
地盤改良工事経歴（

NO 建設会社 工事名称設計事務所 年 月 場所

)エルマッド工法

基礎形状

E101 （株）穴吹建設 穴吹建設
一級建築士事務所

（仮称）フォブールY様　新築工事 23 1 広島県広島市独立基礎

E102 大東建託（株）北九州支店 大東建託（株）北九州支店
一級建築士事務所

K様共同住宅　新築工事 23 1 福岡県北九州市独立基礎

E103 西松建設（株） 法務省大臣官房施設課
（株）三橋建築設計事務所

湖南学院新営(建築）工事 23 1 石川県金沢市独立基礎

E104 戸田建設（株）名古屋支店 （株）アール・アイ・エー （仮称）ナーシングホーム静養館
オーシャンビュー新築工事

23 1 静岡県御前崎市独立基礎

E105 鈴与建設（株） 鈴与建設（株）
一級建築士事務所

（仮称）清水駒越SC新築工事(園芸館） 23 1 静岡県静岡市独立基礎

E106 松井建設（株）東京支店 松井建設（株）
一級建築士事務所

（仮称）共栄セキュリティーサービス㈱
西五反田社員寮新築工事

23 1 東京都品川区布基礎

E107 大成建設（株）四国支店 （株）大建設計工務
一級建築士事務所

地域医療連携研修センター新築整備工事 23 2 愛媛県松山市独立基礎

E108 （株）合田工務店 （株）合田工務店
一級建築士事務所

介護施設オレンジホーム新築工事 23 2 香川県三豊市独立基礎

E109 岐建（株） Nippon Electric Glass 
Company.Limited

日本電気硝子株式会社滋賀高月事業場 23 2 滋賀県長浜市独立基礎

E110 （株）竹中工務店九州支店 TOM建築研究所
一級建築士事務所

MTNF計画 23 3 鹿児島県枕崎市独立基礎　
布基礎

E111 清水建設（株）名古屋支店 （株）アイホーム一級建築士事
務所杉浦一級建築士事務所

天理教愛町分教会愛清布教所神殿新築工事 23 3 愛知県半田市布基礎

E112 大成建設・大林組・清水建設
共同企業体

大成建設(株）関西支店
一級建築士事務所

敦賀発電所3,4号機コンクリートプラント
新設工事

23 3 福井県敦賀市布基礎

E113 鈴与建設（株） 鈴与建設（株）
一級建築士事務所

(仮称）海仁ミュージアム新築工事 23 3 静岡県浜松市独立基礎

E114 鈴与建設（株） 鈴与建設（株）
一級建築士事務所

(仮称)Ｎ様貸店舗ビル新築工事 23 3 静岡県静岡市独立基礎

E115 （株）宇佐美組 匠工房 (仮称)高齢者専用賃貸住宅木蓮の小径
新築工事

23 3 滋賀県東近江市独立基礎

E116 （株）守谷商会 中日本高速道路（株）
東京支社浜松工事事務所

第二東名高速道路金谷ＩＣ～浜北ＩＣ間
管理施設新築工事

23 3 静岡県周智郡独立基礎

E117 （株）荒川建設 （株）渡辺有規建築企画
事務所

茂木町立学校給食センター新築工事 23 3 栃木県芳賀郡独立基礎

E118 （株）吉岡組 ミヤイ設計 株式会社ひのき社屋　新築工事 23 4 徳島県板野郡べた基礎

E119 （株）フジタ （株）フジタ名古屋支店
一級建築士事務所

平和産業株式会社駒ヶ根工場
5期増設(K3)工事

23 4 長野県駒ヶ根市独立基礎

E120 渡辺建設（株） （株）綜合設計事務所 平成22.23年度　市単事業
（仮称）裾野市障害者福祉施設建設工事

23 4 静岡県裾野市独立基礎

E121 （株）タニコー 愛北綜合
一級建築士事務所

（仮称）スギヤマ薬局西志賀店広告棟
新築工事

23 4 愛知県名古屋市独立基礎

E122 清水建設（株）名古屋支店 清水建設（株）名古屋支店
一級建築士事務所

岐阜中央病院託児所新築工事 23 4 岐阜県岐阜市独立基礎

E123 （株）ヤマシタ工務店 (有)中部設計 （仮称）中部薬品郡上病院前店新築工事 23 4 岐阜県郡上市独立基礎

E124 （株）穴吹工務店大阪支店 （株）穴吹工務店関西支社
一級建築士事務所

（仮）サーパス泉野図書館前新築工事 23 4 石川県金沢市独立基礎

E125 信越アステック（株） 信越アステック（株） (仮称）小千谷特殊ガスセンター建設工事 23 4 新潟県小千谷市独立基礎

E126 大和ハウス工業（株） 中越ロジスティック（株） 加賀製紙大規模改修工事　第２期工事 23 4 石川県金沢市独立基礎

E127 戸田建設（株）大阪支店 戸田建設（株）大阪支店
一級建築士事務所

マルミ歯科商店新商品センター新築工事 23 5 兵庫県神戸市独立基礎　
布基礎

E128 （株）新井組 （株）山下設計 近畿管区警察学校厚生棟建築工事 23 5 大阪府堺市独立基礎

E129 大成建設（株）四国支店 （株）平島弘之+TEAM28 平成22・23年度　江原認定こども園新築工事 23 5 徳島県美馬市独立基礎

E130 大成建設（株）東京支店 大成建設（株）
一級建築士事務所

救心製薬株式会社山梨工場新築計画 23 5 山梨県韮崎市独立基礎

E131 大和リース（株） 大和リース（株）岐阜営業所
一級建築士事務所

飛騨産業株式会社新工場新築工事 23 5 岐阜県高山市独立基礎

E132 （株）オノコム （株）伊藤建築設計事務所 カインズホーム御殿場店増築工事 23 5 静岡県御殿場市独立基礎

E133 （株）ジーク ヘンリーモリス（株）/
ﾍﾝﾘｰﾓﾘｽ一級建築士事務所

T邸新築工事 23 5 愛知県一宮市独立基礎

E134 鹿島建設（株） （株）共同建築設計事務所 加納岩総合病院移転新築工事 23 5 山梨県山梨市独立基礎

E135 安藤建設（株）名古屋支店 （株）東畑建築事務所 明日の学校づくり施設整備事業
大口南小学校新築工事(第１工区)

23 5 愛知県丹羽郡独立基礎

E136 鈴与建設（株） 鈴与建設（株）
一級建築士事務所

藤衛新本社ビル新築工事 23 5 静岡県藤枝市独立基礎

E137 （株）谷村建設 （株）アイ・エム・エー
建築設計事務所

北陸新幹線、新桑取補助き電区分所外1箇所
新築[新能生]

23 5 新潟県糸魚川市独立基礎
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E138 (有)KT創建 スズキ設計 株式会社秋田建設　東田中リサイクルセンター
第2工場ヤード新設工事

23 6 愛知県小牧市独立基礎

E139 吉川建設（株） （株）山口晃建築設計事務所 (仮称)特別養護老人ホーム神田ふるさと庵他
新築工事

23 6 静岡県浜松市独立基礎

E140 名古屋菱重興産（株） 名古屋菱重興産（株） 飛行整備格納庫建設工事 23 6 愛知県西春日井郡独立基礎

E141 岐建（株） （株）豊建築設計事務所 日本電気硝子株式会社大津事業場
Ｏ-Ｔ8改修工事

23 6 滋賀県大津市独立基礎

E142 名工建設（株）北陸支店 （株）浦建築研究所 社会福祉法人眉丈会　
地域福祉センター新竪縁 新築工事

23 6 石川県金沢市独立基礎

E143 松浦建設（株） （株）浦建築研究所 グループホームゆず・小規模多機能型居宅
介護事業やまぼうし新築工事

23 6 石川県能美市独立基礎

E144 竹中・大和ハウス・
川口・日新建設JV

九建設計（株） 西日本シティ銀行　徳力支店　新築工事 23 7 福岡県北九州市独立基礎

E145 （株）合田工務店 （株）合田工務店
一級建築士事務所

百十四銀行　川島支店　新築工事 23 7 香川県高松市独立基礎

E146 日栄・橘特定建設工事ＪＶ 磯野建築事務所 香南幼保一体化施設建設工事 23 7 香川県高松市独立基礎

E147 リック・三ツ木・佐々木総業
JV

（株）岡野建築設計事務所 大田区立羽田中学校外構及び校庭整地
その他工事

23 7 東京都大田区べた基礎

E148 角丸建設（株） （株）エー・アンド・エー
総合設計

しずおか信用金庫焼津支店新築工事 23 7 静岡県焼津市独立基礎

E149 ヤマウラ・神稲
特定建設工事

（株）日本メディカルケア
システム

町立辰野総合病院整備事業建築本体工事 23 7 長野県上伊那郡独立基礎

E150 東海建設（株） （株）アトリエHOMMA (仮称)平安会館メモワール美濃加茂新築工事 23 7 岐阜県美濃加茂市独立基礎

E151 （株）檜工務店 (有)中部設計 (仮称)バロー茜部本郷店新築工事 23 7 岐阜県岐阜市独立基礎

E152 松井建設工業（株） 日南設計 I邸新築工事 23 7 愛知県豊田市独立基礎

E153 大末建設（株）名古屋支店 白井設計・大末建設
名古屋支店設計JV

ライオンズ鳴子(駐車場棟)新築工事 23 7 愛知県名古屋市独立基礎

E154 （株）熊谷組北陸支店 （株）佐藤雅彦建築設計室 コメリHC黒部店新築工事 23 7 富山県黒部市独立基礎

E155 大成建設・大成ユーレック
建設工事JV

大成ユーレック（株）
一級建築士事務所

（仮称）サニープレイス御影　新築工事 23 8 兵庫県神戸市布基礎

E156 （株）北島コーポレーション （株）マックス設計 特別養護老人ホーム　ふるさと那賀　
新築工事

23 8 徳島県那賀郡独立基礎

E157 前川建設（株） (有)設計事務所　大松 地域密着型介護老人福祉施設
（仮称）らいふ あかり 新築工事

23 8 兵庫県加古川市独立基礎

E158 （株）菅組 丸亀市都市整備部住宅課 丸亀市立城坤小学校屋内運動場改築他工事 23 8 香川県丸亀市独立基礎

E159 （株）竹中工務店九州支店 （株）竹中工務店九州
一級建築士事務所

(仮称)イオンモール福津計画 23 8 福岡県福津市独立基礎

E160 鈴与建設（株） （株）池田建築設計事務所 玉柏会　宍原荘新居住棟建設工事 23 8 静岡県静岡市独立基礎

E161 岐建（株） 栗木建築事務所 （仮称）ダイナム信頼の森岐阜各務原鵜沼店
新築工事

23 8 岐阜県各務原市独立基礎

E162 白龍・サンモク
特定建設工事JV

（株）小林清文建築設計室 道の駅地域振興施設建設工事 23 8 愛知県岡崎市独立基礎

E163 太田・三幸特定建設工事JV 岡崎市建築課（株）
小林清文建築設計室

岡崎市東部地域交流センター建設工事 23 8 愛知県岡崎市独立基礎

E164 （株）ナカノフドー建設 （株）イスト 救護施設 菰野陽気園改築工事 23 8 三重県三重郡独立基礎

E165 清水建設（株）名古屋支店 大建設計（株） さくら幼稚園新築工事 23 8 岐阜県各務原市独立基礎

E166 戸田建設（株）大阪支店 （株）金沢計画研究所 金沢工業大学23号館講義棟新築工事 23 8 石川県石川郡独立基礎

E167 大野建設工業(株)・
大北久保建設(株)JV

（株）コスモ計画設計 医療法人キラキラ会老人保健施設新築工事 23 8 福井県大野市独立基礎

E168 （株）加賀田組新潟支店 （株）ワシヅ設計 ぶなの木Ⅱ新築工事 23 8 新潟県魚沼市独立基礎

E169 宮下・鼎特定建設工事JV （株）浦建築研究所 平成23年度学校施設環境改善交付金事業
能登町立能都中学校移転改築屋内運動場棟

23 8 石川県鳳珠郡独立基礎

E170 清水建設（株）大阪支店
京都営業所

清水建設（株）
一級建築士事務所

第一佛立会館　新築工事 23 9 京都府京都市独立基礎　
布基礎

E171 三谷建設（株） （株）フリーダム・リノ 近畿大学附属福山高等学校・中学校
本館建替二期工事

23 9 広島県福山市独立基礎

E172 浮田建設㈱・鷲田建設㈱
特定建設JV

（株）宮崎建築設計事務所 北小学校校舎改築建築工事 23 9 岡山県津山市独立基礎

E173 （株）市川工務店 （株）葵建築設計事務所 (仮称)東海ヒューム管新工場新築工事 23 9 岐阜県岐阜市独立基礎

E174 （株）高垣組 （株）高垣組建築設計事務所 医療法人社団 カワムラヤスオ
メディカルソサエティ増床工事

23 9 岐阜県岐阜市独立基礎
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E175 清水・太啓・中根・小野JV （株）日本設計 愛知厚生農業協同組合連合会　足助病院
改築工事

23 9 愛知県豊田市独立基礎

E176 大宗建設（株） （株）加藤建築事務所 橋北楽々館　新築工事 23 9 三重県四日市市独立基礎

E177 （株）ナカノフドー建設 KONDO建築研究所 春日井市ユニット型地域密着型
特別養護老人ホーム新築工事

23 9 愛知県春日井市独立基礎

E178 岐建（株） 栗木建築事務所 （仮称）信頼の森各務原店シンボルサイン
新設工事

23 9 岐阜県各務原市独立基礎

E179 富士急建設（株） 住設計事務所（株） 特養老人ホームひなげし新築工事 23 9 山梨県南都留郡独立基礎

E180 竹花工業（株） 長野県建設課㈱ｱｰｷﾃﾞｨｱｯｸ
(有)A&A構造研究所

上田警察署建築工事本館棟 23 9 長野県上田市独立基礎

E181 竹花工業（株） 長野県建設課㈱ｱｰｷﾃﾞｨｱｯｸ
(有)A&A構造研究所

上田警察署建築工事本館棟別館棟 23 9 長野県上田市独立基礎

E182 みづほ工業（株） （株）金沢計画研究所 （仮称）グループホームやましな新築工事 23 9 石川県金沢市独立基礎

E183 （株）合田工務店 新企画設計（株） よつばウィメンズクリニック　新築工事 23 10 香川県高松市独立基礎

E184 酒井・鳥越JV （株）建築倶楽部 八束小学校校舎棟　新改築工事 23 10 岡山県真庭市独立基礎

E185 （株）檜工務店 トヨタホーム名古屋
一級建築士事務所

名古屋トヨペット株式会社太田川店新築工事 23 10 愛知県東海市独立基礎

E186 ハシバテクノス・
川窪特定建設工事JV

（株）県設計 松本市立四賀小学校新築主体工事 23 10 長野県松本市布基礎

E187 駿豆建設（株） （株）池田建築設計事務所 第2期福祉村障害福祉サービス事業所
建設工事

23 10 静岡県伊豆の国市べた基礎

E188 清水建設（株）名古屋支店 清水建設（株）名古屋支店
一級建築士事務所

南山R計画 23 10 愛知県名古屋市独立基礎

E189 太啓建設（株） Peace of Mind 
設計事務所（株）

アイチシステム株式会社岐阜工場新築工事 23 10 岐阜県土岐市独立基礎

E190 丸亀産業（株） （株）長工
一級建築士設計事務所

(仮称)くぬぎの木特別養護老人ホーム
新築工事

23 10 三重県四日市市独立基礎

E191 （株）フジタ名古屋支店 （株）フジタ名古屋支店
一級建築士事務所

UDトラックスジャパン株式会社 
上野CC 増改築工事

23 10 三重県伊賀市独立基礎

E192 丸亀産業（株） デン建築設計事務所 勢進産業（株）社屋新築工事 23 10 三重県いなべ市独立基礎

E193 （株）近藤組 （株）オリエンタル
コンサルタンツ

平成23年度 1号藤川道の駅公衆施設
建築工事

23 10 愛知県岡崎市独立基礎

E194 （株）ウエキグミ （株）木村建築事務所 独立行政法人国立病院機構　福井病院保育
所新築整備工事（更衣室・休憩室棟）

23 10 福井県敦賀市独立基礎

E195 （株）ウエキグミ （株）木村建築事務所 独立行政法人国立病院機構　福井病院保育
所新築整備工事（保育所棟）

23 10 福井県敦賀市独立基礎

E196 三宅建設（株） 加古川市建築部土木建設局
営繕・住宅課

（仮称）加古川市資源化センター新築工事 23 11 兵庫県加古川市独立基礎

E197 （株）巨勢工務店 （株）黒田建築設計事務所 プラチナ・シニアホーム宝塚　新築工事 23 11 兵庫県宝塚市独立基礎

E198 （株）関組 和歌山市財政局財政部
営繕課

東消防署車庫　新築工事 23 11 和歌山県和歌山市独立基礎

E199 （株）植原建設 （株）タカネ設計 香南支所・コミュニティセンター建設工事 23 11 香川県高松市独立基礎

E200 大東建託（株）徳山支店 大東建託（株）徳山支店
一級建築士事務所

M様事務所付共同住宅　新築工事 23 11 山口県周南市独立基礎

E201 （株）北村組 （株）アートジャパン
ナガヤ設計

(仮称)sky高齢者専用賃貸住宅+通所介護施設
新築工事

23 11 三重県多気郡独立基礎

E202 三和建設（株） (有)中部設計 (仮称)中部薬品坂本店新築工事 23 11 岐阜県中津川市独立基礎

E203 鈴与建設（株） 鈴与建設（株）
一級建築士事務所

(仮称)鈴与三保クラブハウス新築工事 23 11 静岡県静岡市布基礎

E204 滝建設（株） JAあいち経済連
設計事務所

JA尾張中央 小牧西部 水稲育苗施設 
新築工事

23 11 愛知県小牧市独立基礎

E205 サンユー建設（株）・
（株）湯建工務店共同企業体

佐野建築研究所 大田区立矢口東小学校プール改築
その他工事

23 11 東京都大田区べた基礎

E206 北浜建設（株） （株）みのり設計事務所 (仮称)コマツ粟津工場　第二溶接工場
東側上屋新築工事

23 11 石川県小松市独立基礎

E207 小竹興業（株） 香川県土木部建築課
(有)斎賀建築設計事務所

青年センター研修宿泊棟　改築工事 23 12 香川県高松市独立基礎

E208 （株）西村建設 （株）剛建築事務所 辻小学校校舎　改築工事 23 12 徳島県三好市布基礎

E209 （株）鴻池組 （株）黒田建築設計事務所 西脇南中学校　改築工事 23 12 兵庫県西脇市独立基礎

E210 土井建設（株） （株）フジサワ
建築設計事務所

（仮称）アルファステイツ総社中央Ⅱ新築工事 23 12 岡山県総社市布基礎

E211 竹中工務店・新進建設JV （株）西森建築設計 高陵病院　改築工事 23 12 高知県須崎市布基礎
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E212 （株）オサコー建設 土屋正一
一級建築士事務所

富岳保育園　保育室増設工事 23 12 愛知県知多郡独立基礎

E213 TSUCHIYA（株）名古屋支社 （株）teamKOU タートル豊田浄水店新築工事 23 12 静岡県富士宮市独立基礎

E214 勝間田建設（株） 藤本建築設計事務所 平成23年度 市街地整備事業 動物園改修工事 23 12 長野県飯田市独立基礎

E215 大成建設（株）横浜支店 （株）三菱地所設計 （仮称）ＭＭ21地区34街区商業施設開発計画 23 12 神奈川県横浜市独立基礎

E216 岐建工業（株） 藤田仙次建築設計室 ゲンキー美浜店新築工事 23 12 福井県三方郡独立基礎

E217 （株）林建設 （株）浦野設計 市立伊丹病院医局棟増築工事 24 1 兵庫県伊丹市独立基礎

E218 東急建設（株）大阪支店 （株）岡本設計 特別養護老人ホーム　貴志川園　新築工事 24 1 和歌山県紀の川市独立基礎

E219 （株）波多野組 （株）小林清文建築設計室 多機能型事業所「てんじん」建設工事 24 1 愛知県岡崎市独立基礎　
布基礎

E220 西口建工（株） 　　　　　--------- 白子駅前広場シェルター建築工事 24 1 三重県鈴鹿市独立基礎

E221 大末建設（株） （株）アーバンライフ
建築事務所

（仮称）オーベル調布国領 新築工事 24 1 東京都調布市独立基礎

E222 猪又・カネタ特定共同企業体 和設計室
一級建築士事務所

教総第20号　糸魚川東中学校校舎改築工事 24 1 新潟県糸魚川市独立基礎

E223 双葉興業（株） 香川県土木部建築課
(有)斎賀建築設計事務所

青年センター付属棟及び倉庫棟等改築工事 24 2 香川県高松市独立基礎

E224 （株）三和木 （株）浦野設計 （仮称）可児医師会館新築工事 24 2 岐阜県可児市独立基礎

E225 （株）加賀田組 （株）田村建築事務所 きすげ乳児保育園建設工事 24 2 新潟県胎内市独立基礎

E226 （株）松田組 （株）佐々木
一級建築士事務所

小川印刷(株)社屋・工場新築工事 24 2 福井県福井市独立基礎

E227 大企建設（株） 大企建設（株） （仮称）ドラッグコスモス豊中店　新築工事 24 3 香川県三豊市独立基礎

E228 TSUCHIYA（株） TSUCHIYA（株）
一級建築士事務所

クラレプラスチックス株式会社伊吹工場
開発棟・事務所棟新築工事

24 3 岐阜県不破郡独立基礎

E229 （株）ユニホー 豊島（株）
一級建築士事務所

びっくりドンキー日進店新築工事 24 3 愛知県日進市独立基礎

E230 （株）松永建設 松永建設
一級建築士事務所

（仮称）岡村クリニック新築工事 24 3 埼玉県北葛飾郡独立基礎

E231 千代野建設（株） 千代野建設（株） 三浦町倉庫新築工事 24 3 石川県白山市独立基礎

E232 丸大産業・関山建設JV 山形一級建築士事務所・
渡辺設計JV

産業技術短期大学校分校建設工事(明許) 24 4 山梨県都留市独立基礎

E233 （株）七番組 (有)千里建築設計事務所 丸豊化成株式会社倉庫増築工事 24 4 愛知県知多郡独立基礎

E234 吉川・飯田・加藤
特定建設工事JV

アール・アイ・エー
エース設計共同企業体

多治見市立池田小学校建設工事 24 4 岐阜県多治見市独立基礎

E235 仲岡建設（株） 三井ホーム（株）開発企画
本部一級建築士事務所

（仮称）美しが丘4丁目計画　新築工事 24 4 神奈川県横浜市擁壁基礎下

E236 福田・丸山特定JV （株）高坂設計事務所 株式会社中央製版本社社屋新築工事 24 4 新潟県三条市独立基礎

E237 協和建設（株） （株）みずほ建築事務所 愛SUNSUN弐号館新築工事 24 4 石川県野々市市独立基礎

E238 平井工業（株） 一級建築士事務所
一条建築事務所

レック株式会社富士裾野第2センター工場
新築工事

24 5 静岡県裾野市独立基礎

E239 清水建設（株）栃木営業所 （株）大森
一級建築士事務所

医療法人社団厚生会 西方病院改築工事
(Ⅰ期工事)

24 6 栃木県栃木市独立基礎

E240 （株）水澤工務店 （株）水澤工務店
一級建築士事務所

山梨中央銀行猿橋支店新築工事 24 6 山梨県大月市独立基礎

E241 九州建設（株） （株）アール設計・企画 （仮称）尾仲ビル　新築工事 24 7 福岡県糟屋郡独立基礎

E242 奥田・大和JV （株）豊建築設計事務所 長浜学校給食センター新築工事 24 8 滋賀県長浜市独立基礎

E243 （株）アキヤマ （株）竹下
一級建築士事務所

浜松ホトニクス株式会社豊岡製作所
工場敷地拡張工事

24 8 静岡県磐田市独立基礎

E244 竹中工務店・新進建設JV （株）西森建築設計 須崎会高知高陵病院　改築工事 24 9 高知県須崎市布基礎

E245 （株）岡工務店 神戸市都市計画総局
住宅部住宅整備課

平成23年度　からと住宅建設工事 24 9 兵庫県神戸市独立基礎

E246 鷲田建設（株） （株）宮崎建築設計事務所 北小学校通級教室耐震改修・クラブハウス
新築等建築工事

24 10 岡山県津山市独立基礎

E247 千曲建設工業（株） 長野県建設課㈱ｱｰｷﾃﾞｨｱｯｸ
(有)A&A構造研究所

上田警察署 署長宿舎・外構ほか建築工事 24 10 長野県上田市布基礎

E248 芳賀屋・丸山建設
工事共同体

宇都宮市建設部建築課 宮の原小学校屋内運動場改築工事 24 11 栃木県宇都宮市独立基礎
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E249 信栄工業（株） 矢口設計室 （仮称）株式会社ハヤシ丸亀店　新築工事 24 12 香川県丸亀市独立基礎

E250 勝間田建設（株） 飯田市 平成24年度 市街地整備事業 
動物園改修建築工事

24 12 長野県飯田市独立基礎

E251 猪又・カネタ特定共同企業体 和設計室
一級建築士事務所

教総第20号　糸魚川東中学校校舎改築工事
（2期工事）

25 1 新潟県糸魚川市独立基礎

E252 大末建設（株）四国支店 (有)おかだ建築設計事務所 （仮称）アルファステイツ中府Ⅲ　新築工事 25 3 香川県丸亀市独立基礎

E253 船生建設（株） （株）フケタ設計 町営住宅船生団地新築工事（西棟） 25 3 栃木県塩谷郡独立基礎

E254 小島土建（株） （株）フケタ設計 町営住宅船生団地新築工事（東棟） 25 3 栃木県塩谷郡独立基礎
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