
年月 納入先・ユーザー 設備名称 内　容
2017/03 印刷材料会社 高粘度樹脂用フィルター内筒 製作
2016/11 印刷材料会社 計量設備 設計、製作、据付
2016/09 国内大手メーカー 特殊フィルター付き水処理装置 設計、製作、据付
2016/03 化学会社 6,000リットル移動式タンク 設計、製作
2015/01 印刷材料会社 現像機 設計、製作
2014/11 産業資材製造会社 モジュール濾過試験設備 設計、製作
2014/10 化学会社 原料搬送用コンベア 設計、製作、据付
2014/09 印刷材料会社 温調設備 設計、製作、据付
2014/08 印刷材料会社 ジャケット撹拌機付きタンク 設計、製作
2014/01 印刷材料会社 オンライン切断機 設計、製作
2013/08 化学会社 6,000リットル移動式タンク 設計、製作
2012/11 化学会社 劇物回収装置 設計、製作、据付
2012/03 化学会社 多管式コンデンサ 設計、製作、据付
2012/03 化学会社 重油タンク(40㎥) 設計、製作、据付
2012/03 化学会社 焼却灰集塵装置 設計、製作、据付
2012/02 繊維製造会社 ローラー駆動用ギアボックス 設計、製作
2011/09 印刷材料会社 現像機 設計、製作
2011/02 繊維製造会社 第1種圧力容器および圧力シール装置 設計、製作
2011/01 産業資材製造会社 燃焼炉缶体 設計、製作、据付
2010/06 化学会社 排水処理設備部分更新 設計、製作、据付
2010/03 産業資材製造会社 フィルム予熱乾燥ユニット 設計、製作
2009/11 化学会社 移動タンク貯蔵所 設計、製作
2009/10 印刷材料会社 現像機 設計、製作
2009/07 試験機関 リチウム回収試験設備 製作
2009/04 食品会社 水・アルコール　ブレンダーシステム 設計、製作、据付
2009/01 印刷材料会社 現像機 設計、製作
2008/12 繊維製造会社 消火薬剤タンク注入配管 設計、配管工事
2008/10 化学会社 受水槽(50㎥) 設計、製作、据付
2008/06 繊維製造会社 油剤付与設備 設計、製作
2008/05 産業資材製造会社 排水処理設備 設計、製作、据付
2008/05 化成品製造会社 活性炭洗浄塔 設計、製作、据付
2007/08 産業資材製造会社 注水設備及び制御盤 製作
2007/08 産業資材製造会社 純水加温設備 2式 設計、製作
2007/06 産業資材製造会社 印刷機作業環境対策 製作、据付
2007/02 化学会社 自動ＩＶ測定前処理装置 設計、製作、メカトロ

2006/09 繊維製造会社 撹拌機およびタンク 設計、製作、据付
2006/05 繊維製造会社 印刷材料生産機駆動部 設計、製作、据付
2005/12 化学会社 自動IV測定前処理装置 設計、製作、メカトロ

2005/09 電気機器製造会社 活性炭塔 設計、製作、据付
2005/08 化成品製造会社 温水濾過装置 製作、配管
2005/06 繊維製造会社 研究室排気設備 設計、ダクト工事
2005/03 ゼラチン製造会社 ゼラチン精製装置 設計、製作、据付
2005/01 化成品製造会社 洗浄設備 製作、配管
2004/11 繊維製造会社 繊維延伸装置駆動部 設計、製作、据付
2004/06 繊維製造会社 紡糸機 据付
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年月 納入先・ユーザー 設備名称 内　容
2017/03 岡山市 西大寺公民館耐震化電気工事 機器設置、配線
2017/03 岡山市 岡東浄化センターゲート操作盤取り換え工事 設計、製作、配線
2017/03 国外 衛材加工機 機内配線
2017/02 岡山市 上南中学校高圧受変電設備改修工事 機器設置、配線
2016/12 国外 衛材加工機 機内配線
2016/10 国内大手メーカー 動力制御盤、電磁弁ボックス 設計、製作
2016/03 化学会社 倉庫内照明設備取付工事 機器設置、配線
2016/03 国外 衛材加工機 機内配線
2016/03 岡山市 瀬戸町健康福祉の館　耐震化電気工事 機器設置、配線
2016/03 岡山市 ポンプ場過給機取替工事 機器設置、配線
2015/12 国内大手メーカー 動力制御盤 設計、製作
2015/09 国外 衛材加工機 機内配線
2015/06 国内大手メーカー 動力制御盤および現場操作盤 設計、製作
2014/12 岡山市 瀬戸駅北口駅前広場整備 機器設置、配線
2014/08 印刷材料会社 防爆型工程制御盤 設計、製作、配線
2013/03 岡山市 サッカー場クラブハウス電気工事 機器設置、配線
2013/02 岡山市 自動車用充電装置設置工事 配線、据付
2013/02 国外 衛材加工機 機内配線
2012/03 繊維製造会社 系列更新 電気計装配線
2012/03 岡山市 公共住宅電源工事 配線
2012/01 国外 衛材加工機 機内配線
2012/01 繊維製造会社 原料秤量設備 機器設置、配線
2011/03 岡山市 太陽光発電システム 機器設置、配線
2011/02 半導体部品製造会社 太陽光ﾊﾟﾈﾙ切削油ﾘｻｲｸﾙ装置制御 設計、計装配線
2010/05 国外 水処理設備用制御盤 設計、製作
2010/03 岡山市 小学校照明機器 設置、取替
2010/01 化学会社 排水設備用制御盤および配線 設計、製作、配線
2009/09 国外 水処理設備SV業務 電気計装確認作業

2009/05 化学会社 事務所新築 配線、据付
2009/02 岡山市 区役所室内改装 機器設置、配線
2009/02 産業資材製造会社 活性炭再生設備制御盤 設計、製作、配線
2008/12 自動車用部品製造会社 電気機器およびモータ 設計、製作、配線
2008/08 産業資材製造会社 動力および電灯配線 配線
2008/07 国外 排水処理制御盤盤 設計、製作
2008/06 繊維製造会社 油剤付与設備計装及び動力配線 電気計装配線
2008/02 岡山市 区役所照明設備 配線
2007/10 化学会社 香料生産機機内配線 配線
2007/10 繊維製造会社 原料秤量設備 機器設置、配線
2007/08 染色会社 排水処理制御盤 設計、製作、配線
2007/07 国外 衛材加工機 機内配線
2007/04 自動車部品製造会社 自動車部品検査装置電気制御機器 設計、製作、配線
2007/04 繊維製造会社 水蒸気蒸溜塔制御盤機器、配線 設計、製作、配線
2007/03 化学会社 防爆型チェーンブロック 配線
2007/03 繊維製造会社 冷凍機電気計装機器 電気計装配線
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