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№ 発注者 所在地 工事名（構造物名） 施工

1 奈良県 奈良 なら歴史芸術文化村建設工事 森下組

2 松戸市 千葉 松戸市リサイクルプラザ建設工事 淺沼組

3  ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント 北海道 北海道ボールパークＦビレッジ 大林組・岩田地崎建設

4 大和ハウス工業 宮城 プレミスト西公園新築工事 日本国土開発

5 野村不動産株式会社 宮城  (仮称)本町二丁目Ⅰ新築工事 福田組

6 日本電設工業 宮城 NDK仙台東ビル新地工工事　 仙建工業

7 野村不動産 宮城 (仮称)二日町Ⅱ南計画 新築工事

8 丸八倉庫 埼玉 所沢亀ケ谷倉庫新築工事 清水建設

9 日神管財 東京 　(仮称)墨田区東向島5丁目計画新築工事 信城建設

10 東急不動産 東京 江東区亀戸6丁目計画新築工事 日本国土開発

11 LANDIC 福岡 デュレジア薬院テラス新築工事 旭工務店

２０２１年度

日本コンクリート技術㈱
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№ 発注者 所在地 工事名（構造物名） 施工

1 国立研究開発法人量子科学技術 研究開発機構 青森 ブランケット工学試験棟新築工事 錢高組

2 石巻市 宮城 石巻市複合文化施設建設建築工事 大成建設・丸本組

3 長崎県 長崎 長崎魚市場西棟２・３期建設工事（２工区） 上滝・本間

4 長崎県 長崎 県立長崎図書館郷土資料センター（仮称） 上滝・三基・長崎大建設JV

5 ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント 北海道 北海道ボールパークＦビレッジ 大林組・岩田地崎建設特定建設

6 フージャースコーポレーション 山形 デュオヒルズ山形七日町タワー りんかい日産・千歳建設

7 関電不動産開発 宮城 シエリアタワー仙台青葉通 奥村組・平野組

8 ジェイアール東日本都市開発 宮城 （仮称）長町駅東口開発計画 福田組・仙建工業 

9 H.I.S.ホテルホールディングス 宮城  (仮称)仙台市青葉区一番町ホテル計画工事 大和ハウス工業

10 大和ハウス工業(株) 宮城 プレミスト西公園新築工事 日本国土開発

11 学校法人 東北学院 宮城 (仮称)東北学院大学五橋キャンパス新築工事 竹中工務店・銭高組・橋本店・仙建工業

12 野村不動産(株) 宮城 (仮称)本町二丁目Ⅰ新築工事 福田組

13 穴吹工務店 栃木 パークナード栃木駅前サーパスレジデンス パナソニック ホームズ北関東

14 (株)東京日商エステム 東京 (仮称)エステムプラザ北品川 後藤組

15 青山メインランド 東京 (仮称)メインステージ入谷Ⅵ 後藤組

16 東京日商エステム 東京 エステムプラザ北品川新築工事 後藤組

17 三交不動産 三重 （仮称）四日市市諏訪栄町計画新築工事 奥村組

18 穴吹工務店 岡山 サーパス倉敷市役所前 穴吹工務店・梶岡建設

２０２０年度

日本コンクリート技術㈱
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№ 発注者 所在地 工事名（構造物名） 施工

1 防衛省　北海道防衛局 北海道 根室（３０）東基地局舎新設等建築その他工事 鉄建建設・宮坂建設工業

2 防衛省　北関東防衛局 東京 朝霞(３０)新庁舎 淺沼組

3 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 東京 有明体操競技場新築工事 清水建設

4 和歌山県 和歌山 和歌山北高校北校舎体育館大規模改造建築工事 保田組

5 和歌山県 和歌山 海草振興局建設部庁舎建築工事 保田組

6 四日市市 三重 海蔵小学校改築工事 中村組

7 五條市 奈良 五條市立養護老人ホーム花咲寮建設工事 大日本土木・キタムラ

8 (株)フージャースコーポレーション 山形 デュオヒルズ山形七日町タワー りんかい日産・千歳建設

9 ダイワロイヤル 宮城 (仮称）ダイワロイネットホテル仙台一番町新築工事 大和ハウス工業

10 興人ライフサイエンス 宮城 興人ライフサイエンス研究棟新築工事 三井住友建設

11 野村不動産(株) 宮城 プラウドタワー仙台晩翠通セントラル 福田組 東北支店

12 関電不動産開発 宮城 新寺2丁目マンションプロジェクト新築工事 錢高組

13 関電不動産開発 宮城 仙台市青葉区大町１丁目マンションプロジェクト新築工事 奥村組・平野組

14 穴吹工務店 福島 サーパス長者プレミアコート 穴吹工務店

15 社会医療法人 あさかホスピタル 福島 あさかホスピタルB棟本館改築工事 フジタ

16 ㈱穴吹工務店 茨城 サーパス水戸駅南平和公園 穴吹工務店

17 野村不動産 千葉 (仮)海浜幕張・サービス付き高齢者向け住宅計画 熊谷組

18 日本郵便 東京 (仮称)JP恵比寿西賃貸マンション 淺沼組

19 日神管財 東京 (仮称）足立区江北6丁目計画新築工事 信城建設

20 (株)オープンハウス・ディベロップメント 東京 仮称)オープンレジデンシア　若葉1丁目新築工事 (株)オープンハウス・アーキテクト

２０１９年度

日本コンクリート技術㈱
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№ 発注者 所在地 工事名（構造物名） 施工

1 国土交通省　東北地方整備局 岩手 高田松原国営追悼・祈念施設（仮称）管理棟建築工事 西松建設

2 東京オリンピック・パラリンピック競技大会 組織委員会 東京 有明体操競技場新築工事 清水建設

3 防衛庁　沖縄防衛局 沖縄 陸自宮古島(29)隊庁舎(A)等新設建築工事 熊谷組・共和産業・佐平建設

4 長崎県 長崎 新長崎警察署(仮称)新築工事 戸田・上滝・中嶋JV

5 昭島市 東京 （仮称）教育福祉総合センター建設工事 淺沼組・カトービルド・扶桑

6 大田区 東京 大森第四小学校改築工事 淺沼組　

7 浅川清流環境組合 東京 （仮称）新可燃ごみ処理施設工事 日立造船・五洋建設

8 四日市市 三重 海蔵小学校改築工事（建築工事） 中村組

9 宇和島市 愛媛 宇和島駅前複合施設　建築工事 一宮工務店

10 鹿児島市 鹿児島 中山小学校屋内運動場新築本体工事 阿久根・小牧

11 東新住販 宮城 美田園五丁目マンション　アドグランデ美田園テラス新築工事 大木建設

12 三井不動産レジデンシャル 宮城 （仮称）パークタワー長町　　「パークタワーあすと長町」新築工事 大林組

13 アトリウム 宮城 エルスタンザ大町 福田組

14 オープンハウス・ディベロップメント 宮城 オープンレジデンシア六義園 山手プレイス オープンハウス・アーキテクト

15 関電不動産開発 宮城 新寺2丁目マンションプロジェクト新築工事 錢高組

16 野村不動産 宮城 プラウド勾当台公園新築工事 銭高組

17 野村不動産 宮城 プラウド上杉三丁目Ⅱ新築工事 福田組

18 野村不動産 宮城 プラウド二日町　南棟 福田組

19 三井不動産レジデンシャル・新日鉄興和不動産 東京 (仮称)中央区日本橋小舟町計画 三井住友建設

20 住友不動産 東京 （仮称）中野区南台５丁目計画新築工事 淺沼組

21 フジタ開発事業部 東京 （仮）西池袋5丁目共同住宅新築工事 後藤組

22 第一交通産業 東京 アーバンパレス照葉（仮称）新築工事 福田組

23 プロパティエージェント 東京 (仮称)クレイシア八丁堀新築工事 後藤組

24 オープンハウス・ディベロップメント　　　 東京 (仮称)オープンレジデンシア下落合3丁目新築工事 オープンハウス・アーキテクト

25 フージャースコーポレーション 東京 (仮称)竜泉2丁目計画新築工事 後藤組

26 フージャースコーポレーション 東京 （仮称）台東区竜泉2丁目計画新築工事 後藤組

27 穴吹工務店・吉原組 新潟 サーパス新潟駅サウスガーデン新築工事 穴吹工務店

28 JR東海 大阪 うめきた2期区域基盤整備JR東海道線支線地下化新駅設置工事 鴻池組

29 東急不動産 大阪 ブラウンズタワープロジェクト豊崎３丁目新築工事 大林組

30 穴吹工務店 岡山 サーパス老松新築工事 穴吹工務店

31 東亜工業 広島 (仮称)新東亜ビル新築工事 鴻池組

32 ホクリヨウ 沖縄 多賀城GP工場新築工事 五洋建設

２０１８年度

日本コンクリート技術㈱
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№ 発注者 所在地 工事名（構造物名） 施工

1 防衛省　九州防衛局 長崎 相浦（28）宿舎等新設建築工事（その1） ㈱上滝

2 東北大学 宮城 東北大学（青葉山3）ユニバーシティ・ハウス等整備事業 大和リース

3 東京都 東京 都営住宅27Ｈ-108東（大田区本羽田二丁目第2）工事 河津建設・松本建設

4 神奈川県 神奈川 県営横山団地公営住宅建築工事（5期第1工区） アイグステック

5 長崎県 長崎 長崎県立盲学校新実習棟新築工事 上滝・本間建設

6 長崎県 長崎 長崎県立・大村市立一体型図書館及び大村市歴史資料館(仮称) 戸田建設

7 昭島市 東京 （仮称）教育福祉総合センター 淺沼組・カトー・扶桑建設

8 高松市 香川 高松市新病院（仮称）新築工事 西松建設・合田工務店

9 三井不動産レジデンシャル、伊藤忠都市開発 宮城 (仮称)太白区あすと長町一丁目計画 新築工事 大林組

10 野村不動産 宮城 プラウド錦町二丁目 福田組

11 野村不動産 宮城 (仮称)二日町計画新築工事 錢高組

12 穴吹工務店 福島 サーパス清水台グランゲート新築工事 郡山生コン日和田㈱

13 オープンハウス・ディベロップメント 東京 (仮称)オープンレジデンシア北品川1丁目新築工事 オープンハウス・アーキテクト

14 オープンハウス・ディベロップメント 東京 (仮称)オープンレジデンシア西日暮里4丁目新築工事 オープンハウス・アーキテクト

15 オープンハウス・ディベロップメント 東京 (仮称)オープンレジデンシア中野本町6丁目新築 オープンハウス・アーキテクト

16 東京日商エステム 東京 （仮称）エステムプラザ湯島2丁目新築工事 後藤組

17 野村不動産・日生不動産 新潟 新潟中央米山3丁目計画 福田組

18 穴吹工務店 静岡 サーパス三島東町レジデンス 穴吹工務店

19 セキスイハイム東海 愛知 (仮称)タワー・ザ・ファースト名古屋栄 淺沼組

20 東急不動産、住友商事 大阪  (仮称)ブランズタワープロジェクト豊崎三丁目新築工事 大林組

21 日本通運 兵庫 (仮称)日本通運㈱姫路支店 竜野新倉庫建設工事 ナカノフドー建設

22 広島国際学院 広島 広島国際学院高校新校舎建設工事 安藤・間

23 東亜興業 広島 (仮称)新東亜ビル新築工亊 鴻池組

２０１７年度

日本コンクリート技術㈱


