
平成２８年度

施工工事店 工事件名 主要納品名

大明電業㈱ 新潟東区警察署（仮称）電気設備工事 屋内キュービクル６面体他

㈱ユアテック 佐和田行政サービスセンター耐震補強・大規模改修工事 屋内キュービクル増設他

㈱両電舎 佐渡島開発総合センター （電気設備）工事 屋内キュービクル３面体他

星野電気㈱ 大通地域生活センター高圧受変電設備改修工事 屋外キュービクル２面体

㈱ユアテック 東北電力㈱高田変電所 融雪制御盤他

㈱王紋電気 JA川東低温倉庫QB改修交換設備工事 屋外キュービクル２面体

㈱ユアテック 新潟競馬場アイビススタンド空調設備他改修工事
既設キュービクル改造他新設
動力盤

東新興業㈱ 新潟税関支署東港出張所(16）自家発電設備新設工事 電灯動力盤他

第一電設工業㈱ 亀田第一病院増築及び改修工事 屋外キュービクル16面体他

第一電設工業㈱ 南浜病院本館棟空調設備改修工事 屋内キュービクル７面体

六興電気㈱ 白根健生病院既存棟改修工事 屋内キュービクル９面体他

㈱関電気 八幡保育園改築工事（電気設備） 屋外キュービクル２面体他

㈱ユアテック 新潟青陵学園大学・短大棟新築工事 屋外キュービクル７面体他

㈱ユアテック 日本こども福祉専門学校新築工事 屋外キュービクル５面体他

㈱ユアテック 新潟医療技術専門学校新校舎建設工事電気設備 屋内キュービクル６面体他

㈱ユアテック 河崎小学校大規模改造（電気設備）工事 屋外キュービクル３面体他

㈱ユアテック ユニオンツール（株）保育園建築工事 屋外キュービクル３面体他

㈱サンエー・エンジニアリン
グ

黒埼学校給食センター高圧受変電設備改修工事 屋外キュービクル３面体

星野電気㈱ 新潟大学（五十嵐）中央機械室他変電設備等改修工事 屋内キュービクル３面体他

㈱荻荘電機 亀田小学校大規模改造電気設備工事 屋外キュービクル３面体他

㈱トーシス新潟 新潟医療福祉大学第９研究・実習棟新築工事 屋内キュービクル１面体他

ダイダン㈱ 日本歯科大学新潟生命歯学部生物科学施設建設工事 低圧動力盤

白勢エンジニアリング㈱ 長岡赤十字病院ドクターヘリ格納庫及び周辺付属設備工事 切替盤

㈱大東電業社 山田小学校グラウンド造成散水設備　　設置電気設備工事 制御盤、操作盤

㈱荻荘電機 巻西中学校大規模改造電気設備工事 電灯動力盤他

㈱きんでん 第四銀行三条支店・三条東支店移転新築工事 屋外キュービクル５面体他

㈱きんでん 第四銀行巻支店 屋内キュービクル２面体

大進電業㈱
平成２７年度新川流域２期（１期）農業水利事業
旧木山川排水機場電力他切替工事

高圧電動基盤

㈱新潟東新電機 木山第１揚水機場 屋内キュービクル２面体

㈱新潟東新電機 大谷内第２揚水機場 屋内キュービクル２面体



㈱新潟東新電機 戸頭第３揚水機場 屋内キュービクル２面体

㈱新潟東新電機 三枚田揚水機場 屋内キュービクル２面体

㈱新潟東新電機 道潟第１揚水機場 屋内キュービクル２面体

㈱新潟東新電機 根岸第１揚水機場 屋内キュービクル２面体

㈱新潟東新電機 根岸第２揚水機場 屋内キュービクル２面体

㈱新潟東新電機 臼井第６揚水機場 屋内キュービクル２面体

㈱新潟東新電機 下川西地区雁島揚水機場 屋内キュービクル２面体

㈱坂電工業 大関排水機場高圧受配電整備補修工事 屋外キュービクル３面体

昱工業㈱ 五十島簡易水道更新工事 動力制御盤、計装盤

昱工業㈱
平成２８年度蛭野簡易水道
新蛭野配水池築造（機械・電気設備）工事

動力盤他

昱工業㈱
亀田郷水利システム
揚水機場監視・制御装置設置工事

監視制御盤

㈱渡辺電気工業所 吉田西部地区第１揚水機場除塵機設備工事 操作盤

㈱渡辺電気工業所 山元北部地区第２揚水機場除塵機設備工事 操作盤

㈱鶴見製作所 補下第１号マンホールポンプ場機械・電気設備更新工事 ポンプ制御盤

㈱ジェスクホリウチ
戸倉・大蒲原簡易水道
安出送水ポンプ場建設（機械・電気設備）工事

動力盤他

㈱ジェスクホリウチ
戸倉・大蒲原簡易水道
山谷送水ポンプ場建設（機械・電気設備）工事

動力盤他

田部鉄工エンジニアリング
㈱

中ノ沢地区簡易水道施設 動力盤、計装盤他

㈱ユアテック 理研機械㈱　受変電設備更新工事 屋外キュービクル６面体

㈱ユアテック ㈱更科製作所工場　新築工事 屋外キュービクル４面体他

㈱ユアテック ㈱富井工業所受変電設備改修工事 屋外キュービクル３面体

㈱ユアテック メック㈱長岡工場空調増設工事 屋内キュービクル１面体他

㈱ユアテック 東北電力㈱糸魚川(営)新築工事の内設備工事 屋外キュービクル５面体他

㈱ユアテック 藤木鉄工㈱第二工場増築工事 屋外キュービクル４面体他

㈱ユアテック 大野精工㈱加茂第３工場増築工事 屋外キュービクル10面体他

㈱ユアテック 大野精工㈱第１０工場電気室改修 低圧動力盤増設他

㈱ユアテック エコー金属㈱配送センター増築工事 屋外キュービクル４面体

㈱ユアテック ニッセイ新潟駅前ビル改修工事 低圧動力盤他

仁箇電建㈱ 総合生協新潟東センター 屋外キュービクル３面体

六興電気㈱ ㈱エムテートリマツ本社配送センター新築工事 屋外キュービクル４面体他

網干電気㈱ 新光山種ビルディング(みずほ証券プロパティマネジメント㈱) 屋外キュービクル３面体

㈱トーホー 東邦アーステック第７基地キュービクル 屋外キュービクル３面体

㈱トーホー 東邦アーステック第５基地キュービクル 屋外キュービクル３面体



㈱関電気 魚沼アスコン 屋外キュービクル３面体

㈱関電気 同和工業㈱ 屋外キュービクル４面体

㈱電友舎 ニイガタ産業振興㈱加工場棟新築工事 屋外キュービクル４面体

㈲新田電機 ㈲松原金型 屋外キュービクル１面体

㈱坂電工業 ㈱川内自動車事務所・展示場新築工事 屋外キュービクル３面体他

㈱ジェスクホリウチ
旭カーボン㈱２号発電設備
ＴＧファンインバーター化工事（２期工事）

インバータ盤

㈱丸山電業社 フルカワセラミックス㈱阿賀野事業所新築工事 屋外キュービクル２面体

㈱権平工作所 魚沼アスコン 破砕設備制御盤

㈱権平工作所 福田道路㈱上越工場 ヒーター制御盤

㈱権平工作所 アステック長岡 添加剤タンク加熱盤他

㈱アイブイ 亀田製菓㈱白根工場Ｎｏ.４フライヤー仕上設備 制御盤他

㈱アイブイ 亀田製菓㈱本社工場給気ファン制御盤 給気ファン制御盤

㈱ユアテック マツヤ金井店（プロセスセンター） 高圧分岐盤

㈱ユアテック 三菱ガス化学㈱新潟工場 低圧配電盤他

㈱ユアテック デンカ生研㈱新潟工場２０号棟シリンジ治験薬充填設備工事 電灯・動力盤他

㈱ユアテック デンカ生研㈱新潟工場１号棟非常電源切替盤 電源切替盤

㈱ゼンリツ 新潟原動機㈱新潟内燃機工場Ｂ棟東側 動力盤他

㈱関電工 北越第一ビル中央監視構築・動力盤更新工事 動力盤

㈱サトーメック ㈱タナベ製缶工場 低圧配電盤

㈱八重電業社
（株）ネクスコ・エンジニアリング新潟新潟道路事務所新築工
事

電灯・動力盤他

新発田ガス㈱ 葵会新潟聖籠病院ガバナ設備新設工事 ガバナハウス

新発田ガス㈱ 中央町２号ガバナ移転新設工事 ガバナハウス

新発田ガス㈱ 小舟町ガバナ移転新設工事 ガバナハウス

新発田ガス㈱ 北興化学工業㈱東港工場計量設備工事 ガバナハウス

㈱新東エンジニア
新津金屋処理分区（金屋地区）金屋第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
土地改良施設維持管理適正化事業
高根川７号揚水機場地区除塵機取替工事

ポンプ制御盤

㈱新東エンジニア ２号排水路遮断弁設置工事 操作盤

新潟総合電設㈱ 中之口第１処理分区高野宮第１マンホールポンプ設備工事 ポンプ制御盤

㈱長谷川電気工業所
西下第１０号五十嵐排水区第１分区
五十嵐２の町第２マンホールポンプ設置工事

ポンプ制御盤

大進電業㈱ 平成２７年度中部処理分区管渠（２７－１－１６）工事 ポンプ制御盤

㈱鶴見製作所
五十嵐排水区第４分区
五十嵐２の町第１マンホールポンプ設置工事

ポンプ制御盤

㈱鶴見製作所 南浜処理分区１３－１マンホールポンプ設備工事 ポンプ制御盤



㈱鶴見製作所 雨水調整池制御盤 ポンプ制御盤

㈱鶴見製作所 単下第４号矢作６ポンプ場機械・電気設備工事 ポンプ制御盤

㈱鶴見製作所 単下第４号荻野２ポンプ場機械・電気設備工事 ポンプ制御盤

昱工業㈱ 農業基盤整備促進事業下横山地区深井戸さく井工事 ポンプ制御盤

昱工業㈱
西下第１２６号黒埼第４処理分区
小平方第１マンホールポンプ設備工事

ポンプ制御盤

昱工業㈱
西下第２０号新潟西第７処理分区
東山マンホールポンプ設備工事

ポンプ制御盤

昱工業㈱
西下第１２１号黒埼第５処理分区
金巻第1マンホールポンプ設置工事

ポンプ制御盤

昱工業㈱ 巻２－４４９号線排水設備設置工事 ポンプ制御盤

昱工業㈱ 五十嵐ポンプ場制御盤取替工事 ポンプ制御盤

昱工業㈱
西下第２２号五十嵐排水区第２分区
寺尾西５丁目マンホールポンプ設備工事

ポンプ制御盤

昱工業㈱
西下第２０３号五十嵐第４排水区雨水貯留施設ポンプ設備工
事

ポンプ制御盤

昱工業㈱ 市場周辺土地区画整備事業マンホールポンプ設備 ポンプ制御盤

昱工業㈱ 新館地内マンホールポンプ設置工事 ポンプ制御盤

昱工業㈱ 中部３号汚水幹線管渠敷設（２８－１－１１）工事 ポンプ制御盤

昱工業㈱ 特下山修第１５号桑川第３ポンプ場制御盤取替工事 ポンプ制御盤

昱工業㈱ 平成２７年度北下第５号早通ポンプ場耐震補強工事 仮設ポンプ制御盤

白勢エンジニアリング㈱ 浦木揚水機場（浦木１号補水機）補修工事 ポンプ制御盤

白勢エンジニアリング㈱ 県圃地区１号揚水機場（６号補水機）補修工事 ポンプ制御盤


