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業務内容

●消防設備点検　　●防災管理点検　　●防火対象物点検

●建築設備検査　　●特殊建築物調査

建物の使用状況や構造、建物に設置されている設備などの
点検・調査業務

消防設備士（甲種特類・１類・２類・３類・４類・５類、乙種６類・７類）

1級電気工事施工管理技士、1級管工事施工管理技士、第3種電気主任技術者、

電気工事士（第1種・第2種）、給水装置工事主任技術者、排水設備工事責任技術者、

建築設備検査資格者、特殊建築物等調査資格者、防火対象物点検資格者、防災管理点検資格者、

防火安全技術者、自家用発電設備専門技術者、蓄電池整備資格者、可搬消防ポンプ等整備資格者、

自動火災報知設備受信機劣化診断資格者、第１種火災報知システム専門技術者

保有資格

●防災機器・防災用品販売　　●高度管理医療機器 (AED) の販売

●消防設備工事　　●電気工事　　●電気通信工事　　●管工事

建物の設備などを新設・改修・修理する業務

「建物の安全を守る専門業者」として

みなさまの安心な暮らしを支えています。

安全な暮らしに役立つ製品を販売する業務
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点検・工事実績

防衛省 防衛研究所

陸上自衛隊 木更津駐屯地

航空自衛隊 府中基地

東京大学医学部附属病院

国家公務員宿舎

科学警察研究所

成田国際空港 警備隊警備本部

成田国際空港 警備隊ヘリコプター格納庫

東京都 下水道局

千葉県庁

千葉県 県営住宅

千葉県がんセンター

千葉県立 高等学校・特別支援学校

千葉県警 本部航空隊ヘリコプター格納庫

千葉県警 船橋警察署

千葉運転免許センター

横浜貯金事務センター

浦安市 運動公園 総合体育館・屋内水泳プール

浦安市 特別養護老人ホーム

浦安市 文化会館

浦安市 消防本部・署庁舎

浦安市 総合福祉センター

浦安市 老人福祉センター

浦安市 斎場

浦安市 中央武道館

浦安市 クリーンセンター

浦安市 青少年交流活動センター

浦安市 墓地公園

浦安市 保育園・幼稚園・小学校・中学校

浦安市 公民館

船橋市北図書館

市川市 生涯学習センター

江戸川第二終末処理場・市川ポンプ場

松戸給水場・沼南給水場・北船橋給水場

市原市役所

上野動物園

明治記念館

（主な点検・工事実績　2018年10月現在）

目黒雅叙園

株式会社 講談社 野間記念館

浦安ブライトンホテル

新浦安 アートグレイス・ウェディングコースト

大江戸温泉物語浦安万華郷

天王洲パークサイドビル

シーフォートスクエア

プレナ幕張

サティ

サークルKサンクス

株式会社 フジテレビジョン 本社ビル

株式会社 フジテレビジョン 湾岸スタジオ

アクロス・トランスポート 株式会社

新日本製鐵 株式会社 本社ビル

千葉トヨタ

メルセデスベンツ

放送大学学園

学校法人 了徳寺大学

学校法人 江戸川学園

学校法人 日本女子大学

学校法人 鎌形学園　東京学館浦安中学・高等学校

Ｉ－Ｌｉｎｋタウンいちかわザタワーズイースト

パークシティ柏の葉キャンパス

ルナパーク船橋

幕張ビーチテラス

グランドターミナルタワー本八幡

パシフィックマークス新浦安

品川八潮パークタウン

パークシティ新浦安

パークシティモアナヴィラ新浦安

クレストフォルム市川南ウッドスクエア

クレストフォルム市川ウッドスクエア

クレストフォルム新浦安 グランデッツア

浦安マリナイースト21 フォーラム海風の街

サンコーポ浦安

パークシティ東京ベイ新浦安 SOL・Sea・CoCo

パークシティグランデ新浦安

より広く・より深く・より高く…。

NBS の知識と技術の礎に、

多様で豊富な経験と実績があります。
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04Partners

主要取引先
財務省

防衛省

科学警察研究所

千葉県

東京都

浦安市

市川市

船橋市

市原市

千葉県水道局

千葉県住宅供給公社

東京都住宅供給公社

公益財団法人 千葉県下水道公社

公益財団法人 うらやす財団

一般社団法人 東京防災設備保守協会

三井不動産レジデンシャルサービス 株式会社

株式会社 ゆうちょ銀行 横浜貯金事務センター

株式会社 大京アステージ

株式会社 ケイハイ

綜合警備保障 株式会社

綜警ビルサービス 株式会社

ホーチキ 株式会社

日本ハウズイング 株式会社

株式会社 第一ビルメンテナンス

ニッタン 株式会社

能美防災 株式会社

ヤマトプロテック 株式会社

東レ 株式会社

東洋ビジネスサポート 株式会社

千葉ビルメンテナンス 株式会社

千葉ビル管理 株式会社

株式会社 サークルKサンクス

株式会社 丸美

マンション管理組合・自治会

主な仕入先

主なクライアント

ホーチキ 株式会社

能美防災 株式会社

ニッタン 株式会社

日本フェンオール 株式会社

モリタ宮田工業 株式会社

ヤマトプロテック 株式会社

株式会社 初田製作所

マルヤマエクセル 株式会社

日本ドライケミカル 株式会社

オリロー 株式会社

齊田産業 株式会社

株式会社 消防科学研究所

ナカ工業 株式会社

エア・ウォーター防災 株式会社

株式会社 荏原製作所

フクダ電子南関東販売 株式会社

光昭 株式会社

株式会社 扇港電機

日本電商 株式会社

田中商事 株式会社

新明電材 株式会社

千葉電材機工 株式会社

(パナソニック株式会社エコソリューシンズ社)

東芝電材マーケティング 株式会社

丸菱電気 株式会社

トシン電機 株式会社

渡辺パイプ 株式会社

岡部バルブ工業 株式会社

株式会社 小泉東関東
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会社概要

　

国土交通大臣許可（特-29）第26659号 ─ 電気工事業・管工事業

国土交通大臣許可（般-29）第26659号 ─ 電気通信工事業・消防施設工事業

千葉県知事登録電気工事事業者

千葉県水道局指定給水装置工事事業者

東京都水道局指定給水装置工事事業者

みずほ銀行 新浦安支店、千葉銀行 新浦安支店、京葉銀行 新浦安支店

東急ハーヴェストクラブ

消防設備士（甲種特類・１類・２類・３類・４類・５類、乙種６類・７類）

1級電気工事施工管理技士、1級管工事施工管理技士、第3種電気主任技術者

電気工事士（第1種・第2種）、給水装置工事主任技術者、排水設備工事責任技術者

建築設備検査資格者、特殊建築物等調査資格者、防火対象物点検資格者

防災管理点検資格者、自家用発電設備専門技術者、蓄電池整備資格者

可搬消防ポンプ等整備資格者、防火安全技術者

自動火災報知設備受信機劣化診断資格者、第１種火災報知システム専門技術者

消防用設備等点検済表示登録会員－登録番号 12-1-004（全消防用設備）

一般社団法人 千葉県電業協会

千葉県電気工事工業組合

浦安電気工事協同組合

千葉県水道管工事協同組合

建設業労働災害防止協会

平成 ５年 表彰（財団法人千葉県消防設備協会）

平成16年 表彰（東京消防庁 消防署長）

平成21年 感謝状（東京消防庁 葛西消防署長）

平成23年 表彰（財団法人 千葉県消防設備協会）

平成24年 表彰（財団法人 日本消防設備安全センター理事長）

平成24年 表彰（東京消防庁 葛西消防署長）

平成26年 表彰（東京消防庁 予防部長）

創 立 年 月 日

資 本 金

代 表 者

　

所 在 地 等

登録許可番号

取 引 銀 行

保 養 施 設

資 格

加 入 団 体

早稲田大学 社会科学部卒

千葉科学大学 危機管理学部 非常勤講師

著作「消防設備士4類対策テキスト+問題集」

　　「消防設備士6類対策テキスト+問題集」

       (発行：秀和システム)

一般社団法人 千葉県消防設備協会

千葉県消防設備協同組合

浦安市防火安全協会 

浦安市防災設備協同組合

昭和63年11月14日

20,000,000円

中 村 一 雄

本社

千葉県浦安市入船4-1-11 NBSビル

TEL 047-350-5675　FAX 047-380-0685

URL http://nbse.jp   Mail webinfo@nbse.jp

東京支店

東京都江戸川区西葛西3-18-7-302

TEL 03-6808-5625　FAX 03-6808-5626
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理   念

企業理念

経営理念・・・１００年企業を目指して

明日と安全をクリエイトする

1.

2.

技術力業界NO.1を目指し、高い意識のプロフェッショナル
集団としてお客様の生活を守る

会社に対して功績をあげ、仲間を進んで手助けしたものが
正当に評価される組織をつくる

クリエイト＝創造。それは、高い意識で常に技術を研鑽し、柔軟な発想で日々の業務を見
直し、明日へ明日へ、新しいNBSを創っていくこと。そして、それは、皆さまの安全な暮らし
を、より良い明日を創っていくことなのだと、私たちは考えています。
明日を「創り」、安全を「生みだす」。NBSは、より良い明日に向かって、成長を続け、社会に
貢献することを目指しています。


