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【納入先】 若築建設株式会社【製品名】 MYZ E-60 + 前処理ユニット【納品時期】2020 年 6月【用途】SEP 船での手洗い水などの生活用水
【Customer】 WAKACHIKU CONSTRUCTION CO.,LTD. 【Product】MYZ E-60 + Pre-processing unit【 Date】June 2020【Use】Water for daily use such as hand-washing water on SEP ships

生活用水、手洗い水

SEP 船への搭載
Installation on SEP ship





【納入先】 植木・CSR 建設共同企業体【製品名】 MYZ E-60 + 前処理ユニット【納品時期】2020 年 5月【用途】生活用水、洗浄用水
【Customer】 Ueki/CRS construction joint venture 【Product】MYZ E-60 + Pre-processing unit【 Date】May 2020【Use】Washing equipment, Water for everyday use

機材洗浄

生活用水、手洗い水



【納入先】 日本鉄塔工業株式会社【製品名】 MYZ E-60 + 前処理ユニット【納品時期】2020 年 3月【用途】手洗い水、洗浄用水
【Customer】 JST Co./Ltd 【Product】MYZ E-60 + Pre-processing unit【 Date】Mar 2020【Use】Washing equipment, Water for everyday use

機材洗浄

生活用水、手洗い水



【納入先】 株式会社大林組　東日本ロボティクスセンター【製品名】 MYZ E-60 + 前処理ユニット【納品時期】2020 年 3月【用途】洗浄用水
【Customer】 OBAYASHI CORPORATION East Japan Robotics Center 【Product】MYZ E-60 + Pre-processing unit【 Date】Mar 2020【Use】Washing equipment

機材洗浄



【納入先】 みらい建設工業株式会社【製品名】 MYZ E-60 + 前処理ユニット【納品時期】2020 年 3月【用途】手洗い水、トイレ水、洗浄用水
【Customer】 MIRAI CONSTRUCTION CO.,LTD. 【Product】MYZ E-60 + Pre-processing unit【 Date】Mar 2020【Use】Washing equipment, Water for everyday use, Toilet water

機材洗浄 生活用水、手洗い水 トイレ用水



【納入先】 株式会社 オーケーソイル【製品名】 MYZ E-40 + 前処理ユニット【納品時期】2020 年 1月【用途】機材洗浄【原水】海水
【Customer】 OK SOIL Co., LTD. 【Product】MYZ E-40 + Pre-processing unit 【Date】Jan 2020【Use】Washing equipment【原水】Seawater

機材洗浄

道路改良の現場



生活用水、手洗い水

【納入先】 株式会社 由井工業【製品名】 MYZ E-40【納品時期】2019 年 6月【用途】緊急時の手洗い水などの生活用水【原水】工業用水
【Customer】 Yui Industry Co., Ltd. 【Product】MYZ E-40 【Date】June 2019【Use】Water for emergency use【原水】Industrial water



【納入先】 株式会社　大同機械【製品名】 MYZ E-60 + 前処理ユニット ,MYZ E-120 + 前処理ユニット納品時期】2019 年 11 月

【Customer】 Daido Machinery Co.,Ltd. 【Product】MYZ E-60 + Pre-processing unit, MYZ E-120 + Pre-processing unit  【Date】November 2019

建機レンタル



【納入先】 大豊建設株式会社　【製品名】 MYZ E-40 + 前処理ユニット【納品時期】2019 年 11 月
【Customer】 DAIHO CORPORATION 【Product】MYZ E-40 + Pre-processing unit 【Date】 November 2019

建設現場

機材洗浄 生活用水、手洗い水

【用途】機材洗浄、手洗い等の生活用水
【Use】 Washing equipment, water for everyday use



【納入先】 株式会社　不動テトラ
【製品名】 MYZ E-250
【納品時期】2019 年 10 月　
【用途】機材洗浄、地盤改良工事本体
【Customer】 Fudo Tetra Corporation 
【Product】MYZ E-250
 【Date】October 2019
 【Use】 Washing equipment, Ground improvement

地盤改良の現場

機材洗浄



【納入先】 太平商工株式会社　【製品名】 MYZ E-60 + 前処理ユニット　【納品時期】2019 年 7月　【用途】手洗い等の生活用水、トイレ水
【Customer】 TAIHEI SHOKO CO.,LTD 【Product】MYZ E-60 + Pre-processing unit 【Date】July 2019 【Use】 Water for everyday use, Toilet water

建設現場

生活用水、手洗い水

手洗い等の生活用水、トイレ水
Water for everyday use, Toilet water

トイレ用水



【納入先】 株式会社エステック　【製品名】 MYZ E-60 + 前処理ユニット　【納品時期】2019 年 7月　【用途】手洗い等の生活用水、トイレ水
【Customer】 The Estec co., Ltd. 【Product】MYZ E-60 + Pre-processing unit 【Date】July 2019 【Use】 Water for everyday use, Toilet water

建設現場

手洗い等の生活用水、トイレ水
Water for everyday use, Toilet water

生活用水、手洗い水 トイレ用水



【納入先】 有限会社 朝日採石【製品名】 MYZ E-60【納品時期】2019 年 6月【用途】機材洗浄、手洗い等の生活用水
【Customer】 Asahi saiseki Inc. 【Product】MYZ E-60 【Date】June 2019 【Use】 Washing equipment, water for everyday use

採石現場

機材洗浄 生活用水、手洗い水



機材洗浄 生活用水、手洗い水

【納入先】 みらい建設工業株式会社　【製品名】 MYZ E-60 & 砂フィルター　【納品時期】2019 年 6月　【用途】機材洗浄、手洗い等の生活用水
【Customer】 MIRAI CONSTRUCTION CO.,LTD. 【Product】MYZ E-60 & Sand Filter 【Date】June 2019 【Use】 Washing equipment, water for everyday use

浚渫工事現場

機材洗浄、手洗い等の生活用水
Washing equipment, 
water for everyday use



【納入先】 小野田ケミコ株式会社　【製品名】 MYZ E-60 & 砂フィルター　【納品時期】2019 年 2月
【Customer】 Onoda Chemico co., ltd. 【Product】MYZ E-60 & Sand Filter  【Date】 February 2019

機材洗浄、温水シャワー ( タイプヒーターでお湯を沸かす )

Washing equipment, warm water shower
(Boil water with a pipe heater)

簡易シャワー、お風呂機材洗浄

地盤改良の現場



【納入先】 小野田ケミコ株式会社　【製品名】 MYZ E-60 & 砂フィルター　【納品時期】2019 年 1月
【Customer】 Onoda Chemico co., ltd. 【Product】MYZ E-60 & Sand Filter  【Date】 January 2019

機材洗浄、温水シャワー  
( パイプヒーターでお湯を沸かす )

Washing equipment, warm water shower
 (Boil water with a pipe heater)

簡易シャワー、お風呂機材洗浄

地盤改良の現場



【納入先】 小野田ケミコ株式会社　【製品名】 MYZ E-60 & 砂フィルター　【納品時期】2018 年 12 月
【Customer】 Onoda Chemico co., ltd. 【Product】MYZ E-60 & Sand Filter  【Date】 December 2018

機材洗浄、温水シャワー 
( パイプヒーターでお湯を沸かす )

Washing equipment, warm water shower 
(Boil water with a pipe heater)

簡易シャワー、お風呂機材洗浄

地盤改良の現場



【納入先】 伊藤海事工事有限会社　【製品名】 MYZ E-100　【納品時期】2018 年 1月
【Customer】 ITO MARITIME AFFAIRS INDUSTRY CO., LTD. 【Product】MYZ E-100 【Date】January 2018

潜水作業後に体を温めるための真水の造水に使用
Used for generating fresh water to warm diver’ s body after diving.

機材洗浄　Washing equipment

簡易シャワー、お風呂機材洗浄

地盤改良の現場



【納入先】 東亜建設工業株式会社　【製品名】 MYZ E-60 & 砂フィルター　【納品時期】2018 年 9 月
【Customer】 TOA CORPORATION【. Product】MYZ E-60 & Sand Filter【Date】Sept 2018

機材洗浄、コンクリート養生水
Washing equipment, concrete mixture water

機材洗浄 コンクリート養生

防波堤の延伸工事



【納入先】 戸田建設株式会社　【製品名】 MYZ E-60 & 砂フィルター　【納品時期】2018 年 12 月
【Customer】 TODA CORPORATION 【Product】MYZ E-60 & Sand filter 【Date】December 2018

機材洗浄、粉塵対策の散水
Washing equipment,
sprinkling water for dust prevention

機材洗浄 粉塵対策用散水

防湖堤工事



【納入先】 大有建設株式会社　【製品名】 MYZ E-60 & 砂フィルター　【納品時期】2018 年 7 月
【Customer】 TAIYU CONSTRUCTION Co.,Ltd.【. Product】MYZ E-60 & Sand Filter【 Date】July 2018

粉塵対策用の散水
Sprinkling water for dust prevention

粉塵対策用散水

河川工事



【納入先】 みらい建設工業株式会社　【製品名】 MYZ E-60 & 砂フィルター　【納品時期】2018 年 5月　【用途】機材洗浄、手洗い等の生活用水
【Customer】 MIRAI CONSTRUCTION CO.,LTD. 【Product】MYZ E-60 & Sand Filter 【Date】May 2018 【Use】 Washing equipment, water for everyday use

機材洗浄 生活用水、手洗い水

護岸工事



【納入先】 株式会社 小島組　【製品名】 MYZ E-100　【納品時期】2018 年 3月　【用途】機材洗浄、手洗い等の生活用水
【Customer】 Kojimagumi Co., Ltd.【Product】MYZ E-100 【Date】March 2018 【Use】 Washing equipment, water for everyday use

空気圧送船への設置
Installation on pneumatic ship

機材洗浄

生活用水、手洗い水

作業船への設置



【納入先】 株式会社菊鷹産業　【製品名】 MYZ E-120　【納品時期】2017 年 7 月　【用途】 機材洗浄
【Customer】 KIKUTAKA INDUSTRIAL CO.,LTD【. Product】MYZ E-120【 Date】July 2017 【Use】 Washing equipment

機材洗浄

作業船への設置



【納入先】 株式会社繩定　【製品名】 MYZ E-100　【納品時期】2018 年 1月　【用途】お台場の離島で桜の植樹時の散水用の真水の造水に使用
【Customer】 Nawasada Co., Ltd. 【Product】MYZ E-100 【Date】January 2018
【Use】 Used for generating fresh water for sprinkling at the time of the cherry tree planting at the remote island of Odaiba.

散水



2019 年 12 月 17 日　中建日報　掲載
December 17 2019.  Published in chukeinippousha



2018 年 5 月 16 日　沖縄建設新聞　掲載
May 16, 2018.  Published in Okinawa Kensetsu Shinbun

2018 年 1 月 4日　日刊工業新聞　掲載
January 4, 2018.  Published in NIKKAN KOGYO SHIMBUN,LTD.


