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発　注　先 工　事　名　称 工 事 場 所 請負金額 完工年月

山本町長  大橋良男 山本町立生涯学習センター新築工事 三豊郡山本町 5,900万円 H13年10月

山本町長  大橋良男 町道祇園橋通線配水管布設替工事 三豊郡山本町 1,060万円 H14年3月

詫間町長  横山  忠始 平成１３年度町民グラウンド照明投光器取替工事 三豊郡詫間町 1,950万円 H14年3月

観音寺市長  白川  晴司 県道観音寺池田線老朽導水管改良工事 観音寺市流岡町 1,752万円 H14年12月

高松工業高等専門学校 高松工業高等専門学校電気情報工学科棟機械設備工事 高松市勅使町 16,647万円 H14年12月

大野原町長  平野  清 平成１４年度送水管配水管布設工事 三豊郡大野原町 2,452万円 H15年1月

山本町長  大橋良男 平成１５年度県道観音寺池田線配水管布設替工事 三豊郡山本町 1,405万円 H15年12月

観音寺市長  白川  晴司 市道駅通り茂木線老朽配水管改良工事 観音寺市茂木町 1,020万円 H16年1月

阪大微研観音寺研究所 阪大微生物研究会食堂改装工事 観音寺市八幡町 2,336万円 H16年9月

山本町長  大橋良男 平成１６年度町道財田西河内線配水管布設工事 三豊郡山本町 1,049万円 H16年9月

観音寺市長  白川  晴司 市立図書館建設工事 観音寺市坂本町 14,200万円 H16年10月

観音寺市長  白川  晴司 市民会館他 機械設備改修工事 観音寺市坂本町 1,087万円 H17年9月

高瀬町長  前川和昭 高瀬町立高瀬中学校校舎棟改築機械設備工事 三豊郡高瀬町 24,374万円 H18年10月

観音寺市長  白川  晴司 大谷畑かん地区河内池工区本復旧事業 観音寺市豊浜町 1,112万円 H18年11月

香川県知事  真鍋  武紀 高松商業高校  校舎棟改築機械設備工事 高松市松島町 14,458万円 H20年2月

四国財務局 坂出住宅他１住宅  バランス釜改修工事 坂出市中央町 1,512万円 H20年3月

観音寺市長  白川  晴司 明星改良団地  太陽熱温水器取替工事 観音寺市観音寺町 1,640万円 H21年12月

観音寺市長  白川  晴司 市道見卓新２号線  配水管布設(その3）工事 観音寺市瀬戸町 1,280万円 H22年2月

香川県知事  真鍋  武紀 郷東地区  給水設備改修その他工事 高松市郷東町 3,085万円 H22年6月

観音寺市長  白川  晴司 市道下木屋大福線老朽配水管改良及び給水管引替工事 観音寺市大野原町 1,154万円 H22年8月

香川県知事  真鍋  武紀 観音寺中央高校  特別教室改築(第二期）機械設備工事 観音寺市天神町 5,594万円 H23年1月

観音寺市長  白川  晴司 中部中学校校舎等改築事業、校舎棟機械設備工事 観音寺市柞田町 17,600万円 H23年2月

観音寺市長  白川  晴司 中部中学校校舎等改築事業、校舎棟空調設備増設工事 観音寺市柞田町 6,665万円 H23年2月

観音寺市長  白川  晴司 岡の宮配水池  緊急遮断弁設置工事 観音寺市大野原町 1,411万円 H23年2月

観音寺市長  白川  晴司 大野原中学校  空調設備設置工事 観音寺市大野原町 3,609万円 H23年6月

観音寺市長  白川  晴司 豊浜小学校  空調設備設置工事 観音寺市豊浜町 3,060万円 H23年6月

観音寺市長  白川  晴司 伊吹小中学校  空調設備設置工事 観音寺市伊吹町 1,260万円 H23年6月

観音寺市長  白川  晴司 市道粟屋堂之岡線  配水管布設及び給水管引込工事 観音寺市新田町 1,087万円 H23年10月

善通寺市長  平岡  政典 善通寺市東原町団地  浴室改善工事 善通寺市与北町 2,954万円 H23年11月
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香川県知事  真鍋  武紀 高松工芸高校  校舎棟第3期改築機械設備工事 香川県高松市 4,137万円 H23年11月

三豊広域福祉会 地域支援ｾﾝﾀｰまるやま  ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設置工事 香川県観音寺市 1,940万円 H24年2月

観音寺市長  白川  晴司 中部中学校  ﾌﾟｰﾙ棟機械設備工事 香川県観音寺市 2,710万円 H24年2月

高尾工業㈱ 善通寺養護学校移転整備機械設備工事空調設備工事 香川県善通寺市 6,600万円 H24年12月

観音寺市長  白川  晴司 市道下木屋大福線  老朽排水管改良及び給水管引替工事 香川県観音寺市 1,320万円 H24年3月

三豊市観音寺市学校組合 三豊中学校  空調・電気設備工事 香川県三豊市 2,791万円 H24年3月

三豊市観音寺市学校組合 三豊中学校  空調・機械設備工事 香川県三豊市 2,512万円 H24年3月

香川県知事  浜田  恵造 善通寺第一高校  校舎棟改築・機械設備工事 香川県善通寺市 5,300万円 H25年2月

香川県知事  浜田  恵造 高松工芸高校  校舎棟第4期改築・機械設備工事 香川県高松市 1,605万円 H25年6月

三豊総合病院 三豊総合病院  新棟整備事業 香川県観音寺市 76,722万円 H25年9月

観音寺市長  白川  晴司 県道観音寺池田線  配水管布設及び給水管引替工事 香川県観音寺市 1,104万円 H25年10月

香川県知事  浜田  恵造 観音寺中央高校  校舎棟第3期改築・機械設備工事 香川県観音寺市 4,858万円 H25年11月

香川県知事  浜田  恵造 丸亀高校  校舎棟改築・機械設備工事 香川県丸亀市 16,757万円 H25年12月

観音寺市長  白川  晴司 観音寺幼稚園・保育所  建設事業機械設備工事 香川県観音寺市 33,200万円 H26年2月

四国地方整備局 観音寺職安  平成25年度庁舎空調設備改修工事 香川県観音寺市 1,610万円 H26年2月

観音寺市長  白川  晴司 丸山水源地  拡張整備（機械設備）工事 香川県観音寺市 1,714万円 H26年3月

香川県知事  浜田  恵造 四国の道白峯寺前公衆便所設備工事 香川県坂出市 1,448万円 H26年6月

香川県知事  浜田  恵造 多度津高校水産科棟改築機械設備工事 香川県仲多度郡多度津町 7,248万円 H27年12月

㈱合田工務店 高松市社会福祉協議会国分寺社会福祉ｾﾝﾀｰ新築工事 香川県高松市 4,990万円 H27年12月

三豊市観音寺市学校組合 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校職員室空調設備改修工事 香川県三豊市 1,188万円 H27年1月

枝園建設㈱ 平成26年度　多度津町消防庁舎建設工事 仲多度郡多度津町 3,550万円 H27年2月

観音寺市長  白川  晴司 市道中姫線（中央西地区）老朽配水管改良及び給水管引替工事 香川県観音寺市 1,770万円 H27年3月

西松建設㈱四国支店 汚泥再生処理ｾﾝﾀｰ(かがわｺﾝﾎﾟｽﾄ事業所）更新工事 仲多度郡多度津町 1,372万円 H27年3月

香川県知事  浜田  恵造 平成26年度県営住宅札場団地耐震改修その他機械設備工事 香川県高松市 4,474万円 H27年7月

香川県知事  浜田  恵造 斯道学園体育館及び屋外機械設備工事 香川県高松市 2,244万円 H28年2月

観音寺市長  白川  晴司 室本地区排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置工事 香川県観音寺市 1,574万円 H28年2月

三観広域行政組合 北消防署新庁舎建設工事（機械設備） 香川県三豊市 11,550万円 H28年3月

三観広域行政組合 消防本部・南消防署庁舎建設工事（機械設備） 香川県観音寺市 9,026万円 H28年3月

観音寺市長  白川  晴司 国道11号（和田浜地区）配水管布設及び給水管引替工事 香川県観音寺市 1,180万円 H28年3月

工　事　経　歴　書
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株式会社　瀬戸内組 三豊市一般廃棄処理施設　給排水衛生設備工事 三豊市山本町 1,767万円 H28年12月

香川県知事　浜田　恵造 小豆地域統合高校　校舎棟機械設備工事 小豆郡小豆島町 27,846万円 H29年1月

㈱中茂工務店 多度津町立白方小学校　普通教室棟改築・機械設備工事 仲多度郡多度津町 4,180万円 H29年3月

香川県知事　浜田　恵造 高松港玉藻地区　上屋･駐輪場棟機械設備工事 香川県高松市 1,793万円 H29年9月

香川県知事　浜田　恵造 農業試験場小豆ｵﾘｰﾌﾞ研究所本館　機械設備工事 香川県小豆郡小豆島町 5,300万円 H29年11月

蔵本設備機工　有限会社 城東中学校外2校　空調設備整備工事 徳島県徳島市 4,100万円 H30年2月

三観広域行政組合 防災ｾﾝﾀｰ　改修工事 香川県観音寺市 1,000万円 H30年3月

香川県知事　浜田　恵造 聴覚障害者福祉ｾﾝﾀｰ　空調設備改修工事 香川県高松市 1,943万円 H30年6月

国土交通省四国地方整備局 平成29年度愛媛運輸支局　機械設備工事 愛媛県松山市 11,040万円 H30年7月

三豊市長　横山　忠始 三豊市北部火葬場　機械設備工事 香川県三豊市 11,010万円 H30年7月

観音寺市長　白川　晴司 観音寺中央幼稚園　機械設備工事 香川県観音寺市 9,420万円 H30年11月

三豊市長　山下　昭史 粟島海洋記念公園　設備改修工事 香川県三豊市 2,269万円 H30年12月

香川県広域水道企業団 浜田 恵造 市道駅通り池之尻線　老朽配水管更新及び給水管引替工事 香川県観音寺市 1,301万円 H30年12月

三豊市長　山下　昭史 三豊市役所本庁舎　設備改修工事 香川県三豊市 18,274万円 H31年1月

香川県知事　浜田　恵造 香川県県民ﾎｰﾙ　空調用自動制御設備改修工事 香川県高松市 4,153万円 H31年2月

香川県知事　浜田　恵造 県立図書館･文書館消火設備及び環境保健研究ｾﾝﾀｰ　PH調整槽その他改修工事 香川県高松市 2,500万円 H31年3月

発　注　先 工　事　名　称 工 事 場 所 請負金額 完工年月

井原工業㈱ 長谷川病院　電気給排水空調設備工事 愛媛県川之江市 1,700万円 H13年5月

㈱四電工 三野荘福祉施設　空調換気設備工事 三豊郡三野町 6,200万円 H13年7月

㈲今井建築 介護老人保健施設ひうち荘　調理室・診察室増築工事 三豊郡大野原町 1,096万円 H13年12月

㈱四電工 宮佐医院　空調衛生設備工事 徳島県三好郡 2,417万円 H13年12月

㈱カナック 高松市民病院精神神経科病棟　改修機械設備工事 高松市宮脇町 2,898万円 H14年1月

井原工業㈱ 長谷川病院別館　給排水衛生空調設備新築工事 愛媛県川之江市 6,486万円 H14年3月

㈱パナホーム香川 グループホームたんぽぽ　電気空調給排水設備新築工事 観音寺市吉岡町 1,644万円 H14年4月

工　事　経　歴　書
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大成設備㈱ 田中病院　本館改修機械設備工事 徳島県三好郡 1,740万円 H14年6月

㈱四電工 グループホーム青冥会　給排水衛生空調電気設備新築工事 高松市上林町 2,070万円 H14年10月

大建住宅㈱ ほそだこどもクリニック　給排水衛生空調電気設備新築工事 丸亀市今津町 1,430万円 H14年11月

ダイダン㈱ 特別養護老人ホーム長寿苑　給排水衛生空調設備新築工事 観音寺市木之郷町 8,115万円 H14年12月

㈱光建設 有料老人ホームさぬきのくに　給排水衛生空調電気設備新築工事 坂出市加茂町 6,105万円 H15年1月

㈱カナック 介護老人保健施設ひまわり　給排水衛生空調設備工事 大川郡大内町 9,650万円 H15年2月

三笠電機㈱ 折野医院　給排水衛生空調設備工事 徳島県美馬郡 5,880万円 H15年4月

㈱合田工務店 阿部内科医院　給排水衛生空調設備新築工事 木田郡牟礼町 2,240万円 H15年7月

大企建設㈱ ケアハウス天宝苑　給排水衛生空調電気設備工事 丸亀市宗吉町 9,761万円 H16年4月

パナホーム香川㈱ 医療法人社団素耕会　給排水衛生空調電気設備工事 観音寺市観音寺町 1,831万円 H16年4月

パナホーム香川㈱ 尾路豊暢　給排水衛生空調電気設備新築工事 高松市飯田町 1,762万円 H16年4月

㈱瀬戸内組 ＪＡうま西部ディケアセンター　給排水衛生空調電気設備新築工事 徳島県宇摩郡 2,269万円 H16年5月

大成建設㈱ ホームみどり　給排水衛生空調設備新築工事 観音寺市柞田町 1,820万円 H17年6月

三笠電機㈱ 医療法人恵済会生活訓練施設　給排水衛生空調設備新築工事 徳島県三好郡 1,640万円 H17年7月

蔵本設備機工㈲ 特別養護老人ホーム華の丘　給排水衛生空調設備新築工事 徳島県美馬郡 5,600万円 H17年7月

㈱熊谷組 特別養護老人ホームひうち荘　給排水衛生空調設備工事 三豊郡大野原町 11,167万円 H17年8月

ダイシン㈲ しのはら医院老人ディサービスセンター　給排水衛生空調電気設備新築工事 三豊郡山本町 1,460万円 H17年12月

㈱四電工 ふたな荘増改築機械空調設備工事 三豊郡山本町 4,960万円 H17年12月

日本電設工業㈱ Ｌａ・ｎａｓｓｉｃａ　給排水衛生空調設備新築工事 高松市香西本町 6,205万円 H18年2月

㈱植原建設 成合グループホーム　給排水衛生設備新築工事 高松市成合町 1,025万円 H18年6月

大企建設㈱ 花園住宅型老人ホーム　機械電気設備新築工事 高松市花園町 6,773万円 H18年7月

松浦建設㈱ あっけしの家  機械電気設備新築工事 坂出市王越町 3,019万円 H18年10月

坂出土建工業㈱ たむら内科医院   給排水衛生空調電気設備新築工事 高松市多肥上町 1,679万円 H19年4月

富士建設㈱ たくま福祉サービス  給排水衛生空調電気設備改修工事 三豊市詫間町 1,131万円 H19年6月

㈱合田工務店 グループホームよりあい  給排水衛生空調設備新築工事 仲多度郡まんのう町 2,480万円 H19年7月

㈱菅  組 楽陽荘グループホーム　電気機械設備新築工事 観音寺市柞田町 4,360万円 H19年11月

西松建設㈱ 岩崎医院  給排水衛生空調電気設備増築改修工事 仲多度郡琴平町 3,233万円 H20年3月

パナホーム㈱ 田村クリニック  新築工事 丸亀市中府町 3,469万円 H20年4月

㈱イーグルハウス興業 鈴木歯科クリニック  給排水衛生空調電気設備改築工事 善通寺市金蔵寺町 1,187万円 H20年4月

工　事　経　歴　書
病院・老健施設関係



発　注　先 工　事　名　称 工 事 場 所 請負金額 完工年月

㈱フジタ ＪＨビル住宅型有料老人ホーム　給排水衛生空調設備工事 広島県東広島市 9,460万円 H20年8月

坂出土建工業㈱ ウイック有料老人ホーム  空調電気設備新築工事 綾歌郡綾川町 3,600万円 H20年12月

西松建設㈱ おおにし病院高齢者施設  空調設備新築工事 仲多度郡琴平町 2,697万円 H21年3月

坂出土建工業㈱ しおかぜ病院  病棟増築工事 仲多度郡多度津町 6,390万円 H21年4月

㈱入屋工務店 こうざと矯正歯科ビル  給排水衛生空調電気設備新築工事 坂出市駒止町 1,245万円 H21年6月

井原工業㈱ ＪＡうまﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰあったか荘三島　新築機械設備工事 愛媛県四国中央市 2,576万円 H21年10月

㈱合田工務店 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑよりあい  増築設備工事 仲多度郡まんのう町 1,538万円 H22年2月

㈱合田工務店 池田内科医院  給排水衛生空調設備増築改修工事 仲多度郡琴平町 3,009万円 H22年3月

富士建設㈱ ケアホーム宇多津  新築工事 綾歌郡宇多津町 2,000万円 H22年5月

坂出土建工業㈱ しおかぜ病院  東棟その他改修工事 仲多度郡多度津町 1,317万円 H22年6月

㈱一宮工務店 ﾊｰﾄｹｱﾀｳﾝ陽だまり  新築・電気機械設備工事 愛媛県四国中央市 16,065万円 H22年9月

富士建設㈱ ﾄﾞﾙｶｽ乳児保育所  増築・耐震補強工事 丸亀市飯山町 1,890万円 H22年12月

㈱瀬戸内組 地域密着介護老人福祉施設くりのみ土居　新築機械設備工事 愛媛県四国中央市 10,664万円 H23年1月

㈱合田工務店 そがわ医院  療養病床転換事業先行工事 香川県三豊市 1,000万円 H23年2月

西松建設㈱ おおにし病院  ﾘﾄﾓ高松  新築工事 香川県高松市 5,252万円 H23年2月

㈱合田工務店 五色会DNC棟  新築・給排水空調換気設備工事 香川県坂出市 2,250万円 H23年2月

富士建設㈱ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ山本  新築機械設備工事 香川県三豊市 2,167万円 H23年3月

㈱合田工務店 介護施設ｵﾚﾝｼﾞﾎｰﾑ  新築機械設備工事 香川県三豊市 3,875万円 H23年7月

㈱合田工務店 みとよ内科にれｸﾘﾆｯｸ(透析ｸﾘﾆｯｸ)改装設備工事 香川県観音寺市 4,375万円 H23年8月

㈱合田工務店 福祉施設かわつ  新築機械設備工事 香川県坂出市 6,255万円 H23年9月

富士建設㈱ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰせとうち  新築工事 香川県三豊市 1,448万円 H23年10月

新菱冷熱工業㈱ 善通寺病院  整備工事 香川県善通寺市 1,720万円 H23年10月

尾藤建設㈱ 特別養護老人ﾎｰﾑﾈﾑの木  新築・電気機械設備工事 香川県観音寺市 10,930万円 H24年3月

㈱新光住建 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｲﾝ菜の花  新築工事 香川県高松市 1,411万円 H24年5月

㈱姫野組 ﾚｲﾝﾎﾞｰ恵  新築・電気機械設備工事 香川県高松市 3,899万円 H24年6月

㈱穴吹建設 愛の家ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ観音寺大野原  新築工事 香川県観音寺市 1,407万円 H24年7月

不二熱学工業㈱ 近森病院新館  改修・耐震補強工事 高知県高知市 1,170万円 H24年7月

㈱合田工務店 社会保険栗林病院外壁改修等整備工事 香川県高松市 6,309万円 H24年7月

㈱菅  組 ﾌｸｼｱ  新築工事 香川県三豊市 5,842万円 H24年12月

工　事　経　歴　書
病院・老健施設関係



発　注　先 工　事　名　称 工 事 場 所 請負金額 完工年月

新菱冷熱工業㈱ 善通寺病院  衛生配管工事 香川県善通寺市 4,450万円 H24年12月

㈱植原建設 光の華有料老人ﾎｰﾑ  新築・給排水設備工事 香川県高松市 1,130万円 H25年1月

五洋建設㈱ 観音寺ｸﾘﾆｯｸ・介護付有料老人ﾎｰﾑ複合施設　新築工事 香川県観音寺市 6,000万円 H25年2月

㈱合田工務店 あどいけ有料老人ホーム　新築工事 香川県東かがわ市 4,909万円 H25年4月

富士建設㈱ 特別養護老人ﾎｰﾑおおはま荘  新築工事 香川県三豊市 7,350万円 H26年1月

㈱瀬戸内組 社会福祉法人愛美会 地域密着型ｻｰﾋﾞｽ事業機械設備工事 愛媛県四国中央市 13,600万円 H26年3月

新菱冷熱工業㈱ 善通寺病院  外構工事 香川県善通寺市 1,720万円 H26年3月

㈱Ｍｉｇ はあとおん高齢者住宅新築工事に伴う設備工事 香川県観音寺市 6,227万円 H26年6月

㈱合田工務店 短期入所生活介護施設　新築工事 香川県三豊市 6,085万円 H26年6月

㈱合田工務店 永井整形外科医院　新築工事 香川県坂出市 5,899万円 H26年7月

㈱植原建設 光の華有料老人ﾎｰﾑ　増築、給排水衛生設備工事 香川県高松市 2,065万円 H26年7月

富士建設㈱ ｶﾅﾝの園複合施設　新築工事 香川県高松市 5,151万円 H26年9月

富士建設㈱ 救護施設清水園事務所棟・食堂棟　改築及びその他工事 香川県坂出市 7,008万円 H26年12月

㈱合田工務店 複合介護施設飯田町　新築工事 香川県高松市 8,140万円 H27年1月

坂出土建工業㈱ かがわ子ども・子育て支援ｾﾝﾀｰ新築工事 香川県坂出市 7,420万円 H27年2月

㈱ビルド ひざし工房　新築･電気機械設備工事 香川県仲多度郡多度津町 1,880万円 H27年2月

㈱一宮工務店 ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅ﾊｰﾄｹｱﾀｳﾝぬくもり新築工事 愛媛県四国中央市 8,812万円 H27年6月

㈱神詫組 ｹｱﾊｳｽたくまｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事等整備工事に伴う電気機械設備工事 香川県三豊市 2,460万円 H28年2月

㈱合田工務店 介護老人保健施設渡の里　増築工事 高松市香川町 4,905万円 H29年2月

富士建設㈱ 琴平の家　機械設備工事 香川県仲多度郡琴平町 2,241万円 H29年2月

富士建設㈱ けあﾋﾞｼﾞｮﾝﾎｰﾑ観音寺　新築工事 香川県観音寺市 3,650万円 H29年9月

富士建設㈱ 松井病院院内保育所　新築工事 香川県観音寺市 1,600万円 H30年1月

サカケン㈱ 特別養護老人ﾎｰﾑﾈﾑの木　増築工事 香川県観音寺市 16,400万円 H30年3月

サカケン㈱ しおかぜ病院　東棟中央棟ﾄｲﾚ改造工事 香川県仲多度郡多度津町 1,569万円 H30年6月

富士建設㈱ 特養たくま荘　増築改修工事 香川県三豊市 12,340万円 H30年12月

工　事　経　歴　書
病院・老健施設関係



発　注　先 工　事　名　称 工 事 場 所 請負金額 完工年月

㈱清水工業所 ホテル川六　給排水消火空調設備工事 高松市百間町 5,185万円 H14年2月

レストランまんなか レストランまんなか　給排水衛生空調電気工事 徳島県三好郡 1,227万円 H14年4月

㈱森本組 四国支店 アイリスマンション　給排水衛生電気設備工事 高松市上福岡町 3,008万円 H14年3月

㈲今井建築 島津寿司　給排水衛生空調電気設備工事 愛媛県川之江市 1,233万円 H14年8月

㈱田中建設 戸城マンション　給排水衛生空調電気設備工事 三豊郡高瀬町 1,125万円 H15年2月

鹿島建設㈱ ロイヤルガーデン城西　機械設備、電気設備工事 丸亀市城西町 6,179万円 H15年3月

鹿島建設㈱ ザ・パシフィック・ハーバー徳島　給排水衛生空調設備工事 徳島県徳島市 2,996万円 H15年8月

鹿島建設㈱ ロイヤルガーデン宇多津六番丁　機械電気設備工事 綾歌郡宇多津町 5,927万円 H15年10月

㈱ジョー・コーポレーション サントノーレ多度津　給排水衛生設備新築工事 仲多度郡多度津町 1,932万円 H15年12月

㈱ジョー・コーポレーション サントノーレ高松西参番館　給排水衛生設備工事 高松市鶴市町 1,213万円 H16年1月

鹿島建設㈱ ロイヤルガーデン伏石　給排水衛生空調電気設備新築工事 高松市伏石町 8,520万円 H16年2月

鹿島建設㈱ 松崎ツインパークスＮ棟　給排水衛生空調設備新築工事 徳島県徳島市 2,350万円 H16年4月

鹿島建設㈱ ロイヤルガーデン城西Ⅱ　給排水衛生空調電気設備新築工事 丸亀市城西町 6,168万円 H16年8月

㈱ジョー・コーポレーション サントノーレ木太６区　給排水衛生設備新築工事 高松市木太町 1,557万円 H16年11月

ホテル祖谷温泉 ホテル祖谷温泉　露天風呂まわり改装工事 徳島県三好郡 2,548万円 H16年11月

㈱ジョー・コーポレーション サントノーレ善通寺　給排水衛生設備新築工事 善通寺市与北町 1,905万円 H17年2月

㈱合田工務店 赤松マンション　給排水衛生空調電気設備工事 高松市藤塚町 1,221万円 H17年2月

ホテル祖谷温泉 ホテル祖谷温泉　６階改装工事 徳島県三好郡 2,686万円 H17年3月

鹿島建物総合管理㈱ ロイヤルガーデン坂出駅前　給排水衛生空調設備新築工事 坂出市駒止町 4,336万円 H17年4月

鹿島建物総合管理㈱ ロイヤルガーデン坂出駅前　電気設備新築工事 坂出市駒止町 3,370万円 H17年4月

ホテルまんなか ホテルまんなか　家族風呂、トイレ工事 徳島県三好郡 1,276万円 H17年9月

㈱ジョー・コーポレーション サントノーレ観音寺　給排水衛生設備新築工事 観音寺市坂本町 2,278万円 H17年11月

ホテルまんなか ホテルまんなか　大浴場改装工事 徳島県三好郡 3,067万円 H18年2月

ホテル祖谷温泉 ホテル祖谷温泉　５階改装工事 徳島県三好郡 8,938万円 H18年3月

㈱ジョー・コーポレーション サントノーレ丸亀南　給排水衛生設備新築工事 丸亀市原田町 2,467万円 H18年6月

㈱ジョー・コーポレーション サントノーレ高松中央弐番館　屋外西棟給排水衛生設備新築工事 高松市林町 4,837万円 H18年9月

四電エンジニアリング㈱ 楠上マンション  給排水衛生空調設備新築工事 高松市楠上町 2,629万円 H20年2月

ホテル祖谷温泉 ホテル祖谷温泉  露天風呂嵩上げ工事 徳島県三好郡 2,305万円 H20年3月

㈱フジタ フローレンス栗林公園弐番館　機械設備新築工事 高松市中野町 3,445万円 H20年4月

工　事　経　歴　書
ホテル・マンション・レストラン・飲食関係



発　注　先 工　事　名　称 工 事 場 所 請負金額 完工年月

大企建設㈱ 吉野家丸亀店  電気給排水換気設備新築工事 丸亀市山北町 1,000万円 H20年5月

㈱楠本コーポレーション 植松マンション  給排水衛生電気設備新築工事 丸亀市郡家町 1,105万円 H20年7月

井原工業㈱ 星川バリアフリーマンション  給排水空調設備新築工事 愛媛県四国中央市 3,735万円 H20年10月

㈱伴建設 善通寺産直ふれあい市  電気機械設備新築工事 香川県善通寺市 1,300万円 H20年11月

大林組㈱ ロイヤルガーデン錦町　給排水衛生空調電気設備新築工事 香川県高松市 14,735万円 H21年2月

坂出土建工業（株） セント・ベイ・ヒルズ  新築工事 香川県綾歌郡宇多津町 24,460万円 H21年2月

尾藤建設㈱ 高齢者専用賃貸住宅  空調換気設備新築工事 愛媛県四国中央市 1,370万円 H21年3月

㈱合田工務店 チサンイン丸亀善通寺インター  給排水衛生空調換気設備新築工事 香川県丸亀市 6,102万円 H21年7月

ホテル祖谷温泉 ホテル祖谷温泉  ３階客室改装工事 徳島県三好市 2,244万円 H22年2月

㈲朝日亭 朝日亭  空調更新工事 香川県三豊市 3,089万円 H23年6月

㈱合田工務店 寿し一貫春日店  機械設備新築工事 香川県高松市 2,143万円 H23年6月

富士建設㈱ ｺﾘﾄﾞｰﾙｻﾝ  新築設備工事 香川県高松市 1,530万円 H24年4月

松浦建設㈱ JA産直 ﾌﾙｰﾂの里 新築に伴う設備工事 香川県高松市 1,380万円 H25年11月

詫間　忠 うどん屋「帰来亭」新築工事 香川県三豊市 707万円 H26年7月

㈱姫野組 赤から高松ﾚｲﾝﾎﾞｰ通り店　新築設備工事 香川県高松市 1,799万円 H27年2月

㈱ヒカリ　本社 ｱﾙﾌｧﾘﾋﾞﾝｸﾞ高松伏石町　新築工事 香川県高松市 11,032万円 H28年11月

坂出土建工業㈱ ㈱ｽｰﾊﾟｰﾎﾃﾙ高松･田町　改修工事 香川県高松市 1,800万円 H29年5月

㈱香川興産 三宅産業㈱柞田ｱﾊﾟｰﾄ(OPUS　ONE)　新築工事 香川県観音寺市 13,108万円 H30年3月

発　注　先 工　事　名　称 工 事 場 所 請負金額 完工年月

㈱高松大映劇場 丸亀ｿﾚｲﾕ  太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 丸亀市塩屋町 23,400万円 H25年3月

㈱ブラックスミス ㈱ﾌﾞﾗｯｸｽﾐｽ  太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 岡山県倉敷市 1,962万円 H25年3月

テス・エンジニアリング㈱ 小野興業㈱  太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 愛媛県新居浜市 1,477万円 H25年3月

大谷　様 大谷邸  太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 観音寺市新田町 1,484万円 H25年4月

藤田　様 藤田邸  太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 観音寺市木之郷町 1,143万円 H25年4月

産業用太陽光発電ｼｽﾃﾑ関係

工　事　経　歴　書
ホテル・マンション・レストラン・飲食関係

工　事　経　歴　書



発　注　先 工　事　名　称 工 事 場 所 請負金額 完工年月

曽根　様 ㈱曽根土木建設  倉庫太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 三豊市仁尾町 1,319万円 H25年4月

新富恒産㈱ ｼﾝﾄﾐ第一発電所  太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 愛媛県四国中央市 1,552万円 H25年4月

㈱宇賀蒲鉾店 ㈱宇賀蒲鉾店  土地太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 観音寺市三本松町 1,714万円 H25年4月

㈱コンテック ㈱ｺﾝﾃｯｸ  太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 観音寺市村黒町 1,670万円 H25年4月

白川　様 白川様　土地太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 観音寺市三本松町 1,905万円 H25年4月

東洋化工㈱ 東洋化工㈱財田工場  太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 三豊市財田町 1,500万円 H25年5月

㈱宇賀蒲鉾店 ㈱宇賀蒲鉾店  太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 観音寺市南町 1,564万円 H25年5月

将八うどん ㈱将八  太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 三豊市詫間町 1,333万円 H25年5月

㈱香川興産 ㈱香川興産財田  太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 三豊市財田町 1,430万円 H25年6月

福田工業 福田工業萩原発電所  太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 観音寺市大野原町 1,429万円 H25年6月

㈱合田不動産 合田不動産本大ﾋﾞﾙ  太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 観音寺市本大町 1,500万円 H25年6月

㈱合田不動産 合田不動産ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ  太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 観音寺市本大町 1,600万円 H25年6月

㈱合田不動産 合田不動産KAWANO  太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 観音寺市本大町 1,600万円 H25年6月

原　様 原様  土地太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 三豊市三野町 2,524万円 H25年6月

前川　様 上岡太陽光発電所  新設工事 観音寺市原町 1,100万円 H25年7月

森　様 森邸　2号地太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 三豊市高瀬町 1,429万円 H25年7月

宇賀　様 宇賀邸　1･2号発電所 太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 観音寺市三本松町 3,381万円 H25年7月

西野ｻﾝﾊﾟﾜｰ合同会社 西野ｻﾝﾊﾟﾜｰ塩生発電所  新設工事 三豊市詫間町 23,810万円 H25年7月

藤下　様 藤下様　土地A太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 三豊市豊中町 1,300万円 H25年8月

藤下　様 藤下様　土地B太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 三豊市豊中町 1,300万円 H25年8月

遠山　様 遠山様　土地太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 三豊市財田町 1,624万円 H25年8月

㈱香川興産 ｻﾝｻﾝ2号地  太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 観音寺市豊浜町 14,200万円 H25年8月

㈲瀬戸内サービス 大池発電所  新設工事 三豊市山本町 7,980万円 H25年9月

合同会社サンライトフレンズ 合同会社ｻﾝﾗｲﾄﾌﾚﾝｽﾞA  太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 観音寺市坂本町 1,238万円 H25年10月

合同会社サンライトフレンズ 合同会社ｻﾝﾗｲﾄﾌﾚﾝｽﾞB  太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 観音寺市坂本町 1,238万円 H25年10月

斎藤　様 斎藤様　土地太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 観音寺市粟井町 1,143万円 H25年12月

㈲アイ・サービス ㈲ｱｲ･ｻｰﾋﾞｽ  松縄町発電所設置工事 高松市松縄町 1,280万円 H25年12月

田尾　様 田尾様  土地設置太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 三豊市詫間町 1,648万円 H25年12月

テス・エンジニアリング㈱ 四国ｱｾﾁﾚﾝ工業㈱  太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 愛媛県西条市 4,519万円 H25年12月

工　事　経　歴　書
産業用太陽光発電ｼｽﾃﾑ関係



発　注　先 工　事　名　称 工 事 場 所 請負金額 完工年月

今井　様 今井様　倉庫太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 観音寺市豊浜町 1,100万円 H26年1月

曽根　様 曽根様　土地太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 三豊市仁尾町 1,524万円 H26年1月

㈱光和電機 ｱｲﾈｯﾄ㈱  太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 愛媛県四国中央市 7,140万円 H26年2月

高橋　様 高橋様　土地太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 観音寺市流岡町 1,645万円 H26年2月

安藤　様 安藤様　土地太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 三豊市高瀬町 1,219万円 H26年2月

テス・エンジニアリング㈱ ㈱ｲﾂﾞﾂみそ　善通寺遊休地太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 善通寺市中村町 3,650万円 H26年2月

㈲藤木商店 ㈲藤木商店春日工場  太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 高松市春日町 1,400万円 H26年3月

山本　様 山本様　土地太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 三豊市三野町 1,580万円 H26年3月

㈲藤木商店 ㈲藤木商店  太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 徳島県美馬市 4,927万円 H26年3月

辻原建設㈲ 辻原建設㈲　粟井町土地太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 観音寺市粟井町 7,100万円 H26年3月

辻原　様 辻原様　新田太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 観音寺市新田町 8,190万円 H26年3月

福田工業 福田工業　土地太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 観音寺市大野原町 1,095万円 H26年3月

西野ｻﾝﾊﾟﾜｰ合同会社 西野ｻﾝﾊﾟﾜｰ塩生発電所  高圧増設工事 三豊市詫間町 1,170万円 H26年3月

㈱ｴｺﾛｼﾞｬﾊﾟﾝ ㈱ｴｺﾛｼﾞｬﾊﾟﾝ　土地太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 三豊市豊中町 1,429万円 H26年3月

岡部　様 岡部様　土地A太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 観音寺市出作町 1,524万円 H26年3月

潮見　様 潮見様　土地太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 愛媛県四国中央市 1,571万円 H26年3月

㈱ｱｸﾃｨｵ ㈱ｱｸﾃｨｵ　土地太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 岡山県赤磐市 2,963万円 H26年3月

㈲西岡産業 ㈲西岡産業  太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 三豊市豊中町 20,171万円 H26年3月

関　様 関様土地設置　太陽光発電ｼｽﾃﾑ新設工事 香川県三豊市 2,400万円 H26年4月

下川　様 下川様　東芝産業用太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 香川県善通寺市 2,222万円 H26年4月

㈱光和電機 マルウ接着㈱　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 愛媛県四国中央市 7,010万円 H26年5月

岡部　様 岡部様　下出発電所太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 香川県観音寺市 1,468万円 H26年5月

㈱合田不動産  観音寺営業所 ハローズ　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設備工事 香川県観音寺市 1,625万円 H26年6月

㈱ﾚｯﾂ高松 アトラスアイゼン　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設備工事 香川県丸亀市 1,430万円 H26年6月

㈱ﾚｯﾂ高松 キングオブキングス　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設備工事 香川県高松市 1,380万円 H26年6月

筒井　様 筒井邸 太陽光発電設備新設工事 香川県三豊市 1,340万円 H26年6月

㈲豊嶋商店 原町太陽光発電ｼｽﾃﾑ設備工事 香川県観音寺市 1,191万円 H26年6月

㈲兜石油店 兜石油牟礼給油所ｿｰﾗｰﾌﾛﾝﾃｨｱ太陽光発電設置工事 香川県高松市 1,157万円 H26年6月

産業用太陽光発電ｼｽﾃﾑ関係

工　事　経　歴　書



発　注　先 工　事　名　称 工 事 場 所 請負金額 完工年月

㈲豊嶋商店 流岡町太陽光発電ｼｽﾃﾑ設備工事 香川県観音寺市 1,176万円 H26年7月

㈱高松大映劇場 松崎太陽光発電所　新設工事 香川県三豊市 2,381万円 H26年7月

㈱ｶﾝｹﾝ ㈱ｶﾝｹﾝ萩原B-1.2発電所 新設工事 香川県観音寺市 1,700万円 H26年7月

星加　様 星加様土地設置　太陽光発電ｼｽﾃﾑ新設工事 香川県観音寺市 3,060万円 H26年8月

山本　様 山本様土地 太陽光発電ｼｽﾃﾑ設備工事 香川県丸亀市 1,463万円 H26年9月

佐藤建設㈱ 佐藤建設㈱和田浜発電所 太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 香川県観音寺市 20,000万円 H26年10月

㈲ﾕｰ･ｴﾌ･ｵｰ ㈲ﾕｰ･ｴﾌ･ｵｰ　産業用太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 香川県高松市 1,800万円 H26年10月

㈲開発水産 ㈲開発水産 太陽光発電設備設置工事 香川県東かがわ市 1,430万円 H26年11月

㈲西岡産業 上高野発電所　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 香川県三豊市 1,350万円 H26年11月

㈱香川興産 ｻﾝｻﾝ2号発電所　太陽光発電ｼｽﾃﾑ増設工事 香川県観音寺市 1,200万円 H26年12月

秋山　様 秋山様地上設置　太陽光発電設備設置工事 香川県三豊市 1,190万円 H26年12月

中岡　様 中岡様地上設置　太陽光発電設備設置工事 香川県三豊市 1,111万円 H26年12月

田中　様 田中様土地　山本発電所新設工事 香川県三豊市 1,676万円 H27年1月

星加　様 星加発電所3号 太陽光発電ｼｽﾃﾑ新設工事 香川県観音寺市 1,450万円 H27年1月

西野興産㈱ 西野第2発電所低圧1.2.3 西野第3発電所低圧1新設工事 香川県三豊市 5,800万円 H27年2月

斎藤　様 齋藤様2号地発電所　新設工事 香川県観音寺市 1,389万円 H27年2月

礒野　様 磯野様　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 香川県観音寺市 1,111万円 H27年2月

㈲開発水産 ㈲開発水産馬宿発電所　太陽光発電ｼｽﾃﾑ工事 香川県東かがわ市 4,800万円 H27年2月

辻原建設㈲ 辻原建設㈲港町発電所　太陽光発電ｼｽﾃﾑ工事 香川県観音寺市 3,611万円 H27年3月

㈱ｴｺﾛｼﾞｬﾊﾟﾝ ㈱ｴｺﾛｼﾞｬﾊﾟﾝ様羽方土地　太陽光発電ｼｽﾃﾑ工事 香川県三豊市 3,100万円 H27年3月

ﾃｽ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 四国ｱｾﾁﾚﾝ工業㈱徳島工場　太陽光発電ｼｽﾃﾑ工事 徳島県名西郡 2,450万円 H27年3月

二川　様 二川様川部町産業用 太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 香川県高松市 9,400万円 H27年3月

西山　様 西山10号地①②発電所　新設工事 香川県三豊市 1,918万円 H27年3月

愛染興業㈱ MEGALO AIZEN 太陽光発電設備新設工事 香川県高松市 1,900万円 H27年3月

田尾　様 くさなぎ第二発電所 新設工事 香川県三豊市 1,700万円 H27年3月

愛染興業㈱ スーパーパオアイゼン 太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 香川県高松市 1,620万円 H27年3月

愛染興業㈱ アイゼン宇多津 太陽光発電設備新設工事 香川県綾歌郡 1,590万円 H27年3月

大廣　様 大廣様豊浜和田発電所　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 香川県観音寺市 1,574万円 H27年3月

産業用太陽光発電ｼｽﾃﾑ関係

工　事　経　歴　書



発　注　先 工　事　名　称 工 事 場 所 請負金額 完工年月

愛染興業㈱ SHANFRILA AIZEN 太陽光発電設備新設工事 香川県丸亀市 1,350万円 H27年3月

佐藤建設㈱ 佐藤建設㈱和田発電所 太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 香川県観音寺市 11,600万円 H27年3月

㈱瀬戸水産 株式会社瀬戸水産 太陽光発電ｼｽﾃﾑ設備工事 香川県三豊市 1,111万円 H27年3月

細谷　様 細谷様邸　ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｿｰﾗｰ産業用太陽光設置工事 香川県高松市 1,550万円 H27年4月

藤下　様 藤下様山本発電所　新設工事 香川県三豊市 3,887万円 H27年4月

ﾕﾆﾊﾞｰｽ㈱ ﾕﾆﾊﾞｰｽ㈱西条第一発電所 新設工事 愛媛県西条市 5,800万円 H27年5月

ﾕﾆﾊﾞｰｽ㈱ ﾕﾆﾊﾞｰｽ㈱西条第二発電所 新設工事 愛媛県西条市 6,989万円 H27年5月

宮嵜　様 宮嵜様高瀬町発電所　新設工事 香川県三豊市 6,800万円 H27年5月

伊沢　様 伊沢様　善通寺原田町太陽光発電設置工事 香川県善通寺 1,730万円 H27年6月

大井　様 大井様地上設置　太陽光発電設備工事 香川県三豊市 1,519万円 H27年6月

㈲藤木商店 太陽光発電湊発電所　新設工事 香川県東かがわ市 3,800万円 H27年6月

金川　様 金川様邸新築　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設備工事 香川県丸亀市 1,380万円 H27年7月

白石　様 白石様土地　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 香川県観音寺市 1,638万円 H27年8月

テス・エンジニアリング㈱ 四国鉄鋼㈱　太陽光発電ｼｽﾃﾑ工事 愛媛県西条市 14,424万円 H27年8月

㈲藤木商店 太陽光発電上喜来発電所 新設工事 徳島県阿波市 10,036万円 H27年8月

協和開発㈱ 協和開発㈱かなくま土地　太陽光発電設備工事 香川県観音寺市 1,389万円 H27年9月

真鍋　様 真鍋発電所　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 香川県三豊市 3,500万円 H27年9月

二川　様 二川様川部町　産業用太陽光発電ｼｽﾃﾑ増設工事 香川県高松市 3,480万円 H27年9月

テス・エンジニアリング㈱ ㈱ﾋﾞﾝｿｰ　太陽光発電ｼｽﾃﾑ工事 広島県三原市 9,525万円 H27年10月

植松　様 植松様　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 香川県三豊市 1,796万円 H27年10月

㈱ｺﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 府中町太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 香川県坂出市 2,389万円 H27年10月

西山　様 西山様8号地　太陽光発電ｼｽﾃﾑ工事 香川県三豊市 9,500万円 H27年11月

㈱一宮工務店 四国ｱｾﾁﾚﾝ㈱新居浜　太陽光発電ｼｽﾃﾑ工事 愛媛県新居浜市 5,071万円 H27年11月

篠原　様 篠原発電所　新設工事 香川県三豊市 1,630万円 H27年11月

㈱香川興産 ｻﾝｻﾝ5号山本発電所　新設工事 香川県三豊市 16,000万円 H27年12月

西野興産㈱ 西野松本Ｂ発電所、西野松本Ｃ発電所低圧新設工事 香川県三豊市 2,755万円 H27年12月

テス・エンジニアリング㈱ 福原産業㈱　太陽光発電ｼｽﾃﾑ工事 広島県東広島市 4,098万円 H28年3月

㈱光和電機 井川  一洋様土地　太陽光発電ｼｽﾃﾑ工事 愛媛県四国中央市 1,220万円 H28年3月

ずゞや株式会社 ずゞや観音寺粟井町 太陽光発電所事業工事 香川県観音寺市 29,641万円 H28年3月

工　事　経　歴　書
産業用太陽光発電ｼｽﾃﾑ関係



発　注　先 工　事　名　称 工 事 場 所 請負金額 完工年月

西川　様 西川様1号発電所　太陽光発電設備新設工事 香川県高松市 1,550万円 H28年3月

㈱香川興産 ｻﾝｻﾝ2号発電所　太陽光発電ｼｽﾃﾑ増設工事 香川県観音寺市 1,458万円 H28年3月

㈱匠塗 ㈱匠塗　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 木田郡三木町 1,296万円 H28年4月

協和開発㈱ 協和開発㈱　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 三豊市豊中町 1,389万円 H28年4月

中川　様 中川邸　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 三豊市豊中町 1,389万円 H28年4月

福田工業 福田工業3号地　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 観音寺市大野原町 2,500万円 H28年5月

久保　様 久保様土地　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 観音寺市坂本町 1,400万円 H28年5月

西川　様 西川様貸倉庫　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 高松市香川町 1,074万円 H28年6月

㈲藤木商店 ㈲藤木商店塩江　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 高松市塩江町 2,531万円 H28年6月

田尾　様 田尾様土地　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 三豊市詫間町 1,343万円 H28年7月

合同会社糸丸 佐柳第1発電所　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 三豊市山本町 3,600万円 H28年7月

佐藤建設㈱ 佐藤建設㈱和田発電所・和田浜発電所　太陽光ﾊﾟﾈﾙ増設工事 観音寺市豊浜町 3,000万円 H28年8月

㈲ﾕｰ･ｴﾌ･ｵｰ ㈲ﾕｰ･ｴﾌ･ｵｰ　太陽光発電ｼｽﾃﾑ増設工事 高松市川部町 1,740万円 H28年8月

合同会社糸丸 糸丸第9発電所　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 三豊市山本町 1,750万円 H28年8月

西野興産㈱ 西野松本高圧発電所・西野興産詫間第2-2発電所　新設工事 三豊市詫間町 9,400万円 H28年9月

うさんこやま電力合同会社 うさんこやま電力合同会社　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 高松市国分寺町 1,389万円 H28年10月

㈱ソレイユ ㈱ｿﾚｲﾕ第一古浜発電所　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 三豊市詫間町 1,435万円 H28年11月

高橋　様 高橋様出作発電所2号地　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 観音寺市出作町 1,185万円 H28年11月

荒石　様 荒石様土地　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 観音寺市大野原町 1,667万円 H28年11月

㈱三好石材 ㈱三好石材　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 さぬき市鴨部 2,542万円 H28年12月

池内　様 池内様土地　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 高松市十川東町 1,481万円 H29年1月

大西　様 大西様高瀬町土地　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 三豊市高瀬町 1,594万円 H29年2月

㈱香川興産 三宅産業㈱ｻﾝｻﾝ5号地　太陽光発電ｼｽﾃﾑ増設工事 三豊市山本町 3,381万円 H29年2月

ﾌﾚｯｼｭｼｮｯﾌﾟ　ﾄﾏﾄﾁｪｰﾝ㈱ ﾌﾚｯｼｭｼｮｯﾌﾟﾄﾏﾄﾁｪｰﾝ　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 観音寺市坂本町 1,710万円 H29年2月

高橋　様 高橋様出作発電所1号地　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 観音寺市出作町 1,505万円 H29年2月

富士建設㈱ うらしまﾃﾅﾝﾄA･B　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 三豊市詫間町 2,060万円 H29年2月

宮武　様 宮武様土地　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 綾歌郡綾川町 1,050万円 H29年3月

西野ｻﾝﾊﾟﾜｰ合同会社 西野第3-2発電所低圧　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 三豊市詫間町 1,308万円 H29年3月

㈲さわやかクリーンサービス ㈲さわやかｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 香川県三豊市 1,100万円 H29年4月

工　事　経　歴　書
産業用太陽光発電ｼｽﾃﾑ関係



発　注　先 工　事　名　称 工 事 場 所 請負金額 完工年月

細谷　様 細谷様第二発電所　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 香川県綾歌郡綾川町 1,850万円 H29年4月

西野興産㈱ 西野塩生発電所低圧Ⅲ　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 香川県三豊市 1,450万円 H29年4月

㈱高松大映劇場 丸亀ｿﾚｲﾕ　太陽光発電ｼｽﾃﾑ増設工事 香川県丸亀市 1,230万円 H29年5月

㈱三渓設備 ㈱三渓設備様前田西町発電所　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 香川県高松市 1,400万円 H29年5月

西山　様 西山様12号地　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 香川県三豊市 3,148万円 H29年5月

西山　様 西山様13号地　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 香川県三豊市 2,778万円 H29年6月

株式会社ソレイユ ㈱ｿﾚｲﾕ第二古浜発電所　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 香川県三豊市 2,680万円 H29年6月

三宅　様 三宅様財田発電所　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 香川県三豊市 3,600万円 H29年7月

三宅　様 三宅様財田発電所　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 香川県三豊市 1,360万円 H29年7月

安藤　様 安藤様土地　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 香川県三豊市 1,019万円 H29年7月

小笠原　様 小笠原様土地　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 香川県善通寺市 1,741万円 H29年9月

片長　様 片長様多度津町土地　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 香川県仲多度郡多度津町 1,900万円 H29年11月

岡部　様 ㈲ｵｶﾍﾞ植田発電所　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 香川県観音寺市 1,500万円 H29年11月

共栄冷凍水産㈱ 共栄冷凍水産㈱　車庫太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 香川県観音寺市 1,019万円 H29年12月

香川トヨタ自動車㈱ 香川ﾄﾖﾀ自動車㈱　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 香川県高松市 1,153万円 H30年2月

㈱香川興産 ｻﾝｻﾝ10号三木発電所　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 香川県木田郡三木町 11,030万円 H30年3月

テス・エンジニアリング㈱ 奥道後ｺﾞﾙﾌ観光㈱　太陽光発電ｼｽﾃﾑ増設、土木工事 愛媛県松山市 2,699万円 H30年4月

西野興産㈱ 西野興産㈱詫間第1-2発電所　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 香川県三豊市 6,300万円 H30年6月

安藤　様 安藤様土地　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 香川県三豊市 1,100万円 H30年10月

西野興産㈱ 西野松本第5発電所　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 香川県三豊市 2,700万円 H30年12月

関　様 関様土地　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 香川県三豊市 1,646万円 H30年12月

大橋物産㈱ 大橋物産㈱新居浜発電所　太陽光発電ｼｽﾃﾑ増設工事 愛媛県新居浜市 5,450万円 H30年12月

川上　様 川上様土地　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 香川県三豊市 1,139万円 H31年2月

㈱ｶﾝｹﾝ ㈱ｶﾝｹﾝ大野原工場　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 香川県観音寺市 1,500万円 H31年3月

㈲さわやかクリーンサービス 西山様河内5号発電所　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 香川県三豊市 3,889万円 H31年3月

宮武　様 宮武邸　太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置工事 香川県善通寺市 1,390万円 H31年3月

工　事　経　歴　書
産業用太陽光発電ｼｽﾃﾑ関係



発　注　先 工　事　名　称 工 事 場 所 請負金額 完工年月

第一工業㈱ 明治生命藤塚ビル　給排水衛生設備工事 高松市藤塚町 2,820万円 H13年7月

松岡　様 松岡邸　全面改装工事 観音寺市八幡町 1,094万円 H13年8月

㈱合田工務店 ㈱ベルコ高松小村営業所　給排水衛生空調換気設備工事 高松市小村町 4,450万円 H13年11月

㈱奥村組 四国支店 雲辺寺スキーロッジ　新築機械設備工事 三豊郡大野原町 1,714万円 H13年12月

㈱菅 組 彩雲堂会館　新築に伴う冷暖房、換気設備工事 観音寺市植田町 1,130万円 H14年1月

三建設備工業㈱ ポレスター西条　空調衛生設備新築工事 愛媛県西条市 6,580万円 H14年8月

新興電機株式会社 昭和紙工㈱　空調換気設備新築工事 三豊郡豊浜町 1,138万円 H14年9月

㈱光建設 大倉工業㈱仲南工場厚生棟　機械設備工事 仲多度郡仲南町 1,438万円 H14年9月

不二熱学工業株式会社 ユニチャームマテリアル㈱　給排水衛生空調設備工事 三豊郡豊浜町 4,830万円 H14年11月

㈱藤木工務店 久保田自動車工業　給排水衛生空調電気設備新築工事 観音寺市原町 1,018万円 H14年12月

山内　様 山内邸　給排水衛生電気設備新築工事 三豊郡豊浜町 1,287万円 H15年4月

㈱きんでん 太陽合成ＫＫ工場　給排水衛生空調設備新築工事 さぬき市昭和町 3,100万円 H15年9月

㈱きんでん 香川トヨタ自動車㈱国分寺営業所　給排水衛生空調設備新築工事 綾歌郡国分寺町 4,264万円 H15年10月

藤田　様 藤田邸　給排水衛生電気設備工事 三豊郡豊浜町 1,275万円 H15年10月

㈱藤田工務店 北四国グラビア印刷　給排水衛生空調設備工事 観音寺市粟井町 1,108万円 H15年11月

不二熱学工業㈱ ユニチャームプロダクツ㈱　空調設備工事 三豊郡大野原町 3,657万円 H15年11月

㈱藤田工務店 ㈱ダイセーエブリー二十四工場　給排水衛生空調設備新築工事 観音寺市柞田町 1,060万円 H16年1月

㈱カナック 百十四銀行国分寺文書センター　空調設備新築工事 綾歌郡国分寺町 2,060万円 H16年6月

㈱カナック 香川県漁連引田水産物加工施設　空調設備施設新築工事 東かがわ市引田町 1,650万円 H16年8月

高嶋　様 高嶋邸　エクステリア冷暖房設備新築工事 観音寺市室本町 1,562万円 H16年12月

四電エンジニアリング㈱ サンセール永国寺　給排水衛生電気設備新築工事 高知県高知市 2,399万円 H16年12月

㈱光建設 大倉工業㈱新規材料事業部　給排水衛生空調設備増築工事 丸亀市中津町 2,724万円 H16年12月

関　様 関邸　給排水衛生空調電気設備工事 三豊郡三野町 1,702万円 H16年12月

富士建設㈱ ＪＡ豊浜支店　給排水衛生空調電気設備工事 三豊郡豊浜町 1,857万円 H16年12月

井原工業㈱ 近藤印刷工業㈱豊浜工場　給排水衛生空調電気設備新築工事 三豊郡豊浜町 1,677万円 H16年12月

井原工業㈱ ベルモニー会館川之江　給排水衛生空調設備新築工事 愛媛県四国中央市 2,077万円 H17年1月

大西　様 大西邸　給排水電気設備工事 観音寺市柞田町 1,057万円 H17年3月

㈱石川組 協同セレモニー観音寺　給排水衛生空調電気設備新築工事 観音寺市植田町 3,550万円 H17年4月

㈱菅 組 東洋炭素㈱萩原工場　給排水衛生空調設備工事 三豊郡大野原町 1,688万円 H17年4月

工　事　経　歴　書
その他一般の主な工事関係



発　注　先 工　事　名　称 工 事 場 所 請負金額 完工年月

㈱瀬戸内組 第一衛材㈱倉庫、作業所　給排水衛生空調設備工事 三豊郡豊浜町 2,520万円 H17年6月

則久　様 則久邸　給排水衛生空調電気設備店舗新築工事 三豊郡詫間町 1,177万円 H17年7月

近藤　様 近藤邸　給排水衛生空調電気設備工事 善通寺市弘田町 3,382万円 H17年10月

㈱イヅツみそ イヅツみそ　機械設置に伴う土木他工事 三豊郡豊浜町 1,595万円 H17年12月

㈱ジョー・コーポレーション 神山運輸㈱坂出営業所　給排水空調設備新築工事 坂出市江尻町 1,323万円 H18年5月

坂出土建工業（株） 竹内  紳一邸  電気機械設備新築工事 丸亀市川西町 1,115万円 H18年6月

大建住宅㈱ 丸亀急配第２倉庫  新築工事 丸亀市土器町 1,345万円 H18年7月

不二熱学工業㈱ ＵＣＰ  Ｘ－ｐｒｏｊｅｃｔ　給排水消火設備工事 観音寺市豊浜町 2,629万円 H18年7月

不二熱学工業㈱ ユニチャームＴＣプラント棟　給排水衛生空調設備工事 観音寺市豊浜町 1,160万円 H18年9月

井原　様 井原邸　建築給排水衛生空調電気設備新築工事 観音寺市坂本町 2,109万円 H18年11月

広島中央組合燃料 さぬき興産共同住宅  西条ガス設備工事 広島県東広島市 1,400万円 H19年1月

谷口建設興業㈱ ルラシオン  電気機械設備新築工事 岡山県岡山市 2,300万円 H19年2月

坂出土建工業㈱ さぬき興産協同住宅  電気機械設備新築工事 広島県東広島市 12,857万円 H19年2月

三景産業㈱ ラウンド・ワン高松  空調衛生設備新築工事 高松市松島町 7,253万円 H19年3月

富士建設㈱ ラファミーユ  給排水衛生空調電気設備新築工事 丸亀市南条町 2,260万円 H19年4月

四国機器㈱ イオン若松  発電機排気筒撤去工事 福岡県北九州市 1,130万円 H19年4月

ダイダン㈱ 東明ビル  機械設備新築工事 高松市古新町 1,300万円 H19年4月

富士建設㈱ ベルモニー会館観音寺  給排水衛生空調設備工事 観音寺市坂本町 1,610万円 H19年4月

㈱瀬戸内組 大黒友愛紙工㈱工場　給排水消火設備新築工事 三豊市山本町 1,144万円 H19年4月

大企建設㈱ 松井邸　電気給排水設備新築工事 観音寺市茂木町 1,250万円 H19年4月

石井　様 石井邸  改修工事 観音寺市新田町 1,085万円 H19年5月

㈱石村組 近藤倉庫  給排水衛生空調電気設備新築工事 愛媛県四国中央市 1,564万円 H19年6月

富士建設㈱ 高松信用金庫高瀬支店  給排水衛生空調設備新築工事 三豊市高瀬町 1,630万円 H19年8月

㈱ジョー・コーポレーション アイルバレクラブ  給排水衛生空調設備新築工事 高松市上林町 4,400万円 H19年9月

坂出土建工業（株） さぬき興産三原  社員寮電気機械設備新築工事 広島県三原市 8,137万円 H19年9月

㈲トッププロダクト 宇多津エステ　給排水換気設備新築工事 仲多度郡宇多津町 1,420万円 H19年11月

㈱合田工務店 稲田邸  機械電気設備新築工事 坂出市青葉町 1,000万円 H19年11月

㈱合田工務店 三協本社テナント　給排水衛生空調電気設備新築工事 観音寺市植田町 4,608万円 H19年12月

㈱藤田工務店 ホーコク製粉　給排水衛生空調電気設備工事 観音寺市粟井町 1,242万円 H20年1月

工　事　経　歴　書
その他一般の主な工事関係



発　注　先 工　事　名　称 工 事 場 所 請負金額 完工年月

三景産業㈱ ラウンドワン岡山  空調衛生設備新築工事 岡山県岡山市 7,320万円 H20年3月

第二建築㈱ 与島ＰＡ  トイレ改修工事 坂出市与島町 2,472万円 H20年4月

坂出土建工業㈱ ドラッグセガミ坂出店  給排水衛生空調電気設備新築工事 坂出市元町 1,486万円 H20年4月

三景産業㈱ ラウンドワン岡山　空調機器新築追加工事 岡山県岡山市 3,270万円 H20年4月

㈱合田工務店 カジュアルファッションＰＦ　給排水衛生空調電気設備新築工事 観音寺市本大町 2,001万円 H20年4月

㈱藤田工務店 新町の家・篠久邸  給排水電気設備工事 綾歌郡宇多津町 1,190万円 H20年4月

菱神興産㈱ 三菱電機㈱  工水配管工事 丸亀市蓬莱町 1,300万円 H20年5月

㈱藤田工務店 山本典礼会館  増築及び給排水衛生空調電気設備工事 三豊市山本町 2,722万円 H20年5月

大林組㈱ 徳島ノヴィル大松店  給排水衛生空調電気設備新築工事 徳島県徳島市 10,850万円 H20年6月

井原工業㈱ ベルモニー会館三島  給排水衛生空調設備新築工事 愛媛県四国中央市 1,800万円 H20年7月

㈱フジタ 三甲㈱四国工場ブロー成形棟  給排水衛生設備工事 愛媛県四国中央市 2,720万円 H20年8月

桧原　様 檜原邸  住宅改修工事 三豊市財田町 1,104万円 H20年8月

日成ビルド工業㈱ 渦潮電機㈱幸崎町社員寮  機械電気設備新築工事 三原市幸崎町 1,320万円 H20年9月

㈱合田工務店 ダイキ三豊店  機械電気設備新築工事 三豊市豊中町 4,136万円 H20年9月

大企建設㈱ レディー薬局  機械設備新築工事 丸亀市郡家町 1,000万円 H20年10月

西松建設㈱ サンコー朝日町工場  給排水衛生消火空調設備工事 高松市朝日町 2,487万円 H20年10月

㈱合田工務店 吉田石油店観音寺国道ＳＳ　電気機械設備工事 観音寺市本大町 1,034万円 H20年11月

五洋建設㈱ 佐川ギャラクシーモータース　牟礼サービスセンター新築工事 高松市牟礼町 2,840万円 H20年12月

富士建設㈱ 看護研修センター別棟  給排水衛生空調設備新築工事 高松市国分寺町 1,325万円 H20年12月

石井　様 石井邸  水廻り改修工事 観音寺市大野原町 1,275万円 H20年12月

三景産業㈱ ラウンドワン福山店  機械設備新築工事 広島県福山市 4,436万円 H20年12月

㈱合田工務店 ベルモニー会館まんのう  給排水衛生空調設備新築工事 仲多度郡まんのう町 1,660万円 H21年1月

㈱キョーワ キョーワハイツ  部屋改装工事 三豊市豊中町 1,190万円 H21年2月

㈱合田工務店 三協ＰＬＡＺＡＸ  電気機械設備新築工事 観音寺市坂本町 1,125万円 H21年2月

不二熱学工業㈱ ユニチャームプロダクツ大野原製造所　熱源改修工事 観音寺市大野原町 1,110万円 H21年4月

北野　様 北野邸  母屋改修、離れ増築工事 三豊市豊中町 1,844万円 H21年5月

菱神興産㈱ 三菱電機㈱  共同溝内上水及び消火配管更新工事 丸亀市蓬莱町 2,450万円 H21年5月

三景産業㈱ ラウンドワン徳島  新築・空調設備 徳島県徳島市 2,602万円 H21年6月

大西　様 大西邸  給排水電気設備新築工事 観音寺市柞田町 1,190万円 H21年6月

その他一般の主な工事関係

工　事　経　歴　書



発　注　先 工　事　名　称 工 事 場 所 請負金額 完工年月

三景産業㈱ ラウンドワン高知店  空調設備新築工事 高知県宝永町 4,920万円 H21年9月

㈱熊谷組 シーンズ  機械設備新築工事 高知県高知市 3,720万円 H21年9月

斉藤　様 斉藤邸  増築工事 香川県観音寺市 3,502万円 H21年10月

㈱藤田工務店 セレモニーホールまつもと  新築工事 香川県観音寺市 1,740万円 H21年12月

大企建設㈱ 神戸装備工業株式会社  新築工事 愛媛県西条市 1,152万円 H21年12月

㈱奥村組 末日聖徒イエスキリスト教会丸亀支部　電気空調換気浄化槽新築工事 香川県丸亀市 1,168万円 H22年2月

不二熱学工業㈱ ﾕﾆ･ﾁｬｰﾑ大野原製造所  Ⅱ期熱源改修工事 香川県観音寺市 2,451万円 H22年4月

西松建設㈱ 倉敷紙資源開発㈱  機械設備新築工事 岡山県倉敷市 1,400万円 H22年5月

三聖建設㈱ 南部保育所  改築・電気空調換気設備工事 香川県善通寺市 1,311万円 H22年5月

村田　様 村田邸  新築に伴う給排水電気設備工事 香川県三豊市 1,057万円 H22年8月

㈱合田工務店 観音寺ﾓｰﾙ新ﾃﾅﾝﾄ棟　電気設備新築工事 香川県観音寺市 1,206万円 H22年9月

㈱合田工務店 合田不動産本大ﾋﾞﾙ　移転電気機械設備工事 香川県観音寺市 1,700万円 H22年9月

田中折箱店 田中折箱店  新築E,W工事 香川県観音寺市 1,290万円 H22年9月

㈱合田工務店 ベルモニー会館福江  新築設備工事 香川県坂出市 1,410万円 H22年10月

荻田　様 荻田邸  全面改装工事 香川県観音寺市 1,064万円 H22年11月

㈱合田工務店 ﾍﾞﾙﾓﾆｰ会館善通寺東  新築設備工事 香川県善通寺市 2,320万円 H22年11月

㈱合田工務店 ﾊﾛｰｽﾞ観音寺店  新築機械設備工事 香川県観音寺市 7,350万円 H22年11月

大成設備㈱ ㈱ﾌｰﾄﾞﾃｯｸ  第2工場計画 香川県三豊市 1,335万円 H22年11月

㈱石川組 高室保育園  遊戯室、子育て支援ｾﾝﾀｰ　給排水電気設備新築工事 香川県観音寺市 1,434万円 H23年1月

㈱合田工務店 四国パック㈱  倉庫改修工事 香川県高松市 1,468万円 H23年2月

㈱イヅツみそ ㈱ｲﾂﾞﾂみそ  新工場新築工事 香川県観音寺市 7,000万円 H23年3月

不二熱学工業㈱ UCP四国工場中央製造所第二工場2階ﾅﾌﾟｷﾝ系統冷暖房熱源改修工事 香川県観音寺市 1,841万円 H23年4月

大鉄工業㈱ ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷ観音寺店  新築工事 香川県観音寺市 3,185万円 H23年5月

㈱イヅツみそ ｲﾂﾞﾂみそ  新工場プラント工事  他 香川県観音寺市 4,956万円 H23年6月

㈱藤田工務店 大紀商事㈱K-3  増築工事 香川県観音寺市 3,150万円 H24年1月

㈱合田工務店 ﾀﾞｲｷ香西店  改修・電気設備工事 香川県高松市 1,160万円 H24年1月

㈱合田工務店 ｱｲﾗﾝﾄﾞ食品綾南工場  増築機械設備工事 香川県綾歌郡綾川町 1,938万円 H24年4月

㈱瀬戸内組 大黒工業㈱山本工場  増築・給排水衛生設備工事 香川県三豊市 1,872万円 H24年4月

㈱合田工務店 北四国ｸﾞﾗﾋﾞｱ印刷  倉庫増築機械設備工事 香川県観音寺市 1,617万円 H24年4月

工　事　経　歴　書
その他一般の主な工事関係



発　注　先 工　事　名　称 工 事 場 所 請負金額 完工年月

貞廣　様 貞廣邸  増築工事 香川県三豊市 1,686万円 H24年6月

学校法人 禅林学園 禅林学園高等学校  校舎整備工事 香川県仲多度郡多度津町 4,650万円 H24年7月

興国包装㈱ KPS四国工場  改修・給排水電気設備工事 香川県三豊市 6,850万円 H24年8月

㈱田中建設 四変ﾃｯｸ㈱高瀬工場  改修工事 香川県三豊市 1,387万円 H24年9月

㈱合田工務店 北四国ｸﾞﾗﾋﾞｱ印刷  工場機械設備工事 香川県観音寺市 1,270万円 H24年9月

富士建設㈱ JA琴平支店  新築工事 香川県仲多度郡琴平町 1,698万円 H24年10月

㈱合田工務店 ﾍﾞﾙﾓﾆｰ会館大野原  機械設備新築工事 香川県観音寺市 1,455万円 H24年10月

㈱田中建設 四変ﾃｯｸ  精機事業部改修工事 香川県三豊市 2,570万円 H24年11月

富士建設㈱ JA三野支店  新築工事 香川県三豊市 2,344万円 H24年12月

㈱合田工務店 阪大微研雲岡支所  第1ｱｲｿﾚｰﾀ棟改修・機械設備工事 香川県観音寺市 1,260万円 H25年1月

小野　様 小野邸  水廻･和室改修及びﾃﾗｽ新設工事 香川県三豊市 1,114万円 H25年6月

西山　様 西山邸　水廻り改装工事 香川県観音寺市 809万円 H26年4月

小野　様 小野邸　ﾄｲﾚ・台所・浴室改装工事 香川県三豊市 740万円 H26年8月

佐藤　様 佐藤邸　改装工事 香川県三豊市 731万円 H26年10月

西田　様 西田邸　増築・台所工事 香川県観音寺市 753万円 H26年11月

高田　様 高田邸　改装工事 香川県観音寺市 790万円 H26年12月

松浦建設㈱ JA香川　中央集乳場移設･能力増強伴う設備工事 香川県高松市 1,318万円 H26年12月

井原工業㈱ JAうまﾌﾟﾘｴｰﾙ三島　増築、空調換気設備工事 愛媛県四国中央市 770万円 H27年1月

富士建設㈱ 協同ｾﾚﾓﾆｰ会館三豊　新築工事     香川県三豊市 2,591万円 H27年1月

松浦建設㈱ JA香川の店　新築設備工事        香川県高松市 1,800万円 H27年3月

石川　様 石川邸水廻り改修工事 香川県観音寺市 1,222万円 H27年3月

片山　様 片山　智夫邸　改装工事          香川県観音寺市 1,240万円 H27年3月

井原工業㈱ 第一衛材㈱事務所　新築工事 香川県観音寺市 1,467万円 H27年5月

㈱奥村組 JA山本支店　新築工事 香川県三豊市 1,260万円 H27年9月

㈱瀬戸内組 森実運輸㈱寒川倉庫　新築工事 愛媛県四国中央市 995万円 H27年10月

㈱植原建設 JA川岡出張所　新築工事 香川県高松市 2,024万円 H27年11月

ﾂﾊﾞﾒ工業㈱ 外壁塗装、汚物中継層改修工事 香川県観音寺市 972万円 H27年12月

㈱藤田工務店 ﾔﾏﾓﾄ典礼南館　新築工事 香川県三豊市 3,324万円 H27年12月

坂出土建工業㈱ ㈱ｲﾅﾀﾞ陣山第2工場　新築工事 香川県三豊市 1,280万円 H28年1月

工　事　経　歴　書
その他一般の主な工事関係



発　注　先 工　事　名　称 工 事 場 所 請負金額 完工年月

㈱奥村組　四国支店 JA綾歌支店　新築・機械設備工事 香川県丸亀市 1,068万円 H28年4月

大内自動車 大内自動車　ﾘﾌｫｰﾑ工事 香川県東かがわ市 1,641万円 H28年5月

㈱合田工務店 JA豊田支店　新築工事 香川県観音寺市 1,103万円 H28年5月

㈱藤田工務店 西讃観光ｻｰﾋﾞｽ㈱　ﾃﾅﾝﾄﾋﾞﾙ新築、電気機械設備工事 香川県観音寺市 2,490万円 H28年6月

鈴木　様 鈴木邸　改修工事 香川県三豊市 1,084万円 H28年6月

㈱合田工務店 ㈱ｱｲﾗﾝﾄﾞ食品工場　新築工事 綾歌郡綾川町 4,840万円 H28年7月

尾藤建設㈱ ｶｸｹｲ㈱徳島工場　空調換気設備工事 徳島県阿波市 1,607万円 H28年9月

坂出土建工業㈱ ｼｺｸ分析ｾﾝﾀｰ㈱　社屋新築工事 丸亀市北平山町 1,880万円 H28年10月

㈱合田工務店 ﾍﾞﾙﾓﾆｰ会館高瀬　新築工事 香川県三豊市 1,480万円 H28年11月

株式会社　瀬戸内組 ㈲高橋運輸倉庫　新築・給排水衛生・消火設備工事 香川県観音寺市 1,725万円 H29年3月

㈱合田工務店 ﾍﾞﾙﾓﾆｰ会館仁尾　新築工事 香川県三豊市 1,500万円 H29年3月

ﾌﾚｯｼｭｼｮｯﾌﾟ　ﾄﾏﾄﾁｪｰﾝ㈱ ﾌﾚｯｼｭｼｮｯﾌﾟﾄﾏﾄ　新築工事 香川県観音寺市 7,041万円 H29年3月

㈱植原建設 光華幼稚園　新築工事 高松市瓦町 2,530万円 H29年3月

大和ハウス工業㈱ ㈱ｻﾑｿﾝ　本社事務所新築工事 香川県観音寺市 1,170万円 H29年3月

富士建設㈱ 豊浜SA(下り線)　休憩施設増築・機械設備工事 香川県観音寺市 7,550万円 H29年4月

㈱マオカ設計 ㈱ﾏｵｶ設計　3階改装・外壁防水工事 香川県高松市 1,329万円 H29年4月

関　様 関邸　改修工事 香川県三豊市 1,435万円 H29年5月

㈱合田工務店 香川ﾄﾖﾀ自動車観音寺店　新築工事 香川県観音寺市 2,873万円 H29年6月

森　様 森邸　改修工事 香川県三豊市 1,061万円 H29年7月

㈱植原建設 協同ｾﾚﾓﾆｰ会館高松西　新築工事 香川県高松市 5,490万円 H29年8月

富士建設㈱ JA綾上支店　新築工事 香川県綾歌郡綾川町 1,115万円 H29年11月

㈱菅　組 三菱電機㈱　VST･VCB一貫生産工場構築工事 香川県丸亀市 17,900万円 H30年1月

三菱電機㈱受配電ｼｽﾃﾑ製作所 三菱電機㈱受配電ｼｽﾃﾑ製作所　配管･電気設備工事(新棟Ⅱ期） 香川県丸亀市 1,200万円 H30年2月

第二建築㈱ 平成29年度琴南支所　改修工事 香川県仲多度郡まんのう町 4,200万円 H30年3月

岡田　様 岡田邸　全面改装工事 香川県観音寺市 1,339万円 H30年3月

井原工業㈱ JAうま本店　新築･機械設備工事 愛媛県四国中央市 3,372万円 H30年5月

㈱菅　組 ㈱ｼﾝｺｰﾙ　社屋新築工事 香川県高松市 2,916万円 H30年5月

久保　様 ㈱久保企画　住宅新築工事 愛媛県四国中央市 2,315万円 H30年8月

尾藤建設㈱ 宮内紙工㈱花稲工場　新築･給排水衛生設備工事 香川県観音寺市 1,190万円 H30年9月

工　事　経　歴　書
その他一般の主な工事関係



発　注　先 工　事　名　称 工 事 場 所 請負金額 完工年月

㈱香川興産 ｺｽﾓｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ　全面改装工事 香川県観音寺市 1,400万円 H30年12月

則包　様 則包邸　改装工事 香川県三豊市 1,019万円 H30年12月

㈱合田工務店 高知自動車道高知高速道路事務所　増築･機械設備工事 高知県南国市 4,750万円 H31年2月

㈱藤田工務店 みすまる加工㈱高知工場　新築･機械設備工事 高知県香南市 5,100万円 H31年2月

関　様 関邸　新築工事 香川県三豊市 2,981万円 H31年2月

サカケン㈱ 世代間交流ｾﾝﾀｰ　新築工事 香川県綾歌郡宇多津町 1,942万円 H31年2月

阪急鉄工㈱丸亀工場 阪急鉄工㈱　空調機取付工事 香川県丸亀市 1,800万円 H31年2月

秋山　様 秋山邸　改装工事 香川県仲多度郡多度津町 1,204万円 H31年2月

㈱合田工務店 JA香川県本店第2ﾋﾞﾙ　新築･機械設備工事 香川県高松市 23,400万円 H31年3月

工　事　経　歴　書
その他一般の主な工事関係



2019/3

本 社 香川県観音寺市坂本町七丁目２番１０号
TEL（0875）25-4747　FAX（0875）25-7936
E-mail　honsya@miyakesan.jp

高松支店 香川県高松市西春日町１７２７－１
TEL（087）869-0930　FAX（087）869-0929

URL　http://www.miyakesan.co.jp

空調・給排水・電気・設備工事・太陽光発電・ガス

三 宅 産 業 株 式 会 社
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