
日本通運㈱熊谷エンジニアリングセンター改修工事

本庄都市開発事務所増設工事

足利銀行本庄支店内外装改修工事

平成20年3月

特老ホーム杏子苑増床工事

診療印刷㈱第二工場新築工事 平成19年5月

オートバックス秩父店新築工事 平成19年5月

ＧＡＩＡ新築工事

八王子BigA新装工事

キャロム瑞穂店改修工事

市立水谷東小学校耐震補強工事

工事名 完成年月日

環境サービス改修工事

市立勝瀬中学校耐震補強工事

㈱むさしの改装工事

あねとす病院クロス張替え工事

㈱タジマツール改装工事

渋川ホテルクロス張替え工事

㈱東洋化学商会改修工事

シンシア改修工事

平成18年7月

星音の湯新築工事

大鵬薬品工業㈱埼玉工場改修工事

金馬車改修工事

市立勝瀬小学校耐震補強工事

宮側店舗改装工事

はいから亭各店舗クロス張替え工事

ニチゴーモートン改修工事

自由空間岩槻店改装工事

平成19年3月

平成19年1月

平成19年2月

大島ビル新築工事

寿司・割烹　美ゆき新築工事

平成19年4月

三矢精工㈱倉庫新築工事

大田小学校廊下床他改修工事

あおいデンタルクリニック新築工事

平成19年1月

平成19年2月

平成19年2月

多機能型事業所工房ゆい新築工事

上町町営住宅改修工事

深谷市市営住宅改修工事

花和楽の湯増築工事

平成17年8月

平成17年9月

平成17年9月

平成17年12月

平成18年2月

平成18年8月

平成18年8月

平成18年9月

平成18年9月

平成18年9月

平成18年9月

平成18年11月

平成20年3月

平成19年4月

平成19年6月

平成19年6月

平成19年8月

平成19年10月

平成19年11月

平成19年11月

平成19年11月

平成20年2月

平成20年2月

工事履歴書

影森　浅見邸新築工事 平成18年1月

牛角・土間土間新築工事 平成18年8月

尾田蒔中学校音楽室床張替え工事 平成18年8月

蓮田市立黒浜北小学校アスベスト撤去工事

ホテル客室改修工事

平成18年6月

平成18年6月

平成18年7月

有限会社イデウラ建装



小鹿野中学校屋内運動場改修工事 平成20年7月

工事履歴書
工事名 完成年月日

本庄東高等学校８号館校舎建設工事 平成20年7月

久那小学校特別教室床貼工事 平成20年8月

アズコムトランクルーム新築工事 平成20年10月

永田紙業㈱本庄工場新設工事 平成20年12月

ふるさと会館改修工事 平成20年12月

診療印刷㈱社宅建設工事 平成20年12月

秩父市営夏梅住宅新築工事 平成21年1月

仮称）コウシン化学工業㈱埼玉工場改修工事 平成21年1月

県営本庄諏訪住宅天井改修工事 平成21年2月

１９新改第３０１号監視制御システム更新工事 平成21年4月

ウニクス新築工事 平成21年5月

川場日帰り温泉新築・かやぶきの宿新築工事 平成21年7月

両神小学校体育館耐震補強工事 平成21年7月

市立勝瀬小学校屋内運動場耐震補強工事 平成21年7月

市立水谷東小学校屋内運動場耐震補強工事 平成21年8月

ベルク宮地店改修工事 平成21年8月

岡病院　別館　新築工事 平成21年9月

秩父市消防団大滝荒川詰所新築工事 平成21年11月

赤城乳業㈱新築工事 平成22年1月

（仮称）かっぱ寿司秩父新築工事 平成22年1月

新総合教育センター改修工事 平成22年1月

森商事㈱様本社ビル新築工事 平成22年1月

花和楽の湯新築工事 平成22年2月

０９青少年総合野外センター野外宿泊施設改修工事 平成22年3月

秩父　農工科学高等学校改修工事 平成22年3月

埼玉りそな銀行皆野支店　耐震補強工事 平成22年3月

（仮称）メモリアル花壇　美里ホール新築工事 平成22年4月

市立勝瀬中学校屋内運動場耐震補強工事 平成22年6月

秩父市立花の木小学校第１校舎大規模改修工事 平成22年7月

秩父市立秩父第二中学校Ａ棟大規模改修工事 平成22年7月

（仮称）秩父第一弓道場改築工事 平成22年7月

飯能合同庁舎耐震補強その他工事 平成22年11月

㈱グラファイトデザイン　リニューアル工事 平成22年12月

（仮称）メモリアルホール花壇　寄居ホール改築工事 平成22年12月

（仮称）メモリアルやすらぎ館新築工事 平成23年2月

秩父保育園増築工事 平成23年3月

（仮称）北部共同調理場建設工事 平成23年3月

市立市民総合体育館大規模改修工事 平成23年3月

エルダーホーム長瀞Ⅱ新築工事 平成23年3月

有限会社イデウラ建装



富士見市消防団第２分団車庫移築工事 平成23年3月

工事履歴書
工事名 完成年月日

長瀞観光案内所新築工事 平成23年3月

蓮田市黒浜西小学校校舎耐震補強工事 平成23年8月

両神小学校体育館耐震補強工事 平成23年8月

むさしの親族控室新築工事 平成23年8月

富士見市老人福祉センター耐震補強・改修工事 平成23年9月

富士見市鶴瀬小学校トイレ改修工事 平成23年9月

（有）飯塚製作所工場増築工事 平成23年9月

ブリヂストン化成品㈱北関東工場　B棟二期及び追加工事 平成23年11月

江面第一小学校屋内運動場耐震補強及び改修工事 平成24年1月

14秩父地方庁舎エコオフィス化改修機械設備工事 平成24年2月

診療印刷社宅戸建タイプC棟１建設工事 平成24年2月

児玉清掃㈱本社屋新築工事 平成24年2月

永田紙業㈱群馬前橋事業所新築工事 平成24年3月

秩父消防署　北分署建設工事 平成24年6月

㈱シバサキLED　新棟　新築工事 平成24年6月

12秩父農工科学高校教室棟全体改修工事 平成24年8月

本庄第一高等学校耐震補強工事 平成24年8月

熊谷市立吉岡小学校通級指導教室改修 平成24年8月

富士見市立鶴瀬公民館（本館・ホール館）耐震補強工事 平成24年10月

小鹿野ひまわり保育園　園舎耐震補強及び改修工事 平成24年12月

有限会社小野田製作所工場新築工事 平成24年12月

（仮称）㈱タカラニコー本庄児玉工場新築工事 平成24年12月

北本市立北本南小学校耐震補強工事 平成25年1月

青葉小学校（普通特別教室棟・職員玄関棟）耐震補強及び改修（建築）工事 平成25年3月

秩父市立尾田蒔小学校校舎改築工事 平成25年3月

杉戸白百合幼稚園バスターミナル・多目的ホール新築工事 平成25年3月

岡病院職員棟新築工事 平成25年3月

すい星新築工事 平成25年3月

秩父市立南小学校体育館改築工事 平成25年3月

特別養護老人ホーム杏子苑大規模改修工事 平成25年4月

13皆野高校管理普通教室棟　快適HS及び体育館ほか全体改修工事 平成25年8月

羽生市立東中学校校舎Ａ棟大規模改造等工事 平成25年8月

青毛小学校校舎耐震補強及び改修（建築）工事 平成25年8月

富士見市立水谷小学校南校舎大規模改修工事 平成25年9月

秩父市立荒川中学校校舎大規模改造工事 平成25年9月

13児玉高校教室棟全体改修工事 平成25年9月

秩父消防署　南分署建設工事 平成25年11月

㈱せきた食品　新築工事 平成25年12月

岩田産婦人科新築工事 平成25年12月

有限会社イデウラ建装



秩父市立尾田蒔小学校体育館改築工事 平成26年2月

工事履歴書
工事名 完成年月日

みどり化学㈱みどりが丘工場Ｍ４工場新築工事 平成26年2月

富士見市立南畑公民館耐震補強工事 平成26年3月

本庄旭幼稚園新築工事 平成26年3月

三郷市立彦成中学校屋内運動場耐震補強工事 平成26年3月

秩父市立影森小学校体育館改修工事 平成26年3月

秩父市立久那小学校体育館改修工事 平成26年3月

（仮称）針ヶ谷保育園新築工事 平成26年3月

皆野第３分団詰所建設工事 平成26年3月

小鹿野文化センター屋根増築工事 平成26年3月

秩父市立西小学校プール改築工事 平成26年5月

富士見市立水谷東小学校トイレ改修工事（第２期） 平成26年8月

富士見市立南畑小学校大規模改造建築工事 平成26年8月

小鹿野町立長若小学校耐震補強・大規模改修工事 平成26年8月

岡病院手術室改修工事 平成26年8月

昭島倉庫新築工事 平成26年9月

秩父市立吉田小学校校舎大規模改造工事 平成26年9月

小鹿野町立小鹿野中学校校舎大規模改修・増築工事 平成26年10月

蓮田市中央公民館耐震補強その他改修工事 平成26年10月

青葉小学校（管理特別教室棟・普通教室棟他）耐震補強及び改修工事 平成26年10月

小鹿野警察署事務所改修工事 平成26年11月

フクレックス㈱地震被害改修工事 平成26年11月

読書クラブ新築工事 平成27年2月

（仮称）世田谷区上野毛３丁目計画新築工事 平成27年2月

秩父市立大田小学校体育館建築工事 平成27年3月

秩父市立大田小学校プール改築工事 平成27年3月

（仮称）障害福祉サービス事務所ぷちとまと新築工事 平成27年3月

富士見市消防団第３分団車庫新築・解体工事 平成27年3月

川越市名細学童保育室改修工事 平成27年3月

14農林総合研究センター農機具舎ほか新築工事 平成27年3月

学童保育所たけのこクラブ新築工事 平成27年3月

（仮称）ウエルネス深谷新築工事 平成27年3月

ベンチャーウィスキー秩父蒸留所事務所増築工事 平成27年6月

本庄第一高等学校付属中学校改修工事 平成27年6月

㈱光陽社飯能印刷工場新築工事 平成27年6月

KAYOU㈲惣菜・弁当工場建設工事 平成27年7月

本庄第一高等学校ＨＲ棟　２Ｆ改修工事 平成27年8月

三郷市立中学校トイレ改修工事（早稲田・瑞穂） 平成27年8月

有限会社イデウラ建装


