
月 現 場 名 工 事 内 容

 ⾏政庁舎 搬⼊搬出発⽣機処理工事

 こだまホスピタル 室外機⼊替工事

ホテルニューさか井 撤去工事

 ⽔管理システム 屋外機搬⼊据付工事

スタンレー電気 山形工場 機械設備工事

 （仮称）八幡6丁目計画 機器搬⼊据付工事

アルプスプロセス技術廃発センター 機器搬⼊据付工事

 仙台市⽴南⼩泉中学校校舎 機器類撤去搬出⼊・据付工事

 名取駅前地区 搬⼊据付工事

 登⽶市⺠病院 仮設発電機 搬⼊・搬出作業

 岩沼研修センター 機器搬⼊出作業及び産廃処理作業

 日本郵政グループ仙台ビル アンカー打設工事

 東北⼤学（病院）東病棟 機器撤去工事

 東京エレクトロン宮城 機器搬⼊据付工事

 寒風沢ポンプ場 土木建築工事

ワッティー仙台事業所 撤去・搬出工事

 宮城蔵王ロイヤルホテル ポンプ更新機器搬出⼊据付

ホテルニューさか井 配管撤去穴埋工事

 電磁材料研究所 チラーユニット設置工事

 明治東北工場 機器搬⼊据付工事

フジフィルム 機器撤去工事

 新幹線総合⾞両センター 撤去工事

 木造2階建住宅 住宅解体工事

 ⾏政庁舎 ファンコイルユニット⼊替工事

 明治安田⽣命石巻第二ビル 既設設備撤去搬出工事

 東北⽣活⽂化⼤学 ダクト工事

 日本銀⾏福島⽀店営業所 機械設備撤去工事

 KDDI仙台 PAC搬⼊据付工事

コープ野村八⼄⼥公園 給⽔設備機器搬⼊据付工事

 新幹線総合⾞両センター アスベスト除去工事／エレベータ・クレーン、アスベスト調査

 洛風苑 屋外機搬⼊据付工事

ソニー白石 搬⼊据付工事

 気仙沼向洋高 機器搬⼊工事
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 富士フィルム ⼤和1号館 撤去工事

 木造店舗兼住宅 解体工事

 ⻑命ヶ丘4丁目 解体工事

 麓山浄⽔場 その他複合工事

 宮城病院 既設配管撤去工事

 古川電送端局 発電機搬⼊据付工事

 富谷給食センター 機器搬⼊・組⽴・据付工事

 福島日赤 機器搬⼊・組⽴・据付工事

 スタンレー鶴岡製作所 撤去（アスベスト含有）／機器搬⼊据付

 木造2階建住宅 住宅解体工事

 ⾏政庁舎 機器解体撤去搬出、搬⼊据付工事

 福島県⽴医科⼤学 足場工事

 東京エレクトロン宮城 機器基礎

 エスパル仙台 搬⼊据付工事

 泉中央駅 機器搬⼊据付工事

 かんぽ⽣命保険⻘森⽀店 石綿含有内装撤去工事

 仙台市宮城野消防署 既設グリーストラップ撤去工事

 極楽湯 多賀城店 ボイラ缶体⼊替工事

 クボタ商会 仮設足場組⽴工事

 東北医科薬科⼤病院棟 機器搬⼊・組⽴・据付工事

 ⿅島 広業ビル 内装撤去搬出工事

 太白区⻄野平 住宅解体工事

 JR仙台駅 撤去・冷媒・溶液回収作業

 KDDI仙台 機器搬⼊・組⽴・据付工事

 （仮称）仙台市⻘葉区PJ 機器搬⼊据付工事

 ⻘葉区⼩松島 アパート解体工事

 東京エレクトロン宮城 搬⼊据付工事

 仙台市博物館 AHUコイル⼊替工事

 ⻘葉区角五郎 住宅解体工事

 泉区南光台 住宅解体工事

 （仮称）観光交流施設 機器搬⼊据付工事

 ⼩松島新堤 アパート解体工事

 仙南ビル パーテーション撤去搬出工事

3月

6月

4月

5月

2／5



月 現 場 名 工 事 内 容

株式会社リバイブ 平成30年 工事実績

 ワッティー仙台事業所 撤去・搬出工事

 ⻘葉区中江 住宅解体工事

 石巻北高校舎 温⽔パネルヒーター搬⼊工事

 JR仙台駅 機器搬⼊・組⽴・据付工事

 （仮称）仙台市⻘葉区PJ 仮設工事／機器搬⼊据付工事

  ⻘葉区桜ヶ丘 アパート解体工事

 エスパル仙台森クリニック PMAC搬⼊据付工事

 マクセル情映テック 室内機・室外機⼊替工事

 セカンドステージ⽔の森 1Ｆベランダ撤去工事

 仙台市太白学校給食センター 機器搬出⼊据付工事

 仙台市若林消防署 撤去工事

 蕪栗沼遊⽔地 機器搬⼊据付工事

 石巻北高校舎等 エアコン室外機搬⼊工事

 利府浄⽔場 土木建築工事

 エスパル仙台みやぎ館 搬⼊据付工事

 太白区⻑町 住宅解体工事

 ⻘葉区中江 アパート解体工事

 タピオ 搬⼊据付工事

 山形県警察本部分庁舎 機器取付工事

 秋保ホテルクレセント 揚⽔ポンプ搬出⼊

 福島ゴム 消火設備移設工事

 宮千代1丁目木造アパート 解体工事

 名取駅前再開 搬⼊据付工事

 石積埋⽴処分場 搬⼊据付工事

 リードR3 機器搬⼊据付

 仙台空港 室外機⼊替工事

 泉⾦物産 宮古⽀店 ポンプ⼊替工事

 特別養護⽼⼈ホームソエル花泉 ボイラー搬⼊搬出据付

 明治東北工場 搬⼊据付工事

 仙台市体育館 解体撤去工事

 洛風苑 エアコン屋外機搬⼊据付工事

 花京院スクエア 既存設備撤去搬出工事

 東京エレクトロン宮城 足場工事
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 エスパル仙台本館 既存設備撤去搬出工事

 東北医科薬科⼤学 機器搬⼊据付

 若林区河原町 アパート解体工事

 藤崎 機器搬⼊据付工事／GHP⼊替工事

 仙台マークワン 足場架け払い工事

 やまがたウッドチップセンター 搬⼊据付工事

 洛風苑 消火ユニット移設工事

 ⼤崎市古川中⾥ テナントビル解体工事

 イムス明理会仙台総合病院 搬⼊据付工事／解体撤去工事

 仙台パルコ本館 搬⼊据付工事

 イオンSuC紫波古舘店 搬⼊据付工事

 イオンスタイル仙台卸町店 搬⼊据付工事

 サトー北上工場 足場架け払い工事

 （仮称）⻘葉区⼤町二丁目計画 機器搬⼊据付工事

 結核医療提供施設 機器搬⼊工事

 ⻘葉区吉成2階建住宅解体工事 住宅解体工事

 ソニー ボイラー⼊替工事

 東京エレクトロン宮城 足場工事

 ⼤興上杉ビル 機器搬⼊工事

 東北労働⾦庫本店 撤去解体・搬⼊据付工事

 ⻘葉区台原木造2階建住宅 ２階建住宅解体工事

 宮城県赤十字血液センター フィルター処理

 洛風苑 業務用洗濯機乾燥機移設工事

 福島日赤 機器搬⼊・組⽴・据付工事

 仙台法務総合庁舎 機器撤去工事

 仙台病院 機器撤去工事

 仙台市体育館 解体搬出工事

 畜産試験場 ⽔槽類撤去及び処分工事

 拓桃⽀援学校体育館 サーキュレーター修繕工事

 JR仙台駅 オイルタンク廃止工事

 ウチダ仙台工場 暖房機撤去工事

 仙台TMビル 機器搬⼊据付工事

 あづま総合運動公園 既存設備撤去搬出工事
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 （仮称）雄勝州深部地区観光物産交流施設 アンカー打設工事

 賑わいの交流拠点施設整備（道の駅） キュービクル搬⼊据付工事

 仙台法務総合庁舎 撤去及び搬⼊工事

 総合花巻病院 仮設製作

 仙台市⽴燕沢⼩学校 既存設備撤去搬出・搬⼊据付工事

 多賀城市東田中木造2階建住宅 住宅解体工事

 藤崎⼤町店 諸工事／フロンガス回収

12月

11月

5／5


