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2015年
1月 愛知県小牧市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 三菱重工 小牧南　受変電設備工事

静岡県伊豆の国市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 南条浄水場　電気設備5工事
愛知県岡崎市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 大門ポンプ場　電気設備工事 その3
愛知県岡崎市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 美合中継ポンプ場　電気設備改良工事
愛知県額田郡幸田町 川北電気工業㈱ デンソー幸田製作所　14年度冬期連休仮設電源工事
愛知県名古屋市緑区 川北電気工業㈱ イオンモール大高店　共用部LED化工事
愛知県名古屋市中村区 ㈱弘電社 名駅三丁目27番地区　再開発計画（DN計画）工事

2月 静岡県浜松市北区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 大原浄水場　1系,2系原水流量計取替修繕工事
愛知県瀬戸市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 瀬戸市針原配水場　瀬戸市役所(AE92-86)遠方監視制御システム更新工事(第2期)
三重県四日市市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 山村配水池　直流電源装置取替工事
愛知県新城市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 市川浄水場　テレメータ盤等更新工事
愛知県名古屋市港区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 名古屋港ポートビル　自家発電設備補修その他工事
愛知県名古屋市港区 名菱電子㈱ 大江西ポンプ場　始め2ケ所電気設備更新工事

3月 愛知県稲沢市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 尾張西部浄水場　外ITV設備等修繕工事
愛知県名古屋市中区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 丸栄百貨店　特高受変電設備修繕等保守点検（H27年度）
静岡県浜松市西区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 浜名湖太陽光発電所　地路過電圧継電器制御海鮮,PC
愛知県新城市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 野田浄水場　真空遮断器取替工事
愛知県知多市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 浜小根中継ポンプ場　遮断器修理
岐阜県各務原市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 各務ヶ原浄化センター　特高・受配電棟電気設備（改築）工事
岐阜県中津川市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 国民健康保険 坂下病院　非常用自家発電機メルジック及び盤内部品取替修繕
静岡県牧之原市 三光設備㈱ スズキ自動車　牧之原　中里太陽光発電システム向け受変電設備工事
愛知県名古屋市西区 三光設備㈱ 中部電力㈱牛島町変電所　275KVGIS設置工事

4月 愛知県知多郡武豊町 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 中山名古屋共同発電㈱　開閉所新設計量器盤用電線管敷設
愛知県名古屋市中川区 三光設備㈱ 八剣ポンプ場　電気設備工事

5月 三重県津市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 百五銀行新本館　無停電電源装置
長野県飯田市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 飯田市立病院　1×50KVA CVCF装置更新
愛知県名古屋市中区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ コスモジャパン栄店　オーロラビジョン設置
愛知県名古屋市中区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 愛知芸術文化センター　SV設置に伴う受電設備改造
静岡県湖西市 ㈱カナデン アサヒハウス工業㈱中之郷　特高機器工事に伴う付帯工事
静岡県浜松市西区 ㈱カナデン アサヒハウス工業㈱篠原町　特高機器工事に伴う付帯工事

6月 岐阜県中津川市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 恵下第2増圧ポンプ所　受電切替盤修繕工事
岐阜県中津川市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ ソーラーパーク中津川　太陽光発電設備工事

7月 三重県津市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 一志加圧ポンプ所　制御改良工事
三重県桑名市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 三重県富士通セミコンダクター㈱　MPC復元工事
愛知県知多市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ ソーラーパーク新舞子　太陽光発電事業用設備（12.9MW）の内設計
愛知県碧南市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 衣浦東部浄化センター　遠方監視設備更新工事
愛知県刈谷市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 野田公園　公共下水道雨水貯留施設整備工事
愛知県刈谷市 川北電気工業㈱ イオンタウン刈谷店　HACドラック原状回復工事
愛知県大府市 川北電気工業㈱ 至学館大学　SSCIF通路ダウンライト取替工事
愛知県西尾市 川北電気工業㈱ デンソー西尾製作所　401工場1-7変台増強工事他
愛知県知立市 川北電気工業㈱ ㈱井高　刈谷支店　増築計画工事
愛知県半田市 川北電気工業㈱ アドヴィックス半田工場　建設工事
愛知県江南市 三光設備㈱ 森永乳業㈱中京工場　電気工事

8月 愛知県刈谷市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ MPEC（中本）　刈谷市受変電設備更新工事
愛知県名古屋市緑区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ MHI（大江）　77KV特高変電所№3ﾊﾞﾝｸ増強工事
愛知県豊田市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ トヨタ車体（吉原）　第3変台TR更新工事他
静岡県牧之原市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ スズキ牧之原　中里太陽光発電所向けHS-73
静岡県菊川市 , 掛川市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 新エネ大井川右岸地区西方発電所,伊達方発電所　小水力発電設備搬入、据付、配線工事
愛知県知多郡東浦町 川北電気工業㈱ 三共興業㈱東浦工場　ワイヤー放電恒温室に伴う電気工事
愛知県安城市 川北電気工業㈱ デンソー安城製作所　グローバルトレーニング開設電気工事他
愛知県碧南市 川北電気工業㈱ 日進工業㈱武豊工場　新築電気工事
愛知県春日井市 三光設備㈱ 高蔵寺浄水場　自家発電設備更新工事
静岡県浜松市西区 ㈱弘電社 ㈱アサヒコーポレーション庄和町　太陽光発電所
静岡県浜松市西区 アサヒハウス工業 庄和町　特別高圧メガソーラー築造工事

9月 愛知県名古屋市千種区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 愛知がんセンター中央病院　仮設発電設備設置及び撤去
愛知県知多郡武豊町 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 常滑武豊衛生組合　高波抑制装置納入
三重県松坂市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 松坂競輪場　無停電電源装置更新工事
愛知県刈谷市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 金沢信用金庫　制御用外線ケーブル手配（物品供給のみ）
三重県員弁郡東員町 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 東員インターチェンジ　受配電自家発電設備工事
愛知県西尾市 三光設備㈱ 矢作川流域下水道事業　第一スクリーンポンプ棟受変電設備更新工事
愛知県名古屋市中村区 ㈱弘電社 JRゲートタワー　特高受変電設備工事
静岡県浜松市西区 ㈱カナデン アサヒハウス工業㈱庄和町　太陽光発電

10月 愛知県大府市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 豊田自動織機 長草工場　呼出しボタン用ケーブル配線作業
愛知県名古屋市昭和区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 愛知トヨタ　オーロラビジョン納入半年後の状態確認
愛知県小牧市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 三菱重工業㈱ 小牧南　高圧盤増設工事
愛知県半田市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 衣浦西部浄化センター　高圧ケーブル更新作業

11月 三重県桑名市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 三重富士通セミコンダクター　№2MPC復元工事
三重県津市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 三重県農協情報センター　電源設備増強関連工事
愛知県豊明市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 大脇受水場・福谷水源池　無停電電源装置更新工事H27
愛知県名古屋市中区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 名古屋市交通局上前津駅構内　UPS装置増設工事
愛知県春日井市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 勝西浄化センター　第2プラント沈砂、水処理
岐阜県美濃市 三光設備㈱ 長良川左岸浄化センター　電気設備工事その4

12月 愛知県愛知郡東郷町 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 各配水場　計装監視設備更新工事
愛知県江南市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 高屋管理口～青木川分流局　光ケーブル更新
愛知県額田郡幸田町 川北電気工業㈱ ソニー幸田サイト　2号館系幹線更新工事他1件
岐阜県中津川市 三光設備㈱ 中津川浄化管理センター　電気設備工事その8、その9
愛知県蒲郡市 ㈱弘電社 蒲郡競艇場　大型映像装置更新工事



1月 愛知県名古屋市港区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 名古屋港金城ふ頭　自家発電機補修工事
愛知県蒲郡市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 第二南山配水池　流量計取替工事他
静岡県掛川市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 三菱電機照明㈱掛川北工場　非常用自家発電機更新工事
愛知県名古屋市千種区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 名古屋市東部医療センター　光ケーブル成端工事
愛知県名古屋市南区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 柴田水処理センター　電気設備整備工事
愛知県弥富市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 上野浄水場　外上水送水ポンプ電動機等修繕工事
愛知県碧南市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 一ツ橋ポンプ場　機器搬入、据付、電気工事
愛知県額田郡幸田町 川北電気工業㈱ デンソー幸田製作所　TX10ライン電気断配線工事
愛知県豊田市 川北電気工業㈱ 小島プレス工業㈱　駒場工場改修工事
愛知県海部郡飛島村 ㈱カナデン 飛島ふ頭　北南監視制御システム改修工事

2月 愛知県岡崎市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 美合汚水中継ポンプ場　電気設備改良工事
愛知県名古屋市中区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 丸栄百貨店　作業用発電機手配、運転監視
愛知県稲沢市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 日光川上流浄化センター　電気設備等保守点検整備業務委託
愛知県豊明市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 沓掛配水場　電気設備工事
愛知県常滑市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 中部国際空港エネルギー供給㈱　海水ポンプインバータユニット取替
愛知県新城市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 八名井配水池　テレメータ盤更新工事
愛知県安城市 川北電気工業㈱ アイシンAW本社　1棟規制に伴う自火報設備工事（H28年度）
愛知県岡崎市 川北電気工業㈱ 大興運輸㈱岡崎支店　新築工事
愛知県半田市 三光設備㈱ 衣浦西部浄化センター　無停電電源設備工事
三重県四日市市 泗水電機㈱ JSR㈱四日市工場　定修工事
愛知県愛知郡東郷町 愛知中部水道企業団 庁舎　非常用発電機バッテリー交換

3月 三重県志摩市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 三重県志摩　GT発電装置燃料配管電磁弁取替工事
三重県桑名市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 野代導水ポンプ場　電気計装設備改良工事（追加工事）
愛知県名古屋市中川区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 八剣ポンプ所　電気設備補修工事
愛知県名古屋市港区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 空見ポンプ所　始め4ヶ所電気設備更新工事
静岡県浜松市中区 川北電気工業㈱ JR浜松工場　建替（ロ）（ハ）工事　追加変更
静岡県湖西市 ㈱弘電社 中之郷　太陽光工事
三重県四日市市 泗水電機㈱ JNC石油化学㈱　2016年SDM作業（電気設備）停電日作業
静岡県湖西市 アサヒハウス工業 湖西市新居町中之郷　特別高圧メガソーラー築造工事
静岡県静岡市 ㈱カナデン JR東海静岡支社ビル　UPS設備その他取替工事
愛知県愛知郡東郷町 愛知中部水道企業団 各配水場　施設防犯灯設置工事

4月 愛知県豊明市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 中京競馬場　場案内システム設備保守点検
愛知県豊橋市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 明海発電㈱豊橋発電所　第2非発電源系統既設設備改造工事
福井県敦賀市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 北陸自動車道敦賀トンネル他　6トンネル非常用設備更新工事
愛知県大府市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 豊田自動織機 長草工場　302ボデー生産指示移設、改修工事
愛知県安城市 川北電気工業㈱ 安城市PFI事業計画　新築工事
静岡県浜松市西区 ㈱弘電社 ㈱アサヒコーポレーション篠原　太陽光工事
静岡県浜松市西区 アサヒハウス工業 篠原町　特別高圧メガソーラー築造工事

5月 愛知県大府市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 豊田自動織機 共和工場　生産指示装置一式
三重県いなべ市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 太平洋セメント（藤原）　高圧遮断器盤機械更新
愛知県名古屋市港区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 東邦ガス港明地区　開発エネルギープラント建設工事
愛知県刈谷市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ いじか荘　PG28LX型発電装置経年劣化部品交換整備
愛知県江南市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 江南ポンプ場　電気設備修繕
愛知県大府市 川北電気工業㈱ 豊田自動織機 長草工場　301耐震工事（14E-1）他
岐阜県中津川市 三光設備㈱ 中津川浄化管理センター　電気設備工事その9
愛知県名古屋市港区 ㈱弘電社 名港ポンプ場　一般営繕上期工事（第1四半期）

6月 愛知県あま市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 名古屋市五条川工場　№1蒸気復水機インバータ搬入、仮置き
愛知県安城市 川北電気工業㈱ 安城市PFI事業計画　新築工事
愛知県知多郡阿久比町 川北電気工業㈱ 松尾製作所阿久比工場　増築工事
愛知県稲沢市 三光設備㈱ 中部電力㈱稲沢変電所　154KV位相調整器据付工事

7月 愛知県犬山市 三光設備㈱ 犬山浄水場　太陽光施設電気設備工事
愛知県碧南市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 見合ポンプ場　電気工事（盤搬入据付配線）、土木工事
愛知県刈谷市 三光設備㈱ 境川流域下水道事業　電気設備更新工事
愛知県犬山市 三光設備㈱ 犬山浄水場　太陽光施設電気設備工事
愛知県名古屋市中区 ㈱カナデン CBC放送センター　出力盤　搬入・据付・各種配線工事

8月 愛知県愛知郡東郷町 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 愛知中部水道企業団　電気計装設備点検業務委託H28
愛知県名古屋市港区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 東邦ガス港明地区　エネルギープラント電気設備工事
愛知県豊田市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ トヨタ車体（吉原）　原動力監視システム更新工事　他
愛知県大府市 川北電気工業㈱ 豊田自動織機 長草工場　303工場耐震吊り改善　他

9月 愛知県岡崎市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 大門雨水ポンプ場　電気設備改修工事
静岡県浜松市中区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 三立製菓㈱本社　パワーコンディショナー取替
愛知県名古屋市千種区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 名古屋大学東山地区 豊田講堂　非常用発電機修繕、排気煙道改修
三重県伊勢市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 近鉄宇治山田駅　消防用設備点検補修（その4）
愛知県刈谷市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ ウイングアリーナ刈谷　大型映像装置　機器搬入据付、配線工事
愛知県江南市 三光設備㈱ 森永乳業㈱中京工場　電気工事

10月 愛知県小牧市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 五条川左岸浄化センター　電気設備等保守点検整備業務委託
愛知県稲沢市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 日光川上流浄化センター　電気設備等保守点検整備業務委託
愛知県名古屋市中区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ ＡＴビル　ランドマークビジョン映像装置点検業務(2016年度下期)
愛知県名古屋市中区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 丸栄百貨店　特高受変電設備第Ⅲ期2回目修繕
愛知県江南市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 東海農政局 宮田導水路　プロジェクタ調整作業（現地調整）
愛知県名古屋市港区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 三菱重工業大江工場　第3変電所設備更新工事、機器搬入･据付･配線工事
愛知県西尾市 川北電気工業㈱ デンソー西尾製作所　東守衛変台油入変圧器更新工事　他

11月 愛知県愛知郡東郷町 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 東郷配水場　非常用発電機排気部修繕工事H28
愛知県蒲郡市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 蒲郡市清田町中新屋外地内　電気計装設備・遠方監視設備更新工事
静岡県浜松市北区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 細江浄化センター　計測設備改築工事
三重県津市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 高野浄水場・大里浄水場　場内監視設備取替工事
静岡県静岡市清水区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 清水銀行天神本館　非常用発電機制御盤据付工事
愛知県蒲郡市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 第二西浦配水池　水位計取替工事
岐阜県岐阜市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 中部電力㈱岐阜支店　水系プロジェクタ取替　他
愛知県長久手市 愛知中部水道企業団 長久手第１～３水源　制御ケーブル撤去工事H28

12月 愛知県弥富市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 上野浄水場　外上水送水ポンプ電動機等修繕工事
愛知県豊橋市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 豊橋南部浄水場　電気設備修繕工事
愛知県名古屋市中区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 名古屋市役所東庁舎　SV装置設置に伴う特高受電設備改修
愛知県半田市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 衣浦西部浄化センター　電気設備等保守点検整備業務委託　他
愛知県刈谷市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ MPEC刈谷社屋　災害時電力供給システム、点検用架台設置
愛知県日進市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 三ヶ岑団地　計装監視設備更新工事その2　H28
愛知県名古屋市南区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 柴田水処理センター　遠方監視制御設備整備工事
愛知県安城市 川北電気工業㈱ 愛三工業㈱安城工場　第7・9変台トランス更新工事
愛知県額田郡幸田町 川北電気工業㈱ ソニーグローバルＭ＆Ｏ㈱幸田サイト　発送センタートランス更新工事　他

2016年



2017年
1月 愛知県名古屋市昭和区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ ＡＴグループ北館　改修工事

愛知県名古屋市港区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 名古屋港船舶通航情報センター　無停電電源設備補修工事
愛知県みよし市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 三好ヶ丘ポンプ場　電気設備修繕工事
愛知県犬山市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 犬山導水ポンプ所　外電気設備等修繕工事
三重県四日市市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 四日市市上下水道局　坂部減圧弁新局テレメーター移設工事
愛知県半田市 三光設備㈱ 衣浦西部浄化センター　亀崎中継ポンプ場監視設備工事　他
愛知県海部郡飛島村 ㈱カナデン 飛島ふ頭変電所　高圧盤及び監視制御システム修繕
愛知県名古屋市中村区 ㈱シーテック 中部電力㈱中村営業所　受電設備改良工事
愛知県名古屋市中区 三輪電設㈱ 愛知県議会議事堂　受変電設備改修工事

2月 三重県志摩市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 志摩ＰＣ－１海底ケーブル陸揚局　ガスタービン発電設備現地補修（1.2号機）
愛知県春日井市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 勝西浄化センター　第1プラント返送汚泥ピット液位計設備工事
三重県津市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 中部電力㈱三重支店　ＤＬＰエンジンリプレース　他
愛知県みよし市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 三好ヶ丘配水場　計装監視設備更新工事その2　H28
愛知県豊田市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ トヨタ車体（吉原）　原動力監視システム更新　LANケーブル布設工事
三重県津市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 町屋ポンプ場　築造工事に伴う電気設備工事
愛知県新城市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 桜淵水道監視センター　電気設備等更新工事
三重県四日市市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 大井の川ポンプ場　ポンプ井水位計改修工事
愛知県北名古屋市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 北名古屋市沖村岡1番地　16年度工事一課　受注前活動費
愛知県蒲郡市 川北電気工業㈱ 蒲郡信用金庫　本店6階会議室床コンセント増設工事　他
愛知県豊田市 愛知中部水道企業団 鉛ヶ松受水場　施設防犯灯設置工事H28
愛知県豊明市 ㈱安部日鋼工業 愛中水沓掛配水場　配水場補修
三重県四日市市 泗水電機㈱ ＪＳＲ㈱四日市工場　中間点検工事

3月 愛知県あま市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 名古屋市五条川工場　H28年度№1蒸気復水器インバータ更新工事
愛知県岡崎市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 三菱自動車工業㈱岡崎製作所　特高変電所増設工事
三重県志摩市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 賢島宝生苑　非常用発電機更新工事
愛知県半田市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 東郷配水場　非常用自家発電設備更新工事H28
愛知県海部郡大治町 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 大治浄水場　発電所カメラ移設調整
愛知県名古屋市昭和区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ イオン八事店　非常用発電機制御盤更新
愛知県西尾市 川北電気工業㈱ デンソー善明製作所　バスダクトＭＣＣＢボックス取替工事
愛知県知多市 ㈱弘電社 NEP　名南共同エネルギー　微粉炭焚35ＭＷ　ＢＴＧ

4月 愛知県豊明市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 中京競馬場　中央監視設備保守点検
愛知県大府市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ ㈱豊田自動織機　長草工場　302工場　生産指示ＳＵＢ盤ＵＢ工程移設
愛知県名古屋市昭和区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ ＡＴグループ北館　ランドマークビジョン映像装置点検業務（2017年度）
愛知県名古屋市中区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 丸栄百貨店　受変電設備等保守点検（H29年度）
愛知県西尾市 川北電気工業㈱ デンソー西尾製作所　第1つくしが丘寮変台更新工事
愛知県一宮市 川北電気工業㈱ 豊田合成㈱尾西工場　特別高圧電力設備更新工事
三重県志摩市 三光設備㈱ ＫＤＤＩ㈱南志摩　海底線中断所　新局舎建設に伴う電力設備工事
静岡県掛川市 ㈱カナデン アサヒハウス工業㈱沖之須　特高機器工事に伴う付帯工事

5月 愛知県丹羽郡扶桑町 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 中島調節池　河川局部改修工事の内遠隔監視装置設置工事
愛知県豊橋市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 成田記念病院　150ｋＶＡ　ＵＰＳケーブル追設工事
愛知県日進市 川北電気工業㈱ デンソー日進　総研移転Ⅰ期電気設備工事
静岡県湖西市 ㈱カナデン アサヒハウス工業㈱中之郷　特高通信線引込柱移設工事

6月 愛知県稲沢市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 三菱電機㈱稲沢製作所　特高変電所更新工事
愛知県蒲郡市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 蒲郡市清田高区配水場　配水場等電気設備保守点検業務委託
愛知県日進市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 中部電力㈱人材開発センター　火力研修所4号シミュレータ用計算機
愛知県名古屋市中区 ㈱カナデン CBC放送センター　出力盤撤去搬出・蓄電池移設・各種配線工事

7月 岐阜県岐阜市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ ㈱西日本キャンパック　コージェネレーション設備設置工事
神奈川県藤沢市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 湘南工科大学　電力計測システム更新工事
愛知県大府市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ ㈱豊田自動織機　長草工場　302工場ボデー生産指示システムＳＵＢ盤撤去他
三重県伊勢市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 三重交通Ｇスポーツの杜伊勢　陸上競技場整備（大型映像装置）工事
愛知県名古屋市緑区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 鳴海配水場　構内1100粍連絡管整備工事
愛知県愛知郡東郷町 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 愛知中部水道企業団　電気計装設備点検業務委託H29
静岡県牧之原市 川北電気工業㈱ スズキ相良溶接工場　バスダクト改修工事
愛知県岡崎市 川北電気工業㈱ 大興運輸㈱岡崎支店　Ｊ棟新築工事
静岡県掛川市 アサヒハウス工業㈱ 掛川沖之須　特別高圧メガソーラー築造工事
静岡県掛川市 ㈱弘電社 中部電力㈱掛川営業所管内掛川・沖之須　特別高圧太陽光発電所向ＨＳ－７３ＣＧ

8月 愛知県豊田市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ トヨタ車体㈱吉原工場　第10変台ＴＲ6更新工事
愛知県長久手市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 長久手地区横道配水場　遠方監視システム移設工事H29
愛知県知多郡東浦町 川北電気工業㈱ ㈱豊田自動織機石浜工場　Ⅰ期増築工事
愛知県常滑市 川北電気工業㈱ 大信精機㈱　第一変電所２Ｆ用蓄電池設備更新工事

9月 愛知県あま市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 名古屋市五条川工場　H29年度№4蒸気復水器インバータ更新
愛知県名古屋市中区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 元産業貿易館本館　取壊しに伴う受変電設備ケーブル切離し工事
愛知県刈谷市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ ＭＰＥＣ(中)刈谷本部　社屋点検用架台追加及び転落防止棚設置
愛知県名古屋市千種区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 愛知県がんセンター中央病院　病棟非常用発電機修繕工事　他
愛知県岡崎市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 大門雨水ポンプ場　電気設備点検業務
愛知県岡崎市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 三菱自動車工業㈱岡崎製作所　特高変電所増設工事
愛知県豊田市 川北電気工業㈱ テクノハマ㈱本社工場　恒温室設置工事
愛知県江南市 三光設備㈱ 森永乳業㈱中京工場　電気工事
愛知県犬山市 三光設備㈱ 犬山浄水場　太陽光設備パネル復旧工事
愛知県春日井市 三光設備㈱ 高蔵寺浄化センター　自家発電設備工事
岐阜県恵那市 ㈱松本電気設備 雀子ヶ根増圧ポンプ所　計装・無停電電源設備更新工事

10月 静岡県浜松市南区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 中田島排水機場　電気設備更新工事
愛知県北名古屋市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 三洋機工㈱　高圧受変電設備更新工事
愛知県名古屋市昭和区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ ＡＴビル北館　ランドマークビジョン映像装置点検業務
愛知県名古屋市中区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 丸栄百貨店　特高受変電設備第Ⅲ期3回目修繕
三重県鈴鹿市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 江島雨水ポンプ場　電気設備工事
愛知県碧南市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 衣浦東部浄化センター　電気設備等保守点検設備業務委託
愛知県名古屋市港区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 名古屋競馬場　案内システム設備保守点検
愛知県一宮市 ㈱シーテック 中部電力㈱一宮営業所　受電用変圧器改良工事
愛知県春日井市 ㈱シーテック 中部電力㈱春日井営業所　受電用開閉器他取替工事
新潟県上越市 ㈱弘電社 直江津エネルギーセンター　100ＭＶ　ＧＴＣＣ

11月 岐阜県岐阜市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 西日本キャンパック㈱　既設受変電設備改修工事　他
愛知県瀬戸市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 瀬戸西部浄化センター　自家発設備点検整備工事
静岡県静岡市駿河区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 静岡新聞社　電力監視装置、シーケンサ更新
愛知県みよし市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 三好ケ丘ポンプ場　修繕工事
愛知県名古屋市中区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 名古屋市役所西庁舎　ＳＶ設置に伴う受電設備改造
愛知県刈谷市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 河内川ダム向け発電機　監視制御盤手配及び試験調整
愛知県弥富市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 弥富配水場　配水ポンプ制御装置修繕工事

12月 岐阜県安八郡神戸町 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 東邦ナテックス㈱揖斐川事業所　特別高圧受変電設備トランス更新
愛知県知多市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ ソーラーパーク新舞子　架台レベル調査・取替工事
岐阜県安八郡神戸町 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 東邦テナックス㈱揖斐川事業所　特別高圧受変電設備トランス更新
愛知県大府市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ ㈱豊田自動織機　長草工場　生産指示ＳＵＢ盤移設
愛知県稲沢市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 三菱電機㈱稲沢製作所　特高変電所更新工事
愛知県新城市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 桜淵水道監視センター　送水池水位計取替工事
愛知県知立市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 落合ポンプ場　雨水施設長寿命化対策工事
愛知県岡崎市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 岡崎市下水道施設　築造工事
愛知県常滑市 ㈱シーテック 大信精機㈱　電気設備各種修繕
愛知県津島市 ㈱シーテック 中部電力㈱津島営業所　受電用進相コンデンサ改良工事
愛知県半田市 ㈱シーテック 中部電力㈱半田営業所　受電用変圧器他改良工事



2018年
1月 愛知県刈谷市 川北電気工業㈱ 日進精機㈱本社工場　工場生産ライン追加に伴う電気工事

三重県津市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 百五銀行情報センター　ＣＶＣＦ装置周辺盤更新工事
愛知県大府市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ ㈱豊田自動織機　長草工場　生産指示ＳＵＢ盤移設12月連休工事
愛知県豊橋市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 豊橋南部浄水場　電気設備等修繕工事
愛知県豊田市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ トヨタ車体㈱吉原工場　Y19補助変電所変圧器更新作業
愛知県名古屋市港区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 名古屋港ポートビル　受変電設備補修工事
滋賀県長浜市・米原市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 北陸自動車道　長浜IC・米原JCT・米原IC　受配電自家発電設備工事
愛知県半田市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 衣浦西部浄化センター　計測点計装設備更新工事
愛知県岡崎市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 中部電力㈱岡崎支店　豊橋給電制御所　指令室エンジンリプレース
愛知県弥富市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 上野浄水、弥富ポンプ場　上水送水ポンプ電動機等修繕工事
愛知県岡崎市 ㈱カナデン スタンレー電気㈱岡崎製作所　既設監視装置撤去工事

2月 愛知県愛知郡東郷町 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 尾三衛生組合　東郷美化センター　高調波抑制装置　製作・納入・調整
岐阜県各務原市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 川島ポンプ場　コンデンサ修繕工事
愛知県蒲郡市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 蒲郡市下水道浄化センター　計装設備更新工事
愛知県豊田市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 羽布ダム　自家用発電機補修業務
愛知県みよし市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ トヨタ自動車㈱明知工場　30T溶解炉用ABB回復電圧測定工事
愛知県名古屋市中区 ㈱カナデン 朝日新聞社名古屋本社　警報盤移設工事
愛知県知多郡美浜町 ㈱シーテック 旧美浜SS　受電用進相コンデンサ修繕工事
三重県四日市市 泗水電機㈱ JSR㈱四日市工場　定修電気工事

3月 愛知県日進市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 三ヶ峯団地配水場　計装装置更新工事H29
愛知県犬山市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 犬山浄水場　電気設備等修繕工事
静岡県周智郡森町 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 太田川ダム　堰堤改良事業小水力発電施設工事
三重県伊勢市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 三重交通Ｇスポーツの杜伊勢陸上競技場　競技用監視カメラ取付、ＯＡ機器接続
愛知県西尾市 川北電気工業㈱ デンソー西尾製作所　405工場変圧器撤去工事
愛知県知多市 ㈱シーテック 知多電力館他　受電用変圧器改良工事工事
滋賀県米原市 ㈱明宝 米原ＴＢ電気室　ビット増設工事（付帯工）

4月 愛知県東海市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 新日鐵住金（名古屋）　EST電力系統信頼性向上対策工事
愛知県大府市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ ㈱豊田自動織機　長草工場　301ボデー生産指示・管理アンドン他移設作業
愛知県名古屋市昭和区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ ＡＴビル北館　映像装置点検業務（2018年度上期）
愛知県名古屋市中区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 丸栄百貨店　自家用受変電設備保守点検業務（H30年度）
愛知県額田郡幸田町 川北電気工業㈱ デンソー幸田製作所　706工場　高負荷対応変圧器増設工事　他
岐阜県不破郡垂井町 川北電気工業㈱ ナブテスコ㈱岐阜工場　特高受変電設備工事

5月 兵庫県神戸市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 敷島製パン　神戸冷食プラント　受電地絡保護リレー動作ガス漏れ対策工事
三重県伊勢市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 三重交通Ｇスポーツの杜伊勢陸上競技場　陸上運営システム用監視カメラ設備工事
愛知県額田郡幸田町 川北電気工業㈱ ソニーグローバルM&O㈱幸田サイト　分電盤清掃及び点検他
愛知県額田郡幸田町 川北電気工業㈱ デンソー幸田製作所　18年度春季連休仮設電源工事
愛知県豊橋市 川北電気工業㈱ 日東電工㈱豊橋事業所　153自動計量装置配線工事他
愛知県稲沢市 大栄産業㈱ 尾張西部浄水場　電気設備更新工事
岐阜県中津川市 ㈱松本電気設備 恵下第二増圧ポンプ所　ポンプ井改良（電気計装）工事

6月 愛知県豊明市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 中京競馬場　Ｈ３０年度中央監視設備他保守点検
三重県鈴鹿市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 江島雨水ポンプ場他　栗真川しゃ水ゲート　盤取替え
愛知県豊田市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ トヨタ車体㈱吉原工場　第21変台変圧器移設作業
愛知県豊川市 川北電気工業㈱ 日立製作所　豊川事業所　特高変電所解体に伴うガス回収及び切離し工事
愛知県岩倉市 ㈱カナデン 中部テレコミュニケーション岩倉局　待機冗長ＵＰＳシステム
愛知県東海市 ㈱シーテック 大同特殊鋼㈱知多工場　RH3真空Puモータ用高圧ケーブル恒久復旧調査工事

7月 愛知県岡崎市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 大門雨水ポンプ場　仮設高圧ケーブル布設業務一式
三重県いなべ市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ トヨタ車体㈱いなべ工場　SM移設・撤去に伴う電気工事
愛知県江南市 三光設備㈱ 森永乳業㈱中京工場　電気工事
愛知県常滑市 ㈱シーテック 大信精機㈱第1変台　本社工場1F用蓄電池設備更新工事

8月 愛知県岡崎市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 三菱自動車工業㈱岡崎製作所　特高変電所３号系更新工事他
愛知県大府市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ ㈱豊田自動織機　長草工場　301W三菱生産管理盤・アンドン移設
愛知県半田市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 衣浦西部浄化センター　計測点計装設備工事（阿久比幹線）
愛知県豊田市 川北電気工業㈱ トヨタ自動車㈱花本データーセンター　変電所設備更新工事
岐阜県中津川市 三光設備㈱ 中津川市浄化管理センター　電気設備工事その10

9月 愛知県愛知郡東郷町 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 愛知中部水道企業団　電気計装設備点検業務委託 H30
愛知県長久手市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 脇加圧場　田籾減圧弁室　計装監視設備更新工事その1 H30
静岡県浜松市北区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 中川地区３号揚水機場　電気設備２工事
愛知県名古屋市天白区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 名古屋銀行本店　高針ビル　２系無停電電源装置蓄電池更新
愛知県江南市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 江南ポンプ場　受変電設備障害対応
三重県いなべ市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ トヨタ車体㈱いなべ　ケーブル張替え
愛知県安城市 川北電気工業㈱ デンソー安城製作所　構内工事
愛知県西尾市 川北電気工業㈱ デンソー西尾　SOKENＬ棟キュービクル更新工事他
愛知県名古屋市千種区 三光設備㈱ ＫＤＤＩ今池　ＵＰＳ増設工事
愛知県名古屋市港区 ㈱シーテック ＵＡＣＪ㈱Ｒ＆Ｄセンター1号館　屋上cub塗装工事

10月 愛知県名古屋市昭和区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ ＡＴＧ北館　映像装置点検業務（2018年度下期）
愛知県蒲郡市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 蒲郡市第2南山配水場　水位計取替工事
愛知県豊明市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 中京競馬場　H30年度中央監視設備他保守点検
静岡県静岡市清水区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 清水銀行天神本館　非常用発電機用直流電源設備更新工事
愛知県稲沢市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 三菱電機稲沢製作所　接地極増設工事
愛知県豊田市 川北電気工業㈱ トヨタ紡織㈱猿投開発センター　実装電気設備工事
静岡県袋井市 三光設備㈱ 日本ペットフード㈱静岡工場　紛体添加及び製品混合設備紛体原料輸送設備改造工事
愛知県東海市 ㈱シーテック 大同特殊鋼㈱知多工場　RH3真空ポンプモータ用高圧ケーブル本復旧工事

11月 愛知県豊明市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 大脇受水場　テレメータ装置更新工事
愛知県名古屋市港区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 金城ふ頭　開閉所監視設備保守点検委託
静岡県周智郡森町 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 袋井土木事務所太田川ダム　堰堤改良事業小水力発電施設工事
愛知県知多郡東浦町 川北電気工業㈱ ㈱豊田自動織機石浜工場　Ⅱ期増築工事電気設備工事
静岡県浜松市中区 三光設備㈱ 中貿開発ビル　特高受変電設備更新工事
愛知県豊川市 三光設備㈱ TFホールディング㈱愛知工場　ＰＬＣ更新工事

12月 愛知県西尾市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 矢作川右岸中継ポンプ場　電気設備等保守点検整備業務委託
愛知県名古屋市南区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 柴田汚泥処理場　電気設備工事
愛知県名古屋市中村区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ ＪＲ東海　名古屋駅　発車標システム点検
三重県四日市市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 大矢知加圧ポンプ所　電気計装設備設置工事
静岡県富士市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 大興製紙㈱　ＭＥＬＪＣ更新工事
岐阜県岐阜市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 鏡岩水源地ほか　電気設備修繕工事
静岡県湖西市 川北電気工業㈱ プライムアースEVエナジー　焼損バスダクト交換工事他
静岡県湖西市 川北電気工業㈱ スズキ湖西工場　電気工事
愛知県額田郡幸田町 川北電気工業㈱ ソニーグローバルM&O㈱幸田サイト　4G照明用変圧器更新工事
愛知県常滑市 川北電気工業㈱ TOTOサニテクノ㈱　第2変電室トランス更新
愛知県名古屋市港区 三光設備㈱ 名港ポンプ所　電気設備整備工事
愛知県知多郡東浦町 大栄産業㈱ ㈱豊田自動織機　東浦工場　特高変電所PLC+MCR更新工事



1月 愛知県東海市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 新日鐵住金（名古屋）　負荷切替対応
愛知県名古屋市千種区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 愛知県がんセンター中央病院　ＭＲＩ導入に伴う電気設備更新工事
愛知県愛知郡東郷町 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 愛知中部水道企業団　諸輪他地内　計装監視設備更新工事その2 H30
三重県四日市市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 大井の川ポンプ場ほか2ヶ所　非常用発電機設備工事
愛知県刈谷市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ トヨタ紡織㈱刈谷工場　ＨＶモータコアステータ自動検査装置搬入
愛知県海部郡飛島村 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 名古屋港埠頭㈱飛島ふ頭変電所　非常用発電機制御盤取替その他修繕
静岡県湖西市 川北電気工業㈱ スズキ㈱湖西工場　非常照明更新工事
愛知県岡崎市 川北電気工業㈱ 三菱自動車工業㈱岡崎工場　工場新築工事

2月 静岡県静岡市葵区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 麻機遊水地第一工区　発電機燃料配管修繕
愛知県半田市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 衣浦西部浄化センター　電気設備等保守点検整備業務委託
愛知県小牧市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 五条川左岸浄化センター　電気設備等保守点検整備業務委託
愛知県知多市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 知多浄水場　外上水送水ポンプ電動機等修繕工事
三重県員弁郡東員町 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 東洋ゴム桑名　特高/高圧受変電設備定期点検及び修繕
愛知県みよし市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 三好ケ丘配水場　電気設備更新工事Ｈ３０
愛知県みよし市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 三好ケ丘ポンプ場　電気設備等修繕工事
愛知県弥富市 三菱電機トレーディング㈱長崎事業所 弥富ポンプ場　改造要領書撤去取付工事
愛知県豊田市 川北電気工業㈱ トヨタ自動車㈱花本データーセンター　変電所設備更新工事（追加分）
愛知県稲沢市 大栄産業㈱ 尾張西部浄水場　電気設備更新工事

3月 愛知県稲沢市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 尾張西部浄水場　　上水3号導水ポンプ電気設備修繕工事
愛知県名古屋市南区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 柴田汚泥処理場　電気設備工事追加工事
三重県いなべ市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ トヨタ車体いなべ工場　U/B受駒入替装置制御盤シーケンサ更新
愛知県あま市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 名古屋市環境局施設部五条川工場　ＩＮＶユニット交換作業
三重県四日市市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 三菱ケミカル四日市海山道変電所　現地調査及び設計作業

4月 愛知県名古屋市昭和区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ ＡＴビル北館　映像装置点検業務（2019年度上期）
愛知県東海市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 新日鐵住金（名古屋）　　8M-TR更新（変圧器組立機内配線助勢）
愛知県豊明市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 中京競馬場　H31年度中央監視設備他保守点検
愛知県大府市 川北電気工業㈱ ㈱豊田自動織機長草工場　ケーブルラック取り方改善他
愛知県大府市 川北電気工業㈱ ㈱松尾製作所パイン倉庫　空調機設置及び換気設備変更に伴う電気工事
愛知県西尾市 川北電気工業㈱ デンソー西尾製作所　東コンプ1変台モールド変圧器更新工事他
愛知県安城市 三光設備㈱ 森永製菓㈱中京工場　電気工事
愛知県知多市 ㈱弘電社 名南エネルギーセンター　照明器具不具合

5月 静岡県周智郡森町 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 袋井土木事務所太田川ダム　堰堤改良事業小水力発電施設工事
愛知県新城市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ ㈱イノアックコーポレーション八名事業所　コンデンサ設備更新
愛知県刈谷市 川北電気工業㈱ かりや愛知中央生活協同組合デイサービス2号店　新築工事
愛知県半田市 ㈱シーテック 日本車輌製造㈱衣浦製作所　第9変台変圧器更新工事

6月 愛知県日進市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 尾張東部浄水場　多重無線用電源設備修繕
愛知県知多市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 知多浄水場　電源設備修繕
静岡県掛川市 ㈱カナデン 掛川市西大渕特別高圧太陽光発電所　各種配線工事
三重県鈴鹿市 泗水電機㈱ ㈱フジクラファシリティーズ　鈴鹿工場　HC107UV電源盤撤去工事　他
愛知県小牧市 高橋電気工事㈱ 小牧長治物流センターⅡ　冷凍・冷蔵設備内電気設備工事
愛知県小牧市 ㈱セクト 小牧長治物流センターⅡ　冷凍・冷蔵設備内電気設備工事

7月 愛知県岡崎市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 幸田幹線中継ポンプ場　電気設備等保守点検整備業務委託
愛知県刈谷市 川北電気工業㈱ ㈱デンソーパワトレ＆エレフィ開発センター　電気工事
静岡県袋井市 三光設備㈱ 日本ペットフード㈱静岡工場　計量指示計更新に伴う電気工事
三重県四日市市 大栄産業㈱ 吉崎ポンプ場　盤架台据付工事
大阪府寝屋川市 ＮＤＳ㈱ 日本コムシス　豊野浄水場　沈殿池配電設備工事

8月 静岡県静岡市葵区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 麻機遊水池第一内水位西　水位計更新
三重県四日市市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 大矢知加圧ポンプ所　電気計装設備設置工事
愛知県豊田市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ トヨタ車体吉原工場　他　第２変台　変圧器更新
静岡県静岡市葵区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 大谷川分流堰　H30年度二級河川大谷川放水路特定構造物改築事業工事
愛知県名古屋市中村区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ ㈱ロンビック名古屋工場　インバータ取替工事
愛知県尾張旭市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 尾張旭市東部・西部浄化センター　水質測定器更新工事
静岡県湖西市 川北電気工業㈱ スズキ㈱湖西工場　塗装第2工場変電設備老朽更新に伴う配線工事
愛知県江南市 三光設備㈱ 森永乳業㈱中京工場　電気工事
愛知県東海市 大栄産業㈱ 日本製鉄㈱　厚板γ線板厚計線源防護機器設置計装工事
静岡県掛川市 ㈱光游社 掛川遠州エッグ特別高圧メガソーラー　特高変電所電気工事

9月 愛知県長久手市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 愛知中部水道企業団　田籾減圧弁他　電気計装設備点検業務委託H31
愛知県日進市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 三ヶ峯配水場　無停電電源装置更新及び材料手配
愛知県新城市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 出沢配水池　電気設備更新工事
岐阜県海津市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 農林水産省　東海農政局　水管理施設更新工事
静岡県掛川市 ㈱弘電社 掛川市西大渕特別高圧太陽光発電所　各種配線工事
愛知県名古屋市熱田区 ㈱トーエネック 愛知県議事堂　雑件R1-2
愛知県春日井市 名菱電子㈱ 高蔵寺浄化センター　沈砂池ポンプ電気設備工事
三重県桑名市 泗水電機㈱ 播磨浄水場　受変電設備等取替工事

10月 愛知県名古屋市昭和区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ ＡＴビル北館　ランドマークビジョン映像装置点検業務（2019年度下期）
愛知県岡崎市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 八帖雨水ポンプ場　電気設備工事
愛知県豊明市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 中京競馬場　中央監視設備他保守点検
岐阜県中津川市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 中津川浄水場　非常用発電機修繕工事
愛知県大府市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ ㈱豊田自動織機　長草工場　ケーブル張り替え作業
愛知県刈谷市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ トヨタ紡織　刈谷工場　HVモータコアトレサビ　アンドン設置工事
三重県津市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 三重県立一志病院　非常用発電機設備更新工事
愛知県西尾市 川北電気工業㈱ デンソー西尾　東守衛所変台油入トランス取替工事
静岡県浜松市北区 川北電気工業㈱ スズキ浜松工場　完成検査、組立サイド及び塗型成型工程照明追加工事
愛知県刈谷市 川北電気工業㈱ デンソー本社　全社力率改善用コンデンサ更新に伴う油分析工事他
愛知県稲沢市 三光設備㈱ 尾張西部浄水場　ＩＴＶ設備移設工事
神奈川県高座郡寒川町 小保エンジニアリング㈱ ＪＸ金属㈱倉見工場　新設据付配線工事

11月 愛知県名古屋市中村区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 名古屋熱供給㈱　制御盤更新（搬入・搬出・据付・撤去）
愛知県額田郡幸田町 川北電気工業㈱ デンソー幸田製作所　ＬＦ12号レイアウト変更電気工事
愛知県春日井市 三光設備㈱ 高蔵寺第二中継ポンプ場　電気設備工事
愛知県丹羽郡扶桑町 泗水電機㈱ ㈱バックス　破砕設備電気工事
三重県鈴鹿市 泗水電機㈱ ㈱フジクラ　HC110高速着色電機工事
岐阜県大垣市 ㈱トーエネック イビデン㈱福田変電所　77kＶ開閉装置据付配線工事
愛知県愛知郡東郷町 愛知中部水道企業団 愛知中部水道企業団内　故障警報に伴う仮設工事R01

12月 愛知県半田市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 衣浦西部浄化センター　電気設備等保守点検整備業務委託
愛知県名古屋市昭和区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 中部三菱電機機器販売㈱　高圧気中開閉器更新工事
静岡県島田市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ ネスレ日本㈱島田工場　Ｉ棟高圧盤更新
愛知県豊田市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ トヨタ車体㈱吉原工場　第14変台　変圧器更新
愛知県豊田市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ トヨタ車体㈱吉原工場　第22変台　変圧器更新
三重県津市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 三重県立一志病院　非常用発電設備更新工事
愛知県弥富市 三菱電機トレーディング㈱長崎事業所 弥富ポンプ場　改造要領書撤去取付工事

2019年



1月 愛知県刈谷市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ トヨタ紡織㈱刈谷工場　スピーカ取付、機内配線工事
三重県松坂市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 第三銀行事務センター　無停電電源装置更新工事
愛知県名古屋市港区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ ポートハウス　受変電設備補修その他工事
愛知県弥富市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 弥富ポンプ場　電動機等修繕工事
愛知県刈谷市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 落合ポンプ場　雨水施設長寿命化対策工事
愛知県西尾市 川北電気工業㈱ デンソー西尾製作所　403工場3-4変台キュービクル更新ほか
愛知県名古屋市瑞穂区 三光設備㈱ 名古屋市立大学病院　無停電電源設備更新工事
愛知県知多市 大栄産業㈱ 知多浄水場　送水ポンプ計装設備更新工事
愛知県名古屋市中区 ㈱シーテック 電気文化会館　受電設備調査助勢
愛知県半田市 ㈱シーテック ㈱LIXIL半田工場　中央監視装置更新のうち電気工事

2月 愛知県瀬戸市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 西部浄化センター　自家発設備点検整備工事
愛知県小牧市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 五条川左岸浄化センター　電気設備等保守点検整備業務委託
三重県伊勢市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 伊勢陸上競技場　大型映像装置横監視カメラ点検作業
愛知県名古屋市港区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 名古屋港水族館南館　受変電設備補修その他工事
岐阜県岐阜市雄総桜町 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 雄総水源地　盤内変圧器更新作業
静岡県静岡市葵区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 大谷川水門、七曲川逆流防止樋門　警報装置修繕、UPS修繕
愛知県豊田市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ トヨタ車体㈱吉原工場　第一変台変圧器更新
愛知県名古屋市中区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 愛知県体育館　空気調和機インバーター盤等整備工事
愛知県半田市 三光設備㈱ 衣浦西部流域下水道事業　計測点計装設備工事
広島県福山市 中谷機工㈱ 瀬戸内共同火力㈱福山共同発電所　電気品据付工事、発電機付帯工事
愛知県春日井市 名菱電子㈱ 高蔵寺浄化センター　電気計装設備工事及び汚泥処理電気設備工事

3月 愛知県名古屋市港区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 福田ポンプ場　遠方監視制御設備補修工事
愛知県豊橋市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 豊橋南部浄水場　電気設備等修繕工事
愛知県岡崎市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 美合汚水中継ポンプ場　電気設備修繕工事
大阪府寝屋川市 ＮＤＳ㈱ 日本コムシス　豊野浄水場　沈殿池配電設備工事
愛知県丹羽郡大口町 近栄電設㈲ トヨタ大口新物流センター　新築電気設備工事
三重県四日市市 泗水電機㈱ JSR㈱四日市工場　2020年3月定修一括
愛知県稲沢市 大栄産業㈱ 尾張西部浄水場　接地補助極修繕工事
岐阜県大垣市 ㈱トーエネック イビデン㈱福田変電所　77kＶ開閉装置据付配線工事

4月 愛知県大府市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ ㈱豊田自動織機　長草工場　301工場　配線移設工事
愛知県豊明市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 中京競馬場　中央監視設備他保守点検
愛知県額田郡幸田町 川北電気工業㈱ デンソー幸田製作所　電気設備工事
静岡県湖西市 川北電気工業㈱ スズキ湖西工場　バスダクト絶縁不良調査
愛知県東海市 大栄産業㈱ 日本製鉄㈱　4号秤量所放射線検出器更新工事
大阪府池田市 大栄産業㈱ 伏尾台配水場　電気機械設備更新工事

5月 愛知県大府市 川北電気工業㈱ ㈱豊田自動織機　長草工場　2020年度暑熱対策ワックス工程他
広島県東広島市 小保エンジニアリング㈱ マイクロンメモリジャパン合同会社　高圧ケーブル端末処理作業
愛知県知多市 東芝三菱電機産業システム㈱ ㈱LIXIL知多工場　特高受変電設備更新工事
愛知県北名古屋市 北名古屋市 北名古屋市役所東庁舎分館　空調設備工事

6月 岐阜県岐阜市美江寺町 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 中部電力パワーグリッド㈱岐阜給電制御所　DLP撤去工事
愛知県名古屋市昭和区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ ＡＴグループ　ランドマークビジョン映像装置点検業務（2020年度上期）
岐阜県岐阜市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 岐阜メモリアルセンター長良川球場　サブスコアボード点検足場組立・撤去
愛知県名古屋市港区 川北電気工業㈱ 三菱重工業㈱名航大江　技術本館南変台更新（高圧盤）（低圧盤）
三重県四日市市 大栄産業㈱ コスモ石油㈱四日市製油所　変電所更新工事
愛知県北名古屋市 北名古屋市 西春小学校　配膳室冷蔵庫整備工事
愛知県北名古屋市 北名古屋市 師勝小学校他11校　配膳室空調機整備工事

7月 静岡県富士市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 大日製紙㈱発電所　3号発電機AVR更新
静岡県伊東市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 奥野ダム管理所　無停電電源装置更新工事
三重県四日市市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 旧雨池ポンプ場　分解修繕
愛知県稲沢市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 豊田合成新アリーナ　演出設備設置工事（大型映像装置）
静岡県浜松市西区 ㈱石垣 和地中継ポンプ場　改築工事　据付・仮設配管・撤去・電気工事
愛知県半田市 ㈱トーエネック ㈱豊田自動織機　東知多工場　704工場新築工事　電気工事
愛知県北名古屋市 北名古屋市 天神中学校　相談室空調機整備工事

8月 愛知県江南市 三光設備㈱ 森永乳業㈱中京工場　電気工事

9月 三重県津市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ ＪＡ三重情報センター　ＢＣＰ対策工事
愛知県みよし市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 黒笹団地加圧所　計装設備設置工事Ｒ２
愛知県岡崎市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 大門雨水ポンプ場ほか4施設　電気設備（計装設備）点検業務
愛知県名古屋市瑞穂区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 中部電力パワーグリット㈱瑞穂変電所　33kVC-GCS増設工事　C-GIS搬入据付、甲乙母線接続
愛知県名古屋市守山区 ㈱弘電社 産業技術総合研究所　中部センター　電気設備（電力監視）改修工事
愛知県北名古屋市 北名古屋市 天神中学校　職員室空調機整備工事

10月 愛知県日進市各所 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 愛知中部水道企業団　電気計装設備点検業務委託Ｒ２
愛知県岡崎市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 早川雨水ポンプ場　電気設備工事
愛知県豊田市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ トヨタ車体㈱吉原工場　第１９変台高圧ケーブル更新工事
愛知県碧南市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 衣浦東部浄化センター　電気設備等保守点検整備業務委託
愛知県刈谷市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 落合ポンプ場　雨水施設長寿命化対策工事
愛知県知多市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ ㈱ＬＩＸＩＬ知多工場　特高変電所　77kV　VCT据付工事
三重県伊勢市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 伊勢陸上競技場　大型映像装置横監視カメラ点検作業
三重県四日市市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 大井の川ポンプ場　電気設備機能増設工事
愛知県額田郡幸田町 川北電気工業㈱ ソニーグローバルM&O㈱　幸田サイトエネルギーセンター高圧配電盤VCB更新工事
愛知県知多市 三光設備㈱ 愛知県企業庁知多浄水場　工水受配電設備等更新工事
愛知県知多市 大栄産業㈱ 知多浄水場　工水受配電計装設備更新工事

11月 愛知県名古屋市中村区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 名古屋熱供給㈱　冷却水配管整備（搬入・搬出・据付・撤去）
愛知県名古屋市北区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 福徳ポンプ所　1号雨水ポンプ搬出時付帯作業
岐阜県大垣市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 大垣共立銀行本店　新館　無停電電源装置更新工事
愛知県名古屋市熱田区 川北電気工業㈱ ㈱魚彦　受変電設備改修工事
愛知県春日井市 三光設備㈱ 春日井市高蔵寺浄化センター　汚泥濃縮電気設備工事
愛知県岡崎市 大栄産業㈱ 自然科学研究機構　特高受変電設備工事
愛知県名古屋市中区 ヤンマーエネルギーシステム㈱ NTT三の丸ビル　機器・据付工事・既設撤去工事

12月 愛知県豊田市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ トヨタ車体㈱吉原工場　トランス更新（１３変）　第13変台変圧器更新工事
愛知県名古屋市昭和区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ ＡＴグループ　ランドマークビジョン映像装置点検業務（2020年度下期）
静岡県静岡市清水区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 巴川　能島雨量水位観測局　水位計撤去復旧工事
愛知県名古屋市中区 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 愛知県体育館　還気ファンインバータ盤等改修工事
愛知県みよし市 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 三好ケ丘ポンプ場　自家発電設備修繕工事
愛知県春日井市 三光設備㈱ 春日井市勝西浄化センター　汚泥輸送電気設備工事
愛知県豊田市 大栄産業㈱ トヨタ自動車㈱元町工場　受電保護リレー盤更新工事
愛知県名古屋市中区 ヤンマーエネルギーシステム㈱ ㈱三菱ＵＦＪ銀行　名古屋ビル　電気工事
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