
No 区分 工事名 施工会社 設計事務所 鉄筋数量(t) 施工年 施工場所

670 民間工事 古賀青柳工業団地物流施設計画 株式会社竹中工務店 株式会社竹中工務店 九州一級建築士事務所 700 令和4年 福岡県

669 民間工事 明和工業株式会社工場新築工事 日鉄エンジニアリング株式会社 日鉄エンジニアリング株式会社一級建築士事務所 232 令和4年 岐阜県

668 民間工事 ナカジマ鋼管天竜川天竜川製造所105棟 株式会社鴻池組 安井建築設計事務所 1,995 令和4年 静岡県

667 民間工事 浜松市早出町計画（ノブレス早出町新築工事） 木内建設株式会社 株式会社ナイス 1,440 令和4年 静岡県

666 公共工事 福岡市拠点文化施設PFI 戸田建設株式会社 戸田建設株式会社 1,000 令和4年 福岡県

665 公共工事 T-LOGI福岡新築工事 戸田建設株式会社 戸田建設株式会社 800 令和4年 福岡県

664 民間工事 T-LOGI習志野Ⅱ計画 フジタ フジタ 1,150 令和4年 千葉県

663 民間工事 DPL南砂新築工事 フジタ フジタ 1,600 令和4年 東京都

662 民間工事 秋田千秋明徳町共同住宅新築工事 株式会社熊谷組 東北支店 株式会社エスピーエス 600 令和4年 秋田県

661 民間工事 (仮称)コメリハード＆グリーン深川店　新築工事 株式会社エスデー建設 株式会社T&N 北海道設計事務所 80 令和4年 北海道

660 民間工事 LandPort多摩 JFEシビル株式会社 JFEシビル株式会社 1,070 令和4年 東京都

659 民間工事 特別養護老人ホーム白寿荘東移転改築工事 株式会社間組 株式会社提建築設計事務所 500 令和4年 新潟県

658 民間工事 (仮称)久屋大通計画新築工事 三井住友・小原建設工事共同企業体 株式会社 IAO竹田設計 1,400 令和3年 愛知県

657 民間工事 習志野市芝園2丁目計画 フジタ フジタ 1,595 令和3年 千葉県

656 公共工事 津島警察署庁舎建築工事 大日本土木株式会社・河村産業所共同企業体 石本建築事務所 923 令和3年 愛知県

655 民間工事 GLP北本プロジェクト新築工事 矢作建設工業株式会社 矢作建設工業株式会社 985 令和3年 埼玉県

654 民間工事 DPL名港弥富 矢作建設工業株式会社 矢作建設工業株式会社 6,000 令和3年 愛知県

653 民間工事 イーダ春日部下柳物流センター 髙松建設株式会社 髙松建設株式会社 650 令和3年 埼玉県

652 民間工事 アルファクラブ武蔵野新座葬祭センター 大末建設株式会社 大末建設株式会社 40 令和3年 埼玉県

651 公共工事 阿賀野バイパス百津跨道橋外軽量盛土その他工事 大日本土木株式会社 北陸地方整備局新潟国道事務所 40 令和3年 新潟県

650 民間工事 （株）デイリーはやしや殿新潟工場新築工事 株式会社植木組 株式会社BSPグループ161＆偕有限会社井上建築事務所事務所 500 令和3年 新潟県

649 民間工事 (仮称)コメリハード＆グリーン士別店新築工事 株式会社エスデー建設 株式会社T&N北海道設計事務所 125 令和3年 北海道

648 民間工事 (仮称)福山配送センター増築工事 鹿島建設株式会社 株式会社日立建設設計 西日本本部設計部 1,243 令和2年 広島県

647 民間工事 鎌倉光機(株)蕨新工場 髙松建設株式会社 髙松建設株式会社 760 令和2年 埼玉県

646 民間工事 センチュリオンホテル出雲新築工事 中筋組・フクダJV 株式会社中林建築設計事務所 577 令和2年 島根県

645 民間工事 VIPシティーホール柏崎新築工事 株式会社デイ・アンド・ファイブ Design Club EMW 2,300 令和2年 新潟県

644 公共工事 柏崎市新庁舎建設工事 植木・東北・阿部JV 株式会社佐藤総合計画 2,300 令和2年 新潟県

643 民間工事 須河車体新工場 株式会社淺沼組 株式会社服部建築事務所 1,200 令和2年 京都府

642 民間工事 ロート製薬 株式会社大林組 株式会社安井建築設計事務所 650 令和2年 三重県

641 民間工事 丸進運輸(株)大阪物流センター新築工事 青木あすなろ建設株式会社 青木あすなろ建設株式会社 1,650 令和2年 大阪府

640 民間工事 SAGAサンライズパークアリーナ 戸田建設株式会社 梓・石橋・三原設計協同企業体 2,500 令和2年 佐賀県

639 公共工事 読谷村立渡慶次小学校 株式会社池原建設 ― 200 令和2年 沖縄県

638 民間工事 アクロスプラザ 大和ハウス工業株式会社 大和ハウス工業株式会社 130 令和2年 沖縄県

637 民間工事 タイガー産業新設工事 (同)ＯＳＰ ― 180 令和2年 沖縄県

636 民間工事 丸浩重機資材倉庫 大和ハウス工業株式会社 ― 120 令和2年 沖縄県

635 民間工事 れいめいの里 佐藤工業株式会社 ― 210 令和2年 沖縄県

634 民間工事 拓南製鐵第3加工工場 株式会社東恩納組 テイ・エイチ・アール建築設計 90 令和2年 沖縄県

633 民間工事 北谷ホテル 株式会社アイホーム ― 300 令和2年 沖縄県

632 民間工事 瀬良垣ホテル 株式会社アイホーム ― 1,200 令和2年 沖縄県

631 民間工事 流山おおたかの森A3街区計画 株式会社フジタ 株式会社フジタ 540 令和2年 千葉県

630 民間工事 ヤマト運輸枝川物流ターミナル新築工事 株式会社フジタ 株式会社フジタ 900 令和2年 東京都

629 民間工事 住友重機械工業千葉製造所プチ機新棟建設工事 株式会社フジタ 株式会社フジタ 500 令和2年 千葉県

628 民間工事 印西市松崎台二丁目物流施設計画 株式会社フジタ 株式会社フジタ 500 令和2年 千葉県

627 民間工事 資生堂新羽計画 スターツＣＡM株式会社 ＵＡＯ株式会社 1,500 令和2年 神奈川県

626 民間工事 沖縄徳洲会（仮称）館山病院移転新築計画 株式会社フジタ 内藤建築事務所 840 令和2年 千葉県
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625 民間工事 可也病院改築工事 戸田建設株式会社 戸田建設株式会社 400 令和2年 福岡県

624 民間工事 長崎市川口町商業施設開発ＰＪ 戸田建設株式会社 戸田建設株式会社 650 令和2年 長崎県

623 民間工事 中村学園女子中・高等学校体育館改築工事 株式会社鴻池組 株式会社日建設計 700 令和2年 福岡県

622 民間工事 （仮称）中日本フード株式会社 三重営業部 三井住友建設株式会社 日本ハム設計株式会社 60 令和2年 三重県

621 民間工事 （仮称）日本通運株式会社 AL支店刈谷新倉庫計画 日鉄エンジニアリング株式会社 日通不動産株式会社 300 令和2年 愛知県

620 民間工事 （仮称）泉一丁目3計画新築工事 三井住友建設株式会社 株式会社日建ハウジングシステム 2,300 令和2年 愛知県

619 民間工事 アサヒビール株式会社 名古屋工場１号 三井住友建設株式会社 三井住友建設株式会社 680 令和2年 愛知県

618 民間工事 エフピコ九州第2配送センター 松尾建設株式会社 株式会社日立建設設計 240 令和2年 佐賀県

617 民間工事 GLP浦安ⅡB棟建替プロジェクト JFEシビル株式会社 JFEシビル株式会社 920 令和1年 千葉県

616 民間工事 アルファークラブ武蔵野吉川駅前 大末建設株式会社 大末建設株式会社 40 令和1年 埼玉県

615 民間工事 プロロジスパーク 千葉2プロジェクト 株式会社フジタ 株式会社フジタ 3,600 令和1年 千葉県

614 民間工事 日本医科大学武蔵 小杉病院 新築工事 株式会社フジタ 株式会社日建設計 2,500 令和1年 神奈川県

613 民間工事 シロキ工業株式会社 豊川工場第三工場新築工事 日鉄エンジニアリング株式会社 藤井産業共同企業体 日鉄エンジニアリング株式会社 藤井産業共同企業体 220 令和1年 愛知県

612 民間工事 長崎大学実験研究棟新営工事 戸田建設株式会社 株式会社日建設計/長崎大学 1,800 令和1年 長崎県

611 民間工事 岩塚製菓　BEIKA Lab建設工事 株式会社植木組 株式会社植木組 450 令和1年 新潟県

610 民間工事 (株)植木組本社ビル 株式会社植木組 株式会社植木組 340 平成31年 新潟県

609 民間工事 伊万里整形外科病院 松尾建設株式会社 株式会社坂本設計事務所 490 平成31年 佐賀県

608 民間工事 杏花苑 松尾建設株式会社 株式会社三原建築設計事務所 620 平成31年 佐賀県

607 民間工事 西部技研　第４工場 九州建設株式会社 株式会社野田設計 400 平成31年 福岡県

606 民間工事 国際医療福祉大学　薬学部 株式会社ピーエス三菱 株式会社WEDGE 160 平成31年 福岡県

605 民間工事 豊田地域医療 センター改築ほか工事 鴻池・大啓建設協同企業体 株式会社日建設計 1,800 平成31年 愛知県

604 民間工事 山王病院増築工事 株式会社大林組 株式会社大林組 950 平成31年 東京都

603 民間工事 JSP鹿沼第２工場 成形棟改築工事 西松建設株式会社 株式会社フケタ設計 530 平成31年 栃木県

602 民間工事 東日本エア・ウォーター物流センター建設工事 西松建設株式会社 西松建設株式会社 530 平成31年 茨城県

601 民間工事 東横イン河口湖ビルA棟新築工事 芙蓉建設株式会社 株式会社東横インアーキテクト 300 平成31年 山梨県

600 民間工事 LandPort厚木愛川町中津4036-1 日本国土開発株式会社・JFEシビル株式会社 日本国土開発株式会社 920 平成31年 神奈川県

599 民間工事 西部技研第４工場新築工事 九州建設株式会社 森建設設計 350 平成31年 福岡県

598 民間工事 旭川空港ビル旅客ターミナルビル国際線増設工事 新谷・荒井・廣野共同企業体 日建・中原共同企業体 400 平成31年 北海道

597 民間工事 特別養護老人ホーム杏花苑新築工事 松尾建設株式会社 株式会社三原建築設計事務所事務所 630 平成31年 佐賀県

596 民間工事 加藤製作所群馬工場 西松建設株式会社 西松建設株式会社 530 平成31年 群馬県

595 民間工事 上川生産農協新農業会館建設工事 大成建設株式会社 三菱地所株式会社・ホクレン共同企業体 400 平成31年 北海道

594 民間工事 晴海5丁目選手村5-6街区F棟 三井住友建設株式会社 三井住友建設株式会社 2,000 平成31年 東京都

593 民間工事 晴海5丁目選手村5-6街区C棟 三井住友建設株式会社 三井住友建設株式会社 2,000 平成31年 東京都

592 民間工事 伊万里整形外科病院新築工事 松尾・黒木JV 株式会社坂本設計事務所 500 平成31年 佐賀県

591 民間工事 豊田鉄工株式会社 額田工場再構築建築工事 新日鉄住金エンジニアリング株式会社 新日鉄住金エンジニアリング株式会社 380 平成31年 愛知県

590 民間工事 ヤマダイ食品株式会社 石黒建設株式会社 株式会社日立プラントサービス 220 平成31年 三重県

589 民間工事 ジェイアール東海物流株式会社 倉庫建設工事 日鉄エンジニアリング株式会社 日鉄エンジニアリング株式会社 600 平成31年 愛知県

588 民間工事 社会福祉法人たちばな会スポーツクラブ・デイサービス 五光建設株式会社 有限会社ダイヤモンド設計 100 平成30年 佐賀県

587 民間工事 ニシハラ理工株式会社 佐賀工場 五光建設株式会社 日鉄エンジニアリング株式会社 120 平成30年 佐賀県

586 公共工事 帯広新総合体育館 宮坂・萩原共同企業体 山下・岡田・創造ＪⅤ 2,090 平成30年 北海道

585 公共工事 音更町役場庁舎増築工事 高橋・村上ＪⅤ 株式会社岡田設計 450 平成30年 北海道

584 公共工事 士別市本庁舎改築工事 清水・宮武 清水建設株式会社 620 平成30年 北海道

583 民間工事 プロロジスパーク千葉｜プロジェクト 株式会社フジタ 株式会社フジタ 6,500 平成30年 千葉県

582 民間工事 千葉県がんセンター新棟 株式会社フジタ 株式会社日建設計 7,000 平成30年 千葉県

581 公共工事 山梨県職業能力開発センター実習場建築工事 株式会社田中建設 株式会社豊建築設計事務所 180 平成30年 山梨県
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580 民間工事 総合施設愛仙の華> 小松建設株式会社 株式会社共立総合設計 80 平成30年 秋田県

579 民間工事 大和桑名プロジェクト新築工事 大和ハウス工業株式会社 大和ハウス工業株式会社 2,100 平成30年 三重県

578 民間工事 豊田鉄工株式会社 額田工場再構築建築工事 新日鉄住金エンジニアリング株式会社 新日鉄住金エンジニアリング株式会社 380 平成30年 愛知県

577 公共工事 新宮町立新宮東中学校新築 戸田建設株式会社・溝江建設ＪＶ 株式会社楠山設計 500 平成30年 福岡県

576 民間工事 あすと長町１丁目計画 株式会社大林組 株式会社大林組 2,340 平成30年 宮城県

575 民間工事 東芝メモリー株式会社 北上工場 清水建設株式会社 清水建設株式会社 8,000 平成30年 岩手県

574 民間工事 アスター横手本社工場 株式会社鴻池組 株式会社鴻池組 580 平成30年 秋田県

573 民間工事 東北放送新社屋 株式会社大林組 株式会社山下設計 940 平成30年 宮城県

572 公共工事 Ｈ２９年度中間貯蔵双葉工区廃棄物貯蔵施設 株式会社大林組 株式会社大林組 800 平成30年 福島県

571 民間工事 釧路中央病院 大木建設株式会社 株式会社パルテクノ 950 平成30年 北海道

570 民間工事 明治十勝工場第一製造棟> 株式会社奥村組 株式会社岡田設計 200 平成30年 北海道

569 民間工事 友夢牧場第２期工事発酵槽・貯留槽 株式会社建築工房 株式会社土谷特殊農機具製作所 110 平成30年 北海道

568 民間工事 仲よし幼稚園跡地活用計画"> 株式会社フジタ 株式会社フジタ 3,500 平成30年 千葉県

567 公共工事 九州新幹線（西九州）、武雄トンネル外１箇所他 戸田・りんかい日産・黒木JV 鉄道建設・運輸施設整備機構 100 平成30年 佐賀県

566 民間工事 ビジネスホテル帯広 宮坂建設工業株式会社 株式会社小松義博建築都市設計 420 平成30年 北海道

565 公共工事 帯広市新総合体育館 宮坂・萩原・川田・市川JV 山下・岡田・創造JV 2,090 平成30年 北海道

564 公共工事 釧路バイオマス発電所 五洋建設株式会社 JFEエンジニアリング株式会社 280 平成30年 北海道

563 公共工事 新光総合病院 戸田建設株式会社 昭和・株式会社巽設計共同体 2,700 平成30年 山口県

562 民間工事 SG2物流センター JFEシビル株式会社 JFEシビル株式会社 1,300 平成30年 神奈川県

561 民間工事 山口東京理科大学 西松建設株式会社 株式会社あい設計 400 平成30年 山口県

560 民間工事 マルアイロジックセンター 青木あすなろ建設株式会社 株式会社フクダ・アンド・パートナーズ 1,000 平成30年 兵庫県

559 民間工事 CKD株式会社 東北工場 鹿島建設株式会社 鹿島建設株式会社 670 平成30年 宮城県

558 民間工事 イオンモール利府 西松建設株式会社 西松建設株式会社 600 平成30年 宮城県

557 民間工事 ボルボ・カー山口 大和ハウス工業株式会社 有限会社双樹設計 70 平成30年 山口県

556 民間工事 小野薬品工業　山口工場 株式会社竹中工務店 ファルマ―・ショリュウション 350 平成30年 山口県

555 民間工事 日産化学工場　小野田工場 りんかい日産建設株式会社 株式会社日立プラントサービス 70 平成30年 山口県

554 民間工事 不二ラッテクス　新栃木工場 西松建設株式会社 株式会社アーバンプロジェクト 140 平成30年 栃木県

553 民間工事 メルテックいわき人工骨材製造設備 株式会社板橋組 株式会社キタハラ設計 260 平成30年 栃木県

552 民間工事 コメリ鉾田店 株式会社板橋組 クリエート設計株式会社 380 平成30年 茨城県

551 民間工事 コメリPW鹿沼店 株式会社板橋組 クリエート設計株式会社 190 平成30年 福島県

550 民間工事 健美会 佐藤工業株式会社 安藤設計株式会社 110 平成30年 栃木県

549 民間工事 不二ラテックス栃木市手塚産業団地 西松建設株式会社 株式会社アーバンプロジェクト 400 平成30年 栃木県

548 民間工事 大友運送新厚木営業所 中村土建株式会社 中村土建株式会社 160 平成30年 神奈川県

547 民間工事 メルテック小山工場 株式会社板橋組 株式会社板橋組 100 平成30年 栃木県

546 民間工事 コメリPW野田店 株式会社板橋組 クリエート設計株式会社 280 平成30年 千葉県

545 民間工事 加藤製作所群馬工場 西松建設株式会社 西松建設株式会社 1,120 平成30年 群馬県

544 公共工事 マテリアルリサイクル推進施設 新明和工業株式会社 小山広域保健衛生組合 810 平成30年 栃木県

543 民間工事 日本アクセス東彼杵第2MDセンター 五光建設株式会社 富士通 250 平成29年 長崎県

542 民間工事 旭川空港ビル旅客ターミナルビル国際線増築工事 新谷・荒井・廣野共同企業体 日建・中原共同企業体 400 平成29年 北海道

541 公共工事 子育て支援住宅武川団地 株式会社興水建設 北杜市 180 平成29年 山梨県

540 民間工事 盛岡市ホームセンターサンヂー本宮店 株式会社三義 株式会社甲設計事務所 100 平成29年 岩手県

539 民間工事 岩手県山田町新斎場建設工事 株式会社佐々木組 関・空間設計JV 124 平成29年 岩手県

538 民間工事 バナナ加工・保管施設建設工事 株式会社日鉄住金テックスエンジ 株式会社日鉄住金テックスエンジ 300 平成29年 福岡県

537 民間工事 ふくや新物流センター 戸田建設株式会社 戸田建設株式会社 300 平成29年 福岡県

536 民間工事 箱崎ふ頭４丁目倉庫 戸田建設株式会社 株式会社島田建築設計事務所 300 平成29年 福岡県
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535 民間工事 音更町農協豆類貯留調整施設 宮坂建設工業株式会社 株式会社北濃設計センター 350 平成29年 北海道

534 民間工事 ちぬやファーム足寄センター 宮坂建設工業株式会社 株式会社今井建築設計 800 平成29年 北海道

533 公共工事 豊似小学校校舎改築 畑下・アカイシ・浜中JV 株式会社岡田設計 220 平成29年 北海道

532 民間工事 在宅介護総合センター白樺 宮坂建設工業株式会社 宮坂建設工業株式会社 165 平成29年 北海道

531 公共工事 浦幌町学校給食センター 北原・宮本JV 株式会社岡田設計 82 平成29年 北海道

530 民間工事 釧路北大通３/４丁目再開発 宮坂・新太平洋・宮脇JV 宮坂建設工業株式会社 690 平成29年 北海道

529 民間工事 池田農協出荷施設 宮坂・市川JV 株式会社岡田設計 240 平成29年 北海道

528 民間工事 多機能ホームいなほ 宮坂建設工業株式会社 DO-SEKEI 235 平成29年 北海道

527 民間工事 エコパークいずもざき 浸出水処理施設 株式会社本株式会社間組 クボタ環境サービス株式会社 1,420 平成29年 新潟県

526 民間工事 平田バブル新潟事業所 株式会社植木組 株式会社植木組 130 平成29年 新潟県

525 公共工事 別海西部地区泉川５号排水管末端施設共春工区 高玉建設工業株式会社 サンスイコンサルタント株式会社 100 平成29年 北海道

524 公共工事 北部地区１３－１号水路末端施設外一連工事 高玉建設工業株式会社 株式会社ズコーシャ・農土コンサル 100 平成29年 北海道

523 公共工事 根室地区根室４号幹線配水菅端末施設湖南工区 高玉建設工業株式会社 株式会社アルト技研 200 平成29年 北海道

522 公共工事 根室地区６号幹線配水菅末端施設東和田工区 株式会社上田組 株式会社アルト技研 200 平成29年 北海道

521 公共工事 北部地区根釧配１１号用水路末端施設外一連工事 坂野建設株式会社 株式会社ズコーシャ 100 平成29年 北海道

520 公共工事 蒲原用水路補償その1 株式会社吉田建設 北陸地方整備局 信濃川河川事務所 50 平成29年 新潟県

519 民間工事 日本通運卸町物流センター 鹿島建設株式会社 日通不動産株式会社 4,100 平成29年 宮城県

518 民間工事 DPL仙台長町ロジスティックセンター 株式会社安藤・間 株式会社安藤・間 1,200 平成29年 宮城県

517 公共工事(土木) 薄肉鋳造インライン圧延設備土木工事 株式会社日鉄住金テックスエンジ 新日鉄住金株式会社 5 平成29年 千葉県

516 公共工事 新青森県総合運動公園陸上競技場 株式会社大林組JV 株式会社伊東豊雄建築設計事務所 400 平成29年 青森県

515 民間工事 国立病院嬉野医療センター 松尾・堀内組JV 株式会社佐藤総合計画 2,900 平成29年 佐賀県

514 公共工事 武雄市新庁舎建設工事 五光・松尾JV 石橋・藤崎設計JV 1,200 平成29年 佐賀県

513 民間工事 白山１丁目マンション計画 株式会社フジタ 株式会社フジタ 500 平成29年 東京都

512 民間工事 久留米大学基礎３号病院北 戸田建設株式会社 株式会社山下設計 500 平成29年 福岡県

511 民間工事 八王子高尾ＳＣ 株式会社福田組 日本設計株式会社 1,020 平成28年 東京都

510 民間工事 Ｍブレインマンション 株式会社ヤマウラ 株式会社ヤマウラ 50 平成28年 山梨県

509 公共工事 三河湾神野地区岸壁工事 東亜建設工業株式会社 中部地方整備局 30 平成28年 愛知県

508 公共工事 中札内村町民プール 宮坂建設工業株式会社 日本都市設計株式会社 210 平成28年 北海道

507 民間工事 北斗介護老人保護施設 宮坂建設工業株式会社 象設計集団 670 平成28年 北海道

506 公共工事 本別町認定こども園 中前・鹿島JV 日本都市設計株式会社 130 平成28年 北海道

505 民間工事 クラブメッドトマム 宮坂建設工業株式会社 株式会社アトリエアク 290 平成28年 北海道

504 民間工事 明治十勝工場 株式会社奥村組 株式会社岡田設計 790 平成28年 北海道

503 民間工事 済生会唐津病院施設整備工事 株式会社熊谷組 株式会社梓設計 550 平成28年 佐賀県

502 公共工事 鹿島市漁業経営構造改善事業 株式会社栗山組 有限会社堤正則建築設計事務所 74 平成28年 佐賀県

501 民間工事 SKYビル新築工事 五光建設株式会社 株式会社日大設計 250 平成28年 福岡県

500 民間工事 日本ハードメタル新九州工場 松尾建設株式会社 松尾建設株式会社 300 平成28年 佐賀県

499 民間工事 ボラテクノ新潟工場 鹿島建設株式会社 鹿島建設株式会社 150 平成28年 新潟県

498 民間工事 日石町マンション 株式会社植木組 株式会社植木組 450 平成28年 新潟県

497 民間工事 亀田第一病院 鹿島建設株式会社 鹿島建設株式会社 500 平成28年 新潟県

496 公共工事 富山中央警察署 佐藤工業株式会社 株式会社福見建築設計事務所 1,700 平成28年 富山県

495 民間工事 老人憩いの家複合施設 株式会社博栄建設 株式会社環・設計工房 100 平成28年 福岡県

494 民間工事 ロジスクエア新座 大末建設株式会社 大末建設株式会社 360 平成28年 埼玉県

493 民間工事 特別養護老人ホーム妙義 佐藤産業株式会社 株式会社アリエ建築設計舎 60 平成28年 群馬県

492 民間工事 湯浅製作所第３工場 佐藤産業株式会社 佐藤産業株式会社 200 平成28年 群馬県

491 民間工事 土屋合成事務所工場増築 佐藤産業株式会社 佐藤産業株式会社 160 平成28年 群馬県
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490 民間工事 前橋チッププラント新築工事 株式会社永井工業 株式会社イノウエ建設工業 100 平成28年 群馬県

489 民間工事 東邦亜鉛L型擁壁・コンベアー基礎工事 株式会社湯川工務店 株式会社湯川工務店 400 平成28年 群馬県

488 民間工事 前橋バイオマス発電所 株式会社湯川工務店 東芝プラントシステム株式会社 150 平成28年 群馬県

487 民間工事 ル・シアン軽井沢 笹沢建設株式会社 笹沢建設株式会社 130 平成28年 長野県

486 民間工事 福島キャノン 株式会社大林組 株式会社大林組 1,500 平成28年 福島県

485 公共工事 東北大学（青葉山１）マテリアル実験室 西松建設株式会社 株式会社類設計室 580 平成28年 宮城県

484 民間工事 山形東和薬品 鹿島建設株式会社 鹿島建設株式会社 1,600 平成28年 山形県

483 民間工事 イオンモールいわき小名浜 西松建設株式会社 西松建設株式会社 2,540 平成28年 福島県

482 公共工事(土木) 君津共同火力４号燃料転換対策工事（ヤード関連土木工事） 株式会社日鉄住金テックスエンジ 株式会社日鉄住金テックスエンジ 150 平成28年 千葉県

481 民間工事 神田外国語大学８号館計画 株式会社フジタ 株式会社松田平田設計 480 平成28年 千葉県

480 民間工事 常総Ⅱ物流センター 株式会社フジタ 株式会社フジタ 1,300 平成28年 千葉県

479 民間工事 ＹＡＳＵＤＡ　project市川 株式会社フジタ 安中建築設計事務所 480 平成28年 千葉県

478 民間工事 みぞえアイランド物流倉庫 戸田建設株式会社 株式会社島田建築設計事務所 600 平成28年 福岡県

477 民間工事 翔薬福岡配送センター 株式会社鴻池組 株式会社石本建築事務所 200 平成28年 福岡県

476 民間工事 ＤＰＬ仙台港新築工事 西松建設株式会社 大和ハウス工業株式会社 2,900 平成28年 宮城県

475 民間工事 ＭＦＬＰ福岡須惠 戸田建設株式会社 戸田建設株式会社 1,000 平成28年 福岡県

474 民間工事 平成27年度たけお保育園新築工事 五光・橋口JV 哲建築設計事務所・草設計事務所 44 平成28年 佐賀県

473 民間工事 佐賀銀行武雄支店・武雄西支店改装工事 松尾・本山・橋口・五光JV 常盤商事株式会社 93 平成28年 佐賀県

472 民間工事 ドラッグコスモス唐津和多田駅店新築工事 大和ハウス工業株式会社 大和ハウス工業株式会社 20 平成28年 佐賀県

471 民間工事 上川生産農協新農業会館建設工事 大成建設株式会社 三菱地所株式会社・ホクレン共同企業体 400 平成27年 北海道

470 民間工事 世田谷区経堂ブレインマンション 株式会社ヤマウラ 株式会社ヤマウラ 80 平成27年 東京都

469 民間工事 十勝新得バイオガスプラント 株式会社建築工房 株式会社土谷特殊農機具製作所 230 平成27年 北海道

468 民間工事 コメリ―パワー帯広南店 株式会社奥村組 株式会社マキタ設計事務所 460 平成27年 北海道

467 民間工事 ユニバース牛舎 パナソニック環境エンジニアリング株式会社 株式会社北農設計センター 270 平成27年 北海道

466 民間工事 音更町柏寿協会施設 宮坂建設工業株式会社 株式会社青土 1,370 平成27年 北海道

465 公共工事 広尾中学校屋体 畑下・浜中JV 株式会社岡田設計 160 平成27年 北海道

464 公共工事 訓子府町こども園 北成・久島JV 株式会社久米設計 120 平成27年 北海道

463 民間工事 紋別バイオマス発電所 三井住友建設株式会社 住友機械工業株式会社 130 平成27年 北海道

462 民間工事 友夢牧場　発酵槽・貯留槽 株式会社建築工房 株式会社土谷特殊農機具製作所 240 平成27年 北海道

461 公共工事 南富良野町統合小学校 サンエールド・永井JV 株式会社柴滝建築設計 260 平成27年 北海道

460 民間工事 大同メタル佐賀新工場 松尾建設株式会社 松尾建設株式会社 920 平成27年 佐賀県

459 公共工事 気仙沼市鹿折地区災害公営住宅 清水建設株式会社 ＵＲ都市開発機構 900 平成27年 宮城県

458 民間工事 LandPort八王子Ⅱ JFEシビル株式会社 JFEシビル株式会社 700 平成27年 東京都

457 民間工事 横浜歯科技術専門学校ＭＭ５５街区新築工事 株式会社大林組 株式会社大林組 400 平成27年 神奈川県

456 民間工事 認定こども園ＯＵＲＳ新築工事 株式会社フジタ 株式会社モノリス 410 平成27年 千葉県

455 公共工事 富士の郷食あいセンター 川上建設株式会社・富士ハウス工業JV 株式会社日立建設設計 430 平成27年 山梨県

454 民間工事 牧野フライス吉田第三工場 芙蓉建設株式会社 株式会社渡辺建築事務所 530 平成27年 山梨県

453 民間工事 富士山製氷工場 川上建設株式会社 朝日設計 210 平成27年 山梨県

452 民間工事 富士観光開発整備工場 株式会社コバヤシ工業 株式会社コバヤシ工業 30 平成27年 山梨県

451 民間工事 山中湖ホテル新築工事 芙蓉建設株式会社 芙蓉建設株式会社 110 平成27年 山梨県

450 民間工事 本栖ビューホテル増改築工事 富士建設・梶原工業所JV 町山建築設計事務所 100 平成27年 山梨県

449 民間工事 木材開発建設工事 大和ハウス工業株式会社 大和ハウス工業株式会社 200 平成27年 福岡県

448 公共工事 新青果市場付属棟 コスモ建設株式会社 東畑・匠設計業務共同体 190 平成27年 福岡県

447 民間工事 東プレ九州工場 株式会社ナカノフドー建設 株式会社ナカノフドー建設 320 平成27年 福岡県

446 民間工事 世田谷経堂五丁目ブレインマンション 株式会社ヤマウラ 株式会社ヤマウラ 100 平成27年 東京都
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445 公共工事 岩国飛行場（25）電子機器整備場新築工事 株式会社太昭組 中国四国防衛局 130 平成27年 山口県

444 公共工事 北九州スタジアム建設工事 株式会社奥村組 株式会社梓設計 1,400 平成27年 福岡県

443 公共工事 君津３高炉PCI能力増強対策工事コンプレッサー室建設工事 株式会社日鉄住金テックスエンジ 新日鉄住金株式会社 18 平成28年 神奈川県

442 公共工事 君津共同火力４号燃料転換対策工事 株式会社日鉄住金テックスエンジ 新日鉄住金株式会社 480 平成27年 千葉県

441 公共工事 太宰府市体育複合施設工事 戸田建設株式会社 株式会社梓設計 900 平成27年 福岡県

440 民間工事 九州セキスイハイム新ハイム工場建設工事 戸田建設株式会社 株式会社安井建築設計 1,000 平成27年 福岡県

439 民間工事 ホクトきのこ総合研究室F棟 北野建設株式会社 株式会社エーシーエー設計 250 平成27年 長野県

438 公共工事 長野市第一庁舎 北野建設株式会社 槇総合計画事務所・長野設計協同組合 1,320 平成27年 長野県

437 公共工事 岩国飛行場（H25）郵便局工事 豊明・大昭JV 中国四国防衛局局 600 平成27年 山口県

436 公共工事 新・南沼市立病院建設工事 株式会社本株式会社間組・高橋建築JV 株式会社長建設計事務所 600 平成27年 新潟県

435 公共工事 教学４号湯沢町統合文化施設工事　Ⅱ期 奥村・森下JV 株式会社久米設計 600 平成27年 新潟県

434 公共工事 射水市立新湊中学工事　校舎棟 佐藤工業株式会社 株式会社福見建築設計事務所 1,000 平成27年 富山県

433 公共工事 甘楽町立甘楽中学校　体育館 佐藤産業株式会社 株式会社福島建築設計事務所 500 平成27年 群馬県

432 民間工事 アルファークラブ春日葬祭センター 大末建設株式会社 大末建設株式会社 50 平成27年 埼玉県

431 民間工事 吉田運輸倉庫 佐藤産業株式会社 株式会社コムスプレーン 60 平成27年 群馬県

430 公共工事 陸別町給食センター 宮坂・朝倉JV 株式会社石本建築事務所 120 平成26年 北海道

429 公共工事 興郡国保病院 藤共・柳原JV 株式会社久米設計 460 平成26年 北海道

428 民間工事 障がい者支援施設おんべつ学園 萩原建設工業株式会社 株式会社ケイ立身設計 600 平成26年 北海道

427 公共工事 帯広開広団地市街地再開発事業 宮坂建設工業株式会社 株式会社ズコーシャ・創造JV 610 平成26年 北海道

426 民間工事 特別養護老人ホーム摩周 岩田地崎株式会社・田中JV 山下・北農設計JV 650 平成26年 北海道

425 公共工事 気仙沼市四反田地区災害公営住宅 清水建設株式会社 ＵＲ都市開発機構 460 平成26年 宮城県

424 民間工事 山形新野球場 株式会社安藤・間 株式会社本間利雄設計事務所 600 平成26年 山形県

423 公共工事 坂城町立南条小学校 株式会社守谷商会 株式会社エーシーエー設計 970 平成26年 長野県

422 民間工事 カワモトシャーリング飯山工場 株式会社守谷商会 創風設計室 320 平成26年 長野県

421 民間工事 日本無線今井社宅 北野建設株式会社 北野建設株式会社 160 平成26年 長野県

420 民間工事 グランシュロ軽井沢 北野建設株式会社 株式会社企画社 700 平成26年 長野県

419 民間工事 篠ノ井東店 株式会社守谷商会 株式会社ノア設計 150 平成26年 長野県

418 民間工事 デリシアガーデン安茂里店 北野建設株式会社 株式会社佐藤雅彦建築設計室 180 平成26年 長野県

417 民間工事 西日本急送配送センター 大高建設株式会社 株式会社清川建築設計事務所 200 平成26年 福岡県

416 民間工事 旭酒造酒蔵 戸田建設株式会社 株式会社松重設計 600 平成26年 山口県

415 民間工事 セブンイレブン基礎工事１７棟 谷口建設興業株式会社 株式会社阿波設計事務所 70 平成26年 香川県

414 民間工事 大東建託株式会社集合住宅　28棟 大東建託株式会社 大東建託株式会社 170 平成26年 香川県

413 民間工事 丹生コミュニティーセンター 谷口建設興業株式会社 株式会社阿波設計事務所 80 平成26年 香川県

412 民間工事 浄心会園田病院 松尾建設株式会社 株式会社大建設計 770 平成26年 佐賀県

411 民間工事 養護老人ホーム済昭園 松尾建設株式会社 有限会社草設計事務所 120 平成26年 佐賀県

410 民間工事 永原学園神崎・神園キャンパス 清水建設株式会社 清水建設株式会社九州支店 600 平成26年 佐賀県

409 民間工事 ホクト株式会社 福岡八女きのこセンター 株式会社浅沼組 株式会社宮本忠長建築設計事務所 820 平成26年 佐賀県

408 民間工事 大川地区宿泊施設 株式会社ピーエス三菱 株式会社ピーエス三菱 70 平成26年 福岡県

407 民間工事 ユメックスマンション新栄東 株式会社浅沼組 ライフデザイン設計 400 平成26年 佐賀県

406 民間工事 佐賀清和学園新校舎 松尾・中野ＪＶ 梓・石橋設計共同企業体 1,100 平成26年 佐賀県

405 民間工事 旭学園佐賀女子高等学校 清水建設株式会社 清水建設株式会社九州支店 220 平成26年 佐賀県

404 民間工事 ベルビュコート津田沼 株式会社フジタ 株式会社フジタ 580 平成26年 千葉県

403 民間工事 山王病院 株式会社大林組 株式会社大林組 1,000 平成26年 東京都

402 民間工事 甘楽ふるさと館研修室 佐藤産業株式会社 ヴォーリズ社 100 平成26年 群馬県

401 民間工事 ダイハツ久留米開発センター２期 青木あすなろ建設株式会社 株式会社久米設計 700 平成26年 福岡県
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400 公共工事 春日スポーツセンター・体育館新築工事 戸田建設株式会社 株式会社石本建築事務所 1,600 平成26年 福岡県

399 公共工事 福岡市拾六町団地地区複合一体型福祉施設 株式会社西中洲樋口建設 株式会社桂総合設計事務所 240 平成26年 福岡県

398 民間工事 センチュリー玉川上水 株式会社長谷工コーポレーション 株式会社長谷工コーポレーション 60 平成25年 東京都

397 民間工事 バイタルネット新宮城物流センター 株式会社安藤・間 株式会社安藤・間 1,200 平成25年 宮城県

396 民間工事 西濃運輸 鹿島建設株式会社 鹿島建設株式会社 1,400 平成25年 宮城県

395 公共工事 北新三団地A棟建替工事 国際建設株式会社 株式会社三宅建築設計事務所 1,000 平成25年 山梨県

394 公共工事 南湖小学校屋内運動場 国際建設株式会社 株式会社創建築設計 70 平成25年 山梨県

393 民間工事 イオンタウン三輪店 北野建設株式会社 北野建設株式会社 500 平成25年 長野県

392 民間工事 新光電気高丘工場J棟 北野建設株式会社 北野建設株式会社 950 平成25年 長野県

391 民間工事 （独国立病院機構）新潟病院病院棟建替工事 鹿島建設株式会社 株式会社ＮＴＴファシリティーズ 715 平成25年 新潟県

390 民間工事 柏崎駅前特別養護老人ホーム 株式会社植木組 株式会社細貝建築事務所 560 平成25年 新潟県

389 民間工事 ユキワ精工本社工場 株式会社植木組 株式会社ワシズ設計 370 平成25年 新潟県

388 公共工事 広域紋別病院改築工事（建築主体工事） 伊藤・西村・北一共同企業体 株式会社石本建築事務所 2,200 平成25年 北海道

387 民間工事 ヨコオデイリーフーズ 冬木工業株式会社 株式会社企画社 830 平成25年 群馬県

386 民間工事 オサカベ自動車工業 佐藤産業株式会社 株式会社企画社 120 平成25年 群馬県

385 民間工事 グランシェロ軽井沢 北野建設株式会社 株式会社企画社 250 平成25年 長野県

384 民間工事 札幌競馬場スタンド改築工事 清水建設株式会社 株式会社松田平田設計 1,000 平成25年 北海道

383 民間工事 山田電気帯広２号店 宮坂建設工業株式会社 株式会社高田建築設計事務所 150 平成25年 北海道

382 民間工事 オシャンリンク共同施設 宮坂・北野ハウスＪＶ 有限会社設計工房アーバンハウス 220 平成25年 北海道

381 公共工事 帯広市新学校給食調理場 宮坂・市川ＪＶ パシッシュ・谷津ＪＶ 730 平成25年 北海道

380 公共工事 富良野東小学校校舎屋内運動場 株式会社サンエービルド工業 株式会社創明建築設計事務所 360 平成25年 北海道

379 民間工事 苫小牧ひまわり 株式会社建築工房 アドアーズ株式会社 270 平成25年 北海道

378 民間工事 富良野カワムラメデイカルビル 西松建設株式会社 株式会社横河建築設計事務 180 平成25年 北海道

377 民間工事 スパーアクス見幌店 株式会社三共後藤建設 株式会社総合プランニングセンター 75 平成25年 北海道

376 民間工事 明治クリームライン 株式会社奥村組 株式会社岡田設計 80 平成25年 北海道

375 民間工事 福祉法人刀圭会　ななかまど 宮坂建設工業株式会社 株式会社神田設計 270 平成25年 北海道

374 民間工事 ビイラかいせい 戸田建設株式会社 株式会社久米設計 550 平成25年 北海道

373 民間工事 インテックス高崎市緑町計画 株式会社ナカノフドー建設 株式会社ナカノフドー建設 80 平成25年 群馬県

372 民間工事 上州富岡駅駅舎新築工事 佐藤産業株式会社 株式会社TNA(東京) 60 平成25年 群馬県

371 民間工事 上福岡Mマンション 株式会社長谷工コーポレーション 株式会社長谷工コーポレーション 1,600 平成25年 埼玉県

370 民間工事 イオンタウン長野三輪店 北野建設株式会社 北野建設株式会社 400 平成25年 長野県

369 民間工事 マルト東松島工場 五洋建設株式会社 プラスワン 180 平成25年 宮城県

368 民間工事 気仙沼水産加工冷蔵庫 五洋建設株式会社 藤建築設計 200 平成25年 宮城県

367 民間工事 三陸運輸第５倉庫 株式会社安藤建設 株式会社フケタ設計 540 平成25年 宮城県

366 民間工事 東北王子運送株式会社 山形物流倉庫 五洋建設株式会社 五洋建設株式会社 800 平成25年 山形県

365 民間工事 松島施設格納庫 東急建設株式会社 東北防衛局 450 平成25年 宮城県

364 民間工事 バイタルネット新宮城物流センター 株式会社安藤・間 株式会社安藤・間 1,200 平成25年 宮城県

363 民間工事 YKK　AP三本木工場 株式会社大林組 株式会社山下設計 1,700 平成25年 宮城県

362 民間工事 福岡大名プロジェクト 大和ハウス工業株式会社 大和ハウス工業株式会社 1,300 平成25年 福岡県

361 民間工事 コメリパワー大牟田店 株式会社ナカノフドー建設 TOWA一級建築士事務所 470 平成25年 福岡県

360 民間工事 福岡大名プロジェクト 大和ハウス工業株式会社 大和ハウス工業株式会社 1,300 平成25年 福岡県

359 民間工事 コメリパワー大牟田店 株式会社ナカノフドー建設 TOWA一級建築士事務所 470 平成25年 福岡県

358 民間工事 内藤病院 株式会社竹中工務店 ワークボックス一級建築士事務所 710 平成25年 福岡県

357 公共工事 福岡市新病院（基礎免震部） 戸田建設株式会社 株式会社山下設計 500 平成25年 福岡県

356 民間工事 ベイシア本庄早稲田モール 冬木工業株式会社 株式会社伊藤建築設計事務所 830 平成25年 埼玉県
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355 公共工事 平成24・25年度東中学校校舎建替工事 タルヤ建設株式会社 赤石・石川設計東中学校校舎実地設計共同企業体 500 平成25年 群馬県

354 民間工事 ダイハツ久留米工場 青木あすなろ建設株式会社 株式会社久米設計 400 平成25年 福岡県

353 民間工事 大西商事 戸田建設株式会社 戸田建設株式会社 250 平成25年 福岡県

352 公共工事 小倉高校普通科教室・特別教室 九鉄工業株式会社 福岡県建築都市営繕設備課 500 平成25年 福岡県

351 民間工事 アメイズ伊万里駅前 大和建設株式会社 株式会社ＲＥＤ建築設計事務所 600 平成24年 佐賀県

350 公共工事 大浦小学校管理・特別教室棟 松尾建設株式会社 有限会社すえみつ設計 240 平成24年 佐賀県

349 民間工事 エスポワール武雄Ⅵ 五光建設株式会社 巴建築設計工房 450 平成24年 佐賀県

348 民間工事 名村システムデータセンター 清水建設株式会社 清水建設株式会社 100 平成24年 佐賀県

347 民間工事 天生水産株式会社 フードセンター 清水建設株式会社 清水建設株式会社 130 平成24年 佐賀県

346 民間工事 祐徳薬品工業株式会社 鹿島工場 大成建設株式会社 大成建設株式会社 200 平成24年 佐賀県

345 公共工事 岩国飛行場（22）エンジン整備場新築建築工事 若築建設株式会社 中国四国防衛局局 650 平成24年 山口県

344 民間工事 札幌低温運輸帯広配送センター 宮坂建設工業株式会社 ニッスイ・エンジニアリング株式会社 230 平成24年 北海道

343 民間工事 コムニの里まくべつ 荻原建設工業株式会社 株式会社サン設計事務所 250 平成24年 北海道

342 公共工事 栄小学校校舎改築工事 富阪・株式会社ネクサスＪＶ 谷津・神田・東光・ＪＶ 560 平成24年 北海道

341 公共工事 中札内村保育所改築工事 株式会社ネクサス 象設計集団 200 平成24年 北海道

340 公共工事 足寄町国保病院人工透析棟 株式会社外田組 株式会社久米設計 30 平成24年 北海道

339 民間工事 十勝海運第１１号倉庫 アカイシ建設株式会社 上野建築設計事務所 160 平成24年 北海道

338 民間工事 芽室養護老人ホームけいせい苑 宮坂・萩原ＪＶ 北海道建築設計監理株式会社 550 平成24年 北海道

337 民間工事 豊頃町　養護老人ホーム 宮坂建設工業株式会社 株式会社サン設計事務所 300 平成24年 北海道

336 民間工事 ブイラかいせい新築工事 戸田建設株式会社 株式会社久米設計 550 平成24年 北海道

335 公共工事 栄小学校屋内運動場 武田建設株式会社 神田・門JV 140 平成24年 北海道

334 民間工事 泉１丁目計画 三井住友建設株式会社 三井住友建設株式会社 700 平成24年 愛知県

333 公共工事 特別養護老人ホームのどの荘 タルヤ建設株式会社 株式会社柴田建築設計事務所 100 平成24年 群馬県

332 民間工事 オサカベ自動車 佐藤産業株式会社 株式会社企画社 120 平成24年 群馬県

331 民間工事 北本遊技場 タルヤ建設株式会社 株式会社ヴィヴィットプランニング 190 平成24年 群馬県

330 民間工事 セキチュー花園店 冬木工業株式会社 株式会社五箇建築設計事務所 270 平成24年 群馬県

329 公共工事 北海道新幹線函館総合車両基地検査庫 鹿島建設株式会社 鉄道建設・運輸整備支援機構 360 平成24年 北海道

328 民間工事 雁の巣病院改築・改修工事 戸田建設株式会社 有限会社福岡構造 400 平成24年 福岡県

327 民間工事 グッデイ玉名新築工事 松井建設株式会社 株式会社構造計画 380 平成24年 熊本県

326 民間工事 第２博多偕成ビル新築工事 株式会社竹中工務店 株式会社竹中工務店 270 平成24年 福岡

325 民間工事 宗像温浴施設モア 株式会社竹中工務店 株式会社白川直行アトリエ 400 平成24年 福岡

324 民間工事 六本松3丁目マンション 株式会社ＮＩＰＰＯ リーメック一級建築士事務所 900 平成24年 福岡

323 民間工事 ルネ博多新築工事 株式会社鴻池組 株式会社雅禧建築設計事務所 740 平成24年 福岡

322 民間工事 上組十勝倉庫 五洋建設株式会社 五洋建設株式会社 190 平成24年 北海道

321 民間工事 浦幌乳業製造棟 株式会社安藤建設 株式会社安藤建設 290 平成24年 北海道

320 公共工事 特別養護老人ホーム灘海園 株式会社太昭組 株式会社巽設計 660 平成24年 山口県

319 公共工事 国立病院機構鳥取医療センター 株式会社銭高組 株式会社東畑建築事務所 710 平成24年 鳥取県

318 民間工事 ポーレスタ原尾島ガーデンコート 蜂谷工業株式会社 株式会社マリモ 750 平成24年 岡山県

317 公共工事 高梁市国民健康保険成羽病院 戸田建設株式会社 株式会社大建設計・木村建築設計 760 平成24年 岡山県

316 民間工事 バイオマス温水ボイラー設備 株式会社高野組 有限会社安本設計事務所 30 平成24年 鳥取県

315 民間工事 広島日野自動車廿日市支店 株式会社広重建設 株式会社近代設計コンサルタント 160 平成24年 広島県

314 民間工事 飯塚病院 鹿島建設株式会社 株式会社山下設計 1,000 平成24年 福岡県

313 民間工事 総合脊損センター 株式会社安藤建設 株式会社山下設計 3,000 平成24年 福岡県

312 民間工事 竃門神社参集殿・社務所 株式会社鴻池組 稲村強建築設計 210 平成24年 福岡県

311 民間工事 マルタイ福岡工場 株式会社フジタ キリンエンジニアリング株式会社 800 平成24年 福岡県
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310 民間工事 横浜天王町計画 東亜建設工業株式会社 東亜建設工業株式会社 520 平成23年 神奈川県

309 公共工事 馬事公苑弦巻舎宅（３号棟） 菊池建設株式会社 株式会社手島建築設計事務所 140 平成23年 東京都

308 民間工事 ローレルアイ久屋大通 大日本土木株式会社 株式会社K&A設計工房 670 平成23年 愛知県

307 公共工事 特別養護老人ホームまきの木 株式会社竹中工務店 株式会社一粒社ヴォーリス建築事務所 300 平成23年 福岡県

306 公共工事 みよし庁舎 大日本土木株式会社 株式会社ＮＴＴファシリティーズ 1,000 平成23年 愛知県

305 民間工事 浅野２丁目ベイマンション 株式会社川口建設 株式会社渡辺設計事務所 860 平成23年 福岡県

304 民間工事 沖縄徳洲会病院介護施設 佐藤工業株式会社 株式会社エル建築設計事務所 420 平成23年 沖縄県

303 民間工事 健康会嶋田病院 清水建設株式会社 走坂建築設計/翔栄建築設計JV 1,100 平成23年 福井県

302 民間工事 ランテック新名古屋支店 株式会社ＮＩＰＰＯ 株式会社ＮＩＰＰＯ 450 平成23年 愛知県

301 民間工事 札幌徳州会病院 鹿島建設株式会社 株式会社新都計画 60 平成23年 北海道

300 民間工事 河野粕屋病院 戸田建設株式会社 株式会社志賀設計 1,000 平成23年 福岡県

299 公共工事 農業開発公社広尾地区第５２区 アカイシ建設株式会社 有限会社有限会社道農測量センター 50 平成23年 北海道

298 民間工事 十勝海運株式会社 第１１号倉庫 アカイシ建設株式会社 上野建築設計事務所 160 平成23年 北海道

297 民間工事 ケーズデンキ北見店 日本国土開発株式会社 株式会社シーシークリエイト 180 平成23年 北海道

296 民間工事 藤森工場 株式会社建築工房 タマイ建築設計室 40 平成23年 北海道

295 民間工事 明和運輸倉庫 株式会社久保工 株式会社久保工 100 平成23年 東京都

294 民間工事 ＪＲ東大井倉庫 名工建設株式会社 ＪＲ東日本 300 平成23年 東京都

293 民間工事 ユウキヤ新築工事 川田工業株式会社 川田工業株式会社 150 平成23年 埼玉県

292 民間工事 木村建材倉庫 川田工業株式会社 川田工業株式会社 400 平成23年 埼玉県

291 公共工事 柏崎市新市民会館 植木・阿部・東北JV 株式会社環境デザイン研究所 1,400 平成23年 新潟

290 民間工事 PT新築工事 鹿島建設株式会社 鹿島建設株式会社 120 平成23年 新潟

289 民間工事 NB新築工事 鹿島建設株式会社 鹿島建設株式会社 160 平成23年 新潟

288 民間工事 ND工業物流管理棟 鹿島建設株式会社 鹿島建設株式会社 230 平成23年 新潟

287 民間工事 先塩病院新築工事 鹿島建設株式会社 株式会社山下設計 1,040 平成23年 宮城県

286 民間工事 東北リコー第工場 清水建設株式会社 シアテック株式会社 1,500 平成23年 宮城県

285 民間工事 河合塾福岡校塾生寮 戸田建設株式会社 株式会社日建設計 700 平成23年 福岡県

284 民間工事 Ｆステージ糸満 株式会社東江建設 有限会社フィールド設計 700 平成23年 沖縄県

283 民間工事 大濠公園南計画 株式会社鴻池組 株式会社日建ハウジングシステム 530 平成23年 福岡県

282 民間工事 明星大学サークル会館 京王建設株式会社 鹿島建設株式会社 360 平成22年 東京都

281 民間工事 マルハン昭島店 朝日建装株式会社 ケイハン一級建築士事務所 130 平成22年 東京都

280 民間工事 南湖小学校屋内運動場 国際建設株式会社 株式会社創建築設計 70 平成22年 山梨県

279 民間工事 ＷＩＮＧ金場店 株式会社鴻池組 ○工房 200 平成22年 三重県

278 民間工事 宝酒造楠工場製品倉庫 川田工業株式会社 川田工業株式会社 150 平成22年 三重県

277 民間工事 富士レピオ 清水建設株式会社 株式会社日建設計 460 平成22年 北海道

276 民間工事 日本通運株式会社 十勝２４号倉庫 荻原建設工業株式会社 日本通運株式会社 建築事務所 350 平成22年 北海道

275 民間工事 やよい温泉 丸彦渡辺建設株式会社 株式会社創造設計舎 350 平成22年 北海道

274 民間工事 よつ葉乳業株式会社十勝主管工場 戸田建設株式会社 株式会社石本建築事務所 1,200 平成22年 北海道

273 民間工事 十勝大福　中札内工場 株式会社佐藤建設 株式会社谷津設計 100 平成22年 北海道

272 民間工事 鹿追町農協　穀類乾燥施設 東伸・佐藤ＪＶ 株式会社北農設計センター 190 平成22年 北海道

271 民間工事 ＪＡさらべつ　穀類乾燥施設 荻原建設工業株式会社 株式会社北農設計センター 270 平成22年 北海道

270 民間工事 ショッピングセンター　スキップＦ 丸彦渡辺建設株式会社 株式会社創造設計舎 550 平成22年 北海道

269 民間工事 ジョイフルエーケー 宮坂建設工業株式会社 株式会社エー・ジー総合設計 385 平成22年 北海道

268 民間工事 関西病院増築 戸田建設株式会社 戸田建設株式会社 130 平成22年 北海道

267 民間工事 留真の里交流施設 北原設計 株式会社岡田設計 110 平成22年 北海道

266 民間工事 コープさっぽろ　札内店 宮坂建設工業株式会社 街制作室株式会社 180 平成22年 北海道
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265 公共工事 宮城県教育・福祉複合施設 鹿島建設株式会社 鹿島建設株式会社 2,100 平成22年 宮城県

264 民間工事 ホクレン組合飼料十勝工場 西松建設株式会社 西松建設株式会社 650 平成22年 北海道

263 民間工事 ナフコ南岩国店 株式会社竹中土木 株式会社大建設計 75 平成22年 山口県

262 民間工事 下松有料老人ホーム 株式会社太昭組 長野総合建築設計 60 平成22年 山口県

261 民間工事 ヤマダ電機柳井店 起産建築株式会社 株式会社ディーエス設計 100 平成22年 山口県

260 民間工事 山陽メディカルセンター 松尾建設株式会社 有限会社椋木建築設計 600 平成22年 山口県

259 公共工事 周防大島町立大島中学校 株式会社神田建設 株式会社あい設計事務所 150 平成22年 山口県

258 民間工事 ワイテック中野工場塗装設備棟 鹿島建設株式会社 株式会社杉田三郎建築設計事務所 100 平成22年 広島県

257 民間工事 ナフコ南福岡店 高藤建設株式会社 高藤建設株式会社 50 平成22年 福岡県

256 民間工事 アトレー植田シーズンテラス 大日本土木株式会社 株式会社新井組 380 平成22年 愛知県

255 民間工事 中京大学図書館付属駐車場 三井住友建設株式会社 三井住友建設株式会社 760 平成22年 愛知県

254 民間工事 東和薬品新工業 鹿島建設株式会社 鹿島建設株式会社 1,500 平成22年 宮城県

253 民間工事 プロロジスパーク冨谷 西松建設株式会社 西松建設株式会社 1,000 平成22年 宮城県

252 民間工事 東京エレクトロン東北５号棟 三井住友建設株式会社 三井住友建設株式会社 350 平成22年 宮城県

251 民間工事 柳川病院 戸田建設株式会社 日本設計株式会社 1,100 平成22年 福岡県

250 公共工事 平生小学校校舎棟 末延建設株式会社 株式会社日立建築設計 460 平成22年 山口県

249 民間工事 松江第一精工本社工場 鹿島建設株式会社 鹿島建設株式会社 220 平成22年 鳥取県

248 民間工事 武田薬品工業光工場 株式会社大林組 日揮ホールディングス株式会社 180 平成22年 山口県

247 民間工事 平生介護老人ホーム 株式会社奥村組 株式会社巽設計 700 平成22年 山口県

246 民間工事 マックスバリュー元住吉新築工事 株式会社イチケン 株式会社イチケン 45 平成22年 神奈川県

245 民間工事 UR浜見平団地第1期 株式会社森本組 株式会社森本組 840 平成22年 神奈川県

244 民間工事 ヤマト運輸小牧APF 前田建設工業株式会社 前田建設工業株式会社 20 平成22年 愛知県

243 民間工事 済生会病院 鹿島建設株式会社 株式会社梓設計 1,800 平成22年 福岡県

242 民間工事 Ｆステージ東浜 株式会社東江建設 有限会社フィールド設計 740 平成21年 沖縄県

241 民間工事 東洋大学セミナーハウス 鹿島建設株式会社 有限会社飯吉建築設計事務所 330 平成21年 山梨県

240 民間工事 北園町Ａ号棟住戸改善建築 株式会社阿部建設 新潟県建築設計協同組合 30 平成21年 新潟県

239 民間工事 森のホール・水辺のホール 鹿島建設株式会社 安藤忠雄建築研究所 1,100 平成21年 新潟県

238 民間工事 ポレスター新潟アクアガーデン 西松建設株式会社 株式会社マリモ・Ｒ－Ｉ－Ａ 950 平成21年 新潟県

237 民間工事 同朋の里第2期工事 佐藤工業株式会社 澤田正建築計画研究所 50 平成21年 富山県

236 民間工事 奥脇マンション 株式会社ルーミング 株式会社ジャンクボックス 20 平成21年 山梨県

235 民間工事 プレシエルト弐番館 菊池建設株式会社 住環境変換装置 220 平成21年 東京都

234 民間工事 ＪＡＬＵＸ羽田5丁目計画 大成ユーレック株式会社 日本空港ビルデイング 450 平成21年 東京都

233 民間工事 遊・志木上宗岡デイサービス トーヨーカネツ株式会社 神田建築設計株式会社 30 平成21年 埼玉県

232 民間工事 アルファステイツ 西松建設株式会社 株式会社アトリエ・ユー・ディー 700 平成21年 山口県

231 民間工事 コカコーラウエスト呉支店 松尾建設株式会社 新設計コンサルタンツ株式会社 150 平成21年 広島県

230 公共工事 周防大島町立病院 戸田建設株式会社 株式会社松田平田設計 300 平成21年 山口県

229 民間工事 プロロジスパーク海老名プロジェクト 株式会社フジタ 株式会社フジタ 800 平成21年 神奈川県

228 公共工事 厚生労働省国立療養所沖縄愛楽園 東洋建設株式会社 株式会社国吉設計 720 平成21年 沖縄県

227 公共工事 防衛省瑞慶覧（Ｈ１９）中央熱源棟 株式会社奥村組 株式会社梓設計 1,500 平成21年 沖縄県

226 民間工事 六花亭　富良野計画 株式会社サンピラー 株式会社サンピラー 90 平成21年 北海道

225 民間工事 ドーミーイン帯広 株式会社福田組 株式会社福田組 900 平成21年 北海道

224 民間工事 養護老人ホーム信楽苑 宮坂建設工業株式会社 株式会社山下設計 550 平成21年 北海道

223 民間工事 とかち飼料事務所・倉庫 株式会社ピーエス三菱 株式会社構建設計事務所 1,000 平成21年 北海道

222 民間工事 とかち飼料工場棟 株式会社ピーエス三菱 太田建築設計事務所 550 平成21年 北海道

221 民間工事 フクハラ１２条店 宮坂建設工業株式会社 株式会社創造設計舎 120 平成21年 北海道
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220 民間工事 守山区西新計画 三井住友建設株式会社 三井住友建設株式会社 400 平成21年 愛知県

219 民間工事 小糸製作所豊田寮 三井住友建設株式会社 三井住友建設株式会社 260 平成21年 愛知県

218 民間工事 丸紅建材リース稲沢 株式会社間組 株式会社間組 150 平成21年 愛知県

217 民間工事 天白原プロジェクト 大日本土木株式会社 株式会社新井組 150 平成21年 愛知県

216 公共工事 刈谷市市役所庁舎 株式会社鴻池組 株式会社日建設計 2,860 平成21年 愛知県

215 民間工事 堺市北花田口計画 株式会社熊谷組 株式会社熊谷組 3,400 平成21年 大阪府

214 民間工事 ニチレイロジステック 戸田建設株式会社 戸田建設株式会社 1,600 平成21年 福岡県

213 民間工事 ベストデンキ新下関店 鹿島建設株式会社 鹿島建設株式会社 160 平成21年 山口県

212 民間工事 ロジコム運輸第二広島 三善建設株式会社 有限会社若狭建築企画 150 平成21年 山口県

211 公共工事 周防大島町町立病院 戸田建設株式会社 株式会社松田平田設計 400 平成21年 山口県

210 公共工事 四国地方整備局香川河川事務所 株式会社フジタ 株式会社大建設計工務 340 平成21年 香川県

209 民間工事 大塚製薬徳島第十研究所 鹿島建設株式会社 鹿島建設株式会社 900 平成21年 徳島県

208 民間工事 ホームコンビニ南幌店新築工事 株式会社北のハウス 加藤研究室 50 平成21年 北海道

207 民間工事 ホームコンビニ常呂店新築工事 株式会社北のハウス 加藤研究室 50 平成21年 北海道

206 民間工事 アルファステイツ慶万 西松建設株式会社 株式会社アトリエ・ユー・デイー 800 平成21年 山口県

205 民間工事 ロジコム運輸第２広島 有限会社三膳 有限会社若狭建築企画 150 平成21年 広島県

204 民間工事 山田電機テックランド姫路西店 三和建設株式会社 株式会社ヂィーエス設計 175 平成21年 兵庫県

203 民間工事 イズミゆめタウン 鹿島建設株式会社 鹿島建設株式会社 1,600 平成21年 山口県

202 公共工事 柏崎市坂田住宅新築 株式会社阿部建設 都市再生機構東日本支社 200 平成20年 新潟県

201 公共工事 柏崎市駅前住宅第２工区 東北工業株式会社 都市再生機構東日本支社 420 平成20年 新潟県

200 民間工事 特養松寿苑 井森工業株式会社 有限会社MU設計コンサルタント 450 平成20年 山口県

199 民間工事 大竹統合計器室工事 三井住友建設株式会社建設株式会社建設株式会社 三井住友建設株式会社建設株式会社建設株式会社 75 平成20年 広島県

198 民間工事 西京銀行　柳井支店 井森工業株式会社 株式会社松重設計 80 平成20年 山口県

197 公共工事 山口県立岩国支援学校 株式会社村中工務店 株式会社ますもと設計事務所 50 平成20年 山口県

196 公共工事 東田布施小学校舎 洋林建設株式会社 株式会社巽設計コンサルタント 200 平成20年 山口県

195 民間工事 新興プラステック独身寮 株式会社フジタ 株式会社フジタ 100 平成20年 神奈川県

194 民間工事 代々木PJ 大成ユーレック株式会社 大成ユーレック株式会社 120 平成20年 東京都

193 民間工事 東中野5丁目共同住宅 株式会社清水組 株式会社三輪設計事務所 600 平成20年 東京都

192 民間工事 武井マンション 生和建設株式会社 生和建設株式会社 120 平成20年 神奈川県

191 民間工事 リブコート平磯 村本建設株式会社 婆佐羅株式会社建築工房 1,000 平成20年 兵庫県

190 民間工事 加古川駅前南西地区 村本建設株式会社 株式会社都市・計画・設計研究所 2,100 平成20年 兵庫県

189 民間工事 堺市安井町プロジェクト 村本建設株式会社 株式会社小西設計 1,500 平成20年 大阪府

188 民間工事 株式会社上組仙台物流センター 五洋建設株式会社 五洋建設株式会社建築設計部 500 平成20年 宮城県

187 民間工事 長町ショッピングセンター 株式会社大林組 株式会社大林組東北支店 1,000 平成20年 宮城県

186 公共工事 坂出発電所1号機リプレース工事 大成建設株式会社 三菱・四Ｅ・坂出１号機ﾘﾌﾟﾚｰｽ工事共同企業体 1,000 平成20年 香川県

185 民間工事 香川銀行中新町ビル新築工事 清水・日栄建設共同企業体 清水建設株式会社関西事業本部 200 平成20年 香川県

184 公共工事 蓮花寺市営住宅建替 佐藤工業株式会社 株式会社創建築事務所 650 平成20年 富山県

183 民間工事 岐阜プラスッチク山梨工場 株式会社新井組 株式会社新井組 400 平成20年 山梨県

182 民間工事 籐和シティホームズ安城駅前 株式会社鴻池組 杉本設計 460 平成20年 愛知県

181 民間工事 浅井産業株式会社 碧南事務所 株式会社鴻池組 淡設計工房 10 平成20年 愛知県

180 民間工事 浜松鋼板加工株式会社 工場 新日鉄・太平JV 新日鉄エンジニアリング株式会社 240 平成20年 静岡県

179 民間工事 元町車両エリア再構築 鹿島建設株式会社 トヨタ自動車株式会社 1,000 平成20年 愛知県

178 民間工事 コレクション安城住吉 佐藤工業株式会社 ＩＳＯ設計株式会社 320 平成20年 愛知県

177 民間工事 （仮称）イオン東浦ＳＣ活性化計画 緒川駅立体駐車場建設工事 西松建設株式会社 西松建設株式会社 800 平成20年 愛知県

176 民間工事 （仮称）東海市上野台寮建設ＰＪ 西松建設株式会社 株式会社市川三千男建築設計事務所 1,500 平成20年 愛知県
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175 民間工事 （仮称）ブラザー工業株式会社 Ｍ＆Ｓ 刈谷新工場新築（増）工事 西松建設株式会社 西松建設株式会社 800 平成20年 愛知県

174 民間工事 アーバンビュー小倉Ａ棟 株式会社松村組 山本建築工房 2,800 平成20年 福岡県

173 民間工事 ブリジストン若松工場 鹿島建設株式会社 株式会社大建設計 1,600 平成20年 福岡県

172 民間工事 九州自動車道広川ＳＡ 株式会社鴻池組 西日本高速道路サービスホールディングス株式会社 80 平成20年 福岡県

171 民間工事 マルハ鳥栖物流センター 清水建設株式会社 株式会社今川設計事務所 980 平成20年 福岡県

170 民間工事 コリーナ和泉Ｄ２商業施設 株式会社タカハシテクノ 株式会社タカハシテクノ 300 平成20年 大阪府

169 民間工事 山田電気大阪枚方店 三和建設株式会社 株式会社ディーエス設計 140 平成20年 大阪府

168 民間工事 ゆめタウン武雄店増築 清水建設株式会社 清水建設株式会社 200 平成20年 福岡県

167 民間工事 ハピネス小規模多機能型居宅介護施設新築工事 三井住友建設株式会社 三井住友建設株式会社 25 平成19年 香川県

166 公共工事 学校給食センター建設工事 高岸・橘一吉建設共同企業体 株式会社小河建築設計事務所 400 平成19年 香川県

165 民間工事 Der Strada y2 有限会社竹岡建設 株式会社建築工房 K 130 平成19年 広島県

164 民間工事 船台増設に伴う倉庫・厚生棟 有限会社ナカトミ工業 有限会社平田建築設計 10 平成19年 広島県

163 民間工事 広島中広工工事計画 多田建設株式会社 堀江建築設計事務所 25 平成19年 広島県

162 民間工事 三工電気塗装工場 株式会社平田組 株式会社塩見設計 42 平成19年 広島県

161 民間工事 秀東館岩竹新築工事 末延建設株式会社 村重保則現代建築設計 400 平成19年 山口県

160 民間工事 東ソー物流株式会社 冷蔵倉庫新築工事 戸田建設株式会社 株式会社横河建築設計事務 90 平成19年 山口県

159 民間工事 岩国駅前ホテル新築工事 株式会社太昭建設 株式会社沖本初建築設計事務所 250 平成19年 山口県

158 民間工事 浦幌フリーズドライ株式会社 本社・工場新設工事 株式会社北原建設 株式会社モリ建築設計室 240 平成19年 北海道

157 民間工事 東洋印刷株式会社増築工事 株式会社ネクサス 株式会社岡田設計 50 平成19年 北海道

156 民間工事 西帯広ショッピングセンター増築工事 清水建設株式会社 株式会社石本設計事務所 15 平成19年 北海道

155 公共工事 大気球司令管制塔新築工事 清水建設株式会社 日本設計株式会社 270 平成19年 北海道

154 民間工事 帯広慈恩の里新築工事 宮坂建設工業株式会社 株式会社山下設計 850 平成19年 北海道

153 民間工事 クラッシー表参道新築工事 宮坂建設工業株式会社 藤平設計有限会社 30 平成19年 北海道

152 民間工事 帯広松下電工株式会社 第四期工事 戸田建設株式会社 株式会社久米設計 350 平成19年 北海道

151 民間工事 サッポロドラックストアー標茶店 鈴木建設工業株式会社 イデイア株式会社 35 平成19年 北海道

150 民間工事 ロータス音更新築工事 荻原建設工業株式会社 株式会社コマダ設計事務所 550 平成19年 北海道

149 民間工事 介護老人保健施設アンダンテ新築工事 宮坂建設工業株式会社 株式会社環境企画工房 570 平成19年 北海道

148 民間工事 総泉寺檀信徒会館新築工事 宮坂建設工業株式会社 株式会社高木建築設計 180 平成19年 北海道

147 民間工事 よつ葉乳業株式会社 北見工場新築工事 荻原建設工業株式会社 株式会社北濃設計センター 250 平成19年 北海道

146 民間工事 名古屋北ＳＣ新築工事 株式会社奥村組 株式会社ＡＳＫ　ＰＩＡＮＮＩＮＧＣＥＮＴＥＲ 1,380 平成19年 愛知県

145 民間工事 北海電工新築工事 岩田地崎株式会社 市有限会社工房吉原建築事務所 160 平成19年 北海道

144 民間工事 フレスタ岩国樫の木店 株式会社奥村組 株式会社長野総合建築事務所 200 平成19年 山口県

143 民間工事 新組合会館 井森工業株式会社 井森工業株式会社 20 平成19年 山口県

142 民間工事 マックスバリュウ柳井新店 井森工業株式会社 中央設計株式会社 70 平成19年 山口県

141 民間工事 バイオマスボイラー灰洗装置 三井住友建設株式会社 日本製紙マニテック株式会社 40 平成19年 山口県

140 民間工事 リベール都島町 鍛冶田工務店株式会社 株式会社アモルファス建築設計事務所 1,000 平成19年 大阪府

139 民間工事 鹿島建設株式会社北陸支店上中越営業所 鹿島建設株式会社 鹿島建設株式会社 70 平成19年 新潟県

138 民間工事 シネマコンプレックス 長鐵工業株式会社 長鐵工業株式会社 200 平成19年 新潟県

137 公共工事 柏崎市第二中学 阿部・石橋特定共同企業体 柏崎市 620 平成19年 新潟県

136 公共工事 県立野球場内野スタンド 鹿島建設株式会社 株式会社梓設計 1,000 平成19年 新潟県

135 民間工事 ＳＵＭＣＯ結晶第５工場 清水建設株式会社 三菱マテリアル株式会社 400 平成19年 佐賀県

134 民間工事 大鵬薬品徳島工場 鹿島建設株式会社 日本設計株式会社 540 平成19年 徳島県

133 民間工事 デイスコ桑田工場 株式会社大本組 株式会社大本組 220 平成19年 広島県

132 民間工事 福富多目的ホール 株式会社荒谷工務店 株式会社塩見設計 130 平成19年 広島県

131 民間工事 ボートパーク広島整備工事 東急建設株式会社 株式会社板倉建築研究所 90 平成19年 広島県
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130 公共工事 県営冨ケ迫住宅１期工事 日成建設株式会社 株式会社近代設計コンサルタント 230 平成19年 広島県

129 民間工事 フローレンス巳斐本町 多田建設株式会社 株式会社ニュートピアプランニング 320 平成19年 広島県

128 民間工事 ジェイペック事務所棟 平原建設株式会社 山九株式会社 23 平成19年 広島県

127 民間工事 ソシオ刈谷東新町 株式会社鴻池組 株式会社マルタ設計 670 平成19年 愛知県

126 民間工事 中京大アイスアリーナ 三井住友建設株式会社 三井住友建設株式会社 340 平成19年 愛知県

125 民間工事 アルバ上前津 株式会社鴻池組 株式会社未来設計社 320 平成19年 愛知県

124 民間工事 プラウド小牧口 三井住友建設株式会社 株式会社野口建築事務所 860 平成19年 愛知県

123 民間工事 プラウド大森金城 三井住友建設株式会社 株式会社ＩＮＡ新建築研究所 220 平成19年 愛知県

122 民間工事 古謝氏共同住宅 有限会社古謝建設 有限会社古謝建設 40 平成19年 沖縄県

121 民間工事 トリイマンション 株式会社アジャスト Ａプランニング 500 平成19年 沖縄県

120 民間工事 アルファステイツ下松端穂町 株式会社鴻池組 株式会社塩見設計 600 平成19年 山口県

119 民間工事 アンペレーナ百道 株式会社竹中工務店 株式会社竹中工務店 2,000 平成19年 福岡県

118 民間工事 オリエントビルキャピタルタワー 株式会社ピース三菱 山本株式会社建築工房 1,500 平成19年 福岡県

117 民間工事 九州製氷増築 松井建設株式会社 株式会社今村建築設計事務所 900 平成19年 福岡県

116 民間工事 福岡銀行新本部ビル 戸田建設株式会社 株式会社松田平田設計 2,000 平成19年 福岡県

115 公共工事 県立唐津東高校 松尾建設株式会社 株式会社小路建築事務所 300 平成18年 佐賀県

114 民間工事 ふれあいの町クラタ 三井住友建設株式会社 三井住友建設株式会社 840 平成18年 愛知県

113 公共工事 岩国市新市庁舎建築工事 戸田建設株式会社 株式会社佐藤総合計画 3,200 平成18年 山口県

112 民間工事 オーヴィジョン政所新築工事 多田建設株式会社 株式会社明水設計 550 平成18年 山口県

111 民間工事 マックスバリュ徳山東店新築工事 日黒建設 株式会社ユーアイ設計 60 平成18年 山口県

110 民間工事 精香園新築工事 株式会社太昭組 株式会社長野総合建築事務所 10 平成18年 山口県

109 民間工事 昇栄工業工場新築工事 株式会社仲合 森田設計 10 平成18年 山口県

108 民間工事 デイホームこすもす 株式会社村中工務店 株式会社村中工務店 30 平成18年 山口県

107 民間工事 大和郡山柳町集合住宅 株式会社新井組 株式会社新井組 782 平成18年 奈良県

106 民間工事 三原台住宅建設工事 株式会社奥村組 株式会社永都設計 905 平成18年 大阪府

105 民間工事 北広島ひまわり新築工事 株式会社建築工房 株式会社デイール企画 100 平成18年 北海道

104 民間工事 マルハン中標津店新築工事 株式会社イチケン 株式会社イチケン 70 平成18年 北海道

103 民間工事 真駒内ひまわり新築工事 株式会社建築工房 株式会社デイール企画 30 平成18年 北海道

102 民間工事 ワンダーランド大分店新築工事 大成建設株式会社 有限会社井上長年設計事務所 160 平成18年 大分県

101 民間工事 大分キャノンマテリアル第二拠点新築工事 鹿島建設株式会社 鹿島建設株式会社 840 平成18年 大分県

100 民間工事 ゆめタウン高松本館増築工事 清水建設株式会社 清水建設株式会社デザインファイブ 200 平成18年 香川県

99 民間工事 今治造船多度津 清水建設株式会社 清水建設株式会社デザインファイブ 300 平成18年 香川県

98 民間工事 柏崎エクセランコート 株式会社植木組 株式会社ＳＤ建築研究所 620 平成18年 新潟県

97 民間工事 長谷川製菓新工場計画 中央設備エンジニアリング株式会社 中央設備エンジニアリング株式会社 60 平成18年 大阪府

96 民間工事 中京大学名古屋キャンパス５・６号館改築工事 三井住友建設株式会社 三井住友建設株式会社 650 平成18年 愛知県

95 民間工事 新浦安３８街区〔有料老人ホーム〕新築工事 三井住友建設株式会社 三井住友建設株式会社 370 平成18年 千葉県

94 公共工事(土木) 農業集落排水事業 中川地区 汚水処理施設〔土木・建築〕工事 株式会社植木組 株式会社ナルサワコンサルタント 240 平成18年 新潟県

93 民間工事 九州看護福祉大学講義棟・食堂棟新築工事 株式会社ピーエス三菱 株式会社医療福祉建築機構 510 平成18年 熊本県

92 民間工事 日吉保育園改築工事 株式会社建吉組 有限会社創和設計 90 平成18年 熊本県

91 民間工事 医療法人春水会デイサービスセンター新築工事 株式会社建吉組 岩根英記建築設計事務所 160 平成18年 熊本県

90 民間工事 福岡ランテック久山新築工事 株式会社ＮＩＰＰＯコウーポレーション 株式会社ロイ設計事務所 930 平成18年 福岡県

89 民間工事 Ｐゾーン小ヶ倉新築工事 五光建設株式会社 株式会社河野建築設計事務所 300 平成18年 長崎県

88 民間工事 ブリジストン下関工場精練棟新築工事 鹿島建設株式会社 株式会社石本建築事務所 900 平成18年 山口県

87 民間工事 ワンダーランド鹿島店新築工事 五光建設株式会社 有限会社井上長年設計事務所 40 平成18年 佐賀県

86 民間工事 アクロスプラウザ佐賀武雄店 大和ハウス工業株式会社 大和ハウス工業株式会社 51 平成18年 佐賀県
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85 民間工事 ドラックストアモリ新築工事 大和ハウス工業株式会社 大和ハウス工業株式会社 40 平成18年 佐賀県

84 民間工事 有料老人ホーム伊万里駅前新築工事 黒木建設株式会社 株式会社栗山建築設計研究所 280 平成18年 佐賀県

83 公共工事 伊万里市学校給食センター整備事業 東亜建設工業株式会社 株式会社日立建設設計 140 平成18年 佐賀県

82 民間工事 アクロスプラザ武雄店新築工事 大和ハウス工業株式会社 大和ハウス工業株式会社 20 平成18年 佐賀県

81 民間工事 コートビレッジ浦添学園通り新築工事 株式会社太名嘉組 エス・バイ・エル沖縄株式会社 368 平成18年 沖縄県

80 民間工事 別府競輪場建替工事 三井住友建設株式会社 株式会社日建設計 630 平成18年 大分県

79 民間工事 アイセロ化学新築工事 株式会社間組 株式会社間組 40 平成18年 愛知県

78 民間工事 吉川金属新築工事 株式会社小山建設 木下直樹一級建築事務所 228 平成18年 長崎県

77 民間工事 松原マンション 有限会社かんだ建設 株式会社指山建築ファクトリー 182 平成17年 長崎県

76 民間工事 イオン伊都ショッピングセンター 株式会社浅沼組 株式会社浅沼組九州支店 600 平成17年 福岡県

75 民間工事 ワンダーランド香椎２号店 五光建設株式会社 有限会社井上長年設計事務所 430 平成17年 福岡県

74 民間工事 日新電工株式会社 佐賀工場 株式会社九州五光 株式会社あくと総合計画 150 平成17年 佐賀県

73 民間工事 ワンダーランド中津店 五光建設株式会社 有限会社井上長年設計事務所 160 平成17年 大分県

72 民間工事 アミューズメントステージ ガイア東与賀店 株式会社九州五光 節建築事務所 100 平成17年 佐賀県

71 民間工事 ドラッグストアモリ武雄インター店 大和ハウス工業株式会社 大和ハウス工業株式会社 45 平成17年 佐賀県

70 民間工事 株式会社創明プロジェクト介護マンションⅡ 松尾建設株式会社 株式会社樋渡設計 30 平成17年 佐賀県

69 民間工事 ＦＨＰ ＰＨＡＳＯ ３ 清水・佐伯・志多ＪＶ 清水建設株式会社 1,200 平成17年 宮崎県

68 民間工事 フローレンス木太町グランドアーク 株式会社フジタ四国支店 株式会社ニュートピアプランニング 647 平成17年 香川県

67 民間工事 ロイヤルガーデン城東第２ 株式会社大林組四国支店 株式会社清和設計事務所 445 平成17年 香川県

66 民間工事 帯広ＥＩＳ７ーＭＳ 荻原・宮坂・川田ＪＶ 株式会社創建社 650 平成17年 北海道

65 民間工事 札幌通運芽室倉庫 戸田建設株式会社 株式会社岩見田設計 200 平成17年 北海道

64 民間工事 クラウンハイム塚本 村本建設株式会社 株式会社創美設計 332 平成17年 大阪府

63 民間工事 フレール水前寺 株式会社建吉組 株式会社Ｔ・Ｋ企画 200 平成17年 熊本県

62 民間工事 室園６３０Ｍ 株式会社建吉組 株式会社建吉組 120 平成17年 熊本県

61 民間工事 特老　たぶせ苑 日本国土開発株式会社・ヨシムラ建設 株式会社巽設計コンサルタント 40 平成17年 山口県

60 民間工事 株式会社ミゾタ川副第２工場 株式会社中野建設 かつき建築設計室 61 平成17年 佐賀県

59 民間工事 ドラッグストアーモリ佐賀久保田店 大和ハウス工業株式会社 大和ハウス工業株式会社 45 平成17年 佐賀県

58 民間工事 ユニクロ佐賀鍋島店 大和ハウス工業株式会社 大和ハウス工業株式会社 36 平成17年 佐賀県

57 民間工事 ワンダーランド武雄店 五光建設株式会社 有限会社井上長年設計事務所 207 平成17年 佐賀県

56 民間工事 株式会社創明プロジェクト 介護マンション 松尾建設株式会社 株式会社樋渡設計 27 平成17年 佐賀県

55 民間工事 アクロスプラザ武雄 大和ハウス工業株式会社 大和ハウス工業株式会社 165 平成17年 佐賀県

54 民間工事 マックスバリュー武雄店 松尾建設株式会社 松尾建設株式会社 135 平成17年 佐賀県

53 民間工事 Ｐ－ＺＯＮＥ 神崎店 五光建設株式会社 株式会社河野設計福岡支店 200 平成17年 佐賀県

52 民間工事 ワンダーランド太刀洗店 改築工事 五光建設株式会社 有限会社井上長年設計事務所 145 平成17年 佐賀県

51 民間工事 アルバクレスタ宮松 戸田建設株式会社 株式会社ノック設計事務所 400 平成17年 福岡県

50 民間工事 ＢＯＸタウン 株式会社竹中工務店 大和ハウス工業株式会社 150 平成17年 福岡県

49 民間工事 淀川製綱所大阪工場 三和建設株式会社 株式会社安井建築設計 420 平成17年 大阪府

48 民間工事 中国新聞広島製作センター 鹿島建設株式会社 鹿島建設株式会社 80 平成17年 広島県

47 民間工事 真駒内ひまわり 株式会社建築工房 株式会社デイール企画 25 平成17年 北海道

46 民間工事 アオイ電子観音寺工場 株式会社大林組 株式会社松尾建築設計 120 平成17年 香川県

45 民間工事 市民病院 鹿島建設株式会社 株式会社大阪山田守設計事務所 3,500 平成17年 徳島県

44 民間工事 東洋埠頭 戸田建設株式会社 一般社団法人関西建築構造設計事務所協会 400 平成17年 福岡県

43 民間工事 Ｐ－ゾーン 西松建設株式会社 株式会社河野設計 500 平成17年 福岡県

42 民間工事 三井倉庫三島倉庫 株式会社竹中工務店 株式会社デイール企画 1,650 平成17年 大阪府

41 民間工事 しーじゃっく佐賀開成店 大和ハウス工業株式会社 大和ハウス工業株式会社 16 平成17年 佐賀県
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40 民間工事 ダイソー武雄店 松尾建設株式会社 松尾建設株式会社 45 平成17年 佐賀県

39 民間工事 アルファステイツ松縄 大末建設株式会社 有限会社ＡＲＫ 425 平成17年 香川県

38 民間工事 Ｊ，ｃｉｔｙ中新町 株式会社奥村組 都市建築研究所 671 平成17年 香川県

37 民間工事 前田マンション 宮坂建築工業株式会社 トポス建築設計事務所 75 平成17年 北海道

36 民間工事 パークアクシス名駅南 三井住友建設株式会社 三井住友建設株式会社 1,000 平成17年 愛知県

35 民間工事 センコー箱崎物流センター 株式会社フジタ 釣谷設計 800 平成17年 福岡県

34 民間工事 ヒューマインド千早 東亜建設工業株式会社 株式会社黒瀬英明設計 1,100 平成17年 福岡県

33 公共工事 町立太良病院 松尾・中島ＪＶ 株式会社山下設計 790 平成17年 佐賀県

32 民間工事 マルキョウ和白店 戸田建設株式会社 小野設計株式会社 200 平成16年 福岡県

31 民間工事 三菱地行マンション 戸田建設株式会社 三菱地所株式会社 900 平成16年 福岡県

30 民間工事 (仮)香椎老人ホーム 大成建設株式会社 大成建設株式会社 1,800 平成16年 福岡県

29 民間工事 亀の井ホテル和白 株式会社竹中工務店 株式会社竹中工務店 800 平成16年 福岡県

28 民間工事 (仮）ワンダーランド柳川 株式会社九州五光 株式会社九州五光 150 平成16年 福岡県

27 民間工事 佐川急便鳥栖店 株式会社鴻池組 株式会社鴻池組 150 平成16年 佐賀県

26 民間工事 ワンダーランド小戸店 五光建設株式会社 五光建設株式会社 90 平成16年 佐賀県

25 民間工事 ルネッサンス春日 戸田建設株式会社 戸田建設株式会社 100 平成16年 福岡県

24 民間工事 マリノア福岡 株式会社竹中工務店 エフジェイ都市開発株式会社 300 平成16年 福岡県

23 民間工事 大乗会特別老人ホーム 佐藤工業株式会社 有限会社S.D.V.一級建築士事務所 250 平成16年 福岡県

22 民間工事 レオパレス名古屋新栄 三井住友建設株式会社 有限会社アルキネットデザイン 1,040 平成16年 愛知県

21 民間工事 森下ビル 九州総合建設株式会社 有限会社井上建築事務所 80 平成16年 福岡県

20 民間工事 ジャスコ香椎浜店 株式会社竹中工務店 株式会社竹中工務店 800 平成15年 福岡県

19 民間工事 名大医学部付属病院 株式会社鴻池組 株式会社石本建築事務所 3,000 平成15年 愛知県

18 民間工事 アオイ電子高松工場 株式会社大林組 株式会社松尾建築設計 200 平成15年 香川県

17 民間工事 三宅医学研究所 清水建設株式会社 株式会社コンパース 120 平成15年 香川県

16 民間工事 竹田診療所 九州建設株式会社 株式会社京都建築事務所 120 平成15年 大分県

15 民間工事 天神地下街壁改修 株式会社吉村建設 株式会社吉村建設 400 平成15年 福岡県

14 民間工事 福工大２期 株式会社竹中工務店 株式会社那の津寿建築研究所 90 平成15年 福岡県

13 民間工事 筑紫女学園 株式会社竹中工務店 株式会社久米設計 1,500 平成15年 福岡県

12 民間工事 日立物流倉庫２期 株式会社鴻池組 西川設計事務所 250 平成15年 福岡県

11 民間工事 ケアハウス滝尾 有限会社後藤組 トーク建築設計 280 平成14年 大分県

10 民間工事 日立物流倉庫１期 株式会社竹中工務店 株式会社日立建設設計 400 平成14年 福岡県

9 民間工事 日通箱崎倉庫 日本鋪道株式会社 日本鋪道株式会社 120 平成14年 福岡県

8 民間工事 大分マリンパレス 株式会社竹中工務店 株式会社日建設計 3,240 平成14年 大分県

7 民間工事 キリン物流倉庫粕谷 株式会社大本組 株式会社大本組 120 平成14年 福岡県

6 民間工事 アジアナーム 株式会社大森創建 株式会社大森創建 100 平成14年 福岡県

5 民間工事 福岡御供所ビル 株式会社竹中工務店 株式会社ＩＮＡ設計 250 平成13年 福岡県

4 民間工事 ＮＴＴＤoCoMo熊本 株式会社竹中工務店 株式会社ＮＴＴファシリティ 200 平成13年 熊本県

3 民間工事 福岡バスセンター 株式会社竹中工務店 株式会社日建設計 80 平成11年 福岡県

2 民間工事 九州朝日放送本館 株式会社竹中工務店 株式会社竹中工務店 250 平成11年 福岡県

1 民間工事 ＫＢＣシネマ 株式会社竹中工務店 株式会社竹中工務店 100 平成10年 福岡県
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