
27期工事実績　配管

顧客名 工事件名 都道府県

旭化成ケミカルズ(株) ＡＰ工場　重合4F避難通路設置工事 神奈川
旭化成ケミカルズ(株) ＡＰ工場　U受入作業の簡易化工事 神奈川
旭化成ケミカルズ(株) AP工場　除害設備工事 神奈川
旭化成ケミカルズ(株) 塩浜工場　ﾐﾙﾌﾛｰ・ｷｬﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事 神奈川
旭化成ケミカルズ(株) 千葉工場　上水配管地上化SUS化工事 千葉
アズビル（株） 放射線医学総合研究所　ﾊﾞﾙﾌﾞ交換工事 千葉
アズビル（株） ｴｺｼｽﾃﾑ千葉　2号炉自動弁脱着工事 千葉
アズビル（株） 千葉興銀　ﾊﾞﾙﾌﾞ交換工事 千葉
出光興産(株) 千葉製油所　#10228ﾀﾝｸ埋設泡配管地上化工事 千葉
出光興産(株) 千葉製油所　#60002ﾀﾝｸ埋設泡配管地上化工事 千葉
出光興産(株) 千葉製油所　泡埋設配管等埋設配管地上化工事 千葉
出光興産(株) 京浜ﾙﾌﾞｾﾝﾀｰ　ﾀﾝｸ開放検査工事（Ｖ2014） 神奈川
出光興産(株) 京浜ﾙﾌﾞｾﾝﾀｰ　ﾀﾝｸ補修工事（B-V726ｽﾁｰﾑｺｲﾙ鋼管補修） 神奈川
出光興産(株) 京浜ﾙﾌﾞｾﾝﾀｰ　M-V79ﾋｰﾃｨﾝｸﾞｺｲﾙ更新工事 神奈川
出光興産(株) 京浜ﾙﾌﾞｾﾝﾀｰ　M-V79受入配管増設及び高所安全対策工事 神奈川
出光興産(株) 京浜ﾙﾌﾞｾﾝﾀｰ　平成26年7月～平成27年6月度補修工事 神奈川
出光興産(株) 京浜ﾙﾌﾞｾﾝﾀｰ　P-V51ｽﾁｰﾑｺｲﾙ交換補修工事 神奈川
出光興産(株) 京浜ﾙﾌﾞｾﾝﾀｰ　ﾀﾝｸ補修工事（M-V60ｽﾁｰﾑｺｲﾙ補修） 神奈川
出光興産(株) 京浜ﾙﾌﾞｾﾝﾀｰ　ﾀﾝｸ補修工事（ｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸｽﾁｰﾑｺｲﾙ補修） 神奈川
出光興産(株) 計算機ｾﾝﾀｰ　厨房洗面所給水ﾗｲﾝ補修工事 千葉
出光興産(株) 計算機ｾﾝﾀｰ　C-11台床ｱﾌﾞｿﾞｰﾊﾞｰ取替工事 千葉
出光エンジニアリング（株） 東日本支店　Ｍ－Ｖ５廃油配管接続工事 神奈川
ＩＨＩプラント建設（株） 東部ｶﾞｽ㈱秋田　LNG受入基地建設配管工事 秋田
ＩＨＩプラント建設（株） 東部ｶﾞｽ㈱秋田　SCC対策塗装 秋田
ＩＨＩプラント建設（株） 東部ｶﾞｽ㈱秋田　足場仮設工事 秋田
ＩＨＩプラント建設（株） 東部ｶﾞｽ㈱秋田　ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞｱｰﾑ組立 秋田
ＩＨＩプラント建設（株） ﾓｯｸｱｯﾌﾟ試験用架構製作工事 東京
（株）荏原製作所 ｼｰﾙ水ﾕﾆｯﾄ1～2製作組立工事 千葉
（株）荏原製作所 ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ製作工事 千葉
荏原環境プラント（株） 三井化学㈱鹿島　ｼｭｰﾄ管補修工事 茨城
荏原実業（株） 東京海洋大学舘山　架台改造工事 千葉
荏原実業（株） 辰巳国際水泳場　ｵｿﾞﾝ発生装置更新工事 東京
荏原実業（株） 辰巳国際水泳場　ｵｿﾞﾝ装置交換工事 東京
水ing㈱ 柏井浄水場　空気圧縮機　廻り配管補修工事 千葉
水ing㈱ 金町浄水場　平成26年機械工事 東京
水ing㈱ 金町浄水場　ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ製作工事 東京
王子エンジニアリング（株） 液化冷却、糖化設備改造工事 千葉
王子エンジニアリング（株） DHC銀座ﾄﾞﾚﾝ弁取付工事 東京
(株)協立ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ｼｬｰﾌﾟ幕張ﾋﾞﾙ　圧力流量調整弁分解工事 千葉
ＫＨネオケム㈱ 20-OR系熱水出口ﾗｲﾝSUS化工事 千葉
三葉化工(株) ｲｰｽｸｴｱ14年純水系定期点検工事 千葉
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
清水建設（株） 東京支店　渋谷ｽｸｴｱﾋﾞﾙ架台溶接工事 東京
新日本空調（株） 塩野義製薬㈱油日　新築工事 滋賀
新日本空調（株） 大阪ｶﾞｽ㈱豊中ｾﾝﾀｰ　改修2期工事 大阪
JFEメカニカル（株） 2014年　2ﾀｰﾙRF定修工事 千葉
JFEメカニカル（株） 2014年　ﾅﾌﾀﾘﾝ定修工事 千葉
JFEメカニカル（株） 2014年　生浜定修工事 千葉
JFEメカニカル（株） 2014年7月度　6FB休風工事 千葉
JFEメカニカル（株） 平成25年11月～平成26年7月度　化成保全工事 千葉
JFEメカニカル（株） 平成25年11月~平成26年7月度　ｽﾁｰﾙ関連工事 千葉
JFEメカニカル（株） 26期　化成仕上げ工事 千葉
JFEメカニカル（株） 26期　エネルギー関連工事 千葉
JFEメカニカル（株） 銑鋼安全対策工事 千葉
JFEメカニカル（株） 3HOT大修理工事 千葉
JFEメカニカル（株） 鋳銑機ﾓｰﾀｰ補修工事 千葉
JFEメカニカル（株） APH更新工事 千葉
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JFEメカニカル（株） 4製鋼　炉体ﾌﾗﾝｼﾞ補修工事 千葉
JFEメカニカル（株） RSW鉄皮三重化補強工事 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） 4焼結　ﾎﾞｲﾗｰ定検工事 千葉
JFEメカニカル（株） ｱﾝﾓﾆｱ設備　官検対応工事 千葉
JFEメカニカル（株） 京浜 ２高炉休風工事 神奈川
（株）シミズ･ビルライフケア 永田町DHC　H26年度ﾒﾝﾃﾅﾝｽ工事 東京
JSRエンジニアリング（株） 千葉工場　BR仕上建屋はしご補修工事 千葉
ＪＸ日鉱日石エネルギー(株) 袖ケ浦事業所　調合室ﾀﾞｸﾄﾐｽﾄ配管更新工事 千葉
ＪＸ日鉱日石エネルギー(株) 袖ケ浦事業所　2番線ﾋﾟｸﾞ押し設備設置工事 千葉
ＪＸ日鉱日石エネルギー(株) 袖ケ浦事業所　試験室排気ﾌｧﾝ補修工事 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） 2014年　SDM 2CBL B21缶管工事 千葉
住友化学（株） 2014年　CFR　BL外機械工事 千葉
住友化学（株） 2014年　袖Ⅱﾎﾞｲﾗｰ燃料多様化対策工事 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都市ｶﾞｽ流量減対応工事 千葉
住友化学（株） 2CTKﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ配管部分更新工事 千葉
住友化学（株） CFR取合部事前工事 千葉
住友化学（株） CKLｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ改造に伴う配管工事 千葉
住友化学（株） CKL研究3号加工棟WF地上化工事 千葉
住友化学（株） CL排水配管工事 千葉
住友化学（株） 京葉久保田駅　回転ﾉｽﾞﾙ交換工事 千葉
住友化学（株） 京葉久保田駅　年次点検工事 千葉
日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング(株) ｼｰﾙﾄﾞ鋼管切断加工 千葉
日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング(株) ﾅﾌｻ配管防食補修工事 千葉
日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング(株) 埋設配管防食補修工事 千葉
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　出光中研空調機更新工事 千葉
高砂熱学工業（株） 東京本店　出光中研　4F空調機更新工事 千葉
高砂熱学工業（株） 東京本店　昭和電工空調機更新工事 千葉
高砂熱学工業（株） 東京本店　給水予熱器交換・配管接続工事 千葉
高砂熱学工業（株） 東京本店　成田LCCﾀｰﾐﾅﾙ配管工事 千葉
高砂熱学工業（株） 関信越支店　第一三共　C棟配管工事 埼玉
高砂熱学工業（株） 環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部　芝浦水再生センターDHC配管工事 東京
高砂熱学工業（株） 環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部　銀座DHC蒸気配管流量計改造工事 東京
高砂熱学工業（株） 環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部　下水道ﾋﾟｯﾄ排水配管ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ工事 東京
高砂熱学工業（株） 環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部　DAR-4蒸気制御弁他作業改善工事 東京
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） 東那ﾃﾅｯｸｽ㈱　2号装置点検工事 静岡
大陽日酸（株） 東邦ﾃﾅｯｸｽ㈱　4号膨張ﾀｰﾋﾞﾝ点検整備工事 静岡
大陽日酸（株） 新相模酸素㈱小山　No1LoP整備工事 栃木
大陽日酸（株） 新相模酸素㈱小山　ﾎﾟﾝﾌﾟ取外取付工事 栃木
大陽日酸（株） 新相模酸素㈱小山　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） 東京酸素窒素㈱　2号FCV-2126ｼﾘﾝﾀﾞｰ整備工事 千葉
大陽日酸（株） 東京酸素窒素㈱　No.3LNP整備工事 千葉
大陽日酸（株） ㈱千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ　5号定修工事 千葉
大陽日酸（株） ㈱千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ　7号定修工事 千葉
（株）千葉サンソセンター 液化窒素受入口ｼｰﾙｶﾞｽ配管工事 千葉
（株）千葉サンソセンター 給水配管補修工事 千葉
（株）千葉サンソセンター 液酸ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ設備定期点検工事 千葉
（株）千葉サンソセンター 気化圧送設備定期点検工事 千葉
（株）千葉サンソセンター 圧送ﾎﾟﾝﾌﾟ圧力計現場盤補修工事 千葉
（株）千葉サンソセンター 冷却水吐出配管補修工事 千葉
（株）千葉サンソセンター 放液溜排水弁補修工事 千葉
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（株）千葉サンソセンター 7AS　MS吸着器断熱補修工事 千葉
（株）千葉サンソセンター 消火ﾎﾟﾝﾌﾟ整備工事 千葉
（株）千葉サンソセンター H26年度年次点検工事 千葉
（株）千葉サンソセンター No.2温水槽内部点検工事 千葉
（株）千葉サンソセンター 4号糸圧縮機油槽仕切工事 千葉
（株）千葉サンソセンター 7号安全弁脱着工事 千葉
（株）千葉サンソセンター 2号超高純度酸素定期点検工事 千葉
（株）千葉サンソセンター 5号ﾘｻﾞｰﾊﾞ減圧弁整備工事 千葉
（株）千葉サンソセンター 5号放液配管点検工事 千葉
（株）千葉サンソセンター №3LN2CEMﾊﾞﾙﾌﾞ整備工事 千葉
月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） 耐火物付帯工事及び点検整備工事 千葉
月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） ｴｺｼｽﾃﾑ千葉　電気工事 千葉
月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） R-ID設備点検整備工事 千葉
ティー・エム・ターミナル（株） ﾀﾝｸﾔｰﾄﾞ歩廊補修工事 千葉
DOWAﾃｸﾉｴﾝｼﾞ㈱ 窒素供給安定化工事 千葉
DOWAﾃｸﾉｴﾝｼﾞ㈱ 窒素供給計装化PSA据付配管工事 千葉
DOWAﾃｸﾉｴﾝｼﾞ㈱ ﾊｲﾄﾞﾗｼﾌﾞ設置工事 千葉
東京都市サービス（株） 晴海DHC保温修理工事 東京
東京都市サービス（株） 晴海DHC　温水ﾍｯﾀﾞｰ歩廊製作、取付工事 東京
東京都市サービス（株） 厚木DHC　FM弁ﾊﾞｲﾊﾟｽﾗｲﾝ修理工事 神奈川
東京都市サービス（株） 屋上給水配管修理工事 千葉
（株）虎ノ門エネルギーサービス 蒸気ﾍｯﾀﾞｰﾊﾞﾙﾌﾞ(200A)交換工事 東京
東洋合成工業（株） 千葉工場　配管組替え工事 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） ｴﾌﾟﾛﾝ電動弁整備工事 千葉
成田空港給油施設（株） 4ｻﾃ南側ｴﾌﾟﾛﾝ整備配管工事 千葉
成田空港給油施設（株） TA-103散水配管補修工事 千葉
成田空港給油施設（株） 桟橋ﾐｽﾄﾚｼｰﾊﾞｰ撤去工事 千葉
成田空港給油施設（株） ﾌﾚｯｸｽﾌﾛｰ弁整備工事 千葉
成田空港給油施設（株） PU-152吐出側配管修繕工事 千葉
成田空港給油施設（株） ﾗｲﾝﾊﾟｯｸ用ﾎﾟﾝﾌﾟ導圧配管補修工事 千葉
日本電技（株） 26期各所DHCﾒﾝﾃﾅﾝｽ工事 都内
日本板硝子(株) 千葉工場　VIF定修窯酸素配管撤去復旧工事 千葉
日本板硝子(株) 千葉工場　VIF定修重油配管整備工事 千葉
日本板硝子(株) 千葉工場　蒸気配管更新工事 千葉
日本板硝子(株) 千葉工場　ろ過塔送り主給水配管設置撤去工事 千葉
日本板硝子(株) 千葉工場　芒硝No.1ｻｲｸﾛﾝ保温工事 千葉
日本板硝子(株) 千葉工場　2B加熱器更新工事 千葉
日本板硝子(株) 千葉工場　生産配管C送り蒸気流量計設置他工事 千葉
日本板硝子(株) 発電所内上水配管工事 千葉
日揮プラントイノベーション(株) V-2J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) BASFｺｰﾃｲﾝｸﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ　ﾜﾆｽ課土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) AC12Re撹拌機下部軸受交換工事 神奈川
日揮プラントイノベーション(株) AC12ﾍｯﾀﾞｰ配管改造工事 神奈川
日立化成（株） ﾋﾟｯﾁ配管撤去工事 千葉
日立化成（株） アフリー圧機器定修工事 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2合成試作後処理棟排水配管工事 千葉
日立化成（株） 工水ﾍｯﾀﾞｰ配管補修工事 千葉
日立化成（株） 2KL後処理室ﾊﾟﾄﾞﾙﾄﾞﾗｲﾔｰ撤去工事 千葉
日立化成（株） ﾎｯﾊﾟｰ廻り改造工事 千葉
日立化成（株） ＣＤＣ配管工事 千葉
日立化成（株） HNﾌﾟﾗﾝﾄSTM配管工事 千葉
日立化成（株） MPB-10　MRM-2行きC5ﾗｲﾝ更新工事 千葉
日立化成（株） BOM-1配管修理工事 千葉
日立化成（株） ACM-6.ACM-12点検工事 千葉
日立化成（株） HTP-2撹拌機更新工事 千葉

3 / 4 ページ



27期工事実績　配管

顧客名 工事件名 都道府県

日立化成（株） APD-11、APD-8Bｻｸｼｮﾝ配管更新工事 千葉
日立化成（株） MHﾌﾟﾗﾝﾄ４FL床更新工事 千葉
日立化成（株） OM-3撤去工事 千葉
丸紅エネックス（株） 千葉ﾀｰﾐﾅﾙ　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） 千葉ﾀｰﾐﾅﾙ　海上出荷ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出配管ﾉｽﾞﾙ補強工事 千葉
丸紅エネックス（株） 千葉ﾀｰﾐﾅﾙ　No．4ﾊﾞｰｽ　JETA-1　回収配管改造工事 千葉
丸紅エネックス（株） 千葉ﾀｰﾐﾅﾙ　外航桟橋泡ﾓﾆﾀｰ設備部分補修工事 千葉
前田道路㈱ 出光京浜　平成26年8月度補修工事 神奈川
前田道路㈱ 雨水埋設配管敷設　廃油MPﾗｲﾝ地上化工事 神奈川
三井化学（株） 2NFP　流量計取外取付工事 千葉
三井化学（株） ３EPT-FRCV-552A～D取外取付工事 千葉
三井化学（株） 計装ｲﾝﾗｲﾝ計器取外し取付工事 千葉
三井化学（株） 3PH　SD工事 千葉
三井化学（株） 2NFP．PICV-1505ｼﾘﾝﾀﾞｰ取外取付工事 千葉
三井化学（株） 2TF　CSDｲﾝﾗｲﾝ計器取外取付工事 千葉
三井化学（株） 研究1号棟PW配管更新工事 千葉
三井化学（株） 埋設配管地上化工事 千葉
三井化学（株） SWP FICV-232取外取付工事 千葉
三井化学（株） MF歩廊安全対策工事 千葉
（株）守谷商会 大型振動台安全対策工事 東京
（株）守谷商会 ㈱ｶﾈｶ鹿島工場　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ製作工事 茨城
（株）守谷商会 A-64ﾌｧｰﾈｽ点火ﾕﾆｯﾄ修理工事 茨城
吉野石膏(株) ﾎﾞｲﾗｰBagﾊﾟﾙｽｴｱｰ配管等鋼管修理工事 千葉
吉野石膏(株) RDﾋｰﾀｰﾁｭｰﾌﾞ修理工事 千葉
吉野石膏(株) ﾎﾞｲﾗｰBagﾊﾟﾙｽｴｱ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） 特10出荷配管洗浄用容器製作工事 千葉
瀝青化学（株） ﾎｯﾄｵｲﾙ配管ﾗｯｸ補修工事 千葉
瀝青化学（株） PM-4ﾎﾟﾝﾌﾟ伸縮性継手交換工事 千葉
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