
月 現 場 名 工 事 内 容

 仙台サンプラザ 足場架け払い工事

エスパル仙台店 搬入据付工事

 仙台市太白区秋保総合支所庁舎 室内外機入替工事

 仙台市泉文化創造センター 足場工事

 石巻赤十字病院 空調衛生設備搬入据付工事

 東北公済病院 医療ガス設備工事 重量運搬・アンカー打設工事

 富谷町コストコ 室外機搬入工事

 地下鉄勾当台公園駅 既存設備撤去搬出工事 新設機器搬入据付工事 

スズキ部品センター 消火ポンプ・空調室外機搬入据付工事

イトーヨーカドー石巻あけぼの店 省エネ改修推進事業工事

 大興水産 冷凍機搬入据付工事

 三菱化工機 電気設備機器搬入据付工事

 ⻑町街苑パークマンション 給水設備改修機器搬入据付工事

 復興創価学会東北文化会館 機器搬入据付工事

 Ｄプロジェクト仙台泉 消火栓ポンプ搬入据付工事

 東北新生園 第一水源地ポンプ搬出入他工事

 国⽴医療所東北新生園 既存機器類撤去・搬入据付工事

 東北中央病院 機器搬入据付工事

 卸町コミュニティプラザ 足場工事

陸上⾃衛隊 給気設備搬入据付工事

 地下鉄南北線 送風機入替工事

 東北公済病院 機器搬入据付工事

 仙台衛生研究所 アスベスト含有物撤去工事

リコーインダストリー チラー搬入据付工事

 太陽生命 仙台ビル 機器搬入据付工事

フードマーケットフジサキ 受水槽撤去・処分工事

 日本ドライケミカル 工事機械設備機器搬入据付

 三越大河原店 RF楊重工事

 石巻市⽴病院衛生空調設備工事 FCU吊込他工事

 仙台市博物館 AHUコイル入替工事

 塩釜市下水道災害復旧 制御盤搬入据付作業

 東北大学（⻘葉⼭1）マテリアル・開発系
 実験棟新営その他機械設備工事

アスベスト撤去工事
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3月  羽生クリニック 既存機器解体搬出工事

 ⽥中貴⾦属工業 ターボ冷凍機搬入据付工事

 東北テクノカーボン 液化窒素ＣＥ貯槽撤去処分工事

 石巻市水産総合振興センター 建設機械設備機器搬入据付工事 

 鳴子ホテル 配管解体撤去工事

 宮城カオス古川店 撤去解体工事

 興和ビル 排煙ダンパー駆動装置交換工事 

 東京エレクトロン東北 空調機搬入据付工事

 泉中央78街区 機器搬入据付工事

 東北大医学部 配管ダクト撤去工事

 東北大医学部 配管撤去・仮設消火設置

 日鐵住⾦建材 蓄圧給水装置撤去工事

 仙台市消防局・⻘葉消防庁舎 既存設備撤去搬出工事 新設機器搬入据付工事

 日鐵住⾦建材 加圧給水装置更新工事

 ハーフムーンビル エアコン据付工事

 東北大学 機械設備撤去工事

 東洋ゴム工業 空調配管撤去工事

 復興創価学会東北文化会館 耐震工事

 ⽼⼈保健施設杜の倶楽部 冷温水発生器・冷却塔搬入据付工事

 東京エレクトロン東北 冷却水増強機器基礎工事

 トヨテツ東北工場増改修 機器搬入据付工事

 仙台第一生命タワービル 空調搬入据付工事

 ⽼⼈保健施設杜の倶楽部 アスファルト補修舗装工事

 藤崎 耐震補強工事・GHP更新

 仙台白百合学園 PAC増設工事

 仙台病院  ボイラー及び附属機器撤去・解体・煙道 煙突撤去・解体工事

 仙台オープン病院 プラント撤去工事

 ⼥川町地⽅卸売市場 アンカー打設工事

 東北大学 機器搬入据付工事

 東洋ゴム工業 外部足場掛払工事

 東北大医学部 外部足場架け払い工事

 宮城病院 既存給湯管・流し類撤去処分工事

 仙台市⽴⼈来⽥中学校 受水槽解体・搬出
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 ホテルメトロポリタン仙台 配管撤去工事

 アトラスタワー 既存ポンプ撤去・新規ポンプ据付

 気仙沼郵便局 搬入据付工事、解体撤去工事

 国⾒⼩学校 配管撤去搬出工事

 東北大医学部 仮設設備撤去工事

 復興創価学会東北文化会館 穴明補修工事・耐震工事・架台工事

 ソニー白石更新工事 冷凍機搬入据付工事

 泉中央78街区 送風機搬入・据付工事

 大内医院 ボイラー撤去工事

 七十七日生盛岡ビル 搬入据付工事

 トヨテツ東北 機器搬入据付工事

 ⿅島東北支店ビル パーテーション、移動棚等撤去什器場内搬出工事

 松⽥病院MRI室改修工事機械設備工事 既設機器撤去・新設機器搬入据付工事

 七十七日生盛岡ビル 既存設備撤去搬出工事 新設機器搬入据付工事

 松⽥病院 加工管荷揚げ据付工事

 荏原商事 電気室機器搬入・据付工事

 大富⼩学校 足場架け払い工事

 東北大学病院 排水処理設備機器据付工事

 古川駅 石綿除去工事

 東北大医学部 配管撤去工事

 東北大学 ポンプ入替工事

 ベルビュコート仙台 電気温水器入替工事

 佐沼郵便局 配管撤去工事

 泉中央78街区 機器搬入据付工事

 仙台高地裁庁舎 機器搬入据付工事

 新幹線総合⾞両センター 機器搬入据付工事

 仙台第一生命タワービルディング 空調機解体撤去工事

 伊⼾浦川排水機場 機器搬入・据付工事

 雄勝地区⼩・中学校 機器搬入据付工事

 石巻健康センター 機器撤去・搬入・据付工事

 弘前総合保険センター 空調機搬入組⽴工事

 DOWAセミコンダクター秋⽥㈱ コイル搬入据付工事

 ホテルグリーンライン 空調機器搬出搬入据付工事
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10月  こんの 鉄骨建屋解体撤去工事

 東京エレクトロン東北 チラー搬入据付工事

 仙台市⻘葉消防署 アスベスト撤去工事

 東北新生園 貯湯槽移設工事

 鶴ヶ谷第一住宅 スリーブ工事

 ベルモナーク台原 受水槽揚⽅搬入工事

 仙台三越 高架水槽揚⽅搬入工事

 仙台三越 仮設足場組み⽴て他工事

 ⼭形中心局舎 仮設工事 パッケージエアコン入替工事

 大町電⼒ビル 既存設備撤去搬出工事 新設機器搬入据付工事 

 仙台⾞両センター 機器揚⽅搬入工事

 仙台三越 機器搬入据付工事

 エスパル仙台 足場工事

 東京エレクトロン4号棟CR5〜8空調改修工事 搬入据付工事

 ソニー白石 冷凍機搬入据付工事

 NTKセラテック 機器搬入据付工事

 ⼭形⾞両センター 配管撤去工事

 トーアエイヨー福島工場食堂棟 PAC更新・搬入据付工事

 梨⽊畑地区排水施設 機器搬入及び据付工事

 コーディアルハウス 仮設受水槽搬入・搬出工事

 泉中央78街区 屋上機器搬入・据付工事

 トーアエイヨー PAC更新工事・搬入据付工事

 新幹線総合⾞両センター 配管撤去工事

 古川駅 煙道保温 石綿除去工事
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