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株式会社ミヤデラ断熱　工事経歴書　令和元年～令和3年度 （敬称略　順不同）

首都圏事業部（首都圏第1事業部・第2事業部）（関東地区・千葉出張所含む） 令和4年9月1日

得 意 先 名 物    件    名 得 意 先 名 物    件    名

令和 ㈱朝日工業社 志木市新庁舎建設工事 斎久工業㈱ みなとみらい44街区計画給排水設備新築工事

3年度 三建設備工業㈱ 多摩市立複合文化施設等大規模空調改修工事 三機工業㈱ 横浜銀行事務センター改修工事

三建設備工業㈱ 中央区立月島第二小学校　月島第二幼稚園改修工事 三建設備工業㈱ 野村不動産日本橋大伝馬町ビル新築工事

三辰工業㈱ 東京都交通局都営三田線白山駅排煙及び冷房設備改修工事 新日本空調㈱ 八重洲ニ丁目北地区第一種市街地再開発事業Ａ街区新築工事

昭和鉄工㈱ 渋谷区立上原中学校温水ヒーター更新工事に伴うアスベスト除去工事 新日本空調㈱ ＳＭＣ㈱下妻第二工場　第一期建築工事

ダイダン㈱ 神奈川県立がんセンター蒸気配管断熱ジャケット取付工事 新菱冷熱工業㈱ 中外ライフサイエンスパーク横浜Ｗ-10棟建設工事

大成温調㈱ 横須賀米軍基地628ボイラー室改修工事 新菱冷熱工業㈱ エアトランク印西C棟新築工事

日本空調サービス㈱ 最高裁庁舎改修工事 第一工業㈱ 三菱電機㈱鎌倉工場改修工事

㈱明和美装 都市再生機構飯島団地1-1号棟他26棟外壁修繕その他工事 ㈱大気社 村田製作所横浜工場改修工事

㈱日立プラントサービス 芝浦水再生センター全面曝気用空気弁断熱工事 ダイダン㈱ イオンネクスト誉田顧客フルフィルメントセンター新築工事

中設エンジ㈱ ホ－ムデリカ寄居第一工場新築工事

日本空調サービス㈱ フジクラ本社ビル空調改修工事

日本ファシリオ㈱ 横浜金沢物流センター新築工事

富士古河Ｅ&Ｃ㈱ 中外ライフサイエンスパーク横浜Ｗ-07棟建設工事

三谷産業㈱ 住友不動産水道橋壱岐坂ビル新築工事

横河東亜工業㈱ 社会医療法人社団一成会木村病院移転新築工事

令和 斎久工業㈱ 千葉大学医学系総合研究棟南棟衛生新築工事 ㈱朝日工業社 虎ノ門駅前地区再開発衛生工事

2年度 三辰工業㈱ 警視庁神田警察署庁舎衛生設備改築工事 三機工業㈱ 横浜銀行川崎ビル空調衛生設備新築工事

新菱冷熱工業㈱ 東京都庁第一本庁舎空調設備改修工事 新日本空調㈱ 新橋田村町地区市街地再開発工事

ダイダン㈱ 警視庁神田警察署庁舎空調設備改築工事 新日本空調㈱ 東芝横浜事業所620号棟機械設備新築工事

東洋熱工業㈱ 千葉県がんセンター空調設備新築工事 新菱冷熱工業㈱ ＫＡＭＡＫＵＲＡ空調設備新築工事

第一工業㈱ 旧すみだ中小企業センター機械設備改修工事

㈱大気社 丸紅新本社ビル空調衛生設備新築工事

ダイダン㈱ 日野自動車株式会社古河第7工場新築工事

ダイダン㈱ 日立ハイテクノロジーズ新建屋工事

高砂熱学工業㈱ 東京ガス田町再開発オフィス棟工事

高砂熱学工業㈱ 千葉銀行本店建替計画工事

三谷産業㈱ 所沢西口北街区第一種市街地再開発工事

三谷産業㈱ 東新橋一丁目計画工事

日本ファシリオ㈱ 春日後楽園駅前地区第一種市街地再開発工事

横河東亜工業㈱ 小山小学校屋内運動場空調設備機械設備工事

菱機工業㈱ 理化学研究所 事務棟新築工事

令和 斎久工業㈱ 横浜市新市庁舎移転新築工事　衛生設備工事 ㈱朝日工業社 東京国際空港第2ゾーン計画新築工事

元年度 三機工業㈱ 防衛省船越庁舎新設建築その他工事 ㈱朝日工業社 丸の内1-3計画新築工事フィットアウト工事タワー部分

三建設備工業㈱ 中央区立阪本小学校改築機械設備工事 三建設備工業㈱ 虎ノ門4丁目計画衛生設備工事

高砂熱学工業㈱ 新国立競技場整備事業（第1期） ㈱城口研究所 虎ノ門2-10ヘリテージ（低層ホテル）棟計画

不二熱学工業㈱ 日野市新可燃ごみ処理施設建設工事 新菱冷熱工業㈱ 豊洲2・3丁目地区熱供給事業プラント建設工事

横河東亜工業㈱ 品川区立城南小学校・幼稚園改築空気調和設備工事 新日本空調㈱ 豊洲2丁目市街地再開発事業2-1地区ＡＣ棟新築工事

横河東亜工業㈱ 品川区立後地小学校校舎改築その他機械設備工事 新日本空調㈱ ＯＨ－1計画新築工事（三井物産本社再開発）

菱機工業㈱ 有明テニスの森公園有明コロシアム改築その他衛生設備工事 ㈱大気社 村田製作所横浜熱源更新工事

高砂熱学工業㈱ 渋谷駅街区東棟新築工事

第一工業㈱ 三菱電機㈱鎌倉製作所新衛星生産棟他新築工事

ダイダン㈱ 東京女子医科大学河田町キャンパス新校舎棟2新築工事

ダイダン㈱ 東京国際空港第2ターミナル国際線施設建設工事

日本ファシリオ㈱ 昭和女子大学西キャンパス整備計画新築工事

菱機工業㈱ 立飛みどり地区プロジェクトＡ-2地区新築工事

年度
官　　庁　　関　　係 民　　間　　関　　係



株式会社ミヤデラ断熱　工事経歴書　令和元年～令和3年度 （敬称略　順不同）

名古屋支店（四日市出張所含む、東海地区） 令和4年9月1日

年度 官　　庁　　関　　係 民　　間　　関　　係

得 意 先 名 物    件    名 得 意 先 名 物    件    名

令和 東洋熱工業㈱ 愛知県ジブリパーク　1階・屋内屋根上ダクト配管保温工事 日立ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱ ニプロファーマ伊勢ＥＣ棟新築空調設備工事

3年度 シブヤパイピング工業㈱ 羽島市新庁舎建設工事(機械設備) 日本設備工業㈱ 豊田自動織機東浦　織機東浦熱熱対策工事

日本ファシリオ㈱ 岐阜大学(柳戸）応用生物科学部校舎(A棟）Ⅳ期改修機械設備工事 ㈱テクノ菱和 イビデン㈱大垣中央事業場第2UTY棟熱源・コンプレッサー設置工事

大成設備㈱ 令和2年度　名古屋港湾合同庁舎空調設備改修工事 斎久工業㈱ 三菱UFJ銀行名古屋ビル　新築工事　給排水衛生設備工事

川崎設備工業㈱ 各務原市新庁舎　建設工事(機械設備） ㈱朝日工業社 名古屋造形大学移転新築機械　保温・遮音工事

ダイトー㈱ 国立長寿医療研究センター外来管理治療棟増築衛生工事 新日本空調㈱ キオクシア㈱四日市工場270棟第1期機械設備工事

第一工業㈱ 愛知県警天白警察署改修断熱工事 ㈱前川製作所 栄屋乳業㈱　矢作工場　アイスクリーム製造用冷凍機更新工事

ユニオンテック㈱ 大垣競輪場宿舎棟改修工事 高砂熱学工業㈱ 名古屋国際高等学校寮新築工事

新菱冷熱工業㈱ 浜松医科大学医療機能強化棟空調換気設備工事 新菱冷熱工業㈱ 名古屋ビルディング東館新築工事

日本ファシリオ㈱ 愛知教育大学(井ヶ谷)総合研究棟(創造科学系）改修機械設備工事 ダイダン㈱ キオクシア㈱ATC50棟改修工事

安田電気暖房㈱ 三輪南小学校体育館空調機設置工事 東洋熱工業㈱ イオン則武　商業棟3F保温工事

新日本空調㈱ 名古屋市国際展示場新第1展示館新築工事 不二熱学工業㈱ 中央コンサルタンツ新社屋工事

川崎設備工業㈱ 各務原市庁舎　アスベスト撤去工事 三建設備工業㈱ 特定医療法人瞕純会　新武内病院建設整備事業

東洋熱工業㈱ 武豊町温水プール　B1F・1Fエリア保温工事 三菱重工冷熱㈱ ㈱ヒューテックノオリン中部　第三期冷蔵庫新築工事

ユニオンテック㈱ 養老町庁舎機械設備改修工事 第一工業㈱ 名古屋駅既存施設改修工事

日本設備工業㈱ 名古屋第2地方合同庁舎空調設備改修工事 ㈱城口研究所 ㈱豊田自動織機　小山社宅建替工事

中日防災㈱ 川名駅消火設備改修工事 富士古河Ｅ＆Ｃ㈱ フタムラ化学㈱大垣工場　ＩＬＦ1号上水配管保温工事

シブヤパイピング工業㈱ 名古屋市東庁舎ボイラー更新工事 オーク設備工業㈱ キオクシア㈱四日市工場270棟第1期機械設備工事

令和 ダイダン㈱ 名古屋大学工学部2号館空調改修工事 富士古河E＆Ｃ㈱ ㈱光陽改築工事

2年度 須賀工業㈱ 日本銀行名古屋支店空調等改修工事 東洋熱工業㈱ 真光高山多目的2階機械室変更保温工事

シブヤパイピング工業㈱ 岐阜市新庁舎建築機械設備工事 新菱冷熱工業㈱ 中部国際空港2020年度エネルギーセンター冷水供給予備力増強工事

新菱冷熱工業㈱ 新市立島田市民病院空気調和設備工事 ㈱テクノ菱和 三菱重工業㈱小牧南204工場ABCブース空調機更新工事

㈱光電業社 蟹江町保健センター改修工事 森松工業㈱ アマダ土岐事業所新工場築造工事

戸島工業㈱ 岐阜市新庁舎立体駐車場建築機械設備工事 新日本空調㈱ 新山口駅北地区拠点施設建設工事

斎久工業㈱ 桑名市健康増進施設新築工事給排水衛生並空気調和設備工事 日本設備工業㈱ デンソー幸田ガスエンジン発電機外部配管工事

川崎設備工業㈱ 各務原市緑苑小学校給食室改修工事 三建設備工業㈱ 金城学院大学Ｅ1棟新築工事

ダイダン㈱ 名古屋市科学館機械設備保温工事 ㈱前川製作所 シモハナ物流株式会社一宮第三センター配管等防熱工事

㈱シブヤメンテル 名古屋市立桶狭間小2年次リニューアル衛生改修工事 新日本空調㈱ 豊田自動織機東知多704工場新築工事

日本ファシリオ㈱ 国立愛知教育大学総合研究棟改修機械設備工事 菱和エアコン㈱ イビデン㈱大垣中央事業場セル5-4ＳＡＰ4エリア空調給排気設備工事

東邦動力工業㈱ 名古屋市博物館空調設備改修工事 高砂熱学工業㈱ デンソー善明1202工場新築工事

桜工業㈱ 四日市市庁舎衛生設備改修工事 ㈱朝日工業社 ららぽーと東郷空調衛生設備新築工事

愛豊管工㈱ 豊田市立根川小学校衛生改修工事 川崎設備工業㈱ 川崎重工業㈱岐阜工場大型機組立修理改修工事

日本ファシリオ㈱ 三重大学(人文)校舎改修機械設備工事 ㈱大気社 ㈱村田製作所村田野洲G2棟増築工事

ユニオンテック㈱ 岐阜市立岐阜中央中学校体育館空調機設置工事 斎久工業㈱ 名古屋市栄一丁目計画給排水衛生空気調和設備新築工事

安田電気暖房㈱ 岐阜市立合渡小学校体育館空調機設備工事のうち熱絶縁工事一式 ダイダン㈱ 日特小牧Ａ-TEC新築工事

不二熱学工業㈱ 岡崎市自然科学研究機構ライフライン再生工事 ユニオンテック㈱ ＮＢＣ輪之内工場3Ｐ新築工事

令和 三建設備工業㈱ 四日市市中央緑地体育館機械設備新築工事 ㈱大気社 福井村田EC2棟新築工事

元年度 東邦ガスエンジニアリング㈱ 四日市市立小学校空調改修工事(夏期） ㈱トーエネック 日本ガイシ瑞穂 新Ｅ１棟新築工事

富士古河E＆C㈱ 名古屋大学情報基盤センター機械設備改修工事 シブヤパイピング工業㈱ NTテクノ高取工場新築工事

新菱冷熱工業㈱ 垂井町新庁舎機械設備建設工事 菱和エアコン㈱ イビデン大垣中央セル5-4実装工事2期改修工事

高砂熱学工業㈱ 愛知県大規模展示場機械設備新築工事 ㈱城口研究所 名古屋市東区泉１丁目再開発建設工事

新菱冷熱工業㈱ 瀬戸市立小中一貫校機械設備建設工事 高砂熱学工業㈱ 愛三工業新本館空調設備新築工事

ダイダン㈱ 久居市ホール機械設備新築工事 高砂熱学工業㈱ デンソー安城パワエレ開発棟新築工事

川崎設備工業㈱ 名古屋市立東部医療センター空調新築工事 新菱冷熱工業㈱ 中部国際空港新旅客ターミナルビル空調換気設備新築工事

三建設備工業㈱ 大垣市庁舎機械設備新築工事 新菱冷熱工業㈱ 中日新聞大府新工場空調設備新築工事

不二熱学工業㈱ 国立愛知教育大学機械設備改修工事 新菱冷熱工業㈱ オプテス敦賀日本ゼオン工場増築工事

㈱高千代熱学社 尾張旭市役所北庁舎空調設備改修工事 新日本空調㈱ トヨタ紡織ものづくり革新センター新築工事

安田電機暖房㈱ 岐阜市立北小学校空調機設置（空調）工事 ㈱朝日工業社 富士フイルム和光純薬㈱第二製造棟新築工事

シブヤパイピング工業㈱ あま市立新学校給食センター機械整備事業建設工事 ㈱朝日工業社 日東電工亀山事業所新築工事

第一工業㈱ 北名古屋市立ごみ処理機械設備場建設工事 ㈱前川製作所 やまひろ関東防熱工事改修工事

富士古河E＆C㈱ 名古屋大学情報基盤センター機械設備改修 ダイダン㈱ トヨタ紡織本社新築工事

川崎設備工業㈱ 桑名総合医療センター空調改修工事 ダイダン㈱ デンソー本社新厚生センター新築工事

新菱冷熱工業㈱ 名古屋市交通局伏見駅機械設備改修工事 新日空サービス㈱ 中電本店ビル西館空調熱源システム改修

ユニオンテック㈱ 岐阜市立長良小学校校舎及び体育館建築機械設備工事 シブヤパイピング工業㈱ 日本特殊陶業小牧事業所改修工事



株式会社ミヤデラ断熱　工事経歴書　令和元年～令和3年度 （敬称略　順不同）

北陸支店（石川・福井・富山・新潟） 令和4年9月1日

得 意 先 名 物    件    名 得 意 先 名 物    件    名

令和 菱機工業㈱ 新石川県立図書館新築工事機械設備工事 菱機工業㈱ イオンモール白山新築工事

3年度 菱機工業㈱ 金沢市立高岡中学校空調増強工事 菱機工業㈱ 高松機械工業新北部工場新築工事

菱機工業㈱ 新潟県立大学3号館新築工事機械設備工事 菱機工業㈱ 福井厚生病院新築工事

三谷産業㈱ 金沢市アートホール大規模改修工事空調設備工事 菱機工業㈱ ㈱ウオロク生鮮デリカセンター新築工事

三谷産業㈱ 金沢市立こども図書館新築工事給排水衛生設備工事 ㈱朝日工業社 森永北陸乳業㈱福井チルド配管工事

三谷産業㈱ 小松市小松総合体育館空調設備工事機械設備工事 三機工業㈱ ポルテ金沢屋上配管更新工事

三機工業㈱ NHK新富山放送会館建設工事 ダイダン㈱ 救急薬品工業ラック倉庫増築・NF棟実装工事

㈱増田空調 敦賀市庁舎敦賀美方消防組合消防庁舎建設工事機械設備工事 ダイダン㈱ リードケミカル日俣新研究棟衛生設備工事

㈱増田空調 おおい町SEE SEA PARKチャレンジショップ棟整備工事機械設備工事 新菱冷熱工業㈱ JR富山駅NKビル開発新築工事

㈲鈴信電設 富山県食品研究所空調増強工事 ㈱大気社 福井村田製作所各棟レイアウト改修工事

北陸設備工業㈱ 富山大学付属病院トリアージ施設新営その他工事 森商事㈱ ダイト㈱第七原薬棟新築工事

㈲寺崎設備工業 富山大学五福人間発達科学部第3棟改修工事機械設備工事 サンライフエンジニアリング㈱ 西新潟健診プラザ新築工事

㈱千代田設備 新潟大学通学生会館新築工事 北陸電気工事㈱ クレアホームズ富山上本町保温工事

㈱千代田設備 新潟県庁舎ターボ冷凍機更新工事 轟産業㈱ 東洋クオリティワン川越タンク・配管保温ラッキング工事

㈱大二工業 新潟市立東特別支援学校改修工事 テクノ菱和㈱ 山南合成化学㈱第二工場建設工事に伴う機械設備工事

新潟ノーミ㈱ 新潟市東区役所泡消火設備改修工事 ホクトー㈱ 大和第三工場新設工事機械設備工事

令和 菱機工業㈱ 津幡町新庁舎・福祉センター機械設備工事 ダイダン㈱ 伸晃化学川北工場新築工事

2年度 菱機工業㈱ 新潟大学医学系校舎共同研究棟他改修機械設備工事 ㈱大気社 福井村田製作所レイアウト改修工事

菱機工業㈱ 射水市海竜スポーツランド熱源改修工事 ㈱大気社 福井村田製作所Ｅ棟3階実装工事

菱機工業㈱ 北陸新幹線加賀温泉駅信通機器室機械設備工事 ㈱大気社 ＡＦＴプログラフＳＤＦ製造ライン増設工事

菱機工業㈱ 志賀町立富来病院空調熱源更新改修工事 ㈱大気社 辰巳化学松任工場G号棟増築工事

菱機工業㈱ かほく市立七塚小学校衛生設備改修工事 三機工業㈱ 小林化工㈱矢地第一工場増設工事

㈱千代田設備 新潟大学学生会館新築工事機械設備工事 三機工業㈱ デンカ生研㈱NVP-42建設工事

㈱千代田設備 新潟市水族館マリンピア日本海機械室ダクト更新工事 ㈱朝日工業社 森永北陸乳業㈱福井STEP2工事

㈱千代田設備 新潟市文書館改修工事機械設備工事 北陸電気工事㈱ 東京セロレーベル越前工場新築工事

㈱ダイダン 北陸新幹線敦賀新信通機器室機械設備工事 北陸電気工事㈱ 総曲輪三丁目商業ゾーン1階改修工事

第一電機工業㈱ 旧小松市立西尾小学校跡地活用事業整備工事（機械設備） 三谷産業㈱ 清水建設㈱北陸支店社屋新築工事

北陸設備工業㈱ 富山大学付属病院ライフライン再生給排水設備改修工事 日本空調北陸㈱ 信越化学工業工場棟改修工事

北陸設備工業㈱ 富山運輸支局庁舎空調設備改修工事 森商事㈱ ダイト㈱第八製剤棟2期工事

三谷産業㈱ 石川県公立羽咋病院空調改修工事 ホクトー㈱ プレミア高岡駅前新築工事

吉水建機㈱ 富山市岩瀬汚水中継ポンプ場設備改修工事 高砂熱学工業㈱ ＴＰＳＣｏ魚津ＰＬＡＮ37空調改修工事

新潟興業㈱ 新潟西警察署庁舎空調設備改修工事 アズエンジニアリング㈱ 日本純良薬品工業㈱ＤＳＰ五協D3工場建設工事

北山設備㈱ 福井県立丸岡高校体育館リノベーション機械設備工事 ㈱新潟施設 ブルボン新発田工場新築工事

㈱森工業 金沢市立南小立野小学校煙道改修工事 菱機工業㈱ 金沢百番街改修工事

令和 日立グローバルライフソリューションズ㈱ 富山市民病院手術部門増改築工事 ㈱朝日工業社 新潟太陽誘電4号棟衛生ユーティリティ新築工事

元年度 ㈱三晃空調 福井地方裁判所・福井家庭裁判所庁舎空調設備改修工事 ㈱日立プラントサービス 東洋紡ＴＦＣ増設改修工事

㈱三晃空調 敦賀駅上下乗換線機械設備新設他改修工事 北陸電気工事㈱ 富山市総曲輪3丁目再開発計画新築工事

第一電機工業㈱ 石動駅周辺整備二期工事 ㈱大気社 福井村田製作所E棟EC棟新築工事

㈱森工業 石川県立加賀聖城高等学校校舎煙突改修工事 ㈱大気社 福井村田製作所各棟レイアウト改修工事

㈱森工業 石川県立工業高等学校同窓会館煙突改修工事 日栄商事㈱ 澁谷工業若宮新築工事

北山設備㈱ 坂井市丸岡総合福祉保健センター空調設備改修工事 オーク設備工業㈱ 加賀東芝201号棟改修工事

㈱千代田設備 新潟市立牡丹山小学校大規模改造衛生暖房設備工事 三谷産業㈱ 富士通ＩＴプロダクツかほく市１棟空調改修工事

㈱千代田設備 新潟市音楽文化会館空気調和設備改修工事 新菱冷熱工業㈱ インターナショナルブランドホテル新築工事（ホテル棟空調）

元結管工㈱ 福井県立羽水高等学校トイレ洋式化衛生改修工事 三機工業㈱ デンカ生研42号棟新築工事

三谷産業㈱ 石川県立武道館空調設備整備等工事 ㈱新潟施設 ブルボン新発田工場新築工事

三谷産業㈱ 石川県立学校空調設備整備工事 ㈱森商事 アステラス富山工場抗体商用棟　空調衛生

菱機工業㈱ 新潟大学（旭町）医学系校舎共同研究棟他改修機械設備工事 ダイダン㈱ 大塚製薬富山工場コージェネ工事

菱機工業㈱ 石川県食肉検査所空調設備取り替え工事２ ダイダン㈱ ロキテクノ滑川工場新築空衛

菱機工業㈱ 入善町体育館熱源改修工事 新日本空調㈱ 東芝メモリ岩手510棟新築工事

道傳設備㈱ 福井刑務所収容棟便所改修工事及び浴室等衛生改修工事 菱機工業㈱ イオンモール高岡増築工事空衛

北陸電気工事㈱ 富山駅前交番庁舎新築工事 ㈱日本空調北陸 信越化学工業工場棟改修工事

年度
官　　庁　　関　　係 民　　間　　関　　係



株式会社ミヤデラ断熱　工事経歴書　令和元年～令和3年度 （敬称略　順不同）

産業プラント事業部 令和4年9月1日

得 意 先 名 物    件    名 得 意 先 名 物    件    名

令和 ジャパンマリンユナイテッド㈱ 修理艦「いずも」定検・改造工事 ジャパンマリンユナイテッド㈱ Sno.4045「汐路丸」保温・防熱工事

3年度 ジャパンマリンユナイテッド㈱ 修理艦「あすか」年検工事 ジャパンマリンユナイテッド㈱ Sno.4039「鳳翔丸」保温・防熱工事

ジャパンマリンユナイテッド㈱ 修理艦「たかなみ」年検工事 ㈱大気社 三菱UFJ銀行　Ｎ3計画空調設備工事

ジャパンマリンユナイテッド㈱ 修理艦「まや」年検工事 ㈱大気社 ロート製薬上野C棟新築空調衛生工事

ジャパンマリンユナイテッド㈱ 修理艦「おおなみ」年検工事 ダイダン㈱ トヨタテクニカルセンター下山東工区(ダイダンエリア)空調設備保温工事

三機工業㈱ 豊田自動織機東浦新工場空調設備工事

高砂熱学工業㈱ ホクト三重きのこセンター新築工事

パナソニック環境エンジニアリング㈱ プライムプラネットエナジー＆ソリューションズ㈱徳島工場　電解液ライン保温工事

令和 高砂熱学工業㈱ 常滑市庁舎　空調設備工事 高砂熱学工業㈱ ららぽーと東郷新築空調設備保温工事

2年度 ㈱サム・コーポレーション 岐阜県シンクタンク庁舎衛生設備改修工事 高砂熱学工業㈱ エーザイ川島新工場計画空調設備保温工事

三機工業㈱ 伏見駅乗降場空調設備更新工事 三機工業㈱ トヨタ自動車㈱トヨタテクニカルセンター中工区宅盤6空調設備保温工事

ジャパンマリンユナイテッド㈱ 平成28年度計画護衛艦28DDG「はぐろ」建造工事 三機工業㈱ デンソー本社パワトレ　環境試験室新設工事

ジャパンマリンユナイテッド㈱ 修理艦「きりしま」定検工事 三機工業㈱ キオクシア四日市工場250棟改修工事

ジャパンマリンユナイテッド㈱ 修理艦「むらさめ」年検工事 ㈱エアープロダクト トヨタ本社　原動力水素発電導入工事

ジャパンマリンユナイテッド㈱ 修理艦「いかづち」年検工事 ㈱大気社 岡山村田G棟新築空調設備保温工事

ジャパンマリンユナイテッド㈱ 修理艦「たかなみ」年検工事 ㈱大気社 大同大学新キャンパス建設　空調衛生設備工事

ジャパンマリンユナイテッド㈱ 修理艦「おおなみ」年検工事 ㈱大気社 トヨタ自動車㈱トヨタテクニカルセンター中工区宅盤5空調設備保温工事

ジャパンマリンユナイテッド㈱ 修理艦「ちよだ」年検工事 ㈱ヤクルト本社 ヤクルト中央研究所　エネルギー棟保温増強工事

ジャパンマリンユナイテッド㈱ Sno.5222「FEDNAV」建造工事

令和 ジャパンマリンユナイテッド㈱ 平成27年度計画護衛艦27DDG「まや」建造工事

元年度 ジャパンマリンユナイテッド㈱ 平成29年度1000トン型巡視船「つるが」建造工事

ジャパンマリンユナイテッド㈱ 平成30年度試験艦「あすか」定期検査工事

年度
官　　庁　　関　　係 民　　間　　関　　係



【本社及び事業所】
◎ 本社 〒140-0004 東京都品川区南品川5-3-10 03-3474-3620

○ 首都圏第1事業部 〒140-0004 東京都品川区南品川5-3-10 03-3474-3621

○ 首都圏第2事業部 〒140-0004 東京都品川区南品川5-3-10 03-3474-3621

・ 千葉出張所 〒277-0872 千葉県柏市十余二594-1 0471-57-0705

・ 木更津事業所 〒292-0804 千葉県木更津市文京4-5-34 0438-38-5297

○ 名古屋支店 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-6-25 052-201-3551

・ 四日市出張所 〒510-0066 三重県四日市市南浜田町4-28 0593-52-8391

・ 名古屋セントラル工場 〒490-1144 愛知県あま市下萱津九反田59 052-433-1439

○ 北陸支店 〒921-8062 石川県金沢市新保本3-20 076-259-0180

・ 富山出張所 〒930-0041 富山県富山市向川原町4-8 076-492-6651

・ 福井出張所 〒918-8116 福井県福井市大町14-218　 0776-36-0172

・ 新潟出張所 〒950-0932 新潟県新潟市中央区長潟3-6-12 025-286-6682

○ 産業プラント事業部

名古屋(名古屋支店内) 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-6-25 052-201-3551

東京 〒140-0004 東京都品川区南品川5-3-10 03-3474-3621

横浜連絡所 〒235-0032 横浜市磯子区新杉田町12番地 045-753-6581

ジャパンマリンユナイテッド株式会社

磯子工場内　協力会事務所

○ 株式会社新光ネクスト 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀2-1-24 06-6441-9251

【営業】
○ 建築設備工事　　　　空調及び衛生設備--- 保温・保冷・防露・断熱・防音・防振の各工事

○ 船舶工事　　　　　　機関室及び居住室--- 保温・保冷・防露・断熱・防音・防振の各工事

○ プラント工事　　　　各種プラント------- 保温・保冷・防露・断熱・防音・防振の各工事

○ アスベスト除去工事　各種除去 ---------- アスベストの除去・復旧工事

○ CO2削減対策工事 ----------------------- 放熱防止・遮熱対策の各工事

○ 各種断熱材・成型品販売 ---------------- グラスウール・ロックウール・発泡ゴムなど販売

【建設業許可】
＊ 一般又は特定建設業の別 ---------------- 一般建設業

＊ 許可を受けた建設業 -------------------- 熱絶縁工事業

＊ 許可番号 ------------------------------ 国土交通大臣許可（般－4）第　22157　号

＊ 許可年月日 ---------------------------- 自：令和4年5月15日

至：令和9年5月14日

(令和4年9月1日現在）
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