
大三工事株式会社　工事経歴書 49期(2019.2～2020.1)　総工事件数　136　件

竣工月 発注者 工事件名 工事内容 金額(税込)

(単位:千円)

2019.2 台東区長 スターの手型被顕彰者の手型台及び手型設置

工事

新設　ステンレス手型台
734

2019.3 台東区長 忍岡小校庭拡張及び舗装改修工事 グラウンド新装
85,212

2019.3 台東区長 旧柳北小ブロック塀撤去及びフェンス設置工

事

フェンス新設
6,550

2019.3 台東区長 龍谷寺脇公衆トイレ改修工事 改装　公衆トイレ
6,397

2019.8 台東区長 上野小３階ギャラリーその他改修工事 改装　内装工事
5,238

2019.9 岡部様 岡部様邸新築工事 新築　木造　２Ｆ
30,704

2019.9 台東区長 千束小西側煙突解体工事 解体　アスベスト撤去
8,154

2019.12 台東区長 西郷銅像下公衆トイレ改修工事 改装　公衆トイレ
9,988

2019.12 台東区長 台東清掃事務所北上野ストックヤードゲート

改修工事

改装　パネルシャッターゲート
952

2020.1 Gamadas㈱ 蒲田本町二丁目計画 新築　ＲＣ造　７Ｆ
143,650

竣工月 元請 工事件名 工事内容 金額(税込)

(単位:千円)

2019.2 ㈱内藤建設 東京ガス  芝浦地冷Ｍ 改装　基礎改修工事
2,900

2019.3 三元建設㈱ 光が丘IMA中央館イオン外壁修繕 改装　金属工事
8,076

2019.3 ㈱内藤建設 武蔵野ビル 外構、基礎工事
3,240

2019.5 京急建設㈱ 金沢八景駅駅舎改築工事 新築　金属、耐火被覆、外構工事
28,620

2019.5 ㈱内藤建設 大森ビル 改装　内装工事
4,752

2019.5 福田リニューアル㈱ 新宿Boreビル 改装　外装、耐火被覆工事
4,687

2019.5 ㈱小野組関東支店 八景島焼屋外構工事 外構工事
3,780

2019.6 京急建設㈱ 神奈川新町駅および現業事務所の長期整備計

画

新築　Ｓ造　１Ｆ
5,047

2019.6 後藤建設工業㈱ 島忠ホームズ仙川店 改装　耐火被覆工事
2,700

2019.7 大三建商㈱ 大三ビル改修工事 改装　内装仕上工事
30,939

2019.8 ㈱塩浜工業 ＥＳＲ野田ＤＣ新築工事 新築　金属工事
27,281

2019.9 京急建設㈱ 黄金町高架下第2施設建設工事 新築　Ｓ造　１Ｆ
60,523

2019.9 ㈱小野組関東支店 (仮称)池袋北口新築計画 新築　金属工事
14,747



大三工事株式会社　工事経歴書 49期(2019.2～2020.1)　総工事件数　136　件

竣工月 元請 工事件名 工事内容 金額(税込)

(単位:千円)

2019.9 ㈲西川健創 タニコー野川家族寮改修工事 改装　金属工事
13,885

2019.9 ㈱SOBIG 羽田空港床補修工事 改装　床石貼工事
5,402

2019.11 ㈲西川健創 サカゼン下北沢店適法化工事 改装　金属工事
9,408

2019.11 京急建設㈱ 京浜急行バス㈱大森営業所建替工事 新築　内装工事
3,025

2019.11 ㈱古沢板金工業 目白第二保育園 改装　金属工事
1,998

2019.12 京急建設㈱ 神奈川新町事務所の外壁及び屋根塗工事 大規模改修工事
6,600

2020.1 馬淵建設㈱ 梅屋敷高架下保育所建設工事 新築　Ｓ造　１Ｆ
71,775

2020.1 ㈱内藤建設 設備保安センターパドック用屋根他設置工 新築　Ｓ造　１Ｆ　舗装工事
37,946

2020.1 住友林業㈱ 大山西町保育園 新築　金属工事
13,707

2020.1 ㈱内藤建設 橋場ビル アスファルト舗装工事
6,930

2020.1 京急建設㈱ (仮称)雑色駅～六郷土手駅間高架下保育所建

設工事

外構、植栽工事
3,145

2020.1 ライト工業㈱ ＤＮＰ中央街区整備 仮設　素屋根テント設置工事
2,310



大三工事株式会社　工事経歴書 48期(2018.2～2019.1)　総工事件数　110　件

竣工月 発注者 工事件名 工事内容 金額(税込)

(単位:千円)

2018.3 台東区長 金竜小４階普通教室設置工事 改装　教室内装工事 9,828

2018.3 台東区長 浅草保健相談センター旧館西側雨とい改修そ

の他工事

大規模改修工事 3,815

2018.3 台東区長 スターの手型被顕彰者の手型台及び手型設置

工事

新設　ステンレス手型台 734

2018.8 台東区長 金竜小及び金竜幼トイレ改修工事 改装　トイレ内装工事 21,600

2018.9 台東区長 忍岡小１階トイレ改修工事 改装　トイレ内装工事 9,506

2019.1 台東区長 江戸下町伝統工芸館大規模改修工事 大規模改修工事 89,122

竣工月 元請 工事件名 工事内容 金額(税込)

(単位:千円)

2018.1 ㈱坪井工業 (仮称)上石神井ＰＪ新築工事 外構、フェンス工事、ブロック積 19,224

2018.1 ライト工業㈱関東支社 FP東松山環境対策 仮設　素屋根テント工事 2,052

2018.1 ㈱勇電社 東京大学柏Ⅱキャンパス 外構　土木工事 1,188

2018.1 ㈱塩浜工業 (仮称)イオンタウン君津 新築　金属、耐火被覆工事 26,711

2018.1 ㈱小野組関東支店 ユータカラヤ宮崎台店原状回復工事 改装　ＬＧＳ、天井工事 3,510

2018.1 福田リニューアル㈱ 巣鴨信用金庫戸田支店新築工事 新築　金属工事 3,434

2018.1 大三建商㈱ イオン座間 新築　屋根折版工事 1,836

2018.1 福田リニューアル㈱ 新田端変電所外壁PCa版脱着工事 改装　ＰＣ板工事 1,620

2018.3 ㈱塩浜工業 ＫＲＣ瀬谷駅北口ＳＣ新築工事 新築　金属工事 4,860

2018.3 新協建設工業㈱ 西山ビル 新築　金属工事 2,149

2018.3 ㈱内藤建設 武蔵野苑　枯葉集積場改修工事 改装　外構工事 1,382

2018.4 ライト工業㈱ ライト工業㈱Ｒ＆Ｄセンター試験ヤード降雨

実験棟工事

仮設　素屋根テント工事 11,448

2018.4 ㈱篠崎工務店 真中の家 新築　外装工事 2,592

2018.4 ㈱塩浜工業 (仮称)白山プロジェクト建設工事 新築　金属、耐火被覆工事 71,182

2018.4 ㈱エムケー メッド千葉支店改装工事 改装　内装、木工事 1,296

2018.5 京急建設㈱ 三浦海岸駅駅舎改築その他工事 改築　Ｓ造　１Ｆ 45,468

2018.5 遠山建設㈱ 豊衆ビル外装工事 改装　仮設工事 1,972

2018.6 ㈱篠崎工務店 文京西片405号室改修工事 スケルトン、リニューアル 15,736



大三工事株式会社　工事経歴書 48期(2018.2～2019.1)　総工事件数　110　件

竣工月 元請 工事件名 工事内容 金額(税込)

(単位:千円)

2018.7 ㈱内藤建設 (仮称)東久留米保育園新築工事 外構工事 3,200

2018.7 ㈱塩浜工業 (仮称)レッドウッド成田ディストリビュー

ションセンター倉庫２階改修工事

新築　金属 1,782

2018.8 ㈱塩浜工業 西早稲田ＰＪ計画 改装　金属工事 13,324

2018.8 遠山建設㈱ 明治大学  和泉総合体育館 改装　仮設・養生工事 1,598

2018.8 京急建設㈱ 中央大学付属高等学校１号館北側出入口自動

扉新設工事

改装　自動ドア設置工事 1,550

2019.1 京急建設㈱ (仮称)雑色高架下第３店舗建設工事 新築　Ｓ造　１Ｆ 94,619

2019.1 京急建設㈱ 〔金沢八景駅駅舎改築工事〕仮設駅舎新設そ

の他工事

建替　金属、内装工事 41,850

2019.1 ㈱トータル環境 目黒清掃工場建替工事 舗装、補強工事 25,402

2019.1 ㈱プロジェクトＡ (仮称)西麻布一丁目Project 新築　アスロック工事 12,852

2019.1 ㈱篠崎工務店 グエル・サカエ赤堤新築工事 新設　断熱工事 9,438

2019.1 ㈱塩浜工業 (仮称)ＤＰＬ埼玉上里新築工事 新築　金属工事 5,400

2019.1 住友林業㈱ ビッグアセット青葉台 新築　エレベーター用鉄骨工事 4,428



大三工事株式会社　工事経歴書 47期(2017.2～2018.1)　総工事件数　145　件

竣工月 発注者 工事件名 工事内容 金額(税込)

(単位:千円)

2017.2 台東区長 柳橋二丁目交番裏公衆トイレ改修工事 改装　公衆トイレ 7,652

2017.3 台東区長 スターの手型被顕彰者の手型台及び手型設置

工事

新設　ステンレス手型台 540

2017.9 谷合様 中島商店解体工事 住宅解体工事 2,592

2017.10. 陳様 蒲田の宿泊所 改装　宿泊施設 3,780

2017.12 台東区長 生涯学習センター３階東側屋外機置場耐火被

覆改修工事

改装　耐火塗装工事 3,970

2018.1 台東区長 つばさ福祉工3階トイレ改修工事 改装　だれでもトイレ内装工事 5,400

2018.1 台東区長 東武浅草駅乗車場前待合所設置工事 改装　内装工事 5,346

竣工月 元請 工事件名 工事内容 金額(税込)

(単位:千円)

2017.2 ㈱塩浜工業 有明北仮設門扉設置工事 仮設　大型門扉設置工事 2,570

2017.3 京急建設㈱ (仮称)大田第３号梅屋敷駅自転車駐車場新築

工事

新築　Ｓ造　２Ｆ 109,404

2017.3 ㈱篠崎工務店 島田第一幼稚園 大規模改修工事　金属、外構、給排水工事 26,249

2017.3 京急建設㈱ 京急サービス事務所新設に伴う建設工事 新築　Ｓ造　１Ｆ 32,180

2017.3 大三建商㈱ 昭和電工㈱川崎事業所 改修　鉄骨工事 8,208

2017.3 中都建設㈱ 総合研修センター 改装　金属工事 6,588

2017.3 新協建設工業㈱ 特養谷中サイン工事 改装　サイン工事 5,940

2017.3 ㈱内藤建設 東京自動車大学校1・2・3号館階段修繕他工

事

改装　金属工事 2,052

2017.3 ㈱内藤建設 東京ガス  向陽ビル門扉設置工事 改修　外構工事 1,650

2017.4 京急建設㈱ (仮称)大田第６号雑色駅自転車駐車場新築工

事

新築　Ｓ造　２Ｆ 240,462

2017.4 住友林業㈱ ひまわり新築工事 新築　エレベーター用鉄骨工事 1,890

2017.5 坪井工業㈱ (仮称)国際装飾㈱オフィスビルプロジェクト 新築　歩道改修工事 5,080

2017.6 遠山建設㈱ ラボ東京 新築　ユニットハウス 2,144

2017.6 ㈱小野組関東支店 栗原ホーム2016年度改修工事 改装　金属工事 2,084

2017.7 京急建設㈱ 戸部駅構内高架下駐輪場詰所新設工事 新築　ユニットハウス 4,104

2017.7 ㈱篠崎工務店 和田邸 新築　金属工事 3,272

2017.7 ㈱ワイズライフ 阿部様邸 改修　木工事 1,567



大三工事株式会社　工事経歴書 47期(2017.2～2018.1)　総工事件数　145　件

竣工月 元請 工事件名 工事内容 金額(税込)

(単位:千円)

2017.8 ㈱ピー・エス・エンジニ

アリング

アクシスパードナーズﾞ(袖ヶ浦)シャッター工

事

改装　シャッター工事 1,350

2017.10. 京急建設㈱ 「横浜駅構内列車検知装置更新工事」継電器

室増築工事

増築　Ｓ造　１Ｆ 17,852

2017.10. ㈱篠崎工務店 子どもの家エラン改修工事 大規模改修工事　内装工事 12,434

2017.10. 福田リニューアル㈱ 小松川ＪＣＴ陸上部ポンプ所・電気室新設工

事

新築　金属工事 6,007

2017.11 ㈲西川健創 相模原SCﾏﾘﾎﾟｻ棟原状回復工事 改装　金属工事 1,415

2017.12 福田リニューアル㈱ ホテル椿山荘東京神殿新築工事 改装　金属、外装工事 36,762

2017.12 京急建設㈱ 蒲田消防団第７分団本部(２９)新築工事 新築　Ｓ造　２Ｆ 32,616

2017.12 住友林業㈱ (仮称)グランフォレスト哲学堂新築工事 新築　鉄骨階段、エレベーター用鉄骨工事 16,532

2017.12 ㈱篠崎工務店 上北沢の家 新築　山留工事 3,737

2018.1 京急建設㈱ (仮称)雑色駅付近高架下保育所建設工事 新築　Ｓ造　１Ｆ 79,704

2018.1 京急建設㈱ 警視庁大森警察署谷戸交番新築工事 新築　Ｓ造　２Ｆ 42,574

2018.1 ㈱古沢板金工業 お茶の水女子大付属図書館新営その他工事 増築　金属工事 28,400

2018.1 京急建設㈱ (仮称)衣笠十字路案内所建て替え工事 新築　Ｓ造　１Ｆ 10,095


