
　・工  事  名：国立国会図書館東京本館改修（１８）機械設備その他工事

　・工        期：平成３０年１２月４日～令和３年１１月３０日

　・工事内容：機械設備改修工事

企業名 契約次数 役職 氏名 ふりがな 人数

元請会社 2

川崎設備工業㈱ 現場代理人 島田　賢一 しまだ　けんいち

　東部支社 監理技術者 藤川　憲志 ふじかわ　けんじ

配管工事 5

誠和技研㈱ １次 主任技術者・職長 佐藤　守雄 さとう　もりお

相良設備㈱ ２次 主任技術者 相良　年治 さがら　としはる

職長 古川　岳志 ふるかわ　たけし

福永工業所 ２次 主任技術者 福永　初男 ふくなが　はつお

職長 福永　直弥 ふくなが　なおや

配管工事 3

㈲大槻設備 １次 主任技術者・職長 大槻　卓也 おおつき　たくや

㈱吉水設備 ２次 主任技術者・職長 玉置　祐也 たまき　ゆうや

㈲共同設備工業 ２次 主任技術者・職長 遠藤　弘美 えんどう　ひろみ

配管工事 1

ＡＣＥ㈱ １次 主任技術者・職長 秋山　　修 あきやま　おさむ

配管工事 2

井上設備工業㈱ １次 主任技術者・職長 志田　英利 しだ　ひでとし

金子設備 ２次 主任技術者・職長 金子　英太郎 かねこ　えいたろう

配管工事 2

イーストプラント㈱ １次 主任技術者 阿部　秀之 あべ　ひでゆき

職長 山本　　学 やまもと　まなぶ

屋外配管工事 2

㈲加須興業 １次 主任技術者 本多　亮 ほんだ　りょう

職長 猿橋　文雄 さるはし　ふみお

ダクト工事 1

㈱山口製作所 １次 主任技術者・職長 廣内　徹 ひろうち　とおる
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企業名 契約次数 役職 氏名 ふりがな 人数

ダクト工事 2

㈱新富士空調 １次 職長 野中　悠多 のなか　ゆうた

㈱KMD ２次 主任技術者・職長 岸本　拓也 きしもと　たくや

ダクト工事 2

㈱ライフ １次 主任技術者 小野里　正 おのざと　ただし

職長 松本　之弥 まつもと　ゆきや

ダクト工事 2

三栄産業㈱ １次 主任技術者・職長 下岡　成年 しもおか　まさとし

コマ設工業 ２次 職長 小松崎　剛 こまつざき　つよし

熱絶縁工事 1

㈲サーモ・クリエーション １次 主任技術者・職長 八熊　輝人 やくま　てるひと

熱絶縁工事 5

㈱アステックス １次 主任技術者、職長 小椋　孝憲 おぐら　たかのり

㈱M・T ２次 主任技術者、職長 丹羽　貴徳 にわ　たかのり

小林保温 ２次 主任技術者、職長 小林　正夫 こばやし　まさお

長嶺保温 ２次 主任技術者、職長 長嶺　将人 ながみね　まさと

黒尾秀明 ２次 主任技術者、職長 黒尾　秀明 くろお　ひであき

熱絶縁工事 26

㈱ショーケン １次 主任技術者 浅野　吉真 あさの　よしまさ

職長 湖上　真史 こがみ　まさふみ

ＹＡＭＡＹＡ ２次 主任技術者、職長 安田　彰友 やすだ　あきとも

正和断熱 ２次 職長 岡本　正和 おかもと　まさかず

八藤後断熱 ２次 職長 八藤後　光二 やとうご　こうじ

阿部　賢吾 ２次 職長 阿部　賢吾 あべ　けんご

ＲＩＳＥ㈱ ２次 職長 狩野　直人 かのう　なおと

信輝保温 ２次 職長 篠﨑　健一 しのざき　けんいち

(同)鐃ＴＫフェイス ２次 職長 大川　拓 おおかわ　たく

エス・ヒート㈱ ２次 主任技術者、職長 坂内　仁 さかうち　ひとし

フジミ保温工業㈱ ２次 主任技術者、職長 管　龍一 かん　りゅういち

佐藤保温 ２次 職長 佐藤　公男 さとう　きみお

スズダン㈱ ２次 主任技術者、職長 岡田　直也 おかだ　なおや

下田工業 ２次 職長 下田　光男 しもだ　みつお

高橋断熱 ２次 職長 高橋　壮晃 たかはし　まさあき

小川保温 ２次 職長 小川　和之 おがわ　かずゆき

日成工業㈱ ２次 主任技術者、職長 池田　潤 いけだ　じゅん

㈱原断熱工業 ２次 主任技術者 原　圭介 はら　けいすけ

職長 原　純一 はら　じゅんいち

髙橋断熱 ２次 職長 髙橋　修 たかはし　おさむ



企業名 契約次数 役職 氏名 ふりがな 人数

㈱髙木保温 ２次 職長 髙木　昭一 たかぎ　しょういち

岩城保温 ２次 職長 岩城　一郎 いわき　いちろう

岩城断熱 ２次 職長 岩城　二郎 いわき　じろう

栄工業 ２次 職長 栁井　幸三 やない　こうぞう

齋藤断熱 ２次 主任技術者、職長 齋藤　照一 さいとう　てるかず

遠藤断熱 ２次 職長 遠藤　正明 えんどう　まさあき

塗装工事 1

㈱瑞穂 １次 主任技術者 田代　尚正 たしろ　なおまさ

機器撤去・搬出入工事 5

㈱川野機工 １次 主任技術者 宮内　大輔 みやうち　だいすけ

職長 屋村　大誉 おくむら　ひろたか

㈲慶福商事 ２次 主任技術者・職長 木下　京人 きのした　きょうと

㈲上田重設 ２次 主任技術者・職長 上田　慎之介 うえだ　しんのすけ

㈱宮里重設 ２次 主任技術者・職長 一木　豊 いっき　ゆたか

斫り工事 2

北都工業㈱ １次 主任技術者・職長 新井田　清美 にいだ　きよみ

㈱シンワ検査 ２次 主任技術者・職長 増山　将章 ますやま　まさあき

架台工事 1

京王産業㈱ １次 主任技術者・職長 武田　敢 たけだ　すすむ

多能工工事 2

㈲エイム 1次 主任技術者 武　久仁彦 たけ　くにひこ

1次 職長 前村　隆 まえむら　たかし

電気設備工事 8

旭電業㈱ １次 主任技術者 村田　佳三 むらた　けいぞう

職長 川﨑　涼 かわさき　りょう

㈱ツバサ電設 ２次 主任技術者、職長 坂上　規男 さかうえ　のりお

英工電機㈱ ２次 主任技術者、職長 飯田　桂一 いいだ　けいいち

能美防災㈱ ２次 主任技術者、職長 土持　旬平 つちもち　じゅんぺい

福西電機㈱ ２次 主任技術者、職長 荒木　秀宣 あらき　ひでのぶ

日新電設工業㈱ ２次 主任技術者、職長 玉寄　兼三 たまよせ　けんぞう

㈲CALUDER ２次 主任技術者、職長 猪狩　剛 いがり　たけし

自動制御工事 11

アズビル㈱ １次 主任技術者 佐藤　亮一 さとう　りょういち

職長 福家　加奈 ふくいえ　かな

㈱サンエツ ２次 主任技術者・職長 若林　和也 わかばやし　かずや

㈱田中電設 ３次 主任技術者・職長 田中　勇人 たなか　はやと



企業名 契約次数 役職 氏名 ふりがな 人数

㈲サンリツ電工 ３次 主任技術者・職長 櫻井　幸男 さくらい　ゆきお

㈲亜波電工 ３次 主任技術者・職長 勝　正樹 かつ　まさき

㈱Zeal E.C ３次 主任技術者・職長 倉永　武 くらなが　たけし

㈲アート電気計装 ３次 主任技術者・職長 坂本　正昭 さかもと　まさあき

ノーブル電子工業㈱ ２次 主任技術者 伊藤　整 いとう　ひとし

職長 奥村　俊雄 おくむら　としお

㈱キクチ ２次 主任技術者・職長 宮脇　豊 みやわき　ゆたか

建築工事 19

創信工業㈱ １次 主任技術者・職長 井納　康之 いのう　やすじ

主任技術者・職長 宮内　康宏 みやうち　やすひろ

㈱石川仮設 ２次 主任技術者 加藤　国之 かとう　くにゆき

職長 首藤　巧実 しゅとう　たくみ

㈲信和技建 2次 主任技術者 関　立二郎 せき　たつじろう

職長 後藤　準　 ごとう　じゅん

㈱松崎内装 2次 職長 相澤　学　 あいざわ　まなぶ

㈲福鈴巧建 2次 主任技術者・職長 清野　典久 せいの　のりひさ

㈱中島テクノ 2次 主任技術者・職長 中島　穣 なかじま　みのる

㈱グッドアシスト 2次 主任技術者 清水　宏志 しみず　ひろし

半山工業㈱ 2次 職長 岩永　敏孝 いわなが　としたか

㈱サンセーコー 2次 主任技術者 高山　譲 たかやま　ゆずる

㈱pius-i 3次 職長 池田　忠志 いけだ　ただし

中村建装㈱ 2次 主任技術者 中村　雅豊 なかむら　まさと

職長 吉原　暢英 よしはら　のぶひで

㈱ジャストコア 2次 主任技術者・職長 正野　勉 まさの　つとむ

㈲アーバンデザインテック 2次 主任技術者・職長 別井　健二 べつい　けんじ

鳶・細井 2次 職長 細井　武徳 ほそい　たけのり

㈱MEIO商会 3次 主任技術者・職長 吉川　貴彦 よしかわ　たかひこ

機械器具設置工事 6

TOTOアクアエンジ㈱ １次 主任技術者 島添　貴 しまぞえ　たかし

職長 小野　英一 おの　えいいち

信越スペースシステム㈱ ２次 主任技術者・職長 藤ノ木　正弘 ふじのき　まさひろ

朝日創建㈱ ２次 主任技術者・職長 中村　義明 なかむら　よしあき

コレクトシステム ２次 職長 田中　彰 たなか　あきら

㈱ＡＺ ２次 主任技術者・職長 安西　孝夫 あんざい　たかお

水槽工事 2

㈱エヌ・ワイ・ケイ １次 主任技術者 篠原　邦弘 しのはら　くにひろ

職長 安藤　広貴 あんどう　ひろたか



企業名 契約次数 役職 氏名 ふりがな 人数

防カビコーティング工事 9

㈱ファインテック １次 主任技術者・職長 浮谷　勝重 うきや　かつしげ

日本ウイントン㈱ ２次 主任技術者 菅俣　美彦 すがまた　よしひこ

職長 森原　研示 もりはら　けんじ

㈱ダックマン ２次 主任技術者 廣澤　義明 ひろさわ　よしあき

職長 廣澤　一馬 ひろさわ　かずま

㈱リライフ ３次 主任技術者 桑野　浩司 くわの　こうじ

職長 岡田　崇宏 おかだ　たかひろ

㈱ひまわり建装 ３次 主任技術者 白井　賢吾 しらい　けんご

職長 渡邊　和義　 わたなべ　かずよし


