
工　事　場　所 受　　　注　　　先 工　　事　　件　　名 工　　　期

福島県いわき市 自動車関連メーカー 自動ラック＆リフト撤去工事 平成29年3月

山口県下関市 金属加工会社 コンデンサ、リアクトル他引取り 平成29年3月

山口県下関市 金属加工会社 大型変圧器解体工事 平成29年3月

千葉県佐倉市 電力会社 新佐倉変電所　変圧器抜油補助作業 平成29年3月

千葉県佐倉市 非鉄金属メーカー 微量PCB汚染廃電気機器積込み作業 平成29年3月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー YMEC、保安　溶接場撤去整備工事 平成29年3月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 混流クランクバランス修正機本体移設 平成29年3月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ブリケット装置撤去後ピット鉄板設置 平成29年3月

千葉県旭市 非鉄金属メーカー 微量PCB含有廃電気機器解体工事 平成29年2月～3月

福岡県京都郡 自動車メーカー 動力プラント屋外灯油タンク撤去工事 平成29年2月～3月

東京都武蔵野市 電力会社 微量ＰＣＢ汚染廃電気機器分解業務 平成29年2月～3月

千葉県八千代市 鉄道会社 微量ＰＣＢ汚染廃電気機器分解業務 平成29年2月

神奈川県愛甲郡 硝子メーカー ガラス加工炉ＳＬ5撤去工事 平成29年2月～4月

神奈川県愛甲郡 硝子メーカー ガラス加工炉ＳＬ5分ボイラー移動､廃棄物処分 平成29年2月～3月

神奈川県藤沢市 自動車メーカー
P3塗装ライン
アスベスト含有箇所撤去及び減容作業

平成29年2月～7月

神奈川県藤沢市 自動車関連メーカー
神奈川県藤沢市閉鎖に伴う
建屋解体更地化工事

平成29年2月～4月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ゲージ類校正用三次元測定機撤去工事 平成29年2月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー PDC3号機　切断機修理工事 平成29年2月

福岡県京都郡 自動車メーカー 動力プラント№2屋外灯油タンク撤去工事 平成29年2月～3月

福岡県京都郡 自動車メーカー 圧造工場 フレームプレス オートラック部分撤去 平成29年1月

神奈川県横浜市 自動車メーカー テスト工事　エンジン組立台撤去工事 平成29年1月

神奈川県横浜市 自動車メーカー テスト工場　排気管撤去工事 平成29年1月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 3地区PA工場切断機取り外し後の床面段差補正 平成29年1月

福岡県京都郡 自動車メーカー FRアクスル パレットローダー撤去工事 平成28年12月

福岡県京都郡 自動車メーカー FRアクスル 移載用天井設備撤去工事 平成28年12月

福岡県京都郡 自動車メーカー FRアクスルサブ 搬送コンベア撤去工事 平成28年12月

福岡県京都郡 自動車メーカー 第二組立 リチェックバランサー搬入搬出工事 平成28年12月

東京都小平市 建設会社 微量PCB汚染廃電気機器分解工事 平成28年12月～平成29年2月

栃木県上三川町 自動車メーカー 第1車軸R205H/P　研磨盤撤去工事 平成28年12月
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福島県会津若松市 精密機器メーカー アンテナ架台解体搬出工事 平成28年12月

神奈川県横浜市 自動車メーカー エンジンテスト工場ホイストＨレーン撤去工事 平成28年12月

千葉県市川市 精密機器メーカー 遊休設備引取廃却 平成28年12月

栃木県上三川町 自動車メーカー 第一塗装工場107ﾗｲﾝ解体撤去工事 平成28年12月

東京都新宿区 印刷会社 市谷工場　微量ＰＣＢ汚染廃電気機器解体工事 平成28年11月～12月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 3地区ロボドリル他2台廃却に伴う撤去工事 平成28年11月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 3地区切断機更新に伴う撤去工事 平成28年11月

神奈川県藤沢市 自動車メーカー P3塗装ライン撤去工事（2期）　 平成28年10月～平成29年9月

新潟県小千谷市 電力会社
信濃川水力発電所
微量PCB汚染廃電気解体工事

平成28年10月～年12月

千葉県君津市 電力会社 微量PCB含有機器解体工事　 平成28年10月～平成29年3月

千葉県君津市 電力会社 計器用変圧器3台他解体処分 平成28年10月～12月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 1地区第一機械工場プレス移設 平成28年9月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ダイハンドラー搬送作業 平成28年9月

新潟県小千谷市 電力会社 変圧器用トラバーサー移動試験レベル測定 平成28年～9月

新潟県小千谷市 電力会社 変圧器用トラバーサー移動試験 平成28年9月

新潟県小千谷市 電力会社 収納容器積込搬出作業 平成28年8月～9月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー トーベア台車(109台)中古買取 平成28年9月

神奈川県横浜市 鉄道会社
市ノ坪変電所
微量PCB汚染廃電機器処理工事

平成28年9月

埼玉県秩父郡 非鉄金属メーカー 安定器等荷姿登録資料作成他業務 平成28年9月

神奈川県横浜市 精密機器メーカー ＰＣＢ機器保管庫撤去工事 平成28年9月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 3地区静電バリシューター撤去工事 平成28年8月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 3地区静電スプレー装置撤去工事 平成28年8月

神奈川県横浜市 自動車メーカー テスト工場ホイスト＆レール改造工事 平成28年8月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 普通旋盤廃却に伴う撤去工事 平成28年8月

神奈川県横浜市 自動車メーカー コンベアブラケット設計製作作業 平成28年8月

神奈川県横浜市 自動車メーカー リアアクスルHSGラインブロック踏み台撤去 平成28年8月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ラム・転造・液圧ベンダー不要資産撤去工事 平成28年8月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 混流CSバランス修正変更に伴う設備移設工事平成28年8月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 1地区バランス修正機撤去工事 平成28年8月
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福島県いわき市 鉄道会社 安定器等荷姿登録資料作成他業務 平成28年8月

神奈川県横浜市 自動車メーカー テスト工場ホイスト＆レール他撤去工事 平成28年8月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 3地区第二機械工場　装置アンカー固定作業 平成28年７月

千葉県君津市 電力会社 絶縁油PCB分析採取に伴う足場工事 平成28年７月

神奈川県川崎市 電力会社
生田変電所
外フェンス防音シート設置作業

平成28年７月～8月

神奈川県川崎市 電力会社
生田変電所
微量PCB汚染廃棄電気機器処理工事

平成28年７月～8月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー YDBC#2梁下廻り不要設備撤去工事 平成28年７月

神奈川県横浜市 自動車メーカー VDCライン　R4512設備撤去 平成28年７月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 3地区PA工場ボアバリ取り撤去 平成28年７月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 3地区PA工場リーク検査装置(S2GT)撤去工事 平成28年７月

神奈川県藤沢市 自動車メーカー いすゞ藤沢1期工事残工事（防塵壁撤去） 平成28年７月

神奈川県藤沢市 自動車メーカー いすゞ藤沢1期工事残工事（仮設構台解体） 平成28年７月

群馬県渋川市 特殊鋼メーカー 試験機活かし取り工事 平成28年７月

群馬県渋川市 特殊鋼メーカー スラグ処理設備撤去工事 平成28年７月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 2地区テスト工場ﾎｲｽﾄ＆ﾚｰﾙ他撤去工事 平成28年6月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 2地区テスト工場クーリングタワー撤去工事 平成28年6月

東京都府中市 鉄道会社 北府中　安定器等荷姿登録資料作成他業務 平成28年6月

長野県山ノ内町 電力会社
切明水力発電所
微量ＰＣＢ汚染廃電気解体業務

平成28年6月～8月

千葉県銚子市 電力会社 銚子水力発電所発電設備撤去工事 平成28年5月～6月

千葉県市川市 精密機器メーカー 廃却設備引取工事 平成28年6月

埼玉県さいたま市 放送事業者 微量ＰＣＢ汚染廃電気機器処理工事 平成28年4月～6月

千葉県市川市 精密機器メーカー 廃却設備引取工事 平成28年6月

東京都北区 商社 赤羽本店木造建屋解体工事 平成28年5月～6月

神奈川県藤沢市 自動車メーカー 仮設構台設置（12通り） 平成28年6月

栃木県栃木市 自動車関連メーカー 両軸試験機他撤去工事 平成28年5月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー 第一車軸 ﾌｧｲﾝﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ撤去工事 平成28年5月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー Ｌ4ブロックライン撤去工事 平成28年4月～5月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー 第一車軸工場　ファインボーリング撤去工事 平成28年5月

茨城県古河市 硝子繊維メーカー 古河サイト保管微量ＰＣＢ機器等処理業務 平成28年5月
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神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 神奈川県横浜市クラッシャー更新工事 平成28年4月～5月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 混流ブロックホイストレール他撤去工事 平成28年5月

茨城県古河市 硝子繊維メーカー 微量PCB含有機器移動作業 平成28年4月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 2地区テスト工場クーリングタワー撤去工事 平成28年3月～4月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 3地区設計南地区産廃処分作業（2期） 平成28年3月

福島県いわき市 自動車関連メーカー 中型ﾊﾞﾝﾄﾞｿｰ撤去及び設置工事 平成28年3月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 3地区テスト工場設備撤去工事 平成28年3月

茨城県古河市 硝子繊維メーカー 変圧器ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ取外し・構内移動工事 平成28年3月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー L地区　投影機撤去廃却作業 平成28年3月

神奈川県藤沢市 自動車メーカー 新仮設鋼台設置工事 平成28年3月～5月

埼玉県熊谷市 非鉄金属メーカー 荷姿登録資料等作成他業務 平成28年2月～3月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 2地区テスト工場クーリングタワー更新工事 平成28年2月～3月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 3地区設計南地区産廃処分作業 平成28年2月

埼玉県北本市 非鉄金属メーカー 荷姿登録資料等作成他業務 平成28年2月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 鍛造機安全棚金網修理 平成28年2月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 排煙ファン取外し作業　他 平成28年2月

千葉県流山市 産廃処分業者
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

平成28年2月

神奈川県横浜市 自動車メーカー カチオン塗装装置解体撤去工事 平成28年2月～3月

神奈川県厚木市 建設会社 厚木事業所微量PCB汚染廃電気機器解体工事 平成28年2月～3月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 1鍛歯形専用ｼｮｯﾄﾌﾟﾗｽﾄ撤去工事 平成28年2月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 3地区PA工場　中子装置搬送コンベア撤去 平成28年1月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 3地区PA工場　PDC1保持炉金物他撤去工事 平成28年1月

神奈川県藤沢市 自動車メーカー 仮設鋼台設置工事 平成28年1月～3月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 3地区PDCﾗｲﾝ床面鉄板張替､溶接炉架台床面張替 平成27年12月～1月

神奈川県横浜市 自動車メーカー エンジンテスト工場換気装置撤去工事 平成27年12月～1月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 1600ｔ熱鍛ﾌﾟﾚｽ用備品撤去工事 平成27年12月

千葉県八千代 鉄道会社 大和田変電所 微量PCB含有機器解体工事 平成27年11月～1月

神奈川県藤沢市 自動車メーカー クーリングタワー撤去工事 平成27年11月

福島県いわき市 自動車関連メーカー 三次元測定機撤去工事 平成27年11月
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福岡県京都郡 自動車メーカー 2車体PH1#50クリーンルーム撤去工事 平成27年11月～5月

宮崎県小林市 電力会社 綾水力発電所　微量PCB含有機器解体工事 平成27年11月～12月

埼玉県北本市 非鉄金属メーカー 横瀬工場微量PCB含有機器移動作業 平成27年11月

神奈川県横浜市 自動車メーカー PA工場　LPDCライン鋳造機撤去工事 平成27年11月

神奈川県藤沢市 自動車メーカー 中塗りエリア冷水配管撤去工事 平成27年11月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 3地区オイルクーラー撤去工事 平成27年10月

神奈川県川崎市 機械工具メーカー 不要設備・移設撤去工事 平成27年10月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 3地区改善班跡地ピット内装置撤去工事 平成27年10月

山形県鶴岡市 精密機器メーカー 山形工場　微量PCB含有機器解体工事 平成27年10月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 屋根アンテナ撤去工事 平成27年10月

神奈川県藤沢市 自動車メーカー 仮設鋼台レンタル費用 平成27年10月～12月

福島県いわき市 自動車関連メーカー 福島県いわき市　ラクソー搬出、搬入工事 平成27年9月

東京都葛飾区 鉄道会社 金町変電所　微量PCB含有機器解体作業 平成27年9月～11月

神奈川県藤沢市 自動車メーカー 中塗りオーブンアスベスト撤去工事 平成27年9月～12月

神奈川県藤沢市 自動車メーカー 中塗りオーブン撤去工事 平成27年9月～12月

神奈川県藤沢市 自動車メーカー 仮設構台新設工事 平成27年9月～2月

秋田県小坂町 非鉄金属メーカー 内の岱　旧磨鉱工場内用水ﾀﾝｸ解体工事 平成27年9月

神奈川県横浜市 自動車メーカー LPDCライン金型加熱炉撤去工事 平成27年9月

埼玉県熊谷市 建設機械メーカー 不要設備撤去工事 平成27年8月

東京都足立区 精密機器メーカー 廃電気機器移動作業 平成27年8月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー CGS#1・2撤去工事 平成27年8月～12月

神奈川県横浜市 大学 微量PCB含有機器解体工事 平成27年8月～9月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 改善班詰所移設工事 平成27年8月

神奈川県横浜市 自動車メーカー S-4558丸鋸切断機ストッカ－撤去工事 平成27年8月

茨城県土浦市 建設機械メーカー 塗装排気チャンバー解体工事 平成27年8月

栃木県上三川町 自動車メーカー 車体工場メタルライン、ﾌﾞｰｽライン解体工事 平成27年8月

神奈川県座間市 自動車メーカー ＢＰ60.5ｔ電動ﾎｲｽﾄ及び走行用ﾌﾚｰﾑ撤去工事 平成27年7月

神奈川県座間市 建設機械メーカー 2地区テストコース現状回復工事（床面補修工事） 平成27年7月

神奈川県寒川町 自動車関連メーカー コンロットライン資産廃却に伴う撤去・搬出工事 平成27年7月
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神奈川県横浜市 自動車メーカー 3地区設計南地区　産廃置場撤去工事 平成27年6月～7月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 第1鋳造工場　1200ｔ冷間ﾌﾟﾚｽ付帯設備撤去 平成27年6月

秋田県小坂町 非鉄金属メーカー 内の岱　旧磨鉱工場設備解体撤去工事 平成27年6月～8月

埼玉県岩槻市 自動車関連メーカー 微量PCB含有機器解体工事 平成27年6月

東京都調布市 保険会社 微量PCB汚染廃機械機器解体工事 平成27年5月～7月

神奈川県座間市 自動車関連メーカー リビルト工場設備廃却撤去工事 平成27年5月

神奈川県川崎市 特殊鋼メーカー 2号熱処理炉撤去工事 平成27年5月～6月

神奈川県川崎市 特殊鋼メーカー ｶﾞｽ発生機窒素ガス分離装置解体撤去 平成27年5月～6月

神奈川県川崎市 特殊鋼メーカー 1号熱処理炉撤去工事 平成27年5月～6月

神奈川県川崎市 特殊鋼メーカー 1、2号炉アスベスト定性検査 平成27年5月

神奈川県座間市 自動車関連メーカー
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

平成27年5月～6月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 機械工場　ＱＲ組立設備解体搬出積込運搬処理費 平成27年5月～6月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 2地区機械工場ｸﾗﾝｸﾗｲﾝ撤去工事 平成27年4月

福岡県京都郡 自動車メーカー 一車Z51 /R DOOR INR 他撤去工事 平成27年4月～5月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 1地区＃1ﾀﾝﾃﾞﾑﾗｲﾝﾌﾗｲﾌｫｲｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ更新工事 平成27年4月～5月

埼玉県川越市 印刷会社 微量PCB含有機器解体工事 平成27年4月～5月

埼玉県川越市 印刷会社 微量PCB含有機器解体工事 平成27年4月～5月

群馬県渋川市 特殊鋼メーカー 簡易中和槽撤去工事 平成27年4月

千葉県袖ケ浦市 化学製品製造メーカー 微量PCB含有機器解体工事 平成27年3月～4月

東京都多摩市 百貨店 微量PCB汚染廃電気機器解体工事 平成27年1月～3月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー SDC3号機地下ﾋﾟｯﾄ昇降梯子修理 平成27年3月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 脱水機配管・コンベア撤去工事 平成27年3月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 三次元測定機に更新に伴う撤去廃却 平成27年3月

大分県中津市 自動車関連メーカー 不要設備廃却工事 平成27年3月

神奈川県横浜市 自動車メーカー クーリングタワー基礎解体工事 平成27年3月

神奈川県横浜市 鉄道会社 微量ＰＣＢ汚染電気機器収納工事 平成27年3月

栃木県真岡市 自動車関連メーカー 5軸ﾀﾞｲﾅﾓ試験機撤去搬出工事 平成27年3月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 日産3地区ﾎﾞｲﾗｰ棟、軟水装置更新工事 平成27年3月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 第一触媒工場クーリングタワー撤去工事 平成27年3月
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神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 3地区三次元測定機解体撤去輸送処理作業 平成27年2月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 本牧）給湯ボイラー撤去工事 平成27年2月～3月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 3地区フィーダー清掃場金型ラック移設 平成27年2月

神奈川県座間市 自動車関連メーカー AESC恒温槽撤去工事 平成27年2月

東京都千代区 建設会社 微量PCB用資材運搬 平成27年2月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー PDC仕上げｺﾝﾍﾞｱ取外し工事 平成27年2月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 分割コア圧入装置他撤去 平成27年1月

栃木県栃木市 自動車関連メーカー 走査線電子顕微鏡搬出 平成27年1月

千葉県千葉市 商社 密閉容器養生撤去・設置 平成27年1月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 水処理場№1脱水機撤去工事 平成27年1月

神奈川県横浜市 自動車メーカー SDC1号機　金型ラック移設工事 平成26年12月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 鋳造工場　大型扇風機設置工事 平成26年12月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー クラッシャー固定・稼働歯入れ替え工事 平成26年11月

神奈川県川崎市 化学製品製造メーカー 微量PCB汚染廃電気機器処理工事 平成26年11月～12月

茨城県高萩市 製薬メーカー 微量PCB機器解体処分 平成26年11月～12月

千葉県千葉市 商社 密閉容器運搬 平成26年11月

栃木県上三川町 自動車メーカー 中古（トランス30台）買取り 平成26年11月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー LPDCライン粉砕機設置工事 平成26年11月

群馬県渋川市 特殊鋼メーカー トヨＴ操作盤（2ｔ　VAR）撤去工事 平成26年11月

千葉県市川市 精密機器メーカー 遊休加工設備引取り 平成26年11月

神奈川県藤沢市 自動車メーカー
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

平成26年11月

群馬県渋川市 特殊鋼メーカー トヨＴ炉（2ｔ　VAR）撤去工事 平成26年11月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 設計南地区　燃料循環試験機撤去工事 平成26年10月

埼玉県野田市 商社 微量PCB汚染廃電気機器解体作業 平成26年10月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー 高面圧耐久試験機 撤去工事 平成26年10月

茨城県神栖市 印刷会社 機材運搬 平成26年10月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー 高面圧耐久試験機　撤去工事 平成26年10月

神奈川県座間市 自動車関連メーカー AESC恒温槽撤去工事 平成26年9月

東京都北区 印刷会社 微量PCB含有機器解体工事 平成26年9月～10月
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日本電熱長野 建設会社 日本電熱長野　微量PCB含有機器解体工事 平成26年9月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 第2無響音室改造に伴う設備撤去の件 平成26年9月～10月

埼玉県蕨市 鉄道会社 微量PCB含有機器解体工事 平成26年9月～2月

東京都武蔵野市 鉄道会社 微量PCB含有機器解体工事 平成26年9月～12月

神奈川県座間市 自動車メーカー 座間3地区車体樹脂型工場 平成26年9月

東京都品川区 鉄道会社 微量PCB含有機器解体工事 平成26年9月

栃木県小山市 建設会社 充放電ラック解体工事（2期工事） 平成26年9月

栃木県上三川町 自動車メーカー B/SIDE専用設備廃却 平成26年8月

秋田県鹿角郡 非鉄金属メーカー KSR工場原料ﾋﾟｯﾄ仕切り壁撤去工事 平成26年8月

秋田県鹿角郡 自動車解体業者 鉛溶棟鉛釜撤去工事 平成26年8月

茨城県下妻市 商社 微量PCB廃電気機器移設工事 平成26年8月

茨城県土浦市 建設機械メーカー 塗装排気ﾁｬﾝﾊﾞｰ解体撤去工事 平成26年8月

栃木県栃木市 自動車関連メーカー 分析装置撤去搬出工事 平成26年8月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 3地区39番検収所　ショットブラスト装置撤去工事 平成26年8月

栃木県小山市 建設会社 充放電ラック解体工事（1期工事） 平成26年8月

神奈川県厚木市 自動車メーカー スクリューコンプレッサー中古買取 平成26年7月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー
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

平成26年7月

茨城県下妻市 商社 微量PCB廃電気機器解体工事 平成26年7月～8月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 天井クレーン解体廃却　工事 平成26年7月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 2地区2圧インバーター圧縮機設置工事 平成26年6月

神奈川県相模原市 自動車メーカー
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

平成26年6月

神奈川県横浜市 塗装設備会社 本社工場塗装ロボットアーム撤去 平成26年6月

埼玉県比企郡 自動車関連メーカー 不要設備廃却工事 平成26年6月

神奈川県座間市 自動車関連メーカー 京浜支社　ﾐｯｼｮﾝﾃｽﾀｰ撤去工事 平成26年5月

東京都大田区 清掃会社 大田清掃工場　微量PCB変圧器解体工事 平成26年5月～6月

千葉県市川市 精密機器メーカー 遊休加工設備引取り 平成26年5月

神奈川県横浜市 自動車メーカー QRクランク加工バランス測定機撤去 平成26年4月

千葉県千葉市 鋼材製造メーカー ドラム缶塗装ブース、オーブン撤去工事 平成26年4月～5月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー H190F/D用 起振力ﾃｽﾀｰ撤去工事 平成26年4月
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千葉県千葉市 自動車メーカー 天井クレーン改造工事 平成26年4月～5月

神奈川県藤沢市 自動車メーカー P3塗装ライン撤去工事第1期 平成26年3月～平成27年1月

千葉県千葉市 自動車メーカー 部品塗装ライン設備アスベスト分析 平成26年3月

東京都中央区 保険会社 微量PCB付着保管庫解体業務 平成26年3月

大分県中津市 機械製造メーカー 不要ロボット設備撤去工事 平成26年3月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 3月度ﾌﾟﾚｽ機点検作業 平成26年3月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー QP523住友800ﾄﾝ　ﾌﾞﾚｰｷCYLﾘﾃｰﾅｰ更新工事 平成26年3月

神奈川県横浜市 コンサルティング会社 微量PCB含有機器解体工事 平成26年3月

秋田事業所 自動車関連メーカー 13年度（3月）不要設備廃却 平成26年2月～3月

神奈川県藤沢市 自動車メーカー P5塗装ﾗｲﾝ冷水製造装置撤去工事（2期） 平成26年2月～3月

静岡県沼津市 官庁 微量PCB含有機器解体工事 平成26年2月～3月

神奈川県相模原市 自動車メーカー 3号棟自動倉庫効率的運用改造に伴う設備改造 平成26年2月～3月

栃木県宇都宮市 自動車関連メーカー V6ｱﾙﾐ加工ﾗｲﾝ設備買取り工事 平成26年2月～3月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 降雪被害に伴うテント解体工事 平成26年2月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 2月度プレス機点検作業 平成26年2月

静岡県富士市 製薬会社 微量PCB含有機器解体工事 平成26年2月～3月

新潟県新潟市 官庁 微量PCB含有機器解体工事 平成26年1月～2月

埼玉県入間市 官庁
特別管理産業廃棄物解体業務
(微量PCB含有電気機器等)

平成26年1月

東京都千代田区 ホテル 微量PCB含有機器抜油移設工事 平成26年1月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 1月度プレス機点検作業 平成26年1月

福岡県京都郡 自動車メーカー 組立工場 １・２ﾗｲﾝ不要設備撤去工事 平成26年1月～2月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 灯油ﾀﾝｸ撤去工事 平成26年1月～2月

神奈川県川崎市 鉄道会社 微量PCB含有機器解体工事 平成26年1月～2月

神奈川県横浜市 自動車メーカー アルミ熱処理炉ライン撤去工事 平成26年1月～3月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 三次元測定機撤去工事 平成26年1月

東京都中央区 商社 微量PCB含有機器抜油移設工事 平成25年12月

千葉県我孫子市 鉄道会社 微量PCB含有機器解体工事 平成25年12月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ﾋｰﾄｼｮｯｸ試験機撤去工事 平成25年12月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー １地区12月度プレス機点検作業 平成25年12月
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神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ３地区X線検査装置廃却工事 平成25年12月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ３地区触媒工場 硝酸供給装置他撤去工事 平成25年12月～1月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー ＦＺ試作場床面補修工事 平成25年11月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 1地区11月度プレス機点検作業 平成25年11月

東京都品川区 鉄道会社 微量PCB含有機器解体工事 平成25年11月～12月

神奈川県藤沢市 自動車メーカー P5塗装ﾗｲﾝ 冷水製造装置撤去工事（１期） 平成25年11月

東京都港区 ITコンサルティング会社 微量PCB含有機器解体工事 平成25年10月

神奈川県横浜市 自動車メーカー VKCBライン設備中古買取り工事 平成25年11月～平成26年1月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー １地区10月度プレス機点検作業 平成25年10月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ３地区ＰＡ工場中子バリ取りロボット撤去・移設工事 平成25年10月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ５地区街灯撤去工事 平成25年10月

長野県上伊那郡 機械製造メーカー 微量PCB含有機器抜油解体工事 平成25年10月～11月

栃木県下都賀郡 コンクリート製造メーカー 微量PCB含有機器解体工事 平成25年10月

福岡県福岡市 ビルメンテナンス会社 博多ビル 微量PCB含有機器解体工事 平成25年9月～10月

東京都入間市 官庁
入間基地
微量PCB含有機器解体工事

平成25年10月～11月

東京都立川市 官庁
立川
微量PCB含有機器解体工事

平成25年9月～10月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー 不要設備撤去工事 平成25年9月

埼玉県入間市 化学製品製造メーカー 試験設備撤去工事 平成25年10月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー ＦＺ試作場不要設備撤去工事 平成25年9月～10月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ３地区切粉ﾌﾞﾘｹｯﾄ装置廃却工事 平成25年9月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ９月度ﾌﾟﾚｽ機２機特定自主検査作業 平成25年9月

福岡県京都郡 自動車メーカー 第二車体工場IBS FR FLOOR撤去工事 平成25年8月～9月

福岡県京都郡 自動車メーカー 第二車体工場IBS RR FLOOR撤去工事 平成25年8月～9月

広島県福山市 官庁 微量PCB含有機器解体工事 平成25年8月

神奈川県伊勢原市 貴金属メーカー 微量PCB含有機器解体工事 平成25年8月

神奈川県平塚市 貴金属メーカー 微量PCB含有機器解体工事 平成25年8月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー １地区排煙ダクト撤去工事 平成25年8月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ３地区既存炉廃却工事 平成25年8月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー PA工場３号炉更新工事 平成25年8月
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工　事　場　所 受　　　注　　　先 工　　事　　件　　名 工　　　期

千葉県市川市 精密機器メーカー 横型研削盤他中古設備買取り工事 平成25年7月

神奈川県座間市 自動車関連メーカー フォークリフト設備撤去回収工事 平成25年6月

秋田県鹿角郡 非鉄金属メーカー 石炭貯蔵４万トンヤード建屋解体工事 平成25年7月～9月

埼玉県川越市 建設会社 住友不動産所有 微量PCB含有機器解体工事 平成25年7月

長野県小諸市 運送会社 微量PCB含有機器解体工事 平成25年6月

埼玉県比企郡 自動車関連メーカー 浸炭8号炉縞鋼板設置工事 平成25年4月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ小屋撤去工事 平成25年5月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ５月度プレス点検作業 平成25年4月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー 圧造工場)ﾌﾚｰﾑﾌﾟﾚｽｵｰﾄﾗｯｸ棚撤去工事 平成25年4月～5月

埼玉県熊谷市 印刷会社 微量ＰＣＢ含有機器解体工事 平成25年5月

埼玉県熊谷市 印刷会社 微量ＰＣＢ含有機器解体工事 平成25年5月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 中古設備買取り 平成25年5月～6月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー
戸塚工場
移転に伴う不要設備撤去、廃却工事

平成25年5月～6月

栃木県宇都宮市 自動車関連メーカー ブローチ盤撤去工事 平成25年4月

栃木県宇都宮市 自動車関連メーカー ﾛｰﾀﾘｰﾗｯｸ&搬送ｺﾝﾍﾞｱ他設備撤去工事 平成25年4月～5月

栃木県上三川町 自動車メーカー 排煙ﾌﾞﾛｱ架台改造工事　　　　　　　　　 平成25年5月

栃木県上三川町　 自動車メーカー UDｼｪﾙﾏｼﾝ保全用ﾓﾉﾚｰﾙ改造工事　　 平成25年5月

栃木県上三川町 自動車メーカー
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)

平成25年4月～5月

東京都港区 建設会社 地下微量ＰＣＢ含有機器解体工事 平成25年3月～4月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 4月度プレス点検作業 平成25年4月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー IF不要設備撤去工事 平成25年4月～5月

栃木県宇都宮市 自動車関連メーカー ＮＣ旋盤設備買取り工事 平成25年5月

東京都北区 大学 微量ＰＣＢ含有機器解体工事 平成25年4月～5月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 自家発電室内設備廃却作業 平成24年11月

神奈川県横浜市 木材加工会社 ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類含有調査 平成24年11月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ナウターミキサー撤去工事 平成24年11月～12月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ２００t焼結ﾌﾟﾚｽ他撤去工事 平成24年11月～12月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー 溶剤ﾀﾝｸ他撤去作業 平成24年11月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ他設備撤去工事 平成24年11月
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神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー 接着装置他廃却作業 平成24年10月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 恒温機フロン抜取り作業 平成24年9月

兵庫県姫路市 化学製品製造メーカー 微量PCB電気機器解体工事 平成24年9月～11月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー #1タンデムラインサイドカバー補修工事 平成24年9月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー １・３地区圧入機移設・撤去工事 平成24年9月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 動力棟ボイラー撤去工事 平成24年9月～10月

座間市南林間 建設会社 立体駐車場撤去及び平地式駐車場設置工事 平成24年8月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー Ｎｏ２ タイヤASSYライン撤去工事 平成24年8月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー QP6301MB クランパー整備作業 平成24年8月

群馬県渋川市 特殊鋼メーカー A１３号炉解体撤去工事 平成24年7月～8月

神奈川県座間市 自動車メーカー BP6)ﾎｲｽﾄ撤去工事 平成24年8月

埼玉県比企郡 自動車関連メーカー 高温戻し炉廃却及びB戻し炉移設並びに復旧工事 平成24年8月

福岡県京都郡 自動車メーカー 第一組立工場 ﾄﾞｱｻﾌﾞｷｯﾄ台車撤去廃却工事 平成24年8月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー 栃)圧造工場 ﾎｲｽﾄｸﾚｰﾝ撤去工事 平成24年8月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー SDC冷却塔補修工事 平成24年7月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ﾎﾞｲﾗｰ設備ｱｽﾍﾞｽﾄ分析 平成24年7月

山形県寒河江市 自動車関連メーカー 微量PCB含有機器撤去工事（２期） 平成24年7月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 地下設備廃却処理工事 平成24年7月

埼玉県比企郡 自動車関連メーカー ﾄﾘﾐﾝｸﾞ設備、他撤去廃却工事 平成24年6月～7月

栃木県宇都宮市 自動車関連メーカー 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 平成24年7月

栃木県宇都宮市 自動車関連メーカー 日立製 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ買取り引取り工事 平成24年7月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー 消石灰搬送装置解体、搬出工事 平成24年6月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー SDC冷却ﾎﾟﾝﾌﾟ室不要物撤去工事 平成24年5月

ｶﾙｿﾆｯｸｶﾝｾｲ宇都宮工場 自動車関連メーカー ﾋﾟｽﾄﾝＥＪﾗｲﾝ設備撤去工事 平成24年4月～5月

神奈川県横浜市 自動車メーカー マシニングセンター他買取り 平成24年5月

大阪府高石市 印刷会社 微量PCB含有機器撤去工事 平成24年5月

千葉県市川市 精密機器メーカー 80ｔﾌﾟﾚｽ解体撤去工事 平成24年4月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 廃水溜めマス撤去工事 平成24年4月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ＹＤｸﾗﾝｸ研削盤移設工事 平成24年4月
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神奈川県藤沢市 自動車メーカー 冷温庫撤去廃却及び車両廃却工事 平成24年3月

神奈川県座間市 自動車メーカー BS5揚圧ﾌｧﾝ撤去工事 平成24年3月

広島県尾道市 造船会社 微量PCB含有機器解体工事 平成24年3月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 第一機械工場不要設備廃却工事 平成24年3月

神奈川県横浜市 自動車メーカー Ｌ４ﾌﾞﾛｯｸ設備撤去工事 平成24年3月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 触媒工場ﾛｰﾀﾘｰｷﾙﾝ他撤去工事 平成24年3月

神奈川県相模原市 自動車メーカー 1号棟 旧積層棚部分撤去工事 平成24年3月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー 内面研削盤撤去、廃却工事 平成24年3月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー ｱﾙﾐﾍﾞｰﾗｰﾌﾟﾚｽ装置撤去、搬出工事 平成24年3月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー 遊休設備撤去、廃却工事 平成24年3月

千葉県船橋市 建設会社 PJ-M各店改装工事に伴う本中山店内装解体工事 平成24年2月

千葉県市川市 建設会社 PJ-M各店改装工事に伴う原木ｲﾝﾀｰ店内装解体工事 平成24年2月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー QP4526ﾁｬｰｼﾞ装置撤去工事 平成24年2月

神奈川県横浜市 自動車メーカー パイプ切断機撤去工事 平成24年2月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー 軟水タンク撤去工事 平成24年2月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 93号棟不要設備撤去工事 平成24年2月

福岡県京都郡 自動車メーカー 二車Ｎ16 DOOR HEM LH工程撤去廃却工事 平成24年2月

福岡県京都郡 自動車メーカー 二車Ｎ16 DOOR HEM LINE RH撤去廃却工事 平成24年2月

福岡県京都郡 自動車メーカー FEM搬送設備撤去工事 平成24年1月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー ｱﾙﾐ第三鋳造工場中子搬送装置撤去工事 平成23年12月～平成23年1月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 不要制御盤撤去工事 平成24年1月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 移動式書庫撤去工事 平成24年1月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 三次元測定機撤去工事 平成24年1月

滋賀県大津市 硝子メーカー 微量PCB電気機器解体工事 平成24年1月～2月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー １車体FLOOR搬送ﾊﾝｶﾞｰ廃却 平成24年1月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 3地区試作機械工場不要設備廃却工事 平成23年12月～平成24年1月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 三次元測定機石定盤廃却 平成23年12月

宮城県仙台市 自動車関連メーカー 仙台納整ｾﾝﾀｰ ﾏﾝﾎｰﾙ設置工事 平成23年12月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー QN003Z軸スピンドル修理作業 平成23年10月
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山形県寒河江市 自動車関連メーカー 微量PCB電気機器解体工事 平成23年12月

栃木県栃木市 自動車関連メーカー 2-203室：M1 I-type dyno撤去工事 平成23年12月

栃木県栃木市 自動車関連メーカー 両軸試験機他撤去工事 平成23年11月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 複式物揚げレール撤去工事 平成23年11月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー D/C 4WDﾗｲﾝ踏み台他撤去工事 平成23年11月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー エンジンテスト架台改造工事 平成23年11月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ブリケットマシーン撤去工事 平成23年11月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー 72号棟タイヤテスター撤去工事 平成23年11月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 三次元測定機撤去工事 平成23年11月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 2地区詰所撤去工事 平成23年11月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー QN003Z軸スピンドル修理作業 平成23年10月

千葉県市川市 精密機器メーカー 小型焼却炉撤去工事 平成23年9月～10月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 不要設備撤去作業 平成23年10月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー 固定資産廃却処分、廃却撤去 平成23年10月～11月

群馬県邑楽郡 自動車関連メーカー ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ他不要設備撤去工事 平成23年10月

栃木県真岡市 自動車関連メーカー 不要配線、ラック撤去及び二次側復旧調整工事 平成23年9月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 92号棟1階設備移設及び撤去 平成23年9月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 歩廊補修工事 平成23年9月

千葉県市川市 精密機器メーカー ダイオキシン、重金属類分析 平成23年8月

神奈川県横浜市 自動車メーカー オートプータブル付帯設備撤去工事 平成23年8月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー SDC1・2号機撤去工事 平成23年8月

神奈川県横浜市 自動車メーカー VKCHライン他撤去工事 平成23年8月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 圧入機他移設撤去工事　　　計１４件 平成23年6月～8月

千葉県市川市 精密機器メーカー 廃却設備引取り工事 平成23年5月

秋田県鹿角郡 非鉄金属メーカー 鉛溶棟ドロス炉周り解体工事 平成23年5月～6月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー SDC3号機撤去工事 平成23年4月

栃木県上三川町 自動車メーカー 第５鋳造工場汎用仕上設備撤去工事 平成23年3月

神奈川県平塚市 自動車メーカー 汎用BODY-MAIN設備撤去工事 平成23年3月

東京都板橋区 自動車販売会社 立体駐車機撤去工事 平成23年3月
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神奈川県相模原市 自動車メーカー １号棟旧積層棚部分撤去工事 平成23年3月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ３地区鍛熱工場ｸﾗﾝｸ仕上ﾗｲﾝ撤去工事 平成23年2月～4月

神奈川県横浜市 自動車メーカー アルミ鋳造VKｼﾘﾝﾀﾞｰﾌﾞﾛｯｸ加工ﾗｲﾝ撤去工事 平成23年2月～3月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ３地区動力棟コンプレッサー撤去工事 平成23年2月

群馬県渋川市 特殊鋼メーカー 旧ベッセル築炉解体撤去工事 平成23年2月

福岡県京都郡 自動車メーカー 第二ﾕﾆｯﾄ工場遊休ﾛﾎﾞｯﾄ、ﾄﾗﾝｽ撤去工事 平成23年2月

福岡県京都郡 自動車メーカー 第二組立工場ATオイル供給装置撤去工事 平成23年2月

神奈川県横浜市 自動車メーカー PA2工場低圧鋳造機撤去工事 平成23年1月～2月

福岡県京都郡 自動車メーカー 動力源ｴﾘｱ №１・３・４号1000kℓ灯油ﾀﾝｸ撤去工事 平成23年1月～2月

群馬県渋川市 特殊鋼メーカー A８４号炉解体撤去工事 平成22年12月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ３地区第一機械工場Hレール撤去工事 平成22年12月～平成23年1月

福岡県京都郡 自動車メーカー 防錆工場防錆ブースライン撤去工事 平成22年11月～12月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー TTリアメンバー溶接ライン不要設備撤去工事 平成22年11月

秋田県鹿角郡 自動車関連メーカー 重油ﾀﾝｸ、配管他撤去工事撤去工事 平成22年10月～11月

秋田県鹿角郡 自動車関連メーカー 硫酸工場硫酸ﾀﾝｸ撤去工事 平成22年10月～11月

秋田県鹿角郡 非鉄金属メーカー Sn回収建設ﾄﾞﾛｽ室・旧回転炉室設備解体撤去工事 平成22年7月～8月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー 遊休加工設備他撤去廃却 平成22年7月～8月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー ﾌﾟﾚｽ工場ﾌﾚｰﾑﾌﾟﾚｽｵｰﾄﾗｯｸ棚撤去工事 平成22年8月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー ギア洗浄機他設備撤去工事 平成22年8月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー 1組立旧インスト搬送CV安全ﾈｯﾄ他撤去工事 平成22年8月

神奈川県横浜市 自動車メーカー アクスル組立ライン不要設備撤去工事 平成22年8月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー アスベスト分析作業 平成22年7月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー 耐久試験機、他設備撤去工事 平成22年7月

千葉県市川市 精密機器メーカー 治具研削盤他付帯設備解体撤去工事 平成22年6月

秋田県鹿角郡 自動車関連メーカー 屋外不要設備解体処分 平成22年6月

福岡県京都郡 自動車メーカー 第一車体工場OHC・ネット撤去工事 平成22年5月～7月

福岡県京都郡 自動車メーカー 第一車体工場1-1汎用HEMLINE撤去工事 平成22年5月～7月

福岡県京都郡 自動車メーカー 防錆ラインコンベアー一部撤去工事 平成22年5月

栃木県宇都宮市 自動車関連メーカー マシニングセンター移設工事 平成22年5月
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神奈川県横浜市 自動車メーカー 遊休マシニング6台移設工事 平成22年5月

栃木県上三川町 自動車メーカー 圧造工場３００ｔﾌﾞﾗﾝｷﾝｸﾞﾌﾟﾚｽ設備買取り 平成22年4月～5月

千葉県成田市 廃棄物リサイクル業者 薬品タンク撤去工事 平成22年5月

福岡県京都郡 自動車メーカー 一車体J31DOORHEMLINE撤去工事 平成22年4月～5月

福岡県京都郡 自動車メーカー 一車体U31RRDOORHEMLINE撤去工事 平成22年4月～5月

福岡県京都郡 自動車メーカー 一車体Z50RRDOORHEMLINE撤去工事 平成22年4月～5月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー バーマシン他設備撤去工事 平成22年4月

栃木県宇都宮市 自動車関連メーカー NC旋盤、研削盤他設備買取り 平成22年4月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 開発工場金型他撤去・移設工事 平成22年4月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー 加工機械廃却 平成22年3月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー ２５０ｔプレス撤去工事 平成22年3月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー 遊休設備（ﾊﾞｰﾏｼﾝ他）廃却、搬出工事 平成22年3月

栃木県上三川町 自動車メーカー 第二車軸工場ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ他撤去工事 平成22年3月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 熱老化試験機撤去工事 平成22年3月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 三次元測定機撤去廃却工事 平成22年3月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 熱処理工場遊休設備撤去工事 平成22年3月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー １・３地区溶接ロボット他不要設備撤去工事 平成22年3月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー PA１工場湯口切断機他撤去工事 平成22年3月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 第二機械工場遊休加工機撤去工事 平成22年3月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 1000t油圧プレスライン一部撤去工事 平成22年3月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ｴﾝｼﾞﾝﾃｽﾄ他遊休設備撤去工事 平成22年3月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 栗本500t切断機ライン撤去工事 平成22年2月～3月

東京都日野市 自動車メーカー 中間熱処理ガス軟炉撤去工事 平成22年2月

福岡県京都郡 自動車メーカー 動力棟エリア コージェネ本体撤去工事 平成22年2月～3月

神奈川県座間市 自動車関連メーカー AESC座間量産2.5除湿機置場エリア整備工事 平成22年2月

神奈川県横浜市 自動車メーカー G1830フランジアンギュラー研削盤撤去工事 平成22年1月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー PA1工場低鋳機撤去工事 平成22年1月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 低鋳機ﾄﾘﾑ装置移設工事 平成22年1月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ﾌﾗｲｽ盤２機移設工事 平成22年1月
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神奈川県横浜市 自動車メーカー 立ﾌﾗｲｽ盤・横ﾌﾗｲｽ盤買取り 平成22年1月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー 成形工場Z50B/DOOROTR保管ﾌﾞｰｽ撤去工事 平成21年12月

福岡県京都郡 自動車メーカー 1車体VY11　HOOD　HEM LINE　撤去工事 平成21年11月～12月

福岡県京都郡 自動車メーカー １車体U31他HOOD　HEM　LINE撤去工事 平成21年11月～12月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 混流組立ﾗｲﾝ実験室不要設備撤去工事 平成21年12月

東京都羽村市 自動車メーカー ３階部品ﾘﾌﾀｰ解体撤去工事 平成21年12月

東京都羽村市 自動車メーカー １階KDﾘﾌﾀｰ解体撤去工事 平成21年11月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー ﾄﾗﾝｽ屑引取作業 平成21年12月

神奈川県座間市 自動車メーカー 2地区旧ﾄﾞｱｻﾌﾞ２階設備他撤去工事 平成21年12月

福岡県京都郡 自動車メーカー 1車体VY11DOOR　HEM　LINE撤去工事 平成21年11月～12月

群馬県渋川市 特殊鋼メーカー A11-1、A2号加熱炉解体撤去 平成21年11月

群馬県渋川市 特殊鋼メーカー A3号炉解体撤去 平成21年11月

群馬県伊勢崎市 自動車関連メーカー 二地区ｴﾝｼﾞﾝCOMP撤去、廃却 平成21年11月

群馬県太田市 自動車メーカー 第二工場西側ｺﾝﾃﾅ移動、撤去 平成21年11月

栃木市大宮町 自動車関連メーカー ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ耐久試験機他設備撤去工事 平成21年10月

群馬県太田市 自動車メーカー 第三工場大型ｶｳﾝﾀｰｼｬﾌﾄﾗｲﾝ設備買取り 平成21年9月

群馬県太田市 自動車メーカー 第五工場ﾃﾞﾌｷｬｯﾌﾟ加工ｴﾘｱ固定資売却引取 平成21年9月

秋田県横手市 自動車関連メーカー 秋田工場固定資産買取り 平成21年9月

東京都板橋区 印刷会社 地下溶剤ﾀﾝｸ抜取処分工事（NO2) 平成21年9月～10月

群馬県太田市 自動車メーカー 第一工場Jﾌﾞﾛｯｸﾗｲﾝ設備買取り 平成21年9月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー 腐食実験設備撤去廃却 平成21年9月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー ９月度固定資産廃却 平成21年9月

神奈川県横浜市 塗装設備会社 塗装ﾛﾎﾞｯﾄ撤去 平成21年9月

栃木県真岡市 自動車関連メーカー 防音室低級音ｺﾝﾍﾞｱ他撤去 平成21年9月

秋田県小坂町 非鉄金属メーカー 変電室・ﾌｨｰﾀﾞ室内設備解体撤去 平成21年8月～10月

群馬県渋川市 特殊鋼メーカー A1号炉/FRｶﾞｽ切断機他撤去 平成21年8月

群馬県太田市 自動車メーカー 第一工場Jﾌﾞﾛｯｸﾗｲﾝ設備買取り 平成21年8月

東京都板橋区 印刷会社 溶剤ﾀﾝｸ抜取工事 平成21年8月

埼玉県比企郡 自動車関連メーカー １１２ﾄﾘﾐﾝｸﾞM/C廃却 平成21年7月
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群馬県伊勢崎市 自動車関連メーカー コンプレッサー買取り 平成21年6月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー ６月度固定資産買取り 平成21年6月

群馬県太田市 自動車メーカー 塗装乾燥炉撤去 平成21年5月

群馬県松井田市 自動車メーカー 旧食堂備品引取り 平成21年5月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー D90長軸ﾊｳｼﾞﾝｸﾞﾗｲﾝ設備撤去 平成21年5月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー FRｻｽ組立ﾗｲﾝ安全ﾈｯﾄ手摺移設 平成21年4月

福岡県京都郡 自動車メーカー ﾌﾚｰﾑ工場FFﾗｲﾝ溶接ﾗｲﾝ設備撤去 平成21年4月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 混流組立ﾗｲﾝﾕﾆｯﾄﾋｰﾀｰ他撤去 平成21年3月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー 塗装ﾌﾞｰｽ撤去廃却 平成21年3月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ２地区ﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞﾏｼﾝ他撤去 平成21年2月～２１年3月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ３地区灯油タンク撤去 平成21年2月～２１年3月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 組立ﾎｲｽﾄ撤去 平成21年1月

群馬県渋川市 特殊鋼メーカー ｷﾞｼﾞ５０ｋｇ　VIF解体撤去 平成21年1月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ２地区混流組立ﾗｲﾝ撤去 平成20年12月～２１年3月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー 塗装1-1L上塗り3RDｵｰﾌﾞﾝ及び空調ﾀﾞｸﾄ撤去 平成20年12月～２１年3月

群馬県渋川市 特殊鋼メーカー ＃１LFﾄｯﾌﾟｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝ解体 平成20年12月

神奈川県座間市 自動車メーカー 横浜地区設備移設 平成20年12月～２１年1月

神奈川県厚木市 商社 二地区固定資産売却 平成20年12月

福岡県京都郡 塗装設備会社 塗装ﾛﾎﾞｯﾄ撤去 平成20年11月～12月

福岡県京都郡 自動車メーカー 第一塗装工場1-2U/Cｵｰﾌﾞﾝ撤去 平成20年11月～２１年1月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ２地区冷温水機撤去 平成20年11月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー 固定資産廃却 平成20年11月

福岡県京都郡 自動車メーカー 第一車体工場A/B定盤他撤去 平成20年11月～12月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 鍛熱課各設備撤去 平成20年11月

神奈川県座間市 自動車メーカー 横浜地区遊休設備買取り 平成20年10月～11月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー 第一品質保証課不要設備廃却 平成20年10月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー 第一塗装工場混合室塗料循環装置撤去 平成20年10月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 小型耐久室他設備撤去 平成20年10月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー 第一塗装熱交換機撤去他 平成20年9月
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神奈川県厚木市 自動車関連メーカー １１６棟１０７棟保有空地確保対策設備撤去 平成20年9月

福岡県京都郡 自動車メーカー 第一塗装工場作業場ﾘｻｲｸﾙ空調装置撤去 平成20年8月～10月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー 塗装1-1L旧電着ｵｰﾌﾞﾝ撤去 平成20年8月～２１年１月

栃木県上三川町 自動車メーカー 遊休プレス中古買取り 平成20年8月～9月

神奈川県相模原市 自動車メーカー ３号棟１階ﾚｲｱｳﾄ変更 平成20年８月

群馬県渋川市 特殊鋼メーカー 調質工場100ｔﾌﾟﾚｽ関係撤去 平成20年８月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー 第一塗装工場1-3U/Cﾌﾞｰｽ跡安全柵移設 平成20年８月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー 第一ﾕﾆｯﾄ館部品保管小屋撤去 平成20年８月

福岡県京都郡 塗装メーカー 溶剤溶接ﾗｲﾝ塗装ﾌﾞｰｽ撤去 平成20年８月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー SDC湯口切断機撤去 平成20年８月

神奈川県横浜市 自動車メーカー YD組立タッチアップライン撤去 平成20年８月

秋田県小坂町 自動車関連メーカー 硫酸貨車引取作業 平成20年7月

栃木県真岡市 自動車関連メーカー ﾌﾟﾚｽ機地下ﾋﾟｯﾄ清掃 平成20年7月

福岡県京都郡 自動車メーカー ﾌﾚｰﾑ工場ｶﾁｵﾝ電着塗装・T30溶接ﾗｲﾝ撤去 平成20年7月～8月

福島県いわき市 自動車関連メーカー ｷｬｽﾄ溶解ﾗｲﾅｰﾊﾟﾚｯﾄ倉庫撤去 平成20年６月

栃木県真岡市 自動車関連メーカー 成形機他設備撤去・仮置き 平成20年６月

福岡県京都郡 自動車メーカー 第一塗装工場中塗り塗料配管撤去 平成20年６月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー 固定資産売却 平成20年5月～6月

神奈川県横浜市 自動車メーカー マスコロイダー関係撤去 平成20年5月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー 第一塗装工場旧板金U/Cﾌﾞｰｽﾗｲﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ移設 平成20年5月

福岡県京都郡 自動車メーカー 第一車体工場設備架台撤去 平成20年5月

福岡県京都郡 自動車メーカー 第二塗装ゼブラ照明撤去 平成20年5月

福岡県京都郡 建設会社 第一組立工場ﾋﾟｯﾄ、ｺﾝﾍﾞｱ撤去 平成20年5月

福岡県京都郡 自動車メーカー 第一塗装工場下塗り/中塗りﾗｲﾝ撤去 平成20年4月～8月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー 第一組立工場ATF供給装置撤去 平成20年4月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ３地区総合事務所什器他撤去 平成20年4月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 型保全ｾﾝﾀｰ圧入設備跡地埋め戻し 平成20年4月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 食堂イス、テーブル撤去移動 平成20年4月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー F7019ピットカバー撤去 平成20年4月

19/55



工　事　場　所 受　　　注　　　先 工　　事　　件　　名 工　　　期

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ロッカー移動作業 平成20年4月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 遊休設備撤去 平成20年4月

栃木県上三川町 自動車メーカー 遊休設備撤去 平成20年4月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー 第一ﾕﾆｯﾄ館部品保管小屋一部撤去 平成20年4月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー 遊休安全ﾈｯﾄ撤去 平成20年4月

福岡県京都郡 自動車メーカー 第一塗装工場1-3U/CﾌﾞｰｽPBSﾞｺﾝﾍﾞｱ撤去 平成20年4月～8月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー 二地区保有地確保に伴う解体撤去 平成20年３月～4月

神奈川県茅ヶ崎市 自動車関連メーカー ﾌｫｰﾐﾝｸﾞ盤廃却 平成20年3月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー 実験部廃却試験機運搬処理 平成20年3月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー 樹脂成形工場材料投入架台撤去 平成20年3月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー 第一ﾕﾆｯﾄ館部品保管小屋一部撤去 平成20年3月～

福岡県京都郡 自動車関連メーカー ﾌﾚｰﾑ工場作業用空調冷熱設備撤去 平成20年3月

福岡県京都郡 自動車メーカー Z50 FRONT DOOR左ﾍﾑﾗｲﾝ撤去、廃却 平成20年3月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー 塗装1-1ﾗｲﾝ旧U/C設備他撤去 平成20年2月～3月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 遊休設備撤去 平成20年3月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ撤去 平成20年3月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー 遊休安全ﾈｯﾄ廃却 平成20年2月～3月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー 水系洗浄装置用ﾋﾟｯﾄ補修 平成20年2月～3月

福岡県京都郡 自動車メーカー ﾌﾚｰﾑ工場部品洗浄機撤去 平成20年2月

神奈川県横浜市 自動車メーカー １・３地区不要設備撤去 平成20年2月

栃木県真岡市 自動車関連メーカー 旧ｳﾚﾀﾝｴﾘｱ設備撤去 平成20年2月～3月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー 成形工場原料調合室撤去 平成20年2月～3月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー 第一車体不要ﾀｲﾏｰ架台撤去 平成20年2月～3月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー 第一車体旧式遊休ｺﾝﾍﾞｱ撤去 平成20年2月～3月

福岡県京都郡 自動車メーカー 第一塗装工場中塗空調機撤去 平成20年2月～3月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー 第一組立B館設備架台移設 平成20年1月

福岡県京都郡 自動車メーカー 第一組立B館ｴﾘｱE内設備撤去 平成20年1月～2月

神奈川県座間市 自動車メーカー 旧第三食堂解体に伴う騒音振動測定 平成19年12月～平成20年1月

神奈川県座間市 自動車メーカー 旧第三食堂ｱｽﾍﾞｽﾄ分析 平成19年12月～平成20年1月

20/55



工　事　場　所 受　　　注　　　先 工　　事　　件　　名 工　　　期

神奈川県座間市 自動車メーカー 旧第三食堂解体、撤去 平成19年12月～平成20年1月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー P6棟既設食堂用厨房機器撤去 平成19年12月～平成20年1月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー F2工場不要物分別作業 平成20年1月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー 第三塗装水系洗浄装置撤去 平成19年11月～平成20年3月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー F/M増し打ちﾗｲﾝ撤去、1Sﾅﾁﾛﾎﾞｯﾄ移設 平成19年11月～12月

福岡県京都郡 自動車メーカー 第一組立B館ｴﾘｱD内設備撤去 平成20年1月

福岡県京都郡 自動車メーカー 第一塗装台車搬送ｺﾝﾍﾞｱ撤去 平成19年12月～平成20年2月

栃木県栃木市 機械製造メーカー 成形機移設、配管工事 平成19年11月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー F/M増し打ちﾗｲﾝ設備撤去 平成19年11月～12月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー #2ｹﾐｶﾙ関係設備撤去 平成19年12月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー 設備移設工事 平成19年12月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー 塗装1-1ﾗｲﾝOHC他撤去 平成19年12月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー 塗装1-1ﾗｲﾝT/L他撤去 平成19年12月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー 塗装1-1ﾗｲﾝ休止ﾌﾛｱｰｺﾝﾍﾞｱ、ｼｪﾙﾀｰ他撤去 平成19年12月

福岡県京都郡 自動車メーカー 第一塗装工場1-2U/Cﾗｲﾝ設備撤去 平成19年12月～平成20年1月

福岡県京都郡 自動車メーカー 第一塗装設備台車洗浄装置他撤去 平成19年12月～平成20年1月

神奈川県座間市 自動車メーカー ３７２３座間遊休設備買取り 平成19年12月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー 07年12月度固定資産設備買取り 平成19年12月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー ガソリン配管洗浄 平成19年12月

栃木県宇都宮市 自動車関連メーカー コンベア解体、撤去 平成19年12月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 反転機移設及び撤去 平成19年12月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ撤去 平成19年12月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ﾘｰｸﾃｽﾀｰ撤去 平成19年12月

神奈川県横浜市 自動車メーカー R779設備撤去 平成19年12月

栃木県宇都宮市 自動車関連メーカー 成形機移設 平成19年10月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 産廃運搬分別処理 平成19年11月

神奈川県横浜市 自動車メーカー YF4576炉撤去 平成19年9月～12月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー 2tｵﾙｾﾙ(TM02059)廃却 平成19年11月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー 20KN静的引張圧縮試験機付帯電気工事 平成19年11月
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福岡県京都郡 自動車関連メーカー ﾄﾘﾑﾗｲﾝ通路天井残材撤去 平成19年11月

福岡県京都郡 自動車メーカー １F訓練所新設に伴う空台車搬送ｺﾝﾍﾞｱ撤去 平成19年11月

福岡県京都郡 自動車メーカー 第一組立工場 B館ｴﾘｱC内設備撤去 平成19年9月～10月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 旧ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ室詰所不要物撤去 平成19年10月

神奈川県厚木市 自動車メーカー ﾌﾞﾚｰｷ鳴き解析試験機撤去 平成19年10月

神奈川県海老名市 銀行 機械式駐車場解体撤去 平成19年9月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー 第二塗装工場産廃処理作業 平成19年9月

福岡県京都郡 自動車メーカー 第一組立工場B館ｴﾘｱＢ内設備撤去 平成19年9月～10月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー 塗装1-1ﾗｲﾝ休止中ﾌﾛｱｰｺﾝﾍﾞｱ他撤去 平成19年9月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー 塗装1-1ﾗｲﾝ休止中排気ﾌｧﾝ他撤去 平成19年9月

神奈川県横浜市 自動車メーカー GP4569付帯設備撤去 平成19年9月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 油水分離機移動作業 平成19年9月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 仕上工場冷房装置撤去 平成19年9月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー 07年9月度固定資産設備売却 平成19年9月

神奈川県厚木市 自動車メーカー L15棟１F,3F固定資産買取り 平成19年9月

栃木県真岡市 自動車関連メーカー プレス機地下ピット清掃 平成19年9月

福岡県京都郡 自動車メーカー 第一組立工場B館エリアＡ内設備撤去 平成19年8月～10月

栃木県上三川町 自動車メーカー M35、CV35検具廃却(Hﾚｰﾙ、ﾎｲｽﾄ)撤去 平成19年8月

福岡県京都郡 自動車メーカー PBSｺﾝﾍﾞｱ(OHC)移載装置撤去、廃却 平成19年8月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー 遊休設備撤去 平成19年8月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー 磁気探傷機撤去工事(TM4540) 平成19年8月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー 磁気探傷機撤去工事(TM4535) 平成19年8月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー YDｴﾝｼﾞﾝ組立撤去 平成19年8月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー ﾒﾀﾙﾗｲﾝ撤去 平成19年8月

神奈川県座間市 自動車メーカー 第二食堂南側荷卸下屋解体、撤去 平成19年8月

神奈川県厚木市 自動車メーカー 神奈川県厚木市受電ﾄﾗﾝｽ撤去 平成19年8月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー 洗浄機撤去工事 平成19年8月

栃木県上三川町 自動車メーカー 遊休設備(焼入れ機)撤去 平成19年8月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー 循環水冷却塔更新 平成19年8月
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神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 総合試験棟ｵｰﾄﾘﾌﾀｰ撤去 平成19年7月

東京都目黒区 官庁 目黒試験機撤去、廃却 平成19年7月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー 旧塗料混合室内設備撤去 平成19年7月

栃木県上三川町 自動車メーカー 遊休設備撤去 平成19年7月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ﾛﾎﾞｯﾄ、溶接機梱包積込 平成19年7月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 型ﾗｯｸ解体・撤去 平成19年7月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー 07年6月度固定資産設備買取り 平成19年7月

秋田県鹿角郡 非鉄金属メーカー 秋田設備撤去工事 平成19年6月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ｱﾙﾐ洗浄機ﾀﾞｸﾄ撤去・雨仕舞い 平成19年6月

神奈川県藤沢市 精密機器メーカー 連続式調室炉解体撤去工事 平成19年6月

神奈川県座間市 自動車関連メーカー 地下埋めｸｰﾗﾝﾄ装置撤去その2 平成19年5月

神奈川県座間市 自動車関連メーカー 地下埋めｸｰﾗﾝﾄ装置撤去 平成19年5月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー ﾓﾉﾚｰﾙ移設 平成19年5月

栃木県上三川町 自動車メーカー ｴﾝｼﾞﾝ搬送ﾗｲﾝ他撤去 平成19年5月～6月

栃木県上三川町 自動車メーカー ﾈｯﾄ上空撤去・廃却工事（追加) 平成19年5月

千葉県千葉市 塗装設備会社 静電塗装設備撤去 平成19年5月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 厨房設備移設 平成19年5月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー VKﾍｯﾄﾞﾗｲﾝﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ撤去 平成19年5月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 地下ﾋﾟｯﾄ配水管補修 平成19年5月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 高性能ｴﾘｱ吊具ﾚｰﾙ移設 平成19年５月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ｽｸﾗｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱｼｭｰﾄ改造 平成19年5月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ｽｸﾗｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ架台改造 平成19年5月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー 排ガス排出装置撤去 平成19年4月

福島県いわき市 自動車関連メーカー 搬送装置(安全ﾈｯﾄ)撤去工事 平成19年4月

栃木県上三川町 自動車メーカー 第二車体ﾈｯﾄ上空撤去、廃却工事 平成19年4月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー 第一塗装WAX･黒塗作業場１部撤去 平成19年4月～5月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー 塗装1-1ﾗｲﾝﾊﾝｶﾞｰ洗浄用ｶﾞｽ上水配管他撤去 平成19年4月～5月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー 塗装1-1ﾗｲﾝ休止中ｺﾝﾍﾞｱ･ﾘﾌﾀｰ他撤去 平成19年4月～5月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー 塗装1-1ﾗｲﾝﾊﾝｶﾞｰ洗浄ﾀﾝｸ･昇降用ﾎｲｽﾄ撤去 平成19年4月～5月
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神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー ４号水管式ﾎﾞｲﾗｰ撤去工事 平成19年2月～4月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 1500ｔ/250tﾌﾟﾚｽ設備売却解体搬出工事 平成19年4月

福岡県京都郡 自動車メーカー 1車体 J/R　H/L＆MBR他撤去工事 平成19年4月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 地下ｽｸﾗｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ撤去工事 平成19年4月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ、制御盤他移動工事 平成19年4月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 展開ｴﾘｱ内不要設備撤去工事 平成19年3月～4月

神奈川県藤沢市 精密機器メーカー C-6設備撤去工事 平成19年3月

神奈川県座間市 自動車関連メーカー ﾃｽﾄｺｰｽ撤去に伴う上水配管切り回し工事 平成19年3月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 圧入機撤去工事 平成19年3月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 油圧ﾕﾆｯﾄ撤去工事 平成19年3月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 低圧鋳造機撤去工事 平成19年3月

神奈川県相模原市 自動車メーカー ３号棟２階ｺﾝﾍﾞｱ類撤去工事 平成19年3月

神奈川県厚木市 自動車メーカー MBR　SIDE実験型廃却 平成19年3月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー 不要試験装置排気ﾀﾞｸﾄ撤去工事 平成19年3月～4月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー 旧粉体供給室空調機撤去工事 平成19年3月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー 旧２ﾗｲﾝ前処理屋外設備撤去工事 平成19年3月

福岡県京都郡 自動車メーカー 塗装ﾗｲﾝ着脱荷設備撤去工事 平成19年3月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー 塗装１－1ﾗｲﾝ　板金休憩所他撤去工事 平成19年3月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー 塗装１－1ﾗｲﾝ　ﾊﾝｶﾞｰ待避線他撤去工事 平成19年3月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー 塗装１－１ﾗｲﾝ　ﾊﾝｶﾞｰ搬送ｺﾝﾍﾞｱ撤去工事 平成19年3月

栃木県上三川町 自動車メーカー ﾈｯﾄ上空設備撤去工事 平成19年3月

栃木県上三川町 自動車メーカー ﾌﾞﾘｽﾀｰﾌﾞｰｽ撤去工事 平成19年3月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー P-SFT高速耐久試験用操作盤廃却 平成19年2月

栃木県上三川町 自動車メーカー 旧防錆ﾗｲﾝ設備撤去工事 平成19年2月～3月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー ﾃｽﾀｰﾗｲﾝ設備撤去工事 平成19年2月

栃木県上三川町 自動車メーカー ｷﾞﾔｾｯﾄ加工ﾗｲﾝ仕上研削盤撤去工事 平成19年2月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ﾐﾆﾌﾟﾗﾝﾄ排ガス装置他撤去工事 平成19年2月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー ４号水管式ﾎﾞｲﾗｰ撤去工事 平成19年2月～3月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 連続式調室炉撤去工事 平成19年2月～3月
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栃木県真岡市 自動車関連メーカー ﾌﾟﾚｽ機下部ﾋﾟｯﾄ内清掃 平成19年2月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー G213214設備撤去工事 平成19年2月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー F1工場不要物分別作業 平成19年2月

福岡県京都郡 自動車メーカー 第一車体ﾛﾎﾞｯﾄ他中古買取 平成19年1月

神奈川県座間市 自動車関連メーカー 水処理初沈殿槽秘匿ﾌｪﾝｽ設置工事 平成19年1月～2月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 変電設備廃却工事 平成19年1月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 混流ﾌﾞﾛｯｸ遊休設備撤去工事 平成19年1月

神奈川県横浜市 自動車メーカー RH溶解炉撤去工事 平成19年1月

栃木県真岡市 機械製造メーカー 成形機　冷凍配管作業 平成19年1月～2月

栃木県真岡市 機械製造メーカー 射出成形機移設工事 平成19年1月～2月

栃木県上三川町 自動車メーカー ﾈｯﾄ上空撤去廃却工事 平成19年1月～2月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー FF-Lｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ組立天井設備撤去工事 平成19年1月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー 塗装工場固定資産扱い設備売却 平成19年1月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー 設備移動 平成19年1月

神奈川県厚木市 自動車メーカー 技術開発完了設備廃却工事 平成18年12月

栃木県上三川町 自動車メーカー ﾄﾘﾑﾗｲﾝ及び付帯設備撤去工事 平成18年12月～平成19年1月

神奈川県座間市 自動車関連メーカー F7507（CW)移設工事 平成18年12月～平成19年1月

神奈川県横浜市 自動車メーカー SDC4号機撤去工事 平成18年12月～平成19年1月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ＳＲ仕上ﾗｲﾝ撤去工事 平成18年12月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 塗装3-1ﾗｲﾝ旧水砥ぎｵｰﾌﾞﾝ撤去工事 平成18年12月～平成19年1月

神奈川県座間市 自動車関連メーカー ｼｰﾄ助力装置取り外し工事 平成18年12月

神奈川県座間市 自動車関連メーカー ２００系詰所移設工事 平成18年12月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー 汎用試験機の設備売却 平成18年12月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー 12月度固定資産売却工事 平成18年12月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー ﾈｯﾄ上不要ﾊﾟﾈﾙ移動 平成18年12月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー W-1同厚ﾚｰｻﾞｰ溶接ﾗｲﾝ撤去工事 平成18年12月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー 部品塗装設備撤去工事 平成18年12月

神奈川県横浜市 運送会社 溶接機搬出工事 平成18年12月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 遊休設備撤去工事 平成18年12月
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神奈川県横浜市 自動車メーカー 混流ｸﾗﾝｸ焼入れ機撤去工事 平成18年12月

神奈川県座間市 自動車関連メーカー F7527（NCM)移設工事 平成18年11月～平成19年1月

神奈川県座間市 自動車関連メーカー ﾊﾞｽﾊﾟｰ移設 平成18年11月～平成19年1月

神奈川県座間市 自動車メーカー ２地区３地区不要設備撤去工事 平成18年11月～

神奈川県平塚市 自動車メーカー ﾌｧｲﾅﾙ防錆設備撤去工事 平成18年11月～12月

福岡県京都郡 自動車メーカー R50 FR/RR FLOOR MAIN RH LINE設備撤去工事 平成18年11月

福岡県京都郡 自動車メーカー R50 FR FLOOR 他設備撤去工事 平成18年11月

福岡県京都郡 自動車メーカー R50 FLOOR MAIN 搬送設備撤去工事 平成18年11月

福岡県京都郡 自動車メーカー R50 FLOOR MAIN LINE設備撤去工事 平成18年11月～12月

栃木県上三川町 自動車メーカー ｷﾞﾔｾｯﾄ加工ﾗｲﾝ仕上研削盤撤去工事 平成18年11月

栃木県上三川町 自動車メーカー 遊休ｴﾘｱ設備撤去工事 平成18年11月

福岡県京都郡 自動車メーカー ﾛﾎﾞｯﾄ及び付属品売却 平成18年11月

神奈川県厚木市 自動車メーカー 試作工場遊休設備売却 平成18年11月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー F/D組立室定盤撤去及び埋め戻し工事 平成18年11月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ﾛﾎﾞｯﾄ取り出し移設工事 平成18年11月

福岡県京都郡 自動車メーカー R50 FR/RR Door　Hem RH LINE設備撤去工事 平成18年9月～10月

福岡県京都郡 自動車メーカー J31 T/LID HEM LINE設備撤去工事 平成18年9月～10月

福岡県京都郡 自動車メーカー P12 Food Hem Line　設備撤去工事 平成18年9月～10月

神奈川県藤沢市 精密機器メーカー 航機工場解体撤去工事 平成18年10月～

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ﾛｰﾀﾞｰ他設備撤去工事 平成18年10月～12月

神奈川県藤沢市 精密機器メーカー 地中不要物撤去工事 平成18年10月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー アクスル加工ﾄﾛﾝｽﾌｧｰﾏｼﾝ撤去工事 平成18年10月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ及び歯切盤搬送装置撤去工事 平成18年10月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー 計測器他設備撤去工事 平成18年10月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ﾀｰﾎﾞﾗｲﾝ撤去工事 平成18年10月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 遊休設備撤去工事 平成18年10月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ｱﾙﾐ溶接設備集約及びﾚｲｱｳﾄ変更 平成18年10月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー FMSﾗｲﾝ撤去工事 平成18年10月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー 廃棄物ﾘｻｲｸﾙ処理作業 平成18年10月
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神奈川県厚木市 自動車関連メーカー 403棟3F半無音響室撤去工事 平成18年10月

埼玉県比企郡 自動車関連メーカー 06年9月固定資産売却 平成18年10月

神奈川県座間市 自動車関連メーカー T/Fｼｭﾐﾚｰﾀｰ他撤去工事 平成18年10月

神奈川県座間市 自動車関連メーカー 旧第三車対冷却水装置撤去工事 平成18年10月

神奈川県座間市 自動車関連メーカー CCO取材棟不要設備撤去工事 平成18年10月

福岡県京都郡 自動車メーカー R50 Hood Hem Line　設備撤去工事 平成18年9月～10月

福岡県京都郡 自動車メーカー P12 Back Door Hem Line　設備撤去工事 平成18年9月～10月

福岡県京都郡 自動車メーカー R50 Back Door Hem Line　設備撤去工事 平成18年9月～10月

東京都品川区 自動車販売会社 ﾘﾌﾄ設備撤去工事 平成18年9月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ﾌｫｰｸ呼び出し盤撤去工事 平成18年9月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ﾄﾗﾝｽ及びｺﾝﾃﾞﾝｻｰ撤去工事 平成18年9月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 溶接設備撤去及び移設工事 平成18年9月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー ﾐｽﾄｸﾚｸﾀｰﾀﾞｸﾄ補修・撤去工事 平成18年9月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ﾄﾗﾝｽ及びｺﾝﾃﾞﾝｻｰ搬出工事 平成18年8月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ｴﾝｼﾞﾝﾃｽﾄ設備撤去工事 平成18年8月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー 空調用不要ﾀﾞｸﾄ撤去工事 平成18年8月

神奈川県相模原市 自動車メーカー 1号棟10P 2層棚撤去工事 平成18年8月

福岡県京都郡 自動車メーカー ﾄﾘﾑｱｳﾄ側安全ﾈｯﾄ撤去工事 平成18年8月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー ﾄﾘﾑｺﾝﾍﾞｱ及びﾘﾌﾀｰ他 不要設備撤去工事 平成18年8月

栃木県真岡市 自動車関連メーカー ﾌﾟﾚｽ機地下部ﾋﾟｯﾄ内清掃 平成18年8月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー VGﾗｲﾝﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱﾄﾗﾌ撤去工事 平成18年8月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー 第一成形工場ﾊﾞﾝﾊﾟｰ搬送装置撤去工事 平成18年8月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー ﾄﾘﾑ移載ﾊﾝｶﾞｰ撤去工事 平成18年8月

群馬県渋川市 特殊鋼メーカー ﾓｰﾙﾄﾞ研掃装置撤去工事 平成18年8月

群馬県渋川市 特殊鋼メーカー CC設備解体・撤去工事 平成18年8月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー C/D撤去及び追加 平成18年7月

神奈川県座間市 自動車メーカー 技術開発完了設備廃却工事 平成18年7月

埼玉県比企郡 自動車関連メーカー 塗装設備撤去工事 平成18年7月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 油地下ﾀﾝｸ撤去工事 平成18年7月
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神奈川県横浜市 自動車メーカー ｸﾗﾝｸ仕上JK5028機撤去工事 平成18年7月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ﾊﾆｶﾑ溶接自動ﾗｲﾝ設備移動工事 平成18年7月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ﾊﾆｶﾑ溶接自動ﾗｲﾝ解体・撤去工事 平成18年7月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ﾊﾆｶﾑ溶接自動ﾗｲﾝﾛﾎﾞｯﾄ抜き取り工事 平成18年7月

群馬県渋川市 特殊鋼メーカー 23・24号炉撤去工事 平成18年7月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 開発試作工場ロボット設置・移設工事 平成18年6月

栃木県上三川町 自動車メーカー 旧ｼｬｼｰＮｏ３ﾗｲﾝ設備撤去工事 平成18年6月

栃木県上三川町 自動車メーカー 旧PBS安全ﾈｯﾄ撤去工事 平成18年6月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー 総合試験棟ﾊﾞﾝｻﾞｲC/Ｄ日射装置撤去工事 平成18年6月

栃木県上三川町 自動車メーカー ＮＣ旋盤中古売却 平成18年6月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー ｼｬｼｰOHC撤去工事(第二次) 平成18年6月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ撤去工事 平成18年6月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 水処理設備撤去工事 平成18年6月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ｴﾝｼﾞﾝﾃｽﾄ耐久実験室設備撤去工事 平成18年6月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 屋外未使用ﾀﾝｸ撤去工事 平成18年6月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 溶接設備移設工事 平成18年6月

神奈川県厚木市 自動車メーカー 特高変電設備引取り 平成18年5月

神奈川県座間市 自動車メーカー 2地区第二塗装工場内設備撤去工事 平成18年5月

福岡県京都郡 自動車メーカー PBSｺﾝﾍﾞｱ他撤去工事 平成18年5月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー 自動機及び制御盤他撤去工事 平成18年5月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 磁気探傷機撤去工事 平成18年5月

神奈川県横浜市 自動車メーカー YD組立ｴﾝｼﾞﾝ搬送OHC撤去工事 平成18年5月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー 中塗りｵｰﾌﾞﾝ階段一次撤去工事 平成18年5月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー ｼｬｼｰOHC撤去工事(第一次) 平成18年5月

栃木県上三川町 自動車メーカー ﾌﾛｱｰﾒｲﾝ増し打ちﾗｲﾝ撤去工事 平成18年5月

神奈川県座間市 自動車メーカー ２地区第二塗装工場内設備撤去工事 平成18年4月～

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 電気ﾎｲｽﾄ解体・移設工事 平成18年4月

福岡県京都郡 自動車メーカー #1-2ﾌﾟﾚﾄﾘﾑﾗｲﾝ撤去工事 平成18年4月

福岡県京都郡 自動車メーカー 第一塗装旧上塗設備撤去工事 第二期 平成18年4月
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栃木県上三川町 自動車メーカー 旧ﾌｧｲﾅﾙｴﾘｱ各種設備撤去工事 平成18年4月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ/油圧ﾀﾝｸ/操作盤撤去工事 平成18年4月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 冷間転造機撤去工事 平成18年4月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー 設計地区不要設備撤去工事 平成18年3月

埼玉県比企郡 自動車関連メーカー CO2分析計撤去及び移設工事 平成18年3月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 圧型測定用ﾄﾗﾝｽｶﾞｰｼｭﾐﾚｰﾀｰ撤去工事 平成18年3月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー 旧IPﾊﾟﾈﾙ置場ｴﾘｱ整備付帯工事 平成18年3月

神奈川県藤沢市 精密機器メーカー LPGﾌﾟﾗﾝﾄ設備解体工事 平成18年3月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ｴﾝｼﾞﾝﾃｽﾄ集合排気管撤去工事 平成18年3月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ｴﾝｼﾞﾝﾃｽﾄHﾚｰﾙ撤去工事 平成18年3月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 冷温水機撤去工事 平成18年3月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 変電所ﾄﾗﾝｽ設備撤去工事 平成18年3月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 洗浄機撤去工事 平成18年3月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー 2軸摩擦試験設備撤去工事 平成18年3月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー 固定資産廃却 平成18年3月

神奈川県厚木市 自動車メーカー 防爆大型恒温槽撤去工事 平成18年2月

神奈川県横浜市 自動車メーカー SD樹脂生産設備撤去工事 平成18年2月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 触媒ﾐﾆﾌﾟﾗﾝﾄ焼却炉撤去工事 平成18年2月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 試作ﾚｲｱｳﾄ変更追加 平成18年2月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 試作ﾚｲｱｳﾄ変更 平成18年2月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 遊休設備移動 平成18年2月

栃木県上三川町 自動車メーカー 遊休設備撤去工事 平成18年2月

栃木県真岡市 自動車関連メーカー プレス機地下ﾋﾟｯﾄ清掃 平成18年2月

福島県いわき市 自動車関連メーカー ｼﾘﾝﾀﾞｰﾌﾞﾛｯｸ加工ﾗｲﾝ工場間搬送装置撤去工事 平成18年2月

福島県いわき市 自動車関連メーカー ｼﾘﾝﾀﾞｰﾌﾞﾛｯｸ含侵装置撤去工事 平成18年2月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー 第一組立ｼｬｼｰﾊﾝｶﾞｰ ８台一時抜き取り 平成18年1月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー 2L PBSﾗｲﾝｲｱﾝﾀｰﾛｯｸ配線工事 平成18年1月

神奈川県横浜市 自動車メーカー １０００tﾌﾟﾚｽ集塵機撤去工事 平成18年1月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 試作工場ﾚｲｱｳﾄ変更 平成18年1月
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神奈川県横浜市 自動車メーカー 誘導加熱装置撤去工事 平成18年1月

神奈川県川崎市 自動車販売会社 立体駐車場移設、解体撤去工事 平成18年1月

東京都青梅市 自動車販売会社 屋上看板撤去工事 平成18年1月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー T/C単体試験機撤去工事 平成18年1月

福岡県京都郡 自動車メーカー 車軸工場R50ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ組立ﾗｲﾝ撤去工事 平成18年1月～3月

福岡県京都郡 自動車メーカー 第一塗装工場旧上塗系設備撤去工事 平成18年1月～3月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー 第二ﾕﾆｯﾄ車輌整備ﾋﾞﾆｰﾙｶｰﾃﾝ取り付け 平成17年12月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー 第一塗装ﾋﾟｱｽﾛﾎﾞｯﾄ撤去作業 平成17年12月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 製品搬送ｺﾝﾍﾞｱ撤去工事 平成17年12月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 遊休設備撤去工事 平成17年12月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ﾅｯﾄﾗﾝﾅｰ移設工事 平成17年12月

栃木県上三川町 自動車メーカー #120B/M仮打ち架台撤去工事 平成17年12月

栃木県真岡市 自動車関連メーカー No16ﾌﾟﾚｽ機搬出 平成17年12月

東京都港区 商社 乃木坂ﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ残置什器類処分 平成17年12月

神奈川県座間市 建設会社 ﾋﾟｯﾄ内照明器具撤去工事 平成17年12月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー 遊休設備撤去、廃却工事 平成17年12月

福島県いわき市 自動車メーカー ｴﾝｼﾞﾝ工場物流SPCﾚｰﾙ撤去工事 平成17年12月～18年1月

福岡県京都郡 自動車メーカー 第一組立工場ｼｬｼｰｺﾝﾍﾞｱ撤去工事 平成17年12月～18年1月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー 第一塗装工場不要配管撤去工事 平成17年11月～12月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー ｱﾙﾐﾘﾌﾀｰ、仕上げ加工ﾗｲﾝ設備移設 平成17年11月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー PSﾎﾟﾝﾌﾟ、ｷﾞﾔ移設工事 平成17年11月

栃木県上三川町 自動車メーカー アクスル塗装装置撤去工事 平成17年11月～12月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー T70ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ加工Bﾗｲﾝ撤去工事 平成17年11月

群馬県渋川市 特殊鋼メーカー SRH設備解体工事 平成17年11月

神奈川県藤沢市 精密機器メーカー ラック倉庫解体工事 平成17年11月～12月

神奈川県座間市 自動車メーカー ｽｸﾗｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ撤去工事(2) 平成17年11月～12月

神奈川県座間市 自動車メーカー ｽｸﾗｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ撤去工事(1) 平成17年11月～12月

神奈川県座間市 自動車メーカー ﾍﾞｰﾗｰﾌﾟﾚｽ撤去工事 平成17年11月

神奈川県座間市 自動車メーカー T/Fﾌﾟﾚｽｽｸﾗｯﾌﾟ処理装置撤去工事 平成17年11月
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神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー 第一組立No3Kﾗｲﾝ制御盤撤去工事 平成17年11月

神奈川県横浜市 自動車メーカー YF426連続調質炉撤去工事 平成17年11月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー 不要物撤去廃却工事 平成１７年１０月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー No3Kﾗｲﾝｺﾝﾍﾞｱ用制御盤撤去工事 平成１７年１０月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー 成形工場不要設備撤去工事 平成１７年１０月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー 動電型加振機撤去工事 平成１７年１０月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー ｴﾝｼﾞﾝ１０号ﾍﾞﾝﾁ動力計移設 平成１７年１０月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー GAS/STAY設備移設 平成１７年１０月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー 設備撤去工事 平成１７年１０月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ｼｰﾄ搬送ｺﾝﾍﾞｱ撤去工事 平成１７年１０月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ｵｰﾄﾏｵｲﾙ供給装置撤去工事 平成１７年１０月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ｽﾋﾟﾆﾝｸﾞﾄﾗｲｱﾙ撤去工事 平成１７年１０月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 冷却設備撤去工事 平成１７年１０月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 材料供給装置一部撤去工事 平成１７年１０月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー ５０００tﾌﾟﾚｽ搬出ｺﾝﾍﾞｱ撤去廃却工事 平成１７年１０月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー 8月度固定資産廃却 平成17年9月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー 9月度固定資産廃却 平成17年9月

神奈川県厚木市 自動車メーカー 潤滑ﾎﾟﾝﾌﾟ1号移設 平成17年9月

神奈川県相模原市 自動車メーカー 1号棟ﾊﾞｰﾁｶﾙｺﾝﾍﾞｱ撤去工事 平成17年9月

栃木県上三川町 自動車メーカー 旧PBSｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞｺﾝﾍﾞｱ、ﾚｰﾙ撤去工事 平成17年8月～10月

福岡県京都郡 自動車メーカー 第一組立#1-2ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑﾗｲﾝ撤去工事 平成１７年　８月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー 暫定ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ液物充填装置撤去工事 平成１７年　８月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑﾌﾞﾚｰｷｵｲﾙ充填装置撤去工事 平成１７年　８月

福岡県京都郡 自動車メーカー #2-1ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑﾗｲﾝ安全ﾈｯﾄ撤去工事 平成１７年　８月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー ＃７号機２０００ｔ成形ﾌﾟﾚｽ撤去工事 平成１７年　８月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ撤去工事 平成１７年　８月

神奈川県横浜市 自動車メーカー TM4584材料供給装置撤去工事 平成１７年　８月

神奈川県横浜市 自動車メーカー VGﾌﾞﾛｯｸ集塵機撤去工事 平成１７年　８月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ｱﾙﾐ溶接ﾗｲﾝ撤去及び移設工事 平成１７年　８月
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神奈川県横浜市 自動車販売会社 立体駐車場解体撤去工事 平成１７年　８月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー RE３地区不要設備撤去工事 平成１７年　８月

栃木県真岡市 自動車関連メーカー ﾌﾟﾚｽ棟地下ﾋﾟｯﾄ清掃 平成１７年　８月

福島県いわき市 自動車関連メーカー 物流SPCﾚｰﾙ部分撤去工事 平成１７年　８月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー １塗装台車清掃用ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ装置撤去工事 平成１７年　７月～９月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 冷熱設備撤去 平成１７年　７月～８月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 含浸装置撤去工事 平成１７年　７月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 機械工場詰所解体工事 平成１７年　７月

栃木県上三川町 自動車メーカー 溶接用ﾛﾎﾞｯﾄ中古買取り 平成１７年　７月

神奈川県厚木市 自動車メーカー 単体摩擦試験機移設 平成１７年　７月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー 遊休設備撤去工事 平成１７年　７月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー 組立ﾗｲﾝエンジン搬送ｺﾝﾍﾞｱ撤去工事 平成１７年　７月

福岡県京都郡 自動車メーカー #1-2旧ﾀｲﾔAssyﾗｲﾝ撤去工事 平成１７年　７月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー 第一塗装安全ﾈｯﾄ嵩上げ工事 平成１７年　７月

栃木県上三川町 自動車メーカー Ｙ３４ﾌﾛｱｰｻﾌﾞ撤去工事 平成１７年　６月～７月

神奈川県座間市 自動車メーカー 休憩場解体撤去工事 平成１７年　６月

静岡県沼津市 自動車関連メーカー 焼却炉解体撤去工事 平成１７年　６月

神奈川県横浜市 自動車販売会社 立体駐車場解体撤去工事 平成１７年　６月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー 設備撤去＆移設工事 平成１７年　６月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 縦ﾌﾗｲｽ盤中古買取り 平成１７年　５月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー PSﾎﾟﾝﾌﾟ性能試験機移設工事 平成１７年　５月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー 備品移動工事 平成１７年　５月

栃木県上三川町 自動車メーカー ﾛﾎﾞｯﾄ引抜き工事 平成１７年　５月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 不要設備撤去工事 平成１７年　５月

福岡県京都郡 自動車メーカー 旧２ﾗｲﾝ系塗装設備撤去工事 平成１７年　４月～６月

栃木県上三川町 自動車メーカー F3造型機他設備撤去工事 平成１７年　４月～６月

神奈川県横浜市 自動車メーカー VGﾌﾞﾛｯｸ加工ﾗｲﾝ撤去工事 平成１７年　４月～６月

福岡県京都郡 自動車メーカー D22ﾅｯｸﾙｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ加工ﾗｲﾝ撤去工事 平成１７年　４月～６月

神奈川県横須賀市 建設会社 No3ﾎﾞｲﾗｰ用煙突撤去 平成１７年　４月～５月
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埼玉県比企郡 自動車関連メーカー ﾎﾞｲﾗｰ他不要設備撤去工事 平成１７年　４月～５月

福島県いわき市 自動車メーカー 物流SPC、自動ﾗｯｸ解体工事 平成１７年　４月～５月

福岡県京都郡 運送会社 第一塗装工場ﾌﾛｱｰｺﾝﾍﾞｱ撤去工事 平成１７年　４月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー 営業所事務所解体撤去工事 平成１７年　４月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー Z80組立機撤去工事 平成１７年　４月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー 防錆油塗布装置他撤去工事 平成１７年　４月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ２地区受電設備撤去 平成１７年　４月

神奈川県横浜市 自動車メーカー Ｅ／Ｄ改修に伴う撤去＆切り回し工事 平成１７年　３月～４月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ３地区遊休設備撤去工事 平成１７年　３月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 台上試験機撤去工事 平成１７年　３月

埼玉県比企郡 自動車関連メーカー 不要設備撤去工事 平成１７年　３月

栃木県芳賀郡 化学製品製造メーカー パレット架台解体工事 平成１７年　３月

栃木県真岡市 自動車関連メーカー プレス成形機ダクト清掃 平成１７年　３月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー 不要設備撤去廃却 平成１７年　３月

神奈川県厚木市 自動車メーカー 計測室整備に伴う設備撤去工事 平成１７年　３月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー 大型複合総合試験機撤去工事 平成１７年　３月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 台上試験機撤去工事 平成１７年　３月

福岡県京都郡 自動車メーカー ﾘﾔﾌﾞﾚｰｷﾄﾞﾗﾑ加工ﾗｲﾝ他設備撤去工事 平成１７年　２月～３月

福岡県京都郡 自動車メーカー 低級音加振機用環境試験装置撤去工事 平成１７年　２月

埼玉県比企郡 自動車関連メーカー ｽﾄﾚｰｼﾞﾀﾝｸ＆集塵機撤去工事 平成１７年　２月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー ｽｰﾊﾟｰＵＶ＆恒温槽移設工事 平成１７年　２月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ロボット移設工事 平成１７年　２月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー 環境試験装置既設ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ撤去工事 平成１７年　２月

神奈川県厚木市 自動車メーカー ﾚｰｻﾞｰ加工設備撤去工事 平成１７年　１月～２月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー D90短軸ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｻﾌﾞ組立機撤去工事 平成１７年　１月

神奈川県横須賀市 建設機械メーカー 旧U/Cﾌﾞｰｽ空調機ﾀﾞｸﾄ撤去跡雨仕舞他 平成１７年　１月

神奈川県大和市 化学製品製造メーカー 不要設備撤去 平成１７年　１月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ撤去工事 平成１７年　１月

神奈川県横浜市 建設会社 ﾚｰﾙ移動工事 平成１７年　１月
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神奈川県横須賀市 自動車メーカー 塗装工場旧アンダーコート設備撤去工事 平成１６年　１２月～２月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー 設備移設工事 平成１６年　１２月～１月

神奈川県横浜市 自動車メーカー X線CTｽｷｬﾅｰ装置用付帯設備撤去工事 平成１６年　１２月～１月

神奈川県横浜市 自動車メーカー VGｶﾑ加工ﾗｲﾝ撤去工事 平成１６年　１２月～１月

栃木県上三川町 自動車メーカー 塗装試験設備撤去工事 平成１６年　１２月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 既設設備撤去工事 平成１６年　１２月

神奈川県川崎市 運送会社 自動小物仕分けﾊﾟﾚﾀｲｽﾞ解体工事 平成１６年　１２月

神奈川県厚木市 自動車メーカー 設備移設工事 平成１６年　１２月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー 固定資産設備廃却 平成１６年　１２月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー 不要物撤去工事 平成１６年　１２月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー ｱﾙﾐ溶解炉撤去工事 平成１６年　１２月

神奈川県厚木市 自動車メーカー 残置物撤去工事 平成１６年　１２月

神奈川県横浜市 自動車販売会社 立体駐車場撤去工事 平成１６年　１２月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー 事務所不要設備撤去工事 平成１６年　１２月

神奈川県綾瀬市 自動車関連メーカー ｼｰﾄ組立ｺﾝﾍﾞｱ撤去工事 平成１６年　１２月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー M21084他設備撤去工事 平成１６年　１２月

栃木県真岡市 自動車関連メーカー ﾋﾟｯﾄ清掃 平成１６年　１２月

埼玉県比企郡 自動車関連メーカー 真空洗浄装置撤去工事 平成１６年　１２月

福岡県京都郡 自動車メーカー R50ﾅｯｸﾙｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ加工ﾗｲﾝ設備撤去工事 平成１６年　１１月～１月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー 放電加工機移設工事 平成１６年　１１月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 集塵機撤去工事 平成１６年　１１月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー 圧造工場ハイドロテル撤去工事 平成１６年　１１月

栃木県上三川町 自動車メーカー 遊休設備撤去工事 平成１６年　１１月

福岡県京都郡 自動車メーカー ﾘﾔｱｸｽﾙｹｰｽ溶接加工ライン設備撤去工事 平成１６年　１１月～１２月

福岡県京都郡 自動車メーカー R50ﾅｯｸﾙｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ加工ライン設備撤去工事 平成１６年　１１月～１２月

福岡県京都郡 自動車メーカー №１テスターライン不要設備撤去工事 平成１６年　１１月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ラインボーラー撤去工事 平成１６年　１１月

埼玉県川越市 自動車メーカー 重量物設備廃却 平成１６年　１１月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ＃１カチオン設備撤去工事 平成１６年　１１月
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栃木県上三川町 自動車関連メーカー Ｚ１００ｱｳﾀｰﾚｰｽ加工ライン撤去工事 平成１６年　１１月

東京都世田谷区 自動車販売会社 塗装設備他撤去工事 平成１６年　１１月

静岡県富士市 自動車関連メーカー 円筒研削盤解体・買取り 平成１６年　１１月

神奈川県厚木市 自動車メーカー ８０２棟ＣＯ2レーザー加工機撤去工事 平成１６年　１０月

神奈川県厚木市 自動車メーカー 過流探傷装置・ビード検査機撤去工事 平成１６年　１０月

埼玉県川越市 自動車メーカー 重量物不要物撤去工事 平成１６年　１０月

福岡県京都郡 自動車メーカー 第２ライン冷凍機室撤去工事 平成１６年　１０月

栃木県上三川町 自動車メーカー Y34 Ｂ／Ｓライン設備撤去工事 平成１６年　１０月～１１月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 材料供給設備撤去工事 平成１６年　１０月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 冷熱設備新設に伴う既設設備撤去工事 平成１６年　１０月

東京都品川区 自動車販売会社 設備撤去及び埋戻し 平成１６年　１０月

埼玉県比企郡 自動車関連メーカー １０月度不要設備撤去工事 平成１６年　１０月

神奈川県相模原市 土木会社 ＦＣ倉庫棚撤去工事 平成１６年　１０月

福島県いわき市 自動車メーカー 三次元測定機撤去工事 平成１６年　９月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー ドア工場遊休設備撤去工事 平成１６年　９月

福岡県京都郡 自動車メーカー ＃１－３ライン固定資産撤去工事 平成１６年　９月

神奈川県座間市 自動車メーカー 第三水処理タンク撤去工事 平成１６年　９月～１０月

栃木県上三川町 自動車メーカー 旧排ガス測定装置撤去工事 平成１６年　９月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ＦＣ設備撤去工事 平成１６年　９月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー ﾌｧﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ性能試験機移動・廃却工事 平成１６年　９月

神奈川県厚木市 自動車メーカー ８０２棟２Ｆテスター室ダイナモ撤去工事 平成１６年　８月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー シャシーＡライン作業台撤去工事 平成１６年　８月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー 第１車体工場不要設備撤去工事 平成１６年　８月～９月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー シート搬送コンベア撤去工事 平成１６年　８月～９月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー ドアサブ搬送台車撤去工事 平成１６年　８月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー 非常用自家発電機撤去工事 平成１６年　８月

栃木県上三川町 自動車メーカー 見学者通路撤去工事 平成１６年　８月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 第二低温棟冷却塔撤去工事 平成１６年　８月

神奈川県横浜市 自動車メーカー クーリングタワー撤去工事 平成１６年　８月
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横浜市瀬谷区 自動車関連メーカー 三ツ境寮解体・改修工事 平成１６年　８月～１１月

山梨県南アルプス市 自動車関連メーカー 宮地寮解体工事 平成１６年　８月～１０月

東京都羽村市 自動車メーカー 床裏防錆剤及びタンク撤去工事 平成１６年　８月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 遊休設備撤去、売却 平成１６年　８月

神奈川県相模原市 自動車メーカー １号棟中物２層棚詰所撤去工事 平成１６年　７月

栃木県上三川町 自動車メーカー ナックルステアリング加工ライン撤去工事 平成１６年　７月～８月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ３地区設計通用門看板撤去工事 平成１６年　７月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 駐車場撤去工事 平成１６年　７月

群馬県渋川市 特殊鋼メーカー 旧ＨＲ仕上げ列残設備解体工事 平成１６年　７月～８月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 配管ダクト撤去工事 平成１６年　６月～７月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー ＧＩハウジング加工ライン撤去工事 平成１６年　６月

神奈川県綾瀬市 自動車関連メーカー 不要設備撤去工事 平成１６年　６月

群馬県渋川市 特殊鋼メーカー 旧ＨＲ仕上げ列解体移設工事 平成１６年　６月～７月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー トリムＡラインユニットヒーター撤去工事 平成１６年　５月

栃木県上三川町 自動車メーカー Ｒ２０５ Ｈ／Ｐ加工ライン撤去・移設 平成１６年　５月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー 旋盤搬送装置撤去工事 平成１６年　５月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー プレス機械移設工事 平成１６年　５月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー ジャトコ不要設備撤去工事 平成１６年　５月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー ストラット試験機撤去工事 平成１６年　５月

長野県飯山市 自動車関連メーカー 不要設備撤去工事 平成１６年　５月～６月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー シャワーテスター撤去工事 平成１６年　５月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー オルタネーター試験機撤去工事 平成１６年　５月

静岡県富士市 自動車関連メーカー 塗装ライン撤去工事 平成１６年　５月

東京都日野市 自動車メーカー レーザー加工設備撤去工事 平成１６年　５月

東京都日野市 自動車メーカー 真空成形機解体撤去工事 平成１６年　５月

神奈川県厚木市 自動車メーカー ９０１棟１Ｆ既設設備撤去工事 平成１６年　４月

神奈川県厚木市 自動車メーカー ３０２棟・３０３棟機械撤去工事 平成１６年　４月～５月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー １地区ボイラー用№２煙突解体工事 平成１６年　４月～５月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー 第２組立工場Ｚ３３車専用設備撤去工事 平成１６年　４月
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神奈川県横須賀市 自動車メーカー 第２組立工場トリムＢライン冷風装置撤去工事 平成１６年　４月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー 第１車体工場旧ドアライン撤去工事 平成１６年　４月～５月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー 第１車体工場フロア設備撤去工事 平成１６年　４月～５月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー 第１車体工場Ｂ／ＳＩＤＥ搬送ライン撤去工事 平成１６年　４月～５月

栃木県上三川町 自動車メーカー Ｒ－ＲＩＭ成形機撤去工事 平成１６年　４月～５月

栃木県上三川町 自動車メーカー ５号館既設空調機撤去工事 平成１６年　４月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ５０００ｔプレス自動搬送装置撤去工事 平成１６年　４月～５月

群馬県邑楽郡 自動車関連メーカー 塗装設備解体撤去工事 平成１６年　４月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー マシニングセンター設置 平成１６年　４月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー スカイライナーＣ／Ｖ撤去工事 平成１６年　４月～５月

群馬県渋川市 特殊鋼メーカー 旧仕上げ床面テーブル撤去工事 平成１６年　４月

群馬県渋川市 特殊鋼メーカー Ｆ５後面テーブル解体撤去工事 平成１６年　４月

神奈川県厚木市 自動車メーカー 固定資産廃却工事 平成１６年　３月

福島県いわき市 自動車メーカー クランクシャフト詰所他撤去工事 平成１６年　３月

栃木県上三川町 自動車メーカー 食堂設備撤去 平成１６年　３月

栃木県上三川町 自動車メーカー Ｈ／Ｐピニオン設備移設 平成１６年　３月

栃木県上三川町 自動車メーカー シート加熱装置撤去工事 平成１６年　３月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ＫＨＣ振動ミル撤去工事 平成１６年　３月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 連続式調室炉撤去工事 平成１６年　３月～４月

長野県北佐久郡 自動車販売会社 軽井沢寮解体工事 平成１６年　３月～４月

栃木県真岡市 自動車関連メーカー 集塵機撤去工事 平成１６年　３月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー Ｔ／Ｍオイル注入ロボット撤去工事 平成１６年　３月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 真円度測定機移設工事 平成１６年　３月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー 可傾式アルミ溶解炉撤去工事 平成１６年　３月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ３階厨房ダクト撤去工事 平成１６年　４月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー ３月固定資産廃却工事 平成１６年　３月

福岡県京都郡 自動車メーカー 第一塗装工場旧２ライン系設備撤去工事 平成１６年　２月～７月

神奈川県相模原市 自動車メーカー ３号棟遊休設備撤去工事 平成１６年　２月～３月

栃木県上三川町 自動車メーカー Ｒ２０５ Ｈ／Ｐ加工ライン撤去 平成１６年　２月
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神奈川県横浜市 自動車メーカー Ｈレール、クレーン撤去工事 平成１６年　２月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 空調ダクト撤去工事 平成１６年　２月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー 集塵機ダクト撤去工事 平成１６年　２月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー 第３塗装工場置換タンク撤去工事 平成１６年　２月

神奈川県平塚市 自動車関連メーカー 定盤・三次元測定機移設工事 平成１６年　２月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー 放電加工機移設工事 平成１６年　２月

神奈川県相模原市 自動車関連メーカー ４号棟雨よけ撤去工事 平成１６年　２月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー 旧ドアライナー成形機解体・梱包・海上輸送 平成１６年　２月～３月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー キュービクル他撤去 平成１６年　２月

栃木県上三川町 自動車メーカー 低鋳機保持炉ガス化工事 平成１６年　１月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー コンベア設備他廃却 平成１６年　１月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 中２階設備取外し 平成１６年　１月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 食堂、厨房設備解体移設工事 平成１６年　１月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 試作工場設備移設工事 平成１６年　１月

埼玉県川越市 自動車関連メーカー プレス機械解体・買取り 平成１６年　１月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー プレス機械解体・買取り 平成１６年　１月

神奈川県厚木市 自動車メーカー ８０２棟レイアウト変更工事 平成１５年　１２月

神奈川県厚木市 自動車メーカー ９０４棟４柱リフト撤去工事 平成１５年　１２月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー ４号機２０００トン射出成形機撤去工事 平成１５年　１２月～１月

栃木県上三川町 自動車メーカー Ｒ２０５ Ｈ／Ｐ加工ライン撤去工事 平成１５年　１２月

栃木県上三川町 自動車メーカー Ｈ１９０デフケース加工ライン撤去工事 平成１５年　１２月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ５０００ｔプレスｲﾝﾀﾞｸｼｮﾝﾋｰﾀｰ設備撤去工事 平成１５年　１２月～１月

神奈川県横浜市 自動車メーカー エンジン吸入空調機撤去工事 平成１５年　１２月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー 旋盤撤去工事 平成１５年　１２月

神奈川県座間市 自動車関連メーカー 水処理場放流槽架台修理 平成１５年　１２月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー 原液タンク配管撤去工事 平成１５年　１２月～１月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー プレミックスタンク配管撤去工事 平成１５年　１２月～１月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー テンイタ・ワキイタ設備移設工事 平成１５年　１２月

静岡県清水市 自動車関連メーカー 総合衛生管理システム撤去 平成１５年　１２月
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神奈川県清川村 食品メーカー 臨時駐車場不要設備廃却、産廃処理 平成１５年　１２月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー ブーツ高温試験機撤去、移設工事 平成１５年　１１月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 動力計他試験機撤去工事 平成１５年　１１月

神奈川県横浜市 自動車メーカー Ａ３３トラバン溶接ライン撤去工事 平成１５年　１１月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ガソリンスタンド解体工事 平成１５年　１１月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ﾘﾔｱｸｽﾙｹｰｽ加工ライン設備撤去工事 平成１５年　１１月～１２月

栃木県上三川町 自動車メーカー 食堂什器撤去工事 平成１５年　１１月

神奈川県厚木市 自動車メーカー 大型電源評価装置撤去工事 平成１５年　１１月

栃木県下都賀郡 研究機関 研究設備撤去工事 平成１５年　１０月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー 圧縮空気除湿装置撤去工事 平成１５年　１０月

埼玉県入間市 化学製品製造メーカー 乾燥釜移設工事 平成１５年　１０月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー ホイストクレーン撤去工事 平成１５年　１０月

栃木県真岡市 自動車関連メーカー 中２階コンベア撤去工事 平成１５年　１０月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ３地区鋳鍛事務所解体工事 平成１５年　１０月～１１月

栃木県上三川町 自動車メーカー Ａ３１フロントハブ加工ライン撤去工事 平成１５年　１０月

福岡県京都郡 自動車メーカー 既設ﾕﾆｯﾄﾏｳﾝﾄ設備撤去工事 平成１５年　１０月～１１月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー 総合研究所３３号棟油脂庫解体工事 平成１５年　１０月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー 設備機械譲渡 平成１５年　９月

神奈川県座間市 自動車メーカー 設備機械譲渡 平成１５年　９月

神奈川県藤沢市 自動車関連メーカー 集中溶解炉補修工事 平成１５年　９月

東京都台東区 自動車関連メーカー ピット埋め戻し工事 平成１５年　９月～１０月

栃木県鹿沼市 自動車関連メーカー ＮＣ旋盤他移設工事 平成１５年　９月

神奈川県鎌倉市 自動車関連メーカー 立体駐車機撤去工事 平成１５年　９月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ﾘﾝｸﾞｷﾞﾔ ｺｲﾆﾝｸﾞ用搬送コンベア撤去工事 平成１５年　９月～１０月

神奈川県横浜市 自動車メーカー １地区機械工場不要建屋解体工事 平成１５年　９月～１０月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ＱＰ４９５ライン鍛造プレス撤去工事 平成１５年　９月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ＱＰ４５１４プレス及びﾄﾘﾐﾝｸﾞﾌﾟﾚｽ他撤去工事 平成１５年　９月～１０月

栃木県上三川町 自動車メーカー 旧型車サービス工程撤去工事 平成１５年　９月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー 圧造工場周辺建屋解体工事 平成１５年　９月～１０月
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神奈川県横須賀市 自動車メーカー フロア増打ちコンベア撤去工事 平成１５年　９月～１０月

神奈川県座間市 自動車関連メーカー シーリングペイントシール設備撤去工事 平成１５年　８月

埼玉県富士見市 築炉メーカー アルミ溶解炉補修工事 平成１５年　８月

神奈川県横浜市 建設会社 グランシティ永田台新築工事に伴う解体工事 平成１５年　８月～９月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー ホイストクレーン移設工事 平成１５年　８月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 第一触媒工場ﾐﾆﾌﾟﾗﾝﾄ振動ﾐﾙ撤去工事 平成１５年　８月

福岡県京都郡 自動車メーカー ゲート粉砕機撤去工事 平成１５年　８月

福岡県京都郡 自動車メーカー 旧成形塗装消火設備撤去工事 平成１５年　８月

神奈川県横須賀市 製鋼メーカー 国内梱包ラインコンベア撤去工事 平成１５年　７月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー ドア工場Ａ３２ドアライン撤去工事 平成１５年　７月

栃木県真岡市 化学製品製造メーカー インジェクションマシン移動工事 平成１５年　７月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 解析室移設工事 平成１５年　７月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー 厨房機器撤去廃却工事 平成１５年　７月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ＲＢクランク加工ライン撤去工事 平成１５年　７月～９月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ３地区第一機械休憩所撤去工事 平成１５年　７月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 変電所撤去工事 平成１５年　７月

栃木県上三川町 自動車メーカー Ｒ１８０強化ハイポイドピニオン設備撤去工事 平成１５年　７月

栃木県上三川町 自動車メーカー 熱処理炉撤去工事 平成１５年　７月～８月

神奈川県座間市 自動車メーカー プレス解体撤去工事 平成１５年　７月～８月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー パワステオイル装置架台撤去工事 平成１５年　７月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー ２車体Ａ３３Ｂ／ＳＩＤＥライン撤去工事 平成１５年　６月～７月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー ２車体Ａ３３Ｂ／ＭＡＩＮライン撤去工事 平成１５年　６月～７月

栃木県真岡市 建設会社 ボイラー撤去工事 平成１５年　６月～７月

千葉県八千代市 建設会社 八千代工場改修工事 平成１５年　６月～７月

神奈川県座間市 自動車メーカー 中古機械譲渡 平成１５年　６月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ディーゼル分析機移設工事 平成１５年　６月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 試作工場クランク加工ライン移設工事 平成１５年　６月

栃木県真岡市 自動車関連メーカー 裁断機撤去工事 平成１５年　６月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー №２ライントリムコンベア撤去工事 平成１５年　６月～７月
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神奈川県横浜市 建設会社 焼却炉解体工事 平成１５年　５月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 乾燥炉撤去工事 平成１５年　５月

栃木県真岡市 自動車関連メーカー 鋳鉄工場内柱補修工事 平成１５年　５月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ＨＧ５００移設工事 平成１５年　５月

神奈川県厚木市 自動車メーカー ３０１棟局所排気装置撤去工事 平成１５年　５月

栃木県日光市 建設会社 焼却炉解体ＤＸＮ分析工事 平成１５年　４月

東京都品川区 食品メーカー 焼却炉解体工事 平成１５年　４月

愛知県東海市 非鉄金属メーカー 焼却炉解体ＤＸＮ分析工事 平成１５年　４月

群馬県渋川市 特殊鋼メーカー デスケーラーポンプ他撤去工事 平成１５年　４月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 空調機撤去工事 平成１５年　４月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ＶＧエンジン組立ライン撤去工事 平成１５年　４月～８月

栃木県上三川町 自動車メーカー 第二車体工場設備撤去工事 平成１５年　４月～９月

福岡県京都郡 自動車メーカー 成形天井設備撤去工事 平成１５年　４月

福島県いわき市 自動車メーカー 組立前サブライン上部梁撤去工事 平成１５年　４月

神奈川県厚木市 自動車メーカー ４０４棟暖房設備撤去工事 平成１５年　４月

神奈川県横浜市 自動車メーカー RB/EGブロック加工ライン撤去工事 平成１５年　４月～８月

埼玉県行田市 自動車関連メーカー ボイラー解体撤去工事 平成１５年　３月

栃木県真岡市 化学製品製造メーカー 熱入ロール移設工事 平成１５年　３月

日産福岡県京都郡 自動車関連メーカー 車軸工場遊休設備撤去工事 平成１５年　３月

福岡県京都郡 自動車メーカー バンパー塗装工場塗装設備撤去工事 平成１５年　３月～４月

東京都新宿区 官庁 焼却炉ＤＸＮ分析 平成１５年　３月

東京都新宿区 官庁 焼却炉解体工事 平成１５年　３月

茨城県石岡市 食品メーカー 焼却炉ＤＸＮ分析 平成１５年　３月

茨城県石岡市 食品メーカー 焼却炉解体工事 平成１５年　３月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 保全倉庫及びフォーク作業場建屋解体工事 平成１５年　３月～４月

神奈川県横浜市 自動車メーカー エンジン組立不要設備撤去工事 平成１５年　３月

神奈川県横浜市 自動車メーカー シリンダーブロック設備撤去工事 平成１５年　３月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ＣＣＲ設備撤去工事 平成１５年　３月

群馬県渋川市 特殊鋼メーカー Ａ炉加熱炉撤去工事 平成１５年　３月～４月
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東京都武蔵村山市 自動車メーカー 受電所コンデンサ撤去工事 平成１５年　３月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー プレス（ＱＰ７００９）撤去工事 平成１５年　３月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー プレス（ＱＰ４６５）撤去工事 平成１５年　３月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー 荒物破砕機撤去工事 平成１５年　３月

栃木県上三川町 自動車メーカー ２Ｌ＃２ライン設備撤去工事 平成１５年　３月

東京都目黒区 自動車関連メーカー 集中溶解炉補修工事 平成１５年　２月

栃木県宇都宮市 製薬会社 ＤＸＮ対策土入替工事 平成１５年　２月

栃木県宇都宮市 製薬会社 焼却炉撤去工事 平成１５年　２月

福岡県京都郡 自動車メーカー 機械工場コンロッド加工用設備撤去工事 平成１５年　２月

栃木県真岡市 自動車関連メーカー ＬＰ１取出し装置撤去工事 平成１５年　２月

神奈川県横浜市 自動車メーカー Ｔ－１０９棟解体工事 平成１５年　２月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 第二集中チップコンベア撤去工事 平成１５年　２月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー コンベア、ＲＯ設備撤去工事 平成１５年　２月

栃木県上三川町 自動車メーカー Ｈ２６０ギヤキャリア加工ライン撤去工事 平成１５年　２月

栃木県上三川町 自動車メーカー 重油タンク撤去工事 平成１５年　２月～３月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー 第二品質保証課試験機廃却 平成１５年　２月

神奈川県座間市 自動車メーカー ２地区西側ｽﾀﾝｼｮﾝ不要配管撤去工事 平成１５年　２月～３月

神奈川県座間市 自動車メーカー １地区西側ｽﾀﾝｼｮﾝ不要配管撤去工事 平成１５年　２月～３月

神奈川県座間市 自動車メーカー 焼鈍炉撤去工事 平成１５年　２月～３月

福岡県京都郡 自動車メーカー 第一組立工場不要設備撤去工事 平成１５年　１月

福岡県京都郡 自動車メーカー 車軸工場排気ファン撤去工事 平成１５年　１月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ＥＧカムライン撤去工事 平成１５年　１月

神奈川県横浜市 自動車メーカー １地区ユニットヒーター撤去工事 平成１５年　１月

埼玉県川口市 石油メーカー パーキング舗装工事 平成１５年　１月

埼玉県川口市 石油メーカー ガソリンスタンド解体工事 平成１５年　１月～２月

神奈川県相模原市 自動車メーカー １号棟ダイアナ設備撤去工事 平成１５年　１月～２月

神奈川県座間市 自動車メーカー 東京都武蔵村山市プレス設置に伴う設備撤去工事 平成１５年　１月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー フロアーメイン増打ライン撤去工事 平成１５年　１月

栃木第二車軸工場 自動車メーカー 粉体塗装ライン撤去工事 平成１５年　１月～２月
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栃木第二鋳造工場 自動車メーカー 中子設備撤去工事 平成１５年　１月～３月

福岡県京都郡 自動車メーカー 車軸工場設備解体撤去工事 平成１４年　１２月

神奈川県藤沢市 築炉メーカー 集中溶解炉バーナー交換 平成１４年　１２月

神奈川県厚木市 自動車メーカー 電制システム実験室試験機撤去工事 平成１４年　１２月

神奈川県座間市 自動車メーカー ＢＳ０測定室タイマー架台撤去工事 平成１４年　１２月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー プラットホーム排気ガス排気装置撤去工事 平成１４年　１２月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー インスト搬送コンベア撤去工事 平成１４年　１２月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー 昇降機撤去工事 平成１４年　１２月

東京都江戸川区 自動車販売会社 工場内土間解体工事 平成１４年　１２月

東京都江戸川区 自動車販売会社 ４柱リフト、ハンガー撤去工事 平成１４年　１２月

福岡県京都郡 自動車メーカー R５０フロントハブ加工ライン撤去工事 平成１４年　１１月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ４号館３Fダクト撤去工事 平成１４年　１１月

栃木県真岡市 自動車関連メーカー 焼却炉解体撤去工事 平成１４年　１１月

栃木県上三川町 自動車メーカー 金型加工設備移設 平成１４年　１１月

神奈川県相模原市 自動車関連メーカー ４号棟増築に伴うテント撤去工事 平成１４年　１１月

神奈川県厚木市 自動車メーカー 不要設備撤去工事 平成１４年　１０月

福岡県京都郡 自動車メーカー コンロッド加工ライン撤去工事 平成１４年　１０月

福岡県京都郡 自動車メーカー ＃１－２ライン不要設備撤去工事 平成１４年　１０月

神奈川県藤沢市 築炉メーカー 集中溶解炉酸化物除去 平成１４年　１０月

神奈川県藤沢市 築炉メーカー スパイラル炉搬入 平成１４年　１０月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 燃料実験棟既設設備撤去 平成１４年　１０月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー 遊休設備撤去工事 平成１４年　１０月

埼玉県比企郡 自動車関連メーカー 焼却炉解体撤去工事 平成１４年　１０月

福島県いわき市 自動車メーカー Ｃ／Ｈ加工ライン３次元測定機撤去工事 平成１４年　１０月

栃木第二車軸工場 自動車メーカー スパイダー自動組立設備撤去工事 平成１４年　９月

栃木第一車軸工場 自動車メーカー ギヤオイル供給装置移設工事 平成１４年　９月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー ボールゲージ研削ライン搬送装置撤去工事 平成１４年　９月

神奈川県横浜市 自動車メーカー リアハブ加工ライン設備撤去工事 平成１４年　８月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 制御冷却装置撤去工事 平成１４年　８月
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福岡県京都郡 自動車メーカー ユニットマウントライン撤去工事 平成１４年　８月

千葉県市川市 自動車関連メーカー ５００ｔ油圧プレス他撤去工事 平成１４年　８月

福岡県京都郡 自動車メーカー ボディサイド工程ＰＳＷ他撤去工事 平成１４年　８月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー 成形プレス・排気装置撤去工事 平成１４年　８月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー ライナー成形機移設工事 平成１４年　８月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー ＱＴサスＥＱライン撤去工事 平成１４年　８月

栃木県上三川町 自動車メーカー ﾊｲﾎﾟｲﾄﾞﾋﾟﾆｵﾝ加工ﾗｲﾝ設備移設・撤去工事 平成１４年　８月

栃木県上三川町 自動車メーカー 水系洗浄装置他撤去工事 平成１４年　８月

栃木県上三川町 自動車メーカー アルミロードホイル加工ライン撤去工事 平成１４年　８月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ＳＲｼﾘﾝﾀﾞｰﾌﾞﾛｯｸ用低圧鋳造機撤去工事 平成１４年　８月～９月

福岡県京都郡 自動車メーカー 第１上塗ブース養生設置撤去工事 平成１４年　７月

東京都立川市 建設会社 テクノ東京㈱２０３号棟現状復旧工事 平成１４年　７月

神奈川県相模原市 自動車メーカー ３号棟２階バケットコンベア改造工事 平成１４年　７月～８月

神奈川県綾瀬市 自動車関連メーカー ＬＰＧタンク積替場コンテナ撤去工事 平成１４年　７月

福岡県京都郡 自動車メーカー エンジン部品加工ライン設備撤去工事 平成１４年　７月～１０月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー プラットホームコンベア撤去工事 平成１４年　７月～９月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー Ｖカット設備、プレス他移設工事 平成１４年　６月～８月

神奈川県横浜市 自動車メーカー スタブシャフト加工ライン撤去工事 平成１４年　６月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー 梱包機他移設工事 平成１４年　６月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー 塗装ブース撤去工事 平成１４年　６月～７月

神奈川県座間市 自動車関連メーカー 上水タンク撤去工事 平成１４年　６月

神奈川県座間市 自動車メーカー 公道横断歩道橋撤去工事 平成１４年　５月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー ＮＣ裁断機撤去工事 平成１４年　４月

栃木県上三川町 自動車関連メーカー 洗浄機他遊休設備撤去工事 平成１４年　４月

神奈川県横浜市 自動車メーカー コモンエンジン加工用設備撤去工事 平成１４年　４月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー ＮＯ１トリムライン付帯設備撤去工事 平成１４年　４月

神奈川県厚木市 自動車メーカー レール定盤廃却工事 平成１４年　４月

福岡県京都郡 自動車メーカー 生物ろ過槽充填材撤去工事 平成１４年　４月

神奈川県横浜市 自動車メーカー リン酸処理装置撤去工事 平成１４年　３月
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栃木県上三川町 自動車関連メーカー ボールゲージ研削ライン撤去工事 平成１４年　３月

福岡県京都郡 自動車メーカー Y61ﾒﾝﾊﾞｰｻｲﾄﾞ作業用空調ダクト撤去工事 平成１４年　３月

東京都武蔵村山市 自動車メーカー R34ドアインナー他J/R設備撤去工事 平成１４年　３月

栃木県上三川町 自動車メーカー B14ﾅｯｸﾙｽﾃｱﾘﾝｸﾞ加工ﾗｲﾝ撤去工事 平成１４年　３月

栃木県上三川町 自動車メーカー 低圧鋳造炉及び集塵機撤去工事 平成１４年　３月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー 三次元測定機用定盤移設工事 平成１４年　３月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 設計４号館屋上冷却塔撤去工事 平成１４年　２月

神奈川県横浜市 自動車メーカー CA/CDｸﾗﾝｸ＆EGｶﾑ加工ﾗｲﾝ撤去工事 平成１４年　２月～４月

栃木県真岡市 自動車関連メーカー ２Ｂライン設備撤去工事（２期） 平成１４年　２月～４月

神奈川県座間市 自動車メーカー 工機工場天井クレーン撤去工事 平成１４年　２月

神奈川県横須賀市 造船メーカー 浦賀工場木造事務所・タンク解体工事 平成１４年　２月

神奈川県厚木市 自動車メーカー 大型プロッター撤去工事 平成１４年　２月

神奈川県厚木市 自動車メーカー DEA/大型自動製図機撤去工事 平成１４年　２月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー A33 B/MAIN増打及びﾒﾀﾙﾗｲﾝ撤去工事 平成１４年　２月～３月

栃木県上三川町 自動車メーカー Ｒ２００デフ加工ライン設備撤去工事 平成１４年　２月

福岡県京都郡 自動車メーカー 自動アーク溶接機排気ダクト撤去工事 平成１４年　２月

栃木県真岡市 自動車関連メーカー 鋳物割機移設工事 平成１４年　２月

栃木県真岡市 自動車関連メーカー ２Ｂライン設備撤去工事（１期） 平成１４年　１月

栃木県上三川町 自動車メーカー ＸＦ用ﾃﾞﾌｹｰｽ加工ﾗｲﾝ設備撤去工事 平成１４年　１月～２月

福岡県京都郡 自動車メーカー ＃１－２ライン見学者通路撤去工事 平成１３年　１２月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー ２次加工ライン設備撤去・移設工事 平成１３年　１２月

神奈川県厚木市 自動車メーカー 過振機撤去工事 平成１３年　１２月

神奈川県厚木市 自動車メーカー 電着塗装実験装置撤去工事 平成１３年　１２月

愛知県西尾市 塗装設備会社 杉安工業㈱塗装設備撤去工事 平成１３年　１２月

神奈川県寒川町 自動車関連メーカー 固定資産廃却移動工事 平成１３年　１２月

埼玉県日高市 自動車メーカー 焼却炉撤去工事 平成１３年　１２月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 低鋳機撤去工事 平成１３年　１１月

東京都羽村市 自動車メーカー ｼﾞｮｲﾝﾄｹｰｽ・ｻﾎﾟｰﾄｱｰﾑﾗｲﾝ撤去工事 平成１３年　１１月～１２月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー ＃４ベーラープレス撤去改造工事 平成１３年　１０月
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京都府宇治市 自動車メーカー 小松製４００ｔプレス撤去工事 平成１３年　１０月～１２月

千葉市中央区 建設会社 第一勧業銀行千葉寮解体工事 平成１３年　９月～１１月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ＣＲブロック低圧鋳造機撤去工事 平成１３年　９月～１０月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ｾﾝﾀｰﾒﾝﾊﾞｰ溶接ライン設備撤去移設工事 平成１３年　９月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー 溶接ラインロボット抜き取り工事 平成１３年　９月

栃木県真岡市 自動車関連メーカー 第５工場塗装設備撤去工事 平成１３年　９月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ＲＢトップライン撤去工事 平成１３年　８月

神奈川県横浜市 建設会社 新潟鉄工神奈川県横浜市解体工事 平成１３年　７月～１０月

神奈川県川崎市 建設会社 第一実験棟及び動物実験棟解体工事 平成１３年　７月～８月

東京都武蔵村山市 自動車メーカー 受電設備撤去工事 平成１３年　８月

栃木県真岡市 化学製品製造メーカー アルミタンク撤去工事 平成１３年　８月

栃木県真岡市 自動車関連メーカー 鋳鉄鋳造工場内部建屋解体工事 平成１３年　８月～９月

栃木県真岡市 自動車関連メーカー ヘッドレスト移設工事 平成１３年　８月

栃木県真岡市 自動車関連メーカー 自動軟水機設置工事 平成１３年　７月～８月

栃木県真岡市 自動車関連メーカー 貫流ボイラー設置工事 平成１３年　７月～８月

栃木県真岡市 自動車関連メーカー ＳＣＭボイラー撤去工事 平成１３年　７月

栃木県真岡市 自動車関連メーカー 焼却炉撤去工事 平成１３年　７月

福岡県京都郡 自動車メーカー 旧フレームラインドロップリフター撤去工事 平成１３年　７月

栃木県上三川町 自動車メーカー ＃１４ライントランスファープレス撤去工事 平成１３年　７月～８月

栃木県真岡市 自動車関連メーカー ＬＰＧタンク撤去工事 平成１３年　６月～７月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 連続焼戻し炉撤去工事 平成１３年　６月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー 耐火塗装ブース及び試験室撤去工事 平成１３年　６月

神奈川県川崎市 建設会社 ＳＢ・ＳＣ・ＳＤ棟解体工事 平成１３年　５月～６月

神奈川県横浜市 自動車メーカー １６００ｔプレス移設工事 平成１３年　５月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 北倉庫解体工事 平成１３年　５月

東京都青梅市 自動車関連メーカー パームロック設備撤去工事 平成１３年　５月

福岡県京都郡 自動車メーカー ＫＤ工場駆動ライン他設備撤去工事 平成１３年　５月

福岡県京都郡 自動車メーカー プラットホームコンベア撤去工事 平成１３年　４月～５月

福岡県京都郡 自動車メーカー ﾀｲﾔﾊﾞﾗﾝｻｰ及び周辺設備撤去工事 平成１３年　４月～５月
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東京都武蔵村山市 自動車メーカー ６号ボイラー撤去工事 平成１３年　３月～４月

福岡県京都郡 自動車メーカー フレーム工場燃料タンクライン設備撤去工事 平成１３年　３月

福岡県京都郡 自動車メーカー ﾌﾛﾝﾄｳｨﾝﾄﾞ接着剤塗布装置撤去工事 平成１３年　３月

福岡県京都郡 自動車メーカー ＫＤ工場固定資産撤去工事 平成１３年　３月

福岡県京都郡 自動車メーカー ﾌﾛﾝﾄｶﾊﾞｰﾗｲﾝ不要設備撤去工事 平成１３年　３月

大分県宇佐市 自動車関連メーカー 設備廃却撤去工事 平成１３年　３月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー 焼却炉撤去工事 平成１３年　３月

栃木県真岡市 自動車関連メーカー ウレタンカーペット設備撤去工事 平成１３年　３月

栃木県上三川町 自動車メーカー Ｎ１５フロントハブ加工ライン撤去工事 平成１３年　３月

神奈川県川崎市 建設会社 ＭＣ棟解体工事 平成１３年　２月～３月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 重整備保全場他解体工事 平成１３年　２月～３月

神奈川県川崎市 建設会社 冷却設備撤去工事 平成１３年　２月

栃木県上三川町 自動車メーカー 等速Ｄ／Ｓ組立ライン撤去工事 平成１３年　２月

栃木県上三川町 自動車メーカー Ｒ／Ｗ工場設備撤去工事 平成１３年　２月～３月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー 工作室及び焼却場付帯設備撤去工事 平成１３年　１月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 高圧モーター取外し・取付け工事 平成１３年　１月

東京都武蔵村山市 自動車メーカー マーチ車体転用設備撤去工事 平成１３年　１月

神奈川県川崎市 自動車関連メーカー ロボット旧ブース跡撤去工事 平成１２年　１２月

神奈川県川崎市 自動車関連メーカー ＣＣＲ室撤去工事 平成１２年　１２月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー 空気工水配管他撤去工事 平成１２年　１２月

福岡県京都郡 自動車メーカー 潤滑油自動供給装置撤去工事 平成１２年　１２月

福岡県京都郡 自動車メーカー エンジン組立習熟コンベア撤去工事 平成１２年　１２月

福岡県京都郡 自動車メーカー ｴﾝｼﾞﾝ組立ﾗｲﾝ他工場移管設備移設工事 平成１２年　１２月

福岡県京都郡 自動車メーカー エンジン組立ライン設備撤去工事 平成１２年１２月～１３年２月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー ＮＣ裁断機移設・撤去工事 平成１２年　１２月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ハブ加工ライン設備移設工事 平成１２年　１２月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ＮＣＡライン撤去工事 平成１２年　１２月

福岡県京都郡 自動車メーカー ＃２ブランキングサイドパイラー撤去工事 平成１２年　１２月～１月

福岡県京都郡 自動車メーカー Ｎ１５　４ＷＤフロアライン設備撤去工事 平成１２年　１２月
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福岡県京都郡 自動車メーカー Ｎ１５エアボックス工程設備撤去工事 平成１２年　１２月

福岡県京都郡 自動車メーカー 遊休安全ネット他撤去工事 平成１２年　１２月

福岡県京都郡 自動車メーカー ＷＤ２１リアドアライン他撤去工事 平成１２年　１２月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ＹＤクランク加工ラインＮＣ旋盤撤去工事 平成１２年　１２月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー 塗装設備撤去工事 平成１２年　１１月～１２月

福岡県京都郡 自動車メーカー 設備改造に伴う養生他工事 平成１２年　１０月～１２月

神奈川県綾瀬市 自動車関連メーカー ＮＣ裁断機搬入据付工事 平成１２年　１０月

羽村工場 自動車メーカー 不要設備撤去工事 平成１２年　１０月～１１月

神奈川県川崎市 建設会社 テント倉庫他解体工事 平成１２年　１０月～１１月

神奈川県川崎市 建設会社 メッキ工場解体工事 平成１２年　１０月～１１月

神奈川県相模原市 建設会社 Ｆ１職場梁下設備撤去工事 平成１２年　１０月

神奈川県綾瀬市 自動車関連メーカー 工作室内部撤去工事 平成１２年　９月

栃木県真岡市 自動車関連メーカー 鋳造工場Ｔライン配湯設備撤去工事 平成１２年　９月

神奈川県大和市 自動車販売会社 レッドロブスター看板撤去・設置工事 平成１２年　９月

神奈川県綾瀬市 自動車関連メーカー 内装撤退に伴う固定資産設備撤去工事 平成１２年　９月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー エンジン組立ライン設備移設工事 平成１２年　９月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ネジ切り盤移設工事 平成１２年　９月

神奈川県横浜市 土木会社 プレス型置場舗装に伴う型移動工事 平成１２年　８月～９月

神奈川県座間市 自動車メーカー 産機移転に伴う第二塗装工場設備撤去工事 平成１２年　８月～１０月

神奈川県厚木市 自動車メーカー 油圧源室換気設備撤去工事 平成１２年　８月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー １５００ｔプレスメインギヤ組付工事 平成１２年　８月

栃木県真岡市 自動車関連メーカー タンク他撤去工事 平成１２年　８月

栃木県真岡市 自動車関連メーカー 鋳鉄鋳造ライン撤去工事 平成１２年　８月

神奈川県相模原市 自動車関連メーカー 第三工場床工事 平成１２年　８月～９月

神奈川県相模原市 自動車関連メーカー ピストンボトム組立室撤去工事 平成１２年　８月

神奈川県相模原市 自動車関連メーカー ＨＵ太物ライン梁下設備撤去工事 平成１２年　８月

神奈川県座間市 自動車関連メーカー 資源回収ボックス製作 平成１２年　７月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー ストレージコンベア跡地土間補修工事 平成１２年　８月

栃木県真岡市 自動車関連メーカー 天井成形プレス移設・撤去工事 平成１２年　７月
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神奈川県相模原市 自動車関連メーカー 第一工場梁下設備撤去工事 平成１２年　７月～８月

栃木県上三川町 自動車メーカー 第三塗装設備撤去工事 平成１２年　７月～９月

栃木県上三川町 自動車メーカー Ｃ２００系Ｆ／Ｄ組立ラインＣ／Ｖ撤去工事 平成１２年　７月

東京都墨田区 自動車関連メーカー 立体駐車機撤去工事 平成１２年　７月

神奈川県綾瀬市 自動車関連メーカー ヘッドレスト加工機撤去及びピット埋戻し 平成１２年　７月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー ＮＣ裁断機移設に伴う付帯工事 平成１２年　７月～８月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ６００ｔ油圧プレス撤去工事 平成１２年　６月～７月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー ストレージタンク撤去工事 平成１２年　６月

栃木県真岡市 自動車関連メーカー 高剛性引張試験機撤去工事 平成１２年　６月

神奈川県川崎市 建設会社 通路舗装及び土間解体工事 平成１２年　６月

神奈川県川崎市 建設会社 食堂棟他解体工事 平成１２年　５月～６月

神奈川県大和市 自動車関連メーカー 遊休設備撤去工事 平成１２年　５月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー アルミ保持炉撤去工事 平成１２年　５月

神奈川県座間市 自動車メーカー 試作エリア秘匿幕設置工事 平成１２年　５月

神奈川県座間市 建設会社 第一組立工場改修に伴う設備他撤去工事 平成１２年　４月～５月

栃木県上三川町 自動車メーカー 第三組立工場不要設備撤去工事 平成１２年　４月～５月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ＶＧエンジン組立ライン設備撤去工事 平成１２年　４月～５月

栃木県上三川町 自動車メーカー ｱﾙﾐR/W塗装ﾗｲﾝ着色塗装ライン撤去工事 平成１２年　４月～５月

栃木県上三川町 自動車メーカー 遊休設備撤去工事 平成１２年　４月

栃木県上三川町 自動車メーカー アクスル部品加工ライン移設工事 平成１２年　３月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー 焼入炉・油槽撤去工事 平成１２年　３月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー クランク歪み取り炉撤去工事 平成１２年　３月

神奈川県綾瀬市 自動車関連メーカー ウレタン設備撤去工事 平成１２年　３月

神奈川県綾瀬市 自動車関連メーカー 天井成形機撤去工事 平成１２年　３月

群馬県藤岡市 自動車関連メーカー 射出成形機撤去工事 平成１２年　３月

栃木県真岡市 自動車関連メーカー 遊休設備撤去工事 平成１２年　３月

栃木県大宮市 自動車関連メーカー 旧大宮製作所ＦＯＤ建物解体工事 平成１２年　３月～４月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー №１２ ２０００ｔ成形機撤去工事 平成１２年　３月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー 赤外線オーブン撤去工事 平成１２年　３月
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神奈川県横浜市 自動車メーカー 総合廃水系汚泥処理装置撤去工事 平成１２年　３月

栃木県上三川町 自動車メーカー ｱﾙﾐR/W塗装ﾗｲﾝ天井ﾜｰｸ搬送ｺﾝﾍﾞｱ撤去 平成１２年　３月

栃木県上三川町 自動車メーカー ｱﾙﾐR/W塗装ﾗｲﾝ中和処理装置撤去工事 平成１２年　３月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー 溶接ライン不要設備撤去工事 平成１２年　３月

埼玉県比企郡 自動車関連メーカー 老朽化成形機撤去工事 平成１２年　３月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ３地区３号ボイラー撤去工事 平成１２年　３月

福岡県京都郡 自動車メーカー 機関工場組立ライン設備撤去工事 平成１２年　２月～３月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ハブペイント装置撤去工事 平成１２年　２月～３月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 鍛熱課調室炉撤去工事 平成１２年　３月

神奈川県横浜市 自動車メーカー パネル駆動№２内箱ライン撤去工事 平成１２年　３月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー 門型洗車機他遊休設備撤去工事 平成１２年　３月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー 車体エリア内設備撤去工事 平成１２年　３月

東京都武蔵村山市 自動車メーカー 排水処理設備撤去工事 平成１２年　３月

東京都武蔵村山市 自動車メーカー 廃棄物焼却炉撤去工事 平成１２年　３月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー 第二工場塗装№３ライン不要設備撤去工事 平成１２年　３月

福岡県京都郡 自動車メーカー 固定資産扱い不要設備撤去工事 平成１２年　２月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー 第１・２・３塗装工場不要設備撤去工事 平成１２年　２月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー 塗装工場旧２５０前処理電着設備撤去工事 平成１２年　２月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー 塗装工場旧２５０生産設備撤去工事 平成１２年　２月

神奈川県厚木市 自動車メーカー 大型プロッター撤去工事 平成１２年　２月

神奈川県横浜市 建設会社 フィルタープレス・動力倉庫解体工事 平成１２年　２月

神奈川県平塚市 建設会社 部品倉庫建屋解体工事 平成１２年　１月～４月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ２地区鋳造事務所及び更衣室解体工事 平成１１年　１２月

神奈川県横須賀市 自動車関連メーカー シュレッダーダスト直接溶融炉撤去工事 平成１１年　１２月

神奈川県横浜市 自動車関連メーカー テント倉庫移設工事 平成１１年　１２月

福岡県京都郡 自動車メーカー ブレーキダイナモ試験機撤去工事 平成１１年　１２月

福岡県京都郡 自動車メーカー 塗料カス焼却炉撤去工事 平成１１年　１２月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー 車体工場遊休設備撤去工事 平成１１年　１２月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー ＬＰＧ液化ガス充填装置撤去工事 平成１１年　１２月
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神奈川県横須賀市 自動車メーカー ＃１ベーラープレス設備撤去工事 平成１１年　１２月

静岡県沼津市 商社 立体駐車機撤去工事 平成１１年　１２月

神奈川県大和市 自動車関連メーカー ３０ｔ打抜きプレス他移設工事 平成１１年　１２月

栃木県上三川町 自動車メーカー 第２メタルライン設備撤去工事 平成１１年　１２月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー ＣＡヘッドサブライン設備撤去工事 平成１１年　１２月

神奈川県座間市 自動車関連メーカー パレット置場及び２ライン遊休設備撤去工事 平成１１年　１０月

神奈川県川崎市 建設会社 工場建屋他解体工事（２期） 平成１１年９月～１２年５月

群馬県邑楽町 自動車関連メーカー 不要設備撤去工事 平成１１年　９月

東京都武蔵村山市 自動車メーカー ボイラープラント重油タンク撤去工事 平成１１年　９月～１０月

神奈川県平塚市 自動車関連メーカー 焼却炉移設工事 平成１１年　９月

栃木県上三川町 自動車メーカー Ｚ８０系等速Ｄ／Ｓ組立ライン撤去工事 平成１１年　９月

福岡県京都郡 自動車メーカー 港湾作業員休憩所解体工事 平成１１年　９月

東京都武蔵村山市 自動車メーカー 鋼板洗浄ﾗｲﾝローラーレベラー撤去工事 平成１１年　８月

福島県いわき市 自動車関連メーカー カチオン塗装ライン撤去工事 平成１１年　８月

神奈川県相模原市 自動車メーカー ３号棟コンベヤ設備撤去・改造工事 平成１１年　７月～８月

神奈川県座間市 建設会社 試作工場建屋解体工事 平成１１年　６月

東京都品川区 不動産会社 日産東大井車庫立体駐車機撤去工事 平成１１年　６月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ＶＧテストリペアライン撤去工事 平成１１年　５月

神奈川県座間市 建設会社 サニーホール他解体工事（２期） 平成１１年　４月～５月

神奈川県座間市 建設会社 本館地下冷却装置撤去工事 平成１１年　４月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー ＺＢ計画に伴う設備展開場所整地工事 平成１１年　４月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー ＃２ベーラーバラ出し対応工事 平成１１年　４月～５月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ＣＡヘッド加工ライン設備撤去工事 平成１１年　３月～４月

奥多摩　小河内ダム 自動車メーカー 水質観測船撤去廃却 平成１１年　３月

東京都大田区 建設会社 鵜の木ﾏﾝｼｮﾝ計画に係る既存建物解体工事 平成１１年　３月～５月

東京都杉並区 建設会社 荻窪ﾏﾝｼｮﾝ計画に係る既存建物解体工事 平成１１年　２月～３月

神奈川県平塚市 建設会社 日産車体㈱清風寮・山王寮解体工事 平成１１年　２月～３月

栃木県上三川町 自動車メーカー Ｈ１９０ﾌｧｲﾅﾙﾄﾞﾗｲﾌﾞ組立ﾗｲﾝ撤去工事 平成１１年　２月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 小物自動仕分装置撤去工事 平成１１年　１月
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栃木県宇都宮市 自動車関連メーカー ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ加工ﾗｲﾝ集中クーラント撤去工事 平成１１年　１月

埼玉県比企郡 自動車関連メーカー ミキシングロール成形装置撤去工事 平成１０年　１２月

千葉県松戸市 自動車関連メーカー 塗装設備撤去工事 平成１０年　１２月

神奈川県相模原市 自動車メーカー ｺﾝﾍﾞｱﾗｲﾝ及びエア機器改造移設工事 平成１０年　１２月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー 廃棄物集合処理場焼却炉撤去工事 平成１０年　１２月

神奈川県横浜市 建設会社 六ッ川日産寮解体工事 平成１０年　１１月～１月

神奈川県座間市 建設会社 サニーホール他解体工事 平成１０年　１１月～１２月

栃木県宇都宮市 食品メーカー 工場・倉庫・煙突他解体工事 平成１０年　１１月～１２月

神奈川県座間市 建設会社 マルチ工場・第四パネル倉庫建屋解体工事 平成１０年　１１月～１２月

神奈川県座間市 建設会社 マルチ工場・第四パネル倉庫設備撤去工事 平成１０年　１０月～１１月

神奈川県大和市 金属メーカー 大和営業所建屋・土間解体工事 平成１０年　１０月～１１月

栃木県上三川町 自動車メーカー 第二組立ライン設備関係撤去工事 平成１０年　１０月～１１月

神奈川県平塚市 自動車関連メーカー 簡易ブース＆オーブン他撤去工事 平成１０年　１０月

神奈川県平塚市 自動車メーカー Ｙ３１ Ｂ／ＭＡＩＮライン設備撤去工事 平成１０年　１０月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー ９３号棟設備廃却に伴う撤去工事 平成１０年　１０月

神奈川県横浜市 自動車メーカー Ｂ１２センターメンバー溶接ライン撤去工事 平成１０年　９月

栃木県上三川町 自動車メーカー ﾊｲﾎﾟｲﾄﾞﾋﾟﾆｵﾝ用高周波焼鈍機撤去工事 平成１０年　９月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー ＃３ラインＰＢＳハンガー撤去工事 平成１０年　９月

神奈川県座間市 自動車メーカー Ｚ－１試作工場設備撤去工事 平成１０年　９月

東京都中野区 建設会社 旧事務棟建屋解体工事（２期） 平成１０年　８月～１０月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー ボール盤移設工事 平成１０年　８月

神奈川県座間市 自動車関連メーカー 油タンク等撤去工事 平成１０年　８月

福岡県京都郡 自動車関連メーカー 排水処理設備撤去工事 平成１０年　８月

神奈川県平塚市 自動車メーカー ＃２ヘミングプレス撤去工事 平成１０年　８月

東京都武蔵村山市 自動車メーカー 塗装工場前処理ブース撤去工事 平成１０年　８月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ﾍｯﾄﾞｻﾌﾞﾗｲﾝ用ﾍｯﾄﾞ&ｶﾑﾃﾞﾊﾟﾚﾀｲｻﾞ撤去工事 平成１０年　８月

栃木県上三川町 自動車メーカー 鋳造機用自動注湯装置撤去工事 平成１０年　８月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー ＲＩＭ成形機撤去工事 平成１０年　７月

神奈川県座間市 自動車メーカー 車両防錆工場設備撤去工事 平成１０年　６月～７月
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栃木県上三川町 自動車メーカー ﾌｧｲﾅﾙﾄﾞﾗｲﾌﾞ組立ﾗｲﾝ用洗浄機移設工事 平成１０年　５月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー ドア搬送オーバーヘッドＣ／Ｖ撤去工事 平成１０年　５月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰﾘﾝｸ溶接ライン撤去工事 平成１０年　５月

栃木県上三川町 自動車メーカー タイヤバランサー及びＣ／Ｖ撤去工事 平成１０年　５月

栃木県上三川町 自動車メーカー タイヤアッセンブリー設備撤去工事 平成１０年　５月

神奈川県綾瀬市 自動車関連メーカー ２００ｔプレス撤去工事 平成１０年　５月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 集中クーラント装置撤去工事 平成１０年　５月

神奈川県座間市 商社 ４００ｔダブルアクションプレス撤去工事 平成１０年　４月

神奈川県横浜市 自動車メーカー バンジョー加工ライン撤去工事 平成１０年　４月

神奈川県座間市 自動車メーカー ５００坪設備撤去工事 平成１０年　４月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 第３六層駆動外装作業ライン撤去工事 平成１０年　４月

東京都武蔵村山市 自動車メーカー 特殊溶接装置撤去工事 平成１０年　４月

神奈川県横浜市 建設会社 立体駐車場新築に伴う解体工事 平成１０年　４月

栃木県上三川町 自動車メーカー ギヤオイル供給装置撤去工事 平成１０年　４月

神奈川県川崎市 建設会社 本館・第一・第二工場他建屋解体工事 平成１０年　４月～８月

栃木県上三川町 自動車メーカー リン酸処理装置撤去工事 平成１０年　４月

神奈川県横浜市 自動車メーカー アルミ切粉溶解炉撤去工事 平成１０年　３月

神奈川県綾瀬市 建設会社 水槽解体工事 平成１０年　２月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ＱＦｱｯﾊﾟｰﾘﾝｸ溶接設備撤去工事 平成１０年　２月

神奈川県横浜市 自動車メーカー プレハブ自走式駐車場撤去工事 平成１０年　２月

神奈川県相模原市 自動車メーカー ２号棟梱包作業場ﾊﾞｰﾁｶﾙｺﾝﾍﾞｱ撤去工事 平成１０年　１月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 排煙装置撤去工事 平成１０年　１月

東京都武蔵村山市 自動車メーカー メタルライン屋外ギャラリー撤去工事 平成９年　１２月

東京都武蔵村山市 自動車メーカー 遊休検査設備廃却　（４０点） 平成９年　１２月

東京都武蔵村山市 自動車メーカー 第一メタルラインブース撤去工事 平成９年　１２月

東京都立川市 自動車関連メーカー プレハブ２棟他解体工事 平成９年　１１月

神奈川県藤沢市 建設会社 ボイラー撤去及び新設据付工事 平成９年　１１月

神奈川県横浜市 自動車メーカー １００ｔバーチカルプレス不要設備撤去工事 平成９年　１１月

東京都武蔵村山市 自動車メーカー Ｈ／Ｌ＆ＭＢＲ治具・ロボ工程移設工事 平成９年　１０月

53/55



工　事　場　所 受　　　注　　　先 工　　事　　件　　名 工　　　期

神奈川県相模原市 自動車メーカー ４号棟１階コンベア撤去工事 平成９年　１０月

栃木県上三川町 自動車メーカー 大型洗浄機及びＯＨＣ撤去工事 平成９年　１０月

神奈川県足柄氏 自動車関連メーカー Ｍ３００ライン撤去工事 平成９年　１０月

東京都武蔵村山市 土木会社 ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞﾊﾟｰｸ新設に伴う建屋解体工事 平成９年　９月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー リヤアクスルライン設備撤去工事 平成９年　９月

栃木県上三川町 建設会社 第一車軸ラックビル解体工事 平成９年　８月～９月

東京都武蔵村山市 自動車メーカー ＹＺ１９９３３他設備撤去工事 平成９年　８月

福岡県京都郡 自動車メーカー フレームラインＦＬ－３．８他撤去工事 平成９年　７月

東京都墨田区 自動車メーカー 両国分室家屋撤去及び駐車場仕様工事 平成９年　６月～７月

神奈川県座間市 自動車メーカー 第二・第三車体工場設備撤去工事 平成９年　５月～８月

神奈川県座間市 自動車関連メーカー タイマー架台撤去工事 平成９年　４月

神奈川県座間市 自動車メーカー 第一車体・第一塗装間脱臭炉撤去工事 平成９年　３月

神奈川県藤沢市 建設会社 川名社宅新築に伴う建屋解体工事 平成９年　２月～７月

神奈川県横浜市 自動車メーカー Ｆ１・Ｆ２集塵装置撤去工事 平成９年　２月～３月

神奈川県厚木市 自動車関連メーカー 溶湯鍛造機撤去工事 平成９年　２月

福岡県京都郡 自動車メーカー フレーム電着塗装及び乾燥炉撤去工事 平成９年　２月

タイ王国 自動車メーカー Ｍ／Ｓ　ＡＡＷ２号機移設工事 平成８年　１２月～５月

神奈川県横浜市 建設会社 旧販売教育学校寮棟解体工事 平成８年　１１月～１月

神奈川県座間市 自動車メーカー 第二組立工場２期設撤去工事 平成８年　９月～１２月

埼玉県比企郡 自動車関連メーカー 樹脂成形機撤去工事 平成８年　７月～８月

栃木県上三川町 自動車メーカー 第二車体工場設備撤去工事 平成８年　７月～８月

神奈川県座間市 自動車メーカー 第二組立工場設撤去工事 平成８年　６月～８月

神奈川県茅ケ崎市 自動車関連メーカー 工房車体加震室他撤去工事 平成８年　４月～５月

東京都武蔵村山市 自動車メーカー 排水処理場再生設備撤去工事 平成８年　４月

神奈川県相模原市 自動車メーカー ４号棟パレタイザー撤去工事 平成８年　４月

栃木県上三川町 自動車メーカー シャシーライン関係設備他撤去工事 平成８年　３月～４月

栃木県上三川町 自動車メーカー トリムライン関係設備他撤去工事 平成８年　３月～４月

埼玉県大宮市 自動車メーカー 旧大宮製作所一部解体工事 平成８年　２月～５月

福岡県京都郡 自動車メーカー フレーム安全ネット撤去工事 平成８年　１月
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神奈川県座間市 自動車メーカー 第三車体工場設備撤去工事 平成７年　１２月～１月

神奈川県相模原市 自動車メーカー ４号棟デパレタイザー撤去工事 平成７年　１２月

神奈川県座間市 自動車メーカー 車体工場設備撤去工事 平成７年　１２月

福岡県京都郡 自動車メーカー フレームＰＦＳ　ＯＨＣ他撤去工事 平成７年　１２月～１月

福岡県京都郡 自動車メーカー フレーム前処理ライン撤去工事 平成７年　１２月

福岡県京都郡 自動車メーカー フレーム自動溶接ライン他撤去工事 平成７年　１１月～１２月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ６００ｋｗ誘導加熱装置撤去工事 平成７年　１１月

神奈川県藤沢市 精密機器メーカー 廃却設備ヘッダー撤去工事 平成７年　１０月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー №１１ラインＴ／Ｆ撤去工事 平成７年　９月～１０月

神奈川県座間市 自動車メーカー １工区設備撤去工事 平成７年　８月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー リムロールライン設備撤去工事 平成７年　８月

神奈川県横浜市 自動車メーカー フロントメンバー溶接ライン撤去工事 平成７年　７月

東京都武蔵村山市 自動車メーカー 受電設備撤去工事 平成７年　５月

神奈川県横浜市 自動車メーカー ＶＱ＃２コンロッドライン撤去工事 平成７年　４月

東京都武蔵村山市 自動車メーカー 遊休検査設備・治工具撤去工事 平成７年　４月

長野県飯山市 自動車関連メーカー 設備廃却に伴う撤去工事 平成７年　３月

長野県飯山市 自動車関連メーカー トランスファーＭ／Ｃ撤去工事 平成７年　３月

神奈川県座間市 自動車メーカー 射出成形機ストレージ装置撤去工事 平成６年　１２月

神奈川県横浜市 自動車メーカー 研削盤撤去工事 平成６年　９月

神奈川県座間市 自動車メーカー 自動ミグ溶接機械撤去工事 平成６年　９月

神奈川県座間市 自動車メーカー チラーユニット設備撤去工事 平成６年　８月

埼玉県上尾市 自動車メーカー オートローダー撤去工事 平成６年　８月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー Ｊ３０ヘムマシン撤去工事 平成６年　７月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー Ｊ３０ドアライン車体設備撤去工事 平成６年　７月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー Ｕ１２ Ｊ３０Ｅ／ＣＯＭＰ＃５撤去工事 平成６年　７月

神奈川県横須賀市 自動車メーカー 倉庫解体工事 平成６年　６月

福岡県京都郡 自動車メーカー 成形設備撤去工事 平成６年　５月～８月
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