
納入実績

年 度 物 件 名 地区 年 度 物 件 名 地区

平成２３ 中山の園 二戸市 平成２４ 軽米小学校 軽米町

気仙沼税務署 気仙沼市 大通り三丁目マンション 盛岡市

一関清明支援学校 一関市 クランズスクエア盛岡肴町 盛岡市

宮古セリオ 宮古市 平成２５ 福岡中学校 二戸市

盛岡地裁 盛岡市 一関南保育園 一関市

八戸典礼会館 八戸市 ケアハウスやちだもの家 北上市

釜石鵜住居仮設 釜石市
岩手大学工学部附属
ものづくり実験棟 盛岡市

陸前高田仮設 陸前高田市 浦の浜漁港 気仙沼市

むらさき苑 八幡平市 岩手生協ＢＥＬＦ八幡平 八幡平市

宮澤寺 盛岡市 岩手県立大東病院 一関市

釜石中島仮設 釜石市 水沢商業施設 奥州市

ふきのとう 盛岡市 種市小学校 九戸郡

さくらの家 盛岡市
水産技術センター
大船渡研究室 大船渡市

米崎中学校仮設 陸前高田市 岩手県立一関高等看護学院 一関市

厨川中学校 盛岡市 災害復興公営住宅（大槌町） 大槌町

互助センター石鳥谷 花巻市
デイリーポート新鮮館
大船渡店 大船渡市

サテライト松園 盛岡市 重茂漁協わかめ芯取加工場 宮古市

SSC東北工場 奥州市 岩手中部広域クリーンセンター 北上市

なのりの里 盛岡市 平成２６ 宮古市民文化会館 宮古市

ジョイス八戸 八戸市 森眼科クリニック 盛岡市

平成２４ 一関市営プール 一関市 南部医理科 矢巾町

三愛病院 盛岡市 福島県立川口高等学校 福島県

敬愛園 北上市 岩手県立大東病院 一関市

サンホーム宮古 宮古市 エア・ウォーター物流 釜石市

老人ホーム東和 花巻市 陸前高田消防署 陸前高田市

みうら産婦人科 盛岡市 介護老人保健施設たいわ 北上市

特別老人ホーム富士見荘 八幡平市 日高見中央クリニック 北上市

水産技術ｾﾝﾀｰ種市研究室 洋野町 一関市立磐井中学校 一関市

清雲荘 盛岡市 八幡平市新庁舎 八幡平市

清和荘 盛岡市 ヒロセ電機 宮古市

奥州病院 奥州市 ビックハウス国分店 盛岡市

盛岡市保育所 盛岡市 陸前高田消防本部庁舎 陸前高田市



納入実績

年 度 物 件 名 地区 年 度 物 件 名 地区

平成２６ かまいしこども園 釜石市 平成２７ 栃ヶ沢地区災害公営住宅（1工区） 陸前高田市

一関市立山目小学校 一関市 栃ヶ沢地区災害公営住宅（2工区） 陸前高田市

花巻リコー工学 花巻市 栃内第二病院 盛岡市

岩手中部広域クリーンセンター 北上市 青山3丁目アパート新3号館 盛岡市

八角病院 盛岡市 平成２８ 大町復興住宅1号 釜石市

平成２７ 岩手県民会館 盛岡市 只越1号復興公営住宅 釜石市

道の駅おりつめ 九戸郡 盛岡大学A校舎別館増設 盛岡市

晴山地区常設保育園 軽米町 岩手生コン組合 盛岡市

ビッグハウス矢巾店 矢巾町 フコク生命盛岡 盛岡市

盛岡市アイスアリーナ 盛岡市 盛岡中央郵便局 盛岡市

道の駅　紫波 紫波郡 おおつち学園 大槌町

月が丘幼稚園 盛岡市 山田中央団地災害公営住宅 山田町

松尾村老人ホームはらからの里 八幡平市 都南プラザ空調設備改修 盛岡市

認定こども園宮古ひかり 宮古市 ビッグプロ空調設備改修 盛岡市

宮古商業高等学校 宮古市 中野小学校 洋野町

公営災害住宅山田妻の神地区 山田町 胆沢中学校校舎新築 奥州市

滝沢中央病院 滝沢市 越喜来小学校こども園移転改築 大槌町

すみた荘 住田町 おいかわ内科クリニック 盛岡市

崎山貝塚縄文の森 宮古市 東北銀行　花巻支店 花巻市

ＩＧＲいわて銀河鉄道青山駅 盛岡市 矢巾長安殿 矢巾町

ＪＡいわて花巻江釣子支店 北上市 医療法人　謙和会 盛岡市

釜石病院 釜石市 南三陸病院 南三陸町

南三陸町病院 南三陸町 釜石松原地区公営住宅 釜石市

天神町復興公営住宅 釜石市 葛巻病院新築 葛巻町

盛岡中央消防署新庁舎 盛岡市 平成２９ 陸前高田市脇の沢地区災害公営住宅 陸前高田市

滝沢総合運動公園体育館 滝沢市 陸前高田市今泉･長部地区公営住宅 陸前高田市

ビッグハウス北上店 北上市 宮古清掃センターごみ焼却施設 宮古市

ビッグハウス巣子店 滝沢市 道の駅　平泉 平泉町

（協）ベルセンター矢巾 矢巾町 さいとう製菓工場 大船渡市

盛岡北高等学校 盛岡市
フェザン南館１階おでんせマルシェ 盛岡市

ＵＲ大野地区災害公営住宅 陸前高田市
北上デンソー 北上市

ＵＲ田端地区災害公営住宅 陸前高田市
道の駅　いわいずみ 岩泉町
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年 度 物 件 名 地区 年 度 物 件 名 地区

平成２９ 盛南マンション 盛岡市 平成３０ セリオホール水沢 奥州市

仙北町マンション 盛岡市 朝日生命ビル 盛岡市

石窯パン工房ミッシェル北上店 北上市 ＪＡファーマーズいわて平泉店 奥州市

盛岡市仙北中学校校舎 盛岡市 孝輝殿　水沢東大通 奥州市

特老リビングハウスおおはら新築工事 一関市 ユニバースみたけ店 盛岡市

南三陸町庁舎 南三陸町 ヤマトフードサービス 北上市

東北食品アイス工場 矢巾町 なでしここども園 盛岡市

釜石鵜住居地区公営第二住宅 釜石市 ドーミーイン盛岡 盛岡市

県立療育センター・となん支援学校 盛岡市 盛岡ターミナルビル 盛岡市

エイアンドティー江刺工場 奥州市 住友生命　花巻・北上分館 花巻市

ビッグハウス花巻 花巻市 デンソー岩手電子デバイス工場 胆沢郡

岩泉乳業災害復旧工事 岩泉町 特別養護老人ホーム滝沢穴口 滝沢市

葛巻病院新築 葛巻町 葛巻小学校 葛巻町

岩手女子高等学校 盛岡市 滝沢中央小学校 滝沢市

岩手県予防医学協会 盛岡市 都南あけぼの荘 盛岡市

大船渡病院 大船渡市 岩手医科大学保育園 矢巾町

岩手医科大学 矢巾町 宮古西維持出張所 宮古市

シティテラス月ケ丘 盛岡市 いわて生協ＰＣ棟 滝沢市

盛岡駅西通2丁目ホテル 盛岡市 岩手大学学生センターＡ棟 盛岡市

玉山総合事務所 玉山区 多加良製作所 北上市

盛岡ターミナルビル（フェザン本館） 盛岡市 マルヨ産業運送 紫波町

岩手教育会館 盛岡市 平成３1 盛岡中央公民館 盛岡市

平成３０ 御社地エリア復興拠点施設 大槌町 令和１ 総合花巻病院移転新築 花巻市

なのりの里 盛岡市 飯岡こども園増改築工事 盛岡市

石巻防災センター 石巻市 ベアーライズ 北上市

矢巾スマートＩＣ管理施設新築 矢巾町 ㈱ツクバ工場新築 奥州市

新盛岡寮 盛岡市 羽場小学校空調工事 盛岡市

宮古港藤原ふ頭津波避難ビル新築工事 宮古市 優香苑 花巻市

宮古市中心市街地拠点施設建設工事 宮古市 板柳町立板柳中学校改築工事 青森県

北上川上流流域下水道水沢浄化センター 奥州市 鶴田統合小学校 青森県

鈴木機械 滝沢市 赤浜地区公民館 大槌町

セリオホール水沢 奥州市 北上済生会病院 北上市
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年 度 物 件 名 地区 年 度 物 件 名 地区

令和１ 一関小学校空調工事 一関市 令和２ 岩手県立中央病院 盛岡市

美和電気工業 盛岡市 西和賀消防署 西和賀郡

いわちく豚処理加工施設新築 紫波町 北上済生会病院 北上市

レーベン盛岡 盛岡市 マイヤ北上精肉センター 北上市

ＪＲ東日本盛岡支社ビル 盛岡市 宝寿荘 花巻市

月ケ丘小学校空調工事 盛岡市 陸中海岸グランドホテル別館 釜石市

玉山小中学校空調工事 盛岡市 大槌新町運動施設 大槌町

はるかぜの家 盛岡市 大槌栄町運動施設 大槌町

巻堀中学校空調工事 盛岡市 岩手県対ガン協会 盛岡市

みちのく療養園 矢巾町 遠野はやちねホスピタル 遠野市

ユニバース花巻桜木店 花巻市 キオクシア仮設事務所 北上市

土淵小学校空調工事 盛岡市 バイオケム陸前高田 陸前高田市

太田幼稚園空調工事 盛岡市 湯田牛乳公社　新工場 西和賀郡

高松小学校空調工事 盛岡市 盛岡駅西口マンション 盛岡市

聴覚支援学校空調工事 盛岡市 御所湖広域公園トイレ改修 盛岡市

峰南高等支援学校空調工事 盛岡市 ネクスコ安代ＩＣ雪氷詰所改修 八幡平市

サンライフ盛岡 盛岡市 宮古国道管内タンク設置 宮古市

みちのくみどり学園 盛岡市 ＭＯＳＳビル改修工事 盛岡市

福祉障害児入所施設 盛岡市 盛岡駅前通拠点計画 盛岡市

岩手県立博物館 盛岡市 令和３ 北三陸ファクトリー 洋野町

滝沢東小学校空調工事 滝沢市 岩手外（元）隊庁舎新設等機械工事 滝沢市

柳沢小中学校空調工事 滝沢市 青森県農協会館 青森市

一本木小学校空調工事 滝沢市 ホテル安比グランド増築工事 八幡平市

盛幹車セ１受水槽他取替工事 盛岡市 ハロウインターナショナルスクール安比 八幡平市

仙北中学校空調工事 盛岡市 大船渡高等学校エアコン設置 大船渡市

宮古中央防災ステーション 宮古市 黒沢尻北高等学校エアコン設置 北上市

令和２ 岩手県民情報センター 盛岡市 インターセントラル倉庫用途変更工事 滝沢市

市営北厨川アパート改修 盛岡市 葛巻町道の駅レストラン 葛巻町

ＪＲ北上寮 北上市 クレアホームズ盛岡中央通 盛岡市

ＪＲ新一関寮 一関市 水沢商業高等学校エアコン設置 奥州市

佐倉河小学校空調工事 奥州市 西和賀町総合給食センター 西和賀町

水沢中学校空調工事 奥州市 ㈲気仙沼環境保全　堆肥化処理施設新設 気仙沼市
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年 度 物 件 名 地区 年 度 物 件 名 地区

令和３ 岩手製靴㈱エアコン設置 盛岡市

東北住建㈱社屋新築 矢巾町

湯田庁舎耐震改修等工事 西和賀町

旧老人福祉センター 西和賀町

侍浜地区防災ステーション 久慈市

東北自動車道西根ＩＣ 西根町

カネマン水沢店 奥州市

岩手（2）隊庁舎改修機械他工事 滝沢市

盛岡白百合学園中学校高等学校 盛岡市

臨済寺書院・位牌堂 雫石町

岩手県南コールドセンター 金ヶ崎町

特養老人ホーム立生苑 奥州市

愛隣館客室改修 花巻市

平舘高等学校エアコン設置 八幡平市

農協電算センター 盛岡市

盛岡農業高等学校エアコン設置 盛岡市

北上駅東口駐車場マンション棟 北上市

葛巻町新庁舎 葛巻町

盛岡貨物ターミナル給水設備 盛岡市

㈱アイシーエス新社屋機械設備工事 盛岡市


