
 

 

【実績紹介】 

 

【公共施設】 

長野市更北支所 改築建築 

長野市篠ノ井総合市民センター 建設 

千曲市新庁舎等建設立体駐車場 工事 

長野南警察署 建築 

中野警察署中野高社交番 新築 

中野警察署中野駅前交番 新築 

七二会駐在所 新築 

倉科駐在所 新築 

篠ノ井駅前交番 新築 

篠ノ井消防署庁舎 改築 

篠ノ井消防署塩崎分署 建築 

戸倉上山田消防庁舎 改築 

 

【文化・娯楽・集会施設】 

北部スポーツ･レクリエーションパークＢＭＸ施設 新設 

南長野運動公園総合球戯場 建築 

アクアパル千曲社会体育館 建築 

上田市文化交流施設（サントミューゼ）建設 

北信保健衛生施設組合北信斎場 建築 

長野市健康レジャー施設屋内運動場 建設 

長野市大豆島体育館 建設 

長野市茶臼山動物園 複数飼育展示施設 建設 

戦没画学生慰霊美術館 無言館 建築 

須坂市 世界の民俗人形博物館 建設 

アマンダスカイ 建設 

ヴィーナスコート 建設 

長野市東区公民館 建設 

長野市上野区公民館 建設 

長野市共和公民館 増築 

長野市城山公民館本館増築他 建築 

上田市西部公民館施設整備事業 建築 



 

広徳の湯 建設 

仙仁温泉岩の湯 改修 

ホテル清風園 大改修増築 

川中島温泉テルメＤＯＭＥ 建設 

地蔵温泉十福の湯 建設 

ＪＡ虹のホール 稲里別館 建設 

ＪＡ虹のホール 篠ノ井別館 建設 

ＪＡ共和支所 改築 

長野市篠ノ井中央公園管理棟 建築 

長野市若穂中央公園テニスコート管理棟 建築 

茶臼山自然植物園管理棟 建築 

他 

 

【教育施設】 

長野市青木島保育園 改築 

長野市立安茂里保育園 改築 

長野市立七二会（瀬脇）保育園 新築 

長野市立塩崎保育園 新築 

須坂市立千曲保育園 建築 

須坂市立井上保育園 建築 

東御市立和保育園 建築 

上田市立神川統合保育園公民館 建築 

上田市立神科第一保育園 改築  

中野市立新みなみ保育園 建設 

社会福祉法人博愛会 長野市松ヶ丘保育園 改築 

社会福祉法人済生会 長野保育園園舎 建設 

社会福祉法人守幼会 雷鳥保育園 改築 

社会福祉法人フレンドこども園 新築 

学校法人いいづな学園 こどもの森幼稚園 新築 

学校法人円福学園 円福幼稚園 新築 

社会福祉法人はなぞの会 丹波島保育園 新築 

社会福祉法人鶴伸会 かこのこ保育園 新築 

長野市立緑ヶ丘小学校 新築 

長野市立吉田小学校北校舎外 改築 

長野市立吉田小学校屋内運動場 建築 



長野市立通明小学校 北校舎外 改築 

長野市立篠ノ井西小学校北校舎 増築 

長野市立下氷鉋小学校北校舎 増築 

長野市立下氷鉋小学校特別教室棟 建設 

長野市立共和小学校 建設 

長野市立芹田小学校多目的棟 建設 

長野市立芹田小学校北校舎 改築 

千曲市立上山田小学校 プール改修 

上田市立川西小学校管理棟 改築 

上田市立武石小学校屋内運動場 改築 

信濃町小中一貫教室校 建設 

長野市立篠ノ井西中学校北校舎・屋内運動場 改築 

長野市立七二会中学校屋内運動場 改築 

長野市立柳町中学校室内運動場 改築 

長野市立鬼無里中学校特別教室棟 改築 

千曲市立更埴西中学校改築事業 外構 

更級農業高等学校特別教室棟 新築 

飯山二次統合高等学校スポーツ科学科棟 建築 

市立長野高等学校校舎・多目的ホール 建設 

篠ノ井高等学校大体育館 建築 

篠ノ井高等学校混合教室棟 建築 

大町岳陽高等学校普通教室棟ほか 建築 

須坂創成高等学校機械室機械室棟 建築 

長野県消防学校 宿舎棟 建築 

長野県警察学校射撃場建築その他 建築 

国立高専機構長野工専宿舎棟 増築 

国立大学法人信州大学上田繊維学部研究棟 建設 

学校法人明治大学黒曜石研究センター 建設 

 

【養護・介護・医療施設】 

長野県長野ろう学校管理教室棟 ほか建築 

社会福祉法人長野市社会事業協会 更級福祉園 拡張 

社会福祉法人長野市社会事業協会 児童発達センター 建設 

社会福祉法人長野県社会福祉事業団 八雲日中活動総合センター 建設 

社会福祉法人長野県社会福祉事業団 就労継続支援Ｂ型施設 小春日和 建設 

社会福祉法人ながのコロニー 若槻園授産施設 移転改築建築 



社会福祉法人ながのコロニー はぁてぃ若槻 改築 

ＪＡ信州うえだ小規模多機能型居宅介護サービス 豊殿の家 改築 

社会福祉法人睦会 総合福祉施設やすらぎの園篠ノ井 建築 

社会福祉法人睦会 総合福祉施設やすらぎの園須坂・託児所・医院 等建築 

社会福祉法人四徳会 グリーンヒル篠ノ井 建設 

社会福祉法人四徳会 グリーンヒル篠ノ井中央館 建設 

社会福祉法人大志会 障害者支援施設 稲荷山太陽の園 改築 

社会福祉法人大志会 森の里デイサービスセンター 増築 

社会福祉法人大志会 杏寿荘 改修 

社会福祉法人新志福祉会 稲里ふれあい荘 建設 

社会福祉法人治敬会 愛らんどはるかぜ 建築 

社会福祉法人治敬会 愛らんどわたうち 建築 

社会福祉法人あさひ福祉会 グループホームしんこう 建築 

社会福祉法人大西福祉会 メディケア千曲中央 建築 

社会福祉法人暖家 戸倉の集い 建築 

社会福祉法人杏の郷 グループホーム蓮華寮 建築 

社会福祉法人絆の会 就労継続支援Ｂ型施設 悠友ハウス 建築 

社会福祉法人長野南福祉会 地域密着型特別養護老人ホーム 山布施の里 建築 

社会福祉法人博愛会 特養併設型ショートステイ施設 川中島荘 改築 

医療法人みすず会 老人保健施設 星のさと 建築 

医療法人コスモス長野 介護老人保健施設コスモス長野 建築 

あさひ福祉サービス株式会社 サービス付高齢者向け住宅 シニアいなばハウス 建築 

あさひ福祉サービス株式会社 サービス付高齢者向け住宅 シニア東口ハウス 建築 

あさひ福祉サービス株式会社 サービス付高齢者向け住宅 シニア若里ハウス 建築 

あさひ福祉サービス株式会社 サービス付高齢者向け住宅 シニア丹波島ハウス 建築 

あさひ福祉サービス株式会社 サービス付高齢者向け住宅 シニア南俣ハウス 建築 

株式会社治田の里 住宅型有料老人ホーム高齢者介護施設 治田の里 建築 

ＮＰＯ法人 生活支援舎 小規模多機能型居宅介護事業所 いいせ瓦や 建築 

ＪＡ長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院 外構 

上田市 本原クリニック 建築 

須坂市 やすらぎクリニック 建築 

須坂市 須坂透析クリニック 

長野市 茶臼山こども病院 建築 

長野市 鈴木医院 建築 

長野市 小野歯科医院 建築 

長野市 かくた内科クリニック 建築 



長野市 むらかみ整形外科 建築 

長野市 ふくおか耳鼻咽喉科 建築 

長野市 ユー歯科 建築 

長野市 南十字脳神経外科 建築 

長野市 高見澤クリニック 外構 

長野市 鶴賀病院 南棟 改修 

千曲市 児玉医院 改築 

中野市 須藤医院 第二診察棟 建築 

中野市 小田切医院 建築 

中野市 あり動物病院 建築 

上田市 なごみ歯科医院 建築 

飯綱町 飯綱町立病院 防災管理棟 耐震改修  

松本市 国立大学法人信州大学医学部 外来駐車場 整備 

他 

 

【仮設施設】 

千曲市立戸倉上山田中学校 仮設校舎 

小諸市立野岸小学校 仮設校舎 

諏訪市立諏訪南中学校 賃貸借 

山ノ内町立中学校 仮設校舎 

防衛省東部方面隊松本駐屯地 仮設建物 

須坂創成高等学校 仮校舎 

若葉保育園・秋葉保育園 仮設園舎 

他 

 

【耐震・改修工事】 

長野市立大岡保育園 耐震補強他建築 

長野市立共和保育園 耐震補強 

千曲市立埴生保育園 耐震改修 

長野市立豊野西小学校 南校舎耐震補強 

長野市立鍋屋田小学校 耐震改修 

長野市立山王小学校 耐震改修 

長野市立信里小学校 耐震補強 

長野市立篠ノ井西小学校 東校舎外耐震補強建築 

長野市立塩崎小学校 耐震補強 

千曲市立屋代小学校 耐震及び大改修 



飯綱町立牟礼東小学校 大規模改修 

飯綱町立三水第一小学校 大規模改修 

屋代南高等学校 耐震改修 

長野商業高等学校 北校舎耐震改修 

須坂園芸高等学校 耐震改修 

国立大学法人信州大学繊維学部 講堂耐震改修 

長野工業高等学校 化学棟耐震改修 

長野東高等学校 普通教室棟耐震改修 

松代高等学校 耐震改修 

長野吉田高等学校 耐震改修 

北部高等学校 耐震改修 

中野中央公民館 耐震補強 

ＪＳ野沢温泉終末処理場 耐震 

北信運転免許センター 耐震改修 

長野税務署耐震 改修 

北信合同庁舎 耐震改修 

議員会館 耐震改修 

市営住宅返目団地 全面改善建築 

他 

 

 【土木・道路・橋脚・鉄道施設】 

県単 高速関連河川改修 

国道 19 号線 稲里立体交差下部その 3 

県営農道 三念沢橋梁右岸橋台  

上田坂城バイパス 八幡函渠 その 5 

笠倉樋門 新設 

百々川樋門 改築 

埴科 5 期地区大堰排水機場 土木その 2  

北八幡川排水機場 下部  

国道 403 号線 飯山市中央橋 架替 

国道 18 号線 野尻バイパス 関連工事 

替佐築堤 改築 

福島誇道橋 架替工事 

箕作飯山線 箕作～明石（明石橋Ａ1） 

村山橋 函渠  

北陸新幹線 飯山高架橋  



北陸新幹線 岩井東ＢＬ月岡ＢＬ 

北陸新幹線 第 4 千曲川ＢＬ下部他  

北陸新幹線 飯山駅舎新築 

中部横断自動車道 岸野地区改良 2 工区 

中部横断自動車道 八千穂ＩＣ改良 3 

上信越自動車道 永江トンネルその 2  

飯山中央橋 橋脚架替 

他 

 

【商業施設】 

ＪＡグリーン長野Ａコープあぐり店 建築 

アップルランドデリシア篠ノ井店 建築 

牛角 あぐり店 建築 

ゆきむら亭 あぐり店 建築 

来来亭 高田店 建築 

珈琲哲学 あぐり店 建築 

佐久 インターウェーブ 増築 

紳士服アオキ長野南バイパス店 増改築 

カメラのキタムラ北長野 建築 

アメリカンドラッグ あぐり店 建築 

カワチ薬品信州中野店 建築 

カワチ薬品伊勢崎北店 増改築 

カワチ薬品穂高店 増改築 

ウェルシア小諸店 建築 

カインズホーム中野店 建築 

プラスワン長野店 建築 

フレスポ大町 建築 

ホームプラザナフコ大町店 新築 

ホンダカーズしなの 中御所店 新築 

プジョー長野店 新築 

シトロエン長野店 新築 

ジープ長野店 新築 

ルノー信州長野店 改修 

長野ヤナセ 新築 

ビックモーター新潟店 新築 

いきなりステーキ上田大屋店 新築 



スシロー若宮店 新築 

てんや川中島店 新築 

ａｕショップ若里店 新築 

エスカット長野店 新築 

エスカット箕輪店 新築 

県内 かっぱ寿司各所 

県内 セブンイレブン各所 

県内 ファミリーマート各所 

県内 ローソン各所 

他 

 

【社寺・仏閣・宗教】 

武水別神社 画額殿保全改修 

松田家 資料保全整備事業 

浄土宗光林寺 伽藍大改修 

曹洞宗見性寺 庫裡 改築 

浄土宗香福寺 庫裡 改築 

浄土真宗萬法寺 庫裡 改築 

曹洞宗天照寺 庫裡 改築・本堂改修 

真宗大谷派證各寺 庫裡 改築 

浄土真宗本願寺派西光寺 庫裡 改築 

浄土真宗本願寺康楽寺 経堂 改築 

浄土宗玄向寺 離れ座敷 再生 

真宗大谷派常福寺 本堂 改修 

霊友会第二十六支部長野講堂 新築 

真澄寺別院 新築外構 

真言宗智山派長谷寺 境内改修 

 

【当社元請負受注】 

国庫災 篠ノ井北 330 号線 災害復旧 

国庫災 篠ノ井中 6 号線（十二）災害復旧 

市単災 蟹沢災害 復旧 

市単災 和平沢災害 復旧 

市単災 寺田池 復旧 

市単災 和平沢 復旧 

信里小十二 舗装 



氷ノ田上尾線 道路改良 2 工区 

中芦門増沢 改修 

犀南 1 号系汚水水準幹線 外工事 

0 市債 篠ノ井中 291 号線 交差点改良 

篠ノ井北 282 号線 道路改良 

篠ノ井中央公園 温室設置 

他 

 

 


