
平成１～１９年度

新大協和石油化学(株)  Ｆ-１１０ Ｒ-ＴＵＢＥ ＨＰ化 1年

住金化工株式会社 回収装置設置 1年

旭電化工業株式会社 ( 三菱油化エンジニアリング） 産業廃棄物焼却処理設備 1年

新大協和石油化学(株) 弁類脱着 1年

株式会社 東洋商社 造粒機改造 1年

住金化工株式会社 １００Ｌ反応釜据付 1年

テイサン(株)　四日市 ( 三鈴メック 1年

昭和シェル石油(株) ( 三菱油化エンジニアリング） インテグ対応設備 1年

昭和シェル石油(株) ( 三菱油化エンジニアリング） 水素受設備増設 1年

三菱油化(株)　四日市 イオン水 交換槽製作 1年

東ソー株式会社　四日市 ＭＡプラント改造 1年

ローヌプーラシリコーン株式会社  ( ディックデグレモン） 機器据付 1年

日曹油化工業株式会社 Ｆ-７１３,７１４ 触媒中和槽製作 2年

テイサン(株) 　四日市 ( 三鈴メック） Ｂ-１４,Ｔ-２０ベッセル製作 2年

三菱化成(株) 　四日市 反応槽(Ｒ-３２） 触媒抜出ホッパー製作 2年

三菱化成(株) 　四日市 Ｎ-３３６-４Ｖ用 微粒子貯槽製作 2年

三菱化成(株) 　四日市 サイクロン及びサンプリングポット６基製作 2年

テイサン(株) 　四日市 ( 三鈴メック） 機器３基製作 2年

三菱化成(株) 　四日市 反応槽(Ｒ-３２） 触媒抜出ホッパー製作 2年

三菱化成(株) 　四日市 Ｎ-３３６-４Ｖ用 微粒子貯槽製作 2年

三菱化成(株) 　四日市 サイクロン及びサンプリングポット６基製作 2年

テイサン(株) 　四日市 ( 三鈴メック） 機器３基製作 2年

日曹油化工業株式会社  Ｆ-７１２ サンプル回収ポット製作 2年

日本ファインテック(株) 分離槽ＪＦ-１２２製作 2年

住金化工株式会社 粉体搬送装置 2年

大日本インキ化学工業(株)　鹿島 ＢＨＨ－３分級器据付 3年

三菱油化(株)　四日市 ( 三鈴メック） Ｒ-３１１反応器取替補修 3年

三菱油化(株)　四日市 ( 三菱油化エンジニアリング） Ｖ-４１５製作(2100×2600） 3年

三菱油化(株)　鹿島
( 三菱油化エンジニアリング）
ローディングアーム台車部防護散水装置製作

3年

大日本インキ化学工業(株)　鹿島 Ｆ/ 工ブルークルド ５０Ｔ/ 月増産設備 3年

（１）

機器類の工事履歴
history of instrument work



東ソー株式会社 四日市 Ｆ-１０１,１０７ デコーキングポット取付 他 3年

大日本インキ化学工業(株)　鹿島 Ｂ-３ プレコートフィルター設備増設 3年

三菱油化(株)　四日市  ( 石川島タンク建設） 機器製作据付 3年

協和油化(株)　四日市 ＹＰＬ Ｄ-８０５ ドラム製作 3年

東ソー株式会社　四日市 ( 明星工業） 分解炉コンベクション アクセスドアー新設 3年

東ソー株式会社　四日市 Ｆ-１０９デコーキングポット取付 他 4年

大日本インキ化学工業(株)　鹿島 Ｄ５建設機器据付 4年

東ソー株式会社　四日市 Ｆ-１１４ 他５基 デコーキングポット取付 他 4年

東ソー株式会社　四日市 Ｆ-１０５ Ｒ-ＴＵＢＥガイド取付 他 4年

鐘ケ渕化学株式会社 ＫＲエアースライダー据付け 4年

東ソー株式会社　四日市  ( 山九）重合器設備 Ｒ-２０１Ａ,Ｂ,Ｄ脱着清掃他 整備 4年

大日本インキ化学工業(株)　鹿島 ＶＥ-４６００１Ｂ キシレンデカンター製作 4年

ポリクロームジャパン( 株)　群馬 １号機ユニット化 4年

ポリクロームジャパン( 株)　群馬 パイロットコーター感光液供給ユニット 5年

東ソー株式会社　四日市  Ｆ-１０９ ＣＯＶ-ＴＵＢＥ化学洗浄（４基） 5年

東ソー株式会社　四日市 分解炉 Ｒ-ＴＵＢＥ取付 5年

大日本インキ化学工業(株)　鹿島 ３ｍ3 熱交機製作 5年

鐘ケ渕化学株式会社 ＩＲ２４５設備機器設置 5年

東ソー株式会社　四日市 Ｆ-１０３他 バーナー整備 5年

住金化工株式会社 １次炭酸分解塔更新 5年

鐘ケ渕化学株式会社 二次加工集塵設備据付 5年

鹿島石油株式会社 ＢＤスタックＬＧクリスマスツリー修理 5年

大日本インキ化学工業(株)　鹿島 Ｎ-１吸収塔製作工事（VE-40009) 6年

鐘淵化学工業株式会社 ＥＳＰ樹脂捕集用ロータリースクリーン製作 6年

住金化工株式会社 温水熱交修理 6年

鹿島北共同発電(株) テスト用 熱交製作 6年

大日本インキ化学工業(株)　鹿島 Ｂ-３プラント　１加熱機据付工事 6年

鹿島北共同発電(株) ３Ｄ/Ｓ再生系バタ弁点検復旧等 6年

鹿島石油株式会社  スチームトラップ集水管製作 6年

鐘淵化学工業株式会社  Ｚミキサーシュート製作 6年

住金化工株式会社 ＭＰＫ高圧ガス自主検査 6年

住金化工株式会社 塊硫安シュート改造 6年

住金化工株式会社 硫安晶出部詰まり対策工事 6年

コスモ石油( 株) 　四日市 ２Ｗ/Ｓ ３（ＵＶ-３３）ＰＰＩ平行板取替及びフード補修 6年

（２）



コスモ石油( 株) 　四日市 1Ｗ/Ｓ 5（ＵＶ-３３）ＰＰＩ平行板取替及びフード補修 6年

コスモ石油( 株) 　四日市 １Ｗ/Ｓ Ｖ-６９７平行板取替 6年

東ソー株式会社　 四日市 分解炉Ｒ-ＴＵＢＥ取替 6年

東ソー株式会社　 四日市 重合器（Ｒ-２０１Ａ,Ｂ,Ｄ） 整備 6年

小名浜石油株式会社 流量計設置工事 ７年

三菱化学株式会社 海水建屋ポンプステージ工事 ７年

鐘淵化学工業株式会社 還流コンデンサー用架台及び基礎工事 ７年

鐘淵化学工業株式会社 Ｃ/Ｂ充填工程フレコン化設備工事 ７年

大日本インキ化学工業(株)　鹿島 応顔１工場　７５Ｌニーダー生産設備工事 ７年

鐘淵化学工業株式会社 Ｅ２冷却機用シャフト修理 ７年

住金化工株式会社 流安溶解槽廻り改造工事 ７年

鹿島北共同発電(株) ( 三菱油化エンジニアリング） ガスタービン付帯設備工事 ７年

住金化工株式会社 Ｅ２冷却機シャフト修理 ７年

大日本インキ化学工業(株)　鹿島 Ｃ酸設備一部撤去，解体工事 ７年

コスモ石油( 株) 　四日市 (住重） ＦＣＣ設備ＵＤ-８０１,８０２改造 ７年

コスモ石油( 株) 　四日市 １Ｗ/Ｓ No５（ＵＶ-886）ＰＰＩ平行板更新及びフード補修 ７年

コスモ石油( 株) 　四日市 ６Ｔ/Ｐ ＹＥ-２０９Ａｔｕｂｅ漏洩補修 ７年

東ソー株式会社　 四日市 （東北電機鉄工） Ｋ-１５桟橋オイルフェンス巻取機補修 ７年

四日市港管理組合 オイルフェンス巻取機補修 ７年

東ソー株式会社　 四日市 Ｆ-１０２,１０６分解炉Ｒ-ＴＵＢＥ取替 他 ７年

コスモ石油( 株) 　四日市 ３Ｖ/Ｃ ボックスクーラー更新２基 ７年

東西オイルターミナル( 株)
(コスモエンジニアリング）
No.３０１ 5000KL ＣＲＴ 開放検査補修及び底板更新

７年

東西オイルターミナル( 株)
(コスモエンジニアリング）
No.３０５ 7000KL ＣＲＴ 開放検査補修

７年

コスモ石油( 株) 　四日市 １Ｗ/Ｓ No２ ＰＰＩ Ｖ-７２９平行板更新 ７年

三菱化学BASF( 株) 　鹿島 包装用ＰＥフィルム吊り上げ装置 ８年

東ソー株式会社　 四日市 Ｆ-１１０ Ｒ-ＴＵＢＥ取替 ８年

三菱化学( 株) 　鹿島 モーターカバー製作取付工事 ８年

鐘淵化学工業株式会社 泡チャンバー増設配管工事 ８年

鐘淵化学工業株式会社 ２次加工 Ｒ.Ｃ減溶機設置工事 ８年

住金物産株式会社 Ｋガス圧縮機インタークーラーチューブネスト更新工事 ８年

共同酸素株式会社 球形ガスホルダー他 製作 ８年

大日本インキ化学工業(株)　鹿島 Ｆ工場 Ｂニーダー用 熱交製作 ８年

（３）



武田薬品工業株式会社 ＸＤＡタンクＸＤ-２Ｄ購入 ８年

鹿島共同施設株式会社 共同架台（２ブロック）塗装修理 ８年

鐘淵化学工業株式会社 (カネカエンジニアリング） ＥＰＩＯＮ／Ｐベッセル類 (12 基）製作 ９年

三菱化学(株)　四日市 鹿島用役 ６０Ｔグランドフレアー自動弁脱着 ９年

鐘淵化学工業株式会社 Ｅ-２冷却機レベル修理 ９年

三菱化学(株)　鹿島 樹物Ｇ サイロシュー３方弁取付 ９年

鐘淵化学工業株式会社 スクリュー据付 ９年

三菱化学(株)　鹿島 ＳＺ／ＳＭ再冷ブロムポンプ移設 ９年

リッカーケミカルズ イーストアジア(株) ドラム缶 昇降装置 ９年

三菱化学(株)　鹿島 Ｋ-６０３Ｂ Ｉ／Ｃ　Ａ／Ｃ開放 ９年

住金化工株式会社 硫酸Ａ熱交チューブ修理 ９年

三菱化学(株)　鹿島 (三菱化学エンジニアリング）フレコンバック自動脱着機 (２台） ９年

東ソー株式会社 四日市 Ｆ-１０７他 Ｒ-ＴＵＢＥ取替 ９年

東ソー株式会社 四日市 Ｆ-１０６・１０８Ｒ-ＴＵＢＥ取替 １０年

三菱化学(株)　鹿島 V-533 エゼクター分離槽他製作 １０年

三菱化学(株)　鹿島 ベッセルV-302製作 １０年

東ソー株式会社 四日市 Ｆ-１１０他Ｒ-ＴＵＢＥ取替 １０年

鐘淵化学工業株式会社 ドライヤ－改造工事 １１年

三菱化学(株)　鹿島 鹿島酸素向け水素放出設備シールポット製作工事 １１年

東ソー株式会社 四日市 Ｆ-１０６Ｒ-ＴＵＢＥ他８炉定期補修 １２年

大日本インキ化学工業(株) 小牧原動５号コンプレッサー更新工事 １２年

鐘淵化学工業株式会社 DCK 更新据付工事 １２年

東ソー株式会社 四日市 Ｆ-１０８Ｒ-ＴＵＢＥ補修 １３年

東ソー株式会社 四日市 分解炉Ｒ-ＴＵＢＥ（８炉）補修 １４年

大日本インキ化学工業(株)　小牧 (ディックテクノ）新聞インキ工場機器据付 １４年

住金エアウォーター・ケミカル(株) 粗タール酸二次分解塔更新工事 １４年

住金エアウォーター・ケミカル(株) A 熱交換解体工事 １５年

鹿島北共同発電 (株) パケットコンベア－補修工事 １５年

東ソー株式会社 四日市 エチレン分解炉R-TUBE 整備工事 １５年

大日本インキ化学工業(株)　鹿島 (ディックテクノ）原動冷凍機更新工事 １５年

大日本インキ化学工業(株)　群馬 アルミ倉庫コイルパレット製作工事 １６年

コスモ石油(株)　四日市 (コスモエンジニアリング）CLC・V-254 他１７基調整弁設置工事 １６年

東ソー株式会社 四日市 (日揮）エチレン分解炉Ｒ-ＴＵＢＥ補修工事 １６年

大日本インキ化学工業(株)　鹿島 (ディックテクノ）原動３号ボイラ－設備撤去工事 １６年

（４）



鹿島北共同発電(株) 遠心分離器２階床面補修工事 １７年

コスモ石油(株)　四日市  (コスモエンジニアリング） YTC・架台接点部防食補修工事 １７年

鹿島石油株式会社 １FR ラック鉄骨工事 １７年

大日本インキ化学工業(株) ロールミル撤去工事 １７年

東ソー株式会社　四日市 ( 日揮） エチレン分解炉Ｒ-ＴＵＢＥ補修工事 １７年

東ソー株式会社　四日市 ( 東ソー機工） 低圧PE・A系D 系定期修理 １７年

東ソー株式会社 ( 東ソー機工） エレチン･Ｆ-108ＣＯＮＶチューブ補修工事 １９年

大日本インキ化学工業(株)　群馬 DA 回収槽更新工事 １９年

東ソー株式会社 ( 東ソー機工） エチレン･Ｆ-106Ｒ-ＴＵＢＥ補修工事 １９年

東ソー株式会社 ( 東ソー機工） エチレン･Ｆ-111Ｒ-ＴＵＢＥ補修工事 １９年

三菱化学株式会社 5AD-603 エアーヒーター更新工事 １９年

（５）


