
経　　　　　歴 （S５３年～H１９年まで省略、主現場のみ記載）

 平成20年 極東製薬工業 改修工事 ㈱テクノ菱和 空調 北茨城市
いわき市文化交流施設整備等事業2期 新築工事 衛生 いわき市
日立建機常陸那珂臨港工場 新築工事 大成設備㈱ 衛生 常陸那珂市
生化学工業高萩工場 改修工事 空衛 高萩市
オハヨ－乳業 改修工事 空調 鉾田市
吉野工業所筑波工場 改修工事 空調 つくば市
日立建機ひたちなか第一工場 改修工事 ㈱テクノ菱和 空調 常陸那珂市
ｱﾙﾃ第一工場(D棟) 増築工事 ㈱テクノ菱和 衛生 北茨城市
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾚﾄﾚ-古河工場 改修工事 ㈱テクノ菱和 空調 古河市
ｱﾙﾊﾟｲﾝﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ 改修工事 ダイダン㈱ 空調 いわき市
ニコン水戸製作所 新築工事 ㈱テクノ菱和 空衛 水戸市
ﾕﾆﾊﾞ-ｻﾙ製缶結城工場 改修工事 ㈱テクノ菱和 空調 結城市
ｵﾘｴﾝﾀﾙﾓ-ﾀ-つくば事業所 新築工事 衛生 つくば市

 平成2１年 ｱｽﾃﾗｽ製薬合成技術研究所第２研究棟 新築工事 ㈱テクノ菱和 衛生 高萩市
茨城空港ﾀｰﾐﾅﾙ新築工事 新築工事 大成設備㈱ 衛生 小美玉市
日本ｹﾐｺﾝ高萩工場増築工事 増築工事 ㈱テクノ菱和 空調 高萩市
大洗ｱｳﾄﾚｯﾄ２期工事 新築工事 ㈱ユアテック 空衛 大洗市
みどり化学福島工場増築工事 増築工事 衛生 富岡市
農業環境研究所微生物研究棟 改修工事 ㈱テクノ菱和 空調 つくば市
霞ヶ浦ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞｸﾗﾌﾞﾊｳｽ新築工事 増築工事 ㈱テクノ菱和 衛生 土浦市
水戸総合病院新築工事 新築工事 ㈱藤設備 衛生 勝田市

 平成２２年笠間東洋ＧＣ厨房改修工事 改修工事 ダイダン㈱ 衛生 笠間市
㈱潤工社ＫＯＣ第２期工事 新築工事 ㈱テクノ菱和 空衛 笠間市
ｷﾘﾝﾋﾞｰﾙ取手工場特殊製法品製造棟 新築工事 ㈱テクノ菱和 空衛 取手市
生化学工業安定性試験室設置工事 新築工事 ㈱テクノ菱和 空衛 高萩市
ｱｽﾃﾗｽ製薬第１研究棟改修工事 改修工事 ㈱テクノ菱和 衛生 高萩市
共同印刷㈱守谷工場産業資材棟 新築工事 ㈱テクノ菱和 空調 守谷市
ﾆｺﾝ水戸製作所305号館２期工事 改修工事 ㈱テクノ菱和 空調 水戸市
遼東化学工業㈱新工場棟 新築工事 ㈱テクノ菱和 空衛 柏市
ﾌｼﾞｼｰﾙ筑波工場５期工事 改修・新築 ㈱テクノ菱和 空衛 阿見町
某基地庁舎新設機械棟 新築工事 ダイダン㈱ 衛生 -

 平成２３年そら・みじょうデイサービス 改修工事 ㈱平成 消火 いわき
アルプス電気㈱小名浜工場 復旧工事 ダイダン㈱ 空衛 いわき
舞子浜病院 復旧工事 不二熱学工業㈱ 空衛 いわき
大洗研冷却系機器開発試験施設 外構工事 ㈱テクノ菱和 衛生 東海村
常総福祉センター 新築工事 ㈱テクノ菱和 空衛 常総市
第一三共プロファーマ小名浜工場 改修工事 ㈱テクノ菱和 空衛 いわき
横浜植防つくば 新築工事 大成設備㈱ 空衛 つくば市
レジデンス桜子高齢者住宅 新築工事 ㈱ユアテック 衛生 会津若松市
スパーク３号店 新築工事 ㈱テクノ菱和 衛生 霞ヶ浦市
葵の園老人ホーム 新築工事 ダイダン㈱ 空衛 常総市
東北電子いわき工場 新築工事 藤井産業㈱ 衛生 いわき

 平成２４年福山通運(株)土浦 建替工事 ダイダン㈱ 空衛 土浦市
日本食研製造㈱千葉工場3期 増築工事 不二熱学工業㈱ 空衛 成田市
リオンドール美里店 新築工事 藤井産業㈱ 衛生 会津美里
小名浜海陸㈱6号車庫 新築工事 ㈱平成 消火 いわき市
日立ｵｰﾄﾓﾃｨﾌﾞｼｽﾃﾑｽﾞ㈱本館棟 新築工事 ㈱テクノ菱和 空衛 佐和
ﾕﾆﾁｬｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ㈱棚倉工場 増設工事 ダイダン㈱ 空調 棚倉町
㈱磐城無線研究所工場 新築工事 ㈱ユアテック 衛生 いわき市
ﾕﾆﾊﾞ-ｻﾙ製缶結城工場 改修工事 ㈱テクノ菱和 空調 結城市
ｵﾘｴﾝﾀﾙﾓ-ﾀ-つくば事業所 新築工事 ㈱テクノ菱和 衛生 つくば市
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平成２５年 ＮＯＫ茨城工場 新築工事 東洋熱工業㈱ 空調 磯原
東京藝術大学学生寮 新築工事 日本ファシリオ㈱ 衛生 綾瀬
石井内科クリニック 新築工事 ㈱ユアテック 衛生 いわき
東松戸ｻｰﾋﾞｽ付高齢者住宅 新築工事 協栄工業㈱ 衛生 松戸
日本ハムファクトリー工場 増築工事 ダイダン㈱ 衛生 筑西
日本ハムファクトリー工場 増築工事 不二熱学工業㈱ 衛生 筑西
霞ヶ浦（震災２３）格納庫 新築工事 ㈱テクノ菱和 衛生 霞ヶ浦

平成２６年 コスモメディカルサポートいわき 新築工事 大和ハウス工業㈱ 空衛 いわき
古河電池製造ライン 増築工事 ダイダン㈱ 空衛 いわき
なこそ病院 新築工事 ダイダン㈱ 空衛 いわき
キャレック物流倉庫 新築工事 藤井産業㈱ 空衛 いわき
マックス太平寺店立体駐車場 新築工事 中央理化工業㈱ 消火 福島
三宝保育園 新築工事 ㈱ユアテック 衛生 いわき
クレハ化学新研究棟 新築工事 ダイダン㈱ 空衛 いわき
サンフレックス永谷園新工場 新築工事 ㈱ユアテック 衛生 いわき

平成２７年 ケアタウンパノラマ 改修工事 ㈱平成 消火 いわき
ホギメディカルサポート 増築工事 ㈱テクノ菱和 衛生 牛久
扶桑薬品工業㈱第２製剤棟 増築工事 ㈱テクノ菱和 空調 高萩
赤間マンション 新築工事 コバックス㈱ 衛生 福島
ドームいわきベース 新築工事 ダイダン㈱ 空衛 いわき
福島医療サービスマンション 新築工事 コバックス㈱ 衛生 福島
アステラス高萩 改修工事 ㈱テクノ菱和 空調 茨城
（下記受注現場）
エリエールプロダクツ 新築工事 ㈱ナカムラ 衛生 いわき
東日本スライサー工場 建替工事 ㈱オーム電気 消火 いわき
大和電線工業㈱工場 新築工事 ㈱ユアテック 空調 いわき
（下記受注予定現場）
ホテルオーシャンロックヒロノ 新築工事 城南産業㈱ 衛生 いわき
石川町役場新庁舎 建設工事 東洋熱工業㈱ 空衛 石川町
復興公営住宅整備北区 整備工事 コバックス㈱ 衛生 南相馬
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