
工 事 経 歴 Construction history

「良いものをより良くしたい」 それが伊藤組の考え方です。

主な建築工事 （ ～2006年）

（ＴＥＬ）0198-24-1193

総合建設業

株 式 会 社 伊 藤 組＠

年度 発注者名称 工事名称

1981 ㈱ユニチカ 滝沢村ごみ処理施設工事

1984 新日本空調・東芝空調 岩手東芝クリーンルーム工事

1985 ㈱東北銀行 東北銀行北花巻支店新築工事

1987 富士大学 富士大学図書館棟新築工事

1989 本田技研工業㈱ ホンダクリオ岩手水沢店新築工事

1989 ㈱小松製菓 もりおか巖手屋新築工事

1989 ㈱エフ・アイ・ティ エフ・アイ・ティ工場新築工事

1991 花巻市 イーハトーブプラザ建築工事

1993 ㈱サンデー サンデー花巻店新築工事

1993 雇用促進事業団 雇用促進住宅花巻宿舎建築工事

1994 岩手県 岩手県立東和病院移転新築建築工事

1995 砥森山法華寺 宗教法人砥森山法華寺本堂建築工事

1996 富士大学 富士大学メディア棟増築工事

1996 花巻市 総合体育館建築工事

1997 ㈱岩手中部計算センター 岩手中部計算センター新築工事

1997 岩手県 花巻警察署庁舎新築工事

1997 富士大学 富士大学屋内総合体育館新築工事

1999 ㈱岩手銀行 岩手銀行花巻東町アパート新築工事

1999 石鳥谷町 石鳥谷町営住宅新築工事

1999 ㈱東北銀行 東北銀行西花巻支店新築工事

2000 社会福祉法人松園福祉会 特別養護老人ホーム花巻あすかの里新築工事

2000 社会福祉法人大谷会 特別養護老人ホーム大谷荘建築工事

2000 花巻農業協同組合 花巻葬祭センター 斎場増築工事

2000 林テレンプ㈱ 林テレンプ岩手工場増築工事

2001 富士大学 第３陸奥寮新築工事

2001 片方秋雄 ホンダ四輪販売岩手ベルノ北上営業所新築工事

2001 花巻ふれあいの里福祉会 知的障害者通所更生施設「わたぼうし」建築工事

2001 岩手県 花巻地区合同庁舎付属棟建設等建築工事

2002 花巻市 花巻市立若葉小学校校舎改築工事

2002 ㈱ヤマトサービス ドライブインヤマト繋店建設工事

2002 国土交通省 湯田ダム管理庁舎建築工事

2002 花巻市 緑ヶ丘市営住宅Ａ棟建設（建築）工事

2002 岩手県 岩手県立花北商業高等学校産業教育施設増築工事

2005 ㈱サトウ精機 新工場新築工事

2005 宗教法人広隆寺
広隆寺「法然上人800年大遠忌並びに開山上人570回忌」記念事業位牌堂・大広間・
トイレ増改築工事

2005 高橋建設㈱ 高橋建設㈱賃貸倉庫新築工事

2005 花巻空港事務所 花巻空港除雪車庫新築（建築）工事

2006 ㈱ビッグ ビッグスイミングスクール花巻新築工事

2006 和同産業㈱ 和同産業㈱製品ストックヤード新築工事
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工 事 経 歴 Construction history

「良いものをより良くしたい」 それが伊藤組の考え方です。

主な建築工事 （2007年～2019年）

（ＴＥＬ）0198-24-1193

総合建設業

株 式 会 社 伊 藤 組＠

年度 発注者名称 工事名称

2007 花巻地方振興局 県営宮野目アパート（５工区）建設（建築）工事

2007 花巻市 花巻市大迫交流活性化センター（本館）建設工事

2007 和同産業㈱ 和同産業㈱新機械工場新築工事

2009 岩手県空港ターミナルビル㈱ 花巻空港新旅客ターミナルビル新築（建築）工事

2010 ㈱日盛ハウジング パルコホーム北上ショールーム新築工事

2010 医療法人社団敬和会 あおやぎの家新築工事

2010 花巻市 花巻市総合文化財センター建設（建築）工事

2010 大衡運送㈱ 大衡運送株式会社花巻流通センター新築工事

2011 ㈱岩手クボタ 岩手クボタ整備工場建設工事

2011 花巻市 花巻市総合体育館増築(建築）工事

2012 岩手県医療局 岩手県立江刺病院耐震改修(建築・電気設備）工事

2012 ㈱ベルプラス (仮称)ベルプラス東和店改装工事

2013 ㈱日盛ハウジング ﾊﾟﾙｺﾎｰﾑ盛岡ｼｮｰﾙｰﾑ新築工事

2013 ㈱新興製作所 3.11災害復旧工事

2014 花巻市 花巻中央振興センター移転改修工事

2014
全国農業協同組合連合会東
北広域施設事業所

和同産業株式会社溶接・機械工場増築他工事

2014 ホンダカーズ岩手南㈱ ホンダカーズ岩手南花巻空港店新築工事

2014 本田技研工業 ホンダカーズ岩手中央高松店建替え工事

2015 いわて生活協同組合 （仮称）いわて生協コープ花巻新築工事

2015 みちのくコカ・コーラボトリング 花巻工場清涼飲料水製造施設増設工事

2015 花巻空港事務所 花巻空港旅客ターミナルビル増築南工区（建築）工事

2016 ㈱東北銀行 東北銀行花巻支店新築工事

2016 ㈱上町家守舎 マルカン大食堂改修工事

2016 ㈱花巻バイオマスエナジー 株式会社花巻バイオマスエナジー発電所新設工事

2017 芙蓉総合リース㈱ (仮称）ツルハドラック石鳥谷店新築工事

2017 ㈱サンポット （仮称）サンポット㈱第二事務所新築工事

2017 トヨタ自動車東日本㈱ 岩）保育所新築建築工事

2017 ㈱共立精工 株式会社共立精工ゲストハウス新築工事

2017 東北自然エネルギー㈱ 雫石事業所新築工事

2018 大和リース㈱ (仮称)ツルハドラック北上若宮町店新築工事

2019 岩手ダイハツ販売㈱ 岩手ダイハツ販売株式会社＜仮称＞花巻店改築工事

2019 ＴＤＫ秋田㈱ TDK秋田株式会社北上工場資材倉庫増築工事

2019 ㈱今文 (仮称)ツルハドラッグ花巻御田屋町店新築工事

2019 サトーホールディングス㈱ 北上RFID工場倉庫新築工事

2019 ㈱新鉛温泉愛隣館 濾過機更新及び南部の湯改修工事

2019 社会福祉法人矢沢保育園 (仮称）幼保連携型認定こども園 やさわこども園 増築工事

2019 イーエヌ大塚製薬㈱ イーエヌ大塚製薬株式会社品質管理棟１階実装工事
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工 事 経 歴 Construction history

「良いものをより良くしたい」 それが伊藤組の考え方です。

主な建築工事 （2020年～ ）

（ＴＥＬ）0198-24-1193

総合建設業

株 式 会 社 伊 藤 組＠

年度 発注者名称 工事名称

2020 花巻温泉㈱ ホテル３館客室改装工事

2020 ㈱小友木材店 (仮称)花巻おもちゃ美術館新築工事

2020 ㈱カガヤ （仮称）ユニバース花巻桜木町店他新築工事

2020 花巻市 花巻市生涯学園都市会館大規模施設改修工事

2020 富士大学 富士大学記念体育館改修工事
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