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工　事　名　称 施工年月

鴻池ビルテクノ㈱ シキボウ鈴鹿トイレ改修工事 H29.9

㈱三重電子計算センター 三重第２データセンター設備増設工事 H29.7

吉川建設㈱ 明野（27補）隊舎改修建築その他工事 H29.6

シブヤパイピング工業㈱ ＮＤＳ三重支店新築工事（機械） H29.4

北嶋工業㈱ おやつカンパニー森配送センター新築工事 H29.3

日立アプライアンス㈱ ニプロファーマ伊勢工場新包装棟に伴う配管設備工事 H29.3

三重県稲生高等学校 三重県員弁高等学校プールろ過機修繕工事 H29.3

祖父江工業所㈱ パイロットインキ㈱津工場ボイラー更新工事 H28.12

鈴鹿市 一ノ宮共同作業場新棟空調改修工事 H28.11

㈱百五銀行 百五銀行鵜方支店空調換気設備更新工事 H28.11

㈱百五銀行 百五銀行六軒支店空調換気設備更新工事 H28.11

三重グリコ㈱ 工業水道二次側配管更新工事 H28.10

北嶋工業㈱ 津・長谷山テレビ放送所機器更新に伴う建築工事 H28.10

㈱百五銀行 名古屋寮共用部空調設備更新工事 H28.9

三重県 平成28年度営繕第1519-分0001号 三重県社会福祉会館空調設備改修工事 H28.8

㈱モビリティランド 鈴鹿サーキットクアガーデン熱源改修工事 H28.7

高砂熱学工業㈱ 皇学館大学講堂空調機更新工事 H28.7

高砂熱学工業㈱ NHK津放送会館地デジ対応設備更新に伴う空調更新工事 H28.7

三重県 三重県動物愛護推進センター(仮称)機械設備工事 H28.6

㈱モビリティランド 鈴鹿サーキット クアガーデン給湯回路省エネ改修工事 H28.6

日立アプライアンス㈱ ニプロファーマ伊勢工場Ｐ棟熱源改修配管工事 H28.6

本堂建設㈲ 平成28年度営市交第7号 津市雲出市民センター空調設備改修工事 H28.5

㈱百五銀行 百五銀行各支店洋便器化工事 H28.5

皇学館大学 皇学館大学資料館１Ｆ空調機更新工事 H28.5

㈱熊谷組 シーサイドくろがね改修工事 H28.4

堀田建設㈱ バーベキュー鈴鹿改修Ⅲ期給排水衛生設備工事 H28.3

㈱鴻池組 高田福祉給湯管更新工事 H28.3

清水建設㈱ 百五銀行本店解体に伴う機械設備工事 H28.2

高砂熱学工業㈱ パラッツォ伊勢リニューアルプロジェクト H28.1

北嶋工業㈱ 三重県警察機動隊庁舎等機械設備工事 H28.1

清水建設㈱ 津フコク生命ビル改修工事 H28.1

三重県 中勢沿岸流域下水道志登茂川浄化センター管理棟建築機械工事 H27.10

戸崎建設㈱ ミエルシトロン新築工事 H27.10

㈱百五銀行 百五銀行和具支店空調設備更新工事 H27.11

㈱百五銀行 百五銀行鳥羽東支店空調設備更新工事 H27.10

三重県 中勢沿岸流域下水道志登茂川浄化センター管理棟機械設備工事 H27.10

亀山市 関文化交流センターボイラー取替工事 H27.9

日立アプライアンス㈱ ニプロファーマ伊勢工場透析剤課改修工事 H27.9

㈱百五銀行 百五銀行各支店洋便器化工事 H27.9
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工　事　名　称 施工年月

三井住友建設㈱ セントレード証券賢島受水槽給水ポンプ取替工事 H27.10

高砂熱学工業㈱ ＮＨＫ津放送局空調給水設備更新並びにUPS用個別空調機整備工事 H27.10

㈱トーエネック三重支店 野村證券㈱津支店改装工事 H27.7

亀山市 B＆Ｇ海洋センタープール用真空式温水ヒーター熱交換器他部品取替修繕工事 H27.7

東海土建㈱ 特養老人ホーム逢春園空調熱源更新工事内空調機械設備工事 H27.7

野菜茶業研究所 野菜茶業研究所（本所）耐虫抵抗性検定ガラス室暖房設備その他改修工事 H27.7

㈱モビリティランド 鈴鹿サーキット水の安定化工事 H27.6

野菜茶業研究所 野菜茶業研究所（本所）耐病性温室暖房設備その他改修工事 H27.6

三重県 稲葉特別支援学校給水管ほか配管改修工事 H27.5

鈴鹿市 伝統産業会館空調機修繕工事 H27.4

㈱辻工務店 平治煎餅本店新築工事 H27.3

セイコー産業東京㈱ 松坂ファーム第三、第四冷蔵庫設備工事 H27.3

㈱シミズビルライフケア東海百五銀行名古屋寮ボイラー更新工事 H27.2

堀田建設㈱ バーベキュー鈴鹿改修Ⅱ期工事 H26.11

三重県 中勢沿岸流域下水道志登茂川浄化センター汚泥棟機械設備工事 H26.11

清水建設㈱ 津市処分場その他給排水衛生設備工事 H26.11

㈱百五銀行 百五銀行多気支店空調設備更新工事 H26.10

三機工業㈱ ウインズ名古屋冷媒配管工事 H26.10

高砂熱学工業㈱ 損保ジャパン日本興亜松阪ビル改修空調工事 H26.10

㈱百五銀行 百五銀行新本館岩田棟新築工事に伴うダクト工事 H26.9

㈱熊谷組 津センターパレス４階改修工事 H26.9

三機工業㈱ 百五銀行新本館岩田棟新築工事に伴う空調設備工事 H26.9

北嶋工業㈱ 津・名張テレビ・ＦＭ放送所自家発燃料タンク容量増強工事H26.9

一ノ宮共同作業所 一ノ宮共同作業場新棟空調機取替業務 H26.8

鈴鹿市 一ノ宮共同作業所新棟空調機取替業務 H26.8

日立アプライアンス㈱ ニプロファーマ伊勢工場Ｈ棟増築工事 H26.7

㈱熊谷組 マコトロイ工業㈱津工場開発棟・屋外ﾄｲﾚ改修工事 H26.8

㈱宇戸平工務店 久居庁舎整備事業に伴うポルタひさい改修工事 H26.6

三重県 石薬師高等学校空調設備設置工事 H26.6

高砂熱学工業㈱ 百五銀行新本館丸之内棟新築工事に伴う機械設備工事 H26.6

㈱百五銀行 百五銀行一身田支店空調設備更新工事 H26.5

徳倉建設㈱ 津市新斎場整備運営事業のうち建設業務 H26.1

㈱百五銀行 百五銀行松阪支店空調設備更新工事 H25.12

北嶋工業㈱ 長谷山テレビﾞ放送所自家発電更新に伴う機械設備工事 H25.12

㈱熊谷組 ㈱くろがね工作所排水処理施設更新工事 H25.12

㈱タツノ ㈱村上商店津上浜給油所全面改修工事 H25.11

ｾｲｺｰ産業東京㈱ 日立オムロン屋上階冷媒配管工事 H25.10

ｾｲｺｰ産業東京㈱ 松阪ファーム第2貯蔵庫冷凍機更新工事 H25.10
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工　事　名　称 施工年月

㈱トーエネック 三重中央開発空調機更新工事 H25.10

高砂熱学工業㈱ 損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ津ﾋﾞﾙ2期改修工事 H25.10

㈱百五銀行 百五銀行尾鷲支店空調設備更新工事 H25.10

㈱百五銀行 百五銀行安濃支店空調設備更新工事 H25.10

㈱トーエネック 三重中央開発空調機更新工事 H25.10

三重大学 三重大学（観音寺）基幹整備（排水設備）工事 H25.9

北嶋工業㈱ 津・長谷山テレビ放送所局舎整備工事 H25.8

㈱福田豊工務店 JA伊賀北部やすらぎセンター｢虹のﾎｰﾙ｣付随施設新築工事 H25.8

日本土建㈱ 一身田小学校便所改修工事 H25.7

日立アプライアンス㈱ ニプロファーマ伊勢工場Ｕ棟及び新新Ｂ棟増築工事 H25.7

㈱百五銀行 百五銀行橋南支店空調設備更新工事 H25.6

堀田建設㈱ 鈴鹿スイミングスクール改築工事 H25.6

北嶋工業㈱ 津センターパレス改修工事 H25.6

神宮司庁 内宮神楽殿冷房用チラーユニット及び冷却塔取替工事 H25.5

吉川建設㈱ 勢和学校給食センター増改築工事 H25.5

高砂熱学工業㈱ 損保ジャパン津ビル空調設備更新工事 H25.4

三重県 新三重県立博物館給排水衛生設備工事 H25.4

矢作建設工業㈱ 水産会館（本館）解体その他工事 H25.3

高砂熱学工業㈱ NHK津放送局冷凍機、ファンコイル更新工事 H25.3

㈱百五銀行 百五銀行大石支店空調機更新工事 H25.3

㈱守谷商会 紀勢自動車道駒TB管理施設新築工事 H25.2

鈴鹿工業高等専門学校 鈴鹿工業高専クリエーション工房機械設備工事 H25.1

㈱トーエネック 津グランドボウル空調設備改修工事 H25.1

須賀工業㈱ 甲賀病院冷媒配管工事 H24.12

津市 津市久居公民館空調設備改修工事 H24.12

大成建設㈱ みどりクリニック新築工事 H24.11

矢作建設工業㈱ ㈱ビーイング本社ビル節電改修工事 H24.8

吉川建設㈱ 松屋製菓㈱改修工事 H24.7

㈱百五銀行 百五銀行五軒町出張所空調設備更新工事 H24.6

高砂熱学工業㈱ 伊勢神宮庁舎空調設備工事 H24.6

JFE三重テックサービス株 ユニバーサル造船㈱津営業所耐震補強工事 H24.6

日立アプライアンス㈱ ニプロファーマ伊勢工場B棟アンプル1課改修工事 H24.5

堀田建設㈱ 古川電工送水管更新工事他 H24.3

清水建設㈱ 津インクル空調改修工事 H24.2

鈴鹿サーキット 鈴鹿サーキットクアガーデンリニューアル工事 H24.2

亀山市 川崎地区コミュニティーセンター改築工事（機械設備工事）H24.2

ホンダ健康保険組合 鳥羽荘ろ過設備更新工事 H24.2

ダイダン㈱ 倉敷紡績㈱三重工場新築工事 H24.1

契　　約　　先
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工　事　名　称 施工年月

㈱百五銀行 百五銀行度会橋出張所空調設備更新工事 H23.12

㈱百五銀行 百五銀行三瀬谷支店空調機設備更新工事 H23.11

吉川建設㈱ オランジュ五十鈴ＡＮＮＥＸ新築工事 H23.11

JEF三重テックサービス くもづＨ＆Ｃ整備工事 H23.10

大成建設㈱ 皇学館大学新研究棟建設工事 H23.10

日立アプライアンス㈱ ニプロファーマ伊勢工場配管他工事（日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ関係） H23.9

清水建設㈱ BOATRACE津　新外向発売所新築工事 H23.9

鍛冶清水道㈱ 津市ﾓｰﾀﾎﾞｰﾄ競走場管理棟空調機改修工事 H23.8

亀山市 関Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ給湯ﾎﾞｲﾗｰ等取替修繕工事 H23.7

小糸工業㈱ 養殖研究所南勢庁舎海洋環境実験棟ｱｸｱﾄﾛﾝ鋼製架台取替工事 H23.3

三重大学 三重大学翠陵会館等改修機械設備工事 H23.3

㈱ダイヘン ダイヘン乾燥炉入替に伴う配管工事 H23.1

㈱百五銀行 百五銀行伊勢御園支店空調設備更新工事 H23.1

三重県 三重県消防学校宿泊棟ボイラー浴槽循環ろ過装置更新工事 H23.1

閑林工業㈱ 山田赤十字病院衛生配管工事 H23.8

吉川建設㈱ 松屋製菓㈱増築工事 H23.3

㈱百五銀行 百五銀行新宮支店空調機更新工事 H22.12

三重大学 三重大学第一食堂等空調設備改修その他工事 H22.11

財)三重県建設技術ｾﾝﾀｰ 財)三重県建設技術センター２，３階空調設備ﾘﾆｭｰｱﾙ工事 H22.11

航空自衛隊白山分屯基地 航空自衛隊白山分屯基地貯湯槽コイル補修工事 H22.10

亀山市 神辺小学校空調機設置工事 H22.9

㈱鴻池組 サンペルラ志摩第２期改修工事 H22.6

JFE三重テックサービス株 JFE久居寮・社宅新築工事 H22.4

亀山市 亀山市立関中学校校舎改築工事（機械設備） H23.3

鈴鹿サーキット 鈴鹿サーキットM棟膨張タンク取替工事 H22.3

㈱エバーグリーン スポーツプラザマツダ改修工事 H22.2

堀田建設㈱ 白鳩保育園給排水衛生設備改修工事 H22.2

㈱大林組 鈴鹿サーキットプッチタウンエリア開発工事 H22.2

高田高校 高田高校駐輪場及び施設管理棟新築工事 H22.2

三重大学 三重大学男子寄宿舎改修機械設備工事 H22.1

津市 津市勤労者福祉センター(サンワーク津)空調設備改修工事 H21.12

㈱三晃空調 三重警察学校本館ほか機械設備工事 H21.12

須賀工業㈱ JSR森ｶ山地区新社宅建設工事 H21.11

㈱百五銀行 百五銀行河崎支店空調設備機更新工事 H21.10

鈴鹿サーキット サーキットチームスウィート換気工事 H21.10

三重県 三重県警察本部科学捜査研究所新DNA型検査棟機械設備工事 H21.8

㈱辻工務店 明治安田生命伊勢営業所給排水設備設置工事 H21.7

㈱百五銀行 百五銀行一志支店空調機更新工事 H21.7
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工　事　名　称 施工年月

㈱百五銀行 百五銀行大淀支店空調機更新工事 H21.7

本堂建設㈱ 津市高洲保育園ほか３園空調設備設置工事 H21.7

中部電力㈱三重支店 中部電力西部変電所空調設備工事 H21.6

亀山市 亀山市立学校空調工事 H21.5

閑林工業㈱ 鈴鹿サーキットレーシングコース改修給排水設備工事 H21.4

須賀工業㈱ 近畿予防医学研究所給排水改修工事 H21.3

東海農政局三重農政事務所 三重農政事務所庁舎便所改修工事 H21.3

㈱百五銀行 百五銀行集中センターHBS本社空調機工事 H21.3

㈱モビリティランド 鈴鹿サーキットホテルＪ棟ボイラー更新工事 H21.2

三重大学 三重大学（工）機械創成棟等改修機械設備工事 H21.2

㈱百五銀行 百五銀行栗真出張所空調機更新工事 H21.1

(財)雇用振興会 雇用促進住宅北口宿舎屋内排水工事に伴う機械設備工事 H21.1

津市 津市大里小学校改築工事に伴う機械設備工事 H21.1

㈱新井組 サンマンションアトレ島崎新築工事 H20.12

㈱百五銀行 百五銀行津駅支店空調機更新工事 H20.12

伊勢寿壽 陶陶津店給湯器取付工事 H20.11

吉川建設㈱ ベスパフィットネスクラブ浴室増築工事 H20.11

亀山市 亀山西小外６校給食室等空調機設置工事 H20.9

鳥羽商船高等専門学校 鳥羽商船高専３号館空調設備改修工事 H20.9

神宮司庁 神宮美術館・徴古館薬剤フィルター取替工事 H20.8

ダイダン㈱ 森六㈱鈴鹿工場新築工事 H20.8

閑林工業㈱ 鈴鹿市学校給食センター機械設備工事 H20.7

須賀工業㈱ エフ・シー・シー新鈴鹿工場建設工事 H20.7

鈴鹿市 潮風の街磯山公営住宅機械設備工事（7R-1） H20.7

北嶋工業㈱ 津センターパレス改修工事 H20.6

鹿島建設㈱ 大同生命ビルリニューアル工事 H20.5

㈱百五銀行 百五銀行伊勢志摩市場出張所空調機更新工事 H20.3

陸上自衛隊久居駐屯地 高茶屋第２宿舎給湯器等取替工事 H20.3

須賀工業㈱ 岡三ホールディングス四日市ビル新築工事 H20.3

須賀工業㈱ 高田高等学校４号館給排水衛生設備工事 H20.3

亀山市 関文化交流センター空調配管修繕工事 H20.2

東急建設㈱ 皇學館大学記念館改築工事に伴う設備工事 H20.1

㈱浜口リビック エイムオーエス島崎マンション機械設備工事 H19.12

㈱ｼﾐｽﾞ・ﾋﾞﾙﾗｲﾌｹｱ東海 百五銀行本店空調設備改修工事 H19.12

㈱福田豊工務店 JAいがほくぶセレモニーセンター新築設備工事 H19.11

吉川建設㈱ 百五銀行宮川支店新築工事 H19.11

三重県 草の実特別支援学校空調機器設置工事 H19.8

日本郵政公社 津中央郵便局ほか７０個所模様替に伴う空気調和衛生設備工事 H19.8

契　　約　　先
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工　事　名　称 施工年月

鈴鹿市 潮風の街磯山公営住宅機械設備工事 H19.7

鹿島建設㈱ 鈴鹿サーキット交通教育センター改修工事 H19.5

三重水熱工業㈱ 三重県いなば園空調設備等改修工事 H19.5

三重農林建設㈱ 伊賀北部彩四季増設設備工事 H19.3

㈱大林組 日本ガイシ鳥羽総合研修センター建設工事 H19.3

日本土建㈱ 陽だまりの丘給排水衛生空調設備工事 H19.3

閑林工業㈱ 伊賀市給食センター給排水衛生空調工事 H19.3

須賀工業㈱ 高田高等学校２期工事 H19.3

㈱朝日工業社 デンソー大安工場空衛設備工事 H19.3

中部地方整備局 H18.津地方合同庁舎改修工事 H19.2

太平工業㈱ ローレルコート西丸之内新築工事 H18.11

大成建設㈱ 皇學館大学祭式教室増改築工事 H18.10

北嶋工業㈱ 津パレスビル新築空調衛生工事 H18.10

三重県 熊野古道センター（仮称）機械設備工事 H18.10

㈱淺沼組 シティーホール伊勢新築工事 H18.8

㈱淺沼組 メガネのマスダ伊勢給排水衛生・空調換気設備工事 H18.8

津市 建防38号贄崎地区防災拠点新築工事に伴う機械設備工事 H18.7

㈲道具辰 空調機更新工事 H18.5

㈱百五銀行 別名寮給湯配管改修及びガス引込み配管工事 H18.5

㈱百五銀行 海山支店給水配管工事 H18.5

鈴鹿サーキット Ⅰ棟野外オイルタンク工事 H18.4

鈴鹿サーキット キッズランド迂回工事 H18.3

鈴鹿サーキット グランドレストラン設備撤去工事 H18.3

鈴鹿サーキット Ｋ棟チラーユニット取替工事 H18.3

鳥羽商船高専 鳥羽商船高専実習工場Ｂ空調設備改修その他工事 H18.3

三井住友建設㈱ 合歓の郷ヴィラ機械室真空ヒーター入替工事 H18.3

杉谷建設㈱ 勤労者福祉会館耐震改修工事 H18.3

名古屋防衛施設支局 白山（１７）ボイラ換装設備工事 H18.3

堀田建設㈱ カメヤマ㈱本社工場従業員食堂フード改修工事 H18.3

鈴鹿サーキット サーキットホテルＭ棟換気工事 H18.3

鈴鹿サーキット 鈴鹿サーキットクワガーデン熱交換取付工事 H18.2

宏輝システム㈱ 宏輝システム熱源工事 H18.2

亀山市 平成17年度　環境再生事業便所設備工事 H18.2

須賀工業㈱ 高田中・高等学校５号館及び第２体育館改築工事 H18.2

大成建設㈱ 皇學館大学体育館（仮称）建築工事 H18.2

角田建設㈱ 津生協地域支援センター増築工事 H18.2

鈴鹿市 鈴鹿市齋苑操作室空調改修工事 H18.1

鈴鹿市 潮風の街磯山公営住宅機械設備工事（4R-1） H18.1
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工　事　名　称 施工年月

名古屋高等裁判所 津地家裁熊野支部庁舎熱源設備等改修工事 H18.1

㈱上野工務店 奥出邸改修工事 H18.1

㈱上野工務店 豊寿園浴室改修工事 H17.12

皇學館大学 皇學館大学１号館空調機設置工事 H17.12

葉山電器製作所㈱ 葉山電器製作所㈱美里空調工事 H17.12

伊賀市 市立河合小学校空調機（KHP）修繕工事 H17.12

㈱テクノ菱和 白山町乳幼児教育センター新築工事 H17.12

清水建設㈱ 百五銀行宮の前寮改修工事 H17.12

中部地方整備局 H17.鳥羽運輸総合庁舎改修機械設備工事 H17.12

杉谷建設㈱ 津税務署増築工事 H17.12

閑林工業㈱ 津税務署空調工事 H17.12

鈴鹿サーキット 鈴鹿サーキット桜蘭空調更新工事 H17.11

㈲旭電業 ㈱山栄空調機設置工事 H17.10

三重県立津東高等学校 津東高等学校エアコン（保健室、宿直室）取替工事 H17.10

杉谷建設㈱ 高田短期大学新学科開設に伴う改修工事 H17.10

プラザ洞津 プラザ洞津厨房系統給湯設備更新工事 H17.9

㈱百五銀行 百五銀行鵜方駅前出張所空調設備更新工事 H17.9

㈱上野工務店 消防団第２分団詰所新設工事に伴う給排水空調工事 H17.9

河芸建設㈱ 白山高校商業棟耐震改修に伴う設備工事 H17.9

三重県 県立明野高等学校エアコン取付工事 H17.8

鈴鹿サーキット 鈴鹿サーキット本社事務所空調工事 H17.8

㈱上野工務店 川本邸新築工事に伴う給排水設備工事 H17.7

㈱上野工務店 久居元町造成工事に伴う給排水設備工事 H17.7

㈱百五銀行 百五銀行田丸支店空調設備更新工事 H17.7

鈴鹿市 算所保育所乳児室外空調機改修工事 H17.7

独立行政法人都市再生機構 16-支-笹川洗濯排水設備設置工事 H17.7

㈱辻工務店 百五銀行津駅西口支店新築衛生空調工事 H17.7

㈱宇戸平工務店 岡田邸新築工事（休排水衛生空調工事） H17.6

三井住友建設㈱ 西谷商事合歓の郷エアコン設置工事 H17.6

㈱宇戸平工務店 キャッスルイン津設備工事 H17.6

㈱アイケーディー 第３池田ビル空調リニューアル工事 H17.6

杉谷建設㈱ 高田中・高等学校設備盛替工事 H17.5

㈱ピーダブルビー クリーンルーム空調改修工事 H17.5

堀田建設㈱ 伊賀ＳＡ設備工事 H17.5

池田土地開発㈱ スナック『華』空調工事 H17.4

小糸工業㈱ 野菜茶業研究所人工気象室グロースキャビネット改修工事 H17.4

鈴鹿サーキット サーキットＭ棟自動制御改修工事 H17.4

㈱上野工務店 税理士会館改修工事 H17.3
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工　事　名　称 施工年月

㈱岸田建設 津警察署美里警察官駐在所建築工事 H17.3

㈱岸田建設 こころの医療センターFDチャンバー及びスプリンクラー取付工事 H17.3

鈴鹿サーキット サーキット従業員食堂厨房空調、排水工事 H17.3

三重県警察本部 三重県交通管制センター空調設備改修工事 H17.3

名古屋防衛施設局 白山（16）燃料施設等整備工事 H17.3

小糸工業㈱ 養殖研究所魚病診断研修施設設備新設工事 H17.3

三井住友建設㈱ エクシード合歓空調衛生工事 H17.3

㈱百五銀行 百五銀行鳥羽支店空調設備更新工事 H17.3

㈱百五銀行 百五銀行平生町出張所空調設備更新工事 H17.3

㈲芸濃食品 倉庫改修に伴う給排水設備工事 H17.3

杉谷建設㈱ 高田中・高校設備盛替工事 H17.3

三井住友建設㈱ 合歓の郷ヴィラ空調、給水工事 H17.2

㈱大氣社 大山田小学校新築に伴う衛生設備工事 H17.2

サンワンホールディングス 畑中ビル改修工事にかかる空調換気設備工事 H17.1

三重県警察本部 三重県警察科学捜査研究所DNA検査室空調施設改修工事 H17.1

宮田設備工業㈱ 津地区合同庁舎空調改修機械設備工事 H17.1

JFE三重テックサービス株 JFE三重工場改修に伴う空調設備工事 H17.1

㈱トーエネック 中部眼科クリニック空調衛生工事 H17.1

富士電設備㈱ 三重大学観音寺宿舎給水管改修工事 H16.11

ダイダン㈱ 富士通三重工場４番館配管設備工事 H16.11

株水谷住建 宮川保育園増改築工事に伴う設備工事 H16.11

㈱上野工務店 豊壽園東館内部改修に伴う設備工事 H16.11

三重大学 サテライトベンチャービジネスラボライトリーフィルター取替工事 H16.10

ダイダン㈱ ダイヘン三重工場増築工事 H16.10

小糸工業㈱ 王子製紙㈱湿温新築工事 H16.10

高砂熱学工業㈱ アールビーサポート老人ホーム空調衛生工事 H16.10

㈱朝日工業社 三和化学研究所改修工事 H16.7

鈴鹿サーキット サーキットフラワーホール厨房工事 H16.7

鈴鹿サーキット サーキットグラレス給湯工事 H16.7

三井住友建設㈱ 鳥羽国際ホテル本館棟ボイラー撤去工事 H16.7

オーク設備工業㈱ 芸濃町総合庁舎機械設備工事（衛生） H16.6

㈱柿本商会 丸福㈱三好工場コンプレッサー室新築工事 H16.4

鈴鹿サーキット サーキットＤ・Ｅ棟解体に伴う整備工事 H16.4

三井住友建設㈱ 鳥羽国際ホテル潮路亭耐震補強改装工事 H16.4

㈱杉之内工務店 三重県消防学校喫煙室設置工事 H16.3

厚生労働省 三重構成年金健康福祉センター基幹設備等改修工事 H16.3

堀田建設㈱ HWオアシス新築設備工事 H16.3

三井住友建設㈱ 鳥羽国際ホテル本館和厨房空調更新工事 H16.3
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工　事　名　称 施工年月

北嶋工業㈱ 三重大学安全管理対策機械工事 H16.3

㈱野田工務店 みさとふるさと資料館建築工事にかかる設備工事 H16.3

津市 上浜都市下水路(桜橋ポンプ場上屋建築)築造に伴う機械設備工事 H16.3

㈱トーエネック 医師会館及び看護学校空調衛生工事 H16.2

三重藤吉工業 伊勢自動車道嬉野ＰＡ排水管工事 H16.2

山下建設 サーキットＧ棟ウォシュレット取付工事 H16.2

鈴鹿サーキット サーキットフラワーホール厨房改修工事 H16.2

㈱ジャパンメンテナンス 津サティ他空調・衛生設備改修工事 H16.1

亀山回生病院 亀山回生病院高架水槽取替工事 H15.12

三重県 県立美術館増改築機械設備工事 H15.12

三井住友建設㈱ 宝輪賢島保養所修繕工事 H15.12

三機工業㈱ 日本合成ゴム四日市A-4ArF調整能増改修に伴う空調設備工事 H15.11

鈴鹿サーキット 鈴鹿サーキットチームスイートガス湯沸器取付工事 H15.11

三重県 三重県警察１１０番センター機械設備工事 H15.10

天理教松阪大教会 天理教松阪大教会住宅棟空調改修工事 H15.10

山田高子 三重県土地家屋調査士会館空調機電源工事 H15.9

高砂熱学工業㈱ 皇學館大学100周年記念棟改修工事 H15.9

㈱朝日工業社 デンソー大安空調設備工事 H15.8

明和町 曙幼稚園空調設備工事 H15.8

都市基盤整備公団中部支社 14-鳴海（仮称）Ⅱ期Ａ工区機械設備工事 H15.8

㈲アイエス空調 関町庁舎空調更新に伴う設備工事 H15.5

㈱福田豊工務店 常盤薬品工業上野工場トイレ改修等工事 H15.5

三機工業㈱ 百五銀行サイエンス情報センター衛生設備工事 H15.3

三重シンリョー 津商工会議所空調設備工事 H15.3

近畿工業㈱ あおい幼稚園新築に伴う空調給排水設備工事 H15.3

㈲阿部喜 江戸宿阿部喜マンション改修工事 H15.3

三機工業㈱ アニュレール三重ウェディングビレッジ新築設備工事 H15.3

㈱八神 シャープ三重センタービル新築空衛工事 H15.3

日立空調システム 合歓の郷給湯用真空ヒーター入替工事 H15.3

日立空調システム 三重大学低温室機会設備工事 H15.3

清水建設㈱ 百五集中センター３階改修工事 H15.3

美里設備 美里辰水幼稚園改修工事 H15.2

神戸土地建物 名神ビル５、６Ｆ空調工事 H15.2

鈴鹿サーキット サーキット一誠寮ボイラー更新工事 H15.2

閑林工業㈱ 三重大学総合研究棟１機機械設備工事 H15.2

㈱辻正 甲南病院増改築空衛工事 H15.2

㈱朝日工業社 阿山中学校大規模改修工事 H15.2

宏輝システム㈱ 薬品急冷低温チラー設置工事 H15.2
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工　事　名　称 施工年月

㈱朝日工業社 グループホーム森の里空調衛生設備工事 H15.1

鳥羽国際ホテル 鳥羽国際ホテル電気工事及びオイル配管工事 H14.12

名古屋防衛施設支局 明野（１４）車両整備場新設機会設備工事 H14.12

鈴鹿サーキット サーキットフラワーホールコンベンションホール空調増設工事 H14.12

皇學館大学 皇學館大学貞明寮食堂空調機設置工事 H14.9

大成建設㈱ 神宮文庫空調設備工事 H14.9

㈱辻工務店 世古口消化器内科増・改修工事 H14.8

ＮＫＫ総合設備 ＮＫＫ鋼構造事務所改造に伴う空調設備工事 H14.8

神宮支庁 神宮美術館・徴古館空調機取替その他工事 H14.8

鈴鹿サーキット サーキットクアガーデン給排気改修工事 H14.7

日立ビルシステム 日立ビルシステム合歓の郷空調更新工事 H14.7

日本鋪道㈱ サーキットアクアアドベンチャー設備工事 H14.7

ダイダン㈱ トイザラス四日市店改修工事 H14.6

吉川建設㈱ 大岩歯科新築設備工事 H14.6

㈱朝日工業社 員弁厚生病院新築空調ダクト工事 H14.6

日立空調システム 菱山製薬Ａ，Ｂ棟増築工事 H14.6

ダイダン㈱ 三博ビル空調改修工事 H14.6

㈱朝日工業社 四日市清掃センター空調衛生工事 H14.6

㈱朝日工業社 愛知農林会館３号館空調機更新工事 H14.5

三機工業㈱ 齋木内科空調衛生工事 H14.5

高砂熱学工業㈱ 皇學館大学３号館空調機６９台取替工事 H14.5

㈱朝日工業社 上野サンピア客室ファンコイル更新工事 H14.3

㈱装備 名古屋ライオンズプラザ改修設備工事 H14.3

小川建築 桂畑集会所新築工事 H14.3

東海財務局 古河住宅外２住宅01公共下水道接続工事 H14.2

NKK総合設備 ＮＫＫ・Ａ棟ハウスエアコン更新工事 H14.2

村瀬建設 鳥羽国際ホテル本館ボイラー室更新工事 H14.2

水谷建設㈱ 長島町長島浄化センターその６工事 H14.2

津ゴルフ 津ゴルフ水冷チラーユニット他取替工事 H14.1

嬉野町社会福祉協議会 嬉野町社会福祉センター空調改修工事 H14.1

㈱朝日工業社 員弁厚生病院空衛工事 H14.1

堀田建設㈱ みずきが丘道伯幼稚園増築工事 H14.1

ダイダン㈱ 名神ビル機械室給排気FAN整備工事 H13.12

高砂熱学工業㈱ シャープ広重空調機入替工事 H13.12

山下建設㈱ サーキット展望便所新設工事 H13.11

㈱辻工務店 百五銀行嬉野支店空調衛生設備工事 H13.10

大山田村役場 西保育園暖房ボイラー更新工事 H13.10

神宮司庁 神宮美術館No.2チラー改修 H13.10

契　　約　　先
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工　事　名　称 施工年月

清水建設㈱ 百五銀行丸の内厚生健保事務所移転改修工事 H13.10

大阪製罐㈱ 大阪製罐冷却水エアー配管工事 H13.10

三重県 津高等学校下水道接続工事 H13.10

住友建設㈱ 鳥羽国際ホテル南館ベーカリー新設工事 H13.9

皇學館大学 皇學館大学３号館空調機更新工事 H13.9

東急建設㈱ 紀勢町キングスガーデン改修工事 H13.9

NKK総合設備㈱ NKK久居アパート独身寮改修工事 H13.9

トーエネックサービス トーエネック津営業所空衛工事 H13.9

吉川建設㈱ 大石屋改修に伴う空調工事 H13.9

矢作建設工業㈱ 東陽荷役運輸整備工場新築に伴う空調衛生工事 H13.9

阿山町 阿山町立河合小学校空調設備工事 H13.9

堀田建設㈱ 亀山高校特別教室棟改修工事 H13.8

㈱宝門 キャッスルイン上野オイル配管工事 H13.8

三重ふじや 三重ふじや本社空調更新工事 H13.8

神戸土地建物㈱ 名神ビル８Ｆテナント空調設備工事 H13.7

竹中工務店 リゾートイン二見衛生設備工事 H13.7

新日本空調 サーキットチームスイートＣ棟空調衛生工事 H13.6

㈱日立空調システム 菱山製薬Ａ，Ｂ棟増築工事 H13.6

㈱宝門 リゾートイン二見新築空調機設置工事 H13.6

住友建設㈱ ＮＥＣ賢島保健センター貯湯槽入替工事 H13.6

㈱百五銀行 百五明生ビルエアコン工事 H13.5

鈴鹿サーキット サーキット交通教育センター空調機更新工事 H13.5

住友建設㈱ 鳥羽国際ホテル本館厨房排水工事 H13.4

美里中央クリニック まきのクリニック衛生設備工事 H13.3

タナベ建設 タナベ建設ビル空調機設置工事 H13.3

岡田商店 岡田商店冷凍庫改修工事 H13.3

ジャパンメンテナンス 津サティミスタードーナツ他改修工事 H13.3

神宮司庁 神宮美術館、徴古館薬剤フィルター取替工事 H13.3

三重県 南勢高校空調機取付工事 H13.3

伊藤土建㈱ ドコモモール芸濃店新築工事 H13.3

県立白山高校 冷暖房空調機器（総合実践室）の購入及び設置工事 H13.3

堀田建設㈱ 山下コーポレーション煙突工事 H13.3

清水建設㈱ 百五集中センター２階便所新設工事 H13.3

㈱百五銀行 百五銀行筋向橋支店空調設備更新工事 H13.3

㈱トーエネック 大王町立給食センター改築空調工事 H13.2

鈴鹿サーキット サーキット1次側屋外給排水配管工事 H13.2

㈱朝日工業社 大阪製薬上野工場整備工事 H13.2

堀田建設㈱ H12年度北勢国道構内整備工事 H13.1

契　　約　　先
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工　事　名　称 施工年月

三重県 三重県立看護大学大学院研究科棟機械設備工事 H13.1

㈱朝日工業社 津サティシネラマ館空調設備工事 H12.12

堀田建設㈱ ＪＲ亀山駅給水設備改修工事 H12.12

三重大学 三重大学サテライトベンチャービジネスラボラトリー新営機械設備工事 H12.12

山本工務店 百五銀行浜島支店空調衛生工事 H12.12

高砂熱学工業㈱ 百五銀行伊勢支店衛生設備工事 H12.11

堀田建設㈱ 山忠食品昆布工場改修に伴う給排水設備工事 H12.10

㈱レック レオパレス２１宮川邸新築衛生工事 H12.10

神宮司庁 神宮美術館冷温水ポンプフード弁及び吸込管改修工事 H12.10

清水建設㈱ 百五地区センター３Ｆ改修工事 H12.9

㈱朝日工業社 鈴鹿回生病院新築空衛工事 H12.9

安濃町 各小中学校空調及び電気照明設備工事 H12.8

㈱ダイヘン ダイヘン三重工場2/3熱風乾燥炉ドレン配管修理工事 H12.8

レックサービス 六二証券外部排水工事 H12.7

鈴鹿サーキット サーキットキッズランド給排水工事 H12.7

㈱百五銀行 百五銀行錦支店エアコン更新工事 H12.7

愛知製鋼健保組合 磯笛荘給水工事 H12.7

東急建設㈱ キングスガーデン在宅複合施設設備工事 H12.7

阿山町 阿山町内小学校空調工事 H12.6

清水建設㈱ 百五銀行桜支店増改築工事 H12.5

鈴鹿サーキット サーキット総合事務所空調工事 H12.5

斉久工業㈱ 津中央郵便局空気調和整備工事 H12.4

国立鈴鹿病院 鈴鹿病院冷温水発生機オーバーホール配管工事 H12.3

中部電力 中部電力平尾変電所空調機設置工事 H12.3

日立空調システム 菱山製薬倉庫棟空調衛生工事 H12.3

堀田建設㈱ 平成11年度　北勢国道構内整備工事 H12.3

名古屋高等裁判所 鈴鹿簡易裁判所庁舎新築工事に伴う衛生及び空調設備工事 H12.3

水谷建設㈱ 神明浄化センター衛生・空調工事 H12.3

須賀工業㈱ 山田赤十字病院老人施設空調工事 H12.3

津市 津モーターボートスタンド棟機械設備工事 H12.3

㈱アイケーディー 吉田山会館電算室設備工事 H12.2

津地方裁判所 鈴鹿簡易裁判所冷暖房機納品 H12.2

名古屋防衛施設局 明野（10）整備各増改修機械工事 H12.2

大成建設㈱ 亀山清掃センター設備工事 H12.2

日本クレスコ 伊勢志摩ビル１棟改修工事 H11.9

㈱萩原建設 百五銀行御薗支店改修衛生空調工事 H11.9

阿山町 阿山町立各小中学校空調設備工事 H11.8

㈱朝日工業社 亀山回生病院改修増築に伴う設備工事 H11.8

契　　約　　先
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工　事　名　称 施工年月

㈱辻工務店 百五銀行大門出張所空調設備工事 H11.4

白山町 白山町中央公民館空調設備更新工事 H11.3

トーヨコ理研 上野厚生年金センターサンピア機械設備工事 H11.3

東海郵政局 鈴鹿郵便局空調衛生模様替工事 H11.3

㈱朝日工業社 伊賀の国ふれあい交流ランド（温泉）設備工事 H11.3

石原建設㈱ 山下ゴム社宅改修工事 H11.3

住友建設㈱ ＮＥＣ賢島保健センター空調改修工事 H11.2

水谷建設㈱ 長島浄化センター機械設備工事 H11.2

三晃空調 松阪ハイツ厨房改修工事 H11.2

清水建設㈱ 百五銀行熊野支店空調・給排水衛生設備工事 H11.2

三重県警察本部 警察本部島崎職員住宅（３号館）給排水衛生設備工事 H11.2

須賀工業㈱ 山田赤十字病院東１病棟改修工事 H11.1

堀田建設㈱ 亀山みずきが丘道伯幼稚園建築工事 H10.12

竹中工務店 第一生命三重支社換気設備工事 H10.12

(社)三重県自動車整備商工組合三重県自動車整備商工組合2、3階空調機更新工事 H10.11

㈱百五銀行 百五波切支店新築に伴う空調設備工事 H10.10

中部地方整備局 9-上野公共職業安定所機械設備工事 H10.10

㈱宝門 ホテルキャッスルイン伊勢ウォールスルー型空調機据付工事H10.9

新日本空調 ボーグワーナー新築設備工事 H10.8

高田短期大学 図書館及び研修室空調機設置工事 H10.7

野菜試験場 野菜試験場人工気象室設備改修工事 H10.7

日立プラント建設㈱ 日東電工鈴鹿寮新築に伴う機械設備工事 H10.7

神宮司庁 神宮式年遷宮美術館ＮＯ．１水中ブロワーポンプ取替工事 H10.6

津ゴルフクラブ 津ゴルフ２Ｆ第３コンペ室他パッケージ新設工事 H10.5

ジャパンメンテナンス 津サティ設備改修工事 H10.5

日立冷熱㈱ 菱山製薬エネルギー棟各種配管工事 H10.5

鈴鹿サーキット サーキットクアガーデン空調換気工事 H10.5

中央興産 津サティ設備改修工事 H10.4

㈱百五銀行 百五銀行香良洲支店下水道化に伴う敷地内工事 H10.4

㈱新井組 フォレスト白子新築に伴う給排水衛生及び換気設備工事 H10.4

日立冷熱㈱ 菱山製薬原液精製棟新築工事 H10.3

日立冷熱㈱ 菱山製薬透析剤製造棟衛生工事 H10.3

住友建設㈱ NEC賢島受水槽暖房ボイラー入替工事 H10.3

東芝空調㈱ 国立三重療養所新築２期空調衛生工事 H10.3

㈱朝日工業社 国立新病院本館棟空調衛生工事 H10.3

中部電力㈱ 中部電力藤原変電所他２カ所空調工事 H10.3

津市 船頭ポンプ場建築機械設備工事 H10.3

㈱朝日工業社 国立新病院第１期工事 H10.1

契　　約　　先
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工　事　名　称 施工年月

㈱ダイヘン三重工場 ダイヘン三重工場ピット内蒸気配管更新工事 H10.1

中部電力㈱ 中部電力伊勢（営）空調換気設備修繕工事 H10.1

三重県企業庁 中勢水道事務所機械設備工事 H9.12

鈴鹿市 環境センター空調機改修工事 H9.12

日本土建㈱ 高田高校空調設備工事 H9.11

鈴鹿サーキット 鈴鹿サーキット集中豪雨災害復旧プール給水管漏水復旧工事 H9.11

鹿島建物総合管理㈱ 大同生命瀧澤ビル１Ｆ改修に伴う給排水衛生及び空調換気設備工事 H9.10

㈱レックサービス 岡三証券名張（営）空調機更新工事 H9.9

㈱八神 松珠荘厨房改修工事 H9.9

㈱トーエネック パナホーム三重パイプフート工事 H9.9

戸田建設㈱ 伊勢商業開発改修工事 H9.8

㈱百五銀行 百五銀行四日市社宅浴槽取替シャワー設備設置工事 H9.8

堀田建設㈱ 亀山高校耐震補強及び内部改修衛生工事 H9.8

㈱宝門 ホテルキャッスルイン四日市ボイラー修理 H9.8

東員町役場 学教9-3神田小・笹尾東小エアコン設置工事 H9.8

㈱三晃空調 松阪ハイツ宴会場等内装その他工事 H9.7

中央興産㈱ 津サティ容量制御回路改造工事 H9.6

森ビル観光㈱ ラフォーレ鳥羽改造工事 H9.6

住友建設㈱ 明成化学工業㈱ダクト設備工事 H9.4

ダイダン㈱ 鳥羽逓信保養所空調設備工事 H9.3

三重県企業庁 大里浄水場管理本館等機会設備工事 H9.3

中電工事㈱ 中電工事四日市営業所建替工事の内機械設備工事 H9.3

堀田建設㈱ 7-津地方合同庁舎改修設備工事 H9.3

㈱朝日工業社 上野ミキハウス配送センター空調工事 H9.3

日立プラント建設㈱ 日産火災三重ビル新築に伴う空調衛生工事 H9.3

高砂熱学工業㈱ 本田技研厨房改修空調衛生工事 H9.3

堀田建設㈱ 伊勢自動車道久居管理事務所改修設備工事 H9.3

伊勢日産モーター㈱ 伊勢日産鈴鹿（営）事務所側空調機更新工事 H9.2

吉川建設㈱ 百五銀行二見支店新築衛生工事 H9.1

津市 津庁舎（平成8年度）空調設備改修工事 H9.1

農林水産省野菜茶業試験場 野菜茶業試験場人工気象室KG-10送風機設置工事 H8.12

中部電力㈱ 中部電力音羽南、員弁、能部変電所空調装置設備工事 H8.12

王子製紙㈱ 王子製紙第１・２実験室空調工事 H8.12

王子製紙㈱ 王子製紙機器室空調施設工事 H8.12

名張市 名張公民館１階系統冷温水発生器取替工事 H8.12

高砂熱学工業㈱ 森精機工場増築空調衛生工事 H8.12

須賀工業㈱ 三重大学工学部講義棟設備工事 H8.12

日比谷総合設備㈱ ＮＴＴ高茶屋新請求書発行センター空調設備工事 H8.12

契　　約　　先
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工　事　名　称 施工年月

名古屋防衛施設支局 久居（７）公務員宿舎新設機械工事 H8.12

ダイダン㈱ 厚生連松阪中央総合病院新築衛生工事 H8.12

㈱ダイヘン ダイヘン真空排気装置バイパス配管工事 H8.10

中部建設工業㈱ 永井病院ガス配管工事 H8.10

日本クレスコ㈱ 島崎苑設備改修工事 H8.9

㈱レックサービス 岡三証券上野空調機更新工事 H8.8

㈱トーヨコ理研 菰野厚生病院増改築衛生設備工事 H8.8

㈱菊屋 名張市立病院新築給排水厨房工事 H8.8

㈲美しま ホテルニュー美しま氷蓄熱空調新設工事 H8.7

東芝空調㈱ 小俣町体育館改修空調衛生工事 H8.7

ジブロ㈱ 東員町学校空調機工事 H8.7

中部電力㈱ 中部電力津（営）氷蓄熱空調設備工事 H8.7

扶桑工機㈱ 扶桑工機北勢工場氷蓄熱空調設備工事 H8.6

㈱百五銀行 百五銀行椋本支店空調機更新工事 H8.6

㈱百五銀行 百五銀行行津地区センター空調機更新工事 H8.6

武内瞕純 武内病院会長宅汚水館布設替、浄化槽取壊し工事 H8.5

津市 津市立橋北中学校他空調機納入及び取付工事 H8.5

㈱三晃空調 松阪ハイツ別館客室改修工事 H8.5

㈱アイケーディー IKD貸店舗新築に伴う給排水衛生及び空調換気設備工事 H8.5

三重県 三重県消防学校管理教育棟その他機械設備工事 H8.4

㈱トーエネック パナホーム三重新築空調衛生工事 H8.4

㈱百五銀行 百五銀行大門支店空調設備更新工事 H8.4

中勢林業㈱ 県民サービスセンター５・６階改修工事 H8.3

中部電力㈱ 中部電力立神変電所空調工事 H8.3

ニッタ・ムアー㈱ ニッタ・ムアーなバリ工場現場事務所空調機取替工事 H8.3

農林水産省野菜茶業試験場 野菜茶業試験場人工気象室冷却コイル温水コイル取替他工事 H8.3

堀田建設㈱ 菱電三重衛生工事 H8.3

清水建設㈱ 本田技研住吉寮浴場改修工事 H8.3

磯田建設㈱ 本居宣長記念館増築空調工事 H8.3

東急建設㈱ 鈴鹿サーキットコントロールタワー等増築工事に伴う給排水設備工事 H8.3

吉川建設㈱ スズキカルタス三重　津・四日市営業所設備工事 H8.3

須賀工業㈱ 国立三重大学基幹整備蒸気暖房工事 H8.3

㈱トーエネック 中部電力自動制御棟工事 H8.3

大成建設㈱ 角庄食品工場新設空調設備工事 H8.2

日本土建㈱ 百五銀行行尾鷲寮新築設備工事 H8.2

中部地方建設局 6-木曽三川公園カルチャービレッジ野外施設設備工事 H8.2

川崎設備工業㈱ 中部電力四日市給電制御ビル空調工事 H8.2

香良洲町役場 香良洲町公民館大会議室空調取付更新工事 H8.1
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工　事　名　称 施工年月

㈱百五銀行 百五銀行出納室空調取付更新工事 H7.12

三重県自動車設備商工組合１階空調改修工事 H7.12

須賀工業㈱ 山田日赤アンギョ室放射線科医局棟改修工事 H7.12

三重リコピー販売㈱ 三重リコピー空調機衛生工事 H7.12

東芝空調㈱ 三重県社会福祉会館空調改修工事 H7.12

森清工業㈱ 橋本ビル改修空調衛生工事 H7.11

三重県月の友の会 三重県月の友の会冷暖房設備更新工事 H7.11

㈱中村組 津西産婦人科増築工事に伴う衛生及び空調設備工事 H7.10

三重県企業庁 高野浄水場水質室エアコン設備工事 H7.9

一志町役場 一志町役場空調機入替工事 H7.9

伊勢日産モーター㈱ 伊勢日産サービス事務所空調機更新工事 H7.8

割烹　綾 割烹　綾　空調設備工事 H7.8

津市 津市中央浄化センター場内油配管改修工事 H7.8

清水建設㈱ 鈴鹿回生病院本部チラー（２基）入替工事 H7.8

津支店水道給水工事公認業者組合 水道組合２階会議室空調設備工事 H7.7

山田赤十字病院 山田日赤クリーンルーム工事 H7.6

日産建設㈱ 松阪ハイツ本館空調設備更新その他工事 H7.8

㈱百五銀行 百五銀行桑名大山田支店新築衛生工事 H7.8

ダイダン㈱ 中部電力松阪新築工事の内空調衛生設備工事 H7.8

㈱鈴鹿サーキットランド 鈴鹿サーキットブーランジュリマクドナルド入店に伴う設備改修工事 H7.7

割烹　綾 割烹　綾クーリングタワー冷却水ポンプ取替工事 H7.6

中部電力㈱ 中部電力湯の山苑厨房エアコン取付工事 H7.6

イーグル製菓㈱ イーグル製菓㈱伊賀工場クッキー室空調機他更新工事 H7.6

㈱鈴鹿サーキットランド 鈴鹿サーキット味の街他２件空調機更新工事 H7.6

㈱百五銀行 百五銀行内宮前支店空調機入替工事 H7.6

㈱百五銀行 百五銀行鳥羽ビーチ空調機入替工事 H7.6

㈱トーエネック 中電川越火力（発）サービス新設、空調衛生設備 H7.6

㈱百五銀行 百五銀行湯の家空調設備工事 H7.5

鹿島建設㈱ 津ニュータウン深井戸工事 H7.5

天理教松阪 天理教松阪屋上クーリングタワー取替工事 H7.5

㈱淺沼組 扇芳閣空調機取替工事 H7.4

大門観光㈱ 大門観光空調機更新工事 H7.4

石井燃商㈱ 榊原陽光苑特別養護老人ホーム新築工事 H7.4

㈱アイケーディ 第２池田ビル５F空調機取付工事 H7.3

中部電力㈱ 中部電力上弁財・阿漕下水設備工事 H7.3

伊勢日産モーター㈱ 伊勢日産モーター伊勢営業所空調機更新工事 H7.3

三重県 三重県社会福祉会館配管改修ライニング工事 H7.3

㈱アイケーディ 池田土地開発冷却塔取替工事 H7.3

三重県自動車整備商工組合㈱
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工　事　名　称 施工年月

中部電力㈱ 中部電力四十九変電所他空調設備工事 H7.3

㈱鈴鹿サーキットランド 鈴鹿サーキットカートコース管理ハウス空調設備工事 H7.3

佐藤工業㈱ 鈴鹿サーキットカートコース管理ハウス空調衛生工事 H7.3

住友建設㈱ 住友電装㈱志摩保養所建屋補修に伴う設備工事 H7.3

㈱石吉組 鳥羽商船１階便所改修工事 H7.3

日本土建㈱ 南部浄化センター改修に伴う機械設備工事 H7.3

㈱トーヨコ理研 サンピア伊賀空調改修工事 H7.3

堀田建設㈱ 志登茂コンサルタント事務所新築に伴う給排水設備工事 H7.3

㈱竹中工務店 第一生命向陽町アパート改修工事 H7.3

高砂熱学工業㈱ シャープ広重工場増設空調設備工事 H7.3

須賀工業㈱ 三重大学記念講堂空調衛生設備工事 H7.3

三重県 県営住宅西新町団地（仮称）給排水衛生工事 H7.3

中部電力㈱ 上弁財アパート他下水道設備改良工事（設計） H7.2

㈱アイケーディ 池田第１ビルボイラー入替工事 H7.2

㈱三和電気商会 伊賀焼伝統産業会館空調設備設置工事 H7.2

防衛庁 白山等（６）通信局舎改修機械工事 H7.2

三重大学 三重大学機器分析センター新営機械設備工事 H7.1

陶陶 陶陶ボイラー取替工事 H6.12

㈱百五銀行 百五本館６階役員会議室ファンコイル取替及び換気扇取付工事 H6.12

東芝空調㈱ 三重県工業技術センター空調施設改修工事 H6.12

㈱永楽開発 中電名張（営）本館内部改造工事に伴う衛生及び空調設備工事 H6.12

日産建設㈱ 松阪ハイツ本館客室改修その他工事 H6.12

㈱ダイヘン ダイヘン工場エアー配管他工事 H6.12

清水建設㈱ 百五銀行松阪支店新築衛生設備工事 H6.12

㈱トーエネック 中電四日市（独）新設空調衛生設備工事 H6.12

住友建設㈱ オー・ジー尚和荘給水他改修工事 H6.11

三建設備工業㈱JV 鈴鹿サーキット温泉棟新築空調衛生設備工事 H6.11

㈱きんでん 神通寺御報恩堂空調衛生設備工事 H6.11

戸田建設㈱ 千寿会館セレモニーホール「やすらぎ」空調衛生設備工事 H6.10

日産建設㈱ 松阪ハイツ浴場増築空調衛生設備工事 H6.9

㈱レックサービス 京セラ玉城工場厨房改修工事 H6.9

津市水道局 県道家所阿漕(Ｔ)線道路改良工事に伴う半田地内配水管移設工事 H6.9

津市 津市西郊中学校給水管更正（ライニング）その他工事 H6.8

新東洋空調㈱ 松珠荘食堂パッケージ更新工事他 H6.7

津市水道局 その１高茶屋小森町地内（藤水雲出線）配水管布設工事 H6.7

鹿島建設㈱ 亀山宿「あんぜん」文化村新築衛生設備工事 H6.7

中部地方建設局 津第１地方合同庁舎空調設備改修工事 H6.7

戸田建設㈱ 美里村庁舎及び文化センター空調衛生設備工事 H6.7
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工　事　名　称 施工年月

鈴鹿サーキット 鈴鹿サーキットあかしや研修所空調設備改修工事 H6.6

中部電力㈱ 中部電力津サービスセンター空調設備改修工事 H6.6

三重県厚生農業共同組合連合会 員弁・鈴鹿厚生病院スプリンクラー設備工事 H6.6

㈱竹中工務店 伊勢寿伊勢店新築衛生設備工事 H6.6

㈱辻工務店 百五銀行六軒支店新築空調設備工事 H6.6

日立冷熱㈱ 菱山製薬伊勢工場Ｂ棟増築、衛生及びユーティリティー設備工事 H6.5

公立学校共済組合 プラザ洞津空調衛生設備工事 H6.4

㈱朝日工業社 津サティ空調衛生設備工事 H6.4

三建設備工業㈱ 阿児町図書館空調衛生設備工事 H6.4

㈱朝日工業社 環境保全事業団空調衛生設備工事 H6.4

矢作建設工業㈱ ビーイング新築空調衛生設備工事 H6.3

ダイダン㈱ （防衛庁）明野（４）格納庫新設機械工事 H6.3

㈱朝日工業社 伊賀氏ふるさと総合施設衛生設備工事 H6.3

古河総合設備㈱ 亀山市歴史民族資料館新築空調衛生設備工事 H6.3

㈱辻工務店 津市自動福祉会館増改築空調衛生設備工事 H6.3

佐藤工業㈱ 谷本クリニック新築空調設備工事 H6.3

堀田建設㈱ 野菜・茶業試験場貯蔵実験棟空調衛生設備工事 H6.3

三重県 三重厚生年金健康福祉センター冷蔵庫設備工事 H6.3

杉谷建設㈱ 三重短大ホール改造に伴う空調衛生設備工事 H6.3

戸田建設㈱ 日本特殊陶業ｲｾ工場衛生設備工事 H6.3

㈱トーエネック 中部電力四日市（営）空調機設備工事 H6.3

マスダ㈱ メガネのマスダ給湯配管工事 H6.3

中部電力㈱ 中部電力四日市火力発電所変電室空調機入替工事 H6.2

山文建設㈲ 百五銀行阿児支店新築空調衛生設備工事 H6.2

新菱冷熱工業㈱ 中部電力桑名（営）新築空調衛生設備工事 H5.12

上野通信建設 上野通信建設事務所空調設備工事 H5.12

㈲ヨシオカ建設 角田邸空調設備工事 H5.12

小糸工業㈱ 三重大学地域共同研究センター新営温室及び植物培養室設備工事 H5.12

板倉商店 板倉商店プレハブ冷蔵庫新設工事 H5.11

神光苑 神光苑空調機取替工事 H5.11

㈱淺沼組 コマツ三重空調衛生設備工事 H5.11

㈱淺沼組 榊原館７階改修工事 H5.11

㈱百五銀行 百五銀行本店ファンコイル取替工事 H5.11

日本土建㈱ 津フェニックスビル空調衛生設備工事 H5.10

立正佼成会四日市教会 立正佼成会四日市教会空調機入替工事 H5.10

日本土建㈱ 河芸小学校衛生設備改造工事 H5.9

㈱淺沼組 榊原館寮新築工事 H5.9

中部電力㈱ 中部電力三重支店３階コンピューター室空調機取付工事 H5.9

契　　約　　先
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工　事　名　称 施工年月

戸田建設㈱ 千寿会館冷蔵庫改修工事 H5.9

山下建設㈱ 鈴鹿サーキットレストラン改造工事 H5.9

三重県地方職員共済組合 津地区世帯用住宅給排水衛生設備工事 H5.9

㈱淺沼組 福喜多眼科増築空調衛生設備工事 H5.9

須賀工業㈱ 伊勢湾フェリー新築空調衛生設備工事 H5.8

㈱淺沼組 玉城養殖研究所細胞工学実験棟空調衛生設備工事 H5.8

茂木ビル 茂木釣具店空調設備工事 H5.8

㈱新井組 ホテルキャッスルイン鈴鹿空調衛生設備工事 H5.8

住友建設㈱ 住友電装志摩保養所１階空調機改修工事 H5.7

㈱百五銀行 百五銀行本館空調設備自動制御装置更新工事 H5.7

新東洋空調㈱ 松下健保フィールドパークログハウス新築に伴う空調衛生設備工事 H5.7

ダイダン㈱ 百五銀行鳥羽ショッピングセンター増築に伴う空調設備工事 H5.7

東海興業㈱ アピカ第２ビル増築に伴う空調衛生設備工事 H5.7

村本建設㈱ 第３泉カイトマンション新築空調衛生設備工事 H5.7

戸田建設㈱ ジャスコララパーク店空調設備改修工事 H5.7

新東洋空調㈱ 松珠荘オイル配管更新工事 H5.7

文部省 鳥羽商船高専福利施設新営機械設備工事 H5.6

名古屋防衛施設局 陸上自衛隊明野（4）公務員宿舎（1・2工区）新設機械設備工事 H5.6

中部電力㈱ 中部電力塩浜変電所空調設備工事 H5.6

㈱百五銀行 百五銀行河崎支店冷暖房機更新工事 H5.6

東亜建設工業㈱ 伊勢湾ヘリポート整備工事に伴う空調衛生設備工事 H5.6

清水建設㈱ 百五銀行高茶屋支店新築に伴う空調衛生設備工事 H5.6

堀田建設㈱ 亀山商工会議所空調設備更新工事 H5.5

日本土建㈱ 釜屋ｶﾜ排水機場空調衛生設備工事 H5.5

山下建設㈱ 鈴鹿サーキットコレクションホールスプリンクラー改修工事 H5.4

新日本空調㈱ 神宮美術館衛生設備工事 H5.4

鈴鹿サーキット 鈴鹿サーキット宇宙カプセル排気工事 H5.3

清水建設㈱ 本田技研独身寮及び構内洗面所改修工事 H5.3

㈱鴻池組 松珠荘屋外給水配管工事 H5.3

伊勢商業開発㈱ ララパーク冷却塔一般系統飲食店系統ファンモーター取替 H5.3

津市 新町ポンプ場及び長浜ポンプ場Ａ重油地下タンク貯蔵所設備修繕 H5.3

新日本空調㈱ 伊勢自動車道多気パーキングエリア休憩施設空調衛生設備工事 H5.3

日本土建㈱ 三雲排水池設置工事、空調換気工事 H5.3

清水建設㈱ 本田技研寮便所改修工事 H5.3

斉藤建設㈱ 嬉野町庁舎増築に伴う空調設備工事 H5.3

日産建設㈱ 松阪ハイツ給排水設備工事 H5.1

三重農林建設㈱ 一志町役場増築に伴う空調衛生設備工事 H5.1

契　　約　　先
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工　事　名　称 施工年月

一志町役場 一志町役場中庁舎冷暖房改修工事 H5.1

堀田建設㈱ 亀山自動車学校空調衛生設備工事 H5.1

東海郵政局 中原郵便局空気調和衛生設備工事 H5.1

堀田建設㈱ 亀山信用金庫営業室空調機更新工事 H4.12

㈱竹中工務店 第一生命向陽アパート屋内給水設備改修工事 H4.12

日産建設㈱ 日産部品三重販売増築に伴う空調衛生設備工事 H4.12

㈱淺沼組 大山田村中学校技術棟改築に伴う空調衛生設備工事 H4.12

三井不動産建設㈱ 木曽岬町東部地区クリーンセンター空調衛生設備工事 H4.12

吉川建設㈱ 百五銀行宮川支店増築に伴う空調衛生設備工事 H4.11

㈱百五銀行 百五銀行多気支店冷暖房機の更新工事 H4.11

三重県信用保証協会 協会事務所ビル空調機新築工事 H4.11

雇用促進事業団 雇用促進北口宿舎機械設備工事 H4.11

三建設備工業㈱ 三重県建設技術センター新築衛生空調設備工事 H4.11

三重県 県北部スポーツガーデンメインスタンド機械設備工事 H4.10

清水建設㈱ 百五銀行和具支店新築空調衛生設備工事 H4.10

中部電力㈱ 中部電力古河寮空調設備工事 H4.6

清水建設㈱ 鈴鹿サーキットファミリーホテル新築空調衛生設備工事 H4.6

㈱淺沼組 扇芳閣増築空調衛生設備工事 H4.4

須賀工業㈱ コーポ野村空調衛生設備工事 H4.3

新日本空調㈱ 神宮式年遷宮記念美術館空調衛生設備工事 H4.3

㈱朝日工業社 森精機伊賀新設工場管理棟空調衛生設備工事 H3.11

高砂熱学工業㈱ イトーキ三重テクノパークセンター新築空調衛生設備工事 H3.11

東芝空調㈱ 東芝四日市工場新築空調衛生設備工事 H3.12

日本土建㈱ セントラル硝子賢島空調配管改修工事 H3.9

津市 阿漕１号館給排水管パイプライニング工事 H3.9

戸田建設㈱ 千寿会館空調設備工事 H3.9

㈱レックサービス 百五銀行新道支店新築に伴う空調衛生設備工事 H3.9

タナカ工業㈱ 岡三証券一志寮空調衛生設備工事 H3.8

東海郵政局 タナカ工業第１工場スポット冷房工事 H3.8

日産建設㈱ 津南郵便局プロトコル交換機設備に伴う空調衛生設備工事 H3.8

津市 辰巳屋興業配送センター新築空調衛生設備工事 H3.8

ダイダン㈱ 阿漕塚記念館空調設備工事 H3.7

三重県厚生農業協同組合連合会 クラ紡津工場染織工場空調設備工事 H3.7

清水建設㈱ 菰野厚生病院空調設備工事 H3.7

角田建築㈱ 鈴鹿サーキット第１コーナー観覧席空調衛生設備工事 H3.7

白山町役場 市川共同住宅新築に伴う設備工事 H3.6

鈴鹿サーキット 白山町総合体育館空調施設工事 H3.6

㈱百五銀行 百五銀行本店空調機取替工事 H3.5

契　　約　　先
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鈴鹿サーキット 鈴鹿サーキットコレクションホールスプリンクラー工事 H3.5

角田建築㈱ 員弁老人福祉センター新築空調設備工事 H3.5

鈴鹿サーキット 鈴鹿サーキットイタリアンレストラン新築空調設備工事 H3.3

中部電力㈱ 中部電力四日市営業所本館空調設備工事 H3.3

大成建設㈱ 池の浦荘改築空調衛生設備工事 H3.3

三重県 厚生年金福祉センター新築衛生設備工事 H3.3

㈱オーエスニチロン、S ホテル御薗新築に伴う空調衛生消化設備工事 H3.3

㈱百五銀行 一身田支店新築空調衛生設備工事 H3.2

小糸工業㈱ 農林水産省野菜茶業試験場人工気象設備冷凍設備工事 H3.2

津市水道局 高茶屋浄水場浄水施設洗浄工事 H3.2

ダイダン㈱ 日本銀行鳥羽寮空調衛生設備工事 H3.2

神光苑 神光苑御蔵庫空調衛生設備工事 H3.1

㈱淺沼組 榊原館空調衛生設備工事 H2.12

堀田建設㈱ エピカ安全伊賀パーキングエリア空調衛生設備工事 H2.11

㈱朝日工業社 ニッタムアー名張工場空調衛生設備工事 H2.11

津市水道局 津市桜橋３丁目幹線工事 H2.11

㈱レックサービス 京セラ伊勢工場改修工事 H2.11

須賀工業㈱ 名鉄運輸株式会社亀山トラックターミナル新築工事 H2.10

大阪製缶㈱ 大阪製缶株式会社三重工場空調衛生設備工事 H2.9

清水建設㈱ 鈴鹿サーキット宴会場空調設備工事 H2.9

戸田建設㈱ 伊勢ララパーク改修工事 H2.9

須賀工業㈱ 山田日赤病院管理棟空調設備工事 H2.9

鈴鹿サーキット 鈴鹿サーキットコンピューター室空調機取付 H2.7

美杉村役場 美杉村役場庁舎冷暖房設備設置工事 H2.7

鈴屋遺蹟保存会 本居記念館空調機器取替工事 H2.7

清水建設㈱ 百五銀行鳥羽ビーチ改修工事 H2.6

須賀工業㈱ 皇學館大学神道博物館改修工事 H2.5

日立冷熱㈱ 菱山製薬株式会社伊勢工場新築に伴う衛生設備工事 H2.5

日本土建㈱ 百五銀行橋南支店改修工事 H2.4

日本土建㈱ レストラン伊勢寿津店新築空調衛生工事 H2.3

清水建設㈱ 鈴鹿サーキットコントロールタワー増築空調衛生工事 H2.3

三重県 県民サービスセンター給排水衛生空調設備工事 H2.3

㈱百五銀行 百五銀行八日市場支店空調機入替工事 H2.2

ニチニチ食品㈱ ニチニチ食品増設に伴う空調衛生設備工事 H2.2

ダイダン㈱ 三重住電株式会社ALS工場衛生設備工事 H2.2

戸田建設㈱ 国立鈴鹿病院冷暖房設備その他工事 H2.2

三重金属工業㈱ 三重金属工業株式会社ボイラ入替工事 H2.2

三重刑務所 三重刑務所伊勢拘置所支所庁舎等新営工事 H2.2
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堀田建設㈱ 山忠食品換気衛生給排水設備工事 H2.1

㈱地崎工業 津ゴルフ倶楽部クラブハウス空調衛生工事 H1.12

大山田村役場 大山田村西保育園遊技場暖房設備工事 H1.11

鹿島建設㈱ 東邦生命松阪支社改築に伴う設備工事 H1.11

須賀工業㈱ 岡三証券鳥羽保養所空調衛生設備点検 H1.10

鈴鹿サーキット 鈴鹿サーキット汚水槽新設及び汚水本管盛替工事 H1.10

三井生命保険相互㈱ 三井生命伊勢ヒートポンプチラー取替 H1.10

タナカ産業㈱ タナカ産業事務所空調機据付工事 H1.10

日産建設㈱ 東洋熱処理研究所衛生設備工事 H1.10

清水建設㈱ 鈴鹿サーキットＬ棟空調衛生設備工事 H1.10

鈴鹿サーキット サーキット迂回路工事 H1.10

清水建設㈱ 鈴鹿サーキットボーリグ場トイレ増築工事 H1.10

㈱辻工務店 百五銀行椋本支店ＣＤ工事 H1.9

吉川建設㈱ 百五銀行齋宮支店ATM増設に伴う空調設備工事 H1.9

㈱淺沼組 吉川ホテル衛生空調設備工事 H1.9

住友建設㈱ 三重住電株式会社エレクトロニクス工場空調設備工事(２期) H1.9

清水建設㈱ 百五銀行尾鷲支店空調衛生工事 H1.8

清水建設㈱ 岡波老人施設衛生消化ガス設備工事 H1.8

大成建設㈱ 池の浦荘改修に伴う設備工事 H1.7

生川建設㈱ キング観光津店衛生設備工事 H1.7

清水建設㈱ 鈴鹿サーキット宴会場（ボーリング場）改造工事 H1.7

清水建設㈱ 鈴鹿サーキットドライバーズサロン空調衛生工事 H1.7

日産建設㈱ 伊勢日産桑名営業所増改築に伴う設備改修工事 H1.6

東海郵政局 紀伊長島郵便局空気調和衛生設備工事 H1.6

東邦生命保険相互㈱ 東邦生命鳥羽海風荘冷暖房改修工事 H1.5

国立三重大学 教育学部附属幼稚園水遊びプール改修給排水他工事 H1.3

津市水道局 津市分庁舎（水道局）空調設備改良工事 H1.3

日管㈱ ＪＲ亀山宿舎改修空調工事 H1.3

須賀工業㈱ ダイシン工業新築空調衛生工事 H1.3

ダイダン㈱ 岐阜防衛庁評価施設新設機械工事 H1.3

小糸工業㈱ 王子製紙育種研究所設備工事 H1.1

三重県企業庁 多気浄水場管理本館空調設備点検入手工事 H1.1
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