
月 現 場 名 工 事 内 容

 山形中心局舎 仮設工事／機器入替工事

 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 

 星陵あすか病院 給排水衛生設備工事機器据付／空調換気設備工事機器据付

エスパル冷蔵庫系統冷却塔 搬入据付工事

 仙台ガーデンパレス 冷却塔修繕工事

 仙台森紙業 ボイラ撤去・搬入工事

 仙台ソニー 撤去工事

 幹総熱源 搬入据付工事

 泉中央店舗棟 屋上機器搬入据付工事

トーアエイヨー福島工場食堂棟 PAC搬入据付

 新幹線総合⾞両センター 解体撤去工事

タカノフーズ 搬入据付工事

 越の浦汚水中継ポンプ場 アスベスト含有スレート材撤去工事

 仙台衛生研究所 ドラフトチャンバー撤去搬出工事

 七⼗七銀⾏研究所 エアコン更新

 古川駅 煙道保温 石綿除去工事

 利府基地 機器搬入据付工事／撤去作業

 東北管区警察学校 トランス入替工事

 （仮称）アライライブホール 機器搬入据付工事

 仙台⼤学 空調機搬入据付工事

 仙台市荒浜小学校校舎 消火機器搬入・据付工事

 日東電工QCセンター 空調機器搬入据付工事

 （仮称）シニアライフ天童 室外機・ポンプ搬入据付工事／温水器搬入据付工事

 ⿅島東北⽀店ビル ブロック壁解体搬出工事

 日本製紙石巻雲雀野発電所 盤搬入据付工事

 仙台市葛岡工場 空調機器搬出入工事

 仙台市体育館競技場 既存配管撤去搬出工事

 仙台ニコン 機器搬入据付工事

 東北⼤学（病院）中央診療棟 供給元装置運搬据付工事／既存改修工事（仮設消火栓設置）

 東京エレクトロン東北事務棟 換気設備改修工事

 仙台⼤学第四体育館 ダクト用架台設置工事

 日本銀⾏仙台⽀店営業所 空調改修工事／諸工事

 葛岡清掃工場 基幹的改良工事機械設備工事／搬入据付工事

2月

1月

3月
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 救護施設太白荘 機器搬入据付工事

 デンソー岩手 撤去作業

 登⽶市⽴豊⾥病院 医療ガス供給機器更新工事

 山形酒田ビル 厨房機器撤去工事

 鳴子温泉星沼 鉄骨・コンクリート基礎解体撤去

 （仮称）アライライブホール キュービクル搬入据付工事

 仙台三越本館 建築工事（足場架け払い）

 仙台市体育館競技場 送風機撤去・据付・石綿撤去搬出

 仙台国際空港 機器搬入据付工事／撤去作業工事／諸作業

 佐沼郵便局 撤去工事（アスベスト処理共）

 エイアンドティー江刺工場 搬入据付工事

 市⽴角館総合病院 機械室足場架け払い工事

 仙台市若林消防署 送風機搬入据付工事

 霞目駐屯地 撤去工事 他

 盛岡フェザン 機器搬入据付工事

 デンソー岩手 諸工事

 アルプスプロセス技術開発センター 撤去・搬出工事

 藤崎 諸工事

 仙台市科学館 諸工事

 河北総合⽀所 新設発電機搬入据付工事

 ⼥川ずい道地区災害公営住宅 給水ポンプ搬入据付工事

 麓山浄水場 自家発電設備撤去その他工事

 高砂ビル 給水設備改修工事

 仙台⻄多賀病院ボイラー室 ポンプ搬出入据付工事

 仙台⻄多賀病院外来診療棟 機器搬入据え付け工事一式

 宮城病院 給食棟排水管撤去工事

 NTKセラテ本社第三工場 コンプレッサー搬入据付工事

 仙台市鶴ヶ⾕第一市営住宅団地 ブースターポンプ搬入据付工事

 仙台オープン病院救急センター棟 資材移動楊重作業

 新幹線総合⾞両センター 機器・配管・ダクト撤去工事

 あおば通駅 足場架払工事

 高砂コンテナターミナル 空調機器搬入・設置

 TBM白石工場 搬入据付工事

5月

3月

4月
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 仙台冷蔵倉庫 搬入据付工事

 地下鉄南北線五橋駅外2駅 機器搬入据付・撤去

 河北総合⽀所 既設発電機撤去工事

 気仙沼信用⾦庫本店 ダクト解体撤去工事

 東京エレクトロン東北 搬入据付工事

 秋田キャッスルホテル 石綿含有ハードセメント除去工事

 （仮称）東四⻘果食品市場 土工諸工事

 日本郵政グループ仙台ビル 撤去工事

 気仙沼信用⾦庫本店 ダクト解体撤去工事

 TMEJ七ツ森寮 キューピクル入替工事

 みやぎ生協仙台中央センター 新築工事／機器搬入据付工事

 宮城スバル自動⾞㈱⻑命ヶ丘店 新築工事／機器搬入据付工事

 クラックス 1階テナント入居工事／機器搬入据付工事

 興和ビル オイルタンク修繕工事／諸工事

 日本自動⾞連盟 膨張タンク更新工事／諸工事

 気仙沼向洋高 機器搬入据付

 日本生命仙台NSビル 貯湯槽撤去搬出工事他

 東北⼤学（⻘葉山1） 撤去工事（機器、配管、ダクト）

 気仙沼合同庁舎 発電機据付工事

 七⼗七日生盛岡ビル 搬入据付工事

 麓山浄水場 土木一式工事

 東京エレクトロン宮城 機器搬入据付工事

 旧ケーズデンキ気仙沼店 エアコン機器撤去工事

 地下鉄南北線五橋駅外2駅 機器搬入据付・撤去工事

 宮城教育⼤学 足場組⽴工事

 ⿅島 東北⽀店ビル 外部足場架払工事／パーテーション・移動棚等撤去什器場内搬出

 藤崎物流館 機器搬入据付工事

 みやぎ生協仙台中央センター 撤去搬出工事

 アルプスプロセス技術開発センター 空調改修工事／諸工事

 藤崎 GHP更新工事／諸工事

 介護⽼⼈保健施設清風 機器搬入・搬出工事

 気仙沼中央公⺠館 既存設備撤去工事

 トヨタ自動⾞東日本 室外機搬入・据付工事

5月

7月

6月
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 仙台NS アスベスト除去工事

 武蔵野仙台工場 搬入据付工事

 いわき市復興公営住宅建設工事 給排水衛生設備工事

 気仙沼向洋高 機器搬入工事

 仙台⻄多賀病院 送風機タイプ違いによる据付追加工事

 特別養護⽼⼈ホームソエル花泉 機器搬出入据付工事

 クボタ商会 足場工事

 七⼗七銀⾏利府⽀店 屋外機搬入据付

 新幹線総合⾞両センター 盤搬入据付

 日本郵政グループ仙台ビル 撤去工事・搬入工事

 福岡運輸 冷却器取付工事

 スタンレー電気 山形工場 機械設備工事

 白百合学園 機器搬入据付工事

 イムス明理会仙台病院 搬入据付工事

 気仙沼合同庁舎 発電機搬入据付工事

 ストックマン仙台 足場架け払い工事

 アイリスオーヤマ 室外機入替作業

 明治東北工場 GHP搬入据付工事

 朝日町⽴病院 機器撤去・搬入据付工事

 エスパル仙台 搬入据付工事

 仙台オープン病院 機器搬入据付工事

 シャンボール一番町 撤去・搬出工事

 興和ビル 撤去・搬出工事

 麓山浄水場自家発電設備更新工事 土木建築工事

 新幹線総合⾞両センター 撤去工事

 ⻘葉通ビル 諸工事

 仙台市東仙台 解体工事／家屋解体

 ⼤曲地区体育館 発電機据付工事

 国⽴療養所東北新生園 機器搬入据付工事

 東北新生園エネルギー棟 機器搬入据付工事

 住友不動産販売 諸工事

 三間堀地区ほか3件仮設住宅解体工事 解体工事

 仙台泉SCスポーツ棟 搬入据付工事

10月

7月

9月

8月
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 味の素株式会社東北⽀社ビル 既存設備撤去搬出工事／新設機器搬入据付工事

 特別養護⽼⼈ホームハートケア鶴ヶ⾕ 機器基礎

 ⼤町電⼒ビル ボイラー他 既存設備撤去搬出工事

 ⿅島 東北⽀店ビル 内装撤去工事 他

 仙台グリコ 冷却器搬入据付工事

 MSCビル 空調機搬入据付工事

 水産高校舎 重量物搬入据付工事

 （仮称）観光交流施設 機器搬入据付工事

 創価学会東北研修道場 機器基礎補修工事

 新幹線総合⾞両センター 盤撤去工事

 仙南ビル 内装撤去搬出工事

 サンパレ加瀬 ろ過機・ボイラー機器入替工事

 仙台オープン病院 機器搬入据付工事／免振架台アンカー打設工事

 泊地区コミュニティセンター 搬入据付工事

 アエル 機器搬入据付工事

 （仮称）富⾕まちづくり産業交流プラザ 石綿撤去工事

 新幹線総合⾞両センター 足場工事／撤去工事／アスベスト除去工事

 仙台市⻘年⽂化センター 機器搬入据付工事

 宮城県図書館 楊重作業／仮設工事

10月

12月

11月
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