
29期　工事実績.xls配管

顧客名 工事件名 施工場所
旭化成㈱ 上水配管SUS化工事 千葉
旭化成㈱ ｴｱﾌｫｰﾑﾁｬﾝﾊﾞｰ二重化工事 千葉
旭化成㈱ 化学実験棟ｽﾁｰﾑ配管敷設工事 千葉
旭化成㈱ 2016年度SDM工事 神奈川
出光興産(株) H28年3月度～Ｈ29年2月度補修工事 神奈川
出光興産(株) B-V2023開放検査工事 神奈川
出光興産(株) ﾄﾞﾗﾑ転倒機補修工事(V24･V25･V26･V48) 神奈川
出光興産(株) ﾛｰﾘｰ積場不要配管撤去工事 神奈川
出光興産(株) P1644 O/BﾍｯﾀﾞｰSV吐出先変更工事 神奈川
出光ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） F2ﾄﾞﾚﾝﾗｲﾝ改造工事 神奈川
出光ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） M-P80移設工事 神奈川
出光ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） P80廻り改造及びV72接続工事(P80改造) 神奈川
出光ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） V22ｺﾝｾﾝﾄﾊﾞｯﾁ化工事 神奈川
出光ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） V60船出荷設備増強工事 神奈川
出光ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） V727払出配管-V1.V2接続工事 神奈川
出光ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） V80廻り改造及びV72接続工事(P80～V72ｼﾌﾄ) 神奈川
出光ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） V81,V82効率化改造工事 神奈川
IHIﾌﾟﾗﾝﾄ建設（株） ﾀﾝｸ液面計取替架構製作 千葉
IHIﾌﾟﾗﾝﾄ建設（株） ﾕﾆｯﾄ足場製作 千葉
IHIﾌﾟﾗﾝﾄ建設（株） JCM用仮設機材製作 千葉
IHIﾌﾟﾗﾝﾄ建設（株） ﾅｯｸﾙｹｰｼﾝｸﾞ外面製作 千葉
IHIﾌﾟﾗﾝﾄ建設（株） 外槽屋根用Rｶﾝ製作 千葉
IHIﾌﾟﾗﾝﾄ建設（株） 水張配管製作 千葉
IHIﾌﾟﾗﾝﾄ建設（株） ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管取合短管製作 千葉
IHIﾌﾟﾗﾝﾄ建設（株） 水張配管ﾌｨﾃｨﾝｸﾞ製作 千葉
荏原実業（株） 茨城県漁業栽培ｾﾝﾀｰ　取水口更新工事 茨城
荏原実業（株） 小笠原水産ｾﾝﾀｰ　水処理設備工事 東京
ｴﾑｲｰｼｰﾃｸﾉ（株） 三菱化学㈱鹿島 2016年度用役定修工事 茨城
NBSｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） ㈱ﾃｨｰｴﾑｴｱｰ ﾊﾞﾙﾌﾞ脱着工事 茨城
王子ｺｰﾝｽﾀｰﾁ（株） 缶詰陽圧化工事 千葉
（株）ｷｬﾌﾟﾃｨ 学校ｷｬﾝﾊﾟｽ設備機器調査業務 神奈川
川崎重工業㈱ 3号ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備工事 千葉
ｷｬﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ CB-2 APHﾁｭｰﾌﾞ補修工事 千葉
ｷｬﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ CB-2 HAD EXP-J交換工事 千葉
ｺｽﾓｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） 東京油槽㈱ ﾒﾀﾉｰﾙ設備改造工事 神奈川
ｺｽﾓｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） 東京油槽㈱ 配管撤去工事 神奈川
山九（株） COX BDﾗｲﾝ改造工事 千葉
山九（株） CHC TK-63D底板張替工事 千葉
山九（株） CXO酸化反応BTMﾉｽﾞﾙ出し工事 千葉
山九（株） 2CMA/CMD二重管更新工事 千葉
山九（株） 2CMA/CMD二重管更新工事(高圧ｶﾞｽ) 千葉
山九（株） JXTG根岸　SDM工事 神奈川
新菱冷熱工業（株） 名駅1丁目南地区地域冷暖房Cﾌﾟﾗﾝﾄ設備工事 東京
清水建設（株） 銀座5･6丁目DHC 冷凍機ﾒﾝﾃﾅﾝｽ工事 東京
JFEﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞ㈱ 28期ｴﾈﾙｷﾞｰ関連工事 千葉
JFEﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞ㈱ 28期化成仕上げ工事 千葉
JFEﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞ㈱ 29期ｴﾈﾙｷﾞｰ関連工事 千葉
JFEﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞ㈱ 29期化成仕上げ工事 千葉
JFEﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞ㈱ 29期ｹﾐｶﾙ小口工事 千葉
JFEﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞ㈱ 2015年8月度～2016年5月度化成保全工事 千葉
JFEﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞ㈱ 2015年8月度～2016年4月度ｽﾁｰﾙ関係保全工事 千葉
JFEﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞ㈱ 2015年下期4焼結保全工事 千葉
JFEﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞ㈱ 2015年廃空気除害定修工事 千葉
JFEﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞ㈱ 2016年度 京浜休風工事 神奈川
JFEﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞ㈱ 2016年度6高炉休風工事 千葉
JFEﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞ㈱ 2017年度6高炉休風工事 千葉
JFEﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞ㈱ 硫酸ﾎﾞｲﾗｰ補修工事 千葉
JFEﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞ㈱ 3ﾀｰﾙ改修工事 千葉
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顧客名 工事件名 施工場所
JFEﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞ㈱ 4SMｱﾝﾓﾆｱ定検工事 千葉
JFEﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞ㈱ 4SMﾎﾞｲﾗｰ定検工事 千葉
JFEﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞ㈱ 4SM脱硝大修理工事 千葉
JFEﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞ㈱ 4吸気ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰｸｰﾗｰ補修 千葉
JFEﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞ㈱ 製銑地区 安全対策工事 千葉
JFEﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞ㈱ TK607ﾀﾝｸ改修 千葉
（株）ｼﾐｽﾞ･ﾋﾞﾙﾗｲﾌｹｱ 永田町DHC ﾒﾝﾃﾅﾝｽ工事 東京
JSRｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） ﾀﾞｲｲﾝｻｰﾄ治具製作 千葉
進和ﾃｯｸ(株) 東京ｶﾞｽ㈱新宿DHC 点検歩廊製作 東京
進和ﾃｯｸ(株) ｴﾝｸﾛﾊﾟﾈﾙ改造工事 東京
ＪＮＣ(株) 2016年度SDM 1D設備静置機器一括作業 千葉
ＪＮＣ(株) LIX1塩酸ﾀﾝｸ更新工事 千葉
JNCｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 丸善石油化学㈱　D-SEC熱回収増強工事 千葉
JXｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ALKY装置冷凍ｵﾌｶﾞｽ回収による省ｴﾈ工事 神奈川
住友化学（株） CR D-411 APPI廃油転用化工事 千葉
住友化学（株） 2015年袖Ⅰ･Ⅱ地区　機器CUI検査工事 千葉
住友化学（株） 2016年1CGN SDM缶管工事 千葉
住友化学（株） 2016年1CUT SDM缶管工事 千葉
住友化学（株） 2016年春2CBL缶管工事 千葉
住友化学（株） 2016年春2CUT缶管工事 千葉
住友化学（株） 2016年春2CGN缶管工事 千葉
住友化学（株） 2CGN TK-401転用事前工事 千葉
住友化学（株） CLX R-3301B上部鏡外面腐食検査工事 千葉
住友化学（株） 2CTKｱﾝﾓﾆｱﾀﾝｸ新設に伴うﾉｽﾞﾙ出し工事 千葉
住友化学（株） CMO 1R-401A 3R-401B用配管工事 千葉
住友化学（株） CKL研究5号ﾍﾞﾝﾁ ｴﾁﾚﾝ二重化設備改造工事 千葉
住友化学（株） CBL袖Ⅰﾎﾞｲﾗｰ混合ｶﾞｽﾄﾞﾚﾝ対策工事 千葉
住友化学（株） CTK TK-924B除害工事 千葉
住友化学（株） 2016年度京葉久保田駅　定期整備工事 千葉
高砂熱学工業（株） 出光中研 配管改造工事 千葉
高砂熱学工業（株） 出光中研　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ工事 千葉
高砂熱学工業（株） 千葉銀行おゆみ野　ﾁﾗｰ増設工事 千葉
高砂熱学工業（株） 大手町DHC屋上架台製作及び取付工事 東京
高砂熱学工業（株） ｷｬﾉﾝ幕張空調機更新工事 千葉
高砂熱学工業（株） ｷｬﾉﾝ幕張7.8.21F空調機更新工事 千葉
高砂熱学工業（株） ｷｬﾉﾝ幕張12,13F空調機更新工事 千葉
高砂熱学工業（株） 銀座5･6丁目DHC導管移設工事 東京
高砂熱学工業（株） 新宿南口DHC H28年度更新工事 東京
（株）第一ﾃｸﾉ 東京ｶﾞｽ㈱　区分弁配管更新工事 東京
大陽日酸（株） JFEｻﾝｿｾﾝﾀｰ2AS補修工事 千葉
大陽日酸（株） 6号定修工事 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） 東京酸素窒素㈱1号定修 千葉
大陽日酸（株） 東京酸素窒素㈱2号定修 千葉
大陽日酸（株） 東京酸素窒素㈱1LOP取外取付工事 千葉
大陽日酸（株） 冷却塔ﾕﾆｯﾄ製作工事 千葉
大陽日酸（株） 2016年度新相模酸素㈱　定修工事 栃木
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
大陽日酸（株） ㈱千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ五井　Ｏ-18床補修工事 千葉
大陽日酸（株） ㈱千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ五井　Ｏ-18 №1LNP分解整備工事 千葉
大陽日酸（株） ㈱千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ五井　Ｏ-18床塗装工事 千葉
大陽日酸（株） ㈱千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ五井　2017年度 Ｏ-18定修工事 千葉
大陽日酸（株） ㈱千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ五井 温調弁取替 千葉
大陽日酸（株） ㈱千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ五井　No3LNP整備工事 千葉
大陽日酸（株） ㈱千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ袖ヶ浦　3LOP,2LOP整備工事 千葉
大陽日酸（株） 4AS 1ET整備工事 千葉
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大陽日酸（株） 5号装置内部漏洩ﾊﾟｰﾗｲﾄ抜き出し工事 千葉
大陽日酸（株） 大陽日酸小山工場　№4LNﾁｬｰｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟ分解点検工事 栃木
㈱ﾀｶｾﾂｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 後楽ﾎﾟﾝﾌﾟ所配管改修工事 東京
㈱ﾀｶｾﾂｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 幕張DHC下水配管分岐工事 千葉
（株）千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ 液酸ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ設備蒸発器ﾌｧﾝ点検工事 千葉
（株）千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ 4号ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰﾈｯﾄ養生補修工事 千葉
（株）千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ 5号MS吸着器廻り塗装補修工事 千葉
（株）千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ 5号分離機上部渡り歩廊補修工事 千葉
（株）千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ 5号放液溜め配管補修工事 千葉
（株）千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ 5号東面歩廊補修工事 千葉
（株）千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ 5号消音塔補修工事 千葉
（株）千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ 5号№2ﾀｰﾋﾞﾝｽﾗｸﾞ抜き充填 千葉
（株）千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ 5号装置定期点検工事 千葉
（株）千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ 6号MSﾋｰﾀｰ出口配管ﾗﾝｷﾝｸﾞ他補修工事 千葉
（株）千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ 6号水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ№1分解整備工事 千葉
（株）千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ 6号CT №2冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検 千葉
（株）千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ 防火貯水槽補給水配管補修工事 千葉
（株）千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ 2016年度液酸ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ設備定修工事 千葉
（株）千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ 2016年度気化圧送設備定修工事 千葉
（株）千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ 7号安全弁整備他工事 千葉
（株）千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ №2蒸発器仕切工事 千葉
（株）千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ 温水機室給気ﾌｧﾝ補修工事 千葉
（株）千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ 蒸発器ﾌｧﾝﾍﾞﾙﾄ取替他工事 千葉
（株）千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ Ｏ-18安全弁脱着工事 千葉
（株）千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ Ｏ-18 7AS ｼﾘﾝﾀﾞｰ弁大気側配管補修工事 千葉
（株）千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ Ｏ-18 7AS 放液溜めM/H取付工事 千葉
千代田工商（株） ｱﾛﾏ回収装置建設工事 ｵﾝｻｲﾄ配管工事 千葉
千代田工商（株） F-V3ﾌﾟﾚﾅﾑ更新工事 千葉
千代田工商（株） 2016年度丸善石油化学㈱　定修工事 千葉
千代田工商（株） LCCT北側ｴﾌﾟﾛﾝ整備工事 千葉
千代田工商（株） JXｴﾈﾙｷﾞｰ㈱根岸製油所 3PLAT装置配管工事 神奈川
月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） 大崎ｸｰﾙｼﾞｪﾝ仮設蒸気配管工事 広島
月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） 2016年度日宝化学㈱　点検整備工事 千葉
月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） 日宝化学㈱　AP-W開放点検工事 千葉
月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） 日宝化学㈱　AP-W温度計取付工事 千葉
月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） 関西触媒化学㈱ 点検整備工事 岐阜
月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） 関西触媒化学㈱ 反応器整備 岐阜
月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） 関西触媒化学㈱ 12月度点検 岐阜
月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） 2017年度ｴｺｼｽﾃﾑ千葉㈱ 2号炉廃熱ﾎﾞｲﾗ点検整備工事 千葉
月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） 2月度反応器整備工事 千葉
月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） ㈱ﾆﾁﾉｰｻｰﾋﾞｽ　 ﾃﾞﾐｽﾀｰ入替工事 茨城
月島機械（株） 手賀沼終末処理場水処理脱臭設備設置工事 千葉
（株)ﾃｸﾉ菱和 ﾊﾟﾆｰﾃﾞﾘｶ埋設配管補修工事 千葉
東京都市ｻｰﾋﾞｽ（株） 晴海DHC　ろ過器冷水還り配管修理工事 東京
東京都市ｻｰﾋﾞｽ（株） 晴海DHC CT-1ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ配管修理 東京
東京都市ｻｰﾋﾞｽ（株） MTGｵｰﾄｽﾄﾚｰﾅ-ｴｱ抜き配管他補修工事 千葉
東京都市ｻｰﾋﾞｽ（株） 冷却塔廻り配管修理工事 東京
（株）東京ｴﾈｼｽ 配管ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ製作 千葉
東芝ﾌﾟﾗﾝﾄｼｽﾃﾑ(株) ユニット製作 千葉
東京ｶﾞｽ(株) 構内図面作成 千葉
東京ｶﾞｽｴﾝｼﾞｱﾘﾝｸﾞｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 日産自動車本牧　配管改造工事 神奈川
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） 航空機給油施設定期整備配管作業 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） 第1FSC手動弁更新工事 千葉
成田空港給油施設（株） 電動弁更新工事 千葉
成田空港給油施設（株） TA-123ﾀﾝｸ元弁整備工事 千葉
成田空港給油施設（株） 圧力調整弁整備工事 千葉
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顧客名 工事件名 施工場所
成田空港給油施設（株） 2PTB南側給油配管ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ工事 千葉
成田空港給油施設（株） 流量計FIQ-112移設工事 千葉
成田空港給油施設（株） ﾌﾚｯｸｽﾌﾛｰ弁点検整備工事 千葉
成田空港給油施設（株） 千葉港頭3号桟橋ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟ交換工事 千葉
成田空港給油施設（株） ｴｱｾﾊﾟﾚｰﾀｰ液面計設置工事 千葉
成田空港給油施設（株） 千葉港頭　冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備工事 千葉
㈱ﾅコード 散水ﾎﾟﾝﾌﾟ新設工事 千葉
日本電技（株） 都内各所DHCﾒﾝﾃﾅﾝｽ工事 東京
日本電技（株） 深川ｷﾞｬｻﾞﾘｱ流量計工事 東京
日本板硝子(株) ﾓﾚﾀﾅ冷却塔ｻﾎﾟｰﾄ更新工事 千葉
日揮ﾌﾟﾗﾝﾄｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ(株) 2016年度丸善石油化学㈱ 定期整備工事 神奈川
日鉄住金環境(株) 用役1号棟ﾎﾞｲﾗ燃料配管工事 千葉
日鉄住金環境(株) 用役2号棟消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ更新 千葉
日鉄住金環境(株) 用役2号消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去工事 千葉
日鉄住金環境(株) 4号館空調設備配管更新工事 千葉
日鉄住金環境(株) 沈殿槽攪拌機外筒部更新工事 千葉
日鉄住金環境(株) 用役ｴﾘｱ配管撤去工事 千葉
日鉄住金環境(株) 用役ｴﾘｱ補修工事 千葉
日鉄住金環境(株) ｽﾁｰﾑｱｷｭｰﾑﾚｰﾀｰ撤去工事 千葉
日鉄住金環境(株) 押出機水槽配管改造工事 千葉
日本建設機械商事㈱ 汚泥中間処理設備設計 福島
日立化成（株） CPD配管工事 千葉
日立化成（株） 6月度　一圧開放検査工事 千葉
日立化成（株） 冷却水配管工事 千葉
日立化成（株） 配管付帯設備撤去工事 千葉
日立化成（株） 安全弁交換工事 千葉
日立化成（株） 自動測定装置採取配管工事 千葉
日立化成（株） Sﾌﾟﾗﾝﾄﾁﾗｰﾕﾆｯﾄ付帯工事 千葉
日立化成（株） FTM-1開放洗浄工事 千葉
日立化成（株） ADM-4配管工事 千葉
日立化成（株） MTP-2装缶場配管工事 千葉
日立化成（株） NPH4ﾀﾝｸ化配管工事 千葉
日立化成（株） ACS回収配管工事 千葉
日立化成（株） ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ配管改造工事 千葉
日立化成（株） 三角ﾎｯﾊﾟｰ配管撤去工事 千葉
日立化成（株） FRM-1開放洗浄工事 千葉
日立化成（株） FRM-2配管工事 千葉
日立化成（株） CHN配管工事 千葉
丸紅ｴﾈｯｸｽ（株） (LPG)ﾋｰﾀｰ用海水ﾎﾟﾝﾌﾟ･ﾓｰﾀｰ更新工事 千葉
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ JDI茂原　薬液供給･回収設備工事 千葉
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ JDI茂原　1FU廃液中継ﾕﾆｯﾄ移設工事 千葉
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ JDI茂原　PE増設工事 千葉
三井化学（株） 春季SDｲﾝﾗｲﾝ計器取外取付工事 千葉
三井化学（株） PCV-204手摺改造工事 千葉
三井化学（株） 三井ﾃﾞｭﾎﾟﾝ　夏季SDｲﾝﾗｲﾝ工事 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） 秋季ｲﾝﾗｲﾝ計器取外取付工事 千葉
三井化学（株） HXｲﾝﾗｲﾝ計器取外取付工事 千葉
三井化学（株） 3EPT,HXｲﾝﾗｲﾝ計器取外取付工事 千葉
ﾐｳﾗ化学装置㈱ 富士石油㈱　ASP-BTG建設工事　配管補修工事 千葉
ﾒﾀｳｫｰﾀｰ㈱ 薬注設備改良工事 東京
瀝青化学（株） 吊荷下保護策の制作､ﾗｯｸ補修工事 千葉
瀝青化学（株） ﾀﾝｸ廻り各所段階ｽﾃｯﾌﾟ更新工事 千葉
瀝青化学（株） 排水配管及び油水分離槽補修工事 千葉
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