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◇◆ 主要施工実績 ◆◇ 

更新日 2019/03/01 

 

新築・改築電気設備工事 

◆ 官公庁系 

庁舎他施設  

東京消防庁調布消防署仮庁舎（28）新築電気設備工事 2017年 竣工 

教育関連施設  

世田谷区立砧中学校一部改築電気設備工事 2011年 竣工 

筑波大学附属駒場中・高等学校プール新営その他電気設備工事 2011年 竣工 

都立国際高等学校（27）校舎棟増築電気設備工事 2016年 竣工 

世田谷区立深沢中学校施設整備電気設備工事 2017年 竣工 

その他  

世田谷区立代田区民センター改築電気設備工事 2014年 竣工 

 

◆ 民間 

事務所・事業所・店舗  

野方消防団第 6 分団本部（22）新築電気設備工事 2011年 竣工 

練馬軽自動車検査協会（仮称）新築工事 2011年 竣工 

(仮称)戸井田製作所 S 棟新築工事Ⅰ・Ⅱ期 2015年 竣工 

(仮称)神宮前一丁目計画新築工事（渋谷区内某複合店舗） 2015年 竣工 

共同住宅・住宅・寮  

北新宿マンション新築電気設備工事 2011年 竣工 

若林コーポラティブハウス新築電気設備工事 2011年 竣工 

ル・リオン三軒茶屋Ⅲ新築電気設備工事 2011年 竣工 

(仮称)北沢コーポラティブハウス新築工事 2012年 竣工 

(仮称)中目黒コーポラティブハウス新築工事 2012年 竣工 

(仮称)成城コーポラティブハウス新築工事 2014年 竣工 

(仮称)三軒茶屋・若林Ⅱコーポラティブハウス新築工事 2015年 竣工 

(仮称)麻布十番コーポラティブハウス新築工事 2015年 竣工 

学校法人藤村学園新学生寮新築電気設備工事 2015年 竣工 
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(仮称)大曾根マンション新築工事 2016年 竣工 

水道機工(株)東館増築工事 2016年 竣工 

本店ヴィラ鶴瀬新築工事 2016年 竣工 

教育関連施設  

境南こどもクラブ新築工事 2011年 竣工 

仮称）東京外語専門学校新校舎新築工事 2014年 竣工 

りっこう幼稚園園舎改築工事 2016年 竣工 

福祉・医療  

(仮称)千代田三丁目介護施設新築工事 2015年 竣工 

グループホームとぅもろう新築工事 2016年 竣工 

 

 

改修電気設備工事 

◆ 官公庁系 

庁舎他施設  

警視庁池袋警察署庁舎(23)改修電気設備工事その１ 2012年 竣工 

衆議院 会議録システム機器更改に伴う電源設備改修工事 2014年 竣工 

警視庁深川警察署電気設備改修工事 2015年 竣工 

北関東防衛局 立川（26）試験室改修設備工事 2015年 竣工 

教育関連施設  

都立大森高等学校(23)体育館棟その他改修電気設備工事 2011年 竣工 

大学入試センター 本館 2・3 階内装改修電気設備工事 2011年 竣工 

東京工業大学本館改修電気設備工事（Ⅳ期） 2012年 竣工 

横浜国立大学(常盤台)本部棟改修その他電気設備工事 2012年 竣工 

横浜国立大学(常盤台)教育人間科学部事務棟他改修電気設備工事 2013年 竣工 

東京工業大学本館３階資史料館改修電気設備工事 2014年 竣工 

筑波大学人文社会学系棟Ⅱ期改修電気設備その他工事 2015年 竣工 

東京大学（本郷）附属図書館（Ⅲ-1）改修電気設備工事 2017年 竣工 

横浜国立大学（常盤台）生産工学科棟改修その他電気設備工事 2018年 竣工 

日本社会事業大学（１８）電気設備改修工事 2019年 竣工 
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その他  

JAEA 世田谷寮空調機更新電気工事 2011年 竣工 

世田谷区立総合運動場 ITV 装置改修工事 2012年 竣工 

スポーツ祭東京 2013 あきる野市特設馬術競技場設備整備工事 2013年 竣工 

府中武蔵台一号水源外 4 か所井戸水源ポンプ盤等取替工事 2013年 竣工 

世田谷区民健康村ふじやまビレジ改修電気設備工事 2014年 竣工 

芝公園変電設備ほか改修工事 2014年 竣工 

高エネ研 KEKB 高度化施設(電子陽電子入射器ｻﾌﾞ変電所 S－502 等)改修 

その他電気設備工事 
2014年 竣工 

道路施設整備工事(26 一の 8)芝共同溝電気設備改修(その 4） 2015年 竣工 

平成２８年度大井埠頭第２バースリーファーコンセント増設工事 2017年 竣工 

大田市場(28)青果棟卸売場高所照明器具他取替工事 2018年 竣工 

あいとぴあセンター・西河原公民館改修工事（電気設備工事） 2019年 竣工 

 

◆ 民間 

事務所・事業所・店舗  

セブンイレブン１５４店舗 店舗内照明 LED 化工事 2011年 竣工 

阿佐ヶ谷駅前郵便局新装電気設備工事 2011年 竣工 

武蔵府中郵便局ほか２９箇所電気設備模様替工事 2014年 竣工 

小川町郵便局ほか２施設受変電設備模様替工事 2015年 竣工 

共同住宅・住宅・寮  

JKK 都営武蔵岡アパート(6～8､10 号棟)避雷針設備改修工事 2011年 竣工 

JKK 
都営枝川一丁目第 2 アパート（15 号棟）ほか 3 団地シルバーピア 

緊急通報システム改修工事 
2011年 竣工 

JKK 都営調布深大寺町アパートほか１団地室内及び屋内電気設備改修工事 2012年 竣工 

JKK 都営白鬚東アパート(5～9 号棟)高圧受変電設備修繕工事 2012年 竣工 

JKK 都営住宅 24Ｈ-901・902(西台アパート)電気設備工事 2015年 竣工 

武蔵野寮電気設備模様替工事 2015年 竣工 

(H26)宮崎台住宅耐震改修その他工事(その 5)屋内電気設備工事 2015年 竣工 

JKK 都営八潮五丁目アパート(48～50 号棟)室内及び屋内電気設備改修工事 2016年 竣工 
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マンション管理組合 発注工事  

サンハイツ六実 共用部 LED 化工事 2014年 竣工 

津田沼ハイライズ集会室弱電設備改修工事 2014年 竣工 

川崎ハイライズ 共用部 LED 化工事 2016年 竣工 

ルフェール世田谷三宿 共用部 LED 化工事 2017年 竣工 

蓮根サンハイツ共用部 LED 化工事 2018年 竣工 

ラミーユ勝田台ハイライズ 共用部 LED 化工事（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期） 2018年 竣工 

教育関連施設  

アオバインターナショナルスクール 改修工事 2012年 竣工 

福祉・医療  

特別養護老人ホームフェローホーム大規模改修工事 2012年 竣工 

町田荘照明器具老朽化に伴う器具更新(LED 化)工事 2017年 竣工 

(仮称)児玉経堂病院改築計画Ⅰ期 2017年 竣工 

児玉経堂病院改築工事(二期) 2018年 竣工 

その他  

青梅市公共下水道日向和田第二汚水中継ポンプ場中央監視設備改修その 2 工事 2016年 竣工 

仮称 世田谷区立喜多見農業公園整備工事 2016年 竣工 

府中南町浄水所外８か所 2016年 竣工 

成木浄水所外４か所監視制御設備改良工事 2016年 竣工 

中央配水場監視制御設備更新工事 2016年 竣工 

府中南町三号水源外 17 か所井戸水源ﾎﾟﾝﾌﾟ盤等改良工事 2017年 竣工 

羽村導水ポンプ所電気設備改良工事 2017年 竣工 

稲城ポンプ所電気設備等改良工事 2018年 竣工 
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電気通信工事 

東京都立駒込病院緊急地震速報システム院内放送接続委託 2008年 竣工 

東京都立墨東病院緊急地震速報システム院内放送接続委託 2008年 竣工 

東京都立府中病院緊急地震速報システム導入委託 2008年 竣工 

校内 LAN 敷設作業委託（世田谷・北沢） 2010年 竣工 

校内 LAN 敷設作業委託（砧・玉川） 2010年 竣工 

世田谷区立砧中学校内 LAN 設備工事 2011年 竣工 

JKK 都営喜多見二丁目アパート テレビ共聴設備改修工事 2015年 竣工 

 

 

消防設備工事 

JKK 都営文京真砂アパート自動火災報知設備改修工事 2011年 竣工 

JKK 都営文花一丁目アパート（35、36 号棟）自動火災報知設備改修工事 2011年 竣工 

東京大学（駒場Ⅰ）防災設備改修工事 2011年 竣工 

JKK 平成 29 年度住宅用火災警報器取替工事（単価契約） 2017年 契約 

JKK 都営六ツ木町アパート（1～11 号棟）住宅用火災警報器取替工事 2017年 竣工 

JKK 都営六ツ木町アパート（12～18 号棟）ほか 1 団地住宅用火災警報器取替工事 2017年 竣工 

JKK 都営国立北三丁目アパートほか 2 団地住宅用火災警報器取替工事 2018年 竣工 

東京国際空港東側電源局舎火災報知設備更新工事 2018年 竣工 

JKK 平成 30 年度住宅用火災警報器取替工事（単価契約） 2018年 契約 

JKK 都営武蔵岡アパート（3～9 号棟）住宅用火災警報器取替工事 2018年 竣工 

JKK 都営八幡山アパート（1～11 号棟）ほか６団地住警器取替工事 2018年 竣工 

JKK 都営高井戸東一丁目アパートほか 6 団地住警器取替工事 2019年 竣工 

30T-豊洲四丁目他 2 団地住警器修繕その他工事 2019年 竣工 

 

 

道路照明・街灯工事 

世田谷区 発注工事  

平成 23 年度上半期街路灯新設補修工事（単価契約・地域別契約）（第 2 地区） 2011年 契約 

平成 24 年度上半期街路灯新設補修工事（単価契約・地域別契約）（第 7 地区） 2012年 契約 

平成 25 年度下半期街路灯新設補修工事（単価契約・地域別契約）（第 4 地区） 2013年 契約 

平成 28 年度街路灯新設補修工事（単価契約）   元請：東京世田谷電設工業協同組合 2016年 契約 
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平成 28 年度街路灯ランプ交換作業委託（単価契約）元請：東京世田谷電設工業協同組合 2016年 契約 

平成 29 年度街路灯新設補修工事（単価契約）   元請：東京世田谷電設工業協同組合 2017年 契約 

平成 29 年度街路灯ランプ交換作業委託（単価契約）元請：東京世田谷電設工業協同組合 2017年 契約 

東京都 発注工事  

道路照明設備工事（24 二－補 26 豊町）  工事場所：品川区豊町地内 2013年 竣工 

街灯保守（二の 5）単価契約 その 1    履行場所：世田谷区内管理道路 2013年 契約 

街灯保守（二の 5）単価契約 その 2    履行場所：世田谷区内管理道路 2015年 契約 

街灯保守（二の 5）単価契約 その 1    履行場所：世田谷区内管理道路 2016年 契約 

平成２６年度照明設備保守点検委託（単価契約） 履行場所：東京港管理事務所管内 2014年 契約 

平成２７年度照明設備保守点検委託（単価契約） 履行場所：東京港管理事務所管内 2015年 契約 

平成２８年度照明設備保守点検委託（単価契約） 履行場所：東京港管理事務所管内 2016年 契約 

平成２９年度照明設備保守点検委託（単価契約） 履行場所：東京港管理事務所管内 2017年 契約 

 

 

発電設備工事 

世田谷区立砧中学校一部改築太陽光発電設備工事 2011年 竣工 

世田谷区立代田区民センター改築太陽光発電設備工事 2012年 竣工 

成城消防署千歳出張所(24)発電設備設置工事 2012年 竣工 

タイム２４ビル BCP 発電機設備工事 2016年 竣工 

東京都練馬福祉園(Ｈ28)自家発電機設置工事 2017年 竣工 

首都高速道路株式会社 非常用自家発電設備設置工事２８-２-１ 2017年 竣工 

 

 

 

以上 


