
現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

盛岡共済ビル 盛岡市 鉄建建設 46.11

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

岩手医大 盛岡市 清水建設 47.06

星和ビル 盛岡市 鹿島建設 47.09

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

山形丸久デパート 山形市 竹中工務店 48.03

日の出興業ビル 仙台市 戸田建設 48.03

東洋信託ビル 盛岡市 大林組 48.08

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

佐々重ビル 仙台市 佐藤工業 49.01

花巻国際ホテル 花巻市 竹中工務店 49.01

仙台住友生命ビル 仙台市 戸田建設 49.03

松下電気仙台工場 名取市 鴻池組 49.05

仙台太陽生命ビル 仙台市 大林組 49.06

ワシントンホテル 仙台市 間組 49.09

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

第一勧銀ビル 仙台市 佐藤工業 50.01

東京海上ビル 仙台市 大林組 50.01

小田急ビル 仙台市 鹿島建設 50.02

作並リゾートホテル 宮城町 大末建設 50.03

日立エレベータービル 仙台市 鹿島建設 50.03

山形県庁舎 山形市 山形建設JV 50.04

プラザホテル 仙台市 清水建設 50.04

仙台ジャスコ 仙台市 清水建設 50.04

亀井ビル 仙台市 大成建設 50.04

東商ビル 仙台市 鹿島建設 50.05

郡山西友ビル 郡山市 戸田建設 50.06

上山市庁舎 上山市 大林組 50.07

岩手アルプス 盛岡市 清水建設 50.07

山形第二電話局 山形市 フジタエ業 50.09

八本松マンション 仙台市 鉄建建設 50.10

名取市庁舎 名取市 佐藤工業 50.11

酒田共同火力 酒田市 間組 50.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

村山市庁舎 村山市 間組 51.02

日本団体生命 仙台市 清水建設 51.02

宮城県農協ビル 仙台市 清水建設 51.03

岩手医大 盛岡市 清水建設 51.03

相馬市庁舎 相馬市 前田建設 51.03

宮城県勤労青少年憩村 栗駒町 佐藤工業 51.06

新幹線仙台駅 仙台市 鉄建建設 51.07

宮古市文化センター 宮古市 日産建設 51.07

いわき市中央卸売市場 いわき市 大成建設 51.08

第３橘ビル 盛岡市 清水建設 51.08

請　　　　　負　　　　　先

請　　　　　負　　　　　先

請　　　　　負　　　　　先

請　　　　　負　　　　　先

セント硝子

鹿島建設、野崎建材

企業体、住友ウォール、竹原屋本店

昭和４６年　シーリング防水工事

昭和４７年　シーリング防水工事

昭和４８年　シーリング防水工事

昭和４９年　シーリング防水工事

鉄建建設、袴田硝子

清水建設、三田商店

鹿島建設、野崎建材

竹中工務店、竹原屋本店

戸田建設、朝日硝建

大林組、石井硝子

佐藤工業、野崎建材

昭和鋼機、三田商店

戸田建設、野崎建材、日軽アルミ、住友ウォール

鴻池組、野崎建材、住友ウォール

大林組、石井硝子

間組、セント硝子

佐藤工業、阿部硝子工事

大林組、不ニサッシ、石井硝子

昭和５０年　シーリング防水工事

請　　　　　負　　　　　先

日軽アルミ、石井硝子

清水建設、三田商店

フジタエ業、ＰＳコンクリート

鉄建建設

大林組、昭和鋼機、竹原屋本店

戸田建設、石井硝子

石井硝子

石井硝子、日軽アルミ

セント硝子

鹿島建設、野崎建材

佐藤工業、阿部硝子工事

間組、ノザワ、住友ウォール

間組、竹原屋本店

清水建設、石井硝子

清水建設、不ニサッシ、石井硝子

昭和５１年　シーリング防水工事

請　　　　　負　　　　　先

清水建設、三田商店

前田建設、石井硝子

佐藤工業、石井硝子

鉄建建設、日軽アルミ

日産建設

大成建設、不ニサッシ、阿部硝子工事

清水建設、三田商店

工事経歴書[1]
昭和４６年～５１年



現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

富士火災ビル 秋田市 間組 51.08

プラザーエ業ビル 山形市 大林組 51.08

宮城野団地 仙台市 東急建設 東急建設 （断熱工事） 51.08

石巻港埠頭サイロ 石巻市 清水建設 51.09

大河原電話局舎 大河原町 共立建設 51.09

宮城野団地 仙台市 戸田建設 51.09

古川ヤンマー農機 古川市 大和ハウス 大和ハウス （波型ガラス工事） 51.09

太陽生命ビル 秋田市 大林組 大林組、野崎硝子工事 51.09

一関信用金庫本店 一関市 清水建設 清水建設、三田商店 51.10

弘南ビル 弘前市 間組 間組、日軽アルミ 51.11

青森電報電話局 青森市 竹中工務店 竹中工務店 51.11

厚生年金スポーツセンター 大和町 大林組 大林組、石井硝子 51.12

日本電建仙台支店 仙台市 竹中工務店 51.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

不来方会館 盛岡市 竹中工務店 52.01

ホテルサンルート青森 青森市 戸田建設 52.01

三井生命ビル 福島市 フジタエ業 52.02

新幹線盛岡駅 盛岡市 前田建設工業 52.02

民報社ビル 福島市 間組 52.02

北上プラザホテル 北上市 大成建設 52.03

仙台新港サイロ 仙台市 戸田建設 52.03

泉市庁舎 泉市 鹿島建設 52.04

八戸中央市場 八戸市 鹿島建設 52.04

平競輪場 いわき市 清水建設 52.05

銅谷ビル 仙台市 竹中工務店 52.06

七十七銀行本店 仙台市 鹿島、安藤JV 52.06

葛根田地熱発電所 岩手県 清水建設 52.06

秋田農協ビル 秋田市 大成建設 52.07

東北公済病院 仙台市 木田建業 52.07

水晶堂ビル 盛岡市 清水建設 52.07

日本生命ビル 福島市 大林組 52.08

三菱信託ビル 仙台市 清水建設 52.08

卸商センタービル 仙台市 丹野建設 52.08

仙台ガス局 仙台市 熊谷組 52.09

八戸信金 八戸市 清水建設 52.09

大正製薬ビル 仙台市 鹿島建設 52.10

木町マンション 仙台市 住友建設 52.10

専売盛岡工場 盛岡市 鹿島建設 52.11

仙台高裁 仙台市 鹿島建設 52.11

新幹線福島駅 福島市 飛島建設 52.11

弘前市立病院 弘前市 清水建設 52.12

秋田毛利ビル 秋田市 間組 52.12

大館ビル 大館市 清水建設 52.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

道路公団宿舎 盛岡市 間組 53.01

新幹線仙台駅 仙台市 鉄建建設 53.02

東北平和会館 仙台市 戸田建設 53.02

アサヒビールエ場 本宮町 住友･大林･清水･熊谷JV 53.03

新幹線仙台駅 仙台市 大林組 53.03

仙台富士ビル 仙台市 大成建設 53.04

竹中工務店、日軽アルミ、石井硝子

大林組、日軽ｱﾙﾐ、不二ｻｯｼ、石井硝子、阿部硝子工事

清水建設、日鉄サッシ

間組

清水建設

間組

昭和５３年　シーリング防水工事

住友建設

鹿島建設

鹿島建設、久保田鉄工、石井硝子

飛島建設、三田商店

竹中工務店、佐治硝子

企業体、久保田鉄工、阿部硝子工事、石井硝子

清水建設、不二サッシ

久保田鉄工、セントラルガラス

請　　　　　負　　　　　先

請　　　　　負　　　　　先

竹中工務店、日軽アルミ

戸田建設

フジタエ業、日鉄サッシ

前田建設工業、ノザワ

間組

清水建設、石井建硝

大成建設、不二サッシ

大林組、住友ウォール、倉島ガラス

清水建設、日本建鐵

丹野建設、渡豊ガラス

セント硝子

清水建設

住友ウォール、野崎建材

間組、野崎硝子工事

昭和５１年　シーリング防水工事

請　　　　　負　　　　　先

大林組、久保田鉄工

清水建設、石井硝子

共立建設

戸田建設

昭和５２年　シーリング防水工事

鉄建建設、石井硝子

戸田建設、菊川工業、石井硝子

企業体、住友ウォール、石井硝子

大成建設、不ニサッシ、野崎建材

木田建業、石井硝子

清水建設、ノザワ、不二サッシ、竹内建装

戸田建設、ノザワ、石井硝子

石井硝子、野崎建材、昭和鋼機

ノザワ

工事経歴書[2]
昭和５１年～５３年



昭和５３年　シーリング防水工事

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

新仙台火力改修 七ヶ浜町 大林組 53.04

農林中金ビル 盛岡市 鹿島建設 53.04

江刺市庁舎 江刺市 清水建設 53.04

秋田銀行事務センター 秋田市 清水建設 53.04

東洋ゴム 宮城県 上野組 安斎総業 （波型ガラス工事） 53.07

循環器センター 泉市 清水建設 53.08

丸善ビル 仙台市 清水建設 53.08

ホテル白萩荘 仙台市 鹿島建設 53.09

ホテル聚楽（増築） 福島市 大成建設 53.09

ウエディングパレス平安閣 仙台市 清水建設 53.10

岩手高等学校 盛岡市 竹中工務店 53.10

仙台ニコン 名取市 竹中工務店 53.10

平電々公社第一期第二期 福島県 戸田建設 53.10

福島大学講義棟 福島市 戸田建設 53.11

山形蔵王体育館 山形市 鹿島建設 53.11

仙台東海ビル 仙台市 竹中・大林JV 53.11

材木町マンション 盛岡市 清水建設 53.11

旭コーポラス 仙台市 大成建設 大成建設、野崎建材 （波型ガラス工事） 53.12

東京電力広野火力発電所 福島県 大林組 53.12

朝日ビル福島工場　２期 福島県 住友・大林・清水・熊谷JV 53.12

青森電気通信部（増築） 青森市 竹中工務店 53.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

青森ニューグランドホテル 青森市 鉄建建設 54.01

青森銀行厚生会館ビル 青森市 竹中工務店 54.01

フタミ薬品工業 宮城県 竹中工務店 54.01

福島農林中央金庫 福島市 清水建設 54.03

秋田住友生命ビル 秋田市 戸田建設 54.03

仙台明治生命ビル 仙台市 戸田建設 54.04

青森山一証券ビル 青森市 清水建設 54.04

プレジデント一番町マンション 仙台市 間組 54.04

原町ファミリーデパート 福島県 間組 54.04

名取北高等学校 名取市 大林組 54.04

コーポ島田 仙台市 鹿島建設 54.04

花巻ホテル紅葉館 花巻市 竹中工務店 54.05

青森電話局事務棟 青森市 竹中工務店 54.05

新幹線福島駅 福島市 飛島建設 54.05

都南ローズタウン 岩手県 熊谷組 54.05

盛岡管理局指令所 盛岡市 清水建設 54.06

日本生命ビル（改修） 仙台市 大林組 54.06

弘前青果市場 弘前市 吉田産業 吉田産業 （波型ガラス工事） 54.06

河北町庁舎 宮城県 大成建設 54.07

盛岡ニューシティーホテル 盛岡市 大林組 54.07

東北大学病院外来診療棟 仙台市 清水建設 54.08

新庄信用金庫 山形県 清水建設 54.08

山形郵便局 山形市 池田建設 54.08

ジャパンエンバ石鳥谷工場 岩手県 大林組 54.08

第二小松島公営住宅 仙台市 仙台共同建築企業体 54.08

仙台興和ビル 仙台市 大林組 54.09

ホテル原滝（増築） 福島県 清水建設 54.09

東北電力ビル（改修） 仙台市 大林組 54.09

仙台宏人会病院 仙台市 大成建設 54.09

東北電力岩手支社 盛岡市 間組 54.09

大成建設

間組

仙台共同建築企業体

大林組､理研鋼機､日本軽金属､中央硝子工事､ﾀｼﾞﾏｼｽﾃﾑ

清水建設

大林組、石井硝子

清水建設、石井硝子、石井建硝

清水建設、石井建硝

池田建設、石井硝子

大林組

清水建設

石井硝子

大林組、住友ウォール、石井硝子

大成建設、昭和鋼機、阿部硝子工事

竹中工務店

竹中工務店

飛島建設

熊谷組

間組、不ニサッシ、石井硝子

間組、福島板硝子

大林組、阿部硝子工事

鹿島建設、野崎建材

清水建設、石井硝子

戸田建設、住友ウォール、野崎硝子工事

戸田建設、日本建鐵、三協アルミ、石井建硝、石井硝子

清水建設

鉄建建設

昭和５４年　シーリング防水工事

竹中工務店

竹中工務店、石井硝子

清水建設

大林組

企業体、住友ウォール、三晃金属、日本アルミ

竹中工務店

戸田建設、理研鋼機

戸田建設

鹿島建設、野崎建材

企業体、菊川工業、石井硝子

大成建設、福島板硝子

清水建設

竹中工務店

竹中工務店、石井硝子

清水建設、昭和鋼機

清水建設、不ニサッシ

鹿島建設、野崎建材

清水建設、日軽アルミ

清水建設、日鉄サッシ

大林組

鹿島建設、不二サッシ、石井硝子

請　　　　　負　　　　　先

請　　　　　負　　　　　先

工事経歴書[3]
昭和５３年～５４年



現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

盛岡協栄生命ビル 盛岡市 戸田建設 54.09

福島栄町再開発ビル 福島市 竹中工務店 54.10

富田浄水場 仙台市 間組・三井建設 54.10

仙台星和ビル（改修） 仙台市 鹿島建設 54.10

東京電力広野火力発電所 福島県 大林組 54.10

日本専売公社仙台工場 仙台市 大林組 54.10

新仙台火力発電所事務所（改修） 七ヶ浜町 大林組 54.10

多賀城市民体育館 多賀城市 大成建設 54.10

新幹線操車場他（利府） 利府町 清水建設 54.10

盛岡商工中央金庫 盛岡市 鹿島建設 54.10

青森東京海上ビル 青森市 大林組 54.11

新幹線一関駅舎 岩手県 熊谷組 54.11

秋田文化会館 秋田市 大成建設 54.11

山形全逓会館 山形市 大林組 54.11

仙台市立病院 仙台市 竹中工務店 54.12

久仁会病院 盛岡市 間組 54.12

八幡平リゾートホテル 岩手県 清水建設 54.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

花王酒田工場 酒田市 清水建設 55.01

岩手県立博物館 盛岡市 鹿島建設 55.01

水沢市庁舎 水沢市 間組 55.02

興銀福島支店 福島市 清水建設 55.02

仙台電子専門学校 仙台市 飛島建設 55.03

八戸市街地再開発 八戸市 清水建設 55.03

ホテルサンルート盛岡 盛岡市 住友建設 55.04

七十七銀行卸町支店 仙台市 安藤建設 55.04

新幹線郡山駅 郡山市 大成建設 55.04

ソニー仙台工場 仙台市 清水建設 55.04

岩手救急センター 盛岡市 清水・高弥JV 55.05

ホテルカリーナ 盛岡市 竹中工務店 55.05

女川原子力発電所一期 女川町 鹿島建設 55.05

東洋製缶仙台工場 仙台市 竹中工務店 55.05

日興証券盛岡支店 盛岡市 大林組 55.06

盛岡ＣＴＣ 盛岡市 清水建設 55.06

福島大学 福島市 戸田建設 55.06

福島大学 福島市 鉄建建設 55.06

秋田駅前再開発 秋田市 熊谷・東海JV 55.07

佐々木組本社ビル 一関市 佐々木組 55.07

富士銀行盛岡支店 盛岡市 大成建設 55.07

飯坂花水館 福島市 間組 55.08

キヤノン福島工場 福島市 大林組 55.08

石巻市総合体育館 宮城県 竹中工務店 55.08

ニュー川徳ビル 盛岡市 竹中工務店 55.09

仙台東急ホテル 仙台市 大成建設 55.09

塩野義製薬 岩手県 竹中工務店 55.09

東北鉄道学園 仙台市 大林組 55.10

東北郵政局 仙台市 清水建設 55.10

玉山村体育館 岩手県 鹿島建設 55.10

仙台市農協ビル 仙台市 清水建設 55.10

富士通岩手工場一期 岩手県 大成建設 55.11

会津竹田病院 福島県 竹中工務店 55.11

釜石市民病院 岩手県 大成・太平JV 55.11

大成建設、日の出硝子

竹中工務店

企業体、不ニサッシ

大林組、石井硝子

清水建設、不ニサッシ、石井建硝

鹿島建設、三協アルミ、野崎建材

清水建設、不ニサッシ、石井硝子

竹中工務店、三協アルミ、石井硝子

竹中工務店、三好商会、昭和鋼機、三田商店

大成建設、不ニサッシ、野崎建材、阿部硝子工事

竹中工務店

佐々木組、日軽金、袴田ガラス

大成建設

間組

大林組

清水建設

戸田建設

鉄建建設

企業体、昭和鋼機、野崎ガラス

竹中工務店、三田商店

鹿島建設、野崎建材

竹中工務店、石井硝子

大林組、日本建鉄

鹿島建設、日軽金、タジマ

間組、昭和鋼機、中央硝子

清水建設、石井硝子、三協アルミ

企業体、昭和鋼機

清水建設

飛島建設、日鉄サッシ、佐治硝子

清水建設、住友ウォール

住友建設、高喜金物

安藤建設、日鉄サッシ、石井硝子

大成建設

竹中工務店、宮城ＹＫＫ、石井硝子

間組、三協アルミ、野崎建材

清水建設、三協アルミ

清水建設

請　　　　　負　　　　　先

昭和５５年　シーリング防水工事

大林組、日本建鉄

熊谷組、三田商店

大成建設、住友ウォール、日本アルミ、野崎硝子工事

大林組、不ニサッシ、石井硝子

大林組

不ニサッシ、野崎建材

清水建設

鹿島建設、住友ウォール、野崎建材

間組、三井建設

鹿島建設、昭和鋼機

大林組、ＰＳコンクリート、住友ウォール

大林組、住友ウォール、石井硝子

戸田建設

竹中工務店、理研鋼機、福島板硝子、三好商会

昭和５４年　シーリング防水工事

請　　　　　負　　　　　先

工事経歴書[4]
昭和５４年～５５年



現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

国鉄宮城野ＡＰ 仙台市 間組 55.11

労金事務センター 仙台市 清水建設 55.12

新幹線北上駅 岩手県 フジタ工業 55.12

鶴岡第一ホテル 山形県 清水建設 55.12

仙台ＣＴＣ 仙台市 鉄建建設 55.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

ライオンズマンション雨宮 仙台市 清水建設 56.01

ホテルニュー山形 山形市 竹中工務店 56.01

山形ワシントンホテル 山形市 戸田建設 56.02

新幹線福島駅 福島市 間組 56.02

新幹線盛岡駅ターミナル 盛岡市 鹿島建設 56.02

ホテル東日本 盛岡市 佐藤工業 56.03

日本生命勾当台ビル 仙台市 大林組・日産JV 56.03

新幹線仙台現業 仙台市 大成建設 56.03

弘前文化会館 青森県 大林組 56.03

青森県立病院 青森市 鹿島建設 56.04

勿来火力発電所 福島県 鹿島・大日本JV 企業体、野崎ガラス （波型ガラス工事） 56.04

岩手医大歯学部 盛岡市 清水建設 56.04

アルプス電気涌谷 涌谷町 戸田建設 56.04

新幹線操車場他 宮城県 清水建設 56.04

仙台第三合同庁舎 仙台市 清水・浅沼JV 56.05

仙台朝日生命ビル 仙台市 大林組・清水JV 56.05

山形第二住友ビル 山形市 鹿島建設 56.05

仙台三井生命ビル 仙台市 鹿島建設 56.05

青森競輪場 青森市 大林組 56.06

仙台駅北部現業 仙台市 大成建設 56.06

岩手女子高等学校 盛岡市 大成建設 56.07

住友生命郡山ビル 福島県 戸田建設 56.07

青森中央郵便局 青森市 大成・大木JV 56.08

大宮青少年自然の家 福島県 竹中工務店 56.08

東北郵政局改築 仙台市 清水建設 56.09

三沢米軍隊舎 青森県 間組 56.09

富士通岩手工場二期 岩手県 大成建設 56.10

岩手医大歯学部改装 盛岡市 清水建設 56.10

電通局宮城野社宅 仙台市 共立建設 56.11

住友生命盛岡ビル 盛岡市 大成・清水JV 56.11

北上ジャスコ 岩手県大 日本・大林組JV 56.11

南陽市庁舎 山形県 大林組 56.12

岩手県警本部庁舎 盛岡市 清水建設 56.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

仙台ニコン増築 名取市 竹中工務店 57.01

住友生命青葉通ビル 仙台市 間組 57.01

千厩町庁舎 岩手県 鹿島建設 57.02

仙台第２運転所 仙台市 鉄建建設 57.03

青森社会保険センター 青森市 間組 57.04

久慈市立図書館 岩手県 鹿島建設 57.04

仙台駅前再開発ビル 仙台市 大林・竹中・間JV 57.05

宮城第一総合病院 仙台市 竹中工務店 57.05

仙台日赤中央病院 仙台市 清水・阿部JV 57.05

東北リコー工場増築 宮城県 清水建設 57.06

企業体、住友ウォール、石井硝子、日軽金、金子商店

竹中工務店、石井硝子、野崎建材

企業体、日軽金、石井建硝

清水建設、三協アルミ

鹿島建設、日鉄サッシ、野崎建材

鉄建建設

間組

鹿島建設

大林組、エノト金属、奥山硝子

清水建設、昭和鋼機

竹中工務店、石井硝子

間組、住友ウォール、日軽金、野崎建材

請　　　　　負　　　　　先

清水建設、三協アルミ

共立建設

企業体、不二サッシ、住友ウォール、日本アルミ、野崎硝子

企業体、石井硝子

竹中工務店、三協アルミ、野崎

清水建設、不ニサッシ、石井建硝

間組

大成建設、大氣社、協立サッシ

大成建設、野崎建材

大成建設

戸田建設、三協アルミ

企業体

企業体、日鉄サッシ、石井硝子

鹿島建設、住友ウォール、奥山ガラス

鹿島建設、日鉄サッシ、日軽金、石井硝子

大林組、コトブキ、石井硝子

清水建設

戸田建設、石井硝子

清水建設、日軽金

企業体、三協アルミ、石井建硝

企業体、日鉄サッシ

大成建設、野崎建材

大林組、昭和鋼機

鹿島建設、住友ウォール、昭和鋼機、中央硝子

清水建設、不二サッシ、石井硝子

フジタ工業、三好商会

昭和５５年　シーリング防水工事

鹿島建設、日軽金、野崎建材

請　　　　　負　　　　　先

清水建設

鉄建建設

間組

請　　　　　負　　　　　先

昭和５６年　シーリング防水工事

昭和５７年　シーリング防水工事

清水建設、三協アルミ

竹中工務店、三協アルミ

戸田建設、住友ウォール、石井硝子

間組、日軽金、野崎ガラス

三協アルミ、野崎建材

工事経歴書[5]
昭和５５年～５７年



現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

大成火災海上ビル 仙台市 清水建設 57.06

郡山駅ターミナルビル 福島県 大成建設 57.07

山形殖銀日生ビル 山形市 戸田建設 57.07

日興証券山形ビル 山形市 竹中工務店 57.08

ニチイ会津若松 福島県 間組 57.08

日本生命勾当台西ビル 仙台市 大成建設 57.08

レナウン仙台支店 仙台市 清水建設 57.09

宮城ＮＥＣ本館 宮城県 大林組 57.09

いわき電話局 福島県 戸田建設 57.09

長井市立病院 山形県 戸田建設 57.10

仙台火力発電所増築 宮城県 鹿島・佐藤他JV 57.10

県立矢吹病院 福島県 戸田建設 57.10

岩手白百合学園 盛岡市 大成建設 57.11

東電福島第一原子力発電所 福島県 間組 57.11

塩野義岩手工場増築 岩手県 竹中工務店 57.12

レナウン岩手工場 岩手県 清水建設 57.12

花巻空港ターミナル 岩手県 鹿島建設 57.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

シャープ仙台支店 仙台市 清水建設 58.01

東洋製缶工場 仙台市 竹中工務店 58.01

榴ケ岡第２電話局 仙台市 鹿島・共立JV 58.02

キリンビール仙台新工場 仙台市 大成・戸田JV 58.02

ジャスコ名取 名取市 住友建設 58.02

駅東再開発 仙台市 竹中工務店 58.02

福島職員クラブ 福島市 共立建設 58.03

県南浄化センター 岩沼市 住友・三井JV 58.03

いわき電報電話局 いわき市 戸田建設 58.03

明治生命国分町ビル 仙台市 竹中工務店 58.03

塩野義製薬Ⅱ期 北上市 竹中工務店 58.03

仙台火力外壁改修 七ケ浜町 鹿島建設 58.04

ホテル荘観 松島町 清水建設 58.04

松下通信花巻工場 花巻市 竹中工務店 58.04

ホテル佐勘増築 秋保町 清水建設 58.05

中倉マンション 仙台市 清水建設 58.05

イーストキャッスルマンション 仙台市 戸田建設 58.05

秋田ＮＥＣ 秋田市 熊谷組 58.05

仙台市交通局 仙台市 清水建設 58.06

浅虫水族館 青森市 鹿島建設 58.06

アルプス電気増改 古川市 戸田建設 58.06

テレビ岩手 盛岡市 清水建設 58.07

社会保険基金会館 仙台市 飛島建設 58.07

厚生年金スポーツセンター 大和町 大林組 58.07

太田総合病院 郡山市 間組 58.08

女川原子力発電所 宮城県 鹿島建設 58.08

石巻グランドホテル 石巻市 間組 58.08

青森銀行本店改修 青森市 戸田建設 58.09

仙建工業ビル 仙台市 竹中・仙建JV 58.09

関東医師製薬増改 北上市 住友建設 58.09

パレス平安山形 山形市 清水建設 58.10

山形市庁舎 山形市 鹿島建設グループ 58.10

アルプス電気角田増改 角田市 竹中工務店 58.10

プラザービル改修 仙台市 大林組 58.11大林組、大銑産業、不二サッシ

住友建設

清水建設、菊川工業、日本アルミ

企業体、日軽金、理研、石井硝子

竹中工務店、石井硝子、三協アルミ

鹿島建設、野崎建材

間組

戸田建設

企業体、三協アルミ

清水建設、理研鋼機

飛島建設、不二サッシ、三田商店

大林組、大氣社

間組

熊谷組、野崎硝子工事

清水建設、不二サッシ

鹿島建設、三協アルミ

戸田建設、岡村製作所

竹中工務店

清水建設、三協アルミ

清水建設、金子サッシ

戸田建設、金子サッシ

竹中工務店、昭和鋼機

竹中工務店、日鉄サッシ

鹿島建設

清水建設、三協アルミ

清水建設、三協アルミ

竹中工務店、三田商店、三協アルミ

企業体、不二サッシ、ナカ工業、野崎建材

昭和５８年　シーリング防水工事

請　　　　　負　　　　　先

間組、鐵屋本店

竹中工務店、日鉄サッシ

清水建設、住友ウォール

鹿島建設、不二サッシ

大成建設

戸田建設、理研鋼機

戸田建設

企業体、石井硝子

大林組、不二サッシ

戸田建設、日鉄サッシ

竹中工務店、日本建鐵

間組、大井建興

大成建設、不二サッシ、野崎建材

清水建設、昭和鋼機

清水建設、金子商店

戸田建設、日鉄サッシ、金子商店

大成建設、三協アルミ

請　　　　　負　　　　　先

企業体､内山工事､石井硝子､野崎建材､日軽金

住友建設、野崎建材

竹中工務店、三協アルミ

共立建設

企業体、三協アルミ、野崎建材

戸田建設、大橋硝子

昭和５７年　シーリング防水工事

工事経歴書[6]
昭和５７年～５８年



現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

岩手銀行本店 盛岡市 清水建設 58.11

東京海上秋田ビル 秋田市 戸田建設 58.11

テレビュー福島 福島市 大林組 58.11

チサンマンション勾当台 仙台市 清水建設 清水建設、三協アルミ （断熱工事） 58.11

富士火災盛岡ビル 盛岡市 大成建設 58.11

三沢米軍隊舎 三沢市 間組 58.12

栗子国際ロッジ 米沢市 清水建設 58.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

東北大学病院外来棟 仙台市 清水建設 59.01

住友生命一番町ビル 仙台市 鹿島・間組JV 59.01

東京海上郡山ビル 郡山市 清水・東急JV 59.01

朝日プラザ定禅寺 仙台市 清水建設 59.02

多賀城ロジュマン 多賀城市 鹿島・清水JV 59.02

東京海上いわきビル いわき市 大林組 59.02

仙台本町ビル 仙台市 大成・東急・地崎JV 59.02

グランドホテルアネックス 盛岡市 鹿島建設 鹿島建設 （断熱工事） 59.02

盛岡市庁舎増築 盛岡市 鹿島・高弥JV 59.03

安田生命秋田ビル 秋田市 大成建設 59.03

富士通岩手Ⅲ期 北上市 大成建設 59.03

秋田駅前再開発 秋田市 大成建設 59.03

岩手医大改修 盛岡市 清水建設 59.03

仙台第２市庁舎 仙台市 鹿島・青木JV 59.03

福島県美術館 福島市 鹿島建設 鹿島建設、東栄工業 （断熱工事） 59.03

福島県図書館 福島市 大林組 59.03

千代田生命郡山ビル 郡山市 大成・安藤JV 企業体 （断熱工事） 59.03

仙台法華クラブ 仙台市 大成建設 59.03

住友生命福島ビル 福島市 戸田建設 59.03

仙台市民体育館 仙台市 大林・大木JV 59.03

仙台ビジネス専門学校 仙台市 飛島建設 59.04

仙台三隆ビル 仙台市 鉄建建設 59.05

東北日通工白石工場 宮城県 大成建設 59.06

岩手東芝エレクトロニクス 岩手県 清水・竹中・鹿島JV 59.06

東京出版仙台支店 仙台市 鹿島建設 59.07

郡山市民文化センター 郡山市 前田・清水他JV 59.08

仙台オークビル 仙台市 大林組 59.09

岩手東芝エレクトロニクス 岩手県 戸田・熊谷・大林JV 59.10

仙台ホテル増改築 仙台市 西松・竹中JV 59.10

信越半導体白河工場 福島県 鹿島・清水JV 59.11

秋田市民病院 秋田市 清水・西松他JV 59.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

江陽グランドホテル 仙台市 飛島建設 60.01

岩崎通信泉崎工場 福島県 大成建設 60.02

広南救急病院 仙台市 大林・安藤JV 60.03

ホテルユニバース仙台 仙台市 大成建設 60.03

仙台ＮＳビル 仙台市 大成建設 60.04

新幹線水沢駅 岩手県 間組 60.04

第一生命一番町ビル 仙台市 竹中・日本建設JV 60.05

塩釜市立病院 宮城県 鹿島建設他JV 60.05

花巻温泉ホテル 岩手県 熊谷組 60.06

東北金属白石工場 宮城県 大林・清水・大木JV 60.07

清水建設、三田商店、日軽金、住友ウォール　（断熱工事）

企業体、三協アルミ、石井硝子

熊谷組

企業体、三協アルミ、石井硝子

企業体、不二サッシ

企業体、昭和プレハブ、昭和鋼機

飛島建設、昭和プレハブ、産業振興

大成建設

昭和６０年　シーリング防水工事

請　　　　　負　　　　　先

企業体、不二サッシ

大林組、住友ウォール、石井硝子

企業体

企業体

鉄建建設

大成建設、三協アルミ、野崎建築資材

企業体

鹿島建設、日鉄サッシ

大成建設、不ニサッシ、野崎建材

戸田建設、住友ウォール

企業体、昭和鋼機

飛島建設、宮城ＹＫＫ、石井硝子

大成建設、不二サッシ、野崎硝子、日鉄サッシ

清水建設、三協アルミ

企業体、日本エルミン、不二サッシ、野崎建材

大林組、立山アルミ、石井硝子

企業体、日本建鉄、野崎建材

企業体、野崎建材、不二窯業

大成建設、野崎硝子工事、ＹＫＫ

大成建設、東北電工、朝日工業

企業体、日鉄サッシ、日本建鉄

清水建設

企業体、三協アルミ

大林組、不ニサッシ

間組

清水建設

清水建設、金子サッシ

企業体、三協アルミ、野崎建材

昭和５９年　シーリング防水工事

請　　　　　負　　　　　先

戸田建設、不二サッシ

大林組、昭和鋼機

大成建設、不二サッシ

昭和５８年　シーリング防水工事

請　　　　　負　　　　　先

大成建設、三協アルミ、不二サッシ

間組、野崎建築資材

企業体、クワザワ

企業体、三協、不二、昭和、石井硝子

大成建設、野崎建築資材

工事経歴書[7]
昭和５８年～６０年



現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

七北田電話局 宮城県 共立建設 60.07

運転免許センター 仙台市 大林・橋本店他JV 60.07

三和化学会津工場 福島県 竹中工務店 60.08

東北日本電気一関工場 岩手県 大成建設 60.08

泉市水道局庁舎 宮城県 三井建設他JV 60.08

雪印東北支社 仙台市 戸田建設 60.09

小岩井・明生ビル 盛岡市 戸田建設 60.09

吾嬬製鋼仙台工場 仙台市 大成・清水・間他JV 60.10

石巻文化会館 石巻市 戸田建設他JV 60.10

角田市体育館 角田市 鹿島建設 60.11

千代田生命青葉通りビル 仙台市 大成建設 60.11

日本生命秋田中通りビル 秋田市 大林組 60.12

十条製紙石巻工場 宮城県 鹿島・大成JV 60.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

仙塩病院増改築 宮城県 清水建設 61.01

日本団体生命秋田ビル 秋田市 戸田建設 61.01

宮城県自治会館 仙台市 三井建設他JV 61.02

岩沼市民文化会館 宮城県 大林・三菱他JV 61.02

宮城教育大学改修工事 仙台市 大成建設 61.03

新庄ショッピングセンター 山形県 フジタ工業 61.03

秋田保険センター 秋田市 大林・三井他JV 61.04

ホテルニュー水戸屋 宮城県 竹中工務店 61.04

福島ビューホテル 福島市 竹中工務店 61.05

宮城県議会棟庁舎 仙台市 間他JV 61.05

秋田プレシジョン 秋田市 鹿島建設 61.06

仙．高速鉄道泉崎車庫 仙台市 竹中他JV 61.06

ホテルアルティアー 仙台市 鹿島建設 61.07

ホテル秋保クレセント 宮城県 大成建設 61.07

福島グリーンパレス 福島市 間他JV 61.07

福島県農協中央ビル 福島市 大林組 61.08

ウラン濃縮機器センター 仙台市 鹿島・清水・大成JV 61.08

宮城県農協情報センター 仙台市 戸田建設 61.08

東邦銀行会津支店 福島県 間他JV 61.09

荘内銀行仙台支店 仙台市 大成・清水JV 61.09

塩釜市民体育館 宮城県 間他JV 61.09

日本アイソトープ岩手工場 岩手県 竹中工務店 61.09

岩手県立中央病院 盛岡市 鹿島・大林・西松JV 61.10

日本ルセル白河工場 福島県 竹中工務店 61.10

玉山村役場庁舎 岩手県 鹿島建設 61.10

仙．地下鉄各駅舎 仙台市 61.10

東洋信託銀行改修工事 仙台市 大林組 61.11

サンライズ東照宮 仙台市 清水建設 61.11

住友ベークライト秋田工場 秋田県 鹿島建設 61.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

明星大学いわき校舎 福島県 大林・戸田JV 62.01

日本ベクトン福島工場 福島市 竹中工務店 62.01

東京電力福島第２原子力発電所 福島県 竹中・清水JV 62.02

仙台１３時ビル 仙台市 大林組 62.02

日本交通本社ビル 仙台市 間組 62.02

福島県立医科大学 福島市 鹿島・ﾌｼﾞﾀ・戸田JV 62.03

大林組、新日軽、石井硝子

間組、三協アルミ、野崎建築資材

企業体、立山アルミ、高島屋

企業体

竹中工務店

昭和６２年　シーリング防水工事

企業体

請　　　　　負　　　　　先

鹿島建設、野崎建築資材

大林組

清水建設、三協アルミ

鹿島建設

清水、住友、前田、大成、鉄建、鹿島、間組、日本硝子建材

企業体、昭和鋼機

竹中工務店

企業体

竹中工務店、大同鋼板

企業体、スパンクリート

戸田建設、三協アルミ

企業体、日鉄サッシ、旭硝子

企業体、住友ウォール、野崎建築資材

鹿島建設、ＹＫＫ、石井硝子

大成建設、三協アルミ、野崎建築資材

企業体

大林組、立山アルミ、石井硝子

竹中工務店、三協アルミ

企業体、昭和鋼機、石井硝子、野崎建材

鹿島建設、野崎硝子工事

企業体、三協アルミ、石井硝子

大成建設

フジタ工業、ＹＫＫ

企業体、住友ウォール

竹中工務店、三協アルミ、ＹＫＫ、岡元硝子

戸田建設

昭和６１年　シーリング防水工事

企業体、昭和プレハブ、住友ウォール

企業体、昭和鋼機、石井硝子

大成建設、不ニサッシ、石井硝子

大林組、野崎窓枠

鹿島建設、大成建設

清水建設、金子サッシ

請　　　　　負　　　　　先

共立建設、日本建鐵

昭和６０年　シーリング防水工事

請　　　　　負　　　　　先

企業体

企業体、日本硝子建材

竹中工務店

大成建設、住友ウォール

企業体、三協アルミ

戸田建設、三協アルミ

戸田建設、日本建鐵

企業体、日軽、石井硝子

鹿島建設、三協アルミ、石井硝子

工事経歴書[8]
昭和６０年～６２年



現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

七日町再開発ビル 山形市 鹿島建設他JV 62.03

ＮＴＴ福島花園局 福島市 共立建設 62.03

第１広瀬ビル 仙台市 大成建設 62.03

東北大学金属研究所 仙台市 竹中工務店 62.04

ダイアパレス長町 仙台市 東海興業 62.04

多賀城文化センター 多賀城市 大成建設 62.04

世界心道教仙台教会 仙台市 竹中工務店 62.05

東北リコー宮城工場 宮城県 清水建設 62.05

大同生命仙台ビル 仙台市 地崎工業 62.06

安田火災松島研究所 宮城県 大成建設 62.06

仙台花き市場 仙台市 間組 62.07

新仙台ビル改修工事 仙台市 安藤建設 62.07

Ｎ．Ｏ．Ｋ．二本松工場 福島県 大林組 62.08

泉文化創造センター 仙台市 鹿島・熊谷JV 62.08

アルパイン好間工場 福島県 竹中工務店 62.09

東海千代田ビル改修工事 仙台市 竹中工務店 62.10

ナショナル仙台ビル 仙台市 清水・鹿島・熊谷JV 62.10

東北学院大学泉キャンパス 仙台市 銭高･浅沼･戸田･大成JV 62.11

オフィス＆レジデンスビル 仙台市 間組 62.11

日本赤十字石巻病院 宮城県 大林・小松建設JV 62.12

鬼首ゲレンデホテル 宮城県 大成建設 62.12

仙台東二番丁小学校 仙台市 戸田建設他JV 62.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

宮城県陸上競技場 仙台市 清水建設他JV 63.01

仙台青葉通りビル 仙台市 安藤建設 63.01

日本赤十字盛岡病院 盛岡市 大成建設他JV 63.01

明治生命五橋ビル 仙台市 大成建設 63.02

東北セミコンダクタ 仙台市 竹中・清水他JV 63.02

福島県立医科大学 福島市 竹中工務店他JV 63.02

日生勾当台南ビル 仙台市 西松・大林JV 63.03

冨国生命仙台ビル 仙台市 清水建設 63.03

宮城社会保険病院 仙台市 鹿島建設 63.03

八幡平ロイヤルホテル 岩手県 大成建設 63.03

秋田県合同庁舎改修 秋田市 戸田建設 63.04

仙台ターミナルビル 仙台市 大林・鹿島・鉄建JV 63.05

福島労災病院 福島市 戸田建設 63.06

Ｎ．Ｏ．Ｋ．福島工場 福島県 大林組 63.07

東北信金事務センター 仙台市 大成建設 63.07

北上ジャスコ改修 岩手県 大林組 63.08

河北新報社増改 仙台市 大林組 63.08

ライオンズマンション西公園 仙台市 間組 63.09

七十七日生ビル２期 盛岡市 竹中・清水JV 63.10

東北電力ビル改修 仙台市 大林組 63.10

東京電力広野火力２期 福島県 大林組 63.10

宮城県立涌谷病院 宮城県 鹿島建設 63.10

仙台花王ビル 仙台市 大成建設 63.10

仙台社会保険病院増改 仙台市 鹿島建設 63.10

仙台市太白区役所 仙台市 清水建設他JV 63.11

安比リゾートマンションホテル 岩手県 竹中工務店 63.12

イトーヨーカ堂花巻 岩手県 竹中工務店 63.12

住友３Ｍ岩手工場 岩手県 大林組 63.12大林組

鹿島建設

企業体、三協アルミ

竹中工務店

竹中工務店、三田商店

大林組

大林組、住友ウォール

鹿島建設、石井硝子

大成建設、センソー

大林組

大林組、住友ウォール、石井硝子

間組、三協アルミ、センソー

企業体、日本建鐵、三田商店

企業体、新日軽、石井硝子

戸田建設、昭和鋼機

大林組、住友ウォール

大成建設、センソー、三協アルミ

清水建設、トーヨーサッシ

鹿島建設、美和医療電機

大成建設、三田商店、三協アルミ

戸田建設

大成建設、日本建鐵、野崎建築資材

企業体、三協アルミ

企業体

昭和６３年　シーリング防水工事

企業体、三協アルミ

安藤建設、日本建鐵

企業体、三協アルミ

大成建設、三協アルミ、不二サッシ

企業体

竹中工務店

東海興業、野崎建築資材

大成建設、不二サッシ、野崎建築資材

大成建設、不二サッシ、野崎建築資材

竹中工務店、三協アルミ

共立建設

清水建設、日軽ミック

企業体、三協アルミ、湊建材

竹中工務店、日本建鐵

竹中工務店

企業体、住友ウォール、石井建硝

企業体、日本硝子建材、昭和鋼機他

間組、三協アルミ、野崎建築資材

企業体

マサル工業

大成建設

間組、淀川製作所、三協アルミ

安藤建設、日本建鐵

大林組

請　　　　　負　　　　　先

請　　　　　負　　　　　先

企業体、三協アルミ

企業体

昭和６２年　シーリング防水工事

工事経歴書[9]
昭和６２年～６３年



現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

岩手支払基金センター 盛岡市 大成建設 1.01

岩手東芝２期 岩手県 清水・竹中・鹿島JV 1.02

岩手塩野義３期 岩手県 竹中工務店 1.02

岩手松下通信２期 岩手県 竹中工務店 1.02

サンライズ東照宮 仙台市 清水建設 1.03

石巻専修大学 宮城県 鹿島・大林・佐藤JV 1.04

東北電子計算機専門学校 仙台市 フジタ工業 1.04

アクティブパレス百合ケ丘 仙台市 東海興業 1.04

仙台定禅寺ビル 仙台市 竹中工務店 1.05

日興證券仙台ビル 仙台市 鹿島建設 1.05

東洋製缶仙台工場３期 仙台市 竹中工務店 1.06

朝日生命一番町ビル 仙台市 清水・竹中JV 1.06

宮城県庁行政庁舎 仙台市 大林・鹿島・大成他JV 1.06

仙台ＣＡＴ－Ｖ 仙台市 清水建設 1.07

好摩ＮＴＴ 岩手県 共立建設 1.07

現代詩歌 盛岡市 清水建設 1.07

ソニー仙台第２ビル 仙台市 竹中工務店 1.08

立正佼正会 盛岡市 銭高組 1.08

武田薬品仙台ビル 仙台市 大林・鹿島JV 1.08

東根市庁舎 山形県 竹中工務店 1.09

宮城健診センター 仙台市 清水建設 1.10

大和教団 仙台市 大成建設 1.10

福島労災病院 いわき市 戸田建設他JV 1.10

岩手東芝 北上市 清水建設 1.10

住友生命仙台中央ビル（ＳＳ－３０） 仙台市 熊谷組他JV 1.11

仙台国際ホテル 仙台市 熊谷組他JV 1.11

JR仙台病院増改 仙台市 鹿島建設 1.11

東北大学図書館 仙台市 フジタ工業 1.11

秋田ＦＢ会館 秋田市 フジタ工業他JV 1.11

多賀城市庁舎 多賀城市 大成建設他JV 1.12

日本モトローラ会津 会津若松市 竹中工務店 1.12

ＮＴＴ仙北営業所 盛岡市 共立建設 1.12

奥羽秋田操車場総合事務所 秋田市 清水建設 1.12

安比グランドヴィラ２ 安代町 竹中工務店 1.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　請 時期

畑中ビル 仙台市 竹中工務店 竹中工務店 （外壁改修） 1.01

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

東北大学医学部付属病院 仙台市 清水建設 2.01

電子技研 角田市 間組 2.01

南仙台パークマンション 仙台市 東海興業 2.02

大井電気仙台リサーチセンター 仙台市 清水建設 2.02

聖ドミニコ学園高等学校体育館 仙台市 戸田建設 2.03

京浜精機角田 角田市 間組 2.03

岩手女子看護短大 盛岡市 大成建設 2.03

ベルモードスズキ 仙台市 鹿島建設 2.04

第2電算センター（東北電力） 仙台市 清水建設他JV 2.04

仙台急行昭和町ビル 仙台市 竹中工務店 2.04

メルシーイン小田原 仙台市 池田建設 2.04

ライオンズマンション本町第２ 盛岡市 共立建設 2.04

泉図書館子供宇宙館 仙台市 三井建設他JV 2.05

共立建設

清水建設、三協アルミ

竹中工務店、三協アルミ、三田商店

清水建設、金子商店

請　　　　　負　　　　　先

平成２年　シーリング防水工事

平成１年　補修・改修工事（調査・診断）

フジタ工業、センソー、ダイダン

企業体､三協､日本ｱﾙﾐ､YKK秋田､昭和鋼機､野崎硝子､高木硝子

企業体、センソー

竹中工務店、高砂熱学

清水建設、三協アルミ

企業体、硝子JV、三協、トステム、不二サッシ他

企業体、硝子JV、三協、トステム、不二サッシ他

鹿島建設、不二サッシ

竹中工務店

清水建設、三協アルミ

大成建設、不二サッシ、センソー

企業体、昭和鋼機

清水建設、三協アルミ

竹中工務店、三協アルミ

企業体

銭高組　　　　　　　　　　　　　　　（断熱、屋上防水工事）

企業体

企業体、日本建鐵、ショックベトン、新日軽他

清水建設、日本アルミ

共立建設

東海興業、三協アルミ

竹中工務店、日本建鐵、三田商店、石井硝子

鹿島建設、日本建鐵、石井硝子

竹中工務店、三協アルミ

竹中工務店

清水建設、三協アルミ

企業体、三協アルミ

フジタ工業、ＹＫＫ、石井硝子

大成建設

企業体

竹中工務店、トーヨーサッシ、三田商店

平成１年　シーリング防水工事

戸田建設、三協アルミ

鹿島建設、石井硝子

企業体、三協アルミ、日本アルミ

竹中工務店、三協アルミ

池田建設

共立建設、三協アルミ

企業体、三協アルミ、田島順三製作所

間組、ＹＫＫ宮城

東海興業

間組、ＹＫＫ、ニューウォールシステム、センソー

清水建設、トステム

大成建設、三協アルミ

請　　　　　負　　　　　先

請　　　　　負　　　　　先

工事経歴書[10]
平成元年～２年



現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

宮城県美術館 仙台市 間組 2.05

仙台市科学館 仙台市 飛島建設他JV 2.05

岩手県武道館 盛岡市 清水建設 2.05

東北セミコンダクタ 仙台市 竹中工務店他JV 2.06

Ｎ．Ｏ．Ｋ．二本松工場 二本松市 大林組 2.06

チュウケイ本社ビル 仙台市 安藤建設 2.06

富士通岩手工場４番館 金ケ崎町 大成建設 2.06

山形県総合体育館 天童市 鹿島建設他JV 2.07

松島国際カントリークラブクラブハウス 松島町 鹿島建設 2.07

仙台中央郵便局改修 仙台市 大林組 2.08

六ケ所ウラン濃縮工場 六ケ所村 鹿島建設他JV 2.08

西仙台カントリークラブ 仙台市 大成建設 2.09

東洋刃物多賀城工場 多賀城市 池田建設 2.09

アムス西武改修 仙台市 大林組他JV 2.09

エース２１ビル 仙台市 熊谷組 2.10

ホテル紫苑 盛岡市 清水建設 2.10

大和證券ビル 仙台市 鹿島建設他JV 2.11

七十七銀行新伝馬町支店 仙台市 大林組 2.11

気仙沼プラザホテル 気仙沼市 竹中工務店 2.11

ヒロセ電気一関工場 一関市 清水建設 2.11

日本Ｔ＆Ｂ 大衡村 飛島建設 2.12

塩釜再開発ビル 塩釜市 清水建設 2.12

雫石プリンスホテル 雫石町 竹中工務店 2.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

宮古文化会館 宮古市 藤原建築 2.05

仙台赤十字病院救急センター 仙台市 清水建設 清水建設 （シール打替） 2.09

富士銀行青森支店 青森市 大成建設 2.09

鹿島建設八木山独身寮 仙台市 鹿島建設 2.10

大船渡雇用促進住宅 大船渡市 橋本工務店 2.12

岩手県立博物館 盛岡市 鹿島建設 鹿島建設 （シール打替） 2.12

むつ病院 むつ市 大成建設 2.12

藤原建築　　　　　　　　　　　　（シール打替、注入工事）

大成建設　　　　　　　　　　　　（シール打替、注入工事）

鹿島建物管理、倉栄興業　　（シール打替、注入工事）

橋本工務店　　　　　　　　　　（シール打替、注入工事）

請　　　　　負　　　　　先

平成２年　補修・改修工事（調査・診断）

大成建設　　　　　　　　　　　（シール打替、注入工事）

清水建設、ＹＫＫ岩手、大同建材

飛島建設

清水建設、新日軽

竹中工務店、トーヨーサッシ、三田商店

清水建設、興盛工業所

企業体、トーヨーサッシ、三協アルミ、センソー

大林組

竹中工務店、三協アルミ

大成建設

池田建設

企業体

熊谷組、他硝子店

間組、昭和鋼機、西原衛生

企業体、田島順三製作所

請　　　　　負　　　　　先

平成２年　シーリング防水工事

大林組、新日軽、日軽アルミ

清水建設、三協アルミ

企業体、日信電工

大林組、ニューウォールシステム

安藤建設、三協アルミ、菅原硝子店

大成､新日軽､日軽ｱｰﾊﾞﾝ､三田､日乃出硝子､朝日工業社､ﾆｯﾀ

企業体、ＹＫＫ山形

鹿島建設、トーヨーサッシ

企業体、P.Sコンクリート

工事経歴書[11]
平成２年



現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

ミリケンジャパン米沢工場 米沢市 竹中工務店 3.01

太平洋ガスセンター 八戸市 戸田建設 3.01

ダイアパレス名取中央 名取市 東海興業 3.02

アツギユニシア いわき市 フジタ 3.02

競馬会館 盛岡市 熊谷組 3.02

太陽生命ビル 仙台市 大林組 3.03

中小企業大学校 仙台市 竹中工務店他JV 3.03

岩手銀行新事務センター 盛岡市 大成建設 3.03

仙台東口ビル 仙台市 安藤建設 3.04

ナナトミクラブホテル棟 いわき市 大林組 3.04

ＮＴＴ寒河江 寒河江市 共立建設 3.04

石巻Ｄ．Ｉビル 石巻市 鹿島建設 3.04

仙台市立病院救急センター 仙台市 竹中工務店他JV 3.04

ＴＨＫ山形工場 東根市 住友建設 3.04

日産火災海上ビル 仙台市 フジタ他JV 3.05

岩手東芝増改 北上市 清水建設 3.05

石巻グランドホテル 石巻市 間組 3.06

赤十字血液センター 盛岡市 大成建設 3.06

アルプス中央研究所 仙台市 竹中工務店 3.07

第百生命ビル 仙台市 大林組 3.07

パストラルハイム上杉 仙台市 清水建設 3.07

札幌かに本家 仙台市 大成建設 3.08

ＤＫ仙台ビル 仙台市 大林組 3.09

マイアミ駐車場 盛岡市 丸協建設 3.09

北仙台ＮＴＴスポーツプラザ 仙台市 共立建設他JV 3.10

東日本放送 仙台市 戸田建設 3.10

国際交流会館 仙台市 間組他JV 3.10

大東マンション 盛岡市 日本国土開発 日本国土開発 （塗布防水工事） 3.10

寒河江図書館 寒河江市 三井建設 3.11

ロイヤルヒルズ中野寺前 仙台市 大成建設 3.11

花京院住宅 仙台市 フジタ他JV 3.12

菅原学園ビジネス専門学校 仙台市 飛島建設 3.12

山形シリコーン結晶工場 米沢市 竹中工務店 3.12

佐川急便蔵王保養所 蔵王町 清水建設 3.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

花巻千代田生命 花巻市 大成建設 3.04

北日本銀行宮古支店 宮古市 佐々勇建設 3.04

五戸公民館 五戸町 大成建設 3.07

北上千代田生命 北上市 大成建設 3.08

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

会津坂下時計塔 会津若松市 ヴィクトル 3.07

セイコー電子部品 宮城県 ヴィクトル 3.11

三繁鋼鉄工業 仙台市 ヴィクトル 3.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

東北大学文法学部 仙台市 戸田建設 4.01

フジックス 大衡村 大成建設他JV 4.01

テレトラック安代 安代町 熊谷組 4.01

東北生活文化大学 仙台市 竹中工務店 4.02

戸田建設　　　　　　　　　　　　　（断熱、塗布防水工事）

ヴィクトル

ヴィクトル

平成３年　常温金属溶射工事

竹中工務店、トーヨーサッシ、テクノ大手

清水建設、三協アルミ

ヴィクトル

平成３年　補修・改修工事（調査・診断）

請　　　　　負　　　　　先

大成建設　　　　　　　　　　　　　（外壁、屋上改修一式）

佐々勇建設　　　　　　　　　　（シール注入、塗装工事）

大成建設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（外壁調査）

大成建設　　　　　　　　　　　　　（外壁、屋上改修一式）

三井建設、昭和鋼機、三晃金属

大成建設、センソー

企業体、ＹＫＫａｐ、日本アルミ、センソー

飛島建設

企業体、ＹＫＫａｐ

清水建設

間組

大成建設、三協アルミ

共立建設、日本建鐵

鹿島建設、不二サッシ

企業体、ＹＫＫ宮城、石井硝子

住友建設、トーヨーサッシ

企業体、三協アルミ

大成建設、三田商店、ニューウォールシステム、東北電工

安藤建設

大林組、三協アルミ、センソー

東海興業

フジタ

熊谷組、三協アルミ、盛岡窓枠、三田商店

大林組、不二サッシ

竹中工務店、三協アルミ、大氣社

請　　　　　負　　　　　先

平成３年　シーリング防水工事

請　　　　　負　　　　　先

竹中工務店、三協アルミ、日軽アルミ、石井硝子

企業体、日本建鐵

丸協建設

戸田建設、三協アルミ、ＹＫＫａｐ

企業体、田島順三製作所、日本アルミ

大林組、ニューウォールシステム

清水建設

大成建設

大林組、三協アルミ、新日軽

熊谷組、三田商店、盛岡窓枠、橋爪商事

竹中工務店、三協アルミ

平成４年　シーリング防水工事

請　　　　　負　　　　　先

戸田建設、ＹＫＫ宮城

企業体、ＹＫＫａｐ

工事経歴書[12]
平成３年～４年



現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

安比ヴィラ３ 安代町 竹中工務店 4.02

青森農協会館 青森市 大林組 4.02

仙台市広瀬川浄化センター 仙台市 竹中工務店他JV 4.03

仙台中央ビル 仙台市 清水建設 4.03

ダイアパレスアポロシティ２１高砂壱・弐番館 仙台市 東海興業 4.03

シチズンテクノ 北上市 清水建設 4.03

アルプス物流相馬物流センター 相馬市 竹中工務店 4.04

エトワール盛岡 盛岡市 松村組 4.04

盛岡赤十字病院 盛岡市 大成建設 4.04

大睦一番丁ビル 仙台市 鹿島建設他JV 4.05

ピースビル北目町 仙台市 清水建設 4.05

宮城医師会健康センター 仙台市 清水建設 4.05

泉中央ショッピングセンター 仙台市 大成建設他JV 4.06

泉中央駅舎 仙台市 鹿島建設他JV 4.06

ラフォーレ蔵王 蔵王町 大成建設 4.06

金成保養センター 金成町 間組 間組、三協アルミ （屋上防水工事） 4.06

ダイアシティ２０００茂庭Ａ３棟 仙台市 竹中工務店他JV 4.07

仙台赤十字病院（増築） 仙台市 清水建設 4.07

川鉄金属工業花巻 花巻市 日産建設 4.07

国立療養所盛岡病院 盛岡市 大成建設 4.07

ホテル青森 青森市 熊谷組 4.07

一関運動公園 一関市 大成建設 4.07

七十七銀行中山研修所 仙台市 鹿島建設 4.08

セント北四ビル 仙台市 竹中工務店 4.08

東洋製罐仙台工場第５期 仙台市 竹中工務店 4.09

相馬共同火力発電所１号機 新地町 清水建設他JV 4.09

高森ショッピングセンターキャラウェイ 仙台市 大成建設 4.09

Ｋ２小田急ビル 仙台市 鹿島建設 4.10

五橋ビル 仙台市 大成建設 4.10

七十七銀行築館支店 築館町 安藤建設 4.10

ＴＮビル 仙台市 大成建設 4.11

プレジデントビル 仙台市 間組 4.11

盛岡白百合学園講堂 盛岡市 清水建設 4.11

三越仙台店 仙台市 鹿島建設 4.12

ＡＢ＆Ｍビル 仙台市 大成建設 4.12

蔵王温泉観光ベースロッヂ 山形市 清水建設 4.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

遠山病院 盛岡市 間組 間組 （外壁改修） 4.01

北日本銀行本店 盛岡市 安藤建設 安藤建設 （外壁改修） 4.05

東北電力ビル 仙台市 大林組 大林組 （シール打替） 4.07

白石ショッピングセンター 白石市 安藤建設 安藤建設 （外壁改修） 4.08

久保田医院 盛岡市 安藤建設 安藤建設 （外壁改修） 4.09

金属博物館 仙台市 竹中工務店 竹中工務店、三協アルミ （漏水補修） 4.10

明治生命遠野営業所 遠野市 竹中工務店 4.10

宮城ビル 仙台市 大林組 大林組 （内部改修） 4.10

東宝ビル 仙台市 竹中工務店 竹中工務店 （外壁改修） 4.10

表蔵王ゴルフクラブ 蔵王町 安藤建設 安藤建設 （外壁改修） 4.11

野田村立野田小学校 野田村 宮城建設 宮城建設、中外商工 （外壁調査、診断） 4.11

仙台市役所本庁舎議会棟外壁 仙台市 大林組 大林組 （外壁改修） 4.12

宮町コーポ 仙台市 清水建設 宮城県外補協 （外壁改悽） 4.12

松島町役場 松島町 宮城県外補協 宮城県外補協 （外壁改修） 4.12

宮城県行政庁舎　内外装他 仙台市 大林組 大林組 （定期現況調査） 4.12

キリンビール仙台工場床工事 仙台市 ヴィクトル ヴィクトル （塗床工事） 4.12

清水建設、ＹＫＫａｐ

企業体、三協アルミ、金子商店、センソー

大成建設、田島順三、センソー

清水建設

竹中工務店　　　　　　　　　　　　（漏水補修、金物工事）

請　　　　　負　　　　　先

平成４年　補修・改修工事（調査・診断）

日産建設、パーカーエンヂニアリング、泉商店

大成建設、不二サッシ、日軽アーバン、大氣社

大成建設、日本建鉄、センソー、新菱冷熱

企業体

鹿島建設、三協アルミ、石井硝子

企業体

大成建設、トーヨーサッシ、不ニサッシ、センソー、高砂熱学

企業体、ＹＫＫ宮城

清水建設

清水建設、三協アルミ

東海興業

清水建設、ＹＫＫ岩手、大同建材、三機工業

竹中工務店、トステム

松村組、ＹＫＫ宮城、岩手建商

大林組、不二サッシ

清水建設、新日軽、ニューウォールシステム

企業体、平塚アルミ

平成４年　シーリング防水工事

熊谷、正和産業、YKK青森、新日軽、興伸、工藤ｶﾞﾗｽ

企業体、三協アルミ、石井硝子

清水建設、三田商店

大成建設、ＹＫＫ宮城、大成設備

間組、鐵屋

大成建設、三協アルミ

鹿島建設、田島順三、石井硝子、他

大成建設、トーヨーサッシ

鹿島建設、平塚アルミ、日本建鉄、石井硝子

竹中工務店、三協アルミ

竹中工務店、三協アルミ

大成建設、昭和プレハブ、不二サッシ、センソー

竹中工務店、三協アルミ、トーヨーサッシ、三田商店

請　　　　　負　　　　　先

安藤建設、ＹＫＫ宮城

工事経歴書[13]
平成４年



現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

大槻電気配電盤 仙台市 ヴィクトル 4.01

ＢＨプリンセスプール棟 仙台市 仙台鋼建 4.03

弘進ゴム 亘理町 ヴィクトル 4.03

三陸博擬岩 山田町 大日本塗料 4.06

東北新幹線トイレ 利府町 東北交通機械 4.11

江釣子ショッピングセンター 北上市 大林組 4.12

仙台第一高等学校 仙台市 佐藤工業 4.12

第一生命ビル 東京都 清水建設 4.12

平成５年　シーリング防水工事

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

東北厚生年金病院増築 仙台市 竹中工務店 5.01

栗子スキー場クアドーム 米沢市 清水建設 5.01

泉葬祭会館 仙台市 飛島建設 5.01

岩手県生物工学研究所 花巻市 住友建設 5.01

卸町東京たばこサービス 仙台市 JT不動産 5.02

仙台Ｊビル 仙台市 大成建設他JV 5.02

東北電力南営業所 仙台市 竹中工務店他JV 5.02

盛岡簡易保険保養センター 盛岡市 戸田建設 5.02

都南村社会教育会館 都南村 清水建設 5.02

ハ乙女マンション 仙台市 安藤建設 5.03

藤崎立町事務館 仙台市 大林組 5.03

ダイアシティ２０００茂庭Ｃ１棟 仙台市 竹中工務店他JV 5.03

桂パークタウンパークハウス 仙台市 東急建設他JV 5.03

若林文化センター 仙台市 戸田建設他JV 5.03

仙台二日町ビル 仙台市 鹿島建設 5.04

松下通信仙台研究所 仙台市 竹中工務店 5.04

東武仙台第一ビル 仙台市 三井建設他JV 5.04

関東自動車金ケ崎工場 金ケ崎町 清水建設他JV 5.04

仙台晩翠通りビル 仙台市 清水建設 5.05

広瀬通りＫＫビル 仙台市 鹿島建設 5.05

北上市立図書館 北上市 清水建設 5.05

山形駅現業棟 山形市 大成建設 5.06

ダイアパレスアポロシティ２１高砂・参番館 仙台市 東海興業 5.06

ホテルせいわ 北上市 竹中工務店 5.06

多賀城ショッピングセンター（ジャスコ） 多賀城市 大林組 5.07

仙台ＴＢビル 仙台市 鹿島建設他JV 5.07

カトリック仙台司教区センター 仙台市 鹿島建設 5.08

日産自動車いわき工場 いわき市 フジタ他JV 5.08

ニチハいわき工場 いわき市 住友建設 5.08

気仙沼郵便局 気仙沼市 共立建設他JV 5.09

ライオンズマンション開運橋 盛岡市 熊谷組 5.09

湯田カントリークラブ 湯田町 清水建設 5.09

新地火力発電所２号機屋外 新地町 清水建設他JV 5.10

岩手県工業技術センター 盛岡市 大成建設 5.10

弘前ビブレ 弘前市 清水建設 5.10

福島銀行本店ビル 福島市 大林組他JV 5.11

ホテルサンオーエン 盛岡市 フジタ 5.11

横手市民会館 横手市 清水建設 5.11

大槌ショッピングセンター 大槌町 松村組 5.12

仙台育英学園高等学校多賀城校舎 多賀城市 大林組 5.12

黒松ホール 仙台市 鹿島建設他JV 5.12

ＮＴＴ新ビル 仙台市 鹿島建設他JV 鹿島建設、不二サッシ、日本建鉄 5.12

企業体、ＹＫＫ福島

住友建設、三協アルミ

竹中、トステム、ニューウォールシステム、三田商店

大林組、三協アルミ、淀川製鋼所

企業体、新日軽、ノザワ

鹿島建設、三協アルミ、利産業

大成建設、日本建鉄

東海興業、新日軽

清水建設

松村組

大林組、三協アルミ、立山アルミ

三協アルミ、ＹＫＫａｐ、石井硝子、センソー

企業体、三協アルミ、ＹＫＫ岩手、三機工業、第一プラント他

清水建設、トステム、三協アルミ、新日軽、トート東北

鹿島建設、三協アルミ、石井硝子

清水建設、三協アルミ

企業体、三協アルミ、石井硝子、センソー

鹿島建設、三協アルミ、石井硝子

竹中工務店、日本建鐵

企業体、新日軽

ヴィクトル

ヴィクトル

請　　　　　負　　　　　先

平成４年　常温金属溶射工事

ヴィクトル

ヴィクトル

請　　　　　負　　　　　先

竹中工務店、金子商店

清水建設、トステム

飛島建設、ＹＫＫ宮城

住友建設、トステム

企業体、ＹＫＫａｐ、石井硝子

企業体、日本建鉄

JT不動産

企業体、日本建鉄、田島順三

企業体、ＹＫＫａｐ、石井硝子

ヴィクトル

大林組

佐藤工業

清水、新日軽、昭和鋼機、朝日工業社、ユアテック、日比谷

熊谷組、三協アルミ、盛岡セツビ、ユアテック

清水建設、不二サッシ

企業体

企業体、三協アルミ、キューサン

安藤建設、野原産業

大林組、三協アルミ

戸田建設、不二サッシ、盛岡窓枠

第一保全工業

大成建設

清水建設、三協アルミ

企業体、野崎、石井硝子、新日軽、トステム、昭和鋼機

フジタ、ＹＫＫ岩手

工事経歴書[14]
平成４年～５年



現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

うすい百貨店 郡山市 丸本工業所 5.01

福島第２原子力発電所事務館内部ホール 福島県 間組 間組 （漏水調査） 5.01

花泉誠信堂病院 花泉町 竹中工務店 竹中工務店 （漏水調査） 5.01

岩手クリニック 水沢市 佐々木建設 佐々木建設 （外壁改修） 5.02

三菱ビルエレベータピット 仙台市 チトセ興産 チトセ興産 （止水工事） 5.02

河合塾文理２号館 仙台市 大林組 大林組 （外壁調査） 5.03

住友生命仙台中央ビル 仙台市 熊谷組 熊谷組 （外壁調査） 5.03

仙台火力発電所煙突 七ケ浜町 鹿島建物管理 鹿島建物管理 （調査、診断） 5.03

第２ワシントンホテル 仙台市 間組 間組 （外壁調査） 5.04

宮城県行政庁舎　内外装他 仙台市 大林組 大林組 （定期現況調査） 5.04

道路公団盛岡南職員宿舎 盛岡市 佐々木建設 佐々木建設 （改修一式） 5.04

丸井郡山店 郡山市 戸田建設 戸田建設 （外壁調査） 5.05

岩沼航空大学校 岩沼市 宮城県 外補協宮城県外補協 （外壁調査） 5.06

早稲田予備校１３時ビル 仙台市 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ東北 ジャパンメンテナンス東北 （外壁調査） 5.06

水沢市庁舎 水沢市 間組 間組 （外壁調査） 5.07

仙台セントラルビル 仙台市 千代田土地建物 千代田土地建物 （外壁調査） 5.07

塩釜魚市場 塩釜市 ｱｻﾋ総合ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ アサヒ総合エンジニアリング （劣化調査） 5.08

大河原町営住宅 大河原町 宮城県外補協 宮城県外補協 （外壁調査） 5.10

鈎取山、茂庭、青葉山浄水場 仙台市 ニュージェック ニュージェック （劣化調査） 5.11

東北電力岩手支店 盛岡市 岩手ホーム 岩手ホーム （外壁調査） 5.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

石井商店ビル玄関 仙台市 佐元工務店 5.01

科学技術庁角田エゼクタ 角田市 三建塗装 5.03

相馬共同火力新地発電所 新地町 清水建設他JV 5.11

ＪＲ仙山線北山駅鋼管 仙台市 東北交通機械 5.12

黒松ホールレストラン階段 仙台市 鹿島建設他JV 5.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

新仙台ビル 仙台市 安藤建設 日本建鉄 （防水工事） 5.03

陣屋パーキング 仙台市 清水工業 清水工業 （塗装・防水工事） 5.03

東宝ビル 仙台市 竹中工務店 竹中工務店 （注入工事） 5.03

丸本工業所新社屋 仙台市 大和ハウス工業 大和ハウス工業 （塗装工事） 5.04

苦竹３６９センター 仙台市 大成商事 大成商事 （塗装工事） 5.04

啓進ハイツ 仙台市 安藤建設 安藤建設 （塗装・防水工事） 5.05

ラ・レヂダンスド仙台ビル 仙台市 間組 間組 （止水工事） 5.06

柴崎ビル 仙台市 間組 間組 （止水工事） 5.06

宝屋総本店ビル 仙台市 竹中工務店 竹中工務店 （注入工事） 5.08

磐清水小学校 一関市 平野組 平野組 （注入・塗装工事） 5.08

ラ・サーミビル 仙台市 ﾀｯｸｺﾐﾆｹｰｼｮﾝ タックコミニケーション （防水工事） 5.08

宮城ビル 仙台市 大林組 大林組 （防水工事） 5.09

キリンビール製品棟 仙台市 ヴィクトル ヴィクトル （塗床工事） 5.09

八木山佐藤歯科 仙台市 安藤建設 安藤建設 （止水工事） 5.10

茂庭台浄水場 仙台市 丸本工業所 仙台市水道局 （防水工事） 5.11

仙台セントラルビル 仙台市 千代田土地建物 千代田土地建物 （注入工事） 5.11

太陽生命仙台ビル 仙台市 大林組 5.11

伊澤竹に雀ビル 仙台市 安藤建設 安藤建設 （金物工事） 5.12

小野田野外趣味活動施設 小野田町 宮城県外補協 5.12

ライオンズマンション八乙女 仙台市 東海興業 東海興業 （注入工事） 5.12

ＡＭＳ西武 仙台市 大林組 大林組 （防水工事） 5.12

東海千代田ビル 仙台市 竹中工務店 竹中工務店 （防水工事） 5.12

宮城県外補協　　　　　　　　　　（注入・塗装・防水工事）

三建塗装

郡山市中町第一地区市街地再開発準備組合　　　（調査）

平成５年　補修・改修工事（調査・診断）

平成５年　常温金属溶射工事

請　　　　　負　　　　　先

佐元工務店

大林組　　　　　　　　　　　　　　（シール打替・注入工事）

請　　　　　負　　　　　先

平成５年　その他工事

請　　　　　負　　　　　先

清水建設

東北交通機械

企業体

工事経歴書[15]
平成５年



現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

宮城県太白荘 仙台市 丸本工業所 宮城県太白荘 （防水工事） 5.12

いわき南部下水処理場 いわき市 大林組 大林組 （塗床工事） 5.12

瀬見温泉観松館 最上町 フジタ フジタ （防水工事） 5.12

利府内科胃腸科 利府町 丸本工業所 利府内科胃腸科医院 （塗装工事） 5.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

桂パークハウス 仙台市 東急建設 6.01

第７広瀬ビル 仙台市 大成建設 6.01

東北電力一関営業所 一関市 竹中工務店 6.01

下愛子県職員寮 仙台市 大林組 6.02

下愛子県職員寮 仙台市 住友建設 6.02

一関運動公園野球場 一関市 大成建設 6.02

仙台学生交流会館 仙台市 間組 6.03

ハウステージ多賀城 多賀城市 戸田建設 6.03

眞聖ありのまま舎 仙台市 大林組 6.04

本荘第一病院 秋田県 間組 間組 （塗床工事） 6.04

本山製作所大衡工場第３期増築 大衡村 大成建設 6.05

シティ青山 盛岡市 竹中工務店 6.05

インターシティホテル 仙台市 清水建設 6.06

登米祝祭劇場 迫町 安藤建設 6.06

最上町立最上病院 最上町 飛島建設 6.06

東北電力名取総合グランド 名取市 清水建設他JV 6.07

山形駅ビル 山形市 大成建設他JV 6.07

鬼首カントリークラブクラブハウス 鳴子町 大成建設他JV 6.07

東北発電工業技術開発センター 利府町 鹿島建設 6.07

ＡＲＫ小田急ビル 仙台市 安藤建設 6.07

宮古港湾合同庁舎 宮古市 陸中建設 6.07

タプコピアンプラザ 田子町 竹中工務店 6.07

富士通ＡＭＤセミコンダクタ壱番館 会津若松市 大成建設 6.08

仙台東映プラザ 仙台市 清水建設 6.08

東北大学大型計算機研究実験棟 仙台市 鹿島建設 6.09

ダイアパレス岩沼A棟 岩沼市 三井建設 6.09

新庄浄水場 盛岡市 住友建設 6.09

白石仙南信用金庫本店 白石市 清水建設 6.10

いわき２１世紀の森野球場 いわき市 飛島建設他JV 6.10

クリエ２１ 盛岡市 大林組 6.10

中の橋再開発 盛岡市 熊谷組 6.10

七十七銀行一番町支店 仙台市 安藤建設 6.11

仙台トヨペット本社 仙台市 大林組 6.11

ＮＭＬＳＰＤ仙台デザインＲ＆Ｄセンター 仙台市 大林組 6.11

ノーマライゼーションランド 盛岡市 熊谷組 6.11

弘前マイカル 弘前市 清水建設 6.11

篠田総合病院 山形市 清水建設 6.12

女川原子力発電所２号機各建屋 女川町 鹿島建設他JV 6.12

ラルシティ白鳥 仙台市 東海興業 6.12

菅原学園福祉専門学校 仙台市 飛島建設 6.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

遠野小学校 遠野市 東北物産 東北物産 （屋上防水改修） 6.01

志和ビル 盛岡市 安藤建設 安藤建設 （屋上防水改修） 6.01

金ケ崎雇用促進住宅 金ケ崎町 佐々木建設 佐々木建設 （外壁改修一式） 6.03

平成５年　その他工事

請　　　　　負　　　　　先

竹中工務店、鈴木工業

大林組、不二サッシ

熊谷組、トステム

鹿島建設、センソー、ケン

三井建設

住友建設、東北物産

清水建設、三協アルミ、小池硝子、高橋石材

請　　　　　負　　　　　先

大林組

住友建設、三協アルミ

大成建設、トステム　　　　　　　（塗装・塗布防水工事）

安藤建設、石井硝子、ＹＫＫａｐ

大林組、不二サッシ

竹中工務店、日本建鐵

大成建設、大氣社

清水建設

平成６年　補修・改修工事（調査・診断）

東急建設、日本建鐵

清水建設

大成建設

請　　　　　負　　　　　先

平成６年　シーリング防水工事

企業体、日本建鐵

鹿島建設、三協ｱﾙﾐ、ﾄｰﾄ東北、センソー、石井硝子

安藤建設、日本アルミ

陸中建設

企業体、三協アルミ

間組、立山アルミ、ＹＫＫ宮城

戸田建設、三協アルミ

大林組、三協アルミ

竹中工務店、三田商店、新日軽、東北ALC、正和産業

清水建設、新日軽

安藤建設、ＹＫＫａｐ、石井建硝

飛島建設、ニューウォールシステム

企業体、ＹＫＫａｐ、不二サッシ

企業体、不二サッシ

大成建設、センソー

大林組、ＹＫＫａｐ岩手

熊谷組

清水建設

企業体、センソー、建装工業他

東海興業

飛島建設

工事経歴書[16]
平成５年～６年



現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

ＹＫビル 仙台市 竹中工務店 竹中工務店 （外壁改修） 6.03

ロイヤルホスト駅東店 仙台市 ﾀｯｸｺﾐﾆｹｰｼｮﾝ タックコミニケーション （内・外壁改修） 6.03

畑中ビル 仙台市 竹中工務店 竹中工務店 （内部改修） 6.04

ダイハツ板垣ビル 仙台市 安藤建設 安藤建設 （外壁調査・補修） 6.04

ホテル佐勘 仙台市 清水建設 清水建設、三協アルミ （防水改修） 6.05

明治産業ビル 仙台市 大林組 大林組 （防水改修） 6.07

水沢市庁舎外壁ﾀｲﾙ剥離防止工事 水沢市 丸本工業所 水沢市役所 （外壁改修） 6.09

岩手教育会館 盛岡市 安藤建設 6.09

東邦生命ビル 仙台市 鹿島建設 鹿島建設、ケン （外壁改修） 6.10

国際電気 仙台市 大林組 大林組、伊藤建設 （外壁調査・補修） 6.12

厨川小学校 盛岡市 吉武建設 小山商店 （防水改修） 6.12

白石市健康センター（防水、塗装） 白石市 安藤建設 安藤建設 （外壁改修） 6.12

昭和企画開発ビル 仙台市 安藤建設 安藤建設 （外壁改修） 6.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

瑞巌寺、博物館/青龍殿屋根鉄骨部 松島町 松井建設 6.04

仙台東映ビルエレベーター扉 仙台市 清水建設 6.04

白石白鷺橋新設 白石市 銭高組 6.04

新庄畜産試験場外部階段 新庄市 沼田建設 6.07

仙台文化堂ビルエレベーター枠扉 仙台市 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾋﾛｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 6.10

仙台市宮城野高校鉄骨階段他 仙台市 仙建工業、橋本店他 6.10

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

南蒲生下水処理場（床） 仙台市 三建塗装 三建塗装 （塗装工事） 6.03

仙台市水道局富田浄水場（壁面） 仙台市 丸本工業所 仙台市水道局 （止水・金物工事） 6.03

仙台市中原浄水場 仙台市 丸本工業所 仙台市水道局 （止水工事） 6.03

古川市七日町歩道縁石 古川市 大成ロテック 大成ロテック （注入工事） 6.04

いわき２１世紀の森野球場 いわき市 飛島建設他JV 企業体 （注入・防水工事） 6.05

酒田和風館（パラシール） 酒田市 畑山 畑山 （防水工事） 6.05

連坊ビル（基礎プレート取合） 仙台市 大林組他JV 企業体 （注入工事） 6.08

仙台市葛岡工場 仙台市 大林組他JV 企業体 （防水工事） 6.09

酒田共同火力発電所 酒田市 畑山 畑山 （防水工事） 6.10

七十七銀行一番丁仮店舗（外壁） 仙台市 東光電気工事 東光電気工事 （外壁補修工事） 6.10

愛隣館 花巻市 戸田建設 戸田建設 （防水工事） 6.10

クリエ２１ 盛岡市 大林組 大林組 （防水工事） 6.10

七十七銀行一番丁支店 仙台市 安藤建設 安藤建設 （防水工事） 6.11

雄勝ゴミ処理場 雄勝町 飛島建設 飛島建設 （防水工事） 6.12

新庄小檜室団地 新庄市 沼田建設 沼田建設 （防水工事） 6.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

仙台市泉中央駅前駐車場 仙台市 飛島建設他JV 7.01

宮城三菱ふそう自動車販売本社 仙台市 清水建設他JV 7.01

ホテル瑞鳳コンベンションホール 仙台市 東海興業 7.01

岩手日報 盛岡市 間組 7.01

ＪＩＣＡ二本松訓練所 福島県 飛島建設他JV 7.02

仙台ロイヤルパークホテル 仙台市 大成建設他JV 7.02

仙台市葛岡工場 仙台市 大林組他JV 7.02

仙台北税務署 仙台市 フジタ他JV 7.02

宮城県総合体育館プール 利府町 竹中工務店他JV 7.05

三沢米軍（５）南高層住宅 三沢市 間組 7.09

連坊ビル 仙台市 大林組他JV 7.10

間組

企業体、ＹＫＫ、石井硝子、トステム

企業体、新日軽、他

安藤建設　　　　　　　　　　　　（注入・塗布防水・金物工事）

平成７年　シーリング防水工事

請　　　　　負　　　　　先

請　　　　　負　　　　　先

松井建設

清水建設

沼田建設

ジャパンヒロコーポレーション

カメイ、仙建工業

請　　　　　負　　　　　先

平成６年　補修・改修工事（調査・診断）

平成６年　常温金属溶射工事

平成６年　その他工事

請　　　　　負　　　　　先

東北ドック鉄工

企業体、ＹＫＫ宮城、斉久工業

企業体

東海興業、不二サッシ、センソー、石井硝子

間組、トステム

企業体、三協アルミ、三晃金属

企業体、日本建鐵、センソー

企業体、不二サッシ、石井硝子

企業体、三協アルミ

工事経歴書[17]
平成６年～７年



現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

東京海上仙台ビル 仙台市 大林組 7.01

中原浄水場管理本館（屋上防水） 仙台市 丸本工業所 7.01

水沢市庁舎屋上改修工事 水沢市 丸本工業所 7.02

岩谷堂高校大規模改修 江刺市 丸谷興務店 7.02

平成７年　常温金属溶射工事

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

県立宮城野高校屋外ステージ鉄骨 仙台市 大日本土木 7.03

遠藤商会看板支柱、キャノピー 宮城県 丸本工業所 7.03

石井マンション高架水槽架台 宮城県 丸本工業所 7.08

大追シンボルタワー鉄骨 岩手県 森田建設 7.09

仙台コカコーラボトリング新庄営業所玄関庇鉄骨 山形県 沼田建設 7.09

藤崎文化センター 藤崎町 安藤建設 7.11

仙台市大沢中学校 仙台市 奥田建設 7.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

仙台北税務署 仙台市 フジタ他JV 企業体、三協アルミ （防水工事） 7.01

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

宮城県総合体育館 利府町 間組JV 8.02

駿台予備校仙台校 仙台市 大林組 8.02

石巻ビブレ 石巻市 鹿島建設JV 8.02

上山再開発 上山市 清水建設JV 8.02

ホテルメトロポリタン 盛岡市 大成建設JV 8.03

仙台厚生病院 仙台市 大成建設 8.03

サンエー・ショッピング・プラザ 石巻市 竹中工務店 8.03

こだま病院 石巻市 大成建設 8.03

日立米沢電子Ｅ棟 米沢市 竹中工務店 8.03

東北リサーチセンター 仙台市 鹿島建設 8.03

ネオハイツ高砂Ⅱ 仙台市 住友建設 8.03

花巻総合体育館 花巻市 熊谷組 8.04

ホテル一の坊 松島町 フジタ 8.04

ホテル瑞鳳迎賓館 仙台市 飛島建設 8.04

ＪＡＬ　ＣＩＴＹ仙台 仙台市 フジタ 8.04

女川原子力発電所補修センター 女川町 鹿島建設 8.04

盛岡競馬場 盛岡市 熊谷組 8.04

宮城沖電気 大衡村 竹中工務店JV 8.05

建設産業会館 仙台市 清水建設 8.05

小松島老人ホーム 仙台市 清水建設 8.05

岩手医大創立６０周年記念館 岩手県 大成建設 8.06

カウボーイ三本木 三本木町 フジタ 8.06

朝日生命花巻営業所 花巻市 間組 8.06

トーカンマンション上盛岡 岩手県 清水建設 8.07

帆船ミュージアム 石巻市 飛島建設JV 8.07

青葉通りプラザ 仙台市 清水建設JV 8.07

北杜学園中央校舎 仙台市 清水建設 8.07

七十七東ロビル 仙台市 大成建設JV 8.07

南陽市体育館 南陽市 竹中工務店JV 8.08

セイコーエプソン酒田 酒田市 竹中工務店JV 8.09

ホテル古窯 上山市 清水建設 8.09

松島簡易保険保養センター 鳴瀬町 間組JV 8.09

北上陸上競技場 北上市 鹿島建設 8.10

大林組、カメイ設備　　　　　　（シール打替・注入工事）

仙台市水道局　　　　　　　（屋上防水改修・金物工事）

平成７年　補修・改修工事（調査・診断）

請　　　　　負　　　　　先

水沢市役所　　　　　　　　　　（屋上シンダー改修工事）

丸谷興務店　　　　　　　　　（屋上防水・外壁改修工事）

請　　　　　負　　　　　先

大日本土木

遠藤商会

石井商店

カメイ

森田建設

企業体

清水建設、新日軽

企業体、平塚アルミ工業、トステム

企業体

企業体、ＹＫＫ、三協アルミ、トステム、センソー

鹿島建設、三協アルミ

住友建設、新日軽

平成８年　シーリング防水工事

竹中工務店、トステム

企業体、鐵屋

企業体、トステム

企業体

大成建設、不二サッシ、センソー

竹中工務店、新日軽

熊谷組

フジタ、ＹＫＫ

飛島建設

鹿島建設

安藤建設

大成建設、トステム、センソー

大和ハウス工業、センソー

熊谷組

企業体、トステム、大氣社、サンプラス

清水建設、三協アルミ、石井硝子

清水建設、三協アルミ、石井硝子

沼田建設

フジタ、ＹＫＫ

平成７年　その他工事

大林組、日本建鐵、石井硝子

企業体、三協アルミ、石井硝子

請　　　　　負　　　　　先

請　　　　　負　　　　　先

企業体、昭和鋼機、大善ガラス

企業体、オーエムシー、新日軽、石井硝子、他

清水建設、新日軽

大成建設

フジタ、ＹＫＫ

間組

清水建設

工事経歴書[18]
平成７年～８年



現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

Ｍシティ盛南大橋 盛岡市 宮城建設 8.11

白寿殿 仙台市 三井建設 8.11

公立黒川病院 大和町 フジタJV 8.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

宮城県行政庁舎　内外装他 仙台市 大林組 大林組 （定期現況調査） 8.02

水沢市合同庁舎 水沢市 ヤマイチ ヤマイチ （耐震調査） 8.02

みやぎ台・加茂・向陽台配水所 仙台市 丸本工業所 仙台市水道局 （調査・診断） 8.03

エンドーチェーン白石店 白石市 安藤建設 安藤建設 （補修・改修） 8.04

中原浄水場 仙台市 丸本工業所 仙台市水道局 （補修・改修） 8.04

サンロードマンション片平 仙台市 安藤建設 安藤建設 （補修・改修） 8.04

東宝仙台ビル 仙台市 竹中工務店 竹中工務店 （補修・改修） 8.04

チサンマンション青葉通 仙台市 竹中工務店 竹中工務店 （補修・改修） 8.05

拓桃医療療育センター（拓桃園） 仙台市 宮城県ＢＲ組合 宮城県ビルリフォーム協同組合 （補修・改修） 8.07

みやぎ台配水所 仙台市 丸本工業所 仙台市水道局 （補修・改修） 8.07

サンライズシティマンション５ 仙台市 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ ジャパンメンテナンス （調査・診断） 8.07

ライオンズマンション晩翠通 仙台市 清水建設 清水建設 （調査・診断） 8.09

多賀城市体育館 多賀城市 大成建設 大成建設 （調査・診断） 8.09

迫町合同庁舎 迫町 構造計画 構造計画 （耐震調査） 8.09

石巻商業高等学校 石巻市 ＮＳ建築設計 NS建築設計 （耐震調査） 8.09

亘理高等学校 亘理町 ＳＡ設計 SA設計 （耐震調査） 8.09

仙台循環器病センター 仙台市 坂田建設 第一保全工業 （耐震調査） 8.10

大船渡小学校 大船渡市 ヤマイチ ヤマイチ （耐震調査） 8.11

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

仙台新港 仙台市 三建塗装 8.02

野々花美術館 盛岡市 高弥建設 8.04

青葉通プラザ 仙台市 清水建設 8.05

ＮＥＣ山形鶴岡工場　用力ステージ鉄骨支柱 鶴岡市 大林組 8.06

宮城県気仙沼職員住宅　物置、ゴミ置場鉄骨 気仙沼市 クマケー建設 8.10

柴田農林高等学校川崎校舎　柱手摺・渡廊下鉄骨 川崎町 大慎組 8.11

八戸市民病院　玄関庇 八戸市 鹿島建設 8.12

酒田共同火力　ラック鉄骨 酒田市 畑山 8.12

宮城県気仙沼職員住宅　自転車置場鉄骨 気仙沼市 小野良組 8.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

いわき市南部浄化センター いわき市 大林組 大林組 （防水・止水） 8.03

松島簡易保険センター 松島町 間組 間組 （防水・止水） 8.03

芦見２号橋 仙台市 オリエンタル建設 オリエンタル建設 （防水・止水） 8.05

石巻サンエーショッピングセンター 石巻市 竹中・菱中JV 企業体 （防水・止水） 8.05

葛根田地熱発電所 雫石町 畑山 畑山 （防水・止水） 8.06

善川宮前橋 一迫町 オリエンタル建設 オリエンタル建設 （防水・止水） 8.06

石巻中島外科医院 石巻市 安藤建設 安藤建設 （防水・止水） 8.06

仙台市八木山動物公園 仙台市 佐吉工務店 カメイ （防水・止水） 8.12

宮城建設

三井建設

企業体、新日軽

平成８年　補修・改修工事（調査・診断）

平成８年　シーリング防水工事

請　　　　　負　　　　　先

カメイ

カメイ

鹿島建設

畑山

三建塗装

高弥建設

清水建設

三浦鉄工建設

請　　　　　負　　　　　先

カメイ

平成８年　常温金属溶射工事

平成８年　その他工事

請　　　　　負　　　　　先

請　　　　　負　　　　　先

工事経歴書[19]
平成８年



現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

ダイアパレス五橋 仙台市 東海興業 9.01

女川町立病院 女川町 間組JV 9.02

国保丸森病院 丸森町 安藤建設 9.02

八戸ショッピングセンター 八戸市 三井建設 9.03

鯵ケ沢日本海拠点施設 鯵ケ沢町 間組 9.03

栗駒町総合体育館 栗駒町 竹中工務店JV 9.03

会津富士通 会津若松市 大成建設JV 9.03

国見ナーシーグホーム 仙台市 清水建設 9.03

白石文化体育活動センター 白石市 大林組JV 9.03

宮城大学 仙台市 清水建設JV 9.03

仙台スタジアム 仙台市 鹿島建設JV 9.03

伊藤製鐵所 石巻市 大成建設 9.04

尾駮西役員住宅 青森県 間組 9.04

トーアエイヨー 大和町 大成建設 9.05

三上病院和多里ホーム 亘理町 大林組 9.05

仙台空港ターミナルビル 名取市他 熊谷組JV 9.05

三沢米軍（７）南高層住宅 三沢市 間組 9.06

福島競馬場 福島市 大成建設JV 9.06

いわき大王製紙 いわき市 清水建設 9.06

ＮＴＴドコモ東北泉ビル 仙台市 竹中工務店JV 9.06

ホテル観洋 志津川町 フジタ 9.07

東書ビル 仙台市 安藤建設 9.07

東京会計法律学園 仙台市 鹿島建設 9.07

ザ・モール仙台長町 仙台市 フジタ 9.07

第二電電仙台ネットワークセンター 仙台市 清水建設 9.08

明治製菓 北上市 大成建設 9.09

東北公済病院１、２期 仙台市 鹿島建設JV 9.10

三菱マテリアルシリコーン米沢4期 米沢市 竹中工務店JV 9.11

鐘崎　大和工場 大和町 間組 9.11

岩手県立久慈病院 久慈市 大成建設 9.11

尚英中学校 新地町 清水建設JV 9.12

いわき大王製紙 いわき市 住友建設 9.12

ライオンビル 仙台市 飛島建設 9.12

岩手県立大学　２、３工区 岩手県 建築JV 9.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

ソニー豊里工場 豊里町 安藤建設 安藤建設 （補修・改修） 9.01

秋田厚生年金休暇センター 岩城町 飛島建設 飛島建設 （補修・改修） 9.02

協栄生命盛岡ビル 盛岡市 戸田建設 戸田建設 （調査・診断） 9.02

東宝仙台ビル 仙台市 竹中工務店 竹中工務店 （補修・改修） 9.03

宮城県行政庁舎　内外装他 仙台市 大林組 大林組 （定期現況調査） 9.03

東北自動車道兄畑橋 鹿角市 橋爪商事 橋爪商事 （耐震調査・工事） 9.03

名取病院 名取市 構造計画 構造計画 （耐震調査） 9.03

金成養護学校 金成町 ＳＡ設計 ＳＡ設計 （耐震調査） 9.03

東北自動車道宮城ＩＣ庁舎 仙台市 ＮＫプランニング ＮＫプランニング （耐震調査） 9.03

仙信ビル 仙台市 竹中工務店 竹中工務店 （補修・改修） 9.04

北仙台無中鉄柱工事 仙台市 竹中工務店 竹中工務店 （補修・改修） 9.05

ヴェルドミール支倉 仙台市 管理組合 管理組合 （調査・診断） 9.05

サンライズ東照宮ロイヤル別館　外装他 仙台市 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ東北 ジャパンメンテナンス東北 （耐震・外装調査） 9.05

トッパンフォームズ 仙台市 安藤建設 安藤建設 （補修・改修） 9.06

東北郵政局庁舎 仙台市 清水建設 清水建設 （耐震工事） 9.06

宮城トヨタ 仙台市 安藤建設 安藤建設 （補修・改修） 9.07

相馬病院 相馬市 飛島建設 飛島建設 （調査・診断） 9.07

平成９年　シーリング防水工事

東海興業

企業体、不二サッシ

請　　　　　負　　　　　先

安藤建設、新日軽、鐵屋

三井建設

間組

住友建設

大林組

企業体、三協アルミ、岡元硝子

企業体、大氣社

清水建設、新日軽、石井硝子

企業体、新日軽、石井硝子

大成建設

飛島建設、三協アルミ

企業体、新日軽、石井硝子

フジタ、ＹＫＫ

安藤建設、トステム

間組、鐵屋

大成建設、不二サッシ、トステム

企業体、三協アルミ

企業体、日本エルミンサッシ、ＹＫＫ

企業体、ケン、ＰＳコンクリート

大成建設

間組

平成９年　補修・改修工事（調査・診断）

企業体、ＹＫＫ、三協アルミ

間組

企業体、昭和鋼機、立山アルミ

清水建設

企業体、トステム

請　　　　　負　　　　　先

鹿島建設、不二サッシ

フジタ、ＹＫＫ

清水建設、ＹＫＫ

大成建設

企業体、三協アルミ

大成建設JV、戸田建設JV

工事経歴書[20]
平成９年



現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

高清水中学校 高清水町 ＡＴＭ都市建築（事） 9.07

宮城第三女子高 仙台市 ビルディングリサーチ ビルディングリサーチ （耐力度調査） 9.07

多賀城高等学校 多賀城市 ビルディングリサーチ ビルディングリサーチ （耐震調査） 9.07

気仙沼高等学校 気仙沼市 ビルディングリサーチ ビルディングリサーチ （耐震調査） 9.07

麗山浄水場 小野田町 ビルディングリサーチ ビルディングリサーチ （耐震調査） 9.07

希望の家 大和町 ビルディングリサーチ ビルディングリサーチ （耐震調査） 9.07

黒川口頭学校 大和町 ビルディングリサーチ ビルディングリサーチ （耐震調査） 9.07

角五郎公営住宅 仙台市 ビルディングリサーチ ビルディングリサーチ （耐震調査） 9.07

仙台マンション 仙台市 竹中工務店 竹中工務店 （補修・改修） 9.08

明治生命ビル 仙台市 戸田建設 戸田建設 （調査・診断） 9.08

歌津中学校 歌津町 ＡＴＭ都市建築（事） ATM都市建築デザイン事務所 （耐震調査） 9.08

中原浄水場 仙台市 丸本工業所 丸本工業所 （補修・改修） 9.09

向山高等学校 仙台市 ＳＡ設計 ＳＡ設計 （耐震調査） 9.09

青葉コーポ 仙台市 管理組合 管理組合 （補修・改修） 9.10

仙台ビル 仙台市 安藤建設 安藤建設 （調査・診断） 9.10

仙台ビル 仙台市 安藤建設 安藤建設 （補修・改修） 9.11

山元町勤労者体育センター 山元町 宮城県BR協同組合 宮城県ビルリフォーム協同組合 （補修・改修） 9.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

トッパンムーア　外部階段 仙台市 安藤建設 9.02

盛岡排水口ドレン 盛岡市 ヒートテクニカトス力 9.02

能代空港 能代市 サカエサービス 9.03

角弘仙台支店社屋 仙台市 角弘 9.05

盛岡市養護学校 盛岡市 ヤマイチ 9.06

大倉ダム 仙台市 須藤工業 9.07

仙台駅北部再開発（クロップス） 仙台市 フジタ 9.07

富岡町多機能健康センター 富岡町 鹿島建設 9.08

栗駒町物産館 栗駒町 クレア平塚 9.10

酒田共同火力 酒田市 畑山 9.10

アーバンネット五橋 仙台市 鹿島建設 9.11

函館ドック 函館市 道南産機工事 9.11

盛岡市排水口ドレン 盛岡市 ヒートテクニカトス力 9.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

小牛田農林高等学校 小牛田町 荒谷土建 荒谷土建 （地下外壁防水） 9.02

河内配水池 郡山市 オリエンタル建設 オリエンタル建設 （防食ライニング） 9.03

仙台市野草園 仙台市 丸三建設 丸三建設 （池防水） 9.03

ザ・モール仙台長町 仙台市 フジタ フジタ （防水・止水） 9.04

あまさぎ園 秋田市 開發 開發 （池防水） 9.05

相馬共同火力新地発電所 相馬市 清水建設 清水建設 （止水・注入） 9.05

ネオハイツ高砂 仙台市 住友建設 住友建設 （止水・注入） 9.06

宮城県産業技術センター 仙台市 阿部JV･深松JV･地崎JV 宇部貿易、日新建工 （地下外壁防水） 9.07

東北自動車道湯田インター 湯田町 飛島建設 飛島建設 （止水・注入） 9.07

相馬共同火力 新地町 大林組 大林組 （止水・注入） 9.08

京浜精機 亘理町 間組 間組 （内壁防水） 9.09

七ケ浜総合スポーツセンター 七ケ浜町 鹿島建設 鹿島建設 （内壁防水） 9.10

東北工業大学 仙台市 共立建設 共立建設 （止水・防水） 9.11

日本テレコム 仙台市 鹿島建設 鹿島建設 （地下外壁防水） 9.12

平成９年　補修・改修工事（調査・診断）

請　　　　　負　　　　　先

平成９年　常温金属溶射工事

請　　　　　負　　　　　先

安藤建設

ヒートテクニカトス力

サカエサービス

角弘

ヤマイチ

須藤工業

クレア平塚

畑山

ATM都市建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ事務所、ｾﾝｺｰ建材（耐震調査・工事)

平成９年　その他工事

請　　　　　負　　　　　先

三繁鋼鉄

畑山

ヒートテクニカトス力

フジタ

第一保全工業

工事経歴書[21]
平成９年



現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

宮城県図書館 仙台市 大林組他JV 10.01

ＳＩＩ愛子マイクロパーツ工場 仙台市 鹿島建設 10.01

育英多賀城　北辰館 多賀城市 大林組 10.01

古川片倉病院老人保健施設 古川市 清水建設 10.02

北仙台再開発　Ｃ棟　E棟 仙台市 三井建設 10.02

ＮＴＴドコモ東北盛岡ビル 盛岡市 戸田建設 10.02

朝日生命盛岡駅前ビル　 盛岡市 安藤建設 10.03

曽根田ショッピングセンター 福島市 竹中工務店他JV 10.04

ファミール上杉 仙台市 竹中工務店 10.04

アーバンネット五橋 仙台市 鹿島建設 10.04

ライオンズマンション若林東　 仙台市 住友建設 10.04

アエル 仙台市 フジタ他JV 10.04

登米町体育館 登米町 間組 10.04

いわき健康センター いわき市 飛島建設 10.04

日立工機　山形工場 山形市 清水建設 10.04

雫石　長栄館 雫石町 飛島建設 10.04

前沢町立前沢診療所 前沢町 間組 10.05

中山パークホームズ 仙台市 三井建設 10.05

日本テレコム仙台北センター 利府町 鹿島建設 10.05

サッポロビール　名取工場 名取市 大成建設 10.05

日本地所　仙台ビル 仙台市 大成建設 10.06

釜石フルールはまゆり 釜石市 新日本製鐵 10.07

日本コムシス仙台支店 仙台市 フジタ 10.07

桂パークハウス六番館 仙台市 東急建設他JV 10.08

ＩＨＩ相馬工場 相馬市 清水建設他JV 10.08

塩野義製薬　工場原薬棟 金ヶ崎町 竹中工務店 10.08

五橋パークホームズ 仙台市 清水建設 10.09

ソニー多賀城　体育館 多賀城市 鹿島建設 10.10

シティビル仙台第二 仙台市 竹中工務店他JV 10.11

本町再開発ビル 仙台市 鹿島建設 10.11

いわき簡保保養センター いわき市 住友建設他JV 10.11

富士大学　　　　　　　 花巻市 熊谷組 10.11

ラオックス仙台店 仙台市 間組 10.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

ソニー施設　耐震調査 宮城県 ＮＳ設計 ＮＳ設計 （耐震調査） 10.01

第一法規出版　株式会社　耐震調査 仙台市 間組 間組 （耐震調査） 10.01

水沢市営　赤上田住宅　耐震調査 水沢市 丸谷興務店 丸谷興務店 （耐震調査） 10.03

宮城県行政庁舎　内外装他 仙台市 大林組 大林組 （定期現況調査） 10.03

芭蕉の辻仙台ビル 仙台市 日本建鐵 日本建鐵 （シール打替） 10.04

北川ビル 仙台市 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ東北 ジャパンメンテナンス東北 （補修・改修） 10.05

若林消防署　河原町分署　耐震調査 仙台市 キャドセンター キャドセンター （耐震調査） 10.07

塩釜　宮城労金 塩釜市 熊谷組 熊谷組 （調査・診断） 10.07

東海千代田ビル　外壁調査 仙台市 竹中工務店 竹中工務店 （調査・診断） 10.07

旧　宮城県図書館　耐震調査 仙台市 ＳＡ設計 ＳＡ設計 （耐震調査） 10.07

住都公団給水塔　耐震調査 仙台市 キャドセンター キャドセンター （耐震調査） 10.08

花王仙台支店ビル　改修 仙台市 大成建設 大成建設 （シール打替） 10.08

仙台育英学園多賀城寮　改修 多賀城市 大林組 大林組 （補修・改修） 10.09

上沼農業高等学校　耐震調査 中田町 城北建築設計（事） 城北一級建築設計事務所 （耐震調査） 10.09

名取北高等学校　耐震調査 名取市 構造計画 構造計画 （耐震調査） 10.09

仙台南高等学校　耐震調査 仙台市 丸本工業所 宮城県建築住宅センター （耐震調査） 10.09

鳴子中学校　耐震調査 鳴子町 ＡＴＭ都市建築（事） ATM都市建築デザイン事務所 （耐震調査） 10.09

伊里前小学校　耐震調査 歌津町 ＡＴＭ都市建築（事） ATM都市建築デザイン事務所 （耐震調査） 10.09

請　　　　　負　　　　　先

住友建設、ケン

鹿島建設、ケン

竹中工務店、中央鋼建

戸田建設、不二サッシ

三井建設、トステム

清水建設、不二サッシ、石井硝子

大林組

清水建設、新日軽

三井建設

間組

飛島建設、佐々木硝子店、三協アルミ

中央鋼建

企業体、日本建鐵

企業体、石井硝子、新日軽

竹中工務店、トステム

鹿島建設、ケン

平成１０年　補修、改修工事（調査、診断）

熊谷組、三田商店

間組、鐵屋

企業体、ＹＫＫａｐ、三協アルミ、昭和鋼機

鹿島建設、ケン、不二サッシ

企業体、ケン、ＹＫＫａｐ、山登サッシ

大成建設

鹿島建設、ケン

新日本製鐵

平成１０年　シーリング防水工事

清水建設

飛島建設、トステム

間組

企業体、石井硝子、不二サッシ、鈴木シャッター

請　　　　　負　　　　　先

企業体

安藤建設

企業体、ＹＫＫａｐ、センソー

鹿島建設、ケン、センソー

大成建設、ｶﾞﾗｽﾃｯｸ東北、不二ｻｯｼ、昭和鋼機

工事経歴書[22]
平成１０年



現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

読売仙台ビル　改修 仙台市 鹿島建設 鹿島建設 （シール打替） 10.10

五橋メディカルセンター　外壁調査 仙台市 丸本工業所 五橋レンズセンター （調査・診断） 10.12

飯川病院　耐震調査 秋田市 間組 間組 （耐震調査） 10.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

酒田共同火力　ダクト改修 酒田市 畑山 10.01

仙台市立南吉成中学校改修 仙台市 奥田建設 10.03

金上病院老人保健施設 亘理町 安藤建設 10.03

相馬共同火力新地発電所改修 新地町 大林組 10.04

塩釜ふれあいの里 塩釜市 戸田建設 10.07

アエル 仙台市 フジタ 10.08

酒田共同火力発電所改修 酒田市 畑山 10.08

蔵王高校屋内運動場 蔵王町 大慎組 10.11

藤倉児童館改修 塩釜市 北一建設 10.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

中山パークホームズ 仙台市 三井建設 三井建設 （止水） 10.03

パレス志家町　 盛岡市 宮城建設 宮城建設 （防水・シール） 10.04

藤村マンション 盛岡市 大伸工業 大伸工業 （防水・シール） 10.04

ラオックス仙台店 仙台市 間組 間組・鐵屋 （注入） 10.11

田口邸屋上防水 仙台市 丸本工業所 田口　千代子 （ＦＲＰ防水） 10.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

小林製薬 大和町 鹿島建設 11.01

住友シティハウス高柳壱・弐番館 仙台市 大成建設 11.03

古川農業試験場本館 古川市 竹中工務店他JV 11.04

秋田県立大学本荘キャンパス 本荘市 間組他JV 11.04

秋田県立大学秋田キャンパス 秋田市 清水建設他JV 11.04

仙台商業高等学校 仙台市 東急建設他JV 11.04

特別養護老人ホーム　杜の里 仙台市 清水建設 11.04

上野新社屋 仙台市 鹿島建設 11.04

エクセルビル 仙台市 鹿島建設 11.04

仙台拘置支所 仙台市 大成建設 11.04

パストラルハイム原町 仙台市 清水建設 11.04

気仙沼体育館 気仙沼市 熊谷組他JV 11.04

秋田県立大学本荘キャンパス体育館 本庄市 住友建設他JV 11.04

くりはら交流プラザ 築館町 飛島建設他JV 11.04

宮城健康保険病院Ⅲ期 仙台市 戸田建設 11.04

舟丁マンション 仙台市 清水建設 11.04

杏林会老人保険施設ナーシングホーム 仙台市 清水建設 11.04

仙台ＭＴビル 仙台市 大成建設 11.04

泉新都心ビル 仙台市 鹿島建設 11.04

コープ野村桜ｹ丘 仙台市 東海興業 11.05

飯坂穴原ホテル 福島市 飛島建設 11.05

盛岡スコーレ高等学園増築 盛岡市 熊谷組 11.05

千代田海上火災盛岡ビル 盛岡市 間組 11.06

東磐ごみ処理場 大東町 飛島建設 11.06

作並　一の坊 仙台市 フジタ 11.06

塩野義製薬金ｹ崎工場 金ヶ崎町 竹中工務店 11.06

富士フィルムマイクロデバイス 大和町 大成建設 11.07

ドコモ東北福島ビル 福島市 竹中工務店 11.08

佳松園 花巻市 竹中工務店 11.08

フォルテ・シネマコンプレックス 大河原町 大成建設 11.08

弘前大学医学部中央診療棟 弘前市 大林組 11.09

竹中工務店、新日軽

大成建設

大林組

フジタ、ＹＫＫＡＰ

竹中工務店

大成建設

竹中工務店、新日軽

鹿島建設

東海興業

畑山

カメイ

安藤建設

平成１０年　補修、改修工事（調査、診断）

請　　　　　負　　　　　先

平成１０年　その他工事

請　　　　　負　　　　　先

鹿島建設、ケン、三建設備

大成建設、トステム

大林組

平成１０年　常温金属溶射工事

請　　　　　負　　　　　先

横田塗装店

フジタ

飛島建設、ＹＫＫＡＰ福島

熊谷組

間組、三協アルミ、野崎ガラスセンター

飛島建設

畑山

大慎組

北一建設

平成１１年　シーリング防水工事

請　　　　　負　　　　　先

企業体、日本建鐵、トステム

企業体、ヤマキ工業、ピーエス

企業体、佐々木硝子店

企業体、新日軽

清水建設、ＹＫＫａｐ

鹿島建設、ケン

鹿島建設、ケン

大成建設、ＹＫＫａｐ、大成設備

清水建設、新日軽、石井硝子

中央鋼建、ＹＫＫａｐ

企業体

企業体、ＹＫＫａｐ、石井硝子

戸田建設、三協アルミ

清水建設、新日軽

清水建設、新日軽、石井硝子

大成建設、大協建材、中央鋼建、不二ｻｯｼ、ｶﾞﾗｽﾃｯｸ東北

工事経歴書[23]
平成１０年～１１年



現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

済生会川俣病院 梁川町 大成建設 11.09

梁川町立梁川中学校 梁川町 竹中工務店他JV 11.09

ジャスコ中仙店 中仙町 不動建設 11.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

住友生命郡山ビル　外壁調査 郡山市 戸田建設 戸田建設 （調査・診断） 11.02

住都公団宮城野住宅　耐震調査 仙台市 ＳＡ設計 ＳＡ設計 （耐震調査） 11.02

東宝仙台ビル 仙台市 竹中工務店 竹中工務店 （補修・改修） 11.03

ＡＫビル改修 仙台市 清水建設 清水建設 （シール打替） 11.04

大東京火災 仙台市 大成建設 フジケミ （補修・改修） 11.06

アドバンテストＣＲ棟改修 仙台市 清水建設 11.06

五橋メディカルセンター改修 仙台市 間組 間組 （補修・改修） 11.07

武田薬品工業仙台ビル改修 仙台市 大林組 大林組 （シール打替） 11.07

アドバンテスト改修 仙台市 清水建設 清水建設 （シール打替） 11.08

第二電電仙台ネットワークセンター改修 仙台市 清水建設 清水建設 （シール打替） 11.08

朝日生命仙台中央ビル改修 仙台市 大林組 大林組 （シール打替） 11.09

平成１１年　常温金属溶射工事

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

牛越橋 仙台市 日本道路 11.03

東北自動車道橋梁塗装改修工事（１） 仙台市 東北ハイメン 11.05

ＪＲ仙石線　榴岡駅 仙台市 佐藤工業 11.05

白石高等学校 白石市 松浦組 11.07

坪沼コミュニティセンター 仙台市 仙建工業 11.10

東北自動車道橋梁塗装改修工事（２） 仙台市 東北ハイメン 11.11

酒田共同火力発電所2号排気ダクト 酒田市 畑山 11.11

塩竃仲卸市場 塩釜市 堀越 11.11

金沢医院 北上市 清水建設 11.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

歌津町上下水道配水池 歌津町 丸本工業所 歌津町 （止水・防水） 11.03

パレス上田 盛岡市 宮城建設 11.04

陸上自衛隊苦竹駐屯地 仙台市 アイザワ工業 アイザワ工業 （止水） 11.04

青森市中核工業団地配水池 青森市 オリエンタル建設 プロテック （防水） 11.05

杏林会老人保険施設ナーシングホーム 仙台市 清水建設 清水建設 （土木造成） 11.05

平成１２年　シーリング防水工事

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

特別養護老人ホーム正寿園 青森市 西松建設 12.01

リゾートパーク鬼首レストラン 鳴子町 大成建設 12.01

三波食品塩釜生協 塩釜市 フジタ 12.01

パークテラス高柳壱番館 仙台市 大林組 12.01

東北セミコンダクタSTEPⅢ 仙台市 清水建設 12.01

協栄生命仙台錦町ビル 仙台市 戸田建設 12.01

特別養護老人ホームこまくさ園 山形市 清水建設他JV 12.01

野村ステイツ長町八丁目 仙台市 東海興業 12.01

ソニーエナジーテック郡山 郡山市 竹中工務店 12.01

花京院再開発ビル 仙台市 フジタ他JV 12.02

仙台駅西口自由通路 仙台市 大林組 12.02

北上再開発 北上市 清水建設 12.02

こばやし本社 仙台市 鹿島建設 12.02

米ｹ袋パークハウス 仙台市 清水建設 12.02清水建設、日本建鐵

企業体、新日軽、日本建鐵、トステム、立山アルミ

大林組

住商建材、新日軽

鹿島建設、ケン

戸田建設、三協アルミ

企業体、ＹＫＫａｐ

東海興業、不二サッシ

竹中工務店、トステム

不動建設

平成１１年　補修・改修工事（調査・診断）

企業体、ＹＫＫａｐ

請　　　　　負　　　　　先

西松建設、ＹＫＫ青森

大成建設、日本建鐵

フジタ、ＹＫＫＡＰ宮城

平成１１年　シーリング防水工事

請　　　　　負　　　　　先

請　　　　　負　　　　　先

建装工業

ホクトミ

松浦組

カメイ

建装工業

畑山

大林組、ＹＫＫ

堀越

清水建設

平成１１年　その他工事

請　　　　　負　　　　　先

宮城建設　　　　　　　　　（防水・シール・発泡ウレタン）

清水建設

請　　　　　負　　　　　先

日本道路

清水建設、新日軽、大同建材、石井硝子　　（シール打替）

大成建設、新日軽

工事経歴書[24]
平成１１年～１２年



平成１２年　シーリング防水工事

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

上杉パークホームズ 仙台市 三井建設 12.03

桂パークハウス中央街区壱番館 仙台市 清水建設他JV 12.03

総合運動公園スタジアム 利府町 鹿島建設他JV 12.04

東北大学医学部附属病院病棟　　　 仙台市 清水建設他JV 12.04

東北ゴム仙台工場 仙台市 大林組 12.04

宮城工業高専校舎 名取市 竹中工務店他JV 12.04

河南コーポ 盛岡市 宮城建設 12.04

明治乳業 大和町 大林組 12.04

仙台メディアテーク 仙台市 熊谷組他JV 12.04

石巻専修大学 石巻市 鹿島建設 12.04

中島病院 仙台市 安藤建設 12.04

ネオグランデいわき中央 いわき市 戸田建設 12.05

サンゲツ仙台店 仙台市 鹿島建設 12.05

関東自動車金ヶ崎工場 金ヶ崎町 清水建設 12.08

ＪＲ東日本研修センター 白河市 大成建設他JV 12.09

公立置賜病院 川西町 清水建設他JV 12.09

ＪＲ仙台病院 仙台市 鹿島建設他JV 12.10

青森庁舎北棟 青森市 大林組他JV 12.11

青森駅前第二地区再開発 青森市 清水建設 12.11

フタバ工場 平泉町 竹中工務店 12.11

弘前アミューズメントビル 弘前市 宮城建設 12.12

東和電機 常盤村 清水建設 12.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

厚生年金スポーツセンター改修 大和町 大林組 大林組 （補修・改修） 12.01

メルハイツ仙台 仙台市 間組 間組 （調査・補修・改修） 12.01

宮城健康診査センター改修 仙台市 清水建設 清水建設 （補修・改修） 12.01

青森第一生命ビル 青森市 竹中工務店 竹中工務店 （シール打替） 12.01

富士通岩手工場改修　　　　　　　 金ヶ崎町 大成建設 大成建設 （シール打替） 12.01

東宝仙台ビル 仙台市 竹中工務店 竹中工務店 （耐震補強） 12.02

武田薬品ビル 仙台市 大林組 大林組 （シール打替） 12.06

ブリヂストン名取倉庫耐震改修 名取市 間組 間組 （補修・改修） 12.07

豊栄堂ビル 仙台市 丸本工業所 ジャパンメンテナンス （補修・改修） 12.08

ライオンズマンション菜園 盛岡市 大京管理 大京管理 （補修・改修） 12.08

東邦銀行　本店　外装 福島市 間組 間組 （調査・補修・改修） 12.09

リーベスト八乙女 仙台市 丸本工業所 リーベスト八乙女管理組合 （補修・改修） 12.07

ライオンズマンション中通り 秋田市 フジタ フジタ （補修・改修） 12.10

東北大学工学部南講義棟 仙台市 丸本工業所 東北大学 （補修・改修） 12.10

大郷町立　大谷小学校 大郷町 丸本工業所 大郷町 （補修・改修） 12.10

野村証券 盛岡市 竹中工務店 誠和建設 （耐震補強） 12.11

東北大学医学部附属病院病棟　　　 仙台市 清水建設 清水建設 （補修・改修） 12.11

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

花京院再開発ビル 仙台市 フジタ他JV 12.01

いわき海洋文化学習施設 いわき市 大成建設他JV 12.02

第二合同庁舎 東京都 東北ドック鉄工 12.02

中島病院 仙台市 安藤建設 12.10

東北自動車道　黄金川橋他6橋 宮城県 東北ハイメン 12.11

身体障害者療護施設「杏友園」 塩釜市 間組 12.11城南工業

企業体

東北ドック鉄工

安藤建設

建装工業

請　　　　　負　　　　　先

竹中工務店

宮城建設

清水建設、三協アルミ、興伸

平成１２年　補修・改修工事（調査・診断）

平成１２年　常温金属溶射工事

企業体、石井硝子、ガラステック東北

企業体、新日軽、石井硝子

三井建設

請　　　　　負　　　　　先

企業体、中央鋼建

大林組、ＹＫＫａｐ

企業体、小板橋建設、加賀田組、トステム

企業体、ＹＫＫａｐ、不二サッシ、石井硝子、日東軽金

企業体、ケン、不二ｻｯｼ、日本ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ、不二ﾄｯｺﾝ

企業体、不二サッシ、立山アルミ

清水建設、トステム、三協アルミ、興伸

請　　　　　負　　　　　先

企業体

清水建設、三協アルミ

企業体、不二サッシ、新日軽、ＹＫＫＡＰ福島

鹿島建設、ケン、吉田産業、日比谷設備

戸田建設、ワンダーテクノ

宮城建設

安藤建設、三協アルミ

鹿島建設、ケン、新日軽

企業体、三栄建商、トステム、大氣社

大林組、不二サッシ

工事経歴書[25]
平成１２年



平成１２年　その他工事

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

中尊寺新讃衡蔵（宝物館） 平泉町 松井建設 松井建設 （止水） 12.01

航空保安大学校岩沼分校 岩沼市 丸本工業所 運輸省 （補修・改修） 12.03

桑原宿舎 岩沼市 丸本工業所 運輸省 （浴室修繕） 12.03

六ｹ所寮社宅 六ヶ所村 間組 間組 （防水） 12.04

三陸国道緑が丘宿舎 宮古市 宮城建設 宮城建設 （防水） 12.04

東北大学電子応物系校舎 仙台市 戸田建設 戸田建設 （防水） 12.05

盛岡駅東マンション 盛岡市 宮城建設 12.09

大河原町地方卸売市場 大河原町 丸本工業所 大河原町 （塗装） 12.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

宮城沖電気　Ｓ２棟 大衡村 竹中工務店他JV 13.02

野村ステイツ上杉四丁目 仙台市 大林組 13.02

長町八丁目マンション 仙台市 東海興業他JV 13.03

八戸警察署庁舎 八戸市 竹中工務店他JV 13.03

杏友園 塩釜市 間組 13.03

三菱倉庫 仙台市 大林組 13.03

一陽会病院新築Ⅰ期 福島市 清水建設 13.03

ドコモ東北山形ビル 山形市 竹中工務店 13.04

三菱製紙北上工場増築 北上市 大成建設 13.04

三本木テレトラック 三本木町 フジタ 13.04

大将軍元倉店 石巻市 飛島建設 13.04

桂パークハウス中央街区弐番館 仙台市 清水建設他JV 13.04

迫桜高等学校 若柳町 間組他JV 13.04

女川原子力発電所３号機 女川町 鹿島建設 13.05

仙台家・簡裁庁舎 仙台市 鹿島建設他JV 13.05

ザ・モール仙台長町２号館 仙台市 フジタ 13.05

ハ－ネル仙台 仙台市 清水建設 13.05

ライオンズガーデン仙台長町 仙台市 大成建設 13.05

パークアベニュー八乙女Ⅰ 仙台市 三井建設 13.06

長町シティハウス 仙台市 清水建設 13.07

桂パークハウス中央街区参番館 仙台市 清水建設 13.07

ファミール八幡 仙台市 竹中工務店 13.07

上杉パークホームズⅡ 仙台市 三井建設 13.07

遠野ふれあい健康センター 遠野市 三菱建設他JV 13.08

五城目ジャスコ 五城目町 三井建設 13.09

仙台市急患センター 仙台市 大林組他JV 13.09

ヴェルビュ西ノ内 福島市 戸田建設 13.09

片平丁パークホームズ 仙台市 清水建設 13.09

グランドパレス仙南ウイングタワー 仙台市 大林組 13.11

Ｍシティ木町通り 仙台市 清水建設 13.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

一関ＮＥＣ改修 一関市 佐々木組 佐々木組 （シール打替） 13.01

東邦銀行　研修センター　外装 福島市 間組 間組 （調査・診断） 13.01

ホテル東日本 盛岡市 丸本工業所 ホテル東日本 （補修・改修） 13.02

支倉マンション 仙台市 共立建設 共立建設 （補修・改修） 13.02

福島民報社　各階屋上 福島市 間組 間組 （調査・診断） 13.03

ライオンズマンション下ノ橋　外壁 盛岡市 大京管理 大京管理 （調査・診断） 13.04

花巻地区行政組合清掃センター 花巻市 東海興業 東海興業 （シール・塗装） 13.05

大郷町立大谷小学校プール他改修 大郷町 丸本工業所 大郷町 （補修・改修） 13.06

ライオンズマンション中通第2 秋田市 大京管理 大京管理 （補修・改修） 13.09

ＪＲ仙台駅 仙台市 大林組 大林組 （調査・診断） 13.10

請　　　　　負　　　　　先

大林組、新日軽

平成１３年　シーリング防水工事

清水建設、三協アルミ

平成１３年　補修・改修工事（調査・診断）

三井建設

企業体

戸田建設、ワンダテクノ

清水建設、新日軽、石井硝子

清水建設

竹中工務店、中央鋼建

企業体、ケン、トステム、オーエムシー

フジタ、ＹＫＫａｐ、三協アルミ

三井建設、トステム

企業体、三田商店

清水建設

大成建設、新日軽

三井建設、トステム

清水建設、不二サッシ、石井硝子

飛島建設、中央鋼建

企業体、新日軽、石井硝子

ＹＫＫａｐ、石井硝子、テクノナミケン

鹿島建設

清水建設、新日軽

竹中工務店、不二サッシ、昭和鋼機

大成建設

フジタ、ＹＫＫａｐ

企業体・サンプラス、大氣社

大林組

企業体、不二サッシ、大仙

企業体、不二サッシ

間組、不二サッシ

大林組

宮城建設　　　　　　　　　　　　　　（断熱・防水・シール）

請　　　　　負　　　　　先

請　　　　　負　　　　　先

工事経歴書[26]
平成１２年～１３年



現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

ＧＥエジソン青森支社ビル 青森市 丸本工業所 ジーイーシーリアルティー （補修・改修） 13.10

アネックススポーツランド管理棟改修 松島町 間組 間組 （補修・改修） 13.10

ロイヤルパレスヴィアーレ柏木　外装 仙台市 管理組合 管理組合 （調査・診断） 13.10

サンライズロイヤル福島　外装 福島市 管理組合 管理組合 （調査・診断） 13.11

ヴェルドミール支倉　外部鉄骨階段 仙台市 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ東北 ジャパンメンテナンス東北 （調査・診断） 13.12

平成１３年　常温金属溶射工事工事

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

仙台市急患センター 仙台市 大林組 13.09

白石工業高校新築（その１） 白石市 日本国土開発 13.09

福岡５号線高架橋上下部工（鋼橋） 市原市 大日本塗料 13.12

定内町マンション 定内町 宮城建設 13.02

雇用振興協会角田宿舎 角田市 丸本工業所 雇用振興協会 （防水・止水） 13.04

花泉町立学校給食センター 花泉町 まるせん工業 まるせん工業 （シール・防水） 13.07

公立刈田綜合病院 白石市 鹿島建設他JV 企業体 （止水） 13.10

ドラックトマト大通店 盛岡市 平野組 平野組 （防水） 13.11

矢巾ＭＤＦ 矢巾町 宮城建設 13.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

二戸新幹線ＳＴ 二戸市 熊谷組 14.01

雨宮パークホームズ 仙台市 東海興業 14.01

ＦＡＳＬ　JV３ 会津若松市 大成建設 14.02

未来情報社会研究館 仙台市 熊谷組 14.02

富士火災仙台ビル 仙台市 清水建設他JV 14.03

仙台市葛岡斎場 仙台市 大成建設他JV 14.03

宮城食糧会館 仙台市 清水建設 14.03

三甲仙台ビル改修 仙台市 清水建設 14.03

パークアベニュー八乙女 仙台市 三井建設 14.03

エーアイエス本社工場 六ヶ所村 竹中工務店 14.04

石巻杏林会 石巻市 清水建設 14.04

南川ＢＯＸカルバート（その１） 盛岡市 恵工業 14.04

南川ＢＯＸカルバート（その２） 盛岡市 山与 14.04

グローリオ長町 仙台市 東急建設 14.04

バンベール台原 仙台市 矢作建設工業 14.04

公立刈田綜合病院 白石市 鹿島建設他JV 14.05

特別養護老人ホームいいとよ 北上市 清水建設 14.05

エナジースクエアビル 仙台市 鹿島建設他JV 14.05

平一町目再開発ビル改修 いわき市 清水建設他JV 14.06

一陽会病院増築Ⅱ期 福島市 清水建設 14.06

県南中核病院 大河原町 フジタ他JV 14.07

八戸杏林会ケアハウス 八戸市 清水建設 14.08

野村ステイツ泉中央Ⅰ 仙台市 東海興業 14.08

盛岡東警察署 盛岡市 熊谷組他JV 14.09

Ｍシティ盛岡西通 盛岡市 大林組 14.09

沼宮内駅舎 岩手町 東急建設 14.09

新地町役場庁舎 新地町 清水建設他JV 14.09

Ｄ’レスティア大清水 盛岡市 大成建設 14.09

一番町三丁目店舗ビル 仙台市 三井建設 14.09

東北幹二戸ＳＴ 二戸市 清水建設 14.11

丸森ロイヤルケアセンター 丸森町 間組 14.11

青森総合運動公園体育館 青森市 清水建設他JV 14.11

㈱エーザイ仙台サポートセンター 仙台市 清水建設 14.11

研究成果活用プラザ 仙台市 鹿島建設 14.11

宮城建設　　　　　　　　　　　　　（発泡ウレタン・シール）

宮城建設　　　　　　　　　　　　　　（シール・塗装・防水）

平成１４年　シーリング防水工事

請　　　　　負　　　　　先

大林組

日本国土開発

大日本塗料

請　　　　　負　　　　　先

熊谷組

東海興業、不二サッシ

清水建設、石井硝子、トステム

熊谷組、新日軽、大同建材

清水建設、メタルシステム

大伸産業

清水建設、不二サッシ、石井硝子

大伸産業

三井建設、トステム

竹中工務店、不二サッシ

企業体、不二サッシ、石井硝子

企業体、ケン

清水建設

企業体、前田コンクリート工業、ケン

企業体、不二サッシ

ヤマキ工業、コークシール工業

大成建設、三田商店、不二サッシ、平塚アルミ、トステム

三井建設、トステム

清水建設

間組、不二サッシ

企業体、ＹＫＫＡＰ、ヤマキ工業

清水建設

企業体、三協アルミ

清水建設、新日軽

企業体、不二サッシ、ＹＫＫａｐ、大仙

清水建設

東海興業、不二サッシ

企業体、三協アルミ、昭和鋼機

大林組、三協アルミ

鹿島建設、ケン、石井硝子

請　　　　　負　　　　　先

平成１３年　補修・改修工事（調査・診断）

企業体、三田商店、不二サッシ、平塚アルミ

大成建設、大同建材、不二サッシ

東急建設、ＹＫＫＡＰ

矢作建設工業

工事経歴書[27]
平成１３年～１４年



現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

浅虫温泉病院 青森市 竹中工務店 14.12

青森木村邸 青森県 宮城建設 14.12

連坊小路マンション 仙台市 清水建設 14.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

富士火災盛岡ビル　外壁 盛岡市 大成建設 大成建設 （調査・シール打替） 14.01

太陽生命盛岡ビル改修 盛岡市 東邦建設 東邦建設 （塗装・シール打替） 14.02

フコク生命盛岡ビル改修 盛岡市 清水建設 清水建設 （シール打替） 14.02

ＪＲ福島駅　内装タイル面 福島市 仙建工業 仙建工業 （調査・診断） 14.02

盛岡北北部高架下外壁修繕 盛岡市 中亀建設 中亀建設 （シール打替） 14.02

ＪＲ新白河駅　内装タイル面 白河市 仙建工業 仙建工業 （調査・診断） 14.03

南蒲生浄化センター 仙台市 丸本工業所 仙台市下水道局 （調査・診断） 14.04

パークハイツ清水町改修 盛岡市 清水建設 村上吹付工業 （シール打替） 14.05

ＪＲ郡山駅　内装タイル面 郡山市 仙建工業 仙建工業 （調査・診断） 14.05

ロイメント仙台改修 仙台市 住友建設 住友建設 （シール打替） 14.06

イトーヨーカ堂弘前店 弘前市 間組 間組 （補修・改修） 14.07

特別養護ホーム　あたみホーム　外装 郡山市 間組 間組 （調査・診断） 14.07

大同生命興亜火災ビル　外壁 仙台市 大林組 大林組 （調査・診断） 14.09

大宮ハイツ改修 仙台市 間組 間組 （補修・改修） 14.11

福岡浄水場管理本館 仙台市 丸本工業所 仙台市水道局 （補修・改修） 14.11

ライオンズマンション紺屋町 盛岡市 大京管理 大京管理 （補修・改修） 14.12

平成１４年　常温金属溶射工事

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

肴町アーケード 盛岡市 川崎重工 14.01

第５０１工区（井尻）高架橋上部工（鋼橋） 防府市 大日本塗料 14.01

特別養護老人ホームいいとよ 北上市 清水建設 14.05

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

富ケ丘小学校 富谷町 丸本工業所 富谷町 （屋上防水改修） 14.01

ＪＲ仙台駅 仙台市 大林組 大林組 （注入） 14.04

西川局部改良（その３） 宮城県 丸本工業所 宮城県 （護岸改修） 14.05

雇用促進住宅迫宿舎 迫町 丸本工業所 雇用振興協会 （屋上防水改修） 14.09

県立泉高校改修 仙台市 丸本工業所 宮城県泉高等学校 （塗装・改修） 14.09

高齢者生産活動センター 丸森町 丸本工業所 丸森町 （屋上防水改修） 14.11

東向陽台地区側溝改修 富谷町 丸本工業所 富谷町 （側溝改修） 14.11

町道穀田線 富谷町 丸本工業所 富谷町 （道路拡幅） 14.11

丸森町立大内中学校改修 丸森町 丸本工業所 丸森町 （屋上防水改修） 14.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時 期

北仙台シティハウス 仙台市 清水建設 15.03

中江病院 仙台市 清水建設 15.03

中谷クリニック 富谷町 東急建設 15.03

三沢航空科学館 三沢市 前田建設工業 15.04

弘前大学（本町）総合研究棟 弘前市 大林組他JV 15.04

東北大学星陵総合実験棟 仙台市 大林組 15.04

セレーノ中山 仙台市 大林組 15.04

松島格納庫 東松島市 ピーエス三菱 15.04

山下中学校校舎２期 山元町 浅沼組 15.04

杏林会リハビリパーク古川 大崎市 清水建設 15.05

高砂杏林会 仙台市 清水建設 15.05

清水建設、ＹＫＫＡＰ、石井硝子

平成１４年　シーリング防水工事

請　　　　　負　　　　　先

平成１５年　シーリング防水工事

請　　　　　負　　　　　先

大林組、新日軽

大林組、不二サッシ、石井硝子

ピーエス三菱

宮城建設

東急建設

ヤマキ工業

企業体、新日軽

請　　　　　負　　　　　先

清水建設、三協アルミ、石井硝子

竹中工務店、不二サッシ

清水建設、不二サッシ、石井硝子

清水建設、平塚アルミ、石井硝子

請　　　　　負　　　　　先

石井硝子

平成１４年　補修・改修工事（調査・診断）

平成１４年　その他工事

浅沼組、ケン

請　　　　　負　　　　　先

ホクトミ

日塗エンジニアリング

清水建設

工事経歴書[28]
平成１４年～１５年



現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時 期

天童ホテルゲストハウス 天童市 清水建設 15.05

特別養護老人ホーム　五月園 盛岡市 清水建設 15.06

弘前ゴミ処理場 弘前市 清水建設 15.06

アーカンジェル仙台 仙台市 清水建設 15.06

桂セントラルガーデン 仙台市 清水建設 15.08

日東電工岩出山 大崎市 竹中工務店 15.08

西仙台病院 仙台市 清水建設 15.09

ライオンズタワー榴ヶ岡 仙台市 東海興業 15.09

仙台フォーリッチ 仙台市 大林組 15.09

国分町ＫＹＰＡＲＫＢＬＤＧ 仙台市 フジタ 15.09

錦ヶ丘本町ビル 仙台市 清水建設 15.10

野村ステイツ長町 仙台市 三井住友建設 15.10

イオン盛岡ショッピングセンター 盛岡市 福田組 15.11

山形平安斎場 山形市 清水建設 15.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時 期

ＦＫＤ５０２東骨取手 茨城県 大日本塗料 15.07

ＪＲ環状２号 東京都 大日本塗料 15.09

秋田金浦漁港 金浦町 大日本塗料 15.10

ＦＫＤ５０１茨城波崎 茨城県 大日本塗料 15.10

仙台白百合会老建 仙台市 前田建設工業 15.11

秋田病院外灯ポール溶射 秋田市 15.11

新島発電所 東京都 日塗エンジニアリング 15.11

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時 期

ＪＲ白石駅 白石市 仙建工業 仙建工業 （注入） 15.02

ＪＲ古川駅 大崎市 仙建工業 仙建工業 （注入） 15.02

ＪＲ白石蔵王駅本屋１外一部修繕 白石市 仙建工業 仙建工業 （注入） 15.03

鶴ｹ谷市営住宅　その１ 仙台市 サンホーム サンホーム （防水・シール打替） 15.03

鶴ｹ谷市営住宅　その２ 仙台市 湯目建設 湯目建設 （防水・シール打替） 15.03

南蒲生浄化センター 仙台市 丸本工業所 仙台市 （屋上防水） 15.03

ペット斎場 仙台市 丸本工業所 仙台市 （増・改築） 15.04

仙台地裁大河原支部庁舎（内部） 大河原町 丸本工業所 仙台高等裁判所 （内装改修） 15.04

仙台地裁大河原支部庁舎 大河原町 丸本工業所 仙台高等裁判所 （屋上防水） 15.04

バス停上屋設置工事 仙台市 丸本工業所 仙台市 （建築一式） 15.04

京急プラザ改修 仙台市 東海興業 東海興業 （シーリング打替） 15.08

パークハイツ第２清水町第二期改修 盛岡市 丸本工業所 管理組合 （外装改修） 15.08

福島駅自由通路 福島市 仙建工業 仙建工業 （注入） 15.09

総合福祉センター 仙台市 丸本工業所 宮城県 （内装改修） 15.09

アルパイン川崎１ 川崎町 間組 間組 （外壁改修） 15.09

青葉山ずい道配水所 仙台市 丸本工業所 仙台市水道局 （防水改修） 15.10

松下通信花巻工場改修 花巻市 竹中工務店 竹中工務店 （外装改修） 15.10

黒沢尻南高校 北上市 大伸工業 大伸工業、トステム （シーリング・防水） 15.12

安比ヴィラⅠ 松尾村 竹中工務店 竹中工務店 （改修） 15.12

ＪＲ仙台駅　内装タイル面 仙台市 大林組 大林組 （剥離状況調査） 15.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

公務員宿舎 盛岡市 菱和建設 16.02

西根町立総合運動公園体育館 西根町 鹿島建設 16.02

江刺市立愛宕小学校 江刺市 戸田建設 16.02

聖和学園 仙台市 鹿島建設 16.03

平成１５年　シーリング防水工事

石井硝子

清水建設、日東軽金

平成１５年　常温金属溶射工事

請　　　　　負　　　　　先

清水建設、盛岡窓枠

清水建設

請　　　　　負　　　　　先

日塗エンジニアリング

平成１５年　補修・改修工事（調査・診断）

請　　　　　負　　　　　先

不二サッシ、石井硝子、イエムラ

日塗エンジニアリング

大日本塗料

前田建設工業

三繁鋼鉄工業

日塗エンジニアリング

日塗エンジニアリング

三井住友建設、トステム

平成１６年　シーリング防水工事

清水建設、新日軽、石井硝子

清水建設、不二サッシ、石井硝子

清水建設

大林組、三協アルミ

フジタ、ＹＫＫＡＰ

請　　　　　負　　　　　先

菱和建設、佐々木硝子

鹿島建設、三協アルミ、不二サッシ、三田商店、三晃金属

戸田建設、三協アルミ

鹿島建設、ケン、石井硝子

東海興業

清水建設、不二サッシ、石井硝子

竹中工務店、新日軽、大氣社、ユアテック

工事経歴書[29]
平成１５年～１６年



現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

仙台放送社屋 仙台市 鹿島建設 16.03

シャングリラ愛川 仙台市 西松建設 16.03

富沢病院 仙台市 西松建設 16.03

北仙台駅前シティハウス 仙台市 清水建設 16.03

仙台高森パークハウス 仙台市 清水建設 16.03

北杜学園中央第三校舎 仙台市 清水建設 16.03

木町通り小学校 仙台市 清水建設JV 16.03

摺上川ダム管理庁舎 福島県 飛島建設JV 16.03

河南インターチェンジ 石巻市 丸本組 16.03

カランドリエ 大郷町 加賀田組 16.03

パークシティ五橋 仙台市 三井住友建設 16.04

ホテルモントレ仙台 仙台市 大林組 16.04

圓福寺　本堂 仙台市 大林組 16.04

DHC栗駒工場 栗原市 大林組 16.04

スコーレ学園 盛岡市 熊谷組 16.04

特別養護老人ホーム　いこいの森 水沢市 大林ＪＶ 16.05

(仮称)低消費電力次世代ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ製造技術共同研究施設 仙台市 大成建設 16.05

テクノマインドビル 仙台市 大林組 16.05

山形刑務所 山形市 清水建設JV 16.07

仙台常盤木学園 仙台市 清水建設 16.08

北日本くみあい飼料石巻 石巻市 大伸工業 16.08

プルデンャル生命仙台ＣＳＣ 仙台市 清水建設 16.09

建設新聞社本社 仙台市 三井住友建設 16.10

三和化学研究所ＦＵＫＵＳＩＭＡ工園 会津若松市 大成建設 16.10

北杜学園中央第５校舎 仙台市 清水建設 16.11

塩野義製薬金ヶ崎工場増築 金ヶ崎町 大成建設 16.12

東通原子力発電所 東通村 鹿島建設 16.12

六ヶ所原燃ＡＥ・ＫＢ建屋 六ヶ所村 大林組 16.12

長町シティハウスウエスト 仙台市 東海興業 16.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

東北新幹線橋脚支承 一関市 鉄建 16.01

名取駅遮音壁設置工事 名取市 鉄建 16.05

長者原新山歩道橋設置工事 大熊町 桂建設 16.07

ＬＴ青山ビル外壁パネル 東京都 杉山組 16.08

蛭田川橋改修 いわき市 平工橋梁 16.09

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

福島地方裁判所　外壁タイル面 福島市 晃建設 晃建設 （調査・診断） 16.02

七ヶ宿ダム管理庁舎内部　耐震補強 七ヶ宿町 遊佐組 遊佐組 （耐震補強） 16.03

青年文化センター 仙台市 大林組 大林組 （調査・注入） 16.05

福島地方裁判所　相馬支部　外壁 相馬市 晃建設 晃建設 （調査・診断） 16.05

江釣子ショッピングセンターＰＡＬ 北上市 大林組 大林組・新日軽・佐々木硝子 （シーリング改修） 16.07

福島地方裁判所　いわき支部　外装 いわき市 晃建設 晃建設 （調査・診断） 16.07

サーパス愛宕町 盛岡市 穴吹工務店 穴吹工務店 （シーリング・防水） 16.09

アルパイン川崎改修Ⅱ期 川崎町 間組 間組 （外壁改修） 16.09

クランズスクエアー盛岡アーバンレジデンス 盛岡市 宮城建設 宮城建設 （シーリング・防水） 16.10

新田小学校トイレ増築 仙台市 桝田組 桝田組 （シーリング打替） 16.10

仙台駅南･北工区 仙台市 大林組 大林組 （外壁下地補修） 16.10

ジブラルタ生命石巻ビル 石巻市 東急コミュニティ 16.12

ジブラルタ生命弘前ビル 弘前市 東急コミュニティ 16.12

ジブラルタ生命会津若松ビル 会津若松市 東急コミュニティ 16.12

大林組、三協アルミ

大成建設、不二サッシ、大同建材、ベニックス

企業体

清水建設、ＹＫＫ　ＡＰ、石井硝子

大伸工業、三協アルミ

清水建設、不二サッシ、石井硝子

企業体

桂建設

清水建設、ウィンテクノ、石井硝子

大成建設

三井住友建設、トステム

東急コミュニティ　　　　　　（内部現状回復・外壁改修）

東急コミュニティ　　　　　　（内部現状回復・外壁改修）

平工橋梁

高橋工業

大林組

東海興業、ケン

平成１６年　常温金属溶射工事

請　　　　　負　　　　　先

大林組、不二サッシ、石井硝子

大林組、三協アルミ

大林組、ＹＫＫＡＰ、石井硝子

熊谷組、三田商店

平成１６年　シーリング防水工事

請　　　　　負　　　　　先

西松建設

西松建設

清水建設、不二サッシ、東北日本板硝子

不二サッシ、石井硝子

三井住友建設、トステム

飛島建設

鹿島建設、ケン

大成建設、不二サッシ、大同建材

イマイ

清水建設、トステム、石井硝子

伊達鋼建

伊達鋼建

清水建設、不二サッシ、石井硝子

平成１６年　その他工事

請　　　　　負　　　　　先

東急コミュニティ　　　　　　（内部現状回復・外壁改修）

丸本組

加賀田組、不二サッシ、東北日本板硝子

工事経歴書[30]
平成１６年



現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

ジブラルタ生命二日町ビル 仙台市 東急コミュニティ 東急コミュニティ （内部現状回復） 16.12

七ヶ宿ダム管理庁舎　外壁 七ヶ宿町 遊佐組 遊佐組 （調査・注入） 16.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

サンデュエル上田 盛岡市 熊谷組 17.01

ラサ工業三本木工場第六期増築 大崎市 鹿島建設 17.02

本宮薬物動態分析 福島県 大林組 17.03

矢本町駅前再開発ビル　ゆぷと 矢本町 大成建設他JV 17.03

ライオンズ中島丁ヒルズ 仙台市 大林組 17.05

パークホームズ定禅寺通り 仙台市 清水建設 17.03

東北大工学部研究棟 仙台市 フジタ他JV 17.03

榴ヶ岡住宅 仙台市 淺沼組JV 17.03

東北薬科大学 仙台市 清水建設JV 17.03

北杜学園第３号館アネックス 仙台市 清水建設 17.03

サンデュエル中倉 仙台市 西松建設 17.03

野村ステイツ長町南 仙台市 東海興業 17.03

松島基地周辺漁業施設 石巻市 丸本組 17.03

仙台オープン病院 仙台市 鹿島建設他JV 17.04

エバグリーン鶴ヶ谷 仙台市 清水建設 17.05

ウジエスーパー田尻店 大崎市 ピーエス三菱 17.06

岩手東芝エレクトロニクス 北上市 清水建設 17.07

レクサス宮城野 仙台市 大林組 17.08

石越病院 登米市 清水建設 17.08

セレーノ小田原 仙台市 東急建設 17.08

大崎八幡神社社務所他 仙台市 清水建設 17.09

弘前脳卒中救急医療センター 弘前市 竹中工務店 17.09

しもきた克雪ドーム むつ市 大成建設 17.09

パークホームズ一番町 仙台市 清水建設 17.10

坂病院増・改築 塩釜市 清水建設 17.10

古川市立病院　改修 古川市 戸田建設 17.10

泉ヶ丘クリニック 仙台市 清水建設 17.10

キヤノンプレジション㈱北和徳第二 弘前市 清水建設 17.10

エール蔵王アネックス 蔵王町 東急建設 17.11

イオン加美ショッピングセンター 加美町 大林組 17.11

仙台厚生病院画像センター 仙台市 大成建設 17.12

ネッツトヨタ仙台本社 仙台市 石野建設 17.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

川崎町細渕１号２号橋 川崎町 ヤマザキ 17.01

ＦＫＤ５０２茨城波崎樋井川１１ 福岡県 日塗エンジニアリング 17.02

北海道折川橋 北海道 日塗エンジニアリング 17.06

ＪＲ中央線高架橋 東京都 日塗エンジニアリング 17.10

上三坂橋他１橋耐震補強工事 いわき市 常磐メンテック 17.10

猪ノ鼻橋架橋 新庄市 新庄砕石工業所 17.10

小深沢橋 鳴子町 瀬戸工業所 17.11

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

二日町東急ビル　外装 仙台市 建築ｺｽﾄ･ﾈｯﾄﾜｰｸ東北 建築コスト・ネットワーク東北 （調査・診断） 17.01

住友生命ビル外壁改修 仙台市 大成建設 大成建設 （シール打替） 17.02

小鶴市営住宅１－１ 仙台市 泉崎建設 ヴィクトル （外部改修） 17.02

小鶴市営住宅１－２ 仙台市 泉崎建設 ヴィクトル （外部改修） 17.02

新庄砕石工業所

瀬戸工業所

平成１７年　その他工事

請　　　　　負　　　　　先

日塗エンジニアリング

日塗エンジニアリング

日塗エンジニアリング

常磐メンテック

石野建設、中央鋼建

平成１７年　常温金属溶射工事

請　　　　　負　　　　　先

三共エンジニアリング

清水建設、ＹＫＫＡＰ

東急建設、三協アルミ

大林組、不二サッシ、石井硝子

大成建設、不二サッシ

大林組

清水建設、中央鋼建

池田建設工業

清水建設、不二サッシ

大成建設、不二サッシ

清水建設、トステム、石井硝子

清水建設、不二サッシ

東急建設、新日軽

清水建設、不二サッシ、石井硝子

清水建設

清水建設、中央鋼建

ピーエス三菱

企業体、不二サッシ、石井硝子、日昌グラシス

清水建設､不二ｻｯｼ､立山ｱﾙﾐ､石井硝子､東北日本板硝子

西松建設、ケン

東海興業、不二サッシ

大林組

鹿島建設、ケン

清水建設、不二サッシ、石井硝子

平成１６年　その他工事

平成１７年　シーリング防水工事

請　　　　　負　　　　　先

熊谷組、中央鋼建

丸本組、新日軽

企業体、仙台ウォール工業、ケン、テクノ菱和、ワキメタル

請　　　　　負　　　　　先

企業体、不二サッシ、ナブコシステム

大林組、新日軽、石井硝子

企業体､YKKAP､新日軽､東北硝子建材､石井硝子､東北日本板硝子

企業体、ケン

竹中工務店、ＹＫＫＡＰ

工事経歴書[31]
平成１６年～１７年



現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

西仙台病院改修 仙台市 清水建設 清水建設、不二サッシ、石井硝子 （シール打替） 17.03

新幹線車両基地 利府町 仙建工業 仙建工業 （シール打替） 17.03

雄物川流域下水道 秋田県 前田製管 前田製管 （タンクコート） 17.03

仙台トヨペットテクノショップ 仙台市 大林組 大林組 （シール打替・仮設） 17.07

ＢＧＳＯＬ東北センター 名取市 共立建設 共立建設 （シール打替） 17.07

石巻グランドホテル 石巻市 間組 間組 （外壁改修） 17.07

ベルメゾン幸町１号棟 仙台市 間組 工匠珠玉杢 （外壁改修） 17.08

二日町東急ビル 仙台市 丸本工業所 管理組合 （屋上防水） 17.09

江畑工業所駐車場改修 富谷町 丸本工業所 江畑工業所 （駐車場造成） 17.10

創価学会宮古平和会館 宮古市 宮城建設 宮城建設 （シール打替・防水） 17.11

テレビ岩手本社ビル外壁補修 盛岡市 清水建設 清水建設 （シール打替） 17.11

朝日プラザ山形本町 山形市 飛島建設 飛島建設 （外壁改修） 17.11

ジブラルタ生命山形ビル 山形市 東急コミュニティ 17.11

ジブラルタ生命郡山ビル 郡山市 東急コミュニティ 17.11

文理学園アカデミアＫＢ　西面外壁タイル一部 仙台市 大林組 大林組 （鉄筋探査） 17.11

七十七銀行本店リニューアル 仙台市 鹿島建設 鹿島建設 （シール打替） 17.12

エステート五橋 仙台市 三菱電気ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ 工匠珠玉杢 （外壁改修） 17.12

仙台駅本屋西側 仙台市 大林組 17.12

会津オリンパス 会津若松市 戸田建設 さんのう （アスベスト除去） 17.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

伊藤マンション 杉山組 18.01

東北大学（片平）材料・物性総合研究棟 仙台市 安藤建設 18.02

青森県立美術館 青森市 竹中工務店 18.02

南光磐井病院 一関市 熊谷組他JV 18.02

青葉区一番町ビル 仙台市 安藤建設 18.02

ヤマダ電機テックランド泉 仙台市 マルト建設 18.02

フルキャストスタジアム宮城　Ⅱ期 仙台市 鹿島建設 18.03

グランドパレス利府 仙台市 三井住友建設 18.03

八乙女ビックスマイル 仙台市 三井住友建設 18.03

釜石中学校 釜石市 山長建設 18.03

シティウィング北仙台 仙台市 安藤建設 18.03

済生会福島総合病院 福島市 大成建設 18.04

ヤマダ電機多賀城店 多賀城市 マルト建設 18.05

若柳在宅複合施設 栗原市 共立建設 18.05

オンワード樫山 仙台市 鹿島建設 18.06

サンデュエル盛岡中央 盛岡市 西松建設 18.06

サンデュエル塩釜 塩釜市 フジタ 18.06

美山病院増改修 奥州市 大林組他JV 18.06

新山新放送会館　Ⅱ期 山形市 安藤建設 18.07

ライブラリーホテル東二番丁 仙台市 大林組 18.08

プラウド角五郎 仙台市 東海興業 18.09

共同物流センター 仙台市 ピーエス三菱 18.09

本間記念仙台北部成形外科 仙台市 間組 18.09

ル･サンク上の橋 盛岡市 西松建設 18.10

郡山駅東ラウンドワン 郡山市 熊谷組 18.12

勾当台ヒルズ 仙台市 杉山組 18.12

河北新報本社改修 仙台市 大林組 18.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

桜岡橋橋梁補修 登米市 川田建設 18.01

綱木川橋 米沢市 成和 18.04

ナイガイ

伸栄装業

杉山組

大林組、三協立山アルミ、石井硝子、ナブコシステム

平成１８年　常温金属溶射工事

請　　　　　負　　　　　先

ピーエス三菱、ケン

間組

西松建設、新日軽、佐々木硝子

熊谷組、新日軽

企業体、ＹＫＫＡＰ

安藤建設

大林組、三協立山アルミ、メタルシステム

東海興業、ＹＫＫＡＰ

共立建設、新日軽

鹿島建設、トステム、不二サッシ、石井硝子

西松建設、新日軽、野崎硝子センター

フジタ、ＹＫＫＡＰ

山長建設、ＹＫＫＡＰ、佐々木硝子

安藤建設

大成建設、不二サッシ

東海興業、不二サッシ

企業体、立山アルミ、中央鋼建、ニュースト、三田商店

ケン、石井硝子

三井住友建設、ＹＫＫＡＰ

三井住友建設、トステム

東海興業

安藤建設

杉山組

大林組　　　　　　　　　　　　　　（調査・シーリング打替）

東急コミュニティ　　　（内部現状回復・一部外部改修）

請　　　　　負　　　　　先

東急コミュニティ　　　（内部現状回復・一部外部改修）

平成１８年　シーリング防水工事

竹中工務店、旭硝子ビルウォール

安藤建設、トステム

平成１７年　その他工事

請　　　　　負　　　　　先

工事経歴書[32]
平成１７年～１８年



現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

水管橋溶射 大崎市 成和 18.04

北向前地区橋梁上部工工事 秋田市 三東ブリッヂＪＶ 18.10

鹿妻跨線橋改修 東松島市 構造テクノ 18.11

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

パークハイツ清水町 盛岡市 清水建設 清水建設 （改修一式） 18.01

古墳のゆ 久慈市 宮城建設 宮城建設 （改修一式） 18.01

朝日プラザ本町 山形市 飛島建設 飛島建設 （改修一式） 18.01

仙台育英学園宮城野校舎　記念2号館　南面外壁 仙台市 大林組 大林組 （剥離状況調査） 18.01

ライオンズマンション盛岡中央 盛岡市 大京管理 大京管理 （改修一式） 18.02

ライオンズマンション本町第二 盛岡市 田中組 田中組 （改修一式） 18.02

パレ菜園マンション 盛岡市 田中組 田中組 （改修一式） 18.02

トーカンマンション毘沙門 盛岡市 田中組 田中組 （改修一式） 18.02

花淵灯台 七ヶ浜町 丸本工業所 第二管区海上保安本部 （改修一式） 18.03

ＪＡビル別館 仙台市 大林組 大林組 （外部改修一式） 18.03

川徳キューブⅡ駐車場防水 盛岡市 丸本工業所 川徳不動産 （改修一式） 18.10

明治安田生命　いわき支部　外壁 いわき市 飛島建設 飛島建設 （調査・シール打替） 18.12

現　　　場　　　名 場　所 元　　　請 時期

旧碇ヶ関町役場 平川市 ノザワ ノザワ （アスベスト除去） 18.01

桜岡小学校 登米市 カツマタ カツマタ （アスベスト除去） 18.02

小鶴市営住宅１－３ 仙台市 泉崎建設 メイク美装 （外壁改修） 18.02

サーパス中の橋 盛岡市 穴吹工務店 穴吹工務店、三協アルミ （シール・防水） 18.02

明治安田生命仙台五橋 仙台市 大成建設 大成建設 （シール打替） 18.06

興和ビル　外壁 仙台市 大林組 大林組 （調査・診断） 18.09

松島自然の家 東松島市 藤田建設 藤田建設 （アスベスト除去） 18.11

平成１８年　その他工事

請　　　　　負　　　　　先

三共エンジニアリング

東光鉄工

平成１８年　補修・改修工事（調査・診断）

伸栄装業

請　　　　　負　　　　　先

平成１８年　常温金属溶射工事

請　　　　　負　　　　　先

工事経歴書[33]
平成１８年


