
川崎重工新築工事、型枠工事 愛知県弥富市
コハラサウスビル新築工事、デッ

キ工事
静岡県静岡市

福玉大口倉庫新築工事、型枠工事 愛知県丹羽郡大口町 凸版印刷新築工事、デッキ工事 三重県久居市

アイシン半田新築工事、型枠工事 愛知県半田市 明和産業新築工事、デッキ工事 岐阜県美濃市

焼津冷凍庫新築工事、型枠工事 静岡県焼津市
アイシンAW岡崎東増築工事、デッ

キ工事
愛知県岡崎市

愛知製鋼新築工事、型枠工事 愛知県半田市 メガモール新築工事、デッキ工事 岐阜県美濃市

日本アクセス新築工事、型枠工事 愛知県春日井市 フジフーズ増築工事、板金工事 愛知県江南市

豊田自動織機603工場新築工事、型

枠工事
愛知県碧南市 進和増築工事、板金工事 愛知県日進市

トヨタ田原工場新築工事、型枠工

事
愛知県田原市 ミヤマ工業増築工事、板金工事 愛知県日進市

安城コロナ新築工事、型枠工事 愛知県安城市 NAITOU増築工事、板金工事 愛知県日進市

衣浦立体駐車場新築工事、型枠工事 愛知県碧南市 日東工業新築工事、デッキ工事 三重県久居市

第1期(2005年度)

大工 その他

現場名(所在地) 現場名(所在地)



桜井小学校新築工事、型枠工事 愛知県安城市
富士通三重工場B2番館建築工事、

鍛冶工事
三重県桑名市

バロー豊橋前田店新築工事、型枠

工事
愛知県豊橋市

日京物流センター新築工事、デッ

キ工事
愛知県海部郡弥富町

中外製菓藤枝工場新築工事、型枠

工事
静岡県藤枝市

イビデン大垣第2工場新築工事、板

金工事
岐阜県大垣市

フランセーズ悠さかえ新築工事、

型枠工事
長野県栄村豊栄

凸版印刷名古屋工場増築工事、

デッキ工事
愛知県名古屋市西区

豊田自動織機安城工場新築工事、

型枠工事
愛知県安城市

バロー豊橋前田店新築工事、デッ

キ工事
愛知県豊橋市

介護老人保健施設鶴舞の郷新築工

事、型枠工事
静岡県静岡市

豊田自動織機安城工場新築工事、

板金工事
愛知県安城市

東洋テナックス新築工事、型枠工

事
静岡県駿東郡長泉町

アイシン刈谷　新築工事、デッキ

工事
愛知県刈谷市

アイシン辰栄新築工事、型枠工事 愛知県碧南市
鈴鹿サーキット新築工事、デッキ

工事
三重県鈴鹿市

ZENT坂祝店新築工事、型枠工事 岐阜県加茂郡坂祝町
愛知工業大学新築工事、デッキ工

事
愛知県愛知郡長久手町

南山大学新築工事、型枠工事 愛知県名古屋市昭和区
パナソニック新築工事、デッキ工

事
静岡県浜松市

第2期(2006年度)

大工 その他

現場名(所在地) 現場名(所在地)



トヨタ花本工場新築工事、型枠工

事
愛知県豊田市

(株)エフピコ中部工場新築工事、デッ

キ工事
岐阜県安八郡輪之内町

三菱倉庫飛島営業所新築工事、型

枠工事
愛知県海部郡飛島村

浜松医科大学新築工事、デッキ工

事
静岡県浜松市東区

刈谷知立環境組合ごみ焼却施設新

築工事、型枠工事
愛知県刈谷市

トヨタ花本工場新築工事、デッキ

工事
愛知県豊田市

イオン東浦立体駐車場新築工事、

型枠工事
愛知県知多郡東浦町 オークマ(株)新築工事、デッキ工事 愛知県丹羽郡大口町

イオン浜松市野ショッピングセン

ター新築工事、型枠工事
静岡県浜松市天王町 アイシン岡崎新築工事、鍛冶工事 愛知県岡崎市

東京インテリア浜松店新築工事、

型枠工事
静岡県浜松市西区 大府SC作業所新築工事、鍛冶工事 愛知県大府市

バロー養老店新築工事、型枠工事 岐阜県養老郡養老町 清水テクノ新築工事、板金工事 静岡県静岡市清水区

テックササキ熱田工場新築工事、

型枠工事
愛知県名古屋市熱田区

フレスポ四日市新築工事、鍛冶工

事
三重県四日市市

衣浦豊田立体駐車場新築工事、型

枠工事
愛知県碧南市

CORNES金山サービスセンター新

築工事、板金工事
愛知県名古屋市中区

同朋学園新築工事、型枠工事 愛知県名古屋市中区 錦1丁目開発工事、鍛冶工事 愛知県名古屋市中区

第3期(2007年度)

大工 その他

現場名(所在地) 現場名(所在地)



パナソニックEVエナジー(株)新築

工事、型枠工事
静岡県湖西市

西区役所複合庁舎新築工事、デッ

キ工事
愛知県名古屋市西区

川崎重工(株)南工場新築工事、型枠

工事
愛知県弥富市

河合塾千種キャンパス校新築工

事、デッキ工事
愛知県名古屋市千種区

サンエイ(株)営統事業部新築工事、

型枠工事型枠工事
愛知県豊橋市

特別養護老人ホームかりん新築工

事、デッキ工事
三重県度会郡度会町

大浜運輸(株)新築工事、型枠工事 静岡県掛川市
静岡駅前紺屋町再開発新築工事、

デッキ工事
静岡県静岡市紺屋町

イビデン(株)新築工事、型枠工事 岐阜県大垣市
スーパーワークス浜松工場新築工

事、板金工事
静岡県浜松市西区

アイシン(株)立体駐車場新築工事、

型枠工事
愛知県刈谷市

セントライズ栄新築工事、鍛冶工

事
愛知県名古屋市中区

豊田合成(株)新築工事、型枠工事 愛知県稲沢市
鈴鹿サーキット改修工事、デッキ

工事
三重県鈴鹿市

アイシン藤岡立体駐車場新築工

事、型枠工事
愛知県豊田市

美濃加茂市学校給食センター新築

工事、デッキ工事
岐阜県美濃加茂市

日本電産(株)技術開発センター新築

工事、型枠工事
長野県駒ケ根市

(株)ウッドフレンズ新築工事、板金

工事
愛知県名古屋市中区

東海興運(株)新築工事、型枠工事 愛知県安城市
開成西口駅前店舗新築工事、デッ

キ工事
神奈川県足柄上郡開成町

第4期(2008年度)

大工 その他

現場名(所在地) 現場名(所在地)



JR東海博物館新築工事、型枠工事 愛知県名古屋市港区
日本トムソン土岐工場改修工事、

鍛冶工事
岐阜県土岐市

(株)中部プラント新築工事、型枠工

事
愛知県名古屋市熱田区 鶯谷高校耐震工事、鍛冶工事 岐阜県岐阜市

(株)日本モレックス新築工事、型枠

工事
静岡県榛原郡吉田町

MKS新築工事、板金工事、デッキ

工事
愛知県海部郡飛島村

(株)フードサービスネットワーク名

古屋低温物流センター新築工事、
愛知県愛西市

(株)KYB岐阜北工場改修工事、鍛

冶工事
岐阜県可児市

清水三保第一小学校新築工事、型

枠工事
静岡県静岡市清水区 東洋水産改修工事、鍛冶工事 愛知県丹羽郡扶桑町

ヤマナカ則武店新築工事、型枠工

事
愛知県名古屋市中村区

名古屋大学病院改修工事、鍛冶工

事
愛知県名古屋市昭和区

Y3プロジェクト新築工事、型枠工

事
神奈川県大和市

ダイオ化成袋井倉庫棟新築工事、

デッキ工事
静岡県袋井市

ユタカ本社工場新築工事、型枠工

事
愛知県豊橋市 エーザイ川島改修工事、鍛冶工事 岐阜県各務原市

西部生涯学習センター新築工事、

型枠工事
静岡県静岡市葵区

名駅四丁目24街区プロジェクト改

修工事、鍛冶工事
愛知県名古屋市中村区

マルヤス松阪店新築工事、型枠工

事
三重県松阪市 大垣コロナ改修工事、鍛冶工事 岐阜県大垣市

現場名(所在地) 現場名(所在地)

第5期(2009年度)

大工 その他



ホクト佐久きのこセンター新築工

事、型枠工事
長野県佐久市

大五運送(株)一里山東愛知物流セン

ター新築工事、デッキ工事
愛知県豊橋市

レック(株)静岡工場新築工事、型枠

工事
静岡県榛原郡吉田町

名駅四丁目24街区プロジェクト新

築工事、鍛冶工事
愛知県名古屋市中村区

朝日町立朝日中学校改修工事、型

枠工事
富山県下新川郡朝日町 鶯谷高校耐震工事、鍛冶工事 岐阜県岐阜市

国府支所庁舎新築工事、型枠工事 岐阜県高山市 MRJ新築工事、鍛冶工事 愛知県西春日井郡豊山町

(株)中部プラントサービス本店Ⅱ期

工事、型枠工事
愛知県名古屋市南区

日本トムソン極楽寺工場改修工

事、鍛冶工事
岐阜県美濃市

ケーズデンキ島田店新築工事、型

枠工事
静岡県島田市 司企業新築工事、板金工事 愛知県豊田市

DAMZ小出店新築工事、型枠工事 新潟県魚沼市 東芝四日市新築工事、デッキ工事 三重県四日市市

スーパー富士屋焼津新築工事、型

枠工事
静岡県焼津市

KYB岐阜北工場改修工事、鍛冶工

事
岐阜県可児市

旭金属(株)岐阜安八工場新築工事、

型枠工事
岐阜県安八郡安八町

日本トムソン土岐工場改修工事、

鍛冶工事
岐阜県土岐市

マロニー(株)伊那工場新築工事、型

枠工事
長野県伊那市 東濃厚生病院新築工事、鍛冶工事 岐阜県瑞浪市

第6期(2010年度)

大工 その他

現場名(所在地) 現場名(所在地)



興和(株)東部物流センター新築工

事、型枠工事
埼玉県加須市 JR鉄道業務棟改修工事、鍛冶工事 愛知県名古屋市熱田区

DAMZ六日市店新築工事、型枠工

事
新潟県南魚沼市 帝国ピストン改修工事、鍛冶工事 岐阜県可児市

マルハン厚木北店新築工事、型枠

工事
神奈川県厚木市

上飯田第一病院改修工事、鍛冶工

事
愛知県名古屋市北区

JA士幌町食品開発研究棟製品倉庫

新築工事、型枠工事
埼玉県東松山市 ランテック新築工事、鍛冶工事 愛知県小牧市

VEAM見附店新築工事、型枠工事 新潟県見附市 福田三商改修工事、鍛冶工事 愛知県名古屋市南区

佐々木鋳工所新築工事、型枠工事 茨城県常陸太田市 鶯谷高校改修工事、鍛冶工事 岐阜県岐阜市

豊通物流第2三好センター新築工

事、型枠工事
愛知県みよし市 一宮駐輪場改修工事、鍛冶工事 愛知県一宮市

オークワいなべ店新築工事、型枠

工事
三重県いなべ市

豊和繊維工業㈱改修工事、鍛冶工

事
愛知県春日井市

高齢者住宅ろまん新築工事、型枠

工事
三重県津市 NTN能登新築工事、鍛冶工事 石川県羽咋郡志賀町

ヨシズヤ甚目寺店新築工事、型枠

工事
愛知県あま市 KYB金山工場改修工事、鍛冶工事 岐阜県下呂市

第7期(2011年度)

大工 その他

現場名(所在地) 現場名(所在地)



カトーレック(株)倉庫新築工事、型

枠工事
三重県桑名市 エーザイ川島改修工事、鍛冶工事 岐阜県各務原市

イオン東員新築工事、型枠工事 三重県員弁郡東員町 KYB金山工場改修工事、鍛冶工事 岐阜県下呂市

マルハン八戸店新築工事、型枠工

事
青森県八戸市 岐阜裁判所改修工事、鍛冶工事 岐阜県岐阜市

特別養護老人ホームなごみの森新

築工事、型枠工事
福岡県久留米市 名鉄東岡崎駅改修工事、鍛冶工事 愛知県岡崎市

米津北浦工場新築工事、型枠工事 愛知県西尾市 長谷川邸樋修繕工事、鍛冶工事 愛知県名古屋市西区

大成ラミック(株)第2工場新築工

事、型枠工事
埼玉県白岡市

日本ロック技術センター増築工

事、デッキ工事
静岡県浜松市

ネッツトヨタ豊川新築工事、型枠

工事
愛知県豊川市 KYB可児工場改修工事、鍛冶工事 岐阜県可児市

イオンモール水戸店新築工事、型

枠工事
茨城県水戸市

森永乳業中京工場改修工事、鍛冶

工事
愛知県江南市

ハミングプラザVIP新築工事、型枠

工事
新潟県三条市 稲沢市民病院新築工事、鍛冶工事 愛知県稲沢市

東洋ガレージ新築工事、型枠工事 愛知県名古屋市中区 犬山ホテル改修工事、鍛冶工事 愛知県犬山市

大工 その他

現場名(所在地) 現場名(所在地)

第8期(2012年度)



ZENT北名古屋店新築工事、型枠工

事
愛知県名古屋市北区 三菱第8格納庫新築工事、鍛冶工事 愛知県西春日井郡豊山町

コートダジュール岡崎大樹寺店新

築工事、型枠工事
愛知県岡崎市

コストコホールセンター中部空港

新築工事、鍛冶工事
愛知県常滑市

特別支援学校校舎新築工事、型枠

工事
愛知県豊橋市 青山駅改修工事、鍛冶工事 愛知県半田市

川崎重工(株)名古屋第一工場新築工

事、型枠工事
愛知県弥富市 稲沢市民病院新築工事、鍛冶工事 愛知県稲沢市

落合刃物工業㈱敷地内OOD工場棟

新築工事、型枠工事
静岡県菊川市

KYB岐阜北工場改修工事、鍛冶工

事
岐阜県可児市

イオンモール西茶屋新田新築工

事、型枠工事
愛知県名古屋市港区

イーオン名駅校改修工事、鍛冶工

事
愛知県名古屋市中村区

マルハン東三条新築工事、型枠工

事
新潟県三条市

モンテール美濃加茂工場改修工

事、鍛冶工事
岐阜県美濃加茂市

知遊堂三条店新築工事、型枠工事 新潟県三条市
シエルブルー栄新築工事、鍛冶工

事
愛知県名古屋市中区

ハラダ製茶(株)工場新築工事、型枠

工事
静岡県島田市 鶯谷高校改修工事、鍛冶工事 岐阜県岐阜市

フィールRISE天白店新築工事、型

枠工事
愛知県名古屋市天白区 エーザイ川島改修工事、鍛冶工事 岐阜県各務原市

第9期(2013年度)

大工 その他

現場名(所在地) 現場名(所在地)



気仙沼鹿折加工協同組合新築工

事、型枠工事
宮城県気仙沼市

大名古屋ビルヂング(第4期)新築工

事、鍛冶工事
愛知県名古屋市中村区

新宍原物流センター新築工事、型

枠工事
静岡県静岡市

三菱第8格納庫小牧南工場建設工

事、鍛冶工事
愛知県西春日井郡豊山町

三井アウトレットパーク北陸小矢

部新築工事、型枠工事
富山県小矢部市 新ビル(第2期)新築工事、板金工事 愛知県名古屋市中村区

福井村田機械新築工事、型枠工事 福井県越前市
大名古屋ビルヂング(第2期)新築工

事、鍛冶工事
愛知県名古屋市中村区

ラスパ白山ピアゴ倉光店新築工

事、型枠工事
石川県白山市

大名古屋ビルヂング(第1期)新築工

事、デッキ工事
愛知県名古屋市中村区

川崎重工業(株)名古屋第一工場建設

工事、型枠工事
愛知県弥富市 新ビル(第1期)新築工事、板金工事 愛知県名古屋市中村区

グランドピース入善店新築工事、

型枠工事
富山県下新川郡

大名古屋ビルヂング(第3期)新築工

事、デッキ工事
愛知県名古屋市中村区

寿楽苑新築工事、型枠工事 富山県下新川郡 新ビル(第3期)新築工事、鍛冶工事 愛知県名古屋市中村区

和菓子の万寿や新工場建設工事、

型枠工事
三重県伊勢市

森永乳業(株)中京工場改修工事、鍛

冶工事
愛知県江南市

多治見駅北立体駐車場建設工事、

型枠工事
岐阜県多治見市

リンナイ暁工場新築工事、鍛冶工

事
愛知県尾張旭市

第10期(2014年度)

大工 その他

現場名(所在地) 現場名(所在地)



キング観光新築工事、型枠工事 愛知県名古屋市中村区 新ビル(第9期)新築工事、板金工事 愛知県名古屋市中村区

イオン長久手立駐新築工事、型枠

工事
愛知県長久手市 新ビル(第4期)新築工事、鍛冶工事 愛知県名古屋市中村区

ケーズデンキ長岡店新築工事、型

枠工事
新潟県長岡市

コストコ岐阜羽島新築工事(第1

期)、鍛冶工事
岐阜県羽島市

日本ゼネラルフードMHI小牧南給

食センター新築工事、型枠工事
愛知県名古屋市守山区 新ビル(第8期)新築工事、鍛冶工事 愛知県名古屋市中村区

(株)東海理機製作所横根工場組付工

場増築工事、型枠工事
大阪府大阪市 新ビル(第7期)新築工事、鍛冶工事 愛知県名古屋市中村区

アルフレッサ京都(新)京都医薬品セ

ンター新築工事、型枠工事
京都府京都市伏見区 新ビル(第5期)新築工事、鍛冶工事 愛知県名古屋市中村区

さくら保育園園舎移転新築(建築)工

事、型枠工事
愛知県刈谷市

コストコ岐阜羽島新築工事(第2

期)、鍛冶工事
岐阜県羽島市

荒川工業㈱第4工場新築工事、型枠

工事
愛知県日進市 新ビル(第6期)新築工事、鍛冶工事 愛知県名古屋市中村区

三保津波避難施設建設工事、型枠

工事
静岡県静岡市 金城学院大学新築工事、鍛冶工事 愛知県名古屋市守山区

小牧南工場食堂棟新築工事、型枠

工事
愛知県西春日井郡豊山町

リンナイ暁工場新築工事、鍛冶工

事
愛知県尾張旭市

現場名(所在地) 現場名(所在地)

第11期(2015年度)

大工 その他



西尾物流センター新築工事、型枠

工事
愛知県西尾市

新ビル(第10期)新築工事、板金工

事
愛知県名古屋市中村区

アイシンAW西尾新築工事、型枠工

事
愛知県西尾市

新ビル(第13期)新築工事、鍛冶工

事
愛知県名古屋市中村区

松阪特別支援学校新築工事、型枠

工事
三重県松阪市

リンナイ暁工場(第3期)新築工事、

鍛冶工事
愛知県尾張旭市

イオン松本新築工事、型枠工事 長野県松本市 新ビル(第3期)新築工事、鍛冶工事 愛知県名古屋市中村区

カナオカ配送センター新築工事、

型枠工事
埼玉県鴻巣市

リンナイ暁工場(第2期)新築工事、

板金工事
愛知県尾張旭市

救急薬品富山工場新工場棟新築工

事、型枠工事
富山県射水市

リンナイ暁工場(第1期)新築工事、

鍛冶工事
愛知県尾張旭市

フジ技研プレス工場新築工事、型

枠工事
三重県いなべ市 新ビル(第2期)新築工事、板金工事 愛知県名古屋市中村区

京セラ玉城工場新築工事、型枠工

事
三重県度会郡 伊勢競技場新築工事、デッキ工事 三重県伊勢市

うれし野アグリ(株)集出荷及び加工

施設新築工事、型枠工事
三重県松阪市

エナックス常滑新築工事、鍛冶工

事
愛知県常滑市

アウディ静岡東店新築工事、型枠

工事
静岡県静岡市 金城中学校新築工事、鍛冶工事 愛知県名古屋市東区

現場名(所在地) 現場名(所在地)

第12期(2016年度)

大工 その他


