
工 事 経 歴 書 

工 事 名 称 竣工年月 

下総（２１）燃料施設新設電気その他工事 平成 23 年 3 月 

千葉県警察学校電気設備改修工事 平成 23 年 3 月 

海岸高潮対策及び県単海岸整備合併工事 平成 23 年 3 月 

市川市斎場  外灯灯具取替等修繕 平成 23 年 3 月 

市川市立第八中学校他 2 校校内情報ﾈｯﾄﾜｰｸｹｰﾌﾞﾙ敷設工事 平成 23 年 2 月 

市川市立稲荷木小学校他 2 校校内情報 ﾈｯﾄﾜｰｸｹｰﾌﾞﾙ敷設工事 平成 23 年 2 月 

市川市立福栄中学校他１校校内情報ﾈｯﾄ ﾜｰｸｹｰﾌﾞﾙ敷設工事 平成 23 年 2 月 

市川市立信篤小学校他 1 校校内情報ﾈｯﾄ ﾜｰｸｹｰﾌﾞﾙ敷設工事 平成 23 年 2 月 

総合治水対策特定河川工事（ケーブル布設工その５） 平成 23 年 1 月 

市川市立第八中学校太陽光発電設備設置工事 平成 22 年 9 月 

蘇我変電所２Ｂ変圧器取替工事他 1 件 平成 22 年 7 月 

横山香料㈱塩浜工場新館新築工事 平成 22 年 6 月 

事務室改装に伴う電気設備工事 平成 22 年 5 月 

2 階空調機電源工事 平成 22 年 4 月 

根戸変電所１号変圧器取替工事他３件 平成 22 年 3 月 

本郷排水機場直流電源盤修繕 平成 22 年 3 月 

旧江戸川照明灯整備工事 平成 22 年 3 月 



工 事 経 歴 書 

工 事 名 称 工 事 場 所 

千葉パールホテル新築電気設備工事 千葉市 

市川市衛生処理場増設備工事 市川市 

浦安変電所増設工事 浦安市 

市川市立新浜小学校体育館新築電気設備工事 市川市 

市川ビル改修工事 市川市 

太陽神戸銀行各支店オンライン電源工事 東京都 

安全装備耐圧試験 千葉県 

コンデンサー及油入開閉器取替工事 市川市 

越ヶ谷合同庁舎新築電気設備工事 埼玉県 

太陽神戸銀行四街道支店新築電気設備工事 印旛郡 

成田工場新築電気設備工事 成田市 

第一第二変電所改修他工事 船橋市 

東電松戸寮新築電気設備工事 松戸市 

市川市営球場夜間照明工事 市川市 

住商行徳ハイム１号棟新築電気設備工事 市川市 

各変電所キュービクル及びケーブル取替工事 船橋市 

高圧受変電設備工事 市川市 



各変電所機器点検及キュービクル点検工事 千葉県 

チョコレート工場電気設備工事 市川市 

交通安全対策に伴う照明設備工事 浦安市 

Ｔ４５２講堂その他配線補修工事 沼南町 

健康増進センター新設電気設備工事 市川市 

市川地区（メッキ）共同利用建物電気設備工事 市川市 

久保田ビル新築設備工事 市川市 

千葉県立市川東高等学校校舎電気設備（普通教室）工事 市川市 

野田変電所ＬＡ架台改修工事 千葉県 

立正佼成会市川教会修道場新築電気設備工事 市川市 

市川市葛南市民会館新築電気設備工事 市川市 

太陽神戸銀行足利支店オンライン電源工事 栃木県 

越ヶ谷合同宿舎新築電気設備工事 埼玉県 

工場新築電気設備工事 市川市 

病棟改築電気設備工事 市川市 

市川市地方卸売市場関連商品卸売場棟新築電気設備工事 市川市 

ウインドミラー動力配線工事 市川市 

松戸市立二十世紀ヶ丘保育所新築電気設備工事 松戸市 

東京電力㈱八幡荘新築電気設備工事 市川市 



道口ハイツ新築電気設備工事 市川市 

連絡用変台高圧ケーブルその他補修工事 沼南町 

五井変電所他接地装置リモート化工事 千葉県 

各変電所諸機械点検工事 千葉県 

安全装備耐圧試験 千葉県 

ユアサ・フナショク㈱花輪寮クーラー設備工事 船橋市 

薬園台店改修工事 船橋市 

八幡変電所ＯＬＳ取付工事 市川市 

西武百貨店船橋店サンプルルーム電気設備工事 船橋市 

千葉興業銀行船橋支店仮店舗電気設備工事 船橋市 

ユアサ・フナショク㈱本町ビル電気設備工事 船橋市 

補生堂ビル改修工事 市川市 

伯野医院新築電気設備工事 千葉市 

各変電所機器点検工事 千葉県 

佐貫変電所ＣＢ取替工事 富津市 

浦安パールレーン改装電気設備工事 浦安市 

受電盤取替他工事 市川市 

北方第二排水機場増設電気設備工事 市川市 

空調及電源設備,其の他工事 埼玉県 



市川市体育館消火栓設備工事 市川市 

第一,第二変電所改修工事 市川市 

パールホテルブライダルシャトー改修電気工事 船橋市 

今村ビル新築電気設備工事 成田市 

主高圧配電ケーブル補修工事 沼南町 

市川市立高野中学校新築電気設備工事 市川市 

千葉県立市川東高等学校校舎増築電気設備工事 市川市 

東金変電所他機器修理工事 千葉県 

各変電所キュービクル点検工事 千葉県 

ナースコール増設工事 浦安市 

空調機器据付関連工事 沼南町 

幹線,食堂他冷房工事 沼南町 

中山競馬場旧厩務員宿舎改修電気工事 船橋市 

千葉ニュータウン県営白井団地第三工区電気設備工事 白井町 

昭和５４年度公営住宅建設事業の内県営白井団地第３工区電気設備工事 印旛郡 

市川市庁舎増築電気設備工事 市川市 

電気炉増設工事 市川市 

市川市立福栄中学校屋内体育館新築電気設備工事 市川市 

松戸市六実消防署新築電気設備工事 松戸市 



太陽神戸銀行大網支店他オンライン電源工事 山武郡 

新カスタマ配線他工事 市川市 

市川公務員宿舎し尿浄化槽工事 市川市 

市川工場動力幹線他工事 市川市 

ガム製造工場,動力,電灯,配線他工事 市川市 

橋梁整備（照明）工事 市川市 

非常用発電機設置工事 市川市 

勝山変電所増容量工事 安房郡 

４号機幹線他工事 船橋市 

安全装備耐圧試験 千葉県 

各変電所キュービクル点検工事 千葉県 

各変電所機器点検工事 千葉県 

各変電所諸機械装置点検工事 千葉県 

青堀変電所他機器修理工事 君津郡 

豊四季台団地浴室台所灯取替（その８）工事 松戸市 

ユアサ・フナショク㈱本社倉庫新築電気設備工事 船橋市 

千葉県立市川東高等学校渡り廊下校舎普通教室電気設備工事 市川市 

市川市立幸小学校新築電気設備工事 市川市 

八光堂別館電気設備工事 市川市 



シャンプー製造工場盤改修他工事 市川市 

市川市自動車管理課庁舎冷暖房設備工事 市川市 

本社工場空調他工事 市川市 

ハウス設置に伴う電気配線工事 市川市 

除冷炉電源他工事 市川市 

非火栓ポンプ非常用自家発電機設置工事 市川市 

聖徳学園富士見寮新築電気設備工事 松戸市 

市原工場第二期他電気設備工事 市原市 

本社屋ビル新築電気設備工事 市川市 

市川市立新井小学校屋内体育館新築電気設備工事 市川市 

館山変電所碍洗水槽設置工事 館山市 

野田市立山崎小学校新築電気設備工事 野田市 

高根木戸ショッピングセンター電気設備工事 船橋市 

日出学園中高等部新築電気設備工事 市川市 

丸金ビル新築電気設備工事 東京都 

銚子変電所 6.6KV電力用コンデンサー設置 銚子市 

北柏地区街路灯工事 柏市 

土谷ビル新築電気設備工事 市川市 

今川地区街路灯設置工事 市川市 



湯浅ビル新築電気設備工事 千葉県 

本社ビル新築電気設備工事 市川市 

習志野、木更津、館山機器点検其の他工事 習志野市 

市川市立塩浜小学校新築電気設備工事 市川市 

豊四季台団地３６～６０号棟玄関等取替工事 柏市 

本社ビル新築電気設備工事 市川市 

鴨川変電所 LA増設工事 千葉県 

ユアサ・フナショク㈱高瀬工場新築電気設備工事 船橋市 

ヴィラ永文新築電気設備工事 市川市 

浦安地区第６団地第２住宅電気設備工事 浦安市 

市川市立第一中学校電源移設その他工事 市川市 

船橋駅北口ビル電気設備工事 船橋市 

九州建設鬼高ビル新築電気設備工事 市川市 

成田市立玉造小学校新築電気設備工事 成田市 

市川市福祉センター新築電気設備工事 市川市 

中山競馬場職員宿舎改修工事 市川市 

千葉県立市川南高等学校新築電気設備工事 市川市 

変電所増設他工事 市川市 

秋津団地集会所電気設備工事 習志野市 



新松戸南部保育所新築電気設備工事 松戸市 

市原倉庫新築電気設備工事 市原市 

秋津緑道街路灯設置工事 習志野市 

交通安全対策（２種）道路照明工事 市川市 

鴨川変電所電力用コンデンサー設置工事 鴨川市 

市川市立大洲中学校新築電気設備工事 鴨川市 

東京電力㈱各変電所機器点検工事 千葉県 

滝川化学㈱北浦工場新築電気設備工事 茨城県 

各変電所移設工事 市川市 

トヨタカローラ京葉㈱白井営業所新築電気設備工事 印旛郡 

船橋サマリヤマンション新築電気設備工事 船橋市 

受変電設備改修及低圧幹線改修工事 市川市 

安全装置耐圧 千葉県 

航空燃料パイプラインバルブ保安設備室電気設備その２工事 千葉県 

受変電高圧受電盤換送工事 館山市 

浦安変電所増設工事 浦安市 

市川工場電気設備工事 市川市 

東京電力㈱各変電所機器点検工事 千葉県 

ユアサ・フナショク㈱木更津支店新築電気設備工事 木更津市 



鎌ヶ谷市北部公民館北部地区学習等共用施設建設（電気設備）工事 鎌ヶ谷市 

安全装置耐圧 千葉県 

秋葉原パールホテル改装電気設備工事 東京都 

東京デザイナー学院神保町校舎新築電気設備工事 東京都 

千葉県立市川南高等学校校舎増築電気設備（管理、特別教室、昇降口）工事 市川市 

江戸川第二終末処理場場内整備工事その４ 市川市 

千葉県立市川南高等学校体育館、格技場その他電気設備工事 市川市 

八千代支店増改築電気工事 八千代市 

勝浦変電所他機器修理工事他 千葉県 

東京電力㈱各変電所機器点検工事 千葉県 

ユニデン㈱別館増築電気設備工事 市川市 

中山競馬場職員舎宅改築電気設備工事 船橋市 

足利工場改造に伴う電気設備工事 栃木県 

エステート市川大洲屋内電気設備工事 市川市 

チョコレート工場動力幹線その他工事 市川市 

第四製造所電灯動力設備工事 市川市 

東京電力㈱各変電所安全装置耐圧 千葉県 

五井変電所他水槽設置他工事 市原市 

うえだ別館新築電気設備工事 市川市 



千葉県立葛南工業高等学校運動場照明施設電気設備工事 市川市 

園芸学部造園学科校舎新栄電気設備工事 松戸市 

㈱久永製作所千葉新工場新築電気設備工事 四街道市 

千葉銀行中山支店若宮出張所新築電気設備工事 船橋市 

東京電力㈱各変電所機器点検工事 千葉県 

菅野変電所他機器修理工事他 千葉県 

中高層水戸屋ビル新築電気設備工事 柏市 

ユニデン㈱白井寮新築電気設備工事 白井市 

市川整線㈱習志野工場新築電気設備工事 習志野市 

市川工場電気設備増容量工事 市川市 

西船橋独身寮受変電設備新設工事 船橋市 

東京電力㈱各変電所安全装備耐圧 千葉県 

江戸川ラインスポーツクラブ新築電気設備工事 東京都 

（合）スズキ店舗ビル改修電気設備工事 市川市 

両国ホテル及び秋葉原パールホテル火災報知機改修工事 東京都 

秋津、香澄緑道街路灯設置工事 習志野市 

第四次拡張松戸給水場場内整備工事 習志野市 

エステート市川大洲屋外電気設備工事 市川市 

中山競馬場場内電気設備工事 船橋市 



市川工場変電所移設電気設備工事 市川市 

習志野工場二次側配線工事 習志野市 

千葉 N.T印西地区３２ブロック電気設備工事 印西町 

勝栄ハイツ A・B棟新築電気設備工事 市川市 

東京電力㈱各変電所機器点検工事 千葉県内 

市川工場ラミネート各種配線工事 市川市 

競馬学校国際きゅう舎新築電気設備工事 白井町 

東光電気工事・電機産業 JV請負金額 652,500千円 市川市文化会館新築電気設備工事 市川市 

エステート市川大洲屋内電気設備追加工事 市川市 

東京電力㈱各変電所安全装備耐圧 千葉県内 

青堀変電所碍洗水槽増設他工事 君津市 

国府台女子学院金稲越校舎新築電気設備工事 市川市 

千葉銀行滝不動出張所新築電気設備工事 船橋市 

東京電力㈱各変電所機器点検工事 千葉県内 

東京電機大学神田校舎電気設備工事 東京都 

ユニビル新築電気設備工事 千葉市 

廣瀬鋼材産業東京資材センター新築設備工事 市川市 

千葉県立国府校舎改築電気設備工事 市川市 

船橋公共職安電気設備工事 船橋市 



電機産業・友信電気 JV請負金額 66,900千円市川市立南行徳中学校校舎新築電気設備工事 市川市 

柏変電所 66KVCB取替工事 柏市 

東京電力㈱各変電所安全装備耐圧 千葉県内 

市川毛織友部工場電気空調設備工事 茨城県 

鴨川変電所他碍洗水槽設置他工事 鴨川市 

ユアサ・フナショク㈱本社電算機室他電気設備工事 船橋市 

三菱製紙本社社宅新築電気設備工事 東京都 

ホテル・エアポート新築電気設備工事 習志野市 

昭和 57年度県営住宅市川大和田団地電気設備工事 市川市 

本八幡ダイヤモンドマンション新築電気設備工事 市川市 

坂月変電所増設他工事 千葉市 

福岡土地区画整理協会新築電気設備工事 我孫子市 

東京電力㈱各変電所機器点検工事 千葉県内 

秀和小田山柏レジデンス新築設備工事 柏市 

ユニデン電子部品㈱成田工場新築電気設備工事 千葉県内 

東京電力㈱各変電所安全装備耐圧 千葉県内 

芦田ビル新築電気設備工事 市川市 

太田医院新築電気設備工事 茨城県 

千葉変電所他 CVケーブル他修理工事 千葉県内 



三菱製紙独身寮新築電気設備工事 東京都 

東京電力㈱各変電所機器点検工事 千葉県内 

ライオンズマンション市川南八幡新築電気設備工事 市川市 

科学博・研修センター食堂及乗務員宿舎電気設備工事 茨城県 

千葉県立国府台高等学校屋内運動場格技場その他新築電気設備工事 市川市 

第百生命保険相互会社新築電気設備工事 成田市 

科学博宿泊施設電気設備工事 茨城県 

東京電力㈱各変電所安全装備耐圧 千葉県内 

本中山変電所増設工事並びに関連除去工事 船橋市 

工場増築に伴う空調設備工事 埼玉県 

パールプラザ改修電気設備工事 船橋市 

東京電力㈱各変電所機器点検工事 千葉県内 

日本通運㈱新砂町支店第 4期電気設備工事 東京都 

サンシティー大野新築電気設備工事 市川市 

岡崎ビル新築電気設備工事 市川市 

東京電力㈱各変電所安全装備耐圧 千葉県内 

ショーボンド建設新東京支店新築電気設備工事 東京都 

市川市原木市営住宅新築電気設備工事 市川市 

船橋駅第 4自転車駐車場電気設備工事 船橋市 



千葉東金道路野呂 P・A休憩施設改修電気設備工事 千葉市 

東京電力㈱各変電所機器点検工事 千葉県内 

ジュジュ化粧品本社改修工事 東京都 

行徳変電所キュービクル取替工事 市川市 

光町工場電気設備工事 匝瑳郡 

東京電力㈱各変電所安全装備耐圧 千葉県内 

矢切変電所他ガイドレール修理工事 松戸市 

千葉県立西武図書館新築電気設備工事 松戸市 

国見ビル（鶴見パールホテル）新築電気設備工事 神奈川県 

横田変電所増設他 1件工事 袖ヶ浦町 

東京電力㈱各変電所機器点検工事 千葉県内 

ライオン・パール共同ビル増築電気設備工事 東京都 

花王㈱栃木工場機械配線工事 栃木県 

国府台女子学院高等部増築電気設備工事 市川市 

第 3工場新築電気設備工事 市川市 

東京電力㈱各変電所安全耐圧試験 千葉県内 

中山競馬場場内作業員詰所改築電気設備工事 船橋市 

ヘック市川改修電気設備工事 市川市 

工業団地新築電気設備工事 市川市 



行徳変電所 6KVキュービクル取替工事 市川市 

東京電力㈱各変電所機器点検工事 千葉県内 

電機産業・幸和電気工事 JV請負金額 71,500千円 大町公園屋外電気設備新築工事 市川市 

ライオンズマンションお花茶屋新築電気設備工事 東京都 

東京電力㈱各変電所安全耐圧試験 千葉県内 

金ケ作変電所増容量工事及関連除去工事 松戸市 

市原倉庫新築電気設備工事 市原市 

東京電力㈱各変電所機器点検工事 千葉県内 

サンシティー相之川新築電気設備工事 市川市 

シェラトンホテルスポーツ棟新築電気設備工事 市川市 

浦安Ⅱ期地区汚水ポンプ場（電気設備）工事 浦安市 

阿部ビル新築電気設備工事 浦安市 

東海電気工事・電機産業 JV 請負金額 310,000 千円 市川市立塩浜市民体育館新築電気設備工事 市川市 

東京電力㈱各変電所安全耐圧試験 千葉県内 

千葉支店改築電気工事 千葉市 

吉村マンション新築電気工事 千葉市 

東京電力㈱各変電所機器点検 千葉県内 

東京電力㈱各変電所安全耐圧試験 千葉県内 

東京電力㈱各変電所機器点検 千葉県内 



二俣新町駅前電気工事 市川市 

東京電力㈱各変電所安全耐圧試験 千葉県内 

パールプラザ３階改修電気工事 船橋市 

本社工場増築に伴う電気工事 市川市 

谷津三丁目団地 CBL立体駐車場電気工事 習志野市 

第２ミナモトハイム電気工事 市川市 

月星工業㈱建材加工センター新築電気工事 茨城県 

東京電力㈱各変電所機器点検 千葉県内 

山口プレス新築電気設備工事 市川市 

東京電力㈱各変電所安全耐圧試験 千葉県内 

建材加工センター新築電気工事 茨城県 

南八幡マンション電気工事 市川市 

市川市斎場式場棟増築電気工事 市川市 

美浜変電所増容量工事 浦安市 

船橋第１会社寮電気工事 船橋市 

東京電力㈱各変電所機器点検 千葉県内 

東京電力㈱各変電所安全耐圧試験 千葉県内 

愛知銀行寮電気設備工事 市川市 

電機産業・古川電気 JV 請負金額 150,700千円 市川市西消防署、仮称婦人会館電気工事 市川市 



市川市斎場内駐車場照明工事 市川市 

湊町 SSビル新築電気工事 船橋市 

緊急都市河川対策緑化護岸工照明その１ 市川市 

東京電力㈱各変電所機器点検 千葉県内 

旭精機工業㈱東京支店社宅新築電気設備工事 松戸市 

東京電力㈱各変電所安全耐圧試験 千葉県内 

放送設備改修工事 市川市 

A滑走路地区場周棚照明（南側）その３ 成田市 

山中軽金工業㈱市川工場新築電気設備工事 市川市 

工場新築電気設備工事 市川市 

佐倉変電所MC改造工事他２件 佐倉市 

原木変電所増容量 市川市 

東松戸変電所増設工事他１件 松戸市 

松戸本町寮増設電気設備工事 松戸市 

三喜食品社員寮新築電気設備工事 松戸市 

東京電力㈱各変電所機器点検 千葉県内 

東京電力㈱各変電所安全耐圧試験 千葉県内 

SCCビル新築電気設備工事 船橋市 

市川市立東国分中学校夜間照明設置工事 市川市 



変電所新設幹線切換増設工事 市川市 

菅野ポンプ場受電盤改修工事 市川市 

浦安市立富岡中学校武道館電気設備工事 浦安市 

東京電力㈱各変電所機器点検 千葉県内 

浦安舞浜マンション新築電気設備工事 浦安市 

東京電力㈱各変電所安全耐圧試験 千葉県内 

県単道路改良（一般）（照明 AI区） 船橋市 

海南石油精製㈱F－02計画工事 船橋市 

白井変電所キュービクル取替工事他 6件 白井町 

道路改良工事 船橋市 

本町変電所増容量他２件工事 船橋市 

千都日産モーター㈱浦安営業所新築電気設備工事 浦安市 

杉山金属印刷㈱工場新築電気設備工事 船橋市 

日新栃木作業所下妻工場新築電気設備工事 茨城県 

岩城硝子中山工場増築電気設備工事 船橋市 

東京電力㈱各変電所機器点検 千葉県内 

東京電力㈱各変電所安全耐圧試験 千葉県内 

旭村変電所予備器常用化工事他 野田市 

市原市米山倉庫電気設備改修その他工事 市原市 



仮称エステート２号館新築電気設備工事 船橋市 

学生寮電気設備改修工事 市川市 

本社工場増築電気設備工事 市川市 

本社工場増改築に伴う変電所改修工事 市川市 

WBG30階電気設備工事 千葉市 

ユアサ・フナショク㈱事務所新築電気設備工事 八街市 

東京電力㈱各変電所機器点検 千葉県内 

東京電力㈱各変電所安全耐圧試験 千葉県内 

四街道変電所 SPC修理仮設工事 四街道市 

白井変電所ブッシング修理他工事 白井町 

日本中央競馬会厩舎新築電気設備工事 白井町 

葛西パールホテル新築電気設備工事 東京都 

トーエネック電機産業 JV 請負金額 1,248,000千円 市川市生涯学習センター新築電気設備工事 市川市 

下妻工場スリッターライン電源設備工事他 茨城県 

本町変電所壁貫ブッシング修理他工事 船橋市 

金ケ作変電所電力用コンデンサ設置工事 松戸市 

国府台女子学院菅野校舎稲越校舎空調電源工事 市川市 

園生変電所増設工事 千葉市 

おゆみ野 3－18BL第５住宅屋内電気設備工事 千葉市 



松戸特別借受宿舎新設工事（電） 柏市 

東京電力㈱各変電所機器点検 千葉県内 

東京電力㈱各変電所安全耐圧試験 千葉県内 

麦丸変電所 66KVスパークラット修理工事 八千代市 

山形屋行徳ビル改修電気設備工事 市川市 

石原フードセンター改修電気工事 船橋市 

㈱うえだ社員寮新築電気設備工事 市川市 

川間変電所他 LS他修理工事 千葉県内 

藤川整形外科医院改修電気設備工事 市川市 

東京電力㈱各変電所機器点検 千葉県内 

東京電力㈱各変電所安全耐圧試験 千葉県内 

欠真間他排水機場 PGS取付工事他 市川市 

石井ビル新築電気設備工事 市川市 

千葉 NTO18－21BL.33BL屋外電気引込埋設管工事 印西町 

ユアサ・フナショク㈱貸店舗船橋宮本店（青山洋服）新築電気設備工事 船橋市 

ユアサ・フナショク㈱熊谷倉庫新築電気設備工事 埼玉県 

本町変電所増容量他２件 船橋市 

市川市南行徳駅第一自転車駐車場ほか２箇所照明改修工事 市川市 

松戸変電所他屋内分電盤修理工事他 松戸市 



我孫子変電所増容量他２件 我孫子市 

習志野（４）医務室新設工事（電） 習志野市 

白井変電所増容量工事他２件 白井町 

仮称コスモ上気新築電気設備工事 千葉市 

市川市庁舎前照明設備増設工事 市川市 

競馬学校ハロン棒通過表示装置新設工事 千葉県内 

新明和エンジニアリング㈱柏社宅電気設備工事 柏市 

柏寮電気容量増設 柏市 

エコピア薬円台店増改築電気設備工事 船橋市 

海浜変電所 66KVスーパークラット修理仮設工事 千葉市 

東京電力㈱各変電所機器点検 千葉県内 

千葉県行徳警察署（仮称）庁舎電気設備工事 市川市 

東京電力㈱各変電所機器点検 千葉県内 

本中山変電所 CB取替他工事 船橋市 

155号.165号隊舎電気改修工事 船橋市 

国府台女子学院創立７０年記念図書館増築電気設備工事 市川市 

東京電力㈱各変電所安全耐圧試験 千葉県内 

市川第二変電所配電自動化対応工事 市川市 

CTO都計 3.4.42号線道路照明（その２）工事 千葉県内 



東京電力㈱各変電所機器点検 千葉県内 

仮称石井貢マンション新築電気設備工事 市川市 

営業所配水工事事務所受電設備改修工事 千葉県内 

東京電力㈱各変電所機器点検 千葉県内 

東京電力㈱各変電所機器点検 千葉県内 

幕張 A地区住宅照明灯設置工事（10工区） 千葉市 

東京電力㈱各変電所機器点検 千葉県内 

東京電力㈱各変電所機器点検 千葉県内 

市川市営住宅大町第二団地８号棟新築電気設備工事 市川市 

浦安市消防庁舎増築電気設備工事 浦安市 

勝山変電所受電設備改造工事 他 安房郡 

蘇我変電所増容量工事 他 千葉市 

東京電力㈱各変電所機器点検 他 千葉県内 

干潟変電所 6KVCS設置工事 旭市 

クリオーネ曽谷新築電気設備工事 市川市 

千葉 NT200-18BL立体駐車場電気設備工事 印旛郡 

パールプラザボーリング場改修電気設備工事 船橋市 

一期地区エプロン走行路灯改修工事（第二工区） 成田市 

東京電力㈱各変電所機器点検 他 千葉県内 



競馬学校公正寮及び体育館キュービクル改修工事 白井町 

田中貴金属工業市川工場増築電気設備工事 市川市 

菅野変電所配電自動化対応工事 市川市 

七和福祉会ケアハウスユリ台新築電気設備工事 市川市 

東光・電産特定建設工事共同企業体請負金額 1,339,000,000仮称市川市保健医療

総合センター新築電気設備工事 
市川市 

蘇我変電所 6KVミニクラ改造工事 千葉市 

北越製紙㈱市川工場社宅新築電気設備工事 市川市 

網戸変電所増容量他６件工事 旭市 

船橋法務支局電気設備工事 市川市 

我孫子変電所配電自動化対応工事 他５件 我孫子市 

川間変電所遮断器取替工事 他１件 野田市 

やまぶき園電気設備工事 市川市 

東京電力㈱各変電所機器点検 他 千葉県内 

坪井変電所配電自動化 他１件 船橋市 

千葉県立市川工業高等学校校舎（機械科・電気科実習棟）大規模改造に伴う電気設備工事 市川市 

六和変電所配電自動化対応工事 他８件 松戸市 

幕張変電所配電自動化対応工事 他２件 千葉市 

東京電力㈱各変電所機器点検工事 他 千葉県内 



検見川変電所他断路器他修理工事 千葉市 

東京電力㈱各変電所機器点検工事 他 千葉県内 

美浜変電所他断路器他修理工事 浦安市 

津田沼変電所配電自動化対応工事 習志野市 

東京電力㈱各変電所機器点検工事 他 千葉県内 

大谷口変電所配電自動化対応工事 他１件 松戸市 

千葉県立市川工業高校校舎（管理教室棟大規模改造その１）電気設備工事 市川市 

吾妻町変電所 66KV開閉設備取替工事 千葉市 

東京電力㈱各変電所機器点検工事 他 千葉県内 

千葉県立印旛高校校舎（普通特別教室棟大規模改造その１）電気設備工事 印西市 

東京電力㈱各変電所機器点検工事 他 千葉県内 

第一旅客ターミナルビルカーブサイト高架橋増設（南中央）照明工事 成田市 

東京電力㈱各変電所機器点検工事 他 千葉県内 

本中山変電所６KVMC改造工事 船橋市 

東京電力㈱各変電所機器点検工事 他 千葉県内 

江戸川第二終末処理場第１排水処理等照明説医修繕工事 市川市 

運河変電所 CB取替工事 他３件 柏市 

東京電力㈱各変電所機器点検工事 他 千葉県内 

江戸川台変電所配電自動化対応工事 他３件 流山市 



終末処理場３階会議室電気設備改修工事 市川市 

東京電力㈱各変電所機器点検工事 他 千葉県内 

東京電力㈱各変電所機器点検工事 他 千葉県内 

六和変電所配電盤取替工事 他３件 松戸市 

東京電力㈱各変電所機器点検工事 他 千葉県内 

市川市立妙典中学校太陽光発電システム設置工事 市川市 

市川市立塩焼小学校情報通信配線設備工事 市川市 

香取排水機場高圧受変電盤修繕 市川市 

東京電力㈱各変電所機器点検工事 他 千葉県内 

習志野工場移転に伴う二次側電源工事 習志野市 

東京電力㈱各変電所機器点検工事 他 千葉県内 

法医研第２研究所棟高圧 DT盤設置工事 他３件 千葉市 

東京電力㈱各変電所機器点検工事 他 千葉県内 

東京電力㈱各変電所機器点検工事 他 千葉県内 

寿光殿舞台照明等工事 市川市 

常圓寺建設事業 船橋市 

平行滑走路横断地下道照明設備工事 成田市 

東京電力㈱各変電所機器点検工事 千葉県内 

高州地区１２号・１５号道路整備工事（照明） 浦安市 



市原変電所耐塩化工事（その４）他１件 市原市 

東京電力㈱各変電所機器点検工事 他 千葉県内 

東京電力㈱各変電所機器点検工事 他  千葉県内 

市川水道事務所受電設備更新工事 市川市 

八柱変電所６ＫＶ電力ケーブル修理工事 松戸市 

東京電力㈱各変電所機器点検工事 他 千葉県内 

３号館２階機器電源工事 市川市 

東京電力㈱各変電所機器点検工事 他 千葉県内 

そごう千葉店９,１０階店舗改装に伴う電気設備工事 千葉市 

受電所ＧＶＣＢ更新電気工事 市川市 

東京電力㈱各変電所機器点検工事 他 千葉県内 

菅野終末処理場最初沈殿池動力盤修繕 市川市 

東京電力㈱各変電所機器点検工事 他 千葉県内 

  

 



市川市立須和田の丘支援学校非常用発電機改修工事 平成 22 年 3 月 

市川市立柏井小学校体育館耐震補強電気機械設備工事 平成 22 年 3 月 

市川市立曽谷小学校体育館耐震補強電気設備工事 平成 22 年 3 月 

2 号機建屋改修電気工事 平成 22 年 1 月 

某寮受変電設備補修及び電気設備補修工事 平成 21 年 4 月 

市川市原木公園ソフトボール場夜間照明新設工事 平成 21 年 3 月 

海神県営住宅第 2 期電気設備工事（平成 19 年度事業） 平成 21 年 3 月 

今川橋交差点改良工事（第 1 工区）のうち街路灯設置・撤去工事 平成 21 年 3 月 

志津変電所 CB 取替工事他 3 件工事 平成 21 年 2 月 

坂月変電所主変 2 次ケーブルオープンピット化工事他 1 件 平成 21 年 1 月 

市川市立国府台市民体育館直流電源装置更新工事 平成 21 年 1 月 

吾妻町変電所 6ｋV CV ケーブル修理他 1 件工事 平成 20 年 12 月 

市川ターミナル第一ボンベ充填場照明更新工事他 2 件 平成 20 年 10 月 

坂月変電所他 6ｋVCV ケーブル修理工事 平成 20 年 7 月 

旭村変電所１B 変圧器取替工事他 1 件工事 平成 20 年 7 月 

市川市立小中学校冷暖房設備設置工事 宮田小学校電気設備工事 平成 20 年 6 月 

市川市立小中学校冷暖房設備設置工事 第五中学校電気設備工事 平成 20 年 6 月 

市川市立小中学校冷暖房設備設置工事 大柏小学校電気設備工事 平成 20 年 6 月 

市川市立小中学校冷暖房設備設置工事 大町小学校電気設備工事 平成 20 年 6 月 



道路照明灯整備工事（重点地区その４） 平成 20 年 3 月 

原木変電所 2B 変圧器取替工事他 1 件 平成 20 年 3 月 

東京国税局千葉西税務署空調設備改修その他工事（電気設備工事） 平成 19 年 12 月 

菅野ポンプ場・真間ポンプ場ｷｭｰﾋﾞｸﾙ修繕工事 平成 19 年 10 月 

美浜磯辺基地局２ＧＨz1X システム新設工事 平成 18 年 12 月 

検見川変電所 6kV 電力ケーブル修理工事 平成 18 年 11 月 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


