
 平成29年7月現在（敬称略）

シーリング・防水工事 リニューアル工事 震災復旧工事

物　件　名 物 件 名 物件名 物件名 工事内容

1 仙台駅東口開発計画 仙台育英監督棟 JR仙台駅 涌谷成沢発電所 EPC事業　高圧1,150ｋｗ

2 仙台駅西口開発計画 仙台育英多賀城大志義塾 JR古川駅 大衡河原発電所 EPC事業　低圧240ｋｗ　４区画

3 中央三丁目再開発ビル 今泉産婦人科 南中山中学校 岩沼南長谷発電所 EPC事業　高圧1,040ｋｗ

4 東北医療福祉事業協同組合 東北高校西校舎 幸町中学校 福岡西森下発電所 EPC事業　高圧1,130ｋｗ

5 七ヶ浜菖蒲田浜公営住宅 東北高校小松島キャンパス 高森中学校 福岡岳山発電所 EPC事業　高圧2,800ｋｗ

6 大町高齢者住宅 カネヨ山野辺水産 川前小学校 鶴巣大平発電所 EPC事業　高圧2,850ｋｗ

7 バイタルネット宮城物流センター ロイヤルヒルズ上杉Ⅱ 小松島小学校 金ヶ崎三ヶ尻発電所 EPC事業　低圧70ｋｗ　1区画

8 西仙台蓄電池システム建屋 ロイヤルヒルズ上杉Ⅲ 七郷小学校 実沢源兵衛沢発電所 EPC事業　低圧1,140ｋｗ　19区画

9 介護老人保健施設小田原 国土交通省旭ヶ丘宿舎 大和小学校 一ノ関大久保発電所 EPC事業　低圧280ｋｗ　４区画

10 宮城学院桜ヶ丘寮 オオバ東北ビル 柳生小学校 福岡小家下発電所 EPC事業　高圧2,200ｋｗ

11 セントレ東北ビル ホテル一景閣 柳生中学校 大崎古谷川発電所計画 EPC事業　高圧2,500ｋｗ

12 東北電力仙台港変電所 エンぺランス日泉ビル 広陵小学校 大衡大森発電所計画 EPC事業　高圧2,300ｋｗ

13 塩釜水産冷蔵倉庫 宮城県総合体育館メインアリーナ 郡山中学校 大郷長福寺山発電所計画 EPC事業　高圧2,500ｋｗ

14 石巻市立病院 わんや産婦人科 人来田小学校 岩出山磯田発電所計画 EPC事業　特別高圧10,000kw

15 仙台市立病院 フォーシーズン 松陵中学校 三本木発電所計画 EPC事業　高圧2,000ｋｗ

16 宮城県総合運動場 仙台南高校 加茂中学校 大衡大森第二発電所計画 EPC事業　高圧1,000ｋｗ

17 原子力センター 仙台地区支援学校 東六番丁小学校

18 あっぷる保育園 シャンポール宮千代 国見小学校

19 錦が丘児童コミニィテーセンター ライオンズマンション成田 住吉台中学校

20 自動車整備会館 ナイスパークステージ泉中央 桂小学校

21 東北技術事務所 グローリオ本町 加茂小学校

22 JA仙台物流センター 八木山パークマンション 鶴ヶ谷小学校

23 地下鉄東西線荒井車庫 セザールガーデン一高南 将監中学校

24 塩釜港運送倉庫 エクレール多賀城 上野山小学校

25 七十七銀行泉支店 ラルシティ白鳥参番館 坂元中学校

26 泉チェリー保育園 野村ステイツ長町ガーデンスクエア 坂元小学校

27 西多賀チェリー保育園 野村ステイツ泉中央 山下小学校

28 メルコジャパン海岸工場 イオンモール利府 山下中学校

29 北六番町市営住宅 TM小田急ビル 鶴巣小学校

30 芦の口復興公営住宅 東二番町スクエアビル JP北郵便局

31 上原復興公営住宅 荒浜中学校 大梶浄水場

32 蒲町小学校 仙台市ガス局 グリーンハウス

33 角五郎復興公営住宅 東北厚生年金病院 ロイヤルヒルズ柳生Ⅰ

34 東北大学青葉山３総合研究棟 ライオンズマンション本町 ロイヤルヒルズ柳生Ⅱ

35 名取斎場 仙台徳洲会病院 ロイヤルヒルズ柳生Ⅲ

36 金剛院計画 五輪パークマンション ロイヤルヒルズ上杉1

37 長町７丁目計画 楽天スタジアム 白石倉庫

38 イオンモール天童 ロイヤルパレス富沢 東北福祉大学

39 六丁の目駅周辺復興公営住宅 パークハイム広瀬川 ウルスラ学園

40 高砂南部排水機場復旧 定禅寺ビル 白石ポリテックス

41 東北大学青葉山工学研究棟 東北大学星陵メガバンク 電労会館

42 多賀城桜木地区災害公営住宅 ライオンズ仙台レジデンス 日泉ビル

43 福島県健保区浄化センター 緑水邸本館、さくら館 柏木丁ビル

44 多賀城新田地区災害公営住宅 仙台榴ヶ岡ツインタワーズ 岩沼エアロシティ

45 東北大三条国際交流センター棟 サンライズマンション大和町 三笠産業

46 霊屋災害公営住宅 本多友愛会仙南病院連絡通路 腎泌尿器科

47 仙台駅本屋改良計画 本多友愛会仙南病院 セコム仙台ビル

48 いすゞ自動車仙台工場 本多友愛会仙南中央病院 トーハン

49 看護学校 本多友愛会グループホームさくら荘 パナソニック仙台

50 福島厚生会シャローム 本多友愛会はくあいホーム 希望の杜

51 杜の里福祉会 清仁会中新田クリニック サンハイツ通町

52 東北大学地域支援施設棟 斎喜センタービル サンハイツ台原

53 東北大学片平金属材料研究棟 斎喜卸町ビル エスパシオ支倉

54 仙台食肉市場 東北アイホー調理機 遠藤マンション

55 鶴ヶ谷市営住宅１工区 トヨタホーム東北 グリフィンドール立町

56 鶴ヶ谷市営住宅２工区 カメイ仙台五橋ビル 勅使河原ビル

57 鶴ヶ谷市営住宅３工区 カメイ泉店舗 佐恭ビル

58 古川地域災害公営住宅 大崎ケーブルテレビ シャンポール石名坂

59 山形大学 仙台日土地ビル 上杉808ビル

60 カネヨ山野辺水産冷凍冷蔵庫 北日本くみあい飼料八戸工場 ビルドインスマイルビル

61 古川高校普通教室棟 グレース上杉1,2号館 第三フラワービル

62 仙台杜の水族館 東北福祉大学学生寮 斎喜ビル

63 南三陸災害公営住宅 東北大学医学部3号館 なごみの郷

64 志波姫小学校 宮城高等専門学校 はくあいホーム

65 万葉の里福祉施設 片平丁小学校耐震補強 三学堂

66 七ヶ浜水産振興センター 名取市民会館 中新田クリニック

67 宮城県漁業協同組合 古川市民会館

68 小松島災害公営住宅 高崎町官庁宿舎

69 山元町支援学校 鬼怒川産婦人科

70 陸前高田災害公営住宅 ダイヤパレス長町南

71 宮城教育大学理化学研究棟 宮城学院大学体育館

72 宮城県保健環境センター 鶴ヶ谷中学校

73 ふくじゅの森福祉施設 大河原町役場
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74 東北大学病院 東北大学医学部反応研究所

75 ライオンズタワー勾当台 金剛沢小学校耐震補強

76 シティータワー勾当台公園 ライオンズマンション西公園

77 ソニーテクノロジーセンター 日本自動車交通

78 宮城県仙台二華中学校・高校 サンピア仙台

79 仙台市鶴ヶ谷市営住宅 桜の聖母学院小中高改修

80 JRいわき駅ペデストリアンデッキ カーネギー広瀬大規模修繕

81 シティータワー仙台花京院

82 ライオンズ杜せきのした

83 ザ・ライオンズタワー定禅寺

84 東北学院大学研究棟

85 公立刈田病院

86 公立栗原中央病院

87 東北学院大学４号館

88 山形徳洲会病院

89 東北文化学園大学５号館

90 東北福祉大学感研棟

91 みどり台中学校校舎

92 三島学園三百周年記念館

93 県南技術専門学校その1

94 県南技術専門学校その2

95 東北学院大学教育管理棟体育館

96 ＪＲ槻木駅ＪＲ天童駅ＪＲ楯岡駅舎他

97 福島市新庁舎

98 宮城県警察学校生徒寮

99 上杉分庁舎

100 下茨田公営住宅

101 南光台小学校

102 下増田小学校増築

103 新展示施設新築

104 UR多賀城桜木地区

105 さくら荘新築

106 六丁の目駅周辺復興公営住宅新築

107 食肉市場

108 保健環境ｾﾝﾀｰ

109 ＰＥＶＥ宮城第２工場新築

110 UR多賀城新田公営住宅

111 水産技術総合センター

112 霊屋復興住宅

113 福島厚生会シャローム新築

114 入釜太陽光発電所

115 ＣＩＳ太陽電池第4工場

116 陸前高田復興住宅

117 仙台市水族館

118 地下鉄西公園

119 杜の里福祉会特養老人ホーム等移転改築
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