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■ 2020年（令和02）03月 国土交通省 宇都宮国道事務所 R1宇都宮国道CCTV外設備工事

■ 2020年（令和02）03月 国土交通省 日光砂防事務所 H31日光砂防CCTV監視制御装置更新他工事

■ 2019年（令和01）12月 栃木県 那須農業振興事務所 R1深山・板室 深山ダムITV装置更新工事

■ 2019年（令和01）09月 茨城県（財）筑波メディカルセンター ヘリコプター離着陸監視用カメラ更新

■ 2019年（平成31）03月 茨城県 筑波大学防犯カメラ再設置

■ 2018年（平成30）03月 茨城県 筑波大学防犯カメラサーバー更新

■ 2017年（平成29）12月 栃木県 企業局 ⿁怒水道事務所 （⿁水・⿁工水）浄水場監視カメラ設置工事

■ 2017年（平成29）03月 栃木県 企業局 今市発電管理事務所 監視カメラ設置工事

■ 2016年（平成28）08月 日本たばこ産業（株）北関東工場（JT）監視カメラ設備設置工事

■ 2016年（平成28）03月 栃木県 真岡市 真岡市防災監視カメラ設置工事

水・ダム・河川・砂防

■ 2021年（令和03）03月 栃木県 県土整備部 河川水位雨量情報システム無線設備更新工事 他１件

■ 2021年（令和03）03月 栃木県 県土整備部 塩原ダムテレメータ無線設備更新

■ 2021年（令和03）03月 栃木県 矢板土木事務所 放流警報設備改良工事 塩原ダム外その１

■ 2021年（令和03）03月 国土交通省 高崎河川国道事務所 R2高崎テレメータ装置1式製造 他３件

■ 2021年（令和03）02月 国土交通省 霞ヶ浦導水工事事務所 R1霞ヶ浦導水河川情報設備改修

■ 2020年（令和02）10月 栃木県 安足土木事務所 電気通信設備補修工事 松田川ダムその１ 他１件

■ 2020年（令和02）09月 栃木県 鹿沼土木事務所 水位計・河川カメラ設置工事 思川その１ 他１件

■ 2020年（令和02）07月 栃木県 矢板土木事務所 多重無線設備更新工事 西荒川ダムその１

■ 2020年（令和02）03月 栃木県 矢板土木事務所 水位観測所浸水対策工事箒川外その１

■ 2020年（令和02）03月 栃木県 那須農業振興事務所 H30深山・板室 板室ダム開度計等更新工事

■ 2020年（令和02）03月 関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所 防災情報ネットワーク接続工事

■ 2019年（令和01）08月 栃木県 大田原土木事務所 火山監視システム更新工事 那須岳その１

■ 2019年（平成31）01月 栃木県 宇都宮土木事務所 水位・雨量局無線機器更新工事 田川外その１

■ 2019年（平成31）01月 国土交通省 下館河川事務所 H29下館管内危機管理型水位計設置工事

■ 2018年（平成30）12月 栃木県 企業局 今市発電管理事務所 深山発電所除塵機水位差計等修繕工事

■ 2018年（平成30）03月 国土交通省 日光砂防事務所 H29日光砂防水位流速観測設備更新工事

■ 2018年（平成30）03月 栃木県 矢板土木事務所 多重無線設備更新工事 寺山ダムその１

■ 2018年（平成30）03月 栃木県 県土整備部 西荒川ダムテレメータ無線設備更新工事

■ 2018年（平成30）01月 栃木県 那須農業振興事務所 H29深山・板室 深山ダム漏水量測定観測装置等更新工事

■ 2018年（平成30）01月 茨城県 土木部河川課 28国補総流防 雨量局整備工事（水防テレメータ更新工事）

■ 2017年（平成29）07月 栃木県 大田原土木事務所 火山監視システム更新工事 那須岳その１

■ 2017年（平成29）03月 栃木県 企業局 今市発電管理事務所 小網ダム固定警報局等修繕工事

気象観測装置

■ 2019年（平成31）01月 栃木県 那須農業振興事務所 H30深山・板室 深山ダム気象観測装置更新工事

■ 2018年（平成30）03月 国土交通省 宇都宮国道事務所 H29宇都宮国道気象観測施設他改修工事

■ 2017年（平成29）01月 栃木県 大田原土木事務所 気象観測システム設置工事400号その１

■ 2016年（平成28）01月 栃木県 日光土木事務所 気象観測システム設置工事121号その１
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消防

■ 2020年（令和02）03月 栃木県 芳賀地区広域行政事務組合 消防緊急通信指令施設更新工事

■ 2020年（令和02）02月 栃木県 小山市消防団 無線機納入

■ 2018年（平成30）12月 山梨県 甲府消防本部 トランシーバー納入

■ 2017年（平成29）03月 茨城県 龍ケ崎市 平成28年度デジタル簡易無線携帯型装置納入

■ 2016年（平成28）11月 栃木県 栃木市 デジタル簡易無線機納入

■ 2016年（平成28）10月 栃木県 那須地区消防組合 特定小電力無線機納入

■ 2016年（平成28）03月 栃木県 防災航空隊 消防救急デジタル無線装置一式納入

■ 2016年（平成28）03月 栃木県 防災航空隊 共通波工事

■ 2016年（平成28）03月 栃木県 消防救急デジタル無線共通波設備整備工事

■ 2016年（平成28）03月 栃木県 石橋地区消防組合 受令機納入

■ 2016年（平成28）03月 栃木県 航空隊向け消防救急デジタル無線等一式納入

防災無線

■ 2021年（令和03）03月 栃木県 高根沢町 防災行政無線デジタル化工事

■ 2021年（令和03）03月 栃木県 真岡市 防災行政無線デジタル化工事

■ 2020年（令和02）12月 栃木県 真岡市 防災行政無線庁舎移転更新工事

■ 2020年（令和01）02月 栃木県 真岡市 防災行政無線デジタル化工事（第２期工事）

■ 2019年（平成31）03月 栃木県 真岡市 防災行政無線デジタル化工事（第１期工事）

■ 2018年（平成30）03月 栃木県 上三川町 上三川町デジタル移動系防災行政無線整備工事

■ 2017年（平成29）03月 栃木県 市貝町 H28市貝町同報系防災行政無線拡声子局増設工事

■ 2016年（平成28）03月 栃木県 真岡市 サイレン吹鳴装置デジタル化工事

■ 2016年（平成28）03月 栃木県 上三川町 デジタルサイレン吹鳴装置整備工事

■ 2016年（平成28）01月 栃木県 さくら市 デジタル移動系更新工事

航空

■ 2020年（令和02）08月 茨城県 AM航空波携帯型無線電話装置納入

■ 2020年（令和02）05月 東京都（株）ユニバーサル・アビエーション 航空用VHF車載型無線機納入

■ 2020年（令和02）04月 ⾧崎県 ヒラタ学園 ⾧崎県無線局新設工事

■ 2020年（令和02）03月 茨城県 つくばヘリポート 航空用無線電話装置更新

■ 2019年（令和01）09月 埼玉県 本田航空 航空波無線装置一式変更

■ 2019年（令和01）05月 栃木県 栃木ヘリポート 航空用無線機更新

■ 2019年（平成31）03月 埼玉県 本田航空 航空波無線装置一式変更

■ 2019年（平成31）03月 千葉県 千葉市 携帯型航空局無線機納入

■ 2018年（平成30）08月 兵庫県 ヒラタ学園 兵庫豊岡病院ドクターヘリ更新工事

■ 2018年（平成30）03月 栃木県 （株）エフ・エー・エス 航空用可搬型無線機納入

■ 2018年（平成30）02月 栃木県 防災航空隊 航空用携帯型無線機納入

■ 2018年（平成30）01月 鳥取県 ヒラタ学園 無線局設置工事（鳥取大学医学部附属病院ドクターヘリ開局）

■ 2017年（平成29）03月 群馬県 群馬ヘリポート 航空無線局航空用無線機更新

■ 2016年（平成28）03月 愛知県 名古屋市消防局 航空無線機納入

■ 2016年（平成28）03月 茨城県 防災航空隊 航空用可搬型無線機納入
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船舶・海上

■ 2019年（令和01）10月 神奈川県 東亜石油（株）航路標識AIS無線局定期検査

■ 2019年（平成31）03月 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 船舶用レーダー装置納入

■ 2018年（平成30）08月 東京都 日本無線（株）船舶航空機間双方向無線電話装置 総合点検・予備検査

■ 2017年（平成29）08月 東京都 二光商運（株）衛星EPIRB（非常位置指示無線標識）納入

各種無線設備

■ 2021年（令和03）03月 東京都 綜合警備保障（株）赤坂本社ビル基地局更新 他１件

■ 2020年（令和02）07月 茨城県 日本通運（株）筑波基地局無線設備更新工事 他３件

■ 2020年（令和02）07月 神奈川県 日本通運（株）城山基地局無線設備更新工事

■ 2020年（令和02）03月 栃木県 道路公社 無線設備更新工事

■ 2020年（令和02）03月 東京都 日本通運（株）東京海運支店 有明港運グループ IP無線機60式納入

■ 2020年（令和02）02月 茨城県 国土技術政策総合研究所 トランシーバー10式納入

■ 2020年（令和02）02月 栃木県 日本赤十字社 業務用無線150MHz帯基地局及び固定局更新整備

■ 2019年（令和01）08月 神奈川県 東亜石油（株）本質安全防爆無線機13式納入

■ 2019年（平成31）03月 東京都 日本通運（株）海運事業支店 国際オペレーション部 IP無線機31式納入

■ 2019年（平成31）03月 茨城県 国立大学法人 筑波大学 デジタル専用簡易無線機10式更新

■ 2018年（平成30）05月 神奈川県 東亜石油（株）本質安全防爆無線機12式納入

■ 2018年（平成30）03月 埼玉県 三菱マテリアル（株）無線LANトランシーバーシステム設置工事

■ 2017年（平成29）03月 栃木県 自治医科大学 ドクターカーデジタル無線設備デジタル化工事

■ 2016年（平成28）03月 東京都 綜合警備保障（株）赤坂本社ビル基地局新設工事

■ 2016年（平成28）03月 栃木県 大田原土木事務所 がま石トンネル無線通信設備改修工事

上下水道計装設備

■ 2021年（令和03）03月 栃木県 宇都宮市上下水道局 下荒針増圧所電気通信設備等更新工事

■ 2019年（平成31）03月 栃木県 企業局 北那須水道事務所 （北那須）水質計器更新工事 

■ 2019年（平成31）02月 栃木県 宇都宮市上下水道局 第３減圧所電気通信設備更新工事 

■ 2018年（平成30）01月 とちぎ建設技術センター ⿁怒川上流浄化センター機械棟避雷針接地抵抗修繕工事

■ 2016年（平成28）11月 栃木県 宇都宮市 監視用工業計器修繕工事

■ 2016年（平成28）03月 栃木県 宇都宮市上下水道局 松田新田浄水場監視制御用計器修繕工事

音響・放送

■ 2020年（令和02）12月 栃木県 真岡市 コミュニティＦＭ ＦＭもおか送信所設置工事

■ 2019年（令和01）09月 東京都 ヤマハサウンドシステム（株）栃木県内新スタジアム音響設備工事

■ 2019年（令和01）09月 東京都 銀座通連合会 拡声装置撤去復旧工事

■ 2017年（平成29）11月 栃木県 議会事務局 議会本会議場音響設備改修業務委託

■ 2017年（平成29）11月 栃木県 小山市 コミュニティFMおーラジ送信所設置工事

■ 2017年（平成29）03月 栃木県 宇都宮市 コミュニティFMミヤラジ送信所設置工事

■ 2016年（平成28）11月 茨城県 国営ひたち海浜公園 放送設備修繕工事

■ 2016年（平成28）08月 栃木県 さくら市 総合防災訓練会場放送設置運営

■ 2016年（平成28）07月 栃木県 公園事務所 放送設備更新工事 ⿁怒グリーンパークその３
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タクシー・バス

■ 2021年（令和03）01月 栃木県 下野市内タクシー会社 キャッシュレスタクシー専用端末設置工事

■ 2020年（令和02）11月 埼玉県 三郷市内タクシー会社 新指令クラウド設置工事

■ 2020年（令和02）07月 茨城県 土浦市内タクシー会社 フェリカ端末取付工事

■ 2020年（令和02）03月 茨城県 水戸市内タクシー会社 デジタル無線設置工事

■ 2019年（令和01）11月 埼玉県 三郷市内タクシー会社 新指令クラウド設置工事

■ 2019年（令和01）06月 栃木県 小山市内タクシー会社 IP無線設備更新工事

■ 2019年（令和01）05月 埼玉県 八潮市内タクシー会社 新指令クラウド設置工事

■ 2019年（令和01）05月 栃木県 大田原市内タクシー会社 移動局業務用ナビゲーション設備設置工事

■ 2019年（平成31）03月 茨城県 筑西市内タクシー会社 GPSAVM 4値FSKデジタル設置工事

■ 2019年（平成31）01月 埼玉県 坂戸市内タクシー会社 新指令クラウド設置工事

■ 2018年（平成30）09月 栃木県 那須塩原市内バス会社 IP無線増設工事

■ 2018年（平成30）08月 宮城県 大崎市内バス会社 ドライブレコーダー取付・設定工事

■ 2018年（平成30）06月 栃木県 下野市内タクシー会社 営業所駐車場向け監視カメラ工事

■ 2018年（平成30）03月 栃木県 宇都宮市内バス会社 IP無線機納入

■ 2018年（平成30）03月 栃木県 宇都宮市内タクシー会社 移動局業務用ナビゲーション設備設置工事

■ 2018年（平成30）03月 栃木県 壬生町 デマンドタクシー予約システム機器更新

■ 2017年（平成29）06月 栃木県 宇都宮市内タクシー会社 クラウドIP化更新工事

■ 2017年（平成29）03月 山梨県 甲府市内タクシー会社 Vクレジット決済機取付工事

■ 2016年（平成28）08月 栃木県 宇都宮市内タクシー会社 新指令IP無線設備工事

■ 2016年（平成28）08月 栃木県 下野市内タクシー会社 Vクレジットカード決済機取付工事

■ 2016年（平成28）08月 埼玉県 川越市内タクシー会社 新指令クラウド設置工事

■ 2016年（平成28）07月 茨城県 つくば市内タクシー会社 GPSAVM 4値FSKデジタル設置工事

■ 2016年（平成28）06月 茨城県 神栖市内タクシー会社 デジタルMCAモバイルスコープ

■ 2016年（平成28）05月 栃木県 那須塩原市内タクシー会社 ドライブレコーダー取付・設定工事

■ 2016年（平成28）03月 千葉県 船橋市内タクシー会社 新指令クラウド設備設置工事

その他

■ 2020年（令和02）12月 栃木県 真岡市内 太陽光発電一式設置工事

■ 2020年（令和02）10月 栃木県 真岡市内 太陽光発電一式設置工事

■ 2020年（令和02）05月 栃木県 真岡市内一般住宅 太陽光発電一式設置工事

■ 2020年（令和02）01月 福島県 鮫川水系ダム管理事務所 四時ダム dinnteco避雷針設置工事

■ 2019年（令和01）12月 栃木県 議会運営システムOS更新設定業務委託

■ 2019年（令和01）08月 栃木県 鹿沼市（有）仁平鉄工 太陽光発電一式設置工事

■ 2018年（平成30）11月 神奈川県 東亜石油（株）無線基地パンザマスト・アンテナ建柱設置工事

■ 2017年（平成29）09月 栃木県（株）セキヤレッカー 非常用発電機設置工事

■ 2016年（平成28）12月 国土交通省 小名浜マリンブリッジ（福島県）PDCE避雷針納入

■ 2016年（平成28）12月 栃木県（株）三協 CTIシステム構築機器納入

■ 2016年（平成28）11月 栃木県 那須地区消防組合（大田原） PDCE避雷針4箇所設置

■ 2016年（平成28）07月 栃木県 栃南通運（株）赤外線センサー監視設備工事
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