
事業主 元請／納入先 工事名称 施工期間 施工量(㎥) 備考

愛知県　建設部 株式会社イチテック 日光川下水流域下水道事業管渠布設工事 2008/03～06 155.5

トヨタ紡織㈱ アイシン開発株式会社 トヨタ紡織㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞ研修ｾﾝﾀｰ工事 2008/04～05 1,093.0

㈱フジキカイ 三井住友建設株式会社 フジキカイ名古屋工場新館建設工事 2008/05～06 202.0

㈱藤間工業 大成建設株式会社 ㈱藤間工業本社ビル新築工事 2008/05～06 192.0

㈱愛知冠婚葬祭互助会 株式会社土屋組 （仮称）愛昇殿新築工事 2008/07～08 105.0

㈱近藤組 株式会社近藤組 （仮称）フレスト三河安城新築工事 2008/07～08 379.5

アイシン高丘㈱ アイシン開発株式会社 アイシン高丘㈱本社新築工事 2008/09～10 2,338.0

鈴鹿病院 東海ロテックＩＮＣ 鈴鹿病院造成工事 2008/10～ 1,015.5

マルセイ鋼業㈱ 生川建設株式会社 マルセイ鋼業㈱事務所倉庫新築工事 2008/10～11 26.0

鯉料理　中京 株式会社エムテクノ 飛島新田造成工事 2008/10～ 7,943.0

日本メナード化粧品㈱ 大成建設株式会社 （仮称）日本メナード化粧品稲沢工場増改築工事 2008/11～12 684.5

大隅㈱ 岐建株式会社 大隅リース鍋田機材センター造成工事 2008/11～12 1,365.0

名古屋高速道路公社 奥村・フジタ・岩田地崎ＪＶ 県道名古屋神宝線大江工区下部工事 2008/11～12 3,289.5

愛知県　農林水産部 山田建設株式会社 筏川西岸第２支線水路その４工事 2008/12～02 152.3

愛知県　土木部 株式会社加藤建設 日光川中小河川改良工事 2008/12～02 300.0

愛知県　土木部 株式会社加藤建設 福田川整備工事 2008/12～02 100.0

恵比寿ガーデンプレイス ㈱ 大豊建設株式会社 （仮称）千種二丁目マンション新築工事 2008/12 6.0

・・・ 積水ハウス株式会社 （仮称）稲沢市北市場計画新築工事 2009/03 54.0

㈱デンソー 三井住友建設株式会社 デンソー中部ダイアグステーション棟新築工事 2009/03 498.0

・・・ 積水ハウス株式会社 （仮称）名東区勢子坊計画新築工事 2009/04～ 12.0

名港海運㈱ 大成建設株式会社 名港海運㈱第一新川物流センター 2009/04～05 2,676.0

㈱アルカンシェル 大成建設株式会社 （仮称）アルカンシェルリュックスマリアージュ新築工事 2009/05～06 141.0

・・・ 大成建設株式会社 （仮称）名駅Ｓビル新築工事 2009/05～06 108.0

・・・ 鹿島建設株式会社 （仮称）赤門通ビル新築工事 2009/06～ 229.0

・・・ 積水ハウス株式会社 （仮称）稲沢市高御堂１丁目計画新築工事 2009/06～ 96.0

三河ダイハツ㈱ 岐建株式会社 三河ダイハツ㈱西尾店新築工事 2009/06～ 72.0

大京㈱ 清水建設株式会社 （仮称）松原共同住宅新築工事 2009/07～ 301.0

・・・ 積水ハウス株式会社 中村区松原 2009/08 70.0

㈱共栄メソナ 鹿島建設株式会社 共栄メソナ鍋田物流センター新築工事 2009/08～09 4,193.0

名古屋外語専門学校 鹿島建設株式会社 名古屋外語専門学校新築工事 2009/11 714.0
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名古屋大学 大成建設株式会社 名古屋大学医学部付属病院工事 2009/12～ 1,665.0

愛西市役所 機動建設工業 公共下水道管渠布設工事（愛西市勝幡） 2009/11 956.0

弥富市役所 下里建設株式会社 土地改良事業排水路改修工事 2010/01～ 251.0

弥富市役所 下里建設株式会社 公共下水道管渠布設工事（弥富市平島） 2009/11～02 1,255.0

愛西市役所 佐藤土建株式会社 公共下水道管渠布設工事（愛西市西條） 2009/11～02 1,042.0

中部電力㈱ 霞興業有限会社 寛政変電所造成工事 2010/02～03 1,566.0

弥富市役所 大浜建設株式会社 道路改良工事（弥富市中山） 2009/11～12 180.0

愛知県　建設部 東海建設株式会社 津波対策護岸工事 2009/10～ 414.0

野村不動産㈱ 矢作建設工業株式会社 栄二丁目計画 2010/05～ 5,121.0

㈱中部プラントサービス 鹿島建設株式会社 中部プラントサービス本店大江整備Ⅱ期工事 2010/06 259.0

名古屋鉄道㈱ 鹿島建設株式会社 新中経ビル（仮称）新築工事 2010/07 84.0

東海旅客鉄道㈱ ｼﾞｪｲｱｰﾙ東海建設株式会社 東海道本線ほか西野Bｖ改築工事 2010/09 42.0

名港海運㈱ 大成建設株式会社 名港海運㈱4号地物流センター事務所工事 2010/11 245.0

大谷台保育園 中日本建設株式会社 大谷台保育園新築工事 2010/11 221.0

中部電力㈱ JFEエンジニアリング株式会社 伊勢湾横断ガスパイプライン設置工事 2010/11 498.0

ファイザー㈱ 鹿島建設株式会社 ファイザー知多武豊 2010/12～01 59.0

・・・ 株式会社竹中工務店 覚王山 2010/1～ 42.0

愛知県　建設部 株式会社河村産業所 日光川下流流域下水道事業管きょ布設工事（唐臼） 2011/02 385.0

弥富市役所 花井建設株式会社 公共下水道管渠布設工事（弥富市狐地工区） 2010/10～01 150.0

弥富市役所 花井建設株式会社 公共下水道管渠布設工事（弥富市操出工区） 2011/01～02 320.0

弥富市役所 弥富建設株式会社 公共下水道管渠布設工事（弥富市前ケ須工区） 2011/01 30.0

弥富市役所 大栄建設株式会社 公共下水道管渠布設工事（弥富市三稲工区） 2010/10～02 720.0

弥富市役所 下里建設株式会社 公共下水道管渠布設工事（弥富市狐地工区） 2011/01～02 80.0
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弥富市役所 大浜建設株式会社 道路改良工事（弥富市中山） 2010/11～01 100.0

弥富市役所 有限会社トリイ建設 土地改良事業　排水路改修工事（三稲）　 2011/01 80.0

愛西市役所 大藤建設株式会社 公共下水道管渠布設工事（愛西市大井工区） 2011/01 150.0

愛西市役所 株式会社加藤建設 公共下水道管渠布設工事（愛西市大井工区） 2011/02 150.0

愛西市役所 佐藤土建株式会社 公共下水道管渠布設工事（愛西市西条工区） 2010/12～02 460.0

愛西市役所 ワシノ建設株式会社 公共下水道管渠布設工事（愛西市西条工区） 2011/02 180.0

・・・ 大東建託株式会社 弥富市平島造成 2011/03 180.0

名海運輸作業㈱ 大成建設株式会社 名海運輸作業株式会社　八穂荷降捌場（倉庫）新築工事 2011/12 525.0

・・・ 株式会社加藤建設 ８ベジタブル新築工事 2011/05 180.0

・・・ 株式会社クリンテック 弥富ロイヤルハイツ 2011/07～ 56.0

・・・ 株式会社クリンテック 蟹江 2012/08～ 82.0

・・・ 株式会社クリンテック 七宝町 2011/05～ 24.0

弥富市役所 株式会社加藤建設 公共下水道事業　前ヶ須23-7工区 2011/09～2012/02 189.0

三菱重工業株式会社 株式会社ｋodo.cｃ 三菱重工11053 2012/02 28.0

(株)光研 中日本建設株式会社 株式会社光研工場新築工事 2012/1 270.0

名古屋市上下水道局 鹿島建設株式会社 浄心雨水幹線下水道築造工事 2011/11 14.0

・・・ 大東建託株式会社 大高 2011/12 48.0

名港海運㈱ 大成建設株式会社 西三区物流センター荷捌場・倉庫増築工事 2011/12 1,439.0

日本ﾄﾗﾝｽシティ（株) 中日本建設株式会社 日本ﾄﾗﾝｽｼﾃｨ(株)中部支社貨物流通部　南営業所河原田西倉庫新築工事 2012/1 5,544.0

・・・ 株式会社クリンテック 津島 2012/01～04 46.0

近畿日本鉄道株式会社 清水建設株式会社 近鉄名古屋線伏屋駅付近立体化交差化工事 2012/01～02 56.0

マスターズプラン株式会社 大幸建設工業株式会社 木全マンション新築工事 2012/03～05 242.0

・・・ 株式会社神谷商会 蟹江 2012/04～05 676.0

中部電力㈱ 白川電気土木株式会社 上野浄水場線引込口変更 2012/09 16.0

名港海運㈱ 大成建設株式会社 西三区物流センター増築工事 2013/5 1,383.0

・・・ 株式会社ｋodo.cｃ 飛島 2013/06 18.0

・・・ MEコンストラクション 桑名 2013/11 334.0
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