
1996 Ｈ8.4.1～Ｈ9.3 日本電話施設 電話工事 宅内電話工事

1997 H9.4～H22.10 サクサビジネスシステム ビジネスホン工事

1997 H9.4～現在 (KATCH→住友電設→特機 KATCH幹延･保守･引宅工事 幹線・引込・宅内・保守 H25.12中央電気からBNMUX-STへH26.10.1~BNMUX-ST→住友電設へ変更

1997 H9.11～H20.8.31 (TEES→NTTﾈｵﾒｲﾄ名古屋→特機) 豊橋ｹ-ﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜ-ｸTEES  引宅工事 引込・宅内工事

1998 H10年10月 (NHK ｱｲﾃｯｸ→葵通信→特機) NHKﾃﾚﾋﾞ共同受信施設 大規模改修工事 建柱等 建柱工事・幹線工事

2001 平成13年10月 三愛 豊田広帯域切替工事 電柱調査～機器付けまで

2001 平成13年10月 NTTネオメイト テレコン ガス検針器電話線接続工事

2002 平成14年10月 小出 西春 幹線工事

2002 平成14年10月 小出 岐阜 幹線工事

2002 平成14年11月 丹治 岐阜機器付け 機器付け

2002 平成14年12月 （小出） 新世代地域ケーブルテレビ 幹線工事・機器付け

2002 平成14年12月 城北 熱海電障切替工事 引込・宅内工事

2002 平成14年12月 サンコー CSｱﾝﾃﾅ工事(中央出版） ＣＳアンテナ工事

2002 平成14年4月 ひまわり（ウェーブ） 幸田町引き宅工事 引込・宅内工事

2002 平成14年4月 NTTネオメイト スギ薬局　ＣＳデータ工事 ＣＳアンテナ工事

2002 平成14年6月 中部 岡崎アップグレード 幹線工事・機器付け

2003 平成15年10月 三河湾ネットワーク施設切替工事 引込・宅内工事

2003 平成15年11月 中部 足助 電柱調査～機器付けまで

2003 平成15年11月 中部 幸田町切替工事 引込・宅内工事

2003 平成15年1月 掛川 引込・宅内工事

2003 平成15年3月 三愛 瑞浪 引込・宅内工事

2003 平成15年4月 （小出） 長野 引込・宅内工事

2003 平成15年4月 （森本） 各務原 引込・宅内工事

2003 平成15年4月 小出 デジアナ変更工事 機器付け

2003 平成15年4月 共和 東栄町 電柱調査～架線工事

2003 平成15年8月 中部 TS神野新田拡張工事 引込・宅内工事

2003 平成15年9月 中部 田原Ⅱ期ＣＡＴＶ工事 幹線・機器付け

2003 平成15年9月 鈴鹿　幹線工事 幹線工事

2004 平成16年10月 アップデータ 艶栄工業　ＬＡＮ工事 ＬＡＮ工事

2004 平成16年11月 浜岡 引込・宅内工事

2004 平成16年12月 平中 CCNET引宅 引込・宅内工事

2004 平成16年5月 SDS 日本マクドナルドLAN工事 ＬＡＮ工事

2005 平成17年10月 NTTネオメイト CCNET2期 引込・宅内工事

2005 平成17年11月 NTTネオメイト CCNET　架線工事 幹線・機器付け

2005 平成17年1月 （誠光） 二川共聴ＣＡＴＶ取り込み工事 幹線・機器付け

2005 平成17年4月 有線撤去 幹線撤去工事

2005 平成17年5月 （平中電気） 幸田町NET線張替工事 宅内工事

2005 平成17年5月 シーテック 田原Ts引宅工事 引込・宅内工事

2006 平成18年4月 （平中電気） 渥美共聴切替工事 幹線・機器付け

2006 平成18年7月～現在 日本電通 浜松コミュファ応需工事 引込・宅内・幹線工事

2007 平成14年4月 城北 伊豆リゾート 屋内通信工事（ＴＶ・ＴＥＬ他）

2007 平成14年4月 城北 新日軽 屋内通信工事（ＴＶ・ＴＥＬ他）

2007 平成19年10月 日アン 新城光ＣＡＴＶ（Ts) 光融着・引込・宅内工事

2007 平成19年6月 日アン 常盤マンション ＴＶ端子工事

2008 平成20年5月 NDS（日アン） KDDI光ONE ジャンパ工事

2008 平成20年8月 （浅田） コミュファ豊橋 引込宅内幹線

2008 平成20年9～21.2 日アン 海陽学園 屋内通信工事（ＴＶ・ＴＥＬ他）

2009 平成21年10月～11 日アン マンションﾃﾞｼﾞﾀﾙ化工事8物件 アンテナ・機器類交換工事

2009 平成21年12月～1月 中央電気 湖西市地域イントラネット整備支援業務委託工事 引込・宅内工事

2009 平成21年12月～3月 藤和通信 岡崎市岡町架変工事 幹線工事

2009 平成21年2月 日アン 浜松常盤マンション 屋内通信工事（ＴＶ・ＴＥＬ他）

2010 平成22年1月 中央電気 スズキ自動車湖西寮ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化改修工事 アンテナ・機器類交換工事

2010 平成22年3～5月 日アン 愛知Ⅱ区雇用促進住宅地上波デジタル対策工事 アンテナ・機器類交換工事

2010 平成22年5月～23.4 ＤＸアンテナ マンションﾃﾞｼﾞﾀﾙ化工事 アンテナ・機器類交換工事

2010 H22.8~H23. USEN→テクノ 総務省弱者救済地デジ化工事 ﾁｭｰﾅｰｱﾝﾃﾅ

2010 H22.11～H24.3 シーキューブ USEN光マンション工事・電柱移設工事 電柱移設・直収撤去工事

2010 H22～H23.4 浜松通信 IRU 幹線工事

2011 H22.4 日アン 創価学会会館地デジ改修工事 アンテナ・機器類交換工事

2011 H22.5 日アン 三菱寮地デジ改修工事 アンテナ・機器類交換工事

2011 H22.8~H23.9 シーキューブ KDDIａｕひかりマンションギガ ﾏﾝｼｮﾝ用光棟工事

2012 H23,2~10 シーキューブ KDDIａｕひかりマンションID工事 ﾏﾝｼｮﾝ光宅内工事

2012 H23.8~H24.7 浜松NDS 掛川コミュファ工事 コミュファ光宅内工事

2012 H23.7~H26.9 浜松NDS NTT宅内工事 NTT光宅内工事

2012 H24.4 アズウェル 蒲郡ポンプ場光融着工事 光融着



2012 H24.5~H26.6 日アン（メイエレック） 滋賀県高島市防災無線アンテナ雑音改修工事 防災無線工事

2012 H24.9~H25.1 三愛（ﾕﾆｵﾝｼｽﾃﾑ） みよし市豊田市街地FTTH工事 幹線

2012 H24.11~H25.4 日本ﾒﾃﾞｨｱ ｺﾐｭﾌｧﾈｯﾄﾜｰｸ拡充新規都市３期(碧南） 幹線

2013 H25.4~H26.3 望月通信 携帯電話用アンテナ設置工事 調査~設置

2013 H25.11~H26.11 名都通信 富山ｹｰﾌﾞﾙテレビFTTH工事 幹線

2014 H26.10~H27.2 日総→日本ﾒﾃﾞｨｱ 四日市FTTH工事 幹線

2014 H26.11~H26.12.25 三愛→トーエネック→日本アンテナ 高山ケーブルテレビ　FTTH工事 引宅
2014 H26.12 メイエレック 名鉄タクシー車載器設定変更 機器設定変更
2014 H26.11~H27.3 ミライト→フォーユーネットワークス 700MHｚテレビ受信対策工事 調査、対策工事
2015 H27.1.13~18 ｼｰｷｭｰﾌﾞ 豊明郵便局LED工事 LED交換
2015 H27.6～11 ISI 三重ZTV　FTTH工事 宅内
2015 H27.9～H28.1 TEES→システム通信 TEES　FTTH工事 宅内
2015 H27.10~現在 USENテクノ ミニミニ物件マンションLAN工事 調査、マンション工事、宅内工事
2015 H27.2.10～H27.6 三愛・シーキューブ 川根本町情報基盤工事 幹線・引宅
2016 H27.3～H27.6 ミライト→リングス KDDI携帯アンテナ基地局工事 調査、基地局工事
2016 H28.7～9 三河湾ネットワーク→シンワテック 三河湾FTTH 幹線工事



H25.12中央電気からBNMUX-STへH26.10.1~BNMUX-ST→住友電設へ変更


