
事業実績 南雲建設（1）

発注者 工事名称 工事場所 着工年月

南雲泰司 三陽工業工場新築工事 東京都 35年以前

渡近親一 渡辺邸新築工事 東京都 35年以前

青木條蔵 青木邸新築工事 東京都 35年以前

榊原徳次郎 金徳商店新築工事 東京都 35年以前

㈲杉山商店 杉山家具センター新築工事 東京都 35年以前

萩原盛蔵 萩原荘新築工事 東京都 35年以前

小原商店 小原アパート新築工事 東京都 35年以前

佐是義正 佐是アパート新築工事 東京都 35年以前

石井　等 石井等商店倉庫新築工事 東京都 35年以前

小原清助 小原商店新築工事 東京都 35年以前

渡辺一夫 工場住宅新築工事 東京都 35年以前

酒寄栄司 酒寄邸増築工事 東京都 35年以前

吉村カホル 吉村アパート新築工事 東京都 35年以前

河崎ラケットエ業㈱ 事務所棟新築工事 東京都 35年以前

河崎ラケットエ業㈱ 赤羽工場第一期工事 東京都 35年以前

河崎ラケットエ業㈱ 赤羽工場第二期工事 東京都 35年以前

平野わか 平野邸新築工事 東京都 35年以前

神田実美 神田邸新築工事 東京都 35年以前



事業実績 公共工事（1）

発注者 工事名称 工事場所 着工年月

荒川区 仮称荒川区立第二西尾久福祉館新築工事 東京都 S51年2月

荒川区 荒川区立心身障害者福祉センター増築工事 東京都 S52年2月

荒川区 荒川区災害備蓄倉庫新築工事 東京都 S52年11月

日本住宅公団 52-東民-26号(久我忠一)建設工事 東京都 S53年4月

荒川区 尾久西小学校体育館新築工事 東京都 S54年6月

日本住宅公団 53-東民施-2号(丸山和英)建設工事 東京都 S54年6月

神栖町 神栖町営住宅新築工事 茨城県 S55年5月

日本住宅公団 55-東民施-11号(熱海正雄)建設工事 東京都 S55年6月

神栖町 55単町幹線工事 茨城県 S55年12月

神栖町 神栖町営住宅屋外給排水衛生設備工事 茨城県 S55年12月

法務省 東京拘置所渡廊下その他新営工事 東京都 S56年1月

荒川区 荒川警察署庁舎改築工事 東京都 S56年6月

荒川区 荒川区立第一狭田小学校第3期建築工事 東京都 S56年6月

荒川区 荒川区庁舎建築造修工事 東京都 S56年9月

神栖町 56単町筒井地区幹線排水路工事 茨城県 S56年9月

束京国悦局 荒川集中書庫新築工事 東京都 S56年11月

神栖町 団体営圃場整備事業息栖地区排水機場工事 茨城県 S56年10月

麻牛町 麻生町営住宅新築工事 茨城県 S57年1月

神栖町 排水機場附帯工事 茨城県 S57年2月

神栖町 息水地区ゲートエ事 茨城県 S57年3月

住宅･都市整備公団 光ヶ丘第3エステート第2住宅 東京都 S57年4月

荒川区 荒川区南千住図書館第2期建設工事（1） 東京都 S57年7月

神栖町 神栖町営海浜住宅建設工事 茨城県 S57年7月

神栖町 58単町公下第15号 茨城県 S58年10月

神栖町　 59単町公下第11号 茨城県 S59年8月

東京都 都立医療技術短期大学(仮称)新築工事 東京都 S59年9月

住宅･都市整備公団東京支社

59-東民-85号-(野村美代子）建設工事 東京都 S60年2月



事業実績 三芳建設（2）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

丸山はる 東京都 S36年２月 野村　広 東京都 S37年９月

丸山邸新築工事 野村アパート新築工事

古俣幹雄 東京都 S36年３月 島田裕代 東京都 S37年９月

古俣邸新築工事 島田邸新築工事

浦壁啓吉 東京都 S36年４月 渡辺親一 東京都 S37年10月

浦壁邸新築工事 渡辺アパート新築工事

野村　広 東京都 S36年６月 春日政吉 東京都 S37年11月

野村アパート新築工事 春日アパート新築工事

佐是義正 東京都 S36年７月 菅野善一 東京都 S37年12月

佐是アパート新築工事 菅野アパート新築工事

関口木工所 東京都 S36年８月 高野和雄 東京都 S37年12月

工場新築工事 高野邸新築工事

立川恵－ 東京都 S36年８月 光陽社㈱ 東京都 S37年12月

立川邸新築工事 小台工場新築工事

山田芳一 千葉県 S36年11月 光陽社㈱ 東京都 S37年12月

山田邸新築工事 エンドレス研磨ベルトエ場

斉藤清文 千葉県 S36年11月 山口三郎 東京都 S38年２月

斉藤邸新築工事 山口邸新築工場

正札菊治 埼玉県 S37年１月 伊藤忠雄 東京都 S38年３月

正札邸新築工事 伊藤邸新築工事

宇梶勝政 東京都 S37年２月 川島正夫 東京都 S38年３月

宇梶邸新築工事 川島邸新築工事

水野光徹 東京都 S37年３月 沢橋久吉 東京都 S38年３月

水野アパート新築工事 沢橋工場寮新築工事

久住進一 東京都 S37年４月 河崎ラケット㈱ 東京都 S38年３月

久住邸新築工事 河崎ラケッド工場新築工事

青木岱三 東京都 S37年４月 福島菊三郎 東京都 S38年４月

青木邸新築工事 福島アパート新築工事

丸紅山口自転車 東京都 S37年４月 内田茂一郎 東京都 S38年４月

工場新築工事 内田邸新築工事

立川すみゑ 東京都 S37年６月 中央工芸社 東京都 S38年５月

立川アパート新築工事 中央工芸工場新築工事

小林正人 東京都 S37年８月 田中栄蔵 東京都 S38年６月

小林塗装工場工事 田中ベニヤ倉庫新築工事

若林　孝 東京都 S37年９月 渡辺千代造 東京都 S38年６月

若林邸新築工事 渡辺邸新築工事

山口二郎 東京都 S37年９月 石井精一 東京都 S38年６月

山口アパート新築工事 石井ビル新築工事



事業実績 三芳建設（3）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

中川一郎 東京都 S38年 7月 山本和夫 東京都 S39年10月

　中川アパート新築工事 　山本邸新築工事

島村淳一 東京都 S38年10月 河崎ラケットエ業㈱ 埼玉県 S39年10月

　島村邸増築工事 　埼玉工場第一期新築工事

福島菊三郎 東京都 S38年11月 渡辺親－ 東京都 S39年11月

　福島アパート新築工事 　渡辺アパート新築工事

柄沢時雄 東京都 S39年 3月 先陽研磨材㈱ 東京都 S39年11月

　柄沢邸新築工事 　工場改修工事

和光製本㈲ 東京都 S39年 3月 神田工事㈱ 東京都 S39年11月

　和光製本新築工事 　住宅･事務所新築工事

志摩亮夫 神奈川県 S39年 4月 (財)自動車産業振興協会 東京都 S39年12月

　関来衝機㈱工場新築工事 　試験室他新築工事

水野光徹 東京都 S39年 4月 近藤重輝 東京都 S40年 2月

　水野邸･アパート新築工事 　不二屋食堂新築工事

戸田敏雄 東京都 S39年 4月 伊藤忠雄 東京都 S40年 3月

　戸田邸新築工事 　伊藤邸新築工事

小林治夫 東京都 S39年 4月 東京自転車産業技術指導所 東京都 S40年 3月

　内装工事 　工場改修工事

立川幸司 東京都 S39年 6月 三葉精工㈱ 東京都 S40年 3月

　立川アパート新築工事 　三葉精工工場､宿舎新築工事

佐是義正 東京都 S39年 6月 石井等商店㈱ 東京都 S40年 4月

　佐是アパート新築工事 　店舗付社宅新築工事

原　安定 東京都 S39年 6月 坂森商店㈱ 埼玉県 S40年 4月

　木造アパート改修工事 　工場補修工事

三陽工業㈱ 東京都 S39年 7月 河崎ラケットエ業㈱ 埼玉県 S40年 5月

　三陽工業工場新築工事 　埼玉工場新築工事

堤　祥子 東京都 S39年 7月 秋田義一 東京都 S40年 6月

　堤邸新築工事 　秋田アパート新築工事

菅野善一 東京都 S39年 7月 石井　等 東京都 S40年 7月

　菅野邸新築工事 　石井邸新築工事

志摩亮平 東京都 S39年 8月 山内健樹 埼玉県 S40年 8月

　志摩邸新築工事 　山内邸新築工事

志摩亮平 東京都 S39年 8月 日比谷商事㈱ 東京都 S40年 9月

　志摩アパート新築工事 　店舗工場新築工事

近藤重輝 東京都 S39年 8月 久住進一 東京都 S40年10月

　近藤ビル改修工事 　久住邸新築工事

隆　稚久 東京都 S39年 9月 中嶌英雄 神奈川県 S40年10月

　隆邸新築工事 　中嶌邸新築工事



事業実績 三芳建設（4）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

河崎ラケットエ業㈱ 埼玉県 S41年 1月 小林公司 埼玉県 S42年 2月

　埼玉工場道路工事 　小林木工埼玉工場新築工事

栗原都子夫 埼玉県 S41年 1月 三陽工業㈱ 東京都 S42年 3月

　栗原邸新築工事 　エ場新築工事

古沢　勇 埼玉県 S41年 1月 滝川誠男 東京都 S42年 4月

　古沢邸新築工事 　滝川邸新築工事

竹野清四郎 埼玉県 S41年 1月 浅井久男　 東京都 S42年 6月

　竹野邸新築工事 　浅井邸新築工事

小林公司 東京都 S41年 1月 太田祐司 東京都 S42年 7月

　小林アパート新築工事 　太田邸新築工事

旭電化㈱ 東京都 S41年 2月 山口　博 東京都 S42年 8月

　常備一般設備工事 　日本電設工場新築工事

㈱立川製鑵 東京都 S41年 2月 大蔵正則 埼玉県 S42年 8月

　寮新築工事 　大蔵邸新築工事

河崎ラケットエ業㈱ 東京都 S41年 3月 鈴木晴雄 東京都 S42年 8月

　木材置場新築工事 　鈴木邸新築工事

川上　薫 東京都 S41年 5月 中村　茂 埼玉県 S42年 9月

　工場･事務所新築工事 　中村邸新築工事

水谷ふみ子 東京都 S41年 6月 ㈱立川製鑵 埼玉県 S42年10月

　店舗改造工事 　埼玉工場第三期工事

森本喜三郎 東京都 S41年 6月 日比野満 神奈川県 S42年10月

　工場･住宅新築工事 　日比野邸新築工事

日都興業㈱ 静岡県 S41年 6月 ㈱立川製鑵 埼玉県 S43年 2月

　冷蔵庫新築工事 　立川製鑵工場第一期工事

中央工芸㈱ 東京都 S41年 7月 旭電化㈱ 東京都 S43年 3月

　倉庫新築工事 　旭電化工場新築工事

清水清子 埼玉県 S41年 9月 日東冶金㈱ 神奈川県 S43年 3月

　清水邸新築工事 　工場･倉庫新築工事

内海太弥 千葉県 S41年 9月 光陽社･戸次・創 東京都 S43年 4月

　内海邸新築工事 　浴場新築工事

福井靴木型製作所 東京都 S41年 9月 斉藤清文 千葉県 S43年 4月

　工場･宿舎新築工事 　斉藤邸新築工事

小原重太郎 神奈川県 S41年 9月 吉村澄子 東京都 S43年 4月

　小原邸新築工事 　吉村アパート新築工事

河崎ラケットエ業㈱ 埼玉県 S41年11月 島田親男 東京都 S43年 6月

　塗装･製材製棒工場新築工事 　島田アパート新築工事

河崎ラケットエ業㈱ 埼玉県 S42年 2月 中野善四郎 東京都 S43年 7月

　埼玉工場新築工事 　中野邸新築工事



事業実績 三芳建設（5）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

中嶋源之助 東京都 S43年10月 勝又　茂 東京都 S44年11月

　日東ビル第一期工事 　勝又邸増築工事

増木一浩 千葉県 S43年11月 日商電材㈱ 埼玉県 S45年１月

　増木邸新築工事 　吉川工場新築工事

立川秀男 埼玉県 S43年11月 小林(天馬自転車) 東京都 S45年１月

　立川邸新築工事 　小林ビル新築工事

大原稲美治 埼玉県 S43年12月 福井木型製作所 東京都 S45年１月

　大原邸新築工事 　浅草貸事務所新築工事

坂爪信雄 埼玉県 S44年２月 中央工芸㈱ 茨城県 S45年３月

　坂爪邸増築工事 　鹿島家具センター新築工事

㈱山手木型製作所 東京都 S44年４月 奥野真治 東京都 S45年10月

　工場･住宅新築工事 　奥野邸新築工事

日東地所㈱ 東京都 S44年５月 木村俊夫 神奈川県 S45年11月

　事務所新築工事 　木村邸新築工事

和久三郎･中嶋源之助 東京都 S44年５月 小林公司 埼玉県 S45年12月

　文明堂･大王証券ﾋﾞﾙ新築工事 　越谷貸倉庫新築工事

㈱石井商店 東京都 S44年６月 ㈲鈴木鍍金工業所 東京都 S45年12月

　石井ビル新築工事 　工場新築工事

㈲杉山商店 東京都 S44年６月 水谷道明 神奈川県 S46年１月

　杉山ビル新築工事 　水谷マンション新築工事

みすず製作所 愛知県 S44年６月 鈴木喜久 東京都 S46年２月

　工場新築工事 　鈴木マンション新築工事

吉田幸次 東京都 S44年６月 関根義雄 東京都 S46年２月

　吉田邸新築工事 　関根邸新築工事

高橋鉄守 東京都 S44年７月 中台　寿 東京都 S46年３月

　高橋邸新築工事 　中台邸新築工事

内田　実 東京都 S44年８月 ㈱出崎 東京都 S46年３月

　内田アパート新築工事 　ボイラー小屋設置工事

中嶋源之助 東京都 S44年８月 大平福寿 東京都 S46年４月

　中嶋ビル増築工事 　大洋ビル新築工事

河崎ラケットエ業㈱ 埼玉県 S44年８月 鈴木勝明 東京都 S46年４月

　厚生施設新築工事 　鈴木邸新築工事

三陽工業㈱ 東京都 S44年８月 江口正秀 東京都 S46年５月

　事務所･住宅新築工事 　店舗住宅新築工事

相原高司 東京都 S44年９月 水間光雄 東京都 S46年５月

　工場･寮新築工事 　水間邸新築工事

鈴木歯科 東京都 S44年11月 高橋佐吉 東京都 S46年５月

　鈴木歯科新築工事 　高橋邸新築工事



事業実績 三芳建設（6）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

㈱石井等商店 東京都 S46年６月 青山秀雄 東京都 S47年７月

　倉庫新築工事 　スーパー青山新築工事

田中　守 埼玉県 S46年６月 水沢聰治 東京都 S47年７月

　田中邸新築工事 　水沢ビル新築工事

㈲杉山商店 東京都 S46年６月 秋山國義 東京都 S47年７月

　ショールーム新築工事 　秋山邸新築工事

神谷英蔵 埼玉県 S46年７月 田辺製薬㈱ 埼玉県 S47年７月

　神谷ピル新築工事 　工場新築工事

モンパイン㈱ 東京都 S46年７月 近江善四郎 東京都 S47年７月

　モンパインビル新築工事 　近江ビル新築工事

吉岡利夫 東京都 S46年８月 富永一豊 東京都 S47年８月

　吉岡マンション新築工事 　富永共同ビル新築工事

日本プレス販売㈱ 東京都 S46年８月 小室貞雄 東京都 S47年８月

　日本ﾌﾟﾚｽﾏﾝｼｮﾝ新築工事 　小室ビル新築工事

橘　雅文 東京都 S46年９月 加藤和助 東京都 S47年８月

　店舗改造工事 　加藤ビル新築工事

(財)自転車産業振興協会 東京都 S46年９月 垣内　孝 東京都 S47年８月

　治具中ぐり盤室建築工事 　ムツミビル新築工事

㈱石井等商店 東京都 S46年12月 阿久津孝昌 東京都 S47年８月

　ｶｼﾞﾏﾔｽﾎﾟｰﾂ亀戸営業所新築工事 　阿久津邸新築工事

ヤマト工営㈱ 東京都 S46年12月 高野英次 東京都 S47年９月

　サンケイ印刷増築工事 　高野マンション新築工事

広瀬忠治 東京都 S46年12月 中村秀雄 東京都 S47年９月

　広瀬ビル新築工事 　中村邸新築工事

松本　明 東京都 S47年３月 佐藤義彦 東京都 S47年10月

　松本ビル新築工事 　佐藤ビル新築工事

吉村カホル 東京都 S47年３月 青木宏平 神奈川県 S47年10月

　吉村アパート新築工事 　青本邸改築工事

小山庄八 東京都 S47年４月 昭和ホンダ㈱ 埼玉県 S47年11月

　小山商店ビル新築工事 　大宮販売新築工事

田辺製薬㈱ 埼玉県 S47年５月 星野公佳 東京都 S47年11月

　事務所新築工事 　星野ビル新築工事

馬場卓三 東京都 S47年５月 金井謙侍 東京都 S48年３月

　馬場邸新築工事 　金井邸新築工事

川俣頴子 東京都 S47年６月 山田睦男 東京都 S48年３月

　川俣邸新築工事 　山田邸新築工事

松本健一 東京都 S47年７月 冠　清一 東京都 S48年４月

　松本ピル新築工事 　カンムリビル新築工事



事業実績 三芳建設（7）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

斉藤令孝 東京都 S48年４月 三輪製薬㈱ 東京都 S49年１月

　斉藤邸新築工事 　三輪製薬新築工事

菅井東一 東京都 S48年５月 元橋　広 東京都 S49年３月

　菅井ビル新築工事 　元橋アパート新築工事

堀内孫悦 東京都 S48年５月 綿引勇作 東京都 S49年４月

　堀内ビル新築工事 　綿引マンション新築工事

田中義一 東京都 S48年６月 綿引　進 東京都 S49年４月

　田中自動車整備工場増築工事 　北進マンション新築工事

佐藤二郎 東京都 S48年７月 風間　勲 東京都 S49年５月

　佐藤マンション新築工事 　風間ビル新築工事

反町紀夫 東京都 S48年７月 洒向　誠 東京都 S49年５月

　反町ビル新築工事 　アパート新築工事

㈱立川製鑵 埼玉県 S48年８月 酒向登志郎 東京都 S49年６月

　仮鑵工場新築工事 　洒向荘新築工事

三枝嘉幸 東京都 S48年８月 綿引健次郎 東京都 S49年７月

　三枝マンション新築工事 　綿引邸新築工事

宇井恒禰 東京都 S48年８月 綿引みよ 東京都 S49年７月

　宇井邸新築工事 　綿引荘新築工事

森田与五郎 東京都 S48年８月 野村秀二 東京都 S49年７月

　森田邸新築工事 　野村ビル新築工事

㈱隅内真吉商店 東京都 S48年９月 ㈲常陸鉄工所 東京都 S49年８月

　隅内ビル新築工事 　㈲常陸鉄工所新築工事

立川秀男 東京都 S48年10月 池埜勝春 東京都 S49年８月

　立川邸新築工事 　池埜ビル新築工事

冠　清一 東京都 S48年10月 伊藤製パン㈱ 茨城県 S49年９月

　高田邸新築工事 　鹿島営業所新築工事

吉田　愈 東京都 S48年11月 ㈱大塚楽器製作所 東京都 S49年10月

　吉田コーポ新築工事 　大塚ビル新築工事

福田敏雄 千葉県 S48年12月 ㈲邦昌ドレス 東京都 S49年10月

　福田ビル新築工事 　邦昌ビル新築工事

鈴木金太郎 埼玉県 S48年12月 ㈲滝沢製作所 東京都 S49年11月

　鈴木ビル新築工事 　滝沢ビル新築工事

高畑保春 東京都 S48年12月 小林英一 東京都 S49年11月

　高畑ビル新築工事 　小林ビル新築工事

青木唯身 東京都 S48年12月 ㈱浅岡商店 東京都 S49年12月

　青木マンション新築工事 　浅岡ビル新築工事

伊藤照男 東京都 S48年12月 神田善之助 茨城県 S49年12月

　伊藤ビル新築工事 　ﾀﾞｲﾔｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ附帯工事



事業実績 三芳建設（8）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

中嶌英雄 神奈川県 S50年１月 牛窪　胖 茨城県 S50年９月

　横浜市和泉南郵便局新築工事 　牛窪邸新築工事

久我忠一 東京都 S50年２月 斉藤和夫 茨城県 S50年10月

　久我ビル新築工事 　斉藤ビル新築工事

昭和ホンダ販売㈱ 東京都 S50年２月 松崎正勝 東京都 S50年11月

　昭和ホンダ販売㈱新築工事 　松崎邸新築工事

青木産業㈱ 茨城県 S50年３月 糟屋正孝 茨城県 S50年11月

　鹿島事業所新築工事 　糟屋邸新築工事

野口重信 東京都 S50年３月 青海松治 茨城県 S50年11月

　野口邸新築工事 　青海邸新築工事

斉藤俊雄 茨城県 S50年４月 関口鐵夫 東京都 S50年12月

　斉藤邸新築工事 　関ロビル新築工事

斉藤光男 千葉県 S50年４月 青野三郎 東京都 S50年12月

　斉藤邸新築工事 　柏粕屋美容室新築工事

山口忠雄 埼玉県 S50年５月 石塚行雄 埼玉県 S50年12月

　山口邸増築工事 　石塚邸新築工事

飛島　昇 茨城県 S50年５月 神田善之助 茨城県 S51年１月

　飛島建設ラックエ事 　ダイヤグリーン山荘新築工事

原　勉 東京都 S50年６月 原　安定 東京都 S51年１月

　原邸新築工事 　原邸新築工事

昭和ホンダ販売㈱ 埼玉県 S50年７月 旭友産業㈱ 茨城県 S51年２月

　昭和ホンダ川ロ新築工事 　旭電化土工事改修工事

佐藤鉄男 茨城県 S50年７月 北豊島学園 東京都 S51年３月

　佐藩邸新築工事 　北豊島学園増築工事

遠藤廣男 東京都 S50年８月 ㈱立川製鑵 兵庫県 S51年３月

　遠藤ビル新築工事 　兵庫工場新築工事

渡辺藤作 茨城県 S50年８月 水沢聰次 東京都 S51年３月

　丸木ビル新築工事 　水沢ビル増築工事

上島　晃 東京都 S50年８月 加藤繁太郎 茨城県 S51年４月

　上島邸新築工事 　鹿島ホンダ新築工事

鹿島ホンダ 茨城県 S50年８月 成富暢三 茨城県 S51年４月

　鹿島ホンダ新築工事 　日本ｳｪﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｷｬﾝ鹿島工場

浜　英治 東京都 S50年８月 ㈲共栄鍍金工業 埼玉県 S51年５月

　浜邸新築工事 　工場新築工事

㈲栗原染色 東京都 S50年９月 森八三一 東京都 S51年６月

　栗原ビル新築工事 　森邸増築工事

飯野富士栄 東京都 S50年９月 ㈱東京ファッション 東京都 S51年９月

　飯野ビル新築工事 　東京ファッションビル新築工事



事業実績 三芳建設（9）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

鈴木英之･章夫 東京都 S51年10月 石井日出徳 東京都 S52年９月

　鈴木マンション新築工事 　石井邸新築工事

谷山義一 東京都 S51年10月 武田紙器㈱ 千葉県 S52年９月

　谷山マンション新築工事 　武田紙器倉庫新築工事

㈲レストラン東雲 茨城県 S51年10月 川瀬林蔵 東京都 S52年９月

　レストラン東雲機械基礎工事 　川瀬ビル新築工事

北野吉寿 東京都 S51年11月 島田三郎 東京都 S52年10月

　北野邸新築工事 　島田ビル新築工事

中村幸春 東京都 S51年11月 杉内信義 東京都 S52年12月

　中村医院新築工事 　杉内ビル新築工事

江寺昌三 茨城県 S52年１月 北野健二 東京都 S52年12月

　江寺邸新築工事 　北野邸新築工事

寺沢信治 茨城県 S52年３月 ㈱東雲 東京都 S53年１月

　寺沢邸別荘工事 　東雲ビル新築工事

久住進一 東京都 S52年３月 代々木弘守 茨城県 S53年２月

　久住邸新築工事 　代々木ビル新築工事

戸田敏雄 東京都 S52年３月 中川基博 茨城県 S53年２月

　戸田ビル新築工事 　中川邸新築工事

藤枝一之助 茨城県 S52年３月 小沼源－ 茨城県 S53年２月

　奉枝ビル新築工事 　小沼邸新築工事

香取十九男 千葉県 S52年４月 村田栄三郎 東京都 S53年２月

　香取ビル新築工事 　村田ビル新築工事

飯塚謙治 茨城県 S52年４月 太田シマ 東京都 S53年２月

　飯塚邸新築工事 　太田ビル新築工事

尾崎博 東京都 S52年５月 石井伊勢松 東京都 S53年２月

　尾崎邸新築工事 　石井邸新築工事

武田紙器㈱ 千葉県 S52年５月 学校法人北豊島学園 東京都 S53年３月

　倉庫･事務所新築工事 　校舎増築工事

内田　茂 東京都 S52年５月 旭友産業㈱ 茨城県 S53年３月

　シゲルビル新築工事 　旭電化内改修工事

渋谷幸彦 茨城県 S52年６月 武田　啓 千葉県 S53年３月

　渋谷店舗併用住宅新築工事 　武田園芸センター設置工事

保証乳業㈱ 茨城県 S52年６月 伊藤敏実 東京都 S53年４月

　事務所新築工事 　伊藤ビル新築工事

須田　清 東京都 S52年７月 北　邦光 東京都 S53年５月

　須田ビル新築工事 　北ビル新築工事

山本功･山本美子 東京都 S52年８月 井上忠司 東京都 S53年６月

　山本ビル新築工事 　井上邸新築工事



事業実績 三芳建設（10）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

蓑輪謹治 茨城県 S53年７月 泉政夫 東京都 S54年４月

　蓑輪邸新築工事 　泉邸新築工事

飛島建設㈱ 茨城県 S53年７月 ㈱立川製鑵 埼玉県 S54年４月

　旭電化内改修工事 　本社及工場改増工事

小原六郎 埼玉県 S53年７月 支店長　大西和之 茨城県 S54年６月

　小原邸新築工事 　山九運輸外構工事

沢泉力三 東京都 S53年７月 小野潔 千葉県 S54年６月

　沢泉邸新築工事 　トキワ手芸外装工事

松本茂雄 東京都 S53年８月 ㈱藤商店 東京都 S54年６月

　松本ビル新築工事 　ＦＧチェーン新築工事

旭友産業㈱ 茨城県 S53年８月 ㈱石井等商店 東京都 S54年６月

　旭友産業㈱自社工事 　新社屋建設工事

加藤繁太郎 茨城県 S53年８月 池田喜代嗣 東京都 S54年６月

　加藤邸新築工事 　池田ビル新築工事

関谷政道 東京都 S53年９月 武田　啓 千葉県 S54年７月

　関谷ビル新築工事 　武田紙器第3倉庫新築工事

菅谷　弘 茨城県 S53年９月 塚本忠雄 茨城県 S54年７月

　菅谷邸新築工事 　塚本邸新築工事

栗原染色㈱ 東京都 S53年10月 長島特殊塗料㈱ 東京都 S54年７月

　栗原ビル新築工事 　長島ビル新築工事

旭友産業㈱ 茨城県 S53年10月 明星重実 千葉県 S54年７月

　鹿島アンモニア土建工事 　明星邸新築工事

庄子好子 東京都 S53年11月 長島正季 東京都 S54年８月

　庄子ビル新築工事 　長島邸新築工事

松井晴男 茨城県 S53年11月 杉浦産業㈱ 東京都 S54年８月

　松井邸新築工事 　杉浦ビル新築工事

滑川悦雄 茨城県 S53年11月 豊原康弘 東京都 S54年８月

　滑川商店ビル新築工事 　豊原ビル新築工事

大平福寿 東京都 S53年12月 山中文子 茨城県 S54年８月

　大洋ビル新築工事 　山中鉄工所事務所新築工事

斉藤重雄 東京都 S53年12月 成富暢三 茨城県 S54年８月

　斉藤コーポ新築工事 　日本ｳｪﾉげｨﾝｸﾞｷﾔﾝ増築工事

旭友産業㈱ 茨城県 S54年１月 滑川悦雄 茨城県 S54年８月

　ＡＤＫ内営繕工事 　Ｒビル新築工事

小野　潔 千葉県 S54年２月 ㈱光陽社 東京都 S54年９月

　ﾄｷﾜ手芸商品センター増築工事 　工場･食堂改造工事

西山米一 東京都 S54年３月 日本金属装具㈱ 東京都 S54年９月

　西山ビル新築工事 　日金ビル新築工事



事業実績 三芳建設（11）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

早川浩二 東京都 S54年９月 立川恵一 茨城県 S55年６月

　早川ビル新築工事 　立川邸新築工事

福祉法人しらうめ荘 茨城県 S54年９月 ㈱青色申告会 東京都 S55年７月

　しらうめ荘新築工事 　青色申告会館増築工事

笹川良一 東京都 S54年10月 藤井正雄・康夫 東京都 S55年７月

　笹川ビル新築工事 　藤井ビル新築工事

石井三男 東京都 S54年10月 鹿島病院 茨城県 S55年８月

　石井金属新築工事 　結核病棟増築工事

坂井電機工業㈱ 東京都 S54年11月 昭和産業㈱ 茨城県 S55年９月

　工場･事務所新築工事 　昭産防油堤工事

支店長　大西和之 茨城県 S55年１月 昭和産業㈱ 茨城県 S55年９月

　山九運輸営繕工事 　昭産ラックエ事

島田三郎 東京都 S55年１月 青木修蔵 東京都 S55年９月

　島田ビル新築工事 　青木邸新築工事

林文子 東京都 S55年１月 高杉康治 東京都 S55年９月

　林邸新築工事 　高杉ビル新築工事

島　源治 東京都 S55年１月 長谷川正路･正雄 東京都 S55年９月

　東尾久スカイマンション新築工事 　小森屋商店ビル新築工事

小室英男 東京都 S55年２月 川俣宗夫 茨城県 S55年11月

　小室ビル新築工事 　白梅荘新築工事

㈱トキワ手芸 茨城県 S55年２月 新谷 治 茨城県 S55年11月

　工場新築工事 　新谷邸新築工事

佐々木康樹 茨城県 S55年３月 伊藤祐一 埼玉県 S55年12月

　佐々木邸新築工事 　伊藤邸増築工事

佐々木正男 東京都 S55年３月 黒林幸雄 東京都 S55年12月

　佐々木ビル新築工事 　黒林マンション新築工事

旭友産業㈱ 茨城県 S55年４月 千代田村七合農協 茨城県 S55年12月

　ＡＤＫ･ＩＭﾌﾟﾗﾝﾄ新設工事 　七会農協事務所新築工事

マツバ印刷㈱ 東京都 S55年４月 大西和之 茨城県 S56年２月

　マツバビル新築工事 　山九旭日硝子内新築工事

恩田藤作 東京都 S55年４月 吉井錦次 東京都 S56年２月

　恩田ビル新築工事 　吉井ビル新築工事

並木義達 東京都 S55年４月 川田晃嗣 茨城県 S56年３月

　並木ビル新築工事 　川田邸新築工事

㈱機電サービス 埼玉県 S55年４月 清水　勇 東京都 S56年３月

　岩槻工場新築工事 　清水邸新築工事

大西和之 茨城県 S55年５月 田中義一･羽沼茂 東京都 S56年３月

　鹿島電解ﾌｨﾙﾀｰｴｱｰ工事 　ロータリーマンション新築工事



事業実績 三芳建設（12）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

外岡義治 茨城県 S56年４月 武藤　博 茨城県 S57年１月

　外岡邸新築工事 　昭和産業㈱回避槽新築工事

清水　久 東京都 S56年４月 仲田浄治郎 東京都 S57年１月

　清水ビル新築工事 　仲田邸新築工事

鈴木　修 東京都 S56年４月 武藤　博 茨城県 S57年２月

　鈴木ビル新築工事 　昭和産業㈱ふどう糖ﾛｰﾘ洗平場新築工事

照山信樹 茨城県 S56年５月 品川白煉瓦㈱ 茨城県 S57年２月

　照山邸新築工事 　品川白煉瓦補修工事

藤野修司･藤野佳子 東京都 S56年５月 品川白煉瓦㈱ 茨城県 S57年２月

　藤野ビル新築工事 　品川白煉瓦ﾄﾝﾈﾙｷﾙﾝ解体工事

野口忠篤 茨城県 S56年６月 片柳勝也 東京都 S57年２月

　野口写真館新築工事 　片柳ビル新築工事

小橋次郎 東京都 S56年６月 平山幸憲 茨城県 S57年３月

　小橋邸新築工事 　鹿島鋼管倉庫新築工事

狭山厚生病院 東京都 S56年６月 伊藤カネ 東京都 S57年３月

　狭山厚生病院新築工事 　伊藤邸新築工事

武藤　博 茨城県 S56年７月 三菱化工機㈱ 茨城県 S57年４月

　昭和産業㈱ﾁｯｿｶﾞｽ製造設備工事 　三菱化工機土建工事

西沢彦士郎 東京都 S56年７月 佐々木賢壱 東京都 S57年４月

　西沢邸増築工事 　佐々木邸新築工事

藤田満義 東京都 S56年７月 武藤　傅 茨城県 S57年５月

　藤田邸新築工事 　昭和産業㈱消毒槽移設工事

三菱化工機㈱ 茨城県 S56年９月 品川白煉瓦㈱ 茨城県 S57年５月

　三菱化工機附帯工事 　品川白煉瓦改修工事

日本火薬㈱ 茨城県 S56年９月 ㈱立川製鑵 兵庫県 S57年５月

　日本火薬外構工事 　立川製鑵兵庫工場増築工事

君山英弘 茨城県 S56年10月 川俣宗夫 茨城県 S57年６月

　七会農協新築工事 　しらうめ荘空調工事

京葉製作所 茨城県 S56年10月 渡辺　禎 茨城県 S57年７月

　京葉製作所休憩所新築工事 　丸木ビル改修工事

飯島英志 茨城県 S56年12月 青砥義雄 束京都 S57年７月

　大浄村商工会館工事 　青砥邸新築工事

カジヤマスポーツ㈱ 東京都 S56年12月 立石製薬㈱ 束京都 S57年７月

　社宅新築工事 　倉庫増築工事

松尾豊士 東京都 S56年12月 森　保男 東京都 S57年８月

　松尾ビル新築工事 　森ビル新築工事

カネヨ石ケン 東京都 S56年12月 青山　宏 束京都 S57年９月

　第３工場新築工事 　青山ビル新築工事



事業実績 三芳建設（13）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

平野わか 東京都 S57年９月 槐　政美 茨城県 S58年６月

　平野邸新築工事 　ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ大洋平安閣新築工事

武田　啓 千葉県 S57年10月 アジア原紙㈱ 東京都 S58年６月

　武田紙器松戸工場改修工事 　アジアビル新築工事

五味　達 東京都 S57年10月 ㈱鈴木精機工業所 東京都 S58年７月

　五味ビル新築工事 　㈱鈴木精機工業所新築工事

㈱中央電気 東京都 S57年10月 湯沢清メ 東京都 S58年７月

　倉庫新築工事 　湯沢邸新築工事

ストロングスリッパ工業㈲ 東京都 S57年10月 石井宏二 東京都 S58年７月

　本社新築工事 　石井邸新築工事

川俣宗夫 茨城県 S57年10月 利根川精機㈱　　、 東京都 S58年７月

　しらゆり荘新築工事 　社屋新築工事

生島隆一 東京都 S57年11月 神田製麺㈲ 東京都 S58年７月

　生島邸新築工事 　神田ビル新築工事

生島洋次 東京都 S57年11月 ㈲泰成商事 東京都 S58年８月

　生島ビル新築工事 　平島ビル新築工事

㈱機電サービス 東京都 S57年11月 品川白煉瓦㈱ 茨城県 S58年８月

　本社ビル新築工事 　社宅改修工事

藤田英範 茨城県 S57年12月 中沢寿一 茨城県 S58年９月

　浄土寺改修工事 　オートバックス新築工事

藤井一国･勝子 東京都 S58年１月 サンケイブラスチック㈱ 東京都 S58年９月

　藤井邸三松堂ビル新築工事 　ｻﾝｹｲﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾋﾞﾙ新築工事

山口健哉 東京都 S58年１月 中田恵子 東京都 S58年11月

　山口邸新築工事 　中田マンション新築工事

林　光男 東京都 S58年２月 星登責子 東京都 S58年12月

　林ビル新築工事 　星産院新築工事

武藤　博 茨城県 S58年３月 区長　小沼良男 茨城県 S58年12月

　昭和産業㈱500kℓタンク基礎工事 　下沢集落センター新築工事

佐竹敏章 東京都 S58年３月 土屋喜栄吉 茨城県 S59年１月

　千駄木ビル新築工事 　ＫＣ土建工事

柿原正俊 東京都 S58年３月 和知広益 茨城県 S59年１月

　柿原邸新築工事 　インテリア和広ビル新築工事

保母年雄 東京都 S58年３月 神田善之助 茨城県 S59年１月

　保母ビル新築工事 　ダイヤグリーン増築工事

旭友産業㈱ 茨城県 S58年３月 成増暢三 茨城県 S59年２月

　事務所新築工事 　ウェルディングキャン増築工事

矢野　徹 東京都 S58年４月 藤野昌康 東京都 S59年２月

　矢野邸新築工事 　ふじやビル新築工事



事業実績 三芳建設（14）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

小池みつ江 東京都 S59年２月 田代春男 茨城県 S59年８月

　小池邸新築工事 　田代邸新築工事

川和工業㈱ 茨城県 S59年２月 土屋喜栄吉 茨城県 S59年８月

　本社工場新築工事 　ＫＣテニスコート新築工事

後藤教夫 東京都 S59年３月 志鳥信芳 東京都 S59年８月

　後藤ビル新築工事 　志鳥ビル新築工事

高橋忠重 東京都 S59年３月 滝　恒雄 東京都 S59年８月

　高橋邸新築工事 　滝ビル新築工事

開智津子 東京都 S59年４月 石塚戸一 東京都 S59年９月

　開智ビル新築工事 　石塚ビル新築工事

高橋和雄 東京都 S59年４月 三菱化工機㈱ 茨城県 S59年10月

　高橋ビル新築工事 　ブドウ糖対策工事

本橋美知子 東京都 S59年４月 大西和之 茨城県 S59年10月

　本橋邸増築工事 　山九鹿島鋼業内基礎工事

農事組合鉾田町ファーム 茨城県 S59年４月 日石興産㈱ 千葉県 S59年10月

　厩舎新築工事 　日石興産㈱新築工事

藤田英範 茨城県 S59年４月 池田耕造 東京都 S59年10月

　浄土寺造成工事 　池田邸新築工事

川俣宗夫 茨城県 S59年４月 小林　昇 東京都 S59年11月

　しらうめ荘舗装工事 　小林ビル新築工事

土屋喜栄吉 茨城県 S59年５月 山田康太 東京都 S59年11月

　ＫＣ中和槽設置工事 　山田ビル新築工事

今野美明 茨城県 S59年５月 荒川区北部町会 東京都 S59年12月

　今野邸新築工事 　町会事務所増築工事

増田忠弘 茨城県 S59年５月 三輪製薬㈱ 東京都 S59年12月

　増田邸改築工事 　工場棟増築工事

土屋喜栄吉 茨城県 S59年５月 林　裕 束京都 S60年１月

　ＫＣ定修工事 　林歯科医院新築工事

皆川健太郎 東京都 S59年５月 ㈱岩井 茨城県 S60年２月

　皆川邸新築工事 　Ａ－ＴＷ－１６工事

一柳道行 東京都 S59年６月 ㈱ホンダクリオ昭和 東京都 S60年３月

　一柳ビル新築工事 　ホンダクリオ新築工事

武藤　博 茨城県 S59年７月 石橋和雄 茨城県 S60年３月

　昭和産業㈱ブドウ糖間仕切工事 　石橋邸新築工事

馬場光夫 茨城県 S59年７月 鹿島ケミカル㈱ 茨城県 S60年３月

　馬場邸新築工事 　鹿島ケミカル定修工事

カネヨ石ケン㈱ 埼玉県 S59年７月 成川　実 東京都 S60年４月

　カネヨ深谷工場新築工事 　成川ビル新築工事



事業実績 三芳建設（15）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

旭友産業㈱ 茨城県 S60年４月

　鹿島ケミカル改修工事

丸木㈱ 茨城県 S60年４月

　丸木ビル外装工事

旭友産業㈱ 茨城県 S60年４月

　ＫＣ倉庫新築工事

井上恵司 東京都 S60年５月

　井上ビル新築工事

常裕パルプエ業㈱ 茨城県 S60年５月

　常裕パルプ新築工事

トキワ手芸㈱ 千葉県 S60年５月

　トキワ手芸塗装工事

旭友産業㈱ 茨城県 S60年６月

　日揮ＥＸＩ塔設工事

㈱立川製鑵 茨城県 S60年６月

　本社新築工事

三浦トーイ㈱ 東京都 S60年６月

　三浦トーイ新築工事

昭和産業㈱ 茨城県 S60年６月

　ＩＭＯプラント新設工事

立石製薬㈱ 東京都 S60年６月

　煙突ボイラー解体工事

福島良平 東京都 S60年７月

　ハイム栄ビル新築工事

長谷川兼次郎 東京都 S60年８月

　長谷川マンション新築工事

中村開一 東京都 S60年８月

　中村マンション新築工事

東京機械産業㈱ 東京都 S60年８月

　本社新築工事

藤木豊記･藤木和一 東京都 S60年８月

　藤木ビル新築工事

長谷川政一 東京都 S60年９月

　東京フェライト寮改造工事

ロイヤルエ芸㈱ 埼玉県 S60年９月

　浦和配送センター新築工事

杉浦敏弘 東京都 S60年９月

　杉浦貸店舗､事務所改築工事



事業実績 三芳建設（16）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

中村清子 東京都 S61年５月 埼玉銀行 東京都 S61年９月

　中村邸新築工事 　埼玉銀行尾久支店改造工事

(財)自転車産業振興会 東京都 S61年５月 高田ふじ子 東京都 S61年９月

　第一実験室改修工事 　（仮称）Ｔビル新築工事

旭ガラスエンジニアリング㈱ 茨城県 S61年５月 川俣宗夫 茨城県 S61年９月

　ＫＣ消火ポンプ室増築工事 　川俣診療所新築工事

田川勝啓 茨城県 S61年５月 カドヤ産業㈱ 茨城県 S61年10月

　田山邸新築工事 　自動車洗車場新築工事

立石製薬㈱ 東京都 S61年６月 薊　武司 東京都 S61年11月

　16号棟増築工事 　薊コーポ新築工事

㈱東京歯研 東京都 S61年６月 三枝嘉幸 東京都 S61年11月

　本社ビル改修工事 　三枝ビル新築工事

㈱日商 埼玉県 S61年７月 ㈱昭産エンジニアリング 茨城県 S61年11月

　日商埼玉支店新築工事 　タマゴセンター新築工事

マツバ印刷㈱ 東京都 S61年７月 柳町清美 茨城県 S61年11月

　危険物倉庫改修工事 　柳町邸新築工事

三輪勝久 東京都 S61年７月 南雲芳夫 東京都 S61年12月

　三輪邸新築工事 　（仮称）Ｎビル新築工事

㈱岩井 茨城県 S61年７月 長谷川瓦店 東京都 S61年12月

　抽出工場鉄骨架台製作工事 　倉庫新築工事

馬場光夫 茨城県 S61年７月 関長三郎 東京都 S61年12月

　馬場邸改造工事 　冠薬局新築工事

野沢日東ビル 東京都 S61年７月 鹿島ケミカル㈱ 茨城県 S62年１月

　野沢日東ビル改修工事 　鹿島ケミカル造成工事

立石製薬㈱ 東京都 S61年８月 久保田鉄工㈱ 茨城県 S62年１月

　事務所棟改修工事 　特高圧変電所建設工事

大洋平安閣　槐　政美 茨城県 S61年８月 旭友産業㈱ 茨城県 S62年１月

　大洋平安閣増築工事 　旭電化駐車場工事

東京正札シール印刷協同組合 東京都 S61年８月 木村庄五郎 東京都 S62年２月

　２階改造工事 　木村ビル新築工事

大岩三郎 東京都 S61年８月 ㈲内田研磨工業所 東京都 S62年２月

　大岩ビル新築工事 　入谷工場新築工事

小林知子 東京都 S61年９月 東邦工業㈱ 東京都 S62年２月

　小林邸新築工事 　久喜工場改装工事

㈲宮脇木工所 東京都 S61年９月 神田実美 東京都 S62年２月

　ユタカハイツ新築工事 　神田ビル新築工事

伊藤力雄、勝蔵 東京都 S62年２月

　第２伊藤ビル新築工事



事業実績 三芳建設（17）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

日本プレス㈱ 東京都 S61年２月 中村開一 東京都 S61年６月

　日本プレス改装工事 　中村マンション新築工事

㈱岩井 茨城県 S62年２月 矢島工業所 東京都 S61年６月

　各タンク及ポンプ基礎工事 　（仮称）Ｋビル新築工事

川俣宗夫 茨城県 S62年２月 大洋電子㈱ 茨城県 S62年６月

　川俣邸外構工事 　プレハブ設置工事

加藤秀雄 茨城県 S62年２月 昭和産業㈱ 茨城県 S62年７月

　加藤邸新築工事 　タンク架構基礎工事

日乃本米菓㈱ 東京都 S61年３月 日立テクノプラント㈱ 茨城県 S62年７月

　（仮称）日乃本マンション新築工事 　倉庫新築工事

原 安定 東京都 S61年３月 昭和産業㈱ 茨城県 S62年７月

　原邸増築工事 　窒素ガス製造設備工事

中田恵子 東京都 S61年３月 馬場光夫 茨城県 S62年７月

　第２中田ビル新築工事 　作業所新築工事

鈴木節子 東京都 S61年３月 小林　平 東京都 S62年７月

　鈴木マンション新築工事 　小林ビル新築工事

塩浦賢治 東京都 S61年３月 鈴木材木店 東京都 S62年７月

　塩浦ビル新築工事 　鈴木ビル新築工事

㈱光陽社 東京都 S61年４月 旭友産業㈱ 茨城県 S62年８月

　第１工場中２階その他工事 　日本農薬浴室増築工事

小俣　登 東京都 S61年４月 ㈱嘉穂製作所 茨城県 S62年８月

　小俣ビル新築工事 　昭和産業内足工事

㈱青山石油 東京都 S61年４月 木村徳広 東京都 S62年８月

　青山邸２・３階改造工事 　木村ビル新築工事

小野勝弘 東京都 S61年４月 槐　政美 茨城県 S62年８月

　小野邸新築工事 　門扉工事

日立化成テクノプラント㈱ 茨城県 S61年４月 昭和産業㈱ 茨城県 S62年８月

　防油堤工事 　守衛所増築工事

旭友産業㈱ 茨城県 S61年４月 近藤建設㈱ 東京都 S62年９月

　ＫＣ定修工事 　鈴木精器増築工事

一ツ木賢蔵 東京都 S61年５月 旭友産業㈱ 茨城県 S62年９月

　一ツ木邸新築工事 　運輸事務所新築工事

㈱自転車産業振興協会 東京都 S61年５月 アデカエンジニアリング㈱ 茨城県 S62年９月

　外部他補修工事 　ＴＫ-13他基礎工事

薊　武司 東京都 S61年５月 鹿島設備工業 茨城県 S62年９月

　薊邸新築工事 　和田化学工業基礎工事



事業実績 三芳建設（18）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

昭和産業㈱ 茨城県 S62年10月 中央労働センター荒川区 東京都 S61年12月

　サイロ事務室改造工事 　ホテル・ラングウッド新築工事

化工機工事㈱ 茨城県 S62年10月 東京都 東京都 S63年３月

　高濃度水飴タンク設置工事 　都営住宅62H-1001事（南千住8町目第2）工事

唐戸敏夫 東京都 S62年10月 白石正清 茨城県 S63年３月

　唐戸邸新築工事 　白石医院新築工事

㈱日商インターライフ 東京都 S62年10月 横尾慶太郎 東京都 S63年３月

　インターライフビル新築工事 　横尾ビル新築工事

浦壁啓吉 東京都 S62年10月 近藤敏雄 東京都 S63年４月

　浦壁邸新築工事 　近藤ビル新築工事

原　邦之 東京都 S62年11月 神栖町 茨城県 S63年４月

　原邸新築工事 　63神公下第２号工事

大谷　洋 東京都 S62年11月 鈴木英雄 東京都 S63年４月

　大谷邸新築工事 　鈴木ビル新築工事

三菱化工機㈱ 茨城県 S62年11月 飯野将夫 東京都 S63年４月

　大豆蛋白製造設備工事 　飯野ビル新築工事

飯島克男 茨城県 S62年11月 仲田健治郎 東京都 S63年４月

　プレハブ新築工事 　仲田ビル新築工事

藤崎金属㈱ 東京都 S62年12月 飯野経広 東京都 S63年５月

　倉庫新築工事 　飯野マンション新築工事

野沢伸光 東京都 S62年12月 河合武雄 東京都 S63年５月

　野沢マンション新築工事 　セリーンライフ五番館新築工事

昭和産業㈱ 茨城県 S62年12月 向山忠男・向山邦子 東京都 S63年５月

　営繕工場増築工事 　向山ビル新築工事

秋山守男 東京都 S62年１月 ㈱東宝不動産 東京都 S63年５月

　秋山ビル新築工事 　東宝第２ビル新築工事

中山健作 東京都 S62年１月 ㈲稲葉葬祭 東京都 S63年６月

　中山ビル新築工事 　稲葉ビル新築工事

日南機械㈱ 茨城県 S62年１月 ㈱昭産エンジニアリング 茨城県 S63年６月

　ＣＳＬ濃縮設備基礎工事 　人口乳造粒設備新築工事

㈱小島洋品店 茨城県 S63年１月 鹿島工業㈱ 茨城県 S63年６月

　小島洋品店新築工事 　倉庫新築工事

化工機工事㈱ 茨城県 S63年１月 鹿島ケミカル㈱ 茨城県 S63年７月

　無水結晶基礎工事 　東部事務所新築工事

神栖町 茨城県 S63年１月

　62国補神公下工事



事業実績 三芳建設（19）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

桑野弘道 東京都 S63年７月 東京都 東京都 元年３月

　桑野マンション新築工事 　都営住宅63Ｍ-1139事（神明二丁目）工事

美田　要 東京都 S63年７月 倉沢眞之介 東京都 元年３月

　美田ビル新築工事 　倉沢ビル新築工事

荒川区 東京都 S63年７月 青田明久 東京都 元年３月

　区立第二中学校給食室改修工事 　フジヤビル新築工事

荒川区 東京都 S63年７月 昭産エンジニアリング㈱ 千葉県 元年４月

　区立第二中学校外壁改修工事 　船橋工場食品包装工場改修工事

昭和産業㈱鹿島工場 茨城県 S63年８月 高野七雄 東京都 元年４月

　ＴＢパスボックス設置工事 　高野ビル新築工事

立石製薬㈱ 東京都 S63年８月 昭和産業㈱ 千葉県 元年５月

　１７号工場新築工事 　ＣＩＰ洗車場増築工事

㈱隅内真吉商店 東京都 S63年９月 飯島電気工業所 千葉県 元年６月

　隅内ビル新築工事 　飯島電気、事務所、倉庫建設工事

昭産エンジニアリング㈱ 茨城県 S63年11月 斉藤栄一 東京都 元年６月

　明糖油脂工場新築工事 　斉藤ビル新築工事

大洋電子㈱ 茨城県 S63年11月 遠藤　準 東京都 元年６月

　大洋電子第２期工事 　遠藤ビル新築工事

㈲林久敏商店 埼玉県 S63年12月 ㈱ホンダクリオ昭和 東京都 元年７月

　林川口倉庫新築工事 　ホンダクリオ北店新築工事

荒川区 東京都 S63年12月 鹿島ケミカル㈱ 千葉県 元年７月

　区立町屋児童館外部改修工事 　ＫＣ書庫新築工事

富士オートガス㈱ 東京都 S64年１月 荒川区 東京都 元年７月

　富士マンション新築工事 　区立第十中学校外部改造工事

旭友産業㈱ 千葉県 元年２月 ㈱ラビアンヌ東京支店 東京都 元年８月

　市原営業所建設工事 　ラビアンヌ改修工事

木村　忠 埼玉県 元年３月 旭友産業㈱ 茨城県 元年10月

　木村ビル新築工事 　旭電化西製作所新築工事

藤野昌康 東京都 元年３月 和久孝司 東京都 元年10月

　藤野ビル新築工事 　文明堂ビル新築工事

㈱サンクレスト 東京都 元年３月 カワイフローズン㈱ 埼玉県 元年11月

　サンクレスト本社ビル改造工事 　カワイフローズン改修工事

日石興産㈱ 茨城県 元年３月

　間仕切り工事



事業実績 三芳建設（20）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

㈱光陽社 東京都 元年11月 半藤　東 東京都 H2年９月

　第１工場塗装工事 　半藤邸新築工事

河本吉雄 埼玉県 元年11月 東京都 東京都 H2年９月

　河本ビル新築工事 　都立航空工業高等専門学校(2)改築工事

㈱日商インターライフ 埼玉県 元年11月 東進地所㈱ 茨城県 H2年９月

　浦和研修センター増築工事 　ユニーク商品センター新築工事

吉田とよ子 東京都 元年11月 三菱化工機㈱ 東京都 H2年９月

　吉田ビル新築工事 　菊池色素中央棟増築工事

坂巻正彦・光子、奥村徳三・弘子 東京都 元年12月 深澤なつ 東京都 H2年10月

　第２ウサギヤビル新築工事 　深澤ビル新築工事

本橋三郎・石井隆 東京都 元年12月 山本喜一郎 東京都 H2年10月

　本橋石井共同ビル新築工事 　山本ビル新築工事

岡村浅子 東京都 H2年２月 神栖町 茨城県 H2年12月

　岡村ビル新築工事 　神公下第8号工場

植田博 東京都 H2年２月 鹿島ケミカル㈱ 茨城県 H3年２月

　植田ビル新築工事 　ＫＣ事務所増築工事

桜井武雄 東京都 H2年２月 松本喜代太郎・知代 東京都 H3年２月

　桜井邸新築工事 　松本ビル新築工事

㈱和香 東京都 H2年３月 大宝 東京都 H3年３月

　荒川工場改造工事 　大宝寮改造工事

立石製薬㈱ 東京都 H2年５月 甲陽建設㈲ 東京都 H3年３月

　アスファルト舗装工事 　甲陽マンション新築工事

三菱化工機㈱ 東京都 H2年６月 東尾久スカイマンション組合 東京都 H3年４月

　平野油脂本社建設工事 　外部吹付け工事

林　和子 東京都 H2年６月 (財)自転車振興協会 東京都 H3年４月

　林薬局ビル新築工事 　第３工場改修工事

㈱ノーベルエレクトロン 茨城県 H2年７月 食品輸送㈱ 茨城県 H3年４月

　ノーベル新築工事 　鹿島食品洗車場工事

荒川区 東京都 H2年７月 荒川区 東京都 H3年４月

　区立第四峡田小学校外部改造工事 　荒川区立長寿ふれあい住宅建築工事

立石製薬㈱ 東京都 H2年７月 政金健資 東京都 H3年４月

　立石15号工場その他工事 　政金ビル新築工事

立石製薬㈱ 東京都 H2年７月 野村健一・時雄 東京都 H3年４月

　東立石建物改修工事 　野村ビル新築工事



事業実績 三芳建設（21）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

㈱常陽銀行 茨城県 H3年５月 立石製薬㈱ 東京都 H3年11月

　常陽銀行大洋出張所新築工事 　17号棟遠心機架台工事

東峰建設㈱ 茨城県 H3年６月 冠　清一 東京都 H3年12月

　東峰協和石油大野新築工事 　冠第２ビル新築工事

三菱化工事㈱ 東京都 H3年６月 斉藤電機工事㈱ 東京都 H3年12月

　平野ビル新築工事 　斉藤ビル新築工事

芦原秀光 東京都 H3年６月 青山機八郎 東京都 H4年１月

　芦原ビル新築工事 　青山ビル新築工事

谷川良一・利根川正雄 東京都 H3年６月 ㈱研装 東京都 H4年１月

　むさしやビル新築工事 　研装プレハブ工事

㈱機電サービス 東京都 H3年６月 ㈱アパレルマシンセンター 東京都 H4年１月

　本社ビル新築工事 　本社ビル新築工事　

中島満男 東京都 H3年６月

　中島ビル新築工事

㈱日商インターライフ 東京都 H3年７月

　東尾久店新築工事

鈴木　忠 東京都 H3年７月

　鈴木ビル新築工事

岡村直幸 東京都 H3年７月

　岡村邸新築工事

立石製薬㈱ 東京都 H3年８月

　13号工場ＧＭＰ工事

ストロングスリッパ工業㈲ 茨城県 H3年８月

　八千代配送センター造成工事

小林公司 東京都 H3年９月

　小林邸新築工事

㈱千代田新生活互助会 東京都 H3年10月

　千代田ブライダルセンター新築工事

荒川区 東京都 H3年10月

　荒川区立尾久西小学校外部改造工事

㈱日商インターライフ 東京都 H3年11月

　田端新町ビル新築工事



事業実績 三芳建設（22）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

昭和産業㈱ 茨城県 H3年８月 中山 悦　　　　　 茨城県 H4年７月

　副変電室増築工事 　たまりメリーホーム新築工事

昭和産業㈱ 茨城県 H3年10月 今里金属工業㈱ 東京都 H4年７月

　中央監視室増築工事 　イマキンビル新築工事

昭和産業㈱ 茨城県 H3年11月 昭和産業㈱ 茨城県 H4年８月

　浸清槽基礎及び上屋工事 　昭和産業ぶどう糖工場第二工程増築工事

昭和産業㈱　 茨城県 H4年２月 昭和産業㈱ 茨城県 H4年８月

　昭産プレヒーター基礎工事 　昭和産業ルーフファン更新工事

三菱化工機㈱ 茨城県 H4年２月 日南機械㈱ 茨城県 H4年８月

　三菱ガス化学土木建築工事 　日南昭産ＣＳＬ架台基礎工事

昭和産業㈱ 茨城県 H4年２月 昭和産業㈱ 茨城県 H4年10月

　昭和産業ぶどう糖工場増築工事 　昭和産業ミール出荷場屋根更新工事

石井一成　　　　　　東京都 東京都 H4年３月 昭和産業㈱ 茨城県 H4年10月

　石井邸新築工事 　昭和産業受付事務所新築工事

昭和産業㈱ 茨城県 H4年４月 押田栄之肋・高橋 渡 茨城県 H4年10月

　コンス屋根葺き替え工事 　押田・高橋共同ビル新築工事

照山忠一 東京都 H4年４月 ㈱エスワイ 茨城県 H4年11月

　照山邸新築工事 　プロモーションＳＹ駐車場造成工事

小橋一郎 東京都 H4年５月 ストロングスリッパ㈲ 茨城県 H4年11月

　小橋ビル新築工事 　八千代配送センター新築工事

大川日出直 東京都 H4年５月 舵谷和吉 東京都 H4年11月

　大川マンション新築工事 　小島鉄エピル新鱗工事

㈱クラレ　陶山耕司 東京都 H4年５月 篠瀬義春 東京都 H4年11月

　ＫＸ配管ラック耐火被覆工事 　シノセピル改修工事

明星藤四郎・長塚英三 東京都 H4年５月 福田春江 東京都 H4年11月

　明星・長塚ビル新築工事 　福田ピル新築工事

早川浩二 東京都 H4年５月 日南機械㈱ 茨城県 H5年１月

　早川ピル新築工事 　日南水飴浪練設備工事

山本機械㈱ 茨城県 H4年６月 昭和産業㈱ 茨城県 H5年１月

　昭和製粉工場送りコンベア設置工事 　昭和産業トラックスケール設備工事

川俣宗夫 茨城県 H4年７月

　しらうめ荘紫峰館新築工事



事業実績 三芳建設（23）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

ＦＧチェーン 東京都 H5年１月 小川清子・邦恵 東京都 H5年７月

　藤商店改造工事 　たまりメリーホーム新築工事

㈱エスワイプロモーション 茨城県 H5年２月 昭和鶏卵㈱ 茨城県 H5年７月

　エスワイ鹿島営業所倉庫増築工事 　昭和鶏卵増築工事

昭和産業㈱ 茨城県 H5年２月 日経アーバンビルド㈱ 神奈川県 H5年８月

　昭和物流受付事務所外構工事 　慶応日吉校トイレ改修工事

日本化工機㈱ 茨城県 H5年２月 昭和産業㈱ 茨城県 H5年９月

　日本化工機タンク基礎工事 　昭和ミール倉庫備品設置工事

国府田誠 東京都 H5年２月 林久敏商店 東京都 H5年９月

　国府田ビル新築工事 　川口林倉庫増築工事

木村　忠 東京都 H5年２月 鈴木　忠 東京都 H5年９月

　木村工業本社ビル新築工事 　鈴木倉庫新築工事

㈱昭産エンジニアリング 茨城県 H5年２月 和久孝司 東京都 H5年９月

　宝酒造プラント基礎工事 　文明堂ビル1・2階改修工事

昭和産業㈱ 茨城県 H5年３月 全農サイロ㈱ 茨城県 H5年10月

　昭和産業営繕工場増築工事 　全農サイロ倉庫建築工事

仲沢寿一 茨城県 H5年３月 吉田信吾 茨城県 H5年10月

　寿商事ビル新築工事 　吉田邸新築工事

立石製薬㈱ 東京都 H5年３月 昭和産業㈱ 茨城県 H5年10月

　立石13号棟屋根ＧＭＰ室工事 　昭産第2充填製品倉庫増築工事

木下 茂・木下　清 東京都 H5年４月 関口芳夫 茨城県 H5年10月

　木下邸新築工事 　関口邸増築工事

東急不動産㈱ 東京都 H5年５月 武田紙器㈱ 千葉県 H5年11月

　ドエル町屋新築工事 　武田紙器改築工事

日菱㈱ 茨城県 H5年５月 中原長政 東京都 H5年11月

　日菱香取Ｃ倉庫新築工事 　中原ビル新築工事

小野寺弘道 東京都 H5年５月 谷山義一 東京都 H5年11月

　小野寺ビル新築工事 　谷山ビル外装工事

植田好男 東京都 H5年５月 立花　亘 茨城県 H5年11月

　植田邸改造工事 　立花邸新築工事

常陽銀行㈱ 茨城県 H5年６月 川俣宗夫 茨城県 H5年12月

　常陽銀行大洋支店長社宅新築工事 　しらうめ荘スプリンクラー工事

塙　和道 東京都 H5年６月 昭和産業㈱ 茨城県 H5年12月

　はるなビル新築工事   　昭産大豆蛋白工場トイレ設置工事



事業実績 三芳建設（24）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

村田旦将 東京都 H5年12月 橋山健一 東京都 H6年５月

　村田ビル新築工事 　橋山マンション新築工事

大塚純三郎・大塚径一 東京都 H6年１月 精文堂印刷㈱ 東京都 H6年６月

　大塚邸新築工事 　精文堂印刷工場新築工事

石井伊勢松 東京都 H6年２月 柏原幸次 埼玉県 H6年６月

　石井邸改造工事 　柏原邸新築工事

千代田化工建設㈱ 茨城県 H6年３月 後藤教夫 東京都 H6年６月

　千代田化工第6次ｻｲﾛﾄｯﾌﾟﾋﾞｰﾝ工事 　後藤マンション新築工事

富士交通㈱ 東京都 H6年４月 ㈱ヤマガタ 東京都 H6年６月

　富士交通単身者用住宅新築工事 　ヤマガタ東京営業所改装工事

㈱川和工業 東京都 H6年４月 池埜喜代子 東京都 H6年６月

　川和工業母屋及びスレート更新工事 　池埜マンション新築工事

丸木㈱ 茨城県 H6年４月 野村 剛 埼玉県 H6年６月

　渡辺邸新築工事 　野村邸新築工事

旭友産業㈱ 茨城県 H6年４月 石原五郎 東京都 H6年６月

　旭電化駐車場舗装工事 　第2石原マンション新築工事

前島英司 東京都 H6年４月 旭友産業㈱ 茨城県 H6年７月

　前島マンション新築工事 　旭友加工課事務所新築工事

富士交通㈱ 東京都 H6年４月 滝本浩俊 茨城県 H6年７月

　武士邸改造工事 　たきもとクリニック新築工事

神保利勝 東京都 H6年４月 日経アーバンビルド㈱ 東京都 H6年７月

　神保ビル新築工事 　日経秋葉原センタービル改修工事

杉浦文江恵 東京都 H6年４月 日経アーバンビルド㈱ 東京都 H6年７月

　杉浦ビル新築工事   八州電気改修工事

昭和産業㈱ 茨城県 H6年４月 日経アーバンビルド㈱ 東京都 H6年８月

　昭和鶏卵倉庫増築工事   カルピス食品渕野辺倉庫改修工事

海野通夫・海野雅之 東京都 H6年５月 日揮㈱ 茨城県 H6年７月

　海野邸増築工事 　日揮ＫＣＥＥ22建設土木工事

丸全昭和運輸㈱ 茨城県 H6年５月 昭和産業㈱ 茨城県 H6年10月

　植田邸改造工事 　昭産サイロＮＯ5搬出荷場上屋設置工事

鹿島ケミカル㈱ 茨城県 H6年５月 三輪製薬㈱ 千葉県 H6年10月

　ＫＣ定修工事 　三輪製薬千葉工場改修工事

正橋武文・青木美佳子 東京都 H6年５月

　正橋医院新築工事



事業実績 三芳建設（25）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

遠藤廣男 東京都 H6年10月 ㈲宏宝商事 東京都 H7年８月

　遠藤マンション外壁吹付け工事 　嘉門洋食店内外装工事

中部資材㈱ 茨城県 H6年10月 近藤耐酸槽㈱ 千葉県 H7年９月

　中部鈴江組倉庫新築工事 　松戸工場新築工事

渡辺耕一 東京都 H6年10月 小松政春 東京都 H7年９月

　渡辺ビル新築工事 　小松マンション新築工事

鹿島ケミカル㈱ 茨城県 H6年11月 ㈱丸木 茨城県 H7年９月

　鹿島ケミカル耐火被覆工事 　丸木造成工事

藤井一國 東京都 H6年11月 東亜機械工業㈱ 茨城県 H7年10月

　三松堂ビル新築工事 　東亜機械搬入ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱｰ基礎工事

牧口友二 茨城県 H6年12月 共立建設㈱ 茨城県 H7年10月

　牧口邸新築工事 　ＮＴＴ自動車電話基地局工事

㈱全農サイロエンジニアリング茨城県 H6年12月 渋谷浅子 東京都 H7年10月

　渋谷ビル新築工事

共立建設㈱ 茨城県 H7年２月 浅井スミ 埼玉県 H7年10月

　ＮＴＴ自動車電話基地局工事 　浅井ビル新築工事

㈱川和工業 茨城県 H7年３月 花輪英夫 東京都 H7年10月

　間仕切り解体工事 　花輪マンション新築工事

吉村澄子 東京都 H7年４月 田山浩司商店 茨城県 H7年11月

  吉村マンション新築工事 　田山浩司商店事務所新築工事

㈲ミヨシ 茨城県 H7年５月 関口栄樹 東京都 H7年11月

　丸全昭和運輸南海浜倉庫新築工事 　関口邸新築工事

栗林文雄 茨城県 H7年５月 中部資材㈱ 茨城県 H7年12月

　栗林邸新築工事 　中部ピット上屋工事

㈱岩井 茨城県 H7年７月 中村幸春 東京都 H7年12月

　岩井昭産食物油タンク基礎工事 　中村医院増築工事

浜　野 千葉県 H7年７月 昭和産業㈱ 茨城県 H8年２月

　浜野成田フード事務所増築工事 　昭産ぶどう糖中間試験室

㈱化工機環境サービス 茨城県 H7年７月 及び製品倉庫増設工事

　化工機環境科学製造工場建設工事

共立建設㈱ 茨城県 H7年７月 共立建設㈱ 茨城県 H8年２月

　ＮＴＴ自動車電話基地局工事 　阿見町電話基地局工事

鹿島北共同発電㈱ 茨城県 H7年８月 萩原宣信 東京都 H8年２月

　北共同発電ＶＰ増強工事 　萩原ビル新築工事

    



事業実績 三芳建設（26）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

吉村　和 東京都 H8年２月 三菱化工機㈱ 東京都 H8年７月

　吉村マンション新築工事 　日本油脂㈱千鳥工場プラント工事

高垣伸利 東京都 H8年３月 南出和義 東京都 H8年８月

　高垣建具店外装改修工事 　南出ビル新築工事

旭友産業㈱ 茨城県 H8年３月 丸全昭和運輸㈱ 茨城県 H8年９月

　石井邸改造工事  　鹿島大豆センター合同事務所建設工事

吉田信吾 茨城県 H8年３月 大協樹脂㈱ 茨城県 H8年９月

　吉田邸新築工事 　大協工場建屋笠上げ工事

星　憲明 東京都 H8年４月 日立電線ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ㈱ 茨城県 H8年９月

　星ビル新築工事 　TKC-T5鉾田基地局建設工事

㈱坪井板金 茨城県 H8年４月 日立電線ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ㈱ 茨城県 H8年９月

　坪井板金増築工事 　TKC-T5大洋基地局建設工事

昭和産業㈱ 茨城県 H8年４月 日立電線ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ㈱ 茨城県 H8年９月

　昭産コンス工場屋根葺替工事 　TKC-T5出島基地局建設工事

樋口重雄 東京都 H8年５月 ㈱吉田SKT 東京都 H8年９月

　樋口ビル新築工事 　東京事務所増築工事

三菱化学㈱ 茨城県 H8年４月 鹿島ケミカル㈱ 茨城県 H8年10月

　架設ハウス撤去新設工事 　KC充填場棟新築工事

橋本和夫 茨城県 H8年４月

　橋本邸新築工事

鹿島ケミカル㈱ 茨城県 H8年６月

　ＫＣ場内鉄骨架台補強工事

阿部紀夫 東京都 H8年６月

　阿部ビル新築工事

鹿島北協同発電㈱ 茨城県 H8年６月

　メタバナ製品倉庫新築工事

鹿島北協同発電㈱ 茨城県 H8年７月

　解液製造建屋工事

鹿島北協同発電㈱ 茨城県 H8年７月

　Ｖ電池室建屋工事

㈱中央電気 東京都 H8年７月

　中央電気ビル新築工事  　



事業実績 三芳建設（27）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

斉藤秀樹・照巳 東京都 H8年10月 田口昭一・節子・良弘 東京都 H9年３月

　斉藤邸新築工事  　田口ビル新築工事

(社)一成会（木村病院） 東京都 H8年10月 東京都 東京都 H9年３月

　訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝみどり新築工  　都営住宅南千住6丁目第2・水道局建築工事

(社)一成会（木村病院） 東京都 H8年11月 武田紙器㈱ 千葉県 H9年３月

　木村病院便所改修工事  　松戸倉庫改造工事

木村工業㈱ 東京都 H8年11月 昭和産業㈱ 茨城県 H9年４月

　木村工業事務所棟新築工事  　出荷場タンク修理

利根川秋生 東京都 H8年11月 登山武雄 東京都 H9年４月

　利根川ビル新築工事  　登山ビル新築工事

木村工業㈱ 東京都 H8年11月 ㈲ミヨシ 茨城県 H9年４月

　木村工業増築工事  　丸善昭和南浜倉庫増築工事

吉村　和 東京都 H8年12月 保刈正雄・トウ 東京都 H9年６月

　吉村マンション新築工事  　保刈邸新築工事

㈱鈴木工務店 埼玉県 H8年12月 藤田　豊 東京都 H9年６月

　小野歯科医院新築工事  　藤田邸新築工事

伊藤健一・香奈子 東京都 H8年12月 三菱化学ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 茨城県 H9年６月

　伊藤ビル新築工事  　純水送水設備薬注工事

久米正良 茨城県 H9年１月 住友金属 茨城県 H9年６月

　久米司法書士事務所新築工事  　鹿島倉庫新築工事

黒林幸雄 東京都 H9年１月 茂呂憲明 東京都 H9年７月

　黒林邸改築工事  　茂呂邸新築工事

金子清二 東京都 H9年１月 小谷善晴 東京都 H9年７月

　金子ビル新築工事 　小谷邸改築工事

三菱化工機㈱ 千葉県 H9年２月 アジア原紙㈱ 東京都 H9年７月

　旭ガラス千葉工場  　アジアビル改修工事

大竹良雄・正宏 東京都 H9年２月 高橋和雄 東京都 H9年７月

　大竹邸新築工事  　高橋ビル新築工事

大協樹脂㈱ 茨城県 H9年２月 黒子　昇 東京都 H9年７月

　大協工場茨木工場新築工事  　クロコダイル第３新築工事

三菱化学ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 茨城県 H9年２月 (社)一成会（木村病院） 東京都 H9年８月

　水濾過装置撤去工事  　木村病院看護婦寮新築工事

共立建設 茨城県 H9年２月 加藤　茂 茨城県 H9年９月

　自動車電話基地局工事   加藤邸増築工事



事業実績 三芳建設（28）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

三菱石油ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 東京都 H9年９月 鹿島北共同発電㈱ 茨城県 H10年１月

　ヤマサ総業水槽その他工事 　鹿島北共VP第二能増工事

片庭　操 東京都 H9年９月 山崎康久 東京都 H10年１月

　大和印刷紙器増築工事 　山崎邸新築工事(A)棟

昭和産業㈱ 茨城県 H9年10月 山口　薫 東京都 H10年１月

　昭和鶏卵小川事業所補修工事   山口薫邸改修工事

日立電線（株） 茨城県 H9年11月 旭総合工事㈱ 茨城県 H10年１月

　日立電線龍ヶ崎基地局工事 　旭電化厚生棟新築工事

鬼沢長平 茨城県 H9年11月 岡野忠則 茨城県 H10年１月

　鬼沢邸新築工事 　岡野邸新築工事

斎藤武彦 東京都 H9年11月 金子健蔵 東京都 H10年２月

　斉藤邸新築工事 　金子邸新築工事

竹上健三郎 千葉県 H9年11月 鹿島北共同発電㈱ 茨城県 H10年２月

　竹上邸新築工事 　鹿島北共研修棟新築工事

西尾クリニック 東京都 H9年11月 白石督夫・風間健一 東京都 H10年３月

　西尾クリニック内装工事 　白石・風間邸新築工事

中原長政 東京都 H9年11月 旭総合工事㈱ 茨城県 H10年３月

　駐輪場設置工事 　旭総合旧食堂改修工事

旭総合工事 東京都 H9年12月 鹿島北共同発電㈱ 茨城県 H10年３月

　黒川邸新築工事 　鹿島北共科学事業部第二駐車場設置工事

陶山耕司 東京都 H9年12月 渋谷忠太郎 東京都 H10年５月

　陶山ビル新築工事 　渋谷邸新築工事

黒子　昇・太平 東京都 H9年12月 石井嘉矩 東京都 H10年５月

　黒子邸新築工事 　石井邸新築工事

鹿島北共同発電㈱ 茨城県 H9年12月 三菱化工機㈱ 東京都 H10年５月

　北共高純度V205充填設備工事 　三菱化大日本インキF19工場土建工事

日本農薬㈱ 茨城県 H9年12月 花輪英夫 東京都 H10年５月

　日農製品倉庫庇修理工事他 　花輪第二ビル新築工事

松井春男 茨城県 H9年12月 ㈲大設工業 茨城県 H10年６月

　松井春男邸増築工事 　大設工業無水石膏製造

㈱光陽社 東京都 H9年12月 丸全昭和運輸㈱ 茨城県 H10年８月

　光陽社ビル日新石油改装工事 　信越化学内丸全事務所及び作業所新築工事

㈱浜野サービス 茨城県 H10年１月

　浜野鹿石管理事務所維持改修工事

  



事業実績 三芳建設（29）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

㈱皆木運輸倉庫 東京都 H10年８月

　㈱皆木運輸倉庫本社新築工事

丸全昭和運輸㈱ 茨城県 H10年８月

　丸全昭和開発行為工事

角田春夫・幸枝・哲也 東京都 H10年８月

　角田邸新築工事

押見　明 東京都 H10年10月

　押見邸新築工事

たまりメリーホーム 茨城県 H10年10月

　ショウトステイ新築工事

昭和産業㈱ 茨城県 H10年11月

　昭産牛堀ミックス倉庫増築工事

内村良祐 東京都 H10年12月

　内村邸新築工事

昭和産業㈱ 茨城県 H11年１月

　水処理層強内ピット新築工事

生田　太・生田房子 東京都 H11年１月

　生田邸新築工事

依田たけ子 東京都 H11年１月

　黄　邸新築工事

反町　理 神奈川県 H11年１月

　反町邸新築工事

アロイ・テック㈱ 茨城県 H11年２月

　本工場屋根・壁工事

三菱化工機㈱ 茨城県 H11年４月

　CK-7分析室建設工事



事業実績 三芳建設（30）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

渡辺忠雄 東京都 H11年４月 浅井勇 東京都 H12年２月

渡辺木工製作所増築工事 浅井邸新築工事

㈱日東 東京都 H11年５月 松為迪夫 茨城県 H12年４月

日東プレハブ新築工事 松為邸増築工事

高橋和幸 東京都 H11年６月 大塚楽器 東京都 H12年４月

高橋邸新築工事 大塚楽器ＳＳ改修工事

たまりﾒﾘｰﾎｰﾑ　中山洋一 茨城県 H10年10月 槙田宏一，槙田喜美子 東京都 H12年６月

たまりﾒﾘｰﾎｰﾑｼｮｰﾄｽﾃｲ新築工事 槙田邸新築工事

昭和産業㈱ 茨城県 H10年11月 昭和産業㈱ 埼玉県 H12年６月

昭産牛堀ミックス倉庫 三芳事業所改修工事

昭和産業㈱ 茨城県 H11年１月 ㈱エイチイーシー 神奈川県 H12年６月

昭産ピット新設工事 鶴見曹達㈱精留塔設備工事

三菱化工機㈱ 茨城県 H11年４月 荒川区 東京都 H12年７月

三菱化工機ＣＫ－7分析室 赤土小学校耐震補強工事

昭和産業㈱ 茨城県 H11年５月 真下和洋 東京都 H12年７月

昭和鶏卵増築工事 真下邸新築工事

池銀リース㈱ 茨城県 H11年５月 鷲見二朗 東京都 H12年７月

大協樹脂28Ｋ1地下タンク 鷲見邸新築工事

日立電線㈱ 千葉県 H11年５月 コスモエンジニアリング㈱ 神奈川県 H12年８月

アカデミアパーク基地局建設工事 日本油脂配管ラック施設工事

大洋村 茨城県 H11年６月 日立電線㈱

大洋村地域資源総合管理施設 波崎北基地局建設工事 茨城県 H11年11月

横田工業㈱ 茨城県 H11年８月 牛堀基地局建設工事 H11年12月

鐘渕化学公務室増設工事 神栖基地局建設工事 H12年８月

荒川区 東京都 H11年６月 旭総合工事 茨城県 H12年２月

尾久小学校耐震補強工事 旭電化マーガリン工場補修

平山和寿 東京都 H11年９月 昭和産業㈱ 茨城県 H12年５月

平山マンション新築工事 昭和鶏卵冷蔵庫新設工事

岩崎昌之 東京都 H12年１月 日立化成テクノプラント㈱ 茨城県 H12年６月

岩崎ビル新築工事 鹿島事業所電子材料新築工事

尾久製パン㈱ 東京都 H11年12月 富里町桜台団地自治会 千葉県 H12年９月

尾久製パン改造工事 集会所新築工事

荒川区 東京都 H12年１月 昭和産業㈱ 茨城県 H12年８月

荒川総合スポーツセンター温水プール ブドウ糖硫黄燃焼設備新築他

石井日出徳 東京都 H12年１月 ㈱ランバーテック 茨城県 H12年９月

石井邸新築工事 大蔵倉庫増築工事



事業実績 三芳建設（31）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

㈱パワーアンドコムテック 茨城県 楢葉健一，郁之助 東京都 H13年５月

玉造基地局建設工事 H12年９月 楢葉邸新築工事

北浦基地局建設工事 H12年10月 根津恵美子 東京都 H13年６月

志崎基地局建設工事 H12年10月 根津邸新築工事

昭和産業㈱ 茨城県 H12年11月 田口実 東京都 H13年７月

タンク基礎工事 田口邸新築工事

武田紙器㈱ 千葉県 H13年１月 橋本智恵子 東京都 H13年８月

屋根ルーフデッキ葺き工事 橋本ビル新築工事

荒川区 東京都 H10年12月 アデカ総合設備㈱ 茨城県 H12年11月

諏訪台中学校建築工事 ＩＰ環境改善対策土建工事

中村開一 東京都 H12年５月 ㈱新明製作所 茨城県 H12年11月

中村田端新町ビル新築工事 鹿島飼料マッシュ製品設備

神山勝夫 東京都 H12年９月 丸全昭和運輸㈱ 茨城県 H13年１月

神山邸新築工事 改修工事

田口良弘 東京都 H12年９月 ㈱パワーアンドコムテック 千葉県

田口ビル新築工事 安房三芳基地局建設 H13年２月

菅野トモ 東京都 H12年12月 千葉白浜基地局建設 H13年２月

菅野ﾋﾞﾙ新築工事 三菱化工機㈱ 千葉県 H13年４月

吉村虎五郎 東京都 H12年12月 エステル工場増設工事

吉村荘新築工事 アロイテック㈱ 茨城県 H13年５月

関輪輝雄他 東京都 H13年１月 アロイテック新築工事

関輪ビル新築工事 ㈱新明製作所 茨城県 H13年７月

西尾昌洋 東京都 H13年１月 丸紅飼料バラ出荷設備工事

入谷獣医科医院改造工事 アデカ総合設備㈱ 茨城県 H13年７月

東洋エンジニアリング㈱ 神奈川県 H13年３月 高度化基礎対策設備工事

日本油脂第３プラントタンク基礎 たまりメリーホーム　中山洋一茨城県 H13年７月

田辺製薬エンジニアリング㈱ 埼玉県 H13年３月 たまりメリーホーム増築工事

川口薬品ＳＫ顆粒設備工事 丸全昭和運輸㈱ 茨城県 H13年９月

伊藤力男 東京都 H13年３月 南浜２期用地開発工事

ハイツ伊藤改修工事 ㈱川和工業所 茨城県 H13年９月

昭和産業㈱ 埼玉県 H13年４月 川和工業所工場増設工事

キューピータマゴ改修工事 荒川区 東京都 H12年２月

田辺製薬エンジニアリング㈱ 埼玉県 H13年４月 白鬚西地区小学校建築工事

サンメイケミカル工場新築 稲田隆司，一俊 東京都 H13年６月

中村開一 東京都 H13年５月 稲田邸新築工事

サントルビィラージュ改修工事



事業実績 三芳建設（32）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

高橋一恵 東京都 H13年５月 荒川区 東京都 H13年７月

白山マンション新築工事 南千住駅東口自転車駐車場

玉谷千代 東京都 H13年８月 大洋村 茨城県 H14年７月

玉谷ビル新築工事 上島小学校屋外運動場改修

松本喜代子 東京都 H13年11月 田中義春 東京都 H14年８月

松本マンション新築工事 小菅４丁目マンション新築工事

田中義春 東京都 H13年11月 ㈲荒木 東京都 H14年８月

田中邸新築工事 荒木マンション新築工事

宮本実 東京都 H13年11月 ㈱高橋工務店 埼玉県 H14年11月

宮本ビル新築工事 山口邸新築工事

㈱小泉運送 東京都 H14年３月 佐藤二郎 東京都 H14年12月

いずみ商事倉庫新築工事 佐藤邸改修工事

小倉道孝 東京都 H14年２月 野口尚 東京都 H15年１月

小倉邸改修工事 ＮＳ邸新築工事

日本油脂㈱：千鳥工場 神奈川県 H14年３月 鹿島サイロ㈱ 茨城県 H14年２月

日本油脂：厚生棟改修工事 鹿島サイロ出入口改造工事

久住恵美子 東京都 H14年７月 ㈱エース建工 茨城県 H14年４月

久住邸新築工事 昭産第７サイロ建設工事

荒川区 東京都 H14年８月 三菱化学エンジニアリング㈱ 茨城県 H14年５月

尾久ひろば館耐震補強工事 ６号タービン発電設備

千代田テクノエース㈱ 茨城県 神栖町 茨城県 H15年１月

昭和産業食品搾油工場工事 H14年７月 ３．４．19号線修景施設工事

ミールサイロ建設基礎工事 H13年12月 加藤俊裕 茨城県 H15年１月

白石博之 茨城県 H13年12月 加藤歯科，加藤邸新築工事

白石邸増築工事 鈴木英雄 東京都 H15年２月

㈱奥村組 茨城県 H14年２月 赤土ビル解体工事

丸全南浜２期倉庫増築工事 早川住建㈱ 東京都 H15年３月

丸全昭和運輸㈱ 茨城県 H14年６月 田端むつみ公園前ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

三菱化学休憩所新築工事 海野吉正 東京都 H15年３月

㈱新明製作所 茨城県 H14年６月 海野ﾏﾝｼｮﾝ新築工事

中部飼料熱加工設備新築工事 真田勝博 東京都 H15年６月

武田紙器㈱ 千葉県 H14年６月 ＫＳビル新築工事

北総貨物野田配送センター ライフサポート㈱ 埼玉県 H15年７月

アデカ総合設備㈱ 茨城県 悠楽里とだ改修工事

ニッサン石鹸倉庫増築工事 H14年６月 中島タイ 東京都 H15年７月

ＯＭＣＴＳ危険物倉庫増築工事 H14年８月 日東ビル改修工事



事業実績 三芳建設（33）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

鈴木敏夫、鈴木和子 東京都 H15年８月 ㈱新明製作所 茨城県 H16年１月

西日暮里２丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 鶏豚配合飼料専門工場建設工事

東電タウンプランニング㈱ 東京都 H15年９月 鈴木敏夫、和子 東京都 H16年２月

ＴＭＯプレハブ工事 田端鈴木邸改修工事

キューピータマゴ㈱ 埼玉県 H15年９月 星進一 東京都 H16年３月

キューピータマゴ増築工事 星邸解体工事

茂呂明彦 東京都 H15年９月 浅田光男 東京都 H16年４月

茂呂邸新築工事 浅田ビル新築工事

荒川区 東京都 H15年11月 小林公司 東京都 H16年６月

第一特別養護老人ホーム改修工事 小林荘新築工事

関東鞄工業協同組合 東京都 H15年12月 岩隈孝徳 東京都 H16年６月

Ｋ－５ビル新築工事 岩隈邸新築工事

白根久司 埼玉県 H16年１月 佐藤和子 東京都 H16年７月

白根邸改造工事 佐藤マンション新築工事

㈱新明製作所 茨城県 H15年２月 小幡貞司 東京都 H16年８月

ＲＭ設備据付工事 小幡マンション新築工事

中部資材㈱ 茨城県 H15年２月 千代田スバック㈱ 東京都 H16年７月

全農ｻｲﾛ大豆選別工場更新 ギャラリーＳＯＫＯ新築工事

定温倉庫増設工事

野口義幸 茨城県 H15年２月 千代田スバック㈱ 東京都 H16年７月

ｷｬﾉﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ㈱鹿島支店新築工事 榊原記念病院カーポート工事

新日本製鐵㈱ 茨城県 H15年６月 村田百世 東京都 H16年９月

鹿島ｻｲﾛｴﾝﾄﾗﾝｽ改造工事 ＹＵマンション新築工事

アデカ総合設備㈱ 茨城県 H15年８月 ㈱進洋 東京都 H16年９月

知手宅地造成工事 進洋ビル改修工事

たまりﾒﾘｰﾎｰﾑ 茨城県 H15年８月 難波 東京都 H16年９月

たまりﾒﾘｰﾎｰﾑ通所施設整備工事 難波邸改修工事

丸全昭和運輸㈱ 茨城県 H15年10月 ㈱ＮＬＭエカル 埼玉県 H16年11月

南浜危険物屋外貯蔵所増設工事 鉄骨架台工事

㈱新明製作所 茨城県 H15年９月 長島特殊塗料㈱ 埼玉県 H16年10月

丸紅飼料㈱牛用配合設備改造工事 大家根葺き替え工事

㈱鹿島冷熱 茨城県 H15年11月 中村俊一、紀子 東京都 H16年12月

出久根倉庫新築基礎工事 中村邸リフォーム

アデカ総合設備㈱ 茨城県 H15年12月 荒川区 東京都 H16年12月

旭電化第２検品室設置工事 荒川７丁目ひろば館新築工事



事業実績 三芳建設（34）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

水沢商店 東京都 H16年12月 神山久子 東京都 H17年４月

水沢ビルＥＶ入替工事 神山荘新築工事

㈱ピープス 東京都 H17年１月 サン．シーリング㈱ 東京都 H17年３月

㈱ピープス４階５階改修工事 サン．シーリングビル解体工事

日本農薬㈱ 茨城県 H16年２月 向後賢一 東京都 H17年３月

日本農薬危険物倉庫増築 向後ビル外壁及び４階改修

鹿島北共同発電㈱ 茨城県 H16年２月 学校法人　了徳寺学園 東京都 H17年４月

安水タンク防液堤設置工事 了徳寺学園医療機関工事

アデカ総合設備㈱ 茨城県 H16年３月 渋谷建次郎 東京都 H17年４月

ＩＰ工程置き場拡張工事 渋谷邸新築工事

アデカ総合設備㈱ 茨城県 H16年３月 ㈱ストロング 東京都 H17年５月

ニッサン石鹸調合棟増築工事 ストロング2,3Ｆ改修工事

アデカ総合設備㈱ 千葉県 H16年４月 ㈱機電サービス 埼玉県 H17年７月

日清紡千葉間仕切小屋建築 ㈱機電サービス越谷工場新築

日本農薬㈱ 茨城県 H16年４月 市橋由行 千葉県 H18年７月

駐車場改修工事 リバティＥＶ増設工事

㈱鹿島冷熱 茨城県 H16年４月 小谷カズ子 東京都 H17年８月

出久根倉庫新築工事 小谷ビル新築工事

有）一蘭荘 千葉県 H16年５月 日東地所㈱ 東京都 H17年７月

一蘭荘増築工事 日東ビル２０１号室他改修工事

アデカ総合設備㈱ 茨城県 H16年７月 ㈱大信堂 東京都 H17年８月

旭電化食品実験棟増築工事 大信堂新オフィス工事

㈱山口工務店 茨城県 H16年８月 富士交通㈱ 東京都 H17年11月

要ファーム増築工事 メゾンドール外壁塗装他

アデカ総合設備㈱ 茨城県 H16年９月 丸全昭和運輸㈱ 茨城県 H16年12月

ＬＣＰ工場前室、テント倉庫設置工事 鹿島倉庫上屋工事

アデカ総合設備㈱ 茨城県 H16年12月 全農サイロ㈱ 茨城県 H17年２月

環境対策第２期工事 鹿島支店制御室拡張工事

丸全昭和運輸㈱ 茨城県 H16年12月 ㈱新明製作所 茨城県 H17年３月

鹿島倉庫上屋工事 代用乳造粒設備新設工事

中山洋一 茨城県 H16年12月 大協樹脂㈱ 茨城県 H17年２月

中山邸新築工事 茨城工場倉庫新築工事

㈱川和工業所 茨城県 H16年12月 昭和産業㈱ 茨城県 H17年３月

天井クレーン設置工事 飼料技術センター建屋解体工事

武藤邦夫 東京都 H17年３月 鹿島北共同発電㈱ 茨城県 H17年３月

タイヨーパッキング東京工場新築工事 計器室増築工事

ヘレウス．エレクトロナイト 千葉県 H17年４月 アデカ総合設備㈱ 茨城県 H17年３月

ヘレウス．エレクトロナイト　アスベスト撤去 旭電化構内補修工事



事業実績 三芳建設（35）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

鹿島ケミカル㈱ 茨城県 H17年４月 アデカ総合設備㈱ 茨城県 H18年１月

事務棟内部改修他 マーガリン工場定温庫整備工事

日揮㈱ 茨城県 H17年４月 アデカ総合設備㈱ 茨城県 H18年１月

三菱ガス化学ＳＰＲＳタンク増設 アデカＨＢＲ原料ボンベ倉庫新築工事

鹿島北共同発電㈱ 茨城県 H17年５月 根橋　仁 東京都 H18年３月

ダイク増強工事 根橋邸及び共同住宅新築工事

アデカ総合設備㈱ 茨城県 H17年５月 新日暮里ハイツ管理組合 東京都 H18年４月

旭電化化学品ヤード改修工事 新日暮里ハイツ外壁改修工事

アデカ総合設備㈱ 茨城県 H17年６月 大熊興業㈱ 東京都 H18年５月

ＯＰ再配置化土建工事 大熊興業ビル新築工事

鹿島北共同発電㈱ 茨城県 H17年６月 日東地所㈱ 東京都 H18年４月

豆ミールサイロ上屋工事 日東ビル各階改造工事

大協樹脂㈱ 茨城県 H17年10月 社）荒川区医師会 東京都 H18年４月

茨城工場外装工事 救急医療センター改修工事

田口昭一、節子、良弘 東京都 H17年９月 糸賀　則子 東京都 H18年４月

第２田口ビル新築工事 糸賀邸改修工事

小島良和、永義 東京都 H18年１月 ㈲光洋 東京都 H18年７月

小島邸新築工事 カネヒロビル空調入替工事

有賀秀和 東京都 H17年11月 平成エクステリア㈱ 東京都 H18年７月

有賀邸新築工事 増田邸門扉工事

広瀬勝久 東京都 H17年11月 伊藤　力雄 東京都 H18年７月

広瀬ビル新築工事 ハイツ伊藤外壁改修工事

㈱キュービ 東京都 H17年12月 ㈱小倉硝子店 東京都 H18年７月

旭ビル改修工事 プレハブ工事

荒川区 東京都 H17年12月 社）荒川区医師会 東京都 H18年９月

子ども家庭支援センター 荒川区医師会第２会館新築工事

昭和産業㈱ 埼玉県 H18年１月 中村喜美栄 東京都 H18年８月

昭和鶏卵三芳事業所増築工事 ＮＫビル外壁改修工事

川崎肇．喜美子 東京都 H18年１月 ㈱アースウインド 東京都 H18年９月

東駒形２丁目ビル新築工事 ㈱ヤグチ分室解体工事

㈱奥村組 茨城県 H17年12月 鈴木材木店 東京都 H18年９月

奥村組ＡＤＫ研究中実験設備建築工事 ハイツ和の家改修工事

鹿島北共同発電㈱ 茨城県 H17年12月 ㈱ロイヤル工芸 埼玉県 H18年10月

プラント内建屋修繕工事 ロイヤル工芸中二階工事

昭和産業㈱ 茨城県 H18年１月 塩浦　賢治 東京都 H18年９月

排水処理設備原水槽増築工事 塩浦ビル1Ｆ店舗改修工事

中田　恵子 東京都 H18年11月

スカイハイツ中田外壁改修工事



事業実績 三芳建設（36）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

戸田　十志子 東京都 H18年10月 鹿島ケミカル㈱ 茨城県 H18年５月

トダビューハイツ１階改修工事 ＫＣＮＯ－ＩＡＬＣ架構修理工事

ワークマンコーポレーション 東京都 H18年11月 ＡＤＥＫＡ総合設備㈱ 茨城県 H18年５月

ライオン紙パルプ評価設備工事 ＡＤＥＫＡ総合発酵中実験設備増設

社）荒川区医師会 東京都 H18年11月 全農サイロ㈱ 茨城県 H18年５月

荒川区医師会本館外壁改修工事 全農サイロ第1,2期サイロ屋外防水工事

小林　公司 東京都 H18年12月 昭和産業㈱ 茨城県 H18年６月

小林倉庫舗装工事その他 昭和産業境界フェンス更新工事

千代田スバック㈱ 埼玉県 H19年１月 神栖市 茨城県 H18年６月

コプロシステムプレハブ工事 神栖市18神公下第１号工事

長橋　徳和 東京都 H18年５月 ＡＤＥＫＡ総合設備㈱ 茨城県 H18年５月

長橋邸揚壁新設工事 ＡＤＥＫＡ総合構内補修工事

岩井　高充 埼玉県 H18年９月 ㈱川和工業所 茨城県 H18年７月

岩井マンション新築工事 ２号棟増設工事

荒川区 東京都 H18年10月 ＡＤＥＫＡ総合設備㈱ 茨城県 H18年６月

西日暮里ふれあい館新築工事 ＡＤＥＫＡ総合構内補修工事

佐々木勝蔵、芳浩 東京都 H18年12月 ＡＤＥＫＡ総合設備㈱ 茨城県 H18年７月

佐々木邸新築工事 ＡＤＥＫＡＯＰ棟外壁塗装補修工事

日本華僑経済合作社 東京都 H19年１月 昭和産業㈱ 茨城県 H18年７月

代々木中央ビル室内改修工事 昭産ミックス工場１階出荷場前設置工事工事

アデカ総合設備㈱ 茨城県 H18年２月 浄土寺 千葉県 H18年７月

アデカエッチング剤生産設備建屋新築工事 外構他工事

昭和産業㈱ 茨城県 H18年３月 ＡＤＥＫＡ総合設備㈱ 茨城県 H18年８月

昭産粉ローリー洗車場新築工事 出荷場排水溝設置工事他

日機プランテック㈱ 千葉県 H18年４月 ＡＤＥＫＡ総合設備㈱ 茨城県 H18年８月

日機豊橋飼料千葉工場５セット更新工事 ＣＭ工場乳化１階環境整備工事

アデカ総合設備㈱ 茨城県 H18年２月 ＡＤＥＫＡ総合設備㈱ 茨城県 H18年９月

アデカ旭電化構内改修補修工事 ＡＤＥＫＡ総合構内補修工事

㈱新明製作所 茨城県 H18年３月 丸全昭和運輸㈱ 茨城県 H18年10月

新明日清丸紅飼料バラ出荷タンク増設工事 南浜倉庫塗装工事

アデカ総合設備㈱ 茨城県 H18年３月 ＡＤＥＫＡ総合設備㈱ 茨城県 H18年11月

ＣＭ工場ラボ改造他工事 ＡＤＥＫＡ総合Ｒ－４ラック増設工事

丸全昭和運輸㈱ 茨城県 H18年３月 昭和産業㈱ 茨城県 H18年11月

丸全昭和４社バース事務所新設工事 昭産潮来増設関連建屋改修工事

アデカ総合設備㈱ 茨城県 H18年４月 日化設備エンジニアリング㈱ 茨城県 H18年11月

アデカ旭電化構内補修工事他 日化設備機能性フィルム工場ラック敷設工事



事業実績 三芳建設（37）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

ＡＤＥＫＡ総合設備㈱ 茨城県 H18年９月 ＡＤＥＫＡ総合設備㈱ 茨城県 H19年２月

ＡＤＥＫＡ総合ＩＰ－Ⅱ建築工事 ＯＰ棟改修工事

ＡＤＥＫＡ総合設備㈱ 茨城県 H18年11月 吉沢　充 茨城県 H19年３月

ＡＤＥＫＡ総合構内補修工事 吉沢邸新築工事

㈱新明製作所 茨城県 H18年12月 日揮プロジェクトサービス㈱ 茨城県 H19年５月

新明鹿島サイロ飼料副原料入出庫設備 鹿島ケミＣＷ－308設置

丸全昭和運輸㈱ 茨城県 H19年１月 ＡＤＥＫＡ総合設備㈱ 茨城県 H19年４月

丸全昭和事務所外壁塗装工事 鹿島工場事務所棟改修

村田香治、村田富美子 東京都 H19年５月 中国木材㈱ 茨城県 H19年７月

村田ビル新築工事 バーク・オガ自動搬送施設新築

市村圭司 東京都 H19年４月 ㈱田辺工業 茨城県 H19年８月

市村マンション新築工事 大日本インキＪ－３設備工事

有）佐々木商事 東京都 H19年５月 ＡＤＥＫＡ総合設備㈱ 茨城県 H19年８月

佐々木ビル外壁改修工事 マーガリン工場庇改修工事

三宏木材工業㈱ 埼玉県 H19年５月 昭和産業㈱ 茨城県 H19年９月

小林倉庫改修工事 ブドウ糖副資材置場設置

牧野喜一 東京都 H19年６月 日揮プロジェクトサービス㈱ 茨城県 H19年10月

牧野ビル新築工事 ＫＣＤＣＨパイロットプラント工事

小林公司 埼玉県 H19年５月 三菱化学エンジニアリング㈱ 茨城県 H19年11月

小林倉庫屋根，雨樋改修工事 北共1階事務所改修

玉谷千鶴子 東京都 H19年７月 ＡＤＥＫＡ総合設備㈱ 茨城県 H19年９月

玉谷ビル改修工事 エッチング建屋増設工事

古川周一 東京都 H19年７月 ㈱新明製作所 千葉県 H19年10月

矢野古川邸改造工事 エヌピエフジャパン千葉ペットフード工場建設

荒川区 東京都 H19年７月 岩本雅好 茨城県 H19年10月

尾久小学校外壁，渡り廊下改修 岩本邸新築工事

㈱エスワイ 東京都 H19年10月 ＡＤＥＫＡ総合設備㈱ 茨城県 H19年11月

エスワイ昭和町ビル外壁改修 ＣＭ工場定温庫増築工事

出口　一 東京都 H19年６月 中国木材㈱ 茨城県 H19年12月

東向島2丁目ナンカイビル新築 東京センター外壁

粂谷　五十六 東京都 H19年８月 学法）つくば開成学園 茨城県 H19年12月

粂谷ビル新築工事 鹿嶋校改修工事

蓮見昌俊 東京都 H19年12月 五明彰雄 東京都 H20年２月

蓮見邸新築工事 五明ビル改装工事

丸全昭和運輸㈱ 茨城県 H19年２月 三陽工業㈱ 東京都 H20年３月

丸全昭和南海浜危険物倉庫新築 三陽工業工場新築工事

ＡＤＥＫＡ総合設備㈱ 茨城県 H18年11月 向後賢一 東京都 H20年４月

ウエラジャパン洗浄室設置 向後第２ビル改修工事



事業実績 三芳建設（38）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

荒川区 東京都 H20年７月 ＡＤＥＫＡ総合設備㈱ 茨城県 H20年８月

南千住第２中学外壁改修工事 ＡＤＥＫＡ総合設備中実験室増築工事

東京都 H18年11月 三菱化学エンジニアリング 茨城県 H20年９月

三菱化学エンジロンビック鹿島工場増設工事

ひぐらしの里北地区市街地再開発組合 中国木材㈱ 茨城県 H20年９月

鹿島工場製品倉庫建設工事

荒川区 東京都 H20年４月 昭和産業㈱ 茨城県 H20年12月

ひぐらしの里　連絡デッキ バイオマスボイラー建屋新築工事

荒川区 東京都 H20年４月 鹿島北共同発電㈱ 茨城県 H20年９月

白髭西地区内小学校、汐入こども園建築 鹿島北共リサイクル事務所外壁改修工事

富士交通㈱ 東京都 H20年10月 ㈱東京環境測定センター 茨城県 H21年1月

富士交通社員寮新築工事 東京環境測定食2包装工程環境改善工事3.4

有）スペースエム 東京都 H20年12月 株）根橋レンズ 東京都 H21年2月

スペースエム地下駐車場消火設備工事 舎人根橋ビル新築工事

㈱根橋レンズ 東京都 H21年２月 佐々木時子 東京都 H21年4月

舎人根橋ビル新築工事 佐々木ビル2Ｆ改修工事

昭和産業㈱ 茨城県 H20年３月 角田ヒサエ 東京都 H21年4月

昭和産業業者休憩所新設工事 角田ビル外壁改修、防水工事

昭和産業㈱ 茨城県 H20年４月 キューピータマゴ（株 東京都 H21年4月

昭産ブドウ糖倉庫出荷口設置工事 西多摩工場改修工事

中国木材㈱ 茨城県 H20年５月 南雲泰美 東京都 H21年8月

中国木材オートテーブル設置工事 南雲泰美邸改装工事

たまりメリーホーム 茨城県 H20年６月 株）ＮＬＭエカル 東京都 H21年5月

たまりメリーホーム浴室改修工事 エカル八王子ＴＶ中継局

昭和産業㈱ 茨城県 H20年６月 株）昭産エンジニアリング 千葉県 H21年5月

昭和産業建屋改造工事 昭和産業実験室改修工事

中国木材㈱ 茨城県 H20年７月 小宮義明 東京都 H21年5月

中国木材原木棟移設工事 小宮邸耐震及び改修工事

光食品(有 茨城県 H20年７月 昭和産業（株 千葉県 H21年7月

光食品廃水処理その他増設工事 ミックス工場屋根改修工事

ＡＤＥＫＡ総合設備㈱ 茨城県 H20年７月 廣田博邦 東京都 H21年6月

ＡＤＥＫＡ総食品倉庫保管能力向上工事 耐震補強工事

ＡＤＥＫＡ総合設備㈱ 茨城県 H20年７月 佐々木時子 東京都 H21年7月

ＡＤＥＫＡ日農危険物倉庫増設工事 佐々木ビル1Ｆ改修工事

㈱東京環境測定センター 茨城県 H20年７月 佐藤哲九 東京都 H21年11月

東京環境測定食2包装工程環境改善工事 佐藤邸改造工事

㈱川和工業所 茨城県 H20年７月 株）ＮＬＭエカル 神奈川県 H21年11月

川和工業所増築工事 相模湖駅架台工事

ひぐらしの里北地区市街
地再開発組合



事業実績 三芳建設（39）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

中田次男、愛子 東京都 H21年10月 ＡＤＥＫＡ総合設備（株 茨城県 H21年9月

中田倉庫新築工事 日農合成実験棟新築工事

荒川区 東京都 H21年11月 たまりメリーホーム 茨城県 H21年10月

荒川清掃事務所外壁改修工事 屋根塗装工事

荒川区 東京都 H21年7月 ＡＤＥＫＡ総合設備（株 茨城県 H21年12月

荒川３丁目すれあい館工事 マーガリン工場屋根工事

荒川区 東京都 H21年9月 中国木材（株 茨城県 H21年11月

尾久西小学校体育館屋根改修工事 物流事務所新築工事

畠山弘 東京都 H21年11月 ＡＤＥＫＡ総合設備（株 茨城県 H22年1月

耐震工事 ＨＰ量産設備土建工事

今井育雄 東京都 H22年1月 昭和産業（株 茨城県 H21年12月

今井邸新築工事 物流倉庫受付事務所設置工事

清水和子 東京都 H22年1月 大山欽司 東京都 H22年2月

改修工事 大山ビル新築工事

中国木材（株 茨城県 H21年2月 村田栄三郎 東京都 H22年3月

製品倉庫建築工事 村田ビル４，５Ｆ改修工事

ＡＤＥＫＡ総合設備（株 茨城県 H21年2月 陶山貢市 東京都 H22年4月

ＡＦＥＳ製造設備工事 陶山ビル外壁改修工事

東大阪油脂運輸（株 茨城県 H21年2月 昭和産業（株 千葉県 H22年6月

擁壁補修工事 船橋工場製粉倉庫屋根改修

田辺工業（株 茨城県 H21年2月 社）荒川区歯科医師会 東京都 H22年4月

鹿島工場外構工事 歯科医師会館外壁改修工事

田辺工業（株 茨城県 H21年2月 けやき通り北十番館管理組合 東京都 H22年9月

鹿島工場トイレ新設工事 北十番館大規模改修工事

昭和産業（株 茨城県 H21年4月 東京交通自動車（株 東京都 H22年9月

神栖社宅解体工事 ロッカールーム新設工事

山本機械（株 茨城県 H21年5月 荒川区 東京都 H22年6月

原料貯槽節分け設備工事 第六日暮里小外壁改修

中国木材（株 茨城県 H21年5月 畠山弘 東京都 H22年7月

製品倉庫建築工事 畠山邸改修工事

たまりメリーホーム 茨城県 H21年5月 株）秀友社 東京都 H22年11月

運動場及び避難所整備工事 メトロカフェ出口弐番新築工事

鹿島ケミカル（株. 茨城県 H21年5月 太陽興業（株 東京都 H22年12月

定修工事他 太陽興業改修工事

馬場本店 茨城県 H21年8月 河合重夫 東京都 H22年9月

定温倉庫新築工事 東日暮里４丁目ビル新築工事

山谷英紀 茨城県 H21年8月 岩崎巌 東京都 H22年11月

山谷邸新築工事 岩崎邸新築工事



事業実績 三芳建設（40）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

コツ通り商店会 東京都 H22年11月 漆山秀夫 東京都 H23年6月

コツ通り商店会アーケード撤去 漆山邸耐震リフォーム工事

森田文江、崇仁 東京都 H23年1月 増山勝一 東京都 H23年6月

森田邸新築工事 耐震リフォーム工事

中国木材（株 茨城県 H22年2月 三菱化工機（株 茨城県 H23年5月

製品倉庫第三期改造工事 大生郷終末処理場水処理設備工事

ＡＤＥＫＡ総合設備（株 茨城県 H22年3月 田久保宗光 東京都 H23年7月

社宅解体工事 田久保邸改修工事

昭和産業（株 茨城県 H22年4月 昭和産業（株 千葉県 H23年9月

サイロ増設工事 原料倉庫屋根改修工事

ＡＤＥＫＡ総合設備（株 茨城県 H22年4月 中田四郎 東京都 H23年6月

定温倉庫屋根改修工事 中田ビル外壁改修工事

昭和産業（株 茨城県 H22年4月 フェロー工業（株 東京都 H23年7月

ブドウ糖新操作室設置工事 外部改修工事

壽環境機材（株 茨城県 H22年5月 株）ストロング 茨城県 H23年6月

ローリー車洗浄廃水処理工事 菅生解体

中国木材（株 茨城県 H22年10月 日商インターライフ 東京都 H23年7月

北通路補修工事他 銀座第５ビル改修

神栖市 茨城県 H22年6月 斉藤道正 東京都 H23年8月

息栖小仮設校舎建築工事 外壁及び防水改修工事

全農サイロ（株 茨城県 H22年12月 精文堂印刷（株 東京都 H23年9月

鹿島支店事務所改修工事 .本社外壁改修工事

ＡＤＥＫＡ総合設備（株 茨城県 H22年12月 神田美徳 東京都 H23年9月

ＨＰ量産設備土建工事 神田邸新築工事

ＡＤＥＫＡ総合設備（株 茨城県 H23年1月 株）内村製作所 東京都 H23年9月

構内補修工事 尾久工場改修工事

エルアルカサル西日暮里 東京都 H23年2月 株）印南製作所 東京都 H23年9月

外壁改修工事 災害復旧工事

京阪園芸（株 東京都 H23年3月 神永俊夫 東京都 H23年10月

勝どき駅前（再）本設公園工事 神永荘改修工事

株）ストロング 東京都 H23年3月 株）エヌ・エル・エム　エカル 東京都 H23年10月

解体工事 東武鉄道駅構内工事

ＮＰＯ東京ケアネットワーク 東京都 H23年4月 小林茂春 東京都 H23年11月

かどころ町屋介護サービス 小林邸新築工事

漆山隆一 東京都 H23年5月 石井日出徳 東京都 H24年1月

漆山邸改造工事 王子スカイパレスタイル貼改修工事

株）機械サービス 東京都 H23年5月 昭和産業（株 茨城県 H23年2月

外壁改修工事 鹿島ウエットミル外壁他改修工事



事業実績 三芳建設（41）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

昭和産業（株 茨城県 H23年2月 ＡＤＥＫＡ総合設備（株 茨城県 H23年5月

鹿島工場定修工事 関東珪藻テント倉庫

ＡＤＥＫＡ総合設備（株 茨城県 H23年2月 鹿島ケミカル（株 茨城県 H23年5月

アデライト製品コンテナ用秤設置工事 構内定修工事

田辺工業（株 茨城県 H23年2月 ＡＤＥＫＡ総合設備（株 茨城県 H23年5月

クラレセプトン生産対策工事 包装工程壁クラック補修

鉾田市 茨城県 H23年2月 ＡＤＥＫＡ総合設備（株 茨城県 H23年7月

上島東小学校屋内運動場耐震補強 駐車場舗装工事

かしまなだ農業協同組合 茨城県 H23年2月 昭和産業（株 茨城県 H23年7月

営農技術センタ出荷場建替工事 糖化工場建屋鉄骨補強工事

ＡＤＥＫＡ総合設備（株 茨城県 H23年3月 中国木材（株 茨城県 H23年7月

　メイン道路沿い環境整備 屋根増設工事

有）ミヨシ 茨城県 H23年3月 ＡＤＥＫＡ総合設備（株 茨城県 H23年7月

　　ミヨシ倉庫震災復旧工事 ４Ｆ床整備工事

丸全昭和運輸（株 茨城県 H23年3月 ＡＤＥＫＡ総合設備（株 茨城県 H23年7月

　　事務所改修工事 アスファルト舗装改修工事

ＡＤＥＫＡ総合設備（株 茨城県 H23年3月 丸全昭和運輸（株 茨城県 H23年8月

　構内補修工事 　　Ｆ１棟塩倉庫内床震災復旧工事

日揮プラントソリューション（株 茨城県 H23年4月 昭和産業（株 茨城県 H23年9月

　　ＪＰＳケミカルＡ－ＣＯ３設備建屋新築工事 トラックスケール基礎工事

大協樹脂（株 茨城県 H23年4月 山本機械（株 茨城県 H23年9月

　　改造工事 丸全昭和大豆精選餞別設備建築工事

ＡＤＥＫＡ総合設備（株 茨城県 H23年4月 ＡＤＥＫＡ総合設備（株 茨城県 H23年10月

　　缶倉庫床復旧工事 ＩＰ工程空調環境改善工事

昭和産業（株 茨城県 H23年4月 中国木材（株 茨城県 H23年10月

震災復旧工事 製材ライン工場建築工事

ＡＤＥＫＡ総合設備（株 茨城県 H23年4月 中国木材（株 茨城県 H23年10月

　　構内補修工事 第２加工屋根設置工事

丸全昭和運輸（株 茨城県 H23年4月 全国酪農業協同組合連合会 茨城県 H23年11月

　　屋外貯蔵所震災復旧工事 　　分析センター試験棟新築工事

ＡＤＥＫＡ総合設備（株 茨城県 H23年4月 三菱化学（株 茨城県 H23年11月

　　マーガリン工場災害復旧工事 鹿島動力事務所遮熱塗装工事

ＡＤＥＫＡ総合設備（株 茨城県 H23年5月 昭和産業（株 茨城県 H23年12月

　　ＩＰⅡ残ガス処理土建工事 建屋改造他工事

全国酪農業協同組合連合会 茨城県 H23年5月 明治機械（株 茨城県 H24年1月

　　汚水管他配管災害復旧工事 日清丸紅ホイストクレーン架台設置工事

丸全昭和運輸（株 茨城県 H23年5月 たまりメリーホーム 茨城県 H23年12月

　　バース事務所改修工事 外壁塗装工事



事業実績 三芳建設（42）

発注者 工事場所 着工年月 発注者 工事場所 着工年月

株）丸木 茨城県 H23年12月

丸木ビル解体工事

丸全昭和運輸（株 茨城県 H24年1月

南海浜倉庫第５期倉庫新築工事

昭和産業（株 茨城県 H24年1月

コンス工場ドライヤー室外壁改修他工事
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