
【平成19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19年 南海商事事務所空調衛生 ㈱三木組 大阪

なんばダイイチビル設備改修 ㈱奥村組 大阪

阪神今津駅商業施設空調衛生 ㈱奥村組 兵庫

大幸薬品㈱空調改修 ㈱三宝電機 大阪

ダヴィンチビル三宮５階空調改修 ㈱ザクテクノサービス 兵庫

カトキチ新大阪ビル空調改修 ㈱ザクテクノサービス 大阪

内本町ビル空調改修 ㈱ザクテクノサービス 大阪

株式会社ヨシダ設備改修 ジーク㈱ 大阪

萬成証券ビル空調改修 ㈱ゼロ・コーポレーション 京都

大幸薬品本社ビル空調改修 ㈱三宝電機 大阪

東洋炭素本社ビル設備改修 ㈱奥村組 大阪

赤ちゃん本舗本舗ビル設備改修 ㈱奥村組 大阪

みずほ銀行浜寺寮衛生改修 ㈱奥村組 大阪

ダヴィンチビル築地６１６ビル衛生改修 ㈱ザクテクノサービス 東京

自由が丘１丁目ビル空調衛生 ㈱アーバンコミュニティ 東京

テラアシオス青山ビルスオウリンクラー設備改修 ㈱アーバンコミュニティ 東京

日本橋人形町３丁目ビル空調衛生 ㈱アーバンコミュニティ 東京

立川ブラインド工業高架水槽更新 ㈱ザクテクノサービス 東京

伊賀ビル空調改修 陽建築工匠 大阪

官公庁・教育施設

年度 工事件名 御註文主 府県名

平成19年 石切山手幼稚園設備改修 ㈱三木組 大阪

芦屋女子短期大学自動水栓取替 ジーク㈱ 兵庫

日能研西宮北口校設備改修 ㈱阪電工 兵庫

摂津市立千里丘駐輪場衛生 ㈱奥村組 大阪

甲子園大学５号館設備改修 ㈱竹中工務店 兵庫

辻製菓Ｂ棟空調改修 辻製菓専門学校 大阪

辻技術研究所空調改修 辻調理技術研究所 大阪

流通産業・物販業

年度 工事件名 御註文主 府県名

平成19年 デイリーカナート光風台設備改修 ㈱カンソー 大阪

イズミヤ和歌山店客用便所改修 ㈱カンソー 和歌山

はやし山本店設備改修 ㈱カンソー 大阪

ＮＴＴドコモ三宮店空調衛生 ㈱阪電工 兵庫

三宮レッズカフェ空調衛生 ㈱阪電工 兵庫

京樽・ポルタ店　空調衛生 ジーク㈱ 京都

エクセルコ・ダイヤモンド京都空調衛生 ジーク㈱ 京都

カラーフィールド三宮店　空調 ㈱阪電工 兵庫

阪急宝塚Ｇコレクション　空調 ㈱阪電工 兵庫

宝塚南口　アリス・トゥ・アリス　空調 ㈱阪電工 兵庫



【平成19年】

流通産業・物販業

年度 工事件名 御註文主 府県名

平成19年 トイザらス加古川店　設備改修 日本トイザらス㈱ 兵庫

京都新風館　衛生改修 ジーク㈱ 京都

阪急マクドナルド三国店　設備改修 ㈱阪電工 大阪

ロビンフッド東通り白馬車ビル　設備改修 ジーク㈱ 大阪

名古屋モード学園スパイラルタワーテナント空調衛生 ㈱乃村工藝社 名古屋

本庄書店三宮店　空調改修 ㈱阪電工 兵庫

サンメイツ大東店　設備改修 ㈱カンソー 大阪

らーめん花月嵐千ケ瀬店　新装 ジーク㈱ 東京

南青山ＭＡＧＯレストラン　空調衛生 ㈱大丸装工 東京

イズミヤ小山店カルチャー室空調衛生 ㈱カンソー 栃木

ＴＢＣ上大岡店　空調衛生 ジーク㈱ 神奈川

ＴＢＣ草加店　空調衛生 ジーク㈱ 埼玉

ＴＢＣ新宿南口店　空調衛生 ジーク㈱ 東京

八剣伝ＪＲ岸辺店　空調 エコプランニング・マルシェ㈱ 大阪

イベリコ豚石焼亭渋谷店　空調衛生 ㈱ビオトープ 東京

八剣伝阪急六甲店空調 エコプランニング・マルシェ㈱ 兵庫

イベリコ豚石焼亭池袋店空調衛生 エコプランニング・マルシェ㈱ 東京

レインボー西宮酒造通り店空調衛生 エコプランニング・マルシェ㈱ 兵庫

串まん四条畷店空調衛生 エコプランニング・マルシェ㈱ 大阪

ほっかほっか亭岩出店空調改修 ㈱ハークスレイ 和歌山

串まん新開地店空調衛生 エコプランニング・マルシェ㈱ 兵庫

八剣伝岡南福崎店空調衛生 エコプランニング・マルシェ㈱ 岡山

ほっかほっか亭武庫川団地駅前店設備改修 ㈱ハークスレイ 兵庫

ほっかほっか亭志紀店設備改修 ㈱ハークスレイ 大阪

串まん近大前店空調衛生 エコプランニング・マルシェ㈱ 大阪

有機茶寮池袋店空調衛生 エコプランニング・マルシェ㈱ 東京

ほっかほっか亭倉敷江長店設備 ㈱ハークスレイ 岡山

ほっかほっか亭箕面桜井店設備 ㈱ハークスレイ 大阪

ほっかほっか亭金沢入江店設備改修 ㈱ハークスレイ 石川

ほっかほっか亭西武庫店設備 ㈱ハークスレイ 兵庫

ほっかほっか亭南港ポートタウン店設備改修 ㈱ハークスレイ 大阪

ほっかほっか亭下田東店設備改修 ㈱ハークスレイ 奈良

尾田組東大寺商業施設空調 ㈱乃村工藝社 奈良

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19年 センタムシティ福知山空調衛生 ㈱セネカ 京都

マンション・ホテル・寮

年度 工事件名 御註文主 府県名

平成19年 共栄火災海上豊中社宅 排水管改修 フジミビルサービス㈱ 大阪

メゾンドール高麗橋 テナント空調 ㈱ＧＥリアルエステート 大阪



【平成19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19年 エクセルハイツ第１学園前 給排水改修 管理会社 奈良

日航ホテル大阪２８階・２９階 設備改修 ㈱大丸装工 大阪

パラツィーナ武庫之荘各戸 給水メーター廻り改修 管理会社 兵庫

グランドメゾン新伊丹 受水槽内部補修 管理会社 兵庫

ドムール阿倍野阪南町 連結送水管改修 管理会社 大阪

パラツィーナセシリア園田 給水方式変更 管理会社 兵庫

サンマンションアトレ香里ケ丘 受水槽ライニング 管理会社 大阪

プレステージ加古川Ⅲ直放流 管理組合 兵庫

緑地公園ローズヴィラ 給水方式変更 管理会社 大阪

サントピア花園 外部排水改修 管理会社 大阪

ベルメゾン仁川 給水方式変更 管理会社 兵庫

谷町グリーンハイツ 給水方式変更 管理会社 大阪

日航ホテル大阪白鳥の間 空調改修 ㈱大丸装工 大阪

ハイネス北浜 給水方式変更 管理会社 大阪

神戸メリケンパークオリエンタルホテル 設備改修 ㈱大丸装工 兵庫

北堀江プロジェク ト空調衛生 ㈱野村建設工業 大阪

サムティ天王寺南３丁目 空調衛生 ㈱浅川組 大阪

東京オリエンタルホテル テナント改修 ㈱大丸装工 東京

ドムール南生駒 消火配管改修 管理組合 奈良

ドルミハイツ垂水Ａ棟 受水槽内部補修 管理会社 兵庫

タイムス泉大津 受水槽内外部補強 管理会社 大阪

ドムール甲東園Ⅱ受水槽入替 管理会社 兵庫

パラツィーナ甲子園口 屋上排水改修 管理会社 兵庫

ＣＬＡＳＫＡ西陣 給水管改修 ㈱ゼロ・コーポレーション 京都

パラツィーナ園田 給水管漏水修理 管理会社 兵庫

ルネ八尾 消火配管漏水修理 管理組合 大阪

サンマンションアトレ吹田 片山通り給水方式変更 管理会社 大阪

ユニライフ山崎 排水管改修 フジミビルサービス㈱ 京都

ルネ武庫川２番館 給水バルブ取替 管理組合 兵庫

PONTE　VECCHO 給排水衛生 ㈱大丸装工 大阪

ディオ立花 受水槽内外部補強 管理会社 兵庫

ふぁみーゆ郡山 給水メーター・バルブ取替 管理会社 奈良

厨房器具設備

年度 工事件名 御註文主 府県名

平成19年 イベリコ豚石焼亭池袋店厨房 エコプランニング・マルシェ㈱ 東京

串まん近大前店厨房 エコプランニング・マルシェ㈱ 大阪

有機茶寮池袋店厨房 エコプランニング・マルシェ㈱ 東京

イベリコ豚石焼亭渋谷店厨房 ㈱ビオトープ 東京

ほっかほっか亭住道南店厨房 ㈱ハークスレイ 大阪

ほっかほっか亭五反田店厨房 ㈱ハークスレイ 東京

奥村組本社従業員食堂厨房 ㈱奥村組 大阪

ほっかほっか亭馬見北店厨房 ㈱ハークスレイ 奈良

ほっかほっか亭城西店厨房 ㈱ハークスレイ 三重

ほっかほっか亭伊丹北園店厨房 ㈱ハークスレイ 兵庫

ほっかほっか亭日永西店厨房 ㈱ハークスレイ 三重



【平成19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19年 三菱ふそう西淀川工場改修 前田建設工業㈱ 大阪

西尾レントールテント倉庫尼崎設備工事 東亜ビルテック㈱ 兵庫

三菱ふそう東大阪工場改修 前田建設工業㈱ 大阪

大原薬品工業滋賀工場設備改修 ㈱三宝電機 滋賀

日殿化学株式会社採水口新設 ㈱三木組 大阪

東洋炭素詫間工場Ｋ棟・分析棟空調衛生 ㈱奥村組 香川

タカックス倉庫空調衛生 前田建設工業㈱ 大阪

ハークスレイ尼崎流通センターチラー設置 ㈱ハークスレイ 兵庫

第一樹脂工業事務所検査室空調 栄和建設㈱ 大阪


