
平成１～１９年度

ローヌ･プーラシリコン株式会社 (ディッグデグレモン) ＮＦ工場 新設 1年

大日本インキ化学工業(株)　鹿島 ベフラン 増設配管 1年

鐘渕化学工業(株)　鹿島 カラービーズ工場 配管 1年

旭電化工業(株)　鹿島 (旭友産業) 西工場 建設 共通配管 1年

ポリクロームジャパン(株)　鹿島 Ａ工場新設に伴う配管 2年

三菱油化(株)　鹿島 (三菱油化エンジニアリング) ＫＰＥＡプラント 空送設備改造 2年

三菱油化(株)　四日市 (三菱油化エンジニアリング) ドバノール送出 設備 2年

日本エタノール(株) (三菱油化エンジニアリング) 粗アルコール受け入れ設備 2年

コスモ石油(株)　四日市 四日市(コスモエンジニアリング) ＧＴ燃料供給設備 2年

大日本インキ化学工業(株)　群馬 新聞オフ輪工場 配管工事 3年

大日本インキ化学工業(株)　東京 ワニス屋外タンク付帯設備配管 3年

日本エタノール(株)　群馬 (三菱油化エンジニアリング) 粗アルコール受入設備配管敷設 3年

ＢＡＳＦジャパン(株)　東京 (テイサン) 窒素配管 3年

コスモ石油(株)　四日市 (コスモエンジニアリング) ＧＴ燃料供給設備 3年

東ソー(株)　四日市 無水マイレン酸 配管敷設 3年

鹿島石油株式会社 (鹿島エンジニアリング) 北共発向オリマルジョン受入出荷 設備 3年

大日本インキ化学工業(株)　鹿島 マーラ 増設配管 3年

住金化工株式会社 灰カル 乳液受入設備 3年

海洋フーズ株式会社 塩水循環装置 配管 3年

株式会社 タイムケミカル つくば工場製造設備 新築 3年

大日本インキ化学工業(株)　鹿島 平版インキ設備配管 4年

ＢＡＳＦジャパン(株) (コスモエンジニアリング) ＬＳＡ-１供給設備配管 4年

鐘淵化学工業株式会社 ＫＲ/Ｐ ユーティリティー配管 4年

大日本インキ化学工業(株)　鹿島 Ｄ５建設配管 工事 4年

住金化工(株)　鹿 島 タール省力化配管 4年

三菱化成ポリテック( 株)　四日市 有機３Ｔ-５４９受入れ配管新設 4年

三菱商事(株)　名古屋 (鹿島エンジニアリング) ＴＡ-３８タンク受け払配管 4年

ローヌ･プーランジャパン株式会社 (ディッグデグレモン) 明野総合研究所建設 4年

三菱化成(株)　四日市 カーボンブラック原料油タンク増設配管 4年

三菱化成ポリテック(株)　四日市 重合２課　ＨＮＲ増産設備配管 4年

住金化工(株)　鹿 島 マルチ化配管 4年
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ポリクロームジャパン(株)　群馬 製版薬品設備配管 4年

中部コールセンター(株)　群馬 (三菱化成エンジニアリング) 貯炭場散水設備配管 5年

アイ・シー・アイ・ジャパン(株) (三菱化成エンジニアリング) アクリル復合材プラント建設 5年

大日本インキ化学工業(株)　鹿島 副生油配管更新 5年

住金化工(株)　鹿島 回収設備配管 5年

大日本インキ化学工業(株)　鹿島 Ｄ工場ＢＺＰＩＤ配管工事 6年

鐘淵化学工業株式会社 ＮＳＧシャープ化設備配管 6年

東ソー(株)　四日市 ナフサブレンド配管 6年

大日本インキ化学工業(株)　鹿島 Ｄ工場ベルクート生産設備配管工事 7年

住金化工株式会社 硫酸物移送設備配管工事 7年

大日本インキ化学工業(株)　群馬 副資材棟配管工事 7年

住金化工株式会社 住金化工株式会社硫酸物移送設備配管工事7 年 7年

旭オーリン株式会社　 (三菱油化エンジニアリング) ＲＲＧ製品貯槽新設配管工事 7年

スギムラ化学株式会社 Ｔ-４０１ ＣＲＴ(４基) 製作及びタンクタード配管 8年

大日本インキ化学工業(株)　鹿島 Ｄ工場 蒸留塔据付配管工事 8年

住金化工株式会社　 硫黄供給設備配管工事 8年

大日本インキ化学工業(株)　群馬 Ｃ工場 ＩＴＤ配管工事 8年

三菱化学(株)　四日市 (三菱化学エンジニアリング) エトキシレート物流設備配管 9年

三菱化学(株)　鹿島
(三菱化学エンジニアリング)
Ｂ-６号 バースＭＥＧローディング設備配管工事

9年

日本化薬株式会社 中試工場 据付配管他 9年

大日本インキ化学工業(株) Ｆ／工 バイオレット生産設備配管工事 9年

住金化工株式会社 ＳＫＰ製造設備配管工事 9年

鐘淵化学工業株式会社 (カネカエンジニアリング) ＥＰＩＯＮプラント配管工事 9年

ローヌプーラジャパン(株) １０Ｋボイラー増設配管工事 9年

協和油化(株)　四日市 (霞) 東ソー受入蒸気（L/S）配管 10年

鹿島北共同発電(株) (三菱化学エンジニアリング) 新再冷水設備配管工事 10年

大日本インキ化学工業(株)　群馬 グラビアインキ工場建設配管工事 10年

大日本インキ化学工業(株)　鹿島 (ディッグデグレモン) 一般排水処理設備増強配管工事 10年

住金化工(株) 鋼板洗浄剤製造設備配管工事 10年

協和油化(株)　四日市 ＫＢ－１プラント２系列化設備Ｂ系列化配管新設工事 10年

東ソー(株)　四日市　 Ｃ５ガス化設備設置 11年

鹿島北共同発電(株) ５号ボイラー燃料配管工事 11年

三菱化学(株)　鹿島 ベンゼン環境対策配管工事 11年
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大日本インキ化学工業(株)　群馬 新聞インキ製品タンク増設配管工事 11年

三菱化学(株)　鹿島 (三菱化学エンジニアリング) ラフィネート受入設備装置配管工事 11年

鹿島北共同発電(株) １０ＫＷ／２５ＫＷ電池配管工事 11年

住金ケミカル(株) ＲＥ－２１向臭素配管工事 11年

大日本インキ化学工業(株)　鹿島 (千代田工商) バロック設備配管改造工事 11年

日本エタノール(株)　四日市 (三菱化学エンジニアリング) 原料アルコール受入設備整備配管 12年

三菱化学(株)　鹿島 ３Ｂ－トルエン配管工事 12年

大日本インキ化学工業(株)　群馬 (ディックテクノ) 金赤インキ増設配管工事 12年

鐘淵化学工業(株) 中圧蒸気配管敷設工事 12年

住金ケミカル(株) 硫酸循環ライン工事 12年

コスモ石油(株)　四日市 (コスモエンジニアリング) Y/R 排水処理装置更新統合付帯配管工事 13年

三菱化学(株)　四日市　 (三菱化学エンジニアリング) 廃ガスSTEP-2r 据付配管工事 13年

丸善ケミカル(株) 250KL タンクEOA 転用配管工事 13年

スギムラ化学(株) (三菱化学エンジニアリング) SK 製造設備改造配管工事 13年

三菱化学(株)　四日市 (三菱化学エンジニアリング) 川尻燃料重質化配管工事及び塗装 13年

協和油化(株)　四日市 (午起)　高圧蒸気配管更新 13年

御殿場テトラパック(株)　 (ディックテクノ) 印刷材溶剤配管工事 13年

日本デコール(株)　桶川工場 (ディックテクノ) 桶川工場新設工事 13年

コスモ石油(株)　四日市 (コスモエンジニアリング) SECT 管取付工事 14年

コスモ石油(株)　四日市 (新日本製鐵) IPP 建設に伴う燃料供給配管工事 14年

コスモ石油(株)　四日市 (チッソエンジニアリング) SECT 管取付工事 14年

三菱化学(株)　四日市 (三菱化学エンジニアリング) BG3・PBT プラント新設OSBL 配管工事 14年

大日本インキ化学工業(株)　四日市 (コスモエンジニアリング) 原料貯蔵タンク新設配管工事 14年

大日本インキ化学工業(株)　小牧 (ディックテクノ) 新聞インキ工場新設工事 14年

鐘淵化学工業(株) (カネカエンジニアリング) 多目的パイロット設備配管工事 14年

日本化薬(株)　四日市 農１工場配管工事 14年

旭化成ワッカーシリコーン(株) AWS-L project 機器廻り配管工事 14年

大日本インキ化学工業(株)　群馬 (DIC 環境エンジニアリング) 一般排水緩速撹拌槽配管工事 14年

鹿島酸素(株)　四日市 (三菱化学エンジニアリング) 窒素圧縮機増設配管工事 14年

鹿島北共同発電(株)　四日市 3号排脱設備増設配管工事 15年

三菱化学(株)　鹿島 鹿島酸素向け4AS 基盤整備配管工事 15年

日本化薬株式会社 農１工場　定修に伴う配管据付工事 15年

三菱化学(株)　鹿島 日本乳化剤向け　BA プラント配管増設工事 15年

コスモ石油(株)　四日市 (コスモエンジニアリング) 1PS/S・5.6.8 大協橋バラスト配管更新工事 15年
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住金エア・ウォーター・ケミカル(株) Ⅰ・Ⅱ系海水メイン配管健全化工事 15年

東ソー(株)　四日市 (東ソー機工) エチレンプラント熱交E-313/D-607 廻り配管工事 15年

東栄化工(株)　岐阜工場 (三菱化成エンジニアリング) 排水処理施設配管改修工事 15年

四日市食肉センター (三菱化成エンジニアリング) 排水処理施設配管改修工場 15年

(株) 辰巳商会　名古屋CT
(東南興産)
A-14/15CRT ドバノール配管工事及び桟橋廻り配管工事

16年

鹿島北共同発電(株) M4 タービン設置に伴う蒸気配管工事 16年

東ソー(株)　四日市 (コスモエンジニアリング) K-３桟橋分解重油船配管取替工事 16年

東ソー(株)　四日市 (コスモエンジニアリング) K-16/17 桟橋新設に伴う海上配管工事 16年

東ソー(株)　四日市 (霞エンジニアリング) t-BA 装置OSBL 機械化オンサイト装置配管工事 16年

(株) 細川洋行 (ディックテクノ) 溶剤地下タンク設備配管増設工事 16年

大日本インキ化学工業(株)　館林 (ディックテクノ) ジェットミル粉砕処理ライン化プロジェクト工事 16年

鹿島北共同発電(株) メタバナ乾燥機更新配管工事 16年

コスモ石油(株)　四日市 (三菱重工プラント建設) FCCプラント装置性能改善配管工事 16年

大日本インキ化学工業(株)　群馬 ２層塗布用役配管工事 17年

東ソー(株)　四日市
(霞エンジニアリング)
エチレン水添油設備設置新設プラントOSBL 配管工事

17年

住金エア・ウォーター・ケミカル(株) (千代田工商) GMP 中間体製造設備据付配管工事 17年

東ソー(株)　四日市 (東ソー機工) 明和第３工場リニューアルに伴う配管工事 17年

大日本インキ化学工業(株)　群馬 溶剤回収装置配管工事 17年

大日本インキ化学工業(株)　群馬 ( テス・エンジニアリング) コージェネシステム所外配管工事 17年

鹿島石油株式会社 ( 日陽エンジニアリング) Cエリアスチームカラカラ化配管工事 17年

中部国際空港 (コスモエンジニアリング) JET 燃料海上出荷対応配管工事 17年

コスモ石油(株)　四日市 (コスモエンジニアリング) JET 軽油輸出対応新ポンプヤード配管工事 18年

三菱化学(株)　四日市 (三菱化学エンジニアリング) アスファルト導入燃料費削減対策配管工事 18年

東ソー(株)　四日市 (霞エンジニアリング)　芳香族・LP エチレン配管恒久対策工事 18年

東ソー(株)　四日市 (霞エンジニアリング) YHH 計画配管敷設工事 18年

三菱化学(株)　鹿島 鹿島(月島機械) T ／ Y 設備配管工事 18年

鹿島石油株式会社 (日陽エンジニアリング) RIPE-X 先行SDM 配管工事 18年

大日本インキ化学工業(株)　館林 (ディックテクノ) 原添剤ライン配管工事 18年

日本化薬株式会社 農１工場　定修に伴う配管据付工事 18年

鹿島石油株式会社 (日陽エンジニアリング) RIPE-X オフサイト建設工事 19年

鹿島石油株式会社 (日陽エンジニアリング) 海上出荷設備増強工事 19年

鹿島北共同発電株式会社 (三菱化学エンジニアリング) 噴燃設備移設配管塗装据付工事 19年
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コスモ石油(株)　四日市 (コスモエンジニアリング) Uヤードﾞ･国内外入出荷荷役設備対応工事 19年

三菱化学(株)　四日市 (三菱化学エンジニアリング) 塩浜ガスT/Y･プロピレン出荷配管設置工事 19年

三菱化学(株)　四日市 (三菱化学エンジニアリング) ＣＢプラントＬＮＧ切替配管敷設工事 19年

日本化薬株式会社 農1工場定修に伴う配管改修工事 19年

コスモ石油(株)　四日市 協和発酵C･物流インフラ設備/ 霞ドラム充填場新設配管 19年

コスモ石油(株)　四日市 協和発酵C( 午起)･製品移送Ｕ-７桟橋ＡＣＴ配管更新工事 19年

三菱化学(株)　四日市 塩浜ガスT/Y･Ｐ-Ｐ既設配管ガスケット交換工事 19年

コスモ石油(株)　四日市 中部PS･ＹＲ～ＹＴＣ球形ヤードﾞＣ４転送配管敷設(2,700B/M) 19年

三菱化学(株)　鹿島
(三菱化学エンジニアリング) TMA 向3AS アルゴン装置据付及び
配管撤去工事

19年

協和発酵ケミカル株式会社 (コスモエンジニアリング) 製品移送Ｕ-７桟橋ＢＯＨ配管更新(1 期) 19年

株式会社　カネカ WGブロア機械ダクト工事 19年

三菱化学(株)　鹿島 (三菱化学エンジニアリング) 用役プラント共通配管帯工事 19年

協和発酵ケミカル株式会社 (コスモエンジニアリング) 午起ローリー充填場新設配管工事 19年

三菱化学(株)　鹿島 (三菱化学エンジニアリング) BZ 排水タンク移設配管工事 19年

エア･ウォーター(株) MPK活性炭除去装置設置工事 19年

協和発酵ケミカル株式会社 (コスモエンジニアリング) 製品移送Ｕ-７桟橋配管撤去工事 19年

三菱化学(株)　鹿島 屋外(T) 泡フォームチャンバー2重化配管敷設工事 19年

三菱化学(株)　鹿島 BAP 配管敷設工事 19年

鹿島北共同発電株式会社 安水設備配管増強工事 19年
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