
納 入

年･月

日本電波塔㈱ 日本電波塔ビル 受電機器、高圧盤類 S33・3

東洋高圧 茂原工場 ポンプ類、電気品類 S34・4

昭和石油㈱ 新潟製油所 パシフィックポンプ S37・11

帝都高速度交通営団 日比谷駅 電気機器類 S39・6

神奈川県 県庁舎 エアークリーナ S39・9

帝都高速度交通営団 新宿地下鉄ビル ポンプ、送風機類 S40・5

帝都高速度交通営団 大手町駅 換気装置機器 S41・2

㈱鉄道会館 ㈱鉄道会館(大丸） ポンプ、送風機類他 S41・8

世界貿易センタービルディング ポンプ、送風機類 S43・11

東京都 ニュー新橋ビル ポンプ、送風機類 S44・5

昭和電工㈱ 千葉工場 圧縮機、キャブクーラ S45・5

相模鉄道㈱ 新相模ビル ポンプ類 S46・9

自治省 自治医科大学 自動給水装置 S46・10

日本銀行本店 エアークリーナ類 S47・4

日本住宅公団 南永田町団地 給水ポンプ用制御盤 S47・7

住友不動産㈱ 新宿住友ビル 動力回収装置及ポンプ S47・9

昭和電工㈱ 千葉工場 排煙送風機 S47・10

㈱横浜高島屋 Ａブロック エアークリーナ類 S47・11

日本興業銀行 本店ビル ポンプ、送風機類 S47・11

東京海上火災保険㈱ 本社ビル ポンプ類 S47・11

動力炉核燃料開発公団 動燃大洗 チラーユニット類 S48・2

三井不動産㈱ 新宿三井ビル 換気用送排風機類 S48・3

名古屋ターミナル㈱ ターミナルビル ポンプ類 S48・4

横浜地下街㈱ ダイヤモンド地下街 ポンプ、送風機類 S48・9

東京都 都庁第３庁舎 ポンプ、送風機類 S48・9

帝都高速度交通営団 麹町駅他 送風機類 S48・12

東京都 都立府中病院 ポンプ、送風機類 S49・1

東海銀行 事務センター 送風機、ポンプ類 S49・4

霊友会 釈迦殿 ポンプ、送風機類 S49・6

沖縄国際海洋博覧会 海洋文化会館 送風機類 S49・7

日本専売公社 専売郡山工場 ポンプ、送風機類他 S49・11

西武鉄道㈱ 西武新宿駅ビル ポンプ、送風機類 S50・2

東邦生命保険相互会社 本社ビル パッケージエアコン S50・2

日本専売公社 北関東工場 送風機類 S50・3

顧客名及び納入先 品目



納 入

年･月
顧客名及び納入先 品目

東京都 葛飾清掃局 送風機類 S50・6

昭和発電㈱ 市原火力発電所 排脱ファン S50・9

㈱新都市開発センター 池袋副都心ビル ポンプ類 S50・10

建設省 筑波学園 高層制御排煙ﾌｧﾝ及ﾐﾆｺﾝﾋﾟｭｰﾀ S51・1

ＡＡケミカル㈱ 千葉工場 ブロアー S51・3

東急電鉄㈱ 新玉川線各駅舎 送風機、ポンプ類 S51・3

野村不動産㈱ 新宿野村ビル ポンプ、送風機類 S52・2

京王帝都電鉄㈱ 都営１０号線新宿駅 送風機、ポンプ類他 S52・6

神奈川県下水道局 神奈川県下水処理場 送風機類 S52・6

東京都 警視庁本部庁舎 ポンプ類他 S52・10

農林水産省 農業技術研究所 エアーシャワー類他 S53・3

新宿センタービル ポンプ類 S53・8

東京都 白髭防災センター ポンプ、送風機類他 S54・4

京王プラザホテル 南館 送風機、ポンプ類 S55・9

小田急電鉄㈱ 本厚木駅ビル パッケージエアコン類 S56・4

日本ﾃｷｻｽｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾄ㈱ 美浦工場 大型クーリングタワー S56・4

東急電鉄㈱ たまプラザＳ･Ｃ 空調機器類他 S56・5

静岡ターミナルビル㈱ エアークリーナ他 S56・6

昭和電工㈱ 千鳥工場 圧縮機他 S56・10

立川ターミナルビル㈱ ポンプ、送風機類 S56・11

西武鉄道㈱ 新高輪プリンスホテル ポンプ類 S56・11

オリエンタルランド㈱ 東京ディズニーランド ポンプ類及制御盤 S56・12

帝都高速度交通営団 羽沢トンネル 送風機類 S57・5

帝都高速度交通営団 向原駅トンネル 送風機類 S57・6

㈱日立製作所 大森別館 送風機、ポンプ類他 S57・6

西武鉄道㈱ 赤坂プリンスホテル 送風機、ポンプ類 S57・7

㈱日立製作所 本社ビル エアハン、ポンプ類 S57・9

土浦ステーションビル㈱ 冷温水発生機類 S57・11

第一化成㈱ 栃木工場 スクリュー圧縮機他 S58・2

日本原子力研究所 核融合ＪＴ-60 送風機、ポンプ類 S58・4

富士ゼロックス㈱ 海老名工場 チラーユニット他 S58・6

昭和石油㈱ 川崎製油所 海水ポンプ更新 S58・6

大正海上火災保険㈱ 本社ビル ディーゼル発電設備 S58・7

安藤建設㈱ 本社ビル エアハン、パッケージ S58・12



納 入

年･月
顧客名及び納入先 品目

野村證券㈱ 高輪研修所 エアハン、パネルタンク S59・1

オリンパス光学 伊那工場 パッケージ、ポンプ他 S59・4

東京証券取引所ビル 立会棟 インバータ盤 S59・5

昭和石油㈱ 川崎製油所 ポンプ、電動機 S59・9

東京エレクトーン㈱ パッケージ、エアコン S59・9

昭和電工㈱ 川崎工場 スクリュー圧縮機 S59・10

東急電鉄㈱ 中央林間駅 ファン他 S60・1

東京都 芝浦食肉センター 給水圧送設備 S60・1

富士重工業 三鷹工場 空調機類 S60・3

昭和エンジニアリング㈱ 空気圧縮機他 S60・4

住宅都市整備公団 亀戸住宅 ポンプ類 S60・5

亜細亜大学 冷温水発生機 S60・6

三井建設㈱ クエート ドレンジャー装置 S60・7

エーザイ㈱ 鹿島工場 パッケージ、エアコン S60・8

錦糸町ステーションビル パッケージ他 S60・9

第一化成㈱ 任生工場 組立用ロボット S60・9

昭和エンジニアリング㈱ Ｈ2ガス圧縮機 S60・10

昭和電工㈱ 川崎工場 圧縮機 S60・10

アークヒルズ 事務所棟 パッケージ、ポンプ S60・10

アークヒルズ ホテル棟 ファン、ポンプ S60・10

昭和電工㈱ 川崎工場 吸収式冷凍機 S60・10

コパル 郡山工場 冷凍機他 S60・11

東京生命保険相互会社 芝ビル ポンプ類 S60・11

住宅都市整備公団 高島平住宅 圧力タンク式給水ユニット S60・12

山水電気㈱ 環境試験装置 S60・12

池田暖房㈱ 入間プラザ パネル水槽 S61・1

デュポン･ジャパン 研究所 チラーユニット他 S61・4

秩父市役所 図書館 冷凍機 S61・5

新霞ヶ関三井ビル インバータ、ポンプ他 S61・7

三共㈱ ファンコイル S61・8

所沢市役所 市庁舎 チラーユニット、ポンプ S61・8

後楽園ドーム ポンプ、ファン S61・10

綾瀬一丁目市街地ビル パッケージ、エアコン他 S61・11

港区役所 区庁舎 冷凍機、ポンプ、ファン S62・1



納 入

年･月
顧客名及び納入先 品目

船橋ステーションビル 冷温水ユニット S62・2

平塚ステーションビル ファン、パッケージ他 S62・2

平塚ステーションビル エレベータ、エスカレータ S62・3

電源開発 本社ビル チラーユニット、ファン他 S62・3

日立協力工場亀戸協同組合 協力工場 生産管理ｼｽﾃﾑ(ﾊﾟｿｺﾝ３３ｾｯﾄ） S62・3

富士重工業 三鷹工場 ターボ冷凍機、ファンコイルユニット S62・3

全日空 新電算センター ポンプ類、ファン S62・3

住宅都市整備公団 谷津３丁目住宅 ポンプ類、パネル水槽 S62・4

西麻布　三井ビル 冷温水発生機、ファン S62・5

野村證券㈱ 高輪第２期 エアーハンドリングユニット S62・5

北幸ビル ファンコイルユニット S62・5

埼京線武蔵浦和駅南口ビル ファンコイルユニット他 S62・6

日本興業銀行本店 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ他 S62・6

住宅都市整備公団 千葉高洲３丁目住宅 速度制御給水装置 S62・6

アップジョン 筑波 圧縮機、ポンプ S62・8

三協ガス 新潟 消化ポンプ S62・8

京王帝都電鉄㈱ 聖蹟桜ヶ丘駅前ビル ポンプ、ファン S62・9

㈱世界貿易ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ インバータ盤 S62・10

東京証券取引所ビル 事務所棟 インバータ盤 S62・10

住友ツインビル 東館 ポンプ、ファン S62・10

西武鉄道㈱ 大磯プリンスホテル ポンプ、ファン S62・11

帝都高速度交通営団 月島駅 換気用ファン、ポンプ S63・1

大洋ビル パッケージ、チラーユニット S63・1

サッポロビール 千葉工場 ﾁﾗｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ、ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ S63・1

新福島駅ビル パッケージ、エアコン、ポンプ S63・1

東急電鉄㈱ 不動前ビル エアーハンドリングユニット S63・1

山手開発㈱ 巣鴨アーバン 氷蓄熱ユニット S63・1

コダックジャパン 研究所 ポンプ、ファン S63・3

日興証券 八千代研修所 ターボ冷凍機、ファン他 S63・3

赤坂センタービル チラーユニット S63・3

大忠電子 パッケージ、エアコン S63・3

東日暮里ビル パッケージ、エアコン S63・3

千葉パブリックゴルフクラブ 合併浄化槽 S63・3

亜細亜大学 冷凍機、クーリングタワー S63・4



納 入

年･月
顧客名及び納入先 品目

新宿西口共同ビル エアーハンドリングユニット S63・4

川崎駅前ビル 冷凍機、パッケージ、ポンプ他 S63・4

三井信託銀行 事務センター ターボ冷凍機 S63・4

東急百貨店 東急文化村 チラーユニット、ターボ冷凍機 S63・7

通産省 工技院 ホイスト、クレーン S63・8

帝都高速度交通営団 大手町駅 送風機 S63・8

住宅都市整備公団 谷津３丁目Ｃブロック 給水設備 S63・10

新川崎三井ビル 空調機器類 S63・10

三菱金属㈱ 三田工場 クリーンルーム機器 S63・10

日本テレコム 計算センター ポンプ、チラーユニット S63・11

㈱団地サービス 西菅田団地 給水設備 S63・12

住宅都市整備公団 袖ヶ浦団地 圧送給水設備 S63・12

住宅都市整備公団 千葉幸町団地 圧送給水設備 S63・12

日本たばこ産業㈱ 小山工場 パッケージ S63・12

キリンビール 高崎工場 チラーユニット H1・2

トーホー加工 小山工場 冷凍機、ポンプ、ファン他 H1・2

湖南学園(早稲田ゼミ） 所沢校舎 チラーユニット、ファン他 H1・3

東京ガス㈱ 新宿西口地冷第２ﾌﾟﾗﾝﾄ ポンプ、ファン H1・3

㈱世界貿易ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ Ｆ・Ｒ・Ｐ水槽 H1・4

つくば三井ビル 吸収式冷凍機、ファン H1・4

群馬電子計算センター チラーユニット、ポンプ他 H1・4

三和興産 鉄筋加工センター クラブ式クレーン設備 H1・5

読売新聞社 深川工場 圧縮機類 H1・5

昭和エンジニアリング㈱ 昭和電工㈱川崎工場 冷凍機 H1・5

エーザイ㈱ 筑波工場 吸収式冷凍機、ポンプ他 H1・6

吉祥寺ステーションセンター ファンコイル、冷凍機他 H1・7

原町田再開発 チラーユニット H1・7

中村屋 埼玉工場 日立パッケージ他 H1・7

住宅都市整備公団 南浦和団地 日立ハイパックス H1・7

報知新聞社 圧縮機他 H1・9

北品川ＯＮビル ポンプ、ファン H1・9

㈱団地サービス 港南台団地 制御盤 H1・9

新高輪プリンスホテル ポンプ、送風機 H1・10

都立大学 八王子新校舎 チラーユニット H1・10



納 入

年･月
顧客名及び納入先 品目

川崎市庁舎 冷温水発成機他 H1・10

フジテレビ パッケージ H1・12

㈱三共製薬 パッケージ他 H1・12

住宅都市整備公団 北坂戸団地 ハイパックス H1・12

新横浜プリンスホテル ポンプ H2・1

㈱団地サービス 鶴ヶ丘団地 ハイパックス H2・1

住宅都市整備公団 千葉幸町団地 ハイパックス H2・1

住宅都市整備公団 鶴ヶ丘団地 ハイパックス H2・2

住宅都市整備公団 大谷田１丁目団地 ハイパックス H2・2

住宅都市整備公団 三郷団地 ハイパックス H2・3

ＫＤＤ 大手町 ポンプ H2・3

霞山ビル 冷凍機 H2・3

ワンビシ第３センター エアーハンドリングユニット H2・3

昭和エンジニアリング㈱ アサヒビール茨城工場 炭酸ガス圧縮機 H2・3

帝都高速度交通営団 営団銀座１丁目 軸流送風機 H2・4

住宅都市整備公団 吉川団地 ハイパックス H2・6

東邦モーターズ㈱ 冷凍機他 H2・6

北品川御殿山ヒルズ ポンプ、ファン H2・6

住宅都市整備公団 あやめ台団地 ハイパックス H2・7

東京都 都新庁舎第二庁舎 送風機、ポンプ H2・8

東京工芸大学 パッケージ他 H2・8

住宅都市整備公団 青葉台団地 ハイパックス H2・10

マルエツ 糀谷店 パッケージ類 H2・11

キャノン本社 パッケージ、エアコン H2・12

城山プロジェクト事務所棟 ポンプ類 H3・1

大川端リバーシティー ファンコイルユニット H3・2

杏林大学病院 ファンコイルユニット H3・2

保土ヶ谷駅ビル パッケージ、エアコン H3・3

ワールドビジネスガーデン エアーハンドリングユニット H3・4

アサヒビール 名古屋工場 炭酸ガス圧縮機 H3・5

日本ﾃｷｻｽｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾄ㈱ 美浦工場 ポンプ H3・7

東京医科歯科大学 送風機 H3・7

サンド薬品㈱ 圧縮機、ポンプ H3・7

帝都高速度交通営団 ７号線駒込駅 送風機、ポンプ類 H3・8



納 入

年･月
顧客名及び納入先 品目

虎ノ門病院 ファンコイル H3・8

氷山駅 北口施設棟 ポンプ H3・8

西武本川越駅ビル 送風機、ポンプ H3・9

昭和電工㈱ 千葉営業所 空調機類 H3・9

新宿西口第２駐車場 ポンプ H3・9

小松電子金属㈱ パッケージ H3・9

住宅都市整備公団 東坂戸団地 ハイパックス H3・9

芝Ｈ＆Ｋビル エレベータ H3・9

日立駅前ショッピングセンター パッケージ他 H3・10

理化学研究所 ターボ冷凍機 H3・11

ポンジュース 茨城工場 パッケージ H3・11

豊洲小野田ビル ポンプ H3・11

モリモビル 冷凍機類 H3・12

ＩＨＩ豊洲ビル ポンプ H3・12

山京㈱ 浅草橋ビル パッケージ、エアコン H3・12

南大沢地暖 送風機、ポンプ H4・2

聖路加国際病院 インバータ盤 H4・2

住宅都市整備公団 鶴ヶ丘団地 日立ハイパックス H4・2

㈱三共製作所 静岡事業所第２工場 エスカレータ H4・2

都立府中病院 ポンプ類 H4・3

日本銀行 本店 パッケージ他 H4・3

第一生命保険相互会社 東戸塚研修センター 給水ポンプユニット他 H4・4

大手町ＣＤＰビル ゴミ処理装置 H4・4

五反田ハタビル パッケージ他 H4・5

プラザ広尾 冷凍機類 H4・5

ＹＫＫ東京 エアーハンドリングユニット H4・5

横浜地下鉄センター北駅 パッケージ H4・6

大崎ＣＮビル パッケージ H4・6

信越化学工業㈱ 磯部 冷凍機類 H4・6

池袋ターミナルビル ファンコイル他 H4・7

興亜火災海上保険㈱ 銀座ビル エアーハンドリングユニット H4・7

日立電線㈱ チラー H4・7

都営新宿線 市ヶ谷駅 ファン H4・7

杏林大学病院 ファンコイルユニット H4・8



納 入

年･月
顧客名及び納入先 品目

㈱アドバンテスト行田 パッケージ型空調機他 H4・8

幕張プリンスホテル ポンプ類 H4・8

㈱三共製作所 パッケージ他 H4・8

東西線 門前仲町駅 送排風機、ポンプ類 H4・8

フジテレビ パッケージ H4・9

住宅都市整備公団 希望ヶ丘団地 ハイパックス H4・9

東陽町ＮＴビル ポンプ、送風機 H4・10

住宅都市整備公団 千草台団地 ハイパックス H4・11

杏林大学 八王子校舎 パッケージ H4・11

住宅都市整備公団 各所 自動通報システム H4・12

住宅都市整備公団 横浜南永田町団地 給水ポンプ他 H5・1

ＪＴ平塚ビル チラー H5・3

住友生命保険相互会社 宇都宮 吸収式冷凍機 H5・3

学習院大学 パッケージ H5・3

サンド薬品㈱ つくば研究所 チラーユニット、冷凍機他 H5・5

㈱ホギメディカル パッケージエアコン H5・5

横浜第2合同庁舎 送風機 H5・5

昭和電工㈱ 千葉営業所 チラーユニット他 H5・6

㈱資生堂 久喜営業所 ポンプ H5・6

千葉新町再開発東棟 送風機、ポンプ H5・6

㈱ブリヂストン 秩父 冷凍機他 H5・6

西新宿 東地区第2期 ファン H5・6

㈱ららぽーと スキードーム ファン、パッケージ、ファンコイル H5・7

新木場振興会館 エアハン H5・7

調布ビル ポンプ H5・7

日立武蔵工場 恩多町独身寮 ルームエアコン H5・8

東京ガス㈱ 新宿超高層ビル ポンプ、エアハン、ファン H5・8

電総研 研究本館 ポンプ、冷凍機 H5・8

動燃大洗工学センター チラーユニット H5・8

㈱世界貿易ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ ポンプ、制御盤 H5・9

ショッピングセンターサンピア パッケージ H5・9

麹町ＮＭビル ＯＡフロアー H5・9

法華クラブ パッケージエアコン H5・9

住宅都市整備公団 前野台団地 給水ポンプ H5・9



納 入

年･月
顧客名及び納入先 品目

キャノン㈱ パッケージ H5・10

亀戸1丁目団地 エアハン H5・11

杏林大学病院 冷凍機 H5・11

サッポロ恵比寿ホテル ポンプ類 H5・11

サンピア東金 パッケージ H5・12

亀有南口開発 ポンプ H5・12

住宅都市整備公団 多摩ＮＴ21-ＨＢＬ ウォータエース H6・1

ダイエー大島店 冷凍機 H6・3

東京都上野動物園 葛西臨海水族館 取水逆洗ポンプ H6・3

松戸加藤ビル 冷温水ユニット H6・5

反町ビル パッケージエアコン H6・5

理化学研究所 冷温水ユニット H6・7

立川基地跡地再開発 ポンプ他 H6・9

衆議院 第一議員会館 冷凍機 H6・10

住宅都市整備公団 すすきの団地6街地 圧力タンク、自動給水装置 H6・10

海老名地下駐車場Ａ 送風機類 H6・12

立川基地跡地再開発 送風機 H6・12

サカタのタネ 本社ビル パッケージ、送風機 H7・1

新宿アイランドタワー 送風機 H7・1

茨城県立医療大学 冷温水ユニット H7・1

東京テレポート 冷凍機、空調機類 H7・3

気象庁 冷凍機 H7・3

住宅都市整備公団 すすきの団地3街地 圧力タンク、自動給水装置 H7・3

第一生命海老名ビル エアハン、送風機 H7・4

三井海上テプコ共同ビル チラーユニット H7・5

ダイエー木更津店 自動冷温水ユニット他 H7・5

古河市福祉の森総合会館 冷凍機設備 H7・5

ＦＣＧビル ポンプ H7・6

世田谷総合体育館温水プール ポンプ他 H7・6

日本興業銀行 本店 ポンプ他 H7・6

東京国際フォーラムＤＨＣ ポンプ H7・6

昭和電工 秩父工場 冷凍機設備、ポンプ、送風機 H7・6

泉郷プラザホテル安曇野 パッケージ型エアコン他 H7・6

東京農大新校舎 送風機、ポンプ、冷温水機 H7・7



納 入

年･月
顧客名及び納入先 品目

住宅都市整備公団 青戸団地7～12団地 自動給水装置用制御盤 H7・8

第一生命池袋ビル エレベーター H7・8

麹町郵便局 冷温水ユニット H7・9

有明モデルビル ポンプ、ファン H7・10

国連大学 チラーユニット、ファン H7・10

新川団地 ポンプ盤 H7・10

東京海上火災保険本館 ポンプ H7・12

ＨＯＹＡ㈱ 長坂工場 パッケージ型空調機 H7・12

昭和電工 千葉工場 空調機器類 H8・1

新検見川マンション 給水ポンプユニット H

動燃･大洗（ＡＧＦ） ターボ冷凍機 H8・2

国立国際医療センター ヒートポンプチラー H8・2

動燃・大洗（ＦＭＦ） ターボ、冷凍機 H8・3

日本興業銀行 本店 ポンプ H8・3

衆議院第二議員会館 ターボ冷凍機 H8・3

昭和電工 ＨＤ工場 パッケージ他 H8・3

昭和電工 千葉工場 ファンフィルターユニット H8・3

昭和電工 千葉工場 コンプレッサー他 H8・3

昭和電工 千葉工場 チラーユニット H8・4

マルエツ 長津田店 冷温水ユニット H8・4

昭和電工 ＨＤ工場 チラーユニット他 H8・4

昭和電工 ＨＤ工場 ファンフィルターユニット H8・4

第一生命大森 空調機類 H8・6

土浦駅前再開発事業 冷温水ユニット H8・7

ニッタンバルブ 秦野工場 パッケージ型空調機 H8・7

三菱マテリアルシリコン㈱ チラー H8・7

㈱ｴｽﾃﾞｨｴｽﾊﾞｲｵﾃｯｸ 横浜工場 圧縮機 H8・10

本駒込第二団地Ａ棟 ポンプ類一式 H8・10

土浦駅前再開発 えあー H8・10

昭和電工 千葉工場 チラーユニット H8・10

昭和電工 千葉工場 エアーシャワー H8・10

理化学研究所 冷温水ユニット H8・11

昭和電工 千葉工場 ファンフィルターユニット H9・1

営団有楽町駅 送風機類 H9・1



納 入

年･月
顧客名及び納入先 品目

横須賀市体育館第2体育館 空調機、ファンコイル H9・2

三浦市総合体育館 パッケージ、冷却塔 H9・3

本駒込2丁目団地 自動給水装置制御盤 H9・3

日本ロシュ包装棟 冷凍機 H9・3

地球市民かながわプラザ 日立送風機 H9・3

茨城県下館市合同庁舎 チラーユニット H9・3

セルテ横浜センタービル 冷凍機 H9・3

日立電線㈱ 高砂工業 ポンプ他 H9・5

ミサワホームズ三ノ輪 パッケージエアコン H9・7

凸版印刷嵐山ＡＳ ポンプ類他 H9・7

コマツ電子金属 チラーユニット H9・8

新藤電子工業 那珂工場 圧縮機、真空関連機器 H9・9

北里大学病院 日立ポンプ他 H9・10

横浜市大船病院（ＪＶ） 日立ポンプ他 H9・10

国立北3丁目団地 屋外給水装置 H9・11

キャノン小杉システムプラザ 日立パッケージ類 H9・11

大崎駅前再開発 西工区業商棟 ポンプ H9・12

昭和電工㈱ 千葉工場 ファンフィルターユニット H9・12

アーク森ビルゴールドマンサックス 日立パッケージ形エアコン H9・12

日本興業銀行 本店 パッケージ形空調機 H10・1

アイシン・エィ・ダブリュ㈱ 岡崎工場 消化ポンプユニット他 H10・3

三共㈱ 小名浜工場 消化ポンプ H10・3

光が丘団地 送水ポンプ盤 H10・3

杏林大学医学部付属病院 日立ポンプ、ファンコイルユニット H10・3

西新宿6丁目再開発 温水ユニットポンプ H10・3

昭和チタニュウム㈱ 富山工場 空調機器 H10・5

キャノン㈱ 小杉事業所 日立パッケージ形エアコン H10・5

住友大阪セメント㈱ 赤穂工場 液体抵抗器 H10・5

昭和電工㈱ 千葉ＨＤ工場 クリーンルーム用フィルター H10・6

松原団地駅前住宅 日立ポンプ類 H10・6

立川駅南口合体ビル 日立ポンプ H10・6

凸版嵐山工場 コンプレッサー H10・7

大井サティ 日立ガス吸水式温水ユニット H10・9

興銀本店 パッケージ形エアコン H10・9



納 入

年･月
顧客名及び納入先 品目

銀河高原ビール 那須高原工場 スクリュー圧縮機 H10・9

講談社 本社ビル 日立ポンプ類 H10・12

ＪＲ品川駅 日立パッケージエアコン H11・1

営団千代田線新御茶ノ水駅 制御盤類 H11・2

広重病院 介護支援システム H11・3

昭和電工㈱ ＨＤ工場 コンプレッサー等 H11・9

桜堤団地 制御盤 H11・9

7号線 南麻布駅 日立送風機 H11・9

国立代々木競技場 日立吸収式冷温水ユニット H11・11

東京湾合同庁舎 日立ファンコイルユニット H11・11

鹿島セントラルホテル 送風機 H11・12

中川処理場 パッケージ型空調機 H11・12

慶應義塾大学理工学部 冷凍機設備 H11・12

日立電線㈱ 電線工場ＳⅡ2 パッケージエアコン H12・2

せんげん台パークタウン4番街 自動給水装置 H12・3

千葉ＮＴ清水口第二住宅 自動給水装置 H12・4

リバーシティー21 日立ポンプ・送風機 H12・4

日立電線㈱ 電線工場 パッケージエアコン H12・5

ニッサンビルネット 吸水式冷凍機・ポンプ H12・6

7号線 麻布駅 送風機 H12・6

埼玉高速鉄道 朝日トンネル 送風機 H12・7

日本テレコム 丸山国際中継所 H12・7

千代田テクノル新測定センター 圧縮機 H12・7

八王子高校 氷蓄熱ﾕﾆｯﾄ･ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ･ﾎﾟﾝﾌﾟ H12・7

杏林大学 八王子校舎 パッケージエアコン H12・7

南浦和団地（建替） 自動吸水装置用制御盤 H12・7

皆野病院 吸水式冷温水発生機・ﾎﾟﾝﾌﾟ・ﾌｧﾝ H12・8

晴海再開発Ｚ棟 エアハンドリングユニット H12・8

日本テレコムセンター パッケージエアコン H12・8

ニッタンバルブ 秦野工場 パッケージエアコン H12・8

7号線 麻布駅 軸流送風機 H12・9

カルフール南町田 ガス直炎吸収式冷凍機 H12・9

東京大学医学部付属病院 自動給水装置及水中ポンプ H12・9

ハイパーホールメルクス新習志野 パッケージ H12・11



納 入

年･月
顧客名及び納入先 品目

日プラ 山梨工場 圧縮機 H12・11

星薬科大学 冷凍機 H12・11

日本テレコム 丸山国際中継所Ｃ棟 パッケージエアコン H12・11

ミツミ電機 ４号棟 ターボ冷凍機 H12・11

藤沢薬品 筑波研究所 吸収式冷凍機 H12・11

日新鶴見ビル パッケージエアコン H13・2

大津ヶ丘第５住宅 日立自動給水ユニット H13・3

昭和電工㈱ ＨＤ工場 ファンフィルターユニット H13・3

日本精工㈱ 桐原工場 冷凍機、圧縮機ポンプ H13・5

潮路北第２ハイツ 日立自動給水ユニット H13・6

ロイヤルコート京葉蘇我 換気扇 H13・6

藤沢薬品 筑波研究所 冷凍機 H13・9

ＮＨＫ放送技術研究所 チルドタワー H13・10

特別養護老人ホーム芙蓉園 吸収式冷凍機 H13・10

キャノン㈱ 下丸子エネルギー棟 ポンプ、送風機 H13・11

協和シルバーセンター 吸収式冷凍機 H13・12

愛宕２丁目計画事務所棟、住宅棟 ポンプ、送風機 H13・12

東京都食肉市場 ファンコイルユニット H13・12

協和シルバーセンター 吸収式冷凍機 H14・1

本田技研 栃木 ポンプ H14・1

宝醤油 銚子 パッケージ･チラー･エアシャワー H14・3

キャノン㈱ 下丸子 ファンコイル･ポンプ H14・4

臨海線大井町駅 ターボ冷凍機 H14・7

六本木六丁目森ビル インバータ H14・8

１１号線住吉駅 送風機 H14・8

ＣＷＣ横浜ﾃﾞｰﾀ交換ｾﾝﾀｰ パッケージエアコン H14・10

みずほアセット 市ヶ谷（安田信託） チラー H14・10

三共㈱ 平塚 ポンプ H14・12

六本木６丁目事務所棟Ａ パッケージエアコン H15・1

三機工業㈱ 日本橋１丁目計画 ターボ冷凍機 H15・3

メリルリンチ日本証券 日本橋１丁目 パッケージエアコン H15・6

日清紡 川越工場 パッケージエアコン H15・8

医療法人すこやか高田中央病院 パッケージエアコン H15・10

明治大学 駿河台Ｂ地区 ポンプ H15・11



納 入

年･月
顧客名及び納入先 品目

ＭＭ２１線横浜駅 チラーユニット H15・11

汐留Ｈ街区民間賃貸住宅 電気温水器 H16・1

城西国際大学薬学部 チラーユニット H16・3

幸楽苑 小田原工場 パッケージエアコン H16・3

ＵＦＪ銀行三田ビル ターボ冷凍機 H16・3

三井不動産㈱ 新川崎三井ビル インバータ H16・3

高砂熱学工業㈱ みずほ銀行小川町支店 パッケージエアコン H16.6

高砂熱学工業㈱ キャノン幕張 チラーユニット H16.7

日本総合住生活㈱ 竹ノ塚第三団地 ダイレクトＷＡ H16.7

三機工業㈱ 杏林大学病院 吸収式冷温水機 H16.8

三機工業㈱ 千代田グラビア パッケージエアコン H16.8

㈱扇港電機 高根台団地（建替） 給水ポンプ制御盤他 H16.9

㈱朝日工業社 昭和真空相模原工場Ⅱ期 チルドタワー、ポンプ他 H16.10

三機工業㈱ 富士写真フィルム宮台 吸収式冷温水機 H16.11

㈱西原衛生工業所 志木ニュータウン ポンプ H16.12

三機工業㈱ ＪＩＣＡ東京国際センター チラーユニット H16.12

日本総合住生活㈱ 光ヶ丘ＰＴ四季の香他12団地 ミスターＷＡユニット H16.12

㈱朝日工業社 日本大学高等学校・中学校 パッケージエアコン H17.2

三機工業㈱ 日本生命日比谷ビル エアーハンドリングユニット H17.3

㈱西原衛生工業所 東京プリンスホテル ポンプ H17.3

三機工業㈱ ＭＥＭＣ 冷凍機 H17.5

三機工業㈱ 日立電線 冷凍機 H17.5

三機工業㈱ ホテル日航日立 空調機 H17.6

㈱朝日工業社 全共連幕張研修センター 冷凍機 H17.7

㈱朝日工業社 ＴＯＣ有明 冷凍機 H17.11

能美防災㈱ シャープ亀山 消火ポンプ H17.11

三機工業㈱ 三越新宿店 冷凍機 H18.2

㈱朝日工業社 味の素ファインテクノ ポンプ・エンジン H18.2

三機工業㈱ 銀座テアトル チラーユニット H18.3

高砂熱学工業㈱ 本田技研 ポンプ H18.3

㈱西原衛生工業所 三田三丁目計画 電気温水器 H18.3

能美防災㈱ リコー沼津 消火ポンプ H18.3

日本総合住生活㈱ 光ヶ丘ＰＴプロムナード-10-5 給水ユニット H18.3

三機工業㈱ 東京建設コンサルタント チラーユニット H18.8



納 入

年･月
顧客名及び納入先 品目

㈱朝日工業社 味の素川崎工場77/83工場 パッケージエアコン・クリーンルーム機器 H18.8

㈱朝日工業社 凸版印刷嵐山工場 圧縮機 H18.8

高砂熱学工業㈱ 幕張テクノガーデンＤ棟 電算用パッケージエアコン H18.9

㈱西原衛生工業所 フジテレビ臨海スタジオ棟 ポンプ H18.9

三機工業㈱ 杏林大学医学部付属病院新外科病棟 冷凍機 H18.10

㈱西原衛生工業所 東京駅日本橋口ビル ポンプ H18.10

三機工業㈱ 新丸の内ビル ポンプ H18.11

三機工業㈱ コナミスーパーキャンパス ポンプ・チラーユニット・圧縮機 H18.11

東京総合設備㈱ 東部地域病院 チラーユニット H18.11

高砂熱学工業㈱ キャノン溝の口研修センター チラーユニット H18.11

高砂熱学工業㈱ メルク㈱厚木物流センター チラーユニット・圧縮機 H18.11

高砂熱学工業㈱ アルバック茅ヶ崎Ｌ棟 ターボ冷凍機 H18.12

高砂熱学工業㈱ 新宿プリンスホテル ファンコイル H18.12

㈱朝日工業社 東池袋四丁目地区第一種市街地 パッケージエアコン・全熱交換器 H18.12

㈱朝日工業社 特別養護老人ホームこころ三芳 パッケージエアコン H19.1

三機工業㈱ 新横浜駅ビル ターボ冷凍機 H19.1

三機工業㈱ キャノン宇都宮 パッケージエアコン・圧縮機 H19.1

㈱朝日工業社 日本メクトロン鹿島工場 冷凍機 H19.2

能美防災㈱ 大陽日酸㈱姉ヶ崎工場 消火ポンプ H19・3

㈱朝日工業社 アルバック本社工場Ｕ棟 パッケージエアコン H19.5

三機工業㈱ 丸の内三井ビル ターボ冷凍機・ポンプ H19.5

高砂熱学工業㈱ 新宿ＮＳビル エアハンドリングユニット H19.6

高砂熱学工業㈱ アルフレッサ神奈川物流センター スクロールクーリングシステム H19.8

高砂熱学工業㈱ 産経新聞新千鳥工場 チラーユニット H19.8

三機工業㈱ キャノンセミコンダクター チラーユニット H19.8

高砂熱学工業㈱ ＭＭ21-33街区 パッケージエアコン H19.12

高砂熱学工業㈱ 日本ＴＩ㈱三浦工場 ポンプ H20.1

高砂熱学工業㈱ 高速鉄道４号線日吉駅 ターボ冷凍機 H20.2

高砂熱学工業㈱ 新宿プリンスホテル ファンコイルユニット H20.2

高砂熱学工業㈱ 高砂熱学工業㈱総合研究所 ブラインチラー・パッケージエアコン H20.2

三機工業㈱ 三井生命町田ビル パッケージエアコン H20.2

三機工業㈱ 東京地下鉄箱根保養所 チラーユニット・スケール除去装置 H20.2

三機工業㈱ 日立建機㈱常陸那珂臨港工場 吸収式冷凍機・ｴｱｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ・空調機・ﾎﾟﾝﾌﾟ・ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ H20.2

㈱西原衛生工業所 南青山２丁目ビル ポンプ H20.3



納 入

年･月
顧客名及び納入先 品目

高砂熱学工業㈱ 日本政策投資銀行本店 パッケージエアコン H20.3

三機工業㈱ キャノン下丸子 パッケージエアコン H20.3

高砂熱学工業㈱ ㈱前川製作所新本社ビル 空気調和機・ポンプ H20.3

三機工業㈱ 日立電線㈱電線工場Ｓ-2工場 ターボ冷凍機、ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰﾎﾟﾝﾌﾟ H20.7

三機工業㈱ 三井生命新大橋ビル パッケージエアコン H20.8

高砂熱学工業㈱ コンタツビル パッケージエアコン H20.8

㈱朝日工業社 アルバック成膜㈱Ｅ棟 ｴｱｼｬﾜｰ・ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ H20.10

三機工業㈱ 日立建機㈱常陸那珂臨港工場 ポンプ・圧縮機 H20.11

三機工業㈱ 日産化学工場㈱富山工場 エンジン駆動型消火ポンプ H21.1

高砂熱学工業㈱ 田中貴金属工業㈱袖ヶ浦工場 チラーユニット H21.1

高砂熱学工業㈱ 日本ＴＩ㈱美浦工場 冷凍機、ポンプ H21.1

日本フェンオール㈱ 凸版印刷川本工場 エンジン、モータ、消火ポンプ H21.1

㈱初田製作所 伊藤忠　江田島油槽基地 エンジン、消火ポンプ H21.2

三機工業㈱ 三井生命池袋ビル パッケージエアコン H21.2

㈱朝日工業社 横須賀アリーナ パッケージエアコン H21.2

ｴﾌ･ﾃｨｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈲ アサガミプレスセンター 圧縮機 H21.3

芝工業㈱ 行田外団地 増圧給水ポンプ H21.3

東亜石油㈱ 東亜石油扇町工場 圧縮機改善用部品 H21.3

高砂熱学工業㈱ 中央大学多摩キャンパス ポンプ H21.3

㈱朝日工業社 筑波大学体育科学系Ａ棟 パッケージエアコン H21.5

㈱朝日工業社 八王子駅南口第一種市街地 ターボ冷凍機 H21.6

さかえ設備㈱ 大谷田一丁目団地 ポンプ H21.6

㈱西原衛生工業所 青葉台３丁目計画 電気温水器 H21.7

㈱朝日工業社 東京工芸大学厚木ｷｬﾝﾊﾟｽ チラーユニット H21.8

高砂熱学工業㈱ 幕張ﾃｸﾉｶﾞｰﾃﾞﾝｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽ 電算用パッケージエアコン H21.9

㈱朝日工業社 都営新宿線菊川駅 水冷パッケージエアコン H21.10

能美防災㈱ 東北リコー㈱第７工場 ポンプ H21.10

高砂熱学工業㈱ 日本ＴＩ㈱美浦工場 冷凍機・ポンプ H21.11

㈱朝日工業社 みずほ銀行千葉事務ｾﾝﾀｰ ポンプ H21.12

三機工業㈱ ㈱千代田ｸﾞﾗﾋﾞｱ潮来第３工場 ターボ冷凍機・パッケージエアコン・ポンプ H22.2

能美防災㈱ 電気化学工業㈱ エンジン付消火ポンプ H22.3

㈱初田製作所 東芝浜川崎工場 消火ポンプ H22.3

ヤマトプロテック㈱ 東京航空計器㈱ エンジン付消火ポンプ H22.3

能美防災㈱ 神戸製鋼高砂工場 エンジン付消火ポンプ H22.4



納 入

年･月
顧客名及び納入先 品目

三機工業㈱ 東京国際空港貨物合同庁舎 チラーユニット H22.4

三機工業㈱ 九段合同庁舎 ダーボ冷凍機他 H22.6

㈱朝日工業社 浅草線馬込駅 パッケージエアコン H22.6

高砂熱学工業㈱ 明治安田生命川崎ビル パッケージエアコン H22.8

㈱西原衛生工業所 渋谷東1丁目計画（ラ・トゥール渋谷） 電気温水器 H22.8

能美防災㈱ デュポン宇都宮工場 消火ポンプ H22.9

高砂熱学工業㈱ 日本ＴＩ㈱美浦工場 冷凍機・ポンプ H23.1

三機工業㈱ 北里研究所生物製剤研究所 ブラインチラー・圧縮機・ポンプ H23.2

高砂熱学工業㈱ ソフトバンクテレコム梶ヶ谷センター パッケージエアコン H23.2

三機工業㈱ 浅草線日本橋駅 空調機 H23.3

三機工業㈱ シームス再生医療施設 パッケージエアコン H23.3

㈱初田製作所 太陽化学㈱四日市工場 エンジン付消火ポンプ H23.4

高砂熱学工業㈱ 日本ＴＩ㈱美浦工場 冷凍機 H23.4

ＤＩＣ㈱ ＤＩＣ㈱千葉工場 冷却水ポンプ・インバータ盤 H23.5

三機工業㈱ 杏林大学医学部附属病院新病棟建設 ターボ冷凍機 H23.7

三機工業㈱ 第一三共㈱平塚工場 チラーユニット H23.7

三機工業㈱ 早稲田大学55号館 チルドタワー・ポンプ・膨張タンク H23.8

三機工業㈱ 日立建機㈱霞ヶ浦工場 ターボ冷凍機・圧縮機 H23.9

㈱初田製作所 東ソー㈱南陽事業所 高圧モーター付消火ポンプ H23.10

三機工業㈱ 浴風会南陽園 チラーユニット H23.11

㈱初田製作所 大阪有機化学工業酒田工場 エンジン付消火ポンプ H23.12

ヤマトプロテック㈱ 味の素ファインテクノ群馬工場 エンジン付消火ポンプ H23.12

高砂熱学工業㈱ 日本新薬小田原工場 圧縮機 H23.12

㈱朝日工業社 みずほ銀行千葉事務センターＡ棟 ポンプ H23.12

高砂熱学工業㈱ ソフトバンクテレコム梶ヶ谷センターＡ棟 パッケージエアコン H23.12

㈱朝日工業社 東京サマーランド 消火ポンプ H24.1

三機工業㈱ 健康プラザ健診棟、外来棟 冷凍機・ウォータークーラー H24.1

ヤマトプロテック㈱ ＮＳＫニードルベアリング八幡工場 エンジン付消火ポンプ H24.2

高砂熱学工業㈱ 相模大野モアーズ 冷凍機 H24.2

高砂熱学工業㈱ 日本精工桐原工場 チラーユニット・パッケージエアコン H24.2

高砂熱学工業㈱ 横浜三井ビルディング エアハン・パッケージエアコン H24.3

日本ドライケミカル㈱ 渋谷新文化街区（渋谷ヒカリエ） 消火ポンプ H24.3

㈱朝日工業社 都営三田線芝公園駅 パッケージエアコン H24.3

高砂熱学工業㈱ 中央三井信託銀行調布センター 冷凍機・ポンプ H24.4



納 入

年･月
顧客名及び納入先 品目

三機工業㈱ 日野自動車㈱ パッケージエアコン H24.5

日本総合住生活㈱ 平塚高村他5団地 給水ポンプ・直結増圧ポンプ H24.5

渡部電設㈱ 西久保町公園ハイツ他4団地 動力制御盤 H24.6

㈱ライクス 高島平団地2-26街区他４街区 直結増圧ポンプ H24.6

高砂熱学工業㈱ ＭＭ横浜駅地下化工事 チラーユニット H24.7

㈱朝日工業社 住友生命小山ビル パッケージエアコン H24.7

高砂熱学工業㈱ 三成会　新百合ヶ丘総合病院 パッケージエアコン H24.8

須賀工業㈱ 東武ストア京成津田沼店 パッケージエアコン H24.9

三機工業㈱ 医療法人緑生会　印西総合病院 パッケージエアコン H24.9

高砂熱学工業㈱ 目白大学岩槻キャンパス2号館 パッケージエアコン H24.9

三機工業㈱ 日立建機㈱常陸那珂工場3期 ポンプ H24.10

三機工業㈱ 理化学研究所和光研究所 冷凍機 H24.10

㈱朝日工業社 アルバック成膜㈱　クリーントンネル クリーンルーム機器・ＦＦＵ H24.11

三機工業㈱ 東武ストア王子店 設備用パッケージエアコン H24.12

日本設備工業㈱ 八王子税務署 チラーユニット H24.12

高砂熱学工業㈱ ＴＩ美浦工場　ＮＯ．７冷凍機 冷凍機 H25.1

㈱朝日工業社 香取市小見川市民センター チラーユニット・パッケージエアコン H25.1

高砂熱学工業㈱ 吉田製薬入間工場 チラーユニット・パッケージエアコン H25.1

日本総合住生活㈱ みさと団地 圧送給水システム他 H25.2

三機工業㈱ 日立建機㈱常陸那珂臨海工場　第２製缶工場 ポンプ・圧縮機 H25.2

高砂熱学工業㈱ 科学飼料研究所　新ワクチン製造棟 チラーユニット・パッケージエアコン H25.2

三機工業㈱ 日野自動車３号館 パッケージエアコン H25.3

三機工業㈱ 溝の口ショッピングセンター パッケージエアコン H25.3

三機工業㈱ 日野自動車３号館 冷凍機 H25.3

三機工業㈱ 杏林大学病院エネルギーセンター 冷凍機 H25.3

三機工業㈱ 富士重工業㈱第３スタジオ棟 パッケージエアコン・圧縮機 H25.3

高砂熱学工業㈱ ㈱ＨＧＳＴジャパン藤沢事業所 チラーユニット H25.3

㈱朝日工業社 オージーフィルム㈱山北工場 パッケージエアコン H25.3

㈱朝日工業社 凸版印刷㈱嵐山事業所 圧縮機 H25.3

八洲興業㈱ 東京都江東児童相談所 パッケージエアコン H25.4

三機工業㈱ 赤坂２丁目アネックス パッケージエアコン H25.7

高砂熱学工業㈱ ㈱ＨＧＳＴジャパン藤沢事業所耐震工事 パッケージエアコン H25.7

㈱朝日工業社 ハーバー研究所成田工場 チラーユニット・パッケージエアコン H25.7

㈱泉ポンプ製作所 朝霞浜崎他1団地 給水ポンプ H25.8



納 入
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三機工業㈱ 西麻布アネックス パッケージエアコン H25.8

高砂熱学工業㈱ ソフトバンクテレコム梶ヶ谷センターＢ棟 パッケージエアコン H25.8

㈱泉ポンプ製作所 光が丘ＰＴゆりの木通り他6団地 給水・排水・消火ポンプ H25.9

三機工業㈱ 霊長類医科学研究センター高度実験棟 チラーユニット H25.9

高砂熱学工業㈱ ㈱アイネス高津事業所 パッケージエアコン H25.9

高砂熱学工業㈱ 目白大学岩槻キャンパス１号館・体育館 パッケージエアコン H25.9

三機工業㈱ 虎の門電気ビル チラーユニット H25.12

三機工業㈱ 赤坂２丁目アネックス パッケージエアコン H25.12

高砂熱学工業㈱ 日野自動車㈱新田工場第６機械工場 吸収式冷凍機 H26.1

三機工業㈱ 五反田共同ビル パッケージエアコン H26.1

三機工業㈱ 芝ＮＢＦタワー エアハンドリングユニット、ポンプ H26.2

高砂熱学工業㈱ 日本電産新川崎研究所 除湿機 H26.2

高砂熱学工業㈱ 埼玉近代美術館 チラーユニット H26.3

筑波学園ガス㈱ 農業生物資源研究所エネルギー供給施設 吸収式冷凍機 H26.3

筑波学園ガス㈱ 農業環境技術研究所エネルギー供給施設 吸収式冷凍機 H26.3

㈱朝日工業社 武蔵塗料㈱入間工場 チラーユニット、パッケージエアコン H26.3

㈱朝日工業社 大崎駅西南再開発事務所棟 ポンプ H26.4

㈱朝日工業社 ステインケミカル㈱松戸第二工場 圧縮機 H26.4

須賀工業㈱ 松坂屋上野店 パッケージエアコン H26.4

三機工業㈱ 八王子高等学校 氷蓄熱ユニット H26.4

高砂熱学工業㈱ 千葉徳洲会病院 吸収式冷凍機、ポンプ H26.5

高砂熱学工業㈱ 三井住友信託銀行調布センター チラーユニット H26.5

高砂熱学工業㈱ ㈱ＨＧＳＴジャパン藤沢事業所 チラーユニット H26.5

高砂熱学工業㈱ ㈱朝日プリンテック船橋工場 パッケージエアコン H26.5

日本設備工業㈱ 厚木税務署 パッケージエアコン H26.5

㈱朝日工業社 アトレ吉祥寺 パッケージエアコン H26.5

三機工業㈱ 共同乳業㈱ パッケージエアコン H26.5

三機工業㈱ 五反田共同ビル パッケージエアコン H26.6

三機工業㈱ 富士重工業㈱ スクロール冷凍機 H26.7

㈱朝日工業社 ニッケコルトンプラザ 吸収式冷凍機 H26.8

高砂熱学工業㈱ 日本化薬㈱高崎工場製剤第２工場 チラーユニット H26.11

高砂熱学工業㈱ 新電元工業㈱飯能工場 チラーユニット、ポンプ H26.12

㈱朝日工業社 オリンパスＲＭＳ㈱ パッケージエアコン、パスボックス H27.2

高砂熱学工業㈱ 丸源飲料工場㈱宇都宮工場 吸収式冷凍機 H27.2



納 入
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㈱朝日工業社 損保ジャパン蒲田共同ビル パッケージエアコン H27.2

三機工業㈱ 日野自動車㈱第６工場 吸収式冷凍機、冷却塔 H27.2

㈱朝日工業社 ㈱日本キャンパック群馬新工場 ターボ冷凍機 H27.2

㈱朝日工業社 ㈱パイオラックスメディカルデバイス戸田新工場 エアシャワー、パスボックス H27.3

㈱朝日工業社 ソフトバンクテレコム㈱長野支店 パッケージエアコン H27.3

㈱朝日工業社 ソフトバンクテレコム㈱松本交換所 パッケージエアコン H27.3

東京地下鉄㈱ 妙典駅 パッケージエアコン H27.3

㈱初田製作所 住友金属鉱山㈱四阪製錬所 エンジン付消火ポンプユニット H27.3

三機工業㈱ ㈱太田胃散新工場 チラーユニット H27.4

三機工業㈱ サントリー武蔵野第１製品倉庫 スクロールクーリングシステム H27.4

三機工業㈱ 国立国際医療研究センター研究所Ａ棟 チラーユニット H27.4

高砂熱学工業㈱ 品川プリンスホテル 吸収式冷凍機、ポンプ H27.4

高砂熱学工業㈱ ㈱ＨＧＳＴジャパン藤沢事業所 チラーユニット H27.4

㈱朝日工業社 ニコン相模原837号棟新棟 パッケージエアコン H27.4

㈱西原衛生工業所 横浜新都市ビル ポンプ H27.4

㈱西原衛生工業所 東武百貨店池袋店 ポンプ H27.4

能美防災㈱ センゾー第２ビル 非常用発電機 H27.4

三機工業㈱ 日野自動車第５工場 吸収冷凍機、冷却塔 H27.5

三機工業㈱ 杏林大学医学部付属病院動物飼育施設 チラーユニット、冷却塔、ポンプ H27.5

三和シャッター㈱ イオン長泉ＰＣ エアシャワー H27.6

㈱朝日工業社 筑波大学睡眠医科学研究棟 パッケージエアコン H27.7

㈱初田製作所 日新製鋼㈱周南製鋼所 エンジン付消火ポンプユニット H27.7

高砂熱学工業㈱ 明治安田生命川崎ビル(２期） パッケージエアコン H27.8

㈱朝日工業社 シオノケミカル㈱高崎工場 エアシャワー H27.8

㈱朝日工業社 綾瀬循環器病院 パッケージエアコン H27.8

㈱ハツタテクノ 関東化学㈱岩手工場 エンジン付消火ポンプユニット H27.8

ヤマトプロテック㈱ 高級アルコール工業㈱成田新工場 エンジン付消火ポンプユニット H27.8

日本設備工業㈱ 二子玉川ライズ エコキュート H27.9

高砂熱学工業㈱ 目白大学本館2～3階改修工事 パッケージエアコン H27.9

能美防災㈱ 日本特殊陶業㈱小牧12工場 エンジン付消火ポンプユニット H27.9

高砂熱学工業㈱ 城西大学清光会館 パッケージエアコン H27.10

日本設備工業㈱ ＧＣＴ鴻巣工場 チラーユニット H27.10

㈱ハツタテクノ 片山製薬所富山工場 エンジン付消火ポンプユニット H27.11

㈱初田製作所 エコシステム秋田㈱ エンジン付消火ポンプユニット H27.12



納 入

年･月
顧客名及び納入先 品目

㈱朝日工業社 リクシル石下工場北側雪害対策工事 パッケージエアコン H28.1

㈱ハツタテクノ 住友金属鉱山㈱播磨事業所 エンジン付消火ポンプユニット H28.1

高砂熱学工業㈱ ㈱アイネス横浜事業所 チラーユニット、ポンプ H28.2

㈱朝日工業社 ソフトバンク長野支店 パッケージエアコン H28.2

㈱ウォーターデザイン サンシャインシティ ノズルユニット H28.3

三機工業㈱ キャノン小杉事業所本館 パッケージエアコン H28.3

高砂熱学工業㈱ 物質・材料研究機構千現地区研究本館居室棟 ターボ冷凍機 H28.3

㈱朝日工業社 日本メクトロン㈱牛久第２材料棟 エアシャワー H28.3

㈱西原衛生工業所 新宿プリンスホテル ポンプ H28.3

高砂熱学工業㈱ 東急日吉駅ビル パッケージエアコン H28.4

高砂熱学工業㈱ リーフスクエア新横浜ビル（１期） パッケージエアコン H28.4

三機工業㈱ キャノン小杉事業所別館 パッケージエアコン H28.5

高砂熱学工業㈱ 紀尾井町計画 ポンプ H28.5

㈱朝日工業社 アルバック成膜㈱Ｅ棟 ファンフィルターユニット H28.5

三機工業㈱ 日本ペイントＴＮプロジェクト パッケージエアコン H28.6

㈱ハツタテクノ ＩＣＣエナジー鹿島工場 エンジン付消火ポンプユニット H28.7

高砂熱学工業㈱ 目白大学本館1階改修工事 パッケージエアコン H28.8

㈱朝日工業社 日本メクトロン㈱鹿島工場 パッケージエアコン H28.8

須賀工業㈱ 第一生命東戸塚教育センター ポンプ H28.8

日本設備工業㈱ イオン相模原店 パッケージエアコン H28.9

高砂熱学工業㈱ ＫＮＳプロジェクト チラーユニット H28.10

高砂熱学工業㈱ リーフスクエア新横浜ビル（2期） パッケージエアコン H28.10

橋本産業㈱ 慈恵大 ポンプ H28.11

三機工業㈱ 北里第一三共ワクチン㈱ ターボ冷凍機、ポンプ H28.12

三機工業㈱ 横田基地横田高校 ﾁﾗｰユニット H28.12

高砂熱学工業㈱ 港北ﾆｭｰﾀｳﾝ・ｾﾝﾀｰ地区　ﾒｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ設備 吸収冷凍機 H28.12

㈱朝日工業社 笹塚ＮＡビル パッケージ H28.12

日本ドライケミカル㈱ 竹本油脂㈱鹿島工場 エンジン付消火ポンプ H28.12

積水アクアシステム㈱ 富岡町文化交流センター チラーユニット H29.2

高砂熱学工業㈱ 東京ドーム第２プラザ ポンプ・膨張タンク H29.2

高砂熱学工業㈱ ソフトバンク千葉ビル ポンプ H29.2

㈱朝日工業社 日本大学文理学部新本館 吸収冷温水機 H29.2

ヤマトプロテック㈱ 巴興業㈱山口工場 エンジン付消火ポンプ H29.2

高砂熱学工業㈱ 髙田製薬㈱幸手工場 圧縮機 H29.3



納 入

年･月
顧客名及び納入先 品目

高砂熱学工業㈱ 横須賀汐入駅前地区熱供給センター ポンプ H29.3

高砂熱学工業㈱ 物質・財医療研究機構並木地区 チラーユニット H29.3

ニッタン㈱ ＪＲ恵比寿ビル 消火ポンプユニット H29.3

能美防災㈱ 信越化学工業㈱群馬事業所横野平分工場　ＹＡ－Ｉ工場 消火ポンプユニット H29.4

三機工業㈱ イオン熊谷 パッケージエアコン H29.5

昭和電工㈱ 川崎事業所 除湿機 H29.6

三機工業㈱ 第一三共㈱品川研究開発センター パッケージエアコン H29.6

三機工業㈱ サントリーホール ポンプ H29.6

㈱朝日工業社 アルバック成膜㈱Ａ棟 チラーユニット H29.6

三機工業㈱ 能美防災㈱メヌマ工場　妻沼西事業所 パッケージエアコン・除湿機・エコキュート H29.7

高砂熱学工業㈱ 日東電工㈱関東事業所第１工場・試験実験棟 圧縮機 H29.7

高砂熱学工業㈱ ㈱アイネス横浜事業所 パッケージエアコン・チラー・ポンプ H29.7

三機工業㈱ ㈱ロッテ浦和工場 パッケージエアコン H29.8

ヤマトプロテック㈱ ㈱ＳＵＢＡＲＵ群馬製作所　矢島工場 エンジン付消火ポンプ H29.8

荏原実業㈱ 県央第一水道3系浄水処理施設 水中紗流ポンプ H29.8

㈱初田製作所 住化アグロ製造㈱下松工場 エンジン付消火ポンプ H29.9

高砂熱学工業㈱ シミックＣＭＯ㈱足利工場　新注射剤棟 圧縮機 H29.10

㈱朝日工業社 サッポロビール千葉ビール園 チラーユニット H29.10

㈱初田製作所 有機合成薬品工業㈱常磐工場 エンジン付消火ポンプ H29.10

三機工業㈱ キャノン㈱阿見事業所 パッケージエアコン H29.11

㈱朝日工業社 アルバック成膜㈱Ｅ棟 ファンフィルターユニット H29.11

高砂熱学工業㈱ 日本発条本館 パッケージエアコン H29.12

㈱朝日工業社 ニッケコルトンプラザ 吸収式冷温水機 H29.12

㈱親和商会 都立墨田工業高等学校建築科 パッケージエアコン H30.1

高砂熱学工業㈱ 幕張テクノガーデンＤ棟 パッケージエアコン H30.1

ヤマトプロテック㈱ 東京タワー　パーキング エンジン付泡消火ポンプ H30.1

高砂熱学工業㈱ ミヤリサン製薬㈱坂城工場 圧縮機・窒素ガス発生装置 H30.2

ヤマトプロテック㈱ スズキ㈱湖西工場 エンジン付消火ポンプ H30.2

三機工業㈱ 横浜労災病院 パッケージ H30.3

高砂熱学工業㈱ 仙石原プリンスホテル チラーユニット・ポンプ H30.3

㈱西原衛生工業所 京王プラザホテル ポンプ H30.3

ヤマトプロテック㈱ ㈱ﾎﾞﾙﾃｯｸｽｾｲｸﾞﾝ西ﾀｰﾐﾅﾙ エンジン付消火ポンプ H30.4

高砂熱学工業㈱ 東京臨海熱供給㈱台場管理事務所 冷凍機 H30.5

三機工業㈱ イオン熊谷 パッケージエアコン H30.6



納 入

年･月
顧客名及び納入先 品目

㈱初田製作所 ユーグレナＥＢＪ 消火ポンプ H30.8

高砂熱学工業㈱ 鷺沼総合ビル パッケージエアコン H30.9

国精工業㈱ 京葉ガス㈱千葉熱量調整所 散水エンジンポンプ H30.11

三機工業㈱ キャノン㈱阿見事業所 パッケージエアコン H30.12

三機工業㈱ キャノンコンポーネンツ 圧縮機 H30.13

㈱城口研究所 資生堂掛川工場 消火ポンプ H30.14

高砂熱学工業㈱ 箱根龍宮殿別館 チラーユニット H31.2

㈱初田製作所 日新理化㈱本社工場 エンジン付消火ポンプ H31.2

高砂熱学工業㈱ 鎌倉プリンスホテル パッケージエアコン H31.3

高砂熱学工業㈱ 箱根園ゴルフ場 チラーユニット H31.3

三機工業㈱ LAタワー パッケージエアコン H31.3

三機工業㈱ ＳＵＢＡＲＵ東京事業所　第4実験棟 パッケージエアコン H31.3

㈱瑞穂 不二製油阪南事業所 エンジン付消火ポンプ H31.4

三機工業㈱ キャノンオプトロン チルドタワー R1.5

㈱朝日工業社 森永乳業港南ビル 冷凍機 R1.5

㈱朝日工業社 ヤマタネ鶴見ビル パッケージエアコン R1.5

㈱朝日工業社 みずほ銀行内幸町 圧縮機 R1.7

東急建設㈱ ﾌﾟﾘﾏﾊﾑ茨城工場第二期工事 エアシャワー R1.9

三機工業㈱ HOYA㈱長坂工場 チラーユニット R1.9

㈱城口研究所 資生堂掛川工場 消火ポンプ R1.9

高砂熱学工業㈱ 荏原製作所藤沢事業所V7棟 圧縮機 R1.10

ヤマトプロテック㈱ しげる工業 エンジン付消火ポンプ R1.10

㈱朝日工業社 マスダックC4棟 チラーユニット、圧縮機 R1.11

ヤマトプロテック㈱ 花王豊橋工場 エンジン付消火ポンプ R1.11

㈱朝日工業社 小田急電鉄強羅ホテル チラーユニット R1.12

高砂熱学工業㈱ 楽天地ＤＢ西館 冷凍機 R2.2

高砂熱学工業㈱ ダイドードリンコアイスアリーナ 水冷パッケージエアコン R2.2

三機工業㈱ 富士ゼロックス海老名 チラーユニット R2.3

㈱朝日工業社 ヤマタネ大井埠頭営業所 パッケージエアコン R2.4

㈱朝日工業社 ＭＫチーズ 圧縮機 R2.5

三機工業㈱ プラス物流棟 パッケージエアコン R2.6

国精工業㈱ 日本製鉄㈱ ポンプ R2.7

高砂熱学工業㈱ ＨＧＳＴ藤沢5号ビル ヒートレスドライヤー R2.8

高砂熱学工業㈱ 横浜グランゲート　テナント 圧縮機 R2.8



納 入
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㈱ハツタテクノ パナソニックES住宅設備石岡工場 エンジン付消火ポンプ R2.8

高砂熱学工業㈱ 多摩永山情報教育センター 冷凍機 R2.11

高砂熱学工業㈱ 横浜バイオ チラーユニット R2.11

日本ドライケミカル㈱ ケイミュー鹿島 消火ポンプ R2.11

高砂熱学工業㈱ 新電元工場朝霞新研究所 圧縮機 R3.1

冨士川機械㈱ 三沢浄水所 ポンプ R3.1

ヤマトプロテック㈱ 大江工業平塚工場 エンジン付消火ポンプ R3.2

ヤマトプロテック㈱ 日本化薬福山工場 エンジン付消火ポンプ R3.2

ユアサ商事㈱ 新宿Ｌタワー ポンプ R3.2

三機テクノサポート㈱ 霞が関ビル ポンプ R3.3


