
 

公共元請け    

【令和　１年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

美作県民局 
公共道路工事（雲井山・矢谷山ﾄﾝﾈﾙ照明設備更新）/
国道179号 鏡野町 令和2年3月 

岡山県 農林水産総合センター　耐震補強等電気設備工事 赤磐市 令和2年3月 

岡山県 信号機改良工事　信号第８号 倉敷市 令和2年2月 

岡山県 県立岡山聾学校　空調設備整備電気設備工事 岡山市 令和2年1月 

津山市 名坂ポンプ室　ポンプ動力盤更新電気設備工事 津山市 令和2年1月 

【平成３０年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

岡山市 厳井ポンプ場　電気設備長寿命化工事 岡山市 平成31年4月 

岡山市 
笹ケ瀬ポンプ場　自動除塵機設備設置ほか長寿命化

に伴う電気設備工事 岡山市 平成31年3月 

美作県民局 公共道路工事（道路照明LED化）/国道179号 津山市 平成31年3月 

津山市 津山浄化センター　2系水処理（電気）設備改良工事 津山市 平成31年1月 

【平成２９年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

岡山空港管理事務所 岡山空港　航空灯火用電源設備更新電気設備工事 岡山市 平成30年3月 

岡山市 
岡山市市立岡輝中学校　校舎耐震改築に伴う電気設

備工事 岡山市 平成30年2月 

岡山水道局 岡山市水道局　本局庁舎電気設備工事 岡山市 平成29年8月 

【平成２８年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

津山市 
雇用労働センター　太陽光発電設備等設置電気設備

工事 津山市 平成29年3月 

津山市 成名公民館　太陽光発電設備等設置電気設備工事 津山市 平成29年2月 

津山市 高倉小学校　屋内運動場大規模改修電気設備工事 津山市 平成28年12月 

津山市 ＪＶ　保育所新築電気設備工事 津山市 平成28年9月 

【平成２７年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 



岡山市 ＪＶ　岡山市新北消防署　新築に伴う電気設備工事 岡山市 平成28年3月 

岡山市 吉備地域センター　新築に伴う電気設備工事 岡山市 平成28年3月 

津山市 阿波出張所　太陽光発電設備等設置電気設備工事 津山市 平成28年3月 

【平成２６年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

岡山市 
たけべ八幡温泉郷　温泉施設改築に伴う電気設備工

事 建部町 平成27年3月 

岡山県 
ＪＶ　倉敷スポーツ公園　スコアボード改修電気設

備工事 倉敷市 平成27年2月 

津山市 ＪＶ　津山東中学校　校舎耐震改修電気設備工事 津山市 平成26年12月 

津山市 
ＪＶ　津山市東部学校給食センター　新築電気設備

工事 津山市 平成26年6月 

【平成２５年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

岡山市 
浦安総合公園　駐車場整備に伴う駐車場管理機等設

置電気設備工事 岡山市 平成25年12月 

津山市 鶴山小学校　屋内運動場耐震改修電気設備工事 津山市 平成25年10月 

岡山市 岡山市南区役所　庁舎新設に伴う電気設備工事 岡山市 平成25年7月 

【平成２４年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

岡山県 信号機改良工事　第2号 岡山市 平成24年12月 

岡山市 
岡山市立上道中学校　ほか14校園扇風機設置電気設
備工事 岡山市 平成24年7月 

岡山市 
岡山市立島田中学校　ほか8校園扇風機設置電気設備
工事 岡山市 平成24年7月 

【平成２３年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

岡山市 
岡山市立市民文化ホール　音響設備修繕電気設備工

事 岡山市 平成24年3月 

岡山県 信号機改良工事　第12号 岡山市 平成24年1月 

津山市 東小学校　校舎改築電気設備工事 津山市 平成23年8月 

【平成２２年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

岡山県 業務商業ビル　中央監視装置改修電気設備工事 
吉備中

央町 平成23年3月 



岡山県 
地域活性化対策県立西備支援学校　校舎新築電気設

備工事 笠岡市 平成23年2月 

【平成２１年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

岡山市 
岡山市 南方保育園・南方地域子育て支援センターに
伴う電気設備工事 岡山市 平成22年3月 

岡山市 
岡山市立幡多小学校　体育館改築に伴う電気設備工

事 岡山市 平成22年2月 

国立大学法人岡山大学 
岡山大学　総合教育棟Ⅲ期（共通教育）改修電気設

備工事 岡山市 平成21年11月 

津山市 津山産業流通センター　他外灯新設電気設備工事 津山市 平成21年8月 

【平成１９年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

美作県民局 
美作県民局　諸口電気設備工事（維持補修課、総務

課、勝英支局） 

津山

市・美

作市 平成20年5月 

岡山県 旭川第二ダム　電気設備取替工事 岡山市 平成20年3月 

岡山空港管理事務所 岡山空港　灯火用ケーブル取替電気設備工事 岡山市 平成20年3月 

【平成１８年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

美作県民局 美作県民局　諸口電気設備工事 津山市 平成19年5月 

津山市 一宮小学校　校舎増築電気設備工事 津山市 平成19年5月 

備前県民局 公共都市　公園整備工事 岡山市 平成19年3月 

【平成１７年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

津山市 草加部浄水場　空調設備修繕工事 津山市 平成18年1月 

中国地方整備局岡山 岡山西税務署　増築その他電気設備工事 岡山市 平成18年1月 

岡山県 信号機等整備工事 岡山市 平成17年9月 

【平成１６年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

岡山県 岡山県庁舎　西棟耐震改修電気設備工事 岡山市 平成16年7月 

【平成１３年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 



岡山県 
既設公営住宅改善事業東岡山団地　景観改善電気設

備（第二第六工区）工事 岡山市 平成14年2月 

津山地方振興局 公共街路（一種改築）電気設備工事 津山市 平成13年12月 

【平成１２年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

津山地方振興局 振興局内　諸口電気設備工事 津山市 平成13年5月 

【平成１１年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

岡山県振興局 津山地方振興局　諸口電気設備工事 津山市 平成12年5月 

岡山市 操山公園里山センター　新築に伴う電気設備工事 岡山市 平成11年7月 

岡山市 
岡山市立東山中学校　プール新築に伴う電気設備工

事 岡山市 平成11年8月 

【平成１０年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

津山市 西部公園　テニスコート照明灯設置電気設備工事 津山市 平成11年3月 

岡山地方振興局 
公共　特定交通安全施設整備工事２種主要電気設備

工事 岡山市 平成11年3月 

岡山市 兼基ポンプ場　建設電気設備工事 岡山市 平成10年12月 

岡山市 南ふれあいセンター　新築に伴う電気設備工事 岡山市 平成10年11月 

【平成　８年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

岡山市 
市立宇野小学校　南棟大規模改造に伴う電気設備工

事 岡山市 平成8年10月 

津山市 西小学校　高圧受電設備等電気設備工事 津山市 平成8年6月 

【平成　５年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

津山市 大崎小学校　増築電気設備工事 津山市 平成6年3月 

【平成　４年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

岡山市 
岡山市立高島中学校区　公民館新築に伴う電気設備

工事 岡山市 平成4年11月 

【平成　２年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 



岡山県 まきばの館　建設工事のうち屋外電気設備工事 旭町 平成3年3月 

【昭和６３年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

岡山市 岡山市営（平井団地）共同住宅電気設備工事 岡山市 昭和63年7月 

【昭和６２年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

岡山市 岡山市営（国富団地）共同住宅電気設備工事 岡山市 昭和62年6月 

【昭和６０年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

岡山市 旭東児童センター　新築に伴う電気設備工事 岡山市 昭和59年6月 

民間元請け    

【令和　１年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

フジコピアン㈱ 更新・改修電気設備工事　令和１年度 勝央町 令和2年5月 

フジコピアン㈱ H/C-1号機　電装品更新改修電気設備工事 勝央町 令和2年5月 

フジコピアン㈱ ２号館１階　１ＬＭ－１分電盤更新電気設備工事 勝央町 令和1年12月 

フジコピアン㈱ OF/C-4号機　更新改修電気設備工事 勝央町 令和1年8月 

ヨシワ技研㈱ ヨシワ技研㈱　受変電設備更新工事 赤磐市 令和1年7月 

【平成３０年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

フジコピアン㈱ 更新・改修電気設備工事　平成３０年度 勝央町 令和1年5月 

(有)斎藤鈑金工業所 柵原工場　キュービクル更新工事他 美咲町 平成31年4月 

【平成２９年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

フジコピアン㈱ 更新・改修電気設備工事　平成２９年度 勝央町 平成30年5月 

㈱オーエスケー 勝央工場　受変電設備更新工事他 勝央町 平成30年2月 

【平成２８年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

フジコピアン㈱ 更新・改修電気設備工事　平成２８年度 勝央町 平成29年5月 



コアテック㈱ 検査機・組み付け機　電気工事他電気設備工事他 総社市 平成29年5月 

㈱スターロイ 第２キュービクル移設工事他 
久米南

町 平成29年5月 

㈱スターロイ 建設計画電気設備工事「新設QB500KVA」 
久米南

町 平成29年3月 

フジコピアン㈱ １号館新設コータ設備設置工事「コータ設備」 勝央町 平成29年1月 

フジコピアン㈱ １号館新設コータ設備設置工事「付帯設備」 勝央町 平成29年1月 

㈱日本スペリア 工場棟４階　作業室増設工事他 津山市 平成28年12月 

【平成２７年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

フジコピアン㈱ 更新・改修電気設備工事　平成２７年度 勝央町 平成28年5月 

㈱日本スペリア 社員寮　改修電気工事他 津山市 平成28年5月 

フジコピアン㈱ OT/C-7　更新改修工事 勝央町 平成27年11月 

㈱スターロイ 倉庫新築電気工事他 
久米南

町 平成27年9月 

㈱猿川 ㈱猿川印刷工場　防爆機器取替え工事 岡山市 平成27年7月 

【平成２６年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

フジコピアン㈱ 更新・改修電気設備工事　平成２６年度 勝央町 平成27年5月 

㈱スターロイ 高周波加熱装置配線工事 
久米南

町 平成27年5月 

【平成２５年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

フジコピアン㈱ 更新・改修電気設備工事　平成２５年度 勝央町 平成26年5月 

フジコピアン㈱ 
工場レイアウト変更（スリッター移設）に伴う電気

配線工事 勝央町 平成25年8月 

フジコピアン㈱ 
４号館１階インク製造室・紙管カット室　電気設備

工事 勝央町 平成25年12月 

フジコピアン㈱ ４号館３階塗布室ファブリック組立室設置電気工事 勝央町 平成25年12月 

フジコピアン㈱ ４号館２階スリッター室増設に伴う電気工事 勝央町 平成25年12月 

【平成２４年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

フジコピアン㈱ 更新・改修電気設備工事　平成２４年度 勝央町 平成25年5月 

【平成２３年度】    



受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

フジコピアン㈱ 更新・改修電気設備工事　平成２３年度 勝央町 平成24年5月 

㈱スターロイ Ｃ棟　増築電気・空調・換気設備工事 
久米南

町 平成24年2月 

【平成２２年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

フジコピアン㈱ 更新・改修電気設備工事　平成２２年度 勝央町 平成23年5月 

【平成２１年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

フジコピアン㈱ 更新・改修電気設備工事　平成２１年度 勝央町 平成22年5月 

【平成２０年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

フジコピアン㈱ 更新・改修電気設備工事　平成２０年度 勝央町 平成21年5月 

明和化学工業㈱ 
岡山工場　メイン機操作盤・パルパー貯蔵タンク・

小型成型機関係電気工事 勝央町 平成20年10月 

【平成１９年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

フジコピアン㈱ 更新・改修電気設備工事　平成１９年度 勝央町 平成20年5月 

明和化学工業㈱ 
明和化学工業㈱岡山工場新築に伴う乾燥炉計装電気

工事 勝央町 平成20年3月 

【平成１８年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

フジコピアン㈱ 更新・改修電気設備工事　平成１８年度 勝央町 平成19年5月 

【平成１７年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

フジコピアン㈱ 更新・改修電気設備工事　平成１７年度 勝央町 平成18年5月 

【平成１６年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

フジコピアン㈱ 更新・改修電気設備工事　平成１６年度 勝央町 平成17年5月 

【平成１５年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 



フジコピアン㈱ 更新・改修電気設備工事　平成１５年度 勝央町 平成16年5月 

【平成１４年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

フジコピアン㈱ 更新・改修電気設備工事　平成１４年度 勝央町 平成15年5月 

【平成１３年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

フジコピアン㈱ 更新・改修電気設備工事　平成１３年度 勝央町 平成14年5月 

【昭和６３年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

中四国ハイム工業 セキスイハイム　ユニット住宅配線工事 岡山市 平成1年4月 

【昭和６２年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

中四国ハイム工業 セキスイハイム　ユニット配線工事 岡山市 昭和63年5月 

【昭和６１年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

中四国ハイム工業 セキスイハイム　電気組立加工 岡山市 昭和61年5月 

【昭和６０年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

中四国ハイム工業 ユニット住宅　電気配線工事 岡山市 昭和60年5月 

公共下請け    

【令和　１年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

(有)ｅｰテクノ 
県立瀬戸高校　長寿命化改修電気設備工事のうち電

気設備工事 岡山市 令和2年3月 

㈱中電工　津山営業所 
津山文化センター　耐震補強及び大規模改修電気設

備工事 津山市 令和2年3月 

㈱四電工 備前市新庁舎　建設電気設備工事 備前市 令和2年2月 

タイセイ電工㈱ 岡山市立御野小学校　ほか1校空調電気設備工事 岡山市 令和2年2月 

【平成３０年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 



㈱ムラオ電設 岡山市東山斎場再整備事業　電気設備工事 岡山市 平成31年3月 

大同機工㈱ 河原屋地区　起伏ゲート制作・据付電気設備工事 美咲町 平成31年2月 

【平成２９年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

旭電業㈱ 
国立療養所長島愛生園 総合診療棟新築整備に伴う電
気設備工事他 

瀬戸内

市 平成30年3月 

【平成２８年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

㈱荒木組 
岡山市水道局　本局庁舎建築その他工事仮設電気設

備工事他 岡山市 平成29年4月 

田中機電工業㈱ 塚谷地区　農業ポンプ設置工事のうち電気設備工事 鏡野町 平成29年1月 

旭電業㈱ 吉永地域　幼保一体型施設整備工事 備前市 平成28年11月 

アイサワ工業㈱ 
岡山市市立岡輝中学校 校舎耐震改築に伴う共通仮設
電気設備工事 岡山市 平成28年6月 

【平成２７年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

名興電機㈱ 小田中浄水場更新事業　電気設備工事 津山市 平成28年3月 

㈱中電工　津山営業所 
津山圏域クリーンセンター　管理棟建設に伴う電気

設備工事 津山市 平成27年12月 

旭電業㈱ 落合地域総合センター電気設備工事 真庭市 平成27年7月 

【平成２６年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

㈱中電工　特定建設工

事 共同企業体 
岡山市立市民病院新築電気設備工事（ピット・免

震・1～3） 岡山市 平成27年3月 

田中機電工業㈱ 
岡山南地区　水管理制御設備工事のうち電気設備工

事 岡山市 平成27年3月 

㈲オオタ電業 県立津山工業高校　体育館電気設備工事 津山市 平成27年2月 

平松電気工事㈱ 
岡山市東区役所等　庁舎新築電気設備工事（庁舎棟

分） 岡山市 平成26年7月 

【平成２５年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

㈱サンテック 
日本原駐屯地　外（２４捕）庁舎改修等通信その他

電気設備工事 奈義町 平成26年3月 

㈱中電工　岡山統括支

社 
総合研究棟　改修電気設備工事（幹線・撤去・6F～
RF) 岡山市 平成26年1月 



㈱中電工　岡山統括支

社 
岡山大学研究棟　電気設備工事（追加工事6F～3F変
更） 岡山市 平成26年1月 

【平成２４年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

岡山電業㈱ 
平成２４年度里方　マンホールポンプ設置電気設備

工事他 
久米南

町 平成25年3月 

名興電機㈱ 
草加部浄水場（津山第2浄水場）薬品注入設備改修電
気設備工事 津山市 平成25年3月 

田中機電工業㈱ 
美咲町・西中汚水　マンホールポンプ設置電気設備

工事 

津山

市・美

咲町 平成25年3月 

田中機電工業㈱ 
藤田群大曲地区　C-Bｴﾘｱ水管理施設工事電線・電線
管敷設工事 岡山市 平成25年3月 

田中機電工業㈱ 県立図書館　防災用発電機整備電気設備工事 岡山市 平成25年1月 

【平成２３年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

名興電機㈱ 草加部第一配水池　送水ポンプ更新電気設備工事 津山市 平成24年3月 

田中機電工業㈱ 
平成23年度梶並(２期)地区 マンホールポンプ設備電
気設備工事他 美作市 平成24年3月 

平松電気工事㈱ 
岡山市立後楽館中・高等学校　校舎新築に伴う電気

設備工事 岡山市 平成24年2月 

㈱中電工　岡山統括支

社 美咲町中央中学校　改築電気設備工事 美咲町 平成23年12月 

不動電気㈱ 市立備前病院　建設電気設備工事 備前市 平成23年11月 

【平成２２年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

田中機電工業㈱ 基幹水利施設　新堰地区　電気設備工事 岡山市 平成23年4月 

㈱岡山エレテック 
岡山市立後楽館中・高等学校　校舎新築に伴う電気

設備工事 岡山市 平成22年9月 

㈱中電工　備前営業所 和気中学校　南棟新築電気設備工事 和気町 平成22年8月 

田中機電工業㈱ 大篠配水池　電気計装設備工事 津山市 平成22年8月 

【平成２１年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

㈱橋本電気工業所 
緊急経済雇用対策岡山中央警察署　耐震改修増築電

気設備工事 岡山市 平成22年3月 

田中機電工業㈱ 単県　交通安全施設整備工事 和気町 平成22年2月 

【平成２０年度】    



受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

名興電機㈱ 久米第3第4配水池　小田中浄水場電気計装設備工事 津山市 平成21年1月 

田中機電工業㈱ 
美作市立東粟倉小学校　耐震補強大規模改造電気設

備工事 美作市 平成21年1月 

【平成１９年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

山陽電子工業㈱ 
岡山地区共同溝　通信設備外工事（機械設備電気工

事） 岡山市 平成20年2月 

ミツワ電設㈱ 加茂簡易水道統合事業　第５期工事電気設備工事 津山市 平成20年2月 

田中機電工業㈱ 
仁堀マンホールポンプ　設置電気設備及びケーブル

布設工事 赤磐市 平成19年12月 

【平成１８年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

㈱サンテック 出石小学校　跡地整備事業賃貸住宅電気設備工事 岡山市 平成19年4月 

ミツワ電設㈱ 加茂・阿波　簡易水道建柱他電気設備工事 津山市 平成19年3月 

愛知時計電機㈱ 公共　下水道マンホールポンプ設置電気設備工事 奈義町 平成19年3月 

不動電気㈱ 発電総合管理事務所　電気設備工事 岡山市 平成19年2月 

㈱中電工　高梁営業所 岡山教育センター　電気設備工事 
吉備中

央町 平成19年1月 

【平成１７年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

愛知時計電機㈱ 
鏡野町農業集落　排水マンホールポンプ電気設備工

事 鏡野町 平成18年3月 

㈱中電工　備前営業所 備前市日生病院　全面改修電気設備工事 備前市 平成18年3月 

㈱中電工　岡山営業所 岡山市立岡山中央中学校　校舎増築電気設備工事 岡山市 平成17年9月 

㈱中電工　岡山営業所 岡山市駅元町地区再開発事業　追加電気設備工事 岡山市 平成17年7月 

【平成１６年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

㈱中電工　岡山営業所 岡山市駅元町地区再開発（2工区）電気設備工事 岡山市 平成17年5月 

㈱中電工　岡山営業所 岡山空港　ターミナル増改築電気設備工事 岡山市 平成17年5月 

㈱中電工　津山営業所 津山圏域衛生処理センター　電気設備工事 津山市 平成17年3月 

倉敷ヤンマー㈱ 津山地方振興局　非常用発電機設置電気設備工事 津山市 平成17年3月 

田中機電工業㈱ 資源　循環処理機能強化電気設備工事 
西粟倉

村 平成17年3月 



双葉電機㈱ 久米南町　マンホールポンプ監視設備電気配線工事 
久米南

町 平成17年3月 

ミツワ電設㈱ 加茂浄化センター　電気設備工事 加茂町 平成17年2月 

平松電気工事㈱ 河平ダム　管理設備電気工事 
加茂川

町 平成16年8月 

【平成１５年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

㈱中電工　金川営業所 久米南町　庁舎改修電気設備工事 
久米南

町 平成16年2月 

日本電気システム建設

㈱ 苫田ダム　放流制御設備電気工事 鏡野町 平成16年1月 

㈱中電工　岡山営業所 
旭川児童院　重症心身障害児病院（B・C）棟撤去工
事 岡山市 平成15年12月 

【平成１４年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

㈱中電工　岡山営業所 岡山県陸上競技場　改修ナイター照明電気設備工事 岡山市 平成15年5月 

田中機電工業㈱ 激甚災害大戸下地区　農業ポンプ設備電気設備工事 柵原町 平成15年5月 

㈱中電工　岡山営業所 
豊島廃棄物等対策事業　中間処理施設建築電気設備

工事 
香川県

直島町 平成15年3月 

㈱中電工　倉敷営業所 
児島地区　公園プール電灯・コンセント電気設備工

事 倉敷市 平成15年3月 

㈱中電工　津山営業所 ペスタロッチ館　新築電気設備工事 鏡野町 平成14年12月 

浅海電気㈱ 岡山大学（医病）エネルギーセンター電気設備工事 岡山市 平成14年11月 

マキテック㈱ 岡山大学（医病）エネルギーセンター電気設備工事 岡山市 平成14年11月 

【平成１３年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

田中機電工業㈱ 柵原町、加茂町　他農業用水ポンプ他電気設備工事 

柵原

町、加

茂町 平成14年5月 

㈱中電工　津山営業所 加茂町　浄化センター電気設備工事 加茂町 平成14年3月 

㈱ムラオ電設 玉野郵便局　新築電気設備工事 玉野市 平成14年2月 

㈱中電工　岡山営業所 福田保育園　新園舎増築電気設備工事 岡山市 平成13年10月 

【平成１２年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

㈱中電工　津山営業所 津山第二浄水場　製造プラント計装電気設備工事 津山市 平成13年3月 

㈱中電工　岡山営業所 久米南町　文化センター電気設備工事 
久米南

町 平成13年3月 



㈱中電工　岡山営業所 岡山空港　滑走路灯　進入路灯他電気設備工事 岡山市 平成13年3月 

㈱中電工　西大寺営業

所 岡山市東部クリーンセンター　電気設備工事 岡山市 平成13年3月 

㈱中電工　岡山営業所 国立岡山病院　整備第３期電気設備工事 岡山市 平成13年3月 

㈱中電工　岡山営業所 
岡山市駅元町　開発住宅６階～１３階他電気設備工

事 岡山市 平成13年1月 

平松電気工事㈱ 
岡山市駅元町　開発住宅６階～１３階他電気設備工

事 岡山市 平成13年1月 

㈱中電工　津山営業所 国道５３号線　奈義情報BOX電気設備工事 奈義町 平成12年12月 

旭電業㈱ 国立岡山病院　整備第３期電気設備工事 岡山市 平成12年11月 

【平成１１年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

㈱中電工　岡山営業所 国立岡山病院　第１期２期電気設備工事 岡山市 平成12年3月 

㈱中電工　岡山営業所 岡山駅元町再開発　第１工区公益電気設備工事 岡山市 平成12年3月 

㈱中電工　津山営業所 美作町　美作浄化センター電気設備工事 美作町 平成12年3月 

㈱中電工　津山営業所 津山消防組合　庁舎新築電気工事 津山市 平成12年3月 

㈱中電工　津山営業所 津山市東庁舎　改修電気設備工事 津山市 平成12年2月 

【平成１０年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

旭電業㈱　津山支店 津山市市街地再開発事業工事　電気設備工事 津山市 平成11年3月 

㈱中電工　岡山営業所 建部町総合文化センター　新築に伴う電気設備工事 建部町 平成10年11月 

㈱スペック 
グリーンヒルズ津山建設事業　グラスハウス電気設

備工事 津山市 平成10年11月 

川鉄電設㈱ 
グリーンヒルズ津山建設事業　グラスハウス電気設

備工事 津山市 平成10年11月 

㈱中電工　岡山営業所 南ふれあいセンター　新築に伴う電気設備工事 岡山市 平成10年11月 

㈱中電工　岡山営業所 岡山空港　貨物ターミナル新築電気設備工事 岡山市 平成10年9月 

【平成　９年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

平松電気工事㈱ 津山郵便局　受電設備その他改修電気設備工事 津山市 平成10年3月 

㈱日鉄エレックス 岡山市営芳田団地　共同住宅新築電気設備工事 岡山市 平成10年3月 

㈱中電工　岡山営業所 
本庁ＷＡＮ振興局　ＬＡＮ設置に伴う電気設備配線

工事 岡山市 平成9年12月 

㈱中電工　津山営業所 グリーンヒルズ津山北地区　１工区電気設備工事 津山市 平成9年12月 

【平成　８年度】    



受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

㈱中電工　岡山営業所 県立岡山市東部新設養護学校　電気設備工事 岡山市 平成9年3月 

㈱きんでん中国支社 勝央町総合保健福祉センター　電気設備工事 勝央町 平成9年3月 

田中機電工業㈱ 阿波和気町　排水処理施設電気設備工事 和気町 平成9年1月 

㈱日鉄エレックス 岡山市営芳田団地　共同住宅新築電気設備工事 岡山市 平成8年12月 

㈱中電工　岡山営業所 藤ケ鳴地区　研修保養施設電気設備工事 岡山市 平成8年9月 

【平成　７年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

旭電業㈱ 津山高専　情報棟高圧屋外電気設備工事 津山市 平成8年4月 

㈱中電工　岡山営業所 国立岡山病院　CPUケーブル配線電気設備工事 岡山市 平成8年3月 

ｺｰｾｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 堂尾配水施設　新設電気設備工事 津山市 平成8年2月 

平松電気工事㈱ 西大寺市民会館　電気設備工事 岡山市 平成8年1月 

㈱サンテック 鳥取市立病院　移転新築電気設備工事 鳥取市 平成7年6月 

【平成　６年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

㈱中電工　津山営業所 津山一番街　街路整備に伴う電気設備工事 津山市 平成7年3月 

㈱サンテック 鳥取市立病院　移設新築電気設備工事 鳥取市 平成7年2月 

㈱中電工　岡山営業所 岡山県市町村振興センター　電気設備工事 岡山市 平成7年1月 

㈱中電工　岡山営業所 岡山大学（医病）クリーンルーム電気設備工事 岡山市 平成6年9月 

㈱中電工　勝山営業所 久世町立米来小学校　改築電気設備工事 久世町 平成6年8月 

田中機電工業㈱ 西粟倉地区　農業集落排水処理施設電気設備工事 
西粟倉

村 平成6年6月 

【平成　５年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

㈱中電工　岡山営業所 岡山市民病院　改修に伴う電気設備工事 岡山市 平成6年3月 

㈱サンテック 津川ダム　電気設備工事 加茂町 平成6年3月 

㈱中電工　岡山営業所 山陽学園大学　新築電気設備工事 岡山市 平成6年2月 

㈱中電工　岡山営業所 岡山空港　国際線旅客ターミナル電気設備工事 岡山市 平成5年8月 

【平成　４年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

旭電業㈱ 岡山県立大学　２工区電気設備工事 岡山市 平成5年3月 

㈱中電工　岡山営業所 岡山県立大学　建設工事（第1工区）電気設備工事 岡山市 平成5年3月 



㈱中電工　岡山営業所 
岡山空港 進入灯滑走路グルーピングによる灯具移設
電気設備工事 岡山市 平成4年11月 

㈱中電工　津山営業所 津山市立一宮小学校　電気設備工事 津山市 平成4年9月 

㈱中電工　林野営業所 Ｂ＆Ｇ財団吉井海洋センター　電気設備工事 吉井町 平成4年6月 

【平成　３年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

㈱中電工　津山営業所 鏡野町文化スポーツセンター　電気設備工事 鏡野町 平成4年2月 

ｺｰｾｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 
配水管電磁流量計取付工事に伴う電気・計装設備工

事 岡山市 平成4年1月 

㈱中電工　岡山営業所 
岡山市表町１丁目地区　第１種市街地再開発電気設

備工事 岡山市 平成3年11月 

㈲創信電業 種ケ島宇宙センター　電気設備工事 
鹿児島

県 平成3年8月 

㈱中電工　岡山営業所 岡山県庁　棟増築改修電気設備工事 岡山市 平成3年8月 

川鉄電設㈱中国事業部 津山警察署庁舎　新築工事のうち電気設備工事 津山市 平成3年7月 

【平成　２年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

中国電気工事㈱岡山 岡山県庁　東棟増築電気設備工事 岡山市 平成3年3月 

平松電気工事㈱ 岡山県庁　東棟増築電気設備工事 岡山市 平成3年3月 

【平成　１年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

中国電気工事㈱津山 津山浄化センター　電気設備工事 津山市 平成2年4月 

【昭和６３年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

㈱ムラオ電設 湯郷浄化センター　新築電気設備工事 美作町 平成1年3月 

中国電気工事㈱金川 誕生寺小学校　改築電気設備工事 
久米南

町 平成1年3月 

中国電気工事㈱岡山 岡山市立藤田中学校　校舎増築電気設備工事 岡山市 昭和63年9月 

【昭和６２年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

中国電気工事㈱岡山 新岡山空港　ターミナルビル電気設備工事 岡山市 昭和63年2月 

琴浦電気㈱ 新岡山空港　サイン電気設備工事 岡山市 昭和63年2月 

中国電気工事㈱岡山 
御津町　農村環境改善センター及び図書館電気設備

工事 御津町 昭和62年7月 



【昭和６１年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

平松電気工事㈱ 総社高校　新築電気設備工事 総社市 昭和61年4月 

㈱牧野電機商会 岡山県立盲学校　電気設備工事 岡山市 昭和61年4月 

平松電気工事㈱ 玉野光南高校　電気設備工事 玉野市 昭和61年3月 

中国電気工事㈱津山 津山市立中道中学校　電気設備工事 津山市 昭和61年3月 

平松電気工事㈱ 備前浄化センター　電気設備工事 備前市 昭和60年10月 

【昭和６０年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

平松電気工事㈱ 和気町庁舎福祉センター　電気設備工事 和気町 昭和60年3月 

平松電気工事㈱ 倉敷市　地下駐車場及び地下道電気設備工事 倉敷市 昭和60年3月 

三洋電業㈱ 
倉敷市立南中多津美中学校　分離新築電気設備工事

（第１工区） 倉敷市 昭和59年8月 

民間下請け    

【令和　１年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所  

㈱中電工　津山営業所 
旭ポリスライダー　新東棟新築(幹線・ラック・3階)
電気設備工事 真庭市 令和2年4月 

㈱中電工　津山営業所 仁木鉄工㈱　第二工場新築電気設備工事 津山市 令和2年3月 

㈱中電工　津山営業所 
アオホンケミカルジャパン㈱くめ工場 プラント幹線
電気設備工事 津山市 令和2年3月 

㈱日設 ドコモ岡山東古松　空調設備増設３電気設備工事 岡山市 令和2年3月 

㈱HEXEL　Works ㈱エアフォルク　工場新築電気設備工事 津山市 令和2年1月 

㈱中電工　津山営業所 
津山中央病院　新病棟に伴う(１～４、Ｒ階)電気設
備工事 津山市 令和1年12月 

㈱中電工　津山営業所 アオホン㈱くめ工場　電気設備工事 津山市 令和1年12月 

旭電業㈱ 旭メンテナンス㈱倉益　倉庫新築電気設備工事 岡山市 令和1年11月 

旭電業㈱ DOWAｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ岡山㈱防爆工場　建築電気設備工事 岡山市 令和1年11月 

㈱きんでん 
ﾊﾟｼﾌｨｺ・ｴﾅｼﾞｰ作東ﾒｶﾞｿｰﾗｰ発電所　建設に伴う構内

電気設備工事 美作市 令和1年11月 

㈱中電工　津山営業所 津山中央病院　新病棟に伴う外構電気設備工事 津山市 令和1年10月 

池田電業㈱ 
ジャパンロジスティックス岡山物流センター　新築

電気設備工事 赤磐市 令和1年9月 

東宝ビル管理㈱ アルネ津山　アトリウム照明LED更新電気設備工事 津山市 令和1年9月 



サン工業㈱ 
フジコピアン㈱岡山工場　溶剤緊急遮断弁非常停止ｽ

ｲｯﾁ増設電気設備工事 勝央町 令和1年8月 

㈱きんでん 
アルフレッサファーマ岡山製薬工場　パレット保管

倉庫増設電気設備工事 勝央町 令和1年8月 

旭電業㈱ 恵風苑　移転新築工事電気設備工事（仮設工事共） 岡山市 令和1年7月 

【令和　１年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

㈱中電工　岡山統括支

社 
岡山村田製作所　H棟3階実装他電気設備工事（３階
～４階） 

瀬戸内

市 令和1年7月 

【平成３０年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

㈱きんでん 
フジコピアン㈱岡山工場　特高化に伴う電気設備工

事 勝央町 令和1年5月 

㈱日設 
ドコモ岡山東古松　空調増設3工事（空調）電気設備
工事他 岡山市 令和1年5月 

旭電業㈱ 加計学園　特別高圧受変電設備改修電気設備工事 岡山市 令和1年5月 

㈱中電工　岡山統括支

社 岡山村田製作所　H棟３～４階電気設備工事他 
瀬戸内

市 令和1年5月 

㈱中電工　津山営業所 鴻池運輸㈱　２階フロアー電気設備工事 真庭市 平成31年4月 

㈱中電工　津山営業所 
津山中央病院陽子線センター　高圧ケーブル緊急引

替え対応電気設備工事 津山市 平成31年4月 

旭電業㈱ 
岡山理科大学　Ｂ５号空調設備改修に伴う電気設備

２期工事他 岡山市 平成31年4月 

㈱きんでん 
高雄工業岡山第２工場　２期建設幹線設備電気設備

工事 岡山市 平成31年3月 

㈱中電工　津山営業所 
新津山国際ホテル　新築（3.4.5.6以外）電気設備工
事 津山市 平成31年2月 

旭電業㈱ 学校法人本山学園　増改築電気設備工事 岡山市 平成31年2月 

旭電業㈱ 新津山国際ホテル　新築（客室部）電気設備工事他 津山市 平成31年1月 

㈱きんでん 
フジコピアン㈱岡山工場　3号館チラー増設に伴う電
気設備工事 勝央町 平成30年12月 

㈱中電工　津山営業所 ザ・ビッグ津山平福店　幹線その他電気設備工事 津山市 平成30年9月 

㈱中電工　津山営業所 竹本容器㈱岡山事業所　増設電気設備工事その3 奈義町 平成30年9月 

安東機械工具㈱ マツムラ電子　キュービクル増設電気設備工事他 津山市 平成30年8月 

旭電業㈱ 大本組本店　改修電気設備工事 岡山市 平成30年8月 

【平成３０年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 



佐藤建設㈱ 
明和化学工業㈱岡山工場　工場増築（断熱ｽﾘｰﾌﾞ棟）

電気設備工事 勝央町 平成30年8月 

㈱中電工　岡山統括支

社 Wグランラセーレ　新築電気工事 岡山市 平成30年7月 

㈱きんでん 山田養蜂場　旧工場1階改装電気設備工事 鏡野町 平成30年6月 

(有)ミナミ 鳥取中央病院　新築棟建設電気設備工事 
鳥取県

鳥取市 平成30年6月 

【平成２９年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

㈱中電工　津山営業所 モランボン津山工場　生産機械電気設備工事 津山市 平成30年5月 

㈱中電工　津山営業所 
モランボン津山工場　高圧・幹線ラック電気設備工

事 津山市 平成30年5月 

㈱きんでん 
フジコピアン㈱岡山工場　第３変電設備更新電気設

備工事 勝央町 平成30年5月 

旭電業㈱ 
岡山理科大学　Ｂ５号館空調設備改修に伴う電気設

備工事他 岡山市 平成30年5月 

㈱中電工　岡山統括支

社 老健うちのみ　跡地利用２Ｆ他改修電気設備工事他 

香川県

小豆島

町 平成30年4月 

㈱きんでん ダイキンアレス青谷２期　電気設備工事 
鳥取県

鳥取市 平成30年3月 

㈱きんでん コンドーテック岡山営業所　新築電気設備工事 津山市 平成30年3月 

㈱日設 ドコモ岡山今　空調設備（空調）電気設備工事 岡山市 平成30年3月 

㈱日設 
ドコモ東古松　空調増設（空調）電気設備工事３工

事 岡山市 平成30年3月 

㈱きんでん 
東和薬品岡山工場　製造棟・包装棟３期改修電気設

備工事他 勝央町 平成30年3月 

浅海電気㈱ 
津山パナソニック他　常駐電気設備工事　平成２９

年度 津山市 平成30年2月 

㈱サンテック 池が原太陽光発電所　建設電気設備工事 津山市 平成30年1月 

㈱きんでん 東和薬品　外装改修電気設備工事他 勝央町 平成29年12月 

㈱中電工　津山営業所 
美作市慈慶学園高校　美作キャンバス整備電気設備

工事 美作市 平成29年11月 

㈱きんでん 
フジコピアン㈱岡山工場　富士加工受変電設備更新

電気設備工事 勝央町 平成29年8月 

㈱きんでん 福岡鋼業　真庭加工センター新築電気設備工事 真庭市 平成29年7月 

【平成２９年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

㈱中電工　岡山統括支

社 
日本ゴア　PSCクリーンルーム新設に伴う電気設備
工事他 岡山市 平成29年7月 



㈱報国電設 西大寺郵便局　模様替電気設備工事 岡山市 平成29年6月 

㈱中電工　岡山統括支

社 日本ペイント岡山工場　樹脂試作棟電気設備工事 勝央町 平成29年6月 

【平成２８年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

㈱きんでん 
フジコピアン㈱岡山工場　第２変電設備更新電気設

備工事 勝央町 平成29年5月 

浅海電気㈱ 中国自動車道　勝央SAお手洗い改修電気設備工事 
勝央町

他 平成29年5月 

旭電業㈱ ケーズデンキ津山店　新築電気設備工事 津山市 平成29年5月 

旭電業㈱ 
岡山理科大学　７号館３階実験室改修工事他電気設

備工事他 岡山市 平成29年5月 

浅海電気㈱ 
津山パナソニック他　常駐電気設備工事　平成２８

年度 津山市 平成29年5月 

㈱きんでん 日本郵便中国東部郵便　処理施設新築電気設備工事 総社市 平成29年4月 

㈱中電工　岡山統括支

社 ㈱荒木組　本社増築電気設備工事 岡山市 平成29年3月 

㈱日設 
ドコモ岡山東古松　空調増設（空調）電気設備工事

２工事 岡山市 平成29年3月 

旭電業㈱ 
岡山理科大学　１号館新築工事及び周辺整備電気設

備工事他 岡山市 平成29年3月 

東宝ビル管理㈱ アルネ津山　照明設備ＬＥＤ化改修電気設備工事 津山市 平成29年1月 

佐藤建設㈱ 
フジコピアン㈱　事務所移設に伴うレイアウト変更

電気設備工事 勝央町 平成28年9月 

㈱きんでん 東和薬品岡山工場　固形製剤棟電気設備工事 勝央町 平成28年8月 

㈱中電工　津山営業所 竹本容器工場　新築電気設備工事 奈義町 平成28年9月 

東宝ビル管理㈱ アルネ津山　２階LOFT電気設備工事（B・C工事） 津山市 平成28年6月 

㈱中電工　岡山統括支

社 
津山中央病院　旧エネルギーセンター改修に伴う電

気設備工事 津山市 平成28年6月 

【平成２７年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

浅海電気㈱ 
津山パナソニック他　常駐電気設備工事　平成２７

年度 津山市 平成28年5月 

旭電業㈱ 
岡山理科大学　新1号館新築工事及び周辺整備電気設
備工事他 岡山市 平成28年5月 

㈱中電工　岡山統括支

社 川崎病院　新築３階７階電気設備工事 岡山市 平成28年4月 

㈱きんでん 
東和薬品㈱岡山工場　管理棟・第二倉庫棟新築電気

設備工事 勝央町 平成28年4月 



㈱きんでん 
小川香料㈱岡山工場　物流センター新築に伴う電気

設備工事他 勝央町 平成28年4月 

㈱サンテック 
美作武蔵メガソーラー発電所　建設特高配線電気設

備工事 美作市 平成28年4月 

摂津電機工業㈱ 
中国自動車道　勝央JCT他１箇所受配電自家発電設
備工事 勝央町 平成28年4月 

㈱きんでん 
フジコピアン㈱岡山工場　第１変電設備更新電気設

備工事 勝央町 平成28年3月 

㈱きんでん 正田食品　津山工場建設電気設備工事 津山市 平成27年12月 

㈱きんでん 
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ㈱岡山製薬工場　保守用発電設備電気設

備工事 勝央町 平成27年8月 

㈱中電工　津山営業所 
津山中央病院　がん陽子線治療センター新築電気設

備工事 津山市 平成27年8月 

㈱中電工　津山営業所 
津山中央病院　新エネルギー棟新築に伴う電気設備

工事 津山市 平成27年8月 

【平成２６年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

浅海電気㈱ 
津山パナソニック他　常駐電気設備工事　平成２６

年度 津山市 平成27年5月 

㈲イマダ 山陽工作所　新築工場電気設備工事 奈義町 平成27年4月 

平松電気工事㈱ 岡山合同　電気設備改修工事に伴う電気設備工事 岡山市 平成27年3月 

㈱きんでん 
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ㈱岡山製薬工場　岡山新配送ｾﾝﾀｰ建設電

気設備工事 勝央町 平成27年3月 

安東機械工具㈱ 山崎産業　成形機配線電気設備工事 美作市 平成27年3月 

㈱きんでん イオンモール岡山　新築電気設備工事 岡山市 平成27年1月 

旭電業㈱ 理大付属高　第9校舎新築工事に伴う電気設備工事 岡山市 平成26年10月 

浮田建設㈱ ㈲豊栄産業　火災復旧・別棟電気設備工事 美作市 平成26年10月 

㈲イマダ 沼自動車学校　新築電気設備工事 津山市 平成26年9月 

【平成２５年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

旭電業㈱ 
岡山理科大学　ﾈｯﾄﾜｰｸ災害対応整備事業に係わる電

気設備工事他 岡山市 平成26年5月 

㈱中電工　津山営業所 トーステ㈱草加部工場　南棟増設電気設備工事他 津山市 平成26年5月 

㈱中電工　岡山統括支

社 喜福の里　新築電気設備工事 岡山市 平成26年5月 

浅海電気㈱ 
津山パナソニック他　常駐電気設備工事　平成２５

年度 津山市 平成26年5月 

㈱日設 ドコモ東古松　MAPS1200万化空調電気設備 岡山市 平成26年3月 

㈱中電工　倉敷支社 玉野中央病院　新築移転電気設備工事 玉野市 平成26年3月 



㈱きんでん 
アルフレッサファーマー岡山製薬工場　包装棟建設

電気設備工事 勝央町 平成25年12月 

㈱中電工　津山営業所 
アイエス工場新築・池田精工工場　増築電気設備工

事他 津山市 平成25年10月 

㈱中電工　津山営業所 
エバラ食品工業㈱津山工場 太陽光発電設置に伴う電
気設備工事他 津山市 平成25年9月 

㈱日設 
ドコモ岡山東古松　空調設備工事（空調）電気設備

工事 岡山市 平成25年6月 

【平成２４年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

㈱中電工　岡山統括支

社 日本生命　岡山駅前ビル改修電気設備工事 岡山市 平成25年5月 

浅海電気㈱ 
津山パナソニック他　常駐電気設備工事　平成２４

年度 津山市 平成25年5月 

富士岡山運搬機㈱ 
(有)豊栄産業　本社工場生産機械１次側電源電気設
備工事 美作市 平成25年4月 

旭電業㈱ 岡山労災病院　新棟電気設備工事 岡山市 平成25年3月 

旭電業㈱ ＪＲ門田屋敷　社宅ＰＪ新築電気設備工事 岡山市 平成25年3月 

㈱中電工　岡山統括支

社 岡山高島屋　地下２階売場拡張電気設備工事 岡山市 平成25年3月 

㈱きんでん 
大和ﾊｳｽ工業岡山工場 増築棟屋上太陽光発電設備設
置電気設備工事 赤磐市 平成25年3月 

㈱中電工　津山営業所 
せいみ岡山　太陽光発電設備設置工事に伴う電気設

備工事 勝央町 平成25年3月 

浮田建設㈱ 
㈲豊栄産業本社工場　消防検査対応屋外消火栓電源

電気設備工事 美作市 平成24年12月 

東光電気工事㈱ 東和薬品・西日本物流センター　新築電気設備工事 勝央町 平成24年12月 

瀬戸電設工業㈱ グリーンポートリー本工場　改修電気設備工事 津山市 平成24年11月 

瀬戸電設工業㈱ グリーンポートリー　農場鶏舎避雷針設置工事 津山市 平成24年11月 

㈱きんでん クラレ　複合福利施設新築電気設備工事 岡山市 平成24年12月 

㈱中電工　岡山統括支

社 ザ・ビッグ和気店　改修電気設備工事 和気町 平成24年9月 

㈱中電工　岡山統括支

社 
高専賃病院　複合型施設４，５階改修電気設備工事

他 岡山市 平成24年9月 

㈱中電工　備前営業所 
㈱放電精密加工研究所(HSK)岡山事業所　改修電気
設備工事 赤磐市 平成24年8月 

【平成２３年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

浅海電気㈱ 
津山パナソニック他　常駐電気設備工事　平成２３

年度 津山市 平成24年5月 



東光電気工事㈱ ヤマト運輸　省エネ照明改修電気設備工事 鏡野町 平成24年4月 

㈱中電工　岡山統括支

社 
ノートルダム清心女子大学　記念館改修電気設備工

事他 岡山市 平成24年3月 

平松電気工事㈱ 
NTN㈱赤磐製作所　新築工事に伴う事務所及び工場
棟電気設備工事 赤磐市 平成24年3月 

㈱サンテック 
ドコモ東古松ﾋﾞﾙ (２,３階事務室化)内装整備その他
電気設備工事他 岡山市 平成24年3月 

名興電機㈱ 草加部第一配水池　送水ポンプ更新電気設備工事他 津山市 平成24年3月 

ダイダン㈱ 源吉兆庵　妹尾工場改修電気設備工事 岡山市 平成24年2月 

カジノン㈱ パナソニック㈱AVC社岡山工場　電気設備工事 岡山市 平成24年2月 

東光電気工事㈱ 東和薬品・西日本物流センター　新築電気設備工事 勝央町 平成24年1月 

㈱エレテック ㈱中電工　津山寮新築に伴う電気設備工事 津山市 平成23年12月 

㈱中電工　岡山統括支

社 
岡山リハビリテーション病院　新築電気設備工事(3
～5階以外) 岡山市 平成23年10月 

㈱中電工　岡山統括支

社 
日本生命　岡山第二ビル本館・新館改修電気設備工

事 岡山市 平成23年11月 

㈱中電工　倉敷支社 
三井アウトレットパーク倉敷　新築電気設備工事（1
階） 倉敷市 平成24年3月 

旭電業㈱ 加計学園　５０周年記念館新築電気設備工事他 岡山市 平成23年10月 

㈱サンテック ソルコム倉敷工事事務所　新築電気設備工事他 倉敷市 平成23年9月 

㈱レイテック 
フジコピアン㈱　クリーンルーム空調設備電気設備

工事 勝央町 平成23年8月 

【平成２２年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

㈱中電工　岡山統括支

社 森谷外科　増築電気設備工事他 岡山市 平成23年5月 

浅海電気㈱ 
津山パナソニック他　常駐電気設備工事　平成２２

年度 津山市 平成23年5月 

浅海電気㈱ 
パナソニック㈱AVC社津山工場　Ｆ棟N-ROM新ﾗｲﾝ
電気設備工事 津山市 平成23年4月 

㈱中電工　岡山統括支

社 日本生命　岡山駅前ビル改修電気設備工事 岡山市 平成23年3月 

㈱きんでん 
東和薬品㈱岡山工場　２０１０年度改修電気設備工

事 勝央町 平成23年1月 

㈱中電工　津山支社 津山インター河辺モール　新築電気設備工事 津山市 平成22年11月 

㈱中電工　岡山統括支

社 ノートルダム清心女子大学　電気設備改修工事他 岡山市 平成22年9月 

㈱中電工　岡山統括支

社 倉敷中央病院　新３棟高層階電気設備工事 倉敷市 平成22年8月 

【平成２１年度】    



受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

浅海電気㈱ 
津山パナソニック他　常駐電気設備工事　平成２１

年度 津山市 平成22年5月 

㈱中電工　山口西部支

社 逆走防止電気・土木工事（岡山） 
岡山県

他 平成22年3月 

高砂熱学工業㈱ フジコピアン㈱岡山工場　熱源改修電気設備工事 勝央町 平成22年3月 

平松電気工事㈱ 岡山久米　商業施設新築電気設備工事 岡山市 平成21年11月 

旭電業㈱ みずほモータース　事務所、修理電気設備工事 岡山市 平成21年9月 

㈱中電工　岡山統括支

社 
野村証券㈱岡山支店　照明器具効率化電気設備工事

他 岡山市 平成21年9月 

㈱中電工　岡山統括支

社 
日本通運㈱　岡山駅前ビルリニューアル電気設備工

事他 岡山市 平成21年7月 

㈱中電工　岡山統括支

社 ＩＰＳアルファ姫路工場　３ＣＲ階電気設備工事 
兵庫県

姫路市 平成21年7月 

浅海電気㈱ ＩＰＳアルファ姫路工場　電気設備工事 
兵庫県

姫路市 平成21年7月 

【平成２０年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

浅海電気㈱ 
津山パナソニック他　常駐電気設備工事　平成２０

年度 津山市 平成21年5月 

㈱中電工　岡山統括支

社 住友生命　岡山ビルアスベスト対策電気設備工事 岡山市 平成21年5月 

㈱中電工　岡山統括支

社 心臓病センター榊原病院　改修電気設備工事 岡山市 平成21年5月 

熱技術開発㈱ 
フジコピアン㈱　濃縮・脱臭装置二次側電気設備工

事 勝央町 平成21年3月 

熱技術開発㈱ 
フジコピアン㈱　濃縮・脱臭装置一次側電気設備工

事 勝央町 平成21年3月 

㈱中電工　東京本部 
富士通㈱川崎通信センター　電源設備更新電気設備

工事 

神奈川

県川崎

市 平成21年2月 

浅海電気㈱ 
パナソニック㈱メディア生産設備部　管理設備電気

工事 津山市 平成21年2月 

㈱中電工　岡山統括支

社 ふくなん　新築電気設備工事 岡山市 平成21年2月 

㈱中電工　岡山統括支

社 Nクリニック　新築電気設備工事 岡山市 平成21年1月 

㈱中電工　東京本部 ＪＶ　中瀬３丁目計画電気設備工事（駐車場棟） 

神奈川

県川崎

市 平成20年12月 

旭電業㈱ 西長瀬有料老人ホーム　新築電気設備工事 岡山市 平成20年11月 



㈱中電工　津山支社 デオデオ津山本店　改装に伴う電気設備工事 津山市 平成20年10月 

㈱きんでん 
フジコピアン㈱　クリーンコーター設備電気設備工

事 勝央町 平成20年9月 

㈱中電工　東京本部 東伏見　STEP22・75-2号館改修電気設備工事 

東京都

西東京

市 平成20年9月 

佐藤建設㈱ 明和化学工業㈱岡山工場　電気設備工事 勝央町 平成20年8月 

㈱中電工　西大寺営業

所 
ナカシマプロペラ㈱メディカル事業部　第3期増築電
気設備工事 岡山市 平成20年8月 

【平成２０年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

浅海電気㈱ 
津山松下　メディアF棟1階N-ROMライン電気設備工
事 津山市 平成20年8月 

㈱中電工　岡山統括支

社 朝日生命　空調改修に伴う電気設備工事 岡山市 平成20年7月 

㈱中電工　津山支社 PLANT-5鏡野店　新築電気設備工事 鏡野町 平成20年6月 

㈱中電工 西大寺営業
所 

中国小松フォークリフト㈱岡山支店　新築電気設備

工事 岡山市 平成20年6月 

㈱中電工　総社営業所 新興工業㈱富原工場　増築電気設備工事 総社市 平成20年6月 

【平成１９年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

浅海電気㈱ 
津山パナソニック他　常駐電気設備工事　平成１９

年度 津山市 平成20年5月 

㈱中電工　東京本部 
ららぽーと　TOKYO-BAYリノベーション計画電気
設備工事 

千葉県

船橋市 平成20年5月 

㈱中電工　岡山統括支

社 朝日生命　空調改修に伴う電気設備工事 岡山市 平成20年5月 

㈱中電工　岡山統括支

社 岡山西クリニックモール　新築電気設備工事 岡山市 平成20年4月 

㈱中電工　岡山統括支

社 岡山県看護会館　新築電気設備工事 岡山市 平成20年3月 

㈱中電工　岡山統括支

社 日本生命　岡山ビル改修電気設備工事 岡山市 平成20年3月 

㈱中電工　岡山支社 誠和会　在宅センター新築電気設備工事 倉敷市 平成20年1月 

㈱中電工　岡山統括支

社 いしま病院　既設改修電気設備工事 岡山市 平成20年1月 

㈱中電工　水島営業所 日本ゼオン㈱水島工場　M073建設電気設備工事 倉敷市 平成19年12月 

JFE電制㈱ アサゴエ工業㈱向け　ACE-5鋳造設備電気設備工事 岡山市 平成19年12月 

㈱中電工　岡山支社 心臓病センター榊原病院　改修電気設備工事 岡山市 平成19年12月 



㈱サンテック サーパス芳泉　新築電気設備工事 岡山市 平成19年12月 

五輪電気工事㈱ 摂津金属㈱作東工場　塗装プラント電気設備工事 美作市 平成19年11月 

㈱中電工　岡山統括支

社 岡山国際ホテル　客室改修電気設備工事 岡山市 平成19年10月 

㈱中電工　岡山統括支

社 荒木組　本社増築電気設備工事 岡山市 平成19年7月 

高砂熱学工業㈱ フジコピアン㈱岡山工場　電気設備工事 勝央町 平成19年6月 

【平成１８年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

浅海電気㈱ 
津山パナソニック他　常駐電気設備工事　平成１８

年度 津山市 平成19年5月 

㈱中電工　岡山支社 ノートルダム清心　改修電気設備工事 岡山市 平成19年5月 

㈱中電工　岡山支社 旧ＮＨＫ　改修電気設備工事 岡山市 平成19年5月 

㈱中電工　岡山支社 岡山旭東病院　画像診断部門増築電気設備工事 岡山市 平成19年4月 

㈱サンテック 旭ポリスライダー　特別高圧受電設備工事 真庭市 平成19年4月 

㈱中電工　岡山営業所 
旭川療育園　肢体不自由児棟（D棟）改築電気設備
工事 岡山市 平成19年3月 

㈱中電工　岡山営業所 岡山国際ホテル　設備改修電気設備工事 岡山市 平成19年3月 

㈱中電工　津山営業所 釣谷電子勝央工場　増築電気設備工事 勝央町 平成19年3月 

㈱小倉電気 村田製作所　増築電気設備工事 岡山市 平成19年2月 

㈱中電工　岡山営業所 ダイキＥＸ岡山　新築電気設備工事 岡山市 平成18年9月 

東光電気工事㈱ 直島ベネッセ　諸口電気設備工事 
香川県

直島町 平成18年9月 

山陽空調工業㈱ フジコピアン㈱岡山工場　諸口電気設備工事 勝央町 平成18年9月 

【平成１７年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

浅海電気㈱ 
津山パナソニック他　常駐電気設備工事　平成１７

年度 津山市 平成18年5月 

㈱中電工　岡山営業所 山陽新聞社　新社屋新築電気設備工事 岡山市 平成18年5月 

旭電業㈱ 山陽新聞社　新社屋幹線中央監視設備工事 岡山市 平成18年5月 

田中機電工業㈱ 田中機電工業㈱　諸口電気設備工事 津山市 平成18年5月 

東光電気工事㈱ 直島ベネッセハウス　新館建設電気設備工事 
香川県

直島町 平成18年5月 

東光電気工事㈱ 大正製薬岡山工場　改修電気設備工事 勝央町 平成18年4月 

㈱中電工　岡山営業所 
タカラスタンダード㈱岡山営業所　新築電気設備工

事 岡山市 平成18年4月 

㈱中電工　岡山営業所 本山学院本校舎　改修電気設備工事 岡山市 平成18年3月 



㈱中電工　津山営業所 日本ペイント㈱岡山工場　第６期建設電気設備工事 勝央町 平成18年3月 

㈱中電工　岡山営業所 岡山ホテル　改修電気設備工事 岡山市 平成18年1月 

㈲小橋電設 ナカシマプロペラ㈱　電気設備配線工事 倉敷市 平成17年8月 

【平成１６年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

浅海電気㈱ 
津山パナソニック他　常駐電気設備工事　平成１６

年度 津山市 平成17年5月 

テス・エンジニアリン

グ㈱ 
フジコピアン㈱　発電機連系配線切り離し電気設備

工事 勝央町 平成17年5月 

㈱中電工　岡山営業所 日本通運　岡山駅前ビル改修電気設備工事 岡山市 平成17年5月 

㈱中電工　岡山営業所 山陽新聞社　新社屋新築電気設備工事 岡山市 平成17年5月 

㈱中電工　岡山営業所 
メタコート岡山　連続鋼板コーティング設備電気設

備工事 御津町 平成17年5月 

㈱中電工　岡山営業所 岡山国際ホテル　電気設備工事 岡山市 平成17年5月 

㈱中電工　岡山営業所 トマト銀行　岡山南営業部新築電気設備工事 岡山市 平成17年4月 

熱技術開発㈱ 大日本印刷㈱岡山工場　電気計装工事 御津町 平成17年4月 

㈱中電工　岡山営業所 アミパラ岡山店　新築幹線動力電気設備工事 岡山市 平成17年3月 

東光電気工事㈱ 
備前観光サービス　備前バスターミナル電気設備工

事 備前市 平成17年3月 

㈱中電工　岡山営業所 ニチアス㈱岡山工場　2号ライン増設電気設備工事 御津町 平成17年3月 

㈱中電工　岡山営業所 
大日本印刷㈱岡山工場　OE棟Ⅱ期弱電窒素設備電気
設備工事 御津町 平成17年3月 

㈱磯嶋 アヴェリール結婚式場　電気設備工事 岡山市 平成16年12月 

㈱金本電業社 スーパーハリウッド　下中野店電気設備工事 岡山市 平成16年7月 

【平成１５年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

川鉄電設㈱ 倉敷記念病院　電気設備工事 倉敷市 平成16年5月 

㈱中電工　岡山営業所 旭東病院　電気設備工事 岡山市 平成16年5月 

㈱中電工　岡山営業所 ＵＦＪ銀行岡山支店　電気設備工事 岡山市 平成16年5月 

浅海電気㈱ 
津山パナソニック他　常駐電気設備工事　平成１５

年度 津山市 平成16年5月 

㈱中電工　岡山営業所 日本生命　電気設備工事 岡山市 平成16年3月 

㈱中電工　岡山営業所 両備グレースタワー　電気設備工事 岡山市 平成16年3月 

㈱中電工　岡山営業所 岡山第一生命ビル　電気設備工事 岡山市 平成16年3月 

㈱中電工　岡山営業所 ロイヤルガーデン岡山運動公園　電気設備工事 岡山市 平成16年2月 

㈱中電工　津山営業所 積善病院　電気設備工事 津山市 平成15年12月 



熱技術開発㈱ 大日本印刷㈱岡山工場　電気計装配管工事 御津町 平成15年11月 

㈱中電工　西大寺営業

所 コープ西大寺店　改修電気設備工事 岡山市 平成15年10月 

㈱中電工　岡山営業所 ㈱ロジコム岡山営業所　Ｄ棟新築電気設備工事 岡山市 平成15年10月 

㈱後藤勘四郎商店 誕生寺　新築２期電気設備工事 
久米南

町 平成15年10月 

瀬戸電設工業㈱ わたなべ生鮮館　電気設備工事 岡山市 平成15年10月 

ダイダン㈱ ザグザグ美作店　新築工事に伴う電気設備工事 美作町 平成15年7月 

【平成１４年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

㈱後藤勘四郎商店 誕生寺　阿弥陀堂新築電気設備工事 
久米南

町 平成15年5月 

東光電気工事㈱ 直島福武財団　美術館新築電気設備工事 
香川県

直島町 平成15年5月 

㈱中電工　岡山営業所 感光色素研究所総合プロジェクト　電気設備工事 岡山市 平成15年5月 

浅海電気㈱ 
津山パナソニック他　常駐電気設備工事　平成１４

年度 津山市 平成15年5月 

㈱中電工　西大寺営業

所 コメリ岡山流通センター　電気設備工事 岡山市 平成15年3月 

㈱中電工　玉野営業所 
北興化学工業㈱　コージェネ設備及び付帯電気設備

工事 玉野市 平成15年3月 

㈱中電工　岡山営業所 エクセレント　南中央新築電気設備工事 岡山市 平成15年2月 

㈱中電工　岡山営業所 日本生命　岡山第二ビル改修電気設備工事 岡山市 平成14年12月 

㈲イエス プラスチック容器　作業所新築電気設備工事 奈義町 平成14年9月 

【平成１３年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

浅海電気㈱ 
津山パナソニック他　常駐電気設備工事　平成１３

年度 津山市 平成14年5月 

㈱中電工　岡山営業所 住友生命　岡山ビル改修電気設備工事 岡山市 平成14年3月 

㈱後藤勘四郎商店 浄土院　庫裏客殿新築電気設備工事 
久米南

町 平成14年3月 

㈱中電工　岡山営業所 プリムローズ　新築電気設備工事 岡山市 平成14年3月 

㈱アイ・シー・エス 大日本印刷㈱岡山工場　電気設備工事 御津町 平成14年2月 

㈱中電工　岡山営業所 東島田　マンション新築電気設備工事 岡山市 平成14年2月 

㈱イエス 大正製薬（ダイフク）電気設備工事 勝央町 平成14年2月 

井上電気工事㈲ 倉敷地区　寮世帯社宅新築電気設備工事 倉敷市 平成14年2月 

㈱サンテック ポレスター　岡山平井新築電気設備工事 岡山市 平成13年12月 



㈱中央電気 厚徳学園　改修電気設備工事 岡山市 平成13年12月 

㈱中電工　岡山営業所 三好野本店　桑野工場電気設備工事 岡山市 平成13年10月 

㈱きんでん 大正製薬岡山工場　増築電気設備工事 勝央町 平成13年10月 

東光電気工事㈱ 大正製薬岡山工場　増築電気設備工事 勝央町 平成13年10月 

㈱中電工　津山営業所 大正製薬岡山工場　増築電気設備工事 勝央町 平成13年10月 

㈱中電工　岡山営業所 はるやま　青江店改修電気設備工事 岡山市 平成13年10月 

㈱きんでん 平林金属　御津社員寮電気設備工事 御津町 平成13年9月 

【平成１３年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

㈱中電工　玉野営業所 辰巳商会　早島配送センター新築電気設備工事 岡山市 平成13年6月 

【平成１２年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

㈲創信電業 フジコピアン岡山工場　他電気設備工事 勝央町 平成13年5月 

浅海電気㈱ 
津山パナソニック他　常駐電気設備工事　平成１２

年度 津山市 平成13年5月 

㈱きんでん ウエダブレーキ　第二工場新築電気設備工事 邑久町 平成13年5月 

㈱中電工　岡山営業所 住友生命　岡山ビル改修電気設備工事 岡山市 平成13年5月 

㈱中電工　岡山営業所 明治生命　岡山桑田町ビル無人化電気設備工事 岡山市 平成13年4月 

㈱中電工　金川営業所 
ジャパンゴアテックス　ＰＳＣ建設第３期電気設備

工事 岡山市 平成13年3月 

㈱中電工　岡山営業所 
キリンビール㈱　コニカル変電室他改造電気設備工

事 岡山市 平成13年2月 

㈱中電工　岡山営業所 
ＨＩＲＡＫＩＮ　リサイクルファーム御津新築電気

設備工事 御津町 平成13年1月 

東光電気工事㈱ 三井ガーデンホテル岡山　電気設備工事 岡山市 平成12年12月 

日本電設工業㈱中国支

店 東和薬品㈱　ＭＳ製造所増築電気設備工事 勝央町 平成12年9月 

㈱中電工　岡山営業所 山陽マルナカ　下中野店新築電気設備工事 岡山市 平成12年8月 

㈱中電工　岡山営業所 水質試験所　建設盤類取付電気設備工事 岡山市 平成12年7月 

㈱中電工　津山営業所 芳野病院　増築電気設備工事 鏡野町 平成12年6月 

㈱サンテック 岡山久世工場　Ｕ３プロジェクト電気設備工事 久世町 平成12年6月 

【平成１１年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

浅海電気㈱ 
津山パナソニック他　常駐電気設備工事　平成１１

年度 津山市 平成12年5月 



双葉電機㈱ 
岡山コンピュータービル　中央監視室他電気設備工

事 岡山市 平成12年5月 

㈱中電工　岡山営業所 岡山昭和町ビル　新築電気設備工事 岡山市 平成12年3月 

コーセイ電工㈱ 食肉センター　新築電気設備工事 津山市 平成12年3月 

㈱中電工　岡山営業所 山陽マルナカ　大元店新築電気設備工事 岡山市 平成12年3月 

大王商事㈱白井組 長田邸　住宅車庫新築電気設備工事 岡山市 平成12年3月 

㈱中電工　岡山営業所 岡山明治生命館　耐震改修電気設備工事 岡山市 平成11年6月 

【平成１０年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

浅海電気㈱ 
津山パナソニック他　常駐電気設備工事　平成１０

年度 津山市 平成11年5月 

㈱電気工営 西濃運輸㈱津山営業所　新築電気設備工事 津山市 平成11年5月 

㈱サンテック 中国東幹線　新築電気設備工事 岡山県 平成11年5月 

㈱中電工　岡山営業所 岡山シティホテル　電気設備工事 岡山市 平成11年3月 

㈱中電工　金川営業所 ランデス久米南工場　新築電気設備工事 
久米南

町 平成11年3月 

㈱イエス 大日本印刷㈱岡山工場　２号地ＴＲ棟電気設備工事 御津町 平成11年3月 

㈱ムラオ電設 大日本印刷㈱岡山工場　２号地ＴＲ棟電気設備工事 御津町 平成11年3月 

㈱イエス ダイフク津山工場　電気設備工事 津山市 平成10年12月 

㈱中電工　岡山営業所 就実女子大学　図書館新築電気設備工事 岡山市 平成10年11月 

㈱中電工　岡山営業所 岡山コンピュータービル　配管配線電気設備工事 岡山市 平成10年11月 

㈱中電工　岡山営業所 
ジョイフルタウン岡山　イトーヨーカ堂新築電気設

備工事 岡山市 平成10年10月 

㈲創信電業 フジコピアン岡山工場　電気設備工事 勝央町 平成10年10月 

㈱きんでん ㈱豊運岡山工場　増築電気設備工事 勝央町 平成10年8月 

【平成　９年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

浅海電気㈱ 
津山パナソニック他　常駐電気設備工事　平成９年

度 津山市 平成10年5月 

㈱中電工　岡山営業所 大日本印刷㈱岡山工場　2号地屋外管路電気設備工事 御津町 平成10年5月 

㈱サンテック 同和鉱業㈱岡山　クリーンワークス電気設備工事 柵原町 平成10年3月 

㈱中電工　岡山営業所 ミユキビル　新築電気設備工事 岡山市 平成10年1月 

きんでん西日本ｻｰﾋﾞｽ

㈱ スターロイ㈱久米南工場　新築電気設備工事 
久米南

町 平成10年1月 

㈱中電工　岡山営業所 日本生命　岡山下石井ビル新築電気設備工事 岡山市 平成9年12月 

㈱中電工　金川営業所 スターロイ㈱久米南工場　新築電気設備工事 
久米南

町 平成9年12月 



㈱中電工　岡山営業所 山陽マルナカ　彦崎店新築電気設備工事 岡山市 平成9年9月 

㈱中電工　岡山営業所 岡山スイキュウ㈱　配送センター電気設備工事 岡山市 平成9年7月 

【平成　８年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

浅海電気㈱ 
津山パナソニック他　常駐電気設備工事　平成８年

度 津山市 平成9年5月 

㈲創信電業 フジコピアン岡山工場　電気設備工事 勝央町 平成9年5月 

平松電気工事㈱ 西市団地　新築電気設備工事 岡山市 平成9年3月 

㈱中電工　岡山営業所 光生病院　老健施設改築工事電気設備工事 岡山市 平成9年3月 

旭電業㈱ 岡山理科大学　第２１号館電気設備工事 岡山市 平成9年3月 

㈱中電工　岡山営業所 岡山旭東病院　電気設備工事 岡山市 平成9年3月 

㈱中電工　倉敷営業所 
倉敷アイビースクエア　３号４号棟他改修電気設備

工事 倉敷市 平成9年3月 

㈱中電工　岡山営業所 オムロン岡山　食堂棟新築電気設備工事 岡山市 平成8年11月 

㈱中電工　岡山営業所 岡山ガス　計装電気設備工事 岡山市 平成8年9月 

旭電業㈱ マルイ高野店　新築電気設備工事 津山市 平成8年6月 

【平成　７年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

浅海電気㈱ 
津山パナソニック他　常駐電気設備工事　平成７年

度 津山市 平成8年5月 

㈲創信電業 フジコピアン岡山工場　電気設備工事 勝央町 平成8年5月 

㈱中電工　岡山営業所 新岡山ＪＴビル　電気設備工事 岡山市 平成8年3月 

㈱中電工　岡山営業所 吉備システム　本社ビル新築電気設備工事 岡山市 平成8年3月 

㈱中電工　岡山営業所 阪神溶接機材㈱岡山工場　新築電気設備工事 御津町 平成8年3月 

㈱中電工　岡山営業所 内海病院　改築電気設備工事 香川県 平成8年2月 

㈱中電工　岡山営業所 両備グレースマンション　妹尾西新築電気設備工事 岡山市 平成8年2月 

㈱中電工　岡山営業所 両備グレースマンション　医大南新築電気設備工事 岡山市 平成7年12月 

㈲山誠電機 豊洋食品　電気設備工事 岡山市 平成7年12月 

㈱中電工　林野営業所 東和薬品㈱岡山工場　包装棟電気設備工事 勝央町 平成7年10月 

琴浦電気㈱ 大鵬薬品　ネオパスC製造ライン電気設備工事 岡山市 平成7年10月 

【平成　６年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

浅海電気㈱ 
津山パナソニック他　常駐電気設備工事　平成６年

度 津山市 平成7年5月 

㈲創信電業 フジコピアン岡山工場　電気設備工事 勝央町 平成7年5月 



㈱中電工　岡山営業所 ニチヤス㈱岡山工場　新築電気設備工事 御津町 平成7年3月 

マキテック㈱ ニチヤス㈱岡山工場　新築電気設備工事 御津町 平成7年3月 

中央電気㈱ 中国電力　倉敷営業所電気設備工事 倉敷市 平成7年3月 

㈱中電工　岡山営業所 岡山ターミナルホテル　改築電気設備工事 岡山市 平成7年3月 

㈱中電工　岡山営業所 シティバル豊成１　ＦＡＳＴ新築電気設備工事 岡山市 平成7年1月 

㈱中電工　林野営業所 院庄林業㈱プレカット工場　新築電気設備工事 津山市 平成6年9月 

㈱中電工　林野営業所 武蔵の里交流館　新築電気設備工事 大原町 平成6年9月 

㈱中電工　岡山営業所 岡山スポーツ会館　藤原校電気設備工事 岡山市 平成6年6月 

【平成　５年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

浅海電気㈱ 
津山パナソニック他　常駐電気設備工事　平成５年

度 津山市 平成6年5月 

㈱中電工　津山営業所 エバラ食品工業㈱津山工場　電気設備工事 津山市 平成6年4月 

三恭電設㈱ 神戸女子短期大学　増築電気設備工事 岡山市 平成6年3月 

中央電気㈱ 瀬戸専門技術学校　電気設備工事 瀬戸町 平成6年3月 

㈲イエス 大福工場　電気設備工事 津山市 平成6年3月 

㈱中電工　岡山営業所 
山陽自動車道　笠井山トンネル下り、上り電気設備

工事 岡山市 平成5年12月 

㈱中電工　津山営業所 ＹＫＫＡＰ落合工場　新築電気設備工事 落合町 平成5年12月 

㈱中電工　林野営業所 ＪＡ赤磐　吉井本所電気設備工事 吉井町 平成5年12月 

㈱日鉄ｴﾚｯｸｽ中国支店 山陽自動車道　牟佐トンネルその他照明設備工事 岡山市 平成5年11月 

㈱中電工　岡山営業所 山陽自動車道　笠井山トンネル上り線防災設備工事 岡山市 平成5年11月 

㈱中電工　津山営業所 ホテルアルファ―ワン津山　電気設備工事 津山市 平成5年8月 

㈱ムラオ電設 オアシスビル　電気設備工事 岡山市 平成5年7月 

【平成　４年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

浅海電気㈱ 
津山パナソニック他　常駐電気設備工事　平成４年

度 津山市 平成5年5月 

㈲創信電業 フジコピアン岡山工場　電気設備工事 勝央町 平成5年5月 

浅海電気㈱広島営業所 山陽自動車道　一宮ＳＡ照明設備工事 広島県 平成5年5月 

㈱中電工　津山営業所 久米テクノフォーム　電気設備工事 久米町 平成5年5月 

㈱中電工　岡山営業所 老健施設藤崎苑　新築電気設備工事 岡山市 平成5年3月 

㈱中電工　岡山営業所 岡山済生会　看護婦宿舎新築電気設備工事 岡山市 平成5年3月 

㈱中電工　林野営業所 モリマシナリー　電気設備工事 美作町 平成5年2月 

中木電気工業所 イサミ　電気設備工事 岡山県 平成4年12月 



㈱中電工　岡山営業所 心臓病センター榊原病院　旧館電気設備工事 岡山市 平成4年8月 

㈱中電工　林野営業所 パーラードリーム　新築電気設備工事 美作町 平成4年6月 

【平成　３年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

浅海電気㈱ 
津山パナソニック他　常駐電気設備工事　平成３年

度 津山市 平成4年5月 

㈲創信電業 フジコピアン岡山工場　電気設備工事 勝央町 平成4年5月 

㈱中電工　林野営業所 ㈱ナンバ　美作店新築電気設備工事 美作町 平成4年5月 

㈱中電工　津山営業所 日本ペイント㈱岡山工場　電気設備工事 勝央町 平成4年4月 

㈱中電工　林野営業所 イズ㈱本社工場　新築電気設備工事 美作町 平成4年3月 

㈱中電工　林野営業所 ㈱ワーク岡山工場　第四期電気設備工事 美作町 平成4年3月 

㈱中電工　津山営業所 ヒラタ協業組合　津山工場電気設備工事 津山市 平成4年3月 

中電工・四電工・マキ

テック 建設工事共同
企業体 中国銀行本店　新築工事のうち電気設備工事 岡山市 平成4年2月 

㈱中電工　岡山営業所 心臓病センター榊原病院　増改築電気設備工事 岡山市 平成4年1月 

琴浦電気㈱ 尼崎工作所岡山工場　電気設備工事 岡山市 平成4年1月 

㈱中電工　高梁営業所 エンドレス　改築電気設備工事 高梁市 平成3年12月 

岩田電気工業㈱ はるやま　青江店新築電気設備工事 岡山市 平成3年11月 

㈱中電工　玉野営業所 ホームセンターディック玉野店　新築電気設備工事 玉野市 平成3年9月 

㈱ムラオ電設 高島屋　改築電気設備工事 岡山市 平成3年8月 

㈱中電工　林野営業所 湯遊オアシス会館　新築電気設備工事 美作町 平成3年8月 

【平成　２年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

淀川電栄㈱ 富士化学紙工業㈱岡山工場　電気設備工事 勝央町 平成3年5月 

㈱中電工　岡山営業所 岡山トーヨーサッシ㈱　空調機電源電気設備工事 岡山市 平成3年4月 

㈱中電工　津山営業所 日本ペイント㈱樹脂一工場　中央盤他電気設備工事 勝央町 平成3年4月 

㈱中電工　岡山営業所 天満屋ハピータウン岡南店　増築改装電気設備工事 岡山市 平成3年3月 

㈱中電工　岡山営業所 内山下グルメビル　新築電気設備工事 岡山市 平成3年3月 

㈱プロデュース・アイ 津山ホテル　新築電気設備工事 津山市 平成3年2月 

㈱中電工　岡山営業所 天満屋ハピータウン鴨方　新築電気設備工事 鴨方町 平成2年12月 

㈱中電工　林野営業所 山本化学工業㈱岡山工場　新築電気設備工事 勝央町 平成2年12月 

㈱中電工　津山営業所 ㈱津田鉄工所津山工場　電気設備工事 津山市 平成2年12月 

中国電気工事㈱津山 ＴＩサーキット英田　ピット他電気設備工事 英田町 平成2年12月 

中国電気工事㈱岡山 横山ポリエチレン工場・赤坂工場　電気設備工事 赤坂町 平成2年12月 



中国電気工事㈱岡山 天満屋牛窓マリンプラザ　新築電気設備工事 牛窓町 平成2年8月 

中国電気工事㈱林野 富士ミクロ工業㈱岡山工場　新築電気設備工事 美作市 平成2年7月 

中国電気工事㈱岡山 ㈱徳吉町マンション　新設電気設備工事 岡山市 平成2年6月 

中国電気工事㈱岡山 富士鋼業㈱本社工場　新築電気設備工事 岡山市 平成2年6月 

【平成　１年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

㈱八起電気工事 エーザイ　北房物流センター電気設備工事 北房町 平成2年5月 

淀川電栄㈱ 富士化学紙工業㈱岡山工場　電気設備工事 勝央町 平成2年5月 

中国電気工事㈱岡山 岡山ニューシティビル　電気設備工事 岡山市 平成2年3月 

中国電気工事㈱岡山 川柳の森スポーツ公園　新設照明電気設備工事 
久米南

町 平成2年3月 

徳山電気㈱ セントラルスポーツ　電気設備工事 岡山市 平成2年2月 

中国電気工事㈱岡山 岡山医薬品㈱本社社屋　新築電気設備工事 岡山市 平成1年12月 

中国電気工事㈱津山 
ノーテープ工業㈱津山工場　第２期新築電気設備・

プラント設備工事 津山市 平成1年11月 

中国電気工事㈱津山 津山鶴山ホテル　新築電気設備 津山市 平成1年9月 

中木電気工業所 いずみ　改造電気設備工事 津山市 平成1年8月 

中国電気工事㈱岡山 中山下ビル　新築に伴う電気設備工事 岡山市 平成1年6月 

中国電気工事㈱岡山 両備　東古松マンション新築電気設備工事 岡山市 平成1年3月 

【昭和６３年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

中国電気工事㈱津山 岡山新晃空調工業㈱北工場　電気設備工事 津山市 平成1年4月 

中国電気工事㈱津山 日本ペイント㈱　第４期電気設備工事 勝央町 平成1年4月 

三洋電業㈱ セントラルハイツ　電気設備工事 岡山市 平成1年4月 

中国電気工事㈱岡山 中国デザイン専門学校　新築電気設備工事 岡山市 平成1年4月 

三洋電業㈱ 大正海上　岡山ビル新築電気設備 岡山市 平成1年3月 

淀川電栄㈱ 富士化学紙工業㈱岡山工場　電気設備工事 勝央町 平成1年2月 

中国電気工事㈱津山 ヒラタ協業組合　第２期新築電気設備工事 津山市 昭和63年12月 

中国電気工事㈱林野 東洋ポリマー㈱岡山工場　電気設備工事 勝田町 昭和63年12月 

中国電気工事㈱津山 三社電機製作所㈱　増築電気設備工事 奈義町 昭和63年12月 

中国電気工事㈱岡山 はるやま岡山　青江ビル電気設備工事 岡山市 昭和63年10月 

三備電設㈱ マリンホテル　新築電気設備工事 玉野市 昭和63年7月 

井上電気工事㈲ センコー商事　機材置場電気設備工事 岡山市 昭和63年6月 

【昭和６２年度】    



 

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

淀川電栄㈱ 富士化学紙工業㈱岡山工場　電気設備工事 勝央町 昭和63年5月 

中国電気工事㈱岡山 サーパス東古松　新築電気設備工事 岡山市 昭和63年4月 

㈱ムラオ電設 藤徳物産　新築電気設備工事 岡山市 昭和63年4月 

中国電気工事㈱津山 ファミリーショップリオ　改修電気設備工事 美作町 昭和63年4月 

中国電気工事㈱津山 ＮＴＴ津山　電報電話局仮設電気設備工事 津山市 昭和62年12月 

平松電気工事㈱ 日本銀行　新築電気設備工事 岡山市 昭和62年9月 

【昭和６１年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

中国電気工事㈱津山 津山金属　電気設備工事 吉井町 昭和61年4月 

旭電業㈱ 岡山ビジネスホテル　アネックス新築電気設備工事 岡山市 昭和61年3月 

旭電業㈱ 内外電機製作所津山工場　新築電気設備工事 津山市 昭和61年3月 

中国電気工事㈱津山 三社電機㈱　電気設備工事 奈義町 昭和61年2月 

三洋電業㈱ 水島玉姫殿　電気設備工事 倉敷市 昭和60年9月 

中国電気工事㈱岡山 岡山共和物産　本社新築電気設備工事 岡山市 昭和60年8月 

琴浦電気㈱ 大正製薬㈱岡山工場　新築電気設備工事 勝央町 昭和60年7月 

【昭和６０年度】    

受　注　先 工　事　名 
工 事 
場 所 年月 

淀川電栄㈱ 富士化学紙工業㈱岡山工場　電気設備工事 勝央町 昭和60年5月 

平松電気工事㈱ 明治生命　ビル電気設備工事 岡山市 昭和60年1月 

中国電気工事㈱岡山 ホテルセレナーデ　新築電気設備工事 岡山市 昭和60年1月 

琴浦電気㈱ 総社中鉄ショッピングセンター　新築電気設備工事 総社市 昭和59年10月 


