
【平成17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17年 イズミヤ南港配送センター空調衛生 ㈱奥村組 大阪

大北クリニック浴室改修 大北クリニック 大阪

中央倉庫便所改修 フジミビルサービス 大阪

ロイヤルクラッシック姫路空調衛生 三洋コマーシャル販売㈱ 兵庫

丸正本社ビル空調衛生 ㈱奥村組 大阪

サンワアイ衛生改修 前田建設工業㈱ 大阪

医療法人以和貴会金岡中央病院東館喫煙室換気 ㈱奥村組 大阪

あまみの里空調衛生 ㈱奥村組 大阪

大西ビルロータリークラブ空調衛生 フジミビルサービス 大阪

丸全昭和運輸衛生 ㈱奥村組 大阪

ファンフィールド千葉岬衛生 ㈱イチケン 千葉

東京慈恵会第３病院空調衛生改修 東京美装興業 東京

なんば旧マツヤ電気ビル衛生改修 前田建設工業㈱ 大阪

エッサムビル衛生改修 前田建設工業㈱ 大阪

伊丹空港中央棟便所改修 浅海電気㈱ 大阪

鈴茂機工改修 ㈱奥村組 大阪

すみれ幼稚園増築工事 ㈱奥村組 兵庫

大和ビル１６号館衛生改修 ㈱ザクテクノサービス 大阪

十三信用金庫本店衛生改修 前田建設工業㈱ 大阪

石川ビル空調改修 日本住宅管理㈱ 東京

秋葉原ＵＤＸビル設備改修 ㈱　大　丸　装　工 東京

麹町３１ＭＴビル設備改修 ㈱アーバンコミュニティ 東京

自由が丘２丁目ビル設備 ㈱アーバンコミュニティ 東京

テラシオス青山設備改修 ㈱アーバンコミュニティ 東京

新宿宝ビル設備改修 ㈱アーバンコミュニティ 東京

ダビンチ御苑空調改修 ㈱ザクテクノサービス 東京

ＴＪＭ碑文谷店設備改修 ㈱大丸装工 東京

日交山王トイレ改修 ㈱ザクテクノサービス 東京

後楽ビルＢ１階撤退に伴う設備 ㈱アーバンコミュニティ 東京

官公庁・教育施設

年度 工事件名 御註文主 府県名

平成17年 宝塚造形芸術大学第９期テラス棟空調衛生 ㈱奥村組 兵庫

春日町道の家ＩＣ空調衛生 ㈱奥村組 兵庫

甲子園大学１号館空調改修 ㈱竹中工務店 兵庫

地下鉄８号線清水停留所衛生 ㈱奥村組 大阪

辻調理本館実習室空調改修 ㈱奥村組 大阪

辻調理技術研究所空調改修 辻調理技術研究所 大阪

辻製菓専門学校空調改修 辻製菓専門学校 大阪



【平成17年】

流通産業・物販業

年度 工事件名 御註文主 府県名

平成17年 イズミヤ和泉中央店調剤室空調衛生 日泉総合管理㈱ 大阪

イズミヤ白梅町店冷却塔取替 日泉総合管理㈱ 京都

洋麺屋五右衛門東大阪店衛生 ジーク㈱ 大阪

大庄庄や長岡京駅前店空調衛生 ジーク㈱ 京都

京阪天満橋カフェヴェルーテ衛生 ジーク㈱ 大阪

トイザらスジェームス山店ベビー休憩室設置 ㈱昭和工務店 兵庫

トイザらス八戸ノ里店ベビー休憩室設置 ㈱昭和工務店 大阪

マクドナルド神戸大久保空調衛生 日泉総合管理㈱ 兵庫

古市庵阪急千里店空調衛生 ジーク㈱ 大阪

ヒーリン・フィーリン梅津店衛生 ジーク㈱ 京都

ベビーザらスＨＡＴ神戸店空調衛生 日本トイザらス㈱ 兵庫

ダイエー成増店空調衛生改修 ㈱イチケン 東京

ダイエー碑文谷店空調衛生改修 ㈱イチケン 東京

めしや丼菊川店空調改修 ㈱プレナス 東京

ららぽーとＷＥＳＴ空調衛生改修 ㈱フジタ 千葉

ワンズモール長沼ペットショップ空調 ㈱ワタナベオイル 神奈川

めしや丼船橋店空調 ㈱プレナス 千葉

大井町アトレＳＯＵＰ＆サンムール空調衛生 ジーク㈱ 東京

グランドチャイナ南町田店空調衛生改修 ジーク㈱ 東京

めしや丼亀井戸空調 ㈱プレナス 東京

船橋ショッピングセンターラーメン横丁空調衛生 ㈱大丸装工 千葉

ららぽーとＥＡＳＴ空調衛生改修 ㈱イチケン 千葉

さぬきこまち三田店空調衛生 ㈱ジーク 東京

グランドチャイナイオン八千代店空調衛生 ㈱ジーク 千葉

イズミヤ大東店空調衛生改修 日泉総合管理㈱ 大阪

ベビーザらス豊中店空調衛生 日本トイザらス㈱ 大阪

ケンタッキーフライドチキンカナート西神戸店空調衛生 日泉総合管理㈱ 兵庫

イズミヤ花園店空調 日泉総合管理㈱ 大阪

ホームーセンターコーナン泉大津店ペット館衛生 ㈱淺川組 大阪

江坂ミアヴィア空調衛生 ㈱ジーク 大阪

トイザらス各店管球取替 日本トイザらス㈱ 各店

イズミヤ西脇店空調衛生改修 日泉総合管理㈱ 兵庫

家族亭栗東店空調衛生 ジーク㈱ 滋賀

大庄庄や奈良駅前店空調衛生 ジーク㈱ 奈良

大庄庄や肥後橋店空調衛生 ジーク㈱ 大阪

ヒーリン・フィーリン四条大宮店空調衛生 ジーク㈱ 京都

トミーヒルフィガーヌー茶屋町店衛生 ジーク㈱ 大阪

大庄庄や住道店空調衛生 ジーク㈱ 大阪

ＤＯＮＯＤＯＮＯひよどり台店空調衛生 ㈱三栄電工 兵庫

甘太郎三宮店空調衛生改修 ㈱三栄電工 兵庫

スタジオアリス豊中店空調 ㈱スタジオアリス 大阪

甘太郎心斎橋店空調衛生改修 ㈱三栄電工 兵庫

ＬＡＬＡガーデンつくば設備 ㈱大丸装工 茨城

銀座久兵衛設備改修 ㈱大丸装工 東京

鶴橋風月横浜店空調衛生 ジーク㈱ 神奈川



【平成17年】

流通産業・物販業

年度 工事件名 御註文主 府県名

平成17年 フレッシュオムレホワイティ梅田店 ㈱ハークスレイ 大阪

ほっかほっか亭吉野３丁目店 ㈱ハークスレイ 大阪

ほっかほっか亭新北島店 ㈱ハークスレイ 大阪

ほっかほっか亭槍屋店 ㈱ハークスレイ 大阪

ほっかほっか亭四貫島店改修 ㈱ハークスレイ 大阪

ほっかほっか亭春日出中店 ㈱ハークスレイ 大阪

ほっかほっか亭ペントモール店 ㈱ハークスレイ 大阪

ほっかほっか亭瓦町店改修 ㈱ハークスレイ 大阪

ほっかほっか亭長吉長原店 ㈱ハークスレイ 大阪

ばらんすでりか ㈱ハークスレイ 大阪

アサヒ物流貝塚流通センター ㈱アサヒ物流 大阪

ほっかほっか亭尼崎元浜店 ㈱ハークスレイ 兵庫

ほっかほっか亭荒牧バラ公園店 ㈱ハークスレイ 兵庫

ほっかほっか亭柳本店 ㈱ハークスレイ 兵庫

ほっかほっか亭豊田美里店 ㈱ハークスレイ 愛知

ほっかほっか亭大国町店改修 ㈱ハークスレイ 大阪

ほっかほっか亭西中島店改修 ㈱ハークスレイ 大阪

ほっかほっか亭四条畷店改修 ㈱ハークスレイ 大阪

ほっかほっか亭鷺洲店改修 ㈱ハークスレイ 大阪

ほっかほっか亭平林店改修 ㈱ハークスレイ 大阪

ガーデンパーク和歌山空調衛生 ㈱淺川組 和歌山

榎原メディカルクリニックビル空調衛生 ㈱淺川組 和歌山

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17年 関西ゴルフクラブコンペ室空調 三明㈱ 兵庫

南港ＡＴＣ消火改修 ジーク㈱ 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17年 朝日プラザ天王寺南 連結送水管改修 管理組合 大阪

西天満東横イン 空調 ㈱奥村組 大阪

プレステージ明石大久保Ⅳ 浄化槽直放流工事 管理組合 兵庫

ハイネス上六 給水方式変更 管理組合 大阪

ロータリープラザ 受水槽取替 フジミビルサービス㈱ 大阪

グリーンコーポ武庫之荘 給排水管更生工事 管理組合 兵庫

ロータリーコーポ東高津 給水方式変更 管理組合 大阪

グランドハイツ大阪城公園 給水方式変更 管理組合 大阪

本町アルティ・イン 空調改修 トウシンメンテナンス㈱ 大阪

ハイム北鈴蘭 連結送水管改修 管理組合 兵庫

パラツィーナセシリア西宮 給水管更新 管理組合 兵庫

プレステージ明石大久保Ⅱ 給水方式変更 管理組合 兵庫



【平成17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17年 南江口住宅 受水槽改修 浅海電気㈱ 大阪

パラツィーナセシリア園田屋上 配管更新 管理会社 兵庫

シャトレ夕陽丘 給水メーター取替 管理会社 大阪

ふぁみーゆ堺 給水方式変更 管理会社 大阪

谷町グリーンハイツ 連結送水管改修 管理会社 大阪

グランドパレス御影 消火栓ＢＯＸ取替 管理会社 兵庫

ドムール平野 連結送水管改修 管理会社 大阪

ドルミ新淀川 排水会所改修 管理会社 大阪

ベルアージェ２１ 受水槽・高架水槽改修 管理会社 大阪

ハイネス天王寺 給水方式変更 管理会社 大阪

シティパレス新長田 給水管更生・給水方式変更 管理会社 兵庫

グラン・ドムール富小路 排水設備改修 管理会社 京都

グランドメゾン茨木 給水方式変更 管理会社 大阪

マリンパレス明石 排水管改修 管理会社 兵庫

サントピア尼崎Ⅱ 給水管更新 管理会社 兵庫

ホテル日航大阪 客用トイレ改修 ㈱大丸装工 大阪

センチュリーシティ大宮公園 空調設備改修 ㈱ザクテクノサービス 埼玉

ハイム住之江 給水方式変更 管理組合 大阪

アメニティ長野 受水槽高架水槽内外部補強 管理会社 大阪

ハイネス鳳 受水槽高架水槽内外部補強 管理会社 大阪

パラツィーナ和上町 排水管改修 管理会社 兵庫

コート豊中桃山台 給水方式変更 管理会社 大阪

双日㈱宝塚社宅 受水槽内外部補強 管理会社 兵庫

ふぁみーゆ住之江 給水方式変更 管理組合 大阪

厨房器具設備

年度 工事件名 御註文主 府県名

平成17年 ハークスレイ新本社店厨房 ㈱ハークスレイ 大阪

ほっかほっか亭西大寺店厨房改修 ㈱ハークスレイ 大阪

イズミヤ八幡店厨房 イズミヤ㈱ 京都

楓の木八尾店厨房 ㈱ハークスレイ 大阪

サンローリー玉津店厨房 ㈱サンローリー 大阪

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17年 大塚食品滋賀Ｐ工場衛生改修 ㈱奥村組 滋賀

大和田カーボンＢ工場空調衛生 ㈱奥村組 大阪

阪神カミッサリー生産工場空調衛生 ㈱奥村組 兵庫

阪神カミッサリー流通センター空調衛生 東洋熱工業㈱ 兵庫

和光化学工業空調機増設 和光化学工業㈱ 兵庫

東洋炭素詫間Ｂ２工場空調衛生 ㈱奥村組 香川

大塚食品滋賀加工工場衛生改修 ㈱奥村組 滋賀



【平成17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17年 日本ピュアフード衛生改修 キヨモト㈱ 兵庫

東洋炭素詫間Ｈ棟増築 ㈱奥村組 香川

ダイキン工業淀川製作所充填室空調衛生 ㈱東亜建設工業 大阪

電気設備

年度 工事件名 御註文主 府県名

平成17年 肥後橋辰巳ビル電気改修 トウシンメンテナンス㈱ 大阪


