
Ｐ.1

２００６年 ひたちなかモール棟　柱加工 日本設計・大本組東京本社一級建築士事務所 大本組 １１２　ｔ

㈱タカギセイコー高岡工場　柱加工 塩谷建設一級建築士事務所 塩谷建設 １０９　ｔ

金沢駅前開発ビル　柱加工 大林組本店一級建築士事務所 金沢駅前ビル新築工事JV ８３４　ｔ

ホクト㈱赤沼きのこセンター　柱加工 宮本忠長建築設計事務所 守谷商会 １１２　ｔ

MMC-Y-H棟　柱加工 戸田建設大阪支店一級建築士事務所 戸田建設 ３８５　ｔ

けやきウォーク前橋　新築工事 鹿島建設一級建築士事務所 鹿島建設 ２８００　ｔ

スーパーレックス春日部TC棟　柱加工 中央設備エンジニアリング 古郡建設 １４２　ｔ

春日町ケアセンター　柱加工 中島建築事務所 飛島建設 ３５０　ｔ

リバーサイドプラザ千秋　新築工事 鹿島建設一級建築士事務所 鹿島建設 １５００　ｔ

大阪南港ロジステックセンター　柱加工 川鉄橋梁鉄構 川鉄橋梁鉄構 ２００　ｔ

タッセイ社屋　柱加工 センボー設計 木下工業 １４０　ｔ

FMC-C棟　柱加工 戸田建設大阪支店一級建築士事務所 戸田建設 ３５０　ｔ

中国木材関東事業所　柱加工 アップストリームコンストラクション 川田工業 １６０　ｔ

ベルーナ宇都宮　柱加工 川鉄橋梁鉄構 間組 ３５０　ｔ

（仮称）川崎浮島物流倉庫　柱加工 東亜建設工業一級建築士事務所 東亜建設工業 ３５０　ｔ

ホクト㈱上田きのこセンター　柱加工 宮本忠長建築設計事務所 守谷商会 ４００　ｔ

２００７年 ㈱不二越走行モーターⅠ期　新築工事 田村・水落設計 戸田建設 １３５０　ｔ

有料老人ホームめぐみ　柱加工 エーアン・テイ 金谷工務店 １３３　ｔ

年　　度 設計/監理者 元　　請 製作重量工　　事　　名　　称

年　　度 設計者 施工業者 製作重量工　　事　　名　　称
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２００７年 ㈱タカギセイコー浜北工場　柱加工 釜慶鉄工一級建築士事務所 中越・釜慶鉄工JV ３１０　ｔ

三晶MEC富山工場　柱加工 タムラ建築設計事務所 竹鼻・古栃建設JV ２５０　ｔ

甲府総合現業事務所　柱加工 ジェイアール東日本建築設計事務所 鉄建建設 １５０　ｔ

㈱不二越走行モーターⅡ期　新築工事 ビートープ設計事務所 戸田建設 １１５０　ｔ

輸送サービスセンター（富山県トラック会館）　柱加工 平澤建築行政研究所・押田建築設計事務所ＪＶ 東急建設 ９０　ｔ

新潟ポリマー西工場　柱加工 渡辺建築事務所 鹿島・谷村建設JV １７６　ｔ

積水ハウス富山支店　柱加工 佐藤工業一級建築士事務所 佐藤工業 ５６　ｔ

中越精機㈱プレス工場　柱加工 林建設工業一級建築士事務所 林建設工業 １１３　ｔ

イオン大高ショッピングセンター　柱加工 山崎建設一級建築士事務所 山崎建設 ３００　ｔ

イオン千葉ニュータウンSC南棟　柱加工 安藤建設一級建築士事務所 安藤建設 １１３　ｔ

音羽電機試験センター　柱加工 ＮＴＴファシリティーズ一級建築士事務所 大林組 １５０　ｔ

センター南駅前ビル　柱加工 イチケン イチケン ９８　ｔ

東日本橋Ⅰプロジェクト　柱加工 C.R.A建築計画 佐藤工業 １００　ｔ

東戸塚駅西口駅前タワー　柱加工 類設計室 熊谷組 １２０　ｔ

アジア運輸寒川倉庫　柱加工 大豊建設一級建築士事務所 大豊建設 １２０　ｔ

ライン精工　柱加工 走坂建築設計事務所 石黒建設 １６０　ｔ

日立建機㈱常陸那珂　柱加工 日立建設設計 大林・東亜・株木JV ５５　ｔ

東レ㈱石川工場北棟　柱加工 東レ建設 竹中工務店 １５５　ｔ

年　　度 設計/監理者 元　　請 製作重量工　　事　　名　　称
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２００７年 新湊消防署庁舎　新築工事 創建築事務所 塩谷・赤井建設JV ３８０　ｔ

神田須田町CBF計画　柱加工 シンヤ設計 古久根建設 １７０　ｔ

２００８年 福山通運㈱東京北支店　柱加工 五洋建設 五洋建設 ２４０　ｔ

YKKAｐ黒部製造所新梱包ライン棟　新築工事 第一建設一級建築士事務所 第一建設 ６０　ｔ

トナミ運輸㈱川崎支店倉庫棟　柱加工 廣瀬与志雄建築設計事務所 川田工業 ５７０　ｔ

ラザウォーク甲斐双葉　柱加工 安藤建設一級建築士事務所 安藤建設 ２００　ｔ

府中片町３丁目計画　新築工事 日本設計 三井住友建設 ４５０　ｔ

日本通運㈱大阪支店OSSプロジェクト　柱加工 大林組本店設計部 大林組 ２６５　ｔ

ワンダーシテイ　柱加工 石川島建材工業一級建築士事務所 石川島建材工業 ７０５　ｔ

嶺北センター　柱加工 藤田建築設計事務所 飛島建設 ５９　ｔ

タカギセイコー㈱浜松工場　柱加工 釜慶鉄工一級建築士事務所 中越・釜慶鉄工JV ２６５　ｔ

沢井製薬㈱三田工場　柱加工 フジタ大阪支店一級建築士事務所 フジタ １４５　ｔ

トヨタトヨペット横浜　柱加工 深沢義昭設計事務所 三木組 １０４　ｔ

富国生命ビル　柱加工 清水建設一級建築士事務所 清水建設 １９４　ｔ

荏原製作所富津事業所　新築工事 清水建設一級建築士事務所 清水建設 ７５　ｔ

㈱NTN宝達志水製作所　柱加工 前田建設工業一級建築士事務所 前田建設工業 ４４　ｔ

パナソニック㈱セミコンダクター砺波　柱加工 大林組東京本社一級建築士事務所 大林組 １４５　ｔ

金沢尾山町オフィス計画　柱加工 清水建設一級建築士事務所 清水建設 ２００　ｔ

年　　度 設計/監理者 元　　請 製作重量工　　事　　名　　称
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２００８年 富国生命ビル　梁加工 清水建設一級建築士事務所 清水建設 ２４０　ｔ

２００９年 無機部電炉精品CR9・３０００トンタンク上屋　柱加工 デンカエンジニアリング 佐藤工業 １５０　ｔ

新南清掃工場　新築工事 神鋼環境ソリューション 竹中工務店 ３５０　ｔ

ＪＵＫＩ㈱屋上設備架台　新築工事 日本設計 西松建設 ２６０　ｔ

セレモニーホール高岡移転新築工事　 中川建築設計事務所 アルカスコーポレーション ３００　ｔ

野手埋立処分所　新築工事 中部設計・神鋼環境ソリューション ㈱中部設計・神鋼環境ソリューションJV ５５　ｔ

川越市新清掃センター草木類資源化施設　新築工事 久米設計 川口土木建築工業 １８０　ｔ

大井埠頭　柱加工 JFEエンジニアリング ＪＦＥエンジニアリング １３０　ｔ

日本電気硝子㈱能登川事業所　柱加工 鹿島建設一級建築士事務所 大成建設 １０９　ｔ

２０１０年 ㈱群馬県食肉卸売市場　小動物棟施設整備工事２期工事 全農群馬一級建築士事務所 関東建設工業 １２８０　ｔ

ダイセーエブリー二十四㈱白山ハブセンター新築工事　　　　柱加工 石黒建設一級建築士事務所 石黒建設 ６０　ｔ

アリオ上田　新築工事 大林組一級建築士事務所 大林組 　４００　ｔ

金沢医科大学氷見市民病院新築工事　柱加工 山下設計 フジタ 　５０６　ｔ

リードケミカル㈱テープ剤工場新築工事 タムラ設計 鹿島建設 　２３１　ｔ

ネッツトヨタノヴェルとやま（株）高岡戸出店改修 エイチ設計 アルカスコーポレーション 　７２　ｔ

（仮称）イオン北関東RDC　柱加工 大林組一級建築士事務所 大本組 １５７　ｔ

２０１１年 ㈱群馬県食肉卸売市場　小動物棟施設整備工事３期工事 全農群馬一級建築士事務所 関東建設工業 ７８０　ｔ

加賀東芝エレクトロニクス㈱317号動力建屋新築建築工事 東芝　製作企画部　設計担当 鹿島建設 ４２０　ｔ

年　　度 設計/監理者 元　　請 製作重量工　　事　　名　　称
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２０１１年 （仮称）新橋駅前計画　柱加工 清水建設一級建築士事務所 清水建設 ４３５　ｔ

立山電化工業㈱第２工場めっきライン架構補強工事 エイチ設計 アルカスコーポレーション １０　ｔ

富山ダイハツ販売（仮称）高岡南店改修工事 エイチ設計 アルカスコーポレーション １５　ｔ

吹田（信）鉄道倉庫他新築工事 交建設計 清水建設 ２２０　ｔ

東芝ﾓﾊﾞｲﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ（株）新工場新築工事・特高変電室鉄骨 東芝　製作企画部　設計担当 鹿島建設 ５５　ｔ

東芝ﾓﾊﾞｲﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ（株）新工場新築工事・外調機架台鉄骨 東芝　製作企画部　設計担当 鹿島建設 １００　ｔ

ファナック（株）新ロボット工場建設工事　柱加工 富士一級建築士事務所 東急建設 ４８９　ｔ

第一ファインケミカル（株）２１工場新築工事　柱加工 前田建設工業一級建築士事務所 前田建設工業 ２９６　ｔ

（株）日立製作所　情報・通信システム社　ソフトウェア事業部　事務所棟新築工事　柱加工 日立建築設計 鹿島建設 ４５０　ｔ

新和さみどり保育園新築工事　柱加工 走坂建築設計事務所 鹿島建設 ６０　ｔ

住友倉庫東京支店　羽生アーカイブセンター 鹿島建設一級建築士事務所 鹿島建設 ２２５　ｔ

２０１２年 （仮称）南青山三丁目１番地計画　柱加工 東急設計コンサルタント 清水建設 ３３０　ｔ

セレモニーホール黒部新築工事 吉村建築事務所 アルカスコーポレーション １７５　ｔ

（仮称）ＳＧＨロジスティクス柏新築工事　柱加工 久米設計 フジタ ２５５　ｔ

日立建機㈱霞ヶ浦総合研修所増改築工事　柱加工 日立建築設計 清水建設 ６６　ｔ

セレモニーホール魚津増築改修工事 吉村建築事務所 アルカスコーポレーション ３７　ｔ

シャープ宇都宮ビル建替計画 清水建設一級建築士事務所 清水建設 １４７　ｔ

日本車両リサイクル㈱本社工場建設工事　柱加工 押田建築設計事務所 清水建設 １１７　ｔ

年　　度 設計/監理者 元　　請 製作重量工　　事　　名　　称
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２０１２年 日医工㈱Pyramid棟建設工事　柱加工 千代田テクノエース 佐藤工業 １７８　ｔ

（仮称）グレイ美術事務所新築工事 辻建設一級建築士事務所 辻建設 ９０　ｔ

ファナック㈱筑波工場　第三組立工場新築工事　柱加工 富士一級建築士事務所 東急建設 ３４４　ｔ

（仮）コメリ茨城流通センター　柱加工 佐藤雅彦建築設計室 ＪＦＥシビル ９５　ｔ

やすらぎの里凛花園新築工事 アルカス設計 アルカスコーポレーション １５０　ｔ

富山トヨタ自動車㈱フォルクスワーゲン富山中央新築工事 ビートープ設計 アルカスコーポレーション ２００　ｔ

㈱椿本チエイン埼玉工場　柱加工 フジタ一級建築士事務所 フジタ ３１９　ｔ

前田薬品工業㈱新工場建設工事　柱加工 三四五建築研究所 近藤建設 ３０　ｔ

㈱ＬＩＸＩＬ小矢部材料工場　増設工事（押出工場）　柱加工 渡辺建築事務所 大林組 ８５　ｔ

２０１３年 ファナック㈱忍野工場新DDR工場建設工事　柱加工 富士一級建築士事務所 東急建設 ５１０　ｔ

SGリアルティ柏MLT2建設工事　柱加工 久米設計 フジタ ２４０　ｔ

㈱Paltac新RDC北陸流通加工場新築工事 大林組一級建築士事務所 大本組 １０４　ｔ

セレモニーホール新港新築工事 吉村建築事務所 アルカスコーポレーション ２１０　ｔ

カンダホールディングス久喜物流センター新築工事　柱加工 創元設計 フジタ ２５０　ｔ

ﾃﾞｨｰ・ｴｽ・ｹｲ本社事務棟建替計画 清水建設一級建築士事務所 清水建設 ９０　ｔ

稲葉記念館新築工事　柱加工 大成建設一級建築士事務所 大成建設 ２５　ｔ

八雲迎賓館新築工事　柱加工 走坂建築設計事務所 石黒建設 ９５　ｔ

合同資源産業㈱HIﾏﾙﾁﾌﾟﾗﾝﾄ建設工事　柱加工 清水建設一級建築士事務所 清水建設 ４２　ｔ

年　　度 設計/監理者 元　　請 製作重量工　　事　　名　　称
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２０１３年 富山トヨペットGスクエア稲荷店新築工事 エイチ設計 アルカスコーポレーション ２５０　ｔ

（仮称）オーケー立川富士見店新築工事　柱加工 村中建設一級建築士事務所 村中建設 １４２　ｔ

㈱グラフィック竹田第三工場新築工事　柱加工 燦一級建築事務所 藤木工務店 ２４３　ｔ

（仮称）100満ボルト金沢直江店新築工事　柱加工 ウイルビー ウィルビー １００　ｔ

金沢駅第三NKビル新築工事　柱加工 大鉄工業 大鉄工業 １３０　ｔ

（仮称）神田駅前ビル新築工事 森田建築設計事務所 松村組 １２８　ｔ

シブヤマシナリー㈱津幡組立工場建設工事　柱加工 長村建築事務所 大林組 ３９７　ｔ

２０１４年 （仮）芝浦二丁目計画A棟　柱加工 清水建設一級建築士事務所 清水建設 ２２８　ｔ

金沢医科大学　医学教育棟建設工事　柱加工 中島建築設計 大林組 ４５５　ｔ

（仮称）イオン多摩平の森新築工事　柱加工 大林組一級建築士事務所 大林組 ２６６　ｔ

（仮称）ビバモールさいたま新都心新築工事　柱加工 鴻池組一級建築士事務所 鴻池組 ８８０　ｔ

（仮称）山上ビル南館新築工事 コスモイニシア一級建築士事務所 鴻池組 ４００　ｔ

（仮称）ユニー大口ビル新築工事　柱加工 伊藤建築設計事務所 木内建設 １１６　ｔ

富山トヨペット㈱Gスクエアインター店新築工事（１期） エイチ設計 アルカスコーポレーション ２３５　ｔ

（仮称）㈱宝幸ロルフ大和プラント新築工事　柱加工 足利設計 鹿島建設 ２５７　ｔ

アイシン・エイ・ダブリュ工業㈱池ノ上工場新築工事　柱加工 アイシン開発 清水建設 １２８　ｔ

（仮称）PaltacRDC埼玉流通加工場新築工事　柱加工 大林組一級建築士事務所 大本組 １０５　ｔ

（仮称）東上野二丁目計画　柱加工 清水建設・日立建築設計　設計ＪＶ 清水建設 ４５８　ｔ

年　　度 設計/監理者 元　　請 製作重量工　　事　　名　　称



Ｐ.8

２０１４年 （仮称）上野3丁目ビル計画 Ｊ・フロント建装 J・フロント建装 １７０　ｔ

２０１５年 片町A地区第一種市街地再開発事業施設　柱加工 アール・アイ・エー 清水建設 １６６　ｔ

YKK㈱工機技術本部　ファスナー専用機械部品工場　柱加工 竹中工務店一級建築士事務所 竹中工務店 １７５　ｔ

富士電機㈱東京工場　新棟１号館建設工事　柱加工 富士電機一級建築士事務所 東急建設 ２３３　ｔ

小松ウオール工業㈱加賀工場第一期工事　柱加工 清水建設一級建築士事務所 清水建設 ７６　ｔ

（仮称）ファナック㈱信頼性評価棟　柱加工 富士一級建築士事務所 東急建設 ４８２　ｔ

富士重工業㈱東京事業所　技術3号館　柱加工 ＹＯＵ＆ＹＯＵ建築設計 浅沼組 ３５９　ｔ

（仮称）Dプロジェクト有明Ⅰ新築工事　柱加工 大和ハウス工業一級建築士事務所 大和ハウス工業 ２３２　ｔ

ファナック㈱壬生工場計画　第2サーボモータ工場　柱加工 東急建設一級建築士事務所 東急建設 １３０４　ｔ

富山県立中央病院新棟新築工事　柱加工 内藤建築事務所 佐藤工業 ２５０　ｔ

メディセオ埼玉ＡＬＣ新築工事　柱加工 大本組一級建築士事務所 大本組 ２５０　ｔ

２０１６年 （仮称）ＤＰＬ川崎夜光新築工事　柱加工 大和ハウス工業一級建築士事務所 大和ハウス工業 １５０　ｔ

KMM-E棟建築工事　柱加工 戸田建設一級建築士事務所 戸田建設 ５８０　ｔ

千葉市中央区中央四丁目計画　柱加工 清水建設一級建築士事務所 清水建設 ２３０　ｔ

坂東市新庁舎建設工事 久米設計 清水建設 ５０　ｔ

日立国際電気富山工場新棟　柱加工 日立建築設計 大林組 １１３　ｔ

学校法人電波学園東京電子専門学校　柱加工 清水建設一級建築士事務所 清水建設 ３４８　ｔ

TMA計画　柱加工 清水建設一級建築士事務所 清水建設 ９３　ｔ

年　　度 設計/監理者 元　　請 製作重量工　　事　　名　　称



Ｐ.9

２０１６年 高岡駅前東地区複合ビル　柱加工 三四五建築研究所 西松・大鉄JV １５０　ｔ

金沢工業大学園４１号館新築工事　柱加工 五井建築研究所 清水建設 １１８　ｔ

富士重工業㈱東京事業所　第17実験棟新築工事　柱加工 ＹＯＵ＆ＹＯＵ建築設計 浅沼組 １５５　ｔ

カナカン㈱（仮称）外食金沢センター新築工事　柱加工 TO設計事務所 清水建設 １７４　ｔ

コマツ粟津工場（仮称）新板金工場増築工事　柱加工 鹿島建設一級建築士事務所 鹿島建設 ７６　ｔ

小松駅南ブロック複合施設新築工事　柱加工 清水建設一級建築士事務所 清水建設 ２００　ｔ

２０１７年 アピタ横浜綱嶋店新築工事　柱加工 木内建設一級建築士 木内建設 １７７　ｔ

金沢市堀川新町計画　柱加工 日企設計 熊谷組 ８０　ｔ

印西ロジスティクスセンター新築工事　柱加工 フクダ・アンド・パートナーズ/新日鉄住金エンジニアリング 新日鉄住金エンジニアリング １３０　ｔ

FMC-D棟建設工事　柱加工 戸田建設一級建築士事務所 戸田建設 １３５　ｔ

昭島物流倉庫新築工事　柱加工 陣設計 鈴与建設 ２３０　ｔ

新川崎・創造のもりプロジェクト　柱加工 大和ハウス工業一級建築士事務所 大和ハウス工業 ５６０　ｔ

プレナスフーズ関東総合工場　柱加工 大成建設一級建築士事務所 大成建設 ２００　ｔ

ダイト第八製剤棟建設工事　柱加工 大成建設一級建築士事務所 大成建設 １００　ｔ

金沢市下堤町ホテル計画　柱加工 真柄建設一級建築士事務所 真柄建設 ３７０　ｔ

２０１８年 明海計画　柱加工 石本建築事務所 北野建設 １４０　ｔ

新潟太陽誘電３号棟建設工事　柱加工 大林組一級建築士事務所 大林組 ９０　ｔ

日本梱包運輸倉庫宇都宮倉庫　柱加工 大塚建築デザイン設計事務所 岩村建設 ５７０　ｔ

年　　度 設計/監理者 元　　請 製作重量工　　事　　名　　称

年　　度 設計/監理者 元　　請 製作重量工　　事　　名　　称
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２０１８年 扶桑化学工業　DL-リンゴ酸プラント　柱加工 大豊建設一級建築士事務所 大豊建設 ７０　ｔ

東扇島物流施設計画　柱加工 大林組一級建築士事務所 大林組 ４５０　ｔ

三井不動産インダストリアルパーク羽田新築工事　柱加工 新日鉄住金エンジニアリング一級建築士事務所 新日鉄住金エンジニアリング ２００　ｔ

日本梱包運輸倉庫　狭山梱包センター　柱加工 清水建設一級建築士事務所 清水建設 ６０　ｔ

武蔵野京都工場　増改築工事　柱加工 東洋建設一級建築士事務所 東洋建設 ９０　ｔ

エスフーズ㈱新船橋工場新築工事　柱加工 創元設計 東洋建設 ３２０　ｔ

市川塩浜物流センター新築工事　柱加工 新日鉄住金エンジニアリング一級建築士事務所 新日鉄住金エンジニアリング １６０　ｔ

２０１９年 エスフーズ㈱新船橋工場ミートセンター棟新築工事　柱加工 創元設計 東洋建設 ２６０　ｔ

イオンモール高岡Ⅱ期　柱加工 大本組一級建築士事務所 大本組 ６０　ｔ

ファナック㈱新サーボモータ部品加工工場建設工事　柱加工 東急設計コンサルタント 東急建設 ６１０　ｔ

ＡＣＨ新粉体工場建設計画　柱加工 清水建設一級建築士事務所 清水建設 ２３３　ｔ

ＪＣＨＯ湯河原病院新病院建築整備工事　柱加工 久米設計 五洋建設 １３０　ｔ

信越化学工業㈱横野平分工場ＹＤ-Ⅱ棟建設工事　柱加工 信越アステック 信越アステック ２００　ｔ

新潟太陽誘電４号棟建設工事　柱加工 大林組一級建築士事務所 大林組 ７５　ｔ

Ｓ8　971　柱加工 大成建設一級建築士事務所 大成建設 １７０　ｔ

年　　度 設計/監理者 元　　請 製作重量工　　事　　名　　称


