
商 号 有限会社 宇都宮ストーン

所 在 地

　本 　社： 〒321-0346

栃木県宇都宮市下荒針町2876-1

TEL 028-666-4104　/　FAX 028-666-4114

営業所： 〒375-0023

群馬県藤岡市本郷1580-8

TEL 0274-23-6897　/　FAX 0274-23-6883

代 表 者 篠崎　淳

設 立 平成4年11月2日

建 設 業 許 可 石工事業 栃木県知事許可（般-28）第23604号

左官工事業 栃木県知事許可（般-28）第23604号

タイル、レンガ、ブロック工事業 栃木県知事許可（般-28）第23604号

建築工事業 栃木県知事許可（般-28）第23604号

内装工事業 栃木県知事許可（般-28）第23604号

主 営 業 品 目 各種石材企画、設計、施工、販売

提 携 会 社 有限会社 ホサカ石材工業（専用加工場）

ホームページ http://www.u-stone.net

E-mail info@u-stone.net

有限会社 宇都宮ストーン　会社案内



工     事     名 工事場所 完成年月
西の杜霊園 栃木県宇都宮市 H.23.3
エスペランサ高崎 群馬県高崎市 H.23.3
那須の森ヴィレッジ 栃木県那須町 H.23.3
日光林間学園 栃木県日光市 H.23.4
鳴鶴寮北館 栃木県宇都宮市 H.23.4
宇都宮大学社会連携センター 栃木県宇都宮市 H.23.4
田川橋梁工事 栃木県宇都宮市 H.23.4
下野地区道路休憩施設 栃木県下野市 H.23.4
魚べい八潮店 埼玉県八潮市 H.23.4
パシオス多摩センター 東京都多摩市 H.23.4
しらかば保育園 群馬県太田市 H.23.5
矢板カントリークラブ 栃木県矢板市 H.23.5
パシオス神栖店 茨城県神栖市 H.23.5
魚べい東久留米店 東京都東久留米市 H.23.5
蔵のあかり 栃木県足利市 H.23.6
桂昌寺 群馬県渋川市 H.23.6
配水管更新工事9号.11号 栃木県宇都宮市 H.23.6
日光市ホッケー場整備事業 栃木県日光市 H.23.7
金乗院 埼玉県比企郡 H.23.7
二荒山神社 栃木県宇都宮市 H.23.7

 工   事   経   歴   書   平成23年度（H.23.3～H.24.2)



工     事     名 工事場所 完成年月
ユニクロ柏店 千葉県柏店 H.22.3
パシオス八千代店 千葉県八千代市 H.22.3
鬼怒川温泉駅前公衆トイレ 栃木県日光市 H.22.3
トライアル神保原店改修工事 埼玉県神保原市 H.22.4
日清商会新事務所 群馬県 H.22.4
野崎八幡社 東京都三鷹市 H.22.5
太田市立太田小学校 群馬県太田市 H.22.6
日光自然博物館 栃木県日光市 H.22.6
磯部家墓所工事 栃木県日光市 H.22.7
三樹院 神奈川県三浦市 H.22.7
東武東上線坂戸駅南口 埼玉県坂戸市 H.22.7
石川病院 埼玉県浦和市 H.22.8
議員会館・職員会館 栃木県宇都宮市 H.22.8
エヌエヌ商事㈱ 栃木県宇都宮市 H.22.9
ホンダカーズ栃木インターパーク 栃木県宇都宮市 H.22.9
宇都宮河内水再生センター 栃木県宇都宮市 H.22.10
マシンレンタル 茨城県筑西市 H.22.10
上河内小学校 栃木県宇都宮市 H.22.10
ZENT佐野店 栃木県佐野市 H.22.11
湯西川　足湯 栃木県湯西川 H.22.11
国際医療福祉大学 栃木県大田原市 H.22.11
プラダ佐野アウトレッド店 栃木県佐野市 H.22.12
ヨックモック 栃木県日光市 H.22.12
プラダ佐野アウトレッド店 栃木県佐野市 H.22.12
みながわ桜園 栃木県足利市 H.23.1
六本木さくら坂クリニック 東京都 H.23.1
マミーマート昭島店 東京都昭島市 H.23.1
宇都宮高校正門石張工事 栃木県宇都宮市 H.23.2
雀宮駅東地区植栽工事 栃木県宇都宮市 H.23.2
かみこもりや小規模多機能施設 栃木県宇都宮市 H.23.2

工   事   経   歴   書   平成22年度（H.22.3～H.23.2)



工     事     名 工事場所 完成年月
 日光市歩道  栃木県日光市 H.21.3
 ルミエール元今泉マンション  栃木県宇都宮市 H.21.3
 八幡山公園便所  栃木県宇都宮市 H.21.3
 簗瀬地域コミュミティセンター新築工事  栃木県宇都宮市 H.21.3
 ホテルジャパン日光  栃木県日光市 H.21.4
 つつじヶ丘ニュータウン  栃木県さくら市 H.21.4
 川治温泉薬師の湯  栃木県塩谷郡 H.21.4
 汐留再開発サイン工事  東京都港区 H.21.5
 ホテル山月  栃木県日光市 H.21.5
 東武デパート西口コンコース  栃木県宇都宮市 H.21.5
 自治医大さいたま医療センター  埼玉県さいたま市 H.21.5
 ポレスター茅野  長野県茅野市 H.21.6
 志村ビル  東京都足立区 H.21.6
 奥日光ミュージアム事業  栃木県日光市 H.21.6
 菱沼邸  栃木県宇都宮市 H.21.6
 長谷川財務経営センター  栃木県宇都宮市 H.21.7
 かましん雀宮店  栃木県宇都宮市 H.21.7
 道路改良工事その4  栃木県宇都宮市 H.21.7
 喜連川綜合小学校北棟  栃木県塩谷郡 H.21.7
 石忠本社新築工事  埼玉県岩槻市 H.21.7
 浅間神社  東京都町田市 H.21.8
 サンクス中央公園  栃木県宇都宮市 H.21.8
 結城病院  茨城県結城市 H.21.9
 杉山家墓地工事  栃木県日光市 H.21.10
 ローソン那須塩原店  栃木県那須塩原市 H.21.10
 矢野邸  栃木県宇都宮市 H.21.11
 湯西川公民館  栃木県湯西川 H.21.11
 白鷗大学第三体育館  栃木県小山市 H.21.11
 川治温泉トイレ  栃木県塩谷郡 H.21.11
 暖龍インターパーク店  栃木県宇都宮市 H.21.11
 JA太田市毛里田支所  群馬県太田市 H.21.12
 黒羽統合中学校工事  栃木県大田原市 H.21.12
 真岡女子高校  栃木県真岡市 H.22.1
 トヨタカローラ栃木㈱岩曽店  栃木県宇都宮市 H.22.1
 城山中学校武道場  栃木県宇都宮市 H.22.2
 農業試験場作物品質調査棟  栃木県宇都宮市 H.22.2
 竜蟠寺本堂新築工事  栃木県鹿沼市 H.22.2
 西川ディサービスセンター  栃木県宇都宮市 H.22.2
 宮岡橋  栃木県上三川町 H.22.2
 F邸新築工事  栃木県宇都宮市 H.22.2
 強戸保育園  群馬県太田市 H.22.2

 工   事   経   歴   書   平成21年度（H.21.3～H.22.2)



工     事     名 工事場所 完成年月
 中心拠点施設事業 栃木県上三川町 H.20.3
 岩曽保育園新築工事 栃木県宇都宮市 H.20.3
 オリオン市民広場 栃木県宇都宮市 H.20.3
 東武百貨店3FWC工事 栃木県宇都宮市 H.20.3
 ポレスターマンション佐野 栃木県佐野市 H.20.3
 豊岡福祉会館 東京都港区 H.20.3
 大宮駅東口耐震補強工事 埼玉県さいたま市 H.20.3
 池上季仙 栃木県宇都宮市 H.20.4
 下野ビル改修工事 栃木県宇都宮市 H.20.4
 ポレスターマンション栃木蔵の町 栃木県栃木市 H.20.4
 アステラス製薬つくば 茨城県つくば市 H.20.5
 サンクス針谷店 栃木県宇都宮市 H.20.5
 サッポロビール那須工場 栃木県那須郡 H.20.5
 すしおんど下川俣店 栃木県宇都宮市 H.20.5
 TSUTAYA今市店 栃木県日光市 H.20.6
 Kiリゾート足利 栃木県足利市 H.20.6
 真岡岩盤浴改修工事 栃木県真岡市 H.20.6
 ポレスターマンション城山 栃木県小山市 H.20.6
 ZENT七井店 栃木県益子町 H.20.7
 観音寺本堂新築工事 千葉県館山市 H.20.7
 宇都宮駅東水路修景施設 栃木県宇都宮市 H.20.7
 ZENT竜ヶ崎店 茨城県竜ヶ崎市 H.20.8
 かましん益子店 栃木県益子町 H.20.8
 アバンセ太田大原町店 群馬県太田市 H.20.9
 ｸﾘｽﾁｬﾝﾊﾞｳｱｰ    ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸ店 神奈川県横浜市 H.20.9
 龍門寺本堂新築工事 神奈川県平塚市 H.20.9
 済生会宇都宮９Fバースセンター 栃木県宇都宮市 H.20.9
 東の杜公園施設 栃木県宇都宮市 H.20.9
 ZENTひたちなか店 茨城県ひたちなか市 H.20.10
 国立きぬ川学園 栃木県さくら市 H.20.10
 法泉寺本堂新築工事 群馬県館林市 H.20.10
 水海道厚生病院新築工事 茨城県水海道市 H.20.10
 太田高校管理教室棟 群馬県太田市 H.20.10
 NEI-ZAビル 栃木県宇都宮市 H.20.10
 すしおんどひたち野牛久店 茨城県牛久市 H.20.10
 ZENTひたちなか店245店 茨城県ひたちなか市 H.20.11
 熊本邸 栃木県宇都宮市 H.20.12
 宗円寺外構工事 東京都渋谷区 H.20.12
 栃木県庁外構工事 栃木県宇都宮市 H.20.12
 ホリディスポーツ宇都宮 栃木県宇都宮市 H.20.12
 斉藤邸 栃木県宇都宮市 H.21.1
 栃木銀行今市支店 栃木県日光市 H.21.1
 城山中学校屋内運動場新築工事 栃木県宇都宮市 H.21.1
 真岡警察署職員住宅 栃木県真岡市 H.21.1
 栃木県警察学校炊食浴棟 栃木県宇都宮市 H.21.1
 青年会館（ｺﾝｾｰﾚ）改修工事 栃木県宇都宮市 H.21.1
 陽東5丁目マンション 栃木県宇都宮市 H.21.1

 工   事   経   歴   書   平成20年度（H.20.3～H.21.2)



工     事     名 工事場所 完成年月
 関根家墓地  栃木県宇都宮市 H.19.3
 ホテル白鳥  埼玉県岩槻市 H.19.3
 丸井物産ビル  栃木県宇都宮市 H.19.3
 野木小学校屋内運動場  栃木県野木町 H.19.3
 剣持整形外科  群馬県太田市 H.19.4
 ｼﾞｭｴﾘｰﾂﾂﾐ宇都宮FKD店  栃木県宇都宮市 H.19.4
 ﾛｯｸｼﾃｨ守谷ハピネス  茨城県守谷市 H.19.5
 フィットネスクラブわらわら  栃木県宇都宮市 H.19.5
 大草レディスクリニック  栃木県さくら市 H.19.5
 元気寿司真岡店  栃木県真岡市 H.19.7
 宿郷5丁目マンション  栃木県宇都宮市 H.19.8
 鳴鶴寮  栃木県日光市 H.19.8
 東武宇都宮駅改修工事  栃木県宇都宮市 H.19.8
 みなとみらい内科  神奈川県横浜市 H.19.8
 ホテル大洗  茨城県水戸市 H.19.8
 宿郷4丁目マンション  栃木県宇都宮市 H.19.9
 鹿沼相互信用金庫緑町支店  栃木県鹿沼市 H.19.9
 ユニクロ足利店  栃木県足利市 H.19.9
 森の泉  栃木県真岡市 H.19.9
 ブルースカイテクノ  栃木県宇都宮市 H.19.10
 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｼｮｯﾌﾟハピネス羽生SC  埼玉県羽生市 H.19.10
 ユニクロ春日部店  埼玉県春日部市 H.19.10
 湯西川清盛  栃木県日光市 H.19.10
 拓殖大学キャンパスｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ工事  東京都文京区 H.19.10
 両毛丸善㈱本社ビル  群馬県太田市 H.19.11
 東消防署  栃木県宇都宮市 H.19.11
 小堀邸  栃木県芳賀町 H.19.11
 千両鶴田店改装工事  栃木県宇都宮市 H.19.11
 ハーモニー薬局  栃木県宇都宮市 H.19.12
 栃木県庁遊歩道  栃木県宇都宮市 H.19.12
 北烏山6丁目計画新築工事  東京都世田谷区 H.19.12
 宇都宮家裁簡易裁判庁舎増築工事  栃木県宇都宮市 H.19.12
 栃木県庁東庁舎外壁改修工事  栃木県宇都宮市 H.20.1
 川治湯元駅公衆トイレ  栃木県日光市 H.20.2
 たしろ商店石工事  栃木県宇都宮市 H.20.2
 竹村内科腎クリニック  栃木県鹿沼市 H.20.2
 第二ひかり幼稚園  栃木県宇都宮市 H.20.2
 茂原クリーンセンター  栃木県宇都宮市 H.20.2

工   事   経   歴   書   平成19年度（H.19.3～H.20.2)



工     事     名 工事場所 完成年月
 鬼怒川温泉ホテル  栃木県日光市 H.18.3
 オアゾブルー  栃木県宇都宮市 H.18.3
 宇都宮西小学校体育館器具庫  栃木県宇都宮市 H.18.3
 千葉ニュータウンハピネス  千葉県印西市 H.18.4
 ﾎｸｻﾝﾒﾓﾘｱﾙｱｰﾄ新築工事  栃木県佐野市 H.18.4
 日光金谷ホテル改修工事  栃木県日光市 H.18.5
 増徳院本堂  神奈川県横浜市 H.18.5
 波動岩盤浴カルナ  栃木県宇都宮市 H.18.7
 御本丸公園公衆便所  栃木県宇都宮市 H.18.7
 宝泉寺  埼玉県さいたま市 H.18.7
 レディース岩盤浴KISEKI  栃木県宇都宮市 H.18.7
 白十字会林間養護学校  神奈川県茅ヶ崎市 H.18.7
 橋壁皮膚科クリニック  栃木県宇都宮市 H.18.8
 ホテルユーロシティⅡ  栃木県宇都宮市 H.18.9
 南大通サンワマンション  栃木県宇都宮市 H.18.9
 成田イオンハピネス  千葉県成田市 H.18.9
 高崎イオンハピネス  群馬県高崎市 H.18.9
 高徳寺  栃木県日光市 H.18.9
 ポレスター城東弐番館  栃木県小山市 H.18.9
 川治水処理センター  栃木県日光市 H.18.9
 キムハウス  栃木県宇都宮市 H.18.9
 ホテル水戸  茨城県水戸市 H.18.10
 奴寿司  栃木県日光市 H.18.10
 光明寺  茨城県水戸市 H.18.11
 楽彩  栃木県宇都宮市 H.18.11
 真岡岩盤浴キセキ  栃木県真岡市 H.18.11
 足利の森病院  栃木県足利市 H.18.11
 宇都宮東高校普通教室棟  栃木県宇都宮市 H.18.11
 アクアビル  栃木県宇都宮市 H.18.12
 観専寺納骨堂  栃木県宇都宮市 H.18.12
 スズキプレシオン  栃木県鹿沼市 H.19.2
 東京ミッドタウン店舗工事  東京都港区 H.19.2
 宇都宮青年会館（ｺﾝｾｰﾚ）改修工事  栃木県宇都宮市 H.19.2
 吉川油脂ﾊﾞﾘﾔﾌﾘｰ住宅  栃木県足利市 H.19.2

工   事   経   歴   書   平成18年度（H.18.3～H.19.2)



工     事     名 工事場所 完成年月
 JR野木駅  栃木県下都賀郡 H.17.3
 あおば保育園  栃木県宇都宮市 H.17.4
 塩原別荘佐藤邸  栃木県那須塩原市 H.17.5
 井頭公園1万人ﾌﾟｰﾙ建設工事  栃木県真岡市 H.17.6
 鬼怒川あさやホテル  栃木県日光市 H.17.6
 如意輪寺  茨城県水戸市 H.17.7
 福泉医院  栃木県宇都宮市 H.17.7
 今市養護学校  栃木県日光市 H.17.9
 ポレスター城東  栃木県小山市 H.17.9
 天使の森  栃木県宇都宮市 H.17.10
 イーラ本町ビル  栃木県宇都宮市 H.17.10
 サンヒルズカントリークラブ宿泊棟  栃木県宇都宮市 H.17.11
 高内邸  栃木県鹿沼市 H.17.12
 米沢工機㈱ビル  栃木県宇都宮市 H.18.1
 鬼怒川温泉ホテル  栃木県日光市 H.18.2
 鬼怒川温泉駅前広場  栃木県日光市 H.18.2
 善教寺本堂新築工事  神奈川県横浜市 H.18.2
 ホテルCOCO竜ヶ崎  茨城県竜ヶ崎市 H.18.2

工   事   経   歴   書   平成17年度（H.17.3～H.18.2)


