
平成２６年度

施工工事店 工事件名 主要納品名

㈱新日興業 相川支所・相川消防庁舎 屋内キュービクル５面体他

陽光電気㈱ 新分水消防署 屋内キュービクル５面体他

㈱新潟東新電機 戸頭第2揚水機場 屋外キュービクル２面体

㈱新潟東新電機 臼井第3揚水機場 屋外キュービクル2面体

コスモシステム㈱ 大川ダム放流警報雷害設備 引込盤

大明電業㈱ 古町柳島町線照明設備設置工事 電灯盤

㈱八重電業社 鳴瀬川水系樋門樋管水位観測設備設置工事 水位計盤

㈱サンエーエンジニアリン
グ

巻文化会館高圧受変電設備改修 屋内キュービクル３面体

磯部電機工業㈱ 北海道新幹線木古内駅 低圧配電盤他

磯部電機工業㈱ 北海道線幹線新函館駅 低圧配電盤他

昱工業㈱ 金巻黒鳥統合揚水機場電気設備 高圧受電盤他

㈱村田電気商会 日本年金機構柏崎年金事務所耐震補強工事 屋外キュービクル2面体

星野･太子共同企業体 旧燕庁舎新館耐震補強工事 屋内キュービクル４面体他

㈱ユアテック 新潟大学医歯学総合病院アメニティモール新築 屋外キュービクル５面体他

六興電気㈱ 新潟大学工学系校舎Ａ棟 屋内キュービクル８面体他

六興電気㈱ 魚沼市新病院 屋内キュービクル32面体他

㈱ユアテック 阿賀野市新病院電気設備工事 屋内キュービクル45面体他

ダイダン㈱ 桑名病院アンギオ系統発電機設置 屋外キュービクル１面体

㈱ユアテック 新潟市民病院リニアック棟増築工事 屋内キュービクル４面体他

㈱ユアテック 岩室診療所 屋外キュービクル2面体他

㈱ユアテック 長岡西病院増築工事 電灯動力盤他

㈱ユアテック 吉田検診センター 屋外キュービクル2面体他

㈱ＫＤＫ 小規模多機能型居宅介護はまゆう新築 電灯動力盤他

㈱八重電業社 佐潟荘体育館及作業療法棟 電灯動力盤他

㈱ユアテック 特別養護老人ホームいなほの郷下山 総合防災盤

大明電業㈱ こすどコミュニティセンター 屋内キュービクル４面体他

白﨑電気㈱ 和納保育園 屋外キュービクル2面体他

永井電気㈱ 沼垂保育園大規模改造 電灯動力盤他

白﨑電気㈱ すわ保育園改築工事 電灯動力盤他



㈱丸山電業社 分田小学校耐震補強 屋外キュービクル2面体他

㈱ユアテック 新潟国際情報大学学生会館新築 電灯動力盤他

㈱電友舎 西内野小学校耐震補強工事 屋内キュービクル３面体他

菱機工業㈱ 千葉大学総合研究棟 動力盤他

㈱ゼンリツ 東青山小学校耐震補強工事 屋内キュービクル３面体他

㈱新日興業 相川高校管理特別教室棟補強工事 電灯動力盤他

㈱電友舎 巻西中学校耐震補強工事 屋内キュービクル３面体他

㈱電友舎 巻南小学校耐震補強工事 電灯動力盤他

㈱八重電業社 新津工業高校特別教室普通教室棟補強工事 電灯動力盤他

星野電気㈱ 巻東中学校改造工事 電灯動力盤他

㈱ユアテック 小木小学校校舎大規模改造 屋外キュービクル３面体他

㈱電友舎 小新中学校耐震補強工事 屋内キュービクル３面体他

㈱ユアテック 五泉中学校校舎棟改築工事 屋外キュービクル６面体他

六興電気㈱ 新潟大学工学系校舎Ａ棟 屋内キュービクル８面体他

㈱ユアテック 新潟大学工学系校舎Ｂ棟 電灯動力盤１３０面

田辺工業㈱ 北新潟太陽光発電所１号系列 屋外キュービクル７面体他

田辺工業㈱ 北新潟太陽光発電所２号系列 屋外キュービクル７面体他

㈱ユアテック 新潟市小平方埋立処分地メガソーラー 屋外キュービクル５面体他

㈱ユアテック 五泉市メガソーラー建設 屋外キュービクル６面体

㈱ユアテック
長岡市西部丘陵東地区メガソーラー発電事業受変電設備№
１

屋外キュービクル６面体

㈱ユアテック
長岡市西部丘陵東地区メガソーラー発電事業受変電設備№
２

屋外キュービクル５面体

㈱きんでん 日本テクノ上越グリーンパワー 屋内キュービクル６面体他

㈱ユアテック ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟 自立開放型13面他

㈱ユアテック ＵＸ別館 電灯動力盤85面

㈱ユアテック 理研製鋼㈱柿崎工場受電室更新 屋内キュービクル14面体

㈱八重電業社 IPC工第２号戦略的複合共同工場整備事業 屋外キュービクル11面体他

㈱ユアテック ＪＡバンク第二ビル受変電設備更新 屋内キュービクル10面体

㈱ユアテック ㈱佐藤食品工場（第１期工事） 屋外キュービクル４面体他

㈲森山電気商会 新潟市アグリパーク食品加工支援センター 電灯動力盤他

㈱長谷川電気工業所 アートネイチャー村上 屋外キュービクル２面体

㈱ユアテック ダイワメカニック新社屋 屋外キュービクル３面体他



㈱ユアテック デンカ生研㈱新潟工場３６号棟 ＵＰＳ：４０ｋＶＡ

㈱きんでん だいし開発ビル 屋外キュービクル３面体

㈱ユアテック 永安館改修 屋外キュービクル５面体他

陽光電気㈱ 平原製作所 屋外キュービクル３面体

第一電設工業㈱ 北越銀行新潟東支店移転 屋外キュービクル６面体他

㈱ユアテック スワロー工業㈱工場 屋外キュービクル４面体他

綱干電気㈱ 北陸ガス㈱古町ガスホール 屋外キュービクル２面体

㈱ケーアイテクノ 北越紀州製紙㈱Ｅ晒設備ＤＯ段洗浄機設備 収納箱

エムイーシーテクノ㈱ 三菱化学Ａ棟配電室更新 屋内キュービクル４面体

㈱ゼンリツ 新潟内燃機工場電源改修 電源盤

㈲石橋電業 一正食品山木戸工場 屋内キュービクル５面体

大明電業㈱ 西セレモニーホール 屋外キュービクル３面体

㈱ユアテック ＵＤトラックス新潟㈱三条店 屋外キュービクル２面体

㈱ユアテック 高助ＬＧＳセンター 屋外キュービクル５面体他

㈱ユアテック キントラ新工場 電灯動力配電盤他

㈱関電気 種村建設プラント工場 屋外キュービクル４面体他

㈱関電工 北側用地クラブハウス新築工事 電灯動力盤他

㈱関電工 北越第一ビルディング受変電設備(２期) 自立開放配電盤５面

㈱日立プラントサービス デンカ生研㈱鏡田工場屋外受電設備 屋外キュービクル３面体

㈱王紋電気 紫雲ゴルフクラブ 屋外キュービクル１面体

昱工業㈱ 亀貝第２雨水調整池排水ポンプ設置工事 ポンプ制御盤

昱工業㈱ 内の倉ダム排水ポンプ設置工事 ポンプ制御盤

昱工業㈱ 曽野木１町目第１マンホールポンプﾟ設備工事 ポンプ制御盤

昱工業㈱ 安野川右岸線JR地下ボックス排水ポンプ設置工事 ポンプ制御盤

昱工業㈱ 鍋潟新田第４マンホールポンプ設備工事 ポンプ制御盤

昱工業㈱ 鍋潟新田第３マンホールポンプ設備工事 ポンプ制御盤

昱工業㈱ 月潟第3処理分区№141-1排水ポンプ設備工事 ポンプ制御盤

昱工業㈱ 白根第1処理分区№860-1マンホールポンプﾟ設備工事 ポンプ制御盤

昱工業㈱ 前新田マンホールポンプ設備工事 ポンプ制御盤

昱工業㈱ 西内野地区洗堀排水ポンプ場 ポンプ制御盤

昱工業㈱ 長坂羽田地区県単地すべり防止施設維持修繕 ポンプ制御盤



昱工業㈱
県営中山間地域整備事業離島沢根地区野坂団地ポンプ工
事

ポンプ制御盤

昱工業㈱
県営中山間地域整備事業離島沢根地区中山第１団地ポンプ
工事

ポンプ制御盤

昱工業㈱
県営中山間地域整備事業離島沢根地区中山第２団地ポンプ
工事

ポンプ制御盤

昱工業㈱
県営中山間地域整備事業離島沢根地区須川団地ポンプ工
事

ポンプ制御盤

昱工業㈱ 雨水対策第3号西大崎地内排水ポンプ施設建設 屋外キュービクル３面体

㈱鶴見製作所 間脇西マンホールポンプ設置工事 ポンプ制御盤

㈱鶴見製作所 間脇中央マンホールポンプ設置工事 ポンプ制御盤

㈱鶴見製作所 浦木駅前マンホールポンプ設置工事 ポンプ制御盤

㈱鶴見製作所 妙高市マンホールポンプ設置工事 ポンプ制御盤

㈱鶴見製作所 柿崎区11-3工区マンホールポンプ設置工事 ポンプ制御盤

㈱鶴見製作所 新潟西第11処理分区亀貝第3マンホールポンプﾟ設置工事 ポンプ制御盤

㈱鶴見製作所 新津梅ノ木処理分区子成場マンホールポンプﾟﾟ設置工事 ポンプ制御盤

㈱鶴見製作所 茎太地内マンホールポンプ設置工事 ポンプ制御盤

㈱新東エンジニア 柏崎１期地区善根堰西江幹線用水路第２次工事 ゲート制御盤

㈱新東エンジニア 福島潟流域治水対策河川事業本田川ゲート ゲート制御盤

㈱新東エンジニア 鹿能川災害関連（その８）工事 ゲート操作盤

㈱新東エンジニア 安野川5期地区小里川附帯工事第15次工事 ポンプ制御盤

㈱新東エンジニア 亀田郷第２地区大渕排水路１４次工事 ゲート操作盤

㈱新東エンジニア 高根川５号揚水機場地下除塵機 除塵機制御盤

㈱新東エンジニア 高根川６号揚水機場 除塵機制御盤

佐藤さく井設備 黒川東牧線道路融雪施設（取水）工事 井戸ポンプ収納箱

佐藤さく井設備 黒川大松原線道路融雪施設（取水）工事 井戸ポンプ収納箱

新明和工業㈱ 小新大通地区宅地造成工事 ポンプ制御盤

新明和工業㈱ 黒崎第５処理分区木場第１マンホールポンプﾟ ポンプ制御盤

㈱ナカムラ ダイアパレス医学町 ポンプ制御盤

新発田ガス㈱ 村上まごごろの里 ガバナハウス

新発田ガス㈱ 阿賀北食肉センターガス軽量設備 ガバナハウス

新発田ガス㈱ 胎内市体育館給食センター ガバナハウス


