
30期　工事実績(配管)

顧客名 工事件名 施工場所
アズビル㈱ HCV-825操作器取替 千葉県
アズビル㈱ MTGDHC流量計交換 千葉県
アズビル㈱ PCV-813Aﾍｯﾄﾞ取外取付 千葉県
旭化成㈱ 2017年AP工場定修工事 神奈川県
旭化成㈱ CP-2,CP-3ﾍﾟﾚｯﾄ異物検査機導入 千葉県
旭化成㈱ ｽｸﾘｭｰﾌｨｰﾀﾞｰﾊﾞｲﾊﾟｽ化作図 神奈川県
旭化成㈱ 浮島 ﾌｨｰﾀﾞｰ製作図 神奈川県
出光興産㈱ 3号倉庫ﾗｯｸ撤去工事 神奈川県
出光興産㈱ AD-V102Bﾉｽﾞﾙ補修 神奈川県
出光興産㈱ AD-V102Cﾉｽﾞﾙ補修 神奈川県
出光興産㈱ B-V2011ﾀﾝｸ開放検査 神奈川県
出光興産㈱ B-V2023ﾀﾝｸ補修工事 神奈川県
出光興産㈱ H29年4月～H30年3月度補修工事 神奈川県
出光興産㈱ PC弁(圧力調整弁)整備 神奈川県
出光興産㈱ V25ﾛｰﾘｰ出荷ﾗｲﾝ30μﾌｨﾙﾀｰ接続工事 神奈川県
出光興産㈱ V912-V5/V6ﾍｯﾀﾞｰ接続工事 神奈川県
出光興産㈱ ﾄﾞﾗﾑﾘﾎﾞﾙﾊﾞｰ関連設備健全化 神奈川県
出光興産㈱ 製品ﾀﾝｸｴﾘｱES弁交換工事 神奈川県
出光エンジニアリング㈱ 不要配管撤去及びV933-V935配管切替 神奈川県
出光エンジニアリング㈱ V225からV721へのｼﾌﾄ配管改造工事 神奈川県
出光エンジニアリング㈱ V80船出荷設備増強工事 神奈川県
出光エンジニアリング㈱ V916,V2014ﾊﾞｲﾊﾟｽ配管敷設工事 神奈川県
出光ルブテクノ㈱ 冷風環境室設置工事 神奈川県
IHIプラント建設㈱ LNG水張配管製作 千葉県
IHIプラント建設㈱ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ閉止板製作 千葉県
IHIプラント建設㈱ 屋根地組用Rｶﾝ製作 千葉県
IHIプラント建設㈱ 鹿島火力 2号機用吊天秤製作 千葉県
荏原実業㈱ ろ過器上部配管交換工事 千葉県

NBSエンジニアリング㈱ PSAﾊﾞﾙﾌﾞ脱着工事 栃木県
エア･ウォーター･ハイドロ㈱ 清原ｶﾞｽｾﾝﾀｰ 水素配管工事 栃木県
エア･ウォーター･ハイドロ㈱ 追浜ｶﾞｽｾﾝﾀｰ 都市ｶﾞｽ配管更新 神奈川県
エコシステム千葉㈱ 2号炉ｺﾝﾍﾞｱ補修 千葉県
王子コーンスターチ㈱ 液化C系ﾌﾗｼｭﾀﾝｸ出口配管改造工事 千葉県
山九㈱ 2CMD配管工事 千葉県
山九㈱ CKLﾌﾟﾗﾝﾄ2号ﾍﾞﾝﾁB-001更新 千葉県
山九㈱ COX 2017年秋SDM配管工事 千葉県
山九㈱ P-25B吐出配管更新 千葉県
山九㈱ 袖Ⅰ 集合煙突A塔補修工事 千葉県
㈱三興 JFEｻﾝｿｾﾝﾀｰ倉敷　配管製作工事 千葉県
新菱冷熱工業㈱ ｱｰｸﾋﾙｽﾞ熱供給ｾﾝﾀｰ 第3ﾌﾟﾗﾝﾄ新築工事 東京都
新菱冷熱工業㈱ 上水ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰ配管工事 千葉県
新菱冷熱工業㈱ 蒸気流量計交換 千葉県
新菱冷熱工業㈱ 清原ｽﾏｰﾄｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ 建設工事 栃木県
清水建設㈱ 永田町二丁目地区 冷凍機更新工事設計業務助勢 東京都
新日本空調㈱ 鴨川ｼｰﾜｰﾙﾄﾞ 配管工事 千葉県
新日本空調㈱ 田町第2ｽﾏｰﾄｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾗﾝﾄ設備工事 東京都
ジョンソンコントロールズ㈱ ﾎﾝﾀﾞ青山ﾋﾞﾙ 熱量計新規追加設置(ｽﾃｯﾌﾟ2)配管･保温工事 東京都
ＪＦＥプラントエンジ㈱ ｽﾁｰﾙ関連保全工事 千葉県
ＪＦＥプラントエンジ㈱ 化成保全工事 千葉県
ＪＦＥプラントエンジ㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ関連工事 千葉県
ＪＦＥプラントエンジ㈱ ｹﾐｶﾙ小口工事 千葉県
ＪＦＥプラントエンジ㈱ 化成仕上げ工事 千葉県
ＪＦＥプラントエンジ㈱ 4SM脱硝定修工事 千葉県
ＪＦＥプラントエンジ㈱ 4SM定期検査対応工事 千葉県
ＪＦＥプラントエンジ㈱ 4焼結ﾎﾞｲﾗｰ補修 千葉県
ＪＦＥプラントエンジ㈱ 4焼結大修理工事2017 千葉県
ＪＦＥプラントエンジ㈱ 4焼結保全工事 千葉県
ＪＦＥプラントエンジ㈱ 6高炉安対工事 千葉県
ＪＦＥプラントエンジ㈱ 6高炉休風工事 千葉県
ＪＦＥプラントエンジ㈱ BZ/PAA定修工事 千葉県
ＪＦＥプラントエンジ㈱ JFEｹﾐｶﾙ精整地区定修 千葉県
ＪＦＥプラントエンジ㈱ PCI中間ﾎｯﾊﾟｰ補修工事 千葉県
ＪＦＥプラントエンジ㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰﾃﾞｯｷ補修工事 千葉県
ＪＦＥプラントエンジ㈱ ﾅﾌﾀﾘﾝ定修工事 千葉県
ＪＦＥプラントエンジ㈱ 化工工場安全対策工事 千葉県
ＪＦＥプラントエンジ㈱ 京浜 休風工事 神奈川県
ＪＦＥプラントエンジ㈱ 製銑地ﾃﾞｯｷ点検工事 千葉県
㈱シミズ･ビルライフケア 永田町DHC H29年度ﾒﾝﾃﾅﾝｽ工事 東京都

JSRエンジニアリング㈱ JSR㈱千葉工場 2017年BR仕上定修工事 千葉県
JSRエンジニアリング㈱ ﾀﾞｲｲﾝｻｰﾄ治具製作 千葉県
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顧客名 工事件名 施工場所
ＪＸＴＧエネルギー㈱ ﾀﾝｸﾔｰﾄﾞ周辺歩廊手摺設置工事 千葉県
進和テック㈱ 富津向け吸気ﾀﾞｸﾄ改造 千葉県
ＪＸエンジニアリング㈱ JXTGｴﾈﾙｷﾞｰ㈱根岸製油所 Alky装置ﾄﾞﾚﾝ化防止対策工事 神奈川県
ＪＸエンジニアリング㈱ JXTGｴﾈﾙｷﾞｰ川崎製造所 配管工事 神奈川県
ＪＸエンジニアリング㈱ JXTGｴﾈﾙｷﾞｰ川崎製造所 D26D-345ﾌﾚｱﾗｲﾝ補修 神奈川県
ＪＸエンジニアリング㈱ 溶剤脱れきﾌﾟﾛｾｽ(SDA)ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾗﾝﾄ建設工事 神奈川県
新興金属㈱ ｴﾌﾋﾟｺ配管製作 千葉県
新興金属㈱ ｸﾘｰﾝｵｰﾌﾞﾝ排気ﾀﾞｸﾄ製作 千葉県
新興金属㈱ 逆洗ﾉｽﾞﾙ支持ﾊﾟｲﾌﾟ製作 千葉県
新興金属㈱ 太陽生命品川ﾋﾞﾙ 配管製作 千葉県
住友化学㈱ 17年春2CBL缶管補修工事 千葉県
住友化学㈱ 17年度1CUT缶管補修工事 千葉県
住友化学㈱ 1CTK MDC出荷対応事前工事 千葉県
住友化学㈱ 2017年2CBL,B22定検除害工事 千葉県
住友化学㈱ 2017年2CBL秋定修缶管補修 千葉県
住友化学㈱ 2017年度1CBL缶管補修工事 千葉県
住友化学㈱ 2017年度1CGN缶管補修工事 千葉県
住友化学㈱ 2CBL B22 3FL 歩廊改造 千葉県
住友化学㈱ 2CGN ADEKA行排水配管更新 千葉県
住友化学㈱ 2CTK外面腐食点検 千葉県
住友化学㈱ CEPE-162ﾉｽﾞﾙ出し 千葉県
住友化学㈱ CPO 2C-268廻り腐食対策工事 千葉県
住友化学㈱ CPR/CPO除鉄器開口工事 千葉県
住友化学㈱ CT Eﾊﾞｰｽ連絡通路手摺更新 千葉県
住友化学㈱ TD/純水用薬液貯槽移設 千葉県
住友化学㈱ 旧CMN D-102C架台更新 千葉県
日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング㈱ 貨物地区ﾊｲﾄﾞﾗﾝﾄ配管改修工事 千葉県
日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング㈱ 三井化学茂原 ｶﾞｽ配管工事 千葉県
日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング㈱ 三井化学茂原 放散塔設備 千葉県
日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング㈱ 酸素導管敷設工事 千葉県
㈱世良商店 富士開拓農業協同組合 脱水原水槽他製作 千葉県
㈱世良商店 富士開拓農業協同組合 脱水原水槽他現地据付工事 静岡県
高砂熱学工業㈱ B3F受水槽室内膨張配管工事 東京都
高砂熱学工業㈱ B3F蓄熱槽内架台製作取付け 東京都
高砂熱学工業㈱ ｴｱｰ抜き集合管製作用取付け 東京都
高砂熱学工業㈱ 永田町DHC 冷凍機更新工事 東京都
高砂熱学工業㈱ 銀座5･6丁目 導管設備工事 東京都
高砂熱学工業㈱ 銀座SIX 配管工事 東京都
高砂熱学工業㈱ 出光中央研究所 補修工事 千葉県
高砂熱学工業㈱ 大手町1丁目屋上配管補修 東京都
高砂熱学工業㈱ 大手町1丁目配管補修工事 東京都
高砂熱学工業㈱ 大手町2-A B3F配管改造 東京都
高砂熱学工業㈱ 大手町2丁目B3F配管工事 東京都
高砂熱学工業㈱ 大手町2丁目蓄熱槽内配管工事 東京都
高砂熱学工業㈱ 大手町ｸﾞﾗﾝｷｭｰﾌﾞ配管補修 東京都
高砂熱学工業㈱ 品川清掃事務所 配管更新 東京都
高砂熱学工業㈱ 用賀DHC 熱源更新工事 東京都
㈱大気社 給排水給湯配管工事 石川県
㈱大気社 村田製作所能美工場 架台工事 石川県
㈱大気社 村田製作所能美工場 配管工事 石川県
㈱第一テクノ 新宿ﾊﾟｰｸﾀﾜｰ 非常用発電機更新工事 東京都
㈱第一テクノ 大久保浄水場 排気ﾀﾞｸﾄ雨仕舞ｶﾊﾞｰ補修 埼玉県
大陽日酸㈱ #02ｺﾝﾃﾅ分解整備 千葉県
大陽日酸㈱ #03ｺﾝﾃﾅ分解整備 千葉県
大陽日酸㈱ #09Heｺﾝﾃﾅ分解整備 千葉県
大陽日酸㈱ #16 Heｺﾝﾃﾅ分解整備 千葉県
大陽日酸㈱ #19ｺﾝﾃﾅ分解 千葉県
大陽日酸㈱ #20Heｺﾝﾃﾅ解体 千葉県
大陽日酸㈱ #21ｺﾝﾃﾅ分解整備 千葉県
大陽日酸㈱ #22ﾍﾘｳﾑｺﾝﾃﾅ分解整備 千葉県
大陽日酸㈱ #23ﾍﾘｳﾑｺﾝﾃﾅ分解整備 千葉県
大陽日酸㈱ #24ｺﾝﾃﾅ解体 千葉県
大陽日酸㈱ #36ｺﾝﾃﾅ分解整備 千葉県
大陽日酸㈱ #37ｺﾝﾃﾅ解体作業 千葉県
大陽日酸㈱ #39ｺﾝﾃﾅ解体 千葉県
大陽日酸㈱ #40ｺﾝﾃﾅ分解整備 千葉県
大陽日酸㈱ 3AS戻止弁脱着 千葉県
大陽日酸㈱ 5号水洗冷却塔当て板補修 千葉県
大陽日酸㈱ 5号装置ﾊﾟｰﾗｲﾄ充填工事 千葉県
大陽日酸㈱ 5号定修工事 千葉県
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顧客名 工事件名 施工場所
大陽日酸㈱ 7号定修工事 千葉県
大陽日酸㈱ H29新相模酸素 定修工事 静岡県
大陽日酸㈱ JFEｻﾝｿｾﾝﾀｰ 4号補修工事 千葉県
大陽日酸㈱ JFEｻﾝｿｾﾝﾀｰ №2LOP整備 千葉県
大陽日酸㈱ JFEｻﾝｿｾﾝﾀｰ №3LOP,№4LNP整備 千葉県
大陽日酸㈱ JFE千葉 ﾀｰﾋﾞﾝ分解整備 千葉県
大陽日酸㈱ №1LOP整備 千葉県
大陽日酸㈱ №1窒素圧縮器断熱解体 千葉県
大陽日酸㈱ №3LNP分解整備 千葉県
大陽日酸㈱ №5LOP点検整備 千葉県
大陽日酸㈱ №7ﾍﾘｳﾑｺﾝﾃﾅ解体 千葉県
大陽日酸㈱ ｱﾙﾐ配管2号機製作 千葉県
大陽日酸㈱ ｱﾙﾐ配管ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ施工 千葉県
大陽日酸㈱ ㈱千葉ｻﾝｿ五井 0-18№1LNP開放点検 千葉県
大陽日酸㈱ ㈱千葉ｻﾝｿ五井 0-18定修工事 千葉県
大陽日酸㈱ ㈱千葉ｻﾝｿ五井 H29定修工事 千葉県
大陽日酸㈱ 新相模酸素 逆止弁点検工事 栃木県
大陽日酸㈱ 千葉ｻﾝｿ袖 O-18定修工事 千葉県
大陽日酸㈱ 長野液酸㈱ ﾘｰｸｶﾞｽ配管改造 長野県
大陽日酸㈱ 東京酸素窒素 2号定修工事 千葉県
大陽日酸㈱ 東京酸素窒素 H29 1号定修 千葉県
大陽日酸㈱ 東邦ﾃﾅｯｸｽ 1号定修 静岡県
大陽日酸㈱ 東邦ﾃﾅｯｸｽ2 号足場仮設 静岡県
大陽日酸㈱ 名古屋ｻﾝｿｾﾝﾀｰ 放液溜製作 愛知県
㈱千葉サンソセンター 1NC吸入管ﾌﾞﾛｰ管補修工事 千葉県
㈱千葉サンソセンター 200t Arタンク断熱補修 千葉県
㈱千葉サンソセンター 2号高純度酸素(O-18)安全弁脱着 千葉県
㈱千葉サンソセンター 30Cｸｰﾗｰｼｰﾙ配管補修工事 千葉県
㈱千葉サンソセンター 4NC吸入弁整備工事 千葉県
㈱千葉サンソセンター 4NC冷却水配管他補修工事 千葉県
㈱千葉サンソセンター 5号ｴﾚｸｼｮﾝ前ｻﾎﾟｰﾄ補修工事 千葉県
㈱千葉サンソセンター 5号定期修理工事 千葉県
㈱千葉サンソセンター 6AC排水配管補修工事 千葉県
㈱千葉サンソセンター 6号ｴｱﾌｨﾙﾀ-塗装工事 千葉県
㈱千葉サンソセンター 7AS建屋ﾀﾗｯﾌﾟ補修工事 千葉県
㈱千葉サンソセンター 7号装置床補修工事 千葉県
㈱千葉サンソセンター 7号定修 千葉県
㈱千葉サンソセンター MS吸着器ｻｲﾚﾝｻｰﾗｷﾞﾝｸﾞ補修 千葉県
㈱千葉サンソセンター №1NC定期点検 千葉県
㈱千葉サンソセンター №3OC定期点検 千葉県
㈱千葉サンソセンター №4NC定期点検 千葉県
㈱千葉サンソセンター №5LNP外槽補修工事 千葉県
㈱千葉サンソセンター ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ圧縮機配管補修 千葉県
㈱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 千葉県
㈱千葉サンソセンター 気化圧送設備定期点検 千葉県
千代田化工建設㈱ 富士石油 脱硫排水処理設備増張工事 千葉県
千代田化工建設㈱ 富士石油 脱硫排水配管改造 千葉県
千代田工商㈱ 富士石油 №2X/Y C-43-403塔頂排熱回収工事障害配管改造 千葉県
千代田工商㈱ 富士石油 №2X/Y C-43-403塔頂排熱回収 千葉県
千代田工商㈱ 富士石油 №3ﾌﾚｱｰｽﾀｯｸ 千葉県
千代田工商㈱ 富士石油 ﾘｱｸﾀｰ更新工事 千葉県
月島環境エンジニアリンクﾞ㈱ 2017年5月度反応器整備 岐阜県
月島環境エンジニアリンクﾞ㈱ AP-W点検整備 千葉県
月島環境エンジニアリンクﾞ㈱ CWT ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞｱ補修 千葉県
月島環境エンジニアリンクﾞ㈱ F0502ｽﾄｰｶｰ炉補修 千葉県
月島環境エンジニアリンクﾞ㈱ FRPﾉｽﾞﾙ取付け壁面補修 千葉県
月島環境エンジニアリンクﾞ㈱ R-ID設備点検 千葉県
月島環境エンジニアリンクﾞ㈱ ｱｲｻﾞｯｸ 2018年1月SDM工事 富山県
月島環境エンジニアリンクﾞ㈱ ｴｺｼｽﾃﾑ千葉 2号炉廃熱ﾎﾞｲﾗｰ耐火物工事ｹｰｽ 千葉県
月島環境エンジニアリンクﾞ㈱ ｴｺｼｽﾃﾑ千葉 夏期工事 千葉県
月島環境エンジニアリンクﾞ㈱ ｴｺｼｽﾃﾑ千葉 ｷﾙﾝﾛｰﾗｰ調整工場 千葉県
月島環境エンジニアリンクﾞ㈱ ｴｺｼｽﾃﾑ千葉 千葉ﾎﾞｲﾗｰｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 千葉県
月島環境エンジニアリンクﾞ㈱ 関西触媒 2017年10月度反応槽整備 千葉県
㈱テクノ菱和 ﾊﾟﾆｰﾃﾞﾘｶ  埋設配管補修 千葉県
テックプロジェクトサービス㈱ 足立清掃工場 高温水配管漏洩対応 東京都
東京都市サービス㈱ ﾎﾃﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽ幕張 高層給湯配管修理 千葉県
東京都市サービス㈱ 各所DHC諸工事 東京都
東京都市サービス㈱ 晴海DHC CT-1ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰﾊﾞｲﾊﾟｽ配管修理 東京都
㈱東京エネシス ﾘﾝﾃｯｸ GEｺｰｼﾞｪﾈ建設工事 埼玉県
㈱東京エネシス ﾘﾝﾃｯｸ ｱｲｿﾒ図ｻﾎﾟｰﾄ図作成 埼玉県
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30期　工事実績(配管)

顧客名 工事件名 施工場所
㈱東京エネシス 昭和産業鹿島工場 ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備設置工事 茨城県
㈱東京エネシス 森ﾋﾞﾙ 六本木配管製作 東京都
東芝プラントシステム㈱ 100KW水素商品機製作 千葉県
東京ガス㈱ ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊﾟｲﾙ Airfitにおけるｴｱ配管設計 千葉県
東京ガス㈱ 各所構内図面作成 千葉県
東京ガスエンジアリングソリューション洲ﾞ㈱ 根岸LNG基地 TL-1,2ﾀﾝｸ廻り架構･配管耐震対策工事 神奈川県
東洋ケミカルエンジニアリング㈱ GA-8108廻り配管工事 千葉県
成田空港給油施設㈱ A系ﾚｼｰﾊﾞｰﾊﾞｲﾊﾟｽ弁修理作業配管作業 千葉県
成田空港給油施設㈱ LCCT北側ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ 千葉県
成田空港給油施設㈱ 貨物HYD改修 千葉県
成田空港給油施設㈱ 空港電動弁整備(H28)配管工事(ｴﾌﾟﾛﾝ) 千葉県
㈱ナコード 散水ﾉｽﾞﾙ更新 千葉県
日本電技㈱ ｷﾞｬｻﾞﾘｱ深川 N棟及びS棟空調機内部自動制御弁鋼管工事 東京都
日本電技㈱ 平成29年度DHC各所ﾒﾝﾃﾅﾝｽ作業 東京都
日本板硝子㈱ 脱硫廃水処理沈降槽補修 千葉県
日本板硝子㈱ 芒硝主給水ﾎﾟﾝﾌﾟ配管補修 千葉県
日揮プラントイノベーション㈱ No2FCC能力増強工事 千葉県
日揮プラントイノベーション㈱ T-3401ｻﾙﾌｧｰﾋﾟｯﾄ補修(仮) 千葉県
日揮プラントイノベーション㈱ ﾀﾜｰ当て板工事 千葉県
日揮プラントイノベーション㈱ 東京ｶﾞｽ袖ヶ浦 薬注入配管更新 千葉県
日揮プラントイノベーション㈱ 富士石油 2017年№2FCC定修 千葉県
日鉄住金環境㈱ 5号館撹拌ﾎﾟｯﾄ補修 千葉県
日鉄住金環境㈱ 6号館ｽﾁｰﾑﾊﾞﾙﾌﾞ交換工事 千葉県
日鉄住金環境㈱ 6号館空調設備配管撤去工事 千葉県
日鉄住金環境㈱ 7号館押出し機廻り配管補修 千葉県
日鉄住金環境㈱ ANAC1号館階段･床製作 千葉県
日鉄住金環境㈱ ANAC1号館恒温恒湿化工事 千葉県
日鉄住金環境㈱ HE熱交廻り配管改造工事 千葉県
日鉄住金環境㈱ P-02A冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事 千葉県
日鉄住金環境㈱ ｺﾝﾄﾛｰﾙ弁取替工事 千葉県
日鉄住金環境㈱ 押出機ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｶﾊﾞｰ開放 千葉県
日鉄住金環境㈱ 押出機入替えに伴う架台工事 千葉県
日鉄住金環境㈱ 温水ﾀﾝｸ製作 千葉県
日鉄住金環境㈱ 化学4号棟高圧配管更新工事 千葉県
日鉄住金環境㈱ 化学4号棟冷却塔廻り配管更新 千葉県
日鉄住金環境㈱ 化学4号棟冷却塔設備撤去 千葉県
日鉄住金環境㈱ 化学6号棟反応釜撤去 千葉県
日鉄住金環境㈱ 撹拌機架台更新工事 千葉県
日鉄住金環境㈱ 高圧3号棟行き蒸気配管補修 千葉県
日鉄住金環境㈱ 成形4号棟ｼｭｰﾄ製作 千葉県
日鉄住金環境㈱ 成形4号棟押出機架台製作 千葉県
日鉄住金環境㈱ 成形5号棟空気配管改造 千葉県
日鉄住金環境㈱ 成形5号棟手摺安全対策工事 千葉県
日鉄住金環境㈱ 物理1号棟冷却塔廻り配管更新 千葉県
日鉄住金環境㈱ 物理1号棟冷却塔設備撤去 千葉県
日鉄住金環境㈱ 用役1号棟蒸気配管補修 千葉県
日鉄住金環境㈱ 用役1号棟冷温水配管補修 千葉県
日鉄住金環境㈱ 用役2号棟ﾎﾟﾝﾌﾟ補修 千葉県
日本産商㈱ 森永乳業利根工場 4Fﾓｼﾞｭｰﾙ 千葉県
日本産商㈱ 神栖火力発電所 消火水配管製作 千葉県
日立化成㈱ 2Fﾃﾞｨｽﾊﾟｰ安全対策 千葉県
日立化成㈱ ARM-7失活ﾚｽ法設備工事 千葉県
日立化成㈱ DRM-5配管工事 千葉県
日立化成㈱ EM №2ﾀﾝｸ補修 千葉県
日立化成㈱ 一圧開放検査 千葉県
日立化成㈱ 海側工水ﾗｲﾝ補修 千葉県
日立化成㈱ 第2MHﾌﾟﾗﾝﾄ階段更新工事 千葉県
日立化成㈱ 脱気ﾀﾞｸﾄ工事 千葉県
日立化成㈱ 灯油配管地上化工事 千葉県
日立化成㈱ 排水配管改造工事 千葉県
富士石油㈱ ASP-BTG建設に伴う汚泥処理 千葉県
富士石油㈱ E-T-C CSO(№1FCC)処理設備 千葉県
丸紅エネックス㈱ 3ﾊﾞｰｽ階段補修工事 千葉県
丸紅エネックス㈱ TK-P-1手摺補修工事 千葉県
丸紅エネックス㈱ ｶﾙﾊﾞｰﾄ内配管撤去工事 千葉県
丸紅エネックス㈱ 海水ﾎﾟﾝﾌﾟP-SW-5･6吸入配管更新 千葉県
丸紅エネックス㈱ 外航桟橋ﾌﾞﾀﾝｶﾞｽ配管部分補修工事 千葉県
丸紅エネックス㈱ 外航桟橋階段他補修工事 千葉県
丸紅エネックス㈱ 外航桟橋階段歩廊及び扉補修工事 千葉県
丸紅エネックス㈱ 泡消火配管(T-104横内航側)部分補修工事 千葉県
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30期　工事実績(配管)

顧客名 工事件名 施工場所
三井化学㈱ 1TF HSV-363A取外/取付 千葉県
三井化学㈱ 1TF･2H春季ｲﾝﾗｲﾝ定修工事 千葉県
三井化学㈱ 2NFPﾊﾞﾙﾌﾞ取外し 千葉県
三井化学㈱ 2UPC流量計脱着 千葉県
三井化学㈱ 3CPｲﾝﾗｲﾝﾌﾞﾚﾝﾄﾞ設置工事 千葉県
三井化学㈱ 3PH.4CP春季ｲﾝﾗｲﾝ計器取外取付 千葉県
三井化学㈱ 3PH秋季定修工事 千葉県
三井化学㈱ ﾁﾗｰ設置に伴う付帯工事 千葉県
三井化学㈱ 夏季ｲﾝﾗｲﾝ計器取外取付 千葉県
ミウラ化学装置㈱ 軽燃ﾏｸﾞ蒸気ﾊﾞﾙﾌﾞ交換 千葉県
三菱日立パワーシステムズ㈱ ﾐﾙｼｰﾙｴｱﾀﾞｸﾄｼｰﾙ溶接部PT検査他 千葉県
メタウォーター㈱ 南部流域処理場汚泥焼却 東京都
横河ソリューションサービス㈱ 水質配管更新工事 千葉県
瀝青化学㈱ M-6ﾍﾞｯｾﾙﾎｯﾄｵｲﾙ配管補修 千葉県
瀝青化学㈱ TK-7,13ﾀﾝｸ上部ｽﾃｰｼﾞ補修 千葉県
瀝青化学㈱ TK-9ﾀﾝｸﾊﾞｯｸﾗｲﾝ更新工事 千葉県
瀝青化学㈱ ﾄﾘｺﾞﾅﾙｴｱｰﾊﾞﾙﾌﾞ交換及びM-4充填ﾘﾀｰﾝﾊﾞﾙﾌﾞ交換工事 千葉県
瀝青化学㈱ 消防ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ改造工事 千葉県
瀝青化学㈱ 第2ﾛｰﾘｰ積場改善工事 千葉県
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