
NO 納入期日 契　約　先 納　入　先 物　件　名　称 商　品　名

1 H11年度 （有）テクノ工業 那覇防衛施設局 嘉手納(9)食堂(381)新設機械工事 貯油槽(地上式)3KL、冷温水膨張水槽　各1基

2 （株）三晃空調 那覇防衛施設局 ハンセン(9)食堂(617)新設機械工事 貯油槽(地上式)12KL、還水槽、蒸気ヘッダー(圧力容器)

3 沖縄日立（株） 那覇防衛施設局 ハンセン(9)工場(493)新設機械工事 貯油槽(地上式)1KL 他

4 那覇防衛施設局 那覇防衛施設局 知念分屯基地(9)ボイラー室新設機械工事 貯油槽(地上式)18KL、還水槽×2基、蒸気ヘッダー(圧力容器)

5 三栄工業（株） 那覇防衛施設局 嘉手納(9)隊舎(416)新設衛生工事(2工区) 貯油槽(地上式)7KL、温水膨張水槽×2基

6 （株）大宮設備 那覇防衛施設局 嘉手納(9)育児所(375)新設機械工事 貯油槽(地上式)3KL、冷温水膨張水槽　各1基

7 （有）テクノ工業 那覇防衛施設局 ハンセン(9)工場(482)新設機械工事 貯油槽(地上式)1KL 他

8 沖縄日立（株） 那覇防衛施設局 ハンセン(9)隊舎(705)新設空調工事 冷水用膨張水槽　

9 国和設備工業（株） 那覇防衛施設局 嘉手納(9)隊舎(416)新設衛生工事(2工区) 冷水用膨張水槽　

10 ヤシマ工業（株） 那覇防衛施設局 嘉手納(9)隊舎(416)新設衛生工事(1工区) 貯油槽(地上式)7KL、温水膨張水槽

11 H12年度 (資)第一設備 運輸省大阪航空局 那覇空港消防車車庫改修工事 ライトウォーター用薬液タンク3KL

12 琉穂建設工業（株） 県土木建築部 沖縄県立北嶺学園改築工事(衛生1工区) 貯油槽(地下埋設)2KL、ヘッダー×3基(圧力容器)

13 （有）テクノ工業 那覇防衛施設局 瑞慶覧(10)工場(403)新設機械工事 貯油槽(地上式)1KL、廃油槽(地下埋設)1KL 他

14 （株）サンプラント 那覇防衛施設局 ハンセン(10)厚生施設(816)新設機械工事 貯油槽(地上式)10KL、冷温水膨張水槽　各1基

15 （株）琉球冷機 県病院管理局 沖縄県立中部病院改築工事(空調1工区) 貯油槽(地下埋設)30KL、熱交換器、ヘッダー×8基(圧力容器)

16 （有）テクノ工業 那覇防衛施設局 シュワブ(10)運動施設(465)新設機械工事 貯油槽(地上式)18KL 他

17 （株）東洋設備 那覇防衛施設局 ハンセン(10)診療所(465)新設機械工事 貯油槽(地上式)4KL、冷温水膨張タンク　各1基

18 （株）永山組 那覇防衛施設局 嘉手納(10)管理棟(379)新設機械工事 貯油槽(地上式)1.5KL、冷水膨張水槽

19 （株）大宮設備 那覇防衛施設局 ハンセン(10)管理棟(808)新設機械工事 冷水用膨張水槽、冷水タンク

20 琉穂建設工業（株） 那覇防衛施設局 ハンセン(10)管理棟(844)新設機械工事 冷水用膨張水槽、冷水タンク

21 ヤシマ工業（株） 那覇防衛施設局 嘉手納(10)隊舎(427)新設衛生工事(2工区) 膨張タンク 他

22 浦安工業（株） 那覇防衛施設局 嘉手納(10)隊舎(427)新設衛生工事(1工区) 貯油槽(地上式)13KL 他
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23 丸紅設備（株） 那覇防衛施設局 勝連分屯地(10)隊舎等新設機械工事 貯油槽(地上式)20KL、蒸気ヘッダー×2基(圧力容器)　他

24 ヤシマ工業（株） 那覇防衛施設局 シュワブ(10)工場(613)新設機械工事 貯油槽(地下埋設)1KL、(地上式)1KL

25 不ニサッシ（株） 浦添市クリーンセンター ごみ焼却施設溶融飛灰処理装置製作 飛灰貯留橋、バケットゲート、ベルトコンベア　他

26 H13年度 （有）テクノ工業 沖縄総合事務局 栽培漁業センター増設工事(生産設備9工区) 膨張タンク 他

27 （株）むるち 沖縄総合事務局 栽培漁業センター増設工事(生産設備11工区) 貯油槽(地下埋設)8KL　

28 （有）山政設備 那覇防衛施設局 恩納分屯基地(12)隊舎改修機械工事 貯油槽(地上式)20KL 他

29 （有）オーエス工業 県教育庁 県立沖縄水産高校寄宿舎改築工事 貯油槽(地上式)2KL、温水ヘッダー×2基(圧力容器)　他

30 沖縄日立（株） 県土木建築部 県立博物館地下空調機等改修工事 冷水ヘッダー×2基　

31 （株）大宮設備 沖縄総合事務局 青年の家(12)食堂棟新設機械工事 貯油槽(地上式)1KL

32 （株）協伸設備 宜野湾市 宜野湾複寿園改築工事 貯油槽(地上式)1.9KL

33 南西空調設備㈱ 南部広域圏事務組合 南部広域圏北斎場(仮称)建設工事 貯油槽(地下埋設)10KL　他1基

34 久建工業（株） 沖縄総合事務局 栽培漁業センター(13)設備改修工事 貯油槽(地上式)1.5KL、膨張水槽

35 ウイトコインダストリー（株） 米軍施設 米軍施設 貯油槽(地上式)0.8KL　

36 三栄工業（株） 宜野湾市 大謝名小学校校舎併行防音工事(除湿換気設備機器設置) 膨張タンク 他

37 ヤシマ工業（株） 那覇防衛施設局 瑞慶覧(11)高層住宅(2工区)移設空調工事 熱交換器、令温水ヘッダー×2基(圧力容器) 他

38 沖縄日立（株） 沖縄市 沖縄市立美里中学校校舎併行防音工事(1工区) 膨張タンク 他

39 三建設備工業（株） 九州地方医務局 国立療養所琉球病院冷房設備工事 貯油槽(地下埋設)6KL　他2基

40 日比谷総合設備（株） NTT DOCOMO首里ビル模様替空調設備その他工事 消火充水槽

41 （有）テクノ工業 那覇防衛施設局 恩納分屯基地(12)隊舎改修機械工事 消火充水槽、エアー抜ヘッダー　他

42 （株）沖縄工設 那覇防衛施設局 瑞慶覧(12)高層住宅移設屋外給湯工事 貯油槽(地下埋設)13KL、温水ヘッダー×2基(圧力容器)　他

43 （有）田端設備工業 社会福祉法人愛隣園 児童養護施設[愛隣園]改築工事 貯油槽(地上式)1.9KL

44 （株）永山組 那覇防衛施設局 ハンセン(12)食堂(803)新設機械工事 貯油槽(地上式)10KL、蒸気ヘッダー(圧力容器) 他

45 沖縄日立（株） 那覇防衛施設局 嘉手納(11)管理棟(394)新設機械工事 貯油槽(地下埋設)1KL、ケミカルフィダー　他

46 日比谷総合設備（株） NTT 新胡屋無線中継所電力室 貯油槽(地下埋設)4KL　
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47 （有）テクノ工業 那覇防衛施設局 嘉手納(11)食堂(415)新設機械工事 貯油槽(地上式)5KL、冷水タンク　他

48 （株）中部ユティリティー 那覇防衛施設局 シュワブ(11)食堂(609)新設機械工事 貯油槽(地上式)12KL、蒸気ヘッダー(圧力容器) 他

49 H13年度 南西空調設備㈱ 那覇防衛施設局 白川分屯基地(12)ボイラー室新設等機械工事 貯油槽(地上式)20KL、蒸気ヘッダー(圧力容器) 他

50 沖縄日立（株） 県教育庁 陽明高校校舎防音改造工事(除湿換気1工区) 膨張タンク 他

51 久建工業（株） 那覇防衛施設局 桑江等(12)機械室等移設機械工事 貯油槽(地上式)7KL　他

52 （株）設備技研 NHK沖縄放送局 NHK沖縄放送局 冷水ヘッダー×2基　

53 琉建工業（株） 那覇防衛施設局 コートニー(12)食堂(716)新設機械工事 貯油槽(地上式)10KL、蒸気ヘッダー×2基(圧力容器)　他

54 久建工業（株） 那覇防衛施設局 久米島分屯基地(12)局舎新設設備工事(電・機) 貯油槽(地上式)1KL　他

55 （株）協伸設備 宜野湾市 宜野湾庁舎増改築工事(除湿換気設備) 膨張タンク 他

56 （有）テクノ工業 那覇防衛施設局 トリイ(12)工場(244)新設機械工事 貯油槽(地下埋設)15KL、廃油槽(地下埋設)1KL×2基 他

57 （有）テクノ工業 読谷村 読谷給食調理場新築工事 貯油槽(地上式)2KL、軟水タンク、蒸気ヘッダー(圧力容器)

58 興南施設管理（株） 県病院管理局 沖縄県立中部病院改築工事(新南病棟) ステンレス製　熱交コイル式冷水槽1KL、高置水槽20m3、2m3

59 （有）日向工業 北谷町 北谷町共同利用型インキュベート施設空調設備工事 冷水タンク 他

60 丸紅設備（株） 那覇防衛施設局 シュワブ(12)厚生施設(601)新設機械工事 貯油槽(地上式)12KL　他

61 桐和空調設備（株） 那覇防衛施設局 那覇基地(12)隊舎新設工事 貯油槽(地上式)10KL、冷水ヘッダー×2基　他

62 （株）テクノ菱和 那覇防衛施設局 牧補(12)工場(624)新設機械工事 貯油槽(地下埋設)18KL、廃油槽(地下埋設)1.9KL、1KL 他

63 H14年度 経塚工業（株） 那覇防衛施設局 ハンセン(12)隊舎(896)新設衛生工事 貯油槽(地上式)7KL　他

64 三協電気工事（株） 米軍施設 カデナエアーベース　BLDG1499 膨張タンク、ケミカルフィーダー

65 琉穂建設工業（株） 北谷町 北谷町生涯学習センター新築工事 冷水ヘッダー×4基、膨張タンク

66 新菱冷熱工業（株） 宜野座村 かんなタラソセンター整備事業(機械設備) 貯油槽、還水槽

67 （株）東洋設備 那覇防衛施設局 奥間(12)隊舎(412)新設機械工事 貯油槽(地上式)1.5KL　他

68 三建設備工業（株） 沖縄総合事務局 那覇第2合同庁舎機械設備工事(空調) 給排気口

69 （有）テクノ工業 那覇防衛施設局 ハンセン(12)工場(932)新設機械工事 貯油槽(地下式)20KL、(地上式)1KL、廃油槽(地下式)5KL 他

70 （株）大宮設備 那覇防衛施設局 知念分屯基地(13)隊舎改修機械工事 エアー抜ヘッダー、消火充水槽、膨張タンク
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71 琉穂建設工業（株） 那覇防衛施設局 嘉手納(12)隊舎(464)新設機械工事 貯油槽(地上式)3KL　他

72 沖縄水質改良（株） 那覇防衛施設局 ハンセン(13)運動施設(003)新設機械工事 貯油槽(地上式)20KL　他

73 沖縄水質改良（株） 具志川市 具志川中学校舎改築併行防音工事(除湿換気) 膨張タンク 他

74 H14年度 ヤシマ工業（株） 沖縄国際大学 沖縄国際大学講堂、体育館改築併行防音工事 貯油槽(地上式)1KL　他

75 三栄工業（株） 中北清掃事務組合 中城村北中城村清掃事務組合ごみ処理施設建設工事 貯油槽　他

76 （有）水工舎 那覇防衛施設局 コートニー(13)工場(810)新設機械工事 冷水タンク 他

77 （株）沖縄住工 米軍施設 キャンプキンザ　クリニック 熱交コイル式貯湯槽(圧力容器)

78 （株）オカノ 浦添市 経塚共同調理場建設工事(空調工事) 冷水タンク 他

79 （株）東洋設備 那覇防衛施設局 知念分屯基地(13)食厨等新設機械工事 貯油槽(地上式)15KL、圧力容器　他

80 （株）琉球テクノ産業 ㈱琉球テクノ産業 タンクローリー充填設備工事 貯油槽(地上式)30KL×2基

81 （株）琉球冷機 那覇防衛施設局 ホワイトビーチ(13)管理棟((347)新設機械工事 貯油槽(地上式)5KL、冷水タンク他

82 （株）中部ユティリティー 那覇防衛施設局 嘉手納(12)消防署(436)新設機械工事 貯油槽(地上式)7KL、冷水タンク

83 南西空調設備㈱ 浦添市 浦添市クリーンセンター灰溶解施設貯油槽工事 貯油槽　他

84 （株）りゅうせき建設 ㈱りゅうせきエネルギー ロジコム那覇物流センター屋外タンク取替工事 貯油槽(地上式)35KL×3基

85 （株）東洋設備 琉球大学 琉球大学(千原)遺伝子実験センター新営機械設備工事 ステンレス製　受水槽16m3、高置水槽3m3、4m3

86 （株）沖縄工設 那覇防衛施設局 瑞慶覧(13)管理棟(821)新設機械工事 冷水タンク 他

87 （株）オカノ 那覇防衛施設局 嘉手納(13)食堂(374)新設機械工事 貯油槽(地上式)5KL、冷水タンク　他

88 （有）東部水道工事社 沖縄市 沖縄市IT共同利用型インキュベート施設整備工事(機械) 膨張タンク 他

89 （株）サンシステム 那覇防衛施設局 久米島分屯基地(14)燃料設備改修工事 貯油槽　他

90 （株）オカノ 北部国道事務所 北部国道庁舎機械設備工事 ステンレス製　受水槽12m3

91 桐和空調設備（株） 国営沖縄記念公園事務所 海獣飼育棟その他機械設備工事 膨張タンク 他

92 ダイダン（株） ヤシマ工業（株） 沖縄総合事務局 国立組踊劇場(仮称)空調設備工事 冷水ヘッダー×4基　他

93 興南施設管理（株） 浦添市 温水利用型健康運動施設建築工事(衛生) 貯油槽(地下埋設)4KL　他1基

94 （株）沖縄日立 浦添市 温水利用型健康運動施設建築工事(空調) 温水ヘッダー2基(圧力容器)　

4/15 不二宮工業㈱



NO 納入期日 契　約　先 納　入　先 物　件　名　称 商　品　名

95 浦安工業（株） 那覇防衛施設局 瑞慶覧(13)工場(805)新設機械工事 貯油槽(地上式)1KL　他

96 コンボルトジャパン（株） 米軍施設 米軍施設 貯油槽(地上式)UL規格4000G、10000G×3基

97 H15年度 コンボルトジャパン（株） 米軍施設 米軍施設 貯油槽(地上式)UL規格2000G、250G×2基

98 コンボルトジャパン（株） 米軍施設 米軍施設 貯油槽(地上式)UL規格500G、8000G×2基

99 （有）トモ設備工業 那覇防衛施設局 那覇基地(14)局舎新設工事(電・機) 貯油槽(地下埋設)1.9KL　他1基

100 （有）大国建設工業 県教育庁施設課 県立名護養護学校寄宿舎改築工事(機械) 貯油槽(地上式)2KL　他

101 （株）浦城産業 宜野湾市 宜野湾高校改造防音工事特別教室棟(除湿換気D工区) バランシンタンク3基、膨張タンク 他

102 （有）テクノ工業 那覇防衛施設局 シールズ(13)隊舎(563)新設機械工事 貯油槽(地上式)5KL、膨張タンク　他

103 （株）永山組 那覇防衛施設局 シールズ(14)隊舎(752)新設衛生工事 貯油槽(地上式)6KL　他

104 ヤシマ工業（株） 那覇防衛施設局 瑞慶覧(13)倉庫(732)新設機械工事 貯油槽(地上式)7KL　他

105 （株）サンプラント 米軍施設 米軍施設 ケミカルフィーダー　他

106 大成温調（株） 那覇防衛施設局 嘉手納(14)宿泊施設(462)新設衛生工事(3工区) 貯油槽(地上式)25KL　他

107 新日本空調（株） 那覇防衛施設局 瑞慶覧(13)倉庫(303)新設機械工事 冷水タンク 他

108 コンボルトジャパン（株） 米軍施設 米軍施設 貯油槽(地上式)UL規格500G、1000G

109 三栄工業（株） 那覇防衛施設局 ハンセン(13)管理棟(864)新設機械工事 冷水タンク

110 （株）沖電工 与勝事務組合 与勝第ニ中学校改造防音工事 冷水タンク、膨張タンク

111 （有）万代設備 浦添市 浦添中学校併行防音工事(除湿換気) 膨張タンク

112 ヤシマ工業（株） 文部科学省 沖縄工業高専寄宿舎(1期)新営機械設備 貯油槽(地下埋設)3KL、ステンレス製水槽34m3、8m3

113 ヤシマ工業（株） 那覇防衛施設局 ハンセン(H14)管理棟新設機械工事 冷温水ヘッダー(圧力容器)　他

114 ヤシマ工業（株） 那覇防衛施設局 ハンセン(H15)燃料施設新設工事 貯油槽(地下埋設)二重殻115KL×3基　他

115 ヤシマ工業（株） 那覇防衛施設局 那覇駐屯地(14)整備場新設機械工事 消火用水ヘッダー×3基　他

116 （有）万代設備 那覇防衛施設局 コートニー(14)教育施設(960)新設機械工事 冷水タンク 他

117 桐和空調設備（株） 那覇防衛施設局 嘉手納(13)工場(461)新設機械工事 貯油槽(地上式)3KL　他

118 （株）オカノ 那覇防衛施設局 瑞慶覧(14)管理棟(964)新設機械工事 冷水タンク
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119 （有）山商 県土木建築部 具志川環状線補償工事(機械) 貯油槽(地上式)6KL、2KL、熱交換器(圧力容器)　他

120 （有）大田機電 北部国道事務所 北部国道事務所予備発電設備設置工事 貯油槽(地下埋設)5KL

121 （株）サンプラント 那覇防衛施設局 瑞慶覧(H14)住宅(S地区)ボイラ室新設機械工事 貯油槽(地上式)35KL、熱交換器(圧力容器)　他

122 （株）協伸設備 宜野湾市 宜野湾給食センター改築工事(給排水設備) 貯油槽(地上式)2KL　他

123 徳進設備工業（株） 北谷町 北谷公園温水利用型健康運動施設整備工事(衛生) 貯油槽(地下埋設)8KL　他2基

124 那覇航空自衛隊 那覇航空自衛隊 知念分屯基地オイルSタンク及び付帯設備更新工事 貯油槽　他

125 国和設備工業（株） 那覇防衛施設局 瑞慶覧(H14)高層住宅(S-1工区)新設空調工事 ヘッダー

126 富士電機総設（株） 那覇防衛施設局 瑞慶覧(H14)高層住宅(S-2工区)新設空調工事 ヘッダー

127 （株）秀KEN 県土木建築部 辺土名高校寄宿舎、食堂増改築工事(機械) 貯油槽(地上式)1KL　他

128 （有）三和商事 県土木建築部 農業試験場(名護支場)熱帯植物用栽培温室建設工事 貯油槽(地上式)1.8KL

129 H16年度 新菱冷熱工業（株） 沖縄総合事務局 閉鎖循環飼育施設設備工事 貯油槽(地上式)1.9KL、膨張水槽

130 （株）丸石設備 那覇防衛施設局 瑞慶覧(14)工場(391)新設機械工事 貯油槽(地上式)4KL、他1基

131 （株）国場組 那覇市 首里中学校機能復旧工事(普通教室棟) 冷水ヘッダー×2基　他

132 （株）沖縄日立 那覇防衛施設局 久米島分屯基地(15)ボイラー室改修等設備工事 貯油槽(地上式)15KL、還水槽、蒸気ヘッダー(圧力容器)　他

133 （株）沖縄工設 那覇防衛施設局 嘉手納(15)家族住宅(455)ボイラー室新設機械工事 貯油槽(地上式)15KL、熱交換器、冷温水ヘッダー×2基(圧力容器)　

134 （有）真栄工業 比謝川行政事務組合 ニライ消防本庁舎新築機械工事 貯油槽(地上式)450L　他

135 経塚工業（株） 那覇防衛施設局 瑞慶覧(15)運動施設(823)新設機械工事 貯油槽(地上式)10KL　他

136 （株）丸石設備 那覇防衛施設局 トリイ(H15)管理棟新設機械工事 貯油槽(地下埋設)二重殻20KL　他

137 須賀工業（株） 那覇防衛施設局 那覇基地(14)庁舎新設空調工事 冷水ヘッダー×2基　他

138 桐和空調設備（株） 那覇防衛施設局 ハンセン(15)管理棟(843)新設機械工事 冷水タンク、膨張水槽

139 （有）プラン工業 那覇防衛施設局 ハンセン(H14)管理棟新設機械工事 ホースリール架台×4台

140 沖縄ナショナル特機（株） 那覇防衛施設局 那覇基地(14)庁舎新設衛生工事 貯油槽(地下埋設)25KL 他

141 H17年度 琉穂建設工業（株） 那覇防衛施設局 嘉手納(15)管理棟(524)新設機械工事 貯油槽(地上式)10KL 他

142 （株）沖設備 名護市 名桜大学屋内プール建設工事(機械) 貯油槽(地上式)1900L 
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143 ヤシマ工業（株） 那覇防衛施設局 嘉手納(15)工場(461)新設機械工事 貯油槽(地上式)4KL 他

144 南西空調設備㈱ 那覇防衛施設局 那覇基地(16)空調機更新等設備工事 貯油槽(地上式)1900L 他

145 （株）秀KEN 沖縄総合事務局 福地ダム給水設備更新工事 取水用筏(ポンプ台船)

146 ヤシマ工業（株） 国立沖縄記念公園 水の階段周辺整備その他設備工事 ダストバケット×2基、スクリーン、大滝スクリーン×3基

147 （株）オカノ 県土木建築部 沖縄県立博物館新館・美術館新築工事(空調1工区) 温水ヘッダー×6基(圧力容器)、冷水ヘッダー×4基　

148 （株）協和ガス 国立渡嘉敷青年の家 オイルタンク更新工事 貯油槽(地上式)260L 

149 （株）ゼーゲンカンパニー 米軍施設 キャンプ桑江　貯湯槽加熱コイルヘッド改修工事 コイルヘッド×2基

150 （株）大気社 那覇防衛施設局 嘉手納(15)管理棟(525)新設機械工事 貯油槽(地上式)4KL 他

151 国和設備工業（株） 那覇防衛施設局 ハンセン(15)工場(129)新設機械工事 貯油槽(地上式)15KL、冷水タンク、ケミカルフィーダー

152 技研工業（株） 那覇防衛施設局 知念分屯基地(16)燃料施設新設機械等工事 貯油槽(地下埋設)10KL 他

153 （株）大宮設備 那覇防衛施設局 那覇基地(15)庁舎改修機械工事 貯油槽(地上式)500L 

154 （株）沖縄日立 浦添市 当山小学校校舎改築併行防音工事 膨張タンク　他

155 桐和空調設備（株） 那覇防衛施設局 シュワブ(16)管理棟(109)新設機械工事 貯油槽(地上式)1900L 他

156 (資)美里工業 那覇防衛施設局 那覇駐屯地(16)ボイラ室増設機械工事 還水槽、道路横断支柱×3基 他

157 （株）仁建設 中城村 中城中学校改築防音除湿設備工事 膨張タンク　他

158 桐和空調設備（株） 那覇防衛施設局 瑞慶覧(16)工場(006)新設機械工事 冷水タンク、ケミカルフィーダー

159 沖縄ナショナル特機（株） 那覇防衛施設局 ハンセン(15)工場(107)新設機械工事 冷水タンク、ホースリール架台

160 （有）トモ設備工業 那覇防衛施設局 与座分屯基地(16)ボイラー室改修等機械工事 貯油槽(地上式)150L、還水槽、蒸気ヘッダー(圧力容器)　他

161 （株）オカノ 那覇防衛施設局 恩納分屯基地(16)体育館新設機械工事 熱交換器、温水ヘッダー×2基(圧力容器)　

162 久建工業（株） 那覇防衛施設局 ハンセン(16)運動施設(0204)新設機械工事 貯油槽(地上式)7KL、950L 、ケミカルフィーダー×3基

163 （有）三和商事 名護市 ネオパーク改修機械工事 貯油槽(地上式)1850L 

164 H18年度 協和建設工業（株） 那覇防衛施設局 瑞慶覧(H16)C地区住宅ボイラー室新設機械工事 貯油槽(地上式)25KL、熱交換器、冷温水ヘッダー×2基(圧力容器)　

165 沖縄プラント（株） 米軍施設 K・A・B BLDG 521 温水膨張タンク(圧力容器)、ケミカルフィーダー、エアーセパレーター

166 中城村 中城村学校給食センター 中城村学校給食共同調理場増改築工事 貯油槽(地上式)1950L、還水槽、蒸気ヘッダー(圧力容器)　他
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167 桐和空調設備（株） 県土木建築部 未来工科高等学校改造防音工事 膨張タンク　他

168 沖縄ナショナル特機（株） 金武町 金武町舎防音機能復旧工事 冷水タンク 他

169 （株）沖縄日立 県土木建築部 嘉手納高校機械復旧防音工事 膨張タンク　他

170 （株）東邦 県土木建築部 ミバエ対策事業所高袈水槽改修工事 冷水ヘッダー×2基　

171 沖縄三菱電機販売（株） 沖縄市 安慶田中学校空調機器復旧工事 膨張タンク　他

172 沖縄三菱電機販売（株） 宜野湾市 宜野湾市庁舎空調設備熱源機械改修工事 補給水槽750L

173 大成設備工業（株） 那覇防衛施設局 嘉手納(16)学校(646)多目的棟新設空調工事 冷水ヘッダー×2基　他

174 （株）丸石設備 東　村 川田浄水場建設工事(機械電気設備) 貯油槽(地上式)4KL 他

175 三栄工業（株） 那覇防衛施設局 嘉手納(16)学校(646)多目的棟新設衛生工事 貯油槽(地上式)10KL 、温水ヘッダー×2基(圧力容器)　他

176 久建工業（株） 那覇防衛施設局 嘉手納(17)家族住宅(508)ボイラー室新設機械工事 貯油槽(地上式)15KL、熱交換器、冷温水ヘッダー×2基(圧力容器)　

177 ゼニヤ海洋サービス（株） 沖縄総合事務局 大川取水堰建設工事 取水用筏(台船)

178 H19年度 （株）オカノ 那覇防衛施設局 那覇基地(17)隊舎新設機械工事 貯油槽(地上式)10KL、ケミカルフィーダー、冷水ヘッダー×2基

179 （有）テクノ工業 石川漁業組合 石川船だまり場燃料等補給施設 貯油槽(地上式)15KL 他

180 （株）ダイダン 日本銀行 日本銀行沖縄支店改築機械設備工事 点検歩廊、架台

181 （有）テクノ工業 県企業局 新石川浄水場管理棟建築付帯機械設備工事 SUS製冷水タンク800L ×1台  膨張タンク　他

182 琉建工業（株） 嘉手納町 RA-1棟建設工事(機械設備) 貯油槽(地上式)100L 他

183 （有）世名城 嘉手納町 RA-2棟建設工事(機械設備) 膨張タンク、冷水ヘッダー×2基

184 沖縄水質改良（株） うるま市 うるま市庁舎冷水ヘッダー更新工事 冷水ヘッダー

185 （株）丸石設備 県企業局 新石川浄水場沈殿池機械設備工事(第1期) SUS製梯子×6箇所

186 （株）大設 県企業局 新石川浄水場1系ろ過池機械設備工事(第1期) SUS製蓋板×4箇所、SUS製堰板×10箇所

187 （株）オカノ 沖縄防衛局 宮古島分屯基地(18)隊庁舎新設機械工事(その2) 貯油槽(地下)二重殻15KL、蒸気ヘッダー(圧力容器)　他

188 （株）NIPPOコーポレーション 宮古島市 宮古島市立平良第一小学校 貯油槽(地上式)980L 他

189 （株）沖縄日立 金武町 金武町立金武小学校防音事業(機械設備) 冷水タンク1500L ×1台

190 （株）沖縄日立 沖縄防衛局 宮古島分屯基地(18)隊庁舎新設機械工事 貯油槽(地上式)500L 、消火用受水槽200L
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191 （株）サンプラント 米軍施設 CAMP FOSTER BLDG5178 冷水ヘッダー×2基、 ケミカルフィーダー

192 ヤシマ工業（株） 那覇市 那覇港湾合同(19)設備改修工事 冷水ヘッダー×2基

193 アメリカンエンジニアリング 米軍施設 K・A・B BLDG407 膨張タンク　他

194 （株）丸秀 国立療養所宮古南静園 国立療養所宮古南静園老朽配管更新等整備その他工事 貯油槽(地下埋設)10KL 他

195 アメリカンエンジニアリング 米軍施設 MCAS FUTNMA BLDG627 膨張タンク　他

196 三協電気工事（株） 米軍施設 キャンプキンザBLDG1224 冷温水ヘッダー×2基(圧力容器)、 ケミカルフィーダー

197 H20年度 （株）沖尚設備 沖縄防衛局 那覇基地(19)整備場新設機械工事 消火用ヘッダー×2基

198 アメリカンエンジニアリング 米軍施設 キャンプレスターBLDG6038 膨張タンク　他

199 アメリカンエンジニアリング 米軍施設 キャンプハンセンBLDG2892 膨張タンク　他

200 荏原テクノサーブ（株） 沖縄県 アワセ運動公園プール設備修繕工事 ヘアーキャッチャー

201 （株）沖縄日立 沖縄防衛局 嘉手納(19)運動施設(429)移設機械工事 貯油槽(地下埋設)二重殻2800L　他

202 （有）田端設備工業 沖縄防衛局 瑞慶覧(H17)P1P2地区住宅新設機械工事 貯油槽(地上式)7KL、熱交換器、冷温水ヘッダー×2基(圧力容器)　他

203 大成設備工業（株） 沖縄防衛局 瑞慶覧(H17)P3地区住宅(8～11号棟)等新設機械工事 貯油槽(地上式)3KL、熱交換器、冷温水ヘッダー×2基(圧力容器)　他

204 （株）沖尚設備 沖縄防衛局 与座岳分屯基地(19)隊舎新設機械等追加工事 貯油槽(地上式)15KL、冷水ヘッダー×2基(圧力容器)、蒸気ヘッダー　他

205 （株）ゼーゲンカンパニー 米軍施設 キャンプ桑江　(病院)改修工事 蒸気用復水ヘッダー

206 （株）和高建設工業 沖縄防衛局 八重瀬分屯地(19)庁舎新設等建築工事 冷水ヘッダー×2基　他

207 アメリカンエンジニアリング 米軍施設 キャンプハンセンBLDG2441 膨張タンク　他

208 三栄工業（株） 沖縄防衛局 シュワブ(H19)隊舎新設機械工事 貯油槽(地上式)100L、ケミカルフィーダー　他

209 ヤシマ工業（株） 倉浜衛生施設組合 熱回収施設建設工事 貯油槽(地下埋設)二重殻3KL、給湯ヘッダー×2基　他

210 三建設備工業（株） 沖縄県 中部合同庁舎行政棟新築工事(衛生) 雨水用阻集カゴ 他

211 三栄工業（株） 大阪航空局 那覇空港SDプラント新築工事 (沈澱槽修繕) 沈澱槽　攪拌器パーツ　

212 ゼニヤ海洋サービス（株） 沖縄総合事務局 大保ダム流木止設備設置工事 通船ゲート(電動開閉式)

213 ヤシマ工業（株） (独)沖縄科学技術研究基盤 沖縄科学技術大学院大学(仮称)TTC実験室増設工事 膨張タンク　他

214 （株）丸島アクアシステム 沖縄総合事務局 辺野喜ﾀﾞﾑ表層水取水設備据付工事 表層水取水設備
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215 三菱電機冷熱ﾌﾟﾗﾝﾄ（株） 東　村 総合農産加工施設建設工事(機械設備) 貯油槽(地下埋設)15KL 、蒸気ヘッダー(圧力容器)、還水槽2KL

216 （株）西原環境おきなわ 日本下水道事業団 糸満浄化センター汚泥処理設備工事(その５) 凝縮剤溶解タンク×２基

217 H21年度 国和設備工業（株） 沖縄防衛局 那覇駐屯地(19)整備場新築機械工事 フィルター枠　他

218 技研工業（株） 沖縄防衛局 知念分屯基地外(20)発電機室等新設設備工事 貯油槽(地上式)150L　他

219 ヤンマー沖縄（株） 沖縄防衛局 トリイ(20)管理棟(462)発電機室新設電気工事 貯油槽(地上式)34.6KL　他

220 桐和空調設備（株） 沖縄県 沖縄県警察運転免許センター新築工事(空調) 冷水ヘッダー×4基　他

221 北中城村 北中城学校給食センター 学校給食共同調理場蒸気ボイラ更新工事 蒸気ヘッダー、還水タンク

222 （有）田端設備工業 沖縄防衛局 シュワブ(H20)立体駐車場等新設設備工事 貯油槽(地上式)1900L　他

223 （株）オカノ 沖縄防衛局 久米島分屯基地(20)隊庁舎新設機械設備工事 蒸気ヘッダー、冷水ヘッダー×2基、フラッシュタンク　他

224 沖縄三菱電機販売（株） 沖縄県 県立美里工業高校設備工業科　空調実習装置更新 冷水蓄熱槽810L、温水蓄熱槽810L、冷温水ヘッダー　他

225 三協電気工事（株） 米軍施設 MCAS FUTNMA BEQ415 冷水ヘッダー、冷温水ヘッダー(圧力容器)　他

226 新日本空調（株） 沖縄防衛局 瑞慶覧(H19)病院新設空調工事 蒸気ヘッダー×2基(圧力容器)、膨張水槽、点検歩廊　他

227 沖電水工事（株） 米軍施設 MCAS FUTNMA HANGAR BEQ525 消火用ヘッダー×3基

228 尚平工業（株） 国立大学法人 琉球大学(上原)ライフライン再生(機械設備改修) 箱型配管架台×27基

229 （株）饒波工務店 沖縄防衛局 那覇駐屯地(20)食厨増改修等機械工事 冷水タンク200L 他

230 H22年度 沖縄県企業局 久志浄水場管理事務所 車載式応急給水タンク製作 車載式SUS製給水タンク2KL ×2台

231 ヤシマ工業（株） 南部水道企業団 南部水道庁舎建設工事(機械設備) ホイストクリーン

232 三栄工業（株） 沖縄防衛局 空自那覇(21)空調機棟更新工事 貯油槽(地下埋設)二重殻20KL、(地上式)100L 他

234 アメリカンエンジニアリング 米軍施設 K・A・B 冷水タンク　230L×4基、460L×2基

235 （株）サンプラント 米軍施設 MCAS Futenma Hanger BLD6525 消化用ヘッダー×3基　

236 三栄工業（株） 沖縄防衛局 シュワブ(H20)工場(0513)新設等機械工事 廃油タンク950L、貯油槽(地上式)100L

237 ティーエスプラント（有） 粟国村 粟国村製糖施設(含みつ製造)機械器具設置工事 貯油槽(地上式)12KL　他

238 三栄工業（株） 沖縄防衛局 久米島(21)局舎改修等設備工事(#16局舎) 貯油槽(地上式)500L　他

239 ヤシマ工業（株） 沖縄総合事務局 映像ホールその他機械設備工事 温水ヘッダー(圧力容器)膨張タンク、貯油槽(地上式)1.5KL
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240 沖縄水質改良（株） 沖縄防衛局 空自那覇(21)隊舎(その2)新設機械工事 冷温水ヘッダー×2基(圧力容器)

241 大成設備工業（株） 沖縄防衛局 空自那覇(21)隊舎(その1)新設機械工事 冷温水ヘッダー×2基(圧力容器)

242 H23年度 （株）沖縄日立 公立大学法人 名桜大学図書館棟空調機更新工事 クッションタンク1500L　膨張タンク100L

243 （有）セフト沖縄 石垣市 新石垣空港TSR/TX局舎新築工事 オイルタンク(地下埋設)

244 青少年･児童家庭課 沖縄県福祉保健部 石嶺児童園調理棟ﾎﾞｲﾗｰ用A重油ｵｲﾙﾀﾝｸ取替工事 オイルタンク700L　他

245 （株）西原環境おきなわ 那覇市 那覇浄化センター エアータンク

246 （株）オカノ 石垣市 新石垣空港出張所庁舎機械設備工事 貯油槽(地下埋設)1900L　他

247 （有）ケイエイ工設 那覇市 泊高校屋内運動場･武道場及び水泳ﾌﾟｰﾙ増改築工事(機械) オイルタンク1900L　他

248 （有）ケイエイ工設 沖縄防衛局 空自那覇(22)局舎新設設備工事 オイルサービスタンク300L

久米島空港ターミナルビル空調設備改修及び

中央監視設備更新工事

250 （有）春水工業 米軍施設 キャンプシールズ　BLDG7205 冷水クッションタンク300L　

251 （株）国際ビル産業 沖縄県 沖縄県総合運動公園内ﾚｸﾚｰｼｮﾝﾌﾟｰﾙ補修工事 ヘヤ―キャッチャー　SUS304　他

252 （株）沖縄日立 公立大学法人 名桜大学多目的ホール空調設備更新工事 冷水クッションタンク1000L　他

253 沖縄パナソニック特機（株） 金武町 嘉芸小学校普通教室棟防音復旧工事(機械) 冷水用水槽1000L　他

254 H24年度 桐和空調設備（株） 米軍施設 空気調和装置N-HD-188装 冷水ヘッダー×3基　エアヘッダー×6基　膨張タンク　他

255 （株）沖縄日立 名護市 名護中央図書館空調設備改修工事 膨張タンク　開放型(ステンレス製)100L　他

256 ヤンマー沖縄（株） 石垣市 新石垣空港基地電気設備工事 オイルタンク(鋼板製･角型)　3000L　他

257 ヤシマ工業（株） 首里城黄金御殿その他機械設備工事 膨張タンク　100L×2基

258 （株）国際ビル産業 沖縄県 沖縄県総合運動公園ﾚｸﾚｰｼｮﾝﾌﾟｰﾙ補修工事 ヘヤ―キャッチャー　SUS304　他

259 （有）名設 バイオマス試験研究施設建築工事(機械) オイルタンク(SS-400)　他

260 H25年度 （株）クリマテック 米軍施設 ｼｭﾜﾌﾞ(H23)管理棟(0506)等新設機械工事 オイルサービスタンク500L

261 （株）沖縄日立 那覇某所ビル　発電機設備更新工事 オイルタンク　600L

262 （有）テクノ工業 沖縄市 沖縄市立学校給食センター第3調理場改築工事(給排水設備工事) ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ 300L、蒸気ﾍｯﾀﾞｰ 1920L、給水ﾍｯﾀﾞｰ 2100L　他

263 國和設備工業（株） 米軍施設 瑞慶覧(H24)将校宿舎新設機械工事 地上式貯油槽 6000L　他

249 膨張タンク、配管架台×26基　他久米島ヤシマ工業（株）
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はごろも小学校校舎水泳ﾌﾟｰﾙ･地域･学校連携施設新築工事

(機械設備第1工区)

265 （株）沖縄日立 沖縄防衛局 嘉手納庁舎空調機取替工事 冷水クッションタンク 2000L

266 （有）セフト沖縄 石垣市 (仮称)八重の杜　整備事業(機械) オイルタンク　490L

267 （株）南西空調設備 沖食スイハン㈱ 沖食スイハン クッションタンク400L　

268 （株）丸石設備 浦添市 仲西小学校防音機能復旧工事 膨張タンク　

269 ヤシマ工業（株） 県土木建築部 病害虫防除技術センター空調設備等改修工事(H25) 冷水ヘッダー(往・還)　他

270 （株）東洋設備 沖縄県 県立八重山病院空調熱源設備改修工事(機械) 冷水１次(往・還）ヘッダー

271 （株）沖縄日立 米軍施設 嘉手納(24)管理棟(283)新設機械工事 貯油槽　30,000L　オイルサービスタンク　500L　他

272 新日本空調（株） 米軍施設 シュワブ(H24)隊舎(0514)新設機械工事(2工区) オイルサービスタンク　100L　他

273 新日本空調（株） 米軍施設 シュワブ(H24)隊舎(0514)新設機械工事(1工区) オイルサービスタンク　100L　他

274 國和設備工業（株） 那覇家庭裁判所 那覇家裁庁舎機械設備改修工事 膨張タンク　300L

275 沖縄水質改良（株） 那覇地家裁沖縄支部 那覇地家裁沖縄支部庁舎機械設備改修工事 膨張タンク　300L

276 （株）沖縄工設 OCCビル非常用発電設備オイルタンク更新工事 オイルタンク　1900L

277 （株）沖縄工設 豊見城市 豊崎運動公園市民体育館機械設備工事(1工区) 冷水ヘッダー　往×2基、還×1基　膨張水槽　500L　他

278 三協電気工事（株） 沖縄防衛局 海自那覇(24補)発電機室新設設備その他工事 オイルサービスタンク　500L

279 （株）沖縄日立 今帰仁村 今帰仁村　諸志簡易水道施設　機械電気設備工事 オイルタンク　490L

280 久建工業（株） 南部広域圏事務組合 南部広域圏南斎場建設工事(機械設備工事) 地下オイルタンク　5000L、ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ　500L　他

281 （株）沖縄日立 米軍施設 トリイ(23)管理棟(462)新設機械工事 冷温水ヘッダー　往･還、エアー抜きヘッダー　他

282 桐和空調設備（株） 米軍施設 瑞慶覧(H24)血液保存施設新設機械工事 貯油槽　25KL、ケミカルフィーダー他

283 アメリカンエンジニアリング 米軍施設 佐世保　BLDG-5118 冷水用クッションタンク

284 （株）国際ビル産業 沖縄県 沖縄総合運動公園レクレーションプール補修工事 ヘヤ―キャッチャー　SUS304　

285 沖縄パナソニック特機（株） 県土木建築部 病害虫防除技術センター空調設備等改修工事(H24) 冷水ヘッダー　2000L

286 H26年度 桐和空調設備（株） 沖縄防衛局 嘉手納(H25)工場等新設機械工事 サービスオイルタンク500L　他

287 （株）オカノ 沖縄防衛局 嘉手納(24)工場(072)新設機械工事 貯油槽18,000Ｌ　ケミカルフィーダー　他

（有）共和産業 宜野湾市 消火用充水槽(ステンレス製） 700L264
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288 （株）沖縄日立 かでな文化センター 冷水クッションタンク

289 H28年度 アメリカンエンジニアリング 米軍施設 Ｃ．レスター　学校Ｂ6373 貯湯槽　3000L　圧力安全弁　温度安全弁　他

291 南石開発株式会社 南石開発株式会社 ♯830隊舎燃料設備修繕工事 屋外燃料タンク（地上式横置円筒型）φ１５００×４０００Ｌ

292 沖縄県北部食肉協業組合 沖縄県北部食肉協業組合 名護市食肉ｾﾝﾀｰ　貯油槽更新工事 貯油槽更新１0000Ｌ×１基

293 （有）春水工業 米軍施設 ＢＥＱ4300．Camp Cｏuｒtｎeｙ既設機器更新工事 ボイラ機器　貯湯槽

沖縄県八重山農林水産 SUS製浮桟橋（両側係留）１７ｍ×５台　

振興センター SUS製浮桟橋（片側係留）１７ｍ×１台

295 医療法人待望主会　安立医院 医療法人待望主会　安立医院 貯水槽取替工事 ＳＵＳパネルタンク２０ｔ　他

296 （有）三和商事 国頭村役場 鏡地配水池築造工事 ステンレスパネル配水池　135ｔ×１基

297 （有）春水工業 沖縄防衛局 横須賀ビル333ＨＶＡＣシステム「横須賀米軍（13）独身下士官宿外気処理機×８台

298 橋本産業（株） 米軍施設 米軍施設B9499 温水ボイラ　ＳＮＳ-2004Ｋ　　貯湯槽　ＷＴＨ-60ＳＨ

299 H29年度 昭和鉄工(株) 老人介護施設 給湯器及び貯湯槽取替工事 貯湯槽

300 橋本産業（株） 米軍施設 C，フォスター 貯湯槽　WTH-60

301 尚平工業（株） 沖縄防衛局 牧補（H28）警衛所等（国道58号線沿）新設機械工事 オイルサービスタンク　100L　150L　他

302 アメリカンエンジニアリング 米軍施設 C，レスターBLDG-6375既設更新工事 貯湯槽　3500L

303 アメリカンエンジニアリング 米軍施設 C，レスターBLDG-6038既設更新工事 貯湯槽　4000L

304 尚平工業（株） 沖縄総合事務局 警察学校（29）機械設備その他改修工事 エアハンドリングユニット・ファンコイルユニット

305 アメリカンエンジニアリング 米軍施設 C，コートニーBLDG-4444既設更新工事 貯湯槽　1300L

306 三栄工業（株） 沖縄防衛局 普天間中学校校舎防音機能復旧工事（除湿換気設備） エアハンドリングユニット　ＡＨＵ-1 CH-680EK/ＡＨＵ-2 ＣＨ-730EK

307 アメリカンエンジニアリング 米軍施設 C，ハンセンBLDG-4125 既設更新工事 貯湯槽　6000L

308 アメリカンエンジニアリング 米軍施設 C，ハンセンBLDG-2340 既設更新工事 貯湯槽　6000L

309 （株）丸石設備 浦添市 仲西中学校防音機能復旧工事 クッションタンク

310 ゼニヤ海洋サービス（株） 大宜味村 大保ダム　SUS製ポンプ台船 SUS製ポンプ台船

311 H30年度 （株）オカノ 沖縄防衛局 嘉手納（27）管理棟（659）新設機械工事 エアハンドリングユニット・冷水用膨張水槽・電気温水器一式　他

横須賀ビル333ＨＶＡＣシステム

「横須賀米軍（13）独身下士官宿舎」 熱交換器・密閉式膨張タンク・薬注装置一式

294 ゼニヤ海洋サービス（株） 荷川取漁港補助桟橋設置工事

312 （有）春水工業 沖縄防衛局
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313 尚平工業（株） 沖縄防衛局 牧補（Ｈ28）警衛所等（国道58号線沿）新設機械工事 ｵｲﾙサービスタンク　室外機架台　配管架台　冷水器　他

314 アメリカンエンジニアリング 米軍施設 C．レスターBLDG-6375既設更新工事 貯湯槽　3500L　付属器具一式　他

315 ヤシマ工業（株） 米軍施設 シュワブ（Ｈ26）厚生施設（0510）新設衛生設備工事 電気温水器　密閉式膨張タンク　オイルサービスタンク

316 NES　PACIFIC 米軍施設 C．フォスター B496＆439 エアハン　膨張タンク

317 （株）ソルトラボ石垣島 石垣島 塩精製容器（熱風噴霧乾燥容器）製作 熱風噴霧乾燥容器　貯油槽

318 アメリカンエンジニアリング 米軍施設 C，ハンセンBLDG-2617 既設更新工事 貯湯槽　4000L

319 三栄工業（株） 沖縄防衛局 シュワブ（H27隊舎（0514）新設機械工事（2工区） 自然換気筒　ケミカルフィーダー　オイルサービスタンク

320 ヤシマ工業（株） 沖縄防衛局 シュワブ（H26）厚生施設（0510）新設衛生設備工事 電気温水器　密閉式膨張タンク　オイルサービスタンク

321 （株）オカノ 沖縄防衛局 空自那覇（H29）管理棟新設機械工事 地下オイルタンク　6000L、ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ　3000L　給油口ユニットボックス

322 アメリカンエンジニアリング 米軍施設 ＢＩO♯1818-Ｅ C,キンザB1463（デンタルクリニック） 貯湯槽　3000L

323 NES　PACIFIC 米軍施設 C．フォスター B5909　温水プール改修工事④ 熱交換機SUS316

324 アメリカンエンジニアリング 米軍施設 BID♯04330-Ｅ フォスター　BLDG-9 貯湯槽　2800L

325 ダイダン(株) 米軍施設 シュワブ（H27）隊舎（0514）新設機械工事（1工区） 煙導工　ケミカルフィーダー

326 倉浜衛生施設組合 沖縄市池原 1号ガス化炉砂投入シュート摩耗部修繕 砂投入シュート摩耗部修繕

327 琉穂建設工業（株） 北谷町 北谷浄水場2系ろ過池電気設備工事（その2） ルーフモニターSVK-600NA

328 （株）高尾鉄工所 恩納村 社会福祉法人　恩陽会 オイルサービスタンク　

329 （株）おきさん 嘉手納町 嘉手納小学校防音機器復旧工事 ＴＥ-1・2冷水用膨張水槽　ＴＥ-1・2冷水用水槽　他

330 H31年度 （株）サンプラント 米軍施設 C．シュワブ B-3238 煙導製作工事　膨張タンク　ケミカルフィーダー

331 令和元年 アメリカンエンジニアリング 米軍施設 C．フォスター B-217改修工事 煙導製作工事　軟水器　オイルポンプユニット

332 （株）東邦 米軍施設 キャンプキンザーゲート関連施設新築工事（機械） ケミカルフィーダー　オイルサービスタンク　他

333 尚平工業（株） 沖縄防衛局 北部（30）倉庫（0628）新設機械工事 オイルサービスタンク　500L

334 JFEエンジニアリング（株） うるま市 中城バイオマス発電設備建設工事 アンカーフレーム製作・組立

335 （株）大川工業 恩納村 ホテルみゆきビーチ新築工事 煙導製作取付　貯湯槽　密閉式膨張タンク　他

336 （株）カイ総合設備 北谷町 北谷スポーツセンター燃料タンク更新工事 地上オイルタンク　950L

14/15 不二宮工業㈱



NO 納入期日 契　約　先 納　入　先 物　件　名　称 商　品　名

337 （株）大米建設 宮古島市 平良港（漲水地区）岸壁（-10m)(防波堤外）上部工工事 SUS製渡り板製作

338 尚平工業（株） 沖縄防衛局 牧補（H29）工場新設機械工事 脱気器　清缶剤注入装置　その他

339 ゼニヤ海洋サービス（株） うるま市 Ｒ１浜漁港浮桟橋整備工事 SUS製 浮桟橋

340 （有）春水工業 米軍施設 Warehouse kaｄｅｎａ AB 煙導製作工事　ケミカルフィーダー

341 JFEエンジニアリング（株） うるま市 中城バイオマス発電設備建設工事 純水タンク　工水タンク　Ａ重油タンク

342 （有）春水工業 うるま市 Seismic　retrofit　and convert to open　office B－39B 外気処理機　貯湯槽　膨張タンク

343 （株）サンプラント 米軍施設 C．フォスター B-222　兵舎改修工事 軟水タンク　ケミカルフィーダー　他

344 アメリカンエンジニアリング 米軍施設 19Z004 DCD sagami Depoｔ (相模基地）ボイラ更新工事 煙道製作　その他

345 （有）田端設備工業 与那原町 　与那原町新庁舎建設工事（機械設備工事） 密閉式膨張タンク

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360
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納入実績　④　ステンレス製タンク

納入年度 横長 縦・径 高さ 容量（ｍ3） 種類

H 6 2000 × 1000 × 1500 H 6 P

3500 × 3000 × 2500 H 26.2 P

3000 × 1500 × 2500 H 11.2 P

3000 × 2000 × 2500 H 15 P

3000 × 3000 × 2500 H 22.5 P

2000 × 2000 × 2500 H 10                  P

8000 × 4500 × 4000 H 144                 P

9500 × 4500 × 4000 H 171                 P

2000 × 2000 × 2000 H 8                    P

3000 × 3000 × 2000 H 18                  P

H 7 7000 × 3000 × 3000 H 63                  P

1000 × 1000 × 1500 H 1.5 P

9000 × 8000 × 7000 H 500                 P

2000 × 1000 × 1000 H 2                    P

H 8 φ 12500 × 9048 H 1,000              X

φ 24500 × 9048 H 4,000              X

1500 × 1500 × 1000 H 2.2 P

2000 × 1500 × 1500 H 4.5 P

1000 × 1000 × 1000 H 1                    P

2000 × 2000 × 2000 H 8                    P

4000 × 2000 × 2500 H 20                  P

5000 × 1500 × 3000 H 22.5 P

5000 × 3000 × 3000 H 45                  P

H 9 2000 × 1000 × 1500 H 3                    P

2000 × 1000 × 1500 H 3                    P

H10 3000 × 2000 × 2000 H 12                  P

4000 × 3000 × 3000 H 36                  P

1500 × 1500 × 1500 H 3.4 P

H11 φ 11300 × 5874 H 500                 X

φ 8900 × 5154 H 280                 X

H13 1500 × 1500 × 1500 H 3.4 P

1500 × 2000 × 1500 H 4.5 P

H14 1000 × 2000 × 1500 H 3                    P

2000 × 4000 × 2500 H 20                  P

H15 3000 × 8000 × 2000 H 48                  P

1500 × 4000 × 2000 H 12                  P

1000 × 1000 × 2000 H 2                    P

5000 × 6000 × 4000 H 120                 P

2000 × 3000 × 2000 H 12                  P

2000 × 4000 × 2000 H 16                  P

2000 × 2000 × 1000 H 4                    P

H16 4000 × 5000 × 2000 H 40                  P

松田スーパー新築工事

沖縄電力中城変電所

北谷給食センター

沖縄県海水淡水化施設淡水設備工事

琉球大学医学部附属看護婦寄宿

第2上原配水池

沖縄県立中部病院改修設備工事

〃

〃

泊埠頭ターミナル(とまりん)

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

与座分屯地(5)DS工場改修機械工事

〃

八重山合同庁舎建設工事

宮古合同庁舎建設工事

きむたか交流プラザ新築工事

〃

那覇空港旅客ターミナル

〃

第2浜比嘉配水池

沖縄電力宮古タービン増設工事

北部国道庁舎機械設備工事

琉球大学遺伝子実験センター新設工事

件　　　　　　名

石川市中央地区住宅

豊見城中央病院改築工事

中城海上保安署新設工事

沖縄県立中部病院

〃

沖縄工業高専寄宿舎機械設備工事

〃

沖縄全日空リゾート

座間味村　原水調整池

〃

大穂制作所(石垣島)

〃

具志川浄化センター脱水機棟建設工事



納入実績　④　ステンレス製タンク

納入年度 横長 縦・径 高さ 容量（ｍ3） 種類件　　　　　　名

2000 × 2000 × 2000 H 8                    P

H17 5000 × 6000 × 5000 H 150                 P

H18 2500 × 3500 × 2500 H 22                  P

2000 × 3000 × 2000 H 12                  P

2000 × 2000 × 2000 H 12                  P

H19 12500 × 8000 × 4000 H 400                 P

8000 × 5500 × 4500 H 198                 P

H27 5000 × 5000 × 3500 H 75                  P

4500 × 8000 × 3500 H

3500 × 8000 × 3000 H

H28 2500 × 5000 × 2000 H 25                  P

6000 × 9500 × 3000 H 135                 P

H30 3000 × 6500 × 3000 H 58.5                P

慶佐次地区調整池築造工事

安立医院貯水槽取替工事

沖縄うるまニューエナジー(株)

中城バイオマス発電設備建設工事

中城バイオマス発電設備建設工事

オリオンビール（株）名護工場

沖縄うるまニューエナジー(株)

P105                 

川田調圧槽築造工事

〃

沖縄ポートホテル

嘉数中学校校舎改築工事 (給排水設備1工区)

〃

           　 〃     (雨水用)

川田配水池築造工事

有銘地区調整池築造工事

〃　　　　　　　（ポンプ室）

鏡地配水池築造工事

Ｒ 2 H 400                 P

Ｒ 2 5000 × 5000 × 5000 H 100                 P

6000 × 17000 × 5000
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