
31期　工事実績（配管）

客先名称 工事件名 施工場所

ＩＨＩプラント建設㈱ GGH熱回収用吊上げ天秤製作 千葉
ＩＨＩプラント建設㈱ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ吊上げ用ｼﾞｬｯｷ架台製作 千葉
ＩＨＩプラント建設㈱ 仮設ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ出入口架台製作 千葉
旭化成㈱ 2018年度定修工事 神奈川
旭化成㈱ 工場内ﾌﾞﾗｲﾝ配管点検工事 神奈川
旭化成㈱ 工水ﾎﾟﾝﾌﾟｻｸｼｮﾝ配管更新工事 神奈川
㈱朝日工業社 虎ノ門二丁目地区地域導管敷設工事 東京
㈱朝日工業社 東京体育館(30)改修空調設備工事配管工事 東京
アズビル㈱ 自動弁ﾍｯﾄﾞ更新工事 東京
出光興産㈱ H30年4月度～H31年度補修工事 神奈川
出光興産㈱ 20B3ﾍｯﾀﾞｰ自動弁補修工事 神奈川
出光興産㈱ B-V2024ﾀﾝｸ補修工事 神奈川
出光興産㈱ P2024吐出配管-P2015吐出配管接続工事 神奈川
出光興産㈱ P914吐出配管-P933吐出配管接続工事 神奈川
出光興産㈱ V2-V54 ES弁交換工事 神奈川
出光興産㈱ ﾀﾝｸ補修工事(V102E,V102Fﾀﾝｸ払出ﾉｽﾞﾙ補修) 神奈川
出光興産㈱ ﾄﾞﾗﾑﾘﾎﾞﾙﾊﾞｰ関連設備健全化工事 神奈川
出光興産㈱ ﾛｰﾀﾘ式切替機定期点検整備DM6.8.10.12.14.15安全対策工事 神奈川
出光興産㈱ 外面腐食配管補修工事 神奈川
出光興産㈱ 調合釜投入口蓋交換工事(V49,V26,V29) 神奈川
出光興産㈱ 調合室ﾍｯﾀﾞｰﾊﾞﾀ弁交換工事 神奈川
出光エンジニアリング㈱ 冷水ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事 神奈川
㈱宇徳 市原ﾊﾞｲｵﾏｽ発電所　配管工事 千葉
ｴｱ･ｳｫｰﾀｰ・ﾊｲﾄﾞﾛ㈱ 清原ｶﾞｽｾﾝﾀｰ　1400MH PSA配管工事 栃木
ｴｱ･ｳｫｰﾀｰ・ﾊｲﾄﾞﾛ㈱ 清原ｶﾞｽｾﾝﾀｰ　ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ廻り配管改造工事 栃木
ｴｱ･ｳｫｰﾀｰ・ﾊｲﾄﾞﾛ㈱ 追浜ｶﾞｽｾﾝﾀｰ　制御室内警報ﾊﾟﾈﾙ更新工事 神奈川
NBSエンジニアリング㈱ TMｴｱｰ K-314廻り自動弁脱着工事 茨城
荏原実業㈱ 海上技術研究所　ﾎﾟﾝﾌﾟ磨耗試験実験装置新設工事 東京
荏原実業㈱ 砂町再生処理ｾﾝﾀｰ ｻﾎﾟｰﾄ改造工事 東京
荏原実業㈱ 増圧ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事 山梨
荏原実業㈱ 韮崎ﾎﾟﾝﾌﾟ2台更新工事 山梨
王子コーンスターチ㈱ RC出荷用交換器設置工事 千葉
コスモエンジニアリング㈱ 日本合成ｱﾙｺｰﾙ川崎工場　R-1A更新工事 神奈川
山九㈱ 2018年度　2CBL回転機定検配管工事 千葉
山九㈱ D-402蒸気出口配管補修工事 千葉
山九㈱ 脱硫吸収塔散水配管更新工事 千葉
㈱三興 扇島都市ｶﾞｽ　供給設備工事配管製作工事 千葉
㈱三興 黒沢尻ｶﾞｽｾﾝﾀｰ　架台製作工事 千葉
JXｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 丸紅ｴﾈｯｸｽ㈱　消火配管更新工事 千葉
JXｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 溶剤多様化設備工事 千葉
ＪＮＣ㈱ 2018年SDM-1D設備静置機器一括作業 千葉
㈱JFEサンソセンター 2AS №1液酸循環ﾎﾟﾝﾌﾟ遮断弁取付外槽補修工事 千葉

㈱JFEサンソセンター №1LOV外槽蒸気管補修工事 千葉

㈱JFEサンソセンター №2Ar冷却器交換工事 千葉

JFEﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ㈱ 京葉ｼｰﾊﾞｰｽ仮設配管工事 千葉
ＪＦＥプラントエンジ㈱ 2018年度ｽﾁｰﾙ保全工事 千葉
ＪＦＥプラントエンジ㈱ 2018年4・6・10月度　6高炉休風工事 千葉
ＪＦＥプラントエンジ㈱ 2018年度　化成保全工事 千葉
ＪＦＥプラントエンジ㈱ 2019年2月度　6高炉休風工事 千葉
ＪＦＥプラントエンジ㈱ 209ﾀﾝｸ改修工事 千葉
ＪＦＥプラントエンジ㈱ 31期ｴﾈﾙｷﾞｰ関連工事 千葉
ＪＦＥプラントエンジ㈱ 31期化成仕上げ工事 千葉
ＪＦＥプラントエンジ㈱ 3ﾀｰﾙ定修工事 千葉
ＪＦＥプラントエンジ㈱ 6BF 4SM補修工事 千葉
ＪＦＥプラントエンジ㈱ 6BF熱交換器ｶﾊﾞｰ改修工事 千葉
ＪＦＥプラントエンジ㈱ JFEｹﾐｶﾙ生浜工場定修工事 千葉
ＪＦＥプラントエンジ㈱ TK105～NS行き冷却用安水配管工事 千葉
ＪＦＥプラントエンジ㈱ 化工工場補修工事 千葉
ＪＦＥプラントエンジ㈱ 脱硝ｱﾝﾓﾆｱ設備官検対応工事 千葉
ＪＦＥプラントエンジ㈱ 脱硫塔ﾎﾟﾝﾌﾟ付帯配管設置工事 千葉
ＪＦＥプラントエンジ㈱ 2018年4・7・10月度　京浜休風工事 神奈川
ＪＦＥプラントエンジ㈱ 2019年1月度　京浜休風工事 神奈川
㈱シミズ･ビルライフケア H30年度　永田町DHC ﾒﾝﾃﾅﾝｽ工事 東京
昭和電工㈱ AN-C-601冷凍機撤去 神奈川
新菱冷熱工業㈱ (仮称)OH-1計画ｻﾌﾞ+54:63ﾌﾟﾗﾝﾄ新設工事 東京
新菱冷熱工業㈱ (仮称)OH-1計画ﾌﾟﾗﾝﾄ新設工事　B4F展開部配管 東京
新菱冷熱工業㈱ (仮称)豊洲2･3丁目DHCﾌﾟﾗﾝﾄ建設工事配管工事 東京
新菱冷熱工業㈱ ｱｰｸﾋﾙｽﾞﾒｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出配管改造他工事 東京

新菱冷熱工業㈱ 丸の内 B3F洞道入口(機械室)配管工事 東京
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新菱冷熱工業㈱ 鹿島動力　9号ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ増強工事 茨城
新菱冷熱工業㈱ 清原ｽﾏｰﾄｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ建設　配管製作工事 栃木
新菱冷熱工業㈱ 船橋南部清掃工場ﾌﾟﾗﾝﾄ配管工事 千葉
新菱冷熱工業㈱ 幕張DHC　熱源機器老朽化更新工事STEP2配管工事 千葉
新菱冷熱工業㈱ 野田ｸﾞﾘｺSUS配管製作工事 千葉
㈱シンワ 豊洲2･3丁目8Fﾀﾞｸﾄ製作工事 東京
進和テック㈱ 石狩向け　防壁金物塗装工事 千葉
住友化学㈱ 2018年度 CPR床板補修工事 千葉
住友化学㈱ CX排水処理設備建設工事 千葉
㈱第一テクノ 東京ｶﾞｽ袖ヶ浦 東地区非常用発電機2号機更新 千葉
太平電業㈱ JFE京浜扇島GTCC　新1号ﾘﾌﾚｯｼｭ工事 神奈川
太平電業㈱ 常陸那珂火力発電所　回収水ﾀﾝｸ建設工事 茨城
太平電業㈱ 常陸那珂火力発電所　配管工場加工 千葉
太平電業㈱ 常陸那珂共同火力発電所　1号建設工事 茨城
太平電業㈱ 竹原火力発電所　新1号機更新工事配管工事 広島
太平電業㈱ 東北電力㈱能代火力発電所　3号機建設工事 秋田
大陽日酸㈱ 1号装置定修工事 千葉
大陽日酸㈱ 4号装置撤去工事 千葉
大陽日酸㈱ JFEｻﾝｿｾﾝﾀｰ 3AS C-B内部補修工事 千葉
大陽日酸㈱ JFEｻﾝｿｾﾝﾀｰ　4号補修工事 千葉
大陽日酸㈱ JFEｻﾝｿｾﾝﾀｰ　№1LOP整備工事 千葉
大陽日酸㈱ JFEｻﾝｿｾﾝﾀｰ　№2LOP,№1LNP分解整備工事 千葉
大陽日酸㈱ JFEｻﾝｿｾﾝﾀｰ　№2ｱﾙｺﾞﾝ精製器整備工事 千葉
大陽日酸㈱ JFEｻﾝｿｾﾝﾀｰ　液化ｱﾙｺﾞﾝ装置ﾊﾞﾙﾌﾞ脱着工事 千葉
大陽日酸㈱ №2LOP配管補修工事 千葉
大陽日酸㈱ O-18定期修理工事 千葉
大陽日酸㈱ TMｴｱｰ　3AS MS吸着器廻り改造工事 茨城
大陽日酸㈱ ｱﾙﾐ配管工場製作工事 千葉
大陽日酸㈱ 千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ　5号装置定期修理工事 千葉
大陽日酸㈱ 千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ　№1LOP,№4LNP分解整備工事 千葉
大陽日酸㈱ 千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ五井　2450KW窒素圧縮機防音ｶﾊﾞｰ脱着他工事 千葉
大陽日酸㈱ 千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ五井　3号定修工事 千葉
大陽日酸㈱ 千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ五井　V20型№1LOPﾎﾟﾝﾌﾟ分解工事 千葉
大陽日酸㈱ 千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ五井　6号ﾌﾛﾝ冷凍機断熱材脱着工事 千葉
大陽日酸㈱ 千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ五井　6号定修工事 千葉
大陽日酸㈱ 千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ袖ヶ浦　7号定修工事 千葉
大陽日酸㈱ 千葉ｻﾝｿｾﾝﾀｰ袖ヶ浦　VM-15L-8型 LNP,LOP点検 千葉
大陽日酸㈱ ﾍﾘｳﾑ液化装置保管 千葉
大陽日酸㈱ 気化圧送設備定修工事 千葉
大陽日酸㈱ 新相模酸素㈱　H30年定修工事 神奈川
大陽日酸㈱ 真空外槽空気分離装置検査解体工事 千葉
大陽日酸㈱ 大陽日酸東関東㈱　№5定修工事 茨城
大陽日酸㈱ 東京ｶﾞｽｹﾐｶﾙ㈱　ﾒﾀﾝ製造装置CB内部漏れ補修工事 千葉
大陽日酸㈱ 東京酸素窒素㈱　1号MAPA弁ｼﾘﾝﾀﾞｰ整備工事 千葉
大陽日酸㈱ 東京酸素窒素㈱　2号装置定修工事 千葉
大陽日酸ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 東邦ﾃﾅｯｸｽ㈱ №1 NR4型 2018定期修理工事 静岡
大陽日酸ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 東邦ﾃﾅｯｸｽ㈱ №2 NR4型 2018定期修理工事 静岡
高砂熱学工業㈱ ﾎﾟﾝﾌﾟ室内配管ｻﾎﾟｰﾄ設置工事 東京
高砂熱学工業㈱ 永田町二丁目DHC機器更新工事(2年目)配管工事 東京
高砂熱学工業㈱ 丸の内ﾋﾞﾙ　CGS更新工事 東京
高砂熱学工業㈱ 虎ノ門2-10計画　加工管製作工事 千葉
高砂熱学工業㈱ 虎ノ門JT DHC BAW蒸気配管製作工事 東京
高砂熱学工業㈱ 出光中央研究所　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ工事 千葉
高砂熱学工業㈱ 昭和電工　ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄC棟屋上配管工事 千葉
高砂熱学工業㈱ 常盤橋再開発A棟ﾌﾟﾗﾝﾄ新設工事(B1F地域) 東京
高砂熱学工業㈱ 常盤橋再開発A棟ﾌﾟﾗﾝﾄ新設工事(B5F) 東京
高砂熱学工業㈱ 常盤橋再開発A棟ﾌﾟﾗﾝﾄ新設工事(PH屋上) 東京
高砂熱学工業㈱ 常盤橋再開発C棟ﾌﾟﾗﾝﾄ新設工事(C棟B2地域) 東京
高砂熱学工業㈱ 常磐橋再開発A棟ﾌﾟﾗﾝﾄ新設工事(5F機械室) 東京
高砂熱学工業㈱ 常磐橋再開発A棟ﾌﾟﾗﾝﾄ新設工事(竪管) 東京
㈱千葉サンソセンター 4NC吸入弁･5ASP ET上部配管補修工事 千葉
㈱千葉サンソセンター 4号装置縁切り工事 千葉
㈱千葉サンソセンター 5号安全弁脱着工事 千葉
㈱千葉サンソセンター 800t冷却塔汚泥清掃工事 千葉
㈱千葉サンソセンター №1NC安全弁脱着工事 千葉
㈱千葉サンソセンター №2 LO2･CEM外槽補修工事 千葉
㈱千葉サンソセンター №3OC安全弁脱着工事 千葉
㈱千葉サンソセンター №4NC安全弁脱着工事 千葉
㈱千葉サンソセンター O-18安全弁脱着工事 千葉
㈱千葉サンソセンター 液酸ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ安全弁脱着工事 千葉
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㈱千葉サンソセンター 気化圧送設備安全弁脱着工事 千葉
㈱千葉サンソセンター 五井　6号定修工事 千葉
㈱千葉サンソセンター 袖ヶ浦　5号加熱管補修工事 千葉
㈱千葉サンソセンター 袖ヶ浦　7号安全弁脱着工事 千葉
㈱千葉サンソセンター 冷却塔冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ整備工事 千葉
千代田化工建設㈱ JXTG千葉　LSC05受入/出荷に係る設備改造工事 千葉
千代田工商㈱ LCCT北側ｴﾌﾟﾛﾝ整備工事 千葉
月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ PVC廃ｶﾞｽ燃焼設備点検工事 千葉
月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ｱｲｻﾞｯｸ　2018年SDM夏工事 石川
月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ｱｲｻﾞｯｸ　2019年1月定修工事 石川
月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ｱｲｻﾞｯｸ　ｽﾄｰｶ炉内緊急工事 石川
月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ｴｺｼｽﾃﾑ千葉㈱　触媒洗浄工事 千葉
月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ｴｺｼｽﾃﾑ千葉㈱　ﾎﾞｲﾗｰ内面耐火物工事 千葉
月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ｴｺｼｽﾃﾑ千葉㈱　ﾎﾞｲﾗｰ法定点検工事 千葉
月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ｴｺｼｽﾃﾑ千葉㈱　脱硝塔補修工事 千葉
月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ｴｺｼｽﾃﾑ千葉㈱　H30年度上期定修工事 千葉
月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 関西触媒化学㈱　2018年7月開放点検工事 千葉
月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 吸収塔本体製作工事 千葉
月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 日宝化学㈱　AP-W2018年SDM工事 千葉
月島環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 日宝化学㈱　R-ID2018年SDM工事 千葉
月島機械㈱ 金町浄水場　汚泥配管補修工事 東京
月島機械㈱ 上越市下水道ｾﾝﾀｰ　№2遠心脱水機分解整備工事 新潟
月島ﾃｸﾉﾒﾝﾃｻｰﾋﾞｽ㈱ 空見ｽﾗｯｼﾞﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ　3号ｹｰｷ移送ﾎﾟﾝﾌﾟｽｲﾍﾞﾙｼﾘﾝﾀﾞｰ工場整備工事 千葉
月島ﾃｸﾉﾒﾝﾃｻｰﾋﾞｽ㈱ 空見ｽﾗｯｼﾞﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ　汚泥焼却設備補修工事 愛知
月島ﾃｸﾉﾒﾝﾃｻｰﾋﾞｽ㈱ 下町浄化ｾﾝﾀｰ　№3ｹｰｷ圧送ﾎﾟﾝﾌﾟ油圧配管補修工事 神奈川
月島ﾃｸﾉﾒﾝﾃｻｰﾋﾞｽ㈱ 古利根川水循環ｾﾝﾀｰ　№1ｹｰｷ圧送ﾎﾟﾝﾌﾟ油圧配管更新工事 埼玉
月島ﾃｸﾉﾒﾝﾃｻｰﾋﾞｽ㈱ 四之宮管理ｾﾝﾀｰ　ｹｰｷ圧送ﾎﾟﾝﾌﾟ3号整備工事 神奈川
月島ﾃｸﾉﾒﾝﾃｻｰﾋﾞｽ㈱ 浜松市中部浄化ｾﾝﾀｰ　1号ｹｰｷ圧送ﾎﾟﾝﾌﾟ整備工事 静岡
月島ﾃｸﾉﾒﾝﾃｻｰﾋﾞｽ㈱ 兵庫西ｽﾗｯｼﾞｾﾝﾀｰ　ｹｰｷ移送ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備工事 兵庫
月島ﾃｸﾉﾒﾝﾃｻｰﾋﾞｽ㈱ 豊田終末処理場　2号脱水ｹｰｷ圧送ﾎﾟﾝﾌﾟ緊急対応工事 長野
㈱テクノ東京 東電富津火力発電所　補助蒸気配管設置工事 千葉
㈱テクノ菱和 ﾊﾟﾆｰﾃﾞﾘｶ埋設配管工事 千葉
㈱テクノ菱和 横浜市北仲通南地区DHC建設工事(B1FL) 神奈川
㈱テクノ菱和 横浜市北仲通南地区DHC建設工事(屋上) 神奈川
㈱テクノ菱和 横浜市北仲通南地区DHC建設工事(機械室) 神奈川
㈱テクノ菱和 竪管計画図･架台製作 神奈川
東亜工業㈱ AGC㈱千葉工場開発試験棟5F配管工事 茨城
東亜工業㈱ ﾀﾞｲｷﾝ鹿島PKV据付配管工事 茨城
東京ガス㈱ 構内図面作成業務 千葉
東京ガス㈱ Steamfitにおけるﾌﾞﾛｰ排水熱交換器設計 千葉
東京都市サービス㈱ ﾎﾃﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽ幕張　配管補修工事 千葉
東京都市サービス㈱ 荒川地区熱供給ｾﾝﾀｰﾌﾟﾗﾝﾄ　補給水配管修理工事 東京
東京都市サービス㈱ 晴海DHC ろ過装置廻り配管修理工事 東京
東京都市サービス㈱ 冷水圧力流量調整弁保温工事 東京
㈱トクヤマ 袖ヶ浦SP塩酸ﾀﾝｸ更新工事 千葉
㈱ナコード 散水置場配管改造工事 千葉
成田空港給油施設㈱ PU-602整備作業(H29)に伴う配管作業 千葉
成田空港給油施設㈱ 4号桟橋船舶受油導管他修繕工事 千葉
日揮プラントイノベーション㈱ 丸善石化　2018年度定期整備工事 千葉
日揮プラントイノベーション㈱ ﾉｽﾞﾙ更新工事 千葉
日揮プラントイノベーション㈱ 三共油化　溶接補修工事 千葉
日鉄住金環境㈱ 2号館冷温水配管補修工事 千葉
日鉄住金環境㈱ 7号館ﾌｨｰﾀﾞｰ更新工事 千葉
日鉄住金環境㈱ ANAC1号館冷却塔架台工事 千葉
日鉄住金環境㈱ ANAC1号館冷却塔更新工事 千葉
日鉄住金環境㈱ ANAC1号館冷却塔撤去工事 千葉
日鉄住金環境㈱ ANAC1号館冷却塔配管工事 千葉
日鉄住金環境㈱ L11封水ﾎﾟﾝﾌﾟ用配管ﾗｲﾝ設置工事 千葉
日鉄住金環境㈱ L-13ｽﾄﾚｰﾅｰ改造工事 千葉
日鉄住金環境㈱ L-8原料投入ﾎｯﾊﾟｰ増設工事 千葉
日鉄住金環境㈱ ｻﾝｱﾛｲ　排水ﾋﾟｯﾄ配管補修工事 千葉
日鉄住金環境㈱ ﾌｪﾉｰﾙ臭気対策工事 千葉
日鉄住金環境㈱ 化学3号棟冷却塔更新工事 千葉
日鉄住金環境㈱ 化学3号棟冷却塔撤去工事 千葉
日鉄住金環境㈱ 化学3号棟冷却塔配管工事 千葉
日鉄住金環境㈱ 化学5号棟冷却塔更新工事 千葉
日鉄住金環境㈱ 化学5号棟冷却塔撤去工事 千葉
日鉄住金環境㈱ 化学5号棟冷却塔配管工事 千葉
日鉄住金環境㈱ 高圧2号棟隔壁補修工事 千葉
日鉄住金環境㈱ 成形1号棟ﾗｯｸ改造工事 千葉
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日鉄住金環境㈱ 成形1号棟冷却塔更新工事 千葉
日鉄住金環境㈱ 成形1号棟冷却塔撤去工事 千葉
日鉄住金環境㈱ 成形1号棟冷却塔配管工事 千葉
日鉄住金環境㈱ 成形3･4/物理4号棟ﾀﾝｸ天板補修工事 千葉
日鉄住金環境㈱ 成形4号棟ﾍﾟﾚﾀｲｻﾞｰ安全対策工事 千葉
日鉄住金環境㈱ 成形4号棟ﾍﾟﾚﾀｲｻﾞ-安全対策工事 千葉
日鉄住金環境㈱ 成形4号棟ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾃﾞｯｷ設置工事 千葉
日鉄住金環境㈱ 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ吊上げ架台設置工事 千葉
日鉄住金環境㈱ 用役2号棟ﾀﾝｸ手摺補修工事 千葉
日鉄住金環境㈱ 用役2号棟撹拌軸交換工事 千葉
日鉄住金環境㈱ 用役2号棟上水配管補修工事 千葉
日鉄住金環境㈱ 用役2号棟新炭受槽配管補修工事 千葉
日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング㈱ 給油配管敷設工事 千葉
日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング㈱ 空港南側ｴﾌﾟﾛﾝ整備工事 千葉
日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング㈱ 四日市工場　送ｶﾞｽ配管接続工事 千葉
日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング㈱ 富士石油KSB受入れH/D配管更新工事 千葉
日本電技㈱ 深川ｷﾞｬｻﾞﾘｱ空調機自動弁交換工事(4期) 東京
日本電技㈱ 都内各所ﾒﾝﾃﾅﾝｽ工事 東京
日立化成㈱ ADM-S充填物取替工事 千葉
日立化成㈱ FP市水配管工事 千葉
日立化成㈱ №ﾌﾟﾗﾈﾀﾘﾐｷｻ配管工事 千葉
日立化成㈱ 回収ACS配管工事 千葉
日立化成㈱ 原料仕込設備更新工事(鹿島1工場側) 茨城

日立化成㈱ 原料仕込設備更新工事(鹿島2工場側) 茨城
日立化成㈱ 少量危険物建屋窒素配管工事 千葉
日立化成㈱ 第一合成　一圧容器検査準備作業 千葉
日立化成㈱ 廃熱ボイラー付帯設備配管工事 千葉
日立化成㈱ 廃油移送配管工事 千葉
日立化成㈱ 泡消火配管更新工事(鹿島工場） 茨城
富士石油㈱ H30年度ﾀﾝｸ冷却散水配管補修工事 千葉
富士石油㈱ T-6221屋根板更新工事 千葉
富士石油㈱ 消火配管更新工事 千葉
丸紅エネックス㈱ P-SW-5,6吐出側ﾊﾞﾀ弁取替工事 千葉
丸紅エネックス㈱ T304残油回収配管設置工事 千葉
丸紅エネックス㈱ TK-P-2階段補修工事 千葉
丸紅エネックス㈱ 各種補修工事 千葉
丸紅エネックス㈱ 流量計基礎補修及び本体取り付け工事 千葉
三井化学㈱ 1TFｲﾝﾗｲﾝ計器取外取付工事 千葉
三井化学㈱ 2RP・CSDｲﾝﾗｲﾝ計器取外取付工事 千葉
三井化学㈱ 3EPT SCV5104更新工事 千葉
三井化学㈱ 3PHｲﾝﾗｲﾝ計器取外取付工事 千葉
三井化学㈱ 4CP TCV-421取外取付工事 千葉
三井化学㈱ 4CPｲﾝﾗｲﾝ計器取外取付工事 千葉
三井化学㈱ HXｲﾝﾗｲﾝ計器取外取付工事 千葉
三井化学㈱ MDP･2RP･2TFｲﾝﾗｲﾝ計器取外取付工事 千葉
三井化学㈱ MT･MXｲﾝﾗｲﾝ計器取外取付工事 千葉
三井化学㈱ SWPﾊﾟｯｷﾝｸﾞﾙｰﾑ電磁弁更新工事 千葉
三菱日立ﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑｽﾞｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ㈱ ㈱ｷﾝｾｲ産業殿　配管製作工事 千葉
ラサ商事㈱ EKOｹﾞｰﾄｶﾊﾞｰ製作工事 千葉
ラサ商事㈱ N社　分塊圧延機更新工事噴射弁ﾕﾆｯﾄ製作工事 千葉
ラサ商事㈱ 岩木川浄化浄化ｾﾝﾀｰ　H30年度点検整備工事 青森
ラサ商事㈱ 九州電力㈱苅田発電所殿向け　CWPﾎﾟﾝﾌﾟ点検工事 福岡
ラサ商事㈱ 広野IGCC向け　配管工場製作工事 千葉
ラサ商事㈱ 浅川水再生ｾﾝﾀｰ　ｵｰｶﾞ翼溶接補修工事 千葉
ラサ商事㈱ 南部ｽﾗｯｼﾞﾌﾟﾗﾝﾄ　ｹｰｷ搬送ﾎﾟﾝﾌﾟ3-1号整備工事 東京
ラサ商事㈱ 北多摩水再生ｾﾝﾀｰ　H30年度修繕工事 東京
ラサ商事㈱ 勿来IGCC向け　配管工場製作工事 千葉
瀝青化学㈱ 2019年定修工事 千葉
瀝青化学㈱ TK-102受入配管更新工事 千葉
瀝青化学㈱ TK-1出荷口ﾊﾞﾙﾌﾞ交換工事 千葉
瀝青化学㈱ TK-31,32ﾍﾞﾝﾄﾉｽﾞﾙ補修工事 千葉
瀝青化学㈱ ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ採取口ｶﾊﾞｰ製作工事 千葉
瀝青化学㈱ ﾀﾝｸﾔｰﾄﾞ歩廊工事諸工事 千葉
瀝青化学㈱ ﾎｯﾄｵｲﾙ配管漏れ補修工事 千葉
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