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工事名 工事区分 工事場所 着工年月日

首都高速道路公団　　多重通信設備工事 下請 東京都 平成5年1月

日光信明智トンネル電気通信工事 下請 栃木県 平成6年1月

関東地方建設局大宮国道　道路情報処理設備工事 下請 埼玉県 平成7年9月

日本道路公団　東北自動車道岩槻中央局情報ﾀｰﾐﾅﾙ電気設備工事 下請 埼玉県 平成8年1月

日本道路公団　東京外環自動車道新倉PA情報ﾀｰﾐﾅﾙ電気通信工事 下請 埼玉県 平成8年9月

宇宙開発事業団　中之山テレメーター～大崎地区ｹｰﾌﾞﾙﾄﾗﾌ補修工事 下請 鹿児島県 平成9年1月

首都高速道路公団　KJ１４１工区（３）～KJ１５２工区多重通信設備工事 下請 東京都 平成10年3月

宇宙開発事業団　種子島宇宙センター総合監視電気通信装置 下請 鹿児島県 平成11年1月

首都高速道路公団　多重通信設備工事 下請 東京都 平成12年3月

日本道路公団　上信越ETC設備工事 下請 長野県 平成12年3月

首都高速道路公団　多重通信設備工事(神奈川） 下請 神奈川 平成12年3月

日本道路公団　所沢管内中央道・上信越ETC工事 下請 埼玉県 平成13年3月

国土交通省東京国道工事事務所　　　本町アンダーパスITV設備配管工事 下請 東京都 平成14年9月

メトロ・キャッシュ・アンド・キャリー・　　交換機　LAN通信工事 下請 埼玉県 平成14年9月

日本道路公団木更津南JCT－君津IC移動無線工事 下請 千葉県 平成14年11月

日本道路公団清水第3トンネル（上り）諸試験工事その1 下請 静岡県 平成15年1月

国土交通省新庄地区他光伝送設備切替試験工事　その２ 下請 山形県 平成15年2月

首都高速道路公団　ETC通信設備改修工事2-1 下請 東京都 平成15年3月

国土交通省狩安気象用IPGW設置工事 下請 山形県 平成15年3月

ドール3番町電話機移設工事 下請 東京都 平成15年2月

国土交通省　甲府IPGW試験調整 下請 山梨県 平成15年5月

国土交通省　滋賀IPGW試験調整 下請 滋賀県 平成15年3月

国土交通省　滋賀IPGW12ヶ月点検 下請 滋賀県 平成15年3月

首都高速道路公団　ETC用電気設備工事（４）(神奈川） 下請 神奈川県 平成15年3月

首都高速道路公団　ETC用電気設備改修工事2-1 下請 東京都 平成16年9月

首都高速道路公団　ETC用電気設備改修工事2-1 下請 東京都 平成16年5月

NF（Equant205)キャビネット設置工事 下請 東京都 平成16年8月

NFパークビルｹｰﾌﾞﾙ布設端末工事 下請 東京都 平成16年9月

JAXA拠点間内戦通話のIP統合化整備 下請 東京都 平成16年10月

日本道路公団　佐久管理事務所管内ローカル伝送設備工事 下請 長野県 平成16年10月

国土交通省　滋賀国道沓掛雪寒基地IPGW移設工事 下請 滋賀県 平成16年11月

VICSセンター中央京橋移設工事 下請 東京都 平成16年11月

04年度ｽﾏｰﾄIC社会実験設備工事　　　(佐久平PA他） 下請 長野県 平成16年12月
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日本道路公団　指令電話設備改良工事 下請 東京都 平成17年2月

04年度ｽﾏｰﾄIC社会実験設備工事その２工事（那須SA.上河内PA） 下請 栃木県 平成17年1月

十勝IPW十勝岳火山監視ｼｽﾃﾑ構築作業 下請 北海道 平成17年2月

SBBお台場ﾃﾚｺﾑｾﾝﾀｰ機器搭載及びLAN設備工事 下請 東京都 平成17年3月

友部SA(上り、下り）ｽﾏｰﾄIC社会実験設備工事 下請 栃木県 平成17年3月

仙台IPGWIPｱﾄﾞﾚｽ52号化・鹿の沢気象他増設作業 下請 宮城県 平成17年3月

国土交通省　滋賀IPGW12ヶ月点検作業 下請 滋賀県 平成17年5月

東関東自動車道　千葉管内ﾛｰｶﾙ伝送装置取替工事 下請 東京都 平成17年10月

北陸自動車道　大潟PAスマートＩＣ社会実験工事 下請 新潟県 平成18年01月

国土交通省　滋賀IPGW12ヶ月点検 下請 滋賀県 平成18年10月

十勝岳IPGW　ループ増設 下請 北海道 平成18年１２月

NEXCO千葉IPGW設計支援 下請 千葉県 平成19年01月

滋賀国道事務所IP52号化設計支援業務 下請 滋賀県 平成19年02月

滋賀国道事務所IPGW点検作業 下請 滋賀県 平成19年02月

滋賀国道管内道路情報システム改修 下請 滋賀県 平成19年03月

首都高速道路変電塔K02、TS612移設工事 下請 東京都 平成19年05月

浅草線ほか通信用光伝送路構築（融着工事） 下請 東京都 平成19年09月

浅草線ほか通信用光伝送路構築 下請 東京都 平成19年06月

北関東道　真岡IC　ETC設備工事 下請 栃木県 平成19年11月

平成18年度豊田地区道路情報設備設置工事 下請 愛知県 平成19年11月

北関東自動車道　波志江PA　ETC設備工事 下請 群馬県 平成20年03月

北陸自動車道　河合PAスマートＩＣ設備工事 下請 岐阜県 平成20年03月

東北自動車道　黒磯IC　ETC設備工事 下請 栃木県 平成20年06月

相模川水系広域ダム管理事務所管内　点検業務 下請 神奈川県 平成20年06月

三郷地区実験機器等設置工事 下請 埼玉県 平成20年07月

首都圏中央連絡自動車道　江戸崎IC　ETC設備工事 下請 茨城県 平成20年08月

中央自動車道ETC設備工事　調布IC　車両検知器改修工事 下請 東京都 平成20年09月

北関東自動車道　田沼IC　ETC設備工事 下請 栃木県 平成21年01月

中央自動車道　双葉スマートＩＣ　ETC設備工事 下請 山梨県 平成21年04月

宮ヶ瀬ダムテレメータ、放流警報設備点検 下請 神奈川県 平成21年05月

八王子支社管内　路側無線設置改修工事 下請 東京都 平成21年06月

(改)交通管制中央装置統合化工事1-3 下請 東京都 平成21年09月

首都高速㈱　施設防災設備改修工事2-2 下請 東京都 平成21年11月

首都高速木場　端末LAN　L3SW交換工事 下請 東京都 平成22年03月

通信キャリア系渋谷データセンターケージ改修工事 下請 東京都 平成22年0３月

相模川水系広域ダム管理事務所管内　点検業務 下請 神奈川県 平成22年06月
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東京支社管内ETC設備工事(足柄SA統計情報収集システム) 下請 静岡県 平成22年07月

新800M高速道路トンネル内不感対策工事(東名高速道 都夫良野トンネル) 下請 静岡県 平成22年10月

新800M高速道路トンネル内不感対策工事(上信越道 入山TN他) 下請 長野県 平成22年11月

新800M高速道路トンネル内不感対策工事(東京外環自動車道) 下請 埼玉県 平成22年12月

北関東自動車道　田沼IC　ETC設備工事 下請 栃木県 平成22年07月

首都圏中央連絡自動車道　八王子南IC　ETC設備工事 下請 東京都 平成22年09月

東京支社管内　新路車間情報設備工事　SHDSLﾓﾃﾞﾑ等設置工事 下請 東京都 平成2３年0１月

新800M高速道路トンネル内不感対策工事(関越自動車道　関越トンネル) 下請 新潟県 平成2３年05月

第２東名高速道路　御殿場JCT～静岡IC　ETC設備工事（長泉沼津IC,富士IC） 下請 静岡県 平成2３年08月

第二東名高速道路　浜北IC他5IC　ETC設備工事 下請 静岡県 平成2３年10月

NEXCO　九州支社管内　ETC設備工事 下請 北九州 平成24年02月

首都高速道路　中央環状品川線トンネル防災通信設備工事 下請 東京都 平成24年07月

嵐山町防災行政デジタル無線施設改修工事 下請 埼玉県 平成24年11月

中央環状品川線交通管制用テレビカメラ工事 下請 東京都 平成24年11月

京橋VICSセンター免震装置取付及びフロアー改修工事（LAN配線工事） 下請 東京都 平成24年11月

長瀞町防災行政無線同報系デジタル化更新工事（1期工事） 下請 埼玉県 平成24年12月

長瀞町防災行政無線同報系デジタル化更新工事（2期工事） 下請 埼玉県 平成24年12月

首都高　中央環状品川線トンネル防災設備工事 下請 東京都 平成24年05月

九州自動車道　八幡IC～みやま柳川IC間通信線路工事 下請 福岡県 平成25年06月

新東名高速道路　遠州森町スマートインターチェンジETC設備工事 下請 静岡県 平成25年05月

檜原村防災行政無線同報系デジタル無線更新工事 下請 東京都 平成25年02月

モジュール型データセンター工事　（岐阜案件） 下請 新潟県 平成25年07月

ラゾーナ川崎電気メーカーデーターセンター開設工事 下請 神奈川県 平成25年08月

（修）トンネル防災設備改修工事24-1-1 下請 東京都 平成25年08月

JAXA相模原キャンパス　指令電話設備工事 下請 神奈川県 平成23年09月

高速横浜環状北線トンネル防災通信設備工事 下請 神奈川県 平成26年05月

首都高中央環状品川線　交通管制用テレビカメラ工事 下請 東京都 平成26年08月

新東名高速道路　額田インターチェンジETC設備工事 下請 愛知県 平成27年0１月

国総研　走行車両重量測定装置機器設置 元請 茨城県 平成27年02月

メルセデスベンツ多摩店　DSRCアンテナ取付工事 下請 東京都 平成27年02月

NEXCO中日本　東海環状線　一宮管理事務所　IPGW移設工事 下請 愛知県 平成27年0３月

東名高速道路　東京ＴＢ　ＥＴＣ改修工事 下請 東京都 平成27年05月

NEXCO中日本　東京支社管内　交換機改造工事 下請 静岡県、神奈川県 平成27年06月

東芝四日市工場　MDC構築工事 下請 三重県 平成27年0７月

施工総研　走行車両重量測定装置機器設置工事 元請 静岡県 平成27年0８月

川島町役場　防災設備移設工事 下請 埼玉県 平成27年09月
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中央自動車道　八王子IC　トルゲート改築工事 下請 東京都 平成27年１１月

三宅島　消防緊急デジタル無線工事 下請 東京都 平成28年03月

御蔵島　消防無線設備アンテナ工事 下請 東京都 平成28年0４月

八潮市　防災行政無線子局等更新工事 下請 東京都 平成28年06月

全日空ビジネスセンター　架台設置工事 下請 神奈川県 平成28年10月

NEXCO中日本　新東名　駿河湾沼津スマートインターチェンジ新設工事 下請 静岡県 平成28年10月

某所　共同研究用MVWS設置工事 元請 埼玉県 平成29年2月

JARI　走行車両重量測定装置機器入替工事 元請 茨城県 平成29年3月
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