
　当社は昭和45年の創業以来、45余年にわたり建物の環境を形成する空気設備、衛生

設備、電気設備などの設計・施工を中心に事業を進めてまいりました。

　これらの設備は、オフィスや病院などで人々が快適に過ごすために必要なことはもち

ろん、データセンターではサーバー機器等の性能確保が不可分な存在となっておりま

す。当社は早くから、このような重要施設の設備を数多く手がけており、「品質」と「安全」

を核とした最先端技術力を保持していると自負しております。エネルギーや環境の保全

が世界的な問題となっている現在、建物消費エネルギーの過半を占める設備のさらな

る省エネ化が急務となっています。当社は、空調効率を上げる機器を開発しているほか、

省エネ・省電力を考慮したソリューション事業にも力を入れています。

　また、当社は仕事と生活の調和を推進し働きやすい環境づくりに力を入れ、港区より

「ワークライフバランス推進企業」に認定されています。これからも、社員やお客さまを

大切にし、地球環境の保全に貢献する「ヒューマン・エコ・カンパニー」として、未来に

向かって歩み続けます。
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本　　　社

東 北 支 店

信 越 支 店

東 海 支 店 

関 西 支 店 

西日本本部

中 国 支 店

九 州 支 店

北海道営業所

新潟営業所

茨城営業所

北関東営業所

横浜営業所

北陸営業所

四国営業所

TEL 03-5765-6911 

TEL 022-272-5801 

TEL 026-228-8011 

TEL 052-201-2275

TEL 06-6448-1551 

TEL 06-6448-1551 

TEL 082-836-7718 

TEL 092-432-5601 

TEL 011-376-1460

TEL 025-290-5230

TEL 029-222-3655

TEL 048-648-3846

TEL 045-201-1616

TEL 076-224-2056

TEL 089-961-4161

〒105-6971　東京都港区芝浦1-2-1　シーバンスN館 18階

〒981-0913　宮城県仙台市青葉区昭和町1-37　アルファプレイスビル 2階

〒380-0904　長野県長野市七瀬中町161-1　ハーモニー七瀬ビル 2階

〒460-0003　愛知県名古屋市中区錦1-6-10　スズワンビル 5階

〒550-0001　大阪府大阪市西区土佐堀1-4-14　アーバンエース肥後橋ビル 2階

〒550-0001　大阪府大阪市西区土佐堀1-4-14　アーバンエース肥後橋ビル 2階

〒730-0004　広島県広島市中区東白島町14-15　ＮＴＴクレド白島ビル 7階

〒812-0013　福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-1　アーバンネット博多ビル 4階

〒003-0807　北海道札幌市白石区菊水7条2-7-1　札幌流通倉庫東ビル 5階

〒950-0911　新潟県新潟市中央区笹口1-10　北都ビル 2階

〒310-0011　茨城県水戸市三の丸2-5-33　スズキビル 4階

〒330-0844　埼玉県さいたま市大宮区下町2－61　ＮＴＴ埼玉大宮下町ビル 1階

〒231-0013　神奈川県横浜市中区住吉町3-29　関内住吉ビル 7階

〒920-0852　石川県金沢市此花町5-6　ライフ金沢第一ビル 7階 

〒790-0001　愛媛県松山市一番町1-15-2　松山一番町ビル 3階

代表取締役
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商　　　号 株式会社 日設

本社所在地 東京都港区芝浦1-2-1 シーバンスN館18階　TEL 03-5765-6911（代表）

役　　　員 代 表 取 締 役 社 長／山本  晃

取締役専務執行役員／植草  常雄

取締役常務執行役員／山平  学

取締役常務執行役員／高橋  博

取締役上席執行役員／生魚  純一

取締役上席執行役員／古橋  誠治

取　　　締　　　役／西    勝

相　　　談 　　　役／吉村  正孝

資　本　金 1億円

社 員 数 196名（平成29年3月時点）

売　上　高 11,405百万円（平成29年3月決算）

設立年月日 昭和45年7月1日

許　認　可 建設業許可/特定建設業許可番号:国土交通大臣許可（般特-24）第2093号

許可年月日 : 平成24年11月10日

許可を受けた建設業 : 特定：管工事業・電気工事業・建築工事業/一般：消防施設工事業

一級建築士事務所/東京都知事登録　第37328号

ISO9001認証取得/登録年月日:平成13年5月15日

登 録 番 号 : RQ1056

登 録 範 囲 : 空調・給排水衛生設備・電気設備の設計及び施工

登 録 組 織 : 本社

関連事業所 : 東北支店・信越支店・東海支店・関西支店・中国支店・九州支店・北海道営業所・
新潟営業所・茨城営業所・北関東営業所・横浜営業所・北陸営業所・四国営業所

執  行  役  員／稲葉  和義

執  行  役  員／田島  達也

執  行  役  員／中島  博雅

執  行  役  員／槙野  剛

執  行  役  員／小川  清志

執  行  役  員／米沢  政美

執  行  役  員／小林  光行

執  行  役  員／岩嶋  均

執  行  役  員／本田  勝彦監　　　査 　　　役／勝倉  知穂



【空気調和設備】
　建物の内部に、快適な空気環境を提供するのが空気調和設備。空気の
温度・湿度・清浄度・気流分布など諸要素をコントロールし、人や物・IT
設備に適した安全で快適な環境づくりを提案します。
　効率的なエネルギー利用や環境負荷の削減を考慮したやさしい空調シス
テムを構築します。

【給排水衛生設備】
　人が生活するために必要な基本環境を提供するのが給排水衛生設備。
必要な場所に必要な水を有効に供給し、安全で衛生的な環境造りを提供
します。
　水資源の有効利用、適切な水処理に配慮した環境にやさしい給排水
システムを構築します。 

【防災設備】
　建物内で大切な人命や財産を災害から守るのが防災設備。消火栓、
排煙設備など、お客様のニーズに合った確実で安全な防災設備を提供
します。
 災害の予防や二次災害の防止、環境負荷の低減に配慮した人にやさしい
防災システムを構築します。

【電気設備】
　電源から照明、通信まで、建物が機能するために不可欠なのが電気設備。
用途やニーズによって多様な設備を提供します。 省エネ設備だけでなく、太陽
光発電などの創エネ設備も組み込んだ、総合的な電気設備システムを構築
します。

「IT」と「環境」をコンセプトに、
快適空間を創造します
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。すまし進推をーギルネエ省・源資省、ていおにムテスシ」気電「」災防「」生衛水排給「」和調気空「
空気・水・熱・光のテクノロジーを駆使し、積極的にCO2を削減し、地球温暖化対策に貢献します。
ＩＳＯ９００１「品質マネジメントシステム」を活用し、お客様の満足度向上を実践します。

　有害物質の排除等に際しては、化学物質製品安全シート（MSDS）を確認した上で施工を行い、安全な室内空間を
提供します。
　また、騒音・振動の少ない施工と悪臭の発生がない施工材料、施工方法による工事を実施し健全な室内空間を
提供します。

循環型社会に向けて、積極的に3Rによる
省資源施工に努めます



新国立美術館
新国立美術展示施設機械設備工事
（文部科学省）

兵庫県立尼崎総合医療センター
県立尼崎・塚口統合新病院
第１期空気調和設備工事（兵庫県）

ＮＴＴドコモ代々木ビル
代々木 RCビル新築空調設備工事
（NTTドコモ）

ナディアパーク
少年文化センター、国際デザインセンター
新築衛生設備工事（名古屋市）

ＮＴＴ新神戸ビル
新神戸ビル高層棟新築衛生設備工事
（NTT）

渋谷郵便局
渋谷郵便局空気調和設備工事
（郵政省）

東京オペラシティー
東京オペラシティー空調設備工事
（NTT 都市開発他）

東京都庁第二本庁舎
東京都第二本庁舎空調換気設備工事
（東京都）

工事名	 発注者
●空気調和設備	
横浜メディアタワー１５階１６階空調増設工事	 ＮＴＴインテリジェント企画開発株式会社	
ＮＴＴコム鳥取南ビル空調整備工事	 ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社	
神山町森ビルマンション空調機ガラリ交換工事	 清水建設株式会社
アーバンエース肥後橋ビル南系統４～９階用ＧＨＰ更改工事	 ＮＴＴ都市開発株式会社	関西支店
中野セントラルマンション通気金物調査取替工事	 テルウェル東日本株式会社	
博綜館屋上階ＣＨ－３，４号機用冷却塔更改他工事	 学校法人真宗大谷学園	大谷大学
大分ビル６階ＢＣクラウド構築工事（設備）	 株式会社ＮＴＴドコモ	九州支社
東通原子力発電所塵芥乾燥装置点検修繕工事	 株式会社ＮＴＴファシリティーズ	
ＮＴＴＤＡＴＡ駒場研修センタ空調補給水系統量水器交換工事	 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	
横浜メディアタワー（13 階北側）空調更改工事	 株式会社ＮＴＴファシリティーズ	
（仮称）新第１学校給食共同調理場建設工事	 株式会社ナカノフドー建設	大阪支社
旭硝子愛知工場新厚生棟新築工事	 株式会社ミライト	東海支店
多賀城市桜木地区災害公営住宅建設工事	 株式会社鴻池組	東北支店
警視庁野方庁舎（仮称）（24）新築空調設備工事	 警視庁	
田町駅東口北地区公共公益施設新築工事（空調設備工事）	 港区役所
京都大学（中央）学生集会所新営機械設備工事	 国立大学法人京都大学
東京大学（駒場Ⅰ）総合研究棟新営機械設備工事	 国立大学法人東京大学
新御前ビル（仮称）新築機械工事	 西日本電信電話株式会社
仙台逓信病院地下１階厨房系統設備機器点検調査	 日本郵政株式会社
大阪府立北河内地域支援学校（仮称）及び大阪府立北河内地域高等支援学校（仮称）新築機械設備工事	 大阪府	
（仮称）谷中３丁目計画新築工事	 東急建設株式会社	首都圏建築支店
都立日比谷高等学校（24）校舎棟改修冷暖房設備工事	 東京都財務局
筑波研究開発センタ管理棟空調改修工事	 日本電信電話株式会社
杉並郵便局空調設備模様替工事	 日本郵便株式会社	
県立尼崎・塚口統合新病院第１期空気調和設備工事	 兵庫県
 
●給排水衛生設備	
ＮＴＴＤＡＴＡ葛西テクノビルＥ棟湧水排水ポンプ更改工事	 ＮＴＴデータ先端技術株式会社
シーバンスＮ館Ｂ２階機械室中水用揚水ポンプ更改工事	 ＮＴＴ都市開発ビルサービス株式会社	
荻窪コーエイマンション耐震補強工事	 青木あすなろ建設株式会社
かんぽの宿恵那ミストサウナ制御盤温調計修繕工事	 かんぽの宿恵那
スターバックスコーヒー（未定）ＤＴ－山梨富士吉田	 スターバックスコーヒージャパン株式会社
西宮別館汚水管改修工事	 株式会社ＮＴＴファシリティーズ	関西事業本部
ＮＴＴＤＡＴＡ三鷹ビル南棟４階マシン室（０４Ｉ２０１）事務室化衛生工事	 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	
ドコモ仏向無線中継所（ＥＮＧ）模様替衛生その他工事	 株式会社ＮＴＴドコモ
小金井ビル西棟給水管漏水調査対応修繕工事	 株式会社ＮＴＴファシリティーズ	ＦＭ事業本部
ウェリスオリーブ津田沼住宅新築工事	 株式会社ナカノフドー建設	
東京大学教養学部２１ＫＯＭＣＥＥ（ＷＥＳＴ）地下湧水ポンプ修繕工事	 国立大学法人東京大学
下保谷福祉会館浴槽ろ過器温調器交換工事	 西東京市役所
クラッシハウス谷中道灌山工事（各調査修繕工事）	 東急建設株式会社	
瀬田給排水設備改修工事	 東日本電信電話株式会社	東京支店
（仮称）オーベルアーバンツ神楽坂新築工事	 南海辰村建設株式会社	東京支店
新宿ビル３Ｆ厨房給湯配管改修工事	 日本電信電話株式会社
坂出郵便局トイレ模様替工事	 日本郵便株式会社	
名古屋東郵便局空調設備模様替に伴う１，２階暖房洗浄便座工事	 日本郵便株式会社
大浴場無圧開放式温水ヒーター清掃	 和歌山刑務所
 
●電気設備	
スターバックスコーヒー 丸の内パークビル店リフレッシュ６Ｙ	 スターバックスコーヒージャパン株式会社
ドコモ長野篠ノ井避雷針更改他工事	 株式会社ＮＴＴドコモ
成城（１F・貸付）模様替Ⅱ期工事（設備）（電気）	 株式会社ＮＴＴファシリティーズ	
伊豆長岡ビル事務棟建物他撤去工事	 共立建設株式会社	東海支店
久賀電話交換所建物整備電気設備工事	 西日本電信電話株式会社	山口支店
南松本火災受信機更改工事	 東日本電信電話株式会社	長野支店
馬込ビルエレベータ更改工事	 日本オーチス・エレベータ株式会社
熊谷郵便局空調設備模様替工事（電気工事）	 日本郵便株式会社	
駒込データセンタ整備工事	 株式会社ミライト	ネットワーク事業部 東日本ネットワーク部
ＵＮ入船ビル３階電灯設備改修工事	 株式会社イトーキ	東京本社

46期
（平成26年4月～平成27年3月）



工事名	 発注者
●空気調和設備	
筑波研究開発センタ光アクセス実験棟外１棟空調改修工事	 日本電信電話株式会社	
中野（４Ｆ他・事務室）空調改修工事	 東日本電信電話株式会社
甲子園別館通信用建物整備空調工事	 西日本電信電話株式会社
横浜メディアタワー（11 階）空調更改工事	 株式会社エヌ・ティ・ティファシリティーズ
ＮＴＴＤＡＴＡ葛西テクノビル６階マシン室入居工事（空調）	 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	
ドコモ代々木（Ｂ３Ｆ・電気室）空調改修工事	 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
ＮＴＴコム横浜第１ＤＣルーム構築空調工事	 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社	
長野ビル２階事務用空調機更改工事（空調工事）	 ＮＴＴインテリジェント企画開発株式会社	
かんぽの宿奈良	本館模様替に伴う空調衛生設備工事	 日本郵政株式会社
宮崎中央郵便局空調設備模様替工事	 日本郵便株式会社	
名古屋貯金事務センター名東分館空気調和衛生設備修繕工事	 株式会社ゆうちょ銀行
大谷中学高等学校東館吸収式冷温水発生機更改工事	 学校法人真宗大谷学園	
市原奈良地区植物工場設備工事	 株式会社ぴゅあ菜	
中央データセンタハウジングエリア空調工事	 株式会社協和エクシオ	
多賀城市鶴ヶ谷地区災害公営住宅建設工事	 株式会社鴻池組
（仮称）小石川第二プロジェクト新築工事	 株式会社第一ヒューテック	
浦安行徳屋上防水・外壁改修その他工事	 共立建設株式会社
（仮称）城東区複合施設建設機械設備工事	 大阪市
都立墨東病院（23）増築及び改修空調設備工事	 東京都財務局
八尾市立病院機能拡充工事（機械設備工事）	 八尾市立病院	
市ヶ谷庁舎（25）機械設備整備その他工事	 防衛省北関東防衛局
	
●給排水衛生設備	
村上融雪設備更改工事	 東日本電信電話株式会社
大阪病院ＳＰアラーム弁更改工事	 西日本電信電話株式会社
ドコモＲ＆Ｄセンタ１・２号館厨房機器更改工事	 株式会社エヌ・ティ・ティファシリティーズ
有明センタービル入居に伴う模様替工事	 エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社	
シーバンスN館 3・4階専用部壁内雨樋修繕工事	 エヌ・ティ・ティ都市開発ビルサービス株式会社	
ＮＴＴＤＡＴＡ三田ビルハロンボンベ容器弁更改工事	 ＮＴＴデータ先端技術株式会社
メルパルク広島空調設備改修工事	 日本郵政株式会社
Ｄ山口建物整備工事（建物）	 共立建設株式会社
高円寺屋上防水・外壁改修その他工事	 江州建設株式会社
（仮称）いなげや東百合丘店新築工事に伴う雨水排水工事	 青木あすなろ建設株式会社
（仮称）ＴＫＫ目黒区碑文谷２丁目計画新築工事	 東急建設株式会社	
（仮称）南麻布２丁目計画新築工事	 南海辰村建設株式会社
スターバックスコーヒージャパン アズ熊谷店	 スターバックスコーヒージャパン株式会社
芝浦小学校改修工事	 株式会社安藤・間	
（仮称）輪島ブルーエナジーバイオマス発電所建設工事	 株式会社トーヨー建設
	
●電気設備	
飯田外５ビル鉄塔避雷針改修工事	 東日本電信電話株式会社
東大阪ビル外２ビル機械室他セキュリティ対策電気工事	 西日本電信電話株式会社
南郷太陽光発電設備工事	 株式会社ＮＴＴファシリティーズ
ＮＴＴクレド白島ビル中央監視装置部品取替その他工事	 エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
ドコモ小夜戸衛星通信所（外構・２系統受電化）引込ルート新設電気工事	 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
鎌倉郵便局模様替工事（電気）	 日本郵便株式会社	
スターバックスコーヒー（未定）ららぽーと海老名	 スターバックスコーヒージャパン株式会社
長南（電力）通信設備総合工事	 株式会社ミライト	
ＮＴＴ来日局ＬＴＥ基地局建物設備工事（建物）	 株式会社川嶋建設	
大分ビル電源救済回路構築工事	 日本コムシス株式会社

工事名	 発注者
●空気調和設備	
南松本事務室空調更改工事	 東日本電信電話株式会社
湯所ビル事務室空調更改工事（設備）	 西日本電信電話株式会社
もみじ台ビルエンジン室模様替換気他工事	 株式会社ＮＴＴ東日本‐北海道
つくばデータセンタエリア拡張空調工事	 株式会社ＮＴＴファシリティーズ
ドコモ代々木（１８Ｆ・ｖＩＰＣＲＸ）空調工事	 株式会社ＮＴＴドコモ
ＮＴＴコム新宿別棟ビル２階エリア拡張空調その他工事	 ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社
ＵＮ築地第２ビル他入居に伴う内装及び空調整備他工事	 エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
ＵＮ築地ビル・ＵＮ築地第２ビル原状回復工事	 エヌ・ティ・ティ都市開発ビルサービス株式会社	
ＮＴＴＤＡＴＡ駒場研修センタＢ１階換気機械室送風機更改工事	 エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社
ＮＥＰ小石川第二ビル入居関連工事（機械設備）	 ＮＴＴインテリジェント企画開発株式会社	
中野北郵便局模様替工事	 日本郵便株式会社	
博綜館屋上階ＣＨ－２号機用冷却塔更改工事	 学校法人真宗大谷学園	大谷大学
神戸大学（楠）大学院医学研究科研究棟Ｂ棟２階改修機械設備工事	 国立大学法人神戸大学
公立学校共済組合嵐山保養所改修工事	 株式会社安藤・間
多賀城市宮内地区災害公営住宅建設工事	 株式会社鴻池組
新東名高速道路額堂山ＴＮ～豊田東ＪＣＴ間管理施設新築工事	 株式会社新井組	
名古屋神宮郵便局模様替工事（空調）	 株式会社大林組
アウディ文京新築工事	 株式会社第一ヒューテック	
東武大師前サンライトマンション耐震補強設備工事	 青木あすなろ建設株式会社
吾妻橋天空陵苑新築工事	 大和小田急建設株式会社
半田バイオマス発電所建設工事（機械）	 株式会社ミライト
ユーコービル空調改修工事	 株式会社ミライト・テクノロジーズ	
	
●給排水衛生設備	
川本電話交換所給排水配管改修工事	 西日本電信電話株式会社
別当賀無線中継所通信機械室換気制御盤更改工事	 株式会社ＮＴＴ東日本‐北海道
新津ビル ハロン消火設備用制御盤更改工事	 株式会社ＮＴＴファシリティーズ
塩釜ＥＮＧ更改に伴う建築工事（衛生）	 株式会社ＮＴＴファシリティーズ東北
ドコモ十条（ＥＮＧ）増設衛生その他工事	 株式会社ＮＴＴドコモ
シーバンスＮ館平成２８年度ＲＮ６・７・１１・１２階専用部他改修工事	 エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社	
シーバンスＮ館１４，１５Ｆ増床工事（建築関連設備）	 エヌ・ティ・ティ都市開発ビルサービス株式会社	
ＮＴＴＤＡＴＡ三鷹ビル飲料用揚水ポンプ整備工事	 エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社
ベルフラワーハイツ伊勢原配管劣化調査工事	 テルウェル東日本株式会社
長野南郵便局模様替工事	 日本郵便株式会社	
サーパスシティ熊本地上受水槽取替工事	 熊本県	熊本市
名古屋神宮郵便局模様替工事（衛生）	 株式会社大林組
名取市閖上地区集合災害公営住宅整備事業（第１期）仮設給排水新設工事	 株式会社鴻池組
荏原本社ビル２～９階男女トイレジェットタオル取付工事	 清水建設株式会社	
ドレッセ目黒大橋プレブィ新築工事	 東急建設株式会社	
スターバックスコーヒー DT- 所沢市北野	 スターバックスコーヒージャパン株式会社
千歳空港建設事業所庁舎外新築工事に伴う設備工事	 協業組合カンセイ	
	
●電気設備	
筑波研究開発センタＡ棟外２棟照明改修工事	 日本電信電話株式会社	
甲南ビル他１ビルセキュリティ設備取替工事	 西日本電信電話株式会社
長居公園外周道路内側外灯ＬＥＤ化工事	 株式会社ＮＴＴファシリティーズ
国見火災報知設備更改工事（建物）	 株式会社ＮＴＴファシリティーズ東北
熊本ビル照明改修工事	 株式会社ＮＴＴドコモ
ＮＴＴコム鳥取南ビル照明改修工事	 ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社
アーバンエース肥後橋ビルＷＡＫＥＮＥＴ更改Ｂ工事	 エヌ・ティ・ティ都市開発ビルサービス株式会社	
アーバンエース肥後橋ビル特別室セキュリティー工事	 エヌ・ティ・ティジーピー・エコ株式会社
目黒郵便局模様替工事	 日本郵便株式会社	
十王無線中継所建物等設備撤去工事	 横建工業株式会社

47期
（平成27年4月～平成28年3月）

48期
（平成28年4月～平成29年3月）




