
月 現 場 名 工 事 内 容

1月  コープ野村ヒルズ  共⽤部給排⽔管更新工事

1月  石巻小学校  盤搬入据付工事

1月  気仙沼パークホテル  ボイラー・タンク搬入据付工事

1月  エスパル  機器搬入据付工事

1月  ⼤崎市⺠病院  重量物運搬・据付工事・コア抜き・斫り・デッキ開⼝工事

2月  東北⼤学⻭学部  配管撤去工事

2月  藤崎  リニューアルに伴う撤去工事

2月  仙台駅  厨房フード類撤去搬出作業

2月  ⿊松駅  空調機器搬入・搬出工事

2月  花壇⾃動⾞整備⼤学校  ケミカルアンカー工事

2月  コープ方木田  クレーン楊重作業

2月  仙台市⽴病院  空調機器搬入据付工事

2月  宮城蔵王ロイヤルホテル  コアボーリング・非破壊検査工事

3月  阿部蒲鉾  配管ダクト他撤去搬出工事

3月  仙台市⾼速鉄道東⻄線 卸町変電所  機器搬入据付工事

3月  仙台第一生命タワービル  配管解体撤去工事

3月  仙台三越  配管、ダクト解体搬出工事

3月  陸前⾼田浄化センター  搬入据付工事

3月  丸木医科器械本社増築工事  重量物搬入・架台工事

3月  興和ビル  配⽔管更新工事

3月  三徳化学工業㈱宮城ビル  空調⽤室外機撤去

3月  セルバアリオ  機器搬入据付工事

4月  サテライトレインボーハウス  新築機械設備工事

4月  太陽生命石巻ビル  エアコン更新工事

4月  泉岳少年⾃然の家  消化ポンプ搬入・据付工事

4月  暁星園移転新築工事  スリーブインサート工事

4月  仙台銀⾏本店  配管設備撤去工事

5月  東北新生園  計量器搬入据付

5月  仙台ハイランド遊園地内  更⾐室応急修繕工事・プール⼟間修繕工事

5月  シティビル  搬入据付工事

5月  読売仙台ビル  機器揚方搬入

5月  仙台P-STATION  空調機更新工事

5月  仙台市⽴病院  アンカー打設工事
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5月  アルプスプロセス技術開発センター  コンプレッサー移設工事

5月  広瀬の杜  給⽔管改修工事

5月  タカラスタンダード  消火ポンプ機器搬入据付工事

5月  イオンモール天童新築工事  空調配管工事

5月  ガソリンスタンド  地下タンク廃止工事に係る機器撤去工事

6月  みやぎ県南中核病院  ⾜場組⽴工事

6月  ⻑町サンハイツ  A棟雑排⽔たて管修繕工事

6月  藤崎  ＧＨＰ更新工事

6月  あらた北東北物流センター  室外機・ポンプ搬入据付工事

7月  東北⼤学病院中央診療棟  ダクト撤去工事

7月  仙台東映プラザビル  吸収式冷暖房機溶液抜取及び収集運搬・処分作業

7月  富士フィルム  搬入据付工事

7月  石巻市情報プラザ  機械室ポンプ入替工事

7月  東京エレクトロン東北  仮設⾜場工事

7月  卸商センター  機器搬入据付

7月  岩沼市⽴岩沼小学校  既存品処分

8月  宮城ノーミ  空調機械室内解体搬出・廃棄物運搬処理

8月  仙台ソニー  クーラー取外し復旧工事

8月  読売新聞仙台工場  機器搬入据付工事

8月  ⼤⿊電線  コンプレッサー搬出工事及び輸送

8月  パナソニックエクセルプロダクツ  室外機据付工事

8月  学校給食センター  ボイラー入替工事

8月  東芝仙台ビル  既存⽔槽・架台解体搬出、新規⽔槽・架台搬入

9月  イエローハット  機器搬入据付他工事

9月  仙台サービスセンター  機器搬入・機器撤去

9月  日本セラテック  冷却⽔設備機器搬入据付

9月  郵政福祉五橋ビル  配管解体撤去工事

9月  仙台一番町ビル  解体撤去・搬入据付工事

9月  東京エレクトロン宮城  スクラバー搬入据付工事

9月  卸町物流センター  重量ラックおよび空調機の解体撤去工事

9月  ららぽーと富士⾒  空調設備工事

9月  ⿂町⽔産加工共同排⽔処理災害復旧  ⽔道加圧装置搬入据付工事

9月  三徳化学工業 宮城工場  クリーンルーム解体工事
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9月  エコー療育園  設備修繕工事

9月  花京院スクエア  空調設備搬入据付工事

10月  ⻄原ビル  機器解体搬出、搬入据付工事

10月  トーアエイヨー福島  搬入・据付工事

10月  日本ファインセラミックス第一工場  配管・エアコン解体撤去搬出処分

10月  ドン・キホーテ宮城石巻街道店  重量物搬入工事

10月  ホテルメトロポリタン仙台  配管撤去工事

10月  杜の⾥福祉会  スリーブ工事

10月  仙台銀⾏本店  機械室機器解体搬出運搬工事

10月  仙台市⽴市名坂小学校  重量物搬入搬出工事

10月  飛島建設社屋地  機器撤去、搬出、処分工事

10月  仙台ガーデンパレス  空調改修工事 諸工事

11月  一関市⽴磐井中学校  機器搬入据付及びフェンス解体撤去

11月  仙台市⽴上杉⼭通小学校  濾過器搬出

11月  石巻市公営住宅  加圧給⽔ポンプ搬入据付

11月  仙台地家裁登米支部庁舎  仮設工事 鉄骨搬入組⽴工事

11月  東北⼤学⻄澤潤一記念センター  コイル交換工事

11月  だい久製麺つゆ工場  搬入据付工事

12月  仙台市南蒲生浄化センター  搬入据付工事

12月  ソーラーフロンティア工場  機器搬入据付工事

12月  角田市市⺠センター  太陽光発電施設機器搬入据付工事

12月  ららぽーと富士⾒  室内機追加据付工事

12月  八本松マンション  配管・ダクト撤去、搬出工事

12月  地下鉄南北線仙台駅  撤去材搬出・新設部材搬入揚重工事他
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