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納入先

件名

山口県

山口県立宇部総合支援学校普通教室電気設備工事（第２工区）

山口県

平成30年度 東岐波県営住宅電気設備工事

山口県

田布施総合支援学校 屋外設備等電気設備工事

山口県

徳山ﾎﾟｰﾄﾋﾞﾙ電気設備工事 高圧盤、低圧盤、端子盤

山口県

山口県ｾﾐﾅ-ﾊﾟ-ｸ管理・厚生棟空調設備改修工事 手元開閉器盤

山口県

防府警察署中関交番電気設備工事 分電盤

山口県

山口県立大学駐車場整備電気設備工事 外灯照明盤

山口県

山口県警察機動隊 山口県警察学校武道場 空調設備設置工事

山口県企業局

2期系（協和町地区）量水設監視 操作盤取替工事

山口県岩国市

東小中学校校舎新築電気設備工事

山口県岩国市

岩国駅西口駅前広場整備工事

山口県岩国市

中洋小学校特別教室空調機設置電気設備工事 受変電設備 動力盤

山口県岩国市

愛宕山多目的広場電気設備工事 コンセント盤

山口県宇部市

万倉小学校キュービクル改修工事

山口県宇部市

藤山小学校屋内運動場改築（電気設備）工事

山口県宇部市

ときわ動物公園事務所建替建築工事 低圧盤・遊園地ｷｭ-ﾋﾞｸﾙ改造

山口県宇部市

岬小学校複合施設改築（電気設備）工事

山口県宇部市

桃山中学校屋内運動場太陽光発電設備設置工事 電源切替盤・警報表示盤

山口県下松市

下松市竹屋川ポンプ場建設工事その2 電灯分電盤・動力制御盤

山口県山陽小野田市 山陽小野田市役所本庁舎整備事業（電気設備工事） 高圧受変電設備・分電盤他
山口県山陽小野田市

小野田西1号汚水圧送感染マンホールポンプ設置工事（9工区） マンホールポンプ制御盤・引込盤

山口県山陽小野田市 須恵小学校屋上キュービクルLBS更新工事
山口県山陽小野田市

東下津地区内水対策施設整備工事（電気機械設備3期工事）№5排水ポンプ盤・№5排水ポンプ接続盤

山口県山陽小野田市 市民館屋外高圧受電盤設備等更新工事
山口県山陽小野田市 小正寺ﾏﾝﾎ-ﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場制御盤修繕
山口県周南市

令和元年度特別養護老人ﾎｰﾑ福寿荘リニューアル工事（第2期・第3期）

山口県周南市

徳山動物園ﾘﾆｭ-ｱﾙ ｱｼﾞｱの熱帯雨林ｿﾞ-ﾝ電気設備工事

山口県周南市

周南市小学校普通教室空調設備整備事業

山口県周南市

新長穂支所・市民ｾﾝﾀｰ電気設備工事 キュービクル・分電盤他

山口県周南市

徳山動物園ﾘﾆｭﾙ ｱｼﾞｱの熱帯雨林ｿﾞ-ﾝ電気設備工事

山口県周南市

周南市尚白園耐震改修電気設備工事 分電盤

山口県周南市上下水道局 徳山東部・鹿浄化ｾﾝﾀ- NP計更新工事 分電盤
山口県周南市上下水道局 須々万浄水場動力制御盤更新工事

山口県周防大島町

令和元年度統合中学校美術室棟新築工事（電気・機械設備工事）

山口県周防大島町

令和2年度小松港海岸老朽化対策（排水施設）工事第1工区 除塵機操作盤シーケンサ更新
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山口県周防大島町

令和2年度大島学校給食ｾﾝﾀ-空調設備改修工事 分電盤

山口県長門市

長門市本庁舎別館等電気設備工事 ｲﾍﾞﾝﾄ盤2面

山口県柳井市

伊陸地区ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ照明設備設置工事

山口県柳井市

伊陸小学校及び伊陸公民館改築（電気設備）工事

山口県山口市

仁保斎場非常用自家発電設備改修工事 電源切替盤

山口県山口市

小郡学校給食ｾﾝﾀ-厨房機器電源幹線改修工事 キュービクル・動力盤

鳥取県

鳥取県立倉吉未来中心舞台照明設備改修業務

山口河川国道事務所 国道9号木戸山ﾄﾝﾈﾙ照明設備外工事 照明盤・引込盤他
山口河川国道事務所 国道９号線柳井田地下道電源設備外工事
山口県防府土木建築事務所

横曽根川 周防高潮対策工事 第2工区 ゲート操作盤

山口県周南土木建築事務所

令和2年度 島田川大規模特定河川工事 第1工区 ゲート機側操作盤他

山口大学 小串キャンパス 本館棟 電気室改修工事

山口大学医学部付属病院 医学部講義棟C低圧配電盤改造工事 低圧電灯盤、動力盤
山口大学医学部付属病院 医大第一診療棟仮設切替電源盤改修 仮設切替電源盤
山口大学医学部付属病院 照明切替盤
山口大学医学部付属病院 医学部総合研究棟分電盤改修
山口大学医学部付属病院 医学部基礎研究棟 電源切替盤パネル
山口大学医学部付属病院 照明制御盤（熱源機械室）
山口大学医学部付属病院 医学部第2中央診察棟 VCB交換
山口大学医学部付属病院 山口大学医学部共同研究棟MCCB取替工事
山口大学医学部付属病院 第二中央診療棟屋階電気室高圧盤表示灯取替工事
山口大学医学部付属病院 外来診療棟電気室低圧配電盤設置工事 低圧盤
山口県立総合医療センター

山口県総合医療ｾﾝﾀ-ﾘﾆｱｯｸ棟新築電気設備工事

山口県立総合医療センター

山口県立総合医療ｾﾝﾀ- 電力用計更新工事

山口県総合立医療センター

山口県立医療ｾﾝﾀ- 感染症ｾﾝﾀ- ｷｭ-ﾋﾞｸﾙ

徳山工業高等専門学校 徳山工業高専 ﾃｸﾉ・ﾘﾌﾚｯｼｭ教育ｾﾝﾀ-改修工事 動力盤 開閉器盤他

山口宇部空港

宇部空港 キュービクル機器更新

航空自衛隊防府南基地 防府南基地（1）隊舎改修等機械その他工事 分電盤
航空自衛隊防府南基地 防府南（30補）隊舎改修等機械その他工事 手元開閉器盤
宇部サンド工業株式会社 高圧始動盤 45KW
宇部サンド工業株式会社 高圧リクアトル始動盤 75KW
宇部サンド工業株式会社 モノレイヤ電磁盤

宇部興産株式会社

宇部ケミカル工場 マイクロ実験装置制御盤

宇部興産株式会社

宇部ケミカル工場

宇部興産株式会社

宇部ケミカル工場 第3変電所 440V主幹盤&ダクト

ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ工場 №1 ﾌﾞﾚﾝﾀﾞ-制御盤
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宇部興産株式会社

宇部ケミカル工場 東配電所教育用DSC模擬入出力盤

宇部興産株式会社

宇部ケミカル工場 海水ﾎﾟﾝﾌﾟ室電動弁制御盤

宇部興産株式会社

宇部ケミカル工場 西地区 6FPインバータ盤

宇部興産株式会社

宇部ケミカル工場 昇圧トランス（6FP_DMAｃ作業環境改善）

宇部興産株式会社

宇部ケミカル工場 照明分電盤

宇部興産株式会社

宇部ケミカル工場 合成５期電気室 200V低圧開閉器盤他

宇部興産株式会社

宇部ケミカル工場 照明コンセント分電盤

宇部興産株式会社

宇部ケミカル工場 8SA工場 2系遠心分離機制御盤1,2

宇部興産株式会社

宇部ケミカル工場 合成5期電気室 440Ｖ低圧保安電源自動切替盤・冷水ポンプ制御盤

宇部興産株式会社
宇部興産株式会社

宇部ケミカル工場 １５００ＫＶＡ変圧器盤、主幹盤 他
宇部ケミカル工場 重炭安（硝ｶﾘ）工場 保安電源低圧切替盤

宇部興産株式会社

宇部ケミカル工場 220V雑動力分電盤、照明、外灯盤

宇部興産株式会社

宇部コールセンター 中央道路側溝電磁盤

宇部興産株式会社

宇部コールセンター 調整池AB,C電磁盤

宇部興産株式会社

宇部コールセンター 2Aﾔｰﾄﾞ西部前高圧盤

宇部興産株式会社
宇部興産株式会社

宇部コーセンター 第8貯炭場 高圧電源盤
伊佐セメント工場 60ｃＲ上ホイスト機側盤

宇部興産株式会社

伊佐セメント工場 LS収納盤２面

宇部興産株式会社

伊佐セメント工場 コンベヤスケール演算器盤

宇部興産株式会社

宇部セメント工場 沖の山仕上 Ⅰ系統 機側盤Ⅰ型ベル付

宇部興産株式会社

宇部セメント工場 東仕上5-7号ﾐﾙ電気室高圧盤他製作

宇部興産株式会社

宇部セメント工場

パイロット弁BOX（電磁弁6個）2式

宇部興産株式会社

宇部セメント工場

パイロット弁BOX（電磁弁8個）2式

宇部興産株式会社

苅田セメント工場 高効率クリンカクーラー設備 高圧盤

宇部興産株式会社

電力BU 機側操作盤(145MW定検）

宇部興産株式会社

電力BU 145MW主変圧器冷却盤

宇部興産株式会社

電力BU 29MW 給炭機機側操作盤

宇部興産株式会社

堺工場 OBIGGS分電盤

宇部興産機械株式会社 株式会社トヨテックマシン LT96中継制御盤
宇部興産機械株式会社 関西電力株式会社 大飯発電所 3号機 中継端子箱
宇部興産機械株式会社 株式会社宇部スチール 7.5t×18.7m LM付天井クレーン 制御盤
宇部興産機械株式会社 九州電力株式会社 大岳発電所 冷却水除塵装置 制御盤他
宇部興産機械株式会社 豊工業所株式会社/ＨＰ5 破砕機油圧機操作盤及び中継回路盤
宇部興産機械株式会社 トヨタ自動車/SSDC1650ﾀﾞｲｶｽﾄﾏｼﾝ 射出サーボ盤及び制御装置取付用中板
宇部興産機械株式会社 日軽産業株式会社 振動ﾌｨ-ﾀﾞ－制御盤
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宇部興産機械株式会社 知多エル・エヌ・ジー株式会社 1系バケット型スクリーン 中継端子箱・圧力スイッチ収納箱
宇部興産機械株式会社 株式会社戸高鉱業社 生石灰粉砕設備 制御盤
宇部興産機械株式会社 宇部コールセンター 1号リクレーマ 走行インバータ制御盤、フィルター盤
宇部興産機械株式会社 株式会社豊田自動織機 大府工場 アンプ設置用自立盤
宇部興産機械株式会社 日建リース LT106EJロコトラック コンベヤ中継制御盤
宇部興産機械株式会社 宇部コールセンター 1号リクレーマ走行インバータ化 既設盤改造工事
宇部興産機械株式会社 美濃工業栃木 / UB800GC ﾀﾞｲｶｽﾄﾏｼﾝ 設定器ﾊﾟﾈﾙ
宇部興産機械株式会社 日建リース/移動式破砕機LT106E コンベヤ中継制御盤
宇部興産機械株式会社 株式会社豊田自動織機/DC39 NX800HC アンプ設置用自立盤
宇部興産機械株式会社 関西電力株式会社大飯発電所/4号Ｃ海水ポンプ室スクリーン 中継端子箱
宇部興産機械株式会社 トヨタ自動車株式会社

射出サ－ボ盤及び制御装置取付用中板

宇部興産機械株式会社 ニッケイ工業株式会社 第一作業所 BCN3制御盤
宇部興産機械株式会社 備北粉化工業株式会社 GP2220ｺｰﾝｸﾗｯｼｬ 変圧器
宇部興産機械株式会社 美濃工業栃木 ACSﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙｽﾀﾝﾄﾞ
宇部興産機械株式会社 株式会社大信相互 C106ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ 変圧器1式
宇部興産機械株式会社 中部電力株式会社武豊火力発電所５号機 受入コンベヤシステム 温度監視箱
宇部興産機械株式会社 JERA武豊火力発電所 ５号石こう貯蔵・船積系統 トリッパ 現場盤
宇部興産機械株式会社 JERA武豊火力発電所 号副資材設備 灰処理・石こう設備 ５号石こうシップローダ 制御盤他
宇部興産機械株式会社 日本原子力発電㈱敦賀発電所２号機 ２号循環水除塵装置クレーン共用保護盤・操作スタンド
宇部興産機械株式会社 麻生セメント株式会社 田川工場 ロ－ラ監視システム盤
宇部興産機械株式会社 宇部サンド工業株式会社 クラブバケット付天井クレーン 天井クレーン制御盤更新
宇部興産機械株式会社 中国電力㈱三隅発電所 ２号機循環ポンプ吊上装置 制御盤他
宇部興産機械株式会社 JERA武豊火力発電所 ５号副資材設備 灰処理・石こう設備 石こうリクレーマ制御盤
宇部興産機械株式会社 東京センチュリー株式会社 移動式破砕機LT106 コンベヤ中継制御盤製作
宇部興産機械株式会社 国際埠頭株式会社 ４号シップローダ更新工事 動力制御盤他
宇部興産機械株式会社 宇部コールセンター

2SBF操作盤

宇部興産機械株式会社 エコシステム山陽株式会社 ３号ロータリーキルン ひずみ測定器・ﾌﾞﾘｯｼﾞﾎﾞｯｸｽ収納箱
宇部興産機械株式会社 宇部コールセンター 第6電気室 低圧動力盤
宇部興産機械株式会社 宇部コールセンター 第6電気室 高圧盤改造
宇部興産機械株式会社 5Mﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾛ-ﾙ一次盤
宇部興産機械株式会社 宇部コールセンター １号アンローダ
宇部興産機械株式会社 宇部コールセンター
宇部興産機械株式会社 日軽産業

横行ﾛ-ﾌﾟﾃﾝｼｮﾝ制御盤

水処理設備設置に伴う既設盤改造工事

移動式ｺﾝﾍﾞﾔ CT4.2 CT中継制御盤

宇部興産機械株式会社 宇部ｺｰﾙｾﾝﾀｰ / 臭気センサ設置に伴う盤改造
宇部興産機械株式会社 関西電力㈱姫路第二発電所/No.2橋形ｸﾚｰﾝ ｱﾝｶｰ制御盤
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宇部興産機械株式会社 プロセスシミュレーション装置2期 温度制御体感装置
宇部興産機械株式会社 中部電力㈱武豊火力発電所 5号副資材設備 石炭灰シップローダ 制御盤他
宇部興産機械株式会社 電源開発㈱松浦火力発電所 アンモニア制御電源受電切替盤
宇部興産機械株式会社 ＪＸＴGエネルギー㈱浮島地区 ドライバー収納箱
宇部興産機械株式会社 電源開発㈱松浦火力発電所 Ｎo.2石膏シップローダ 動力制御盤他

三井化学株式会社

岩国大竹工場 TPX電気室 故障表示盤

三井化学株式会社

岩国大竹工場 TPX電気室 計器用電源盤

三井化学株式会社

岩国大竹工場 ＭＮ・給水 冷却塔ﾌｧﾝｲﾝﾊﾞｰﾀ制御盤

三井化学株式会社

岩国大竹工場 BTY-P417.418更新工事

三井化学株式会社

岩国大竹工場 MPCR L-16照明分電盤

三井化学株式会社

岩国大竹工場 HQ工事用ｺﾝｾﾝﾄ電源盤

三井化学株式会社

岩国大竹工場 電気設備一括保全工事 故障表示盤

三井化学株式会社

岩国大竹工場 APEL NaOHﾌｨ-ﾙﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ更新改造（P-2641A)

三井化学株式会社

岩国大竹工場 AS電気室 故障表示盤

三井化学株式会社

岩国大竹工場 中央倉庫動力分電盤

三井化学株式会社

岩国大竹工場 本門裏 動力照明盤

三井化学株式会社

岩国大竹工場 第2変電所 OTY線保護継電器補修 2台

三井化学株式会社

岩国大竹工場 5G・2S/S開閉所 №6TR一次用地絡方向継電器更新

三井化学株式会社

岩国大竹工場 第２変電所 自動オシロ更新工事

三井化学株式会社

岩国大竹工場

ポリ応研 照明盤

三井化学株式会社

岩国大竹工場

ポリ応研 No.1 200V動力盤

三井化学株式会社

岩国大竹工場 旧TKL電気室電源設備老朽化更新 TKL故障表示盤

三井化学株式会社

岩国大竹工場 旧TKL低圧盤（照明盤、切替盤、工事用盤）

三井化学株式会社

大牟田工場 塩酸 本線-非常線切替盤

三井化学株式会社

大牟田工場 塩酸 ＃4716本線-非常線切替盤

三井化学株式会社

大牟田工場 IM ｷﾞｱﾎﾟﾝﾌﾟ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御盤

三井化学株式会社

大牟田工場 【水害対応】BNﾌﾟﾗﾝﾄ高圧盤補修

三井化学株式会社

大牟田工場 屋外キュービクル盤（Ｊ線用）

三井化学株式会社

大牟田工場 AAM電磁集合盤改造工事

三井化学株式会社

大牟田工場 MRBプラント電磁集合盤（№５/№6）

令和２年度 納入実績表（6/7）
納入先

件名

三井化学株式会社

大牟田工場 MRBプラント インバ－タ収納盤

三井化学株式会社

大牟田工場 J工場受配電設備更新工事設計、管理業務

三井化学株式会社

市原工場 4ＬＣプラント建設工事 低圧配電盤他

三井化学株式会社

市原工場 4LCプラント建設工事 工事用分電盤

三井化学株式会社

市原工場 MDP 中央集水ﾋﾟｯﾄ制御盤

三井化学株式会社

市原工場 3ＨＰプラント建設電気工事 電源盤・動力盤・故障表示盤他

三井化学株式会社

市原工場 MDP 分析建屋電源盤

三井化学株式会社

市原工場 CTF F-1601A F-1601E VVVF化改造工事 制御盤

三井化学株式会社

市原工場 6.7.8PF流量・差圧計撤去（計器室) プログラム変更

三井化学産資株式会社 管材継手工場 事務所拡張二期 照明分電盤
三井化学産資株式会社 管材 成形機用開閉器盤（エネルギーモニター付）
三井・ダウ ポリケミカル株式会社

大竹工場 MDP P-900D2更新に伴う盤改造工事

三井・ダウ ポリケミカル株式会社

大竹工場 MDP 高圧盤継電器補修工事

三井・ダウ ポリケミカル株式会社

大竹工場 MDP CE-1400A3/B3低圧インバータ更新に伴う盤工事

三井・ダウ ポリケミカル株式会社

大竹工場 MDP 電気設備特別点検に伴うインバータ解結線

三井・ダウ ポリケミカル株式会社

大竹工場 MDP 電気設備現場調査

セントラル硝子株式会社 沖シックナーSS濃度計更新 SS濃度計塩酸洗浄制御盤
セントラル硝子株式会社 Aプラント制御盤（2）
セントラル硝子株式会社 F統合事務所給湯設備200V分電盤
セントラル硝子株式会社 一次海水電気室高圧盤改造
セントラル硝子株式会社 石灰炉電気室低圧化 高圧限流ﾋｭｰｽﾞ更新
セントラル硝子株式会社 総合除害動力制御盤（1）

コスモ石油株式会社

千葉製油所 誠心館電気室 仮配工事

コスモ石油株式会社

千葉製油所 2PH計装分電盤更新

コスモ石油株式会社

千葉製油所 ６ＥＧ 電気室等の固定消火設備設置 二酸化炭素消火設備リレー盤

コスモ石油株式会社

千葉製油所 動力ｾﾝﾀ-空調設備更新

ツルマヤテクノス株式会社 本社工場 従業員 協力会社駐車場電気工事 引込盤・分電盤

東ソー株式会社

研究付属棟 高圧盤改修

東ソー株式会社

TS2R受電 接地極・ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ設置工事 エレファントダクト製作

東ソー株式会社

第1特高制御盤室 照明・コンセント・エアコン分電盤

令和２年度 納入実績表（7/7）
納入先

件名

東ソー株式会社

第1特高制御盤室 直流分電盤

東ソー・ファインケム株式会社

ファインケムＬＭ 計装分電盤

東ソー・エスジーエム株式会社

第7加工棟新築工事 動力盤

新明和工業株式会社 広島工場 第3電気室 高圧受変電設備
新明和工業株式会社 広島工場 事務所棟 動力盤更新
新明和工業株式会社 広島工場 第1電気室 高圧受変電設備１式
中国電力株式会社

山口幹線2号中継端子盤

中国電力株式会社

宇部変電所 22KVケ-ブル引込架台

中国電力株式会社

山口変電所 集合ｻ-ﾏﾙ箱

中国電力株式会社

美東変電所 消火器格納扉

中国電力株式会社

見島変電所 盤扉改造他

コイト電工株式会社

国道９号木戸山トンネル照明設備外工事

コイト電工株式会社

令和元年度一般国道３７６号線(大道理トンネル)道路防災工事第１工区

コイト電工株式会社

令和元年度一般国道３１５号(大潮トンネル)道路防災工事第１工区

コイト電工株式会社

矢足新山口線道路整備に伴う照明設備工事

コイト電工株式会社

主要県道宇部防府線道路防災(防災・安全交付金 修繕)地方道・補正工事 第１工区

コイト電工株式会社

平成３１年度主要県道光上関線道路防災(防安交付金修繕)地方道・補正工事 第１工区

NGKフィルテック株式会社 MW加熱ﾋｰﾀｰﾕﾆｯﾄ操作盤
NGKフィルテック株式会社 シオノギファーマ㈱摂津工場 1Ｆ洗浄室操作盤

東海カーボン株式会社 台車引込装置制御盤
南条装備工業株式会社 低床AGV(無人自動搬送装置）電気配線（H47019016H2用ｷｯﾄ運搬用低床AGV他）
徳山積水工業株式会社 積水1,2号線切替受電遮断器更新工事（高圧盤納入）

株式会社ヒロテック

VCB更新工事

株式会社特殊ガス商会 山口医療ガス総合センター充填所 屋外キュービクル 4面体
西日本液化ガス株式会社 西日本液化ガス（株）宇部支店新築工事 分電盤他

鋼板工業株式会社

ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ運転操作盤

株式会社ワイテック

（株）ﾜｲﾃｯｸ 第1工場VCB更新工事

日産化学株式会社

小野田工場 中央変電室高圧盤

西部石油株式会社

山口製油所 CCU電気室 盤改造他

灘海園

灘海園 落雷による部品交換

令和２年度 納入実績表（7/7）
納入先

件名

株式会社城永

株式会社城永様 塩ビ工場新築工事

日本電気株式会社

府中事業所 1250kVA変圧器一体型ロードセンター＃6Ｌ/Ｃ-7，8号

小野田通運株式会社 400V分電盤
大阪新薬株式会社

温度制御動力分電盤

社会福祉法人清光園 社会福祉法人清光園 小規模ﾕﾆｯﾄ施設棟新築工事
株式会社宮本鉄工所 宮本鉄工所 北谷工場 キュービクル改修・低圧盤
株式会社松野工業所 220/440V 昇圧トランス盤（75KVA)
深川養鶏孵卵場

深川養鶏孵卵場受電設備更新工事

明星セメント株式会社 糸魚川工場 3号ｷﾙﾝ塩素ﾊﾞｲﾊﾟｽ増強工事 高圧盤・変圧器2次盤

