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工　　事　　名 工　事　内　容

如水小学校 プールろ過機取替工事

川嶌整形外科 増改築空調換気設備工事

天ｹ瀬カントリークラブ 空調換気設備工事

中村病院 空調換気設備工事

ＴＯＴＯ小倉 空調換気設備工事

本耶馬溪町庁舎 空調換気設備工事

別府商業開発ビル 郵便局舎空調工事他

中津マルショク 空調換気設備工事

和田公民館 空調換気設備工事

三和酒類(株) 空調換気設備工事

テレビ大分放送会館 空調換気設備工事

中津自動車学校 空調換気設備工事

大分県立中津南高校 特別教室 衛生設備工事

日田駅前ビル 空調換気設備工事

ニッセイ大分駅前ビル 空調換気設備工事

鬼怒川ゴム(株) 九州工場 衛生換気設備工事

鳥取大学附属病院 空調換気設備工事

中津市立城南中学校 校舎改築に伴う換気設備工事

西吉富小学校 校舎改築に伴う換気設備工事

山国中学校 給排水・衛生設備工事

中津再開発ビル 空調換気設備工事

寿屋 日田店 空調換気設備工事

情報処理技能者養成学校 機械設備工事

東中津中学校校舎増改築 給排水設備工事

ＢＦＲゴルフ倶楽部 空調衛生設備工事

創価学会中津会館 空調衛生設備工事

吉富製薬 空調換気設備工事

別府湾ロイヤルホテル 空調換気ダクト工事

警察職員住宅 給排水衛生設備工事

新大分県立病院 空調換気ダク設備ト工事

昭和信用金庫 豊田支店 空調衛生設備工事

リズム自動車 九州工場 空調換気設備工事

安岐町庁舎 空調換気設備工事

大分ＪＡＳ シミュレター棟 空調換気設備工事

安心院文化会館 機械設備工事

ソフトパーク耶馬の里 機械設備工事

中津市立小幡記念図書館 機械設備工事

吉富中央公民館 空調換気設備工事

宇佐念法教会 空調換気設備工事

福岡ドーム 空調換気ダクト設備工事

沖代小学校 機械設備工事

公営住宅 給排水衛生設備工事

上宮永４丁目 配水管移設工事

新山振奥畑地区 簡水配水施設等整備工事

ホテルことぶき 空調換気設備工事

ホテルオーシャン４５ 空調換気ダクト設備工事

日田溝江パーク 空調換気設備工事

やすらぎの里 空調換気設備工事

九州航空 山香工場 空調換気設備工事

中央町 配水管移設２工区工事

町営大勢住宅 給排水設備工事

古森隣保館 空調設備改修工事

シーホークホテル＆リゾート 空調換気ダクト設備工事

大分合同新聞社 空調換気ダクト設備工事

中津医師会 空調・給排水衛生設備工事

九重町庁舎 空調換気設備工事

和田胃腸クリニック 空調換気設備工事

高田中央病院 空調換気設備工事

アメニティコア 給排水衛生空調工事

中津教職員住宅ＫＲ－１ 給排水衛生設備工事

大貞黒水線 配水管布設工事

槻木営農飲雑用水 施設整備工事

成政簡水配水 施設整備工事

キャナルシティ博多 空調換気ダクト設備工事

ＴＮＣ放送会館 空調換気ダクト設備工事

ＵＳＡサテライト 空調換気・給排水設備工事

滝上発電所 空調換気設備工事

三光園 空調換気ダクト設備工事

山村振興交流促進センター 給排水衛生空調設備工事

金手団地枝線 ガス管・配水管移設工事

町営大勢住宅 給排水衛生設備工事

イオン三光ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 空調換気衛生設備工事

老人保険施設ほうらい山荘 空調換気設備工事

千嶋病院 空調換気設備工事

九州電力(株) 大分支店 空調換気ダクト設備工事

パチンコモナーク 空調換気設備工事

県立職業能力開発短期大学校 空調設備工事

臨港道路線 配水管布設工事

西部汚水幹線２工区 配水管布設工事

高齢者生活福祉センター 機械設備工事

上如水中原線 配水管布設替工事

豊和銀行 中津支店 空調換気設備工事

安心院郵便局 空調衛生設備工事

北九州メディアドーム 空調換気ダクト設備工事

中津紫雲閣 空調換気衛生設備工事

スーパー銭湯 中津 空調換気ダクト設備工事

ゆめタウン 中津店 空調換気衛生設備工事

川澄化学工業 空調換気ダクト設備工事

別府市中央浄化センター 空調換気ダクト設備工事

(株)九電工 日田営業所 空調換気衛生設備工事

守実簡易水道第１・４工区 改良工事

上如水住宅 給排水衛生設備工事

鍋島地区簡易水道６工区 配水管布設工事

スーパー大栄 豊前店 給排水衛生空調換気工事

宇佐市民図書館 空調換気設備工事

大分銀行 鶴居支店 空調換気設備工事

いのうえこどもクリニック 空調換気設備工事

東海ゴム大分 ＡＥ工場 空調換気設備工事

日田簡易保険保養センター 空調換気ダクト設備工事

西鉄福岡駅ＡＢビル 空調換気ダクト設備工事

大分ｷｬﾉﾝﾏﾃﾘｱﾙ９７Ａ 空調換気設備工事

九重町社会福祉センター 空調換気設備工事

小倉競馬場スタンド 空調換気ダクト設備工事

ジャスコ挟間ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 空調換気設備工事

日鐵建材工業(株) 管理ｾﾝﾀｰ 空調換気設備工事

寿屋中津店 食品館 空調換気設備工事

中津文化会館 機械設備工事

アグリ研修 テナント棟 空調工事

小楠小学校 機械設備工事

外馬場錆矢堂線 配水管・ガス管布設工事

鍋島地区１３工区 配水管布設工事

立命館アジア太平洋大学校 空調換気ダクト設備工事

九州松下電機(株) １棟２階 空調設備工事

生涯学習保険福祉センター 空調換気設備工事

日田市学校給食センター 空調換気ダクト設備工事

中津終末処理場 空調換気ダクト設備工事

ケアハウス光 空調換気設備工事

守実簡易水道１・２工区 改良工事

守実簡易水道附帯施設 給水設備等整備工事

三郷小学校 機械設備工事

中津文化会館 機械設備工事

植野地区簡易水道１工区 配水管布設工事

下屋形団地 給排水工事

大分スタジアム 空調換気ダクト工事

トキハわさだ新都心 空調換気ダクト工事

九州松下電器ｺｰｾﾞﾈﾚｰｼｮﾝ 空調換気ダクト工事

ウエルファイド 原薬工場 空調換気ダクト工事

中津総合庁舎 空調換気設備工事

国見町生涯学習センター 機械設備工事

ﾌﾚｾﾞﾆｳｽ
 ﾒﾃﾞｨｶﾙｹｱｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 豊前工場

空調ダクト工事

九重町給食センター 空調換気ダクト工事

吉富小学校 空調換気ダクト工事

安心院浄化センター 空調換気設備工事

三光村学校給食共同調理場 給排水設備工事

市営上如水住宅第１期 機械設備工事

いこいの村国東本館 機械設備工事

山国東部梨園 給水管布設工事

中津市植野地区簡易水道事業 配水管布設工事

三光村役場 空調設備工事

ＴＲＩ大分ＡＥ工場 配管ダクト設備工事

大分パークプレイス モール棟 ダクト設備工事

山国町学校給食共同調理場 給排水設備工事

森高校管理特別教室 空調換気設備工事

三和酒類日田蒸留所 冷媒配管ダクト工事

山国川ダム堰統合管理事務所 空調改修工事

安心院中学校校舎 空調換気設備工事

宗近中学校　Ａ棟 空調換気設備工事

新別府病院 空調換気ダクト工事

エミネンス中津 ガス配管設備工事

中津警察署単身住宅 換気設備工事

山国町万葉交流館 機械設備工事

ハローワーク中津 機械設備工事

中津商業高校　管理棟 大規模改造機械設備工事

耶馬渓町平田簡易水道施設 管路布設工事

山国町大石峠地区 簡易給水施設工事

中津市植野地区１６工区 配水管布設工事

佐野清掃センター 空調換気設備工事

別府市総合体育館 空調換気ダクト設備工事

日田法務局 空調換気ダクト設備工事

小倉室町再開発 空調換気ダクト設備工事

玖珠自衛隊 空調換気ダクト設備工事

大分銀行 福沢通り支店 空調設備工事

三菱ウェルファーマ(株) 空調設備工事

浅海研究所 研究棟飼育設備工事

浅海研究所 飼育配管工事

耶馬溪ダム管理所(１５) 空調改修工事

平田地区(２工区) 簡易水道施設整備事業

大石峠 簡易給水施設工事

中央町２丁目枝線 配水管移設工事

今津県道中津高田線 配水管布設工事

ダイハツ車体(株) 空調配管設備工事

ダイハツ車体(株) チャンバーダクト工事

ダイハツ車体(株) ダクト設備工事

天神駅 ダクト設備工事

福岡港湾合同庁舎 ダクト設備工事

ダイヤモンドシティかすやＳＣ ダクト設備工事

大貞病院 空調換気設備工事

グランドホーム 空調ガス設備工事

ドコモ九州 大分ビル ダクト設備工事

望箭荘グループホーム山国 空調換気機械設備工事

森高校 換気設備工事

レンガ館 空調設備工事

富双シート(株) 九州工場 空調換気工事

筑紫中央高等学校 空調設備設置工事

中津下毛農業協同組合 本店 空調改修工事

三菱ウェルファーマ(株) 資料保存室改修工事

杉乃井ホテル ダクト設備工事

草本・小屋川(１工区) 簡易水道施設整備・給水工事

草本・小屋川(３工区) 簡易統合水道施設整備工事

守実温泉 配管布設替工事

高齢者生活福祉センター 機械設備工事

下郷小学校・山移小学校 空調防犯設備工事

三郷小学校 ランチルーム空調工事

(株)大分キャノン ２期工事 ダクト設備工事

(株)大分キャノン ２期工事 空調配管設備工事

(株)大分キャノン Ａ・Ｂ棟改修ダクト工事

創価学会 空調換気設備工事

(株)ヨシカワ 大分工場 機械設備工事

(株)ヨシカワ 大分工場 工場内空調設備工事

(株)ハイダイ工業 空調換気設備工事

九州大学 研究教育棟 ダクト設備・冷却配管工事

望箭荘 空調換気自動制御工事

日田天領水 ダクト設備工事

大分銀行 中津支店 空調設備改修工事

日本薬品開発(株) 空調改修工事

県病周産期センター 空調改修工事

北九州東洋ビル 空調換気改修工事

トヨタ自動車九州(株) ダクト設備工事

ダイハツ車体(株) 手直し工程 機器据付･配管ダクト改修工事

ダイハツ車体(株) ＷＡＸ工程 機器据付･配管ダクト改修工事

ダイハツ車体(株) ﾎﾞﾃﾞｨ塗装工場 ブースシャワー配管工事

ダイハツ車体(株) ﾎﾞﾃﾞｨ塗装工場 空調機廻り配管工事

ダイハツ車体(株) ﾎﾞﾃﾞｨ塗装工場 ダクト工事

ダイハツ車体(株) 樹脂塗装第2ﾗｲﾝ ブースシャワー工事

ダイハツ車体(株) 増築に伴う設備工事

葵機械工業(株) 中津工場 換気設備工事

日本薬品開発(株) チラー更新工事

錆矢堂新田線 配水管布設工事

サミット 別府店 ダクト工事

富双シート(株) ４期増設 機械設備工事

富双シート(株) ４期増設 空調･換気設備工事

上宮永線ガス本管 ガス本管工事

草本・小屋川簡易水道(２工区) 配水管布設工事

ワンダーランド 中津店 ダクト･給排水設備工事

大分県立中津南高等学校 空調設備工事

(株)ヨシカワ 大分工場 機械設備工事

(株)ヨシカワ 大分工場 冷却･エアー配管工事

日田ｳｯﾄﾞﾊﾟﾜｰ  ﾊﾞｲｵﾏｽ発電所 機器搬入･据付･配管･塗装工事

河村化工(株) 九州工場 空調･衛生設備工事

中津コスモス電機(株) 空調機更新工事

中津文化会館 ２階空調改修工事

宇佐市葬斎場 ダクト工事

ワンダーランド 大分店 ダクト工事

大分キャノンマテリアル(株) ダクト工事

大分キャノンマテリアル(株) ダクト工事

小祝水道本管 配水管移設工事

ラウンド１大分　新築工事 ダクト設備工事

双葉産業(株)　大分工場 空調設備工事

双葉産業(株)　大分工場 空調換気ダクト工事

双葉産業(株)　大分工場 生産設備工事

双葉産業(株)　大分工場 機械排気ダクト工事

双葉産業(株)　大分工場 配管追加工事

（株）ヒロテック 大分工場 空調設備工事　（新築工事）

（株）ヒロテック 大分工場 給排水衛生設備工事　（新築工事）

日田総合文化施設 ダクト工事

プライムデリカ(株) 佐賀工場 換気工事　（新築工事）

井上マンション ガス設備工事

シニアハウスほりかわ　 機械設備工事（新築工事）

佐藤第一病院 空調設備改修工事

ＴＤＫ 三隈川工場 空調換気改修工事

ﾌﾚｾﾞﾆｳｽ
 ﾒﾃﾞｨｶﾙｹｱｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 豊前工場

増築部ダクト工事

日本薬品開発（株） 大分工場 冷却ダンク更新工事

(株)ヨロズ大分　第２工場 ダクト工事

（株）ヒロテック大分工場　プレス棟 給排水衛生･空調設備工事

（株）ヒロテック大分工場　プレス棟 既存給水配管改修工事

耶馬溪町鴫良・山移地区 簡易水道管第３工区布設工事

三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ（株）包装控え室 給排水空調換気工事(新築工事)

市光工業（株） 給排水埋設配管工事

市光工業（株） ダクト工事

洞門の里 機械設備工事

中殿１丁目-中央町４丁目 ガス本管新設工事

西部ガス野菜センター新築工事 空調衛生設備工事

中津コスモス電機（株） 空調機更新工事

日本特殊塗料(株) 東九州工場 空調設備工事

玖珠農業高校 換気設備工事

新日鐵大分５コークス炉 空調・換気設備工事

苅田港プロジェクト 保管庫シェルタ空調工事

（株）オモテ 空調設備工事

ダイハツ九州（株） プレス工場 ＢＬライン西側改修工事

ダイハツ九州（株） プレス工場 空調機移設に伴う配管･ダクト工事

ダイハツ九州（株） 乾燥炉制御盤空調工事

三菱ウェルファーマ（株） Ｒ８ 改修工事

玄海原子力発電所 ダクト納品

日本特殊塗料（株） 東九州工場 空調設備工事

新北九州空港ビルＡ棟 設備スリーブ工事

ダイハツ九州(株) 排水処理棟 配管搬入・据付工事

ダイハツ九州(株) 塗装第２ライン ボデー塗装加湿器設置工事

ダイハツ九州(株) 塗装第２ライン 乾燥炉入側リフター防塵壁

ダイハツ九州(株) 塗装第２ライン 乾燥炉機器架台下防壁囲い

ダイハツ九州(株) 樹脂塗装工場 空調設備設置工事

ダイハツ九州(株) 熱源冷却水配管工事

ダイハツ九州(株) エンジン工場 ＭＫライン２次側動力工事

ダイハツ九州(株) エンジン工場 配管・電気設備工事

(株)浅野歯車九州 給排水設備工事

(株)浅野歯車九州 冷却設備工事

(株)浅野歯車九州 塗装工程　設備工事

(株)浅野歯車九州 換気ダクト設備工事

(株)九州スメルティングテクノロジー ダクト・配管・冷却水配管工事

(株)九州スメルティングテクノロジー 冷却水熱源設備工事

別府医療センター ダクト工事

三光佐知地区　１工区 配水管布設工事

三光佐知地区　２工区 配水管移設工事

三光秣地区 マンホールポンプ設置工事

沖代－金手線 ガス設備本管工事

(株)オモテ 空冷ヒートポンプパッケージ

東京応化工業（株）阿蘇工場 設備工事

ＪＡＳＥ本社ビル　新築工事 機械設備工事

双葉産業（株） ウレタン設備に伴う設備工事

(株)大分キャノン ダクト工事

大分キャノンマテリアル(株) ダクト工事

創価学会 中津文化会館 改修に伴う設備工事

(株)北田金属工業所 配管・ダクト工事

ジャスコ 水冷パッケージ圧縮機等交換作業

(株)デンソー 北九州製作所 ダクト工事

ＮＨＶ鳥栖工場 工場内空調設備工事

いずみの園 空調設備工事

北九州ＰＣＢ廃棄物処理施設 架台・サポート工事

イオン筑紫野ショッピングセンター ダクト工事

北九州ＰＣＢ廃棄物処理施設 ダクト据付工事

北九州ＰＣＢ廃棄物処理施設 冷媒配管設備工事

(株)大分キャノン Ｂ棟改修ダクト工事

四国電力（株） 伊方発電所 換気ダクト納品

ブリヂストンＯＲＲ新工場 屋外オイルタンク配管工事

(株)ＴＲＩ大分ＡＥ 第３棟新築 ダクト工事

(株)ＴＲＩ大分ＡＥ 第３棟新築 冷媒工事

ＮＨＶ鳥栖工場 機械廻り配管設備工事

大分県立中津工業高等学校 食堂棟 機械設備工事

大分県立中津工業高等学校 管理棟 空調換気設備工事

航空自衛隊芦屋基地他（春日地区） 衛生・空調工事

田尻県道中津高田線（１工区） 配水管布設工事

(株)キャノン大分地区研修施設 ダクト工事

新日本製鐵（株） 大分製鐵所 Ｏ１Ｒ関連空調設置工事

北九州ＰＣＢ廃棄物処理施設 架台・サポート工事（その３）

玖珠ふれあい広場 空調換気設備工事

（株）浅野歯車九州 工場空調設備工事

北九州ＰＣＢ廃棄物処理施設 ダクトサポート足場工事

ややま園 空調改修工事

寿工業（株） 北九州新工場 空気圧縮機ＡＬＥ305Ｗ設備工事

寿工業（株） 北九州新工場 キュービクル搬入据付工事

日本薬品開発（株） ブラインクーラー更新工事

コスモス(身障者受産施設)改築工事 ダクト工事

築城（19）受配電設備整備 空調・換気設備工事

吉富小学校 給食室 改修工事

ダイハツ九州（株）第１プレス工場 生準備スペース空調設備設置工事
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工　　事　　名 工　事　内　容

ウェルファイド(株) 原薬工場空調・衛生設備工事

エス･イー･エス(株) 九州工場 ダクト設備工事

(株)ＴＲＩ大分ＡＥ 工場空調設備工事

(株)リズム九州 九州工場 空調設備工事

川澄化学工業(株) 空調設備工事

鬼怒川ゴム工業(株) 九州工場 衛生・換気設備工事

九州航空(株) 山香工場 風道設備工事

九州航空(株) 山香工場 空調換気工事

九州第一鍛造 換気・煙道設備工事

九州松下電器(株) 大分工場 機械設備更新工事　　　　

九州松下電器(株) 大分工場 ７棟増築設備工事他

九州松下電器(株) 大分工場 空調改修他工事　　　　

九州松下電器(株) 大分工場 空調設備改修及び温度調整装置設置工事　　　　

九州松下電器(株) 大分工場 空調設備改修及び加圧給水装置設備工事

九州松下電器(株) 大分工場 空調設備更新工事

九州松下電器(株) 大分工場 ７棟１階２階除湿設備工事

九州松下電器(株) 大分工場 ２棟空調機更新工事

九州松下電器(株) 大分工場 １棟西側２･３棟間ﾌﾟﾚｽﾎﾞｯｸｽ空調設備工事 

九州松下電器(株) 大分工場 深井戸給水配管設備工事

九州松下電器(株) 大分工場 プレハブ倉庫恒温恒湿設備工事

九州松下電器(株) 大分工場 全棟エアーメイン配管工事

九州松下電器(株) 大分工場 １棟２階空調設備工事

九州松下電器(株) 大分工場 ６棟恒温室空調機更新工事

九州松下電器(株) 大分工場 コージェネレーション空調設備工事

三和酒類(株) 換気設備工事

ジェネシステクノロジー(株) 九州事業所 ダクト工事

周防コンクリート製品(株) 宇佐工場 乾燥室配管工事他雑工事

周防コンクリート製品(株) 宇佐工場 配管設備工事

白山精密工具(株) 給排水衛生・空調設備工事

東陶機器(株) 中津工場 空調改造工事

東陶機器(株) 中津工場 ダクト工事

東陶機器(株) 小倉工場 空調他ダクト工事

東陶機器(株) 第２工場 給排水衛生換気設備工事

東陶機器(株) 中津工場 衛生設備工事

中津市 中津終末処理場 ダクト工事

日鐵建材工業(株) 豊前製造所 空調機改修工事

日本ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ(株) 補修工事

日本ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ(株) 配管・ダクト補修工事

日本ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ(株) ＷＳＦＡ－Ⅱ第８期ダクト工事

日本ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ(株) 補修工事

日本ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ(株) ＷＦＡ-２棟風道工事

日本ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ(株) ダクト・配管工事

日本ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ(株) 補修工事

日本ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ(株) 風道工事及び配管工事

日本ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ(株) 体育館空調設備工事

日本ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ(株) 風道工事及び配管工事

日本ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ(株) ＴＩ杵築 空調工事

日本ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ(株) 風道工事及び配管工事

日本ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ(株) ＴＩ日出 風道工事

富士紡績(株) 大分工場 空調設備工事

ﾌﾚｾﾞﾆｳｽ
 ﾒﾃﾞｨｶﾙｹｱｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 豊前工場

豊前工場 ダクト工事

松下外装建材 排気ダクト工事

みぞえ精密工業(株) 除湿設備工事

吉富製薬(株) 空調設備工事

吉富製薬(株) Ｌ－２工場空調局排設備工事

吉富製薬(株) ボイラー設置工事に伴う配管工事

吉富製薬(株) 空調設備工事

トヨタ自動車九州(株) エコセンター横旧生準詰所空調設備工事

トヨタ自動車九州(株) 旧インパネ詰所空調設備工事

トヨタ自動車九州(株) ボディ工場 休憩室空調機修理

トヨタ自動車九州(株) プラスチック工場 三次元測定機詰所空調機修理

トヨタ自動車九州(株) プラスチック工場 生準詰所空調機点検

トヨタ自動車九州(株) プラスチック工場 空調機修理

トヨタ自動車九州(株) プラスチックオフィス全熱器修理

トヨタ自動車九州(株) プレス工場 空調機整備１.２.３

トヨタ自動車九州(株) プラスチックオフィス会議室 全熱器修理

トヨタ自動車九州(株) Ｃハンガー作業場 空調機ガス漏れ修理

トヨタ自動車九州(株) 詰所系統エアコン修理

トヨタ自動車九州(株) 第一系統エアコン修理

トヨタ自動車九州(株) 塗装エアコン整備

トヨタ自動車九州(株) １２１・１２２組空調機整備

トヨタ自動車九州(株) 保全・改善組エアコン修理

トヨタ自動車九州(株) 排気ダクト工事（Ｎｏ.２）

ダイハツ車体(株) 仮説給水工事他

ダイハツ車体(株) 配管設備工事

ダイハツ車体(株) ダクト設備工事

ダイハツ車体(株) 架設工事

ダイハツ車体(株) 仮説給水工事（独身寮）

ダイハツ車体(株) チャンバーダクト工事

三菱ウェルファーマ(株) 資料保存室改修工事

富双シート(株) 九州工場 空調換気工事

(株)大分キャノン ２期工事 ダクト設備工事

(株)大分キャノン ２期工事 空調配管設備工事

(株)ヨシカワ 大分工場 機械設備工事

(株)ヨシカワ 大分工場 空調設備工事

(株)ハイダイ工業 空調換気設備工事

日本薬品開発(株) 空調改修工事

トヨタ自動車九州(株) ダクト設備工事

ダイハツ車体(株) ＷＡＸ工程 機器据付･配管ダクト改修工事

ダイハツ車体(株) 完成車手直場 機器移設ダクト新設工事

ダイハツ車体(株) ボディ塗装工場 ブースシャワー配管工事

ダイハツ車体(株) ボディ塗装工場 空調機廻り配管工事

ダイハツ車体(株) ボディ塗装工場 ダクト工事

葵機械工業(株) 中津工場 換気設備工事

日本薬品開発(株) チラー更新工事

富双シート(株) 九州工場 ４期増設 機械設備工事

(株)ヨシカワ 大分工場 冷却･エアー配管工事

(株)日田ウッドパワー ﾊﾞｲｵﾏｽ発電所 機器搬入･据付･配管･塗装工事

河村化工(株) 九州工場空調･衛生設備工事

中津コスモス電機(株) 空調機更新工事

大分キャノンマテリアル(株) ダクト工事

大分キャノンマテリアル(株) ダクト工事

双葉産業(株)　大分工場 空調設備工事

双葉産業(株)　大分工場 空調換気ダクト工事

双葉産業(株)　大分工場 生産設備工事

双葉産業(株)　大分工場 機械排気ダクト工事

双葉産業(株)　大分工場 配管追加工事

（株）ヒロテック 大分工場 空調設備工事　（新築工事）

（株）ヒロテック 大分工場 給排水衛生設備工事　（新築工事）

プライムデリカ(株) 佐賀工場 換気工事　（新築工事）

(株)ヨロズ大分 第２工場 ダクト工事

ダイハツ九州（株） 乾燥炉制御盤空調工事

ＴＤＫ三隈川工場 空調換気改修工事

ﾌﾚｾﾞﾆｳｽ
 ﾒﾃﾞｨｶﾙｹｱｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 豊前工場

増築部ダクト工事

日本薬品開発（株） 大分工場 冷却ダンク更新工事

ダイハツ九州（株）ﾎ　ﾞﾃﾞｨ塗装工場 シーラー炉冷却装置移設工事

(株)ヒロテック大分工場　プレス棟 給排水衛生･空調設備工事

(株)ヒロテック大分工場　プレス棟 既存給水配管改修工事

三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ（株） 包装控え室 給排水空調換気工事(新築工事)

市光工業（株） 給排水埋設配管工事

市光工業（株） 二次側ダクト設備工事

市光工業（株） ダクト工事

中津コスモス電機（株） 空調機更新工事

新日鐵大分５コークス炉 空調・換気設備工事

苅田港プロジェクト 保管庫シェルタ空調工事

（株）オモテ 空調設備工事

ダイハツ九州（株） プレス工場 ＢＬライン西側改修工事

三菱ウェルファーマ（株） Ｒ８ 改修工事

ダイハツ九州（株） プレス工場 空調機移設に伴う配管･ダクト工事

玄海原子力発電所 ダクト納品

日本特殊塗料（株） 東九州工場 空調設備工事

ダイハツ九州（株） 排水処理棟 配管搬入・据付工事

（株）浅野歯車九州 給排水設備工事

（株）浅野歯車九州 冷却設備工事

（株）浅野歯車九州 塗装工程　設備工事

（株）浅野歯車九州 換気ダクト設備工事

ダイハツ九州（株） 熱源冷却水配管工事

ダイハツ九州（株）塗装第２ライン工場 ボデー塗装加湿器設置工事

ダイハツ九州（株）塗装第２ライン工場 乾燥炉入側リフター防塵壁

ダイハツ九州（株）塗装第２ライン工場 乾燥炉機器架台下防壁囲い

ダイハツ九州（株）樹脂塗装工場 空調設備設置工事

ダイハツ九州（株）エンジン工場 ＭＫライン２次側動力工事（３月分）

ダイハツ九州（株）エンジン工場 ＭＫライン２次側動力工事（４月分以降）

（株）九州スメルティングテクノロジー ダクト・配管・冷却水配管工事

（株）九州スメルティングテクノロジー 冷却水熱源設備工事

（株）オモテ 空冷ヒートポンプパッケージ

東京応化工業（株） 阿蘇工場 設備工事

双葉産業（株） ウレタン設備に伴う設備工事

(株)大分キャノン ダクト工事

大分キャノンマテリアル(株) ダクト工事

（株）ハイダイ工業　放電室 空調設備工事

（株）北田金属工業所 配管・ダクト工事

（株）デンソー 北九州製作所 ダクト工事

ＮＨＶ鳥栖工場 工場内空調設備工事

北九州ＰＣＢ廃棄物処理施設 架台・サポート工事

北九州ＰＣＢ廃棄物処理施設 ダクト据付工事

北九州ＰＣＢ廃棄物処理施設 冷媒配管設備工事

北九州ＰＣＢ廃棄物処理施設 受水排水棟他1階ダクト工事

北九州ＰＣＢ廃棄物処理施設 ドレン配管変更工事

北九州ＰＣＢ廃棄物処理施設 架台・サポート工事（その３）

北九州ＰＣＢ廃棄物処理施設 ダクトサポート足場工事

(株)大分キャノン Ｂ棟改修ダクト工事

(株)大分キャノン Ｂ棟改修ＤＥ棟ダクト追加工事

四国電力（株） 伊方発電所 換気ダクト納品

ブリヂストンＯＲＲ新工場 屋外オイルタンク配管工事

(株)ＴＲＩ大分ＡＥ 第３棟新築 ダクト工事

(株)ＴＲＩ大分ＡＥ 第３棟新築 冷媒工事

ＮＨＶ鳥栖工場 機械廻り配管設備工事

四国電力（株） 伊方発電所 換気空調設備設置工事

新日本製鐵（株） 大分製鐵所 Ｏ１Ｒ関連空調設置工事

（株）浅野歯車九州 工場空調設備工事

寿工業（株） 北九州新工場 空気圧縮機ＡＬＥ305Ｗ設備工事

寿工業（株） 北九州新工場 キュービクル搬入据付工事

日本薬品開発（株） ブラインクーラー更新工事

双葉産業（株） 排気ダクト工事

大分製紙（株） 豊前工場 従業員便所改造工事（屋内）
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（ダイハツ九州株式会社）（ダイハツ九州株式会社）（ダイハツ九州株式会社）（ダイハツ九州株式会社）（ダイハツ九州株式会社）（ダイハツ九州株式会社）（ダイハツ九州株式会社）（ダイハツ九州株式会社）（ダイハツ九州株式会社）（ダイハツ九州株式会社）（ダイハツ九州株式会社）（ダイハツ九州株式会社）（ダイハツ九州株式会社）（ダイハツ九州株式会社）（ダイハツ九州株式会社）（ダイハツ九州株式会社）（ダイハツ九州株式会社）（ダイハツ九州株式会社）（ダイハツ九州株式会社）（ダイハツ九州株式会社）（ダイハツ九州株式会社）（ダイハツ九州株式会社）（ダイハツ九州株式会社）（ダイハツ九州株式会社）

株 式 会 社  サカシン設備株 式 会 社  サカシン設備株 式 会 社  サカシン設備株 式 会 社  サカシン設備株 式 会 社  サカシン設備株 式 会 社  サカシン設備株 式 会 社  サカシン設備株 式 会 社  サカシン設備株 式 会 社  サカシン設備株 式 会 社  サカシン設備株 式 会 社  サカシン設備株 式 会 社  サカシン設備株 式 会 社  サカシン設備株 式 会 社  サカシン設備株 式 会 社  サカシン設備株 式 会 社  サカシン設備株 式 会 社  サカシン設備株 式 会 社  サカシン設備株 式 会 社  サカシン設備株 式 会 社  サカシン設備



工　　事　　名 工　事　内　容工　事　内　容

第一第二エネルギーセンター 塗装工場,樹脂塗装工場ボイラー室工事塗装工場,樹脂塗装工場ボイラー室工事

従業員駐車場横 仮設現場事務所設営工事仮設現場事務所設営工事

塗装工場 ボデイ塗装ブース・空調装置冷水熱源配管工事ボデイ塗装ブース・空調装置冷水熱源配管工事

塗装工場 ボディ塗装ブース・空調装置(1階配管)ブースシャワーボディ塗装ブース・空調装置(1階配管)ブースシャワー

塗装工場 1階架設足場(手摺親綱の場合)1階架設足場(手摺親綱の場合)

塗装工場 2階開口部養生2階開口部養生

塗装工場 作業者工程・チャンバーダクト工事作業者工程・チャンバーダクト工事

塗装工場 ダクト用足場工事ダクト用足場工事

塗装工場 足場工事足場工事

塗装工場 電着乾燥炉用ダクト工事電着乾燥炉用ダクト工事

塗装工場 2階ハイグロマスター保温工事2階ハイグロマスター保温工事

塗装工場 2階除塵室附近足場工事2階除塵室附近足場工事

塗装工場 粕池内　足場工事粕池内　足場工事

塗装工場 保温用足場工事保温用足場工事

樹脂塗装工場　 1階ハイグロマスター保温工事1階ハイグロマスター保温工事

塗装工場 ブースシャワーポンプ廻り工事ブースシャワーポンプ廻り工事

塗装工場 ボディ塗装ブース・空調装置粕池給排水配管工事ボディ塗装ブース・空調装置粕池給排水配管工事

樹脂塗装工場　 ダクト製作工事ダクト製作工事

塗装工場 プラント用足場工事プラント用足場工事

塗装工場 エアー・水ヘッダー工事エアー・水ヘッダー工事

塗装工場 梁上足場工事梁上足場工事

危険物庫,保全重量物庫 換気設備工事換気設備工事

塗装工場 塗装工場ダクト貫通部穴仕舞い塗装工場ダクト貫通部穴仕舞い

樹脂塗装工場　 加湿器設置加湿器設置

塗装工場 加湿器設置加湿器設置

塗装工場 電着乾燥炉配管設備工事電着乾燥炉配管設備工事

ボデー工場 シェルラインエアー配管工事シェルラインエアー配管工事

組立工場 ＱＴＲガスプライマ塗布工程局排装置ＱＴＲガスプライマ塗布工程局排装置

組立工場 プライマ塗布工程局排装置プライマ塗布工程局排装置

樹脂塗装工場　 エアードライヤー排気配管設置エアードライヤー排気配管設置

塗装工場 エアードライヤー排気配管設置エアードライヤー排気配管設置

ボデー工場 ヒュエールタンク洗浄装置廻り改修工事ヒュエールタンク洗浄装置廻り改修工事

塗装工場 洗車装置配管工事洗車装置配管工事

組立,ボデー,プレス工場 自動販売機用給水設備工事自動販売機用給水設備工事

樹脂塗装工場 給排水配管及びオイルパン設置給排水配管及びオイルパン設置

塗装工場 作業者工程チャンバー屋外ダクト修繕　　　作業者工程チャンバー屋外ダクト修繕　　　

塗装工場 ナイアガラシャワー排水給水配管工事ナイアガラシャワー排水給水配管工事

塗装工場 クリーンルーム給気ダクト改造クリーンルーム給気ダクト改造

ボイラー室 通信配線工事通信配線工事

組立工場 床裏ＷＡＸブース屋外設置排気ダクト床裏ＷＡＸブース屋外設置排気ダクト

監査工場 北側埋設管盛替工事北側埋設管盛替工事

組立工場 受入検査換気装置設置受入検査換気装置設置

塗装工場 ＳＣＲ室流し台設置ＳＣＲ室流し台設置

組立工場 受入検査付近配管工事受入検査付近配管工事

完成車ヤード 配水管設備配水管設備

組立工場 エアー配管工事エアー配管工事

塗装工場 ハンガーメンテ場囲い設置ハンガーメンテ場囲い設置

塗装工場 循環水ヘッダー製作循環水ヘッダー製作

第一第二エネルギーセンター 蒸気流量計取替・給気カバー工事蒸気流量計取替・給気カバー工事

樹脂塗装工場 排気ダクト・配管移設工事排気ダクト・配管移設工事

塗装工場 Ｆ点検査工程ダクト盛替えＦ点検査工程ダクト盛替え

樹脂塗装工場 機器据付・配管ダクト改修工事（ＷＡＸ工程）機器据付・配管ダクト改修工事（ＷＡＸ工程）

樹脂塗装工場 機器据付・配管ダクト改修工事（手直し工程）機器据付・配管ダクト改修工事（手直し工程）

塗装工場 ダクト改修工事（Ｆ検査工程）ダクト改修工事（Ｆ検査工程）

塗装工場 ダクト改修工事（ＰＶＣ工程）ダクト改修工事（ＰＶＣ工程）

塗装工場 ダクト改修工事（シーラー工程）ダクト改修工事（シーラー工程）

塗装工場 ダクト改修工事（除塵工程）　ダクト改修工事（除塵工程）　

塗装工場 チャンバー及び装置・配管ダクト改修工事（電着検査工程）チャンバー及び装置・配管ダクト改修工事（電着検査工程）

塗装工場 WAX工程用空調機架台工事WAX工程用空調機架台工事

第一第二エネルギーセンター 改修工事改修工事

排水処理棟 ホイストレール補強工事ホイストレール補強工事

塗装工場 空調機廻り配管空調機廻り配管

塗装工場 ブースシャワー配管工事ブースシャワー配管工事

塗装工場 薬注タンク配管工事薬注タンク配管工事

樹脂塗装第２ライン工場 ストレーナガイド工事ストレーナガイド工事

樹脂塗装第２ライン工場 ブースシャワー工事ブースシャワー工事

塗装工場 上塗C乾燥炉冷却装置廻り配管工事上塗C乾燥炉冷却装置廻り配管工事

塗装工場 ダクト工事ダクト工事

塗装工場 プレヒート配管工事プレヒート配管工事

塗装工場 シーラーストレージ拡幅工事シーラーストレージ拡幅工事

塗装工場 電着ナイトストレージ延長工事電着ナイトストレージ延長工事

スキルアップセンター(ｼｰﾗｰ系統) ダクト工事ダクト工事

塗装工場 電着ナイト配管工事電着ナイト配管工事

樹脂塗装第２ライン工場 濃縮装置据付工事濃縮装置据付工事

樹脂塗装第２ライン工場 配管工事(ミスト系統)配管工事(ミスト系統)

塗装工場 調合室系統純水配管調合室系統純水配管

樹脂塗装第２ライン工場 粕池給水工事粕池給水工事

中津港事務所 拡張に伴う給排水・空調換気工事拡張に伴う給排水・空調換気工事

樹脂塗装第２ライン工場 空調配管工事空調配管工事

中津港事務所 浄化槽配管工事浄化槽配管工事

塗装工場 循環ダクト工事（ＰＶＣブース）循環ダクト工事（ＰＶＣブース）

プレス工場 エアー配管工事（手直場）エアー配管工事（手直場）

塗装工場 ダクト・配管ブース移設工事（床裏ＷＡＸ工程）ダクト・配管ブース移設工事（床裏ＷＡＸ工程）

中津港事務所 外壁補修用フード取付工事外壁補修用フード取付工事

塗装工場 給気ダクト撤去移設工事（ＰＶＣ工程）給気ダクト撤去移設工事（ＰＶＣ工程）

塗装工場 空調設置工事（ラップガード工程）空調設置工事（ラップガード工程）

中津港事務所 舗装工事舗装工事

塗装工場 №２調合室エアー配管工事（Ｃライン）№２調合室エアー配管工事（Ｃライン）

樹脂塗装第２ライン工場 洗浄配管工事洗浄配管工事

樹脂塗装工場 空調機増設工事空調機増設工事

プレス工場 冷凍機制御用銅配管保温工事冷凍機制御用銅配管保温工事

プレス工場 仮設給水工事仮設給水工事

塗装工場 汚水圧送配管移設工事汚水圧送配管移設工事

エネルギーセンター ダクト配管改修工事（ボイラー廻り）ダクト配管改修工事（ボイラー廻り）

塗装工場 エアー配管及びラップガードダクト改造工事（床裏ＷＡＸ工程）エアー配管及びラップガードダクト改造工事（床裏ＷＡＸ工程）

塗装工場 新設ライン改修工事（ブース）新設ライン改修工事（ブース）

塗装工場 空調・換気増設工事（更衣室）空調・換気増設工事（更衣室）

塗装工場 ヒーター設置及び配管工事（床裏ＷＡＸ工程）ヒーター設置及び配管工事（床裏ＷＡＸ工程）

塗装工場 温水ヒーター３台撤去入替工事温水ヒーター３台撤去入替工事

塗装工場 緊急補修工事（塗装ブース）緊急補修工事（塗装ブース）

塗装工場 増築に伴う設備工事増築に伴う設備工事

プレス工場 汚水圧送配管修理汚水圧送配管修理

排水処理棟 架台改造工事架台改造工事

塗装工場 空調用熱交換器洗浄空調用熱交換器洗浄

組立工場 機器移設ダクト新設工事（完成車手直場）機器移設ダクト新設工事（完成車手直場）

樹脂塗装工場 給気ダクト保温工事給気ダクト保温工事

塗装工場 チャンバー２次ダレ対策工事（作業車工程）チャンバー２次ダレ対策工事（作業車工程）

排水処理棟 濃縮機補修工事濃縮機補修工事

樹脂塗装第２ライン工場 ストレーナ製作入替工事ストレーナ製作入替工事

プレス工場 ＢＬラインダクト及び電源盛替工事ＢＬラインダクト及び電源盛替工事

プレス工場 空調架台及び照明移設工事空調架台及び照明移設工事

塗装工場 乾燥炉制御盤空調工事乾燥炉制御盤空調工事

プレス工場 ＢＬラインカメラ改修工事ＢＬラインカメラ改修工事

プレス工場 ＳＤ架台加工取付工事ＳＤ架台加工取付工事

ボデー工場 室外機洗浄工事室外機洗浄工事

ボデー工場 エアコン室外機移設工事エアコン室外機移設工事

塗装工場 シーラー炉冷却装置移設工事シーラー炉冷却装置移設工事

ボデー工場 エアコン室外機修理エアコン室外機修理

塗装工場 シャワー配管緊急修理（前処理工程）シャワー配管緊急修理（前処理工程）

食堂棟･更衣棟 給排水衛生設備設計費給排水衛生設備設計費

プレス工場 給気ダクト改造工事給気ダクト改造工事

塗装工場 Ｃブースシャワー配管修理Ｃブースシャワー配管修理

樹脂塗装工場 冷水配管盛替冷水配管盛替

塗装工場 電着装置ダクト設備工事電着装置ダクト設備工事

塗装工場 路盤補修路盤補修

ボデー工場 空調ダクト改修工事空調ダクト改修工事

プレス工場 ＢＬライン西側配管盛替工事ＢＬライン西側配管盛替工事

塗装第２ライン工場 純水配管工事純水配管工事

塗装第２ライン工場 純水配管工事 仕様変更分純水配管工事 仕様変更分

塗装工場 雷情報システム対応ハードウェア設置雷情報システム対応ハードウェア設置

樹脂塗装工場 手直場　空調工事手直場　空調工事

塗装工場 溶組ライン配管追加工事溶組ライン配管追加工事

塗装第２ライン工場 上塗前台車返送横柵設置上塗前台車返送横柵設置

監査工場 排ガス装置設置工事排ガス装置設置工事

塗装第２ライン工場 ハイグロマスター設置工事ハイグロマスター設置工事

排水処理棟 配管搬入・据付工事配管搬入・据付工事

排水処理棟 配管搬入・据付工事配管搬入・据付工事

組立第２ライン工場 オモテ装置の電気工事オモテ装置の電気工事

組立第２ライン工場 応援労務応援労務

塗装第２ライン工場 Ｆ点手直し場 カーテン取付工事Ｆ点手直し場 カーテン取付工事

塗装第２ライン工場 台車メンテ場設置工事台車メンテ場設置工事

塗装第２ライン工場 前処理管理室設置工事前処理管理室設置工事

塗装第２ライン工場 塗装保全詰所設置工事塗装保全詰所設置工事

プレス工場 空調機移設に伴う配管･ダクト工事空調機移設に伴う配管･ダクト工事

ボデー工場 動力エアー配管工事（シェルライン）動力エアー配管工事（シェルライン）

ダイハツ港 オイルスキマー修理オイルスキマー修理

塗装第２ライン工場 除塵工程エアーブローダクト工事除塵工程エアーブローダクト工事

塗装工場 機器廻り配管工事機器廻り配管工事

塗装第２ライン工場 ハイグロマスター保温工事ハイグロマスター保温工事

ボデー工場 空調機圧縮機取替工事空調機圧縮機取替工事

塗装第２ライン工場 ハンガーレール取付工事ハンガーレール取付工事

ボデー工場 フェールタンク洗浄装置排気ﾀﾞｸﾄ改造工事フェールタンク洗浄装置排気ﾀﾞｸﾄ改造工事

プレス工場 給気ファンユニット計装工事給気ファンユニット計装工事

塗装第２ライン工場 ボデー塗装加湿器設置工事ボデー塗装加湿器設置工事

塗装第２ライン工場 ボデー塗装加湿器設置工事ボデー塗装加湿器設置工事

プレス工場 ウォータークーラー移設工事ウォータークーラー移設工事

樹脂塗装工場 完成車塗装ブース給気ダクト復旧工事完成車塗装ブース給気ダクト復旧工事

塗装第２ライン工場 １．５次純水配管工事１．５次純水配管工事

塗装第２ライン工場 １．５次ドライエアー配管工事１．５次ドライエアー配管工事

プレス工場 ＢＬライン第３センター エンドストッパー設置工事ＢＬライン第３センター エンドストッパー設置工事

塗装第２ライン工場 乾燥炉入側リフター防塵壁乾燥炉入側リフター防塵壁

塗装第２ライン工場 乾燥炉機器架台下防壁囲い乾燥炉機器架台下防壁囲い

排水処理棟 ろ過タンク廻り配管ろ過タンク廻り配管

排水処理棟 ダクト・配管改修工事ダクト・配管改修工事

排水処理棟 配管改修工事配管改修工事

排水処理棟 脱水機廻り配管工事脱水機廻り配管工事

樹脂塗装工場横 浄化槽廻り漏水調査費浄化槽廻り漏水調査費

塗装第２ライン工場 ブース～セッティング階段設置工事ブース～セッティング階段設置工事

排水処理棟 塗装工事塗装工事

塗装第２ライン工場 除塵後チャンバー窓追加工事除塵後チャンバー窓追加工事

樹脂塗装第２ライン工場 配管・ダクト改修工事配管・ダクト改修工事

樹脂塗装工場 空調設備設置工事空調設備設置工事

監査工場第２ライン工場 洗濯機用排水設備工事洗濯機用排水設備工事

塗装第２ライン工場 電着水洗工程ライザー追加電着水洗工程ライザー追加

プレス第２ライン工場 クランバー近接ＳＷ取付・配線工事クランバー近接ＳＷ取付・配線工事

プレス工場 溶接器リース溶接器リース

塗装第２ライン工場 電着ナイト水漏れ対策工事電着ナイト水漏れ対策工事

塗装第２ライン工場 ブースカス回収装置工程整備ブースカス回収装置工程整備

エンジン工場（久留米） 配管・電気設備工事配管・電気設備工事

第２エコセンター 給排水工事給排水工事

エンジン工場（久留米） 検査室作業場照明取付２次側動力工事検査室作業場照明取付２次側動力工事

塗装第２ライン工場 １階電着ナイト水漏れ対策工事１階電着ナイト水漏れ対策工事

塗装第２ライン工場 B/Oテープ工程作業者空調ダクト設置B/Oテープ工程作業者空調ダクト設置

エンジン工場（久留米） ＭＫライン２次側動力工事ＭＫライン２次側動力工事

エンジン工場（久留米） 加工ライン２次側動力工事追加仕様加工ライン２次側動力工事追加仕様

エンジン工場（久留米） ＫＦ＃３ブロックライン クーラントタンク改造ＫＦ＃３ブロックライン クーラントタンク改造

プレス工場 ＢＬナイアガラ工事ＢＬナイアガラ工事

プレス工場 熱源冷却水配管工事熱源冷却水配管工事

プレス工場 熱源冷却水配管追加工事熱源冷却水配管追加工事

エンジン工場（久留米） 配管設備工事配管設備工事

エンジン工場（久留米） 搬送装置オイルパンのクーラント戻し配管工事搬送装置オイルパンのクーラント戻し配管工事

エンジン工場（久留米） クランク加工ライン エアー配管改造工事クランク加工ライン エアー配管改造工事

塗装第２ライン工場 ＴＬ-２ 水漏れ対策工事ＴＬ-２ 水漏れ対策工事

ＦＬＴミーティング場 空調工事空調工事

ボデー工場 Ｌ系リヤサス空調整備工事Ｌ系リヤサス空調整備工事

組立工場 検査空調ダクト新設工事検査空調ダクト新設工事

塗装第２ライン工場 薬剤注入装置設置工事薬剤注入装置設置工事

塗装第２ライン 薬剤注入装置ドレンパン設置・電気改修工事薬剤注入装置ドレンパン設置・電気改修工事

樹脂成形工場 ミーティングルーム内配線工事ミーティングルーム内配線工事

樹脂成形製品ストア（北側） 拡張工事拡張工事

第一樹脂工場 チラー排熱対策チラー排熱対策

第2ボディ工場 ダクト工事ダクト工事

ボディ工場 便所所仮設配管修理便所所仮設配管修理

第２組立 ダクト工事ダクト工事

第一組立 SCR室 空調機移設工事SCR室 空調機移設工事

第１プレス工場 生準備スペース空調設備設置工事生準備スペース空調設備設置工事

第１プレス工場 生準備スペース空調設置（追加工事）生準備スペース空調設置（追加工事）



工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書工　事　経　歴　書

（その他自動車関連工場）（その他自動車関連工場）（その他自動車関連工場）（その他自動車関連工場）（その他自動車関連工場）（その他自動車関連工場）（その他自動車関連工場）（その他自動車関連工場）（その他自動車関連工場）（その他自動車関連工場）（その他自動車関連工場）（その他自動車関連工場）（その他自動車関連工場）（その他自動車関連工場）（その他自動車関連工場）（その他自動車関連工場）（その他自動車関連工場）（その他自動車関連工場）（その他自動車関連工場）（その他自動車関連工場）（その他自動車関連工場）（その他自動車関連工場）（その他自動車関連工場）（その他自動車関連工場）

株 式 会 社  サカシン設備株 式 会 社  サカシン設備株 式 会 社  サカシン設備株 式 会 社  サカシン設備株 式 会 社  サカシン設備株 式 会 社  サカシン設備株 式 会 社  サカシン設備株 式 会 社  サカシン設備株 式 会 社  サカシン設備株 式 会 社  サカシン設備株 式 会 社  サカシン設備株 式 会 社  サカシン設備株 式 会 社  サカシン設備株 式 会 社  サカシン設備株 式 会 社  サカシン設備株 式 会 社  サカシン設備株 式 会 社  サカシン設備株 式 会 社  サカシン設備株 式 会 社  サカシン設備株 式 会 社  サカシン設備



工　　事　　名 工　事　内　容

Ｃ.Ｋ.Ｋ.日産　苅田工場 機械廻り配管保温工事

葵機械工業(株)中津工場 換気設備工事

葵機械工業(株)中津工場 換気設備工事（ボディ工場）

葵機械工業(株)中津工場 給排水設置工事

(株)浅野歯車九州 給排水設備工事

(株)浅野歯車九州 冷却設備工事

(株)浅野歯車九州 塗装工程　設備工事

(株)浅野歯車九州 換気ダクト設備工事

(株)浅野歯車九州 ギヤーオイル配管工事

(株)浅野歯車九州 配管工事（塗装工場）

(株)浅野歯車九州 給水・エアー配管工事

(株)浅野歯車九州 薬注装置設備工事

(株)浅野歯車九州 冷却水設備排水工事

(株)浅野歯車九州 受け入れ事務所設備工事

(株)浅野歯車九州 Frキャリア加工ラインエアー配管工事

(株)浅野歯車九州 タンク用補給水工事

(株)浅野歯車九州 焼き入れ水槽用電気ヒーター設置

(株)浅野歯車九州 冷却水槽用水位計工事

(株)浅野歯車九州 換気ダクト設備工事

(株)浅野歯車九州 工場扇設備工事 ＲｒキャリアＡＳＳＹライン（組立工場）

(株)浅野歯車九州 工場扇設備工事（組立工場）

(株)浅野歯車九州 エアー配管盛替工事

(株)浅野歯車九州 換気ダクト設備工事

(株)北田金属工業所 配管・ダクト工事

(株)北田金属工業所 ワイヤリングダクト工事

(株)北田金属工業所 空調ダクト工事

(株)九州スメルティングテクノロジー（溶湯工場） ダクト・配管・冷却水配管工事

(株)九州スメルティングテクノロジー（溶湯工場） 冷却水熱源設備工事

(株)九州スメルティングテクノロジー（溶湯工場） 集塵ダクト点検口設置工事

(株)九州スメルティングテクノロジー（溶湯工場） アルミ溶解炉集塵ダクト工事

(株)九州スメルティングテクノロジー（溶湯工場） ２号機アルミ溶解炉LPG･窒素配管工事

(株)九州スメルティングテクノロジー（溶湯工場） アルミ溶解炉 ２次側冷却水配管工事

(株)九州スメルティングテクノロジー（溶湯工場） ドロスドラフトチャンバーダクト工事

(株)シーゲル 換気設備工事

(株)デンソー 北九州製作所 ミストコレクター排気ダクト工事

(株)デンソー 北九州製作所 水中ポンプ用架台設置･配管盛替工事

(株)デンソー 北九州製作所 ダクト工事

(株)ヒロテック 大分工場 給排水衛生設備工事（新築工事）

(株)ヒロテック 大分工場 空調設備工事（新築工事）

(株)ヒロテック 大分工場 給排水衛生･空調設備工事（プレス棟）

(株)ヒロテック 大分工場 給排水衛生設備工事（プレス棟）

(株)ヒロテック 大分工場 冷却水エアー配管盛替（組立工場）

(株)ヨシカワ　大分工場 機械設備工事

(株)ヨシカワ　大分工場 除鉄・除ﾏﾝｶﾞﾝ設備新設工事

(株)ヨシカワ　大分工場 工場内配管設備工事

(株)ヨシカワ　大分工場 冷却水・エアー配管工事

(株)ヨシカワ　大分工場 機械設備追加工事

(株)ヨシカワ　大分工場 工場内機械配管設備工事

(株)ヨシカワ　大分工場 換気ダクト設備工事

(株)ヨシカワ　大分工場 機械設備工事

(株)ヨシカワ　大分工場 換気ダクト設備工事(板ダクト)

(株)ヨシカワ　大分工場 樹脂成形機廻り配管工事

(株)ヨシカワ　大分工場 工場内空調設備工事

(株)ヨシカワ　大分工場 ＯＦ－２オイルクーラント配管工事

(株)ヨシカワ　大分工場 機械フェンス加工取付

(株)ヨシカワ　大分工場 植毛機配管工事

(株)ヨシカワ　大分工場 植毛ライン 排気ダクト工事

(株)ヨシカワ　大分工場 ＯＥＸ－１ 樹脂成形廻り配管工事

(株)ヨシカワ　大分工場 ロール成型機ライン 水・エアー配管工事

(株)ヨシカワ　大分工場 Ｄ９２Ｂ 風防設置工事

(株)ヨシカワ　大分工場 冷却水・エアー配管工事

(株)ヨシカワ　大分工場 冷却水・エアー配管工事

(株)ヨシカワ　大分工場 ドリップチャンネル安全柵加工取付

九州市光工業（株） 給排水埋設配管工事

九州市光工業（株） ダクト工事（新築工事）

九州市光工業（株） 二次側ダクト設備工事

九州市光工業（株） ＤＳダクト改修工事

九州市光工業(株) １年検査に伴うダクト工事

トヨタ自動車九州(株) ダクト設備工事

トヨタ自動車九州(株) 水研ダクト工事　

トヨタ自動車九州(株) 空調機取替工事（プラスチック工場）

トヨタ自動車九州(株) ダクト設備工事

トヨタ自動車九州(株) 空調機取替工事

トヨタ自動車九州(株)塗装工場 給気ダクト用屋外金物工事

トヨタ自動車九州(株)塗装工場 空調機取替工事

トヨタ自動車九州(株)塗装保全室 空調機取替工事

日産自動車(株) 九州工場 塗装工場 エアーカーテン設置工事

富双シート(株) 空調換気ダクト工事

富双シート(株) 増築に伴う空調・換気設備工事

富双シート(株) 板金ライン機械排気ダクト工事

富双シート(株) 増築棟 空調換気ダクト設備工事

富双シート(株) 危険物庫空調工事

富双シート(株) ４期増築 機械設備工事

富双シート(株) 樹脂成形ライン排気ダクト工事

富双シート(株) 空調室外機排気カバー加工取付工事

富双シート(株) 板金ライン 機械排気ダクト設備工事

富双シート(株) 空調ダクト改修工事

富双シート(株) 生産排気ダクト移設工事

富双シート(株) ダクト工事

双葉産業(株) 空調換気ダクト工事

双葉産業(株) 空調設備工事

双葉産業(株) 生産設備工事

双葉産業(株) 冷却塔架台設置工事

双葉産業(株) 給水配管工事

双葉産業(株) 配管工事

双葉産業(株) ヘットレストライン排気ダクト工事

双葉産業(株) 機械排気ダクト工事

双葉産業(株) 裁断機エアー配管工事

双葉産業(株) 空調機用室内外ケーブル配線工事

双葉産業(株) ダクト工事

双葉産業(株) 機器移設に伴うダクト工事

双葉産業(株) 空調ダクト工事



工事場所 工事名工事名

クーラント水一次側工事クーラント水一次側工事

クーラント水一次側工事クーラント水一次側工事

ＫＦ第二ライン暖房ダクト工事ＫＦ第二ライン暖房ダクト工事

ＫＦ第二ライン組み立て冷却水工事ＫＦ第二ライン組み立て冷却水工事

第四機械・暑さ対策第四機械・暑さ対策

第四機械・エアーカーテン設置第四機械・エアーカーテン設置

第四機械工場インスパック設置第四機械工場インスパック設置

第二鋳造工場脱臭設備第二鋳造工場脱臭設備

第二鋳造工場集塵設備第二鋳造工場集塵設備

第二工場ボイラー更新第二工場ボイラー更新

集塵ダクト清掃集塵ダクト清掃

シロッコファン更新シロッコファン更新

アエーゲート制御装置アエーゲート制御装置

第二工場地下タンク設置第二工場地下タンク設置

第二工場重油暖房機劣化に伴う更新第二工場重油暖房機劣化に伴う更新

びわ湖寮厨房改修工事びわ湖寮厨房改修工事

びわ湖寮便所改修工事びわ湖寮便所改修工事

びわ湖寮グリストラップ清掃びわ湖寮グリストラップ清掃

びわ湖寮ルームエアコン50台更新びわ湖寮ルームエアコン50台更新

地下タンク定期点検地下タンク定期点検

神田寮給湯ポンプ更新神田寮給湯ポンプ更新

第二鋳造工場排気ダクト清掃第二鋳造工場排気ダクト清掃

樹脂Ｂブース乾燥炉パネル改造樹脂Ｂブース乾燥炉パネル改造

多田工場第二工場シロッコファン更新多田工場第二工場シロッコファン更新

ガードネット移設工事ガードネット移設工事

クーラント水一次側電気工事クーラント水一次側電気工事

オアシス空調機更新オアシス空調機更新


