
平成２７年度

施工工事店 工事件名 主要納品名

㈱ユアテック 十日町病院改築電気設備工事 屋内キュービクル６２面体

㈱ユアテック 小千谷総合病院新築工事 屋内キュービクル５１面体

六興電気㈱ 新潟白根総合病院 屋外キュービクル17面体他

第一電設工業㈱ 医療法人敬成会 増築電気設備工事 屋内キュービクル５面体他

第一電設工業㈱ 医療法人恵生会 南浜病院スーパー救急病棟 屋内キュービクル５面体他

㈱渡辺電気工業所 新潟大学ドクターヘリ格納庫新営電気設備 屋外キュービクル２面体他

㈱ユアテック 新発田駅前複合施設新築電気設備工事 屋内キュービクル10面体他

㈱ユアテック 新発田駅前複合施設民間棟新築工事 屋外キュービクル２面体他

㈱ユアテック 新発田カルチャーセンターアリーナ空調設備 屋内キュービクル１面体他

㈱丸山電業社 水原総合体育館　大規模改修 屋内キュービクル４面体他

㈱今井電友舎 水原公民館体育館　大規模改修 屋外キュービクル４面体他

㈱王紋電気 新発田地域振興局道路拡張に伴う受変電工事 屋外キュービクル３面体

㈱新潟東新電機 大谷内第一揚水機場 屋内キュービクル３面体

㈱白﨑電気 巻文化会館高圧第2変電設備改修工事 屋内キュービクル２面体

㈱長谷川電気工業所 健康医学予防協会新潟本部総合健診センター新築工事 屋外キュービクル８面体他

㈱八重電業社 五泉市村松支所庁舎建設工事 電灯動力盤他

㈱荻荘電機 新潟競馬場アイビススタンド屋内キュービクル整備工事 キュービクル２０面体改修

㈲田中電気工業 出雲崎消防分遣所建設工事 電灯動力盤他

㈱東港電機商会 サルビアパークナイター照明設置工事 照明分電盤他

大明電業㈱ 特別養護老人ホームなぎさの里空調改修工事 屋内キュービクル増設他

㈱金井電設 ケアセンターうしろやま増築工事 屋外キュービクル５面体他

㈱ユアテック かたくりの里 屋外キュービクル２面体

㈱トーシス新潟
新潟医療福祉大学平成２７年度施設整備計画共通電気設備
工事

屋内キュービクル19面体他

㈱大明電業 新潟大学（五十嵐）工学系Ｃ棟改修工事 電灯動力盤他

星野電気㈱ 新潟大学(旭町)課外活動施設新営電気設備工事 低圧分岐盤他

㈱金井電設 佐渡保育専門学校 屋内キュービクル２面体他

大明電業㈱ 新潟商業高校校舎棟　電気設備工事 電灯動力盤他

㈱ユアテック 新潟中央短期大学校舎耐震移設改築工事 屋外キュービクル５面体他

㈱ユアテック 新潟学園改築整備事業本館棟 屋内キュービクル２面体他

㈱ユアテック 新潟学園改築整備事業調理・寮舎棟 屋内キュービクル２面体他



㈲両電舎 両津学校給食センター電気設備工事 屋内キュービクル５面体他

㈱坂井電設 聖籠町学校給食調理場キュービクル取替工事 屋外キュービクル２面体

㈱ユアテック 新潟青陵学園こども園棟一期新築工事 屋外キュービクル４面体他

星野・太子電気JV 燕西こども園電気設備 屋外キュービクル２面体他

㈱金井電設 金井地区統合保育園建設電気設備工事 屋外キュービクル３面体他

㈱民電社 沼垂幼稚園管理・保育棟大規模改修耐震補強工事 電灯動力盤

㈱渡辺電気工業所 東青山小学校大規模改修・耐震補強設備工事 電灯動力盤他

㈱電友舎 巻南小学校大規模改修・耐震補強設備工事 電灯動力盤他

㈱電友舎 巻西中学校大規模改修・耐震補強設備工事 電灯動力盤他

㈲和光 中之口中学校グラウンド外構整備散水設備 動力盤他

㈱ユアテック 明治安田生命新潟駅前ビル更新 電灯動力盤他

㈱きんでん 第四銀行直江津支店 屋外キュービクル２面体

㈱きんでん 第四銀行文書保管センター移転新築工事 電灯動力盤他

㈱アイテックムラモト 志村ＰＪ新築工事（商業棟） 屋外キュービクル１０面体

六興電気㈱ 新越ワークス本社工場 屋外キュービクル６面体他

㈲石橋電業 一正蒲鉾本社工場 屋内キュービクル２面体

㈱ユアテック 藤木鉄工㈱第一工場 屋外キュービクル２面体

㈱ユアテック ㈲高喜鉄工 屋外キュービクル２面体

㈱ユアテック 大野精工㈱加茂第２工場 屋外キュービクル５面体他

㈱ユアテック 松縄文五郎商店本社社屋 屋外キュービクル７面体他

㈱ユアテック スタンレー新潟製作所Ａ8，9，10機器電源工事 屋外キュービクル２面体他

㈱ユアテック ㈱神子島製作所新社屋・工場建設工事 屋内キュービクル６面体他

㈱ユアテック 亀田製菓㈱亀田工場特高設備 屋外キュービクル５面体他

㈱近藤電気商会 マツモトキヨシ白根店 屋外キュービクル３面体他

㈱菱電社 Ｊマテカッパプロダクツ㈱産機工場 屋外キュービクル５面体

㈱八重電業社 ㈱巴山組 屋外キュービクル２面体

青木環境事業㈱ 風力発電システム 発電装置

㈱トーホー 東邦アーステック２１基地内 屋外キュービクル５面体

第一電設工業㈱ 青木製作所 屋外キュービクル３面体他

㈱金井電設 アサヒセキュリティ新潟センター 屋外キュービクル３面体他

㈱エルコム セキ技研㈱ 屋外キュービクル４面体

㈱高倉電気商会 ㈱百萬粒精米機増設に伴う電気設備工事 屋外キュービクル３面体他



第一電設工業㈱ ㈱新潟放送非常用発電機増設工事 トランス盤２面体

㈱竹内電設 ブルボン上越工場第２変電所 屋外キュービクル９面体

㈱ユアテックサービス ㈱ユアテック魚沼営業所社屋 屋内キュービクル２面体他

㈱ユアテックサービス ㈱ユアテック下越営業所社屋 屋内キュービクル２面体他

第一電設工業㈱ 第四関屋マンション大規模改修 電灯動力盤他

㈱ゼンリツ 新潟内燃機工場第４期工事 動力盤

㈱関電気 セキ技研㈱社屋 屋内キュービクル４面体

㈱ナカムラ ＮＳＧ寮たのうら燕 屋外キュービクル２面体

㈱ユアテック 日本道路㈱北信越支店建替工事 自立引込開閉器盤他

㈱ユアテック ヤマト運輸長岡主管支店ベース店改修計画工事 電灯動力盤他

㈱日立ＩＥシステム 新保裏館線（アンダー工区）排水設備設置工事 排水ポンプ盤

昱工業㈱ 古田郷第３号揚水機場工事 バイパス弁制御盤

昱工業㈱ 島見№８マンホールポンプ制御盤取替工事 ポンプ制御盤

昱工業㈱ 島見№３マンホールポンプ制御盤取替工事 ポンプ制御盤

昱工業㈱ 西中処理分区西中第１マンホールポンプ設備工事 ポンプ制御盤

昱工業㈱
新潟西第２－２処理分区
内野戸中才第１マンホールポンプ設備工事

ポンプ制御盤

昱工業㈱ 河渡マンホールポンプ設備工事 ポンプ制御盤

昱工業㈱ 立仏№１マンホールポンプ制御盤取替工事 ポンプ制御盤

昱工業㈱ 第76号中部4号汚水幹線管渠布設(26-1-6）工事 ポンプ制御盤

昱工業㈱
西下第１５８号黒埼第７処理分区
板井第１マンホールポンプ設備工事

ポンプ制御盤

昱工業㈱ 新中央消防署マンホールポンプ設備工事 ポンプ制御盤

昱工業㈱ 島見№１５マンホールポンプ 制御盤取替工事 ポンプ制御盤

昱工業㈱
新津荻川第１処理分区（覚路津地区）
第１マンホールポンプ設備工事

ポンプ制御盤

昱工業㈱
県単農業農村整備事業
H26年農地-単工事-102号野村揚水機場主ポンプ更新工事

自動制御盤

昱工業㈱ 維受２６第５号旧万代長嶺小学校緊急貯水槽設備修理工事 動力制御盤

昱工業㈱ ＢＰＳ新潟新潟発電所建設工事 冷却水ポンプ盤

㈱鶴見製作所 山田排水区山田雨水１号幹線４７下水道工事 ポンプ制御盤

㈱鶴見製作所 新発田駅構内検査坑新設 ポンプ制御盤

㈱新東エンジニア
新津西部第２処理分区(蒲ヶ沢地区)
蒲ヶ沢第１マンホールポンプ設備工事

ポンプ制御盤

㈱新東エンジニア
五十嵐排水区第１分区
五十嵐２の町第１マンホールポンプ設備工事

ポンプ制御盤

㈱新東エンジニア 経営体育成基盤整備事業花見地区除塵機製作据付工事 操作盤

大進電業㈱ 町浦第１排水区幹線21ゲートポンプ設置工事 ゲート・ポンプ制御盤



大進電業㈱ 南浜第１マンホールポンプ設備工事 ポンプ制御盤

大進電業㈱ 新潟医療福祉大学マンホールポンプ設置工事 ポンプ制御盤

松原電気㈱ 県道室谷津川線消雪ポンプ設備 融雪制御盤

新発田ガス㈱ 聖籠エルウッド１０新築工事に伴う  ガバナ新設工事 ガバナハウス

新発田ガス㈱ 五十公野共同調理場 ガバナハウス

㈱佐藤さく井設備 乙地区交流施設建設外構工事 井戸ポンプ収納箱

㈱佐藤さく井設備 平成２７年度下高田地内道路融雪施設 井戸ポンプ収納箱


