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受 注 先 工 事 名 称 工 期 施 工 場 所

日栄動力工業㈱ ＢＣ／Ｇヒーター設備工事 H2．1～H2．4 ＮＫＫ福山製鉄所

岡崎工業㈱ ４ＢＦ水砕設備製作据付工事 H2．4～H2．12 〃

日本汽力㈱ 蒸気 ． 復水 ．冷却水 ．油配管工事 H2.11～H2.12 ニチハ名古屋

㈱上組 ３製鋼装入クレーン能力アップ装入鍋改造工事 H2．12～H3．4 ＮＫＫ福山製鉄所

山九㈱ 高砂支店 蒸気コンデンサーヤード配管工事 H3．1～H3．3 相模原

山九㈱ 福山支店 №４ ＢＦ水砕設備据付工事 H3．2～H3．3 ＮＫＫ福山製鉄所

日進工業㈱ ２ＫＡＰ配管工事 H3．4～H3．11 住金鹿島

大宝工業㈱ ４焼結ダクト取付工事 H3．8～H3．9 ＮＫＫ福山製鉄所

三平興業㈱ ５ＳＲ２ＥＰ更新工事 H3．9～H3．12 〃

日栄動力工業㈱ 共火５号ボイラーＧ／Ｇヒーター設置工事煙道及鉄骨据付 H3．8～H3．11 〃

三平興業㈱ ＩＴＣＭ．アップエンダー移設工事 H3．12～H4．2 〃

㈱上組 №５炉ユーティリティー配管．製作．取付工事 H4．1～H4．8 〃

三平興業㈱ 第二製鋼＃３転炉更新工事建設工事 H4．4～H4．5 〃

㈱上組 №２ ＴＦＳ．Ｇ－Ｓｒメッキ鋼板試作設備製作．据付工事 H4．7～H4．10 〃

三平興業㈱ ４ＣＡＬ連絡配管工事 H4．4～H4．11 〃

三平興業㈱ ＰＦ－７．８ＲＢＣヘッド架台更新工事 H4．8～H4．12 〃

㈱上組 福山支店 連続式アンローダー補修工事 H5．5～H6．4 〃

㈱上組 福山支店 №３ 連続式アンローダー据付．試運転工事 H5．5～H6．4 〃

岩橋工業㈱ ４ＲＨ 脱ガス装置製作 H5．5～H6．4 〃

三平興業㈱ ６ＣＣ前処理設備据付工事 H5．6～H5．12 〃

工 事 経 歴



2工 事 経 歴
受 注 先 工 事 名 称 工 期 施 工 場 所

日栄動力工業㈱ ６ＵＢＦＧ流量リンクパイプ修理工事 H5．9～H5．10 ＮＫＫ福山製鉄所

㈱三和テクノ 王子製鉄製鋼工場集塵機据付工事 H6．3～H6．6 王子製鉄群馬

南部電気工事㈱ 共火発電所新１号機コンバインドサイクル電気工事 H6．10～H7．2 福山共同火力

日栄動力工業㈱ 共火発電所新１号機排気ダクト据付工事 H6．10～H7．2 〃

三平興業㈱ ４ＳＲＩＥＰ更新工事 H7．8～H7．10 ＮＫＫ福山製鉄所

㈱テクノ大手 特殊製品グリース製造プラント配管工事 H8．1～H8．4 日本鉱油

㈱日立造船因島製作所 日立造船㈱因島工場仕上工事．配管工事 H8．1～H8．6 日立造船㈱因島工場

㈱舞鶴製作所 管艤装．管工作工事．油圧配管工事 (艦船） H8．1～H8．12 日立造船㈱舞鶴工場

日本汽力㈱ 三菱石油 ８号ボイラー３００Ｔ／Ｈ新設工事 H8．2～H8．8 三菱石油水島工場

㈱日立造船因島製作所 日立造船㈱舞鶴工場配管工事 H8．3～H9．3 日立造船㈱舞鶴工場

三平興業㈱ １大形圧延ＦミルＣＧＩ冷却装置改造 H8．5～H8．6 ＮＫＫ福山製鉄所

太平電業㈱ ダイケン岡山工場配管工事 H8．6～H8．8 ダイケン岡山工場

㈱日立造船因島製作所 太陽石油㈱菊間製油所配管工事 H8．6～H8．7 太陽石油㈱菊間製油所

前川工業㈱ 真備町焼却場工事 H8．6～H9．4 真備郡真備町

大阪富士工業㈱ 大形工場油圧配管製作．取付工事 H8．8～H8．9 川崎製鉄㈱水島

日立造船㈱神奈川工場 日立造船㈱神奈川工場アルミ配管工事 H8．9～H9．2 日立造船㈱神奈川工場

太平電業㈱ ３ＣＤＱガス循環設備据付工事 H8．9～H8．10 ＮＫＫ福山製鉄所

川重商事㈱ 新造船配管工事．ハッチカバー更新工事 H8．9～H9．3 川崎重工坂出工場

山九プラント工業㈱ ジャパンエナジー９ＵＦ配管工事 H8．10～H8．11 ジャパンエナジー水島

太平電業㈱ 送風プラント№７タービン点検工事 H8．10～H8．10 川崎製鉄㈱水島

㈱日立造船因島製作所 三菱化学ＧＢＬ配管工事 H8．10～H9．10 三菱化学水島
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受 注 先 工 事 名 称 工 期 施 工 場 所

太平電業㈱ 非常用ディーゼル吸入配管工事 H9．１～H9．１ 川崎製鉄㈱水島

〃 大形工場堅ローラー設置工事 H9．2～H9．2 川崎製鉄㈱水島

㈱ニチゾウテック 高松地区西部広域衛生施設向破砕処理施設建設工事 H9．2～H9．2 高松市

㈱日立造船因島製作所 日立造船㈱有明工場工事 H9．2～H9．11 日立造船㈱有明工場

大阪富士工業㈱ 大形工場流体カプラー改造工事 H9．3～H9．3 川崎製鉄㈱水島

㈱テクノ大手 炭素材製造設備配管内作．取付工事 H9．3～H9．4 川崎製鉄㈱水島

㈱上組八幡支店 住友重機械仕上工事 H9．4～H11．2 住友重機械玉島工場

太平電業㈱ ３ＣＴ－２０１圧縮機駆動タービン定検工事 H9．6～H9．6 三菱化学㈱水島

大阪富士工業㈱ ２ＢＦ ＰＣＩユーティリティ配管工事 H9．7～H9．11 川崎製鉄㈱水島

大阪富士工業㈱ ＰＣＩユーティリティ配管工事 H9．8～H9．12 川崎製鉄㈱水島

川重商事㈱ ２系ＡＧ予熱器ソルト入替工事 H9．9～H9．11 三菱化学㈱坂出工場

川重商事㈱ ２系軽油捕集ＢＳ．ＦＣ塔座張補修工事 H9．11～H10．11 三菱化学㈱坂出工場

大阪富士工業㈱ ２ＢＦ ＰＣＩ吹込配管工事 H９．11～H10．11 川崎製鉄㈱水島

三平興業㈱ 肥料プラント乾燥設備据付工事 H10．3～H10．3 ト部産業㈱岡山工場

福山共同機工㈱ Ｓ／Ｋメインブロアー整備他工事 H10．3～H10．3 三井金属鉱業㈱日比精錬所

(有)ユアサ ごみ処理施設工事 H10．3～H10．6 浅口郡里庄町

福山共同機工㈱ 賀茂環境衛生センター前処理設備更新工事 H10．4～H10．6 西条市

辰和工業㈱ ビレットＣＣ配管工事 H10．4～H10．8 ＮＫＫ福山製鉄所

成和機工(有) 橘湾石炭火力発電所 専有設備配管製作取付工事 H10．10～H11．7 電源開発㈱橘湾火力発電所

㈱ニチゾウテック 河口堰ゲート設備整備工事 H10．11～H11．3 芦田川河口堰

福山共同機工㈱ 電源開発橘湾火力軽油配管．アンモニア設備配管工事 H11．2～H11．7 電源開発㈱橘湾火力発電所
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受 注 先 工 事 名 称 工 期 施 工 場 所

㈱ニチゾウテック 真庭リサイクルプラザ建設工事 H11．2～H11．10 真庭町

太平電業㈱ 屋外発酵貯蔵タンク設備据付工事 H11．6～H12．12 キリンビール岡山工場

㈱ニチゾウテック 春日井クリーンセンター蒸気防爆改造工事 H11．8～H11．10 春日井市

福山共同機工㈱ 斐伊川放水路渡河施設整備工事 H11．10～H11．11斐伊川

岩橋工業㈱ 新日鉄配管工事 H11．12～H12．2 新日鉄君津製作所

福山共同機工㈱ 中部定住文化ｾﾝﾀｰ及び梨博物館(仮称)舞台機構設備工事 H11．12～H12．8 倉吉中部定住文化センター

㈱ニチゾウテック プラスチック破砕設備工事 H12．3～H12．7 ㈱サニックス笠岡工場

メンテック機工㈱ 中部電力／碧南4.5号灰処理配管工事 H12．4～H13．4 中部電力碧南火力発電所

太平電業㈱ 据付場タンク組立工事 他 H12．8～H13．2 アサヒビール㈱神奈川工場

太平電業㈱ 福山4.5焼結主排ガス処理設備新設工事 H12．12～H14．3 ＮＫＫ福山製鉄所

川鉄マシナリー㈱ 送炭．送骸ＢＣフレーム健全化工事 H13．3～H13．9 川崎製鉄㈱水島

川鉄マシナリー㈱ 11号酸素プラント配管工事 H13．4～H13．12 川崎製鉄㈱水島

太平電業㈱ 呉灰溶融設備据付工事 H13．12～H14．8 呉市

太平電業㈱ 京浜第二高炉改修工事解体撤去据付工事 H14．1～Ｈ16．3 ＪＦＥスチール㈱東日本製鉄所

㈱堂本工業 ＶＰＳＡ酸素製造装置改造工事 H14．3～Ｈ14．6 三井金属㈱日比製錬所

西日本菱重興産㈱ 宇部市ごみ処理施設建設工事 H14．3～Ｈ14．6 宇部市

太平電業㈱ 自家発電新設電業設備機器据付工事 H14．7～H15．5 ＪＦＥスチール㈱東日本製鉄所

㈱スガテック 廃棄物総合処理、リサイクル施設建設工事 H14．8～H14．11 ㈱カムテックス

三菱マテリアルテクノ㈱ シックナー設置工事 Ｈ15．１～Ｈ15．４ 三菱マテリアル㈱直島製錬所

三菱マテリアルテクノ㈱ 銅溶錬 斜底板ジャケット更新工事 Ｈ15．4～Ｈ15．6 三菱マテリアル㈱直島製錬所

三菱マテリアルテクノ㈱ エコタウン 排ガスダクト設置工事 Ｈ15．５～Ｈ15．６ 三菱マテリアル㈱直島製錬所
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受 注 先 工 事 名 称 工 期 施 工 場 所

成和機工(有) 五井発電所 コンバインドサイクル発電設備建設工事 H15．5～H16．１ 五井製造所

深田工業㈱ CPプラント防消火設備工事 H15．9～Ｈ16．4 日本ゼオン㈱

高千穂鉄工㈱ ㈱クラレ岡山工場 定修工事 H15．10～H15．10㈱クラレ岡山工場

川鉄物流㈱ 日本農産㈱牛用飼料製造設備架台製作 H15．10～H16．２ 協成工業㈱

山九㈱岡山支店 スートブロワ増強工事 Ｈ16．3～Ｈ16．4 日本ゼオン㈱

山九㈱福山支店 ２ＨＯＴ大修理工事 Ｈ16．5～Ｈ16．5 ＪＦＥスチール㈱西日本製鉄所

山九㈱岡山支店 ８ＢＫＣＲ～オイリング 撤去工事 Ｈ16．5～Ｈ16．5 日本エクスラン工業㈱

中谷石油㈱ ♯３ＧＴＧ排水配管新設工事 Ｈ16．6～Ｈ16．7 新日本石油精製㈱大阪

山口技商㈱ 中部飼料㈱水島工場液体原料受入設備タンク製作 Ｈ16．6～Ｈ16．8 協成工業㈱

JＦＥメカニカル㈱ ＵＯＥ内面溶接機能率向上対策工事 Ｈ16．8～Ｈ16．8 ＪＦＥスチール㈱西日本製鉄所

高千穂鉄工㈱ №３吸収塔出口煙道更新工事 Ｈ16．9～Ｈ16．10 ㈱クラレ岡山工場

太平電業㈱ 炉体給排水設備配管製作 Ｈ16．10～Ｈ17．3 ＪＦＥスチール㈱西日本製鉄所

ＪＦＥメカニカル㈱ 保熱炉レキュピレーター更新工事 Ｈ17．1～Ｈ17．2 東京製鐵㈱岡山工場

山九㈱岡山支店 加熱炉廻りエアープレヒーター導入工事 Ｈ17．3～Ｈ17．4 ジャパンエナジー㈱

三菱マテリアルテクノ㈱ 飛灰増処理設備レパルプ槽製作・据付工事 Ｈ17．3～Ｈ17．5 三菱マテリアル㈱直島製錬所

三菱マテリアルテクノ㈱ 種板仕上機据付工事 Ｈ17．5～Ｈ17．5 三菱マテリアル㈱直島製錬所

三菱マテリアルテクノ㈱ コットレル出口煙道ＥＸＰ更新工事 Ｈ17．5～Ｈ17．5 三菱マテリアル㈱直島製錬所

中谷石油㈱ 所内エアーライン配管工事 Ｈ17．6～Ｈ17．7 新日本石油精製㈱

中谷石油㈱ 仮設配管製作 Ｈ17．9～Ｈ17．12 新日本石油精製㈱

㈱中央動力 10号ボイラ－ ガス焚き改造工事 Ｈ17．11～Ｈ18．12 クラレ㈱岡山事業所

ＪＦＥメカニカル㈱ №３高温反応炉下部炉取替工事 Ｈ18．1～Ｈ18．2 ＪＦＥスチール㈱西日本製鉄所

㈱堂本工業 ＶＰＳＡ酸素製造装置 Ｈ18．2～Ｈ18．4 三井金属鉱業㈱日比製錬所
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受 注 先 工 事 名 称 工 期 施 工 場 所

山九㈱岡山支店 加熱炉改造工事（αⅡＨ－５０１） Ｈ18．3～Ｈ18．4 旭化成ケミカルズ㈱

ＪＦＥメカニカル㈱ 三菱移載昇降リフト改造工事 Ｈ18．4～Ｈ18．5 三菱自動車工業㈱

高千穂鉄工㈱ ７号ボイラー給水配管更新工事 Ｈ18．5～Ｈ18．9 ㈱クラレ岡山工場

JＦＥメカニカル㈱ ＥＦ受鋼台車 車輪ユニット取替工事 Ｈ18．7～Ｈ18．7 東京製鐵㈱岡山工場

山九㈱ 東中国支店 小径シームレス増強 100Ａ塗油機搬送設備改造工事 Ｈ18．7～Ｈ18．8 ＪＦＥスチール㈱知多製造所

神菱火力サービスエンジニアリング㈱ 3.4号火炎検出器冷却設備設置工事及び3.4号LNG配管工事Ｈ18．8～Ｈ19．3 ＪＦＥスチール㈱西日本製鉄所

㈱中央動力 ４号ＬＮＧ焚改造工事 Ｈ18．9～Ｈ18．10 ＪＦＥスチール㈱西日本製鉄所

JＦＥメカニカル㈱ 現地据付 熱延Ｄ／ＣＷＲ支点ブッシュ取替工事 H19．1～H19．2 東京製鐵㈱岡山工場

中谷石油㈱ ＭＸＤＡサポート製作工事 H19．2～H19．3 協成工業㈱鴨方工場

JＦＥメカニカル㈱ ランアウトテーブルクーラントバンク振替工事 Ｈ19．3～Ｈ19．3 東京製鐵㈱岡山工場

四電エンジニアリング㈱ ＢＥ架構他製作 Ｈ19．4～Ｈ19．5 協成工業㈱鴨方工場

四電エンジニアリング㈱ №１．２ベルトコンベア他製作 Ｈ19．4～Ｈ19．5 協成工業㈱鴨方工場

三菱マテリアルテクノ㈱ Ｃボイラージャケット更新工事 Ｈ19．5～Ｈ19．5 三菱マテリアル㈱直島製錬所

三菱マテリアルテクノ㈱ ザーンストレーナー行き海水配管更新工事 Ｈ19．6～Ｈ19．6 三菱マテリアル㈱直島製錬所

三菱マテリアルテクノ㈱ ビーディングプレス更新工事 Ｈ19．5～Ｈ19．6 三菱マテリアル㈱直島製錬所

JＦＥメカニカル㈱ １号炉下部炉更新工事 Ｈ19．7～Ｈ19．8 水島エコワークス

JＦＥメカニカル㈱ スピンドル取替工事 Ｈ19．7～Ｈ19．7 東京製鐵㈱岡山工場

栄庄技研(有) 電気ダクト用ラック製作据付工事 Ｈ19．8～Ｈ19．9
日本ゼオン㈱
協成工業鴨方工場

岡山機設㈱ 児島湖流域下水道浄化センター汚泥処理設備工事 Ｈ19．8～Ｈ19．9 協成工業㈱鴨方工場

深田工業㈱ 屋内貯炭場散水設備工事 Ｈ20．1～Ｈ20．3 三菱レイヨン㈱大竹工場

㈱瀬戸内機工 メルトピッチ出荷設備製作（ブレス・梁・サポート・架台・歩廊・配管ラック）Ｈ20．2～Ｈ20．9 協成工業㈱鴨方工場

㈱堂本工業 排脱洗浄塔整備（本体上部更新）工事 Ｈ20．3～Ｈ20．4 三井金属㈱日比製錬所
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受 注 先 工 事 名 称 工 期 施 工 場 所

㈱中央動力 新ボイラ建設補機据付工事 Ｈ20．3～Ｈ20．6 三菱ガス化学㈱

栄庄技研(有) 日本ゼオン㈱定検工事 Ｈ20．3～Ｈ20．4 日本ゼオン㈱

フジケンエンジニアリング㈱ 阪神溶接機材㈱焼結設備製作据付工事 Ｈ20．6～Ｈ20．8 阪神溶接機材㈱

ＪＦＥメカニカル㈱ ＤＣウォーキングビーム修理 Ｈ20．7～Ｈ20．8 東京製鐵㈱岡山工場

㈱中央動力 旭化成ｹﾐｶﾙｽﾞ/日本ｾﾞｵﾝ/水島ﾎﾞｲﾗ補機据付工事 Ｈ20．9～Ｈ21．3 旭化成㈱/日本ゼオン㈱

山九㈱東中国支店 C,D－PDM傾斜角変更工事 Ｈ20．9～Ｈ20．9 ㈱クラレ岡山事業所

高千穂鉄工㈱ 発電所ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ用ｴｱｰ配管更新工事 Ｈ20．9～Ｈ20．11 ㈱クラレ岡山事業所

太平電業㈱ １・２ＣＤＱ建設工事 Ｈ20．3～Ｈ21．3 ＪＦＥスチール㈱西日本製鉄所

協伸サンテック㈱ 神戸製鋼加古川 「KSK-2Project」 Ｈ21．2～Ｈ21．3 神戸製鋼加古川製鉄所

㈱中央動力 アンモニアノズル取付工事 Ｈ21．3～Ｈ21．5 三菱化学㈱水島事業所

㈱ＹＳサポート 三菱化学3号ボイラー建設工事（ＥＰ関係） Ｈ20．11～Ｈ21．7 三菱化学㈱水島事業所

山九㈱東中国支店 高炉鋳床機器据付工事 Ｈ21．3～Ｈ21．5 新日鉄大分製鉄所

トナイ産業㈱ 三菱化学3号ボイラー建設工事 H21．2～H21．3 三菱化学㈱水島事業所

山九㈱岡山支店 保守点検整備 H21．2～H21．3 香川東部溶融クリーンセンター

フジケンエンジニアリング㈱ 集塵機補修他 H21．3～H21．3 吉備路クリーンセンター

光工業㈱ 原料多様化実証化設備 配管工事 H21．2～H21．4 ジャパンエナジー

高千穂鉄工㈱ №1硫酸タンク補修 H21．4～H21．4 ㈱クラレ岡山事業所

協伸サンテック㈱ BDF機器据付工事 H21．4～H21．5 同和鉱業㈱

㈱中央動力 バーナー廻り床改造工事他 Ｈ21．5～Ｈ21．7 三菱化学㈱水島事業所

㈱中央動力 №１タービン発電機更新工事 Ｈ21．3～Ｈ21．6 三菱マテリアル㈱直島製錬所

㈱中央動力 住友共同火力㈱壬生川発電所№２給水加熱器据替工事 Ｈ21．5～Ｈ21．6 住友共同火力㈱壬生川発電所

フジケンエンジニアリング㈱ 橘湾発電所定検工事 Ｈ21．5～Ｈ21．6 四国電力㈱橘湾発電所
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工 事 経 歴
受 注 先 工 事 名 称 工 期 施 工 場 所

西山工機㈱ ４ＥＰ内部品更新工事 Ｈ21．8～Ｈ21．8 三菱化学㈱水島事業所

㈱中央動力 １１Ｂ加熱器出口安全弁取替工事 Ｈ21．10～Ｈ21．10 ㈱クラレ岡山事業所

トナイ産業㈱ 3号ボイラー点検・改造工事他 Ｈ21．10～Ｈ21．10 三菱化学㈱水島事業所

㈲妹尾溶接 チューブ交換 Ｈ21．10～Ｈ21．10 日本製紙

㈱Ｋ－ＰＬＡＮＴ 第二工場ガスタービン発電設備配管工事 Ｈ21．12～Ｈ22．4 東レ㈱名古屋

太平電業㈱ 第３高炉改修工事 Ｈ22．1～Ｈ22．2 ＪＦＥスチール㈱西日本製鉄所

山九㈱東中国支店 №１，２ケーキ搬送コンベア修繕工事 Ｈ22．2～Ｈ22．3 児島湖浄化センター

エイテック㈱ ＣＬ－１、ＨＣ１/２プラットフォーム補修工事 Ｈ22．2～Ｈ22．3 日本ゼオン㈱水島工場

フジケンエンジニアリング㈱ 橘湾発電所定検工事 Ｈ22．3～Ｈ22．4 電源開発㈱橘湾発電所

㈱瀬戸内コムテック 倉敷東富井基地局新設工事 Ｈ22．3～Ｈ22．4 倉敷市東富井

山九㈱岡山支店 №2ＣＶ点検 Ｈ22．3～Ｈ22．3 香川東部溶融クリーンセンター

エイテック㈱ 定検工事 Ｈ22．3～Ｈ22．4 日本ゼオン㈱水島工場

㈱堂本工業 調合各所コンベア更新工事 Ｈ22．3～Ｈ22．4 三井金属鉱業㈱日比製錬所

㈱中央動力 真空ポンプ更新工事 Ｈ22．3～Ｈ22．5 住友化学㈱大江菊本工場

山九㈱東中国支店 洗浄塔整備工事 Ｈ22．3～Ｈ22．4 三井金属鉱業㈱日比製錬所

日進プラント㈱ 京都市エコランド 各所整備工事 Ｈ22．4～Ｈ22．6 京都市

さんもく工業㈱ ＰＯ２冷水塔（Ｋ/Ｌセル）部分更新工事 Ｈ22．5～Ｈ22．7 三菱化学㈱水島事業所

高千穂鉄工㈱ №６，７ ボイラー給水ポンプ更新工事 Ｈ22．5～Ｈ22．6 ㈱クラレ岡山事業所

山九㈱東中国支店 東部溶融クリーンセンター年修工事 Ｈ22．6～Ｈ22．6 香川東部溶融クリーンセンター

エイテック㈱ ＴＫ－３３Ｂｐ新法適合化工事（耐震補強工事） Ｈ22．5～Ｈ22．7 日本ゼオン㈱水島工場

高千穂鉄工㈱ 余剰汚泥脱水機据付工事 Ｈ22．6～Ｈ22．7 ㈱クラレ岡山事業所

㈱中央動力 ダクト当板補修工事 Ｈ22．8～Ｈ22．8 日本海水㈱赤穂



9

工 事 経 歴
受 注 先 工 事 名 称 工 期 施 工 場 所

さんもく工業㈱ 木材防腐処理装置補修工事 Ｈ22．8～Ｈ22．8 さんもく工業㈱本社

高千穂鉄工㈱ 脱水機歩廊製作工事 Ｈ22．8～Ｈ22．8 ㈱クラレ岡山事業所

日進プラント㈱ 京都市エコランド コンベア改造工事 Ｈ22．8～Ｈ22．12 京都市

ナカウン㈱ 西播炭化炉増設工事 Ｈ22．8～Ｈ22．9 西播商事㈱

高千穂鉄工㈱ 純水配管更新工事 Ｈ22．10～Ｈ22．10 ㈱クラレ岡山事業所

山九㈱東中国支店 3HOT定修工事 Ｈ22．10～Ｈ22．12 JFEスチール㈱東日本製鉄所千葉地区

山九㈱東中国支店 ステーブ更新工事 Ｈ22．11～Ｈ22．11 鹿島金属㈱鹿島製鉄所

山九㈱東中国支店 脱銅ハリス滓ＦＰ新設工事 Ｈ22．10～Ｈ22．12 三井金属㈱竹原精錬所

山九㈱東中国支店 №3-CF水冷ジャケット後面更新 Ｈ22．12～Ｈ22．12 三井金属鉱業㈱日比製錬所

山九㈱東中国支店 DC電気炉出鋼口開閉装置スクレーパー・投中投入台車取替工事Ｈ23．1～Ｈ23．1 東京製鐵㈱岡山工場

ダイソー㈱ マルチタンク製作 Ｈ23．1～Ｈ23．2 ダイソー㈱水島工場

㈱堂本工業 電解ビスマス除去設備 架台・歩廊製作 Ｈ23．1～Ｈ23．2 三井金属鉱業㈱日比製錬所

さんもく工業㈱ 3高炉浄水場冷却塔増強工事 Ｈ23．1～Ｈ23．4 ＪＦＥスチール㈱西日本製鉄所

三菱マテリアルテクノ㈱ 冷風ダクト製作 Ｈ23．3～Ｈ23．3 三菱マテリアル㈱直島製錬所

山九㈱東中国支店 3高炉改修 炉体用役配管敷設 Ｈ23．4～Ｈ23．5 ＪＦＥスチール㈱西日本製鉄所

エイテック㈱ ＴＫ－３４Ｂｐ新法適合化工事 Ｈ23．4～Ｈ23．6 日本ゼオン㈱水島工場

フジケンエンジニアリング㈱ 橘湾発電所定検工事 Ｈ23．4～Ｈ23．5 電源開発㈱橘湾発電所

㈱中央動力 独立過熱器電対取付工事 Ｈ23．5～Ｈ23．6 三菱化学㈱水島事業所

さんもく工業㈱ 冷水塔新設工事 Ｈ23．5～Ｈ23．8 東京電力㈱千葉火力発電所

㈱中央動力 ガスタービン据付工事 Ｈ23．5～Ｈ23．8 東京電力㈱川崎大井火力発電所

岡山機設㈱ ピッチタンク製作 Ｈ23.8～Ｈ23.10 日本カーボン㈱富山工場

㈱中央動力 ＳＨ設備撤去工事 Ｈ23.8～Ｈ23.11 住友金属鉱山㈱東予工場
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受 注 先 工 事 名 称 工 期 施 工 場 所

ダイソーエンジニアリング㈱ 反応器A・B製作 Ｈ23.9～Ｈ23.11 ダイソー㈱水島工場

ダイソーエンジニアリング㈱ 計量槽製作 Ｈ23.9～Ｈ23.11 ダイソー㈱水島工場

ダイソーエンジニアリング㈱ 二次反応槽製作 Ｈ23.9～Ｈ23.11 ダイソー㈱水島工場

ダイソーエンジニアリング㈱ タンク製作 Ｈ23.9～Ｈ23.11 ダイソー㈱水島工場

㈱中央動力 ６Ｔ ＤＥＨ配管工事 Ｈ23.10～Ｈ23.11 大王製紙㈱

ダイソー㈱水島工場 パイロット塔設置工事 Ｈ23.11～Ｈ23.12 ダイソー㈱水島工場

ダイソー㈱水島工場 ＥＰＲ配管更新工事 Ｈ23.11～Ｈ23.12 ダイソー㈱水島工場

㈱中央動力 ３号発電機復水器冷却水配管ルーズフランジ修理工事 Ｈ23.11～Ｈ23.12 住友共同電力㈱

日進プラント㈱ 京都市エコランド コンベア改造工事 Ｈ23．10～Ｈ24．1 京都市

金田コーポレーション㈱ ラック配管製作 H24.1～H24.2 金田コーポレーション㈱槌ケ原工場

四電エンジニアリング㈱ 総合排水処理設備撤去工事 H24.2～H24.3 ㈱四国総合研究所

ダイソー㈱水島工場 埋設配管設置工事 H24.2～H24.3 ダイソー㈱水島工場

㈱OTTO MCC坂出煉瓦選別作業 H24.2～H24.3 三菱化学㈱坂出事業所

㈱堂本工業 サンドベッド配管修理 H24.3～H24.4 三井金属鉱業㈱日比製錬所

成和機工㈲ C2R(4次)改修・配管工事 H24.4～H24.5 新日鐵㈱君津

高千穂鉄工㈱ ＯＳ冷凍機更新工事 H24.5～H24.6 ㈱クラレ岡山事業所

日進プラント㈱ 電気集塵機据付工事 H24.5～H24.11 東北電力㈱原町火力発電所

ダイソー㈱水島工場 触媒製造設備 機器・架台・据付工事 H24.6～H24.8 ダイソー㈱水島工場

ダイソー㈱水島工場 スチーム配管工事 H24.8～H24.9 ダイソー㈱水島工場

日進プラント㈱ 京都市エコランド コンベア改造工事 Ｈ24．7～Ｈ24．12 京都市

さんもく工業㈱ 冷水塔新設工事 H24.7～H24.9 ㈱日本触媒 姫路

東亜工業㈱ ビニロン全停工事 H24.9～H24.11 ㈱クラレ岡山事業所
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受 注 先 工 事 名 称 工 期 施 工 場 所

東亜工業㈱ ＰＣ粉砕原料中間タンク製作 H24.8～H24.9 クラレケミカル㈱鶴海工場

ダイソー㈱水島工場 海水配管敷設工事・架台設置工事 Ｈ24．9～Ｈ24．11 ダイソー㈱水島工場

㈱堂本工業 PPC日比製錬所 定修工事 Ｈ24．10～Ｈ24．11 三井金属鉱業㈱日比製錬所

ダイソー㈱水島工場 AC設備/冷却水配管敷設工事 Ｈ24．11～Ｈ24．12 ダイソー㈱水島工場

高千穂鉄工㈱ 泡及び自衛消火設備設置工事 Ｈ24.10～Ｈ25.2 ㈱クラレ岡山事業所

岡山機設㈱ 架台製作・据付 Ｈ24．12～Ｈ24．12 岡東浄化センター

ダイソーエンジニアリング㈱ Ｖ-2Ｂ粗製品タンク製作 Ｈ25．1～Ｈ25．1 協成鴨方工場

ダイソー㈱水島工場 機器荷受け・移動工事 Ｈ25．1～Ｈ25．5 ダイソー㈱水島工場

ダイソー㈱水島工場 T7001石灰貯槽設置工事 Ｈ25．1～Ｈ25．2 ダイソー㈱水島工場

岡山機設㈱ ケーキ貯蓄サイロ修理 Ｈ25．1～Ｈ25．2 児島湖流域下水道浄化センター

太平電業㈱ 1Ａコークス炉向け配管製作 Ｈ25．1～Ｈ25．2 ＪＦＥスチール㈱西日本製鉄所

ダイソー㈱水島工場 ストレーナー製作 Ｈ25．2～Ｈ25．2 協成鴨方工場

高千穂鉄工㈱ アノードプレス整備・油圧ユニット集約化 Ｈ25．1～Ｈ25．3 三菱マテリアル㈱直島製錬所

さんもく工業㈱ 冷水塔新設工事 Ｈ25.3～Ｈ25.3 旭化成/水島

㈱中央動力 キルン廃熱ボイラ更新工事 Ｈ25.5～Ｈ25.7 三菱化学㈱坂出

㈱中央動力 ドラム受け架台製作 Ｈ25.2～Ｈ25.3 協成鴨方工場

ダイソー㈱水島工場 No.3バイプロストレーナー（U-837C/D)製作 Ｈ25.2～Ｈ25.3 ダイソー㈱水島工場

ダイソー㈱水島工場 定修取合配管工事 Ｈ25.3～Ｈ25.4 ダイソー㈱水島工場

ダイソーエンジニアリング㈱ 苛性ソーダ貯槽補修工事 Ｈ25.3～Ｈ25.4 ダイソー㈱水島工場

ダイソー㈱水島工場 石灰エリア配管工事 Ｈ25.3～Ｈ25.3 ダイソー㈱水島工場

さんもく工業㈱ T460A冷水塔補修工事 Ｈ25.4～Ｈ25.4 ㈱日本触媒姫路工場

ダイソー㈱水島工場 17号塩酸船出荷配管敷設工事 Ｈ25.3～Ｈ25.4 ダイソー㈱水島工場
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受 注 先 工 事 名 称 工 期 施 工 場 所

ダイソー㈱水島工場 Ｗｒ/循環冷却水配管敷設工事 Ｈ25.2～Ｈ25.4 ダイソー㈱水島工場

㈱中央動力 3Ｒ/Ｂ西面高圧検出配管取替 Ｈ25.4～Ｈ25.5 兵庫パルプ工業㈱谷川工場

山九㈱東中国支店 ステーブ取替工事 Ｈ25.5～Ｈ25.5 新日鐵住金㈱君津製鉄所

山九㈱東中国支店 炉廻りフード架台補修 Ｈ25.5～Ｈ25.5 日新製鋼㈱呉

ダイソー㈱水島工場 貯槽散水配管工事 Ｈ25.4～Ｈ25.6 ダイソー㈱水島工場

ダイソー㈱水島工場 ラック配管工事 Ｈ25.5～Ｈ25.6 ダイソー㈱水島工場

さんもく工業㈱ 冷水塔補修工事 Ｈ25.5～Ｈ25.6 三菱化学㈱水島

竹田工業㈲ ﾌﾟﾗﾝﾄ消防対策対応工事 Ｈ25.5～Ｈ25.6 三菱化学㈱水島

ダイソー㈱水島工場 槽２槽化工事 Ｈ25.5～Ｈ25.6 ダイソー㈱水島工場

東亜工業㈱ バイオマスボイラー設備付帯配管工事 Ｈ25.5～Ｈ25.8 大成製紙㈱津山

㈱中央動力 キルン廃熱ボイラー更新工事 Ｈ25.6～Ｈ25.8 三菱化学㈱坂出

ダイソー㈱水島工場 熱交換器据付工事 Ｈ25.7～Ｈ25.8 ダイソー㈱水島工場

ダイソー㈱水島工場 冷却水配管敷設 Ｈ25.5～Ｈ25.9 ダイソー㈱水島工場

ダイソー㈱水島工場 配管工事 Ｈ25.7～Ｈ25.9 ダイソー㈱水島工場

ダイソー㈱水島工場 配管撤去作業 H25.9～H25.9 ダイソー㈱水島工場

東亜工業㈱ アルカリタンク更新工事 H25.9～H26.1 ㈱クラレ岡山事業所

高千穂鉄工㈱ 転化器熱交換器更新工事 H25.9～H25.11 ㈱クラレ岡山事業所

ダイソー㈱水島工場 スタンション設置 H25.10～H25.10 ダイソー㈱水島工場

ダイソー㈱水島工場 排水処理装置周り配管工事 H25.9～H25.10 ダイソー㈱水島工場

ダイソー㈱水島工場 配管ラック工事 H25.10～H25.10 ダイソー㈱水島工場

㈱中央動力 4号ボイラー水管取替工事 H25.10～H25.11 日本エクスラン工業㈱

ダイソー㈱水島工場 排水燃焼設備工事 H25.10～H25.11 ダイソー㈱水島工場
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受 注 先 工 事 名 称 工 期 施 工 場 所

東亜工業㈱ 機械工事（Ｌプロジェクト）配管工事 H25.10～H25.12 ㈱クラレケミカル

ダイソー㈱水島工場 配管工事 H25.11～H25.12 ダイソー㈱水島工場

岡山機設㈱ ホッパー点検架台製作 H25.12～H25.12 鶴新田汚泥処理施設

三菱ﾏﾃﾘｱﾙﾃｸﾉ㈱ タンク２基製作 H25.11～H25.12 三菱マテリアル㈱直島製錬所

三菱重工ﾒｶﾄﾛｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 低圧給水設備更新工事 H25.11～H26.2 ㈱クラレ岡山事業所

池田興業㈱ 砂ろ過塔設置工事 H25.12～H26.2 広島県出島埋立地区

ダイソー㈱水島工場 ろ過水槽製作 H26.2～H26.3 ダイソー㈱水島工場

東邦産業㈱ ろ過水槽更新工事 H26.3～H26.3 ダイソー㈱水島工場

ダイソー㈱水島工場 排ガス配管工事 H26.3～H26.3 ダイソー㈱水島工場

ダイソー㈱水島工場 ストリッパーD,A定修工事 H26.3～H26.3 ダイソー㈱水島工場

㈱堂本工業 第一電解№．1，2給液ヘッドタンク更新 H26.3～H26.3 PPC㈱日比製錬所

㈱堂本工業 製銅 精製炉バグフィルタ集塵強化 ダクト・架台設置工事 H26.3～H26.3 PPC㈱日比製錬所

ダイソー㈱水島工場 配管工事 H26.5～H26.5 ダイソー㈱水島工場

㈱堂本工業 電錬代PC化 既設ハンドリングマシン設備撤去 H26.6～Ｈ26.6 PPC㈱日比製錬所


