














平成27年：（2015）

原子力災害対策センター (楢葉町 )建設 (電気 )工事

平商業高等学校 北校舎改修 (電気 )工事

広野工場 停電対策工事 (リモート I/O盤対応 )

いわき海浜自然の家 中央制御等更新工事

平商業高校 大規模改造 (電気 )工事 (図書館外 )

( 仮称 )大久保三丁目西地区 開発計画A－ 1棟 他関連工事

総合病院土浦協同病院 移転新築工事

日の出宿舎 用途変更＆厚生棟 新築工事

グランフォセット いわきリバーサイド新築工事

復興公営住宅整備工事 (小川町家ノ前第 2住区 )

都庁第一本庁舎 (25) 改修電気設備工事

新宿NSビル 受変電設備等改修工事

福島県立平商業高校 仮設校舎賃貸借

小名浜製錬所 変電所高圧発電機電源工事

一ツ屋住宅団地 災害公営住宅建設工事 (電気 )

シウ神山住宅団地 災害公営住宅建設工事 (電気 )

( 株 ) クレハ いわき工場場内 電気設備工事 (10 月 )

平商業高等学校 南校舎解体工事

平ポンプ場 新設工事 (電気 )

いわき駅北口交通広場 建築工事 (電気設備 )

イズミサイト 太陽発電所増設工事

原子力災害対策センター (楢葉町 )建設 (放送設備 )工事

広野工場 消防設備等総合点検工事

広野工場 消防設備等機器点検工事

日産自動車 (株 )いわき工場 消防設備点検 (総合 )工事

日産自動車 (株 )いわき工場 消防設備点検工事 (機器 )

平成26年：（2014）

災害公営住宅四倉団地新築電気設備工事 (第 1工区 )

災害公営住宅四倉団地新築電気設備工事 (第 2工区 )

いわき市立草野小学校太陽光発電設備設置工事

太陽光発電設備設置工事 (三浦・三陽・東京インテリア家具 )

㈱クレハ　200VC/C 盤設置工事

交通信号機設置 3-13( いわき中央ほか )工事

㈱タンガロイ　太陽光設置工事

㈱タンガロイ　10号棟工具製造室移設電源工事

㈱クレハ　電解C変電所 コントロールセンター盤工事

新妻邸新築電気工事

オカモト㈱　PP建屋 400V変更設備工事

堀江工業㈱　本社 LEDリニューアル工事

(仮称 )芝浦水再生センター 再構築に伴う上部利用事業工事

神田錦町三丁目三丁目 共同建替計画新築工事

(仮称 )社会福祉法人飛鳥地域密着型新築工事

いわき大王製紙㈱ 中芯マシン抄紙計装工事

ケーズデンキ勿来錦店新築工事

大陽日酸㈱ SI 技術・開発センター改修電気工事

微生物化学研究会 新研究棟　建設計画電気工事

東邦銀行谷川瀬支店新築電気設備工事 (受変電設備 )

㈱クレハいわき工場 場内電気設備工事

いわき合同庁舎 仮設電気工事

小名浜精錬所 改修工事

遠野興産㈱　新規設備二次側配線工事

福島県郡山市ナンスポ メガソーラー発電所工事

ソーラーオーナーズ広野町新築工事

JX DDいわき平バイパス店 セルフ化全面改造電気工事

㈱東コンサルタント 本社改修工事

いわきプレカット協同組合機器新設に伴う電源工事

二子玉川再開発施設建築物 新築電気設備工事

リベラルヒルズホテル 改修工事

㈱ TKK　福島支店 新築電気設備工事 (倉庫棟 )

小名浜精錬所　新 1系コンデンサー移設工事

西尾レントオール㈱いわき事務所 新築工事

新病院建設事業総合磐城共立病院 地域イントラネット光ファイバーケーブル移設工事

佐藤マンション TV設備改修工事

チャイルドハウスふくまる 防犯カメラ設置工事

東亞合成㈱広野工場　放送設備増設工事

オカモト㈱福島工場第 1工場ネットワークカメラ設置工事

GLG東北 IMTふくしま海洋科学館K(アクアマリン )工事

㈱クレハエンジニアリング 裏門 北門 非接触型カードリーダー光ケーブル工事

東亞合成㈱広野工場 消防設備等総合点検工事

日産自動車㈱いわき工場 消防設備点検工事



平成25年：（2013）

アクアマリンふくしま太陽光発電設備導入工事

新常磐寝具㈱倉庫兼事務所等増築工事

交通信号機改良 3-19( いわき中央ほか )工事

㈱タンガロイいわき工場レイアウト変更に伴う電源工事

㈱クレハいわき事業所ユニット改造工事

飯田橋駅西口地区第一種市街地再開発事業住宅棟新築工事

中央合同庁舎第 8号館整備等事業電気工事

(仮称 )久ノ浜除染作業員寄宿舎付帯工事

(仮称 )西麻布土地利用計画電気工事

順天堂大学再編事業 (仮称 )B棟建設工事

(仮称 )大都技研工場新築工事

帝京大学三期工事

ソーラーオーナーズ広野町新築工事

東部瓦斯㈱福島支所平事業所事務所新築工事

(仮称 )マルト錦店新築工事

ファミリーマートいわき小名浜道珍店他新築工事

(仮称 )ひたちなか市新光町プロジェクト新築工事

(仮称 )グランフォセット平中央公園新築工事

㈱佐藤部品商会倉庫新築工事

(仮称 )しらた斎場折戸移転工事

㈱平産業社屋災害復旧工事

東コンサルタント本社増築工事

富岡土木事務所仮設庁舎設置工事 (電気設備 )

建設会館照明器具リニューアル工事

河東地区外道路情報設備設置工事

日産自動車いわき工場消防設備総合点検工事

日産自動車いわき工場消防用設備機器点検工事

平成24年：（2012）

(2012) アクアマリンふくしま災害復興復旧工事 (電気 )

㈱平果冷蔵倉庫増築工事

アルパイン㈱いわき事業所 2号棟停電供給に伴う非常用発電機新設工事

四倉学校共同調理場電源設備復旧工事

㈱クレハいわき事業所 200Vコントロールセンター盤改修工事

交通信号機災害復旧 3-17( いわき中央 )工事

アルプス電気㈱小名浜工場成型工程レイアウト電気工事

交通信号機設置 3-22( 相馬ほか )工事

平第三中学校受変電設備改修工事

日本純薬㈱広野工場設備対策電気計装工事

コミュニティ FM中継局局舎設置工事 (小川・川前地区 )

㈱メイコー宮城工場震災復旧電気工事

渋谷新文化街区プロジェクト新築工事

中野 4丁目開発計画区域 5新築工事

常陸那珂火力発電所 2号機増設工事

大手町 1丁目第 2地区第 1種市街地再開発事業A棟新築工事

KS計画新築舞台照明電気工事

富士通㈱館林システムセンターB棟 3階実装工事内電気設備工事

キュアいわき駅前店改装工事

広野火力発電所第 6号タービン建屋配線工事

障害者用グループホーム仮設住宅新築工事

㈱クレハいわき工場場内電気設備工事

東北ネジ製造㈱工場増設工事

ブライダルタウンコリーナ改修電気設備工事

道の駅よつくら港交流館建設工事

広野火力発電所第 6号機建設工事

南平台町計画C工事 (電気 )

コミュニティ FM中継局用伝送路敷設工事

日産自動車いわき工場 FY13 上期消防設備点検工事

日産自動車いわき工場 12年度下期消防設備点検工事



平成23年：（2011）

( 仮称 )いわき市観光物産センター現状復旧工事

アルプス電気㈱小名浜工場VCM電源工事

いわき駅北口交通広場整備工事 (電気設備 )

いわき市立総合磐城共立病院北病棟空調機制御盤改修工事

アルプス電気㈱小名浜工場 3連モジュール電源工事

オカモト㈱岡本ソーイング射出成型機導入電気工事

アルプス電気㈱平工場電源盤設置動力計測器取付工事

いわき市好間第一小学校ほか 8校扇風機設置工事

オカモト㈱福島工場 400V低圧進相コンデンサー設置工事

第二管区海上保安本部小名浜港大剣防波堤灯台機器改良改修工事

日本純薬㈱広野工場データロガ配線工事

臨海副都心青海北側Q街区計画工事

(仮称 )南平台計画新築工事

アルパイン㈱いわき 2号棟 3F改修電気設備工事

(仮称 )帝京大学板橋キャンパス大学棟新築工事

(仮称 )中野 4丁目再開発計画区域 4新築工事

福島県立湯本高等学校仮設校舎電気設備工事

宮城県気仙沼市松岩中学校グランド応急仮設住宅建設工事

常陸那珂発電所 2号機増設・脱硫電気室新設工事

富岡養護学校サテライト校新築工事

福島県立いわき総合高等学校仮設校舎新築工事

相馬共同火力発電㈱貝処理設備改修電気工事

東京電力㈱広野火力発電所 6号機配線工事

㈱クレハコンパウンド工場建屋、倉庫周辺電源撤去工事

ファミリーマートいわき駅前店新築電気工事

宮城県気仙沼市田谷公園応急仮設住宅建設工事

㈱クレハプラント増設事前フランジ出荷通信配線変更工事

福島県災害防災工事

福島県道路りょう整備工事 (情報板 )

日本純薬㈱広野工場消防設備保守点検工事

日産自動車㈱いわき工場消防設備機器点検工事

平成22年：（2010）

㈱クレハいわき工場場内電気工事

交通信号機改良 3-7 工事

いわき市立総合磐城共立病院中央病棟・外来棟動力盤改修工事

福島県企業局 1系水質系ほか更新工事

アルパイン㈱高圧電路電気工事

オカモト㈱福島工場ラップ工場電気幹線工事

福島県港湾維持管理工事 (小名浜港 )

第二管区海上保安本部久ノ浜沖防波堤灯台機器改良工事ほか 6件

いわき大王製紙㈱ 1号紙凝集剤添加設備設置配線工事

㈱タンガロイ 4号棟牧野フライス 5台設置に伴う電源工事

東池袋四丁目第 2区 (再 )特定業務代行建設工事

㈱大阪鉛錫精錬所電気設備工事

双葉電子工業㈱排水処理施設改造工事

福島地家裁いわき支部庁舎耐震改修電気工事

磐城通運㈱藤原埠頭物流施設建設工事

㈱アルプス物流小名浜営業所増設電気設備工事

二本松市杉内グランド応急仮設住宅電気工事

いわき市都市計画道路台山水野谷町線防災工事

日産自動車㈱いわき工場消防設備機器総合点検工事

アルプス電気㈱平工場 2ndフルライン電源工事

高久第八応急仮設住宅電気工事

浪江こども園新築工事



平成21年：（2009）

浜高等技術専門校改修 (電気 )工事

いわき市立総合磐城共立病院非常放送設備改修 (第 4期 )工事

いわき駅前広場整備工事 (道路照明設備 )

いわきニュータウン地内防犯灯設置工事

アクアマリンろ過送水棟中央監視装置更新工事

いわき市携帯電話基地局伝送路整備 (三和町下市萱地区 )工事

全日本空輸東京新第 2号格納庫建設工事その 2

片柳学園蒲田キャンパス再整備計画 1期工事

ファミリーマート錦町江栗他 6店舗改装工事

日本純薬㈱ 11㎥反応器移設電気計装工事

㈱タンガロイ 4号機ツイストマシン設置に伴う電源工事

㈱ネツレン高圧ケーブル引き換え工事 (屋上 )

アルプス電気㈱ 4号棟電極乾燥炉移設電気工事

㈱いわきニュータウンセンター高圧ケーブル引換工事

アクアマリン平成 20年度受変電設備点検及び停電対応工事

㈱小島鉄工所社屋改修工事

日本純薬㈱第二ポリマーコンデンサー温度記録電気工事

㈱タンガロイ 3号棟 8V炉電源工事

オカモト㈱包装ライン電気設備工事

㈱タンガロイAIP7 号機 (S70 用 ) 電源工事

高周波熱錬㈱量水器交換工事

喜美運送㈱電気設備改修工事

㈱タンガロイ 5・6号棟設備移動電源工事

オカモト㈱屋外キュービクル改修工事

アルプス電気㈱小名浜工場成型機設置に伴う電源工事

BTC第一応接室改修工事

常磐病院AP-1 動力盤改修工事

(仮称 )南平台町計画新築工事

労災病院 3F2 病棟改修工事

曳船駅前商業設備棟建設工事

常磐湯本温泉㈱受変電設備移設工事

渋谷新文化街区プロジェクト新築工事

道の駅よつくら港交流館増改築工事受変電設備工事

クレハ化学㈱炭素工務室端子盤更新工事

双葉電子長生工事向け蛍光体洗浄排水用受槽設備電気工事

日本経済新聞社

(仮称 )帝京大学板橋キャンパス大学棟新築工事

平成20年：（2008）

いわき市立総合磐城共立病院ナースコール改修 (第 1期 )工事

いわき市立総合磐城共立病院　病院機能評価受審準備改修電気設備工事

アクアマリン熱帯アジア電気設備等改修工事

浮間化学ほか量水器更新工事

村田基準寝具工場増設工事

(株 )タンガロイ 6号棟焼結炉増設に伴う電気設備改修工事

日本純薬 (株 )反応器増設電気計装工事

エル・トマ　ラトブ店　3F　電気設備工事

オカモト (株 )福島工場　除湿剤工場　改修工事

アルパイン (株 )6 号別棟 1階 2階改修工事

(仮称 )アパホテル　東京潮見　新築工事

アルパイン技研 (株 )レイアウト工事

日本精機 (株 )いわき工場新築工事

郵船ビル電源改修工事

西蒲田 7丁目ビル新築工事

オートバックス平店増改築工事

高周波熱錬他量気水器更新工事

㈱タンガロイ 6号棟技術センター 2F改修工事

マルト浅貝店改修工事

呉羽化学新工務室ケーブル布設工事

日本純薬冷却塔更新電気計装工事

アルパイン平成 20年度受変電設備点検

大宏電機第 6工場電気工事

衆議院議員会館北棟新築工事

ミネベア藤沢工場廃液処理設備改修工事

ファミリーマート勿来関田・永崎海岸・勿来インター店全面改装工事

アクアマリン福島受変電設備点検



平成19年：（2007）

いわき駅前広場整備工事 (電気設備 )

いわき市立大浦小学校　屋内運動場改築電気設備工事

いわき市総合共立病院　非常放送設備改修 (第 2期 )工事

いわき市旧音楽館　改修電気工事

いわき郵便局　投資信託 P-NET工事

(株 )タンガロイ 3号棟ベルネックス関連新規発電機工事

日本純薬 (株 )各受変電設備動力幹線切替工事

(株 )小島鉄工所いわき工場新築電気工事

(株 )マルト好間店改装工事

大手町再開発第一次 (A工区 )弱電・電灯・コンセント設備工事

飯田橋三丁目ビルC工事

郵船ビル　リニューアル計画工事

ミドリ安全本社ビル

アルパイン技研増築 (設計 )

青葉台三丁目計画その 2

全日本空輸 (株 )東京新第 2号格納庫建設工事

新宿オークタワーデ -ターセンター

東京ドーム　ミーツポート新築工事

アルパインカーピット棟ナイター照明工事

いわきららミュウ大規模リニューアル改修工事

永山マンション新築工事

福島県交通管制センター機 4-2 設置工事

マルト好間店改装工事

いわきニュータウン地内防犯灯設置工事

アルプス平TLS 集約一期工事

八重洲口開発計画北ビル工事

玉橋歯科医院住宅新築工事

マルト SC草野店改装工事

日産自動車㈱いわき工場消防点検 (総合 )

日本純薬㈱横型乾燥機電源計装工事

㈱タンガロイ 1号棟 SD2号機工事

アルパイン㈱ 4号棟 1・2F電灯設備インバーター化工事

日本純薬㈱マクロモノマー設備電灯・動力幹線電気計装工事

アルパイン平成 19年度電気計装定期点検

㈱タンガロイ 4号棟新規設備電源工事

平成18年：（2006）

いわき市立平第一小学校校舎改築 (第 2工区 )電気設備工事

忽滑地区公営住宅新築工事電気工事

冨岡高校新体育館その他 (電気 )工事

県営住宅改善 (上浅貝 6電源改修 )工事

㈱大河量水計更新工事

市立総合磐城共立病院非常放送設備改修 (第一期 )工事

21世紀の森公園コミニュティー広場電気設備工事

交通信号機改良 (いわき中央ほか )工事

福島県浜児童相談所防犯設備工事

いわき平競輪場バンク幹線・動力設備工事

茨城労働総合庁舎電気設備 (電力 )工事

(仮称 )Gプロジェクト新築工事

新橋二丁目ビル新築工事

IGCC実証機電気設備工事 (電線管工事 )

( 仮称 )フジテレビ臨海副都心スタジオ建設工事

バーリントンハウス吉祥寺計画新築工事

新宿プリンスホテル改築工事

磐城通運大剣 5号倉庫新築電気工事

新宿オークタワーKDDI アンテナ工事

トヨタカローラいわき小名浜店新築電気工事

羽田空港施設第二テクニカルセンター増築工事

グリーンスタジアムスコアボード改修工事

㈱タンガロイ 3号棟ベルネックス電源工事

日本純薬㈱広野工場 PVFろ過乾燥器動力配線工事

北部火葬場新築受変電設備工事

福島県忽滑地区公営住宅電波障害工事

日本純薬㈱受変電設備増設工事

能花ビル新築工事

㈱タンガロイ 1・2号棟高圧ケーブル引替工事

アルパイン㈱ 4号棟非常照明器具改修工事

東コンサルタント本社空調電源設備工事

アルパイン㈱ 2号棟 1FAVNC18 島レイアウト電気工事

アルパイン㈱ 5号棟 2F品質保証部他電灯設備インバータ化改善工事

郡山化成第二工場機器増設工事

イオン羽生ショッピングセンター新築工事

モード学園コクーンタワー新築工事

(仮称 )読売銀座 2丁目ビル新築工事

赤坂 5丁目 TBS開発新築工事

アルパイン㈱D/A評価設備建設工事

衆議院新議員会館等整備工事

郡山テアトル 1・2・3設備工事

市川・カンブンドー・ヤマギワ共同ビル新築工事

勝どき 6丁目再開発北棟賃貸住宅電気設備工事

小田急百貨店新宿本館ビル改修工事

水族館アクアマリン平成 18年度受変電設備点検

タンガロイ㈱実験棟新規設備電源工事

日本純薬㈱ SD設備イナート循環化改造電気計装工事

ファミリーマート泉滝尻店新築工事

平鎌田交差点光ケーブル移設に伴う仮設工事


















