
発注元 得意先 工事名 場所 開始 〜 終了

関東地方整備局 東急建設㈱ 東京国際空港B平⾏誘導路⽤地造成等工事基本施設舗装工 東京都 2008.12 〜 2009.02

静岡県 前田・平井工業・五光JV 静岡空港県単独空港設備工事（⻄側制限表⾯部整正工その2） 静岡県 2008.03 〜 2008.08

静岡県 ⿅島・橋本・若杉JV 平成19年度静岡空港空港整備工事（本体⽤地造成工第4工区） 静岡県 2008.02 〜 2008.08

静岡県 ㈱竹中土木 静岡空港県単独空港整備工事（⻄側制限表⾯部整正工） 静岡県 2007.11 〜 2008.07

静岡県 大成・りんかい日産・木内JV 平成19年度静岡空港空港整備工事（本体⽤地造成工第3工区） 静岡県 2007.09 〜 2008.03

関東地方整備局 大成・五洋・大成ロテックJV 東京国際空港エプロン等整備等事業 東京都 2007.08 〜 2009.09

静岡県 ⻄松･みらい･角丸JV 平成18年度静岡空港空港整備工事（本体⽤地造成工第4工区） 静岡県 2007.04 〜 2007.09

愛知県企業庁 ⿅島・徳倉・丸茂JV 中部国際空港臨海⽤地造成事業空港島造成工事（その5） 愛知県 2004.11 〜 2005.01

静岡県 ⼾田・フジタ・町組JV 平成16年度静岡空港空港整備工事（本体⽤地造成工第1工区） 静岡県 2004.08 〜 2005.03

関⻄国際空港㈱ 前田・東洋・大成他2社JV 関空国際空港2期空港島埋⽴工事（⼆次揚土その1） 大阪府 2003.11 〜 2005.05

愛知県企業庁 ⿅島・徳倉・東京・七番JV 中部国際空港臨海⽤地造成事業空港島造成工事（その3） 愛知県 2003.03 〜 2004.03

中部国際空港㈱ ⿅島道路・北川ﾋｭｰﾃｯｸ・渡辺組JV 中部国際空港滑⾛路、誘導路舗装工事その1 愛知県 2003.01 〜 2004.01

中部国際空港㈱ 前田道路・佐藤道路・三井道路JV 中部国際空港滑⾛路、誘導路舗装工事その3 愛知県 2003.01 〜 2004.04

中部国際空港㈱ 日本鋪道・大有建設・福田道路JV 中部国際空港滑⾛路、誘導路舗装工事その2 愛知県 2002.12 〜 2004.09

中部国際空港㈱ 東亜道路・ｶﾞｲｱｰﾄｸﾏｶﾞｲ他1社JV 中部国際空港エプロン舗装工事その1 愛知県 2002.12 〜 2004.04

中部国際空港㈱ 大成ロテック・大林道路他1社JV 中部国際空港エプロン舗装工事その2 愛知県 2002.12 〜 2004.04

中部国際空港㈱ 日本道路・世紀東急・⿅島道路JV 中部国際空港エプロン舗装工事その3 愛知県 2002.12 〜 2004.04

⿅児島県 藤田・時任JV 平成14年度新種⼦島空港整備工事（3工区） ⿅児島県 2002.12 〜 2003.09

⿅児島県 南生・松島JV 平成14年度新種⼦島空港整備工事（4工区） ⿅児島県 2002.12 〜 2003.08

広島防衛施設局 東亜・本間・岩国土建JV 岩国⾶⾏場滑⾛路移設北地区埋⽴工事 山口県 2002.09 〜 2006.03

静岡県 ⿅島・三井住友・橋本JV 平成14年度静岡空港空港整備工事（本体⽤地造成工第2工区） 静岡県 2002.09 〜 2003.03

中部国際空港㈱ 間・大日本・矢作JV 中部国際空港雨水排水施設工事その4 愛知県 2002.08 〜 2004.07

九州地方整備局 大成・前田・淺沼JV 新北九州空港（2工区）⽤地造成（地盤改良）工事（第3次） 福岡県 2002.08 〜 2003.03

⿅児島県 植村・大山JV 平成13年度新種⼦島空港整備工事（6工区） ⿅児島県 2002.05 〜 2002.09

愛知県企業庁 清水・三井・⻘木・日産他2社JV 中部国際空港臨海⽤地造成事業対岸部造成工事 愛知県 2001.12 〜 2003.03

⿅児島県 藤田・姫内JV 平成13年度新種⼦島空港整備工事（3工区） ⿅児島県 2001.12 〜 2002.05

静岡県 ⿅島・住友・橋本JV 平成13年度静岡空港空港整備工事（本体⽤地造成工第1工区） 静岡県 2001.12 〜 2002.03

㈲丸兼石材 大成・ベクテル他2社JV 中部国際空港紀勢町錦土砂採取工事 三重県 2001.09 〜 2003.11

愛知県企業庁 大林・間・東急・不動他2社JV 中部国際空港臨海⽤地造成事業空港島造成工事（その1） 愛知県 2001.09 〜 2003.03

中部国際空港㈱ ⿅島・⼾田・奥村他2社JV 中部国際空港空港島造成工事（その2） 愛知県 2001.08 〜 2003.04

中部国際空港㈱ 東亜・熊⾕・⻄松他2社JV 中部国際空港空港島造成工事（その1） 愛知県 2001.08 〜 2003.03

九州地方整備局 大成・佐藤・日本国土JV 平成12年度新北九州空港（1工区）⽤地造成（覆土）工事（第6次） 福岡県 2001.07 〜 2002.03

関⻄国際空港㈱ ⻘木・⿅島JV 関⻄国際空港埋⽴⽤土砂供給事業の内土工事 和歌山県 2001.01 〜 2005.03

石川県 前田・宮下・刀祢JV 能登空港建設（⽤地造成）工事（その8） 石川県 2000.06 〜 2001.01

運輸省第四港湾建設局 大成・住友・不動JV 新北九州空港（1工区）⽤地造成工事（第3次）工事 福岡県 2000.02 〜 2001.01

新東京国際空港公団 前田・⼾田・大本JV 新東京国際空港敷地造成B-3，4工区（その3の1） 千葉県 2000.01 〜 2001.03

岡山県 ㈱三幸工務店 岡山空港高尾山障害物除去工事 岡山県 1999.12 〜 2000.09

石川県 前田・宮下・森土木JV 能登空港建設（⽤地造成）工事（その5） 石川県 1999.01 〜 2000.06

⿅児島県 藤田・南生・東JV 平成11年度新種⼦島空港整備工事（2工区） ⿅児島県 1999.01 〜 2000.05

石川県 ⻄松・治山社JV 能登空港建設（⽤地造成）工事（その4） 石川県 1999.06 〜 1999.08

静岡県 大成・日本国土・木内JV 平成10〜17年度静岡空港空港整備工事（本体⽤地造成工事） 静岡県 1999.05 〜 2006.03

石川県 前田・東急・宮地・昭和JV 能登空港建設（⽤地造成）工事（その2） 石川県 1999.05 〜 2000.09

石川県 前田・宮地JV 能登空港建設（⽤地造成）工事（その1） 石川県 1998.01 〜 1999.06

岡山県 アイサワ・三幸JV 岡山空港整備関連⽤地造成工事 岡山県 1998.01 〜 1999.07

福島県 ⿅島・大林・佐藤工業JV 福島空港滑⾛路延⻑⽤地造成工事平成7〜10年度 福島県 1995.11 〜 1999.02
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