
人と空気と水の調和
豊かな暮らしを演出する、環境エンジニア





 

 
古今、人間の居住領域において、水と空気とをいかにコントロールするかが最重要課題と

いえます。 

 当社は、昭和２１年の創業以来、「人と水と空気の調和」をめざし、建築物の空調及び給排

水関連の諸事業を推進してまいりました。事業対象は官公庁発注の教育・公共施設、民間の

オフィスビル、マンション、住宅、工場ほか多岐にわたり、また上下水道工事をも数多く実

施。「技能・迅速・誠実」をモットーとし、設計、施工からアフターサービスまで万全の体制

を確立して顧客ニーズにお応えしています。 

建築物の多様化、失鋭化に伴ない、空調・給排水システムの需要も拡張、さらに高度化し

つつあります。 

長年の実績を有し、高度な技術開発力とノウハウを余すところなく発揮し続ける当社は、

現在まさに一大飛躍の時を迎えているのです。 

水をつなぎ、空調を制御する環境エンジニアリング。 

当社はその、環境エンジニア・プロフェッショナル集団。技術と、進取の精神とを持って、

豊かな環境作りに尽力し、社会に貢献していく所存です。 

 

代表取締役 和田 均





 

 
昭和 21 年 8 月 10 日 宇都宮市今泉町 1042 番地にて営業開始 和田工事店（和田勝治） 

昭和 28 年 10 月 20 日 宇都宮市今泉町 1083 番地に住所を移転 

昭和 35 年 5 月 9 日 和田工事店から和田工業株式会社に組織変更 

   資本金 100 万円（代表取締役 和田勝治） 

昭和 35 年 6 月 2 日 宇都宮市塙田町 172 番地に住所を移転 

昭和 38 年 7 月 1 日 宇都宮市今泉町 118 番地に住所を移転 

昭和 40 年 8 月 1 日 資本金を 250 万円に増資 

昭和 40 年 12 月 21 日 資本金を 350 万円に増資 

昭和 41 年 1 月 10 日 宇都宮市今泉町 21番地に住所を移転 

昭和 43 年 6 月 26 日 資本金を 500 万円に増資 

昭和 46 年 6 月 22 日 資本金を 1,000 万円に増資 

昭和 50 年 6 月 26 日 資本金を 1,500 万円に増資 

昭和 53 年 8 月 17 日 資本金を 2,000 万円に増資 

昭和 55 年 8 月 11 日 資本金を 2,500 万円に増資 

昭和 59 年 8 月 2 日 資本金を 3,100 万円に増資 

平成 2 年 10 月 29 日 和田 均 代表取締役就任 

平成 14 年 6 月 3 日 ISO 9001 ： 2000 を取得 

平成 16 年 12 月 27 日 新社屋落成 

平成 24 年 3 月 23 日 ISO 9001 ： 2008 に移行 

   ISO 14001 ： 2004 を取得 

 

 

 



 

 

 

■ 工 事 部 給排水・衛生設備・空調設備・消防施設・水道施設・土木工事 

  各工事 

 リフォーム インテリア・エクステリア、内装・外装・増改築 

  水周りのリフォーム 

 

 

■ 技 術 部     設備機器・空調機器のメンテナンス 

  貯水槽衛生管理、各工事 

 防災管理 消防設備の設置、保守点検 

 

 

 



 

 

 



 

 
      2018.4 現在    

●１級管工事施工管理技士   １８名          ●１級配管技能士               ７名 

●２級管工事施工管理技士     ７名          ●２級配管技能士               ２名 

●１級土木施工管理技士       ４名          ●１級ボイラー技士             １名 

●監理技術者（管）         １３名          ●２級ボイラー技士             ４名 

●監理技術者（土・水）       ３名          ●冷媒（フロン）回収技術者     ５名 

●建築設備検査資格者         １名          ●電気工事士（２種）           ８名 

●消防設備士（甲種１類）     ６名          ●浄化槽設備士                 ３名 

●消防設備士（乙種６類）     １名          ●貯水槽清掃作業監督者         ３名 

●消防設備点検資格者         ２名          ●給水装置工事主任技術者     １７名 

●１級冷凍空気調和機器技能士 ６名          ●排水設備工事責任技術者     １２名 

 

 

正確な技術と豊富な経験は実証され、責任ある施工管理がなされています。 

 



 

 

≪公共施設≫ 

•栃木県わかくさアリーナ新築工事 空調・衛生 

•宇都宮市体育館大規模改造工事 空調・衛生 

•栃木県農業試験場本館新築工事 空調・衛生 

•宇都宮競輪場メインスタンド改築工事 空調 

•栃木県庁行政棟（１）新営工事 空調 

•栃木県庁議会棟新営工事 衛生 

•黒羽刑務所第二庁舎等新営工事 衛生 

•足利税務署新築工事 空調・衛生 

•高根沢町水処理センター新築工事 空調・衛生 

•黒磯法務出張所新築工事 空調・衛生 

•栃木職業能力開発促進センター本館・実習場建替工事 空調・衛生 

•宇都宮市保健所新築工事 衛生 

•宇都宮競輪場センタースタンド改築工事 空調・衛生 

•宇都宮市体育館新築工事 衛生 

•栃木県河内庁舎新築工事 衛生 

•栃木県立日光自然博物館新築工事 空調 

•栃木県日光土木事務所庁舎新築工事 空調・衛生 

•黒羽刑務所大田原拘置支所新築工事 空調・衛生 

 

≪医療福祉施設≫ 

•社会福祉法人大和久学園改築工事 衛生 

•滝沢病院本館新築工事 空調・衛生 

•日光市民病院新営工事 空調・衛生 

•栃木県立がんセンター新館新築工事 空調 

•福田記念病院北病棟新築工事 空調・衛生 

•瑞穂野中央クリニック新築工事 空調・衛生 

•宇都宮セントラルクリニック新築工事 空調・衛生 

•ケアハウス滝の原苑新築工事 空調・衛生 

•三本木ディサービスセンター新築及び増築工事 空調・衛生 

•村井胃腸科・外科クリニック新築工事 空調・衛生 

•特別養護老人ホーム粟野荘新築工事 空調・衛生 

 



 

 

≪教育施設≫ 

•宇都宮市立一条中学校改築工事 衛生 

•宇都宮市立竹林保育園増築工事 空調・衛生 

•鹿沼市立にっこり保育園新築工事 空調・衛生 

•宇都宮大学建設学科改修工事 空調・衛生 

•宇都宮市立清原東小学校大規模改造工事 空調・衛生 

•宇都宮市立星が丘中学校屋内運動場改築工事 衛生 

•宇都宮大学総合研究棟新営工事 空調・衛生 

•小山高専校舎（テクノ棟）新営工事 空調・衛生 

•作新学院大学増築工事 衛生 

•宇都宮市立清原南小学校改築工事 衛生 

•栃木県立真岡北陵高校商業・家庭科棟新築工事 空調・衛生 

•栃木県立益子養護学校高等部棟新築工事 空調・衛生 

•宇都宮市立陽東小学校改築工事 空調・衛生 

•宇都宮市泉が丘小学校改築新築工事 衛生 

•真岡市立真岡中学校校舎増改築工事 空調・衛生 

 

≪ホテル・保養所≫ 

•ホテルフェアリーキッス改修工事 空調・衛生 

•ホテル丸治改築工事 空調・衛生 

•ホテル黒崎改修工事 空調・衛生 

•メゾンシロアム新築工事 空調・衛生 

 

≪事務所・オフィスビル≫ 

•栃木防災事務所新築工事 空調・衛生 

•東電ホームサービス（株）栃木支社増築工事 空調・衛生 

•東京電力（株）宇都宮営業所本館増築工事 空調・衛生 

•下野新聞社本社増築・改築工事 空調・衛生 

•黒崎ビル新築工事 空調・衛生 

•トヨタカローラ栃木（株）本社管理棟新築工事 空調・衛生 

•東京電力（株）足利営業所新築工事 空調・衛生 

•ＮＴＴ真岡営業所新築工事 衛生 



 

 

≪工場・研究所≫ 

•（株）クマモト本社工場新築工事 空調・衛生 

•三和生薬部外品製造工場新築工事 空調・衛生 

•三豊製作所宇都宮第１工場・研究所新築工事 衛生 

•久光製薬（株）宇都宮工場新築工事 衛生 

•カルビー（株）清原工場第２期工事 衛生 

•瀧野ゴム製作所喜連川工場新築工事 空調・衛生 

 

≪流通・サービス・レジャー施設≫ 

•トヨタカローラ栃木（株）宇都宮錦店新築工事 空調・衛生 

•ろうきん小山支店新築工事 空調・衛生 

•烏山信用金庫宇都宮南支店新築工事 空調・衛生 

•うさぎやテクノポリス店新築工事 空調・衛生 

•芳賀町商業共同店舗新築工事 空調・衛生 

•宇都宮びすとろ安愚楽新築工事 空調・衛生 

•塩原カントリークラブハウス改築工事空調・衛生 

•ロイヤルカントリークラブハウス新築工事 空調・衛生 

•かましん大金店新築工事 衛生 

•朝日電器商事（株）関東物流センター新築工事 空調・衛生 

 

≪マンション・集合住宅≫ 

•県営大和住宅２号棟新築工事 衛生 

•ヴィラージュエクセラン新築工事 空調・衛生 

•一の沢ヴィラージュマンション新築工事 空調・衛生 

•陽北団地賃貸住宅新築工事 空調・衛生 

•品川駅Ｂ-１地区賃貸棟新築工事 衛生 

•カーサフィヨーレⅠ、Ⅱ、Ⅲ 新築工事 衛生 

•県営春日住宅（１１－１Ａ）新築工事 衛生 

•鹿沼市緑町西市営住宅新築工事 衛生 

•山王市営住宅第１期３号棟新築工事 空調・衛生 

•東京電力（株）栃木支店野白寮新築工事 空調・衛生 

 


