
受　　　注　　　先 工　事　場　所 工　　事　　件　　名 工　　　期

自動車メーカー 神奈川県横浜市 2地区耐久室回水試験用装置撤去工事 2022年3月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 3地区第一機械工場設備撤去工事 2022年3月

保安機器製造会社 神奈川県横須賀市 第一成形泡消火設備撤去 2022年2月

管工事会社 神奈川県横須賀市 10号コンプレッサー撤去 2022年2月～3月

自動車メーカー 神奈川県横須賀市 神奈川県横須賀市3地区かまぼこ倉庫器材廃却作業 2022年2月

設計メーカー 神奈川県横須賀市 神奈川県横須賀市第一輸入倉庫　旧フロアメイン増打工程撤去 2022年2月

管工事会社 神奈川県横須賀市 動力棟ボイラー撤去工事 2022年2月～3月

設計会社 神奈川県横浜市 3地区南設計D棟耐久室ｱｽﾍﾞｽﾄ部分除去 2022年1月

自動車メーカー 神奈川県横須賀市 2地区ｴﾝｼﾞﾝﾃｽﾄ遊休設備撤去工事 2022年1月～2月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 3地区開発工場　住友500tプレス機撤去 2022年1月

自動車関連会社 神奈川県横須賀市 実験部全天候棟不要設備撤去（石綿除去含む） 2021年12月～2022年3月

自動車関連会社 神奈川県横須賀市 実験部環境棟不要設備撤去（石綿除去含む） 2021年12月～2022年3月

自動車メーカー 神奈川県厚木市 NTC　L1-1F車体＆車両組立建付撤去 2021年12月～2022年3月

自動車メーカー 神奈川県横須賀市 第2塗装工場土壌汚染対策法に基づく地歴調査 2021年12月～2022年1月

金属加工会社 神奈川県藤沢市 4号熱処理炉 RCF除去、解体工事 2021年11月～12月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 3地区機械工場KR組立ｼｮｰﾄﾗｲﾝ撤去移設 2021年11月

化学設備メーカー 栃木県宇都宮市 KS型炉筒煙管石綿含有ボイラ廃却工事 2021年11月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 3地区触媒工場廃水処理設備撤去 2021年10月～11月

機器金属加工会社 栃木県宇都宮市 200tサーボプレス撤去 2021年10月～11月

製油メーカー 栃木県鹿沼市 デュポン鹿沼PCB汚染廃電機機器搬出工事 2021年8月

自動車メーカー 栃木県河内郡 第三塗装電着ライン2期撤去工事 2021年8月～10月

自動車メーカー 栃木県河内郡 第一車軸工事F/D組立ライン撤去工事 2021年8月～9月

自動車関連会社 神奈川県横須賀市 1地区第一成形工場　不要老朽照明撤去工事 2021年8月

自動車メーカー 神奈川県横須賀市 焼却炉本体解体工事（2期） 2021年8月～12月

自動車メーカー 栃木県河内郡 第三塗装工場　旧電着冷凍機撤去工事 2021年7月～9月

自動車メーカー 神奈川県座間市 3地区上水配管及び消火栓配管修理 2021年7月～8月

金属加工会社 栃木県宇都宮市 CK宇都宮排水路改修、補修工事 2021年6月

金属加工会社 栃木県宇都宮市 CK宇都宮雨水排水工事 2021年6月

製油メーカー 新潟県魚沼市 新潟黒又川水力発電所PCB変圧器抜油 2021年6月

金属加工会社 岩手県大船渡市 太平洋セメント大船渡PCB変圧器分解積込み 2021年6月
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金属加工会社 山形県寒河江市 アルミ鋳造設備設去工事 2021年5月～6月

自動車メーカー 神奈川県座間市 3地区ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ塗装ブース他撤去工事 2021年4月～5月

金属加工会社 栃木県宇都宮市 CK宇都宮増築部アスベスト除去追加 2021年4月

化学プラント関連 神奈川県相模原市 相模１工場ロッドクロムメッキライン撤去工事 2021年4月～5月

自動車関連会社 静岡県裾野市 TEMJ東富士　ダクト/ブース撤去工事 2021年3月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 2地区機械工場MR組立再編不要設備廃却 2021年2月

自動車メーカー 神奈川県横須賀市 神奈川県横須賀市　第二塗装ﾗｲﾝ撤去工事４期 2021年2月～7月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 第一触媒工場排水処理設備等撤去工事 2021年1月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 2地区機械工場改善班詰所撤去工事 2021年1月

自動車メーカー 神奈川県横須賀市 2地区エンジンテスト工場設備撤去工事 2021年1月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 第三鍛造工場高圧盤及び配線撤去工事 2021年1月

自動車メーカー 栃木県河内郡 栃木県河内郡　実験部固定資産廃却工事 2021年1月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 水処理設備撤去工事 2021年1月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 1地区QP8921プレス機撤去廃却 2020年12月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 1地区LWR-LINK溶接設備撤去廃却 2020年12月

電気電力エネルギー関連 東京都港区 東京都水道局PCB変圧器解体搬出工事 2020年12月

電気電力エネルギー関連 東京都港区 三田国際ビルPCB変圧器解体搬出 2020年12月

自動車メーカー 栃木県河内郡  車軸工場ﾊｲﾎﾟｲﾄﾞﾋﾟﾆｵﾝ撤去工事 2020年11月

管工事業者 神奈川県横須賀市 動力ボイラー撤去工事 2020年11月～2021年3月

自動車メーカー 神奈川県横須賀市 焼却炉解体１期工事（石綿、DXN除去） 2020年11月～2021年3月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 第三鍛造6000ｔプレス本体撤去 2020年10月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 神奈川県横浜市 3地区鍛造集塵機撤去 2020年10月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 2地区機械工場MR組立不要設備廃却 2020年10月

部品金属加工会社 神奈川県横須賀市 神奈川県横須賀市インサイト塗装ブース撤去 2020年10月

金属加工会社 秋田県鹿角郡 銅電解工場変電設備撤去工事 2020年10月

部品金属加工会社 栃木県下野市 塗装ブース、オーブン撤去工事 2020年10月

金属加工会社 栃木県宇都宮市 旧CK宇都宮石綿除去・建屋解体工事 2020年10月～2021年7月

金属加工会社 静岡県磐田市 排水処理設備他撤去工事 2020年9月

金属加工会社 静岡県磐田市 ドラムドライヤー設備撤去工事 2020年9月

化学プラント関連 神奈川県相模原市 日立産機相模めっきラインﾀﾞｸﾄ撤去 2020年8月～9月
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自動車メーカー 栃木県河内郡 第一車軸工場ﾌﾞﾛｰﾁ盤撤去工事 2020年8月

自動車メーカー 栃木県河内郡 試作工場高周波炉撤去工事 2020年8月

化学プラント関連 神奈川県相模原市 日立産機相模めっきライン撤去工事 2020年8月～9月

金属加工会社 静岡県磐田市 汚水処理設備撤去工事 2020年7月

電気電力エネルギー関連 新潟県小千谷市 特高設備既設キュービクル解体工事 2020年7月

金属加工会社 岩手県大船渡市 太平洋セメント大船渡 PCB変圧器撤去工事 2020年6月

自動車メーカー 栃木県河内郡 第三塗装電着入口シェルタ取り外し工事　他 2020年6月

自動車メーカー 神奈川県横須賀市 第二塗装ﾗｲﾝ撤去工事３期 2020月4月～8月

サービス業 福島県いわき市 PCB抜油・撤去工事 2020年6月

ガラス製造メーカー 神奈川県相模原市 SL-12炉RCF除去・解体工事 2020年5月～6月

自動車メーカー 栃木県河内郡 第三塗装電着シェルタ撤去工事 2020年5月

電気電力エネルギー関連 千葉県習志野市 日鉄住金SGワイヤ習志野 PCB 2020年5月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 アルミ鋳造工場仕上げライン集塵機撤去工事 2020年4月

自動車メーカー 栃木県河内郡 第三塗装電着ライン撤去工事 2020年11月～2021年3月

管工事会社 福島県いわき市 第一エンジン工場撤去工事 2020年4月～9月

金属加工会社 栃木県宇都宮市 旧CK宇都宮増築部アスベスト除去追加 2020年4月

金属加工会社 栃木県河内郡 旧CK宇都宮ピット埋戻し 2020年4月

運送会社 福島県いわき市 低濃度PCB含有機器抜油分解積込工事 2020年4月

金属加工会社 神奈川県相模原市 特高受電所変圧器撤去工事 2020年3月

設計会社 神奈川県座間市 5000t射出成型機石綿処分 2020年3月

自動車メーカー 栃木県河内郡 鋳型工場三次元測定機撤去工事 2020年3月

自動車メーカー 栃木県河内郡 圧造工場 中二階架台撤去工事 2020年3月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 アルミ鋳造工場三次元測定機撤去工事 2020年3月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 仕上工場磁粉探傷機撤去工事 2020年3月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 アルミ鋳造工場VDC#1ライン鋳造機撤去工事 2020年3月

自動車メーカー 神奈川県座間市 座間工場　5000tプレス撤去工事 2020年1月～3月

自動車メーカー 栃木県河内郡  第二塗装工場前処理ライン撤去工事 2020年1月～3月

設計メーカー 神奈川県横浜市 機械工場　MRCS J研削盤撤去工事 2020年1月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 ｱﾙﾐ鋳造工場　VDC部品取外し梱包作業 2020年1月

電気電力エネルギー関連 神奈川県川崎市 トランス絶縁油抜油・積込工事 2019年12月
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電気電力エネルギー関連 神奈川県川崎市 窯口集塵機　低濃度PCB含有絶縁油抜油工事 2019年12月

自動車関連会社 福島県いわき市 ｷｬｽﾄ工場 切粉前処理装置/溶解炉撤去工事 2019年12月～2020年2月

自動車メーカー 栃木県河内郡 第二塗装　電着ハンガー撤去工事 2019年12月

自動車メーカー 栃木県河内郡 第二塗装　電着台車撤去工事 2019年12月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 アルミ鋳造工場SDCライン用溶解炉・前炉撤去工事 2019年12月～2020年2月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 ハブ加工ライン研削盤更新に伴う既存設備撤去工事 2019年12月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 アルミ鋳造工場VDC#1ライン鋳造機撤去工事 2019年11月～12月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 機械工場　自動組立機撤去工事 2019年11月

ゴム製造会社 埼玉県入間市 性能機試験室内、耐久試験設備除去工事 2019年10月

空調機器会社 静岡県裾野市 塗装工場　センチュリーラインアスベスト分析 2019年10月

サービス業 福島県いわき市 低濃度PCB含有ﾄﾗﾝｽ抜油・運搬・処理 2019年10月

自動車メーカー 神奈川県横須賀市 第二塗装ﾗｲﾝS&B撤去工事３期 2019年10月～2020年3月

自動車メーカー 栃木県河内郡 第２塗装工場屋外東側緑地帯整備 2019年10月

電気電力エネルギー関連 神奈川県川崎市 低濃度PCB含有油入りトランス搬出積込工事 2019年9月

電気電力エネルギー関連 神奈川県川崎市 旧缶ペットベール化施設撤去工事 2019年9月

自動車メーカー 神奈川県横須賀市 第二組立工場S&B設備撤去工事2期 2019年9月～2020年3月

自動車メーカー 栃木県河内郡 第二組立オーバーブリッジ撤去工事 2019年9月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 変電所架台撤去工事 2019年8月

自動車メーカー 栃木県河内郡 床上ｸﾚｰﾝ廃却工事 2019年7月

自動車メーカー 栃木県河内郡 第二組立リペアエリアリフター撤去工事 2019年7月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 溶解炉滓箱交換架台補修工事 2019年7月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 冷風機解体工事 2019年7月

化学設備メーカー 茨城県つくば市 つくば研究所ボイラーアスベスト分析 2019年6月

自動車メーカー 神奈川県横須賀市 第二塗装ﾗｲﾝS&B撤去工事(２期） 2019年6月～9月

自動車メーカー 栃木県河内郡 第二組立工場S&B撤去工事 2019年6月～8月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 ｱﾙﾐ鋳造　廃砂回収装置撤去 2019年6月

自動車メーカー 神奈川県横浜市  切粉集塵機撤去 2019年5月

電気電力エネルギー関連 神奈川県川崎市 SUS大型コイル切断 2019年5月

自動車関連会社 群馬県太田市 スバル工場Z系WHLサブラインコンベア撤去工事 2019年5月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 アルミ切粉バケットリフター撤去工事 2019年5月
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金属加工会社 秋田県鹿角郡 電解工場銅ｱﾉｰﾄﾞﾌﾟﾚｽ撤去工事 2019年4月

自動車メーカー 神奈川県横須賀市 第二組立工場トリムライン他不要設備撤去工事1工区 2019年4月

自動車メーカー 神奈川県横須賀市 第二塗装ﾗｲﾝS&B撤去工事(１期） 2019年4月～5月

自動車メーカー 栃木県河内郡 第二組立工場S&B設備撤去工事 2019年4月～7月

自動車メーカー 栃木県河内郡 第一塗装電着RTOダクト撤去工事 2019年4月

自動車メーカー 栃木県河内郡 第二塗装冷却塔移設工事 2019年4月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 キュービング1号機排気ファン移設及び撤去工事 2019年3月

自動車メーカー 栃木県河内郡 特高受電所キュービル他撤去工事 2019年3月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 金型ﾗｯｸ組立設置 2019年3月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 ｱﾙﾐ鋳造切粉集塵機撤去工事 2019年3月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 3地区クーリングタワー撤去工事 2019年3月

自動車関連会社 栃木県河内郡 第二ﾀﾞｲﾅﾓ棟排気ガス装置周辺機器撤去工事 2019年3月

自動車メーカー 福岡県京都郡 電動ホイストモノレール撤去工事 2019年3月

金属加工会社 秋田県鹿角郡 銅電解工場　銅アノードプレス室一式解体工事 2019年3月

自動車メーカー 神奈川県横須賀市 第二組立工場　トリムライン他不要設備撤去工事 2019年2月～4月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 キュービング１号機排気ファン移設及び撤去工事 2019年2月～4月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 混流CB三次元測定機撤去工事 2019年2月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 放電加工機制御盤移設工事 2019年2月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 回水処理装置移設工事他 2019年2月

自動車メーカー 神奈川県横須賀市 第二組立工場　トリムライン他不要設備撤去工事 2019年2月～4月

自動車メーカー 栃木県河内郡 第二組立工場設備撤去工事　既存壁他撤去工事 2019年1月

化粧品製造会社 栃木県那須塩原市 RC棟架台基礎他撤去工事 2019年1月

金属加工会社 東京都内１０か所 30年度PCB廃棄物収集運搬 2019年1月～2月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 排砂回収装置撤去工事 2019年1月

自動車メーカー 栃木県河内郡 第一車軸工場サイドギア旋盤搬出工事 2019年1月

空調機器会社 神奈川県藤沢市 いすゞ藤沢P4塗装ライン撤去工事 2019年1月～8月

金属加工会社 群馬県渋川市 NBG6号不要品撤去工事 2018年12月

自動車関連会社 群馬県太田市 南西部天吊架台撤去工事 2018年12月

空調機器会社 神奈川県藤沢市 空調機室他アスベスト検体採取作業 2018年12月

自動車メーカー 栃木県河内郡 第二組立工場設備撤去工事 2018年12月～2019年6月
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化学設備メーカー 栃木県河内郡 アスベスト資料採取分析 2018年12月

土壌修復会社 神奈川県横浜市 微量PCB汚染廃電気機器処理業務 2018年11月

自動車メーカー 栃木県河内郡 第二塗装工場 冷却塔基礎他撤去工事 2018年11月

化学設備メーカー 栃木県河内郡 加熱炉断熱材アスベスト分析 2018年10月

土壌修復会社 東京都板橋区 セレン整流器抜油・運搬積込作業 2018年9月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 3地区クラッシャー装置金網取付工事 2018年9月～10月

金属加工会社 秋田県鹿角郡 内の岱フィルタープレス建屋解体工事 2018年9月～11月

管工事会社 千葉県市原市 古河電工千葉J棟アスベスト分析 2018年9月

自動車メーカー 栃木県河内郡 第三塗装工場電着ＲＴＯ撤去工事 2018年9月

自動車メーカー 栃木県河内郡 第二塗装工場冷却塔撤去工事 2018年9月

精密機器メーカー 千葉県市川市 マシニングセンタ2台他　廃却工事 2018年8月

自動車関連会社 神奈川県厚木市 ﾒｻﾞﾆﾝ3F安全ネット設置 2018年8月

自動車関連会社 神奈川県厚木市 床下ピット床鉄板移設他 2018年8月

自動車関連会社 神奈川県厚木市 新旧架台接続階段・柱移設 2018年8月

自動車関連会社 神奈川県厚木市 11号工場2階不要設備撤去 2018年8月

自動車メーカー 神奈川県横須賀市 第一塗装工場3RDﾌﾞｰｽ空調機撤去工事 2018年8月～9月

自動車メーカー 神奈川県横須賀市 第一塗装工場　上塗り3rdﾌﾞｰｽ撤去工事 2018年8月～11月

自動車メーカー 神奈川県横須賀市 空調ダクト他撤去工事 2018年8月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 マシニング加工機撤去工事 2018年7月

化学プラント製造会社 神奈川県横浜市 4,000㎏溶解炉投入扉補修工事 2018年7月

自動車関連会社 神奈川県厚木市 第一工場既存ｸﾚｰﾝﾚｰﾙ撤去工事 2018年7月

空調機器会社 神奈川県横須賀市 第三塗装工場火災復旧工事 2018年7月～9月

設計会社 神奈川県相模原市 BTボイラー・クーラント撤去 2018年6月

自動車メーカー 栃木県河内郡 第二塗装工場　廃棄物回収運搬処理作業 2018年6月

自動車メーカー 栃木県河内郡 第二塗装工場　前処理ダクト改造工事 2018年6月

自動車メーカー 栃木県河内郡 第二塗装工場　防爆照明取外し業務 2018年6月

土壌修復会社 千葉県袖ケ浦市 微量PCB含有機器処理工事 2018年5月

自動車関連会社 神奈川県厚木市 メインライン渡架台製作、設置工事 2018年5月

自動車関連会社 神奈川県厚木市 ローラーコンベア設置工事（アオリ用） 2018年5月

自動車メーカー 栃木県河内郡 AL3ﾞ低圧鋳造機＆架台撤去工事 2018年5月～6月
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設計会社 神奈川県相模原市 SLフィルム伸展機撤去 2018年4月

自動車メーカー 栃木県河内郡 第二塗装工場MF計画塗装設備撤去工事 2018年4月～9月

自動車関連会社 神奈川県厚木市 旧フレーム溶接ラインレール撤去工事 2018年4月

自動車関連会社 神奈川県厚木市 メザニン架台下撤去工事 2018年4月～5月

自動車関連会社 神奈川県厚木市 作業架台製作据付工事 2018年4月

土壌修復会社 千葉県市原市 微量PCB汚染廃電気機器閉止工事 2018年4月

土壌修復会社 神奈川県川崎市 微量PCB汚染廃電気機器処理工事 2018年4月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 H-3、Ｉ-2柱ホイストレール撤去工事 2018年4月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 集塵機制御盤用架台設置工事 2018年4月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 溶解炉集塵機ダクト上部粉塵清掃作業 2018年4月

自動車メーカー 福岡県京都郡 ＃2ﾊﾞﾝﾊﾟｰｽﾄﾚｰｼﾞ撤去工事 2018年4月～5月

自動車メーカー 栃木県河内郡 第二塗装工場MF計画に伴うピット埋戻し 2018年4月～9月

自動車関連会社 福島県いわき市 自動ラック＆リフト撤去工事 2017年3月

土壌修復会社 山口県下関市 コンデンサ、リアクトル他引取り 2017年3月

土壌修復会社 山口県下関市 大型変圧器解体工事 2017年3月

土壌修復会社 千葉県佐倉市 変電所　変圧器抜油補助作業 2017年3月

土壌修復会社 千葉県佐倉市 微量PCB汚染廃電気機器積込み作業 2017年3月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 ブリケット装置撤去後ピット鉄板設置 2017年3月

土壌修復会社 千葉県旭市 微量PCB含有廃電気機器解体工事 2017年2月～3月

自動車メーカー 福岡県京都郡 動力プラント屋外灯油タンク撤去工事 2017年2月～3月

土壌修復会社 東京都武蔵野市 微量ＰＣＢ汚染廃電気機器分解業務 2017年2月～3月

土壌修復会社 東京都武蔵野市 微量ＰＣＢ汚染廃電気機器分解業務 2017年2月

設計会社 神奈川県相模原市 ガラス加工炉ＳＬ5撤去工事 ２０１７年2月～4月

設計会社 神奈川県相模原市 ガラス加工炉ＳＬ5分ボイラー移動､廃棄物処分 ２０１７年2月～3月

空調設備会社 神奈川県藤沢市
P3塗装ライン
アスベスト含有箇所撤去及び減容作業

２０１７年2月～7月

自動車関連会社 神奈川県藤沢市
自動車部品事業部藤沢工場閉鎖に伴う
建屋解体更地化工事

２０１７年2月～4月

自動車メーカー 福岡県京都郡 動力プラント№2屋外灯油タンク撤去工事 ２０１７年2月～3月

自動車メーカー 福岡県京都郡 圧造工場 フレームプレス オートラック部分撤去 2017年1月

自動車メーカー 福岡県京都郡 FRアクスル パレットローダー撤去工事 2016年12月

自動車メーカー 福岡県京都郡 FRアクスル 移載用天井設備撤去工事 2016年12月
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自動車メーカー 福岡県京都郡 FRアクスルサブ 搬送コンベア撤去工事 2016年12月

自動車メーカー 福岡県京都郡 第二組立 リチェックバランサー搬入搬出工事 2016年12月

土壌修復会社 東京都小平市 微量PCB汚染廃電気機器分解工事 ２０１６年12月～2017年2月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 エンジンテスト工場ホイストＨレーン撤去工事 2016年12月

自動車メーカー 栃木県河内郡 第一塗装工場107ﾗｲﾝ解体撤去工事 2016年12月

土壌修復会社 東京都新宿区 市谷工場　微量ＰＣＢ汚染廃電気機器解体工事 2016年11月～12月

空調設備会社 神奈川県藤沢市 いすゞ藤沢P3塗装ライン撤去工事（2期）　 2016年10月～2017年9月

土壌修復会社 新潟県小千谷市
東電信濃川水力発電所
微量PCB汚染廃電気解体工事

2016年10月～12月

土壌修復会社 千葉県君津市 300t変圧器微量PCB含有機器解体工事　 2016年10月～2017年3月

土壌修復会社 千葉県君津市 計器用変圧器3台他解体処分 2016年10月～12月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 1地区第一機械工場プレス移設 2016年9月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 ダイハンドラー搬送作業 2016年9月

土壌修復会社 神奈川県川崎市
東日本旅客鉄道(株)横浜支社　市ノ坪変電所
微量PCB汚染廃電機器処理工事

2016年9月

土壌修復会社 埼玉県秩父郡 安定器等荷姿登録資料作成他業務 2016年9月

土壌修復会社 神奈川県横浜市 ＰＣＢ機器保管庫撤去工事 2016年9月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 混流CSバランス修正変更に伴う設備移設工事2016年8月

土壌修復会社 福島県いわき市 安定器等荷姿登録資料作成他業務 2016年8月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 テスト工場ホイスト＆レール他撤去工事 2016年8月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 3地区第二機械工場　装置アンカー固定作業 2016年7月

土壌修復会社 千葉県君津市 絶縁油PCB分析採取に伴う足場工事 2016年7月

土壌修復会社 神奈川県川崎市
東日本旅客鉄道(株)横浜支社　生田変電所
外フェンス防音シート設置作業

2016年７月～8月

土壌修復会社 神奈川県川崎市
東日本旅客鉄道(株)横浜支社　生田変電所
微量PCB汚染廃棄電気機器処理工事

2016年７月～8月

設計メーカー 神奈川県横浜市 神奈川県横浜市YDBC#2梁下廻り不要設備撤去工事 2016年7月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 VDCライン　R4512設備撤去 2016年7月

空調設備会社 神奈川県藤沢市 いすゞ藤沢1期工事残工事（防塵壁撤去） 2016年7月

空調設備会社 神奈川県藤沢市 いすゞ藤沢1期工事残工事（仮設構台解体） 2016年7月

金属加工会社 群馬県渋川市 試験機活かし取り工事 2016年7月

金属加工会社 群馬県渋川市 スラグ処理設備撤去工事 2016年7月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 2地区テスト工場ﾎｲｽﾄ＆ﾚｰﾙ他撤去工事 2016年6月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 2地区テスト工場クーリングタワー撤去工事 2016年6月
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土壌修復会社 東京都府中市 ＪＲ北府中　安定器等荷姿登録資料作成他業務 2016年6月

土壌修復会社 長野県下水内郡
切明水力発電所
微量ＰＣＢ汚染廃電気解体業務

2016年6月～8月

土壌修復会社 秋田県鹿角市 銚子水力発電所発電設備撤去工事 2016年5月～6月

土壌修復会社 埼玉県さいたま市 微量ＰＣＢ汚染廃電気機器処理工事 2016年4月～6月

自動車関連会社 東京都北区 啓愛社　赤羽本店木造建屋解体工事 2016年5月～6月

自動車関連会社 栃木県栃木市 両軸試験機他撤去工事 2016年5月

自動車関連会社 栃木県河内郡 第一車軸 ﾌｧｲﾝﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ撤去工事 2016年5月

設計メーカー 神奈川県横浜市 Ｌ4ブロックライン撤去工事 2016年4月～5月

土壌修復会社 茨城県古河市 古河サイト保管微量ＰＣＢ機器等処理業務 2016年5月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 神奈川県横浜市3地区ＰＡ工場クラッシャー更新工事 2016年4月～5月

設計メーカー 神奈川県横浜市 混流ブロックホイストレール他撤去工事 2016年5月

土壌修復会社 茨城県古河市 微量PCB含有機器移動作業 2016年4月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 2地区テスト工場クーリングタワー撤去工事 2016年3月～4月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 3地区設計南地区産廃処分作業（2期） 2016年3月

土壌修復会社 茨城県古河市 変圧器ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ取外し・構内移動工事 2016年3月

空調設備会社 神奈川県藤沢市 新仮設鋼台設置工事 2016年3月～5月

土壌修復会社 埼玉県熊谷市 荷姿登録資料等作成他業務 2016年2月～3月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 2地区テスト工場クーリングタワー更新工事 2016年2月～3月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 3地区設計南地区産廃処分作業 2016年2月

土壌修復会社 埼玉県北本市 荷姿登録資料等作成他業務 2016年2月

土壌修復会社 千葉県流山市
放射性物質含有廃却灰詰替工事に伴う
コンテナ移設及び隔離養生

2016年2月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 カチオン塗装装置解体撤去工事 2016年2月～3月

土壌修復会社 神奈川県厚木市 厚木事業所微量PCB汚染廃電気機器解体工事 2016年2月～3月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 1鍛歯形専用ｼｮｯﾄﾌﾟﾗｽﾄ撤去工事 2016年2月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 3地区PA工場　中子装置搬送コンベア撤去 2016年1月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 3地区PA工場　PDC1保持炉金物他撤去工事 2016年1月

空調設備会社 神奈川県藤沢市 いすゞ藤沢　仮設鋼台設置工事 2016年1月～3月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 3地区PDCﾗｲﾝ床面鉄板張替､溶接炉架台床面張替 2015年12月～2016年1月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 エンジンテスト工場換気装置撤去工事 2015年12月～2016年1月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 1600ｔ熱鍛ﾌﾟﾚｽ用備品撤去工事 2015年12月
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土壌修復会社 千葉県八千代市 京成大和田変電所 微量PCB含有機器解体工事 2015年11月～2016年1月

空調設備会社 神奈川県藤沢市 いすゞ藤沢 クーリングタワー撤去工事 2015年11月

自動車関連会社 福島県いわき市 三次元測定機撤去工事 2015年11月

自動車メーカー 福岡県京都郡 2車体PH1#50クリーンルーム撤去工事 2015年11月～2016年5月

土壌修復会社 宮崎県小林市 綾水力発電所　微量PCB含有機器解体工事 2015年11月～12月

土壌修復会社 埼玉県北本市 横瀬工場微量PCB含有機器移動作業 2015年11月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 PA工場　LPDCライン鋳造機撤去工事 2015年11月

空調設備会社 神奈川県藤沢市 中塗りエリア冷水配管撤去工事 2015年11月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 3地区オイルクーラー撤去工事 2015年10月

土壌修復会社 山形県鶴岡市 山形工場　微量PCB含有機器解体工事 2015年10月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 屋根アンテナ撤去工事 2015年10月

空調設備会社 神奈川県藤沢市 いすゞ藤沢　仮設鋼台レンタル費用 2015年10月～12月

自動車関連会社 福島県いわき市 いわき工場　ラクソー搬出、搬入工事 2015年9月

土壌修復会社 東京都葛飾区 金町変電所　微量PCB含有機器解体作業 2015年9月～11月

空調設備会社 神奈川県藤沢市 中塗りオーブンアスベスト撤去工事 2015年9月～12月

空調設備会社 神奈川県藤沢市 中塗りオーブン撤去工事 2015年9月～12月

金属加工会社 秋田県小坂町 内の岱　旧磨鉱工場内用水ﾀﾝｸ解体工事 2015年9月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 LPDCライン金型加熱炉撤去工事 2015年9月

自動車関連会社 埼玉県さいたま市 不要設備撤去工事 2015年8月

土壌修復会社 東京都足立区 廃電気機器移動作業 2015年8月

管工事会社 神奈川県横浜市 コージェネ設備#1・2撤去工事 2015年8月～12月

土壌修復会社 神奈川県横浜市 微量PCB含有機器解体工事 2015年8月～9月

自動車関連会社 茨城県土浦市 塗装排気チャンバー解体工事 2015年8月

自動車メーカー 栃木県河内郡 車体工場メタルライン、ﾌﾞｰｽライン解体工事 2015年8月

自動車メーカー 神奈川県座間市 ＢＰ60.5ｔ電動ﾎｲｽﾄ及び走行用ﾌﾚｰﾑ撤去工事 2015年7月

自動車関連会社 神奈川県座間市 2地区テストコース現状回復工事（床面補修工事） 2015年7月

自動車メーカー 神奈川県高座郡 コンロットライン資産廃却に伴う撤去・搬出工事 2015年7月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 3地区設計南地区　産廃置場撤去工事 2015年6月～7月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 第1鋳造工場　1200ｔ冷間ﾌﾟﾚｽ付帯設備撤去 2015年6月

金属加工会社 秋田県小坂町 内の岱　旧磨鉱工場設備解体撤去工事 2015年6月～8月
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土壌修復会社 埼玉県岩槻市 微量PCB含有機器解体工事 2015年6月

土壌修復会社 東京都調布市 微量PCB汚染廃機械機器解体工事 2015年5月～7月

自動車関連会社 神奈川県座間市 リビルト工場設備廃却撤去工事 2015年5月

金属加工会社 神奈川県川崎市 2号熱処理炉撤去工事 2015年5月～6月

金属加工会社 神奈川県川崎市 ｶﾞｽ発生機窒素ガス分離装置解体撤去 2015年5月～6月

金属加工会社 神奈川県川崎市 1号熱処理炉撤去工事 2015年5月～6月

金属加工会社 神奈川県川崎市 1、2号炉アスベスト定性検査 2015年5月

自動車関連会社 神奈川県座間市
安定度試験機及び冷凍庫基礎解体工事
落下衝撃試験場他解体工事

2015年5月～6月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 機械工場　ＱＲ組立設備解体搬出積込運搬処理費 2015年5月～6月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 2地区機械工場ｸﾗﾝｸﾗｲﾝ撤去工事 2015年4月

自動車メーカー 福岡県京都郡 一車Z51 /R DOOR INR 他撤去工事 2015年4月～5月

土壌修復会社 埼玉県川越市 微量PCB含有機器解体工事 2015年4月～5月

土壌修復会社 埼玉県川越市 微量PCB含有機器解体工事 2015年4月～5月

金属加工会社 群馬県渋川市 簡易中和槽撤去工事 2015年4月

土壌修復会社 千葉県袖ケ浦市 日本燐酸(株)微量PCB含有機器解体工事 2015年3月～4月

土壌修復会社 東京都多摩市
京王百貨店屋上
微量PCB汚染廃電気機器解体工事

2015年1月～3月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 脱水機配管・コンベア撤去工事 2015年3月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 三次元測定機に更新に伴う撤去廃却 2015年3月

自動車関連会社 大分県中津市 不要設備廃却工事 2015年3月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 クーリングタワー基礎解体工事 2015年3月

土壌修復会社 神奈川県横浜市 微量ＰＣＢ汚染電気機器収納工事 2015年3月

自動車関連会社 栃木県真岡市 5軸ﾀﾞｲﾅﾓ試験機撤去搬出工事 2015年3月

管工事会社 神奈川県横浜市 日産3地区ﾎﾞｲﾗｰ棟、軟水装置更新工事 2015年3月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 第一触媒工場クーリングタワー撤去工事 2015年3月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 3地区三次元測定機解体撤去輸送処理作業 2015年2月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 本牧）給湯ボイラー撤去工事 2015年2月～3月

自動車関連会社 神奈川県座間市 AESC恒温槽撤去工事 2015年2月

土壌修復会社 東京都千代区 微量PCB用資材運搬 2015年2月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 PDC仕上げｺﾝﾍﾞｱ取外し工事 2015年2月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 分割コア圧入装置他撤去 2015年1月
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自動車関連会社 栃木県栃木市 走査線電子顕微鏡搬出 2015年1月

土壌修復会社 千葉県千葉市 密閉容器養生撤去・設置 2015年1月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 水処理場№1脱水機撤去工事 2015年1月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 SDC1号機　金型ラック移設工事 2014年12月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 鋳造工場　大型扇風機設置工事 2014年12月

土壌修復会社 神奈川県川崎市
花王㈱川崎工場
微量PCB汚染廃電気機器処理工事

2014年11月～12月

土壌修復会社 茨城県高萩市 アステラス高萩　微量PCB機器解体処分 2014年11月～12月

土壌修復会社 神奈川県川崎市 丸紅エネックス千葉　密閉容器運搬 2014年11月

自動車メーカー 栃木県河内郡 日産（自）栃木　中古（トランス30台）買取り 2014年11月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 LPDCライン粉砕機設置工事 2014年11月

金属加工会社 群馬県渋川市 大同特殊鋼渋川　トヨＴ操作盤（2ｔ　VAR）撤去工事 2014年11月

空調設備会社 神奈川県藤沢市
Ｐ3塗装ﾗｲﾝ前処理ﾗｲﾝ
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有温水配管ｴﾙﾎﾞ一部切断作業

2014年11月

金属加工会社 群馬県渋川市 特殊鋼電解炉（2ｔ　VAR）撤去工事 2014年11月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 設計南地区　燃料循環試験機撤去工事 2014年10月

土壌修復会社 千葉県野田市
㈱LIXIL野田工場
微量PCB汚染廃電気機器解体作業

2014年10月

土壌修復会社 茨城県鹿嶋市 ＤＩＣ鹿島機材運搬 2014年10月

自動車関連会社 神奈川県厚木市 NTC　高面圧耐久試験機　撤去工事 2014年10月

自動車関連会社 神奈川県座間市 AESC恒温槽撤去工事 2014年9月

土壌修復会社 東京都板橋区 微量PCB含有機器解体工事 2014年9月～10月

土壌修復会社 長野県長野市 微量PCB含有機器解体工事 2014年9月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 第2無響音室改造に伴う設備撤去の件 2014年9月～10月

土壌修復会社 埼玉県蕨市 微量PCB含有機器解体工事 2014年9月～2月

土壌修復会社 神奈川県川崎市 微量PCB含有機器解体工事 2014年9月～12月

自動車メーカー 神奈川県座間市 座間3地区車体樹脂型工場 2014年9月

土壌修復会社 東京都品川区 微量PCB含有機器解体工事 2014年9月

自動車関連会社 栃木県小山市 充放電ラック解体工事（2期工事） 2014年9月

自動車メーカー 栃木県河内郡 B/SIDE専用設備廃却 2014年8月

金属加工会社 秋田県鹿角郡 KSR工場原料ﾋﾟｯﾄ仕切り壁撤去工事 2014年8月

金属加工会社 秋田県鹿角郡 鉛溶棟鉛釜撤去工事 2014年8月

土壌修復会社 茨城県下妻市 微量PCB廃電気機器移設工事 2014年8月
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金属加工会社 茨城県土浦市 塗装排気ﾁｬﾝﾊﾞｰ解体撤去工事 2014年8月

自動車関連会社 栃木県栃木市 分析装置撤去搬出工事 2014年8月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 3地区39番検収所　ショットブラスト装置撤去工事 2014年8月

自動車関連会社 栃木県小山市 充放電ラック解体工事（1期工事） 2014年8月

自動車関連会社 神奈川県横浜市
天井落下防止ﾈｯﾄ取付修復工事、熱処理炉
跡床面仕切窓補修工事

2014年7月

土壌修復会社 茨城県下妻市 微量PCB廃電気機器解体工事 2014年7月～8月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 天井クレーン解体廃却　工事 2014年7月

管工事会社 神奈川県横浜市 2地区2圧インバーター圧縮機設置工事 2014年6月

自動車メーカー 神奈川県相模原市
3号棟　ローラーコンベヤー一部撤去
＆　ピット埋め戻し工事

2014年6月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 本社工場塗装ロボットアーム撤去 2014年6月

自動車関連会社 埼玉県比企郡 不要設備廃却工事 2014年6月

自動車関連会社 神奈川県座間市 日産ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ㈱京浜支社　ﾐｯｼｮﾝﾃｽﾀｰ撤去工事 2014年5月

土壌修復会社 東京都大田区 大田清掃工場　微量PCB変圧器解体工事 2014年5月～6月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 QRクランク加工バランス測定機撤去 2014年4月

空調設備会社 千葉県君津市 ドラム缶塗装ブース、オーブン撤去工事 2014年4月～5月

自動車関連会社 栃木県河内郡 H190F/D用 起振力ﾃｽﾀｰ撤去工事 2014年4月

空調設備会社 千葉県千葉市 天井クレーン改造工事 2014年4月～5月

空調設備会社 神奈川県藤沢市 P3塗装ライン撤去工事第1期 2014年3月～2015年1月

空調設備会社 千葉県千葉市 部品塗装ライン設備アスベスト分析 2014年3月

土壌修復会社 東京都中央区 微量PCB付着保管庫解体業務 2014年3月

自動車関連会社 大分県中津市 不要ロボット設備撤去工事 2014年3月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 3月度ﾌﾟﾚｽ機点検作業 2014年3月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 QP523住友800ﾄﾝ　ﾌﾞﾚｰｷCYLﾘﾃｰﾅｰ更新工事 2014年3月

土壌修復会社 神奈川県横浜市
CTCﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ横浜
微量PCB含有機器解体工事

2014年3月

自動車関連会社 秋田県鹿角郡 13年度（3月）不要設備廃却 2014年2月～3月

空調設備会社 神奈川県藤沢市 P5塗装ﾗｲﾝ冷水製造装置撤去工事（2期） 2014年2月～3月

土壌修復会社 静岡県沼津市 沼津市水道部 微量PCB含有機器解体工事 2014年2月～3月

自動車メーカー 神奈川県相模原市 3号棟自動倉庫効率的運用改造に伴う設備改造 2014年2月～3月

自動車関連会社 栃木県宇都宮市 V6ｱﾙﾐ加工ﾗｲﾝ設備買取り工事 2014年2月～3月

金属加工会社 神奈川県横浜市 降雪被害に伴うテント解体工事 2014年2月
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自動車関連会社 神奈川県横浜市 2月度プレス機点検作業 2014年2月

土壌修復会社 静岡県富士市 ｱｽﾃﾗｽﾌｧｰﾏﾃｯｸ㈱富士工場 微量PCB含有機器解体工事 2014年2月～3月

土壌修復会社 新潟県新潟市 新潟農政局微量PCB含有機器解体工事 2014年1月～2月

土壌修復会社 埼玉県狭山市
特別管理産業廃棄物解体業務
(微量PCB含有電気機器等)

2014年1月

土壌修復会社 東京都千代田区 ホテル湯島微量PCB含有機器抜油移設工事 2014年1月

自動車メーカー 福岡県京都郡 組立工場 １・２ﾗｲﾝ不要設備撤去工事 2014年1月～2月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 灯油ﾀﾝｸ撤去工事 2014年1月～2月

土壌修復会社 神奈川県川崎市 川崎火力発電所 微量PCB含有機器解体工事 2014年1月～2月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 アルミ熱処理炉ライン撤去工事 2014年1月～3月

土壌修復会社 東京都千代田区 大和ｻﾝｺｰ㈱ 微量PCB含有機器抜油移設工事 2013年12月

土壌修復会社 千葉県我孫子市 JR東日本我孫子保管所微量PCB含有機器解体工事 2013年12月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 １地区12月度プレス機点検作業 2013年12月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 ３地区X線検査装置廃却工事 2013年12月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 ３地区触媒工場 硝酸供給装置他撤去工事 2013年12月～1月

土壌修復会社 東京都品川区 微量PCB含有機器解体工事 2013年11月～12月

空調設備会社 神奈川県藤沢市 P5塗装ﾗｲﾝ 冷水製造装置撤去工事（１期） 2013年11月

土壌修復会社 東京都港区 微量PCB含有機器解体工事 2013年10月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 VKCBライン設備中古買取り工事 2013年11月～2014年1月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 ３地区ＰＡ工場中子バリ取りロボット撤去・移設工事 2013年10月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 ５地区街灯撤去工事 2013年10月

土壌修復会社 長野県上伊那郡 微量PCB含有機器抜油解体工事 2013年10月～11月

土壌修復会社 栃木県下都賀郡 微量PCB含有機器解体工事 2013年10月

土壌修復会社 福岡県福岡市 博多ビル 微量PCB含有機器解体工事 2013年9月～10月

土壌修復会社 埼玉県狭山市
航空自衛隊入間基地
微量PCB含有機器解体工事

2013年10月～11月

土壌修復会社 東京都立川市
関東財務局立川
微量PCB含有機器解体工事

2013年9月～10月

自動車関連会社 福岡県京都郡 不要設備撤去工事 2013年9月

ゴム製品製造会社 埼玉県入間市 試験設備撤去工事 2013年10月

自動車関連会社 栃木県河内郡 ＦＺ試作場不要設備撤去工事 2013年9月～10月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 ３地区切粉ﾌﾞﾘｹｯﾄ装置廃却工事 2013年9月

自動車メーカー 福岡県京都郡 第二車体工場IBS FR FLOOR撤去工事 2013年8月～9月

14/16



受　　　注　　　先 工　事　場　所 工　　事　　件　　名 工　　　期

自動車メーカー 福岡県京都郡 第二車体工場IBS RR FLOOR撤去工事 2013年8月～9月

土壌修復会社 広島県福山市 福山市上下水道局 微量PCB含有機器解体工事 2013年8月

土壌修復会社 神奈川県伊勢原市 微量PCB含有機器解体工事 2013年8月

土壌修復会社 神奈川県平塚市 微量PCB含有機器解体工事 2013年8月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 １地区排煙ダクト撤去工事 2013年8月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 ３地区既存炉廃却工事 2013年8月

築炉メーカー 神奈川県横浜市 PA工場３号炉更新工事 2013年8月

精密機器メーカー 千葉県市川市 横型研削盤他中古設備買取り工事 2013年7月

自動車関連会社 神奈川県座間市 旧日産フォークリフト設備撤去回収工事 2013年6月

金属加工会社 青森県青森市 石炭貯蔵４万トンヤード建屋解体工事 2013年7月～9月

土壌修復会社 埼玉県川越市 住友不動産所有 微量PCB含有機器解体工事 2013年7月

土壌修復会社 長野県佐久市 微量PCB含有機器解体工事 2013年6月

自動車関連会社 埼玉県比企郡 浸炭8号炉縞鋼板設置工事 2013年4月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ小屋撤去工事 2013年5月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 ５月度プレス点検作業 2013年4月

自動車関連会社 福岡県京都郡 圧造工場)ﾌﾚｰﾑﾌﾟﾚｽｵｰﾄﾗｯｸ棚撤去工事 2013年4月～5月

土壌修復会社 埼玉県熊谷市 微量ＰＣＢ含有機器解体工事 2013年5月

土壌修復会社 埼玉県熊谷市 微量ＰＣＢ含有機器解体工事 2013年5月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 中古設備買取り 2013年5月～6月

自動車関連会社 神奈川県横浜市
高田工業㈱戸塚工場
移転に伴う不要設備撤去、廃却工事

2013年5月～6月

自動車関連会社 栃木県宇都宮市 ブローチ盤撤去工事 2013年4月

自動車関連会社 栃木県宇都宮市 ﾛｰﾀﾘｰﾗｯｸ&搬送ｺﾝﾍﾞｱ他設備撤去工事 2013年4月～5月

自動車メーカー 栃木県河内郡 排煙ﾌﾞﾛｱ架台改造工事　　　　　　　　　 2013年5月

自動車メーカー 栃木県河内郡　 UDｼｪﾙﾏｼﾝ保全用ﾓﾉﾚｰﾙ改造工事　　 2013年5月

自動車メーカー 栃木県河内郡
SRC/H#8低圧鋳造機
ｼｪﾙﾏｼﾝ及び周辺設備撤去工事(二期)

2013年4月～5月

土壌修復会社 東京都千代田区
グランドプリンスホテル赤坂
地下微量ＰＣＢ含有機器解体工事

2013年3月～4月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 4月度プレス点検作業 2013年4月

自動車関連会社 福岡県京都郡 IF不要設備撤去工事 2013年4月～5月

自動車関連会社 栃木県宇都宮市 ＮＣ旋盤設備買取り工事 2013年5月

土壌修復会社 東京都板橋区 帝京大学板橋 微量ＰＣＢ含有機器解体工事 2013年4月～5月
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受　　　注　　　先 工　事　場　所 工　　事　　件　　名 工　　　期

自動車関連会社 神奈川県横浜市 自家発電室内設備廃却作業 2012年11月

木材加工会社 神奈川県横浜市 ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類含有調査 2012年11月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 ナウターミキサー撤去工事 2012年11月～12月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 ２００t焼結ﾌﾟﾚｽ他撤去工事 2012年11月～12月

管工事会社 神奈川県横須賀市 溶剤ﾀﾝｸ他撤去作業 2012年11月

自動車関連会社 栃木県河内郡 ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ他設備撤去工事 2012年11月

自動車関連会社 神奈川県横須賀市 接着装置他廃却作業 2012年10月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 恒温機フロン抜取り作業 2012年9月

土壌修復会社 兵庫県姫路市 微量PCB電気機器解体工事 2012年9月～11月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 #1タンデムラインサイドカバー補修工事 2012年9月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 １・３地区圧入機移設・撤去工事 2012年9月

自動車メーカー 神奈川県横浜市 動力棟ボイラー撤去工事 2012年9月～10月

不動産管理会社 神奈川県座間市 立体駐車場撤去及び平地式駐車場設置工事 2012年8月

自動車メーカー 神奈川県横須賀市 Ｎｏ２ タイヤASSYライン撤去工事 2012年8月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 QP6301MB クランパー整備作業 2012年8月

金属加工会社 群馬県渋川市 A１３号炉解体撤去工事 2012年7月～8月

自動車メーカー 神奈川県座間市 BP6)ﾎｲｽﾄ撤去工事 2012年8月

自動車関連会社 埼玉県比企郡 高温戻し炉廃却及びB戻し炉移設並びに復旧工事 2012年8月

自動車メーカー 福岡県京都郡 第一組立工場 ﾄﾞｱｻﾌﾞｷｯﾄ台車撤去廃却工事 2012年8月

自動車関連会社 栃木県河内郡 栃)圧造工場 ﾎｲｽﾄｸﾚｰﾝ撤去工事 2012年8月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 SDC冷却塔補修工事 2012年7月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 ﾎﾞｲﾗｰ設備ｱｽﾍﾞｽﾄ分析 2012年7月

土壌修復会社 山形県寒河江市 微量PCB含有機器撤去工事（２期） 2012年7月

自動車関連会社 神奈川県横浜市 地下設備廃却処理工事 2012年7月

自動車関連会社 埼玉県比企郡 ﾄﾘﾐﾝｸﾞ設備、他撤去廃却工事 2012年6月～7月

自動車関連会社 栃木県宇都宮市 ﾌﾞﾗｻﾞｰ製 ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ買取り、搬出工事 2012年7月

自動車関連会社 栃木県宇都宮市 日立製 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ買取り引取り工事 2012年7月

自動車関連会社 神奈川県厚木市 消石灰搬送装置解体、搬出工事 2012年6月
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