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平成 28 年 4 月現在 
株式会社 金杉電設 

 

■会社概要 

 

■営業品目 

■車両             ■資格情報  
  

 

 

 

社   名 株式会社 金杉電設 

役 員 代表取締役   小山 伸裕 

所 在 地 千葉県野田市下三ヶ尾 323 番地 

TEL 04-7122-1167 

FAX 04-7122-1049 

 URL http://kanasugidensetsu.co.jp 

社 歴 創業  昭和 56 年 11 月 

設立  昭和 58 年 6 月 

建 設 業 の 許 可 千葉県知事許可       (般 23)22360 号 

電気工事業届出       千葉 1013 

社 員 20 名 

協力電気工事店 7 社 

資 本 金 1,000 万 

取 引 銀 行 千葉銀行 江戸川台支店 京葉銀行 野田支店 千葉興業銀行 梅郷支店 

高層ﾋﾞﾙ工事用電気設備工事 

建築工事用電気設備工事 

シールド・ダム・ケーソン等工事用電気設備工事 

各種プラント電気設備工事 

各種一般電気設備工事 

上記、設計・施工管理 

乗 用 車  2 台 

ラ イ ト バ ン 2 台 

バ ン  4 台 

ト ラ ッ ク  5 台 

ユ ニ ッ ク 車  1 台 

第 1 種電気工事士 13 名 

第 2 種電気工事士 4 名 

1 級施工管理士 2 名 

第 3 種電気主任技術者 2 名 

監理技術者 1 名 
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(建設工事の種類)   電気工事                 ※実績の一部のみを公開しております。 

 

平成 23 年度 (2011 年 06 月～2012 年 05 月) 

年度 工事名称 注文者 工事場所 
H23 千住関屋ﾎﾟﾝﾌﾟ所建設工事 大林・大本 JV 東京都 

H23 (仮称)ｲﾆｼｱ本蓮沼新築工事 大豊建設㈱ 東京都 

H23 (仮称)ｵﾘｯｸｽ神宮前 4 丁目新築工事 大豊建設㈱ 東京都 

H23 (仮称)ｸﾘｵ南砂町新築工事 大豊建設㈱ 東京都 

H23 (仮称)ﾊﾟｰｸﾊｳｽ上目黒 3 丁目②新築工事 大豊建設㈱ 東京都 

H23 (仮称)ﾊﾟｰｸﾊｳｽ上目黒 3 丁目新築工事 大豊建設㈱ 東京都 

H23 (仮称)三鷹市下連雀 9 丁目計画新築工事 大豊建設㈱ 東京都 

H23 (仮称)四谷須賀町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事 大豊建設㈱ 東京都 

H23 (仮称)東新町 2 丁目計画新築工事 大豊建設㈱ 東京都 

H23 (仮称)東洋ﾓｰﾄﾝ株式会社新 H 棟増築工事 大豊建設㈱ 埼玉県 

H23 ｻﾞ・ﾊﾟｰｸﾊｳｽ石神井町 6 丁目新築工事 大豊建設㈱ 東京都 

H23 ﾌﾟﾗｳﾄﾞ大伝馬町新築工事 大豊建設㈱ 東京都 

H23 ﾌﾞﾗﾝｽﾞ八雲計画新築工事 大豊建設㈱ 東京都 

H23 ﾎﾟﾚｽﾀｰｽﾃｰｼｮﾝｼﾃｨ久喜新築工事 大豊建設㈱ 埼玉県 

H23 安房中央地区ﾀﾞﾑ改修工事 大豊建設㈱ 千葉県 

H23 橋梁災害復旧工事(神崎大橋下部工その 2） 大豊建設㈱ 千葉県 

H23 緊急災害(下水道応急復旧その 7)工事 大豊建設㈱ 千葉県 

H23 市街地整備河川工事(排水機場本体工） 大豊建設㈱ 千葉県 

H23 社会資本整備総合交付金工事(旧銚子大橋撤去その 12) 大豊建設㈱ 茨城県 

H23 新高円寺ﾂｲﾝﾋﾞﾙ敷地内に地下鉄丸ノ内線新高円寺駅のｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備工事 大豊建設㈱ 東京都 

H23 神田川整備工事(その 149） 大豊建設㈱ 東京都 

H23 諏第二溜池幹線及び勝どき幹線工事 大豊建設㈱ 東京都 

H23 浅草線西馬込駅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置土木・建築その他工事 大豊建設㈱ 東京都 

H23 地下鉄新高円寺ﾋﾞﾙ(仮称)ほか新設その他建築工事 大豊建設㈱ 東京都 
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年度 工事名称 注文者 工事場所 
H23 中部横断田原川橋下部(その 3)工事 大豊建設㈱ 山梨県 

H23 日本瓦斯㈱東関東支店千葉工場震災復旧工事新築工事 大豊建設㈱ 千葉県 

H23 柏学園放射性物質除染工事 大豊建設㈱ 千葉県 

H23 夕凪橋架替え工事に伴う軌道変状測定 大豊建設㈱ 東京都 

H23 西仲橋架替工事(下部工） 大豊・三幸 JV 東京都 

H23 22 国補 317 号・23 国補 310 号枝線工事 進和機工㈱ 茨城県 

H23 (仮称)Brillia 日本橋浜町計画新築工事 三井住友建設㈱ 東京都 

H23 (仮称)ららぽーと TOKYO-BAY・中水設備更新工事（実施設計・監理業務を含む） 三井住友建設㈱ 千葉県 

H23 (仮称)ﾛｼﾞﾎﾟｰﾄ北柏新築工事 三井住友建設㈱ 千葉県 

H23 (仮称)港区赤坂 6 丁目計画に伴う解体工事 三井住友建設㈱ 東京都 

H23 (仮称)三井ｱｳﾄﾚｯﾄﾊﾟｰｸ木更津金田新築工事 三井住友建設㈱ 千葉県 

H23 (仮称)渋谷区本町三丁目計画新築工事 地上 21 階 地下 1 階(共同住宅) 三井住友建設㈱ 東京都 

H23 (仮称)新宿区東五軒町１計画新築工事 三井住友建設㈱ 東京都 

H23 (仮称)新堀留ﾋﾞﾙ計画新築工事 三井住友建設㈱ 東京都 

H23 (仮称)足立区綾瀬三丁目計画新築工事 三井住友建設㈱ 東京都 

H23 H23 国補汚交葛生地区処理施設土木建築工事 三井住友建設㈱ 茨城県 

H23 RPT,PSW 玄関扉及び錠前(施工)更新工事 三井住友建設㈱ 東京都 

H23 ｴﾌ･ﾌﾟﾗｻﾞ東京 L 棟震災復旧工事 三井住友建設㈱ 東京都 

H23 ｸﾘｰﾝﾊﾟｰｸ・きぬ埋立場遮水ｼｰﾄ等整備工事 三井住友建設㈱ 茨城県 

H23 ｽﾃｨﾋﾙｽﾞ町田大規模修繕工事 三井住友建設㈱ 東京都 

H23 ﾊﾟｰｸｱｸｼｽ日本橋ステージ 1 階共用部補修工事 三井住友建設㈱ 東京都 

H23 ﾊﾟｰｸｱｸｼｽ日本橋ステージ 1 階店舗原状復旧工事 三井住友建設㈱ 東京都 

H23 ﾊﾟｰｸｱｸｼｽ日本橋ステージ共用部補修工事 三井住友建設㈱ 東京都 

H23 ﾗﾋﾟﾛｽ六本木外壁 VFRC 版補修工事 三井住友建設㈱ 東京都 

H23 ららぽーと TOKYO-BAY「西館解体工事」 三井住友建設㈱ 千葉県 

H23 三井ｱｳﾄﾚｯﾄﾊﾟｰｸ木更津仮設電気工事 三井住友建設㈱ 千葉県 

H23 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝホテル船橋ららぽーと「既存建物解体工事」 三井住友建設㈱ 千葉県 

H23 三井住友銀行目白支店外壁改修工事 三井住友建設㈱ 東京都 

H23 三井二号館 2・3 階ｱｽﾍﾞｽﾄ除去・貸付整備工事 三井住友建設㈱ 東京都 

H23 三井本館 5 階 551 号室原状復旧工事および貸付整備工事(国立科学博物館跡） 三井住友建設㈱ 東京都 

H23 芝浦水再生ｾﾝﾀｰほか 1 か所場内整備工事 三井住友建設㈱ 東京都 

H23 渋谷川幹線再構築工事 三井住友建設㈱ 東京都 

H23 諏訪 2 丁目住宅ﾏﾝｼｮﾝ建替事業に伴う施工再建ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 三井住友建設㈱ 東京都 

H23 青海 Q 街区(ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ)仮設電気工事 三井住友建設㈱ 東京都 
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年度 工事名称 注文者 工事場所 
H23 高根台 2 丁目造成工事 ㈱竹中土木 千葉県 

H23 黒川学園ﾃﾆｽｺｰﾄ新設工事 ㈱竹中土木 千葉県 

H23 75 期②東京建築・セルサ陽栄川越電気設備修繕工事 ㈱大本組 東京都 

H23 75 期③東京建築・HN 関東支店北側電話用電柱修繕工事 ㈱大本組 東京都 

H23 ﾒﾃﾞｨｾｵ東京中央 FLC 新築工事 ㈱大本組 東京都 

H23 ﾖｼｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ品川店新築工事 ㈱大本組 東京都 

H23 学校法人文化学園(仮称)府中国際学生会館新築工事 ㈱大本組 東京都 

H23 ㈱Paltac 加須物流ｾﾝﾀｰ解体工事 ㈱大本組 埼玉県 

H23 業平橋ﾎﾟﾝﾌﾟ所施設再構築その 2 工事 ㈱大本組 東京都 

H23 千葉北部地区 12 住区 32 工区外宅地整備その他工事 ㈱大本組 千葉県 

H23 明治乳業㈱茨城工場冷凍食品工場増築工事 ㈱大本組 茨城県 

H23 練馬区豊玉上二丁目、豊玉中一丁目付近枝線工事 ㈱大本組 東京都 

H23 江戸川台浄水場管理棟建築工事 ㈱イズミ・コンストラクション 千葉県 

 

 

平成 24 年度 (2012 年 06 月～2013 年 05 月) 

年度 工事名称 注文者 工事場所 
H24 (仮称)ﾄｯﾊﾟﾝ･ﾌｫｰﾑｽﾞ日野ｾﾝﾀｰ計画 大豊建設㈱ 東京都 

H24 (仮称)市ヶ谷南町Ⅱ新築工事 大豊建設㈱ 東京都 

H24 (仮称)渋谷区恵比寿南 1 丁目計画新築工事 大豊建設㈱ 東京都 

H24 4 号利根川橋下部撤去(2)工事 大豊建設㈱ 茨城県 

H24 圏央道桶川北本地区函渠その 1 工事 大豊建設㈱ 埼玉県 

H24 江東区大島五丁目地先から同区北砂五丁目地先間配水本管(600mm)新設工事 大豊建設㈱ 東京都 

H24 志賀商店開発計画 大豊建設㈱ 埼玉県 

H24 社会資本総合交付金(住宅街路)工事(吾妻・水路移設工) 大豊建設㈱ 千葉県 

H24 第一庁舎解体及び跡地整備等工事 大豊建設㈱ 千葉県 

H24 第二溜池幹線及び勝どき幹線工事 大豊建設㈱ 東京都 

H24 中央環状線品川線ｼｰﾙﾄﾞﾄﾝﾈﾙ工事ｰ 2 大豊建設㈱ 東京都 

H24 中学校(西部地区 3 校)放射能除染工事 大豊建設㈱ 茨城県 

H24 白子川整備工事(その 131) 大豊建設㈱ 東京都 

H24 浜松町信号機器室湧水対策工事 大豊建設㈱ 東京都 

H24 文京区千駄木二丁目、根津二丁目付近再構築その 2 工事 大豊建設㈱ 東京都 

H24 臨海 1 号幹線管渠布設工事(その 1) 大豊建設㈱ 千葉県 
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年度 工事名称 注文者 工事場所 
H24 西防波堤災害復旧工事その 2 大豊・鈴縫特定 JV 茨城県 

H24 神田川整備工事(その 150) 大豊・島川 JV 東京都 

H24 橋梁下部工事(仮称)小貝川新橋 大豊・松丸特定 JV 茨城県 

H24 中川護岸耐震補強工事(その 21) 大豊・黒部 JV 東京都 

H24 24 国農集第 1 号管路工事・24 市農集第 2 号管路工事(戸崎) 進和機工㈱ 茨城県 

H24 24 国補公下第 7 号・24 号市単公下第 7 号合併工事(川崎) 進和機工㈱ 茨城県 

H24 (仮称)ららぽーと TOKYO-BAY 西館建替え計画新築工事 三井住友建設㈱ 千葉県 

H24 (仮称)ららぽーと柏の葉屋上太陽光発電設備設置工事 三井住友建設㈱ 千葉県 

H24 (仮称)戸田公園ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 三井住友建設㈱ 埼玉県 

H24 (仮称)江東区佐賀 2 丁目 10 計画解体工事 三井住友建設㈱ 東京都 

H24 (仮称)足立区綾瀬二丁目計画新築工事 三井住友建設㈱ 東京都 

H24 (仮称)豊島区西池袋 2 丁目計画新築工事 三井住友建設㈱ 東京都 

H24 ｼﾃｨﾋﾙｽﾞ町田大規模修繕工事 三井住友建設㈱ 東京都 

H24 ﾄﾗｲﾈｯﾄ･ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ勝島 1 号倉庫新築工事 三井住友建設㈱ 東京都 

H24 ららぽーと柏の葉 2013 年ﾘﾆｭｱｰｱﾙ区画統廃合工事 三井住友建設㈱ 千葉県 

H24 圏央道沼田・駒塚跨道橋設置工事 三井住友建設㈱ 茨城県 

H24 上連雀浄水所改造工事 三井住友建設㈱ 東京都 

H24 西部浄水場井水施設更新工事 三井住友建設㈱ 埼玉県 

H24 第五水源地第 3 号配水池耐震補強工事(24-301‐0) 三井住友建設㈱ 千葉県 

H24 高根台 3 丁目宅地造成工事 ㈱竹中土木 千葉県 

H24 千葉北部地区平成 21 年度 21 住区 B 街区宅地整備街路灯工事 ㈱竹中土木 千葉県 

H24 堀之内地区函渠その 4 工事 ㈱竹中土木 千葉県 

H24 (仮称)ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新都心新築工事【建築工事】 ㈱大本組 千葉県 

H24 (仮称)ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張副都心線新築工事に伴う先行工事(公共施設改良工事) ㈱大本組 千葉県 

H24 (仮称)ﾎｰﾑﾌﾟﾗｻﾞﾅﾌｺ四街道店新築工事 ㈱大本組 千葉県 

H24 (仮称)東京ｲﾝﾃﾘｱ家具杉戸店新築工事 ㈱大本組 埼玉県 

H24 (仮称)品川ｽﾊﾟｲﾝﾎｽﾋﾟﾀﾙ新築工事 ㈱大本組 東京都 

H24 GLP 厚木ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ㈱大本組 神奈川県 

H24 ｱｼｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社本社ﾋﾞﾙ建設工事 ㈱大本組 東京都 

H24 ﾊｲﾃﾞｲ日高埼玉 HDH 最先端工場建設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ㈱大本組 埼玉県 

H24 ゆりのき台 SP 銀行棟新築工事 ㈱大本組 千葉県 

H24 印旛沼白山二期農業水利事業白山第 3 号枝線用水路その 1 工事 ㈱大本組 千葉県 

H24 ㈱ﾌﾚｯｼｭｼｽﾃﾑ(仮称)上尾ｾﾝﾀｰ新築工事 ㈱大本組 埼玉県 

H24 東島根中学校改修その他工事 ㈱三浦工務店 東京都 
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年度 工事名称 注文者 工事場所 
H24 神奈川工科大学(仮称)新講義棟新築工事 ㈱小島組 神奈川県 

H24 23 国補栗原小学校校舎耐震補強工事 ㈱イズミ・コンストラクション 東京都 

H24 23 国補手代木中学校校舎耐震補強工事 ㈱イズミ・コンストラクション 茨城県 

H24 23 国補小野川小学校校舎耐震補強工事 ㈱イズミ・コンストラクション 茨城県 

H24 羽田寮模様替工事 ㈱イズミ・コンストラクション 東京都 

H24 電気通信大学西 1 号館改修工事 ㈱イズミ・コンストラクション 東京都 

H24 雷門寮模様替工事 ㈱イズミ・コンストラクション 東京都 

 

 

平成 25 年度 (2013 年 06 月～2014 年 05 月) 

年度 工事名称 注文者 工事場所 
H25 (仮称)人形町 3 丁目計画新築工事 大豊建設㈱ 東京都 

H25 湖北台浄水場配水池耐震補強工事(土木工事) 大豊建設㈱ 千葉県 

H25 江戸川橋駅駅事務室ほか改良建築工事 大豊建設㈱ 東京都 

H25 泰清資材古新田資材置場計画新築工事 大豊建設㈱ 埼玉県 

H25 中央環状品川線(南行)ﾄﾝﾈﾙ内装その他工事 大豊建設㈱ 東京都 

H25 江東幹線工事 大豊・錢高特定 JV 東京都 

H25 西仲橋架替工事(上部仕上げ工) 大豊・古河 JV 東京都 

H25 ㈱竹中土木柏竹親寮内ｴｱｺﾝ更新工事 ㈱竹中土木 千葉県 

H25 (仮称)みらい平地区 549 街区②画地宅地造成工事 ㈱大本組 茨城県 

H25 長谷川病院新築工事 ㈱大本組 千葉県 

H25 筑波大学人文社会学系棟改修工事 ㈱イズミ・コンストラクション 茨城県 

H25 筑波大学生物・農林学系 C 棟改修工事 ㈱イズミ・コンストラクション 茨城県 

H25 草野ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ耐震改修工事 三井住友建設㈱ 東京都 

H25 第五水源地第４号配水池耐震補強工事 三井住友建設㈱ 千葉県 

H25 ららぽーと TOKYO-BAY ｼﾈﾏ跡地改修工事 三井住友建設㈱ 千葉県 

H25 (仮称)三井ｱｳﾄﾚｯﾄﾊﾟｰｸ木更津Ⅱ期計画増築工事 三井住友建設㈱ 千葉県 

H25 印旛沼宗吾北幹線その２ ㈱竹中土木 千葉県 

H25 金町駅前団地 1 号棟耐震改修工事 ㈱大本組 東京都 

H25 (仮称)ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新都心新築工事 ㈱大本組 千葉県 

H25 印旛沼二期農業水利事業宗吾北幹線用水路その 5 工事 ㈱大本組 千葉県 

H25 (仮称)TIF ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽ千葉配送ｾﾝﾀｰ新築工事 ㈱大本組 千葉県 
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年度 工事名称 注文者 工事場所 

H25 (仮称)下連雀 3 丁目共同住宅新築工事 大豊建設㈱ 東京都 

H25 泰清資材古新田資材置場計画新築工事 大豊建設㈱ 埼玉県 

H25 西仲橋架替工事 大豊建設㈱ 東京都 

H25 神田川整備工事(その 150) 大豊・島川 JV 東京都 

H25 (仮称)ｸﾞﾗﾝｽｲｰﾄ東日本新築工事 大豊建設㈱ 東京都 

H25 (仮称)ｻﾞ･ﾊﾟｰｸﾊｳｽ南大井新築工事に伴う解体工事 大豊建設㈱ 東京都 

H25 多田機工株式会社(仮称)本社工場建設工事 大豊建設㈱ 千葉県 

H25 4 号利根川橋下部撤去(4)工事 大豊建設㈱ 埼玉県 

H25 新港大橋耐震補強工事 大豊建設㈱ 千葉県 

H25 鰭ヶ崎調整池築造工事 大豊建設㈱ 千葉県 

H25 街路築造工事及び電線共同溝設置工事(25 北南-三鷹 3・2・6) 大豊・光 JV 東京都 

H25 (仮称)ﾌﾞﾗﾝｽﾞｼﾃｨ品川勝島建築工事 大豊建設㈱ 東京都 

H25 (仮称)杉並区浜田山四丁目計画 三井住友建設㈱ 東京都 

H25 福増浄水場 1 号配水池耐震補強工事 三井住友建設㈱ 千葉県 

H25 (仮称)豊島区西池袋二丁目北敷地計画新築工事 三井住友建設㈱ 東京都 

H25 ﾊﾟｰｸｽｶｲﾀﾜｰ･松戸大規模修繕工事 三井住友建設㈱ 千葉県 

H25 圏央道三坂高架橋他下部 ㈱竹中土木 茨城県 

H25 東尾久浄化ｾﾝﾀｰ主ﾎﾟﾝﾌﾟ棟建設その 11 工事 ㈱大林組 東京都 

H25 (仮称)京橋東邦ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ新築工事 ㈱久保工 東京都 

H25 (仮称)下井草三丁目新築工事 ㈱久保工 東京都 

H25 業平橋ﾎﾟﾝﾌﾟ所施設再構築その３工事 ㈱大本組 東京都 

H25 西八千代北部地区 NW 工区外整備工事 ㈱大本組 千葉県 

H25 中野区弥生町 5 丁目計画新築工事 大豊建設㈱ 東京都 

H25 青梅ｶﾞｽｾﾝﾀｰ撤去工事洞道(推進管)埋戻し及び構内立坑撤去工事 大豊建設㈱ 東京都 

H25 白子川整備工事(その 132) 大豊建設㈱ 東京都 

H25 白子川整備工事(その 133) 大豊建設㈱ 東京都 

H25 平成 25 年度公共下水道第 1 工区工事 大豊・司特定 JV 神奈川県 

H25 湖北台浄水場配水池耐震補強工事(土木工事) 大豊建設㈱ 千葉県 

H25 (仮)東京支店犢橋町労務宿舎新設工事 大豊建設㈱ 千葉県 

H25 (仮称)市ヶ谷南町Ⅱ新築工事 大豊建設㈱ 東京都 

H25 千葉支社管内利用高架橋耐震補強他工事 東鉄工業㈱ 千葉県 

H25 原宿・代々木間外盛土耐震補強その他工事 東鉄工業㈱ 東京都 

H25 宇都宮・那須塩原間第 1 岩曽橋りょう外橋脚補強その他工事（その２） 東鉄工業㈱ 栃木県 
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平成 26 年度 (2014 年 06 月～2015 年 05 月) 

年度 工事名称 注文者 工事場所 

H26 中川護岸耐震補強工事 大豊・西武・古川 JV 東京都 

H26 三島ダム地区取水ｹﾞｰﾄ更新工事 大豊建設㈱ 千葉県 

H26 神田川整備工事（その 151） 大豊建設㈱ 東京都 

H26 練馬区石神井台二丁目地先から同区石神井町五丁目地先間配水本管(800mm･700mm)新設工事 大豊建設㈱ 東京都 

H26 流通センター駅耐震補強工事 大豊建設㈱ 東京都 

H26 ザ・パークハウス目黒三丁目新築工事 大豊建設㈱ 東京都 

H26 中野区弥生町 5 丁目計画新築工事 大豊建設㈱ 東京都 

H26 浅草線西馬込駅エレベーター設置土木・建築その他工事 大豊建設㈱ 東京都 

H26 青梅ガスセンター撤去工事洞道（推進管）埋戻し及び構内立坑撤去工事 大豊建設㈱ 東京都 

H26 白子川整備工事（その 132） 大豊建設㈱ 東京都 

H26 白子川整備工事（その 133） 大豊建設㈱ 東京都 

H26 平成 25 年度公共下水道第 1 工区工事 大豊建設・司建設 JV 神奈川県 

H26 湖北台浄水場配水池耐震補強工事（土木工事） 大豊建設㈱ 千葉県 

H26 （仮）東京支店犢橋町労務宿舎新設工事 大豊建設㈱ 千葉県 

H26 (仮称)市ヶ谷南町Ⅱ新築工事 大豊建設㈱ 東京都 

H26 中川護岸耐震補強工事（その 27） 大豊・八幡 JV 東京都 

H26 石神井川取水施設工事（その１） 大豊建設㈱ 東京都 

H26 青山 OHMOTO ビル新築工事 株式会社大本組 東京都 

H26 (仮称)TIF ロジスティックス千葉配送センター新築工事（開発工事を含む） 株式会社大本組 千葉県 

H26 GLP 厚木Ⅱ新築工事 株式会社大本組 神奈川県 

H26 高級アルコール工業㈱第二工場、研究所建設計画のうち土木・建築工事 株式会社大本組 千葉県 

H26 (仮称)PaltacRDC 埼玉流通加工場新築工事 株式会社大本組 埼玉県 

H26 西八千代北部地区 NW 工区外整備工事 株式会社大本組 千葉県 

H26 (仮称)芝工工業大学付属豊洲中学高等学校建設工事 三井住友建設㈱ 東京都 

H26 (仮称)白金台 5 丁目計画 三井住友建設㈱ 東京都 

H26 (仮称)杉並区浜田山四丁目計画 三井住友建設㈱ 東京都 

H26 福増浄水場 1 号配水池耐震補強工事 三井住友建設㈱ 千葉県 

H26 (仮称)新宿区東五軒町 1 計画 三井住友建設㈱ 東京都 

H26 (仮称)豊島区西池袋二丁目北敷地計画新築工事 三井住友建設㈱ 東京都 

H26 パークスカイタワー松戸大規模修繕工事 三井住友建設㈱ 千葉県 
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年度 工事名称 注文者 工事場所 

H26 (仮称)SIB ビル新築工事 株式会社久保工 東京都 

H26 圏央道三坂高架橋他㈱ 株式会社竹中土木 茨城県 

H26 （H25）西大久保第 2 住宅耐震改修その他工事 ㈱ｲｽﾞﾐ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ 東京都 

H26 筑波大学人文社会学系棟改修工事 ㈱ｲｽﾞﾐ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ 茨城県 

H26 東尾久浄化センター主ポンプ棟建設その９工事 大林・大本 JV 東京都 

H26 (仮称)北品川 5 丁目計画「ソニー」解体工事 株式会社ﾏﾂﾋﾛ 東京都 

H26 (仮称)区営中央本町町四丁目第 2 アパート 株式会社三浦工務店 東京都 

H26 川越線川越・西川越間 18ｋ090ｍ付近川越北環状線桁架設その他工事 東鉄工業㈱ 埼玉県 

H26 常盤快速線天王台・取手間利根川橋りょう P1 橋脚調査その他工事 東鉄工業㈱ 千葉県 

H26 千葉支社管内盛土耐震補強工事（第２工区） 東鉄工業㈱ 千葉県 

H26 鴨宮・小田原酒勾川橋りょう（5～8P）耐震補強その他工事 東鉄工業㈱ 神奈川県 

H26 赤塚・水戸梅戸橋こ線道路橋架替工事 東鉄工業㈱ 茨城県 

 

平成 27 年度 (2015 年 06 月～2016 年 05 月) 

年度 工事名称 注文者 工事場所 

H27 三鷹市上連雀 1 丁目計画新築工事 大豊建設㈱ 東京都 

H27 有楽町線江戸川橋駅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置に伴う土木工事 大豊建設㈱ 東京都 

H27 北区赤羽北一丁目、板橋区小豆沢四丁目付近枝線工事 大豊建設㈱ 東京都 

H27 千葉パイプラインプロジェクト OSBL トンネル工事 三井住友建設㈱ 千葉県 

H27 三井アウトレットパーク幕張 3 期増床および既存棟リニューアル計画 三井住友建設㈱ 千葉県 

H27 センチュリーパーク タワー大規模修繕工事 三井住友建設㈱ 東京都 

H27 山崎パン株式会社本社ビル設備改修工事 三井住友建設㈱ 東京都 

H27 メディセオ埼玉 ALC 新築工事 株式会社大本組 埼玉県 

H27 小田原特定漁港漁場臨港走路等整備工事 株式会社竹中土木 神奈川県 

H27 牧の原六丁目防犯灯設置工事 株式会社竹中土木 千葉県 

H27 品川研究開発センター1 号館解体工事 株式会社フジムラ 東京都 

H27 三田線高島平駅屋根改修その他工事 ㈱ｲｽﾞﾐ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ 東京都 

H27 両国・錦糸町間大横川りょう耐震補強他工事（第 1 工区） 東鉄工業㈱ 東京都 

H27 土浦・神立間 65k978m 付近横断排水路新設工事 東鉄工業㈱ 茨城県 
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