
香川電気通信工業株式会社 

【主要工事実績】 

株式会社 りそな銀行 殿 平成11 年12 月 国立ビル  ビル管理システム新設 （セイリツ工業） 
(旧・株式会社大和銀行 殿)

平成12 年12 月 各支店  一斉通報裝置（デジタル）更新 （サクサ） 

平成13 年6 月 千里センター ES-3360D 電話交換機設備更新 （富士通） 

平成13 年7 月 本店事務エリアセンター ES-270 電話交換機設備新設 （富士通） 

平成13 年7 月 東京事務エリアセンター ES-270 電話交換機設備新設 （富士通） 

平成14 年1 月 難波支店他38 ヶ店  音声応答転送裝置（IVR）新設 （タカコム） 

平成14 年1 月 本店･東京本部･全支店 新営業店端末LAN ケーブル敷設工事 

平成14 年12 月 千里センター ES-3360D 電話交換機PHS 化工事 

平成16 年1 月 大阪本社・東京本社間 IP 専用線新設 

平成17 年2 月 大阪本社ビル IP Pathfinder70D 電話交換機設備更新 （富士通） 

平成17 年5 月～ 各支店  システム統合LAN ケーブル他敷設 

平成17 年8 月～  各支店  

平成19 年7 月～ 以西各支店 

平成20 年2 月 大阪業務ｻﾎﾟー ﾄｵﾌｨｽ 

平成20 年7 月～ 以西各支店 

平成22 年4 月 世田谷ビル 

平成23 年3 月 御堂筋ビル 

平成25 年3 月 

平成25 年3 月 

平成27 年4 月～ 

平成27 年9 月～ 

平成28 年6 月～ 

平成30 年12 月  

令和1 年6 月 ～ 

令和1 年9 月 

令和1 年11 月～ 

令和2 年7 月 ～

令和3年1月

令和3年7月～

令和3年9月～

令和4年1月～

令和4年2月～ 

大阪業務ｻﾎﾟー ﾄｵﾌｨｽ 

大阪ｸｲｯｸﾛﾋﾞー 運営ｾﾝﾀｰ 

千里センター 

大阪本社ビル 

大和浅草橋ビル 

 世田谷ビル  

 大和浅草橋ビル 

 渋谷ローンプラザ 

北浜支店他13 ヶ店   

上六支店他14 ヶ店

大阪本社ﾋﾞﾙ

上六支店他31ヶ店

渋谷支店他15ヶ店

大阪本社ﾋﾞﾙ

東京本社ﾋﾞﾙ  

次世代店舗LAN ケーブル敷設 

SA-150 オートホン装置更新 （サクサ） 

IP Pathfinder RM10S L2 電話交換機設備新設 

（富士通） 

 音声ネットワーク更改 工事統制 

ビル管理システムセンター装置更新 （富士通） 

ビル管理システム更新 （セイリツ工業） 

IP Pathfinder S 電話交換機設備更新 （富士通） 

電話交換機他新設工事 

中央監視盤設備更新 （富士通） 

LEGEND-V 電話交換機設備更新 （富士通） 

レイアウト変更工事 （電話） 

ビル管理システム分割更新工事（富士通） 

レイアウト変更工事（LAN）     

レイアウト変更工事（電話） 

電話交換機設備更新工事（富士通）  

電話交換機設備更新工事（富士通） 

中央監視設備更新工事（富士通）

IP-Voice電話交換機収容回線光化に伴う工事

IP-Voice電話交換機収容回線光化に伴う工事

通話録音装置更新工事(ﾈｸｽﾄｼﾞｪﾝ)

通話録音装置新設工事(ﾈｸｽﾄｼﾞｪﾝ)



香川電気通信工業株式会社 

【主要工事実績】 

森田ビル管理株式会社 殿 平成17年1月 第二野村ビル IP Pathfinder60D 電話交換機設備更新 （富士通） 

大成建設株式会社 殿 平成17年3月 りそな銀行 ビル管理システム更新 （富士通） 

大阪本社ビル 

株式会社 ｴﾇ・ﾃｨ・ﾃｨ・ﾃﾞー ﾀ  殿 平成17年4月 りそな銀行 ES270 電話交換機設備新設 （富士通） 

ｸｲｯｸﾛﾋﾞー 運営ｾﾝﾀｰ（大阪）  通話録音裝置新設 （タカコム） 

株式会社関西みらい銀行 殿 平成18年9月 南港監視センター IP Pathfinder RM10S L 電話交換機設備新設 

（旧・株式会社近畿大阪銀行 殿）  （富士通） 

NTT ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社 殿 平成19年10月 りそな銀行 一斉通報裝置更新 （サクサ） 

ｸｲｯｸﾛﾋﾞー 運営ｾﾝﾀｰ（東京） 

大阪府都市開発 殿 平成20年1月 東大阪ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ    IP Pathfinder RM10S 電話交換機設備更新 

 （富士通） 

大阪市建築技術協会 殿 平成21年2月  大阪市平野区役所  IP Pathfinder 60D2 電話交換機設備新設 （富士通） 

㈱日本ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ・ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 殿 平成22年5月  NF江坂ビル ビル管理システム更新 （セイリツ工業） 

株式会社 ｴﾇ・ﾃｨ・ﾃｨ・ﾃﾞー ﾀ 殿 平成22年9月  りそな銀行 IP Pathfinder RM10S L2 電話交換機設備更新 

ｸｲｯｸﾛﾋﾞー 運営ｾﾝﾀｰ（東京） （富士通） 

りそなカード株式会社 殿 平成24年4月～  大阪支社  ユニバーサルレイアウト化に伴う情報通信工事 

ﾃﾞｨｰ・ｴﾌ・ｴﾙ・ﾘｰｽ株式会社 殿 平成25年2月  本社 IP Pathfinder S 電話交換機設備更新 （富士通） 

株式会社 ｴﾇ・ﾃｨ・ﾃｨ・ﾃﾞー ﾀ 殿 平成25年4月  りそな銀行 IP Pathfinder RM10S 電話交換機設備更新 

ｸｲｯｸﾛﾋﾞー 運営ｾﾝﾀｰ（大阪） （富士通） 

大阪市都市整備局 殿 平成25年度  西淀川区役所外３施設 

大阪市都市整備局 殿 平成25年度  平野区役所外２施設  

大阪市都市整備局 殿 平成26年度  平野区役所外３施設  

株式会社 竹中工務店 殿 平成26年9月  阪神・阪急梅田 

通話録音裝置更新 （タカコム） 

電話通信設備保守点検業務委託 受託 

電話通信設備保守点検業務委託 受託 

電話通信設備保守点検業務委託 受託  

電話設備新設工事 （富士通） 

 一丁目一番地作業所 

大阪日野自動車株式会社 殿 平成27年1月  東大阪支店 

株式会社関西みらい銀行 殿 平成28年3月  本店 

（旧・株式会社近畿大阪銀行 殿） 

大阪市都市整備局 殿 平成29年度 

株式会社 DACS 殿  平成29年9月 

東洋テック株式会社  殿 平成30年7月 

大阪日野自動車株式会社 殿 平成30年10月 

泉洗絨株式会社  殿   平成31年1月 

株式会社DACS 殿  令和1年7月 

株式会社東洋紡システムクリエート 殿  令和1年8月 

令和1年9月 りそな決済サービス株式会社 殿  

りそな保証株式会社 殿  

株式会社関西みらい銀行殿

大阪市教育委員会殿

大阪日野自動車株式会社殿

大阪市都市整備局殿

 令和1年10月 

  

  

平野区役所外3 施設

東京支店  

第二野村ビル 

北摂支店  

東大阪簡易裁判所

東京支店  

御幸毛織株式会社

四日市工場 

大阪支店  

大阪支店

堺筋営業部 

堺筋本町支店

大阪市立 

大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ高等学校

住之江支店

平野区役所外7施設  

IP Pathfinder S 電話交換機設備更新 （富士通） 

通話録音裝置設置工事 （ネクストジェン） 

電話通信設備保守点検業務委託 受託 

IP Pathfinder S 電話交換機設備更新（富士通） 

IP Pathfinder S 電話交換機設備更新（富士通）  

IP Pathfinder S 電話交換機設備新設(富士通)  

IP Pathfinder S 電話交換機設備新設(富士通)   

電話・LAN 設備構築、移転工事 

 光ケーブル及び電話架線工事 

 LEGEND-V 電話交換機設備新設（富士通）  

IP Pathfinder S 電話交換機設備更新（富士通）

電話設備工事

電話機音声ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｼｽﾃﾑ増設(ﾀｶｺﾑ)

LEGEND-V 電話交換機設備新設(富士通)

電話通信設備保守点検業務委託　受託

令和2年10月

令和3年7月

令和3年8月

令和3年度


