前処理棟建物改良工事 東京都

2513 NGKｵﾎｰﾂｸ株式会社新第1工場新築工事 北海道

2514 井上製氷冷蔵八女第2物流ｾﾝﾀｰ新築工事 福岡県

2515 (仮称)渋谷区神宮前3丁目計画新築工事 東京都

2516 橋立浄水場機械･電気計装設備等 更新(管理棟築造工事)工事 埼玉県

2517 エム･ピーエム･王子ホームプロダクツ㈱ 家庭紙製造設備建設工事 青森県

2518 中央大学分 神奈川県

2519 (仮称)ﾀﾞｲﾜﾛｲﾔﾙ有明南K区画計画 東京都

2520 大崎広域消防本部・古川消防署建設工事（建築工事） 宮城県

2521 君津独身寮新設工事(その5)大和田独身寮新設 千葉県

2522 千住金属工業㈱草加事業所新工場新築工事 埼玉県

2523 平成29年度川原小学校体育館 大規模改修・構造保全工事 静岡県

2524 伊勢崎市第4期最終処分場浸出水処理施設建設工事 群馬県

2525 香川県･高松市動物愛護ｾﾝﾀｰ(仮称)建築工事 香川県

2526 平成29年度長田北小学校体育館 大規模改修・構造保全工事 静岡県

2527 (仮称)札幌駅北口ﾎﾃﾙ計画新築工事 北海道

2528 田浦(29)倉庫新設建築追加工事 神奈川県

2529 (仮称)三井住友銀行自由が丘ﾋﾞﾙ建替計画 東京都

2530 28土111-001号南貞山運河南水門ｹﾞｰﾄ上屋新築工事 富山県

2531 ﾌﾞｲﾃｯｸｽS棟新築工事 茨城県

2532 中学校校舎棟整備事業 箱根中学校校舎等長寿命化改良工事 神奈川県

2533 伊豆高原（ゆうゆうの里）ｹｱｾﾝﾀｰ新棟 新築・診療所建替え工事 静岡県

2534 旭硝子㈱相模工場 茨城県

2535 茂原火力発電所建設工事 千葉県

2536 三菱ふそうトラック･バス㈱ 川崎製作所ガスエンジン発電所設備工事 茨城県

2537 児童発達支援ｾﾝﾀｰあけぼの学園移転整備工事 三重県

2538 株式会社ｱｸﾞｻｽ松山本社移転新築工事 愛媛県

2539 安取雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ場建築工事 兵庫県

2540 北部浄水場着水井及び薬品混和池建設主体工事 愛知県

2541 ｺﾞｰﾙ米子工場　防水ｶﾞﾗﾘ追加工事 鳥取県

2542 ｶﾈｽｴ豊田食品工場新築工事 愛知県



No. 工             事             名 納入場所

2543 28つくば市ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ建設工事 茨城県

2544 創価学会牧口記念墓地公園建築工事 新潟県

2545 京都大学(潮岬)防災研究所 附属流域災害研究ｾﾝﾀｰ 和歌山県

2546 水産種苗生産施設事業工事 北海道

2547 ナショナルトレーニングセンター 拡充棟(仮称)新営その他工事 東京都

2548 第十三中学校改修 東京都

2549 DHCﾋﾞｰﾙ新工場増設計画 静岡県

2550 東京大学目白台国際宿舎(仮称)新営工事 東京都

2551 SKCｽﾊﾞﾙ研究ｾﾝﾀｰ 栃木県

2552 (仮称)体育館等複合施設建設工事 愛知県

2553 ごぼうの郷改修工事 和歌山県

2554 千葉市地方卸売市場 (仮称)流通ｾﾝﾀｰ棟建設工事 千葉県

2555 高浜発電所　緊急時対策所（免震事務棟） 設置工事のうち建物工事 福井県

2556 東通村立中学校放射線防護対策工事 青森県

2557 日糧製ﾊﾟﾝ㈱ﾃﾞﾘｶ棟増築工事 北海道

2558 統合中学校建設工事　建築主体(校舎･渡り廊下棟) 北海道

2559 飛騨変換所新設の内土木・建築工事（本館） 岐阜県

2560 北洋銀行　豊平支店改築工事 北海道

2561 札幌創世111区北1西1地区第一種市街地 再開発事業施設建築物新築工事 北海道

2562 大飯発電所　緊急時対策所（免震事務棟） 設置工事のうち建物工事 福井県

2563 平成29年度中央小学校改築主体工事 北海道

2564 旭川空港ﾋﾞﾙ㈱旅客ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ国際線増築工事 北海道

2565 名寄法務総合庁舎新営(建築)工事 北海道

2566 帯広第2地方合同庁舎新営16建築工事 北海道

2567 大間原子力発電所新設工事定検事務所新築工事 青森県

2568 (仮称)新小千谷浄水場建設工事 新潟県

2569 神田税務署（17）建築改修その他工事 東京都

2570 (仮称)椎の森火力発電所建設工事 千葉県

2571 学校法人東京医科大学新大学病院新築工事 東京都

2572 (仮称)松木ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 東京都

2573 筏川取水場特高受変電設備棟築造工事 愛知県

2574 (仮称)仙台駅前USﾋﾞﾙ新築工事 宮城県

2575 (仮称)ﾆｾｺﾋﾞﾚｯｼﾞﾋﾉﾃﾞﾋﾞﾙ1期計画 北海道

2576 銀座ｲﾝｽﾞⅡ　2階ｶﾞﾗﾘ6期　改修工事 東京都

2577 新三番町ﾋﾞﾙ(仮称)新築建築工事 愛媛県

2578 牧野ﾌﾗｲｽ精機株式会社本社屋新築工事(3期) 神奈川県

2579 平成29-30年度横瀬川ﾀﾞﾑ管理棟建築工事 高知県

2580 北ｶﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟ新社屋建設工事 北海道

2581 岩出市民ﾌﾟｰﾙ新築工事 和歌山県

2582 ﾊﾋﾞｯｸｽ株式会社　海津工場増築工事 岐阜県

2583 KATURA　BLD新築工事 東京都

2584 沖縄給油施設新社屋新築工事 沖縄県



No. 工             事             名 納入場所

2585 大村醤油㈱新工場新築工事 静岡県

2586 大阪有機化学工業株式会社金沢工場研究棟増築工事 石川県

2587 ｶﾇｰ･ｽﾗﾛｰﾑ会場ろ過施設新築工事 東京都

2588 旧八王子支社改修工事 東京都

2589 東西線南砂町駅出入口3改良建築工事 東京都

2590 玉川第二発電所本館新築工事 山形県

2591 横浜特高配電所新築その他（その2）工事 神奈川県

2592 大黒ふ頭客船受け入れ施設第2期新築工事 神奈川県

2593 あわら北潟風力発電所 福井県

2594 垂井町浄化ｾﾝﾀｰ建設工事その7 岐阜県

2595 島根島津㈱C棟他建設工事 島根県

2596 見沼区片柳地区消防署建設（建築）工事 埼玉県

2597 平成30年大河内小中学校体育館大規模改修･構造保全工事 静岡県

2598 株式会社北勝水産栄浦工場新築工事 北海道

2599 (仮称)S1E3ﾋﾞﾙ新築工事 北海道

2600 ﾅﾁｭﾗﾙｺｽﾒﾃｨｯｸｽ八潮工場新築工事 埼玉県

2601 大間原子力発電所ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞｺｱ倉庫A棟 青森県

2602 大間原子力発電所ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞｺｱ倉庫B棟 青森県

2603 (仮称)神奈川大学横浜ｷｬﾝﾊﾟｽ30号館新築工事 神奈川県

2604 神田税務署（17）建築改修その他工事 東京都

2605 いなべ市立新員弁東保育園新築工事 三重県

2606 ﾕｰﾗｽ江差ｳｲﾝﾄﾞﾌｧｰﾑ 福井県

2607 (仮称)新工場新築工事 和歌山県

2608 (仮称)株式会社ｷﾝｸﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　一宮工場2期工事 愛知県

2609 群馬電工㈱高崎営業所新築工事 群馬県

2610 高松港香西(西)地区緑地管理棟(仮称)新築工事 香川県

2611 下地島空港旅客ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業計画 沖縄県

2612 飛騨変換所新設の内土木・建築工事 岐阜県

2613 平成29年度浜松市立江西中学校第2期解体工事 静岡県

2614 ちば野菊の里浄水場（第2期）高度浄水処理施設築造工事（中間ﾎﾟﾝﾌﾟ棟） 千葉県

2615 橘湾火力発電所ｻｰﾋﾞｽﾋﾞﾙ制震補強改修工事 徳島県

2616 瀬良垣ﾎﾃﾙ台風24号被害復旧工事 沖縄県

2617 銀座ｲﾝｽﾞ3　1階　改修工事 東京都

2618 NOK㈱二本松事業場新棟建設工事【第7棟BPS棟】 福島県

2619 駿河西病院、焼津ｹｱｾﾝﾀｰ増改築工事 静岡県

2620 竹原火力新1号機設備更新工事1号運炭電気室新築工事 広島県

2621 樽町ﾎﾟﾝﾌﾟ場第一施設改築工事 東京都

2622 北数寄屋橋ﾋﾞﾙ改修工事 東京都

2623 横浜共立学園本校改修(保全および耐震補強)工事 神奈川県

2624 (仮称)木徳神糧桶川工場玄米保管倉庫増築工事 埼玉県

2625 ｶﾈｽｴ豊田食品工場新築工事 愛知県

2626 橘湾・石炭ｻｲﾛ排気設備補修工事【A2ｻｲﾛ】【B2ｻｲﾛ】 徳島県
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2627 能代火力発電所第3号機新設のうち諸建屋新築(その4)3号機ｸﾘﾝｶﾀﾝｸ室 秋田県

2628 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

2629 NHK新札幌放送会館建設工事 北海道

2630 上郷)第7機械南東暖房機械室ｶﾞﾗﾘ設置工事 愛知県

2631 新美南吉記念館 愛知県

2632 松田新田浄水場ﾎﾟﾝﾌﾟ室修繕工事 栃木県

2633 平成28～32年度 妙琴浄水場(管理棟･浄水池)築造工事 長野県

2634 富田製薬㈱本社 QCｾﾝﾀｰ新築工事 徳島県

2635 品川駅構内保守基地車庫新設他 東京都

2636 (仮称)兵庫ﾄﾖﾀ自動車㈱ﾚｸｻｽHAT神戸増改修工事 兵庫県

2637 寿屋ﾌﾛﾝﾃ㈱中部工場新築工事 三重県

2638 西脇ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ店舗工事 静岡県

2639 竹原火力新1号機設備更新工事新1号機貯炭場電気室新築工事 広島県

2640 松阪市北部学校給食ｾﾝﾀｰ整備事業 三重県

2641 新大久保駅ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ施設他工事 東京都

2642 ㈱ﾘﾌﾞﾄﾞｩｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ徳島三野工場2棟加工室空調設備更新(新設)工事 徳島県

2643 東御清翔高校小体育館建築ほか工事 長野県

2644 ひかり保育園改築工事 新潟県

2645 ｲｰｽﾄ21 3階PDIｵﾌｨｽ入居工事 東京都

2646 平成30年度御前崎船主事業協同組合加工施設建設工事 静岡県

2647 田無庁舎市民広場解体等工事 東京都

2648 銀座ｲﾝｽﾞ2　2階ｶﾞﾗﾘ7期　改修工事 東京都

2649 (仮称)第2斎場新築工事 千葉県

2650 竹原火力新1号機設備更新工事ﾎﾞﾝﾍﾞ庫 広島県

2651 竹原火力新1号機設備更新工事新1号機屋内貯炭場付属建屋新築工事 広島県

2652 (仮称)楽農ﾚｽﾄﾗﾝ新築工事 香川県

2653 高松赤十字病院新東館(仮称)建築等工事 香川県

2654 中間北局新築工事 千葉県

2655 中設楽浄水場導水ﾎﾟﾝﾌﾟ場発電室築造及び電気計装設備工事 愛知県

2656 麻布山善福寺　外部ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置工事 東京都

2657 U350第2工場計画 千葉県

2658 南数寄屋ﾋﾞﾙ2階　第1空調ﾘﾀｰﾝ室改修工事 東京都

2659 東洋紡㈱敦賀事業所　TFC棟建設工事 福井県

2660 大田市衛生処理場 島根県

2661 JA北越後本店新築工事 新潟県

2662 綱島変電所追加工事の内　能美防災㈱様依頼工事 埼玉県

2663 (仮称)ｼﾞｬｸｴﾂ本社　整備計画 福井県

2664 ㈱日立ｼｽﾃﾑｽﾞ湘南ｵﾌｨｽ66kV特別高圧受変電建設工事 神奈川県

2665 (仮称)大田区平和島ﾕｰｽｾﾝﾀｰ増築及び大規模改修工事 東京都

2666 松山市千舟町ﾋﾞﾙ新築工事 香川県

2667 みな穂農協上原乾燥調整施設再編工事 富山県

2668 舂米発電所ﾘﾆｭｰｱﾙ事業のうち発電所建屋改修工事(建築)工事 鳥取県
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2669 (仮称)山中病院新築工事 東京都

2670 江東区立扇橋小学校校舎増築その他改修工事 東京都

2671 大中山小学校ﾌﾟｰﾙ棟新築･交流広場整備工事 北海道

2672 相川鉄工岡部工場屋外機械室設置工事 静岡県

2673 AWAJI PJ新築工事 大阪府

2674 ｳｼｵ電機㈱御殿場事務所ｴｺｽﾃｰｼｮﾝ改修工事 静岡県


