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2015年３月31日現在
平成26年度

ＮＴＴドコモ　長岡積雪テレメータ 制作納入
大木町　道の駅おおき情報提供装置 制作納入
水資源機構　筑後川ダム統管　管理用大型ディスプレイ装置 制作納入
国土交通省　熊本河川国道事務所　防災情報提供装置 制作納入
国土交通省　宮崎河川国道事務所　IP接点変換装置 制作納入
国土交通省　熊本河川国道事務所　IP接点変換装置 制作納入
国土交通省　佐賀国道事務所　防災情報通報装置 制作納入
国土交通省　武雄河川事務所　大型表示装置システム 制作納入
国土交通省　大分河川国道事務所　河川防災情報提供装置 制作納入
国土交通省　筑後川河川事務所　佐賀導水運用システム 制作納入
国土交通省　筑後川河川事務所　防災情報提供装置 制作納入
国土交通省　山国川河川事務所　外部演算装置 制作納入
国土交通省　佐賀国道事務所　防災情報通報装置 制作納入
国土交通省　熊本河川国道事務所　道の駅竜北外情報提供装置 制作納入
国土交通省　武雄河川事務所　防災情報提供装置 制作納入
国土交通省　福岡国道事務所　管内防災情報提供設備 制作納入
国土交通省　熊本河川国道事務所　管内発電設備監視装置 制作納入
国土交通省　筑後川ダム統管　流水諸量処理システム 制作納入
国土交通省　筑後川ダム統管　メール通報機能 制作納入
国土交通省　鹿児島国道事務所　ネットワーク監視装置 制作納入
国土交通省　筑後川ダム統管　低水速報値表示機能 制作納入
国土交通省　菊池川河川事務所　竜門ダム洪水調節効果配信 制作納入
玖珠土木事務所　九重山火山監視システム 設計業務
国土交通省　宮崎河川国道事務所　日南局外情報伝送装置 ネットワーク設計構築
水資源機構　筑後川局管内通信設備等点検業務 年間保守業務
国土交通省　延岡管内通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　九州技術電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　熊本管内通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　菊池川管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　川辺川ダム砂防事務所管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　八代管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　筑後川ダム統管管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　北九州国道管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　遠賀川河川事務所外電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　筑後川・矢部川電気設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　鶴田ダム管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　九州地方整備局福岡局外電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　福岡国道管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　筑後川・矢部川通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　佐賀導水路・嘉瀬川電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　長崎管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　大分管内通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　山国川管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　佐伯管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
西之表市　カメラシステム保守 年間保守業務
長門市　カメラシステム保守 年間保守業務
ＮＴＴドコモ　防災テレメータサービスのデータセンタ 年間保守業務
レスキューナウ　防災テレメータサービス保守 年間保守業務

平成25年度
ＮＴＴドコモ　3G多重化装置（気象用）製作 製作納入
ＮＴＴドコモ　自治体向け津波監視カメラ設備製作 製作納入
ＮＴＴドコモ　北海道庁函館建設管理部水位・カメラ監視設備製作 製作納入
国土交通省　筑後川ダム統管　八幡放流警報設備 製作納入
度群馬県　大気汚染常時監視ｼｽﾃﾑ（PM2.5測定器3局） 製作納入
国土交通省　筑後川河川事務所　花月川WEB配信システム 製作納入
国土交通省　福岡国道事務所　TV会議用WEBカメラ 製作納入
国土交通省　福岡国道事務所　リアルタイム道路情報雨量局 製作納入
国土交通省　八代河川国道事務所　画像符号化装置 製作納入
国土交通省　佐賀国道事務所　防災情報通報設備CCTV追加 製作納入
国土交通省　筑後川ダム統管事務所　流水諸量配信サーバー 製作納入
国土交通省　宮崎河川国道事務所　本庄局外情報伝送装置 ネットワーク設計構築
水資源機構　寺内ダムテレメータ電測調査 支援業務
国土交通省　八代河川国道事務所　防災情報配信設備ファイアウォール修繕 修繕
西之表市　カメラシステム保守 年間保守業務
長門市　カメラシステム保守 年間保守業務
群馬県　大気汚染常時監視システム保守 年間保守業務

2/33



鹿児島県　防災行政無線通信施設等保守業務 年間保守業務
水資源機構　筑後川局管内通信設備等点検業務 年間保守業務
国土交通省　延岡河川国道　浜砂排水機場強震計点検 年間保守業務
国土交通省　延岡管内通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　九州技術電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　熊本管内通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　菊池川管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　川辺川ダム砂防事務所管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　八代管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　筑後川ダム統管管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　北九州国道管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　遠賀川河川事務所外電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　鶴田ダム管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　企画部　福岡局外電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　福岡国道管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　筑後川・矢部川通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　佐賀国道管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　武雄管内通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　長崎管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　雲仙管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　熊本管内電気設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　緑川ダム管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　大分管内通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　山国川管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　佐伯管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　筑後・矢部川電気設備点検業務 年間保守業務

平成2４年度
NTTドコモ　環境センサネットワーク自治体向け観測システム 製作納入
ＮＴＴドコモ　ＦＯＭＡテレメータ装置製作 製作納入
ＮＴＴドコモ　データセンター設備設置調整 製作納入
ＮＴＴドコモ　武豊町テレメータ設置調整 製作納入
ＮＴＴドコモ　3G多重化装置（気象用）製作 製作納入
群馬県　大気汚染常時監視システム 製作納入
群馬県　大気汚染常時監視システムPM2.5 製作納入
国土交通省　山国川河川事務所　統一河川向けデータ配信機能 製作納入
国土交通省　佐賀河川事務所　降雨予測システム 製作納入
国土交通省　大分河川国道事務所　道路情報配信機能 製作納入
水資源機構　両筑平野用水　貯水池Webカメラ取替工事 納入
国土交通省　筑後川河川事務所　日田市災害対応画像配信ネットワーク接続支援 ネットワーク設計構築
国土交通省　福岡国道事務所　防災情報表示設備 製作納入
国土交通省　八代河川事務所　防災情報室大型表示設備 製作納入
国土交通省　山国川河川事務所　統一河川外部演算装置通報サーバ 製作納入
鹿児島県　尾巡山中継局多重回線障害対応 障害復旧
国土交通省　八代河川事務所　黒原中継局　テレメ－タ欠測障害対応 障害復旧
国土交通省　遠賀川河川事務所　カメラ画像監視装置 製作納入
国土交通省　北九州国道事務所　道の駅情報提供装置 製作納入
国土交通省　熊本河川国道事務所　管内CCTV設備巡回装置 製作納入
水資源機構　大山ダムＬＥＤ屋外情報表示設備 製作納入
各納入業者　エレベータ緊急地震情報リレー分岐装置 製作納入
国土交通省　長崎河川国道事務所　河川情報室大型表示装置 修繕
国土交通省　八代河川国道事務所　屋形山局系テレメ－タ欠測障害 調査業務
国土交通省　厳木ダム　情報伝送装置製造 ネットワーク設計構築
国土交通省　筑後川河川事務所　花宗水門情報表示板 製作納入
国土交通省　筑後川ダム統管　筑後川水系流水諸量配信システム 製作納入
国土交通省　宮崎河川国道事務所　ネットワーク監視装置 製作納入
国土交通省　宮崎河川国道事務所　道路冠水情報板 製作納入
国土交通省　武雄河川事務所　管内防災情報提供装置 製作納入
国土交通省　熊本河川国道事務所　映像表示設備 製作納入
国土交通省　緑川ダム　メール通報システム（ファイアウォール更新） 修繕
国土交通省　福岡国道事務所　ＩＰ映像装置 製作納入
国土交通省　筑後川河川事務所　花月川水位観測装置 製作納入
国土交通省　大隅河川国道事務所　桜島画像蓄積装置 修繕
国土交通省　筑後川河川事務所　星野詰所ＬＡＮ設置 ネットワーク設計構築
国土交通省　下関港湾事務所　情報収集監視装置修理（第1次） 修繕
国土交通省　鹿児島国道事務所　ネットワーク監視装置 製作納入
国土交通省　企画部　平成24年度無線局申請資料作成ソフトウエア 製作納入
国土交通省　菊池川河川事務所　防災情報処理装置（ファイアウォール更新） 修繕
水資源機構　筑後川局管内ネットワーク整備 ネットワーク設計構築
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国土交通省　筑後川ダム統管　遠隔制御型監視カメラ 製作納入
国土交通省　武雄河川事務所　防災情報提供装置 製作納入
国土交通省　大分河川国道事務所　ホームページ用CCTVカメラ追加 製作納入
国土交通省　大隅河川国道事務所　ファイアウォール設定変更 ネットワーク設計構築
国土交通省　福岡国道事務所　通信設備ウィルスチェック 支援業務
西之表市　カメラシステム保守 年間保守業務
長門市　カメラシステム保守 年間保守業務
群馬県　大気汚染常時監視システム保守業務 年間保守業務
ＮＴＴドコモ　環境センサネットワーク保守業務 年間保守業務
鹿児島県　防災行政無線通信施設等保守業務 年間保守業務
水資源機構　筑後川局管内通信設備等点検業務 年間保守業務
水資源機構　筑後川局管内制御処理設備等点検業務 年間保守業務
国土交通省　延岡管内通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　九州技術電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　嘉瀬川ダム管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　熊本管内通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　菊池川管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　川辺川ダム砂防事務所管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　八代管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　後川ダム統管管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　北九州国道管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　遠賀川河川事務所外電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　筑後川・矢部川電気設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　鶴田ダム管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　福岡局外電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　福岡国道管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　筑後川・矢部川通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　佐賀導水路・嘉瀬川電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　佐賀国道管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　武雄管内通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　長崎管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　雲仙管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　熊本管内電気設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　緑川ダム管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　佐伯管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　大分管内通信設備点検業務 年間保守業務

平成23年度
群馬県　大気汚染常時監視システムサーバ移行 製作納入
宮崎県　見立雨量観測局詳細設計業務 調査設計業務
国土交通省　筑後川河川事務所　防災情報配信システム 製作納入
国土交通省　北九州国道事務所　気象観測データ配信 製作納入
国土交通省　山国川河川事務所　統一河川外部演算装置 製作納入
国土交通省　八代河川国道事務所　防災情報配信設備 製作納入
国土交通省　熊本河川国道事務所　防災室表示設備 製作納入
国土交通省　福岡国道事務所　防災情報提供装置 製作納入
国土交通省　武雄河川事務所　防災情報提供設備 製作納入
国土交通省　佐賀国道事務所　防災情報通報設備 製作納入
国土交通省　長崎河川国道事務所　静止画像配信装置 製作納入
国土交通省　大分河川国道事務所　CCTV画像変換装置 製作納入
国土交通省　延岡河川国道事務所　危機管理情報システム 製作納入
国土交通省　佐伯河川国道事務所　画像提供装置 製作納入
国土交通省　筑後川河川事務所　情報伝送装置 ネットワーク設計構築
国土交通省　筑後川ダム統管　演算処理装置 製作納入
国土交通省　熊本河川国道事務所　画像配信設備 製作納入
国土交通省　延岡河川国道事務所　管内電気通信設備修繕外工事 修繕外工事
福岡市　千早駅前駐輪場表示板修繕 修繕
熊本県　発電総合管理所等光多重端局装置点検 点検業務
群馬県　大気汚染常時監視システム保守業務 年間保守業務
長門市　カメラシステム保守業務 年間保守業務
鹿児島県　防災行政無線通信施設等保守業務 年間保守業務
水資源機構　筑後川局管内通信設備等点検業務 年間保守業務
水資源機構　筑後川局管内制御処理設備等点検業務 年間保守業務
国土交通省　延岡管内通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　福岡局外電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　筑後川・矢部川通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　佐賀導水路・嘉瀬川電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　武雄管内通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　緑川ダム管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
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国土交通省　筑後川ダム統管管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　北九州国道事務所電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　筑後川・矢部川電気設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　九州技術電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　嘉瀬川ダム管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　熊本管内通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　八代管内電気通信設備点検業務 年間保守業務

平成22年度
国土交通省　嘉瀬川ダム　発電機IP遠隔監視制御装置品製作 製作納入
西之表市　地域情報通信基盤整備構築事業 製作納入
国土交通省　大隅河川国道事務所　桜島砂防安全管理システムネットワーク構築 ネットワーク設計構築
国土交通省　嘉瀬川ダム　無停電電源装置外（監視制御装置） 製作納入
国土交通省　山国川河川事務所　統一河川外部演算装置外 製作納入
国土交通省　熊本河川国道事務所　共聴設備 製作納入
国土交通省　菊池川河川事務所　防災情報提供設備 製作納入
国土交通省　北九州国道　道の駅糸田外情報提供設備 製作納入
国土交通省　武雄河川事務所　防災情報提供装置 製作納入
国土交通省　熊本河川国道事務所　緑川下流出張所外施設管理用情報伝送設備 ネットワーク設計構築
国土交通省　大隅河川国道事務所　桜島砂防監視情報表示装置 製作納入
国土交通省　鹿児島国道事務所　管内ネットワーク監視装置 製作納入
群馬県　大気汚染常時監視システム 製作納入
国土交通省　佐賀国道事務所　画像共有化設備 製作納入
水資源機構　大山ダム光伝送設備 ネットワーク設計構築
水資源機構　江川ダム  下流監視設備 システム納入
国土交通省　筑後川ダム統管　音声・メール通報システム 製作納入
国土交通省　福岡国道事務所　防災情報提供設備 製作納入
国土交通省　筑後川河川事務所　降雨予測データ整理作業 データ整理
国土交通省　延岡河川国道事務所　大型表示制御設備外 製作納入
JR博多駅　監視カメラ システム納入
国土交通省　筑後川河川事務所　防災情報配信システム外 製作納入
国土交通省　筑後川ダム統管　システム統合化検証作業 データ検証
国土交通省　大隅河川国道事務所　統合プロセッサ画像処理装置 製作納入
国土交通省　延岡河川国道事務所　管内電気通信設備移設外工事 移設工事
群馬県　大気汚染常時監視システム保守業務 年間保守業務
長門市　カメラシステム保守業務 年間保守業務
鹿児島県　防災行政無線施設等保守業務 年間保守業務
水資源機構　筑後川局管内制御処理設備等点検業務 年間保守業務
水資源機構　筑後川局管内通信設備等点検業務 年間保守業務
国土交通省　延岡管内通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　福岡局外電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　筑後・矢部川通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　佐賀導水路・嘉瀬川電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　筑後・矢部川電気設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　ダム統管管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　厳木ダム管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　嘉瀬川ダム管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　熊本管内通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　川辺川ダム管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　八代管内電気通信設備点検業務 年間保守業務

平成21年度
福岡県　道の駅おおき情報提供設備製造 製作納入
群馬県　大気汚染常時監視システム 製作納入
熊本県　通行規制区間の連続雨量監視システム構築業務 製作納入
国土交通省　武雄河川事務所　防災情報提供システム 製作納入
国土交通省　大隅河川国道事務所　桜島砂防画像蓄積装置増設機器 製作納入
国土交通省　鹿児島国道事務所　武岡トンネル交通流センサ雷害対策 修繕
国土交通省　菊池川河川事務所　LANスイッチ ネットワーク設計構築
国土交通省　大隅河川国道事務所　東九州道光伝送設備設 製作納入
国土交通省　山国川河川事務所　管内光伝送装置外 ネットワーク設計構築
国土交通省　厳木ダム　操作室情報表示装置 製作納入
国土交通省　熊本河川国道事務所　松橋地区道の駅外情報提供設備 製作納入
国土交通省　佐賀国道事務所　直流電源装置 納入
国土交通省　武雄河川事務所　共聴設備 システム納入
国土交通省　福岡国道事務所　防災情報収集設備 システム納入
国土交通省　大分河川国道事務所　画像変換装置 製作納入
国土交通省　大分河川国道事務所　画像公開装置 製作納入
国土交通省　武雄河川事務所　管内画像情報提供システム 製作納入
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国土交通省　筑後川ダム統管　筑後川流水諸量処理システム 製作納入
国土交通省　緑川ダム　放流告知ランプ制御システム製造 製作納入
国土交通省　菊池川河川事務所　防災情報提供設備 製作納入
国土交通省　筑後川ダム統管　広域水位情報処理装置外 システム納入
国土交通省　筑後川ダム統管　筑後川流水諸量外部配信システム 製作納入
国土交通省　緑川ダム　放流告知ランプ制御システム 製作納入
国土交通省　延岡河川国道事務所　管内電気通信設備修繕工事 修繕外工事
長門市　カメラシステム保守 年間保守業務
群馬県　大気汚染常時監視システム保守 年間保守業務
鹿児島県　防災行政無線通信施設保守委託 年間保守業務
水資源機構　筑後川局管内通信設備等点検業務 年間保守業務
水資源機構　筑後川局管内制御処理設備等点検業務 年間保守業務
国土交通省　延岡管内通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　佐賀国道管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　筑後・矢部川通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　福岡国道管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　鹿児島国道管内通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　緑川ダム管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　熊本管内電気設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　武雄管内通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　長崎管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　筑後・矢部川電気設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　遠賀川管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　八代管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　川辺川ダム管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　菊池川管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　熊本管内通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　北九州国道管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　厳木ダム電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　ダム統管管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　九州技術電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　嘉瀬川出張所管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　山国川管内電気通信設備点検業務 年間保守業務

平成20年度
各納入業者　エレベーター緊急地震情報リレー増幅装置 製作納入
群馬県　大気汚染常時監視システム 製作納入
国土交通省　佐伯河川国道事務所　画像提供装置 製作納入
国土交通省　鶴田ダム　大型マルチビジョンデータ表示装置 製作納入
国土交通省　武雄河川事務所　内部情報提供設備 製作納入
国土交通省　大分河川国道事務所　管理用情報配信設備 製作納入
国土交通省　菊池川事務所　河川情報外部演算装置 製作納入
国土交通省　福岡国道事務所　防災情報提供設備 製作納入
国土交通省　大分河川国道事務所　水分中継所外ネットワーク装置 ネットワーク設計構築
国土交通省　厳木ダム　所内ネットワーク装置 ネットワーク設計構築
国土交通省　遠賀川河川事務所　画像回覧装置外 納入
国土交通省　菊池川河川事務所　防災情報提供装置データ伝送機能 製作納入
国土交通省　八代河川国道事務所　情報外部演算処理装置外 製作納入
国土交通省　佐賀国道事務所　伝送装置製造 ネットワーク設計構築
国土交通省　武雄河川事務所　レーダ雨量受信処理部 製作納入
国土交通省　福岡国道事務所　有明海沿岸道路CATV共聴設備 システム納入
国土交通省　筑後川ダム統管　筑後川流水諸量処理システム 製作納入
国土交通省　緑川ダム　流入量予測装置用サーバ 納入
国土交通省　IP遠隔監視制御装置開発 製作納入
国土交通省　福岡国道事務所　矢部川橋計測管理システム 納入
国土交通省　福岡国道事務所　有明海沿岸道路出張所外メディアコンバータ システム納入
国土交通省　筑後川ダム統管　統一河川情報系水文情報収集蓄積システム装置 製作納入
国土交通省　武雄河川事務所　情報提供設備 製作納入
国土交通省　延岡河川国道事務所　管内電気通信設備修繕工事 修繕外工事
群馬県　大気汚染常時監視システムメンテナンス業務 年間保守業務
鹿児島県　防災行政無線通信施設保守委託 年間保守業務
水資源機構　筑後川局管内通信設備等点検業務 年間保守業務
水資源機構　筑後川局管内制御処理設備等点検業務 年間保守業務
国土交通省　延岡管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　佐賀国道管内電気通信設備外点検業務 年間保守業務
国土交通省　福岡局外電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　筑後・矢部川通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　福岡国道管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　鹿児島国道事務所管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
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国土交通省　山国川管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　緑川ダム電気通信設備外点検業務 年間保守業務
国土交通省　熊本河川電気設備外点検業務 年間保守業務
国土交通省　武雄管内通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　長崎管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　筑後・矢部川電気設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　遠賀川河川事務所外電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　八代管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　川辺川ダム砂防事務所管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　菊池川管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　熊本管内通信設備外点検業務 年間保守業務
国土交通省　北九州国管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　厳木ダム電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　ダム統管管内電気通信設備点検業務 年間保守業務

平成19年度
長門市　三隅地区地域情報通信基盤整備(カメラ監視システム） 製作納入
国土交通省　福岡河川国道事務所　管内CCTV画像録画設備 製作納入
国土交通省　九州地方整備局　防災情報設備増設工事IP52化 ネットワーク設計構築
国土交通省　武雄河川事務所牛津排水機場水門制御装置外 製作納入
国土交通省　大隅河川国道事務所　桜島砂防画像蓄積装置 製作納入
国土交通省　佐賀国道国道事務所　防災情報通報設備外 製作納入
国土交通省　嘉瀬川ダム　防災情報表示装置外 設計納入
国土交通省　長崎河川国道事務所　管内IP統合化移行計画設計業務 調査設計業務
国土交通省　雲仙復興工事事務所　管内防災ネットワーク外調査設計業務 調査設計業務
国土交通省　大分河川国道事務所　日田局外蓄電池 納入
国土交通省　大分河川国道事務所　管内電気通信設備実施設計業務 調査設計業務
国土交通省　吉野ケ里歴史公園事務所　インフォメーション設備 製作納入
国土交通省　大分河川国道事務所　河川管理用情報配信設備 製作納入
国土交通省　遠賀川河川事務所　河口堰画像共有化設備 製作納入
国土交通省　長崎河川国道事務所　管内ＴＶ共聴設備設計業務 設計業務
国土交通省　熊本河川国道事務所　阿蘇道の駅情報提供設備 製作納入
国土交通省　嘉瀬川ダム　監視カメラシステム システム納入
国土交通省　嘉瀬川ダム　Ｗｅｂ雨量計システム システム納入
国土交通省　熊本河川国道事務所　画像配信設備 製作納入
国土交通省　熊本河川国道事務所　防災情報表示設備 製作納入
国土交通省　福岡国道事務所　道の駅くるめ情報提供設備 製作納入
国土交通省　北九州国道事務所　ＣＣＴＶ画像配信設備 製作納入
国土交通省　川内川河川事務所　情報外部演算装置 製作納入
国土交通省　筑後川ダム統管　流水諸量処理システム 製作納入
国土交通省　川内川河川事務所　行政系情報処理機器（ＬＡＮスイッチ） 設計納入
国土交通省　佐伯河川国道事務所　画像変換装置 システム納入
国土交通省　厳木ダム　情報配信設備 製作納入
国土交通省　緑川ダム　管理補助システム 製作納入
国土交通省　九州地方整備局　道路防災用基盤ソフトウェア 納入
国土交通省　延岡河川国道事務所　管内電気通信設備修繕工事 修繕外工事
群馬県　大気汚染常時監視システムメンテナンス業務 年間保守業務
鹿児島県　震度情報ネットワークシステム管理委託業務 年間保守業務
鹿児島県　防災行政無線通信施設保守委託 年間保守業務
水資源機構　筑後川局管内通信設備等点検業務 年間保守業務
水資源機構　寺内ダム通信設備点検業務 年間保守業務
水資源機構　筑後大堰通信設備外点検業務 年間保守業務
水資源機構　大山ダム通信設備点検業務 年間保守業務
水資源機構　筑後川下流通信設備等点検業務 年間保守業務
国土交通省　雲仙電気通信施設点検業務 年間保守業務
国土交通省　延岡管内通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　武雄管内通信設備外点検業務 年間保守業務
国土交通省　熊本通信設備外点検業務 年間保守業務
国土交通省　菊池川管内通信設備外点検業務 年間保守業務
国土交通省　筑後・矢部川通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　ダム統管管内通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　八代管内通信設備外点検業務 年間保守業務
国土交通省　川内川電子応用設備外点検業務 年間保守業務
国土交通省　ダム統管筑後川流水諸量処理システム保守 年間保守業務
国土交通省　川辺川管内通信設備外点検業務 年間保守業務
国土交通省　筑後・矢部川電気設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　北九州国道管内通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　緑川ダム電気通信設備外点検業務 年間保守業務
国土交通省　嘉瀬川ﾀﾞﾑ電気・通信設備点検 年間保守業務
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国土交通省　長崎通信設備外点検業務 年間保守業務
国土交通省　厳木ダム電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　佐賀国道管内通信設備外点検業務 年間保守業務
国土交通省　熊本管内電気設備外点検業務 年間保守業務
国土交通省　鹿児島国道通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　福岡国道管内通信設備等点検業務 年間保守業務
国土交通省　遠賀川管内ﾃﾚﾒｰﾀ設備外点検業務 年間保守業務
国土交通省　山国川管内電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　福岡局通信設備外点検業務 年間保守業務

平成１8年度
東京都　小笠原村IP告知整備 製作納入
宮崎県　北川河川監視カメラ局設備 設計納入
福岡市　駐輪場案内システム 製作納入
山口県　長門市三隅地区CATVカメラ実施設計業務 調査設計業務
水資源機構　アクアネットルータ整備 ネットワーク設計構築
国土交通省　佐伯管内2級回線外実施設計業務 調査設計業務
国土交通省　中国地方整備局　共聴設備設計 調査設計業務
国土交通省　九州地方整備局　道路情報センター機器移設外 調査設計業務
国土交通省　筑後川河川事務所　ホームページ作成業務 作成業務
国土交通省　北九州国道事務所　筑豊維持出張所雨量情報表示盤修繕 修繕
国土交通省　八代河川国道事務所　電気通信移設工事 据付調整工事
国土交通省　筑後川河川事務所　通信設備移設工事 据付調整工事
国土交通省　大隅河川国道事務所　画像情報配信装置 製作納入
国土交通省　遠賀川河川事務所　気象衛星画像受信装置 システム納入
国土交通省　鹿児島国道事務所　電気通信施設管理装置 製作納入
国土交通省　長崎河川国道事務所　総合監視装置 製作納入
国土交通省　熊本河川国道事務所　画像配信設備 製作納入
国土交通省　遠賀川河川事務所　電話応答通報装置 製作納入
国土交通省　福岡国道事務所　CATV共聴設備伝送装置 製作納入
国土交通省　雲仙復興工事事務所　管内ネットワーク設備外調査設計業務 調査設計業務
国土交通省　佐賀国道国道事務所　テレビ共聴設備 製作納入
国土交通省　長崎河川国道事務所　平戸局外直流電源装置用蓄電池 納入
国土交通省　佐賀国道事務所　防災情報通報設備 製作納入
国土交通省　北九州国道事務所　無停電電源装置 納入
国土交通省　九州地方整備局　防災情報表示装置外 システム納入
国土交通省　九州地方整備局　河川部防災表示モニター 納入
国土交通省　竜門ダム　TV共聴設備 システム納入
国土交通省　筑後川ダム統管　事務所体制表示板 製作納入
国土交通省　筑後川ダム統管　レーダ降雨予測システム 製作納入
国土交通省　熊本河川国道事務所　所内情報提供装置 製作納入
国土交通省　福岡国道事務所　管内CCTV画像録画設備 製作納入
国土交通省　八代河川国道事務所　画像伝送装置 製作納入
国土交通省　鹿児島国道事務所　武岡トンネル（交通流）状態監視設備 製作納入
国土交通省　武雄河川国道事務所　樋門樋管WEB画像 製作納入
国土交通省　福岡国道事務所　室見川工事現場監視カメラ 設計納入
国土交通省　水文観測所用蓄電池 納入
国土交通省　九州地方整備局　防災情報処理設備移設工事 据付調整工事
鹿児島県　震度情報ネットワークシステム管理委託業務 年間保守業務
鹿児島県　防災行政無線通信施設保守業務 年間保守業務
水資源機構　筑後大堰通信設備外点検業務 年間保守業務
水資源機構　寺内ダム通信設備点検業務 年間保守業務
水資源機構　筑後川通信設備等点検業務 年間保守業務
水資源機構　筑後川下流通信設備等点検業務 年間保守業務
水資源機構　大山ダム通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　ダム統管流水諸量処理システム保守 年間保守業務
国土交通省　矢部川電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　延岡管内通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　厳木ダム電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　雲仙電気通信施設点検業務 年間保守業務
国土交通省　遠賀川テレメータ設備外点検業務 年間保守業務
国土交通省　緑川ダム通信設備外点検業務 年間保守業務
国土交通省　筑後川ダム統管通信設備外点検業務 年間保守業務
国土交通省　熊本河川国道通信設備外点検業務 年間保守業務
国土交通省　福岡局通信設備外点検業務 年間保守業務
国土交通省　武雄河川通信設備外点検業務 年間保守業務
国土交通省　北九州国道管内通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　菊池川管内通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　長崎河川国道通信設備外点検業務 年間保守業務
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国土交通省　川辺川ダム通信設備外点検業務 年間保守業務
国土交通省　福岡国道通信設備等点検業務 年間保守業務
国土交通省　筑後川通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　佐伯通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　鹿児島国道通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　佐賀国道情報通信設備外点検業務 年間保守業務
国土交通省　嘉瀬川ダム工事事務所外電気・通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　熊本電気設備外点検業務 年間保守業務
国土交通省　九州技術電気設備外点検業務 年間保守業務
国土交通省　山国川放流設備制御装置外点検業務 年間保守業務
国土交通省　佐賀河川電気通信設備点検業務 年間保守業務
国土交通省　川内川電子応用設備外点検業務 年間保守業務

平成１７年度
国土交通省　熊本道の駅提供画面追加 作成業務
国土交通省　厳木ダム　監視カメラ外 設計納入
国土交通省　筑後川ダム統管　レーダ降雨予測システム 製作納入
長野県　浅間山管理サーバ（ソフト監視端末） 製作納入
アンリツ㈱　光伝送装置 納入
鹿児島県　喜界島震度情報設備移設工事 据付調整工事
国土交通省　長崎佐世保局TV会議装置外移設 据付調整工事
国土交通省　厳木ダム　学習館警報設備 設計納入
鹿児島県　輝北町震度情報設備移設工事 据付調整工事
国土交通省　宮崎河川国道事務所　別館テレビ共聴設備 システム納入
国土交通省　筑後川河川事務所　矢部川出張所管内警報局蓄電池外 納入
国土交通省　厳木ダム　操作室衛星電話外 納入
国土交通省　筑後川河川事務所　気象衛星画像受信装置 修繕業務
国土交通省　筑後川ダム統管　流水諸量処理システム 製作納入
国土交通省　武雄河川事務所　防災情報配信システム 製作納入
国土交通省　川内河川事務所　河川情報提供装置 製作納入
国土交通省　菊池川河川事務所　防災情報処理装置 製作納入
国土交通省　武雄河川事務所　アザメの堰カメラ画像 製作納入
国土交通省　延岡河川国道事務所　危機管理提供画面長井水位局 製作納入
国土交通省　宮崎河川国道事務所　青島トンネル情報 製作納入
国土交通省　緑川ダム　管理補助システム 製作納入
東京都　小笠原基幹情報システム整備 製作納入
国土交通省　福岡国道事務所　CATV共聴設備 製作納入
国土交通省　熊本河川国道事務所　画像情報設備 製作納入
国土交通省　長崎局　防災情報提供装置 製作納入
水資源機構　筑後大堰　堰情報配信設備 製作納入
国土交通省　竜門ダム　利水データ情報配信システム 製作納入
国土交通省　佐賀国道河川事務所　防災情報通報設備 製作納入
国土交通省　川内川河川事務所　体制表示板端末 製作納入
国土交通省　佐賀国道事務所　庁舎監視カメラ システム納入
国土交通省　筑後川ダム統管　体制表示板 製作納入
水資源機構　筑後川下流総合管理所内通信設備 調査設計業務
国土交通省　鹿児島国道事務所　渋滞検知システム 設計業務
国土交通省　鹿児島国道事務所　防災情報通報設備 設計業務
国土交通省　熊本河川国道事務所　子飼局無線設備等 据付調整工事
国土交通省　山国川河川事務所　平成大堰案内表示装置 製作納入
国土交通省　長崎河川国道事務所　無線室外機器 据付調整工事
国土交通省　熊本河川国道事務所　宇土道の駅道路情報提供装置 据付調整工事
国土交通省　北九州国道国道事務所　気象衛星画像受信装置 システム納入
国土交通省　熊本河川国道事務所　ソーラーボイスアラーム３基 システム納入
国土交通省　鹿児島国道事務所　超短波無線電話受信機 納入
鹿児島県　震度情報ネットワークシステム管理委託 年間保守業務
国土交通省　筑後川流水諸量処理システム保守　　　　　 　 年間保守業務
国土交通省　緑川ダム通信設備外点検                     年間保守業務
国土交通省　武雄通信設備点検                           年間保守業務
国土交通省　厳木ダム通信施設点検                 年間保守業務
国土交通省　雲仙復興電気通信施設点検                   年間保守業務
国土交通省　福岡局通信設備等点検　　　　　               年間保守業務
国土交通省　遠賀川テレメータ設備外点検　　　　　　　 　 年間保守業務
国土交通省　鹿児島国道通信設備点検 年間保守業務
国土交通省　北九州国道管内通信設備外点検               年間保守業務
国土交通省　佐伯通信設備点検　　　　　　　　　　　　 　 年間保守業務
国土交通省　熊本電気設備外点検　　　　　 　 年間保守業務
国土交通省　筑後川通信設備外点検 　　　　              年間保守業務
国土交通省　長崎通信設備外点検                   年間保守業務
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国土交通省　八代通信設備外点検   　　　          年間保守業務
国土交通省　延岡通信設備外点検     　　　        年間保守業務
国土交通省　川辺川通信設備外点検　　　　　　　　　　 　 年間保守業務
鹿児島県庁　防災行政無線通信システム                   年間保守業務
国土交通省　矢部川制御設備外点検   　　　              年間保守業務
国土交通省　福岡国道通信施設点検　　　　　　         　    年間保守業務
国土交通省　菊池川管内通信設備外点検　　　　　　　　 　　　 年間保守業務
国土交通省　熊本電気施設外施設外点検                   年間保守業務
水資源機構　筑後川局電気通信設備点検           年間保守業務
水資源機構　筑後川下流通信設備等点検 年間保守業務
水資源機構　寺内ダム通信設備点検                   年間保守業務
国土交通省　川辺川防災モニター用FAX移設点検 年間保守業務
国土交通省　佐賀国道情報通信設備外点検         年間保守業務
国土交通省　佐賀河川電気通信設備点検　　　　　　 　　　 年間保守業務
国土交通省　九州技術電気設備外点検 年間保守業務
国土交通省　武雄制御設備外点検 年間保守業務
水資源機構　筑後大堰堰情報配信設備点検 年間保守業務

平成16年度
長野県　国保火山噴火警戒避難対策システム 製作納入
長野県　浅間山　監視システム 製作納入
国土交通省　下関港湾情報収集監視装置 製作納入
国土交通省　鹿児島国道事務所　道の駅提供設備 設計業務
国土交通省　川内川河川事務所　水質監視システム 製作納入
国土交通省　厳木ダム　情報配信設備 製作納入
国土交通省　宮崎河川国道事務所　テレビ共聴設備 システム納入
国土交通省　緑川ダム　管理補助システム 製作納入
国土交通省　筑後川ダム統管　体制表示板 製作納入
国土交通省　佐賀国道事務所　防災情報通報設備 製作納入
国土交通省　宮崎河川国道事務所　道の駅フェニックス情報提供設備 製作納入
国土交通省　宮崎河川国道事務所　防災情報表示設備 製作納入
国土交通省　延岡河川国道事務所　事務所防災室設備 製作納入
国土交通省　八代河川国道事務所　警報表示システム 製作納入
国土交通省　北九州国道事務所　管内CATV設備 製作納入
国土交通省　遠賀川河川事務所　熊添川浄化施設外電話通報装置 製作納入
国土交通省　八代河川国道事務所　防災体制表示盤 製作納入
国土交通省　八代河川国道事務所　監視カメラシステム システム納入
水資源機構　筑後大堰　堰情報配信サーバ装置 製作納入
国土交通省　福岡国道事務所　CATV共聴設備 製作納入
国土交通省　北九州国道事務所　防災情報配信システム 製作納入
国土交通省　長崎河川国道事務所　長崎局総合監視装置 製作納入
国土交通省　筑後川ダム統管流　水諸量処理システム 製作納入
国土交通省　筑後川ダム統管　レーダ降雨予測システム 製作納入
国土交通省　武雄河川事務所　防災情報提供システム 製作納入
国土交通省　菊池川河川事務所　竜門ダム緊急防災システム 製作納入
国土交通省　遠賀川河川事務所　河口堰映像音響設備 システム納入
国土交通省　鹿児島国道事務所　行政ネットワーク 設計納入
国土交通省　菊池川河川事務所　竜門ダム気象観測装置センサー システム納入
国土交通省　筑後川ダム統管　テレメータ用蓄電池 納入
国土交通省　筑後川ダム統管　収容架 納入
国土交通省　熊本河川国道事務所　道の駅情報提供サーバ システム納入
国土交通省　福岡国道事務所　道の駅システム 設計業務
国土交通省　熊本河川国道事務所　佩楯山通信設備 据付調整工事
国土交通省　筑後川ダム統管　通信設備移設工事 据付調整工事
国土交通省　遠賀川河川事務所　河口堰水門制御装置外 据付調整工事
国土交通省　大分河川国道事務所　大分系テレメータ装置外1件 据付調整工事
国土交通省　北九州国道事務所　小倉局多重無線通信装置 据付調整工事
国土交通省　熊本河川国道事務所　子飼局無線設備等 据付調整工事
国土交通省　筑後川ダム統管　流水諸量処理システム保守　　　　　 　 年間保守業務
鹿児島県　震度情報ネットワークシステム管理委託 年間保守業務
福岡県　防災行政無線点検                                年間保守業務
国土交通省　北九州国道管内通信設備外点検               年間保守業務
国土交通省　緑川ダム通信設備外点検                     年間保守業務
国土交通省　武雄通信設備点検                           年間保守業務
国土交通省　熊本電気施設外施設外点検                   年間保守業務
国土交通省　八代通信設備外点検   　　　          年間保守業務
国土交通省　長崎通信設備外点検                   年間保守業務
国土交通省　松原系テレメータ施設外点検                 年間保守業務
国土交通省　遠賀川テレメータ施設外点検　　　　　　　 　 年間保守業務
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国土交通省　福岡通信設備等点検　　　　　               年間保守業務
国土交通省　川辺川通信設備外点検　　　　　　　　　　 　 年間保守業務
国土交通省　川辺川情報提供装置点検 年間保守業務
国土交通省　川辺川防災モニター用FAX移設点検 年間保守業務
国土交通省　延岡通信設備外点検     　　　        年間保守業務
国土交通省　雲仙復興電気通信施設点検                   年間保守業務
国土交通省　福岡国道通信施設点検　　　　　　         　    年間保守業務
国土交通省　厳木ダム通信施設点検                 年間保守業務
国土交通省　筑後川通信設備外点検 　　　　              年間保守業務
水資源機構　寺内ダム通信設備点検                   年間保守業務
国土交通省　佐伯通信設備点検　　　　　　　　　　　　 　 年間保守業務
国土交通省　佐賀河川電気通信設備点検　　　　　　 　　　 年間保守業務
国土交通省　佐賀国道通信設備外点検         年間保守業務
水資源機構　筑後川局電気通信設備点検           年間保守業務
国土交通省　熊本河川電気設備外点検　　　　　 　 年間保守業務
国土交通省　鹿児島国道通信設備点検 年間保守業務
国土交通省　菊池川管内通信設備外点検　　　　　　　　 　　　 年間保守業務
鹿児島県庁　防災行政無線通信システム                   年間保守業務
国土交通省　矢部川制御設備外点検   　　　              年間保守業務
国土交通省　筑後川CCTV設備外点検 年間保守業務
国土交通省　九州技術電気設備外点検 年間保守業務
国土交通省　武雄河川制御設備外点検 年間保守業務
長崎県　諫早土木事務所　管内ダム電気通信施設保守 年間保守業務
水資源機構　筑後川下流通信設備等点検 年間保守業務
水資源機構　筑後大堰堰情報配信設備点検 年間保守業務

平成15年度
福岡県　平尾台・自然の郷（無線ＬＡＮ外） システム納入
国土交通省　九州地方整備局　ホームページ 作成業務
長野県　国保火山噴火警戒避難対策システム 製作納入
福岡県　防災情報提供装置 製作納入
国土交通省　遠賀川河川事務所　情報配信システム 製作納入
国土交通省　遠賀川河川事務所　犬鳴川流域外情報配信装置 製作納入
国土交通省　武雄河川事務所　河口堰情報表示装置 製作納入
国土交通省　菊池川河川事務所　竜門ダム電気通信施設設備台帳管理装置 製作納入
国土交通省　緑川ダム　管理補助システム 製作納入
国土交通省　延岡河川国道事務所　五ヶ瀬川水系危機管理システム 製作納入
国土交通省　川辺川砂防事務所　防災情報配信装置 製作納入
国土交通省　延岡河川国道事務所　風向風速計ソフトウェア 製作納入
国土交通省　延岡河川国道事務所　五ヶ瀬水系危機管理システム 製作納入
国土交通省　川内川河川事務所　情報提供装置データ出力 製作納入
国土交通省　福岡国道事務所　TV共聴設備 システム納入
国土交通省　長崎河川国道事務所　本明川河川管理施設設備 製作納入
国土交通省　八代河川国道事務所　防災情報表示装置 製作納入
国土交通省　長崎河川国道事務所　総合監視装置 製作納入
国土交通省　武雄河川事務所　防災情報提供装置 製作納入
水資源開発公団　筑後大堰携帯端末情報配信設備 製作納入
国土交通省　筑後川河川事務所　情報提供装置 製作納入
国土交通省　北九国道事務所　防災情報表示装置 製作納入
国土交通省　遠賀川河川事務所　体制表示盤設備 製作納入
国土交通省　八代河川国道事務所　体制表示システム 製作納入
国土交通省　鹿児島国道事務所　電子掲示板システム 製作納入
国土交通省　筑後川ダム統管　ネットワーク・システム系統図作成 設計業務
国土交通省　遠賀川河川事務所　水質情報システム 設計業務
水資源開発公団　筑後大堰携帯端末配信システム 設計業務
国土交通省　山国川河川事務所　八面山系テレメータ回線 調査設計業務
長崎県　情報基盤無線通信装置 据付調整工事
国土交通省　筑後川ダム統管　岩戸局濁度計 据付調整工事
国土交通省　筑後川ダム統管　電気通信設備 据付調整工事
国土交通省　八代河川国道事務所　八竜山局移動体通信設備 据付調整工事
国土交通省　延岡河川国道事務所　追内川水門防雷設備 据付調整工事
国土交通省　佐賀国道事務所　事務所外車載無線機 据付調整工事
国土交通省　遠賀川河川事務所　ＬＡＮ配線工事 配線工事
福岡県　防災行政無線点検                                年間保守業務
長崎県　諫早土木　管内ダム電気通信施設保守 年間保守業務
鹿児島県庁　防災行政無線通信システム                   年間保守業務
国土交通省　筑後川流水諸量処理システム保守　　　　　 　 年間保守業務
国土交通省　北九州国道管内通信設備外点検               年間保守業務
国土交通省　緑川ダム通信設備外点検                     年間保守業務
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国土交通省　武雄通信設備点検                           年間保守業務
国土交通省　熊本電気施設外施設外点検                   年間保守業務
国土交通省　八代通信設備外点検   　　　          年間保守業務
国土交通省　長崎通信設備外点検                   年間保守業務
国土交通省　松原系テレメータ施設外点検                 年間保守業務
国土交通省　遠賀川テレメータ施設外点検　　　　　　　 　 年間保守業務
国土交通省　福岡通信設備等点検　　　　　               年間保守業務
国土交通省　川辺川通信設備外点検　　　　　　　　　　 　 年間保守業務
国土交通省　延岡通信設備外点検     　　　        年間保守業務
国土交通省　雲仙復興電気通信施設点検                   年間保守業務
国土交通省　福岡国道通信施設点検　　　　　　         　    年間保守業務
国土交通省　厳木ダム通信施設点検                 年間保守業務
国土交通省　筑後川通信設備外点検 　　　　              年間保守業務
水資源開発公団　寺内ダム通信設備点検                   年間保守業務
国土交通省　佐伯通信設備点検　　　　　　　　　　　　 　 年間保守業務
国土交通省　川内川テレメータ施設外点検 年間保守業務
国土交通省　佐賀河川電気通信設備点検　　　　　　 　　　 年間保守業務
国土交通省　佐賀道路情報表示装置等点検　               年間保守業務
水資源開発公団　筑後川開発局電気通信設備点検           年間保守業務
国土交通省　山国川通信施設外点検　　　　　　　　　　 　 年間保守業務
国土交通省　鹿児島国道通信設備点検 年間保守業務
国土交通省　菊池川通信設備外点検　　　　　　　　 　　　 年間保守業務
国土交通省　矢部川制御設備外点検   　　　              年間保守業務
国土交通省　筑後川テレメータ警報設備外点検             年間保守業務
国土交通省　九州技術電気設備外点検 年間保守業務

平成14年度
国土交通省　九州地方整備局　ホームページ 作成業務
国土交通省　遠賀川河川事務所　防災情報･危機情報システム 製作納入
国土交通省　菊池川河川事務所　防災情報処理装置 製作納入
国土交通省　宮崎河川興工藤事務所　管内通信設備 設計業務
国土交通省　川内川河川事務所　情報提供装置 製作納入
国土交通省　筑後川ダム統管　レーダ降雨予測システム 製作納入
国土交通省　筑後川ダム統管　流水情報配信処理 製作納入
国土交通省　遠賀川河川事務所　彦山川流域情報集配信設備 製作納入
国土交通省　延岡河川国道事務所　五ヶ瀬川水系洪水予測システム 製作納入
国土交通省　菊池川河川事務所　DLP表示システム 製作納入
国土交通省　雲仙復興事務所　気象情報転送装置 製作納入
国土交通省　筑後川ダム統管　カッパ館ビデオライブラリ－システム 製作納入
国土交通省　筑後川ダム統管　大型表示装置 納入
国土交通省　北九州国道事務所　データ表示板 製作納入
国土交通省　八代河川国道　事務所　瀬戸石ダム魚道観測所映像装置 システム納入
国土交通省　福岡国道事務所　山門局多重無線通信設備 据付調整工事
国土交通省　遠賀川河川事務所　田川出張所通信設備 据付調整工事
国土交通省　遠賀川河川事務所　中間出張所外通信設備 据付調整工事
国土交通省　筑後川河川事務所　矢部川ＣＣＴＶ設備 据付調整工事
国土交通省　鹿児島国道事務所　常盤局外多重無線通信設備 据付調整工事
国土交通省　長崎河川国道事務所　佐世保局外線路監視測定装置 据付調整工事
福岡県　防災行政無線点検                                年間保守業務
鹿児島県庁　防災行政無線通信システム                   年間保守業務
国土交通省　厳木ダム通信施設点検                 年間保守業務
国土交通省　延岡通信設備外点検     　　　        年間保守業務
国土交通省　長崎通信設備外点検                   年間保守業務
国土交通省　八代通信設備外点検   　　　          年間保守業務
国土交通省　矢部川制御設備外点検   　　　              年間保守業務
国土交通省　熊本電気施設外施設外点検                   年間保守業務
水資源開発公団　筑後川開発局電気通信設備点検           年間保守業務
国土交通省　佐伯通信設備点検　　　　　　　　　　　　 　 年間保守業務
水資源開発公団　寺内ダム通信設備点検                   年間保守業務
国土交通省　筑後川通信設備外点検 　　　　              年間保守業務
国土交通省　福岡通信設備等点検　　　　　               年間保守業務
国土交通省　筑後川ダム統管通信設備外点検         　    年間保守業務
国土交通省　福岡国道通信施設点検　　　　　　         　    年間保守業務
国土交通省　武雄通信設備点検                           年間保守業務
国土交通省　緑川ダム通信設備外点検                     年間保守業務
国土交通省　熊本通信設備外点検                         年間保守業務
国土交通省　筑後川テレメータ警報設備外点検             年間保守業務
国土交通省　北九州国道管内通信設備外点検               年間保守業務
国土交通省　佐賀道路情報表示装置等点検　               年間保守業務
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国土交通省　川内川テレメータ施設外点検 年間保守業務
国土交通省　山国川通信施設外点検　　　　　　　　　　 　 年間保守業務
国土交通省　雲仙復興電気通信施設点検                   年間保守業務
国土交通省　筑後川流水諸量処理システム保守　　　　　 　 年間保守業務
国土交通省　遠賀川テレメータ施設外点検　　　　　　　 　 年間保守業務
国土交通省　川辺川通信設備外点検　　　　　　　　　　 　 年間保守業務
国土交通省　菊池川通信設備外点検　　　　　　　　 　　　 年間保守業務
国土交通省　佐賀河川電気通信設備点検　　　　　　 　　　 年間保守業務
国土交通省　大分テレメータ施設外点検　　　　　　 　　　 年間保守業務

平成13年度
㈱東芝　交換器付加装置                                 製作納入
国土交通省　川辺川工事事務所　カメラ設置             　 製作納入
国土交通省　筑後川ダム統管　レーダ降雨予測システム 製作納入
国土交通省　遠賀川工事事務所　防災情報配信装置 製作納入
国土交通省　筑後川ダム統管　流水諸量処理システム 製作納入
国土交通省　武雄工事事務所　管理区間工事管理システム 製作納入
国土交通省　遠賀川工事事務所　防災情報・危機管理情報システム 製作納入
国土交通省　筑後川工事事務所　防災情報提供設備 製作納入
国土交通省　長崎工事事務所　共聴設備 製作納入
国土交通省　川内川河川事務所　情報提供装置 製作納入
国土交通省　川辺川工事事務所　警報表示盤                         製作納入
国土交通省　延岡工事事務所　五ヶ瀬川水系防災システム             製作納入
国土交通省　延岡工事事務所　管内CCTV設備                          製作納入
国土交通省　筑後川ダム統管　情報設備   製作納入
国土交通省　長崎工事事務所　防災情報表示装置 製作納入
国土交通省　長崎工事事務所　河川情報表示装置 製作納入
国土交通省　大分工事事務所　体制表示板 製作納入
国土交通省　佐賀河川工事事務所　プラズマディスプレイ 納入
国土交通省　武雄工事事務所　防災情報提供装置システム 製作納入
国土交通省　熊本工事事務所　情報管理システム 製作納入
国土交通省　宮崎工事事務所　災害対策車搭載装置                      製作納入
国土交通省　竜門ダム　情報連絡所画像情報提供装置外     製作納入
水資源開発公団　筑後大堰案内放送設備                 製作納入
国土交通省　長崎工事事務所　本明川水系水位計                     設計業務
国土交通省　九州地方整備局　事務所･出張所間業務系ネットワーク                調査設計業務
国土交通省　筑後川工事事務所　島内堰放流警報設備 据付調整工事
国土交通省　筑後川工事事務所　矢部川警報放流警報設備                         据付調整工事
国土交通省　大分工事事務所　竹田光通信中継所外直流電源装置　　　　　　　 据付調整工事
国土交通省　長崎工事事務所　船津ダム管理設備                     据付調整工事
国土交通省　筑後川ダム統管　柚木局外放流警報設備               据付調整工事
鹿児島県　鹿児島合庁通信設備                                 据付調整工事
国土交通省　長崎工事事務所　庁舎防災情報設備     　                 据付調整工事
国土交通省　長崎工事事務所　萱瀬ダム管理設備                        据付調整工事
鹿児島県　河川情報システム外２件                     据付調整工事
国土交通省　長崎工事事務所　防災情報設備                         据付調整工事
福岡県　国見山局外移動通信装置　                     据付調整工事
熊本県　県庁向け多重無線設備                              据付調整工事
鹿児島県　新富局外テレメータ装置                     据付調整工事
国土交通省　川辺川工事事務所　監視カメラ                         据付調整工事
福岡県　防災行政無線点検                                年間保守業務
鹿児島県庁　防災行政無線通信システム                   年間保守業務
国土交通省　厳木ダム通信施設点検                 年間保守業務
国土交通省　松原系テレメータ施設外点検                 年間保守業務
国土交通省　延岡テレメータ設備外点検     　　　        年間保守業務
国土交通省　長崎テレメータ施設外点検                   年間保守業務
国土交通省　八代テレメータ設備外点検   　　　          年間保守業務
国土交通省　矢部川制御設備外点検   　　　              年間保守業務
国土交通省　熊本テレメータ施設外点検                   年間保守業務
水資源開発公団　筑後川開発局電気通信設備点検           年間保守業務
国土交通省　佐伯通信設備点検　　　　　　　　　　　　 　 年間保守業務
水資源開発公団　福岡導水電気通信設備点検　　 　        年間保守業務
水資源開発公団　寺内ダム通信設備点検                   年間保守業務
国土交通省　筑後川通信設備外点検 　　　　              年間保守業務
国土交通省　福岡通信設備等点検　　　　　               年間保守業務
国土交通省　筑後川ダム統管通信設備外点検         　    年間保守業務
国土交通省　福岡通信施設点検　　　　　　         　    年間保守業務
国土交通省　佐賀管内通信設備点検                       年間保守業務
国土交通省　武雄通信設備点検                           年間保守業務
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国土交通省　長崎通信施設外点検　                       年間保守業務
国土交通省　緑川ダム通信設備外点検                     年間保守業務
国土交通省　熊本河川道路管理設備点検                   年間保守業務
国土交通省　鹿児島国道道路附属物外点検                 年間保守業務
国土交通省　熊本通信設備外点検                         年間保守業務
国土交通省　大分通信設備外点検業務委託                 年間保守業務
国土交通省　筑後川テレメータ警報設備外点検             年間保守業務
国土交通省　北九州国道管内通信設備外点検               年間保守業務
国土交通省　武雄管内制御設備点検                       年間保守業務
国土交通省　佐賀道路情報表示装置等点検　               年間保守業務
国土交通省　河川情報システム保守点検　　　　　　　　 　 年間保守業務
国土交通省　山国川通信施設外点検　　　　　　　　　　 　 年間保守業務
国土交通省　雲仙復興電気通信施設点検                   年間保守業務
国土交通省　筑後川流水諸量処理システム保守　　　　　 　 年間保守業務
国土交通省　遠賀川テレメータ施設外点検　　　　　　　 　 年間保守業務
国土交通省　宮崎通信設備外点検　　　　　　　　　　     年間保守業務
国土交通省　ダム放流設備制御装置外点検　　　　　　　 　 年間保守業務
国土交通省　川辺川通信設備外点検　　　　　　　　　　 　 年間保守業務
国土交通省　菊池川通信設備外点検　　　　　　　　 　　　 年間保守業務
国土交通省　佐賀河川電気通信設備点検　　　　　　 　　　 年間保守業務
国土交通省　大分テレメータ施設外点検　　　　　　 　　　 年間保守業務

平成12年度
㈱東芝　小型交換器用付加装置                  　 　 製作納入
㈱コプロス　画像通信装置製造　　　　　　　　　　　 製作納入
建設省　長崎データ表示装置　　 製作納入
建設省　筑後川ダム統管流水諸量処理システム 製作納入
建設省　遠賀川洪水予測システムソフトウェア改良　 　 製作納入
建設省　緑川ダム管理補助システムソフトウェア改造 　 製作納入
建設省　福岡国道監視カメラ　　　　　　　　　 　　　 システム納入
建設省　武雄危機管理情報システムプログラム      設計業務
福岡県庁　防災行政多重無線通信システム装置 据付調整工事
建設省　熊本子飼局外遠方監視制御装置　　　　    据付調整工事
建設省　熊本谷尾崎局外多重無線通信設備製造　    　　　 据付調整工事
建設省　北九州国道管内防災ＬＡＮ増設外１件  据付調整工事
水資源開発公団　筑後川開発局　電気通信設備移設　　 　 据付調整工事
建設省　筑後川高野局外小容量光伝送装置　　　　　   　 据付調整工事
建設省　武雄甘久局外小容量光伝送装置　　　　    　　   据付調整工事
建設省　鹿児島国道　外ビデオ切替装置　　　　    　　   据付調整工事
建設省　長崎裏山局外テレメータ観測装置　　　　　　　 　 据付調整工事
建設省　八代球磨川河川情報処理設備設置　　　    　　　 据付調整工事
福岡県庁　防災無線局主配線盤　　　　　　　　　　 　 据付調整工事
建設省　延岡情報表示装置増設　　　　　　　　　　 　 据付調整工事
建設省　厳木ダム通信施設点検                  年間保守業務
建設省　松原系テレメータ施設外点検                 年間保守業務
建設省　延岡テレメータ設備外点検     　　　        年間保守業務
建設省　長崎テレメータ施設外点検                   年間保守業務
建設省　八代テレメータ設備外点検   　　　          年間保守業務
建設省　筑後川矢部川制御設備外点検   　　　              年間保守業務
建設省　熊本テレメータ施設外点検                   年間保守業務
水資源開発公団　筑後川開発局電気通信設備点検       年間保守業務
建設省　佐伯通信設備点検　　　　　　　　　　　　 　 年間保守業務
水資源開発公団　福岡導水電気通信設備点検　　 　    年間保守業務
水資源開発公団　寺内ダム通信設備点検               年間保守業務
建設省　筑後川通信設備外点検 　　　　        　    年間保守業務
建設省　福岡通信設備等点検　　　　　         　    年間保守業務
建設省　筑後川ダム統管通信設備外点検         　    年間保守業務
建設省　福岡通信施設点検　　　　　　         　    年間保守業務
建設省　佐賀管内通信設備点検                       年間保守業務
建設省　武雄通信設備点検                           年間保守業務
建設省　長崎通信施設外点検　                       年間保守業務
建設省　緑川ダム通信設備外点検                     年間保守業務
建設省　熊本河川道路管理設備点検                   年間保守業務
建設省　鹿児島国道道路附属物外点検                 年間保守業務
建設省　熊本通信設備外点検                         年間保守業務
建設省　延岡多重無線設備点検                       年間保守業務
建設省　大分通信設備外点検業務委託                 年間保守業務
建設省　筑後川テレメータ警報設備外点検             年間保守業務
建設省　北九州国道管内通信設備外点検               年間保守業務
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鹿児島県庁　防災行政無線通信システム               年間保守業務
建設省　武雄管内制御設備点検                       年間保守業務
建設省　佐賀道路情報表示装置等点検　               年間保守業務
建設省　河川情報システム保守点検　　　　　　　　 　 年間保守業務
建設省　山国川通信施設外点検　　　　　　　　　　 　 年間保守業務
建設省　雲仙復興電気通信施設点検                   年間保守業務
建設省　筑後川流水諸量処理システム保守　　　　　 　 年間保守業務
建設省　遠賀川テレメータ施設外点検　　　　　　　 　 年間保守業務
建設省　宮崎通信設備外点検　　　　　　　　　　　 　 年間保守業務
建設省　ダム放流設備制御装置外点検　　　　　　　 　 年間保守業務
建設省　川辺川通信設備外点検　　　　　　　　　　 　 年間保守業務
建設省　菊池川通信設備外点検　　　　　　　　 　　　 年間保守業務
建設省　佐賀河川電気通信設備点検　　　　　　 　　　 年間保守業務
建設省　大分テレメータ施設外点検　　　　　　 　　　 年間保守業務

平成11年度
建設省　宮崎防災情報表示装置 製作納入
建設省　川辺川防災モニタ用FAX再配信処理部 製作納入
建設省　筑後川防災情報システム 製作納入
建設省　菊池川防災情報処理装置 製作納入
建設省　九州技術災害体制情報等表示装置 製作納入
建設省　熊本気象情報通信設備 製作納入
水資源開発公団　筑後大堰堰情報配信装置 製作納入
建設省　大隅桜島局外気象衛星受信装置 システム納入
建設省　筑後川ダム統管情報配信設備 システム納入
建設省　筑後川ダム統管プラズマディスプレイ外 納入
建設省延　岡洪水予測設備 製作納入
建設省　筑後川ダム統管レーダ降雨予測システム 製作納入
建設省　筑後川ダム統管画像配信システム 製作納入
建設省　宮崎局ヘリコプター画像受信基地局装置 据付調整工事
建設省　武雄甘久局外小容量光伝送装置 据付調整工事
建設省　八代球磨川河川情報処理設備 据付調整工事
建設省　宮崎局電気通信設備 据付調整工事
建設省　佐賀道路情報処理設備 据付調整工事
建設省　熊本子飼外遠方監視制御装置 据付調整工事
建設省　熊本谷尾崎局外多重無線通信設備 据付調整工事
建設省　久留米局外画像伝送通路路切替装置 据付調整工事
建設省　輝北局外移動体通信装置 据付調整工事
建設省　筑後川大川局外多重無線通信装置 据付調整工事
建設省　遠賀川水巻町外テレメータ装置 据付調整工事
建設省　北九州国道管内防災ＬＡＮ増設外１件  据付調整工事
建設省　北九国道道路情報処理設備 据付調整工事
水資源開発公団　筑後川開発局電気通信設備移設　　 　 据付調整工事
建設省　高城地区外無線通信補助設備 据付調整工事
建設省　筑後川大川局空中線柱 据付調整工事
建設省　厳木ダム通信施設点検                  年間保守業務
建設省　松原系テレメータ施設外点検                 年間保守業務
建設省　五ヶ瀬川系テレメータ設備外点検             年間保守業務
建設省　長崎テレメータ施設外点検                   年間保守業務
建設省　八代球磨川水系テレメータ設備外点検             年間保守業務
建設省　筑後川矢部川制御設備外点検   　　　              年間保守業務
建設省　熊本テレメータ施設外点検              年間保守業務
建設省　熊本防災情報ネットワークシステム点検       年間保守業務
水資源開発公団　筑後川開発局電気通信設備点検       年間保守業務
建設省　佐伯通信設備点検　　　　　　　　　　　　 　 年間保守業務
水資源開発公団　福岡導水電気通信設備点検　　 　    年間保守業務
水資源開発公団　寺内ダム通信設備点検               年間保守業務
建設省　筑後川通信設備外点検 　　　　        　    年間保守業務
建設省　筑後川ダム統管通信設備外点検         　    年間保守業務
建設省　福岡通信施設点検　　　　　　         　    年間保守業務
建設省　佐賀管内通信設備点検                       年間保守業務
建設省　武雄通信設備点検                           年間保守業務
建設省　長崎通信施設外点検　                       年間保守業務
建設省　緑川ダム通信設備外点検                     年間保守業務
建設省　熊本河川道路管理設備点検                   年間保守業務
建設省　鹿児島国道道路附属物外点検                 年間保守業務
建設省　熊本通信設備外点検                         年間保守業務
建設省　延岡多重無線設備点検                       年間保守業務
建設省　大分通信設備外点検業務委託                 年間保守業務
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建設省　筑後川テレメータ警報設備外点検             年間保守業務
建設省　北九州国道管内通信設備外点検               年間保守業務
鹿児島県庁　防災行政無線通信システム               年間保守業務
建設省　武雄管内制御設備点検                       年間保守業務
建設省　佐賀道路情報表示装置等点検　               年間保守業務
建設省　河川情報システム保守点検　　　　　　　　 　 年間保守業務
建設省　山国川通信施設外点検　　　　　　　　　　 　 年間保守業務
建設省　雲仙復興電気通信施設点検                   年間保守業務
建設省　筑後川流水諸量処理システム保守　　　　　 　 年間保守業務
建設省　遠賀川テレメータ施設外点検　　　　　　　 　 年間保守業務
建設省　宮崎通信設備外点検　　　　　　　　　　　 　 年間保守業務
建設省　ダム放流設備制御装置外点検　　　　　　　 　 年間保守業務
建設省　川辺川通信設備外点検　　　　　　　　　　 　 年間保守業務
建設省　菊池川通信設備外点検　　　　　　　　 　　　 年間保守業務
建設省　佐賀河川電気通信設備点検　　　　　　 　　　 年間保守業務
建設省　大分テレメータ施設外点検　　　　　　 　　　 年間保守業務

平成10年度
㈱東芝　小型交換器用付加装置                  製作納入
建設省　筑後川ダム統管流水予測演算処理用電算機 納入
建設省　筑後川ダム統管増設用ハードディスク装置       納入
建設省　筑後川ダム統管流水管理システム 製作納入
建設省　筑後川ダム統管レーダー降雨予測システム       製作納入
建設省　菊池川防災情報処理装置                製作納入
建設省　遠賀川洪水予測システム装置         製作納入
建設省　延岡防災情報配信設備                       製作納入
建設省　北九州国道情報配信設備                製作納入
建設省　八代放送装置外１件                     製作納入
建設省　川辺川ダム防災情報配信システム       製作納入
建設省　熊本波野道の駅道路情報提供設備           製作納入
建設省　菊池川気象衛星画像受信装置      システム納入
建設省　長崎諫早局外多重無線設備外                設計業務
建設省　五ヶ瀬川水系テレメータ設備               設計業務
建設省　宮崎局電気通信設備移設他                 設計業務
建設省　情報通信光ファイバーネットワークシステム　 設計業務
建設省　松原ダムテレメータ回線電波伝搬        調査設計業務
福岡県庁　防災行政情報通信ネットワーク整備事業 調査設計業務
熊本県庁　防災情報システム検討業務                 調査設計業務
宮崎県　情報基盤整備事業                           調査設計業務
長崎県　砂防テレメータ設備                         調査設計業務
水資源開発公団　筑後下流移動通信回線              調査業務
建設省　米花山局移動体通信設備                据付調整工事
建設省　鳥栖局外遠方監視監視制御装置               据付調整工事
建設省　子飼局外多重無線通信設備                   据付調整工事
建設省　桜島口中継所外小容量光通信設備             据付調整工事
建設省　中間局水質テレメータ装置                   据付調整工事
建設省　福岡国道局道路情報処理装置                 据付調整工事
福岡県庁　防災行政衛星通信システム装置        据付調整工事
福岡県庁　防災行政多重無線通信システム装置         据付調整工事
水資源開発公団　江川ダム多重無線通信装置           据付調整工事
鹿児島県　鹿児島合庁局空中線装置              据付調整工事
福岡県庁　防災行政無線通信システム                 年間保守業務
鹿児島県　庁防災行政無線通信システム               年間保守業務
建設省　熊本テレメータ施設外点検              年間保守業務
建設省　熊本防災ネットワークシステム点検           年間保守業務
建設省　矢部川水系電気通信施設点検                 年間保守業務
建設省　球磨川水系テレメータ設備点検               年間保守業務
建設省　長崎テレメータ設備外点検                   年間保守業務
建設省　五ヶ瀬川系テレメータ装置点検               年間保守業務
建設省厳　木ダム通信施設点検                       年間保守業務
建設省　松原系テレメータ施設外点検                 年間保守業務
建設省　航空機画像伝送システム点検             年間保守業務
建設省　武雄通信設備点検                           年間保守業務
建設省　福岡通信施設点検                           年間保守業務
建設省　筑後川多重無線施設点検                     年間保守業務
建設省　筑後川ダム統管通信設備等点検         　    年間保守業務
建設省　鹿児島国道多重無線通信装置                 年間保守業務
建設省　遠賀川多重無線設備点検                     年間保守業務
建設省　熊本通信設備他点検                         年間保守業務
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建設省　大分多重線施設点検                         年間保守業務
建設省　佐伯通信施設点検                           年間保守業務
建設省　佐賀管内通信設備点検                       年間保守業務
建設省　長崎多重無線設備点検                       年間保守業務
建設省　雲仙復興電気通信施設点検                   年間保守業務
建設省　熊本河川道路管理設備                       年間保守業務
建設省　北九州国道管内通信設備点検                 年間保守業務
建設省　筑後川テレメータ設備点検                   年間保守業務
建設省　佐賀国道道路情報表示装置等点検             年間保守業務
建設省　武雄管内制御設備点検                       年間保守業務
建設省　河川情報システム点検                       年間保守業務
建設省　福岡局外移動体通信設備                     年間保守業務
水資源開発公団　寺内ダム通信設備点検               年間保守業務
水資源開発公団　筑後川開発局多重無線設備点検       年間保守業務

平成9年度
日本気象協会　気象地震情報表示装置                 製作納入
ＮＨＫ福岡放送局　集中監視装置                               製作納入
計量計画研究所　筑後大堰情報伝送システム           製作納入
㈱東芝　小型交換器用付加装置                       製作納入
三菱電機㈱　小型交換器用付加装置              　   製作納入
建設省　長崎気象情報受信装置                 システム納入
建設省　筑後川ダム統管流水処理コンピューターシステム 製作納入
建設省　筑後川ダム統管ルーター装置               納入
建設省　鶴田ダム気象衛星画像受信装置          システム納入
建設省　九州地方建設局ファイアーウォール機器等　 設計納入
建設省　松原ダム放流制御支援システム          製作納入
建設省　筑後川ダム統管ダム諸量監視設備           製作納入
建設省　川辺川ダム防災情報配信システム           製作納入
建設省　緑川ダム管理補助システム                 製作納入
建設省　鶴田ダム防災情報設備                     製作納入
建設省　延岡防災情報表示設備              製作納入
建設省　延岡洪水予測設備                     製作納入
建設省　北九州国道防災情報配信システム           製作納入
建設省　山国川ダム防災情報受信端末装置           製作納入
建設省　九州地方建設局画像配信処理装置   製作納入
建設省　雲仙復興気象情報転送装置  　　    　 製作納入
水資源開発公団　筑後大堰情報配信設備               製作納入
鹿児島県　高松ダムテレメータ設備              調査設計業務
鹿児島県　土石流テレメータシステム                 調査設計業務
宮崎県　砂防防災システム                           調査設計業務
宮崎県　五ヶ瀬川水系土石流テレメータシステム       調査設計業務
宮崎県　油津無線局基本計画                         調査設計業務
建設省　北九州国道新移動通信回線外                 調査設計業務
建設省　本明川テレメータ回線                 調査設計業務
建設省　長崎日見地区外不感地帯対策                 調査設計業務
建設省　譲葉局テレメータ混信対策                   調査設計業務
建設省　九州地区K-COSMOSサービスエリア        調査業務
水資源開発公団　筑後大堰情報化推進等システム  設計業務
福岡県庁　防災行政衛星通信システム装置             据付調整工事
建設省　上野局外多重無線通信設備              据付調整工事
建設省　鹿児島新移動通信システム設備               据付調整工事
建設省　鹿児島防災ヘリコプター用移動無線システム   据付調整工事
建設省　福岡局外移動体通信設備増設                 据付調整工事
建設省　谷尾崎局外多重無線通信装置                 据付調整工事
建設省　本郷局外多重無線通信装置                   据付調整工事
建設省　浪瀬局外多重無線通信装置                   据付調整工事
建設省　松浦局外テレメータ装置                     据付調整工事
建設省　野々平局連続テレメータ装置                 据付調整工事
建設省　小野局テレメータ装置                       据付調整工事
建設省　五家原局テレメータ装置                     据付調整工事
建設省　福岡国道局監視カメラ装置                   据付調整工事
水資源開発公団　筑後下流用水局多重無線通信装置     据付調整工事
水資源開発公団　筑後川開発局ＬＡＮシステム配線     据付調整工事
福岡県庁　防災行政無線通信システム                     年間保守業務
鹿児島県庁　防災行政無線通信システム                   年間保守業務
建設省　熊本テレメータ施設外点検              年間保守業務
建設省　熊本防災ネットワークシステム点検               年間保守業務
建設省　矢部川水系電気通信施設点検                    年間保守業務
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建設省　球磨川水系テレメータ設備点検                  年間保守業務
建設省　長崎テレメータ設備外点検                      年間保守業務
建設省　五ヶ瀬川系テレメータ装置点検                  年間保守業務
建設省　厳木ダム通信施設点検                       年間保守業務
建設省　松原系テレメータ施設外点検                    年間保守業務
建設省　航空機画像伝送システム点検                 年間保守業務
建設省　武雄通信設備点検                           年間保守業務
建設省　福岡通信施設点検                               年間保守業務
建設省　筑後川多重無線施設点検                          年間保守業務
建設省　筑後川ダム統管通信設備等点検        　     年間保守業務
建設省　鹿児島国道多重無線通信装置                 年間保守業務
建設省　遠賀川多重無線設備点検                          年間保守業務
建設省　熊本通信設備他点検                              年間保守業務
建設省　大分多重線施設点検                              年間保守業務
建設省　佐伯通信施設点検                                年間保守業務
建設省　佐賀管内通信設備点検                            年間保守業務
建設省　長崎多重無線設備点検                            年間保守業務
建設省　雲仙復興電気通信施設点検                        年間保守業務
建設省　熊本河川道路管理設備                            年間保守業務
建設省　北九州国道管内通信設備点検                      年間保守業務
建設省　筑後川テレメータ設備点検                        年間保守業務
建設省　佐賀国道道路情報表示装置等点検                  年間保守業務
建設省　武雄管内制御設備点検                            年間保守業務
建設省　河川情報システム点検                            年間保守業務
建設省　福岡局外移動体通信設備                          年間保守業務
水資源開発公団　寺内ダム通信設備点検                    年間保守業務
水資源開発公団　筑後川開発局多重無線設備点検 　        年間保守業務

平成8年度
三菱電機㈱　小型交換器用付加装置              製作納入
日本無線㈱　小型交換器用付加装置                 製作納入
日本電気㈱　小型交換器用付加装置                 製作納入
㈱東芝　小型交換器用付加装置                     製作納入
安立㈱　災害対策車用搭載通信設備               製作納入
建設省　遠賀川洪水予測システム       製作納入
建設省　長崎本明川インフォメーションパネル   製作納入
建設省　長崎電子掲示板外               製作納入
建設省　長崎事務所総合配信システム       製作納入
建設省　九州地方建設局画像共聴設備     製作納入
建設省　九州地方建設局画像配信処理装置           製作納入
建設省　菊池川データー表示端末装置               製作納入
建設省　緑川ダム補助ダム情報表示装置             製作納入
建設省　北九州国道防災情報設備                   製作納入
建設省　筑後川ダム統管ダム諸量監視設備        製作納入
建設省　熊本情報表示装置                     製作納入
建設省　宮崎防災情報システム         製作納入
建設省　遠賀川洪水予測システム         製作納入
建設省　山国川平成大堰防災情報システム    製作納入
建設省　熊本気象ＦＡＸ受信装置                    製作納入
建設省　九州地方建設局災害対策車用通信設備       製作納入
建設省　武雄気象衛星受信装置              システム納入
建設省　八代気象衛星受信装置                 システム納入
水資源開発公団　筑後大堰管理設備              設計業務
福岡県庁　防災行政通信ネットワーク整備事業    調査設計業務
鹿児島県　合同庁舎通信設備移設工事                   調査設計業務
宮崎県　串間・高岡系水防テレメータ設備             調査設計業務
宮崎県　油津漁業無線局設備移設                     調査設計業務
建設省　譲葉多重無線通信回線外                調査設計業務
建設省　長崎地区K-COSMOS不感地帯対策               調査設計業務
建設省　川内川系移動体通信設備               調査設計業務
建設省　緑川ダム管理設備                           調査設計業務
建設省　竜門ダム管理設備                           調査設計業務
宮崎県　串間・西都系テレメータ設備                 据付調整工事
宮崎県　小松川水門管理設備                         据付調整工事
鹿児島県　噴火対策無線通信設備                据付調整工事
鹿児島県庁　防災行政無線設備                据付調整工事
鹿児島県　河川情報システム 据付調整工事
鹿児島県　新技術情報化システムＬＡＮ回線           据付調整工事
建設省　桜島小型レーダー雨量計設備            据付調整工事
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建設省　鹿児島国道局多重通信装置                   据付調整工事
建設省　雲仙復興遠方監視制御装置        据付調整工事
建設省　北九州国道防災ＬＡＮ設備                   据付調整工事
建設省　竜門ダム気象観測装置                       据付調整工事
建設省　松原ダム系テレメータ装置・警報設備         据付調整工事
建設省　厳木ダム系テレメータ装置・警報設備         据付調整工事
建設省　松原ダム系放流警報設備                据付調整工事
建設省　大分工事事務所新移動体通信装置             据付調整工事
建設省　竜門ダム新移動体通信装置                   据付調整工事
建設省　福岡局新移動体通信装置      　             据付調整工事
建設省　九千部中継局新移動体通信装置               据付調整工事
建設省　高畑局外多重無線通信装置                   据付調整工事
水資源開発公団　山口調整池多重無線通信装置         据付調整工事
水資源開発公団　江川ダム回線多重無線通信装置       据付調整工事
建設省　雲仙復興通信設備                据付調整工事
建設省　矢部川系警報監視制御装置              据付調整工事
福岡県　防災行政無線通信システム                   年間保守業務
鹿児島県　防災行政無線通信システム                 年間保守業務
建設省　熊本テレメータ施設外点検              年間保守業務
建設省　熊本防災ネットワークシステム点検           年間保守業務
建設省　矢部川水系電気通信施設点検                 年間保守業務
建設省　球磨川水系テレメータ設備点検          年間保守業務
建設省　長崎テレメータ設備外点検                   年間保守業務
建設省　五ヶ瀬川系テレメータ装置点検               年間保守業務
建設省　厳木ダム通信施設点検                       年間保守業務
建設省　松原系テレメータ施設外点検                 年間保守業務
建設省　大隅テレメータ施設外点検                   年間保守業務
建設省　航空機画像伝送システム点検                 年間保守業務
建設省　武雄通信設備点検                           年間保守業務
建設省　福岡通信施設点検                           年間保守業務
建設省　筑後川多重無線施設点検                     年間保守業務
建設省　筑後川ダム統管通信設備等点検               年間保守業務
建設省　鹿児島国道多重無線通信装置                 年間保守業務
建設省　遠賀川多重無線設備点検                     年間保守業務
建設省　熊本通信設備他点検                         年間保守業務
建設省　大分多重線施設点検                         年間保守業務
建設省　佐伯通信施設点検                           年間保守業務
建設省　佐賀管内通信設備点検                       年間保守業務
建設省　長崎多重無線設備点検                       年間保守業務
建設省　雲仙復興電気通信施設点検                   年間保守業務
建設省　熊本河川道路管理設備                       年間保守業務
建設省　北九州国道管内通信設備点検                 年間保守業務
建設省　筑後川テレメータ設備点検                   年間保守業務
建設省　佐賀国道道路情報表示装置等点検             年間保守業務
建設省　武雄管内制御設備点検                       年間保守業務
建設省　河川情報システム点検                       年間保守業務
建設省　福岡局外移動体通信設備                     年間保守業務
水資源開発公団　寺内ダム通信設備点検               年間保守業務
水資源開発公団　大山ダム無線設備点検               年間保守業務
水資源開発公団　筑後川開発局多重無線設備点検       年間保守業務

平成7年度
日本無線㈱　小型交換器用付加装置              製作納入
㈱東芝　小型交換器用付加装置       　　    　  　 製作納入
三菱電機㈱　小型交換器用付加装置                 製作納入
飯塚市　情報表示処理装置                      製作納入
水資源開発公団　寺内ダム予算管理支援システム  製作納入
水資源開発公団　寺内ダム情報処理システム システム納入
建設省　菊池川防災情報端末装置                   製作納入
建設省　遠賀川洪水予測システム装置               製作納入
建設省　遠賀川河口堰監視装置データー処理部       製作納入
建設省　筑後川プロトコルコンバーター装置         製作納入
建設省　厳木ダムダム諸量配信機器                 製作納入
建設省　山国川ダム防災情報送受信装置             製作納入
建設省　宮崎体制表示盤                           製作納入
建設省　宮崎防災情報システム装置                 製作納入
建設省　川内川情報表示装置                       製作納入
建設省　大隅防災画像伝送装置                     製作納入
建設省　北九州国道情報表示装置                   製作納入
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建設省　緑川ダム水防情報通報システム          製作納入
建設省　緑川ダム気象衛星画像受信装置  システム納入
建設省　北九州国道新移動通信システム          調査設計業務
建設省　長崎諫早－五家原間多重無線回線           調査設計業務
建設省　佐賀河川佐賀導水テレメータ設備           調査設計業務
建設省　厳木トンネルラジオ再放送外１件        調査設計業務
建設省　松原堰通信設備外詳細                     調査設計業務
鹿児島県庁　防災行政システム統制局施設移設       調査設計業務
建設省　遠賀川系テレメータ設備等              調査設計業務
建設省　武雄甘久局通信設備                    据付調整工事
建設省　長崎防災情報室機器                       据付調整工事
建設省　大隅気象衛星受信装置                  据付調整工事
建設省　松原ダム東大山テレメータ設備改造他                  据付調整工事
建設省　厳木ダム堤体地震計測装置                   据付調整工事
建設省　厳木ダム系テレメータ装置                   据付調整工事
建設省　松原系テレメータ装置                       据付調整工事
建設省　大村－長浦岳間多重無線通信回線             据付調整工事
建設省　九六位－鶴崎間多重無線通信回線             据付調整工事
建設省　熊本局外多重無線通信回線        　　  据付調整工事
建設省　宮崎－富士間多重無線通信回線          　   据付調整工事
建設省　唐津局多重無線通信回線     　　　　        据付調整工事
建設省　九州地建ヘリコプター画像受信基地局装置     据付調整工事
建設省　福岡局外移動体通信設備増設                 据付調整工事
建設省　福岡国道移動体通信設備                     据付調整工事
建設省　上野局移動体通信設備     　                据付調整工事
建設省　筑後川移動体通信設備       　              据付調整工事
建設省　熊本情報表示装置 製作据付工事
宮崎県　日南系テレメータ設備                       製作据付工事
福岡県庁　防災行政無線通信システム                 年間保守業務
鹿児島県庁　防災行政無線通信システム          年間保守業務
建設省　熊本ＶＨＦ・テレメータ設備点検        年間保守業務
建設省　熊本防災情報ネットワークシステム点検       年間保守業務
建設省　矢部川水系電気通信設備                     年間保守業務
建設省　移動体通信設備                             年間保守業務
建設省　球磨川水系テレメータ設備                   年間保守業務
建設省　長崎系テレメータ設備                       年間保守業務
建設省　五ヶ瀬川水系テレメータ設備                 年間保守業務
建設省　厳木ダム多重テレメータ設備 　              年間保守業務
建設省　松原ダムテレメータ設備                     年間保守業務
建設省　肝属川水系テレメータ設備                   年間保守業務
建設省　松浦川水系テレメータ設備                   年間保守業務
建設省　武雄多重無線設備　　                       年間保守業務
建設省　福岡国道多重無線設備                       年間保守業務
建設省　鹿児島国道多重無線設備                     年間保守業務
建設省　佐賀国道多重無線設備                       年間保守業務
建設省　北九州国道系テレメータ設備                 年間保守業務
建設省　遠賀川通信設備                             年間保守業務
建設省　筑後川多重無線設備                         年間保守業務
建設省　筑後川ダム統管多重無線設備                 年間保守業務
建設省　佐賀国道管内通信設備                       年間保守業務
建設省　長崎多重無線設備                           年間保守業務
建設省　雲仙電気通信施設                           年間保守業務
建設省　佐賀河川電気通信設備                       年間保守業務
建設省　熊本多重無線設備                           年間保守業務
建設省　延岡多重無線設備                           年間保守業務
水資源開発公団　寺内ダム無線設備                   年間保守業務
水資源開発公団　筑後川開発局無線設備               年間保守業務
水資源開発公団　筑後川下流用水超短波無線設備       年間保守業務

平成6年度
日本無線㈱　小型交換器用付加装置              製作納入
日本電気㈱　小型交換器用付加装置                 製作納入
三菱電機㈱　小型交換器用付加装置                 製作納入
㈱東芝　小型交換器用付加装置　                   製作納入
建設省　小型交換器用付加装置                   製作納入
建設省　熊本防災情報ネットワークシステム      製作納入
建設省　菊池川防災情報処理装置                   製作納入
建設省　佐賀河川防災情報表示装置                 製作納入
建設省　福岡国道ビデオ文字編集装置               製作納入
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建設省　厳木ダム諸量配信システム         製作納入
建設省　長崎信号分岐装置                         製作納入
建設省　宮崎体制表示盤                           製作納入
建設省　荒野堰データー記録装置                   製作納入

建設省　緑川ダム流入予測システム              製作納入
建設省　北九州国道気象衛星受信装置 システム納入
建設省　鹿児島国道気象衛星受信装置               システム納入
建設省　大隅気象衛星受信装置           システム納入
建設省　九州地方建設局気象衛星受信装置           システム納入
建設省　熊本気象衛星受信装置      　   システム納入
建設省　佐賀国道気象衛星受信装置          　     システム納入
建設省　熊本視聴覚設備  システム納入
宮崎県日南系テレメータ設備                  調査設計業務
建設省　新移動通信設備外３件                       調査設計業務
建設省　雲仙多重無線回線                           調査設計業務
建設省　大分系多重無線通信回線                     調査設計業務
建設省　市来多重無線通信回線                       調査設計業務
水資源開発公団　寺内－筑後大堰多重無線施設    調査設計業務
水資源開発公団　筑後大堰ゲート制御システム   　    調査設計業務
水資源開発公団　山口調整池多重無線施設             調査設計業務
建設省　多重通信回線設計外１件                調査設計業務
福岡市　博多港港湾管理レーダー装置              　 据付調整工事
鹿児島県　桜島噴火対策テレメータ装置               据付調整工事
宮崎県　都城系水防テレメータ設備                   据付調整工事
建設省　松原ダム中大山警報施設                        据付調整工事
建設省　遠賀川水巻系テレメータ設備                  据付調整工事
建設省　岩田局外多重無線通信装置                   据付調整工事
建設省　移動体通信設備                        据付調整工事
建設省　雲仙－池平間多重無線通信装置               据付調整工事
建設省　布津局外多重無線通信装置                   据付調整工事
建設省　松原ダム系テレメータ装置                   据付調整工事
建設省　釈迦岳テレメータ中継装置                   据付調整工事
建設省　甘久局無線通信設備                         据付調整工事
建設省　長崎防災情報室                             据付調整工事
水資源開発公団　寺内－鷹取山－大山多重無線回線     据付調整工事
水資源開発公団　日吉－筑後大堰多重無線通信回線     据付調整工事
福岡県庁　防災行政無線通信システム                 年間保守業務
鹿児島県庁　防災行政無線通信システム               年間保守業務
建設省　佐賀東部導水路移動無線通信回線        調査設計業務
建設省　松浦堰電気設備外１件                     調査設計業務
建設省　大村－長浦岳多重無線通信回線          調査設計業務
建設省　熊本－的石－佩楯山多重通信回線           調査設計業務
建設省　ヘリコプター画像伝送設備                 調査設計業務
宮崎県　油津海岸局無線設備外                  調査設計業務
建設省　松浦系テレメータ回線混信              調査設計業務
福岡県庁　防災行政無線回線                    調査設計業務
鹿児島県庁　桜島・霧島山噴火対策                   調査設計業務
鹿児島県庁　防災行政無線施設 調査設計業務
宮崎県　都城系水防テレメータ工事 調査設計業務
建設省　宮崎ＶＨＦ・テレメータ通信設備        年間保守業務
建設省　鶴田ダムテレメータ放流警報設備             年間保守業務
建設省　熊本ＶＨＦ・テレメータ設備点検             年間保守業務
建設省　矢部川水系電気通信設備点検                 年間保守業務
建設省　移動体通信設備点検                         年間保守業務
建設省　熊本防災情報ネットワークシステム点検       年間保守業務
建設省　球磨川水系テレメータ設備                   年間保守業務
建設省　長崎系テレメータ設備                       年間保守業務
建設省　五ヶ瀬川水系テレメータ設備                 年間保守業務
建設省　厳木ダム多重テレメータ設備　               年間保守業務
建設省　松原ダムテレメータ設備                     年間保守業務
建設省　肝属川水系テレメータ設備              年間保守業務
建設省　松浦川水系テレメータ設備                   年間保守業務
建設省　武雄多重無線設備                           年間保守業務
建設省　福岡国道多重無線設備                       年間保守業務
建設省　鹿児島国道多重無線設備                     年間保守業務
建設省　佐賀国道多重無線設備                       年間保守業務
建設省　北九州国道系テレメータ設備                 年間保守業務
建設省　遠賀川ＶＨＦ移動無線装置                   年間保守業務
水資源開発公団　筑後川開発局無線設備               年間保守業務
水資源開発公団　寺内ダム無線設備                   年間保守業務
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平成5年度
建設省　遠賀川河口堰監視装置                  製作納入
建設省　熊本防災情報機器                         製作納入
建設省　熊本情報表示装置                         製作納入
建設省　大隅ＬＥＤ表示装置                       製作納入
建設省　厳木ダムデーターバンク処理装置           製作納入
建設省　厳木ダム通信機器データー入出力装置       製作納入
建設省　緑川ダム降雨予測システム                 製作納入
建設省　鹿児島国道情報表示システム               製作納入
水資源開発公団　筑後大堰観測記録整理システムプログラム　　　　　　　　　 製作納入
建設省　遠賀川気象情報受信装置 システム納入
水資源開発公団　寺内ダム気象情報受信装置         システム納入
宮崎県　立花ダム堰堤改良事業通信警報設備 　　　    調査設計業務
鹿児島県　高松ダム通信設備　　　                   調査設計業務
熊本県　水産情報システム設備                       調査設計業務
熊本県　水産研究所テレメータ設備                   調査設計業務
熊本県　企業局ダム通信設備                         調査設計業務
福岡市　博多湾管理レーダー設備                     調査設計業務
長崎県　上対馬漁場管理レーダー設備                 調査設計業務
建設省　川内川系新移動通信システム　　 　          調査設計業務
建設省　佐伯系新移動通信システム　　   　  　      調査設計業務
建設省　雲仙復興工事系多重無線設備　　 　          調査設計業務
建設省　甘久－武雄間多重回線詳細　　   　    調査設計業務
建設省　真幸堰制御設備実施　　         　          調査設計業務
水資源開発公団　日吉回線多重無線設備　　 　        調査設計業務
福岡県　田川支部局多重無線設備                     据付調整工事
北九州市　防災行政無線システム                     据付調整工事
大分県　高度情報ネットワークシステム整備事業       据付調整工事
建設省　高野局他新移動通信装置                据付調整工事
建設省　高野局他多重無線通信装置                   据付調整工事
建設省　福岡局他移動通信装置                       据付調整工事
建設省　唐津局外多重無線通信装置                   据付調整工事
建設省　甘久局外多重無線通信装置                   据付調整工事
建設省　古国府局外多重無線通信装置                 据付調整工事
建設省　阿蘇局外多重無線通信設備                   据付調整工事
建設省　大分新移動通信システム                     据付調整工事
建設省　松原系テレメータ設備                       据付調整工事
建設省　福岡国道移動無線通信装置                   据付調整工事
建設省　武雄局移動無線通信装置                     据付調整工事
建設省　長崎局移動無線通信装置                     据付調整工事
建設省　雲仙砂防情報設備                           据付調整工事
建設省　遠賀川河口堰諸量処理装置                   据付調整工事
水資源開発公団　女男石局多重無線通信装置           据付調整工事
建設省　大分新移動通信システム            　　 据付調整工事
建設省　菅岳系新移動通信システム　　             　 据付調整工事
建設省　八面山系新移動通信システム　　           　 据付調整工事
建設省　長崎系新移動通信システム　　 　 　         据付調整工事
建設省　宮崎系新移動通信システム　　   　　        据付調整工事
福岡県庁　防災行政無線通信システム                 年間保守業務
建設省　武雄系多重テレメータ設備  　          年間保守業務
建設省　厳木ダム多重テレメータ設備  　             年間保守業務
建設省　松原ダム多重テレメータ設備    　           年間保守業務
建設省　長崎系多重テレメータ設備        　    年間保守業務
建設省　筑後川系多重テレメータ設備        　       年間保守業務
建設省　延岡系多重テレメータ設備            　     年間保守業務
建設省　球磨川系テレメータ設備                     年間保守業務
建設省　宮崎系テレメータ設備                       年間保守業務
建設省　肝属川系テレメータ設備                     年間保守業務
建設省　福岡国道系多重無線設備                     年間保守業務
建設省　熊本系多重無線設備                         年間保守業務
建設省　鹿児島国道系多重無線設備                   年間保守業務
建設省　佐賀国道系多重無線テレメータ設備           年間保守業務
建設省　北九州国道系テレメータ設備                 年間保守業務
建設省　遠賀川系ＶＨＦ移動無線装置                 年間保守業務
水資源開発公団　筑後川開発局多重無線設備           年間保守業務
水資源開発公団　寺内ダム系テレメータ設備           年間保守業務

平成4年度
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建設省　緑川ダム水防情報通信システム         製作納入
建設省　熊本防災情報ネットワークシステム     製作納入
建設省　長崎河川情報配信システム             製作納入
建設省　熊本降雨予測システムプログラム       製作納入
建設省　筑後川ダム統管大型プロジェクター     システム納入
建設省　厳木ダム気象情報受信装置             システム納入
水資源開発公団　江川ダム気象情報受信装置     システム納入
鹿児島県　新総合情報通信システム             調査設計業務
宮崎県　河川情報システム整備事業             調査設計業務
水資源開発公団　大山ダムＶＨＦ移動無線システム 調査設計業務
建設省　阿蘇・的石出張所回線              　　 調査設計業務
建設省　熊本新移動通信システム　　　         調査設計業務
建設省　熊本水門監視システム　　　           調査設計業務
建設省　球磨川テレメータ通信システム　　　   調査設計業務
建設省　宮崎－鹿児島多重通信回線　　　       調査設計業務
建設省　松原系テレメータ放流警報システム　　　 調査設計業務
建設省　高橋排水機場電気設備外１件          　 調査設計業務
建設省　大分新移動通信システム               調査設計業務
建設省　八幡岳外２局新移動通信システム       調査設計業務
建設省　長崎外新移動通信システム             調査設計業務
建設省　桜島土石流監視システム               調査設計業務
北九州市　防災行政無線システム               据付調整工事
長崎県庁　防災行政無線システム          　   据付調整工事
水資源開発公団　大山ダム移動無線通信装置     据付調整工事
鹿児島県　新総合情報通信システム            据付調整工事
大分県　高度情報ネットワークシステム整備事業 据付調整工事
建設省　唐津局空中線                        据付調整工事
建設省　大川局多重無線通信装置              据付調整工事
建設省　緑川ダム系テレメータ装置            据付調整工事
建設省　畑倉系多重無線通信装置              据付調整工事
建設省　遠賀川河口堰水門制御装置            据付調整工事
建設省　隠居岳局多重無線通信装置            据付調整工事
福岡県庁　防災行政無線通信システム           年間保守業務
建設省　武雄系多重テレメータ設備   　　      年間保守業務
建設省　厳木ダム多重テレメータ設備     　    年間保守業務
建設省　松原ダム多重テレメータ設備       　  年間保守業務
建設省　長崎系多重テレメータ設備           　 年間保守業務
建設省　筑後川系多重テレメータ設備           年間保守業務
建設省　延岡系多重テレメータ設備             年間保守業務
建設省　球磨川系テレメータ設備               年間保守業務
建設省　宮崎系テレメータ設備                 年間保守業務
建設省　肝属川系テレメータ設備               年間保守業務
建設省　福岡国道系多重無線設備               年間保守業務
建設省　熊本系多重無線設備                   年間保守業務
建設省　鹿児島国道系多重無線設備             年間保守業務
建設省　佐賀国道系多重無線テレメータ設備     年間保守業務
建設省　遠賀川系ＶＨＦ移動無線装置           年間保守業務
水資源開発公団　筑後川開発局多重無線設備     年間保守業務
水資源開発公団　寺内ダム系テレメータ設備     年間保守業務

平成3年度
飯塚市　飯塚ハイテクホール表示盤         製作納入
建設省　宮崎気象衛星画像受信装置         システム納入
建設省　長崎レーダー雨量計データー処理装置 納入
建設省　長崎洪水予報システム             製作納入
建設省　北九州体制表示盤                 製作納入
建設省　菊池川防災情報表示処理装置       製作納入
水資源開発公団　移動無線通信回線         調査設計業務
建設省　長崎テレメータ設備　　           調査設計業務
建設省　野々平テレメータ設備　　         調査設計業務
建設省　遠見山－土々呂多重無線通信回線　　 調査設計業務
建設省　阿蘇－的石多重無線通信回線　　　 調査設計業務
建設省　佐世保－長浦多重無線通信回線　　　 調査設計業務
佐賀県庁　防災衛星ネットワークシステム 据付調整工事
鹿児島県　新総合情報通信システム       据付調整工事
北九州市　防災行政無線設備             据付調整工事
建設省　武雄多重無線通信装置           据付調整工事
建設省　八本木山局外多重無線通信装置   据付調整工事
建設省　熊本通信設備                   据付調整工事
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建設省　麦野通信設備                   据付調整工事
建設省　八幡岳局通信設備               据付調整工事
建設省　矢部川多重無線通信設備         据付調整工事
建設省　河口堰水位計購入　               据付調整工事
水資源開発公団　寺内ダム放流制御装置     据付調整工事
水資源開発公団　江川ダム放流制御装置     据付調整工事
建設省　武雄系多重テレメータ設備 　      年間保守業務
建設省　厳木ダム多重テレメータ設備 　    年間保守業務
建設省　松原ダム多重テレメータ設備   　  年間保守業務
建設省　長崎系多重テレメータ設備       　 年間保守業務
建設省　筑後川系多重テレメータ設備       年間保守業務
建設省　球磨川系テレメータ設備           年間保守業務
建設省　五ヶ瀬川系テレメータ設備         年間保守業務
建設省　宮崎系テレメータ設備             年間保守業務
建設省　肝属川系テレメータ設備           年間保守業務
建設省　福岡国道系多重無線設備           年間保守業務
建設省　熊本系多重無線装置               年間保守業務
建設省　佐賀国道系多重無線設備           年間保守業務
建設省　鹿児島国道系多重無線設備         年間保守業務

平成2年度
建設省　筑後川ダム統管情報サービスシステム   製作納入
建設省　九州地方建設局道路情報データー監視装置 製作納入
建設省　低水管理システム機器                 納入
建設省　耶馬渓ダム気象衛星画像受信装置       システム納入
建設省　五ヶ瀬川気象衛星画像受信装置         システム納入
建設省　洪水予報解析処理装置                 システム納入
建設省　本明川洪水予測システムプログラム     製作納入
建設省　筑後川野添通信回線改善            　　 調査設計業務
建設省　東福岡麦野回線　　　                 調査設計業務
建設省　路側通信設備　　　                   調査設計業務
建設省　道路情報設備        　               調査設計業務
鹿児島県　庁防災行政無線設備更新　　         調査設計業務
佐賀県庁　防災行政無線設備更新　　        　 調査設計業務
水資源開発公団　多重無線通信回線　　　       調査設計業務
佐賀県庁　防災行政無線設備                   据付調整工事
建設省　玉名系多重無線通信設備      据付調整工事
建設省　八本木山多重無線通信設備    据付調整工事
建設省　大村局無線設備              据付調整工事
建設省　牟礼岡系多重無線設備        据付調整工事
建設省　福岡国道系無線設備 　　     据付調整工事
建設省　武雄局電気通信設備          据付調整工事
建設省　筑後川局多重無線設備        据付調整工事
水資源開発公団　寺内ダム放流制御設備 据付調整工事
水資源開発公団　江川ダム放流制御装置 据付調整工事
水資源開発公団　寺内ダム放流警報設備         据付調整工事
建設省　武雄系多重テレメータ設備 　          年間保守業務
建設省　厳木ダム多重テレメータ設備 　        年間保守業務
建設省　松原ダム多重テレメータ設備   　      年間保守業務
建設省　長崎系多重テレメータ設備       　    年間保守業務
建設省　筑後川系系多重テレメータ設備         年間保守業務
建設省　球磨川テレメータ設備                 年間保守業務
建設省　五ヶ瀬川系テレメータ設備             年間保守業務
建設省　宮崎系テレメータ設備                 年間保守業務
建設省　肝属川系テレメータ設備               年間保守業務
建設省　福岡国道系多重無線設備               年間保守業務
建設省　熊本系多重無線設備                   年間保守業務
福岡県庁　防災行政無線設備                       年間保守業務

平成元年度
建設省　筑後川ダム統管テレビサービスシステム 製作納入
建設省　九州地方建設局テレメータデーター監視装置 製作納入
建設省　長崎気象解折処理装置         製作納入
建設省　テレメータデーター処理装置通信プログラム 製作納入
北九州市役所　防災無線通信回線　　　           調査設計業務
長崎県　対馬漁場監視レーダシステム　　　       調査設計業務
建設省　五ヶ瀬川テレメータ通信回線改善 調査設計業務
建設省　路側帯放送設備　　　                   調査設計業務
建設省　瀬高堰設備　　　                       調査設計業務
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建設省　武雄局電気通信機器移設 調査設計業務
水資源開発公団　多重無線通信回線　　           調査設計業務
建設省　緑川ダム放流警報局サイレン設備外 据付調整工事
建設省　八代局タイプライター等         据付調整工事
建設省　千文警報所サイレン             据付調整工事
建設省　鳥栖多重無線装置据付その他     据付調整工事
建設省　遠賀川テレメータ設備           据付調整工事
水資源開発公団　寺内ダム放流警報設備   据付調整工事
水資源開発公団　江川ダム制御設備   据付調整工事
福岡県庁　防災行政無線設備                         年間保守業務
建設省　武雄系多重テレメータ設備       年間保守業務
建設省　熊本系多重テレメータ設備       年間保守業務
建設省　厳木ダム系多重テレメータ設備       　  年間保守業務
建設省　松原ダム系多重テレメータ設備         　 年間保守業務
建設省　長崎系多重テレメータ設備               年間保守業務
建設省　筑後川系多重テレメータ設備             年間保守業務
建設省　球磨川系テレメータ設備                 年間保守業務
建設省　五ヶ瀬川系テレメータ設備               年間保守業務
建設省　宮崎系テレメータ設備                   年間保守業務
建設省　肝属川系テレメータ設備                 年間保守業務
建設省　福岡国道系多重無線設備                 年間保守業務

昭和63年度
建設省　厳木ダム設備監視装置                製作納入
建設省　遠賀川テレメータデーター処理装置    製作納入
建設省　松原ダム気象衛星画像受信装置        システム納入
建設省　下筌ダム気象衛星画像受信装置        システム納入
建設省　八代局気象衛星画像受信装置          システム納入
建設省　五ヶ瀬川洪水予測プログラム          製作納入
建設省　筑後川ダム統合管理事務所気象衛星画像解析プログラム 製作納入
長崎県　漁場監視レーダーシステム　　　      調査設計業務
建設省　五ヶ瀬川テレメータ回線            　 調査設計業務
建設省　西部レーダー通信回線　　　          調査設計業務
建設省　武雄系多重通信回線　　　            調査設計業務
建設省　鹿児島・常磐間通信回線　　　        調査設計業務
建設省　加治木多重通信回線　　　            調査設計業務
佐賀県　庁ＰＤＭ多重無線通信装置       据付調整工事
建設省　遠賀川無線設備                 据付調整工事
建設省　鹿児島・常磐系多重無線通信装置 据付調整工事
建設省　垂水・桜島系多重無線通信装置   据付調整工事
建設省　鶴田ダム放流警報装置           据付調整工事
水資源開発公団　水質自動計測装置       据付調整工事
水資源開発公団　寺内ダム放流警報装置   据付調整工事
水資源開発公団　江川ダムダム制御装置   据付調整工事
福岡県　宗像支部局通信設備             年間保守業務
宮崎県　岩瀬ダムダム制御装置                年間保守業務
建設省　武雄系多重テレメータ設備          　 年間保守業務
建設省　熊本系多重テレメータ設備            年間保守業務
建設省　厳木ダム系多重テレメータ設備        年間保守業務
建設省　松原ダム系多重テレメータ設備        年間保守業務
建設省　長崎系多重テレメータ設備     　　   年間保守業務
建設省　球磨川系多重テレメータ設備       　 年間保守業務
建設省　五ヶ瀬川系多重テレメータ設備        年間保守業務
建設省　宮崎系多重テレメータ設備        　  年間保守業務
建設省　肝属川系多重テレメータ設備    　    年間保守業務
建設省　筑後川系多重テレメータ設備  　      年間保守業務
建設省　筑後川系多重無線設備                年間保守業務
建設省　福岡国道系多重無線設備              年間保守業務
水資源開発公団　筑後川開発局                年間保守業務
水資源開発公団　寺内ダムテレメータ設備      年間保守業務

昭和62年度
建設省　佐賀河川局テレメータ信号変換装置 製作納入
建設省　佐賀国道通信機警報表示装置              製作納入
建設省　遠賀川テレメータ処理装置                製作納入
建設省　遠賀川水防体制表示装置                  製作納入
建設省　長崎局警報信号分岐装置                  製作納入
建設省　九州地方建設局通信設備集中監視装置      製作納入
建設省　九州地方建設局テレメータデーター監視装置 製作納入

25/33



建設省　九州地方建設局気象衛星画像受信装置 システム納入
建設省　島内堰放流警報設備 調査設計業務
建設省　福岡国道テレメータ設備詳細 調査設計業務
建設省　遠賀川テレメータ回線　　　              調査設計業務
建設省　宮崎道路テレメータ回線　　　            調査設計業務
建設省　松原系テレメータ回線　　　              調査設計業務
気象庁　那覇空港気象レーダー装置 据付調整工事
宮崎県　岩瀬ダムテレメータ装置 据付調整工事
鹿児島県庁　多重無線設備                     据付調整工事
鹿児島市役所　ＰＣＭ多重通信設備                据付調整工事
建設省　厳木ダム多重通信設備                 据付調整工事
建設省　鶴田ダム放流警報設備                 据付調整工事
建設省　福岡国道道路情報システム             据付調整工事
建設省　久留米ＰＣＭ多重通信設備             据付調整工事
建設省　宮崎道路情報システム                 据付調整工事
建設省　松浦川テレメータシステム             据付調整工事
建設省　嘉瀬川警報設備                       据付調整工事
水資源開発公団　寺内ダム放流制御設備 据付調整工事
建設省　松原ダムテレメータ観測局 据付調整工事
建設省　武雄系多重テレメータ設備 年間保守業務
建設省　熊本系多重テレメータ設備 年間保守業務
建設省　厳木ダム系テレメータ設備                年間保守業務
建設省　松原ダム系テレメータ設備                年間保守業務
建設省　長崎系テレメータ設備                    年間保守業務
建設省　筑後川系多重通信設備                    年間保守業務
建設省　福岡国道系多重通信設備                  年間保守業務
建設省　球磨川系テレメータ設備                  年間保守業務
建設省　五ヶ瀬川系テレメータ設備                年間保守業務
建設省　宮崎系テレメータ設備                    年間保守業務
建設省　肝属川系テレメータ設備                  年間保守業務

昭和61年度
佐賀県庁　気象一斉通報装置                  製作納入
水資源開発公団　筑後大堰案内放送設備        製作納入
水資源開発公団　寺内ダム観測計器記録装置    製作納入
水資源開発公団　寺内ダム通信設備監視盤      製作納入
水資源開発公団　寺内ダム気象情報受信装置　  システム納入
建設省　長崎テレメータデーター変換装置 製作納入
建設省　緑川ダムＣＤＴインターフェース装置 製作納入
鹿児島市　ＰＣＭ多重通信設備          据付調整工事
建設省　厳木ダム通信システム          据付調整工事
建設省　桜島系防災テレメータ設備      据付調整工事
建設省　蒲田津テレメータ設備          据付調整工事
建設省　宮崎系超短波無線電話システム  据付調整工事
水資源開発公団　寺内ダム管理所通信設備 据付調整工事
建設省　武雄系多重テレメータ設備　    年間保守業務
建設省　熊本系多重テレメータ設備  　  年間保守業務
建設省　厳木ダム系多重テレメータ設備　 年間保守業務
建設省　松原ダム系多重テレメータ設備  　    年間保守業務
建設省　長崎系多重テレメータ設備        　  年間保守業務
建設省　筑後川系多重通信設備                年間保守業務
建設省　福岡国道系多重通信設備              年間保守業務
建設省　球磨川系テレメータ設備              年間保守業務
建設省　五ヶ瀬川系テレメータ設備            年間保守業務
建設省　鶴田ダム系テレメータ設備            年間保守業務
建設省　宮崎系テレメータ設備                年間保守業務
水資源開発公団　筑後川系多重通信設備        年間保守業務
水資源開発公団　寺内ダムテレメータ設備      年間保守業務

昭和60年度
建設省　鶴田ダムテレメータ傍受処理装置       製作納入
建設省　緑川ダム水位データー処理装置         製作納入
建設省　肝属川テレメータデーター変換装置 製作納入
建設省　川内川テレメータデーター変換装置 製作納入
建設省　九州地方建設局テレメータデーター表示装置 製作納入
水資源開発公団　寺内ダムダム諸量処理表示装置 製作納入
建設省　桜島砂防テレメータシステム        　　 調査設計業務
気象庁　種種子島気象レーダシステム設備 　 据付調整工事
建設省　諸富局多重通信設備               据付調整工事

26/33



建設省　田主丸局多重通信設備             据付調整工事
建設省　鶴田ダム系テレメータ設備システム 据付調整工事
建設省　川内川系テレメータ設備システム   据付調整工事
建設省　鹿児島系テレメータ設備           据付調整工事
水資源開発公団　寺内ダム系テレメータ設備 据付調整工事
水資源開発公団　ＣＤＴ装置             据付調整工事
建設省　佐賀局多重通信設備               据付調整工事
建設省　高野局多重通信設備                   据付調整工事
建設省　武雄系多重テレメータ設備    　       年間保守業務
建設省　熊本系多重テレメータ設備      　     年間保守業務
建設省　厳木ダム系多重テレメータ設備    　   年間保守業務
建設省　松原ダム系多重テレメータ設備      　 年間保守業務
建設省　長崎系多重テレメータ設備            　 年間保守業務
建設省　筑後川系多重通信設備                 年間保守業務
建設省　福岡国道系多重通信設備               年間保守業務
建設省　球磨川系テレメータ設備               年間保守業務
建設省　五ヶ瀬川系テレメータ設備             年間保守業務
建設省　鶴田ダム系テレメータ設備             年間保守業務
建設省　宮崎系テレメータ設備                 年間保守業務
建設省　肝属川系テレメータ設備               年間保守業務
水資源開発公団　筑後川系多重通信設備         年間保守業務
水資源開発公団　寺内ダム系テレメータ設備     年間保守業務

昭和59年度
建設省　テレメータデーター合成装置           製作納入
建設省　緑川ダムテレメータデーター電話応答通報装置インターフェース装置 製作納入
建設省　テレメータデーター変換装置           製作納入
建設省　福岡国道系道路パトロール回線　　　　　 調査設計業務
建設省　厳木ダム放流警報設備回線  　　　     調査設計業務
気象庁　鹿児島空港気象レーダーシステム     据付調整工事
福岡県庁　防災行政無線通信システム西合庁局 据付調整工事
福岡県庁　防災行政無線通信システム筑後局   据付調整工事
建設省　野田－小島ＰＣＭ多重通信設備       据付調整工事
建設省　鹿島－福富多重通信設備             据付調整工事
建設省　熊本系テレメータ設備               据付調整工事
建設省　武雄系多重テレメータ設備  　       年間保守業務
建設省　熊本系多重テレメータ設備    　     年間保守業務
建設省　厳木ダム系多重テレメータ設備  　   年間保守業務
建設省　松原ダム系多重テレメータ設備    　   年間保守業務
建設省　長崎系多重テレメータ設備          　 年間保守業務
建設省　筑後川系多重通信設備                 年間保守業務
建設省　福岡国道系多重通信設備               年間保守業務
建設省　球磨川系テレメータ設備               年間保守業務
建設省　五ヶ瀬川系テレメータ設備             年間保守業務
建設省　鶴田ダム系テレメータ設備             年間保守業務
建設省　宮崎系テレメータ設備                 年間保守業務
水資源開発公団　筑後川系多重通信設備         年間保守業務
水資源開発公団　筑後大堰自動制御システム     年間保守業務
水資源開発公団　寺内ダムテレメータ設備       年間保守業務

昭和58年度
建設省　緑川ダム諸量データー処理システム　 製作納入
建設省　松原ダムテレメータ回線混信        　　 調査設計業務
建設省　鶴田ダムテレメータ回線混信　　　     調査設計業務
建設省　川内川系テレメータ回線混信　　　     調査設計業務
建設省　厳木ダムテレメータ回線混信　　　     調査設計業務
建設省　五ヶ瀬川系テレメータ回線混信　　　   調査設計業務
建設省　松原－山鹿多重通信回線　　　         調査設計業務
建設省　長崎－武雄回線多重通信設備     据付調整工事
建設省　武雄－八幡岳回線多重通信設備   据付調整工事
建設省　武雄－嘉瀬川回線多重通信設備   据付調整工事
建設省　長浦－早岐回線多重通信設備     据付調整工事
建設省　長浦－大村ＰＣＭ回線多重通信設備 据付調整工事
建設省　八代局テレメータデーター処理設備 据付調整工事
建設省　耶馬渓ダムテレメータ警報通信設備 据付調整工事
福岡県庁　防災行政無線通信システム那珂局 据付調整工事
福岡県庁　防災行政無線通信システム前原局 据付調整工事
気象庁　福岡管区気象台ＰＣＭ多重通信設備     据付調整工事
水資源開発公団　筑後大堰局通信設備           据付調整工事
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水資源開発公団　筑後大堰ゲート自動制御システム 据付調整工事
水資源開発公団　筑後川系多重通信設備         年間保守業務
水資源開発公団　寺内ダムテレメータ設備       年間保守業務
建設省　武雄系多重テレメータ設備             年間保守業務
建設省　熊本系多重テレメータ設備             年間保守業務
建設省　厳木ダム系多重テレメータ設備　       年間保守業務
建設省　松原ダム系多重テレメータ設備        　 年間保守業務
建設省　長崎系多重テレメータ設備           　 年間保守業務
建設省　鹿児島系多重テレメータ設備       　  年間保守業務
建設省　筑後川系多重通信設備                 年間保守業務
建設省　福岡国道系多重通信設備               年間保守業務
建設省　球磨川系テレメータ設備             　 年間保守業務
建設省　五ヶ瀬川系テレメータ設備         　  年間保守業務
建設省　鶴田ダム系テレメータ設備       　    年間保守業務
建設省　宮崎系テレメータ設備         　      年間保守業務

昭和57年度
福岡県庁　防災行政無線通信システム第３期    据付調整工事
気象庁　福岡管区気象台・背振山中継所・気象レーダーシステム設備 据付調整工事
建設省　雲仙－諫早回線ＰＣＭ多重通信設備　　 据付調整工事
建設省　大分－九六位回線多重通信設備        据付調整工事
建設省　佐賀－福富回線多重通信設備          据付調整工事
建設省　的石－佩楯回線多重通信設備          据付調整工事
建設省　麦野－東福岡回線多重通信設備        据付調整工事
建設省　厳木ダムテレメータ設備    　        据付調整工事
建設省　松原ダムテレメータ警報設備  　      据付調整工事
建設省　熊本局テレメータデーター処理設備 据付調整工事
建設省　武雄系多重テレメータ設備    　   年間保守業務
建設省　熊本系多重テレメータ設備      　 年間保守業務
建設省　鹿児島系多重テレメータ設備      　 年間保守業務
建設省　厳木ダム系多重テレメータ設備     年間保守業務
建設省　松原ダム系多重テレメータ設備     年間保守業務
建設省　福岡国道系多重テレメータ設備     年間保守業務
建設省　筑後川系多重通信設備             年間保守業務
建設省　球磨川系テレメータ設備           年間保守業務
建設省　五ヶ瀬川系テレメータ設備         年間保守業務
建設省　長崎系テレメータ設備             年間保守業務
建設省　鶴田ダム系テレメータ設備         年間保守業務
建設省　宮崎系テレメータ設備             年間保守業務
建設省　遠賀川系テレメータ設備           年間保守業務
水資源開発公団　多重通信設備             年間保守業務
水資源開発公団　寺内ダムテレメータ設備   年間保守業務

昭和56年度
建設省　武雄水防情報盤                     製作納入
建設省　松原ダム系テレメータ放流警報回線　　 調査設計業務
建設省　山口工事事務所多重通信設備        据付調整工事
建設省　高野－日田－松原ダム多重通信設備  据付調整工事
建設省　熊本－的石回線多重通信設備        据付調整工事
建設省　佐賀－日之出ＰＣＭ多重通信設備    据付調整工事
建設省　的石－阿蘇回線多重通信設備        据付調整工事
水資源開発公団　日吉－久留米－江川ダム多重通信設備 据付調整工事
建設省　遠賀川系テレメータ設備　　        据付調整工事
建設省　緑川ダム放流警報設備              据付調整工事
建設省　松原ダム系テレメータ設備          据付調整工事
建設省　球磨川系テレメータ設備             据付調整工事
建設省　五ヶ瀬川系テレメータ設備           据付調整工事
建設省　熊本系テレメータ設備               据付調整工事
福岡県庁　防災行政無線通信システム第２期   据付調整工事
建設省　武雄系多重テレメータ設備      　   年間保守業務
建設省　熊本系多重テレメータ設備        　 年間保守業務
建設省　筑後川系多重通信設備               年間保守業務
建設省　厳木ダム系多重通信設備             年間保守業務
水資源開発公団　日吉－寺内ダム多重通信設備 年間保守業務
建設省　松原ダム系テレメータ設備           年間保守業務
建設省　鶴田ダム系テレメータ設備           年間保守業務
建設省　宮崎系テレメータ設備               年間保守業務
建設省　五ヶ瀬川系テレメータ設備         　 年間保守業務
建設省　球磨川系テレメータ設備           　 年間保守業務
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建設省　遠賀川系テレメータ設備             年間保守業務
建設省　長崎系テレメータ設備               年間保守業務

昭和55年度

日立金属㈱　クレーン無線リモコン装置          製作納入
建設省　武雄無線設備監視表示装置  製作納入
建設省　湯之屋堰系放流警報回線            　 調査設計業務
建設省　厳木ダム系テレメータ回線            調査設計業務
建設省　筑後川洪水予報システム第２期  据付調整工事
建設省　遠賀川系テレメータ設備        据付調整工事
建設省　緑川ダム系テレメータ設備      据付調整工事
建設省　松浦川系テレメータ設備        据付調整工事
建設省　松原ダム系放流警報システム    据付調整工事
建設省　熊本系テレメータ設備          据付調整工事
建設省　長崎系テレメータ設備          据付調整工事
建設省　八代系テレメータ設備          据付調整工事
建設省　佐伯系テレメータ設備          据付調整工事
建設省　延岡系テレメータ設備　              据付調整工事
建設省　真幸堰系放流警報システム            据付調整工事
建設省　宇部局他多重通信設備                据付調整工事
建設省　筑後川ダム統合管理事務所多重通信設備 据付調整工事
福岡県庁　防災行政無線通信システム第１期工事  据付調整工事
建設省　武雄系多重テレメータ設備            年間保守業務
建設省　熊本系多重テレメータ設備            年間保守業務
建設省　筑後川系多重通信設備                年間保守業務
建設省　厳木ダム系多重通信設備              年間保守業務
建設省　松原ダム系テレメータ設備            年間保守業務
建設省　鶴田ダム系テレメータ設備            年間保守業務
建設省　宮崎系テレメータ設備                年間保守業務
建設省　五ヶ瀬川系テレメータ設備            年間保守業務
建設省　球磨川系テレメータ設備              年間保守業務
建設省　遠賀川系テレメータ設備              年間保守業務

昭和54年度
建設省　筑後川－松原ダム間多重通信回線 調査設計業務
建設省　立野ダム系テレメータ第１回基礎 調査設計業務
佐賀県庁　防災行政無線回線　　         据付調整工事
熊本県庁　防災行政無線回線             据付調整工事
日本通運㈱　九千部中継局               据付調整工事
建設省　厳木ダム・佐賀国道多重通信回線 据付調整工事
建設省　九六位山系多重通信回線        据付調整工事
建設省　八幡岳回線多重通信回線        据付調整工事
建設省　久留米・瀬高系多重通信回線    据付調整工事
建設省　遠賀川大堰自動制御システム    据付調整工事
建設省　遠賀川系テレメータ回線        据付調整工事
建設省　熊本系テレメータ回線          据付調整工事
建設省　本明川系テレメータ回線        据付調整工事
建設省　筑後川洪水予報システム        据付調整工事
建設省　武雄系多重テレメータ回線       年間保守業務
建設省　鶴田ダム系テレメータ回線     　 年間保守業務
建設省　松原ダム系テレメータ回線 　　  年間保守業務
建設省　熊本系多重テレメータ回線     　 年間保守業務
建設省　宮崎系テレメータ回線           年間保守業務
建設省　延岡系テレメータ回線           年間保守業務
建設省　球磨川系テレメータ回線         年間保守業務
建設省　遠賀川系テレメータ回線         年間保守業務
建設省　筑後川系多重通信回線           年間保守業務
建設省　福岡国道系多重通信回線         年間保守業務
建設省　厳木ダム多重通信回線           年間保守業務

昭和53年度
建設省　緑川系テレメータ回線改善計画   　 　 調査設計業務
建設省　筑後川系多重通信回線        据付調整工事
建設省　福岡国道多重通信回線        据付調整工事
建設省　熊本系水質テレメータシステム 据付調整工事
建設省　筑後川系洪水予報システム    据付調整工事
建設省　遠賀川系テレメータ回線      据付調整工事
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建設省　鶴田ダム系テレメータ回線    据付調整工事
建設省　熊本系テレメータ回線        据付調整工事
建設省　長崎系テレメータ回線        据付調整工事
建設省　八代系テレメータ回線        据付調整工事
建設省　熊本系リモートコントロール設備　　 据付調整工事
建設省　長崎系リモートコントロール設備     据付調整工事
建設省　佐賀・武雄系リモートコントロール設備 据付調整工事
建設省　緑川ダム系テレメータ回線         　 据付調整工事
沖縄開発庁　新川ダムコントロールシステム   据付調整工事
建設省　武雄系多重テレメータ回線           年間保守業務
建設省　鶴田ダム系テレメータ回線           年間保守業務
建設省　松原ダム系テレメータ回線           年間保守業務
建設省　遠賀川系テレメータ回線             年間保守業務
建設省　熊本系テレメータ回線               年間保守業務
建設省　宮崎系テレメータ回線               年間保守業務
建設省　筑後川系多重通信回線               年間保守業務
建設省　佐伯系多重通信回線                 年間保守業務
建設省　佐賀国道系多重通信回線             年間保守業務
建設省　福岡国道多重通信回線               年間保守業務

昭和52年度
熊本県庁　防災行政無線通信回線                  調査設計業務
南小国町　広報通信システム                  調査設計業務
沖縄県庁　防災行政無線通信システム　　　        調査設計業務
建設省　八代系通信回線                    　 調査設計業務
建設省　筑後川系通信回線                  　 調査設計業務
水資源開発公団　寺内ダムコントロールシステム 据付調整工事
沖縄開発庁　ダムコントロールシステム        据付調整工事
建設省　熊本系多重通信回線      据付調整工事
建設省　筑後川系多重通信回線    据付調整工事
建設省　本明川系テレメータ回線  据付調整工事
建設省　熊本系テレメータ回線    据付調整工事
建設省　八代系テレメータ回線    据付調整工事
建設省　鶴田ダム系テレメータ回線 据付調整工事
建設省　川内川系テレメータ回線  据付調整工事
建設省　遠賀川系テレメータ回線  据付調整工事
建設省　日田系多重通信回線      据付調整工事
建設省　雲仙系多重通信回線                  据付調整工事
建設省　緑川ダム系テレメータ回線            据付調整工事
全日本空輸㈱　フライトシミュレーターシステム 年間保守業務
建設省　武雄系多重テレメータ通信回線        年間保守業務
建設省　松原ダム系テレメータ回線            年間保守業務
建設省　鶴田ダム系テレメータ回線            年間保守業務
建設省　遠賀川系テレメータ回線              年間保守業務
建設省　筑後川系多重通信回線                年間保守業務

昭和51年度
建設省　筑後川系多重通信回線　　 据付調整工事
建設省　熊本系多重通信回線      据付調整工事
建設省　厳木ダム系多重通信回線  据付調整工事
建設省　本明川系テレメータ回線　 据付調整工事
建設省　遠賀川系テレメータ回線  据付調整工事
熊本県庁　水防テレメータシステム          据付調整工事
長崎県庁　福江ダム系テレメータ回線         据付調整工事
佐賀県庁　放射能テレメータシステム         据付調整工事
水資源開発公団　寺内ダムコントロールシステム 据付調整工事
福岡県庁　瑞梅寺ダム鉄塔 設計製作工事
水資源開発公団　筑後大堰多重通信回線       据付調整工事
全日本空輸㈱　フライトシミュレーターシステム 年間保守業務
建設省　鶴田ダム系テレメータ回線 年間保守業務
建設省　松原ダム系テレメータ回線 年間保守業務
建設省　佐賀国道系多重通信回線  年間保守業務
建設省　筑後川系多重通信回線    年間保守業務
建設省　武雄系多重テレメータ通信回線       年間保守業務

昭和50年度
建設省　筑後川系多重通信回線    据付調整工事
建設省　福岡本局多重通信回線    据付調整工事
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建設省　鹿児島系テレメータ回線  据付調整工事
建設省　人吉系テレメータ回線    据付調整工事
建設省　本明川系テレメータ回線  据付調整工事
建設省　平家山中継回線          据付調整工事
沖縄開発庁　福地ダムテレコントロールシステム 据付調整工事
熊本県庁　防災行政無線第２期通信回線　      据付調整工事
大分県庁　防災行政無線第３期通信回線　      据付調整工事
山口県庁　防災行政無線第３期通信回線　      据付調整工事
日本道路公団　霧島通信回線                  据付調整工事
全日本空輸㈱　フライトシミュレーターシステム 年間保守業務
建設省　鶴田ダム系テレメータ回線 年間保守業務
建設省　松原ダム系テレメータ回線 年間保守業務
建設省　筑後川系多重通信回線    年間保守業務

昭和49年度
建設省　熊本系多重通信回線            据付調整工事
建設省　松浦川系多重通信回線          据付調整工事
建設省　久留米系多重通信回線          据付調整工事
建設省　松原ダム系テレメータ回線      据付調整工事
建設省　球磨川系テレメータ回線        据付調整工事
建設省　鶴田ダム系テレメータ回線      据付調整工事
建設省　肝属川系テレメータ回線        据付調整工事
建設省　熊本系テレメータ回線      　  据付調整工事
建設省　福岡国道系テレメータ回線    　 据付調整工事
建設省　松浦川系テレメータ回線        　   据付調整工事
建設省　鹿児島国道系テレメータ回線      　 据付調整工事
電源開発　鶴田ダム系テレメータ回線        　 据付調整工事
水資源開発公団　寺内ダム系多重通信回線     据付調整工事
水資源開発公団　寺内ダム系テレメータ回線　　 据付調整工事
大分県　庁防災行政無線第２期通信回線       据付調整工事
大分県　企業局行政無線通信回線             据付調整工事
長崎県庁　防災行政無線通信回線             据付調整工事
熊本県庁　防災行政無線通信回線             据付調整工事
熊本県庁　氷川ダム系テレメータ回線         据付調整工事
福岡県庁　陣屋ダム鉄塔 設計製作工事
全日本空輸㈱　フライトシミュレーターシステム 年間保守業務

昭和48年度
建設省　佐賀系多重通信回線        据付調整工事
建設省　鹿児島系多重通信回線      据付調整工事
建設省　久留米系多重通信回線      据付調整工事
建設省　熊本系多重通信回線        据付調整工事
建設省　熊本系テレメータ回線      据付調整工事
建設省　人吉系テレメータ回線      据付調整工事
建設省　松原ダム系テレメータ回線  据付調整工事
建設省　川内川系テレメータ回線    据付調整工事
熊本県庁　氷川ダム系テレメータ回線 据付調整工事
大分県庁　防災行政無線                    　 調査設計業務
大分県庁　防災行政第１期通信回線           据付調整工事
全日本空輸㈱　フライトシミュレーターシステム 年間保守業務

昭和47年度
建設省　福岡国道系多重通信回線 据付調整工事
建設省　大分国道系多重通信回線 据付調整工事
建設省　熊本－佩楯多重通信回線 据付調整工事
建設省　山鹿－菊池多重通信回線 据付調整工事
建設省　八幡岳系多重通信回線 据付調整工事
建設省　隠居岳系多重通信回線 据付調整工事
建設省　唐津系多重通信回線 据付調整工事
建設省　久留米系多重通信回線 据付調整工事
建設省　宮崎系多重通信回線 据付調整工事
建設省　延岡系多重通信回線             据付調整工事
建設省　鶴崎系多重通信回線             据付調整工事
建設省　諫早系多重通信回線             据付調整工事
建設省　霧島中継局多重通信回線             据付調整工事
建設省　弁財天中継局多重通信回線           据付調整工事
建設省　川内川系テレメータ回線             据付調整工事
水資源開発公団　江川ダム系多重通信回線     据付調整工事
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福岡県庁　鱒淵ダム鉄塔１４基 設計製作工事
全日本空輸㈱　フライトシミュレーターシステム 年間保守業務

昭和46年度
鹿児島県庁　水産課遠隔制御装置             製作納入
鹿児島県　種子島消防局遠隔制御装置　　     製作納入
建設省　鳥栖－久留米多重通信回線          据付調整工事
建設省　熊本－阿蘇多重通信回線            据付調整工事
建設省　雲仙－長崎多重通信回線            据付調整工事
建設省　熊本テレメータ回線                据付調整工事
建設省　竜門ダム反射板                    据付調整工事
建設省　平家山中継局通信回線              据付調整工事
水資源開発公団　久留米多重通信回線        据付調整工事
福岡県庁　油木ダムテレメータ回線　　　    据付調整工事
大分県　企業局工業用水道通信回線          据付調整工事
全日本空輸㈱　フライトシミュレーターシステム 年間保守業務

昭和45年度
熊本消防局　遠隔制御装置 製作納入
鹿児島消防局　遠隔制御装置 製作納入
福岡県庁　英彦山及び背振中継局装置 調査設計業務
佐賀県庁　岩屋河内ダムテレメータ回線 調査設計業務
福岡県庁　水防無線回線 調査設計業務
鹿児島県庁　テレメータ回線 調査設計業務
宮崎県庁　岩瀬ダム綾北ダムテレメータ回線 設計及び改修
水資源開発公団　江川及び寺内ダムテレメータ及び多重通信回線 調査設計業務
建設省　松原下筌ダムテレメータ回線 据付調整工事
建設省　大分多重通信回線 据付調整工事
佐賀県庁　河内ダムテレメータ回線 据付調整工事
熊本県庁　天君ダムテレメータ回線 据付調整工事
福岡ＦＭ放送局　スタジオ装置送信装置 据付調整工事
全日本空輸㈱　フライトフュミレーターシステム 年間保守業務

昭和44年度
佐賀県庁　河内ダムテレメータ回線  調査設計業務
建設省　筑後川多重通信回線　　　　 据付調整工事
建設省　八幡岳多重通信回線        据付調整工事
建設省　佩楯多重通信回線          据付調整工事
建設省　長崎多重通信回線          据付調整工事
佐賀テレビ　伊万里局サテライト装置 据付調整工事
佐賀テレビ　武雄局サテライト装置  据付調整工事

昭和43年度
建設省　川辺川ダムテレメータ回線 調査設計業務
気象庁　釈迦岳通信回線　　　    調査設計業務
福岡県庁　防災行政無線　　　    調査設計業務
建設省　八幡岳多重通信回線      据付調整工事
建設省　佩楯多重通信回線        据付調整工事
建設省　筑後川多重通信回線      据付調整工事

昭和42年度
建設省　佩楯多重通信回線 調査設計業務
建設省　八幡岳多重通信回線 調査設計業務
建設省　緑川ダムテレメータ回線 調査設計業務
海上保安庁　方探リモコン多重通信回線 調査設計業務
海上保安庁　通信回線 調査設計業務
鹿児島県庁　防災行政無線離島回線 調査設計業務
福岡県庁　油木ダムテレメータ回線 調査設計業務
建設省　筑後川多重通信回線 据付調整工事
九州電力　北九州多重通信回線 据付調整工事
九州電力　鰐塚多重通信回線 据付調整工事

昭和41年度
建設省　筑後川多重通信回線 調査設計業務
鹿児島県庁　防災行政無線回線改善 調査設計業務
山口銀行　通信回線 調査設計業務
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建設省　川内多重通信回線 据付調整工事

昭和40年度
熊本県庁　防災行政無線 調査設計業務
建設省　雲仙多重通信回線 据付調整工事
建設省　霧島多重通信回線 据付調整工事
九州電力　佐賀多重通信回線 据付調整工事
気象庁　霧島多重通信回線 据付調整工事
福岡県庁　力丸ダムテレメータ回線 据付調整工事

昭和39年度
建設省　松原下筌ダムテレメータ回線 調査設計業務
福岡県庁　力丸ダムテレメータ回線 調査設計業務
大分県庁　防災行政無線 調査設計業務
大分バス㈱　無線通信網 調査設計業務
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