
■工事履歴

TEL 0274‒74‒2950

工事場所工事期間

>>Top Page >>会社概要 >>工事経歴 >>賃貸物件 >>お問い合わせ

工　　事　　名 （主工

事）

工事写真

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

群馬県群馬町平成１３年８月 群馬町造成工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成１３年１１月太平線林道工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成１５年９月 県単林道舗装事業 稲含高倉線工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成１６年１０月県単林道舗装事業 稲含高倉線工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成１６年１２月水源かん養治山事業大久保沢（小巻平）浚渫工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成１６年１２月甘楽町立第二中学校旧屋内運動場解体工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成１７年４月 甘楽町立第二中学校テニスコート設置工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成１８年１２月甘楽町役場書庫及び車庫新設工事

平成２１年６月 群馬県甘楽郡甘楽町甘楽町立福島小学校旧屋内運動場解体工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成２１年２月 高麗様邸新築工事

群馬県富岡市中高瀬平成２１年５月 コンクスハウジング様 高瀬造成工事

群馬県富岡市中高瀬平成２１年５月 今井様邸解体工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成２１年５月 明和産業様 工場改修工事・公共物工事

群馬県高崎市成田町平成２１年５月 中川様邸解体工事

群馬県高崎市箕郷町平成２１年５月 小林様邸解体工事

東京都港区平成２１年４月 芝浦運輸機工様 棚復旧工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成２１年７月 旧甘楽町福祉作業所解体撤去工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成２１年７月 甘楽町小川地区舗装復旧工事

群馬県富岡市平成２１年７月 ＴＲガレージ様　ガレージ新築工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成２０年１２月携帯電話会社基地局（轟局）鉄塔工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成２１年１月 携帯電話会社基地局（白倉局）鉄塔工事

群馬県富岡市平成２１年８月 岩井様邸解体・擁壁工事

群馬県伊勢崎市平成２１年８月 携帯電話会社基地局（波志江町局）工事

群馬県伊勢崎市平成２１年８月 携帯電話会社基地局（国定町局）工事

群馬県富岡市平成２１年８月 ミツバ富岡工場様通路補修工事

群馬県桐生市平成２１年９月 携帯電話会社基地局（新里局）工事

群馬県前橋市平成２１年９月 携帯電話会社基地局（宮城村局）工事

群馬県富岡市中高瀬平成２１年９月 コンクスハウジング様 高瀬造成工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成２１年９月 明和産業㈱様　喫煙室・洗濯室改修工事

群馬県富岡市平成２１年９月 飯塚様邸解体工事

群馬県高崎市京目町平成２１年７月 佐藤邸新築工事

群馬県高崎市平成２１年１０月河井様邸解体工事

群馬県前橋市平成２１年１０月山崎様邸解体工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成２１年１０月神沢ゴム工業様 工場改修工事

群馬県前橋市平成２１年１０月携帯電話会社基地局（富士見村局）工事

群馬県安中市平成２１年１０月コンクスハウジング様 安中造成工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成２１年１０月㈱柴田合成様 手洗場増設工事

群馬県佐波郡玉村町平成２１年１１月㈱機設様 工場改修工事

お問い合わせ

群馬県甘楽郡甘楽町平成２０年９月 甘楽町轟、福島、小川舗装復旧工事

東京都港区平成２１年３月 芝浦運輸機工様 倉庫解体工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成２１年６月 株式会社柴田合成様 駐車場舗装工事

群馬県高崎市吉井町平成２１年７月 リード工業株式会社様 駐車場整備工事
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群馬県伊勢崎市平成２１年１１月携帯電話会社基地局（今井町局）工事

群馬県伊勢崎市平成２１年１１月携帯電話会社基地局（三室町局）工事

群馬県藤岡市平成２１年１１月携帯電話会社基地局（中大塚局）工事

群馬県富岡市平成２１年１１月植村様邸 車庫改修工事

群馬県富岡市平成２１年１１月芝浦梱包運輸㈱様 屋根改修工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成２１年１２月大久保沢（小巻平） 浚渫工事

群馬県高崎市吉井町平成２１年１２月永井様邸外構工事

群馬県富岡市平成２１年１２月岩井様邸ガレージ、擁壁追加工事

群馬県高崎市寺尾町平成２１年１２月携帯電話会社基地局（寺尾町局）工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成２１年１２月明和産業様 屋外喫煙コーナー工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成２１年１２月小幡造成工事

群馬県前橋市平成２２年１月 星川様邸解体工事

群馬県前橋市平成２１年１１月携帯電話会社基地局（勝沢町局）工事

群馬県前橋市平成２２年１月 携帯電話会社基地局（総社町局）工事

群馬県藤岡市平成２２年１月 開成幼稚園様遊具設置工事

群馬県富岡市平成２２年２月 高橋様邸駐車場フェンス工事

群馬県甘楽郡下仁田町平成２２年２月 下仁田賃貸倉庫新築工事

群馬県前橋市平成２２年２月 前橋南ＩＣ地下通路工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成２２年２月 城山線ガードレール修復工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成２２年２月 明和産業㈱様ベンダー投入室室床塞ぎ工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成２２年３月 ㈱柴田合成様シャッター・スロープ工事

群馬県富岡市平成２２年２月 ㈱ミツバ様社員寮改修工事

群馬県高崎市吉井町平成２２年３月 吉井町水門工事

群馬県藤岡市平成２２年３月 藤岡市立石 側溝新設工事

群馬県富岡市平成２２年３月 富岡市小学校（３校）遊具設置工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成２２年４月 明和産業㈱様擁壁・舗装工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成２２年４月 明和産業㈱様オーニング工事

群馬県伊勢崎市平成２２年３月 携帯電話基地局(伊勢崎東町局)工事

群馬県吾妻郡吾妻町平成２２年４月 携帯電話基地局（須賀尾局）工事

群馬県吾妻郡嬬恋村平成２２年４月 携帯電話基地局（嬬恋干俣局）工事

群馬県高崎市八幡町平成２２年４月 河井様邸解体工事

群馬県安中市安中平成２２年４月 安中保育園オーニング設置工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成２２年４月 明和産業㈱様擁壁工事

群馬県高崎市八幡町平成２２年５月 藤井様邸解体工事

群馬県みなかみ町平成２２年５月 携帯電話基地局（みなかみ新巻局）工事

群馬県吾妻郡吾妻町平成２２年５月 携帯電話基地局（大戸局）工事

群馬県高崎市吉井町平成２２年５月 大竹様邸解体工事

群馬県高崎市元島名町平成２２年４月 佐藤様倉庫解体工事

群馬県みなかみ町平成２２年５月 携帯電話基地局（みなかみ藤原局）工事

群馬県沼田市平成２２年６月 携帯電話基地局（玉原局）工事

群馬県富岡市平成２２年６月 松井様邸擁壁工事

群馬県吾妻郡嬬恋村平成２２年６月 携帯電話基地局（嬬恋鹿沢局）工事

群馬県群馬郡榛名町平成２２年６月 携帯電話基地局（中室田局）工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成２２年６月 吉田精機様工場改修工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成２２年６月 三木様邸解体工事

群馬県富岡市平成２１年１１月岩井様邸階段工事

群馬県富岡市平成２２年１月 ㈱ミツバ様駐車場工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成２２年１月 明和産業㈱様受入場所補強工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成２２年３月 甘楽町 蕎麦の館「那須庵」増築工事
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群馬県藤岡市平成２２年６月 黒澤様邸擁壁工事
群馬県吾妻郡中之条町平成２２年６月 携帯電話基地局（六合村局）工事

群馬県富岡市平成２２年６月 新和興業㈱様 上小林造成工事

群馬県下仁田町平成２２年７月 小井土製材㈱様倉庫工事

群馬県富岡市平成２２年７月 ㈱ミツバ様 ホイスト取付工事

群馬県高崎市平成２２年７月 芝浦梱包運輸㈱様 トイレ改修工事

群馬県吾妻郡長野原町平成２２年７月 携帯電話基地局(軽井沢ｽﾉｰﾊﾟｰｸ局)工事

群馬県吾妻郡六合村平成２２年７月 携帯電話基地局(尻焼温泉局)工事

群馬県安中市松井田町平成２２年８月 携帯電話基地局(碓氷松井田町局)工事

群馬県富岡市平成２２年８月 ㈱ミツバ様 構内雨水浸水対策工事

群馬県富岡市平成２２年９月 下黒岩解体工事

群馬県富岡市平成２２年８月 新和興業㈱様 七日市造成工事

群馬県多野郡神流町平成２２年９月 携帯電話基地局(万場町局)工事

群馬県富岡市平成２２年１０月携帯電話基地局(富岡野上局)工事

群馬県桐生市平成２２年１１月ＪＲ桐生駅仮設事務所新築工事

群馬県富岡市平成２２年１２月中野様邸バルコニー防水工事

群馬県富岡市平成２３年１月 ㈱ミツバ様厚生棟軒天工事

群馬県高崎市倉渕町平成２３年１月 オオゼキ倉渕新築工事

群馬県藤岡市平成２３年１月 大島邸車庫基礎工事

群馬県多野郡上野村平成２３年２月 携帯電話基地局（上野村局）工事

群馬県伊勢崎市平成２３年２月 細井様邸解体及び擁壁工事

群馬県富岡市平成２３年２月 太田病院仮設展示ハウス基礎工事

群馬県藤岡市平成２３年３月 シーアイシー藤岡様基礎工事

群馬県富岡市平成２３年３月 ㈱ミツバ様工場改修工事

群馬県みどり市平成２３年３月 笠懸小学校仮設教室基礎工事

群馬県みどり市平成２３年４月 笠懸小学校渡り廊下工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成２３年４月 明和産業㈱様倉庫新築工事

群馬県高崎市平成２２年１０月東京ガス㈱様駐車場工事

群馬県桐生市平成２３年５月 ＪＲ桐生駅仮設事務所解体工事

群馬県富岡市平成２３年５月 ㈱ミツバ様社宅改修工事

群馬県富岡市平成２３年６月 白石様邸解体工事

群馬県甘楽群甘楽町平成２３年６月 明和産業㈱様倉庫遮熱塗装工事

群馬県太田市平成２３年６月 太田市ＪＡ基礎工事

群馬県藤岡市平成２３年７月 コメリ栗須店様建方工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成２３年７月 ㈲吉田精機様工場遮熱塗装工事

群馬県富岡市平成２３年７月 笠原様邸擁壁工事

群馬県高崎市吉井町平成２３年８月 大竹様邸ハウス設置工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成２３年８月 ㈲吉田精機様第一工場天井工事

群馬県赤城平成２３年９月 コメリ赤城店様建方工事

群馬県甘楽群甘楽町平成２３年９月 明和産業㈱様倉庫外壁工事

群馬県甘楽群甘楽町平成２３年９月 ㈲吉田精機様第二工場改修工事

群馬県高崎市吉井町平成２３年９月 リード工業㈱様駐車場整地及びハウス設置工事

群馬県高崎市吉井町平成２３年１０月西﨑鐵筋工業㈱様クレーン工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成２２年１１月高齢者専用賃貸住宅・デイサービス新築工事

群馬県富岡市平成２３年１０月松本様邸擁壁工事

群馬県高崎市吉井町平成２３年１０月西﨑鐵筋工業㈱様事務所改修工事

群馬県富岡市平成２３年１１月金井洋らん園様解体工事

群馬県高崎足門平成２３年１２月賃貸住宅地造成工事

群馬県富岡市平成２３年１２月㈱ミツバ様社員寮改修工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成２３年１０月轟工業㈲貸倉庫新築工事

http://www12.wind.ne.jp/shibayama-kk/33mitsuba-usui.html
http://www12.wind.ne.jp/shibayama-kk/34shinwa-nanokaichi.html
http://www12.wind.ne.jp/shibayama-kk/35toukyogas-cyusya.html
http://www12.wind.ne.jp/shibayama-kk/22shibayama-koureisya.html
http://www12.wind.ne.jp/shibayama-kk/37matsumoto-yoheki.html
http://www12.wind.ne.jp/shibayama-kk/souko-todoroku2.html


群馬県甘楽郡甘楽町平成２３年１２月明和産業㈱私道拡張工事

群馬県富岡市平成２３年１２月㈱山田テクノ様物置解体・改修工事

群馬県前橋市六供町平成２４年１月 前橋モデルルーム基礎工事

群馬県藤岡市平成２４年１月 藤岡市側溝新設工事

群馬県富岡市平成２４年１月 ㈱ミツバ様 Ａ棟トイレ改修工事

群馬県前橋市平成２４年２月 前橋モデルハウス基礎工事

群馬県前橋市平成２４年２月 共愛学園大学様器具庫基礎工事

群馬県邑楽郡大泉町平成２４年２月 のぞみ園様基礎工事

埼玉県川越市平成２４年２月 高の葉保育園様仮設基礎工事

埼玉県川越市平成２４年３月 白ゆり幼稚園様仮設基礎工事

群馬県富岡市平成２４年３月 ㈱ミツバ様バーチレーター解体工事

群馬県富岡市平成２４年３月 ㈱ミツバ様Ｂ棟トイレ改修工事

群馬県前橋市大胡町平成２４年３月 大胡駅倉庫基礎工事

群馬県高崎市吉井町平成２４年４月 西﨑鐵筋工業㈱様クレーン工事

群馬県前橋市平成２４年４月 地行園解体工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成２４年４月 轟区様鳥居改修工事

群馬県富岡市平成２４年４月 ㈱ミツバ様クレーン工事

群馬県富岡市平成２４年４月 ㈱ミツバ様工場床改修工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成２４年５月 明和産業様防鳥ネット工事

群馬県富岡市平成２４年５月 高橋様邸擁壁工事

群馬県富岡市平成２４年５月 沖電気様シート養生工事

群馬県富岡市平成２４年６月 新和興業様分譲地基礎解体工事

群馬県高崎市平成２４年６月 佐藤様バラック改修工事

埼玉県川越市平成２４年６月 白ゆり幼稚園様舗装工事

群馬県富岡市平成２４年６月 ㈱ミツバ様工場内装工事

群馬県富岡市平成２４年６月 和光技研様駐車場整地工事

群馬県富岡市平成２４年７月 若草印刷様喫煙ルーム改修工事

群馬県安中市平成２４年７月 東邦工業様造成工事

埼玉県入間郡三芳町平成２４年７月 小鈴幼稚園様仮設園舎基礎工事

群馬県富岡市平成２４年７月 沖電気様シート養生工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成２４年８月 松井塗装様住宅改修工事

群馬県高崎市吉井町平成２４年８月 ＫＲ商会様屋根改修工事

群馬県富岡市平成２４年８月 住友生命様天井改修工事

群馬県富岡市平成２４年７月 ウィーズ農園群馬様改修工事

群馬県富岡市平成２４年８月 ㈱ミツバ様食堂改修工事

群馬県前橋市平成２４年８月 朝倉様アパート解体工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成２４年９月 立石様工場改修工事

群馬県高崎市平成２４年８月 元木様住宅新築工事

群馬県富岡市平成２４年９月 ㈱ミツバ富岡工場様会議室内装改修工事

群馬県富岡市平成２４年１０月沖電気様３Ｆシート養生工事（１期工事）

群馬県富岡市平成２４年１０月神宮様邸造成工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成２４年１０月㈲吉田精機様キューピクル移設工事

群馬県太田市平成２４年９月 新井商運様倉庫中二階移設工事

群馬県富岡市平成２４年１１月㈱機械搬入口改修工事

群馬県富岡市平成２４年１１月沖電気様３Ｆシート養生工事（２期工事）

群馬県甘楽郡甘楽町平成２４年１１月吉田様邸新築工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成２４年１２月県単林道舗装工事（稲含高倉線）

群馬県甘楽郡甘楽町平成２４年１２月カゴマット、ガードレール工事（稲含高倉線）

群馬県甘楽郡甘楽町平成２４年１２月河田様店舗解体工事

群馬県前橋市平成２４年１２月日成ビルド工業様モデルルーム解体工事
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群馬県甘楽郡甘楽町平成２４年１２月明和産業㈱様駐車場区画工事

群馬県伊勢崎市平成２５年１月 ニッパンレンタル様基礎工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成２５年１月 福島造成工事

群馬県藤岡市平成２５年２月 ㈱クレファ様倉庫新築工事

群馬県高崎市平成２５年２月 豊岡製作所工場改修工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成２５年２月 のぞみ園様敷地内改修工事

群馬県高崎市吉井町平成２５年３月 長谷川様邸解体工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成２５年３月 轟道路舗装工事

群馬県富岡市平成２５年３月 ㈱ミツバ富岡工場様防火区画改修工事

群馬県桐生市新里町平成２５年３月 ㈱ミツバ新里工場様パーテイション工事

群馬県甘楽郡下仁田町平成２５年３月 下仁田厚生病院様Ｕ字溝工事

群馬県太田市平成２５年４月 加松製箱所様倉庫新築工事

群馬県藤岡市平成２５年４月 ㈱クレファ様工場改修工事

群馬県吾妻郡東吾妻町平成２５年４月 コインランドリー吾妻店新築工事

群馬県藤岡市平成２５年５月 ナースリー保育園様仮設園舎工事

埼玉県鴻巣市平成２５年５月 諏訪工芸様倉庫新築工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成２５年５月 木島様邸解体工事

埼玉県鴻巣市平成２５年６月 諏訪工芸様外構工事

群馬県高崎市平成２５年６月 ㈱機設様倉庫改修工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成２４年１２月明和産業㈱様事務所改修工事

群馬県富岡市平成２５年７月 神農原分譲地造成工事

群馬県高崎市神里見町平成２５年７月 大気常時監視測定局新設工事

群馬県富岡市平成２５年７月 ㈱ミツバ富岡工場様フェンス工事

埼玉県児玉郡上里町平成２５年８月 上里中学校様渡り廊下工事

群馬県富岡市平成２５年８月 ㈱落合製作所様ビニール間仕切工事

群馬県富岡市平成２５年７月 黒川分譲地造成工事

群馬県甘楽郡甘楽町平成２５年８月 明和産業㈱様工場改修工事
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