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工    事    経    歴
2012年1月～2012年12月

(株)伊藤工業

施工年 着工月 元  請 工  事  名  称 工  事  場  所  

  2012年  01月    清水建設   椙山小学校地中埋設撤去工事    名古屋市千種区

03月    東レ建設   名古屋文理短大解体工事    名古屋市西区

03月    小原建設   日清紡旧名古屋工場解体工事    名古屋市南区

04月    鴻池組   白壁保育園解体工事    名古屋市北区

04月    清水建設   医師会館解体工事    名古屋市東区

05月 　 アオイ技建   牛巻貯水施設解体工事    名古屋市瑞穂区

05月    鴻池組   公衆保険協会解体工事    名古屋市中村区

06月    清水建設   興和名古屋工場外周万代塀改修工事    名古屋市北区

07月    清水建設   新池町UFJ旧東山家族寮解体工事    名古屋市千種区

07月    清水建設 　ｱﾗﾀ江南工場増設工事    愛知県 一宮市

07月    清水建設   名市大薬学部解体工事    名古屋市瑞穂区

07月    鹿島   蒲郡信用金庫解体工事    名古屋市昭和区

07月    伊藤工業   猪子石住宅取壊し工事    名古屋市名東区

08月    太平工業   太平工業社宅解体工事    愛知県 東海市

08月    清水建設   愛知工業大学解体工事    愛知県瀬戸市

08月    土屋組   名古屋工学院解体工事    名古屋市熱田区

09月    田中荘介商店   西清須住宅取壊し工事    愛知県清須市

09月    田中荘介商店   名電男子寮解体工事    名古屋市千種区

09月    田中荘介商店   鯱ﾊﾞｽ解体工事    名古屋市北区

10月    田中荘介商店   聖十字病院改修工事    岐阜県土岐市

11月    清水建設   東亜合成解体工事    愛知県 東海市

11月    鴻池組   北川工業解体工事    名古屋市中区

12月    田中荘介商店   職業訓練ｾﾝﾀｰ解体工事    愛知県 一宮市

12月 　 名工建設   下之一色雨水調整池築造工事その２    名古屋市中川区
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工    事    経    歴
2013年01月～2013年12月

(株)伊藤工業

施工年 着工月 元  請 工  事  名  称 工  事  場  所  

  2013年  01月    間組   名古屋ｱﾀﾞﾑｽ解体工事    名古屋市西区

           01月    太平工業   産業振興(株)上野台社宅解体工事    愛知県東海市

01月    旭化成ホーム   有元ﾏﾝｼｮﾝ解体工事    名古屋市名東区

02月    田中荘介商店   名工亀島寮解体工事    名古屋市中村区

02月    間組   高蔵寺自衛隊解体工事    愛知県春日井市

02月    安藤建設 　 名古屋芸術大学保育・福祉専門学校南館及び管理棟取壊し工事    名古屋市昭和区

04月    清水建設   宝塚ﾋﾞﾙ解体工事    名古屋市中区

05月    鹿島   ｱｽﾃﾗｽ製薬ビル解体工事    愛知県清須市

05月    田中荘介商店   青井ﾋﾞﾙ解体工事    名古屋市中区

07月    麦島建設   ﾋｻｺﾞﾋﾞﾙ解体工事    名古屋市東区

07月    田中荘介商店   ﾎﾃﾙ南風荘海花解体工事    愛知県蒲郡市

08月    大和リース   三菱東京UFJ銀行大野出張所解体工事    愛知県知多市

09月    清水建設   愛工大食堂棟解体工事    愛知県豊田市

10月    田中荘介商店   旧大垣社会保健ｾﾝﾀｰ解体工事    岐阜県大垣市

10月    鹿島･三井住友   高辻支部池田会館解体工事    名古屋市昭和区

10月    大日本土木   第一生命猪子石寮解体工事    名古屋市名東区

10月    守谷商会   あかつき会館解体工事    名古屋市中区

11月    清水建設   愛知東邦大学ｷｬﾝﾊﾟｽ整備工事    名古屋市名東区

11月    中電不動産   天白ｱﾊﾟｰﾄ撤去工事    名古屋市天白区

11月    荒井組   UR老松ｱﾊﾟｰﾄ解体工事    名古屋市中区

11月    清水建設   日清製粉知多工場Cミル増設工事    愛知県知多市

12月    丸彦･渡辺   王子製紙春日井工場改修工事    愛知県春日井市

12月    田中荘介商店   安田･若林低解体工事    名古屋市中村区

12月    トップウェル   三浦工業旧名古屋ﾋﾞﾙ解体工事    愛知県清須市
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工    事    経    歴
2014年01月～2014年12月

(株)伊藤工業

施工年 着工月 元  請 工  事  名  称 工  事  場  所  

  2014年  03月    清水建設   三菱203工場解体工事    愛知県清須市

           03月    りんかい日産   三重日立解体工事    三重県四日市市

04月    りんかい日産   ﾃﾂｹﾞﾝ巽ヶ丘社宅解体工事    愛知県東海市

04月    田中荘介商店   ﾘｿﾞｰﾄﾄﾗｽﾄ解体工事    名古屋市中区

06月    穴吹工務店   JR岐阜加納社宅解体工事    岐阜県岐阜市

06月    大林組   東海ﾗｼﾞｵ放送(株)七宝送信所    愛知県あま市

06月    JR東海建設   東消防暑ｾﾐﾘﾆｭｰｱﾙ改修工事    名古屋市東区

07月    清水建設   加藤化学独身寮建替工事    愛知県知多郡美浜

08月    安藤･間   河村電器産業(株)本地工場各種改修工事    愛知県瀬戸市

08月    徳倉建設   東名阪自動車道御在所SAｶﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ改修    三重県四日市市

08月    マルイ建工   RC造3階建某ﾋﾞﾙ解体工事    名古屋市中区

09月    大林組   ﾚｺﾞﾗﾝﾄﾞｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ敷地外工事    名古屋市港区

09月    名工建設   竹橋仮泊所建物撤去その他工事    名古屋市中村区

09月    猪野組   知多配水場施設撤去工事    愛知県春日井市

09月    麦島建設   鈴木製作所解体工事    名古屋市瑞穂区

09月    共立建設   宝ｶﾞ丘ﾋﾞﾙ解体工事    名古屋市名東区

09月    前田建設工業   仮称)亀島一丁目計画に伴う解体工事    名古屋市中村区

10月    日本建設   日本通運(株)名古屋支店下広井計画    名古屋市中村区

10月    菱重興産   名航主翼ｾﾝﾀｰ食堂･ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾎｰﾙ他撤去工事    名古屋市港区

10月    清水建設   納屋橋東地区再開発事業    名古屋市中区

11月    清水建設   興和(株)ｼﾃｨｰﾎﾟｲﾝﾄﾋﾞﾙ解体撤去工事    名古屋市中区

11月    大日本土木 　小牧（24）補給倉庫新設工事　旧補給倉庫解体工事   愛知県小牧市

12月    大日本土木 　社会法人　杏嶺会　一宮医療療育ｾﾝﾀｰ新築工事   愛知県尾西市


