
【平成16年】

一般ビル・病院・金融機関

年度 工事件名 御註文主 府県名

平成16年 特別養護老人ホームすみれ苑空調 安藤建設・朝日工業社 大阪

古江台ホール特別養護老人ホーム空調衛生 浅海電気㈱ 大阪

関西電力高槻電力空調改修 ㈲山田園芸建設 大阪

十三信用金庫寝屋川支店衛生改修 前田建設工業㈱ 大阪

北沢産業第３ビルポンプ取替 ㈱奥村組 大阪

株式会社奥村組本社ビル喫煙コーナー換気 ㈱奥村組 大阪

飯塚病院レストラン棟衛生改修 ジーク㈱ 福岡

伊藤ハム神戸営業所増築に伴う空調衛生 ㈱錢高組 大阪

第２商業ビル空調設備工事 前田建設工業㈱ 大阪

トーホー京都支店空調衛生改修 ㈱奥村組 京都

サンコウア第１ビル泡消火設備改修 フジミビルサービス 大阪

ジーク株式会社大阪店空調設備 ジーク㈱ 大阪

ハークスレイ本社ビル空調衛生改修 ㈱奥村組 大阪

奥村組本社ビル喫煙室換気 ㈱奥村組 大阪

アイ・ロジスティクス東大阪物流センター事務所衛生 郡リース㈱ 大阪

奥村組本社ビル空調改修 ㈱奥村組 大阪

辰巳ビル便所改修 辰巳興業㈱ 大阪

アイ・ロジスティクス東大阪物流センター衛生改修 ㈱奥村組 大阪

日本アビリティーズ住吉浜倉庫空調衛生 ㈱日本アビリティーズ 兵庫

官公庁・教育施設

年度 工事件名 御註文主 府県名

平成16年 （学）夕陽丘学院大阪国際福祉専門学校空調改修 （学）夕陽丘学院 大阪

今福下水処理場沈澄池流出設備製作材料 奥村機械製作㈱ 大阪

宝塚造形芸術大学第９期空調衛生 ㈱奥村組 兵庫

エコールキュリネール大阪あべの空調 ㈱奥村組 大阪

奈良解放センター空調改修 （財）奈良解放センター 奈良

東諸福調節池換気 前澤工業㈱ 大阪

大阪竜華地区駐輪場衛生 ㈱奥村組 大阪

河合塾秀朋寮衛生改修 前田建設工業㈱ 大阪

流通産業・物販業

年度 工事件名 御註文主 府県名

平成16年 ほっかほっか亭西大寺店空調 ㈱ハークスレイ 奈良

ほっかほっか亭塚本駅前店空調 ㈱ハークスレイ 大阪

ほっかほっか亭諸口店空調 ㈱ハークスレイ 大阪

イズミヤ昆陽店空調改修 日泉総合管理㈱ 兵庫

めしや丼中津店空調 ㈱プレナス 大阪

西友高石店空調衛生改修 フジミビルサービス 大阪

ほっかほっか亭西宮大橋店空調 ㈱ハークスレイ 兵庫

ほっかほっか亭江戸堀店空調 ㈱ハークスレイ 大阪

めしや丼難波中店空調改修 ㈱プレナス 大阪



【平成16年】

流通産業・物販業

年度 工事件名 御註文主 府県名

平成16年 プレノ長田店冷却塔入替 朝日ビルマネジメント 兵庫

ダイエー北野田店空調衛生改修 ㈱イチケン 大阪

ヒーリン・フィーリン四条河原町店空調衛生 ジーク㈱ 京都

西神オリエンタルホテル１Ｆテナント改修 ㈱イチケン 兵庫

デイリーカナート玉手店改修 日泉総合管理㈱ 大阪

芦屋タカトラコーヒーハービスエント店 ㈱七彩 大阪

千里南センター仮設店舗 前田建設工業㈱ 大阪

イズミヤ西脇店設備工事 ㈱イチケン 兵庫

ハイパーマート岡崎店テナント改修 ㈱イチケン 愛知

ヒルトンウエストワールドワールドバッフェ空調衛生 ジーク㈱ 大阪

イズミヤ上新庄店改修 日泉総合管理㈱ 大阪

ダイエー岡山店空調衛生改修 ㈱イチケン 岡山

デイリーカナート鶴山台店空調衛生改修 日泉総合管理㈱ 大阪

ヒルトンウエストＳ・Ｔデュポン空調 ジーク㈱ 大阪

イズミヤ和歌山店空調衛生改修 日泉総合管理㈱ 和歌山

ダイヤモンドシティ北花田石焼びびんば空調衛生 三洋コマーシャル販売 大阪

ダイヤモンドシティ北花田石グランドビュッフェ空調衛生 三洋コマーシャル販売 大阪

デイリーカナート上新田店空調衛生改修 日泉総合管理㈱ 大阪

イズミヤ枚方店増床に伴う空調衛生 日泉総合管理㈱ 大阪

かぐらざか空調衛生 ㈱浅海電気 兵庫

洋麺屋五右衛門奈良店衛生 ジーク㈱ 奈良

イズミヤ枚方店便所改修 栄和建設㈱ 大阪

大庄庄や京都烏丸七条店空調衛生 ジーク㈱ 京都

イズミヤ松原店直放流 イズミヤ㈱ 大阪

フェスタガーデンイオンりんくう店空調衛生 ジーク㈱ 大阪

なんば千日前ビルコンバージョン計画空調衛生 前田建設工業㈱ 大阪

イズミヤ枚方店空調改修 日泉総合管理㈱ 大阪

イズミヤ和歌山店冷却塔取替 日泉総合管理㈱ 和歌山

イズミヤ泉佐野店テナント設備 日泉総合管理㈱ 大阪

トイザらス香里園店ベビー休憩室設置 ㈱昭和工務店 大阪

トイザらス豊橋店ベビー休憩室設置 ㈱昭和工務店 愛知

出光スーパーガンバ衛生改修 ㈱奥村組 大阪

めしや丼天六店空調改修 ㈱プレナス 大阪

赤ちゃん本舗新大阪店空調改修 ゆりかご会 大阪

めしや丼京阪守口店空調 ㈱プレナス 大阪

ほっかほっか亭西宮北口店空調 ㈱ハークスレイ 兵庫

ほっかほっか亭志紀店空調改修 ㈱ハークスレイ 大阪

ほっかほっか亭東伯店空調 ㈱ハークスレイ 愛知

ほっかほっか亭新福島駅前店空調 ㈱ハークスレイ 大阪

ほっかほっか亭日根野店空調改修 ㈱ハークスレイ 大阪

ほっかほっか亭池田中央店空調改修 ㈱ハークスレイ 大阪

ほっかほっか亭ハワイ店空調改修 ㈱ハークスレイ 鳥取

ほっかほっか亭深江大橋店空調 ㈱ハークスレイ 兵庫

ほっかほっか亭西本町店空調 ㈱ハークスレイ 大阪

ほっかほっか亭武庫川団地駅前店空調改修 ㈱ハークスレイ 兵庫



【平成16年】

流通産業・物販業

年度 工事件名 御註文主 府県名

平成16年 ほっかほっか亭下田東店空調改修 ㈱ハークスレイ 奈良

北欧住之江工場店空調取替 北欧フードサービス㈱ 大阪

北欧八尾駅前店空調 ㈱ハークスレイ 大阪

ほっかほっか亭幾野店空調 ㈱ハークスレイ 大阪

ほっかほっか亭昭和通り店空調 ㈱ハークスレイ 兵庫

ほっかほっか亭岸和田真上店空調 ㈱ハークスレイ 大阪

ほっかほっか亭同心町店空調 ㈱ハークスレイ 大阪

ほっかほっか亭東大島店空調 ㈱ハークスレイ 兵庫

ほっかほっか亭花田店空調改修 ㈱ハークスレイ 兵庫

ほっかほっか亭平針店空調 ㈱ハークスレイ 愛知

ほっかほっか亭名駅西店空調 ㈱ハークスレイ 愛知

ほっかほっか亭梅田第一ビル店空調 ㈱ハークスレイ 大阪

ほっかほっか亭西難波町店空調 ㈱ハークスレイ 兵庫

ほっかほっか亭氷上柏原店空調 ㈱ハークスレイ 兵庫

ほっかほっか亭宝塚中山店空調 ㈱ハークスレイ 兵庫

ほっかほっか亭西天満５丁目店空調 ㈱ハークスレイ 大阪

ほっかほっか亭大東町店空調改修 ㈱ハークスレイ 大阪

ほっかほっか亭忍海店空調改修 ㈱ハークスレイ 奈良

ほっかほっか亭池下店空調 ㈱ハークスレイ 愛知

ほっかほっか亭出屋敷駅前店空調 ㈱ハークスレイ 兵庫

ほっかほっか亭西宮原店空調 ㈱ハークスレイ 兵庫

ほっかほっか亭広島榎町店空調 ㈱ハークスレイ 広島

ほっかほっか亭吹田元町５丁目店空調 ㈱ハークスレイ 大阪

ほっかほっか亭針中野店空調改修 ㈱ハークスレイ 大阪

ほっかほっか亭金山駅南店空調改修 ㈱ハークスレイ 愛知

ほっかほっか亭稲葉地店空調改修 ㈱ハークスレイ 愛知

ほっかほっか亭岡山医大前店空調 ㈱ハークスレイ 岡山

ほっかほっか亭名張東店空調改修 ㈱ハークスレイ 愛知

ビューティー本舗空調改修 ㈱奥村組 大阪

北欧堺東店空調改修 ㈱ハークスレイ 大阪

ほっかほっか亭上井南店空調改修 ㈱ハークスレイ 鳥取

レジャー・カルチャー産業

年度 工事件名 御註文主 府県名

平成16年 アルパインⅡ空調衛生 ㈱イチケン 大阪

マンション・ホテル・寮

年度 工事件名 御註文主 府県名

平成16年 ダイヤモンド瀬戸内マリンホテル 便所改修 ㈱日生建設 岡山

御堂筋ホテル ダクト改修 浅海電気㈱ 大阪

グランドメゾン大手前 排気ダクト ㈱浪速技建 大阪

千里山スカイハイツ 給水方式変更 ㈱浪速技建 大阪



【平成16年】

マンション・ホテル・寮

年度 工事件名 御註文主 府県名

平成16年 西神オリエンタルホテル１Ｆテナント 空調衛生改修 ㈱イチケン 兵庫

ファミーユ北大阪 給水メーター取替 フジミビルサービス㈱ 大阪

ネオコーポラス島之内 連結送水管改修 ㈱浪速技建 大阪

西緑ケ丘スカイハイツ 連結送水管改修 ㈱浪速技建 大阪

八重の里ＨＩＲＯビル 空調衛生 ㈱奥村組 大阪

キングマンション天神橋 加圧ポンプ修理 管理会社 大阪

シティータワーグラン天王寺モデル 空調 ㈱奥村組 大阪

厨房器具設備

年度 工事件名 御註文主 府県名

平成16年 ほっかほっか亭東郷店厨房 ㈱ハークスレイ 愛知

ほっかほっか亭三宝店厨房 ㈱ハークスレイ 大阪

ほっかほっか亭箕面店厨房 ㈱ハークスレイ 大阪

ほっかほっか亭潮江店厨房 ㈱ハークスレイ 兵庫

ほっかほっか亭玉川店厨房 ㈱ハークスレイ 大阪

イズミヤ今福店厨房 イズミヤ㈱ 大阪

イズミヤ天下茶屋店厨房改修 イズミヤ㈱ 大阪

デイリーカナート国分店厨房改修 イズミヤ㈱ 大阪

デイリーカナート浜田店厨房改修 イズミヤ㈱ 兵庫

デイリーカナート羽束師店厨房 イズミヤ㈱ 京都

イズミヤ和泉府中店厨房 イズミヤ㈱ 大阪

イズミヤ西脇店厨房 ㈱サンローリー 兵庫

イズミヤ小山店厨房 ㈱サンローリー 栃木

イズミヤ木次店厨房 イズミヤ㈱ 島根

イズミヤ交野店厨房 イズミヤ㈱ 大阪

デイリーカナート桂坂店厨房 イズミヤ㈱ 京都

ほっかほっか亭生駒店厨房 ㈱ハークスレイ 奈良

ほっかほっか亭アスタくにずか店厨房 ㈱ハークスレイ 兵庫

イズミヤ御影店厨房改修 イズミヤ㈱ 兵庫

デイリーカナート久米田店厨房改修 イズミヤ㈱ 大阪

ほっかほっか亭西大寺店厨房 ㈱ハークスレイ 奈良

ほっかほっか亭塚本駅前店厨房 ㈱ハークスレイ 大阪

ほっかほっか亭諸口店厨房 ㈱ハークスレイ 大阪

ほっかほっか亭西宮大橋店厨房 ㈱ハークスレイ 兵庫

ほっかほっか亭江戸堀店厨房 ㈱ハークスレイ 大阪

ベストマート日本橋店厨房 ㈱イチケン 大阪

デイリーカナート久豊新店厨房 イズミヤ㈱ 大阪

イズミヤ鶴山店厨房 イズミヤ㈱ 大阪

イズミヤ古市店厨房 イズミヤ㈱ 大阪

イズミヤ上新庄店厨房 イズミヤ㈱ 大阪

デイリーカナート玉手店厨房 イズミヤ㈱ 大阪

イズミヤ和歌山店厨房 イズミヤ㈱ 和歌山

イズミヤ上新田店厨房 イズミヤ㈱ 大阪

サンローリー西神戸店厨房 ㈱サンローリー 兵庫



【平成16年】

恒温恒湿装置・低温装置・生産設備用環境装置

年度 工事件名 御註文主 府県名

平成16年 ５５１蓬莱本社セントラルキッチン換気・衛生 ㈱鹿島建設 大阪

５５１蓬莱本社セントラルキッチン空調 フードテクノエンジニアリング㈱ 大阪

富安金属印刷㈱大阪工場倉庫増築に伴う空調 ㈱錢高組 大阪


