
26期工事実績　配管

顧客名 工事件名 都道府県

ＩＨＩプラント建設（株） 秋田LNG建設配管工事 秋田

ＩＨＩプラント建設（株） 螺旋階段製作工事 千葉

（株）朝日工業社 高エネ研KEKB高度化施設　新営実験冷却水設備工事 茨城

アスクサンシンエンジニアリング（株） 微粉炭ホッパー保温取付架台製作工事 千葉

旭化成ケミカルズ（株） 重合4F避難通路設置工事 神奈川

旭化成ケミカルズ（株） 上水配管地上化SUS化工事 千葉

旭化成ケミカルズ（株） 分散槽フレコン投入架台改造工事 千葉

旭化成ケミカルズ（株） DL5ローリー受入ノズル改造工事 千葉

アズビル（株） エコシステム千葉㈱　自動弁脱着工事 千葉

アズビル（株） 千葉地区自動弁整備工事 千葉

アズビル（株） エコシステム千葉㈱　2014年自動弁脱着工事 千葉

アズビル（株） 放医研　配管修理工事 千葉

アズビル（株） 幕張DHC　自動弁脱着工事 千葉

アズビル（株） PCV-501取付け工事 千葉

出光興産（株） 泡埋設配管等埋設配管地上化工事 千葉

出光興産（株） 旧充填所ラック配管補修工事 千葉

出光興産（株） 出荷配管電動弁取付工事 千葉

出光興産（株） 配管補修工事3 千葉

出光興産（株） ブライトストック備蓄容量の増強工事 千葉

出光興産（株） ヤード地区配管補修工事2 千葉

出光興産（株） 陸上C重油集約によるタンク削減工事 千葉

出光興産（株） ローリーステーションの落下防止設備移設工事 千葉

出光興産（株） 4Lケース充填機用PPバンド結束機設置工事 千葉

出光興産（株） 14号バース配管補修工事 千葉

出光興産（株） 14号バースドレンライン改造工事 千葉

出光興産（株） C･D･F護岸配管ラック取替工事 千葉

出光興産（株） HG600(PW100)船出荷設備対応工事 千葉

出光興産（株） V603泡消火配管改造工事 千葉

出光興産（株） ZHC重要回転機の冗長化工事 千葉

出光興産（株） #5446タンク開放に伴う配管改造工事 千葉

出光興産（株） #10228タンク埋設泡配管地上化工事 千葉

出光興産（株） #10218タンク埋設泡配管地上化工事 千葉

出光興産（株） #60002タンク埋設泡配管地上化工事　 千葉

出光興産（株） #10219タンク埋設泡配管地上化工事 千葉

出光興産（株） 京浜ルブセンター　タンク補修工事（B-V2022） 神奈川

出光興産（株） 京浜ルブセンター　タンク補修工事（B-V726スチームコイル交 神奈川

出光興産（株） 京浜ルブセンター　タンク解放検査（V2014） 神奈川

出光興産（株） 京浜ルブセンター　ドラム転倒機導入工事（V22，V43） 神奈川

出光興産（株） 京浜ルブセンター　2013年8月～2014年7月度補修工事 神奈川

出光興産（株） 京浜ルブセンター　B-V906ヒーティングコイル更新工事 神奈川

出光興産（株） 京浜ルブセンター　B-V915ヒーティングコイル補修工事 神奈川

出光興産（株） 京浜ルブセンター　I/Bミキサー更新工事（V22,V24） 神奈川

出光興産（株） 京浜ルブセンター　M-V79ヒーティングコイル更新工事 神奈川

出光興産（株） 京浜ルブセンター　M-V79受入配管増設及び高所安全対策工 神奈川

出光エンジニアリング（株） 千葉事業所　M-V5廃油配管接続工事 神奈川

出光エンジニアリング（株） 東京営業所　外面腐食対策その5工事 神奈川

出光エンジニアリング（株） 東日本支店　京浜ルブセンター　MP･廃油配管地上化工事 神奈川

出光エンジニアリング（株） 東日本支店　製品タンクポンプ液封対策工事 神奈川

出光エンジニアリング（株） 東日本支店　ローリー出荷緊急停止システム設置工事 神奈川

出光ルブテクノ（株） V724吐出配管スチームパージ助成工事 神奈川
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26期工事実績　配管

顧客名 工事件名 都道府県

（株）荏原製作所 作業架台製作設置工事 千葉

（株）荏原製作所 シール水ユニット製作組立工事 千葉

（株）荏原製作所 R120057609シール水ユニット製作工事 千葉

（株）荏原製作所 R120570801A/Bユニット配管工事 千葉

荏原実業（株） 東京海洋大学館山　架台改造工事 千葉

荏原実業（株） 東京海洋大学館山 サポート製作取付工事 千葉

荏原実業（株） 葛西臨海水族園 サポート製作取付け工事 東京

ＮＢＳエンジニアリング（株） TMエアー自動弁脱着工事 茨城

(株)エイコー社 エコシステム千葉㈱　2013年1号定修工事 千葉

(株)エイコー社 エコシステム千葉㈱　2014年1号炉定修工事 千葉

(株)エイコー社 エコシステム千葉㈱　2号炉定修工事 千葉

(株)エイコー社 スラグコンベアーゴマズレ時飛散防止対策工事 千葉

(株)エイコー社 台風被害板金補修工事 千葉

(株)エイコー社 1号炉KP2､3噴霧装置設置工事 千葉

(株)エイコー社 2号炉圧力センサー取付工事 千葉

(株)エイコー社 2号炉コンベアーベルト交換工事 千葉

(株)エイコー社 №2固形供給CV装置補修工事 千葉

(株)エイコー社 SCC噴霧ノズル設置工事 千葉

(株)エイコー社 VXP-1304Aボイラー給水ポンプ整備工事 千葉

荏原環境プラント（株） 三井化学㈱鹿島　ステージ増設工事 茨城

荏原環境プラント（株） 三井化学㈱鹿島　焼却炉定修工事 茨城

荏原環境プラント（株） プロテクター製作工事 茨城

王子コーンスターチ（株） サニタリー配管改造工事 千葉

（株）キャプティ 蒸気配管システム図作成 各所

関東ティーイーケィ（株） 東レ㈱千葉工場　TRDライン一時貯水ピット設置工事 千葉

KHネオケム（株） 20-OR系熱水出口ラインSUS化工事 千葉

KHネオケム（株） 1,2GアミンラインSUS化工事 千葉

（株）協立エンジニアリング シャープ㈱幕張ビル　冷水供給系圧力流量調整弁分解整備 千葉

クラシエ製薬（株） 工業用水貯槽清掃工事 大阪

クラシエ製薬（株） 原水槽清掃工事 大阪

コスモエンジニアリング（株） T-101,302油種変更及び保守検査工事 千葉

コスモエンジニアリング（株） T-101油種変更配管工事 千葉

三機工業（株） ディップロール㈱市原工場　製造設備設置工事空調整備工事 千葉

三機工業（株） ディップソール㈱市原工場　還水ライン補修工事 千葉

山九（株） 2CBL回転機定検工事 千葉

新菱冷熱工業（株） 大飯原発　KON-3/4緊対計装工事 福井

新菱冷熱工業（株） 新日鉄住金㈱君津　高炉G10炭増使用対策工事 千葉

新菱冷熱工業（株） 新国際ビル2F　機械室配管更新工事 東京

新菱冷熱工業（株） 生化学工業㈱　配管補修工事 神奈川

新菱冷熱工業（株） 生化学工業㈱　3号館WHP･2Fプロセス機械室･2F天井内工事 神奈川

新菱冷熱工業（株） 生化学工業㈱　3号館　LPG配管工事 神奈川

新菱冷熱工業（株） 生化学工業㈱　3号館　新築工事（補機室） 神奈川

新菱冷熱工業（株） 生化学工業㈱　3号館プロセス配管工事 神奈川

新菱冷熱工業（株） FKEP福井　プロセス配管工事 福井

清水建設（株） 銀座5,6丁目DHC HHEX配管補修工事 東京

清水建設（株） 永田町DHC　補修工事 東京

清水建設（株） 幕張DHC　屋上仮設事務所解体・搬出工事 千葉

昭石エンジニアリングﾞ（株） クリーク歩廊チェーン取付工事 愛知

昭石エンジニアリングﾞ（株） 中部電力㈱　ガス導管敷設工事 愛知

JFEメカニカル（株） 京浜ケミカル㈱　脱硫吸収塔工事 神奈川

2 / 9 ページ



26期工事実績　配管

顧客名 工事件名 都道府県

JFEメカニカル（株） 京浜地区　ガスホルダーセンサー架台取付工事 神奈川

JFEメカニカル（株） 京浜地区　焼結BC補修工事 神奈川

JFEメカニカル（株） 京浜地区　ファイナルクーラー補修工事 神奈川

JFEメカニカル（株） 京浜地区　コンデンサー補修工事 神奈川

JFEメカニカル（株） 京浜地区　休風関連工事 神奈川

JFEメカニカル（株） 銑鋼安全対策工事 千葉

JFEメカニカル（株） 鋳銑機モーター補修工事 千葉

JFEメカニカル（株） 鋳銑機補修工事 千葉

JFEメカニカル（株） ベンゼン設備中休転工事 千葉

JFEメカニカル（株） 球晶仮焼炉建屋内機器据付工事 千葉

JFEメカニカル（株） 生浜設備架構補修工事 千葉

JFEメカニカル（株） CN2払出配管改造工事 千葉

JFEメカニカル（株） LDガス配管更新工事 千葉

JFEメカニカル（株） TP-133廃ガス除熱器改造工事 千葉

JFEメカニカル（株） 2012年11月～2014年7月度 化成保全工事 千葉

JFEメカニカル（株） 2012年11月～2014年7月度 スチール関連工事 千葉

JFEメカニカル（株） 2013年度　エネルギー保全工事 千葉

JFEメカニカル（株） 2013年度　化成保全仕上工事 千葉

JFEメカニカル（株） 2013年3月度　硫酸定修工事 千葉

JFEメカニカル（株） 2013年12月度　硫酸定修工事 千葉

JFEメカニカル（株） 2013年下期　ケミカル小口工事 千葉

JFEメカニカル（株） 2013年5～6月度　6BF休風工事 千葉

JFEメカニカル（株） 2014年7月度　6BF休風工事 千葉

JFEメカニカル（株） 2013年度　RF定修工事 千葉

JFEメカニカル（株） 2014年度　2タール･RF定修工事 千葉

JFEメカニカル（株） 2014年度　エネルギー関連工事 千葉

JFEメカニカル（株） 2013年度　ナフタリン定修工事 千葉

JFEメカニカル（株） 2013年度　生浜定修工事 千葉

JFEメカニカル（株） 2013年度　廃空気除害定修工事 千葉

JFEメカニカル（株） 4焼結保全工事 千葉

JFEメカニカル（株） 6高炉休風工事 千葉

JFEメカニカル（株） 塩酸回収定修工事 千葉

JFEメカニカル（株） 化成仕上げ工事 千葉

JFEメカニカル（株） 1CDQ鉄皮補修工事 千葉

JFEメカニカル（株） 1タール建屋補強工事 千葉

JFEメカニカル（株） 2タール窒素消火配管工事 千葉

JFEメカニカル（株） 3HOT大修理工事 千葉

JFEメカニカル（株） 3CAL　コアバスター設置工事 千葉

JFEメカニカル（株） 4CAL　コアバスター設置工事 千葉

JFEメカニカル（株） 4CAL　コアバスター設置工事 千葉

JFEメカニカル（株） 6高炉防熱板更新工事 千葉

JFEメカニカル（株） 6軽油蒸留設備補修工事 千葉

JFEメカニカル（株） 20万ガスホルダー架台取付工事 千葉

JFEメカニカル（株） 95N残渣配管取付工事 千葉

JFEメカニカル（株） 222タンク改修工事 千葉

（株）シミズビルライフケア 永田町DHC　メンテナンス工事 東京

ＪＳＲエンジニアリング（株） 冷却水配管補修他工事 千葉

ＪＳＲエンジニアリング（株） 2013年度　BR仕上定修工事 千葉

ＪＸ日鉱日石エネルギー(株) 添加剤ポンプ増設配管工事 千葉

ＪＸ日鉱日石エネルギー(株) 調合室ダクトミスト配管更新工事 千葉
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26期工事実績　配管

顧客名 工事件名 都道府県

ＪＸ日鉱日石エネルギー(株) 2番線ピグ押し設備設置工事 千葉

ＪＸ日鉱日石エネルギー(株) 3番線ピグ押し設備改造工事 千葉

ＪＦＥエンジニアリング（株） 川崎発電所 4号機ガス導管新設工事 神奈川

ＪＦＥエンジニアリング（株） 八戸LNGサポート製作工事 千葉

新日本空調（株） 岩崎ECサブプラント3熱源設備工事 大阪

新日本空調（株） 伊丹庁舎 空調配管改修工事 大阪

新日本空調（株） 大阪ガス㈱豊中センター　改修2期工事 大阪

新日本空調（株） 流量試験用配管更新工事 東京

新日本空調（株） KRP蒸気補修工事 大阪

新日本空調（株） OG豊中熱源改修工事 大阪

新日本空調（株） ICC温圧計取替工事 大阪

新日本空調（株） SC放熱ユニット設置工事2 大阪

住友化学（株） CFR　取合部事前工事 千葉

住友ケミカルエンジニアリング㈱ CMO6系反応器据付工事 千葉

住友化学（株） 二動力袖海水地区クラゲ対策工事 千葉

住友化学（株） 二動力DCS更新に伴う機械工事 千葉

住友化学（株） CMO　3RA反応炉バイパス弁改造工事 千葉

住友化学（株） 1CUT缶管工事 千葉

住友化学（株） 1CGN缶管工事 千葉

住友化学（株） 2CGN缶管工事 千葉

住友化学（株） 1CBL缶管工事 千葉

住友化学（株） 2013年度　SDM1CUT缶管3次工事 千葉

住友化学（株） 2013年度　CUTインシネ排水配管更新工事 千葉

住友化学（株） 2014年度　SDM　2CBL　B21缶管工事 千葉

住友化学（株） 2014年度　SDM　2CBL　B22缶管工事 千葉

住友化学（株） 2014年度　2CUT　BL内缶管工事 千葉

住友化学（株） 2014年度　2CUT　共通缶管工事 千葉

住友化学（株） 2014年度　SDM袖Ⅱ共通配管老朽化更新工事 千葉

住友化学（株） 2014年度　SDM袖Ⅱ海水埋設管老朽化更新工事 千葉

住友化学（株） 2014年度　SDM　B22スプリングハンガー更新工事 千葉

住友化学（株） 2014年度　SDM　B21スプリングハンガー更新工事 千葉

住友化学（株） 2014年度　SDM袖Ⅱ動力缶管補修工事 千葉

住友化学（株） 2014年度　SDM　袖Ⅱボイラー燃料多様化対策工事 千葉

住友化学（株） 2TK-13更新工事 千葉

住友化学（株） 2CTK-3地区供給海水配管地上化工事 千葉

住友化学（株） 1CGN共通ラック部検査Ⅰ期工事 千葉

住友化学（株） 2CGN共通ラック部検査Ⅰ期工事 千葉

住友化学（株） CKL R-3201廻り配管改造工事 千葉

住友化学（株） CR　オフライン詰替設備改造工事 千葉

住友化学（株） 2CBL　DCS更新に伴う機械工事 千葉

住友化学（株） 二タンクLNG配管敷設工事 千葉

住友化学（株） 2CGN都市ガス流量減対応工事 千葉

住友化学（株） ⅡCGN/ⅡCTK　二タンク配管敷設工事 千葉

日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング（株）貨物地区 ハイドラント配管改修工事 千葉

日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング（株）成田東武ホテル　中圧配管工事 東京

日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング（株）羽田メンテナンスセンター　直埋設配管閉止工事 東京

日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング（株）羽田空港 E-2前埋設配管補修工事 東京

日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング（株）羽田空港 共同溝内伸縮管調査に関する足場、保温工事 東京

日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング（株）横堀地区 ハイドラント配管工事 千葉

日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング（株）14Bナフサ配管電防補修工事 千葉
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26期工事実績　配管

顧客名 工事件名 都道府県

高砂熱学工業（株） 東京本店　出光中研　基礎棟チラー更新工事 千葉

高砂熱学工業（株） 東京本店　出光中研　補修工事 千葉

高砂熱学工業（株） 東京本店　出光中研　空調機更新工事 千葉

高砂熱学工業（株） 東京本店　出光中研　冷凍機撤去工事 千葉

高砂熱学工業（株） 東京本店　屋外配管工事 千葉

高砂熱学工業（株） 東京本店　加圧給水ポンプ更新工事 東京

高砂熱学工業（株） 東京本店　城西国際大学配管製作工事 千葉

高砂熱学工業（株） 東京本店　ちば銀行おゆみ野センター配管更新工事 千葉

高砂熱学工業（株） 東京本店　千葉銀行　HEX-3配管工事 千葉

高砂熱学工業（株） 東京本店　千葉銀行おゆみ野センター冷凍機更新工事 千葉

高砂熱学工業（株） 東京本店　千葉銀行おゆみ野センター3F,4F冷却水配管更新 千葉

高砂熱学工業（株） 東京本店　千葉徳洲会病院配管工事 千葉

高砂熱学工業（株） 東京本店　昭和電工E棟冷却水改修工事 千葉

高砂熱学工業（株） 東京本店　塚本ビル冷却水補修工事 千葉

高砂熱学工業（株） 東京本店　幕張地区メンテナンス工事 千葉

高砂熱学工業（株） 東京本店　ジャパンディスプレイ熱源設備工事　　 千葉

高砂熱学工業（株） 東京本店　TDK冷却水配管ガスケット交換前期分重複工事 千葉

高砂熱学工業（株） 東京本店　MTG　2013クロ－ズ化工事 千葉

高砂熱学工業（株） エンジニアリング事業本部　芝浦4丁目地区DHC改修工事 東京

高砂熱学工業（株） エンジニアリング事業本部　芝浦4丁目DHC真空ポンプ廻り改 東京

高砂熱学工業（株） エンジニアリング事業本部　芝浦4丁目貯湯槽廻り改修工事 東京

高砂熱学工業（株） エンジニアリング事業本部　芝浦4丁目1P供給系統改修工事 東京

高砂熱学工業（株） エンジニアリング事業本部　芝浦水再生センターDHC配管工 東京

高砂熱学工業（株） エンジニアリング事業本部　銀座松坂屋縁切り工事 東京

高砂熱学工業（株） エンジニアリング事業本部　銀座5,6丁目導管工事 東京

高砂熱学工業（株） エンジニアリング事業本部　アークヒルズ仮設配管工事 東京

（株）大気社 ISP第一ビル屋上配管工事 東京

大陽日酸（株） 新相模酸素㈱小山工場　H25定修工事 栃木

大陽日酸（株） 東京酸素窒素㈱　1号定修工事 千葉

大陽日酸（株） 東京酸素窒素㈱　2号定修工事 千葉

大陽日酸（株） ㈱千葉サンソセンター袖ケ浦工場　№5LNP整備工事 千葉

大陽日酸（株） ㈱千葉サンソセンター袖ケ浦工場　5号定修工事 千葉

大陽日酸（株） ㈱千葉サンソセンター袖ケ浦工場　6号定修工事 千葉

大陽日酸（株） ㈱千葉酸素センター五井工場　No.2LNP整備工 千葉

大陽日酸（株） 東邦テナックス㈱ 1号定修工事 静岡

大陽日酸（株） 東邦テナックス㈱ 2号定修工事 静岡

大陽日酸（株） 真空精密温度制御装置温調パネル組立て工事 千葉

大陽日酸（株） ㈱ＪＦＥサンソセンター　2号分離器定期修理工事 神奈川

大陽日酸（株） Ar乾燥器廻り排気管改造工事 千葉

大陽日酸（株） MS歩廊製作及び放出管設置工事 千葉

大陽日酸（株） O-18　H26年定修工事 千葉

大陽日酸（株） O-18　No2　LNP分解整備工事 千葉

大陽日酸（株） 3号水洗塔冷水塔点検工事 千葉

大陽日酸（株） 5号装置吐出配管地上化工事 千葉

大陽日酸（株） 7号定修工事 千葉

（株）千葉サンソセンター 水素配管補修工事 千葉

（株）千葉サンソセンター 防火貯水槽行き工水配管補修工事 千葉

（株）千葉サンソセンター 事務所階段塗装補修工事 千葉

（株）千葉サンソセンター 袖ケ浦工場　5号定修工事 千葉

（株）千葉サンソセンター 袖ケ浦工場　5号AS補修工事 千葉
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26期工事実績　配管

顧客名 工事件名 都道府県

（株）千葉サンソセンター 袖ケ浦工場　0-18　安全弁取外取付工事 千葉

（株）千葉サンソセンター 屋外給水栓ﾎﾟﾝﾌﾟ吸入管補修工事 千葉

（株）千葉サンソセンター 温水器補給水配管補修工事 千葉

（株）千葉サンソセンター 温水タンク設置工事 千葉

（株）千葉サンソセンター 液化窒素受入口シールガス配管工事 千葉

（株）千葉サンソセンター 液酸バックアップ定期点検工事 千葉

（株）千葉サンソセンター 液酸バックアップ設備安全弁放出管延長工事 千葉

（株）千葉サンソセンター 計装エアー補修工事 千葉

（株）千葉サンソセンター №1NC定期点検（安全弁脱着他）工事 千葉

（株）千葉サンソセンター No3 LN2CEMバルブ整備工事 千葉

（株）千葉サンソセンター MS吸着器廻り板金補修塗装工事 千葉

（株）千葉サンソセンター 2013年度 気化圧送設備点検工事 千葉

（株）千葉サンソセンター 2013年度 年次点検工事 千葉

（株）千葉サンソセンター 2014年度 年次点検工事 千葉

（株）千葉サンソセンター 200Tアルゴンチャージポンプ整備工事 千葉

（株）千葉サンソセンター 3NCオイルクーラ下部水室当板補修工事 千葉

（株）千葉サンソセンター 3号装置マンホール設置塗装工事 千葉

（株）千葉サンソセンター 4号AS縁切工事 千葉

（株）千葉サンソセンター 5号分離器AC吐出配管漏れ補修工事 千葉

（株）千葉サンソセンター 5号分離器保温脱着工事 千葉

（株）千葉サンソセンター 5号装置外槽塗装工事 千葉

（株）千葉サンソセンター 7号水洗冷却塔下部出口配管補修工事 千葉

（株）千葉サンソセンター 7号装置安全弁脱着工事 千葉

（株）千葉サンソセンター 7号装置白線補修工事 千葉

（株）千葉サンソセンター 1NC定期点検工事（安全弁脱着他） 千葉

（株）テクノ菱和 グリース阻集器加工工事 東京

ﾃｨｰ･ｴﾑ･ﾀｰﾐﾅﾙ（株） 構内各手摺補修工事 千葉

（株）テイクケミカル ㈱JDI茂原工場 洗浄助勢工事 千葉

（株）テイクケミカル ㈱JDI茂原工場 シュー酸タンク更新工事 千葉

テックプロジェクトサービス（株） 流山ゴミ処理場点検工事 千葉

東京都市サービス（株） 箱崎地区熱供給センター　箱崎2号マンホール内導管フラッシ 東京

東京都市サービス（株） 晴海DHC　屋上配管保護板金修繕工事 東京

東京都市サービス（株） 晴海アイランド地区熱供給センター　点検要梯子上部手摺修 東京

東京都市サービス（株） ホテルスプリングス幕張　膨張タンク給水配管修理工事 千葉

東京都市サービス（株） CT-10廻りグレーチング他修理工事 千葉

東洋熱工業（株） 千葉美術館改修工事 千葉

東芝プラントシステム（株） 日本テクノ㈱袖ヶ浦GP　排気ダクト用フレキ交換工事 千葉

東京ガス（株） 蒸気配管図面作成 各所

東京ガス（株） ドレン回収システム作成 東京

成田空港給油施設（株） 貨物地区及びLCCT給油配管工事 千葉

成田空港給油施設（株） 桟橋給水配管更新工事 千葉

成田空港給油施設（株） 桟橋ロープスライド補修工事（H25） 千葉

成田空港給油施設（株） 千葉港頭送油ヤード電動弁整備工事 千葉

成田空港給油施設（株） 千葉港頭消火配管更新工事 千葉

成田空港給油施設（株） 横堀地区給油配管フラッシング工事 千葉

成田空港給油施設（株） エプロン電動弁整備工事 千葉

成田空港給油施設（株） TA-314,403,405タンク内部検査工事 千葉

成田空港給油施設（株） ツインシール弁修繕 千葉

成田空港給油施設（株） 2PTB南側給油配管フラッシング工事 千葉

成田空港給油施設（株） 4サテ南側エプロン整備配管工事 千葉
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顧客名 工事件名 都道府県

月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） 焼却炉横断歩廊補修工事 千葉

月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） 燃料転換配管スキット化工事 千葉

月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） 排ガス循環ブロワ設備工事 千葉

月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） AP-W設備ガスフィルター更新工事 千葉

月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） H-301焼却炉補修工事 千葉

月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） 2013年度　点検工事 千葉

月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） 2号炉ファン移設工事 千葉

月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） 2次空気ファン更新工事 千葉

日本設備工業（株） 新川地区第2プラント熱源機更新工事 東京

日本設備工業（株） 浦安温水バルブ設置工事 千葉

日本設備工業（株） ヒルトン浦安　蒸気弁交換工事 千葉

日本設備工業（株） DHC銀座　熱源更新工事 東京

日本電技(株) 千葉NT　DHC受入設備改修工事 千葉

日本電技(株) 2014年度　各所DHCメンテナンス工事 東京

日本板硝子（株） 芒硝P302ベース製作工事 千葉

日本板硝子（株） 芒硝P302A･Bベース取替え工事 千葉

日本板硝子（株） 芒硝B501B更新工事 千葉

日本板硝子（株） 芒硝P407ベース交換工事 千葉

日本板硝子（株） スプレーポンプ据替工事 千葉

日本板硝子（株） №1,2温水ポンプ更新工事 千葉

日本板硝子（株） V1F定修窯　酸素配管撤去復旧工事 千葉

日本板硝子（株） 4Bバイパスダクト補修工事 千葉

日揮プラントイノベーション（株） HPP配管一部取替工事 千葉

日揮プラントイノベーション（株） 多環式熱交換器チューブプラグ栓打ち工事 福島

日揮プラントイノベーション（株） ヒーターポンプ雑工事 千葉

日揮プラントイノベーション（株） B地区側部ヒーターポンプ除却更新工事 千葉

日揮プラントイノベーション（株） PVI機器性能検査に伴う閉止板取付取外工事 神奈川

日揮プラントイノベーション（株） ワニス角タンク撤去付帯配管撤去工事 神奈川

日揮プラントイノベーション（株） M-共有VC-6ラック腐食修理工事 千葉

日揮プラントイノベーション（株） P-75吐出し配管一部取替工事 千葉

日揮プラントイノベーション（株） 2014年度　定期整備工事 千葉

日本ソーラトン（株） 日本ソーラトン㈱　各所補修工事 千葉

日鉄住金環境（株） 製品計量機廻り改造工事 千葉

日鉄住金環境（株） タンク下配管製作工事 千葉

日鉄住金環境（株） リペレ配管製作取付け工事 千葉

日立化成（株） 設計製図業務 千葉

日立化成（株） 屋外架台ラック更新工事 千葉

日立化成（株） 蒸気メイン配管伸縮継手交換工事 千葉

日立化成（株） 第一合成㈱　試作240L釜温水制御化工事 千葉

日立化成（株） 第2架構1-2F階段更新工事 千葉

日立化成（株） 第3危険物倉庫安全柵改造工事 千葉

日立化成（株） 窒素配管更新工事 千葉

日立化成（株） 洗浄アセトン配管工事 千葉

日立化成（株） 分解塔配管工事 千葉

日立化成（株） アクリ一圧機器定修工事 千葉

日立化成（株） アクリー圧機器定修工事 千葉

日立化成（株） スチームライン伸縮継手交換工事 千葉

日立化成（株） ピッチ配管撤去工事 千葉

日立化成（株） ブライン配管工事 千葉

日立化成（株） ホモミキサー設置配管工事 千葉
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顧客名 工事件名 都道府県

日立化成（株） ATM-5架台更新工事 千葉

日立化成（株） ARM-2メカシール交換工事 千葉

日立化成（株） BOM-1配管修理工事 千葉

日立化成（株） CDC配管工事 千葉

日立化成（株） C5ライン更新工事（MPB-10 MRM-2行き） 千葉

日立化成（株） EM工場避雷針更新用足場工事 千葉

日立化成（株） ETD-3更新工事 千葉

日立化成（株） HTP-5上部床張り工事 千葉

日立化成（株） HNプラントSTM配管工事 千葉

日立化成（株） MDB-3抜出し及びMHB-3廻りライン更新工事 千葉

日立化成（株） TO-据付　他工事 千葉

日立化成（株） 一圧機器開放検査工事 千葉

日立化成（株） 7Kスチーム海側配管更新工事 千葉

(株)日立パワーソリューションズ 原研　TPTF現地工事 茨城

富士石油（株） エアードラムD-85-501更新工事 千葉

富士石油（株） タンク冷却散水配管更新工事 千葉

富士石油（株） T-6262屋根板交換工事 千葉

富士石油（株） T-6211屋根板交換工事 千葉

富士石油（株） T-6228屋根板交換工事 千葉

富士石油（株） 2013年度　歩廊手摺不具合ヵ所補修工事 千葉

富士石油（株） 2号道路沿い75m/m消火配管更新工事 千葉

富士石油（株） 5号桟橋ウオターカーテン配管交換工事 千葉

丸紅エネックス（株） 海上出荷ポンプ吐出配管ノズル補強工事 千葉

丸紅エネックス（株） 内航桟橋灯油出荷設備改造工事（4K･5バース配管接続） 千葉

丸紅エネックス（株） 配管修理（配管当板取付け及び配管架台更新工事） 千葉

丸紅エネックス（株） カルバート内配管のフレキ接続ボルト更新工事 千葉

丸紅エネックス（株） ETBE配管改造工事 千葉

丸紅エネックス（株） ETBE用配管更新工事 千葉

丸紅エネックス（株） JET回収ポンプ・モーター更新工事 千葉

丸紅エネックス（株） (LPG)ロードセル点検口蓋改造工事 千葉

丸紅エネックス（株） （LPG）安全弁更新工事 千葉

丸紅エネックス（株） (LPG)№2バースローディングアーム付属配管更新工事 千葉

丸紅エネックス（株） OILローリー積場トレンチ枠･架台補修工事 千葉

丸紅エネックス（株） P-201ポンプモーター分解整備工事 千葉

三井化学（株） 温度計納品取外取付工事 千葉

三井化学（株） 流量計取外取付工事 千葉

三井化学（株） 三井・デュポン　ポリケミカル㈱　計装インライン計器取外取付 千葉

三井化学（株） インライン計器取外取付工事 千葉

三井化学（株） ペレットシュート等改造工事 千葉

三井化学（株） LICV-241取外取外工事（SWP） 千葉

三井化学（株） LCV-102A交換工事(WT) 千葉

三井化学（株） 3EPT-FRCV-552A～D取外取付工事 千葉

三井化学（株） B-1　B/L部バルブ新設工事 千葉

三井化学（株） BPA払出し設備設置工事 千葉

三井化学（株） CTF.WT.HSV-1479取外取付工事 千葉

三井化学（株） SDV-8621863タイプ交換工事 千葉

三井化学（株） MBスラリーフィード適応化工事 千葉

三井化学（株） 2013年　4CP　SD工事 千葉

三井金属エンジニアリング（株） 多摩清掃工場殿向け　温水埋設配管更新工事 東京

（株）守谷商会 大型振動台安全対策工事 東京
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26期工事実績　配管

顧客名 工事件名 都道府県

吉野石膏（株） 乾燥機内蒸気配管補修工事 千葉

吉野石膏（株） エアー配管サイズアップ取替工事 千葉

吉野石膏（株） ボイラーBagパルスエアー配管等交換修理工事 千葉

瀝青化学（株） 入口門補修工事 千葉

瀝青化学（株） 第一ローリー積場転落防止柵更新工事 千葉

瀝青化学（株） 1，2号ボイラー熱媒主配管仕切りバルブ取付工事 千葉
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