
平成２９年度

施工工事店 工事件名 主要納品名

㈱ユアテック 上越市水族博物館新築工事 制御盤,分電盤他３４８面

第一電設工業㈱ （仮称）地域生活支援センター建設工事 屋外キュービクル3面体

㈲新田電機 燕市吉田北体育文化センター　　　　受変電設備等改修工事 屋外キュービクル2面体

㈱王紋電気 新発田地域振興局　受変電設備更新工事 屋内キュービクル5面体

㈱ユアテック 新潟県自治労会館　受変電設備更新工事 屋外キュービクル2面体

星野・小柳電気特定共同企
業体

燕市東部学校給食センター建設工事 屋外キュービクル9面体他

今井・安田特定共同企業体 安田学校給食センター電気設備工事 屋外キュービクル6面体他

新田・橋本・特定共同　企業
体

吉田北小学校大規模改造工事 屋内キュービクル3面体他

㈱ユアテック 新潟食料農業大学(胎内)
屋内キュービクル12面体,　屋
外キュービクル3面体

㈱ユアテック 新潟食料農業大学（島見) 屋内キュービクル７面

㈱トーシス新潟 大通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

㈱八重電業社 村松小学校管理･普通教室棟大規模改造工事 電灯動力分電盤他

萬代電業㈱ 江南小学校大規模改造電気設備工事 屋内キュービクル3面体他

㈱荻荘電機 牡丹山小学校大規模改造電気設備工事 電灯分電盤他

㈱向陽電工 亀田中学校大規模改造電気設備工事 電灯動力分電盤他

㈱新潟特機 中之口地区公民館電気設備改修工事 屋外キュービクル4面体他

㈱共立テクノ 小木行政サービスセンター電気設備工事 屋内キュービクル3面体他

㈱金井電設 新穂行政サービスセンター電気設備工事 屋外キュービクル4面体他

興電・ヨコセ特定共同企業体 中央区役所庁舎整備電気設備工事 屋内キュービクル5面体他

ヨコセAVシステム㈱ 新潟市民芸術会館　音響工事 音響用取付金具類製作

㈱ユアテック エコパークいずもざき第３期最終処分場 電灯動力盤　他

太子電気㈱ 中央家畜保健衛生所受変電設備更新工事 屋外キュービクル3面体

星野電気㈱ 新潟県立図書館動力制御盤他更新工事 動力制御盤

㈱新東エンジニア
一級河川五十嵐川　災害復旧助成事業
囲繞提（その１）・排水樋門工事

ゲート操作盤　他

㈱渡辺電気工業所 五ノ堰揚水機場　電気設備補修工事 屋外キュービクル2面体

新潟企業㈱
戸倉・大蒲原簡易水道
中央監視設備機能増設工事

テレメータ盤　他

㈱ジェスクホリウチ
戸倉・大蒲原簡易水道
新戸倉配水池築造工事

テレメータ盤　他

㈱渡辺電気工業所
加治川用水農業水利事業
加治川右岸頭首工ゲート設備建設工事

操作盤　他

㈱渡辺電気工業所
一級河川五十嵐川災害復旧助成事業
遊水地監視・警報設備設置工事

操作盤

㈱新潟東新電機 維持管理適正化事業横垣揚水機場補修工事 屋内キュービクル2面体



㈱新潟東新電機 維持管理適正化事業天王揚水機場補修工事 屋内キュービクル2面体

㈱新潟東新電機 維持管理適正化事業茨曽根揚水場補修工事 屋内キュービクル2面体

㈱新潟東新電機 熊森土地改良区　横田揚水機場 屋内キュービクル5面体

六興電気㈱ 村上記念病院新規介護施設新築工事 屋外キュービクル4面体他

㈱本間組 医療法人恒仁会 新潟南病院移転新築工事 屋内キュービクル36面体他

㈱ユアテック (仮称)ＮＥＸＴ２１医療モール他新装工事 電灯・動力分電盤

㈱ユアテック 岩室リハビリテーション病院　通所リハビリ棟 屋外キュービクル3面体

㈱ユアテック 岩室リハビリテーション病院　ドッグ棟 屋外キュービクル4面体

第一電設工業㈱ こすど蒼丘の里　通所棟　増築工事 屋外キュービクル４面　他

㈱新日興業 両津湊・河崎地区統合保育園建設 屋外キュービクル3面体他

㈱ユアテック 東北電力松島寮 屋外キュービクル5面体他

㈱ユアテック 東小千谷（変）配開改良工事 ポンプ制御盤

㈱ユアテック 東北電力株式会社　大崎寮 制御盤

㈱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3面体他

㈱ユアテック 大野精工㈱加茂第４工場増築工事 屋外キュービクル19面　他

㈱ユアテック 苗場スキー場　山頂ロープウェイ 屋外キュービクル6面体

㈱ユアテック ㈱NIPPO新紫竹工場
屋外キュービクル3面体,　　5
面体,5面体各1基

㈱ユアテック デンカ生研㈱新潟工場41号棟建設工事 屋外キュービクル2面体他

㈱ユアテック イーグルブルグS棟関連工事 動力盤

㈱ユアテック
藤木鉄工㈱第一工場
溶接システム電源増設工事

動力盤

㈱近藤電気商会 高田工業㈱キュービクル取替工事 屋外キュービクル2面体

㈱きんでん 新潟東映ホテル受変電設備更新 屋外キュービクル8面体

㈱加賀田組 ㈱ホクエツ与板精米工場新築工事電気設備 屋内キュービクル6面体他

㈱電友舎 ニイガタ産業振興株式会社 屋外キュービクル4面体

第一電設工業㈱ ㈱富岡鉄工所　受変電設備更新工事 屋外キュービクル2面体

㈱八重電業社 新津クリーンセンター受変電設備整備工事 受変電設備高圧機器更新

㈱電友舎
亀田製菓㈱本社ビル非常時用サーバー電源及び空調電源工
事

切替盤他

㈱ジェスクホリウチ 亀田製菓㈱白根工場高圧受変電設備　負荷対策工事 屋外キュービクル４面体

㈱坂電工業 文光堂　キュービクル更新 屋外キュービクル3面体

エムイーシーテクノ㈱ 信濃電気製錬　株式会社 制御盤

大明電業㈱ セレモニーホール青山会堂 屋外キュービクル2面体

㈱電友舎 国際ペットワールド専門学校 屋外キュービクル3面体



第一電設工業㈱ チヨダシューズ㈱新潟工場　改築工事 屋外キュービクル6面体

田辺工業㈱ ミキシングタンク更新工事 制御盤

大明電業㈱ 新潟懸護國神社神門、回廊他造営工事 屋外キュービクル3面体他

第一電設工業㈱ ㈱丸山車体製作所 屋外キュービクル3面体他

㈱王紋電気 (仮称)近藤商店聖籠工場第1期建設工事 屋外キュービクル５面体

㈱丸山電業社 イオカ精密㈱　本社工場新築工事 屋外キュービクル3面体

星野電気㈱ ㈱渋谷商店　本社・工場新築工事 屋外キュービクル４面体他

㈱ユアテック
(仮称)イングリッシュガーデンホテルレアント　宴会場新築工
事

屋外キュービクル1面体

第一電設工業㈱ 第二西堀ビル　１階改修工事 屋外キュービクル2面体他

㈱エルコム 新潟丸高株式会社 屋外キュービクル4面体

星野電気㈱ 旧水産物荷捌施設耐震補強・改修電気設備工事 屋内キュービクル3面体他

第一電設工業㈱ 金井度量衡㈱キュービクル更新工事 屋外キュービクル2面体

(有)板垣電器商会 協立工業　株式会社 開放型配電盤

昱工業㈱ 平成２９年度　黒川地区農業集落排水処理施設その１ ポンプ制御盤

昱工業㈱ 平成２９年度　黒川地区農業集落排水処理施設その２ ポンプ制御盤

昱工業㈱ 平成２９年度　黒川地区農業集落排水処理施設その３ ポンプ制御盤

昱工業㈱ 平成２９年度　黒川地区農業集落排水処理施設その４ ポンプ制御盤

昱工業㈱
東下第２２号葛塚排水区　　　　　　　　　　雨水貯留管排水ポ
ンプ設備工事

ポンプ制御盤

昱工業㈱
西下第１５号　五十嵐排水区第３分区上新栄町４丁目マン
ホールポンプ設備工事

ポンプ制御盤

昱工業㈱ 江建維第130号五月町ポンプ場制御盤修繕工事 ポンプ制御盤

昱工業㈱ 江建維第131号緑町ポンプ場制御盤修繕工事 ポンプ制御盤

昱工業㈱
県営湛水防除事業　安野川５期地区
小里川附帯工第３０次工事

ポンプ制御盤

昱工業㈱ 下管直第26号　山の下脇マンホールポンプ制御盤取替工事 ポンプ制御盤

昱工業㈱ 高野茨島地内ポンプ排水設備整備工事 ポンプ制御盤

昱工業㈱ 特下山修第11号寒川第2ポンプ場制御盤取替工事 ポンプ制御盤

昱工業㈱ 特下山修第10号笹川ポンプ場制御盤取替工事 ポンプ制御盤

昱工業㈱ 新発田地区　西名柄排水機場電気設備更新設備工事 ゲート操作盤

㈱鶴見製作所 補下第２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

㈱鶴見製作所 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

㈱鶴見製作所 東下第４４号　丸潟新田第２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 蒲ヶ沢地内排水ポンプ設置工事 ポンプ制御盤

㈱新東エンジニア
一級河川柿川床上事業
柿川放水路排水機場川裏ゲート製作据付工事

ゲート機側操作盤



㈱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８号揚水機場地区
除塵機取替工事

除塵機制御盤

㈱長谷川電気工業所
特紫単第７号　紫雲寺本町
処理分区（333-1）マンホールポンプ設置工事

ポンプ制御盤

北越機電工業㈱ 新潟中央ＩＣ　燃料移送ポンプ制御盤 ポンプ制御盤

北越機電工業㈱ 豊栄新潟東港ＩＣ　燃料移送ポンプ制御盤 ポンプ制御盤

㈱松田設備工業
三川地区簡易水道施設整備事業
五十島簡易水道更新工事

ポンプ制御盤

新潟総合電設㈱ 東下第５３号　松浜第２排水区　　　雨水ポンプ設置工事 ポンプ制御盤

胎内電建工業㈱ 黒川処理場機能強化　　　　　　　（中継ポンプ設置）工事 ポンプ制御盤

大進電業㈱
新津西部第２処理分区（蒲ヶ沢地区）
蒲ヶ沢第７マンホールポンプ設備工事

ポンプ制御盤

大進電業㈱
東下第３３号　新津荻川第１処理分区（覚路津地区）第２マン
ホールポンプ設備工事

ポンプ制御盤

大進電業㈱
黒埼第２処理分区山田Ｎｏ．２　　　　　マンホールポンプ設備
工事

ポンプ制御盤

大進電業㈱ 中部処理分区マンホールポンプ設置工事 ポンプ制御盤

大進電業㈱
東下第１４号　大瀬柳第１　　　　　　　マンホールポンプ設備工
事

ポンプ制御盤

大進電業㈱ 中部処理分区管渠付設(29-1-1･29-2-1)工事 ポンプ制御盤

㈱丸山電業社 七島第２揚水機場工事 ポンプ制御盤

㈱丸山電業社 飯森杉揚水機工事 ポンプ制御盤


