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ART TECH 

■ 施工実績

平成2年6月 都立東綾瀬公園照明設備工事【下請】

平成3年1月 都立中川処理場照明設備工事【下請】

平成4年12月 東京外郭環状道路照明電気設備工事【下請】

平成11年5月 国際観光ホテル《八丈島》電気設備改修工事【下請】

平成12年2月 真砂団地《千葉県》衛星放送弱電設備工事【下請】

平成12年6月 イトーヨーカドー小岩店電気高圧設備改修工事【下請】

平成12年11月 宮ノ台マンション《千葉県》電気設備工事【下請】

平成13年3月 東上野保育園《台東区》電気設備改修工事【下請】

平成13年3月 信越科学福井工場 電気炉プラント電気設備工事【下請】

平成13年10月 東京モーターショー他展示会用電気設備工事【下請】

平成14年9月 南分署消防署《三郷市》電気設備工事【下請】

平成15年1月 サイゼリア梅島店他《足立区》電気設備工事

平成15年4月 柏井浄水場《千葉県》電気設備工事【下請】

平成15年8月 Dクラディア行徳マンション《千葉県》電気設備工事【下請】

平成15年12月 公津の杜イルミネーション《千葉県》照明設備工事【下請】

平成16年5月 ヤオコー藤代店《茨城県》電気設備工事【下請】

平成16年6月 あい田ビル《江戸川区》電気設備工事【下請】

平成16年9月 源長寺開基400年事業《葛飾区》電気設備工事【下請】

平成17年1月 メガマックス（家具店）《千葉ニュータウン》電気設備工事【下請】

平成17年4月 中村橋マンション《練馬区》電気設備工事【下請】

平成17年8月 秀和東陽第3M他《江東区》ポンプ動力設備工事【下請】

平成17年9月 BiGーA各9店舗《埼玉県》電気設備改修工事【下請】

平成17年10月 千住魚市場《足立区》電気設備改修工事【下請】

平成17年12月 ベイシア佐倉店《千葉県》電気設備工事【下請】

平成18年3月 イオン浦和美園 各テナント《埼玉県》電気設備工事【下請】

平成18年6月 東京ディズニーリゾート《千葉県》照明設備保守工事【下請】

平成18年8月 ベイシア行田店《埼玉県》照明設備工事

平成18年9月 業平橋中村レジデンス《墨田区》電気設備工事

建築業・電気設備・海外事業をトータルプランニング
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平成19年1月 埼玉トヨペット八潮店《埼玉県》電気設備工事【下請】

平成19年4月 新丸の内ビル《千代田区》幹線電気設備工事【下請】

平成19年5月 都営三田線水道橋駅《文京区》電気設備改修工事【下請】

平成19年6月 ヤマダ電機LABI池袋店《豊島区》電気設備工事【下請】

平成19年7月 西新井アリオショッピングセンター《足立区》電気設備工事【下請】

平成19年10月 大丸百貨店テナント《千代田区》電気設備工事【下請】

平成19年11月 銀座アルマーニ（1F・2F）《中央区》電気設備工事【下請】

平成19年12月 両国国技館《墨田区》電気設備改修工事【下請】

平成20年1月 豊洲保育園《江東区》電気設備工事【下請】

平成20年6月 東和ドラックストアー《足立区》電気設備工事【下請】

平成20年8月 イオン越谷（ジャスコ） 《埼玉県》電気設備工事【下請】

平成20年9月 イケア新三郷店《埼玉県》電気設備工事【下請】

平成20年9月 999.9青山店《港区》電気設備工事【下請】

平成20年10月 ヤマダ電機LABI渋谷店《渋谷区》電気設備工事【下請】

平成20年11月 亀有信用金庫三郷支店《埼玉県》電気設備工事【下請】

平成21年4月 カラオケレインボー木更津店《千葉県》電気設備工事【下請】

平成21年6月 コストコホールセール新三郷倉庫《三郷市》電気設備工事【下請】

平成21年6月 コモディイイダ平井7丁目店店舗《江戸川区》電気設備工事【下請】

平成21年8月 ホンダアクセス本社ビル《埼玉県》電気設備工事【下請】

平成22年1月 ラピス土屋、テスタ吉田 他2棟集合住宅《埼玉県》電気設備工事【下請】

平成22年2月 ツタヤ大森町駅前店《大田区》電気設備改修工事【下請】

平成22年4月 国立国会図書館東京本館改修電気設備工事【下請】

平成22年6月 東京国際空港D滑走路桟橋Ⅱ工区電気設備工事【下請】

平成22年8月 快活クラブ市川店《埼玉県》全2店舗電気設備工事【下請】

平成22年9月 銀座アスターパルコ池袋店《豊島区》電気設備工事【下請】

平成22年10月 パラッツオ銀座P店《東京都》電気設備工事【下請】

平成22年11月 二木ゴルフ田園調布店《大田区》電気設備工事【下請】

平成23年3月 田崎真珠紀尾井町店《千代田区》電気設備工事【下請】

■ 施工実績
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平成23年3月 スターツ桜台アパート、加藤アパート 全6棟 電気設備工事【下請】

平成23年3月 ユニディ市川店《千葉県》電気設備工事【下請】

平成23年4月 イオン越谷レイクサイドSC《越谷市》電気設備工事【下請】

平成23年4月 菅野製麺所松伏工場《埼玉県》電気設備工事【下請】

平成23年4月 スターツ金森アパート、岩槻アパート、加藤アパート 全6棟 電気設備工事【下請】

平成23年5月 石福金属興業株式会社草加工場《埼玉県》電気設備工事【下請】

平成23年7月 Dプロジェクト八潮倉庫《埼玉県》電気設備工事【下請】

平成23年10月 岩手県大船渡市他 2ヶ所 仮設住宅電気設備工事【下請】

平成24年2月 ヤマダ電機南越谷店《越谷市》電気設備工事【下請】

平成24年2月 日本ライフライン戸田ファクトリー《埼玉県》電気設備工事【下請】

平成24年4月 ダイバーシティー東京《江東区》共用部電気設備工事【下請】

平成24年5月 ウエルシア君津中島店 全16店舗 電気設備工事【下請】

平成24年9月 スズキ自販京葉本社 社屋建築《千葉県》電気設備工事【下請】

平成24年12月 ベイシアワールドスポーツ木更津金田店《千葉県》電気設備工事【下請】

平成25年2月 北里大学メディカルセンター新ワクチン研究生産棟《埼玉県》電気設備工事【下請】

平成25年2月 第2期森永高崎工場《群馬県》電気設備工事【下請】

平成25年4月 ヤマダ電機野田店《千葉県》他全3店舗太陽光設備工事【下請】

平成25年4月 岩槻ロジスティックセンター流通倉庫電気設備工事【下請】

平成25年4月 コストコホールつくば店《茨城県》電気設備工事【下請】

平成25年6月 ウェルシア薬局 流山向小金店他全4店舗 電気設備工事【下請】

平成25年7月 カスミストアー原山店《千葉県》他全3店舗LED照明改修工事【下請】

平成25年9月 快活クラブ船橋夏見台店《千葉県》他全2店舗電気設備工事【下請】

平成25年10月 ダスキン埼玉中央工場《埼玉県》電気設備工事【下請】

平成25年10月 東京千住魚市場《足立区》移動に伴う電気設備工事（全50店舗）

平成25年12月 パチンコともえ奥野谷店《千葉県》電気設備工事【下請】

平成26年1月 ウェルシア薬局群馬玉村店《群馬県》他全5店舗電気設備工事【下請】

平成26年3月 越谷総合食品御売市場《埼玉県》太陽光設備工事【下請】

平成26年3月 梅田真空包装関東工場《埼玉県》電気設備工事【下請】

■ 施工実績



TEL.048-950-2270/FAX.048-950-2269 

Detailed statement of completed works 
建築業・電気設備・海外事業をトータルプランニング

株式会社 アートテック

完成工事内訳書（抜粋） No.4 ART TECH 

平成26年3月 イオンタウン釜石《岩手県》電気設備工事【下請】

平成26年3月 上野3丁目ビル《台東区》電気設備工事【下請】

平成26年5月 新恵心寮（介護施設）《宮城県》電気設備工事【下請】

平成26年6月 夢叶う杜（介護施設）《葛飾区》電気設備工事【下請】

平成26年9月 水戸ニュータウンメガソーラー設備工事《茨城県》電気設備工事【下請】

平成26年10月 ヤマダ電機東所沢店《埼玉県》電気設備工事【下請】

平成26年11月～
平成29年

各マンションLED化《関東全域》電気照明設備改修工事【下請】

平成26年12月 大日本印刷市ヶ谷工場《千代田区》電気設備工事【下請】

平成27年1月 ショッピングモールイオン野田《千葉県》電気設備工事【下請】

平成27年2月 サンシャインヴィラ守谷（介護施設）《茨城県》電気設備工事【下請】

平成27年3月 ショッピングモールコクーン《埼玉県》電気設備工事【下請】

平成27年4月 歌舞伎町ビル（スーパー銭湯）《新宿区》電気設備工事【下請】

平成27年5月 ウェルシア薬局江戸川瑞江店《江戸川区》他全3店舗電気設備工事【下請】

平成27年6月 セブン＆アイホールディングス蓮田倉庫3F《埼玉県》電気設備工事

平成27年7月 グランプラス（チョコレート工場）《千葉県》電気設備工事【下請】

平成27年8月 湯楽の里酒々井店《千葉県》電気設備工事【下請】

平成27年9月 神田錦町3丁目ビルOA工事《千代田区》電気設備工事【下請】

平成27年10月 半蔵門村山ビル《千代田区》受変電設備改修工事【下請】

平成27年11月 晴海トリトンインフォラータ《中央区》イルミネーション照明設備工事【下請】

平成27年12月 フロンテックP RO丸森工場《宮城県》電気設備工事【下請】

平成28年1月 守谷ロジスティックス倉庫《茨城県》電気設備工事【下請】

平成28年2月 サミット（スーパーマーケット）王子店LED化《北区》電気照明設備改修工事【下請】

平成28年3月 アリオ柏沼南S.C.  A棟2F、3F《千葉県》電気設備工事【下請】

平成28年4月 カネエーズ 《茨城県》太陽光設備工事【下請】

平成28年5月 三幸学園大宮校舎《埼玉県》電気設備工事【下請】

平成28年7月 サンライトエステート 太陽光設備工事【下請】

平成28年8月 マルエツ（スーパーマーケット）LED化《埼玉県》他全8店舗電気設備工事【下請】

平成28年9月 ガーデンアクシスLED化《埼玉県》電気照明設備改修工事【下請】

平成27年7月 グランプラス（チョコレート工場） 《千葉県》電気設備工事【下請】

■ 施工実績



Detailed statement of completed works 建築業・電気設備・海外事業をトータルプランニング

株式会社 アートテック

完成工事内訳書（抜粋） No.5 
TEL.048-950-2270/FAX.048-950-2269 

ART TECH 

平成28年10月 水戸サウスタワー（駅ビル）《茨城県》電気設備工事【下請】

平成28年12月 ウェルシア薬局 ひたちなか市毛《茨城県》他全8店舗 電気設備工事【下請】

平成29年1月 オーケー西新井店（スーパーマーケット） 《足立区》電気設備工事【下請】

平成29年2月 柳橋イースト（ビジネスホテル）《台東区》電気設備工事【下請】

平成29年6月 ウェルシア薬局甲府武田店《山梨県甲府市》新築電気設備工事【下請】

平成29年6月 特別養護老人ホーム あしかり園《埼玉県飯能市》増築工事【下請】

平成29年6月 カスミストア越谷店《埼玉県越谷市》改修工事【下請】

平成29年6月 オーケー葛西 四つ木店《江戸川区》新築電気設備工事【下請】

平成29年6月 大田区萩中長屋計画《大田区》新築電気設備工事【下請】

平成29年6月 イオン北浦和《さいたま市》改装工事【下請】

平成29年8月 株式会社グランプラス第2工場《千葉県八街市》改修電気設備工事【下請】

平成29年8月 中田邸《埼玉県三郷市》防犯設備設置工事【元請】

平成29年8月 ウェルシア薬局豊田緑が丘店《愛知県豊田市》新築電気設備工事【下請】

平成29年9月 東松山スイミングスクール《埼玉県東松山市》高圧受変電設備改修工事【下請】

平成29年9月 株式会社エイキ 本社《足立区》新築電気設備工事【下請】

平成29年9月 セキチューおおたかの森店《千葉県流山市》新装工事【下請】

平成29年9月 ウェルシア薬局 袖ケ浦奈良輪店《千葉県袖が丘市》新築電気設備工事【下請】

平成29年10月 ウェルシア薬局代官町店《愛知県名古屋市》新築電気設備工事【下請】

平成29年3月

平成29年5月

テラススクエア《千代田区》OA工事

大成ラミック白岡工場《埼玉県》電気設備工事【下請】

平成29年5月

平成29年6月

平成29年6月

獨協医科大学越谷病院《埼玉県》電気設備工事【下請】

オーケー平野店《江東区》新築電気設備工事【下請】

大宮壱番館・弐番館《さいたま市》新築電気設備工事【下請】

平成29年6月 日本大学お茶の水総合開発《千代田区》歯学部1期工事【下請】

■ 施工実績


