
工　事

年･月

日産自動車㈱ 追浜工場 ポンプ設備工事 S36・9

建設省 調布米軍基地 受変電設備工事 S38・2

横浜市役所 反町公園 噴水設備工事 S38・3

神戸市役所 東遊園地 噴水設備・電気工事 S38・7

日本住宅公団 豊四季団地 屋外給水設備工事 S39・2

ＰＬ教団 富田林本部 大噴水機器、設備工事 S39・7

日産自動車㈱ 追浜工場 ポンプ設備工事 S39・9

東京都 江北処理場 下水道投入施設工事 S39・9

東京都 銭瓶ポンプ所 ポンプ設備、電気、他工事 S41・1

東京都 木場ポンプ所 雨水ポンプ設備工事 S42・11

日本万国博覧会協会 日本万国博覧会広場 特殊噴水設備工事 S44・12

東京都 千住ポンプ所 ポンプ据付工事 S45・1

東京都 芝浦処理場 ポンプ他据付工事 S47・3

日野市役所 平山台浄水場 ポンプ設備工事 S47・8

東京都 芝浦処理場 機器据付工事 S48・3

日本住宅公団 三郷団地 給水設備工事 S48・4

あさやホテル 鬼怒川グリンＨ 噴水設備工事 S48・7

建設省 赤坂迎賓館 噴水設備工事 S49・3

調布市役所 第一浄水場 浅井戸電気設備工事 S49・9

日軽化工㈱ 蒲原工場 脱硫脱煙装置設備工事 S50・10

調布市役所 第一水源 浅井戸ポンプ設備工事 S51・11

日本住宅公団 村上団地 電気設備工事 S50・12

日本住宅公団 村上団地 給水設備工事 S51・3

日本住宅公団 沼南台団地 給水設備、計装設備工事 S53・2

前橋市役所 新前橋駅前広場 噴水広場、照明設備工事 S53・3

横浜市役所 大通り公園 特殊噴水設備工事 S53・3

昭和軽合金㈱ 千葉工場 圧縮機補修工事 S53・3

帝都高速度交通営団 １１号線永田町駅 換気装置設備工事 S54・6

日本住宅公団 北部グリーンタウン 受水槽、電気設備工事 S55・2

イラク バクダット市 特殊音楽噴水装置 S56・9

西武鉄道㈱ 新高輪プリンスＨ 噴水設備工事 S57・3

帝都高速度交通営団 ８号線北町トンネル 換気装置設備工事 S57・5

住宅･都市整備公団 金沢シーサイド団地 ポンプ設備工事 S57・5

アラブ首長国連邦 アブタビ市 特殊音楽噴水装置 S57・7

顧客名及び納入先 件名



工　事

年･月
顧客名及び納入先 件名

相模原市役所 相模原公園 噴水設備工事 S57・10

住宅･都市整備公団 パークタウン 屋外給水設備工事 S57・10

オリエンタルランド㈱ 東京ディズニーランド 特殊噴水設備工事各種 S58・2

館林市役所 つつじヶ丘公園 噴水設備工事 S58・2

帝都高速度交通営団 向原トンネル 換気装置設備工事 S58・3

東京都 上野公園 噴水改修工事 S58・3

帝都高速度交通営団 西池袋トンネル 換気装置設備工事 S58・4

ニューフジヤホテル 音楽噴水設備工事 S58・6

保谷硝子 電子生産技術研究所 電気設備工事 S58・10

伊藤忠商事 香港コマーシャルＢ 噴水設備工事 S58・10

八王子市役所 市庁舎 滝設備工事 S58・11

日之出工業㈱ 葛西沖団地 給水ポンプ設備工事 S58・11

帝都高速度交通営団 東西線津久土 ポンプ設備工事 S58・12

日野市役所 平山台浄水場 ポンプ設備拡充工事 S59・2

調布市役所 第二浄水場 ポンプ設備工事 S59・3

瀬戸内海放送 岡山本社ビル 音楽噴水設備工事 S59・3

青木建設㈱ 稲取　銀水荘 噴水設備工事 S59・3

東邦生命保険（相） ソウル 音楽噴水設備 S59・5

オリンパス光学㈱ 筑波万博中央駅 噴水設備工事 S59・8

㈱三京 柏崎駅前 噴水設備工事 S59・10

箱根小涌園ホテル コンピューター表示装置 S59・10

筑波科学博協会 噴水設備工事 S59・11

ＨＯＹＡ㈱ 八王子本社工場 ＡＲＶ装置工事 S60・1

常陽水道工業㈱ 土浦ショッピングモール 噴水設備工事 S60・2

キャノン㈱ 三田ビル 空調機新設、その他工事 S60・3

㈱世界貿易センタービルディング 駐車場換気設備工事 S60・3

山崎製パン㈱ 古河工場 冷凍機及び据付工事 S60・5

昭和電工㈱ 三浦保養所 空調設備工事 S60・7

日本エス・ケイ･エフ㈱ 本社ビル 受水槽新設工事 S61・1

久保田建設㈱ 三郷早稲田団地 屋外給水設備工事 S61・2

帝都高速度交通営団 東西線富岡他 ポンプ設備工事 S61・2

東京都 空堀川高木調節池 排水設備工事 S61・2

㈱日立製作所 Ａ・Ｒ・Ｋヒルズ 滝設備工事 S61・3

三機工業㈱ Ｗ・Ｔ・Ｃビル 省電力対策工事(インバータ） S61・3



工　事

年･月
顧客名及び納入先 件名

帝都高速度交通営団 銀座線地下車庫 ポンプ設備改良工事 S61・3

西武総合設備㈱ 滝設備工事 S61・6

昭和エンジニアリング㈱ 排気設備工事 S61・8

日之出工業㈱ 落合二丁目 屋外給水設備工事 S61・9

帝都高速度交通営団 千代田線北千住 ポンプ設備改良工事 S61・9

富士急ハイランド 水処理設備工事 S61・9

西武総合設備㈱ 西武園 噴水及びろ過設備工事 S61・9

㈱団地サービス 辻堂分譲住宅 給水装置改修工事 S61・9

鹿島建設㈱ 所沢市庁舎 滝設備工事 S61・12

相武造園土木㈱ 新田緑道 流水設備工事 S62・2

昭和電工㈱ 秩父工場 クリーンルーム設備工事 S62・2

立川市役所 柴崎浄水場 受水槽、電気設備工事 S62・3

日野市役所 旭ヶ丘給水場 ポンプ用電動機改良工事 S62・3

住宅･都市整備公団 星ヶ丘パークランド 屋外給水設備工事 S62・3

日本テキサスインスツルメント 美浦工場 クーリングタワーポンプ工事 S62・4

仙台住友ビル 噴水設備工事 S62・7

横浜市役所 反町公園 公園整備噴水設備工事 S62・8

真里谷ゴルフクラブ 噴水及び滝工事 S62・8

山崎製パン㈱ 横浜工場 電気設備工事 S62・9

住宅･都市整備公団 浦和南部住宅 屋外給水設備工事 S62・9

東京都住宅局 亀戸・大島・小松川 給水設備パネル水槽工事 S62・10

帝都高速度交通営団 ８号線東雲町 換気、電気設備工事 S62・10

日本エス・ケイ・エフ㈱ 本社ビル クーリングタワー改良工事 S62・10

日野市役所 旭ヶ丘団地 屋外給水設備工事 S62・11

東京都 芸術文化会館 噴水設備工事 S62・11

大宮市役所 産業文化センター 滝設備工事 S62・11

調布市役所 上石原３丁目 浅井戸取水ポンプ設備工事 S62・12

住宅･都市整備公団 光ヶ丘第４期 屋外給水設備工事 S63・1

江戸川区役所 小岩公園 地震対策ポンプ設備工事 S63・2

茨城県東海村 特殊噴水設備工事 S63・3

帝都高速度交通営団 千代田線千住仲町 ポンプ設備改良工事 S63・3

東京都 赤塚公園 噴水設備改修工事 S63・3

帝都高速度交通営団 ８号線東雲ポンプ室 ポンプ設備工事 S63・3

立正佼成会 普門館 特殊噴水設備工事 S63・3



工　事

年･月
顧客名及び納入先 件名

昭和電工㈱ 秩父工場 空調設備工事 S63・6

昭和シェル石油㈱ 川崎製油所 空調機修理工事 S63・10

帝都高速度交通営団 １１号線九段下駅他 排水ポンプ設備工事 S63・12

帝都高速度交通営団 １１号線大手町濠 換気設備工事 H1・2

日立化成テクノ㈱ 板橋水車公園 滝及び流水設備工事 H1・2

立川市役所 柴崎浄水場 ポンプ設備改良工事 H1・3

立川市役所 柴崎浄水場 電気設備工事 H1・3

立川市役所 柴崎浄水場 配電盤取替工事 H1・3

横浜市役所 グランモール公園 噴水設備工事 H1・3

横浜博覧会協会 コンピューター噴水設備 H1・3

ニチイ 本牧プロジェクト 噴水設備工事 H1・3

帝都高速度交通営団 千代田線西日暮里駅Ａトンネル 換気設備改良工事 H1・4

市川市役所 大町自然公園 噴水設備工事 H1・4

日立プラント建設㈱ 日立駅前新都市広場 噴水設備工事 H1・7

大成建設㈱ 名古屋デザイン博シンボルワター 噴水設備工事 H1・8

明機産業 明石市水道部 フロート噴水設備工事 H1・8

江戸川区役所 南船堀排水場 ポンプ設置工事 H1・8

山崎製パン㈱ 古河工場 冷温水設備工事 H1・8

昭和エンジニアリング㈱ 昭和電工㈱秩父工場 クリーンルーム設備工事 H1・9

町田市役所 町田リサイクル文化センター 分析機器増設工事 H1・10

㈱竹中工務店 西武百貨店美術館 特殊噴水設備工事 H2・2

帝都高速度交通営団 千代田線神田川 排水ポンプ改良工事 H2・3

西武造園㈱ 池袋西口公園 噴水設備工事 H2・3

清水建設㈱ 幕張テクノガーデン 噴水設備工事 H2・3

日新製鋼㈱ 川崎駅西口広場 噴水設備工事 H2・3

東京都南部公園緑地事務所 日比谷公園 噴水設備改修工事 H2・3

㈱日立製作所 北品川御殿場ヒルズ 滝設備工事 H2・3

立川市役所 柴崎浄水場 制御装置改良工事 H2・3

立川市役所 柴崎浄水場 計装信号処理装置設備工事 H2・3

立川市役所 柴崎浄水場 変電設備改良工事 H2・3

長井市役所 長井市松ヶ池公園 特殊噴水設備工事 H2・5

桧ビル 空調設備改修工事他 H2・5

山崎製パン㈱ 古河工場 空調設備工事 H2・7

昭和エンジニアリング㈱ 東洋合成㈱市川工場 空調設備工事 H2・9



工　事

年･月
顧客名及び納入先 件名

帝都高速度交通営団 １１号線人形町トンネル 換気設備その他工事 H2・11

東急建設㈱ 栃木県メイフラワーＧ・Ｃ 噴水設備工事 H2・12

㈱フジタ 韓国　ハイアットＨ 噴水設備工事 H2・12

㈱浅沼組 立川市５０周年記念公園 噴水設備工事 H3・3

㈱日立エンジニアリングサービス 東京都水道局愛宕配水場 受配電設備改良工事 H3・3

昭和エンジニアリング㈱ 昭和電工㈱川崎工場 クリーンルーム工事 H3・3

帝都高速度交通営団 青山二丁目他 配水ポンプ室設備改良他 H3・3

横浜植木㈱ 横浜開港２期工事 噴水設備工事 H3・3

横浜市役所 本牧滝公園 噴水設備工事 H3・3

川本工業㈱ オンワード研修所 噴水設備工事 H3・3

音羽電機㈱ 豊川市諏訪公園 噴水設備工事 H3・4

斉久工業㈱ 創価大学 噴水設備工事 H3・5

日立テクノプラント㈱ 福島県岩代小浜城Ｇ・Ｃ 噴水設備工事 H3・6

飛鳥建設㈱ 茨城県ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞＧ・Ｃ 噴水設備工事 H3・6

㈱府中植木 府中スッポットパーク 噴水設備工事 H3・7

東芝空調㈱ 府中の森芸術劇場 噴水及び滝設備工事 H3・7

中島工業㈱ 山崎製パン古河工場 給水工事 H3・7

日立電子サービス㈱ キャノン㈱三田ビル 空調機増設工事 H3・8

日立化成テクノプラント㈱ 茨城県太子Ｇ・Ｃ 噴水設備工事 H3・9

㈱竹中工務店 小野田セメント㈱佐倉研究所 噴水設備工事 H3・10

神港農園芸㈱ 神戸市東遊園他 噴水設備工事 H3・10

㈱団地サービス 北区豊島５丁目団地 給水ポンプ取替修繕工事 H3・11

㈱三晃空調 帝都高速度交通営団７号線 換気設備工事 H3・11

㈱団地サービス 横浜市南永田団地 給水ポンプ改修工事 H3・11

帝都高速度交通営団 ７号線西ヶ原トンネル 換気設備その他工事 H3・11

東光㈱ 埼玉工場1・2号館 空調設備工事 H3・12

クールコントロール㈱ ＮＨＫ福岡センター 噴水設備工事 H3・12

泉汽船㈱ 八戸船舶第２すみせ丸 ターボ圧縮機修理 H4・2

恩賜上野動物園 葛西臨海水族館 循環ポンプ改修工事 H4・2

東京都水道局 第二十二社幹線 仮排水ポンプ付帯工事 H4・3

帝都高速度交通営団 千代田線大手町駅他 汚水ポンプ設備改良工事 H4・3

立川市役所 柴崎浄水場 自動制御設備改良工事 H4・3

立川市役所 柴崎浄水場 補給水監視盤他改良工事 H4・3

三機工業㈱ ＢＣＴホテル 滝設備工事 H4・3



工　事

年･月
顧客名及び納入先 件名

㈱榎元組 串木野市旭町ロータリー 噴水設備工事 H4・5

昭和エンジニアリング㈱ 昭和電工デュポン㈱川崎工場 クリーンルーム空調工事 H4・6

環境緑化㈱ 東京都林試の森公園 噴水設備工事 H4・6

串木野市 旭町ロータリー 噴水設備工事 H4・7

㈱熊谷組 茨城県セゴビアＧ・Ｃ 水盤噴水工事 H4・7

㈱西原衛生工業所 池袋駅ビル 噴水設備工事 H4・7

㈱山本鉄工所 岡山県河川環境整備 噴水設備工事 H4・7

㈱日立製作所 越谷コミュニティーセンター 噴水設備工事 H4・7

昭和水道土木㈱ 柳沢団地 給水ポンプ及びポンプ室内配管工事 H4・9

登親設備㈱ 東千葉カントリー 水中ミキサー他取付工事 H4・10

協和建設工業㈱ ㈱フジタ本社ビル 滝設備工事 H4・10

調布市役所 浅井戸第一水源 水源設備改修工事 H4・10

㈱三京 新潟市関屋分水路 噴水設備工事 H4・10

㈱山本鉄工所 水島港湾環境整備 噴水設備工事 H4・10

東光㈱ 北上工場７号棟 クリーンルーム設備工事 H4・11

江東区役所 江東文化センター 冷暖房機改修その他工事 H4・11

調布市役所 調布グリーンホール 空調機ポンプ他整備工事 H5・1

㈱団地サービス 港南台めじろ団地 給水ポンプ改修工事 H5・1

帝都高速度交通営団 西池袋他 排水ポンプ設備改良工事 H5・2

調布市役所 第三浄水場 配水ポンプ及び盤整備工事 H5・2

日立プラント建設㈱ 神戸市烏原貯水池 フロート噴水設備工事 H5・2

㈱銭高組 神戸市西神南ニュータウン 流水滝設備工事 H5・2

立川市役所 柴崎浄水場他 配水圧力設備改良工事 H5・3

帝都高速度交通営団 霞ヶ関駅他３駅 汚水ポンプ設備改良工事 H5・3

初見電建㈱ 練馬区道路施設整備 電気設備改修工事 H5・3

帝都高速度交通営団 千住緑町Ｂトンネル 換気室設備工事 H5・3

園部電設㈱ 第一・第三浄水場 蓄電池取替工事 H5・3

㈱大林組 目黒アイケイビル 壁泉設備工事 H5・3

横浜市役所 大通り公園他 噴水設備補修工事 H5・3

勝村建設㈱ 江戸川行船公園 噴水設備工事 H5・3

関西建設工業㈱ 兵庫県立看護大学 噴水設備工事 H5・3

㈱竹中工務店 けいはんな学術交流施設 噴水設備工事 H5・3

㈱三晃空調 門前仲町 自動制御電気工事 H5・4

安藤建設㈱ 中央水産研究所 噴水設備工事 H5・5



工　事

年･月
顧客名及び納入先 件名

㈱竹中工務店 神谷町プロジェクト 噴水設備工事 H5・5

㈱山本鉄工所 ＪＲ西大寺駅前広場 噴水設備工事 H5・6

帝都高速度交通営団 四ツ谷～四ツ谷三丁目 換気口換気設備改良工事 H5・7

昭和エンジニアリング㈱ 動燃ふげん発電所 圧縮機他定修 H5・8

昭和水道土木㈱ 公団府中団地 給水ポンプ及び配管設備工事 H5・8

三井不動産建設㈱ ミレーニア勝浦 噴水設備工事 H5・8

高砂熱学工業㈱ ブライトンタワーズ 噴水設備工事 H5・8

㈱松村組 富士市文化会館 滝設備工事 H5・8

㈱竹中工務店 千葉ＮＴ熱源供給公社 モニュメント噴水 H5・9

調布市役所 第三浄水場 配水ポンプ整備取替工事 H5・10

川崎設備工業㈱ 上尾市役所 噴水設備工事 H5・10

大成設備工事 江東文化センター 冷暖房設備改修工事 H5・12

㈱朝日工業社 調布ビルディングＡＳ 池、噴水設備工事 H5・12

バウ建設㈱ 東京工業大学 噴水設備 H6・1

日本総合住生活㈱ 豊四季団地他4団地 給水ポンプ修繕工事 H6・1

日之出工業㈱ 多摩ニュータウン21-Ｂ ポンプ類及び据付工事 H6・2

須賀工業㈱ 新宿ＲＣ 噴水設備 H6・2

三鷹市役所 ＮＯ・11水源 水中ポンプ取替工事 H6・2

日本総合住生活㈱ 前野台団地 給水設備改造その他工事 H6・2

帝都高速度交通営団 表参道駅 浄水ポンプ設備改良他工事 H6・2

帝都高速度交通営団 小桜橋排水ポンプ室他 ポンプ設備改良工事 H6・3

横浜市役所 美術の森他13公園 噴水設備補修工事 H6・3

㈱畔蒜工務店 光町文化スポーツの森公園 噴水設備工事 H6・3

河嶋建設㈱ 亀岡市千歳公園 噴水設備工事 H6・4

アサヒ浄水工業㈱ 大和郡山市外堀緑地 ろ過設備工事 H6・5

㈱コトブキ 畝傍御陵前 噴水設備工事 H6・5

清水建設㈱ キャノン㈱三田ビル 空調設備補修工事 H6・6

㈱日比谷アメニス 恵比寿ガーデンプレイス 噴水設備工事 H6・6

㈱トーヨコ理研 サッポロビール商業棟 噴水設備工事 H6・8

昭和シェル石油㈱ 川崎製油所 電動機修繕工事 H6・8

ニチゾウ有明設計㈱ 長洲町金魚と鯉の郷 噴水設備工事 H6・8

㈱竹中工務店 日本銀行氷川分室 噴水設備工事 H6・8

石垣機工㈱ 西井掘せせらぎパーク 噴水設備工事 H6・9

帝都高速度交通営団 丸の内線四ツ谷3丁目 換気設備改良その他工事 H6・9



工　事

年･月
顧客名及び納入先 件名

旭シンクロテック㈱ 江東美術館 噴水設備工事 H6・9

帝都高速度交通営団 8号線西池袋トンネル 換気設備工事 H6・9

昭和電工㈱ 川崎工場 圧縮機点検整備 H6・9

日立プラント建設㈱ サッポロ恵比寿本社棟 噴水設備工事 H6・9

調布市役所 調布市深大寺第3浄水場 送水ポンプ整備工事 H6・11

昭和エンジニアリング㈱ 昭和電工㈱秩父工場 空調工事 H6・11

東光㈱ 奥羽東光㈱北上工場 空調設備工事 H6・12

三鷹市役所 ＮＯ・5水源他 水中ポンプ取替工事 H6・12

帝都高速度交通営団 営団四ツ谷3丁目駅 機械設備その他工事 H6・12

㈱山本鉄工所 倉敷スポーツ公園 園内機械設備工事 H6・12

㈱朝日工業社 サカタのタネ本社ビル 冷媒配管工事 H7・1

東京都住宅供給公社 白鬚東地区防災拠点 放水銃改修工事 H7・1

日本総合住生活㈱ さつきが丘他1団地 給水ポンプ修繕工事 H7・1

帝都高速度交通営団 日比谷線入谷～上野駅間 換気設備その他工事 H7・2

帝都高速度交通営団 護国寺他2駅 汚水ポンプ設備改良その他工事 H7・2

昭和エンジニアリング㈱ 千葉東洋合成㈱ クリーンルーム空調工事 H7・2

調布市役所 浅井戸1号･2号 浅井戸ポンプ設備等改修工事 H7・2

帝都高速度交通営団 上野地下車庫換気室 設備改良その他工事 H7・3

帝都高速度交通営団 山王下排水ポンプ 排水ポンプ設備改良その他工事 H7・3

㈱朝日工業社 キリンビール本社ビル 滝設備工事 H7・3

㈱三京 新潟市石宮公園 噴水設備工事 H7・3

東京都南部公園緑地事務所 日比谷公園 噴水設備改修工事 H7・3

日本総合住生活㈱ 松ヶ谷他3団地 給水ポンプ修繕工事 H7・3

東京都住宅供給公社 都営北鹿浜第2アパート 給水ポンプ改修工事 H7・3

市原産業㈱ 可児公園 滝設備工事 H7・3

末広建設㈱ 我堂一津屋線道路 流れ、ろ過循環設備工事 H7・3

三建設備工事㈱ 福岡シーホークホテル 溢流設備工事 H7・3

帝都高速度交通営団 新高円寺～南阿佐ヶ谷駅間 換気設備改良その他工事 H7・3

㈱中部 ヤクルト本社ビル 噴水設備改修工事 H7・4

横浜市役所 横浜大通り公園他 噴水設備改修工事 H7・4

一化興産㈱ 第一化成㈱栃木工場 クリーンルーム設備工事 H7・4

大成温調㈱ 日本工業大学 噴水設備工事 H7・6

須賀工業㈱ 南新宿ＲＣビル ろ過設備工事 H7・7

大日本土木㈱ 福生市福祉センター 滝循環ろ過設備工事 H7・7



工　事

年･月
顧客名及び納入先 件名

清水建設㈱ 都立江東商業高校 水景設備工事 H7・7

東光㈱ エレック北上事業所 クリーンルーム空調設備工事 H7・8

昭和電工㈱ 川崎工場 タービン発電機修繕工事 H7・9

日之出工業㈱ 新川団地1・2・5住宅 屋外給水設備工事 H7・9

住友大阪セメント㈱ 栃木工場 クレーン整備工事 H7・9

鹿島建設㈱ ワールドエースＣ･Ｃ 噴水設備工事 H7・9

ミュージアム茨城県自然博物館 空調機器、ポンプ補修工事 H7・11

昭和水道土木㈱ 多摩ＮＴ-21ＨＢＬ 屋外給水設備工事 H7・11

㈲川上造園 赤羽駅東口広場景観 噴水設備工事 H8・1

東光㈱ エレック北上 クリーンルーム空調設備工事 H8・1

東洋水芸㈱ 大垣市ｿﾌﾄﾋﾟｱｼﾞｬﾊﾟﾝｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 噴水設備工事(池1～池7） H8・2

調布市役所 調布市浅井戸3号井 ポンプ設備等改修工事 H8・2

帝都高速度交通営団 日比谷線八丁堀～築地駅間 換気口換気設備改良他工事 H8・2

帝都高速度交通営団 丸の内線新大塚～茗荷谷駅 換気口換気設備改良他工事 H8・2

帝都高速度交通営団 7号線外濠公園トンネル 換気設備その他工事 H8・2

東京都住宅供給公社 白鬚東地区防災 デレンチャーポンプ改修工事 H8・3

帝都高速度交通営団 営団7号線牛込濠トンネル 換気設備その他工事 H8・3

飛鳥道路㈱ 琵琶湖博物館 ろ過循環設備工事 H8・3

須賀工業㈱ シニアワーク東京 濾過設備工事 H8・3

日本建設㈱ 池袋第一生命ビル エレベーター更新工事 H8・3

住宅･都市整備公団 本郷台駅間 便所換気設備新設工事 H8・3

㈱クボタ枚方製造所 久喜菖蒲公園 噴水設備工事 H8・3

須賀工業㈱ 鴨川オーシャンパーク 滝設備工事 H8・3

調布市役所 第一浄水場 次亜塩酸ﾅﾄﾘｳﾑﾀﾝｸ改修工事 H8・3

三鷹市役所 ＮＯ.28水源他1個所 水源水中ポンプ取替工事 H8・7

住友大阪セメント㈱ 赤穂工場 既設トランス取替配線工事 H8・8

住友大阪セメント㈱ 赤穂工場 100ＭＷ5号発電設備 H8・8

㈱サンベルコ おかやまﾌｧｰﾏｰｽﾞﾏｰｹｯﾄ 水修景設備工事 H8・10

昭和エンジニアリング㈱ 昭和電工㈱川崎工場 空調設備工事 H8・11

日本総合住生活㈱ みつわ台3丁目13番住宅 給水施設改修工事 H8・12

東光㈱ 玉川工場6号館 空調設備改修工事 H8・12

帝都高速度交通営団 南北線西ヶ原トンネル 換気設備増強工事 H8・12

帝都高速度交通営団 南北線飛鳥山トンネル 換気設備増強工事 H8・12

㈱トーヨコ理研 仙台郵政貯金会館 特殊設備工事 H9・1



工　事

年･月
顧客名及び納入先 件名

帝都高速度交通営団 六本木～広尾駅間 換気口換気設備改良工事 H9・2

石垣化工機㈱ 丸亀市総合運動公園 噴水設備工事 H9・3

調布市役所 浅井戸電気設備改修工事 H9・3

東京都下水道局 小岩ポンプ所 雨水ポンプ制御弁改良工事 H9・3

帝都高速度交通営団 7号線山王トンネル 換気設備復旧その他工事 H9・3

㈱竹中工務店 新幸橋共同ビル 滝・流れ設備工事 H9・3

ダイダン㈱ なんばシティＢ2Ｆ時の広場 噴水設備工事 H9・3

㈱クボタ みなとみらいＴＲＹ90 噴水設備工事 H9・3

大成温調㈱ 仙台空港新旅客ターミナル 噴水設備工事 H9・5

㈱研水社 倉敷市チボリ公園 噴水設備工事 H9・6

大沢興業㈱ 海岸緑地長浜南地区整備 水景色施設工事 H9・7

日本総合住生活㈱ 霧が丘グリーンタウン団地 第１給水施設改修工事 H9・7

日之出工業㈱ 与野本町西四丁目団地 屋外給水設備工事 H9・8

帝都高速度交通営団 銀座線溜池他 排水ポンプ設備その他工事 H9・8

帝都高速度交通営団 ７号線紀之国坂トンネル 換気設備工事他工事 H9・9

昭和エンジニアリング㈱ ふげん発電所 Ｈ2圧縮機Ａ・Ｂ分解点検 H9・10

ＪＶ共同企業体 大阪市立総合病院 噴水設備工事 H9・10

岩手都市住建㈱ 東光㈱北上工場 冷暖房設備工事 H9・11

昭和エンジニアリング㈱ 昭和電工㈱秩父工場 空調設備工事 H9・11

日本総合住生活㈱ 牧の原住宅供給施設 ポンプ、モーター更新工事 H9・11

岩手都市住建㈱ 東光㈱北上工場 冷暖房設備工事 H9・11

松谷建材興業 和泉都市計画(三林地区） 噴水設備工事 H9・12

大日本土木㈱ 西神南マンション建設工事 雨水利用による噴水工事 H9・12

帝都高速度交通営団 銀座線上通り他３ヶ所 排水ポンプ設備改良他工事 H10・1

㈱東京エスケー 高嶋団地3-2号棟他 給水ポンプ修繕工事 H10・2

帝都高速度交通営団 (東）州崎ﾄﾝﾈﾙ換気室他 換気設備修繕工事 H10・2

㈱石垣 和泉市松尾川支流 ろ過設備工事 H10・2

㈱大氣社 科研製薬他本駒込1ﾌﾞﾛｯｸ 噴水設備工事 H10・2

帝都高速度交通営団 銀座線青山１丁目 換気設備改良その他工事 H10・2

三井建設㈱ 上青木浄水場 せせらぎ整備工事 H10・3

㈱東京エスケー 青葉駅前ハイツ 給水ポンプ改修工事 H10・3

高弥建設㈱ 東光㈱北上工場Ｘ商品棟 冷暖房設備工事 H10・3

帝都高速度交通営団 桜田門他２駅 衛生ポンプ設備改良他工事 H10・3

警視庁 警視庁本部庁舎 空調用ポンプ修理 H10・3



工　事

年･月
顧客名及び納入先 件名

北部公園緑地事務所 上野恩賜公園 噴水施設補修その他工事 H10・3

㈱アイ･アクアテック 加西市丸山総合公園 噴水設備工事 H10・3

西武建設㈱ 小湊ホテル三日月 噴水設備工事 H10・3

正和工業㈱ 横浜市金沢区海の公園 水遊び設備工事 H10・3

立川市役所 立川柴崎浄水所 蓄電池取替工事 H10・3

高弥建設㈱ 東光㈱北上工場Ｘ商品棟 冷暖房設備工事 H10・4

西武鉄道㈱ 品川プリンスホテル棟新館 ポンプ、モーター補修 H10・4

日本総合住生活㈱ 花見川団地第１給水施設 配管等修繕工事 H10・7

高弥建設㈱ ＪＡきたかみ農業センター 冷暖房設備工事 H10・8

昭和電工㈱ 秩父工場 冷却水設備その他工事 H10・8

第七工業㈱ 上鶴間団地 屋外給水設備工事 H10・9

㈱日立製作所 島根県鹿島町野外音楽堂 噴水設備工事 H10・10

日本総合住生活㈱ 牧の原団地 ポンプ制御盤更新工事 H10・10

東京都（ＪＶ） 亀戸・大島・小松川地区 給排水衛生設備工事 H10・11

昭和エンジニアリング㈱ 士気研究所 クリーンルーム空調工事 H10・12

高弥建設㈱ 東光㈱北上工場 冷暖房設備工事 H10・12

帝都高速度交通営団 日比谷駅～霞ヶ関駅他 換気設備工事 H11・2

㈱佐藤秀 恵比寿・弘重老健施設 エレベーター設備工事 H11・2

山羽工業㈱ ビーコンヒル能見台ＨＢＬ 屋外給水設備その他工事 H11・3

八洲電機㈱ 調布第三浄水場 盤設備及びポンプ設備工事 H11・3

帝都高速度交通営団 丸の内線 排水ポンプ設備改良他工事 H11・3

帝都高速度交通営団 落合他３ヶ所 衛生ポンプ設備改良工事 H11・3

東京都第４建設事務所 谷原排水場 排水ポンプ改良工事 H11・3

大成設備㈱ 伊勢志摩リゾート施設 水景設備工事 H11・3

振興電気㈱ 恵比寿３丁目弘重老健施設 介護支援システム工事 H11・5

千代田エンジニアリング㈱ 住友大阪セメント市川 冷却水設備工事 H11・6

㈱ドリームメーカーズ 北九州スペースワールド 水景設備工事 H11・8

千田工業㈱ ＪＡ北上 冷暖房設備工事 H11・9

恒星設備㈱ 北海道道立センター 噴水設備工事 H11・9

不動建設㈱ 加茂駅東口駅前広場 水景施設工事 H11・10

日本国土開発㈱ 小野斎場 外構設備工事 H11・11

内山緑地㈱ 茨城メモリアルパーク 植栽水景修景工事 H11・11

昭和エンジニアリング㈱ 昭和電工㈱ＨＤ工場 クリーンルーム拡張他工事 H11・11

帝都高速度交通営団 丸の内線東京他３ヶ所 排水ポンプ設備改良他工事 H12・2



工　事

年･月
顧客名及び納入先 件名

昭和エンジニアリング㈱ 昭和電工㈱ＨＤ工場 クリーンルーム拡張他工事 H12・2

帝都高速度交通営団 銀座線渋谷～表参道駅間 空調設備撤去工事 H12・2

㈱東京エスケー 霞ヶ丘団地 給水施設改修工事 H12・2

㈱千葉ユニタス 公団戸頭第２住宅 給水装置盤更新工事 H12・3

八洲電機㈱ 調布市役所第３浄水場 ポンプ据付及び配管工事 H12・3

近畿工業㈱ 登美ヶ丘１１時１期Ａ街区 水景施設工事 H12・3

帝都高速度交通営団 西新宿～中野坂上駅間 換気口換気設備改良工事 H12・3

ダイダン㈱ 舞浜駅前開発Ｂ工区 水景設備工事 H12・4

前田建設工業㈱ 岩出山町あったか広場 噴霧・濾過・殺菌設備工事 H12・6

東光㈱ ㈱エレック北上 空調改善工事（スチーム化） H12・6

日本総合住生活㈱ 清新南ハイツ1-24 給水施設改修工事 H12・7

東光㈱ 東光㈱北上事業所 北上発電工事 H12・8

帝都高速度交通営団 営団７号線白金他１室 トンネル換気設備その他工事 H12・9

日比谷総合設備㈱ 営団７号線白金台 トンネル換気設備その他工事 H12・9

高弥建設㈱ ㈱エレック北上２号館 冷暖房設備工事 H12・10

帝都高速度交通営団 丸の内線新宿御苑前 換気口換気設備改良他工事 H12・11

上杉工業㈱ 鎌倉山崎団地 給水設備工事 H12・11

東光㈱ 館山デバイス㈱館山分室 発電設備工事 H12・12

大成設備㈱ 大協精工佐野第５工場 滝･濾過設備工事 H12・12

帝都高速度交通営団 銀座線上野広小路駅 排水ポンプ設備その他工事 H12・12

帝都高速度交通営団 丸の内線永田町駅他 排水ポンプ設備改良他工事 H13・2

帝都高速度交通営団 東西線九段下～竹橋駅間 トンネル空調設備撤去工事 H13・2

調布市役所 仙川浄水所 配水ポンプ等整備工事 H13・2

㈱白水社 青森駅前ビル 水景設備工事 H13・2

㈱横浜商会 河内郡河内町総合運動公園 水景設備工事 H13・2

㈱西原衛生工業所 ホテル京セラアネックス 噴水設備工事 H13・3

江東区役所 江東区芭蕉記念館 機械設備改修工事 H13・3

サカタのタネ 横浜市大通り公園 噴水改修工事 H13・3

帝都高速度交通営団 有楽町線小竹向原駅他 換気設備修繕工事 H13・3

帝都高速度交通営団 (埼）本町トンネル換気室 換気設備その他工事 H13・3

東光㈱ 北上工場 コージェネ化工事 H13・5

大興物産㈱ ローレルスクウェア都島 水景設備工事 H13・6

都市基盤整備公団 下大槻団地（ＤⅠ区） 洗濯排水設備設置工事 H13・6

豊田総建㈱ 豊田スタジアム 噴水設備工事 H13・6



工　事

年･月
顧客名及び納入先 件名

日本総合住生活㈱ 渋谷二丁目（市）住宅他 圧力タンク取替工事 H13・7

東光㈱ ㈱エレック北上５号館 空調改修工事 H13・8

大成温調㈱ シマノ本社ビルウェストウィング 池循環設備工事 H13・9

㈱一本松工業 川崎大宮団地 屋外給水設備工事 H13・10

能登高分子工業㈱ 日本食研㈱愛媛本社 水景設備工事 H13・10

㈱西原衛生工業所 志木ＮＴ南の森１番街 給水ポンプユニット更新工事 H13・10

帝都高速度交通営団 銀座線溜池山王駅 浸水防止機制御装置改良その他工事 H13・11

帝都高速度交通営団 丸の内線新宿３丁目他２ヶ所 排水ポンプ設備改良その他工事 H13・11

東京都（ＪＶ） 東京都中央卸売市場　 空調設備工事 H13・12

江東区役所 深川江戸資料館 機械設備改修工事 H13・12

日比谷通商㈱ 日本大学藤沢校舎 水景設備工事 H13・12

㈱京王設備サービス 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ永山ﾊｲﾂ 給水施設改修工事 H14・1

帝都高速度交通営団 （銀）溜池山王～虎ノ門 換気口換気設備改良その他工事 H14・3

帝都高速度交通営団 新線池袋駅他５ヶ所 換気設備修繕工事 H14・3

東芝空調㈱ 広島平和記念館 水景設備工事 H14・3

内山緑地建設㈱ 創価学会四国ﾒﾓﾘｱﾙﾊﾟｰｸ 植栽修景工事 H14・3

㈱奈良規松緑化 加茂町第二公園整備工事 修景設備工事 H14・3

㈱協成工務店 祝園駅西特定土地区画１号公園 水景設備工事 H14・3

立川市水道部 柴崎浄水所 受水弁用交流無停電設備取替工事 H14・3

日本総合住生活㈱ 芝山団地 給水ポンプ修繕工事 H14・6

三井不動産㈱ ららぽーとｽｷｰﾄﾞｰﾑ「ｻﾞｳｽ」 冷凍機、冷媒及び冷凍機油 H14・10

帝都高速度交通営団 東京駅他４ヶ所 衛生ﾎﾟﾝﾌﾟ設備改良その他工事 H14・11

大成設備㈱ 赤坂プレデンシャルビル 水景設備工事 H14・11

ﾆｭｰｴｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ東伏見第１３住宅 衛生設備工事 H14・12

帝都高速度交通営団 代々木公園駅昇降機 機械設備復旧その他工事 H14・12

朝日工業社㈱ 中央大学多摩校舎 還風機モーター交換工事 H15・1

大林・鹿島共同企業体 六本木六丁目地区再開発事業 環３デッキ水景工事 H15・1

帝都高速度交通営団 （半）水天宮駅前 ﾄﾝﾈﾙ換気設備その他工事 H15・2

帝都高速度交通営団 （千）根津駅 換気用ｴｱﾌｨﾙﾀｰ設備改良その他工事 H15・2

帝都高速度交通営団 （丸）新中野他１ヶ所 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備改良その他工事 H15・2

㈱フジタ 六本木劇場棟工区 給排水衛生設備工事 H15・3

㈱朝日工業社 大東建託品川本社ビル １Ｆ･２６Ｆ滝・池循環設備工事 H15・3

帝都高速度交通営団 京橋～日本橋駅間他１区間 換気設備改良その他工事 H15・3

帝都高速度交通営団 （東）稲荷橋他３ヶ所 ﾄﾝﾈﾙ換気設備修繕その他工事 H15・3



工　事

年･月
顧客名及び納入先 件名

㈱島本建設 島本町運動緑地公園その2工事 流れ設備工事 H15・3

カジマアクアテック㈱ 東京工科大学八王子校舎 噴水設備工事 H15・3

櫻井工業㈱ 渋谷プロジェクト 水景設備工事 H15・3

森ビル㈱ 六本木ﾋﾙｽﾞ　ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｱｰﾄ 水景設備工事 H15・3

鹿島建設㈱ 六本木六丁目地区再開発事業 外構水景設備工事 H15・4

三井不動産㈱ 新川崎三井ビルディング インバータ交換工事 H15・9

帝都高速度交通営団 （丸)南阿佐ヶ谷駅他 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備改良その他工事 H15.11

帝都高速度交通営団 （有）早宮他4ヶ所 換気設備修繕工事 H15.11

東京電気㈱ 芝ＮＢＦタワー 電気集塵機整備工事 H15.11

三井不動産㈱ 新川崎三井ビルディング 加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟ盤交換工事 H15.11

武蔵村山市 榎水源他 取水ポンプ取替工事 H15.11

ＭＤＩグァムコーポレーション レオパレスリゾートグァム レイクフロート噴水設備工事 H15.12

江東区役所 江東区児童会館 冷温水発生機改修工事 H15.12

ＭＤＩグァムコーポレーション レオパレスリゾートグァム ｷｯｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ・ｳｫｰﾀｰﾌﾟﾗｻﾞ噴水設備工事 H15.12

帝都高速度交通営団 （東）飯田橋～九段下駅間他 換気設備改良その他工事 H16.1

㈱一本松工業 上和田団地（Ａ工区） 洗濯排水設備工事 H16.2

日本総合住生活㈱ 西菅田他1団地 給水ポンプ修繕工事 H16.2

帝都高速度交通営団 （丸）霞ヶ関～国会議事堂前駅他 空調設備撤去工事 H16.3

帝都高速度交通営団 王子駅他6ヶ所 換気設備修繕工事 H16.3

三井不動産㈱ 新川崎三井ビルディング 空調機インバータ交換工事 H16.3

㈱東京エスケー 豊四季台第2他7団地 給水ポンプ修繕工事 H16.3

アールビー工装㈱ 巣鴨アーバンハイツ 冷温水発生機取替工事 H16.5

㈱大林組東京本社 ＤＴＳ新館新築工事 輸送設備工事 H16.6

三井不動産㈱ 新川崎三井ビルディング 給水ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾊﾞｰﾀ交換工事 H16.6

日本総合住生活㈱ エステート市川大洲 動力設備修繕工事 H16.7

日本総合住生活㈱ 竹の塚第3団地 給水施設増圧直結化工事 H16.9

水島ゴム工業用品㈱ 寄島町町民スポーツ公園 滝・電気設備工事 H16.11

㈱錢高組 京阪ローズタウンファインパーク 噴水設備工事 H16.12

㈱東京エスケー エステート猿江住宅 給水設備直結増圧化工事 H16.12

㈱サンエー印刷 埼玉工場 冷却水設備及び付帯設備工事 H17.2

鹿島建設㈱ 東京プリンスホテル 温泉設備工事 H17.2

江東区役所 江東区公会堂 機械設備改修工事 H17.3

東京地下鉄㈱ （日）小伝馬町～人形町駅間他 換気設備改良その他工事 H17.3

東京都住宅供給公社 光が丘第３アパート 給水ポンプ改修工事 H17.3



工　事

年･月
顧客名及び納入先 件名

東京地下鉄㈱ 赤坂山王他２ヶ所 排水ポンプ設備改良その他工事 H17.3

武蔵村山市 本町水源他 取水ポンプ取替工事 H17.3

カジマアクアテック㈱ 東京プリンスホテル 水景設備工事 H17.4

ファースト・ファシリティーズ㈱ 芝ＮＢＦタワー 空調ポンプ他更新工事 H17.6

㈱関電工 新山王ホテル 噴水照明設備工事 H17.7

扶桑建設工業㈱ 三郷浄水所 既設制御盤改造工事 H17.11

三協工業㈱ 東村山浄水所 既設制御盤改造工事 H17.11

櫻井工業㈱ 江東区防災センター 水景設備工事 H17.12

昭和工機㈱ 鬼怒川温泉駅前広場 水景設備工事 H17.12

東京地下鉄㈱ 東池袋他５ヶ所 トンネル換気設備修繕工事 H17.12

東京地下鉄㈱ （日）築地～東銀座駅間他1区間 換気設備改良その他工事 H18.1

江東区役所 区立亀戸第二中学校外1ヶ所 耐震補強その他機械設備改修工事 H18.2

日本総合住生活㈱ 赤羽南一丁目他５団地 給水ポンプ修繕工事 H18.2

東京地下鉄㈱ 榎町他９ヶ所 トンネル換気設備修繕工事 H18.3

東京地下鉄㈱ 茅場町他２ヶ所 排水ポンプ設備改良その他工事 H18.3

日本総合住生活㈱ 光ヶ丘ＰＴプロムナード十番街 給水施設改良工事 H18.3

㈱東京エスケー 幕張四丁目他２団地 給水施設改良工事 H18.3

昭和電工㈱ 研究開発センター（川崎） 空調機工事 H18.4

昭和電工㈱ ＨＤ工場 空調設備補修工事 H18.5

東洋熱工業㈱ 多摩水道改革推進本部庁舎 水景設備工事 H18.6

協和建設工業㈱ 稲城市向陽台住宅 水景設備工事 H18.6

江東区役所 潮見野球場 ポンプ工事 H18.8

㈱ＩＮＡＸ 伊勢農場廃水処理施設 水景設備工事 H18.8

㈱ＪＲ東日本住宅開発 保土ヶ谷駅ビル事務所階（４･５Ｆ） 空調設備更新工事 H18.8

㈱東京エスケー 谷津ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ壱番街他５団地 給水施設改良その他工事 H18.8

日本総合住生活㈱ 北砂五丁目他１８団地 動力設備修繕その他工事 H18.9

新日本空調㈱ 田園厚生クリニック 噴水設備工事 H18.9

鹿島建設㈱ 砧浄水場膜ろ過施設 ろ過設備工事 H18.11

東京地下鉄㈱ 半蔵門線青学前Ａほか２ヶ所 換気設備修繕工事 H18.11

東京地下鉄㈱ 小伝馬町駅 排煙設備その他工事 H18.12

三機工業㈱ 那須コナミスポーツキャンパス 池循環設備工事 H18.12

皇居外苑管理事務所 和田倉噴水施設 噴水ポンプ改修工事 H19.1

三機工業㈱ キャノン下丸子 池循環設備工事 H19.2

日本総合住生活㈱ 常盤平駅前市街地住宅外９団地 給水ポンプ修繕工事 H19.2



工　事

年･月
顧客名及び納入先 件名

江東区役所 区立枝川小学校 増築その他電気設備工事 H19.3

東京地下鉄㈱ （日）東銀座他２ヶ所 排水ポンプ設備改良その他工事 H19.3

東京地下鉄㈱ 道灌山Ａ・Ｂトンネル換気室 消音設備改良その他工事 H19.3

鹿島建設㈱ 舞浜ホテル 水景設備工事 H19.3

東京地下鉄㈱ 新富町駅ほか４ヶ所 換気設備修繕工事 H19.3

日本総合住生活㈱ セーラ小松川１０号棟 給水システム修繕工事 H19.3

日本総合住生活㈱ 高島平団地2-26-1号棟他 増圧ポンプ修繕工事 H19.3

㈱東京エスケー エステート上水本町団地 給水施設改良工事 H19.3

三鷹市役所 井口１号水源 水中ポンプ等設置工事 H19.3

㈱プリンスホテル 東京プリンスホテル 給排水ポンプ設備 H19.3

東京地下鉄㈱ 菊坂下ほか２ヶ所 トンネル換気動力制御盤修繕工事 H19.3

㈱ＪＲ東日本住宅開発 保土ヶ谷駅ビル６階 空調設備更新工事 H19.5

高砂熱学工業㈱ ＫＹＢ相模低温実験室 空調設備更新工事 H19.9

昭和電工㈱ 秩父工場 空調設備工事 H19.9

日本総合住生活㈱ ﾌﾚｰｼｪﾙ王子神谷ほか7団地 給水ポンプ修繕工事 H19.12

㈱大林組 菱和西新宿6丁目ビル 水景設備工事 H19.12

東京都 若洲海浜公園総合管理センター 空調設備改修工事 H20.1

三鷹市役所 三鷹新川３号水源 水中ポンプ等設置工事 H20.1

美樹工業㈱ 大阪国際空港周辺緑地 公園施設（水景）設備工事 H20.2

㈱東京エスケー 所沢ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ並木通り団地 給水システム改良工事 H20.2

東京地下鉄㈱ 王子車両基地 空調設備その他工事 H20.3

東京地下鉄㈱ 外苑前Ｂほか４ヶ所 トンネル換気設備改良その他工事 H20.3

東京地下鉄㈱ （東）天神町ほか３ヶ所 排水ポンプ設備改良その他工事 H20.3

東京地下鉄㈱ 霞が関ほか８ヶ所 トンネル換気設備修繕工事 H20.3

㈱東京エスケー 葛西ＣＴ清新南ﾊｲﾂ1-3号棟 給水システム改良工事 H20.3

㈱東京エスケー 葛西ＣＴ清新南ﾊｲﾂ1-36号棟 給水システム改良工事 H20.3

㈱東京エスケー 光が丘ＰＴゆりの木北3-21-1号棟 給水システム改良工事 H20.3

㈱東京エスケー 光が丘ＰＴゆりの木北3-32-12号棟 給水システム改良工事 H20.3

東京都 警視庁臨港警察署（仮称）庁舎 新築空調設備工事 H20.3

江東区役所 江東区千田福祉会館 機械設備工事（空調設備） H20.3

大成建設㈱ ヴェロックス北青山 水景設備工事 H20.3

ノダック㈱ 奈良市　布目ダム 噴水設備工事 H20.3

松本鋼機㈱ 六甲山カンツリーハウス 水景設備工事 H20.4

三機工業㈱ ＴＤＬホテル 水景設備工事 H20.4



工　事

年･月
顧客名及び納入先 件名

大成建設㈱ ＴＤＬホテル 水景設備工事 H20.4

東京地下鉄㈱ ㈲西池袋及び要町 換気設備改良その他工事 H20.5

伊藤忠商事㈱ ＭＫプロジェクト 水景設備工事 H20.6

㈱東京エスケー 高洲第1外12団地 給水システム修繕工事 H20.6

常陽水道工業㈱ 阿見町近隣公園 水景設備工事 H20.9

日本総合住生活㈱ かやのき住宅 給水施設修繕工事 H20.12

㈱東京エスケー みさと第1住宅 給水施設修繕工事 H20.12

㈱東京エスケー 板橋ﾋﾞｭｰﾀﾜｰ他7団地 給水ポンプ修繕その他工事 H21.1

㈱プリンスホテル グランドプリンスホテル高輪 ポンプ整備工事 H21.1

㈱東京エスケー 川越駅前脇田ビル 給水施設改修工事 H21.2

㈱東京エスケー 戸頭団地 給水施設改修工事 H21.2

㈱東京エスケー 20-港南台かもめ他23団地 給水ポンプ等修繕工事 H21.3

㈱東京エスケー 小山田桜台団地 給水施設改良（ｲﾝﾊﾞｰﾀ化）工事 H21.4

㈱プリンスホテル グランドプリンスホテル赤坂 ポンプ整備工事 H21.5

東京地下鉄㈱ 東）榎町他1ヶ所 排水ポンプ設備改良その他工事 H21.6

東京地下鉄㈱ 東）榎町他1ヶ所 換気設備新設その他工事 H21.7

東京地下鉄㈱ 広尾駅 排煙設備新設その他工事 H21.8

東京地下鉄㈱ 八重垣Ａほか7ヶ所 換気設備修繕その他工事 H21.9

東京地下鉄㈱ 目黒ほか4ヶ所 換気設備修繕工事 H21.10

大成建設㈱ 仙台榴岡三丁目ビル 水景設備工事 H21.11

㈱ＪＲ東日本住宅開発 保土ヶ谷駅ビル1階 外気調和機更新工事 H21.12

東京地下鉄㈱ 木場駅 排煙設備新設その他工事 H21.4

東京地下鉄㈱ 新高円寺駅 排煙設備新設工事 H21.5

三機工業㈱ 日本橋１丁目ビル改修 空調機器設備工事 H21.5

東京地下鉄㈱ 豊洲トンネル 換気設備撤去工事 H21.7

千賀商事㈱ 葛西クリーンタウン 給水ポンプ修繕その他工事 H21.7

伊藤忠林業㈱ 花と緑のふれあいセンター 水景設備工事 H21.11

㈱東京エスケー エステート浦和団地 給水施設改修工事 H21.12

㈱三晃空調 沖縄科学技術大学院大学 水景設備工事 H22.1

江東区役所 大島川東支川ポンプ所 ポンプ補修工事 H22.2

技建工業㈱ VILA　GRANDS　WEDING　RESORT 水景設備工事 H22.2

㈱東京エスケー 昭島つつじヶ丘ﾊｲﾂ北住宅 給水施設改修工事 H22.2

㈱カデックス 淡路夢舞台公苑 水景設備改修工事 H22.3

東京地下鉄㈱ 代々木乗務合宿所 機械設備改良その他工事 H22.3



工　事

年･月
顧客名及び納入先 件名

東京地下鉄㈱ 上野技術区詰所 機械設備改良その他工事 H22.3

東京地下鉄㈱ 赤塚ほか２ヶ所 機械設備修繕その他工事 H22.3

東京地下鉄㈱ 富岡ほか８ヶ所 機械設備修繕工事 H22.3

㈱浮島工業 さつきが丘外３団地 給水ポンプ等修繕工事 H22.5

東京地下鉄㈱ 中目黒乗務区 機械設備改良その他工事 H22.6

アールビー工装㈱ 保土ヶ谷駅ﾋﾞﾙ　ｱｰﾊﾞﾝⅠ 空調設備更新工事 H22.6

桶川工業㈱ Ｈ21-新大橋他１１団地 給水ポンプ修繕工事 H22.6

㈱地下鉄メインテナンス 町屋ほか７駅 空調設備修繕工事 H22.8

日本総合住生活㈱ 小山田桜台団地 増圧化改修工事 H22.10

日本総合住生活㈱ かわつるｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝ初雁住宅 給水施設改修工事 H22.10

日本総合住生活㈱ 鳶尾他1団地 給水システム改良工事 H22.10

皇居外苑管理事務所 和田倉休憩所 冷温水発生機修繕工事 H22.11

日本総合住生活㈱ 浦和白幡西住宅 給水施設及び給水管更新工事 H22.12

㈱大林組 アークレイ京都 水景設備新築工事 H22.12

大成㈱ ＮＢＦ日比谷ビル 冷却ポンプ更新工事 H22.12

㈱プリンスホテル 東京プリンスホテル ポンプ整備工事 H22.12

静鉄建設㈱ 静鉄マンション 下土狩計画新築工事 H23.1

東京地下鉄㈱ 総合指令所ほか3か所 職場空調設備改良工事 H23.1

アールビー工装㈱ 保土ヶ谷駅ﾋﾞﾙ事務所 空調設備他改修工事 H23.1

斎久工業㈱ 麻布台2丁目 給排水衛生並空調換気設備工事 H23.2

高橋設備工業㈱ ﾊﾟｰｸｼﾃｨ鴻巣駅前ﾌﾟﾗｻﾞ他 給水施設機器等修繕工事 H23.2

東京地下鉄㈱ 錦糸町第1ほか7か所 トンネル換気設備修繕工事 H23.2

東京地下鉄㈱ 早宮ほか4か所 トンネル換気設備修繕工事 H23.2

東京地下鉄㈱ 千住仲町排水ﾎﾟﾝﾌﾟほか2室 ポンプ設備改良その他工事 H23.3

㈱東京エスケー ﾊﾟｰｸシティ鴻巣赤見台 給水施設改修工事 H23.3

常磐開発㈱ 都立松沢病院 公園整備工事 H23.3

県南設備工業㈱ 埼玉スタジアム2002 機械設備修繕工事 H23.3

江東区役所 江東区立深川第3中学校 廊下流し等直結給水化工事 H23.3

㈱小田急ビルサービス 本厚木ミロード 大型空調機整備工事 H23.3

日本総合住生活㈱ つつじ野団地 給水施設改修工事 H23.3

日本総合住生活㈱ ピコティ東館住宅部会 給水施設直結増圧化工事 H23.3

㈱シンエイ アクティ上福岡他3団地 給水ポンプ修繕工事 H23.3

克明工業㈱ 南六郷二丁目団地 給水ポンプ修繕工事 H23.4

㈱岡田工業所 梨香台外4団地 給水ポンプ修繕工事 H23.5



工　事

年･月
顧客名及び納入先 件名

日本総合住生活㈱ 町田市山崎町 給水ポンプ吐き出し管修繕工事 H23.5

ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本ﾋﾞﾙﾃｯｸ㈱ 立川駅南口合体ビル 冷却水ポンプ他修繕工事 H23.6

㈱早見設備 金杉台外2団地 給水ポンプ等修繕工事 H23.6

三辰工業㈱ 長池公園せせらぎ公園北団地 給水ポンプ修繕工事 H23.6

㈱不二精工 幕張ＢＴミラマール外3団地 給水ポンプ修繕工事 H23.6

大成温調㈱ 仙台空港ターミナル ターミナルビル復旧工事 H23.7

田中工業㈱ 町田市山崎外4団地 汚水破砕等修繕工事 H23.7

青木あすなろ建設㈱ 大橋換気所屋上自然 給排水衛生設備工事 H23.8

ジーケー工業㈱ 恵比寿ビュータワー他 給水ポンプ修繕工事 H23.8

㈱神奈川保健事業社 左近山他6団地 給水ポンプ修繕工事 H23.8

日本総合住生活㈱ 入間黒須住宅直結給水化 屋外埋設給水管改修工事 H23.8

㈱フジ工設 川崎市市営南平耐火住宅 給水加圧ポンプユニット更新工事 H23.8

㈱プリンスホテル ｻﾞ･ﾌﾟﾘﾝｽﾊﾟｰｸﾀﾜｰ東京 ポンプ整備工事 H23.9

日立設備工業㈱ ﾗｳﾞｪｰﾙ東陽町他 給水ポンプ修繕工事 H23.11

日本総合住生活㈱ グリーンプラザ加賀 給水管改修工事 H23.11

江東区役所 江東区立八名川小学校便所その他 機械設備改修工事 H23.11

ファースト・ファシリティーズ㈱ ＮＢＦ新浦安 各種ポンプ分解工事 H23.12

㈱日立産機システム 南永田住宅 給水ポンプ修繕工事 H23.12

五建工業㈱ 芝山汚水処理場 機器修繕工事 H23.12

㈱タウンシステム 芝山団地汚水処理場 機器修繕工事 H23.12

櫻井工業㈱ 八重洲共同ビル 噴水設備工事 H23.12

鹿島建設㈱ 元赤坂Ｋプロジェクト 水盤設備工事 H24.1

高橋設備工業㈱ コンフォール南浦和4団地 給水ポンプ修繕工事 H24.2

日本総合住生活㈱ アミティ草加 給水ポンプ修繕工事 H24.2

東京地下鉄㈱ 稲荷橋ほか9ヶ所 トンネル換気設備修繕工事 H24.3

東京地下鉄㈱ 外濠公園ほか4ヶ所 トンネル換気設備修繕工事 H24.3

大東文化大学 大東文化大学東松山ｷｬﾝﾊﾟｽ 給水ポンプ設備機器更新工事 H24.3

東京地下鉄㈱ 下通り排水ポンプ他2ヶ所 ポンプ設備改良工事 H24.3

新菱冷熱工業㈱ 千川駅空調機械室 ダクト設備撤去工事 H24.3

東京地下鉄㈱ 南行徳駅乗降場 機械設備改修工事 H24.3

物林㈱ 竪川河川敷公園 水景改修工事 H24.3

ムサシノアロー㈱ ライフタウン国領外4団地 給水ポンプ修繕工事 H24.5

㈱神奈川保健事業社 鶴見町他5団地 給水ポンプ修繕工事 H24.5

㈱神奈川保健事業社 サンヴァリエ日吉他3団地 給水ポンプ修繕工事 H24.5



工　事
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県南設備工業㈱ 坂戸駅前他2団地 給水ポンプ修繕工事 H24.5

㈱竹中工務店 ガアテラ神宮前結婚式場 水景工事 H24.5

共和建設㈱ Ｈ23千草台外7団地 給水ポンプ修繕工事 H24.6

㈱新都市ライフ 川越駅前脇田ビル商業施設 給水ポンプ更新工事 H24.6

岡部バルブ工業㈱ Ｈ23アーベインビオ川崎他2団地 給水ポンプ修繕工事 H24.6

㈱不二精工 Ｈ23浦安ＭＥ21望海の街外6団地 給水ポンプ修繕工事 H24.6

日立設備工業㈱ Ｈ23東雲ｷｬﾅﾙｺｰﾄ6団地 給水ポンプ等修繕工事 H24.7

ジーケー工業㈱ Ｈ２３田町駅前6団地きゅうし 給水ポンプ等修繕工事 H24.7

㈱泉ポンプ製作所 Ｈ２３パークサイド鎌ヶ谷7団地 給水ポンプ等修繕工事 H24.7

日本総合住生活㈱ アーバンハイツ北砂 給水システム改良工事 H24.7

東京地下鉄㈱ 田原町駅 火災対策設備整備その他工事 H24.8

千賀商事㈱ ハートアイランド新田一番街7団地 給水ポンプ等修繕工事 H24.8

松本工業㈱ Ｈ２３晴海４丁目他９団地 給水ポンプ等修繕工事 H24.8

日本総合住生活㈱ 豊四季台７団地 給水施設改修工事 H24.8

日本総合住生活㈱ 平塚高村他5団地 給水システム改良工事 H24.8

三機工業㈱ 日本橋コレド 空調機整備工事 H24.9

㈱西原衛生工業所 東急百貨店渋谷 消化ポンプ整備工事 H24.10

日本総合住生活㈱ 東陽7丁目 給水システム改修工事 H24.10

川口土木建築工業㈱ ﾚｰﾍﾞﾝﾊｲﾑ戸田美女木 水景工事 H24.10

大東文化学園 東松山キャンパス 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ室設備機器更新工事 H24.11

日本総合住生活㈱ 松葉町5-1 給水施設改良工事 H24.11

日本総合住生活㈱ ジョイム船橋 ポンプ更新工事 H24.11

日本総合住生活㈱ ｱｰﾊﾞﾝみらい東大宮二番街 給水ポンプ制御盤更新工事 H24.11

東京地下鉄㈱ 妙典駅及び深川車両基地職場 空調設備改良工事 H24.12

日本総合住生活㈱ 牧の原 給水システム改修工事 H24.12

日本総合住生活㈱ グリーンメゾン鶴牧3 給水システム改修工事 H24.12

㈱東京エスケー 高洲一丁目 給水システム改修工事 H24.12

日本総合住生活㈱ 高洲一丁目 給水システム改修工事 H24.12

清水建設㈱ 仁愛女子高校 滝循環設備工事 H24.12

森ビル㈱ フォレストタワー 揚水ポンプ整備工事 H25.1

東京地下鉄㈱ 小竹向原～千川駅連絡線 トンネル換気設備工事 H25.2

東京地下鉄㈱ 田原町駅電気室 機械設備改良工事 H25.2

㈱大林組 東雲キャナルコート 池循環ろ過設備 H25.2

ホーチキ㈱ 新関西国際空港 ＯＳＰ圧縮機修繕工事 H25.2
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㈱ゆりかもめ 東京臨海新交通臨海線各駅 トイレ温水洗浄便座設置工事 H25.3

江東区役所 江東区深川ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 空調用監視盤取替工事 H25.3

㈱竹中工務店 ニフコ新技術センター 水景工事 H25.3

三機テクノサポート㈱ ダイエー金沢八景 ポンプ送風機整備工事 H25.3

日本総合住生活㈱ エステート堀切4団地 逆流防止装置修繕工事 H25.3

㈱東京エスケー 東坂戸団地 排水ポンプ修繕工事 H25.4

日比谷総合設備㈱ 猿楽町共同住宅 水景工事 H25.4

㈱エーケーディ ディズニーランドホテル 水景修繕工事 H25.4

サービス電機㈱ アルビス前原 給水ポンプ修繕工事 H25.5

大宮管工㈱ プラザシティ新所沢 給水ポンプ修繕工事 H25.5

東京地下鉄㈱ 外苑前Ａトンネル換気室9か所 換気設備修繕工事 H25.6

日本総合住生活㈱ かわつるＧＴ松ヶ丘7団地 給水管改修その他工事 H25.6

㈱東京エスケー 若葉台団地 給水ポンプ修繕工事 H25.6

高橋設備工業㈱ コーポレート東浦和団地 給水ポンプ修繕工事 H25.6

㈱プリンスホテル ザ･プリンスタワー東京 ポンプ補修工事 H25.7

千賀商事㈱ 竹ノ塚第三団地 給水ポンプ修繕工事 H25.7

文化興業㈱ 天王洲ビュータワー 給水施設改修工事 H25.7

㈱清水アーネット 西埼玉住管センター ポンプ修繕工事 H25.7

㈱大黒工業 豊四季台団地 給水ポンプ修繕工事 H25.7

高橋設備工業㈱ ひばりが丘パークヒルズ団地 給水ポンプ修繕工事 H25.7

㈱泉屋工務店 浦和文蔵7団地 給水ポンプ修繕工事 H25.7

ジーケー工業㈱ 多摩平の森団地 給水ポンプ修繕工事 H25.7

㈱協伸電設 蒲田本町12団地 排水ポンプ修繕工事 H25.7

岬建設㈱ 千葉幸町4団地 給水ポンプ修繕工事 H25.7

鹿島建物総合管理㈱ 恵比寿ガーデンプレイス 上水ポンプ交換工事 H25.7

東京地下鉄㈱ 麹町駅空調機械室 送風機設備修繕工事 H25.7

冨士設備工業㈱ 豊洲4丁目5団地 排水ポンプ修繕工事 H25.8

日本総合住生活㈱ 行田4団地 ポンプ修繕工事 H25.8

鹿島建物総合管理㈱ 恵比寿ガーデンプレイス 水中ポンプ交換工事 H25.9

日本総合住生活㈱ ＪＳ南多摩支店 給水ポンプ修繕工事 H25.9

内山緑地建設㈱ 大手町 水景工事 H25.9

㈱ＲＯＫＩ 噴水設備工事 H25.10

三井不動産㈱ 霞ヶ関ビルディング 上水・雑用水揚水ポンプ整備工事 H25.11

大成建設㈱ 浜松ＲＯＫＩ新研究棟 噴水設備工事 H25.11



工　事

年･月
顧客名及び納入先 件名

日本総合住生活㈱ うらわイーストかつら 給水ポンプ修繕工事 H25.12

東京地下鉄㈱ 代々木乗務事務室 機械設備工事 H26.2

東京地下鉄㈱ 行徳車両基地 機械設備工事 H26.2

東京地下鉄㈱ 田原町駅 機械設備改良その他工事 H26.3

東京地下鉄㈱ 千住緑町Ａトンネル換気室ほか8ヶ所 換気設備修繕工事 H26.3

西武鉄道㈱ 川越プリンスホテル ポンプ修繕工事 H26.3

近代住機㈱ 小金原外9団地 給水ポンプ修繕工事 H26.3

共和建設㈱ 千葉幸町外10団地 給水ポンプ修繕工事 H26.3

東陽工業㈱ あやめ台5団地 給水ポンプ修繕工事 H26.3

日本総合住生活㈱ 光が丘ＰＴ大通り南 ポンプ工事 H26.3

明正工業㈱ 高洲第一5団地 給水ポンプ修繕工事 H26.3

池田建設工業㈱ 谷津ＰＴ壱番外7団地 給水ポンプ修繕工事 H26.3

㈱ライクス 高島平団地2-30街区 給水ポンプ修繕工事 H26.3

㈱東京エスケー サンフラレ百合ヶ丘7団地 給水ポンプ修繕工事 H26.3

新菱冷熱工業㈱ ＳＫ改修機械設備工事、水景設備改修工事 H26.3

須賀工業㈱ 阪急太井ビル 噴水設備工事 H26.3

赤塚工業㈱ つくば・松代三丁目7団地 給水ポンプ修繕工事 H26.4

㈱東京エスケー 港北ＮＴＣＦセンター南他16団地 給水ポンプ修繕工事 H26.4

桶川工業㈱ エルハイツ末広他3団地 給水ポンプ修繕工事 H26.5

清水建設㈱ 南青山6丁目大和ハウスマンション 噴水設備工事 H26.5

東京地下鉄㈱ 西葛西駅他5ヶ所 職場空調設備更新工事 H26.6

東京地下鉄㈱ 晴海排水ポンプ室他2ヶ所 排水ポンプ設備更新工事 H26.6

東京地下鉄㈱ 明石町トンネル換気室他7ヶ所 換気設備修繕工事 H26.6

松本工業㈱ 晴海トリトンスクエア11団地 給水ポンプ修繕工事 H26.6

㈱東京エスケー オルトヨコハマビュウータワー13団地 給水ポンプ修繕工事 H26.7

近代住機㈱ 青戸第一外5団地 給水ポンプ修繕工事 H26.7

㈱泉ポンプ製作所 日ノ出町8団地 給水ポンプ修繕工事 H26.7

㈱三京 コンクリート躯体ＦＲＰ擬岩工事、ステンレス製全溶接構造塗装プール工事 H26.7

㈱東京エスケー 新川・島屋敷他8団地 給水ポンプ修繕工事 H26.8

㈱東京エスケー 久喜青葉他9団地 給水ポンプ修繕工事 H26.8

㈱東京エスケー 狭山台団地他10団地 給水ポンプ修繕工事 H26.8

三辰工業㈱ プロムナード6団地 給水ポンプ修繕工事 H26.8

ムサシノアロー㈱ 南大沢絹の道 給水ポンプ修繕工事 H26.8

東京地下鉄㈱ 小竹向原～千川駅連絡線向原トンネル換気室 機械設備支障物処理工事 H26.8



工　事

年･月
顧客名及び納入先 件名

前田建設工業㈱ 飯田橋西口再開発 水景設備工事 H26.8

ジーケー工業㈱ 光が丘大通り南7団地 給水ポンプ修繕工事 H26.9

㈱協和設備 ハーモネスタワー松原 給水ポンプ修繕工事 H26.9

日本総合住生活㈱ ライオンズマンション取手 給水システム改良工事 H26.9

松田・南信㈱ 文化交流施設 噴水工事 H26.9

新菱冷熱工業㈱ 千川駅 機械設備支障物処理工事 H26.9

㈱プリンスホテル ｻﾞ･ﾌﾟﾘﾝｽﾊﾟｰｸﾀﾜｰ東京 給水ポンプ修繕工事 H26.11

清水建設㈱ シャトー三田マンション建替 水景工事 H26.11

日本総合住生活㈱ 大島六丁目他３団地 給水ポンプ修繕工事 H26.12

日本総合住生活㈱ 東鷲宮ＮＴ駅前ﾌﾟﾗｻﾞ第二団地 給水施設改修工事 H26.12

桶川工業㈱ 南浦和他10団地 給水ポンプ修繕工事 H26.12

江東区役所 江東区江東公会堂 機械設備その他改修工事 H26.12

高橋設備工業㈱ 浦和ＥＣかえで街他７団地 給水ポンプ修繕工事 H27.1

東京地下鉄㈱ 妙典乗務区 建物改良に伴う機械設備工事 H27.2

東京都 第二・十二社幹線暫定貯留施設 排水ポンプ設備補修工事 H27.2

日本総合住生活㈱ 車返住宅 給水施設システム改修工事 H27.2

㈱日立産機システム 光が丘ＰＴいちょう通り東第二 給水ポンプ修繕工事 H27.2

東京地下鉄㈱ 中目黒技術区 建物改良に伴う機械設備改良工事 H27.2

東京地下鉄㈱ 東新宿駅 改良に伴う機械設備支障物処理工事 H27.2

三建設備工業㈱ 西部地域振興ふれあい拠点施設 機械設備工事 H27.2

東京地下鉄㈱ （日）八丁堀駅～築地駅前他３区間 換気口換気設備改良工事 H27.3

東京地下鉄㈱ 秋葉原排水ポンプ室及び下通り排水ポンプ室 排水ポンプ改良工事 H27.3

㈱東京エスケー 若松二丁目他９団地 給水ポンプ修繕工事 H27.3

㈱神奈川保健事業社 ｺﾝﾌｫｰﾙ城山の丘14団地 給水ポンプ修繕工事 H27.3

㈱神奈川保健事業社 アーバンドエル瀬谷他11団地 給水ポンプ修繕工事 H27.3

南設備工業㈱ 金沢文庫第一外7団地 給水ポンプ修繕工事 H27.3

南設備工業㈱ 相模台他5団地 給水ポンプ修繕工事 H27.3

大和設備工業㈱ 花見川他３団地 給水ポンプ修繕工事 H27.3

日本総合住生活㈱ 行田他１団地 給水ポンプ修繕工事 H27.3

鹿島建設㈱ 神田錦町三丁目建替 水景工事 H27.3

高橋設備工業㈱ 今フォール上野台他10団地 給水ポンプ修繕工事 H27.4

㈱精研 北九州市日明浄化センター 建築機械設備工事 H27.4

㈱プリンスホテル 新横浜プリンスホテル ポンプ補修工事 H27.5

酒井工業㈱ ビュータワー本駒込他４団地 給水ポンプ修繕工事 H27.6



工　事

年･月
顧客名及び納入先 件名

㈱泉ポンプ製作所 小島町二丁目他５団地 給水ポンプ修繕工事 H27.6

㈱日立産機システム ストック技術館 給水施設改修工事 H27.6

㈱プリンスホテル ザ･プリンスタワー東京 ポンプ補修工事 H27.7

桶川工業㈱ 武蔵野緑町18団地 給水ポンプ修繕工事 H27.7

㈱東京エスケー アクティ上福岡他3団地三軒茶屋他１２団地 給水ポンプ修繕工事 H27.7

日本総合住生活㈱ フレール西経堂３団地 給水ポンプ修繕工事 H27.7

㈱城口研究所 小杉陣屋町計画 噴水工事 H27.7

東京地下鉄㈱ 深川車庫工場建物他.３ヶ所 職場空調設備更新工事 H27.8

赤塚工業㈱ 竹園第二他5団地 給水ポンプ修繕工事 H27.8

桶川工業㈱ むつみ台他２２団地 給水ポンプ修繕工事 H27.8

㈱創栄 ビューコート小港 給水ポンプ修繕工事 H27.8

㈱晃和設備 アートヴィレッジ大崎ビュータワー 給水ポンプ修繕工事 H27.8

㈱東京エスケー 豊四季台他６団地 給水ポンプ修繕工事 H27.8

日本総合住生活㈱ 成瀬駅前６団地 給水ポンプ修繕工事 H27.8

㈱笠谷工務店 西宮Ｙ邸 水景設備工事 H27.8

㈱東京エスケー 豊洲４丁目他 給水ポンプ修繕工事 H27.9

近代住機㈱ 小金原外４団地 給水ポンプ等修繕工事 H27.11

㈱東京エスケー 成瀬駅前ハイツ外６団地 給水ポンプ等修繕工事 H27.11

江東区役所 江東区小名木川小学校その他 機械設備改修工事 H27.12

東京地下鉄㈱ 後楽園ﾄﾝﾈﾙ換気室他5ヶ所 トンネル換気設備修繕工事 H28.2

東京地下鉄㈱ 早宮ﾄﾝﾈﾙ換気室他4ヶ所 トンネル換気設備修繕工事 H28.2

東京地下鉄㈱ 門前仲町駅出入口通路他 支障物処理工事 H28.3

鹿島建設㈱ 港区三田二丁目 水景設備工事 H28.3

サービス電機㈱ 千葉ＮＴ内野外5団地 給水ポンプ等修繕工事 H28.3

㈱東京エスケー 秋津団地 給水ポンプ等修繕工事 H28.3

㈱東京エスケー 立花一丁目外8団地 給水ポンプ等修繕工事 H28.3

南設備工業㈱ 今フォールさがみ南外7団地 給水ポンプ等修繕工事 H28.3

㈱ＫＮコーポレーション サンスクエア川崎外5団地 給水ポンプ等修繕工事 H28.3

ムサシノアロー㈱ 町田山崎団地外3団地 給水ポンプ等修繕工事 H28.3

南設備工業㈱ ＣＦ明神台外9団地 給水ポンプ等修繕工事 H28.3

シンコー・克明工業㈱ サンヴァリエ桜堤外13団地 給水ポンプ等修繕工事 H28.4

㈱不二精工 千葉ＮＴ内野 給水ポンプ等修繕工事 H28.4

㈱東京エスケー つくば･二の宮外4団地 給水ポンプ等修繕工事 H28.4

㈱シミズ･ビルライフケア ウェザーニューズ 2015年度空調機整備計画 H28.4



工　事

年･月
顧客名及び納入先 件名

東京地下鉄㈱ 東陽町駅出入口 新設に伴う機械設備改良工事 H28.4

㈱晃和設備 川口芝園団地 給水ポンプ等修繕工事 H28.4

㈱東京エスケー プロムナード矢部外13団地 給水ポンプ等修繕工事 H28.4

鹿島建設㈱ 勝どき五丁目再開発 水景設備工事 H28.5

東京地下鉄㈱ 妙典乗務区外泊所（仮称） 新築に伴う機械設備新設工事 H28.5

東京地下鉄㈱ 銀座線トンネル内 機械設備改良その他工事 H28.6

鹿島建設㈱ 紀尾井町オフィス他棟 水景設備工事 H28.6

㈱竹中工務店 ニフコＹＲＰ防爆実験棟 水景設備工事 H28.6

東京地下鉄㈱ （日）日比谷駅～霞が関駅間 換気口換気設備改良工事 H28.6

㈱東京エスケー 入間豊岡 給水ポンプ等修繕工事 H28.6

田中工業㈱ 光が丘ＰＴ四季の香 給水ポンプ等修繕工事 H28.7

㈱協伸電設 ヴァンガード 給水ポンプ等修繕工事 H28.8

江東区役所 江東区南砂中学校外2校 受水槽その他機械設備改修工事 H28.8

㈱晃和設備 湖北台団地 給水ポンプ等修繕工事 H28.9

東京地下鉄㈱ 護国寺下排水ポンプ室他2ヶ所 排水ポンプ設備更新工事 H28.9

㈱東京エスケー 光が丘ＰＴ大通り中央外6団地 給水ポンプ等修繕工事 H28.9

㈱東京エスケー 行田他４団地 給水ポンプ等修繕工事 H28.11

東京地下鉄㈱ 羽沢ﾄﾝﾈﾙ換気室他４ヶ所 トンネル換気設備修繕工事 H28.11

鹿島建設㈱ 銀座六丁目再開発 屋上水景設備 H28.12

鹿島建設㈱ 銀座六丁目再開発 三原デッキ水景設備 H28.12

南設備工業㈱ 天王町他１１団地 給水ポンプ等修繕工事 H29.1

日本総合住生活㈱ 戸頭第二住宅 給水施設改良工事 H29.1

㈱協伸電設 鶴ヶ丘他２団地 共用灯修繕その他工事 H29.2

東邦電気工事㈱ ＣＦ永田東他１団地 インターホン修繕その他工事 H29.2

日本総合住生活㈱ サウスヒルズ中央 制御版修繕工事 H29.2

㈱プリンスホテル 品川プリンスホテル 排水ポンプ整備工事 H29.2

八尋工業㈱ 九段下場外排水ﾎﾟﾝﾌﾟ室及び三越前場内 排水ポンプ設備更新工事 H29.2

日本総合住生活㈱ 千葉ＮＴ清水口外２団地 給水ポンプ等修繕工事 H29.2

㈱泉ポンプ製作所 ＣＦ南浦和団地 給水ポンプ等修繕工事 H29.2

東京地下鉄㈱ 南麻布ﾄﾝﾈﾙ換気室他４ヶ所 トンネル換気設備修繕工事 H29.2

東京地下鉄㈱ 目黒ﾄﾝﾈﾙ換気室他３ヶ所 トンネル換気設備修繕工事 H29.2

環境省 皇居外苑 和田倉噴水施設改修工事 H29.3

日立電工㈱ 金杉台他３団地 動力設備修繕その他工事 H29.3

東京地下鉄㈱ 中目黒技術区信号通信機器室他２ヶ所 職場空調設備更新工事 H29.3



工　事

年･月
顧客名及び納入先 件名

㈱東京エスケー ﾘﾊﾞｰﾊｰﾌﾟＴ南千住他１９団地 給水ポンプ等修繕その他工事 H29.3

南設備工業㈱ 鶴が台他１１団地 給水ポンプ等修繕工事 H29.3

田中工業㈱ 北砂 給水ポンプ等修繕工事 H29.3

日本総合住生活㈱ 立川幸町外３団地 給水施設改良工事 H29.3

㈱泉ポンプ製作所 多摩平団地 給水ポンプ等修繕工事 H29.3

斎久工業㈱ 白金計画 噴水工事 H29.3

㈱東京エスケー 新山下ベイシティ他５団地 制御盤修繕工事 H29.4

日本総合住生活㈱ 東鷲宮ＮＴ駅前第一団地 給水施設改良工事 H29.4

協立機電工業㈱ 南青山団地 給水ポンプ等修繕工事 H29.4

㈱東京エスケー 東京東７団地 ＩＮＶ・シーケンス修繕工事 H29.5

日本総合住生活㈱ 浦和１２団地 ＩＮＶ･タイマ取替工事 H29.5

㈱東京エスケー 板橋団地 給水ポンプ等修繕工事 H29.5

㈱東京エスケー 多摩ＮＴステラ聖ヶ丘 給水施設改良工事 H29.5

㈱大林組 近畿大学東大阪キャンパス 水景工事 H29.5

東京地下鉄㈱ 紀之国坂ﾄﾝﾈﾙ換気室他２ヶ所 トンネル換気設備修繕工事 H29.6

東京地下鉄㈱ 門前仲町駅 職場空調設備更新工事 H29.7

㈱プリンスホテル ｻﾞ･ﾌﾟﾘﾝｽﾊﾟｰｸﾀﾜｰ東京 ポンプ整備工事 H29.7

㈱東京エスケー 所沢ＰＴ並木通り10団地 給水ポンプ等修繕工事 H29.7

日本総合住生活㈱ 北坂戸駅前ハイツ 制御盤更新工事 H29.8

今泉造園土木㈱ 墨田区堤通公園 噴水工事 H29.8

日本総合住生活㈱ プラザシティ新所沢他５団地 コントローラ交換工事 H29.9

三井住友建設㈱ イクスピアリ リリーポンドガーデン改修工事 H29.9

田中工業㈱ ＧＰひばりが丘南９団地 給水ポンプ等修繕工事 H29.9

㈱東京エスケー 希望が丘他１５団地 給水ポンプ等修繕工事 H29.9

㈱ケイシステムジャパン グリーン昼八王子南他１団地 給水ポンプ等修繕工事 H29.9

㈱三京 駒ヶ根すずらん公園 噴水工事 H29.9

日本総合住生活㈱ 府中グリーンハイツ 給水ポンプ制御盤取替工事 H29.11

東京地下鉄㈱ 富岡ﾄﾝﾈﾙ換気室他5ヶ所 トンネル換気設備改良工事 H29.11

渡部建設㈱ 八潮他1団地 住宅用火災警報器修繕その他工事 H29.12

埼玉電設㈱ 久喜青葉団地 住宅用火災警報器修繕その他工事 H29.12

南設備工業㈱ 洋光台中央他10団地 給水ポンプ等修繕工事 H29.12

東京地下鉄㈱ 晴海ﾄﾝﾈﾙ換気室他3ヶ所 トンネル換気設備修繕工事 H29.12

東京地下鉄㈱ 新橋駅改良に伴う 機械設備支障物処理工事 H30.1

江東区役所 江東区健康センター 機械設備改修工事 H30.1



工　事

年･月
顧客名及び納入先 件名

協立機電工業㈱ 豊島団地 給水ポンプ等修繕工事 H30.1

田中工業㈱ 光ヶ丘団地 給水ポンプ等修繕工事 H30.1

㈱フジ工設 中野島多摩川住宅1～14号棟 給水装置制御盤更新工事 H30.2

東葉高速鉄道㈱ 船橋日大前駅旅客トイレ改良に伴う 電気設備設置その他工事 H30.2

㈱アイ･エヌ･オー 大和田一丁目他8団地 給水ポンプ等修繕工事 H30.2

南設備工業㈱ ｵﾙﾄﾖｺﾊﾏＶＴ他12団地 給水ポンプ等修繕工事 H30.2

東葉高速鉄道㈱ 飯山満駅旅客トイレ改良に伴う 電気設備設置その他工事 H30.3

日本総合住生活㈱ 光ヶ丘第2エステート団地 直結増圧給水改修工事 H30.3

㈱朝日工業社 東邦大学医療ｾﾝﾀｰ 水景設備工事 H30.3

㈱和田組 南青山ＰＲＯＪＥＣＴ 水景設備工事 H30.3

東京地下鉄㈱ 高田馬場駅～早稲田駅間 換気口換気設備改良工事 H30.4

㈱東京エスケー 塩浜団地 給水ポンプ等修繕工事 H30.4

㈱浅井設備 西国分寺 給水ポンプ等修繕工事 H30.4

㈱東京エスケー 鶴川他3団地 給水ポンプ等修繕工事 H30.4

東京地下鉄㈱ 小竹向原駅～千川駅間連絡線整備 千川駅機械設備復旧その他工事 H30.5

㈱東京エスケー 晴海ﾄﾘﾄﾝｽｸｴｱ他7団地 給水ポンプ等修繕工事 H30.5

東京地下鉄㈱ 清澄白河駅及び葛西信号機器室 職場空調設備更新工事 H30.6

首都圏新都市鉄道㈱ 浅草他1変電所 空調設備新設工事 H30.6

東京地下鉄㈱ 道灌山排水ﾎﾟﾝﾌﾟ室及び神宮町排水ﾎﾟﾝﾌﾟ室 排水ポンプ設備更新工事 H30.6

前田建設工業㈱ 研究施設更新 水景設備工事 H30.7

㈱城口研究所 白金二丁目計画 水景設備工事 H30.8

東葉高速鉄道㈱ 東海神駅旅客トイレ改良に伴う 電気設備設置その他工事 H30.10

㈱プリンスホテル ザ･プリンスタワー東京 加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤ｲﾝﾊﾞｰﾀ更新工事 H30.10

日本総合住生活㈱ 鷲尾外2団地 給水施設改良（直結増圧化）その他工事 H30.10

日本総合住生活㈱ 平塚高村団地 給水施設改良（直結増圧化）その他工事 H30.10

東京地下鉄㈱ 南青山ﾄﾝﾈﾙ換気室他4ヶ所 トンネル換気設備改良工事 H30.11

東京地下鉄㈱ 西池袋排水ﾎﾟﾝﾌﾟ室及び南池袋排水ﾎﾟﾝﾌﾟ室 排水ポンプ設備更新工事 H30.11

㈱東京エスケー 西久保公園ﾊｲﾂ他7団地 給水ポンプ等修繕工事 H30.11

大和設備工業㈱ 幕張ＢＴ 給水ポンプ修繕工事 H30.11

㈱アイ･エヌ･オー ｼｪﾚｰﾙ荻窪他10団地 給水ポンプ等修繕工事 H30.12

鹿島建物総合管理㈱ 恵比寿ガーデンプレイス 揚水ポンプ交換工事 H30.12

㈱プリンスホテル 品川プリンスホテル ポンプ更新工事 H30.12

アパホーム㈱ 東京ベイ幕張 空調機工事 H30.12

㈱前田設備 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ諏訪外2団地 給水施設改良（直結増圧化）その他工事 H31.1



工　事

年･月
顧客名及び納入先 件名

㈱プリンスホテル 品川プリンスホテル 排水ポンプ更新工事 H31.1

日本総合住生活㈱ ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ清瀬駅南 制御盤更新工事 H31.2

東京地下鉄㈱ 小竹向原～千川駅間連絡線整備に伴う 千川駅機械設備復旧及び改良工事 H31.2

日本総合住生活㈱ 梨香台外2団地 給水施設修繕その他工事 H31.2

明正工業㈱ ＵＲ小金原外1団地 改修工事 H31.2

日本メックス㈱ リバーシティ新川他 給水ポンプ取替工事 H31.2

日本メックス㈱ ﾘﾊﾞｰｼﾃｨｲｰｽﾄﾀﾜｰｽﾞ ポンプ修繕工事 H31.2

大和ハウス工業㈱ ㈱ｸｽﾘのｱｵｷ新本社ﾋﾞﾙ建設計画 水景設備工事 H31.2

斎久工業㈱ 小杉町二丁目開発計画新築工事 機械設備工事 H31.2

㈱東京エスケー 豊四季団地 給水動力設備修繕工事 H31.3

㈱東京エスケー 望海の街11号棟 制御盤修繕工事等 H31.3

㈱東京エスケー 望海の街8号棟 制御盤修繕工事等 H31.3

日本総合住生活㈱ 豊四季台浄水場 放流電磁弁工事 H31.3

㈱東京エスケー ｾｰﾗ小松川他9団地 給水ポンプ等修繕工事 H31.3

協立機電工業㈱ 東綾瀬 給水ポンプ等修繕工事 H31.3

八尋工業㈱ 船橋日大前駅他1駅 消火ポンプ更新工事 H31.3

西武鉄道㈱ 川越プリンスホテル・ペペ ポンプ更新工事 H31.3

参議院 参議院本館 噴水装置改修工事 H31.3

㈱協和設備 川口芝園他5団地 給水ポンプ等修繕工事 H31.4

日本総合住生活㈱ ｴｽﾃｨﾒｰﾙ多摩21 給水ポンプ修繕工事 H31.4

浅野商事㈱ トリニティ芝浦 給水ポンプ修繕工事 H31.4

東京地下鉄㈱ 護国寺駅昇降機設備設置に伴う 機械設備支障物処理その他工事 H31.4

日本総合住生活㈱ 高洲1-1 圧力制御装置修繕工事 R1.5

アール･ビー工装㈱ 横浜東口ルミネ 雑用水ポンプ更新工事 R1.5

㈱ワールドエンジニアリング 花菜ｶﾞｰﾃﾞﾝ各更新修繕 噴水工事 R1.5

東京地下鉄㈱ 南青山ﾄﾝﾈﾙ換気室他4ヶ所 トンネル換気設備改良工事 R1.6

㈱東京エスケー 葛西ＣＴ清新南ハイツ 給水ポンプ等修繕工事 R1.6

高砂熱学工業㈱ 真澄寺斉燈護摩道場改修工事 水景工事 R1.6

日本ファシリオ㈱ ｺﾝﾌｫｰﾙ霞ヶ丘他4団地 共用灯修繕その他工事 R1.7

日本総合住生活㈱ 新栄町団地 動力盤更新工事 R1.8

㈱プリンスホテル 品川プリンスホテル 中水設備改修工事 R1.9

日本総合住生活㈱ ﾛﾋﾞｰｼﾃｨ相模大野第一団地 給水施設改良その他工事 R1.9

㈱プリンスホテル 品川プリンスホテルメインタワー 各種ポンプ更新工事 R1.11

㈱プリンスホテル 品川プリンスホテルメインタワー 各種ポンプ整備工事 R1.11



工　事

年･月
顧客名及び納入先 件名

㈱プリンスホテル 品川プリンスホテル 排水ポンプ更新工事 R1.12

ヤマトプロテック㈱ 東京都議会議事堂 消火設備改修工事 R1.12

三建設備工業㈱ デックス東京ビーチ 給水ユニット更新工事 R1.12

東京地下鉄㈱ 小竹向原駅～千川駅間 連絡線整備に伴う向原ﾄﾝﾈﾙ換気設備復旧その他工事 R1.12

鹿島建設㈱ ＯＨ－１計画新築工事 水景設備工事 R1.12

㈱プリンスホテル 品川プリンスホテルイーストタワー 消防設備用ポンプ更新及び整備 R2.1

㈱東京エスケー Ｒ01多摩ＮＴ南大沢 給水ポンプ等修繕工事 R2.1

田中工業㈱ Ｒ01ＬＴ国領 給水ポンプ等修繕工事 R2.2

㈱地下鉄メインテナンス つくば秋葉原駅ほか1駅 ＭＣＣ盤インバータ交換補修工事 R2.3

日本総合住生活㈱ 竹の塚第二外1団地 給水施設改良（直結増圧化）その他工事 R2.3

東京地下鉄㈱ 西船橋駅信号機器室他２ヶ所 職場空調設備改良工事 R2.3

南設備工業㈱ R01ｺﾝﾌｫｰﾙ川崎富士見 給水ポンプ修繕工事 R2.3

㈱協和設備 R01ｺﾝﾌｫｰﾙ霞ヶ丘団地 給水ポンプ等修繕工事 R2.3

㈱地下鉄メインテナンス ＴＸ秋葉原駅 集塵機交換整備補修工事 R2.3

日本総合住生活㈱ ｼﾃｨｰｺｰﾄ立川曙町 給水ポンプ等修繕工事 R2.3

日本総合住生活㈱ 豊四季台 配管修繕工事 R2.3

日本総合住生活㈱ 豊四季台 濾過ポンプ修繕工事 R2.3

日本総合住生活㈱ 豊四季台 送水ポンプ仮設配管工事 R2.3

協栄設備工業㈱ 千川駅～向原ﾄﾝﾈﾙ換気室 冷却水配管設備工事 R2.3

㈱東京エスケー R01公田町 給水ポンプ等修繕工事 R2.3

日本総合住生活㈱ 豊四季台団地 給水ポンプ等修繕工事 R2.4

協栄設備工業㈱ 千川駅 冷却水配管設備追加工事 R2.6

㈱東京エスケー R01ﾋﾞｭｰﾀﾜｰおけがわ 給水ポンプ等修繕工事 R2.6

明正工業㈱ R01花見川団地 給水ポンプ等修繕工事 R2.6

田中工業㈱ R01大島４丁目 給水ポンプ等修繕工事 R2.6

南設備工業㈱ R01海岸通 給水ポンプ等修繕工事 R2.6

東京地下鉄㈱ 後楽園場内排水ﾎﾟﾝﾌﾟ室他２ヶ所 排水ポンプ設備更新工事 R2.7

日本メックス㈱ リバーシティ21 給水ポンプ修繕工事 R2.7

協立機電工業㈱ R01ﾘﾊﾞｰﾊｰﾌﾟｺｰﾄ南千住 給水ポンプ等修繕工事 R2.8

協立機電工業㈱ R01ｻﾝﾌﾗﾚ百合丘団地 給水ポンプ等修繕工事 R2.8

田中工業㈱ R01ﾗ･ｳﾞｪｰﾙ東陽町 給水ポンプ等修繕工事 R2.8

㈱ケイシステムジャパン R01ﾌﾟﾗｻﾞｼﾃｨ新所沢緑町 給水施設改良工事 R2.8

協立機電工業㈱ R01井土ヶ谷団地 給水ポンプ等修繕工事 R2.9


