
28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） 水張用仮設配管製作 福島
ＩＨＩプラント建設（株） 東部ｶﾞｽ㈱秋田LNG受入基地　補修工事 秋田
旭化成ケミカルズ(株) 5K-417A&B軸ｼｰﾙN2弁自動化 神奈川
旭化成ケミカルズ(株) ｽﾁﾚﾝﾀﾝｸﾔｰﾄﾞ泡消火配管地上化工事 神奈川
旭化成ケミカルズ(株) 工水受入配管更新工事 神奈川
旭化成ケミカルズ(株) 排水配管設置工事 神奈川
旭化成ケミカルズ(株) 2015年度AP定修工事 神奈川
旭化成ケミカルズ(株) DW配管更新工事 神奈川
旭化成ケミカルズ(株) D-113配管更新工事 神奈川
旭化成ケミカルズ(株) ﾀﾞｳｻﾑ蒸気洗浄配管延長工事 千葉
旭化成ケミカルズ(株) 11D-01.02上部手摺改造工事 千葉
旭化成ケミカルズ(株) CP-3後添加計量槽更新工事 千葉
旭化成ケミカルズ(株) AZP振れ止め架台設置工事 千葉
旭化成ケミカルズ(株) AZPｴｸｾﾊﾞ機器分解工事 千葉
旭化成ケミカルズ(株) AZP薄膜蒸発器振動対策工事 千葉
旭化成ケミカルズ(株) AZP改造工事 千葉
旭化成ケミカルズ(株) AZP能力増強工事 千葉
旭化成ケミカルズ(株) ﾌﾚｺﾝ包装安全対策工事 千葉
出光興産(株) 京浜ﾙﾌﾞｾﾝﾀｰ　＃900ﾍｯﾀﾞｰV907ﾊﾞﾙﾌﾞ交換補修工事 神奈川
出光興産(株) 京浜ﾙﾌﾞｾﾝﾀｰ　添加ﾄﾞﾗﾑ転倒機導入工事 神奈川
出光興産(株) 京浜ﾙﾌﾞｾﾝﾀｰ　ﾛｰﾘｰ受け容れ用高所安全対策工事 神奈川
出光興産(株) 京浜ﾙﾌﾞｾﾝﾀｰ　H27年4月～H28月度補修工事 神奈川
出光興産(株) 京浜ﾙﾌﾞｾﾝﾀｰ　ﾀﾝｸ補修（B-V2015開放検査） 神奈川
出光興産(株) 京浜ﾙﾌﾞｾﾝﾀｰ　ﾀﾝｸ補修（V2014) 神奈川
出光興産(株) 京浜ﾙﾌﾞｾﾝﾀｰ　ﾀﾝｸ補修　(B-V2015) 神奈川
出光興産(株) 京浜ﾙﾌﾞｾﾝﾀｰ　930番ﾍｯﾀﾞｰ手動弁更新工事 神奈川
出光興産(株) 京浜ﾙﾌﾞｾﾝﾀｰ　移送取扱所内ﾋﾟｸﾞﾗｲﾝﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ更新工事 神奈川
出光エンジニアリング（株） ｲﾝﾄﾞｱﾊﾞｯﾁ投入ﾀﾞｸﾄ補強工事 神奈川
出光エンジニアリング（株） 京浜ﾙﾌﾞｾﾝﾀｰ　MP廃油配管地上化工事 神奈川
出光エンジニアリング（株） 製品ﾀﾝｸ　ﾎﾟﾝﾌﾟ液封対策工事 神奈川
出光エンジニアリング（株） V81,82ﾀﾝｸ　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ補修工事 神奈川
出光エンジニアリング（株） 外面腐食対策工事 神奈川
出光エンジニアリング（株） O/B配管切替工事 神奈川
ｴｱ･ｳｫｰﾀｰ・ﾊｲﾄﾞﾛ㈱ 水素精製装置設置工事 千葉
ｴｱ･ｳｫｰﾀｰ・ﾊｲﾄﾞﾛ㈱ 水素PSAｻﾝﾌﾟﾙ回収設備工事 千葉
ｴｱ･ｳｫｰﾀｰ・ﾊｲﾄﾞﾛ㈱ 排水圧送配管盛替工事 千葉
ｴｱ･ｳｫｰﾀｰ・ﾊｲﾄﾞﾛ㈱ 追浜ｶﾞｽｾﾝﾀｰ内　酸素配管更新工事 神奈川
NBSエンジニアリング（株） PSA自動弁脱着工事 茨城
（株）荏原製作所 加圧ﾀﾝｸ製作 神奈川
（株）荏原製作所 ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ製作 神奈川
荏原環境プラント（株） 三井化学㈱鹿島　平成27年定修工事 茨城
荏原実業（株） 東京都漁業栽培ｾﾝﾀｰ　ろ過器手摺ﾗﾀﾞｰ更新工事 東京
王子コーンスターチ（株） 王子ｺｰﾝｽﾀｰﾁ㈱ 配管改造工事 千葉
ｷｬﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ HE3101　ﾁｭｰﾌﾞ閉止工事 千葉
㈱三興 緊急送出設備LPGﾎﾟﾝﾌﾟ新設工事 千葉
山九（株） CP空送ﾌﾞﾛﾜｰ点検工事 千葉
山九（株） CUT P-918A/B更新工事 千葉
JFEメカニカル（株） 2014年8月～2015年7月度ｽﾁ-ﾙ保全工事 千葉
JFEメカニカル（株） 2014年9月～2015年7月度化成保全工事 千葉
JFEメカニカル（株） 27期　ｴﾈﾙｷﾞｰ関連工事 千葉
JFEメカニカル（株） 27期　化成仕上げ工事 千葉
JFEメカニカル（株） 2014年 上期・下期　4焼結保全工事 千葉
JFEメカニカル（株） 2014年　除害・廃空気定修工事 千葉
JFEメカニカル（株） 2014年11月　4SM休転工事 千葉
JFEメカニカル（株） 2015年3月度　硫酸定修工事 千葉
JFEメカニカル（株） 2015年4月度　6高炉休風工事 千葉
JFEメカニカル（株） 2015年7月度　6高炉休風工事 千葉
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JFEメカニカル（株） 2015年10月度　6高炉休風工事 千葉
JFEメカニカル（株） 2015年4月度　6BF臨時休風 千葉
JFEメカニカル（株） 28期　化成仕上げ工事 千葉
JFEメカニカル（株） 28期　ｴﾈﾙｷﾞｰ関連工事 千葉
JFEメカニカル（株） 2015年　2ﾀｰﾙ定修工事 千葉
JFEメカニカル（株） 2015年　ｹﾐｶﾙ小口工事 千葉
JFEメカニカル（株） 2016年1月度　6BF休風工事 千葉
JFEメカニカル（株） PAA/BZ　定修工事 千葉
JFEメカニカル（株） RSW鉄皮三重化工事 千葉
JFEメカニカル（株） 廃熱回収蒸気配管工事 千葉
JFEメカニカル（株） 予熱器改修工事 千葉
JFEメカニカル（株） 2015年6月度　京浜休風工事 神奈川
JFEメカニカル（株） 2015年8月度　京浜休風工事 神奈川
JFEメカニカル（株） 2015年12月度　京浜休風工事 神奈川
JXｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 丸紅エネックス㈱千葉 T-304,201油種変更工事 千葉
JXｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 丸紅エネックス㈱千葉　ｶﾞｿﾘﾝ機器据付工事 千葉
JX日鉱日石エネルギー(株) 6番線ﾋﾟｸﾞ押し設備工事 千葉
JX日鉱日石エネルギー(株) 調合室№1,2DNﾀﾞｸﾄ補修2期工事 千葉
JSRエンジニアリング（株） JSR㈱　 2015年BR定修工事 千葉
清水建設（株） 東京支店銀座5･6DHC HHEX-3配管修理工事 東京
（株）シミズ･ビルライフケア 2015年度　冷却水配管ｽﾄﾚｰﾅｰ清掃工事 東京
ジョンソンコントロールズ（株） ﾎﾝﾀﾞ青山ﾋﾞﾙ計装制御改修工事・流量計取付作業 東京
新日本空調（株） ﾗ･ｺﾘｰﾅ近江八幡｢草屋根｣新築工事 滋賀
新日本空調（株） 塩野義製薬㈱ 撤去工事 滋賀
新日本空調（株） 岩崎ECｻﾌﾞﾌﾟﾗﾝﾄ3熱源設備工事 大阪
新菱冷熱工業（株） 冷却水分岐弁交換工事 千葉
新菱冷熱工業（株） 上水供給量増強工事 千葉
新菱冷熱工業（株） 冷温水配管補修工事 千葉
新菱冷熱工業（株） 還水配管補修工事 千葉
新菱冷熱工業（株） ｴｱｰ抜き配管取付工事 千葉
新菱冷熱工業（株） 環水ﾀﾝｸﾉｽﾞﾙ補修工事 千葉
新菱冷熱工業（株） SUS配管製作 千葉
新菱冷熱工業（株） 埋設配管工事 千葉
住友化学（株） CFR　BL外機械工事 千葉
住友化学（株） 袖ヶ浦Ⅱ地区 ﾎﾞｲﾗｰ燃料多様化対策 千葉
住友化学（株） 1/2CGN　WF部分更新工事 千葉
住友化学（株） 1～3CLP　15年SDM機械工事 千葉
住友化学（株） 4CLP　15年SDM機械工事 千葉
住友化学（株） CU海水地区TK-04B排水設備工事 千葉
住友化学（株） COXｴﾎﾟｷｼｽﾌﾟﾘｯﾀｰ改造工事 千葉
住友化学（株） 2CBLｿｰﾀﾞ溶液の有効活用工事 千葉
住友化学（株） 2CBL配管断熱下腐食検査 千葉
住友化学（株） 2CBL小規模機械工事 千葉
住友化学（株） CDC配管断熱下腐食検査 千葉
住友化学（株） CT　TK-303A開放検査 千葉
住友化学（株） TK-710新設配管ﾋﾟｸﾞﾌﾞﾛｰ洗浄 千葉
住友化学（株） 2015年2CBL　SDM缶管補修工事 千葉
住友化学（株） 2015年SDM　DCS更新工事 千葉
住友化学（株） 2015年SDM 1CBL缶管補修工事 千葉
住友化学（株） 2015年SDM 1CBL D-105除害工事 千葉
住友化学（株） 2015年SDM 1CGN缶管補修工事 千葉
住友化学（株） 2015年SDM 1CGN海水埋設管除害工事 千葉
住友化学（株） 2015年SDM 2CGN缶管補修工事 千葉
住友化学（株） 2015年SDM構外受込配管絶縁G交換工事 千葉
住友化学（株） 2015年SDM 1CUT TK-53点検 千葉
住友化学（株） 2015年SDM 1CUT TK-80点検 千葉
住友化学（株） 2015年SDM 1CUT缶管補修工事 千葉
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住友化学（株） 2015年SDM 1CUT TK-2B内清掃 千葉
住友化学（株） 2015年SDM TK-2A内部清掃 千葉
住友化学（株） 2015年SDM 2CUT缶管補修工事 千葉
住友化学（株） 2CUT海水洗浄水ﾗｲﾝ洩れ補修工事 千葉
住友化学（株） CT TK-303A改造工事 千葉
住友化学（株） WP22配管薬洗工事 千葉
住友化学（株） CTﾗｯｸ&ｽﾘｰﾊﾟｰ配管外面腐食検査 千葉
住友化学（株） CKL 5号ﾍﾞﾝﾁｴﾁﾚﾝ2量化設置工事 千葉
（株）第一テクノ 東部ｶﾞｽ㈱秋田LNG受入基地　非常用発電設備設置工事 秋田
（株）第一テクノ 東京ｶﾞｽ㈱袖ヶ浦　緊急発電設備配管工事 千葉
大陽日酸（株） 五井工場　6号定修工事 千葉
大陽日酸（株） ﾍﾘｳﾑｺﾝﾃﾅ触体工事 千葉
大陽日酸（株） 3号装置スラグ抜き充填工事 千葉
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㈱　1号内部配管工事 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） ｻｲﾚﾝｻｰ架台製作 千葉
大陽日酸（株） ㈱JFEｻﾝｿｾﾝﾀｰ　1AS内部補修工事 千葉
大陽日酸（株） ㈱JFEｻﾝｿｾﾝﾀｰ  ｱﾙｺﾞﾝ液化装置点検 千葉
大陽日酸（株） ㈱JFEｻﾝｿｾﾝﾀｰ  ｱﾙｺﾞﾝ精製器補修工事 千葉
大陽日酸（株） ㈱千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ五井　O-18定期点検 千葉
大陽日酸（株） ㈱千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ五井  №2LNP整備 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袖ヶ浦 0-18定期点検 千葉
大陽日酸（株） 外槽分離器ｽﾃｰｼﾞ補修工事 千葉
大陽日酸（株） AB4479外部機器歩廊製作 千葉
大陽日酸（株） №1液化酸素ﾎﾟﾝﾌﾟ整備工事 千葉
大陽日酸（株） №4液化窒素ﾎﾟﾝﾌﾟ整備工事 千葉
大陽日酸（株） 4-1ET緊急整備工事 千葉
大陽日酸（株） 4-2ET緊急整備 千葉
大陽日酸（株） 1号装置用返送水ﾎﾟﾝﾌﾟ整備工事 千葉
大陽日酸（株） 1号装置内部補修工事 千葉
大陽日酸（株） 7号定修工事 千葉
大陽日酸（株） ｱﾙｺﾞﾝ精製器整備工事 千葉
大陽日酸（株） 大陽日酸㈱山梨　研究所撤去工事 山梨
大陽日酸（株） 新相模酸素㈱小山　H27定修工事 栃木
大陽日酸（株） 新相模酸素㈱小山　WET緊急点検 栃木
大陽日酸（株） 新相模酸素㈱小山　H27年定修 栃木
大陽日酸（株） 新相模酸素㈱小山　自動弁脱着 栃木
大陽日酸（株） 東邦ﾃﾅｯｸｽ㈱　3号定修工事 静岡
大陽日酸（株） JAXA相模原 ﾎﾟﾝﾌﾟ取外取付工事 静岡
大陽日酸（株） JAXAつくば LN2ﾎﾟﾝﾌﾟ点検 茨城
大陽日酸（株） 昭和電工㈱ GNﾌﾟﾗﾝﾄ内部配管補修工事 神奈川
高砂熱学工業（株） 東京本店 新鉄鋼ﾋﾞﾙ CT廻り配管製作 東京
高砂熱学工業（株） 東京本店 新鉄鋼ﾋﾞﾙ 屋上配管工事 東京
高砂熱学工業（株） 東京本店 大手町第3地区 DHC屋上配管工事 東京
高砂熱学工業（株） 東京本店 大手町 DHC受入溶接工事 東京

高砂熱学工業（株） 東京本店 大手町1-1A棟　堅管及び2F配管工事 東京
高砂熱学工業（株） 東京本店 大手町1-1A棟B1F～2F配管 東京
高砂熱学工業（株） 東京本店 導道内架台用ﾌﾟﾚｰﾄ製作取付工事 東京
高砂熱学工業（株） 東京本店 昭和電工㈱ 配管補修工事 千葉
高砂熱学工業（株） 東京本店 ㈱ﾚﾅｳﾝ習志野 補修工事 千葉
高砂熱学工業（株） 環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 新宿南口吸収冷凍機(R-AR-1)撤去配管工事 東京
高砂熱学工業（株） 環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 新川DHC配管工事 東京
（株）千葉サンソセンター 3号装置KV-9012補修工事 千葉
（株）千葉サンソセンター 3号装置MS切替弁脱着工事 千葉
（株）千葉サンソセンター 4号Ar歩廊撤去･4号放液管撤去工事 千葉
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（株）千葉サンソセンター 5号粗Ar熱配管補修工事 千葉
（株）千葉サンソセンター 5号安全弁脱着工事 千葉
（株）千葉サンソセンター 5号ﾀｰﾋﾞﾝｱﾌﾀｰｸｰﾗ給水配管補修 千葉
（株）千葉サンソセンター 5号加熱配管補修工事 千葉
（株）千葉サンソセンター 5AS車面配管塗装工事 千葉
（株）千葉サンソセンター 5AS高層階段歩廊補修工事 千葉
（株）千葉サンソセンター 6ET水配管補修他工事 千葉
（株）千葉サンソセンター 6号ET.ASP配管歩廊補修工事 千葉
（株）千葉サンソセンター 7号Ar自動弁点検 千葉
（株）千葉サンソセンター 7号安全弁取外取付他工事 千葉
（株）千葉サンソセンター 7号装置板金補修他工事 千葉
（株）千葉サンソセンター 消火配管補修工事 千葉
（株）千葉サンソセンター No3 LOP漏れ補修 千葉
（株）千葉サンソセンター No3 LOC,No.1NC,No.4NC定期点検工事 千葉
（株）千葉サンソセンター No5 LNP漏れ補修工事 千葉
（株）千葉サンソセンター H27年度点検 千葉
（株）千葉サンソセンター MSﾋｰﾀｰ更新工事 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 千葉
（株）千葉サンソセンター 気化圧送設備定期点検 千葉
（株）千葉サンソセンター 水洗冷却塔内部塗装工事 千葉
（株）千葉サンソセンター 温水機排水処理工事 千葉
（株）千葉サンソセンター 0-18安全弁他補修工事 千葉
（株）千葉サンソセンター 30C油戻し/7AB油漏れ補修工事 千葉
（株）千葉サンソセンター 800tCT清掃,吐出配管補修工事 千葉
千代田工商（株） ４ｻﾃ南側ｴﾌﾟﾛﾝ整備工事 千葉
月島機械（株） 大崎ｸﾙｰｼﾞｪﾝ㈱　配管工事 広島
月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） 相馬向け配管内作工事 福島
月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） CWT BF-450補修工事 千葉
月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） 日宝化学R-1D点検工事 千葉
月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） ADEKA　耐火物更新工事 千葉
月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） 流山 ﾗｲﾆﾝｸﾞ補修工事 千葉
月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） 日宝化学AP-W点検工事 千葉
月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） ﾆﾁﾉｰ廃液焼却炉更新(撤去) 茨城
月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） ﾆﾁﾉｰ廃液焼却炉更新(設置) 茨城
月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） 焼却炉部分更新工事 茨城
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
東京都市サービス（株） ﾌﾞﾗｲﾝﾀﾝｸ背籠修理他工事 東京
東京都市サービス（株） 晴海DHC ろ過装置廻り冷水配管修理工事 東京
東京都市サービス（株） 晴海DHC 冷水配管保温修理工事 東京
東京都市サービス（株） ろ過配管修理工事 東京
東京都市サービス（株） 幕張DHC WS-04吸込み配管修理工事 千葉
（株）虎ノ門エネルギーサービス 蒸気ﾍｯﾀﾞｰ300Aﾊﾞﾙﾌﾞ交換工事 東京
成田空港給油施設（株） ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ応急資機材試験配管製作 千葉
成田空港給油施設（株） 千葉港頭　ﾂｲﾝｼｰﾙ弁更新工事 千葉
成田空港給油施設（株） 千葉港頭　外港桟橋導圧配管等補修工事 千葉
成田空港給油施設（株） 平成27年　TA-113消火配管更新工事 千葉
成田空港給油施設（株） 11,000KL　泡消火主配管修繕工事 千葉
成田空港給油施設（株） 4ｻﾃ南側ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ工事 千葉
成田空港給油施設（株） PU-2402吸込み配管補修工事 千葉
成田空港給油施設（株） 2PTB南側配管ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ配管工事 千葉
成田空港給油施設（株） ﾌｨﾙﾀｰｾﾊﾟﾚｰﾀ液面計設置に伴う配管工事 千葉
日揮プラントイノベーション(株) ｽﾁｰﾑ･ﾄﾞﾚﾝ配管製作 茨城
日揮プラントイノベーション(株) 2016年1月実施PU1検査 神奈川
日揮プラントイノベーション(株) ﾚｼﾞﾝﾌﾟﾗﾝﾄ内仮設足場工事 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閉止板取付取外工事 千葉
日揮プラントイノベーション(株) 東京ｶﾞｽ㈱袖ヶ浦 LNG基地B共有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) 東京ｶﾞｽ㈱袖ヶ浦 Au-BOG配管当板補修工事 千葉

4 / 5 ページ



28期工事実績　配管

顧客名 工事件名 都道府県

日揮プラントイノベーション(株) CA/CJ 2015年SDM工事 千葉
日揮プラントイノベーション(株) 2015年度　製油2課SDM配管工事 千葉
日鉄住金環境(株) ｽﾁｰﾑｺﾝﾃﾞﾝｾｰﾄ配管撤去工事 千葉
日鉄住金環境(株) 形成3号棟配管盛替工事 千葉
日鉄住金環境(株) 埋設配管敷設工事 千葉
日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング(株) 平山水管橋補修工事 千葉
日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング(株) ｺﾝｸﾘｰﾄ巻鋼管製作 千葉
日本電技（株） 27期 ﾒﾝﾃﾅﾝｽ工事 東京
日本電技（株） 28期 各所ﾒﾝﾃﾅﾝｽ工事 東京
日立化成（株） ろ過設備配管工事 千葉
日立化成（株） ｽﾁｰﾑ配管補修工事 千葉
日立化成（株） 一圧開放検査 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） MHACP製品ﾀﾝｸ配管工事 千葉
日立化成（株） WCP-1設備配管工事 千葉
日立化成（株） 装缶場配管工事 千葉
日立化成（株） 異性化塔更新配管工事 千葉
日立化成（株） 小口充填配管工事 千葉
日立化成（株） 第1MHﾌﾟﾗﾝﾄ4F床更新工事 千葉
日立化成（株） ｶﾞｽ抜きﾗｲﾝ増設工事 千葉
富士石油（株） T-6272屋根板更新工事 千葉
富士石油（株） T-6229屋根板更新工事 千葉
富士石油（株） F-1地区ﾀﾝｸ埋設泡消火配管地上化工事 千葉
丸紅エネックス（株） 千葉ﾀｰﾐﾅﾙ　内航桟橋軽油配管更新工事 千葉
丸紅エネックス（株） 千葉ﾀｰﾐﾅﾙ　外航桟橋No1ﾊﾞｰｽ消火設備補修工事 千葉
丸紅エネックス（株） 千葉ﾀｰﾐﾅﾙ　JETA-1ｽﾛｯﾌﾟ配管補修工事 千葉
丸紅エネックス（株） 千葉ﾀｰﾐﾅﾙ　石油ﾛｰﾘｰ積場ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞｱｰﾑ移設工事 千葉
丸紅エネックス（株） 千葉ﾀｰﾐﾅﾙ　TK-B-1,TK-P-2 浮沈計補修工事 千葉
丸紅エネックス（株） 千葉ﾀｰﾐﾅﾙ　LPG低温ﾀﾝｸ液面計更新工事 千葉
丸紅エネックス（株） 千葉ﾀｰﾐﾅﾙ　P-SW-S,6吐出側ﾊﾞﾀ弁増設工事 千葉
丸紅エネックス（株） 千葉ﾀｰﾐﾅﾙ　JET入荷配管補修工事 千葉
三井化学（株） CPHﾊﾞﾙﾌﾞ取外工事 千葉
三井化学（株） H26年ｲﾝﾗｲﾝ計器春季定修工事 千葉
三井化学（株） LCV-101更新工事 千葉
三井化学（株） 夏季SDMｲﾝﾗｲﾝ計器取外取付工事 千葉
三井化学（株） 3PH-HCV503運搬取付工事 千葉
三井化学（株） 秋季SDMｲﾝﾗｲﾝ計器取外取付工事 千葉
三井化学（株） FRT-101取外取付工事 千葉
三井化学（株） 2H-FRT-373取外取付 千葉
三井化学（株） 2015年 4CP SDM工事 千葉
三井化学（株） 2015年 3TF SDM工事 千葉
三井化学（株） FW配管切離し工事 千葉
三井化学（株） 試験1､2号棟API排水ﾗｲﾝ改造工事 千葉
三井化学（株） LS-3508A用ﾉｽﾞﾙｻｲｽﾞ変更工事 千葉
三井化学（株） 研究1･3棟ﾉﾝｵｲﾘｰ油流出対策工事 千葉
ﾒﾀｳｫｰﾀ-㈱ 汐留第2ﾎﾟﾝﾌﾟ所 配管工事 東京
（株）守谷商会 B-EXPELLERﾁｮｰｸ油圧ｼﾘﾝﾀﾞ用連結金具製作 東京
瀝青化学（株） TK-10仕込ﾗｲﾝﾌﾚｷ更新工事 千葉
瀝青化学（株） TK-1.3.4.5船受配管修理工事 千葉
瀝青化学（株） TK-11ﾌﾚｷ更新工事 千葉
瀝青化学（株） P-M6ｽﾄﾚｰﾅｰﾌﾚｰﾑ製作 千葉
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